
キャッシュレス・消費者還元事業
事務局審査を通過した加盟店一覧

② 固定店舗（EC・通信販売を除く）

・・・・・・・・・・ 2

経済産業省 （一社）キャッシュレス推進協議会

③ EC・通信販売（楽天市場）

④ EC・通信販売（Yahoo!ショッピング）

⑤ EC・通信販売（その他ECサイト）

9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

① 加盟店登録申請状況（9月５日時点）

・・・・・・・・・・ 3

・・・・・・・・・・ 5537

・・・・・・・・・・ 5905

・・・・・・・・・・ 6246



「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店登録申請状況（9月5日時点）

【業種分類別】加盟店登録申請状況

全国合計
577,885店 北海道 30,033店

東北地方 33,851店
青森県 4,686店 岩手県 4,314店
秋田県 3,738店 宮城県 9,955店
山形県 4,363店 福島県 6,795店

近畿地方 110,335店
三重県 6,915店 滋賀県 5,659店
奈良県 5,069店 和歌山県 4,414店
京都府 15,556店 大阪府 47,523店
兵庫県 25,199店

中部地方 100,493店
新潟県 10,094店 富山県 6,089店
石川県 8,328店 福井県 4,954店
山梨県 4,964店 長野県 10,041店
岐阜県 8,834店 静岡県 14,936店
愛知県 32,253店

中国地方 36,246店
岡山県 9,577店 広島県 13,512店
鳥取県 3,257店 島根県 4,232店
山口県 5,668店

四国地方 18,475店
香川県 5,173店
徳島県 3,883店
愛媛県 6,048店
高知県 3,371店 沖縄県 5,743店

九州地方 61,198店
福岡県 26,637店
佐賀県 3,444店
長崎県 5,550店
大分県 5,606店
熊本県 8,108店
宮崎県 4,472店
鹿児島県 7,381店

関東地方 181,511店
茨城県 8,808店 栃木県 6,674店
群馬県 6,967店 埼玉県 20,660店
千葉県 18,763店 東京都 89,568店
神奈川県 30,071店

小売業
58%

飲食業
16%

その他サー
ビス業等
26%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

1 北海道 愛別町 愛別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2 北海道 愛別町 セブン－イレブン愛別町店 小売業 食料品 2%

3 北海道 愛別町 旭川国際カントリークラブ サービス その他サービス 5%

4 北海道 愛別町 伊藤新聞販売所 小売業 その他小売 5%

5 北海道 愛別町 三愛自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

6 北海道 赤井川村 キロロリゾート サービス 宿泊業 5%

7 北海道 赤井川村 有限会社赤井川ハイヤー サービス 運輸業 5%

8 北海道 赤平市 赤平　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9 北海道 赤平市 赤平平岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10 北海道 赤平市 セブン－イレブン赤平文京町店 小売業 食料品 2%

11 北海道 赤平市 セブン－イレブン赤平茂尻店 小売業 食料品 2%

12 北海道 赤平市 出光茂尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13 北海道 赤平市 Ａコープ　あかびら店 小売業 食料品 5%

14 北海道 赤平市 海鮮居食屋暖らん サービス 飲食業 5%

15 北海道 赤平市 株式会社菱友 赤平支店 小売業 その他小売 5%

16 北海道 赤平市 セルフ幌岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17 北海道 赤平市 デンキの桐原 小売業 電化製品 5%

18 北海道 赤平市 ハヤサカ自動車工業 サービス その他サービス 5%

19 北海道 赤平市 三木ミシン電気商会 小売業 電化製品 5%

20 北海道 赤平市 茂尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21 北海道 旭川市 Ｒ・Ｅフレッシュ サービス 理容・美容業 5%

22 北海道 旭川市 ＥＡＲＬＥＣＯＦＦＥＥＳＨＯＰ サービス 飲食業 5%

23 北海道 旭川市 Ｒホテルズイン北海道旭川 サービス 宿泊業 5%

24 北海道 旭川市 有限会社愛澤新聞販売所 小売業 その他小売 5%

25 北海道 旭川市 ｉ．ｃ．ｓｔｅｌｌａＤｅｖｉｃｅＲｅｐａｉｒｓ サービス その他サービス 5%

26 北海道 旭川市 アイフォンドクター旭川店 サービス その他サービス 5%

27 北海道 旭川市 愛家 サービス 飲食業 5%

28 北海道 旭川市 Ｌａｖｅｎｕ三番舘店 サービス 理容・美容業 5%

29 北海道 旭川市 アウトバーン神居店 小売業 その他小売 5%

30 北海道 旭川市 アウトバーン太陽店 小売業 その他小売 5%

31 北海道 旭川市 アウトバーン忠和店 小売業 その他小売 5%

32 北海道 旭川市 アウトバーン東光店 小売業 その他小売 5%

33 北海道 旭川市 アヴュー 小売業 その他小売 5%

34 北海道 旭川市 株式会社あおき 小売業 電化製品 5%

35 北海道 旭川市 赤ちょうちんえんやーどっとｃｏ サービス 飲食業 5%

36 北海道 旭川市 秋田堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

37 北海道 旭川市 あきやま茶舗 小売業 食料品 5%

38 北海道 旭川市 アクタスオートサービス サービス その他サービス 5%

39 北海道 旭川市 一般社団法人大雪カムイミンタラＤＭＯ サービス その他サービス 5%

40 北海道 旭川市 浅川車輌整備工場 サービス その他サービス 5%

41 北海道 旭川市 旭川３条西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42 北海道 旭川市 旭川３条東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

43 北海道 旭川市 旭川末広ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44 北海道 旭川市 旭川ターミナルホテル　写真室 サービス その他サービス 5%

45 北海道 旭川市 旭川道新文化センター サービス その他サービス 5%

46 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川秋月２条店 小売業 食料品 2%

47 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川曙店 小売業 食料品 2%

48 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川旭町店 小売業 食料品 2%

49 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川旭町２条店 小売業 食料品 2%

50 北海道 旭川市 旭川Ｈａｊｏｕｔｅｒ 小売業 衣料品 5%

51 北海道 旭川市 旭川イーグルゴルフ サービス その他サービス 5%

52 北海道 旭川市 旭川イーグルゴルフセンター株式会社 サービス その他サービス 5%

53 北海道 旭川市 あさひ川井泉　２条店 サービス 飲食業 5%

54 北海道 旭川市 あさひ川井泉５条店 サービス 飲食業 5%

55 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川医大前店 小売業 食料品 2%

56 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川永隆橋店 小売業 食料品 2%

57 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川大町店 小売業 食料品 2%

58 北海道 旭川市 旭川お城の鯉寿し サービス 飲食業 5%

59 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川買物公園店 小売業 食料品 2%

60 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川神楽岡１４条店 小売業 食料品 2%

61 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川神楽岡５条店 小売業 食料品 2%

62 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川神楽１０丁目店 小売業 食料品 2%

63 北海道 旭川市 旭川ガス株式会社 サービス その他サービス 5%

64 北海道 旭川市 旭川ガス サービス その他サービス 5%

65 北海道 旭川市 旭川ガス住設 小売業 その他小売 5%

66 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川神居雨紛店 小売業 食料品 2%

67 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川神居３条店 小売業 食料品 2%

68 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川神居７条店 小売業 食料品 2%

69 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川神居４条店 小売業 食料品 2%

70 北海道 旭川市 セブンーイレブン旭川川端店 小売業 食料品 2%

71 北海道 旭川市 旭川環状末広ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

72 北海道 旭川市 旭川北インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

73 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川北彩都店 小売業 食料品 2%

74 北海道 旭川市 旭川９条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

75 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川９条通店 小売業 食料品 2%

76 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川旭神２条店 小売業 食料品 2%

77 北海道 旭川市 旭川ケーブルテレビ サービス その他サービス 5%

78 北海道 旭川市 旭川健康ランド サービス 理容・美容業 5%

79 北海道 旭川市 旭川健生舎 小売業 その他小売 5%

80 北海道 旭川市 旭川小型モータース サービス その他サービス 5%

81 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川５条通店 小売業 食料品 2%

82 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川５条７丁目店 小売業 食料品 2%

83 北海道 旭川市 旭川コンパスタケウチ 小売業 電化製品 5%

84 北海道 旭川市 旭川コンパス本店 小売業 電化製品 5%
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85 北海道 旭川市 旭川三愛自動車工業 サービス その他サービス 5%

86 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川３条７丁目店 小売業 食料品 2%

87 北海道 旭川市 旭川サンホテル サービス 宿泊業 5%

88 北海道 旭川市 旭川支店 小売業 その他小売 2%

89 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川東光８丁目店 小売業 食料品 2%

90 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川春光１条店 小売業 食料品 2%

91 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川春光５条店 小売業 食料品 2%

92 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川春光台店 小売業 食料品 2%

93 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川春光台２条店 小売業 食料品 2%

94 北海道 旭川市 旭川食糧 小売業 食料品 5%

95 北海道 旭川市 旭川食糧（燃料） 小売業 食料品 5%

96 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川新富２条店 小売業 食料品 2%

97 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川末広１条店 小売業 食料品 2%

98 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川末広５条店 小売業 食料品 2%

99 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川末広３条店 小売業 食料品 2%

100 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川末広東１条店 小売業 食料品 2%

101 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川末広東３条店 小売業 食料品 2%

102 北海道 旭川市 旭川石炭燃油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

103 北海道 旭川市 旭川台場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104 北海道 旭川市 旭川タイヤサービス サービス その他サービス 5%

105 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川忠和８条店 小売業 食料品 2%

106 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川忠和４条店 小売業 食料品 2%

107 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川ツインハープ店 小売業 食料品 2%

108 北海道 旭川市 旭川デザインセンター 小売業 家具・調度品 5%

109 北海道 旭川市 旭川テック横丁 サービス 飲食業 5%

110 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川東光９条店 小売業 食料品 2%

111 北海道 旭川市 旭川東光店 小売業 その他小売 5%

112 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川東光２条店 小売業 食料品 2%

113 北海道 旭川市 旭川道新文化センター旭川駅前教室 サービス その他サービス 5%

114 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川動物園通り店 小売業 食料品 2%

115 北海道 旭川市 旭川ＴＯＭＯＲＲＯＷＬＡＮＤ 小売業 衣料品 5%

116 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川豊岡１条店 小売業 食料品 2%

117 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川豊岡１３条店 小売業 食料品 2%

118 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川豊岡１０丁目店 小売業 食料品 2%

119 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川豊岡８条店 小売業 食料品 2%

120 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川豊岡６条店 小売業 食料品 2%

121 北海道 旭川市 旭川トヨタ自動車ＡｓａｈｉｋａｗａＴＯＹＯＴＡＵ－Ｃａｒステーション 小売業 その他小売 5%

122 北海道 旭川市 旭川トヨタ自動車旭川店 小売業 その他小売 5%

123 北海道 旭川市 旭川トヨタ自動車経理部 小売業 その他小売 5%

124 北海道 旭川市 旭川トヨタ自動車末広店 小売業 その他小売 5%

125 北海道 旭川市 旭川トヨタ自動車タムザ神居店 小売業 その他小売 5%

126 北海道 旭川市 旭川トヨタ自動車東光店 小売業 その他小売 5%
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127 北海道 旭川市 旭川トヨタ自動車永山店 小売業 その他小売 5%

128 北海道 旭川市 旭川トヨタ自動車東旭川店 小売業 その他小売 5%

129 北海道 旭川市 旭川トヨタ自動車レクサス旭川 小売業 その他小売 5%

130 北海道 旭川市 旭川トーヨーホテル サービス 宿泊業 5%

131 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川永山北２条店 小売業 食料品 2%

132 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川永山７条店 小売業 食料品 2%

133 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川永山７丁目店 小売業 食料品 2%

134 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川永山２１丁目店 小売業 食料品 2%

135 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川永山２条店 小売業 食料品 2%

136 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川永山パワーズ店 小売業 食料品 2%

137 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川永山６条店 小売業 食料品 2%

138 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川２条１６丁目店 小売業 食料品 2%

139 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川２丁目店 小売業 食料品 2%

140 北海道 旭川市 旭川パークホテル サービス 宿泊業 5%

141 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川東警察署前店 小売業 食料品 2%

142 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川東鷹栖１条店 小売業 食料品 2%

143 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川東２条店 小売業 食料品 2%

144 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川東６条店 小売業 食料品 2%

145 北海道 旭川市 旭川冨貴堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

146 北海道 旭川市 旭川補聴器センタ－ 小売業 その他小売 5%

147 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川緑町店 小売業 食料品 2%

148 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川南１条店 小売業 食料品 2%

149 北海道 旭川市 セブン－イレブン旭川南６条通店 小売業 食料品 2%

150 北海道 旭川市 旭川焼き鳥ｉｓｍ サービス 飲食業 5%

151 北海道 旭川市 旭川焼肉らいおん サービス 飲食業 5%

152 北海道 旭川市 旭川練成会 サービス その他サービス 5%

153 北海道 旭川市 株式会社旭無線 小売業 その他小売 5%

154 北海道 旭川市 旭山コナール　ハナサクカフェ サービス 飲食業 5%

155 北海道 旭川市 旭山動物園くらぶＳｈｏｐ正門売店 小売業 その他小売 5%

156 北海道 旭川市 旭山動物園くらぶＳｈｏｐ正門売店（飲食） 小売業 その他小売 5%

157 北海道 旭川市 旭山動物園くらぶＳｈｏｐ東門売店 小売業 その他小売 5%

158 北海道 旭川市 旭山動物園くらぶＳｈｏｐ東門売店（飲食） 小売業 その他小売 5%

159 北海道 旭川市 旭山動物園くらぶパン小屋 小売業 その他小売 5%

160 北海道 旭川市 アサミツチェーン末広店 小売業 食料品 5%

161 北海道 旭川市 ａｄａｂａｔ 小売業 衣料品 5%

162 北海道 旭川市 アップガレージ旭川永山店 小売業 その他小売 2%

163 北海道 旭川市 アートヘアーライズ　アシリ店 サービス 理容・美容業 5%

164 北海道 旭川市 株式会社穴口ふとん店 小売業 その他小売 5%

165 北海道 旭川市 ａｎｎｎｙａ．ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

166 北海道 旭川市 網焼き　丸文 サービス 飲食業 5%

167 北海道 旭川市 ＡＲＡＧＯ　ＨＡＩＲ　ＷＯＲＫＳ サービス 理容・美容業 5%

168 北海道 旭川市 ＡＲＡＧＯ　ＨＡＩＲ　ＷＯＲＫＳ サービス 理容・美容業 5%
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169 北海道 旭川市 ＡＬＴＩＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ サービス 理容・美容業 5%

170 北海道 旭川市 ＡＬＴＩＥＬＥＭＥＮＴ サービス 理容・美容業 5%

171 北海道 旭川市 ＡＬＴＩＯＡＳＩＳ サービス 理容・美容業 5%

172 北海道 旭川市 ＡＬＴＩＣＯＭＦＯＲＴ サービス 理容・美容業 5%

173 北海道 旭川市 ＡＬＴＩＰＡＤＭＡ サービス 理容・美容業 5%

174 北海道 旭川市 ＡＬＴＩＰＡＤＭＡ サービス 理容・美容業 5%

175 北海道 旭川市 アルファベットクラブ　旭川店 小売業 衣料品 5%

176 北海道 旭川市 Ａｒｒｏｗｓ サービス 理容・美容業 5%

177 北海道 旭川市 安東産業株式会社 小売業 その他小売 5%

178 北海道 旭川市 イオンモール旭川駅前店 小売業 その他小売 5%

179 北海道 旭川市 池内電機 小売業 電化製品 5%

180 北海道 旭川市 居酒屋鈴之助 サービス 飲食業 5%

181 北海道 旭川市 居酒屋　両國　（りょうごく） サービス 飲食業 5%

182 北海道 旭川市 癒酒屋　嘉左エ門 サービス 飲食業 5%

183 北海道 旭川市 居酒屋すなを サービス 飲食業 5%

184 北海道 旭川市 居酒屋ダイニング・ポシェ サービス 飲食業 5%

185 北海道 旭川市 居酒屋天金 サービス 飲食業 5%

186 北海道 旭川市 居酒屋天金東支店 サービス 飲食業 5%

187 北海道 旭川市 居酒屋バンガロー サービス 飲食業 5%

188 北海道 旭川市 居酒家ひろ戸 サービス 飲食業 5%

189 北海道 旭川市 飯酒家ぼーちら サービス 飲食業 5%

190 北海道 旭川市 石川芳一商店 小売業 その他小売 5%

191 北海道 旭川市 石川輪業 小売業 その他小売 5%

192 北海道 旭川市 石山工務店エルム 小売業 家具・調度品 5%

193 北海道 旭川市 石渡紅茶本店 サービス 飲食業 5%

194 北海道 旭川市 イタリアンバール臣 サービス 飲食業 5%

195 北海道 旭川市 いちかわこめや 小売業 その他小売 5%

196 北海道 旭川市 市成ボデー サービス その他サービス 5%

197 北海道 旭川市 イデアル 小売業 その他小売 5%

198 北海道 旭川市 出光旭川共栄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199 北海道 旭川市 出光一条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200 北海道 旭川市 出光春光町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201 北海道 旭川市 出光末広バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202 北海道 旭川市 出光セルフ新神楽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203 北海道 旭川市 出光近文ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204 北海道 旭川市 伊藤自動車工業 サービス その他サービス 5%

205 北海道 旭川市 稲田米穀店 小売業 食料品 5%

206 北海道 旭川市 有限会社井原商店 小売業 その他小売 5%

207 北海道 旭川市 今井自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

208 北海道 旭川市 岩城新聞店本店 小売業 その他小売 5%

209 北海道 旭川市 岩崎電子旭川補聴器センター 小売業 その他小売 5%

210 北海道 旭川市 インテリア三浦椅子 小売業 家具・調度品 5%
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211 北海道 旭川市 ヴィバ・ロバ旭町ダイイチ店 小売業 その他小売 5%

212 北海道 旭川市 ヴィバ・ロバ末広ダイイチ店 小売業 その他小売 5%

213 北海道 旭川市 ヴィバ・ロバ永山シーナ店 小売業 その他小売 5%

214 北海道 旭川市 ヴィバ・ロバ二条通ダイイチ店 小売業 その他小売 5%

215 北海道 旭川市 ヴィバ・ロバ東旭川ダイイチ店 小売業 その他小売 5%

216 北海道 旭川市 上田ボデー サービス その他サービス 5%

217 北海道 旭川市 上森米穀店 小売業 食料品 5%

218 北海道 旭川市 株式会社ＶＯＲＥＡＳ サービス その他サービス 5%

219 北海道 旭川市 ウレシカ サービス その他サービス 5%

220 北海道 旭川市 エヴァンスブライダル 小売業 貴金属・服飾品 5%

221 北海道 旭川市 営業部 小売業 その他小売 2%

222 北海道 旭川市 永松堂薬局 小売業 その他小売 5%

223 北海道 旭川市 エーゼント 小売業 その他小売 5%

224 北海道 旭川市 ＥＸＣＥＬ　豊岡店 小売業 衣料品 5%

225 北海道 旭川市 エスペリオ　旭川店 サービス 飲食業 5%

226 北海道 旭川市 エーナイン　旭川店 サービス 理容・美容業 5%

227 北海道 旭川市 エーナイン　ＭＥＧＡドン・キホーテ春光店 サービス 理容・美容業 5%

228 北海道 旭川市 Ｎ．プロジェクト サービス その他サービス 5%

229 北海道 旭川市 （ＦＣ）炭火焼肉　松の実　昭和通り店 サービス 飲食業 5%

230 北海道 旭川市 エルやまざき旭川店 小売業 衣料品 5%

231 北海道 旭川市 煙筒の横山 サービス その他サービス 5%

232 北海道 旭川市 大垣商事 小売業 その他小売 5%

233 北海道 旭川市 大川ふとん専門店 小売業 衣料品 5%

234 北海道 旭川市 太田時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

235 北海道 旭川市 大谷 サービス その他サービス 5%

236 北海道 旭川市 オートサイクルてらだ 小売業 その他小売 5%

237 北海道 旭川市 オートステーションＺＥＲＯ 小売業 その他小売 5%

238 北海道 旭川市 ＡＵＴＯＦＲＥＥ サービス その他サービス 5%

239 北海道 旭川市 オートプロテクト　フルカワ サービス その他サービス 5%

240 北海道 旭川市 Ｒｉｍｕｎａｉｌｓａｌｏｎ０７０８０１５ サービス 理容・美容業 5%

241 北海道 旭川市 大西時計店本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

242 北海道 旭川市 おおの運送 サービス 運輸業 5%

243 北海道 旭川市 大場米穀店 小売業 食料品 5%

244 北海道 旭川市 大町事業所 小売業 その他小売 2%

245 北海道 旭川市 大町灯油センタ－ 小売業 その他小売 2%

246 北海道 旭川市 おかだ紅雪庭 サービス 飲食業 5%

247 北海道 旭川市 オーガニックエステ　ＳＥＤＯＮＡ サービス 理容・美容業 5%

248 北海道 旭川市 丘のうえのパン酵房 サービス その他サービス 5%

249 北海道 旭川市 ＯＫＵＮＯ 小売業 衣料品 5%

250 北海道 旭川市 お酒とごはん　みたり サービス 飲食業 5%

251 北海道 旭川市 お酒や　とほにほ サービス 飲食業 5%

252 北海道 旭川市 男山酒造り資料館 小売業 食料品 5%
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253 北海道 旭川市 おもちゃのたもちゃん 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

254 北海道 旭川市 ｏｒａｎｇｅｅｇｇ 小売業 衣料品 5%

255 北海道 旭川市 カーサービスリバティ サービス その他サービス 5%

256 北海道 旭川市 カースタレンタカー旭川南６条 サービス その他サービス 2%

257 北海道 旭川市 カーズファクトリー旭川 サービス その他サービス 5%

258 北海道 旭川市 Ｇａｒｄｅｎｃａｆｅ＆ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

259 北海道 旭川市 カードショップさんれっど 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

260 北海道 旭川市 ユウゲンガイシャカーライフフリーダム サービス その他サービス 5%

261 北海道 旭川市 ガーランドトゥリーフラワーズアモール店 小売業 その他小売 5%

262 北海道 旭川市 海鮮いろり　心や サービス 飲食業 5%

263 北海道 旭川市 カイロプラクティック施術院ＪＡＰＡＮ サービス 理容・美容業 5%

264 北海道 旭川市 カギの救急車旭川４条通４丁目店 サービス その他サービス 5%

265 北海道 旭川市 株式会社掛田新聞店 小売業 その他小売 5%

266 北海道 旭川市 ＫＡＳＡＩモータース サービス その他サービス 5%

267 北海道 旭川市 笠原電機 小売業 電化製品 5%

268 北海道 旭川市 菓子処まるきた 小売業 食料品 5%

269 北海道 旭川市 梶間小動物病院 サービス その他サービス 5%

270 北海道 旭川市 片山デンキ商会 小売業 電化製品 5%

271 北海道 旭川市 かつ伴 サービス 飲食業 5%

272 北海道 旭川市 ＧＡＲＤＥＮ　ＣＡＦＥソライロ サービス 飲食業 5%

273 北海道 旭川市 カトーカメラ店 小売業 その他小売 5%

274 北海道 旭川市 かなもり薬局 小売業 その他小売 5%

275 北海道 旭川市 小川旭川エスタ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

276 北海道 旭川市 Ｃａｆｅ　Ｌｉｂｒｏ　神楽店　－カフェリブロ－ サービス 飲食業 5%

277 北海道 旭川市 ｃａｆｅ　ｙｕｒｙｏ サービス 飲食業 5%

278 北海道 旭川市 株式会社三建興業 小売業 その他小売 5%

279 北海道 旭川市 株式会社鎌田 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

280 北海道 旭川市 株式会社小柳商店 小売業 その他小売 5%

281 北海道 旭川市 株式会社丸大大沼楽器店 小売業 その他小売 5%

282 北海道 旭川市 株式会社Ａ－ｗａｋｅＳｅｅｋｅｒ サービス その他サービス 5%

283 北海道 旭川市 株式会社旭川平成代行社 サービス 運輸業 5%

284 北海道 旭川市 株式会社ＧＯＯＤＵＰ 小売業 その他小売 5%

285 北海道 旭川市 株式会社ケヒコ旭神店 小売業 食料品 2%

286 北海道 旭川市 株式会社斎藤自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

287 北海道 旭川市 株式会社新生ボデー サービス その他サービス 5%

288 北海道 旭川市 株式会社タイヤショップ・ウェーブ 小売業 その他小売 5%

289 北海道 旭川市 株式会社はっとり 小売業 食料品 5%

290 北海道 旭川市 株式会社プレッジ サービス その他サービス 5%

291 北海道 旭川市 株式会社北海道新聞伊藤販売所 小売業 その他小売 5%

292 北海道 旭川市 株式会社丸金金田自動車小型 サービス その他サービス 5%

293 北海道 旭川市 株式会社由里子　ビューティーコバヤシ 小売業 その他小売 5%

294 北海道 旭川市 （株）湯浅２デヴィジョン催事 小売業 衣料品 5%
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295 北海道 旭川市 株式会社鎌田幾寅 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

296 北海道 旭川市 神居シグナス 小売業 電化製品 5%

297 北海道 旭川市 カムイスキーリンクス サービス その他サービス 5%

298 北海道 旭川市 神居石油株式会社 小売業 その他小売 5%

299 北海道 旭川市 ガモウ　旭川営業所 小売業 その他小売 5%

300 北海道 旭川市 カラオケ歌屋　旭川大町店 サービス その他サービス 5%

301 北海道 旭川市 カラオケ歌屋　旭川買物公園３条店 サービス その他サービス 5%

302 北海道 旭川市 カラオケ歌屋　旭川買物公園４条店 サービス その他サービス 5%

303 北海道 旭川市 カラオケ歌屋　旭川豊岡店 サービス その他サービス 5%

304 北海道 旭川市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋旭川神居店 サービス 飲食業 2%

305 北海道 旭川市 カワムラ サービス その他サービス 5%

306 北海道 旭川市 カワモト白衣 小売業 衣料品 5%

307 北海道 旭川市 カンコーショップ旭川 小売業 衣料品 5%

308 北海道 旭川市 カンディハウス旭川支店 小売業 家具・調度品 5%

309 北海道 旭川市 かんの燃料店 小売業 その他小売 5%

310 北海道 旭川市 ＱｕｉｍａＳｙｓｔｅｍｓ 小売業 電化製品 5%

311 北海道 旭川市 ＫＩＯＲＩＤＩＡＭＯＮＤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

312 北海道 旭川市 きくち商店 小売業 その他小売 5%

313 北海道 旭川市 きた京染呉服店 小売業 衣料品 5%

314 北海道 旭川市 北日本カレンダー贈答品 サービス その他サービス 5%

315 北海道 旭川市 北の創作料理居酒屋貴あじ サービス 飲食業 5%

316 北海道 旭川市 北のそば　和佳亭 サービス 飲食業 5%

317 北海道 旭川市 北の台所えちぜん屋 サービス 飲食業 5%

318 北海道 旭川市 北北海道三菱自動車販売株式会社神居店 サービス その他サービス 5%

319 北海道 旭川市 北北海道三菱自動車販売株式会社旭川店 サービス その他サービス 5%

320 北海道 旭川市 ＫＩＴＳＵＮＥ サービス 理容・美容業 5%

321 北海道 旭川市 ＫＩＴＳＵＮＥ サービス その他サービス 5%

322 北海道 旭川市 ギフトショップピクニック 小売業 その他小売 5%

323 北海道 旭川市 ギフトショップピクニック ギフトショップピクニック 小売業 その他小売 5%

324 北海道 旭川市 木村補聴器センター 小売業 その他小売 5%

325 北海道 旭川市 キャピックアサヒカワ サービス その他サービス 5%

326 北海道 旭川市 キャラバンサライ 小売業 衣料品 5%

327 北海道 旭川市 ギャラリーシーズ サービス その他サービス 5%

328 北海道 旭川市 ギャラリーＪｉｎ 小売業 家具・調度品 5%

329 北海道 旭川市 ギャラリープルプル 小売業 家具・調度品 5%

330 北海道 旭川市 ＧＡＬＦＩＴ　旭川店 小売業 衣料品 5%

331 北海道 旭川市 ギャレリアエム 小売業 衣料品 5%

332 北海道 旭川市 牛角旭川春光ドン・キホーテ店 サービス 飲食業 2%

333 北海道 旭川市 牛たん処 梵天丸 サービス 飲食業 5%

334 北海道 旭川市 京呉服ささき 小売業 衣料品 5%

335 北海道 旭川市 協同車輌整備工業 サービス その他サービス 5%

336 北海道 旭川市 旭衛設備工業株式会社 サービス その他サービス 5%
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337 北海道 旭川市 旭宏自動車ガラス 小売業 その他小売 5%

338 北海道 旭川市 きわき家 サービス 飲食業 5%

339 北海道 旭川市 錦玉堂 小売業 その他小売 5%

340 北海道 旭川市 銀粧 小売業 その他小売 5%

341 北海道 旭川市 金星旭川ハイヤー サービス その他サービス 5%

342 北海道 旭川市 金星旭川ハイヤー　本社営業所 サービス その他サービス 5%

343 北海道 旭川市 金星橋通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

344 北海道 旭川市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ旭川店 小売業 その他小売 5%

345 北海道 旭川市 ＣＵＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

346 北海道 旭川市 くさのクリーニング サービス その他サービス 5%

347 北海道 旭川市 くすりの健康堂 小売業 その他小売 5%

348 北海道 旭川市 くどう薬局 小売業 その他小売 5%

349 北海道 旭川市 くどう薬局 小売業 その他小売 5%

350 北海道 旭川市 クラクション 小売業 その他小売 5%

351 北海道 旭川市 ＧＲＡＣＩＳ　旭川西店 小売業 貴金属・服飾品 5%

352 北海道 旭川市 ＧＲＡＣＩＳ　ブライダル館旭川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

353 北海道 旭川市 クラフト舘 小売業 その他小売 5%

354 北海道 旭川市 クラフトブラウンボックス 小売業 家具・調度品 5%

355 北海道 旭川市 蔵門　旭川店 サービス 飲食業 5%

356 北海道 旭川市 グランヘアー豊岡店 サービス 理容・美容業 5%

357 北海道 旭川市 グリーンスレット 小売業 衣料品 5%

358 北海道 旭川市 栗林石油株式会社旭川支店 小売業 その他小売 2%

359 北海道 旭川市 車買い取り直販店バイキング 小売業 その他小売 5%

360 北海道 旭川市 クロバー洋服店 小売業 衣料品 5%

361 北海道 旭川市 くんぷう サービス 飲食業 5%

362 北海道 旭川市 ケーエスオート サービス その他サービス 5%

363 北海道 旭川市 ＫＰ 小売業 衣料品 5%

364 北海道 旭川市 Ｋるーむ 小売業 その他小売 5%

365 北海道 旭川市 ゲットスマイル サービス 理容・美容業 5%

366 北海道 旭川市 合資会社アパッシュ サービス その他サービス 5%

367 北海道 旭川市 倖旬 サービス 飲食業 5%

368 北海道 旭川市 コープトラベル　シーナ店 サービス その他サービス 5%

369 北海道 旭川市 コープトラベル　東光店 サービス その他サービス 5%

370 北海道 旭川市 コサイン旭川本店 サービス その他サービス 5%

371 北海道 旭川市 コスメ９１０イオンモール旭川西店 小売業 その他小売 5%

372 北海道 旭川市 コスメ９１０イオンモール旭川駅前店 小売業 その他小売 5%

373 北海道 旭川市 コーチャンフォー　旭川店　マルシェ 小売業 食料品 5%

374 北海道 旭川市 コーチャンフォー　旭川店　マルシェ 小売業 食料品 5%

375 北海道 旭川市 コーチャンフォー旭川店文具 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

376 北海道 旭川市 コーチャンフォー旭川店〔ミュージック〕 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

377 北海道 旭川市 五東石油（灯油・ガソリン） 小売業 ガソリンスタンド 2%

378 北海道 旭川市 Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%
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379 北海道 旭川市 小鳩自動車工業 サービス その他サービス 5%

380 北海道 旭川市 小林自工有限会社 小売業 その他小売 5%

381 北海道 旭川市 駒形屋 小売業 その他小売 5%

382 北海道 旭川市 （株）駒屋 サービス その他サービス 5%

383 北海道 旭川市 ゴルフショップバンカー３５（さんじゅうご） 小売業 その他小売 5%

384 北海道 旭川市 コロナセントラルサービス株式会社 サービス その他サービス 5%

385 北海道 旭川市 コロナセントラルサービス　旭川営 サービス その他サービス 5%

386 北海道 旭川市 近藤染工場 小売業 その他小売 5%

387 北海道 旭川市 Ｓｕｒｆｅｒｓ　ｔｈｅ　Ｃｒｏｗ サービス その他サービス 5%

388 北海道 旭川市 サイクルハウスクランカー 小売業 その他小売 5%

389 北海道 旭川市 サキナビューティーラウンジ旭川 小売業 その他小売 5%

390 北海道 旭川市 作田電器 小売業 電化製品 5%

391 北海道 旭川市 咲樂屋 サービス 飲食業 5%

392 北海道 旭川市 酒商うさぎ屋 小売業 食料品 5%

393 北海道 旭川市 ＴｈｅＳｕｎ蔵人 小売業 その他小売 5%

394 北海道 旭川市 ＴｈｅＳｕｎ蔵人旭川駅店 小売業 その他小売 5%

395 北海道 旭川市 ＴｈｅＳｕｎ蔵人ダイイチ花咲店 小売業 その他小売 5%

396 北海道 旭川市 ＴｈｅＳｕｎ蔵人東光ダイイチ店 小売業 その他小売 5%

397 北海道 旭川市 ＴｈｅＳｕｎ蔵人２ 小売業 その他小売 5%

398 北海道 旭川市 Ｓａｃｈｅｔ． 小売業 その他小売 5%

399 北海道 旭川市 札幌ファニシング　旭川 小売業 家具・調度品 5%

400 北海道 旭川市 さとう薬粧 小売業 その他小売 5%

401 北海道 旭川市 ＴｈｅＢｅａｕｔｙＢｏｄｙ末広店 サービス 理容・美容業 5%

402 北海道 旭川市 サロン・ド・グロウ旭川店 小売業 衣料品 5%

403 北海道 旭川市 三王交通 サービス その他サービス 5%

404 北海道 旭川市 サンキューショップ 小売業 衣料品 5%

405 北海道 旭川市 三協石油旭川営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

406 北海道 旭川市 三協石油旭川営業所（灯油） 小売業 ガソリンスタンド 2%

407 北海道 旭川市 三景スタジオ　旭川平安閣 サービス その他サービス 5%

408 北海道 旭川市 三景スタジオ　本社 サービス その他サービス 5%

409 北海道 旭川市 三景スタジオ　旭川本店 サービス その他サービス 5%

410 北海道 旭川市 三建興業 小売業 その他小売 2%

411 北海道 旭川市 三光車体工業 サービス その他サービス 5%

412 北海道 旭川市 三番舘 小売業 衣料品 5%

413 北海道 旭川市 三番舘　旭川本店 小売業 衣料品 5%

414 北海道 旭川市 三番舘催事 小売業 衣料品 5%

415 北海道 旭川市 サン・ボディバランス サービス その他サービス 5%

416 北海道 旭川市 サンマルコ 小売業 その他小売 5%

417 北海道 旭川市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 旭川営業所 小売業 その他小売 5%

418 北海道 旭川市 シーキュウジャパン 小売業 電化製品 5%

419 北海道 旭川市 シーズパレット 小売業 その他小売 5%

420 北海道 旭川市 ジェームス神楽岡店 小売業 その他小売 2%
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421 北海道 旭川市 ジェームス永山店 小売業 その他小売 2%

422 北海道 旭川市 ＪＥＮＮＩＣ旭川店 小売業 衣料品 5%

423 北海道 旭川市 Ｊｅｒｒｙ’ｓ　Ｏｕｔｆｉｔｔｅｒｓ 小売業 衣料品 5%

424 北海道 旭川市 自然康場 小売業 その他小売 5%

425 北海道 旭川市 写真工房ぱれっと旭川店 サービス その他サービス 5%

426 北海道 旭川市 ジャスト電器 小売業 電化製品 5%

427 北海道 旭川市 車体工業 サービス その他サービス 5%

428 北海道 旭川市 ジャパチーズ 小売業 食料品 5%

429 北海道 旭川市 ジャパンオート旭川 小売業 その他小売 5%

430 北海道 旭川市 しゃぶしゃぶ　べんけい サービス 飲食業 5%

431 北海道 旭川市 しゃぶしゃぶ仙人 サービス 飲食業 5%

432 北海道 旭川市 ＪＡＭＢＲＩＣ’Ｓ サービス その他サービス 5%

433 北海道 旭川市 ＪＵＮＣＴＩＯＮ サービス 飲食業 5%

434 北海道 旭川市 秀岳荘旭川店 小売業 その他小売 5%

435 北海道 旭川市 シューズショップトクノ 小売業 その他小売 5%

436 北海道 旭川市 シュガーワンズ サービス その他サービス 5%

437 北海道 旭川市 シューズスクエア　旭川店 小売業 衣料品 5%

438 北海道 旭川市 出張撮影Ｅ－ＰＨＯＴＯ サービス その他サービス 5%

439 北海道 旭川市 ＪＵＲＡＳＳＩＣ　ＢＵＲＧＥＲ サービス 飲食業 5%

440 北海道 旭川市 正直や サービス 飲食業 5%

441 北海道 旭川市 正宗堂 小売業 その他小売 5%

442 北海道 旭川市 食彩味三味 サービス 飲食業 5%

443 北海道 旭川市 ジョリコバヤシ 小売業 その他小売 5%

444 北海道 旭川市 ジョリストーン 小売業 その他小売 5%

445 北海道 旭川市 Ｓｉｌｖｅｒ＆雑貨工房「Ｋａｅｄｅ」 小売業 貴金属・服飾品 5%

446 北海道 旭川市 シンコウＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

447 北海道 旭川市 真興商事　配送部 小売業 ガソリンスタンド 2%

448 北海道 旭川市 紳士服の山下　旭川店 小売業 衣料品 5%

449 北海道 旭川市 新撰焼肉どんぐり サービス 飲食業 5%

450 北海道 旭川市 新富町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

451 北海道 旭川市 新日本補聴器センター旭川店 小売業 その他小売 5%

452 北海道 旭川市 ｓｕｓｉｅｅｃｏｏｐｅｒ サービス 飲食業 5%

453 北海道 旭川市 ＥｎｅＪｅｔ末広東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

454 北海道 旭川市 末広東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

455 北海道 旭川市 末広ボデー サービス その他サービス 5%

456 北海道 旭川市 末広モータース サービス その他サービス 5%

457 北海道 旭川市 すき焼三光舎 サービス 飲食業 5%

458 北海道 旭川市 すぎを 小売業 その他小売 5%

459 北海道 旭川市 ｓｋｉｎｃａｒｅｓａｌｏｎｇｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

460 北海道 旭川市 スクールショッププラザＡ旭川店 小売業 衣料品 5%

461 北海道 旭川市 鮨　みなと サービス 飲食業 5%

462 北海道 旭川市 鮨六 サービス 飲食業 5%
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

463 北海道 旭川市 スズキオートランド旭川 小売業 その他小売 5%

464 北海道 旭川市 鈴本 サービス 飲食業 5%

465 北海道 旭川市 スタジオアン　永山パワーズ店 小売業 その他小売 5%

466 北海道 旭川市 Ｓｔｅｌｌａｒｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

467 北海道 旭川市 すどう 小売業 その他小売 5%

468 北海道 旭川市 スナック海猫 サービス 飲食業 5%

469 北海道 旭川市 スピードシステム サービス その他サービス 5%

470 北海道 旭川市 スポーツショップＦＡＣＴ 小売業 衣料品 5%

471 北海道 旭川市 有限会社スミテック サービス その他サービス 5%

472 北海道 旭川市 炭火ホルモン　きくち家 サービス 飲食業 5%

473 北海道 旭川市 炭火焼肉　悟空伝 サービス 飲食業 5%

474 北海道 旭川市 炭火焼肉　七輪屋 サービス 飲食業 5%

475 北海道 旭川市 炭火焼肉いち　東光店 サービス 飲食業 5%

476 北海道 旭川市 炭火焼肉　松の実　東光店 サービス 飲食業 5%

477 北海道 旭川市 炭焼焼肉味亭 サービス 飲食業 5%

478 北海道 旭川市 スリム＆ビューティラポール サービス 理容・美容業 5%

479 北海道 旭川市 整体院からだバランス里楽　整体院からだバランス里楽 サービス その他サービス 5%

480 北海道 旭川市 整体サロンこもれび サービス その他サービス 5%

481 北海道 旭川市 整体　真松堂?しんしょうどう? サービス その他サービス 5%

482 北海道 旭川市 晴天モ－タ－ス サービス その他サービス 5%

483 北海道 旭川市 セオリー旭川店 小売業 衣料品 5%

484 北海道 旭川市 Ｓｅｃｏｎｄ　ｉｍａｇｅ 小売業 衣料品 5%

485 北海道 旭川市 せせらぎ通り動物病院 サービス その他サービス 5%

486 北海道 旭川市 セフティハウスあらし 小売業 その他小売 5%

487 北海道 旭川市 セラズギャラリー 小売業 その他小売 5%

488 北海道 旭川市 Ｓｅｒｅｎｏ 小売業 衣料品 5%

489 北海道 旭川市 セレモニーホールウィズなかむら サービス その他サービス 5%

490 北海道 旭川市 千成寿司 サービス 飲食業 5%

491 北海道 旭川市 創作和食松 サービス 飲食業 5%

492 北海道 旭川市 ＳｏｕｓｅｉＭａｒｃｈｅ旭川店 小売業 食料品 5%

493 北海道 旭川市 曽田薬局 サービス その他サービス 5%

494 北海道 旭川市 そば茶屋季みのり サービス 飲食業 5%

495 北海道 旭川市 染あとりえ　草創 小売業 家具・調度品 5%

496 北海道 旭川市 ダイカ　旭川支店 小売業 衣料品 5%

497 北海道 旭川市 ダイコク旭川店 小売業 家具・調度品 5%

498 北海道 旭川市 大黒湯 サービス その他サービス 5%

499 北海道 旭川市 大成車体工業　環状店 サービス その他サービス 5%

500 北海道 旭川市 大雪窯 小売業 その他小売 5%

501 北海道 旭川市 大雪地ビール館 サービス 飲食業 5%

502 北海道 旭川市 大雪通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

503 北海道 旭川市 ＪＡたいせつメカニックセンター サービス その他サービス 5%

504 北海道 旭川市 ダイニチ自動車 サービス その他サービス 5%
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505 北海道 旭川市 ＤＩＮＩＮＧ　ＳＡＭＡＺＡＫＵＲＡ　さまざくら サービス 飲食業 5%

506 北海道 旭川市 大明建設 サービス その他サービス 5%

507 北海道 旭川市 たいやきのかぐら たいやきのかぐら サービス 飲食業 5%

508 北海道 旭川市 タイヤセンター旭川 小売業 その他小売 5%

509 北海道 旭川市 （有）大和 サービス その他サービス 5%

510 北海道 旭川市 大和自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

511 北海道 旭川市 タカクラボイラーサービス サービス その他サービス 5%

512 北海道 旭川市 株式会社たかでん サービス その他サービス 5%

513 北海道 旭川市 高橋商会 サービス その他サービス 5%

514 北海道 旭川市 高橋新聞店 小売業 その他小売 5%

515 北海道 旭川市 タキグチ自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

516 北海道 旭川市 タケウチモデル 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

517 北海道 旭川市 ＴＡＫＥＯＫＩＫＵＣＨＩ 小売業 衣料品 5%

518 北海道 旭川市 タケミフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

519 北海道 旭川市 ダスキンレントオール旭川 サービス その他サービス 2%

520 北海道 旭川市 ダーツハイブ　旭川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

521 北海道 旭川市 田中総合燃料 小売業 その他小売 5%

522 北海道 旭川市 ＷＥＭＬ（旭川ＧｕｔｓＷａｌｌ） サービス その他サービス 5%

523 北海道 旭川市 ダルパーク 小売業 その他小売 5%

524 北海道 旭川市 Ｃｈａｓｅ サービス 飲食業 5%

525 北海道 旭川市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ近文ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

526 北海道 旭川市 ＴＩＣＫＴＡＣＫ 小売業 衣料品 5%

527 北海道 旭川市 ちょいす　大町店 サービス 飲食業 5%

528 北海道 旭川市 ちょいす　神楽店 サービス 飲食業 5%

529 北海道 旭川市 ちょいす　豊岡店 サービス 飲食業 5%

530 北海道 旭川市 千代田電装工業 小売業 その他小売 5%

531 北海道 旭川市 千代田電装工業株式会社永山ＳＣ 小売業 その他小売 5%

532 北海道 旭川市 つくりの宮下 小売業 貴金属・服飾品 5%

533 北海道 旭川市 土田フリー商会 サービス その他サービス 5%

534 北海道 旭川市 壷屋総本店き花の杜 小売業 食料品 5%

535 北海道 旭川市 壷屋総本店生協神楽店 小売業 食料品 5%

536 北海道 旭川市 壷屋総本店生協春光店 小売業 食料品 5%

537 北海道 旭川市 壷屋総本店なゝ花窓館 小売業 食料品 5%

538 北海道 旭川市 壷屋総本店ルミネ東光店 小売業 食料品 5%

539 北海道 旭川市 壷屋ティーズキッチンウエスタンパワーズ店 小売業 食料品 5%

540 北海道 旭川市 つむぎの里 小売業 衣料品 5%

541 北海道 旭川市 釣人　旭川店 小売業 その他小売 5%

542 北海道 旭川市 ディーアイあさひかわ 小売業 衣料品 5%

543 北海道 旭川市 ＤＺマート神楽岡店 小売業 食料品 5%

544 北海道 旭川市 ＤＺマート神居店 小売業 食料品 5%

545 北海道 旭川市 ＤＺマート春光５条店 小売業 食料品 5%

546 北海道 旭川市 ＤＺマート春光店 小売業 食料品 5%
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547 北海道 旭川市 ＤＺマート末広店 小売業 食料品 5%

548 北海道 旭川市 ＤＺマート近文店 小売業 食料品 5%

549 北海道 旭川市 ＤＺマート東光８条店 小売業 食料品 5%

550 北海道 旭川市 ＤＺマート豊岡店 小売業 食料品 5%

551 北海道 旭川市 ＤＺマート永山７条店 小売業 食料品 5%

552 北海道 旭川市 Ｔ・Ｓ　ＲＥＶ　ＬＩＭＩＴ サービス その他サービス 5%

553 北海道 旭川市 ｄｉｐ　ａｒｔｉｓａｎ サービス 理容・美容業 5%

554 北海道 旭川市 ＴｅｘｔｉｌｅＤｅｃｏｒＳＣＩＲＯＣＣＯ 小売業 衣料品 5%

555 北海道 旭川市 デザインホーム サービス その他サービス 5%

556 北海道 旭川市 手しごとの音色 小売業 その他小売 5%

557 北海道 旭川市 手しごとの音色 小売業 衣料品 5%

558 北海道 旭川市 テニスショップ　やまもと 小売業 その他小売 5%

559 北海道 旭川市 テニスショップ　やまもと 小売業 その他小売 5%

560 北海道 旭川市 株式会社寺岡種苗園 小売業 その他小売 5%

561 北海道 旭川市 でんき館 小売業 電化製品 5%

562 北海道 旭川市 でんきのシグナス 小売業 電化製品 5%

563 北海道 旭川市 天金本店 サービス 飲食業 5%

564 北海道 旭川市 東光衣料スーパーなかじょう 小売業 衣料品 5%

565 北海道 旭川市 道新たちばな販売所 小売業 その他小売 5%

566 北海道 旭川市 道新なかた 小売業 その他小売 5%

567 北海道 旭川市 道新文化センター旭川駅前教室 サービス その他サービス 5%

568 北海道 旭川市 道新文化センター４条支社教室 サービス その他サービス 5%

569 北海道 旭川市 どうぶつ園通りの動物病院 サービス その他サービス 5%

570 北海道 旭川市 東部販売所 小売業 その他小売 5%

571 北海道 旭川市 道北補聴器　永山店 小売業 その他小売 5%

572 北海道 旭川市 道輪工業 サービス その他サービス 5%

573 北海道 旭川市 有限会社トーエー設備 サービス その他サービス 5%

574 北海道 旭川市 トーコーホールウィズなかむら サービス その他サービス 5%

575 北海道 旭川市 時計・宝石の三喜 小売業 その他小売 5%

576 北海道 旭川市 ＪＭ／時計台補聴器センター旭川店 小売業 その他小売 5%

577 北海道 旭川市 時計台補聴器センター　旭川店 小売業 その他小売 5%

578 北海道 旭川市 時計・宝石の三喜 小売業 その他小売 5%

579 北海道 旭川市 トシオカ薬局 小売業 その他小売 5%

580 北海道 旭川市 とみおかクリーニング サービス その他サービス 5%

581 北海道 旭川市 トミヤ郷土民芸 小売業 その他小売 5%

582 北海道 旭川市 豊岡環状通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

583 北海道 旭川市 豊岡１２条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

584 北海道 旭川市 トヨタカローラ旭川 小売業 その他小売 5%

585 北海道 旭川市 トヨタカローラ旭川 小売業 その他小売 5%

586 北海道 旭川市 トヨタカローラ旭川旭川店サービス 小売業 その他小売 5%

587 北海道 旭川市 トヨタカローラ旭川大町店 小売業 その他小売 5%

588 北海道 旭川市 トヨタカローラ旭川西神楽店 小売業 その他小売 5%
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589 北海道 旭川市 トヨタカローラ道北カーセレクト３９店 小売業 その他小売 5%

590 北海道 旭川市 トヨタカローラ道北末広店 小売業 その他小売 5%

591 北海道 旭川市 トヨタカローラ道北大雪通店 小売業 その他小売 5%

592 北海道 旭川市 トヨタカローラ道北東光店 小売業 その他小売 5%

593 北海道 旭川市 トヨタカローラ道北四条店 小売業 その他小売 5%

594 北海道 旭川市 トヨタカローラ旭川　旭川店サービス 小売業 その他小売 5%

595 北海道 旭川市 トヨタ部品北海道共販　旭川支社 小売業 その他小売 5%

596 北海道 旭川市 トヨタ部品北海道共販旭川支社 サービス その他サービス 5%

597 北海道 旭川市 株式会社　トヨタレンタリース旭川 サービス その他サービス 2%

598 北海道 旭川市 トヨタレンタリース旭川旭川駅前店 サービス その他サービス 2%

599 北海道 旭川市 トヨタレンタリース旭川旭川店 サービス その他サービス 2%

600 北海道 旭川市 トヨタレンタリース旭川大雪通り店 サービス その他サービス 2%

601 北海道 旭川市 トヨタレンタリース旭川忠和店 サービス その他サービス 2%

602 北海道 旭川市 とよでん サービス その他サービス 5%

603 北海道 旭川市 ＤＲＹどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

604 北海道 旭川市 どら猫　帽子店 小売業 その他小売 5%

605 北海道 旭川市 とりの介買物公園通り店 サービス 飲食業 5%

606 北海道 旭川市 ＴＲＩＶＥＴ サービス その他サービス 5%

607 北海道 旭川市 Ｔｏｒｑｕｅ サービス その他サービス 5%

608 北海道 旭川市 トレモロ 小売業 その他小売 5%

609 北海道 旭川市 ９Ｃホテル旭川 サービス 宿泊業 5%

610 北海道 旭川市 中里めがね 小売業 貴金属・服飾品 5%

611 北海道 旭川市 中里めがねイトーヨーカドー店 小売業 貴金属・服飾品 5%

612 北海道 旭川市 ナカマチ電器 小売業 電化製品 5%

613 北海道 旭川市 中村葬儀社 サービス その他サービス 5%

614 北海道 旭川市 永山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

615 北海道 旭川市 永山環状通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

616 北海道 旭川市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　永山３条店 小売業 ガソリンスタンド 2%

617 北海道 旭川市 永山通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

618 北海道 旭川市 ナシオンオート サービス その他サービス 5%

619 北海道 旭川市 ｎａｔｕｒａｌ☆ 小売業 衣料品 5%

620 北海道 旭川市 西神楽自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

621 北海道 旭川市 ニシダ自動車販売有限会社 小売業 その他小売 5%

622 北海道 旭川市 西田ドラッグ 小売業 その他小売 5%

623 北海道 旭川市 西田モータース サービス その他サービス 5%

624 北海道 旭川市 西田薬局 小売業 その他小売 5%

625 北海道 旭川市 西村商店 小売業 食料品 5%

626 北海道 旭川市 日栄車体 サービス その他サービス 5%

627 北海道 旭川市 日曜大工ストアヤマモト 小売業 その他小売 5%

628 北海道 旭川市 ニッタ玩具人形永山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

629 北海道 旭川市 ニッタ玩具本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

630 北海道 旭川市 日東　三条西 小売業 ガソリンスタンド 2%
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631 北海道 旭川市 日東　三条東 小売業 ガソリンスタンド 2%

632 北海道 旭川市 日東　車検 小売業 ガソリンスタンド 2%

633 北海道 旭川市 日東　末広 小売業 ガソリンスタンド 2%

634 北海道 旭川市 日東　豊岡 小売業 ガソリンスタンド 2%

635 北海道 旭川市 日東　永山 小売業 ガソリンスタンド 2%

636 北海道 旭川市 日東　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

637 北海道 旭川市 日東　南６ 小売業 ガソリンスタンド 2%

638 北海道 旭川市 日東車検 小売業 ガソリンスタンド 2%

639 北海道 旭川市 日東末セＲ 小売業 ガソリンスタンド 2%

640 北海道 旭川市 日東末セＨ 小売業 ガソリンスタンド 2%

641 北海道 旭川市 日東末セ軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

642 北海道 旭川市 日東末セ灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

643 北海道 旭川市 日東末広Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

644 北海道 旭川市 日東末広Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

645 北海道 旭川市 日東末広軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

646 北海道 旭川市 日東末広セ 小売業 ガソリンスタンド 2%

647 北海道 旭川市 日東末広灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

648 北海道 旭川市 日東石油　旭川車検センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

649 北海道 旭川市 日東石油　３条東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

650 北海道 旭川市 日東石油　豊岡７条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

651 北海道 旭川市 日東石油㈱豊岡１２条サービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

652 北海道 旭川市 日東代行 小売業 ガソリンスタンド 2%

653 北海道 旭川市 日東代行Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

654 北海道 旭川市 日東代行Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

655 北海道 旭川市 日東代行軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

656 北海道 旭川市 日東代行灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

657 北海道 旭川市 日東タンク洗 小売業 ガソリンスタンド 2%

658 北海道 旭川市 日東豊岡Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

659 北海道 旭川市 日東豊岡Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

660 北海道 旭川市 日東豊岡軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

661 北海道 旭川市 日東豊岡灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

662 北海道 旭川市 日東永山Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

663 北海道 旭川市 日東永山Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

664 北海道 旭川市 日東永山軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

665 北海道 旭川市 日東永山灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

666 北海道 旭川市 日東西Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

667 北海道 旭川市 日東西Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

668 北海道 旭川市 日東西軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

669 北海道 旭川市 日東西灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

670 北海道 旭川市 日東配送軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

671 北海道 旭川市 日東配送灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

672 北海道 旭川市 日東東Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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673 北海道 旭川市 日東東Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

674 北海道 旭川市 日東東軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

675 北海道 旭川市 日東東灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

676 北海道 旭川市 日東物流 小売業 ガソリンスタンド 2%

677 北海道 旭川市 日東本社２ 小売業 ガソリンスタンド 2%

678 北海道 旭川市 日東南６ 小売業 ガソリンスタンド 2%

679 北海道 旭川市 日東南６Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

680 北海道 旭川市 日東南６Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

681 北海道 旭川市 日東南６軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

682 北海道 旭川市 日東南６灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

683 北海道 旭川市 ｎｉｄｏ 小売業 食料品 5%

684 北海道 旭川市 ニュー中里時計店眼鏡院 小売業 その他小売 5%

685 北海道 旭川市 布工房　麦わら帽子 小売業 衣料品 5%

686 北海道 旭川市 Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　Ｋｎｏｔ サービス その他サービス 5%

687 北海道 旭川市 ネイルサロン　Ｓｍｉｔｈ　ネイルサロンＳｍｉｔｈ サービス 理容・美容業 5%

688 北海道 旭川市 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｌａｔｔｅ サービス その他サービス 5%

689 北海道 旭川市 ｎａｉｌｊｅｗｅｌｃ・ｓ サービス 理容・美容業 5%

690 北海道 旭川市 ネッツトヨタ旭川かぐらおか店 小売業 その他小売 5%

691 北海道 旭川市 ネッツトヨタ旭川かむい店 小売業 その他小売 5%

692 北海道 旭川市 ネッツトヨタ旭川とよおか店 小売業 その他小売 5%

693 北海道 旭川市 ネッツトヨタ旭川ながやま店 小売業 その他小売 5%

694 北海道 旭川市 ネッツトヨタたいせつ旭川店 小売業 その他小売 5%

695 北海道 旭川市 ネッツトヨタたいせつ神居店 小売業 その他小売 5%

696 北海道 旭川市 ネッツトヨタたいせつキャンバス３９ 小売業 その他小売 5%

697 北海道 旭川市 ネッツトヨタたいせつ末広店 小売業 その他小売 5%

698 北海道 旭川市 ネッツトヨタたいせつゼウス神居店 小売業 その他小売 5%

699 北海道 旭川市 ネッツトヨタたいせつ豊岡店 小売業 その他小売 5%

700 北海道 旭川市 有限会社ノースホーム企画 サービス その他サービス 5%

701 北海道 旭川市 のじり塗装 サービス その他サービス 5%

702 北海道 旭川市 呑み喰い処　　　　あかね サービス 飲食業 5%

703 北海道 旭川市 のらくら小町バル サービス 飲食業 5%

704 北海道 旭川市 のらくらパリ街店 サービス 飲食業 5%

705 北海道 旭川市 ハートランド サービス 飲食業 5%

706 北海道 旭川市 梅鳳堂 小売業 その他小売 5%

707 北海道 旭川市 ｈａｖｅ　ａ　ｎｉｃｅ　ｄａｙ！ 小売業 衣料品 5%

708 北海道 旭川市 Ｐｏｗｗｏｗ　Ｔｒａｄｉｎｇ　Ｐｏｓｔ 小売業 衣料品 5%

709 北海道 旭川市 箸源 小売業 その他小売 5%

710 北海道 旭川市 有限会社橋本表装店 小売業 その他小売 5%

711 北海道 旭川市 パステルマム　旭川店 小売業 衣料品 5%

712 北海道 旭川市 長谷川調理部 サービス 飲食業 5%

713 北海道 旭川市 ハセトケイ・メガネ店 小売業 その他小売 5%

714 北海道 旭川市 旅籠 サービス 飲食業 5%
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715 北海道 旭川市 はたサイクル 小売業 その他小売 5%

716 北海道 旭川市 ハッシュパピー旭川店 小売業 その他小売 5%

717 北海道 旭川市 バッテリースーパー世界屋 サービス その他サービス 5%

718 北海道 旭川市 はっとりスポーツ商会 小売業 その他小売 5%

719 北海道 旭川市 ＨａＰ　ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

720 北海道 旭川市 パティスリープティ・ボヌール 小売業 食料品 5%

721 北海道 旭川市 花空間彩華 小売業 その他小売 5%

722 北海道 旭川市 花ショップなかむら サービス その他サービス 5%

723 北海道 旭川市 パナポート末広店 小売業 電化製品 5%

724 北海道 旭川市 パナポートＰＴスカイ東光店 小売業 電化製品 5%

725 北海道 旭川市 ＨＯＮＥＹ 小売業 その他小売 5%

726 北海道 旭川市 ハーブと和漢のなづな堂 小売業 その他小売 5%

727 北海道 旭川市 濱田商事 小売業 家具・調度品 5%

728 北海道 旭川市 ＢＡＬＩＣＡＳＡＮＣＴＵＡＲＹ サービス 理容・美容業 5%

729 北海道 旭川市 ＨＡＲＵＮＡ サービス 飲食業 5%

730 北海道 旭川市 パワーズトラベル春光店 サービス その他サービス 5%

731 北海道 旭川市 パワーズ旅行センター サービス その他サービス 5%

732 北海道 旭川市 はんの小林 小売業 その他小売 5%

733 北海道 旭川市 販売課 小売業 その他小売 2%

734 北海道 旭川市 ビーウイズクボ 小売業 電化製品 5%

735 北海道 旭川市 ＢＭＯ旭川店 小売業 衣料品 5%

736 北海道 旭川市 ピーズラボ旭川 サービス その他サービス 5%

737 北海道 旭川市 東旭川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

738 北海道 旭川市 セブン－イレブン東旭川店 小売業 食料品 2%

739 北海道 旭川市 ピザテン・フォー　旭川末広店　２ サービス その他サービス 5%

740 北海道 旭川市 ビジュ大西イオン旭川春光店 小売業 貴金属・服飾品 5%

741 北海道 旭川市 ビジュ大西イオン旭川永山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

742 北海道 旭川市 ビジュ大西大西時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

743 北海道 旭川市 ビストロ・ｂｏｎ・ｍａｒｃｈｅ’ サービス 飲食業 5%

744 北海道 旭川市 プチサロンエール サービス その他サービス 5%

745 北海道 旭川市 びっくりドンキー　大町店 サービス 飲食業 2%

746 北海道 旭川市 びっくりドンキー　神楽店 サービス 飲食業 2%

747 北海道 旭川市 びっくりドンキー　永山店 サービス 飲食業 2%

748 北海道 旭川市 Ｐｕｒｅ　Ｈｅａｒｔ サービス その他サービス 5%

749 北海道 旭川市 Ｂｅａｕｔｙ＆ＨｅａｌｔｈｙＳａｌｏｎＢＩＶＩＡＳ サービス 理容・美容業 5%

750 北海道 旭川市 ビューティーコバヤシ 小売業 その他小売 5%

751 北海道 旭川市 ビューティールームエメ サービス 理容・美容業 5%

752 北海道 旭川市 美容室　ラガッツァ サービス 理容・美容業 5%

753 北海道 旭川市 美容室　リエール サービス 理容・美容業 5%

754 北海道 旭川市 美容室髪細工 サービス 理容・美容業 5%

755 北海道 旭川市 美容室ＢａｏＢａｂ サービス 理容・美容業 5%

756 北海道 旭川市 美容室美朗人 サービス 理容・美容業 5%
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757 北海道 旭川市 美容室結利空 サービス 理容・美容業 5%

758 北海道 旭川市 平間造園花Ｐｉｔ 小売業 その他小売 5%

759 北海道 旭川市 廣田米穀 小売業 その他小売 5%

760 北海道 旭川市 廣田米穀（灯油） 小売業 その他小売 5%

761 北海道 旭川市 ｆｉｖｅ　ｍｏｏｎ 小売業 その他小売 5%

762 北海道 旭川市 ファクト　ワールドプロスポーツファクト 小売業 衣料品 5%

763 北海道 旭川市 ファッションインシベール 小売業 衣料品 5%

764 北海道 旭川市 ファミリー　旭川店 サービス その他サービス 5%

765 北海道 旭川市 冨貴堂外商部 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

766 北海道 旭川市 フォーリーフ企画 サービス その他サービス 5%

767 北海道 旭川市 藤井調理部 サービス その他サービス 5%

768 北海道 旭川市 フジプロオート旭川 小売業 その他小売 5%

769 北海道 旭川市 藤ボデー工業 サービス その他サービス 5%

770 北海道 旭川市 富士メガネ　旭川東光店 小売業 その他小売 5%

771 北海道 旭川市 富士メガネ　旭川本店 小売業 その他小売 5%

772 北海道 旭川市 婦人服　山賀 小売業 衣料品 5%

773 北海道 旭川市 フタバスポーツ 小売業 その他小売 5%

774 北海道 旭川市 Ｋａｙｏｍｏｖｅｍｅｎｔ 小売業 衣料品 5%

775 北海道 旭川市 有限会社仏壇の南無 小売業 その他小売 5%

776 北海道 旭川市 ブティックグリマートウイン 小売業 衣料品 5%

777 北海道 旭川市 ブティック麦わら帽子 小売業 衣料品 5%

778 北海道 旭川市 プライベートサロンルポルト サービス 理容・美容業 5%

779 北海道 旭川市 Ｂｒａｔｓ　旭川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

780 北海道 旭川市 フラワーショップ花太郎 小売業 その他小売 5%

781 北海道 旭川市 フラワーショップ　ポレール　西神楽店 小売業 その他小売 5%

782 北海道 旭川市 フラワーショップポレール　パルプタウン店 小売業 その他小売 5%

783 北海道 旭川市 フラワーショップ　ポレール　マルカツ店 小売業 その他小売 5%

784 北海道 旭川市 ＢＲＵＮＣＨ 小売業 その他小売 5%

785 北海道 旭川市 Bland　Hair サービス 理容・美容業 5%

786 北海道 旭川市 ブランドリング 小売業 その他小売 5%

787 北海道 旭川市 ＢＲＥＥＺＥＮＭＵＳＥＵＭ 小売業 衣料品 5%

788 北海道 旭川市 Ｂｒｅｅｚｅ　大町 サービス 飲食業 5%

789 北海道 旭川市 プリントショップ彩光豊岡本店 小売業 その他小売 5%

790 北海道 旭川市 ＢＬＵＥ・ＤＡＩＳＹ サービス 理容・美容業 5%

791 北海道 旭川市 古川自動車工業 サービス その他サービス 5%

792 北海道 旭川市 ＢＬＵＣＥＲＥＴＴＡ 小売業 その他小売 5%

793 北海道 旭川市 プルモード 小売業 衣料品 5%

794 北海道 旭川市 プレイヤーズ 小売業 その他小売 5%

795 北海道 旭川市 ＰＲＯＰＯＳＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

796 北海道 旭川市 ＨＡＩＲ．．．１’ｓ サービス 理容・美容業 5%

797 北海道 旭川市 ヘアーカッティングラボＲｉｆｆ　ヘアーカッティングラボＲｉｆｆ サービス 理容・美容業 5%

798 北海道 旭川市 ｋｏｓｈｉｒｏ　ヘアーサロン小城 サービス 理容・美容業 5%
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799 北海道 旭川市 ヘアーサロン　いけはた サービス 理容・美容業 5%

800 北海道 旭川市 ヘアーサロンプレジャー サービス 理容・美容業 5%

801 北海道 旭川市 ＨａｉｒＳｈｉ・ｍｕ・ｋｕ サービス 理容・美容業 5%

802 北海道 旭川市 ヘアーズファクトリー　ヘアーズ　ファクトリー サービス 理容・美容業 5%

803 北海道 旭川市 ヘアースポット　ＫＡＺＵ　旭川 サービス 理容・美容業 5%

804 北海道 旭川市 ヘアーリゾートパイナ サービス 理容・美容業 5%

805 北海道 旭川市 ｈａｉｒｒｏｏｍｒｉｐｐｌｅ サービス 理容・美容業 5%

806 北海道 旭川市 ヘアーロココ サービス 理容・美容業 5%

807 北海道 旭川市 ＨａｉｒＳａｌｏｎＣＡＲＥ’ＬＬ サービス 理容・美容業 5%

808 北海道 旭川市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

809 北海道 旭川市 ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ　ｌｉｇｈｔ サービス 理容・美容業 5%

810 北海道 旭川市 ヘアー・ルーチェ サービス 理容・美容業 5%

811 北海道 旭川市 平和湯 サービス その他サービス 5%

812 北海道 旭川市 Ｐｅｔ　Ｓｕｐｅｒ　Ｊ＆Ｊ 小売業 その他小売 5%

813 北海道 旭川市 ＰｅｔＳｕｐｅｒＪ＆Ｊ永山店 小売業 その他小売 5%

814 北海道 旭川市 ペットプラステン・テン　旭川西店 小売業 その他小売 5%

815 北海道 旭川市 ベンハー靴店 小売業 その他小売 5%

816 北海道 旭川市 ｂｏａｒ 小売業 衣料品 5%

817 北海道 旭川市 ボーイズルーム　旭川店 小売業 衣料品 5%

818 北海道 旭川市 エステルームソルビエ サービス 理容・美容業 5%

819 北海道 旭川市 ＨＯＭＥＳ　ｉｎｔｅｒｉｏｒ／ｇｉｆｔ 小売業 その他小売 5%

820 北海道 旭川市 ｐａｕｌｓｍｉｔｈｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

821 北海道 旭川市 北央自動車工業 サービス その他サービス 5%

822 北海道 旭川市 ホクトメガネ 小売業 その他小売 5%

823 北海道 旭川市 株式会社ホクニチ サービス その他サービス 5%

824 北海道 旭川市 北々亭旭川店 サービス 飲食業 5%

825 北海道 旭川市 北陽電材株式会社 本 サービス その他サービス 5%

826 北海道 旭川市 北陸自動車工業 サービス その他サービス 5%

827 北海道 旭川市 北菱自動車販売 小売業 その他小売 5%

828 北海道 旭川市 北海道自動車販売株式会社 小売業 その他小売 5%

829 北海道 旭川市 北海道新聞　末広西販売所 小売業 その他小売 5%

830 北海道 旭川市 北海道新聞奥山販売所 小売業 その他小売 5%

831 北海道 旭川市 株式会社北海道新聞川上販売所 小売業 その他小売 5%

832 北海道 旭川市 北海道新聞下村販売所 小売業 その他小売 5%

833 北海道 旭川市 北海道新聞丸谷販売所 小売業 その他小売 5%

834 北海道 旭川市 有限会社北海道新聞和田販売所 小売業 その他小売 5%

835 北海道 旭川市 北海丸油 小売業 ガソリンスタンド 2%

836 北海道 旭川市 北海丸油Ａ重油 小売業 ガソリンスタンド 2%

837 北海道 旭川市 北海丸油北彩都ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

838 北海道 旭川市 北海丸油　車検センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

839 北海道 旭川市 北海丸油末広 小売業 ガソリンスタンド 2%

840 北海道 旭川市 北海丸油末広Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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841 北海道 旭川市 北海丸油末広Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

842 北海道 旭川市 北海丸油末広軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

843 北海道 旭川市 北海丸油末広灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

844 北海道 旭川市 北海丸油末広東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

845 北海道 旭川市 北海丸油センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

846 北海道 旭川市 北海丸油代行 小売業 ガソリンスタンド 2%

847 北海道 旭川市 北海丸油代行Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

848 北海道 旭川市 北海丸油代行Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

849 北海道 旭川市 北海丸油代行軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

850 北海道 旭川市 北海丸油代行灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

851 北海道 旭川市 北海丸油タンク洗 小売業 ガソリンスタンド 2%

852 北海道 旭川市 北海丸油豊岡 小売業 ガソリンスタンド 2%

853 北海道 旭川市 北海丸油豊岡Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

854 北海道 旭川市 北海丸油豊岡Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

855 北海道 旭川市 北海丸油　豊岡環状通 小売業 ガソリンスタンド 2%

856 北海道 旭川市 北海丸油豊岡軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

857 北海道 旭川市 北海丸油豊岡灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

858 北海道 旭川市 北海丸油永山 小売業 ガソリンスタンド 2%

859 北海道 旭川市 北海丸油永山Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

860 北海道 旭川市 北海丸油永山Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

861 北海道 旭川市 北海丸油永山軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

862 北海道 旭川市 北海丸油永山大雪通ＳＳ 小売業 その他小売 2%

863 北海道 旭川市 北海丸油永山灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

864 北海道 旭川市 北海丸油配送軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

865 北海道 旭川市 北海丸油配送灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

866 北海道 旭川市 北海丸油本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

867 北海道 旭川市 北海丸油　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

868 北海道 旭川市 北海丸油本社Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

869 北海道 旭川市 北海丸油本社Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

870 北海道 旭川市 北海丸油本社軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

871 北海道 旭川市 北海丸油本社灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

872 北海道 旭川市 北海丸油宮下 小売業 ガソリンスタンド 2%

873 北海道 旭川市 北海丸油宮下Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

874 北海道 旭川市 北海丸油宮下Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

875 北海道 旭川市 北海丸油宮下軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

876 北海道 旭川市 北海丸油宮下灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

877 北海道 旭川市 ＢＯＸＣＡＦＥ　旭川 サービス 飲食業 5%

878 北海道 旭川市 ホット燃料店 小売業 その他小売 5%

879 北海道 旭川市 ホットマン旭川店 小売業 その他小売 5%

880 北海道 旭川市 ボディスリム サービス 理容・美容業 5%

881 北海道 旭川市 ポテトサービスセンター(付属品) 小売業 電化製品 5%

882 北海道 旭川市 ホテルメイツ サービス 宿泊業 5%
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883 北海道 旭川市 ホテルクレッセント旭川 サービス 宿泊業 5%

884 北海道 旭川市 ホビーショップてづか 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

885 北海道 旭川市 Ｐｏｐｐｉｅｓ３ 小売業 衣料品 5%

886 北海道 旭川市 ボビッシュ 小売業 その他小売 5%

887 北海道 旭川市 ホリスティック　ビューティ　アカデミー サービス 理容・美容業 5%

888 北海道 旭川市 ホワイト急便　神楽ＧＯＧＯ店 サービス その他サービス 5%

889 北海道 旭川市 ホワイト急便　神居７条１丁目店 サービス その他サービス 5%

890 北海道 旭川市 ホワイト急便　春光イオン店 サービス その他サービス 5%

891 北海道 旭川市 ホワイト急便　春光本店 サービス その他サービス 5%

892 北海道 旭川市 ホワイト急便　末広５条１丁目店 サービス その他サービス 5%

893 北海道 旭川市 ホワイト急便　末広５条５丁目店 サービス その他サービス 5%

894 北海道 旭川市 ホワイト急便　動物園通り店 サービス その他サービス 5%

895 北海道 旭川市 ホワイト急便　豊岡本店 サービス その他サービス 5%

896 北海道 旭川市 ホワイト急便　永山３条９丁目店 サービス その他サービス 5%

897 北海道 旭川市 梵 小売業 衣料品 5%

898 北海道 旭川市 本社　旭川８条 小売業 その他小売 2%

899 北海道 旭川市 ホンダウイングアルファ 小売業 その他小売 5%

900 北海道 旭川市 本間自動車工場 サービス その他サービス 5%

901 北海道 旭川市 ｍａｉｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

902 北海道 旭川市 マイポッケ 小売業 衣料品 5%

903 北海道 旭川市 前川茶舗 小売業 食料品 5%

904 北海道 旭川市 マクドナルド旭川ツインハープ店 サービス 飲食業 2%

905 北海道 旭川市 マクドナルド旭川宮前通店 サービス 飲食業 2%

906 北海道 旭川市 マクドナルドイオンモール旭川西店 サービス 飲食業 2%

907 北海道 旭川市 マクドナルド神楽生協店 サービス 飲食業 2%

908 北海道 旭川市 マクドナルド３９号旭川永山店 サービス 飲食業 2%

909 北海道 旭川市 まぐろ屋のおじん サービス その他サービス 5%

910 北海道 旭川市 増沢車輌工業所 サービス その他サービス 5%

911 北海道 旭川市 ますだ動物病院 サービス その他サービス 5%

912 北海道 旭川市 ｍａｃｈｉｂａｒ サービス 飲食業 5%

913 北海道 旭川市 松 サービス 飲食業 5%

914 北海道 旭川市 まつ井金正堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

915 北海道 旭川市 松野薬局中央店 小売業 その他小売 5%

916 北海道 旭川市 松野薬局東光店 小売業 その他小売 5%

917 北海道 旭川市 まつや燃料設備 小売業 その他小売 5%

918 北海道 旭川市 ｍａｒｉａｇｅ サービス その他サービス 5%

919 北海道 旭川市 （有）丸一柿崎商店 小売業 食料品 5%

920 北海道 旭川市 マルウン航空サービス サービス その他サービス 5%

921 北海道 旭川市 マルウン商事株式会社 サービス その他サービス 5%

922 北海道 旭川市 マルエーアスパ店 小売業 衣料品 5%

923 北海道 旭川市 マルエーアモール店 小売業 衣料品 5%

924 北海道 旭川市 マルエー末広店 小売業 衣料品 5%
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925 北海道 旭川市 マルエー永山本店 小売業 衣料品 5%

926 北海道 旭川市 マルカツ２Ｆ 小売業 衣料品 5%

927 北海道 旭川市 丸金金田自動車 サービス その他サービス 5%

928 北海道 旭川市 丸金金田自動車（大型事業部） サービス その他サービス 5%

929 北海道 旭川市 丸真真栄自動車工業 サービス その他サービス 5%

930 北海道 旭川市 丸友高尾呉服店 小売業 衣料品 5%

931 北海道 旭川市 丸山山本商店 サービス その他サービス 5%

932 北海道 旭川市 丸有五十嵐ケース店 サービス その他サービス 5%

933 北海道 旭川市 三浦綾子記念文学館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

934 北海道 旭川市 ＭＩＫＡ 小売業 衣料品 5%

935 北海道 旭川市 味蔵屋万彩 サービス 飲食業 5%

936 北海道 旭川市 ミセスファッションヒロ 小売業 衣料品 5%

937 北海道 旭川市 ミッキークツテン 小売業 その他小売 5%

938 北海道 旭川市 ミッキー靴店マルカツ店 小売業 その他小売 5%

939 北海道 旭川市 みどり野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

940 北海道 旭川市 緑町ハイウェイ線ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

941 北海道 旭川市 みなと金物店 小売業 その他小売 5%

942 北海道 旭川市 みなとふとん店 小売業 その他小売 5%

943 北海道 旭川市 ミナミタクシー　ミナミタクシー サービス 運輸業 5%

944 北海道 旭川市 南６条通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

945 北海道 旭川市 Ｋ＆Ｍミヤカワ 小売業 電化製品 5%

946 北海道 旭川市 宮口時計店 小売業 その他小売 5%

947 北海道 旭川市 宮脇書店　旭川豊岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

948 北海道 旭川市 三好寿司 サービス 飲食業 5%

949 北海道 旭川市 ＭＵＫＵ工房 小売業 家具・調度品 5%

950 北海道 旭川市 無線機サービス旭川 小売業 電化製品 5%

951 北海道 旭川市 村本金属本社 小売業 その他小売 5%

952 北海道 旭川市 明画堂 サービス その他サービス 5%

953 北海道 旭川市 Ｍａｋｅ　ｕｐ サービス 理容・美容業 5%

954 北海道 旭川市 銘酒バー　かくべえ　銘酒バーかくべえ サービス 飲食業 5%

955 北海道 旭川市 銘酒バーかくべえ サービス 飲食業 5%

956 北海道 旭川市 メーベルトーコー サービス その他サービス 5%

957 北海道 旭川市 メガネのシオジリパワーズ旭川店 小売業 その他小売 5%

958 北海道 旭川市 めがねスタジオ　アモール店 小売業 その他小売 5%

959 北海道 旭川市 めがねスタジオ　アモール店 小売業 その他小売 5%

960 北海道 旭川市 めがねのナカムラ　ウエスタン川端店 小売業 その他小売 5%

961 北海道 旭川市 めがねのナカムラ ウエスタン川端店 小売業 その他小売 5%

962 北海道 旭川市 めがねのナカムラ　北彩都店 小売業 その他小売 5%

963 北海道 旭川市 めがねのナカムラ　末広店 小売業 その他小売 5%

964 北海道 旭川市 めがねのナカムラ　永山環状通り店 小売業 その他小売 5%

965 北海道 旭川市 めがねのナカムラ　本店 小売業 その他小売 5%

966 北海道 旭川市 メガネの富士　旭川三条店 小売業 その他小売 5%

25



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

967 北海道 旭川市 メガネのヤマモト 小売業 その他小売 5%

968 北海道 旭川市 メガネのヤマモト豊岡店 小売業 その他小売 5%

969 北海道 旭川市 目黒呉服店 小売業 衣料品 5%

970 北海道 旭川市 メナードフェイシャルサロン サービス 理容・美容業 2%

971 北海道 旭川市 シャムロックヒューゲル 小売業 その他小売 5%

972 北海道 旭川市 メナ－ドフェイシャルサロン サービス 理容・美容業 5%

973 北海道 旭川市 メンズファッションツツミ 小売業 衣料品 5%

974 北海道 旭川市 麺屋くるる　忠和店 サービス 飲食業 5%

975 北海道 旭川市 ｍｏａｎａ【モアナ】 サービス その他サービス 5%

976 北海道 旭川市 株式会社モトショップ・ワークス サービス その他サービス 5%

977 北海道 旭川市 もめんどき サービス 飲食業 5%

978 北海道 旭川市 もも太郎 サービス 飲食業 5%

979 北海道 旭川市 株式会社モリタエレテック サービス その他サービス 5%

980 北海道 旭川市 モリタエレテック　本社 サービス その他サービス 5%

981 北海道 旭川市 焼鳥倶楽部　ふとっぱらや サービス 飲食業 5%

982 北海道 旭川市 焼き鳥八丁目 サービス 飲食業 5%

983 北海道 旭川市 焼肉　魂 サービス 飲食業 5%

984 北海道 旭川市 焼肉　味亭 サービス 飲食業 5%

985 北海道 旭川市 やきにく雅々 サービス 飲食業 5%

986 北海道 旭川市 焼肉牛ホルモン天 サービス 飲食業 5%

987 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 中央センター 小売業 食料品 5%

988 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 新町センター 小売業 食料品 5%

989 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 東センター 小売業 食料品 5%

990 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 北彩都センター 小売業 食料品 5%

991 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 東光センター 小売業 食料品 5%

992 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 東豊センター 小売業 食料品 5%

993 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 東光サロン 小売業 食料品 5%

994 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 豊岡センター 小売業 食料品 5%

995 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 永山センター 小売業 食料品 5%

996 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 末広サロン 小売業 食料品 5%

997 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 北門センター 小売業 食料品 5%

998 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 末広北サロン 小売業 食料品 5%

999 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 末広センター 小売業 食料品 5%

1,000 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 北星サロン 小売業 食料品 5%

1,001 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 末広北センター 小売業 食料品 5%

1,002 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 春光台センター 小売業 食料品 5%

1,003 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 神居センター 小売業 食料品 5%

1,004 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 神居北センター 小売業 食料品 5%

1,005 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 神楽センター 小売業 食料品 5%

1,006 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 神楽岡サロン 小売業 食料品 5%

1,007 北海道 旭川市 ヤクルト北北海道 永山南センター 小売業 食料品 5%

1,008 北海道 旭川市 やすらぎベーカリー サービス 飲食業 5%
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1,009 北海道 旭川市 有限会社ヤマカ・オイル 小売業 その他小売 5%

1,010 北海道 旭川市 山崎産業 サービス その他サービス 5%

1,011 北海道 旭川市 有限会社山新久保村 小売業 衣料品 5%

1,012 北海道 旭川市 山中車輌工業所 サービス その他サービス 5%

1,013 北海道 旭川市 山の猿　買物公園通り店 サービス 飲食業 5%

1,014 北海道 旭川市 山のはちみつ旭川店 小売業 その他小売 5%

1,015 北海道 旭川市 山本燃料店 サービス その他サービス 5%

1,016 北海道 旭川市 株式会社湯浅２デヴィジョン 小売業 衣料品 5%

1,017 北海道 旭川市 阿部電器 小売業 電化製品 5%

1,018 北海道 旭川市 有限会社今崎ふとん店 小売業 その他小売 5%

1,019 北海道 旭川市 有限会社旭永自動車工業 サービス その他サービス 5%

1,020 北海道 旭川市 有限会社コマヤ薬局 小売業 その他小売 5%

1,021 北海道 旭川市 有限会社サワダカオル サービス その他サービス 5%

1,022 北海道 旭川市 有限会社大成車体工業 サービス その他サービス 5%

1,023 北海道 旭川市 有限会社武田米穀店 小売業 食料品 5%

1,024 北海道 旭川市 有限会社ディー・ドレープ 小売業 家具・調度品 5%

1,025 北海道 旭川市 ［ＨＣ］有限会社でんきプラザハウス 小売業 電化製品 5%

1,026 北海道 旭川市 有限会社ビツクロード 小売業 その他小売 5%

1,027 北海道 旭川市 有限会社プリントファクトリー サービス その他サービス 5%

1,028 北海道 旭川市 有限会社北成自動車工業 サービス その他サービス 5%

1,029 北海道 旭川市 有限会社北海道新聞永山販売所 小売業 その他小売 5%

1,030 北海道 旭川市 有限会社マナベモータース サービス その他サービス 5%

1,031 北海道 旭川市 有限会社マルエー 小売業 衣料品 5%

1,032 北海道 旭川市 有限会社横山修理工場 サービス その他サービス 5%

1,033 北海道 旭川市 吉田輪業 小売業 その他小売 5%

1,034 北海道 旭川市 ４条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,035 北海道 旭川市 らーめん是々非々 サービス 飲食業 5%

1,036 北海道 旭川市 ライオンオートサービス サービス その他サービス 5%

1,037 北海道 旭川市 ライジング サービス その他サービス 5%

1,038 北海道 旭川市 ＬＡＩＮＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

1,039 北海道 旭川市 ライムストーン旭川店 小売業 衣料品 5%

1,040 北海道 旭川市 Ｌａｖｅｎｕイオン永山店 サービス 理容・美容業 5%

1,041 北海道 旭川市 ラポール サービス 理容・美容業 5%

1,042 北海道 旭川市 ラボ・フューズ 小売業 その他小売 5%

1,043 北海道 旭川市 Ｌａ　Ｌｕｃｅ 小売業 その他小売 5%

1,044 北海道 旭川市 ランクレ旭川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

1,045 北海道 旭川市 ＲＥ－Ｋ 小売業 その他小売 5%

1,046 北海道 旭川市 リサイクルパソコンビーグル旭川豊岡店 小売業 その他小売 5%

1,047 北海道 旭川市 Ｌｉｎｏａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

1,048 北海道 旭川市 ｒｅｆｉｎｅｓａｌｏｎｉｍａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

1,049 北海道 旭川市 ＲＥＰＲＥＳＥＮＴ 小売業 衣料品 5%

1,050 北海道 旭川市 リボン橋本 サービス 理容・美容業 5%
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1,051 北海道 旭川市 柳月　アークス東光店 小売業 食料品 5%

1,052 北海道 旭川市 Ｒｅａｕｌｅ　ｓ　Ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

1,053 北海道 旭川市 Ｒｅａｕｌｅ サービス 理容・美容業 5%

1,054 北海道 旭川市 緑創 サービス その他サービス 5%

1,055 北海道 旭川市 リラクゼーションサロン　ＳＥＡ サービス 理容・美容業 5%

1,056 北海道 旭川市 Ｌｅ　Ａｎｎ サービス 飲食業 5%

1,057 北海道 旭川市 ルート４０北海サービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,058 北海道 旭川市 ルミエール サービス その他サービス 5%

1,059 北海道 旭川市 ＬＥＡＴＨＥＲＣＲＡＦＴ彩ＳＡＩ サービス その他サービス 5%

1,060 北海道 旭川市 レディースショップＭＯＮＡ 小売業 衣料品 5%

1,061 北海道 旭川市 ロータス 小売業 衣料品 5%

1,062 北海道 旭川市 ロータリースポーツ 小売業 その他小売 5%

1,063 北海道 旭川市 路地裏厨房グランビア サービス 飲食業 5%

1,064 北海道 旭川市 ロテル・ド・北倶楽部 小売業 その他小売 5%

1,065 北海道 旭川市 ロテル・ド・北倶楽部中央店 小売業 その他小売 5%

1,066 北海道 旭川市 ロテル・ド・北倶楽部忠和店 小売業 その他小売 5%

1,067 北海道 旭川市 炉端のユーカラ サービス 飲食業 5%

1,068 北海道 旭川市 炉端のユーカラ二階家 サービス 飲食業 5%

1,069 北海道 旭川市 ＲＯＰＥ 小売業 衣料品 5%

1,070 北海道 旭川市 ワークアサミツシーナ店 小売業 衣料品 5%

1,071 北海道 旭川市 ワークハンター旭川 小売業 その他小売 5%

1,072 北海道 旭川市 脇坂仏具店 小売業 その他小売 5%

1,073 北海道 旭川市 和食庭園小城 サービス 飲食業 5%

1,074 北海道 旭川市 有限会社和田呉服店 小売業 衣料品 5%

1,075 北海道 旭川市 わたなべ酒店 小売業 食料品 5%

1,076 北海道 旭川市 和風旅館扇松園 サービス 宿泊業 5%

1,077 北海道 芦別市 赤蔵 サービス 飲食業 5%

1,078 北海道 芦別市 芦別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,079 北海道 芦別市 芦別温泉スターライトホテル　ムーンライト サービス 飲食業 5%

1,080 北海道 芦別市 セブン－イレブン芦別北４条店 小売業 食料品 2%

1,081 北海道 芦別市 芦別石炭販売 小売業 ガソリンスタンド 5%

1,082 北海道 芦別市 セブンーイレブン芦別中央店 小売業 食料品 2%

1,083 北海道 芦別市 芦別ボデー工業所 サービス その他サービス 5%

1,084 北海道 芦別市 出光芦別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,085 北海道 芦別市 ＭＩメンテナンス サービス その他サービス 5%

1,086 北海道 芦別市 お菓子のほんだ 芦別店 小売業 食料品 5%

1,087 北海道 芦別市 お菓子のほんだ芦別店 小売業 食料品 5%

1,088 北海道 芦別市 上芦別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,089 北海道 芦別市 セブン－イレブン上芦別店 小売業 食料品 2%

1,090 北海道 芦別市 サンコー芦別店 小売業 その他小売 5%

1,091 北海道 芦別市 タカセ 小売業 貴金属・服飾品 5%

1,092 北海道 芦別市 パナスターコダマ 小売業 電化製品 5%
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1,093 北海道 芦別市 ひなた整体院 サービス その他サービス 5%

1,094 北海道 芦別市 ホドス石油　芦別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,095 北海道 芦別市 有限会社エムケー・サービス 小売業 その他小売 5%

1,096 北海道 足寄町 足寄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,097 北海道 足寄町 セブンーイレブン足寄下愛冠店 小売業 食料品 2%

1,098 北海道 足寄町 足寄中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,099 北海道 足寄町 ｅすまいる　モリイ 小売業 電化製品 5%

1,100 北海道 足寄町 エムエス電器商会 小売業 電化製品 5%

1,101 北海道 足寄町 中足寄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,102 北海道 足寄町 芽登ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,103 北海道 厚岸町 厚岸白浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,104 北海道 厚岸町 セブン－イレブン厚岸白浜店 小売業 食料品 2%

1,105 北海道 厚岸町 厚岸湊石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,106 北海道 厚岸町 セブン－イレブン厚岸港町店 小売業 食料品 2%

1,107 北海道 厚岸町 出光奔渡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,108 北海道 厚岸町 オートガレージ 小売業 その他小売 5%

1,109 北海道 厚岸町 尾幌ＳＳ　土井木材株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,110 北海道 厚岸町 株式会社　イシヤマ　イシヤマ 小売業 その他小売 5%

1,111 北海道 厚岸町 釧路トヨタ自動車厚岸店 小売業 その他小売 5%

1,112 北海道 厚岸町 釧路トヨペット厚岸店 小売業 その他小売 5%

1,113 北海道 厚岸町 トヨタカローラ釧路厚岸店 小売業 その他小売 5%

1,114 北海道 厚岸町 ネッツトヨタ釧路厚岸店 小売業 その他小売 5%

1,115 北海道 厚岸町 フラワーショップ　いしざか　厚岸店 小売業 その他小売 5%

1,116 北海道 厚岸町 ポウラスター　ミヤカワ 小売業 電化製品 5%

1,117 北海道 厚岸町 ホテル五味 サービス 宿泊業 5%

1,118 北海道 厚岸町 本社 小売業 その他小売 2%

1,119 北海道 厚岸町 曲さ　酒井商店 小売業 その他小売 5%

1,120 北海道 厚沢部町 厚沢部新町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,121 北海道 厚沢部町 セブンーイレブン厚沢部町店 小売業 食料品 2%

1,122 北海道 厚沢部町 カレーとコーヒーの店カンペシーノ サービス 飲食業 5%

1,123 北海道 厚沢部町 しぶたの毎日きのこ 小売業 食料品 5%

1,124 北海道 厚沢部町 はこでん厚沢部 小売業 電化製品 5%

1,125 北海道 厚真町 厚真　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,126 北海道 厚真町 厚真オートサービス サービス その他サービス 5%

1,127 北海道 厚真町 梅原商店 小売業 その他小売 5%

1,128 北海道 網走市 旭川トヨタ自動車網走店 小売業 その他小売 5%

1,129 北海道 網走市 網走ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,130 北海道 網走市 イタリア料理　ペンションわにの家 サービス 宿泊業 5%

1,131 北海道 網走市 網走アポロ石油株式会社 小売業 その他小売 5%

1,132 北海道 網走市 セブン－イレブン網走大曲店 小売業 食料品 2%

1,133 北海道 網走市 網走家燃用 小売業 その他小売 2%

1,134 北海道 網走市 セブン－イレブン網走北６条店 小売業 食料品 2%
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1,135 北海道 網走市 セブン－イレブン網走駒場北店 小売業 食料品 2%

1,136 北海道 網走市 セブン－イレブン網走駒場南店 小売業 食料品 2%

1,137 北海道 網走市 セブン－イレブン網走潮見店 小売業 食料品 2%

1,138 北海道 網走市 セブン－イレブン網走潮見南通店 小売業 食料品 2%

1,139 北海道 網走市 網走セントラルホテル サービス 宿泊業 5%

1,140 北海道 網走市 セブン－イレブン網走南２条店 小売業 食料品 2%

1,141 北海道 網走市 網走　森川商店 小売業 食料品 5%

1,142 北海道 網走市 網走ロイヤルホテル サービス 宿泊業 5%

1,143 北海道 網走市 出光網走ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,144 北海道 網走市 出光大曲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,145 北海道 網走市 出光駒場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,146 北海道 網走市 卯原内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,147 北海道 網走市 オホーツクバザール 小売業 その他小売 5%

1,148 北海道 網走市 加々見商店 小売業 その他小売 5%

1,149 北海道 網走市 かつ里喜 サービス 飲食業 5%

1,150 北海道 網走市 カネ活渡辺水産 小売業 食料品 5%

1,151 北海道 網走市 カラオケ歌屋　網走潮見店 サービス その他サービス 5%

1,152 北海道 網走市 カラオケ歌屋　網走店 サービス その他サービス 5%

1,153 北海道 網走市 北見トヨペット　アネックス大曲 小売業 その他小売 5%

1,154 北海道 網走市 北見トヨペット網走店 小売業 その他小売 5%

1,155 北海道 網走市 北見ヤクルト販売 網走センター 小売業 食料品 5%

1,156 北海道 網走市 ギネスバー　アイラ サービス 飲食業 5%

1,157 北海道 網走市 キャピックアバシリ１ サービス その他サービス 5%

1,158 北海道 網走市 キャピックアバシリ２ サービス その他サービス 5%

1,159 北海道 網走市 桑原電装網走支店 小売業 その他小売 5%

1,160 北海道 網走市 こが病院売店 小売業 その他小売 5%

1,161 北海道 網走市 コーディネートサロン　ロジェーヌ 小売業 衣料品 5%

1,162 北海道 網走市 佐野電器商会 小売業 電化製品 5%

1,163 北海道 網走市 さんご草の郷　能取の荘　かがり屋 サービス 宿泊業 5%

1,164 北海道 網走市 写真工芸社 小売業 その他小売 5%

1,165 北海道 網走市 寝装かわはらだ 小売業 その他小売 5%

1,166 北海道 網走市 新町 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,167 北海道 網走市 大成印刷 サービス その他サービス 5%

1,168 北海道 網走市 ダイハツ網走 サービス その他サービス 5%

1,169 北海道 網走市 タカハシエンターテイメント　１ サービス その他サービス 5%

1,170 北海道 網走市 タカハシフードサービス サービス 飲食業 5%

1,171 北海道 網走市 田村まさかショー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

1,172 北海道 網走市 トヨタカローラ北見網走店 小売業 その他小売 5%

1,173 北海道 網走市 トヨタ部品北海道共販　網走営業所 小売業 その他小売 5%

1,174 北海道 網走市 トヨタレンタリース北見網走店 サービス その他サービス 2%

1,175 北海道 網走市 西村呉服店 小売業 衣料品 5%

1,176 北海道 網走市 ネッツトヨタ北見網走店 小売業 その他小売 5%
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1,177 北海道 網走市 バイオ有機 サービス その他サービス 5%

1,178 北海道 網走市 ピザテン・フォー　北海道網走店　２ サービス その他サービス 5%

1,179 北海道 網走市 ファーストアセント知床 サービス その他サービス 5%

1,180 北海道 網走市 ファームインアニマの里 サービス その他サービス 5%

1,181 北海道 網走市 プチパル網走店 小売業 衣料品 5%

1,182 北海道 網走市 北天の丘あばしり湖鶴雅リゾート サービス 宿泊業 5%

1,183 北海道 網走市 マーデルオホーツク 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,184 北海道 網走市 マクドナルド網走店 サービス 飲食業 2%

1,185 北海道 網走市 みなみな 小売業 その他小売 5%

1,186 北海道 網走市 ミヤマルデンキ 小売業 電化製品 5%

1,187 北海道 網走市 ｃａｆｅ＆ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ３６０ サービス 飲食業 5%

1,188 北海道 網走市 ＹＡＫＩＮＩＫＵ網走ビール館 サービス 飲食業 5%

1,189 北海道 網走市 有限会社一色 小売業 その他小売 5%

1,190 北海道 網走市 有限会社　入丸水産 小売業 その他小売 5%

1,191 北海道 網走市 有限会社フジヤ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

1,192 北海道 網走市 ワンズハート サービス 理容・美容業 5%

1,193 北海道 安平町 セブンーイレブン安平早来店 小売業 食料品 2%

1,194 北海道 安平町 出光遠浅ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,195 北海道 安平町 追分ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,196 北海道 安平町 追分ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,197 北海道 安平町 追分ホテルわたなべ サービス 宿泊業 5%

1,198 北海道 安平町 デンキのふくだ 小売業 電化製品 5%

1,199 北海道 安平町 とよた 小売業 衣料品 5%

1,200 北海道 安平町 早来自工ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,201 北海道 安平町 ＦＲＥＳＨ　ＩＮ　ＧＲＯＶＥ　追分店 小売業 食料品 5%

1,202 北海道 安平町 フレッシュイングローブ　追分店 小売業 その他小売 5%

1,203 北海道 池田町 池田駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,204 北海道 池田町 ｅすまいる寺井 小売業 電化製品 5%

1,205 北海道 池田町 旅の宿ワインの国 サービス 宿泊業 5%

1,206 北海道 池田町 セブン－イレブン十勝池田利別店 小売業 食料品 2%

1,207 北海道 池田町 とかちＴＰＧ池田ミツヤ 小売業 電化製品 5%

1,208 北海道 池田町 ハッピネスデーリィ サービス 飲食業 5%

1,209 北海道 石狩市 アイリスカーズサッポロ 小売業 その他小売 5%

1,210 北海道 石狩市 あいろーど厚田 小売業 家具・調度品 5%

1,211 北海道 石狩市 厚田別狩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,212 北海道 石狩市 セブン－イレブン石狩新港西店 小売業 食料品 2%

1,213 北海道 石狩市 セブン－イレブン石狩新港南店 小売業 食料品 2%

1,214 北海道 石狩市 セブン－イレブン石狩花川北３条店 小売業 食料品 2%

1,215 北海道 石狩市 セブン－イレブン石狩花川東２条店 小売業 食料品 2%

1,216 北海道 石狩市 セブンーイレブン石狩花川南１条店 小売業 食料品 2%

1,217 北海道 石狩市 セブン－イレブン石狩花川南５条店 小売業 食料品 2%

1,218 北海道 石狩市 セブン－イレブン石狩花川南３条店 小売業 食料品 2%
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1,219 北海道 石狩市 セブン－イレブン石狩花川南店 小売業 食料品 2%

1,220 北海道 石狩市 セブン－イレブン石狩花川南７条店 小売業 食料品 2%

1,221 北海道 石狩市 セブン－イレブン石狩花畔店 小売業 食料品 2%

1,222 北海道 石狩市 出光ピア石狩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,223 北海道 石狩市 いとはりおしごと 小売業 衣料品 5%

1,224 北海道 石狩市 エーナイン　石狩緑苑台店 サービス 理容・美容業 5%

1,225 北海道 石狩市 ＳＣＳ　ＭＯＴＯＲ　ＳＰＯＲＴＳ 小売業 衣料品 5%

1,226 北海道 石狩市 エース新港南店 サービス その他サービス 5%

1,227 北海道 石狩市 エースはまなす店 サービス その他サービス 5%

1,228 北海道 石狩市 ＡｕｔｏｔｅｃｈＢｕｒｎ サービス その他サービス 5%

1,229 北海道 石狩市 お刺身　瑠玖　花川店 サービス 飲食業 5%

1,230 北海道 石狩市 金物の金岡 小売業 家具・調度品 5%

1,231 北海道 石狩市 ミズリフォ サービス その他サービス 5%

1,232 北海道 石狩市 カラオケゆめっくす　石狩店 サービス その他サービス 5%

1,233 北海道 石狩市 ギフトショップ　クオリ 小売業 その他小売 5%

1,234 北海道 石狩市 協栄石油産業 小売業 その他小売 5%

1,235 北海道 石狩市 ＣＲＡＦＴｋｉｋｕｎｏ 小売業 衣料品 5%

1,236 北海道 石狩市 クリーニングａｃｅ　花川南店 サービス その他サービス 5%

1,237 北海道 石狩市 クリーニングアピア南１条店 サービス その他サービス 5%

1,238 北海道 石狩市 Ｋ．Ｓ．ＳｔｙｌｅｗｉｔｈＥＷＡＭ 小売業 衣料品 5%

1,239 北海道 石狩市 コープトラベル　いしかり店 サービス その他サービス 5%

1,240 北海道 石狩市 個人寺門タクシー サービス 運輸業 5%

1,241 北海道 石狩市 個人寺門タクシー サービス 運輸業 5%

1,242 北海道 石狩市 さくらば動物病院 サービス その他サービス 5%

1,243 北海道 石狩市 ジーベック石狩店 小売業 衣料品 5%

1,244 北海道 石狩市 シャルマン　石狩店 小売業 貴金属・服飾品 5%

1,245 北海道 石狩市 スーパーエース花川店 小売業 その他小売 5%

1,246 北海道 石狩市 ＳＫＹＤＯＧＳＥＲＶＩＣＥ サービス その他サービス 5%

1,247 北海道 石狩市 ＳＫＹ　ＤＯＧ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＳＫＹＤＯＧＳＥＲＶＩＣＥ サービス その他サービス 5%

1,248 北海道 石狩市 セルフステーション石狩花川 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,249 北海道 石狩市 タイヤショップ　金 小売業 その他小売 5%

1,250 北海道 石狩市 Ｔ－ＳＩＧＮＡＬ 小売業 家具・調度品 5%

1,251 北海道 石狩市 ティーシグナル 小売業 衣料品 5%

1,252 北海道 石狩市 徳光珈琲 石狩本店 小売業 食料品 5%

1,253 北海道 石狩市 肉の目利き　花川店 サービス 飲食業 5%

1,254 北海道 石狩市 ＮａｉｌＳａｌｏｎ　Ａｎｆｉｌ サービス 理容・美容業 5%

1,255 北海道 石狩市 ｎｏｎｎｏ サービス 理容・美容業 5%

1,256 北海道 石狩市 ぱきら愛犬診療室 サービス その他サービス 5%

1,257 北海道 石狩市 浜益　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,258 北海道 石狩市 株式会社ハンティングネット サービス その他サービス 5%

1,259 北海道 石狩市 花畔ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,260 北海道 石狩市 ピザテン・フォー　石狩花川店　３ サービス その他サービス 5%
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1,261 北海道 石狩市 フラワーショップ　いしざか　花川店 小売業 その他小売 5%

1,262 北海道 石狩市 ペットショップｄｉｎｇｏ 小売業 その他小売 5%

1,263 北海道 石狩市 北海道新聞桑原販売所 小売業 その他小売 5%

1,264 北海道 石狩市 ポルポ サービス 飲食業 5%

1,265 北海道 石狩市 Ｍｙ　Ｔｒｅａｔ 小売業 その他小売 5%

1,266 北海道 石狩市 マクドナルド花川ビッグハウス店 サービス 飲食業 2%

1,267 北海道 石狩市 マルマン・モーターズ サービス その他サービス 5%

1,268 北海道 石狩市 メガネサロンルック　イオン石狩緑苑台店 小売業 貴金属・服飾品 5%

1,269 北海道 石狩市 メガネサロンルック　コープいしかり店 小売業 貴金属・服飾品 5%

1,270 北海道 石狩市 めがね大陸リンケイ堂　花川店 小売業 その他小売 5%

1,271 北海道 石狩市 ［ＨＣ］有限会社ヒット・イン本店 小売業 電化製品 5%

1,272 北海道 石狩市 有限会社アシスト 小売業 その他小売 5%

1,273 北海道 石狩市 ラブリーペット サービス その他サービス 5%

1,274 北海道 石狩市 ＲＩＰＰＬＥ サービス 飲食業 5%

1,275 北海道 石狩市 ロイヤルシップ　札幌ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

1,276 北海道 今金町 今金 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,277 北海道 今金町 今金　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,278 北海道 今金町 今金ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,279 北海道 今金町 大倉電気 小売業 電化製品 5%

1,280 北海道 岩内町 出光岩内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,281 北海道 岩内町 岩内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,282 北海道 岩内町 岩内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,283 北海道 岩内町 岩内西 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,284 北海道 岩内町 お宿ランチ雀弥 サービス その他サービス 5%

1,285 北海道 岩内町 カラオケ歌屋　岩内店 サービス その他サービス 5%

1,286 北海道 岩内町 くぼでんき 小売業 電化製品 5%

1,287 北海道 岩内町 クラヤ電器 小売業 電化製品 5%

1,288 北海道 岩内町 さん八 サービス 飲食業 5%

1,289 北海道 岩内町 高西商店 小売業 その他小売 5%

1,290 北海道 岩内町 永井石油株式会社 小売業 その他小売 5%

1,291 北海道 岩内町 ホテルいのう サービス 宿泊業 5%

1,292 北海道 岩内町 ポラリス岩内院 小売業 その他小売 5%

1,293 北海道 岩内町 みらいケア・サポート　後志事業所 サービス 運輸業 5%

1,294 北海道 岩内町 明月苑 サービス 飲食業 5%

1,295 北海道 岩内町 メガネ　美容室　チヨ 小売業 その他小売 5%

1,296 北海道 岩内町 メガネ・美容室チヨ サービス その他サービス 5%

1,297 北海道 岩内町 森嶋商店　モリシマ 小売業 その他小売 5%

1,298 北海道 岩見沢市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅＲ２３４岩見沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,299 北海道 岩見沢市 髪の家 サービス 理容・美容業 5%

1,300 北海道 岩見沢市 アイブック岩見沢店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

1,301 北海道 岩見沢市 アオキデンキ 小売業 電化製品 5%

1,302 北海道 岩見沢市 アジアンベイビー サービス 理容・美容業 5%
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1,303 北海道 岩見沢市 ＥＡＴ?ＵＰ　　イートアップ　　岩見沢店 サービス 飲食業 5%

1,304 北海道 岩見沢市 石田スポーツ　ＢＲＩＯ 小売業 その他小売 5%

1,305 北海道 岩見沢市 石田スポーツ　本店 小売業 その他小売 5%

1,306 北海道 岩見沢市 出光ＡＩＸセルフ岩見沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,307 北海道 岩見沢市 出光栗沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,308 北海道 岩見沢市 いわせき本社 小売業 その他小売 2%

1,309 北海道 岩見沢市 岩見沢一条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,310 北海道 岩見沢市 セブン－イレブン岩見沢１条店 小売業 食料品 2%

1,311 北海道 岩見沢市 岩見沢インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,312 北海道 岩見沢市 岩見沢液化ガス株式会社 小売業 その他小売 5%

1,313 北海道 岩見沢市 岩見沢駅前店 小売業 その他小売 5%

1,314 北海道 岩見沢市 セブン－イレブン岩見沢北２条店 小売業 食料品 2%

1,315 北海道 岩見沢市 セブンーイレブン岩見沢北本町西店 小売業 食料品 2%

1,316 北海道 岩見沢市 セブン－イレブン岩見沢５条店 小売業 食料品 2%

1,317 北海道 岩見沢市 セブン－イレブン岩見沢志文店 小売業 食料品 2%

1,318 北海道 岩見沢市 セブン－イレブン岩見沢中央通り店 小売業 食料品 2%

1,319 北海道 岩見沢市 セブン－イレブン岩見沢７条店 小売業 食料品 2%

1,320 北海道 岩見沢市 いわみざわ農協　自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

1,321 北海道 岩見沢市 いわみざわ農協　自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

1,322 北海道 岩見沢市 岩見沢バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,323 北海道 岩見沢市 岩見沢バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,324 北海道 岩見沢市 岩見沢東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,325 北海道 岩見沢市 セブン－イレブン岩見沢東町店 小売業 食料品 2%

1,326 北海道 岩見沢市 セブン－イレブン岩見沢日の出町東店 小売業 食料品 2%

1,327 北海道 岩見沢市 岩見沢補聴器センターもりや店 サービス その他サービス 5%

1,328 北海道 岩見沢市 岩見沢ホテル４条 サービス 宿泊業 5%

1,329 北海道 岩見沢市 セブン－イレブン岩見沢幌向店 小売業 食料品 2%

1,330 北海道 岩見沢市 セブン－イレブン岩見沢美園店 小売業 食料品 2%

1,331 北海道 岩見沢市 岩見沢南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,332 北海道 岩見沢市 岩見沢ヤクルト販売 江別センター 小売業 食料品 5%

1,333 北海道 岩見沢市 岩見沢ヤクルト販売　大麻センター 小売業 食料品 5%

1,334 北海道 岩見沢市 岩見沢ヤクルト販売　栗山センター 小売業 食料品 5%

1,335 北海道 岩見沢市 岩見沢ヤクルト販売 長沼センター 小売業 食料品 5%

1,336 北海道 岩見沢市 岩見沢ヤクルト販売　滝川センター 小売業 食料品 5%

1,337 北海道 岩見沢市 岩見沢ヤクルト販売　砂川センター 小売業 食料品 5%

1,338 北海道 岩見沢市 岩見沢ヤクルト販売　西センター 小売業 食料品 5%

1,339 北海道 岩見沢市 岩見沢ヤクルト販売　東センター 小売業 食料品 5%

1,340 北海道 岩見沢市 岩見沢ヤクルト販売　岩見沢センター 小売業 食料品 5%

1,341 北海道 岩見沢市 岩見沢ヤクルト販売　美唄センター 小売業 食料品 5%

1,342 北海道 岩見沢市 セブン－イレブン岩見沢大和２条店 小売業 食料品 2%

1,343 北海道 岩見沢市 岩見沢４条 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,344 北海道 岩見沢市 セブン－イレブン岩見沢４条通店 小売業 食料品 2%
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1,345 北海道 岩見沢市 Ａコープ　であえーる店 小売業 食料品 5%

1,346 北海道 岩見沢市 Ａコープ　北村店 小売業 食料品 5%

1,347 北海道 岩見沢市 Ａコープ　栗沢店 小売業 食料品 5%

1,348 北海道 岩見沢市 Ａコープ　鉄北店 小売業 食料品 5%

1,349 北海道 岩見沢市 Ａコープ　幌向店 小売業 食料品 5%

1,350 北海道 岩見沢市 有限会社ＳＯＴ 小売業 その他小売 5%

1,351 北海道 岩見沢市 ＦＰオフィスライズ サービス その他サービス 5%

1,352 北海道 岩見沢市 大久保商店 小売業 食料品 5%

1,353 北海道 岩見沢市 お菓子のほんだ岩見沢いなほ公園店 小売業 食料品 5%

1,354 北海道 岩見沢市 お食事処酔月亭 サービス 飲食業 5%

1,355 北海道 岩見沢市 オフハウス岩見沢店 小売業 その他小売 2%

1,356 北海道 岩見沢市 俺の目利き サービス 飲食業 5%

1,357 北海道 岩見沢市 隠れ家だいにんぐ　くすくす サービス 飲食業 5%

1,358 北海道 岩見沢市 カフェレストラン　ピーノ サービス 飲食業 5%

1,359 北海道 岩見沢市 カラオケ歌屋　岩見沢店 サービス その他サービス 5%

1,360 北海道 岩見沢市 カラマツトレイン　岩見沢店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

1,361 北海道 岩見沢市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋岩見沢大和タウンプラザ店 サービス 飲食業 2%

1,362 北海道 岩見沢市 牛角岩見沢店 サービス 飲食業 2%

1,363 北海道 岩見沢市 有限会社クラモチコーポレーション 小売業 食料品 5%

1,364 北海道 岩見沢市 栗沢自動車 サービス その他サービス 5%

1,365 北海道 岩見沢市 セブン－イレブン栗沢町店 小売業 食料品 2%

1,366 北海道 岩見沢市 公益社メモリアルホール サービス その他サービス 5%

1,367 北海道 岩見沢市 公益社やわらぎ斎場岩見沢西 サービス その他サービス 5%

1,368 北海道 岩見沢市 小島塗装 サービス その他サービス 5%

1,369 北海道 岩見沢市 古民家Ｂａｒ　ｓｈｕｌｉ サービス 飲食業 5%

1,370 北海道 岩見沢市 古民家Ｂａｒ　Ｓｈｕｌｉ　古民家Ｂａｒ　ｓｈｕｌｉ サービス 飲食業 5%

1,371 北海道 岩見沢市 コンビニフィットネス　岩見沢店 サービス その他サービス 5%

1,372 北海道 岩見沢市 サーバルコーヒー サービス 飲食業 5%

1,373 北海道 岩見沢市 桜庭青果有限会社 小売業 食料品 5%

1,374 北海道 岩見沢市 ＳＳサンロードＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,375 北海道 岩見沢市 ジーベック岩見沢店 小売業 衣料品 5%

1,376 北海道 岩見沢市 旬菜焼肉　炙りやＧＯＥＭＯＮ サービス 飲食業 5%

1,377 北海道 岩見沢市 旬味処Ｉｓｓｈｉｎ サービス 飲食業 5%

1,378 北海道 岩見沢市 食彩癒酒 Ｄｉｎｉｎｇ  Ｃａｆｅ Ａｍｉｃａ 食彩癒酒 Ｄｉｎｉｎｇ ｃａｆｅ  Ａｍｉｃａ サービス 飲食業 5%

1,379 北海道 岩見沢市 紳士服の山下　岩見沢店 小売業 衣料品 5%

1,380 北海道 岩見沢市 ストイーク　ラ　ボーテ サービス 理容・美容業 5%

1,381 北海道 岩見沢市 スナップオン　タバタ 小売業 その他小売 2%

1,382 北海道 岩見沢市 スリラーカラオケ　岩見沢店 サービス その他サービス 5%

1,383 北海道 岩見沢市 空知石炭　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,384 北海道 岩見沢市 大和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,385 北海道 岩見沢市 天然温泉岩見沢ゆらら サービス その他サービス 5%

1,386 北海道 岩見沢市 時計台補聴器センター岩見沢店 小売業 電化製品 5%
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1,387 北海道 岩見沢市 友広自工 サービス その他サービス 5%

1,388 北海道 岩見沢市 トヨタ部品北海道共販岩見沢営業所 サービス その他サービス 5%

1,389 北海道 岩見沢市 トヨタレンタリース札幌岩見沢店 サービス その他サービス 2%

1,390 北海道 岩見沢市 トヨタレンタリース新札幌岩見沢店 サービス その他サービス 2%

1,391 北海道 岩見沢市 中川商店 サービス 飲食業 5%

1,392 北海道 岩見沢市 にいだ動物病院 サービス その他サービス 5%

1,393 北海道 岩見沢市 ネッツトヨタ道都岩見沢店 小売業 その他小売 5%

1,394 北海道 岩見沢市 ハードオフ岩見沢店 小売業 その他小売 2%

1,395 北海道 岩見沢市 パナプラザハタノ 小売業 電化製品 5%

1,396 北海道 岩見沢市 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ空香 サービス 飲食業 5%

1,397 北海道 岩見沢市 パナプラザ岩見沢 小売業 電化製品 5%

1,398 北海道 岩見沢市 パナプラザ　はとり 小売業 電化製品 5%

1,399 北海道 岩見沢市 春木屋 小売業 その他小売 5%

1,400 北海道 岩見沢市 ピザテン・フォー　北海道岩見沢店　２ サービス その他サービス 5%

1,401 北海道 岩見沢市 びっくりドンキー　岩見沢店 サービス 飲食業 2%

1,402 北海道 岩見沢市 日の出交通株式会社 サービス 運輸業 5%

1,403 北海道 岩見沢市 パナプラザ日の出 小売業 電化製品 5%

1,404 北海道 岩見沢市 ビューティサロン　エリー サービス 理容・美容業 5%

1,405 北海道 岩見沢市 美容室ココノネ サービス 理容・美容業 5%

1,406 北海道 岩見沢市 福よし　岩見沢店 サービス 飲食業 5%

1,407 北海道 岩見沢市 藤川志朗 サービス その他サービス 5%

1,408 北海道 岩見沢市 富士メガネ　岩見沢ダイエー店 小売業 その他小売 5%

1,409 北海道 岩見沢市 藤本自動車工業 サービス その他サービス 5%

1,410 北海道 岩見沢市 フードクリエイトジャパン サービス 飲食業 5%

1,411 北海道 岩見沢市 フラワーショップ　いしざか　岩見沢店 小売業 その他小売 5%

1,412 北海道 岩見沢市 古石商店 小売業 電化製品 5%

1,413 北海道 岩見沢市 Ｈａｉｒ．Ｍｉｅｔｓ サービス 理容・美容業 5%

1,414 北海道 岩見沢市 ペットショップ　プリティーワン 小売業 その他小売 5%

1,415 北海道 岩見沢市 ポアソンルージュ ナナヤ サービス 飲食業 5%

1,416 北海道 岩見沢市 ＰｏｉｓｓｏｎＲｏｕｇｅＮＡＮＡＹＡ サービス 飲食業 5%

1,417 北海道 岩見沢市 宝水ワイナリー 小売業 食料品 5%

1,418 北海道 岩見沢市 ほくえい 小売業 電化製品 5%

1,419 北海道 岩見沢市 星の国　イオン岩見沢店 小売業 その他小売 5%

1,420 北海道 岩見沢市 ホテル　ニューカワチュウ サービス 宿泊業 5%

1,421 北海道 岩見沢市 ｂｏｎａｎｚａ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ　本店 小売業 その他小売 5%

1,422 北海道 岩見沢市 幌向ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,423 北海道 岩見沢市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,424 北海道 岩見沢市 マクドナルド岩見沢大和タウンプラザ店 サービス 飲食業 2%

1,425 北海道 岩見沢市 マクドナルド１２号岩見沢店 サービス 飲食業 2%

1,426 北海道 岩見沢市 美さき　仕出８ 小売業 その他小売 5%

1,427 北海道 岩見沢市 向田自動車 小売業 ガソリンスタンド 5%

1,428 北海道 岩見沢市 メガネサロンルック　であえーる岩見沢店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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1,429 北海道 岩見沢市 メガネの富士　岩見沢店 小売業 その他小売 5%

1,430 北海道 岩見沢市 メナードフェイシャルサロン美園３条 サービス 理容・美容業 5%

1,431 北海道 岩見沢市 焼きたてパンの店　グランエソール　焼きたてパンの店　グランエソール 小売業 食料品 5%

1,432 北海道 岩見沢市 有限会社　光家電サ?ビス　外販用 小売業 電化製品 5%

1,433 北海道 岩見沢市 有限会社レガン 小売業 貴金属・服飾品 5%

1,434 北海道 岩見沢市 ｌａ　ｂｅｌｌｅ　ｓｏｕｎｄｓ サービス その他サービス 5%

1,435 北海道 岩見沢市 Ｙ’ｓ　ｃｒａｆｔ　ｍｕｓｉｃ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

1,436 北海道 歌志内市 出光歌志内 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,437 北海道 歌志内市 歌志内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,438 北海道 歌志内市 神威ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,439 北海道 浦臼町 浦臼　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,440 北海道 浦臼町 Ａマートうらうす店 小売業 その他小売 5%

1,441 北海道 浦河町 浦河ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,442 北海道 浦河町 セブン－イレブン浦河堺町店 小売業 食料品 2%

1,443 北海道 浦河町 浦河赤十字病院売店 小売業 その他小売 5%

1,444 北海道 浦河町 セブン－イレブン浦河築地店 小売業 食料品 2%

1,445 北海道 浦河町 浦河ハマナスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,446 北海道 浦河町 浦河東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,447 北海道 浦河町 セブン－イレブン浦河東町店 小売業 食料品 2%

1,448 北海道 浦河町 サトウ商会 小売業 その他小売 5%

1,449 北海道 浦河町 高木タイヤ店 小売業 家具・調度品 5%

1,450 北海道 浦河町 ドコモショップ　浦河店 小売業 その他小売 5%

1,451 北海道 浦河町 ひだかトヨタ自動車販売合同会社うらかわ堺 小売業 その他小売 5%

1,452 北海道 浦河町 ひだかトヨタ自動車販売合同会社うらかわ築 小売業 その他小売 5%

1,453 北海道 浦河町 美容室　ピアヤマモト　浦河店 サービス 理容・美容業 5%

1,454 北海道 浦河町 レストラン　ＤＥＲＢＹ サービス 飲食業 5%

1,455 北海道 浦幌町 出光浦幌ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,456 北海道 浦幌町 浦幌ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,457 北海道 浦幌町 セブン－イレブン浦幌町店 小売業 食料品 2%

1,458 北海道 浦幌町 ｒｏｓａｒｕｇｏｓａｓｔｏｒｅ 小売業 家具・調度品 5%

1,459 北海道 浦幌町 高橋商店 小売業 その他小売 5%

1,460 北海道 浦幌町 ＴＯＫＯＭＵＲＯ Ｌａｂ ＴＯＫＯＭＵＲＯ Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

1,461 北海道 浦幌町 中山共栄廉売店 小売業 その他小売 5%

1,462 北海道 浦幌町 メンズヘアーサロンアキタ サービス 理容・美容業 5%

1,463 北海道 雨竜町 雨竜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,464 北海道 雨竜町 雨竜暑寒通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,465 北海道 雨竜町 食彩まこと屋 小売業 その他小売 5%

1,466 北海道 雨竜町 竹ヶ原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,467 北海道 枝幸町 旭川トヨタ自動車枝幸店 小売業 その他小売 5%

1,468 北海道 枝幸町 出光歌登ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,469 北海道 枝幸町 出光歌登西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,470 北海道 江差町 出光江差ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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1,471 北海道 枝幸町 出光枝幸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,472 北海道 枝幸町 歌登ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,473 北海道 江差町 江差ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,474 北海道 江差町 セブン－イレブン江差愛宕町店 小売業 食料品 2%

1,475 北海道 江差町 セブン－イレブン江差茂尻町店 小売業 食料品 2%

1,476 北海道 江差町 カジュアル・ショップたじまや 小売業 衣料品 5%

1,477 北海道 枝幸町 北見枝幸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,478 北海道 江差町 五勝手屋本舗 小売業 食料品 5%

1,479 北海道 江差町 株式会社三洋石油商会 小売業 その他小売 5%

1,480 北海道 枝幸町 朝陽電器 小売業 電化製品 5%

1,481 北海道 枝幸町 ＤＺマート枝幸店 小売業 食料品 5%

1,482 北海道 枝幸町 トヨタカローラ道北枝幸店 小売業 その他小売 5%

1,483 北海道 江差町 トヨタカローラ函館　江差営業所 小売業 その他小売 5%

1,484 北海道 江差町 トヨタカローラ函館江差店 小売業 その他小売 5%

1,485 北海道 枝幸町 丹羽新聞販売所 サービス その他サービス 5%

1,486 北海道 江差町 ネッツトヨタ函館江差店 小売業 その他小売 5%

1,487 北海道 江差町 函館トヨタ自動車江差店 小売業 その他小売 5%

1,488 北海道 江差町 函館トヨペット江差店 小売業 その他小売 5%

1,489 北海道 江差町 はこでんえさし 小売業 電化製品 5%

1,490 北海道 江差町 ハートランドフェリー　江差支店 サービス その他サービス 5%

1,491 北海道 江差町 ハートランドフェリー　奥尻航路群 サービス その他サービス 5%

1,492 北海道 江差町 ひやまスポーツ 小売業 その他小売 5%

1,493 北海道 枝幸町 ファッションＩＺＵ 小売業 衣料品 5%

1,494 北海道 江差町 フードセンターブンテン江差店 小売業 食料品 5%

1,495 北海道 江差町 フラワーショップいしざか　江差店 小売業 その他小売 5%

1,496 北海道 江差町 ホテルニューえさし サービス 宿泊業 5%

1,497 北海道 枝幸町 本とＣＤのよこおか 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

1,498 北海道 江差町 本部ＬＰＧ 小売業 その他小売 2%

1,499 北海道 江差町 本部販売 小売業 その他小売 2%

1,500 北海道 枝幸町 ヤクルト北北海道 枝幸センター 小売業 食料品 5%

1,501 北海道 恵庭市 ａｓｉｏ　ｏｐｔｉｑｕｅ 小売業 その他小売 5%

1,502 北海道 恵庭市 アルファ電器ニューメディア店 小売業 電化製品 5%

1,503 北海道 恵庭市 あんだん亭 サービス 飲食業 5%

1,504 北海道 恵庭市 居酒屋ＮＥＢＯＫＥ サービス 飲食業 5%

1,505 北海道 恵庭市 漁川 サービス 飲食業 5%

1,506 北海道 恵庭市 井上モーターサイクル株式会社 小売業 その他小売 5%

1,507 北海道 恵庭市 ウィズハウス恵庭 サービス その他サービス 5%

1,508 北海道 恵庭市 うおはん 小売業 食料品 5%

1,509 北海道 恵庭市 ａ－ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

1,510 北海道 恵庭市 恵庭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,511 北海道 恵庭市 恵庭自動車学校 サービス その他サービス 5%

1,512 北海道 恵庭市 セブン－イレブン恵庭有明町店 小売業 食料品 2%
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1,513 北海道 恵庭市 セブン－イレブン恵庭泉町店 小売業 食料品 2%

1,514 北海道 恵庭市 セブン－イレブン恵庭インター店 小売業 食料品 2%

1,515 北海道 恵庭市 札幌アポロ株式会社　恵庭営業所 小売業 その他小売 5%

1,516 北海道 恵庭市 セブン－イレブン恵庭駅前店 小売業 食料品 2%

1,517 北海道 恵庭市 恵庭柏木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,518 北海道 恵庭市 セブン－イレブン恵庭黄金北店 小売業 食料品 2%

1,519 北海道 恵庭市 セブン－イレブン恵庭駒場町店 小売業 食料品 2%

1,520 北海道 恵庭市 セブン－イレブン恵庭島松東町店 小売業 食料品 2%

1,521 北海道 恵庭市 恵庭商工会議所 サービス その他サービス 5%

1,522 北海道 恵庭市 セブン－イレブン恵庭バイパス店 小売業 食料品 2%

1,523 北海道 恵庭市 セブン－イレブン恵庭柏陽町店 小売業 食料品 2%

1,524 北海道 恵庭市 セブン－イレブン恵庭恵み野里美店 小売業 食料品 2%

1,525 北海道 恵庭市 セブン－イレブン恵庭恵み野西店 小売業 食料品 2%

1,526 北海道 恵庭市 セブン－イレブン恵庭和光町店 小売業 食料品 2%

1,527 北海道 恵庭市 介護タクシーささやか丸 サービス 運輸業 5%

1,528 北海道 恵庭市 ガソリンキング 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,529 北海道 恵庭市 株式会社　檜物谷呉服店 小売業 衣料品 5%

1,530 北海道 恵庭市 ＧＡＪＡ　恵庭店 サービス 飲食業 5%

1,531 北海道 恵庭市 セブン－イレブン北恵庭店 小売業 食料品 2%

1,532 北海道 恵庭市 キャッツアイ恵庭店　カラオケ サービス その他サービス 5%

1,533 北海道 恵庭市 日下配送センター　恵庭 小売業 その他小売 2%

1,534 北海道 恵庭市 クラップス　恵み野店 小売業 衣料品 5%

1,535 北海道 恵庭市 クリーニングａｃｅ　恵庭駅前店 サービス その他サービス 5%

1,536 北海道 恵庭市 クリーニングａｃｅ　恵庭店 サービス その他サービス 5%

1,537 北海道 恵庭市 ケイジュエル 小売業 貴金属・服飾品 5%

1,538 北海道 恵庭市 ＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅＩＺＡＲＩ サービス その他サービス 5%

1,539 北海道 恵庭市 香華殿恵庭斎場 サービス その他サービス 5%

1,540 北海道 恵庭市 こな雪とんとん恵庭店 サービス 飲食業 5%

1,541 北海道 恵庭市 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＩＬｉｏ サービス その他サービス 5%

1,542 北海道 恵庭市 ジェラテリア　エ　バール　ジジ サービス 飲食業 5%

1,543 北海道 恵庭市 千秋庵　恵庭店 小売業 食料品 5%

1,544 北海道 恵庭市 ダイヤ堂 小売業 その他小売 5%

1,545 北海道 恵庭市 宅旬楽　恵庭店 サービス 飲食業 5%

1,546 北海道 恵庭市 竹内自転車商会 小売業 その他小売 5%

1,547 北海道 恵庭市 ちょいす恵庭店 サービス 飲食業 5%

1,548 北海道 恵庭市 トータルケアサロンＲｉｍｉ サービス 理容・美容業 5%

1,549 北海道 恵庭市 トネリコ サービス 理容・美容業 5%

1,550 北海道 恵庭市 トモエベーグル サービス 飲食業 5%

1,551 北海道 恵庭市 トヨタレンタリース新札幌　恵庭店 サービス その他サービス 5%

1,552 北海道 恵庭市 鳥焼商店 サービス 飲食業 5%

1,553 北海道 恵庭市 ナチュール　恵み野店 小売業 衣料品 5%

1,554 北海道 恵庭市 ナニコレ貿易　えこりん村店 小売業 その他小売 5%
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1,555 北海道 恵庭市 ナリタスポーツ 小売業 その他小売 5%

1,556 北海道 恵庭市 ＮａｉｌｓａｌｏｎＭａｇｎｉｆｉｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

1,557 北海道 恵庭市 野村家電販売 小売業 電化製品 5%

1,558 北海道 恵庭市 ハチロ物産恵庭支店 小売業 その他小売 5%

1,559 北海道 恵庭市 花カフェきゃろっと サービス 飲食業 5%

1,560 北海道 恵庭市 ビックリッキー　恵み野店 小売業 食料品 5%

1,561 北海道 恵庭市 ピッツェリア　エ　トラットリア　チェルボ サービス 飲食業 5%

1,562 北海道 恵庭市 Ｆｅｅｌ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

1,563 北海道 恵庭市 富士メガネ　恵庭ビッグハウス店 小売業 その他小売 5%

1,564 北海道 恵庭市 プライベート　エステティックサロン　Ｓｕｍｉｃａ澄香 サービス 理容・美容業 5%

1,565 北海道 恵庭市 ｂｒａｚｉｌｉａｎｗａｘｓａｌｏｎＮａｎａｎａＭｏｅ サービス 理容・美容業 5%

1,566 北海道 恵庭市 フラワーショップ　いしざか　恵庭店 小売業 その他小売 5%

1,567 北海道 恵庭市 ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ＬｉＬｉ サービス 理容・美容業 5%

1,568 北海道 恵庭市 Ｖａｌｌｅｔｔａ サービス 理容・美容業 5%

1,569 北海道 恵庭市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　Ｒ サービス 理容・美容業 5%

1,570 北海道 恵庭市 ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ　ｈｉｔｏｔ サービス 理容・美容業 5%

1,571 北海道 恵庭市 マクドナルド３６号恵庭店 サービス 飲食業 2%

1,572 北海道 恵庭市 メガネサロンルック　フレスポ恵み野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

1,573 北海道 恵庭市 メガネの富士　恵庭店 小売業 その他小売 5%

1,574 北海道 恵庭市 Ｍｅｒｒｙ　Ｍｏｔｈｅｒ サービス 理容・美容業 5%

1,575 北海道 恵庭市 メルヘン　恵庭店 小売業 衣料品 5%

1,576 北海道 恵庭市 ｍｏｏｏｏｏｉ　ＨＡＩＲ　ＳＰＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

1,577 北海道 恵庭市 焼鳥居酒屋　さわ サービス 飲食業 5%

1,578 北海道 恵庭市 山の猿　恵庭店 サービス 飲食業 5%

1,579 北海道 恵庭市 よつば動物病院 サービス その他サービス 5%

1,580 北海道 恵庭市 有限会社リンクフィールド サービス その他サービス 5%

1,581 北海道 恵庭市 レビューストサロン　恵庭店 サービス 理容・美容業 5%

1,582 北海道 江別市 アイックス　江別中央サービス 小売業 ガソリンスタンド 5%

1,583 北海道 江別市 アイックス　江別西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 5%

1,584 北海道 江別市 旭川ガス　江別支社 サービス その他サービス 5%

1,585 北海道 江別市 あすかスポーツ 小売業 その他小売 5%

1,586 北海道 江別市 ＠ほ?むパソコンじゅく サービス その他サービス 5%

1,587 北海道 江別市 ＠ほ～むパソコンじゅく サービス その他サービス 5%

1,588 北海道 江別市 アン・ジェ サービス 理容・美容業 5%

1,589 北海道 江別市 ｅ＋Ｈａｒｕ サービス その他サービス 5%

1,590 北海道 江別市 出光ＡＩＸ江別西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,591 北海道 江別市 出光ＡＩＸセルフ江別中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,592 北海道 江別市 出光ＡＩＸセルフ江別東インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,593 北海道 江別市 出光ＡＩＸセルフ野幌ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,594 北海道 江別市 出光江別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,595 北海道 江別市 犬の床屋さんＬｉｒａ サービス その他サービス 5%

1,596 北海道 江別市 魚住はるか サービス その他サービス 5%
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1,597 北海道 江別市 ＡＫ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

1,598 北海道 江別市 Ｅｃｃｏ　ｄｉ　ｐｉｕ サービス 飲食業 5%

1,599 北海道 江別市 江別協同自動車 サービス その他サービス 5%

1,600 北海道 江別市 セブン－イレブン江別一番町店 小売業 食料品 2%

1,601 北海道 江別市 セブン－イレブン江別うんどう公園店 小売業 食料品 2%

1,602 北海道 江別市 セブン－イレブン江別大麻北町店 小売業 食料品 2%

1,603 北海道 江別市 セブン－イレブン江別大麻高校東店 小売業 食料品 2%

1,604 北海道 江別市 セブン－イレブン江別大麻店 小売業 食料品 2%

1,605 北海道 江別市 セブン－イレブン江別大麻晴美町店 小売業 食料品 2%

1,606 北海道 江別市 セブン－イレブン江別上江別西町店 小売業 食料品 2%

1,607 北海道 江別市 江別協同自動車マイカーセンター サービス その他サービス 5%

1,608 北海道 江別市 江別白樺通りアニマルクリニック サービス その他サービス 5%

1,609 北海道 江別市 江別店 小売業 その他小売 5%

1,610 北海道 江別市 セブン－イレブン江別錦町店 小売業 食料品 2%

1,611 北海道 江別市 セブン－イレブン江別野幌住吉町店 小売業 食料品 2%

1,612 北海道 江別市 セブンーイレブン江別東野幌店 小売業 食料品 2%

1,613 北海道 江別市 セブン－イレブン江別文京台店 小売業 食料品 2%

1,614 北海道 江別市 セブン－イレブン江別元江別本町店 小売業 食料品 2%

1,615 北海道 江別市 セブン－イレブン江別弥生町店 小売業 食料品 2%

1,616 北海道 江別市 オートボディー斎藤 サービス その他サービス 5%

1,617 北海道 江別市 お米農家　宮嶋 小売業 食料品 5%

1,618 北海道 江別市 お米農家　宮嶋 小売業 食料品 5%

1,619 北海道 江別市 小野寺自動車 サービス その他サービス 5%

1,620 北海道 江別市 オフハウス江別店 小売業 その他小売 2%

1,621 北海道 江別市 ＫＡＫＵＲＡ． サービス 理容・美容業 5%

1,622 北海道 江別市 カット?オブ?ｗｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

1,623 北海道 江別市 カットスタジオシバノ サービス 理容・美容業 5%

1,624 北海道 江別市 カトレア 小売業 その他小売 5%

1,625 北海道 江別市 カフェ　ノルン サービス 飲食業 5%

1,626 北海道 江別市 Ｃａｆｅ心麦 サービス 飲食業 5%

1,627 北海道 江別市 株式会社コーチングプラス サービス その他サービス 5%

1,628 北海道 江別市 （株）ナウ　トラックセンター 小売業 その他小売 5%

1,629 北海道 江別市 株式会社野村佛檀店　江別店 小売業 その他小売 5%

1,630 北海道 江別市 株式会社ブルガレージ　ブルガレージ 小売業 その他小売 5%

1,631 北海道 江別市 上江別動物病院 サービス その他サービス 5%

1,632 北海道 江別市 上江別動物病院 サービス その他サービス 5%

1,633 北海道 江別市 カラオケ歌屋　江別店 サービス その他サービス 5%

1,634 北海道 江別市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋江別弥生店 サービス 飲食業 2%

1,635 北海道 江別市 靴のメルヘン 小売業 衣料品 5%

1,636 北海道 江別市 セブンーイレブンＫＯＹＯ江別市立病院店 小売業 食料品 2%

1,637 北海道 江別市 ｋｏｋｏｍｏｃａ サービス 飲食業 5%

1,638 北海道 江別市 ｋｏｋｏｍｏｃａ サービス 飲食業 5%
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1,639 北海道 江別市 小春日和【コハルビヨリ】 サービス 理容・美容業 5%

1,640 北海道 江別市 こまつクリーニング サービス その他サービス 5%

1,641 北海道 江別市 コンパスおおあさ 小売業 電化製品 5%

1,642 北海道 江別市 コンパスシラハタ 小売業 電化製品 5%

1,643 北海道 江別市 ＴＨＥ　ＤＡＹ サービス 理容・美容業 5%

1,644 北海道 江別市 サイクルショップおくの　扇町店 小売業 その他小売 5%

1,645 北海道 江別市 酒井肇 サービス その他サービス 5%

1,646 北海道 江別市 さくら補聴器センター　江別店 小売業 その他小売 5%

1,647 北海道 江別市 ｓｕｎｂｌｏｏｍ 小売業 その他小売 5%

1,648 北海道 江別市 ＣＳ　オクノ 小売業 その他小売 5%

1,649 北海道 江別市 Ｓｈｉｍａ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

1,650 北海道 江別市 シューズスクエア　江別店 小売業 衣料品 5%

1,651 北海道 江別市 ジュリアン 小売業 衣料品 5%

1,652 北海道 江別市 有限会社樹里庵菓子舗 サービス 飲食業 5%

1,653 北海道 江別市 樹林 樹林 サービス 飲食業 5%

1,654 北海道 江別市 ＪＯＣＡＲ サービス その他サービス 5%

1,655 北海道 江別市 生鮮えべつ 小売業 その他小売 5%

1,656 北海道 江別市 セルフ江別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,657 北海道 江別市 セルフステーション江別高砂 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,658 北海道 江別市 セレンディピティ サービス 理容・美容業 5%

1,659 北海道 江別市 ＳＥＲＥＮＤＩＰＩＴＹＡｓｉ?ｒ サービス 理容・美容業 5%

1,660 北海道 江別市 ＳＥＲＥＮＤＩＰＩＴＹーＳＩＰＩＲＫＡ サービス 理容・美容業 5%

1,661 北海道 江別市 想作個室だいにんぐＦＵＧＡ サービス 飲食業 5%

1,662 北海道 江別市 太陽ラジオ商会大麻店 小売業 電化製品 5%

1,663 北海道 江別市 太陽ラジオ商会野幌店 小売業 電化製品 5%

1,664 北海道 江別市 中華屋　らん サービス 飲食業 5%

1,665 北海道 江別市 対雁ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,666 北海道 江別市 Ｄｅｌｉｇｈｔ 小売業 その他小売 5%

1,667 北海道 江別市 東京・銀座リエジュ　イオン江別店 小売業 貴金属・服飾品 5%

1,668 北海道 江別市 とうふ工房菊の家　本店 小売業 食料品 5%

1,669 北海道 江別市 東和自動車工業 サービス その他サービス 5%

1,670 北海道 江別市 ドコモ文京台ショップ 小売業 電化製品 5%

1,671 北海道 江別市 トヨタレンタリース新札幌野幌店 サービス その他サービス 2%

1,672 北海道 江別市 トヨタレンタリース札幌　江別店 サービス その他サービス 2%

1,673 北海道 江別市 なりさわＦｏｏｄ．ｃｏｎｃｉｅｒ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

1,674 北海道 江別市 ねこまぐろ商店 小売業 衣料品 5%

1,675 北海道 江別市 ネッツトヨタ道都江別店 小売業 その他小売 5%

1,676 北海道 江別市 Ｈｅａｌｉｎｇｓａｌｏｎａｌｏ｀ａｌｏ サービス 理容・美容業 5%

1,677 北海道 江別市 ｆａｖｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

1,678 北海道 江別市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

1,679 北海道 江別市 ＢＯＯＫＮＥＴＯＮＥセリオ野幌店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

1,680 北海道 江別市 ブティックシマ江別店 小売業 衣料品 5%

42



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

1,681 北海道 江別市 フラワーショップ　いしざか　大麻店 小売業 その他小売 5%

1,682 北海道 江別市 Ｈａｉｒ　Ｓｕｎｔｅｒｉａ サービス 理容・美容業 5%

1,683 北海道 江別市 ヘアーサロンアドニス サービス 理容・美容業 5%

1,684 北海道 江別市 Ｂ２ｎｄ． サービス 理容・美容業 5%

1,685 北海道 江別市 北進自動車工業 サービス その他サービス 5%

1,686 北海道 江別市 ホビーショップＳＨＩＮＴＡＮＩ 小売業 その他小売 5%

1,687 北海道 江別市 ｍｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

1,688 北海道 江別市 マクドナルドイオン江別店 サービス 飲食業 2%

1,689 北海道 江別市 マクドナルド上江別高台ショッピングセンター店 サービス 飲食業 2%

1,690 北海道 江別市 町村農場ミルクガーデン 小売業 食料品 5%

1,691 北海道 江別市 まつだＴＡＸＩ サービス その他サービス 5%

1,692 北海道 江別市 メガネサロンルック　野幌ビッグハウス店 小売業 貴金属・服飾品 5%

1,693 北海道 江別市 メガネの富士　江別店 小売業 その他小売 5%

1,694 北海道 江別市 メディカルスリムはやし サービス その他サービス 5%

1,695 北海道 江別市 江別幸町 サービス 理容・美容業 5%

1,696 北海道 江別市 メナード幸町店 サービス 理容・美容業 5%

1,697 北海道 江別市 メナードフェイシャルサロン江別幸町店太田 サービス 理容・美容業 5%

1,698 北海道 江別市 メルヘン江別店 小売業 衣料品 5%

1,699 北海道 江別市 ｍｅｎｋｏｉｙａ サービス 飲食業 5%

1,700 北海道 江別市 メンズヘアーナリタ　メンズヘア　?ナリタ サービス 理容・美容業 5%

1,701 北海道 江別市 焼肉徳寿　野幌店 サービス 飲食業 5%

1,702 北海道 江別市 焼肉ハウス徳寿　野幌店 サービス 飲食業 5%

1,703 北海道 江別市 山の猿　江別店 サービス 飲食業 5%

1,704 北海道 江別市 やまほ 小売業 電化製品 5%

1,705 北海道 江別市 有限会社　堀江自動車工業 サービス その他サービス 5%

1,706 北海道 江別市 有限会社北海道新聞熊木販売所 サービス その他サービス 5%

1,707 北海道 江別市 リエジュ江別店 小売業 貴金属・服飾品 5%

1,708 北海道 江別市 ＬＩＢＥＲＴＹ サービス 理容・美容業 5%

1,709 北海道 江別市 ＬＩＢＥＲＴＹ文京台店 サービス 理容・美容業 5%

1,710 北海道 江別市 ＬＩＭＡＧＥ【リマージュ】 サービス 理容・美容業 5%

1,711 北海道 江別市 柳月　ビックハウス野幌店 小売業 食料品 5%

1,712 北海道 江別市 リラクシングハッピー サービス その他サービス 5%

1,713 北海道 えりも町 いさみ寿し サービス 飲食業 5%

1,714 北海道 えりも町 出光えりもＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,715 北海道 えりも町 えりも観光館 サービス 宿泊業 5%

1,716 北海道 えりも町 えりもの宿　田中旅館 サービス 宿泊業 5%

1,717 北海道 えりも町 セブン－イレブンえりも本町店 小売業 食料品 2%

1,718 北海道 えりも町 かめや旅館 サービス 宿泊業 5%

1,719 北海道 えりも町 かめや旅館 サービス 宿泊業 5%

1,720 北海道 えりも町 さいとう電器商会 小売業 電化製品 5%

1,721 北海道 えりも町 さんすいかく サービス その他サービス 5%

1,722 北海道 えりも町 写真の新栄堂 サービス その他サービス 5%
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1,723 北海道 えりも町 庶野 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,724 北海道 えりも町 スペース　ちくし 小売業 電化製品 5%

1,725 北海道 えりも町 フラワーショップ　えがわ 小売業 その他小売 5%

1,726 北海道 遠軽町 旭川トヨタ自動車遠軽店 小売業 その他小売 5%

1,727 北海道 遠軽町 いがらし電器 小売業 電化製品 5%

1,728 北海道 遠軽町 出光遠軽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,729 北海道 遠軽町 出光セルフ丸瀬布ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,730 北海道 遠軽町 イトデン 小売業 電化製品 5%

1,731 北海道 遠軽町 イト電商事 小売業 電化製品 5%

1,732 北海道 遠軽町 岩橋モータース サービス その他サービス 5%

1,733 北海道 遠軽町 インテリアの店きくち 小売業 家具・調度品 5%

1,734 北海道 遠軽町 ウメダスポーツ 小売業 その他小売 5%

1,735 北海道 遠軽町 遠軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,736 北海道 遠軽町 遠軽　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,737 北海道 遠軽町 遠軽自衛隊前 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,738 北海道 遠軽町 遠軽自動車学校 サービス その他サービス 5%

1,739 北海道 遠軽町 セブン－イレブン遠軽豊里店 小売業 食料品 2%

1,740 北海道 遠軽町 家具のかさい 小売業 家具・調度品 5%

1,741 北海道 遠軽町 株式会社佐渡自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

1,742 北海道 遠軽町 カラオケ歌屋　遠軽店 サービス その他サービス 5%

1,743 北海道 遠軽町 木暮商店 小売業 その他小売 5%

1,744 北海道 遠軽町 北見トヨペット株式会社　遠軽店 小売業 その他小売 5%

1,745 北海道 遠軽町 北見トヨペット遠軽店 小売業 その他小売 5%

1,746 北海道 遠軽町 共栄自動車工業 サービス その他サービス 5%

1,747 北海道 遠軽町 国枝モータース サービス その他サービス 5%

1,748 北海道 遠軽町 コシヤ 小売業 衣料品 5%

1,749 北海道 遠軽町 コドモヤ商店 小売業 衣料品 5%

1,750 北海道 遠軽町 さかえや 小売業 衣料品 5%

1,751 北海道 遠軽町 坂本ホーマ遠軽店 小売業 その他小売 5%

1,752 北海道 遠軽町 白滝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,753 北海道 遠軽町 ＤＺマート遠軽店 小売業 食料品 5%

1,754 北海道 遠軽町 手打そば　奏 サービス 運輸業 5%

1,755 北海道 遠軽町 道新遠軽販売所 小売業 その他小売 5%

1,756 北海道 遠軽町 時計・宝石のアライ 小売業 貴金属・服飾品 5%

1,757 北海道 遠軽町 豊里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,758 北海道 遠軽町 トヨタカローラ北見遠軽店 小売業 その他小売 5%

1,759 北海道 遠軽町 トヨタレンタリース北見遠軽店 サービス その他サービス 2%

1,760 北海道 遠軽町 中湧別　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,761 北海道 遠軽町 ネッツトヨタ北見遠軽店 小売業 その他小売 5%

1,762 北海道 遠軽町 えづらファーム サービス その他サービス 5%

1,763 北海道 遠軽町 はたの商店 小売業 その他小売 5%

1,764 北海道 遠軽町 はりきゅう高橋治療院 サービス 理容・美容業 5%
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1,765 北海道 遠軽町 ファッションプラザ　コシヤ 小売業 衣料品 5%

1,766 北海道 遠軽町 北央自動車ボデー サービス その他サービス 5%

1,767 北海道 遠軽町 細野石油株式会社　遠軽給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,768 北海道 遠軽町 細野石油株式会社　安国給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,769 北海道 遠軽町 本社ダミー 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,770 北海道 遠軽町 ホンダカーズ遠軽 サービス その他サービス 5%

1,771 北海道 遠軽町 マイスター遠軽本店 小売業 その他小売 5%

1,772 北海道 遠軽町 ミートパビリオンＹＯＳＨＩＫＡＷＡ サービス 飲食業 5%

1,773 北海道 遠軽町 むすび屋 小売業 その他小売 5%

1,774 北海道 遠軽町 メガネ・時計のタニシマ 小売業 その他小売 5%

1,775 北海道 遠軽町 めがねのタナカ 小売業 その他小売 5%

1,776 北海道 遠軽町 毛利ラジオ店 小売業 電化製品 5%

1,777 北海道 遠軽町 毛利ラジオ店 小売業 電化製品 5%

1,778 北海道 遠軽町 ヤクルト北北海道 遠軽センター 小売業 食料品 5%

1,779 北海道 遠軽町 Ｕ．Ｔ．Ｒ．ｗｏｒｋｓ 小売業 衣料品 5%

1,780 北海道 遠別町 出光遠別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,781 北海道 遠別町 遠別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,782 北海道 遠別町 チューオー　遠別店 小売業 食料品 5%

1,783 北海道 遠別町 チューオー　遠別店 小売業 食料品 5%

1,784 北海道 雄武町 雄武ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,785 北海道 雄武町 出塚食品 小売業 食料品 5%

1,786 北海道 雄武町 レストハウスひまわり サービス 飲食業 5%

1,787 北海道 雄武町 ワタナベデンキ 小売業 電化製品 5%

1,788 北海道 大空町 出光セルフめまんべつＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,789 北海道 大空町 出光女満別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,790 北海道 大空町 おおぞら三昧株式会社 おおぞら三昧 小売業 食料品 5%

1,791 北海道 大空町 株式会社ミナミ 小売業 その他小売 5%

1,792 北海道 大空町 児玉時計電化センター 小売業 電化製品 5%

1,793 北海道 大空町 トヨタレンタリース北見女満別空港店 サービス その他サービス 2%

1,794 北海道 大空町 ナカムラデンキ 小売業 電化製品 5%

1,795 北海道 大空町 セブン－イレブン東藻琴店 小売業 食料品 2%

1,796 北海道 大空町 セブン－イレブン女満別店 小売業 食料品 2%

1,797 北海道 奥尻町 青苗ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,798 北海道 奥尻町 出光青苗ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,799 北海道 奥尻町 出光奥尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,800 北海道 奥尻町 奥尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,801 北海道 奥尻町 ハートランドフェリー　奥尻支店 サービス その他サービス 5%

1,802 北海道 置戸町 出光置戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,803 北海道 興部町 北見トヨペット株式会社　興部店 小売業 その他小売 5%

1,804 北海道 興部町 北見トヨペット興部店 小売業 その他小売 5%

1,805 北海道 興部町 工房和香奈 サービス その他サービス 5%

1,806 北海道 興部町 工房和香奈 工房和香奈 小売業 その他小売 5%
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1,807 北海道 興部町 フジキョウ石油　興部ＳＳ　株式会社藤共工業 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,808 北海道 長万部町 石垣自動車商会 サービス その他サービス 5%

1,809 北海道 長万部町 出光静狩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,810 北海道 長万部町 お菓子の王国 はっぴーディアーズ 小売業 食料品 5%

1,811 北海道 長万部町 ＦＷピットイン長万部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,812 北海道 長万部町 長万部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,813 北海道 長万部町 おどろ木 サービス 飲食業 5%

1,814 北海道 長万部町 カットハウス髪切虫 サービス 理容・美容業 5%

1,815 北海道 長万部町 かにかにｋａｎ魚粋 サービス 飲食業 5%

1,816 北海道 長万部町 木戸商店 小売業 その他小売 5%

1,817 北海道 長万部町 国縫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,818 北海道 長万部町 はっぴーディアーズ お菓子の王国 はっぴーディアーズ 小売業 食料品 5%

1,819 北海道 長万部町 はっぴーディアーズ 小売業 食料品 5%

1,820 北海道 長万部町 本社 小売業 その他小売 2%

1,821 北海道 小樽市 アイドッグシャンプーサービス札幌 サービス 理容・美容業 5%

1,822 北海道 小樽市 あかいいえ－ＲＡＩＮＢＯＷＨＯＵＳＥ－ サービス 飲食業 5%

1,823 北海道 小樽市 Ａｋａｌａ サービス 理容・美容業 5%

1,824 北海道 小樽市 味の栄六 サービス 飲食業 5%

1,825 北海道 小樽市 東畳工業　株式会社 小売業 家具・調度品 5%

1,826 北海道 小樽市 阿蘇鮮魚店 小売業 食料品 5%

1,827 北海道 小樽市 ａｃｃａ　Ｈａｎａｍａｓａ 小売業 その他小売 5%

1,828 北海道 小樽市 アニメニクス 小売業 その他小売 5%

1,829 北海道 小樽市 あまとう　運河店 サービス 飲食業 5%

1,830 北海道 小樽市 あまとう本店喫茶 サービス 飲食業 5%

1,831 北海道 小樽市 あまとう本店ギフト 小売業 食料品 5%

1,832 北海道 小樽市 荒田商会蘭島エネルギー店 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,833 北海道 小樽市 Ａｎｄｉａｍｏ サービス 飲食業 5%

1,834 北海道 小樽市 ＡＮＤＩＡＭＯ サービス 飲食業 5%

1,835 北海道 小樽市 いか太郎本舗 小売業 食料品 5%

1,836 北海道 小樽市 いぐれっく５．３ サービス 飲食業 5%

1,837 北海道 小樽市 伊佐美屋本店 サービス 飲食業 5%

1,838 北海道 小樽市 石と鉄ＳＴＯＮＥａｎｄＩＲＯＮ サービス 飲食業 5%

1,839 北海道 小樽市 磯のれん海銭亭 サービス 飲食業 5%

1,840 北海道 小樽市 出光ＡＩＸセルフ朝里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,841 北海道 小樽市 出光塩谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,842 北海道 小樽市 出光セルフ小樽運河通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,843 北海道 小樽市 出光高島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,844 北海道 小樽市 出光築港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,845 北海道 小樽市 出光長橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,846 北海道 小樽市 Ｉｎｔｅｒｎｅｔ－ＣａｒＳａｌｅｓ サービス その他サービス 5%

1,847 北海道 小樽市 Ｗｅｓｔｗｏｏｄ サービス 理容・美容業 5%

1,848 北海道 小樽市 ヴェニーニ 小売業 その他小売 5%
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1,849 北海道 小樽市 運河の宿　おたるふる川 サービス 宿泊業 5%

1,850 北海道 小樽市 駅なかマート　タルシェ サービス その他サービス 5%

1,851 北海道 小樽市 ＳＯ２ サービス 理容・美容業 5%

1,852 北海道 小樽市 Ｅｍｉｎａ　ｂａｃｋｐａｃｋｅｒｓ サービス 宿泊業 5%

1,853 北海道 小樽市 Ｍ・Ｏ・Ｐサロン童夢 サービス 理容・美容業 5%

1,854 北海道 小樽市 オートモール札樽 サービス その他サービス 5%

1,855 北海道 小樽市 ＯＳＡ　ＷＡＩＮＥＲＹ サービス 飲食業 5%

1,856 北海道 小樽市 小樽　おり鮨 サービス 飲食業 5%

1,857 北海道 小樽市 小樽　茶和々 小売業 家具・調度品 5%

1,858 北海道 小樽市 小樽　せんべい 小売業 家具・調度品 5%

1,859 北海道 小樽市 セブン－イレブン小樽朝里３丁目店 小売業 食料品 2%

1,860 北海道 小樽市 小樽あまとう サービス 飲食業 5%

1,861 北海道 小樽市 セブン－イレブン小樽稲穂５丁目店 小売業 食料品 2%

1,862 北海道 小樽市 セブン－イレブン小樽稲穂３丁目店 小売業 食料品 2%

1,863 北海道 小樽市 小樽インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,864 北海道 小樽市 小樽運河 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,865 北海道 小樽市 小樽運河通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,866 北海道 小樽市 セブンーイレブン小樽奥沢店 小売業 食料品 2%

1,867 北海道 小樽市 セブン－イレブン小樽桂岡店 小売業 食料品 2%

1,868 北海道 小樽市 小樽ゲストハウス　パスタクラブ サービス 宿泊業 5%

1,869 北海道 小樽市 小樽ｋｅｎｔ＆ＫｉＫｉ 小売業 衣料品 5%

1,870 北海道 小樽市 おたる小町 サービス その他サービス 5%

1,871 北海道 小樽市 小樽桜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,872 北海道 小樽市 セブン－イレブン小樽桜町店 小売業 食料品 2%

1,873 北海道 小樽市 小樽市観光物産プラザ サービス その他サービス 5%

1,874 北海道 小樽市 小樽自動車学校 サービス その他サービス 5%

1,875 北海道 小樽市 セブン－イレブン小樽市立病院店 小売業 食料品 2%

1,876 北海道 小樽市 セブン－イレブン小樽新光１丁目店 小売業 食料品 2%

1,877 北海道 小樽市 セブン－イレブン小樽銭函３丁目店 小売業 食料品 2%

1,878 北海道 小樽市 セブン－イレブン小樽銭函店 小売業 食料品 2%

1,879 北海道 小樽市 小樽たけの寿司 サービス 飲食業 5%

1,880 北海道 小樽市 ＯＴＡＲＵ　ＴＡＰ　ＲＯＯＭ サービス 飲食業 5%

1,881 北海道 小樽市 小樽道新文化センター サービス その他サービス 5%

1,882 北海道 小樽市 おたるないバックパッカーズホステル杜の樹 サービス 宿泊業 5%

1,883 北海道 小樽市 セブン－イレブン小樽長橋店 小売業 食料品 2%

1,884 北海道 小樽市 ＯＴＡＲＵＮＵＰＵＲＩＨＯＳＴＥＬ サービス その他サービス 5%

1,885 北海道 小樽市 おたるの台所　　おちゃわん サービス 飲食業 5%

1,886 北海道 小樽市 セブン－イレブン小樽信香店 小売業 食料品 2%

1,887 北海道 小樽市 セブン－イレブン小樽花園２丁目店 小売業 食料品 2%

1,888 北海道 小樽市 小樽　福廊 小売業 その他小売 5%

1,889 北海道 小樽市 セブン－イレブン小樽船見坂下店 小売業 食料品 2%

1,890 北海道 小樽市 セブン－イレブン小樽緑店 小売業 食料品 2%
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1,891 北海道 小樽市 ＯｔａｒｕＹａＤｏ サービス 宿泊業 5%

1,892 北海道 小樽市 小樽ラヂエーター工業株式会社 サービス その他サービス 5%

1,893 北海道 小樽市 セブン－イレブン小樽蘭島店 小売業 食料品 2%

1,894 北海道 小樽市 小樽練成会 サービス その他サービス 5%

1,895 北海道 小樽市 セブン－イレブン小樽若松１丁目店 小売業 食料品 2%

1,896 北海道 小樽市 お茶処　食事処　時代屋 サービス 飲食業 5%

1,897 北海道 小樽市 オルゴール堂　海鳴楼　本店 小売業 その他小売 5%

1,898 北海道 小樽市 ガイドオフイスノルテ サービス その他サービス 5%

1,899 北海道 小樽市 カイロプラクティックみっきー サービス 理容・美容業 5%

1,900 北海道 小樽市 柿本タクシー サービス 運輸業 5%

1,901 北海道 小樽市 家具の丸越　小樽店 小売業 家具・調度品 5%

1,902 北海道 小樽市 勝納埠頭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1,903 北海道 小樽市 小川銀座街店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

1,904 北海道 小樽市 小川都通り店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

1,905 北海道 小樽市 曲イ田中酒造　本店 小売業 食料品 5%

1,906 北海道 小樽市 曲イ田中酒造　亀甲蔵 小売業 食料品 5%

1,907 北海道 小樽市 カネセン　澤崎水産 小売業 食料品 5%

1,908 北海道 小樽市 カネセン　澤崎水産 小売業 食料品 5%

1,909 北海道 小樽市 ｃａｆｅ　＆　ｂａｒ　ＨＡＬＦ サービス 飲食業 5%

1,910 北海道 小樽市 株式会社ＡＤＤＳ 小売業 電化製品 5%

1,911 北海道 小樽市 株式会社Ｋ２ サービス その他サービス 5%

1,912 北海道 小樽市 ガモウ　小樽 小売業 その他小売 5%

1,913 北海道 小樽市 ＧＡＪＡ　小樽店 サービス 飲食業 5%

1,914 北海道 小樽市 カラオケ　マッシュ小樽駅前店 サービス その他サービス 5%

1,915 北海道 小樽市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋小樽有幌町店 サービス 飲食業 2%

1,916 北海道 小樽市 有限会社カレット 小売業 衣料品 5%

1,917 北海道 小樽市 函太郎　小樽店 サービス 飲食業 5%

1,918 北海道 小樽市 北一硝子 小売業 家具・調度品 5%

1,919 北海道 小樽市 北一硝子 小売業 その他小売 5%

1,920 北海道 小樽市 北一硝子　ギャラリー　ヴェニーニ 小売業 家具・調度品 5%

1,921 北海道 小樽市 北一硝子　クリスタル館 小売業 家具・調度品 5%

1,922 北海道 小樽市 北一硝子　五号館 小売業 家具・調度品 5%

1,923 北海道 小樽市 北一硝子　三号館 小売業 家具・調度品 5%

1,924 北海道 小樽市 北一硝子　三号館　洋のフロア 小売業 家具・調度品 5%

1,925 北海道 小樽市 北一硝子　三号館　和のフロア 小売業 家具・調度品 5%

1,926 北海道 小樽市 北一硝子　アウトレット 小売業 その他小売 5%

1,927 北海道 小樽市 北一硝子カントリー 小売業 家具・調度品 5%

1,928 北海道 小樽市 北一硝子　クリスタル館 小売業 その他小売 5%

1,929 北海道 小樽市 北一硝子　三号館　カントリーフロア 小売業 その他小売 5%

1,930 北海道 小樽市 北一硝子　三号館　洋のフロア 小売業 その他小売 5%

1,931 北海道 小樽市 北一硝子　三号館　和のフロア 小売業 その他小売 5%

1,932 北海道 小樽市 北一硝子　地酒蔵 小売業 その他小売 5%
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1,933 北海道 小樽市 北一硝子　地酒屋北一 小売業 その他小売 5%

1,934 北海道 小樽市 北一硝子　調味料入れ専門店さしすせそ 小売業 その他小売 5%

1,935 北海道 小樽市 北一硝子　花園店 小売業 その他小売 5%

1,936 北海道 小樽市 北一硝子　ミュージアムショップ 小売業 その他小売 5%

1,937 北海道 小樽市 北一硝子　ミュージアムショップ 小売業 家具・調度品 5%

1,938 北海道 小樽市 北一硝子　洋燈 小売業 その他小売 5%

1,939 北海道 小樽市 北一プラザ 小売業 その他小売 5%

1,940 北海道 小樽市 北一ワインショップ　ヴィノテカ 小売業 その他小売 5%

1,941 北海道 小樽市 北小樽動物病院 サービス その他サービス 5%

1,942 北海道 小樽市 ［ＨＣ］北デンキ商会 小売業 電化製品 5%

1,943 北海道 小樽市 北の漁場おたる運河店 小売業 その他小売 5%

1,944 北海道 小樽市 キッチン遊膳　小樽店 小売業 家具・調度品 5%

1,945 北海道 小樽市 ギャラリー　ヴェニーニ 小売業 家具・調度品 5%

1,946 北海道 小樽市 牛角小樽運河通り店 サービス 飲食業 2%

1,947 北海道 小樽市 喜来々　小樽店１ 小売業 家具・調度品 5%

1,948 北海道 小樽市 喜来々　小樽店２ 小売業 家具・調度品 5%

1,949 北海道 小樽市 金星小樽ハイヤー サービス その他サービス 5%

1,950 北海道 小樽市 金星小樽ハイヤー　朝里営業所 サービス その他サービス 5%

1,951 北海道 小樽市 金星小樽ハイヤー　本社営業所 サービス その他サービス 5%

1,952 北海道 小樽市 ＣＬＵＴＣＨ【クラッチ】 サービス 理容・美容業 5%

1,953 北海道 小樽市 グランドパーク　小樽店 サービス その他サービス 5%

1,954 北海道 小樽市 グランドパーク小樽 サービス 宿泊業 5%

1,955 北海道 小樽市 グランドパーク小樽　宴会 サービス 宿泊業 5%

1,956 北海道 小樽市 クリーニングａｃｅ　小樽新港１丁目店 サービス その他サービス 5%

1,957 北海道 小樽市 クリーニングａｃｅ　桜町店 サービス その他サービス 5%

1,958 北海道 小樽市 クリーニングａｃｅ　中央店 サービス その他サービス 5%

1,959 北海道 小樽市 クリーニングａｃｅ　ハーバー店 サービス その他サービス 5%

1,960 北海道 小樽市 クリーニングａｃｅ　緑店 サービス その他サービス 5%

1,961 北海道 小樽市 クローバー薬局 小売業 その他小売 5%

1,962 北海道 小樽市 コープトラベル　小樽南店 サービス その他サービス 5%

1,963 北海道 小樽市 個人はなタクシー サービス 運輸業 5%

1,964 北海道 小樽市 コンパス畠山 小売業 電化製品 5%

1,965 北海道 小樽市 斉藤商店 小売業 衣料品 5%

1,966 北海道 小樽市 さかうえ　小樽店 小売業 電化製品 5%

1,967 北海道 小樽市 サクラガーデン サービス その他サービス 5%

1,968 北海道 小樽市 ＴＨＥＧＲＥＥＮＯＴＡＲＵＡＳＡＨＩＫＡＷＡ サービス 宿泊業 2%

1,969 北海道 小樽市 酒処ふじりん サービス 飲食業 5%

1,970 北海道 小樽市 酒のソクハイ　小樽花園店 小売業 その他小売 5%

1,971 北海道 小樽市 ＴＨＥＢＡＬＬ サービス その他サービス 5%

1,972 北海道 小樽市 サンフレックス 小売業 貴金属・服飾品 5%

1,973 北海道 小樽市 セブン－イレブン塩谷店 小売業 食料品 2%

1,974 北海道 小樽市 ジョイポート　本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

49



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

1,975 北海道 小樽市 紳士服の山下ウィングベイ小樽店 小売業 衣料品 5%

1,976 北海道 小樽市 杉商 小売業 その他小売 2%

1,977 北海道 小樽市 杉本青果店 小売業 食料品 5%

1,978 北海道 小樽市 すし耕　小樽 サービス 飲食業 5%

1,979 北海道 小樽市 すし処貫 サービス 飲食業 5%

1,980 北海道 小樽市 すし処　みやた サービス 飲食業 5%

1,981 北海道 小樽市 スズキアリーナ小樽 サービス その他サービス 5%

1,982 北海道 小樽市 スズキアリーナ小樽銭函インター店 小売業 その他小売 5%

1,983 北海道 小樽市 スズキ衣料 小売業 衣料品 5%

1,984 北海道 小樽市 ＳｔｕｄｉｏＤａｙｂｒｅａｋｂｏｗ 小売業 衣料品 5%

1,985 北海道 小樽市 ＳＴＥＡＫ   ＳＥＡＦＯＯＤ ＯＴＡＲＵ ＧＲＩＬＬ サービス 飲食業 5%

1,986 北海道 小樽市 スヌーピー茶屋　小樽店 小売業 家具・調度品 5%

1,987 北海道 小樽市 スヌーピー茶屋（テイク）　小樽店 小売業 家具・調度品 5%

1,988 北海道 小樽市 スポーツ用品店　うめや 小売業 その他小売 5%

1,989 北海道 小樽市 炭火焼き鳥ちどり サービス 飲食業 5%

1,990 北海道 小樽市 スムース小樽店 小売業 衣料品 5%

1,991 北海道 小樽市 スリラーカラオケ　小樽店 サービス その他サービス 5%

1,992 北海道 小樽市 ぜにばこ動物病院 サービス その他サービス 5%

1,993 北海道 小樽市 銭楽 サービス 飲食業 5%

1,994 北海道 小樽市 そば処やま安 サービス 飲食業 5%

1,995 北海道 小樽市 ダイコク　小樽店 小売業 その他小売 5%

1,996 北海道 小樽市 ダイコクドラッグ小樽堺町駐車場前店 小売業 その他小売 5%

1,997 北海道 小樽市 大正硝子　うつわ屋 小売業 家具・調度品 5%

1,998 北海道 小樽市 大正硝子　かんざし屋 小売業 家具・調度品 5%

1,999 北海道 小樽市 大正硝子ギャラリー蔵 小売業 家具・調度品 5%

2,000 北海道 小樽市 大正硝子　月下美人 小売業 家具・調度品 5%

2,001 北海道 小樽市 大正硝子　酒器蔵 小売業 家具・調度品 5%

2,002 北海道 小樽市 大正硝子　宇宙 小売業 家具・調度品 5%

2,003 北海道 小樽市 大正硝子ほっこり家 小売業 家具・調度品 5%

2,004 北海道 小樽市 大正硝子　Ｍａｈａｌｏ 小売業 家具・調度品 5%

2,005 北海道 小樽市 大正硝子館 小売業 家具・調度品 5%

2,006 北海道 小樽市 大正硝子館本店 小売業 家具・調度品 5%

2,007 北海道 小樽市 大正硝子堺街店 小売業 家具・調度品 5%

2,008 北海道 小樽市 茶の木 小売業 その他小売 5%

2,009 北海道 小樽市 中華食堂桂苑 サービス 飲食業 5%

2,010 北海道 小樽市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ入船店 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,011 北海道 小樽市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ入船店　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,012 北海道 小樽市 ２１Ｔｗｅｎｔｙ－Ｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

2,013 北海道 小樽市 道新　小泉販売所 サービス その他サービス 5%

2,014 北海道 小樽市 ＤＯＲＭＩＴＯＲＹＬ サービス その他サービス 5%

2,015 北海道 小樽市 トヨタ部品北海道共販小樽営業所 サービス その他サービス 5%

2,016 北海道 小樽市 トヨタレンタリース札幌小樽駅前店 サービス その他サービス 2%
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2,017 北海道 小樽市 トヨタレンタリース新札幌小樽駅稲穂２丁目 サービス その他サービス 2%

2,018 北海道 小樽市 トンボハイヤー 本社 サービス 運輸業 5%

2,019 北海道 小樽市 菜はな サービス 飲食業 5%

2,020 北海道 小樽市 ｎｅｗｐｏｒｔ サービス 飲食業 5%

2,021 北海道 小樽市 ネッツトヨタ道都小樽店 小売業 その他小売 5%

2,022 北海道 小樽市 野島製菓株式会社　野島製菓株式会社　南樽市場店 小売業 食料品 5%

2,023 北海道 小樽市 パートナー電器 小売業 電化製品 5%

2,024 北海道 小樽市 パックマン　小樽店 小売業 その他小売 5%

2,025 北海道 小樽市 パックマン　小樽店（Ｂ２Ｂ） 小売業 その他小売 5%

2,026 北海道 小樽市 花売業ｋｕｓａ 小売業 その他小売 5%

2,027 北海道 小樽市 パナスガワラ電化設備 小売業 電化製品 5%

2,028 北海道 小樽市 ハロープラザ長橋店 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,029 北海道 小樽市 ハンズオントーイ　キンダーリープ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

2,030 北海道 小樽市 ハンドメイドｚｐａ０８３／ラルジュ 小売業 衣料品 5%

2,031 北海道 小樽市 Ｂｅｅｆ＆Ｗｉｎｅｂａｒ灯－ＬＡＭＰ サービス 飲食業 5%

2,032 北海道 小樽市 ピザテン・フォー　小樽手宮店　２ サービス その他サービス 5%

2,033 北海道 小樽市 美容室ふわぁふわぁ サービス 理容・美容業 5%

2,034 北海道 小樽市 ファイテンショップ　小樽店 小売業 家具・調度品 5%

2,035 北海道 小樽市 ＦｏｒＹｏｕ 小売業 衣料品 5%

2,036 北海道 小樽市 ブライダルサロンノブレス サービス その他サービス 5%

2,037 北海道 小樽市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,038 北海道 小樽市 富士メガネ　小樽シーブ店 小売業 その他小売 5%

2,039 北海道 小樽市 富士メガネ　小樽店 小売業 その他小売 5%

2,040 北海道 小樽市 ブライダルハウス　ビビ　小樽店 サービス その他サービス 5%

2,041 北海道 小樽市 ブラウキュステ サービス 飲食業 5%

2,042 北海道 小樽市 Ｂｒａｔｓ　小樽店 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,043 北海道 小樽市 ｆｕ－ｌａ．＋ サービス 理容・美容業 5%

2,044 北海道 小樽市 フラワーショップ　いしざか　桂岡店 小売業 その他小売 5%

2,045 北海道 小樽市 ＦＬＯＷＥＲ　ＣＯＵＲＴ　Ｓｌｏｐｅ 小売業 その他小売 5%

2,046 北海道 小樽市 プリン専門店アンデリス 小売業 食料品 5%

2,047 北海道 小樽市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＨＡＦＵＲＩ サービス 理容・美容業 5%

2,048 北海道 小樽市 美容室メロウ サービス 理容・美容業 5%

2,049 北海道 小樽市 北海道観光個人　生田タクシー サービス 運輸業 5%

2,050 北海道 小樽市 北海道産業　小樽工場 サービス その他サービス 5%

2,051 北海道 小樽市 北海道新聞宮本販売所 小売業 その他小売 5%

2,052 北海道 小樽市 北海道タオル（小売り部門） 小売業 その他小売 5%

2,053 北海道 小樽市 本店 サービス その他サービス 5%

2,054 北海道 小樽市 マクドナルドイオン小樽店 サービス 飲食業 2%

2,055 北海道 小樽市 松田印判店 小売業 その他小売 5%

2,056 北海道 小樽市 招喜屋　小樽店 小売業 その他小売 5%

2,057 北海道 小樽市 丸い遠藤商店 小売業 食料品 5%

2,058 北海道 小樽市 美寿姫 小売業 衣料品 5%
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2,059 北海道 小樽市 メガネサロンルック　ウィングベイ小樽店 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,060 北海道 小樽市 メガネサロンルック小樽駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,061 北海道 小樽市 メガネサロンルック長崎屋小樽店 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,062 北海道 小樽市 メガネのサトウ 小売業 その他小売 5%

2,063 北海道 小樽市 Ｍｏｎｓｔｅｒ　Ｌａｂｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,064 北海道 小樽市 ヤマチョウ はす野 小売業 食料品 5%

2,065 北海道 小樽市 山の猿小樽駅前店 サービス 飲食業 5%

2,066 北海道 小樽市 有限会社新保海産店 小売業 食料品 5%

2,067 北海道 小樽市 有限会社テイクワン サービス その他サービス 5%

2,068 北海道 小樽市 ［ＨＣ］（有）プラザデンキハウスサテラ 小売業 電化製品 5%

2,069 北海道 小樽市 有限会社マルキ川嶋鮮魚店 小売業 食料品 5%

2,070 北海道 小樽市 遊人庵 サービス 飲食業 5%

2,071 北海道 小樽市 Ｕ５Ｒ サービス 宿泊業 5%

2,072 北海道 小樽市 ＬＡ心ＶＩＮ　Ｗｉｎｅ　Ｂａｒ　ＬＡ心ＶＩＮ サービス 飲食業 5%

2,073 北海道 小樽市 ＲｅｅＮａＭｅｅ 小売業 衣料品 5%

2,074 北海道 小樽市 利尻屋みのや　ウイングベイ小樽店 小売業 食料品 5%

2,075 北海道 小樽市 利尻屋みのや　ウイングベイ小樽店 小売業 食料品 5%

2,076 北海道 小樽市 利尻屋みのや　大正クーブ館 小売業 食料品 5%

2,077 北海道 小樽市 利尻屋みのや　不老館 小売業 食料品 5%

2,078 北海道 小樽市 利尻屋みのや　本店 小売業 食料品 5%

2,079 北海道 小樽市 利尻屋みのやオーサム昆布研究所 小売業 食料品 5%

2,080 北海道 小樽市 ルート５朝里 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,081 北海道 小樽市 ル・キャトリエム運河通り店 サービス 飲食業 5%

2,082 北海道 小樽市 ＬＬＯＹＤＳＣＯＦＦＥＥ小樽店 サービス 飲食業 5%

2,083 北海道 小樽市 ＲＯＰ 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,084 北海道 小樽市 和牛黒澤 本店 サービス 飲食業 5%

2,085 北海道 小樽市 和牛黒澤 和牛黒澤 小樽運河店 サービス 飲食業 5%

2,086 北海道 小樽市 和の風 サービス 宿泊業 5%

2,087 北海道 小樽市 和風厨房　み神 サービス 飲食業 5%

2,088 北海道 音威子府村 出光音威子府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,089 北海道 音威子府村 音威子府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,090 北海道 音威子府村 すずらん薬局音威子府店 小売業 その他小売 5%

2,091 北海道 音威子府村 青少年宿泊研修施設トムテ サービス その他サービス 5%

2,092 北海道 音威子府村 千見寺商店 小売業 その他小売 5%

2,093 北海道 音威子府村 天北龍 サービス 飲食業 5%

2,094 北海道 音更町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアーバンきの店 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,095 北海道 音更町 ａｔｅｌｉｅｒ　ＳＡＲＡ サービス 理容・美容業 5%

2,096 北海道 音更町 ａｍａｍｕｅｋｌｅ 小売業 食料品 5%

2,097 北海道 音更町 ＩＥＬＵ サービス その他サービス 5%

2,098 北海道 音更町 出光ファクタ１８ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,099 北海道 音更町 売鮮市場どんどん　音更店 小売業 食料品 5%

2,100 北海道 音更町 ａｕショップ　音更木野 小売業 電化製品 5%
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2,101 北海道 音更町 Ｎ＃ｃｒａｆｔ 小売業 衣料品 5%

2,102 北海道 音更町 音更ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,103 北海道 音更町 音更ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,104 北海道 音更町 セブン－イレブン音更木野大通西店 小売業 食料品 2%

2,105 北海道 音更町 セブン－イレブン音更木野大通東店 小売業 食料品 2%

2,106 北海道 音更町 セブン－イレブン音更木野店 小売業 食料品 2%

2,107 北海道 音更町 セブン－イレブン音更共栄台店 小売業 食料品 2%

2,108 北海道 音更町 セブン－イレブン音更新通１丁目店 小売業 食料品 2%

2,109 北海道 音更町 セブン－イレブン音更新通店 小売業 食料品 2%

2,110 北海道 音更町 セブン－イレブン音更ひびき野店 小売業 食料品 2%

2,111 北海道 音更町 海鮮　蔵 サービス 飲食業 5%

2,112 北海道 音更町 カラオケ歌屋　音更店 サービス その他サービス 5%

2,113 北海道 音更町 カラオケ歌屋　下音更店 サービス その他サービス 5%

2,114 北海道 音更町 釧路トヨタ自動車音更店 小売業 その他小売 5%

2,115 北海道 音更町 釧路トヨタ自動車レクサス帯広 小売業 その他小売 5%

2,116 北海道 音更町 靴・バックのマツウラ　音更店 小売業 家具・調度品 5%

2,117 北海道 音更町 元気いっぱいワーク館 小売業 その他小売 5%

2,118 北海道 音更町 ゴトウ自動車 サービス その他サービス 5%

2,119 北海道 音更町 笹井ホテル サービス 宿泊業 5%

2,120 北海道 音更町 然別湖畔温泉ホテル　風水 サービス 宿泊業 5%

2,121 北海道 音更町 スヌー暮らしのもの サービス その他サービス 5%

2,122 北海道 音更町 炭焼居酒屋　山の猿　音更店 サービス 飲食業 5%

2,123 北海道 音更町 ターブルべジ サービス 飲食業 5%

2,124 北海道 音更町 でんきはうすナカムラ 小売業 電化製品 5%

2,125 北海道 音更町 トイピルカ北帯広ユースホステル サービス その他サービス 5%

2,126 北海道 音更町 十勝川温泉　観月苑 サービス 宿泊業 5%

2,127 北海道 音更町 十勝川国際ホテル筒井 サービス 宿泊業 5%

2,128 北海道 音更町 ネッツトヨタ帯広リーフ 小売業 その他小売 5%

2,129 北海道 音更町 パソコープ木野教室 サービス その他サービス 5%

2,130 北海道 音更町 はるこまベーカリー　?はなれ? 小売業 食料品 5%

2,131 北海道 音更町 ピザテン・フォー　帯広音更店　２ サービス その他サービス 5%

2,132 北海道 音更町 富士ホテル サービス 宿泊業 5%

2,133 北海道 音更町 フラワーショップいしざか　すずらん台店 小売業 その他小売 5%

2,134 北海道 音更町 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＳＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%

2,135 北海道 音更町 Ｖａｐｅ　Ｌｉｎｋ 小売業 その他小売 5%

2,136 北海道 音更町 平和園　士幌店 サービス 飲食業 5%

2,137 北海道 音更町 平和園　士幌店 サービス 飲食業 5%

2,138 北海道 音更町 ホテルアルム　IN　オトフケ サービス 宿泊業 5%

2,139 北海道 音更町 本店 株式会社 丸信 増山商会 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,140 北海道 音更町 マクドナルド２４１音更店 サービス 飲食業 2%

2,141 北海道 音更町 増山商会　ハピオ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,142 北海道 音更町 増山商会フォトショップＯＫ店 小売業 その他小売 5%
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2,143 北海道 音更町 株式会社山本忠信商店　本社 小売業 食料品 5%

2,144 北海道 音更町 柳月　スイートピアガーデン 小売業 食料品 5%

2,145 北海道 乙部町 出光乙部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,146 北海道 乙部町 乙部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,147 北海道 乙部町 乙部 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,148 北海道 乙部町 セブン－イレブン乙部町店 小売業 食料品 2%

2,149 北海道 帯広市 あいフード 小売業 食料品 5%

2,150 北海道 帯広市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｏｕｉｓ帯広 サービス 理容・美容業 5%

2,151 北海道 帯広市 あさひや 小売業 食料品 5%

2,152 北海道 帯広市 アップル 小売業 その他小売 5%

2,153 北海道 帯広市 アップル 小売業 その他小売 5%

2,154 北海道 帯広市 アビコ電化 小売業 その他小売 5%

2,155 北海道 帯広市 あぶりや勉三 サービス 飲食業 5%

2,156 北海道 帯広市 阿部クリーニング商会 サービス その他サービス 5%

2,157 北海道 帯広市 荒木法律事務所 サービス その他サービス 5%

2,158 北海道 帯広市 アルファベットクラブ　帯広店 小売業 衣料品 5%

2,159 北海道 帯広市 アルファ美輝　帯広支店 小売業 衣料品 5%

2,160 北海道 帯広市 ｐｅａｃｅ　ｈａｉｒｂｏｘ　　ｐｅａｃｅ　ｈａｉｒｂｏｘ サービス 理容・美容業 5%

2,161 北海道 帯広市 居酒屋　あまやどり サービス 飲食業 5%

2,162 北海道 帯広市 Ｉｚａｋａｙａｃｏｕｒｓｅひろ季 サービス 飲食業 5%

2,163 北海道 帯広市 囲食Ｄｉｎｉｎｇくすくす　囲食Ｄｉｎｉｎｇくすくす サービス 飲食業 5%

2,164 北海道 帯広市 ｅすまいるえとう 小売業 電化製品 5%

2,165 北海道 帯広市 ｅすまいるサニー 小売業 電化製品 5%

2,166 北海道 帯広市 出光東３条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,167 北海道 帯広市 インディーズ雑貨ｒｏｏｍ＃５０５ 小売業 衣料品 5%

2,168 北海道 帯広市 ｈｅｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

2,169 北海道 帯広市 ｈｅｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

2,170 北海道 帯広市 売鮮市場どんどん　西５条店 小売業 食料品 5%

2,171 北海道 帯広市 エアポートこじま 小売業 家具・調度品 5%

2,172 北海道 帯広市 ｈ６６ 小売業 家具・調度品 5%

2,173 北海道 帯広市 ａ・ｇｌａｓｓ サービス 飲食業 5%

2,174 北海道 帯広市 Ｍ・Ｐ・Ｔ・Ｃ サービス その他サービス 5%

2,175 北海道 帯広市 大木ストアー 小売業 食料品 5%

2,176 北海道 帯広市 大阪たこ焼き　なんしか　大阪たこ焼き　なんしか サービス 飲食業 5%

2,177 北海道 帯広市 大空電気店 小売業 電化製品 5%

2,178 北海道 帯広市 大通り５丁目 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,179 北海道 帯広市 オートパーククレイズ 小売業 その他小売 5%

2,180 北海道 帯広市 オステリア　アルコント サービス 飲食業 5%

2,181 北海道 帯広市 オッペン化粧品株式会社　ＫＡＲＩＮポイント 小売業 その他小売 5%

2,182 北海道 帯広市 ｏｔｏｄｅｓｉｇｎ． 小売業 衣料品 5%

2,183 北海道 帯広市 おはし サービス 飲食業 5%

2,184 北海道 帯広市 おばんざい紫乃 サービス 飲食業 5%
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2,185 北海道 帯広市 帯広道新文化センター サービス その他サービス 5%

2,186 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広稲田通店 小売業 食料品 2%

2,187 北海道 帯広市 帯広大通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,188 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広大通南１３丁目店 小売業 食料品 2%

2,189 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広大通南２８丁目店 小売業 食料品 2%

2,190 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広大通南２２丁目店 小売業 食料品 2%

2,191 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広卸売団地店 小売業 食料品 2%

2,192 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広開西店 小売業 食料品 2%

2,193 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広北１線店 小売業 食料品 2%

2,194 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広啓北店 小売業 食料品 2%

2,195 北海道 帯広市 セブンーイレブン帯広自由が丘店 小売業 食料品 2%

2,196 北海道 帯広市 帯広白樺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,197 北海道 帯広市 帯広白樺通り　スープカレー本舗 サービス 飲食業 5%

2,198 北海道 帯広市 帯広白樺通店 小売業 その他小売 5%

2,199 北海道 帯広市 帯広白樺西ＳＳ 小売業 その他小売 2%

2,200 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広新緑通店 小売業 食料品 2%

2,201 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広西南大通店 小売業 食料品 2%

2,202 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広大正町店 小売業 食料品 2%

2,203 北海道 帯広市 ファームデザインズ帯広畜産大学店 サービス 飲食業 5%

2,204 北海道 帯広市 帯広鉄南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,205 北海道 帯広市 帯広店 小売業 その他小売 5%

2,206 北海道 帯広市 帯広天然温泉ふく井ホテル サービス 宿泊業 5%

2,207 北海道 帯広市 帯広天然温泉ふく井ホテル サービス 宿泊業 5%

2,208 北海道 帯広市 帯広道新文化センター　藤丸サロン サービス その他サービス 5%

2,209 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広十勝大橋店 小売業 食料品 2%

2,210 北海道 帯広市 帯広トヨペット西店 小売業 その他小売 5%

2,211 北海道 帯広市 帯広トヨペット本店 小売業 その他小売 5%

2,212 北海道 帯広市 帯広トヨペット南店 小売業 その他小売 5%

2,213 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広西１９南４丁目店 小売業 食料品 2%

2,214 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広西１条店 小売業 食料品 2%

2,215 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広西５条南豊成通店 小売業 食料品 2%

2,216 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広西３条店 小売業 食料品 2%

2,217 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広西１５条北１丁目店 小売業 食料品 2%

2,218 北海道 帯広市 セブンーイレブン帯広西１７条競馬場通店 小売業 食料品 2%

2,219 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広西１４条北店 小売業 食料品 2%

2,220 北海道 帯広市 帯広西１６条 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,221 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広西２１条店 小売業 食料品 2%

2,222 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広西２１南５丁目店 小売業 食料品 2%

2,223 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広西２３南１丁目店 小売業 食料品 2%

2,224 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広西２５条白樺通店 小売業 食料品 2%

2,225 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広西８条春駒通店 小売業 食料品 2%

2,226 北海道 帯広市 帯広東 小売業 ガソリンスタンド 2%
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2,227 北海道 帯広市 帯広東５条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,228 北海道 帯広市 帯広東７条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,229 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広東１０条南７丁目店 小売業 食料品 2%

2,230 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広東２条店 小売業 食料品 2%

2,231 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広東４条南店 小売業 食料品 2%

2,232 北海道 帯広市 帯広プロパン 小売業 電化製品 5%

2,233 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広豊成店 小売業 食料品 2%

2,234 北海道 帯広市 帯広緑ヶ丘ＳＳセルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,235 北海道 帯広市 セブンーイレブン帯広南５線店 小売業 食料品 2%

2,236 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広南の森西店 小売業 食料品 2%

2,237 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広明星通店 小売業 食料品 2%

2,238 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広明和店 小売業 食料品 2%

2,239 北海道 帯広市 帯広ヤクルト販売 足寄センター 小売業 食料品 5%

2,240 北海道 帯広市 セブン－イレブン帯広弥生通店 小売業 食料品 2%

2,241 北海道 帯広市 セブンーイレブン帯広若葉店 小売業 食料品 2%

2,242 北海道 帯広市 カ－オ－ト・ジ－エム サービス その他サービス 5%

2,243 北海道 帯広市 カーサーインホテル帯広 サービス 宿泊業 5%

2,244 北海道 帯広市 カーメディア１７　ヤマザキ サービス その他サービス 5%

2,245 北海道 帯広市 カギの救急車帯広白樺通店 サービス その他サービス 5%

2,246 北海道 帯広市 カクイチヴェロＳＰＯＲＴ大通店 小売業 その他小売 5%

2,247 北海道 帯広市 株式会社池田商店 サービス その他サービス 5%

2,248 北海道 帯広市 株式会社ぎゃくし　株式会社　ぎゃくし サービス その他サービス 5%

2,249 北海道 帯広市 株式会社ちえん サービス その他サービス 5%

2,250 北海道 帯広市 株式会社ミドリ写真舘 サービス その他サービス 5%

2,251 北海道 帯広市 株式会社ゆうせいシステムサポート 小売業 電化製品 5%

2,252 北海道 帯広市 くりくらとかち サービス その他サービス 2%

2,253 北海道 帯広市 ガモウ　帯広支店 小売業 その他小売 5%

2,254 北海道 帯広市 カラオケＵＴＡ猿南町店 サービス 飲食業 5%

2,255 北海道 帯広市 カラオケ歌屋　帯広稲田店 サービス その他サービス 5%

2,256 北海道 帯広市 カラオケ歌屋　帯広西２条店 サービス その他サービス 5%

2,257 北海道 帯広市 カラオケ歌屋　西帯広店 サービス その他サービス 5%

2,258 北海道 帯広市 ＪＭ／ガレージＭ７ 小売業 その他小売 5%

2,259 北海道 帯広市 キタイチトラベル サービス その他サービス 5%

2,260 北海道 帯広市 北の栖 サービス 飲食業 5%

2,261 北海道 帯広市 きもの工房一休　帯広店 小売業 衣料品 5%

2,262 北海道 帯広市 キャピックオビヒロ サービス その他サービス 5%

2,263 北海道 帯広市 ＧＡＬＦＩＴ　帯広店 小売業 衣料品 5%

2,264 北海道 帯広市 協会帯広病院売店 小売業 その他小売 5%

2,265 北海道 帯広市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ帯広店 小売業 その他小売 5%

2,266 北海道 帯広市 串Ｂａｒ－ＯＨＡＮＡ サービス 飲食業 5%

2,267 北海道 帯広市 釧路トヨタ自動車帯広店 小売業 その他小売 5%

2,268 北海道 帯広市 釧路トヨタ自動車西帯広店 小売業 その他小売 5%
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2,269 北海道 帯広市 靴のマツウラ いっきゅう店 小売業 衣料品 5%

2,270 北海道 帯広市 靴のマツウラ 長崎屋帯広店 小売業 衣料品 5%

2,271 北海道 帯広市 靴・バックのマツウラ　弥生店 小売業 家具・調度品 5%

2,272 北海道 帯広市 食｀ａｉ菜 サービス その他サービス 5%

2,273 北海道 帯広市 グラスイズム　メガドン・キホーテ西帯広店 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,274 北海道 帯広市 グラスイズム　帯広店 小売業 その他小売 5%

2,275 北海道 帯広市 ＣＬＵＢ　ＪＡＭ 小売業 衣料品 5%

2,276 北海道 帯広市 グリーンヒル 小売業 その他小売 5%

2,277 北海道 帯広市 クルーズインポートプラザ サービス その他サービス 5%

2,278 北海道 帯広市 クローバーシュシュ サービス 理容・美容業 5%

2,279 北海道 帯広市 ＧＬＯＢＥ 小売業 家具・調度品 5%

2,280 北海道 帯広市 健康元気笑会 小売業 その他小売 5%

2,281 北海道 帯広市 健康元気笑会 サービス その他サービス 5%

2,282 北海道 帯広市 コハタ 小売業 家具・調度品 5%

2,283 北海道 帯広市 コロナセントラルサービス　帯広営業所 サービス その他サービス 5%

2,284 北海道 帯広市 斉川漢方薬局 小売業 その他小売 5%

2,285 北海道 帯広市 酒屋あだち 小売業 食料品 5%

2,286 北海道 帯広市 サキナビューティーラウンジ帯広 小売業 その他小売 5%

2,287 北海道 帯広市 株式会社ザ本屋さん エルマー店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

2,288 北海道 帯広市 ＴＨＥＹＡＲＤ サービス 飲食業 5%

2,289 北海道 帯広市 ｓａｌｏｎｄｅｐｕｒｅｌｙ サービス 理容・美容業 5%

2,290 北海道 帯広市 サロン・ド・グロウ帯広店 小売業 衣料品 5%

2,291 北海道 帯広市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンロード南店 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,292 北海道 帯広市 シーベレット帯広店 小売業 衣料品 5%

2,293 北海道 帯広市 四季彩々　喜作 サービス 飲食業 5%

2,294 北海道 帯広市 ＳＥＣＲＥＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,295 北海道 帯広市 写真工房 小売業 その他小売 5%

2,296 北海道 帯広市 しゃぶしゃぶすき焼ＳＡＮＺＯＵ サービス 飲食業 5%

2,297 北海道 帯広市 ＳＨＡＭＳ サービス 理容・美容業 5%

2,298 北海道 帯広市 自由が丘　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,299 北海道 帯広市 シュペールローブドゥマリエ サービス その他サービス 5%

2,300 北海道 帯広市 旬菜広間　びさん サービス 飲食業 5%

2,301 北海道 帯広市 じんぎすかん北海道 サービス 飲食業 5%

2,302 北海道 帯広市 新日本補聴器センター帯広店 小売業 その他小売 5%

2,303 北海道 帯広市 水晶堂 小売業 家具・調度品 5%

2,304 北海道 帯広市 水晶堂　イトーヨードー店 小売業 家具・調度品 5%

2,305 北海道 帯広市 水晶堂　帯広ヨーカドー店 小売業 その他小売 5%

2,306 北海道 帯広市 水晶堂　藤丸店 小売業 家具・調度品 5%

2,307 北海道 帯広市 スィートデコレーション　栄町店 小売業 家具・調度品 5%

2,308 北海道 帯広市 スイートデコレーション　はっさむ店 小売業 家具・調度品 5%

2,309 北海道 帯広市 スーパーピット中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,310 北海道 帯広市 スーパーピット西帯ニュータウン店ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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2,311 北海道 帯広市 スーパーピット東店ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,312 北海道 帯広市 スーパーピット緑ヶ丘店ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,313 北海道 帯広市 スカイエクスプローラー 小売業 その他小売 5%

2,314 北海道 帯広市 寿司考房さん サービス 飲食業 5%

2,315 北海道 帯広市 ｓｔａｔｉｃ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

2,316 北海道 帯広市 スポーツプラス 小売業 家具・調度品 5%

2,317 北海道 帯広市 スマイルネットサービス 本社 小売業 その他小売 5%

2,318 北海道 帯広市 炭火ダイニング　とりの介　白樺通り店 サービス 飲食業 5%

2,319 北海道 帯広市 整体ヒール サービス その他サービス 5%

2,320 北海道 帯広市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大通７丁目店 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,321 北海道 帯広市 セルフステーション柏林台 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,322 北海道 帯広市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西帯広店 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,323 北海道 帯広市 続百里香 サービス 飲食業 5%

2,324 北海道 帯広市 大丸 小売業 家具・調度品 5%

2,325 北海道 帯広市 ダイヤ商会 小売業 その他小売 5%

2,326 北海道 帯広市 たかはしでんき 小売業 電化製品 5%

2,327 北海道 帯広市 髙原電器 小売業 電化製品 5%

2,328 北海道 帯広市 タニホ菓子店 小売業 食料品 5%

2,329 北海道 帯広市 旅の便利屋 サービス その他サービス 5%

2,330 北海道 帯広市 旅の便利屋 サービス その他サービス 5%

2,331 北海道 帯広市 チキンかつと焼き魚の店　ひかり　ひかり サービス 飲食業 5%

2,332 北海道 帯広市 ＣＨＡＮＫＯ長 サービス 飲食業 5%

2,333 北海道 帯広市 千代田デンソ－ 小売業 その他小売 5%

2,334 北海道 帯広市 つたいトラベルサービス株式会社 サービス その他サービス 5%

2,335 北海道 帯広市 釣人帯広店 小売業 その他小売 5%

2,336 北海道 帯広市 Ｄｉａｍ サービス 理容・美容業 5%

2,337 北海道 帯広市 デイトリップ ＤＡＹ ＴＲＩＰ サービス 理容・美容業 5%

2,338 北海道 帯広市 有限会社テーラーノデラ 小売業 衣料品 5%

2,339 北海道 帯広市 テーラーミゾグチ 小売業 衣料品 5%

2,340 北海道 帯広市 テキサス　本店 小売業 食料品 5%

2,341 北海道 帯広市 テーラーミゾグチ 小売業 衣料品 5%

2,342 北海道 帯広市 １０ｗｉｎｓ サービス 飲食業 5%

2,343 北海道 帯広市 デンキショップ中河 小売業 電化製品 5%

2,344 北海道 帯広市 有限会社デンキショップ中河 小売業 電化製品 5%

2,345 北海道 帯広市 電器のコイ 小売業 電化製品 5%

2,346 北海道 帯広市 動物園前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,347 北海道 帯広市 どうぶつの内科皮膚科クリニック サービス その他サービス 5%

2,348 北海道 帯広市 東洋タクシー有限会社　１０２ サービス 運輸業 5%

2,349 北海道 帯広市 トータルボディケアサロンＦＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%

2,350 北海道 帯広市 十勝居酒場商店　ととと サービス 飲食業 5%

2,351 北海道 帯広市 十勝Ｃｈｉｎｅｓｅ　掛村　十勝Ｃｈｉｎｅｓｅ掛村 サービス 飲食業 5%

2,352 北海道 帯広市 とかちＴＰＧ帯広アート 小売業 電化製品 5%
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2,353 北海道 帯広市 とかちＴＰＧ帯広ＴＡＫＥ１ 小売業 電化製品 5%

2,354 北海道 帯広市 十勝肉酒場さん臓 サービス 飲食業 5%

2,355 北海道 帯広市 十勝麺処　澄 サービス 飲食業 5%

2,356 北海道 帯広市 ＪＭ／時計台補聴器センター道東店 小売業 その他小売 5%

2,357 北海道 帯広市 ＪＭ／時計台補聴器センター帯広店 小売業 その他小売 5%

2,358 北海道 帯広市 塗装屋 サービス その他サービス 5%

2,359 北海道 帯広市 トヨタカローラ帯広西店 小売業 その他小売 5%

2,360 北海道 帯広市 トヨタカローラ帯広本店 小売業 その他小売 5%

2,361 北海道 帯広市 トヨタカローラ帯広本店テクノショップ 小売業 その他小売 5%

2,362 北海道 帯広市 トヨタ部品北海道共販帯広支社 サービス その他サービス 5%

2,363 北海道 帯広市 トヨタレンタリース帯広帯広駅前店 サービス その他サービス 2%

2,364 北海道 帯広市 トヨタレンタリース帯広帯広空港店 サービス その他サービス 2%

2,365 北海道 帯広市 トヨタレンタリース帯広帯広店 サービス その他サービス 2%

2,366 北海道 帯広市 鳥せい　帯広わかば店 サービス 飲食業 5%

2,367 北海道 帯広市 鶏の伊藤 鶏の伊藤本店 サービス 飲食業 5%

2,368 北海道 帯広市 中島橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,369 北海道 帯広市 なごやか亭 大通店 サービス 飲食業 5%

2,370 北海道 帯広市 なごやか亭　帯広大通店 サービス 飲食業 5%

2,371 北海道 帯広市 なごやか亭　柏林台店 サービス 飲食業 5%

2,372 北海道 帯広市 ナチュラル・ココ　本店 小売業 食料品 5%

2,373 北海道 帯広市 ナチュラル・ココ　ミント店 小売業 食料品 5%

2,374 北海道 帯広市 なとり宝飾店 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,375 北海道 帯広市 ナンバ薬品株式会社　北店 小売業 その他小売 5%

2,376 北海道 帯広市 ナンバ薬品株式会社　中央店 小売業 その他小売 5%

2,377 北海道 帯広市 ナンバ薬品株式会社　柏林台店 小売業 その他小売 5%

2,378 北海道 帯広市 ナンバ薬品株式会社　東店 小売業 その他小売 5%

2,379 北海道 帯広市 ナンバ薬品株式会社　南店 小売業 その他小売 5%

2,380 北海道 帯広市 ｎｉｃｏｔｔｏ サービス 理容・美容業 5%

2,381 北海道 帯広市 西帯ニュータウンＳＳセルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,382 北海道 帯広市 西帯広　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,383 北海道 帯広市 セブン－イレブン西帯広店 小売業 食料品 2%

2,384 北海道 帯広市 西帯広配送センタ－ 小売業 その他小売 2%

2,385 北海道 帯広市 西２３条 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,386 北海道 帯広市 日丸自動車工業 サービス その他サービス 5%

2,387 北海道 帯広市 ネイルサロン７?Ｎａｉｌｓ サービス その他サービス 5%

2,388 北海道 帯広市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ熱原帯広稲田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,389 北海道 帯広市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　熱原帯広西２４条店 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,390 北海道 帯広市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ熱原帯広北栄店 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,391 北海道 帯広市 ネッツトヨタ帯広株式会社 小売業 その他小売 5%

2,392 北海道 帯広市 ネッツトヨタ帯広ウエストワード 小売業 その他小売 5%

2,393 北海道 帯広市 ネッツトヨタ帯広ミルト 小売業 その他小売 5%

2,394 北海道 帯広市 野村時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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2,395 北海道 帯広市 Ｐｅｒｓｏｎａｌｆｉｔｎｅｓｓｇｙｍ－Ｒｅｆｉｘｅ－ サービス その他サービス 5%

2,396 北海道 帯広市 ＨＥＡＲＴ２ＨＥＡＲＴ 小売業 衣料品 5%

2,397 北海道 帯広市 萩原敬造商店 小売業 食料品 5%

2,398 北海道 帯広市 バスケットショップＷＥＡＶＥ 小売業 その他小売 5%

2,399 北海道 帯広市 Ｐａｓｔｏｒａｌ（パストラル） 小売業 家具・調度品 5%

2,400 北海道 帯広市 Ｐａｓｔｏｒａｌ 小売業 その他小売 5%

2,401 北海道 帯広市 バラエティ　よこやま 小売業 その他小売 5%

2,402 北海道 帯広市 春駒 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,403 北海道 帯広市 パン工房 ３びきの粉ぶた パン工房 ３びきの粉ぶた サービス 飲食業 5%

2,404 北海道 帯広市 販売課 小売業 その他小売 2%

2,405 北海道 帯広市 ばんび サービス 飲食業 5%

2,406 北海道 帯広市 ＢＭＯ帯広白樺店 小売業 衣料品 5%

2,407 北海道 帯広市 東北海道ヤナセ サービス その他サービス 5%

2,408 北海道 帯広市 ピザテン・フォー　帯広西１８条店　３ サービス その他サービス 5%

2,409 北海道 帯広市 ピザテン・フォー　帯広ひがし店　２ サービス その他サービス 5%

2,410 北海道 帯広市 ピザテン・フォー　帯広みなみ店　２ サービス その他サービス 5%

2,411 北海道 帯広市 ビストロカリーノ サービス 飲食業 5%

2,412 北海道 帯広市 ＢＩＧテキサス　北店 小売業 食料品 5%

2,413 北海道 帯広市 ＢＩＧテキサス　西５条店 小売業 食料品 5%

2,414 北海道 帯広市 ＢＩＧテキサス　東５条店 小売業 食料品 5%

2,415 北海道 帯広市 ＢＩＧテキサス　南町店 小売業 食料品 5%

2,416 北海道 帯広市 ひつじ屋 サービス 飲食業 5%

2,417 北海道 帯広市 美容室ＦＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%

2,418 北海道 帯広市 ビラ・リストランテ　ガヤ　帯広店 サービス 飲食業 5%

2,419 北海道 帯広市 ファイテンショップ帯広西８条店 小売業 家具・調度品 5%

2,420 北海道 帯広市 ＦｕｎＦａｃｔｏｒｙ　帯広店 小売業 その他小売 5%

2,421 北海道 帯広市 フィッツミー長崎屋帯広店 サービス その他サービス 5%

2,422 北海道 帯広市 藤丸 小売業 その他小売 5%

2,423 北海道 帯広市 藤丸　帯広空港売店 小売業 家具・調度品 5%

2,424 北海道 帯広市 藤丸帯広空港タ－ミナル店 小売業 その他小売 5%

2,425 北海道 帯広市 藤丸百貨店　外商部 小売業 その他小売 5%

2,426 北海道 帯広市 富士メガネ　帯広白樺通店 小売業 その他小売 5%

2,427 北海道 帯広市 富士メガネ　帯広店 小売業 その他小売 5%

2,428 北海道 帯広市 豚丼のはなとかち サービス 飲食業 5%

2,429 北海道 帯広市 フットケアハウス・パウゼ サービス その他サービス 5%

2,430 北海道 帯広市 プティ　ジャルダン サービス 飲食業 5%

2,431 北海道 帯広市 ブライダルプラザ衣舞 サービス その他サービス 5%

2,432 北海道 帯広市 ブラウニー サービス 飲食業 5%

2,433 北海道 帯広市 Ｐｌｏｕｇｈ　Ｐｌｓ 小売業 衣料品 5%

2,434 北海道 帯広市 プラザ帯広 小売業 電化製品 5%

2,435 北海道 帯広市 Ｂｒａｔｓ　帯広店 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,436 北海道 帯広市 Ｂｒａｔｓ　西帯広店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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2,437 北海道 帯広市 フラワーショップいしざか　西１２条店 小売業 その他小売 5%

2,438 北海道 帯広市 フラワーショップいしざか　長崎屋店 小売業 その他小売 5%

2,439 北海道 帯広市 プレイヤーズ 小売業 家具・調度品 5%

2,440 北海道 帯広市 ヘアーサロン＆エステティックオーハラカットカラーパーマ等 サービス 理容・美容業 5%

2,441 北海道 帯広市 平和園 サービス 飲食業 5%

2,442 北海道 帯広市 平和園 サービス 飲食業 5%

2,443 北海道 帯広市 平和園　東銀座店 サービス 飲食業 5%

2,444 北海道 帯広市 平和園　緑ヶ丘店 サービス 飲食業 5%

2,445 北海道 帯広市 ペニーレーン サービス 飲食業 5%

2,446 北海道 帯広市 ヘルスバンク美容部 サービス 理容・美容業 5%

2,447 北海道 帯広市 細野米穀 小売業 食料品 5%

2,448 北海道 帯広市 ほたる帯広駅前店 サービス 飲食業 5%

2,449 北海道 帯広市 北海道ホテル サービス 宿泊業 5%

2,450 北海道 帯広市 北海道新聞北部　繁田販売所 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

2,451 北海道 帯広市 北海道ホテル サービス 宿泊業 5%

2,452 北海道 帯広市 ホテルアルムオビヒロミナミ サービス 宿泊業 5%

2,453 北海道 帯広市 ホテルエリアワン帯広 サービス 宿泊業 5%

2,454 北海道 帯広市 ホテルニューオビヒロ サービス 宿泊業 5%

2,455 北海道 帯広市 ＨＯＴＥＬＮＵＰＫＡ サービス 飲食業 5%

2,456 北海道 帯広市 ホテルヌプカ サービス 宿泊業 5%

2,457 北海道 帯広市 ホテルパコ帯広３ サービス 宿泊業 5%

2,458 北海道 帯広市 ホテルパコ帯広２ サービス 宿泊業 5%

2,459 北海道 帯広市 ホテルやまこ サービス 飲食業 5%

2,460 北海道 帯広市 ホワイト急便　帯広春駒通店 サービス その他サービス 5%

2,461 北海道 帯広市 ホワイト急便　帯広工場前店 サービス その他サービス 5%

2,462 北海道 帯広市 ホワイト急便　西９条南１４丁目店 サービス その他サービス 5%

2,463 北海道 帯広市 Ｂｏｎ ｔ?ｔｅ ｈａｉｒ   ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

2,464 北海道 帯広市 本社 小売業 その他小売 2%

2,465 北海道 帯広市 ホンダカーズ帯広中央　西２２条店 サービス その他サービス 5%

2,466 北海道 帯広市 マイ　コスメティツク　ハウス　キュア 小売業 家具・調度品 5%

2,467 北海道 帯広市 マクドナルド帯広イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

2,468 北海道 帯広市 マクドナルド帯広西５条店 サービス 飲食業 2%

2,469 北海道 帯広市 マクドナルド帯広柏林台店 サービス 飲食業 2%

2,470 北海道 帯広市 ｍａｊｏｒｉｔｙ　ｍｉｎｏｒｉｔｙ サービス 理容・美容業 5%

2,471 北海道 帯広市 増山商会ピアザフクハラ西１８条店 小売業 その他小売 5%

2,472 北海道 帯広市 増山商会ピアザフクハラ西帯広店 小売業 その他小売 5%

2,473 北海道 帯広市 丸安　森石材 サービス その他サービス 5%

2,474 北海道 帯広市 ｍｅｔｅｏｒ【ミーティア】 サービス 理容・美容業 5%

2,475 北海道 帯広市 メークイン産業株式会社空港店 小売業 食料品 5%

2,476 北海道 帯広市 メガネの愛和 小売業 家具・調度品 5%

2,477 北海道 帯広市 めがねの水晶堂白樺店 小売業 衣料品 5%

2,478 北海道 帯広市 めがねの水晶堂本店 小売業 衣料品 5%
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2,479 北海道 帯広市 めがね　補聴器専門店　水晶堂　白樺店 小売業 その他小売 5%

2,480 北海道 帯広市 メナード化粧品　帯広中央代行店 小売業 その他小売 5%

2,481 北海道 帯広市 ＭＥＮ’Ｓ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

2,482 北海道 帯広市 焼肉専門店さん臓 サービス 飲食業 5%

2,483 北海道 帯広市 ヤキニクヤ　肉のさん臓　別邸 サービス 飲食業 5%

2,484 北海道 帯広市 ＹＡＮＡＧＩ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

2,485 北海道 帯広市 山の猿帯広駅前店 サービス 飲食業 5%

2,486 北海道 帯広市 山の猿南町店 サービス 飲食業 5%

2,487 北海道 帯広市 ＪＭ／有限会社フローリスト花ごよみ 小売業 その他小売 5%

2,488 北海道 帯広市 ［ＨＣ］有限会社きくち電器 小売業 電化製品 5%

2,489 北海道 帯広市 有限会社京屋呉服店 小売業 衣料品 5%

2,490 北海道 帯広市 株式会社ゆうせいシステムサポート サービス その他サービス 5%

2,491 北海道 帯広市 遊美館 やきにく遊美館 サービス 飲食業 5%

2,492 北海道 帯広市 ユニライフ　オビヒロ 小売業 食料品 5%

2,493 北海道 帯広市 ＲＡＧＣＩＥ サービス 理容・美容業 5%

2,494 北海道 帯広市 ＲＡＧＣＩＥ サービス 理容・美容業 5%

2,495 北海道 帯広市 ラファエルコーポレーション サービス その他サービス 5%

2,496 北海道 帯広市 Ｒｅｎｄｅｚｖｏｕｓ 小売業 その他小売 5%

2,497 北海道 帯広市 リカーショップニタイラ 小売業 食料品 5%

2,498 北海道 帯広市 ＲＩＣＯＬＯＲＥ　ＲＩＣＯＬＯＲＥ サービス 飲食業 5%

2,499 北海道 帯広市 リサイクルアウトレットちょいす 小売業 その他小売 5%

2,500 北海道 帯広市 柳月 小売業 食料品 5%

2,501 北海道 帯広市 柳月　イオン店 小売業 食料品 5%

2,502 北海道 帯広市 柳月　大通店 小売業 食料品 5%

2,503 北海道 帯広市 柳月　トスカチーナ 小売業 食料品 5%

2,504 北海道 帯広市 柳月　フクハラ西帯広店 小売業 食料品 5%

2,505 北海道 帯広市 柳月　ＭＥＧＡドンキホーテ西帯広店 小売業 食料品 5%

2,506 北海道 帯広市 柳月　フクハラ西１８条店 小売業 食料品 5%

2,507 北海道 帯広市 リラクゼーション整体 フットせきぐち本店 サービス その他サービス 5%

2,508 北海道 帯広市 株式会社ルワード　旅の便利屋 サービス その他サービス 5%

2,509 北海道 帯広市 レストラン職人気質 サービス 飲食業 5%

2,510 北海道 帯広市 レストランまなべ サービス 飲食業 5%

2,511 北海道 帯広市 ＬＥＲＡ サービス 理容・美容業 5%

2,512 北海道 帯広市 ワークハンター帯広 小売業 その他小売 5%

2,513 北海道 帯広市 ＹＣＹＮ 小売業 衣料品 5%

2,514 北海道 帯広市 ワイン食堂ブォーノヴィーノ サービス 飲食業 5%

2,515 北海道 帯広市 ワインプラザ　カワイ 小売業 食料品 5%

2,516 北海道 帯広市 ワンワンテイル サービス その他サービス 5%

2,517 北海道 小平町 鬼鹿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,518 北海道 小平町 達布ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,519 北海道 小平町 セブン－イレブン留萌小平店 小売業 食料品 2%

2,520 北海道 上川町 アルパインリバーガイド サービス その他サービス 5%
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2,521 北海道 上川町 梶沼商会 サービス その他サービス 5%

2,522 北海道 上川町 上川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,523 北海道 上川町 上川国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,524 北海道 上川町 上川栄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,525 北海道 上川町 セブン－イレブン上川層雲峡店 小売業 食料品 2%

2,526 北海道 上川町 セブン－イレブン上川町店 小売業 食料品 2%

2,527 北海道 上川町 北の森ガーデン サービス 飲食業 5%

2,528 北海道 上川町 クメ電器有限会社 小売業 電化製品 5%

2,529 北海道 上川町 スーパーいろは 小売業 その他小売 5%

2,530 北海道 上川町 層雲閣グランドホテル サービス 宿泊業 5%

2,531 北海道 上川町 層雲峡温泉　朝陽リゾートホテル サービス 宿泊業 5%

2,532 北海道 上川町 層雲峡　朝陽亭 サービス 宿泊業 5%

2,533 北海道 上川町 層雲峡プリンスホテル朝陽亭 サービス 宿泊業 5%

2,534 北海道 上川町 大雪つりぼり サービス 飲食業 5%

2,535 北海道 上川町 朝陽リゾートホテル サービス 宿泊業 5%

2,536 北海道 上川町 ビアグリルキャニオン　ビアグリルキャニオン サービス 飲食業 5%

2,537 北海道 上川町 ホテルクモイ サービス 宿泊業 5%

2,538 北海道 上川町 ホテル大雪 サービス 宿泊業 5%

2,539 北海道 上川町 ［ＨＣ］有限会社電器のたかはし 小売業 電化製品 5%

2,540 北海道 上川町 ユーカラ　層雲峡店 小売業 家具・調度品 5%

2,541 北海道 上士幌町 上士幌ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,542 北海道 上士幌町 上士幌ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,543 北海道 上士幌町 セブンーイレブン上士幌町店 小売業 食料品 2%

2,544 北海道 上士幌町 とかちＴＰＧ上士幌はなふさ 小売業 電化製品 5%

2,545 北海道 上士幌町 十勝養蜂園 小売業 食料品 5%

2,546 北海道 上士幌町 糠平温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

2,547 北海道 上士幌町 糠平温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

2,548 北海道 上士幌町 糠平館観光ホテル サービス 宿泊業 5%

2,549 北海道 上士幌町 花房電気器具店 小売業 電化製品 5%

2,550 北海道 上士幌町 東大雪ぬかびらユースホステル サービス 宿泊業 5%

2,551 北海道 上士幌町 ピザとワインの店パピリカ サービス 飲食業 5%

2,552 北海道 上士幌町 ファミリーストア　なかじま 小売業 その他小売 5%

2,553 北海道 上砂川町 上砂川 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,554 北海道 上砂川町 サンコー上砂川店 小売業 その他小売 5%

2,555 北海道 上ノ国町 出光上ノ国ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,556 北海道 上ノ国町 扇石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,557 北海道 上ノ国町 トライマート 小売業 その他小売 5%

2,558 北海道 上ノ国町 日石扇石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,559 北海道 上富良野町 アイル美容室 サービス 理容・美容業 5%

2,560 北海道 上富良野町 アクトショップ 小売業 その他小売 5%

2,561 北海道 上富良野町 印藤電器 小売業 電化製品 5%

2,562 北海道 上富良野町 株式会社大道時計楽器店 小売業 電化製品 5%
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2,563 北海道 上富良野町 上富良野　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,564 北海道 上富良野町 セブン－イレブン上富良野栄町店 小売業 食料品 2%

2,565 北海道 上富良野町 セブンーイレブン上富良野東町店 小売業 食料品 2%

2,566 北海道 上富良野町 けむり屋 小売業 食料品 5%

2,567 北海道 上富良野町 けむり屋のホットドッグ屋さん サービス 飲食業 5%

2,568 北海道 上富良野町 ＫｏｕｂｏｕＦＵＴＡＢＡ 小売業 家具・調度品 5%

2,569 北海道 上富良野町 ｓｅａｇｅｎｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

2,570 北海道 上富良野町 鈴喜福太郎 サービス 飲食業 5%

2,571 北海道 上富良野町 鈴喜福太朗 サービス 飲食業 5%

2,572 北海道 上富良野町 大地の宿　じょう舎 サービス 宿泊業 5%

2,573 北海道 上富良野町 旅の宿ステラ サービス 宿泊業 5%

2,574 北海道 上富良野町 ネイルサロン　マリアン サービス その他サービス 5%

2,575 北海道 上富良野町 バーデン上富良野 サービス 宿泊業 5%

2,576 北海道 上富良野町 株式会社サリュー 小売業 その他小売 5%

2,577 北海道 上富良野町 パリ理容院 サービス 理容・美容業 5%

2,578 北海道 上富良野町 ひがしなか厨房　建蔵 サービス 飲食業 5%

2,579 北海道 上富良野町 富良野　思惟林 サービス 宿泊業 5%

2,580 北海道 上富良野町 フラノカフェ サービス 飲食業 5%

2,581 北海道 上富良野町 フラワーショップ　ポレール　上富良野店 小売業 その他小売 5%

2,582 北海道 上富良野町 フロンティアフラヌイ温泉 サービス 宿泊業 5%

2,583 北海道 上富良野町 松井薬局 小売業 その他小売 5%

2,584 北海道 上富良野町 雅野広川呉服店 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,585 北海道 上富良野町 メガネのムラオカ 小売業 その他小売 5%

2,586 北海道 上富良野町 ヤクルト北北海道 上富良野センター 小売業 食料品 5%

2,587 北海道 上富良野町 ヤクルト北北海道 上富良野サロン 小売業 食料品 5%

2,588 北海道 上富良野町 有限会社立松自動車工業 サービス その他サービス 2%

2,589 北海道 上富良野町 陸上自衛隊上富良野駐屯地ＰＸ売店 小売業 その他小売 5%

2,590 北海道 神恵内村 ＳＰＲ綱城荘神恵内 サービス 宿泊業 5%

2,591 北海道 木古内町 Ｈ’ｓタイヤサービス 小売業 その他小売 5%

2,592 北海道 木古内町 木古内の坊孝行餅本舗末廣庵 小売業 食料品 5%

2,593 北海道 木古内町 キモトデンキ 小売業 電化製品 5%

2,594 北海道 木古内町 トヨタカローラ函館　木古内営業所 小売業 その他小売 5%

2,595 北海道 木古内町 トヨタカローラ函館木古内店 小売業 その他小売 5%

2,596 北海道 木古内町 ネッツトヨタ函館　木古内店 小売業 その他小売 5%

2,597 北海道 木古内町 函館トヨタ自動車木古内店 小売業 その他小売 5%

2,598 北海道 木古内町 函館トヨペット木古内店 小売業 その他小売 5%

2,599 北海道 木古内町 Ｈａｉｒ　ｃｈｏｋｏ サービス 理容・美容業 5%

2,600 北海道 木古内町 ペットハウスＱＯＯ 小売業 その他小売 5%

2,601 北海道 北広島市 アイックス　北広島店 小売業 ガソリンスタンド 5%

2,602 北海道 北広島市 出光ＡＩＸセルフ北広島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,603 北海道 北広島市 出光北広島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,604 北海道 北広島市 ウイング サービス その他サービス 5%
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2,605 北海道 北広島市 ヘアサロンｕｔｏｃａ サービス 理容・美容業 5%

2,606 北海道 北広島市 エクセル美容室 サービス 理容・美容業 5%

2,607 北海道 北広島市 エース大曲店 サービス その他サービス 5%

2,608 北海道 北広島市 エムテック サービス その他サービス 5%

2,609 北海道 北広島市 オートパル本社 小売業 その他小売 5%

2,610 北海道 北広島市 大曲インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,611 北海道 北広島市 株式会社安寿真 サービス 飲食業 5%

2,612 北海道 北広島市 オカモトサイクル 小売業 その他小売 5%

2,613 北海道 北広島市 かくれ家 小売業 衣料品 5%

2,614 北海道 北広島市 カーサポートケーティ サービス その他サービス 5%

2,615 北海道 北広島市 ［ＨＣ］株式会社ＬＥ 小売業 電化製品 5%

2,616 北海道 北広島市 株式会社菱友 札幌北広島支店 小売業 その他小売 5%

2,617 北海道 北広島市 カラオケ歌屋　北広島店 サービス その他サービス 5%

2,618 北海道 北広島市 セブン－イレブン北広島駅前店 小売業 食料品 2%

2,619 北海道 北広島市 セブン－イレブン北広島大曲中央店 小売業 食料品 2%

2,620 北海道 北広島市 北広島自動車学校 サービス その他サービス 5%

2,621 北海道 北広島市 セブン－イレブン北広島美沢店 小売業 食料品 2%

2,622 北海道 北広島市 セブン－イレブン北広島三井アウトレットパーク店 小売業 食料品 2%

2,623 北海道 北広島市 京田屋　北広島店 小売業 食料品 5%

2,624 北海道 北広島市 クラーク自動車 小売業 その他小売 5%

2,625 北海道 北広島市 グラスイズム　インターヴィレッジ大曲店 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,626 北海道 北広島市 グラスイズム　大曲店 小売業 その他小売 5%

2,627 北海道 北広島市 幸来タクシー サービス その他サービス 5%

2,628 北海道 北広島市 コープトラベル　エルフィン店 サービス その他サービス 5%

2,629 北海道 北広島市 コ－セ－電器 小売業 電化製品 5%

2,630 北海道 北広島市 シカ肉レストラン　あぷかの森 サービス 飲食業 5%

2,631 北海道 北広島市 ショッピング北広 小売業 その他小売 5%

2,632 北海道 北広島市 スイートデコレーション　大曲店 小売業 家具・調度品 5%

2,633 北海道 北広島市 スタンプマート２１　北広島店 小売業 その他小売 5%

2,634 北海道 北広島市 タイヤショップ札夕 小売業 その他小売 5%

2,635 北海道 北広島市 株式会社　竹村商店 小売業 食料品 5%

2,636 北海道 北広島市 （有）タニグチ 小売業 家具・調度品 5%

2,637 北海道 北広島市 道新　南販売所 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

2,638 北海道 北広島市 トヨタレンタリース札幌北広島インター店 サービス その他サービス 2%

2,639 北海道 北広島市 ドリームホビー　札幌店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

2,640 北海道 北広島市 日本メナード株式会社 サービス 理容・美容業 5%

2,641 北海道 北広島市 ピザテン・フォー　北海道北広島店　２ サービス その他サービス 5%

2,642 北海道 北広島市 ビックリッキー　大曲店 小売業 食料品 5%

2,643 北海道 北広島市 ファイテンショップインターヴィレッジ大曲 小売業 その他小売 5%

2,644 北海道 北広島市 フラワーショップ　いしざか　大曲店 小売業 その他小売 5%

2,645 北海道 北広島市 ｆｌｅｕｒ－’ｅ 小売業 その他小売 5%

2,646 北海道 北広島市 ヘアーショップ　ドルフィン サービス 理容・美容業 5%
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2,647 北海道 北広島市 Ｈａｉｒ’ｓ　ｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

2,648 北海道 北広島市 ヘアデザインオレンジ サービス 理容・美容業 5%

2,649 北海道 北広島市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　大曲 サービス 理容・美容業 5%

2,650 北海道 北広島市 北海道フルカワ商事 小売業 衣料品 5%

2,651 北海道 北広島市 本と文具のみなみ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

2,652 北海道 北広島市 丸畑家具センター　北広島店 小売業 家具・調度品 5%

2,653 北海道 北広島市 メガネサロンルック　北広島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,654 北海道 北広島市 メナード化粧品大曲光代行店 サービス 理容・美容業 5%

2,655 北海道 北広島市 やすだ動物病院 サービス その他サービス 5%

2,656 北海道 北広島市 山田石油株式会社 小売業 その他小売 5%

2,657 北海道 北広島市 山根園ウエストヒル　森のゆ サービス その他サービス 5%

2,658 北海道 北広島市 ゆうりら サービス 理容・美容業 5%

2,659 北海道 北広島市 良寿し サービス 飲食業 5%

2,660 北海道 北広島市 理容のタカハシ サービス 理容・美容業 5%

2,661 北海道 北広島市 ルート２７４西の里 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,662 北海道 北広島市 フリーウェイ輪厚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,663 北海道 北見市 アーバンコンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

2,664 北海道 北見市 アールモンドヘアー サービス 理容・美容業 5%

2,665 北海道 北見市 愛車舘 小売業 その他小売 5%

2,666 北海道 北見市 相内自工 サービス その他サービス 5%

2,667 北海道 北見市 アイミックスコレクション 小売業 その他小売 5%

2,668 北海道 北見市 旭川トヨタ自動車レクサスＣＰＯ北見 小売業 その他小売 5%

2,669 北海道 北見市 旭川トヨタ自動車北見店 小売業 その他小売 5%

2,670 北海道 北見市 アトリエロンド サービス 理容・美容業 5%

2,671 北海道 北見市 いっこん家 サービス 飲食業 5%

2,672 北海道 北見市 出光大通東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,673 北海道 北見市 出光温根湯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,674 北海道 北見市 出光北光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,675 北海道 北見市 出光留辺蘂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,676 北海道 北見市 いなほ硝子工房 小売業 衣料品 5%

2,677 北海道 北見市 ウィルオート サービス その他サービス 5%

2,678 北海道 北見市 ウエストビレッヂダイセー サービス その他サービス 5%

2,679 北海道 北見市 うえまつ洋品店 小売業 衣料品 5%

2,680 北海道 北見市 羽前屋 小売業 食料品 5%

2,681 北海道 北見市 蘊蓄 サービス 飲食業 5%

2,682 北海道 北見市 エフユニット　北見店 小売業 衣料品 5%

2,683 北海道 北見市 Ｍ＋ｍ 小売業 衣料品 5%

2,684 北海道 北見市 えらばれ屋 小売業 その他小売 5%

2,685 北海道 北見市 大江本家 サービス 宿泊業 5%

2,686 北海道 北見市 オートアクセス白石 サービス その他サービス 5%

2,687 北海道 北見市 大友タイヤ 小売業 その他小売 5%

2,688 北海道 北見市 オーランドヘア サービス 理容・美容業 5%
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2,689 北海道 北見市 温根湯ホテル四季平安の館 サービス 宿泊業 5%

2,690 北海道 北見市 カーショップＺＯＯＭ 小売業 その他小売 5%

2,691 北海道 北見市 カーズ本保 サービス その他サービス 5%

2,692 北海道 北見市 介護ショップこばやし 小売業 その他小売 5%

2,693 北海道 北見市 かがや電器 小売業 電化製品 5%

2,694 北海道 北見市 かくい呉服店 小売業 衣料品 5%

2,695 北海道 北見市 家具のハセガワ 小売業 家具・調度品 5%

2,696 北海道 北見市 花月 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,697 北海道 北見市 カスタムガレージスラム 小売業 衣料品 5%

2,698 北海道 北見市 花鳥風月 サービス 飲食業 5%

2,699 北海道 北見市 かつ徳北見店 サービス 飲食業 5%

2,700 北海道 北見市 カフェ＆レストラン　サンセットテラス　花薄荷 サービス 飲食業 5%

2,701 北海道 北見市 ガモウ　北見支店 小売業 その他小売 5%

2,702 北海道 北見市 カラオケ歌屋　北見西富店 サービス その他サービス 5%

2,703 北海道 北見市 カラオケ歌屋　北見緑町店 サービス その他サービス 5%

2,704 北海道 北見市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋北見国道３９号店 サービス 飲食業 2%

2,705 北海道 北見市 ＧＡＲＡＧＥ１１０ サービス その他サービス 5%

2,706 北海道 北見市 いなかふぇ　たんの　木倉屋 サービス 飲食業 5%

2,707 北海道 北見市 きたせきカーケアセンター サービス その他サービス 5%

2,708 北海道 北見市 北中電気 小売業 電化製品 5%

2,709 北海道 北見市 キタミ サービス その他サービス 5%

2,710 北海道 北見市 セブン－イレブン北見大通東３丁目店 小売業 食料品 2%

2,711 北海道 北見市 北見大町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,712 北海道 北見市 セブン－イレブン北見川東店 小売業 食料品 2%

2,713 北海道 北見市 セブン－イレブン北見北四条店 小売業 食料品 2%

2,714 北海道 北見市 セブン－イレブン北見銀河橋店 小売業 食料品 2%

2,715 北海道 北見市 北味グルメランド治助 サービス 飲食業 5%

2,716 北海道 北見市 セブン－イレブン北見高栄西町店 小売業 食料品 2%

2,717 北海道 北見市 セブン－イレブン北見桜町店 小売業 食料品 2%

2,718 北海道 北見市 セブン－イレブン北見春光町店 小売業 食料品 2%

2,719 北海道 北見市 セブン－イレブン北見末広町店 小売業 食料品 2%

2,720 北海道 北見市 北見スズキ サービス その他サービス 5%

2,721 北海道 北見市 北見赤十字（衛材）病院売店 小売業 その他小売 5%

2,722 北海道 北見市 北見セントラルホテル サービス 宿泊業 5%

2,723 北海道 北見市 北見卓球スクール サービス その他サービス 5%

2,724 北海道 北見市 セブン－イレブン北見中央町店 小売業 食料品 2%

2,725 北海道 北見市 北見店 小売業 その他小売 5%

2,726 北海道 北見市 北見道新文化センター サービス その他サービス 5%

2,727 北海道 北見市 セブン－イレブン北見東陵町店 小売業 食料品 2%

2,728 北海道 北見市 北見東和ホテル サービス 宿泊業 5%

2,729 北海道 北見市 北見トヨペット株式会社　本社サービスセンター 小売業 その他小売 5%

2,730 北海道 北見市 北見トヨペット株式会社　留辺蘂店 小売業 その他小売 5%

67



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

2,731 北海道 北見市 北見トヨペット本社サービスセンター 小売業 その他小売 5%

2,732 北海道 北見市 北見トヨペット留辺蘂店 小売業 その他小売 5%

2,733 北海道 北見市 セブン－イレブン北見トラック団地店 小売業 食料品 2%

2,734 北海道 北見市 セブン－イレブン北見とん田西店 小売業 食料品 2%

2,735 北海道 北見市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ北見屯田西町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,736 北海道 北見市 セブン－イレブン北見とん田東町店 小売業 食料品 2%

2,737 北海道 北見市 ＤＤ北見西店 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,738 北海道 北見市 北見西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,739 北海道 北見市 セブン－イレブン北見西５号線店 小売業 食料品 2%

2,740 北海道 北見市 北見ピアソンホテル サービス 宿泊業 5%

2,741 北海道 北見市 北見東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,742 北海道 北見市 北見東相内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,743 北海道 北見市 セブン－イレブン北見東１０号線店 小売業 食料品 2%

2,744 北海道 北見市 北見プラザホテル サービス 宿泊業 5%

2,745 北海道 北見市 セブン－イレブン北見文京町店 小売業 食料品 2%

2,746 北海道 北見市 セブン－イレブン北見北進町店 小売業 食料品 2%

2,747 北海道 北見市 セブン－イレブン北見美園店 小売業 食料品 2%

2,748 北海道 北見市 セブン－イレブン北見緑ヶ丘店 小売業 食料品 2%

2,749 北海道 北見市 セブン－イレブン北見緑町店 小売業 食料品 2%

2,750 北海道 北見市 セブン－イレブン北見南大通店 小売業 食料品 2%

2,751 北海道 北見市 北見美芳町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,752 北海道 北見市 セブン－イレブン北見三輪店 小売業 食料品 2%

2,753 北海道 北見市 セブン－イレブン北見無加川店 小売業 食料品 2%

2,754 北海道 北見市 北見本町 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,755 北海道 北見市 北見ヤクルト販売　小泉センター 小売業 食料品 5%

2,756 北海道 北見市 北見ヤクルト販売　中の島センター 小売業 食料品 5%

2,757 北海道 北見市 北見ヤクルト販売　高栄センター 小売業 食料品 5%

2,758 北海道 北見市 北見ヤクルト販売　三輪センター 小売業 食料品 5%

2,759 北海道 北見市 北見ヤクルト販売　留辺蘂センター 小売業 食料品 5%

2,760 北海道 北見市 セブン－イレブン北見山下通り店 小売業 食料品 2%

2,761 北海道 北見市 きつい商会 小売業 電化製品 5%

2,762 北海道 北見市 キャトルジョイ 小売業 衣料品 5%

2,763 北海道 北見市 キャロット 小売業 その他小売 5%

2,764 北海道 北見市 休養村センター サービス その他サービス 5%

2,765 北海道 北見市 キリヤ釣具店 小売業 その他小売 5%

2,766 北海道 北見市 銀座ヨシノヤ 小売業 その他小売 5%

2,767 北海道 北見市 金星北見ハイヤー　本社営業所 サービス その他サービス 5%

2,768 北海道 北見市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ北見店 小売業 その他小売 5%

2,769 北海道 北見市 ＱＵＥＥＮ　ＪＥＷＥＬ サービス 理容・美容業 5%

2,770 北海道 北見市 Ｑｕｉｎｔ サービス 理容・美容業 5%

2,771 北海道 北見市 Ｃｏｏｋ　ｓｏｎｉａ サービス 理容・美容業 5%

2,772 北海道 北見市 クルマ買取　カーボーイ　マークス サービス その他サービス 5%
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2,773 北海道 北見市 桑原電装 小売業 その他小売 5%

2,774 北海道 北見市 合同会社ＧＲＡＣＥ サービス その他サービス 5%

2,775 北海道 北見市 合同会社メディアクリエイト サービス その他サービス 5%

2,776 北海道 北見市 コープトラベル　みわ店 サービス その他サービス 5%

2,777 北海道 北見市 個室居酒屋 だん サービス 飲食業 5%

2,778 北海道 北見市 （個人）黒川タクシー サービス 運輸業 5%

2,779 北海道 北見市 コーチャンフォー北見店書籍 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

2,780 北海道 北見市 コーチャンフォー北見店文具 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

2,781 北海道 北見市 コーチャンフォー北見店ミュージック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

2,782 北海道 北見市 ゴトー車輌サービス サービス その他サービス 5%

2,783 北海道 北見市 小林印刷 サービス その他サービス 5%

2,784 北海道 北見市 コミュニティプラザパラボ 小売業 その他小売 5%

2,785 北海道 北見市 株式会社小柳中央堂 サービス その他サービス 5%

2,786 北海道 北見市 小柳仏壇店 小売業 その他小売 5%

2,787 北海道 北見市 サイクルショップのむら商会 小売業 その他小売 5%

2,788 北海道 北見市 坂本ホーマ　三輪店 小売業 その他小売 5%

2,789 北海道 北見市 サキナビューティーラウンジ北見 小売業 その他小売 5%

2,790 北海道 北見市 作業服屋さん柏陽店 小売業 衣料品 5%

2,791 北海道 北見市 作業服屋さん三輪店 小売業 衣料品 5%

2,792 北海道 北見市 札幌ラーメン鳳龍 サービス 飲食業 5%

2,793 北海道 北見市 佐藤自工 サービス その他サービス 5%

2,794 北海道 北見市 佐野電器商会ハイテック 小売業 電化製品 5%

2,795 北海道 北見市 サムライ サービス 飲食業 5%

2,796 北海道 北見市 ＳＡＵ 小売業 衣料品 5%

2,797 北海道 北見市 ｓａｌｏｏｎ　ｂａｒ　ｋｕｋｕｍ サービス 飲食業 5%

2,798 北海道 北見市 サロマ湖鶴雅リゾート サービス 宿泊業 5%

2,799 北海道 北見市 サロン・ド・グロウ北見店 小売業 衣料品 5%

2,800 北海道 北見市 サンユニフォーム 小売業 衣料品 5%

2,801 北海道 北見市 シェレーヌエステティック北見店 サービス 理容・美容業 5%

2,802 北海道 北見市 茂藤スポーツ 小売業 その他小売 5%

2,803 北海道 北見市 シバヤマ電器 小売業 電化製品 5%

2,804 北海道 北見市 Ｊａｇｕａ　ＳＴＵＤｉＯ 小売業 その他小売 5%

2,805 北海道 北見市 車検の速太郎 サービス その他サービス 5%

2,806 北海道 北見市 酒肴彩縁　ＭＡＳＡ サービス 飲食業 5%

2,807 北海道 北見市 ショッピングえいじろう 小売業 その他小売 5%

2,808 北海道 北見市 白樺 小売業 衣料品 5%

2,809 北海道 北見市 新日本補聴器センター北見店 小売業 その他小売 5%

2,810 北海道 北見市 瀋陽飯店 サービス 飲食業 5%

2,811 北海道 北見市 末久工販 小売業 その他小売 5%

2,812 北海道 北見市 鈴木サイクル商会 小売業 その他小売 5%

2,813 北海道 北見市 鈴木サイクル三輪店 鈴木サイクル三輪店 小売業 その他小売 5%

2,814 北海道 北見市 ＳＵＺＵＴＡＮ端野東武店 小売業 衣料品 5%
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2,815 北海道 北見市 ＳＴＵＤＹ　１０１ 小売業 衣料品 5%

2,816 北海道 北見市 スマートリフォーム サービス その他サービス 5%

2,817 北海道 北見市 炭焼豚丼　源 サービス 飲食業 5%

2,818 北海道 北見市 スリラーカラオケ　北見店 サービス その他サービス 5%

2,819 北海道 北見市 ＳＷＲＤ　ＨＡＩＲＭＡＫＥＳ サービス 理容・美容業 5%

2,820 北海道 北見市 清月 小売業 食料品 5%

2,821 北海道 北見市 清月　屯田支店 小売業 食料品 5%

2,822 北海道 北見市 清月屯田支店 小売業 食料品 5%

2,823 北海道 北見市 石北民芸舎 サービス その他サービス 5%

2,824 北海道 北見市 セピア 小売業 その他小売 5%

2,825 北海道 北見市 セルフ北見大通店 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,826 北海道 北見市 爽活サービス サービス その他サービス 5%

2,827 北海道 北見市 相互車輌工業 サービス その他サービス 5%

2,828 北海道 北見市 タイムステーションＮＥＯイオン北見店 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,829 北海道 北見市 タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

2,830 北海道 北見市 高橋商店 小売業 その他小売 5%

2,831 北海道 北見市 滝本自動車 サービス その他サービス 5%

2,832 北海道 北見市 ダックショップたかはし 小売業 その他小売 5%

2,833 北海道 北見市 田中電器 小売業 電化製品 5%

2,834 北海道 北見市 ＷＭＨ 小売業 衣料品 5%

2,835 北海道 北見市 ＷＭＨ 小売業 その他小売 5%

2,836 北海道 北見市 セブン－イレブン端野町店 小売業 食料品 2%

2,837 北海道 北見市 たんの動物病院 サービス その他サービス 5%

2,838 北海道 北見市 ｃｈｅｒｒｙｃｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

2,839 北海道 北見市 土田ボデー工業 サービス その他サービス 5%

2,840 北海道 北見市 テニスカプセル・オンライン 小売業 その他小売 5%

2,841 北海道 北見市 道新きくち販売所 小売業 その他小売 5%

2,842 北海道 北見市 道東カイロプラクティックオフィス サービス 理容・美容業 5%

2,843 北海道 北見市 東武イーストモール 小売業 その他小売 5%

2,844 北海道 北見市 ＪＭ／時計台補聴器センター北見店 小売業 その他小売 5%

2,845 北海道 北見市 時計・宝飾　オバタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,846 北海道 北見市 時計・宝石・眼鏡　タマル 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,847 北海道 北見市 常呂 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,848 北海道 北見市 セブン－イレブン常呂南町店 小売業 食料品 2%

2,849 北海道 北見市 トヨタカローラ北見 小売業 その他小売 5%

2,850 北海道 北見市 トヨタカローラ北見北見本店 小売業 その他小売 5%

2,851 北海道 北見市 トヨタカローラ北見東相内ＢＰ店 小売業 その他小売 5%

2,852 北海道 北見市 トヨタ部品北海道共販北見支社 サービス その他サービス 5%

2,853 北海道 北見市 トヨタレンタリース北見北見店 サービス その他サービス 2%

2,854 北海道 北見市 ドリームマーケット 小売業 その他小売 5%

2,855 北海道 北見市 ニッセンシェイプ　サロン　アプローズ 小売業 衣料品 5%

2,856 北海道 北見市 ニッセンシェイプ・サロン　ＣＥＣＩＬ 小売業 衣料品 5%
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2,857 北海道 北見市 ニューマルサカ 小売業 衣料品 5%

2,858 北海道 北見市 ＮａｉｌＳａｌｏｎ　Ｆｒｅｎｃｈ サービス その他サービス 5%

2,859 北海道 北見市 ＮＡＩＬＳＡＬＯＮ＆ＳＣＨＯＯＬ　ＦＲＥＮＣＨ サービス 理容・美容業 5%

2,860 北海道 北見市 ネイルサロンｆｉｅｓｔａ サービス その他サービス 5%

2,861 北海道 北見市 ネッツトヨタ北見北見店 小売業 その他小売 5%

2,862 北海道 北見市 ネッツトヨタ北見店 小売業 その他小売 5%

2,863 北海道 北見市 ネッツトヨタ北見マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

2,864 北海道 北見市 野付牛自動車学校 サービス その他サービス 5%

2,865 北海道 北見市 ノルド動物病院 サービス その他サービス 5%

2,866 北海道 北見市 のんき サービス 飲食業 5%

2,867 北海道 北見市 パークヒルズ サービス 宿泊業 5%

2,868 北海道 北見市 バークレイ 小売業 衣料品 5%

2,869 北海道 北見市 ハードウェアＹＡＭＡＤＡ 小売業 その他小売 5%

2,870 北海道 北見市 配送 小売業 その他小売 2%

2,871 北海道 北見市 バックウォーター 小売業 その他小売 5%

2,872 北海道 北見市 パナプラザふじい 小売業 電化製品 5%

2,873 北海道 北見市 パラソル 小売業 衣料品 5%

2,874 北海道 北見市 株式会社　パル　ウォーク 小売業 衣料品 5%

2,875 北海道 北見市 パルウォーク 小売業 衣料品 5%

2,876 北海道 北見市 ＢＭＯ北見店 小売業 衣料品 5%

2,877 北海道 北見市 ピース薬局 小売業 その他小売 5%

2,878 北海道 北見市 ビーフリー 小売業 その他小売 5%

2,879 北海道 北見市 ＨＥＲＯＥＳＰＡＲＫ サービス その他サービス 5%

2,880 北海道 北見市 ピザテン・フォー　北見大通店　２ サービス その他サービス 5%

2,881 北海道 北見市 ＢＩＳＴＯＲＯＴＲＵＮＫ サービス 飲食業 5%

2,882 北海道 北見市 ビックマイカー サービス その他サービス 5%

2,883 北海道 北見市 ビックリッキー夕陽ヶ丘 小売業 その他小売 5%

2,884 北海道 北見市 びっくりドンキー北見店 サービス 飲食業 2%

2,885 北海道 北見市 美白の湯宿大江本家 サービス 宿泊業 5%

2,886 北海道 北見市 美容室リブレット サービス 理容・美容業 5%

2,887 北海道 北見市 フアクトリ越湖 小売業 衣料品 5%

2,888 北海道 北見市 Ｆｉｅｌｄｗａｌｋｅｒｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

2,889 北海道 北見市 フォーポイント 小売業 その他小売 5%

2,890 北海道 北見市 福田自動車サービス サービス その他サービス 5%

2,891 北海道 北見市 富士電機商会 小売業 電化製品 5%

2,892 北海道 北見市 富士メガネ　北見店 小売業 その他小売 5%

2,893 北海道 北見市 富士メガネ　北見夕陽ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

2,894 北海道 北見市 ブティックアルファ 小売業 衣料品 5%

2,895 北海道 北見市 フラワーショップいしざか北光店 小売業 その他小売 5%

2,896 北海道 北見市 フラワーショップいしざか　留辺蘂店 小売業 その他小売 5%

2,897 北海道 北見市 フラワーショップフミ小泉店 小売業 その他小売 5%

2,898 北海道 北見市 フラワーショップフミ桜町店 小売業 その他小売 5%
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2,899 北海道 北見市 フラワーショップフミ三輪本店 小売業 その他小売 5%

2,900 北海道 北見市 ＦｒｅｅＦａｃｔｏｒｙ サービス その他サービス 5%

2,901 北海道 北見市 ブリックマルト　パルウオーク店 小売業 その他小売 5%

2,902 北海道 北見市 ブルームスピリッツ 小売業 衣料品 5%

2,903 北海道 北見市 フレンズ知的達人 小売業 衣料品 5%

2,904 北海道 北見市 ＨＡＩＲ＆ＭＥＬＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%

2,905 北海道 北見市 ＨＡＩＲ　ＬＩＦＥ　Ｖａｎｉｌｌａ サービス 理容・美容業 5%

2,906 北海道 北見市 Ｈａｉｒ　　Ｍａｋｅ　Ｆａｃｔｏｒｙ　Ｎ　Ｅ　Ｏ サービス 理容・美容業 5%

2,907 北海道 北見市 北網ダイハツ販売 サービス その他サービス 5%

2,908 北海道 北見市 北網ダイハツ販売サービス工場 小売業 その他小売 5%

2,909 北海道 北見市 北海道三喜北見店 小売業 衣料品 5%

2,910 北海道 北見市 北海道新聞　三丈販売所 小売業 その他小売 5%

2,911 北海道 北見市 ホテル黒部 サービス 宿泊業 5%

2,912 北海道 北見市 ホテルパコジュニア　北見 サービス 宿泊業 5%

2,913 北海道 北見市 ホテルパコジュニア　北見 サービス 宿泊業 5%

2,914 北海道 北見市 堀内企画 小売業 その他小売 5%

2,915 北海道 北見市 ホワイト急便　北見寿店 サービス その他サービス 5%

2,916 北海道 北見市 ホワイト急便　北見本店 サービス その他サービス 5%

2,917 北海道 北見市 ホワイト急便　三楽店 サービス その他サービス 5%

2,918 北海道 北見市 Ｂｏｎｄｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

2,919 北海道 北見市 マクドナルドイオン北見店 サービス 飲食業 2%

2,920 北海道 北見市 マクドナルド３９号北見店 サービス 飲食業 2%

2,921 北海道 北見市 マツダオートザム北見 サービス その他サービス 5%

2,922 北海道 北見市 松原新聞販売店 小売業 その他小売 5%

2,923 北海道 北見市 ミウラ自動車 サービス その他サービス 5%

2,924 北海道 北見市 ミックス　ウェイ 小売業 衣料品 5%

2,925 北海道 北見市 ミツコシ 小売業 その他小売 5%

2,926 北海道 北見市 三輪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,927 北海道 北見市 メガネのオバタ 小売業 その他小売 5%

2,928 北海道 北見市 メガネの玉屋　ｈｕｇ北見店 小売業 その他小売 5%

2,929 北海道 北見市 メガネの玉屋　本店 小売業 その他小売 5%

2,930 北海道 北見市 メガネの玉屋　夕陽ケ丘店 小売業 その他小売 5%

2,931 北海道 北見市 目黒新聞店 小売業 その他小売 5%

2,932 北海道 北見市 モイワスポーツワールド サービス その他サービス 5%

2,933 北海道 北見市 Ｍｏｆ?ｍｏｆ サービス 飲食業 5%

2,934 北海道 北見市 有限会社山田開進堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

2,935 北海道 北見市 やまもと 小売業 衣料品 5%

2,936 北海道 北見市 有限会社　中澤商店　ぷちショップ　なかざわ　ときわ店 小売業 その他小売 5%

2,937 北海道 北見市 有限会社アイテック 小売業 電化製品 5%

2,938 北海道 北見市 有限会社フェアーズ・クルー 小売業 その他小売 5%

2,939 北海道 北見市 夕陽が丘通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,940 北海道 北見市 ユニライフ　キタミ 小売業 食料品 5%
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2,941 北海道 北見市 吉崎工業所 サービス その他サービス 5%

2,942 北海道 北見市 与野木新聞店 サービス その他サービス 5%

2,943 北海道 北見市 ライブ石油 小売業 その他小売 5%

2,944 北海道 北見市 ラム・カーナ サービス 飲食業 5%

2,945 北海道 北見市 リエジュ　イオン北見店 小売業 貴金属・服飾品 5%

2,946 北海道 北見市 リエジュ　北見店 小売業 その他小売 5%

2,947 北海道 北見市 リサイクルパソコン　ビーグル　リサイクルパソコンビーグル 小売業 電化製品 5%

2,948 北海道 北見市 緑園スーパー 小売業 食料品 5%

2,949 北海道 北見市 リンク洋品店 小売業 衣料品 5%

2,950 北海道 北見市 留辺蘂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,951 北海道 北見市 留辺蘂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,952 北海道 北見市 留辺蘂　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,953 北海道 北見市 ｒｅｇａ 小売業 その他小売 5%

2,954 北海道 北見市 ワークハンター北見 小売業 その他小売 5%

2,955 北海道 喜茂別町 Ａマート喜茂別店 小売業 その他小売 5%

2,956 北海道 喜茂別町 喜茂別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,957 北海道 喜茂別町 セブン－イレブン喜茂別町店 小売業 食料品 2%

2,958 北海道 喜茂別町 ソーケシュ製パン×トモエコーヒー サービス 飲食業 5%

2,959 北海道 喜茂別町 手打ちそば　もも木 小売業 食料品 5%

2,960 北海道 京極町 出光京極ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,961 北海道 京極町 Ａマート京極店 小売業 その他小売 5%

2,962 北海道 京極町 ヤマトモリ 小売業 その他小売 5%

2,963 北海道 共和町 会津屋商店 小売業 その他小売 5%

2,964 北海道 共和町 出光共和SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,965 北海道 共和町 出光東山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,966 北海道 共和町 岩内　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,967 北海道 共和町 岩内東山 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,968 北海道 共和町 泊発電所口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,969 北海道 共和町 トヨタレンタリース札幌岩内取次店 サービス その他サービス 2%

2,970 北海道 共和町 トヨタレンタリ－ス岩内 サービス その他サービス 2%

2,971 北海道 清里町 オホーツクハウス サービス 宿泊業 5%

2,972 北海道 清里町 セブン－イレブン清里羽衣店 小売業 食料品 2%

2,973 北海道 清里町 篠田写真館 サービス その他サービス 5%

2,974 北海道 清里町 篠田写真館 サービス その他サービス 5%

2,975 北海道 清里町 ノースフォックスＳＳ北陽物産 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,976 北海道 清里町 Ｎｏｒｔｅ　２１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,977 北海道 釧路市 あいちょう　美原店 小売業 その他小売 5%

2,978 北海道 釧路市 セブンーイレブン阿寒湖温泉店 小売業 食料品 2%

2,979 北海道 釧路市 セブン－イレブン阿寒町店 小売業 食料品 2%

2,980 北海道 釧路市 あかん鶴雅別荘鄙の座 サービス 宿泊業 5%

2,981 北海道 釧路市 あかん鶴雅別荘　鄙の座 サービス 宿泊業 5%

2,982 北海道 釧路市 阿寒の森　鶴雅リゾート　花ゆう香 サービス 宿泊業 5%
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2,983 北海道 釧路市 阿寒の森鶴雅リゾート花ゆう香 サービス 宿泊業 5%

2,984 北海道 釧路市 阿寒バス　トラベルサロン サービス その他サービス 5%

2,985 北海道 釧路市 阿寒バストラベルサロン　釧路昭和店 サービス その他サービス 5%

2,986 北海道 釧路市 あかん遊久の里　鶴雅 サービス 宿泊業 5%

2,987 北海道 釧路市 芦野東家 サービス 飲食業 5%

2,988 北海道 釧路市 アトリエ　たかおき サービス 理容・美容業 5%

2,989 北海道 釧路市 アルファベット　パステル 小売業 衣料品 5%

2,990 北海道 釧路市 ａＮｄ．ＢＡＺＡＡＲ サービス 理容・美容業 5%

2,991 北海道 釧路市 イシダ建創合同会社 サービス その他サービス 5%

2,992 北海道 釧路市 出光愛国東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,993 北海道 釧路市 出光入江町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,994 北海道 釧路市 出光大楽毛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,995 北海道 釧路市 出光材木町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,996 北海道 釧路市 出光鳥取南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,997 北海道 釧路市 出光副港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2,998 北海道 釧路市 衣料のみき 小売業 衣料品 5%

2,999 北海道 釧路市 馬市珈琲店 サービス 飲食業 5%

3,000 北海道 釧路市 馬市珈琲店 サービス 飲食業 5%

3,001 北海道 釧路市 売鮮市場テキサス　入江店 小売業 食料品 5%

3,002 北海道 釧路市 Ｅｃｒｅｖｅ サービス 理容・美容業 5%

3,003 北海道 釧路市 ｅｓ　ｆｏｒ　ｍｅｎ サービス 理容・美容業 5%

3,004 北海道 釧路市 Ｈ．ＲＣ サービス その他サービス 5%

3,005 北海道 釧路市 縁～ｅｎｉｓｈｉ 小売業 衣料品 5%

3,006 北海道 釧路市 ＯｉｗａｉＲｏｌｌＣａｋｅＴｏｗｒｅ　ＴＯ?ＲＯＬＬ　トロール 小売業 食料品 5%

3,007 北海道 釧路市 大阪やき三太釧路店 サービス 飲食業 5%

3,008 北海道 釧路市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大楽毛店 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,009 北海道 釧路市 大楽毛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,010 北海道 釧路市 オート加賀 サービス その他サービス 5%

3,011 北海道 釧路市 オルキディア　釧路店 小売業 衣料品 5%

3,012 北海道 釧路市 卸売スーパーあいちょう　芦野店 小売業 その他小売 5%

3,013 北海道 釧路市 卸売スーパーあいちょう　星が浦店 小売業 その他小売 5%

3,014 北海道 釧路市 カーステージＲＲ 小売業 その他小売 5%

3,015 北海道 釧路市 合同会社カーピカ 小売業 その他小売 5%

3,016 北海道 釧路市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ貝塚店 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,017 北海道 釧路市 柿田商店 小売業 食料品 5%

3,018 北海道 釧路市 カーサポート　ＫＡＺＵ サービス その他サービス 5%

3,019 北海道 釧路市 ｃａｆｅシエスタ サービス 飲食業 5%

3,020 北海道 釧路市 株式会社アシスト　浪花町アシスト 小売業 その他小売 5%

3,021 北海道 釧路市 株式会社ライン　アイラブクルマ 小売業 その他小売 5%

3,022 北海道 釧路市 カムイレラ サービス 宿泊業 5%

3,023 北海道 釧路市 ガモウ　釧路営業所 小売業 その他小売 5%

3,024 北海道 釧路市 カラオケＵＴＡ猿　芦野店 サービス 飲食業 5%
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3,025 北海道 釧路市 カラオケＵＴＡ猿鳥取店 サービス 飲食業 5%

3,026 北海道 釧路市 カラオケ歌屋　釧路末広店 サービス その他サービス 5%

3,027 北海道 釧路市 河原商店 小売業 食料品 5%

3,028 北海道 釧路市 北日本石油　阿寒北町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,029 北海道 釧路市 北日本石油　鳥取ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,030 北海道 釧路市 北日本石油　文苑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,031 北海道 釧路市 キャピッククシロ サービス その他サービス 5%

3,032 北海道 釧路市 牛角釧路昭和店 サービス 飲食業 2%

3,033 北海道 釧路市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ釧路店 小売業 その他小売 5%

3,034 北海道 釧路市 釧路道新文化センター サービス その他サービス 5%

3,035 北海道 釧路市 釧路愛国ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,036 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路愛国北園通店 小売業 食料品 2%

3,037 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路興津２丁目店 小売業 食料品 2%

3,038 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路大楽毛店 小売業 食料品 2%

3,039 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路海運３丁目店 小売業 食料品 2%

3,040 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路貝塚通店 小売業 食料品 2%

3,041 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路北大通店 小売業 食料品 2%

3,042 北海道 釧路市 釧路共栄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,043 北海道 釧路市 釧路倶楽部 サービス 飲食業 5%

3,044 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路光陽町店 小売業 食料品 2%

3,045 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路公立大学前店 小売業 食料品 2%

3,046 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路桜ヶ岡３丁目店 小売業 食料品 2%

3,047 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路昭和中央３丁目店 小売業 食料品 2%

3,048 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路昭和中央店 小売業 食料品 2%

3,049 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路昭和南店 小売業 食料品 2%

3,050 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路昭和４丁目店 小売業 食料品 2%

3,051 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路白樺台店 小売業 食料品 2%

3,052 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路城山１丁目店 小売業 食料品 2%

3,053 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路新川町店 小売業 食料品 2%

3,054 北海道 釧路市 釧路新橋大通店 小売業 その他小売 5%

3,055 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路新橋大通店 小売業 食料品 2%

3,056 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路新富士５丁目店 小売業 食料品 2%

3,057 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路新富士通店 小売業 食料品 2%

3,058 北海道 釧路市 釧路センチュリーキャッスルホテル　宴会 サービス その他サービス 5%

3,059 北海道 釧路市 釧路第五ＳＳ　釧路石炭販売 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,060 北海道 釧路市 釧路第三ＳＳ　釧路石炭販売 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,061 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路千代ノ浦店 小売業 食料品 2%

3,062 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路鶴見橋店 小売業 食料品 2%

3,063 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路鳥取大通５丁目店 小売業 食料品 2%

3,064 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路鳥取大通８丁目店 小売業 食料品 2%

3,065 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路鳥取北５丁目店 小売業 食料品 2%

3,066 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路豊川町店 小売業 食料品 2%
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3,067 北海道 釧路市 釧路トヨタ自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

3,068 北海道 釧路市 釧路トヨタ自動車釧路本社 小売業 その他小売 5%

3,069 北海道 釧路市 釧路トヨタ自動車クレイン鳥取大通店 小売業 その他小売 5%

3,070 北海道 釧路市 釧路トヨタ自動車レクサスＣＰＯ釧路 小売業 その他小売 5%

3,071 北海道 釧路市 釧路トヨタ自動車釧路店 小売業 その他小売 5%

3,072 北海道 釧路市 釧路トヨタ自動車桜ケ岡店 小売業 その他小売 5%

3,073 北海道 釧路市 釧路トヨタ自動車鳥取マイカ－センタ－ 小売業 その他小売 5%

3,074 北海道 釧路市 釧路トヨペット管理部 小売業 その他小売 5%

3,075 北海道 釧路市 釧路トヨペット釧路本店 小売業 その他小売 5%

3,076 北海道 釧路市 釧路トヨペット星が浦店 小売業 その他小売 5%

3,077 北海道 釧路市 釧路トヨペット本社テクノサービス 小売業 その他小売 5%

3,078 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路春採７丁目店 小売業 食料品 2%

3,079 北海道 釧路市 釧路双葉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,080 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路双葉町店 小売業 食料品 2%

3,081 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路文苑１丁目店 小売業 食料品 2%

3,082 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路星が浦大通１丁目店 小売業 食料品 2%

3,083 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路星が浦大通５丁目店 小売業 食料品 2%

3,084 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路星ケ浦大通２丁目店 小売業 食料品 2%

3,085 北海道 釧路市 釧路ボデーパーツ 小売業 その他小売 5%

3,086 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路堀川町店 小売業 食料品 2%

3,087 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路緑ケ岡店 小売業 食料品 2%

3,088 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路南大通店 小売業 食料品 2%

3,089 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路武佐１丁目店 小売業 食料品 2%

3,090 北海道 釧路市 釧路ヤクルト販売 根室出張所 小売業 食料品 5%

3,091 北海道 釧路市 釧路ヤクルト販売 定基センター 小売業 食料品 5%

3,092 北海道 釧路市 釧路ヤクルト販売 厚岸センター 小売業 食料品 5%

3,093 北海道 釧路市 釧路ヤクルト販売 浪花センター 小売業 食料品 5%

3,094 北海道 釧路市 釧路ヤクルト販売 若竹センター 小売業 食料品 5%

3,095 北海道 釧路市 釧路ヤクルト販売 川北センター 小売業 食料品 5%

3,096 北海道 釧路市 釧路ヤクルト販売　豊川センター 小売業 食料品 5%

3,097 北海道 釧路市 釧路ヤクルト販売 芦野センター 小売業 食料品 5%

3,098 北海道 釧路市 釧路ヤクルト販売 米町センター 小売業 食料品 5%

3,099 北海道 釧路市 釧路ヤクルト販売 鶴ヶ岱センター 小売業 食料品 5%

3,100 北海道 釧路市 釧路ヤクルト販売 若草センター 小売業 食料品 5%

3,101 北海道 釧路市 釧路ヤクルト販売 鳥取センター 小売業 食料品 5%

3,102 北海道 釧路市 釧路ヤクルト販売 白糠センター 小売業 食料品 5%

3,103 北海道 釧路市 釧路ヤクルト販売 弟子屈センター 小売業 食料品 5%

3,104 北海道 釧路市 釧路ヤクルト販売 晴海台センター 小売業 食料品 5%

3,105 北海道 釧路市 釧路ヤクルト販売　中標津出張所 小売業 食料品 5%

3,106 北海道 釧路市 セブン－イレブン釧路若松町店 小売業 食料品 2%

3,107 北海道 釧路市 クボタデンキ 小売業 電化製品 5%

3,108 北海道 釧路市 Ｃｕｒａｒ サービス 飲食業 5%
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3,109 北海道 釧路市 ｃａｐｅ．ａｎｎ 小売業 衣料品 5%

3,110 北海道 釧路市 Ｋ?ＲＩＰ サービス 理容・美容業 5%

3,111 北海道 釧路市 ゲストハウスコケコッコー サービス その他サービス 5%

3,112 北海道 釧路市 ゲストハウス幣　ゲストハウス幣 サービス 宿泊業 5%

3,113 北海道 釧路市 工房あかん サービス 飲食業 5%

3,114 北海道 釧路市 コーチャンフォー　釧路店　書籍 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,115 北海道 釧路市 コーチャンフォー　釧路店　ミュージック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,116 北海道 釧路市 コープトラベル貝塚店 サービス その他サービス 5%

3,117 北海道 釧路市 個人　すがのタクシー サービス その他サービス 5%

3,118 北海道 釧路市 こだわりとんかつ　かつ善　新川店 サービス 飲食業 5%

3,119 北海道 釧路市 コーチャンフォー　新川通り店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,120 北海道 釧路市 コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,121 北海道 釧路市 コーチャンフォー　釧路店　マルシェ 小売業 食料品 5%

3,122 北海道 釧路市 コーチャンフォーグループ　ルート３８号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,123 北海道 釧路市 こめしん　新川店 小売業 食料品 5%

3,124 北海道 釧路市 米屋きちべい 小売業 食料品 5%

3,125 北海道 釧路市 コロナセントラルサービス　釧路営業所 サービス その他サービス 5%

3,126 北海道 釧路市 サイクルガレージパズ 小売業 その他小売 5%

3,127 北海道 釧路市 さがみ家 サービス 飲食業 5%

3,128 北海道 釧路市 雑貨Ｓｔｙｌｅ 小売業 衣料品 5%

3,129 北海道 釧路市 ジェームス星が浦店 小売業 その他小売 2%

3,130 北海道 釧路市 ＹＯＵＲｓＤＩＮＩＮＧ サービス 飲食業 5%

3,131 北海道 釧路市 シャルール サービス 理容・美容業 5%

3,132 北海道 釧路市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ十條前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,133 北海道 釧路市 酒房　はにゅう サービス 飲食業 5%

3,134 北海道 釧路市 食事処なかやま サービス 飲食業 5%

3,135 北海道 釧路市 ショッパーズ菱光 小売業 その他小売 5%

3,136 北海道 釧路市 白金町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,137 北海道 釧路市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新栄町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,138 北海道 釧路市 新和車体 サービス その他サービス 5%

3,139 北海道 釧路市 スーパーピッカーズ新釧路店 小売業 その他小売 5%

3,140 北海道 釧路市 スーパーヒロセ鳥取店 小売業 その他小売 5%

3,141 北海道 釧路市 ＳＴＡＹ＠ＫＵＳＨＩＲＯ サービス 宿泊業 5%

3,142 北海道 釧路市 炭火串焼き 石焼き 串石 末広本店 サービス 飲食業 5%

3,143 北海道 釧路市 炭焼き肉バル ＮＩＫＵ１８ 炭焼き 肉バル ＮＩＫＵ１８ サービス 飲食業 5%

3,144 北海道 釧路市 炭焼居酒屋　山の猿　芦野店 サービス 飲食業 5%

3,145 北海道 釧路市 ＴＨＲＩＶＥ サービス 理容・美容業 5%

3,146 北海道 釧路市 世界のビールが飲める店 ビリケン サービス 飲食業 5%

3,147 北海道 釧路市 セブンスヘブン サービス その他サービス 5%

3,148 北海道 釧路市 ７２ゴルフショップ 小売業 その他小売 5%

3,149 北海道 釧路市 ＳＥＮＧＯＫＵＴＥＲＡＳＵ ｉｔａｒｉ センゴクテラス イタリ サービス 飲食業 5%

3,150 北海道 釧路市 全日食チェーン あいちょう 星が浦店 小売業 食料品 5%
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3,151 北海道 釧路市 Ｔｏｗｓｅｒ サービス 飲食業 5%

3,152 北海道 釧路市 卓球ショップ　ワンスター サービス その他サービス 5%

3,153 北海道 釧路市 立山食品センター 小売業 その他小売 5%

3,154 北海道 釧路市 釣人 小売業 その他小売 5%

3,155 北海道 釧路市 鶴雅レイク阿寒ロッジトゥラノ サービス 宿泊業 5%

3,156 北海道 釧路市 Ｄｉａｍ サービス 理容・美容業 5%

3,157 北海道 釧路市 ティ－ズボ－ン新橋店 サービス 理容・美容業 5%

3,158 北海道 釧路市 ティーズボーン春採店 サービス 理容・美容業 5%

3,159 北海道 釧路市 鉄北サービス 小売業 電化製品 5%

3,160 北海道 釧路市 テラニシ家電 小売業 電化製品 5%

3,161 北海道 釧路市 デンキのエースたかはし 小売業 電化製品 5%

3,162 北海道 釧路市 道東カイロプラクティックオフィス釧路 サービス その他サービス 5%

3,163 北海道 釧路市 トータルリペアＰＲＥＳＴ サービス その他サービス 2%

3,164 北海道 釧路市 ＪＭ／時計台補聴器センター釧路店 小売業 その他小売 5%

3,165 北海道 釧路市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鳥取大通店 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,166 北海道 釧路市 トヨタカローラ釧路株式会社 小売業 その他小売 5%

3,167 北海道 釧路市 トヨタカローラ釧路ピッカー昭和店 小売業 その他小売 5%

3,168 北海道 釧路市 トヨタカローラ釧路星ヶ浦店 小売業 その他小売 5%

3,169 北海道 釧路市 トヨタカローラ釧路ボディーサービスセンタ 小売業 その他小売 5%

3,170 北海道 釧路市 トヨタカローラ釧路本社サ－ビス 小売業 その他小売 5%

3,171 北海道 釧路市 トヨタ部品北海道共販釧路支社 サービス その他サービス 5%

3,172 北海道 釧路市 株式会社　トヨタレンタリース釧路 サービス その他サービス 2%

3,173 北海道 釧路市 トヨタレンタリース釧路釧路空港店 サービス その他サービス 2%

3,174 北海道 釧路市 トヨタレンタリース釧路釧路店 サービス その他サービス 2%

3,175 北海道 釧路市 トヨタレンタリース釧路鳥取店 サービス その他サービス 2%

3,176 北海道 釧路市 トヨタレンタリース釧路仲浜メンテナンスセンター サービス その他サービス 2%

3,177 北海道 釧路市 トラストホッケーサービス 小売業 その他小売 5%

3,178 北海道 釧路市 とりの介鳥取店 サービス 飲食業 5%

3,179 北海道 釧路市 なごやか亭　昭和店 サービス 飲食業 5%

3,180 北海道 釧路市 なごやか亭　新川店 サービス 飲食業 5%

3,181 北海道 釧路市 なごやか亭　春採店 サービス 飲食業 5%

3,182 北海道 釧路市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ浪花町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,183 北海道 釧路市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西港店 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,184 北海道 釧路市 ねこのもり 小売業 その他小売 5%

3,185 北海道 釧路市 ネッツトヨタ釧路新橋店 小売業 その他小売 5%

3,186 北海道 釧路市 ネッツトヨタ釧路文苑店 小売業 その他小売 5%

3,187 北海道 釧路市 ネッツトヨタ釧路星が浦店 小売業 その他小売 5%

3,188 北海道 釧路市 ネッツトヨタ道東釧路店 小売業 その他小売 5%

3,189 北海道 釧路市 ネッツトヨタ道東星が浦店 小売業 その他小売 5%

3,190 北海道 釧路市 根本商会 サービス その他サービス 5%

3,191 北海道 釧路市 株式会社かねの能登商店 小売業 食料品 5%

3,192 北海道 釧路市 博多ラーメンふくちゃん サービス 飲食業 5%
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3,193 北海道 釧路市 橋本商店 小売業 食料品 5%

3,194 北海道 釧路市 パティスリーマリカ 小売業 食料品 5%

3,195 北海道 釧路市 伯苗和電器 小売業 電化製品 5%

3,196 北海道 釧路市 Ｈａｐｐｙｍ サービス 理容・美容業 5%

3,197 北海道 釧路市 林重建 小売業 ガソリンスタンド 5%

3,198 北海道 釧路市 ＰＵＬＰ　ＷＡＧＯＮ 小売業 衣料品 5%

3,199 北海道 釧路市 Ｂ＆Ｔ　Ｃｕｒｒｙ　Ｃａｆｅ　釧 サービス 飲食業 5%

3,200 北海道 釧路市 Ｂｅｅｔｌｅｂｕｍ　城山店 サービス 理容・美容業 5%

3,201 北海道 釧路市 東北海道ヤナセ釧路支店 小売業 その他小売 5%

3,202 北海道 釧路市 ピザテン・フォー　北海道釧路昭和店　２ サービス その他サービス 5%

3,203 北海道 釧路市 Ｂｉｓｔｒｏ Ｌａ Ｎａｔｕｒｅ サービス 飲食業 5%

3,204 北海道 釧路市 ＢＩＧテキサス　緑ヶ岡店 小売業 食料品 5%

3,205 北海道 釧路市 Ｈｉｔｓｕｊｉ サービス 飲食業 5%

3,206 北海道 釧路市 ＨＩＰＰＩＥ． サービス 理容・美容業 5%

3,207 北海道 釧路市 ＪＭ／ヒッピー サービス 理容・美容業 5%

3,208 北海道 釧路市 ひみつ サービス その他サービス 5%

3,209 北海道 釧路市 美容カイロサロンＨａｒｍｏｎｙ サービス 理容・美容業 5%

3,210 北海道 釧路市 美容室ともこ サービス 理容・美容業 5%

3,211 北海道 釧路市 ふくなが個人タクシー サービス その他サービス 5%

3,212 北海道 釧路市 富士石油商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,213 北海道 釧路市 藤田ストアーまりも店 小売業 その他小売 5%

3,214 北海道 釧路市 富士見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,215 北海道 釧路市 富士見東家 サービス 飲食業 5%

3,216 北海道 釧路市 不二家釧路中園店 釧路中園店 小売業 食料品 2%

3,217 北海道 釧路市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ文苑店 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,218 北海道 釧路市 フラワーショップ　いしざか　愛国店 小売業 その他小売 5%

3,219 北海道 釧路市 フラワーショップいしざか　旭町店 小売業 その他小売 5%

3,220 北海道 釧路市 フラワーショップいしざか　春日店 小売業 その他小売 5%

3,221 北海道 釧路市 フラワーショップいしざか　公立大前店 小売業 その他小売 5%

3,222 北海道 釧路市 フラワーショップいしざか　昭和店 小売業 その他小売 5%

3,223 北海道 釧路市 フラワーショップいしざか　中園店 小売業 その他小売 5%

3,224 北海道 釧路市 フラワーショップいしざか　武佐店 小売業 その他小売 5%

3,225 北海道 釧路市 ガストーラ サービス 飲食業 5%

3,226 北海道 釧路市 フリーストレッチング・プラス釧路店 サービス その他サービス 5%

3,227 北海道 釧路市 プレジール サービス その他サービス 5%

3,228 北海道 釧路市 ヘアーアートショップ　ヒッピー サービス 理容・美容業 5%

3,229 北海道 釧路市 ヘアーサロンＮＩＷＡ サービス 理容・美容業 5%

3,230 北海道 釧路市 ヘアーサロン　わたなべ サービス 理容・美容業 5%

3,231 北海道 釧路市 ヘアースタジオさいとう サービス 理容・美容業 5%

3,232 北海道 釧路市 ヘアーステージ サービス 理容・美容業 5%

3,233 北海道 釧路市 ヘアーステージ サービス 理容・美容業 5%

3,234 北海道 釧路市 ＢＡＳＥ９ 小売業 家具・調度品 5%
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3,235 北海道 釧路市 ペットランド　中央店 小売業 その他小売 5%

3,236 北海道 釧路市 北菜亭　釧路愛国店 サービス 飲食業 5%

3,237 北海道 釧路市 北菜亭　釧路春採店 サービス 飲食業 5%

3,238 北海道 釧路市 星ヶ浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,239 北海道 釧路市 ｂｏｄｙ　ｃｏａｔｉｎｇ　ＣＡＲＰＩＫＡ 小売業 その他小売 5%

3,240 北海道 釧路市 ホテルアクシアイン釧路 サービス 宿泊業 5%

3,241 北海道 釧路市 ホテルエリアワン釧路 サービス 宿泊業 5%

3,242 北海道 釧路市 ホテル山水荘 サービス 宿泊業 5%

3,243 北海道 釧路市 ホテルＷＢＦ釧路 サービス 宿泊業 5%

3,244 北海道 釧路市 ホテルパコ釧路 サービス 宿泊業 5%

3,245 北海道 釧路市 本社ＰＯＳ 小売業 その他小売 2%

3,246 北海道 釧路市 マイシー 小売業 その他小売 5%

3,247 北海道 釧路市 巻き爪とフットケア専門店ｍｉｋｉ サービス その他サービス 5%

3,248 北海道 釧路市 マクドナルド釧路貝塚通り店 サービス 飲食業 2%

3,249 北海道 釧路市 マクドナルド釧路春日フクハラ店 サービス 飲食業 2%

3,250 北海道 釧路市 マクドナルド３８号釧路店 サービス 飲食業 2%

3,251 北海道 釧路市 マクドナルド星が浦ぴあざフクハラ店 サービス 飲食業 2%

3,252 北海道 釧路市 まりも交通 １０２ サービス 運輸業 5%

3,253 北海道 釧路市 丸井産業　本店 小売業 その他小売 2%

3,254 北海道 釧路市 マルダイささき 小売業 食料品 5%

3,255 北海道 釧路市 ミニスーパーはっとり 小売業 その他小売 5%

3,256 北海道 釧路市 みやこし仏具店 小売業 家具・調度品 5%

3,257 北海道 釧路市 メガネの富士　釧路店 小売業 その他小売 5%

3,258 北海道 釧路市 メガネの富士　釧路ヨーカドー店 小売業 その他小売 5%

3,259 北海道 釧路市 メンテナンスガレージイエロー 小売業 その他小売 5%

3,260 北海道 釧路市 モービルガレージ サービス その他サービス 5%

3,261 北海道 釧路市 焼肉ごしき苑 サービス 飲食業 5%

3,262 北海道 釧路市 焼肉菜包　朴然　昭和店 サービス 飲食業 5%

3,263 北海道 釧路市 焼肉菜包　朴然　春採店 サービス 飲食業 5%

3,264 北海道 釧路市 焼肉つるみ サービス 飲食業 5%

3,265 北海道 釧路市 焼肉レストラン　ピットイン　新橋店 サービス 飲食業 5%

3,266 北海道 釧路市 八暉八 サービス 飲食業 5%

3,267 北海道 釧路市 ヤブタデンキ 小売業 電化製品 5%

3,268 北海道 釧路市 有限会社やまげん田村商店 小売業 食料品 5%

3,269 北海道 釧路市 有限会社大平デンキ 小売業 電化製品 5%

3,270 北海道 釧路市 ラーメンのいわまつ いわまつ食堂 サービス 飲食業 5%

3,271 北海道 釧路市 ＬＡＵＮＡ サービス 理容・美容業 5%

3,272 北海道 釧路市 らく楽ライフワーク研究所 サービス その他サービス 5%

3,273 北海道 釧路市 理容あしの サービス 理容・美容業 5%

3,274 北海道 釧路市 リラィアブル　本社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,275 北海道 釧路市 リラィアブルブックスルート３８号店ゲーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,276 北海道 釧路市 リラィアブルブックスルート３８号店　書籍 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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3,277 北海道 釧路市 ＲＯＳＳＯ サービス 理容・美容業 5%

3,278 北海道 釧路市 ワークハンター９４６ ＳＴ３０ 小売業 その他小売 5%

3,279 北海道 釧路市 ワークハンター９４６ 小売業 その他小売 5%

3,280 北海道 釧路町 阿寒バス旅行サービス サービス その他サービス 5%

3,281 北海道 釧路町 アンダープラウ 小売業 衣料品 5%

3,282 北海道 釧路町 エムズ　マツナミ 小売業 家具・調度品 5%

3,283 北海道 釧路町 加藤商店 小売業 その他小売 5%

3,284 北海道 釧路町 カラオケ歌屋　釧路木場店 サービス その他サービス 5%

3,285 北海道 釧路町 北日本石油　バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,286 北海道 釧路町 セブン－イレブン釧路桂５丁目店 小売業 食料品 2%

3,287 北海道 釧路町 セブン－イレブン釧路町曙店 小売業 食料品 2%

3,288 北海道 釧路町 セブン－イレブン釧路町桂店 小売業 食料品 2%

3,289 北海道 釧路町 セブンーイレブン釧路町国誉店 小売業 食料品 2%

3,290 北海道 釧路町 セブン－イレブン釧路町新開店 小売業 食料品 2%

3,291 北海道 釧路町 セブン－イレブン釧路町東陽大通店 小売業 食料品 2%

3,292 北海道 釧路町 釧路トヨタ自動車芦野店 小売業 その他小売 5%

3,293 北海道 釧路町 釧路トヨペットウイング桂木 小売業 その他小売 5%

3,294 北海道 釧路町 釧路日交タクシー サービス その他サービス 5%

3,295 北海道 釧路町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ国誉店 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,296 北海道 釧路町 コーチャンフォーグループ　運動公園通り店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,297 北海道 釧路町 スーパーヒロセ睦店 小売業 その他小売 5%

3,298 北海道 釧路町 第一共栄交通株式会社　１６７ サービス 運輸業 5%

3,299 北海道 釧路町 Ｄａｌｉａ サービス 理容・美容業 5%

3,300 北海道 釧路町 デイズ 小売業 衣料品 5%

3,301 北海道 釧路町 なごやか亭　運動公園通店 サービス 飲食業 5%

3,302 北海道 釧路町 なごやか亭　運動公園通り店 サービス 飲食業 5%

3,303 北海道 釧路町 南蛮酊 サービス 飲食業 5%

3,304 北海道 釧路町 ネッツトヨタ道東桂木店 小売業 その他小売 5%

3,305 北海道 釧路町 ＢＭＯ釧路店 小売業 衣料品 5%

3,306 北海道 釧路町 Ｖ☆ＳＴＡＲ　ＴＡＴＳＵ 小売業 その他小売 5%

3,307 北海道 釧路町 富士メガネ釧路桂木ショッピングプラザ店 小売業 その他小売 5%

3,308 北海道 釧路町 フラワーショップいしざか　桂木店 小売業 その他小売 5%

3,309 北海道 釧路町 ブリリアントサービス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,310 北海道 釧路町 フレンドリー遠矢 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,311 北海道 釧路町 ぼくぜん　運動公園通店 サービス 飲食業 5%

3,312 北海道 釧路町 マクドナルドイオン釧路店 サービス 飲食業 2%

3,313 北海道 釧路町 マクドナルドイオン釧路フードコート店 サービス 飲食業 2%

3,314 北海道 釧路町 マタニティアイ　　助産院ランチ サービス 飲食業 5%

3,315 北海道 釧路町 松尾ジンギスカン釧路町支店 サービス 飲食業 5%

3,316 北海道 釧路町 ＹＡＫＩＮＩＫＵｄｉｎｉｎｇ弦－ＧＥＮ－ サービス 飲食業 5%

3,317 北海道 釧路町 山田車輌 サービス その他サービス 5%

3,318 北海道 釧路町 有限会社笠原自動車 サービス その他サービス 5%
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3,319 北海道 釧路町 リエジュ　イオン釧路店 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,320 北海道 釧路町 リエジュ釧路店 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,321 北海道 釧路町 リラィアブルブックス　運動公園通り店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,322 北海道 倶知安町 安藤タイヤ商会 サービス その他サービス 5%

3,323 北海道 倶知安町 出光倶知安ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,324 北海道 倶知安町 出光倶知安南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,325 北海道 倶知安町 ｉｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

3,326 北海道 倶知安町 ウティーノ サービス 飲食業 5%

3,327 北海道 倶知安町 ａｃｏｒｎ サービス 飲食業 5%

3,328 北海道 倶知安町 エトピリカ サービス その他サービス 5%

3,329 北海道 倶知安町 ＦＡＦ工房 サービス その他サービス 5%

3,330 北海道 倶知安町 小川倶知安店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,331 北海道 倶知安町 Ｍｉｃｋ＇ｓＮｉｓｅｋｏ サービス その他サービス 5%

3,332 北海道 倶知安町 ＫＡＭＩＭＵＲＡ サービス 飲食業 5%

3,333 北海道 倶知安町 カラオケ歌屋　倶知安店 サービス その他サービス 5%

3,334 北海道 倶知安町 ＫＩＳＳＡＡＺＭＡＹＡ サービス 飲食業 5%

3,335 北海道 倶知安町 ＫＩＴＣＨＥＮ　ＫＡＭＩＭＵＲＡ サービス 飲食業 5%

3,336 北海道 倶知安町 キニセコ サービス その他サービス 5%

3,337 北海道 倶知安町 倶知安オイル倶知安ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,338 北海道 倶知安町 倶知安北５条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,339 北海道 倶知安町 セブン－イレブン倶知安ヒラフ店 小売業 食料品 2%

3,340 北海道 倶知安町 セブン－イレブン倶知安南４条店 小売業 食料品 2%

3,341 北海道 倶知安町 セブン－イレブン倶知安基町店 小売業 食料品 2%

3,342 北海道 倶知安町 セブン－イレブン倶知安役場前店 小売業 食料品 2%

3,343 北海道 倶知安町 クモレストラン サービス その他サービス 5%

3,344 北海道 倶知安町 グラン・パパ サービス 宿泊業 5%

3,345 北海道 倶知安町 ゲストハウスぐりぐら サービス 宿泊業 5%

3,346 北海道 倶知安町 ＧＥＮＴＥＭＳＴＩＣＫ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,347 北海道 倶知安町 広華 サービス 飲食業 5%

3,348 北海道 倶知安町 ゴースノー サービス その他サービス 5%

3,349 北海道 倶知安町 ＣｏｃｏｒｏｙａＮｉｓｅｋｏ 小売業 その他小売 5%

3,350 北海道 倶知安町 ｚａｋａ 小売業 その他小売 5%

3,351 北海道 倶知安町 ｓａｓｕｒａｉｓｈｏｗｒｏｏｍ 小売業 衣料品 5%

3,352 北海道 倶知安町 Ｔｈｅ　ｗｈｉｔｅ　Ｒｏｏｍ合同会社 サービス その他サービス 5%

3,353 北海道 倶知安町 ＳＵＭＭＩＴ 小売業 その他小売 5%

3,354 北海道 倶知安町 レストランジェラパタット サービス 飲食業 5%

3,355 北海道 倶知安町 シャレーアイビーレストラン サービス 宿泊業 5%

3,356 北海道 倶知安町 スカイエクスプレス サービス その他サービス 5%

3,357 北海道 倶知安町 スカイニセコ サービス その他サービス 5%

3,358 北海道 倶知安町 ＳｔｏｋｅｄＨｏｓｔｅｌＮｉｓｅｋｏ サービス その他サービス 5%

3,359 北海道 倶知安町 炭火焼肉だるまや サービス 飲食業 5%

3,360 北海道 倶知安町 トイル 小売業 その他小売 5%
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3,361 北海道 倶知安町 トキン サービス 飲食業 5%

3,362 北海道 倶知安町 トヨタレンタリース札幌ニセコひらふ店 サービス その他サービス 2%

3,363 北海道 倶知安町 トヨタレンタリース新札幌ニセコ倶知安店 サービス その他サービス 2%

3,364 北海道 倶知安町 名畑石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,365 北海道 倶知安町 名畑石油　本社 小売業 その他小売 2%

3,366 北海道 倶知安町 ニセコセントラル サービス その他サービス 5%

3,367 北海道 倶知安町 ニセコタイマッサージ サービス その他サービス 5%

3,368 北海道 倶知安町 ニセコパークホテル サービス 宿泊業 5%

3,369 北海道 倶知安町 ニセコマウンテンバイクスクール＆ガイディングナインスノースポーツ サービス その他サービス 5%

3,370 北海道 倶知安町 ニセコようていスキースクール サービス その他サービス 5%

3,371 北海道 倶知安町 ニセコラフティングクラブ サービス 宿泊業 5%

3,372 北海道 倶知安町 配送センター 小売業 その他小売 2%

3,373 北海道 倶知安町 ＢＡＲ　ＺＥＲＯ サービス 飲食業 5%

3,374 北海道 倶知安町 はんこ広場　倶知安店 小売業 その他小売 5%

3,375 北海道 倶知安町 ヒラフゴルフセンター サービス その他サービス 5%

3,376 北海道 倶知安町 ＢＯＯＴ　ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ　ニ 小売業 その他小売 5%

3,377 北海道 倶知安町 ペンション　ロコモーション サービス 宿泊業 5%

3,378 北海道 倶知安町 ＨｏｋｋａｉｄｏＳｋｉＣｌｕｂ サービス その他サービス 5%

3,379 北海道 倶知安町 ポテト美装 サービス その他サービス 5%

3,380 北海道 倶知安町 ホテルスリーエム サービス 宿泊業 5%

3,381 北海道 倶知安町 ヨウテイ・インベストメンツ・ピーティーワイ・リミテッド（ホリデーニセコ） サービス その他サービス 5%

3,382 北海道 倶知安町 マタリヤベーカリー サービス 飲食業 5%

3,383 北海道 倶知安町 モーターランド・タイム 小売業 その他小売 5%

3,384 北海道 倶知安町 ヤマスポート サービス その他サービス 5%

3,385 北海道 倶知安町 湯元ニセコプリンスＨひらふ亭 サービス 宿泊業 5%

3,386 北海道 倶知安町 羊蹄山麓　パン工房　麦風 小売業 食料品 5%

3,387 北海道 倶知安町 ＬａｖａＬｏｕｎｇｅ サービス 飲食業 5%

3,388 北海道 倶知安町 ＲＨＹＴＨＭ　ＪＡＰＡＮ 小売業 その他小売 5%

3,389 北海道 倶知安町 リラクゼーションハウスふわり サービス 理容・美容業 5%

3,390 北海道 倶知安町 Ｌ’ｏｃａｎｄａ サービス 飲食業 5%

3,391 北海道 栗山町 出光継立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,392 北海道 栗山町 出光ハートフル栗山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,393 北海道 栗山町 今井無線電機 小売業 電化製品 5%

3,394 北海道 栗山町 オートガレージ・アシスト サービス その他サービス 5%

3,395 北海道 栗山町 ｃａｆｅ＆ｂａｒくりとくら サービス 飲食業 5%

3,396 北海道 栗山町 株式会社北海道栗山国際クレー射撃場 サービス その他サービス 5%

3,397 北海道 栗山町 クリーニングａｃｅ　マックスバリュ栗山店 サービス その他サービス 5%

3,398 北海道 栗山町 クリーニングａｃｅ　ラッキー栗山店 サービス その他サービス 5%

3,399 北海道 栗山町 栗山灯油センター 小売業 その他小売 2%

3,400 北海道 栗山町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ栗山朝日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,401 北海道 栗山町 くりやまアンド・アム サービス 飲食業 5%

3,402 北海道 栗山町 栗山国際クレー射撃場 サービス その他サービス 5%
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3,403 北海道 栗山町 セブン－イレブン栗山継立店 小売業 食料品 2%

3,404 北海道 栗山町 くりやま旅館 サービス 宿泊業 5%

3,405 北海道 栗山町 早苗金物店 小売業 電化製品 5%

3,406 北海道 栗山町 セブンーイレブン空知栗山店 小売業 食料品 2%

3,407 北海道 栗山町 玉村モータース サービス その他サービス 5%

3,408 北海道 栗山町 直売課 小売業 その他小売 2%

3,409 北海道 栗山町 富士メガネ　栗山店 小売業 その他小売 5%

3,410 北海道 栗山町 メガネの富士　栗山店 小売業 その他小売 5%

3,411 北海道 栗山町 有限会社村上自工 サービス その他サービス 5%

3,412 北海道 栗山町 吉本 小売業 衣料品 5%

3,413 北海道 黒松内町 石垣自動車商会　黒松内営 サービス その他サービス 5%

3,414 北海道 黒松内町 Ａマート黒松内店 小売業 その他小売 5%

3,415 北海道 黒松内町 黒松内町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,416 北海道 黒松内町 五位尾商店 小売業 その他小売 5%

3,417 北海道 黒松内町 小間旅館 サービス 宿泊業 5%

3,418 北海道 黒松内町 作開ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,419 北海道 訓子府町 出光訓子府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,420 北海道 訓子府町 訓子府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,421 北海道 訓子府町 谷山新聞販売所 小売業 その他小売 5%

3,422 北海道 訓子府町 パナプラザ　渡部 小売業 電化製品 5%

3,423 北海道 剣淵町 おしゃれショップ　広富 小売業 衣料品 5%

3,424 北海道 剣淵町 北沢サイクルスポーツ 小売業 その他小売 5%

3,425 北海道 剣淵町 剣淵ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,426 北海道 剣淵町 株式会社肥田商会 小売業 電化製品 5%

3,427 北海道 小清水町 小清水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,428 北海道 小清水町 小清水赤十字病院売店 小売業 その他小売 5%

3,429 北海道 小清水町 セブン－イレブン小清水町店 小売業 食料品 2%

3,430 北海道 小清水町 佐藤家具センター　本店 小売業 家具・調度品 5%

3,431 北海道 札幌市 Ａｒｖｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

3,432 北海道 札幌市 ａｒｔｉｍａｇｅ サービス その他サービス 5%

3,433 北海道 札幌市 アート＆カトリーヌ サービス その他サービス 5%

3,434 北海道 札幌市 アート車検ＣＡＲ’Ｓ サービス その他サービス 5%

3,435 北海道 札幌市 ＡａｌａＫａｉｌｕａｂｅａｃｈ サービス その他サービス 5%

3,436 北海道 札幌市 ＡＩ　ＫＯＭＯＲＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,437 北海道 札幌市 アイ　美人 サービス 理容・美容業 5%

3,438 北海道 札幌市 ＩＬＣ札幌地下街 小売業 衣料品 5%

3,439 北海道 札幌市 アイサンテ鍼灸サロン サービス その他サービス 5%

3,440 北海道 札幌市 アイックス 小売業 ガソリンスタンド 5%

3,441 北海道 札幌市 アイックス　北２５条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 5%

3,442 北海道 札幌市 ＡＩＸ’　こまち西岡　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 5%

3,443 北海道 札幌市 アイックスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 5%

3,444 北海道 札幌市 アイックス五輪通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 5%
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3,445 北海道 札幌市 アイックスニ十四軒サービスステーシ 小売業 ガソリンスタンド 5%

3,446 北海道 札幌市 アイックス伏見店 小売業 ガソリンスタンド 5%

3,447 北海道 札幌市 アイックスフーズ本社 サービス 飲食業 5%

3,448 北海道 札幌市 アイックスフード サービス 飲食業 5%

3,449 北海道 札幌市 アイテラナガネ　メイクアップスタジオ 小売業 その他小売 5%

3,450 北海道 札幌市 あいの里動物病院 サービス その他サービス 5%

3,451 北海道 札幌市 アイマジックピュア札幌駅前店 サービス 理容・美容業 5%

3,452 北海道 札幌市 アイマジックピュア札幌大通店 サービス 理容・美容業 5%

3,453 北海道 札幌市 アイリス犬猫病院 サービス その他サービス 5%

3,454 北海道 札幌市 アイリッシュパブ　ブライアンブルー サービス 飲食業 5%

3,455 北海道 札幌市 アイリッシュパブブライアンブルー南３条店 サービス 飲食業 5%

3,456 北海道 札幌市 Ａｕｒａ－ｎａ　ポールタウン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,457 北海道 札幌市 ＡＯＥ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

3,458 北海道 札幌市 青山フラワーマーケット札幌ポールタウン店 小売業 その他小売 5%

3,459 北海道 札幌市 暁交通 サービス その他サービス 5%

3,460 北海道 札幌市 アカツキ交通整備工場 サービス その他サービス 5%

3,461 北海道 札幌市 ａｋｉ　ｎａｇａｏ サービス 飲食業 5%

3,462 北海道 札幌市 秋元自動車工業 サービス その他サービス 5%

3,463 北海道 札幌市 ＡＱＵＡ サービス その他サービス 5%

3,464 北海道 札幌市 アクセス 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,465 北海道 札幌市 アクティブスタジオ厚別 サービス その他サービス 5%

3,466 北海道 札幌市 あぐら家具企画 サービス その他サービス 5%

3,467 北海道 札幌市 ＡＧＲＩＳＣＡＰＥ サービス 飲食業 5%

3,468 北海道 札幌市 旭ケ丘　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,469 北海道 札幌市 旭ヶ丘ペットクラブ サービス その他サービス 5%

3,470 北海道 札幌市 アサヒビール園前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,471 北海道 札幌市 麻生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,472 北海道 札幌市 味暦　三六 サービス 飲食業 5%

3,473 北海道 札幌市 味暦　三六 サービス 飲食業 5%

3,474 北海道 札幌市 あしたや 小売業 その他小売 5%

3,475 北海道 札幌市 あじ太郎 小売業 食料品 5%

3,476 北海道 札幌市 味の高はし サービス 飲食業 5%

3,477 北海道 札幌市 味の時計台　地下街ポールタウン店 サービス 飲食業 5%

3,478 北海道 札幌市 Ｈａｊｏｕｔｅｒｂｅｌｌ　ｐｅｒｃｈｅｅ 小売業 衣料品 5%

3,479 北海道 札幌市 アスリートクラブ札幌店 小売業 その他小売 5%

3,480 北海道 札幌市 ＡＺＦＯＯＤＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

3,481 北海道 札幌市 頭もみほぐしサロンスヤピー サービス その他サービス 5%

3,482 北海道 札幌市 あつき動物病院 サービス その他サービス 5%

3,483 北海道 札幌市 アットコンタクト　駅前店 サービス その他サービス 5%

3,484 北海道 札幌市 アットコンタクト　大通店 サービス その他サービス 5%

3,485 北海道 札幌市 アップル２０ 小売業 その他小売 5%

3,486 北海道 札幌市 ＡＲＴＳ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%
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3,487 北海道 札幌市 アドニスオート 小売業 その他小売 5%

3,488 北海道 札幌市 ａｒｔｆｉｅｌｄ 小売業 その他小売 5%

3,489 北海道 札幌市 アートライフデポ　ルーシー店 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,490 北海道 札幌市 アトリエボンプラン 小売業 その他小売 5%

3,491 北海道 札幌市 アネックスプラン サービス 運輸業 5%

3,492 北海道 札幌市 Ａｎｏｎ サービス その他サービス 5%

3,493 北海道 札幌市 ａｂｏｕｔ　ｎａｍｉ 小売業 その他小売 5%

3,494 北海道 札幌市 あぶるべ サービス 飲食業 5%

3,495 北海道 札幌市 阿部税理士事務所 サービス その他サービス 5%

3,496 北海道 札幌市 アポロ販売株式会社 小売業 その他小売 5%

3,497 北海道 札幌市 アマ－ティ＆アマ－ティ　札幌円山店 小売業 その他小売 5%

3,498 北海道 札幌市 アミティエ　ラ　ヌーベル 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,499 北海道 札幌市 Ａｒｍ’ｓ＋Ｊｒ サービス 理容・美容業 5%

3,500 北海道 札幌市 アメリカ屋漁具 小売業 その他小売 5%

3,501 北海道 札幌市 ａｙａｎｏ 小売業 衣料品 5%

3,502 北海道 札幌市 ＡＹＡＮＯＫＯＪＩ　Ｓａｒｅｉ　さっぽろポールタウン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,503 北海道 札幌市 Ａｒｅｅｓ－Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

3,504 北海道 札幌市 アリス 小売業 家具・調度品 5%

3,505 北海道 札幌市 Ａｌｉｃｅ　新さっぽろ店 サービス 飲食業 5%

3,506 北海道 札幌市 アリーズニューヨーク　札幌北一条店 サービス 飲食業 5%

3,507 北海道 札幌市 ありんこオーロラタウン店 サービス 飲食業 5%

3,508 北海道 札幌市 ありんこポールタウン店 サービス 飲食業 5%

3,509 北海道 札幌市 ＲＦスタジオ札幌 サービス その他サービス 5%

3,510 北海道 札幌市 アルカヤ靴店札幌 小売業 その他小売 5%

3,511 北海道 札幌市 ａｌｃｏｚｙ サービス 飲食業 5%

3,512 北海道 札幌市 ＡＬＴＩ　ＶＩＶＯ サービス 理容・美容業 5%

3,513 北海道 札幌市 ーＡＬＤＹ－　ｈａｉｒ　ｐｌａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

3,514 北海道 札幌市 アルヒ動物病院 サービス その他サービス 5%

3,515 北海道 札幌市 アルファ美輝 小売業 衣料品 5%

3,516 北海道 札幌市 アルファスポーツ　イベントグループ 小売業 その他小売 5%

3,517 北海道 札幌市 アルファベッツアルファベット大通店 小売業 衣料品 5%

3,518 北海道 札幌市 Ａｒｍｏｒ サービス 飲食業 5%

3,519 北海道 札幌市 Ｒ６２８ サービス 理容・美容業 5%

3,520 北海道 札幌市 Ａｎｇｅｂｅｌｌｉｒ サービス その他サービス 5%

3,521 北海道 札幌市 ａｎ－ｚｕ 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,522 北海道 札幌市 安全モーター商会 サービス その他サービス 5%

3,523 北海道 札幌市 安全ガラス札幌 サービス その他サービス 5%

3,524 北海道 札幌市 安全モーター商会　山の手ファクトリー サービス その他サービス 5%

3,525 北海道 札幌市 ＆Ｃａｎｄｙ．ｒ　ポールタウン店 小売業 衣料品 5%

3,526 北海道 札幌市 ＆Ｂ麻布テーラー札幌 小売業 衣料品 5%

3,527 北海道 札幌市 アンバランス 小売業 衣料品 5%

3,528 北海道 札幌市 アンビエントショップ 小売業 家具・調度品 5%
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3,529 北海道 札幌市 ｅ　ｓｔｙｌｅ　大通店 サービス 理容・美容業 5%

3,530 北海道 札幌市 ｉｖｉ　Ｐ．ｅｔ　ｋｕｕ サービス 理容・美容業 5%

3,531 北海道 札幌市 イオン棒リフレッシュ空間クリア サービス 理容・美容業 5%

3,532 北海道 札幌市 井形電気商会 小売業 電化製品 5%

3,533 北海道 札幌市 粋な居酒屋あいよ　北１条店 サービス 飲食業 5%

3,534 北海道 札幌市 粋な居酒屋あいよ　北３条店 サービス 飲食業 5%

3,535 北海道 札幌市 粋な居酒屋あいよ　南郷７丁目店 サービス 飲食業 5%

3,536 北海道 札幌市 粋な居酒屋あいよ　宮の沢店 サービス 飲食業 5%

3,537 北海道 札幌市 粋な居酒屋あいよＩＣＣ南３条店 サービス 飲食業 5%

3,538 北海道 札幌市 粋な居酒屋あいよ西２８丁目店 サービス 飲食業 5%

3,539 北海道 札幌市 粋な居酒屋あいよ　東区役所前店 サービス 飲食業 5%

3,540 北海道 札幌市 郁栄 サービス その他サービス 5%

3,541 北海道 札幌市 活けす楽膳　まるく サービス 飲食業 5%

3,542 北海道 札幌市 イコマ北海道　西営業所 小売業 その他小売 5%

3,543 北海道 札幌市 イコマ北海道　千歳営業所 小売業 その他小売 5%

3,544 北海道 札幌市 居酒屋　いとう サービス 飲食業 5%

3,545 北海道 札幌市 居酒屋いろりあん サービス 飲食業 5%

3,546 北海道 札幌市 居酒屋しらちゃん サービス 飲食業 5%

3,547 北海道 札幌市 居酒屋　ふる里　本店 サービス 飲食業 5%

3,548 北海道 札幌市 居酒屋　裕 サービス 飲食業 5%

3,549 北海道 札幌市 居酒屋　おかえり サービス 飲食業 5%

3,550 北海道 札幌市 居酒屋北のかっぱ サービス 飲食業 5%

3,551 北海道 札幌市 居酒屋くろちゃん サービス 飲食業 5%

3,552 北海道 札幌市 ＩＺＡＫＡＹＡ旬 サービス 飲食業 5%

3,553 北海道 札幌市 居酒屋しらちゃん サービス 飲食業 5%

3,554 北海道 札幌市 居酒屋　大河 サービス 飲食業 5%

3,555 北海道 札幌市 居酒屋　燔 サービス 飲食業 5%

3,556 北海道 札幌市 居酒屋ふる里　札幌総本店 サービス 飲食業 5%

3,557 北海道 札幌市 居酒屋ふる里　南３条店 サービス 飲食業 5%

3,558 北海道 札幌市 居酒屋ボーンヘッズ サービス 飲食業 5%

3,559 北海道 札幌市 居酒屋　ＭＯＲＯ サービス 飲食業 5%

3,560 北海道 札幌市 石狩ＳＳ　釧路石炭販売 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,561 北海道 札幌市 石田英　札幌支店 小売業 衣料品 5%

3,562 北海道 札幌市 ｅ－スタイル北３２条店 サービス 理容・美容業 5%

3,563 北海道 札幌市 ｅ－スタイルひばりヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

3,564 北海道 札幌市 ｅ－スタイル元町店 サービス 理容・美容業 5%

3,565 北海道 札幌市 衣住ごと 小売業 衣料品 5%

3,566 北海道 札幌市 イズムケンジフェローズヘアワークス サービス 理容・美容業 5%

3,567 北海道 札幌市 いせき動物病院 サービス その他サービス 5%

3,568 北海道 札幌市 イセミュージック 小売業 その他小売 5%

3,569 北海道 札幌市 磯金 サービス 飲食業 5%

3,570 北海道 札幌市 板倉圭吾税理士事務所 サービス その他サービス 5%
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3,571 北海道 札幌市 イタリア料理　ｏｒｉｚｚｏｎｔｅ サービス 飲食業 5%

3,572 北海道 札幌市 いちのへてりーぬ サービス 飲食業 5%

3,573 北海道 札幌市 一夜干しと海鮮丼できたて屋札幌ファクトリ サービス 飲食業 5%

3,574 北海道 札幌市 一夜干しと海鮮丼できたて屋時計台店 サービス 飲食業 5%

3,575 北海道 札幌市 一発ドン サービス 飲食業 5%

3,576 北海道 札幌市 ｉ・ｄｅ・ａ サービス 理容・美容業 5%

3,577 北海道 札幌市 イー・ナック サービス その他サービス 5%

3,578 北海道 札幌市 いぬとねこの病院 サービス その他サービス 5%

3,579 北海道 札幌市 株式会社　いまい 小売業 食料品 5%

3,580 北海道 札幌市 イル　ソリト サービス 飲食業 5%

3,581 北海道 札幌市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ札幌 サービス その他サービス 5%

3,582 北海道 札幌市 彩－Ｉｒｏｄｏｒｉ－札幌店 サービス 飲食業 5%

3,583 北海道 札幌市 いろりあん　南３条店 サービス 飲食業 5%

3,584 北海道 札幌市 岩井信六商店 小売業 衣料品 5%

3,585 北海道 札幌市 岩井信六商店　地下支店 小売業 衣料品 5%

3,586 北海道 札幌市 岩井信六商店　パセオ店 小売業 衣料品 5%

3,587 北海道 札幌市 岩井信六商店　ミスティ店 小売業 衣料品 5%

3,588 北海道 札幌市 岩井信六商店　リーガル五番街店 小売業 衣料品 5%

3,589 北海道 札幌市 岩井信六商店　リーガルパセオ店 小売業 衣料品 5%

3,590 北海道 札幌市 岩崎電子補聴器センター　札幌駅前店 小売業 その他小売 5%

3,591 北海道 札幌市 岩崎電子補聴器センター　新札幌店 小売業 その他小売 5%

3,592 北海道 札幌市 岩崎電子補聴器センター　手稲店 小売業 その他小売 5%

3,593 北海道 札幌市 岩崎電子補聴器センター元町店 小売業 その他小売 5%

3,594 北海道 札幌市 岩佐商会札幌店 サービス その他サービス 5%

3,595 北海道 札幌市 インクリーズヘアー　札幌店 サービス 理容・美容業 5%

3,596 北海道 札幌市 インパルス 小売業 電化製品 5%

3,597 北海道 札幌市 ＶＩＢＲＡＮＤ　ｓｐａｒｋｌ 小売業 衣料品 5%

3,598 北海道 札幌市 ヴァンクールマキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,599 北海道 札幌市 ウイングオートコーポレーション サービス 運輸業 5%

3,600 北海道 札幌市 ウェルジャパン サービス 理容・美容業 5%

3,601 北海道 札幌市 ウェルネススクエア札幌 サービス その他サービス 5%

3,602 北海道 札幌市 Ｗａｌｎｕｔ　ｍａｒｋｅｔ 小売業 衣料品 5%

3,603 北海道 札幌市 ウサギサカ サービス 飲食業 5%

3,604 北海道 札幌市 宴や　紀らく サービス 飲食業 5%

3,605 北海道 札幌市 内田ラケットサービス 小売業 その他小売 5%

3,606 北海道 札幌市 海さくら　蝦夷海 サービス 飲食業 5%

3,607 北海道 札幌市 海さくら　琴似店 サービス 飲食業 5%

3,608 北海道 札幌市 海さくら麻生店 サービス 飲食業 5%

3,609 北海道 札幌市 海さくら　元町店 サービス 理容・美容業 5%

3,610 北海道 札幌市 梅酒十色Ｓｅｌｆｉｓｈ サービス 飲食業 5%

3,611 北海道 札幌市 Ｈｅｕｒｅ 小売業 衣料品 5%

3,612 北海道 札幌市 運河亭　元町店 サービス 飲食業 5%
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3,613 北海道 札幌市 株式会社　エーアイディー札幌店 小売業 家具・調度品 5%

3,614 北海道 札幌市 エアル・ファースト 小売業 その他小売 5%

3,615 北海道 札幌市 エアル・ファースト 小売業 その他小売 5%

3,616 北海道 札幌市 ａｉｍ札幌店 サービス その他サービス 5%

3,617 北海道 札幌市 ＡＩＭ－９ サービス その他サービス 5%

3,618 北海道 札幌市 ＡＣマジック サービス その他サービス 5%

3,619 北海道 札幌市 Ａ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

3,620 北海道 札幌市 エーナイン本部２ サービス 理容・美容業 5%

3,621 北海道 札幌市 エクセレント サービス 理容・美容業 5%

3,622 北海道 札幌市 エクセレント　Ｐｌｕｓ店 サービス 理容・美容業 5%

3,623 北海道 札幌市 エクセレント　４プラ店 サービス 理容・美容業 5%

3,624 北海道 札幌市 エクラ サービス 理容・美容業 5%

3,625 北海道 札幌市 ｅｃｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

3,626 北海道 札幌市 エース　新陵店 サービス その他サービス 5%

3,627 北海道 札幌市 エース　スーパーアークスエクスプレス店 サービス その他サービス 5%

3,628 北海道 札幌市 エース　スーパーアークス月寒東店 サービス その他サービス 5%

3,629 北海道 札幌市 エース　ビッグハウス太平店 サービス その他サービス 5%

3,630 北海道 札幌市 エース　真駒内店 サービス その他サービス 5%

3,631 北海道 札幌市 エース　ラルズ西岡店 サービス その他サービス 5%

3,632 北海道 札幌市 エース　ラルズ平岸店 サービス その他サービス 5%

3,633 北海道 札幌市 ＳＡＣ　ＷＯＲＫＳ 小売業 家具・調度品 5%

3,634 北海道 札幌市 ＳＳＮ サービス その他サービス 5%

3,635 北海道 札幌市 エース大通店 サービス その他サービス 5%

3,636 北海道 札幌市 エース菊水店 サービス その他サービス 5%

3,637 北海道 札幌市 エース北３８条店 サービス その他サービス 5%

3,638 北海道 札幌市 エース北３４条店 サービス その他サービス 5%

3,639 北海道 札幌市 エース北２３条店 サービス その他サービス 5%

3,640 北海道 札幌市 エース北２４条店 サービス その他サービス 5%

3,641 北海道 札幌市 エース北６条店 サービス その他サービス 5%

3,642 北海道 札幌市 エース行啓通り店 サービス その他サービス 5%

3,643 北海道 札幌市 エスクラフト 小売業 その他小売 5%

3,644 北海道 札幌市 エスケーサービス サービス その他サービス 5%

3,645 北海道 札幌市 エース光星店 サービス その他サービス 5%

3,646 北海道 札幌市 エース澄川店 サービス その他サービス 5%

3,647 北海道 札幌市 エース桑園店 サービス その他サービス 5%

3,648 北海道 札幌市 エースダイイチ発寒中央駅前店 サービス その他サービス 5%

3,649 北海道 札幌市 ＡＣＥ　ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

3,650 北海道 札幌市 エステサロン　スウィ－トロ－ズ 小売業 その他小売 5%

3,651 北海道 札幌市 エストエストエスト サービス 飲食業 5%

3,652 北海道 札幌市 エストナチュリア サービス 理容・美容業 5%

3,653 北海道 札幌市 エース西町店 サービス その他サービス 5%

3,654 北海道 札幌市 エース２４軒地下鉄通り店 サービス その他サービス 5%
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3,655 北海道 札幌市 エスパーイトウ サービス 飲食業 5%

3,656 北海道 札幌市 エスパーイトウ白石中央店 サービス 飲食業 5%

3,657 北海道 札幌市 エース八軒東店 サービス その他サービス 5%

3,658 北海道 札幌市 エース発寒南店 サービス その他サービス 5%

3,659 北海道 札幌市 エースハッピー北３０条店 サービス その他サービス 5%

3,660 北海道 札幌市 エースビッグ石山店 サービス その他サービス 5%

3,661 北海道 札幌市 エースビックハウス白石店 サービス その他サービス 5%

3,662 北海道 札幌市 エスペランス 小売業 その他小売 5%

3,663 北海道 札幌市 エース北都店 サービス その他サービス 5%

3,664 北海道 札幌市 エースマックスバリュ琴似３条店 サービス その他サービス 5%

3,665 北海道 札幌市 エ－スマックスバリュ新発寒店 サービス その他サービス 5%

3,666 北海道 札幌市 エース円山公園店 サービス その他サービス 5%

3,667 北海道 札幌市 エース円山店 サービス その他サービス 5%

3,668 北海道 札幌市 エース美香保店 サービス その他サービス 5%

3,669 北海道 札幌市 エース南石山店 サービス その他サービス 5%

3,670 北海道 札幌市 エース宮の森店 サービス その他サービス 5%

3,671 北海道 札幌市 エース元町東店 サービス その他サービス 5%

3,672 北海道 札幌市 （株）エダナミ美容室 サービス 理容・美容業 5%

3,673 北海道 札幌市 ＥＴＥＲＮＡＬ　ＡＲＲＯＷ サービス 理容・美容業 5%

3,674 北海道 札幌市 ｅｓｓｅｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

3,675 北海道 札幌市 ＡＤ 小売業 その他小売 5%

3,676 北海道 札幌市 ｅｄｕ．札幌店 サービス 理容・美容業 5%

3,677 北海道 札幌市 エーナイン サービス 理容・美容業 5%

3,678 北海道 札幌市 エーナイン　麻生店 サービス 理容・美容業 5%

3,679 北海道 札幌市 エーナイン　イオン東札幌店 サービス 理容・美容業 5%

3,680 北海道 札幌市 エーナイン　イトーヨーカドー屯田店 サービス 理容・美容業 5%

3,681 北海道 札幌市 エーナイン　キャポ大谷地店 サービス 理容・美容業 5%

3,682 北海道 札幌市 エーナイン　清田店 サービス 理容・美容業 5%

3,683 北海道 札幌市 エーナイン　琴似店 サービス 理容・美容業 5%

3,684 北海道 札幌市 エーナイン　ザ・ビッグ西岡店 サービス 理容・美容業 5%

3,685 北海道 札幌市 エーナイン　西友厚別店 サービス 理容・美容業 5%

3,686 北海道 札幌市 エーナイン　西友手稲店 サービス 理容・美容業 5%

3,687 北海道 札幌市 エーナイン　西友平岸店 サービス 理容・美容業 5%

3,688 北海道 札幌市 エーナイン　手稲店 サービス 理容・美容業 5%

3,689 北海道 札幌市 エーナイン　本店 サービス 理容・美容業 5%

3,690 北海道 札幌市 エーナイン　円山店 サービス 理容・美容業 5%

3,691 北海道 札幌市 エーナイン　藻岩店 サービス 理容・美容業 5%

3,692 北海道 札幌市 エーナインイトーヨーカドー福住店 サービス 理容・美容業 5%

3,693 北海道 札幌市 縁　野村仏壇ギャラリー 小売業 家具・調度品 5%

3,694 北海道 札幌市 ＥｎｅＪｅｔ真駒内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,695 北海道 札幌市 エバーウィル札幌店 小売業 その他小売 5%

3,696 北海道 札幌市 エビス工房 サービス その他サービス 5%
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3,697 北海道 札幌市 ＭＩジャパン　札幌校 サービス その他サービス 5%

3,698 北海道 札幌市 ＭＳＤ サービス その他サービス 5%

3,699 北海道 札幌市 エムエースポーツサービス 小売業 その他小売 5%

3,700 北海道 札幌市 ＭＫＹＡＭＥＲＩＣＡＮＲＥＳＴＡ サービス 飲食業 5%

3,701 北海道 札幌市 ＭＣフーズ札幌店 小売業 食料品 5%

3,702 北海道 札幌市 Ｍ・ＳＴＡＧＥ　麻生店 小売業 その他小売 5%

3,703 北海道 札幌市 Ｍ・ＳＴＡＧＥ　イオン苗穂店 小売業 その他小売 5%

3,704 北海道 札幌市 Ｍ・ＳＴＡＧＥ　円山店 小売業 その他小売 5%

3,705 北海道 札幌市 Ｍ・ＳＴＡＧＥ　円山店 小売業 その他小売 5%

3,706 北海道 札幌市 Ｍ’ｓファクトリー サービス その他サービス 5%

3,707 北海道 札幌市 ＭＤプランニング サービス 宿泊業 5%

3,708 北海道 札幌市 ａｕショップ　上野幌 小売業 電化製品 5%

3,709 北海道 札幌市 ａｕショップ　札幌屯田 小売業 電化製品 5%

3,710 北海道 札幌市 ａｕショップ　東札幌 小売業 電化製品 5%

3,711 北海道 札幌市 Ｅｌａｎｄａ　ＣＡＳＡ 小売業 家具・調度品 5%

3,712 北海道 札幌市 エリア 小売業 その他小売 5%

3,713 北海道 札幌市 えり善真木　南四条店 小売業 衣料品 5%

3,714 北海道 札幌市 エル・クラシコ 小売業 その他小売 5%

3,715 北海道 札幌市 エルクの森パークゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

3,716 北海道 札幌市 Ｌ’ｓＧａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

3,717 北海道 札幌市 エルドール　平岡店 小売業 食料品 5%

3,718 北海道 札幌市 エルム　札幌店 小売業 衣料品 5%

3,719 北海道 札幌市 ＥＬＥＮＡ・ＢＯＳＨＵ サービス 理容・美容業 5%

3,720 北海道 札幌市 エン 小売業 衣料品 5%

3,721 北海道 札幌市 Ａｎｇｅｌ　Ｈｅａｒｔ 小売業 その他小売 5%

3,722 北海道 札幌市 ｅｎｔｒａｎｃｅｂｙＢｅ－ＣＯＯＬ サービス 理容・美容業 5%

3,723 北海道 札幌市 ＯＹＳＴＥＲ＆ＳＴＥＡＫＤＩＮＥＲ　ｅｓ サービス 飲食業 5%

3,724 北海道 札幌市 ＯＹＳＴＥＲ＆ＳＴＥＡＫＨＯＵＳＥ　ｅｓ サービス 飲食業 5%

3,725 北海道 札幌市 おいらんｂａｒ百華繚乱 サービス 飲食業 5%

3,726 北海道 札幌市 大岩工業札幌営業所 サービス その他サービス 5%

3,727 北海道 札幌市 ＯｒｇａｎｉｃＫｉｔｃｈｅｎＣｈｉｋｙｕ サービス 飲食業 5%

3,728 北海道 札幌市 大栗新聞販売所 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,729 北海道 札幌市 大坪自動車工場 サービス その他サービス 5%

3,730 北海道 札幌市 オートオフィスサポート サービス その他サービス 5%

3,731 北海道 札幌市 大通中央整体院 サービス その他サービス 5%

3,732 北海道 札幌市 大通中央整体院 サービス その他サービス 5%

3,733 北海道 札幌市 大通西薬局 小売業 その他小売 5%

3,734 北海道 札幌市 ＡＵＴＯＧＥＡＲ サービス その他サービス 5%

3,735 北海道 札幌市 オートギャラリー健昇 小売業 その他小売 5%

3,736 北海道 札幌市 オートチャンネル 小売業 その他小売 5%

3,737 北海道 札幌市 オーバーカム サービス その他サービス 5%

3,738 北海道 札幌市 大谷地流通センター 小売業 ガソリンスタンド 2%
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3,739 北海道 札幌市 ＯＬＤ１ＰＬＵＳ 小売業 その他小売 5%

3,740 北海道 札幌市 丘珠空港通 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,741 北海道 札幌市 置田佛具店 小売業 その他小売 5%

3,742 北海道 札幌市 奥定山渓温泉　佳松御苑 サービス 宿泊業 5%

3,743 北海道 札幌市 お酒と中華　おいる サービス 飲食業 5%

3,744 北海道 札幌市 お刺身居酒屋　瑠玖 サービス 飲食業 5%

3,745 北海道 札幌市 おしゃれサロン　微笑 サービス 理容・美容業 5%

3,746 北海道 札幌市 おしゃれな装いつかもと 小売業 衣料品 5%

3,747 北海道 札幌市 おしゃれの店もあ 小売業 衣料品 5%

3,748 北海道 札幌市 Ｏｓｔｅｒｉａ　Ｔａｃｃｈｉｎｉ サービス 飲食業 5%

3,749 北海道 札幌市 オゾンロックス　札幌店 小売業 衣料品 5%

3,750 北海道 札幌市 おたからや　円山公園駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,751 北海道 札幌市 おたる別亭 サービス 飲食業 5%

3,752 北海道 札幌市 お茶の玉翠園 小売業 食料品 5%

3,753 北海道 札幌市 Ｏｔｅｓｈｉｏ 小売業 衣料品 5%

3,754 北海道 札幌市 おでんと肴ちくわ サービス 飲食業 5%

3,755 北海道 札幌市 オートキャリアサービス サービス その他サービス 5%

3,756 北海道 札幌市 オートホーク 小売業 その他小売 5%

3,757 北海道 札幌市 オート・ワーク　ミヤケ サービス その他サービス 5%

3,758 北海道 札幌市 オーバーライド 小売業 その他小売 5%

3,759 北海道 札幌市 おばんざい　カエル サービス 飲食業 5%

3,760 北海道 札幌市 おばんざい屋。まる。 サービス 飲食業 5%

3,761 北海道 札幌市 株式会社オプテック北海道 サービス その他サービス 5%

3,762 北海道 札幌市 おむすびきゅうさん　札米 小売業 食料品 5%

3,763 北海道 札幌市 ＯＨＭツインサーキット 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,764 北海道 札幌市 オーム電機 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,765 北海道 札幌市 表参道ペットクリニック サービス その他サービス 5%

3,766 北海道 札幌市 おもて　ルーシー店 小売業 衣料品 5%

3,767 北海道 札幌市 ｏｍｏｙａ サービス 理容・美容業 5%

3,768 北海道 札幌市 オヤコリビング　しらさき 小売業 家具・調度品 5%

3,769 北海道 札幌市 オリゾン　ビューティサロン武内 サービス 理容・美容業 5%

3,770 北海道 札幌市 ｏｒｇａ サービス 理容・美容業 5%

3,771 北海道 札幌市 オルキディア苗穂店 小売業 衣料品 5%

3,772 北海道 札幌市 ＯＲＳＡＹ 小売業 衣料品 5%

3,773 北海道 札幌市 ＯＬＤ　１　ＰＬＵＳ 小売業 その他小売 5%

3,774 北海道 札幌市 オレンジハウス　すすきの店 小売業 衣料品 5%

3,775 北海道 札幌市 オレンジハウス　すすきの店　２ 小売業 衣料品 5%

3,776 北海道 札幌市 オレンジハウス　本店 サービス 飲食業 5%

3,777 北海道 札幌市 オレンヂカンパニ－ サービス その他サービス 5%

3,778 北海道 札幌市 おわん サービス 飲食業 5%

3,779 北海道 札幌市 Ｇａｒｄｅｎｓｈｏｐ　ｇｒｏｗ 小売業 その他小売 5%

3,780 北海道 札幌市 カーポイントビック 小売業 その他小売 5%
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3,781 北海道 札幌市 懐玉堂 小売業 その他小売 5%

3,782 北海道 札幌市 介護福祉タクシーハープ サービス 運輸業 5%

3,783 北海道 札幌市 海鮮居酒屋　根室 サービス 飲食業 5%

3,784 北海道 札幌市 海鮮市場　北のグルメ 小売業 その他小売 5%

3,785 北海道 札幌市 海鮮焼小屋大磯 サービス 飲食業 5%

3,786 北海道 札幌市 回転寿司根室花まる　南郷店 サービス 飲食業 5%

3,787 北海道 札幌市 回転寿司　根室花まる　札幌南２５条店 サービス 飲食業 5%

3,788 北海道 札幌市 回転寿司根室花まる手稲前田店 サービス 飲食業 5%

3,789 北海道 札幌市 回転寿司根室花まる西野店 サービス 飲食業 5%

3,790 北海道 札幌市 ＫＡＩ・ＴＯ 小売業 衣料品 5%

3,791 北海道 札幌市 牡蠣喰家来　かきくけこ　琴似店 サービス 飲食業 5%

3,792 北海道 札幌市 牡蠣喰家来　かきくけこ　３・４店 サービス 飲食業 5%

3,793 北海道 札幌市 牡蠣喰家来かきくけこ　すすきのディノス店 サービス 飲食業 5%

3,794 北海道 札幌市 カギの救急車麻生店 小売業 その他小売 5%

3,795 北海道 札幌市 カギの救急車　すすきの サービス その他サービス 5%

3,796 北海道 札幌市 カクイ協和産業株式会社 小売業 その他小売 5%

3,797 北海道 札幌市 家具の丸越　厚別店 小売業 家具・調度品 5%

3,798 北海道 札幌市 ＣａｒＣａｒｅＳｈｏｐＦｌｏｕｒｉｓｈ サービス その他サービス 5%

3,799 北海道 札幌市 カーケアファクトリー サービス その他サービス 5%

3,800 北海道 札幌市 華秀苑　ダイカ　札幌支店 小売業 衣料品 5%

3,801 北海道 札幌市 菓匠清閑院　円山公園駅前店 小売業 食料品 5%

3,802 北海道 札幌市 ｃａｓｔａｎｅｔ 小売業 衣料品 5%

3,803 北海道 札幌市 ＣＡＳＢＡ サービス 飲食業 5%

3,804 北海道 札幌市 割彩　にしわき サービス 飲食業 5%

3,805 北海道 札幌市 活菜旬魚　さんかい　環状通東店 サービス 飲食業 5%

3,806 北海道 札幌市 活菜旬魚　さんかい　琴似店 サービス 飲食業 5%

3,807 北海道 札幌市 活菜旬魚　さんかい　白石店 サービス 飲食業 5%

3,808 北海道 札幌市 活菜旬魚　さんかい　新札幌店 サービス 飲食業 5%

3,809 北海道 札幌市 活菜旬魚　さんかい　澄川店 サービス 飲食業 5%

3,810 北海道 札幌市 活菜旬魚　さんかい　本店 サービス 飲食業 5%

3,811 北海道 札幌市 活菜旬魚　さんかい　北２４条店 サービス 飲食業 5%

3,812 北海道 札幌市 活食・隠れ酒蔵　かけはし総本店 サービス 飲食業 5%

3,813 北海道 札幌市 かつ徳　伏見店 サービス 飲食業 5%

3,814 北海道 札幌市 かつ徳豊平店 サービス 飲食業 5%

3,815 北海道 札幌市 かつ徳平岸店 サービス 飲食業 5%

3,816 北海道 札幌市 かっぱぎ屋札幌店 小売業 その他小売 5%

3,817 北海道 札幌市 割烹くどう サービス 飲食業 5%

3,818 北海道 札幌市 割烹　たま笹 サービス 飲食業 5%

3,819 北海道 札幌市 カードラボ　札幌店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,820 北海道 札幌市 Ｃａｆｅ　ＺＩＫＫＡ サービス 飲食業 5%

3,821 北海道 札幌市 Ｃａｆｅ　Ｂｌｕｅ サービス 飲食業 5%

3,822 北海道 札幌市 カフェ・バザール サービス 飲食業 5%
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3,823 北海道 札幌市 カフェ＆レストラン　ヴィーニュ サービス 飲食業 5%

3,824 北海道 札幌市 ＣＡＦＥ工房ＭＩＳＵＺＵ サービス 飲食業 5%

3,825 北海道 札幌市 ＣａｆｅｄｅＭＡＸ サービス 飲食業 5%

3,826 北海道 札幌市 ｃａｆｅ　ｂａｒ　Ｂａｎｋ サービス 飲食業 5%

3,827 北海道 札幌市 カフェ　ビーパスト　イベント用 サービス 飲食業 5%

3,828 北海道 札幌市 株式会社アーキ・プロジェクト サービス その他サービス 5%

3,829 北海道 札幌市 株式会社アポロエナジー新琴似 小売業 その他小売 5%

3,830 北海道 札幌市 株式会社アポロエナジー南 小売業 その他小売 5%

3,831 北海道 札幌市 株式会社インフォム サービス その他サービス 5%

3,832 北海道 札幌市 株式会社オニオン サービス その他サービス 5%

3,833 北海道 札幌市 ［ＨＣ］株式会社栗山電器 小売業 電化製品 5%

3,834 北海道 札幌市 株式会社玄人 小売業 その他小売 5%

3,835 北海道 札幌市 ［ＨＣ］株式会社啓明電気 小売業 電化製品 5%

3,836 北海道 札幌市 株式会社彩蔵 小売業 衣料品 5%

3,837 北海道 札幌市 ［ＨＣ］（株）佐々木電器 小売業 電化製品 5%

3,838 北海道 札幌市 株式会社髙橋動物病院 サービス その他サービス 5%

3,839 北海道 札幌市 株式会社田口商会 小売業 その他小売 5%

3,840 北海道 札幌市 ［ＨＣ］株式会社デンキハウスキタキ 小売業 電化製品 5%

3,841 北海道 札幌市 株式会社道新円山インフォメーションセンター 小売業 その他小売 5%

3,842 北海道 札幌市 株式会社北海道広告社 サービス その他サービス 5%

3,843 北海道 札幌市 ［ＨＣ］（株）丸ヨ小林電器店 小売業 電化製品 5%

3,844 北海道 札幌市 Ｃａｐｒｉ　Ｃａｐｒｉ サービス 飲食業 5%

3,845 北海道 札幌市 カーポイントビック　スズキアリーナ平岡 小売業 その他小売 5%

3,846 北海道 札幌市 髪工房 サービス 理容・美容業 5%

3,847 北海道 札幌市 ＣＯＭＥＳ　ｈａｉｒ　南郷店 サービス 理容・美容業 5%

3,848 北海道 札幌市 カメラの川田 小売業 電化製品 5%

3,849 北海道 札幌市 カメラの光映堂　地下街店 小売業 その他小売 5%

3,850 北海道 札幌市 ガモウ　札幌本社 小売業 その他小売 5%

3,851 北海道 札幌市 ガモウ　統括本部 小売業 その他小売 5%

3,852 北海道 札幌市 加茂川電装工業 小売業 電化製品 5%

3,853 北海道 札幌市 カモシヤ サービス 飲食業 5%

3,854 北海道 札幌市 カラオケ　ピロス サービス その他サービス 5%

3,855 北海道 札幌市 カラオケ　マッシュ北４２条店 サービス その他サービス 5%

3,856 北海道 札幌市 カラオケ　マッシュ琴似駅前店 サービス その他サービス 5%

3,857 北海道 札幌市 カラオケ　マッシュサイバーシティ店 サービス その他サービス 5%

3,858 北海道 札幌市 カラオケ　マッシュ札幌ナナイロ店 サービス その他サービス 5%

3,859 北海道 札幌市 カラオケ　マッシュ月寒店 サービス その他サービス 5%

3,860 北海道 札幌市 カラオケ　マッシュピアノ店 サービス その他サービス 5%

3,861 北海道 札幌市 カラオケ　マッシュブロード店 サービス その他サービス 5%

3,862 北海道 札幌市 カラオケ歌屋　札幌美しが丘店 サービス その他サービス 5%

3,863 北海道 札幌市 カラオケ歌屋　札幌駅西口店 サービス その他サービス 5%

3,864 北海道 札幌市 カラオケ歌屋　札幌駅前通店 サービス その他サービス 5%
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3,865 北海道 札幌市 カラオケ歌屋　札幌環状通北光店 サービス その他サービス 5%

3,866 北海道 札幌市 カラオケ歌屋　札幌北郷店 サービス その他サービス 5%

3,867 北海道 札幌市 カラオケ歌屋　札幌北３条店 サービス その他サービス 5%

3,868 北海道 札幌市 カラオケ歌屋　札幌北２４条店 サービス その他サービス 5%

3,869 北海道 札幌市 カラオケ歌屋　札幌琴似店 サービス その他サービス 5%

3,870 北海道 札幌市 カラオケ歌屋　札幌新琴似店 サービス その他サービス 5%

3,871 北海道 札幌市 カラオケ歌屋　札幌すすきの南４条店 サービス その他サービス 5%

3,872 北海道 札幌市 カラオケ歌屋　札幌手稲前田店 サービス その他サービス 5%

3,873 北海道 札幌市 カラースタイル 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,874 北海道 札幌市 カラダファクトリー　札幌店 サービス その他サービス 5%

3,875 北海道 札幌市 カラダファクトリーイトーヨーカドー福住店 サービス その他サービス 5%

3,876 北海道 札幌市 カラマツトレイン　札幌本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

3,877 北海道 札幌市 ｇａｒｕｒｕ 小売業 衣料品 5%

3,878 北海道 札幌市 ガレージ　アクティヴ 小売業 その他小売 5%

3,879 北海道 札幌市 ガレージアクティブ 小売業 その他小売 5%

3,880 北海道 札幌市 Ｇａｒａｇｅ　Ｋ．Ｌ．Ｓ サービス 運輸業 5%

3,881 北海道 札幌市 ガレージプロゼック サービス その他サービス 5%

3,882 北海道 札幌市 川潟努の青い手整体 サービス その他サービス 5%

3,883 北海道 札幌市 カワサキプラザ　札幌白石 小売業 その他小売 5%

3,884 北海道 札幌市 川原 サービス 飲食業 5%

3,885 北海道 札幌市 管楽器修理工房　ブラスワーク サービス その他サービス 5%

3,886 北海道 札幌市 眼鏡工房　大くら 小売業 その他小売 5%

3,887 北海道 札幌市 元祖札幌味噌やきとり　とりのすけ サービス 飲食業 5%

3,888 北海道 札幌市 カンディハウス札幌 小売業 家具・調度品 5%

3,889 北海道 札幌市 カンディハウス札幌 小売業 家具・調度品 5%

3,890 北海道 札幌市 漢方薬局　いちやく草 小売業 その他小売 5%

3,891 北海道 札幌市 漢方養生あかつき 小売業 その他小売 5%

3,892 北海道 札幌市 ｋｉｅ治療院 サービス その他サービス 5%

3,893 北海道 札幌市 希織 小売業 その他小売 5%

3,894 北海道 札幌市 菊田真弓 サービス 理容・美容業 5%

3,895 北海道 札幌市 喜香庵 サービス 飲食業 5%

3,896 北海道 札幌市 貴粧 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,897 北海道 札幌市 キセツヤ 小売業 その他小売 5%

3,898 北海道 札幌市 北１条 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,899 北海道 札幌市 北一条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,900 北海道 札幌市 北国の味　三條亭 サービス 飲食業 5%

3,901 北海道 札幌市 北国の味　三條亭 サービス 飲食業 5%

3,902 北海道 札幌市 北国の味　小熊 サービス 飲食業 5%

3,903 北海道 札幌市 北郷 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,904 北海道 札幌市 北郷東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,905 北海道 札幌市 北５条西 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,906 北海道 札幌市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　北３３条店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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3,907 北海道 札幌市 北３２条 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,908 北海道 札幌市 北３４条 サービス その他サービス 5%

3,909 北海道 札幌市 北１５条東 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,910 北海道 札幌市 北２５条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,911 北海道 札幌市 北の路 サービス 飲食業 5%

3,912 北海道 札幌市 北の旬鮮処　ねぎま サービス 飲食業 5%

3,913 北海道 札幌市 北の漁場札幌場外市場１号店 小売業 その他小売 5%

3,914 北海道 札幌市 北の炉端　ちゃこ サービス 飲食業 5%

3,915 北海道 札幌市 北８条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,916 北海道 札幌市 北○ サービス 飲食業 5%

3,917 北海道 札幌市 北○ サービス 飲食業 5%

3,918 北海道 札幌市 喫茶ジュアン サービス 飲食業 5%

3,919 北海道 札幌市 ｋｉｔｃｈｏ サービス 理容・美容業 5%

3,920 北海道 札幌市 キッチンワ－クス サービス その他サービス 5%

3,921 北海道 札幌市 キテネ食品館 小売業 その他小売 5%

3,922 北海道 札幌市 記念堂 小売業 その他小売 5%

3,923 北海道 札幌市 きのけん薬局 小売業 その他小売 5%

3,924 北海道 札幌市 きのとや 小売業 食料品 5%

3,925 北海道 札幌市 きのとや　大通公園店 小売業 食料品 5%

3,926 北海道 札幌市 きのとや　ポールタウン店 小売業 食料品 5%

3,927 北海道 札幌市 ＫＩＮＯＴＯＹＡＢＡＫＥ　ポールタウン店 小売業 食料品 5%

3,928 北海道 札幌市 ＫＩＭＯＮＯ　ＨＡＮＡ 小売業 衣料品 5%

3,929 北海道 札幌市 ｋｉｍｏｎｏｃｕｌｔｕｒｅ和もー 小売業 衣料品 5%

3,930 北海道 札幌市 きものギャラリーふくし 小売業 衣料品 5%

3,931 北海道 札幌市 きもの工房一休　札幌ルーシー店 小売業 衣料品 5%

3,932 北海道 札幌市 きものサロン華弓 小売業 衣料品 5%

3,933 北海道 札幌市 きもの処　円山　彩蔵 小売業 衣料品 5%

3,934 北海道 札幌市 きもののきらくや 小売業 衣料品 5%

3,935 北海道 札幌市 きものの奈る美 小売業 衣料品 5%

3,936 北海道 札幌市 ＫＩＭＯＮＯ　ＨＡＮＡ　おあつらえ 小売業 衣料品 5%

3,937 北海道 札幌市 ＫＩＭＯＮＯＨＡＮＡ　ポールタウン 小売業 衣料品 5%

3,938 北海道 札幌市 きものリサイクル＆ギャラリー楓 小売業 その他小売 5%

3,939 北海道 札幌市 キャッツアイ　新札幌店　カラオケ サービス その他サービス 5%

3,940 北海道 札幌市 キャッツアイ清田店　カラオケ サービス その他サービス 5%

3,941 北海道 札幌市 キャッツアイ栄通店　カラオケ サービス その他サービス 5%

3,942 北海道 札幌市 キャッツアイ篠路店　カラオケ サービス その他サービス 5%

3,943 北海道 札幌市 キャッツアイ新川店　カラオケ サービス その他サービス 5%

3,944 北海道 札幌市 キャッツアイ手稲店　カラオケ サービス その他サービス 5%

3,945 北海道 札幌市 キャッツアイ東苗穂店　カラオケ サービス その他サービス 5%

3,946 北海道 札幌市 キャッツアイミュンヘン大橋店　カラオケ サービス その他サービス 5%

3,947 北海道 札幌市 キャトル・セゾン札幌 小売業 その他小売 5%

3,948 北海道 札幌市 ＣＡＶＩＮ　ＯＳＡＫＡＹＡ 小売業 電化製品 5%
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3,949 北海道 札幌市 ギャラリーメモリア　札幌西町 小売業 家具・調度品 5%

3,950 北海道 札幌市 ＣＡＭＰＩＮＧ　ＬＡＢＯ サービス その他サービス 5%

3,951 北海道 札幌市 ＱＲ サービス 飲食業 5%

3,952 北海道 札幌市 牛屋江戸八 サービス 飲食業 5%

3,953 北海道 札幌市 行政書士シティ行政法務事務所 サービス その他サービス 5%

3,954 北海道 札幌市 京田屋　清田店 小売業 食料品 5%

3,955 北海道 札幌市 京田屋　豊平店 小売業 食料品 5%

3,956 北海道 札幌市 きょうど料理亭　杉ノ目 サービス 飲食業 5%

3,957 北海道 札幌市 共和自動車 サービス その他サービス 5%

3,958 北海道 札幌市 清田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3,959 北海道 札幌市 キラキラ韓流商店 サービス その他サービス 5%

3,960 北海道 札幌市 ＫＩＲＡＫＵＹＡ 小売業 衣料品 5%

3,961 北海道 札幌市 金寿司 サービス 飲食業 5%

3,962 北海道 札幌市 金寿司 サービス 飲食業 5%

3,963 北海道 札幌市 キングムー サービス 飲食業 5%

3,964 北海道 札幌市 銀座篝札幌店 サービス 飲食業 5%

3,965 北海道 札幌市 金星自動車 サービス その他サービス 5%

3,966 北海道 札幌市 金星自動車　手稲営業所 サービス その他サービス 5%

3,967 北海道 札幌市 くいしんぼ田ざわ サービス 飲食業 5%

3,968 北海道 札幌市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ札幌西店 小売業 その他小売 5%

3,969 北海道 札幌市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ札幌東店 小売業 その他小売 5%

3,970 北海道 札幌市 クエスト　中古楽器 小売業 その他小売 5%

3,971 北海道 札幌市 串が　翔ぶ サービス その他サービス 5%

3,972 北海道 札幌市 串　旬菜　はしもと サービス 飲食業 5%

3,973 北海道 札幌市 クシャ 小売業 衣料品 5%

3,974 北海道 札幌市 クスリのきのけん手稲店 小売業 その他小売 5%

3,975 北海道 札幌市 Ｇｕｃｈｉｃｏ． 小売業 衣料品 5%

3,976 北海道 札幌市 Ｋｕｋｋａ サービス 理容・美容業 5%

3,977 北海道 札幌市 くどう珈琲 小売業 その他小売 5%

3,978 北海道 札幌市 くどう珈琲 小売業 その他小売 5%

3,979 北海道 札幌市 くどうふぁーむ 小売業 食料品 5%

3,980 北海道 札幌市 クマカイロ中央 サービス その他サービス 5%

3,981 北海道 札幌市 くまのしっぽ 小売業 食料品 5%

3,982 北海道 札幌市 クライス 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,983 北海道 札幌市 ＧＲＡＣＩＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,984 北海道 札幌市 ＧＲＡＣＩＳ　札幌 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,985 北海道 札幌市 ＧＲＡＣＩＳ　札幌駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,986 北海道 札幌市 ＧＲＡＣＩＳ　札幌発寒店 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,987 北海道 札幌市 ＧＲＡＣＩＳ　ＢＲＩＤＡＬ　札幌北２条店 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,988 北海道 札幌市 ＧＲＡＣＩＳ　円山ブライダル館 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,989 北海道 札幌市 グラスイズム 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,990 北海道 札幌市 グラスイズム　麻生店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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3,991 北海道 札幌市 グラスイズム　琴似店 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,992 北海道 札幌市 グラスイズムコープさっぽろルーシ 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,993 北海道 札幌市 グラスイズム　ザ・ビッグ西岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,994 北海道 札幌市 グラスイズム　メガ　ドン・キホーテ新川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,995 北海道 札幌市 グラスイズム　新川店 小売業 その他小売 5%

3,996 北海道 札幌市 グラスコーポレーション サービス その他サービス 5%

3,997 北海道 札幌市 グラスタイムシバタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

3,998 北海道 札幌市 クラモト サービス その他サービス 5%

3,999 北海道 札幌市 グランヴァンセラー 小売業 食料品 5%

4,000 北海道 札幌市 グランド居酒屋富士 サービス 飲食業 5%

4,001 北海道 札幌市 クリーニングエース　厚別中央店 サービス その他サービス 5%

4,002 北海道 札幌市 クリーニングエース　厚別南店 サービス その他サービス 5%

4,003 北海道 札幌市 クリーニングエース　菊水元町店 サービス その他サービス 5%

4,004 北海道 札幌市 クリーニングエース　北３１条店 サービス その他サービス 5%

4,005 北海道 札幌市 クリーニングエース　コープさっぽろ北郷店 サービス その他サービス 5%

4,006 北海道 札幌市 クリーニングエース　コープさっぽろ本通店 サービス その他サービス 5%

4,007 北海道 札幌市 クリーニングエース　新川中央店 サービス その他サービス 5%

4,008 北海道 札幌市 クリーニングエース　西友元町店 サービス その他サービス 5%

4,009 北海道 札幌市 クリーニングエース　たんぽぽ店 サービス その他サービス 5%

4,010 北海道 札幌市 クリーニングａｃｅ　星置店 サービス その他サービス 5%

4,011 北海道 札幌市 クリエートマイカーセンター 小売業 その他小売 5%

4,012 北海道 札幌市 クリケットレコード 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

4,013 北海道 札幌市 ＧＬＩＳＴＥＲ サービス その他サービス 5%

4,014 北海道 札幌市 クリーニングエース　ザ・ビッグ東雁来店 サービス その他サービス 5%

4,015 北海道 札幌市 クリーニングエース　ザ・ビッグモエレ店 サービス その他サービス 5%

4,016 北海道 札幌市 クリーニングエースマックスバリュ北４０条 サービス その他サービス 5%

4,017 北海道 札幌市 ＧＲｉＢ 小売業 衣料品 5%

4,018 北海道 札幌市 ＧＲＩＬＬＥＤ　ＡＧＩ サービス 飲食業 5%

4,019 北海道 札幌市 ＣＲＥＷＣＬＵＢＲｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

4,020 北海道 札幌市 ＧＲＯＥＮ サービス 理容・美容業 5%

4,021 北海道 札幌市 グレース　コーポレーション 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,022 北海道 札幌市 ＣｌａｉｒｅＦｌｅｕｒ 小売業 衣料品 5%

4,023 北海道 札幌市 グロウスデセオセバスティアン サービス 理容・美容業 5%

4,024 北海道 札幌市 グローアップ サービス 運輸業 5%

4,025 北海道 札幌市 クロスビークル 小売業 その他小売 5%

4,026 北海道 札幌市 黒猫メイド魔法カフェ　札幌ドン・キホーテ サービス 飲食業 5%

4,027 北海道 札幌市 Ｋ－アニマルクリニック サービス その他サービス 5%

4,028 北海道 札幌市 ケイ・ウノ札幌店 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,029 北海道 札幌市 Ｋ．Ｒ自動車販売 サービス その他サービス 5%

4,030 北海道 札幌市 ケイ・ウノ　札幌本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,031 北海道 札幌市 経絡リンパ・かっさ専門　Ｂｅｌｌｅ サービス その他サービス 5%

4,032 北海道 札幌市 ケーズ商会 小売業 その他小売 5%
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4,033 北海道 札幌市 健幸堂 小売業 食料品 5%

4,034 北海道 札幌市 健康プラザハック 小売業 その他小売 5%

4,035 北海道 札幌市 ケンズカフェ サービス 飲食業 5%

4,036 北海道 札幌市 Ｋｅｎｔ　Ａｖｅ．札幌店 小売業 衣料品 5%

4,037 北海道 札幌市 コアフール　ソレイユ サービス 理容・美容業 5%

4,038 北海道 札幌市 こいけペットクリニック サービス その他サービス 5%

4,039 北海道 札幌市 こいけペットクリニック サービス その他サービス 5%

4,040 北海道 札幌市 光栄堂楽器店 小売業 その他小売 5%

4,041 北海道 札幌市 合田自動車工業 サービス その他サービス 5%

4,042 北海道 札幌市 合同会社ＴＨＥＳＵＮＧＯＬＦ 小売業 衣料品 5%

4,043 北海道 札幌市 孝佑 サービス その他サービス 5%

4,044 北海道 札幌市 ＧＯ　ＩＮＳＡＮＥ サービス 宿泊業 5%

4,045 北海道 札幌市 ｃｏｄａ サービス 飲食業 5%

4,046 北海道 札幌市 コーチャンフォー　美しが丘店 小売業 その他小売 5%

4,047 北海道 札幌市 コーチャンフォー　美しが丘店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

4,048 北海道 札幌市 コープトラベル　星置店 サービス その他サービス 5%

4,049 北海道 札幌市 コープトラベル　ルーシー店 サービス その他サービス 5%

4,050 北海道 札幌市 コープトラベル　ソシア店 サービス その他サービス 5%

4,051 北海道 札幌市 ＧＯＲＡＮ 小売業 衣料品 5%

4,052 北海道 札幌市 国際オートサービス サービス 運輸業 5%

4,053 北海道 札幌市 ｃｏｃｏｔｔｅ サービス 飲食業 5%

4,054 北海道 札幌市 ココデリフォ－ム八軒店 サービス その他サービス 5%

4,055 北海道 札幌市 こころ動物病院 サービス その他サービス 5%

4,056 北海道 札幌市 心の味すしてん サービス 飲食業 5%

4,057 北海道 札幌市 個室やきとり緋焔　北１条店 サービス 飲食業 5%

4,058 北海道 札幌市 コシュカ サービス 理容・美容業 5%

4,059 北海道 札幌市 コーチャンフォー　美しが丘店　マルシェ 小売業 食料品 5%

4,060 北海道 札幌市 コーチャンフォー　美しが丘店　マルシェ 小売業 食料品 5%

4,061 北海道 札幌市 コーチャンフォー新川通り店インターリュー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

4,062 北海道 札幌市 コーチャンフォー新川通り店ステーショナリ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

4,063 北海道 札幌市 コーチャンフォー　新川通り店　マルシェ 小売業 食料品 5%

4,064 北海道 札幌市 コーチャンフォー　新川通り店　マルシェ 小売業 食料品 5%

4,065 北海道 札幌市 コーチャンフォー新川通り店　ミュージック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

4,066 北海道 札幌市 コーチャンフォーミュンヘン大橋ミュージッ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

4,067 北海道 札幌市 コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

4,068 北海道 札幌市 コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店　文具 小売業 その他小売 5%

4,069 北海道 札幌市 コーチャンフォーミュンヘン大橋店マルシェ 小売業 食料品 5%

4,070 北海道 札幌市 コーチャンフォーミュンヘン大橋店マルシェ 小売業 食料品 5%

4,071 北海道 札幌市 こっぺ屋　ポールタウン店 小売業 食料品 5%

4,072 北海道 札幌市 コートドール　札幌東急プラザ店 小売業 食料品 5%

4,073 北海道 札幌市 コートドール平岸本店 小売業 食料品 5%

4,074 北海道 札幌市 ＦＷ琴似ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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4,075 北海道 札幌市 琴似角磯ハブタイ屋 小売業 衣料品 5%

4,076 北海道 札幌市 琴似グリーンホテル サービス 宿泊業 5%

4,077 北海道 札幌市 こなゆき動物病院 サービス その他サービス 5%

4,078 北海道 札幌市 小林兄弟自動車工業 サービス その他サービス 5%

4,079 北海道 札幌市 ごはんダイニング　太川 サービス 飲食業 5%

4,080 北海道 札幌市 呉福屋 小売業 衣料品 5%

4,081 北海道 札幌市 ＣＯＦＦＲＥＴ サービス 理容・美容業 5%

4,082 北海道 札幌市 こまつ サービス 飲食業 5%

4,083 北海道 札幌市 コムト札幌 小売業 その他小売 5%

4,084 北海道 札幌市 米家きゅうさん札米 小売業 食料品 5%

4,085 北海道 札幌市 コルディアバイマルシェアールディー 小売業 衣料品 5%

4,086 北海道 札幌市 根　厚別店 サービス 飲食業 5%

4,087 北海道 札幌市 根　駅前店 サービス 飲食業 5%

4,088 北海道 札幌市 根　北１条店 サービス 飲食業 5%

4,089 北海道 札幌市 根　時計台前店 サービス 飲食業 5%

4,090 北海道 札幌市 根　本店 サービス 飲食業 5%

4,091 北海道 札幌市 根　南３条店 サービス 飲食業 5%

4,092 北海道 札幌市 コンチェルト　南郷店 小売業 衣料品 5%

4,093 北海道 札幌市 昆虫専門販売むし博士 小売業 その他小売 5%

4,094 北海道 札幌市 コンディー サービス 理容・美容業 5%

4,095 北海道 札幌市 コンディショニングカンパニー サービス その他サービス 5%

4,096 北海道 札幌市 コンノ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,097 北海道 札幌市 コンフォート真栄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,098 北海道 札幌市 ｔｈｅ　ＮＩＫＫＡ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

4,099 北海道 札幌市 ＴＨＥ　ＲＡＢＢＩＴ　ＨＯＬＥ　ＳＡＰＰＯＲＯ サービス 飲食業 5%

4,100 北海道 札幌市 ＴＨＥ　ＬＩＶＩＮＧ　ＣＡＶＡ サービス 飲食業 5%

4,101 北海道 札幌市 サイエンス　ゴルフアカデミー 小売業 その他小売 5%

4,102 北海道 札幌市 サイクルアトリエＫ 小売業 その他小売 5%

4,103 北海道 札幌市 サイクルショップ　わかさ 小売業 その他小売 5%

4,104 北海道 札幌市 サイクルショップ　タツタ 小売業 その他小売 5%

4,105 北海道 札幌市 サイトー 小売業 その他小売 5%

4,106 北海道 札幌市 サイド企画 サービス その他サービス 5%

4,107 北海道 札幌市 さかうえデンキ　厚別店 小売業 電化製品 5%

4,108 北海道 札幌市 さかうえデンキ　本店 小売業 電化製品 5%

4,109 北海道 札幌市 ｓａｃａｅ サービス 飲食業 5%

4,110 北海道 札幌市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ栄通店 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,111 北海道 札幌市 酒肴家　酔庵 サービス 飲食業 5%

4,112 北海道 札幌市 Ｚａｃａｐａ サービス 飲食業 5%

4,113 北海道 札幌市 坂本計装 小売業 電化製品 5%

4,114 北海道 札幌市 サクシード サービス その他サービス 5%

4,115 北海道 札幌市 サクライ白石灯油センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,116 北海道 札幌市 ＳＡＫＵＲＡカイロプラクティック サービス その他サービス 5%
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4,117 北海道 札幌市 さくら薬局 小売業 その他小売 5%

4,118 北海道 札幌市 酒日和　縁屋 サービス 飲食業 5%

4,119 北海道 札幌市 佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

4,120 北海道 札幌市 ｓａｓｕｋｉａ サービス 理容・美容業 5%

4,121 北海道 札幌市 札苗 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,122 北海道 札幌市 サッポロ　スキッド 小売業 その他小売 5%

4,123 北海道 札幌市 札幌道新文化センター サービス その他サービス 5%

4,124 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社１０ 小売業 その他小売 5%

4,125 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社１ 小売業 その他小売 5%

4,126 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社９ 小売業 その他小売 5%

4,127 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社５ 小売業 その他小売 5%

4,128 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社３ 小売業 その他小売 5%

4,129 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社１１ 小売業 その他小売 5%

4,130 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社　１９ 小売業 その他小売 5%

4,131 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社１５ 小売業 その他小売 5%

4,132 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社１３ 小売業 その他小売 5%

4,133 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社１７ 小売業 その他小売 5%

4,134 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社１２ 小売業 その他小売 5%

4,135 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社　１８ 小売業 その他小売 5%

4,136 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社１４ 小売業 その他小売 5%

4,137 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社１６ 小売業 その他小売 5%

4,138 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社７ 小売業 その他小売 5%

4,139 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社２ 小売業 その他小売 5%

4,140 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社　２０ 小売業 その他小売 5%

4,141 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社８ 小売業 その他小売 5%

4,142 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社４ 小売業 その他小売 5%

4,143 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社６ 小売業 その他小売 5%

4,144 北海道 札幌市 札幌アポロガスサ－ビスセンタ－ 小売業 その他小売 5%

4,145 北海道 札幌市 札幌アポロ株式会社 小売業 その他小売 5%

4,146 北海道 札幌市 札幌ＥＺパソコンスクール＆テストセンター サービス その他サービス 5%

4,147 北海道 札幌市 札幌Ｉ．Ｃ．ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,148 北海道 札幌市 札幌駅コンタクト 小売業 その他小売 5%

4,149 北海道 札幌市 札幌大通整体院 サービス その他サービス 5%

4,150 北海道 札幌市 札幌オリエンタルホテル サービス 宿泊業 5%

4,151 北海道 札幌市 札幌花材 小売業 その他小売 5%

4,152 北海道 札幌市 札幌かに本家　札幌駅前店 サービス 飲食業 5%

4,153 北海道 札幌市 札幌かに本家　すすきの店 サービス 飲食業 5%

4,154 北海道 札幌市 札幌かに本家　札幌駅前本店 サービス 飲食業 5%

4,155 北海道 札幌市 札幌カメラ 小売業 電化製品 5%

4,156 北海道 札幌市 札幌カールーム サービス その他サービス 5%

4,157 北海道 札幌市 札幌革職人館 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,158 北海道 札幌市 札幌河辺石油　販売 小売業 その他小売 2%
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4,159 北海道 札幌市 札幌串天ゆる木 サービス 飲食業 5%

4,160 北海道 札幌市 札幌コンシェル　オーロラタウン店 サービス その他サービス 5%

4,161 北海道 札幌市 札幌支店 小売業 その他小売 2%

4,162 北海道 札幌市 札幌じてんしゃ本舗 小売業 その他小売 5%

4,163 北海道 札幌市 札幌新川 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,164 北海道 札幌市 札幌ダイビングサービス 小売業 その他小売 5%

4,165 北海道 札幌市 ＳＡＰＰＯＲＯ手づくりショップようこそ 小売業 その他小売 5%

4,166 北海道 札幌市 札幌テーラー 小売業 衣料品 5%

4,167 北海道 札幌市 札幌トーヨー住器 サービス その他サービス 5%

4,168 北海道 札幌市 さっぽろ二合半 サービス 飲食業 5%

4,169 北海道 札幌市 札幌パークゴルフ石山 サービス その他サービス 5%

4,170 北海道 札幌市 札幌ファニシング 小売業 家具・調度品 5%

4,171 北海道 札幌市 ＳＡＰＰＯＲＯ－ＢＡＳＥ 小売業 衣料品 5%

4,172 北海道 札幌市 札幌北辰病院内売店 小売業 食料品 5%

4,173 北海道 札幌市 札幌星置 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,174 北海道 札幌市 さっぽろミュージックサポート 小売業 その他小売 5%

4,175 北海道 札幌市 札幌藻岩山スキーリフト サービス その他サービス 5%

4,176 北海道 札幌市 札幌藻岩山スキーリフト サービス その他サービス 5%

4,177 北海道 札幌市 さっぽろ元町動物病院 サービス その他サービス 5%

4,178 北海道 札幌市 札幌山本養蜂園 小売業 食料品 5%

4,179 北海道 札幌市 札幌リサイクルセンター 小売業 その他小売 5%

4,180 北海道 札幌市 Ｓａｐｐｏｒｏ－Ｌｉｎｋ＇ｓＨＡＬＬ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

4,181 北海道 札幌市 札幌ワインマーケット 小売業 食料品 5%

4,182 北海道 札幌市 佐藤商店北３４条店 小売業 その他小売 5%

4,183 北海道 札幌市 佐藤商店南７条店 小売業 その他小売 5%

4,184 北海道 札幌市 佐藤新聞販売所 サービス その他サービス 5%

4,185 北海道 札幌市 佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

4,186 北海道 札幌市 サトウ電器サービス 小売業 電化製品 5%

4,187 北海道 札幌市 Ｓａｂｉｔａ 小売業 家具・調度品 5%

4,188 北海道 札幌市 さらもじ サービス 飲食業 5%

4,189 北海道 札幌市 サロン　チロル サービス 理容・美容業 5%

4,190 北海道 札幌市 ｓａｌｏｎ　ＰＳＹＣＨＥ サービス 理容・美容業 5%

4,191 北海道 札幌市 ｓａｌｏｎ．ａｔｔｒａｉｔ サービス 理容・美容業 5%

4,192 北海道 札幌市 ｓａｌｏｎ＆ｃａｒｅ　ｏｔｔｏ 小売業 その他小売 5%

4,193 北海道 札幌市 サロン・ド・グロウ　札幌店 小売業 衣料品 5%

4,194 北海道 札幌市 サロン　ド　ミッチェル サービス 理容・美容業 5%

4,195 北海道 札幌市 サンウェル月寒店 小売業 その他小売 5%

4,196 北海道 札幌市 サンエース　札幌 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,197 北海道 札幌市 三海の華 サービス 飲食業 5%

4,198 北海道 札幌市 サンク　札幌店 サービス 理容・美容業 5%

4,199 北海道 札幌市 参醸倶楽部 サービス 飲食業 5%

4,200 北海道 札幌市 燦醸小町 サービス 飲食業 5%
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4,201 北海道 札幌市 燦醸小町　大通り店 サービス 飲食業 5%

4,202 北海道 札幌市 三條亭 サービス 飲食業 5%

4,203 北海道 札幌市 さんど サービス 飲食業 5%

4,204 北海道 札幌市 ＳＵＮ　ＶＡＬＬＥＹ 小売業 衣料品 5%

4,205 北海道 札幌市 三友自動車興業 サービス その他サービス 5%

4,206 北海道 札幌市 サン・ロマーノ　行啓通店 小売業 その他小売 5%

4,207 北海道 札幌市 サン・ロマーノ　真栄店 小売業 その他小売 5%

4,208 北海道 札幌市 サン・ロマーノ　平岡店 小売業 その他小売 5%

4,209 北海道 札幌市 ジー・ワイ・ブラザーズ合同会社 サービス その他サービス 5%

4,210 北海道 札幌市 ジーステージ サービス その他サービス 5%

4,211 北海道 札幌市 ＣＢＭ 小売業 衣料品 5%

4,212 北海道 札幌市 ジェイプラス　アクティブオート 小売業 その他小売 5%

4,213 北海道 札幌市 Ｓｉｅｓｔａ　Ｌａｂｏ 小売業 その他小売 5%

4,214 北海道 札幌市 ジェラテリアホワイト サービス 飲食業 5%

4,215 北海道 札幌市 シェレーヌエステティック　札幌店 サービス 理容・美容業 5%

4,216 北海道 札幌市 Ｇ：ＥＮ サービス 理容・美容業 5%

4,217 北海道 札幌市 ＳＩＯ サービス 飲食業 5%

4,218 北海道 札幌市 四季彩別邸札幌店 サービス 飲食業 5%

4,219 北海道 札幌市 四季鮮菜　喜田乃 サービス 飲食業 5%

4,220 北海道 札幌市 四季鮮菜　旬屋　北野店 サービス 飲食業 5%

4,221 北海道 札幌市 四季のおもてなし　蔵 サービス 飲食業 5%

4,222 北海道 札幌市 地酒・居酒庵　爐談 サービス 飲食業 5%

4,223 北海道 札幌市 市場第１ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,224 北海道 札幌市 ＪＩＳ　ＳＡＰＰＯＲＯ サービス 飲食業 5%

4,225 北海道 札幌市 静内本町ＳＳ 小売業 その他小売 2%

4,226 北海道 札幌市 シティボーイ サービス 飲食業 5%

4,227 北海道 札幌市 シナコバ札幌店 小売業 衣料品 5%

4,228 北海道 札幌市 篠路太平 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,229 北海道 札幌市 ジーベック　八軒店 小売業 衣料品 5%

4,230 北海道 札幌市 ジーベック厚別店 小売業 衣料品 5%

4,231 北海道 札幌市 ジーベック東雁来店 小売業 衣料品 5%

4,232 北海道 札幌市 ジーベック平岡店 小売業 衣料品 5%

4,233 北海道 札幌市 ジーベック宮の沢店 小売業 衣料品 5%

4,234 北海道 札幌市 ジーベック藻岩店 小売業 衣料品 5%

4,235 北海道 札幌市 士別バーベキュー サービス 飲食業 5%

4,236 北海道 札幌市 士別バーベキュー サービス 飲食業 5%

4,237 北海道 札幌市 島屋 小売業 衣料品 5%

4,238 北海道 札幌市 ｇｍｉｌａｎ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

4,239 北海道 札幌市 株式会社下倉孝商店 小売業 食料品 5%

4,240 北海道 札幌市 ＳＨＩＭＯＺＵＭＡポールタウン店 小売業 その他小売 5%

4,241 北海道 札幌市 写真工房ぱれっと　札幌中央店 サービス その他サービス 5%

4,242 北海道 札幌市 写真工房ぱれっと　札幌西店 サービス その他サービス 5%
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4,243 北海道 札幌市 写真工房ぱれっと　札幌東店 サービス その他サービス 5%

4,244 北海道 札幌市 ｊｕｓｔｉｎ サービス 理容・美容業 5%

4,245 北海道 札幌市 ＪＵＳＴ　ＦＯＯＴ　平岡店 小売業 衣料品 5%

4,246 北海道 札幌市 ｊａｐａｎ．ｏｆｆｉｃｅ．ｔｒａｉｎｅｒｓ サービス 理容・美容業 5%

4,247 北海道 札幌市 写楽　札幌第一店 サービス 飲食業 5%

4,248 北海道 札幌市 写楽　札幌第三店 サービス 飲食業 5%

4,249 北海道 札幌市 写楽　札幌第二店 サービス 飲食業 5%

4,250 北海道 札幌市 シャルマン　アスティ45店 小売業 衣料品 5%

4,251 北海道 札幌市 じゃんぱら　札幌店 小売業 電化製品 5%

4,252 北海道 札幌市 じゃんぱら札幌南２条店 小売業 電化製品 5%

4,253 北海道 札幌市 ジャンボやき鳥　うえき サービス 飲食業 5%

4,254 北海道 札幌市 ＺＹＵ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,255 北海道 札幌市 酒庵　いい友 サービス 飲食業 5%

4,256 北海道 札幌市 シューズショップＩＷＡＩ地下街店 小売業 その他小売 5%

4,257 北海道 札幌市 住宅日和 サービス その他サービス 5%

4,258 北海道 札幌市 ＣＨＯＵＥＴＴＥ サービス 理容・美容業 5%

4,259 北海道 札幌市 酒肴どころ　しんとみ サービス 飲食業 5%

4,260 北海道 札幌市 酒肴とてっぱん　フクロウ サービス 飲食業 5%

4,261 北海道 札幌市 ジューシーディッシュ焼肉かざん サービス 飲食業 5%

4,262 北海道 札幌市 シューズショップＩＷＡＩ 小売業 衣料品 5%

4,263 北海道 札幌市 シューズスクエア　琴似店 小売業 衣料品 5%

4,264 北海道 札幌市 シューズスクエア　ススキノ店 小売業 衣料品 5%

4,265 北海道 札幌市 酒膳　行絹来 サービス 飲食業 5%

4,266 北海道 札幌市 ジュピター札幌オーロラタウン店 小売業 食料品 5%

4,267 北海道 札幌市 ジュリアン 小売業 衣料品 5%

4,268 北海道 札幌市 ＪＵＲＩＡＮ　栄町店 小売業 衣料品 5%

4,269 北海道 札幌市 ＪＵＲＩＡＮ　東札幌店 小売業 衣料品 5%

4,270 北海道 札幌市 ジュリアン　厚別店 小売業 衣料品 5%

4,271 北海道 札幌市 旬彩　和縁亭 サービス 飲食業 5%

4,272 北海道 札幌市 旬菜酒家なかなか サービス 飲食業 5%

4,273 北海道 札幌市 旬とお酒　鉄板焼　蔵 サービス 飲食業 5%

4,274 北海道 札幌市 ＪＯＩＮＴ サービス その他サービス 5%

4,275 北海道 札幌市 松栄堂　札幌支店 小売業 家具・調度品 5%

4,276 北海道 札幌市 定山渓ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,277 北海道 札幌市 定山渓グランドホテル瑞苑 サービス 宿泊業 5%

4,278 北海道 札幌市 定山渓鶴雅リゾートスパ森の謌 サービス 宿泊業 5%

4,279 北海道 札幌市 定山渓万世閣ホテル　ミリオーネ サービス 宿泊業 5%

4,280 北海道 札幌市 焼酎だいにんぐ　かくれんぼ サービス 飲食業 5%

4,281 北海道 札幌市 ＳｈｏｗｒｏｏｍｉｎＨｏｌｌｙｗｏｏｄ サービス 飲食業 5%

4,282 北海道 札幌市 ＳｈｏｗｒｏｏｍｉｎＨｏｌｌｙｗｏｏｄ 小売業 衣料品 5%

4,283 北海道 札幌市 食彩厨房やくも サービス 飲食業 5%

4,284 北海道 札幌市 職人工房　新道店 小売業 その他小売 5%
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4,285 北海道 札幌市 職人工房　北大 小売業 その他小売 5%

4,286 北海道 札幌市 職人工房ポールタウンすすきの店 サービス その他サービス 5%

4,287 北海道 札幌市 叙々苑　札幌すすきの店 サービス 飲食業 5%

4,288 北海道 札幌市 ｇｉｏｒｎｉ 小売業 衣料品 5%

4,289 北海道 札幌市 白川商事 小売業 その他小売 5%

4,290 北海道 札幌市 Ｃｉｒｃｕｌｏ． サービス 理容・美容業 5%

4,291 北海道 札幌市 シルビア札幌 小売業 その他小売 5%

4,292 北海道 札幌市 白石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,293 北海道 札幌市 ＥｎｅＪｅｔ白石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,294 北海道 札幌市 白石バル３Ｋ サービス 飲食業 5%

4,295 北海道 札幌市 心 サービス 飲食業 5%

4,296 北海道 札幌市 シンエイホーム　清田営業所 小売業 その他小売 5%

4,297 北海道 札幌市 ＥｎｅＪｅｔ新川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,298 北海道 札幌市 ジンギスカンラム サービス 飲食業 5%

4,299 北海道 札幌市 紳士服の山下　大谷地店 小売業 衣料品 5%

4,300 北海道 札幌市 紳士服の山下新道東店 小売業 衣料品 5%

4,301 北海道 札幌市 紳士服の山下手稲前田店 小売業 衣料品 5%

4,302 北海道 札幌市 紳士服の山下羊ヶ丘通店 小売業 衣料品 5%

4,303 北海道 札幌市 紳士服の山下ラソラ札幌店 小売業 衣料品 5%

4,304 北海道 札幌市 新・じょっぴん掛る サービス 飲食業 5%

4,305 北海道 札幌市 新道東１ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,306 北海道 札幌市 株式会社シンワ商会 小売業 その他小売 5%

4,307 北海道 札幌市 スイートデコレーション　栄町店 小売業 家具・調度品 5%

4,308 北海道 札幌市 スイートデコレーション　南郷店 小売業 家具・調度品 5%

4,309 北海道 札幌市 スイートデコレーション　はっさむ店 小売業 家具・調度品 5%

4,310 北海道 札幌市 スイートデコレーションメガアウトレット西 小売業 家具・調度品 5%

4,311 北海道 札幌市 ＳＷＥＥＰ サービス 理容・美容業 5%

4,312 北海道 札幌市 スーパーエース３０条店 小売業 その他小売 5%

4,313 北海道 札幌市 スーパーエース屯田店 小売業 その他小売 5%

4,314 北海道 札幌市 スーパーエース２３条店 小売業 その他小売 5%

4,315 北海道 札幌市 スーパーエース美香保店 小売業 その他小売 5%

4,316 北海道 札幌市 スカイロード発寒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,317 北海道 札幌市 杉林正秀 サービス その他サービス 5%

4,318 北海道 札幌市 ｓｋｉｎｌａｂｏｍａｅｖｅ サービス 理容・美容業 5%

4,319 北海道 札幌市 すし　かわ野 サービス 飲食業 5%

4,320 北海道 札幌市 すし明 サービス 飲食業 5%

4,321 北海道 札幌市 鮨九 サービス 飲食業 5%

4,322 北海道 札幌市 寿し　関口 サービス 飲食業 5%

4,323 北海道 札幌市 すし善 サービス 飲食業 5%

4,324 北海道 札幌市 すし善　すすきの店 サービス 飲食業 5%

4,325 北海道 札幌市 すし善　本店 サービス 飲食業 5%

4,326 北海道 札幌市 すしダイニング　つかさ サービス 飲食業 5%
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4,327 北海道 札幌市 鮨処竜敏 サービス 飲食業 5%

4,328 北海道 札幌市 すし処くりはら サービス 飲食業 5%

4,329 北海道 札幌市 すし処　佐藤 サービス 飲食業 5%

4,330 北海道 札幌市 すし処対州 サービス 飲食業 5%

4,331 北海道 札幌市 すし処北斎 サービス 飲食業 5%

4,332 北海道 札幌市 寿司と炉端焼　四季花まる　北口店 サービス 飲食業 5%

4,333 北海道 札幌市 すし屋のさい藤 サービス 飲食業 5%

4,334 北海道 札幌市 すし屋のさい藤 サービス 飲食業 5%

4,335 北海道 札幌市 すし屋の根がみ サービス 飲食業 5%

4,336 北海道 札幌市 すし屋のやま田　本店 サービス 飲食業 5%

4,337 北海道 札幌市 スズキアリーナ　ＡＩＸ’新川店 小売業 その他小売 5%

4,338 北海道 札幌市 スズキアリーナ札幌美しが丘店 小売業 その他小売 5%

4,339 北海道 札幌市 スズキアリーナ新川インター店 小売業 その他小売 5%

4,340 北海道 札幌市 スズキモータース サービス その他サービス 5%

4,341 北海道 札幌市 涼森 サービス 理容・美容業 5%

4,342 北海道 札幌市 スタイリング仏壇札幌月寒 小売業 家具・調度品 5%

4,343 北海道 札幌市 スタジオ・アン　新さっぽろ店 小売業 その他小売 5%

4,344 北海道 札幌市 スタジオ・アンニシノ店 小売業 その他小売 5%

4,345 北海道 札幌市 すたじお　わくら サービス その他サービス 5%

4,346 北海道 札幌市 スタジオ・アンイースト 小売業 その他小売 5%

4,347 北海道 札幌市 スタジオ・アンノルド店 小売業 その他小売 5%

4,348 北海道 札幌市 スタジオアンひばりケ丘 小売業 その他小売 5%

4,349 北海道 札幌市 スタヂオアンジム サービス その他サービス 5%

4,350 北海道 札幌市 スタンプマート２１ 小売業 その他小売 5%

4,351 北海道 札幌市 ずっと元気ステーション平和店 小売業 その他小売 5%

4,352 北海道 札幌市 ｓｔｅａｋ＆ｗｉｎｅいしざき サービス 飲食業 5%

4,353 北海道 札幌市 ｓｔｅａｋ＆ｗｉｎｅいしざき本店 サービス 飲食業 5%

4,354 北海道 札幌市 ステーキハウス　ケルンアネックス サービス 飲食業 5%

4,355 北海道 札幌市 ステーキハウス　ケルンアネックス サービス 飲食業 5%

4,356 北海道 札幌市 ステーキハウス　２・９ サービス 飲食業 5%

4,357 北海道 札幌市 ステラ　キッチン サービス 飲食業 5%

4,358 北海道 札幌市 ＳＴＯＮＥ　ＨＵＮＴＥＲ サービス 飲食業 5%

4,359 北海道 札幌市 ストーンマーケット　札幌オーロラタウン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,360 北海道 札幌市 ストーンマーケット　札幌ポールタウン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,361 北海道 札幌市 ＳｔｒｅｅｔｈａｉｒＳｈｕｗａｔｃｈ サービス 理容・美容業 5%

4,362 北海道 札幌市 ｓｔｒａｉｇｈｔ 小売業 その他小売 5%

4,363 北海道 札幌市 すなっく　史 サービス 飲食業 5%

4,364 北海道 札幌市 すなっく　史 サービス 飲食業 5%

4,365 北海道 札幌市 すなっくここ サービス 飲食業 5%

4,366 北海道 札幌市 スーパーカット　大通店 サービス 理容・美容業 5%

4,367 北海道 札幌市 スーパーカット　北３２条店 サービス 理容・美容業 5%

4,368 北海道 札幌市 スーパーカット　鳥居前店 サービス 理容・美容業 5%
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4,369 北海道 札幌市 スーパーカット　元町店 サービス 理容・美容業 5%

4,370 北海道 札幌市 スープストック　円山店 サービス 飲食業 5%

4,371 北海道 札幌市 スポーツショップ坂本 小売業 その他小売 5%

4,372 北海道 札幌市 スポーツ用品店　うめや　西野店 小売業 その他小売 5%

4,373 北海道 札幌市 スポーツショップキタザト 小売業 その他小売 5%

4,374 北海道 札幌市 スマイルソル サービス 飲食業 5%

4,375 北海道 札幌市 スマホスピタル　札幌北口店 サービス その他サービス 5%

4,376 北海道 札幌市 スマホスピタル　狸小路４丁目店 サービス その他サービス 5%

4,377 北海道 札幌市 澄川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,378 北海道 札幌市 炭火居酒屋　覇王樹 サービス 飲食業 5%

4,379 北海道 札幌市 炭火イタリアン酒場ボスコ サービス 飲食業 5%

4,380 北海道 札幌市 炭火串焼　やまと サービス 飲食業 5%

4,381 北海道 札幌市 炭火焼　ブルスタオラムー　登別店 サービス 飲食業 5%

4,382 北海道 札幌市 炭火焼肉　楓雅 サービス 飲食業 5%

4,383 北海道 札幌市 炭火焼肉韓国厨房　ちゃんぐん平岡 サービス 飲食業 5%

4,384 北海道 札幌市 炭火焼肉ｄｉｎｉｎｇ　おかいま屋 サービス 飲食業 5%

4,385 北海道 札幌市 炭火焼肉ダイニング　やまや サービス 飲食業 5%

4,386 北海道 札幌市 炭火焼肉　ホルモン　にく式 サービス 飲食業 5%

4,387 北海道 札幌市 炭火　や鳥ぎ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,388 北海道 札幌市 炭火やＢＢ サービス 飲食業 5%

4,389 北海道 札幌市 炭火やＢＢ　麻生店 サービス 飲食業 5%

4,390 北海道 札幌市 炭火やＢＢ　北２４条店 サービス 飲食業 5%

4,391 北海道 札幌市 炭火やＢＢ　琴似店 サービス 飲食業 5%

4,392 北海道 札幌市 炭火やＢＢ　五番街ビル店 サービス 飲食業 5%

4,393 北海道 札幌市 炭火やＢＢ　栄通店 サービス 飲食業 5%

4,394 北海道 札幌市 炭火やＢＢ　別邸 サービス 飲食業 5%

4,395 北海道 札幌市 炭火やＢＢ南５条店 サービス 飲食業 5%

4,396 北海道 札幌市 ＳＵＭＩＹＡＫＩＧＯＹＡＹＡＪＩＲＯＢＥ サービス 飲食業 5%

4,397 北海道 札幌市 炭焼バル　ＳＡＣＨＩ サービス 飲食業 5%

4,398 北海道 札幌市 炭焼ホルモン　ごくらく　平岸店 サービス 飲食業 5%

4,399 北海道 札幌市 炭や徳寿　南２条店 サービス 飲食業 5%

4,400 北海道 札幌市 炭や徳寿　南２条店 サービス 飲食業 5%

4,401 北海道 札幌市 スリーク サービス 理容・美容業 5%

4,402 北海道 札幌市 スリラーカラオケ　札幌中央店 サービス その他サービス 5%

4,403 北海道 札幌市 スリラーカラオケ　札幌南３条店 サービス その他サービス 5%

4,404 北海道 札幌市 スワイマーク サービス その他サービス 5%

4,405 北海道 札幌市 整体院大志 サービス その他サービス 5%

4,406 北海道 札幌市 セイビア　札幌円山店 サービス 理容・美容業 5%

4,407 北海道 札幌市 清凛 サービス 飲食業 5%

4,408 北海道 札幌市 せき呉服店 サービス その他サービス 5%

4,409 北海道 札幌市 石油ＳＳ事業部　ガス課 小売業 その他小売 5%

4,410 北海道 札幌市 雪峰 サービス 飲食業 5%
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4,411 北海道 札幌市 セ－フティレッカ－株式会社 サービス その他サービス 5%

4,412 北海道 札幌市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ雁来インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,413 北海道 札幌市 セルフステーション屯田７条 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,414 北海道 札幌市 セルフステーションまこまない 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,415 北海道 札幌市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ南郷通店 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,416 北海道 札幌市 セルフ本通６丁目店 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,417 北海道 札幌市 セルフ美園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,418 北海道 札幌市 セレクト 小売業 その他小売 5%

4,419 北海道 札幌市 セレクトハウス サービス その他サービス 5%

4,420 北海道 札幌市 セレブヒルズ札幌店 サービス 理容・美容業 5%

4,421 北海道 札幌市 セレブヒルズまつ毛パ－マ専門店 サービス 理容・美容業 5%

4,422 北海道 札幌市 戦国個室居酒屋　戦 サービス 飲食業 5%

4,423 北海道 札幌市 千秋庵 小売業 食料品 5%

4,424 北海道 札幌市 千秋庵二十四軒店 小売業 食料品 5%

4,425 北海道 札幌市 千秋庵　サンピアザ店 小売業 食料品 5%

4,426 北海道 札幌市 千秋庵北２４条店 小売業 食料品 5%

4,427 北海道 札幌市 千秋庵コープ札幌月寒ひがし店 小売業 食料品 5%

4,428 北海道 札幌市 千秋庵屯田店 小売業 食料品 5%

4,429 北海道 札幌市 洗濯工房　まるみ サービス その他サービス 5%

4,430 北海道 札幌市 センチュリー　ロイヤル　ホテル サービス 宿泊業 5%

4,431 北海道 札幌市 センチュリー　ロイヤル　ホテル サービス 宿泊業 5%

4,432 北海道 札幌市 センチュリーロイヤルホテル　宴会 サービス その他サービス 5%

4,433 北海道 札幌市 センチュリーロイヤルホテル　宴会 サービス その他サービス 5%

4,434 北海道 札幌市 センチュリーロイヤルホテル サービス 宿泊業 5%

4,435 北海道 札幌市 Ｔｈｅ　Ｓｔ　Ｍｏｎｉｃａ　円山本店 小売業 その他小売 5%

4,436 北海道 札幌市 セントラル 小売業 衣料品 5%

4,437 北海道 札幌市 せんなり サービス 飲食業 5%

4,438 北海道 札幌市 桑園　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,439 北海道 札幌市 ［ＨＣ］桑園電器商会 小売業 電化製品 5%

4,440 北海道 札幌市 葬儀の旅館 サービス その他サービス 5%

4,441 北海道 札幌市 創作和食　ぐー サービス 飲食業 5%

4,442 北海道 札幌市 創作和食　北海岸 サービス 飲食業 5%

4,443 北海道 札幌市 続・じょっぴん掛る サービス 飲食業 5%

4,444 北海道 札幌市 そな田 サービス 飲食業 5%

4,445 北海道 札幌市 そばとお酒　八雲 サービス 飲食業 5%

4,446 北海道 札幌市 蕎麦とお料理　ごん サービス 飲食業 5%

4,447 北海道 札幌市 そばと豚丼　北堂 サービス 飲食業 5%

4,448 北海道 札幌市 染め館 サービス 理容・美容業 5%

4,449 北海道 札幌市 ＳＯＬＢＡ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

4,450 北海道 札幌市 ダイエットルームリボーヌ サービス その他サービス 5%

4,451 北海道 札幌市 大衆串横丁てっちゃん　南１条店 サービス 飲食業 5%

4,452 北海道 札幌市 大衆串横丁てっちゃん　琴似店 サービス 飲食業 5%
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4,453 北海道 札幌市 大衆酒場　参の丸 サービス 飲食業 5%

4,454 北海道 札幌市 大衆酒場　すっぴん サービス 飲食業 5%

4,455 北海道 札幌市 ＤｉＣＥ札幌狸小路本店 サービス その他サービス 5%

4,456 北海道 札幌市 ダイニング　いずみの サービス 飲食業 5%

4,457 北海道 札幌市 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　濂 サービス 飲食業 5%

4,458 北海道 札幌市 ＤｉｎｉｎｇｂａｒＳｗｉｎｇｔｉｍｅ サービス 飲食業 5%

4,459 北海道 札幌市 タイヤ工房　札幌 小売業 その他小売 5%

4,460 北海道 札幌市 タイヤショップ　ランド 小売業 その他小売 5%

4,461 北海道 札幌市 タカダンス栗林製靴店 小売業 衣料品 5%

4,462 北海道 札幌市 （有）タカハシ電気 小売業 電化製品 5%

4,463 北海道 札幌市 宝屋商事 小売業 家具・調度品 5%

4,464 北海道 札幌市 滝川補聴器センター 小売業 その他小売 5%

4,465 北海道 札幌市 拓北自動車 サービス その他サービス 5%

4,466 北海道 札幌市 武田電器 サービス その他サービス 5%

4,467 北海道 札幌市 武部無線電機商会 小売業 電化製品 5%

4,468 北海道 札幌市 立呑みパラダイス サービス 飲食業 5%

4,469 北海道 札幌市 たつ吉 サービス 飲食業 5%

4,470 北海道 札幌市 ＤａｒｔｓＢａｒ　Ｄ．Ｄ サービス 飲食業 5%

4,471 北海道 札幌市 ダーツハイブ　札幌店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

4,472 北海道 札幌市 タニダ動物病院 サービス その他サービス 5%

4,473 北海道 札幌市 Ｔａｖｅｒｎａ　ｆｉａｎｃｏ　ａ　ｆｉａｎｃｏ サービス 飲食業 5%

4,474 北海道 札幌市 ＴＡＭＩ 小売業 その他小売 5%

4,475 北海道 札幌市 樽川通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,476 北海道 札幌市 たんす屋　札幌店 小売業 衣料品 5%

4,477 北海道 札幌市 力縫製室 小売業 衣料品 5%

4,478 北海道 札幌市 地の酒・晋作 小売業 食料品 5%

4,479 北海道 札幌市 千春鮨 サービス 飲食業 5%

4,480 北海道 札幌市 チャコールグリル古都 サービス 飲食業 5%

4,481 北海道 札幌市 中国料理　もみぢ サービス 飲食業 5%

4,482 北海道 札幌市 中東雑貨のセレクトショップ　ＣＨＡＫＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,483 北海道 札幌市 ちゅう房専科　厚別通り店 小売業 家具・調度品 5%

4,484 北海道 札幌市 ちゅう房専科　環状平岸店 小売業 家具・調度品 5%

4,485 北海道 札幌市 ちゅう房専科　本店 小売業 家具・調度品 5%

4,486 北海道 札幌市 中和本社ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,487 北海道 札幌市 ＫＪＵＳＳＨＯＰＳＡＰＰＯＲＯ 小売業 その他小売 5%

4,488 北海道 札幌市 ちょい寝ホテル札幌手稲 サービス 宿泊業 5%

4,489 北海道 札幌市 千代田電装工業札幌 小売業 その他小売 5%

4,490 北海道 札幌市 ちょっと一杯 サービス 飲食業 5%

4,491 北海道 札幌市 ｃｈｉｌｌｈｏｌｉｄａｙ サービス 理容・美容業 5%

4,492 北海道 札幌市 チロル サービス その他サービス 5%

4,493 北海道 札幌市 痛快食堂 サービス 飲食業 5%

4,494 北海道 札幌市 司建装 サービス その他サービス 5%
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4,495 北海道 札幌市 つき灯り サービス 飲食業 5%

4,496 北海道 札幌市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ月寒店 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,497 北海道 札幌市 月寒サプライセンター 小売業 その他小売 2%

4,498 北海道 札幌市 つきさむ動物クリニック サービス その他サービス 5%

4,499 北海道 札幌市 月夜のたぬき サービス 飲食業 5%

4,500 北海道 札幌市 つな八札幌すすきの店 サービス 飲食業 5%

4,501 北海道 札幌市 ツボタ自工 サービス その他サービス 5%

4,502 北海道 札幌市 つぼ八　南１９条店 サービス 飲食業 2%

4,503 北海道 札幌市 つぼ八　元町店 サービス 飲食業 2%

4,504 北海道 札幌市 ｔｕｍｕｇｕ工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,505 北海道 札幌市 釣人　札幌厚別店 小売業 その他小売 5%

4,506 北海道 札幌市 ＴＳＵＲＵ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

4,507 北海道 札幌市 Ｄｉａｍ サービス 理容・美容業 5%

4,508 北海道 札幌市 ＴＩＡＲＥ　ＳＵＲＦ 小売業 その他小売 5%

4,509 北海道 札幌市 ｔ サービス 理容・美容業 5%

4,510 北海道 札幌市 ＴＢＢカイロ整体施術センター サービス その他サービス 5%

4,511 北海道 札幌市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　札幌パルコ店 サービス 理容・美容業 5%

4,512 北海道 札幌市 Ｔ．Ｃ．Ｓ　グース サービス その他サービス 5%

4,513 北海道 札幌市 ディスカウント　ＫＥＮＴ 小売業 その他小売 5%

4,514 北海道 札幌市 手稲　コンチェルト 小売業 衣料品 5%

4,515 北海道 札幌市 手稲曙通 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,516 北海道 札幌市 手稲自動車学校 サービス その他サービス 5%

4,517 北海道 札幌市 手稲前田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,518 北海道 札幌市 ティファニー サービス 飲食業 5%

4,519 北海道 札幌市 Ｔマーク　シティ　ホテル　札幌 サービス 宿泊業 5%

4,520 北海道 札幌市 ティーマート 小売業 その他小売 5%

4,521 北海道 札幌市 手打ちそば　石切山 サービス 飲食業 5%

4,522 北海道 札幌市 テキスタイルメッセ 小売業 家具・調度品 5%

4,523 北海道 札幌市 テキスタイルメッセ 小売業 家具・調度品 5%

4,524 北海道 札幌市 出口秀樹税理士事務所 サービス その他サービス 5%

4,525 北海道 札幌市 ＴＥＣＨＮＩＣＡＬＡＵＴＯ サービス その他サービス 5%

4,526 北海道 札幌市 デコレーション・アート・アカデミー札幌 小売業 その他小売 5%

4,527 北海道 札幌市 弟子屈ラーメン　手稲店 サービス 飲食業 5%

4,528 北海道 札幌市 弟子屈ラーメン　発寒店 サービス 飲食業 5%

4,529 北海道 札幌市 弟子屈ラーメン　横丁店 サービス 飲食業 5%

4,530 北海道 札幌市 デシグアル　すすきの店 小売業 衣料品 5%

4,531 北海道 札幌市 デジタルヒヤリング 小売業 その他小売 5%

4,532 北海道 札幌市 ＤＥ　ＳＴＩＪＬ サービス 理容・美容業 5%

4,533 北海道 札幌市 鉄板居酒屋　燦燦 サービス その他サービス 5%

4,534 北海道 札幌市 鉄板焼　杏　Ｉｓｈｉｚａｋｉ　Ａｎｅｘ サービス 飲食業 5%

4,535 北海道 札幌市 鉄板焼　こたろう サービス 飲食業 5%

4,536 北海道 札幌市 鉄板ラウンジ旬 サービス 飲食業 5%
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4,537 北海道 札幌市 ででんがでん サービス 飲食業 5%

4,538 北海道 札幌市 てのひら サービス 飲食業 5%

4,539 北海道 札幌市 てらさわ青葉店 小売業 その他小売 5%

4,540 北海道 札幌市 ［ＨＣ］でんかプラザいずみ店 小売業 電化製品 5%

4,541 北海道 札幌市 デンキのスズキ 小売業 電化製品 5%

4,542 北海道 札幌市 電器のいとう 小売業 電化製品 5%

4,543 北海道 札幌市 ［ＨＣ］デンキのサンポウ 小売業 電化製品 5%

4,544 北海道 札幌市 ドイツ健康靴ＲＩＴＳ 小売業 衣料品 5%

4,545 北海道 札幌市 トイメイツ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

4,546 北海道 札幌市 十彩 小売業 その他小売 5%

4,547 北海道 札幌市 十彩 小売業 衣料品 5%

4,548 北海道 札幌市 東京堂書店　北店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

4,549 北海道 札幌市 道新　藤村販売所 サービス その他サービス 5%

4,550 北海道 札幌市 道新いしわ サービス その他サービス 5%

4,551 北海道 札幌市 道新東札幌販売所 サービス その他サービス 5%

4,552 北海道 札幌市 道新文化センター　さっぽろ東急教室 サービス その他サービス 5%

4,553 北海道 札幌市 道東の狼　新鮮組 サービス 飲食業 5%

4,554 北海道 札幌市 どうぶつ眼科　ＶＥＣＳ サービス その他サービス 5%

4,555 北海道 札幌市 動物病院ダックス サービス その他サービス 5%

4,556 北海道 札幌市 東北通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,557 北海道 札幌市 洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス サービス 宿泊業 5%

4,558 北海道 札幌市 陶遊 小売業 家具・調度品 5%

4,559 北海道 札幌市 トータルマネージメントシステム サービス その他サービス 5%

4,560 北海道 札幌市 ＤＯＮＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,561 北海道 札幌市 十勝居酒屋　一心 サービス 飲食業 5%

4,562 北海道 札幌市 十勝晴れ　新札幌店 サービス 飲食業 5%

4,563 北海道 札幌市 トカプチ サービス 飲食業 5%

4,564 北海道 札幌市 Ｄｒ．Ｍａｒｔｅｎｓ　ＳＡＰＰＯＲＯ 小売業 衣料品 5%

4,565 北海道 札幌市 徳光珈琲　カフェアンドビーンズ　大通店 サービス 飲食業 5%

4,566 北海道 札幌市 徳光珈琲カフェアンドビーンズ　円山店 サービス 飲食業 5%

4,567 北海道 札幌市 時計台記念病院売店 小売業 その他小売 5%

4,568 北海道 札幌市 時計台補聴器センター札幌本店 小売業 電化製品 5%

4,569 北海道 札幌市 ドコモショップ　ワークステーション 小売業 その他小売 2%

4,570 北海道 札幌市 床屋はうす サービス 理容・美容業 5%

4,571 北海道 札幌市 どさんこ堂薬局 小売業 その他小売 5%

4,572 北海道 札幌市 ＤＯＳＣＨ札幌ポールタウン店 小売業 衣料品 5%

4,573 北海道 札幌市 ドスパラ札幌店 小売業 その他小売 5%

4,574 北海道 札幌市 Ｄｏｇ’ｓミッチー サービス その他サービス 5%

4,575 北海道 札幌市 トップ質店　新札幌店 小売業 その他小売 5%

4,576 北海道 札幌市 トップ新札幌店 小売業 その他小売 5%

4,577 北海道 札幌市 土肥書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

4,578 北海道 札幌市 とみおかクリーニング　札幌一階雑貨店 小売業 その他小売 5%
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4,579 北海道 札幌市 トムズ 小売業 家具・調度品 5%

4,580 北海道 札幌市 トヨタ部品北海道共販 小売業 その他小売 5%

4,581 北海道 札幌市 トヨタ部品北海道共販　新川営業所 小売業 その他小売 5%

4,582 北海道 札幌市 トヨタ部品北海道共販　本社　ＰｉＰｉｔ 小売業 その他小売 5%

4,583 北海道 札幌市 トヨタ部品北海道共販　白石営業所 小売業 その他小売 5%

4,584 北海道 札幌市 トヨタ部品北海道共販西ｐｉｐｉｔ 小売業 その他小売 5%

4,585 北海道 札幌市 トヨタ部品北海道共販　本社営業所 小売業 その他小売 5%

4,586 北海道 札幌市 トヨタレンタリース新札幌　八軒営業所 サービス その他サービス 5%

4,587 北海道 札幌市 トヨタレンタリース新札幌 サービス その他サービス 5%

4,588 北海道 札幌市 トヨタレンタリース新札幌　美香保営業所 サービス その他サービス 5%

4,589 北海道 札幌市 トヨタレンタリース新札幌　菊水元町営業所 サービス その他サービス 5%

4,590 北海道 札幌市 トヨタレンタリース新札幌　南一条営業所 サービス その他サービス 5%

4,591 北海道 札幌市 トヨタレンタリース新札幌　新琴似店 サービス その他サービス 5%

4,592 北海道 札幌市 トヨタレンタリース新札幌大通公園西４丁目 サービス その他サービス 5%

4,593 北海道 札幌市 トヨタレンタリース新札幌大谷地流通センタ サービス その他サービス 5%

4,594 北海道 札幌市 トヨタレンタリース新札幌　丘珠空港栄町店 サービス その他サービス 5%

4,595 北海道 札幌市 トヨタレンタリース新札幌　環状通東苗穂店 サービス その他サービス 5%

4,596 北海道 札幌市 トヨタレンタリース新札幌　札幌駅北口店 サービス その他サービス 5%

4,597 北海道 札幌市 トヨタレンタリース新札幌　札幌駅南口店 サービス その他サービス 5%

4,598 北海道 札幌市 トヨタレンタリース新札幌すすきの南９条店 サービス その他サービス 5%

4,599 北海道 札幌市 トヨタレンタリース新札幌地下鉄すすきの駅 サービス その他サービス 5%

4,600 北海道 札幌市 トヨタレンタリース新札幌豊平区役所羊ヶ丘 サービス その他サービス 5%

4,601 北海道 札幌市 トヨタレンタリース新札幌　南郷通南店 サービス その他サービス 5%

4,602 北海道 札幌市 ＤＲＩＶＥＲ’Ｓ　ＢＯＢ サービス 理容・美容業 5%

4,603 北海道 札幌市 ドラッグストア　博愛堂 小売業 その他小売 5%

4,604 北海道 札幌市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｃａｌｍａ サービス 飲食業 5%

4,605 北海道 札幌市 トラットリア　トレンタ サービス 飲食業 5%

4,606 北海道 札幌市 とらのあな　札幌店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

4,607 北海道 札幌市 とらのあな　札幌店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

4,608 北海道 札幌市 トランスファー 小売業 その他小売 5%

4,609 北海道 札幌市 とり久 サービス 飲食業 5%

4,610 北海道 札幌市 鶏侍　駅前通り店 サービス 飲食業 5%

4,611 北海道 札幌市 鶏侍　新札幌店 サービス 飲食業 5%

4,612 北海道 札幌市 鶏侍札幌駅北口店 サービス 飲食業 5%

4,613 北海道 札幌市 鶏侍白石店 サービス 飲食業 5%

4,614 北海道 札幌市 ドリスポ 小売業 衣料品 5%

4,615 北海道 札幌市 とりの介　テレビ塔店 サービス 飲食業 5%

4,616 北海道 札幌市 とりの介　時計台通り店 サービス 飲食業 5%

4,617 北海道 札幌市 鳥焼車屋　札幌店 サービス 飲食業 5%

4,618 北海道 札幌市 鶏よ魚よ　北３条店 サービス 飲食業 5%

4,619 北海道 札幌市 鶏よ魚よ　すすきのラフィラ店 サービス 飲食業 5%

4,620 北海道 札幌市 ドルシー 小売業 衣料品 5%
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4,621 北海道 札幌市 どわ サービス 飲食業 5%

4,622 北海道 札幌市 屯田 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,623 北海道 札幌市 ナウ 小売業 その他小売 5%

4,624 北海道 札幌市 ナカガワ 小売業 その他小売 5%

4,625 北海道 札幌市 ナカガワ 小売業 その他小売 5%

4,626 北海道 札幌市 なかでん 小売業 電化製品 5%

4,627 北海道 札幌市 なかなか サービス 飲食業 5%

4,628 北海道 札幌市 中村屋旅館 サービス 宿泊業 5%

4,629 北海道 札幌市 和～なごみ～札幌店 サービス 飲食業 5%

4,630 北海道 札幌市 和ダイニング　つくし サービス 飲食業 5%

4,631 北海道 札幌市 なごやか亭　イオン発寒店 サービス 飲食業 5%

4,632 北海道 札幌市 なごやか亭　北野店 サービス 飲食業 5%

4,633 北海道 札幌市 なごやか亭　栄通２０丁目店 サービス 飲食業 5%

4,634 北海道 札幌市 なごやか亭　白石本通店 サービス 飲食業 5%

4,635 北海道 札幌市 なごやか亭　新琴似店 サービス 飲食業 5%

4,636 北海道 札幌市 なごやか亭　屯田店 サービス 飲食業 5%

4,637 北海道 札幌市 なごやか亭　八軒店 サービス 飲食業 5%

4,638 北海道 札幌市 なごやか亭　発寒店 サービス 飲食業 5%

4,639 北海道 札幌市 ナタリー＆アローナ　アナザーステージ店 サービス 理容・美容業 5%

4,640 北海道 札幌市 ナタリー＆アローナ　フェリス店 サービス 理容・美容業 5%

4,641 北海道 札幌市 ナタリー＆アローナ　ホテル店 サービス 理容・美容業 5%

4,642 北海道 札幌市 なたろう サービス 飲食業 5%

4,643 北海道 札幌市 Ｎａｔｕｒｅ　札幌地下街オーロラタウン店 小売業 衣料品 5%

4,644 北海道 札幌市 ＮａｔｕｒａｌＨａｉｒＳａｌｏｎＴｗｏ８ サービス 理容・美容業 5%

4,645 北海道 札幌市 なつ石 サービス 飲食業 5%

4,646 北海道 札幌市 Ｎａｔｕｒａ大通店 サービス 理容・美容業 5%

4,647 北海道 札幌市 Ｎａｔｕｒａ札幌駅北口店 サービス 理容・美容業 5%

4,648 北海道 札幌市 名取川靴店 小売業 衣料品 5%

4,649 北海道 札幌市 ナニコレ貿易　北野通り店 小売業 その他小売 5%

4,650 北海道 札幌市 ナポリス札幌新川店 サービス 飲食業 5%

4,651 北海道 札幌市 生ラムジンギスカン　山小屋 サービス 飲食業 5%

4,652 北海道 札幌市 奈良写真館 サービス その他サービス 5%

4,653 北海道 札幌市 奈る美 小売業 衣料品 5%

4,654 北海道 札幌市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ南郷通店 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,655 北海道 札幌市 南蛮居酒屋　潮騒亭 サービス 飲食業 5%

4,656 北海道 札幌市 肉と炉ばた　さんど サービス 飲食業 5%

4,657 北海道 札幌市 肉のいろは サービス 飲食業 5%

4,658 北海道 札幌市 肉の割烹　田村　大通ＢＩＳＳＥ店 サービス 飲食業 5%

4,659 北海道 札幌市 肉の割烹　田村　菊水元町店 サービス 飲食業 5%

4,660 北海道 札幌市 ニコーリフレ サービス その他サービス 5%

4,661 北海道 札幌市 西岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,662 北海道 札幌市 西岡 小売業 ガソリンスタンド 2%
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4,663 北海道 札幌市 西岡ペットクリニック サービス その他サービス 5%

4,664 北海道 札幌市 西野ＳＳ 小売業 その他小売 2%

4,665 北海道 札幌市 西野アニマルクリニック サービス その他サービス 5%

4,666 北海道 札幌市 ＥｎｅＪｅｔ西町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,667 北海道 札幌市 フリーウェイ西宮の沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,668 北海道 札幌市 西山マネジメントオフィス サービス その他サービス 5%

4,669 北海道 札幌市 ２４時間風呂のユニオンテクノス 小売業 電化製品 5%

4,670 北海道 札幌市 二条市場　大磯 サービス 飲食業 5%

4,671 北海道 札幌市 二条かに市場店 小売業 食料品 5%

4,672 北海道 札幌市 二代目一心太助 サービス 飲食業 5%

4,673 北海道 札幌市 日免オートシステム　本社整備 小売業 その他小売 5%

4,674 北海道 札幌市 日盛車輌工業 サービス その他サービス 5%

4,675 北海道 札幌市 日東北郷 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,676 北海道 札幌市 日東北郷Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,677 北海道 札幌市 日東北郷Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,678 北海道 札幌市 日東北郷軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,679 北海道 札幌市 日東北郷灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,680 北海道 札幌市 日東札幌 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,681 北海道 札幌市 日東石油　北郷サービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,682 北海道 札幌市 日東石油　樽川通給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,683 北海道 札幌市 日東代行 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,684 北海道 札幌市 日東代行Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,685 北海道 札幌市 日東代行Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,686 北海道 札幌市 日東代行軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,687 北海道 札幌市 日東代行灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,688 北海道 札幌市 日東樽川 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,689 北海道 札幌市 日東樽川Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,690 北海道 札幌市 日東樽川Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,691 北海道 札幌市 日東樽川軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,692 北海道 札幌市 日東樽川灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,693 北海道 札幌市 日東タンク洗 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,694 北海道 札幌市 日東配送軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,695 北海道 札幌市 日東配送灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,696 北海道 札幌市 日東物流 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,697 北海道 札幌市 日東星置 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,698 北海道 札幌市 日東星置Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,699 北海道 札幌市 日東星置Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,700 北海道 札幌市 日東星置軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,701 北海道 札幌市 日東星置灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,702 北海道 札幌市 日本トータルハウジング サービス その他サービス 5%

4,703 北海道 札幌市 日本料理とらや サービス 飲食業 5%

4,704 北海道 札幌市 ニュー平岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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4,705 北海道 札幌市 ニュー東京エゾチック サービス 飲食業 5%

4,706 北海道 札幌市 ２４軒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,707 北海道 札幌市 ｎｏｕｅｒ 小売業 衣料品 5%

4,708 北海道 札幌市 ｎｏｕｅｒベッカン 小売業 衣料品 5%

4,709 北海道 札幌市 ネイルサロン　エクラ サービス 理容・美容業 5%

4,710 北海道 札幌市 ネイルサロンアン琴似店 サービス 理容・美容業 5%

4,711 北海道 札幌市 ネイルサロンアン白石店 サービス 理容・美容業 5%

4,712 北海道 札幌市 ネイルサロンラフェルモ サービス 理容・美容業 5%

4,713 北海道 札幌市 ネイルシャングリラ サービス 理容・美容業 5%

4,714 北海道 札幌市 ｎａｉｒｏｕｇｅ サービス 理容・美容業 5%

4,715 北海道 札幌市 ネイルショップＴＡＴサッポロ 小売業 その他小売 5%

4,716 北海道 札幌市 ネイルパートナー　札幌店 小売業 その他小売 5%

4,717 北海道 札幌市 ＮＡＯＦＩＩＬ平岡店 サービス 理容・美容業 5%

4,718 北海道 札幌市 札幌不用品回収Ｎｅｘｕｓ５３ サービス その他サービス 5%

4,719 北海道 札幌市 ＮＥＸＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ サービス その他サービス 5%

4,720 北海道 札幌市 ネクストイノベーション サービス その他サービス 5%

4,721 北海道 札幌市 Ｎｅｘｔ　Ｆａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

4,722 北海道 札幌市 ネクストワン 小売業 その他小売 5%

4,723 北海道 札幌市 ノア動物病院 サービス その他サービス 5%

4,724 北海道 札幌市 ノザワ建設工業 サービス その他サービス 5%

4,725 北海道 札幌市 Ｎｏｒｔｈｅｒｎ　Ｌｉｆｅ 小売業 その他小売 5%

4,726 北海道 札幌市 ノ－スアニマルクリニック サービス その他サービス 5%

4,727 北海道 札幌市 ノースファクトリー 小売業 家具・調度品 5%

4,728 北海道 札幌市 ノースポイント 小売業 その他小売 5%

4,729 北海道 札幌市 呑み食い処　ひで サービス 飲食業 5%

4,730 北海道 札幌市 ＮＯＭＵＲＡ　ＪＥＷＥＬ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,731 北海道 札幌市 ＢＡＲ　ＮＥＸＵＳ サービス 飲食業 5%

4,732 北海道 札幌市 ＰｅｒｓｏｎａｌＧＹＭＯＬＩＶＥＲ サービス その他サービス 5%

4,733 北海道 札幌市 ＢＡＲＴＥＲ　ＴＯＷＮ 小売業 衣料品 5%

4,734 北海道 札幌市 バードタウン西野 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,735 北海道 札幌市 ばあびぃ 小売業 衣料品 5%

4,736 北海道 札幌市 Ｂａｒｌｅｙ’ｓ　Ｆｌｏｗｅｒ 小売業 その他小売 5%

4,737 北海道 札幌市 パイクイーン サービス 飲食業 5%

4,738 北海道 札幌市 パイクイーン　本店 サービス 飲食業 5%

4,739 北海道 札幌市 Ｂａｒ　ｉｓ　ｍｅ サービス 飲食業 5%

4,740 北海道 札幌市 ハイネとミッケ 小売業 その他小売 5%

4,741 北海道 札幌市 梅鳳堂　ｍａｒｕｙａｍａ 小売業 その他小売 5%

4,742 北海道 札幌市 ハイヤマカシ サービス 理容・美容業 5%

4,743 北海道 札幌市 ハヴァナイストリップ 小売業 衣料品 5%

4,744 北海道 札幌市 ハウスダイニングルンゴカーニバル サービス 飲食業 5%

4,745 北海道 札幌市 ハウスプラン サービス その他サービス 5%

4,746 北海道 札幌市 ＰＡＪＡＢＯＯ 小売業 衣料品 5%
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4,747 北海道 札幌市 ＢＡＲ　ＳＮＡＣＫ　クローバー サービス 飲食業 5%

4,748 北海道 札幌市 パソコンドック２４　札幌・麻生店 サービス その他サービス 5%

4,749 北海道 札幌市 ＨＡＣＨＩ サービス 飲食業 5%

4,750 北海道 札幌市 はちもり会計事務所 サービス その他サービス 5%

4,751 北海道 札幌市 パーツクラブ　札幌ポールタウン店 小売業 その他小売 5%

4,752 北海道 札幌市 八剣山ワイナリー 小売業 食料品 5%

4,753 北海道 札幌市 Ｄ．Ｄ．発寒店 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,754 北海道 札幌市 八田ふとん店　西野店 小売業 家具・調度品 5%

4,755 北海道 札幌市 ハッピーアシスト サービス その他サービス 5%

4,756 北海道 札幌市 ｈａｔｉ サービス 理容・美容業 5%

4,757 北海道 札幌市 ＢＩＲＤ　ＷＡＴＣＨＩＮＧ サービス 飲食業 5%

4,758 北海道 札幌市 ハートランドフェリー　株式会社 サービス その他サービス 5%

4,759 北海道 札幌市 ハートランドフェリー　株式会社 小売業 家具・調度品 5%

4,760 北海道 札幌市 バー　ドンベ サービス 飲食業 5%

4,761 北海道 札幌市 花一屋　ＪＲ琴似駅前店 小売業 その他小売 5%

4,762 北海道 札幌市 花色－ＦｌｅｕｒＣｏｕｌｅｕｒ－ 小売業 その他小売 5%

4,763 北海道 札幌市 花ことば　月寒店 サービス 飲食業 5%

4,764 北海道 札幌市 花ことば　手稲駅前店 サービス 飲食業 5%

4,765 北海道 札幌市 花たく 小売業 その他小売 5%

4,766 北海道 札幌市 バーナード・スクエア 小売業 その他小売 5%

4,767 北海道 札幌市 バーナード・スクエア 小売業 その他小売 5%

4,768 北海道 札幌市 花と雑貨　ひととき 小売業 その他小売 5%

4,769 北海道 札幌市 花のこすぎ株式会社 小売業 その他小売 5%

4,770 北海道 札幌市 はなのさと サービス 飲食業 5%

4,771 北海道 札幌市 花の店弥生　上野幌店 小売業 その他小売 5%

4,772 北海道 札幌市 花の店弥生　マックスバリュ店 小売業 その他小売 5%

4,773 北海道 札幌市 花の明道香風園　エスタ店 小売業 その他小売 5%

4,774 北海道 札幌市 はなび　麻生店 サービス 飲食業 5%

4,775 北海道 札幌市 はなび　北３条通り店 サービス 飲食業 5%

4,776 北海道 札幌市 はなび　札幌駅西口店 サービス 飲食業 5%

4,777 北海道 札幌市 ＨＡＮＡＢＩＳＨＩ サービス 理容・美容業 5%

4,778 北海道 札幌市 ＨＡＮＡ＋Ｈａｎａ 小売業 衣料品 5%

4,779 北海道 札幌市 離れ サービス 飲食業 5%

4,780 北海道 札幌市 ＢＡＲＮＥＹＳ　ＥＡＳＴ サービス 理容・美容業 5%

4,781 北海道 札幌市 はねもん屋　本店 サービス 飲食業 5%

4,782 北海道 札幌市 Ｂａｒｂａｒ＆ＢｅａｕｔｙＬｅｏ サービス 理容・美容業 5%

4,783 北海道 札幌市 ハピエール 小売業 その他小売 5%

4,784 北海道 札幌市 株式会社　ハマノホテルズ サービス 宿泊業 5%

4,785 北海道 札幌市 ぱーま屋　由美 サービス 理容・美容業 5%

4,786 北海道 札幌市 Ｂａｌｍ．Ｇａｌｌｅｒｙ 小売業 衣料品 5%

4,787 北海道 札幌市 ハヤシ犬猫病院 サービス その他サービス 5%

4,788 北海道 札幌市 はらいそ。 小売業 その他小売 5%
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4,789 北海道 札幌市 はらこ サービス 飲食業 5%

4,790 北海道 札幌市 原スタジオ サービス その他サービス 5%

4,791 北海道 札幌市 パラダイスロード サービス その他サービス 5%

4,792 北海道 札幌市 パラディ サービス 飲食業 5%

4,793 北海道 札幌市 Ｐａｒａｂｏｏｔ札幌店 小売業 衣料品 5%

4,794 北海道 札幌市 バランス サービス 理容・美容業 5%

4,795 北海道 札幌市 ｂａｌａｎｃｅ　大通 サービス 理容・美容業 5%

4,796 北海道 札幌市 ｂａｌａｎｃｅ新札幌 サービス 理容・美容業 5%

4,797 北海道 札幌市 春木自転車商会 小売業 その他小売 5%

4,798 北海道 札幌市 ｈａｒｕｂｅ 小売業 衣料品 5%

4,799 北海道 札幌市 バル　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

4,800 北海道 札幌市 パールモンドール 小売業 食料品 5%

4,801 北海道 札幌市 ＨａＲｅＬ　ａｎｉｍａｌ　ｃｌｉｎｉｃ サービス その他サービス 5%

4,802 北海道 札幌市 パワービューティー サービス その他サービス 5%

4,803 北海道 札幌市 はんこ広場琴似店 小売業 その他小売 5%

4,804 北海道 札幌市 はんこ広場琴似店 小売業 その他小売 5%

4,805 北海道 札幌市 晩菜 サービス 飲食業 5%

4,806 北海道 札幌市 晩菜や　膳 サービス 飲食業 5%

4,807 北海道 札幌市 販売課 小売業 その他小売 2%

4,808 北海道 札幌市 販売課　東京 小売業 その他小売 2%

4,809 北海道 札幌市 ｐｉａｃｅｒｅ サービス 飲食業 5%

4,810 北海道 札幌市 ピアッツァ　ススキノ店 小売業 衣料品 5%

4,811 北海道 札幌市 ピアノプラザ 小売業 その他小売 5%

4,812 北海道 札幌市 ピーアイエス　セキュリティー サービス その他サービス 5%

4,813 北海道 札幌市 ＢＣａｍｉ 小売業 衣料品 2%

4,814 北海道 札幌市 ＰＣＭ 小売業 電化製品 5%

4,815 北海道 札幌市 ビーズービー　イトーヨーカドー琴似店 小売業 衣料品 5%

4,816 北海道 札幌市 ビーズビー　イトーヨーカ堂福住店 小売業 衣料品 5%

4,817 北海道 札幌市 ｈｅａｌｉｎｇ　ｓｐａｃｅ　Ｃｏｃｏｒｏ サービス その他サービス 5%

4,818 北海道 札幌市 ＢＭＯ札幌厚別店 小売業 衣料品 5%

4,819 北海道 札幌市 ＢＭＯ札幌新道本店 小売業 衣料品 5%

4,820 北海道 札幌市 ＢＭＯ札幌八軒店 小売業 衣料品 5%

4,821 北海道 札幌市 ＢＭＯ札幌羊ヶ丘通店 小売業 衣料品 5%

4,822 北海道 札幌市 ＢＭＯ札幌藻岩店 小売業 衣料品 5%

4,823 北海道 札幌市 ＢＭＯラソラ札幌店 小売業 衣料品 5%

4,824 北海道 札幌市 東苗穂コンタクトレンズセンター 小売業 その他小売 5%

4,825 北海道 札幌市 東日本自動車タイヤ 小売業 その他小売 5%

4,826 北海道 札幌市 東日本自動車タイヤ　北郷店 小売業 その他小売 5%

4,827 北海道 札幌市 東日本自動車タイヤ　新道店 小売業 その他小売 5%

4,828 北海道 札幌市 東日本自動車タイヤ　南郷店 小売業 その他小売 5%

4,829 北海道 札幌市 東日本自動車タイヤ　山の手店 小売業 その他小売 5%

4,830 北海道 札幌市 東日本自動車タイヤ 小売業 その他小売 5%
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4,831 北海道 札幌市 ひげ サービス 飲食業 5%

4,832 北海道 札幌市 美経絡エステ・スクール　ＳＡＫＵ－ＲＡ サービス 理容・美容業 5%

4,833 北海道 札幌市 ＢＺＡＲ 小売業 衣料品 5%

4,834 北海道 札幌市 ピザテン・フォー　札幌旭ヶ丘店　３ サービス その他サービス 5%

4,835 北海道 札幌市 ピザテン・フォー　札幌白石店　３ サービス その他サービス 5%

4,836 北海道 札幌市 ピザテン・フォー　札幌八軒店　３ サービス その他サービス 5%

4,837 北海道 札幌市 ピザテン・フォー　札幌伏古店　３ サービス その他サービス 5%

4,838 北海道 札幌市 ビジネスインノルテ サービス 宿泊業 5%

4,839 北海道 札幌市 ビジネスインノルテ２ サービス 宿泊業 5%

4,840 北海道 札幌市 尾州寿司 サービス 飲食業 5%

4,841 北海道 札幌市 尾州鮨　西岡店 サービス 飲食業 5%

4,842 北海道 札幌市 尾州鮨　東札幌店 サービス 飲食業 5%

4,843 北海道 札幌市 ヒステリックグラマー　札幌パルコ店 小売業 衣料品 5%

4,844 北海道 札幌市 ビストロ＆バール　ｅｓ サービス 飲食業 5%

4,845 北海道 札幌市 ビストロ　ボン　タブロイドテーブル サービス 飲食業 5%

4,846 北海道 札幌市 ＢＩＳＴＲＯ　晴　ＴＥＲＲＡＣＥ サービス 飲食業 5%

4,847 北海道 札幌市 ビーズビー　イオン札幌栄町店 小売業 衣料品 5%

4,848 北海道 札幌市 ビーズビー　大谷地店 小売業 衣料品 5%

4,849 北海道 札幌市 ビーズビー　ススキノラフィラ店 小売業 衣料品 5%

4,850 北海道 札幌市 Ｐｅａｃｅ　Ｍａｋｅｒ 小売業 その他小売 5%

4,851 北海道 札幌市 ひだまり庭 サービス 飲食業 5%

4,852 北海道 札幌市 ＰＥＡＣＨＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,853 北海道 札幌市 ＢＩＧ　Ｍ　ＯＮＥ　新道東店 小売業 衣料品 5%

4,854 北海道 札幌市 ＢＩＧ－Ｓ－新琴似ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,855 北海道 札幌市 ＢＩＧ　Ｍ　ＯＮＥ　厚別店 小売業 衣料品 5%

4,856 北海道 札幌市 ＢＩＧＢＯＳＳ札幌店 小売業 その他小売 5%

4,857 北海道 札幌市 ビックリッキー　美園店 小売業 食料品 5%

4,858 北海道 札幌市 ピッコリーナ 小売業 家具・調度品 5%

4,859 北海道 札幌市 ピッコロ 小売業 家具・調度品 5%

4,860 北海道 札幌市 羊ヶ丘どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

4,861 北海道 札幌市 ＰＤ　ｆｉｎｏ　Ｏｄｏｒｉ サービス 理容・美容業 5%

4,862 北海道 札幌市 ＪＭ／美と健康の森 小売業 その他小売 5%

4,863 北海道 札幌市 ビートレード 小売業 その他小売 5%

4,864 北海道 札幌市 日の出本舗 サービス 飲食業 5%

4,865 北海道 札幌市 ＢｉＢｉヘアーメイクエステティック サービス その他サービス 5%

4,866 北海道 札幌市 ビューティサロン　やまぐち サービス 理容・美容業 5%

4,867 北海道 札幌市 ビューティモアビューティー サービス その他サービス 5%

4,868 北海道 札幌市 ビューティモアビューティー サービス その他サービス 5%

4,869 北海道 札幌市 美容サロン　シオン　菊水店 サービス 理容・美容業 5%

4,870 北海道 札幌市 美容サロン　シオン　南郷店 サービス 理容・美容業 5%

4,871 北海道 札幌市 美容室　髪遊時代 サービス 理容・美容業 5%

4,872 北海道 札幌市 美容室　髪遊時代 サービス 理容・美容業 5%
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4,873 北海道 札幌市 美容室　ＣＡＬＭＯ サービス 理容・美容業 5%

4,874 北海道 札幌市 美容室　カンガルーポー サービス 理容・美容業 5%

4,875 北海道 札幌市 美容室　Ｚｉｎｎｉａ サービス 理容・美容業 5%

4,876 北海道 札幌市 美容室　ＢＩＳＨＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

4,877 北海道 札幌市 美容室　ふうぅ サービス 理容・美容業 5%

4,878 北海道 札幌市 美容室　アピィ サービス 理容・美容業 5%

4,879 北海道 札幌市 美容室アリエッティ サービス 理容・美容業 5%

4,880 北海道 札幌市 美容室アルチザン サービス 理容・美容業 5%

4,881 北海道 札幌市 美容室イヴ・シュール サービス 理容・美容業 5%

4,882 北海道 札幌市 美容室　ＶＩＨＯＨ サービス 理容・美容業 5%

4,883 北海道 札幌市 美容室　オブジェ サービス 理容・美容業 5%

4,884 北海道 札幌市 美容室グラム サービス 理容・美容業 5%

4,885 北海道 札幌市 美容室クロップ サービス 理容・美容業 5%

4,886 北海道 札幌市 美容室　ｚｉｃｃａ サービス 理容・美容業 5%

4,887 北海道 札幌市 美容室　Ｓｈｉｎ　ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

4,888 北海道 札幌市 美容室ＳＮＹＧＧ サービス 理容・美容業 5%

4,889 北海道 札幌市 美容室　そう サービス 理容・美容業 5%

4,890 北海道 札幌市 美容室　Ｂ．ＢＬＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

4,891 北海道 札幌市 美容室マミークラシック サービス 理容・美容業 5%

4,892 北海道 札幌市 美容室ミンクス サービス 理容・美容業 5%

4,893 北海道 札幌市 美容室Ｌｅａｆ３ サービス 理容・美容業 5%

4,894 北海道 札幌市 美容室　ルートライフ サービス 理容・美容業 5%

4,895 北海道 札幌市 ひょうたん サービス 飲食業 5%

4,896 北海道 札幌市 広川自動車工業 サービス その他サービス 5%

4,897 北海道 札幌市 ファイテンサツドラクロスモ－ル　新発寒店 小売業 その他小売 5%

4,898 北海道 札幌市 ファイテンショップ　キャポ大谷地店 小売業 その他小売 5%

4,899 北海道 札幌市 ファイング　札幌店 サービス その他サービス 5%

4,900 北海道 札幌市 ファストカーズ 小売業 その他小売 5%

4,901 北海道 札幌市 ファッションショップおもて　イオン札幌栄町店 小売業 衣料品 5%

4,902 北海道 札幌市 ファミリーオート サービス その他サービス 5%

4,903 北海道 札幌市 フイオレ 小売業 家具・調度品 5%

4,904 北海道 札幌市 ＰＨＩＬＬＹ’Ｓ　ＢＯＴＴＬＥＤ　ＢＥＥＲ サービス 飲食業 5%

4,905 北海道 札幌市 風 サービス 飲食業 5%

4,906 北海道 札幌市 フード・アキ　上野幌店 小売業 食料品 5%

4,907 北海道 札幌市 風味や サービス 飲食業 5%

4,908 北海道 札幌市 風味や　ＫＡＤＯ サービス 飲食業 5%

4,909 北海道 札幌市 風味や　春 サービス 飲食業 5%

4,910 北海道 札幌市 ＰＯＵＲＤＥＭＡＩＮ　屯田 サービス 理容・美容業 5%

4,911 北海道 札幌市 ＰＯＵＲＤＥＭＡＩＮ　福住 サービス 理容・美容業 5%

4,912 北海道 札幌市 ｆａｖｅ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

4,913 北海道 札幌市 フェイズ札幌 小売業 電化製品 5%

4,914 北海道 札幌市 ｆａｖｅ′ｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%
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4,915 北海道 札幌市 ｆｅｌｉｅｔｔｅ　ｂｙ　Ｂｅ－ＣＯＯＬ サービス 理容・美容業 5%

4,916 北海道 札幌市 フォース 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,917 北海道 札幌市 フォトスタジオプリンセス札幌店 サービス その他サービス 5%

4,918 北海道 札幌市 フォーフィールズ 小売業 食料品 5%

4,919 北海道 札幌市 フォルトゥナ サービス その他サービス 5%

4,920 北海道 札幌市 フォレスト　京王プラザ店 小売業 衣料品 5%

4,921 北海道 札幌市 フォレスト　ススキノ店 小売業 衣料品 5%

4,922 北海道 札幌市 フォンテーヌ サービス 飲食業 5%

4,923 北海道 札幌市 福助　平岡公園通り店 小売業 その他小売 5%

4,924 北海道 札幌市 福助北１３条店 小売業 その他小売 5%

4,925 北海道 札幌市 福助琴似店 小売業 その他小売 5%

4,926 北海道 札幌市 福助元町店 小売業 その他小売 5%

4,927 北海道 札幌市 フクちゃん北２４条店 小売業 食料品 5%

4,928 北海道 札幌市 フクちゃん５．２店 小売業 食料品 5%

4,929 北海道 札幌市 フクちゃん平岸店 小売業 食料品 5%

4,930 北海道 札幌市 フクちゃん南７条店 小売業 食料品 5%

4,931 北海道 札幌市 福よし　札幌駅西口店 サービス 飲食業 5%

4,932 北海道 札幌市 福よし　札幌中央店 サービス 飲食業 5%

4,933 北海道 札幌市 福よし　札幌中央店 サービス 飲食業 5%

4,934 北海道 札幌市 福よし　すすきの南５条店 サービス 飲食業 5%

4,935 北海道 札幌市 フクリ企画サービス 小売業 食料品 5%

4,936 北海道 札幌市 フクリ企画サービス　本庁売店 小売業 食料品 5%

4,937 北海道 札幌市 フジクラフィットオンスタジオ札幌 小売業 その他小売 5%

4,938 北海道 札幌市 フジ交通 サービス その他サービス 5%

4,939 北海道 札幌市 藤田建装工業 サービス その他サービス 5%

4,940 北海道 札幌市 藤田めがね 小売業 その他小売 5%

4,941 北海道 札幌市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ藤野中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

4,942 北海道 札幌市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,943 北海道 札幌市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,944 北海道 札幌市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,945 北海道 札幌市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,946 北海道 札幌市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,947 北海道 札幌市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,948 北海道 札幌市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,949 北海道 札幌市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,950 北海道 札幌市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,951 北海道 札幌市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,952 北海道 札幌市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,953 北海道 札幌市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,954 北海道 札幌市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,955 北海道 札幌市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,956 北海道 札幌市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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4,957 北海道 札幌市 富士メガネ　外商部 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,958 北海道 札幌市 富士メガネ　旭ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

4,959 北海道 札幌市 富士メガネ　厚別西友店 小売業 その他小売 5%

4,960 北海道 札幌市 富士メガネ　イオン苗穂店 小売業 その他小売 5%

4,961 北海道 札幌市 富士メガネ　北４３条店 小売業 その他小売 5%

4,962 北海道 札幌市 富士メガネキッズ・コレクション 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,963 北海道 札幌市 富士メガネ　清田店 小売業 その他小売 5%

4,964 北海道 札幌市 富士メガネ　５５８８琴似店 小売業 その他小売 5%

4,965 北海道 札幌市 富士メガネ　栄町店 小売業 その他小売 5%

4,966 北海道 札幌市 富士メガネ　新琴似店 小売業 その他小売 5%

4,967 北海道 札幌市 富士メガネ　手稲前田店 小売業 その他小売 5%

4,968 北海道 札幌市 富士メガネ　デュオ店 小売業 その他小売 5%

4,969 北海道 札幌市 富士メガネ　西町店 小売業 その他小売 5%

4,970 北海道 札幌市 富士メガネ　パセオ店 小売業 その他小売 5%

4,971 北海道 札幌市 富士メガネ　東札幌店 小売業 その他小売 5%

4,972 北海道 札幌市 富士メガネ　平岸店 小売業 その他小売 5%

4,973 北海道 札幌市 富士メガネ　真駒内店 小売業 その他小売 5%

4,974 北海道 札幌市 富士メガネ　円山店 小売業 その他小売 5%

4,975 北海道 札幌市 富士メガネ　ラソラ札幌店 小売業 その他小売 5%

4,976 北海道 札幌市 ふじや薬局 小売業 その他小売 5%

4,977 北海道 札幌市 フーズバラエティ　すぎはら 小売業 食料品 5%

4,978 北海道 札幌市 ぷちあんじゅ サービス 飲食業 5%

4,979 北海道 札幌市 ブティックシマ大谷地店 小売業 衣料品 5%

4,980 北海道 札幌市 ブティック　シュプール 小売業 衣料品 5%

4,981 北海道 札幌市 ブティック丸知 小売業 衣料品 5%

4,982 北海道 札幌市 ｐｕｄｄｉｎｇ　ｍａｒｕｙａｍａ サービス 飲食業 5%

4,983 北海道 札幌市 フューチャーズ・シード 小売業 その他小売 5%

4,984 北海道 札幌市 ブライダルハウス　ＢＩＢＩ サービス その他サービス 5%

4,985 北海道 札幌市 ブライトサッポロ サービス その他サービス 5%

4,986 北海道 札幌市 プライベートネイルサロンｆｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

4,987 北海道 札幌市 ＰｒｉｍｅＫｏｂｏＬＬＣ サービス その他サービス 5%

4,988 北海道 札幌市 ＢｌｉｎｄＡｇｅ 小売業 衣料品 5%

4,989 北海道 札幌市 ＰＲＯＵＤ 小売業 その他小売 5%

4,990 北海道 札幌市 プラスワン 小売業 貴金属・服飾品 5%

4,991 北海道 札幌市 プラーナ サービス その他サービス 5%

4,992 北海道 札幌市 富良野亭 サービス 飲食業 5%

4,993 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか 小売業 その他小売 5%

4,994 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　イースト店 小売業 その他小売 5%

4,995 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　ウエスト店 小売業 その他小売 5%

4,996 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　エクストラ店 小売業 その他小売 5%

4,997 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　北野店 小売業 その他小売 5%

4,998 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　啓明店 小売業 その他小売 5%
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4,999 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　サウス店 小売業 その他小売 5%

5,000 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　新川店 小売業 その他小売 5%

5,001 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　新琴似店 小売業 その他小売 5%

5,002 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　太平店 小売業 その他小売 5%

5,003 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　苗穂店 小売業 その他小売 5%

5,004 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　ノース店 小売業 その他小売 5%

5,005 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　発寒店 小売業 その他小売 5%

5,006 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　平岸店 小売業 その他小売 5%

5,007 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　星置店 小売業 その他小売 5%

5,008 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　真駒内店 小売業 その他小売 5%

5,009 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　宮の沢店 小売業 その他小売 5%

5,010 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　山鼻店 小売業 その他小売 5%

5,011 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　北３５条店 小売業 その他小売 5%

5,012 北海道 札幌市 フラワーコートスロープ　すすきの店 小売業 その他小売 5%

5,013 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　白石店 小売業 その他小売 5%

5,014 北海道 札幌市 フラワーショップ　いしざか　山の手店 小売業 その他小売 5%

5,015 北海道 札幌市 フラワーショップいしざか 小売業 その他小売 5%

5,016 北海道 札幌市 フラワーショップいしざか　エクスプレス店 小売業 その他小売 5%

5,017 北海道 札幌市 フラワーショップいしざか　菊水店 小売業 その他小売 5%

5,018 北海道 札幌市 フラワーショップいしざか　北２４条店 小売業 その他小売 5%

5,019 北海道 札幌市 フラワーショップいしざか　新琴似店 小売業 その他小売 5%

5,020 北海道 札幌市 フラワーショップいしざか　新ほくと店 小売業 その他小売 5%

5,021 北海道 札幌市 フラワーショップいしざか　月寒東店 小売業 その他小売 5%

5,022 北海道 札幌市 フラワーショップいしざか　豊平店 小売業 その他小売 5%

5,023 北海道 札幌市 フラワーショップいしざか　伏古店 小売業 その他小売 5%

5,024 北海道 札幌市 フラワーショップいしざか　円山店 小売業 その他小売 5%

5,025 北海道 札幌市 フラワーショップいしざか　美園店 小売業 その他小売 5%

5,026 北海道 札幌市 ブランチダイニング　Ｂｏｂ サービス 飲食業 5%

5,027 北海道 札幌市 フラン山の手 小売業 その他小売 5%

5,028 北海道 札幌市 ＦＷ長万部ＳＳ 小売業 その他小売 2%

5,029 北海道 札幌市 フリーウエイ 小売業 その他小売 5%

5,030 北海道 札幌市 プリズム・ヘアー サービス 理容・美容業 5%

5,031 北海道 札幌市 ぷりずむ館札幌店 サービス その他サービス 5%

5,032 北海道 札幌市 プリムローズ サービス 理容・美容業 5%

5,033 北海道 札幌市 ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ サービス 理容・美容業 5%

5,034 北海道 札幌市 プリントショップ　プレボ サービス その他サービス 5%

5,035 北海道 札幌市 プリン本舗 小売業 食料品 5%

5,036 北海道 札幌市 ブルスタ　新発寒店 サービス 飲食業 5%

5,037 北海道 札幌市 ブルスタ　月寒東店 サービス 飲食業 5%

5,038 北海道 札幌市 ブルートパーズ サービス 理容・美容業 5%

5,039 北海道 札幌市 ＢＲＡＣＥ　ＨａｉｒＤｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

5,040 北海道 札幌市 フレイム　ホテル　札幌 サービス 宿泊業 5%
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5,041 北海道 札幌市 プレイヤーズ札幌店 小売業 その他小売 5%

5,042 北海道 札幌市 ＰＲＥＣＩＯＵＳ 小売業 衣料品 5%

5,043 北海道 札幌市 フレッシュ・エアー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

5,044 北海道 札幌市 フレッシュ・エアー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

5,045 北海道 札幌市 ブレッドフルーツ 小売業 衣料品 5%

5,046 北海道 札幌市 プレミアホテル－ＴＳＵＢＡＫＩ－札幌 サービス 宿泊業 5%

5,047 北海道 札幌市 プレミアホテルＴＳＵＢＡＫＩ札幌　宴会 サービス 宿泊業 5%

5,048 北海道 札幌市 プレミアホテル中島公園札幌　マルシェ サービス 宿泊業 5%

5,049 北海道 札幌市 ｐｒｅｌｅ サービス 理容・美容業 5%

5,050 北海道 札幌市 フレンチ　パンダ サービス 飲食業 5%

5,051 北海道 札幌市 フレンチレストラン・カザマ サービス 飲食業 5%

5,052 北海道 札幌市 フレンチレストラン・カザマ サービス 飲食業 5%

5,053 北海道 札幌市 プロポーズ　パセオ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,054 北海道 札幌市 プロポーズ　本部 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,055 北海道 札幌市 文化食堂 サービス 飲食業 5%

5,056 北海道 札幌市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｍｏｋｂｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

5,057 北海道 札幌市 ｈａｉｒ　ｓｃｅｎｅ　ｄｉｋ サービス 理容・美容業 5%

5,058 北海道 札幌市 ＨＡＩＲ　ＳＴＵＤＩＯ　Ｍ サービス 理容・美容業 5%

5,059 北海道 札幌市 ｈａｉｒ＆ｐｅａｃｅＬＯＯＰ サービス 理容・美容業 5%

5,060 北海道 札幌市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　イリス サービス 理容・美容業 5%

5,061 北海道 札幌市 ｈａｉｒ　ａｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

5,062 北海道 札幌市 ヘアーアトリエ　カシェット サービス 理容・美容業 5%

5,063 北海道 札幌市 Ｈａｉｒ　ｎｉｃｅ　ｄａｙ　ＯＮＥ　ＳＴＡＲ☆ サービス 理容・美容業 5%

5,064 北海道 札幌市 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｆｉｇａｒｏ サービス 理容・美容業 5%

5,065 北海道 札幌市 ｈａｉｒ　ａｎｄ　ｎａｉｌ　Ｐｏ サービス 理容・美容業 5%

5,066 北海道 札幌市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｏａｓｉｓ　Ａｎｋｈ サービス 理容・美容業 5%

5,067 北海道 札幌市 Ｈａｉｒ Ｗａｌｋ サービス 理容・美容業 5%

5,068 北海道 札幌市 ヘアーサロン　ジェントル サービス 理容・美容業 5%

5,069 北海道 札幌市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

5,070 北海道 札幌市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｍｏｋｂｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

5,071 北海道 札幌市 ヘアーサロンＲＹＯ サービス 理容・美容業 5%

5,072 北海道 札幌市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｒｏｓｓｏ サービス 理容・美容業 5%

5,073 北海道 札幌市 ヘアーズ　プロッシュ サービス 理容・美容業 5%

5,074 北海道 札幌市 Ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ－ＡＱＵＡＲＩＵＳ サービス 理容・美容業 5%

5,075 北海道 札幌市 ヘアースペース　エルク サービス 理容・美容業 5%

5,076 北海道 札幌市 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎＬＯＯＰ サービス 理容・美容業 5%

5,077 北海道 札幌市 Ｈａｉｒ　Ｂｅｓｐｏｋｅ　ＨＹＳ サービス 理容・美容業 5%

5,078 北海道 札幌市 ヘアープレゼンス サービス 理容・美容業 5%

5,079 北海道 札幌市 ヘアープロデュースＦ サービス 理容・美容業 5%

5,080 北海道 札幌市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｂｅ－ＣＯＯＬ新札幌 サービス 理容・美容業 5%

5,081 北海道 札幌市 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＺＩＮＺＡＭＩ 小売業 その他小売 5%

5,082 北海道 札幌市 ヘアメイクタラップ サービス 理容・美容業 5%
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5,083 北海道 札幌市 ＨＡＩＲＭＡＫＥＭＡＬＵＮＡ　大通店 サービス 理容・美容業 5%

5,084 北海道 札幌市 ＨＡＩＲＭＡＫＥＭＡＬＵＮＡ　本店 サービス 理容・美容業 5%

5,085 北海道 札幌市 ＨＡＩＲＭＡＫＥ　Ｒｉｚａ サービス 理容・美容業 5%

5,086 北海道 札幌市 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｒｏｓｙ　北１８条店 サービス 理容・美容業 5%

5,087 北海道 札幌市 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｒｏｓｙ　八軒店 サービス 理容・美容業 5%

5,088 北海道 札幌市 ＨＡＩＲＭＡＫＥ　ＴＯＲＴＵＥ サービス 理容・美容業 5%

5,089 北海道 札幌市 Ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ　Ｈａｐｉｒ サービス 理容・美容業 5%

5,090 北海道 札幌市 ｈａｉｒ　ｌａｂｏ　ＳＰＵＲ サービス 理容・美容業 5%

5,091 北海道 札幌市 ヘアリゾートちゅら サービス 理容・美容業 5%

5,092 北海道 札幌市 ヘアールームカズッチャ サービス 理容・美容業 5%

5,093 北海道 札幌市 平和園　白石店 サービス 飲食業 5%

5,094 北海道 札幌市 平和園　太平店 サービス 飲食業 5%

5,095 北海道 札幌市 平和園　蘭豆店 サービス 飲食業 5%

5,096 北海道 札幌市 平和車輌工場 サービス その他サービス 5%

5,097 北海道 札幌市 平和通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,098 北海道 札幌市 ベスト・ドライ サービス その他サービス 5%

5,099 北海道 札幌市 ベストモーター 小売業 その他小売 5%

5,100 北海道 札幌市 ベッセルイン札幌中島公園 サービス 宿泊業 5%

5,101 北海道 札幌市 ベッセルホテルカンパーナすすきの サービス 宿泊業 5%

5,102 北海道 札幌市 ペットクリニックぽち＆たま サービス その他サービス 5%

5,103 北海道 札幌市 ペットショップ　小泉 小売業 その他小売 5%

5,104 北海道 札幌市 ペットショップだんぼ サービス その他サービス 5%

5,105 北海道 札幌市 ヘッドスパ専門サロンスカルクイック札幌店 サービス その他サービス 5%

5,106 北海道 札幌市 ペットセレモあいりす サービス その他サービス 5%

5,107 北海道 札幌市 ペットハウス・テン・テン 小売業 その他小売 5%

5,108 北海道 札幌市 ペットフェイス サービス その他サービス 5%

5,109 北海道 札幌市 ペットプラステン・テン　苗穂店 小売業 その他小売 5%

5,110 北海道 札幌市 ペットプラステン・テン　発寒店 小売業 その他小売 5%

5,111 北海道 札幌市 ペットプラステン・テン 小売業 その他小売 5%

5,112 北海道 札幌市 ヘルシーネイルサロン　マリアール　オーロラタウン店 サービス その他サービス 5%

5,113 北海道 札幌市 ベンリー 小売業 その他小売 5%

5,114 北海道 札幌市 ボアネージュ 小売業 その他小売 5%

5,115 北海道 札幌市 宝石・時計サロン　シャルマン 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,116 北海道 札幌市 豊平館厨房 サービス 飲食業 5%

5,117 北海道 札幌市 ボーンヘッズ サービス 飲食業 5%

5,118 北海道 札幌市 ほぐし処　もみっと サービス その他サービス 5%

5,119 北海道 札幌市 北翔興業 小売業 その他小売 5%

5,120 北海道 札幌市 北大モータース　１ サービス その他サービス 5%

5,121 北海道 札幌市 ほくたくのクリーニング　本郷店 サービス その他サービス 5%

5,122 北海道 札幌市 ホクトスポーツ 小売業 その他小売 5%

5,123 北海道 札幌市 北武プランニング サービス 飲食業 5%

5,124 北海道 札幌市 北陽写真場 サービス その他サービス 5%

124



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

5,125 北海道 札幌市 ホクレンホームセンター 小売業 家具・調度品 5%

5,126 北海道 札幌市 ホクレンホームセンター〔モバイル〕 小売業 家具・調度品 5%

5,127 北海道 札幌市 ホシオカ薬品　康復堂 小売業 その他小売 5%

5,128 北海道 札幌市 星置ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,129 北海道 札幌市 星の国　アスティ４５店 小売業 その他小売 5%

5,130 北海道 札幌市 星の国　アスティ４５店 小売業 その他小売 5%

5,131 北海道 札幌市 ホシ薬局本店 小売業 その他小売 5%

5,132 北海道 札幌市 細川薬局 小売業 その他小売 5%

5,133 北海道 札幌市 ほたる サービス 飲食業 5%

5,134 北海道 札幌市 北海道　車屋 サービス 飲食業 5%

5,135 北海道 札幌市 北海道　車屋 サービス 飲食業 5%

5,136 北海道 札幌市 北海道リオン補聴器センター 小売業 その他小売 5%

5,137 北海道 札幌市 北海道リオン補聴器センター 小売業 その他小売 5%

5,138 北海道 札幌市 北海道アルテック 小売業 その他小売 5%

5,139 北海道 札幌市 北海道三喜新はっさむ店 小売業 衣料品 5%

5,140 北海道 札幌市 北海道産業 サービス その他サービス 5%

5,141 北海道 札幌市 北海道産業　タイヤ販売部 サービス その他サービス 5%

5,142 北海道 札幌市 北海道産酒ＢＡＲかま田 サービス 飲食業 5%

5,143 北海道 札幌市 北海道産直ビストロ　ＳＡＣＨＩ サービス 飲食業 5%

5,144 北海道 札幌市 北海道産羊・野菜　ふくすけ サービス 飲食業 5%

5,145 北海道 札幌市 北海道ジンギスカン蝦夷屋 サービス 飲食業 5%

5,146 北海道 札幌市 北海道寿し居酒屋おたる亭すすきの店 サービス 飲食業 5%

5,147 北海道 札幌市 北海道寿し居酒屋おたる亭本店 サービス 飲食業 5%

5,148 北海道 札幌市 北海道石油ガス　１ サービス その他サービス 5%

5,149 北海道 札幌市 北海道想現社 小売業 その他小売 5%

5,150 北海道 札幌市 北海道ダイビングスクール サービス その他サービス 5%

5,151 北海道 札幌市 北海道みやげたぬきや 小売業 その他小売 5%

5,152 北海道 札幌市 北光キーセンター サービス その他サービス 5%

5,153 北海道 札幌市 堀田写真舘 小売業 その他小売 5%

5,154 北海道 札幌市 Ｐｏｔｓ　ｏｆ 小売業 その他小売 5%

5,155 北海道 札幌市 ボディショップ　くるまや サービス その他サービス 5%

5,156 北海道 札幌市 ボディショップノチ サービス その他サービス 5%

5,157 北海道 札幌市 ボデーショップフキタ サービス その他サービス 5%

5,158 北海道 札幌市 ボデーショップ前橋 小売業 その他小売 5%

5,159 北海道 札幌市 ホテル　カプセル・ニューバジェット サービス 宿泊業 5%

5,160 北海道 札幌市 ホテル　サッポロメッツ サービス 宿泊業 5%

5,161 北海道 札幌市 ホテル　ローヤルステイ・サッポロ サービス 宿泊業 5%

5,162 北海道 札幌市 ホテルサッポロメッツ サービス 宿泊業 5%

5,163 北海道 札幌市 ホテル鹿の湯　花もみじ サービス 宿泊業 5%

5,164 北海道 札幌市 ホテル翔ＳＡＰＰＯＲＯ サービス 宿泊業 5%

5,165 北海道 札幌市 ホテル時計台 サービス 宿泊業 5%

5,166 北海道 札幌市 ホテルニューバジェット サービス 宿泊業 5%
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5,167 北海道 札幌市 ホテルニューバジェット　札幌 サービス 宿泊業 5%

5,168 北海道 札幌市 ホテルビスタ札幌［大通］ サービス 宿泊業 5%

5,169 北海道 札幌市 ホテルラフィナート札幌 サービス 宿泊業 5%

5,170 北海道 札幌市 ｐｅａｕ　ｄｅ　ｌ’Ｏｕｒｓ 小売業 衣料品 5%

5,171 北海道 札幌市 ほのかスポーツクラブ サービス その他サービス 5%

5,172 北海道 札幌市 ｐｏｎｏｈａｉｒ　ｓａｐｐｏｒｏ サービス 理容・美容業 5%

5,173 北海道 札幌市 ホビーハウス　ミヤイシ 小売業 衣料品 5%

5,174 北海道 札幌市 ＨＯＭＥ　ＢＡＳＥ 小売業 衣料品 5%

5,175 北海道 札幌市 堀川自動車工業 サービス その他サービス 5%

5,176 北海道 札幌市 ＨＯＬＩＣ サービス 理容・美容業 5%

5,177 北海道 札幌市 幌平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,178 北海道 札幌市 ホワイト サービス 飲食業 5%

5,179 北海道 札幌市 ホワイトラインバイシクル 小売業 その他小売 5%

5,180 北海道 札幌市 本社 小売業 その他小売 2%

5,181 北海道 札幌市 本社ＰＯＳ 小売業 その他小売 2%

5,182 北海道 札幌市 ｂｏｎｄ’ｓ　ｓｏｅｎ サービス 理容・美容業 5%

5,183 北海道 札幌市 ホンダウイング北 サービス その他サービス 5%

5,184 北海道 札幌市 紅燈籠 サービス 飲食業 5%

5,185 北海道 札幌市 紅燈籠　大谷地店 サービス 飲食業 5%

5,186 北海道 札幌市 紅燈籠　狸小路店 サービス 飲食業 5%

5,187 北海道 札幌市 ＡＢＯＭＢＥＲ札幌店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,188 北海道 札幌市 ぽんぽこ亭 サービス 飲食業 5%

5,189 北海道 札幌市 Ｍａｒｋ工房　ｂｙ　ｕｎｉｆｏｒｕｍ 小売業 衣料品 5%

5,190 北海道 札幌市 ＭＡＲ’Ｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

5,191 北海道 札幌市 マイガーデン サービス その他サービス 5%

5,192 北海道 札幌市 まいて　新札幌店 サービス 飲食業 5%

5,193 北海道 札幌市 まいど　いまい 小売業 食料品 5%

5,194 北海道 札幌市 マカリイズマーケット 小売業 食料品 5%

5,195 北海道 札幌市 マクドナルドあいの里生協店 サービス 飲食業 2%

5,196 北海道 札幌市 マクドナルド厚別西友店 サービス 飲食業 2%

5,197 北海道 札幌市 マクドナルド厚別通り川下店 サービス 飲食業 2%

5,198 北海道 札幌市 マクドナルドイオン札幌麻生店 サービス 飲食業 2%

5,199 北海道 札幌市 マクドナルドイオン札幌桑園店 サービス 飲食業 2%

5,200 北海道 札幌市 マクドナルドイオン札幌元町店 サービス 飲食業 2%

5,201 北海道 札幌市 マクドナルドイオンモール札幌苗穂店 サービス 飲食業 2%

5,202 北海道 札幌市 マクドナルドイオンモール札幌発寒店 サービス 飲食業 2%

5,203 北海道 札幌市 マクドナルドイオンモール札幌平岡店 サービス 飲食業 2%

5,204 北海道 札幌市 マクドナルドオーロラタウン店 サービス 飲食業 2%

5,205 北海道 札幌市 マクドナルド環状通伏古店 サービス 飲食業 2%

5,206 北海道 札幌市 マクドナルド北５西２０店 サービス 飲食業 2%

5,207 北海道 札幌市 マクドナルド北４９条店 サービス 飲食業 2%

5,208 北海道 札幌市 マクドナルド札幌アピア店 サービス 飲食業 2%
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5,209 北海道 札幌市 マクドナルド札幌アリオ店 サービス 飲食業 2%

5,210 北海道 札幌市 マクドナルド札幌インター店 サービス 飲食業 2%

5,211 北海道 札幌市 マクドナルド札幌新発寒店 サービス 飲食業 2%

5,212 北海道 札幌市 マクドナルド札幌すすきの店 サービス 飲食業 2%

5,213 北海道 札幌市 マクドナルド札幌月寒ゼビオ店 サービス 飲食業 2%

5,214 北海道 札幌市 マクドナルド札幌日生ビルチカホ店 サービス 飲食業 2%

5,215 北海道 札幌市 マクドナルド札幌平岡店 サービス 飲食業 2%

5,216 北海道 札幌市 マクドナルド札幌南二条店 サービス 飲食業 2%

5,217 北海道 札幌市 マクドナルド札幌ヨドバシカメラ店 サービス 飲食業 2%

5,218 北海道 札幌市 マクドナルド３６号里塚店 サービス 飲食業 2%

5,219 北海道 札幌市 マクドナルド１２号新札幌店 サービス 飲食業 2%

5,220 北海道 札幌市 マクドナルド白石南郷通店 サービス 飲食業 2%

5,221 北海道 札幌市 マクドナルド白石ルーシー店 サービス 飲食業 2%

5,222 北海道 札幌市 マクドナルド新琴似店 サービス 飲食業 2%

5,223 北海道 札幌市 マクドナルド新さっぽろカテプリ店 サービス 飲食業 2%

5,224 北海道 札幌市 マクドナルド手稲西友店 サービス 飲食業 2%

5,225 北海道 札幌市 マクドナルド手稲星置店 サービス 飲食業 2%

5,226 北海道 札幌市 マクドナルド屯田イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

5,227 北海道 札幌市 マクドナルド２３０藤野店 サービス 飲食業 2%

5,228 北海道 札幌市 マクドナルド西岡出光ＳＳ店 サービス 飲食業 2%

5,229 北海道 札幌市 マクドナルド西岡生協店 サービス 飲食業 2%

5,230 北海道 札幌市 マクドナルド西町店 サービス 飲食業 2%

5,231 北海道 札幌市 マクドナルド２７５東雁来店 サービス 飲食業 2%

5,232 北海道 札幌市 マクドナルド羊ヶ丘通清田店 サービス 飲食業 2%

5,233 北海道 札幌市 マクドナルド平岸店 サービス 飲食業 2%

5,234 北海道 札幌市 マクドナルド福住イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

5,235 北海道 札幌市 マクドナルド南新川店 サービス 飲食業 2%

5,236 北海道 札幌市 マクドナルド宮の沢ターミナルビル店 サービス 飲食業 2%

5,237 北海道 札幌市 鮪や　にばんめ サービス 飲食業 5%

5,238 北海道 札幌市 真駒内ＳＳ 小売業 その他小売 2%

5,239 北海道 札幌市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ真駒内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,240 北海道 札幌市 マサキ商事 小売業 その他小売 5%

5,241 北海道 札幌市 ＭＡＤＡＭ　ＲＯＳＥ 小売業 衣料品 5%

5,242 北海道 札幌市 町のすし家　四季　花まる　時計台店 サービス 飲食業 5%

5,243 北海道 札幌市 町のすし家四季花まるすすきの店 サービス 飲食業 5%

5,244 北海道 札幌市 街はずれのたんぽぽ サービス 飲食業 5%

5,245 北海道 札幌市 町村農場大通公園 小売業 食料品 5%

5,246 北海道 札幌市 町村農場円山 小売業 食料品 5%

5,247 北海道 札幌市 ＭＡＴＩＬＤＡ 小売業 衣料品 5%

5,248 北海道 札幌市 松尾ジンギスカン　すすきの店 サービス 飲食業 5%

5,249 北海道 札幌市 松尾生花店 小売業 その他小売 5%

5,250 北海道 札幌市 松尾生花店　Ｖｏｉｅ　ｌａｃｔｅｅ 小売業 その他小売 5%
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5,251 北海道 札幌市 松尾生花店　本店 小売業 その他小売 5%

5,252 北海道 札幌市 マッキナフォト サービス その他サービス 5%

5,253 北海道 札幌市 マックイーストサイド サービス その他サービス 5%

5,254 北海道 札幌市 ＭＡＸ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ＆ＪＵＪＵ サービス 理容・美容業 5%

5,255 北海道 札幌市 松山額縁店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

5,256 北海道 札幌市 ＭＡＮＩＣＵＲＥ　ＨＯＵＳＥ　大通ポールタウン店 サービス 理容・美容業 5%

5,257 北海道 札幌市 ｍａｇｎｉｆｉｇｕｅ サービス 理容・美容業 5%

5,258 北海道 札幌市 まほろば 小売業 食料品 5%

5,259 北海道 札幌市 まほろば厚別店 小売業 食料品 5%

5,260 北海道 札幌市 まほろば厚別店 小売業 食料品 5%

5,261 北海道 札幌市 まほろば本店 小売業 食料品 5%

5,262 北海道 札幌市 ＭａｍｍｙＰｒｏ サービス その他サービス 5%

5,263 北海道 札幌市 まりん工房 サービス その他サービス 5%

5,264 北海道 札幌市 丸一大西食品 小売業 食料品 5%

5,265 北海道 札幌市 丸市岡田商店　きたいちば 小売業 食料品 5%

5,266 北海道 札幌市 丸市岡田商店　きたいちば 小売業 食料品 5%

5,267 北海道 札幌市 マルイチ商店 サービス 飲食業 5%

5,268 北海道 札幌市 マルイチ商店 サービス 飲食業 5%

5,269 北海道 札幌市 マルエイ札幌モーター 小売業 その他小売 5%

5,270 北海道 札幌市 丸英佐藤工務店 サービス その他サービス 5%

5,271 北海道 札幌市 丸金浅野商事 小売業 衣料品 5%

5,272 北海道 札幌市 マルサン　三上商店 小売業 食料品 5%

5,273 北海道 札幌市 マルシェ　イオン藻岩店 小売業 衣料品 5%

5,274 北海道 札幌市 マルシェ　イトーヨーカ堂屯田店 小売業 衣料品 5%

5,275 北海道 札幌市 マルシェ　ススキノラフィラ店 小売業 衣料品 5%

5,276 北海道 札幌市 マルシェ　澄川店 小売業 衣料品 5%

5,277 北海道 札幌市 マルシェ　西町店 小売業 衣料品 5%

5,278 北海道 札幌市 マルタ　七番蔵 サービス 飲食業 5%

5,279 北海道 札幌市 マルタ　七番蔵 サービス 飲食業 5%

5,280 北海道 札幌市 マルダイ嶋田商店 小売業 食料品 5%

5,281 北海道 札幌市 マルダイ水産菊水元町店 小売業 食料品 5%

5,282 北海道 札幌市 マルダイ水産札幌清田店 小売業 食料品 5%

5,283 北海道 札幌市 マルミ・アサヒ 小売業 家具・調度品 5%

5,284 北海道 札幌市 まるみクリーニング サービス その他サービス 5%

5,285 北海道 札幌市 ＭＡＲＵＭＩＣＯＦＦＥＥｓｉｔａｔｔｅ サービス 飲食業 5%

5,286 北海道 札幌市 丸美珈琲店 サービス 飲食業 5%

5,287 北海道 札幌市 ＭＡＲＵＭＩＣＯＦＦＥＥＮＡＫＡＪＩＭＡ サービス 飲食業 5%

5,288 北海道 札幌市 マルミ北栄商店 小売業 食料品 5%

5,289 北海道 札幌市 円山別邸 サービス 飲食業 5%

5,290 北海道 札幌市 円山屋 小売業 食料品 5%

5,291 北海道 札幌市 円山屋 小売業 食料品 5%

5,292 北海道 札幌市 まんざら サービス 飲食業 5%
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5,293 北海道 札幌市 まんぷく居酒屋　グレイシー サービス 飲食業 5%

5,294 北海道 札幌市 マンボウ　西野店 小売業 食料品 5%

5,295 北海道 札幌市 ミウラ美容室 サービス 理容・美容業 5%

5,296 北海道 札幌市 みえ田 サービス 飲食業 5%

5,297 北海道 札幌市 Ｍｒ．ｓｈａｋｅ サービス 飲食業 5%

5,298 北海道 札幌市 ミスターＮＯ サービス 飲食業 5%

5,299 北海道 札幌市 ミスティ美容室 サービス 理容・美容業 5%

5,300 北海道 札幌市 水穂ファクトリーＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,301 北海道 札幌市 ＦＷ簾舞ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,302 北海道 札幌市 三井温熱治療院　香蓮 サービス その他サービス 5%

5,303 北海道 札幌市 ミックス 小売業 その他小売 5%

5,304 北海道 札幌市 ミツノ　札幌店 小売業 その他小売 5%

5,305 北海道 札幌市 ＭＥＡＴ　ＬＯＵＮＧＥ　ＴＡＭＵＲＡ サービス 飲食業 5%

5,306 北海道 札幌市 港町酒場もんきち商店 サービス 飲食業 5%

5,307 北海道 札幌市 ｍｉｎｏｔａｋｅｏｆｆｉｃｅ 小売業 その他小売 5%

5,308 北海道 札幌市 ＭＩＭＩＴＳＵＢＯ　Ｐｏｎｏ サービス その他サービス 5%

5,309 北海道 札幌市 ＭＩＹＡ・新さっぽろ店 サービス 理容・美容業 5%

5,310 北海道 札幌市 ＭＩＹＡ　桑園駅前店 サービス 理容・美容業 5%

5,311 北海道 札幌市 ＭＩＹＡ　ヘアカラーラウンジ サービス 理容・美容業 5%

5,312 北海道 札幌市 ＭＩＹＡ　本店 サービス 理容・美容業 5%

5,313 北海道 札幌市 みやうち 小売業 その他小売 5%

5,314 北海道 札幌市 宮の森アニマルホスピタル サービス その他サービス 5%

5,315 北海道 札幌市 宮文刃物店 小売業 その他小売 5%

5,316 北海道 札幌市 宮文刃物店　琴似店 小売業 その他小売 5%

5,317 北海道 札幌市 宮脇書店　札幌平岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

5,318 北海道 札幌市 宮脇書店　札幌元町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

5,319 北海道 札幌市 水湧区。 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,320 北海道 札幌市 明道香風園 小売業 その他小売 5%

5,321 北海道 札幌市 みらいケア・サポート サービス 運輸業 5%

5,322 北海道 札幌市 未来書房東雁来店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

5,323 北海道 札幌市 株式会社花佳 小売業 その他小売 5%

5,324 北海道 札幌市 ＭＩＲＡＧＥ 小売業 その他小売 5%

5,325 北海道 札幌市 村本印房サービスセンター 小売業 その他小売 5%

5,326 北海道 札幌市 村本印房本店 小売業 その他小売 5%

5,327 北海道 札幌市 ＭｏｏｎＬｅａｆ　ｓａｐｐｏｒｏ 小売業 その他小売 5%

5,328 北海道 札幌市 銘酒の裕多加 小売業 食料品 5%

5,329 北海道 札幌市 メガネサロン　ルック 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,330 北海道 札幌市 メガネサロン　ルック　コスモ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,331 北海道 札幌市 メガネサロンルック　西岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,332 北海道 札幌市 メガネサロンルック　元町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,333 北海道 札幌市 メガネサロン　ルックソシア　川沿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,334 北海道 札幌市 メガネサロンルック　あいの里店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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5,335 北海道 札幌市 メガネサロンルック　麻生店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,336 北海道 札幌市 メガネサロンルックイトーヨーカドー琴似店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,337 北海道 札幌市 メガネサロンルック　クロスモール新発寒店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,338 北海道 札幌市 メガネサロンルック　コープ平岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,339 北海道 札幌市 メガネサロンルック　白石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,340 北海道 札幌市 メガネサロンルック　真栄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,341 北海道 札幌市 メガネサロンルック　新札幌店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,342 北海道 札幌市 メガネサロンルック　豊平店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,343 北海道 札幌市 メガネサロンルック　平岡東光店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,344 北海道 札幌市 メガネサロンルック　平岸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,345 北海道 札幌市 メガネサロンルック　藤野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,346 北海道 札幌市 メガネサロンルック　星置店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,347 北海道 札幌市 メガネサロンルック　円山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,348 北海道 札幌市 メガネサロンルック　ビッグハウス厚別店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,349 北海道 札幌市 メガネのあいらん堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,350 北海道 札幌市 めがねのサン光学 小売業 その他小売 5%

5,351 北海道 札幌市 メジャー　白石本店 小売業 衣料品 5%

5,352 北海道 札幌市 ＭＥＳＳ　ＡＲＯＵＮＤ 小売業 衣料品 5%

5,353 北海道 札幌市 メトロクス　札幌 小売業 家具・調度品 5%

5,354 北海道 札幌市 メナード道央 小売業 その他小売 5%

5,355 北海道 札幌市 メナードフェイシャルサロン　稲積 小売業 その他小売 5%

5,356 北海道 札幌市 メナードフェイシャルサロン　北４３条 小売業 その他小売 5%

5,357 北海道 札幌市 メナードフェイシャルサロン　新琴似１０条 サービス その他サービス 5%

5,358 北海道 札幌市 メナードフェイシャルサロン南１１条西 サービス 理容・美容業 5%

5,359 北海道 札幌市 メナードフェイシャルサロン　あいの里２条 サービス 理容・美容業 5%

5,360 北海道 札幌市 メナードフェイシャルサロン　札幌駅北口店 サービス 理容・美容業 5%

5,361 北海道 札幌市 メルヘン　屯田店 小売業 衣料品 5%

5,362 北海道 札幌市 Ｍｅｌｂｏ　ｓｉｎｃｅ　１９１８　札幌店 小売業 衣料品 5%

5,363 北海道 札幌市 メンズプラザウヤマ 小売業 衣料品 5%

5,364 北海道 札幌市 メンズヘアークラブ　ビッグウェーブ サービス 理容・美容業 5%

5,365 北海道 札幌市 メンタルボディケアサロンサルース サービス 理容・美容業 5%

5,366 北海道 札幌市 めんめ サービス 飲食業 5%

5,367 北海道 札幌市 ＭＯＲＥ　ＦＯＵＲ 小売業 その他小売 5%

5,368 北海道 札幌市 藻岩ＳＳ　釧路石炭販売 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,369 北海道 札幌市 ＦＷモエレ沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,370 北海道 札幌市 モーターファーム札幌 サービス その他サービス 5%

5,371 北海道 札幌市 ＭＯＤＡ　ＯＭＯＴＥ 小売業 衣料品 5%

5,372 北海道 札幌市 木舎アスティ４５店 小売業 衣料品 5%

5,373 北海道 札幌市 ＭＯＺＵ 小売業 その他小売 5%

5,374 北海道 札幌市 モダンタイムス サービス 飲食業 5%

5,375 北海道 札幌市 もつそば福よし　すすきのどまん中店 サービス 飲食業 5%

5,376 北海道 札幌市 モトバレーゼ 小売業 その他小売 5%
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5,377 北海道 札幌市 元町北２３条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,378 北海道 札幌市 モトラビ 小売業 その他小売 5%

5,379 北海道 札幌市 藻南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,380 北海道 札幌市 盛岡冷麺と焼肉トトリ サービス 飲食業 5%

5,381 北海道 札幌市 モリタイヤショップ 小売業 その他小売 5%

5,382 北海道 札幌市 森田耀峰写真場 サービス その他サービス 5%

5,383 北海道 札幌市 森田耀峰写真場 サービス その他サービス 5%

5,384 北海道 札幌市 ＭＯＲＯ サービス 飲食業 5%

5,385 北海道 札幌市 もんきち商店 サービス 飲食業 5%

5,386 北海道 札幌市 もんきち商店 サービス 飲食業 5%

5,387 北海道 札幌市 もんきち商店　北２４条店 サービス 飲食業 5%

5,388 北海道 札幌市 もんきち商店　札幌北口店 サービス 飲食業 5%

5,389 北海道 札幌市 もんきち商店　桑園店 サービス 飲食業 5%

5,390 北海道 札幌市 ＭＯＮＳ サービス その他サービス 5%

5,391 北海道 札幌市 モンラパン 小売業 その他小売 5%

5,392 北海道 札幌市 ＹＡＹｅＮａｉｌｓ サービス その他サービス 5%

5,393 北海道 札幌市 八重洲居酒場商店　北一条店 サービス 飲食業 5%

5,394 北海道 札幌市 やきとり　おでん　然 サービス 飲食業 5%

5,395 北海道 札幌市 焼鳥　くる兵衛 サービス 飲食業 5%

5,396 北海道 札幌市 やきとり　アルニコ サービス 飲食業 5%

5,397 北海道 札幌市 焼鶏館 サービス 飲食業 5%

5,398 北海道 札幌市 やき鳥魂　わだ家 サービス 飲食業 5%

5,399 北海道 札幌市 焼鳥本舗 サービス 飲食業 5%

5,400 北海道 札幌市 焼肉　キムチ サービス 飲食業 5%

5,401 北海道 札幌市 焼肉・韓国料理居酒屋オモニの家 サービス 飲食業 5%

5,402 北海道 札幌市 焼肉　金太郎 サービス 飲食業 5%

5,403 北海道 札幌市 焼肉たんか　新札幌店 サービス 飲食業 5%

5,404 北海道 札幌市 焼肉徳寿　外販事業部 サービス 飲食業 5%

5,405 北海道 札幌市 焼肉徳寿　Ｋ－Ｐｌａｃｅ サービス 飲食業 5%

5,406 北海道 札幌市 焼肉徳寿　光星店 サービス 飲食業 5%

5,407 北海道 札幌市 焼肉徳寿　白石店 サービス 飲食業 5%

5,408 北海道 札幌市 焼肉徳寿　新道店 サービス 飲食業 5%

5,409 北海道 札幌市 焼肉徳寿　しんら亭 サービス 飲食業 5%

5,410 北海道 札幌市 焼肉徳寿　手稲店 サービス 飲食業 5%

5,411 北海道 札幌市 焼肉徳寿　豊平店 サービス 飲食業 5%

5,412 北海道 札幌市 焼肉徳寿　八軒店 サービス 飲食業 5%

5,413 北海道 札幌市 焼肉徳寿　平岡店 サービス 飲食業 5%

5,414 北海道 札幌市 焼肉徳寿　藻岩店 サービス 飲食業 5%

5,415 北海道 札幌市 焼肉徳寿　福住店 サービス 飲食業 5%

5,416 北海道 札幌市 焼肉と料理シルクロード サービス 飲食業 5%

5,417 北海道 札幌市 焼肉本家 サービス 飲食業 5%

5,418 北海道 札幌市 やさい家さくら サービス 飲食業 5%
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5,419 北海道 札幌市 安岡自動車 サービス その他サービス 5%

5,420 北海道 札幌市 やちよ　狸小路３丁目店 サービス 飲食業 5%

5,421 北海道 札幌市 山岡自動車工業 サービス その他サービス 5%

5,422 北海道 札幌市 ヤマタケ水産食堂 サービス 飲食業 5%

5,423 北海道 札幌市 山田自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

5,424 北海道 札幌市 山猫バル サービス 飲食業 5%

5,425 北海道 札幌市 山の猿「極」　駅前通り店 サービス 飲食業 5%

5,426 北海道 札幌市 山の猿　札幌駅北口店 サービス 飲食業 5%

5,427 北海道 札幌市 山の猿　白石店 サービス 飲食業 5%

5,428 北海道 札幌市 山の猿　すすきのラフィラ店 サービス 飲食業 5%

5,429 北海道 札幌市 山の猿　本店 サービス 飲食業 5%

5,430 北海道 札幌市 山の猿　真駒内店 サービス 飲食業 5%

5,431 北海道 札幌市 山の猿　南１条店 サービス 飲食業 5%

5,432 北海道 札幌市 山の猿新札幌店 サービス 飲食業 5%

5,433 北海道 札幌市 山の猿時計台通り店 サービス 飲食業 5%

5,434 北海道 札幌市 山の手レンガ サービス 飲食業 5%

5,435 北海道 札幌市 ＦＷ山鼻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,436 北海道 札幌市 有限会社山本石油ガス 小売業 その他小売 5%

5,437 北海道 札幌市 ゆーあいクリーニング サービス その他サービス 5%

5,438 北海道 札幌市 ユー．エス．エム 小売業 衣料品 5%

5,439 北海道 札幌市 有限会社石川新聞店 小売業 その他小売 5%

5,440 北海道 札幌市 ［ＨＣ］有限会社加藤電器 小売業 電化製品 5%

5,441 北海道 札幌市 有限会社札幌音蔵 小売業 その他小売 5%

5,442 北海道 札幌市 有限会社シマデザイン サービス その他サービス 5%

5,443 北海道 札幌市 有限会社ティーエス自動車工業 サービス その他サービス 5%

5,444 北海道 札幌市 ［ＨＣ］有限会社デンキショップセキ 小売業 電化製品 5%

5,445 北海道 札幌市 ［ＨＣ］有限会社電器のミズホ 小売業 電化製品 5%

5,446 北海道 札幌市 有限会社どうしんいわい 小売業 その他小売 5%

5,447 北海道 札幌市 有限会社北海道新聞三宮販売所 小売業 その他小売 5%

5,448 北海道 札幌市 ［ＨＣ］（有）宮下電機商会 小売業 電化製品 5%

5,449 北海道 札幌市 ［ＨＣ］有限会社レッツあつべつ 小売業 電化製品 5%

5,450 北海道 札幌市 雪印種苗園芸センター 小売業 家具・調度品 5%

5,451 北海道 札幌市 油・テック 小売業 その他小売 5%

5,452 北海道 札幌市 ユナイテッド・コモンズ法律事務所 サービス その他サービス 5%

5,453 北海道 札幌市 ユニーク・ジーン・ストア 小売業 衣料品 5%

5,454 北海道 札幌市 ユニーク　ジーン　セコンド 小売業 衣料品 5%

5,455 北海道 札幌市 ユニーク・ジーン・ストア　セコンド 小売業 衣料品 5%

5,456 北海道 札幌市 ユニライフ 小売業 食料品 5%

5,457 北海道 札幌市 ユニライフ　エベツ 小売業 食料品 5%

5,458 北海道 札幌市 ユニライフ　コルテナ 小売業 食料品 5%

5,459 北海道 札幌市 ユニライフ　シンコトニ 小売業 食料品 5%

5,460 北海道 札幌市 ユニライフ　ミヤノモリ 小売業 食料品 5%
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5,461 北海道 札幌市 夢みりあ サービス 理容・美容業 5%

5,462 北海道 札幌市 夢横町 小売業 その他小売 5%

5,463 北海道 札幌市 ゆらり頭痛・肩こり研究所 サービス その他サービス 5%

5,464 北海道 札幌市 百合が原動物病院 サービス その他サービス 5%

5,465 北海道 札幌市 ユリデザイン工房 サービス その他サービス 5%

5,466 北海道 札幌市 洋菓子　きのとや　琴似店 小売業 食料品 5%

5,467 北海道 札幌市 洋菓子　きのとや　白石本店 小売業 食料品 5%

5,468 北海道 札幌市 洋菓子　アリス 小売業 食料品 5%

5,469 北海道 札幌市 養生館　川沿店 小売業 食料品 5%

5,470 北海道 札幌市 養生館　平岸店 小売業 食料品 5%

5,471 北海道 札幌市 養生館北海道本社 小売業 食料品 5%

5,472 北海道 札幌市 ヨガライフスクールインサッポロ サービス その他サービス 5%

5,473 北海道 札幌市 横井珈琲　発寒本店 小売業 食料品 5%

5,474 北海道 札幌市 Ｙｏｋｏ＇ｓ　ｒｏｏｍ　ｉｎ　ｓｕｓｕｋｉｎｏ－ｓａｐｐｏｒｏ サービス 宿泊業 5%

5,475 北海道 札幌市 横山自動車 小売業 その他小売 5%

5,476 北海道 札幌市 ヨシオカ商事 小売業 家具・調度品 5%

5,477 北海道 札幌市 ヨシムラバイクアシストショップ 小売業 その他小売 5%

5,478 北海道 札幌市 夜空の味漬けジンギスカン サービス 飲食業 5%

5,479 北海道 札幌市 夜空のジンギスカン　すすきの交差 サービス 飲食業 5%

5,480 北海道 札幌市 夜空のジンギスカン　４・５店 サービス 飲食業 5%

5,481 北海道 札幌市 夜空のジンギスカン　本店 サービス 飲食業 5%

5,482 北海道 札幌市 四輪館　新川店 小売業 その他小売 5%

5,483 北海道 札幌市 四輪館　東雁来店 サービス その他サービス 5%

5,484 北海道 札幌市 Ｌａ　ｖｉｅ　ｅｓｔ　ｂｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

5,485 北海道 札幌市 Ｌａ　ＣＬＥＳＳＩＲ サービス その他サービス 5%

5,486 北海道 札幌市 Ｌａ　ｍｅｒ　ｄｅ　ｋａｙｏ サービス 理容・美容業 5%

5,487 北海道 札幌市 ライフハウジング株式会社 サービス その他サービス 5%

5,488 北海道 札幌市 ライフヘアーハウスすがの サービス 理容・美容業 5%

5,489 北海道 札幌市 ライフワーク札幌 サービス その他サービス 5%

5,490 北海道 札幌市 ラヴァーズ サービス 理容・美容業 5%

5,491 北海道 札幌市 ＬＡ　ＶＥＮＥＺＩＡＮＡ サービス 飲食業 5%

5,492 北海道 札幌市 樂一樂坐 サービス 飲食業 5%

5,493 北海道 札幌市 らくもみプラス サービス その他サービス 5%

5,494 北海道 札幌市 Ｌｅ　ｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

5,495 北海道 札幌市 ラジカルブリッジ サービス その他サービス 5%

5,496 北海道 札幌市 らしんばん　札幌店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

5,497 北海道 札幌市 Ｒａｄｉａｎｔ 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,498 北海道 札幌市 ラ・ノッテルーナ サービス 飲食業 5%

5,499 北海道 札幌市 Ｌａｐａｓａ サービス 理容・美容業 5%

5,500 北海道 札幌市 ラヴィエールシマ大谷地店 小売業 衣料品 5%

5,501 北海道 札幌市 ラフィネ札幌地下街オーロラタウン店 サービス その他サービス 5%

5,502 北海道 札幌市 ラフィネ札幌地下街ポールタウン店 サービス その他サービス 5%
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5,503 北海道 札幌市 ラムジーズ 小売業 その他小売 5%

5,504 北海道 札幌市 ランジェリーブテック　プルシアンブルー 小売業 衣料品 5%

5,505 北海道 札幌市 リアット！ＣＡＰＯ大谷地店 サービス その他サービス 5%

5,506 北海道 札幌市 Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

5,507 北海道 札幌市 リエジュ　新さっぽろカテプリ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,508 北海道 札幌市 ＬｉｘｉＬリフォームショップアルス サービス その他サービス 5%

5,509 北海道 札幌市 リサイクルショップ　サンキュー 小売業 衣料品 5%

5,510 北海道 札幌市 リサイクルバナナ　東雁来店 小売業 その他小売 5%

5,511 北海道 札幌市 リサイクルブテイック　グレース 小売業 衣料品 5%

5,512 北海道 札幌市 リストランテカノフィーロ サービス 飲食業 5%

5,513 北海道 札幌市 リバーランド 小売業 その他小売 5%

5,514 北海道 札幌市 リビングいずみや 小売業 その他小売 5%

5,515 北海道 札幌市 柳月　イオン札幌桑園店 小売業 食料品 5%

5,516 北海道 札幌市 柳月　コープさっぽろソシア店 小売業 食料品 5%

5,517 北海道 札幌市 柳月　コープさっぽろ平岡店 小売業 食料品 5%

5,518 北海道 札幌市 柳月　コープさっぽろルーシー店 小売業 食料品 5%

5,519 北海道 札幌市 柳月　札幌店 小売業 食料品 5%

5,520 北海道 札幌市 柳月　サンピアザ店 小売業 食料品 5%

5,521 北海道 札幌市 柳月　新琴似店 小売業 食料品 5%

5,522 北海道 札幌市 柳月　月寒店 小売業 食料品 5%

5,523 北海道 札幌市 理容　福原 サービス 理容・美容業 5%

5,524 北海道 札幌市 理容福原 サービス 理容・美容業 5%

5,525 北海道 札幌市 リョウユウ 小売業 その他小売 5%

5,526 北海道 札幌市 Ｒｅｌａｘｉａ札幌メルキュールホテル店 サービス その他サービス 5%

5,527 北海道 札幌市 リラクゼーションこりほぐ サービス その他サービス 5%

5,528 北海道 札幌市 リラクゼーションサロン　ここもむ サービス その他サービス 5%

5,529 北海道 札幌市 ル・フュチュール 小売業 衣料品 5%

5,530 北海道 札幌市 ＬＥＣＩＥＬ．ｂ サービス 理容・美容業 5%

5,531 北海道 札幌市 ＬＥ’ＣＩＥＬ サービス 理容・美容業 5%

5,532 北海道 札幌市 ルックコンタクト　あいの里店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,533 北海道 札幌市 ルックコンタクト　麻生店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,534 北海道 札幌市 ルックコンタクト　コスモ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,535 北海道 札幌市 ルックコンタクト　札幌駅北口店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,536 北海道 札幌市 ルックコンタクト　真栄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,537 北海道 札幌市 ルックコンタクト　平岡東光店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,538 北海道 札幌市 ルックコンタクト　平岸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,539 北海道 札幌市 ルックコンタクト　元町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,540 北海道 札幌市 ＲＵＴＯＡ サービス 理容・美容業 5%

5,541 北海道 札幌市 Ｒｕｒｕｔｉａ サービス 理容・美容業 5%

5,542 北海道 札幌市 ルンビニフードカフェ　アークス北２４条店 サービス 飲食業 5%

5,543 北海道 札幌市 レジェ 小売業 その他小売 5%

5,544 北海道 札幌市 レジャンデール サービス 理容・美容業 5%
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5,545 北海道 札幌市 レストラン　ケルン サービス 飲食業 5%

5,546 北海道 札幌市 レストラン　ケルン サービス 飲食業 5%

5,547 北海道 札幌市 レストラン　コートドール サービス 飲食業 5%

5,548 北海道 札幌市 レストラン　にしかわ サービス 飲食業 5%

5,549 北海道 札幌市 レストラン　ローリエ サービス 飲食業 5%

5,550 北海道 札幌市 レディースモードＰｉｃｏ麻生店 小売業 衣料品 5%

5,551 北海道 札幌市 Ｒｅ’ｍｉｉ サービス 理容・美容業 5%

5,552 北海道 札幌市 Ｌｅｍｏｎ サービス 理容・美容業 5%

5,553 北海道 札幌市 レンタカー札幌 サービス その他サービス 5%

5,554 北海道 札幌市 ロイヤルシップ　札幌ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

5,555 北海道 札幌市 ローズアべニュー白石 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,556 北海道 札幌市 ロシエ地下街店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,557 北海道 札幌市 ロースクールカスタムズ サービス その他サービス 5%

5,558 北海道 札幌市 ＲｏｃｋｌｕｃｋＴｒａｄｉｎｇ 小売業 その他小売 5%

5,559 北海道 札幌市 ｒｏｓｓａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,560 北海道 札幌市 ＲＯＳＳＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,561 北海道 札幌市 ロッテリア　札幌オーロラタウン店 サービス 飲食業 2%

5,562 北海道 札幌市 炉端大磯 サービス 飲食業 5%

5,563 北海道 札幌市 Ｒｏｂａｔａ　ｄｉｎｉｎｇ　－Ｙｕ－ サービス 飲食業 5%

5,564 北海道 札幌市 炉ばた焼　ウタリ サービス 飲食業 5%

5,565 北海道 札幌市 ろまん亭 小売業 食料品 5%

5,566 北海道 札幌市 ろまん亭石山通り店 小売業 食料品 5%

5,567 北海道 札幌市 ろまん亭ＢＲＡＮＣＨ札幌月寒店 小売業 食料品 5%

5,568 北海道 札幌市 ロンド サービス 飲食業 5%

5,569 北海道 札幌市 ＹＳ／Ｏ２ サービス その他サービス 5%

5,570 北海道 札幌市 Ｗｉｌｄ　Ｗｏｏｄ 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,571 北海道 札幌市 ワインショップ　円山屋 小売業 食料品 5%

5,572 北海道 札幌市 ワインの店いとう 小売業 食料品 5%

5,573 北海道 札幌市 ｗｉｎｅ　ｂｉｓｔｒｏ　晴 サービス 飲食業 5%

5,574 北海道 札幌市 ｗｉｎｅ　ｍａｎ サービス 飲食業 5%

5,575 北海道 札幌市 若林佛具製作所　札幌店 小売業 家具・調度品 5%

5,576 北海道 札幌市 和さび　月寒店 サービス 飲食業 5%

5,577 北海道 札幌市 和食だいにんぐ　とあん サービス 飲食業 5%

5,578 北海道 札幌市 和食バル　ｓｉｚｕｃｕ サービス 飲食業 5%

5,579 北海道 札幌市 私の部屋札幌店 小売業 その他小売 5%

5,580 北海道 札幌市 ワタヤワークス札幌 サービス その他サービス 5%

5,581 北海道 札幌市 ワミレスサロン　ムーランルージュ 小売業 その他小売 5%

5,582 北海道 札幌市 和洋菓子　フジヤ 小売業 食料品 5%

5,583 北海道 札幌市 ワンズクリエイティブプロダクツ 小売業 その他小売 5%

5,584 北海道 札幌市 ワンスタイル　琴似店 サービス その他サービス 5%

5,585 北海道 札幌市 ワンスタイル　豊平本店 サービス その他サービス 5%

5,586 北海道 札幌市 ワンステップ札幌店 サービス 理容・美容業 5%
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5,587 北海道 札幌市 ワンダーステーション西野 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,588 北海道 札幌市 ワンマンシアター　高架下東１丁目店 サービス その他サービス 5%

5,589 北海道 札幌市 ワンマンシアター　宮の沢店 サービス その他サービス 5%

5,590 北海道 札幌市厚別区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｎｅｉｇｅ新札幌 サービス 理容・美容業 5%

5,591 北海道 札幌市厚別区 あさひ電機 小売業 電化製品 5%

5,592 北海道 札幌市厚別区 炭火焼鳥海鮮あじと サービス 飲食業 5%

5,593 北海道 札幌市厚別区 ＠ＲＩＣＨ サービス 理容・美容業 5%

5,594 北海道 札幌市厚別区 田村孝紀 小売業 その他小売 5%

5,595 北海道 札幌市厚別区 イーノス　ｉｎｏｃｅ サービス 理容・美容業 5%

5,596 北海道 札幌市厚別区 １７９ＨＨ新札幌サンピアザ店 小売業 衣料品 5%

5,597 北海道 札幌市厚別区 出光ＡＩＸ厚別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,598 北海道 札幌市厚別区 出光ＡＩＸセルフ新札幌ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,599 北海道 札幌市厚別区 出光ＡＩＸセルフベニータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,600 北海道 札幌市厚別区 岩崎電子補聴器センター　新札幌店 小売業 その他小売 5%

5,601 北海道 札幌市厚別区 合同会社ＳＲＴＫ介護タクシー川村 サービス 運輸業 5%

5,602 北海道 札幌市厚別区 ＣＵＳＴＯＭ サービス 理容・美容業 5%

5,603 北海道 札幌市厚別区 活菜旬魚 さんかい 新札幌店 サービス 飲食業 5%

5,604 北海道 札幌市厚別区 ＫＩＮＳｕｇａｒＬａｂｏ． サービス その他サービス 5%

5,605 北海道 札幌市厚別区 ＧｌａｓｓＢｅａｄｓＡｒｔＭＡＹＵＫＯ 小売業 衣料品 5%

5,606 北海道 札幌市厚別区 クラバーズ・レコーズ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

5,607 北海道 札幌市厚別区 珈琲工房ビーンズ　大谷地店　大谷地店 小売業 食料品 5%

5,608 北海道 札幌市厚別区 金剛堂　北海道本店 小売業 家具・調度品 5%

5,609 北海道 札幌市厚別区 さかうえデンキ厚別店 小売業 電化製品 5%

5,610 北海道 札幌市厚別区 セブン－イレブン札幌青葉町８丁目店 小売業 食料品 2%

5,611 北海道 札幌市厚別区 セブン－イレブン札幌厚別中央１条店 小売業 食料品 2%

5,612 北海道 札幌市厚別区 セブンーイレブン札幌厚別中央５条店 小売業 食料品 2%

5,613 北海道 札幌市厚別区 セブン－イレブン札幌厚別中央３条店 小売業 食料品 2%

5,614 北海道 札幌市厚別区 セブン－イレブン札幌厚別東５条店 小売業 食料品 2%

5,615 北海道 札幌市厚別区 セブン－イレブン札幌厚別東２条店 小売業 食料品 2%

5,616 北海道 札幌市厚別区 セブン－イレブン札幌厚別南５丁目店 小売業 食料品 2%

5,617 北海道 札幌市厚別区 サッポロ日昭自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

5,618 北海道 札幌市厚別区 セブン－イレブン札幌ひばりが丘店 小売業 食料品 2%

5,619 北海道 札幌市厚別区 セブンーイレブン札幌流通センター前店 小売業 食料品 2%

5,620 北海道 札幌市厚別区 ＳＡＭＡ大谷地総本店 サービス 飲食業 5%

5,621 北海道 札幌市厚別区 ｓａｌｏｎｓａｌｔ サービス 理容・美容業 5%

5,622 北海道 札幌市厚別区 ジェームス　厚別通店 小売業 その他小売 2%

5,623 北海道 札幌市厚別区 セブン－イレブン新札幌バスターミナル前店 小売業 食料品 2%

5,624 北海道 札幌市厚別区 すたみな太郎　新札幌店 サービス 飲食業 5%

5,625 北海道 札幌市厚別区 ＳＥＲＥＮＤＩＰＩＴＹ?ａｔｕｙ サービス 理容・美容業 5%

5,626 北海道 札幌市厚別区 ソーシャルリサーチ マルシェ研究所 サービス その他サービス 5%

5,627 北海道 札幌市厚別区 空のかおり サービス 飲食業 5%

5,628 北海道 札幌市厚別区 文具屋 小売業 その他小売 5%
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5,629 北海道 札幌市厚別区 Ｔｉｅｌｅ サービス 理容・美容業 5%

5,630 北海道 札幌市厚別区 てもみ家クローバー サービス その他サービス 5%

5,631 北海道 札幌市厚別区 ＮＵＩＴ サービス その他サービス 5%

5,632 北海道 札幌市厚別区 トヨタレンタリース札幌ＪＲ新札幌駅前店 サービス その他サービス 2%

5,633 北海道 札幌市厚別区 トヨタレンタリース新札幌大谷地流通センタ サービス その他サービス 2%

5,634 北海道 札幌市厚別区 ＴＯＲＡＮＫＳ札幌 サービス 理容・美容業 5%

5,635 北海道 札幌市厚別区 中田電工 サービス その他サービス 5%

5,636 北海道 札幌市厚別区 ニューフレンドリー 小売業 その他小売 5%

5,637 北海道 札幌市厚別区 ＮｏｒｔｈＢｌｕｅ 小売業 その他小売 5%

5,638 北海道 札幌市厚別区 パイドール　新札幌店 サービス 飲食業 5%

5,639 北海道 札幌市厚別区 Ｈｏｕ’ｏｌｉ　ＳａＨｏＬａ 小売業 その他小売 5%

5,640 北海道 札幌市厚別区 ８６５イルーシー３００新札幌サンピアザ店 小売業 衣料品 5%

5,641 北海道 札幌市厚別区 パナルックササキ 小売業 電化製品 5%

5,642 北海道 札幌市厚別区 ＫＡＩＯＮＡ サービス その他サービス 5%

5,643 北海道 札幌市厚別区 はんこ屋さん２１大谷地店 小売業 その他小売 2%

5,644 北海道 札幌市厚別区 ＢＭＯ　札幌厚別店 小売業 衣料品 5%

5,645 北海道 札幌市厚別区 美容室　ビィー・ヘアー　大谷地店 サービス 理容・美容業 5%

5,646 北海道 札幌市厚別区 富士メガネ　厚別西友店 小売業 その他小売 5%

5,647 北海道 札幌市厚別区 富士メガネチェーン　サンピアザラポール 小売業 その他小売 5%

5,648 北海道 札幌市厚別区 ヘアーアミューズ　プララ サービス 理容・美容業 5%

5,649 北海道 札幌市厚別区 Ｂｅｃｋｈａｉｒ（ベックヘアー） サービス その他サービス 5%

5,650 北海道 札幌市厚別区 ベルウエスト サービス その他サービス 5%

5,651 北海道 札幌市厚別区 ぼくぜん 厚別店 サービス 飲食業 5%

5,652 北海道 札幌市厚別区 北海道イタリアン居酒屋　エゾバルバンバン　新札幌店 サービス 飲食業 5%

5,653 北海道 札幌市厚別区 ｍｕｋｕｈａｎｄｍａｄｅＨＡＫＯＤＡＴＥ 小売業 衣料品 5%

5,654 北海道 札幌市厚別区 メガネの富士　デュオ店 小売業 その他小売 5%

5,655 北海道 札幌市厚別区 ヤママル田中米穀店 サービス その他サービス 5%

5,656 北海道 札幌市厚別区 有限会社サブボディー サービス その他サービス 5%

5,657 北海道 札幌市厚別区 ラーメン大王 ラーメンダイオウ サービス 飲食業 5%

5,658 北海道 札幌市厚別区 ラヴィエール・シマ 小売業 衣料品 5%

5,659 北海道 札幌市厚別区 らくやん厚別西店 サービス その他サービス 5%

5,660 北海道 札幌市厚別区 リエジュ新さっぽろ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,661 北海道 札幌市厚別区 ＲｅｐａｉｒＣａｒＳＨＯＰＣｏｍｏｄｏ サービス その他サービス 5%

5,662 北海道 札幌市厚別区 株式会社レバンガ北海道 サービス その他サービス 5%

5,663 北海道 札幌市北区 株式会社アイエヌエスジャパン 小売業 衣料品 5%

5,664 北海道 札幌市北区 Ａｉｎａ サービス その他サービス 5%

5,665 北海道 札幌市北区 アイフォンクリア　ＭＥＧＡドン　キホーテ篠路 サービス その他サービス 5%

5,666 北海道 札幌市北区 藍里苑 小売業 衣料品 5%

5,667 北海道 札幌市北区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｅｍｉｎａ札幌北 サービス 理容・美容業 5%

5,668 北海道 札幌市北区 味名人 桃太郎 北２４条店 サービス 飲食業 5%

5,669 北海道 札幌市北区 アトリエ　Ｓａｃｈｉ 小売業 その他小売 5%

5,670 北海道 札幌市北区 ａｔｅｌｉｅｒ　ＺｉＺｉ サービス 理容・美容業 5%
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5,671 北海道 札幌市北区 ａｎｅｎｄ ａｎｅｎｄ サービス 理容・美容業 5%

5,672 北海道 札幌市北区 美容室アルマ サービス 理容・美容業 5%

5,673 北海道 札幌市北区 ａｎｄ　ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

5,674 北海道 札幌市北区 居酒屋Ｄａｉ＿ｃｈａｎ サービス 飲食業 5%

5,675 北海道 札幌市北区 株式会社イシキスト サービス その他サービス 5%

5,676 北海道 札幌市北区 出光ＡＩＸセルフ麻生 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,677 北海道 札幌市北区 彩‐Ｉｒｏｄｏｒｉ‐札幌店 サービス 飲食業 5%

5,678 北海道 札幌市北区 ウエルネス札幌カイロサロンウエーブ サービス 理容・美容業 5%

5,679 北海道 札幌市北区 ＡｔｏＺ 小売業 その他小売 5%

5,680 北海道 札幌市北区 ｅｓｔｈｅｔｉｃ　　　ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ｃｒｏｗｎｂｅｒｒｙ サービス 理容・美容業 5%

5,681 北海道 札幌市北区 恵美須商店　麻生　恵美須商店麻生店 サービス 飲食業 5%

5,682 北海道 札幌市北区 恵美須商店 北２４条 サービス 飲食業 5%

5,683 北海道 札幌市北区 恵美須商店 札幌駅西口 サービス 飲食業 5%

5,684 北海道 札幌市北区 Ｍ－ｆｌａｔ．本店 サービス 理容・美容業 5%

5,685 北海道 札幌市北区 大通イースト サービス その他サービス 5%

5,686 北海道 札幌市北区 オートギャラリーＭＳＭ 小売業 その他小売 5%

5,687 北海道 札幌市北区 大森珈琲 サービス 飲食業 5%

5,688 北海道 札幌市北区 お肉ハウスエシャロット サービス 飲食業 5%

5,689 北海道 札幌市北区 ｇａｒｌｅｎ サービス 理容・美容業 5%

5,690 北海道 札幌市北区 海鮮　居酒家　海だより サービス 飲食業 5%

5,691 北海道 札幌市北区 篝火 サービス 飲食業 5%

5,692 北海道 札幌市北区 活菜旬魚 さんかい 北２４条店 サービス 飲食業 5%

5,693 北海道 札幌市北区 カットプライス カットプライス北３６条店 サービス 理容・美容業 5%

5,694 北海道 札幌市北区 株式会社カートン 小売業 その他小売 5%

5,695 北海道 札幌市北区 株式会社熊坂設備工業 サービス その他サービス 5%

5,696 北海道 札幌市北区 株式会社スーパーエース 屯田店 小売業 食料品 5%

5,697 北海道 札幌市北区 ｋａｐｓｅｌ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

5,698 北海道 札幌市北区 ガレージナッズ サービス その他サービス 5%

5,699 北海道 札幌市北区 ガレージリアライズ サービス その他サービス 2%

5,700 北海道 札幌市北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋北海道大学前店 サービス 飲食業 2%

5,701 北海道 札幌市北区 管清工業株式会社 サービス その他サービス 5%

5,702 北海道 札幌市北区 元祖札幌味噌やきとりとりのすけ　北１２条店 サービス 飲食業 5%

5,703 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン北２７条店 小売業 食料品 2%

5,704 北海道 札幌市北区 ＣＡＮＤＹ．ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

5,705 北海道 札幌市北区 牛角北２４条店 サービス 飲食業 2%

5,706 北海道 札幌市北区 牛角新琴似店 サービス 飲食業 2%

5,707 北海道 札幌市北区 グラスタイムシバタ 小売業 その他小売 5%

5,708 北海道 札幌市北区 ｇｒａｐｈｙ　Ｎ１８ サービス 理容・美容業 5%

5,709 北海道 札幌市北区 クローバー薬局百合が原店 小売業 その他小売 5%

5,710 北海道 札幌市北区 ｋｅｎｏｎ 小売業 食料品 5%

5,711 北海道 札幌市北区 コアデンキ 小売業 電化製品 5%

5,712 北海道 札幌市北区 珈琲工房ビーンズ サービス その他サービス 5%
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5,713 北海道 札幌市北区 ココラボラトリー サービス その他サービス 5%

5,714 北海道 札幌市北区 個人なりたタクシー サービス 運輸業 5%

5,715 北海道 札幌市北区 本格骨盤矯正・整体院　さくら庵 サービス その他サービス 5%

5,716 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌あいの里２条店 小売業 食料品 2%

5,717 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌北インター店 小売業 食料品 2%

5,718 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌北３３条店 小売業 食料品 2%

5,719 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌北３１条店 小売業 食料品 2%

5,720 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌北３９条店 小売業 食料品 2%

5,721 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌北３７条店 小売業 食料品 2%

5,722 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌北２９条店 小売業 食料品 2%

5,723 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌北２３条店 小売業 食料品 2%

5,724 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌北２８条店 小売業 食料品 2%

5,725 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌北２４条店 小売業 食料品 2%

5,726 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌北２２条店 小売業 食料品 2%

5,727 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌季実の里店 小売業 食料品 2%

5,728 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌篠路１０条店 小売業 食料品 2%

5,729 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌篠路店 小売業 食料品 2%

5,730 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌篠路２条店 小売業 食料品 2%

5,731 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌新川西３条店 小売業 食料品 2%

5,732 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌新川２条店 小売業 食料品 2%

5,733 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌新川４条店 小売業 食料品 2%

5,734 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌新琴似１条店 小売業 食料品 2%

5,735 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌新琴似９条店 小売業 食料品 2%

5,736 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌新琴似５条店 小売業 食料品 2%

5,737 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌新琴似７条店 小売業 食料品 2%

5,738 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌新琴似２条店 小売業 食料品 2%

5,739 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌新琴似８条１３丁目店 小売業 食料品 2%

5,740 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌新琴似４番通店 小売業 食料品 2%

5,741 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌新琴似６条東店 小売業 食料品 2%

5,742 北海道 札幌市北区 札幌水道メンテナンス サービス その他サービス 5%

5,743 北海道 札幌市北区 札幌スポーツ館　札幌スポーツ館サツエキＢｒｉｄｇｅ店 小売業 その他小売 5%

5,744 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌太平９条店 小売業 食料品 2%

5,745 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌太平７条店 小売業 食料品 2%

5,746 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌太平６条１丁目店 小売業 食料品 2%

5,747 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌屯田１１条店 小売業 食料品 2%

5,748 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌屯田３条店 小売業 食料品 2%

5,749 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌屯田６条店 小売業 食料品 2%

5,750 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌屯田６条西店 小売業 食料品 2%

5,751 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌東茨戸店 小売業 食料品 2%

5,752 北海道 札幌市北区 セブン－イレブン札幌百合が原店 小売業 食料品 2%

5,753 北海道 札幌市北区 佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

5,754 北海道 札幌市北区 サロンＱ サービス その他サービス 5%
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5,755 北海道 札幌市北区 ｓａｎｇｏ　ｓｔｏｃｋ サービス 飲食業 5%

5,756 北海道 札幌市北区 ＺＩＶＥＬＩ サービス その他サービス 5%

5,757 北海道 札幌市北区 サナの森 サービス その他サービス 5%

5,758 北海道 札幌市北区 ＃ｃｐｄｚ 小売業 その他小売 5%

5,759 北海道 札幌市北区 秀岳荘北大店 小売業 その他小売 5%

5,760 北海道 札幌市北区 有限会社ジュコー 小売業 電化製品 5%

5,761 北海道 札幌市北区 しろまりＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

5,762 北海道 札幌市北区 ｓｕｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

5,763 北海道 札幌市北区 スーパーエース 北２３条店 小売業 食料品 5%

5,764 北海道 札幌市北区 スープカリーｈｉｒｉｈｉｒｉ　２号 サービス 飲食業 5%

5,765 北海道 札幌市北区 ＢａｒＳｔｙｌｅ－Ｊ サービス 飲食業 5%

5,766 北海道 札幌市北区 ＳＴＵＤＩＯＨＩＧＵＣＨＩ サービス その他サービス 5%

5,767 北海道 札幌市北区 すたみな太郎　太平店 サービス 飲食業 5%

5,768 北海道 札幌市北区 ＳｎｏｗＪｅｗｅｌｓ サービス その他サービス 5%

5,769 北海道 札幌市北区 カーニバル　札幌駅北口店 サービス 飲食業 5%

5,770 北海道 札幌市北区 スラックライン　ラボラトリー サービス その他サービス 5%

5,771 北海道 札幌市北区 せんなり サービス 飲食業 5%

5,772 北海道 札幌市北区 大衆肉酒場　がつり　麻生店 サービス 飲食業 5%

5,773 北海道 札幌市北区 拓北自動車鈑金 サービス その他サービス 5%

5,774 北海道 札幌市北区 竹内英人 サービス 運輸業 5%

5,775 北海道 札幌市北区 竹内タクシー　タケウチタクシー サービス 運輸業 5%

5,776 北海道 札幌市北区 ＴＡＫＥｎｏｙａ サービス 飲食業 5%

5,777 北海道 札幌市北区 ＤＡＤ＇ＳＢＡＫＥ サービス 飲食業 5%

5,778 北海道 札幌市北区 楽処たかはし サービス 飲食業 5%

5,779 北海道 札幌市北区 だんぱショップ 小売業 衣料品 5%

5,780 北海道 札幌市北区 長生館倉本治療院 サービス 理容・美容業 5%

5,781 北海道 札幌市北区 ＴＭＦ株式会社 ＴＭＦ株式会社 小売業 その他小売 5%

5,782 北海道 札幌市北区 ティースタイル 小売業 衣料品 5%

5,783 北海道 札幌市北区 でんきのエイト　すがわら 小売業 電化製品 5%

5,784 北海道 札幌市北区 でんきのエイト鈴木店 小売業 電化製品 5%

5,785 北海道 札幌市北区 でんきのエイト鶴本店 小売業 電化製品 5%

5,786 北海道 札幌市北区 天狗屋　新琴似店 小売業 その他小売 5%

5,787 北海道 札幌市北区 ＴＯＹＳＨＯＰ ＳＩＤＥ３ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

5,788 北海道 札幌市北区 道央セントラルサービス株式会社 サービス その他サービス 5%

5,789 北海道 札幌市北区 とこや駅 サービス 理容・美容業 5%

5,790 北海道 札幌市北区 トヨタ部品北海道共販　新川営業所 サービス その他サービス 5%

5,791 北海道 札幌市北区 トヨタレンタリース札幌北３４条駅前店 サービス その他サービス 2%

5,792 北海道 札幌市北区 トヨタレンタリース新札幌　札幌駅北口店 サービス その他サービス 2%

5,793 北海道 札幌市北区 トヨタレンタリース新札幌新琴似店 サービス その他サービス 2%

5,794 北海道 札幌市北区 トヨタレンタリース　札幌駅前店 サービス その他サービス 2%

5,795 北海道 札幌市北区 鳥太郎　札幌駅北口店 サービス 飲食業 5%

5,796 北海道 札幌市北区 鳥太郎　さっぽろ店ー札幌駅東口ー サービス 飲食業 5%
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5,797 北海道 札幌市北区 トリトン＆ヒーリングサロンＡｉｎｅ サービス その他サービス 5%

5,798 北海道 札幌市北区 中川オステオパシー サービス 理容・美容業 5%

5,799 北海道 札幌市北区 仲村タクシー サービス 運輸業 5%

5,800 北海道 札幌市北区 ナチュラルリブ サービス 理容・美容業 5%

5,801 北海道 札幌市北区 Ｎａｔｕｒａｌｅｚａ サービス その他サービス 5%

5,802 北海道 札幌市北区 ＮＡＩＬ　ＲＩＣＣＡ（ネイル　リッカ）　札幌駅前店 サービス その他サービス 5%

5,803 北海道 札幌市北区 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｍｅｒｒｉｌｙ　ｓ 小売業 その他小売 5%

5,804 北海道 札幌市北区 ネッツトヨタ道都新琴似店 小売業 その他小売 5%

5,805 北海道 札幌市北区 ＮＯＥＬ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

5,806 北海道 札幌市北区 呑気処　ほの家 サービス 飲食業 5%

5,807 北海道 札幌市北区 呑気処 ほの家 呑気処ほの家 サービス 飲食業 5%

5,808 北海道 札幌市北区 博多ぶあいそ 別邸 札幌 サービス 飲食業 5%

5,809 北海道 札幌市北区 花のこすぎ 花のこすぎ 小売業 その他小売 5%

5,810 北海道 札幌市北区 バルーンギフト・ドット・コム 小売業 その他小売 5%

5,811 北海道 札幌市北区 ＢＣ開発 小売業 衣料品 5%

5,812 北海道 札幌市北区 ビーバーズブックス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

5,813 北海道 札幌市北区 日の出水産 小売業 食料品 5%

5,814 北海道 札幌市北区 珀や　札幌駅北口店 サービス 飲食業 5%

5,815 北海道 札幌市北区 ＢＥＡＵＴＹ・ＢＯＸ サービス その他サービス 5%

5,816 北海道 札幌市北区 美容室ＳＮＹＧＧ サービス 理容・美容業 5%

5,817 北海道 札幌市北区 美容室ヘアパーク サービス 理容・美容業 5%

5,818 北海道 札幌市北区 平沼タクシー サービス 運輸業 5%

5,819 北海道 札幌市北区 ふぁん龍 サービス 飲食業 5%

5,820 北海道 札幌市北区 フィジオセンター盛岡 サービス その他サービス 5%

5,821 北海道 札幌市北区 ＦＩＴＳ　ｄｕｅ サービス 理容・美容業 5%

5,822 北海道 札幌市北区 ブーランジェリーぱん吉 小売業 食料品 5%

5,823 北海道 札幌市北区 フォーラム薬局屯田店 小売業 その他小売 5%

5,824 北海道 札幌市北区 （有）藤井表具 サービス その他サービス 5%

5,825 北海道 札幌市北区 富士メガネ　麻生店 小売業 その他小売 5%

5,826 北海道 札幌市北区 富士メガネ　新琴似店 小売業 その他小売 5%

5,827 北海道 札幌市北区 富士メガネ　パセオ店 小売業 その他小売 5%

5,828 北海道 札幌市北区 不動産のｅａ（ユニオンブライト株式会社） サービス その他サービス 5%

5,829 北海道 札幌市北区 ｐ．ｒ．ａ．ｓ．ａ．ｄ サービス 理容・美容業 5%

5,830 北海道 札幌市北区 ＋ｓｗｉｔｃｈ サービス その他サービス 5%

5,831 北海道 札幌市北区 ｆｌｅｕｒ　ｂｌｅｕｅ サービス その他サービス 5%

5,832 北海道 札幌市北区 ＦＲＥＹＡ サービス 理容・美容業 5%

5,833 北海道 札幌市北区 ＢＲＯＣＣＯ サービス 飲食業 5%

5,834 北海道 札幌市北区 ｈａｉｒ　ｌａｂｏ　ＳＰＵＲ サービス 理容・美容業 5%

5,835 北海道 札幌市北区 ｈａｉｒ　ｐｅａｃｅ　ＬＯＯＰ サービス 理容・美容業 5%

5,836 北海道 札幌市北区 ヘアーエステゾーン　キャン サービス 理容・美容業 5%

5,837 北海道 札幌市北区 ヘアーショップたなか サービス 理容・美容業 5%

5,838 北海道 札幌市北区 ｃｏｏｅｎ サービス 理容・美容業 5%
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5,839 北海道 札幌市北区 ＨＡＩＲＭＡＫＥＲＯＳＹ北１８条 サービス 理容・美容業 5%

5,840 北海道 札幌市北区 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ　ｃｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

5,841 北海道 札幌市北区 ヘアシーンＤＩＫ　ヘアーシーンＤＩＫ サービス 理容・美容業 5%

5,842 北海道 札幌市北区 平和園　太平店 サービス 飲食業 5%

5,843 北海道 札幌市北区 ペットショップ　小泉　ペットショップ小泉 小売業 その他小売 5%

5,844 北海道 札幌市北区 Ｂｅｌｌｉｓｓｉｍａ サービス 理容・美容業 5%

5,845 北海道 札幌市北区 ｐｅｒｋ サービス 理容・美容業 5%

5,846 北海道 札幌市北区 ｂｏｉｌｅｒ サービス 飲食業 5%

5,847 北海道 札幌市北区 北海道イタリアン居酒屋　アザバルバンバン　麻生店 サービス 飲食業 5%

5,848 北海道 札幌市北区 北海道イタリアン居酒屋　アザバル　バンバン　北１８条店 サービス 飲食業 5%

5,849 北海道 札幌市北区 北海道食市場　丸海屋バル サービス 飲食業 5%

5,850 北海道 札幌市北区 北海道新聞あいの里販売所　吉村新聞販売所 サービス その他サービス 5%

5,851 北海道 札幌市北区 ホリイ電器 小売業 電化製品 5%

5,852 北海道 札幌市北区 ＃ｃｐｄｚ 小売業 衣料品 5%

5,853 北海道 札幌市北区 ＃ｃｐｄｚ サービス その他サービス 5%

5,854 北海道 札幌市北区 丸友自動車 サービス その他サービス 5%

5,855 北海道 札幌市北区 むさし鐘屋化粧品店 むさし鐘屋化粧品店 小売業 その他小売 5%

5,856 北海道 札幌市北区 Ｍｅｒｒｉｌｙ’ｓ サービス その他サービス 5%

5,857 北海道 札幌市北区 ｍｅｒｃｉ サービス 理容・美容業 5%

5,858 北海道 札幌市北区 ＭｅｌＪｏｕｒ　【メルジュール】 サービス 理容・美容業 5%

5,859 北海道 札幌市北区 Ｍｅｎ＇ｓｈａｉｒｒｅｍｏｖａｌＢＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%

5,860 北海道 札幌市北区 麺や廉　麺や廉 サービス 飲食業 5%

5,861 北海道 札幌市北区 やまもと商店 小売業 食料品 5%

5,862 北海道 札幌市北区 有限会社　家工房 サービス その他サービス 5%

5,863 北海道 札幌市北区 有限会社ホクトイワキ商会 小売業 その他小売 5%

5,864 北海道 札幌市北区 ｙｕｃａｃｉ（ゆかし） サービス 理容・美容業 5%

5,865 北海道 札幌市北区 らぁめんぶんた サービス 飲食業 5%

5,866 北海道 札幌市北区 ライフさぽーと北海道 サービス その他サービス 5%

5,867 北海道 札幌市北区 ＲＩＲＥＤｅｎｔａｌＯｆｆｉｃｅ サービス その他サービス 5%

5,868 北海道 札幌市北区 リトルリプル札幌新川店 小売業 衣料品 5%

5,869 北海道 札幌市北区 マックツールス正規代理店リベンジ サービス その他サービス 5%

5,870 北海道 札幌市北区 ＲＥ：ＢＯＲＮＢＡＧ 小売業 衣料品 5%

5,871 北海道 札幌市北区 繚乱?りょうらん? サービス 飲食業 5%

5,872 北海道 札幌市北区 リラクゼーション　こりほぐ サービス その他サービス 5%

5,873 北海道 札幌市北区 わたしのハイフ札幌本店 サービス 理容・美容業 5%

5,874 北海道 札幌市北区 ＬｕｎａＰｅｒｉｄｏｔ 小売業 衣料品 5%

5,875 北海道 札幌市北区 レーシングサービスラックス サービス その他サービス 5%

5,876 北海道 札幌市北区 Ｒｅｎ　ｂｅａｕｔｙ　ｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

5,877 北海道 札幌市北区 ローキーズ札幌 小売業 その他小売 5%

5,878 北海道 札幌市北区 炉ばた居酒屋ひろちゃん サービス 飲食業 5%

5,879 北海道 札幌市清田区 あさひさとう電器 小売業 電化製品 5%

5,880 北海道 札幌市清田区 ＡｒｏｍａＳａｌｏｎｐｒｏｆｕｍｏ．４２４ｍｃ サービス その他サービス 5%
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5,881 北海道 札幌市清田区 出光清田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,882 北海道 札幌市清田区 出光セルフ北野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

5,883 北海道 札幌市清田区 美しが丘サロン サービス 理容・美容業 5%

5,884 北海道 札幌市清田区 エルク造型工房 サービス その他サービス 5%

5,885 北海道 札幌市清田区 メナード化粧品 サービス 理容・美容業 5%

5,886 北海道 札幌市清田区 おちかく山本タクシー サービス 運輸業 5%

5,887 北海道 札幌市清田区 おちかく山本タクシー サービス 運輸業 5%

5,888 北海道 札幌市清田区 ＣｕｔｓｐａｃｅＨＡＡＬ サービス 理容・美容業 5%

5,889 北海道 札幌市清田区 株式会社栗山電器 株式会社 栗山電器 小売業 電化製品 5%

5,890 北海道 札幌市清田区 犬の幼稚園ハッピードッグ サービス その他サービス 5%

5,891 北海道 札幌市清田区 ケンモータース買取直販店 サービス その他サービス 5%

5,892 北海道 札幌市清田区 コープトラベル 平岡店 サービス その他サービス 5%

5,893 北海道 札幌市清田区 こだわり無添加パンら　ぽると 小売業 食料品 5%

5,894 北海道 札幌市清田区 このつく商会このっく 小売業 その他小売 5%

5,895 北海道 札幌市清田区 コープトラベル・平岡店 サービス その他サービス 5%

5,896 北海道 札幌市清田区 セブンーイレブン札幌北野３条店 小売業 食料品 2%

5,897 北海道 札幌市清田区 セブン－イレブン札幌清田２条店 小売業 食料品 2%

5,898 北海道 札幌市清田区 セブン－イレブン札幌清田６条店 小売業 食料品 2%

5,899 北海道 札幌市清田区 セブン－イレブン札幌里塚１条店 小売業 食料品 2%

5,900 北海道 札幌市清田区 セブン－イレブン札幌平岡１条５丁目店 小売業 食料品 2%

5,901 北海道 札幌市清田区 さっぽろミュージックサポート 小売業 その他小売 5%

5,902 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売　南２条 小売業 食料品 5%

5,903 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 川沿 小売業 食料品 5%

5,904 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 真駒内 小売業 食料品 5%

5,905 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 石山 小売業 食料品 5%

5,906 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 円山 小売業 食料品 5%

5,907 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 琴似 小売業 食料品 5%

5,908 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売　桑園 小売業 食料品 5%

5,909 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 山の手 小売業 食料品 5%

5,910 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 発寒 小売業 食料品 5%

5,911 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 宮の沢 小売業 食料品 5%

5,912 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 西野 小売業 食料品 5%

5,913 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 稲積 小売業 食料品 5%

5,914 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 光星 小売業 食料品 5%

5,915 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 駅前 小売業 食料品 5%

5,916 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 栄町 小売業 食料品 5%

5,917 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 新琴似 小売業 食料品 5%

5,918 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 新川 小売業 食料品 5%

5,919 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 屯田 小売業 食料品 5%

5,920 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 あいの里 小売業 食料品 5%

5,921 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 元町 小売業 食料品 5%

5,922 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売　モエレ 小売業 食料品 5%
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5,923 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売　丘珠 小売業 食料品 5%

5,924 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 平岸 小売業 食料品 5%

5,925 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 菊水 小売業 食料品 5%

5,926 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 白石 小売業 食料品 5%

5,927 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 平岡 小売業 食料品 5%

5,928 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 もみじ台 小売業 食料品 5%

5,929 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 住吉 小売業 食料品 5%

5,930 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売　恵み野 小売業 食料品 5%

5,931 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売　東幌 小売業 食料品 5%

5,932 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売　美しが丘 小売業 食料品 5%

5,933 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 北野 小売業 食料品 5%

5,934 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 月寒 小売業 食料品 5%

5,935 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 北広島 小売業 食料品 5%

5,936 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売　新富 小売業 食料品 5%

5,937 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 大通 小売業 食料品 5%

5,938 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 すすきの 小売業 食料品 5%

5,939 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 宮の沢中央 小売業 食料品 5%

5,940 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 山口 小売業 食料品 5%

5,941 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 千歳 小売業 食料品 5%

5,942 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売　手稲 小売業 食料品 5%

5,943 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 八軒 小売業 食料品 5%

5,944 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 発寒中央 小売業 食料品 5%

5,945 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 当別 小売業 食料品 5%

5,946 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 百合が原 小売業 食料品 5%

5,947 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 南８条 小売業 食料品 5%

5,948 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 北４３条 小売業 食料品 5%

5,949 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 いしかり 小売業 食料品 5%

5,950 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 北３３条 小売業 食料品 5%

5,951 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 山鼻 小売業 食料品 5%

5,952 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 澄川 小売業 食料品 5%

5,953 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 青葉 小売業 食料品 5%

5,954 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売　羊ヶ丘 小売業 食料品 5%

5,955 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 恵庭 小売業 食料品 5%

5,956 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売 美園 小売業 食料品 5%

5,957 北海道 札幌市清田区 札幌ヤクルト販売　北都 小売業 食料品 5%

5,958 北海道 札幌市清田区 佐藤美紀 サービス その他サービス 5%

5,959 北海道 札幌市清田区 サラダ館ライブヒルズ店 小売業 その他小売 2%

5,960 北海道 札幌市清田区 サン　ロマーノ　平岡店 小売業 その他小売 5%

5,961 北海道 札幌市清田区 地酒ノ酒屋　愉酒屋 小売業 その他小売 5%

5,962 北海道 札幌市清田区 シチュー屋さんポトフ シチュー屋さんポトフ サービス 飲食業 5%

5,963 北海道 札幌市清田区 ショッピングヤマガタ サービス その他サービス 5%

5,964 北海道 札幌市清田区 真御膳そば　葉実皮　羊ヶ丘通店 サービス 飲食業 5%
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5,965 北海道 札幌市清田区 すぎうらペットクリニック サービス その他サービス 5%

5,966 北海道 札幌市清田区 すし　仁　すし仁 サービス 飲食業 5%

5,967 北海道 札幌市清田区 鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

5,968 北海道 札幌市清田区 整体温活サロンナチュラリスト サービス その他サービス 5%

5,969 北海道 札幌市清田区 １０００円ジェル専門店ティ?エヌ サービス その他サービス 5%

5,970 北海道 札幌市清田区 ｔａｉｗａｎｔｅａＹｕｕｋａ サービス 飲食業 5%

5,971 北海道 札幌市清田区 ツキサップゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

5,972 北海道 札幌市清田区 ドックラン＆ドッグカフェ遊来楽 サービス その他サービス 5%

5,973 北海道 札幌市清田区 トヨタレンタリース新札幌　清田店 サービス その他サービス 2%

5,974 北海道 札幌市清田区 なごやか亭　北野店 サービス 飲食業 5%

5,975 北海道 札幌市清田区 ネッツトヨタ道都美しが丘店 小売業 その他小売 5%

5,976 北海道 札幌市清田区 パナプラザエイト電器 小売業 電化製品 5%

5,977 北海道 札幌市清田区 はりかえセンター サービス その他サービス 5%

5,978 北海道 札幌市清田区 ハンドサプリ サービス 理容・美容業 5%

5,979 北海道 札幌市清田区 東日本自動車タイヤ株式会社　清田店 小売業 その他小売 5%

5,980 北海道 札幌市清田区 東日本自動車タイヤ株式会社　本社 サービス その他サービス 5%

5,981 北海道 札幌市清田区 美健痩身サロン?すらり サービス 理容・美容業 5%

5,982 北海道 札幌市清田区 美健痩身サロンすらり サービス 理容・美容業 5%

5,983 北海道 札幌市清田区 ｆａｍｉｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

5,984 北海道 札幌市清田区 富士メガネ　平岡ジャスコ店 小売業 その他小売 5%

5,985 北海道 札幌市清田区 ｐｌａｔｏｏｎ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

5,986 北海道 札幌市清田区 ｈａｉｒ　ＳＩＥＳＴＡ サービス 理容・美容業 5%

5,987 北海道 札幌市清田区 ＨＡＩＲＭＯＵ サービス 理容・美容業 5%

5,988 北海道 札幌市清田区 Ｈａｉｒ　ｒｅｃｅｔｔｅ　Ｓｙｕ　ｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

5,989 北海道 札幌市清田区 ＨａｉｒｒｅｃｅｔｔｅＳｙｕ．ｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

5,990 北海道 札幌市清田区 ｐｏ＊ｐｉｓｏｌｉｎｏ 小売業 衣料品 5%

5,991 北海道 札幌市清田区 ポポロ広場 サービス 飲食業 5%

5,992 北海道 札幌市清田区 ＭａｘＦｒｉｔｚＳＡＰＰＯＲＯ 小売業 衣料品 5%

5,993 北海道 札幌市清田区 メナード清田７条代行店 サービス 理容・美容業 5%

5,994 北海道 札幌市清田区 メナードフェイシャルサロン清田里塚 サービス 理容・美容業 5%

5,995 北海道 札幌市清田区 焼肉徳寿　平岡店 サービス 飲食業 5%

5,996 北海道 札幌市清田区 らくやん平岡店 サービス その他サービス 5%

5,997 北海道 札幌市清田区 Ｒｈｙｔｈｍ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

5,998 北海道 札幌市白石区 Ｒ．Ｈ．Ｃ 小売業 衣料品 5%

5,999 北海道 札幌市白石区 ｉ　ｓａｌｏｎ　南郷１８丁目店 サービス 理容・美容業 5%

6,000 北海道 札幌市白石区 ＢｉＡｉ サービス 理容・美容業 5%

6,001 北海道 札幌市白石区 アイリス犬猫病院 サービス その他サービス 5%

6,002 北海道 札幌市白石区 アオノハ サービス 理容・美容業 5%

6,003 北海道 札幌市白石区 アクアショップウィズ 小売業 その他小売 5%

6,004 北海道 札幌市白石区 アクセスサポートサービス サービス その他サービス 5%

6,005 北海道 札幌市白石区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｈｕｇ白石 サービス 理容・美容業 5%

6,006 北海道 札幌市白石区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｅｖｅ南郷７丁目 サービス 理容・美容業 5%
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6,007 北海道 札幌市白石区 アシスト白石本郷通６丁目校 サービス その他サービス 5%

6,008 北海道 札幌市白石区 アドエフピー合同会社 サービス その他サービス 5%

6,009 北海道 札幌市白石区 イタリアン　カフェ　やっとかめ サービス 飲食業 5%

6,010 北海道 札幌市白石区 イチカワクリーニング サービス その他サービス 5%

6,011 北海道 札幌市白石区 一般社団法人セレモニースピカ サービス その他サービス 5%

6,012 北海道 札幌市白石区 出光ＡＩＸ白石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

6,013 北海道 札幌市白石区 出光ＡＩＸセルフ白石本通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

6,014 北海道 札幌市白石区 出光セルフ川下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

6,015 北海道 札幌市白石区 出光AIX'南郷通２０丁目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

6,016 北海道 札幌市白石区 いぬねこデンタルサービス豊平動物病院 サービス その他サービス 5%

6,017 北海道 札幌市白石区 井元米酒店 小売業 食料品 5%

6,018 北海道 札幌市白石区 インサイトビジネス サービス その他サービス 5%

6,019 北海道 札幌市白石区 ＸＴＲ 小売業 衣料品 5%

6,020 北海道 札幌市白石区 ＭＳＤ　１号車３５８ サービス その他サービス 5%

6,021 北海道 札幌市白石区 ＭーＳＴＡＧＥ　イオン東札幌店 小売業 その他小売 5%

6,022 北海道 札幌市白石区 有限会社オートモーティブ北洋 小売業 その他小売 5%

6,023 北海道 札幌市白石区 ＯＯＬＪＥＥ サービス その他サービス 5%

6,024 北海道 札幌市白石区 おがわのじかん サービス 飲食業 5%

6,025 北海道 札幌市白石区 ＯＣＯＧＥ 小売業 食料品 5%

6,026 北海道 札幌市白石区 海天丸北郷店 サービス 飲食業 5%

6,027 北海道 札幌市白石区 株式会社オートシーン サービス その他サービス 5%

6,028 北海道 札幌市白石区 株式会社札幌タック自動車、本社マイカー サービス その他サービス 5%

6,029 北海道 札幌市白石区 からだビレッジ サービス 理容・美容業 5%

6,030 北海道 札幌市白石区 ｋａｒａｄａｆａｒｍＩＰＰＵＫＵ サービス その他サービス 5%

6,031 北海道 札幌市白石区 かれーとお弁当のぜん サービス その他サービス 5%

6,032 北海道 札幌市白石区 キャンパス厚別通店、株式会社札幌タック自動車 サービス その他サービス 5%

6,033 北海道 札幌市白石区 コープトラベル・本部店 サービス その他サービス 5%

6,034 北海道 札幌市白石区 コープトラベル・ルーシー店 サービス その他サービス 5%

6,035 北海道 札幌市白石区 コロナセントラルサービス　本社 サービス その他サービス 5%

6,036 北海道 札幌市白石区 ササキ衣料品店 サービス その他サービス 5%

6,037 北海道 札幌市白石区 株式会社札匠物販 小売業 その他小売 5%

6,038 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌インター店 小売業 食料品 2%

6,039 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌川下公園前店 小売業 食料品 2%

6,040 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌川下２条店 小売業 食料品 2%

6,041 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌川下４条店 小売業 食料品 2%

6,042 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌菊水９条店 小売業 食料品 2%

6,043 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌菊水５条店 小売業 食料品 2%

6,044 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌菊水３条店 小売業 食料品 2%

6,045 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌菊水元町７条店 小売業 食料品 2%

6,046 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌菊水元町２条店 小売業 食料品 2%

6,047 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌北郷１丁目店 小売業 食料品 2%

6,048 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌北郷公園前店 小売業 食料品 2%
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6,049 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌北郷５条店 小売業 食料品 2%

6,050 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌北郷３条店 小売業 食料品 2%

6,051 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌北郷３条４丁目店 小売業 食料品 2%

6,052 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌北郷２条店 小売業 食料品 2%

6,053 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌北郷４条店 小売業 食料品 2%

6,054 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌北郷６条店 小売業 食料品 2%

6,055 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌栄通１６丁目店 小売業 食料品 2%

6,056 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌栄通７丁目店 小売業 食料品 2%

6,057 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌白石中央１条店 小売業 食料品 2%

6,058 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌白石中央３条店 小売業 食料品 2%

6,059 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌白石中央２条店 小売業 食料品 2%

6,060 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌東栄中央店 小売業 食料品 2%

6,061 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌南郷通５丁目北店 小売業 食料品 2%

6,062 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌南郷通２１丁目店 小売業 食料品 2%

6,063 北海道 札幌市白石区 札幌パソコンサポート サービス その他サービス 5%

6,064 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌平和通１４丁目店 小売業 食料品 2%

6,065 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌本郷店 小売業 食料品 2%

6,066 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌本通１８丁目店 小売業 食料品 2%

6,067 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌本通９丁目店 小売業 食料品 2%

6,068 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌本通２丁目北店 小売業 食料品 2%

6,069 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン札幌米里中央通店 小売業 食料品 2%

6,070 北海道 札幌市白石区 ざんぎバルＨＡＮＡ サービス 飲食業 5%

6,071 北海道 札幌市白石区 地鶏亭仁 サービス 飲食業 5%

6,072 北海道 札幌市白石区 しまちゃんＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

6,073 北海道 札幌市白石区 車検・板金センター、株式会社札幌タック自動車 サービス その他サービス 5%

6,074 北海道 札幌市白石区 ＪＡＮＩＳ　ＮＡＩＬ　白石店 サービス 理容・美容業 5%

6,075 北海道 札幌市白石区 秀岳荘白石店 小売業 その他小売 5%

6,076 北海道 札幌市白石区 ＳＨＩＲＯＩＳＨＩ ＢＡＲ ３Ｋ ＳＨＩＲＯＩＳＨＩＢＡＲ ３Ｋ サービス 飲食業 5%

6,077 北海道 札幌市白石区 シロポッサ！北欧アンティーク 小売業 その他小売 5%

6,078 北海道 札幌市白石区 紳士服の山下イ－アス札幌店 小売業 衣料品 5%

6,079 北海道 札幌市白石区 株式会社スギハラ サービス その他サービス 5%

6,080 北海道 札幌市白石区 ＳＰＩＲＩＴＵＡＬ　ＨＥＡＲＴ サービス 理容・美容業 5%

6,081 北海道 札幌市白石区 炭火ホルモン Ｅｎｙａ サービス 飲食業 5%

6,082 北海道 札幌市白石区 ＳＯＴＯＩＫＵ 小売業 食料品 5%

6,083 北海道 札幌市白石区 ソフトバンク 地下鉄白石 小売業 その他小売 5%

6,084 北海道 札幌市白石区 ダイコク東札幌店 小売業 その他小売 5%

6,085 北海道 札幌市白石区 ダイチ店、株式会社札幌タック自動車 サービス その他サービス 5%

6,086 北海道 札幌市白石区 たつみキッチン サービス 飲食業 5%

6,087 北海道 札幌市白石区 ｄａわん サービス その他サービス 5%

6,088 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン地下鉄白石駅前店 小売業 食料品 2%

6,089 北海道 札幌市白石区 千田商店　千田商店 小売業 その他小売 5%

6,090 北海道 札幌市白石区 チタンショップ清野 小売業 その他小売 5%
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6,091 北海道 札幌市白石区 中華飯店　杏竜 サービス 飲食業 5%

6,092 北海道 札幌市白石区 定食酒場食堂札幌 サービス 飲食業 5%

6,093 北海道 札幌市白石区 電器のいとう 小売業 電化製品 5%

6,094 北海道 札幌市白石区 ドクターフェリスあかつき サービス その他サービス 5%

6,095 北海道 札幌市白石区 トモスボーテ サービス その他サービス 5%

6,096 北海道 札幌市白石区 トヨタ部品北海道共販白石営業所 サービス その他サービス 5%

6,097 北海道 札幌市白石区 トヨタレンタリース札幌白石店 サービス その他サービス 2%

6,098 北海道 札幌市白石区 南郷コンチェルト 小売業 衣料品 5%

6,099 北海道 札幌市白石区 日東　北郷 小売業 ガソリンスタンド 2%

6,100 北海道 札幌市白石区 ネッツトヨタ道都白石店 小売業 その他小売 5%

6,101 北海道 札幌市白石区 ネッツトヨタ道都Ｔ－Ｚｏｎｅ南郷店 小売業 その他小売 5%

6,102 北海道 札幌市白石区 野口燃料株式会社　札幌インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

6,103 北海道 札幌市白石区 野月商店 小売業 電化製品 5%

6,104 北海道 札幌市白石区 ＢＵＤＤＹＢＲＯＷＮ サービス 理容・美容業 5%

6,105 北海道 札幌市白石区 ＰＡＢＬＯ　ラウンドワン札幌白石本通店 サービス 飲食業 5%

6,106 北海道 札幌市白石区 バル ハルヤ サービス 飲食業 5%

6,107 北海道 札幌市白石区 ＢＭＯ　イーアス札幌店 小売業 衣料品 5%

6,108 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン東札幌１条４丁目店 小売業 食料品 2%

6,109 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン東札幌５条店 小売業 食料品 2%

6,110 北海道 札幌市白石区 セブン－イレブン東札幌５条４丁目店 小売業 食料品 2%

6,111 北海道 札幌市白石区 東日本自動車タイヤ株式会社 南郷店 小売業 その他小売 5%

6,112 北海道 札幌市白石区 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎｕｎ サービス 理容・美容業 5%

6,113 北海道 札幌市白石区 美容室マーラ サービス 理容・美容業 5%

6,114 北海道 札幌市白石区 ファクトリーギア　札幌店 小売業 その他小売 5%

6,115 北海道 札幌市白石区 富士メガネ　新さっぽろ店 小売業 その他小売 5%

6,116 北海道 札幌市白石区 ぷちまりーラソラ札幌店 小売業 その他小売 5%

6,117 北海道 札幌市白石区 ＢＲＯＷＮ　ＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥ 小売業 その他小売 5%

6,118 北海道 札幌市白石区 ＦｌｏｗｅｒＤｅｓｉｇｎＳＨＩＮＣＡ 小売業 その他小売 5%

6,119 北海道 札幌市白石区 Ｐｌａｎｔａｔｉｏｎ サービス 飲食業 5%

6,120 北海道 札幌市白石区 プログレス サービス その他サービス 5%

6,121 北海道 札幌市白石区 ヘアーアレンジメントＫＵＭＥ サービス 理容・美容業 5%

6,122 北海道 札幌市白石区 Ｃａｃｈｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

6,123 北海道 札幌市白石区 平和園　白石店 サービス 飲食業 5%

6,124 北海道 札幌市白石区 便利屋ラビット サービス その他サービス 5%

6,125 北海道 札幌市白石区 便利屋ラビット サービス その他サービス 5%

6,126 北海道 札幌市白石区 ポウラスタースエタ 小売業 電化製品 5%

6,127 北海道 札幌市白石区 北海道菅公学生服株式会社 小売業 衣料品 5%

6,128 北海道 札幌市白石区 有限会社黒澤石油販売 サービス その他サービス 5%

6,129 北海道 札幌市白石区 マサキ商事 小売業 その他小売 5%

6,130 北海道 札幌市白石区 ＭＡＭＥＣＯ 小売業 食料品 5%

6,131 北海道 札幌市白石区 まりん工房 小売業 その他小売 5%

6,132 北海道 札幌市白石区 むすび家 サービス その他サービス 5%
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6,133 北海道 札幌市白石区 メガネの富士　東札幌店 小売業 その他小売 5%

6,134 北海道 札幌市白石区 メナードフェイシャルサロン南郷通 サービス その他サービス 5%

6,135 北海道 札幌市白石区 メナードフェイシャルサロン南郷通店 サービス 理容・美容業 5%

6,136 北海道 札幌市白石区 ｍｏｎｃｏｚｙ サービス 飲食業 5%

6,137 北海道 札幌市白石区 焼鳥　　龍美 サービス 飲食業 5%

6,138 北海道 札幌市白石区 焼肉たんか　南郷１３丁目店 サービス 飲食業 5%

6,139 北海道 札幌市白石区 焼肉徳寿　白石店 サービス 飲食業 5%

6,140 北海道 札幌市白石区 やっとかめ　イタリアン　カフェ　やっとかめ サービス 飲食業 5%

6,141 北海道 札幌市白石区 有限会社ふたば写真館 サービス その他サービス 5%

6,142 北海道 札幌市白石区 らーめん専家羅妃焚北郷通店 サービス 飲食業 5%

6,143 北海道 札幌市白石区 ラストメモリー株式会社 ラストメモリー サービス その他サービス 5%

6,144 北海道 札幌市白石区 リカーショップおだ 小売業 その他小売 5%

6,145 北海道 札幌市白石区 リトルフォートコーヒー サービス 飲食業 5%

6,146 北海道 札幌市白石区 ＮａｉｌＳａｌｏｎＬｉｍｅｔｔａ サービス 理容・美容業 5%

6,147 北海道 札幌市白石区 炉ばた居酒屋炭ばか一代 サービス 飲食業 5%

6,148 北海道 札幌市白石区 和田珈琲 サービス 飲食業 5%

6,149 北海道 札幌市白石区 わたしのネイルサロン サービス その他サービス 5%

6,150 北海道 札幌市白石区 わたなべ商店 小売業 その他小売 5%

6,151 北海道 札幌市中央区 ＡＲＣ サービス その他サービス 5%

6,152 北海道 札幌市中央区 有限会社ミサンガインターナショナル 小売業 衣料品 5%

6,153 北海道 札幌市中央区 アートカイロプラクティック札幌 サービス その他サービス 5%

6,154 北海道 札幌市中央区 アーユルヴェーダ・ディヴァーナ サービス その他サービス 5%

6,155 北海道 札幌市中央区 ＲＦスタジオ札幌 サービス その他サービス 5%

6,156 北海道 札幌市中央区 Ｒ?ＢＯＴＴＯＭ サービス 飲食業 5%

6,157 北海道 札幌市中央区 株式会社ＡＩ’Ｓインテリアデザイン 小売業 家具・調度品 5%

6,158 北海道 札幌市中央区 ｉｖｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

6,159 北海道 札幌市中央区 アイマジックピュア札幌駅前店 サービス 理容・美容業 5%

6,160 北海道 札幌市中央区 アイマジックピュア札幌大通店 サービス 理容・美容業 5%

6,161 北海道 札幌市中央区 Ｐｒｉｍａ サービス 理容・美容業 5%

6,162 北海道 札幌市中央区 アイラッシュサロン　リーリオ サービス 理容・美容業 5%

6,163 北海道 札幌市中央区 Ｉ　ｗａｓ　ｂｕｓｙ サービス 飲食業 5%

6,164 北海道 札幌市中央区 あおやま行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

6,165 北海道 札幌市中央区 アグーリ サービス 飲食業 5%

6,166 北海道 札幌市中央区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒｏｏｔｓ札幌駅前 サービス 理容・美容業 5%

6,167 北海道 札幌市中央区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｊａｐａｎ札幌駅前 サービス 理容・美容業 5%

6,168 北海道 札幌市中央区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｐｏｒｏ札幌駅前 サービス 理容・美容業 5%

6,169 北海道 札幌市中央区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｉｖｉｎｇ札幌 サービス 理容・美容業 5%

6,170 北海道 札幌市中央区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｉｐ札幌駅前 サービス 理容・美容業 5%

6,171 北海道 札幌市中央区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｂａｈａｍａ札幌駅前 サービス 理容・美容業 5%

6,172 北海道 札幌市中央区 アジア食品楽市 小売業 食料品 5%

6,173 北海道 札幌市中央区 Ａｓｉａタイ式マッサージ札幌タイもみ サービス 理容・美容業 5%

6,174 北海道 札幌市中央区 アジアンキッチン　すすきのビル サービス 飲食業 5%
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6,175 北海道 札幌市中央区 あしから美人 サービス その他サービス 5%

6,176 北海道 札幌市中央区 味の時計台　駅前通り総本店 サービス 飲食業 5%

6,177 北海道 札幌市中央区 アテニヨル清明 サービス 飲食業 5%

6,178 北海道 札幌市中央区 ａｔｅｌｉｅｒ４Ｄｐｏｃｋｅｔ サービス 理容・美容業 5%

6,179 北海道 札幌市中央区 アトリエＰｒｏｖｉ サービス その他サービス 5%

6,180 北海道 札幌市中央区 Ｌ＇ａｔｅｌｉｅｒｄｕＢＯＮＰＬＡＮ サービス その他サービス 5%

6,181 北海道 札幌市中央区 アトリエモリヒコ サービス 飲食業 5%

6,182 北海道 札幌市中央区 ＡＭＩＳＴＡｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

6,183 北海道 札幌市中央区 Ａｍｕｓｅ　Ｃａｆｅ　ｅｓｔｏｒａ サービス 飲食業 5%

6,184 北海道 札幌市中央区 ＡＭＵＳＥＭＥＮＴＢＡＲＩＭＰＡ サービス 飲食業 5%

6,185 北海道 札幌市中央区 Ａｍｏｕｒ　【アムール】 サービス その他サービス 5%

6,186 北海道 札幌市中央区 中島公園 サービス その他サービス 5%

6,187 北海道 札幌市中央区 ＳｕｎｎｙＳｉｄｅＵｐ サービス 飲食業 5%

6,188 北海道 札幌市中央区 ＡＬＵＲＥ　大通店 サービス 理容・美容業 5%

6,189 北海道 札幌市中央区 ＡＬＵＲＥ　札幌店 サービス 理容・美容業 5%

6,190 北海道 札幌市中央区 ＡＲＣＯＲＥ【アルコア】 サービス 理容・美容業 5%

6,191 北海道 札幌市中央区 Ａｌｐｈａｂｅｔ’ｓ　大通店 小売業 衣料品 5%

6,192 北海道 札幌市中央区 アルファベットクラブ 小売業 衣料品 5%

6,193 北海道 札幌市中央区 アルファベットクラブ　マルサ店 小売業 衣料品 5%

6,194 北海道 札幌市中央区 アルファ美輝 小売業 衣料品 5%

6,195 北海道 札幌市中央区 Ａｒｍｏｒ サービス 飲食業 5%

6,196 北海道 札幌市中央区 泡盛とワイン月桃 サービス 飲食業 5%

6,197 北海道 札幌市中央区 Ａｎｇｅｂｅｌｌｉｒ　【アンジュベリール】 サービス その他サービス 5%

6,198 北海道 札幌市中央区 ａｎｄｅａｔ サービス 飲食業 5%

6,199 北海道 札幌市中央区 ａｎｄｖｏｇｕｅ 小売業 衣料品 5%

6,200 北海道 札幌市中央区 ＢＲＯＷＮａｎｄｏｒｄｉｎａｒｙ． 小売業 衣料品 5%

6,201 北海道 札幌市中央区 ａｎｔｓａｌｌｙ 小売業 衣料品 5%

6,202 北海道 札幌市中央区 ＡＭＰ サービス 理容・美容業 5%

6,203 北海道 札幌市中央区 Ｉｏｎｅｓｃｏｌ’ｕｌｔｉｍｏ サービス 理容・美容業 5%

6,204 北海道 札幌市中央区 Ｘ－ｆｕｎｃｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

6,205 北海道 札幌市中央区 憩いの酒　蔵美庭ｇｒａｖｉｔｙ サービス 飲食業 5%

6,206 北海道 札幌市中央区 居酒屋　　四季の蔵 サービス 飲食業 5%

6,207 北海道 札幌市中央区 居酒屋　なみすけ サービス 飲食業 5%

6,208 北海道 札幌市中央区 居酒屋　まぐろとさば。 サービス 飲食業 5%

6,209 北海道 札幌市中央区 いざかや　笑しべ サービス 飲食業 5%

6,210 北海道 札幌市中央区 居酒屋ダイニング　はま サービス 飲食業 5%

6,211 北海道 札幌市中央区 居酒屋ＭＯＲＯ サービス 飲食業 5%

6,212 北海道 札幌市中央区 石井療術院 サービス その他サービス 5%

6,213 北海道 札幌市中央区 石橋楽器　札幌店 小売業 その他小売 5%

6,214 北海道 札幌市中央区 石橋楽器店　ＭＣ札幌店 小売業 その他小売 5%

6,215 北海道 札幌市中央区 イシヤカフェ 小売業 食料品 5%

6,216 北海道 札幌市中央区 いちにぃさん　札幌店 サービス 飲食業 5%
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6,217 北海道 札幌市中央区 一軒家イタリアン居酒屋　Ｖｅｇｇｙの家　（ベジーの家） サービス 飲食業 5%

6,218 北海道 札幌市中央区 一灯庵　南４条店 サービス 飲食業 5%

6,219 北海道 札幌市中央区 出光ＡＩＸセルフ伏見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

6,220 北海道 札幌市中央区 出光セルフ南五条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

6,221 北海道 札幌市中央区 いのふ サービス 飲食業 5%

6,222 北海道 札幌市中央区 遺品整理社 サービス その他サービス 5%

6,223 北海道 札幌市中央区 ＩＬ　ＤＵＣＡ　ＨＡＩＲ　ＲＥＳＯＲＴ サービス 理容・美容業 5%

6,224 北海道 札幌市中央区 岩崎電子補聴器センター 小売業 その他小売 5%

6,225 北海道 札幌市中央区 ＩＡＹインターナショナルアカデミー サービス その他サービス 5%

6,226 北海道 札幌市中央区 インプレッション サービス 理容・美容業 5%

6,227 北海道 札幌市中央区 Ｖｉａ　　【ヴィア】 サービス 理容・美容業 5%

6,228 北海道 札幌市中央区 ウィークリーさっぽろアネックス サービス 宿泊業 5%

6,229 北海道 札幌市中央区 ウィークリーさっぽろ２０００本館 サービス 宿泊業 5%

6,230 北海道 札幌市中央区 Ｖ．Ｓ．Ｏ．Ｐ　【ヴィソップ】 サービス 理容・美容業 5%

6,231 北海道 札幌市中央区 Ｂｅｔｒａｙ サービス 理容・美容業 5%

6,232 北海道 札幌市中央区 Ｖｅｒｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

6,233 北海道 札幌市中央区 Ｗｅｎｄｙ　Ｗｅｎｄｙ サービス 飲食業 5%

6,234 北海道 札幌市中央区 ｕｔａ【ウタ】 サービス 理容・美容業 5%

6,235 北海道 札幌市中央区 うまい酒と炭火の肴　焼焼 サービス 飲食業 5%

6,236 北海道 札幌市中央区 梅酒十色　Ｓｅｌｆｉｓｈ サービス 飲食業 5%

6,237 北海道 札幌市中央区 エーアイディー　札幌店 小売業 家具・調度品 5%

6,238 北海道 札幌市中央区 エイル探偵事務所 サービス その他サービス 5%

6,239 北海道 札幌市中央区 ＡＮＡホリデイ・イン札幌すすきの サービス 宿泊業 5%

6,240 北海道 札幌市中央区 Ａ＇ＣＥＲＤＯ サービス 理容・美容業 5%

6,241 北海道 札幌市中央区 ｅｚｏｏｌ 小売業 衣料品 5%

6,242 北海道 札幌市中央区 エスカイヤクラブ　札幌 サービス 飲食業 5%

6,243 北海道 札幌市中央区 Ｓｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

6,244 北海道 札幌市中央区 ＳＤＳ－ＷＡＶＥ 小売業 電化製品 5%

6,245 北海道 札幌市中央区 ㈱ワールド電機商会 小売業 電化製品 5%

6,246 北海道 札幌市中央区 エステサロンＲｅｉ サービス 理容・美容業 5%

6,247 北海道 札幌市中央区 ＳＢＣ サービス 飲食業 5%

6,248 北海道 札幌市中央区 ＥＺＯＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧＧＲＯＵＰ株式会社 サービス 飲食業 5%

6,249 北海道 札幌市中央区 ＥＺＯＢＯＬＩＣ 小売業 食料品 5%

6,250 北海道 札幌市中央区 縁　野村仏壇ギャラリー 小売業 その他小売 5%

6,251 北海道 札幌市中央区 恵美須商店 南２西５店 サービス 飲食業 5%

6,252 北海道 札幌市中央区 恵美須商店　南５西５店 サービス 飲食業 5%

6,253 北海道 札幌市中央区 ｅｐｉｃｅｐｌｕｓ　ｅｐｉｃｅ　ｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

6,254 北海道 札幌市中央区 エフワン　北５条通店 小売業 衣料品 2%

6,255 北海道 札幌市中央区 Ｅｍｕ サービス 理容・美容業 5%

6,256 北海道 札幌市中央区 Ｅｍｕ　【エミュー】 サービス 理容・美容業 5%

6,257 北海道 札幌市中央区 Ｍ ｓ Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

6,258 北海道 札幌市中央区 株式会社グロウ サービス 理容・美容業 5%
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6,259 北海道 札幌市中央区 ＥＬｂｙｇｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

6,260 北海道 札幌市中央区 ｏｕｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

6,261 北海道 札幌市中央区 オステリア　タッキーニ サービス 飲食業 5%

6,262 北海道 札幌市中央区 オゾンロックス　札幌店 小売業 衣料品 5%

6,263 北海道 札幌市中央区 Ｏｔｅｓｈｉｏ 小売業 衣料品 5%

6,264 北海道 札幌市中央区 おでんさんかくまるしかく サービス 飲食業 5%

6,265 北海道 札幌市中央区 大人座　ｏｔｏｎａｚａ サービス 飲食業 5%

6,266 北海道 札幌市中央区 大人座 サービス 飲食業 5%

6,267 北海道 札幌市中央区 大人座 サービス 飲食業 5%

6,268 北海道 札幌市中央区 チエモクファクトリーショップ小別沢 小売業 家具・調度品 5%

6,269 北海道 札幌市中央区 オノデン 小売業 電化製品 5%

6,270 北海道 札幌市中央区 おばんざいと和食　風香 サービス 飲食業 5%

6,271 北海道 札幌市中央区 ｏｍ　ＳＥＬＬ　　　ＢＵＹ 小売業 衣料品 5%

6,272 北海道 札幌市中央区 ＭＯＮＧＯＳ 小売業 衣料品 5%

6,273 北海道 札幌市中央区 オリーブの幸せの種 サービス その他サービス 5%

6,274 北海道 札幌市中央区 オレンジハウス 小売業 衣料品 5%

6,275 北海道 札幌市中央区 オレンジハウス　すすきの店 小売業 衣料品 5%

6,276 北海道 札幌市中央区 温野菜札幌大通り店 サービス 飲食業 2%

6,277 北海道 札幌市中央区 カードラボ　札幌店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

6,278 北海道 札幌市中央区 海鮮居酒屋　なむら　本店 サービス 飲食業 5%

6,279 北海道 札幌市中央区 海鮮・串処　漁鶏 サービス 飲食業 5%

6,280 北海道 札幌市中央区 海鮮個室酒場伊まり　大通駅前店 サービス 飲食業 5%

6,281 北海道 札幌市中央区 海鮮個室酒場伊まり　南３条本店 サービス 飲食業 5%

6,282 北海道 札幌市中央区 海鮮酒蔵　二三一 サービス 飲食業 5%

6,283 北海道 札幌市中央区 回転すし 活一鮮 回転すし活一鮮 サービス 飲食業 5%

6,284 北海道 札幌市中央区 ＣＨＩＭＥＲＡ サービス 理容・美容業 5%

6,285 北海道 札幌市中央区 快癒工房 サービス その他サービス 5%

6,286 北海道 札幌市中央区 開陽亭　すすきのレストランプラザ店 サービス 飲食業 5%

6,287 北海道 札幌市中央区 牡蠣喰家来 かきくけこ すすきの３ ４店 かきくけこ３ ４店 サービス 飲食業 5%

6,288 北海道 札幌市中央区 牡蠣喰家来 かきくけこ すすきのディノス店 かきくけこすすきのディノス店 サービス 飲食業 5%

6,289 北海道 札幌市中央区 牡蠣と魚介のワイン酒場ＦＩＳＨＭＡＮＳ　ＳＡＰＰＯＲＯ サービス 飲食業 5%

6,290 北海道 札幌市中央区 （有）柿原園芸 小売業 その他小売 5%

6,291 北海道 札幌市中央区 カッシーナイクスシー札幌 小売業 家具・調度品 5%

6,292 北海道 札幌市中央区 カットハウス  シカゴ サービス 理容・美容業 5%

6,293 北海道 札幌市中央区 ＧＡＴ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

6,294 北海道 札幌市中央区 かど屋　四条店 サービス 飲食業 5%

6,295 北海道 札幌市中央区 北海道式ジンギスカン「じんじん」 サービス 飲食業 5%

6,296 北海道 札幌市中央区 かにしゃぶキッチン サービス 飲食業 5%

6,297 北海道 札幌市中央区 カネイ小川 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

6,298 北海道 札幌市中央区 カネイ　小川札幌駅名店街 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

6,299 北海道 札幌市中央区 カネイ　小川ステーション 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

6,300 北海道 札幌市中央区 小川　中央店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

152



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

6,301 北海道 札幌市中央区 ＣＡＦＥ　ＥＡＳＴ　４ サービス 飲食業 5%

6,302 北海道 札幌市中央区 カフェ　ド　マックス サービス 飲食業 5%

6,303 北海道 札幌市中央区 ｃａｆｅ　＆　ｂａｒ　きんにく サービス 飲食業 5%

6,304 北海道 札幌市中央区 ｃａｆｅ　ａｒｃａｄｉａ サービス 飲食業 5%

6,305 北海道 札幌市中央区 カフェ　ギャラリーＮｅｋｏＳｔｙｌｅ サービス 飲食業 5%

6,306 北海道 札幌市中央区 株式会社 小林サイクル商会 小売業 その他小売 5%

6,307 北海道 札幌市中央区 株式会社アットスタイル・ワークス サービス その他サービス 5%

6,308 北海道 札幌市中央区 株式会社アメリカ屋漁具 小売業 その他小売 5%

6,309 北海道 札幌市中央区 株式会社インフォマテリア サービス その他サービス 5%

6,310 北海道 札幌市中央区 株式会社インプローヴ サービス その他サービス 5%

6,311 北海道 札幌市中央区 株式会社大阪屋 小売業 電化製品 5%

6,312 北海道 札幌市中央区 株式会社岡田商店 岡田商店 小売業 食料品 5%

6,313 北海道 札幌市中央区 株式会社ＫＭフーズシステム オムライスカフェ エスプーマ サービス 飲食業 5%

6,314 北海道 札幌市中央区 株式会社ケヒコすすきの狸小路店 小売業 食料品 2%

6,315 北海道 札幌市中央区 株式会社Ｓａｔｉｓｆｉｌｌ サービス 宿泊業 5%

6,316 北海道 札幌市中央区 株式会社バランスケア　４時間整体Ｂａｌａｎｃｅ　Ｃａｒｅ サービス その他サービス 5%

6,317 北海道 札幌市中央区 株式会社ビアン サービス その他サービス 5%

6,318 北海道 札幌市中央区 ｔｏｔａｌｂｅａｕｔｙＬＩＴ サービス 理容・美容業 5%

6,319 北海道 札幌市中央区 株式会社ファイン・プロデュース 小売業 その他小売 5%

6,320 北海道 札幌市中央区 ブレインスパイス サービス その他サービス 5%

6,321 北海道 札幌市中央区 株式会社マーシャルホーム サービス その他サービス 5%

6,322 北海道 札幌市中央区 かまだ茶寮・円山 サービス 飲食業 5%

6,323 北海道 札幌市中央区 紙のめぐみ サービス その他サービス 5%

6,324 北海道 札幌市中央区 紙ひこうき　札幌店 サービス 飲食業 5%

6,325 北海道 札幌市中央区 カラーワークス札幌 サービス その他サービス 5%

6,326 北海道 札幌市中央区 カラクリブタイ サービス 飲食業 5%

6,327 北海道 札幌市中央区 GUARDAROBA　MILANO 小売業 その他小売 5%

6,328 北海道 札幌市中央区 ＣＡＲＮＩＥＲＭＩＫＩ 小売業 衣料品 5%

6,329 北海道 札幌市中央区 カレー＆ごはんカフェｏｕｃｈｉ サービス 飲食業 5%

6,330 北海道 札幌市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中央区石山通店 サービス 飲食業 2%

6,331 北海道 札幌市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中央区すすきの店 サービス 飲食業 2%

6,332 北海道 札幌市中央区 ＫＥＥＴＳ 小売業 衣料品 5%

6,333 北海道 札幌市中央区 ＣＨＩＯＳＣＯ 小売業 その他小売 5%

6,334 北海道 札幌市中央区 菊鮨 サービス 飲食業 5%

6,335 北海道 札幌市中央区 絆珈琲店 サービス 飲食業 5%

6,336 北海道 札幌市中央区 北カフェ サービス 飲食業 5%

6,337 北海道 札幌市中央区 北の味 海来 サービス 飲食業 5%

6,338 北海道 札幌市中央区 北のうまいものや　一松　魚力 サービス 飲食業 5%

6,339 北海道 札幌市中央区 北野エース　ＫＳＣ　本店 小売業 食料品 5%

6,340 北海道 札幌市中央区 キッチン鑓水商店 キッチン鑓水商店 サービス 飲食業 5%

6,341 北海道 札幌市中央区 Ｋｉｄｎｅｙ　Ｂａｒｂｅｒｓｈｏｐ サービス 理容・美容業 5%

6,342 北海道 札幌市中央区 美容室ムーンドロップ サービス 理容・美容業 5%
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6,343 北海道 札幌市中央区 ＫＩＮＯＴＯＮＥ円山 サービス その他サービス 5%

6,344 北海道 札幌市中央区 きものギャラリーふくし 小売業 衣料品 5%

6,345 北海道 札幌市中央区 Ｇａｇｎｏｎ　ｃａｆｅ 小売業 食料品 5%

6,346 北海道 札幌市中央区 ＫＡＰＩＴＡＬ　札幌店 小売業 衣料品 5%

6,347 北海道 札幌市中央区 キャビン大阪屋 小売業 電化製品 5%

6,348 北海道 札幌市中央区 キャンディ・ラボ札幌大通西４ビル店 小売業 食料品 5%

6,349 北海道 札幌市中央区 キャンディラボ札幌大通西４ビル 小売業 食料品 5%

6,350 北海道 札幌市中央区 ＣＵＥ サービス 理容・美容業 5%

6,351 北海道 札幌市中央区 牛角札幌駅前店 サービス 飲食業 2%

6,352 北海道 札幌市中央区 牛角すすきの店 サービス 飲食業 2%

6,353 北海道 札幌市中央区 九州居酒屋 ふうり 南三条店 サービス 飲食業 5%

6,354 北海道 札幌市中央区 京呉服よねや 小売業 衣料品 5%

6,355 北海道 札幌市中央区 ぎょうざ北大陸 サービス 飲食業 5%

6,356 北海道 札幌市中央区 郷土料理　おが サービス 飲食業 5%

6,357 北海道 札幌市中央区 Ｋｉｙｏｍｉ 小売業 衣料品 5%

6,358 北海道 札幌市中央区 銀座　篝　グループ　篝　札幌店 サービス 飲食業 5%

6,359 北海道 札幌市中央区 くさかカバン店 小売業 衣料品 5%

6,360 北海道 札幌市中央区 串揚げ　とらら サービス 飲食業 5%

6,361 北海道 札幌市中央区 串ぼうず サービス 飲食業 5%

6,362 北海道 札幌市中央区 靴のイワイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

6,363 北海道 札幌市中央区 クライス 小売業 貴金属・服飾品 5%

6,364 北海道 札幌市中央区 ＣｌｏｕｄＮｉｎｅｅｓｔｈｅｔｉｃ サービス 理容・美容業 5%

6,365 北海道 札幌市中央区 グラスクリエイト 小売業 家具・調度品 5%

6,366 北海道 札幌市中央区 グラスヘアー サービス 理容・美容業 5%

6,367 北海道 札幌市中央区 ＫｕＬａＢｅｌ サービス 飲食業 5%

6,368 北海道 札幌市中央区 グランヴァンセラー　すすきの店 小売業 食料品 5%

6,369 北海道 札幌市中央区 株式会社Ｃｒｅｅｋｖｉｔ サービス その他サービス 5%

6,370 北海道 札幌市中央区 ｇｒｅｅｎ　ｄｒｏｐｓ サービス その他サービス 5%

6,371 北海道 札幌市中央区 グリーンローズガーデン サービス その他サービス 5%

6,372 北海道 札幌市中央区 ＧＲＯＥＮ サービス 理容・美容業 5%

6,373 北海道 札幌市中央区 ＫＵＲＵＲＩ サービス 飲食業 5%

6,374 北海道 札幌市中央区 クレア 小売業 その他小売 5%

6,375 北海道 札幌市中央区 グレースコーポレーション 小売業 衣料品 5%

6,376 北海道 札幌市中央区 クロワール サービス 理容・美容業 5%

6,377 北海道 札幌市中央区 群　しゃぶしゃぶ サービス 飲食業 5%

6,378 北海道 札幌市中央区 ｃａｋｅ＆ｃａｆｅ　ｃｏｌｌｅｔ サービス 飲食業 5%

6,379 北海道 札幌市中央区 ケイハチロウ 炭々酒香 ケイハチロウ サービス 飲食業 5%

6,380 北海道 札幌市中央区 ＫＥＧＡＮＩＣＡＭＰ サービス その他サービス 5%

6,381 北海道 札幌市中央区 ケラピリカ サービス 飲食業 5%

6,382 北海道 札幌市中央区 健考社 小売業 食料品 5%

6,383 北海道 札幌市中央区 ＫＥＮＴ　札幌大通店 小売業 貴金属・服飾品 5%

6,384 北海道 札幌市中央区 合同会社　会社の番頭さん サービス その他サービス 5%
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6,385 北海道 札幌市中央区 合同会社日本広告社グループ サービス その他サービス 5%

6,386 北海道 札幌市中央区 はり・灸・アトリエ祭林堂 サービス 理容・美容業 5%

6,387 北海道 札幌市中央区 ゴーゴーイレブン サービス 飲食業 5%

6,388 北海道 札幌市中央区 コートドールプラザ札幌店 小売業 食料品 5%

6,389 北海道 札幌市中央区 珈琲倶楽部 サービス 飲食業 5%

6,390 北海道 札幌市中央区 個室×創作ダイニング　ろく六 サービス 飲食業 5%

6,391 北海道 札幌市中央区 コスモサービス 小売業 その他小売 5%

6,392 北海道 札幌市中央区 後藤商店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

6,393 北海道 札幌市中央区 ＣｏｐｅｒｎｉｘＯｆｆｉｃｉａｌＯｎｌｉｎｅＳｈｏｐ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

6,394 北海道 札幌市中央区 コミュニティーノーネーム サービス 飲食業 5%

6,395 北海道 札幌市中央区 ｃｏｍｏｄｏ 小売業 衣料品 5%

6,396 北海道 札幌市中央区 Ｃｏ　ｍｏ　ｆｅｅｌ 小売業 食料品 5%

6,397 北海道 札幌市中央区 Ｃｏｒｔｅ　ｄｅ　ｍｏｄａ サービス 理容・美容業 5%

6,398 北海道 札幌市中央区 ｃｏｒｔｅ　ｄｅ　ｍｏｄａ サービス 理容・美容業 5%

6,399 北海道 札幌市中央区 ｃｏｒｔｅ　ｄｅ　ｍｏｄａ サービス 理容・美容業 5%

6,400 北海道 札幌市中央区 ｃｏｌｅｔｔｏ サービス その他サービス 5%

6,401 北海道 札幌市中央区 コンタクトオフ大通店 コンタクトオフ大通店 コンタクトレンズ専門店 小売業 その他小売 5%

6,402 北海道 札幌市中央区 Ｇｏｎｔｉｃｃａ サービス 飲食業 5%

6,403 北海道 札幌市中央区 ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ 小売業 衣料品 5%

6,404 北海道 札幌市中央区 Ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

6,405 北海道 札幌市中央区 彩食健美　くり田 サービス 飲食業 5%

6,406 北海道 札幌市中央区 さかうえデンキのみなみ 小売業 電化製品 5%

6,407 北海道 札幌市中央区 さかうえデンキのり子の店 小売業 電化製品 5%

6,408 北海道 札幌市中央区 肴どりか夢 サービス 飲食業 5%

6,409 北海道 札幌市中央区 サキナビューティーラウンジ札幌 小売業 その他小売 5%

6,410 北海道 札幌市中央区 ＳＡＫＥのちサカナ時々そば　しゅぼ サービス 飲食業 5%

6,411 北海道 札幌市中央区 ＳＡＫＥのちサカナ時々そばしゅぼ サービス 飲食業 5%

6,412 北海道 札幌市中央区 （株）一丸越後屋商店 サービス その他サービス 5%

6,413 北海道 札幌市中央区 札幌あさひ整体院 サービス その他サービス 5%

6,414 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌駅バスターミナル前店 小売業 食料品 2%

6,415 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌大通西９丁目店 小売業 食料品 2%

6,416 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌大通西１３丁目店 小売業 食料品 2%

6,417 北海道 札幌市中央区 札幌大通西４ビル　イシヤショップ 小売業 食料品 5%

6,418 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌大通東３店 小売業 食料品 2%

6,419 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌大通東４丁目店 小売業 食料品 2%

6,420 北海道 札幌市中央区 札幌オリエンタルホテル サービス 宿泊業 5%

6,421 北海道 札幌市中央区 札幌かに本家　札幌駅前本店 サービス 飲食業 5%

6,422 北海道 札幌市中央区 札幌かに本家　すすきの店 サービス 飲食業 5%

6,423 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌北１条東１２丁目店 小売業 食料品 2%

6,424 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌北１西４店 小売業 食料品 2%

6,425 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌北１条西５丁目店 小売業 食料品 2%

6,426 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌北９条二十四軒通店 小売業 食料品 2%
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6,427 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌北５条店 小売業 食料品 2%

6,428 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌北５条西６店 小売業 食料品 2%

6,429 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌北５条東２丁目店 小売業 食料品 2%

6,430 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌北３条店 小売業 食料品 2%

6,431 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌北３条西２８丁目店 小売業 食料品 2%

6,432 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌北１０条西２０丁目店 小売業 食料品 2%

6,433 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌北７条西１２丁目店 小売業 食料品 2%

6,434 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌北２条西１３丁目店 小売業 食料品 2%

6,435 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌北２条東１丁目店 小売業 食料品 2%

6,436 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌北２条東８丁目店 小売業 食料品 2%

6,437 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌北４条東１丁目店 小売業 食料品 2%

6,438 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌北６条店 小売業 食料品 2%

6,439 北海道 札幌市中央区 札幌串天ゆる木　札幌店 サービス 飲食業 5%

6,440 北海道 札幌市中央区 札幌グリーンピールサロンＬａＬａ サービス 理容・美容業 5%

6,441 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌啓明店 小売業 食料品 2%

6,442 北海道 札幌市中央区 さっぽろゲストハウス縁家 サービス 宿泊業 5%

6,443 北海道 札幌市中央区 札幌水仙 サービス その他サービス 5%

6,444 北海道 札幌市中央区 札幌相撲茶屋本店　ぽんぽこ亭 サービス 飲食業 5%

6,445 北海道 札幌市中央区 札幌ダイビングサービス サービス その他サービス 5%

6,446 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌狸小路３丁目店 小売業 食料品 2%

6,447 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌狸小路４丁目店 小売業 食料品 2%

6,448 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌中央卸売市場店 小売業 食料品 2%

6,449 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌中央南１１条店 小売業 食料品 2%

6,450 北海道 札幌市中央区 札幌彫金工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

6,451 北海道 札幌市中央区 さっぽろっこ サービス 飲食業 5%

6,452 北海道 札幌市中央区 ＳａｐｐｏＬｏｄｇｅ サービス 宿泊業 5%

6,453 北海道 札幌市中央区 サッポロテーラー 小売業 衣料品 5%

6,454 北海道 札幌市中央区 さっぽろ二合半 サービス 飲食業 5%

6,455 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌西２８丁目駅前店 小売業 食料品 2%

6,456 北海道 札幌市中央区 札幌ぶたや ◯３８ マルサンハチ サービス 飲食業 5%

6,457 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌円山裏参道店 小売業 食料品 2%

6,458 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌円山公園駅店 小売業 食料品 2%

6,459 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌円山動物園店 小売業 食料品 2%

6,460 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南１１条西９丁目店 小売業 食料品 2%

6,461 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南１９条西１２丁目店 小売業 食料品 2%

6,462 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南１条西１４丁目店 小売業 食料品 2%

6,463 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南１条西１１丁目店 小売業 食料品 2%

6,464 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南１４条西１５丁目店 小売業 食料品 2%

6,465 北海道 札幌市中央区 セブンーイレブン札幌南高校前店 小売業 食料品 2%

6,466 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南５条西４店 小売業 食料品 2%

6,467 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南３条西２丁目店 小売業 食料品 2%

6,468 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南３条西８丁目店 小売業 食料品 2%
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6,469 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南３条西６丁目店 小売業 食料品 2%

6,470 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南１６条店 小売業 食料品 2%

6,471 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南２１条西１４丁目店 小売業 食料品 2%

6,472 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南２０条西８丁目店 小売業 食料品 2%

6,473 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南２西９店 小売業 食料品 2%

6,474 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南２東２店 小売業 食料品 2%

6,475 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南４条店 小売業 食料品 2%

6,476 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南４条西１店 小売業 食料品 2%

6,477 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南４条西３丁目店 小売業 食料品 2%

6,478 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南４条西７丁目店 小売業 食料品 2%

6,479 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南４条東店 小売業 食料品 2%

6,480 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南６条店 小売業 食料品 2%

6,481 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌南６条西１８丁目店 小売業 食料品 2%

6,482 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌宮の森１条店 小売業 食料品 2%

6,483 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌宮の森４条店 小売業 食料品 2%

6,484 北海道 札幌市中央区 札幌焼鳥ばんぶう　札幌焼鳥ばんぶう サービス 飲食業 5%

6,485 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン札幌山鼻店 小売業 食料品 2%

6,486 北海道 札幌市中央区 札幌ＷｉＦｉレンタル ｃｏｍ サービス その他サービス 5%

6,487 北海道 札幌市中央区 Ｔｈｅ　ｄａｙ　４　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

6,488 北海道 札幌市中央区 ＳａｂｉＳａｂｉ 小売業 家具・調度品 5%

6,489 北海道 札幌市中央区 ＳＡＭＡ北海道神宮前店 サービス 飲食業 5%

6,490 北海道 札幌市中央区 サムライ煎兵衞 小売業 食料品 5%

6,491 北海道 札幌市中央区 ＴＨＥＬＯＵＮＧＥｂｙＢｒｉｆｔＨ サービス その他サービス 5%

6,492 北海道 札幌市中央区 ｓａｌｏｎ　ＯＲＯ サービス 理容・美容業 5%

6,493 北海道 札幌市中央区 サンエース　札幌 小売業 貴金属・服飾品 5%

6,494 北海道 札幌市中央区 ＺＡＮＧＩ一番 サービス 飲食業 5%

6,495 北海道 札幌市中央区 サンタイム札幌 ＳＵＮＴＩＭＥＳ サービス その他サービス 5%

6,496 北海道 札幌市中央区 サンテックまつい 小売業 電化製品 5%

6,497 北海道 札幌市中央区 ｃｉｅ【シー】 サービス 理容・美容業 5%

6,498 北海道 札幌市中央区 ＳＥＥＫ 小売業 衣料品 5%

6,499 北海道 札幌市中央区 ジーナ サービス その他サービス 5%

6,500 北海道 札幌市中央区 ＪＡＤＥ サービス 理容・美容業 5%

6,501 北海道 札幌市中央区 Ｊｅｓｓｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

6,502 北海道 札幌市中央区 ＪＥＭＩＣＡ サービス 理容・美容業 5%

6,503 北海道 札幌市中央区 Ｇ：ＥＮ サービス 理容・美容業 5%

6,504 北海道 札幌市中央区 ＴＨＥＥＮＤＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

6,505 北海道 札幌市中央区 ＳＩＯ サービス 飲食業 5%

6,506 北海道 札幌市中央区 四季彩　別邸　札幌店 サービス 飲食業 5%

6,507 北海道 札幌市中央区 四季の蔵　六庵 サービス 飲食業 5%

6,508 北海道 札幌市中央区 しくら サービス 飲食業 5%

6,509 北海道 札幌市中央区 行政書士シティ行政法務事務所 サービス その他サービス 5%

6,510 北海道 札幌市中央区 痺れ担担麺　マーラーキング本店 サービス 飲食業 5%
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6,511 北海道 札幌市中央区 ジャックと山猫 サービス 飲食業 5%

6,512 北海道 札幌市中央区 ジャバリン北円山店 サービス その他サービス 5%

6,513 北海道 札幌市中央区 しゃぶしゃぶ温野菜札幌駅前店 サービス 飲食業 2%

6,514 北海道 札幌市中央区 しゃぶしゃぶ温野菜すすきの南３条店 サービス 飲食業 2%

6,515 北海道 札幌市中央区 しゃぶしゃぶ温野菜すすきの南４条店 サービス 飲食業 2%

6,516 北海道 札幌市中央区 写楽　札幌第一店 サービス 飲食業 5%

6,517 北海道 札幌市中央区 写楽　札幌第三店 サービス 飲食業 5%

6,518 北海道 札幌市中央区 写楽　札幌第二店 サービス 飲食業 5%

6,519 北海道 札幌市中央区 ｃｈａｍｂｒｅ サービス 飲食業 5%

6,520 北海道 札幌市中央区 １５丁目 サービス 飲食業 5%

6,521 北海道 札幌市中央区 ＣＨＯＵＥＴＴＥ【シュエット】 サービス 理容・美容業 5%

6,522 北海道 札幌市中央区 酒舗 七蔵 酒舗 七蔵 小売業 その他小売 5%

6,523 北海道 札幌市中央区 シュリーの店　本部店 サービス その他サービス 5%

6,524 北海道 札幌市中央区 珠和 サービス 飲食業 5%

6,525 北海道 札幌市中央区 旬采割烹くるみ澤 サービス 飲食業 5%

6,526 北海道 札幌市中央区 旬彩酒房みやびや サービス 飲食業 5%

6,527 北海道 札幌市中央区 純米酒専門ＹＡＴＡ 札幌駅前店 サービス 飲食業 5%

6,528 北海道 札幌市中央区 純米酒専門ＹＡＴＡ 札幌狸小路店 サービス 飲食業 5%

6,529 北海道 札幌市中央区 将棋ＢＡＲオールイン サービス 飲食業 5%

6,530 北海道 札幌市中央区 昭和ジンギスカン サービス 飲食業 5%

6,531 北海道 札幌市中央区 ｇｉｏｒｎｉ 小売業 衣料品 5%

6,532 北海道 札幌市中央区 ｓｈｉｒｏ サービス 理容・美容業 5%

6,533 北海道 札幌市中央区 ｓｈｉｒｏ サービス 理容・美容業 2%

6,534 北海道 札幌市中央区 ｃｉＬｏ　【シロ】 サービス 理容・美容業 5%

6,535 北海道 札幌市中央区 ＺｉｎｃＢａｒ サービス 飲食業 5%

6,536 北海道 札幌市中央区 新健勝苑札幌店 小売業 衣料品 5%

6,537 北海道 札幌市中央区 身心専科 サービス 理容・美容業 5%

6,538 北海道 札幌市中央区 Ｚｕｉｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

6,539 北海道 札幌市中央区 スイーツバーＭｅｌｔｙ サービス 飲食業 5%

6,540 北海道 札幌市中央区 ｓｗｅｅｔｈｅａｒｔｓＮＡＭＰＯ 小売業 食料品 5%

6,541 北海道 札幌市中央区 ＳＷＥＥＴ　ＴＯＭＢＯＹ　ＤＯＧ サービス 理容・美容業 5%

6,542 北海道 札幌市中央区 スーパーカット大通店 サービス 理容・美容業 5%

6,543 北海道 札幌市中央区 スーパーカット鳥居前店 サービス 理容・美容業 5%

6,544 北海道 札幌市中央区 スープカリーｈｉｒｉｈｉｒｉ　大通 サービス 飲食業 5%

6,545 北海道 札幌市中央区 ｓｏｕｐｌｅ サービス 理容・美容業 5%

6,546 北海道 札幌市中央区 すし　たけ田 サービス 飲食業 5%

6,547 北海道 札幌市中央区 鮨処たかげた サービス 飲食業 5%

6,548 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブンすすきの交番前店 小売業 食料品 2%

6,549 北海道 札幌市中央区 涼森 サービス 理容・美容業 5%

6,550 北海道 札幌市中央区 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｌｕｍｏ サービス その他サービス 5%

6,551 北海道 札幌市中央区 ｓｔｕｄｉｏｐ?ｃｃｏｌｏ サービス その他サービス 5%

6,552 北海道 札幌市中央区 ＳｔｏｎｅＺ ＳｔｏｎｅＺ 小売業 衣料品 5%
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6,553 北海道 札幌市中央区 Ｓｎａｉｍｅｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

6,554 北海道 札幌市中央区 Ｓｎａｉｍｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

6,555 北海道 札幌市中央区 ＳｐａｒｋＣｙｃｌｉｎｇ サービス その他サービス 5%

6,556 北海道 札幌市中央区 ＳｐａｒｋＰｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ サービス その他サービス 5%

6,557 北海道 札幌市中央区 ＳＰＡＲＫＬＩＮＧＢＡＲｂｂｂ サービス 飲食業 5%

6,558 北海道 札幌市中央区 ＳＰＡＲＫＬＩＮＧ　ＢＡＲ　ｂｂｂ　ＳＰＡＲＫＬＩＮＧ　ＢＡＲ　ｂｂｂ サービス 飲食業 5%

6,559 北海道 札幌市中央区 ＳＰＡ＆ＨＡＩＲ　ｕ サービス 理容・美容業 5%

6,560 北海道 札幌市中央区 炭火焼と海鮮、手づくり豆富　まいど！大通南１条店 サービス 飲食業 5%

6,561 北海道 札幌市中央区 炭火焼と海鮮、手づくり豆富　まいど！札幌駅前通り店 サービス 飲食業 5%

6,562 北海道 札幌市中央区 炭火やきとり　心晴日和　玉酒家 サービス 飲食業 5%

6,563 北海道 札幌市中央区 炭火焼肉綾屋 サービス 飲食業 5%

6,564 北海道 札幌市中央区 六根 サービス 飲食業 5%

6,565 北海道 札幌市中央区 炭焼きＢＡＲ　倉庫　札幌　ススキノ サービス 飲食業 5%

6,566 北海道 札幌市中央区 炭や　徳寿　南２条店 サービス 飲食業 5%

6,567 北海道 札幌市中央区 ＳＷＡＮ　ｓａｐｐｏｒｏ サービス 理容・美容業 5%

6,568 北海道 札幌市中央区 グリーンライフカイロ サービス その他サービス 5%

6,569 北海道 札幌市中央区 整体かえる堂 サービス その他サービス 5%

6,570 北海道 札幌市中央区 Ｚ　ＳＡＬＯＮ【ゼットサロン】 サービス 理容・美容業 5%

6,571 北海道 札幌市中央区 ＳＥＬＬ　ＢＵＹ　　　ＣＡＲＥ　ｏｍ　　二号店 小売業 衣料品 5%

6,572 北海道 札幌市中央区 ｓｅｌｌ，ｂｕｙ＆ｃａｒｅ　ｏｍ 小売業 衣料品 5%

6,573 北海道 札幌市中央区 創作　和ダイニング　はる　こだわりの創作和食と北海道産地酒ハンドワインがオススメ サービス 飲食業 5%

6,574 北海道 札幌市中央区 スウィーツ＆カフェ　奏春楼 サービス 飲食業 5%

6,575 北海道 札幌市中央区 ＳｏｕｓｅｉＭａｒｃｈｅ 小売業 その他小売 5%

6,576 北海道 札幌市中央区 爪装猫丸 小売業 衣料品 5%

6,577 北海道 札幌市中央区 足圧ボディケア サービス その他サービス 5%

6,578 北海道 札幌市中央区 そば処丸長本店 サービス 飲食業 5%

6,579 北海道 札幌市中央区 そら色のたね 小売業 その他小売 5%

6,580 北海道 札幌市中央区 Ｓｏｌｅｉｌ　Ｍｊｕ サービス 理容・美容業 5%

6,581 北海道 札幌市中央区 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　札幌狸小路店 小売業 その他小売 5%

6,582 北海道 札幌市中央区 ダイコクドラッグ札幌北２条西２丁目店 小売業 その他小売 5%

6,583 北海道 札幌市中央区 ダイコクドラッグ札幌南２条店 小売業 その他小売 5%

6,584 北海道 札幌市中央区 ダイコクドラッグすすきの駅前店 小売業 その他小売 5%

6,585 北海道 札幌市中央区 ダイコクドラッグ狸小路４丁目店 小売業 その他小売 5%

6,586 北海道 札幌市中央区 ダイコクドラッグ地下鉄さっぽろ駅前店 小売業 その他小売 5%

6,587 北海道 札幌市中央区 ダイコクドラッグ豊水すすきの駅前店 小売業 その他小売 5%

6,588 北海道 札幌市中央区 大衆酒場　参の丸 サービス 飲食業 5%

6,589 北海道 札幌市中央区 ＤｉＣＥ札幌狸小路本店 サービス その他サービス 5%

6,590 北海道 札幌市中央区 大地のフリット＆天狗堂 サービス 飲食業 5%

6,591 北海道 札幌市中央区 大丸藤井セントラル 小売業 その他小売 5%

6,592 北海道 札幌市中央区 たいやき工房札幌店 サービス 飲食業 5%

6,593 北海道 札幌市中央区 大漁舟盛り居酒屋　大海物語 サービス 飲食業 5%

6,594 北海道 札幌市中央区 ＤＯＶＥＹ　【ダヴィ】 サービス 理容・美容業 5%
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6,595 北海道 札幌市中央区 高橋精肉店 小売業 食料品 5%

6,596 北海道 札幌市中央区 たこらんけ　たこらんけ サービス 飲食業 5%

6,597 北海道 札幌市中央区 出汁おしみ　　つくし サービス 飲食業 5%

6,598 北海道 札幌市中央区 ＤＵＣＨＥＳＳ【ダッチェス】 サービス 理容・美容業 5%

6,599 北海道 札幌市中央区 タナベ理容院 サービス 理容・美容業 5%

6,600 北海道 札幌市中央区 ＤＡＮＩＥＬＬＥＨＡＴ 小売業 衣料品 5%

6,601 北海道 札幌市中央区 ｔａｂｉｂｉｔｏキッチン サービス 飲食業 5%

6,602 北海道 札幌市中央区 食べる力株式会社 サービス その他サービス 5%

6,603 北海道 札幌市中央区 Ｄａｎｋ サービス 理容・美容業 5%

6,604 北海道 札幌市中央区 小さなイタリア料理店　ａｂｂｒａｃｃｉｏ サービス 飲食業 5%

6,605 北海道 札幌市中央区 チャイナパーク サービス 飲食業 5%

6,606 北海道 札幌市中央区 中国料理　孝華 サービス 飲食業 5%

6,607 北海道 札幌市中央区 中国料理 孝華 すすきの本店 サービス 飲食業 5%

6,608 北海道 札幌市中央区 チョコレートショップ　ＩＳＨＩＹＡ 小売業 食料品 5%

6,609 北海道 札幌市中央区 ｃｈｏｌｏｎ 小売業 衣料品 5%

6,610 北海道 札幌市中央区 ＣＩＲＣＯ サービス 飲食業 5%

6,611 北海道 札幌市中央区 ＴＷＩＳＴＪＡＰＡＮ株式会社 サービス その他サービス 5%

6,612 北海道 札幌市中央区 Ｔｉａｒ サービス その他サービス 5%

6,613 北海道 札幌市中央区 ＨＥＬＩＣＡＭ株式会社 小売業 その他小売 5%

6,614 北海道 札幌市中央区 Ｔマークシティホテル札幌 サービス 宿泊業 2%

6,615 北海道 札幌市中央区 ＴｉＴＯ　すすきの店 サービス 飲食業 5%

6,616 北海道 札幌市中央区 手打ち蕎麦と北海道産酒ＭＯＮＤＯ サービス 飲食業 5%

6,617 北海道 札幌市中央区 デーリィマン サービス その他サービス 5%

6,618 北海道 札幌市中央区 DETRUIRE 小売業 その他小売 5%

6,619 北海道 札幌市中央区 天下一品　すすきの店 サービス 飲食業 5%

6,620 北海道 札幌市中央区 ワインカフェヴェレゾン サービス 飲食業 5%

6,621 北海道 札幌市中央区 トータルボディサポート ファーストステップ サービス その他サービス 5%

6,622 北海道 札幌市中央区 特撮アニソンバー　ツインテール札幌クラスタサイド　特撮アニソンバーツインテール札幌クラスタサイド サービス 飲食業 5%

6,623 北海道 札幌市中央区 徳光珈琲　大通店 サービス 飲食業 5%

6,624 北海道 札幌市中央区 徳光珈琲　円山店 サービス その他サービス 5%

6,625 北海道 札幌市中央区 ドッグラウンジモネ サービス その他サービス 5%

6,626 北海道 札幌市中央区 TOTTO サービス 飲食業 5%

6,627 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン斗南病院店 小売業 食料品 2%

6,628 北海道 札幌市中央区 Ｔｏｍｍｙ　Ｃｏｚｙ サービス 飲食業 5%

6,629 北海道 札幌市中央区 Ｃｕｒａｔｉｆ サービス 理容・美容業 5%

6,630 北海道 札幌市中央区 とめ手羽　札幌駅前店 サービス 飲食業 5%

6,631 北海道 札幌市中央区 トヨタレンタリース札幌　北１条東２丁目店 サービス その他サービス 2%

6,632 北海道 札幌市中央区 トヨタレンタリース札幌　北１条西８丁目店 サービス その他サービス 2%

6,633 北海道 札幌市中央区 トヨタレンタリース札幌札幌駅東店 サービス その他サービス 2%

6,634 北海道 札幌市中央区 トヨタレンタリース札幌札幌駅前店 サービス その他サービス 2%

6,635 北海道 札幌市中央区 トヨタレンタリース札幌すすきの南４条店 サービス その他サービス 2%

6,636 北海道 札幌市中央区 トヨタレンタリース札幌地下鉄さっぽろ駅前 サービス その他サービス 2%
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6,637 北海道 札幌市中央区 トヨタレンタリース札幌南１３条石山通店 サービス その他サービス 2%

6,638 北海道 札幌市中央区 トヨタレンタリース札幌宮の森店 サービス その他サービス 2%

6,639 北海道 札幌市中央区 トヨタレンタリース新札幌大通公園西４丁目 サービス その他サービス 2%

6,640 北海道 札幌市中央区 トヨタレンタリース新札幌札幌駅南口店 サービス その他サービス 2%

6,641 北海道 札幌市中央区 トヨタレンタリース新札幌すすきの南九条店 サービス その他サービス 2%

6,642 北海道 札幌市中央区 トヨタレンタリース新札幌地下鉄すすきの駅 サービス その他サービス 2%

6,643 北海道 札幌市中央区 トヨタレンタリース　地下鉄さっぽろ駅前店 サービス その他サービス 2%

6,644 北海道 札幌市中央区 ドライヘッドマッサージ ラヴァーズ サービス その他サービス 5%

6,645 北海道 札幌市中央区 株式会社ドラッグストア博愛堂 小売業 その他小売 5%

6,646 北海道 札幌市中央区 とらのあな札幌店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

6,647 北海道 札幌市中央区 鶏と野菜のお店　トリタベルカ サービス 飲食業 5%

6,648 北海道 札幌市中央区 鳥秀（とりひで） サービス 飲食業 5%

6,649 北海道 札幌市中央区 Ｄｒｉｎｋｅｒｓ　Ｐａｒａｄｉｓｅ　ＳＡＫＡＮＯＶＡ サービス 飲食業 5%

6,650 北海道 札幌市中央区 Ｄｕｌｃｅ　ｏｒｏ サービス 理容・美容業 5%

6,651 北海道 札幌市中央区 Ｄｕｌｃｅ　ｐｌａｔａ サービス 理容・美容業 5%

6,652 北海道 札幌市中央区 ＴＲＡＩＬＨＵＴ サービス 飲食業 5%

6,653 北海道 札幌市中央区 Ｄｒｅｓｓ＆ＴａｎｇｏｓｈｏｅｓＦ 小売業 衣料品 5%

6,654 北海道 札幌市中央区 とんぼ食堂 サービス 飲食業 5%

6,655 北海道 札幌市中央区 ナインカラット 小売業 衣料品 5%

6,656 北海道 札幌市中央区 直どり サービス 飲食業 5%

6,657 北海道 札幌市中央区 中川米穀株式会社　中川米穀株式会社 小売業 食料品 5%

6,658 北海道 札幌市中央区 中原電気商会 小売業 電化製品 5%

6,659 北海道 札幌市中央区 なごみ　札幌店 サービス 飲食業 5%

6,660 北海道 札幌市中央区 Ｎａｔｕａｉｄ 小売業 その他小売 5%

6,661 北海道 札幌市中央区 ナナクラ昆布 サービス その他サービス 5%

6,662 北海道 札幌市中央区 ｎｉｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

6,663 北海道 札幌市中央区 ｎｉｉｃｏｅｙｅｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

6,664 北海道 札幌市中央区 肉居酒屋　ひろしん家 サービス 飲食業 5%

6,665 北海道 札幌市中央区 にくと酒とＡＣＴ サービス 飲食業 5%

6,666 北海道 札幌市中央区 ＮＩＣＯＭＩ　ＪＡＰＡＮ サービス 飲食業 5%

6,667 北海道 札幌市中央区 西山マネジメントオフィス 西山マネジメントオフィス サービス その他サービス 5%

6,668 北海道 札幌市中央区 日本酒Ｂａｒにゃごりん サービス 飲食業 5%

6,669 北海道 札幌市中央区 ＳＯＲＴＥ サービス その他サービス 5%

6,670 北海道 札幌市中央区 ネイルサロンアトリエティピ サービス 理容・美容業 5%

6,671 北海道 札幌市中央区 ｎａｉｌ ｓｈｏｐ ＴＡＴ 大通店 小売業 その他小売 5%

6,672 北海道 札幌市中央区 ＮＥＫＯ?ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

6,673 北海道 札幌市中央区 ネストホテル札幌駅前 サービス 宿泊業 5%

6,674 北海道 札幌市中央区 ネストホテル札幌大通 サービス 宿泊業 5%

6,675 北海道 札幌市中央区 ネッツトヨタ道都中央店 小売業 その他小売 5%

6,676 北海道 札幌市中央区 ＮｅＮｅ サービス 飲食業 5%

6,677 北海道 札幌市中央区 ノースコンチネント　まちのなか サービス 飲食業 5%

6,678 北海道 札幌市中央区 ノースコンチネント宮の森 サービス 飲食業 5%
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6,679 北海道 札幌市中央区 Ｎｏｓｔａｌｇｉｅ サービス 飲食業 5%

6,680 北海道 札幌市中央区 呑処ととのすけ サービス 飲食業 5%

6,681 北海道 札幌市中央区 ＮＯＭＲＡＮＯＡＧＲＡ サービス 飲食業 5%

6,682 北海道 札幌市中央区 ＢＡＲ　ＳＴＩＮＧＲＡＹ サービス 飲食業 5%

6,683 北海道 札幌市中央区 ＢＡＲＩＧＮＩＳ サービス その他サービス 5%

6,684 北海道 札幌市中央区 Ｂａｒ　ｉｓ　ｍｅ サービス 飲食業 5%

6,685 北海道 札幌市中央区 パーソナルスタジオＲｅｐｌａｎＢｏｄｙ サービス その他サービス 5%

6,686 北海道 札幌市中央区 ｖｉｒｔｕｅ　【バーチュー】 サービス 理容・美容業 5%

6,687 北海道 札幌市中央区 Ｂａｒ　ｐｌｕｓ　Ｓｗｅｅｔｓ　Ｔｗｏ　Ｒｉｎｇｓ サービス 飲食業 5%

6,688 北海道 札幌市中央区 Ｈａｒｍｏｎｙ　【ハーモニー】 サービス その他サービス 5%

6,689 北海道 札幌市中央区 ＢＡＲやまざき サービス 飲食業 5%

6,690 北海道 札幌市中央区 ＢＡＲ　Ｌ’ａｌｃｏｏｌ サービス 飲食業 5%

6,691 北海道 札幌市中央区 ｈａｕ’ｏｌｉ サービス 理容・美容業 5%

6,692 北海道 札幌市中央区 ハウスダイニングルンゴカーニバル　総本店 サービス 飲食業 2%

6,693 北海道 札幌市中央区 博多うまかもん　ぶあいそ　南三条店 サービス 飲食業 5%

6,694 北海道 札幌市中央区 函館開陽亭すすきの　プラス　大三坂 サービス 飲食業 5%

6,695 北海道 札幌市中央区 函館開陽亭　すすきの南５条店 サービス 飲食業 5%

6,696 北海道 札幌市中央区 函館開陽亭　すすきの南６条店 サービス 飲食業 5%

6,697 北海道 札幌市中央区 函館開陽亭　どさんこ家 サービス 飲食業 5%

6,698 北海道 札幌市中央区 函館開陽亭　別邸　大三坂 サービス 飲食業 5%

6,699 北海道 札幌市中央区 函館開陽亭　南７条店 サービス 飲食業 5%

6,700 北海道 札幌市中央区 パステルマム　マルサ店 小売業 衣料品 5%

6,701 北海道 札幌市中央区 パソコンかけこみ寺　ＰＣデータ復旧堂　パソコンかけこみ寺ＰＣデータ復旧堂 サービス その他サービス 5%

6,702 北海道 札幌市中央区 パソコンショップＭＫ 小売業 電化製品 5%

6,703 北海道 札幌市中央区 パソコンショップＭＫ　パソコンショップＭＫ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

6,704 北海道 札幌市中央区 パソコンパートナー サービス その他サービス 5%

6,705 北海道 札幌市中央区 パックマン　すすきの店 小売業 その他小売 5%

6,706 北海道 札幌市中央区 パックマン　すすきの店（Ｂ２Ｂ） 小売業 その他小売 5%

6,707 北海道 札幌市中央区 Ｈｅａｒｔｄａｎｃｅ札幌ポール 小売業 衣料品 5%

6,708 北海道 札幌市中央区 花岡電器 小売業 電化製品 5%

6,709 北海道 札幌市中央区 花と雑貨　ひととき　花と雑貨ひととき 小売業 その他小売 5%

6,710 北海道 札幌市中央区 株式会社さとうはなみつ 小売業 その他小売 5%

6,711 北海道 札幌市中央区 花わさび サービス 飲食業 5%

6,712 北海道 札幌市中央区 パブロイヤルすすきのビル店 サービス 飲食業 5%

6,713 北海道 札幌市中央区 ＨＡＭ 小売業 衣料品 5%

6,714 北海道 札幌市中央区 はらっぱカレー店 サービス 飲食業 5%

6,715 北海道 札幌市中央区 はり きゅう上々堂 サービス その他サービス 5%

6,716 北海道 札幌市中央区 ｈａＲｕ サービス 理容・美容業 5%

6,717 北海道 札幌市中央区 ハワイアンファクトリー 小売業 衣料品 5%

6,718 北海道 札幌市中央区 バンブーサファイア サービス 理容・美容業 5%

6,719 北海道 札幌市中央区 澄川麦酒醸造所　ビアバー　ひらら サービス 飲食業 5%

6,720 北海道 札幌市中央区 ｂｉｏｍａｒｃｈｅＮＯＢＯＲＵ 小売業 家具・調度品 5%
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6,721 北海道 札幌市中央区 ビアン 小売業 食料品 5%

6,722 北海道 札幌市中央区 ＢＭＯ札幌藻岩店 小売業 衣料品 5%

6,723 北海道 札幌市中央区 ビープラス札幌整体院 サービス その他サービス 5%

6,724 北海道 札幌市中央区 ＨｉｓａｋｏＱｕｉｎｎＰｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ サービス その他サービス 5%

6,725 北海道 札幌市中央区 ｖｉｓｉｏｎｇｙｍ　札幌店 サービス その他サービス 5%

6,726 北海道 札幌市中央区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ札幌 小売業 衣料品 5%

6,727 北海道 札幌市中央区 ヒステリックグラマー　札幌店 小売業 衣料品 5%

6,728 北海道 札幌市中央区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ札幌パルコ 小売業 衣料品 5%

6,729 北海道 札幌市中央区 ビストロデジャ サービス 飲食業 5%

6,730 北海道 札幌市中央区 ＤｉａＶｏｌａ サービス 飲食業 5%

6,731 北海道 札幌市中央区 （株）シルウェッツ 小売業 その他小売 5%

6,732 北海道 札幌市中央区 ｐｉｐｉナーシング サービス その他サービス 5%

6,733 北海道 札幌市中央区 ＨｉＰｙＰＡＰｙＢＴＨＵＤｙ 小売業 その他小売 5%

6,734 北海道 札幌市中央区 珀や　大通南１条店 サービス 飲食業 5%

6,735 北海道 札幌市中央区 珀や別邸 サービス 飲食業 5%

6,736 北海道 札幌市中央区 珀や本邸 サービス 飲食業 5%

6,737 北海道 札幌市中央区 ビューティドレッセ山野愛子美容室札幌美容 サービス 理容・美容業 5%

6,738 北海道 札幌市中央区 美容室　Ｒ６２８ サービス 理容・美容業 5%

6,739 北海道 札幌市中央区 美容室ＡＶＡＳＡ サービス 理容・美容業 5%

6,740 北海道 札幌市中央区 美容室ウェーブハウスリペア サービス 理容・美容業 5%

6,741 北海道 札幌市中央区 美容室貴麗所 サービス 理容・美容業 5%

6,742 北海道 札幌市中央区 美容室ルチル サービス 理容・美容業 5%

6,743 北海道 札幌市中央区 氷雪の門 サービス 飲食業 5%

6,744 北海道 札幌市中央区 ＢＩＬＬＹ軒 サービス 飲食業 5%

6,745 北海道 札幌市中央区 ＢＩＬ’ＥＰ サービス 理容・美容業 5%

6,746 北海道 札幌市中央区 ＢＩＬ’ＥＰ　ｄｕｅ サービス 理容・美容業 5%

6,747 北海道 札幌市中央区 ヴィンテージショップメモワール 小売業 衣料品 5%

6,748 北海道 札幌市中央区 １ｓｔ　ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

6,749 北海道 札幌市中央区 ファイブクインテット サービス 理容・美容業 5%

6,750 北海道 札幌市中央区 ５００ＢＡＲ＆ＤＩＮＩＮＧ サービス 飲食業 5%

6,751 北海道 札幌市中央区 ｆａｂｒｉｃａ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ　ｔ サービス 理容・美容業 5%

6,752 北海道 札幌市中央区 ＨＵＡＮＧ’Ｓ円山 サービス 飲食業 5%

6,753 北海道 札幌市中央区 ＦＩＴＳ　ＣＯＲＥ サービス 理容・美容業 5%

6,754 北海道 札幌市中央区 ＦＡＩＴＨ　【フェイス】　南１１条店 サービス 理容・美容業 5%

6,755 北海道 札幌市中央区 フエイズ札幌 小売業 電化製品 5%

6,756 北海道 札幌市中央区 株式会社フェス　ルシエル　ｂ サービス 理容・美容業 5%

6,757 北海道 札幌市中央区 フォーシーズンズデザインラボ 小売業 衣料品 5%

6,758 北海道 札幌市中央区 ｆｏｃａｃｃｅｒｉａ　ｈａｋｏ サービス 飲食業 5%

6,759 北海道 札幌市中央区 フクちゃん　５・２店 小売業 衣料品 5%

6,760 北海道 札幌市中央区 フクちゃん　南７条店 小売業 食料品 5%

6,761 北海道 札幌市中央区 ふくろう亭 サービス 飲食業 5%

6,762 北海道 札幌市中央区 ふくろう亭 サービス 飲食業 5%
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6,763 北海道 札幌市中央区 富士メガネ 小売業 その他小売 5%

6,764 北海道 札幌市中央区 富士メガネ 小売業 その他小売 5%

6,765 北海道 札幌市中央区 富士メガネ　旭ケ丘店 小売業 その他小売 5%

6,766 北海道 札幌市中央区 富士メガネ　オーロラタウン店 小売業 その他小売 5%

6,767 北海道 札幌市中央区 富士メガネ　キッズコレクション 小売業 その他小売 5%

6,768 北海道 札幌市中央区 富士メガネ　グランドホテル前店 小売業 その他小売 5%

6,769 北海道 札幌市中央区 富士メガネ　狸小路本店 小売業 その他小売 5%

6,770 北海道 札幌市中央区 富士メガネ　円山店 小売業 その他小売 5%

6,771 北海道 札幌市中央区 ブックハウスＱ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

6,772 北海道 札幌市中央区 ｐｅｔｉｔ　ｐａｓ サービス 理容・美容業 5%

6,773 北海道 札幌市中央区 ブライダルサロンビリーブ サービス その他サービス 5%

6,774 北海道 札幌市中央区 ｐｌｕｓ　Ａ　Ｗｉｎｅｓ株式会社 小売業 食料品 5%

6,775 北海道 札幌市中央区 フラワーリトル 小売業 その他小売 5%

6,776 北海道 札幌市中央区 ブリアント　札幌駅前店 サービス 理容・美容業 5%

6,777 北海道 札幌市中央区 ブリアント　札幌店 サービス 理容・美容業 5%

6,778 北海道 札幌市中央区 ＦＬＩＣＫＡ サービス 理容・美容業 5%

6,779 北海道 札幌市中央区 ＦＬＩＣＫＡ ＦＬＩＣＫＡ サービス 理容・美容業 5%

6,780 北海道 札幌市中央区 ＰＲＩＮＴ　ＷＯＲＫＳ 小売業 その他小売 5%

6,781 北海道 札幌市中央区 古本とビール アダノンキ サービス 飲食業 5%

6,782 北海道 札幌市中央区 合同会社ライジングすたー 小売業 衣料品 5%

6,783 北海道 札幌市中央区 ｐｒｅｓｓｅ 小売業 その他小売 5%

6,784 北海道 札幌市中央区 ブレッドフルーツ 小売業 衣料品 5%

6,785 北海道 札幌市中央区 フレンチゴーシェ サービス 飲食業 5%

6,786 北海道 札幌市中央区 フレンチレストラン　カザマ　フレンチレストラン　カザマ サービス 飲食業 5%

6,787 北海道 札幌市中央区 プロショップスポテック 小売業 衣料品 5%

6,788 北海道 札幌市中央区 ＬＡＶＩＡＳ　?ラヴィアス? サービス その他サービス 5%

6,789 北海道 札幌市中央区 髪の診療所　ｈａｉｒ　＆　ｅｓｔｈｅ　Ｐａｒｔｉｒ サービス 理容・美容業 5%

6,790 北海道 札幌市中央区 ｈａｉｒ　ａｒｔ　Ｆｕｔａｂａ サービス 理容・美容業 5%

6,791 北海道 札幌市中央区 ｈａｉｒ   ｎａｉｌ ＴＡＴ 札幌駅前店 小売業 その他小売 5%

6,792 北海道 札幌市中央区 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＲＯＴＨＫＯ　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＲＯＴＨＫＯ　清野 サービス 理容・美容業 5%

6,793 北海道 札幌市中央区 ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＣＡＳＩＴＡ サービス 理容・美容業 5%

6,794 北海道 札幌市中央区 ネイルサロンｎｏｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

6,795 北海道 札幌市中央区 Ｈａｉｒ’ｓ　ＢＩＳＨ サービス 理容・美容業 5%

6,796 北海道 札幌市中央区 Ｈａｉｒ ｓ Ｒｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

6,797 北海道 札幌市中央区 ｈａｉｒ　ｆｅｒｍａｔａ サービス 理容・美容業 5%

6,798 北海道 札幌市中央区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｈａｌｕｔａ サービス 理容・美容業 5%

6,799 北海道 札幌市中央区 ｈａｉｒｒｏｏｍＬＡＺＹ サービス 理容・美容業 5%

6,800 北海道 札幌市中央区 Ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ＳＵＢＡＲＵ サービス 理容・美容業 5%

6,801 北海道 札幌市中央区 髪、切るかい？たむら３０１ サービス 理容・美容業 5%

6,802 北海道 札幌市中央区 ＴｏｔａｌｂｅａｕｔｙＬＩＴ サービス 理容・美容業 5%

6,803 北海道 札幌市中央区 ヘアメイク　ジェイエム サービス 理容・美容業 5%

6,804 北海道 札幌市中央区 ｈａｉｒｒｅｌｉａｎｃｅＵｎａ サービス 理容・美容業 5%
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6,805 北海道 札幌市中央区 Ｂａｂｙ’ｓ　ｂｒｅａｔｈ サービス その他サービス 5%

6,806 北海道 札幌市中央区 ｐｅｃｏｒａｎｅｒａ 小売業 衣料品 5%

6,807 北海道 札幌市中央区 ｐｅｓｃａ　札幌大通店 サービス 理容・美容業 5%

6,808 北海道 札幌市中央区 頭蓋骨ヘッドスパむぅみん サービス その他サービス 5%

6,809 北海道 札幌市中央区 Ｂ．Ｂ．ｈａｉｒ南円山 サービス 理容・美容業 5%

6,810 北海道 札幌市中央区 ｈｅｌｌｕｖａｓａｐｐｏｒｏ 小売業 衣料品 5%

6,811 北海道 札幌市中央区 Ｂｅｌｌ＇ｅｔＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

6,812 北海道 札幌市中央区 Ｂｅｌｌｅ　Ｍａｎｏ サービス 理容・美容業 5%

6,813 北海道 札幌市中央区 ホームスナイパー サービス その他サービス 5%

6,814 北海道 札幌市中央区 ホームリー・ワン株式会社 サービス その他サービス 5%

6,815 北海道 札幌市中央区 ほぐしタイ古式マッサージ リラオリエンタル サービス その他サービス 5%

6,816 北海道 札幌市中央区 星野燃料　有 小売業 その他小売 5%

6,817 北海道 札幌市中央区 ｊｏｓｅ サービス 飲食業 5%

6,818 北海道 札幌市中央区 北海旬菜や　ひだまり庭 サービス 飲食業 5%

6,819 北海道 札幌市中央区 北海道イタリアン居酒屋　エゾバルバンバン　大通店 サービス 飲食業 5%

6,820 北海道 札幌市中央区 北海道海鮮　個室居酒屋　うおっと　?魚人? サービス 飲食業 5%

6,821 北海道 札幌市中央区 北海道産酒ＢＡＲかま田 サービス 飲食業 5%

6,822 北海道 札幌市中央区 北海道食市場　丸海屋　離 サービス 飲食業 5%

6,823 北海道 札幌市中央区 セブン－イレブン北海道庁別館店 小売業 食料品 2%

6,824 北海道 札幌市中央区 北海道みやげ たぬきや 外商部 小売業 食料品 5%

6,825 北海道 札幌市中央区 北海道リオン補聴器センタ－ 小売業 その他小売 5%

6,826 北海道 札幌市中央区 北海道料理　海籠 サービス 飲食業 5%

6,827 北海道 札幌市中央区 北貝料理　なむら別邸 サービス 飲食業 5%

6,828 北海道 札幌市中央区 北海炉端劇場 北海炉端劇場 札幌本店 サービス 飲食業 5%

6,829 北海道 札幌市中央区 Ｐｏｓｈｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

6,830 北海道 札幌市中央区 ＨＯＰＳ サービス 飲食業 5%

6,831 北海道 札幌市中央区 ボディケア＆コンディショニングセレクト サービス 理容・美容業 5%

6,832 北海道 札幌市中央区 ホテル時計台 サービス 宿泊業 5%

6,833 北海道 札幌市中央区 ホテル時計台 サービス 宿泊業 5%

6,834 北海道 札幌市中央区 ホテルネッツ札幌 サービス 宿泊業 5%

6,835 北海道 札幌市中央区 ホテルビスタ札幌中島公園 サービス 宿泊業 5%

6,836 北海道 札幌市中央区 ホテルラフィナート札幌 サービス 宿泊業 5%

6,837 北海道 札幌市中央区 株式会社ホテルラフィナート札幌 サービス 宿泊業 5%

6,838 北海道 札幌市中央区 ホテルリリーフ札幌すすきの サービス 飲食業 5%

6,839 北海道 札幌市中央区 ホテルロンシャンサッポロ サービス 宿泊業 5%

6,840 北海道 札幌市中央区 ホルモン割烹　琉 サービス 飲食業 5%

6,841 北海道 札幌市中央区 ホンダ札幌販売 小売業 その他小売 5%

6,842 北海道 札幌市中央区 Ｌｅ　ＢＯＮ　ＰＬＡＮ 小売業 家具・調度品 5%

6,843 北海道 札幌市中央区 Ｌｅ　ＢＯＮ　ＰＬＡＮ　イベント 小売業 食料品 5%

6,844 北海道 札幌市中央区 ＭＡＲ’Ｓｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

6,845 北海道 札幌市中央区 まいど！札幌駅南口店 サービス 飲食業 5%

6,846 北海道 札幌市中央区 まいど！　すすきの店 サービス 飲食業 5%
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6,847 北海道 札幌市中央区 まいど！南４条店 サービス 飲食業 5%

6,848 北海道 札幌市中央区 Ｍａｇａｚｚｉｎｏ サービス 飲食業 5%

6,849 北海道 札幌市中央区 まくら屋本舗 小売業 その他小売 5%

6,850 北海道 札幌市中央区 マリピエール サービス 飲食業 5%

6,851 北海道 札幌市中央区 丸一長谷川昇商店 小売業 食料品 5%

6,852 北海道 札幌市中央区 ｍａｒｕｕｄｅｓｉｇｎ 小売業 衣料品 5%

6,853 北海道 札幌市中央区 丸恵みやむら 小売業 その他小売 5%

6,854 北海道 札幌市中央区 マルタ　七番蔵 サービス 飲食業 5%

6,855 北海道 札幌市中央区 まるやす まるやす 本店レジ２ 小売業 食料品 5%

6,856 北海道 札幌市中央区 まるやす まるやすマート大通店 小売業 食料品 5%

6,857 北海道 札幌市中央区 まるやす　まるやすマート宮の森店 小売業 食料品 5%

6,858 北海道 札幌市中央区 円山オジャ サービス 飲食業 5%

6,859 北海道 札幌市中央区 円山漢祥院 小売業 その他小売 5%

6,860 北海道 札幌市中央区 円山炭馳走鉄八 サービス 飲食業 5%

6,861 北海道 札幌市中央区 円山ダイエットクラブ 小売業 食料品 5%

6,862 北海道 札幌市中央区 円山ダイエットクラブ サービス その他サービス 5%

6,863 北海道 札幌市中央区 円山屋今村昇平商店 サービス その他サービス 5%

6,864 北海道 札幌市中央区 マンマペルテ サービス 飲食業 5%

6,865 北海道 札幌市中央区 美津の頭癒しー頭皮ケアサロン サービス その他サービス 5%

6,866 北海道 札幌市中央区 セブンーイレブン南５条店 小売業 食料品 2%

6,867 北海道 札幌市中央区 南１３条石山通珈琲　南１３条石山通珈琲 サービス 飲食業 5%

6,868 北海道 札幌市中央区 南北海道地産物流協同組合 小売業 食料品 5%

6,869 北海道 札幌市中央区 ｍｉｎｏｔａｋｅ サービス 飲食業 5%

6,870 北海道 札幌市中央区 ミヤノモリ・ラボラトリー サービス その他サービス 5%

6,871 北海道 札幌市中央区 ミュージックショップ音楽処 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

6,872 北海道 札幌市中央区 Ｍｅｗ’ｓ札幌オーロラタウン店 小売業 衣料品 5%

6,873 北海道 札幌市中央区 ＭＵＫＵ サービス 理容・美容業 5%

6,874 北海道 札幌市中央区 Ｍｕｌｔｉｃｏｌｏｒｅ サービス その他サービス 5%

6,875 北海道 札幌市中央区 銘酒の青柳酒店 小売業 食料品 5%

6,876 北海道 札幌市中央区 メガネの富士　コンタクトレンズ部 小売業 その他小売 5%

6,877 北海道 札幌市中央区 ＭＥＸＩＣＡＮ　ＲＯＣＫ サービス 飲食業 5%

6,878 北海道 札幌市中央区 メグ　ザ　グローサリー 小売業 食料品 5%

6,879 北海道 札幌市中央区 目太間 サービス 飲食業 5%

6,880 北海道 札幌市中央区 メナードフェイシャルサロン 南１１条西 サービス 理容・美容業 5%

6,881 北海道 札幌市中央区 メンズ専門サロンＢＲＡＶＥ サービス 理容・美容業 5%

6,882 北海道 札幌市中央区 麺と酒　からなり サービス 飲食業 5%

6,883 北海道 札幌市中央区 もっきりバル サービス 飲食業 5%

6,884 北海道 札幌市中央区 Ｍｏｄｅｓｔ 小売業 衣料品 5%

6,885 北海道 札幌市中央区 ものづくりオフィスＳＨＡＲＥ サービス その他サービス 5%

6,886 北海道 札幌市中央区 もみっこの里　大通店 サービス その他サービス 5%

6,887 北海道 札幌市中央区 もみっこの里　札幌駅南口店 サービス その他サービス 5%

6,888 北海道 札幌市中央区 もみっこの里　南９条店 サービス その他サービス 5%
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6,889 北海道 札幌市中央区 モヤモヤベース サービス 飲食業 5%

6,890 北海道 札幌市中央区 森彦　本店 サービス 飲食業 5%

6,891 北海道 札幌市中央区 もんて サービス 飲食業 5%

6,892 北海道 札幌市中央区 やきとり　亀屋 サービス 飲食業 5%

6,893 北海道 札幌市中央区 焼き鳥　はなごし サービス 飲食業 5%

6,894 北海道 札幌市中央区 やきとり千両　南５条店 サービス 飲食業 5%

6,895 北海道 札幌市中央区 焼肉ダイニング　肉の方程式 サービス 飲食業 5%

6,896 北海道 札幌市中央区 焼肉徳寿　ｋ－ｐｌａｃｅ サービス 飲食業 5%

6,897 北海道 札幌市中央区 焼肉徳寿　しんら亭 サービス 飲食業 5%

6,898 北海道 札幌市中央区 ＹＡＫＩＮＩＫＵ和牛黒澤 サービス 飲食業 5%

6,899 北海道 札幌市中央区 櫓茶屋　恵愛ビル店 サービス 飲食業 5%

6,900 北海道 札幌市中央区 櫓茶屋　すすきの店 サービス 飲食業 5%

6,901 北海道 札幌市中央区 屋台料理ＣＡＭＣＡＭ サービス 飲食業 5%

6,902 北海道 札幌市中央区 ＹＡＭ　ＹＡＭ　ＹＡＲＮ サービス 飲食業 5%

6,903 北海道 札幌市中央区 有限会社アニスト サービス 飲食業 5%

6,904 北海道 札幌市中央区 有限会社荒木生花店 小売業 その他小売 5%

6,905 北海道 札幌市中央区 サンキューステーキ サービス 飲食業 5%

6,906 北海道 札幌市中央区 有限会社喜久一 サービス 飲食業 5%

6,907 北海道 札幌市中央区 有限会社ケイオフイスクリエイト 小売業 衣料品 5%

6,908 北海道 札幌市中央区 有限会社ナカガワ 小売業 その他小売 5%

6,909 北海道 札幌市中央区 有限会社丹羽商店 米 小売業 食料品 5%

6,910 北海道 札幌市中央区 ｐｌｅｉｎｄｅ，Ｉｎｃ． 小売業 その他小売 5%

6,911 北海道 札幌市中央区 ｅｕｎｏｉａ 小売業 衣料品 5%

6,912 北海道 札幌市中央区 ｅｕｎｏｉａ　ｅｕｎｏｉａ 小売業 衣料品 5%

6,913 北海道 札幌市中央区 ユザワヤ　札幌店 小売業 その他小売 5%

6,914 北海道 札幌市中央区 洋食カフェ　イタリアンＹＳ↑Ｏ２ サービス 飲食業 5%

6,915 北海道 札幌市中央区 腰痛館まるやま整体 サービス その他サービス 5%

6,916 北海道 札幌市中央区 ヨガライフスクールインサッポロ サービス その他サービス 5%

6,917 北海道 札幌市中央区 ヨハク 小売業 家具・調度品 5%

6,918 北海道 札幌市中央区 夜パフェ専門店 ななかま堂 サービス 飲食業 5%

6,919 北海道 札幌市中央区 夜パフェ専門店パフェテリア パル サービス 飲食業 5%

6,920 北海道 札幌市中央区 夜パフェ専門店パフェテリア　ミル サービス 飲食業 5%

6,921 北海道 札幌市中央区 四代目とらや食堂　ラーメン横丁店 サービス 飲食業 5%

6,922 北海道 札幌市中央区 ＬＡ　ＤＥＧＵＳＴＡＴＩＯＮ サービス 飲食業 5%

6,923 北海道 札幌市中央区 ｌａｂｅｌｌｅｃｏｅｕｒ サービス その他サービス 5%

6,924 北海道 札幌市中央区 Ｌａｋｕｒａ 小売業 衣料品 5%

6,925 北海道 札幌市中央区 らしんばん 札幌店衣装館 小売業 その他小売 5%

6,926 北海道 札幌市中央区 らしんばん　札幌店 小売業 その他小売 5%

6,927 北海道 札幌市中央区 ラナ円山 サービス 飲食業 5%

6,928 北海道 札幌市中央区 Ｌｅ・Ｐａｒｔｅｒｒｅ 小売業 衣料品 5%

6,929 北海道 札幌市中央区 Ｌａｕｇｈ　　　Ｌｏｖｅ サービス 理容・美容業 5%

6,930 北海道 札幌市中央区 ＬＡ’ＢＯ　【ラ・ボー】 サービス 理容・美容業 5%
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6,931 北海道 札幌市中央区 Ｌｕｌｌ　【ラル】 サービス 理容・美容業 5%

6,932 北海道 札幌市中央区 ｒｅｎｃｏｎｔｒｅ サービス 理容・美容業 5%

6,933 北海道 札幌市中央区 ＬＵＮＣＨ　ＢＯＸ　キッチン サービス 飲食業 5%

6,934 北海道 札幌市中央区 Ｌａｍｐ　ｌｉｇｈｔ サービス 理容・美容業 5%

6,935 北海道 札幌市中央区 Ｌｉａｉｓｏｎ 小売業 その他小売 5%

6,936 北海道 札幌市中央区 リオネ サービス その他サービス 5%

6,937 北海道 札幌市中央区 Ｒｉｓｏｔｔｅｒｉａ ＧＡＫＵ 時計台 サービス 飲食業 5%

6,938 北海道 札幌市中央区 Ｒｉｓｏｔｔｅｒｉａ　ＧＡＫＵ　ｂｉｓ サービス 飲食業 5%

6,939 北海道 札幌市中央区 ＲＩＴＡＲＵＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

6,940 北海道 札幌市中央区 ＲＩＴＯＲＮＯ サービス 飲食業 5%

6,941 北海道 札幌市中央区 ＬＩＮＥＡ　ｓａｒｔｏｒｉａ 小売業 衣料品 5%

6,942 北海道 札幌市中央区 Ｒｅ?Ｆｌｅｘ サービス その他サービス 5%

6,943 北海道 札幌市中央区 リラクゼーションサロン　もみりこ サービス その他サービス 5%

6,944 北海道 札幌市中央区 リラクゼーションサロンＦａｖｏｒ サービス 理容・美容業 5%

6,945 北海道 札幌市中央区 Ｌｕｓｃｉｎｉａ　【ルスキニア】 サービス 理容・美容業 5%

6,946 北海道 札幌市中央区 ルネートゥル 札幌本店 サービス その他サービス 5%

6,947 北海道 札幌市中央区 ｒｅｎａｉｔｒｅ札幌本店 サービス その他サービス 5%

6,948 北海道 札幌市中央区 ｒｅｖｅ　ＬＡ’ＢＯ【レーヴ　ラボー】 サービス 理容・美容業 5%

6,949 北海道 札幌市中央区 ＬＥＧＡＲＥ サービス 飲食業 5%

6,950 北海道 札幌市中央区 レガン札幌店 小売業 貴金属・服飾品 5%

6,951 北海道 札幌市中央区 ＲＥＳＴＯＲＡＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

6,952 北海道 札幌市中央区 Ｌ’ｅｓｐｒｅｓｓｉｏｎｅ 小売業 その他小売 5%

6,953 北海道 札幌市中央区 ロイヤル　ミッシェル 小売業 衣料品 5%

6,954 北海道 札幌市中央区 Ｒｏｗｌｌｙｂｙｇｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

6,955 北海道 札幌市中央区 ＲＯＴＨＫＯ サービス 理容・美容業 5%

6,956 北海道 札幌市中央区 ロッシイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

6,957 北海道 札幌市中央区 ＬＯＤＩＳＰＯＴＴＯ札幌ポールタウ 小売業 衣料品 5%

6,958 北海道 札幌市中央区 ＹＳ Ｏ２ サービス 飲食業 5%

6,959 北海道 札幌市中央区 ＷＩＬＤＨＥＲＢ サービス 飲食業 5%

6,960 北海道 札幌市中央区 ＷｉｎｅＤｉｎｉｎｇ左岸 サービス 飲食業 5%

6,961 北海道 札幌市中央区 ワインとヤキニク円山ＪＩＮ サービス 飲食業 5%

6,962 北海道 札幌市中央区 和ごころ桜彩 サービス 飲食業 5%

6,963 北海道 札幌市中央区 和食バル　ｓｉｚｕｃｕ　しずく サービス 飲食業 5%

6,964 北海道 札幌市中央区 和装履物専門店　現代屋　和装履物専門店　現代屋 小売業 その他小売 5%

6,965 北海道 札幌市中央区 わたろう サービス 飲食業 5%

6,966 北海道 札幌市中央区 ＷＡＲＡＹＡＫＩ酒場　あくと　すすきの店　（わらやきさかばあくと） サービス 飲食業 5%

6,967 北海道 札幌市中央区 ＯｎｅｔｏＯｎｅ サービス 理容・美容業 5%

6,968 北海道 札幌市手稲区 ＭａｃＤｏｃｔｏｒ サービス その他サービス 5%

6,969 北海道 札幌市手稲区 アイフォンクリア　トライアル手稲店 サービス その他サービス 5%

6,970 北海道 札幌市手稲区 ａｄｄ　ｈａｉｒ【アドヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

6,971 北海道 札幌市手稲区 ＡｒｏｍａＲｏｓａ サービス その他サービス 5%

6,972 北海道 札幌市手稲区 アンジヘアサロン サービス 理容・美容業 5%
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6,973 北海道 札幌市手稲区 出光ＡＩＸセルフ新発寒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

6,974 北海道 札幌市手稲区 犬スタイル 小売業 衣料品 5%

6,975 北海道 札幌市手稲区 岩崎電子補聴器センター　手稲店 小売業 その他小売 5%

6,976 北海道 札幌市手稲区 恵美須商店 手稲店 サービス 飲食業 5%

6,977 北海道 札幌市手稲区 カイロプラクティック　カラーズ　カイロプラクティック　カラーズ サービス その他サービス 5%

6,978 北海道 札幌市手稲区 ＣＡＦＥＦＵＧＯ サービス 飲食業 5%

6,979 北海道 札幌市手稲区 株式会社　丸二白井商店 小売業 その他小売 5%

6,980 北海道 札幌市手稲区 株式会社厨房ファクトリー 小売業 その他小売 5%

6,981 北海道 札幌市手稲区 カラオケつぼっち新発寒店 サービス 飲食業 5%

6,982 北海道 札幌市手稲区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋手稲区前田店 サービス 飲食業 2%

6,983 北海道 札幌市手稲区 キーレスキュー イマナリ サービス その他サービス 5%

6,984 北海道 札幌市手稲区 喜心庵 サービス 飲食業 5%

6,985 北海道 札幌市手稲区 個人北越タクシー サービス 運輸業 5%

6,986 北海道 札幌市手稲区 Ｑａｔｒｅｖｅｎｔｓ サービス 飲食業 5%

6,987 北海道 札幌市手稲区 ぎんれい写真館 サービス その他サービス 5%

6,988 北海道 札幌市手稲区 クスリのきのけん手稲店 小売業 その他小売 5%

6,989 北海道 札幌市手稲区 グッドハンド サービス その他サービス 5%

6,990 北海道 札幌市手稲区 クローバー薬局手稲店 小売業 その他小売 5%

6,991 北海道 札幌市手稲区 ｃｏｌｌｅｔ手稲店 サービス 飲食業 5%

6,992 北海道 札幌市手稲区 こがね薬局 小売業 その他小売 5%

6,993 北海道 札幌市手稲区 コバック 手稲曙店 サービス その他サービス 5%

6,994 北海道 札幌市手稲区 コープトラベル・星置店 サービス その他サービス 5%

6,995 北海道 札幌市手稲区 さかうえデンキ　コマツ店 小売業 電化製品 5%

6,996 北海道 札幌市手稲区 さかうえデンキＮＩＳＨＩＤＡ店 小売業 電化製品 5%

6,997 北海道 札幌市手稲区 セブン－イレブン札幌曙１２条店 小売業 食料品 2%

6,998 北海道 札幌市手稲区 セブン－イレブン札幌曙２条店 小売業 食料品 2%

6,999 北海道 札幌市手稲区 セブン－イレブン札幌曙６条店 小売業 食料品 2%

7,000 北海道 札幌市手稲区 セブン－イレブン札幌新発寒５条店 小売業 食料品 2%

7,001 北海道 札幌市手稲区 セブン－イレブン札幌新発寒４条店 小売業 食料品 2%

7,002 北海道 札幌市手稲区 セブン－イレブン札幌手稲稲穂店 小売業 食料品 2%

7,003 北海道 札幌市手稲区 セブン－イレブン札幌手稲本町３条４丁目店 小売業 食料品 2%

7,004 北海道 札幌市手稲区 セブン－イレブン札幌富丘１条店 小売業 食料品 2%

7,005 北海道 札幌市手稲区 セブン－イレブン札幌西宮の沢４条店 小売業 食料品 2%

7,006 北海道 札幌市手稲区 セブン－イレブン札幌星置２条店 小売業 食料品 2%

7,007 北海道 札幌市手稲区 セブン－イレブン札幌前田２条１０丁目店 小売業 食料品 2%

7,008 北海道 札幌市手稲区 セブンーイレブン札幌前田８条店 小売業 食料品 2%

7,009 北海道 札幌市手稲区 セブン－イレブン札幌前田４条店 小売業 食料品 2%

7,010 北海道 札幌市手稲区 セブン－イレブン札幌前田４条７丁目店 小売業 食料品 2%

7,011 北海道 札幌市手稲区 セブンーイレブン札幌前田６条１２丁目店 小売業 食料品 2%

7,012 北海道 札幌市手稲区 Ｃ．Ｗ．Ｎ． サービス その他サービス 5%

7,013 北海道 札幌市手稲区 紳士服の山下　手稲前田店 小売業 衣料品 5%

7,014 北海道 札幌市手稲区 すたみな太郎　札幌手稲店 サービス 飲食業 5%

169



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

7,015 北海道 札幌市手稲区 スポーツロハス 小売業 その他小売 5%

7,016 北海道 札幌市手稲区 スポーツロハス 小売業 その他小売 5%

7,017 北海道 札幌市手稲区 炭火焼き　手稲の魚太郎 サービス 飲食業 5%

7,018 北海道 札幌市手稲区 炭焼串炉家 サービス 飲食業 5%

7,019 北海道 札幌市手稲区 大漁丼家 札幌手稲店 小売業 食料品 5%

7,020 北海道 札幌市手稲区 茶ぱん 小売業 食料品 5%

7,021 北海道 札幌市手稲区 ちょい寝ホテル札幌手稲 サービス 宿泊業 5%

7,022 北海道 札幌市手稲区 有）手稲コンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

7,023 北海道 札幌市手稲区 手稲コンチェルト 小売業 衣料品 5%

7,024 北海道 札幌市手稲区 手打ち蕎麦 喜心庵 手打ちそば 喜心庵 サービス 飲食業 5%

7,025 北海道 札幌市手稲区 トヨタ部品北海道共販トヨタ部品西ＰｉＰｉ サービス その他サービス 5%

7,026 北海道 札幌市手稲区 トヨタレンタリース札幌発寒１３条下手稲通 サービス その他サービス 2%

7,027 北海道 札幌市手稲区 鳥太郎　手稲店 サービス 飲食業 5%

7,028 北海道 札幌市手稲区 ｂａｇｍｏ サービス その他サービス 5%

7,029 北海道 札幌市手稲区 日東　樽川 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,030 北海道 札幌市手稲区 日東　星置 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,031 北海道 札幌市手稲区 ネッツトヨタ道都手稲店 小売業 その他小売 5%

7,032 北海道 札幌市手稲区 ＢＡＲ　Ａｎｏｔｈｅｒ　Ｄｏｏｒ サービス 飲食業 5%

7,033 北海道 札幌市手稲区 ＢＡＲ　Ａｎｏｔｈｅｒ　Ｄｏｏｒ サービス 飲食業 5%

7,034 北海道 札幌市手稲区 パイドール　手稲店 サービス 飲食業 5%

7,035 北海道 札幌市手稲区 萩尾ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

7,036 北海道 札幌市手稲区 ＰＨＯＴＯＳＴＵＤＩＯ　ＡＦＲＯ サービス その他サービス 5%

7,037 北海道 札幌市手稲区 富士メガネ　手稲前田店 小売業 その他小売 5%

7,038 北海道 札幌市手稲区 フロムエース　本店 サービス その他サービス 5%

7,039 北海道 札幌市手稲区 ｈａｉｒ　ｐｌａｃｅ　ｎｅｘｔ　【ヘアープレイスネクスト】 サービス 理容・美容業 5%

7,040 北海道 札幌市手稲区 北菜亭　札幌新発寒店 サービス 飲食業 5%

7,041 北海道 札幌市手稲区 細川ステンドグラス サービス その他サービス 5%

7,042 北海道 札幌市手稲区 ＨｏｌｉｓｔｉｃｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎＳＨＩＮＹ サービス 理容・美容業 5%

7,043 北海道 札幌市手稲区 丸彦小野商事 小売業 電化製品 5%

7,044 北海道 札幌市手稲区 三浦雄一郎＆スノードルフィンＳＳ サービス その他サービス 5%

7,045 北海道 札幌市手稲区 ＭｉｔＦｒｅｕｄｅ！ 小売業 衣料品 5%

7,046 北海道 札幌市手稲区 メナードフェイシャルサロン星置１条代行店 サービス 理容・美容業 5%

7,047 北海道 札幌市手稲区 メナード星置１条 サービス 理容・美容業 5%

7,048 北海道 札幌市手稲区 焼肉徳寿　手稲店 サービス 飲食業 5%

7,049 北海道 札幌市手稲区 山岸自動車工業 サービス その他サービス 5%

7,050 北海道 札幌市豊平区 Ａｒｔｂｅａｒ 小売業 衣料品 5%

7,051 北海道 札幌市豊平区 AkariEstate サービス その他サービス 5%

7,052 北海道 札幌市豊平区 出光ＡＩＸセルフこまち西岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,053 北海道 札幌市豊平区 出光ＡＩＸ西岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,054 北海道 札幌市豊平区 出光AIＩＸ平岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,055 北海道 札幌市豊平区 出光月寒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,056 北海道 札幌市豊平区 犬の床屋さん　ちゃいるどっく サービス その他サービス 5%
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7,057 北海道 札幌市豊平区 ｉｍａ． サービス 理容・美容業 5%

7,058 北海道 札幌市豊平区 いわい珈琲 サービス 飲食業 5%

7,059 北海道 札幌市豊平区 ＷＯＯＤＳＴＯＣＫ サービス 理容・美容業 5%

7,060 北海道 札幌市豊平区 エクスリーフ サービス その他サービス 5%

7,061 北海道 札幌市豊平区 ＥＺＯＢＯＬＩＣ　平岸 小売業 食料品 5%

7,062 北海道 札幌市豊平区 ｅｄｕ．札幌店 サービス 理容・美容業 5%

7,063 北海道 札幌市豊平区 ｍ＿ｏｚａ．ｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

7,064 北海道 札幌市豊平区 Ｅｍｏｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

7,065 北海道 札幌市豊平区 尾崎個人タクシー サービス 運輸業 5%

7,066 北海道 札幌市豊平区 落合電器 小売業 電化製品 5%

7,067 北海道 札幌市豊平区 御料理仕出し大丸 小売業 食料品 5%

7,068 北海道 札幌市豊平区 ＧｕｉｄｅｏｆｆｉｃｅＮＡＲＡ サービス その他サービス 5%

7,069 北海道 札幌市豊平区 かいろはす サービス 理容・美容業 5%

7,070 北海道 札幌市豊平区 活菜旬魚 さんかい 月寒本店 サービス 飲食業 5%

7,071 北海道 札幌市豊平区 かど屋　平岸店 サービス 飲食業 5%

7,072 北海道 札幌市豊平区 株式会社　有伸商会 サービス その他サービス 5%

7,073 北海道 札幌市豊平区 株式会社ダイトー　リサイクルセンター　ダイトー月寒東本店 小売業 その他小売 5%

7,074 北海道 札幌市豊平区 亀山タクシー サービス 運輸業 5%

7,075 北海道 札幌市豊平区 カレ－ハウスＣｏＣｏ壱番屋豊平区月寒中央通店 サービス 飲食業 2%

7,076 北海道 札幌市豊平区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋豊平区豊平３条店 サービス 飲食業 2%

7,077 北海道 札幌市豊平区 ＫＧＳ　木村ガレージサービス サービス その他サービス 5%

7,078 北海道 札幌市豊平区 牛角平岸店 サービス 飲食業 2%

7,079 北海道 札幌市豊平区 キュリオステーション平岸店 サービス その他サービス 5%

7,080 北海道 札幌市豊平区 協栄クリーニング 本店 サービス その他サービス 5%

7,081 北海道 札幌市豊平区 経絡エステ桜り香 サービス 理容・美容業 5%

7,082 北海道 札幌市豊平区 ＳＯＴＯＩＫＵ サービス その他サービス 5%

7,083 北海道 札幌市豊平区 個人藤原タクシー サービス 運輸業 5%

7,084 北海道 札幌市豊平区 個人 ＭＵＳＡＳＩ ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

7,085 北海道 札幌市豊平区 （個人）ＭＵＳＡＳＩ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

7,086 北海道 札幌市豊平区 Ｋｏｔｏｙｏｇａ サービス その他サービス 5%

7,087 北海道 札幌市豊平区 サイクルプラザ 小売業 その他小売 5%

7,088 北海道 札幌市豊平区 札幌国際ユースホステル サービス 宿泊業 5%

7,089 北海道 札幌市豊平区 セブン－イレブン札幌月寒中央通４丁目店 小売業 食料品 2%

7,090 北海道 札幌市豊平区 セブン－イレブン札幌月寒東１条６丁目店 小売業 食料品 2%

7,091 北海道 札幌市豊平区 セブン－イレブン札幌月寒東水源池通店 小売業 食料品 2%

7,092 北海道 札幌市豊平区 セブンーイレブン札幌豊平１３丁目店 小売業 食料品 2%

7,093 北海道 札幌市豊平区 セブン－イレブン札幌豊平２条８丁目店 小売業 食料品 2%

7,094 北海道 札幌市豊平区 セブン－イレブン札幌中の島１条１０丁目店 小売業 食料品 2%

7,095 北海道 札幌市豊平区 セブン－イレブン札幌中の島１条７丁目店 小売業 食料品 2%

7,096 北海道 札幌市豊平区 セブン－イレブン札幌西岡３条店 小売業 食料品 2%

7,097 北海道 札幌市豊平区 セブン－イレブン札幌西岡４条店 小売業 食料品 2%

7,098 北海道 札幌市豊平区 セブン－イレブン札幌平岸１条環状通店 小売業 食料品 2%
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7,099 北海道 札幌市豊平区 セブン－イレブン札幌平岸３条店 小売業 食料品 2%

7,100 北海道 札幌市豊平区 セブン－イレブン札幌平岸２条１３丁目店 小売業 食料品 2%

7,101 北海道 札幌市豊平区 セブン－イレブン札幌平岸２条７丁目店 小売業 食料品 2%

7,102 北海道 札幌市豊平区 セブンーイレブン札幌福住２条店 小売業 食料品 2%

7,103 北海道 札幌市豊平区 セブン－イレブン札幌美園１０条店 小売業 食料品 2%

7,104 北海道 札幌市豊平区 セブン－イレブン札幌美園５条店 小売業 食料品 2%

7,105 北海道 札幌市豊平区 セブン－イレブン札幌南平岸店 小売業 食料品 2%

7,106 北海道 札幌市豊平区 茶楽逢 小売業 食料品 5%

7,107 北海道 札幌市豊平区 ３１０４　知床スープカレー サービス 飲食業 5%

7,108 北海道 札幌市豊平区 ジェームス札幌ドーム前店 小売業 その他小売 2%

7,109 北海道 札幌市豊平区 Ｓｉｅｓｔａ　リンパドレナージュサロン　Ｓｉｅｓｔａ　リンパドレナージュサロン サービス その他サービス 5%

7,110 北海道 札幌市豊平区 Ｓｉｍｓ　Ｌａｎｅ　Ｂｕｒｇｅｒ サービス 飲食業 5%

7,111 北海道 札幌市豊平区 ＪＵＳＴ　ＦＲＩＥＮＤＳ　ジャストフレンズ 小売業 電化製品 5%

7,112 北海道 札幌市豊平区 鍼灸院くらさろ サービス その他サービス 5%

7,113 北海道 札幌市豊平区 紳士服の山下　羊ケ丘通店 小売業 衣料品 5%

7,114 北海道 札幌市豊平区 ＳＲＥＡＣ サービス 理容・美容業 5%

7,115 北海道 札幌市豊平区 せき写真場 サービス その他サービス 5%

7,116 北海道 札幌市豊平区 セジュール合同会社コスモ サービス その他サービス 5%

7,117 北海道 札幌市豊平区 ＤＩＡＭＯＮＤＤＵＳＴＣＡＴＴＥＲＹ 小売業 その他小売 5%

7,118 北海道 札幌市豊平区 大平洋建業株式会社 サービス その他サービス 5%

7,119 北海道 札幌市豊平区 ダイヤ用品販売豊平整備工場 サービス その他サービス 5%

7,120 北海道 札幌市豊平区 Ｄｕｔｃｈ－Ｏｖｅｎ． サービス 飲食業 5%

7,121 北海道 札幌市豊平区 チゲ酒場りすざるはサル サービス 飲食業 5%

7,122 北海道 札幌市豊平区 ＣＨＡＣＯ 小売業 食料品 5%

7,123 北海道 札幌市豊平区 ｃｈｉｌｌ　ｈｏｌｉｄａｙ サービス 理容・美容業 5%

7,124 北海道 札幌市豊平区 セブン－イレブン月寒２条店 小売業 食料品 2%

7,125 北海道 札幌市豊平区 てあて堂治療院 てあて堂治療院 サービス その他サービス 5%

7,126 北海道 札幌市豊平区 ＴＲ札幌　地下鉄福住駅前店 サービス その他サービス 2%

7,127 北海道 札幌市豊平区 ＤｉｇＢｅａｎｓ サービス その他サービス 5%

7,128 北海道 札幌市豊平区 ＴｒｕｅＷｉｎｇｓコンサルティング サービス その他サービス 5%

7,129 北海道 札幌市豊平区 トヨタ部品北海道共販トヨタ部品本社ＰｉＰ サービス その他サービス 5%

7,130 北海道 札幌市豊平区 トヨタ部品北海道共販本社営業所 サービス その他サービス 5%

7,131 北海道 札幌市豊平区 トヨタレンタリース札幌地下鉄福住駅前店 サービス その他サービス 2%

7,132 北海道 札幌市豊平区 トヨタレンタリース新札幌　豊平区役所羊ケ サービス その他サービス 2%

7,133 北海道 札幌市豊平区 セブン－イレブン豊平５条店 小売業 食料品 2%

7,134 北海道 札幌市豊平区 なごやか亭　福住店 サービス 飲食業 5%

7,135 北海道 札幌市豊平区 有限会社ナビコーポレーション 小売業 電化製品 5%

7,136 北海道 札幌市豊平区 ｎａｒｉｙａ サービス 宿泊業 5%

7,137 北海道 札幌市豊平区 布ナプキン＆ゆるライフこぶた虫 小売業 衣料品 5%

7,138 北海道 札幌市豊平区 ｎａｉｌ　ｓｏ?ｓｏｕ サービス その他サービス 5%

7,139 北海道 札幌市豊平区 ネッツトヨタ道都豊平店 小売業 その他小売 5%

7,140 北海道 札幌市豊平区 ネッツトヨタ道都平岸店 小売業 その他小売 5%
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7,141 北海道 札幌市豊平区 合同会社ｎｅｕ－ｅ サービス その他サービス 5%

7,142 北海道 札幌市豊平区 ＨＹＫＥ サービス 理容・美容業 5%

7,143 北海道 札幌市豊平区 パティスリー楽 サービス 飲食業 5%

7,144 北海道 札幌市豊平区 晩酌屋　さんすけ サービス 飲食業 5%

7,145 北海道 札幌市豊平区 ＢＭＯ札幌羊ケ丘通店 小売業 衣料品 5%

7,146 北海道 札幌市豊平区 ｈｉｋｕｉｄｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

7,147 北海道 札幌市豊平区 美容室 オーブ ヘアー サービス 理容・美容業 5%

7,148 北海道 札幌市豊平区 平岸つくね山海 サービス 飲食業 5%

7,149 北海道 札幌市豊平区 平岸まぐろ問屋　三四郎 サービス 飲食業 5%

7,150 北海道 札幌市豊平区 ファイヤーバーグ平岸店 サービス 飲食業 5%

7,151 北海道 札幌市豊平区 Ｖ１ＧｏｌｆＧｙｍ サービス その他サービス 5%

7,152 北海道 札幌市豊平区 ＦＡＩＴＨ　【フェイス】　中の島店 サービス 理容・美容業 5%

7,153 北海道 札幌市豊平区 ｆｅｌｉｃｅ． サービス 理容・美容業 5%

7,154 北海道 札幌市豊平区 福鮨 サービス 飲食業 5%

7,155 北海道 札幌市豊平区 福住珈琲焙煎店 小売業 食料品 5%

7,156 北海道 札幌市豊平区 フクちゃん　平岸店 小売業 食料品 5%

7,157 北海道 札幌市豊平区 メナード サービス 理容・美容業 5%

7,158 北海道 札幌市豊平区 フフジカン サービス その他サービス 5%

7,159 北海道 札幌市豊平区 Ｈａｉｒ　Ｌｏｕｎｇｅ　ｂｒｉｓｅ　【ブリーズ】 サービス 理容・美容業 5%

7,160 北海道 札幌市豊平区 ヘアーサロンＭＯＮＭＡ サービス 理容・美容業 5%

7,161 北海道 札幌市豊平区 平和園　蘭豆店 サービス 飲食業 5%

7,162 北海道 札幌市豊平区 ｐｅｓｃａ南平岸店 サービス 理容・美容業 5%

7,163 北海道 札幌市豊平区 ぼくぜん 福住店 サービス 飲食業 5%

7,164 北海道 札幌市豊平区 北海道ノマドレンタカー株式会社 サービス その他サービス 5%

7,165 北海道 札幌市豊平区 ＭａｎａＨａｎａ サービス その他サービス 5%

7,166 北海道 札幌市豊平区 まなび舎　Ｂｒａｉｎ　　　Ｖｉｓｉｏｎ サービス その他サービス 5%

7,167 北海道 札幌市豊平区 丸吉日新堂印刷株式会社 サービス その他サービス 5%

7,168 北海道 札幌市豊平区 みかみ サービス 飲食業 5%

7,169 北海道 札幌市豊平区 Ｍｒ．Ｓｅｔａーｋａｍｕｙ サービス その他サービス 5%

7,170 北海道 札幌市豊平区 南風自転車店 小売業 その他小売 5%

7,171 北海道 札幌市豊平区 村やん家 サービス 飲食業 5%

7,172 北海道 札幌市豊平区 メガネの富士　清田店 小売業 その他小売 5%

7,173 北海道 札幌市豊平区 メガネの富士　月寒店 小売業 その他小売 5%

7,174 北海道 札幌市豊平区 メガネの富士　平岸店 小売業 その他小売 5%

7,175 北海道 札幌市豊平区 ＭｅＫｅＡＬＯＨＡ?ハワイアンロミロミサロン? サービス 理容・美容業 5%

7,176 北海道 札幌市豊平区 メナード化粧品 サービス 理容・美容業 5%

7,177 北海道 札幌市豊平区 森永牛乳月寒販売店 森永牛乳月寒販売店 小売業 食料品 5%

7,178 北海道 札幌市豊平区 焼肉工房桜 サービス 飲食業 5%

7,179 北海道 札幌市豊平区 焼肉工房桜　焼肉工房　桜 サービス 飲食業 5%

7,180 北海道 札幌市豊平区 焼肉たんか　豊平店 サービス 飲食業 5%

7,181 北海道 札幌市豊平区 焼肉徳寿　豊平店 サービス 飲食業 5%

7,182 北海道 札幌市豊平区 ヤサカトレーディング サービス その他サービス 5%
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7,183 北海道 札幌市豊平区 山田餃子店 小売業 食料品 5%

7,184 北海道 札幌市豊平区 遺言相続合同会社 サービス その他サービス 5%

7,185 北海道 札幌市豊平区 有限会社アスク・スポーツ サービス その他サービス 5%

7,186 北海道 札幌市豊平区 個人ヨコタＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

7,187 北海道 札幌市豊平区 ４時間の整体トトノエル サービス その他サービス 5%

7,188 北海道 札幌市豊平区 Ｌａｖｉｅパートナーズ株式会社 サービス その他サービス 5%

7,189 北海道 札幌市豊平区 ＬｉｖｅＦｉｎｄ南平岸店 サービス その他サービス 5%

7,190 北海道 札幌市豊平区 Ｒｉｓｏｔｔｅｒｉａ　ＧＡＫＵ　ｈｉｒａｇｉｓｈｉ サービス 飲食業 5%

7,191 北海道 札幌市豊平区 ルラシオン 小売業 その他小売 5%

7,192 北海道 札幌市豊平区 Ｏｎｅ　Ｗｏｒｌｄ　【ワンワールド】　豊平区　美園　店 サービス 理容・美容業 5%

7,193 北海道 札幌市豊平区 ワンワンサロンＭＯＭＯＴＡ　ワンワンサロンＭＯＭＯＴＡ サービス その他サービス 5%

7,194 北海道 札幌市西区 アイフォンクリア　琴似駅前店 サービス その他サービス 5%

7,195 北海道 札幌市西区 アイラッシュサロン　Ｒｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

7,196 北海道 札幌市西区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｏｇｇｉ札幌琴似 サービス 宿泊業 5%

7,197 北海道 札幌市西区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｂｕｔｔｏｎ札幌琴似 サービス 理容・美容業 5%

7,198 北海道 札幌市西区 アスール山の手 サービス その他サービス 5%

7,199 北海道 札幌市西区 ａｃｃａ　ｘｅｒｏｗｇ サービス その他サービス 5%

7,200 北海道 札幌市西区 ａｄｄｉｃｔｉｏｎ５ サービス 理容・美容業 5%

7,201 北海道 札幌市西区 Ａｎ’ｓ　【アンズ】 サービス 理容・美容業 5%

7,202 北海道 札幌市西区 イースタイル発寒南 サービス 理容・美容業 5%

7,203 北海道 札幌市西区 居酒屋　琴似のきんぎょ サービス 飲食業 5%

7,204 北海道 札幌市西区 石屋製菓 小売業 食料品 5%

7,205 北海道 札幌市西区 出光ＡＩＸセルフ二十四軒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,206 北海道 札幌市西区 出光ＡＩＸセルフ八軒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,207 北海道 札幌市西区 出光発寒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,208 北海道 札幌市西区 株式会社ＡＷｉｎｅｓ サービス その他サービス 5%

7,209 北海道 札幌市西区 エービー石油 サービス その他サービス 5%

7,210 北海道 札幌市西区 ａｉｌｅ サービス その他サービス 5%

7,211 北海道 札幌市西区 ＦＰきよねぇ サービス その他サービス 5%

7,212 北海道 札幌市西区 エフユニット　ドットコム 小売業 衣料品 5%

7,213 北海道 札幌市西区 ｏｊ珈琲 サービス 飲食業 5%

7,214 北海道 札幌市西区 ｏｓｔｅｒｉａＴＯＮＯ　ｏｓｔｅｒｉａＴＯＮＯ サービス 飲食業 5%

7,215 北海道 札幌市西区 おはなや 小売業 その他小売 5%

7,216 北海道 札幌市西区 海鮮個室居酒屋　魚太郎　琴似店 サービス 飲食業 5%

7,217 北海道 札幌市西区 カイロプラクティックｍｏｉｔｉ サービス 理容・美容業 5%

7,218 北海道 札幌市西区 カイロプラクティックｍｏｎｉ サービス 理容・美容業 5%

7,219 北海道 札幌市西区 牡蠣喰家来 かきくけこ 琴似店 かきくけこ琴似店 サービス 飲食業 5%

7,220 北海道 札幌市西区 カスタムメイドスーツカンパニーＡｍｅｄｅｏ 小売業 衣料品 5%

7,221 北海道 札幌市西区 活菜旬魚 さんかい 琴似店 サービス 飲食業 5%

7,222 北海道 札幌市西区 株式会社吉粋 小売業 食料品 5%

7,223 北海道 札幌市西区 ＫｏｎｎｏＹｕｔｏ８８Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ サービス その他サービス 5%

7,224 北海道 札幌市西区 株式会社サンワイズ 小売業 その他小売 5%
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7,225 北海道 札幌市西区 株式会社まつもと漢方堂 小売業 その他小売 5%

7,226 北海道 札幌市西区 ＫＡＭＡＤＡ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

7,227 北海道 札幌市西区 カレ－ハウスＣＯＣＯ壱番屋西区八軒 サービス 飲食業 2%

7,228 北海道 札幌市西区 きのけん薬局 小売業 その他小売 5%

7,229 北海道 札幌市西区 ＣａｎｖａｓＣａｋｅｓ 小売業 食料品 5%

7,230 北海道 札幌市西区 行政書士ごうや事務所 サービス その他サービス 5%

7,231 北海道 札幌市西区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ札幌西店 小売業 その他小売 5%

7,232 北海道 札幌市西区 クイックドライかさはら　本店 サービス その他サービス 5%

7,233 北海道 札幌市西区 グースヘアーシュシュ サービス 理容・美容業 5%

7,234 北海道 札幌市西区 ＣＬａｐＳ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　【クラップスヘアデザイン】 サービス 理容・美容業 5%

7,235 北海道 札幌市西区 ｇｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

7,236 北海道 札幌市西区 ＧＡＭＥ　ＳＰＯＴ サービス 飲食業 5%

7,237 北海道 札幌市西区 ケンズカフェ サービス 飲食業 5%

7,238 北海道 札幌市西区 源整院 サービス 理容・美容業 5%

7,239 北海道 札幌市西区 合同会社小川商店 サービス 運輸業 5%

7,240 北海道 札幌市西区 コープトラベル にしの店 サービス その他サービス 5%

7,241 北海道 札幌市西区 コバック 発寒店 サービス その他サービス 5%

7,242 北海道 札幌市西区 コープトラベル・にしの店 サービス その他サービス 5%

7,243 北海道 札幌市西区 Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｂａｒ　ＳＨＩＳＨＵ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｂａｒ　ＳＨＩＳＨＵ サービス 飲食業 5%

7,244 北海道 札幌市西区 コンパスベル・スズキ 小売業 電化製品 5%

7,245 北海道 札幌市西区 ＣＹＣＬＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ　サイクルファクトリー 小売業 その他小売 5%

7,246 北海道 札幌市西区 さかうえデンキ 小売業 電化製品 5%

7,247 北海道 札幌市西区 佐々木電器 小売業 電化製品 5%

7,248 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌琴似３条２丁目店 小売業 食料品 2%

7,249 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌琴似２条店 小売業 食料品 2%

7,250 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌琴似本通店 小売業 食料品 2%

7,251 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌新川通り店 小売業 食料品 2%

7,252 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌西野５条店 小売業 食料品 2%

7,253 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌西野２条店 小売業 食料品 2%

7,254 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌西野４条４丁目店 小売業 食料品 2%

7,255 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌西野６条店 小売業 食料品 2%

7,256 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌西町北店 小売業 食料品 2%

7,257 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌西町南１３丁目店 小売業 食料品 2%

7,258 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌二十四軒２条店 小売業 食料品 2%

7,259 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌二十四軒３条１丁目店 小売業 食料品 2%

7,260 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌二十四軒店 小売業 食料品 2%

7,261 北海道 札幌市西区 札幌の中古自転車屋さんアジア サービス その他サービス 5%

7,262 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌八軒１条東１丁目店 小売業 食料品 2%

7,263 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌八軒５条西９丁目店 小売業 食料品 2%

7,264 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌八軒５条西店 小売業 食料品 2%

7,265 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌八軒８条店 小売業 食料品 2%

7,266 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌八軒６条西店 小売業 食料品 2%
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7,267 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌発寒１１条店 小売業 食料品 2%

7,268 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌発寒１３条４丁目店 小売業 食料品 2%

7,269 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌発寒１５条店 小売業 食料品 2%

7,270 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌発寒１２条店 小売業 食料品 2%

7,271 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌発寒７条店 小売業 食料品 2%

7,272 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌発寒８条店 小売業 食料品 2%

7,273 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌発寒南駅前店 小売業 食料品 2%

7,274 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌発寒４条店 小売業 食料品 2%

7,275 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌発寒６条１３丁目店 小売業 食料品 2%

7,276 北海道 札幌市西区 セブンーイレブン札幌発寒６条店 小売業 食料品 2%

7,277 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌福井３丁目店 小売業 食料品 2%

7,278 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌平和店 小売業 食料品 2%

7,279 北海道 札幌市西区 札幌ホテルヤマチ サービス 宿泊業 5%

7,280 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌宮の沢駅前店 小売業 食料品 2%

7,281 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌山の手３条店 小売業 食料品 2%

7,282 北海道 札幌市西区 セブン－イレブン札幌山の手２条７丁目店 小売業 食料品 2%

7,283 北海道 札幌市西区 茶寮　てとら サービス 飲食業 5%

7,284 北海道 札幌市西区 三王建設興産株式会社 サービス その他サービス 5%

7,285 北海道 札幌市西区 しあわせカイロプラクティック院 サービス その他サービス 5%

7,286 北海道 札幌市西区 ＣＰサロンフェリーチェ サービス 理容・美容業 5%

7,287 北海道 札幌市西区 ジェームス琴似店 小売業 その他小売 2%

7,288 北海道 札幌市西区 ジョイリンク サービス その他サービス 5%

7,289 北海道 札幌市西区 食の大地 音更ぎょうざの宝永 札幌本店 小売業 食料品 5%

7,290 北海道 札幌市西区 白い恋人パーク 小売業 食料品 5%

7,291 北海道 札幌市西区 白い恋人パーク（ユキチカ） 小売業 食料品 5%

7,292 北海道 札幌市西区 ｓｔａｒｌｙ サービス 理容・美容業 5%

7,293 北海道 札幌市西区 雪峰 サービス 飲食業 5%

7,294 北海道 札幌市西区 そば処　山之屋 サービス 飲食業 5%

7,295 北海道 札幌市西区 ダイコク八軒店 小売業 その他小売 5%

7,296 北海道 札幌市西区 たこやき　利久 サービス 飲食業 5%

7,297 北海道 札幌市西区 たにうち　たにうち 小売業 食料品 5%

7,298 北海道 札幌市西区 中國食彩Ａｏｙａｍａ サービス 飲食業 5%

7,299 北海道 札幌市西区 札幌の中古自転車屋さんアジア 小売業 その他小売 5%

7,300 北海道 札幌市西区 低糖質スイーツＲｏｔｏｎｄｉｔａ 小売業 食料品 5%

7,301 北海道 札幌市西区 トータルビューティサロンいち凛 サービス 理容・美容業 5%

7,302 北海道 札幌市西区 床やのきむら サービス 理容・美容業 5%

7,303 北海道 札幌市西区 トムどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

7,304 北海道 札幌市西区 トヨタレンタリース札幌琴似駅前店 サービス その他サービス 2%

7,305 北海道 札幌市西区 トヨタレンタリース新札幌西町店 サービス その他サービス 2%

7,306 北海道 札幌市西区 トヨタレンタリース札幌　発寒１３条下手稲 サービス その他サービス 2%

7,307 北海道 札幌市西区 鳥太郎　琴似本店 サービス 飲食業 5%

7,308 北海道 札幌市西区 ＤＯＲＵＴＨＹ ドルシー 小売業 衣料品 5%
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7,309 北海道 札幌市西区 なごやか亭 八軒店 サービス 飲食業 5%

7,310 北海道 札幌市西区 なごやか亭 発寒店 サービス 飲食業 5%

7,311 北海道 札幌市西区 虹色スマイル 小売業 衣料品 5%

7,312 北海道 札幌市西区 二十四軒 サービス 理容・美容業 5%

7,313 北海道 札幌市西区 ネッツトヨタ道都Ｕ－ＭＥＧＡ山の手店 小売業 その他小売 5%

7,314 北海道 札幌市西区 のみ屋酔鮮 サービス 飲食業 5%

7,315 北海道 札幌市西区 ＢＡＲＢＥＲ　Ｃ＆Ｒ サービス 理容・美容業 5%

7,316 北海道 札幌市西区 ＢＭＯ札幌八軒店 小売業 衣料品 5%

7,317 北海道 札幌市西区 美整ラボ サービス その他サービス 5%

7,318 北海道 札幌市西区 美容室クオリア サービス 理容・美容業 5%

7,319 北海道 札幌市西区 フクちゃん　琴似店 小売業 食料品 5%

7,320 北海道 札幌市西区 富士メガネ　５５８８琴似店 小売業 その他小売 5%

7,321 北海道 札幌市西区 富士メガネ　手稲駅前店 小売業 その他小売 5%

7,322 北海道 札幌市西区 富士メガネ　西野店 小売業 その他小売 5%

7,323 北海道 札幌市西区 不動産のｅａ札幌琴似店 サービス その他サービス 5%

7,324 北海道 札幌市西区 ｂｒｉｎｃａｒ　【プリンカール】 サービス 理容・美容業 5%

7,325 北海道 札幌市西区 フルーロン花佳 フルーロン花佳 小売業 その他小売 5%

7,326 北海道 札幌市西区 プロスペレアンサンブル サービス 飲食業 5%

7,327 北海道 札幌市西区 ＨＡＩＲＭＡＫＥ　ＲＯＳＹ八軒店 サービス 理容・美容業 5%

7,328 北海道 札幌市西区 ＯＮＥ　ＳＴＡＲ　☆ サービス 理容・美容業 5%

7,329 北海道 札幌市西区 Ｈａｉｒ　ｎｉｃｅ　ｄａｙ　ＯＮＥ　ＳＴＡＲ サービス 理容・美容業 5%

7,330 北海道 札幌市西区 ＨＡＩＲ＆ＢＥＡＵＴＹあるちざん サービス 理容・美容業 5%

7,331 北海道 札幌市西区 ｈａｉｒｇａｌｌｅｒｙＲｕｐｉ サービス その他サービス 5%

7,332 北海道 札幌市西区 マーブルヘアー西野 サービス 理容・美容業 5%

7,333 北海道 札幌市西区 マーブルヘアー西町 サービス 理容・美容業 5%

7,334 北海道 札幌市西区 まるいち北海素材株式会社 サービス 飲食業 5%

7,335 北海道 札幌市西区 マンボウ西野店 小売業 食料品 5%

7,336 北海道 札幌市西区 水引装飾Ｔｗｉｌｉｇｈｔ 小売業 その他小売 5%

7,337 北海道 札幌市西区 メガネの富士　琴似店 小売業 その他小売 5%

7,338 北海道 札幌市西区 めでぃかるカイロサロンまりん サービス 理容・美容業 5%

7,339 北海道 札幌市西区 めでぃかるカイロサロン?まりん? サービス 理容・美容業 5%

7,340 北海道 札幌市西区 メナードフェイシャルサロン サービス 理容・美容業 5%

7,341 北海道 札幌市西区 メナードフェイシャルサロン二十四軒店 サービス 理容・美容業 5%

7,342 北海道 札幌市西区 ＳＨＩＮＪＯ サービス 理容・美容業 5%

7,343 北海道 札幌市西区 焼肉徳寿　八軒店 サービス 飲食業 5%

7,344 北海道 札幌市西区 有限会社クルーズ サービス その他サービス 5%

7,345 北海道 札幌市西区 Ｕｎｉｔｅｐｅａｃｅ 小売業 その他小売 5%

7,346 北海道 札幌市西区 湯屋サーモン サービス その他サービス 5%

7,347 北海道 札幌市西区 椿サロン本店夜の部 サービス 飲食業 5%

7,348 北海道 札幌市西区 蘭子チャタイム紅茶店 サービス その他サービス 5%

7,349 北海道 札幌市西区 Ｒｅｍｏｄｅｌ．Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓ宇都宮 サービス その他サービス 5%

7,350 北海道 札幌市西区 理容　福原 サービス 理容・美容業 5%
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7,351 北海道 札幌市西区 ＬＩＮＫＳ サービス 理容・美容業 5%

7,352 北海道 札幌市西区 ｒｕｐｏｐｏｌｕ琴似店 サービス 理容・美容業 5%

7,353 北海道 札幌市東区 アーバンホテルマルコー サービス 宿泊業 5%

7,354 北海道 札幌市東区 アイ車工房　フロム サービス その他サービス 5%

7,355 北海道 札幌市東区 アイピーエス 小売業 その他小売 5%

7,356 北海道 札幌市東区 足うら屋 サービス 理容・美容業 5%

7,357 北海道 札幌市東区 アトリエクラフト サービス その他サービス 5%

7,358 北海道 札幌市東区 Ａｒａｉ　Ｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

7,359 北海道 札幌市東区 石狩住建工房 サービス その他サービス 5%

7,360 北海道 札幌市東区 市川会計事務所 サービス その他サービス 5%

7,361 北海道 札幌市東区 出光ＡＩＸ新光北２５条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,362 北海道 札幌市東区 出光ＡＩＸセルフ伏古ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,363 北海道 札幌市東区 出光光星ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,364 北海道 札幌市東区 出光北都ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,365 北海道 札幌市東区 出光本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,366 北海道 札幌市東区 岩崎電子補聴器センター元町店 小売業 その他小売 5%

7,367 北海道 札幌市東区 Ｖｉｖｏ　ｈａｉｒ＆ｍａｒｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

7,368 北海道 札幌市東区 ｖｉｃｅｌｌａ サービス 理容・美容業 5%

7,369 北海道 札幌市東区 海さくら　元町店 サービス 飲食業 5%

7,370 北海道 札幌市東区 ＵＬＴＲＡｍｉｎｔｃｏｍｐａｎｙ サービス その他サービス 5%

7,371 北海道 札幌市東区 Ｘ?ＭＡＮ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

7,372 北海道 札幌市東区 エフユニット　新道東店 小売業 衣料品 5%

7,373 北海道 札幌市東区 ＭーＳＴＡＧＥ　イオン苗穂店 小売業 その他小売 5%

7,374 北海道 札幌市東区 ｏｒａｌｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎＬｕＬｕ サービス その他サービス 5%

7,375 北海道 札幌市東区 カーライフシステム株式会社 サービス その他サービス 5%

7,376 北海道 札幌市東区 海天丸北２３条店 サービス 飲食業 5%

7,377 北海道 札幌市東区 カウンセリングサロンリコープ サービス その他サービス 5%

7,378 北海道 札幌市東区 活菜旬魚　さんかい　環状通東 サービス 飲食業 5%

7,379 北海道 札幌市東区 株式会社イーストコーポレーション サービス その他サービス 5%

7,380 北海道 札幌市東区 株式会社シーズ サービス その他サービス 5%

7,381 北海道 札幌市東区 株式会社野村佛檀店　札幌店 小売業 その他小売 5%

7,382 北海道 札幌市東区 株式会社マキ商会 株式会社マキ商会 小売業 電化製品 5%

7,383 北海道 札幌市東区 亀岡　タクシー サービス 運輸業 5%

7,384 北海道 札幌市東区 かりきアニマルクリニック サービス その他サービス 5%

7,385 北海道 札幌市東区 ガレージサイクル サービス その他サービス 5%

7,386 北海道 札幌市東区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東区栄町店 サービス 飲食業 2%

7,387 北海道 札幌市東区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東区伏古店 サービス 飲食業 2%

7,388 北海道 札幌市東区 カンディハウス道央支店 小売業 家具・調度品 5%

7,389 北海道 札幌市東区 キグナス　キグナス丘珠空港通 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,390 北海道 札幌市東区 ＫＹＧＮＵＳ丘珠空港通店 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,391 北海道 札幌市東区 北園丘珠店 サービス 飲食業 5%

7,392 北海道 札幌市東区 キャピック　サッポロ サービス その他サービス 5%

178



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

7,393 北海道 札幌市東区 キャピックサッポロ２ サービス その他サービス 5%

7,394 北海道 札幌市東区 牛角札幌元町店 サービス 飲食業 2%

7,395 北海道 札幌市東区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ札幌東店 小売業 その他小売 5%

7,396 北海道 札幌市東区 Ａ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

7,397 北海道 札幌市東区 クラフトワークス 小売業 その他小売 5%

7,398 北海道 札幌市東区 ＣＬＯＣＫＯ＇ＣＬＯＣＫ 小売業 家具・調度品 5%

7,399 北海道 札幌市東区 ケンタネイル サービス その他サービス 5%

7,400 北海道 札幌市東区 珈琲舎ちんちら　珈琲舎ちんちら サービス 飲食業 5%

7,401 北海道 札幌市東区 こりほぐし専門店ほぐしやプラス サービス 理容・美容業 5%

7,402 北海道 札幌市東区 酒の早坂商店 小売業 その他小売 5%

7,403 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北１１条東３丁目店 小売業 食料品 2%

7,404 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北１８条東１５丁目店 小売業 食料品 2%

7,405 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北丘珠店 小売業 食料品 2%

7,406 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北３１条東店 小売業 食料品 2%

7,407 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北３５条東店 小売業 食料品 2%

7,408 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北３９条東１６丁目店 小売業 食料品 2%

7,409 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北３２条店 小売業 食料品 2%

7,410 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北３７条東店 小売業 食料品 2%

7,411 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北３４条東１３丁目店 小売業 食料品 2%

7,412 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北１９条東店 小売業 食料品 2%

7,413 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北１５条東店 小売業 食料品 2%

7,414 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北１３条東駅前店 小売業 食料品 2%

7,415 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北１０条東店 小売業 食料品 2%

7,416 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北１２条東店 小売業 食料品 2%

7,417 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北１８条東１６丁目店 小売業 食料品 2%

7,418 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北１８条東店 小売業 食料品 2%

7,419 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北２１条東１５丁目店 小売業 食料品 2%

7,420 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北２１条東８丁目店 小売業 食料品 2%

7,421 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北２０条東店 小売業 食料品 2%

7,422 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北２６条店 小売業 食料品 2%

7,423 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北２７条東店 小売業 食料品 2%

7,424 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北２４条通り店 小売業 食料品 2%

7,425 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北２４条東店 小売業 食料品 2%

7,426 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北８条東５丁目店 小売業 食料品 2%

7,427 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北４１条東９丁目店 小売業 食料品 2%

7,428 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北４５条東１４丁目店 小売業 食料品 2%

7,429 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌北４２条東１８丁目店 小売業 食料品 2%

7,430 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌三角点通り店 小売業 食料品 2%

7,431 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌東雁来９条４丁目店 小売業 食料品 2%

7,432 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌東雁来１１条店 小売業 食料品 2%

7,433 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌東雁来店 小売業 食料品 2%

7,434 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌東苗穂１条店 小売業 食料品 2%
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7,435 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌東苗穂７条店 小売業 食料品 2%

7,436 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌東苗穂４条店 小売業 食料品 2%

7,437 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌伏古１２条店 小売業 食料品 2%

7,438 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌伏古３条店 小売業 食料品 2%

7,439 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌伏古８条店 小売業 食料品 2%

7,440 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌本町１条９丁目店 小売業 食料品 2%

7,441 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌本町１条店 小売業 食料品 2%

7,442 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌本町２条店 小売業 食料品 2%

7,443 北海道 札幌市東区 セブン－イレブン札幌元町駅前店 小売業 食料品 2%

7,444 北海道 札幌市東区 サロン１７１ サービス 理容・美容業 5%

7,445 北海道 札幌市東区 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 札幌 営 ８１０２８１ 小売業 その他小売 5%

7,446 北海道 札幌市東区 ジェームス　百合が原店 小売業 その他小売 2%

7,447 北海道 札幌市東区 ＳＩＰＰＯ’ＳＳＡＭＰＬＩＮＧ 小売業 衣料品 5%

7,448 北海道 札幌市東区 シュシュブラン サービス 理容・美容業 5%

7,449 北海道 札幌市東区 書肆吉成 小売業 その他小売 5%

7,450 北海道 札幌市東区 ＳＨＩＲＡＫＩ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

7,451 北海道 札幌市東区 紳士服の山下　新道東店 小売業 衣料品 5%

7,452 北海道 札幌市東区 新日本補聴器センター札幌店 小売業 その他小売 5%

7,453 北海道 札幌市東区 スーパーカット北３２条店 サービス 理容・美容業 5%

7,454 北海道 札幌市東区 スーパーカット元町店 サービス 理容・美容業 5%

7,455 北海道 札幌市東区 Ｓｔｅａｌ　Ｌｅａｔｈｅｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ 小売業 その他小売 5%

7,456 北海道 札幌市東区 ＳＴＥＰＰＩＮＧＳＴＯＮＥＳ 小売業 衣料品 5%

7,457 北海道 札幌市東区 ストレート　札幌店 小売業 その他小売 5%

7,458 北海道 札幌市東区 炭焼酒場　ぽん太 サービス 飲食業 5%

7,459 北海道 札幌市東区 Ｓｌｏｗ　Ｌｉｆｅ サービス その他サービス 5%

7,460 北海道 札幌市東区 ＳＯＬＢＡ　　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

7,461 北海道 札幌市東区 たかのでんき 小売業 電化製品 5%

7,462 北海道 札幌市東区 Ｔｕｍｂｌｅ　ｗｅｅｄ サービス 理容・美容業 5%

7,463 北海道 札幌市東区 ｄｅｆ【デフ】 サービス 理容・美容業 5%

7,464 北海道 札幌市東区 トヨタレンタリース札幌　東苗穂店 サービス その他サービス 2%

7,465 北海道 札幌市東区 トヨタレンタリース新札幌　環状通東苗穂店 サービス その他サービス 2%

7,466 北海道 札幌市東区 トヨタレンタリース新札幌丘珠空港栄町店 サービス その他サービス 2%

7,467 北海道 札幌市東区 鳥あたま本店 サービス 飲食業 5%

7,468 北海道 札幌市東区 和みｄｉｎｉｎｇ笑琉 サービス 飲食業 5%

7,469 北海道 札幌市東区 ナタリー＆アローナアナザーステージ店 サービス 理容・美容業 5%

7,470 北海道 札幌市東区 ナタリー＆アローナフェリス店 サービス 理容・美容業 5%

7,471 北海道 札幌市東区 ねいるず　すとーりー サービス その他サービス 5%

7,472 北海道 札幌市東区 ＮＡＩＬＤＥＳＯＵ サービス 理容・美容業 5%

7,473 北海道 札幌市東区 ネッツトヨタ道都北２６条店 小売業 その他小売 5%

7,474 北海道 札幌市東区 ネッツトヨタ道都元町店 小売業 その他小売 5%

7,475 北海道 札幌市東区 パックマン 北光店 小売業 その他小売 5%

7,476 北海道 札幌市東区 パックマン　北光店 小売業 その他小売 5%
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7,477 北海道 札幌市東区 ＨＯＮＥＹＳＴＹＬＥスポさか サービス 理容・美容業 5%

7,478 北海道 札幌市東区 はまなす薬局元町店 小売業 その他小売 5%

7,479 北海道 札幌市東区 ｐａｌｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

7,480 北海道 札幌市東区 ハンダ電器 小売業 電化製品 5%

7,481 北海道 札幌市東区 ＢＭＯ　札幌新道本店 小売業 衣料品 5%

7,482 北海道 札幌市東区 東日本自動車タイヤ株式会社　新道店 小売業 その他小売 5%

7,483 北海道 札幌市東区 株式会社ビットバレー 小売業 電化製品 5%

7,484 北海道 札幌市東区 ＢｅａｕｔｙｓａｌｏｎＲｉｍｅ－ｒａ サービス 理容・美容業 5%

7,485 北海道 札幌市東区 ファンフェア有限責任事業組合 小売業 その他小売 5%

7,486 北海道 札幌市東区 フシコデンキ 小売業 電化製品 5%

7,487 北海道 札幌市東区 不二石油株式会社　苗穂店 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,488 北海道 札幌市東区 富士メガネ　北４２条店 小売業 その他小売 5%

7,489 北海道 札幌市東区 富士メガネ　栄町店 小売業 その他小売 5%

7,490 北海道 札幌市東区 富士メガネ　ジャスコ札幌元町店 小売業 その他小売 5%

7,491 北海道 札幌市東区 富士メガネ東苗穂サティ店 小売業 その他小売 5%

7,492 北海道 札幌市東区 富士メガネ　伏古店 小売業 その他小売 5%

7,493 北海道 札幌市東区 富士メガネ　元町店 小売業 その他小売 5%

7,494 北海道 札幌市東区 ｂｒａｚｏ サービス その他サービス 5%

7,495 北海道 札幌市東区 ＢＬＵＥＳＫＹレンタカー サービス その他サービス 5%

7,496 北海道 札幌市東区 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ｍａｔｋａ サービス 理容・美容業 5%

7,497 北海道 札幌市東区 ＲＥ．ｒｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

7,498 北海道 札幌市東区 ヘアーワークス英 サービス 理容・美容業 5%

7,499 北海道 札幌市東区 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ｓａｎｓーｓｏｕｃｉ　【サン・スーシ】 サービス 理容・美容業 5%

7,500 北海道 札幌市東区 べびーでこれーしょん 小売業 その他小売 5%

7,501 北海道 札幌市東区 株式会社ロベ商会 小売業 貴金属・服飾品 5%

7,502 北海道 札幌市東区 ぼくぜん　伏古店 サービス 飲食業 5%

7,503 北海道 札幌市東区 ＨｏｋｕｔｏＬｅｉ サービス その他サービス 5%

7,504 北海道 札幌市東区 ホクレンホームセンター 小売業 家具・調度品 5%

7,505 北海道 札幌市東区 ホクレンホームセンター（催事） 小売業 家具・調度品 5%

7,506 北海道 札幌市東区 まこと引越センター サービス 運輸業 5%

7,507 北海道 札幌市東区 三上亜友 サービス 理容・美容業 5%

7,508 北海道 札幌市東区 三井温熱治療院　香蓮 サービス その他サービス 5%

7,509 北海道 札幌市東区 ミニヨン サービス 理容・美容業 5%

7,510 北海道 札幌市東区 メガネの富士　北４２条店 小売業 その他小売 5%

7,511 北海道 札幌市東区 もみっこの里 サービス その他サービス 5%

7,512 北海道 札幌市東区 焼肉空間三牛士 サービス 飲食業 5%

7,513 北海道 札幌市東区 焼肉ハウス　徳寿　新道店 サービス 飲食業 5%

7,514 北海道 札幌市東区 オムコ 小売業 家具・調度品 5%

7,515 北海道 札幌市東区 湯山動物病院 サービス その他サービス 5%

7,516 北海道 札幌市東区 らーめん専家羅妃焚新道店 サービス 飲食業 5%

7,517 北海道 札幌市東区 株式会社ライフサクライ 小売業 その他小売 5%

7,518 北海道 札幌市東区 ｒｅａＲｉｓｍ　【リアリズム】 サービス 理容・美容業 5%
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7,519 北海道 札幌市東区 リバーランドサービス 小売業 その他小売 5%

7,520 北海道 札幌市東区 Ｃｈａｌｅｕｒ． サービス その他サービス 5%

7,521 北海道 札幌市東区 ＬＵＮＡ－Ｈｅａｌｉｎｇｓａｌｏｎ－ サービス 理容・美容業 5%

7,522 北海道 札幌市南区 アイフォンクリア　イオン札幌藻岩店　イオン札幌藻岩店 サービス その他サービス 5%

7,523 北海道 札幌市南区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｕｌｍｅｎ札幌澄川 サービス 理容・美容業 5%

7,524 北海道 札幌市南区 味通 サービス 飲食業 5%

7,525 北海道 札幌市南区 出光石山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,526 北海道 札幌市南区 出光五輪通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,527 北海道 札幌市南区 出光藤野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,528 北海道 札幌市南区 出光真駒内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,529 北海道 札幌市南区 今井運送店 サービス 運輸業 5%

7,530 北海道 札幌市南区 今井運送店 本店 サービス 運輸業 5%

7,531 北海道 札幌市南区 癒し処さかい サービス その他サービス 5%

7,532 北海道 札幌市南区 ＩＮＴＥＮＴ サービス 理容・美容業 5%

7,533 北海道 札幌市南区 上田理髪店澄川 サービス 理容・美容業 5%

7,534 北海道 札幌市南区 えぞりすｍｅａｌ サービス 飲食業 5%

7,535 北海道 札幌市南区 個人大原タクシー サービス 運輸業 5%

7,536 北海道 札幌市南区 奥定山渓　佳松御苑 サービス 宿泊業 5%

7,537 北海道 札幌市南区 小原幸子 サービス その他サービス 5%

7,538 北海道 札幌市南区 佳松御苑 サービス 宿泊業 5%

7,539 北海道 札幌市南区 活菜旬魚 さんかい 澄川店 サービス 飲食業 5%

7,540 北海道 札幌市南区 パソコン 小売業 電化製品 5%

7,541 北海道 札幌市南区 金工舎 小売業 衣料品 5%

7,542 北海道 札幌市南区 ｃｏｃｏｍｉｋｏ サービス 理容・美容業 5%

7,543 北海道 札幌市南区 個人高橋タクシー サービス 運輸業 5%

7,544 北海道 札幌市南区 コープトラベル・ソシア店 サービス その他サービス 5%

7,545 北海道 札幌市南区 コメックスインターナショナル 小売業 電化製品 5%

7,546 北海道 札幌市南区 ＳＯＵＴＨＰＡＲＫ サービス 理容・美容業 5%

7,547 北海道 札幌市南区 セブン－イレブン札幌石山２条店 小売業 食料品 2%

7,548 北海道 札幌市南区 セブン－イレブン札幌石山東３丁目店 小売業 食料品 2%

7,549 北海道 札幌市南区 セブン－イレブン札幌川沿１１条店 小売業 食料品 2%

7,550 北海道 札幌市南区 セブン－イレブン札幌川沿１２条店 小売業 食料品 2%

7,551 北海道 札幌市南区 セブン－イレブン札幌川沿５条３丁目店 小売業 食料品 2%

7,552 北海道 札幌市南区 セブン－イレブン札幌川沿２条店 小売業 食料品 2%

7,553 北海道 札幌市南区 札幌コムモデル 小売業 その他小売 5%

7,554 北海道 札幌市南区 セブン－イレブン札幌自衛隊駅前店 小売業 食料品 2%

7,555 北海道 札幌市南区 セブン－イレブン札幌澄川駅前店 小売業 食料品 2%

7,556 北海道 札幌市南区 セブン－イレブン札幌澄川５条１１丁目店 小売業 食料品 2%

7,557 北海道 札幌市南区 セブン－イレブン札幌澄川３条５丁目店 小売業 食料品 2%

7,558 北海道 札幌市南区 セブン－イレブン札幌澄川中央店 小売業 食料品 2%

7,559 北海道 札幌市南区 セブン－イレブン札幌澄川６条店 小売業 食料品 2%

7,560 北海道 札幌市南区 セブン－イレブン札幌藤野３条１１丁目店 小売業 食料品 2%
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7,561 北海道 札幌市南区 セブン－イレブン札幌藤野３条店 小売業 食料品 2%

7,562 北海道 札幌市南区 セブン－イレブン札幌藤野２条店 小売業 食料品 2%

7,563 北海道 札幌市南区 セブン－イレブン札幌真駒内幸町店 小売業 食料品 2%

7,564 北海道 札幌市南区 セブン－イレブン札幌真駒内南町店 小売業 食料品 2%

7,565 北海道 札幌市南区 札幌緑が丘動物病院　札幌緑が丘動物病院 サービス その他サービス 5%

7,566 北海道 札幌市南区 佐藤洋菓子店 サービス 飲食業 5%

7,567 北海道 札幌市南区 ＳＡＭＡ川沿店 サービス 飲食業 5%

7,568 北海道 札幌市南区 ジェームス石山店 小売業 その他小売 2%

7,569 北海道 札幌市南区 姿勢屋札幌 サービス その他サービス 5%

7,570 北海道 札幌市南区 ジャンプ２１ふじのこながや電器 小売業 電化製品 5%

7,571 北海道 札幌市南区 章月グランドホテル サービス 宿泊業 5%

7,572 北海道 札幌市南区 定山渓グランドホテル サービス 宿泊業 5%

7,573 北海道 札幌市南区 ＳＷＥＥＴＳ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

7,574 北海道 札幌市南区 すたみな太郎　札幌石山店 サービス 飲食業 5%

7,575 北海道 札幌市南区 スポーツショップ古内 小売業 その他小売 5%

7,576 北海道 札幌市南区 整体リラクゼーションパステル?Ｉ サービス その他サービス 5%

7,577 北海道 札幌市南区 そうあいタクシー サービス 運輸業 5%

7,578 北海道 札幌市南区 そよかぜ薬局 小売業 その他小売 5%

7,579 北海道 札幌市南区 高橋タクシー サービス 運輸業 5%

7,580 北海道 札幌市南区 デンキのスズキ 小売業 電化製品 5%

7,581 北海道 札幌市南区 デンキのスズキ東海店 小売業 電化製品 5%

7,582 北海道 札幌市南区 陶房天藍 サービス その他サービス 5%

7,583 北海道 札幌市南区 ｔｏｐｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

7,584 北海道 札幌市南区 ナナタクシー サービス 運輸業 5%

7,585 北海道 札幌市南区 ニューグランドホテル サービス 宿泊業 5%

7,586 北海道 札幌市南区 バーナード　スクエア　バーナード　スクエア サービス 飲食業 5%

7,587 北海道 札幌市南区 Ｂａｒｂａｒ Ｓｈｏｐ ＣＵＴＭＡＮ サービス 理容・美容業 5%

7,588 北海道 札幌市南区 バーナード・スクエア サービス 飲食業 5%

7,589 北海道 札幌市南区 ハナマメ サービス その他サービス 5%

7,590 北海道 札幌市南区 春木自転車商会 小売業 その他小売 5%

7,591 北海道 札幌市南区 澄川麦酒醸造所　ビアパブ　ひらら サービス 飲食業 5%

7,592 北海道 札幌市南区 美容室アルストロメリア サービス 理容・美容業 5%

7,593 北海道 札幌市南区 美容室アルチザン サービス 理容・美容業 5%

7,594 北海道 札幌市南区 ＦＯＯＤ２９Ｉｎｃ． 小売業 食料品 5%

7,595 北海道 札幌市南区 フジクラＦＩＴ－ＯＮスタジオ札幌 小売業 その他小売 5%

7,596 北海道 札幌市南区 富士メガネ　川沿店 小売業 その他小売 5%

7,597 北海道 札幌市南区 ヘアサロン　カシュカシュ サービス 理容・美容業 5%

7,598 北海道 札幌市南区 ホテル鹿の湯 サービス 宿泊業 5%

7,599 北海道 札幌市南区 松岡タクシー サービス 運輸業 5%

7,600 北海道 札幌市南区 マツムラタクシー サービス 運輸業 5%

7,601 北海道 札幌市南区 みかほ電器プラザ澄川 小売業 電化製品 5%

7,602 北海道 札幌市南区 ミスターリフォーム サービス その他サービス 5%
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7,603 北海道 札幌市南区 宮本産商株式会社 小売業 家具・調度品 5%

7,604 北海道 札幌市南区 メガネの富士　真駒内店 小売業 その他小売 5%

7,605 北海道 札幌市南区 悠久の宿　白糸 サービス 宿泊業 5%

7,606 北海道 札幌市南区 湯沢園芸 小売業 その他小売 5%

7,607 北海道 札幌市南区 リアライズインターナショナル株式会社 小売業 その他小売 5%

7,608 北海道 札幌市南区 ＷＩＳＥ　ＤＯＧ　ＷＩＳＥ　ＤＯＧ サービス その他サービス 5%

7,609 北海道 札幌市南区 プロスパーレンタリース サービス その他サービス 5%

7,610 北海道 様似町 様似ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,611 北海道 様似町 様似ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,612 北海道 様似町 セブン－イレブン様似大通２丁目店 小売業 食料品 2%

7,613 北海道 様似町 株式会社ハヤサカ 小売業 その他小売 5%

7,614 北海道 様似町 美容室ピアヤマモト　錦町店 サービス 理容・美容業 5%

7,615 北海道 様似町 美容室ピアヤマモト　本町店 サービス 理容・美容業 5%

7,616 北海道 更別村 アウトドアネイバフッド サービス その他サービス 5%

7,617 北海道 更別村 更別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,618 北海道 更別村 セブン－イレブン更別店 小売業 食料品 2%

7,619 北海道 更別村 ヤマジョウ 小売業 電化製品 5%

7,620 北海道 猿払村 猿払　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,621 北海道 佐呂間町 出光佐呂間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,622 北海道 佐呂間町 宇野自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

7,623 北海道 佐呂間町 佐呂間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,624 北海道 佐呂間町 佐呂間 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,625 北海道 佐呂間町 セブン－イレブン佐呂間宮前店 小売業 食料品 2%

7,626 北海道 佐呂間町 サンショップよしの 小売業 その他小売 5%

7,627 北海道 佐呂間町 配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,628 北海道 佐呂間町 ユモト 小売業 電化製品 5%

7,629 北海道 鹿追町 浅野青果 小売業 食料品 5%

7,630 北海道 鹿追町 居酒ＢＡＲ初音 居酒ＢＡＲ初音 サービス 飲食業 5%

7,631 北海道 鹿追町 ｅすまいるタニ 小売業 電化製品 5%

7,632 北海道 鹿追町 ホクレン　瓜幕支所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 5%

7,633 北海道 鹿追町 ホクレン　瓜幕支所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 5%

7,634 北海道 鹿追町 エア・トリップ サービス その他サービス 5%

7,635 北海道 鹿追町 Ａコープ瓜幕店 小売業 食料品 5%

7,636 北海道 鹿追町 Ａコープ鹿追店 小売業 食料品 5%

7,637 北海道 鹿追町 Ａコープ東瓜幕店 小売業 食料品 5%

7,638 北海道 鹿追町 おかもと 小売業 その他小売 5%

7,639 北海道 鹿追町 ｃａｆｅ　ｍｕｂａｎｃｈｉ サービス 飲食業 5%

7,640 北海道 鹿追町 笹川 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,641 北海道 鹿追町 ＪＡ鹿追町　車輌整備工場 サービス その他サービス 5%

7,642 北海道 鹿追町 ＪＡ鹿追町　車輌整備工場 サービス その他サービス 5%

7,643 北海道 鹿追町 鹿追ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,644 北海道 鹿追町 然別湖ネイチャーセンター サービス その他サービス 5%

184



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

7,645 北海道 鹿追町 然別湖畔温泉ホテル風水 サービス 宿泊業 5%

7,646 北海道 鹿追町 ホクレン　東瓜幕支所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 5%

7,647 北海道 鹿追町 ホクレン　東瓜幕支所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 5%

7,648 北海道 鹿追町 村瀬ファームファームイン サービス 宿泊業 5%

7,649 北海道 鹿追町 ライオンのいえ サービス 飲食業 5%

7,650 北海道 鹿部町 出光鹿部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,651 北海道 鹿部町 温泉旅館　鹿の湯 サービス 宿泊業 5%

7,652 北海道 鹿部町 管野自動車工業 サービス その他サービス 5%

7,653 北海道 鹿部町 小板商店 小売業 その他小売 5%

7,654 北海道 鹿部町 鹿部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,655 北海道 鹿部町 鹿部本別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,656 北海道 鹿部町 株式会社丸鮮道場水産直売店 小売業 食料品 5%

7,657 北海道 標茶町 出光標茶ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,658 北海道 標茶町 釧路トヨタ自動車標茶店 小売業 その他小売 5%

7,659 北海道 標茶町 標茶 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,660 北海道 標茶町 セブン－イレブン標茶駅前店 小売業 食料品 2%

7,661 北海道 標茶町 セブン－イレブン標茶開運店 小売業 食料品 2%

7,662 北海道 標茶町 セブン－イレブン標茶虹別店 小売業 食料品 2%

7,663 北海道 標茶町 手打ち蕎麦　味匠　もり　手打ち蕎麦　味匠もり サービス 飲食業 5%

7,664 北海道 標茶町 （有）アースサークル サービス その他サービス 5%

7,665 北海道 士別市 旭川トヨタ自動車士別店 小売業 その他小売 5%

7,666 北海道 士別市 有限会社今井家具店 小売業 家具・調度品 5%

7,667 北海道 士別市 いろは肉店 小売業 食料品 5%

7,668 北海道 士別市 インテルナカトウ 小売業 家具・調度品 5%

7,669 北海道 士別市 株式会社江端商店士別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,670 北海道 士別市 エポ 小売業 その他小売 5%

7,671 北海道 士別市 学海堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

7,672 北海道 士別市 かねしん尾形 小売業 家具・調度品 5%

7,673 北海道 士別市 株式会社江端商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,674 北海道 士別市 株式会社フジヤ金物店 小売業 その他小売 5%

7,675 北海道 士別市 （株）翠月 サービス 宿泊業 5%

7,676 北海道 士別市 株式会社まつや 小売業 衣料品 5%

7,677 北海道 士別市 カラオケ歌屋　士別店 サービス その他サービス 5%

7,678 北海道 士別市 北の菓子工房もりや 小売業 食料品 5%

7,679 北海道 士別市 キャラバンサライ 小売業 衣料品 5%

7,680 北海道 士別市 ＣＵＴｉＥＢＡＢＹ 小売業 その他小売 5%

7,681 北海道 士別市 ゲーム＆おもちゃしょっぷたからや 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

7,682 北海道 士別市 甲洲屋旅館 サービス 宿泊業 5%

7,683 北海道 士別市 小林自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

7,684 北海道 士別市 佐藤タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

7,685 北海道 士別市 株式会社サフォーク 小売業 その他小売 5%

7,686 北海道 士別市 三協 小売業 衣料品 5%
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7,687 北海道 士別市 サンリゾート株式会社　ホテル美し乃湯温泉 サービス 宿泊業 5%

7,688 北海道 士別市 ＪＡ北ひびきメカニックセンター サービス その他サービス 5%

7,689 北海道 士別市 士別市立病院売店 小売業 食料品 5%

7,690 北海道 士別市 士別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,691 北海道 士別市 士別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,692 北海道 士別市 士別カードック株式会社 サービス その他サービス 5%

7,693 北海道 士別市 士別カメラセンタ－ 小売業 その他小売 5%

7,694 北海道 士別市 セブン－イレブン士別北１丁目店 小売業 食料品 2%

7,695 北海道 士別市 士別自工 サービス その他サービス 5%

7,696 北海道 士別市 セブン－イレブン士別東６条店 小売業 食料品 2%

7,697 北海道 士別市 セブン－イレブン士別南町店 小売業 食料品 2%

7,698 北海道 士別市 士別モータース サービス その他サービス 5%

7,699 北海道 士別市 志村印刷 サービス その他サービス 5%

7,700 北海道 士別市 寝具のいのうえ 小売業 その他小売 5%

7,701 北海道 士別市 スタジオ　ササノ サービス その他サービス 5%

7,702 北海道 士別市 株式会社高島屋 小売業 その他小売 5%

7,703 北海道 士別市 株式会社道新平中販売所 小売業 その他小売 5%

7,704 北海道 士別市 道北自動車学校 サービス その他サービス 5%

7,705 北海道 士別市 道北綜合燃料株式会社 小売業 その他小売 5%

7,706 北海道 士別市 道北補聴器士別店 小売業 電化製品 5%

7,707 北海道 士別市 通りゃんせ 小売業 衣料品 5%

7,708 北海道 士別市 トヨタレンタリース旭川士別店 サービス その他サービス 2%

7,709 北海道 士別市 布川商店 小売業 その他小売 5%

7,710 北海道 士別市 ネッツトヨタ旭川しべつ店 小売業 その他小売 5%

7,711 北海道 士別市 長谷川電機 小売業 電化製品 5%

7,712 北海道 士別市 Ｈａｎｃｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

7,713 北海道 士別市 Ｈａｎｃ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

7,714 北海道 士別市 ピザテン・フォー　北海道士別店　１ サービス その他サービス 5%

7,715 北海道 士別市 北海アサノロックラー自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

7,716 北海道 士別市 北海道新聞美田販売所 小売業 その他小売 5%

7,717 北海道 士別市 北海丸油士別 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,718 北海道 士別市 北海丸油士別Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,719 北海道 士別市 北海丸油士別Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,720 北海道 士別市 北海丸油士別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,721 北海道 士別市 北海丸油士別軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,722 北海道 士別市 北海丸油士別灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,723 北海道 士別市 北海丸油士別配送軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,724 北海道 士別市 北海丸油士別配送灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,725 北海道 士別市 北海丸油士別配送他 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,726 北海道 士別市 ホワイト急便　ビッグ士別店 サービス その他サービス 5%

7,727 北海道 士別市 ＭＡＤＯショップ士別店 小売業 その他小売 5%

7,728 北海道 士別市 マルニ谷薬房 小売業 その他小売 5%
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7,729 北海道 士別市 磨き屋ＢＲＵＳＨ サービス その他サービス 5%

7,730 北海道 士別市 メガネのタムラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

7,731 北海道 士別市 焼肉しべつ サービス 飲食業 5%

7,732 北海道 士別市 ヤクルト北北海道 士別サロン 小売業 食料品 5%

7,733 北海道 士別市 ヤクルト北北海道 士別センター 小売業 食料品 5%

7,734 北海道 士別市 やまもと菓子舗 小売業 食料品 5%

7,735 北海道 士別市 ラ・クレール 小売業 衣料品 5%

7,736 北海道 士別市 旅館池田屋 サービス 宿泊業 5%

7,737 北海道 士別市 有限会社わかさ電機 小売業 電化製品 5%

7,738 北海道 標津町 出光標津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,739 北海道 標津町 Ａマートしべつ店 小売業 その他小売 5%

7,740 北海道 標津町 カネト後藤商店 小売業 衣料品 5%

7,741 北海道 標津町 株式会社篠田興業 サービス その他サービス 5%

7,742 北海道 標津町 川北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,743 北海道 標津町 川北ＳＳ　有限会社山本商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,744 北海道 標津町 川村水産 川村水産直売所 小売業 食料品 5%

7,745 北海道 標津町 標津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,746 北海道 標津町 セブン－イレブン標津町店 小売業 食料品 2%

7,747 北海道 標津町 標津電気商会 小売業 電化製品 5%

7,748 北海道 標津町 イシカワ電器 小売業 電化製品 5%

7,749 北海道 士幌町 出光士幌ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,750 北海道 士幌町 出光士幌東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,751 北海道 士幌町 株式会社ベリオーレ サービス 宿泊業 5%

7,752 北海道 士幌町 セブンーイレブン士幌町店 小売業 食料品 2%

7,753 北海道 士幌町 デンキプラザマツオカ 小売業 電化製品 5%

7,754 北海道 士幌町 セブンーイレブン中士幌店 小売業 食料品 2%

7,755 北海道 島牧村 出光島牧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,756 北海道 島牧村 島牧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,757 北海道 清水町 いくもと米穀店 小売業 食料品 5%

7,758 北海道 清水町 出光清水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,759 北海道 清水町 片平タイヤ商会 サービス その他サービス 5%

7,760 北海道 清水町 ごはん屋　ゆめあとむ サービス 飲食業 5%

7,761 北海道 清水町 清水 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,762 北海道 清水町 セブン－イレブン清水町南店 小売業 食料品 2%

7,763 北海道 清水町 シミックス株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,764 北海道 清水町 十勝清水　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,765 北海道 清水町 セブンーイレブン十勝清水本通１０丁目店 小売業 食料品 2%

7,766 北海道 清水町 とかちっぷショップ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

7,767 北海道 清水町 とかちＴＰＧ清水かんの 小売業 電化製品 5%

7,768 北海道 清水町 ＢＩＧテキサス　清水店 小売業 食料品 5%

7,769 北海道 清水町 ファッション　ホシノ 小売業 衣料品 5%

7,770 北海道 清水町 ファッション　ホシノ 小売業 衣料品 5%
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7,771 北海道 清水町 ヘアーサロンうえだ サービス 理容・美容業 5%

7,772 北海道 清水町 御影ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,773 北海道 清水町 御影北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,774 北海道 占冠村 出光占冠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,775 北海道 占冠村 スーパー　ヨコワカ 小売業 その他小売 5%

7,776 北海道 占冠村 トヨタレンタリース旭川トマム店 サービス その他サービス 2%

7,777 北海道 占冠村 和牛・海鮮しゃぶしゃぶ　ＳＯＲＡ・天空 サービス 飲食業 5%

7,778 北海道 下川町 出光下川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,779 北海道 下川町 下川 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,780 北海道 下川町 野崎理容院　Ｏｎｅ’ｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

7,781 北海道 下川町 ぷちショップ　下川店 小売業 食料品 5%

7,782 北海道 積丹町 出光美国ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,783 北海道 積丹町 積丹ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,784 北海道 積丹町 八戸商店 小売業 その他小売 5%

7,785 北海道 斜里町 旭川トヨタ自動車斜里店 小売業 その他小売 5%

7,786 北海道 斜里町 出光ウトロＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,787 北海道 斜里町 出光オホーツクロードＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,788 北海道 斜里町 出光セルフ斜里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,789 北海道 斜里町 ウトロＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,790 北海道 斜里町 音楽酒場　龍湖 サービス 飲食業 5%

7,791 北海道 斜里町 ＫＩＫＩ知床　ナチュラルリゾート サービス 宿泊業 5%

7,792 北海道 斜里町 北こぶし知床　ホテル＆リゾート サービス 宿泊業 5%

7,793 北海道 斜里町 北見トヨペット斜里店 小売業 その他小売 5%

7,794 北海道 斜里町 北見ヤクルト販売 斜里センター 小売業 食料品 5%

7,795 北海道 斜里町 桑原電装斜里営業所 小売業 その他小売 5%

7,796 北海道 斜里町 セブン－イレブン斜里青葉町店 小売業 食料品 2%

7,797 北海道 斜里町 セブン－イレブン斜里ウトロ店 小売業 食料品 2%

7,798 北海道 斜里町 斜里窯＆陶房ｃａｆｅこひきや サービス その他サービス 5%

7,799 北海道 斜里町 斜里町農協　旅行センター サービス その他サービス 5%

7,800 北海道 斜里町 セブン－イレブン斜里本町店 小売業 食料品 2%

7,801 北海道 斜里町 知床ごんた村豊倉店 サービス 飲食業 5%

7,802 北海道 斜里町 知床ジャニー 小売業 食料品 5%

7,803 北海道 斜里町 知床世界遺産クルーズＦＯＸ号 サービス その他サービス 5%

7,804 北海道 斜里町 知床第一ホテル サービス 宿泊業 5%

7,805 北海道 斜里町 シレトコハタノファ－ム サービス 飲食業 5%

7,806 北海道 斜里町 知床土産　野尻米穀店 小売業 食料品 5%

7,807 北海道 斜里町 知床夕陽のあたる家　ＯＮＳＥＮ　ＨＯＳＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

7,808 北海道 斜里町 世界自然遺産の宿しれとこ村つくだ荘 サービス 宿泊業 5%

7,809 北海道 斜里町 ZERO サービス 飲食業 5%

7,810 北海道 斜里町 ダイハツ販売斜里 小売業 その他小売 5%

7,811 北海道 斜里町 ＤＺマート斜里店 小売業 食料品 5%

7,812 北海道 斜里町 株式会社ディスカバリー 小売業 電化製品 5%
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7,813 北海道 斜里町 トヨタカローラ北見斜里店 小売業 その他小売 5%

7,814 北海道 斜里町 コンパスマカベ 小売業 電化製品 5%

7,815 北海道 斜里町 ビックマートみたに 小売業 その他小売 5%

7,816 北海道 斜里町 ビックマートみたに知床店 小売業 その他小売 5%

7,817 北海道 斜里町 星猫堂 サービス その他サービス 5%

7,818 北海道 斜里町 ホテル季風クラブ知床 ホテル季風クラブ知床 サービス 宿泊業 5%

7,819 北海道 斜里町 ホテル知床 サービス 宿泊業 5%

7,820 北海道 斜里町 ホテル地のはて サービス 宿泊業 5%

7,821 北海道 斜里町 夕映えの宿　国民宿舎桂田 サービス 宿泊業 5%

7,822 北海道 白老町 天野ファミリーファーム サービス 飲食業 5%

7,823 北海道 白老町 出光北吉原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,824 北海道 白老町 出光白老ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,825 北海道 白老町 いぶし屋　いぶし屋 サービス 飲食業 5%

7,826 北海道 白老町 牛の里 サービス 飲食業 5%

7,827 北海道 白老町 海の別邸ふる川 サービス 宿泊業 5%

7,828 北海道 白老町 小幡商事 サービス その他サービス 5%

7,829 北海道 白老町 回転寿しクリッパー白老店 サービス 飲食業 5%

7,830 北海道 白老町 カラオケの店カイザー サービス 飲食業 5%

7,831 北海道 白老町 虎杖浜温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

7,832 北海道 白老町 有限会社三吉丸 小売業 食料品 5%

7,833 北海道 白老町 シボレー　メンズサロン サービス 理容・美容業 5%

7,834 北海道 白老町 白老 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,835 北海道 白老町 白老ＳＳ　岩崎石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,836 北海道 白老町 セブン－イレブン白老大町店 小売業 食料品 2%

7,837 北海道 白老町 セブン－イレブン白老虎杖浜温泉店 小売業 食料品 2%

7,838 北海道 白老町 セブン－イレブン白老萩野西店 小売業 食料品 2%

7,839 北海道 白老町 セブン－イレブン白老本町店 小売業 食料品 2%

7,840 北海道 白老町 太陽 サービス その他サービス 5%

7,841 北海道 白老町 竹浦　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,842 北海道 白老町 竹浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,843 北海道 白老町 竹丸渋谷水産 小売業 食料品 5%

7,844 北海道 白老町 トヨタカローラ苫小牧白老店 小売業 その他小売 5%

7,845 北海道 白老町 ならの木家 小売業 食料品 5%

7,846 北海道 白老町 はくねん 小売業 電化製品 5%

7,847 北海道 白老町 ｈａｋｕｈｏｓｔｅｌ＆ｃａｆｅ＋ｂａｒ サービス 飲食業 5%

7,848 北海道 白老町 はしもと陶芸館 小売業 家具・調度品 5%

7,849 北海道 白老町 東町 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,850 北海道 白老町 ファームレストラン　ウエムラ サービス 飲食業 5%

7,851 北海道 白老町 ヘアメイク　ブラン サービス 理容・美容業 5%

7,852 北海道 白糠町 アサヒストアー本店 小売業 その他小売 5%

7,853 北海道 白糠町 北日本石油　白糠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,854 北海道 白糠町 白糠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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7,855 北海道 白糠町 セブン－イレブン白糠庶路店 小売業 食料品 2%

7,856 北海道 白糠町 セブン－イレブン白糠東１条店 小売業 食料品 2%

7,857 北海道 白糠町 西庶路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,858 北海道 白糠町 ＨＡＩＲ　ＰＬＯＴ　ＹＡＭＡ－ＹＯＳＨＩ　白糠店 サービス 理容・美容業 5%

7,859 北海道 白糠町 ＨＡＩＲ　ＰＬＯＴ　ＹＡＭＡ－ＹＯＳＨＩ　西庶路店 サービス 理容・美容業 5%

7,860 北海道 白糠町 三ッ輪商会白糠営業所　灯油センタ 小売業 その他小売 2%

7,861 北海道 知内町 知内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,862 北海道 知内町 セブン－イレブン知内町店 小売業 食料品 2%

7,863 北海道 新篠津村 今田自動車商会 サービス その他サービス 5%

7,864 北海道 新篠津村 新篠津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,865 北海道 新篠津村 セブン－イレブン新篠津村店 小売業 食料品 2%

7,866 北海道 新篠津村 創作割烹　小岩井 サービス 飲食業 5%

7,867 北海道 新得町 株式会社上田精肉店 小売業 食料品 5%

7,868 北海道 新得町 屈足 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,869 北海道 新得町 新和興産 小売業 電化製品 5%

7,870 北海道 新得町 新得 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,871 北海道 新得町 新得ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,872 北海道 新得町 新得ステラステーション 小売業 食料品 5%

7,873 北海道 新得町 セブン－イレブン新得町南店 小売業 食料品 2%

7,874 北海道 新得町 瀬戸内商事 小売業 食料品 5%

7,875 北海道 新得町 ＪＭ／峠のテラス サービス 飲食業 5%

7,876 北海道 新得町 ＹＯＲＫＳＨＩＲＥ　ＦＡＲＭ サービス 宿泊業 5%

7,877 北海道 新得町 ロッジサホロ サービス 宿泊業 5%

7,878 北海道 新十津川町 有限会社石山新聞販売所 小売業 その他小売 5%

7,879 北海道 新十津川町 伊藤自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

7,880 北海道 新十津川町 株式会社山本石材　新十津川店 小売業 その他小売 5%

7,881 北海道 新十津川町 グリーンパークしんとつかわ サービス 宿泊業 5%

7,882 北海道 新十津川町 三枝商店 小売業 その他小売 5%

7,883 北海道 新十津川町 サンヒルズサライ サービス 宿泊業 5%

7,884 北海道 新十津川町 車検のコバック　新十津川店 サービス その他サービス 5%

7,885 北海道 新十津川町 新十津川町コテージヴィラトップ サービス その他サービス 5%

7,886 北海道 新十津川町 新十津川町サンヒルズサライ サービス その他サービス 5%

7,887 北海道 新十津川町 タケダ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

7,888 北海道 新十津川町 米飯印刷場 サービス その他サービス 5%

7,889 北海道 新ひだか町 赤ひげ サービス 飲食業 5%

7,890 北海道 新ひだか町 アネックスイン サービス 宿泊業 5%

7,891 北海道 新ひだか町 いげたよ　磯貝嘉市商店 小売業 食料品 5%

7,892 北海道 新ひだか町 出光静内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,893 北海道 新ひだか町 出光三石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,894 北海道 新ひだか町 井上自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

7,895 北海道 新ひだか町 歌笛　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,896 北海道 新ひだか町 Ａマート三石店 小売業 その他小売 5%
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7,897 北海道 新ひだか町 お料理あま屋 サービス 飲食業 5%

7,898 北海道 新ひだか町 カットハウスＫ サービス 理容・美容業 5%

7,899 北海道 新ひだか町 (株)中村薬局みついし調剤 サービス その他サービス 5%

7,900 北海道 新ひだか町 キャッツアイ静内店 サービス その他サービス 5%

7,901 北海道 新ひだか町 ホテル　サトウ サービス 宿泊業 5%

7,902 北海道 新ひだか町 静内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,903 北海道 新ひだか町 セブン－イレブン静内旭店 小売業 食料品 2%

7,904 北海道 新ひだか町 セブン－イレブン静内神森店 小売業 食料品 2%

7,905 北海道 新ひだか町 セブン－イレブン静内末広店 小売業 食料品 2%

7,906 北海道 新ひだか町 静内タイヤ工業所 小売業 その他小売 5%

7,907 北海道 新ひだか町 セブン－イレブン静内古川店 小売業 食料品 2%

7,908 北海道 新ひだか町 静内御幸町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,909 北海道 新ひだか町 静内山手町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,910 北海道 新ひだか町 新ひだか動物病院 サービス その他サービス 5%

7,911 北海道 新ひだか町 セブン－イレブン新ひだか三石店 小売業 食料品 2%

7,912 北海道 新ひだか町 セルフステーション新ひだか 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,913 北海道 新ひだか町 ちょいす静内店 サービス 飲食業 5%

7,914 北海道 新ひだか町 天政 サービス 飲食業 5%

7,915 北海道 新ひだか町 ドコモショップ　静内店 小売業 その他小売 2%

7,916 北海道 新ひだか町 トヨタレンタリース札幌新ひだか静内店 サービス その他サービス 2%

7,917 北海道 新ひだか町 トヨタレンタリース札幌　新ひだか静内店 サービス その他サービス 2%

7,918 北海道 新ひだか町 ＮａｔｕｒａｌＳｔａｎｄａｒｄ サービス 理容・美容業 5%

7,919 北海道 新ひだか町 ニューポーラ美容室 サービス 理容・美容業 5%

7,920 北海道 新ひだか町 ピザテン・フォー　北海道新ひだか店　２ サービス その他サービス 5%

7,921 北海道 新ひだか町 ビジネスホテル牧葉 サービス 宿泊業 5%

7,922 北海道 新ひだか町 ひだかトヨタ自動車販売合同会社しずない西 小売業 その他小売 5%

7,923 北海道 新ひだか町 ひだかトヨタ自動車販売合同会社しずない東 小売業 その他小売 5%

7,924 北海道 新ひだか町 フットルース 小売業 家具・調度品 5%

7,925 北海道 新ひだか町 マクドナルド２３５静内店 サービス 飲食業 2%

7,926 北海道 新ひだか町 三石　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,927 北海道 新ひだか町 コンパスアキタ 小売業 電化製品 5%

7,928 北海道 新ひだか町 有限会社池田 小売業 その他小売 5%

7,929 北海道 新ひだか町 有限会社　オクダ サービス その他サービス 5%

7,930 北海道 新ひだか町 ＬＵＭＢＩＮＩ　ＦＯＯＤ　ＣＡＦ サービス 飲食業 5%

7,931 北海道 新ひだか町 ＬＵＭＢＩＮＩＦＯＯＤ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

7,932 北海道 寿都町 大崎商店 小売業 その他小売 5%

7,933 北海道 寿都町 寿都ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,934 北海道 寿都町 寿都六条　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,935 北海道 寿都町 洋品・呉服金子 小売業 衣料品 5%

7,936 北海道 砂川市 アンジェラストーン 小売業 衣料品 5%

7,937 北海道 砂川市 出光セルフ砂川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,938 北海道 砂川市 出光豊沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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7,939 北海道 砂川市 岩瀬牧場 小売業 食料品 5%

7,940 北海道 砂川市 お菓子のほんだ ＡｉＡｉ砂川店 小売業 食料品 5%

7,941 北海道 砂川市 お菓子のほんだ　砂川本店 小売業 食料品 5%

7,942 北海道 砂川市 お菓子のほんだＡｉＡｉ店 小売業 食料品 5%

7,943 北海道 砂川市 株式会社丸ヨ石家商店 小売業 食料品 5%

7,944 北海道 砂川市 Ｋｉｔｃｈｅｎ　ＬａＬａ サービス 飲食業 5%

7,945 北海道 砂川市 サンコー砂川店 小売業 その他小売 5%

7,946 北海道 砂川市 十々亭 サービス 飲食業 5%

7,947 北海道 砂川市 セブン－イレブン砂川北店 小売業 食料品 2%

7,948 北海道 砂川市 株式会社サワケン砂川支店 サービス その他サービス 5%

7,949 北海道 砂川市 セブン－イレブン砂川豊沼店 小売業 食料品 2%

7,950 北海道 砂川市 セブン－イレブン砂川西１条店 小売業 食料品 2%

7,951 北海道 砂川市 セブン－イレブン砂川東１条店 小売業 食料品 2%

7,952 北海道 砂川市 高橋自動車商会 サービス その他サービス 5%

7,953 北海道 砂川市 タツミ電器 小売業 電化製品 5%

7,954 北海道 砂川市 Ｄｏｎｕｔｃａｆｅ豆豆ｚｕｚｕ サービス 飲食業 5%

7,955 北海道 砂川市 トヨタ部品北海道共販空知営業所 サービス その他サービス 5%

7,956 北海道 砂川市 トヨタレンタリース新札幌空知店 サービス その他サービス 2%

7,957 北海道 砂川市 中村時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

7,958 北海道 砂川市 ネッツトヨタ道都空知店 小売業 その他小売 5%

7,959 北海道 砂川市 ヘアーサロンラボ サービス 理容・美容業 5%

7,960 北海道 砂川市 Ｒｉｖｉｓｔａ サービス 飲食業 5%

7,961 北海道 せたな町 北檜山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,962 北海道 せたな町 小西電気商会 小売業 電化製品 5%

7,963 北海道 せたな町 ショッピングプレースこさき 小売業 その他小売 5%

7,964 北海道 せたな町 せたなＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,965 北海道 せたな町 瀬棚ＳＳ株式会社山秀滝沢商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,966 北海道 せたな町 せたな大成ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,967 北海道 せたな町 大成　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,968 北海道 せたな町 高橋商店 小売業 その他小売 5%

7,969 北海道 せたな町 漁師の直売店 小売業 食料品 5%

7,970 北海道 せたな町 わっかけ岩 サービス 飲食業 5%

7,971 北海道 壮瞥町 昭和新山熊牧場 小売業 食料品 5%

7,972 北海道 壮瞥町 壮瞥ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,973 北海道 壮瞥町 ドッグスポット 小売業 その他小売 5%

7,974 北海道 壮瞥町 レークサイド新山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,975 北海道 大樹町 大樹ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,976 北海道 大樹町 セブン－イレブン大樹西本通店 小売業 食料品 2%

7,977 北海道 大樹町 パブラウンジ喜楽 サービス 飲食業 5%

7,978 北海道 当麻町 あみむら新聞店 小売業 その他小売 5%

7,979 北海道 当麻町 出光愛別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,980 北海道 当麻町 出光当麻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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7,981 北海道 当麻町 セブン－イレブン上川当麻店 小売業 食料品 2%

7,982 北海道 当麻町 Ｋサッシ工業 サービス その他サービス 5%

7,983 北海道 当麻町 サロンドまちこ サービス 理容・美容業 5%

7,984 北海道 当麻町 当麻モータース サービス その他サービス 5%

7,985 北海道 当麻町 長谷川農園 サービス その他サービス 5%

7,986 北海道 当麻町 フタバ時計店 小売業 その他小売 5%

7,987 北海道 当麻町 有限会社原呉服店 小売業 衣料品 5%

7,988 北海道 当麻町 和のみ　和のみ 小売業 食料品 5%

7,989 北海道 鷹栖町 カイロサロンパーム サービス 理容・美容業 5%

7,990 北海道 鷹栖町 セブン－イレブン鷹栖北野店 小売業 食料品 2%

7,991 北海道 鷹栖町 株式会社新田ファーム鷹栖牛直営店 小売業 食料品 5%

7,992 北海道 鷹栖町 北海道新聞谷口販売店 小売業 その他小売 5%

7,993 北海道 鷹栖町 北建建設　山恵 サービス 飲食業 5%

7,994 北海道 鷹栖町 ボデーショップ　Ｙ’ｓ サービス その他サービス 5%

7,995 北海道 滝川市 パナプラザあらい 小売業 電化製品 5%

7,996 北海道 滝川市 居酒屋かもめうどん サービス 飲食業 5%

7,997 北海道 滝川市 居酒屋　酒月?ＳＡＫＥＺＵＫＩ? サービス 飲食業 5%

7,998 北海道 滝川市 出光滝川西町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

7,999 北海道 滝川市 岩佐写真スタジオ サービス その他サービス 5%

8,000 北海道 滝川市 ＩＷＡＭＯＴＯ 小売業 衣料品 5%

8,001 北海道 滝川市 魚一 サービス 飲食業 5%

8,002 北海道 滝川市 Ａコープ　たきかわ店 小売業 食料品 5%

8,003 北海道 滝川市 オートガレージ サービス その他サービス 5%

8,004 北海道 滝川市 お菓子のほんだ滝川本館 小売業 食料品 5%

8,005 北海道 滝川市 俺の目利き　滝川店 サービス 飲食業 5%

8,006 北海道 滝川市 花月堂松尾製菓　本店 小売業 食料品 5%

8,007 北海道 滝川市 花月堂松尾製菓駅前店 小売業 食料品 5%

8,008 北海道 滝川市 カーショップ　イノウエ サービス その他サービス 5%

8,009 北海道 滝川市 カーショップ　イノウエ サービス その他サービス 5%

8,010 北海道 滝川市 カットスタジオ　ヘアークリップ サービス 理容・美容業 5%

8,011 北海道 滝川市 株式会社エーエルピー サービス その他サービス 5%

8,012 北海道 滝川市 株式会社菱友 滝川支店 小売業 その他小売 5%

8,013 北海道 滝川市 カラオケ歌屋　滝川栄町店 サービス その他サービス 5%

8,014 北海道 滝川市 川口時計店 小売業 その他小売 5%

8,015 北海道 滝川市 ｃｏｌｏｎｙ サービス 飲食業 5%

8,016 北海道 滝川市 ｚａｋｋａ　ｌｅ　Ｐａｒｃ 小売業 その他小売 5%

8,017 北海道 滝川市 地酒屋小林酒店 小売業 その他小売 5%

8,018 北海道 滝川市 ジーベック滝川店 小売業 衣料品 5%

8,019 北海道 滝川市 車検のコバック滝川　滝の川店 サービス その他サービス 5%

8,020 北海道 滝川市 手芸の店 伊勢屋 手芸の店 伊勢屋 小売業 衣料品 5%

8,021 北海道 滝川市 寿司の東龍 サービス 飲食業 5%

8,022 北海道 滝川市 Ｓｌｏｏｐ 小売業 衣料品 5%
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8,023 北海道 滝川市 せがわ農園さくらんぼ園 小売業 食料品 5%

8,024 北海道 滝川市 空知自動車学校 サービス その他サービス 5%

8,025 北海道 滝川市 セブン－イレブン滝川有明町店 小売業 食料品 2%

8,026 北海道 滝川市 滝川新町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,027 北海道 滝川市 滝川スポーツクラブ サービス その他サービス 5%

8,028 北海道 滝川市 滝川東町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,029 北海道 滝川市 セブン－イレブン滝川東町店 小売業 食料品 2%

8,030 北海道 滝川市 滝川補聴器センター 小売業 その他小売 5%

8,031 北海道 滝川市 太刀川写真館 サービス その他サービス 5%

8,032 北海道 滝川市 ツタヤ　上江別店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

8,033 北海道 滝川市 ツタヤ　滝川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

8,034 北海道 滝川市 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｙｏｓｈｉｍｉ サービス 理容・美容業 5%

8,035 北海道 滝川市 ドコモショップ滝川店（付属品） 小売業 その他小売 5%

8,036 北海道 滝川市 トヨタレンタリース札幌滝川店 サービス その他サービス 2%

8,037 北海道 滝川市 鳥ふじ サービス 飲食業 5%

8,038 北海道 滝川市 新山電器 小売業 電化製品 5%

8,039 北海道 滝川市 ＮＩＺ　【ニズ】 サービス 理容・美容業 5%

8,040 北海道 滝川市 農機自動車センター サービス その他サービス 5%

8,041 北海道 滝川市 野上菓子舗　野上　菓子舗 小売業 食料品 5%

8,042 北海道 滝川市 配送センター 小売業 その他小売 2%

8,043 北海道 滝川市 ＰＯＷＤＥＲ サービス 理容・美容業 5%

8,044 北海道 滝川市 パナプラザコバヤシ 小売業 電化製品 5%

8,045 北海道 滝川市 パナプラザ・滝川 小売業 電化製品 5%

8,046 北海道 滝川市 有限会社タニ薬局 小売業 その他小売 5%

8,047 北海道 滝川市 ＢＳ　ＭＩＹＡ サービス 理容・美容業 5%

8,048 北海道 滝川市 ヒーリングサロンｐｈｙｓｉｓ 小売業 衣料品 5%

8,049 北海道 滝川市 ピザテン・フォー　北海道滝川店　２ サービス その他サービス 5%

8,050 北海道 滝川市 びっくりドンキー　滝川店 サービス 飲食業 2%

8,051 北海道 滝川市 ビューティハウスエステピア 小売業 その他小売 5%

8,052 北海道 滝川市 ビューティフルファッションこばやし 小売業 衣料品 5%

8,053 北海道 滝川市 美容室ｍａｔｅｒｉ サービス 理容・美容業 5%

8,054 北海道 滝川市 ＦＵＪＩＴＡＰＥＲＳＯＮＡＬＧＹＭ サービス その他サービス 5%

8,055 北海道 滝川市 ブックマーケット 滝川黄金町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

8,056 北海道 滝川市 ブティックシマ滝川店 小売業 衣料品 5%

8,057 北海道 滝川市 ブティック鈴屋 小売業 衣料品 5%

8,058 北海道 滝川市 ｐｅｔｉｔＬａｐｉｎ サービス 飲食業 5%

8,059 北海道 滝川市 フトンのつづき 小売業 その他小売 5%

8,060 北海道 滝川市 ブラッスリー楽や サービス 飲食業 5%

8,061 北海道 滝川市 フラワーショップポレールイーストタウン店 小売業 その他小売 5%

8,062 北海道 滝川市 ＨＡＩＲ　ＣＵＢＩＣ サービス 理容・美容業 5%

8,063 北海道 滝川市 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　Ｃｈｏｕｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

8,064 北海道 滝川市 北星交通 寝台車 １４０ サービス 運輸業 5%
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8,065 北海道 滝川市 ｈｏｔｅｌ　ｍｉｕｒａ　ｋａｅｎ サービス 宿泊業 5%

8,066 北海道 滝川市 マクドナルド１２号滝川店 サービス 飲食業 2%

8,067 北海道 滝川市 株式会社水口新聞販売所 小売業 その他小売 5%

8,068 北海道 滝川市 メガネのシオジリ東町本店 小売業 その他小売 5%

8,069 北海道 滝川市 めがねのほんま 小売業 その他小売 5%

8,070 北海道 滝川市 山根生花店 小売業 その他小売 5%

8,071 北海道 滝川市 山本石材 小売業 その他小売 5%

8,072 北海道 滝川市 有限会社長田薬局 小売業 その他小売 5%

8,073 北海道 滝川市 ラ・ペコラ サービス 飲食業 5%

8,074 北海道 滝川市 レストラン　アゼリア サービス 飲食業 5%

8,075 北海道 滝川市 レディスのだ 小売業 その他小売 5%

8,076 北海道 滝上町 秋山電気 サービス その他サービス 5%

8,077 北海道 滝上町 芝ざくらＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,078 北海道 滝上町 真貝林工 小売業 その他小売 5%

8,079 北海道 滝上町 有限会社滝上自動車工業 サービス その他サービス 5%

8,080 北海道 滝上町 リベラ（末広旅館） サービス 宿泊業 5%

8,081 北海道 伊達市 浅水建設株式会社 サービス その他サービス 5%

8,082 北海道 伊達市 出光大滝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,083 北海道 伊達市 出光長和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,084 北海道 伊達市 印章のニシ 小売業 その他小売 5%

8,085 北海道 伊達市 有珠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,086 北海道 伊達市 有珠山ＳＡ下りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,087 北海道 伊達市 かつ吉　伊達店 サービス 飲食業 5%

8,088 北海道 伊達市 カフェダイニング　シーズン サービス 飲食業 5%

8,089 北海道 伊達市 株式会社エフスタイル サービス その他サービス 5%

8,090 北海道 伊達市 カラオケ歌屋　伊達店 サービス その他サービス 5%

8,091 北海道 伊達市 北湯沢　温泉郷　湯元ホロホロ山荘 サービス 宿泊業 5%

8,092 北海道 伊達市 きたゆざわ森のソラニワ サービス 宿泊業 5%

8,093 北海道 伊達市 篠原オート サービス その他サービス 5%

8,094 北海道 伊達市 炭火焼ブルスタオラムー伊達店 サービス 飲食業 5%

8,095 北海道 伊達市 センチュリーペット伊達店 小売業 その他小売 5%

8,096 北海道 伊達市 伊達ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,097 北海道 伊達市 伊達自動車学校 サービス その他サービス 5%

8,098 北海道 伊達市 セブン－イレブン伊達インター店 小売業 食料品 2%

8,099 北海道 伊達市 セブン－イレブン伊達黄金店 小売業 食料品 2%

8,100 北海道 伊達市 伊達市観光物産館 小売業 食料品 5%

8,101 北海道 伊達市 セブン－イレブン伊達末永町店 小売業 食料品 2%

8,102 北海道 伊達市 セブン－イレブン伊達長和町店 小売業 食料品 2%

8,103 北海道 伊達市 セブン－イレブン伊達舟岡店 小売業 食料品 2%

8,104 北海道 伊達市 伊達みやげ研究所 小売業 その他小売 5%

8,105 北海道 伊達市 セブン－イレブン伊達弄月店 小売業 食料品 2%

8,106 北海道 伊達市 中華料理　菜菜 サービス 飲食業 5%
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8,107 北海道 伊達市 ちょいす伊達店 サービス 飲食業 5%

8,108 北海道 伊達市 トヨタカローラ苫小牧伊達店 小売業 その他小売 5%

8,109 北海道 伊達市 トヨタレンタリース札幌伊達店 サービス その他サービス 2%

8,110 北海道 伊達市 にほん料理　徳いち サービス 飲食業 5%

8,111 北海道 伊達市 ぶどうの木 サービス 飲食業 5%

8,112 北海道 伊達市 ふなおか薬局 小売業 その他小売 5%

8,113 北海道 伊達市 芙蓉ホール サービス その他サービス 5%

8,114 北海道 伊達市 フラワーショップいしざか　伊達店 小売業 その他小売 5%

8,115 北海道 伊達市 ブルスタ　伊達店 サービス 飲食業 5%

8,116 北海道 伊達市 北々亭伊達店 サービス 飲食業 5%

8,117 北海道 伊達市 マクドナルド３７号伊達店 サービス 飲食業 2%

8,118 北海道 伊達市 松浦ふとん店 小売業 その他小売 5%

8,119 北海道 伊達市 マトケン 小売業 電化製品 5%

8,120 北海道 伊達市 稀府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,121 北海道 伊達市 緑の風リゾート　きたゆざわ サービス 宿泊業 5%

8,122 北海道 伊達市 南稀府　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,123 北海道 伊達市 メガネサロンルック　伊達店 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,124 北海道 伊達市 湯元ホロホロ山荘 サービス 宿泊業 5%

8,125 北海道 伊達市 リヴァーヒップ サービス その他サービス 5%

8,126 北海道 伊達市 ＬＯＣＯＢＡＳＥ サービス 飲食業 5%

8,127 北海道 伊達市 わかさいも本舗伊達舟岡店 小売業 食料品 5%

8,128 北海道 伊達市 働來館　池田　伊達店 小売業 衣料品 5%

8,129 北海道 秩父別町 曽我金物店 小売業 その他小売 5%

8,130 北海道 秩父別町 秩父別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,131 北海道 千歳市 アイシーパーキング サービス その他サービス 5%

8,132 北海道 千歳市 アカシヤ書房　ちとせモール店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

8,133 北海道 千歳市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｐｉｒｃａ千歳 サービス 理容・美容業 5%

8,134 北海道 千歳市 あじまん中華酒場 サービス 飲食業 5%

8,135 北海道 千歳市 ＡＰＰＲＯＶＥ【アプルーブ】 サービス 理容・美容業 5%

8,136 北海道 千歳市 ａｌｆｉｎｅ【アルフィーネ】 サービス 理容・美容業 5%

8,137 北海道 千歳市 ＥＡＴ?ＵＰ  イートアップ  千歳店 サービス 飲食業 5%

8,138 北海道 千歳市 イコマ北海道　千歳営業所 小売業 その他小売 5%

8,139 北海道 千歳市 居酒屋　島ちゃん サービス 飲食業 5%

8,140 北海道 千歳市 居酒屋スナック　ＣＨＡＮＣＥ サービス 飲食業 5%

8,141 北海道 千歳市 一本堂千歳勇舞店 小売業 食料品 5%

8,142 北海道 千歳市 出光ＡＩＸセルフ千歳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,143 北海道 千歳市 出光支笏湖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,144 北海道 千歳市 出光信濃ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,145 北海道 千歳市 出光千歳旭ケ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,146 北海道 千歳市 ＷＩＴＨ サービス 理容・美容業 5%

8,147 北海道 千歳市 エアカ―ゴＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,148 北海道 千歳市 お好み焼　大八 サービス 飲食業 5%
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8,149 北海道 千歳市 俺の目利き　千歳店 サービス 飲食業 5%

8,150 北海道 千歳市 海鮮居酒家　うみや サービス 宿泊業 5%

8,151 北海道 千歳市 回転寿しクリッパー　千歳店 サービス 飲食業 5%

8,152 北海道 千歳市 華式菜ラボ　茶虎 サービス 飲食業 5%

8,153 北海道 千歳市 ＣａｒＳｏｌ　千歳駅前店 サービス その他サービス 2%

8,154 北海道 千歳市 かどや サービス その他サービス 5%

8,155 北海道 千歳市 金谷大師堂 小売業 家具・調度品 5%

8,156 北海道 千歳市 かに善 小売業 食料品 5%

8,157 北海道 千歳市 カフェダンデライオン サービス 飲食業 5%

8,158 北海道 千歳市 株式会社カミノ 本社 サービス その他サービス 5%

8,159 北海道 千歳市 株式会社カミノ 科学技術大学売店 小売業 その他小売 5%

8,160 北海道 千歳市 株式会社カミノ 科学技術大学研究棟売店 小売業 その他小売 5%

8,161 北海道 千歳市 株式会社北新電気 小売業 電化製品 5%

8,162 北海道 千歳市 カラオケ歌屋　千歳店 サービス その他サービス 5%

8,163 北海道 千歳市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋千歳中央通店 サービス 飲食業 2%

8,164 北海道 千歳市 金星自動車　千歳営業所 サービス その他サービス 5%

8,165 北海道 千歳市 金星自動車千歳営業所 サービス 運輸業 5%

8,166 北海道 千歳市 クラフトマン サービス その他サービス 5%

8,167 北海道 千歳市 クリーニングａｃｅ　千歳長都店 サービス その他サービス 5%

8,168 北海道 千歳市 クリーニングａｃｅ　千歳店 サービス その他サービス 5%

8,169 北海道 千歳市 グリーン美容室プラスワン サービス 理容・美容業 5%

8,170 北海道 千歳市 くろねこニャーゴのお菓子屋さん 小売業 食料品 5%

8,171 北海道 千歳市 黒ひげＫＩＴＣＨＥＮ５１６ サービス 飲食業 5%

8,172 北海道 千歳市 向陽台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,173 北海道 千歳市 駒そば亭 サービス 飲食業 5%

8,174 北海道 千歳市 駒そば亭 サービス 飲食業 5%

8,175 北海道 千歳市 ゴルフ　パークゴルフショップ　すいんぐ 小売業 その他小売 5%

8,176 北海道 千歳市 彩旬酒肴　あさ井 サービス 飲食業 5%

8,177 北海道 千歳市 株式会社三友石油　プロパンガス　ダミー 小売業 その他小売 2%

8,178 北海道 千歳市 サン・ロマーノ　イオン千歳店 小売業 その他小売 5%

8,179 北海道 千歳市 支笏湖観光船　レストハウス サービス その他サービス 5%

8,180 北海道 千歳市 しこつ湖　鶴雅リゾートスパ　水の謌 サービス 宿泊業 5%

8,181 北海道 千歳市 しこつ湖鶴雅別荘　碧の座 サービス 宿泊業 5%

8,182 北海道 千歳市 ジャパンビルボード株式会社　Ａｃｉｕドッグランパーキング サービス その他サービス 5%

8,183 北海道 千歳市 シャムロックカントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

8,184 北海道 千歳市 ジュニアファクトリー サービス その他サービス 5%

8,185 北海道 千歳市 ＪＯＹ・ｗｏｏｄ　山田木材 小売業 その他小売 5%

8,186 北海道 千歳市 しょうわ額縁直営店株式会社 小売業 その他小売 5%

8,187 北海道 千歳市 ジンギスカンとホルモンの店さくら サービス 飲食業 5%

8,188 北海道 千歳市 新千歳空港ポプラ店 サービス その他サービス 2%

8,189 北海道 千歳市 スカイレンタカー新千歳空港営業所 サービス その他サービス 5%

8,190 北海道 千歳市 すし心福籠 サービス 飲食業 5%
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8,191 北海道 千歳市 鈴木モーター工業 サービス その他サービス 5%

8,192 北海道 千歳市 ２ｎｄ　Ｆ　【セカンドエフ】 サービス 理容・美容業 5%

8,193 北海道 千歳市 株式会社関口工業 サービス その他サービス 5%

8,194 北海道 千歳市 ソフトバンク　千歳３６号 小売業 その他小売 5%

8,195 北海道 千歳市 ゾーン・エヌ サービス その他サービス 5%

8,196 北海道 千歳市 千歳スポーツ 小売業 その他小売 5%

8,197 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳青葉店 小売業 食料品 2%

8,198 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳旭ヶ丘店 小売業 食料品 2%

8,199 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳朝日町店 小売業 食料品 2%

8,200 北海道 千歳市 千歳イーストＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,201 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳インター店 小売業 食料品 2%

8,202 北海道 千歳市 千歳ウェストＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,203 北海道 千歳市 千歳エアポートホテル サービス 宿泊業 5%

8,204 北海道 千歳市 千歳空港 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,205 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳寿店 小売業 食料品 2%

8,206 北海道 千歳市 千歳自動車学校 サービス その他サービス 5%

8,207 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳信濃２丁目店 小売業 食料品 2%

8,208 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳自由ケ丘店 小売業 食料品 2%

8,209 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳白樺店 小売業 食料品 2%

8,210 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳新富店 小売業 食料品 2%

8,211 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳住吉３丁目店 小売業 食料品 2%

8,212 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳高台店 小売業 食料品 2%

8,213 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳千代田店 小売業 食料品 2%

8,214 北海道 千歳市 千歳店 小売業 その他小売 5%

8,215 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳富丘２丁目店 小売業 食料品 2%

8,216 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳錦町店 小売業 食料品 2%

8,217 北海道 千歳市 セブンーイレブン千歳根志越店 小売業 食料品 2%

8,218 北海道 千歳市 千歳花園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,219 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳富士４丁目店 小売業 食料品 2%

8,220 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳北栄店 小売業 食料品 2%

8,221 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳大和店 小売業 食料品 2%

8,222 北海道 千歳市 セブン－イレブン千歳勇舞店 小売業 食料品 2%

8,223 北海道 千歳市 千葉家電サービス 小売業 電化製品 5%

8,224 北海道 千歳市 釣具のアングル 小売業 その他小売 5%

8,225 北海道 千歳市 釣具のアングル 小売業 その他小売 5%

8,226 北海道 千歳市 デンキのほくせん 小売業 電化製品 5%

8,227 北海道 千歳市 トヨタレンタリース札幌新千歳空港ポプラ店 サービス その他サービス 2%

8,228 北海道 千歳市 トヨタレンタリース新札幌　新千歳空港すず サービス その他サービス 2%

8,229 北海道 千歳市 トヨタレンタリース新札幌　千歳営業所 サービス その他サービス 5%

8,230 北海道 千歳市 ドリームレンタカー サービス その他サービス 5%

8,231 北海道 千歳市 ニコニコレンタカー千歳美々店 千歳美々店 小売業 その他小売 5%

8,232 北海道 千歳市 ニシムラファミリー 小売業 食料品 5%
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8,233 北海道 千歳市 ニュー千歳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,234 北海道 千歳市 ネッツトヨタ道都千歳店 小売業 その他小売 5%

8,235 北海道 千歳市 パーキングガレージ サービス その他サービス 5%

8,236 北海道 千歳市 ぱっくぱっくナカヤマ 千歳店 小売業 その他小売 5%

8,237 北海道 千歳市 ビアストリート信濃 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,238 北海道 千歳市 煌 サービス 飲食業 5%

8,239 北海道 千歳市 ピザテン・フォー　千歳中央店　２ サービス その他サービス 5%

8,240 北海道 千歳市 ビックリッキー　千歳店 小売業 食料品 5%

8,241 北海道 千歳市 日の出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,242 北海道 千歳市 フェアリーテール　アンティーク　カントリー雑貨のお店 小売業 その他小売 5%

8,243 北海道 千歳市 フラワーショップ　いしざか　長都店 小売業 その他小売 5%

8,244 北海道 千歳市 フラワーショップ　いしざか　千歳店 小売業 その他小売 5%

8,245 北海道 千歳市 フリースタイル　千歳店 サービス 飲食業 5%

8,246 北海道 千歳市 ＢＬＵＥＢＡＣＫ 小売業 その他小売 5%

8,247 北海道 千歳市 フレッシュイングローブ　千歳自由ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

8,248 北海道 千歳市 ブレンダ　タンニングラウンジ千歳 サービス その他サービス 5%

8,249 北海道 千歳市 フレンドリー千歳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,250 北海道 千歳市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＲＯＭ サービス 理容・美容業 5%

8,251 北海道 千歳市 ヘアープレイスＡｓ．ｓｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

8,252 北海道 千歳市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｔａｃｋ サービス 理容・美容業 5%

8,253 北海道 千歳市 ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　Ｃａｌｍｏ サービス 理容・美容業 5%

8,254 北海道 千歳市 ＢＶＥ 千歳店 ー 油外 ー 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,255 北海道 千歳市 ＰＥＴ　ＳＡＬＯＮ＆ＨＯＴＥＬ サービス その他サービス 5%

8,256 北海道 千歳市 北々亭千歳店 サービス 飲食業 5%

8,257 北海道 千歳市 ホシボデー サービス その他サービス 5%

8,258 北海道 千歳市 ホテルエリアワン千歳 サービス 宿泊業 5%

8,259 北海道 千歳市 堀自転車商会 小売業 その他小売 5%

8,260 北海道 千歳市 本社 小売業 その他小売 2%

8,261 北海道 千歳市 本場中国料理 華龍 サービス 飲食業 5%

8,262 北海道 千歳市 マクドナルドイオン千歳店 サービス 飲食業 2%

8,263 北海道 千歳市 マクドナルド３６号千歳店 サービス 飲食業 2%

8,264 北海道 千歳市 丸吉茅野商店 小売業 食料品 5%

8,265 北海道 千歳市 マルシェ　イトーヨーカドー　千歳店 小売業 衣料品 5%

8,266 北海道 千歳市 丸畑家具センター　本店 小売業 家具・調度品 5%

8,267 北海道 千歳市 マルマサ物産 小売業 食料品 5%

8,268 北海道 千歳市 メガアウトレット千歳店 小売業 家具・調度品 5%

8,269 北海道 千歳市 メガネサロンルック　千歳駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,270 北海道 千歳市 メガネサロンルック　ちとせモール店 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,271 北海道 千歳市 メガネの富士　千歳店 小売業 その他小売 5%

8,272 北海道 千歳市 メルカードきむら 小売業 その他小売 5%

8,273 北海道 千歳市 メルヘン　千歳店 小売業 衣料品 5%

8,274 北海道 千歳市 やき鳥なおちゃん サービス 飲食業 5%
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8,275 北海道 千歳市 焼肉徳寿　千歳店 サービス 飲食業 5%

8,276 北海道 千歳市 山の猿千歳店 サービス 飲食業 5%

8,277 北海道 千歳市 有限会社山建 サービス その他サービス 5%

8,278 北海道 千歳市 ゆず亭 サービス 飲食業 5%

8,279 北海道 千歳市 ａｙａｃｏｙｏｓｈｉｏｋａ サービス その他サービス 5%

8,280 北海道 千歳市 ヨシオカ商事千歳営業所 小売業 その他小売 5%

8,281 北海道 千歳市 リアラ サービス 飲食業 5%

8,282 北海道 千歳市 リカーショップ　ＹＡＭＡＤＡ 小売業 食料品 5%

8,283 北海道 千歳市 ルンビニフードカフェ　千歳店 サービス 飲食業 5%

8,284 北海道 千歳市 レンタルバイク新千歳空港 サービス その他サービス 5%

8,285 北海道 千歳市 Ｙ’ｓ　ＳｙｓｔｅｍＣｒｅａｔｉｏｎ 小売業 電化製品 5%

8,286 北海道 月形町 株式会社月形町振興公社 サービス 宿泊業 5%

8,287 北海道 月形町 キャピックツキガタ サービス その他サービス 5%

8,288 北海道 月形町 コテージガーデン 小売業 その他小売 5%

8,289 北海道 月形町 月形温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

8,290 北海道 月形町 月形温泉ホテルにれの木 サービス 飲食業 5%

8,291 北海道 月形町 Ｐｏｐｏｔｅ サービス 飲食業 5%

8,292 北海道 津別町 ＴＳＫＯＯＬ 小売業 家具・調度品 5%

8,293 北海道 津別町 セブン－イレブン津別共和店 小売業 食料品 2%

8,294 北海道 津別町 津別タイヤ工業 小売業 その他小売 5%

8,295 北海道 津別町 津別タイヤ工業　津別タイヤ工業 サービス その他サービス 5%

8,296 北海道 津別町 中島自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

8,297 北海道 鶴居村 村の小さなそば屋　たまゆら サービス 飲食業 5%

8,298 北海道 天塩町 出光天塩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,299 北海道 天塩町 株式会社天塩モータース サービス その他サービス 5%

8,300 北海道 天塩町 ガレージＳＴＲ サービス その他サービス 5%

8,301 北海道 天塩町 靴のいいだ 小売業 その他小売 5%

8,302 北海道 天塩町 チューオー　天塩店 小売業 食料品 5%

8,303 北海道 天塩町 チューオー 天塩店 小売業 食料品 5%

8,304 北海道 天塩町 天塩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,305 北海道 天塩町 天塩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,306 北海道 天塩町 てしお温泉　夕映 サービス 宿泊業 5%

8,307 北海道 弟子屈町 ＡＲｔＩＮｎ極寒藝術伝染装置 サービス 宿泊業 5%

8,308 北海道 弟子屈町 アトレーユ サービス 宿泊業 5%

8,309 北海道 弟子屈町 出光摩周ロードＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,310 北海道 弟子屈町 Ａコープ　てしかが店 サービス 飲食業 5%

8,311 北海道 弟子屈町 川湯観光ホテル サービス 宿泊業 5%

8,312 北海道 弟子屈町 川湯第一ホテル　忍冬 サービス 宿泊業 5%

8,313 北海道 弟子屈町 きらの宿すばる サービス 宿泊業 5%

8,314 北海道 弟子屈町 釧路トヨペット弟子屈店 小売業 その他小売 5%

8,315 北海道 弟子屈町 屈斜路原野ユースゲストハウス サービス 宿泊業 5%

8,316 北海道 弟子屈町 屈斜路湖鶴雅オーベルジュ・ソラ サービス 宿泊業 5%
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8,317 北海道 弟子屈町 コテージログハウス川湯 サービス 宿泊業 5%

8,318 北海道 弟子屈町 自家源泉かけ流し　お宿　欣喜湯 サービス 宿泊業 5%

8,319 北海道 弟子屈町 小さなオーベルジュてぃんくる サービス 宿泊業 5%

8,320 北海道 弟子屈町 弟子屈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,321 北海道 弟子屈町 セブン－イレブン弟子屈中央店 小売業 食料品 2%

8,322 北海道 弟子屈町 弟子屈ラーメン　総本店 サービス 飲食業 5%

8,323 北海道 弟子屈町 トヨタカローラ釧路弟子屈店 小売業 その他小売 5%

8,324 北海道 弟子屈町 ネッツトヨタ釧路弟子屈店 小売業 その他小売 5%

8,325 北海道 弟子屈町 ハートフル摩周 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,326 北海道 弟子屈町 ＰＡＮＡＰＡＮＡ 小売業 衣料品 5%

8,327 北海道 弟子屈町 ふくろう山荘 サービス 宿泊業 5%

8,328 北海道 弟子屈町 フレンドリーショップきたさん 小売業 その他小売 5%

8,329 北海道 弟子屈町 ペンションビラオ サービス 宿泊業 5%

8,330 北海道 弟子屈町 ぽらりす サービス その他サービス 5%

8,331 北海道 弟子屈町 本社 小売業 その他小売 2%

8,332 北海道 弟子屈町 摩周湖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,333 北海道 弟子屈町 摩周湖ユースホステル サービス 宿泊業 5%

8,334 北海道 弟子屈町 南弟子屈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,335 北海道 弟子屈町 器とその周辺山椒 サービス その他サービス 5%

8,336 北海道 弟子屈町 宿・花ふらり サービス その他サービス 5%

8,337 北海道 弟子屈町 湯の閣　池田屋 サービス 宿泊業 5%

8,338 北海道 当別町 浅野農場 小売業 食料品 5%

8,339 北海道 当別町 セブン－イレブン石狩当別末広店 小売業 食料品 2%

8,340 北海道 当別町 出光当別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,341 北海道 当別町 今村自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

8,342 北海道 当別町 Ｃ＆Ｋ　Ｏｆｆｓｈｏｒｅ サービス 飲食業 5%

8,343 北海道 当別町 ぎん平 サービス 飲食業 5%

8,344 北海道 当別町 ジビエ工房 小売業 食料品 5%

8,345 北海道 当別町 スマイルキッチン サービス 飲食業 5%

8,346 北海道 当別町 スマイルポーク 小売業 食料品 5%

8,347 北海道 当別町 そば処福住 サービス 飲食業 5%

8,348 北海道 当別町 当別そば処福住 サービス 飲食業 5%

8,349 北海道 当別町 田西会館 サービス 飲食業 5%

8,350 北海道 当別町 ＤＡＮ－ＬＡＮ サービス 飲食業 5%

8,351 北海道 当別町 千葉電気商会 小売業 電化製品 5%

8,352 北海道 当別町 当別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,353 北海道 当別町 当別 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,354 北海道 当別町 当別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,355 北海道 当別町 セブン－イレブン当別栄町店 小売業 食料品 2%

8,356 北海道 当別町 当別・蕎麦福住 サービス 飲食業 5%

8,357 北海道 当別町 セブン－イレブン当別太美店 小売業 食料品 2%

8,358 北海道 当別町 ドライブインまーくうぇい サービス 飲食業 5%
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8,359 北海道 当別町 ネオ家電 小売業 電化製品 5%

8,360 北海道 当別町 ｈｉｔｔｏｍｉｉｉ☆キラキラ堂 小売業 衣料品 5%

8,361 北海道 当別町 フラワーショップ　いしざか　当別駅前店 小売業 その他小売 5%

8,362 北海道 当別町 フラワーショップ　いしざか　当別店 小売業 その他小売 5%

8,363 北海道 当別町 ポイントショップ大江 小売業 その他小売 5%

8,364 北海道 当別町 ルート２７５当別 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,365 北海道 洞爺湖町 セブン－イレブン虻田入江店 小売業 食料品 2%

8,366 北海道 洞爺湖町 出光虻田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,367 北海道 洞爺湖町 出光洞爺温泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,368 北海道 洞爺湖町 ｅ－Ｌｉｆｅサービス 小売業 電化製品 5%

8,369 北海道 洞爺湖町 詞人くまさん サービス その他サービス 5%

8,370 北海道 洞爺湖町 サイロ展望台 小売業 その他小売 5%

8,371 北海道 洞爺湖町 ザレイクビューＴＯＹＡ　乃の風リゾート サービス 宿泊業 5%

8,372 北海道 洞爺湖町 スペース２７ 小売業 電化製品 5%

8,373 北海道 洞爺湖町 絶景の湯宿　洞爺　湖畔亭 サービス 宿泊業 5%

8,374 北海道 洞爺湖町 絶景の湯宿洞爺湖畔亭 サービス 宿泊業 5%

8,375 北海道 洞爺湖町 ｔｏｉｔａ サービス その他サービス 5%

8,376 北海道 洞爺湖町 洞爺虻田 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,377 北海道 洞爺湖町 洞爺いろは屋 小売業 衣料品 5%

8,378 北海道 洞爺湖町 洞爺温泉ホテル華美 サービス 宿泊業 5%

8,379 北海道 洞爺湖町 洞爺湖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,380 北海道 洞爺湖町 セブン－イレブン洞爺湖温泉店 小売業 食料品 2%

8,381 北海道 洞爺湖町 アロマ・リフレクソロジーサロンｔｅｔｏｔｅ サービス その他サービス 5%

8,382 北海道 洞爺湖町 洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス サービス 宿泊業 5%

8,383 北海道 洞爺湖町 ホテルグランドトーヤ サービス 宿泊業 5%

8,384 北海道 洞爺湖町 向洞爺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,385 北海道 洞爺湖町 有限会社スペース２７ 小売業 電化製品 5%

8,386 北海道 洞爺湖町 レークヒル・ファーム 小売業 食料品 5%

8,387 北海道 洞爺湖町 レストランかわなみ サービス 飲食業 5%

8,388 北海道 洞爺湖町 わかさいも本舗仙堂庵 サービス 飲食業 5%

8,389 北海道 洞爺湖町 わかさいも本舗洞爺湖本店 小売業 食料品 5%

8,390 北海道 苫小牧市 ａｒｃｈ サービス 理容・美容業 5%

8,391 北海道 苫小牧市 赤帽げんき運送合同会社 サービス 運輸業 2%

8,392 北海道 苫小牧市 Ａｇａｔｅ サービス 飲食業 5%

8,393 北海道 苫小牧市 割烹海辺 サービス 飲食業 5%

8,394 北海道 苫小牧市 アナザーアングルイオン苫小牧店 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,395 北海道 苫小牧市 ａｎｉｓｍｕｓｅｅアニスミュゼ サービス 理容・美容業 5%

8,396 北海道 苫小牧市 ａｐｐａｒｅｉｌ サービス 飲食業 5%

8,397 北海道 苫小牧市 阿部商事　有明給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,398 北海道 苫小牧市 阿部商事　双葉町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,399 北海道 苫小牧市 ＡＭＩＮＫＡ株式会社 サービス その他サービス 5%

8,400 北海道 苫小牧市 ＡＬＣＡＬＭ サービス 理容・美容業 5%
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8,401 北海道 苫小牧市 アングルステイ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,402 北海道 苫小牧市 アングル日新店 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,403 北海道 苫小牧市 ＥＡＴ?ＵＰ　　イートアップ　　苫小牧本店 サービス 飲食業 5%

8,404 北海道 苫小牧市 居酒屋　千とせ サービス 飲食業 5%

8,405 北海道 苫小牧市 居酒屋鳥亭 サービス 飲食業 5%

8,406 北海道 苫小牧市 居酒屋ほたる サービス 飲食業 5%

8,407 北海道 苫小牧市 居酒屋ほたる 居酒屋 ほたる サービス 飲食業 5%

8,408 北海道 苫小牧市 出光ＡＩＸセルフ東苫小牧港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,409 北海道 苫小牧市 イーレンタカー　新千歳空港営業所 サービス その他サービス 5%

8,410 北海道 苫小牧市 インテリアショップ荒幸 小売業 家具・調度品 5%

8,411 北海道 苫小牧市 魚次郎 サービス 飲食業 5%

8,412 北海道 苫小牧市 ｅａｓｔ／Ｒｍ サービス 理容・美容業 5%

8,413 北海道 苫小牧市 エース電器 小売業 電化製品 5%

8,414 北海道 苫小牧市 Ｍ・ＳＴＡＧＥ　イオン苫小牧店 小売業 その他小売 5%

8,415 北海道 苫小牧市 おうちｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

8,416 北海道 苫小牧市 オーガニックヘアカラーｎｏｎｎｏ サービス 理容・美容業 5%

8,417 北海道 苫小牧市 大津山商店 サービス その他サービス 5%

8,418 北海道 苫小牧市 オートショップサトウ サービス その他サービス 5%

8,419 北海道 苫小牧市 オート・リバイバル 小売業 その他小売 5%

8,420 北海道 苫小牧市 オオハマ電器 小売業 電化製品 5%

8,421 北海道 苫小牧市 おそうじレンジャー 苫小牧店 サービス その他サービス 5%

8,422 北海道 苫小牧市 オバラメガネ　ＡＮＯＴＨＥＲ　ＡＮＧＬＥ　オバラメガネ　苫小牧本店 小売業 その他小売 5%

8,423 北海道 苫小牧市 オフハウス苫小牧店 小売業 その他小売 2%

8,424 北海道 苫小牧市 お弁当のこすもす サービス 飲食業 5%

8,425 北海道 苫小牧市 オレンジランプモーターサイクル 小売業 その他小売 5%

8,426 北海道 苫小牧市 海鮮　鮨　みね サービス 飲食業 5%

8,427 北海道 苫小牧市 海鮮茶屋海陽 サービス 飲食業 5%

8,428 北海道 苫小牧市 回転寿しクリッパー明野店 サービス 飲食業 5%

8,429 北海道 苫小牧市 回転寿しクリッパーしらかば店 サービス 飲食業 5%

8,430 北海道 苫小牧市 回転寿し旬楽　柳町店 サービス 飲食業 5%

8,431 北海道 苫小牧市 海天丸苫小牧店 サービス 飲食業 5%

8,432 北海道 苫小牧市 隠れ家酒場　　小山内 サービス 飲食業 5%

8,433 北海道 苫小牧市 ガスプ サービス 飲食業 5%

8,434 北海道 苫小牧市 ＣＵＴ倶楽部サン サービス 理容・美容業 5%

8,435 北海道 苫小牧市 ガーデンショップ花物語 小売業 家具・調度品 5%

8,436 北海道 苫小牧市 ガーデンショップ花物語 小売業 家具・調度品 5%

8,437 北海道 苫小牧市 カナディアンキャンプ　北海道 小売業 その他小売 5%

8,438 北海道 苫小牧市 カナディアンキャンプ　北海道 小売業 その他小売 5%

8,439 北海道 苫小牧市 小川苫小牧店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

8,440 北海道 苫小牧市 株式会社　ＫＩＴＳ サービス その他サービス 5%

8,441 北海道 苫小牧市 株式会社ケヒコ苫小牧店 小売業 食料品 2%

8,442 北海道 苫小牧市 ㈱トモヒロ サービス その他サービス 5%
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8,443 北海道 苫小牧市 株式会社ホリケンラボ サービス その他サービス 5%

8,444 北海道 苫小牧市 ガモウ　苫小牧営業所 小売業 その他小売 5%

8,445 北海道 苫小牧市 カラオケ歌屋　苫小牧店 サービス その他サービス 5%

8,446 北海道 苫小牧市 ＫＡＲＡＯＫＥゆめっくす サービス その他サービス 5%

8,447 北海道 苫小牧市 がれぇじ　にりんや サービス その他サービス 5%

8,448 北海道 苫小牧市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋苫小牧糸井店 サービス 飲食業 2%

8,449 北海道 苫小牧市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋苫小牧船見店 サービス 飲食業 2%

8,450 北海道 苫小牧市 カワバタ サービス その他サービス 5%

8,451 北海道 苫小牧市 韓焼肉サランバン サービス 飲食業 5%

8,452 北海道 苫小牧市 季節料理　わかめ サービス 飲食業 5%

8,453 北海道 苫小牧市 九州料理　しのだ黒馬 サービス 飲食業 5%

8,454 北海道 苫小牧市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ苫小牧店 小売業 その他小売 5%

8,455 北海道 苫小牧市 串焼き専門店　みかづき サービス 飲食業 5%

8,456 北海道 苫小牧市 串家ですから サービス 飲食業 5%

8,457 北海道 苫小牧市 久保屋 サービス 飲食業 5%

8,458 北海道 苫小牧市 ＧＲＡＣＩＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,459 北海道 苫小牧市 ＧＲＡＣＩＳ　苫小牧店 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,460 北海道 苫小牧市 ＧＲＡＣＩＳ　苫小牧店 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,461 北海道 苫小牧市 ｇｌａｄｔｏ 小売業 衣料品 5%

8,462 北海道 苫小牧市 ＧｒｉｎｇｒｉｎＧ サービス 理容・美容業 5%

8,463 北海道 苫小牧市 グレ－スフィオ－レ苫小牧店 サービス その他サービス 5%

8,464 北海道 苫小牧市 ケーズボディーワークス サービス その他サービス 5%

8,465 北海道 苫小牧市 光陽商事 小売業 家具・調度品 5%

8,466 北海道 苫小牧市 コープトラベル　パセオ店 サービス その他サービス 5%

8,467 北海道 苫小牧市 コープトラベル　ステイ店 サービス その他サービス 5%

8,468 北海道 苫小牧市 個人宇高タクシー サービス 運輸業 5%

8,469 北海道 苫小牧市 個人福士タクシー サービス 運輸業 5%

8,470 北海道 苫小牧市 コープトラベル・パセオ川沿店 サービス その他サービス 5%

8,471 北海道 苫小牧市 金剛園　だんらん亭 サービス 飲食業 5%

8,472 北海道 苫小牧市 金剛園　和み亭 サービス 飲食業 5%

8,473 北海道 苫小牧市 金剛園　本店 サービス 飲食業 5%

8,474 北海道 苫小牧市 金剛園　ｍａｉｍａｉ亭 サービス 飲食業 5%

8,475 北海道 苫小牧市 金剛園　ろまん亭 サービス 飲食業 5%

8,476 北海道 苫小牧市 栄　寿司 サービス 飲食業 5%

8,477 北海道 苫小牧市 佐竹旅館 サービス 宿泊業 5%

8,478 北海道 苫小牧市 札幌かに本家　苫小牧事業所 サービス 飲食業 5%

8,479 北海道 苫小牧市 サロン　ド　リッチェ　ＳＡＬＯＮ　ｄｅ　ＲＩＣＨＥ サービス 理容・美容業 5%

8,480 北海道 苫小牧市 三光町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,481 北海道 苫小牧市 サン治療院 サービス その他サービス 5%

8,482 北海道 苫小牧市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 苫小牧営業所 小売業 その他小売 5%

8,483 北海道 苫小牧市 サン・ロマーノ　ステイ店 小売業 その他小売 5%

8,484 北海道 苫小牧市 シーベレット苫小牧店 小売業 衣料品 5%
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8,485 北海道 苫小牧市 しっぽり屋　ドラゴンフライダイナー サービス 飲食業 5%

8,486 北海道 苫小牧市 シティーファッション青山 小売業 衣料品 5%

8,487 北海道 苫小牧市 しのだ黒馬別邸　とり猿 サービス 飲食業 5%

8,488 北海道 苫小牧市 ジーベック苫小牧東店 小売業 衣料品 5%

8,489 北海道 苫小牧市 ジーベック山手店 小売業 衣料品 5%

8,490 北海道 苫小牧市 蛇池サッシ製作所 小売業 その他小売 5%

8,491 北海道 苫小牧市 しゃぶしゃぶＤｉｎｉｎｇ黒豚酒場 サービス 飲食業 5%

8,492 北海道 苫小牧市 旬三昧　ふくまる サービス 飲食業 5%

8,493 北海道 苫小牧市 旬・鮮・話楽　うさぎ家 サービス 飲食業 5%

8,494 北海道 苫小牧市 順天堂 小売業 その他小売 5%

8,495 北海道 苫小牧市 しょうた動物病院 サービス 宿泊業 5%

8,496 北海道 苫小牧市 初代　牛タン　赤兵衛 サービス 飲食業 5%

8,497 北海道 苫小牧市 紳士服の山下　苫小牧店 小売業 衣料品 5%

8,498 北海道 苫小牧市 しんどう 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

8,499 北海道 苫小牧市 しんどう　ステイ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

8,500 北海道 苫小牧市 しんどう　パセオ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

8,501 北海道 苫小牧市 しんどう書店　沼ノ端店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

8,502 北海道 苫小牧市 しんどう書店ステイ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

8,503 北海道 苫小牧市 しんどう書店本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

8,504 北海道 苫小牧市 新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」 サービス 宿泊業 5%

8,505 北海道 苫小牧市 スイートデコレーション　新苫小牧店 小売業 家具・調度品 5%

8,506 北海道 苫小牧市 鈴木整体院 サービス その他サービス 5%

8,507 北海道 苫小牧市 スマイルホテル　苫小牧 サービス 宿泊業 5%

8,508 北海道 苫小牧市 炭火焼肉ダイニング　笑月 サービス 飲食業 5%

8,509 北海道 苫小牧市 炭焼きバル　ＯＮＩＫＵ　（おにく） サービス 飲食業 5%

8,510 北海道 苫小牧市 苫の蔵　苫の蔵 サービス 飲食業 5%

8,511 北海道 苫小牧市 蕎麦花　王子町店 サービス 飲食業 5%

8,512 北海道 苫小牧市 蕎麦屋　一休 サービス 飲食業 5%

8,513 北海道 苫小牧市 ソフトバンクショップ沼ノ端 小売業 電化製品 5%

8,514 北海道 苫小牧市 ＤａｒｔｓＳｈｏｐ音蔵 小売業 その他小売 5%

8,515 北海道 苫小牧市 ダイカ　苫小牧支店 小売業 衣料品 5%

8,516 北海道 苫小牧市 ダイコク苫小牧店 小売業 家具・調度品 5%

8,517 北海道 苫小牧市 ダイヤ用品販売株式会社 小売業 その他小売 5%

8,518 北海道 苫小牧市 ＣＨＡＳＥＲ　Ｌ サービス 飲食業 5%

8,519 北海道 苫小牧市 ツーアンドフォー 小売業 その他小売 5%

8,520 北海道 苫小牧市 釣人苫小牧店 小売業 その他小売 5%

8,521 北海道 苫小牧市 Ｄｉａｍ サービス 理容・美容業 5%

8,522 北海道 苫小牧市 Ｄ?ＬＥＡＦ サービス 理容・美容業 5%

8,523 北海道 苫小牧市 デザインプラス 小売業 衣料品 5%

8,524 北海道 苫小牧市 鉄板焼　しのだ サービス 飲食業 5%

8,525 北海道 苫小牧市 てっぱん焼き　モチとモフ サービス 飲食業 5%

8,526 北海道 苫小牧市 電器のキムラ 小売業 電化製品 5%
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8,527 北海道 苫小牧市 天然温泉なごみの湯 サービス その他サービス 5%

8,528 北海道 苫小牧市 道蓮交通 サービス その他サービス 5%

8,529 北海道 苫小牧市 苫小牧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,530 北海道 苫小牧市 ＦＷ苫小牧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,531 北海道 苫小牧市 セブン－イレブン苫小牧青葉店 小売業 食料品 2%

8,532 北海道 苫小牧市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ苫小牧泉野店 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,533 北海道 苫小牧市 苫小牧イタリアン食堂 サービス 飲食業 5%

8,534 北海道 苫小牧市 セブン－イレブン苫小牧永福町１丁目店 小売業 食料品 2%

8,535 北海道 苫小牧市 セブン－イレブン苫小牧春日町店 小売業 食料品 2%

8,536 北海道 苫小牧市 セブンーイレブン苫小牧川沿町６丁目店 小売業 食料品 2%

8,537 北海道 苫小牧市 セブン－イレブン苫小牧啓北２丁目店 小売業 食料品 2%

8,538 北海道 苫小牧市 セブン－イレブン苫小牧三光町店 小売業 食料品 2%

8,539 北海道 苫小牧市 セブンーイレブン苫小牧しらかば町店 小売業 食料品 2%

8,540 北海道 苫小牧市 苫小牧市立病院売店 小売業 その他小売 5%

8,541 北海道 苫小牧市 セブン－イレブン苫小牧新開町店 小売業 食料品 2%

8,542 北海道 苫小牧市 セブン－イレブン苫小牧新開町４丁目店 小売業 食料品 2%

8,543 北海道 苫小牧市 苫小牧新鮮魚市場 サービス 飲食業 5%

8,544 北海道 苫小牧市 セブン－イレブン苫小牧新富町店 小売業 食料品 2%

8,545 北海道 苫小牧市 セブンーイレブン苫小牧新明町１丁目店 小売業 食料品 2%

8,546 北海道 苫小牧市 セブン－イレブン苫小牧末広店 小売業 食料品 2%

8,547 北海道 苫小牧市 セブン－イレブン苫小牧澄川店 小売業 食料品 2%

8,548 北海道 苫小牧市 セブン－イレブン苫小牧高丘店 小売業 食料品 2%

8,549 北海道 苫小牧市 苫小牧ドライビングスクール サービス その他サービス 5%

8,550 北海道 苫小牧市 苫小牧中野自動車学校 サービス その他サービス 5%

8,551 北海道 苫小牧市 セブンーイレブン苫小牧沼ノ端東店 小売業 食料品 2%

8,552 北海道 苫小牧市 セブン－イレブン苫小牧白鳥アリーナ前店 小売業 食料品 2%

8,553 北海道 苫小牧市 苫小牧パソコンケアサポート サービス その他サービス 5%

8,554 北海道 苫小牧市 セブン－イレブン苫小牧花園町３丁目店 小売業 食料品 2%

8,555 北海道 苫小牧市 セブン－イレブン苫小牧日吉町店 小売業 食料品 2%

8,556 北海道 苫小牧市 苫小牧ビール園 サービス 飲食業 5%

8,557 北海道 苫小牧市 苫小牧フェリー埠頭前 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,558 北海道 苫小牧市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ苫小牧埠頭店 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,559 北海道 苫小牧市 苫小牧補聴器センター 小売業 その他小売 5%

8,560 北海道 苫小牧市 セブン－イレブン苫小牧宮前町店 小売業 食料品 2%

8,561 北海道 苫小牧市 セブン－イレブン苫小牧明徳店 小売業 食料品 2%

8,562 北海道 苫小牧市 苫小牧元町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,563 北海道 苫小牧市 とまでん　サンエス 小売業 電化製品 5%

8,564 北海道 苫小牧市 とまでん　トサオカ 小売業 電化製品 5%

8,565 北海道 苫小牧市 とまでん　マルコー 小売業 電化製品 5%

8,566 北海道 苫小牧市 とまでんカマダ 小売業 電化製品 5%

8,567 北海道 苫小牧市 とまでんクラシタ 小売業 電化製品 5%

8,568 北海道 苫小牧市 とまでんごとう 小売業 電化製品 5%
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8,569 北海道 苫小牧市 とまとのほっぺ サービス 飲食業 5%

8,570 北海道 苫小牧市 トヨタカローラ苫小牧糸井店 小売業 その他小売 5%

8,571 北海道 苫小牧市 トヨタカローラ苫小牧苫小牧店 小売業 その他小売 5%

8,572 北海道 苫小牧市 トヨタ部品北海道共販苫小牧営業所 サービス その他サービス 5%

8,573 北海道 苫小牧市 トヨタレンタリース札幌苫小牧店 サービス その他サービス 2%

8,574 北海道 苫小牧市 トヨタレンタリース新札幌苫小牧店 サービス その他サービス 2%

8,575 北海道 苫小牧市 鳥しん サービス 飲食業 5%

8,576 北海道 苫小牧市 ドリームホビー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

8,577 北海道 苫小牧市 Ｔｒｅａｓｕｒｅ　　Ｈｕｎｔｉｎｇ サービス その他サービス 5%

8,578 北海道 苫小牧市 とんちゃん家 サービス 飲食業 5%

8,579 北海道 苫小牧市 ナイスタニオカ 小売業 電化製品 5%

8,580 北海道 苫小牧市 ながやま 小売業 衣料品 5%

8,581 北海道 苫小牧市 ナチュラルショップかわた 小売業 食料品 5%

8,582 北海道 苫小牧市 錦岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,583 北海道 苫小牧市 ニックウパーキング＆レンタカー サービス その他サービス 5%

8,584 北海道 苫小牧市 ニッタンホームサービス サービス その他サービス 5%

8,585 北海道 苫小牧市 ＮａｉｌｒｏｏｍＢｉｊｏＵ サービス その他サービス 5%

8,586 北海道 苫小牧市 ネッツトヨタ道都苫小牧店 小売業 その他小売 5%

8,587 北海道 苫小牧市 呑み食い処笑味 呑み食い処笑味 サービス 飲食業 5%

8,588 北海道 苫小牧市 ＮＯＮ　ＥＤＧＥ サービス 理容・美容業 5%

8,589 北海道 苫小牧市 ハードオフ苫小牧店 小売業 その他小売 2%

8,590 北海道 苫小牧市 配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,591 北海道 苫小牧市 ハウスメンテナンス サービス その他サービス 5%

8,592 北海道 苫小牧市 花水樹 サービス 飲食業 5%

8,593 北海道 苫小牧市 ＢａｌｉｎｅｓｅｓｐａＪａｌａｎ－Ｊａｌａｎ サービス 理容・美容業 5%

8,594 北海道 苫小牧市 パールオート サービス その他サービス 5%

8,595 北海道 苫小牧市 バル　ボレロ サービス 飲食業 5%

8,596 北海道 苫小牧市 販売課 小売業 その他小売 2%

8,597 北海道 苫小牧市 ＢＭＯ苫小牧店 小売業 衣料品 5%

8,598 北海道 苫小牧市 ピザテン・フォー　苫小牧住吉店　２ サービス その他サービス 5%

8,599 北海道 苫小牧市 ピザテン・フォー　苫小牧西店　２ サービス その他サービス 5%

8,600 北海道 苫小牧市 ピザテン・フォー　苫小牧沼ノ端店　２ サービス その他サービス 5%

8,601 北海道 苫小牧市 ビーズ・ビー長崎屋　苫小牧店 小売業 衣料品 5%

8,602 北海道 苫小牧市 ビデオレンタルくれよん サービス その他サービス 5%

8,603 北海道 苫小牧市 美髪ルーム　まぁろ サービス 理容・美容業 5%

8,604 北海道 苫小牧市 ビビ　苫小牧グランドホテルニュー王子店 サービス その他サービス 5%

8,605 北海道 苫小牧市 ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　Ｍｉｇｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

8,606 北海道 苫小牧市 福助　苫小牧西店 小売業 その他小売 5%

8,607 北海道 苫小牧市 福助　苫小牧店 小売業 その他小売 5%

8,608 北海道 苫小牧市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,609 北海道 苫小牧市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,610 北海道 苫小牧市 ブティックながやま　スティ店 小売業 衣料品 5%
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8,611 北海道 苫小牧市 ブティックながやま　エガオ店 小売業 衣料品 5%

8,612 北海道 苫小牧市 ブティックながやま　大成店 小売業 衣料品 5%

8,613 北海道 苫小牧市 Ｆｏｏｄ　Ｂａｒ　フォーナインズ サービス 飲食業 5%

8,614 北海道 苫小牧市 Ｂｒａｔｓ苫小牧店 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,615 北海道 苫小牧市 フラワーショップ　いしざか　明野店 小売業 その他小売 5%

8,616 北海道 苫小牧市 フラワーショップ　いしざか　光洋店 小売業 その他小売 5%

8,617 北海道 苫小牧市 ｐｒｉｎｔｅｍｐｓＧｒｉｎｇｒｉｎＧ サービス 理容・美容業 5%

8,618 北海道 苫小牧市 葡麗紅 サービス 飲食業 5%

8,619 北海道 苫小牧市 プロデュースジャパン　グループ サービス 飲食業 5%

8,620 北海道 苫小牧市 ＨＡＩＲ　ＴＨＥ　ｄｅｂｕｔ サービス 理容・美容業 5%

8,621 北海道 苫小牧市 ｆｅｌｉｃｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

8,622 北海道 苫小牧市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　しずく サービス 理容・美容業 5%

8,623 北海道 苫小牧市 ＢｅｌｌｅＱ サービス 理容・美容業 5%

8,624 北海道 苫小牧市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｏｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

8,625 北海道 苫小牧市 ＲＥＩＫＯ　澄川店 サービス 理容・美容業 5%

8,626 北海道 苫小牧市 ＨＡＩＲ　ＳＰＡＣＥ　ｃｈｏｕｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

8,627 北海道 苫小牧市 平和堂 小売業 家具・調度品 5%

8,628 北海道 苫小牧市 ペットプラステン・テン　苫小牧店 小売業 その他小売 5%

8,629 北海道 苫小牧市 ヘリテージキムラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,630 北海道 苫小牧市 ヘリテージキムラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,631 北海道 苫小牧市 ホーユーサービスセンター 小売業 その他小売 5%

8,632 北海道 苫小牧市 北開プロパン石油販売 小売業 その他小売 5%

8,633 北海道 苫小牧市 ホテル於久仁 サービス 宿泊業 5%

8,634 北海道 苫小牧市 ホテル杉田 サービス 宿泊業 5%

8,635 北海道 苫小牧市 ホテルステイヴィレッジ サービス 宿泊業 5%

8,636 北海道 苫小牧市 ホームメイキングサービスＭ＆Ｍ サービス その他サービス 5%

8,637 北海道 苫小牧市 ＳｔｕｄｉｏＭＡＬＥ サービス その他サービス 5%

8,638 北海道 苫小牧市 ＭＹ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ サービス 理容・美容業 5%

8,639 北海道 苫小牧市 マインド　マツザキ 小売業 電化製品 5%

8,640 北海道 苫小牧市 ＭＡＥＤＡ　錦岡店 小売業 その他小売 5%

8,641 北海道 苫小牧市 まえ多靴店　錦岡店 小売業 その他小売 5%

8,642 北海道 苫小牧市 マクドナルドイオンモール苫小牧店 サービス 飲食業 2%

8,643 北海道 苫小牧市 マクドナルド３６号苫小牧店 サービス 飲食業 2%

8,644 北海道 苫小牧市 マクドナルド苫小牧ステイ店 サービス 飲食業 2%

8,645 北海道 苫小牧市 マクドナルド苫小牧パセオ店 サービス 飲食業 2%

8,646 北海道 苫小牧市 ｍａｄａｍｅ　Ｓａｍａｎｔｈａ サービス 飲食業 5%

8,647 北海道 苫小牧市 松平商店 小売業 その他小売 5%

8,648 北海道 苫小牧市 マルシェ・オート 小売業 その他小売 5%

8,649 北海道 苫小牧市 丸善ストアー 小売業 その他小売 5%

8,650 北海道 苫小牧市 三ツ輪商会　苫小牧エネルギーセンタ 小売業 その他小売 2%

8,651 北海道 苫小牧市 メガネサロンルック　苫小牧トライアル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,652 北海道 苫小牧市 メガネサロンルック　ビッグハウス明徳店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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8,653 北海道 苫小牧市 メガネサロンルックＭＥＧＡドン・キホーテ 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,654 北海道 苫小牧市 メガネの富士　苫小牧店 小売業 その他小売 5%

8,655 北海道 苫小牧市 ｍａｉｓｏｎｄｕｍａｒｃｈｅ＇ 小売業 衣料品 5%

8,656 北海道 苫小牧市 焼肉金剛園 サービス 飲食業 5%

8,657 北海道 苫小牧市 山手ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,658 北海道 苫小牧市 山の猿　苫小牧店 サービス 飲食業 5%

8,659 北海道 苫小牧市 有限会社タケムラ 小売業 その他小売 5%

8,660 北海道 苫小牧市 夢の靴 小売業 衣料品 5%

8,661 北海道 苫小牧市 ライフパートナーズ サービス 運輸業 5%

8,662 北海道 苫小牧市 ラウンジ　いろは サービス 飲食業 5%

8,663 北海道 苫小牧市 ランクレ苫小牧店 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,664 北海道 苫小牧市 ランジェリーショップ　エルム　プラザ店 小売業 衣料品 5%

8,665 北海道 苫小牧市 ランジェリーショップ　エルム　ＭＥＧＡ店 小売業 衣料品 5%

8,666 北海道 苫小牧市 陸海喰会心の一撃 サービス 飲食業 5%

8,667 北海道 苫小牧市 ＬＩＢＥＲＴＹＡＵＴＯＭＯＢＩＬＥ サービス その他サービス 5%

8,668 北海道 苫小牧市 柳月　コープさっぽろパセオ川沿店 小売業 食料品 5%

8,669 北海道 苫小牧市 龍千堂コトブキ薬品 小売業 その他小売 5%

8,670 北海道 苫小牧市 リラクゼーションサロン　アンベリール サービス 理容・美容業 5%

8,671 北海道 苫小牧市 リラクゼーションサロンアンベリール サービス 理容・美容業 5%

8,672 北海道 苫小牧市 臨港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,673 北海道 苫小牧市 臨港昭和交通株式会社 サービス 運輸業 5%

8,674 北海道 苫小牧市 Ｌｏｏｂｌｏｏｍ 小売業 衣料品 5%

8,675 北海道 苫小牧市 レインボープラザ新明 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,676 北海道 苫小牧市 Ｒｅｇａｌｏ　ｄａ　Ｊ　ｆａｒｍ サービス 飲食業 5%

8,677 北海道 苫小牧市 レディースファッション　エルム　苫小牧店 小売業 衣料品 5%

8,678 北海道 苫小牧市 ローズマリー 小売業 衣料品 5%

8,679 北海道 苫小牧市 わがまま丼苫小牧食堂 サービス 飲食業 5%

8,680 北海道 苫前町 Ａマートこたんべつ店 小売業 その他小売 5%

8,681 北海道 苫前町 古丹別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,682 北海道 苫前町 苫前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,683 北海道 苫前町 パナトークでんきのタカヤマ 小売業 電化製品 5%

8,684 北海道 泊村 寺井商店 小売業 その他小売 5%

8,685 北海道 泊村 泊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,686 北海道 豊浦町 出光豊浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,687 北海道 豊浦町 豊浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,688 北海道 豊浦町 セブン－イレブン豊浦旭町店 小売業 食料品 2%

8,689 北海道 豊浦町 とようらベリーファーム＆カフェ サービス 飲食業 5%

8,690 北海道 豊浦町 藤原商会 小売業 電化製品 5%

8,691 北海道 豊頃町 出光豊頃ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,692 北海道 豊頃町 茂岩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,693 北海道 豊富町 居酒屋旬花 サービス 飲食業 5%

8,694 北海道 豊富町 出光豊富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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8,695 北海道 豊富町 株式会社川島旅館 サービス 宿泊業 5%

8,696 北海道 豊富町 豊富町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,697 北海道 豊富町 ニュー温泉閣ホテル サービス 宿泊業 5%

8,698 北海道 豊富町 有限会社だるまや 小売業 その他小売 5%

8,699 北海道 豊富町 フードインタイムリーイトウ豊富店 小売業 その他小売 5%

8,700 北海道 奈井江町 井戸電気 小売業 電化製品 5%

8,701 北海道 奈井江町 株式会社ＵＩオート サービス その他サービス 5%

8,702 北海道 奈井江町 手打ち蕎麦からまつ園 サービス 飲食業 5%

8,703 北海道 奈井江町 奈井江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,704 北海道 奈井江町 奈井江　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,705 北海道 奈井江町 セブン－イレブン奈井江町店 小売業 食料品 2%

8,706 北海道 奈井江町 本社 小売業 その他小売 2%

8,707 北海道 中川町 ＪＭ／居酒屋十一 サービス 飲食業 5%

8,708 北海道 中川町 株式会社横山自動車 サービス その他サービス 5%

8,709 北海道 中川町 サトウ電器商会 小売業 電化製品 5%

8,710 北海道 中川町 樹皮細工　入舩絵美 小売業 その他小売 5%

8,711 北海道 中川町 中川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,712 北海道 中川町 中川石油　中川誉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,713 北海道 中川町 フードインタイムリーイトウ中川店 小売業 その他小売 5%

8,714 北海道 中川町 ポンピラ・アクア・リズイング サービス 宿泊業 5%

8,715 北海道 中川町 高橋綾子 小売業 その他小売 5%

8,716 北海道 中札内村 イタリア家庭料理店トラットリアス サービス 飲食業 5%

8,717 北海道 中札内村 出光中札内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,718 北海道 中札内村 エゾリス君の宿カンタベリー サービス 宿泊業 5%

8,719 北海道 中札内村 奥井商会 小売業 その他小売 5%

8,720 北海道 中札内村 Ｃａｆｅ＆宿カンタベリー サービス その他サービス 5%

8,721 北海道 中札内村 上札内 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,722 北海道 中札内村 中札内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,723 北海道 中札内村 セブン－イレブン中札内店 小売業 食料品 2%

8,724 北海道 中札内村 中札内美術村　花六花 小売業 食料品 5%

8,725 北海道 中札内村 レストラン　ポロシリ 小売業 食料品 5%

8,726 北海道 中札内村 六花亭　六花の森　六’ｃａｆｅ 小売業 食料品 5%

8,727 北海道 中標津町 アルファ犬猫病院 サービス その他サービス 5%

8,728 北海道 中標津町 出光中標津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,729 北海道 中標津町 出光中標津東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,730 北海道 中標津町 Ａコープ中標津店 小売業 食料品 5%

8,731 北海道 中標津町 ?ｃｌａｔｄｅｂｅａｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

8,732 北海道 中標津町 回転寿司根室花まる　中標津店 サービス 飲食業 5%

8,733 北海道 中標津町 株式会社岩崎電機商会 小売業 電化製品 5%

8,734 北海道 中標津町 カラオケ歌屋　中標津店 サービス その他サービス 5%

8,735 北海道 中標津町 北日本石油　中標津中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,736 北海道 中標津町 釧路トヨタ自動車中標津店 小売業 その他小売 5%
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8,737 北海道 中標津町 釧路トヨペット中標津店 小売業 その他小売 5%

8,738 北海道 中標津町 ＣＯＳＭＯＳＣＩＥＮＣＥ 小売業 その他小売 5%

8,739 北海道 中標津町 すずき　中標津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,740 北海道 中標津町 セントラル写真工芸社　写真のセントラル 小売業 その他小売 5%

8,741 北海道 中標津町 タイヤサービス木村 小売業 その他小売 5%

8,742 北海道 中標津町 東武サウスヒルズ 小売業 その他小売 5%

8,743 北海道 中標津町 計根別ＳＳ　有限会社兼良竹内金物店 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,744 北海道 中標津町 トヨタカローラ釧路中標津店 小売業 その他小売 5%

8,745 北海道 中標津町 トヨタレンタリース釧路中標津空港店 サービス その他サービス 2%

8,746 北海道 中標津町 中標津　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,747 北海道 中標津町 セブン－イレブン中標津桜ヶ丘店 小売業 食料品 2%

8,748 北海道 中標津町 中標津石油 小売業 その他小売 2%

8,749 北海道 中標津町 中標津町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,750 北海道 中標津町 セブン－イレブン中標津バイパス店 小売業 食料品 2%

8,751 北海道 中標津町 セブン－イレブン中標津東店 小売業 食料品 2%

8,752 北海道 中標津町 セブン－イレブン中標津東中店 小売業 食料品 2%

8,753 北海道 中標津町 セブン－イレブン中標津緑町店 小売業 食料品 2%

8,754 北海道 中標津町 ＨＡＩＲＰＲＯＤＵＣＥＧｒａｄｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

8,755 北海道 中標津町 ネッツトヨタ釧路中標津店 小売業 その他小売 5%

8,756 北海道 中標津町 Ｐｅａｋ中標津東武サウスヒルズ店 小売業 衣料品 5%

8,757 北海道 中標津町 フラワーショップ　いしざか　ＢＨ中標津店 小売業 その他小売 5%

8,758 北海道 中標津町 フラワーショップいしざかフクハラ中標津店 小売業 その他小売 5%

8,759 北海道 中標津町 ペットショップチワワン 小売業 その他小売 5%

8,760 北海道 中標津町 ＪＭ／ほかほか弁当桜ケ丘 サービス 飲食業 5%

8,761 北海道 中標津町 ほくねん南 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,762 北海道 中標津町 ＨＯＴＥＬ　Ｂｉｚ　ＩＮＮ サービス 宿泊業 5%

8,763 北海道 中標津町 ホワイト急便　北一工場前店 サービス その他サービス 5%

8,764 北海道 中標津町 ホワイト急便　ビッグハウス店 サービス その他サービス 5%

8,765 北海道 中標津町 マクドナルド中標津東武店 サービス 飲食業 2%

8,766 北海道 中標津町 やきとり炭九 サービス 飲食業 5%

8,767 北海道 中標津町 焼肉酒菜○ サービス 飲食業 5%

8,768 北海道 中標津町 湯宿だいいち サービス 宿泊業 5%

8,769 北海道 中標津町 楽亭　つかさ サービス 飲食業 5%

8,770 北海道 中頓別町 コレカワでんき 小売業 電化製品 5%

8,771 北海道 中頓別町 すずらん薬局中頓別店 小売業 その他小売 5%

8,772 北海道 中頓別町 中頓別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,773 北海道 長沼町 あいすの家 長沼本店 小売業 食料品 5%

8,774 北海道 長沼町 あざらしとしろくま 小売業 衣料品 5%

8,775 北海道 長沼町 アルソア明友夢 小売業 その他小売 5%

8,776 北海道 長沼町 アルソア明友夢 サービス その他サービス 5%

8,777 北海道 長沼町 長沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,778 北海道 長沼町 ながぬま温泉 サービス 宿泊業 5%
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8,779 北海道 長沼町 セブン－イレブン長沼町店 小売業 食料品 2%

8,780 北海道 長沼町 フレッシュイングローブ　長沼店 小売業 その他小売 5%

8,781 北海道 長沼町 ＭＡＯＩＱ サービス その他サービス 5%

8,782 北海道 長沼町 道の駅マオイの丘公園　売店 小売業 家具・調度品 5%

8,783 北海道 長沼町 道の駅マオイの丘公園　レストラン美夕 サービス 飲食業 5%

8,784 北海道 長沼町 山本家具建具店 小売業 家具・調度品 5%

8,785 北海道 中富良野町 出光中富良野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,786 北海道 中富良野町 Ｅｌｅｍｅｎｔ サービス 宿泊業 5%

8,787 北海道 中富良野町 オーベルジュエルバステラ サービス 宿泊業 5%

8,788 北海道 中富良野町 オリカゴルフ倶楽部 サービス 宿泊業 5%

8,789 北海道 中富良野町 株式会社富田プランニグ サービス その他サービス 5%

8,790 北海道 中富良野町 キモノ館とだや 小売業 衣料品 5%

8,791 北海道 中富良野町 香水の舎 小売業 その他小売 5%

8,792 北海道 中富良野町 スパ＆ホテルリゾートふらのラテール サービス 宿泊業 5%

8,793 北海道 中富良野町 ドライフラワーの舎 小売業 その他小売 5%

8,794 北海道 中富良野町 中富良野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,795 北海道 中富良野町 セブン－イレブン中富良野町店 小売業 食料品 2%

8,796 北海道 中富良野町 花の舎 小売業 家具・調度品 5%

8,797 北海道 中富良野町 花人の舎　マリー 小売業 その他小売 5%

8,798 北海道 中富良野町 ファーム富田　ラポートの舎　ソフト サービス その他サービス 5%

8,799 北海道 中富良野町 ファーム富田　ラポートの舎１ 小売業 家具・調度品 5%

8,800 北海道 中富良野町 ファーム富田　アルブの舎１ 小売業 家具・調度品 5%

8,801 北海道 中富良野町 ファーム富田　アルブの舎１ 小売業 家具・調度品 5%

8,802 北海道 中富良野町 ファーム富田　アルブの舎２ 小売業 家具・調度品 5%

8,803 北海道 中富良野町 ファーム富田　香水の舎１ 小売業 その他小売 5%

8,804 北海道 中富良野町 ファーム富田　香水の舎２ 小売業 その他小売 5%

8,805 北海道 中富良野町 ファーム富田　倖の小路メロン 小売業 家具・調度品 5%

8,806 北海道 中富良野町 ファーム富田　蒸留の舎 小売業 家具・調度品 5%

8,807 北海道 中富良野町 ファーム富田　ドライフラワーの舎１ 小売業 その他小売 5%

8,808 北海道 中富良野町 ファーム富田　ドライフラワーの舎２ 小売業 その他小売 5%

8,809 北海道 中富良野町 ファーム富田　花の舎１ 小売業 家具・調度品 5%

8,810 北海道 中富良野町 ファーム富田　花の舎２ 小売業 家具・調度品 5%

8,811 北海道 中富良野町 ファーム富田　花の舎メロン 小売業 家具・調度品 5%

8,812 北海道 中富良野町 ファーム富田　花人の舎マリーＡ１ 小売業 その他小売 5%

8,813 北海道 中富良野町 ファーム富田　花人の舎マリーＡ２ 小売業 その他小売 5%

8,814 北海道 中富良野町 ファーム富田　花人の舎マリーＢ１ 小売業 その他小売 5%

8,815 北海道 中富良野町 ファーム富田　花人の舎マリーＢ２ 小売業 その他小売 5%

8,816 北海道 中富良野町 ファーム富田　プチＡ１ 小売業 家具・調度品 5%

8,817 北海道 中富良野町 ファーム富田　プチＡ２ 小売業 家具・調度品 5%

8,818 北海道 中富良野町 ファーム富田　プロシェの舎１ 小売業 家具・調度品 5%

8,819 北海道 中富良野町 ファーム富田　プロシェの舎２ 小売業 家具・調度品 5%

8,820 北海道 中富良野町 ファーム富田　ポピーの舎１ 小売業 家具・調度品 5%
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8,821 北海道 中富良野町 ファーム富田　ポピーの舎２ 小売業 家具・調度品 5%

8,822 北海道 中富良野町 ファーム富田　ポプリの舎　リケット 小売業 家具・調度品 5%

8,823 北海道 中富良野町 ファーム富田　ポプリの舎１ 小売業 家具・調度品 5%

8,824 北海道 中富良野町 ファーム富田　森の舎 小売業 家具・調度品 5%

8,825 北海道 中富良野町 ファーム富田　ラポートの舎３ 小売業 家具・調度品 5%

8,826 北海道 中富良野町 ファーム富田　ラポートの舎２ 小売業 家具・調度品 5%

8,827 北海道 中富良野町 ファーム富田　アルブの舎 サービス その他サービス 5%

8,828 北海道 中富良野町 ファーム富田　カフェルネ サービス その他サービス 5%

8,829 北海道 中富良野町 ファーム富田　香水の舎 サービス その他サービス 5%

8,830 北海道 中富良野町 ファーム富田　倖の小路メロン サービス その他サービス 5%

8,831 北海道 中富良野町 ファーム富田　ドライフラワーの舎 サービス その他サービス 5%

8,832 北海道 中富良野町 ファーム富田　花の舎 サービス その他サービス 5%

8,833 北海道 中富良野町 ファーム富田　花の舎メロン サービス その他サービス 5%

8,834 北海道 中富良野町 ファーム富田　花人の舎マリー サービス その他サービス 5%

8,835 北海道 中富良野町 ファーム富田　プチ サービス その他サービス 5%

8,836 北海道 中富良野町 ファーム富田　プロシェの舎 サービス その他サービス 5%

8,837 北海道 中富良野町 ファーム富田　ポピーの舎 サービス その他サービス 5%

8,838 北海道 中富良野町 ファーム富田　ポプリの舎 サービス その他サービス 5%

8,839 北海道 中富良野町 ファーム富田　ラポートの舎 サービス その他サービス 5%

8,840 北海道 中富良野町 ファーム富田　ルネ サービス その他サービス 5%

8,841 北海道 中富良野町 ふらの田園コテージヌプリ サービス その他サービス 5%

8,842 北海道 中富良野町 富良野リゾートオリカ サービス 宿泊業 5%

8,843 北海道 中富良野町 ログコテージひまわり サービス その他サービス 5%

8,844 北海道 七飯町 アピアスタイルアンジェ サービス 理容・美容業 5%

8,845 北海道 七飯町 出光セルフ赤松街道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,846 北海道 七飯町 大沼 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,847 北海道 七飯町 おおぬまベーカリーぽこ 小売業 食料品 5%

8,848 北海道 七飯町 セブン－イレブン渡島七飯大中山店 小売業 食料品 2%

8,849 北海道 七飯町 セブン－イレブン渡島七飯店 小売業 食料品 2%

8,850 北海道 七飯町 財津自工 サービス その他サービス 5%

8,851 北海道 七飯町 順工務店 サービス その他サービス 5%

8,852 北海道 七飯町 生鮮げんき市場　希望ヶ丘店 小売業 食料品 5%

8,853 北海道 七飯町 生鮮夢市場　桜町店 小売業 食料品 5%

8,854 北海道 七飯町 ターブル・ドゥ・リバージュ サービス 飲食業 5%

8,855 北海道 七飯町 チャレンジビーフ大沼黒ベコ サービス 飲食業 5%

8,856 北海道 七飯町 七飯 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,857 北海道 七飯町 七飯　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,858 北海道 七飯町 セブン－イレブン七飯バイパス店 小売業 食料品 2%

8,859 北海道 七飯町 セブン－イレブン七飯本町店 小売業 食料品 2%

8,860 北海道 七飯町 日本一金物店　七飯店 小売業 家具・調度品 5%

8,861 北海道 七飯町 函館大沼　鶴雅リゾート　エプイ サービス 宿泊業 5%

8,862 北海道 七飯町 はこだてわいん　葡萄館 小売業 食料品 5%
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8,863 北海道 七飯町 はこだてわいん　葡萄館 小売業 食料品 5%

8,864 北海道 七飯町 はこでん金見 小売業 電化製品 5%

8,865 北海道 七飯町 パックマン　七飯店 小売業 その他小売 5%

8,866 北海道 七飯町 パックマン　七飯店（Ｂ２Ｂ） 小売業 その他小売 5%

8,867 北海道 七飯町 ｐｉｐｐｉｎ０１３８ サービス その他サービス 5%

8,868 北海道 七飯町 フラワーショップいしざか　七飯店 小売業 その他小売 5%

8,869 北海道 七飯町 メガネ工房パレット　ななえ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

8,870 北海道 七飯町 龍青 サービス 飲食業 5%

8,871 北海道 七飯町 ロハスヘアー サービス 理容・美容業 5%

8,872 北海道 七飯町 ワタナベ電器 小売業 電化製品 5%

8,873 北海道 七飯町 ＷＡＮＯモータース 小売業 その他小売 5%

8,874 北海道 名寄市 アキ写真店 デジタルカラープリント 出張撮影 サービス その他サービス 5%

8,875 北海道 名寄市 アクシス 小売業 その他小売 5%

8,876 北海道 名寄市 旭川トヨタ自動車名寄店 小売業 その他小売 5%

8,877 北海道 名寄市 味処　鳥長 サービス 飲食業 5%

8,878 北海道 名寄市 味処　鳥長 サービス 飲食業 5%

8,879 北海道 名寄市 ｃａｆｅ　風夢 サービス 飲食業 5%

8,880 北海道 名寄市 イオン名寄店 小売業 その他小売 5%

8,881 北海道 名寄市 出光昭和シェル　川原石油　株　風連ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,882 北海道 名寄市 出光昭和シェル  有 富永石油商事 名寄徳田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,883 北海道 名寄市 出光名寄南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,884 北海道 名寄市 出光ハイエスト４０名寄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,885 北海道 名寄市 いまだ産業 小売業 その他小売 5%

8,886 北海道 名寄市 オーセンティックバー　ディキシー サービス 飲食業 5%

8,887 北海道 名寄市 オカベ電器 小売業 電化製品 5%

8,888 北海道 名寄市 ＧＡＲＤＥＮ サービス 飲食業 5%

8,889 北海道 名寄市 家具のサバト 小売業 家具・調度品 5%

8,890 北海道 名寄市 菓子司東陽軒 小売業 食料品 5%

8,891 北海道 名寄市 カフェ　バル　ＧＡＲＤＥＮ サービス 飲食業 5%

8,892 北海道 名寄市 株式会社緑や 小売業 その他小売 5%

8,893 北海道 名寄市 セブン－イレブン上川風連店 小売業 食料品 2%

8,894 北海道 名寄市 喜信堂リンゼイ通店 小売業 食料品 5%

8,895 北海道 名寄市 靴スポーツのすま 小売業 その他小売 5%

8,896 北海道 名寄市 グランドホテル藤花 サービス 宿泊業 5%

8,897 北海道 名寄市 グランドホテル藤花ヒビンカ サービス 飲食業 5%

8,898 北海道 名寄市 グランドホテル藤花福鶴亭 サービス 飲食業 5%

8,899 北海道 名寄市 クロスオート 小売業 その他小売 5%

8,900 北海道 名寄市 化粧品＆毛糸おがわ 小売業 その他小売 5%

8,901 北海道 名寄市 コスメティックＮａＮａ 小売業 その他小売 5%

8,902 北海道 名寄市 呉服の緑や 小売業 衣料品 5%

8,903 北海道 名寄市 コンフォートカフェ サービス 飲食業 5%

8,904 北海道 名寄市 サバト家具店 小売業 家具・調度品 5%
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8,905 北海道 名寄市 さんぺい動物病院 サービス その他サービス 5%

8,906 北海道 名寄市 柴田時計眼鏡店 小売業 その他小売 5%

8,907 北海道 名寄市 旬菜いし田 サービス 飲食業 5%

8,908 北海道 名寄市 ｓｍａｌｌ・ｇ サービス 理容・美容業 5%

8,909 北海道 名寄市 ＤＺマート名寄店 小売業 食料品 5%

8,910 北海道 名寄市 ＪＭ／道北補聴器名寄店 小売業 その他小売 5%

8,911 北海道 名寄市 東洋社 小売業 電化製品 5%

8,912 北海道 名寄市 富永石油商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,913 北海道 名寄市 富永石油商事（ガソリン） 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,914 北海道 名寄市 トヨタカローラ道北名寄店 小売業 その他小売 5%

8,915 北海道 名寄市 トヨタ部品北海道共販名寄営業所 サービス その他サービス 5%

8,916 北海道 名寄市 トヨタレンタリース旭川名寄店 サービス その他サービス 2%

8,917 北海道 名寄市 名寄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,918 北海道 名寄市 名寄アポロ石油株式会社 小売業 その他小売 5%

8,919 北海道 名寄市 セブン－イレブン名寄大橋店 小売業 食料品 2%

8,920 北海道 名寄市 なよろサンピラーユースホステル サービス 宿泊業 5%

8,921 北海道 名寄市 なよろサンピラーユースホステル サービス 宿泊業 5%

8,922 北海道 名寄市 名寄徳田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,923 北海道 名寄市 セブン－イレブン名寄西１０条店 小売業 食料品 2%

8,924 北海道 名寄市 ナヨロベーグル 小売業 食料品 5%

8,925 北海道 名寄市 名寄北炭 小売業 その他小売 5%

8,926 北海道 名寄市 名寄北炭（灯油） 小売業 その他小売 5%

8,927 北海道 名寄市 西川仕出し店 小売業 食料品 5%

8,928 北海道 名寄市 ニュー冨士屋ホテル サービス 宿泊業 5%

8,929 北海道 名寄市 ネッツトヨタ旭川なよろ店 小売業 その他小売 5%

8,930 北海道 名寄市 ネッツトヨタたいせつ名寄店 小売業 その他小売 5%

8,931 北海道 名寄市 ハクサン電器 小売業 電化製品 5%

8,932 北海道 名寄市 ハスムネ電器 小売業 電化製品 5%

8,933 北海道 名寄市 畑中工業所 小売業 その他小売 5%

8,934 北海道 名寄市 早川時計眼鏡店 小売業 その他小売 5%

8,935 北海道 名寄市 ビジネスホテル　バード・イン サービス 宿泊業 5%

8,936 北海道 名寄市 ビジネスホテルサンフラワー サービス 宿泊業 5%

8,937 北海道 名寄市 ファイテン　株式会社　名寄出張所 小売業 その他小売 5%

8,938 北海道 名寄市 風連正麺　本店 サービス 飲食業 5%

8,939 北海道 名寄市 ふじいタイヤ 小売業 その他小売 5%

8,940 北海道 名寄市 藤田産業株式会社 小売業 その他小売 5%

8,941 北海道 名寄市 藤田産業株式会社 小売業 その他小売 5%

8,942 北海道 名寄市 藤田産業（灯油） 小売業 その他小売 5%

8,943 北海道 名寄市 藤野自動車ボデー サービス その他サービス 5%

8,944 北海道 名寄市 北昭産業大通店 小売業 その他小売 5%

8,945 北海道 名寄市 北昭産業名寄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,946 北海道 名寄市 北昭産業　名寄ＳＳ（ガソリン） 小売業 ガソリンスタンド 2%
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8,947 北海道 名寄市 北昭産業名寄ＳＳ（灯油） 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,948 北海道 名寄市 北昭産業ハウス３５店 小売業 その他小売 5%

8,949 北海道 名寄市 ホクタン名寄支店 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,950 北海道 名寄市 有限会社北海道新聞橘販売所 サービス その他サービス 5%

8,951 北海道 名寄市 北海道新聞名寄北販売所 小売業 その他小売 5%

8,952 北海道 名寄市 ホテル　バードイン サービス 宿泊業 5%

8,953 北海道 名寄市 ホワイト急便　名寄徳田店 サービス その他サービス 5%

8,954 北海道 名寄市 本社卸 小売業 その他小売 2%

8,955 北海道 名寄市 マクドナルドイオン名寄店 サービス 飲食業 2%

8,956 北海道 名寄市 まつまえ 小売業 その他小売 5%

8,957 北海道 名寄市 三喜屋洋品店 小売業 衣料品 5%

8,958 北海道 名寄市 道の駅なよろ 小売業 食料品 5%

8,959 北海道 名寄市 みどり美容室 サービス 理容・美容業 5%

8,960 北海道 名寄市 ミヤザキスポーツ 小売業 その他小売 5%

8,961 北海道 名寄市 ｍｉｌｉｔａｒｙ　ｓｈｏｐ　ｎａｙｏｒｏ　ｃａｍｐ 小売業 その他小売 5%

8,962 北海道 名寄市 名文堂 小売業 その他小売 5%

8,963 北海道 名寄市 名文堂　名文堂 小売業 その他小売 5%

8,964 北海道 名寄市 焼肉トトリ サービス 飲食業 5%

8,965 北海道 名寄市 ヤクルト北北海道 名寄センター 小売業 食料品 5%

8,966 北海道 名寄市 ヤクルト北北海道 名寄南サロン 小売業 食料品 5%

8,967 北海道 名寄市 ヤクルト北北海道 名寄北サロン 小売業 食料品 5%

8,968 北海道 名寄市 有限会社山崎石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,969 北海道 名寄市 山崎石油店（ガソリン） 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,970 北海道 名寄市 山崎石油店（灯油） 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,971 北海道 名寄市 山田商事（ガス） サービス その他サービス 5%

8,972 北海道 名寄市 山田商事（灯油） サービス その他サービス 5%

8,973 北海道 名寄市 ユアシセイドウこにし 小売業 その他小売 5%

8,974 北海道 名寄市 ＹＯＵＲ　ＳＨＩＳＥＩＤＯ　こにし　今日もみんなが元気でえがおでキレイに 小売業 その他小売 5%

8,975 北海道 名寄市 有限会社アフター 名寄支店 小売業 その他小売 5%

8,976 北海道 名寄市 ［ＨＣ］（有）澤田テレビ商会 小売業 電化製品 5%

8,977 北海道 名寄市 レディースミドリヤ 小売業 衣料品 5%

8,978 北海道 南幌町 柴田兄弟自動車販売 小売業 その他小売 5%

8,979 北海道 南幌町 南幌ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,980 北海道 南幌町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ南幌みどり野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,981 北海道 南幌町 南幌みどり野セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,982 北海道 南幌町 セブン－イレブン南幌元町店 小売業 食料品 2%

8,983 北海道 南幌町 南幌らーめん きらら サービス 飲食業 5%

8,984 北海道 南幌町 ＨＥＡＮＩＴＹ 小売業 その他小売 5%

8,985 北海道 南幌町 マツダ商店 小売業 その他小売 5%

8,986 北海道 新冠町 あべ電器 小売業 電化製品 5%

8,987 北海道 新冠町 あべ電器 小売業 電化製品 5%

8,988 北海道 新冠町 出光新冠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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8,989 北海道 新冠町 新和 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,990 北海道 新冠町 ナンモダ百貨 小売業 その他小売 5%

8,991 北海道 新冠町 ナンモダ百貨新冠本店 ナンモダ百貨新冠本店 小売業 食料品 5%

8,992 北海道 新冠町 新冠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,993 北海道 新冠町 新冠 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,994 北海道 新冠町 新冠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,995 北海道 新冠町 セブン－イレブン新冠北星町店 小売業 食料品 2%

8,996 北海道 新冠町 東川農業協同組合 小売業 ガソリンスタンド 2%

8,997 北海道 新冠町 フラワーつつみ 小売業 その他小売 5%

8,998 北海道 仁木町 岩佐商会仁木店 サービス その他サービス 5%

8,999 北海道 仁木町 仁木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,000 北海道 仁木町 ＮＩＫＩＨｉｌｌｓ（レストラン） サービス 飲食業 5%

9,001 北海道 西興部村 西興部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,002 北海道 ニセコ町 出光ニセコＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,003 北海道 ニセコ町 Ａコープながぬま店 小売業 その他小売 5%

9,004 北海道 ニセコ町 Ａマートニセコ店 小売業 その他小売 5%

9,005 北海道 ニセコ町 Ｋａｇｅｐｈｏｔｏ サービス その他サービス 5%

9,006 北海道 ニセコ町 鎌田オート商会 小売業 その他小売 5%

9,007 北海道 ニセコ町 ユースホステルカリンパニニセコ藤山 サービス その他サービス 5%

9,008 北海道 ニセコ町 革と珈琲　ｆａｎｆｕｎ 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,009 北海道 ニセコ町 カントリーインミルキーハウス サービス 宿泊業 5%

9,010 北海道 ニセコ町 キシヒデヒコｈ サービス その他サービス 5%

9,011 北海道 ニセコ町 サンエースＮＩＳＥＫＯ倶楽部 小売業 衣料品 5%

9,012 北海道 ニセコ町 ＳＨＵＪｅｗｅｌｒｙ 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,013 北海道 ニセコ町 大正硝子　ニセコビレッジ店 小売業 家具・調度品 5%

9,014 北海道 ニセコ町 トヨタレンタリース新札幌　ニセコ営業所 サービス その他サービス 5%

9,015 北海道 ニセコ町 とんぼ玉工房　ニセコの風 小売業 家具・調度品 5%

9,016 北海道 ニセコ町 ニセコグランドホテル サービス 宿泊業 5%

9,017 北海道 ニセコ町 ペンション　コットンファーム サービス 宿泊業 5%

9,018 北海道 ニセコ町 Ｎｉｓｅｋｏ有島ｏｒｇａｎｉｃｓｈｏｐあまからや サービス その他サービス 5%

9,019 北海道 ニセコ町 ニセコアンヌプリ温泉　湯心亭 サービス 宿泊業 5%

9,020 北海道 ニセコ町 ニセコ昆布温泉　鶴雅別荘　杢の抄 サービス 宿泊業 5%

9,021 北海道 ニセコ町 セブン－イレブンニセコ店 小売業 食料品 2%

9,022 北海道 ニセコ町 Ｎｉｓｅｋｏにくやどや サービス その他サービス 5%

9,023 北海道 ニセコ町 ニセコハイランドコテ－ジ サービス 宿泊業 5%

9,024 北海道 ニセコ町 ＮＩＳＥＫＯＰＯＷＤＥＲＧＵＩＤＥ サービス その他サービス 5%

9,025 北海道 ニセコ町 ニセコベースキャンプ　ニセコベースカフェ サービス 飲食業 5%

9,026 北海道 ニセコ町 有限会社ニセコフアイン 小売業 その他小売 5%

9,027 北海道 ニセコ町 ニセコモイワスキー場 サービス その他サービス 5%

9,028 北海道 ニセコ町 ＢＯＯＴ　ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ　Ｎ 小売業 その他小売 5%

9,029 北海道 ニセコ町 ペンシオーネウーノ サービス 宿泊業 5%

9,030 北海道 ニセコ町 ペンション　アマンダン サービス 宿泊業 5%
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9,031 北海道 ニセコ町 ペンション　コットンファーム サービス 宿泊業 5%

9,032 北海道 ニセコ町 本田珈琲店 本田珈琲店 サービス 飲食業 5%

9,033 北海道 ニセコ町 前田商店 小売業 その他小売 5%

9,034 北海道 ニセコ町 マンドリアーノ サービス 飲食業 5%

9,035 北海道 ニセコ町 ロッジモイワ８３４ サービス 宿泊業 5%

9,036 北海道 ニセコ町 ロッジモイワ８３４　レストラン サービス 宿泊業 5%

9,037 北海道 ニセコ町 ワン・ニセコ・リゾート・タワーズ サービス 飲食業 5%

9,038 北海道 沼田町 カット倶楽部ＨＩＤＥ サービス 理容・美容業 5%

9,039 北海道 沼田町 株式会社マルサン藤澤呉服店 小売業 衣料品 5%

9,040 北海道 沼田町 ニュー沼田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,041 北海道 沼田町 北海道新聞東原販売所沼田店 小売業 その他小売 5%

9,042 北海道 根室市 厚床ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,043 北海道 根室市 イーストハーバーホテル サービス 宿泊業 5%

9,044 北海道 根室市 出光温根沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,045 北海道 根室市 出光花咲港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,046 北海道 根室市 魚信 小売業 食料品 5%

9,047 北海道 根室市 ＥｎｅＪｅｔ根室大正町ノースウィングＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,048 北海道 根室市 落石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,049 北海道 根室市 回転寿司根室花まる　根室店 サービス 飲食業 5%

9,050 北海道 根室市 カメラの光陽堂 小売業 電化製品 5%

9,051 北海道 根室市 カラオケ歌屋　根室店 サービス その他サービス 5%

9,052 北海道 根室市 ｇｕｉｌｄＢｅｋｋａｎ 小売業 その他小売 5%

9,053 北海道 根室市 釧路トヨタ自動車根室店 小売業 その他小売 5%

9,054 北海道 根室市 釧路トヨペット根室店 小売業 その他小売 5%

9,055 北海道 根室市 コーチャンフォーグループ根室店ミュージッ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

9,056 北海道 根室市 サン洋電 小売業 電化製品 5%

9,057 北海道 根室市 シバノデンキ 小売業 電化製品 5%

9,058 北海道 根室市 酒泉舘　本店 小売業 食料品 5%

9,059 北海道 根室市 すずき　根室本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,060 北海道 根室市 スワン４４ねむろ サービス その他サービス 5%

9,061 北海道 根室市 トヨタカローラ釧路根室店 小売業 その他小売 5%

9,062 北海道 根室市 トヨタレンタリース釧路根室店 サービス その他サービス 2%

9,063 北海道 根室市 ナオエー石油　本社 小売業 その他小売 2%

9,064 北海道 根室市 ナオエー石油 ＬＰガス生活課 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,065 北海道 根室市 ながぬま電器 小売業 電化製品 5%

9,066 北海道 根室市 鳴海町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,067 北海道 根室市 西浜町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,068 北海道 根室市 ネッツトヨタ釧路根室店 小売業 その他小売 5%

9,069 北海道 根室市 セブン－イレブン根室海岸町店 小売業 食料品 2%

9,070 北海道 根室市 根室グランドホテル サービス 宿泊業 5%

9,071 北海道 根室市 セブン－イレブン根室光洋町店 小売業 食料品 2%

9,072 北海道 根室市 セブン－イレブン根室敷島町店 小売業 食料品 2%
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9,073 北海道 根室市 セブン－イレブン根室宝林町５丁目店 小売業 食料品 2%

9,074 北海道 根室市 根室本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,075 北海道 根室市 歯舞ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,076 北海道 根室市 歯舞ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,077 北海道 根室市 Ｆｌｏｗｅｒ＆Ｇｒｅｅｎ　花みず木 小売業 その他小売 5%

9,078 北海道 根室市 宝林町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,079 北海道 根室市 ホテルねむろ海陽亭 サービス 宿泊業 5%

9,080 北海道 根室市 マルダイ水産菊水元町店 小売業 食料品 5%

9,081 北海道 根室市 （株）ヤマレン花咲港営業所 小売業 その他小売 5%

9,082 北海道 根室市 （株）ヤマレン歯舞営業所 小売業 その他小売 5%

9,083 北海道 根室市 旅館二美喜 サービス 宿泊業 5%

9,084 北海道 根室市 リラィアブルブックス根室店　ミュージック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

9,085 北海道 登別市 ａｓ．ｉｓ サービス 理容・美容業 5%

9,086 北海道 登別市 アルファマート新生店 小売業 その他小売 5%

9,087 北海道 登別市 出光幌別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,088 北海道 登別市 伊藤電機商会 小売業 電化製品 5%

9,089 北海道 登別市 上野キャット 小売業 その他小売 5%

9,090 北海道 登別市 ＳＰドライクリーニング サービス その他サービス 5%

9,091 北海道 登別市 オートプロジェクト サービス その他サービス 5%

9,092 北海道 登別市 おしゃれ広場　たまがわ 小売業 その他小売 5%

9,093 北海道 登別市 御やど清水屋 サービス 宿泊業 5%

9,094 北海道 登別市 かつ吉登別店 サービス 飲食業 5%

9,095 北海道 登別市 株式会社乾商店 小売業 その他小売 5%

9,096 北海道 登別市 株式会社サカモト 小売業 電化製品 5%

9,097 北海道 登別市 （株）大黒屋プラザビル 小売業 その他小売 5%

9,098 北海道 登別市 株式会社リファインむろらん サービス その他サービス 5%

9,099 北海道 登別市 カルルス温泉鈴木旅館 サービス 宿泊業 5%

9,100 北海道 登別市 管工設備 サービス その他サービス 5%

9,101 北海道 登別市 くらしの雑貨ｋｕｒｕ－ｒｕ 小売業 家具・調度品 5%

9,102 北海道 登別市 ゲストハウス　赤と青 サービス 宿泊業 5%

9,103 北海道 登別市 コンパスサトー電化 小売業 電化製品 5%

9,104 北海道 登別市 コンパス登別 小売業 電化製品 5%

9,105 北海道 登別市 ジーベック登別店 小売業 衣料品 5%

9,106 北海道 登別市 旬の華　和か菜 サービス 飲食業 5%

9,107 北海道 登別市 ジョイトレード 小売業 その他小売 5%

9,108 北海道 登別市 スズキ電器 小売業 電化製品 5%

9,109 北海道 登別市 炭火焼　ブルスタオラムー　登別店 サービス 飲食業 5%

9,110 北海道 登別市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ登別新生店 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,111 北海道 登別市 第一滝本館 サービス 宿泊業 5%

9,112 北海道 登別市 滝本イン サービス 宿泊業 5%

9,113 北海道 登別市 ちょいす登別店 サービス 飲食業 5%

9,114 北海道 登別市 でんきのシマムラ 小売業 電化製品 5%
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9,115 北海道 登別市 陶房呑器 サービス その他サービス 5%

9,116 北海道 登別市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ幌別中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,117 北海道 登別市 トヨタカローラ苫小牧登別店 小売業 その他小売 5%

9,118 北海道 登別市 鶏笑　登別店 サービス 飲食業 5%

9,119 北海道 登別市 トロワ 小売業 食料品 5%

9,120 北海道 登別市 有限会社日昇自動車 サービス その他サービス 5%

9,121 北海道 登別市 登別　石水亭 サービス 宿泊業 5%

9,122 北海道 登別市 登別エネルギー　登別温泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,123 北海道 登別市 セブン－イレブン登別温泉店 小売業 食料品 2%

9,124 北海道 登別市 登別グランドホテル サービス 宿泊業 5%

9,125 北海道 登別市 登別ゲストハウス赤と青 サービス 宿泊業 5%

9,126 北海道 登別市 セブン－イレブン登別新生店 小売業 食料品 2%

9,127 北海道 登別市 登別　石水亭 サービス 宿泊業 5%

9,128 北海道 登別市 登別中央町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,129 北海道 登別市 登別トウワＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,130 北海道 登別市 登別東 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,131 北海道 登別市 セブン－イレブン登別東町店 小売業 食料品 2%

9,132 北海道 登別市 セブン－イレブン登別幌別町５丁目店 小売業 食料品 2%

9,133 北海道 登別市 登別マリンパークニクス サービス その他サービス 5%

9,134 北海道 登別市 登別万世閣マイレージ サービス 宿泊業 5%

9,135 北海道 登別市 セブン－イレブン登別若草町店 小売業 食料品 2%

9,136 北海道 登別市 セブン－イレブン登別鷲別町５丁目店 小売業 食料品 2%

9,137 北海道 登別市 ぱぴあ サービス 飲食業 5%

9,138 北海道 登別市 ピザテン・フォー　北海道幌別店　２ サービス その他サービス 5%

9,139 北海道 登別市 ビューレックス詩望麗 サービス 理容・美容業 5%

9,140 北海道 登別市 広瀬商店 小売業 その他小売 5%

9,141 北海道 登別市 ブティック大橋屋 小売業 衣料品 5%

9,142 北海道 登別市 フラワーショップいしざか　幌別店 小売業 その他小売 5%

9,143 北海道 登別市 望楼ＮＯＧＵＣＨＩ登別 サービス 宿泊業 5%

9,144 北海道 登別市 ホテルゆもと登別 サービス 宿泊業 5%

9,145 北海道 登別市 マクドナルド登別若草町店 サービス 飲食業 2%

9,146 北海道 登別市 マルミツ合田商店 小売業 その他小売 5%

9,147 北海道 登別市 ミオラフローラ サービス 理容・美容業 5%

9,148 北海道 登別市 メガネサロンルック　登別若草店 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,149 北海道 登別市 木舎登別店 小売業 家具・調度品 5%

9,150 北海道 登別市 森の湯山静館 サービス 宿泊業 5%

9,151 北海道 登別市 森の湯山静館 サービス 宿泊業 5%

9,152 北海道 登別市 焼肉太白山　登別店 サービス 飲食業 5%

9,153 北海道 登別市 有限会社東信自動車工業 サービス その他サービス 5%

9,154 北海道 登別市 有限会社川尻自工 サービス その他サービス 5%

9,155 北海道 登別市 ［ＨＣ］有限会社ベストでんか 小売業 電化製品 5%

9,156 北海道 登別市 湯元オロフレ荘 サービス 宿泊業 5%

220



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

9,157 北海道 登別市 ゆもと登別 サービス 宿泊業 5%

9,158 北海道 登別市 ゆもと登別 サービス 宿泊業 5%

9,159 北海道 登別市 レインボープラザ新生 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,160 北海道 登別市 わかさいも本舗登別東店 小売業 食料品 5%

9,161 北海道 登別市 わかさいも本舗登別本店 小売業 食料品 5%

9,162 北海道 登別市 わかさいも本舗レストラン桜 サービス 飲食業 5%

9,163 北海道 登別市 笑福丼丸 サービス 飲食業 5%

9,164 北海道 函館市 アイズ・クリーム店 サービス 理容・美容業 5%

9,165 北海道 函館市 アイズウエスト サービス 理容・美容業 5%

9,166 北海道 函館市 アイズヌーボー サービス 理容・美容業 5%

9,167 北海道 函館市 アイズプリズム サービス 理容・美容業 5%

9,168 北海道 函館市 赤川通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,169 北海道 函館市 赤松街道 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,170 北海道 函館市 アクアスポーツ 小売業 その他小売 5%

9,171 北海道 函館市 アクシス サービス 飲食業 5%

9,172 北海道 函館市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｉｖｙ函館石川 サービス 理容・美容業 5%

9,173 北海道 函館市 アグリスタンド サービス 飲食業 5%

9,174 北海道 函館市 Ａｓｉｍｏｍｉ サービス 理容・美容業 5%

9,175 北海道 函館市 あっとほーむだいにんぐＴＡＫＥＤＡ屋　あっとほーむだいにんぐＴＡＫＥＤＡ屋 サービス 飲食業 5%

9,176 北海道 函館市 あっとほーむだいにんぐ　ＴＡＫＥ サービス 飲食業 5%

9,177 北海道 函館市 ＡｔｅｌｉｅｒＲｉｃｏ サービス その他サービス 5%

9,178 北海道 函館市 ａｆｆｅｃｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

9,179 北海道 函館市 アルタマート　五稜郭店 小売業 衣料品 5%

9,180 北海道 函館市 ｕｎ　ｊｏｕｒ 小売業 衣料品 5%

9,181 北海道 函館市 ａｍｂｅｒ 小売業 衣料品 5%

9,182 北海道 函館市 アンピアス 小売業 衣料品 5%

9,183 北海道 函館市 アンピアス 小売業 衣料品 5%

9,184 北海道 函館市 居酒ＢＡＲ ＤＯＵＺＯ サービス 飲食業 5%

9,185 北海道 函館市 居酒屋根ぼっけ サービス 飲食業 5%

9,186 北海道 函館市 石川自動車工業 サービス その他サービス 5%

9,187 北海道 函館市 石美屋 小売業 食料品 5%

9,188 北海道 函館市 イタリアンゴーゴー サービス 飲食業 5%

9,189 北海道 函館市 株式会社一映マリーン企画 サービス その他サービス 5%

9,190 北海道 函館市 出光臼尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,191 北海道 函館市 出光海岸町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,192 北海道 函館市 出光神山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,193 北海道 函館市 出光桔梗ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,194 北海道 函館市 出光十字街ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,195 北海道 函館市 出光尻岸内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,196 北海道 函館市 出光セルフ川汲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,197 北海道 函館市 出光パーチェ八幡町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,198 北海道 函館市 出光日吉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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9,199 北海道 函館市 出光フリーデン美原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,200 北海道 函館市 出光湯浜町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,201 北海道 函館市 イマジンホテル＆リゾート函館 サービス 宿泊業 5%

9,202 北海道 函館市 いまぶち自動車 サービス その他サービス 5%

9,203 北海道 函館市 岩佐商会函館店 サービス その他サービス 5%

9,204 北海道 函館市 インデペンデンスストア 小売業 衣料品 5%

9,205 北海道 函館市 ウインドミル 小売業 食料品 5%

9,206 北海道 函館市 植松法律事務所 サービス その他サービス 5%

9,207 北海道 函館市 魚長 小売業 食料品 5%

9,208 北海道 函館市 宇賀浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,209 北海道 函館市 うちやま薬局 小売業 その他小売 5%

9,210 北海道 函館市 海のダイニング　しろくま サービス 飲食業 5%

9,211 北海道 函館市 梅澤工房 小売業 家具・調度品 5%

9,212 北海道 函館市 梅乃寿司 サービス 飲食業 5%

9,213 北海道 函館市 ＨＤＣレンタカー　函館空港前店 サービス その他サービス 5%

9,214 北海道 函館市 ＨＤＣレンタカー函館駅前店 サービス その他サービス 5%

9,215 北海道 函館市 ＨＤＣレンタカー函館空港前店 サービス その他サービス 5%

9,216 北海道 函館市 ＨＤＣレンタカー サービス その他サービス 5%

9,217 北海道 函館市 恵山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,218 北海道 函館市 ＳＫタイヤサービス 小売業 その他小売 5%

9,219 北海道 函館市 エステティックサロンＶｅｎｕｓ サービス 理容・美容業 5%

9,220 北海道 函館市 エゾバルバンバン函館店 サービス 飲食業 5%

9,221 北海道 函館市 ＸＬ’ｓ　ＯＮＬＹ 小売業 その他小売 5%

9,222 北海道 函館市 恵比寿屋食堂 サービス 飲食業 5%

9,223 北海道 函館市 えほんカフェ　ひっぽ サービス 飲食業 5%

9,224 北海道 函館市 えほんカフェ　ひっぽ サービス 飲食業 5%

9,225 北海道 函館市 Ｅｍｉｔｈｅ サービス その他サービス 5%

9,226 北海道 函館市 株式会社　オオタ 小売業 家具・調度品 5%

9,227 北海道 函館市 オートガレージナヤ サービス その他サービス 5%

9,228 北海道 函館市 オートショップ　アキタ サービス その他サービス 5%

9,229 北海道 函館市 オートステージナカツカ 小売業 その他小売 5%

9,230 北海道 函館市 オールドスタイルホテル函館五稜郭 サービス 宿泊業 5%

9,231 北海道 函館市 オガワ 小売業 衣料品 5%

9,232 北海道 函館市 尾札部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,233 北海道 函館市 セブンーイレブン渡島恵山店 小売業 食料品 2%

9,234 北海道 函館市 セブン－イレブン渡島南茅部店 小売業 食料品 2%

9,235 北海道 函館市 オートガレージナヤ サービス その他サービス 5%

9,236 北海道 函館市 オートベル昭和店 小売業 その他小売 5%

9,237 北海道 函館市 オバラメガネ ＡＮＯＴＨＥＲ ＡＮＧＬＥ オバラメガネ ＭＥＧＡドン キホーテ函館店 小売業 その他小売 5%

9,238 北海道 函館市 オフハウス函館昭和店 小売業 その他小売 2%

9,239 北海道 函館市 表・びんごや サービス 飲食業 5%

9,240 北海道 函館市 カークラフト サービス その他サービス 5%
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9,241 北海道 函館市 海光房 サービス 飲食業 5%

9,242 北海道 函館市 海光房 サービス 飲食業 5%

9,243 北海道 函館市 介護タクシーアシスト サービス 運輸業 5%

9,244 北海道 函館市 介護タクシー川村 サービス 運輸業 5%

9,245 北海道 函館市 海鮮処函館・夜市 サービス 飲食業 5%

9,246 北海道 函館市 回転寿司　函館まるかつ水産　柏木店 サービス 飲食業 5%

9,247 北海道 函館市 回転寿司　函館まるかつ水産本店 サービス 飲食業 5%

9,248 北海道 函館市 回転寿司根室花まる　キラリス函館店 サービス 飲食業 5%

9,249 北海道 函館市 カイロプラクティックゆらく サービス 理容・美容業 5%

9,250 北海道 函館市 カクサン本間鮮魚店 小売業 食料品 5%

9,251 北海道 函館市 学習塾ライズ サービス その他サービス 5%

9,252 北海道 函館市 学生専科トンボ 小売業 衣料品 5%

9,253 北海道 函館市 家具の北日本 小売業 家具・調度品 5%

9,254 北海道 函館市 ＣａｒｓｈｏｐＧｒａｎｄｍａｒａｉｓ桔梗 小売業 その他小売 5%

9,255 北海道 函館市 カーショップヨモギ 小売業 その他小売 5%

9,256 北海道 函館市 Ｇａｓｐ函館店 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,257 北海道 函館市 カッティングサロンあさい サービス 理容・美容業 5%

9,258 北海道 函館市 割烹旅館若松 サービス その他サービス 5%

9,259 北海道 函館市 Ｇａｔｅａｕ　Ｆｒａｉｓｅ 小売業 食料品 5%

9,260 北海道 函館市 カネニ 小売業 食料品 5%

9,261 北海道 函館市 株式会社さいとう 小売業 食料品 5%

9,262 北海道 函館市 株式会社　瀬野自動車工場 サービス その他サービス 5%

9,263 北海道 函館市 株式会社イチマス 小売業 食料品 5%

9,264 北海道 函館市 株式会社ＮＡアーバンデベロップメント まるごと北海道ストア えぞりす 小売業 その他小売 5%

9,265 北海道 函館市 株式会社シャローム サービス 宿泊業 5%

9,266 北海道 函館市 プロントキラリス函館店　　株式会社ＳＭＡＲＴ　　プロントキラリス函館店 サービス 飲食業 2%

9,267 北海道 函館市 株式会社ヒュークリエイト サービス その他サービス 5%

9,268 北海道 函館市 株式会社ふくいフラワー 小売業 その他小売 5%

9,269 北海道 函館市 紬 小売業 衣料品 5%

9,270 北海道 函館市 株式会社渡辺新聞販売所 小売業 その他小売 5%

9,271 北海道 函館市 鎌田自動車工業 サービス その他サービス 5%

9,272 北海道 函館市 上新川オ－トガス 小売業 その他小売 2%

9,273 北海道 函館市 亀尾　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,274 北海道 函館市 亀田北病院売店 小売業 その他小売 5%

9,275 北海道 函館市 亀田産業道路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,276 北海道 函館市 亀田本院病院売店 小売業 その他小売 5%

9,277 北海道 函館市 カメラのカナミ 小売業 電化製品 5%

9,278 北海道 函館市 ガモウ　函館営業所 小売業 その他小売 5%

9,279 北海道 函館市 カラオケ　マッシュ函館大川店 サービス その他サービス 5%

9,280 北海道 函館市 カラオケ　マッシュパボッツ函館店 サービス その他サービス 5%

9,281 北海道 函館市 カラオケ歌屋　函館五稜郭店 サービス その他サービス 5%

9,282 北海道 函館市 カラオケ歌屋　函館美原店 サービス その他サービス 5%
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9,283 北海道 函館市 カリフォルニア　ベイビー サービス 飲食業 5%

9,284 北海道 函館市 カリフォルニア　ベイビー サービス 飲食業 5%

9,285 北海道 函館市 カルチャークラブ サービス 理容・美容業 5%

9,286 北海道 函館市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋函館美原店 サービス 飲食業 2%

9,287 北海道 函館市 ガレージ　スガワラ サービス その他サービス 5%

9,288 北海道 函館市 ＧＡＲＡＧＥ　ＴＡＫＥＥＹＳ サービス その他サービス 5%

9,289 北海道 函館市 函太郎　宇賀浦本店 サービス 飲食業 5%

9,290 北海道 函館市 函太郎　五稜郭公園店 サービス 飲食業 5%

9,291 北海道 函館市 函太郎　ジュニアサムズ サービス 飲食業 5%

9,292 北海道 函館市 函太郎　美原店 サービス 飲食業 5%

9,293 北海道 函館市 北村自工 サービス その他サービス 5%

9,294 北海道 函館市 キドックス サービス その他サービス 5%

9,295 北海道 函館市 ＧＩＦＴ　ＳＨＯＰ　Ｒｅｒａ 小売業 その他小売 5%

9,296 北海道 函館市 ギフトプラザオスカー本店 小売業 その他小売 5%

9,297 北海道 函館市 キャピックハコダテ１ サービス その他サービス 5%

9,298 北海道 函館市 キャピックハコダテ２ サービス その他サービス 5%

9,299 北海道 函館市 キャビン 小売業 家具・調度品 5%

9,300 北海道 函館市 キャビン 小売業 家具・調度品 5%

9,301 北海道 函館市 キャラクタヤ　函館店 小売業 その他小売 5%

9,302 北海道 函館市 ＧＡＬＦＩＴ函館店 小売業 衣料品 5%

9,303 北海道 函館市 牛角函館本通店 サービス 飲食業 2%

9,304 北海道 函館市 牛角函館美原店 サービス 飲食業 2%

9,305 北海道 函館市 キングストアー堀川店 小売業 その他小売 5%

9,306 北海道 函館市 キングベーク　ナチュラル 小売業 食料品 5%

9,307 北海道 函館市 キングベーク　本店 小売業 食料品 5%

9,308 北海道 函館市 キングベークナチュラル函館駅前ビル店 小売業 食料品 5%

9,309 北海道 函館市 クアトロ サービス 飲食業 5%

9,310 北海道 函館市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ函館店 小売業 その他小売 5%

9,311 北海道 函館市 ＫＯＯＫＡｉ ｈａｉｒ ｗａｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

9,312 北海道 函館市 ｃｏｕｐ　ａｕ　ｃｏｅｕｒ 小売業 食料品 5%

9,313 北海道 函館市 ＱＵＡＲＴＺ　ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ サービス 理容・美容業 5%

9,314 北海道 函館市 ＫＯＯＫＡｉ　ｈａｉｒｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

9,315 北海道 函館市 久賀工業 サービス その他サービス 5%

9,316 北海道 函館市 串山串蔵 サービス 飲食業 5%

9,317 北海道 函館市 くすりの元気 小売業 その他小売 5%

9,318 北海道 函館市 Ｃｌｏｕｄ９ 小売業 衣料品 5%

9,319 北海道 函館市 クラウンモータース サービス その他サービス 5%

9,320 北海道 函館市 グラスイズム　アドマーニ美原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,321 北海道 函館市 グラスイズムコープさっぽろ湯川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,322 北海道 函館市 グラスイズム　湯川店 小売業 その他小売 5%

9,323 北海道 函館市 蔵や サービス 飲食業 5%

9,324 北海道 函館市 ｇｒａｎｄｉｒ 小売業 その他小売 5%
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9,325 北海道 函館市 クリーンメガネ 小売業 その他小売 5%

9,326 北海道 函館市 ＪＭ／グリル塩豚 サービス 飲食業 5%

9,327 北海道 函館市 グルマンカンタ 小売業 食料品 5%

9,328 北海道 函館市 ＣＲＥＯ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

9,329 北海道 函館市 Ｋ－ＣＲＡＦＴ サービス その他サービス 5%

9,330 北海道 函館市 ゲストハウス巴．ｃｏｍ サービス その他サービス 5%

9,331 北海道 函館市 紅茶専門店ハーヴェスト サービス その他サービス 5%

9,332 北海道 函館市 紅茶専門店ルフナ サービス 飲食業 5%

9,333 北海道 函館市 紅茶専門店ルフナ サービス 飲食業 5%

9,334 北海道 函館市 セブンーイレブンＫＯＹＯ函館五稜郭病院店 小売業 食料品 2%

9,335 北海道 函館市 コープトラベル　湯の川店 サービス その他サービス 5%

9,336 北海道 函館市 コーポマリーカ サービス その他サービス 5%

9,337 北海道 函館市 コーポマリーカ サービス その他サービス 5%

9,338 北海道 函館市 小顔美容矯正専門サロンＦＡＣＣＩＡ サービス その他サービス 5%

9,339 北海道 函館市 国立函館病院売店 小売業 その他小売 5%

9,340 北海道 函館市 個人コマツタクシー サービス 運輸業 5%

9,341 北海道 函館市 個人山川タクシー サービス 運輸業 5%

9,342 北海道 函館市 五島軒　本店 小売業 食料品 5%

9,343 北海道 函館市 こばやし生花店 小売業 その他小売 5%

9,344 北海道 函館市 ごま福堂　函館店 小売業 家具・調度品 5%

9,345 北海道 函館市 米の名久井 小売業 食料品 5%

9,346 北海道 函館市 五稜郭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,347 北海道 函館市 五稜郭公園　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,348 北海道 函館市 五稜郭病院売店 小売業 その他小売 5%

9,349 北海道 函館市 ＣｏｌｌｅＣｔｉｏｎ－ｙｏｏＫｏ－ 小売業 衣料品 5%

9,350 北海道 函館市 ＣｏｌｌｅＣｔｉｏｎ?ｙｏｏｋｏ? 小売業 衣料品 5%

9,351 北海道 函館市 ＪＭ／ＣｏｌｌｅＣｔｉｏｎ－ｙｏｏＫｏ－ 小売業 衣料品 5%

9,352 北海道 函館市 ＣｏｌｌｅＣｔｉｏｎ－ｙｏｏＫｏ－ 小売業 衣料品 5%

9,353 北海道 函館市 根　五稜郭店 サービス 飲食業 5%

9,354 北海道 函館市 紺地鮮魚 小売業 食料品 5%

9,355 北海道 函館市 コンドミニアム　ステラ　サイト サービス 宿泊業 5%

9,356 北海道 函館市 コンドミニアムパノラミック元町 サービス 宿泊業 5%

9,357 北海道 函館市 コンビニエンスショップ　ルピナス 小売業 食料品 5%

9,358 北海道 函館市 コンフォートトランセ　ゆい サービス 運輸業 5%

9,359 北海道 函館市 Ｋｏｍｆｏｒｔａ Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

9,360 北海道 函館市 ＴＨＥＧｒｅｅｎＴａｒａ　函館店 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,361 北海道 函館市 酒井タクシー サービス その他サービス 5%

9,362 北海道 函館市 サキナビューティーラウンジ函館 小売業 その他小売 5%

9,363 北海道 函館市 酒のやまはち 小売業 食料品 5%

9,364 北海道 函館市 サポートグラス 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,365 北海道 函館市 サロンＫＯＴＯ サービス 理容・美容業 5%

9,366 北海道 函館市 茶和々　函館五稜郭店 小売業 家具・調度品 5%
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9,367 北海道 函館市 サンフレックス 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,368 北海道 函館市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 函館営業所 小売業 その他小売 5%

9,369 北海道 函館市 ＧＩＮＯ 小売業 衣料品 5%

9,370 北海道 函館市 Ｊ?ｓｈｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

9,371 北海道 函館市 ジェームス西桔梗店 小売業 その他小売 2%

9,372 北海道 函館市 ジェームス本通店 小売業 その他小売 2%

9,373 北海道 函館市 シェレーヌ五稜郭店 サービス 理容・美容業 5%

9,374 北海道 函館市 シーガルディレクション　函館店 小売業 衣料品 5%

9,375 北海道 函館市 地酒・ワイン屋みのや 小売業 食料品 5%

9,376 北海道 函館市 東雲 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,377 北海道 函館市 Ｇｙｐｓｏｐｈｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

9,378 北海道 函館市 島うた サービス 飲食業 5%

9,379 北海道 函館市 ｃｈａｃｕｎ　ｓｅｓ　ｇｏｕｔｓ 小売業 食料品 5%

9,380 北海道 函館市 写真工房ぱれっと　函館店 サービス その他サービス 5%

9,381 北海道 函館市 シャトー・ド・ラ・ポンプ サービス 飲食業 5%

9,382 北海道 函館市 香翠 サービス 理容・美容業 5%

9,383 北海道 函館市 酒肴菜友じょっぱり サービス 飲食業 5%

9,384 北海道 函館市 旬酒肴　兎月 サービス 飲食業 5%

9,385 北海道 函館市 旬の味　ご馳走亭 サービス 飲食業 5%

9,386 北海道 函館市 松羊亭 サービス 飲食業 5%

9,387 北海道 函館市 昭和書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

9,388 北海道 函館市 昭和動物病院 サービス その他サービス 5%

9,389 北海道 函館市 ＪＩＬＬ サービス 理容・美容業 5%

9,390 北海道 函館市 ジンギスカンテムジン サービス 飲食業 5%

9,391 北海道 函館市 新日本補聴器センター函館店 小売業 その他小売 5%

9,392 北海道 函館市 すきやき　しゃぶしゃぶ　牛兵衛 サービス 飲食業 5%

9,393 北海道 函館市 鮨竹亭 サービス 飲食業 5%

9,394 北海道 函館市 鮨処　木はら サービス 飲食業 5%

9,395 北海道 函館市 すず辰 小売業 食料品 5%

9,396 北海道 函館市 鈴蘭タクシー　１ サービス 運輸業 5%

9,397 北海道 函館市 Ｓｔｙｌｉｓｈ Ｃｏｍｐａｎｙ サービス 理容・美容業 5%

9,398 北海道 函館市 スナック花穂 サービス 飲食業 5%

9,399 北海道 函館市 スナッフルス駅前店 小売業 食料品 5%

9,400 北海道 函館市 スナッフルス湯浜店 小売業 食料品 5%

9,401 北海道 函館市 スポーツショップムライ 小売業 その他小売 5%

9,402 北海道 函館市 炭火焼肉えんびす サービス 飲食業 5%

9,403 北海道 函館市 炭火焼ブルスタテラス美原店 サービス 飲食業 5%

9,404 北海道 函館市 生鮮げんき市場　赤川店 小売業 食料品 5%

9,405 北海道 函館市 生鮮げんき市場　榎本店 小売業 食料品 5%

9,406 北海道 函館市 生鮮げんき市場　大川店 小売業 食料品 5%

9,407 北海道 函館市 生鮮げんき市場　上湯川店 小売業 食料品 5%

9,408 北海道 函館市 生鮮げんき市場　亀田港店 小売業 食料品 5%
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9,409 北海道 函館市 生鮮げんき市場　昭和店 小売業 食料品 5%

9,410 北海道 函館市 生鮮げんき市場　日吉店 小売業 食料品 5%

9,411 北海道 函館市 生鮮げんき市場　梁川店 小売業 食料品 5%

9,412 北海道 函館市 生鮮乃木市場 小売業 食料品 5%

9,413 北海道 函館市 生鮮夢市場　八幡通り店 小売業 食料品 5%

9,414 北海道 函館市 生鮮夢市場　花園店 小売業 食料品 5%

9,415 北海道 函館市 生鮮夢市場　東山店 小売業 食料品 5%

9,416 北海道 函館市 生鮮夢市場　宝来店 小売業 食料品 5%

9,417 北海道 函館市 生鮮夢市場　本通店 小売業 食料品 5%

9,418 北海道 函館市 生鮮夢市場湯浜店 小売業 食料品 5%

9,419 北海道 函館市 関根タクシー サービス 運輸業 5%

9,420 北海道 函館市 セーラーズマーケット 小売業 家具・調度品 5%

9,421 北海道 函館市 セーラーズマーケット 小売業 家具・調度品 5%

9,422 北海道 函館市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ松陰町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,423 北海道 函館市 セルフ桐花通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,424 北海道 函館市 ＤＤセルフ戸倉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,425 北海道 函館市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ函館美原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,426 北海道 函館市 ｐｅａｃｅｐｉｅｃｅ サービス 飲食業 5%

9,427 北海道 函館市 セレブヒルズ函館店 サービス 理容・美容業 5%

9,428 北海道 函館市 センチュリーマリーナ函館 サービス 宿泊業 5%

9,429 北海道 函館市 総合リサイクルセンター　生活工房 小売業 その他小売 5%

9,430 北海道 函館市 ＳＯＤＡＰＯＰ 小売業 衣料品 5%

9,431 北海道 函館市 そば処 えびす庵 そば処えびす庵 サービス 飲食業 5%

9,432 北海道 函館市 そば処まる吉 サービス 飲食業 5%

9,433 北海道 函館市 そばと酒　柏木町三貞 サービス 飲食業 5%

9,434 北海道 函館市 ダイカ　凾館支店 小売業 衣料品 5%

9,435 北海道 函館市 代行売上 小売業 その他小売 2%

9,436 北海道 函館市 ダイコクドラッグ函館朝市広場店 小売業 その他小売 5%

9,437 北海道 函館市 大日石 小売業 その他小売 5%

9,438 北海道 函館市 ダイニング　こまつ サービス 飲食業 5%

9,439 北海道 函館市 Ｄｉｎｉｎｇ　ＢＡＲ　Ｏｒｉｏｎ サービス 飲食業 5%

9,440 北海道 函館市 ダイニングＳＵＲＦ サービス 飲食業 5%

9,441 北海道 函館市 大文字 サービス 飲食業 5%

9,442 北海道 函館市 Ｄｉｒｅｃｔ　Ｉｍｐｏｒｔ　Ｓｅｌｅｃｔ　Ｓｈｏｐ　ＣＲＥＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,443 北海道 函館市 高橋　龍　タクシー　高橋龍タクシー サービス 運輸業 5%

9,444 北海道 函館市 竹田鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

9,445 北海道 函館市 ダズルヘアーメイク サービス 理容・美容業 5%

9,446 北海道 函館市 田中自動車商会 サービス その他サービス 5%

9,447 北海道 函館市 たねざわ 小売業 電化製品 5%

9,448 北海道 函館市 たやまち動物クリニック サービス その他サービス 5%

9,449 北海道 函館市 タランチーネ 小売業 衣料品 5%

9,450 北海道 函館市 ちいさなしあわせパン☆ 小売業 食料品 5%
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9,451 北海道 函館市 竹葉新葉亭 サービス 宿泊業 5%

9,452 北海道 函館市 チッチョ　パスティッチョ サービス 飲食業 5%

9,453 北海道 函館市 茶酒厨房　Ｏｋａｋｉ サービス 飲食業 5%

9,454 北海道 函館市 中国料理ぎょくらん サービス 飲食業 5%

9,455 北海道 函館市 千代田電装工業函館 小売業 その他小売 5%

9,456 北海道 函館市 株式会社Ｂ－ＣＵＢＥ サービス その他サービス 5%

9,457 北海道 函館市 ツリーベル 小売業 その他小売 5%

9,458 北海道 函館市 ＤＤ函館エキサイトＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,459 北海道 函館市 ＤＥＳＩＧＮ+　函館店 小売業 衣料品 5%

9,460 北海道 函館市 鉄板焼　五稜郭 サービス 飲食業 5%

9,461 北海道 函館市 てつまるケータリング函館　てつまる サービス 飲食業 5%

9,462 北海道 函館市 テディーベアショップ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

9,463 北海道 函館市 寺本豆腐店 小売業 食料品 5%

9,464 北海道 函館市 ＤＥＮＫＩ・ＳＨＯＰ．Ｔ 小売業 電化製品 5%

9,465 北海道 函館市 でんきのフルカワ 小売業 電化製品 5%

9,466 北海道 函館市 でんきやせきの  有 でんきやせきの 小売業 電化製品 5%

9,467 北海道 函館市 天狗屋　石川新道店 小売業 その他小売 5%

9,468 北海道 函館市 天狗屋　金堀店 小売業 その他小売 5%

9,469 北海道 函館市 戸井 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,470 北海道 函館市 動物の園函館支店 サービス その他サービス 5%

9,471 北海道 函館市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ函館大川町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,472 北海道 函館市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ函館日吉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,473 北海道 函館市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ函館弁天町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,474 北海道 函館市 椴法華ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,475 北海道 函館市 トモエ薬局 小売業 その他小売 5%

9,476 北海道 函館市 豊川町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,477 北海道 函館市 トヨタカローラ函館　富岡営業所 小売業 その他小売 5%

9,478 北海道 函館市 トヨタカローラ函館　本社営業所 小売業 その他小売 5%

9,479 北海道 函館市 トヨタカローラ函館海岸通店 小売業 その他小売 5%

9,480 北海道 函館市 トヨタカローラ函館新世橋店 小売業 その他小売 5%

9,481 北海道 函館市 トヨタカローラ函館富岡マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

9,482 北海道 函館市 トヨタカローラ函館本店 小売業 その他小売 5%

9,483 北海道 函館市 トヨタ部品北海道共販函館支社 サービス その他サービス 5%

9,484 北海道 函館市 トヨタレンタリース函館函館駅前店 サービス その他サービス 2%

9,485 北海道 函館市 トヨタレンタリース函館函館空港店 サービス その他サービス 2%

9,486 北海道 函館市 トヨタレンタリース函館函館店 サービス その他サービス 2%

9,487 北海道 函館市 トヨタレンタリース函館 サービス その他サービス 2%

9,488 北海道 函館市 トヨタレンタリース函館　空港（営） サービス その他サービス 2%

9,489 北海道 函館市 トヨタレンタリース函館　駅前営業所 サービス その他サービス 2%

9,490 北海道 函館市 トヨタレンタリース函館　柏木町 サービス その他サービス 2%

9,491 北海道 函館市 とりの介　五稜郭店 サービス 飲食業 5%

9,492 北海道 函館市 とんかつ　かつきち　宇賀浦店 サービス 飲食業 5%
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9,493 北海道 函館市 とんかつかつきち　函館昭和タウンプラザ店 サービス 飲食業 5%

9,494 北海道 函館市 とんかつ・天ぷら　華な美本通店 サービス 飲食業 5%

9,495 北海道 函館市 ナカシマ 小売業 その他小売 5%

9,496 北海道 函館市 中島町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,497 北海道 函館市 中本電機燃料店 小売業 電化製品 5%

9,498 北海道 函館市 ナクレ 小売業 家具・調度品 5%

9,499 北海道 函館市 なじ味屋 小売業 食料品 5%

9,500 北海道 函館市 なちゅら鍼灸院 サービス その他サービス 5%

9,501 北海道 函館市 ＮａｔｕＬａ サービス 理容・美容業 5%

9,502 北海道 函館市 名前はまだ無い。 サービス 飲食業 5%

9,503 北海道 函館市 鳴海タクシー サービス 運輸業 5%

9,504 北海道 函館市 日本一金物店　中島店 小売業 家具・調度品 5%

9,505 北海道 函館市 日本一金物店　美原店 小売業 家具・調度品 5%

9,506 北海道 函館市 Ｎａｉｌ　Ｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

9,507 北海道 函館市 ネッツトヨタ道南昭和店 小売業 その他小売 5%

9,508 北海道 函館市 ネッツトヨタ道南ニューロード２１ 小売業 その他小売 5%

9,509 北海道 函館市 ネッツトヨタ道南湯川店 小売業 その他小売 5%

9,510 北海道 函館市 ネッツトヨタ函館　石川物流センター 小売業 その他小売 5%

9,511 北海道 函館市 ネッツトヨタ函館　新道石川店 小売業 その他小売 5%

9,512 北海道 函館市 ネッツトヨタ函館　美原店 小売業 その他小売 5%

9,513 北海道 函館市 ネッツトヨタ函館イーブルネッツ美原店 小売業 その他小売 5%

9,514 北海道 函館市 ネッツトヨタ函館駅サイド店 小売業 その他小売 5%

9,515 北海道 函館市 ネッツトヨタ函館七重浜店 小売業 その他小売 5%

9,516 北海道 函館市 ネッツトヨタ函館美原店サ－ビス 小売業 その他小売 5%

9,517 北海道 函館市 Ｂａｒ　Ｒｉｐｐｌｅ サービス 飲食業 5%

9,518 北海道 函館市 ＢＵＲＧＥＲＳＨＯＰ ＨＯＴＢＯＸ Ｂｕｒｇｅｒ Ｓｈｏｐ ＨＯＴＢＯＸ サービス 飲食業 5%

9,519 北海道 函館市 ハードオフ函館昭和店 小売業 その他小売 2%

9,520 北海道 函館市 ＰＡＬＭＷＩＮＥＳＴＯＲＥ 小売業 その他小売 5%

9,521 北海道 函館市 ｂａｒ　ｕｇ サービス 飲食業 5%

9,522 北海道 函館市 はこせき 小売業 電化製品 5%

9,523 北海道 函館市 ハコダテ　ダイニング　備後屋 サービス 飲食業 5%

9,524 北海道 函館市 函館道新文化センター サービス その他サービス 5%

9,525 北海道 函館市 函館あかちょうちん　湯川店 サービス 飲食業 5%

9,526 北海道 函館市 函館朝市　きくよ食堂　ベイエリア店 サービス 飲食業 5%

9,527 北海道 函館市 函館朝市栄屋食堂　支店 サービス 飲食業 5%

9,528 北海道 函館市 函館朝市栄屋食堂　本店 サービス 飲食業 5%

9,529 北海道 函館市 セブン－イレブン函館石川町店 小売業 食料品 2%

9,530 北海道 函館市 セブンーイレブン函館宇賀浦町店 小売業 食料品 2%

9,531 北海道 函館市 ＨＡＫＯＤＡＴＥ　海峡の風 サービス 宿泊業 5%

9,532 北海道 函館市 セブン－イレブン函館大川町店 小売業 食料品 2%

9,533 北海道 函館市 函館おたふく堂 小売業 食料品 5%

9,534 北海道 函館市 函館オルゴール明治館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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9,535 北海道 函館市 セブンーイレブン函館開港通店 小売業 食料品 2%

9,536 北海道 函館市 はこだて海鮮市場 小売業 食料品 5%

9,537 北海道 函館市 セブン－イレブン函館柏木町店 小売業 食料品 2%

9,538 北海道 函館市 箱館カネサ商店 小売業 食料品 5%

9,539 北海道 函館市 セブン－イレブン函館神山店 小売業 食料品 2%

9,540 北海道 函館市 函館硝子明治館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

9,541 北海道 函館市 セブン－イレブン函館桔梗３丁目店 小売業 食料品 2%

9,542 北海道 函館市 セブン－イレブン函館競馬場前店 小売業 食料品 2%

9,543 北海道 函館市 函館交通　１ サービス 運輸業 5%

9,544 北海道 函館市 函館宏楽園 サービス 飲食業 5%

9,545 北海道 函館市 セブン－イレブン函館五稜郭機関区前店 小売業 食料品 2%

9,546 北海道 函館市 セブン－イレブン函館五稜郭公園前店 小売業 食料品 2%

9,547 北海道 函館市 セブン－イレブン函館五稜郭店 小売業 食料品 2%

9,548 北海道 函館市 セブンーイレブン函館昭和１丁目店 小売業 食料品 2%

9,549 北海道 函館市 セブンーイレブン函館昭和３丁目店 小売業 食料品 2%

9,550 北海道 函館市 セブン－イレブン函館昭和２丁目店 小売業 食料品 2%

9,551 北海道 函館市 セブン－イレブン函館昭和４丁目店 小売業 食料品 2%

9,552 北海道 函館市 函館新川ＳＳ 小売業 その他小売 2%

9,553 北海道 函館市 函館すし雅 サービス 飲食業 5%

9,554 北海道 函館市 函館赤十字病院売店 小売業 その他小売 5%

9,555 北海道 函館市 函館ダイニング雅家 サービス 飲食業 5%

9,556 北海道 函館市 セブン－イレブン函館高松町店 小売業 食料品 2%

9,557 北海道 函館市 函館タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

9,558 北海道 函館市 函館タクシー車輌部整備工場 サービス その他サービス 5%

9,559 北海道 函館市 セブン－イレブン函館田家町店 小売業 食料品 2%

9,560 北海道 函館市 ＨＡＫＯＤＡＴＥ男爵倶楽部 サービス 宿泊業 5%

9,561 北海道 函館市 函館蔦屋書店　ザ　ノースフェースコーナー 小売業 その他小売 5%

9,562 北海道 函館市 セブンーイレブン函館桐花通店 小売業 食料品 2%

9,563 北海道 函館市 函館道新文化センター　神山教室 サービス その他サービス 5%

9,564 北海道 函館市 セブン－イレブン函館時任町店 小売業 食料品 2%

9,565 北海道 函館市 函館トヨタ自動車昭和店 小売業 その他小売 5%

9,566 北海道 函館市 函館トヨタ自動車本通店 小売業 その他小売 5%

9,567 北海道 函館市 函館トヨタ自動車松風店 小売業 その他小売 5%

9,568 北海道 函館市 函館トヨタ自動車Ｕ－Ｃａｒセンターニュー 小売業 その他小売 5%

9,569 北海道 函館市 函館トヨタ自動車レクサス函館 小売業 その他小売 5%

9,570 北海道 函館市 函館トヨペット　ビーマックス湯川店 小売業 その他小売 5%

9,571 北海道 函館市 函館トヨペット　湯川店 小売業 その他小売 5%

9,572 北海道 函館市 函館トヨペット石川店 小売業 その他小売 5%

9,573 北海道 函館市 函館トヨペット五稜郭店 小売業 その他小売 5%

9,574 北海道 函館市 函館トヨペットビーマックス石川店 小売業 その他小売 5%

9,575 北海道 函館市 セブン－イレブン函館中島高砂通店 小売業 食料品 2%

9,576 北海道 函館市 セブン－イレブン函館中道中央店 小売業 食料品 2%
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9,577 北海道 函館市 セブン－イレブン函館中道２丁目店 小売業 食料品 2%

9,578 北海道 函館市 セブン－イレブン函館西桔梗町店 小売業 食料品 2%

9,579 北海道 函館市 函館西波止場 小売業 食料品 5%

9,580 北海道 函館市 セブン－イレブン函館花園町店 小売業 食料品 2%

9,581 北海道 函館市 セブン－イレブン函館東山店 小売業 食料品 2%

9,582 北海道 函館市 セブン－イレブン函館人見町店 小売業 食料品 2%

9,583 北海道 函館市 セブン－イレブン函館日の出町店 小売業 食料品 2%

9,584 北海道 函館市 函館ビヤホール サービス 飲食業 5%

9,585 北海道 函館市 セブン－イレブン函館日吉中央通店 小売業 食料品 2%

9,586 北海道 函館市 はこだてビール サービス 飲食業 5%

9,587 北海道 函館市 函館ＦｉｖｅＳＴＡＲＣＬＵＢ サービス 運輸業 5%

9,588 北海道 函館市 セブン－イレブン函館フェリー埠頭前店 小売業 食料品 2%

9,589 北海道 函館市 セブン－イレブン函館弁天町店 小売業 食料品 2%

9,590 北海道 函館市 函館補聴器センタ－ 小売業 その他小売 5%

9,591 北海道 函館市 セブンーイレブン函館堀川町店 小売業 食料品 2%

9,592 北海道 函館市 セブン－イレブン函館本通２丁目店 小売業 食料品 2%

9,593 北海道 函館市 セブン－イレブン函館松風町店 小売業 食料品 2%

9,594 北海道 函館市 セブン－イレブン函館松見通店 小売業 食料品 2%

9,595 北海道 函館市 セブン－イレブン函館万代町店 小売業 食料品 2%

9,596 北海道 函館市 セブン－イレブン函館港町１丁目店 小売業 食料品 2%

9,597 北海道 函館市 セブン－イレブン函館港町２丁目店 小売業 食料品 2%

9,598 北海道 函館市 セブン－イレブン函館南桔梗店 小売業 食料品 2%

9,599 北海道 函館市 セブン－イレブン函館美原産業道路店 小売業 食料品 2%

9,600 北海道 函館市 セブン－イレブン函館見晴公園通店 小売業 食料品 2%

9,601 北海道 函館市 セブン－イレブン函館宮前町店 小売業 食料品 2%

9,602 北海道 函館市 はこだて柳屋 小売業 食料品 5%

9,603 北海道 函館市 セブン－イレブン函館山の手２丁目店 小売業 食料品 2%

9,604 北海道 函館市 セブン－イレブン函館湯の川温泉店 小売業 食料品 2%

9,605 北海道 函館市 函館湯の川温泉　湯元　啄木亭 サービス 宿泊業 5%

9,606 北海道 函館市 セブン－イレブン函館臨港通店 小売業 食料品 2%

9,607 北海道 函館市 はこだて浪漫館 小売業 食料品 5%

9,608 北海道 函館市 はこだてわいん　明治館店 小売業 食料品 5%

9,609 北海道 函館市 セブン－イレブン函館若松町店 小売業 食料品 2%

9,610 北海道 函館市 函館渡辺病院売店 小売業 その他小売 5%

9,611 北海道 函館市 はこでんシンドウ 小売業 電化製品 5%

9,612 北海道 函館市 はこでん　タカハシ 小売業 電化製品 5%

9,613 北海道 函館市 はこでんＨＡＭＡ 小売業 電化製品 5%

9,614 北海道 函館市 ハコマート 小売業 食料品 5%

9,615 北海道 函館市 バザール　石川店 小売業 食料品 5%

9,616 北海道 函館市 パステルマム　函館店 小売業 衣料品 5%

9,617 北海道 函館市 八幡町 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,618 北海道 函館市 パティスリーバイゲツ 小売業 食料品 5%
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9,619 北海道 函館市 花びしホテル サービス 宿泊業 5%

9,620 北海道 函館市 ハマチャンのタコヤキ サービス 飲食業 5%

9,621 北海道 函館市 原青果　株 小売業 食料品 5%

9,622 北海道 函館市 パレット サービス その他サービス 5%

9,623 北海道 函館市 販売商事　管理課 小売業 その他小売 2%

9,624 北海道 函館市 ＢＥ－ＩＮ富岡本店 サービス 理容・美容業 5%

9,625 北海道 函館市 ＢＥ－ＩＮ菅原 サービス 理容・美容業 5%

9,626 北海道 函館市 ＢＥ?ＩＮ菅原 サービス 理容・美容業 5%

9,627 北海道 函館市 ＢＭＯ函館店 小売業 衣料品 5%

9,628 北海道 函館市 ＨｅａｌｉｎｇｓｐａＫｉｒａｎａ サービス 理容・美容業 5%

9,629 北海道 函館市 ピザテン・フォー　函館桔梗店　３ サービス その他サービス 5%

9,630 北海道 函館市 ピザテン・フォー　函館昭和店　２ サービス その他サービス 5%

9,631 北海道 函館市 ピザテン・フォー　函館中道店　２ サービス その他サービス 5%

9,632 北海道 函館市 ピザテン・フォー　函館日吉店　２ サービス その他サービス 5%

9,633 北海道 函館市 ピザテン・フォー　函館美原店　２ サービス その他サービス 5%

9,634 北海道 函館市 ビジネスホテル　よしずみ サービス 宿泊業 5%

9,635 北海道 函館市 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ＡＭＯＲＩＮＯ サービス 飲食業 5%

9,636 北海道 函館市 ピットインＳ サービス その他サービス 5%

9,637 北海道 函館市 美容室　ＣＲＥＯ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

9,638 北海道 函館市 美容室ａ－Ｆｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

9,639 北海道 函館市 美容室シエル サービス 理容・美容業 5%

9,640 北海道 函館市 美容室　Ｔｈｉｓ　（ディス） サービス その他サービス 5%

9,641 北海道 函館市 美容室フィーノ サービス 理容・美容業 5%

9,642 北海道 函館市 美容室ヘアーオブドレス サービス 理容・美容業 5%

9,643 北海道 函館市 美容室ＨＡＩＲＳ　ＶＥＲＹ サービス 理容・美容業 5%

9,644 北海道 函館市 美容整体サロン　ホロニック サービス その他サービス 5%

9,645 北海道 函館市 廣瀬タクシー サービス 運輸業 5%

9,646 北海道 函館市 広野ＬＰガス 小売業 その他小売 2%

9,647 北海道 函館市 広野町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,648 北海道 函館市 広野油槽所 小売業 その他小売 2%

9,649 北海道 函館市 ファイヤーバーグ　函館本通店 サービス 飲食業 5%

9,650 北海道 函館市 ファッション　コポ 小売業 衣料品 5%

9,651 北海道 函館市 ファッションショップ・ジョイ 小売業 衣料品 5%

9,652 北海道 函館市 ファッションマミー 小売業 衣料品 5%

9,653 北海道 函館市 ＦＥＬＩＺ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

9,654 北海道 函館市 フォトスタジオ　カトー サービス その他サービス 5%

9,655 北海道 函館市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,656 北海道 函館市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,657 北海道 函館市 富士メガネ　函館駅前店 小売業 その他小売 5%

9,658 北海道 函館市 富士メガネ函館美原店 小売業 その他小売 5%

9,659 北海道 函館市 武将館　函館店 小売業 家具・調度品 5%

9,660 北海道 函館市 ぷちまりーＭＥＧＡドン・キホーテ函館店 小売業 その他小売 5%

232



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

9,661 北海道 函館市 ぷちまりーＭＥＧＡドン・キホーテ函館店 小売業 その他小売 5%

9,662 北海道 函館市 ブックマーケット 函館美原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

9,663 北海道 函館市 布遊舎　函館店 小売業 家具・調度品 5%

9,664 北海道 函館市 Ｂｒａｔｓ　函館店 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,665 北海道 函館市 フラワーショップ　いしざか　桔梗店 小売業 その他小売 5%

9,666 北海道 函館市 フラワーショップ　いしざか　戸倉店 小売業 その他小売 5%

9,667 北海道 函館市 フラワーショップ　いしざか　日乃出店 小売業 その他小売 5%

9,668 北海道 函館市 フラワーショップいしざか白鳥店 小売業 その他小売 5%

9,669 北海道 函館市 フラワーショップいしざか　函館大縄店 小売業 その他小売 5%

9,670 北海道 函館市 フラワーショップいしざか　美原店 小売業 その他小売 5%

9,671 北海道 函館市 フランス菓子ペシェ・ミニヨン 小売業 食料品 5%

9,672 北海道 函館市 古川町 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,673 北海道 函館市 ブルスタ　美原店 サービス 飲食業 5%

9,674 北海道 函館市 ブレスユー 小売業 衣料品 5%

9,675 北海道 函館市 フレッシュタウン赤川 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,676 北海道 函館市 Ｈａｉｒ　Ａｃｔ　ｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

9,677 北海道 函館市 ｈａｉｒ　ｃｒａｆｔ　ｔｉａｒａ サービス 理容・美容業 5%

9,678 北海道 函館市 ｈａｉｒｓｈｏｐＴＩＴＩＣＣＡＣＣＡ サービス 理容・美容業 5%

9,679 北海道 函館市 ｈａｉｒ　ｌｅｔｅ サービス 理容・美容業 5%

9,680 北海道 函館市 ＨａｉｒｓｔｏｒｙＥｌｍｏ サービス 理容・美容業 5%

9,681 北海道 函館市 ヘアースペースＲｅｖｅ サービス 理容・美容業 5%

9,682 北海道 函館市 ヘアーデサイニング　リッカ サービス 理容・美容業 5%

9,683 北海道 函館市 ｈａｉｒｒｏｏｍ　ｓｏｎｒｉｓａ サービス 理容・美容業 5%

9,684 北海道 函館市 ヘアーレーベル サービス 理容・美容業 5%

9,685 北海道 函館市 ベルパーツショップ 小売業 その他小売 5%

9,686 北海道 函館市 ＶＥＲＥＮＩＣＡ サービス 理容・美容業 5%

9,687 北海道 函館市 ペンションじょう蔵 サービス 宿泊業 5%

9,688 北海道 函館市 ボーイズルーム　函館店 小売業 衣料品 5%

9,689 北海道 函館市 望楼ＮＯＧＵＣＨＩ函館 サービス 宿泊業 5%

9,690 北海道 函館市 ＨｏｍｅｓｔａｙＰｌｕｓＨａｋｏｄａｔｅ サービス その他サービス 5%

9,691 北海道 函館市 北斗房 サービス 飲食業 5%

9,692 北海道 函館市 北文館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

9,693 北海道 函館市 北々亭函館店 サービス 飲食業 5%

9,694 北海道 函館市 北海道しゃぶしゃぶポッケ函館店 サービス 飲食業 5%

9,695 北海道 函館市 北海道テレビ保障サービス株式会社 小売業 電化製品 5%

9,696 北海道 函館市 ホテル　Ｓ－ＰＡＬ サービス 宿泊業 5%

9,697 北海道 函館市 ホテル　ニューオーテ サービス 宿泊業 5%

9,698 北海道 函館市 ホテルシャローム・イン２ サービス 宿泊業 5%

9,699 北海道 函館市 ホテルニューオーテ サービス 宿泊業 5%

9,700 北海道 函館市 ホテル函館ロイヤル サービス 宿泊業 5%

9,701 北海道 函館市 ホテルパコ函館 サービス 宿泊業 5%

9,702 北海道 函館市 ホビーショップフォーティーファイ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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9,703 北海道 函館市 ぽぽたん サービス 飲食業 5%

9,704 北海道 函館市 ポール沢田美容室　プリーマ店 サービス 理容・美容業 5%

9,705 北海道 函館市 本社 小売業 その他小売 2%

9,706 北海道 函館市 本社１ 小売業 その他小売 2%

9,707 北海道 函館市 本社２ 小売業 その他小売 2%

9,708 北海道 函館市 本田ジュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,709 北海道 函館市 本通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,710 北海道 函館市 本通 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,711 北海道 函館市 マーミームーヘアー サービス 理容・美容業 5%

9,712 北海道 函館市 マイティーダックスフラワーズ 小売業 その他小売 5%

9,713 北海道 函館市 マエカワオート サービス その他サービス 5%

9,714 北海道 函館市 前側石油株式会社函館 小売業 その他小売 2%

9,715 北海道 函館市 マクドナルド５号線函館昭和店 サービス 飲食業 2%

9,716 北海道 函館市 マクドナルド函館イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

9,717 北海道 函館市 マクドナルド函館鍛治店 サービス 飲食業 2%

9,718 北海道 函館市 マクドナルド函館松風店 サービス 飲食業 2%

9,719 北海道 函館市 マクドナルド湯川生協店 サービス 飲食業 2%

9,720 北海道 函館市 Ｍａｃｈｅｒｉｅ 小売業 その他小売 5%

9,721 北海道 函館市 街角カフェハコダテサウルスバルゴン サービス 飲食業 5%

9,722 北海道 函館市 ｍａｔｓｕ サービス 飲食業 5%

9,723 北海道 函館市 佐藤商店　松陰ＳＳ 小売業 その他小売 2%

9,724 北海道 函館市 ママイクコ函館ポールスターＳ．Ｃ． 小売業 その他小売 5%

9,725 北海道 函館市 マリオンクレープ 小売業 食料品 5%

9,726 北海道 函館市 まるかつ水産　いかいか亭 サービス 飲食業 5%

9,727 北海道 函館市 まるかつ水産シエスタハコダテ店 小売業 食料品 5%

9,728 北海道 函館市 マルコウ菊地商店 マルコウ菊地商店 小売業 食料品 5%

9,729 北海道 函館市 丸光自動車塗装 サービス その他サービス 5%

9,730 北海道 函館市 マルシェ　イトーヨーカ堂　函館店 小売業 衣料品 5%

9,731 北海道 函館市 出口製麺 小売業 食料品 5%

9,732 北海道 函館市 まるたま小屋 サービス 飲食業 5%

9,733 北海道 函館市 マルトク西村 小売業 電化製品 5%

9,734 北海道 函館市 丸二土村商店 小売業 食料品 5%

9,735 北海道 函館市 ミックコスメティック美原１丁目 サービス 理容・美容業 5%

9,736 北海道 函館市 三矢水産 小売業 食料品 5%

9,737 北海道 函館市 三矢水産　本社工場 小売業 食料品 5%

9,738 北海道 函館市 みつる自動車 サービス その他サービス 5%

9,739 北海道 函館市 ミノルスポーツ 小売業 その他小売 5%

9,740 北海道 函館市 みやけ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,741 北海道 函館市 明治館メモル８０８８ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

9,742 北海道 函館市 明邦商会 小売業 その他小売 5%

9,743 北海道 函館市 メガネワールド 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,744 北海道 函館市 メガネ館 小売業 貴金属・服飾品 5%
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9,745 北海道 函館市 メガネ工房パレット 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,746 北海道 函館市 メガネサロンルック　函館人見店 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,747 北海道 函館市 メガネサロンルック　プレスポ戸倉 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,748 北海道 函館市 メガネスマイルポールスター店 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,749 北海道 函館市 メガネスマイル本通店 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,750 北海道 函館市 メガネの大和 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,751 北海道 函館市 ｍｅｇｏ サービス その他サービス 5%

9,752 北海道 函館市 ｍｏｔｏ７ サービス 飲食業 5%

9,753 北海道 函館市 元町ガラス工房 サービス その他サービス 5%

9,754 北海道 函館市 モランボン本町店 サービス 飲食業 5%

9,755 北海道 函館市 もりのでんき 小売業 電化製品 5%

9,756 北海道 函館市 山の猿　函館昭和店 サービス 飲食業 5%

9,757 北海道 函館市 有限会社　銀月 小売業 食料品 5%

9,758 北海道 函館市 ＵＶカフェ サービス 飲食業 5%

9,759 北海道 函館市 有限会社　Ｍ’Ｓ　ＲＩＳＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

9,760 北海道 函館市 有限会社ケンロード サービス その他サービス 5%

9,761 北海道 函館市 有限会社山三道下商店 小売業 食料品 5%

9,762 北海道 函館市 遊膳　函館店 小売業 家具・調度品 5%

9,763 北海道 函館市 ＹｏｕｔｈＦＵＬ　ＳＵＲＦ 小売業 衣料品 5%

9,764 北海道 函館市 ユニライフ　函館 小売業 食料品 5%

9,765 北海道 函館市 湯ノ川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,766 北海道 函館市 湯川支所前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,767 北海道 函館市 湯の川プリンスホテル渚亭 サービス 宿泊業 5%

9,768 北海道 函館市 湯の浜ホテル サービス 宿泊業 5%

9,769 北海道 函館市 湯元　啄木亭 サービス 宿泊業 5%

9,770 北海道 函館市 湯元ニセコプリンスホテル　ひらふ亭 サービス 宿泊業 5%

9,771 北海道 函館市 洋食デリ　リベルタ 小売業 食料品 5%

9,772 北海道 函館市 ラ・メール 小売業 その他小売 5%

9,773 北海道 函館市 ラーメン響 乃木店 サービス 飲食業 5%

9,774 北海道 函館市 ラーメン響　本店 サービス 飲食業 5%

9,775 北海道 函館市 ラ・サルメ　ポールスター店 小売業 衣料品 5%

9,776 北海道 函館市 ＬｏｖｅｌｙＤｏｇ 小売業 その他小売 5%

9,777 北海道 函館市 ラ・メール 小売業 その他小売 5%

9,778 北海道 函館市 Ｌａｎｄｅｒ　ｇｒｏｕｎｄ　Ｔｒｉｂｅｓ 小売業 衣料品 5%

9,779 北海道 函館市 リサイクルサービスアース 小売業 その他小売 5%

9,780 北海道 函館市 リサイクルショップミック 小売業 その他小売 5%

9,781 北海道 函館市 ＲｉＴＡ サービス 理容・美容業 5%

9,782 北海道 函館市 リックスインターナショナル サービス その他サービス 5%

9,783 北海道 函館市 リフォ－ム　はぁと サービス その他サービス 5%

9,784 北海道 函館市 流通前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,785 北海道 函館市 理容室髪丸 サービス 理容・美容業 5%

9,786 北海道 函館市 理容室メンズクラブ２４６ サービス 理容・美容業 5%
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9,787 北海道 函館市 旅館一乃松 サービス 宿泊業 5%

9,788 北海道 函館市 ルサマーヤ　スイーツ 小売業 食料品 5%

9,789 北海道 函館市 ルンビニカリーエスニックバー　美 サービス 飲食業 5%

9,790 北海道 函館市 レストランｎａｎａ－ｐａｐａ サービス 飲食業 5%

9,791 北海道 函館市 有限会社レストランヨシヤ サービス 飲食業 5%

9,792 北海道 函館市 ＲＯＹＡＬＳＫＯＯＬ 小売業 衣料品 5%

9,793 北海道 函館市 ロングウォーク 小売業 家具・調度品 5%

9,794 北海道 函館市 ワークショップオオタ港店 小売業 家具・調度品 5%

9,795 北海道 函館市 ＷｏｒｌｄＣａｒｓ サービス その他サービス 5%

9,796 北海道 函館市 わんはーと 小売業 その他小売 5%

9,797 北海道 羽幌町 旭川トヨタ自動車羽幌店 小売業 その他小売 5%

9,798 北海道 羽幌町 出光羽幌ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,799 北海道 羽幌町 佐渡屋旅館 サービス 宿泊業 5%

9,800 北海道 羽幌町 地島写真館 サービス その他サービス 5%

9,801 北海道 羽幌町 チューオー　羽幌店 小売業 食料品 5%

9,802 北海道 羽幌町 ＤＺマート羽幌店 小売業 食料品 5%

9,803 北海道 羽幌町 羽幌ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,804 北海道 羽幌町 セブン－イレブン羽幌役場前店 小売業 食料品 2%

9,805 北海道 羽幌町 羽幌遊歩ユースホステル サービス 宿泊業 5%

9,806 北海道 羽幌町 ヤクルト北北海道 羽幌センター 小売業 食料品 5%

9,807 北海道 浜頓別町 スーパーなかむら 小売業 その他小売 5%

9,808 北海道 浜頓別町 浜頓別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,809 北海道 浜頓別町 北海道新聞多田販売所 小売業 その他小売 5%

9,810 北海道 浜中町 出光霧多布ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,811 北海道 浜中町 出光茶内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,812 北海道 浜中町 出光茶内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,813 北海道 浜中町 出光散布ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,814 北海道 浜中町 霧多布ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,815 北海道 浜中町 コープはまなか 小売業 その他小売 5%

9,816 北海道 浜中町 ファームデザインズ浜中 サービス 飲食業 5%

9,817 北海道 浜中町 ペンションポーチ サービス 宿泊業 5%

9,818 北海道 浜中町 ポロト案内舎 サービス その他サービス 5%

9,819 北海道 浜中町 丸ヨ　松村商店 小売業 その他小売 5%

9,820 北海道 浜中町 丸ワ　綿貫商店 小売業 食料品 5%

9,821 北海道 美瑛町 ａｒａｂｅｓｑｕｅａｒｔｓ 小売業 衣料品 5%

9,822 北海道 美瑛町 出光美瑛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,823 北海道 美瑛町 ｉＬｃｏＶｏ サービス 飲食業 5%

9,824 北海道 美瑛町 絵織の丘レンタルハウス サービス 宿泊業 5%

9,825 北海道 美瑛町 ＧｕｉｄｅｄＣｙｃｌｉｎｇＴｏｕｒ美瑛 サービス その他サービス 5%

9,826 北海道 美瑛町 株式会社丸良車輌整備工場 サービス その他サービス 5%

9,827 北海道 美瑛町 セブン－イレブン上川美瑛店 小売業 食料品 2%

9,828 北海道 美瑛町 ＴＨＥ　ＮＯＲＴＨＦＡＣＥ　ＢＩＥＩ 小売業 その他小売 5%
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9,829 北海道 美瑛町 白金四季の森　ホテルパークヒルズ サービス 宿泊業 5%

9,830 北海道 美瑛町 スイノカゴ 小売業 衣料品 5%

9,831 北海道 美瑛町 そば天 サービス 飲食業 5%

9,832 北海道 美瑛町 大雪山白金観光ホテル サービス 宿泊業 5%

9,833 北海道 美瑛町 麦菓堂 小売業 食料品 5%

9,834 北海道 美瑛町 美瑛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,835 北海道 美瑛町 美瑛　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,836 北海道 美瑛町 セブン－イレブン美瑛栄町店 小売業 食料品 2%

9,837 北海道 美瑛町 美瑛選果 小売業 食料品 5%

9,838 北海道 美瑛町 ＢＥＴＷＥＥＮ　ＴＨＥ　ＢＲＥＡＤ サービス 飲食業 5%

9,839 北海道 美瑛町 美馬牛リバティユースホステル サービス 宿泊業 5%

9,840 北海道 美瑛町 ポテトヴィレッジ美瑛ポテトの丘 サービス 宿泊業 5%

9,841 北海道 美瑛町 丸善美瑛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,842 北海道 美瑛町 めぐみ雪 サービス 宿泊業 5%

9,843 北海道 美瑛町 ヤクルト北北海道 美瑛センター 小売業 食料品 5%

9,844 北海道 美瑛町 有限会社井口新聞店 小売業 その他小売 5%

9,845 北海道 美瑛町 湯元　白金温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

9,846 北海道 東神楽町 ＡＸＩＳ サービス 理容・美容業 5%

9,847 北海道 東神楽町 アブソルート 小売業 その他小売 5%

9,848 北海道 東神楽町 ＥＸＣＥＬ　アルティモール店 小売業 衣料品 5%

9,849 北海道 東神楽町 有限会社川合新聞店 小売業 その他小売 5%

9,850 北海道 東神楽町 管楽器工房ラ・ル－チェ サービス その他サービス 5%

9,851 北海道 東神楽町 グレイシス大西 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,852 北海道 東神楽町 スイートデコレーション　東神楽店 小売業 家具・調度品 5%

9,853 北海道 東神楽町 ｔｉｎｙ．．． サービス その他サービス 5%

9,854 北海道 東神楽町 株式会社匠工芸 小売業 家具・調度品 5%

9,855 北海道 東神楽町 とみおかクリーニング　アルティモール店 小売業 その他小売 5%

9,856 北海道 東神楽町 トヨタレンタリース旭川旭川空港前店 サービス その他サービス 2%

9,857 北海道 東神楽町 ＨＡＫＢＡＢＹ サービス その他サービス 5%

9,858 北海道 東神楽町 ＨＡＬＭａｒｋｅｔ 小売業 食料品 5%

9,859 北海道 東神楽町 パワーズトラベルＢＥＳＴＯＭ東神楽店 サービス その他サービス 5%

9,860 北海道 東神楽町 東神楽 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,861 北海道 東神楽町 東神楽農協自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

9,862 北海道 東神楽町 セブン－イレブン東神楽南１条店 小売業 食料品 2%

9,863 北海道 東神楽町 ひじり野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,864 北海道 東神楽町 ｈａｉｒ　ＢＯＣＯ サービス 理容・美容業 5%

9,865 北海道 東神楽町 ペットメモリアル天使の杜 サービス その他サービス 5%

9,866 北海道 東神楽町 Ｍｉｌｋｓｔａｎｄ　ｅｓｐｅｒｉｏ サービス 飲食業 5%

9,867 北海道 東神楽町 柳沼（米） 小売業 その他小売 5%

9,868 北海道 東神楽町 柳沼（灯油） 小売業 その他小売 5%

9,869 北海道 東神楽町 柳沼（物販） 小売業 その他小売 5%

9,870 北海道 東川町 旭岳温泉ホテルディアバレー サービス 宿泊業 5%
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9,871 北海道 東川町 旭岳温泉ホテルベアモンテ サービス 宿泊業 5%

9,872 北海道 東川町 旭岳万世閣ホテル　ディアバレー サービス 宿泊業 5%

9,873 北海道 東川町 旭岳万世閣ホテル　ベアモンテ サービス 宿泊業 5%

9,874 北海道 東川町 大塚友記憲写真事務所 小売業 電化製品 5%

9,875 北海道 東川町 御やど　しきしま荘 サービス 宿泊業 5%

9,876 北海道 東川町 オンザテーブル サービス 飲食業 5%

9,877 北海道 東川町 北の住まい設計社ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

9,878 北海道 東川町 コート旭川カントリークラブ サービス その他サービス 5%

9,879 北海道 東川町 コート旭川カントリークラブ サービス その他サービス 5%

9,880 北海道 東川町 コヨミ舎 小売業 衣料品 5%

9,881 北海道 東川町 ＳＯＲＡ　ＯＮＥ　ＳＴＡＹ＆ＹＯＧＡ サービス 宿泊業 5%

9,882 北海道 東川町 たちばな新聞店 小売業 その他小売 5%

9,883 北海道 東川町 Ｔｒａｎｓｉｔ東川 小売業 その他小売 5%

9,884 北海道 東川町 日東　東川 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,885 北海道 東川町 日東東川Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,886 北海道 東川町 日東東川Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,887 北海道 東川町 日東東川軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,888 北海道 東川町 日東東川灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,889 北海道 東川町 ｐａｖａｎｔｉ サービス その他サービス 5%

9,890 北海道 東川町 東川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,891 北海道 東川町 セブン－イレブン東川北町店 小売業 食料品 2%

9,892 北海道 東川町 東川町農業協同組合資材店舗 小売業 その他小売 5%

9,893 北海道 東川町 平田こうじ店 小売業 食料品 5%

9,894 北海道 東川町 安永写真事務所 サービス その他サービス 5%

9,895 北海道 東川町 湯元　湧駒荘 サービス 宿泊業 5%

9,896 北海道 東川町 ヨシノリコーヒー旭川駅前店 サービス 飲食業 5%

9,897 北海道 日高町 厚賀　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,898 北海道 日高町 Ａコープ　ひだか店 小売業 食料品 5%

9,899 北海道 日高町 Ａコープとみかわルシナ店 小売業 食料品 5%

9,900 北海道 日高町 俺の目利き　日高富川店 サービス 飲食業 5%

9,901 北海道 日高町 株式会社日高高原荘 サービス 宿泊業 5%

9,902 北海道 日高町 株式会社楠商会 小売業 その他小売 5%

9,903 北海道 日高町 ＪＵＮＤＩＶＩＮＯ　ジュンディヴィーノ サービス 飲食業 5%

9,904 北海道 日高町 スマイルショップ福山 小売業 食料品 5%

9,905 北海道 日高町 田村電機 小売業 電化製品 5%

9,906 北海道 日高町 手打ちそば　いずみ食堂　本店 サービス 飲食業 5%

9,907 北海道 日高町 富川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,908 北海道 日高町 富川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,909 北海道 日高町 富川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,910 北海道 日高町 トヨタカローラ苫小牧富川店 小売業 その他小売 5%

9,911 北海道 日高町 日高 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,912 北海道 日高町 日高ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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9,913 北海道 日高町 日髙高原荘 サービス 宿泊業 5%

9,914 北海道 日高町 セブン－イレブン日高門別インター店 小売業 食料品 2%

9,915 北海道 日高町 ＨＯＡ北海道アウトドアアドベンチャーズ サービス その他サービス 5%

9,916 北海道 日高町 焼肉ハウス　リン サービス 飲食業 5%

9,917 北海道 日高町 ＪＭ／有限会社　小谷商店 小売業 ガソリンスタンド 5%

9,918 北海道 比布町 愛別モータース（株）　比布工場 サービス その他サービス 5%

9,919 北海道 比布町 セブン－イレブン上川比布町店 小売業 食料品 2%

9,920 北海道 比布町 キシダ電器 小売業 電化製品 5%

9,921 北海道 比布町 比布中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,922 北海道 比布町 良佳プラザ・遊湯ぴっぷ サービス 宿泊業 5%

9,923 北海道 美唄市 大富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,924 北海道 美唄市 お菓子のほんだ美唄店 小売業 食料品 5%

9,925 北海道 美唄市 くるまや・トップス 小売業 その他小売 5%

9,926 北海道 美唄市 栄鮨 サービス 飲食業 5%

9,927 北海道 美唄市 進徳東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,928 北海道 美唄市 中田塗装 サービス その他サービス 5%

9,929 北海道 美唄市 ハウジングさいとう 小売業 家具・調度品 5%

9,930 北海道 美唄市 伊藤電気商会美唄 小売業 電化製品 5%

9,931 北海道 美唄市 ピザテン・フォー　北海道美唄店　２ サービス その他サービス 5%

9,932 北海道 美唄市 美唄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,933 北海道 美唄市 セブン－イレブン美唄旭通り店 小売業 食料品 2%

9,934 北海道 美唄市 セブン－イレブン美唄大通南店 小売業 食料品 2%

9,935 北海道 美唄市 セブン－イレブン美唄西３条店 小売業 食料品 2%

9,936 北海道 美唄市 美唄南 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,937 北海道 美唄市 メガネサロン　ルック　コア　美唄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,938 北海道 美唄市 メガネの三愛 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,939 北海道 美唄市 山下時計メガネ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

9,940 北海道 美深町 株式会社坂井モータース サービス その他サービス 5%

9,941 北海道 美深町 粗清草堂 小売業 その他小売 5%

9,942 北海道 美深町 美深 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,943 北海道 美深町 美深大通南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,944 北海道 美深町 セブン－イレブン美深西１条店 小売業 食料品 2%

9,945 北海道 美深町 北海道新聞大内販売所 小売業 その他小売 5%

9,946 北海道 美幌町 旭川トヨタ自動車美幌店 小売業 その他小売 5%

9,947 北海道 美幌町 味の竜月 サービス 飲食業 5%

9,948 北海道 美幌町 出光栄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,949 北海道 美幌町 オートショップフォロー 小売業 その他小売 5%

9,950 北海道 美幌町 株式会社久山商店 小売業 その他小売 5%

9,951 北海道 美幌町 紙と筆ヒサヤマ 小売業 その他小売 5%

9,952 北海道 美幌町 カラオケ歌屋　美幌店 サービス その他サービス 5%

9,953 北海道 美幌町 北見トヨペット株式会社　美幌店 小売業 その他小売 5%

9,954 北海道 美幌町 北見トヨペット美幌店 小売業 その他小売 5%
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9,955 北海道 美幌町 北見ヤクルト販売　美幌センター 小売業 食料品 5%

9,956 北海道 美幌町 新町スーパーこんの 小売業 その他小売 5%

9,957 北海道 美幌町 タイガー代行サービス サービス その他サービス 5%

9,958 北海道 美幌町 タイセー電器 小売業 電化製品 5%

9,959 北海道 美幌町 武田自動車 サービス その他サービス 5%

9,960 北海道 美幌町 ＤＺマート美幌店 小売業 食料品 5%

9,961 北海道 美幌町 トヨタカローラ北見美幌店 小売業 その他小売 5%

9,962 北海道 美幌町 長尾カーメンテナンス サービス その他サービス 5%

9,963 北海道 美幌町 ｎｅａｒ． 小売業 衣料品 5%

9,964 北海道 美幌町 ネッツトヨタ北見美幌店 小売業 その他小売 5%

9,965 北海道 美幌町 美幌ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,966 北海道 美幌町 美幌 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,967 北海道 美幌町 美幌青山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,968 北海道 美幌町 セブン－イレブン美幌稲美店 小売業 食料品 2%

9,969 北海道 美幌町 セブン－イレブン美幌栄町店 小売業 食料品 2%

9,970 北海道 美幌町 美幌自動車学校 サービス その他サービス 5%

9,971 北海道 美幌町 ビホロ車輌本社 小売業 その他小売 5%

9,972 北海道 美幌町 セブン－イレブン美幌東町１丁目店 小売業 食料品 2%

9,973 北海道 美幌町 美幌マイカーセンター サービス その他サービス 5%

9,974 北海道 美幌町 セブン－イレブン美幌美富店 小売業 食料品 2%

9,975 北海道 美幌町 ＦＩＳＨＩＮＧＴＡＣＫＬＥ　ＢＬＵＥＭＡＲＬＩＮ 小売業 その他小売 5%

9,976 北海道 美幌町 フラワーショップいしざか　美幌店 小売業 その他小売 5%

9,977 北海道 美幌町 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｃｏａ サービス 理容・美容業 5%

9,978 北海道 美幌町 報徳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,979 北海道 美幌町 ボデーショップビホロ サービス その他サービス 5%

9,980 北海道 美幌町 まこと屋 小売業 衣料品 5%

9,981 北海道 美幌町 マリモ洋品店 小売業 衣料品 5%

9,982 北海道 美幌町 みしま 小売業 その他小売 5%

9,983 北海道 美幌町 三ツ星電器商会 小売業 電化製品 5%

9,984 北海道 美幌町 宮崎商店　本社 小売業 その他小売 2%

9,985 北海道 美幌町 有限会社でんきのイシカワ 小売業 電化製品 5%

9,986 北海道 美幌町 ようでん 小売業 電化製品 5%

9,987 北海道 平取町 Ａコープびらとり店 小売業 食料品 5%

9,988 北海道 平取町 Ａコープ　ふれない店 小売業 食料品 5%

9,989 北海道 平取町 ゲストハウス二風谷　ヤント サービス 宿泊業 5%

9,990 北海道 平取町 江谷商店 小売業 その他小売 5%

9,991 北海道 平取町 貫気別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,992 北海道 平取町 平取ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,993 北海道 平取町 振内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

9,994 北海道 平取町 ホクレン　平取ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 5%

9,995 北海道 平取町 ホクレン　平取ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 5%

9,996 北海道 広尾町 カー・エステ広尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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9,997 北海道 広尾町 菊地ファーム　Ｋｉｋｕｃｈｉｆａｒｍ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

9,998 北海道 広尾町 釧路トヨタ自動車広尾店 小売業 その他小売 5%

9,999 北海道 広尾町 タカダ薬局 小売業 その他小売 5%

10,000 北海道 広尾町 広尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,001 北海道 広尾町 セブンーイレブン広尾並木通店 小売業 食料品 2%

10,002 北海道 広尾町 セブン－イレブン広尾本通店 小売業 食料品 2%

10,003 北海道 広尾町 ファミリーふせ 小売業 その他小売 5%

10,004 北海道 広尾町 有限会社岡嶋水産 小売業 食料品 5%

10,005 北海道 広尾町 有限会社　金二　工藤水産　海産問屋　カネニ　　有　工藤水産 小売業 食料品 5%

10,006 北海道 深川市 アグリ工房まあぶ サービス 宿泊業 5%

10,007 北海道 深川市 旭川トヨタ自動車深川店 小売業 その他小売 5%

10,008 北海道 深川市 味しるべ　駅逓 サービス 飲食業 5%

10,009 北海道 深川市 石川大記税理士事務所 サービス その他サービス 5%

10,010 北海道 深川市 インテリアノト 小売業 家具・調度品 5%

10,011 北海道 深川市 ヴィジョンワークス 小売業 その他小売 5%

10,012 北海道 深川市 メガネ ヴィジョンワークス メガネ ヴィジョンワークス 小売業 その他小売 5%

10,013 北海道 深川市 大西時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

10,014 北海道 深川市 お菓子のほんだ深川店 小売業 食料品 5%

10,015 北海道 深川市 株式会社小倉農園 サービス その他サービス 5%

10,016 北海道 深川市 株式会社　藤谷果樹園 小売業 食料品 5%

10,017 北海道 深川市 株式会社セイコー堂片山時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

10,018 北海道 深川市 株式会社清水 小売業 その他小売 5%

10,019 北海道 深川市 カラオケ歌屋　深川店 サービス その他サービス 5%

10,020 北海道 深川市 菊地自動車工業 サービス その他サービス 5%

10,021 北海道 深川市 ギリシャヨーグルトＦ 小売業 食料品 5%

10,022 北海道 深川市 株式会社倉本道新販売店 小売業 その他小売 5%

10,023 北海道 深川市 サイクルプラザさの 小売業 その他小売 5%

10,024 北海道 深川市 三共ストアー 小売業 その他小売 5%

10,025 北海道 深川市 三番舘深川店 小売業 衣料品 5%

10,026 北海道 深川市 三番舘深川店催事 小売業 衣料品 5%

10,027 北海道 深川市 清水モーター商会 サービス その他サービス 5%

10,028 北海道 深川市 ｓｈａｎｔｉ サービス 理容・美容業 5%

10,029 北海道 深川市 趣味の店ささき 小売業 その他小売 2%

10,030 北海道 深川市 ｓｗｅｅｔｓ＆ｃａｆｅＦＣＬＵＢ 小売業 食料品 5%

10,031 北海道 深川市 Ｓｗｅｅｔｙｅａｒｓ サービス 理容・美容業 5%

10,032 北海道 深川市 炭火焼き鳥専門店東京鳥仲　深川店 サービス 飲食業 5%

10,033 北海道 深川市 （有）タイヤサービスハヤシ 小売業 その他小売 5%

10,034 北海道 深川市 多度志保育園 サービス その他サービス 5%

10,035 北海道 深川市 種 野菜 大谷種苗 小売業 その他小売 5%

10,036 北海道 深川市 ツアーネット北海道 サービス その他サービス 5%

10,037 北海道 深川市 トヨタカローラ旭川深川店 小売業 その他小売 5%

10,038 北海道 深川市 トヨタ部品北海道共販深川営業所 サービス その他サービス 5%
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10,039 北海道 深川市 トヨタレンタリース旭川深川店 サービス その他サービス 2%

10,040 北海道 深川市 中島自動車 サービス その他サービス 5%

10,041 北海道 深川市 日東　深川 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,042 北海道 深川市 日東深川Ｒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,043 北海道 深川市 日東深川Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,044 北海道 深川市 日東深川軽 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,045 北海道 深川市 日東深川灯 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,046 北海道 深川市 ネッツトヨタ旭川ふかがわ店 小売業 その他小売 5%

10,047 北海道 深川市 ハウス資材 肥料 農薬 大谷種苗 小売業 その他小売 5%

10,048 北海道 深川市 はせがわ化粧品店 小売業 その他小売 5%

10,049 北海道 深川市 パンとコーヒーの店　ブルーム 小売業 食料品 5%

10,050 北海道 深川市 広野スポーツ 小売業 その他小売 5%

10,051 北海道 深川市 ファッションパレットしみず 小売業 衣料品 5%

10,052 北海道 深川市 深川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,053 北海道 深川市 深川３条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,054 北海道 深川市 深川石油株式会社ハイパーステーション４１６ サービス その他サービス 2%

10,055 北海道 深川市 セブン－イレブン深川東店 小売業 食料品 2%

10,056 北海道 深川市 深川米油ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,057 北海道 深川市 セブン－イレブン深川北光町店 小売業 食料品 2%

10,058 北海道 深川市 セブン－イレブン深川４条店 小売業 食料品 2%

10,059 北海道 深川市 ブティックシマコルディア店 小売業 衣料品 5%

10,060 北海道 深川市 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮＲｏｃｃｏ サービス 理容・美容業 5%

10,061 北海道 深川市 マイスター補聴器 小売業 その他小売 5%

10,062 北海道 深川市 松本印刷 サービス その他サービス 5%

10,063 北海道 深川市 マル安　三上石材工業所 小売業 その他小売 5%

10,064 北海道 深川市 メイコー堂時計眼鏡店 小売業 その他小売 5%

10,065 北海道 深川市 めがねのナカムラ　深川店 小売業 その他小売 5%

10,066 北海道 深川市 森脇モータース本社 小売業 その他小売 5%

10,067 北海道 深川市 ヤクルト北北海道 深川センター 小売業 食料品 5%

10,068 北海道 深川市 ヤクルト北北海道 深川サロン 小売業 食料品 5%

10,069 北海道 深川市 洋菓子工房　年輪舎 小売業 食料品 5%

10,070 北海道 深川市 株式会社菱友 小売業 その他小売 5%

10,071 北海道 深川市 菱友深川 小売業 その他小売 5%

10,072 北海道 深川市 菱友深川支店（ガス） 小売業 その他小売 5%

10,073 北海道 福島町 イ印稲村商店 小売業 食料品 5%

10,074 北海道 福島町 出光福島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,075 北海道 福島町 福島 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,076 北海道 福島町 福島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,077 北海道 福島町 吉岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,078 北海道 富良野市 旭川トヨタ自動車富良野店 小売業 その他小売 5%

10,079 北海道 富良野市 アサミツチェーン富良野店 小売業 衣料品 5%

10,080 北海道 富良野市 アルパインビジターセンター サービス 理容・美容業 5%

242



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

10,081 北海道 富良野市 有限会社五十嵐仏壇店 小売業 家具・調度品 5%

10,082 北海道 富良野市 いつか富良野へ サービス 宿泊業 5%

10,083 北海道 富良野市 出光上富良野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,084 北海道 富良野市 出光富良野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,085 北海道 富良野市 有限会社オールアバウトフラノ サービス その他サービス 5%

10,086 北海道 富良野市 有限会社おの電器 小売業 電化製品 5%

10,087 北海道 富良野市 カフェ　サボール 小売業 食料品 5%

10,088 北海道 富良野市 カフェレストラン　ビーグル サービス 飲食業 5%

10,089 北海道 富良野市 （株）メル富良野店 小売業 衣料品 5%

10,090 北海道 富良野市 亀屋齊藤商店 サービス その他サービス 2%

10,091 北海道 富良野市 亀屋齊藤商店（ガス） サービス その他サービス 2%

10,092 北海道 富良野市 亀屋齊藤商店ガス部 サービス その他サービス 2%

10,093 北海道 富良野市 亀屋齊藤商店（灯油） サービス その他サービス 2%

10,094 北海道 富良野市 カラオケ歌屋　富良野店 サービス その他サービス 5%

10,095 北海道 富良野市 カンパーナ六花亭 小売業 食料品 5%

10,096 北海道 富良野市 京寿司 お食事処 池田屋 京寿司 お食事処 池田屋 サービス 飲食業 5%

10,097 北海道 富良野市 クイックふらの サービス その他サービス 5%

10,098 北海道 富良野市 グラスフォレストインフラノ 小売業 家具・調度品 5%

10,099 北海道 富良野市 三番舘富良野店 小売業 衣料品 5%

10,100 北海道 富良野市 三番舘富良野店　催事 小売業 衣料品 5%

10,101 北海道 富良野市 ＪＡアロックふらのカーセンター サービス その他サービス 5%

10,102 北海道 富良野市 ジェラートふらの 小売業 食料品 5%

10,103 北海道 富良野市 写真工房ふらの サービス その他サービス 5%

10,104 北海道 富良野市 城宝種苗園 小売業 その他小売 5%

10,105 北海道 富良野市 末広ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,106 北海道 富良野市 スナックバーＯＮＥ＇Ｓ サービス 飲食業 5%

10,107 北海道 富良野市 スノークリスタル サービス 宿泊業 5%

10,108 北海道 富良野市 星央自興株式会社 サービス その他サービス 5%

10,109 北海道 富良野市 だいまる料理部 小売業 食料品 5%

10,110 北海道 富良野市 たつき 小売業 食料品 5%

10,111 北海道 富良野市 田中新聞店 小売業 その他小売 5%

10,112 北海道 富良野市 たびのやど　ふらりん サービス 宿泊業 5%

10,113 北海道 富良野市 ちいさなログカフェ　ふらわ サービス 飲食業 5%

10,114 北海道 富良野市 壷屋総本店生協富良野店 小売業 食料品 5%

10,115 北海道 富良野市 株式会社津山興産 小売業 その他小売 5%

10,116 北海道 富良野市 鶴アパートメン サービス 宿泊業 5%

10,117 北海道 富良野市 ＤＺマート富良野店 小売業 食料品 5%

10,118 北海道 富良野市 富川製麺所 サービス 飲食業 5%

10,119 北海道 富良野市 トヨタカローラ道北富良野店 小売業 その他小売 5%

10,120 北海道 富良野市 トヨタレンタリース旭川富良野店 サービス その他サービス 2%

10,121 北海道 富良野市 長江陶器店 小売業 その他小売 5%

10,122 北海道 富良野市 ネッツトヨタ旭川ふらの店 小売業 その他小売 5%
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10,123 北海道 富良野市 ばすすとっぷ 小売業 食料品 5%

10,124 北海道 富良野市 ピザテン・フォー　北海道富良野店　２ サービス その他サービス 5%

10,125 北海道 富良野市 Ｐｉｚｚａ製作所ｚｉｚｉ サービス 飲食業 5%

10,126 北海道 富良野市 富士スポーツ 小売業 その他小売 5%

10,127 北海道 富良野市 有限会社藤田サイクル 小売業 その他小売 5%

10,128 北海道 富良野市 ぷちぷちバーガー 小売業 食料品 5%

10,129 北海道 富良野市 ｐｅｔｉｔ－ｈｏｔｅｌ　＃ＭＥＬＯＮ サービス 宿泊業 5%

10,130 北海道 富良野市 プチホテルメロン富良野 サービス 宿泊業 5%

10,131 北海道 富良野市 プラッツ 小売業 その他小売 5%

10,132 北海道 富良野市 富良野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,133 北海道 富良野市 セブン－イレブン富良野北の峰町店 小売業 食料品 2%

10,134 北海道 富良野市 セブン－イレブン富良野協会病院前店 小売業 食料品 2%

10,135 北海道 富良野市 富良野サービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,136 北海道 富良野市 ふらの自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

10,137 北海道 富良野市 富良野電装工業 サービス その他サービス 5%

10,138 北海道 富良野市 富良野花園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,139 北海道 富良野市 富良野物産観光公社コンシェルジュ店 小売業 その他小売 5%

10,140 北海道 富良野市 フラノ・マルシェ　スイーツカフェ 小売業 食料品 5%

10,141 北海道 富良野市 フラノ・マルシェスーベニアショ 小売業 食料品 5%

10,142 北海道 富良野市 フラノ・マルシェベジタブルショップ 小売業 食料品 5%

10,143 北海道 富良野市 セブン－イレブン富良野緑町店 小売業 食料品 2%

10,144 北海道 富良野市 セブン－イレブン富良野山部店 小売業 食料品 2%

10,145 北海道 富良野市 セブン－イレブン富良野若松店 小売業 食料品 2%

10,146 北海道 富良野市 Ｈａｉｒ　Ｃｕｔ　Ｈａｌｌｅｌ サービス 理容・美容業 5%

10,147 北海道 富良野市 紅屋薬局 小売業 その他小売 5%

10,148 北海道 富良野市 ホテルサンフラトン サービス 宿泊業 5%

10,149 北海道 富良野市 ホテルナトゥールヴァルト富良野 サービス 宿泊業 5%

10,150 北海道 富良野市 盆賊衆 盆賊衆 ボンゾク サービス 飲食業 5%

10,151 北海道 富良野市 マクドナルド３８号富良野店 サービス 飲食業 2%

10,152 北海道 富良野市 三野スポーツライズ 小売業 その他小売 5%

10,153 北海道 富良野市 ミュージックランドおおみち 小売業 電化製品 5%

10,154 北海道 富良野市 メガネ・時計・宝石のオオミチ 小売業 その他小売 5%

10,155 北海道 富良野市 メガネのデ．アイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

10,156 北海道 富良野市 ヤクルト北北海道 富良野センター 小売業 食料品 5%

10,157 北海道 富良野市 ［ＨＣ］山部電機店 小売業 電化製品 5%

10,158 北海道 富良野市 Ｙｕｋｉｙａｍａ サービス その他サービス 5%

10,159 北海道 富良野市 （有）ワークス・テクノ サービス その他サービス 5%

10,160 北海道 富良野市 Ｒｉｓｉｎｇ　Ｓｕｎ　Ｆｕｒａｎｏ サービス 宿泊業 5%

10,161 北海道 富良野市 リサイクルショップミラクル 小売業 その他小売 5%

10,162 北海道 富良野市 旅館ふる郷荘 サービス その他サービス 5%

10,163 北海道 古平町 岩井古平　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,164 北海道 古平町 清水商店 小売業 食料品 5%
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10,165 北海道 古平町 古平 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,166 北海道 古平町 ポイントショップうめの 小売業 その他小売 5%

10,167 北海道 古平町 和信自動車工業 サービス その他サービス 5%

10,168 北海道 別海町 出光尾岱沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,169 北海道 別海町 出光西春別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,170 北海道 別海町 大隅商店 小売業 その他小売 5%

10,171 北海道 別海町 尾岱沼 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,172 北海道 別海町 尾岱沼ＳＳ　有限会社野付石油商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,173 北海道 別海町 尾岱沼温泉シーサイドホテル サービス 宿泊業 5%

10,174 北海道 別海町 ｏｎｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

10,175 北海道 別海町 株式会社グリーネックス サービス その他サービス 5%

10,176 北海道 別海町 楠旅館 サービス 宿泊業 5%

10,177 北海道 別海町 小泉機械店 サービス その他サービス 5%

10,178 北海道 別海町 シーサイドホテル サービス 宿泊業 5%

10,179 北海道 別海町 中春別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,180 北海道 別海町 西春別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,181 北海道 別海町 丹羽ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

10,182 北海道 別海町 ファミリーショップたにかわ 小売業 その他小売 5%

10,183 北海道 別海町 セブン－イレブン別海西春別店 小売業 食料品 2%

10,184 北海道 別海町 別海パークホテル サービス 宿泊業 5%

10,185 北海道 別海町 セブン－イレブン別海緑町店 小売業 食料品 2%

10,186 北海道 別海町 セブン－イレブン別海宮舞店 小売業 食料品 2%

10,187 北海道 別海町 ポークチャップの店ロマン サービス 飲食業 5%

10,188 北海道 別海町 本別海 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,189 北海道 別海町 村上デンキ 小売業 電化製品 5%

10,190 北海道 別海町 有限会社　別海印刷 小売業 その他小売 5%

10,191 北海道 北斗市 あおば動物病院 サービス その他サービス 5%

10,192 北海道 北斗市 出光大野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,193 北海道 北斗市 出光セルフ＆フル追分町 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,194 北海道 北斗市 伊藤どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

10,195 北海道 北斗市 駅弁ことぶき屋 小売業 食料品 5%

10,196 北海道 北斗市 オートサービス　たかはし サービス その他サービス 5%

10,197 北海道 北斗市 大野バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,198 北海道 北斗市 渡島大野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,199 北海道 北斗市 おしま福祉介護ハイヤー サービス その他サービス 5%

10,200 北海道 北斗市 オバラメガネ ＡＮＯＴＨＥＲ ＡＮＧＬＥ オバラメガネ イオン上磯店 小売業 その他小売 5%

10,201 北海道 北斗市 オリックスレンタカー新函館北斗駅前店 サービス その他サービス 2%

10,202 北海道 北斗市 学園通り　北斗犬ねこ病院 サービス その他サービス 5%

10,203 北海道 北斗市 カードック サービス その他サービス 5%

10,204 北海道 北斗市 上磯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,205 北海道 北斗市 函太郎　上磯店 サービス 飲食業 5%

10,206 北海道 北斗市 牛角上磯店 サービス 飲食業 2%
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10,207 北海道 北斗市 ケーキとパンのお店タチバナ 小売業 食料品 5%

10,208 北海道 北斗市 ゲストハウス函館クロスロード サービス 宿泊業 5%

10,209 北海道 北斗市 サイクルオートカメヤマ 小売業 その他小売 5%

10,210 北海道 北斗市 笹尾自動車商会 サービス その他サービス 5%

10,211 北海道 北斗市 ＳＡＭＡＵＴＯ サービス その他サービス 5%

10,212 北海道 北斗市 散髪屋ＴＡＮＧＬＥＳ サービス 理容・美容業 5%

10,213 北海道 北斗市 三宝紗 小売業 衣料品 5%

10,214 北海道 北斗市 酒舗　稲村屋 小売業 食料品 5%

10,215 北海道 北斗市 スイートデコレーション函館上磯店 小売業 家具・調度品 5%

10,216 北海道 北斗市 炭火焼肉ひび屋 サービス 飲食業 5%

10,217 北海道 北斗市 生鮮夢市場　大野店 小売業 食料品 5%

10,218 北海道 北斗市 生鮮夢市場久根別店 小売業 食料品 5%

10,219 北海道 北斗市 生鮮夢市場　七重浜店 小売業 食料品 5%

10,220 北海道 北斗市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ七重浜店 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,221 北海道 北斗市 天狗屋　七重浜店 小売業 その他小売 5%

10,222 北海道 北斗市 とうかい北斗店 小売業 その他小売 5%

10,223 北海道 北斗市 栃木商店 小売業 食料品 5%

10,224 北海道 北斗市 トヨタレンタリース函館　新函館北斗駅前店 サービス その他サービス 2%

10,225 北海道 北斗市 とんかつ　かつきち　上磯店 サービス 飲食業 5%

10,226 北海道 北斗市 七重浜 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,227 北海道 北斗市 ネッツトヨタ函館　七重浜店 小売業 その他小売 5%

10,228 北海道 北斗市 函館トヨタ自動車七重浜店 小売業 その他小売 5%

10,229 北海道 北斗市 函館トヨペット上磯店 小売業 その他小売 5%

10,230 北海道 北斗市 函館日野自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

10,231 北海道 北斗市 はこでんいとう 小売業 電化製品 5%

10,232 北海道 北斗市 パソコンサポートサイトウ パソコン家 小売業 電化製品 5%

10,233 北海道 北斗市 ピザテン・フォー　函館七重浜店　２ サービス その他サービス 5%

10,234 北海道 北斗市 美容室シザーハンズ サービス 理容・美容業 5%

10,235 北海道 北斗市 福助　函館北斗店 小売業 その他小売 5%

10,236 北海道 北斗市 フラワーショップ　いしざか　久根別店 小売業 その他小売 5%

10,237 北海道 北斗市 フラワーショップ清水目 小売業 その他小売 5%

10,238 北海道 北斗市 ＨＡＩＲ＆ＳＰＡ　Ｓｏｒａｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

10,239 北海道 北斗市 セブン－イレブン北斗追分店 小売業 食料品 2%

10,240 北海道 北斗市 セブン－イレブン北斗大野橋通店 小売業 食料品 2%

10,241 北海道 北斗市 北斗市中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,242 北海道 北斗市 セブン－イレブン北斗中央インター店 小売業 食料品 2%

10,243 北海道 北斗市 セブン－イレブン北斗中野通店 小売業 食料品 2%

10,244 北海道 北斗市 セブン－イレブン北斗七重浜店 小売業 食料品 2%

10,245 北海道 北斗市 セブン－イレブン北斗本町店 小売業 食料品 2%

10,246 北海道 北斗市 本社 小売業 その他小売 2%

10,247 北海道 北斗市 ホンダでんき 小売業 電化製品 5%

10,248 北海道 北斗市 マクドナルド上磯トライアル店 サービス 飲食業 2%
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10,249 北海道 北斗市 マサミ自動車 サービス その他サービス 5%

10,250 北海道 北斗市 茂辺地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,251 北海道 北斗市 焼肉ホルモン丸亀 サービス 飲食業 5%

10,252 北海道 北斗市 有　栃木商店　有限会社栃木商店 小売業 食料品 5%

10,253 北海道 北斗市 豊自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

10,254 北海道 北斗市 Ｒｕｂａｎｄｕｐａｐｉｌｌｏｎ サービス その他サービス 5%

10,255 北海道 北斗市 若月電機 小売業 電化製品 5%

10,256 北海道 幌加内町 出光幌加内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,257 北海道 幌加内町 そば処　霧立亭 サービス 飲食業 5%

10,258 北海道 幌加内町 レークハウスしゅまりない サービス 宿泊業 5%

10,259 北海道 幌延町 フードインタイムリーイトウ幌延店 小売業 その他小売 5%

10,260 北海道 幌延町 ホクタン幌延営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,261 北海道 幌延町 ホクタン幌延営業所 小売業 その他小売 5%

10,262 北海道 本別町 出光本別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,263 北海道 本別町 帯広トヨペット本別店 小売業 その他小売 5%

10,264 北海道 本別町 門馬 サービス その他サービス 5%

10,265 北海道 本別町 株式会社ＫＯＹＡ．ｌａｂ サービス その他サービス 5%

10,266 北海道 本別町 釧路トヨタ自動車本別店 小売業 その他小売 5%

10,267 北海道 本別町 さがみや旅館 サービス 宿泊業 5%

10,268 北海道 本別町 トヨタカローラ帯広本別店 小売業 その他小売 5%

10,269 北海道 本別町 本別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,270 北海道 本別町 本別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,271 北海道 本別町 本別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,272 北海道 本別町 セブン－イレブン本別町北店 小売業 食料品 2%

10,273 北海道 本別町 マザー 小売業 衣料品 5%

10,274 北海道 本別町 勇足駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,275 北海道 幕別町 足利モ－タ－ス サービス その他サービス 5%

10,276 北海道 幕別町 ｅすまいるオグラ 小売業 電化製品 5%

10,277 北海道 幕別町 出光札内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,278 北海道 幕別町 出光忠類ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,279 北海道 幕別町 出光幕別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,280 北海道 幕別町 一糸 小売業 食料品 5%

10,281 北海道 幕別町 イリジョン 小売業 その他小売 5%

10,282 北海道 幕別町 イリジョン 小売業 その他小売 5%

10,283 北海道 幕別町 快秀 サービス その他サービス 5%

10,284 北海道 幕別町 快秀 サービス その他サービス 5%

10,285 北海道 幕別町 株式会社幕別パークホテル悠湯館 サービス 宿泊業 5%

10,286 北海道 幕別町 カミヤマオートセブン サービス その他サービス 5%

10,287 北海道 幕別町 木川商店 小売業 食料品 5%

10,288 北海道 幕別町 札内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,289 北海道 幕別町 札内 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,290 北海道 幕別町 忠類農協車輌農機具サービスセンター サービス その他サービス 5%
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10,291 北海道 幕別町 手づくりの店　蓮屋 小売業 衣料品 5%

10,292 北海道 幕別町 とかちＴＰＧパルポートさつない 小売業 電化製品 5%

10,293 北海道 幕別町 とかちＴＰＧヨシダパルポート 小売業 電化製品 5%

10,294 北海道 幕別町 トヨタカローラ帯広札内店 小売業 その他小売 5%

10,295 北海道 幕別町 ナルセ養蜂場 小売業 食料品 5%

10,296 北海道 幕別町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ熱原帯広札内店 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,297 北海道 幕別町 ネッツトヨタ帯広アムズ 小売業 その他小売 5%

10,298 北海道 幕別町 ＢＩＧテキサス　札内店 小売業 食料品 5%

10,299 北海道 幕別町 ピポット 小売業 その他小売 5%

10,300 北海道 幕別町 平和園　札内店 サービス 飲食業 5%

10,301 北海道 幕別町 平和園　札内店 サービス 飲食業 5%

10,302 北海道 幕別町 北海カーピット サービス その他サービス 5%

10,303 北海道 幕別町 北海道三喜さつない店 小売業 衣料品 5%

10,304 北海道 幕別町 ホテルアルムもみの木帯広東 サービス 宿泊業 5%

10,305 北海道 幕別町 ホワイト急便　札内店 サービス その他サービス 5%

10,306 北海道 幕別町 マクドナルド３８号札内店 サービス 飲食業 2%

10,307 北海道 幕別町 幕別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,308 北海道 幕別町 幕別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,309 北海道 幕別町 セブン－イレブン幕別札内北町店 小売業 食料品 2%

10,310 北海道 幕別町 セブン－イレブン幕別札内中央町店 小売業 食料品 2%

10,311 北海道 幕別町 セブン－イレブン幕別札内西町店 小売業 食料品 2%

10,312 北海道 幕別町 セブン－イレブン幕別札内文京町店 小売業 食料品 2%

10,313 北海道 幕別町 セブン－イレブン幕別町札内暁店 小売業 食料品 2%

10,314 北海道 幕別町 吉田時計店 小売業 電化製品 5%

10,315 北海道 増毛町 出光増毛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,316 北海道 増毛町 国稀酒造売店 小売業 食料品 5%

10,317 北海道 増毛町 チューオー　増毛店 小売業 食料品 5%

10,318 北海道 増毛町 美容室　Ｋ サービス 理容・美容業 5%

10,319 北海道 増毛町 ぼちぼちいこか増毛舘 サービス 宿泊業 5%

10,320 北海道 増毛町 増毛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,321 北海道 増毛町 増毛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,322 北海道 増毛町 セブン－イレブン増毛町店 小売業 食料品 2%

10,323 北海道 真狩村 出光真狩中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,324 北海道 真狩村 セブン－イレブン後志真狩店 小売業 食料品 2%

10,325 北海道 真狩村 羊蹄ハイヤー１ サービス 運輸業 5%

10,326 北海道 松前町 出光松前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,327 北海道 松前町 上野屋 サービス その他サービス 5%

10,328 北海道 松前町 エジソン 小売業 電化製品 5%

10,329 北海道 松前町 江良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,330 北海道 松前町 温泉旅館矢野 サービス 宿泊業 5%

10,331 北海道 松前町 清部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,332 北海道 松前町 修理屋にしかわ 小売業 電化製品 5%
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10,333 北海道 松前町 セルフ松前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,334 北海道 松前町 はこでん　マルワ 小売業 電化製品 5%

10,335 北海道 松前町 レディースファッション　たかやま 小売業 衣料品 5%

10,336 北海道 松前町 ロッキー松前店 小売業 その他小売 5%

10,337 北海道 三笠市 Ａコープ　三笠店 小売業 食料品 5%

10,338 北海道 三笠市 株式会社三笠トロッコ鐵道 サービス その他サービス 5%

10,339 北海道 三笠市 唐松ＳＳ　三笠燃料株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,340 北海道 三笠市 道新　武田販売所 サービス その他サービス 5%

10,341 北海道 三笠市 セブン－イレブン三笠いちきしり店 小売業 食料品 2%

10,342 北海道 三笠市 セブン－イレブン三笠道の駅店 小売業 食料品 2%

10,343 北海道 三笠市 Ｒｏｓｉ＇ｓＨｅｒｂａｒｉｕｍ サービス その他サービス 5%

10,344 北海道 南富良野町 幾寅ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,345 北海道 南富良野町 石道新聞店 小売業 その他小売 5%

10,346 北海道 南富良野町 ＦＭＴ　ＴＲＡＦＦＩＣ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

10,347 北海道 南富良野町 金山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,348 北海道 南富良野町 南富自動車サービスエリア サービス その他サービス 5%

10,349 北海道 南富良野町 セブン－イレブン南富良野店 小売業 食料品 2%

10,350 北海道 南富良野町 レストラン　なんぷてい サービス 飲食業 5%

10,351 北海道 むかわ町 磯野自動車工業 サービス その他サービス 5%

10,352 北海道 むかわ町 カネダイ大野商店 小売業 食料品 5%

10,353 北海道 むかわ町 ショッピング　ダンク 小売業 その他小売 5%

10,354 北海道 むかわ町 蕎麦家 いごころ 蕎麦家いごころ サービス 飲食業 5%

10,355 北海道 むかわ町 富内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,356 北海道 むかわ町 中一さとう商店 小売業 その他小売 5%

10,357 北海道 むかわ町 穂別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,358 北海道 むかわ町 セブン－イレブン鵡川文京町店 小売業 食料品 2%

10,359 北海道 むかわ町 セブン－イレブン鵡川宮戸店 小売業 食料品 2%

10,360 北海道 むかわ町 矢野電器 小売業 電化製品 5%

10,361 北海道 むかわ町 白田電気商会　ホワイトハウス 小売業 電化製品 5%

10,362 北海道 室蘭市 ＡＣＴＩＶＥ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＨＥＲＯ サービス その他サービス 5%

10,363 北海道 室蘭市 あさみ電器 小売業 電化製品 5%

10,364 北海道 室蘭市 アスコット サービス 飲食業 5%

10,365 北海道 室蘭市 有限会社アモウ美容室 サービス 理容・美容業 5%

10,366 北海道 室蘭市 アルス自動車 サービス その他サービス 5%

10,367 北海道 室蘭市 アルファマート八丁平店 小売業 その他小売 5%

10,368 北海道 室蘭市 アルファマート母恋店 小売業 その他小売 5%

10,369 北海道 室蘭市 出光セルフ白鳥台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,370 北海道 室蘭市 出光東室蘭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,371 北海道 室蘭市 出光室蘭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,372 北海道 室蘭市 岩崎電子室蘭補聴器センター 小売業 その他小売 5%

10,373 北海道 室蘭市 魚処　一心太助 サービス 飲食業 5%

10,374 北海道 室蘭市 ａｕショップ室蘭東町 小売業 電化製品 5%

249



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

10,375 北海道 室蘭市 江良自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

10,376 北海道 室蘭市 大津山商店　室蘭支店 サービス その他サービス 5%

10,377 北海道 室蘭市 カーショップ　共同自動車 サービス その他サービス 5%

10,378 北海道 室蘭市 Ｃａｒ　Ｓｈｏｐ　ＣｒｏｗＤ 小売業 その他小売 5%

10,379 北海道 室蘭市 海岸町 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,380 北海道 室蘭市 カッティングルーム　ＧＲＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

10,381 北海道 室蘭市 カットスペース　プレア サービス 理容・美容業 5%

10,382 北海道 室蘭市 ｃａｆｅ　ｓｈｏｐ　ｃｏｌｏｎｙ　ｃａｆｅ　ｓｈｏｐ　ｃｏｌｏｎｙ サービス 飲食業 5%

10,383 北海道 室蘭市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ神尾建設　神尾建設株式会社 サービス その他サービス 2%

10,384 北海道 室蘭市 カラオケ歌屋　室蘭輪西店 サービス その他サービス 5%

10,385 北海道 室蘭市 ガレージ橋本 サービス その他サービス 5%

10,386 北海道 室蘭市 川口モータース サービス その他サービス 5%

10,387 北海道 室蘭市 ＧＡＬＦＩＴ室蘭中島店 小売業 衣料品 5%

10,388 北海道 室蘭市 靴のタイラ 小売業 衣料品 5%

10,389 北海道 室蘭市 クマックコム サービス その他サービス 5%

10,390 北海道 室蘭市 クマックコム サービス その他サービス 5%

10,391 北海道 室蘭市 グリーンテラス 小売業 その他小売 5%

10,392 北海道 室蘭市 ｃｒｅａｒｏａｄ サービス 理容・美容業 5%

10,393 北海道 室蘭市 ケー・アール・シー サービス その他サービス 5%

10,394 北海道 室蘭市 互進自動車工業 サービス その他サービス 5%

10,395 北海道 室蘭市 寿コンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

10,396 北海道 室蘭市 ｃｏ?ｎｏ?ｍｉ サービス 飲食業 5%

10,397 北海道 室蘭市 コーセー電器 小売業 電化製品 5%

10,398 北海道 室蘭市 コンパス大西 小売業 電化製品 5%

10,399 北海道 室蘭市 コンパスワコー 小売業 電化製品 5%

10,400 北海道 室蘭市 サロンドマリ サービス 理容・美容業 5%

10,401 北海道 室蘭市 ししど サービス 飲食業 5%

10,402 北海道 室蘭市 ジーベック中島店 小売業 衣料品 5%

10,403 北海道 室蘭市 旬菜ダイニング　福わらい サービス 飲食業 5%

10,404 北海道 室蘭市 ジョイトレード室蘭店 小売業 その他小売 5%

10,405 北海道 室蘭市 スイートデコレーション　室蘭店 小売業 家具・調度品 5%

10,406 北海道 室蘭市 須藤自動車工業 サービス その他サービス 5%

10,407 北海道 室蘭市 スリラーカラオケ　室蘭中島店 サービス その他サービス 5%

10,408 北海道 室蘭市 そばの小がね サービス 飲食業 5%

10,409 北海道 室蘭市 高桑自動車サービスセンター サービス その他サービス 5%

10,410 北海道 室蘭市 館山印章堂 小売業 その他小売 5%

10,411 北海道 室蘭市 ちぐさえん 小売業 その他小売 5%

10,412 北海道 室蘭市 ちょいす中央店 サービス 飲食業 5%

10,413 北海道 室蘭市 ちょいす中島店 サービス 飲食業 5%

10,414 北海道 室蘭市 直売部門 小売業 その他小売 2%

10,415 北海道 室蘭市 チロリン村 チロリン村 サービス 飲食業 5%

10,416 北海道 室蘭市 テラヤマ 小売業 電化製品 5%
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10,417 北海道 室蘭市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東室蘭店 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,418 北海道 室蘭市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ室蘭中央町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,419 北海道 室蘭市 トヨタカローラ苫小牧室蘭店 小売業 その他小売 5%

10,420 北海道 室蘭市 トヨタ部品北海道共販室蘭営業所 サービス その他サービス 5%

10,421 北海道 室蘭市 トヨタレンタリース札幌室蘭店 サービス その他サービス 2%

10,422 北海道 室蘭市 トヨタレンタリース新札幌室蘭店 サービス その他サービス 2%

10,423 北海道 室蘭市 トラットリアクレド サービス 飲食業 5%

10,424 北海道 室蘭市 中村たたみ店 小売業 その他小売 5%

10,425 北海道 室蘭市 西村自動車 サービス その他サービス 5%

10,426 北海道 室蘭市 ネッツトヨタ道都室蘭店 小売業 その他小売 5%

10,427 北海道 室蘭市 有限会社のぞえ商事 サービス その他サービス 5%

10,428 北海道 室蘭市 ハードオフ室蘭店 小売業 その他小売 2%

10,429 北海道 室蘭市 配送 小売業 その他小売 2%

10,430 北海道 室蘭市 浜本自動車 サービス 運輸業 5%

10,431 北海道 室蘭市 ＨＡＮＤＭＡＤＥ?奏? 小売業 衣料品 5%

10,432 北海道 室蘭市 ピーターパン 小売業 衣料品 5%

10,433 北海道 室蘭市 ピザテン・フォー　北海道東室蘭店　２ サービス その他サービス 5%

10,434 北海道 室蘭市 ビストロ　カプリーチェ サービス 飲食業 5%

10,435 北海道 室蘭市 美容室ジャスト サービス 理容・美容業 5%

10,436 北海道 室蘭市 ブックマーケット 室蘭弥生店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

10,437 北海道 室蘭市 フラワーショップ　いしざか　新たかさご店 小売業 その他小売 5%

10,438 北海道 室蘭市 フラワーショップ　いしざか　中島店 小売業 その他小売 5%

10,439 北海道 室蘭市 フラワーショップいしざか　港北店 小売業 その他小売 5%

10,440 北海道 室蘭市 フリースタイル　室蘭店 サービス 飲食業 5%

10,441 北海道 室蘭市 富留屋 小売業 食料品 5%

10,442 北海道 室蘭市 文省堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

10,443 北海道 室蘭市 Ｈａｉｒ Ｄｅｓｉｇｎ ｃｌｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

10,444 北海道 室蘭市 ペットサロンたてやま 小売業 その他小売 5%

10,445 北海道 室蘭市 母恋めし本舗 サービス 飲食業 5%

10,446 北海道 室蘭市 細川このみ社店 小売業 その他小売 5%

10,447 北海道 室蘭市 ホテルニューバジェット　室蘭 サービス 宿泊業 5%

10,448 北海道 室蘭市 Ｈｏｂｂｙ　Ｂａｒ　Ｄｅｌｔａ サービス 飲食業 5%

10,449 北海道 室蘭市 マクドナルドイオン室蘭店 サービス 飲食業 2%

10,450 北海道 室蘭市 まじ亭 サービス 飲食業 5%

10,451 北海道 室蘭市 水口自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

10,452 北海道 室蘭市 宮の森 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,453 北海道 室蘭市 室ガスサービス株式会社 小売業 その他小売 5%

10,454 北海道 室蘭市 室蘭市場前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,455 北海道 室蘭市 セブン－イレブン室蘭入江店 小売業 食料品 2%

10,456 北海道 室蘭市 室蘭ガス 小売業 その他小売 5%

10,457 北海道 室蘭市 セブン－イレブン室蘭工大前店 小売業 食料品 2%

10,458 北海道 室蘭市 セブン－イレブン室蘭港南町店 小売業 食料品 2%

251



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

10,459 北海道 室蘭市 室蘭コンパスジャストボコイ 小売業 電化製品 5%

10,460 北海道 室蘭市 室蘭支店　販売課　１ 小売業 その他小売 2%

10,461 北海道 室蘭市 室蘭ダイハツ販売株式会社 小売業 その他小売 5%

10,462 北海道 室蘭市 室蘭ダイハツ販売営業部 小売業 その他小売 5%

10,463 北海道 室蘭市 セブン－イレブン室蘭中央町店 小売業 食料品 2%

10,464 北海道 室蘭市 セブン－イレブン室蘭知利別町店 小売業 食料品 2%

10,465 北海道 室蘭市 室蘭店 小売業 その他小売 5%

10,466 北海道 室蘭市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ室蘭仲町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,467 北海道 室蘭市 セブン－イレブン室蘭白鳥台店 小売業 食料品 2%

10,468 北海道 室蘭市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ室蘭日の出店 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,469 北海道 室蘭市 室蘭フ゜リンスホテル サービス 宿泊業 5%

10,470 北海道 室蘭市 セブン－イレブン室蘭母恋北町店 小売業 食料品 2%

10,471 北海道 室蘭市 セブン－イレブン室蘭宮の森店 小売業 食料品 2%

10,472 北海道 室蘭市 セブン－イレブン室蘭輪西店 小売業 食料品 2%

10,473 北海道 室蘭市 メガネサロンルック　アークス室蘭中央店 小売業 貴金属・服飾品 5%

10,474 北海道 室蘭市 メガネサロンルック　ＭＯＲＵＥ中島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

10,475 北海道 室蘭市 メガネの富士　室蘭店 小売業 その他小売 5%

10,476 北海道 室蘭市 木舎　長崎屋中島店 小売業 衣料品 5%

10,477 北海道 室蘭市 やきとりラーメン浜勝 浜勝 サービス 飲食業 5%

10,478 北海道 室蘭市 遊漁船マジカルアワー サービス 理容・美容業 5%

10,479 北海道 室蘭市 有限会社共星堂 小売業 衣料品 5%

10,480 北海道 室蘭市 柳月　室蘭モルエ店 小売業 食料品 5%

10,481 北海道 室蘭市 ルックコンタクト　モルエ中島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

10,482 北海道 室蘭市 ルンビニカリーエスニックバー　中 サービス 飲食業 5%

10,483 北海道 室蘭市 レインボープラザ室蘭 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,484 北海道 室蘭市 レディースファッション蘭 小売業 衣料品 5%

10,485 北海道 室蘭市 わかさいも本舗室蘭中央店 小売業 食料品 5%

10,486 北海道 室蘭市 わかさいも本舗室蘭中島店 小売業 食料品 5%

10,487 北海道 室蘭市 働來館　池田 小売業 衣料品 5%

10,488 北海道 芽室町 出光帯広西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,489 北海道 芽室町 江崎自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

10,490 北海道 芽室町 帯広カントリークラブ サービス その他サービス 5%

10,491 北海道 芽室町 帯広ｄｅ整体こり楽とれ太　帯広ｄｅ整体　こり楽とれ太 サービス その他サービス 5%

10,492 北海道 芽室町 公立芽室病院売店 小売業 その他小売 5%

10,493 北海道 芽室町 ザ本屋さん　ダイイチめむろ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

10,494 北海道 芽室町 白田タイヤ整備工場 小売業 その他小売 5%

10,495 北海道 芽室町 タケシマスポーツ 小売業 その他小売 5%

10,496 北海道 芽室町 谷口自動車工業 サービス その他サービス 5%

10,497 北海道 芽室町 とかちＴＰＧパルポートめむろ 小売業 電化製品 5%

10,498 北海道 芽室町 十勝めむろ落花生生産グループ 小売業 食料品 5%

10,499 北海道 芽室町 美容カイロエステブラッサム サービス 理容・美容業 5%

10,500 北海道 芽室町 平和園　大成店 サービス 飲食業 5%
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10,501 北海道 芽室町 ホテルアルムメムロ サービス 宿泊業 2%

10,502 北海道 芽室町 松久園 サービス 飲食業 5%

10,503 北海道 芽室町 三浦商店 小売業 その他小売 5%

10,504 北海道 芽室町 三浦商店 小売業 その他小売 5%

10,505 北海道 芽室町 芽室有澤呉服店 小売業 衣料品 5%

10,506 北海道 芽室町 芽室第１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,507 北海道 芽室町 セブン－イレブン芽室西５条店 小売業 食料品 2%

10,508 北海道 芽室町 芽室燃料 小売業 電化製品 5%

10,509 北海道 芽室町 セブン－イレブン芽室東４条２丁目店 小売業 食料品 2%

10,510 北海道 芽室町 セブン－イレブン芽室南町店 小売業 食料品 2%

10,511 北海道 芽室町 有限会社芽室自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

10,512 北海道 芽室町 ＲＥＳＵＬＴ株式会社 サービス その他サービス 5%

10,513 北海道 芽室町 ルート３８芽室 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,514 北海道 芽室町 レストランＨＩＲＯ サービス 飲食業 5%

10,515 北海道 妹背牛町 味処米里 サービス 飲食業 5%

10,516 北海道 妹背牛町 岡安商会 サービス その他サービス 5%

10,517 北海道 妹背牛町 シューズとバッグひろかわ 小売業 衣料品 5%

10,518 北海道 妹背牛町 大黒屋菓子舗 小売業 食料品 5%

10,519 北海道 妹背牛町 髙橋写真館 サービス その他サービス 5%

10,520 北海道 妹背牛町 髙橋商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,521 北海道 妹背牛町 東京堂時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

10,522 北海道 妹背牛町 ヒロ美容室 サービス 理容・美容業 5%

10,523 北海道 妹背牛町 ファミリー衣料おおにし 小売業 衣料品 5%

10,524 北海道 妹背牛町 フレッシュマ－トしんたに 小売業 食料品 5%

10,525 北海道 妹背牛町 村上時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

10,526 北海道 妹背牛町 妹背牛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,527 北海道 妹背牛町 山本電気店 小売業 電化製品 5%

10,528 北海道 妹背牛町 有限会社いそがわ商店 小売業 その他小売 5%

10,529 北海道 妹背牛町 よねや米田商店 小売業 衣料品 5%

10,530 北海道 妹背牛町 理容室グランパパ サービス 理容・美容業 5%

10,531 北海道 森町 大島ホンダ サービス その他サービス 5%

10,532 北海道 森町 セブンーイレブン渡島砂原店 小売業 食料品 2%

10,533 北海道 森町 セブン－イレブン渡島森店 小売業 食料品 2%

10,534 北海道 森町 セブン－イレブン渡島森本町店 小売業 食料品 2%

10,535 北海道 森町 ガレージサンディ サービス その他サービス 5%

10,536 北海道 森町 グリーンピア大沼 サービス 宿泊業 5%

10,537 北海道 森町 グリーンピア大沼 サービス 宿泊業 2%

10,538 北海道 森町 グリーンピア大沼スキー場 サービス 宿泊業 2%

10,539 北海道 森町 グリーンピア大沼ホテルフロント サービス 宿泊業 2%

10,540 北海道 森町 駒ケ岳 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,541 北海道 森町 砂原　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,542 北海道 森町 砂原バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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10,543 北海道 森町 たけいクリーニング サービス その他サービス 5%

10,544 北海道 森町 とうかい砂原店 小売業 その他小売 5%

10,545 北海道 森町 トヨタカローラ函館森店 小売業 その他小売 5%

10,546 北海道 森町 長瀬石材店 小売業 家具・調度品 5%

10,547 北海道 森町 長山車両整備工場 サービス その他サービス 5%

10,548 北海道 森町 函館トヨタ自動車森店 小売業 その他小売 5%

10,549 北海道 森町 函館トヨペット森店 小売業 その他小売 5%

10,550 北海道 森町 フォーレスト 小売業 その他小売 5%

10,551 北海道 森町 富国産業株式会社　森町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,552 北海道 森町 フラワーショップ　いしざか　森店 小売業 その他小売 5%

10,553 北海道 森町 マルミ吉田商店 小売業 その他小売 5%

10,554 北海道 森町 ミュージック館森支店 小売業 その他小売 5%

10,555 北海道 森町 元湯神泉館　にこりの湯 サービス その他サービス 5%

10,556 北海道 森町 森営業所 小売業 その他小売 2%

10,557 北海道 森町 森バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,558 北海道 森町 森バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,559 北海道 森町 森町港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,560 北海道 森町 森町御幸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,561 北海道 森町 諸橋整備自動車 サービス その他サービス 5%

10,562 北海道 紋別市 旭川トヨタ自動車紋別店 小売業 その他小売 5%

10,563 北海道 紋別市 居酒屋　じん兵衛 サービス 飲食業 5%

10,564 北海道 紋別市 出光南が丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,565 北海道 紋別市 出光紋別SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,566 北海道 紋別市 ウェルネスかいしん堂 小売業 その他小売 5%

10,567 北海道 紋別市 Ｍ’ｓトイスター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

10,568 北海道 紋別市 カーステージ田内 小売業 その他小売 5%

10,569 北海道 紋別市 海鮮食堂よってけまるとみ サービス 飲食業 5%

10,570 北海道 紋別市 カットスタジオタカノ サービス 理容・美容業 5%

10,571 北海道 紋別市 カラオケ歌屋　紋別店 サービス その他サービス 5%

10,572 北海道 紋別市 北見トヨペット紋別店 小売業 その他小売 5%

10,573 北海道 紋別市 広域紋別病院売店 小売業 その他小売 5%

10,574 北海道 紋別市 コバック紋別店 サービス その他サービス 5%

10,575 北海道 紋別市 斉藤ボデー サービス その他サービス 5%

10,576 北海道 紋別市 作業服屋さん紋別店 小売業 衣料品 5%

10,577 北海道 紋別市 渚滑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,578 北海道 紋別市 スーパーマーケットしめまる 小売業 その他小売 5%

10,579 北海道 紋別市 鈴木自動車工業 サービス その他サービス 5%

10,580 北海道 紋別市 スナック　レーヴル サービス 飲食業 5%

10,581 北海道 紋別市 ダイハツ紋別 小売業 その他小売 5%

10,582 北海道 紋別市 ＤＺマート紋別店 小売業 食料品 5%

10,583 北海道 紋別市 出塚水産 小売業 食料品 5%

10,584 北海道 紋別市 トヨタカローラ北見紋別店 小売業 その他小売 5%
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10,585 北海道 紋別市 トヨタ部品北海道共販紋別営業所 サービス その他サービス 5%

10,586 北海道 紋別市 トヨタレンタリース北見　紋別空港カウンタ サービス その他サービス 2%

10,587 北海道 紋別市 ネッツトヨタ北見紋別店 小売業 その他小売 5%

10,588 北海道 紋別市 ノースタウン紋別 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,589 北海道 紋別市 呑み喰い処酒々屋 サービス 飲食業 5%

10,590 北海道 紋別市 福原電器 小売業 電化製品 5%

10,591 北海道 紋別市 フジフォート 小売業 電化製品 5%

10,592 北海道 紋別市 ＰＬＡＣＥ　マツデン 小売業 電化製品 5%

10,593 北海道 紋別市 ベルネージュ 小売業 食料品 5%

10,594 北海道 紋別市 北海道新聞虫谷販売所 小売業 その他小売 5%

10,595 北海道 紋別市 北海道新聞青柳販売所 小売業 その他小売 5%

10,596 北海道 紋別市 ホンダプリモ紋別 小売業 その他小売 5%

10,597 北海道 紋別市 前谷機工 サービス その他サービス 5%

10,598 北海道 紋別市 丸富渡辺水産直販店 小売業 食料品 5%

10,599 北海道 紋別市 村山電機工業所 サービス 運輸業 5%

10,600 北海道 紋別市 メガネの玉屋　紋別店 小売業 その他小売 5%

10,601 北海道 紋別市 紋別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,602 北海道 紋別市 紋別家燃 小売業 その他小売 2%

10,603 北海道 紋別市 紋別観光振興公社 サービス その他サービス 5%

10,604 北海道 紋別市 紋別振興公社 サービス その他サービス 5%

10,605 北海道 紋別市 紋別バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,606 北海道 紋別市 紋別プリンスホテル サービス 宿泊業 5%

10,607 北海道 紋別市 焼肉　酒庵　仲川 サービス 飲食業 5%

10,608 北海道 紋別市 ヤクルト北北海道 紋別センター 小売業 食料品 5%

10,609 北海道 紋別市 ヤクルト北北海道 紋別支店 小売業 食料品 5%

10,610 北海道 紋別市 山本美容室 サービス 理容・美容業 5%

10,611 北海道 紋別市 有限会社薮下 サービス 運輸業 5%

10,612 北海道 紋別市 ワコードライセンター　シティ店 サービス その他サービス 5%

10,613 北海道 紋別市 ワコードライセンター　本町店 サービス その他サービス 5%

10,614 北海道 紋別市 ワコードライセンター　南ヶ丘本店 サービス その他サービス 5%

10,615 北海道 八雲町 出光相沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,616 北海道 八雲町 落部　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,617 北海道 八雲町 Ｔｈｅ　ｃｏｌｏｒ　ｏｆ　ｓｏｕｎｄｓ 小売業 その他小売 5%

10,618 北海道 八雲町 熊石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,619 北海道 八雲町 クレールいとう 小売業 食料品 5%

10,620 北海道 八雲町 小出商会 サービス その他サービス 5%

10,621 北海道 八雲町 後藤電機商会 小売業 電化製品 5%

10,622 北海道 八雲町 スイスレストランアルポン サービス 飲食業 5%

10,623 北海道 八雲町 寿し処　かきた サービス 飲食業 5%

10,624 北海道 八雲町 提灯 サービス 飲食業 5%

10,625 北海道 八雲町 ドウナイ 小売業 家具・調度品 5%

10,626 北海道 八雲町 トヨタカローラ函館八雲店 小売業 その他小売 5%
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10,627 北海道 八雲町 有限会社中村タイヤ 小売業 その他小売 5%

10,628 北海道 八雲町 ネッツトヨタ函館八雲店 小売業 その他小売 5%

10,629 北海道 八雲町 Ｂａｒ Ｌｅａｆ Ｂａｒ Ｌｅａｆ サービス 飲食業 5%

10,630 北海道 八雲町 函館トヨタ自動車八雲店 小売業 その他小売 5%

10,631 北海道 八雲町 函館トヨペット八雲店 小売業 その他小売 5%

10,632 北海道 八雲町 ピザテン・フォー　北海道八雲店　２ サービス その他サービス 5%

10,633 北海道 八雲町 藤本自動車電機工業所 サービス その他サービス 5%

10,634 北海道 八雲町 フラワーショップいしざか　八雲店 小売業 その他小売 5%

10,635 北海道 八雲町 美影写真館 小売業 電化製品 5%

10,636 北海道 八雲町 ミノリ商事 小売業 食料品 5%

10,637 北海道 八雲町 ミュージック館 小売業 その他小売 5%

10,638 北海道 八雲町 八雲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,639 北海道 八雲町 八雲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,640 北海道 八雲町 八雲営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,641 北海道 八雲町 セブン－イレブン八雲落部店 小売業 食料品 2%

10,642 北海道 八雲町 有限会社八雲動物病院 サービス その他サービス 5%

10,643 北海道 八雲町 八雲バイパス　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,644 北海道 八雲町 有限会社伊藤写真館 サービス その他サービス 5%

10,645 北海道 八雲町 有限会社よしだ サービス その他サービス 5%

10,646 北海道 八雲町 ユーラップＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,647 北海道 夕張市 オートパーク夕張ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,648 北海道 夕張市 快速旅団 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

10,649 北海道 夕張市 清水沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,650 北海道 夕張市 清水沢オオハシ電気 小売業 電化製品 5%

10,651 北海道 夕張市 ショッピングみさわ 小売業 その他小売 5%

10,652 北海道 夕張市 ビッグショップ　カネ安 小売業 その他小売 5%

10,653 北海道 夕張市 南大夕張ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,654 北海道 夕張市 紅葉山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,655 北海道 夕張市 紅葉山南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,656 北海道 夕張市 夕張末広ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,657 北海道 夕張市 ゆうばり不動産 サービス その他サービス 5%

10,658 北海道 夕張市 セブン－イレブン夕張紅葉山店 小売業 食料品 2%

10,659 北海道 夕張市 レストラン　メイプルタウン サービス 飲食業 5%

10,660 北海道 湧別町 太田呉服店 小売業 衣料品 5%

10,661 北海道 湧別町 大槻自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

10,662 北海道 湧別町 オホーツク湧鮮館 小売業 食料品 5%

10,663 北海道 湧別町 セブン－イレブン上湧別店 小売業 食料品 2%

10,664 北海道 湧別町 北見トヨペットトヨタビ－クル中湧 小売業 その他小売 5%

10,665 北海道 湧別町 北見トヨペット株式会社　トヨタビークル中湧 小売業 その他小売 5%

10,666 北海道 湧別町 こいけ鮨し サービス 飲食業 5%

10,667 北海道 湧別町 柴田家具店 小売業 家具・調度品 5%

10,668 北海道 湧別町 トヨタレンタリース北見　中湧店 サービス その他サービス 2%
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10,669 北海道 湧別町 中湧別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,670 北海道 湧別町 中湧別 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,671 北海道 湧別町 湧別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,672 北海道 湧別町 湧別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,673 北海道 湧別町 湧別　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,674 北海道 湧別町 セブン－イレブン湧別町店 小売業 食料品 2%

10,675 北海道 由仁町 Ｃａｆｅ るり庵 サービス 飲食業 5%

10,676 北海道 由仁町 株式会社銅道電気 小売業 電化製品 5%

10,677 北海道 由仁町 クオリ由仁店 小売業 その他小売 5%

10,678 北海道 由仁町 くにをのキムチ由仁ファクトリー 小売業 食料品 5%

10,679 北海道 由仁町 セブン－イレブン空知由仁店 小売業 食料品 2%

10,680 北海道 由仁町 てらさわ本店 小売業 その他小売 5%

10,681 北海道 由仁町 東三川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,682 北海道 由仁町 丸十　わたなべ 小売業 家具・調度品 5%

10,683 北海道 由仁町 まんもす亭 サービス 飲食業 5%

10,684 北海道 由仁町 三川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,685 北海道 由仁町 三好焼菓子店 サービス 飲食業 5%

10,686 北海道 余市町 出光余市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,687 北海道 余市町 エルラプラザ 小売業 家具・調度品 5%

10,688 北海道 余市町 おしゃれのデパート　ダイト 小売業 衣料品 5%

10,689 北海道 余市町 食事処たけや サービス 飲食業 5%

10,690 北海道 余市町 ダイハツ余市中央 サービス その他サービス 5%

10,691 北海道 余市町 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

10,692 北海道 余市町 ホテルサンアート サービス 宿泊業 5%

10,693 北海道 余市町 本間商店 小売業 食料品 5%

10,694 北海道 余市町 星商会 サービス その他サービス 5%

10,695 北海道 余市町 有限会社柿崎商店 サービス その他サービス 5%

10,696 北海道 余市町 キムラヤ サービス その他サービス 5%

10,697 北海道 余市町 余市 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,698 北海道 余市町 余市　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,699 北海道 余市町 余市大川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,700 北海道 余市町 セブン－イレブン余市大川店 小売業 食料品 2%

10,701 北海道 余市町 セブン－イレブン余市大川８丁目店 小売業 食料品 2%

10,702 北海道 余市町 余市カントリー株式会社 サービス 宿泊業 5%

10,703 北海道 余市町 余市自動車学校 サービス その他サービス 5%

10,704 北海道 余市町 余市自動車工業 サービス その他サービス 5%

10,705 北海道 余市町 セブン－イレブン余市富沢店 小売業 食料品 2%

10,706 北海道 羅臼町 麻布給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,707 北海道 羅臼町 幾田商店 小売業 その他小売 5%

10,708 北海道 羅臼町 陶灯りの宿　らうす第一ホテル サービス 宿泊業 5%

10,709 北海道 羅臼町 みなとや 小売業 その他小売 5%

10,710 北海道 羅臼町 有限会社サウンドハウスエービック 小売業 電化製品 5%
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10,711 北海道 羅臼町 羅臼アポロ石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,712 北海道 羅臼町 羅臼の宿　まるみ サービス 宿泊業 5%

10,713 北海道 蘭越町 Ａマートらんこし店 小売業 その他小売 5%

10,714 北海道 蘭越町 かねこ 小売業 衣料品 5%

10,715 北海道 蘭越町 倶知安ニセコ運転代行 サービス 運輸業 5%

10,716 北海道 蘭越町 永澤商店 小売業 その他小売 5%

10,717 北海道 蘭越町 ペンションアンドレストラン風みどり サービス 宿泊業 5%

10,718 北海道 蘭越町 街の茶屋 サービス 飲食業 5%

10,719 北海道 蘭越町 目名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,720 北海道 蘭越町 湯ごもりの宿アダージョ サービス 宿泊業 5%

10,721 北海道 蘭越町 蘭越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,722 北海道 利尻町 アイランドインリシリ サービス 宿泊業 5%

10,723 北海道 利尻町 思縁 小売業 食料品 5%

10,724 北海道 利尻町 畑宮食品 小売業 食料品 5%

10,725 北海道 利尻町 ハートランドフェリー　沓形代理店 サービス その他サービス 5%

10,726 北海道 利尻町 利尻　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,727 北海道 利尻町 利尻漁協沓形ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,728 北海道 利尻町 利尻漁協仙法志ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,729 北海道 利尻町 利尻島の駅 サービス その他サービス 5%

10,730 北海道 利尻富士町 岡田菓子店 サービス その他サービス 5%

10,731 北海道 利尻富士町 鴛泊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,732 北海道 利尻富士町 鬼脇ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,733 北海道 利尻富士町 キッチンカー サービス 飲食業 5%

10,734 北海道 利尻富士町 サニータウン利尻店 小売業 その他小売 5%

10,735 北海道 利尻富士町 田中家　ひなげし館 サービス 宿泊業 5%

10,736 北海道 利尻富士町 電器のオオミ 小売業 電化製品 5%

10,737 北海道 利尻富士町 トヨタレンタリース旭川利尻店 サービス その他サービス 2%

10,738 北海道 利尻富士町 ハートランドフェリー　鴛泊代理店 サービス その他サービス 5%

10,739 北海道 利尻富士町 ハートランドフェリー　鴛泊代理店 サービス その他サービス 5%

10,740 北海道 利尻富士町 ホテル　あや瀬 サービス 宿泊業 5%

10,741 北海道 利尻富士町 マイショップとしま 小売業 その他小売 5%

10,742 北海道 利尻富士町 利尻漁協鴛泊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,743 北海道 利尻富士町 利尻漁協鬼脇ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,744 北海道 利尻富士町 利尻ぐりーんひるｉｎｎ サービス 宿泊業 5%

10,745 北海道 利尻富士町 利尻自工株式会社 サービス その他サービス 5%

10,746 北海道 利尻富士町 利尻フードセンター 小売業 食料品 5%

10,747 北海道 利尻富士町 レラ　モシリ サービス 宿泊業 5%

10,748 北海道 留寿都村 イーストビレッジ サービス 飲食業 5%

10,749 北海道 留寿都村 ウェスティン　ルスツリゾート サービス 宿泊業 5%

10,750 北海道 留寿都村 留寿都　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,751 北海道 留寿都村 セブン－イレブンルスツ高原店 小売業 食料品 2%

10,752 北海道 留寿都村 ルスツスキーリゾート（サインレス） サービス 宿泊業 5%
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10,753 北海道 留寿都村 ルスツリゾート サービス 宿泊業 5%

10,754 北海道 留寿都村 ルスツリゾートホテル サービス 宿泊業 5%

10,755 北海道 留寿都村 ルスツリゾートホテル＆コンベンション サービス 宿泊業 5%

10,756 北海道 留寿都村 わかさいも本舗ルスツ店 小売業 食料品 5%

10,757 北海道 留萌市 朝妻電器 小売業 電化製品 5%

10,758 北海道 留萌市 旭川石炭燃油株式会社留萌支店 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,759 北海道 留萌市 旭川トヨタ自動車留萌店 小売業 その他小売 5%

10,760 北海道 留萌市 梅田繊維 小売業 衣料品 5%

10,761 北海道 留萌市 Ａコープ　るもい　ルピナス 小売業 食料品 5%

10,762 北海道 留萌市 (株)笠井商店 小売業 その他小売 5%

10,763 北海道 留萌市 カラオケ歌屋　留萌店 サービス その他サービス 5%

10,764 北海道 留萌市 ＣＵＲＲＹ　ＺＩＯＮ サービス 飲食業 5%

10,765 北海道 留萌市 岩盤浴　石華の癒　岩盤浴　石華の癒 サービス その他サービス 5%

10,766 北海道 留萌市 キタカラ 小売業 食料品 5%

10,767 北海道 留萌市 軽食喫茶 ラ ポーズ 軽食喫茶ラ ポーズ サービス 飲食業 5%

10,768 北海道 留萌市 佐々木時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

10,769 北海道 留萌市 四十坊 小売業 家具・調度品 5%

10,770 北海道 留萌市 新北光　留萌支店 小売業 その他小売 2%

10,771 北海道 留萌市 チューオー　本店 小売業 食料品 5%

10,772 北海道 留萌市 Ｄｅｊａｖｕ サービス 飲食業 5%

10,773 北海道 留萌市 寺西薬局 小売業 その他小売 5%

10,774 北海道 留萌市 トヨタカローラ旭川留萌店 小売業 その他小売 5%

10,775 北海道 留萌市 トヨタ部品北海道共販留萌営業所 サービス その他サービス 5%

10,776 北海道 留萌市 トヨタレンタリース旭川留萌店 サービス その他サービス 2%

10,777 北海道 留萌市 中森電器 小売業 電化製品 5%

10,778 北海道 留萌市 南岸営業所 小売業 その他小売 2%

10,779 北海道 留萌市 日東商事 小売業 その他小売 5%

10,780 北海道 留萌市 ネッツトヨタ旭川るもい店 小売業 その他小売 5%

10,781 北海道 留萌市 はしばトントン動物病院 サービス その他サービス 5%

10,782 北海道 留萌市 株式会社フタバ製麺 小売業 食料品 5%

10,783 北海道 留萌市 フミヤ　バイ　プリエ 小売業 衣料品 5%

10,784 北海道 留萌市 ＪＭ／プライベートサロン　ココア サービス 理容・美容業 5%

10,785 北海道 留萌市 北海道新聞酒屋販売所 小売業 その他小売 5%

10,786 北海道 留萌市 北海道新聞東原販売所 小売業 その他小売 5%

10,787 北海道 留萌市 ホテルニューホワイトハウス サービス 宿泊業 5%

10,788 北海道 留萌市 ホリ電器 小売業 電化製品 5%

10,789 北海道 留萌市 本社 小売業 その他小売 2%

10,790 北海道 留萌市 ヤクルト北北海道 留萌支店 小売業 食料品 5%

10,791 北海道 留萌市 ヤクルト北北海道 留萌センター 小売業 食料品 5%

10,792 北海道 留萌市 ヤハタ 小売業 その他小売 5%

10,793 北海道 留萌市 ヨコゼキ電器 小売業 電化製品 5%

10,794 北海道 留萌市 吉崎レコード楽器店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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10,795 北海道 留萌市 留萌　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,796 北海道 留萌市 留萌ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,797 北海道 留萌市 セブン－イレブン留萌沖見町店 小売業 食料品 2%

10,798 北海道 留萌市 セブン－イレブン留萌開運町店 小売業 食料品 2%

10,799 北海道 留萌市 セブン－イレブン留萌合同庁舎前店 小売業 食料品 2%

10,800 北海道 留萌市 留萌花園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,801 北海道 留萌市 セブンーイレブン留萌南町店 小売業 食料品 2%

10,802 北海道 礼文町 Ｅ－ＳＴＡＮＤ．ＣＲＯＳＳ サービス 飲食業 5%

10,803 北海道 礼文町 トヨタレンタリース旭川礼文店 サービス その他サービス 2%

10,804 北海道 礼文町 ハートランドフェリー　香深代理店 サービス その他サービス 5%

10,805 北海道 礼文町 ハートランドフェリー　香深代理店 サービス その他サービス 5%

10,806 北海道 礼文町 プチホテルコリンシアン サービス 宿泊業 5%

10,807 北海道 礼文町 ペンションうーにー サービス 宿泊業 5%

10,808 北海道 礼文町 三井観光ホテル サービス 宿泊業 5%

10,809 北海道 稚内市 株式会社アート・ホームサービス サービス その他サービス 5%

10,810 北海道 稚内市 旭川トヨタ自動車稚内店 小売業 その他小売 5%

10,811 北海道 稚内市 ａｎｇｉｅ 小売業 その他小売 5%

10,812 北海道 稚内市 居酒屋浪漫 サービス 飲食業 5%

10,813 北海道 稚内市 株式会社市印相沢食料百貨店 小売業 食料品 5%

10,814 北海道 稚内市 出光宗谷岬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,815 北海道 稚内市 出光富磯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,816 北海道 稚内市 出光留萌南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,817 北海道 稚内市 出光稚内南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,818 北海道 稚内市 有限会社伊戸川商会 サービス その他サービス 5%

10,819 北海道 稚内市 うろこ市 小売業 食料品 5%

10,820 北海道 稚内市 おがさわら 小売業 その他小売 5%

10,821 北海道 稚内市 おがさわら　ガス 小売業 その他小売 5%

10,822 北海道 稚内市 香川新聞店 小売業 その他小売 5%

10,823 北海道 稚内市 かさい電器 小売業 電化製品 5%

10,824 北海道 稚内市 菓子夢工房くどう 小売業 食料品 5%

10,825 北海道 稚内市 かとう布団店 小売業 衣料品 5%

10,826 北海道 稚内市 株式会社ほく商 小売業 その他小売 5%

10,827 北海道 稚内市 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｒｏｙ サービス 飲食業 5%

10,828 北海道 稚内市 木村石油富磯給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,829 北海道 稚内市 木村石油稚内給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,830 北海道 稚内市 串姫煮太郎 サービス 飲食業 5%

10,831 北海道 稚内市 有限会社くまがい家具店 小売業 家具・調度品 5%

10,832 北海道 稚内市 ＣＲＩＢ サービス 理容・美容業 5%

10,833 北海道 稚内市 コスメライセンススクール本部本校稚内１ サービス 理容・美容業 5%

10,834 北海道 稚内市 コスメライセンススクール本校 サービス その他サービス 5%

10,835 北海道 稚内市 サニータウンはまなす店 小売業 その他小売 5%

10,836 北海道 稚内市 サン・グリーンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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10,837 北海道 稚内市 シーモア 小売業 その他小売 5%

10,838 北海道 稚内市 寿司竜 サービス 飲食業 5%

10,839 北海道 稚内市 寿し竜　浅利義三 サービス 飲食業 5%

10,840 北海道 稚内市 ＳＵＺＵＴＡＮ稚内西條店 小売業 衣料品 5%

10,841 北海道 稚内市 株式会社そえじま工具 小売業 その他小売 5%

10,842 北海道 稚内市 太閤ショップ 南稚内店 小売業 食料品 5%

10,843 北海道 稚内市 壷屋総本店西條稚内店 小売業 食料品 5%

10,844 北海道 稚内市 ドコモショップ稚内店（付属品） 小売業 その他小売 5%

10,845 北海道 稚内市 ドッグサロンＰＡＮ サービス その他サービス 5%

10,846 北海道 稚内市 トヨタカローラ道北稚内店 小売業 その他小売 5%

10,847 北海道 稚内市 トヨタ部品北海道共販稚内営業所 サービス その他サービス 5%

10,848 北海道 稚内市 トヨタレンタリース旭川稚内空港店 サービス その他サービス 2%

10,849 北海道 稚内市 トヨタレンタリース旭川稚内店 サービス その他サービス 2%

10,850 北海道 稚内市 なかせき商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,851 北海道 稚内市 なかせき商事（ガス） 小売業 その他小売 2%

10,852 北海道 稚内市 なかせき商事（ガソリン） 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,853 北海道 稚内市 なかせき商事（灯油） 小売業 その他小売 2%

10,854 北海道 稚内市 肉のにれ 小売業 食料品 5%

10,855 北海道 稚内市 ニューチコウホテル サービス 宿泊業 5%

10,856 北海道 稚内市 ネッツトヨタ旭川わっかない店 小売業 その他小売 5%

10,857 北海道 稚内市 ネッツトヨタたいせつ稚内店 小売業 その他小売 5%

10,858 北海道 稚内市 ノエビア新稚内販売会社 小売業 その他小売 5%

10,859 北海道 稚内市 ノーザンノース 小売業 衣料品 5%

10,860 北海道 稚内市 ノースバレーカントリークラブ サービス その他サービス 5%

10,861 北海道 稚内市 ハートランド　ショップ 小売業 家具・調度品 5%

10,862 北海道 稚内市 ハートランドフェリー　利礼航路群 サービス その他サービス 5%

10,863 北海道 稚内市 ハートランドフェリー　稚内空港売店 小売業 家具・調度品 5%

10,864 北海道 稚内市 ハートランドフェリー　稚内支店 サービス その他サービス 5%

10,865 北海道 稚内市 ファッションＩＺＵ 小売業 衣料品 5%

10,866 北海道 稚内市 ＰＨＯＴＯスタジオマキヤ サービス その他サービス 5%

10,867 北海道 稚内市 ｐｈｏｔｏｆａｃｔｏｒｙ　ｄｅｍｄｅｍ サービス その他サービス 5%

10,868 北海道 稚内市 ＢＯＵＴＩＱＵＥＭＩＫＩ 小売業 衣料品 5%

10,869 北海道 稚内市 株式会社フナヤマ大黒本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

10,870 北海道 稚内市 株式会社フナヤマ中央店 小売業 貴金属・服飾品 5%

10,871 北海道 稚内市 ＦＲＥＳＨＬＹ 生鮮市場 稚内店 小売業 食料品 5%

10,872 北海道 稚内市 ｈａｉｒ　ｇａｒａｇｅ　ＺＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

10,873 北海道 稚内市 ペットショップカナリヤ 小売業 その他小売 5%

10,874 北海道 稚内市 ほく商 小売業 その他小売 5%

10,875 北海道 稚内市 ほく商（ガス） 小売業 その他小売 5%

10,876 北海道 稚内市 ホクタン 小売業 その他小売 5%

10,877 北海道 稚内市 ホクタンガス 小売業 その他小売 5%

10,878 北海道 稚内市 ホクタンガソリン 小売業 ガソリンスタンド 2%
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10,879 北海道 稚内市 ホクタン灯油 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,880 北海道 稚内市 ホテル　喜登 サービス 宿泊業 5%

10,881 北海道 稚内市 ホテルおかべ汐彩亭 サービス 宿泊業 5%

10,882 北海道 稚内市 ホテル奥田屋 サービス 宿泊業 5%

10,883 北海道 稚内市 マクドナルド４０号稚内店 サービス 飲食業 2%

10,884 北海道 稚内市 マルエ遠藤 小売業 その他小売 5%

10,885 北海道 稚内市 メガネの太陽堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

10,886 北海道 稚内市 毛利写真館 サービス その他サービス 5%

10,887 北海道 稚内市 ヤクルト北北海道 稚内センター 小売業 食料品 5%

10,888 北海道 稚内市 ヤクルト北北海道 稚内支店 小売業 衣料品 5%

10,889 北海道 稚内市 有限会社大竹ボデー工業 サービス その他サービス 5%

10,890 北海道 稚内市 寄り処　旬　寄り処　旬 サービス 飲食業 5%

10,891 北海道 稚内市 リベルテ 小売業 衣料品 5%

10,892 北海道 稚内市 株式会社れんげ堂 サービス その他サービス 5%

10,893 北海道 稚内市 稚内グランドホテル サービス 宿泊業 5%

10,894 北海道 稚内市 稚内潮見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,895 北海道 稚内市 稚内潮見町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,896 北海道 稚内市 稚内スズキ販売株式会社 小売業 その他小売 5%

10,897 北海道 稚内市 稚内中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,898 北海道 稚内市 稚内朝陽電器 小売業 電化製品 5%

10,899 北海道 和寒町 株式会社北海道新聞大畑販売所 小売業 その他小売 5%

10,900 北海道 和寒町 和寒　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,901 北海道 和寒町 和寒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,902 北海道 和寒町 セブン－イレブン和寒町店 小売業 食料品 2%

10,903 青森県 青森市 アートロックサービス サービス その他サービス 5%

10,904 青森県 青森市 セブン－イレブン青い森公園店 小売業 食料品 2%

10,905 青森県 青森市 アオノハ サービス 理容・美容業 5%

10,906 青森県 青森市 青森インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,907 青森県 青森市 青森観光通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,908 青森県 青森市 青森ギャラリーアイ 小売業 衣料品 5%

10,909 青森県 青森市 青森グリーンパークホテル サービス 宿泊業 5%

10,910 青森県 青森市 青森グリーンパークホテル・アネックス サービス 宿泊業 5%

10,911 青森県 青森市 青森県庁消費生活協同組合本庁東棟店 小売業 食料品 5%

10,912 青森県 青森市 青森県庁消費生活協同組合本庁北棟店 小売業 食料品 5%

10,913 青森県 青森市 青森県庁生協 小売業 食料品 5%

10,914 青森県 青森市 青森県民生協アカシア館　アカシア館 小売業 食料品 5%

10,915 青森県 青森市 青森県民生協あじさい館　あじさい館 小売業 食料品 5%

10,916 青森県 青森市 青森県民生協あやめ館　あやめ館 小売業 食料品 5%

10,917 青森県 青森市 青森県民生協金沢店 金沢店 小売業 食料品 5%

10,918 青森県 青森市 青森県民生協コスモス館　コスモス館 小売業 食料品 5%

10,919 青森県 青森市 青森県民生協さくら館　さくら館 小売業 食料品 5%

10,920 青森県 青森市 青森県民生協新城店　新城店 小売業 食料品 5%
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10,921 青森県 青森市 青森県民生協はまなす館　はまなす館 小売業 食料品 5%

10,922 青森県 青森市 青森県民生協ひまわり館　ひまわり館 小売業 食料品 5%

10,923 青森県 青森市 青森県民生協八重田店 八重田店 小売業 食料品 5%

10,924 青森県 青森市 青森国際ホテル サービス 宿泊業 5%

10,925 青森県 青森市 青森さくら野店 小売業 その他小売 5%

10,926 青森県 青森市 セブン－イレブン青森新町１丁目店 小売業 食料品 2%

10,927 青森県 青森市 青森千串屋本舗 サービス 飲食業 5%

10,928 青森県 青森市 青森千串屋本舗小柳店 サービス 飲食業 5%

10,929 青森県 青森市 青森中央インターセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,930 青森県 青森市 青森バイパス中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,931 青森県 青森市 セブン－イレブン青森造道３丁目店 小売業 食料品 2%

10,932 青森県 青森市 青森トヨペット青森西店 小売業 その他小売 5%

10,933 青森県 青森市 青森トヨペット青森東店 小売業 その他小売 5%

10,934 青森県 青森市 青森トヨペット青森南店 小売業 その他小売 5%

10,935 青森県 青森市 青森トヨペットＴ－ＵＰ青森西 小売業 その他小売 5%

10,936 青森県 青森市 青森トヨペットハイエースガレージ 小売業 その他小売 5%

10,937 青森県 青森市 青森トヨペット本社 小売業 その他小売 5%

10,938 青森県 青森市 セブン－イレブン青森問屋町１丁目店 小売業 食料品 2%

10,939 青森県 青森市 セブン－イレブン青森浪岡中央店 小売業 食料品 2%

10,940 青森県 青森市 セブン－イレブン青森浪岡福田２丁目店 小売業 食料品 2%

10,941 青森県 青森市 セブン－イレブン青森浪館通店 小売業 食料品 2%

10,942 青森県 青森市 青森西バイパス　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,943 青森県 青森市 セブン－イレブン青森新田３丁目店 小売業 食料品 2%

10,944 青森県 青森市 セブン－イレブン青森花園２丁目店 小売業 食料品 2%

10,945 青森県 青森市 セブン－イレブン青森浜館１丁目店 小売業 食料品 2%

10,946 青森県 青森市 セブン－イレブン青森浜田２丁目店 小売業 食料品 2%

10,947 青森県 青森市 セブン－イレブン青森東大野１丁目店 小売業 食料品 2%

10,948 青森県 青森市 青森東自動車整備工業 サービス その他サービス 5%

10,949 青森県 青森市 青森東バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,950 青森県 青森市 青森東バイパス　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,951 青森県 青森市 あおもりぶどうぐ 小売業 その他小売 5%

10,952 青森県 青森市 セブン－イレブン青森古川１丁目店 小売業 食料品 2%

10,953 青森県 青森市 青森古川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,954 青森県 青森市 青森マルヘイ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,955 青森県 青森市 出光青森南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,956 青森県 青森市 青森ヨーカドー店 小売業 その他小売 5%

10,957 青森県 青森市 セブン－イレブン青森流通団地入口店 小売業 食料品 2%

10,958 青森県 青森市 赤から青森浜館店 サービス 飲食業 5%

10,959 青森県 青森市 赤から青森浜館店 赤から青森浜館店 サービス 飲食業 5%

10,960 青森県 青森市 アクセス浪岡ＳＳ　有彦　米村　美香 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,961 青森県 青森市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｓａｌａｎ青森 サービス 理容・美容業 5%

10,962 青森県 青森市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｃｒｏｗｎ青森浜田 サービス 理容・美容業 5%
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10,963 青森県 青森市 アサヒ電器 小売業 電化製品 5%

10,964 青森県 青森市 株式会社アサヒ燃料商会 小売業 その他小売 5%

10,965 青森県 青森市 アスティ東青森店 小売業 衣料品 5%

10,966 青森県 青森市 アスパム物産アスパム店 小売業 その他小売 5%

10,967 青森県 青森市 アサパム物産空港店 小売業 その他小売 5%

10,968 青森県 青森市 あだち サービス 飲食業 5%

10,969 青森県 青森市 Ａｄｅｓｓｏ サービス 飲食業 5%

10,970 青森県 青森市 出光後潟ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,971 青森県 青森市 アトリエＣＡＮＯＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

10,972 青森県 青森市 ＡＰＡＫＡＢＡＲ？ 小売業 衣料品 5%

10,973 青森県 青森市 あぶり天丼 天じゅん サービス 飲食業 5%

10,974 青森県 青森市 ＡｒａｙＺ サービス 理容・美容業 5%

10,975 青森県 青森市 ＡｒｏｍａＬｅｓｓｏｎ＆ＰｒｉｖａｔｅＳａｌｏｎＦｉｏｒｅ サービス その他サービス 5%

10,976 青森県 青森市 ＵＮＭＡＹＢＥ サービス 理容・美容業 5%

10,977 青森県 青森市 ＨＩＣＲＯＳＳ 小売業 衣料品 5%

10,978 青森県 青森市 石と肴　地雷也 サービス 飲食業 5%

10,979 青森県 青森市 一八寿し サービス 飲食業 5%

10,980 青森県 青森市 出光青森西バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,981 青森県 青森市 出光安方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,982 青森県 青森市 岩崎タクシー サービス 運輸業 5%

10,983 青森県 青森市 岩手屋ラビナ店 小売業 食料品 5%

10,984 青森県 青森市 ウィークリー翔ホテルチトセ サービス 宿泊業 5%

10,985 青森県 青森市 ＯｏｐｓＮＡＩＬ青森ラビナ店 サービス その他サービス 5%

10,986 青森県 青森市 ＵＧＵＩＳＵ サービス 飲食業 5%

10,987 青森県 青森市 後潟　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,988 青森県 青森市 ＪＭ／ＸＴＲ 小売業 衣料品 5%

10,989 青森県 青森市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

10,990 青森県 青森市 Ｓ　Ｂａｋｅｒ 小売業 食料品 5%

10,991 青森県 青森市 オートガーデン．Ｔ サービス その他サービス 5%

10,992 青森県 青森市 オートセンター青森 小売業 その他小売 5%

10,993 青森県 青森市 大野ＳＳ 青森大野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,994 青森県 青森市 大湯石材店　浪岡ステーション 小売業 その他小売 5%

10,995 青森県 青森市 出光沖館ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,996 青森県 青森市 沖館ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

10,997 青森県 青森市 オフハウス青森中央店 小売業 その他小売 2%

10,998 青森県 青森市 小山せんべい店 小売業 食料品 5%

10,999 青森県 青森市 オリックスレンタカー青森駅前店 サービス その他サービス 2%

11,000 青森県 青森市 オリックスレンタカー新青森駅前りんご店 サービス その他サービス 2%

11,001 青森県 青森市 温野菜青森中央インター店 サービス 飲食業 2%

11,002 青森県 青森市 カードック米谷オート サービス その他サービス 5%

11,003 青森県 青森市 海鮮酒房　壱乃助 サービス 飲食業 5%

11,004 青森県 青森市 回転鮨処　あすか　東大野店　回転鮨処あすか東大野店 サービス 飲食業 5%
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11,005 青森県 青森市 回転鮨処あすか青森西バイパス店 サービス 飲食業 5%

11,006 青森県 青森市 加賀谷タクシー サービス その他サービス 5%

11,007 青森県 青森市 林健司 サービス その他サービス 5%

11,008 青森県 青森市 活魚とわら焼　地雷也 サービス 飲食業 5%

11,009 青森県 青森市 勝田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,010 青森県 青森市 Ｃｕｔｓｐａｃｅスマイルヘアー サービス 理容・美容業 5%

11,011 青森県 青森市 カネエダ中古車販売部 小売業 その他小売 5%

11,012 青森県 青森市 ＫＵＢ サービス その他サービス 5%

11,013 青森県 青森市 ＣＡＦＥうさもも サービス 飲食業 5%

11,014 青森県 青森市 ＣａｆｅｄｅｓＧｉｔａｎｅｓＤＥＡＵ サービス その他サービス 5%

11,015 青森県 青森市 ｃａｆｅ　ｂａｒ　ＢＬＵＣＥ サービス 飲食業 5%

11,016 青森県 青森市 株式会社　イシダスポーツ 小売業 その他小売 5%

11,017 青森県 青森市 株式会社ＵＭＩＢＯＨ　海鮮創作　海坊厨 サービス 飲食業 5%

11,018 青森県 青森市 株式会社鹿内電機商会 小売業 電化製品 5%

11,019 青森県 青森市 フォトダイン サービス その他サービス 5%

11,020 青森県 青森市 カブセンター　大野店 小売業 食料品 5%

11,021 青森県 青森市 カブセンター　西青森店 小売業 食料品 5%

11,022 青森県 青森市 カラオケ合衆国　青森観光通り店 サービス その他サービス 5%

11,023 青森県 青森市 カラオケプレース スキャット サービス その他サービス 5%

11,024 青森県 青森市 カラダファクトリー　アリー青森店 サービス その他サービス 5%

11,025 青森県 青森市 カラダファクトリースポーツ　青森店 サービス その他サービス 5%

11,026 青森県 青森市 カリー屋　インディ桂木 サービス 飲食業 5%

11,027 青森県 青森市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋青森大野店 サービス 飲食業 2%

11,028 青森県 青森市 函太郎　青森佃店 サービス 飲食業 5%

11,029 青森県 青森市 ＫＩＳＵＫＥ 小売業 その他小売 5%

11,030 青森県 青森市 北中野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,031 青森県 青森市 キッチンコンブリオ 本店 小売業 食料品 5%

11,032 青森県 青森市 木村浪岡ＳＳ　木村商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,033 青森県 青森市 キャピック サービス その他サービス 5%

11,034 青森県 青森市 ＧＡＬＦＩＴ青森東店 小売業 衣料品 5%

11,035 青森県 青森市 牛角青森中央インター店 サービス 飲食業 2%

11,036 青森県 青森市 極　地雷也 サービス 飲食業 5%

11,037 青森県 青森市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ青森駅前店 小売業 その他小売 5%

11,038 青森県 青森市 ｇｏｏｄ ｓｅｌｅｃｔ ｓｔｏｒｅ ガーラモール店 小売業 衣料品 5%

11,039 青森県 青森市 靴のまるけん 小売業 衣料品 5%

11,040 青森県 青森市 クライマックスボディーズ　青森店 小売業 その他小売 5%

11,041 青森県 青森市 クリーニングのツルヤ ママ号１３号車 野沢 サービス その他サービス 5%

11,042 青森県 青森市 クリーニングのブルースター東バイパス店 サービス その他サービス 5%

11,043 青森県 青森市 健香庵 サービス 理容・美容業 5%

11,044 青森県 青森市 ゴーゴーカーズ 小売業 その他小売 5%

11,045 青森県 青森市 ＣＯＦＦＥＥＭＡＮｇｏｏｄ サービス 飲食業 5%

11,046 青森県 青森市 （個人）工藤（照タクシー） サービス 運輸業 5%
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11,047 青森県 青森市 五代目カネシメ蕎麦処柿崎 サービス 飲食業 5%

11,048 青森県 青森市 コノハト株式会社 サービス その他サービス 5%

11,049 青森県 青森市 コロナセントラルサービス　青森営業所 サービス その他サービス 5%

11,050 青森県 青森市 ＫＯＭＰＡＮＯ サービス 飲食業 5%

11,051 青森県 青森市 ｃｉｒｃｌｅＡＯＭＯＲＩ 小売業 衣料品 5%

11,052 青森県 青森市 出光栄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,053 青森県 青森市 酒蔵　真風 サービス 飲食業 5%

11,054 青森県 青森市 ＳＡＫＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

11,055 青森県 青森市 酒のキムラ　株式会社丸長木村商店 小売業 食料品 5%

11,056 青森県 青森市 酒のソクハイ　青森本町店 小売業 その他小売 5%

11,057 青森県 青森市 佐藤長青森富田店 小売業 食料品 5%

11,058 青森県 青森市 佐藤長浪岡店 小売業 食料品 5%

11,059 青森県 青森市 さわや書店ラビナ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

11,060 青森県 青森市 ＳＵＮ　ＡＮＤ　ＳＥＡ 小売業 衣料品 5%

11,061 青森県 青森市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 青森営業所 小売業 その他小売 5%

11,062 青森県 青森市 ジーファクトリー サービス その他サービス 5%

11,063 青森県 青森市 シーベレット青森東店 小売業 衣料品 5%

11,064 青森県 青森市 ＪＡＫＥ’Ｓ　ＧＡＲＡＧＥ 小売業 その他小売 5%

11,065 青森県 青森市 ＪＪ　丸啓　青森新町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

11,066 青森県 青森市 鹿内自動車 サービス その他サービス 5%

11,067 青森県 青森市 ジャスト・ボデー サービス その他サービス 5%

11,068 青森県 青森市 秋北航空サービス株式会社　青森営業所 サービス その他サービス 5%

11,069 青森県 青森市 松竹自動車整備工業 サービス その他サービス 5%

11,070 青森県 青森市 新青森駅シュトラウス 小売業 食料品 5%

11,071 青森県 青森市 新日本補聴器センター青森店 小売業 その他小売 5%

11,072 青森県 青森市 スウィートピーチカフェテリア 小売業 食料品 5%

11,073 青森県 青森市 酸ヶ湯温泉 サービス 宿泊業 5%

11,074 青森県 青森市 鮨と地酒　地雷也 サービス 飲食業 5%

11,075 青森県 青森市 スタジオアミ青森東館 小売業 その他小売 5%

11,076 青森県 青森市 すたみな太郎　青森店 サービス 飲食業 5%

11,077 青森県 青森市 スーパーフリークス青森サンロード店 サービス その他サービス 5%

11,078 青森県 青森市 炭火焼肉酒房　牛寿 サービス 飲食業 5%

11,079 青森県 青森市 炭火焼ホルモン　たつや サービス 飲食業 5%

11,080 青森県 青森市 セブール桜川店 小売業 食料品 5%

11,081 青森県 青森市 出光セルフ青葉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,082 青森県 青森市 出光セルフ東大野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,083 青森県 青森市 千刈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,084 青森県 青森市 そば処正嵐　そば処　正嵐　せいらん サービス 飲食業 5%

11,085 青森県 青森市 大黒寿司 サービス 飲食業 5%

11,086 青森県 青森市 大衆酒場コンフィ サービス 飲食業 5%

11,087 青森県 青森市 大同江 サービス 飲食業 5%

11,088 青森県 青森市 タナカ　タナカ サービス 飲食業 5%
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11,089 青森県 青森市 株式会社中央マツダ自動車 サービス その他サービス 5%

11,090 青森県 青森市 中華そば　きた倉 サービス 飲食業 5%

11,091 青森県 青森市 ＣＨＯＣＯ美容室 サービス 理容・美容業 5%

11,092 青森県 青森市 珍田タクシー　珍田タクシー本社 サービス 運輸業 5%

11,093 青森県 青森市 つくし サービス 飲食業 5%

11,094 青森県 青森市 Ｔｏｏｌｓ　ｏｎ　Ｗｈｅｅｌｓ サービス その他サービス 5%

11,095 青森県 青森市 ツルヤ　大野十文字店 サービス その他サービス 5%

11,096 青森県 青森市 ツルヤ　生協　アカシア店 サービス その他サービス 5%

11,097 青森県 青森市 ツルヤ　生協　金沢店 サービス その他サービス 5%

11,098 青森県 青森市 ツルヤ　生協　コスモス店 サービス その他サービス 5%

11,099 青森県 青森市 ツルヤ　生協　はまなす店 サービス その他サービス 5%

11,100 青森県 青森市 ツルヤ　生協　ひまわり店 サービス その他サービス 5%

11,101 青森県 青森市 ツルヤ　中筒井店 サービス その他サービス 5%

11,102 青森県 青森市 ツルヤ市民病院前店 サービス その他サービス 5%

11,103 青森県 青森市 ツルヤ　生協　あじさい店 サービス その他サービス 5%

11,104 青森県 青森市 ツルヤ　生協　新城店 サービス その他サービス 5%

11,105 青森県 青森市 ＴＭサポート サービス その他サービス 5%

11,106 青森県 青森市 Ｔ’ｓＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

11,107 青森県 青森市 鉄板焼き　富や サービス 飲食業 5%

11,108 青森県 青森市 手もみ処楽青森大野店 サービス その他サービス 5%

11,109 青森県 青森市 東洋社金沢店 サービス その他サービス 5%

11,110 青森県 青森市 東洋社工場直営店 サービス その他サービス 5%

11,111 青森県 青森市 東洋社桜川店 サービス その他サービス 5%

11,112 青森県 青森市 東洋社さくら野店 サービス その他サービス 5%

11,113 青森県 青森市 東洋社戸山店 サービス その他サービス 5%

11,114 青森県 青森市 東洋社古川店 サービス その他サービス 5%

11,115 青森県 青森市 東洋社ホワイトハウス店 サービス その他サービス 5%

11,116 青森県 青森市 東洋社マエダ沖館店 サービス その他サービス 5%

11,117 青森県 青森市 東洋社マエダガーラモール店 サービス その他サービス 5%

11,118 青森県 青森市 東洋社マエダ虹ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

11,119 青森県 青森市 東洋社マエダ八重田店 サービス その他サービス 5%

11,120 青森県 青森市 東洋社ユニバース大野店 サービス その他サービス 5%

11,121 青森県 青森市 東洋社ユニバース沖館店 サービス その他サービス 5%

11,122 青森県 青森市 東洋社ユニバース三内店 サービス その他サービス 5%

11,123 青森県 青森市 東洋社ユニバース筒井店 サービス その他サービス 5%

11,124 青森県 青森市 東洋社ユニバース東青森店 サービス その他サービス 5%

11,125 青森県 青森市 東洋社ラ・セラ東バイパス店 サービス その他サービス 5%

11,126 青森県 青森市 ＨＯＭＥＳ サービス 理容・美容業 5%

11,127 青森県 青森市 ＤＯＧ　ＧＡＲＤＥＮ　青森店 サービス 飲食業 5%

11,128 青森県 青森市 ドッグサロンチャックバブル サービス その他サービス 5%

11,129 青森県 青森市 ドッグサロンＣｈｕｃｋ　Ｂｕｂｂｌｅ サービス 理容・美容業 5%

11,130 青森県 青森市 トヨタカローラ青森佃店 小売業 その他小売 5%

267



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

11,131 青森県 青森市 トヨタカローラ青森西滝店 小売業 その他小売 5%

11,132 青森県 青森市 トヨタカローラ青森ベイブリッジ店 小売業 その他小売 5%

11,133 青森県 青森市 トヨタカローラ青森流通団地店 小売業 その他小売 5%

11,134 青森県 青森市 トヨタレンタリース青森青森空港店 サービス その他サービス 2%

11,135 青森県 青森市 トヨタレンタリース青森青森中央店 サービス その他サービス 2%

11,136 青森県 青森市 トヨタレンタリース青森青森造道店 サービス その他サービス 2%

11,137 青森県 青森市 トヨタレンタリース青森青森新田店 サービス その他サービス 2%

11,138 青森県 青森市 トヨタレンタリース青森青森安方店 サービス その他サービス 2%

11,139 青森県 青森市 トヨタレンタリース青森新青森駅西口店 サービス その他サービス 2%

11,140 青森県 青森市 ドラゴンカフェ サービス 飲食業 5%

11,141 青森県 青森市 ドラッグストアメガ 石江店 小売業 その他小売 5%

11,142 青森県 青森市 トレカ・オモチャのどーらく 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

11,143 青森県 青森市 ［ＨＣ］ナイスＡ－１エビナでんき 小売業 電化製品 5%

11,144 青森県 青森市 ［ＨＣ］ナイスエーワン本店 小売業 電化製品 5%

11,145 青森県 青森市 中才自動車修理工場 サービス その他サービス 5%

11,146 青森県 青森市 中村自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

11,147 青森県 青森市 中村農園 サービス その他サービス 5%

11,148 青森県 青森市 Ｎａｔｕｒａｌ青森新町店 サービス 理容・美容業 5%

11,149 青森県 青森市 ナチュラルヘッドスパメヘンディー　ナチュラルヘッドスパ　メヘンディー サービス その他サービス 5%

11,150 青森県 青森市 ＮＡＴＵＲＥ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

11,151 青森県 青森市 浪岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,152 青森県 青森市 浪岡北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,153 青森県 青森市 南部屋・海扇閣 サービス 宿泊業 5%

11,154 青森県 青森市 西バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,155 青森県 青森市 日本一青森ラビナ店 小売業 食料品 5%

11,156 青森県 青森市 ＮＯＯＮ ＭＯＯＮ ＮＯＯＮ ＭＯＯＮ 小売業 衣料品 5%

11,157 青森県 青森市 ネイルサロンアルティーナ サービス 理容・美容業 5%

11,158 青森県 青森市 ＮａｉｌＰａｌｅｔｔｅＧＩＮＺＡ青森店 サービス 理容・美容業 5%

11,159 青森県 青森市 ネッツトヨタ青森青森店 小売業 その他小売 5%

11,160 青森県 青森市 ネッツトヨタ青森青森西店 小売業 その他小売 5%

11,161 青森県 青森市 ネッツトヨタ青森本社 小売業 その他小売 5%

11,162 青森県 青森市 ねぶたの國　たか久 サービス 飲食業 5%

11,163 青森県 青森市 ねぶたの國　たか久 サービス 飲食業 5%

11,164 青森県 青森市 ＢＡＲ　ＺＥＲＯ サービス 飲食業 5%

11,165 青森県 青森市 ハードオフ青森中央店 小売業 その他小売 2%

11,166 青森県 青森市 Ｂａｒ ｗａｎｔｕｋａ サービス 飲食業 5%

11,167 青森県 青森市 ハイボール酒場　一代目 サービス 飲食業 5%

11,168 青森県 青森市 はしもと藪き サービス 飲食業 5%

11,169 青森県 青森市 バッグコレクションモリタ青森マエダ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

11,170 青森県 青森市 八甲田ホテル サービス 宿泊業 5%

11,171 青森県 青森市 ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥ ＡＶＥＮＣＥＲ 小売業 食料品 5%

11,172 青森県 青森市 はとや製菓 小売業 食料品 5%
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11,173 青森県 青森市 パナデンＪＰあかさか 小売業 電化製品 5%

11,174 青森県 青森市 パナデンヨシマチ 小売業 電化製品 5%

11,175 青森県 青森市 Ｖａｖｉｎｖｏ サービス 飲食業 5%

11,176 青森県 青森市 バル　１×１＝ｉｃｈｉ サービス 飲食業 5%

11,177 青森県 青森市 ＢＥＥＲ　　　ＤＡＩＮＩＮＧ　ジパング　ジパング サービス 飲食業 5%

11,178 青森県 青森市 BiAi サービス その他サービス 5%

11,179 青森県 青森市 ＢＭＯ青森店 小売業 衣料品 5%

11,180 青森県 青森市 ＢｅｅＭｏｂｉｌｅサンロード青森店 小売業 その他小売 5%

11,181 青森県 青森市 ｈｅａｌｉｎｇ　Ｈｏｕｓｅ　Ｉ　Ｏ サービス その他サービス 5%

11,182 青森県 青森市 東青森駅通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,183 青森県 青森市 ピザテン・フォー　青森石江店　２ サービス その他サービス 5%

11,184 青森県 青森市 ピザテン・フォー　青森浪岡店　２ サービス その他サービス 5%

11,185 青森県 青森市 ピザテン・フォー　青森花園店　２ サービス その他サービス 5%

11,186 青森県 青森市 びっくりドンキー　青森西店 サービス 飲食業 2%

11,187 青森県 青森市 びっくりドンキー　青森浜田店 サービス 飲食業 2%

11,188 青森県 青森市 びっくりドンキー　青森東店 サービス 飲食業 2%

11,189 青森県 青森市 美容室ブルジョア サービス 理容・美容業 5%

11,190 青森県 青森市 ＦＩＮＤＥＲ 小売業 衣料品 5%

11,191 青森県 青森市 ファナーＩＹ青森店 小売業 衣料品 5%

11,192 青森県 青森市 ニコム サービス その他サービス 5%

11,193 青森県 青森市 ふじ美容室 サービス 理容・美容業 5%

11,194 青森県 青森市 ふじ美容室 サービス 理容・美容業 5%

11,195 青森県 青森市 富士メガネ　青森ヨーカドー店 小売業 その他小売 5%

11,196 青森県 青森市 フットケアと靴のオアシス・ブライアン 小売業 衣料品 5%

11,197 青森県 青森市 フットサロン爽やか サービス その他サービス 5%

11,198 青森県 青森市 ブティックえま 小売業 衣料品 5%

11,199 青森県 青森市 フトンショップ　みやかわ 小売業 その他小売 5%

11,200 青森県 青森市 ＪＭ／プラチナムアンドコー 小売業 その他小売 5%

11,201 青森県 青森市 ＦＬＡＴ 小売業 衣料品 5%

11,202 青森県 青森市 ＢｌｕｅＤａｙｓ 小売業 その他小売 5%

11,203 青森県 青森市 ブルースターみどり店配達 サービス その他サービス 5%

11,204 青森県 青森市 ＦＵＬＦＩＬＬドッグトレーニング サービス その他サービス 5%

11,205 青森県 青森市 プレッジフラワー 小売業 その他小売 5%

11,206 青森県 青森市 ヘアーソレイユ サービス 理容・美容業 5%

11,207 青森県 青森市 ヘアーメイク　アルファ サービス 理容・美容業 5%

11,208 青森県 青森市 ヘアクラブ　クララ サービス 理容・美容業 5%

11,209 青森県 青森市 ヘアーメイクぎんのはさみアルマ サービス 理容・美容業 5%

11,210 青森県 青森市 ベストハーモニー 小売業 その他小売 5%

11,211 青森県 青森市 ベニーマート　青森店 小売業 食料品 5%

11,212 青森県 青森市 ベニーマート　観光通店 小売業 食料品 5%

11,213 青森県 青森市 ベルカントなつはら 小売業 衣料品 5%

11,214 青森県 青森市 ヘルシーサイクル　アブ川 小売業 その他小売 5%
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11,215 青森県 青森市 ポートルネッサンス本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,216 青森県 青森市 ほき動物クリニック サービス その他サービス 5%

11,217 青森県 青森市 北欧雑貨Ｓｏｐｏ 小売業 家具・調度品 5%

11,218 青森県 青森市 北欧雑貨ｓｏｐｏ サービス その他サービス 5%

11,219 青森県 青森市 ホテル秋田屋 サービス 宿泊業 5%

11,220 青森県 青森市 螢の香 サービス 飲食業 5%

11,221 青森県 青森市 ポムミエル サービス 飲食業 5%

11,222 青森県 青森市 ホルモン焼天狗 サービス 飲食業 5%

11,223 青森県 青森市 ホワイト急便青森工場 青森工場前店 サービス その他サービス 5%

11,224 青森県 青森市 ホワイト急便青森工場 サンデー虹ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

11,225 青森県 青森市 ホワイト急便青森工場 富田店 サービス その他サービス 5%

11,226 青森県 青森市 ホワイト急便青森工場 橋本中央店 サービス その他サービス 5%

11,227 青森県 青森市 ホワイト急便青森工場 浜田２丁目店 サービス その他サービス 5%

11,228 青森県 青森市 ホワイト急便青森工場 フレッシュ浪打銀座店 サービス その他サービス 5%

11,229 青森県 青森市 ホワイト急便青森工場 マックスバリュ浜田店 サービス その他サービス 5%

11,230 青森県 青森市 ホワイト急便弘前神田工場　いとく浪岡店 サービス その他サービス 5%

11,231 青森県 青森市 マエダガーラモール店 小売業 その他小売 5%

11,232 青森県 青森市 マエダストア旭町店 小売業 食料品 5%

11,233 青森県 青森市 マエダストア新城店 小売業 食料品 5%

11,234 青森県 青森市 マエダストア富田店 小売業 食料品 5%

11,235 青森県 青森市 マエダストア虹ヶ丘店 小売業 食料品 5%

11,236 青森県 青森市 マエダストア八重田店 小売業 食料品 5%

11,237 青森県 青森市 マエダフラワー 小売業 食料品 5%

11,238 青森県 青森市 マクドナルド青森イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

11,239 青森県 青森市 マクドナルド青森サンロード店 サービス 飲食業 2%

11,240 青森県 青森市 マクドナルド青森中央サンワ店 サービス 飲食業 2%

11,241 青森県 青森市 マクドナルド青森西バイパス店 サービス 飲食業 2%

11,242 青森県 青森市 マクドナルド青森東バイパス店 サービス 飲食業 2%

11,243 青森県 青森市 株式会社また旅くらぶ サービス その他サービス 5%

11,244 青森県 青森市 マックスオート 小売業 その他小売 5%

11,245 青森県 青森市 有限会社マルケイ平野 小売業 食料品 5%

11,246 青森県 青森市 丸和自動車サービスセンター 小売業 その他小売 5%

11,247 青森県 青森市 ＭａｒｅＬｕｎａ サービス 飲食業 5%

11,248 青森県 青森市 ｍｉａｇｅｒｕ． サービス その他サービス 5%

11,249 青森県 青森市 「道の駅」浅虫温泉ゆ～さ浅虫 サービス その他サービス 5%

11,250 青森県 青森市 道の駅 浅虫温泉ゆ?さ浅虫  道の駅 浅虫温泉ゆ さ浅虫 サービス その他サービス 5%

11,251 青森県 青森市 みちのく料理　西むら　アスパム店 サービス 飲食業 5%

11,252 青森県 青森市 光谷商会 小売業 その他小売 5%

11,253 青森県 青森市 みながわ 小売業 衣料品 5%

11,254 青森県 青森市 宮脇書店　青森店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

11,255 青森県 青森市 民宿台由 サービス 宿泊業 5%

11,256 青森県 青森市 メガ　城東店 小売業 食料品 5%
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11,257 青森県 青森市 メガ石江店 小売業 食料品 5%

11,258 青森県 青森市 メガ　勝田店 小売業 食料品 5%

11,259 青森県 青森市 メガ小柳店 小売業 食料品 5%

11,260 青森県 青森市 メガ西青森店 小売業 食料品 5%

11,261 青森県 青森市 眼鏡工房福桜川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

11,262 青森県 青森市 メガネの富士　青森店 小売業 その他小売 5%

11,263 青森県 青森市 メガ東青森店 小売業 食料品 5%

11,264 青森県 青森市 目時タクシー サービス 運輸業 5%

11,265 青森県 青森市 モエサロン サービス その他サービス 5%

11,266 青森県 青森市 モクユー サービス その他サービス 5%

11,267 青森県 青森市 モリピアあおもり　フクシ 小売業 電化製品 5%

11,268 青森県 青森市 モリピアあおもり　ヤマザキ筒井店 小売業 電化製品 5%

11,269 青森県 青森市 モリピアあおもりナガイ店 小売業 電化製品 5%

11,270 青森県 青森市 モリピアあおもりみかみ店 小売業 電化製品 5%

11,271 青森県 青森市 モリピアあおもりみやにし本店 小売業 電化製品 5%

11,272 青森県 青森市 モリピアあおもりヤマザキ小柳店 小売業 電化製品 5%

11,273 青森県 青森市 モリピアあべ 小売業 電化製品 5%

11,274 青森県 青森市 モリピアサイトウ 小売業 電化製品 5%

11,275 青森県 青森市 モリピアにっきょう 小売業 電化製品 5%

11,276 青森県 青森市 やきにく炭や　西バイパス店 サービス 飲食業 5%

11,277 青森県 青森市 やとうでんき 小売業 電化製品 5%

11,278 青森県 青森市 （有）永井久慈良餅店・青森駅ビル・ラビナ店 小売業 食料品 5%

11,279 青森県 青森市 有限会社　成長自動車工業 サービス その他サービス 5%

11,280 青森県 青森市 有限会社　佐々木タイヤ サービス その他サービス 5%

11,281 青森県 青森市 有　上ボシ武内製飴所 小売業 食料品 5%

11,282 青森県 青森市 有限会社みくに商店 小売業 食料品 5%

11,283 青森県 青森市 有限会社やまがみ サービス 飲食業 5%

11,284 青森県 青森市 湯酒屋　八九郎 サービス 飲食業 5%

11,285 青森県 青森市 横丁 サービス 飲食業 5%

11,286 青森県 青森市 吉田酒店 小売業 食料品 5%

11,287 青森県 青森市 吉野鮨 サービス 飲食業 5%

11,288 青森県 青森市 吉野田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,289 青森県 青森市 ラグノオ新青森駅ビル店 小売業 食料品 5%

11,290 青森県 青森市 ＲＵＳＴＩＣ 小売業 その他小売 5%

11,291 青森県 青森市 ラビアン新町店 小売業 その他小売 5%

11,292 青森県 青森市 ラ・ビアン　新町店 小売業 その他小売 5%

11,293 青森県 青森市 リカーショップトノサキ 小売業 食料品 5%

11,294 青森県 青森市 ｒｉｐｐｌｅｓ サービス その他サービス 5%

11,295 青森県 青森市 リフレッシュアオモリ サービス その他サービス 5%

11,296 青森県 青森市 リペアガレージＫ サービス その他サービス 5%

11,297 青森県 青森市 リベルタ青森中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,298 青森県 青森市 龍鳳閣 サービス 飲食業 5%
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11,299 青森県 青森市 龍鳳閣クロスタワーア・ベイ サービス 飲食業 5%

11,300 青森県 青森市 旅舘　柳の湯 サービス 宿泊業 5%

11,301 青森県 青森市 リラクゼーションサロンＣｏｎｆｏ サービス その他サービス 5%

11,302 青森県 青森市 リラクゼーションスペース千美 サービス その他サービス 5%

11,303 青森県 青森市 ＲｅｇａｌａｒＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

11,304 青森県 青森市 レストラン　ポミエ サービス 飲食業 5%

11,305 青森県 青森市 ロベリア青森店 小売業 貴金属・服飾品 5%

11,306 青森県 青森市 Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｐｒｏ ワーキングプロショップ 小売業 その他小売 5%

11,307 青森県 青森市 ＷＯＲＫ＆ＳＴＵＤＹ　ＫＩＳＵＫＥ 小売業 その他小売 5%

11,308 青森県 青森市 ＹＳＰ　青森中央 小売業 その他小売 5%

11,309 青森県 青森市 ワインパブ タートヴァン ワインパブ タートヴァン サービス 飲食業 5%

11,310 青森県 青森市 渡辺時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

11,311 青森県 青森市 わんつか居酒屋 萬屋 サービス 飲食業 5%

11,312 青森県 鰺ヶ沢町 鯵ヶ沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,313 青森県 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢温泉　水軍の宿 サービス 宿泊業 5%

11,314 青森県 鰺ヶ沢町 建石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,315 青森県 鰺ヶ沢町 工房ｐｏｌｅｐｏｌｅ 小売業 その他小売 5%

11,316 青森県 鰺ヶ沢町 鳴沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,317 青森県 鰺ヶ沢町 ホテルグランメール山海荘 サービス 宿泊業 5%

11,318 青森県 鰺ヶ沢町 マエダストア鯵ヶ沢店 小売業 食料品 5%

11,319 青森県 鰺ヶ沢町 らーめん鯵丸　鯵丸はまなす店 サービス 飲食業 5%

11,320 青森県 鰺ヶ沢町 リベルタ鰺ヶ沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,321 青森県 板柳町 板柳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,322 青森県 板柳町 板柳 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,323 青森県 板柳町 佐藤長板柳店 小売業 食料品 5%

11,324 青森県 板柳町 パナデンじん 小売業 電化製品 5%

11,325 青森県 板柳町 ポポラ板柳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,326 青森県 板柳町 ホワイト急便弘前神田工場　いとく板柳店 サービス その他サービス 5%

11,327 青森県 板柳町 安田整備 サービス その他サービス 5%

11,328 青森県 板柳町 山口でんき 小売業 電化製品 5%

11,329 青森県 板柳町 有限会社アオヤマ 小売業 その他小売 5%

11,330 青森県 板柳町 有限会社板柳マツダ自動車商会 サービス その他サービス 5%

11,331 青森県 板柳町 有限会社坂本商店 有限会社坂本商店会社 小売業 食料品 5%

11,332 青森県 田舎館村 一戸自動車鈑金塗装工場 サービス その他サービス 5%

11,333 青森県 今別町 出光今別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,334 青森県 今別町 今別ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,335 青森県 今別町 モリピアあおもりあさひ店 小売業 電化製品 5%

11,336 青森県 おいらせ町 青森県民生協おいらせ店　おいらせ店 小売業 食料品 5%

11,337 青森県 おいらせ町 青森ロジテック株式会社 小売業 電化製品 5%

11,338 青森県 おいらせ町 アトリエゆう サービス その他サービス 5%

11,339 青森県 おいらせ町 イオン・カイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

11,340 青森県 おいらせ町 出光二川目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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11,341 青森県 おいらせ町 セブン－イレブンおいらせ新田店 小売業 食料品 2%

11,342 青森県 おいらせ町 大嶋でんき 小売業 電化製品 5%

11,343 青森県 おいらせ町 クリーニングのブルースターおいらせ店 サービス その他サービス 5%

11,344 青森県 おいらせ町 小岩商店 小売業 その他小売 5%

11,345 青森県 おいらせ町 ＣＯＮＳＥ　ＦＡＲＭ 小売業 食料品 5%

11,346 青森県 おいらせ町 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　５３０９３８５７ 小売業 その他小売 5%

11,347 青森県 おいらせ町 下田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,348 青森県 おいらせ町 下田アクセスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,349 青森県 おいらせ町 ティーズ動物病院 サービス その他サービス 5%

11,350 青森県 おいらせ町 東洋車体 サービス その他サービス 5%

11,351 青森県 おいらせ町 パナデン佐々木時計 小売業 電化製品 5%

11,352 青森県 おいらせ町 美容室オーブおいらせ店 サービス 理容・美容業 5%

11,353 青森県 おいらせ町 ＵＰＣＹＣＬＥＦＯＰＰＩＳＨ 小売業 衣料品 5%

11,354 青森県 おいらせ町 マエダストアおいらせ店 小売業 食料品 5%

11,355 青森県 おいらせ町 マクドナルドイオンモール下田店 サービス 飲食業 2%

11,356 青森県 おいらせ町 有限会社百石モータース サービス その他サービス 5%

11,357 青森県 おいらせ町 ラパス下田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,358 青森県 おいらせ町 和創ぶおうの サービス 飲食業 5%

11,359 青森県 おいらせ町 Ｏｎｅ　Ｗｏｒｌｄ サービス 理容・美容業 5%

11,360 青森県 大間町 大間　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,361 青森県 大間町 大間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,362 青森県 大間町 大間観光土産センター 小売業 食料品 5%

11,363 青森県 大間町 オリックスレンタカー大間フェリー埠頭店 サービス その他サービス 2%

11,364 青森県 大間町 暮らしの衣料はとぽっぽ 小売業 衣料品 5%

11,365 青森県 大間町 パドックレーシング　本店 サービス その他サービス 5%

11,366 青森県 大間町 マエダストア大間店 小売業 食料品 5%

11,367 青森県 大間町 モリピアあおもりヨネザワ店 小売業 電化製品 5%

11,368 青森県 大鰐町 青森ロイヤルゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

11,369 青森県 大鰐町 青森ワイナリーホテル サービス 宿泊業 5%

11,370 青森県 大鰐町 伊藤整備 小売業 その他小売 5%

11,371 青森県 大鰐町 不二やホテル サービス その他サービス 5%

11,372 青森県 大鰐町 不二やホテル サービス 宿泊業 5%

11,373 青森県 大鰐町 山崎食堂 サービス 飲食業 5%

11,374 青森県 大鰐町 ヤマニ仙遊館 サービス 宿泊業 5%

11,375 青森県 大鰐町 リベルタ鯖石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,376 青森県 風間浦村 駒嶺下風呂　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,377 青森県 黒石市 青森トヨペット黒石店 小売業 その他小売 5%

11,378 青森県 黒石市 ＥｎｅＪｅｔ黒石市ノ町ＳＳ　有限会社須藤善石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,379 青森県 黒石市 花禅の庄 サービス 宿泊業 5%

11,380 青森県 黒石市 かねさだ旅館 サービス 宿泊業 5%

11,381 青森県 黒石市 黒石ＳＳ　有限会社黒石石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,382 青森県 黒石市 黒石インターセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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11,383 青森県 黒石市 黒石駅前ＳＳ　有限会社須藤善石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,384 青森県 黒石市 黒石錦町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,385 青森県 黒石市 黒石日産自動車商会 小売業 その他小売 5%

11,386 青森県 黒石市 生活協同組合コープあおもり黒石店 小売業 食料品 5%

11,387 青森県 黒石市 佐藤長寿町店 小売業 食料品 5%

11,388 青森県 黒石市 シバ電機 小売業 電化製品 5%

11,389 青森県 黒石市 たたみの比内 サービス その他サービス 5%

11,390 青森県 黒石市 津軽伝承工芸館 サービス その他サービス 5%

11,391 青森県 黒石市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ黒石店 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,392 青森県 黒石市 トヨタカローラ青森黒石店 小売業 その他小売 5%

11,393 青森県 黒石市 トヨタレンタリース青森黒石店 サービス その他サービス 2%

11,394 青森県 黒石市 ドラッグストアメガ 黒石店 小売業 その他小売 5%

11,395 青森県 黒石市 成田動物病院　黒石 サービス その他サービス 5%

11,396 青森県 黒石市 株式会社南黒自動車商会 サービス その他サービス 5%

11,397 青森県 黒石市 温湯ＳＳ　有限会社須藤善石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,398 青森県 黒石市 ＮＯＡＨ移管黒石 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,399 青森県 黒石市 ふぅふぅ石焼ちゃんぽん サービス 飲食業 5%

11,400 青森県 黒石市 ＨａｉｒＳｔｕｄｉｏ　Ｒｅ　ＭａＫｅ　ヘアスタジオリメイク サービス 理容・美容業 5%

11,401 青森県 黒石市 ベニーマート　黒石店 小売業 食料品 5%

11,402 青森県 黒石市 ホテルあずまし屋 サービス 宿泊業 5%

11,403 青森県 黒石市 マクドナルド１０２黒石店 サービス 飲食業 2%

11,404 青森県 黒石市 マルサデンキ 小売業 電化製品 5%

11,405 青森県 黒石市 メガ黒石店 小売業 食料品 5%

11,406 青森県 五所川原市 青森県庁消費生活協同組合　五所川原店 小売業 食料品 5%

11,407 青森県 五所川原市 青森トヨペット五所川原店 小売業 その他小売 5%

11,408 青森県 五所川原市 青森トヨペットＴ－ＵＰ五所川原 小売業 その他小売 5%

11,409 青森県 五所川原市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｕｃｃａ五所川原 サービス 理容・美容業 5%

11,410 青森県 五所川原市 石岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,411 青森県 五所川原市 エム・オート 小売業 その他小売 5%

11,412 青森県 五所川原市 小山内車輌 サービス その他サービス 5%

11,413 青森県 五所川原市 カーショップ　マツカワ サービス その他サービス 5%

11,414 青森県 五所川原市 金木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,415 青森県 五所川原市 金木バイパスＳＳ　有限会社角浩小林商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,416 青森県 五所川原市 叶家 サービス 飲食業 5%

11,417 青森県 五所川原市 カブセンター　五所川原店 小売業 食料品 5%

11,418 青森県 五所川原市 北日本ツーリスト サービス その他サービス 5%

11,419 青森県 五所川原市 クリーニングサンみわ　一ツ谷店 サービス その他サービス 5%

11,420 青森県 五所川原市 高野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,421 青森県 五所川原市 セブン－イレブン五所川原鎌谷橋店 小売業 食料品 2%

11,422 青森県 五所川原市 セブン－イレブン五所川原布屋町店 小売業 食料品 2%

11,423 青森県 五所川原市 佐藤長金木店 小売業 食料品 5%

11,424 青森県 五所川原市 佐藤長新宮店 小売業 食料品 5%
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11,425 青森県 五所川原市 佐藤長広田店 小売業 食料品 5%

11,426 青森県 五所川原市 ジャンボドライ五所川原工場店 サービス その他サービス 5%

11,427 青森県 五所川原市 十三湖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,428 青森県 五所川原市 旬彩酒房さくら サービス 飲食業 5%

11,429 青森県 五所川原市 旬菜厨房　味都 サービス 飲食業 5%

11,430 青森県 五所川原市 寿司石松 サービス 飲食業 5%

11,431 青森県 五所川原市 スーパーさとちょう広田店 小売業 食料品 5%

11,432 青森県 五所川原市 スーパーストア金木タウンセンター店 小売業 食料品 5%

11,433 青森県 五所川原市 セルフブルーライン 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,434 青森県 五所川原市 セルフブルーライン・金木 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,435 青森県 五所川原市 木村石油セルフブルーライン中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,436 青森県 五所川原市 高橋住設サービス サービス その他サービス 5%

11,437 青森県 五所川原市 田町ＳＳ　共和石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,438 青森県 五所川原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ五所川原東店 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,439 青森県 五所川原市 トヨタレンタリース青森五所川原店 サービス その他サービス 2%

11,440 青森県 五所川原市 トライアングルロード寺町 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,441 青森県 五所川原市 トライアングルロード広田 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,442 青森県 五所川原市 七ツ館ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,443 青森県 五所川原市 ネッツトヨタ青森五所川原店 小売業 その他小売 5%

11,444 青森県 五所川原市 パークイン五所川原エルムシティ サービス 宿泊業 5%

11,445 青森県 五所川原市 ＢーＦＩＥＬＤ（出張店） 小売業 その他小売 5%

11,446 青森県 五所川原市 ピザテン・フォー　青森五所川原店　２ サービス その他サービス 5%

11,447 青森県 五所川原市 ピットイン合同会社 サービス その他サービス 5%

11,448 青森県 五所川原市 一ツ谷ＳＳ　津軽石油販売株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,449 青森県 五所川原市 一ツ谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,450 青森県 五所川原市 ヘアーサロン　アルファード サービス 理容・美容業 5%

11,451 青森県 五所川原市 ホテルサンルートパティオ五所川原 サービス 宿泊業 2%

11,452 青森県 五所川原市 ホビーショップＢーＦＩＥＬＤ 小売業 その他小売 5%

11,453 青森県 五所川原市 マエダストア五所川原北店 小売業 食料品 5%

11,454 青森県 五所川原市 マエダストア五所川原南店 小売業 食料品 5%

11,455 青森県 五所川原市 マクドナルド五所川原中央店 サービス 飲食業 2%

11,456 青森県 五所川原市 三つ豆 小売業 衣料品 5%

11,457 青森県 五所川原市 ＭＯＴＯＹＡＭＡ　ＳＴＵＤＩＯ 小売業 その他小売 5%

11,458 青森県 五所川原市 もめんや　つしま 小売業 衣料品 5%

11,459 青森県 五所川原市 奴寿し サービス 飲食業 5%

11,460 青森県 五所川原市 山田電器 小売業 電化製品 5%

11,461 青森県 五所川原市 有限会社今自動車商会 サービス その他サービス 5%

11,462 青森県 五所川原市 レンズプラザ 小売業 その他小売 5%

11,463 青森県 五戸町 エースＰＣサポート サービス その他サービス 5%

11,464 青森県 五戸町 上市川 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,465 青森県 五戸町 クリーニングのブルースターよこまちストア五戸店 サービス その他サービス 5%

11,466 青森県 五戸町 五戸 小売業 ガソリンスタンド 2%
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11,467 青森県 五戸町 五戸まきば温泉 サービス 宿泊業 5%

11,468 青森県 五戸町 ダイコク　五戸店 小売業 家具・調度品 5%

11,469 青森県 五戸町 パナデンでんゆうしゃ 小売業 電化製品 5%

11,470 青森県 五戸町 マエダストア五戸店 小売業 食料品 5%

11,471 青森県 五戸町 三浦時計宝石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

11,472 青森県 五戸町 有限会社高賢燃料 小売業 電化製品 5%

11,473 青森県 五戸町 ゆーもあ美容室 サービス 理容・美容業 5%

11,474 青森県 五戸町 よこまちストア五戸店 小売業 食料品 5%

11,475 青森県 佐井村 佐井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,476 青森県 三戸町 クリーニングのブルースター八日町店 サービス その他サービス 5%

11,477 青森県 三戸町 長吉屋三戸店 小売業 衣料品 5%

11,478 青森県 三戸町 メトキベース 小売業 衣料品 5%

11,479 青森県 三戸町 元木平ＳＳ　石亀石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,480 青森県 七戸町 サンヨーソーイング 小売業 その他小売 5%

11,481 青森県 七戸町 下北ふるさとの会七戸十和田駅売店 小売業 食料品 5%

11,482 青森県 七戸町 天間林ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,483 青森県 七戸町 天間林南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,484 青森県 七戸町 トヨタレンタリース青森七戸十和田駅北口店 サービス その他サービス 2%

11,485 青森県 七戸町 トリミングサロン　シュシュ サービス その他サービス 5%

11,486 青森県 七戸町 古田電機チェーン　七戸店 小売業 電化製品 5%

11,487 青森県 七戸町 マエダストア七戸店 小売業 食料品 5%

11,488 青森県 七戸町 Ｌｅａｐ サービス 理容・美容業 5%

11,489 青森県 新郷村 新郷ＳＳ　有限会社東栄 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,490 青森県 外ヶ浜町 はただ酒店 サービス その他サービス 5%

11,491 青森県 外ヶ浜町 マエダストア蟹田店 小売業 食料品 5%

11,492 青森県 外ヶ浜町 三厩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,493 青森県 外ヶ浜町 モリピアあおもり　かわさき店 小売業 電化製品 5%

11,494 青森県 外ヶ浜町 モリピアあおもりきなみ店 小売業 電化製品 5%

11,495 青森県 田子町 沢田ファーム 小売業 食料品 5%

11,496 青森県 田子町 出光田子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,497 青森県 田子町 田子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,498 青森県 田子町 田子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,499 青森県 田子町 七洋　田子サービス・ステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,500 青森県 田子町 マエダストア　田子店 小売業 食料品 5%

11,501 青森県 つがる市 柏ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,502 青森県 つがる市 柏ロマン荘 サービス 宿泊業 5%

11,503 青森県 つがる市 勝山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,504 青森県 つがる市 カブセンター　柏店 小売業 食料品 5%

11,505 青森県 つがる市 カラオケ合衆国　五所川原店 サービス その他サービス 5%

11,506 青森県 つがる市 佐藤長木造店 小売業 食料品 5%

11,507 青森県 つがる市 佐藤長森田店 小売業 食料品 5%

11,508 青森県 つがる市 車力　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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11,509 青森県 つがる市 スーパーさとちょう森田店 小売業 食料品 5%

11,510 青森県 つがる市 タイムステーションＮＥＯイオンモールつがる柏 小売業 貴金属・服飾品 5%

11,511 青森県 つがる市 田村輪業 サービス その他サービス 5%

11,512 青森県 つがる市 セブン－イレブンつがる柏インター店 小売業 食料品 2%

11,513 青森県 つがる市 セブン－イレブンつがる柏店 小売業 食料品 2%

11,514 青森県 つがる市 トヨタカローラ青森柏店 小売業 その他小売 5%

11,515 青森県 つがる市 長尾商店 小売業 電化製品 5%

11,516 青森県 つがる市 出光バイパス森田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,517 青森県 つがる市 パナデンもりた 小売業 電化製品 5%

11,518 青森県 つがる市 出光吹原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,519 青森県 つがる市 ペガッソ柏セルフＳＳ　有限会社須藤善石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,520 青森県 つがる市 マエダストア木造店 小売業 食料品 5%

11,521 青森県 つがる市 マクドナルドイオンモールつがる柏店 サービス 飲食業 2%

11,522 青森県 つがる市 モリピアかしわ 小売業 電化製品 5%

11,523 青森県 つがる市 焼肉居酒屋　炭香 サービス 飲食業 5%

11,524 青森県 鶴田町 スーパーストア鶴田店 小売業 食料品 5%

11,525 青森県 鶴田町 手づくり工房あかね 小売業 食料品 5%

11,526 青森県 鶴田町 マエダストア鶴田店 小売業 食料品 5%

11,527 青森県 東北町 蛯沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,528 青森県 東北町 おおぎや 小売業 衣料品 5%

11,529 青森県 東北町 温泉旅館　松園 サービス 宿泊業 5%

11,530 青森県 東北町 株式会社上北燃料 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,531 青森県 東北町 上北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,532 青森県 東北町 上北東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,533 青森県 東北町 ＪＭ／ＣｏｍｆｏｒｔＲｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

11,534 青森県 東北町 有限会社進藤水産 小売業 その他小売 5%

11,535 青森県 東北町 滝沢平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,536 青森県 東北町 中華料理とワインのお店　春華飯店 サービス 飲食業 5%

11,537 青森県 東北町 東北温泉 サービス 宿泊業 5%

11,538 青森県 東北町 東北車輌 小売業 その他小売 5%

11,539 青森県 東北町 パナデン山田 小売業 電化製品 5%

11,540 青森県 東北町 マエダストア乙供店 小売業 食料品 5%

11,541 青森県 東北町 水喰ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,542 青森県 東北町 有限会社　吹越燃料 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,543 青森県 東北町 有限会社長沼自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

11,544 青森県 十和田市 青森県庁消費生活協同組合　十和田店 小売業 食料品 5%

11,545 青森県 十和田市 青森トヨペットＴ－ＵＰ十和田 小売業 その他小売 5%

11,546 青森県 十和田市 青森トヨペット十和田店 小売業 その他小売 5%

11,547 青森県 十和田市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｐｈａｓｅ十和田 サービス 理容・美容業 5%

11,548 青森県 十和田市 イーグルボウル株式会社　イーグルボウル　株式会社 サービス その他サービス 5%

11,549 青森県 十和田市 居酒屋現代 サービス 飲食業 5%

11,550 青森県 十和田市 一本木沢温泉 サービス その他サービス 5%
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11,551 青森県 十和田市 ＡＭ１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,552 青森県 十和田市 エクセルワールド 小売業 貴金属・服飾品 5%

11,553 青森県 十和田市 江渡呉服店 小売業 衣料品 5%

11,554 青森県 十和田市 遠藤自動車 サービス その他サービス 5%

11,555 青森県 十和田市 奥入瀬グリーンホテル サービス 宿泊業 5%

11,556 青森県 十和田市 奥入瀬森のホテル サービス 宿泊業 5%

11,557 青森県 十和田市 大柳新聞店　　有　大柳新聞店 小売業 その他小売 5%

11,558 青森県 十和田市 オフハウス十和田店 小売業 その他小売 2%

11,559 青森県 十和田市 お土産とお食事の店もりた サービス 飲食業 5%

11,560 青森県 十和田市 おみやげのきむら 小売業 その他小売 5%

11,561 青森県 十和田市 株式会社　十和田電鉄観光社 サービス その他サービス 5%

11,562 青森県 十和田市 海鮮ワイン酒場イビザ サービス 飲食業 5%

11,563 青森県 十和田市 快眠 ギフトショップみぞぐち 小売業 その他小売 5%

11,564 青森県 十和田市 ［ＨＣ］株式会社電化堂 小売業 電化製品 5%

11,565 青森県 十和田市 マルコシ金物 小売業 その他小売 5%

11,566 青森県 十和田市 牛角十和田店 サービス 飲食業 2%

11,567 青森県 十和田市 クリーニングのブルースター ３０号車 三浦 サービス その他サービス 5%

11,568 青森県 十和田市 クリニーングのブルースターカケモ西金崎 サービス その他サービス 5%

11,569 青森県 十和田市 クリーニングのブルースター３３号車菅野 サービス その他サービス 5%

11,570 青森県 十和田市 クリニーングのブルースタースーパーシティーアサヒ十和田店 サービス その他サービス 5%

11,571 青森県 十和田市 クリニーングのブルースター十和田店 サービス その他サービス 5%

11,572 青森県 十和田市 クリニーングのブルースター２６号車 横浜 サービス その他サービス 5%

11,573 青森県 十和田市 クリニーングのブルースター２７号車 山口 サービス その他サービス 5%

11,574 青森県 十和田市 渓流の駅おいらせ　とれたて市 小売業 食料品 5%

11,575 青森県 十和田市 サカモト電器 小売業 電化製品 5%

11,576 青森県 十和田市 サランサラン十和田店 小売業 衣料品 5%

11,577 青森県 十和田市 田清商店 小売業 衣料品 5%

11,578 青森県 十和田市 田清第一店舗 田清第一店舗 小売業 衣料品 5%

11,579 青森県 十和田市 田子屋商店 小売業 食料品 5%

11,580 青森県 十和田市 長吉屋十和田店 小売業 衣料品 5%

11,581 青森県 十和田市 トヨタカローラ八戸十和田店 小売業 その他小売 5%

11,582 青森県 十和田市 トヨタカローラ八戸Ｕ－ＭＡＸ十和田 小売業 その他小売 5%

11,583 青森県 十和田市 トヨタレンタリース青森十和田店 サービス その他サービス 2%

11,584 青森県 十和田市 ドライブイン民宿桂月 サービス 宿泊業 5%

11,585 青森県 十和田市 セブン－イレブン十和田稲生町店 小売業 食料品 2%

11,586 青森県 十和田市 十和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,587 青森県 十和田市 ＥｎｅＪｅｔ十和田北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,588 青森県 十和田市 十和田湖グランドホテル サービス 宿泊業 5%

11,589 青森県 十和田市 十和田シティホテル サービス 宿泊業 5%

11,590 青森県 十和田市 十和田乗馬倶楽部 サービス その他サービス 5%

11,591 青森県 十和田市 セブン－イレブン十和田西一番町店 小売業 食料品 2%

11,592 青森県 十和田市 十和田富士電気 小売業 電化製品 5%
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11,593 青森県 十和田市 十和田ポニー温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

11,594 青森県 十和田市 ネッツトヨタ青森十和田店 小売業 その他小売 5%

11,595 青森県 十和田市 野の花　焼山荘 サービス 宿泊業 5%

11,596 青森県 十和田市 ハードオフ十和田店 小売業 その他小売 2%

11,597 青森県 十和田市 パナデン　ワタナベ電器 小売業 電化製品 5%

11,598 青森県 十和田市 パナデン芋田電気 小売業 電化製品 5%

11,599 青森県 十和田市 パナデン杉山電気 小売業 電化製品 5%

11,600 青森県 十和田市 ピザテン・フォー　青森十和田店　２ サービス その他サービス 5%

11,601 青森県 十和田市 ＰＵＡＬＯＨＡ サービス その他サービス 5%

11,602 青森県 十和田市 Ｆｕ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

11,603 青森県 十和田市 ブティック　ポージィ 小売業 衣料品 5%

11,604 青森県 十和田市 古田電機　伊沢店 小売業 電化製品 5%

11,605 青森県 十和田市 ヘアケアデザインるぽニード サービス 理容・美容業 5%

11,606 青森県 十和田市 ヘアーメイクるぽグラッサ サービス 理容・美容業 5%

11,607 青森県 十和田市 ヘアーメイクるぽゼスト サービス 理容・美容業 5%

11,608 青森県 十和田市 ホテル十和田荘 サービス 宿泊業 5%

11,609 青森県 十和田市 ホテルポニー温泉 サービス 宿泊業 5%

11,610 青森県 十和田市 マクドナルド十和田イオンスーパーセンター店 サービス 飲食業 2%

11,611 青森県 十和田市 マクドナルド４号線十和田店 サービス 飲食業 2%

11,612 青森県 十和田市 矢神ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,613 青森県 十和田市 焼山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,614 青森県 十和田市 有限会社昭和鈑金 サービス その他サービス 5%

11,615 青森県 十和田市 リビングステージナナオ　十和田店 小売業 家具・調度品 5%

11,616 青森県 十和田市 ロベリア 小売業 衣料品 5%

11,617 青森県 十和田市 ワーク電器 小売業 電化製品 5%

11,618 青森県 十和田市 和食処とちの茶屋 サービス 飲食業 5%

11,619 青森県 中泊町 あきたやでんき 小売業 電化製品 5%

11,620 青森県 中泊町 ＫＥＩＮＡＲＩＴＡ 小売業 衣料品 5%

11,621 青森県 中泊町 小泊バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,622 青森県 中泊町 諏訪商店ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,623 青森県 中泊町 中里ＳＳ／古川勝 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,624 青森県 中泊町 中里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,625 青森県 中泊町 中里ショッピングタウンベル店 小売業 食料品 5%

11,626 青森県 中泊町 マエダストア中泊店 小売業 食料品 5%

11,627 青森県 中泊町 マルイチ石油ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,628 青森県 南部町 青森トヨペット三戸店 小売業 その他小売 5%

11,629 青森県 南部町 あさひデンキ 小売業 電化製品 5%

11,630 青森県 南部町 株式会社　宮本農機 小売業 その他小売 5%

11,631 青森県 南部町 ケクーカフェ サービス 飲食業 5%

11,632 青森県 南部町 剣吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,633 青森県 南部町 笹子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,634 青森県 南部町 セブン－イレブン三戸南部町店 小売業 食料品 2%

279



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在
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11,635 青森県 南部町 出光諏訪ノ平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,636 青森県 南部町 セルフステーション福地 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,637 青森県 南部町 田岩酒店 小売業 食料品 5%

11,638 青森県 南部町 日石名川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,639 青森県 南部町 マエダストア名久井店 小売業 食料品 5%

11,640 青森県 南部町 マエダストア名久井店 小売業 食料品 5%

11,641 青森県 南部町 宮古ヤクルト販売 三戸センター 小売業 食料品 5%

11,642 青森県 南部町 ラパス南部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,643 青森県 南部町 力石の家 サービス その他サービス 5%

11,644 青森県 野辺地町 青森トヨペット野辺地店 小売業 その他小売 5%

11,645 青森県 野辺地町 大湊カメラ店 小売業 その他小売 5%

11,646 青森県 野辺地町 きもの京紅　野辺地店 小売業 その他小売 5%

11,647 青森県 野辺地町 サイジョー 小売業 その他小売 5%

11,648 青森県 野辺地町 さわや書店野辺地店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

11,649 青森県 野辺地町 酒類専門店　酒の鷹場 小売業 食料品 5%

11,650 青森県 野辺地町 昭和堂 サービス その他サービス 5%

11,651 青森県 野辺地町 寿司・和食処　華仙 サービス 飲食業 5%

11,652 青森県 野辺地町 ストウ写真館 小売業 その他小売 5%

11,653 青森県 野辺地町 生鮮館　下町店 小売業 食料品 5%

11,654 青森県 野辺地町 たかのでんき 小売業 電化製品 5%

11,655 青森県 野辺地町 東洋社マックスバリュー野辺地店 サービス その他サービス 5%

11,656 青森県 野辺地町 トヨタレンタリース青森野辺地駅前店 サービス その他サービス 2%

11,657 青森県 野辺地町 野辺地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,658 青森県 野辺地町 マエダストア金沢店 小売業 食料品 5%

11,659 青森県 野辺地町 マエダストア野辺地店 小売業 食料品 5%

11,660 青森県 野辺地町 松山旅館 サービス 宿泊業 5%

11,661 青森県 階上町 クリーニングのブルースター階上店 サービス その他サービス 5%

11,662 青森県 階上町 でんきのマツオ 小売業 電化製品 5%

11,663 青森県 階上町 階上漁協ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,664 青森県 階上町 セブン－イレブン階上蒼前西７丁目店 小売業 食料品 2%

11,665 青森県 階上町 Ｒ４５階上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,666 青森県 八戸市 ｉｖｙ サービス その他サービス 5%

11,667 青森県 八戸市 青森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,668 青森県 八戸市 青森県庁消費生活協同組合　八戸店 小売業 食料品 5%

11,669 青森県 八戸市 青森トヨペットＴ－ＵＰ八戸るいけ店 小売業 その他小売 5%

11,670 青森県 八戸市 青森トヨペット八戸城下店 小売業 その他小売 5%

11,671 青森県 八戸市 青森トヨペット八戸東店 小売業 その他小売 5%

11,672 青森県 八戸市 青森トヨペット八戸本店 小売業 その他小売 5%

11,673 青森県 八戸市 アクシイズ 小売業 電化製品 5%

11,674 青森県 八戸市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｔｏｒｕｓ八戸廿六日町 サービス 理容・美容業 5%

11,675 青森県 八戸市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｅａｆ湊高台 サービス 理容・美容業 5%

11,676 青森県 八戸市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｏｒｅ沼館 サービス 理容・美容業 5%
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11,677 青森県 八戸市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｕｎｏｎ八戸石堂 サービス 理容・美容業 5%

11,678 青森県 八戸市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｉｅｎ八戸 サービス 理容・美容業 5%

11,679 青森県 八戸市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｕｔｅｌｌａ八戸 サービス 理容・美容業 5%

11,680 青森県 八戸市 味のめん匠 サービス 飲食業 5%

11,681 青森県 八戸市 Ａｒｔｓ サービス 理容・美容業 5%

11,682 青森県 八戸市 アドプリンター サービス その他サービス 5%

11,683 青森県 八戸市 アトリエＢｌｕｅ　Ｒｏｓｅ サービス その他サービス 5%

11,684 青森県 八戸市 油屋金太八戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,685 青森県 八戸市 Ａｒｐａｊｏｎ 下長店 小売業 食料品 5%

11,686 青森県 八戸市 Ａｒｐａｊｏｎ 八食センター店 小売業 食料品 5%

11,687 青森県 八戸市 Ａｒｐａｊｏｎ 湊高台店 小売業 食料品 5%

11,688 青森県 八戸市 Ａｒｏｍａ＆Ｈｅｒｂ心香 小売業 その他小売 5%

11,689 青森県 八戸市 案内所 小売業 その他小売 5%

11,690 青森県 八戸市 いいだ理容室 サービス 理容・美容業 5%

11,691 青森県 八戸市 伊吉書院西店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

11,692 青森県 八戸市 伊吉書院類家店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

11,693 青森県 八戸市 市川自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

11,694 青森県 八戸市 いち八戸本店 サービス 飲食業 5%

11,695 青森県 八戸市 出光百石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,696 青森県 八戸市 岩手県北バス　八戸営業所 サービス その他サービス 5%

11,697 青森県 八戸市 中華料理　　五香 サービス 飲食業 5%

11,698 青森県 八戸市 五香 サービス 飲食業 5%

11,699 青森県 八戸市 魚食家　きんき本店 サービス 飲食業 5%

11,700 青森県 八戸市 海彩　海彩店 小売業 食料品 5%

11,701 青森県 八戸市 Ａ＋ サービス 理容・美容業 5%

11,702 青森県 八戸市 (株)エネックスペレットマン八戸 サービス その他サービス 5%

11,703 青森県 八戸市 ａｒｅａ５２ サービス その他サービス 5%

11,704 青森県 八戸市 お菓子処　丸美屋　本店 小売業 食料品 5%

11,705 青森県 八戸市 ＯＣＴＡ 小売業 その他小売 5%

11,706 青森県 八戸市 温野菜八戸店 サービス 飲食業 2%

11,707 青森県 八戸市 カースタジオ　クライム サービス その他サービス 5%

11,708 青森県 八戸市 カーポート白銀台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,709 青森県 八戸市 介護ショップタイヘイ　介護ショップタイヘイ サービス その他サービス 5%

11,710 青森県 八戸市 加賀商店 小売業 食料品 5%

11,711 青森県 八戸市 隠れ居酒屋　とんとん拍子 サービス 飲食業 5%

11,712 青森県 八戸市 かけ行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

11,713 青森県 八戸市 カーサ・デル・チーボ サービス 飲食業 5%

11,714 青森県 八戸市 Ｋａｒｚｕ サービス 理容・美容業 5%

11,715 青森県 八戸市 カットスペースへあーすたいる サービス 理容・美容業 5%

11,716 青森県 八戸市 割烹銀波 サービス 飲食業 5%

11,717 青森県 八戸市 割烹金剛 小売業 食料品 5%

11,718 青森県 八戸市 金沢電機 小売業 電化製品 5%
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11,719 青森県 八戸市 カブ　シンフォニープラザ店 小売業 食料品 5%

11,720 青森県 八戸市 株式会社カーピット サービス その他サービス 5%

11,721 青森県 八戸市 株式会社中村自動車 サービス その他サービス 5%

11,722 青森県 八戸市 カブシンフォニープラザ店 小売業 その他小売 5%

11,723 青森県 八戸市 カブセンター　シンフォニープラザ店 小売業 食料品 5%

11,724 青森県 八戸市 カブセンター長苗代店 小売業 食料品 5%

11,725 青森県 八戸市 かめはしでんき 小売業 電化製品 5%

11,726 青森県 八戸市 カラオケ合衆国　八戸店 サービス その他サービス 5%

11,727 青森県 八戸市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋八戸城下店 サービス 飲食業 2%

11,728 青森県 八戸市 がんこおやじ サービス 飲食業 5%

11,729 青森県 八戸市 函太郎　八戸青葉店 サービス 飲食業 5%

11,730 青森県 八戸市 木津商店 小売業 その他小売 5%

11,731 青森県 八戸市 ｋｉｔｃｈｅｎプルトワ サービス 飲食業 5%

11,732 青森県 八戸市 きもの楽装館和服屋 小売業 衣料品 5%

11,733 青森県 八戸市 牛角八戸ゆりの木通り店 サービス 飲食業 2%

11,734 青森県 八戸市 金太車検 サービス その他サービス 5%

11,735 青森県 八戸市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ八戸店 小売業 その他小売 5%

11,736 青森県 八戸市 串焼酒場 サービス 飲食業 5%

11,737 青森県 八戸市 暮しの衣料　ないとう　江陽店 小売業 衣料品 5%

11,738 青森県 八戸市 暮らしの衣料　ないとう　白銀店 小売業 衣料品 5%

11,739 青森県 八戸市 ｇｒａｍ　八戸店 サービス 飲食業 5%

11,740 青森県 八戸市 グランドサンピア八戸 サービス 宿泊業 5%

11,741 青森県 八戸市 グランパークホテルパネックス八戸 サービス 宿泊業 5%

11,742 青森県 八戸市 クリーニング イルカ ２号車 サービス その他サービス 5%

11,743 青森県 八戸市 クリーニング イルカ 小中野店 サービス その他サービス 5%

11,744 青森県 八戸市 クリーニング１２３　下長店 サービス その他サービス 5%

11,745 青森県 八戸市 クリーニング１２３　ラピア前店 サービス その他サービス 5%

11,746 青森県 八戸市 クリーニングイルカ　湊高台店 サービス その他サービス 5%

11,747 青森県 八戸市 クリーニングイルカ 南類家店 サービス その他サービス 5%

11,748 青森県 八戸市 クリーニングのブルースター　上組町店 サービス その他サービス 5%

11,749 青森県 八戸市 クリーニングのブルースター石堂店 サービス その他サービス 5%

11,750 青森県 八戸市 クリーニングのブルースター５号車　松橋 サービス その他サービス 5%

11,751 青森県 八戸市 クリーニングのブルースター３号車 若狭 サービス その他サービス 5%

11,752 青森県 八戸市 クリーニングのブルースター城下店　９号車　内田 サービス その他サービス 5%

11,753 青森県 八戸市 クリーニングのブルースター城下店 １２号車 大坂 サービス その他サービス 5%

11,754 青森県 八戸市 クリーニングのブルースター１４号車 市澤 サービス その他サービス 5%

11,755 青森県 八戸市 クリーニングのブルースター　１６号車中村 サービス その他サービス 5%

11,756 青森県 八戸市 クリーニングのブルースター長苗代店 サービス その他サービス 5%

11,757 青森県 八戸市 クリーニングのブルースター８号車　柏崎 サービス その他サービス 5%

11,758 青森県 八戸市 クリー二ングのブルースター南類家店 サービス その他サービス 5%

11,759 青森県 八戸市 クリーニングのブルースター６号車 長谷部 サービス その他サービス 5%

11,760 青森県 八戸市 クリーニング１２３　売市店 サービス その他サービス 5%
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11,761 青森県 八戸市 クリーニング１２３ 工業大学前店 サービス その他サービス 5%

11,762 青森県 八戸市 クリーニングのブルースター城下店 サービス その他サービス 5%

11,763 青森県 八戸市 グルーヴィン楽器 小売業 その他小売 5%

11,764 青森県 八戸市 車工房　まっちぼっくす サービス その他サービス 5%

11,765 青森県 八戸市 Ｋ?ＢＯＳＥ　Ｋ?ＢＯＳＥ サービス 理容・美容業 5%

11,766 青森県 八戸市 工大前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,767 青森県 八戸市 江陽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,768 青森県 八戸市 江陽フルサト電器 小売業 電化製品 5%

11,769 青森県 八戸市 生活協同組合コープあおもりるいけ店 小売業 食料品 5%

11,770 青森県 八戸市 ごとう動物病院 サービス その他サービス 5%

11,771 青森県 八戸市 小向石材工業 小売業 その他小売 5%

11,772 青森県 八戸市 ｋｏｍｅｋｕｕｔｏ八戸店 小売業 食料品 5%

11,773 青森県 八戸市 コロナセントラルサービス　八戸営 サービス その他サービス 5%

11,774 青森県 八戸市 コンセプトファクトリー 小売業 その他小売 5%

11,775 青森県 八戸市 コンセプトファクトリー 小売業 その他小売 5%

11,776 青森県 八戸市 さいがみ動物クリニック サービス その他サービス 5%

11,777 青森県 八戸市 坂下電器 小売業 電化製品 5%

11,778 青森県 八戸市 坂本商店 小売業 その他小売 5%

11,779 青森県 八戸市 酒のサービスエイト 小売業 食料品 5%

11,780 青森県 八戸市 サザンウェイ八戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,781 青森県 八戸市 サバの駅 サービス 飲食業 5%

11,782 青森県 八戸市 ｓａｌｏｎ　ｃａｃｈｅ－ｃａｃｈ サービス 理容・美容業 5%

11,783 青森県 八戸市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 八戸営業所 小売業 その他小売 5%

11,784 青森県 八戸市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　５３０９３８６０ 小売業 その他小売 5%

11,785 青森県 八戸市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　５３０９３８５９ 小売業 その他小売 5%

11,786 青森県 八戸市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　５３０９３８７５ 小売業 その他小売 5%

11,787 青森県 八戸市 幸福ワイン食堂バルバレスコ サービス 飲食業 5%

11,788 青森県 八戸市 ジェームス城下店 小売業 その他小売 2%

11,789 青森県 八戸市 シェルフィッシュ 小売業 衣料品 5%

11,790 青森県 八戸市 鹿中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,791 青森県 八戸市 シティパークホテル八戸 サービス 宿泊業 5%

11,792 青森県 八戸市 清水石油ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,793 青森県 八戸市 ジャム工房Ｏｔｔｅ サービス 飲食業 5%

11,794 青森県 八戸市 Ｓｈｏｏｂｙ　Ｄｏｏｂｙ　Ｓｈｏｏｂｙ　Ｄｏｏｂｙ 小売業 衣料品 5%

11,795 青森県 八戸市 笑吉弥 サービス 飲食業 5%

11,796 青森県 八戸市 食彩　一会 サービス 飲食業 5%

11,797 青森県 八戸市 食品のサービスエイト 小売業 食料品 5%

11,798 青森県 八戸市 植物屋ＡＲＡＹＡ 小売業 その他小売 5%

11,799 青森県 八戸市 尻内 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,800 青森県 八戸市 白銀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,801 青森県 八戸市 城下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,802 青森県 八戸市 新日本補聴器センター八戸店 小売業 その他小売 5%
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11,803 青森県 八戸市 シンプル サービス 理容・美容業 5%

11,804 青森県 八戸市 新湊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,805 青森県 八戸市 Ｓｗｅｅｔ－Ｓａｒａｈ 小売業 衣料品 5%

11,806 青森県 八戸市 水彩工房八戸中央店 サービス その他サービス 5%

11,807 青森県 八戸市 水晶堂　城下店 小売業 その他小売 5%

11,808 青森県 八戸市 鮨　ほそ畑 サービス 飲食業 5%

11,809 青森県 八戸市 寿司処 わさび サービス 飲食業 5%

11,810 青森県 八戸市 すずのき　八戸店 小売業 衣料品 5%

11,811 青森県 八戸市 スタジオアミ八戸館 小売業 その他小売 5%

11,812 青森県 八戸市 すたみな太郎　八戸店 サービス 飲食業 5%

11,813 青森県 八戸市 スペースベン サービス その他サービス 5%

11,814 青森県 八戸市 セルフステーション青葉 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,815 青森県 八戸市 セルフステーション下長 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,816 青森県 八戸市 セルフステーション根城 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,817 青森県 八戸市 セルフステーション湊高台 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,818 青森県 八戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフラパス根城店 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,819 青森県 八戸市 創季屋　　八食センター内 小売業 食料品 5%

11,820 青森県 八戸市 惣門　白山台スタジオ サービス その他サービス 5%

11,821 青森県 八戸市 素材礼讃　丹念 サービス 飲食業 5%

11,822 青森県 八戸市 ｓｏｉ?ｍｅｍｅ　　ソワメーム サービス その他サービス 5%

11,823 青森県 八戸市 大衆酒場　金魚 サービス 飲食業 5%

11,824 青森県 八戸市 大衆酒場金魚　下長店 サービス 飲食業 5%

11,825 青森県 八戸市 Ｄｉｎｉｎｇ居酒屋貴乃家 サービス 飲食業 5%

11,826 青森県 八戸市 高岩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,827 青森県 八戸市 辰美 小売業 食料品 5%

11,828 青森県 八戸市 種市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,829 青森県 八戸市 ＥｎｅＪｅｔ田面木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,830 青森県 八戸市 ｃｈａｃｃｏ 小売業 衣料品 5%

11,831 青森県 八戸市 中華のご馳走屋 サービス 飲食業 5%

11,832 青森県 八戸市 ＴＵＭＵＪＩ　ＨＡＩＲ　ＴＵＭＵＪＩ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

11,833 青森県 八戸市 ＴＵＭＵＪＩＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

11,834 青森県 八戸市 Ｔｂ?ｔｉｍｅｓ　Ｔｂ?ｔｉｍｅｓ 小売業 家具・調度品 5%

11,835 青森県 八戸市 Ｄａｉｓｙ　八戸 サービス 理容・美容業 5%

11,836 青森県 八戸市 Ｄａｉｓｙ八戸 サービス 理容・美容業 5%

11,837 青森県 八戸市 デンキのてらさわ 小売業 電化製品 5%

11,838 青森県 八戸市 ドコモショップ八戸湊高台店 小売業 電化製品 5%

11,839 青森県 八戸市 ドッグケアサロン　ライブ サービス その他サービス 5%

11,840 青森県 八戸市 ととや烏賊煎 サービス 飲食業 5%

11,841 青森県 八戸市 トヨタカローラ八戸石堂店 小売業 その他小売 5%

11,842 青森県 八戸市 トヨタカローラ八戸城下店 小売業 その他小売 5%

11,843 青森県 八戸市 トヨタカローラ八戸根城店 小売業 その他小売 5%

11,844 青森県 八戸市 トヨタカローラ八戸青葉店ＰｉＰｉｔ 小売業 その他小売 5%
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11,845 青森県 八戸市 トヨタカローラ八戸旭ケ丘店 小売業 その他小売 5%

11,846 青森県 八戸市 トヨタカローラ八戸Ｕ－ＭＡＸＣＵＴＥ八戸 小売業 その他小売 5%

11,847 青森県 八戸市 トヨタカローラ八戸Ｕ－ＭＡＸ八戸 小売業 その他小売 5%

11,848 青森県 八戸市 トヨタレンタリース青森八戸駅東口店 サービス その他サービス 2%

11,849 青森県 八戸市 トヨタレンタリース青森八戸柏崎店 サービス その他サービス 2%

11,850 青森県 八戸市 トヨタレンタリース青森八戸尻内店 サービス その他サービス 2%

11,851 青森県 八戸市 トヨタレンタリース青森八戸白銀店 サービス その他サービス 2%

11,852 青森県 八戸市 ドライヘッドスパ癒頭 サービス その他サービス 5%

11,853 青森県 八戸市 ドラッグショップ　カプセル 小売業 その他小売 5%

11,854 青森県 八戸市 なかむらストア－ 小売業 その他小売 5%

11,855 青森県 八戸市 中村スポーツ社 小売業 その他小売 5%

11,856 青森県 八戸市 七尾家具百貨店 小売業 家具・調度品 5%

11,857 青森県 八戸市 七洋　旭ヶ丘サービス・ステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,858 青森県 八戸市 七洋　卸センターサービス・ステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,859 青森県 八戸市 七洋　江陽サービス・ステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,860 青森県 八戸市 七洋　白銀サービス・ステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,861 青森県 八戸市 七洋　浜市川サービス・ステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,862 青森県 八戸市 七洋　類家サービス・ステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,863 青森県 八戸市 Ｎａｉｌ ＩＲＩＺＯ サービス 理容・美容業 5%

11,864 青森県 八戸市 ＮａｉｌＰａｌｅｔｔｅＧＩＮＺＡ八戸店 サービス 理容・美容業 5%

11,865 青森県 八戸市 ネッツトヨタ青森桜ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

11,866 青森県 八戸市 ネッツトヨタ青森城下店 小売業 その他小売 5%

11,867 青森県 八戸市 ネッツトヨタ青森根城店 小売業 その他小売 5%

11,868 青森県 八戸市 ＮＯＡ　ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

11,869 青森県 八戸市 ＮＯＲＴＨｎｅｖｅｒｌａｎｄ サービス 飲食業 5%

11,870 青森県 八戸市 ノースアンドモア 小売業 その他小売 5%

11,871 青森県 八戸市 野馬の湯 サービス その他サービス 5%

11,872 青森県 八戸市 バイキング亭 サービス 飲食業 5%

11,873 青森県 八戸市 八戸石堂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,874 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸一番町店 小売業 食料品 2%

11,875 青森県 八戸市 八戸駅通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,876 青森県 八戸市 八戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,877 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸大杉平店 小売業 食料品 2%

11,878 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸柏崎１丁目店 小売業 食料品 2%

11,879 青森県 八戸市 八戸グランドホテル サービス 宿泊業 5%

11,880 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸江陽１丁目店 小売業 食料品 2%

11,881 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸小田店 小売業 食料品 2%

11,882 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸小中野２丁目店 小売業 食料品 2%

11,883 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸小中野６丁目店 小売業 食料品 2%

11,884 青森県 八戸市 八戸彩画堂 小売業 その他小売 5%

11,885 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸市庁前店 小売業 食料品 2%

11,886 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸下長３丁目店 小売業 食料品 2%
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11,887 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸城下４丁目店 小売業 食料品 2%

11,888 青森県 八戸市 はちのへ総合観光プラザ サービス その他サービス 5%

11,889 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸第３魚市場前店 小売業 食料品 2%

11,890 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸高岩店 小売業 食料品 2%

11,891 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸田向店 小売業 食料品 2%

11,892 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸長苗代２丁目店 小売業 食料品 2%

11,893 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸新井田重地店 小売業 食料品 2%

11,894 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸糠塚店 小売業 食料品 2%

11,895 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸沼館南店 小売業 食料品 2%

11,896 青森県 八戸市 八戸根城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,897 青森県 八戸市 セブン－イレブン八戸八太郎２丁目店 小売業 食料品 2%

11,898 青森県 八戸市 八戸ポータルミュージアムはっち サービス その他サービス 5%

11,899 青森県 八戸市 八戸焼 小売業 その他小売 5%

11,900 青森県 八戸市 はちのへ洋らん園 サービス その他サービス 5%

11,901 青森県 八戸市 八戸類家南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,902 青森県 八戸市 八戸ワールドコンタクト 小売業 その他小売 5%

11,903 青森県 八戸市 八戸ワールドコンタクト 小売業 その他小売 5%

11,904 青森県 八戸市 ＥｎｅＪｅｔ八食センター前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,905 青森県 八戸市 八食センターマルサダシマワキ水産 小売業 食料品 5%

11,906 青森県 八戸市 パティスリーヤスヒロ 小売業 食料品 5%

11,907 青森県 八戸市 ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥ　Ｒｏｊｉ　パティスリーロジ 小売業 食料品 5%

11,908 青森県 八戸市 パナデン　やち電器 小売業 電化製品 5%

11,909 青森県 八戸市 パナデン　いそじま電器 小売業 電化製品 5%

11,910 青森県 八戸市 パナデンイレブン八戸家電 小売業 電化製品 5%

11,911 青森県 八戸市 パナデンサンリツ 小売業 電化製品 5%

11,912 青森県 八戸市 パナデンでんきのイレブン 小売業 電化製品 5%

11,913 青森県 八戸市 パナデン戸田家電サービス 小売業 電化製品 5%

11,914 青森県 八戸市 パナデンねきゅう 小売業 電化製品 5%

11,915 青森県 八戸市 パナデン　橋本電器 小売業 電化製品 5%

11,916 青森県 八戸市 パナデン　長谷川電器 小売業 電化製品 5%

11,917 青森県 八戸市 パナデンみうら 小売業 電化製品 5%

11,918 青森県 八戸市 花のタカテイ 小売業 その他小売 5%

11,919 青森県 八戸市 出光浜市川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,920 青森県 八戸市 浜市川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,921 青森県 八戸市 ピザテン・フォー　八戸根城店　２ サービス その他サービス 5%

11,922 青森県 八戸市 ピザテン・フォー　八戸湊高台店　２ サービス その他サービス 5%

11,923 青森県 八戸市 ｂｉｓｔｒｏ　ｅｔｏｆｆｅ サービス 飲食業 5%

11,924 青森県 八戸市 びっくりドンキー　八戸城下店 サービス 飲食業 2%

11,925 青森県 八戸市 びっくりドンキー　八戸湊高台店 サービス 飲食業 2%

11,926 青森県 八戸市 ＢｅａｕｔｙｄｅｓｉｇｎＡＬＯＨＡ サービス 理容・美容業 5%

11,927 青森県 八戸市 美容室　Ｋ２　白銀店 サービス 理容・美容業 5%

11,928 青森県 八戸市 美容室　Ｋ２　根城店 サービス 理容・美容業 5%
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11,929 青森県 八戸市 美容室　ＺＩＰＰＹ サービス 理容・美容業 5%

11,930 青森県 八戸市 美容室銀のはさみ下長店 サービス 理容・美容業 5%

11,931 青森県 八戸市 美容室Ｋ２石堂店 サービス 理容・美容業 5%

11,932 青森県 八戸市 美容室Ｋ２小中野店 サービス 理容・美容業 5%

11,933 青森県 八戸市 美容室Ｋ２湊高台店 サービス 理容・美容業 5%

11,934 青森県 八戸市 美容室Ｋ２南類家店 サービス 理容・美容業 5%

11,935 青森県 八戸市 美容室ベルノ八戸店 サービス 理容・美容業 5%

11,936 青森県 八戸市 ファインファーマシー 小売業 その他小売 5%

11,937 青森県 八戸市 ｆｉｒｓｔ八戸 サービス 理容・美容業 5%

11,938 青森県 八戸市 プーケット　アイランド サービス 飲食業 5%

11,939 青森県 八戸市 Ｆｏｒｅｓｔ サービス その他サービス 5%

11,940 青森県 八戸市 不二動物病院 サービス その他サービス 5%

11,941 青森県 八戸市 ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ八戸八食店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

11,942 青森県 八戸市 ＭＵＳＨＲＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

11,943 青森県 八戸市 Ｂｒｏｗｎｉｅｓ 小売業 衣料品 5%

11,944 青森県 八戸市 ｆｌｏｗｅｒ　　フラワー サービス 理容・美容業 5%

11,945 青森県 八戸市 フラワーショップ空 小売業 その他小売 5%

11,946 青森県 八戸市 ヘアーサロン ｉ ヘアーサロンｉ サービス 理容・美容業 5%

11,947 青森県 八戸市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ サービス 理容・美容業 5%

11,948 青森県 八戸市 ヘアーサロンフルサワ サービス 理容・美容業 5%

11,949 青森県 八戸市 ヘアースタジオフィート サービス 理容・美容業 5%

11,950 青森県 八戸市 ヘアー＆メイクモンブラン東白山台 サービス 理容・美容業 5%

11,951 青森県 八戸市 ヘアー＆メイクモンブラン湊高台 サービス 理容・美容業 5%

11,952 青森県 八戸市 ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ ｅｆ ｐｌｕｓ Ａ Ｓ サービス 理容・美容業 5%

11,953 青森県 八戸市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｅｆ　ｐｌｕｓ　本店 サービス 理容・美容業 5%

11,954 青森県 八戸市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ｊａｍ サービス 理容・美容業 5%

11,955 青森県 八戸市 ＨＡＩＲ　ＳＴＵＤＩＯ　Ｍ サービス 理容・美容業 5%

11,956 青森県 八戸市 ヘアラウンジウィズ サービス 理容・美容業 5%

11,957 青森県 八戸市 ｐａｌｅｈａｉｒペール サービス 理容・美容業 5%

11,958 青森県 八戸市 ｈｅａｖｅｎｓｖａｐｏｒ 小売業 衣料品 5%

11,959 青森県 八戸市 ホテルリバティヒル サービス 宿泊業 5%

11,960 青森県 八戸市 ホテルリバティヒル サービス 宿泊業 5%

11,961 青森県 八戸市 ホルモン豚屋 サービス 飲食業 5%

11,962 青森県 八戸市 ホワイト急便八戸工場 一番町店 サービス その他サービス 5%

11,963 青森県 八戸市 ホワイト急便八戸工場 小中野４丁目店 サービス その他サービス 5%

11,964 青森県 八戸市 ホワイト急便八戸工場 ジョイス八戸石堂店 サービス その他サービス 5%

11,965 青森県 八戸市 ホワイト急便八戸工場 ツルハ本八戸駅前店 サービス その他サービス 5%

11,966 青森県 八戸市 ホワイト急便八戸工場 八戸工場前店 サービス その他サービス 5%

11,967 青森県 八戸市 本八戸駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,968 青森県 八戸市 マエダストア青葉店 小売業 食料品 5%

11,969 青森県 八戸市 マエダストア売市店 小売業 食料品 5%

11,970 青森県 八戸市 マエダストア大杉平店 小売業 食料品 5%
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11,971 青森県 八戸市 マエダストア鮫店 小売業 食料品 5%

11,972 青森県 八戸市 マエダストア白銀大久保店 小売業 食料品 5%

11,973 青森県 八戸市 マエダストア日計店 小売業 食料品 5%

11,974 青森県 八戸市 マエダストア湊中道店 小売業 食料品 5%

11,975 青森県 八戸市 マクドナルド八戸城下店 サービス 飲食業 2%

11,976 青森県 八戸市 マクドナルド八戸ピアドゥ店 サービス 飲食業 2%

11,977 青森県 八戸市 マクドナルド八戸南類家店 サービス 飲食業 2%

11,978 青森県 八戸市 マクドナルド４５４八戸西店 サービス 飲食業 2%

11,979 青森県 八戸市 松膳 サービス 飲食業 5%

11,980 青森県 八戸市 マルサダシマワキ水産 小売業 食料品 5%

11,981 青森県 八戸市 丸竹島守商店 小売業 食料品 5%

11,982 青森県 八戸市 ミウラ電波模型店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

11,983 青森県 八戸市 ミシマ自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

11,984 青森県 八戸市 Ｍｒ．ＢａｒＢｅｒｊｉｐａｎｇ サービス その他サービス 5%

11,985 青森県 八戸市 八戸菓子匠　港むら福 小売業 食料品 5%

11,986 青森県 八戸市 南類家ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,987 青森県 八戸市 三八五オートリース サービス その他サービス 5%

11,988 青森県 八戸市 宮古ヤクルト販売　新港センター 小売業 食料品 5%

11,989 青森県 八戸市 めざわ動物病院 サービス その他サービス 5%

11,990 青森県 八戸市 Ｔｏｘｉｃ サービス 理容・美容業 5%

11,991 青森県 八戸市 モリピア　やわた 小売業 電化製品 5%

11,992 青森県 八戸市 焼肉　からし亭　八戸店 サービス 飲食業 5%

11,993 青森県 八戸市 谷地薬局 サービス その他サービス 5%

11,994 青森県 八戸市 ヤマゲンツチヤ 小売業 食料品 5%

11,995 青森県 八戸市 八幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,996 青森県 八戸市 ユアーズ八戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

11,997 青森県 八戸市 有限会社大松 大松タバコ店 小売業 その他小売 5%

11,998 青森県 八戸市 有限会社モトショップやまもと 小売業 その他小売 5%

11,999 青森県 八戸市 よこまちストア　旭ヶ丘店 小売業 食料品 5%

12,000 青森県 八戸市 よこまちストア　一番町店 小売業 食料品 5%

12,001 青森県 八戸市 よこまちストア　田面木店 小売業 食料品 5%

12,002 青森県 八戸市 よこまちストア　新井田店 小売業 食料品 5%

12,003 青森県 八戸市 よこまちストア吹上店 小売業 食料品 5%

12,004 青森県 八戸市 吉田金物店 小売業 その他小売 5%

12,005 青森県 八戸市 ラピアトラベルカウンター サービス その他サービス 5%

12,006 青森県 八戸市 ラリア 小売業 貴金属・服飾品 5%

12,007 青森県 八戸市 ｌａｍｐ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

12,008 青森県 八戸市 リー　ガーデン　カフェ サービス 飲食業 5%

12,009 青森県 八戸市 リビングステージ　ナナオ 小売業 家具・調度品 5%

12,010 青森県 八戸市 ｒｉｐｐｌｅｓ 小売業 その他小売 5%

12,011 青森県 八戸市 リペアサービス サービス その他サービス 5%

12,012 青森県 八戸市 リラクゼーション楽々 サービス その他サービス 5%
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12,013 青森県 八戸市 Ｌｅ　Ｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

12,014 青森県 八戸市 レモンマートやまむら本店 小売業 その他小売 5%

12,015 青森県 八戸市 レモンマートやまむら湊高台店 小売業 その他小売 5%

12,016 青森県 八戸市 和宏 小売業 食料品 5%

12,017 青森県 八戸市 和服屋　八戸店 小売業 衣料品 5%

12,018 青森県 八戸市 わんこｉｎ魔女ｃａｆｅ サービス その他サービス 5%

12,019 青森県 東通村 岩屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,020 青森県 東通村 東通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,021 青森県 東通村 南通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,022 青森県 平川市 Ａｄｄｒｅｓｓ　Ａｄｄｒｅｓｓ平賀店 サービス 理容・美容業 5%

12,023 青森県 平川市 かがや酒店合同会社 小売業 食料品 5%

12,024 青森県 平川市 柏木温泉 サービス 宿泊業 5%

12,025 青森県 平川市 株式会社平賀自動車学校 サービス その他サービス 5%

12,026 青森県 平川市 尾上　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,027 青森県 平川市 きむら電器 小売業 電化製品 5%

12,028 青森県 平川市 佐藤長尾上店 小売業 食料品 5%

12,029 青森県 平川市 佐藤長平賀駅前店 小売業 食料品 5%

12,030 青森県 平川市 佐藤長平賀店 小売業 食料品 5%

12,031 青森県 平川市 シンデンキ 小売業 電化製品 5%

12,032 青森県 平川市 だいにんぐすとん　だいにんぐ　すとん サービス 飲食業 5%

12,033 青森県 平川市 パナデン小田桐 小売業 電化製品 5%

12,034 青森県 平川市 ピザテン・フォー　青森平賀店　２ サービス その他サービス 5%

12,035 青森県 平川市 平賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,036 青森県 平川市 平賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,037 青森県 平川市 平賀駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,038 青森県 平川市 平賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,039 青森県 平川市 白金珈琲（プラチナコーヒー） サービス その他サービス 5%

12,040 青森県 平川市 ヘアーサロン ヤング サービス 理容・美容業 5%

12,041 青森県 平川市 ヘアーサロン ヤング サービス 理容・美容業 5%

12,042 青森県 平川市 ホワイト急便弘前神田工場　いとく平賀店 サービス その他サービス 5%

12,043 青森県 平川市 松崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,044 青森県 平川市 ＴＨＥＬＩＴＴＬＥＯＦＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

12,045 青森県 平内町 愛宕ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,046 青森県 平内町 スナック舞 サービス 飲食業 5%

12,047 青森県 平内町 ＢＢＱ舞 サービス 飲食業 5%

12,048 青森県 弘前市 アージュ 小売業 衣料品 5%

12,049 青森県 弘前市 Ｒ＆ＭＦａｒｍｅｒ＇ｓ サービス その他サービス 5%

12,050 青森県 弘前市 ＤＯＬＡＮ’Ｓ サービス 飲食業 5%

12,051 青森県 弘前市 青女子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,052 青森県 弘前市 青森県庁消費生活協同組合　弘前店 小売業 食料品 5%

12,053 青森県 弘前市 青森県物産開発協同組合 サービス その他サービス 5%

12,054 青森県 弘前市 青森トヨペットＴ－ＵＰ西弘 小売業 その他小売 5%
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12,055 青森県 弘前市 青森トヨペットＴ－ＵＰ弘前神田店 小売業 その他小売 5%

12,056 青森県 弘前市 青森トヨペット弘前堅田店 小売業 その他小売 5%

12,057 青森県 弘前市 青森トヨペット弘前西弘店 小売業 その他小売 5%

12,058 青森県 弘前市 青森ロックサービス サービス その他サービス 5%

12,059 青森県 弘前市 赤石商店 赤石商店 小売業 食料品 5%

12,060 青森県 弘前市 赤から弘前青山店 サービス 飲食業 5%

12,061 青森県 弘前市 アクトヘアースタジオ サービス 理容・美容業 5%

12,062 青森県 弘前市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｖｉｓｅｏ弘前早稲田 サービス 理容・美容業 5%

12,063 青森県 弘前市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｖｅｉｌ弘前 サービス 理容・美容業 5%

12,064 青森県 弘前市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｖｉｏｌａ弘前駅前 サービス 理容・美容業 5%

12,065 青森県 弘前市 ａｔｅｌｉｅｒ　ｃｏｒｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

12,066 青森県 弘前市 油屋福六 小売業 食料品 5%

12,067 青森県 弘前市 あべフローリスト　あべフローリスト 小売業 その他小売 5%

12,068 青森県 弘前市 アルポルト サービス 飲食業 5%

12,069 青森県 弘前市 ｅｎｓｅｍｂｌｅ サービス 理容・美容業 5%

12,070 青森県 弘前市 石場旅館 サービス その他サービス 5%

12,071 青森県 弘前市 一幸食堂 サービス 飲食業 5%

12,072 青森県 弘前市 一戸デンキ 小売業 電化製品 5%

12,073 青森県 弘前市 出光弘前バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,074 青森県 弘前市 出光岩木町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,075 青森県 弘前市 岩木町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,076 青森県 弘前市 Ｖｉｎｖｉｎｏ サービス 飲食業 5%

12,077 青森県 弘前市 ヴィンテージプレミアム サービス 理容・美容業 5%

12,078 青森県 弘前市 ＥｎｅＪｅｔ弘前城・北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,079 青森県 弘前市 ＥｎｅＪｅｔ弘前城・西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,080 青森県 弘前市 ＥｎｅＪｅｔ弘前城・東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,081 青森県 弘前市 ＡＵＢＥＲＡＢＢＩ サービス 理容・美容業 5%

12,082 青森県 弘前市 大湯石材店 小売業 その他小売 5%

12,083 青森県 弘前市 ＥｎｅＪｅｔ大鰐弘前インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,084 青森県 弘前市 オプティックカトウ 小売業 貴金属・服飾品 5%

12,085 青森県 弘前市 オフハウス　弘前店 小売業 電化製品 2%

12,086 青森県 弘前市 小山せんべい店 小売業 食料品 5%

12,087 青森県 弘前市 御菓子司緋炉弥 小売業 食料品 5%

12,088 青森県 弘前市 温野菜弘前店 サービス 飲食業 2%

12,089 青森県 弘前市 かし和や　直ｃｈａｎ サービス 飲食業 5%

12,090 青森県 弘前市 ガスセンター 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,091 青森県 弘前市 カフェミチル サービス 飲食業 5%

12,092 青森県 弘前市 株式会社ＯＫリフォーム對馬 サービス その他サービス 5%

12,093 青森県 弘前市 クロスジェイ 小売業 その他小売 5%

12,094 青森県 弘前市 カブセンター神田店 小売業 食料品 5%

12,095 青森県 弘前市 カブセンター　弘前店 小売業 食料品 5%

12,096 青森県 弘前市 カプリチョーザ弘前店 サービス 飲食業 5%
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12,097 青森県 弘前市 ＫＡＭＩＹＡ サービス 飲食業 5%

12,098 青森県 弘前市 カラオケ合衆国　弘前１０２バイパス店 サービス その他サービス 5%

12,099 青森県 弘前市 カラオケ合衆国　弘前城東店 サービス その他サービス 5%

12,100 青森県 弘前市 カラダファクトリー　さくら野百貨店弘前店 サービス その他サービス 5%

12,101 青森県 弘前市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋弘前城東店 サービス 飲食業 2%

12,102 青森県 弘前市 函太郎　弘前店 サービス 飲食業 5%

12,103 青森県 弘前市 キッズカットルームＨ??Ｔ キッズカットルーム Ｈ??Ｔ サービス 理容・美容業 5%

12,104 青森県 弘前市 牛角弘前店 サービス 飲食業 2%

12,105 青森県 弘前市 ｋｉｒｉｎｉ：ｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

12,106 青森県 弘前市 Ｃｒａｆｔ　Ｇａｒａｇｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

12,107 青森県 弘前市 Ｃｌａｒｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

12,108 青森県 弘前市 ケードラッグ１０１ 小売業 その他小売 5%

12,109 青森県 弘前市 Ｋｂｌｏｏｍ 小売業 貴金属・服飾品 5%

12,110 青森県 弘前市 工芸ショップＴＡＮＡＫＡ 小売業 家具・調度品 5%

12,111 青森県 弘前市 弘伸電器 小売業 電化製品 5%

12,112 青森県 弘前市 合同会社オフィスＭ サービス その他サービス 5%

12,113 青森県 弘前市 ごちそうハンバーグ サービス 飲食業 5%

12,114 青森県 弘前市 古民家ｓｕｄａｔｓｕ 小売業 家具・調度品 5%

12,115 青森県 弘前市 コロナセントラルサービス　弘前営業所 サービス その他サービス 5%

12,116 青森県 弘前市 Ｓｉｔｅｓ　＆　Ｌａｂ 小売業 衣料品 5%

12,117 青森県 弘前市 酒肴風月山水 サービス 飲食業 5%

12,118 青森県 弘前市 桜林茶寮 サービス 飲食業 5%

12,119 青森県 弘前市 さくらミュ－ジック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

12,120 青森県 弘前市 酒のソクハイ弘前鍛冶町店 小売業 その他小売 5%

12,121 青森県 弘前市 佐藤長岩木店 小売業 食料品 5%

12,122 青森県 弘前市 佐藤長大原店 小売業 食料品 5%

12,123 青森県 弘前市 佐藤長堅田店 小売業 食料品 5%

12,124 青森県 弘前市 佐藤長小比内店 小売業 食料品 5%

12,125 青森県 弘前市 佐藤長下町店 小売業 食料品 5%

12,126 青森県 弘前市 佐藤長樹木店 小売業 食料品 5%

12,127 青森県 弘前市 佐藤長城東店 小売業 食料品 5%

12,128 青森県 弘前市 佐藤長相馬店 小売業 食料品 5%

12,129 青森県 弘前市 佐藤長高杉店 小売業 食料品 5%

12,130 青森県 弘前市 佐藤長浜の町店 小売業 食料品 5%

12,131 青森県 弘前市 佐藤長ヒロロ店 小売業 食料品 5%

12,132 青森県 弘前市 佐藤長松森町店 小売業 食料品 5%

12,133 青森県 弘前市 さわや サービス 飲食業 5%

12,134 青森県 弘前市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 弘前営業所 小売業 その他小売 5%

12,135 青森県 弘前市 ジェム・キュート 小売業 貴金属・服飾品 5%

12,136 青森県 弘前市 シカケ 小売業 その他小売 5%

12,137 青森県 弘前市 柴田自動車工場 サービス その他サービス 5%

12,138 青森県 弘前市 Ｓｈａｎｄｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%
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12,139 青森県 弘前市 春光堂 小売業 その他小売 5%

12,140 青森県 弘前市 神製麺所 神製麺所 サービス 飲食業 5%

12,141 青森県 弘前市 鮨勝 サービス 飲食業 5%

12,142 青森県 弘前市 寿司割烹 味新 サービス 飲食業 5%

12,143 青森県 弘前市 すずのき　弘前店 小売業 衣料品 5%

12,144 青森県 弘前市 すたみな太郎　弘前店 サービス 飲食業 5%

12,145 青森県 弘前市 ＴＨＥＳＴＡＢＬＥＳ 小売業 衣料品 5%

12,146 青森県 弘前市 Ｓｎｏｗｈａｎｄｍａｄｅ サービス その他サービス 5%

12,147 青森県 弘前市 スパイラルアップ サービス その他サービス 5%

12,148 青森県 弘前市 スーパーさとちょう桔梗野店 小売業 食料品 5%

12,149 青森県 弘前市 スーパーさとちょうヒロロ店 小売業 食料品 5%

12,150 青森県 弘前市 スーパーフリークス弘前中央店 サービス その他サービス 5%

12,151 青森県 弘前市 Sports&Health MOVES 小売業 その他小売 5%

12,152 青森県 弘前市 スマイルホテル弘前 サービス 宿泊業 5%

12,153 青森県 弘前市 スマイルメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

12,154 青森県 弘前市 炭火焼き鳥　琥珀　駅前店 サービス 飲食業 5%

12,155 青森県 弘前市 生活協同組合コープあおもり西弘店 小売業 食料品 5%

12,156 青森県 弘前市 生活協同組合コープあおもり松原店 小売業 食料品 5%

12,157 青森県 弘前市 整体 陽なた家 サービス その他サービス 5%

12,158 青森県 弘前市 出光セルフ宮園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,159 青森県 弘前市 セレッソ城東ＳＳ有限会社須藤善石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,160 青森県 弘前市 大心中井薬品 サービス その他サービス 5%

12,161 青森県 弘前市 香港韓国ダイニング＆バー　花花 サービス 飲食業 5%

12,162 青森県 弘前市 だがし屋 小売業 その他小売 5%

12,163 青森県 弘前市 嶽ホテル サービス 宿泊業 5%

12,164 青森県 弘前市 チキポービアボール サービス 飲食業 5%

12,165 青森県 弘前市 ｃｈｉｃｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

12,166 青森県 弘前市 津軽工房社 サービス その他サービス 5%

12,167 青森県 弘前市 津軽工房社 小売業 その他小売 5%

12,168 青森県 弘前市 津軽塗たなか銘産［田町本店］ 小売業 家具・調度品 5%

12,169 青森県 弘前市 津軽の宿弘前屋 サービス 宿泊業 5%

12,170 青森県 弘前市 津軽藩ねぷた村 小売業 その他小売 5%

12,171 青森県 弘前市 つるやイオンタウン弘前樋の口店 小売業 衣料品 5%

12,172 青森県 弘前市 ティーズカンパニー サービス その他サービス 5%

12,173 青森県 弘前市 ＴＩＰＳＹ サービス 飲食業 5%

12,174 青森県 弘前市 手もみ処楽弘前堅田店 サービス その他サービス 5%

12,175 青森県 弘前市 手もみ処楽弘前城東店 サービス その他サービス 5%

12,176 青森県 弘前市 出羽青岩アグロ株式会社　弘前支店 小売業 その他小売 5%

12,177 青森県 弘前市 東海自動車工業 サービス その他サービス 5%

12,178 青森県 弘前市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ青山店 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,179 青森県 弘前市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ神田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,180 青森県 弘前市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ和徳店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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12,181 青森県 弘前市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ弘前バイパス城東北店 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,182 青森県 弘前市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ弘前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,183 青森県 弘前市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ弘前土手町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,184 青森県 弘前市 ドトールコーヒーショップ弘前駅ビル店 サービス 飲食業 2%

12,185 青森県 弘前市 トヨタカローラ青森カーチョイス青山 小売業 その他小売 5%

12,186 青森県 弘前市 トヨタカローラ青森神田店 小売業 その他小売 5%

12,187 青森県 弘前市 トヨタカローラ青森桔梗野店 小売業 その他小売 5%

12,188 青森県 弘前市 トヨタカローラ青森城東店 小売業 その他小売 5%

12,189 青森県 弘前市 トヨタレンタリース青森　弘前神田店 サービス その他サービス 2%

12,190 青森県 弘前市 トヨタレンタリース青森弘前駅城東口店 サービス その他サービス 2%

12,191 青森県 弘前市 ドラッグストアメガ 弘前駅前店 小売業 その他小売 5%

12,192 青森県 弘前市 ＴＲＡＭＰＯ　ＳＴＡＤＩＵＭ サービス その他サービス 5%

12,193 青森県 弘前市 とりでん　弘前土手町店 サービス 飲食業 2%

12,194 青森県 弘前市 中三　弘前店 小売業 その他小売 5%

12,195 青森県 弘前市 なりたでんき 小売業 電化製品 5%

12,196 青森県 弘前市 赤身にくがとう弘前店 サービス 飲食業 5%

12,197 青森県 弘前市 西弘前 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,198 青森県 弘前市 日本料理　藤陣 サービス 飲食業 5%

12,199 青森県 弘前市 ネッツトヨタ青森　弘前店 小売業 その他小売 5%

12,200 青森県 弘前市 ネッツトヨタ青森城東北店 小売業 その他小売 5%

12,201 青森県 弘前市 ＮＯＡＨ移管弘前 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,202 青森県 弘前市 ＢＡＲＢＥＲ　ＳＨＯＰ　Ｏｎｅ　Ｊｏｙ　ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ　Ｏｎｅ　Ｊｏｙ サービス 理容・美容業 5%

12,203 青森県 弘前市 ＨＥＲＢ＆ＳＰＩＣＥＣＡＦＥＭＩＮＥＲＡＬ サービス 飲食業 5%

12,204 青森県 弘前市 配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,205 青森県 弘前市 花正電気商会 小売業 電化製品 5%

12,206 青森県 弘前市 パナデンきくち 小売業 電化製品 5%

12,207 青森県 弘前市 パナデン電気堂 小売業 電化製品 5%

12,208 青森県 弘前市 パナデン弘前イレブン 小売業 電化製品 5%

12,209 青森県 弘前市 ハマダ惣菜 小売業 食料品 5%

12,210 青森県 弘前市 ハマダ海産リカーショップ 小売業 食料品 5%

12,211 青森県 弘前市 浜のかあちゃん焼魚 小売業 食料品 5%

12,212 青森県 弘前市 ハローコーヒー　ハローコーヒー 小売業 食料品 5%

12,213 青森県 弘前市 晩酌ばる　季喜 サービス 飲食業 5%

12,214 青森県 弘前市 ピアチェーレ サービス 理容・美容業 5%

12,215 青森県 弘前市 ＰＰＰ 小売業 家具・調度品 5%

12,216 青森県 弘前市 ピザテン・フォー　弘前駒越店　２ サービス その他サービス 5%

12,217 青森県 弘前市 ピザテン・フォー　弘前城東中央店　２ サービス その他サービス 5%

12,218 青森県 弘前市 ｂｉｓｔｒｏｐｅｔｉｔ サービス 飲食業 5%

12,219 青森県 弘前市 びっくりドンキー　弘前店 サービス 飲食業 2%

12,220 青森県 弘前市 ひのき酵素浴サロンＨｏｃｃｏｒｅｎａｎａ サービス 理容・美容業 5%

12,221 青森県 弘前市 弘前駅前ＳＳ　有限会社須藤善石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,222 青森県 弘前市 セブン－イレブン弘前駅前３丁目店 小売業 食料品 2%
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12,223 青森県 弘前市 セブン－イレブン弘前桔梗野店 小売業 食料品 2%

12,224 青森県 弘前市 弘前さくら野店 小売業 その他小売 5%

12,225 青森県 弘前市 セブン－イレブン弘前小比内５丁目店 小売業 食料品 2%

12,226 青森県 弘前市 セブン－イレブン弘前ショッピングプラザシティ店 小売業 食料品 2%

12,227 青森県 弘前市 弘前中央　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,228 青森県 弘前市 弘前バイパス中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,229 青森県 弘前市 株式会社ＴＲＹＳＡＩＬ サービス その他サービス 5%

12,230 青森県 弘前市 セブン－イレブン弘前外崎店 小売業 食料品 2%

12,231 青森県 弘前市 セブン－イレブン弘前取上２丁目店 小売業 食料品 2%

12,232 青森県 弘前市 セブン－イレブン弘前西弘前店 小売業 食料品 2%

12,233 青森県 弘前市 弘前東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,234 青森県 弘前市 セブン－イレブン弘前東長町店 小売業 食料品 2%

12,235 青森県 弘前市 セブン－イレブン弘前弘高下店 小売業 食料品 2%

12,236 青森県 弘前市 弘前銘醸酒ショップサン 小売業 食料品 5%

12,237 青森県 弘前市 弘前落語ふぁん倶楽部 サービス その他サービス 5%

12,238 青森県 弘前市 ファイテン特約店弘前 小売業 その他小売 5%

12,239 青森県 弘前市 ファッションハウスむら久 小売業 衣料品 5%

12,240 青森県 弘前市 ｆａｂ サービス 理容・美容業 5%

12,241 青森県 弘前市 ＦＡＶＯＲＩＴＥ　ＴＨＩＮＧＳ サービス 飲食業 5%

12,242 青森県 弘前市 フクイ和徳ＳＳ　株式会社フク井 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,243 青森県 弘前市 福や　銀次郎 サービス 飲食業 5%

12,244 青森県 弘前市 ＣＯＯＫＩＥＳ 小売業 衣料品 5%

12,245 青森県 弘前市 冨士見橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,246 青森県 弘前市 富士メガネ　弘前ビブレ店 小売業 その他小売 5%

12,247 青森県 弘前市 仏壇川村 小売業 家具・調度品 5%

12,248 青森県 弘前市 Ｂｏｕｔｉｑｕｅ　Ｋ　弘前店 小売業 衣料品 5%

12,249 青森県 弘前市 ブティックえま 小売業 衣料品 5%

12,250 青森県 弘前市 Ｆｕｓｉｏｎ　Ｆｕｓｉｏｎ サービス 飲食業 5%

12,251 青森県 弘前市 ブライダルハウスＢｉＢｉ　弘前店 サービス その他サービス 5%

12,252 青森県 弘前市 フラワー観光　弘前店 サービス その他サービス 5%

12,253 青森県 弘前市 ｂｒａｎｃｈ サービス 理容・美容業 5%

12,254 青森県 弘前市 古家具ミヤマコ 小売業 衣料品 5%

12,255 青森県 弘前市 ブロッサムホテル弘前 サービス 宿泊業 5%

12,256 青森県 弘前市 べニーマート　松原店 小売業 食料品 5%

12,257 青森県 弘前市 星の宿　白鳥座 サービス 宿泊業 5%

12,258 青森県 弘前市 ＢＵＴＴＯＮＵＰＣＬＯＴＨＩＮＧ 小売業 衣料品 5%

12,259 青森県 弘前市 北興液化ガス株式会社 サービス その他サービス 5%

12,260 青森県 弘前市 Ｂｏｄｙｍａｋｅｓｔｕｄｉｏ　Ｙ’ｓ サービス その他サービス 5%

12,261 青森県 弘前市 ホテルニューキャッスル サービス 宿泊業 5%

12,262 青森県 弘前市 ホワイト急便弘前神田工場　いとくアルカディア店 サービス その他サービス 5%

12,263 青森県 弘前市 ホワイト急便弘前神田工場　ドライブスルー茜町店 サービス その他サービス 5%

12,264 青森県 弘前市 ホワイト急便弘前神田工場　取上店 サービス その他サービス 5%

294



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

12,265 青森県 弘前市 ホワイト急便弘前神田工場　浜の町店 サービス その他サービス 5%

12,266 青森県 弘前市 ホワイト急便弘前神田工場　フレッシュ神田店 サービス その他サービス 5%

12,267 青森県 弘前市 ホワイト急便弘前神田工場　松原店 サービス その他サービス 5%

12,268 青森県 弘前市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,269 青森県 弘前市 マクドナルド１０２弘前店 サービス 飲食業 2%

12,270 青森県 弘前市 マクドナルド弘前大町店 サービス 飲食業 2%

12,271 青森県 弘前市 マクドナルド弘前堅田店 サービス 飲食業 2%

12,272 青森県 弘前市 マクドナルド弘前さくら野店 サービス 飲食業 2%

12,273 青森県 弘前市 増田ＳＳ　増田石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,274 青森県 弘前市 ｍａｎｓｉｋｋａ サービス 飲食業 5%

12,275 青森県 弘前市 三上無線電気 小売業 電化製品 5%

12,276 青森県 弘前市 ＥｎｅＪｅｔ緑ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,277 青森県 弘前市 宮川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,278 青森県 弘前市 宮本工芸 小売業 その他小売 5%

12,279 青森県 弘前市 宮脇書店　さくら野弘前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

12,280 青森県 弘前市 メガ城東北店 小売業 その他小売 5%

12,281 青森県 弘前市 メガ城東北店 小売業 食料品 5%

12,282 青森県 弘前市 メガ城東北店 小売業 食料品 5%

12,283 青森県 弘前市 メガネハウス 小売業 その他小売 5%

12,284 青森県 弘前市 メガ弘前駅前店 小売業 食料品 5%

12,285 青森県 弘前市 Ｍｏｃｏ   Ｐｉｒｉｋａ 小売業 その他小売 5%

12,286 青森県 弘前市 元鮨 サービス 飲食業 5%

12,287 青森県 弘前市 元鮨 サービス 飲食業 5%

12,288 青森県 弘前市 モリピアあおもりおだぎり店 小売業 電化製品 5%

12,289 青森県 弘前市 安原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,290 青森県 弘前市 山・海畑　志乃家 サービス 飲食業 5%

12,291 青森県 弘前市 有限会社みちのく電気工業 サービス その他サービス 5%

12,292 青森県 弘前市 有限会社あさだ管工 サービス その他サービス 5%

12,293 青森県 弘前市 有限会社しまや　しまや 小売業 その他小売 5%

12,294 青森県 弘前市 有限会社マキタ商店　マキタ商店 小売業 食料品 5%

12,295 青森県 弘前市 有限会社輪屋商会 小売業 その他小売 5%

12,296 青森県 弘前市 夢や 小売業 その他小売 5%

12,297 青森県 弘前市 夢や 夢や 小売業 衣料品 5%

12,298 青森県 弘前市 ヨガスタジオ　リライト サービス その他サービス 5%

12,299 青森県 弘前市 よしじん サービス 飲食業 5%

12,300 青森県 弘前市 ＬＡ　ＳＡＩＳＯＮ 小売業 その他小売 5%

12,301 青森県 弘前市 ラグノオ 小売業 食料品 5%

12,302 青森県 弘前市 ラブリーマツミヤ 小売業 電化製品 5%

12,303 青森県 弘前市 ＲａｎｄＢＥＡＮ弘前店 小売業 家具・調度品 5%

12,304 青森県 弘前市 リベルタ城東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,305 青森県 弘前市 リベルタつかのＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,306 青森県 弘前市 ｒｅ?ｌｉｇｈｔ サービス その他サービス 5%
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12,307 青森県 弘前市 Ｌｉｌｙ Ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

12,308 青森県 弘前市 レストラン居酒屋　ビアード サービス 飲食業 5%

12,309 青森県 弘前市 レストランセーブル サービス 飲食業 5%

12,310 青森県 弘前市 ＲＥＴＲＯ　ＧＡＬＬＥＲＹ 小売業 衣料品 5%

12,311 青森県 弘前市 ＹＳＰ　弘前 小売業 その他小売 5%

12,312 青森県 弘前市 ＹＳＰ　弘前南 小売業 その他小売 5%

12,313 青森県 弘前市 渡辺電器店 小売業 電化製品 5%

12,314 青森県 深浦町 有限会社堀内油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,315 青森県 深浦町 ウェスパ椿山　ガラス工房 サービス 宿泊業 5%

12,316 青森県 深浦町 ウェスパ椿山　物産館 サービス 宿泊業 5%

12,317 青森県 深浦町 ウェスパ椿山　フロント サービス 宿泊業 5%

12,318 青森県 深浦町 ウェスパ椿山　レストラン サービス 宿泊業 5%

12,319 青森県 深浦町 出光追良瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,320 青森県 深浦町 菊地商店 小売業 食料品 5%

12,321 青森県 深浦町 黄金崎不老ふ死温泉 サービス 宿泊業 5%

12,322 青森県 深浦町 出光関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,323 青森県 深浦町 出光深浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,324 青森県 深浦町 深浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,325 青森県 深浦町 臨海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,326 青森県 藤崎町 アントルメ佐藤菓子店 小売業 食料品 5%

12,327 青森県 藤崎町 出光弘前北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,328 青森県 藤崎町 ＪＭ／キルズヘアー サービス 理容・美容業 5%

12,329 青森県 藤崎町 Ｋｉｌｌ　ｓ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

12,330 青森県 藤崎町 佐藤長常盤店 小売業 食料品 5%

12,331 青森県 藤崎町 株式会社高松技研 小売業 その他小売 5%

12,332 青森県 藤崎町 中華そば　我が家 サービス 飲食業 5%

12,333 青森県 藤崎町 鉄道模型キッチン 小売業 その他小売 5%

12,334 青森県 藤崎町 鉄道模型キッチン サービス その他サービス 5%

12,335 青森県 藤崎町 常盤ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,336 青森県 藤崎町 常盤ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,337 青森県 藤崎町 トキワ車検センター サービス その他サービス 5%

12,338 青森県 藤崎町 ドリス工藤酒店　ドリス工藤酒店 小売業 食料品 5%

12,339 青森県 藤崎町 西村井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,340 青森県 藤崎町 パナデンふじ 小売業 電化製品 5%

12,341 青森県 藤崎町 藤崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,342 青森県 藤崎町 セブン－イレブン藤崎町村井店 小売業 食料品 2%

12,343 青森県 藤崎町 富士メガネ　藤崎店 小売業 その他小売 5%

12,344 青森県 三沢市 青森トヨペット三沢店 小売業 その他小売 5%

12,345 青森県 三沢市 アキハバラ電器 小売業 電化製品 5%

12,346 青森県 三沢市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｇａｌｅ三沢 サービス 理容・美容業 5%

12,347 青森県 三沢市 居酒屋　くいしんぼ サービス 飲食業 5%

12,348 青森県 三沢市 石岡スポーツ 小売業 その他小売 5%
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12,349 青森県 三沢市 ＡＭＢ 小売業 その他小売 5%

12,350 青森県 三沢市 ＳＲＭ株式会社　Ｓｈａｎｇｒｉ?ｌａ サービス 宿泊業 5%

12,351 青森県 三沢市 Ｍｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

12,352 青森県 三沢市 株式会社十字屋 十字屋本店 小売業 衣料品 5%

12,353 青森県 三沢市 からし亭　三沢南町店 サービス 飲食業 5%

12,354 青森県 三沢市 軽米ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,355 青森県 三沢市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋三沢南山店 サービス 飲食業 2%

12,356 青森県 三沢市 牛角三沢店 サービス 飲食業 2%

12,357 青森県 三沢市 クリーニングのブルースター松園店 サービス その他サービス 5%

12,358 青森県 三沢市 合同会社Ｎｏｒｉｕｓ サービス 飲食業 5%

12,359 青森県 三沢市 KOMEKUUTO三沢店 小売業 その他小売 5%

12,360 青森県 三沢市 コメクート三沢店 小売業 その他小売 5%

12,361 青森県 三沢市 酒処黒部ゑ サービス 飲食業 5%

12,362 青森県 三沢市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　５３０９３８６１ 小売業 その他小売 5%

12,363 青森県 三沢市 ジェイボーイ三沢店 小売業 その他小売 5%

12,364 青森県 三沢市 Ｇｉｇｉ 小売業 その他小売 5%

12,365 青森県 三沢市 ＣｈａｍｐｓｄｅｓＬｉｌａｓ サービス その他サービス 5%

12,366 青森県 三沢市 Ｃｈａｍｐｓ ｄｅｓ Ｌｉｌａｓ Ｃｈａｍｐｓ ｄｅｓ Ｌｉｌａｓ サービス 理容・美容業 5%

12,367 青森県 三沢市 鮨十兵衛 サービス 飲食業 5%

12,368 青森県 三沢市 深南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,369 青森県 三沢市 深南セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,370 青森県 三沢市 新和商会 サービス その他サービス 5%

12,371 青森県 三沢市 鮨道楽　一八 サービス 飲食業 5%

12,372 青森県 三沢市 Ｄｉｎｉｎｇ Ｃａｆｅ   Ｂａｒ Ｈｕｎｇｒｙ Ｊｏｋｅｒ サービス 飲食業 5%

12,373 青森県 三沢市 トヨタカローラ八戸三沢店 小売業 その他小売 5%

12,374 青森県 三沢市 トヨタレンタリース青森三沢空港店 サービス その他サービス 2%

12,375 青森県 三沢市 中村理容所 サービス 理容・美容業 5%

12,376 青森県 三沢市 ナンシーズ 小売業 家具・調度品 5%

12,377 青森県 三沢市 ニュー五日市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,378 青森県 三沢市 ネッツトヨタ青森三沢店 小売業 その他小売 5%

12,379 青森県 三沢市 パナデン　アキハバラ電器 小売業 電化製品 5%

12,380 青森県 三沢市 ピザテン・フォー　青森三沢店　２ サービス その他サービス 5%

12,381 青森県 三沢市 ピッツェリア　マッシモ サービス 飲食業 5%

12,382 青森県 三沢市 美容室　Ｔｒｕｅ サービス 理容・美容業 5%

12,383 青森県 三沢市 美容室オーブ三沢店 サービス 理容・美容業 5%

12,384 青森県 三沢市 ひらの洋服店 本店 小売業 衣料品 5%

12,385 青森県 三沢市 ひらの洋服店 三沢基地厚生センター店 小売業 衣料品 5%

12,386 青森県 三沢市 Ｆａｉｒ　Ｗａｙ サービス 飲食業 5%

12,387 青森県 三沢市 富士自動車整備工場 小売業 その他小売 5%

12,388 青森県 三沢市 ブタミンＢ　三沢中央町店 サービス 飲食業 5%

12,389 青森県 三沢市 古田電機商会 小売業 電化製品 5%

12,390 青森県 三沢市 ベルハウス 小売業 衣料品 5%
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12,391 青森県 三沢市 ホテルグランヒル サービス 宿泊業 5%

12,392 青森県 三沢市 ホテル天水 サービス 宿泊業 5%

12,393 青森県 三沢市 マエダストア三沢店 小売業 食料品 5%

12,394 青森県 三沢市 マクドナルド三沢店 サービス 飲食業 2%

12,395 青森県 三沢市 三沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,396 青森県 三沢市 三沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,397 青森県 三沢市 セブン－イレブン三沢下久保１丁目店 小売業 食料品 2%

12,398 青森県 三沢市 株式会社三沢タクシー サービス その他サービス 5%

12,399 青森県 三沢市 宮野薬局 小売業 その他小売 5%

12,400 青森県 三沢市 ｍｏｄｅ株式会社 サービス その他サービス 5%

12,401 青森県 三沢市 モードハンナ モードハンナ 小売業 衣料品 5%

12,402 青森県 三沢市 焼肉レストラン昌月園 サービス 飲食業 5%

12,403 青森県 三沢市 有限会社　小野モータース 小売業 その他小売 5%

12,404 青森県 三沢市 有限会社東北自動車 サービス その他サービス 5%

12,405 青森県 三沢市 よこまちストア　三沢店 小売業 食料品 5%

12,406 青森県 三沢市 ラポール　ヘア　リゾート サービス 理容・美容業 5%

12,407 青森県 三沢市 ＪＭ／ｒｉｃｏ サービス 飲食業 5%

12,408 青森県 むつ市 青森県庁消費生活協同組合　むつ店 小売業 食料品 5%

12,409 青森県 むつ市 青森トヨペットＴ－ＵＰむつ 小売業 その他小売 5%

12,410 青森県 むつ市 青森トヨペットむつ店 小売業 その他小売 5%

12,411 青森県 むつ市 アスティむつ中央店 小売業 衣料品 5%

12,412 青森県 むつ市 艮珈琲店 サービス 飲食業 5%

12,413 青森県 むつ市 エスエムスタンド中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,414 青森県 むつ市 エスエムスタンド仲町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,415 青森県 むつ市 大畑バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,416 青森県 むつ市 大畑東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,417 青森県 むつ市 大畑東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,418 青森県 むつ市 大畑マツダ 小売業 その他小売 5%

12,419 青森県 むつ市 株式会社吉田ボデー サービス その他サービス 5%

12,420 青森県 むつ市 カラオケ合衆国　むつ店 サービス その他サービス 5%

12,421 青森県 むつ市 牛角むつ店 サービス 飲食業 2%

12,422 青森県 むつ市 源氏車 サービス 飲食業 5%

12,423 青森県 むつ市 ｃｏｒｒｅｃｔ ｍｅｇａｎｅ 小売業 その他小売 5%

12,424 青森県 むつ市 佐藤長新町店 小売業 食料品 5%

12,425 青森県 むつ市 佐藤長中央店 小売業 食料品 5%

12,426 青森県 むつ市 佐藤長むつ松木屋店 小売業 食料品 5%

12,427 青森県 むつ市 三代目　藤村商店 サービス 飲食業 5%

12,428 青森県 むつ市 サンマモルワイナリー 小売業 食料品 5%

12,429 青森県 むつ市 ジェームスむつ店 小売業 その他小売 2%

12,430 青森県 むつ市 下北川内 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,431 青森県 むつ市 スーパーエチゴヤ 小売業 その他小売 5%

12,432 青森県 むつ市 スーパーエチゴヤ 小売業 食料品 5%
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12,433 青森県 むつ市 すずのき　むつ店 小売業 衣料品 5%

12,434 青森県 むつ市 スーパーさとちょう新町店 小売業 食料品 5%

12,435 青森県 むつ市 セルフ大畑バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,436 青森県 むつ市 ダイニングカフェ　アリセス サービス 宿泊業 5%

12,437 青森県 むつ市 竹内テレビ修理店 小売業 電化製品 5%

12,438 青森県 むつ市 トヨタカローラ八戸むつ店 小売業 その他小売 5%

12,439 青森県 むつ市 トヨタカローラ八戸Ｕ－ＭＡＸむつ 小売業 その他小売 5%

12,440 青森県 むつ市 トヨタレンタリース青森むつ店 サービス その他サービス 2%

12,441 青森県 むつ市 楠こう サービス 飲食業 5%

12,442 青森県 むつ市 ネッツトヨタ青森むつ店 小売業 その他小売 5%

12,443 青森県 むつ市 ピザテン・フォー　青森むつ店　２ サービス その他サービス 5%

12,444 青森県 むつ市 ホテルユニサイトむつ サービス 宿泊業 5%

12,445 青森県 むつ市 マウスパートナー 小売業 電化製品 5%

12,446 青森県 むつ市 マエダ 小売業 食料品 5%

12,447 青森県 むつ市 マエダ　西バイパス店 小売業 その他小売 5%

12,448 青森県 むつ市 マエダ［衣料］ 小売業 衣料品 5%

12,449 青森県 むつ市 マエダストア大畑店 小売業 食料品 5%

12,450 青森県 むつ市 マエダストア大湊店 小売業 食料品 5%

12,451 青森県 むつ市 マエダストア大湊バイパス店 小売業 食料品 5%

12,452 青森県 むつ市 マエダストア川内店 小売業 食料品 5%

12,453 青森県 むつ市 マエダストア苫生店 小売業 食料品 5%

12,454 青森県 むつ市 マエダストアむつ中央店 小売業 食料品 5%

12,455 青森県 むつ市 マエダ百貨店 小売業 その他小売 5%

12,456 青森県 むつ市 マエダ本店 小売業 その他小売 5%

12,457 青森県 むつ市 マエダ本店　衣料品 小売業 衣料品 5%

12,458 青森県 むつ市 マクドナルドむつ中央店 サービス 飲食業 2%

12,459 青森県 むつ市 みなみや 小売業 食料品 5%

12,460 青森県 むつ市 みなみや　マエダ店 小売業 食料品 5%

12,461 青森県 むつ市 むつＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,462 青森県 むつ市 むつＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,463 青森県 むつ市 むつＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,464 青森県 むつ市 むつグリーンホテル サービス 宿泊業 5%

12,465 青森県 むつ市 むつ西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,466 青森県 むつ市 むら井旅館 サービス 宿泊業 5%

12,467 青森県 むつ市 村建ハウジング サービス その他サービス 5%

12,468 青森県 むつ市 モリピアにしぼり 小売業 電化製品 5%

12,469 青森県 むつ市 有限会社　菊池整備 サービス その他サービス 5%

12,470 青森県 むつ市 有限会社　メガネのふじや 小売業 その他小売 5%

12,471 青森県 むつ市 ランクレむつマエダ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

12,472 青森県 むつ市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　協栄建設 サービス その他サービス 2%

12,473 青森県 むつ市 理容美容ロダン　理容美容ロダン サービス 理容・美容業 5%

12,474 青森県 むつ市 若佐鈑金 サービス その他サービス 5%
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12,475 青森県 横浜町 トラベルプラザ・サンシャイン 小売業 食料品 5%

12,476 青森県 横浜町 吹越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,477 青森県 六戸町 株式会社サテライト六戸　インフォメーション サービス その他サービス 5%

12,478 青森県 六戸町 クリーニングのブルースター六戸店 サービス その他サービス 5%

12,479 青森県 六戸町 マエダストア六戸店 小売業 食料品 5%

12,480 青森県 六戸町 六戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,481 青森県 六戸町 六戸中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,482 青森県 六ヶ所村 スパハウスろっかぽっか サービス その他サービス 5%

12,483 青森県 六ヶ所村 田村モータース株式会社 サービス その他サービス 5%

12,484 青森県 六ヶ所村 東洋社六ヵ所リーブ店 サービス その他サービス 5%

12,485 青森県 六ヶ所村 泊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,486 青森県 六ヶ所村 泊　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,487 青森県 六ヶ所村 とまりクリーニング　本店 サービス その他サービス 5%

12,488 青森県 六ヶ所村 ビジネス旅館　俺の宿 サービス 宿泊業 5%

12,489 青森県 六ヶ所村 ホテル市原クラブ六ヶ所店 サービス 宿泊業 5%

12,490 青森県 六ヶ所村 マエダストア　六ヶ所店 小売業 食料品 5%

12,491 青森県 六ヶ所村 マエダストア六ケ所店 小売業 食料品 5%

12,492 青森県 六ヶ所村 むつ小川原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,493 青森県 六ヶ所村 やまに種市商店 小売業 食料品 5%

12,494 青森県 六ヶ所村 出光六ケ所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,495 青森県 六ヶ所村 六ヶ所ＳＳ　有限会社六ヶ所燃料 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,496 岩手県 一関市 ＪＭ／アイケイコンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

12,497 岩手県 一関市 アイケイコンタクトレンズ（有） 小売業 その他小売 5%

12,498 岩手県 一関市 あすみ工房 小売業 その他小売 5%

12,499 岩手県 一関市 ＠ビジネスホテル一関 サービス その他サービス 5%

12,500 岩手県 一関市 アーバンリニュール サービス その他サービス 5%

12,501 岩手県 一関市 杏庵 サービス 飲食業 5%

12,502 岩手県 一関市 杏庵 サービス 飲食業 5%

12,503 岩手県 一関市 イースト一関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,504 岩手県 一関市 居酒屋こまつ サービス 飲食業 5%

12,505 岩手県 一関市 居酒屋こまつ サービス 飲食業 5%

12,506 岩手県 一関市 出光一関青葉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,507 岩手県 一関市 セブン－イレブン一関赤荻店 小売業 食料品 2%

12,508 岩手県 一関市 セブン－イレブン一関インター店 小売業 食料品 2%

12,509 岩手県 一関市 セブン－イレブン一関川崎店 小売業 食料品 2%

12,510 岩手県 一関市 セブン－イレブン一関厳美渓店 小売業 食料品 2%

12,511 岩手県 一関市 セブン－イレブン一関城内店 小売業 食料品 2%

12,512 岩手県 一関市 セブン－イレブン一関摺沢店 小売業 食料品 2%

12,513 岩手県 一関市 一関中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,514 岩手県 一関市 セブン－イレブン一関中里店 小売業 食料品 2%

12,515 岩手県 一関市 出光一ノ関バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,516 岩手県 一関市 セブン－イレブン一関バイパス店 小売業 食料品 2%
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12,517 岩手県 一関市 セブン－イレブン一関東口店 小売業 食料品 2%

12,518 岩手県 一関市 一関病院売店 小売業 その他小売 5%

12,519 岩手県 一関市 セブン－イレブン一関樋渡店 小売業 食料品 2%

12,520 岩手県 一関市 セブン－イレブン一関真柴店 小売業 食料品 2%

12,521 岩手県 一関市 セブン－イレブン一関山目店 小売業 食料品 2%

12,522 岩手県 一関市 いつくし園 サービス 宿泊業 5%

12,523 岩手県 一関市 ＥｎｅＪｅｔ一関バイパス北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,524 岩手県 一関市 ＥｎｅＪｅｔ薄衣バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,525 岩手県 一関市 お食事処　海老徳 サービス 飲食業 5%

12,526 岩手県 一関市 エリカ サービス 宿泊業 5%

12,527 岩手県 一関市 遠藤自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

12,528 岩手県 一関市 及川無線商会 小売業 電化製品 5%

12,529 岩手県 一関市 ＪＭ／大内屋 小売業 衣料品 5%

12,530 岩手県 一関市 大地山電器 小売業 電化製品 5%

12,531 岩手県 一関市 オーディン一関市役所前店 小売業 その他小売 5%

12,532 岩手県 一関市 大原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,533 岩手県 一関市 出光大原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,534 岩手県 一関市 奥玉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,535 岩手県 一関市 お食事処 若あゆ 小売業 その他小売 5%

12,536 岩手県 一関市 オノデラ電器 小売業 電化製品 5%

12,537 岩手県 一関市 オフハウス一関店 小売業 その他小売 2%

12,538 岩手県 一関市 折壁ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,539 岩手県 一関市 カーブティックハザード 小売業 その他小売 5%

12,540 岩手県 一関市 カスターダ サービス 宿泊業 5%

12,541 岩手県 一関市 Ｃａｒｄｄｙ’ｓ サービス その他サービス 5%

12,542 岩手県 一関市 ｃａｆｅ自休自足 サービス 飲食業 5%

12,543 岩手県 一関市 株式会社 佐々木製菓 大町本店 小売業 食料品 5%

12,544 岩手県 一関市 カープランニングＫＷＳ サービス その他サービス 5%

12,545 岩手県 一関市 亀の子せんべい本舗大浪上の橋店 小売業 食料品 5%

12,546 岩手県 一関市 株式会社神文ストア 小売業 食料品 5%

12,547 岩手県 一関市 神文ストア　大原店 小売業 食料品 5%

12,548 岩手県 一関市 神文ストア　五十人町店 小売業 食料品 5%

12,549 岩手県 一関市 神文ストア　摺沢店 小売業 食料品 5%

12,550 岩手県 一関市 神文ストア　千厩店 小売業 食料品 5%

12,551 岩手県 一関市 神文ストア　萩荘バイパス店 小売業 食料品 5%

12,552 岩手県 一関市 神文ストア　花泉店 小売業 食料品 5%

12,553 岩手県 一関市 神文ストア　藤沢店 小売業 食料品 5%

12,554 岩手県 一関市 キクゼン商店千厩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,555 岩手県 一関市 酒肴庵　喜の川 サービス 飲食業 5%

12,556 岩手県 一関市 黄海　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,557 岩手県 一関市 きもの京紅　一関店 小売業 その他小売 5%

12,558 岩手県 一関市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ一関店 小売業 その他小売 5%
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12,559 岩手県 一関市 クラブカンパニー　２ｎｄ　クラブカンパニー２ｎｄ 小売業 衣料品 5%

12,560 岩手県 一関市 蔵ホテル一関 サービス 宿泊業 5%

12,561 岩手県 一関市 栗駒茶屋 サービス 飲食業 5%

12,562 岩手県 一関市 クロワッサン 小売業 衣料品 5%

12,563 岩手県 一関市 出光げいびバイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,564 岩手県 一関市 古戦場 サービス 飲食業 5%

12,565 岩手県 一関市 桜町自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

12,566 岩手県 一関市 酒のロッキー千厩店 小売業 食料品 5%

12,567 岩手県 一関市 佐々木製菓大町本店 小売業 食料品 5%

12,568 岩手県 一関市 サングリーンフレッシュ旭屋 小売業 その他小売 5%

12,569 岩手県 一関市 シャディたつのや一関店 小売業 食料品 5%

12,570 岩手県 一関市 常州園　喫茶 小売業 食料品 5%

12,571 岩手県 一関市 スーパーセルフ一関東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,572 岩手県 一関市 スーパーセルフ花泉 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,573 岩手県 一関市 すがや食堂 サービス 飲食業 5%

12,574 岩手県 一関市 すがゆう生花店 小売業 その他小売 5%

12,575 岩手県 一関市 菅原畳店 サービス その他サービス 5%

12,576 岩手県 一関市 菅原美容室 サービス 理容・美容業 5%

12,577 岩手県 一関市 すずきの　一関店 小売業 衣料品 5%

12,578 岩手県 一関市 摺沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,579 岩手県 一関市 セキデン 小売業 電化製品 5%

12,580 岩手県 一関市 出光セルフＲ４一関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,581 岩手県 一関市 セルフ摺沢バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,582 岩手県 一関市 千厩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,583 岩手県 一関市 千厩ＳＳ　有限会社平泉石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,584 岩手県 一関市 大昌園 サービス 飲食業 5%

12,585 岩手県 一関市 大東町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,586 岩手県 一関市 大東町大原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,587 岩手県 一関市 竹千庵 サービス 飲食業 5%

12,588 岩手県 一関市 チクタクテック サービス その他サービス 5%

12,589 岩手県 一関市 千葉商会 小売業 電化製品 5%

12,590 岩手県 一関市 チバムセン 小売業 電化製品 5%

12,591 岩手県 一関市 千葉ラジオ 小売業 電化製品 5%

12,592 岩手県 一関市 釣山 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,593 岩手県 一関市 電化サロン　こいわ 小売業 電化製品 5%

12,594 岩手県 一関市 トーバン印刷株式会社 本社 サービス その他サービス 5%

12,595 岩手県 一関市 ト－タルリペア　さがちゃん サービス その他サービス 5%

12,596 岩手県 一関市 どっこいしょ サービス 宿泊業 5%

12,597 岩手県 一関市 トヨタカローラ南岩手一関東店 小売業 その他小売 5%

12,598 岩手県 一関市 トヨタレンタリース岩手一関駅前店 サービス その他サービス 2%

12,599 岩手県 一関市 トヨタレンタリース岩手一関店 サービス その他サービス 2%

12,600 岩手県 一関市 中上屋 小売業 その他小売 5%

302



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

12,601 岩手県 一関市 名代ささきの手焼きせんべい本舗 小売業 食料品 5%

12,602 岩手県 一関市 南部家敷一関店 サービス 飲食業 5%

12,603 岩手県 一関市 ｎａｉｌｓａｌｏｎＲＵＢＹ サービス 理容・美容業 5%

12,604 岩手県 一関市 ハートピア千厩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,605 岩手県 一関市 出光花泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,606 岩手県 一関市 セブン－イレブン花泉堺田店 小売業 食料品 2%

12,607 岩手県 一関市 ヒーリングサロン　アティック サービス 理容・美容業 5%

12,608 岩手県 一関市 Ｐｉｘｙ　Ｈａｉｒ　Ｆａｃｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

12,609 岩手県 一関市 ビスアクティブ 小売業 その他小売 5%

12,610 岩手県 一関市 陽だまり工房一関支店 サービス その他サービス 5%

12,611 岩手県 一関市 びっくりドンキー　一関店 サービス 飲食業 2%

12,612 岩手県 一関市 ＨＩＲＡＳＡＷＡ　Ｆ　ＭＡＲＫＥＴ 小売業 その他小売 5%

12,613 岩手県 一関市 ファミリーショップおのや 小売業 衣料品 5%

12,614 岩手県 一関市 ブックオフ一関市役所前店 小売業 その他小売 2%

12,615 岩手県 一関市 ブティックビス 小売業 衣料品 5%

12,616 岩手県 一関市 ヘアーサロン　ヌマクラ サービス 理容・美容業 5%

12,617 岩手県 一関市 ヘアーサロンレミックス サービス 理容・美容業 5%

12,618 岩手県 一関市 ｈａｉｒｄｒｅｓｓｉｎｇｆｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

12,619 岩手県 一関市 ＳＴグループ サービス その他サービス 5%

12,620 岩手県 一関市 ホテル三嶋の湯 サービス 宿泊業 5%

12,621 岩手県 一関市 マイヤ千厩店 小売業 食料品 5%

12,622 岩手県 一関市 マイヤ花泉店 小売業 食料品 5%

12,623 岩手県 一関市 マクドナルド４号線一関店 サービス 飲食業 2%

12,624 岩手県 一関市 街なか産直新鮮館おおまち 小売業 食料品 5%

12,625 岩手県 一関市 丸江スーパー駅前店 小売業 食料品 5%

12,626 岩手県 一関市 マルエスーパーエコー店 小売業 食料品 5%

12,627 岩手県 一関市 マルエスーパー花泉店 小売業 食料品 5%

12,628 岩手県 一関市 南岩手カントリークラブ サービス その他サービス 5%

12,629 岩手県 一関市 みなみ電器商会 小売業 電化製品 5%

12,630 岩手県 一関市 宮脇書店　一関店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

12,631 岩手県 一関市 茗荷亭 サービス 飲食業 5%

12,632 岩手県 一関市 村上商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,633 岩手県 一関市 室根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,634 岩手県 一関市 八沢　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,635 岩手県 一関市 やまなか家　一関店 サービス 飲食業 5%

12,636 岩手県 一関市 有限会社鈴木タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

12,637 岩手県 一関市 アットホテル駅前店 一関  アットホテル 駅前店 サービス 宿泊業 5%

12,638 岩手県 一関市 有限会社　宮本燃料 サービス その他サービス 5%

12,639 岩手県 一関市 有限会社かさい農産 小売業 食料品 5%

12,640 岩手県 一関市 有限会社長尾自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

12,641 岩手県 一関市 有限会社ファミリーショップオノヤ　シューズハウスおのや 小売業 衣料品 5%

12,642 岩手県 一関市 幽玄洞 休憩室 サービス その他サービス 5%
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12,643 岩手県 一関市 陸中松川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,644 岩手県 一関市 リンパサロンゆくる サービス その他サービス 5%

12,645 岩手県 一関市 レストランカフェプチフランセ サービス 飲食業 5%

12,646 岩手県 一関市 レストラン華 サービス 飲食業 5%

12,647 岩手県 一関市 和風レストラン松竹 サービス 飲食業 5%

12,648 岩手県 一戸町 一戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,649 岩手県 一戸町 一戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,650 岩手県 一戸町 一戸インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,651 岩手県 一戸町 一戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,652 岩手県 一戸町 いちのへ手技工芸館 サービス その他サービス 5%

12,653 岩手県 一戸町 出光馬仙峡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,654 岩手県 一戸町 奥中山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,655 岩手県 一戸町 パナデン　いなば 小売業 電化製品 5%

12,656 岩手県 一戸町 パナデン北光一戸店 小売業 電化製品 5%

12,657 岩手県 一戸町 メガネの竹沢 小売業 その他小売 5%

12,658 岩手県 岩泉町 浅内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,659 岩手県 岩泉町 岩泉　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,660 岩手県 岩泉町 岩泉中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,661 岩手県 岩泉町 ドーネル岩泉小川店 サービス 飲食業 5%

12,662 岩手県 岩泉町 早野商店 小売業 食料品 5%

12,663 岩手県 岩泉町 山口屋 小売業 その他小売 5%

12,664 岩手県 岩泉町 （有）岩泉モータース 小売業 その他小売 5%

12,665 岩手県 岩泉町 龍泉洞温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

12,666 岩手県 岩手町 一方井　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,667 岩手県 岩手町 いわて沼宮内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,668 岩手県 岩手町 岩手町愛宕下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,669 岩手県 岩手町 岩手町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,670 岩手県 岩手町 セルフステーション沼宮内 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,671 岩手県 岩手町 プラザ　あい 小売業 家具・調度品 5%

12,672 岩手県 岩手町 マルイチ業務スーパー沼宮内店 小売業 食料品 2%

12,673 岩手県 岩手町 出光御堂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,674 岩手県 岩手町 ライブショップメイト 小売業 電化製品 5%

12,675 岩手県 奥州市 青木旅館 サービス その他サービス 5%

12,676 岩手県 奥州市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｒｕｄｉ水沢 サービス 理容・美容業 5%

12,677 岩手県 奥州市 胆沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,678 岩手県 奥州市 出光水沢ドームＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,679 岩手県 奥州市 井上スポーツ株式会社 小売業 その他小売 5%

12,680 岩手県 奥州市 岩手安全自動車 サービス その他サービス 5%

12,681 岩手県 奥州市 岩手共販株式会社 小売業 家具・調度品 5%

12,682 岩手県 奥州市 岩手ドローンスクール 江刺自動車学校 サービス その他サービス 5%

12,683 岩手県 奥州市 江刺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,684 岩手県 奥州市 江刺ふるさと市場前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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12,685 岩手県 奥州市 江刺梁川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,686 岩手県 奥州市 Ｓ・Ｐ・Ｇ奥州店 小売業 電化製品 5%

12,687 岩手県 奥州市 ＥｎｅＪｅｔ江刺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,688 岩手県 奥州市 ＥｎｅＪｅｔ佐倉河ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,689 岩手県 奥州市 ＥｎｅＪｅｔサンエー前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,690 岩手県 奥州市 ＥｎｅＪｅｔ日高ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,691 岩手県 奥州市 及川電機商会 小売業 電化製品 5%

12,692 岩手県 奥州市 奥州いさわタクシー　２０６ サービス 運輸業 5%

12,693 岩手県 奥州市 セブン－イレブン奥州江刺愛宕店 小売業 食料品 2%

12,694 岩手県 奥州市 セブン－イレブン奥州江刺桜木通り店 小売業 食料品 2%

12,695 岩手県 奥州市 奥州駒形丼丸　水沢店 小売業 食料品 5%

12,696 岩手県 奥州市 セブン－イレブン奥州前沢店 小売業 食料品 2%

12,697 岩手県 奥州市 セブン－イレブン奥州水沢大町店 小売業 食料品 2%

12,698 岩手県 奥州市 セブン－イレブン奥州水沢寺領店 小売業 食料品 2%

12,699 岩手県 奥州市 セブン－イレブン奥州水沢太日通り２丁目店 小売業 食料品 2%

12,700 岩手県 奥州市 セブン－イレブン奥州水沢中学校前店 小売業 食料品 2%

12,701 岩手県 奥州市 セブン－イレブン奥州水沢東中通り店 小売業 食料品 2%

12,702 岩手県 奥州市 セブン－イレブン奥州水沢町屋敷店 小売業 食料品 2%

12,703 岩手県 奥州市 オザワデンキ 小売業 電化製品 5%

12,704 岩手県 奥州市 Ａｕｔｏ　Ｇａｒａｇｅ　ＢＬＥＳＴ サービス その他サービス 5%

12,705 岩手県 奥州市 小野寺電器店 小売業 電化製品 5%

12,706 岩手県 奥州市 お休み処えさし藤原の郷　売店－Ａ 小売業 家具・調度品 5%

12,707 岩手県 奥州市 お休み処えさし藤原の郷　売店－Ｂ 小売業 家具・調度品 5%

12,708 岩手県 奥州市 お休み処えさし藤原の郷　レストラン清衡 サービス 飲食業 5%

12,709 岩手県 奥州市 小山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,710 岩手県 奥州市 オリーブハウス 小売業 その他小売 5%

12,711 岩手県 奥州市 音楽の森ヴァース株式会社 小売業 その他小売 5%

12,712 岩手県 奥州市 ＧＡＲＤＥＮ　ＣＡＦＥ　ＴＡＫＡＣＨＩＹＯ　有限会社　銘菓処　高千代 サービス 飲食業 5%

12,713 岩手県 奥州市 菓子処後藤屋　駅前店 小売業 食料品 5%

12,714 岩手県 奥州市 菓子処後藤屋駅前店 小売業 食料品 5%

12,715 岩手県 奥州市 菓子処後藤屋本店 小売業 食料品 5%

12,716 岩手県 奥州市 ＣＡＦＥ　Ｊｉｌｌ サービス 飲食業 5%

12,717 岩手県 奥州市 神文ストア　胆沢店 小売業 食料品 5%

12,718 岩手県 奥州市 神文ストア　原中店 小売業 食料品 5%

12,719 岩手県 奥州市 神文ストア　前沢店 小売業 食料品 5%

12,720 岩手県 奥州市 きくすい　北上店 サービス 飲食業 5%

12,721 岩手県 奥州市 きもの京紅 水沢店 小売業 その他小売 5%

12,722 岩手県 奥州市 牛匠おがた味心 サービス 飲食業 5%

12,723 岩手県 奥州市 クエストＬ台町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,724 岩手県 奥州市 くすりのオーパ 小売業 その他小売 5%

12,725 岩手県 奥州市 ＣＬＡＳＳＩＣＯ サービス 飲食業 5%

12,726 岩手県 奥州市 クルマドーカスタムファクトリー サービス その他サービス 5%
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12,727 岩手県 奥州市 ＣｌｅｖｅｒＷｏｒｋｓ タイヤ販売部門 小売業 その他小売 5%

12,728 岩手県 奥州市 ごとうでんき 小売業 電化製品 5%

12,729 岩手県 奥州市 佐吉 サービス 飲食業 5%

12,730 岩手県 奥州市 酒のロッキー前沢店 小売業 食料品 5%

12,731 岩手県 奥州市 サンエススポーツ 小売業 その他小売 5%

12,732 岩手県 奥州市 三友前沢ＳＡ上り線 サービス 飲食業 5%

12,733 岩手県 奥州市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 水沢営業所 小売業 その他小売 5%

12,734 岩手県 奥州市 Ｓｅｅｍｓ サービス 理容・美容業 5%

12,735 岩手県 奥州市 シシド眼鏡時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

12,736 岩手県 奥州市 ＪＡＺＺＲＩＺＥ　ＳＴＯＲＥ雑貨 小売業 衣料品 5%

12,737 岩手県 奥州市 シャディたつのや　水沢店 小売業 その他小売 5%

12,738 岩手県 奥州市 ジャパンツーリストサービス　奥州営業所 サービス その他サービス 5%

12,739 岩手県 奥州市 じゅうじゅう水沢店 サービス 飲食業 5%

12,740 岩手県 奥州市 真城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,741 岩手県 奥州市 菅原クリーニング　駅東店 サービス その他サービス 5%

12,742 岩手県 奥州市 菅原クリーニング三日町店 サービス その他サービス 5%

12,743 岩手県 奥州市 すぬぅびようしつ サービス 理容・美容業 5%

12,744 岩手県 奥州市 セルフステーション水沢北 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,745 岩手県 奥州市 蕎麦屋二想 サービス 飲食業 5%

12,746 岩手県 奥州市 千田産業 サービス その他サービス 5%

12,747 岩手県 奥州市 千田電器 小売業 電化製品 5%

12,748 岩手県 奥州市 ｃｈｉｃｋａｄｅｅ 小売業 衣料品 5%

12,749 岩手県 奥州市 茶壺菅原園 サービス その他サービス 5%

12,750 岩手県 奥州市 つり具の前沢屋 小売業 その他小売 5%

12,751 岩手県 奥州市 電化プラザ小田原店 小売業 電化製品 5%

12,752 岩手県 奥州市 でんきのＳＧおの店 小売業 電化製品 5%

12,753 岩手県 奥州市 デントリペアＤＳ サービス その他サービス 5%

12,754 岩手県 奥州市 東京自動車 小売業 その他小売 5%

12,755 岩手県 奥州市 トキワ電化サービス 小売業 電化製品 5%

12,756 岩手県 奥州市 ＤＯＧ　ＣＡＦＥ　ＡＢＢＥＹ　ＲＯＡＤ サービス 飲食業 5%

12,757 岩手県 奥州市 トヨタカローラ南岩手奥州店 小売業 その他小売 5%

12,758 岩手県 奥州市 トヨタレンタリース岩手水沢店 サービス その他サービス 2%

12,759 岩手県 奥州市 長野　本店 小売業 家具・調度品 5%

12,760 岩手県 奥州市 長野　本店 小売業 家具・調度品 5%

12,761 岩手県 奥州市 長野家具店 小売業 家具・調度品 5%

12,762 岩手県 奥州市 長野家具店　吉小路店 小売業 家具・調度品 5%

12,763 岩手県 奥州市 南都田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,764 岩手県 奥州市 なんてん屋 小売業 衣料品 5%

12,765 岩手県 奥州市 ニュー藤駒 サービス 飲食業 5%

12,766 岩手県 奥州市 ねむの樹サロンアルソアフラール 小売業 その他小売 5%

12,767 岩手県 奥州市 ノウティーボーイ 小売業 その他小売 5%

12,768 岩手県 奥州市 ハウディおのや前沢店　ハウディおのや　前沢店 小売業 衣料品 5%
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12,769 岩手県 奥州市 羽田自動車整備工場 小売業 その他小売 5%

12,770 岩手県 奥州市 パナックミズデン 小売業 電化製品 5%

12,771 岩手県 奥州市 花わらし 小売業 その他小売 5%

12,772 岩手県 奥州市 陽だまり工房　奥州支店 サービス その他サービス 5%

12,773 岩手県 奥州市 びっくりドンキー　水沢店 サービス 飲食業 2%

12,774 岩手県 奥州市 美容室　ＧＲＥＡＴＥＳ　ＧＲＯＵＮＤ　ｋａｕｉ サービス 理容・美容業 5%

12,775 岩手県 奥州市 フットファンタジア水澤 サービス 理容・美容業 5%

12,776 岩手県 奥州市 プラザイン　水沢／Ｊ＆Ｊギフト サービス その他サービス 5%

12,777 岩手県 奥州市 プラザイン水沢 サービス 宿泊業 5%

12,778 岩手県 奥州市 プレッセ プレッセ 小売業 衣料品 5%

12,779 岩手県 奥州市 ＰＲＥＴＴＹ　ＦＯＲ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

12,780 岩手県 奥州市 ＨＡＩＲＤＥＳＩＧＨＬＩＬＹ サービス 理容・美容業 5%

12,781 岩手県 奥州市 ベルミマス 小売業 電化製品 5%

12,782 岩手県 奥州市 ＢｏＡ　ｓ　ｈａｉｒｄｉｎｉｎｇ　ＢｏＡ　ｓ サービス 理容・美容業 5%

12,783 岩手県 奥州市 ホテルニュー江刺 サービス 宿泊業 5%

12,784 岩手県 奥州市 ホテルニュー江刺 サービス 宿泊業 5%

12,785 岩手県 奥州市 ホテルニュー江刺新館イーズ サービス 宿泊業 5%

12,786 岩手県 奥州市 ホビーオフ奥州水沢店 小売業 その他小売 2%

12,787 岩手県 奥州市 前沢牛オガタ サービス 飲食業 5%

12,788 岩手県 奥州市 前沢牛オガタ駅東店 小売業 食料品 5%

12,789 岩手県 奥州市 前沢中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,790 岩手県 奥州市 前沢ＢＰＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,791 岩手県 奥州市 セブン－イレブン前沢バイパス店 小売業 食料品 2%

12,792 岩手県 奥州市 前沢バイパス東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,793 岩手県 奥州市 前沢バイパス南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,794 岩手県 奥州市 マクドナルドイオン前沢店 サービス 飲食業 2%

12,795 岩手県 奥州市 マクドナルド４号線水沢店 サービス 飲食業 2%

12,796 岩手県 奥州市 松永金物 小売業 その他小売 5%

12,797 岩手県 奥州市 マルイチ水沢店 小売業 食料品 2%

12,798 岩手県 奥州市 マルイチメイプル店 小売業 食料品 2%

12,799 岩手県 奥州市 ミズサキノート 小売業 食料品 5%

12,800 岩手県 奥州市 水沢インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,801 岩手県 奥州市 水沢江刺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,802 岩手県 奥州市 水沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,803 岩手県 奥州市 水沢グリーンホテル サービス 宿泊業 5%

12,804 岩手県 奥州市 水沢サンパレスホテル サービス 宿泊業 5%

12,805 岩手県 奥州市 出光水沢西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,806 岩手県 奥州市 みちのく古都カントリークラブ サービス その他サービス 5%

12,807 岩手県 奥州市 向田メガネ・コンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

12,808 岩手県 奥州市 やまなか家　水沢店 サービス 飲食業 5%

12,809 岩手県 奥州市 ヤワタ電器 小売業 電化製品 5%

12,810 岩手県 奥州市 有限会社伊藤電機　有限会社　伊藤電機 小売業 電化製品 5%
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12,811 岩手県 奥州市 有限会社乙女屋 サービス その他サービス 5%

12,812 岩手県 奥州市 有限会社カーシー 小売業 その他小売 5%

12,813 岩手県 奥州市 有限会社健美 小売業 その他小売 5%

12,814 岩手県 奥州市 有限会社洒落エンターテイメントファクトリー　隠家ＳＩＤＥＢＢｙお洒落泥棒水沢店 サービス 飲食業 5%

12,815 岩手県 奥州市 有限会社ノーキサービス 小売業 その他小売 5%

12,816 岩手県 奥州市 よつばマッサージ・はりきゅう院 サービス 理容・美容業 5%

12,817 岩手県 奥州市 四谷商店 小売業 食料品 5%

12,818 岩手県 奥州市 リカーハウスこばやし 小売業 食料品 5%

12,819 岩手県 奥州市 ルイーダ サービス 飲食業 5%

12,820 岩手県 奥州市 レストラン　エルミタージュ サービス 飲食業 5%

12,821 岩手県 大槌町 大槌ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,822 岩手県 大槌町 セブン－イレブンおおつち御社地店 小売業 食料品 2%

12,823 岩手県 大槌町 セブン－イレブンおおつち吉里吉里店 小売業 食料品 2%

12,824 岩手県 大槌町 出光吉里吉里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,825 岩手県 大槌町 ＫＩＮＧ８ ＫＩＮＧ８ サービス その他サービス 5%

12,826 岩手県 大槌町 Ｃｅ‐Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

12,827 岩手県 大槌町 たかのり海産 サービス その他サービス 5%

12,828 岩手県 大槌町 ＰＲＯＳＨＯＰひび又屋ＷＯＲＫＳ 小売業 家具・調度品 5%

12,829 岩手県 大槌町 マイヤマスト店 小売業 食料品 5%

12,830 岩手県 大槌町 宮古ヤクルト販売　大槌きぼうセンター 小売業 食料品 5%

12,831 岩手県 大槌町 焼肉だいまる　焼肉だいまる サービス 飲食業 5%

12,832 岩手県 大槌町 やっちゃば やつちゃば 小売業 食料品 5%

12,833 岩手県 大槌町 ロータス倉本マスト店 サービス その他サービス 5%

12,834 岩手県 大船渡市 ＡＴＬＡＳＫｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

12,835 岩手県 大船渡市 居酒屋　成功丸 サービス 飲食業 5%

12,836 岩手県 大船渡市 出光三陸町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,837 岩手県 大船渡市 伊藤家電 小売業 電化製品 5%

12,838 岩手県 大船渡市 Ｓ・Ｐ・Ｇフモト 小売業 電化製品 5%

12,839 岩手県 大船渡市 大船渡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,840 岩手県 大船渡市 大船渡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,841 岩手県 大船渡市 大船渡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,842 岩手県 大船渡市 セブン－イレブン大船渡赤崎店 小売業 食料品 2%

12,843 岩手県 大船渡市 大船渡温泉 サービス 宿泊業 5%

12,844 岩手県 大船渡市 大船渡東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,845 岩手県 大船渡市 越喜来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,846 岩手県 大船渡市 ｃｕｔ ＡＲＩＡ ｃｕｔ ＡＲＩＡ サービス 理容・美容業 5%

12,847 岩手県 大船渡市 Ｃａｆｅ　ｄｅ　Ｃｕｒｒｙ　ＫＯＪＩＫＡ サービス 飲食業 5%

12,848 岩手県 大船渡市 碁石海岸インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,849 岩手県 大船渡市 ごいしふぉん 小売業 食料品 5%

12,850 岩手県 大船渡市 盛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,851 岩手県 大船渡市 盛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,852 岩手県 大船渡市 盛給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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12,853 岩手県 大船渡市 出光盛バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,854 岩手県 大船渡市 崎浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,855 岩手県 大船渡市 三陸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,856 岩手県 大船渡市 ＴＨＲＥＥ　ＰＥＡＫＳ 小売業 食料品 5%

12,857 岩手県 大船渡市 セルフ赤崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,858 岩手県 大船渡市 セルフ丸新大船渡西店 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,859 岩手県 大船渡市 タカタジハン 車検整備部門 サービス その他サービス 5%

12,860 岩手県 大船渡市 たこ屋ＩＴサポート　たこ屋 サービス 飲食業 5%

12,861 岩手県 大船渡市 田村スポーツ 小売業 その他小売 5%

12,862 岩手県 大船渡市 つり具のなかじまや 小売業 その他小売 5%

12,863 岩手県 大船渡市 デイリーポート新鮮館大船渡店 小売業 食料品 5%

12,864 岩手県 大船渡市 トヨタカローラ南岩手大船渡店 小売業 その他小売 5%

12,865 岩手県 大船渡市 トヨタレンタリース岩手大船渡店 サービス その他サービス 2%

12,866 岩手県 大船渡市 西川チェーン　にしやま大船渡店 小売業 衣料品 5%

12,867 岩手県 大船渡市 出光西舘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,868 岩手県 大船渡市 ｐｉｃｋ－ｕｐ サービス 理容・美容業 5%

12,869 岩手県 大船渡市 平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,870 岩手県 大船渡市 ぷちショップひらやま 小売業 食料品 5%

12,871 岩手県 大船渡市 古内電器商会 小売業 電化製品 5%

12,872 岩手県 大船渡市 ＨＡＩＲ　ＳＰＯＴ　Ｂ?ｔａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

12,873 岩手県 大船渡市 マイヤ赤崎店 小売業 食料品 5%

12,874 岩手県 大船渡市 マイヤ大船渡インター店 小売業 食料品 5%

12,875 岩手県 大船渡市 マイヤ大船渡店 小売業 食料品 5%

12,876 岩手県 大船渡市 マルイチマルシェ大船渡店 小売業 食料品 2%

12,877 岩手県 大船渡市 ＡＥ水野石油株式会社 小売業 その他小売 5%

12,878 岩手県 大船渡市 モンクール＆スミレ 小売業 衣料品 5%

12,879 岩手県 大船渡市 焼肉・韓国料理　かもめ商店 サービス 飲食業 5%

12,880 岩手県 大船渡市 焼肉冷麺ＢｅｅＢｅｅ サービス 飲食業 5%

12,881 岩手県 大船渡市 らーめんランド 大船渡店 らーめんランド大船渡店 サービス 飲食業 5%

12,882 岩手県 大船渡市 旅館　菊水館 サービス 宿泊業 5%

12,883 岩手県 釜石市 アンジェリック洋菓子店 小売業 食料品 5%

12,884 岩手県 釜石市 アンジェリック洋菓子店 小売業 食料品 5%

12,885 岩手県 釜石市 出光中妻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,886 岩手県 釜石市 株式会社岩手中京医薬品 小売業 その他小売 5%

12,887 岩手県 釜石市 ＶＩＶＡ　ＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

12,888 岩手県 釜石市 ウインベル　うちかわ 小売業 電化製品 5%

12,889 岩手県 釜石市 エスエスファクトリー 小売業 その他小売 5%

12,890 岩手県 釜石市 エムスアライ 小売業 電化製品 5%

12,891 岩手県 釜石市 海宝漬中村家本店 小売業 食料品 5%

12,892 岩手県 釜石市 金森ふとん店 游眠館 小売業 家具・調度品 5%

12,893 岩手県 釜石市 Ｃａｆｅ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＨＡＭＡＹＵＩ サービス 飲食業 5%

12,894 岩手県 釜石市 セブン－イレブンかまいし片岸店 小売業 食料品 2%
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12,895 岩手県 釜石市 釜石更科 サービス 飲食業 5%

12,896 岩手県 釜石市 釜石タイヤ有限会社 小売業 その他小売 5%

12,897 岩手県 釜石市 釜石中央インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,898 岩手県 釜石市 セブン－イレブン釜石中妻町１丁目店 小売業 食料品 2%

12,899 岩手県 釜石市 セブンーイレブン釜石松原店 小売業 食料品 2%

12,900 岩手県 釜石市 上中島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,901 岩手県 釜石市 カメラの後藤　カメラの後藤 小売業 その他小売 5%

12,902 岩手県 釜石市 キクコーストア釜石小川店 小売業 食料品 5%

12,903 岩手県 釜石市 キクコーストア釜石松倉店 小売業 食料品 5%

12,904 岩手県 釜石市 桑畑書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

12,905 岩手県 釜石市 さわや書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

12,906 岩手県 釜石市 三陸テクノ サービス その他サービス 5%

12,907 岩手県 釜石市 ｓｏｆｏ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

12,908 岩手県 釜石市 洞泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,909 岩手県 釜石市 トヨタレンタリース岩手釜石駅前店 サービス その他サービス 2%

12,910 岩手県 釜石市 西川ショップ２１ 小売業 家具・調度品 5%

12,911 岩手県 釜石市 陽だまり工房釜石支店 サービス その他サービス 5%

12,912 岩手県 釜石市 ビットコ　イオンタウン釜石店 小売業 衣料品 5%

12,913 岩手県 釜石市 美?ＢＥＬＩＥＶＥ サービス 理容・美容業 5%

12,914 岩手県 釜石市 ホテル　マルエ サービス 宿泊業 5%

12,915 岩手県 釜石市 ホテルサンルート釜石 サービス 宿泊業 2%

12,916 岩手県 釜石市 マイヤ釜石店 小売業 食料品 5%

12,917 岩手県 釜石市 マイヤ野田店 小売業 食料品 5%

12,918 岩手県 釜石市 松坂屋キーコーナー 小売業 その他小売 5%

12,919 岩手県 釜石市 松坂屋とれぱに店 小売業 その他小売 5%

12,920 岩手県 釜石市 マルイチ鵜住居店 小売業 食料品 5%

12,921 岩手県 釜石市 マルイチサンパルク店 小売業 食料品 2%

12,922 岩手県 釜石市 マルショウ 小売業 その他小売 5%

12,923 岩手県 釜石市 ＭＩＡＳＣＡＬＬＡ釜石店 小売業 電化製品 5%

12,924 岩手県 釜石市 宮古ヤクルト販売　釜石センター 小売業 食料品 5%

12,925 岩手県 釜石市 宮古ヤクルト販売　釜石営業所　直販 小売業 食料品 5%

12,926 岩手県 釜石市 ヨーカ電器 小売業 電化製品 5%

12,927 岩手県 釜石市 らくらくセルフ丸新平田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,928 岩手県 釜石市 らくらくセルフ丸新平田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,929 岩手県 釜石市 リヴァル サービス 飲食業 5%

12,930 岩手県 釜石市 陸中海岸グランドホテル サービス 宿泊業 5%

12,931 岩手県 釜石市 リブルマルシェ 小売業 衣料品 5%

12,932 岩手県 釜石市 理容アベ サービス 理容・美容業 5%

12,933 岩手県 釜石市 レンズセンターコティー 小売業 その他小売 5%

12,934 岩手県 釜石市 ロータス倉本　片岸店 サービス その他サービス 5%

12,935 岩手県 釜石市 ロータス倉本釜石店 サービス その他サービス 5%

12,936 岩手県 釜石市 ろばたや釜石 サービス 飲食業 5%
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12,937 岩手県 軽米町 伊保内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,938 岩手県 軽米町 軽米ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,939 岩手県 軽米町 軽米ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,940 岩手県 軽米町 軽米写真館 サービス その他サービス 5%

12,941 岩手県 軽米町 軽米東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,942 岩手県 軽米町 小林商店ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,943 岩手県 軽米町 たけさわストア 小売業 その他小売 5%

12,944 岩手県 軽米町 パナデン　柳 小売業 電化製品 5%

12,945 岩手県 軽米町 晴山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,946 岩手県 軽米町 古舘製麺所 小売業 食料品 5%

12,947 岩手県 軽米町 ミル・みるハウス産直 小売業 食料品 5%

12,948 岩手県 軽米町 ミル・みるハウス売店 小売業 食料品 5%

12,949 岩手県 北上市 ｅｙｅ　ＣＡＴＣＨ サービス 理容・美容業 5%

12,950 岩手県 北上市 ｅｙｅ ＣＡＴＣＨ ｅｙｅ ＣＡＴＣＨ アイキャッチ サービス 理容・美容業 5%

12,951 岩手県 北上市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｉｇａｒｏ北上 サービス 理容・美容業 5%

12,952 岩手県 北上市 浅井自動車販売 小売業 その他小売 5%

12,953 岩手県 北上市 アサノデンキ 小売業 電化製品 5%

12,954 岩手県 北上市 Ｕｎ　ａｍｉｗ サービス 理容・美容業 5%

12,955 岩手県 北上市 石のセガワ北上支店 小売業 その他小売 5%

12,956 岩手県 北上市 セブン－イレブン岩手県立中部病院前店 小売業 食料品 2%

12,957 岩手県 北上市 エクセレント　ビュースペース北上 小売業 その他小売 5%

12,958 岩手県 北上市 ｍｔｍ－ｆａｃｔｏｒｙ 小売業 その他小売 5%

12,959 岩手県 北上市 ヴォルテックス サービス その他サービス 5%

12,960 岩手県 北上市 Ｏ’ｂａｒ サービス 飲食業 5%

12,961 岩手県 北上市 お菓子の菓だん 小売業 食料品 5%

12,962 岩手県 北上市 小田島電器 小売業 電化製品 5%

12,963 岩手県 北上市 鬼柳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,964 岩手県 北上市 ＯＲＡＮＧＥ　ＣＯＵＮＴＹ サービス 理容・美容業 5%

12,965 岩手県 北上市 海人 海人 小売業 食料品 5%

12,966 岩手県 北上市 株式会社ツールボックス サービス その他サービス 5%

12,967 岩手県 北上市 株式会社丸片石油本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,968 岩手県 北上市 Ｇａｌｌｙ 小売業 衣料品 5%

12,969 岩手県 北上市 菊印房 小売業 その他小売 5%

12,970 岩手県 北上市 きくすい　北上店 サービス 飲食業 5%

12,971 岩手県 北上市 北上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,972 岩手県 北上市 北上インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,973 岩手県 北上市 セブン－イレブン北上インター東店 小売業 食料品 2%

12,974 岩手県 北上市 盛岡ガス燃料株式会社　北上営業所 小売業 その他小売 5%

12,975 岩手県 北上市 セブン－イレブン北上駅東口店 小売業 食料品 2%

12,976 岩手県 北上市 セブン－イレブン北上大通り４丁目店 小売業 食料品 2%

12,977 岩手県 北上市 北上　ガス　プロパン サービス その他サービス 5%

12,978 岩手県 北上市 セブン－イレブン北上金属団地店 小売業 食料品 2%
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12,979 岩手県 北上市 セブン－イレブン北上さくら通り５丁目店 小売業 食料品 2%

12,980 岩手県 北上市 セブン－イレブン北上里分店 小売業 食料品 2%

12,981 岩手県 北上市 北上自動車 サービス その他サービス 5%

12,982 岩手県 北上市 北上正時堂　ハーモニーセンター 小売業 その他小売 5%

12,983 岩手県 北上市 セブン－イレブン北上諏訪町２丁目店 小売業 食料品 2%

12,984 岩手県 北上市 セブン－イレブン北上堤ヶ丘１丁目店 小売業 食料品 2%

12,985 岩手県 北上市 セブン－イレブン北上常盤台４丁目店 小売業 食料品 2%

12,986 岩手県 北上市 セブン－イレブン北上バイパス店 小売業 食料品 2%

12,987 岩手県 北上市 北上南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,988 岩手県 北上市 セブン－イレブン北上村崎野店 小売業 食料品 2%

12,989 岩手県 北上市 北上流通センターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

12,990 岩手県 北上市 セブン－イレブン北上和賀藤根店 小売業 食料品 2%

12,991 岩手県 北上市 キッチンバル　コネクト サービス 飲食業 5%

12,992 岩手県 北上市 くさのイン北上 サービス 宿泊業 5%

12,993 岩手県 北上市 草のホテル サービス 宿泊業 5%

12,994 岩手県 北上市 クラムボン　クライミング サービス その他サービス 5%

12,995 岩手県 北上市 ｇｒｏｓｓｏ－ＬＵＣＥ サービス 理容・美容業 5%

12,996 岩手県 北上市 花＆器　ぐんきん 小売業 その他小売 5%

12,997 岩手県 北上市 ケアルイ サービス その他サービス 2%

12,998 岩手県 北上市 ケーワイコーポレーション サービス 飲食業 5%

12,999 岩手県 北上市 小麦屋 小売業 食料品 5%

13,000 岩手県 北上市 ザ・バースランジバール サービス 飲食業 5%

13,001 岩手県 北上市 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＣＨＥＺＭＯＩ サービス 理容・美容業 5%

13,002 岩手県 北上市 ジェームス　北上南店 小売業 その他小売 2%

13,003 岩手県 北上市 ジャパンツーリストサービス　江釣子・パル サービス その他サービス 5%

13,004 岩手県 北上市 ジャパンツーリストサービス サービス その他サービス 5%

13,005 岩手県 北上市 ジャパンツーリストサービス北上さくら野営 サービス その他サービス 5%

13,006 岩手県 北上市 ｓｉｍｐｌｅ サービス その他サービス 5%

13,007 岩手県 北上市 スーパー古着マートＥＣＯＳ 小売業 衣料品 5%

13,008 岩手県 北上市 すずのき　青森中三店 小売業 衣料品 5%

13,009 岩手県 北上市 すずのき　北上店 小売業 衣料品 5%

13,010 岩手県 北上市 スマホドック２４ 小売業 電化製品 5%

13,011 岩手県 北上市 セルフステーション北上東 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,012 岩手県 北上市 総合毛髪ＳＴＥＬＬＡ　総合毛髪　ＳＴＥＬＬＡ サービス 理容・美容業 5%

13,013 岩手県 北上市 ダイニングキッチン侍 サービス 飲食業 5%

13,014 岩手県 北上市 （有）展勝閣 サービス 飲食業 5%

13,015 岩手県 北上市 時計・宝石のマツムラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

13,016 岩手県 北上市 トヨタカローラ南岩手北上店 小売業 その他小売 5%

13,017 岩手県 北上市 トヨタレンタリース岩手北上駅新幹線東口店 サービス その他サービス 2%

13,018 岩手県 北上市 長野家具店　北上店 小売業 家具・調度品 5%

13,019 岩手県 北上市 南部ホテル サービス 宿泊業 5%

13,020 岩手県 北上市 南部家敷総本店 サービス 飲食業 5%
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13,021 岩手県 北上市 Ｂｉｋｅ　Ｒｅｂｌｉｓｓ　Ｂｉｋｅ　Ｒｅｂｌｉｓｓ 小売業 その他小売 5%

13,022 岩手県 北上市 ヒーリングサロンサランユー サービス その他サービス 5%

13,023 岩手県 北上市 陽だまり工房北上支店 サービス その他サービス 5%

13,024 岩手県 北上市 秀よし鮨 秀よし鮨 サービス 飲食業 5%

13,025 岩手県 北上市 美容室ａｍｂｅｒ サービス 理容・美容業 5%

13,026 岩手県 北上市 美容室アンバー　美容室ａｍｂｅｒ サービス 理容・美容業 5%

13,027 岩手県 北上市 美容室ｍｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

13,028 岩手県 北上市 風土 サービス 飲食業 5%

13,029 岩手県 北上市 フジタ電器 小売業 電化製品 5%

13,030 岩手県 北上市 藤根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,031 岩手県 北上市 プライベートジムＣＲＥＤＯ サービス その他サービス 5%

13,032 岩手県 北上市 プラネ＆アコースティックステージ１／ｆ サービス 飲食業 5%

13,033 岩手県 北上市 フラワーホテル サービス 宿泊業 5%

13,034 岩手県 北上市 ホテルシティプラザ北上 サービス 宿泊業 5%

13,035 岩手県 北上市 Ｂｏｎｈｅｕｒ サービス その他サービス 5%

13,036 岩手県 北上市 マクドナルド１０７北上店 サービス 飲食業 2%

13,037 岩手県 北上市 松永金物北上店 松永金物 北上店 小売業 その他小売 5%

13,038 岩手県 北上市 松永金物　北上店 小売業 家具・調度品 5%

13,039 岩手県 北上市 松永金物　北上店 小売業 家具・調度品 5%

13,040 岩手県 北上市 丸昭商店 小売業 その他小売 5%

13,041 岩手県 北上市 丸畑モータース サービス その他サービス 5%

13,042 岩手県 北上市 万ＳＡＩ堂　北上店 小売業 その他小売 5%

13,043 岩手県 北上市 万ＳＡＩ堂　北上店 小売業 その他小売 5%

13,044 岩手県 北上市 南工業団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,045 岩手県 北上市 メガネの松村 小売業 その他小売 5%

13,046 岩手県 北上市 ｍｏｄｅｒｎ　ｃｒａｆｔ　北上店 サービス 理容・美容業 5%

13,047 岩手県 北上市 元湯　夏油 サービス 宿泊業 5%

13,048 岩手県 北上市 モンテインホテル サービス 宿泊業 5%

13,049 岩手県 北上市 やぎや サービス 飲食業 5%

13,050 岩手県 北上市 やまなか家　北上店 サービス 飲食業 5%

13,051 岩手県 北上市 有限会社オリエンタル自動車 小売業 その他小売 5%

13,052 岩手県 北上市 有限会社シャラクエンターテイメントファクトリー　隠家ＳＩＤＥＢＢＹお洒落泥棒北上店 サービス 飲食業 5%

13,053 岩手県 金ケ崎町 金ヶ崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,054 岩手県 金ケ崎町 金ヶ崎バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,055 岩手県 金ケ崎町 セブン－イレブン金ケ崎バイパス店 小売業 食料品 2%

13,056 岩手県 金ケ崎町 ｚａｋｋａ＋ｃａｆｅ　ＫＩＣＨＩ． 小売業 その他小売 5%

13,057 岩手県 金ケ崎町 永沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,058 岩手県 金ケ崎町 Ｂｉｓｔｒｏ　Ａｖａｉｌｌａ サービス 飲食業 5%

13,059 岩手県 金ケ崎町 ファミリーイン金ヶ崎 サービス 宿泊業 5%

13,060 岩手県 金ケ崎町 有 菊地分店 小売業 衣料品 5%

13,061 岩手県 久慈市 アージュ サービス 理容・美容業 5%

13,062 岩手県 久慈市 大川目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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13,063 岩手県 久慈市 オートランド久慈 小売業 その他小売 5%

13,064 岩手県 久慈市 大西義晴商店 小売業 その他小売 5%

13,065 岩手県 久慈市 Ｃａｆｅ　ｄｅ　ｌａ　Ｐｌａｃｅ サービス 飲食業 5%

13,066 岩手県 久慈市 ギフト　ぼうら　ぼうら 小売業 その他小売 5%

13,067 岩手県 久慈市 ギフトショップ　三幸 小売業 その他小売 5%

13,068 岩手県 久慈市 出光久慈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,069 岩手県 久慈市 久慈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,070 岩手県 久慈市 久慈駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,071 岩手県 久慈市 久慈川貫 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,072 岩手県 久慈市 久慈グランドホテル サービス 宿泊業 5%

13,073 岩手県 久慈市 久慈自動車学校 サービス その他サービス 5%

13,074 岩手県 久慈市 久慈ステーションホテル サービス 宿泊業 5%

13,075 岩手県 久慈市 久慈第一ホテル サービス 宿泊業 5%

13,076 岩手県 久慈市 出光久慈港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,077 岩手県 久慈市 くんのごｂｙ上山琥珀工芸 小売業 貴金属・服飾品 5%

13,078 岩手県 久慈市 こしど宇部店 小売業 その他小売 5%

13,079 岩手県 久慈市 こしど久慈店 小売業 その他小売 5%

13,080 岩手県 久慈市 ササキ時計宝飾店 小売業 貴金属・服飾品 5%

13,081 岩手県 久慈市 侍の湯　きのこ屋（じゃらん） サービス 宿泊業 5%

13,082 岩手県 久慈市 侍浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,083 岩手県 久慈市 出光侍浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,084 岩手県 久慈市 サンショップ　ささき 小売業 食料品 5%

13,085 岩手県 久慈市 食堂　しみず サービス 飲食業 5%

13,086 岩手県 久慈市 次郎 サービス 飲食業 5%

13,087 岩手県 久慈市 新中の橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,088 岩手県 久慈市 Ｃｅ－ｌａｖｉｅ サービス その他サービス 5%

13,089 岩手県 久慈市 ＳＥＬＥＣＴＳＨＯＰ Ｕ－ＳＴＵＤＩＯ店 小売業 衣料品 5%

13,090 岩手県 久慈市 田高酒店 小売業 その他小売 5%

13,091 岩手県 久慈市 タンナイ電器 小売業 電化製品 5%

13,092 岩手県 久慈市 団家　鉄板焼き サービス 飲食業 5%

13,093 岩手県 久慈市 てづくり工房ｍｙｍ サービス その他サービス 5%

13,094 岩手県 久慈市 トダテ電化 小売業 電化製品 5%

13,095 岩手県 久慈市 中新商店 小売業 家具・調度品 5%

13,096 岩手県 久慈市 ＢＡＲＢＥＲＹＡＭＡＤＡ 理容ヤマダ サービス 理容・美容業 5%

13,097 岩手県 久慈市 配送センター　久慈　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,098 岩手県 久慈市 パナデン細谷地 小売業 電化製品 5%

13,099 岩手県 久慈市 ピザテン・フォー　岩手久慈店　２ サービス その他サービス 5%

13,100 岩手県 久慈市 英ちゃん飯店 サービス 飲食業 5%

13,101 岩手県 久慈市 ファミリーファッション　まるこ 小売業 衣料品 5%

13,102 岩手県 久慈市 マタタビ マタタビ 小売業 その他小売 5%

13,103 岩手県 久慈市 マルイチマルシェ久慈店 小売業 食料品 2%

13,104 岩手県 久慈市 まるみ屋 小売業 食料品 5%
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13,105 岩手県 久慈市 宮古ヤクルト販売　久慈営業所　直販 小売業 食料品 5%

13,106 岩手県 久慈市 宮古ヤクルト販売　久慈センター 小売業 食料品 5%

13,107 岩手県 久慈市 焼肉・冷麺　福次郎 サービス 飲食業 5%

13,108 岩手県 久慈市 有 不二タイヤ商会 有限会社 不二タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

13,109 岩手県 久慈市 有限会社セイヤオート サービス その他サービス 5%

13,110 岩手県 久慈市 Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ　Ｐａｓｓｏ サービス 飲食業 5%

13,111 岩手県 久慈市 レストラン山海里　レストラン山海里 サービス 飲食業 5%

13,112 岩手県 久慈市 レストラン　白い森 サービス 飲食業 5%

13,113 岩手県 葛巻町 石のヤマカタ 小売業 その他小売 5%

13,114 岩手県 葛巻町 出光葛巻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,115 岩手県 葛巻町 江刈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,116 岩手県 葛巻町 葛巻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,117 岩手県 葛巻町 葛巻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,118 岩手県 葛巻町 丸健商店 小売業 その他小売 5%

13,119 岩手県 九戸村 出光九戸インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,120 岩手県 九戸村 株式会社アラタ サービス その他サービス 5%

13,121 岩手県 九戸村 九戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,122 岩手県 九戸村 十和田東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,123 岩手県 九戸村 中一商店ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,124 岩手県 雫石町 赤い風車 サービス 宿泊業 5%

13,125 岩手県 雫石町 いこいの村　岩手 サービス 宿泊業 5%

13,126 岩手県 雫石町 石塚自工 サービス その他サービス 5%

13,127 岩手県 雫石町 インターアルペン雫石 サービス その他サービス 5%

13,128 岩手県 雫石町 インターアルペン合同会社 サービス その他サービス 5%

13,129 岩手県 雫石町 温泉民宿栄弥 サービス その他サービス 5%

13,130 岩手県 雫石町 Ｇａｒｄｅｎ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　ます家 サービス 飲食業 5%

13,131 岩手県 雫石町 玄武風柳亭 サービス 宿泊業 5%

13,132 岩手県 雫石町 コアカ自動車 サービス その他サービス 5%

13,133 岩手県 雫石町 コーヒー焙煎風光舎（株式会社風光舎） サービス 飲食業 5%

13,134 岩手県 雫石町 コンタクト・メガネの銀河 小売業 貴金属・服飾品 5%

13,135 岩手県 雫石町 齊藤金物店 小売業 その他小売 5%

13,136 岩手県 雫石町 再販　盛岡西店 小売業 家具・調度品 5%

13,137 岩手県 雫石町 さわや書店雫石店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

13,138 岩手県 雫石町 雫石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,139 岩手県 雫石町 雫石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,140 岩手県 雫石町 雫石バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,141 岩手県 雫石町 セブン－イレブン雫石バイパス店 小売業 食料品 2%

13,142 岩手県 雫石町 雫石町まちおこしセンターしずくＣＡＮ　雫石町まちおこしセンターしずく　ＣＡＮ サービス 飲食業 5%

13,143 岩手県 雫石町 諏訪商店 小売業 食料品 5%

13,144 岩手県 雫石町 田原農園 小売業 食料品 5%

13,145 岩手県 雫石町 なんでも屋 サービス その他サービス 5%

13,146 岩手県 雫石町 ＨＡＩＪＩ サービス 宿泊業 5%

315



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

13,147 岩手県 雫石町 橋場　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,148 岩手県 雫石町 パスタの店　シモネッタ　パスタの店シモネッタ サービス 飲食業 5%

13,149 岩手県 雫石町 花工房らら倶楽部　植物棟 小売業 その他小売 5%

13,150 岩手県 雫石町 パナデン北光 小売業 電化製品 5%

13,151 岩手県 雫石町 ペンション　ベルクレール サービス 宿泊業 5%

13,152 岩手県 雫石町 細川電器 小売業 電化製品 5%

13,153 岩手県 雫石町 まほろばサービス サービス その他サービス 5%

13,154 岩手県 雫石町 マルイチ業務スーパー雫石店 小売業 食料品 2%

13,155 岩手県 雫石町 やまなか家　盛岡店 サービス 飲食業 5%

13,156 岩手県 雫石町 有限会社川長山荘 サービス 宿泊業 5%

13,157 岩手県 雫石町 有限会社　グリーンガレージ 小売業 その他小売 5%

13,158 岩手県 雫石町 株式会社ＴＡＣＴ興業 小売業 衣料品 5%

13,159 岩手県 雫石町 ル－ト４６雫石給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,160 岩手県 紫波町 アイディールヘアー サービス 理容・美容業 5%

13,161 岩手県 紫波町 Ｓ・Ｐ・Ｇ　すずけい 小売業 電化製品 5%

13,162 岩手県 紫波町 オガールイン サービス 宿泊業 5%

13,163 岩手県 紫波町 株式会社匠グローバル サービス その他サービス 5%

13,164 岩手県 紫波町 グランドスラムパル サービス その他サービス 5%

13,165 岩手県 紫波町 嶋田自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

13,166 岩手県 紫波町 紫波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,167 岩手県 紫波町 紫波インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,168 岩手県 紫波町 セブン－イレブン紫波北日詰店 小売業 食料品 2%

13,169 岩手県 紫波町 紫波中央自動車学校 サービス その他サービス 5%

13,170 岩手県 紫波町 セブン－イレブン紫波平沢店 小売業 食料品 2%

13,171 岩手県 紫波町 田口無線電機商会 小売業 電化製品 5%

13,172 岩手県 紫波町 たもり古館店 小売業 食料品 5%

13,173 岩手県 紫波町 電化ライフ　ヨシダ　古館店 小売業 電化製品 5%

13,174 岩手県 紫波町 Ｋｎｏｔｔｙ 小売業 その他小売 5%

13,175 岩手県 紫波町 ぴあＲＯＡＤしわＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,176 岩手県 紫波町 盛岡ガス燃料株式会社　日詰営業所 小売業 その他小売 5%

13,177 岩手県 紫波町 ｐｏｔａｔｏ　ｄｅｌｉ　Ｍａｍｅｔａ　ｐｏｔａｔｏ　ｄｌｉ　Ｍａｍｅｔａ サービス 飲食業 5%

13,178 岩手県 紫波町 マルショウ紫波　マルショウ紫波　農業資材　機械 小売業 その他小売 5%

13,179 岩手県 紫波町 ミルクホールマイカ 小売業 食料品 5%

13,180 岩手県 紫波町 ミルクホールマイカ サービス 飲食業 5%

13,181 岩手県 紫波町 レディースカイロりんどう サービス 理容・美容業 5%

13,182 岩手県 住田町 ササキ自動車工業 小売業 その他小売 5%

13,183 岩手県 住田町 住田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,184 岩手県 住田町 ハーネット 小売業 電化製品 5%

13,185 岩手県 滝沢市 出光あすみ野給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,186 岩手県 滝沢市 出光アルペン滝沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,187 岩手県 滝沢市 いわい サービス その他サービス 5%

13,188 岩手県 滝沢市 いわね動物病院 サービス その他サービス 5%
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13,189 岩手県 滝沢市 ＳＴモータースクール サービス その他サービス 5%

13,190 岩手県 滝沢市 ＬＳＩ 小売業 その他小売 5%

13,191 岩手県 滝沢市 大釜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,192 岩手県 滝沢市 ＡＵＴＯＳＨＯＰ　ＴＵＲＱＵＯＩＳＥ 小売業 その他小売 5%

13,193 岩手県 滝沢市 オリックスレンタカー盛岡インター店 サービス その他サービス 2%

13,194 岩手県 滝沢市 ガーデンプランツ工藤 小売業 その他小売 5%

13,195 岩手県 滝沢市 グランナチュール サービス 理容・美容業 5%

13,196 岩手県 滝沢市 Ｋ’ｓ　工房 サービス その他サービス 5%

13,197 岩手県 滝沢市 サイクルカトー 小売業 その他小売 5%

13,198 岩手県 滝沢市 斎藤金物店 土日ジャンボ市大釜店 小売業 その他小売 5%

13,199 岩手県 滝沢市 澤田屋　土日ジャンボ市大釜店 小売業 食料品 5%

13,200 岩手県 滝沢市 水道屋株式会社 サービス その他サービス 5%

13,201 岩手県 滝沢市 すご動物病院 サービス その他サービス 5%

13,202 岩手県 滝沢市 すご動物病院 サービス その他サービス 5%

13,203 岩手県 滝沢市 すたみな太郎　盛岡インター店 サービス 飲食業 5%

13,204 岩手県 滝沢市 大善ストア　滝沢店 小売業 その他小売 5%

13,205 岩手県 滝沢市 セブン－イレブン滝沢鵜飼店 小売業 食料品 2%

13,206 岩手県 滝沢市 セブン－イレブン滝沢大釜店 小売業 食料品 2%

13,207 岩手県 滝沢市 セブン－イレブン滝沢せいほくタウン店 小売業 食料品 2%

13,208 岩手県 滝沢市 セブン－イレブン滝沢祢宜屋敷店 小売業 食料品 2%

13,209 岩手県 滝沢市 中古タイヤショップＭＡＲＵ 小売業 その他小売 5%

13,210 岩手県 滝沢市 土日ジャンボ市　肉のテキサス 小売業 食料品 5%

13,211 岩手県 滝沢市 なんだり館　なんだり館 小売業 衣料品 5%

13,212 岩手県 滝沢市 日の丸青果 土日ジャンボ市大釜店 小売業 食料品 5%

13,213 岩手県 滝沢市 美容室ヒラトヤ滝沢店 サービス 理容・美容業 5%

13,214 岩手県 滝沢市 マイヤ滝沢店 小売業 食料品 5%

13,215 岩手県 滝沢市 村勇商店　土日ジャンボ市大釜店 小売業 食料品 5%

13,216 岩手県 滝沢市 焼肉ハウス　ＯＫ牧場 サービス 飲食業 5%

13,217 岩手県 滝沢市 （有）フクオカ食品　土日ジャンボ市店 サービス その他サービス 5%

13,218 岩手県 滝沢市 有限会社二和木材 サービス その他サービス 5%

13,219 岩手県 滝沢市 有限会社緑の風　土日ジャンボ市大釜店 小売業 その他小売 5%

13,220 岩手県 滝沢市 ＬＬＰまちの編集室 サービス その他サービス 5%

13,221 岩手県 滝沢市 ルート４滝沢インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,222 岩手県 滝沢市 Ｙ’ｚ　ＷＯＲＫＳ 小売業 その他小売 5%

13,223 岩手県 田野畑村 北山崎レストハウス サービス 飲食業 5%

13,224 岩手県 田野畑村 田野畑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,225 岩手県 田野畑村 出光田野畑南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,226 岩手県 田野畑村 番屋エコツーリズム サービス その他サービス 5%

13,227 岩手県 田野畑村 ホテル羅賀荘 サービス 宿泊業 5%

13,228 岩手県 田野畑村 牧原商店 小売業 その他小売 5%

13,229 岩手県 遠野市 アイパルメガネ遠野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

13,230 岩手県 遠野市 小友第一ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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13,231 岩手県 遠野市 株 遠野醸造 サービス 飲食業 5%

13,232 岩手県 遠野市 河判 小売業 食料品 5%

13,233 岩手県 遠野市 キクコーストアとぴあ店 小売業 食料品 5%

13,234 岩手県 遠野市 キクコーストアバイパス店 小売業 食料品 5%

13,235 岩手県 遠野市 キクコーストア明神前店 小売業 食料品 5%

13,236 岩手県 遠野市 桐田デンキ 小売業 電化製品 5%

13,237 岩手県 遠野市 くすりの奥寺 小売業 その他小売 5%

13,238 岩手県 遠野市 三丸屋 小売業 その他小売 5%

13,239 岩手県 遠野市 ジンギスカンのあんべ 小売業 食料品 5%

13,240 岩手県 遠野市 達曽部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,241 岩手県 遠野市 千葉タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

13,242 岩手県 遠野市 出光遠野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,243 岩手県 遠野市 遠野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,244 岩手県 遠野市 セブン－イレブン遠野青笹町店 小売業 食料品 2%

13,245 岩手県 遠野市 遠野市観光交流センター旅の蔵遠野 小売業 家具・調度品 5%

13,246 岩手県 遠野市 遠野醸造ＴＡＰＲＯＯＭ サービス 飲食業 5%

13,247 岩手県 遠野市 遠野食肉センター　遠野店 サービス 飲食業 5%

13,248 岩手県 遠野市 遠野バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,249 岩手県 遠野市 セブン－イレブン遠野早瀬町店 小売業 食料品 2%

13,250 岩手県 遠野市 セブン－イレブン遠野松崎町店 小売業 食料品 2%

13,251 岩手県 遠野市 ｐｅｒｓｏｎａｌｔｒａｉｎｉｎｇｓｔｕｄｉｏＪ－Ｐａｒｋ サービス その他サービス 5%

13,252 岩手県 遠野市 バラエティショップウィンク 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

13,253 岩手県 遠野市 Ｂ＆Ｂくら乃屋 サービス 宿泊業 5%

13,254 岩手県 遠野市 フレンドリー草薙 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,255 岩手県 遠野市 Ｍｉｃｈａｅｌ　ｓ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

13,256 岩手県 遠野市 まるまんジンギス館 サービス 飲食業 5%

13,257 岩手県 遠野市 宮古ヤクルト販売 遠野センター 小売業 食料品 5%

13,258 岩手県 遠野市 （有）エルプラザあさみず 小売業 電化製品 5%

13,259 岩手県 遠野市 有限会社スガイ 小売業 衣料品 5%

13,260 岩手県 西和賀町 佐藤自動車 小売業 その他小売 5%

13,261 岩手県 西和賀町 沢内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,262 岩手県 西和賀町 四季彩の宿ふる里 サービス 宿泊業 5%

13,263 岩手県 西和賀町 高繁旅館 サービス 宿泊業 5%

13,264 岩手県 西和賀町 ネビラキ サービス その他サービス 5%

13,265 岩手県 西和賀町 ホテル対滝閣 サービス 宿泊業 5%

13,266 岩手県 西和賀町 萬鷹旅館 サービス 宿泊業 5%

13,267 岩手県 西和賀町 山人－ｙａｍａｄｏ－ サービス その他サービス 5%

13,268 岩手県 二戸市 出光大嶺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,269 岩手県 二戸市 出光御山口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,270 岩手県 二戸市 出光浄法寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,271 岩手県 二戸市 岩手屋ニコア店 小売業 食料品 5%

13,272 岩手県 二戸市 岩手屋二戸本店 小売業 食料品 5%
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13,273 岩手県 二戸市 ＦＦマートさとう 小売業 食料品 5%

13,274 岩手県 二戸市 株式会社三幸堂ビジネス 事務機センター 小売業 その他小売 5%

13,275 岩手県 二戸市 株式会社三幸堂ビジネス 本店 小売業 その他小売 5%

13,276 岩手県 二戸市 パイシーズ 小売業 その他小売 5%

13,277 岩手県 二戸市 金田一ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,278 岩手県 二戸市 金田一アヴェニューＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,279 岩手県 二戸市 金田一ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,280 岩手県 二戸市 くすりの天狗山 小売業 その他小売 5%

13,281 岩手県 二戸市 ケーアイマート 小売業 その他小売 5%

13,282 岩手県 二戸市 昆石材店　二戸店 小売業 その他小売 5%

13,283 岩手県 二戸市 コンビニエンスストアーティーマート 小売業 食料品 5%

13,284 岩手県 二戸市 座敷わらし伝説の宿　緑風荘 サービス 宿泊業 5%

13,285 岩手県 二戸市 四季の里 サービス 飲食業 5%

13,286 岩手県 二戸市 浄法寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,287 岩手県 二戸市 スーパーしんゆう 小売業 その他小売 5%

13,288 岩手県 二戸市 すずのき　絹絵屋　二戸 小売業 衣料品 5%

13,289 岩手県 二戸市 高村書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

13,290 岩手県 二戸市 ２ｄｏｏｒ 小売業 食料品 5%

13,291 岩手県 二戸市 出羽青岩アグロ株式会社　二戸支店 小売業 その他小売 5%

13,292 岩手県 二戸市 トヨタレンタリース岩手二戸駅新幹線口店 サービス その他サービス 2%

13,293 岩手県 二戸市 ＴｒａｖｅｌＲｅｓｅａｒｃｈＳｔｏｒｅＩｎｃ． サービス その他サービス 5%

13,294 岩手県 二戸市 二戸ＳＳ有限会社中舘商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,295 岩手県 二戸市 二戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,296 岩手県 二戸市 セブン－イレブン二戸石切所店 小売業 食料品 2%

13,297 岩手県 二戸市 セブン－イレブン二戸福岡田町店 小売業 食料品 2%

13,298 岩手県 二戸市 ニューライフオカダ 小売業 電化製品 5%

13,299 岩手県 二戸市 パイシーズ　ＰＩＳＣＥＳ 小売業 その他小売 5%

13,300 岩手県 二戸市 八幡下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,301 岩手県 二戸市 パナデンまいさわ 小売業 電化製品 5%

13,302 岩手県 二戸市 パナデン　メルシー 小売業 電化製品 5%

13,303 岩手県 二戸市 樋口金物機工 サービス その他サービス 5%

13,304 岩手県 二戸市 ファミリーレストラン　よしの サービス 飲食業 5%

13,305 岩手県 二戸市 クリーニングのブルースター二戸店 サービス その他サービス 5%

13,306 岩手県 二戸市 堀野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,307 岩手県 二戸市 まるしょうストア金田一 小売業 その他小売 5%

13,308 岩手県 二戸市 （有）割烹旅館おぼない サービス 宿泊業 5%

13,309 岩手県 野田村 澤口呉服店 小売業 衣料品 5%

13,310 岩手県 野田村 白木屋クリーニング店 サービス その他サービス 5%

13,311 岩手県 野田村 白木屋　クリーニング店 サービス その他サービス 5%

13,312 岩手県 野田村 田中時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

13,313 岩手県 野田村 野田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,314 岩手県 野田村 野田玉川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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13,315 岩手県 野田村 出光野田村漁協ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,316 岩手県 野田村 有限会社　マミーストア― 小売業 その他小売 5%

13,317 岩手県 野田村 洋食・旬彩料理　みなみ サービス 飲食業 5%

13,318 岩手県 八幡平市 柴内商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,319 岩手県 八幡平市 安比ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,320 岩手県 八幡平市 安比塗漆器工房 小売業 その他小売 5%

13,321 岩手県 八幡平市 安比ロッキーイン サービス 宿泊業 5%

13,322 岩手県 八幡平市 いこいの村　岩手 サービス 宿泊業 5%

13,323 岩手県 八幡平市 出光安代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,324 岩手県 八幡平市 出光安比ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,325 岩手県 八幡平市 出光岩手山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,326 岩手県 八幡平市 イワサキ屋 小売業 衣料品 5%

13,327 岩手県 八幡平市 岩手山ＳＡ（上り）　ベーカリー 小売業 その他小売 5%

13,328 岩手県 八幡平市 岩手山ＳＡ下り線　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,329 岩手県 八幡平市 岩手山サービスエリア（上り線） 小売業 その他小売 5%

13,330 岩手県 八幡平市 大更ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,331 岩手県 八幡平市 温泉ゲストハウス　やすもり サービス 宿泊業 5%

13,332 岩手県 八幡平市 温泉ゲストハウスやすもり サービス その他サービス 5%

13,333 岩手県 八幡平市 カーエステ西根 サービス その他サービス 5%

13,334 岩手県 八幡平市 カーショップ　おやまだ 小売業 その他小売 5%

13,335 岩手県 八幡平市 株式会社小山田商店 小売業 その他小売 5%

13,336 岩手県 八幡平市 峡雲荘 サービス 宿泊業 5%

13,337 岩手県 八幡平市 峡雲荘　Ｎｏ　Ｓｈｏｗ サービス 宿泊業 5%

13,338 岩手県 八幡平市 四季館　彩冬 サービス 宿泊業 5%

13,339 岩手県 八幡平市 食堂　酒場　８ｈａｃｈｉ サービス 飲食業 5%

13,340 岩手県 八幡平市 新安比温泉 サービス 宿泊業 5%

13,341 岩手県 八幡平市 平館ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,342 岩手県 八幡平市 寺田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,343 岩手県 八幡平市 八幡平下倉スキー場 サービス その他サービス 5%

13,344 岩手県 八幡平市 セブン－イレブン八幡平バイパス店 小売業 食料品 2%

13,345 岩手県 八幡平市 八幡平パノラマスキー場 サービス その他サービス 5%

13,346 岩手県 八幡平市 八幡平マウンテンホテル サービス 宿泊業 5%

13,347 岩手県 八幡平市 ビジネスホテル西根 サービス 宿泊業 5%

13,348 岩手県 八幡平市 美人野菜 小売業 その他小売 5%

13,349 岩手県 八幡平市 弘前石材工業 小売業 その他小売 5%

13,350 岩手県 八幡平市 フォトスタジオ・パル サービス その他サービス 5%

13,351 岩手県 八幡平市 ペンション　アーラ・ワッカ サービス 宿泊業 5%

13,352 岩手県 八幡平市 ペンション　あるぺじお サービス 宿泊業 5%

13,353 岩手県 八幡平市 ペンションムース サービス 宿泊業 5%

13,354 岩手県 八幡平市 ぺンションもっきんばーど サービス 宿泊業 5%

13,355 岩手県 八幡平市 松尾八幡平物産館　アスピーテ 小売業 その他小売 5%

13,356 岩手県 八幡平市 マルイチ業務スーパー大更店 小売業 食料品 2%

320



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

13,357 岩手県 八幡平市 道の駅にしね・生産物直売所 小売業 その他小売 5%

13,358 岩手県 八幡平市 民宿　かすみ荘 サービス 宿泊業 5%

13,359 岩手県 八幡平市 有限会社ソフトハウスタカハシ 小売業 電化製品 5%

13,360 岩手県 八幡平市 ロッジタンデム サービス 宿泊業 5%

13,361 岩手県 八幡平市 上関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,362 岩手県 花巻市 ｉｄｅｎｔｉｔｙ サービス 理容・美容業 5%

13,363 岩手県 花巻市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｇｉｓｅｌｅ花巻 サービス 理容・美容業 5%

13,364 岩手県 花巻市 安心クリーニングのすがわら サービス その他サービス 5%

13,365 岩手県 花巻市 石鳥谷　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,366 岩手県 花巻市 出光石鳥谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,367 岩手県 花巻市 石のセガワ花巻本店 小売業 その他小売 5%

13,368 岩手県 花巻市 一平 サービス 飲食業 5%

13,369 岩手県 花巻市 出光西大通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,370 岩手県 花巻市 イルーシー銀河モール花巻店 小売業 衣料品 5%

13,371 岩手県 花巻市 セブン－イレブンいわて花巻空港前店 小売業 食料品 2%

13,372 岩手県 花巻市 ウインベル　ササヤ 小売業 電化製品 5%

13,373 岩手県 花巻市 Ｓ・Ｐ・Ｇしらいし 小売業 電化製品 5%

13,374 岩手県 花巻市 Ｓ・Ｐ・Ｇニッコー 小売業 電化製品 5%

13,375 岩手県 花巻市 Ｓ・Ｐ・Ｇはなでん 小売業 電化製品 5%

13,376 岩手県 花巻市 ＥｎｅＪｅｔ花巻空港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,377 岩手県 花巻市 エンドウ花店 小売業 その他小売 5%

13,378 岩手県 花巻市 及川動物病院 サービス その他サービス 5%

13,379 岩手県 花巻市 桜檀舎 さくらや花巻店 小売業 衣料品 5%

13,380 岩手県 花巻市 ＡｕｔｏＲｉｓｅ サービス その他サービス 5%

13,381 岩手県 花巻市 大迫　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,382 岩手県 花巻市 大迫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,383 岩手県 花巻市 オートジャパン．ガレージＲ サービス その他サービス 5%

13,384 岩手県 花巻市 オバラメガネ　ＡＮＯＴＨＥＲ　ＡＮＧＬＥ　オバラメガネ　イトーヨーカドー花巻店 小売業 その他小売 5%

13,385 岩手県 花巻市 ＯＲＡＮＧＥ サービス 理容・美容業 5%

13,386 岩手県 花巻市 出光卸センターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,387 岩手県 花巻市 温泉ベーカリー サービス 宿泊業 5%

13,388 岩手県 花巻市 かがみや 小売業 衣料品 5%

13,389 岩手県 花巻市 佳松園 サービス 宿泊業 5%

13,390 岩手県 花巻市 割烹旅館　廣美亭 サービス 宿泊業 5%

13,391 岩手県 花巻市 株式会社　花広 小売業 その他小売 5%

13,392 岩手県 花巻市 株式会社福盛田自動車 サービス その他サービス 5%

13,393 岩手県 花巻市 カラオケドリーム　花巻店 サービス 飲食業 5%

13,394 岩手県 花巻市 観光荘 サービス 宿泊業 5%

13,395 岩手県 花巻市 キクコーストア石鳥谷店 小売業 食料品 5%

13,396 岩手県 花巻市 キクコーストア花巻不動店 小売業 食料品 5%

13,397 岩手県 花巻市 ＧｒｅｅｎＤａｙｓ　ＧｒｅｅｎＤａｙｓ 小売業 衣料品 5%

13,398 岩手県 花巻市 Ｋ　ｉｓｍ 小売業 その他小売 5%
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13,399 岩手県 花巻市 源氏商店 小売業 食料品 5%

13,400 岩手県 花巻市 ケンジの宿 サービス 宿泊業 5%

13,401 岩手県 花巻市 賢治最中本舗 サービス 飲食業 5%

13,402 岩手県 花巻市 コーラル サービス 宿泊業 5%

13,403 岩手県 花巻市 小ぎく サービス 飲食業 5%

13,404 岩手県 花巻市 斎藤カバン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

13,405 岩手県 花巻市 サカモト薬局　健康館　サカモト薬局健康館 小売業 その他小売 5%

13,406 岩手県 花巻市 サカモト薬局大通り店 小売業 その他小売 5%

13,407 岩手県 花巻市 酒のロッキー花巻店 小売業 食料品 5%

13,408 岩手県 花巻市 ささき理容 サービス 理容・美容業 5%

13,409 岩手県 花巻市 笹間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,410 岩手県 花巻市 山水閣 サービス 宿泊業 5%

13,411 岩手県 花巻市 しだで サービス 宿泊業 5%

13,412 岩手県 花巻市 志戸平温泉旅館 サービス 宿泊業 5%

13,413 岩手県 花巻市 島電気商会 小売業 電化製品 5%

13,414 岩手県 花巻市 ＧＩＯＶＡＮＮＩ サービス 宿泊業 5%

13,415 岩手県 花巻市 すずのき　絹絵屋花巻店 小売業 衣料品 5%

13,416 岩手県 花巻市 せせらぎ サービス 宿泊業 5%

13,417 岩手県 花巻市 ｓｅｌａｌａｂｉｒｄ 小売業 その他小売 5%

13,418 岩手県 花巻市 高木タクシー　高木タクシー　本社 サービス 運輸業 5%

13,419 岩手県 花巻市 ［ＨＣ］高源電機株式会社 小売業 電化製品 5%

13,420 岩手県 花巻市 高孝 小売業 その他小売 5%

13,421 岩手県 花巻市 高橋電気 小売業 電化製品 5%

13,422 岩手県 花巻市 たもり空港店 小売業 食料品 5%

13,423 岩手県 花巻市 たんぽぽ薬局 小売業 その他小売 5%

13,424 岩手県 花巻市 電鉄タクシー サービス 運輸業 5%

13,425 岩手県 花巻市 時計・宝石　おくやま 小売業 貴金属・服飾品 5%

13,426 岩手県 花巻市 戸田家具店 小売業 家具・調度品 5%

13,427 岩手県 花巻市 トヨタカローラ南岩手花巻店 小売業 その他小売 5%

13,428 岩手県 花巻市 トヨタレンタリース岩手新花巻駅西口店 サービス その他サービス 2%

13,429 岩手県 花巻市 トヨタレンタリース岩手花巻空港カウンター サービス その他サービス 2%

13,430 岩手県 花巻市 トラットリア　イル・クォーレ サービス 飲食業 5%

13,431 岩手県 花巻市 鉛温泉　心の刻　十三月 サービス 宿泊業 5%

13,432 岩手県 花巻市 日泉 小売業 電化製品 5%

13,433 岩手県 花巻市 のんの　のんの 小売業 その他小売 5%

13,434 岩手県 花巻市 ばかや　　ばかや サービス 飲食業 5%

13,435 岩手県 花巻市 八森スポーツ売店 小売業 その他小売 5%

13,436 岩手県 花巻市 パティスリー　アンジュ サービス 飲食業 5%

13,437 岩手県 花巻市 パティスリー　アンジュ　銀河モール花巻店 サービス 飲食業 5%

13,438 岩手県 花巻市 はな台の湯 サービス 宿泊業 5%

13,439 岩手県 花巻市 セブン－イレブン花巻石鳥谷バイパス店 小売業 食料品 2%

13,440 岩手県 花巻市 花巻インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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13,441 岩手県 花巻市 花巻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,442 岩手県 花巻市 花巻温泉佳松園 サービス 宿泊業 5%

13,443 岩手県 花巻市 セブン－イレブン花巻桜台２丁目店 小売業 食料品 2%

13,444 岩手県 花巻市 セブン－イレブン花巻城内店 小売業 食料品 2%

13,445 岩手県 花巻市 セブン－イレブン花巻諏訪町２丁目店 小売業 食料品 2%

13,446 岩手県 花巻市 セブン－イレブン花巻高木店 小売業 食料品 2%

13,447 岩手県 花巻市 セブン－イレブン花巻東和町店 小売業 食料品 2%

13,448 岩手県 花巻市 セブン－イレブン花巻西大通り１丁目店 小売業 食料品 2%

13,449 岩手県 花巻市 セブン－イレブン花巻西宮野目西店 小売業 食料品 2%

13,450 岩手県 花巻市 花巻東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,451 岩手県 花巻市 花巻プラザＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,452 岩手県 花巻市 セブン－イレブン花巻松園町１丁目店 小売業 食料品 2%

13,453 岩手県 花巻市 花巻マツダ サービス その他サービス 5%

13,454 岩手県 花巻市 セブン－イレブン花巻南インター店 小売業 食料品 2%

13,455 岩手県 花巻市 セブン－イレブン花巻本館３丁目店 小売業 食料品 2%

13,456 岩手県 花巻市 セブン－イレブン花巻矢沢店 小売業 食料品 2%

13,457 岩手県 花巻市 セブン－イレブン花巻若葉町店 小売業 食料品 2%

13,458 岩手県 花巻市 ハローナカネコＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,459 岩手県 花巻市 ビジネスホテルみちのく サービス 宿泊業 5%

13,460 岩手県 花巻市 ビストロ　ル　キャバレー サービス 飲食業 5%

13,461 岩手県 花巻市 陽だまり工房花巻支店 サービス その他サービス 5%

13,462 岩手県 花巻市 ファームプラスカフェ サービス 飲食業 5%

13,463 岩手県 花巻市 Ｂｏｕｃｈｅｒｉｅ ｄｅ Ｋｉｍｕｒａ 小売業 食料品 5%

13,464 岩手県 花巻市 藤三旅館 サービス 宿泊業 5%

13,465 岩手県 花巻市 ＢＲＯＷＮＳＵＧＡＲ 小売業 衣料品 5%

13,466 岩手県 花巻市 ブルースター サービス 宿泊業 5%

13,467 岩手県 花巻市 ふるさと サービス 宿泊業 5%

13,468 岩手県 花巻市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＩＲＩＥ サービス 理容・美容業 5%

13,469 岩手県 花巻市 ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ｃａｄｅａｕ サービス 理容・美容業 5%

13,470 岩手県 花巻市 ホテル　志戸平　フロント サービス 宿泊業 5%

13,471 岩手県 花巻市 ホテル　花巻 サービス 宿泊業 5%

13,472 岩手県 花巻市 ホテル紅葉館 サービス 宿泊業 5%

13,473 岩手県 花巻市 ホテル三右ェ門 サービス 宿泊業 5%

13,474 岩手県 花巻市 ホテル志戸平 サービス 宿泊業 5%

13,475 岩手県 花巻市 ホテル志戸平 サービス 宿泊業 5%

13,476 岩手県 花巻市 ホテル志戸平　売店 サービス 宿泊業 5%

13,477 岩手県 花巻市 ホテル千秋閣 サービス 宿泊業 5%

13,478 岩手県 花巻市 ホテル千秋閣 サービス 宿泊業 5%

13,479 岩手県 花巻市 ホテル千秋閣 サービス 宿泊業 5%

13,480 岩手県 花巻市 ホテル花巻 サービス 宿泊業 5%

13,481 岩手県 花巻市 マイヤアルテ桜台店 小売業 食料品 5%

13,482 岩手県 花巻市 マクドナルド２９８花巻店 サービス 飲食業 2%
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13,483 岩手県 花巻市 マルイチ業務スーパー花巻店 小売業 食料品 2%

13,484 岩手県 花巻市 三田商会　ホームエネルギー 小売業 ガソリンスタンド 5%

13,485 岩手県 花巻市 道奥金婚亭 小売業 その他小売 5%

13,486 岩手県 花巻市 みちのくの四季 サービス 宿泊業 5%

13,487 岩手県 花巻市 みやかわジンギスカン 小売業 食料品 5%

13,488 岩手県 花巻市 宮野目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,489 岩手県 花巻市 結びの宿　愛隣館 サービス 宿泊業 5%

13,490 岩手県 花巻市 結びの宿　愛隣館 サービス 宿泊業 5%

13,491 岩手県 花巻市 ｍｅｉｎｎ サービス 宿泊業 5%

13,492 岩手県 花巻市 メガネのおくやま メガネハウスおくやま 小売業 その他小売 5%

13,493 岩手県 花巻市 メガネのおくやま本店 小売業 その他小売 5%

13,494 岩手県 花巻市 メガネハウスおくやま銀河モール店 小売業 その他小売 5%

13,495 岩手県 花巻市 メルヘン サービス 宿泊業 5%

13,496 岩手県 花巻市 モトモチ商事　花巻事業所カーテクノ花巻 サービス その他サービス 5%

13,497 岩手県 花巻市 焼肉てっぽう屋 サービス 飲食業 5%

13,498 岩手県 花巻市 やまなか家　弘前店 サービス 飲食業 5%

13,499 岩手県 花巻市 山の神温泉　優香苑 サービス 宿泊業 5%

13,500 岩手県 花巻市 ヤマモト 小売業 電化製品 5%

13,501 岩手県 花巻市 やまゆりの宿 サービス 宿泊業 5%

13,502 岩手県 花巻市 有限会社　花盛生花店 小売業 その他小売 5%

13,503 岩手県 花巻市 有限会社藤原商店 小売業 その他小売 5%

13,504 岩手県 花巻市 游泉志だて／Ｊ＆Ｊギフト サービス その他サービス 5%

13,505 岩手県 花巻市 ユリシス岩手盛岡 Ｙｕｉ?縁?  ユリシス岩手盛岡 小売業 その他小売 5%

13,506 岩手県 花巻市 ［ＨＣ］ヨシダ電器 小売業 電化製品 5%

13,507 岩手県 花巻市 ＨｅａｌｓａｌｏｎＲｅ：ＢＯＲＮ サービス 理容・美容業 5%

13,508 岩手県 花巻市 ルート４花巻南 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,509 岩手県 花巻市 ローレル サービス 宿泊業 5%

13,510 岩手県 花巻市 ワインシャトー大迫 小売業 食料品 5%

13,511 岩手県 花巻市 私の部屋　花巻店 小売業 ガソリンスタンド 5%

13,512 岩手県 花巻市 わんこそば　食事処　嘉司屋 サービス 飲食業 5%

13,513 岩手県 平泉町 奥の細道展 サービス 飲食業 5%

13,514 岩手県 平泉町 ＫＯＺＥＮＪＩ　ｃａｆｅ 小売業 食料品 5%

13,515 岩手県 平泉町 セルフ平泉ＳＳ　有限会社平泉石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,516 岩手県 平泉町 奥州平泉温泉　そば庵　しづか亭 サービス 宿泊業 5%

13,517 岩手県 平泉町 特産品プラザらら・いわて平泉店 小売業 家具・調度品 5%

13,518 岩手県 平泉町 トヨタカローラ南岩手平泉店 小売業 その他小売 5%

13,519 岩手県 平泉町 平泉 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,520 岩手県 平泉町 平泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,521 岩手県 平泉町 平泉ドライビングスクール サービス その他サービス 5%

13,522 岩手県 平泉町 セブン－イレブン平泉バイパス店 小売業 食料品 2%

13,523 岩手県 平泉町 民泊 飛来住 サービス 宿泊業 5%

13,524 岩手県 洋野町 井河　種市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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13,525 岩手県 洋野町 出光洋野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,526 岩手県 洋野町 大野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,527 岩手県 洋野町 大野南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,528 岩手県 洋野町 上小路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,529 岩手県 洋野町 上小路商店 小売業 その他小売 5%

13,530 岩手県 洋野町 クリーニングのブルースター種市２号店 サービス その他サービス 5%

13,531 岩手県 洋野町 宏八屋　ウニーク店 小売業 食料品 5%

13,532 岩手県 洋野町 宏八屋　直売店 小売業 食料品 5%

13,533 岩手県 洋野町 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　５３０９３８８０ 小売業 その他小売 5%

13,534 岩手県 洋野町 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　５３０９３８８５ 小売業 その他小売 5%

13,535 岩手県 洋野町 平船ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,536 岩手県 洋野町 出光種市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,537 岩手県 洋野町 種市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,538 岩手県 洋野町 種市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,539 岩手県 洋野町 出光種市平内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,540 岩手県 洋野町 藤森種市店 小売業 衣料品 5%

13,541 岩手県 洋野町 ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ　Ｓｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

13,542 岩手県 洋野町 宮古ヤクルト販売　種市センター 小売業 食料品 5%

13,543 岩手県 普代村 こしど普代店 小売業 その他小売 5%

13,544 岩手県 普代村 堀内大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,545 岩手県 宮古市 居酒屋　大将 サービス 飲食業 5%

13,546 岩手県 宮古市 出光津軽石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,547 岩手県 宮古市 出光藤原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,548 岩手県 宮古市 出光宮古築地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,549 岩手県 宮古市 岩手県北バス　宮古駅前 サービス その他サービス 5%

13,550 岩手県 宮古市 岩船商店 小売業 食料品 5%

13,551 岩手県 宮古市 インテリアコナリ 小売業 その他小売 5%

13,552 岩手県 宮古市 ウィンベルいわま 小売業 電化製品 5%

13,553 岩手県 宮古市 ウインベルたかはし 小売業 電化製品 5%

13,554 岩手県 宮古市 太田屋肉店 小売業 食料品 5%

13,555 岩手県 宮古市 カーポートラガマルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,556 岩手県 宮古市 河南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,557 岩手県 宮古市 株式会社大越電気 小売業 電化製品 5%

13,558 岩手県 宮古市 株式会社　佐々由　株式会社佐々由大通り店 小売業 食料品 5%

13,559 岩手県 宮古市 カラオケツタヤ サービス その他サービス 5%

13,560 岩手県 宮古市 刈屋　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,561 岩手県 宮古市 刈屋商店 小売業 その他小売 5%

13,562 岩手県 宮古市 川井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,563 岩手県 宮古市 川井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,564 岩手県 宮古市 化粧品のおぐに 小売業 その他小売 5%

13,565 岩手県 宮古市 コスメティック オグニ コスメティックオグニ 小売業 その他小売 5%

13,566 岩手県 宮古市 コスメティック ０９２ コスメティック０９２ 小売業 その他小売 5%
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13,567 岩手県 宮古市 後藤商店 小売業 食料品 5%

13,568 岩手県 宮古市 後藤商店本店 小売業 食料品 5%

13,569 岩手県 宮古市 小成園 小売業 食料品 5%

13,570 岩手県 宮古市 小成園　本店 小売業 食料品 5%

13,571 岩手県 宮古市 株式会社サカショウ サービス その他サービス 5%

13,572 岩手県 宮古市 ｓａｋｕｓａｋｕ花の木通り店 サービス その他サービス 5%

13,573 岩手県 宮古市 酒の二葉屋 酒の二葉屋 小売業 その他小売 5%

13,574 岩手県 宮古市 さとう衣料店 小売業 衣料品 5%

13,575 岩手県 宮古市 佐原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,576 岩手県 宮古市 佐原灯油ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,577 岩手県 宮古市 しあわせ乳業株式会社 小売業 その他小売 5%

13,578 岩手県 宮古市 シーサイドステーション藤ノ川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,579 岩手県 宮古市 志賀スポーツ 小売業 その他小売 5%

13,580 岩手県 宮古市 浄土ヶ浜ＩＣ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,581 岩手県 宮古市 浄土ケ浜パークホテル サービス 宿泊業 5%

13,582 岩手県 宮古市 新日本補聴器センター宮古店 小売業 その他小売 5%

13,583 岩手県 宮古市 人力車山崎屋　人力車山崎屋　浄土ヶ浜 サービス その他サービス 5%

13,584 岩手県 宮古市 すがのサイクル 小売業 その他小売 5%

13,585 岩手県 宮古市 スポーツオールス スポーツオールス 小売業 その他小売 5%

13,586 岩手県 宮古市 出光摂待ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,587 岩手県 宮古市 セルフ藤原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,588 岩手県 宮古市 千徳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,589 岩手県 宮古市 千徳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,590 岩手県 宮古市 磯鶏バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,591 岩手県 宮古市 ＡＴＣ　　アミューズメントタオカクラブ サービス その他サービス 5%

13,592 岩手県 宮古市 田岡本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,593 岩手県 宮古市 たかしち サービス 飲食業 5%

13,594 岩手県 宮古市 タカシマ電気 小売業 電化製品 5%

13,595 岩手県 宮古市 田老漁協ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,596 岩手県 宮古市 電気シマザキの店 小売業 電化製品 5%

13,597 岩手県 宮古市 トムトム 小売 トムトム 小売業 その他小売 5%

13,598 岩手県 宮古市 トヨタレンタリース岩手　宮古駅東店 サービス その他サービス 2%

13,599 岩手県 宮古市 野村商店　宮古店 小売業 その他小売 5%

13,600 岩手県 宮古市 バッグコレクションモリタ　宮古ＤＯＲＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

13,601 岩手県 宮古市 パティスリーＤＯＵＮＥＬ ドーネル河南店 サービス 飲食業 5%

13,602 岩手県 宮古市 パティスリードーネル　河南店 サービス 飲食業 5%

13,603 岩手県 宮古市 パティスリードーネル　生協DORA店 サービス 飲食業 5%

13,604 岩手県 宮古市 マクドナルド１０６宮古店 サービス 飲食業 2%

13,605 岩手県 宮古市 まるみ屋　１００円ショップ　ラ　エン 小売業 その他小売 2%

13,606 岩手県 宮古市 三上商店 小売業 食料品 5%

13,607 岩手県 宮古市 宮古ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,608 岩手県 宮古市 宮古オートバイ会館 小売業 その他小売 5%
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13,609 岩手県 宮古市 宮古黒森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,610 岩手県 宮古市 宮古ホテル沢田屋 サービス 宿泊業 5%

13,611 岩手県 宮古市 宮古ヤクルト販売　八戸営業所 小売業 食料品 5%

13,612 岩手県 宮古市 宮古ヤクルト販売 宮町センター 小売業 食料品 5%

13,613 岩手県 宮古市 宮沢自動車塗装 サービス その他サービス 5%

13,614 岩手県 宮古市 メリーランド　タオカ サービス 飲食業 5%

13,615 岩手県 宮古市 茂市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,616 岩手県 宮古市 モリタ　宮古　ＤＯＲＡ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

13,617 岩手県 宮古市 焼肉もりもり サービス 飲食業 5%

13,618 岩手県 宮古市 ヤマザキカメラ　本店 小売業 その他小売 5%

13,619 岩手県 宮古市 ヤマザキカメラ千徳店 小売業 その他小売 5%

13,620 岩手県 宮古市 山仁商店 小売業 食料品 5%

13,621 岩手県 宮古市 有限会社　坂兼商店　魚菜市場店 小売業 その他小売 5%

13,622 岩手県 宮古市 有限会社　中島ミシン店 小売業 その他小売 5%

13,623 岩手県 宮古市 有限会社　藤善商店　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,624 岩手県 宮古市 有限会社　山清商店 小売業 食料品 5%

13,625 岩手県 宮古市 ＹＯＧＡＳＡＬＯＮＰＯＹＡＮＩＣＡ サービス その他サービス 5%

13,626 岩手県 宮古市 楽菜 サービス 飲食業 5%

13,627 岩手県 宮古市 ＬＵＮＡ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

13,628 岩手県 宮古市 わんわん専門ハートフル サービス その他サービス 5%

13,629 岩手県 盛岡市 Ｒ サービス 宿泊業 5%

13,630 岩手県 盛岡市 アールクリーンハウス サービス その他サービス 5%

13,631 岩手県 盛岡市 ＡｅｒｏｎＳｔａｎｄａｒｄ サービス 飲食業 5%

13,632 岩手県 盛岡市 ＡＥＲＯＮ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ サービス 飲食業 5%

13,633 岩手県 盛岡市 あい サービス 宿泊業 5%

13,634 岩手県 盛岡市 愛真館 サービス 宿泊業 5%

13,635 岩手県 盛岡市 青山興業所 サービス その他サービス 5%

13,636 岩手県 盛岡市 赤い鳥盛岡駅前店 サービス 飲食業 5%

13,637 岩手県 盛岡市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｇｉｔａみたけ サービス 理容・美容業 5%

13,638 岩手県 盛岡市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｍａｒｒｙ運動公園前 サービス 理容・美容業 5%

13,639 岩手県 盛岡市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｅｃｌａｔ　津志田 サービス 理容・美容業 5%

13,640 岩手県 盛岡市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｊｏｕｒｎｅｙ　紫波 サービス 理容・美容業 5%

13,641 岩手県 盛岡市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｒａｎ盛岡本宮 サービス 理容・美容業 5%

13,642 岩手県 盛岡市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｏｌｏ盛岡 サービス 理容・美容業 5%

13,643 岩手県 盛岡市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｒａｎ盛岡本宮 サービス 理容・美容業 5%

13,644 岩手県 盛岡市 浅沼醤油店　食楽日和 小売業 食料品 5%

13,645 岩手県 盛岡市 あさ開　地酒物産館 小売業 その他小売 5%

13,646 岩手県 盛岡市 アザレ化粧品　津志田サロン 小売業 その他小売 5%

13,647 岩手県 盛岡市 Ａ・Ｊ・Ｄアクセサリーズ 小売業 その他小売 5%

13,648 岩手県 盛岡市 味処 彩四季 サービス 飲食業 5%

13,649 岩手県 盛岡市 アスティ盛岡店 小売業 衣料品 5%

13,650 岩手県 盛岡市 ＡＴＬＵＣＫ 小売業 衣料品 5%
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13,651 岩手県 盛岡市 厚谷彩子 サービス その他サービス 5%

13,652 岩手県 盛岡市 ＡＦＴＥＲ サービス 飲食業 5%

13,653 岩手県 盛岡市 Ａｆｔｅｒ サービス 飲食業 5%

13,654 岩手県 盛岡市 アポロ石油株式会社 小売業 その他小売 5%

13,655 岩手県 盛岡市 あやめタクシー サービス 運輸業 5%

13,656 岩手県 盛岡市 有坂輪業 小売業 その他小売 5%

13,657 岩手県 盛岡市 アルセーヌルパン サービス 飲食業 5%

13,658 岩手県 盛岡市 Ａｍｉｔｉｅ　ｂｙ　ｐｒｅｔｔｙ サービス 理容・美容業 5%

13,659 岩手県 盛岡市 アンティカトラットリア・イナバ サービス 飲食業 5%

13,660 岩手県 盛岡市 アンティークビーチ 小売業 衣料品 5%

13,661 岩手県 盛岡市 イーハトーヴ釣具店 小売業 その他小売 5%

13,662 岩手県 盛岡市 伊吉書院　盛岡サンサ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

13,663 岩手県 盛岡市 ＩＺＡＫＡＹＡ　ＢＡＲＲＥＬ　べっか サービス 飲食業 5%

13,664 岩手県 盛岡市 いさごだ　月が丘店 小売業 衣料品 5%

13,665 岩手県 盛岡市 いさごだ　本店 小売業 衣料品 5%

13,666 岩手県 盛岡市 イタリアンレストラン　ｏｔｔｏ サービス 飲食業 5%

13,667 岩手県 盛岡市 いちのの サービス 宿泊業 5%

13,668 岩手県 盛岡市 一心堂 小売業 その他小売 5%

13,669 岩手県 盛岡市 井上楽器 小売業 その他小売 5%

13,670 岩手県 盛岡市 井上楽器 小売業 その他小売 5%

13,671 岩手県 盛岡市 いろはり＠本宮 サービス その他サービス 5%

13,672 岩手県 盛岡市 岩泉純木家具 小売業 家具・調度品 5%

13,673 岩手県 盛岡市 岩鋳鉄器館 小売業 その他小売 5%

13,674 岩手県 盛岡市 岩手革 小売業 貴金属・服飾品 5%

13,675 岩手県 盛岡市 岩手県北バス　盛岡営業所 サービス その他サービス 5%

13,676 岩手県 盛岡市 岩手県北バス　盛岡駅前 サービス その他サービス 5%

13,677 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売 東和センター 小売業 食料品 5%

13,678 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売 一関センター 小売業 食料品 5%

13,679 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売　平泉センター 小売業 食料品 5%

13,680 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売 花泉センター 小売業 食料品 5%

13,681 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売　二戸センター 小売業 食料品 5%

13,682 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売 一戸センター 小売業 食料品 5%

13,683 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売 沼宮内センター 小売業 食料品 5%

13,684 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売　葛巻センター 小売業 食料品 5%

13,685 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売 西根センター 小売業 食料品 5%

13,686 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売　もりおか中央センター 小売業 食料品 5%

13,687 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売 流通センター 小売業 食料品 5%

13,688 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売　もりおか北センター 小売業 食料品 5%

13,689 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売 もりおか南センター 小売業 食料品 5%

13,690 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売　もりおか東センター 小売業 食料品 5%

13,691 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売　もりおか西センター 小売業 食料品 5%

13,692 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売 雫石センター 小売業 食料品 5%
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13,693 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売 矢巾センター 小売業 食料品 5%

13,694 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売　水沢センター 小売業 食料品 5%

13,695 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売 江刺センター 小売業 食料品 5%

13,696 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売　前沢ポイント 小売業 食料品 5%

13,697 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売　北上センター 小売業 食料品 5%

13,698 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売　大迫センター 小売業 食料品 5%

13,699 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売　花巻センター 小売業 食料品 5%

13,700 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売　石鳥谷センター 小売業 食料品 5%

13,701 岩手県 盛岡市 岩手ヤクルト販売　安浄センター 小売業 食料品 5%

13,702 岩手県 盛岡市 インテリアブティックフォーライフ 小売業 その他小売 5%

13,703 岩手県 盛岡市 ＶＩＮＧＴＱＵＡＴＲＥ サービス 理容・美容業 5%

13,704 岩手県 盛岡市 Ｖｉｖａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

13,705 岩手県 盛岡市 ウーマンリミックス盛岡店 小売業 衣料品 5%

13,706 岩手県 盛岡市 ウサギボタニカ サービス 飲食業 5%

13,707 岩手県 盛岡市 うまい一丸鮨　盛岡店 サービス 飲食業 5%

13,708 岩手県 盛岡市 海ごはん　しまか サービス 飲食業 5%

13,709 岩手県 盛岡市 エキナカくすり屋さん 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

13,710 岩手県 盛岡市 エクシードエンタープライズ株式会社 サービス その他サービス 5%

13,711 岩手県 盛岡市 エステアンドシェービングサロン碧いしずく サービス 理容・美容業 5%

13,712 岩手県 盛岡市 ＳＴモータースクール　南校 サービス その他サービス 5%

13,713 岩手県 盛岡市 ＡＮＹ サービス 理容・美容業 5%

13,714 岩手県 盛岡市 ｅｎｏｎ【エノン】 サービス その他サービス 5%

13,715 岩手県 盛岡市 エマ＆アグレアーブル 小売業 衣料品 5%

13,716 岩手県 盛岡市 ｅｎｇａｗａ サービス 飲食業 5%

13,717 岩手県 盛岡市 エンサウンド 小売業 電化製品 5%

13,718 岩手県 盛岡市 大川電気 小売業 電化製品 5%

13,719 岩手県 盛岡市 大阪王将　盛岡駅フェザン店 サービス 飲食業 2%

13,720 岩手県 盛岡市 大阪王将　盛岡駅前店 サービス 飲食業 2%

13,721 岩手県 盛岡市 大阪王将　盛岡上堂店 サービス 飲食業 2%

13,722 岩手県 盛岡市 大阪王将　イオンモール盛岡南店 サービス 飲食業 2%

13,723 岩手県 盛岡市 オートギャラリーＭＳＭ 小売業 その他小売 5%

13,724 岩手県 盛岡市 オートステージ　アレックス 小売業 その他小売 5%

13,725 岩手県 盛岡市 小川原自動車鈑金 サービス その他サービス 5%

13,726 岩手県 盛岡市 お好み焼たけ坊 サービス 飲食業 5%

13,727 岩手県 盛岡市 おそうじ本舗　盛岡インター店 サービス その他サービス 5%

13,728 岩手県 盛岡市 小野染彩所 小売業 衣料品 5%

13,729 岩手県 盛岡市 ＯＲＩＯＲＩ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

13,730 岩手県 盛岡市 ｏｒｉｇｉｎａｌｂａｇｃｈａｒｂｏｕｚ サービス その他サービス 5%

13,731 岩手県 盛岡市 オリーブの実 サービス 飲食業 5%

13,732 岩手県 盛岡市 温野菜盛岡南店 サービス 飲食業 2%

13,733 岩手県 盛岡市 海鮮．鮨．和食　鈴徳 サービス 飲食業 5%

13,734 岩手県 盛岡市 カイロプラクティックたんぽぽ サービス その他サービス 5%
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13,735 岩手県 盛岡市 花王堂本店 小売業 その他小売 5%

13,736 岩手県 盛岡市 柿沢電器 小売業 電化製品 5%

13,737 岩手県 盛岡市 Ｋａｓｉ－ｆｒｉｅｎｄｌｙ 小売業 衣料品 5%

13,738 岩手県 盛岡市 菓匠三全盛岡フェザン店 小売業 食料品 5%

13,739 岩手県 盛岡市 かっぱぎ屋盛岡店 小売業 その他小売 5%

13,740 岩手県 盛岡市 ＣＡＦＥ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　ＪＡＲＡＮ　ＪＡＲＡＮ サービス 飲食業 5%

13,741 岩手県 盛岡市 株式会社　黒川自動車 サービス その他サービス 5%

13,742 岩手県 盛岡市 株式会社　フェリシア　ステーキレストラン　斗南 サービス 飲食業 5%

13,743 岩手県 盛岡市 株式会社イズミヤ　手芸のイズミヤ 小売業 その他小売 5%

13,744 岩手県 盛岡市 株式会社イワテ美容商事 サービス 理容・美容業 5%

13,745 岩手県 盛岡市 株式会社カーサービス岩手 サービス その他サービス 5%

13,746 岩手県 盛岡市 株式会社ＣＳＶ サービス その他サービス 5%

13,747 岩手県 盛岡市 養老乃瀧仙北町店 サービス 飲食業 2%

13,748 岩手県 盛岡市 カーベル盛岡仙北店 小売業 その他小売 5%

13,749 岩手県 盛岡市 釜定 小売業 家具・調度品 5%

13,750 岩手県 盛岡市 鎌田米穀店 小売業 食料品 5%

13,751 岩手県 盛岡市 出光上堂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,752 岩手県 盛岡市 カラオケ合衆国　盛岡店 サービス その他サービス 5%

13,753 岩手県 盛岡市 カラマツトレイン　盛岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

13,754 岩手県 盛岡市 カリス・ガーデン サービス 理容・美容業 5%

13,755 岩手県 盛岡市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋盛岡インター店 サービス 飲食業 2%

13,756 岩手県 盛岡市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋盛岡大通店 サービス 飲食業 2%

13,757 岩手県 盛岡市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋盛岡津志田店 サービス 飲食業 2%

13,758 岩手県 盛岡市 ガロパン　ガロパン 小売業 食料品 5%

13,759 岩手県 盛岡市 河合塾マナビス中ノ橋校 サービス その他サービス 2%

13,760 岩手県 盛岡市 河合塾マナビス盛岡青山校 サービス その他サービス 2%

13,761 岩手県 盛岡市 河合塾マナビス盛岡上田校 サービス その他サービス 2%

13,762 岩手県 盛岡市 河合塾マナビス盛岡駅前校 サービス その他サービス 2%

13,763 岩手県 盛岡市 盛岡ガス燃料株式会社　簡易ガス 小売業 その他小売 5%

13,764 岩手県 盛岡市 函太郎　アクロスプラザ盛岡みたけ店 サービス 飲食業 5%

13,765 岩手県 盛岡市 有限会社　菅旅舘 サービス 宿泊業 5%

13,766 岩手県 盛岡市 ＫＩＩＴＯＳ 小売業 その他小売 5%

13,767 岩手県 盛岡市 木栄酒店 小売業 食料品 5%

13,768 岩手県 盛岡市 喜久水庵盛岡店 小売業 食料品 5%

13,769 岩手県 盛岡市 ＫＩＤＡＮＡ ＫＩＤＡＮＡ 小売業 衣料品 5%

13,770 岩手県 盛岡市 北の光原社 小売業 衣料品 5%

13,771 岩手県 盛岡市 北ホテル　和食処　窯　カマド サービス 飲食業 5%

13,772 岩手県 盛岡市 キャピック サービス その他サービス 5%

13,773 岩手県 盛岡市 ギャラリーＰＡＲＣＯ サービス 理容・美容業 5%

13,774 岩手県 盛岡市 牛カツとお茶漬けの店さいとう サービス 飲食業 5%

13,775 岩手県 盛岡市 京都勝牛盛岡内丸店 サービス 飲食業 5%

13,776 岩手県 盛岡市 Ｋｉｒａメイク サービス その他サービス 5%
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13,777 岩手県 盛岡市 金宝堂 サービス 飲食業 5%

13,778 岩手県 盛岡市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ岩手盛岡店 小売業 その他小売 5%

13,779 岩手県 盛岡市 くすりのくどう 小売業 その他小売 5%

13,780 岩手県 盛岡市 ｇｏｏｄ ｃｏｆｆｅｅ ｓｔａｎｄ ｇｏｏｄ ｃｏｆｆｅｅ ｓｔａｎｄ サービス 飲食業 5%

13,781 岩手県 盛岡市 クラブエイトスタジオ盛岡 小売業 家具・調度品 5%

13,782 岩手県 盛岡市 クリーニング　オリーブ　イオンスーパーセンター盛岡渋民店 サービス その他サービス 5%

13,783 岩手県 盛岡市 クリスタルルーム サービス 宿泊業 5%

13,784 岩手県 盛岡市 ｃｒｅａｌｃｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

13,785 岩手県 盛岡市 ＣｒｏｉｓＳａｌｏｎＳＡＫＵＲＡ サービス その他サービス 5%

13,786 岩手県 盛岡市 ＧＬＯＷ 小売業 衣料品 5%

13,787 岩手県 盛岡市 ケイエスモータース 小売業 その他小売 5%

13,788 岩手県 盛岡市 ケーキ工房モダンタイムス ケーキ工房モダンタイムス 小売業 食料品 5%

13,789 岩手県 盛岡市 ＫＣＳセンター盛岡南 サービス その他サービス 5%

13,790 岩手県 盛岡市 化粧屋 小売業 その他小売 5%

13,791 岩手県 盛岡市 賢治の大地館 小売業 家具・調度品 5%

13,792 岩手県 盛岡市 鯉よし サービス 飲食業 5%

13,793 岩手県 盛岡市 光原社 小売業 衣料品 5%

13,794 岩手県 盛岡市 光原社モーリオ 小売業 家具・調度品 5%

13,795 岩手県 盛岡市 香?　本宮本店 サービス 飲食業 5%

13,796 岩手県 盛岡市 幸身堂 サービス その他サービス 5%

13,797 岩手県 盛岡市 株式会社こころたち サービス 飲食業 5%

13,798 岩手県 盛岡市 ゴウちゃんのコロッケ屋 サービス 飲食業 5%

13,799 岩手県 盛岡市 好摩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,800 岩手県 盛岡市 ５８５８ｋｏｙａｋｏｙａ サービス その他サービス 5%

13,801 岩手県 盛岡市 ｃｏｃｏｒｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

13,802 岩手県 盛岡市 コスメ　エステ　ウィール　コスメ　エステウィール 小売業 その他小売 5%

13,803 岩手県 盛岡市 ゴッサムヘアー サービス 理容・美容業 5%

13,804 岩手県 盛岡市 ごはん家 あっちゃん サービス 飲食業 5%

13,805 岩手県 盛岡市 こぶしの花 小売業 食料品 5%

13,806 岩手県 盛岡市 コロナセントラルサービス　盛岡営 サービス その他サービス 5%

13,807 岩手県 盛岡市 昆石材店　盛岡店 小売業 その他小売 5%

13,808 岩手県 盛岡市 紺屋町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,809 岩手県 盛岡市 菜園マイクロブルワリーｗｉｔｈＫｉｔｃｈ サービス 飲食業 5%

13,810 岩手県 盛岡市 酒居家　夢の蔵 サービス 飲食業 5%

13,811 岩手県 盛岡市 ＳＲサ－ビス サービス その他サービス 5%

13,812 岩手県 盛岡市 サイクルスペースチャリ松松園本店 小売業 その他小売 5%

13,813 岩手県 盛岡市 サイクルスペースチャリ松盛岡南店 小売業 その他小売 5%

13,814 岩手県 盛岡市 サイクルセンター山口輪店緑が丘店 小売業 その他小売 5%

13,815 岩手県 盛岡市 再販 小売業 家具・調度品 5%

13,816 岩手県 盛岡市 再販　本社 小売業 家具・調度品 5%

13,817 岩手県 盛岡市 再販　南仙北店 小売業 家具・調度品 5%

13,818 岩手県 盛岡市 サキナビューティーラウンジ盛岡 小売業 その他小売 5%
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13,819 岩手県 盛岡市 酒のソクハイ盛岡大通店 小売業 その他小売 5%

13,820 岩手県 盛岡市 佐々木酒店 小売業 食料品 5%

13,821 岩手県 盛岡市 佐々木写真事務所 サービス その他サービス 5%

13,822 岩手県 盛岡市 小夜タクシー サービス 運輸業 5%

13,823 岩手県 盛岡市 魚楽　【さら】 サービス 飲食業 5%

13,824 岩手県 盛岡市 サラダファームデリフェザン店 小売業 その他小売 5%

13,825 岩手県 盛岡市 サロンドヴォーグ サービス 理容・美容業 5%

13,826 岩手県 盛岡市 さわや書店フェザン店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

13,827 岩手県 盛岡市 さわや書店　本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

13,828 岩手県 盛岡市 さわや書店松園店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

13,829 岩手県 盛岡市 三寿司　大通支店 サービス 飲食業 5%

13,830 岩手県 盛岡市 三寿司　菜園総本店 サービス 飲食業 5%

13,831 岩手県 盛岡市 三寿司大通本店 サービス 飲食業 5%

13,832 岩手県 盛岡市 三万年の癒し サービス その他サービス 5%

13,833 岩手県 盛岡市 サンメディカル サービス 理容・美容業 5%

13,834 岩手県 盛岡市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 盛岡営業所 小売業 その他小売 5%

13,835 岩手県 盛岡市 サンワーク　山岸店 小売業 電化製品 5%

13,836 岩手県 盛岡市 ＣＩＹ 小売業 衣料品 5%

13,837 岩手県 盛岡市 ｇｅｅ，ｊｅｅ　盛岡店 小売業 衣料品 5%

13,838 岩手県 盛岡市 シェアライク　パーソナル サービス その他サービス 5%

13,839 岩手県 盛岡市 ジェームス　盛岡南店 小売業 その他小売 2%

13,840 岩手県 盛岡市 自家製酵母パン　Ｃｏｃｃｉｎｅｌｌｅ　盛岡ＴＳＵＴＡＹＡ店　ブックカフェ サービス 飲食業 2%

13,841 岩手県 盛岡市 自家製酵母パン　Ｃｏｃｃｉｎｅｌｌｅ　盛岡ＴＳＵＴＡＹＡ店ベーカリーカフェ サービス 飲食業 2%

13,842 岩手県 盛岡市 自家製酵母パン Ｃｏｃｃｉｎｅｌｌｅ 上堂店 サービス 飲食業 2%

13,843 岩手県 盛岡市 ＳＨＩＫＩＳＯＵ サービス 飲食業 5%

13,844 岩手県 盛岡市 四季亭 サービス 宿泊業 5%

13,845 岩手県 盛岡市 地酒屋芳本酒店 小売業 衣料品 5%

13,846 岩手県 盛岡市 ｇｅｅ３．ｊｅｅ 小売業 衣料品 5%

13,847 岩手県 盛岡市 車検専門店　ＲＡＫＵＤＡ　岩手店 サービス その他サービス 5%

13,848 岩手県 盛岡市 ＪＵＳＴＩＣＥ 小売業 衣料品 5%

13,849 岩手県 盛岡市 シャトルージュ サービス 宿泊業 5%

13,850 岩手県 盛岡市 シャルムヘアー サービス 理容・美容業 5%

13,851 岩手県 盛岡市 上海倶楽部 サービス 飲食業 5%

13,852 岩手県 盛岡市 じゃんまる津志田店　じゃんまる津志田店 小売業 食料品 5%

13,853 岩手県 盛岡市 寿々苑 サービス 飲食業 5%

13,854 岩手県 盛岡市 シュタイフ盛岡 小売業 衣料品 5%

13,855 岩手県 盛岡市 ジュピター盛岡店 小売業 食料品 5%

13,856 岩手県 盛岡市 Ｓｈｏｉｃｏ サービス その他サービス 5%

13,857 岩手県 盛岡市 浄法寺漆産業 小売業 その他小売 5%

13,858 岩手県 盛岡市 白石自動車工業 サービス その他サービス 5%

13,859 岩手県 盛岡市 新日本補聴器センター盛岡店 小売業 その他小売 5%

13,860 岩手県 盛岡市 親和自動車整備工場 サービス 運輸業 5%
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13,861 岩手県 盛岡市 水晶堂　中央通店 小売業 貴金属・服飾品 5%

13,862 岩手県 盛岡市 すずのき盛岡店 小売業 衣料品 5%

13,863 岩手県 盛岡市 くらふと一期舎 サービス その他サービス 5%

13,864 岩手県 盛岡市 ｓｔａｃｃａｔｏ＠ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

13,865 岩手県 盛岡市 すっぱい林檎の専門店。 小売業 食料品 5%

13,866 岩手県 盛岡市 ＳＴＥＬＬＡ総合毛髪サロン　ＳＴＥＬＬＡ　総合毛髪サロン　盛岡 サービス 理容・美容業 5%

13,867 岩手県 盛岡市 すぺいん倶楽部 サービス 飲食業 5%

13,868 岩手県 盛岡市 すぺいん倶楽部 サービス 飲食業 5%

13,869 岩手県 盛岡市 スマイルメガネ研究舎　盛岡ＭＯＳＳビル店 小売業 その他小売 5%

13,870 岩手県 盛岡市 炭火焼ブルスタテラス仙北店 サービス 飲食業 5%

13,871 岩手県 盛岡市 すみ家 サービス 飲食業 5%

13,872 岩手県 盛岡市 ゼアー サービス その他サービス 5%

13,873 岩手県 盛岡市 生活芸術 小売業 衣料品 5%

13,874 岩手県 盛岡市 整体ＲｅＳｅｔ サービス その他サービス 5%

13,875 岩手県 盛岡市 ｃｅｃｉｌｅ　ｄｅｓｉｇｎ 小売業 その他小売 5%

13,876 岩手県 盛岡市 セルフステーションアリーナ下太田 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,877 岩手県 盛岡市 セルフ盛岡上堂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,878 岩手県 盛岡市 善五郎 サービス 宿泊業 5%

13,879 岩手県 盛岡市 漸進社 サービス 飲食業 5%

13,880 岩手県 盛岡市 蕎麦　ブラザーズ サービス 飲食業 5%

13,881 岩手県 盛岡市 大衆酒場　八兵衛（はちべえ） サービス 飲食業 5%

13,882 岩手県 盛岡市 大善ストア　仙北店 小売業 その他小売 5%

13,883 岩手県 盛岡市 大同苑盛岡本店 サービス 飲食業 5%

13,884 岩手県 盛岡市 ダイニングカフェマップス 本宮 サービス 飲食業 5%

13,885 岩手県 盛岡市 大和自動車工業所 サービス その他サービス 5%

13,886 岩手県 盛岡市 高匠 サービス その他サービス 5%

13,887 岩手県 盛岡市 竹田　菊地税理士法人 サービス その他サービス 5%

13,888 岩手県 盛岡市 竹の家ａｉｉｎａ店 サービス 飲食業 5%

13,889 岩手県 盛岡市 立呑えびすけ サービス 飲食業 5%

13,890 岩手県 盛岡市 立花製靴店　立花製靴店 サービス その他サービス 5%

13,891 岩手県 盛岡市 舘澤食料品店 小売業 その他小売 5%

13,892 岩手県 盛岡市 ＤＡＮＮＹ’ＳＢＡＲＢＥＲ サービス 理容・美容業 5%

13,893 岩手県 盛岡市 ＤＡＮＮＹ　Ｓ　ＢＡＲＢＥＲ サービス 理容・美容業 5%

13,894 岩手県 盛岡市 たもり乙部店 小売業 食料品 5%

13,895 岩手県 盛岡市 タリーズコーヒー　盛岡駅フェザン店 サービス 飲食業 2%

13,896 岩手県 盛岡市 タルトタタン　八幡町本店 小売業 食料品 5%

13,897 岩手県 盛岡市 ＴＡＷＡＲＡ（たわら） サービス 飲食業 5%

13,898 岩手県 盛岡市 地産地招 あげ福 サービス 飲食業 5%

13,899 岩手県 盛岡市 チョコ南部ＰＲＥＭＩＵＭモリオカフェザンテン 小売業 食料品 5%

13,900 岩手県 盛岡市 千代寿し サービス 飲食業 5%

13,901 岩手県 盛岡市 都南インター　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,902 岩手県 盛岡市 ＴＥＣＯＮＥタカハシムセン 小売業 電化製品 5%
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13,903 岩手県 盛岡市 電化ライフヨシダ 小売業 電化製品 5%

13,904 岩手県 盛岡市 どうくつ美容室ｔｅｎｔｏ サービス 理容・美容業 5%

13,905 岩手県 盛岡市 遠野食肉センター　盛岡店 サービス 飲食業 5%

13,906 岩手県 盛岡市 富樫総合設備 サービス その他サービス 5%

13,907 岩手県 盛岡市 特産品プラザ　らら・いわて 小売業 家具・調度品 5%

13,908 岩手県 盛岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ一本木店 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,909 岩手県 盛岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ梨木店 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,910 岩手県 盛岡市 都南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,911 岩手県 盛岡市 トマトマとつか 小売業 食料品 5%

13,912 岩手県 盛岡市 巴染工株式会社 小売業 衣料品 5%

13,913 岩手県 盛岡市 トヨタレンタリース岩手 サービス その他サービス 2%

13,914 岩手県 盛岡市 トヨタレンタリース岩手津志田店 サービス その他サービス 2%

13,915 岩手県 盛岡市 トヨタレンタリース岩手みたけ店 サービス その他サービス 2%

13,916 岩手県 盛岡市 トヨタレンタリース岩手盛岡駅南口店 サービス その他サービス 2%

13,917 岩手県 盛岡市 トヨタレンタリース岩手盛岡店 サービス その他サービス 2%

13,918 岩手県 盛岡市 鳥園 サービス 飲食業 5%

13,919 岩手県 盛岡市 ドンドンダウンオンウェンズデイ　盛岡北店 小売業 衣料品 2%

13,920 岩手県 盛岡市 Ｎｉｇｈｔ　Ｐａｒａｄｅ 小売業 衣料品 5%

13,921 岩手県 盛岡市 ナインヘアー サービス 理容・美容業 5%

13,922 岩手県 盛岡市 中千家具製作所 小売業 家具・調度品 5%

13,923 岩手県 盛岡市 ナガハマコーヒー盛岡駅西口店 サービス 飲食業 5%

13,924 岩手県 盛岡市 中屋敷　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,925 岩手県 盛岡市 フィットネス・ナチュレ（株式会社Ｓ・ｔｉｃ） サービス その他サービス 5%

13,926 岩手県 盛岡市 南部ビストロ　うんめのす サービス 飲食業 5%

13,927 岩手県 盛岡市 南部家敷本宮店 サービス 飲食業 5%

13,928 岩手県 盛岡市 南部家敷盛岡インター店 サービス 飲食業 5%

13,929 岩手県 盛岡市 和香　盛岡店 サービス その他サービス 5%

13,930 岩手県 盛岡市 西見前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,931 岩手県 盛岡市 日本酒バル　Ｇｉｎ蔵 サービス 飲食業 5%

13,932 岩手県 盛岡市 日本酒バル晴ル 日本酒バル晴ル サービス 飲食業 5%

13,933 岩手県 盛岡市 ＪＭ／日本料理ひで蔵 サービス 飲食業 5%

13,934 岩手県 盛岡市 人形の平安 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

13,935 岩手県 盛岡市 人形の三笠 サービス その他サービス 5%

13,936 岩手県 盛岡市 ネイルサロンリュビ サービス 理容・美容業 5%

13,937 岩手県 盛岡市 猫カフェもりねこ　猫カフェもりねこ サービス その他サービス 5%

13,938 岩手県 盛岡市 Ｂａｒ Ａｇｅ Ｂａｒ Ａｇｅ サービス 飲食業 5%

13,939 岩手県 盛岡市 梅月堂 梅月堂 小売業 食料品 5%

13,940 岩手県 盛岡市 博多ラーメン　まるひで サービス 飲食業 5%

13,941 岩手県 盛岡市 肌工房メロウ 小売業 その他小売 5%

13,942 岩手県 盛岡市 八幡創活ＳＣ　ぶちょうほの宿　盛岡 サービス 宿泊業 5%

13,943 岩手県 盛岡市 ハッシュパピー　盛岡店 小売業 衣料品 5%

13,944 岩手県 盛岡市 ばっちょう サービス 飲食業 5%
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13,945 岩手県 盛岡市 ハッピーライフ合同会社 サービス 運輸業 5%

13,946 岩手県 盛岡市 パティスリーＤＯＵＮＥＬ ドーネル盛岡大通り店 サービス 飲食業 5%

13,947 岩手県 盛岡市 パティスリードーネル　盛岡大通りMOSSビル店 サービス 飲食業 5%

13,948 岩手県 盛岡市 ｈａｎａ　ｍｏｒｉｏｋａ サービス その他サービス 5%

13,949 岩手県 盛岡市 パノニカ サービス 飲食業 5%

13,950 岩手県 盛岡市 ＰａｎｏＰａｎｏ 小売業 食料品 5%

13,951 岩手県 盛岡市 浜焼酒場！海王内丸店 サービス 飲食業 5%

13,952 岩手県 盛岡市 ハラペコダイニング　グリル サービス 飲食業 5%

13,953 岩手県 盛岡市 バルーン　スケッチ サービス その他サービス 5%

13,954 岩手県 盛岡市 バレンザ・ポー　盛岡店 小売業 衣料品 5%

13,955 岩手県 盛岡市 パンプルムゥス　盛岡 サービス 飲食業 5%

13,956 岩手県 盛岡市 ビアードパパ盛岡フェザン店 サービス 飲食業 5%

13,957 岩手県 盛岡市 ビアバーベアレン中ノ橋 サービス 飲食業 5%

13,958 岩手県 盛岡市 ＢＭＯ盛岡店 小売業 衣料品 5%

13,959 岩手県 盛岡市 ひいらぎ サービス 宿泊業 5%

13,960 岩手県 盛岡市 ヒーリングサロン栗の木 サービス 理容・美容業 5%

13,961 岩手県 盛岡市 ピカソコーラス サービス 理容・美容業 5%

13,962 岩手県 盛岡市 （個人）光タクシー サービス 運輸業 5%

13,963 岩手県 盛岡市 陽だまり工房盛岡支店 サービス その他サービス 5%

13,964 岩手県 盛岡市 ひで蔵 サービス 飲食業 5%

13,965 岩手県 盛岡市 株式会社ヒノヤタクシー サービス 運輸業 5%

13,966 岩手県 盛岡市 １０６盛岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

13,967 岩手県 盛岡市 美容室アクセ サービス その他サービス 5%

13,968 岩手県 盛岡市 美容室ザ　ウイングス サービス 理容・美容業 5%

13,969 岩手県 盛岡市 美容室サムタイム サービス 理容・美容業 5%

13,970 岩手県 盛岡市 美容室シャトレ サービス 理容・美容業 5%

13,971 岩手県 盛岡市 美容室スパイス サービス 理容・美容業 5%

13,972 岩手県 盛岡市 美容室トップアートみたけ店 サービス 理容・美容業 5%

13,973 岩手県 盛岡市 美容室パロマピカソ サービス 理容・美容業 5%

13,974 岩手県 盛岡市 美容室ヒラトヤ青山店 サービス 理容・美容業 5%

13,975 岩手県 盛岡市 美容室ヒラトヤ駅前店 サービス 理容・美容業 5%

13,976 岩手県 盛岡市 美容室ヒラトヤ肴町店 サービス 理容・美容業 5%

13,977 岩手県 盛岡市 美容室ヒラトヤジョイス本町店 サービス 理容・美容業 5%

13,978 岩手県 盛岡市 美容室ヒラトヤ仙北店 サービス 理容・美容業 5%

13,979 岩手県 盛岡市 美容室ヒラトヤ都南店 サービス 理容・美容業 5%

13,980 岩手県 盛岡市 美容室ヒラトヤ日影門店 サービス 理容・美容業 5%

13,981 岩手県 盛岡市 美容室フロムハート サービス 理容・美容業 5%

13,982 岩手県 盛岡市 ぴょんぴょん舎稲荷町本店 サービス 飲食業 5%

13,983 岩手県 盛岡市 ぴょんぴょん舎銀河便 サービス 飲食業 5%

13,984 岩手県 盛岡市 ぴょんぴょん舎都南店 サービス 飲食業 5%

13,985 岩手県 盛岡市 ぴょんぴょん舎盛岡駅前店 サービス 飲食業 5%

13,986 岩手県 盛岡市 Ｆｉｖｅ　Ｐｅｎｎｉｅｓ サービス 飲食業 5%
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13,987 岩手県 盛岡市 Ｆｕｎｎｙ Ｃａｒｓ ＦｕｎｎｙＣａｒｓ 小売業 その他小売 5%

13,988 岩手県 盛岡市 ｆａｍ．　【ファム】 サービス 理容・美容業 5%

13,989 岩手県 盛岡市 ｆｉｌｏ サービス 飲食業 5%

13,990 岩手県 盛岡市 フィジオセンター盛岡 サービス その他サービス 5%

13,991 岩手県 盛岡市 フィッツミークロステラス盛岡店 サービス その他サービス 5%

13,992 岩手県 盛岡市 ｆａｖｏｒｉｔｅ　ｃａｆｅ　ｆａｖｏｒｉｔｅｃａｆｅ 小売業 食料品 5%

13,993 岩手県 盛岡市 ｆａｖｏｒｉｔｅ ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

13,994 岩手県 盛岡市 ＦＥＬＵＣＡ　ＯＦ　ＨＡＩＲ【フェルーカ　オブ　ヘア】 サービス 理容・美容業 5%

13,995 岩手県 盛岡市 福来屋酒店 小売業 食料品 5%

13,996 岩手県 盛岡市 藤枝工房 藤枝工房 小売業 その他小売 5%

13,997 岩手県 盛岡市 （個人）ＦＵＪＩＮＯＭＩＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

13,998 岩手県 盛岡市 ブックオフ盛岡稲荷店 小売業 その他小売 2%

13,999 岩手県 盛岡市 ブックオフ盛岡厨川店 小売業 その他小売 2%

14,000 岩手県 盛岡市 ブッチャー軒　本宮店 サービス 飲食業 5%

14,001 岩手県 盛岡市 ＋Ｒａｂｂｉｔ｀ｓＦａｒｍ 小売業 その他小売 5%

14,002 岩手県 盛岡市 ＦＬＯＷＥＲＷＯＲＫＳ 小売業 その他小売 5%

14,003 岩手県 盛岡市 フランクプロボー サービス 理容・美容業 5%

14,004 岩手県 盛岡市 プランタンアヴェダ サービス 理容・美容業 5%

14,005 岩手県 盛岡市 プランタンａｒ サービス 理容・美容業 5%

14,006 岩手県 盛岡市 プランタンビス サービス 理容・美容業 5%

14,007 岩手県 盛岡市 プランタンフォーヘアー サービス 理容・美容業 5%

14,008 岩手県 盛岡市 プランタンリュクス サービス その他サービス 5%

14,009 岩手県 盛岡市 フリーク　ヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

14,010 岩手県 盛岡市 ＢＬＵＥ 小売業 衣料品 5%

14,011 岩手県 盛岡市 フルーツショップ のざか 小売業 食料品 5%

14,012 岩手県 盛岡市 フルールきくや盛岡フェザン店 小売業 食料品 5%

14,013 岩手県 盛岡市 ブルスタテラス　盛岡仙北店 サービス 飲食業 5%

14,014 岩手県 盛岡市 フレスキッシマ サービス 飲食業 5%

14,015 岩手県 盛岡市 Ｈａｉｒ　Ｐｌａｃｅ　Ｐａｔｉｏ サービス 理容・美容業 5%

14,016 岩手県 盛岡市 ヘアー＆フェイス　ベリー サービス 理容・美容業 5%

14,017 岩手県 盛岡市 ヘアーサロンスピカ サービス 理容・美容業 5%

14,018 岩手県 盛岡市 ＨａｉｒＳａｌｏｎ　Ｌａｍｐ サービス 理容・美容業 5%

14,019 岩手県 盛岡市 ヘア＆メイクシエスタ サービス 理容・美容業 5%

14,020 岩手県 盛岡市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＦＲＡＮＣＥ サービス 理容・美容業 5%

14,021 岩手県 盛岡市 ヘアスペースエコ上田店 サービス 理容・美容業 5%

14,022 岩手県 盛岡市 ｈａｉｒ　Ｂｉｓｂｅｅ サービス 理容・美容業 5%

14,023 岩手県 盛岡市 ＨＡＩＲＭＡＫＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ サービス 理容・美容業 5%

14,024 岩手県 盛岡市 ヘアメイク 凛 サービス 理容・美容業 5%

14,025 岩手県 盛岡市 ヘアメイク　ルキナ サービス 理容・美容業 5%

14,026 岩手県 盛岡市 ヘアメイク　ポルテ サービス 理容・美容業 5%

14,027 岩手県 盛岡市 ベアレン醸造所　材木町店 サービス 飲食業 5%

14,028 岩手県 盛岡市 ベアレン醸造所　直売所 小売業 食料品 5%
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14,029 岩手県 盛岡市 Ｖｅｇｅｔｕｓ 小売業 食料品 5%

14,030 岩手県 盛岡市 ｐｅｎ 小売業 その他小売 5%

14,031 岩手県 盛岡市 ＨＯＴＪａＪａ サービス 飲食業 5%

14,032 岩手県 盛岡市 ホテルエース盛岡 サービス 宿泊業 5%

14,033 岩手県 盛岡市 ホテル　小田島 サービス 宿泊業 5%

14,034 岩手県 盛岡市 ＨＯＴＥＬ　ＪＩＮ　盛岡駅前 サービス 宿泊業 5%

14,035 岩手県 盛岡市 ホテルロイヤル盛岡 サービス 宿泊業 5%

14,036 岩手県 盛岡市 Ｈｏｄｏ サービス 飲食業 5%

14,037 岩手県 盛岡市 ポニー サービス 宿泊業 5%

14,038 岩手県 盛岡市 ホビープライム 小売業 その他小売 5%

14,039 岩手県 盛岡市 ＰｏｒｔａＭａｇｉｃａ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

14,040 岩手県 盛岡市 ホワイト写真舘 サービス その他サービス 5%

14,041 岩手県 盛岡市 本格寿司　すしの山留 サービス 飲食業 5%

14,042 岩手県 盛岡市 本格寿司　すしの山留　緑が丘店 サービス 飲食業 5%

14,043 岩手県 盛岡市 マート桜台 小売業 その他小売 5%

14,044 岩手県 盛岡市 マイヤ青山店 小売業 食料品 5%

14,045 岩手県 盛岡市 マイヤ仙北店 小売業 食料品 5%

14,046 岩手県 盛岡市 マクドナルドイオンモール盛岡店 サービス 飲食業 2%

14,047 岩手県 盛岡市 マクドナルドイオンモール盛岡南店 サービス 飲食業 2%

14,048 岩手県 盛岡市 マクドナルド盛岡青山店 サービス 飲食業 2%

14,049 岩手県 盛岡市 マクドナルド盛岡西バイパス本宮店 サービス 飲食業 2%

14,050 岩手県 盛岡市 マクドナルド盛岡フェザン店 サービス 飲食業 2%

14,051 岩手県 盛岡市 マクドナルド４号線盛岡上田店 サービス 飲食業 2%

14,052 岩手県 盛岡市 マクドナルド４号線盛岡南店 サービス 飲食業 2%

14,053 岩手県 盛岡市 まつげ＆まゆげサロンＷＩＬＬ　盛岡駅前店 サービス 理容・美容業 5%

14,054 岩手県 盛岡市 まつげ屋　くるり サービス 理容・美容業 5%

14,055 岩手県 盛岡市 マッハランド サービス その他サービス 5%

14,056 岩手県 盛岡市 マルイチ浅岸店 小売業 食料品 5%

14,057 岩手県 盛岡市 マルイチ業務スーパー飯岡店 小売業 食料品 2%

14,058 岩手県 盛岡市 マルイチ業務スーパー館向店 小売業 食料品 2%

14,059 岩手県 盛岡市 マルイチ業務スーパーみたけ店 小売業 食料品 2%

14,060 岩手県 盛岡市 マルイチ材木町店 小売業 食料品 5%

14,061 岩手県 盛岡市 マルイチ城西店 小売業 食料品 5%

14,062 岩手県 盛岡市 マルイチタストヴァン城西店 小売業 食料品 5%

14,063 岩手県 盛岡市 マルイチ天昌寺店 小売業 食料品 5%

14,064 岩手県 盛岡市 マルイチ中ノ橋通店 小売業 食料品 5%

14,065 岩手県 盛岡市 マルイチ東安庭店 小売業 食料品 2%

14,066 岩手県 盛岡市 マルイチみたけ店 小売業 食料品 5%

14,067 岩手県 盛岡市 マルイチ緑が丘店 小売業 食料品 5%

14,068 岩手県 盛岡市 マルイチ本宮店 小売業 食料品 5%

14,069 岩手県 盛岡市 まるかんのお店仙北駅前店 小売業 その他小売 5%

14,070 岩手県 盛岡市 マルイチビッグハウス上盛岡店 小売業 食料品 2%
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14,071 岩手県 盛岡市 ＪＭ／丸満　洋品店 小売業 衣料品 5%

14,072 岩手県 盛岡市 みたけ北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,073 岩手県 盛岡市 みたけ工房 小売業 その他小売 5%

14,074 岩手県 盛岡市 道又時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

14,075 岩手県 盛岡市 ＭｉＮｉ盛岡 小売業 その他小売 5%

14,076 岩手県 盛岡市 宮田燃料　ホームエナジー 小売業 その他小売 2%

14,077 岩手県 盛岡市 宮手薬店 小売業 その他小売 5%

14,078 岩手県 盛岡市 明明家 サービス 飲食業 5%

14,079 岩手県 盛岡市 みらい夢津志田１Ｆ サービス 飲食業 5%

14,080 岩手県 盛岡市 みらい夢津志田２Ｆ サービス 飲食業 5%

14,081 岩手県 盛岡市 ミルクグラス　クローゼット 小売業 その他小売 5%

14,082 岩手県 盛岡市 ムラタ株式会社 小売業 その他小売 5%

14,083 岩手県 盛岡市 明治浪漫　ハイカる サービス その他サービス 5%

14,084 岩手県 盛岡市 ｍａａ－ｍａａｈｏｍｅｓｐｕｎ 小売業 衣料品 5%

14,085 岩手県 盛岡市 メガネクラブ メガネクラブ 青山店 小売業 その他小売 5%

14,086 岩手県 盛岡市 メガネクラブ　メガネクラブ　上田店 小売業 その他小売 5%

14,087 岩手県 盛岡市 メガネクラブ　メガネクラブ　都南店 小売業 その他小売 5%

14,088 岩手県 盛岡市 メガネクラブ メガネクラブ 本店 小売業 その他小売 5%

14,089 岩手県 盛岡市 メガネの水晶堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

14,090 岩手県 盛岡市 メガネのファミリーズ 小売業 その他小売 5%

14,091 岩手県 盛岡市 麺屋　八代　盛岡インター本店 サービス 飲食業 5%

14,092 岩手県 盛岡市 モイスチャー美容室青山店 サービス 理容・美容業 5%

14,093 岩手県 盛岡市 モトスペース ウインディ 小売業 その他小売 5%

14,094 岩手県 盛岡市 モトモチ商事 サービス その他サービス 5%

14,095 岩手県 盛岡市 桃太郎石材 小売業 家具・調度品 5%

14,096 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡青山１丁目店 小売業 食料品 2%

14,097 岩手県 盛岡市 盛岡安庭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,098 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡上田２丁目店 小売業 食料品 2%

14,099 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡内丸店 小売業 食料品 2%

14,100 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡映画館通店 小売業 食料品 2%

14,101 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡大通３丁目店 小売業 食料品 2%

14,102 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡加賀野４丁目店 小売業 食料品 2%

14,103 岩手県 盛岡市 盛岡ガス燃料株式会社　本社 小売業 その他小売 5%

14,104 岩手県 盛岡市 盛岡北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,105 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡菜園１丁目店 小売業 食料品 2%

14,106 岩手県 盛岡市 盛岡さくら法律事務所 サービス その他サービス 5%

14,107 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡三本柳店 小売業 食料品 2%

14,108 岩手県 盛岡市 盛岡シティホテル サービス 宿泊業 5%

14,109 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡月が丘１丁目店 小売業 食料品 2%

14,110 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡津志田西２丁目店 小売業 食料品 2%

14,111 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡手代森店 小売業 食料品 2%

14,112 岩手県 盛岡市 盛岡東部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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14,113 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡永井店 小売業 食料品 2%

14,114 岩手県 盛岡市 セブンーイレブン盛岡中野２丁目店 小売業 食料品 2%

14,115 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡中ノ橋通１丁目店 小売業 食料品 2%

14,116 岩手県 盛岡市 盛岡ニューシティホテル サービス 宿泊業 5%

14,117 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡東黒石野２丁目店 小売業 食料品 2%

14,118 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡東宮古街道店 小売業 食料品 2%

14,119 岩手県 盛岡市 セブンーイレブン盛岡東見前店 小売業 食料品 2%

14,120 岩手県 盛岡市 盛岡美腸サロンＹＮ サービス 理容・美容業 5%

14,121 岩手県 盛岡市 盛岡北部　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,122 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡松尾町店 小売業 食料品 2%

14,123 岩手県 盛岡市 盛岡マツダ 小売業 その他小売 5%

14,124 岩手県 盛岡市 盛岡マツダ商会手代森展示場 小売業 その他小売 5%

14,125 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡緑が丘３丁目店 小売業 食料品 2%

14,126 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡緑が丘４丁目店 小売業 食料品 2%

14,127 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡南大通３丁目店 小売業 食料品 2%

14,128 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡南仙北１丁目店 小売業 食料品 2%

14,129 岩手県 盛岡市 盛岡南ドライビングスクール サービス その他サービス 5%

14,130 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡向中野１丁目店 小売業 食料品 2%

14,131 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡本宮３丁目店 小売業 食料品 2%

14,132 岩手県 盛岡市 セブン－イレブン盛岡夕顔瀬町店 小売業 食料品 2%

14,133 岩手県 盛岡市 盛岡リフホテル サービス 宿泊業 5%

14,134 岩手県 盛岡市 モンキーズ サービス その他サービス 5%

14,135 岩手県 盛岡市 八百長酒場 サービス 飲食業 5%

14,136 岩手県 盛岡市 焼肉　冷麺大同苑　盛岡フェザン店 サービス 飲食業 5%

14,137 岩手県 盛岡市 やまなか家　盛南店 サービス 飲食業 5%

14,138 岩手県 盛岡市 やまなか家　盛岡大通店 サービス 飲食業 5%

14,139 岩手県 盛岡市 やみつきホルモン利久盛岡大通店 サービス 飲食業 5%

14,140 岩手県 盛岡市 有限会社岩手自動車電機バイパス店 小売業 その他小売 5%

14,141 岩手県 盛岡市 有限会社サイクルショップタニフジ 小売業 その他小売 5%

14,142 岩手県 盛岡市 有限会社サイクルショップタニフジウエダ店 小売業 その他小売 5%

14,143 岩手県 盛岡市 有限会社高橋無線商会 小売業 電化製品 5%

14,144 岩手県 盛岡市 有限会社南部鉄瓶元祖鈴木主善堂 小売業 その他小売 5%

14,145 岩手県 盛岡市 有 みちのくビプロス サービス その他サービス 5%

14,146 岩手県 盛岡市 優タクシー サービス 運輸業 5%

14,147 岩手県 盛岡市 ゆっこ盛岡 サービス その他サービス 5%

14,148 岩手県 盛岡市 ［ＨＣ］ユートップもりおか 小売業 電化製品 5%

14,149 岩手県 盛岡市 ユニバーサルダイニング サービス 飲食業 5%

14,150 岩手県 盛岡市 ユニバーサルダイニング　盛岡店 サービス 飲食業 5%

14,151 岩手県 盛岡市 輸入薪ストーブ　プロショップヤマザキ サービス その他サービス 5%

14,152 岩手県 盛岡市 夢の蔵 サービス 飲食業 5%

14,153 岩手県 盛岡市 湯守　ホテル大観 サービス 宿泊業 5%

14,154 岩手県 盛岡市 養蜂百年館はちみつ村 養蜂百年館はちみつ村 サービス 飲食業 5%
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14,155 岩手県 盛岡市 養老乃瀧盛岡松園店 サービス 飲食業 2%

14,156 岩手県 盛岡市 ｙｏｇａｊｏｕｒｎｅｙ サービス その他サービス 5%

14,157 岩手県 盛岡市 ＹＯＳＨＩＤＡＬＩＦＥ 小売業 衣料品 5%

14,158 岩手県 盛岡市 よつば塗装 サービス その他サービス 5%

14,159 岩手県 盛岡市 米澤商事 小売業 衣料品 5%

14,160 岩手県 盛岡市 与六タクシー サービス 運輸業 5%

14,161 岩手県 盛岡市 ラ・クール　キャレ　盛岡南店 小売業 衣料品 5%

14,162 岩手県 盛岡市 ＬＡＵｇＨｎａｉｌ＆ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

14,163 岩手県 盛岡市 ランドマークストーリーフェザン 小売業 その他小売 5%

14,164 岩手県 盛岡市 リカーコートプロースト 小売業 食料品 5%

14,165 岩手県 盛岡市 リシェリエ　盛岡南店 小売業 衣料品 5%

14,166 岩手県 盛岡市 リセールショップなんだり館 小売業 その他小売 5%

14,167 岩手県 盛岡市 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｗｉｎｇｓ 小売業 衣料品 5%

14,168 岩手県 盛岡市 Ｌｉｃｈｔ 小売業 衣料品 5%

14,169 岩手県 盛岡市 Ｒｅｆｒｅｓｈｍｅｎｔｓ?ＫＩＳＩＮＯ? サービス 飲食業 5%

14,170 岩手県 盛岡市 リュネット　ミュゼ 小売業 その他小売 5%

14,171 岩手県 盛岡市 理容室ビューレックス都南店 サービス 理容・美容業 5%

14,172 岩手県 盛岡市 理容室ヒラトヤ青山店 サービス 理容・美容業 5%

14,173 岩手県 盛岡市 理容室ヒラトヤ駅前店 サービス 理容・美容業 5%

14,174 岩手県 盛岡市 理容室ヒラトヤ菜園店 サービス 理容・美容業 5%

14,175 岩手県 盛岡市 理容室ヒラトヤ都南店 サービス 理容・美容業 5%

14,176 岩手県 盛岡市 理容室ビューレックス緑が丘店 サービス 理容・美容業 5%

14,177 岩手県 盛岡市 旅館　大和 サービス 宿泊業 5%

14,178 岩手県 盛岡市 リラクゼーションサロンあうら サービス その他サービス 5%

14,179 岩手県 盛岡市 Ｒｉｒｉｅ 小売業 その他小売 5%

14,180 岩手県 盛岡市 Ｒｉｒｅ 小売業 その他小売 5%

14,181 岩手県 盛岡市 Ｌｕａｎａ【ルアナ】 サービス 理容・美容業 5%

14,182 岩手県 盛岡市 ＬＵＵ 小売業 衣料品 5%

14,183 岩手県 盛岡市 Ｌｕｃｙ’ｓ　Ｄ サービス 理容・美容業 5%

14,184 岩手県 盛岡市 レストラン　ｋｅｎｊｉ サービス 飲食業 5%

14,185 岩手県 盛岡市 レゾナンスネイル 小売業 その他小売 5%

14,186 岩手県 盛岡市 ＲＥＴＲＯＧＡＬＬＥＲＹ 小売業 衣料品 5%

14,187 岩手県 盛岡市 Ｒｏｉｔｏ 小売業 衣料品 5%

14,188 岩手県 盛岡市 Ｒｏｉｔｏ Ｒｏｉｔｏ 小売業 衣料品 5%

14,189 岩手県 盛岡市 ロードアンドスカイ サービス その他サービス 5%

14,190 岩手県 盛岡市 ＬＯＣＡＬＥＲＳ 小売業 衣料品 5%

14,191 岩手県 盛岡市 ろく屋どん八　イオンスーパーセン 小売業 食料品 5%

14,192 岩手県 盛岡市 ロータスアベ サービス その他サービス 5%

14,193 岩手県 盛岡市 ＬＯＰＰＩＳ１５３ 小売業 衣料品 5%

14,194 岩手県 盛岡市 Ｙ’ｚＷＯＲＫＳ 小売業 その他小売 5%

14,195 岩手県 盛岡市 ワカバ薬局　材木町店 小売業 その他小売 5%

14,196 岩手県 盛岡市 ワカバ薬局 都南店 ワカバ薬局都南店 小売業 その他小売 5%
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14,197 岩手県 盛岡市 心灸和ふく サービス 理容・美容業 5%

14,198 岩手県 盛岡市 和服屋　盛岡店 小売業 衣料品 5%

14,199 岩手県 盛岡市 和楽 小売業 家具・調度品 5%

14,200 岩手県 盛岡市 をかしら屋　大通店 サービス 飲食業 5%

14,201 岩手県 矢巾町 ＡＸ’ＬＥ 小売業 その他小売 5%

14,202 岩手県 矢巾町 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｍａｈａｌｏ　矢巾 サービス 理容・美容業 5%

14,203 岩手県 矢巾町 アスティ矢巾店 小売業 衣料品 5%

14,204 岩手県 矢巾町 アドバンス東北 小売業 衣料品 5%

14,205 岩手県 矢巾町 石のセガワ盛岡南支店 小売業 その他小売 5%

14,206 岩手県 矢巾町 岩手農蚕 小売業 その他小売 5%

14,207 岩手県 矢巾町 ｋｕｒｕｍｉｙｏｇａ サービス その他サービス 5%

14,208 岩手県 矢巾町 佐々木自動車整備工場 サービス 運輸業 5%

14,209 岩手県 矢巾町 ストレート　盛岡店 小売業 その他小売 5%

14,210 岩手県 矢巾町 スマイルメガネ研究舎　矢巾アルコ店 小売業 その他小売 5%

14,211 岩手県 矢巾町 住む～ず サービス その他サービス 5%

14,212 岩手県 矢巾町 創作和食あかり サービス 飲食業 5%

14,213 岩手県 矢巾町 タニタイフィッツミーアルコ矢巾店 サービス その他サービス 5%

14,214 岩手県 矢巾町 テシゴト工房 サービス その他サービス 5%

14,215 岩手県 矢巾町 遠野食肉センター　矢巾店 サービス 飲食業 5%

14,216 岩手県 矢巾町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ矢巾駅前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,217 岩手県 矢巾町 プランタンラヴィ サービス その他サービス 5%

14,218 岩手県 矢巾町 プランタン　ｌａｖｉｅ サービス 理容・美容業 5%

14,219 岩手県 矢巾町 前沢牛オガタ牛進矢巾店 小売業 食料品 5%

14,220 岩手県 矢巾町 マクドナルド矢巾マックスバリュー店 サービス 飲食業 2%

14,221 岩手県 矢巾町 マルイチ矢巾店 小売業 食料品 5%

14,222 岩手県 矢巾町 丸幸自動車工業　盛岡営業所 サービス その他サービス 5%

14,223 岩手県 矢巾町 みゅう動物病院 サービス その他サービス 5%

14,224 岩手県 矢巾町 メガネクラブ メガネクラブ 矢巾店 サービス 飲食業 5%

14,225 岩手県 矢巾町 セブン－イレブン矢巾町高田店 小売業 食料品 2%

14,226 岩手県 矢巾町 セブン－イレブン矢巾町広宮沢店 小売業 食料品 2%

14,227 岩手県 矢巾町 セブン－イレブン矢巾町南矢幅店 小売業 食料品 2%

14,228 岩手県 矢巾町 矢巾水本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,229 岩手県 矢巾町 やまなか家矢巾ＰＡ下り店 サービス 飲食業 5%

14,230 岩手県 矢巾町 ８８８ｙｕｍｍｙ サービス 飲食業 5%

14,231 岩手県 矢巾町 ユーロガレージ株式会社 小売業 その他小売 5%

14,232 岩手県 山田町 うみねこ温泉　湯らっくす サービス 宿泊業 5%

14,233 岩手県 山田町 （有）川村電気商会 小売業 電化製品 5%

14,234 岩手県 山田町 川村電気商会 小売業 電化製品 5%

14,235 岩手県 山田町 キクコーストア山田インター店 小売業 食料品 5%

14,236 岩手県 山田町 五篤丸水産 小売業 食料品 5%

14,237 岩手県 山田町 三陸やまだ漁業協同組合イベント 小売業 食料品 5%

14,238 岩手県 山田町 セルフ山田町中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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14,239 岩手県 山田町 中忠商店 小売業 その他小売 5%

14,240 岩手県 山田町 パティスリーＤＯＵＮＥＬ　ドーネル山田びはん店 サービス 飲食業 5%

14,241 岩手県 山田町 パティスリードーネル　山田びはん店 サービス 飲食業 5%

14,242 岩手県 山田町 びはんストアオール店 小売業 食料品 5%

14,243 岩手県 山田町 びはんストア豊間根店 小売業 食料品 5%

14,244 岩手県 山田町 双葉ふとん店 小売業 その他小売 5%

14,245 岩手県 山田町 ホームワンサトー 小売業 家具・調度品 5%

14,246 岩手県 山田町 マルイチ業務スーパー山田店 小売業 食料品 2%

14,247 岩手県 山田町 宮古ヤクルト販売　山田センター 小売業 食料品 5%

14,248 岩手県 山田町 セブン－イレブン山田町中央店 小売業 食料品 2%

14,249 岩手県 山田町 Ｒｉｚｈａｉｒ Ｒｉｚ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

14,250 岩手県 陸前高田市 カーハウスコージー 小売業 その他小売 5%

14,251 岩手県 陸前高田市 カフェフードバー わいわい カフェフードバーわいわい サービス 飲食業 5%

14,252 岩手県 陸前高田市 カフェフードバーわいわい サービス 飲食業 5%

14,253 岩手県 陸前高田市 株式会社マルカメ商店 サービス その他サービス 5%

14,254 岩手県 陸前高田市 キャピタルホテル１０００ サービス 宿泊業 5%

14,255 岩手県 陸前高田市 ササキ　スポーツ店 小売業 その他小売 5%

14,256 岩手県 陸前高田市 ＪＦ広田湾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,257 岩手県 陸前高田市 高田自工 小売業 その他小売 5%

14,258 岩手県 陸前高田市 竹駒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,259 岩手県 陸前高田市 鶴亀鮨 サービス 飲食業 5%

14,260 岩手県 陸前高田市 東京屋カフェ サービス 飲食業 5%

14,261 岩手県 陸前高田市 ひみつきち サービス 理容・美容業 5%

14,262 岩手県 陸前高田市 ホテル三陽 サービス 宿泊業 5%

14,263 岩手県 陸前高田市 マイヤアップルロード店 小売業 食料品 5%

14,264 岩手県 陸前高田市 マイヤ高田店 小売業 食料品 5%

14,265 岩手県 陸前高田市 八木澤商店 小売業 食料品 5%

14,266 岩手県 陸前高田市 焼肉のろし サービス 飲食業 5%

14,267 岩手県 陸前高田市 セブン－イレブン陸前高田気仙町店 小売業 食料品 2%

14,268 岩手県 陸前高田市 セブン－イレブン陸前高田市役所前店 小売業 食料品 2%

14,269 岩手県 陸前高田市 セブン－イレブン陸前高田竹駒町店 小売業 食料品 2%

14,270 岩手県 陸前高田市 出光陸前高田南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,271 宮城県 石巻市 アイアートシステム サービス その他サービス 5%

14,272 宮城県 石巻市 愛情たらこのみなと 小売業 食料品 5%

14,273 宮城県 石巻市 アイ・フェリス石巻店 サービス 理容・美容業 5%

14,274 宮城県 石巻市 ＡｃｔｉｖｅＬｉｆｅ?ＹＡＤＯ? サービス 宿泊業 5%

14,275 宮城県 石巻市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｇｒｏｗ石巻蛇田 サービス 理容・美容業 5%

14,276 宮城県 石巻市 味彩絆本店 サービス 飲食業 5%

14,277 宮城県 石巻市 味道一平 サービス 飲食業 5%

14,278 宮城県 石巻市 あ．たのも サービス その他サービス 5%

14,279 宮城県 石巻市 鮎川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,280 宮城県 石巻市 アラキデンキ 小売業 電化製品 5%
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14,281 宮城県 石巻市 蟻坂デンキ 小売業 電化製品 5%

14,282 宮城県 石巻市 アロマテラピーハウスｎａｄｅｎａｄｅ サービス その他サービス 5%

14,283 宮城県 石巻市 居酒屋　わきあいあい サービス 飲食業 5%

14,284 宮城県 石巻市 石川　食　石川 サービス 飲食業 5%

14,285 宮城県 石巻市 セブン－イレブン石巻あゆみ野店 小売業 食料品 2%

14,286 宮城県 石巻市 セブン－イレブン石巻駅南店 小売業 食料品 2%

14,287 宮城県 石巻市 セブン－イレブン石巻大街道南店 小売業 食料品 2%

14,288 宮城県 石巻市 セブン－イレブン石巻鹿妻店 小売業 食料品 2%

14,289 宮城県 石巻市 セブン－イレブン石巻門脇二番谷地店 小売業 食料品 2%

14,290 宮城県 石巻市 石巻河北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,291 宮城県 石巻市 セブン－イレブン石巻向陽町店 小売業 食料品 2%

14,292 宮城県 石巻市 石巻国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,293 宮城県 石巻市 セブン－イレブン石巻河南インター店 小売業 食料品 2%

14,294 宮城県 石巻市 セブン－イレブン石巻しらさぎ台店 小売業 食料品 2%

14,295 宮城県 石巻市 セブン－イレブン石巻水明町店 小売業 食料品 2%

14,296 宮城県 石巻市 セブン－イレブン石巻貞山１丁目店 小売業 食料品 2%

14,297 宮城県 石巻市 セブン－イレブン石巻中里５丁目店 小売業 食料品 2%

14,298 宮城県 石巻市 セブン－イレブン石巻双葉町店 小売業 食料品 2%

14,299 宮城県 石巻市 セブンーイレブン石巻蛇田西店 小売業 食料品 2%

14,300 宮城県 石巻市 セブン－イレブン石巻湊筒場店 小売業 食料品 2%

14,301 宮城県 石巻市 セブン－イレブン石巻南中里３丁目店 小売業 食料品 2%

14,302 宮城県 石巻市 セブン－イレブン石巻吉野町２丁目店 小売業 食料品 2%

14,303 宮城県 石巻市 セブン－イレブン石巻渡波店 小売業 食料品 2%

14,304 宮城県 石巻市 一本堂　石巻あけぼの店 小売業 食料品 5%

14,305 宮城県 石巻市 井内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,306 宮城県 石巻市 上野コーヒー 小売業 食料品 5%

14,307 宮城県 石巻市 ウジエスーパー飯野川店 小売業 食料品 5%

14,308 宮城県 石巻市 ウジエスーパー広渕店 小売業 食料品 5%

14,309 宮城県 石巻市 ウジエスーパー桃生店 小売業 食料品 5%

14,310 宮城県 石巻市 ウジエスーパー山下店 小売業 食料品 5%

14,311 宮城県 石巻市 ウジエスーパーＵマート石巻店 小売業 食料品 5%

14,312 宮城県 石巻市 エコ市場石巻蛇田店 小売業 その他小売 5%

14,313 宮城県 石巻市 ａｉｍｅｒｆｅｅｌイオンモール石巻店 小売業 衣料品 5%

14,314 宮城県 石巻市 エンジェルリング サービス 理容・美容業 5%

14,315 宮城県 石巻市 大街道 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,316 宮城県 石巻市 大原インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,317 宮城県 石巻市 カーケアステーション石巻東 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,318 宮城県 石巻市 廻鮮丸　あけぼの店 サービス 飲食業 5%

14,319 宮城県 石巻市 カガク興商株式会社 小売業 その他小売 5%

14,320 宮城県 石巻市 カガク興商株式会社２ 小売業 その他小売 5%

14,321 宮城県 石巻市 セブン－イレブン河南伊勢前店 小売業 食料品 2%

14,322 宮城県 石巻市 セブン－イレブン河南広渕店 小売業 食料品 2%
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14,323 宮城県 石巻市 セブン－イレブン河南前谷地店 小売業 食料品 2%

14,324 宮城県 石巻市 株式会社三立　石巻店 小売業 その他小売 5%

14,325 宮城県 石巻市 （株）フジボディー サービス その他サービス 5%

14,326 宮城県 石巻市 株式会社友善商事 小売業 その他小売 5%

14,327 宮城県 石巻市 かほくＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,328 宮城県 石巻市 河北インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,329 宮城県 石巻市 神割崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,330 宮城県 石巻市 カラオケ合衆国　石巻店 サービス その他サービス 5%

14,331 宮城県 石巻市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋石巻蛇田店 サービス 飲食業 2%

14,332 宮城県 石巻市 ガレージ・ササキ サービス その他サービス 5%

14,333 宮城県 石巻市 河合塾マナビス石巻校 サービス その他サービス 2%

14,334 宮城県 石巻市 河南ＳＳ　カンノ興商 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,335 宮城県 石巻市 キッチンマルエ青葉店 小売業 その他小売 5%

14,336 宮城県 石巻市 きむら 小売業 その他小売 5%

14,337 宮城県 石巻市 木村電器店 小売業 電化製品 5%

14,338 宮城県 石巻市 牛仁 サービス 飲食業 5%

14,339 宮城県 石巻市 牛たん炭焼利久石巻山下店 サービス 飲食業 5%

14,340 宮城県 石巻市 牛たんほづみ サービス 飲食業 5%

14,341 宮城県 石巻市 給分浜ＳＳ　有限会社スダ石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,342 宮城県 石巻市 ＪＭ／金華山潮風商店 小売業 食料品 5%

14,343 宮城県 石巻市 金港堂　石巻店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

14,344 宮城県 石巻市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ石巻店 小売業 その他小売 5%

14,345 宮城県 石巻市 串もん家　串もん家 サービス 飲食業 5%

14,346 宮城県 石巻市 グリーンサム 小売業 その他小売 5%

14,347 宮城県 石巻市 ＫＥＩスポーツ 小売業 その他小売 5%

14,348 宮城県 石巻市 子玉園 小売業 食料品 5%

14,349 宮城県 石巻市 米工房大内産業 サービス その他サービス 5%

14,350 宮城県 石巻市 小料理　ふなや サービス 飲食業 5%

14,351 宮城県 石巻市 小料理　ふなや サービス 飲食業 5%

14,352 宮城県 石巻市 コンノデンキ 小売業 電化製品 5%

14,353 宮城県 石巻市 ササキスポーツ 小売業 その他小売 5%

14,354 宮城県 石巻市 ｘａｎａ サービス 飲食業 5%

14,355 宮城県 石巻市 サンファンヴィレッジ サービス 宿泊業 5%

14,356 宮城県 石巻市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　石巻営業所 小売業 その他小売 5%

14,357 宮城県 石巻市 シーガル石巻店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

14,358 宮城県 石巻市 ＣＤＩキャリアスクール石巻校 サービス その他サービス 5%

14,359 宮城県 石巻市 Ｃｈｅｒｉｒ サービス 理容・美容業 5%

14,360 宮城県 石巻市 シェルエトワレ サービス 飲食業 5%

14,361 宮城県 石巻市 しばや サービス その他サービス 5%

14,362 宮城県 石巻市 シャディギフト館石巻店　石巻店 小売業 その他小売 5%

14,363 宮城県 石巻市 蛇の目寿し サービス 飲食業 5%

14,364 宮城県 石巻市 首藤でんき 小売業 電化製品 5%
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14,365 宮城県 石巻市 ＪＯＭＯ 小売業 衣料品 5%

14,366 宮城県 石巻市 白浜 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,367 宮城県 石巻市 すし寳来 サービス 飲食業 5%

14,368 宮城県 石巻市 株式会社スズキアルミ建材 小売業 その他小売 5%

14,369 宮城県 石巻市 スタジオＫワークス 小売業 その他小売 5%

14,370 宮城県 石巻市 炭や サービス 飲食業 5%

14,371 宮城県 石巻市 セオリーホーム株式会社 小売業 家具・調度品 5%

14,372 宮城県 石巻市 セルフさくら町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,373 宮城県 石巻市 仙臺ホルモンガッツ石巻蛇田店 サービス 飲食業 5%

14,374 宮城県 石巻市 髙橋生花本店 小売業 その他小売 5%

14,375 宮城県 石巻市 ダブルストーン石巻みなと店 小売業 衣料品 5%

14,376 宮城県 石巻市 タルタルーガ サービス 飲食業 5%

14,377 宮城県 石巻市 銚子屋 サービス 飲食業 5%

14,378 宮城県 石巻市 津田電器 小売業 電化製品 5%

14,379 宮城県 石巻市 でんき倶楽部 小売業 電化製品 5%

14,380 宮城県 石巻市 トヨタレンタリース仙台新石巻店 サービス その他サービス 2%

14,381 宮城県 石巻市 トヨタレンタリース宮城石巻駅前店 サービス その他サービス 2%

14,382 宮城県 石巻市 トヨタレンタリース宮城石巻店 サービス その他サービス 2%

14,383 宮城県 石巻市 トヨタレンタリース　石巻 サービス その他サービス 5%

14,384 宮城県 石巻市 なりさわ花屋 小売業 その他小売 5%

14,385 宮城県 石巻市 ｎａｉｌｓａｌｏｎＣｌａｉｒｅ サービス その他サービス 5%

14,386 宮城県 石巻市 ＮａｉｌＳａｌｏｎＬｉｌｙｅｔｔｏ サービス その他サービス 5%

14,387 宮城県 石巻市 ネッツトヨタ宮城石巻店 小売業 その他小売 5%

14,388 宮城県 石巻市 はいから食堂　ご馳走や サービス 飲食業 5%

14,389 宮城県 石巻市 はいからや　石巻店 小売業 衣料品 5%

14,390 宮城県 石巻市 ＰＩＲＡＴＥＳ 小売業 衣料品 5%

14,391 宮城県 石巻市 出光橋浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,392 宮城県 石巻市 橋浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,393 宮城県 石巻市 パソコンドクターエスペランサ サービス その他サービス 5%

14,394 宮城県 石巻市 有限会社蜂谷自動車部品商会 小売業 その他小売 5%

14,395 宮城県 石巻市 白光電機 小売業 電化製品 5%

14,396 宮城県 石巻市 はまぐり堂 サービス 飲食業 5%

14,397 宮城県 石巻市 パン工房ＯＪ６０ 小売業 食料品 5%

14,398 宮城県 石巻市 パンセ石巻本店 小売業 食料品 5%

14,399 宮城県 石巻市 Ｂ・Ｂスポーツ 小売業 衣料品 5%

14,400 宮城県 石巻市 びっくりドンキー　石巻店 サービス 飲食業 2%

14,401 宮城県 石巻市 ビューティースマイル サービス 理容・美容業 5%

14,402 宮城県 石巻市 広渕ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,403 宮城県 石巻市 楓楸栞 サービス 飲食業 5%

14,404 宮城県 石巻市 楓楸栞　イベント サービス 飲食業 5%

14,405 宮城県 石巻市 フェヴリエ 小売業 食料品 5%

14,406 宮城県 石巻市 フォーシーズン　矢本 サービス 宿泊業 5%
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14,407 宮城県 石巻市 富久屋 小売業 衣料品 5%

14,408 宮城県 石巻市 ブックオフ石巻蛇田店 小売業 その他小売 2%

14,409 宮城県 石巻市 仏壇の仙和　石巻店 小売業 家具・調度品 5%

14,410 宮城県 石巻市 仏壇仏具の菩提樹 小売業 家具・調度品 5%

14,411 宮城県 石巻市 ．ｐｕｐｕｕＲｏｓｙ サービス 理容・美容業 5%

14,412 宮城県 石巻市 ヘアメイクソート サービス 理容・美容業 5%

14,413 宮城県 石巻市 ホテルドルフィン サービス 宿泊業 5%

14,414 宮城県 石巻市 ホテルパシフィック サービス 宿泊業 5%

14,415 宮城県 石巻市 Ｗｈｉｔｅ　ＪｉＪｉ サービス 飲食業 5%

14,416 宮城県 石巻市 マクドナルドイオンモール石巻店 サービス 飲食業 2%

14,417 宮城県 石巻市 マクドナルド石巻蛇田店 サービス 飲食業 2%

14,418 宮城県 石巻市 マクドナルド４５号石巻店 サービス 飲食業 2%

14,419 宮城県 石巻市 まちの自転車屋さん エンドーしんりん まちの自転車屋さん エンドーしんりん 小売業 その他小売 5%

14,420 宮城県 石巻市 ＭＡＤＣＵＬＴ 小売業 衣料品 5%

14,421 宮城県 石巻市 ママイクコ　石巻 小売業 その他小売 5%

14,422 宮城県 石巻市 みやぎチェーン白光北石巻店 小売業 電化製品 5%

14,423 宮城県 石巻市 宮城トヨタ自動車石巻店 小売業 その他小売 5%

14,424 宮城県 石巻市 モーターサロントラスト サービス その他サービス 5%

14,425 宮城県 石巻市 桃生ＳＳ　鈴木商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,426 宮城県 石巻市 守谷フルーツ 本店 小売業 食料品 5%

14,427 宮城県 石巻市 守谷フルーツ　バイパス店 小売業 食料品 5%

14,428 宮城県 石巻市 守谷フルーツ　本店 小売業 食料品 5%

14,429 宮城県 石巻市 焼肉　幸楽 サービス 飲食業 5%

14,430 宮城県 石巻市 やきにくや サービス 飲食業 5%

14,431 宮城県 石巻市 やすらぎの宿　メープルテラス サービス 宿泊業 5%

14,432 宮城県 石巻市 ヤマト漢方薬局　蛇田店 小売業 その他小売 5%

14,433 宮城県 石巻市 やまなか家石巻店 サービス 飲食業 5%

14,434 宮城県 石巻市 ＵＫ宮城 小売業 その他小売 5%

14,435 宮城県 石巻市 有限会社アメリカ屋 サービス その他サービス 5%

14,436 宮城県 石巻市 有限会社海馬工苑　石巻営業所 サービス その他サービス 5%

14,437 宮城県 石巻市 有限会社さいとうオートサービス　有限会社　さいとうオートサービス サービス その他サービス 5%

14,438 宮城県 石巻市 ［ＨＣ］有限会社シブヤデンキ 小売業 電化製品 5%

14,439 宮城県 石巻市 有限会社スポーツショップマツムラ 小売業 その他小売 5%

14,440 宮城県 石巻市 有限会社竹寿司 サービス 飲食業 5%

14,441 宮城県 石巻市 有限会社丸幸商會 小売業 その他小売 5%

14,442 宮城県 石巻市 遊電館飯野川店 小売業 電化製品 5%

14,443 宮城県 石巻市 ユノメ家具Ｚ　石巻店 小売業 家具・調度品 5%

14,444 宮城県 石巻市 夢屋 サービス 飲食業 5%

14,445 宮城県 石巻市 ライフスタイルショップ伊藤家具 小売業 家具・調度品 5%

14,446 宮城県 石巻市 リサイクルショップ　ａ．ｏ 小売業 その他小売 5%

14,447 宮城県 石巻市 リサイクルセンターアールワン石巻 小売業 その他小売 5%

14,448 宮城県 石巻市 リトルステップ本店 小売業 その他小売 5%
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14,449 宮城県 石巻市 Ｌｉｖｉｎｇ Ｆｏｏｄ Ｃａｆｅ ｅｎ Ｌｉｖｉｎｇ Ｆｏｏｄ Ｃａｆｅ ｅｎ サービス 飲食業 5%

14,450 宮城県 石巻市 理容ダジャ サービス 理容・美容業 5%

14,451 宮城県 石巻市 料亭とり文 サービス 飲食業 5%

14,452 宮城県 石巻市 ル・ヴェール サービス 理容・美容業 5%

14,453 宮城県 石巻市 ルディックパーク　石巻店 小売業 衣料品 5%

14,454 宮城県 石巻市 レストランくるみ サービス 飲食業 5%

14,455 宮城県 石巻市 レ・セパージュ サービス 飲食業 5%

14,456 宮城県 石巻市 ろばたや石巻 サービス 飲食業 5%

14,457 宮城県 岩沼市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｂｏｕｑｕｅｔ岩沼 サービス 理容・美容業 5%

14,458 宮城県 岩沼市 まこと寿し サービス 飲食業 5%

14,459 宮城県 岩沼市 岩沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,460 宮城県 岩沼市 セブン－イレブン岩沼相の原２丁目店 小売業 食料品 2%

14,461 宮城県 岩沼市 セブン－イレブン岩沼阿武隈２丁目店 小売業 食料品 2%

14,462 宮城県 岩沼市 セブン－イレブン岩沼小川店 小売業 食料品 2%

14,463 宮城県 岩沼市 セブン－イレブン岩沼梶橋店 小売業 食料品 2%

14,464 宮城県 岩沼市 セブン－イレブン岩沼桜２丁目店 小売業 食料品 2%

14,465 宮城県 岩沼市 岩沼自動車学校 サービス その他サービス 5%

14,466 宮城県 岩沼市 岩沼自動車学校 サービス その他サービス 5%

14,467 宮城県 岩沼市 セブン－イレブン岩沼武隈店 小売業 食料品 2%

14,468 宮城県 岩沼市 オーディン岩沼バイパス店 小売業 その他小売 5%

14,469 宮城県 岩沼市 笠原アニマルメディカルセンター サービス その他サービス 5%

14,470 宮城県 岩沼市 カサハラアニマルメディカルセンター サービス その他サービス 5%

14,471 宮城県 岩沼市 菓匠三全　岩沼ヨークベニマル店 小売業 食料品 5%

14,472 宮城県 岩沼市 株式会社岡文 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

14,473 宮城県 岩沼市 （株）たたみ工房ゆさ サービス その他サービス 5%

14,474 宮城県 岩沼市 鎌田電機 小売業 電化製品 5%

14,475 宮城県 岩沼市 ＧａｒａｇｅＦａｉｔｈ サービス その他サービス 5%

14,476 宮城県 岩沼市 きまぐれ蔵人 サービス 飲食業 5%

14,477 宮城県 岩沼市 牛たん炭焼利久 サービス 飲食業 5%

14,478 宮城県 岩沼市 古民芸・骨董・つどい サービス その他サービス 5%

14,479 宮城県 岩沼市 しゃぶしゃぶこせん　岩沼本店 サービス 飲食業 5%

14,480 宮城県 岩沼市 スーパービッグ　相の原店 小売業 食料品 5%

14,481 宮城県 岩沼市 せきや薬局 小売業 その他小売 5%

14,482 宮城県 岩沼市 仙台バス株式会社 サービス 運輸業 5%

14,483 宮城県 岩沼市 ドゥ ラパン ドゥラパン サービス 飲食業 5%

14,484 宮城県 岩沼市 ｄｏｇｈｏｕｓｅ　ＨＵＧ サービス その他サービス 5%

14,485 宮城県 岩沼市 トヨタレンタリース仙台岩沼店 サービス その他サービス 2%

14,486 宮城県 岩沼市 トヨタレンタリース宮城仙台空港店 サービス その他サービス 2%

14,487 宮城県 岩沼市 トヨタレンタリース仙台　岩沼営業所 サービス 運輸業 5%

14,488 宮城県 岩沼市 トヨタレンタリース宮城仙台空港店 サービス その他サービス 5%

14,489 宮城県 岩沼市 馬上かまぼこ店岩沼店 小売業 食料品 5%

14,490 宮城県 岩沼市 びっくり市岩沼店 小売業 食料品 5%
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14,491 宮城県 岩沼市 ブックオフ岩沼バイパス店 小売業 その他小売 2%

14,492 宮城県 岩沼市 フレスコキクチ　岩沼西店 小売業 食料品 5%

14,493 宮城県 岩沼市 ホテル小野 サービス 宿泊業 5%

14,494 宮城県 岩沼市 ホテル原田 サービス 宿泊業 5%

14,495 宮城県 岩沼市 マクドナルド岩沼西ヨークベニマル店 サービス 飲食業 2%

14,496 宮城県 岩沼市 ママの店　桑原工場店 サービス その他サービス 5%

14,497 宮城県 岩沼市 民泊岩沼 サービス その他サービス 5%

14,498 宮城県 岩沼市 有限会社オオサコ自動車 サービス その他サービス 5%

14,499 宮城県 岩沼市 有限会社相馬屋家具店 小売業 家具・調度品 5%

14,500 宮城県 岩沼市 ＬｅａｔｈｅｒＬａｂ．ｈｉ－ｈｉ サービス その他サービス 5%

14,501 宮城県 岩沼市 有限会社渡部電気商会 小売業 電化製品 5%

14,502 宮城県 大河原町 味工房容仙 サービス 飲食業 5%

14,503 宮城県 大河原町 エコ市場大河原店 小売業 その他小売 5%

14,504 宮城県 大河原町 大河原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,505 宮城県 大河原町 セブン－イレブン大河原駅前店 小売業 食料品 2%

14,506 宮城県 大河原町 セブン－イレブン大河原高砂町店 小売業 食料品 2%

14,507 宮城県 大河原町 セブン－イレブン大河原西桜町店 小売業 食料品 2%

14,508 宮城県 大河原町 大河原ばるＥ－ｔｏ サービス 飲食業 5%

14,509 宮城県 大河原町 セブン－イレブン大河原東新町店 小売業 食料品 2%

14,510 宮城県 大河原町 セブン－イレブン大河原広表店 小売業 食料品 2%

14,511 宮城県 大河原町 オフハウス大河原店 小売業 その他小売 2%

14,512 宮城県 大河原町 菓子匠　喜多屋 小売業 食料品 5%

14,513 宮城県 大河原町 菓匠　三全 小売業 食料品 5%

14,514 宮城県 大河原町 菓匠三全　大河原バイパス店 小売業 食料品 5%

14,515 宮城県 大河原町 菓匠三全　工場売店 小売業 食料品 5%

14,516 宮城県 大河原町 菓匠三全　栄町店 小売業 食料品 5%

14,517 宮城県 大河原町 カットサロン　ミヤコ サービス 理容・美容業 5%

14,518 宮城県 大河原町 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋宮城大河原店 サービス 飲食業 2%

14,519 宮城県 大河原町 木村電器商会 小売業 電化製品 5%

14,520 宮城県 大河原町 金港堂　大河原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

14,521 宮城県 大河原町 靴のサッシュ　フットウエアショップ　サッシュ 小売業 その他小売 5%

14,522 宮城県 大河原町 竹川商店 小売業 衣料品 5%

14,523 宮城県 大河原町 晒よし飴本舗市場家 小売業 食料品 5%

14,524 宮城県 大河原町 サン・マルシェ　大河原店 小売業 食料品 5%

14,525 宮城県 大河原町 サン・マルシェ　大河原店 小売業 食料品 5%

14,526 宮城県 大河原町 シーガル 大河原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

14,527 宮城県 大河原町 シーガル　大河原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

14,528 宮城県 大河原町 スーパービッグ　大河原店 小売業 食料品 5%

14,529 宮城県 大河原町 スタジオアミ　大河原フォルテ館 サービス その他サービス 5%

14,530 宮城県 大河原町 ステーキハンバーグ サラダバーけん 大河原店 サービス 飲食業 5%

14,531 宮城県 大河原町 セルフ小島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,532 宮城県 大河原町 セルフステーション大河原 小売業 ガソリンスタンド 2%
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14,533 宮城県 大河原町 田仲電気商会 小売業 電化製品 5%

14,534 宮城県 大河原町 電化のマルタツ 小売業 電化製品 5%

14,535 宮城県 大河原町 ドコモショップ　大河原店 小売業 その他小売 2%

14,536 宮城県 大河原町 トヨタレンタリース宮城　大河原営業所 サービス その他サービス 5%

14,537 宮城県 大河原町 トヨタレンタリース宮城　大河原営業所 サービス その他サービス 5%

14,538 宮城県 大河原町 ネッツトヨタ宮城　大河原店 小売業 その他小売 5%

14,539 宮城県 大河原町 馬上かまぼこ店大河原店 小売業 食料品 5%

14,540 宮城県 大河原町 はるも動物病院 サービス その他サービス 5%

14,541 宮城県 大河原町 ビューティーサロンフェリース サービス 理容・美容業 5%

14,542 宮城県 大河原町 ブックオフ４号宮城大河原店 小売業 その他小売 2%

14,543 宮城県 大河原町 ブルスタ大河原店 サービス 飲食業 5%

14,544 宮城県 大河原町 フレスコキクチ　大河原店 小売業 食料品 5%

14,545 宮城県 大河原町 ホルモン焼肉　ぷるぷる サービス 飲食業 5%

14,546 宮城県 大河原町 マクドナルド大河原店 サービス 飲食業 2%

14,547 宮城県 大河原町 ママの店　フレスコキクチ大河原店 サービス その他サービス 5%

14,548 宮城県 大河原町 水戸コンタクト 小売業 その他小売 5%

14,549 宮城県 大河原町 セブン－イレブン宮城大河原バイパス店 小売業 食料品 2%

14,550 宮城県 大河原町 セブン－イレブンみやぎ県南中核病院店 小売業 食料品 2%

14,551 宮城県 大河原町 宮城トヨタ自動車大河原店 小売業 その他小売 5%

14,552 宮城県 大河原町 メガネ相互 小売業 その他小売 5%

14,553 宮城県 大河原町 遊電館大河原店 小売業 電化製品 5%

14,554 宮城県 大河原町 吉田カメラ大河原店 サービス その他サービス 5%

14,555 宮城県 大河原町 ランドマーク不動産 サービス その他サービス 5%

14,556 宮城県 大河原町 リサイクルショップお宝山フォルテ店 小売業 その他小売 5%

14,557 宮城県 大河原町 ｒｅｌａｘａｔｉｏｎｓａｌｏｎｂｉｔｏａ サービス 理容・美容業 5%

14,558 宮城県 大河原町 レストラン　ラ　ナチュール サービス 飲食業 5%

14,559 宮城県 大河原町 和風　大ひょう サービス 飲食業 5%

14,560 宮城県 大崎市 アイ電器商会 小売業 電化製品 5%

14,561 宮城県 大崎市 ｅｙｅｂｉｓ サービス 理容・美容業 5%

14,562 宮城県 大崎市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ａｂｂｅｙ宮城古川 サービス 理容・美容業 5%

14,563 宮城県 大崎市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｈｉｌｌｓ宮城古川 サービス 理容・美容業 5%

14,564 宮城県 大崎市 あさひ鮨古川店 サービス 飲食業 5%

14,565 宮城県 大崎市 アサヒ薬局 小売業 その他小売 5%

14,566 宮城県 大崎市 ａｇｉｒ サービス 理容・美容業 5%

14,567 宮城県 大崎市 安部美容院 サービス 理容・美容業 5%

14,568 宮城県 大崎市 あろう動物病院 サービス その他サービス 5%

14,569 宮城県 大崎市 安全三和タクシー　６ サービス 運輸業 5%

14,570 宮城県 大崎市 安全タクシー　１ サービス 運輸業 5%

14,571 宮城県 大崎市 石崎屋 小売業 食料品 5%

14,572 宮城県 大崎市 イタリアン食堂 ＯＳＡＫＩ ＳＯＩＬ サービス 飲食業 5%

14,573 宮城県 大崎市 一力タクシー　１号車 サービス 運輸業 5%

14,574 宮城県 大崎市 出光鳴子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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14,575 宮城県 大崎市 今井自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

14,576 宮城県 大崎市 岩出山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,577 宮城県 大崎市 インドレストラン ガネーシャ古川店 サービス 飲食業 5%

14,578 宮城県 大崎市 ＷＡＫＥＳ 小売業 その他小売 5%

14,579 宮城県 大崎市 ウジエスーパー岩出山店 小売業 食料品 5%

14,580 宮城県 大崎市 ウジエスーパー田尻店 小売業 食料品 5%

14,581 宮城県 大崎市 ウジエスーパー中里店 小売業 食料品 5%

14,582 宮城県 大崎市 ウジエスーパー古川バイパス店 小売業 食料品 5%

14,583 宮城県 大崎市 ウラバタケＣａｆｅ　ウラバタケｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

14,584 宮城県 大崎市 ＷＯＬＦ　ＰＡＣＫ 小売業 衣料品 5%

14,585 宮城県 大崎市 ＷＯＬＦ　ＰＡＣＫ　２ＮＤ 小売業 衣料品 5%

14,586 宮城県 大崎市 エステ・ネイルサロン　ＥＬＥＧＡ サービス その他サービス 5%

14,587 宮城県 大崎市 越後屋旅館 サービス 宿泊業 5%

14,588 宮城県 大崎市 越後屋旅館 サービス 宿泊業 5%

14,589 宮城県 大崎市 ＥｎｅＪｅｔ岩出山バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,590 宮城県 大崎市 ＥｎｅＪｅｔ古川インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,591 宮城県 大崎市 エムケープラン 小売業 電化製品 5%

14,592 宮城県 大崎市 セブン－イレブン大崎岩出山店 小売業 食料品 2%

14,593 宮城県 大崎市 セブン－イレブン大崎鹿島台店 小売業 食料品 2%

14,594 宮城県 大崎市 セブン－イレブン大崎鹿島台平渡店 小売業 食料品 2%

14,595 宮城県 大崎市 セブン－イレブン大崎上古川店 小売業 食料品 2%

14,596 宮城県 大崎市 セブン－イレブン大崎市役所前店 小売業 食料品 2%

14,597 宮城県 大崎市 セブン－イレブン大崎古川飯川店 小売業 食料品 2%

14,598 宮城県 大崎市 セブン－イレブン大崎古川新田店 小売業 食料品 2%

14,599 宮城県 大崎市 セブン－イレブン大崎古川福沼２丁目店 小売業 食料品 2%

14,600 宮城県 大崎市 セブン－イレブン大崎古川南町２丁目店 小売業 食料品 2%

14,601 宮城県 大崎市 大崎ペット斎場 サービス その他サービス 5%

14,602 宮城県 大崎市 セブン－イレブン大崎松山店 小売業 食料品 2%

14,603 宮城県 大崎市 オーディン　古川バイパス店 小売業 その他小売 5%

14,604 宮城県 大崎市 オーディン古川店 小売業 その他小売 5%

14,605 宮城県 大崎市 鬼首ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,606 宮城県 大崎市 海山　古川店 サービス 飲食業 5%

14,607 宮城県 大崎市 Ｋａｚａｈａｎａ サービス その他サービス 5%

14,608 宮城県 大崎市 貸切露天風呂の宿　扇屋 サービス 宿泊業 5%

14,609 宮城県 大崎市 鹿島台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,610 宮城県 大崎市 鹿島台ＳＳ　鈴掛石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,611 宮城県 大崎市 鹿島台SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,612 宮城県 大崎市 鹿島台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,613 宮城県 大崎市 セブン－イレブン鹿島台バイパス店 小売業 食料品 2%

14,614 宮城県 大崎市 菓匠三全　鹿島台店 小売業 食料品 5%

14,615 宮城県 大崎市 菓匠三全　古川ジャスコ店 小売業 食料品 5%

14,616 宮城県 大崎市 菓匠三全　古川台町店 小売業 食料品 5%

350



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

14,617 宮城県 大崎市 株式会社三立　古川店 小売業 その他小売 5%

14,618 宮城県 大崎市 おみやげの店 なるみ 本店 サービス その他サービス 5%

14,619 宮城県 大崎市 株式会社ホリマン 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,620 宮城県 大崎市 株式会社友善商事古川営業所 小売業 その他小売 5%

14,621 宮城県 大崎市 鎌田自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

14,622 宮城県 大崎市 鎌田薬店 小売業 その他小売 5%

14,623 宮城県 大崎市 髪‐ａｒｔＦ サービス 理容・美容業 5%

14,624 宮城県 大崎市 雅朧 サービス 飲食業 5%

14,625 宮城県 大崎市 河合塾マナビス古川駅前校 サービス その他サービス 2%

14,626 宮城県 大崎市 川渡ＳＳ　有限会社鈴木商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,627 宮城県 大崎市 共和タクシー　１ サービス 運輸業 5%

14,628 宮城県 大崎市 キング釣具店 小売業 その他小売 5%

14,629 宮城県 大崎市 壽三色最中本舗　古川台町店 小売業 食料品 5%

14,630 宮城県 大崎市 コンタクト・めがねのルック 小売業 貴金属・服飾品 5%

14,631 宮城県 大崎市 佐々木自転車店 小売業 電化製品 5%

14,632 宮城県 大崎市 佐藤自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

14,633 宮城県 大崎市 佐藤電気商会 小売業 電化製品 5%

14,634 宮城県 大崎市 佐藤モータース サービス その他サービス 5%

14,635 宮城県 大崎市 佐藤屋 小売業 衣料品 5%

14,636 宮城県 大崎市 三本木バイパス北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,637 宮城県 大崎市 三友薬品消毒 サービス その他サービス 5%

14,638 宮城県 大崎市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　古川営業所 小売業 その他小売 5%

14,639 宮城県 大崎市 燦呂道 サービス 飲食業 5%

14,640 宮城県 大崎市 静岡屋茶舗 小売業 食料品 5%

14,641 宮城県 大崎市 旬菜酒楽　かぐら サービス 飲食業 5%

14,642 宮城県 大崎市 旬彩亭　秀 サービス 飲食業 5%

14,643 宮城県 大崎市 食彩処　縁 サービス 飲食業 5%

14,644 宮城県 大崎市 菅原電化設備 小売業 電化製品 5%

14,645 宮城県 大崎市 スキンケアハウスＴＡＭＡＮＯ　アメニティハウスＴＡＭＡＮＯ 小売業 その他小売 5%

14,646 宮城県 大崎市 有限会社　鈴木商店 小売業 その他小売 5%

14,647 宮城県 大崎市 スタジオアミ　古川館 サービス その他サービス 5%

14,648 宮城県 大崎市 すたみな太郎　古川三本木店 サービス 飲食業 5%

14,649 宮城県 大崎市 すたんど割烹　万す井 サービス 飲食業 5%

14,650 宮城県 大崎市 スーパーセンタートラスト岩出山店 小売業 その他小売 5%

14,651 宮城県 大崎市 住まいのリフォーム専門店　東北リファイメント サービス その他サービス 5%

14,652 宮城県 大崎市 仙庄館 サービス 宿泊業 5%

14,653 宮城県 大崎市 仙北自動車学校 サービス その他サービス 5%

14,654 宮城県 大崎市 仙北スピードキング サービス その他サービス 5%

14,655 宮城県 大崎市 蕎麦カフェ田伝 本店 サービス 飲食業 5%

14,656 宮城県 大崎市 ソマキミュージック 小売業 その他小売 5%

14,657 宮城県 大崎市 染萬　古川営業所 小売業 衣料品 5%

14,658 宮城県 大崎市 ＴｉＲＥ　ＷｉＴＨ 小売業 その他小売 5%
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14,659 宮城県 大崎市 たこボーイ 小売業 食料品 5%

14,660 宮城県 大崎市 たこボーイ たこボーイ 小売業 食料品 5%

14,661 宮城県 大崎市 伊達なアンパイア 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

14,662 宮城県 大崎市 伊達の牛たん本舗　古川駅売店 サービス 飲食業 5%

14,663 宮城県 大崎市 ダブルストーン古川店 小売業 衣料品 5%

14,664 宮城県 大崎市 ＴＡＭＡＮＯ 小売業 その他小売 5%

14,665 宮城県 大崎市 株式会社千葉愍治商店　古川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,666 宮城県 大崎市 司 サービス 飲食業 5%

14,667 宮城県 大崎市 手島魚屋 小売業 食料品 5%

14,668 宮城県 大崎市 東北イン古川駅前 サービス 宿泊業 5%

14,669 宮城県 大崎市 とことん亭 サービス 飲食業 5%

14,670 宮城県 大崎市 ドッググルーミング ホテル わんわん倶楽部 サービス その他サービス 5%

14,671 宮城県 大崎市 ドッググルーミング ホテル わんわん倶楽部 ドッググルーミング ホテルわんわん倶楽部 サービス その他サービス 5%

14,672 宮城県 大崎市 ととや サービス 飲食業 5%

14,673 宮城県 大崎市 トヨタレンタリース仙台新古川店 サービス その他サービス 2%

14,674 宮城県 大崎市 トヨタレンタリース宮城新幹線古川駅前 サービス その他サービス 2%

14,675 宮城県 大崎市 トヨタレンタリース仙台　新古川営業所 サービス 運輸業 5%

14,676 宮城県 大崎市 トヨタレンタリース宮城　古川営業所 サービス その他サービス 5%

14,677 宮城県 大崎市 ＮＡＫＡＺＡＴＯ ｈａｉｒ ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ ＮＡＫＡＺＡＴＯ ｈａｉｒ ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

14,678 宮城県 大崎市 中村自動車商会 サービス その他サービス 5%

14,679 宮城県 大崎市 なかやま山荘 サービス 宿泊業 5%

14,680 宮城県 大崎市 鳴子観光ホテル サービス 宿泊業 5%

14,681 宮城県 大崎市 鳴子東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,682 宮城県 大崎市 鳴子ホテル サービス 宿泊業 5%

14,683 宮城県 大崎市 南部家敷古川店 サービス 飲食業 5%

14,684 宮城県 大崎市 西古川３４７ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,685 宮城県 大崎市 ニシマキパピルス 小売業 その他小売 5%

14,686 宮城県 大崎市 ネッツトヨタ宮城古川店 小売業 その他小売 5%

14,687 宮城県 大崎市 根廻整工 サービス その他サービス 5%

14,688 宮城県 大崎市 農活 小売業 食料品 5%

14,689 宮城県 大崎市 ハートフルランド　ジャージー牧場　本店 小売業 食料品 5%

14,690 宮城県 大崎市 はいからや　本店 小売業 衣料品 5%

14,691 宮城県 大崎市 パソコン・アシスト宮城 サービス その他サービス 5%

14,692 宮城県 大崎市 Ｐｉｅｃｅｓ サービス 理容・美容業 5%

14,693 宮城県 大崎市 東多賀の湯 サービス 宿泊業 5%

14,694 宮城県 大崎市 ヒシヌマ 小売業 電化製品 5%

14,695 宮城県 大崎市 びっくりドンキー　古川店 サービス 飲食業 2%

14,696 宮城県 大崎市 ひまわり交通 サービス 運輸業 5%

14,697 宮城県 大崎市 美容室　セルクル　Ｇ－ｅｒｇ サービス 理容・美容業 5%

14,698 宮城県 大崎市 美容室　Ｓポワール サービス 理容・美容業 5%

14,699 宮城県 大崎市 美容室ＫＩＫＩ サービス 理容・美容業 5%

14,700 宮城県 大崎市 ＨＩＲＡＮＯ　ＶＩＶＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%
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14,701 宮城県 大崎市 ブックオフ古川バイパス店 小売業 その他小売 2%

14,702 宮城県 大崎市 ブックマーケット 古川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

14,703 宮城県 大崎市 ブライダル衣裳絹 サービス その他サービス 5%

14,704 宮城県 大崎市 ＰＲＯＵＤ　Ｂｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

14,705 宮城県 大崎市 古川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,706 宮城県 大崎市 セブン－イレブン古川荒谷店 小売業 食料品 2%

14,707 宮城県 大崎市 セブン－イレブン古川稲葉２丁目店 小売業 食料品 2%

14,708 宮城県 大崎市 古川インタ－　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,709 宮城県 大崎市 セブン－イレブン古川インター店 小売業 食料品 2%

14,710 宮城県 大崎市 セブン－イレブン古川駅東３丁目店 小売業 食料品 2%

14,711 宮城県 大崎市 セブン－イレブン古川駅南３丁目店 小売業 食料品 2%

14,712 宮城県 大崎市 古川観光タクシー　１ サービス 運輸業 5%

14,713 宮城県 大崎市 セブン－イレブン古川北町１丁目店 小売業 食料品 2%

14,714 宮城県 大崎市 セブン－イレブン古川小稲葉町店 小売業 食料品 2%

14,715 宮城県 大崎市 セブン－イレブン古川清水沢店 小売業 食料品 2%

14,716 宮城県 大崎市 セブン－イレブン古川新鶴巻店 小売業 食料品 2%

14,717 宮城県 大崎市 セブン－イレブン古川李埣店 小売業 食料品 2%

14,718 宮城県 大崎市 セブン－イレブン古川西館３丁目店 小売業 食料品 2%

14,719 宮城県 大崎市 セブン－イレブン古川バイパス店 小売業 食料品 2%

14,720 宮城県 大崎市 古川バイパス南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,721 宮城県 大崎市 ハヤサカ電化 小売業 電化製品 5%

14,722 宮城県 大崎市 セブン－イレブン古川福浦１丁目店 小売業 食料品 2%

14,723 宮城県 大崎市 セブン－イレブン古川穂波７丁目店 小売業 食料品 2%

14,724 宮城県 大崎市 ブロッサム 小売業 衣料品 5%

14,725 宮城県 大崎市 ボディーショップ西村 サービス その他サービス 5%

14,726 宮城県 大崎市 ボディワークスチバ サービス その他サービス 5%

14,727 宮城県 大崎市 ホテルニューあらお サービス 宿泊業 5%

14,728 宮城県 大崎市 マクドナルドイオン古川店 サービス 飲食業 2%

14,729 宮城県 大崎市 マクドナルド４号線古川荒谷店 サービス 飲食業 2%

14,730 宮城県 大崎市 マクドナルド４号線古川店 サービス 飲食業 2%

14,731 宮城県 大崎市 ＭＯＴＨＥＲ ＰＯＲＴ ＣＯＦＦＥＥ リオーネ古川店 サービス 飲食業 5%

14,732 宮城県 大崎市 桝形商会 サービス その他サービス 5%

14,733 宮城県 大崎市 まつげエクステ専門店　ｅｙｅｂｉｓ サービス 理容・美容業 5%

14,734 宮城県 大崎市 松本タクシー　１ サービス 運輸業 5%

14,735 宮城県 大崎市 松山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,736 宮城県 大崎市 丸高自動車 サービス その他サービス 5%

14,737 宮城県 大崎市 マルフジ 小売業 その他小売 5%

14,738 宮城県 大崎市 （株）丸山工業 サービス その他サービス 5%

14,739 宮城県 大崎市 三塚タイヤ 小売業 その他小売 5%

14,740 宮城県 大崎市 セブン－イレブン宮城三本木店 小売業 食料品 2%

14,741 宮城県 大崎市 宮城トヨタ自動車古川店 小売業 その他小売 5%

14,742 宮城県 大崎市 宮脇書店　鹿島台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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14,743 宮城県 大崎市 ムック 小売業 その他小売 5%

14,744 宮城県 大崎市 銘酒　和屋 小売業 食料品 5%

14,745 宮城県 大崎市 名湯秘湯うなぎ湯の宿旬樹庵琢ひで サービス 宿泊業 5%

14,746 宮城県 大崎市 メガネプラザドウ 小売業 その他小売 5%

14,747 宮城県 大崎市 本宮ラジオ店 小売業 電化製品 5%

14,748 宮城県 大崎市 ユーキオート サービス その他サービス 5%

14,749 宮城県 大崎市 有限会社佐々木タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

14,750 宮城県 大崎市 （有）旅館なんぶ屋 サービス 宿泊業 5%

14,751 宮城県 大崎市 有限会社玉野化粧品店　アメニティハウスたまの 小売業 その他小売 5%

14,752 宮城県 大崎市 ゆさや旅館 サービス 宿泊業 5%

14,753 宮城県 大崎市 旅館すがわら サービス 宿泊業 5%

14,754 宮城県 大崎市 旅館ゆさ サービス 宿泊業 5%

14,755 宮城県 大崎市 リンデン動物病院 サービス その他サービス 5%

14,756 宮城県 大崎市 ルエ サービス その他サービス 5%

14,757 宮城県 大崎市 レストランスギヤマ サービス 飲食業 5%

14,758 宮城県 大崎市 Ｒｏｓｅｔｔａ サービス 理容・美容業 5%

14,759 宮城県 大郷町 出光大郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,760 宮城県 大郷町 セブン－イレブン大郷大松沢店 小売業 食料品 2%

14,761 宮城県 大郷町 セブン－イレブン大郷町川内店 小売業 食料品 2%

14,762 宮城県 大郷町 大郷バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,763 宮城県 大郷町 大郷バイパスＴＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,764 宮城県 大郷町 コルテーゼ大郷 小売業 衣料品 5%

14,765 宮城県 大郷町 ＦｒｅｓｈＭａｒｔ元気屋大郷店 小売業 その他小売 5%

14,766 宮城県 大郷町 平和サービス商会 サービス その他サービス 5%

14,767 宮城県 大郷町 松島国際カントリークラブ サービス その他サービス 5%

14,768 宮城県 大衡村 大衡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,769 宮城県 大衡村 トップロード 小売業 その他小売 5%

14,770 宮城県 大衡村 セブン－イレブン宮城大衡大童店 小売業 食料品 2%

14,771 宮城県 大衡村 ルート４大衡 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,772 宮城県 女川町 お魚いちば おかせい 女川本店 小売業 食料品 5%

14,773 宮城県 女川町 女川海の膳　ニューこのり　女川海の膳　ニューこのり サービス 飲食業 5%

14,774 宮城県 女川町 セブン－イレブン女川バイパス店 小売業 食料品 2%

14,775 宮城県 女川町 潮プランニング サービス 運輸業 5%

14,776 宮城県 女川町 Ｇｏｚａｉｎｎ Ｇｏｚａｉｎｎ サービス 飲食業 5%

14,777 宮城県 女川町 パナック・きむら 小売業 電化製品 5%

14,778 宮城県 女川町 ホテルサンライズ サービス 宿泊業 5%

14,779 宮城県 女川町 丸五商事株式会社 小売業 その他小売 5%

14,780 宮城県 女川町 ＭＡＲＵＳＡＮ 小売業 衣料品 5%

14,781 宮城県 女川町 セブン－イレブン宮城女川店 小売業 食料品 2%

14,782 宮城県 女川町 宮城ダイビングサービスハイブリッジ　ハイブリッジ サービス その他サービス 5%

14,783 宮城県 角田市 あいづや 小売業 電化製品 5%

14,784 宮城県 角田市 板坂自動車整備工場 サービス その他サービス 5%
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14,785 宮城県 角田市 エミシ工房 サービス その他サービス 5%

14,786 宮城県 角田市 快眠ひろば 小売業 その他小売 5%

14,787 宮城県 角田市 出光角田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,788 宮城県 角田市 角田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,789 宮城県 角田市 角田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,790 宮城県 角田市 セブン－イレブン角田江尻店 小売業 食料品 2%

14,791 宮城県 角田市 セブン－イレブン角田中島下店 小売業 食料品 2%

14,792 宮城県 角田市 セブン－イレブン角田錦町店 小売業 食料品 2%

14,793 宮城県 角田市 セブン－イレブン角田西田町店 小売業 食料品 2%

14,794 宮城県 角田市 角田バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,795 宮城県 角田市 角田ＳＳ　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,796 宮城県 角田市 セブン－イレブン角田横倉店 小売業 食料品 2%

14,797 宮城県 角田市 菓匠　三全　角田中央店 小売業 食料品 5%

14,798 宮城県 角田市 菓匠三全　角田ヨークベニマル店 小売業 食料品 5%

14,799 宮城県 角田市 金津ＳＳ　有限会社サトウ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,800 宮城県 角田市 ＣＬＡＮＺ ＣＬＡＮＺ 小売業 その他小売 5%

14,801 宮城県 角田市 サウスアップ サービス その他サービス 5%

14,802 宮城県 角田市 セルフ角田バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,803 宮城県 角田市 タイヤショップＦＯＯＴ 小売業 その他小売 5%

14,804 宮城県 角田市 馬上かまぼこ店角田柳町店 小売業 食料品 5%

14,805 宮城県 角田市 ヒシダイ 小売業 衣料品 5%

14,806 宮城県 角田市 株式会社ヒシダイ 小売業 衣料品 5%

14,807 宮城県 角田市 ヒシダイプラザ 小売業 衣料品 5%

14,808 宮城県 角田市 ビッグイン佐倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,809 宮城県 角田市 フレスコキクチ　角田店 小売業 食料品 5%

14,810 宮城県 角田市 星理美容室 サービス 理容・美容業 5%

14,811 宮城県 角田市 ほっと・タイム角田店 サービス その他サービス 5%

14,812 宮城県 角田市 ママの店　フレスコキクチ角田店 サービス その他サービス 5%

14,813 宮城県 角田市 宮城トヨタ自動車角田店 小売業 その他小売 5%

14,814 宮城県 角田市 ミヤデン大内 小売業 電化製品 5%

14,815 宮城県 角田市 有限会社さとう写真 サービス その他サービス 5%

14,816 宮城県 角田市 らーめん　せん家　角田店 サービス 飲食業 5%

14,817 宮城県 角田市 リサイクルショップお宝山角田本店 小売業 その他小売 5%

14,818 宮城県 加美町 アイパルメガネ加美店 小売業 貴金属・服飾品 5%

14,819 宮城県 加美町 ウジエスーパー小野田店 小売業 食料品 5%

14,820 宮城県 加美町 ウジエスーパー中新田店 小売業 食料品 5%

14,821 宮城県 加美町 うつわ村 小売業 家具・調度品 5%

14,822 宮城県 加美町 うつわ村　うつわ村 小売業 その他小売 5%

14,823 宮城県 加美町 小野田ＳＳ　株式会社浅野石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,824 宮城県 加美町 小野田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,825 宮城県 加美町 小野田ＳＳ　有限会社佐々木総販 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,826 宮城県 加美町 かさ松 サービス 飲食業 5%
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14,827 宮城県 加美町 株　中文 小売業 その他小売 5%

14,828 宮城県 加美町 セブン－イレブン加美赤塚店 小売業 食料品 2%

14,829 宮城県 加美町 加美自工株式会社 サービス その他サービス 5%

14,830 宮城県 加美町 セブン－イレブン加美バッハホール前店 小売業 食料品 2%

14,831 宮城県 加美町 セブン－イレブン加美町平柳店 小売業 食料品 2%

14,832 宮城県 加美町 加美宮崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,833 宮城県 加美町 スズキショップ大崎大崎電装株式会社 サービス その他サービス 5%

14,834 宮城県 加美町 瀬戸電化サービス 小売業 電化製品 5%

14,835 宮城県 加美町 セルフ中新田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,836 宮城県 加美町 染萬 小売業 衣料品 5%

14,837 宮城県 加美町 中新田ＳＳ　株式会社浅野石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,838 宮城県 加美町 パナック・りょうごく 小売業 電化製品 5%

14,839 宮城県 加美町 東小野田ＳＳ　株式会社浅野石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,840 宮城県 加美町 セブン－イレブン宮城中新田矢越店 小売業 食料品 2%

14,841 宮城県 加美町 宮崎中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,842 宮城県 加美町 門眞菓子店 小売業 その他小売 5%

14,843 宮城県 加美町 やくらいＳＳ　有限会社佐々木総販 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,844 宮城県 加美町 有限会社ホームベース 小売業 その他小売 5%

14,845 宮城県 川崎町 青根温泉一棟温泉宿星月 サービス その他サービス 5%

14,846 宮城県 川崎町 青根温泉　一棟温泉宿　星月 サービス 宿泊業 5%

14,847 宮城県 川崎町 峩々温泉 サービス 宿泊業 5%

14,848 宮城県 川崎町 株式会社タケヤ交通 サービス 運輸業 5%

14,849 宮城県 川崎町 釜房渓流つり サービス その他サービス 5%

14,850 宮城県 川崎町 川崎ボデー サービス その他サービス 5%

14,851 宮城県 川崎町 観山聴月 サービス 宿泊業 5%

14,852 宮城県 川崎町 サン・マルシェ　川崎店 小売業 食料品 5%

14,853 宮城県 川崎町 山景の宿　流辿　売店 サービス 宿泊業 5%

14,854 宮城県 川崎町 山景の宿　流辿 サービス 宿泊業 5%

14,855 宮城県 川崎町 シベール　ファクトリーテラス店 小売業 食料品 5%

14,856 宮城県 川崎町 Ｔロッジ青根 サービス 宿泊業 5%

14,857 宮城県 川崎町 ＰＡＬ　ＳＨＯＰ　オオタ 小売業 電化製品 5%

14,858 宮城県 川崎町 ＶｉｅｗＡｎｔｉｑｕｅｓ 小売業 家具・調度品 5%

14,859 宮城県 川崎町 Ｆａｔｔｏｒｉａ　ＡＬ　ＦＩＯＲＥ 小売業 食料品 5%

14,860 宮城県 川崎町 セブン－イレブン宮城川崎湖畔公園前店 小売業 食料品 2%

14,861 宮城県 川崎町 杜の公園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,862 宮城県 川崎町 湯元　不忘閣 サービス 宿泊業 5%

14,863 宮城県 川崎町 流辿別邸観山聴月 サービス 宿泊業 5%

14,864 宮城県 栗原市 一迫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,865 宮城県 栗原市 一迫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,866 宮城県 栗原市 セブンーイレブン一迫柳目店 小売業 食料品 2%

14,867 宮城県 栗原市 岩栄 小売業 電化製品 5%

14,868 宮城県 栗原市 岩ヶ崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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14,869 宮城県 栗原市 岩ヶ崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,870 宮城県 栗原市 岩渕輪業商会 岩渕輪業商会 小売業 その他小売 5%

14,871 宮城県 栗原市 ウジエスーパー栗駒店 小売業 食料品 5%

14,872 宮城県 栗原市 ウジエスーパー築館店 小売業 食料品 5%

14,873 宮城県 栗原市 ウジエスーパー若柳店 小売業 食料品 5%

14,874 宮城県 栗原市 大江電気商会 小売業 電化製品 5%

14,875 宮城県 栗原市 ＯＫＡＺＡＫＩ 小売業 その他小売 5%

14,876 宮城県 栗原市 おかってマルシェ 小売業 食料品 5%

14,877 宮城県 栗原市 ガストーネ 小売業 衣料品 5%

14,878 宮城県 栗原市 株式会社三和商会　ホリデー車検栗原 小売業 その他小売 2%

14,879 宮城県 栗原市 カントリーストア サービス 飲食業 5%

14,880 宮城県 栗原市 金成ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,881 宮城県 栗原市 金成ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,882 宮城県 栗原市 セブン－イレブン金成インター東店 小売業 食料品 2%

14,883 宮城県 栗原市 ＣＡＮＮ　ＬＩＮＥ　Ｊｅａｎｓ 小売業 衣料品 5%

14,884 宮城県 栗原市 （有）クスリのヤシマ堂 小売業 その他小売 5%

14,885 宮城県 栗原市 くまがい施術院 サービス 理容・美容業 2%

14,886 宮城県 栗原市 クリエイティヴ・オート サービス その他サービス 5%

14,887 宮城県 栗原市 出光栗駒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,888 宮城県 栗原市 セブンーイレブン栗駒岩ケ崎四日町店 小売業 食料品 2%

14,889 宮城県 栗原市 セブン－イレブン栗原栗駒中野店 小売業 食料品 2%

14,890 宮城県 栗原市 セブン－イレブン栗原築館下宮野店 小売業 食料品 2%

14,891 宮城県 栗原市 Ｇｅｎｋｉ市場よねくら 小売業 その他小売 5%

14,892 宮城県 栗原市 小林商店 小売業 その他小売 5%

14,893 宮城県 栗原市 今辰 小売業 その他小売 5%

14,894 宮城県 栗原市 さぶん酒店 小売業 その他小売 5%

14,895 宮城県 栗原市 新湯温泉くりこま荘 サービス 宿泊業 5%

14,896 宮城県 栗原市 菅原デンソー サービス その他サービス 5%

14,897 宮城県 栗原市 スーパー丸江一迫店 小売業 食料品 5%

14,898 宮城県 栗原市 炭屋 小売業 その他小売 5%

14,899 宮城県 栗原市 セブン－イレブン瀬峰藤沢下田店 小売業 食料品 2%

14,900 宮城県 栗原市 セルフ一迫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,901 宮城県 栗原市 セルフ築館インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,902 宮城県 栗原市 タイヤショップゴリラ サービス その他サービス 5%

14,903 宮城県 栗原市 高清水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,904 宮城県 栗原市 セブン－イレブン築館インター店 小売業 食料品 2%

14,905 宮城県 栗原市 築館ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,906 宮城県 栗原市 築館西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,907 宮城県 栗原市 電化プラザスズキ 小売業 電化製品 5%

14,908 宮城県 栗原市 トヨタレンタリース宮城新幹線くりこま高 サービス その他サービス 2%

14,909 宮城県 栗原市 トヨタレンタリース宮城　くりこま高原駅前 サービス その他サービス 5%

14,910 宮城県 栗原市 トヨタレンタリース宮城新幹線くりこま高原 サービス その他サービス 5%
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14,911 宮城県 栗原市 ＨＡＲＢＥＲ サービス 理容・美容業 5%

14,912 宮城県 栗原市 花山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,913 宮城県 栗原市 ビューティサロンリリー サービス 理容・美容業 5%

14,914 宮城県 栗原市 ビューティサロンニューひらの　若柳店 サービス 理容・美容業 5%

14,915 宮城県 栗原市 ＨＩＲＡＮＯ　フレスポ店 サービス 理容・美容業 5%

14,916 宮城県 栗原市 ファーストガレージ 小売業 電化製品 5%

14,917 宮城県 栗原市 かのてい電機 小売業 電化製品 5%

14,918 宮城県 栗原市 ぷりんと博士宮城北店 サービス その他サービス 5%

14,919 宮城県 栗原市 マルエスーパー岩ヶ崎店 小売業 食料品 5%

14,920 宮城県 栗原市 丸美自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

14,921 宮城県 栗原市 みやぎチェーン瀬峰よしの店 小売業 電化製品 5%

14,922 宮城県 栗原市 セブン－イレブン宮城築館店 小売業 食料品 2%

14,923 宮城県 栗原市 宮城トヨタ自動車築館店 小売業 その他小売 5%

14,924 宮城県 栗原市 みやぎ冨美野 サービス 飲食業 5%

14,925 宮城県 栗原市 もちっ小屋でん 小売業 食料品 5%

14,926 宮城県 栗原市 薬局パル 小売業 その他小売 5%

14,927 宮城県 栗原市 有）アルコン 小売業 衣料品 5%

14,928 宮城県 栗原市 ＪＭ／（有）クスリのヤシマ堂 小売業 その他小売 5%

14,929 宮城県 栗原市 有限会社鳥恵　有限会社鳥恵 小売業 食料品 5%

14,930 宮城県 栗原市 リカーショップカツ 小売業 食料品 5%

14,931 宮城県 栗原市 リバイバルフレンドシップ サービス その他サービス 5%

14,932 宮城県 栗原市 理容さとう　理容さとう サービス 理容・美容業 5%

14,933 宮城県 栗原市 若柳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,934 宮城県 栗原市 出光若柳北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,935 宮城県 栗原市 セブン－イレブン若柳新堤下店 小売業 食料品 2%

14,936 宮城県 栗原市 出光若柳南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,937 宮城県 気仙沼市 アイルーム気仙沼 サービス 宿泊業 5%

14,938 宮城県 気仙沼市 アンカーコーヒー マザーポート店 サービス 飲食業 5%

14,939 宮城県 気仙沼市 アンカーコーヒー　内湾店 サービス 飲食業 5%

14,940 宮城県 気仙沼市 アンカーコーヒー　内湾店 サービス 飲食業 5%

14,941 宮城県 気仙沼市 アンカーコーヒー　マザーポート店 サービス 飲食業 5%

14,942 宮城県 気仙沼市 出光本吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,943 宮城県 気仙沼市 駅前ストアー階上店 小売業 食料品 5%

14,944 宮城県 気仙沼市 駅前ストアー松川店 小売業 食料品 5%

14,945 宮城県 気仙沼市 大谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,946 宮城県 気仙沼市 大谷ＳＳ　有限会社カネダイ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,947 宮城県 気仙沼市 ＡＵＴＯＭＯＢＩＬＥ　Ｔａｔｓｕ サービス その他サービス 5%

14,948 宮城県 気仙沼市 角星直販課 小売業 食料品 5%

14,949 宮城県 気仙沼市 カットサロン髪ｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

14,950 宮城県 気仙沼市 かに物語　海の市店 小売業 食料品 5%

14,951 宮城県 気仙沼市 株式会社角星 小売業 その他小売 5%

14,952 宮城県 気仙沼市 ＡＥ株式会社千葉金 小売業 その他小売 5%
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14,953 宮城県 気仙沼市 亀山荘 サービス 宿泊業 5%

14,954 宮城県 気仙沼市 出光唐桑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,955 宮城県 気仙沼市 唐桑只越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,956 宮城県 気仙沼市 菅野自動車 サービス その他サービス 5%

14,957 宮城県 気仙沼市 吉花堂 小売業 その他小売 5%

14,958 宮城県 気仙沼市 クリエみうら松川店 小売業 食料品 5%

14,959 宮城県 気仙沼市 気仙沼　いちば寿司 サービス 飲食業 5%

14,960 宮城県 気仙沼市 セブン－イレブン気仙沼大橋店 小売業 食料品 2%

14,961 宮城県 気仙沼市 セブン－イレブン気仙沼上田中店 小売業 食料品 2%

14,962 宮城県 気仙沼市 セブン－イレブン気仙沼神山店 小売業 食料品 2%

14,963 宮城県 気仙沼市 セブン－イレブン気仙沼唐桑町店 小売業 食料品 2%

14,964 宮城県 気仙沼市 気仙沼さかなの駅 サービス その他サービス 5%

14,965 宮城県 気仙沼市 気仙沼四季伊八郎 小売業 食料品 5%

14,966 宮城県 気仙沼市 セブン－イレブン気仙沼鹿折店 小売業 食料品 2%

14,967 宮城県 気仙沼市 気仙沼スズキ販売 サービス その他サービス 5%

14,968 宮城県 気仙沼市 気仙沼セントラルホテル松軒 サービス 宿泊業 5%

14,969 宮城県 気仙沼市 セブン－イレブン気仙沼長磯店 小売業 食料品 2%

14,970 宮城県 気仙沼市 セブン－イレブン気仙沼バイパス店 小売業 食料品 2%

14,971 宮城県 気仙沼市 気仙沼パークホテル サービス 宿泊業 5%

14,972 宮城県 気仙沼市 セブン－イレブン気仙沼東新城３丁目店 小売業 食料品 2%

14,973 宮城県 気仙沼市 セブン－イレブン気仙沼東八幡前店 小売業 食料品 2%

14,974 宮城県 気仙沼市 気仙沼プラザホテル サービス 宿泊業 5%

14,975 宮城県 気仙沼市 セブン－イレブン気仙沼松川店 小売業 食料品 2%

14,976 宮城県 気仙沼市 セブン－イレブン気仙沼松崎片浜店 小売業 食料品 2%

14,977 宮城県 気仙沼市 セブン－イレブン気仙沼松崎店 小売業 食料品 2%

14,978 宮城県 気仙沼市 セブン－イレブン気仙沼三日町店 小売業 食料品 2%

14,979 宮城県 気仙沼市 セブン－イレブン気仙沼南町店 小売業 食料品 2%

14,980 宮城県 気仙沼市 気仙沼旅行センター サービス その他サービス 5%

14,981 宮城県 気仙沼市 五十番タクシー サービス 運輸業 5%

14,982 宮城県 気仙沼市 咲幸物産株式会社 サービス その他サービス 5%

14,983 宮城県 気仙沼市 サンマリン気仙沼ホテル観洋 サービス 宿泊業 5%

14,984 宮城県 気仙沼市 シーガル気仙沼店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

14,985 宮城県 気仙沼市 芝楽　丼の芝楽 サービス 飲食業 5%

14,986 宮城県 気仙沼市 気仙沼新富寿し サービス 飲食業 5%

14,987 宮城県 気仙沼市 スーパー片浜屋田中前店 小売業 食料品 5%

14,988 宮城県 気仙沼市 スーパー片浜屋はまなす店 小売業 食料品 5%

14,989 宮城県 気仙沼市 スーパー片浜屋古町店 小売業 食料品 5%

14,990 宮城県 気仙沼市 ＳＴＡＸＳＵＲＦ 小売業 その他小売 5%

14,991 宮城県 気仙沼市 スマイルステーション丸和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

14,992 宮城県 気仙沼市 たかはしきもの工房 小売業 衣料品 5%

14,993 宮城県 気仙沼市 デイリーポート新鮮館　気仙沼店 小売業 食料品 5%

14,994 宮城県 気仙沼市 デイリーポート新鮮館　佐沼店 小売業 食料品 5%
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14,995 宮城県 気仙沼市 天婦羅　丸子 サービス 飲食業 5%

14,996 宮城県 気仙沼市 東部オートサービス 小売業 その他小売 5%

14,997 宮城県 気仙沼市 ドコモショップ　気仙沼店 小売業 その他小売 2%

14,998 宮城県 気仙沼市 巴鮨 サービス 飲食業 5%

14,999 宮城県 気仙沼市 トヨタレンタリース宮城気仙沼田中前店 サービス その他サービス 5%

15,000 宮城県 気仙沼市 トヨタレンタリース宮城気仙沼店 サービス その他サービス 2%

15,001 宮城県 気仙沼市 長磯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,002 宮城県 気仙沼市 ニット工房　編む?る 小売業 衣料品 5%

15,003 宮城県 気仙沼市 ハウディおのや 気仙沼店 気仙沼店 小売業 衣料品 5%

15,004 宮城県 気仙沼市 パナック・ささき 小売業 電化製品 5%

15,005 宮城県 気仙沼市 美容室ｃｏｓｍｏ サービス 理容・美容業 5%

15,006 宮城県 気仙沼市 ブライダルハウス　藤仙 サービス その他サービス 5%

15,007 宮城県 気仙沼市 プラスマン 小売業 その他小売 5%

15,008 宮城県 気仙沼市 ＢＲＵＮＣＨ サービス 飲食業 5%

15,009 宮城県 気仙沼市 ヘアーサロン キャット サービス 理容・美容業 5%

15,010 宮城県 気仙沼市 ホテル　松軒 サービス 宿泊業 5%

15,011 宮城県 気仙沼市 ホテル一景閣 サービス 宿泊業 2%

15,012 宮城県 気仙沼市 マイ・リビング小野寺 小売業 家具・調度品 5%

15,013 宮城県 気仙沼市 マイヤ気仙沼北店 小売業 食料品 5%

15,014 宮城県 気仙沼市 マイヤ気仙沼バイパス店 小売業 食料品 5%

15,015 宮城県 気仙沼市 馬籠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,016 宮城県 気仙沼市 マトン牧場 サービス 飲食業 5%

15,017 宮城県 気仙沼市 まるきた商店 小売業 食料品 5%

15,018 宮城県 気仙沼市 宮城トヨタ自動車気仙沼店 小売業 その他小売 5%

15,019 宮城県 気仙沼市 民宿　崎野屋 サービス 宿泊業 5%

15,020 宮城県 気仙沼市 メモリアルステージ　石彩館　気仙沼店 小売業 その他小売 5%

15,021 宮城県 気仙沼市 モイスティーヌ　気仙沼サロン 小売業 その他小売 5%

15,022 宮城県 気仙沼市 本吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,023 宮城県 気仙沼市 セブン－イレブン本吉津谷バイパス店 小売業 食料品 2%

15,024 宮城県 気仙沼市 有限会社千葉電気 小売業 電化製品 5%

15,025 宮城県 気仙沼市 有限会社ふらんせ サービス その他サービス 5%

15,026 宮城県 気仙沼市 ゆう寿司バイパス店 サービス 飲食業 5%

15,027 宮城県 気仙沼市 リアスキッチン サービス 飲食業 5%

15,028 宮城県 気仙沼市 理容コスモ サービス 理容・美容業 5%

15,029 宮城県 気仙沼市 旅館　明海荘 サービス 宿泊業 5%

15,030 宮城県 気仙沼市 旅館　海光館 サービス 宿泊業 5%

15,031 宮城県 気仙沼市 ＷＲＥＣＫＥＲＫＵＭＡＧＡＩ サービス その他サービス 5%

15,032 宮城県 気仙沼市 Ｌｏｃａｌｅ サービス 飲食業 5%

15,033 宮城県 気仙沼市 渡辺無線 小売業 電化製品 5%

15,034 宮城県 蔵王町 アルソアラフィア 小売業 その他小売 5%

15,035 宮城県 蔵王町 株式会社　エムズ 小売業 その他小売 5%

15,036 宮城県 蔵王町 出光円田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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15,037 宮城県 蔵王町 かっぱの宿旅館三治郎 サービス 宿泊業 5%

15,038 宮城県 蔵王町 ｃａｆｅ　ｆｕａ サービス 飲食業 5%

15,039 宮城県 蔵王町 古品こけし　アンティークの店　ＯＺＥＫＩＹＡ 小売業 その他小売 5%

15,040 宮城県 蔵王町 セブン－イレブン蔵王遠刈田店 小売業 食料品 2%

15,041 宮城県 蔵王町 蔵王のお宿旬樹庵さんさ亭 サービス 宿泊業 5%

15,042 宮城県 蔵王町 賛久庵 サービス 飲食業 5%

15,043 宮城県 蔵王町 株式会社旬樹庵げんぶ館さんさ亭 サービス 宿泊業 5%

15,044 宮城県 蔵王町 炭火焼肉まほろば サービス 飲食業 5%

15,045 宮城県 蔵王町 台灣喫茶慢瑤茶 サービス 飲食業 5%

15,046 宮城県 蔵王町 たびの邸宅　蔵王みやぎ サービス 宿泊業 5%

15,047 宮城県 蔵王町 竹泉荘Ｍｔ．Ｚａｏ　Ｏｎｓｅｎ　Ｒｅｓ＆ サービス 宿泊業 5%

15,048 宮城県 蔵王町 Ｔロッジ遠刈田ＧＲＡＮ サービス 宿泊業 5%

15,049 宮城県 蔵王町 遠刈田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,050 宮城県 蔵王町 セブン－イレブン遠刈田温泉店 小売業 食料品 2%

15,051 宮城県 蔵王町 ＮＡＭＢＵギター工房ｔｕｐｌｉ 小売業 その他小売 5%

15,052 宮城県 蔵王町 バーデン家壮鳳 サービス 宿泊業 5%

15,053 宮城県 蔵王町 ぶなの森 サービス 飲食業 5%

15,054 宮城県 蔵王町 フレスコキクチ　蔵王店 小売業 食料品 5%

15,055 宮城県 蔵王町 ｈａｉｒ ｎａｐ サービス 理容・美容業 5%

15,056 宮城県 蔵王町 ペンション　レインボーヒルズ サービス 宿泊業 5%

15,057 宮城県 蔵王町 星灯りの宿まほろば サービス 宿泊業 5%

15,058 宮城県 蔵王町 マツオカデンキ 小売業 電化製品 5%

15,059 宮城県 蔵王町 まほろばの湯 サービス その他サービス 5%

15,060 宮城県 蔵王町 万風窯 小売業 家具・調度品 5%

15,061 宮城県 蔵王町 セブン－イレブン宮城蔵王バイパス店 小売業 食料品 2%

15,062 宮城県 蔵王町 宮バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,063 宮城県 蔵王町 元窯・花＊花 サービス その他サービス 5%

15,064 宮城県 蔵王町 森のソーセージレストラン　ベルツ サービス 飲食業 5%

15,065 宮城県 蔵王町 ゆと森倶楽部 サービス 宿泊業 5%

15,066 宮城県 蔵王町 ヨーグルト工房アトレイユ 小売業 食料品 5%

15,067 宮城県 蔵王町 旅館源兵衛 サービス 宿泊業 5%

15,068 宮城県 塩竈市 相原酒店 小売業 食料品 5%

15,069 宮城県 塩竈市 アーバ・すずき 小売業 電化製品 5%

15,070 宮城県 塩竈市 居酒屋　わくわく サービス 飲食業 5%

15,071 宮城県 塩竈市 石田電気商会 小売業 電化製品 5%

15,072 宮城県 塩竈市 出光栄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,073 宮城県 塩竈市 ウィーバー　塩釜店 小売業 衣料品 5%

15,074 宮城県 塩竈市 上の原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,075 宮城県 塩竈市 魚　叶　渡邉商店 サービス その他サービス 5%

15,076 宮城県 塩竈市 ウジエスーパー塩釜店 小売業 食料品 5%

15,077 宮城県 塩竈市 浦霞醸造元 小売業 食料品 5%

15,078 宮城県 塩竈市 栄太楼本店 小売業 食料品 5%
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15,079 宮城県 塩竈市 株式会社エイト サービス その他サービス 5%

15,080 宮城県 塩竈市 オートペイント　ゼロ サービス その他サービス 5%

15,081 宮城県 塩竈市 お菓子な店ティファニー　藤倉店 小売業 食料品 5%

15,082 宮城県 塩竈市 岡田工芸 小売業 家具・調度品 5%

15,083 宮城県 塩竈市 海鮮せんべい塩竈 小売業 食料品 5%

15,084 宮城県 塩竈市 菓匠三全　塩釜ヨークベニマル店 小売業 食料品 5%

15,085 宮城県 塩竈市 カネイソ商店 サービス その他サービス 5%

15,086 宮城県 塩竈市 カネヒコ中村水産 小売業 食料品 5%

15,087 宮城県 塩竈市 カネマル高橋商店 小売業 食料品 5%

15,088 宮城県 塩竈市 株式会社ごんきや　本社 サービス その他サービス 5%

15,089 宮城県 塩竈市 株）今野モータース サービス その他サービス 5%

15,090 宮城県 塩竈市 蒲鉾の水野本店 小売業 食料品 5%

15,091 宮城県 塩竈市 元祖おとうふかまぼこの直江　本店 小売業 食料品 5%

15,092 宮城県 塩竈市 キタヤ餅店 小売業 食料品 5%

15,093 宮城県 塩竈市 京都苑 サービス 飲食業 5%

15,094 宮城県 塩竈市 クリーニングタカノ　ＹＢ塩釜店 サービス その他サービス 5%

15,095 宮城県 塩竈市 港栄電器 小売業 電化製品 5%

15,096 宮城県 塩竈市 ごんきや　塩釡本店 小売業 家具・調度品 5%

15,097 宮城県 塩竈市 櫻井サイクル商会 サービス その他サービス 5%

15,098 宮城県 塩竈市 塩釜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,099 宮城県 塩竈市 セブン－イレブン塩釜駅前通店 小売業 食料品 2%

15,100 宮城県 塩竈市 塩釜ガス 小売業 その他小売 5%

15,101 宮城県 塩竈市 セブン－イレブン塩釜庚塚店 小売業 食料品 2%

15,102 宮城県 塩竈市 セブン－イレブン塩釜新浜町２丁目店 小売業 食料品 2%

15,103 宮城県 塩竈市 塩竈仲卸市場マイ海鮮丼コーナー サービス 飲食業 5%

15,104 宮城県 塩竈市 セブン－イレブン塩釜南錦町店 小売業 食料品 2%

15,105 宮城県 塩竈市 シャンドマルス ヤマギシ 小売業 食料品 5%

15,106 宮城県 塩竈市 新浜ＳＳ　株式会社辰巳商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,107 宮城県 塩竈市 スキル住宅設備サービス サービス その他サービス 5%

15,108 宮城県 塩竈市 すし哲 サービス 飲食業 5%

15,109 宮城県 塩竈市 すずらん　本塩釜駅前店 小売業 衣料品 5%

15,110 宮城県 塩竈市 すずらん　本町店 小売業 衣料品 5%

15,111 宮城県 塩竈市 セルフステーション泉沢 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,112 宮城県 塩竈市 仙塩ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

15,113 宮城県 塩竈市 大黒寿司 サービス 飲食業 5%

15,114 宮城県 塩竈市 武田の笹かまぼこ 小売業 その他小売 5%

15,115 宮城県 塩竈市 ダブルストーン塩釜店 小売業 衣料品 5%

15,116 宮城県 塩竈市 たまご工房　たまご焼 サービス 飲食業 5%

15,117 宮城県 塩竈市 ＣＨＡＩＲ　ＢＡＮＫ 小売業 家具・調度品 5%

15,118 宮城県 塩竈市 手島商店 サービス その他サービス 5%

15,119 宮城県 塩竈市 土井精菓 小売業 食料品 5%

15,120 宮城県 塩竈市 トヨタレンタリース仙台　塩釜店 サービス 運輸業 5%
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15,121 宮城県 塩竈市 ニュー新浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,122 宮城県 塩竈市 ネイル＆アロマサロンＨｅｌｉａｎ サービス 理容・美容業 5%

15,123 宮城県 塩竈市 ＮＯＶＥＬイオンタウン塩釜店 サービス 理容・美容業 5%

15,124 宮城県 塩竈市 ＮＯＶＥＬノヴェルイオンタウン塩釜店 サービス 理容・美容業 5%

15,125 宮城県 塩竈市 ＮＯＶＥＬ ノヴェル塩釜店 サービス 理容・美容業 5%

15,126 宮城県 塩竈市 八文字屋書店　塩釜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

15,127 宮城県 塩竈市 ＨｉｒｏｙｕｋｉＳｈｉｓｈｉｄｏ　ａｒｂｅｒｓｈｏｐＦｕｋｕｎｏｋａｍｉ　理容室福の髪 サービス 理容・美容業 5%

15,128 宮城県 塩竈市 藤倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,129 宮城県 塩竈市 ブロスモーターサイクル 小売業 その他小売 5%

15,130 宮城県 塩竈市 ヘアーサロン福の髪　別館 サービス 理容・美容業 5%

15,131 宮城県 塩竈市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ－ｕｐＩＢＩＺＡ サービス 理容・美容業 5%

15,132 宮城県 塩竈市 マクドナルド４５号塩釜店 サービス 飲食業 2%

15,133 宮城県 塩竈市 まぐろ～ど塩釜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,134 宮城県 塩竈市 鮪のまるはる佐藤商店 小売業 食料品 5%

15,135 宮城県 塩竈市 マコト電気商会 小売業 電化製品 5%

15,136 宮城県 塩竈市 ｍａｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

15,137 宮城県 塩竈市 丸吉　早坂商店 小売業 食料品 5%

15,138 宮城県 塩竈市 マルセン自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

15,139 宮城県 塩竈市 マルタカ水上商店 小売業 食料品 5%

15,140 宮城県 塩竈市 丸豊　佐久間商店 小売業 食料品 5%

15,141 宮城県 塩竈市 マルミヤフーズ工場直売所 小売業 食料品 5%

15,142 宮城県 塩竈市 ＭＩＡＳＣＡＬＬＡ塩釜店 小売業 衣料品 5%

15,143 宮城県 塩竈市 港町の鉄板焼き　港町の鉄板焼 サービス 飲食業 5%

15,144 宮城県 塩竈市 メガネギャラントリー 小売業 その他小売 5%

15,145 宮城県 塩竈市 有限会社熱海自動車 サービス その他サービス 5%

15,146 宮城県 塩竈市 有　カネウチ内海水産 小売業 食料品 5%

15,147 宮城県 塩竈市 有限会社すし哲 サービス 飲食業 5%

15,148 宮城県 塩竈市 有限会社亘理屋 小売業 食料品 5%

15,149 宮城県 塩竈市 リブルマルシェ 小売業 衣料品 5%

15,150 宮城県 色麻町 出光色麻北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,151 宮城県 色麻町 旨い地酒荒井酒店 小売業 食料品 5%

15,152 宮城県 色麻町 セブン－イレブン加美色麻町店 小売業 食料品 2%

15,153 宮城県 色麻町 色麻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,154 宮城県 七ヶ宿町 セルフ七ヶ宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,155 宮城県 七ヶ宿町 みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場きららの森 サービス 運輸業 5%

15,156 宮城県 七ヶ宿町 もりのわ工房 小売業 その他小売 5%

15,157 宮城県 七ヶ宿町 もりのわ工房 小売業 その他小売 5%

15,158 宮城県 七ヶ宿町 湯原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,159 宮城県 七ヶ浜町 アーバ・とおやま 小売業 電化製品 5%

15,160 宮城県 七ヶ浜町 アーバ・マルリュウ 小売業 電化製品 5%

15,161 宮城県 七ヶ浜町 阿部容子 小売業 衣料品 5%

15,162 宮城県 七ヶ浜町 サーフサイドセルフ七ヶ浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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15,163 宮城県 七ヶ浜町 サーフグランドネスト 小売業 その他小売 5%

15,164 宮城県 七ヶ浜町 七ヶ浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,165 宮城県 七ヶ浜町 花渕ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,166 宮城県 七ヶ浜町 ｐｕｒｅｍａ サービス 理容・美容業 5%

15,167 宮城県 七ヶ浜町 セブン－イレブン宮城七ヶ浜店 小売業 食料品 2%

15,168 宮城県 七ヶ浜町 ＪＭ／和食家ＴＡＤＡ サービス 飲食業 5%

15,169 宮城県 柴田町 大河原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,170 宮城県 柴田町 おおの電器 小売業 電化製品 5%

15,171 宮城県 柴田町 カーケアセンター船岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,172 宮城県 柴田町 菓匠三全　船岡駅前店 小売業 食料品 5%

15,173 宮城県 柴田町 かとう動物病院 サービス その他サービス 5%

15,174 宮城県 柴田町 かとう動物病院 サービス その他サービス 5%

15,175 宮城県 柴田町 貫 小売業 衣料品 5%

15,176 宮城県 柴田町 斎藤デンキ 小売業 電化製品 5%

15,177 宮城県 柴田町 Ｓｕｎｎｙ＇ｓｓｍｉｌｅ 小売業 その他小売 5%

15,178 宮城県 柴田町 サヤマデンキ 小売業 電化製品 5%

15,179 宮城県 柴田町 セブン－イレブン柴田槻木上町店 小売業 食料品 2%

15,180 宮城県 柴田町 しばたの未来株式会社 サービス その他サービス 5%

15,181 宮城県 柴田町 セブン－イレブン柴田船岡上大原店 小売業 食料品 2%

15,182 宮城県 柴田町 セブン－イレブン柴田船岡中央３丁目店 小売業 食料品 2%

15,183 宮城県 柴田町 セブン－イレブン柴田四日市場店 小売業 食料品 2%

15,184 宮城県 柴田町 長生館仙南治療院 サービス その他サービス 5%

15,185 宮城県 柴田町 トヨタレンタリース宮城船岡駅前 サービス その他サービス 2%

15,186 宮城県 柴田町 トヨタレンタリース宮城　柴田店 サービス その他サービス 5%

15,187 宮城県 柴田町 馬上かまぼこ店船岡店 小売業 食料品 5%

15,188 宮城県 柴田町 東船岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,189 宮城県 柴田町 ヒシダイ　船岡店 小売業 衣料品 5%

15,190 宮城県 柴田町 ブエナビスタ サービス 飲食業 5%

15,191 宮城県 柴田町 フレスコキクチ　柴田店 小売業 食料品 5%

15,192 宮城県 柴田町 ホテル原田ｉｎさくら サービス 宿泊業 5%

15,193 宮城県 柴田町 堀内商店 小売業 その他小売 5%

15,194 宮城県 柴田町 マクドナルドザ・ビッグ柴田店 サービス 飲食業 2%

15,195 宮城県 柴田町 マルエス　時計　宝石　メガネ　マルエス　時計　宝石　メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

15,196 宮城県 柴田町 モーム船迫店 サービス その他サービス 5%

15,197 宮城県 柴田町 やきとり大吉槻木店 サービス 飲食業 5%

15,198 宮城県 柴田町 柚子のあぜ道雨乞のかえる サービス その他サービス 5%

15,199 宮城県 白石市 イメージサトウ サービス その他サービス 5%

15,200 宮城県 白石市 いやし空間　ギャラリー美器 小売業 その他小売 5%

15,201 宮城県 白石市 オートパル サービス その他サービス 5%

15,202 宮城県 白石市 オートパル 小売業 その他小売 5%

15,203 宮城県 白石市 小原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,204 宮城県 白石市 菓匠三全　白石本町店 小売業 食料品 5%
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15,205 宮城県 白石市 Ｋａ＿ＰｉｌｉｎａＤｏｇＣａｒｅＳｃｈｏｏｌ サービス その他サービス 5%

15,206 宮城県 白石市 古民芸・骨董・つどい　本店 サービス その他サービス 5%

15,207 宮城県 白石市 蔵王キツネ村 小売業 その他小売 5%

15,208 宮城県 白石市 ３９’ｓ　Ｓｍｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

15,209 宮城県 白石市 四季の宿　みちのく庵 サービス 宿泊業 5%

15,210 宮城県 白石市 セブン－イレブン白石大平店 小売業 食料品 2%

15,211 宮城県 白石市 セブン－イレブン白石蔵王駅前店 小売業 食料品 2%

15,212 宮城県 白石市 白石城ＳＳ　フル 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,213 宮城県 白石市 白石中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,214 宮城県 白石市 セブン－イレブン白石馬場前店 小売業 食料品 2%

15,215 宮城県 白石市 セブン－イレブン白石福岡店 小売業 食料品 2%

15,216 宮城県 白石市 すゞきや旅館 サービス 飲食業 5%

15,217 宮城県 白石市 西洋料理屋　ルガノ サービス 飲食業 5%

15,218 宮城県 白石市 セルフ白石城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,219 宮城県 白石市 セルフニュー小原ＳＳ　木村商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,220 宮城県 白石市 ダイコク　白石店 小売業 その他小売 5%

15,221 宮城県 白石市 伊達の牛たん本舗　白石蔵王駅売店 サービス 飲食業 5%

15,222 宮城県 白石市 中央電機商会 小売業 電化製品 5%

15,223 宮城県 白石市 竹鶏ファーム 小売業 食料品 5%

15,224 宮城県 白石市 時音の宿　湯主・一條 サービス 宿泊業 5%

15,225 宮城県 白石市 戸塚電機商会 小売業 電化製品 5%

15,226 宮城県 白石市 箱崎動物病院 サービス その他サービス 5%

15,227 宮城県 白石市 パシフィックホテル白石 サービス 宿泊業 5%

15,228 宮城県 白石市 馬上かまぼこ店白石店 小売業 食料品 5%

15,229 宮城県 白石市 はたけなか製麺 小売業 食料品 5%

15,230 宮城県 白石市 ｐｉｃｏｒｕｏｋａ 小売業 衣料品 5%

15,231 宮城県 白石市 フレスコキクチ　白石店 小売業 食料品 5%

15,232 宮城県 白石市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＳＨＩＭＡ サービス 理容・美容業 5%

15,233 宮城県 白石市 ベネシアンホテル白石蔵王 サービス 宿泊業 5%

15,234 宮城県 白石市 牧場カフェ醍醐 サービス 飲食業 5%

15,235 宮城県 白石市 ほっと・タイム白石店 サービス その他サービス 5%

15,236 宮城県 白石市 マクドナルド４号線白石店 サービス 飲食業 2%

15,237 宮城県 白石市 ママの店　フレスコキクチ白石店 サービス その他サービス 5%

15,238 宮城県 白石市 丸山蔵王 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,239 宮城県 白石市 丸山白石インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,240 宮城県 白石市 南蔵王自動車学校 サービス その他サービス 5%

15,241 宮城県 白石市 宮城トヨタ自動車白石店 小売業 その他小売 5%

15,242 宮城県 白石市 ミヤデン　三栄 小売業 電化製品 5%

15,243 宮城県 白石市 最上屋旅館 サービス 宿泊業 5%

15,244 宮城県 仙台市 アーパス サービス その他サービス 5%

15,245 宮城県 仙台市 Ｒ４８栗生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,246 宮城県 仙台市 アーロンチェアの庄文堂 小売業 家具・調度品 5%
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15,247 宮城県 仙台市 アイエ書店株式会社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

15,248 宮城県 仙台市 アイキャンコンタクト　一番町店 小売業 その他小売 5%

15,249 宮城県 仙台市 アイキャンコンタクト　一番町店 小売業 その他小売 5%

15,250 宮城県 仙台市 ｉ．ｓｍｉｌｅ サービス その他サービス 5%

15,251 宮城県 仙台市 アイディーアンドカンパニー 小売業 衣料品 5%

15,252 宮城県 仙台市 Ｉ・ｆｅｌｉｚ サービス 理容・美容業 5%

15,253 宮城県 仙台市 アイマジックピュア仙台一番町店 サービス 理容・美容業 5%

15,254 宮城県 仙台市 ＥＹＥＭＡＪＩＣＰｕｒｅ仙台駅前 サービス 理容・美容業 5%

15,255 宮城県 仙台市 秋保リゾートホテルクレセント サービス 宿泊業 5%

15,256 宮城県 仙台市 Ａｘｅ－ｌ サービス 理容・美容業 5%

15,257 宮城県 仙台市 旭ヶ丘ロワイヤルテラッセ 小売業 食料品 5%

15,258 宮城県 仙台市 アサヒサンレッド仙台店 小売業 家具・調度品 5%

15,259 宮城県 仙台市 味の牛たん喜助　駅前中央店 サービス 飲食業 5%

15,260 宮城県 仙台市 味の牛たん喜助　定禅寺店 サービス 飲食業 5%

15,261 宮城県 仙台市 アップル運転代行 サービス 運輸業 5%

15,262 宮城県 仙台市 Ａｐｈｒｏｄｉｔｅ　泉中央店 サービス 理容・美容業 5%

15,263 宮城県 仙台市 Ａｐｈｒｏｄｉｔｅ南中山店 サービス 理容・美容業 5%

15,264 宮城県 仙台市 愛子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,265 宮城県 仙台市 愛子街道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,266 宮城県 仙台市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ愛子店 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,267 宮城県 仙台市 愛子バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,268 宮城県 仙台市 ＥＡＲＬＹ　ＢＩＲＤ サービス 飲食業 5%

15,269 宮城県 仙台市 アルテジア サービス その他サービス 5%

15,270 宮城県 仙台市 アレックス動物病院 サービス その他サービス 5%

15,271 宮城県 仙台市 Ａｎｇｅ　Ｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

15,272 宮城県 仙台市 アン・ショップ仙台店 小売業 衣料品 5%

15,273 宮城県 仙台市 ａｎｔｅｌｏｐｅ 小売業 衣料品 5%

15,274 宮城県 仙台市 飯塚千隼公認会計士・税理士事務所 サービス その他サービス 5%

15,275 宮城県 仙台市 ＩＯＲＩ 小売業 衣料品 5%

15,276 宮城県 仙台市 いかい工芸 小売業 家具・調度品 5%

15,277 宮城県 仙台市 池田酒店 小売業 食料品 5%

15,278 宮城県 仙台市 イーコンフォート　仙台店 小売業 家具・調度品 5%

15,279 宮城県 仙台市 居酒屋ごいち サービス 飲食業 5%

15,280 宮城県 仙台市 居酒屋　ちょーすけ サービス 飲食業 5%

15,281 宮城県 仙台市 居酒屋ちょーちょ サービス 飲食業 5%

15,282 宮城県 仙台市 居酒屋　ふる里 サービス 飲食業 5%

15,283 宮城県 仙台市 石巻港　津田鮮魚店 サービス 飲食業 5%

15,284 宮城県 仙台市 石焼ステーキ贅富沢西アクロスプラザ店 サービス 飲食業 5%

15,285 宮城県 仙台市 泉自動車学校 サービス その他サービス 5%

15,286 宮城県 仙台市 泉中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,287 宮城県 仙台市 ＩＴＡＧＡＫＩ　ＴＢＣハウジング店 小売業 食料品 5%

15,288 宮城県 仙台市 イタリアン酒房　ときわ サービス 飲食業 5%
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15,289 宮城県 仙台市 市名坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,290 宮城県 仙台市 一の坊 サービス 宿泊業 5%

15,291 宮城県 仙台市 一番町ギター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

15,292 宮城県 仙台市 いち道 サービス 飲食業 5%

15,293 宮城県 仙台市 一心堂 サービス その他サービス 5%

15,294 宮城県 仙台市 出光赤石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,295 宮城県 仙台市 出光萩野町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,296 宮城県 仙台市 ｉｔｏ．ｌｉｔｔｌｅｈａｉｒｇａ サービス 理容・美容業 5%

15,297 宮城県 仙台市 Ｅｔｏｎ サービス 理容・美容業 5%

15,298 宮城県 仙台市 いのうえ 小売業 衣料品 5%

15,299 宮城県 仙台市 イノセンスプラス サービス その他サービス 5%

15,300 宮城県 仙台市 ＩＢＩＺＡ　ＡＬＣＯＶＥ サービス 理容・美容業 5%

15,301 宮城県 仙台市 芋蔵　国分町店 サービス 飲食業 5%

15,302 宮城県 仙台市 芋蔵　仙台店 サービス 飲食業 5%

15,303 宮城県 仙台市 いろり酒場　たら福　広瀬通店 サービス 飲食業 5%

15,304 宮城県 仙台市 いろり酒場　たら福　文横店 サービス 飲食業 5%

15,305 宮城県 仙台市 岩沼屋ホテル サービス 宿泊業 5%

15,306 宮城県 仙台市 ＶｉＥＮＮＡ サービス 理容・美容業 5%

15,307 宮城県 仙台市 ヴィクトワール 小売業 その他小売 5%

15,308 宮城県 仙台市 ウイスキーバー響香 サービス 飲食業 5%

15,309 宮城県 仙台市 ｗｉＬＬ泉２号店 サービス その他サービス 5%

15,310 宮城県 仙台市 Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｍｏｏｎ． サービス 飲食業 5%

15,311 宮城県 仙台市 ＶＯＧＵＥ仙台駅前 サービス 理容・美容業 5%

15,312 宮城県 仙台市 うさぎ村　中山吉成店 小売業 その他小売 5%

15,313 宮城県 仙台市 ウジエスーパー明石南店 小売業 食料品 5%

15,314 宮城県 仙台市 ウジエスーパー小田原店 小売業 食料品 5%

15,315 宮城県 仙台市 ウジエスーパー長町店 小売業 食料品 5%

15,316 宮城県 仙台市 ウジエスーパー中山店 小売業 食料品 5%

15,317 宮城県 仙台市 ウジエスーパー西多賀店 小売業 食料品 5%

15,318 宮城県 仙台市 ウジエスーパー袋原店 小売業 食料品 5%

15,319 宮城県 仙台市 うまいものあり　おおみ矢　稲荷小路店 サービス 飲食業 5%

15,320 宮城県 仙台市 うまいものあり　おおみ矢　仙台駅前店 サービス 飲食業 5%

15,321 宮城県 仙台市 うまいものや旬仙 サービス 飲食業 5%

15,322 宮城県 仙台市 旨いもん　角屋 サービス 飲食業 5%

15,323 宮城県 仙台市 エーアイディー　仙台店 小売業 家具・調度品 5%

15,324 宮城県 仙台市 ＨＧ　仙台店 小売業 衣料品 5%

15,325 宮城県 仙台市 エイトステップ サービス その他サービス 5%

15,326 宮城県 仙台市 Ａ．ｇａｒｄｅｎ 小売業 衣料品 5%

15,327 宮城県 仙台市 ＡＮＡホリデイ・イン仙台 サービス 宿泊業 5%

15,328 宮城県 仙台市 エコチャリ仙台春日町店 小売業 その他小売 5%

15,329 宮城県 仙台市 ＳＯＳ２４ サービス その他サービス 5%

15,330 宮城県 仙台市 Ｓ．Ｏ．Ｕ 小売業 衣料品 5%
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15,331 宮城県 仙台市 エスパス　タグ・ホイヤー　仙台 小売業 貴金属・服飾品 5%

15,332 宮城県 仙台市 Ｅ－ｓｐｒｉｔ サービス その他サービス 5%

15,333 宮城県 仙台市 ＥＴＩＫＡ サービス 理容・美容業 5%

15,334 宮城県 仙台市 ＥｎｅＪｅｔ仙台ＢＰＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,335 宮城県 仙台市 エビス動物病院 サービス その他サービス 5%

15,336 宮城県 仙台市 Ｆｆａｂｒｉｋ サービス その他サービス 5%

15,337 宮城県 仙台市 ＭＩジャパン　仙台校 サービス その他サービス 5%

15,338 宮城県 仙台市 Ｍ＆Ｋロックセンター サービス その他サービス 5%

15,339 宮城県 仙台市 ＭＤＣ仙台店 サービス 理容・美容業 5%

15,340 宮城県 仙台市 ＭＢＴ仙台 小売業 衣料品 5%

15,341 宮城県 仙台市 Ｌｂｙｆｉｒｓｔ サービス 理容・美容業 5%

15,342 宮城県 仙台市 エルプラス サービス その他サービス 5%

15,343 宮城県 仙台市 奥州魚河岸酒屋　天海のろばた サービス 飲食業 5%

15,344 宮城県 仙台市 大石屋サトー 小売業 その他小売 5%

15,345 宮城県 仙台市 大内タクシー サービス その他サービス 5%

15,346 宮城県 仙台市 大崎肉市場 サービス 飲食業 5%

15,347 宮城県 仙台市 オーディオショップ　ケイキ 小売業 電化製品 5%

15,348 宮城県 仙台市 オートウェイズ サービス その他サービス 5%

15,349 宮城県 仙台市 オートフレンド サービス その他サービス 5%

15,350 宮城県 仙台市 おかざき西公園前 サービス 飲食業 5%

15,351 宮城県 仙台市 ＯＧＡＴＡ　ｓｈｏｐ 小売業 家具・調度品 5%

15,352 宮城県 仙台市 オーカム 小売業 その他小売 5%

15,353 宮城県 仙台市 ＯＲＧＡＮ和洋品店 小売業 衣料品 5%

15,354 宮城県 仙台市 沖縄物産館　ゆいまーる 小売業 家具・調度品 5%

15,355 宮城県 仙台市 お好み焼き田よし～雫～国分町店 サービス 飲食業 5%

15,356 宮城県 仙台市 オゾンロックス　仙台店 小売業 衣料品 5%

15,357 宮城県 仙台市 落合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,358 宮城県 仙台市 落合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,359 宮城県 仙台市 オーディン　仙台若林店 小売業 その他小売 5%

15,360 宮城県 仙台市 オートショップＩＭＰＡＣＴ サービス その他サービス 5%

15,361 宮城県 仙台市 オートフレンド サービス その他サービス 5%

15,362 宮城県 仙台市 オートフレンドプラス サービス その他サービス 5%

15,363 宮城県 仙台市 ＡｕｔｏＲＩＳＥ サービス その他サービス 5%

15,364 宮城県 仙台市 おばんざい　しづ川 サービス 飲食業 5%

15,365 宮城県 仙台市 オフハウス　仙台北店 小売業 電化製品 2%

15,366 宮城県 仙台市 オフハウス仙台荒井店 小売業 電化製品 2%

15,367 宮城県 仙台市 ＯＰＥＮ　ＴＨＥ　ＳＥＳＡＭＥ 小売業 家具・調度品 5%

15,368 宮城県 仙台市 オリーブ動物病院 サービス その他サービス 5%

15,369 宮城県 仙台市 オルテリフォーム サービス その他サービス 5%

15,370 宮城県 仙台市 オレンジ動物病院 サービス その他サービス 5%

15,371 宮城県 仙台市 〔卸〕仙台食肉センター　中野栄支部 サービス 飲食業 5%

15,372 宮城県 仙台市 カーテックラボ サービス その他サービス 5%
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15,373 宮城県 仙台市 Ｇａｒｄｅｎ　Ｇｏｔｕｋｏｌａ 小売業 その他小売 5%

15,374 宮城県 仙台市 カートライス 小売業 その他小売 5%

15,375 宮城県 仙台市 カーリペアクラブ サービス その他サービス 5%

15,376 宮城県 仙台市 ＫＡＩＺＥＮＢＯＤＹ サービス 理容・美容業 5%

15,377 宮城県 仙台市 街道青葉 サービス 飲食業 5%

15,378 宮城県 仙台市 薫りと和酒　紬 サービス 飲食業 5%

15,379 宮城県 仙台市 篝火の湯　緑水亭 サービス 宿泊業 5%

15,380 宮城県 仙台市 かき松島こうは仙台駅東口店 サービス 飲食業 5%

15,381 宮城県 仙台市 角いち サービス 飲食業 5%

15,382 宮城県 仙台市 カーコンビニ倶楽部　長命ケ丘店 サービス その他サービス 5%

15,383 宮城県 仙台市 カーコンビニ倶楽部　長命ケ丘店 サービス その他サービス 5%

15,384 宮城県 仙台市 カーサウルス サービス その他サービス 5%

15,385 宮城県 仙台市 鹿島タクシー サービス その他サービス 5%

15,386 宮城県 仙台市 菓匠　三全　郡山バイパス店 小売業 食料品 5%

15,387 宮城県 仙台市 菓匠　三全　中山ジャスコ店 小売業 食料品 5%

15,388 宮城県 仙台市 菓匠　三全　西多賀店 小売業 食料品 5%

15,389 宮城県 仙台市 菓匠　三全　吉成店 小売業 食料品 5%

15,390 宮城県 仙台市 菓匠三全　青葉城本丸会館店 小売業 食料品 5%

15,391 宮城県 仙台市 菓匠三全　中田ヤマザワ店 小売業 食料品 5%

15,392 宮城県 仙台市 菓匠三全　宮城野通店 小売業 食料品 5%

15,393 宮城県 仙台市 ガスショップタゼン 小売業 その他小売 5%

15,394 宮城県 仙台市 カーセブン仙台市名坂 小売業 その他小売 5%

15,395 宮城県 仙台市 Ｃｏｆｆｅｅ＆ＳｔｅａｋＫＡＤＡＫＡ鹿高珈琲 サービス 飲食業 5%

15,396 宮城県 仙台市 ＪＭ／カチナトレーディング 小売業 貴金属・服飾品 5%

15,397 宮城県 仙台市 かつどんのかつどん家　１ サービス 飲食業 5%

15,398 宮城県 仙台市 家電レンタル　家電レンタル 小売業 その他小売 5%

15,399 宮城県 仙台市 ガトーあらまき サービス その他サービス 5%

15,400 宮城県 仙台市 カードラボ　仙台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

15,401 宮城県 仙台市 カードラボ　デュエマ仙台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

15,402 宮城県 仙台市 かないや サービス 飲食業 5%

15,403 宮城県 仙台市 かないや別館 サービス 飲食業 5%

15,404 宮城県 仙台市 Ｃａｆｅ＆ＤｏｇｓＢＯＷＥＹＥＳ 小売業 その他小売 5%

15,405 宮城県 仙台市 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　Ｐｏｃｈｉ サービス 飲食業 5%

15,406 宮城県 仙台市 株式会社ＫＯＮＦＩＤＯ サービス その他サービス 5%

15,407 宮城県 仙台市 株式会社アーバンプロデュース 小売業 その他小売 5%

15,408 宮城県 仙台市 （株）泉タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

15,409 宮城県 仙台市 ［ＨＣ］株式会社システムランド 小売業 電化製品 5%

15,410 宮城県 仙台市 株式会社ｚｅｒｏａｄ 小売業 その他小売 5%

15,411 宮城県 仙台市 （株）高橋兄弟自動車商会 サービス その他サービス 5%

15,412 宮城県 仙台市 株式会社ティーエフコーポレーション サービス 飲食業 5%

15,413 宮城県 仙台市 株）東北安全ガラス仙台営業所 サービス その他サービス 5%

15,414 宮城県 仙台市 株式会社保坂 サービス その他サービス 2%
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15,415 宮城県 仙台市 株式会社三浦孝雄商店 小売業 食料品 5%

15,416 宮城県 仙台市 株式会社友善商事仙台営業所 小売業 その他小売 5%

15,417 宮城県 仙台市 株式会社リーデックス 小売業 その他小売 5%

15,418 宮城県 仙台市 カプセルホテルリーブス サービス 宿泊業 5%

15,419 宮城県 仙台市 ＣＡＦＵＮＥ サービス 理容・美容業 5%

15,420 宮城県 仙台市 かまくら　仙台店 サービス 飲食業 5%

15,421 宮城県 仙台市 カーマックス 小売業 その他小売 5%

15,422 宮城県 仙台市 かまど家 サービス 飲食業 5%

15,423 宮城県 仙台市 かもぎゅうとん茂庭２８６号店 サービス 飲食業 5%

15,424 宮城県 仙台市 萱場商店 小売業 その他小売 5%

15,425 宮城県 仙台市 カラオケ合衆国　仙台中田バイパス店 サービス その他サービス 5%

15,426 宮城県 仙台市 カラオケ合衆国　仙台六丁の目店 サービス その他サービス 5%

15,427 宮城県 仙台市 カラオケファンキータイム八乙女店 サービス その他サービス 5%

15,428 宮城県 仙台市 カラダファクトリー　仙台店 サービス その他サービス 5%

15,429 宮城県 仙台市 ＧＡＲＹＵ 小売業 衣料品 5%

15,430 宮城県 仙台市 ＧＡＲＡＧＥ　ＴＯＰＳ サービス その他サービス 5%

15,431 宮城県 仙台市 ガレージオフ仙台荒井店 小売業 電化製品 2%

15,432 宮城県 仙台市 革工房　Ｊ　ｓ　ＬＥＡＴＨＥＲ 小売業 その他小売 5%

15,433 宮城県 仙台市 甘仙堂　ヤマザワ中田店 小売業 食料品 5%

15,434 宮城県 仙台市 Ｃｈｉａｒａ サービス 理容・美容業 5%

15,435 宮城県 仙台市 菊地電機住宅設備 小売業 その他小売 5%

15,436 宮城県 仙台市 キザブロ サービス 飲食業 5%

15,437 宮城県 仙台市 ＫＩＳＥＩ北仙台店 サービス 理容・美容業 5%

15,438 宮城県 仙台市 ＫＩＳＥＩ幸町店 サービス 理容・美容業 5%

15,439 宮城県 仙台市 ＫＩＳＥＩマリア－ジュ長町店 サービス その他サービス 5%

15,440 宮城県 仙台市 季節料理いわさき サービス 飲食業 5%

15,441 宮城県 仙台市 キッチンキッチンカフェ　キーチャンズ サービス 飲食業 5%

15,442 宮城県 仙台市 キッチン森大 小売業 食料品 5%

15,443 宮城県 仙台市 きもの屋泉中央店 小売業 衣料品 5%

15,444 宮城県 仙台市 きもの屋　長町店 小売業 衣料品 5%

15,445 宮城県 仙台市 キヤデザイン 小売業 その他小売 5%

15,446 宮城県 仙台市 ギャラリーミラノ 小売業 家具・調度品 5%

15,447 宮城県 仙台市 牛刺しと焼肉仔虎クリスロード店 サービス 飲食業 5%

15,448 宮城県 仙台市 牛仁　一番町本店 サービス 飲食業 5%

15,449 宮城県 仙台市 牛タン居酒屋ここや サービス 飲食業 5%

15,450 宮城県 仙台市 牛たん炭焼　仁 サービス 飲食業 5%

15,451 宮城県 仙台市 牛たん徳茂 サービス 飲食業 5%

15,452 宮城県 仙台市 牛タン焼専門店　司 サービス 飲食業 5%

15,453 宮城県 仙台市 牛タン焼専門店　司　本店 サービス 飲食業 5%

15,454 宮城県 仙台市 牛タン焼専門店　司　西口名掛丁店 サービス 飲食業 5%

15,455 宮城県 仙台市 牛タン焼専門店司東口ダイワロイネットホテ サービス 飲食業 5%

15,456 宮城県 仙台市 牛屋たん兵衛 サービス 飲食業 5%
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15,457 宮城県 仙台市 ＣＵＴＩＥ　ＤＯＧ サービス その他サービス 5%

15,458 宮城県 仙台市 キリンビアフェスタ サービス 飲食業 5%

15,459 宮城県 仙台市 キリンビアポート仙台 サービス 飲食業 5%

15,460 宮城県 仙台市 Ｋｉｌｕｔｏ　ｈａｉｒ　ａｎｄ　ｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

15,461 宮城県 仙台市 氣ｒｅｉ　ｓｐａ 小売業 その他小売 5%

15,462 宮城県 仙台市 ｇｏｕｔ サービス 飲食業 5%

15,463 宮城県 仙台市 クオリティアップアローズ サービス その他サービス 5%

15,464 宮城県 仙台市 串揚げ油食来駅前朝市店 サービス 飲食業 5%

15,465 宮城県 仙台市 串揚酒場　油食来 サービス 飲食業 5%

15,466 宮城県 仙台市 久保田タクシー サービス 運輸業 5%

15,467 宮城県 仙台市 熊谷オートサービス サービス その他サービス 5%

15,468 宮城県 仙台市 熊野洞 小売業 家具・調度品 5%

15,469 宮城県 仙台市 蔵の庄　花京院通本店 サービス 飲食業 5%

15,470 宮城県 仙台市 クラフトマン仙台 サービス 飲食業 5%

15,471 宮城県 仙台市 鹿高珈琲 サービス 飲食業 5%

15,472 宮城県 仙台市 ＣＲＡＹｃｙｃｌｅｓ 小売業 その他小売 5%

15,473 宮城県 仙台市 クレール仙台サロン サービス その他サービス 5%

15,474 宮城県 仙台市 ケイ・ウノ仙台店 小売業 貴金属・服飾品 5%

15,475 宮城県 仙台市 Ｋ　Ｇａｒａｇｅ サービス その他サービス 5%

15,476 宮城県 仙台市 軽自動車専門店メモリーオート販売部門 小売業 その他小売 5%

15,477 宮城県 仙台市 Ｋボディーワークス サービス その他サービス 5%

15,478 宮城県 仙台市 気仙沼　分一八 サービス 飲食業 5%

15,479 宮城県 仙台市 ＫＥＬＬＣＨ 小売業 貴金属・服飾品 5%

15,480 宮城県 仙台市 ケンオート 小売業 その他小売 5%

15,481 宮城県 仙台市 源治 サービス 飲食業 5%

15,482 宮城県 仙台市 江陽グランドホテル サービス 宿泊業 5%

15,483 宮城県 仙台市 江陽写真館 サービス その他サービス 5%

15,484 宮城県 仙台市 ＧＯＡＬＤ　ＧＲＡＣＥ サービス その他サービス 5%

15,485 宮城県 仙台市 古径　仙台東芝ビル店 サービス 飲食業 5%

15,486 宮城県 仙台市 ｃｏｃｏ－ｃｈｉ 小売業 その他小売 5%

15,487 宮城県 仙台市 ココロモ。 サービス 理容・美容業 5%

15,488 宮城県 仙台市 コーザ・ノストラ仙台 小売業 衣料品 5%

15,489 宮城県 仙台市 児島ジーンズ仙台 小売業 衣料品 5%

15,490 宮城県 仙台市 個人　アイキタクシー サービス 運輸業 5%

15,491 宮城県 仙台市 〔個人〕丸菊タクシー サービス その他サービス 5%

15,492 宮城県 仙台市 小平畳店 サービス その他サービス 5%

15,493 宮城県 仙台市 コテツ サービス 飲食業 5%

15,494 宮城県 仙台市 壽三色最中本舗 小売業 食料品 5%

15,495 宮城県 仙台市 仔虎国分町店 サービス 飲食業 5%

15,496 宮城県 仙台市 珈琲ハンバーグハチヤ長町店 サービス 飲食業 5%

15,497 宮城県 仙台市 コピン 小売業 その他小売 5%

15,498 宮城県 仙台市 呉ふくや 小売業 衣料品 5%
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15,499 宮城県 仙台市 コポ　仙台クリスロード店 小売業 衣料品 5%

15,500 宮城県 仙台市 コポ　仙台店 小売業 衣料品 5%

15,501 宮城県 仙台市 （個）優光タクシー サービス 運輸業 5%

15,502 宮城県 仙台市 ごんきや　岩切支店 小売業 家具・調度品 5%

15,503 宮城県 仙台市 ごんきや　高砂支店 小売業 家具・調度品 5%

15,504 宮城県 仙台市 ごんきや　長命ヶ丘支店 小売業 家具・調度品 5%

15,505 宮城県 仙台市 ごんきや　南光台支店 小売業 家具・調度品 5%

15,506 宮城県 仙台市 ザ・ガーデン　中山店 小売業 その他小売 5%

15,507 宮城県 仙台市 菜時季　大原 サービス 飲食業 5%

15,508 宮城県 仙台市 佐市本店 小売業 食料品 5%

15,509 宮城県 仙台市 斎藤写真館 小売業 その他小売 5%

15,510 宮城県 仙台市 財務リスクコンサルティング株式会社 サービス その他サービス 5%

15,511 宮城県 仙台市 ＳｉＧＮ サービス 理容・美容業 5%

15,512 宮城県 仙台市 ＳＡＯＲＩ　仙台 小売業 その他小売 5%

15,513 宮城県 仙台市 酒屋はくさん　仙台中央店 小売業 食料品 5%

15,514 宮城県 仙台市 佐貴タクシー サービス 運輸業 5%

15,515 宮城県 仙台市 作並ホテル一の坊 サービス 宿泊業 5%

15,516 宮城県 仙台市 咲蔵　仙台店 サービス 飲食業 5%

15,517 宮城県 仙台市 さくら亭中野栄駅北口店 サービス 飲食業 5%

15,518 宮城県 仙台市 さくら亭　中野栄店 サービス 飲食業 5%

15,519 宮城県 仙台市 さくら亭　宮千代店 サービス 飲食業 5%

15,520 宮城県 仙台市 さくら亭　六丁の目店 サービス 飲食業 5%

15,521 宮城県 仙台市 さけぼうず　旬仙 サービス 飲食業 5%

15,522 宮城県 仙台市 佐幸タクシー サービス その他サービス 5%

15,523 宮城県 仙台市 笹鮨 サービス 飲食業 5%

15,524 宮城県 仙台市 佐々直　中田バイパス店 小売業 食料品 5%

15,525 宮城県 仙台市 Ｚａｋｋａ　ｂｅｒ 小売業 その他小売 5%

15,526 宮城県 仙台市 札幌かに本家仙台店 サービス 飲食業 5%

15,527 宮城県 仙台市 札幌ファニシング　仙台花京院ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

15,528 宮城県 仙台市 薩摩黒家 サービス 飲食業 5%

15,529 宮城県 仙台市 ｔｈｅｄａｙ 小売業 その他小売 5%

15,530 宮城県 仙台市 ＳＵＲＤ 小売業 衣料品 5%

15,531 宮城県 仙台市 ＳＡＡＤ　仙台青葉通店 小売業 貴金属・服飾品 5%

15,532 宮城県 仙台市 ＳＡＡＤ　仙台一番町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

15,533 宮城県 仙台市 Ｓｕｎｎｙ　Ｂｅａｒｄ サービス 飲食業 5%

15,534 宮城県 仙台市 ザブーン 小売業 その他小売 5%

15,535 宮城県 仙台市 茶寮宗園 サービス 宿泊業 5%

15,536 宮城県 仙台市 サロンソレイユ サービス 理容・美容業 5%

15,537 宮城県 仙台市 サロンドエーエス サービス 理容・美容業 5%

15,538 宮城県 仙台市 サン・マルシェ　荒井店 小売業 食料品 5%

15,539 宮城県 仙台市 サンマリ　国見店 小売業 食料品 5%

15,540 宮城県 仙台市 サンマリ　向山店 小売業 食料品 5%
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15,541 宮城県 仙台市 サンマリ沖野店 小売業 食料品 5%

15,542 宮城県 仙台市 三陽自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

15,543 宮城県 仙台市 三陸魚貝　伊達路 サービス 飲食業 5%

15,544 宮城県 仙台市 サンリツ楽器　一番町センター サービス その他サービス 5%

15,545 宮城県 仙台市 サンリツ楽器　仙台本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

15,546 宮城県 仙台市 サンリツ楽器 ピアノパーク 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

15,547 宮城県 仙台市 Ｓｈｅａ　ＤＯＬＣＥ サービス 理容・美容業 5%

15,548 宮城県 仙台市 シーベレット 小売業 衣料品 5%

15,549 宮城県 仙台市 ＪＰパーキング　タワー式立体駐車場 サービス その他サービス 5%

15,550 宮城県 仙台市 ＪＰパーキング　タワー式立体駐車場 サービス その他サービス 5%

15,551 宮城県 仙台市 ＳＨＡＰＥＳ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

15,552 宮城県 仙台市 ＣＩＥＬ　ＨａｉｒＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

15,553 宮城県 仙台市 四季彩／別邸　仙台店 サービス 飲食業 5%

15,554 宮城県 仙台市 四季彩別邸仙台店 サービス 飲食業 5%

15,555 宮城県 仙台市 四季創旬あゆ川 サービス 飲食業 5%

15,556 宮城県 仙台市 鴫原質店 小売業 その他小売 5%

15,557 宮城県 仙台市 地魚屋台　天海のろばた サービス 飲食業 5%

15,558 宮城県 仙台市 古道具紫山 小売業 その他小売 5%

15,559 宮城県 仙台市 Ｃ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

15,560 宮城県 仙台市 自然・食彩・浪漫　びわね サービス 飲食業 5%

15,561 宮城県 仙台市 自然食品の店じゃがいもオンライン サービス その他サービス 5%

15,562 宮城県 仙台市 七輪焼肉酒家炭小屋河原町店 サービス 飲食業 5%

15,563 宮城県 仙台市 七輪焼肉酒家炭小屋仙台駅東口店 サービス 飲食業 5%

15,564 宮城県 仙台市 ＺＩＰＳ サービス その他サービス 5%

15,565 宮城県 仙台市 ＳＨＩＰＳ　ＬＥＡＦ＆ＢＥＡＮ 小売業 衣料品 5%

15,566 宮城県 仙台市 シード動物病院 サービス その他サービス 5%

15,567 宮城県 仙台市 ジーネ 小売業 その他小売 5%

15,568 宮城県 仙台市 ＧＥＮＥガリウムジャパン株式会社 小売業 その他小売 5%

15,569 宮城県 仙台市 ＣＰＳａｌｏｎポーセリア 小売業 その他小売 5%

15,570 宮城県 仙台市 シベール　河原町店 小売業 食料品 5%

15,571 宮城県 仙台市 シベール　南中山店 小売業 食料品 5%

15,572 宮城県 仙台市 シベールの杜　南中山店　カフェ サービス 飲食業 5%

15,573 宮城県 仙台市 しべーる＋カフェ　定禅寺店 サービス 飲食業 5%

15,574 宮城県 仙台市 清水小路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,575 宮城県 仙台市 Ｓｈａｃｋ－ａ－Ｌｕｃｋ 小売業 衣料品 5%

15,576 宮城県 仙台市 車検専門店　ＲＡＫＵＤＡ　太白店 サービス その他サービス 5%

15,577 宮城県 仙台市 車検専門店　ＲＡＫＵＤＡ　宮城店 サービス その他サービス 5%

15,578 宮城県 仙台市 写楽　仙台別館店 サービス 飲食業 5%

15,579 宮城県 仙台市 ジャル仙台 サービス その他サービス 5%

15,580 宮城県 仙台市 シャルネ　泉中央館 サービス その他サービス 5%

15,581 宮城県 仙台市 じゃんぱら　仙台泉店 小売業 電化製品 5%

15,582 宮城県 仙台市 じゃんぱら　仙台店 小売業 電化製品 5%
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15,583 宮城県 仙台市 じゅうじゅう　長町店 サービス 飲食業 5%

15,584 宮城県 仙台市 じゅうじゅう一番町店 サービス 飲食業 5%

15,585 宮城県 仙台市 じゅうじゅうぶらんどーむ店 サービス 飲食業 5%

15,586 宮城県 仙台市 ジュエリー工房．アレックス 小売業 貴金属・服飾品 5%

15,587 宮城県 仙台市 ｓｕｇａｒＢＬＵＥ サービス 理容・美容業 5%

15,588 宮城県 仙台市 ＪｅＢｒｉｌｌｅＳｏｉｎ サービス 理容・美容業 5%

15,589 宮城県 仙台市 旬海堂 小売業 食料品 5%

15,590 宮城県 仙台市 旬海堂　中田バイパス店 小売業 食料品 5%

15,591 宮城県 仙台市 旬仙　長町店 サービス 飲食業 5%

15,592 宮城県 仙台市 松月産業株式会社 サービス 宿泊業 5%

15,593 宮城県 仙台市 定禅寺通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,594 宮城県 仙台市 定禅寺なかむら サービス 飲食業 5%

15,595 宮城県 仙台市 湘南茅ヶ崎道国分町店 サービス 飲食業 5%

15,596 宮城県 仙台市 笑家 サービス 飲食業 5%

15,597 宮城県 仙台市 食楽　八乙女店 サービス 飲食業 5%

15,598 宮城県 仙台市 食楽北仙台駅前店 サービス 飲食業 5%

15,599 宮城県 仙台市 食楽国分町店 サービス 飲食業 5%

15,600 宮城県 仙台市 食楽長町店 サービス 飲食業 5%

15,601 宮城県 仙台市 叙々苑　仙台国分町店 サービス 飲食業 5%

15,602 宮城県 仙台市 シルクロード　ｏｕ 小売業 衣料品 5%

15,603 宮城県 仙台市 シルビア　仙台 小売業 その他小売 5%

15,604 宮城県 仙台市 ＪＩＮＣＨＵ 小売業 家具・調度品 5%

15,605 宮城県 仙台市 ＳｉｍｐｌｅＳｔｙｌｅＤｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

15,606 宮城県 仙台市 スイーツアトリエ楓菓 小売業 食料品 5%

15,607 宮城県 仙台市 スーパービッグ原町店 小売業 食料品 5%

15,608 宮城県 仙台市 スーパービッグ　吉成店 小売業 食料品 5%

15,609 宮城県 仙台市 スーパービッグ　六丁の目店 小売業 食料品 5%

15,610 宮城県 仙台市 すき焼き・しゃぶしゃぶ専門店　あづま サービス 飲食業 5%

15,611 宮城県 仙台市 鮨　透青 サービス 飲食業 5%

15,612 宮城県 仙台市 すし　幸村 サービス 飲食業 5%

15,613 宮城県 仙台市 鮨　江なみ サービス 飲食業 5%

15,614 宮城県 仙台市 すし処岩井 サービス 飲食業 5%

15,615 宮城県 仙台市 鮨処永くら サービス 飲食業 5%

15,616 宮城県 仙台市 鈴木整体院　仙台駅前院 サービス その他サービス 5%

15,617 宮城県 仙台市 すすきの サービス 飲食業 5%

15,618 宮城県 仙台市 鈴木（吉）タクシー サービス 運輸業 5%

15,619 宮城県 仙台市 すずらん介護タクシー２ サービス 運輸業 5%

15,620 宮城県 仙台市 スタジオ　アミ　八戸館 サービス その他サービス 5%

15,621 宮城県 仙台市 スタジオアミ　大崎八幡宮前館 サービス その他サービス 5%

15,622 宮城県 仙台市 スタジオアミ　南中山館 サービス その他サービス 5%

15,623 宮城県 仙台市 スタジオアミ　南中山館 サービス その他サービス 5%

15,624 宮城県 仙台市 スタジオアミ仙台荒井館 サービス その他サービス 5%
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15,625 宮城県 仙台市 スタジオトリビュート サービス その他サービス 5%

15,626 宮城県 仙台市 Ｓｔａｒ’ｓＡｐａｒｔｍｅｎｔ 小売業 家具・調度品 5%

15,627 宮城県 仙台市 ステーキ＆ハンバーグ　ＴＯＢＵ サービス 飲食業 5%

15,628 宮城県 仙台市 すてーき広尾 サービス 飲食業 5%

15,629 宮城県 仙台市 須藤商店 小売業 食料品 5%

15,630 宮城県 仙台市 スニーカーショップスキット　仙台 小売業 衣料品 5%

15,631 宮城県 仙台市 スマイリングスタジオ サービス その他サービス 5%

15,632 宮城県 仙台市 スマホスピタル　仙台店 サービス その他サービス 5%

15,633 宮城県 仙台市 炭火居酒屋　たま　仙台稲荷小路店 サービス 飲食業 5%

15,634 宮城県 仙台市 炭火牛タン仙台旬菜　りとらい サービス 飲食業 5%

15,635 宮城県 仙台市 炭火串焼　梟 サービス 飲食業 5%

15,636 宮城県 仙台市 炭火焼　山塞料理　地雷也 サービス 飲食業 5%

15,637 宮城県 仙台市 炭火焼　大黒ホルモン サービス 飲食業 5%

15,638 宮城県 仙台市 炭火焼つくね家　福助 サービス 飲食業 5%

15,639 宮城県 仙台市 炭火焼肉酒家牛亭 サービス 飲食業 5%

15,640 宮城県 仙台市 炭火焼肉大黒さん サービス 飲食業 5%

15,641 宮城県 仙台市 炭火焼肉三林精肉店 サービス 飲食業 5%

15,642 宮城県 仙台市 炭焼牛たん東山　仙台別館 サービス 飲食業 5%

15,643 宮城県 仙台市 炭焼牛たん東山仙台本店 サービス 飲食業 5%

15,644 宮城県 仙台市 炭焼牛たん東山仙台本店別館 サービス 飲食業 5%

15,645 宮城県 仙台市 炭焼金蔵本店 サービス 飲食業 5%

15,646 宮城県 仙台市 炭焼・串揚げキーチャンズ　上杉店 サービス 飲食業 5%

15,647 宮城県 仙台市 スリープショップまくら屋　仙台店 小売業 その他小売 5%

15,648 宮城県 仙台市 セイロモータース東北 サービス その他サービス 5%

15,649 宮城県 仙台市 セオサイクル仙台宮城野店 小売業 その他小売 5%

15,650 宮城県 仙台市 セカンドステージ サービス その他サービス 5%

15,651 宮城県 仙台市 セルフステーション泉セントラル 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,652 宮城県 仙台市 セルフステーション小鶴新田 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,653 宮城県 仙台市 セルフステーション岩切 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,654 宮城県 仙台市 セルフステーション中山 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,655 宮城県 仙台市 セルフステーション中山台 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,656 宮城県 仙台市 セルフステーションパークタウン 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,657 宮城県 仙台市 ＳｅｌｅｃｔＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

15,658 宮城県 仙台市 Ｓｅｒｅｎｄｉｐｉｔｙ サービス 理容・美容業 5%

15,659 宮城県 仙台市 仙浩タクシー サービス 運輸業 5%

15,660 宮城県 仙台市 センゴクズシ サービス 飲食業 5%

15,661 宮城県 仙台市 仙台家系ラーメン一翔　南仙台店 サービス 飲食業 5%

15,662 宮城県 仙台市 仙臺居酒屋おはな サービス 飲食業 5%

15,663 宮城県 仙台市 センダイイヅミボウリングセンター サービス その他サービス 5%

15,664 宮城県 仙台市 仙台営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,665 宮城県 仙台市 仙台駅東口　ハマ市場 サービス 飲食業 5%

15,666 宮城県 仙台市 仙台駅前療術センター サービス その他サービス 5%
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15,667 宮城県 仙台市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ仙台卸町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,668 宮城県 仙台市 仙台卸商センターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,669 宮城県 仙台市 仙台餃子　風泉 サービス 飲食業 5%

15,670 宮城県 仙台市 仙台酒菜や　幸だるま サービス 飲食業 5%

15,671 宮城県 仙台市 仙台市ガス局　イオン幸町サービスセンター 小売業 その他小売 5%

15,672 宮城県 仙台市 仙台市ガス局　ガスサロン 小売業 その他小売 5%

15,673 宮城県 仙台市 仙台市ガス局　市役所サービスセンター 小売業 その他小売 5%

15,674 宮城県 仙台市 仙台ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

15,675 宮城県 仙台市 仙台スポーツ 小売業 その他小売 5%

15,676 宮城県 仙台市 仙台中央卸売市場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,677 宮城県 仙台市 仙台中国鍼灸治療院 サービス その他サービス 5%

15,678 宮城県 仙台市 仙台・長町ホテル サービス 宿泊業 5%

15,679 宮城県 仙台市 仙台パドック サービス その他サービス 5%

15,680 宮城県 仙台市 仙台プラム・アニマルクリニック サービス その他サービス 5%

15,681 宮城県 仙台市 仙台焼肉楽亭 サービス 飲食業 5%

15,682 宮城県 仙台市 仙台療術センター サービス その他サービス 5%

15,683 宮城県 仙台市 仙台ＷｉＦｉレンタル．ｃｏｍ サービス その他サービス 5%

15,684 宮城県 仙台市 センチュリー２１コアステージ サービス その他サービス 5%

15,685 宮城県 仙台市 セントロフェリシタ　仙台店 小売業 貴金属・服飾品 5%

15,686 宮城県 仙台市 仙和　泉バイパス店 小売業 家具・調度品 5%

15,687 宮城県 仙台市 総合ミシン 小売業 その他小売 5%

15,688 宮城県 仙台市 そうまタイヤ 小売業 その他小売 5%

15,689 宮城県 仙台市 ［ＨＣ］ソニーショップアンドーデンキＣＡ 小売業 電化製品 5%

15,690 宮城県 仙台市 Ｓｏｒａ　ｈａｉｒ－ｒｅｌａｘ サービス 理容・美容業 5%

15,691 宮城県 仙台市 第一インパーク サービス 宿泊業 5%

15,692 宮城県 仙台市 ダイコク　仙台店 小売業 家具・調度品 5%

15,693 宮城県 仙台市 タイ式リラクゼーション　ザ・コッ サービス その他サービス 5%

15,694 宮城県 仙台市 第十一天海丸 サービス 飲食業 5%

15,695 宮城県 仙台市 大衆酒蔵　強三 サービス 飲食業 5%

15,696 宮城県 仙台市 大衆酒場　つばめの巣 サービス 飲食業 5%

15,697 宮城県 仙台市 大衆酒場ナミヘイ仙台店 サービス 飲食業 5%

15,698 宮城県 仙台市 ＤｉＣＥ仙台店 サービス その他サービス 5%

15,699 宮城県 仙台市 第二流通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,700 宮城県 仙台市 ダイニングカフェ　アリセス サービス 宿泊業 5%

15,701 宮城県 仙台市 ダイニングバーカーヴ サービス 飲食業 5%

15,702 宮城県 仙台市 ＤＩＮＩＮＧＢＡＲｃｈａｔｎｏｉ サービス 飲食業 5%

15,703 宮城県 仙台市 大福 サービス 飲食業 5%

15,704 宮城県 仙台市 高砂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,705 宮城県 仙台市 高砂屋 小売業 食料品 5%

15,706 宮城県 仙台市 高橋生花舗 小売業 その他小売 5%

15,707 宮城県 仙台市 ［ＨＣ］たかはし電気 小売業 電化製品 5%

15,708 宮城県 仙台市 多佳羅タクシー サービス 運輸業 5%
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15,709 宮城県 仙台市 たく河原町整体院　若林区本院 サービス その他サービス 5%

15,710 宮城県 仙台市 ＴＡＺＡＷＡＫＯＢＥＥＲＳＥＮＤＡＩ サービス 飲食業 5%

15,711 宮城県 仙台市 多田石材店　仙台店 小売業 その他小売 5%

15,712 宮城県 仙台市 ＤａＤａＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

15,713 宮城県 仙台市 卓球のタマチ 小売業 その他小売 5%

15,714 宮城県 仙台市 ダーツハイブ　仙台泉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

15,715 宮城県 仙台市 ダーツハイブ　仙台駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

15,716 宮城県 仙台市 伊達酒場　強太朗 サービス 飲食業 5%

15,717 宮城県 仙台市 伊達な仙台炉端強次朗 サービス 飲食業 5%

15,718 宮城県 仙台市 伊達のいろり焼　蔵の庄　一番町本店 サービス 飲食業 5%

15,719 宮城県 仙台市 伊達のいろり焼　蔵の庄　総本店 サービス 飲食業 5%

15,720 宮城県 仙台市 伊達のいろり焼　Ｙａｍａｔｏ サービス 飲食業 5%

15,721 宮城県 仙台市 伊達の牛タン 小売業 家具・調度品 5%

15,722 宮城県 仙台市 伊達の牛たん本舗 サービス 飲食業 5%

15,723 宮城県 仙台市 伊達の牛たん本舗　青葉城店 小売業 家具・調度品 5%

15,724 宮城県 仙台市 伊達の牛たん本舗　東インター店 小売業 家具・調度品 5%

15,725 宮城県 仙台市 伊達の牛たん本舗　本店 サービス 飲食業 5%

15,726 宮城県 仙台市 伊達の牛たん本舗　青葉城店 小売業 家具・調度品 5%

15,727 宮城県 仙台市 伊達の牛たん本舗青葉城店 サービス 飲食業 5%

15,728 宮城県 仙台市 田中勝米穀燃料店 サービス その他サービス 5%

15,729 宮城県 仙台市 Ｔａｎａｇｏｋｏｒｏ 小売業 その他小売 5%

15,730 宮城県 仙台市 タニタフィッツミーアリオ仙台泉店 サービス その他サービス 5%

15,731 宮城県 仙台市 ＤＴＳ珈琲　東仙台店 サービス 飲食業 5%

15,732 宮城県 仙台市 たまき庵 サービス その他サービス 5%

15,733 宮城県 仙台市 タムタム 小売業 その他小売 5%

15,734 宮城県 仙台市 タロットアーツ サービス その他サービス 5%

15,735 宮城県 仙台市 たんす屋　仙台店 小売業 衣料品 5%

15,736 宮城県 仙台市 たんや善治郎　仙台駅駅前本店 サービス 飲食業 5%

15,737 宮城県 仙台市 たんや善治郎直売店 小売業 家具・調度品 5%

15,738 宮城県 仙台市 たんや善治郎　別館 サービス 飲食業 5%

15,739 宮城県 仙台市 中央広告社 サービス その他サービス 5%

15,740 宮城県 仙台市 中嘉屋食堂　ぶっかけちゃいな サービス 飲食業 5%

15,741 宮城県 仙台市 中嘉屋食堂　麺飯甜　台原店 サービス 飲食業 5%

15,742 宮城県 仙台市 中国北京料理　飛天 サービス 飲食業 5%

15,743 宮城県 仙台市 ちょうつがひ サービス 飲食業 5%

15,744 宮城県 仙台市 ちょーちょむすび サービス 飲食業 5%

15,745 宮城県 仙台市 ツゲ自転車店 小売業 その他小売 5%

15,746 宮城県 仙台市 ＤＥＡＲ　ＭＯＯＮ サービス 飲食業 5%

15,747 宮城県 仙台市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　仙台ロフト店 サービス 理容・美容業 5%

15,748 宮城県 仙台市 ＴＡＴ　仙台店 小売業 その他小売 5%

15,749 宮城県 仙台市 ＴＡＧＥ－ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ サービス その他サービス 5%

15,750 宮城県 仙台市 ティーズマジック サービス その他サービス 5%
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15,751 宮城県 仙台市 手打ち蕎麦山がた サービス 飲食業 5%

15,752 宮城県 仙台市 テクノジャパンサービス サービス その他サービス 5%

15,753 宮城県 仙台市 ＤＥＣＯＲＡＴＥ 小売業 家具・調度品 5%

15,754 宮城県 仙台市 デザインＫ　泉中央店 サービス 理容・美容業 5%

15,755 宮城県 仙台市 デザインＫ　長町南店 サービス 理容・美容業 5%

15,756 宮城県 仙台市 鉄板　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｊｉｎ サービス 飲食業 5%

15,757 宮城県 仙台市 ＤＵＡＬ　ＣＡＲＥ　ＴＲＵＥ サービス 理容・美容業 5%

15,758 宮城県 仙台市 Ｄｕａｌ　Ｃａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

15,759 宮城県 仙台市 ＤＵＡＬＣＡＲＥｂｅｌｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

15,760 宮城県 仙台市 ＤＵＲＯＣ 小売業 衣料品 5%

15,761 宮城県 仙台市 テンテンテン 小売業 その他小売 5%

15,762 宮城県 仙台市 テンノクラ サービス 飲食業 5%

15,763 宮城県 仙台市 Ｄｏ　ｃｌｏｓｅ’ｔ 小売業 衣料品 5%

15,764 宮城県 仙台市 東海林 サービス その他サービス 5%

15,765 宮城県 仙台市 童具店仙台 小売業 家具・調度品 5%

15,766 宮城県 仙台市 東北営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,767 宮城県 仙台市 東北オートメカニック サービス その他サービス 5%

15,768 宮城県 仙台市 東北博愛会　売店 小売業 家具・調度品 5%

15,769 宮城県 仙台市 東洋館 サービス 飲食業 5%

15,770 宮城県 仙台市 ｔｒｏｖｅｂｙｆｉｒｓｔ富沢 サービス 理容・美容業 5%

15,771 宮城県 仙台市 ときわ亭　宮町店 サービス 飲食業 5%

15,772 宮城県 仙台市 ドッグサロン　アンジェリーク サービス その他サービス 5%

15,773 宮城県 仙台市 トップ・フューエル仙台 サービス その他サービス 5%

15,774 宮城県 仙台市 ｔｏｔｏｍａぱん サービス 飲食業 5%

15,775 宮城県 仙台市 とみざわ動物病院 サービス その他サービス 5%

15,776 宮城県 仙台市 トーメスヘアー サービス 理容・美容業 5%

15,777 宮城県 仙台市 トーメスヘアー　仙台相談室 サービス 理容・美容業 5%

15,778 宮城県 仙台市 ド－モ サービス その他サービス 5%

15,779 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース仙台　中央営業所 サービス その他サービス 5%

15,780 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース仙台　本社営業所 サービス その他サービス 5%

15,781 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース仙台　八乙女営業所 サービス その他サービス 5%

15,782 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース仙台車画廊一番町営業所 サービス その他サービス 5%

15,783 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース仙台　長命ケ丘営業所 サービス その他サービス 5%

15,784 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース仙台長町バイパス営業所 サービス その他サービス 5%

15,785 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース宮城　卸町店 サービス その他サービス 5%

15,786 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース宮城　鹿野２８６店 サービス その他サービス 5%

15,787 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース宮城　河原町営業所 サービス その他サービス 5%

15,788 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース宮城　本町店 サービス その他サービス 5%

15,789 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース仙台 サービス その他サービス 5%

15,790 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース仙台　新幹線口店 サービス その他サービス 5%

15,791 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース宮城 サービス その他サービス 5%

15,792 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース宮城　泉中央駅前店 サービス その他サービス 5%
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15,793 宮城県 仙台市 トヨタレンタリ－ス宮城　一番町大学入口店 サービス その他サービス 5%

15,794 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース宮城　交通局前 サービス その他サービス 5%

15,795 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース宮城　仙台駅西口店 サービス その他サービス 5%

15,796 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース宮城　仙台駅東口 サービス その他サービス 5%

15,797 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース宮城　高砂 サービス その他サービス 5%

15,798 宮城県 仙台市 トヨタレンタリース宮城　リース部 サービス その他サービス 5%

15,799 宮城県 仙台市 とらのあな　仙台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

15,800 宮城県 仙台市 とらのあな　仙台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

15,801 宮城県 仙台市 株式会社トラベルパートナー仙台卸町店 サービス その他サービス 5%

15,802 宮城県 仙台市 ＴＲＵＮＫ／ＬｉｆｅＭｕｓｉｃＬ 小売業 衣料品 5%

15,803 宮城県 仙台市 腰キュン骨盤矯正 サービス 理容・美容業 5%

15,804 宮城県 仙台市 鳥きっちん眞心 サービス 飲食業 5%

15,805 宮城県 仙台市 鳥ごや月光 サービス 飲食業 5%

15,806 宮城県 仙台市 とりの介一番町店 サービス 飲食業 5%

15,807 宮城県 仙台市 ｔｒｉｍｅｓ サービス その他サービス 5%

15,808 宮城県 仙台市 ｔｒｏｖｅ　ｂｙ　ｆｉｒｓｔ　一番町 サービス 理容・美容業 5%

15,809 宮城県 仙台市 どんぐり薬局北中山 小売業 その他小売 5%

15,810 宮城県 仙台市 Ｎｉｇｈｔ　Ｃａｆｅ　ＯＲＡＮＧＥ サービス 飲食業 5%

15,811 宮城県 仙台市 陶房ＣＯＮＥＬ サービス その他サービス 5%

15,812 宮城県 仙台市 なかすっ娘　一番町店 サービス 飲食業 5%

15,813 宮城県 仙台市 中田店 サービス 理容・美容業 5%

15,814 宮城県 仙台市 Ｎａｔｕｒａｌ　仙台駅前店 サービス 理容・美容業 5%

15,815 宮城県 仙台市 Ｎａｔｕｒａｌｇｒｏｗ広瀬通店 サービス 理容・美容業 5%

15,816 宮城県 仙台市 業 小売業 衣料品 5%

15,817 宮城県 仙台市 西仙台タクシー サービス その他サービス 5%

15,818 宮城県 仙台市 西多賀大菊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,819 宮城県 仙台市 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

15,820 宮城県 仙台市 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

15,821 宮城県 仙台市 日個連　安藤タクシー サービス 運輸業 5%

15,822 宮城県 仙台市 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

15,823 宮城県 仙台市 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

15,824 宮城県 仙台市 日個連　大友タクシー サービス 運輸業 5%

15,825 宮城県 仙台市 日個連　大宮タクシー サービス 運輸業 5%

15,826 宮城県 仙台市 日個連　熊谷タクシー サービス 運輸業 5%

15,827 宮城県 仙台市 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

15,828 宮城県 仙台市 日個連　清野タクシー サービス 運輸業 5%

15,829 宮城県 仙台市 日個連　関タクシー サービス 運輸業 5%

15,830 宮城県 仙台市 日個連　中川タクシー サービス 運輸業 5%

15,831 宮城県 仙台市 日個連　針生タクシー サービス 運輸業 5%

15,832 宮城県 仙台市 日個連　平塚タクシー サービス 運輸業 5%

15,833 宮城県 仙台市 日個連　本田タクシー サービス 運輸業 5%

15,834 宮城県 仙台市 日個連　結城タクシー サービス 運輸業 5%
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15,835 宮城県 仙台市 日個連　吉原タクシー サービス 運輸業 5%

15,836 宮城県 仙台市 日個連　我妻タクシー サービス 運輸業 5%

15,837 宮城県 仙台市 日生ホーム 小売業 その他小売 5%

15,838 宮城県 仙台市 ニネルショッピングストア 小売業 食料品 5%

15,839 宮城県 仙台市 日本料理おかざき株式会社 サービス 飲食業 5%

15,840 宮城県 仙台市 日本料理おかざき サービス 飲食業 5%

15,841 宮城県 仙台市 ニュ－向山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,842 宮城県 仙台市 俄　仙台店 小売業 貴金属・服飾品 5%

15,843 宮城県 仙台市 人形の佳月仙台店 小売業 その他小売 5%

15,844 宮城県 仙台市 ネイル　エス サービス 理容・美容業 5%

15,845 宮城県 仙台市 ＮａｉｌＳａｌｏｎ　Ｒｉｒｉｏ サービス 理容・美容業 5%

15,846 宮城県 仙台市 ネイルサロンブレス泉中央駅店 サービス 理容・美容業 5%

15,847 宮城県 仙台市 ネイルサロンブレス仙台一番町店 サービス 理容・美容業 5%

15,848 宮城県 仙台市 ネイルサロンブレス仙台クリスロード本店 サービス 理容・美容業 5%

15,849 宮城県 仙台市 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　Ｒ’ａｌｌ サービス 理容・美容業 5%

15,850 宮城県 仙台市 ネイルマジック仙台一番町店 サービス 理容・美容業 5%

15,851 宮城県 仙台市 根岸オート２８６バイパス店 小売業 その他小売 5%

15,852 宮城県 仙台市 根白石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,853 宮城県 仙台市 根白石ＳＳ　有限会社ワシオ金物店 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,854 宮城県 仙台市 ネバーランド サービス その他サービス 5%

15,855 宮城県 仙台市 燃料部　配送センタ－ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,856 宮城県 仙台市 ＮＯＶＥＬ サービス 理容・美容業 5%

15,857 宮城県 仙台市 野尻交流カフェ　ばんどころ サービス 飲食業 5%

15,858 宮城県 仙台市 Ｂａｒ　Ｇｒａｃｅ サービス 飲食業 5%

15,859 宮城県 仙台市 ＢＡＲ＆ＥＶＥＮＴＨＯＬＥ　Ｔｉｋｉ－Ｐｏｔｏ サービス 飲食業 5%

15,860 宮城県 仙台市 ＢＡＲ＆Ｄｉｎｉｎｇ９　１／２＋Ｔｅｒｒａｃｅ サービス 飲食業 5%

15,861 宮城県 仙台市 ＢＡＣＡＲＯ風見鶏 サービス 飲食業 5%

15,862 宮城県 仙台市 バーバーショップキング サービス 理容・美容業 5%

15,863 宮城県 仙台市 Ｂａｒ　ｂｅｒ　Ｓｈｏｐ　ＭＩＲＲＯＲＺ サービス 理容・美容業 5%

15,864 宮城県 仙台市 Ｂａｒ　マナカ サービス 飲食業 5%

15,865 宮城県 仙台市 博多かわ屋仙台店 サービス 飲食業 5%

15,866 宮城県 仙台市 博多でべそ　仙台店 サービス 飲食業 5%

15,867 宮城県 仙台市 はくさん 小売業 食料品 5%

15,868 宮城県 仙台市 ばーすでい＆カフェ学院大店 小売業 食料品 5%

15,869 宮城県 仙台市 ばーすでい栗生愛子本店 小売業 食料品 5%

15,870 宮城県 仙台市 はせがわ動物病院 サービス その他サービス 5%

15,871 宮城県 仙台市 パソコンドック２４　仙台駅東口店 サービス その他サービス 5%

15,872 宮城県 仙台市 パーソナル腸活ＲＯＯＴ サービス 理容・美容業 5%

15,873 宮城県 仙台市 ハタチラボ　仙台店 サービス その他サービス 5%

15,874 宮城県 仙台市 パーツクラブ仙台クリスロード店 小売業 その他小売 5%

15,875 宮城県 仙台市 パッションヘアライオン サービス 理容・美容業 5%

15,876 宮城県 仙台市 パテスリー・ロッシェ 小売業 食料品 5%
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15,877 宮城県 仙台市 ハードオフ・ガレージオフ　仙台北店 小売業 電化製品 2%

15,878 宮城県 仙台市 ハードオフ仙台荒井店 小売業 電化製品 2%

15,879 宮城県 仙台市 花乙女 サービス 飲食業 5%

15,880 宮城県 仙台市 ＢＡＲＢＥＲ　ＯＰＵＳＯＮＥ サービス 理容・美容業 5%

15,881 宮城県 仙台市 ハーバルライフカレッジ仙台校 小売業 その他小売 5%

15,882 宮城県 仙台市 濱屋 小売業 食料品 5%

15,883 宮城県 仙台市 ハムステッドティールーム サービス 飲食業 5%

15,884 宮城県 仙台市 早坂サイクル　旭ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

15,885 宮城県 仙台市 早坂サイクル　泉バイパスＡＮＮＥＸ 小売業 その他小売 5%

15,886 宮城県 仙台市 早坂サイクル　泉バイパス店 小売業 その他小売 5%

15,887 宮城県 仙台市 早坂サイクル　大手町店 小売業 その他小売 5%

15,888 宮城県 仙台市 早坂サイクル　上杉本店 小売業 その他小売 5%

15,889 宮城県 仙台市 早坂サイクル　仙台中央店 小売業 その他小売 5%

15,890 宮城県 仙台市 早坂サイクル　八幡町店 小売業 その他小売 5%

15,891 宮城県 仙台市 早坂サイクル　モーターステージ大手町 小売業 その他小売 5%

15,892 宮城県 仙台市 早坂（善）タクシー サービス 運輸業 5%

15,893 宮城県 仙台市 パラダイスレコード仙台本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

15,894 宮城県 仙台市 ＢＡＲ　ＳＨＥＬＴＥＲ サービス 飲食業 5%

15,895 宮城県 仙台市 ＶＡＬＮＩＣＯ サービス 飲食業 5%

15,896 宮城県 仙台市 ハーレーダビッドソン宮城 小売業 その他小売 5%

15,897 宮城県 仙台市 ぱれっと動物病院 サービス その他サービス 5%

15,898 宮城県 仙台市 ＢａｒＲｏｂＲｏｙ サービス 飲食業 5%

15,899 宮城県 仙台市 パワーオートレンタルリース サービス その他サービス 5%

15,900 宮城県 仙台市 晩翠亭いこい荘旅館 サービス 宿泊業 5%

15,901 宮城県 仙台市 ハンナファーム 小売業 その他小売 5%

15,902 宮城県 仙台市 販売促進サービス　オーダースーツ 小売業 その他小売 5%

15,903 宮城県 仙台市 パンプルムゥス　仙台 サービス 飲食業 5%

15,904 宮城県 仙台市 万民酒家中華玄武 サービス 飲食業 5%

15,905 宮城県 仙台市 ｐｑｄ 小売業 衣料品 5%

15,906 宮城県 仙台市 ＢＭＯ仙台西多賀店 小売業 衣料品 5%

15,907 宮城県 仙台市 東口ミート酒場 サービス 飲食業 5%

15,908 宮城県 仙台市 東仙台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,909 宮城県 仙台市 東中田タクシー サービス 運輸業 5%

15,910 宮城県 仙台市 東八番丁ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,911 宮城県 仙台市 ビジネスホテル太陽 サービス 宿泊業 5%

15,912 宮城県 仙台市 Ｐ　ｓｕｇａｒ　Ｌａｂ． サービス その他サービス 5%

15,913 宮城県 仙台市 ヒステリックグラマー　仙台フォーラス店 小売業 衣料品 5%

15,914 宮城県 仙台市 ビストロ　アンプル サービス 飲食業 5%

15,915 宮城県 仙台市 陽だまり工房若林支店 サービス その他サービス 5%

15,916 宮城県 仙台市 ビッグボス　仙台店 小売業 その他小売 5%

15,917 宮城県 仙台市 ＢＩＧＢＯＳＳ仙台店 小売業 その他小売 5%

15,918 宮城県 仙台市 ビックママスタジオ サービス その他サービス 5%
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15,919 宮城県 仙台市 人来田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

15,920 宮城県 仙台市 ヒトキタオート サービス その他サービス 5%

15,921 宮城県 仙台市 ひな野仙台クリスロード店 サービス 飲食業 5%

15,922 宮城県 仙台市 ひな野長町店 サービス 飲食業 5%

15,923 宮城県 仙台市 ＢｉＢｉ犬猫病院 サービス その他サービス 5%

15,924 宮城県 仙台市 ビーフポート　ザ・モール長町店 サービス 飲食業 5%

15,925 宮城県 仙台市 美容室サローネ・クアリタ サービス 理容・美容業 5%

15,926 宮城県 仙台市 美容室ＰＡ．ＺＡ．ＰＡ．南仙台店 サービス 理容・美容業 5%

15,927 宮城県 仙台市 美容室ユア・マージュ　仙台店 サービス 理容・美容業 5%

15,928 宮城県 仙台市 ファイテンショップ　泉中央店 小売業 その他小売 5%

15,929 宮城県 仙台市 ファイング　仙台店 サービス その他サービス 5%

15,930 宮城県 仙台市 ｆｉｒｓｔ　泉中央 サービス 理容・美容業 5%

15,931 宮城県 仙台市 ｆｉｒｓｔ　ＳＥＮＤＡＩ サービス 理容・美容業 5%

15,932 宮城県 仙台市 ｔｈｅ　ｆｉｒｓｔ　ｓｔｙｌｅ 小売業 その他小売 5%

15,933 宮城県 仙台市 ｆｉｒｓｔ長町南 サービス 理容・美容業 5%

15,934 宮城県 仙台市 ｆｉｒｓｔ東仙台 サービス 理容・美容業 5%

15,935 宮城県 仙台市 富貴寿司 サービス 飲食業 5%

15,936 宮城県 仙台市 Ｆａｉｒ．Ｓｔｒｅｅｔ サービス その他サービス 5%

15,937 宮城県 仙台市 フォートファイル サービス その他サービス 5%

15,938 宮城県 仙台市 ４ｔｈｓｔＨｅｒｍｏｓａＢｅａｃｈＣＡ 小売業 衣料品 5%

15,939 宮城県 仙台市 フォトスタジオプリンセス仙台店 サービス その他サービス 5%

15,940 宮城県 仙台市 Ｆｏｒｅｓｔ　Ｈｅａｒｔ 小売業 衣料品 5%

15,941 宮城県 仙台市 ＦＵＫＡＮＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

15,942 宮城県 仙台市 ふく寿司 サービス 飲食業 5%

15,943 宮城県 仙台市 フジヤ 小売業 その他小売 5%

15,944 宮城県 仙台市 武州養蜂園　愛宕橋店 小売業 食料品 5%

15,945 宮城県 仙台市 武州養蜂園　定禅寺店 小売業 食料品 5%

15,946 宮城県 仙台市 藤吉畳店　１ サービス その他サービス 5%

15,947 宮城県 仙台市 ふそう堂 小売業 その他小売 5%

15,948 宮城県 仙台市 ブックオフ仙台泉バイパス店 小売業 その他小売 2%

15,949 宮城県 仙台市 ブックオフ仙台高砂店 小売業 その他小売 2%

15,950 宮城県 仙台市 復興支援士業ネットワーク サービス その他サービス 5%

15,951 宮城県 仙台市 仏壇の仙和　仙台吉成店 小売業 家具・調度品 5%

15,952 宮城県 仙台市 フットサロン　踏 小売業 その他小売 5%

15,953 宮城県 仙台市 Ｂｏｕｔｉｑｕｅ　Ｋ　仙台店 小売業 衣料品 5%

15,954 宮城県 仙台市 ブティック　シンワ 小売業 衣料品 5%

15,955 宮城県 仙台市 ブティックＨａｎａ 小売業 衣料品 5%

15,956 宮城県 仙台市 ブティック　ラポリン 小売業 衣料品 5%

15,957 宮城県 仙台市 ブライダルハウス仙台 サービス その他サービス 5%

15,958 宮城県 仙台市 ＰＲＯＵＤ　ｒａｙ サービス 理容・美容業 5%

15,959 宮城県 仙台市 プラチナート 小売業 貴金属・服飾品 5%

15,960 宮城県 仙台市 ＢＬＡＣＫＩＮＹＥＬＬＯＷ 小売業 その他小売 5%
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15,961 宮城県 仙台市 ＦＬＡＧ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

15,962 宮城県 仙台市 歩楽人泉中央店 小売業 その他小売 5%

15,963 宮城県 仙台市 歩楽人仙台駅東口店 小売業 その他小売 5%

15,964 宮城県 仙台市 フラネ　アンド　プレミアム 小売業 家具・調度品 5%

15,965 宮城県 仙台市 ブランドオール　仙台一番町店 小売業 その他小売 5%

15,966 宮城県 仙台市 ｐｒｉｓｃｉｌｌａ． サービス 理容・美容業 5%

15,967 宮城県 仙台市 フリーダム サービス その他サービス 5%

15,968 宮城県 仙台市 ＰＵＬＩＲＥ サービス 理容・美容業 5%

15,969 宮城県 仙台市 Ｐｒｉｎｃｅｓｓ サービス 理容・美容業 5%

15,970 宮城県 仙台市 古着屋と越後や 小売業 その他小売 5%

15,971 宮城県 仙台市 ブレス長町南店 サービス 理容・美容業 5%

15,972 宮城県 仙台市 フレッシュフードモリヤ旭ヶ丘店 小売業 食料品 5%

15,973 宮城県 仙台市 フレッシュフードモリヤ　今泉店 小売業 食料品 5%

15,974 宮城県 仙台市 フレッシュフードモリヤ沖野店 小売業 食料品 5%

15,975 宮城県 仙台市 フレッシュフードモリヤ　落合店 小売業 食料品 5%

15,976 宮城県 仙台市 フレッシュフードモリヤ　大学病院前店 小売業 食料品 5%

15,977 宮城県 仙台市 フレッシュフードモリヤ　長町店 小売業 食料品 5%

15,978 宮城県 仙台市 ＰＲＯＧＲＥＳＳ仙台店 サービス 理容・美容業 5%

15,979 宮城県 仙台市 フローリストすずき 小売業 その他小売 5%

15,980 宮城県 仙台市 ＦＬＡＷＬＥＳＳ仙台 サービス 理容・美容業 5%

15,981 宮城県 仙台市 フロンティア 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

15,982 宮城県 仙台市 ｈａｉｒｓｅｌｅｃｔＰＡＳＳＩＯＮ南中山 サービス 理容・美容業 5%

15,983 宮城県 仙台市 ヘアー　ディークス サービス 理容・美容業 5%

15,984 宮城県 仙台市 ｈａｉｒ・ｍａｋｅ　ａｒｄｍｅｎｔｏ サービス 理容・美容業 5%

15,985 宮城県 仙台市 ヘアーギャラリー　Ｔ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

15,986 宮城県 仙台市 Ｈａｉｒ　Ａｎｔｉｑｕｅ　ｆｆ サービス 理容・美容業 5%

15,987 宮城県 仙台市 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　Ｓｏｆａ広瀬通 サービス 理容・美容業 5%

15,988 宮城県 仙台市 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅｓｏｆａ仙台駅前 サービス 理容・美容業 5%

15,989 宮城県 仙台市 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ｌｉｇａｒ サービス 理容・美容業 5%

15,990 宮城県 仙台市 ヘアーＨ２Ｏ サービス 理容・美容業 5%

15,991 宮城県 仙台市 ヘアキュアサロン美容館 サービス 理容・美容業 5%

15,992 宮城県 仙台市 ＨａｉｒＣｌｉｎｉｃ　ＳＥＡＳＥ サービス 理容・美容業 5%

15,993 宮城県 仙台市 ヘアーサロン　フジ サービス 理容・美容業 5%

15,994 宮城県 仙台市 ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　Ｒｏｍｅｏ サービス 理容・美容業 5%

15,995 宮城県 仙台市 ヘアースタッフ サービス 理容・美容業 5%

15,996 宮城県 仙台市 ｈａｉｒ　ｔｈｅｒａｐｙ　ｓａｒａ北仙台 サービス 理容・美容業 5%

15,997 宮城県 仙台市 ＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮＴＡＫＡ サービス 理容・美容業 5%

15,998 宮城県 仙台市 ＨａｉｒＦａｃｔｏｒｙＨＡＲＶＥＳＴ サービス 理容・美容業 5%

15,999 宮城県 仙台市 ｈａｉｒｂｏｕｔｉｑｕｅｈａｃｏ サービス 理容・美容業 5%

16,000 宮城県 仙台市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　Ｉｎｂｒｏｔｅ サービス 理容・美容業 5%

16,001 宮城県 仙台市 ペチカ 小売業 その他小売 5%

16,002 宮城県 仙台市 ペットエコ　仙台・松森店 小売業 その他小売 5%

383



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

16,003 宮城県 仙台市 ペットエコ　中山店 小売業 その他小売 5%

16,004 宮城県 仙台市 ～Ｂｅｌｌｅ～ サービス 理容・美容業 5%

16,005 宮城県 仙台市 ベローチェ仙台泉中央店 サービス 飲食業 5%

16,006 宮城県 仙台市 ベローチェ仙台一番町一丁目店 サービス 飲食業 5%

16,007 宮城県 仙台市 ベローチェ仙台一番町店 サービス 飲食業 5%

16,008 宮城県 仙台市 ベローチェ仙台駅東口駅前店 サービス 飲食業 5%

16,009 宮城県 仙台市 ベローチェ仙台定禅寺通店 サービス 飲食業 5%

16,010 宮城県 仙台市 ベローチェ仙台広瀬通駅前店 サービス 飲食業 5%

16,011 宮城県 仙台市 ベローチェ仙台南町通り店 サービス 飲食業 5%

16,012 宮城県 仙台市 ベローチェぶらんどーむ一番町店 サービス 飲食業 5%

16,013 宮城県 仙台市 宝石・貴金属ローザス 小売業 貴金属・服飾品 5%

16,014 宮城県 仙台市 宝石堂仙台　宝石堂仙台 小売業 その他小売 5%

16,015 宮城県 仙台市 仙台ウェブ サービス その他サービス 5%

16,016 宮城県 仙台市 ほぐしテック黒松肩こり腰痛センター サービス その他サービス 5%

16,017 宮城県 仙台市 ほたる　仙台店 サービス 飲食業 5%

16,018 宮城県 仙台市 北海道の味　吉丸 サービス 飲食業 5%

16,019 宮城県 仙台市 ほっこり　仙台店 サービス 飲食業 5%

16,020 宮城県 仙台市 ＪＭ／ボディプラス サービス その他サービス 5%

16,021 宮城県 仙台市 ホテル　グリーンアーバ サービス 宿泊業 5%

16,022 宮城県 仙台市 ホテル　グリーンシティ サービス 宿泊業 5%

16,023 宮城県 仙台市 ホテル　グリーンパレス サービス 宿泊業 5%

16,024 宮城県 仙台市 ホテル　グリーンマーク サービス 宿泊業 5%

16,025 宮城県 仙台市 ホテル　グリーンマーク サービス 宿泊業 5%

16,026 宮城県 仙台市 ホテル　グリーンライン サービス 宿泊業 5%

16,027 宮城県 仙台市 ホテル　グリーンライン サービス 宿泊業 5%

16,028 宮城県 仙台市 ホテル　グリーンウエル サービス 宿泊業 5%

16,029 宮城県 仙台市 ホテル　グリーンセレク サービス 宿泊業 5%

16,030 宮城県 仙台市 ホテル　グリーンパーク サービス 宿泊業 5%

16,031 宮城県 仙台市 ホテル　シーラックパル仙台 サービス 宿泊業 5%

16,032 宮城県 仙台市 ホテル　ファーレスト サービス 宿泊業 5%

16,033 宮城県 仙台市 ホテル　ファーレスト サービス 宿泊業 5%

16,034 宮城県 仙台市 ホテル　ユニサイト仙台 サービス 宿泊業 5%

16,035 宮城県 仙台市 ホテルきよ水 サービス 宿泊業 5%

16,036 宮城県 仙台市 ホテルグリーンウィズ サービス 宿泊業 5%

16,037 宮城県 仙台市 ホテルグリーンパシフィック サービス 宿泊業 5%

16,038 宮城県 仙台市 ホテルセントラル仙台 サービス 宿泊業 5%

16,039 宮城県 仙台市 ホテル　ニュー水戸屋 サービス 宿泊業 5%

16,040 宮城県 仙台市 ホテルニュー水戸屋 サービス 宿泊業 5%

16,041 宮城県 仙台市 ホテルパーク仙台２ サービス 宿泊業 5%

16,042 宮城県 仙台市 ホテル華乃湯 サービス 宿泊業 5%

16,043 宮城県 仙台市 ホテルビスタ仙台 サービス 宿泊業 5%

16,044 宮城県 仙台市 ホテルプレミアムグリーンソブリン サービス 宿泊業 5%
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16,045 宮城県 仙台市 ホテルプレミアムグリーンヒルズ サービス 宿泊業 5%

16,046 宮城県 仙台市 ホテルプレミアムグリーンプラス サービス 宿泊業 5%

16,047 宮城県 仙台市 ホビーオフ仙台荒井店 小売業 電化製品 2%

16,048 宮城県 仙台市 ホビーオフ仙台北店 小売業 電化製品 2%

16,049 宮城県 仙台市 ホビーショップタムタム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

16,050 宮城県 仙台市 ホビーステーション仙台駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

16,051 宮城県 仙台市 ボーラーズ　仙台 小売業 その他小売 5%

16,052 宮城県 仙台市 ホリデイ・イン　仙台 サービス 宿泊業 5%

16,053 宮城県 仙台市 ホルモン亭福田町南店 サービス 飲食業 5%

16,054 宮城県 仙台市 ホルモン焼肉がっ！！ちゃん　落合駅前店 サービス 飲食業 5%

16,055 宮城県 仙台市 ホルモン焼肉　ガっ！！ちゃん　上杉店 サービス 飲食業 5%

16,056 宮城県 仙台市 ボンソワール サービス 飲食業 5%

16,057 宮城県 仙台市 梵天丸 サービス 飲食業 5%

16,058 宮城県 仙台市 マイコンタクト　泉店 小売業 その他小売 5%

16,059 宮城県 仙台市 マイコンタクト　仙台駅前店 小売業 その他小売 5%

16,060 宮城県 仙台市 マクドナルドイオン仙台中山店 サービス 飲食業 2%

16,061 宮城県 仙台市 マクドナルド泉中山店 サービス 飲食業 2%

16,062 宮城県 仙台市 マクドナルド市名坂店 サービス 飲食業 2%

16,063 宮城県 仙台市 マクドナルド市名坂ヨークタウン店 サービス 飲食業 2%

16,064 宮城県 仙台市 マクドナルドザ・モール仙台長町店 サービス 飲食業 2%

16,065 宮城県 仙台市 マクドナルド新田東ヨークタウン店 サービス 飲食業 2%

16,066 宮城県 仙台市 マクドナルド仙台黒松店 サービス 飲食業 2%

16,067 宮城県 仙台市 マクドナルド仙台六丁の目店 サービス 飲食業 2%

16,068 宮城県 仙台市 マクドナルド中田ヤマザワ店 サービス 飲食業 2%

16,069 宮城県 仙台市 マクドナルド南吉成ヨークベニマル店 サービス 飲食業 2%

16,070 宮城県 仙台市 マクドナルド４号線仙台松森店 サービス 飲食業 2%

16,071 宮城県 仙台市 マクドナルド４８号愛子ヨークタウン店 サービス 飲食業 2%

16,072 宮城県 仙台市 マスターウォール仙台 小売業 家具・調度品 5%

16,073 宮城県 仙台市 松浦呉服店 小売業 衣料品 5%

16,074 宮城県 仙台市 松尾弦楽器 小売業 その他小売 5%

16,075 宮城県 仙台市 松尾弦楽器　仙台店 小売業 その他小売 5%

16,076 宮城県 仙台市 マックスフリッツ仙台 小売業 衣料品 5%

16,077 宮城県 仙台市 マデーニ サービス 飲食業 5%

16,078 宮城県 仙台市 マデーニ２Ｆ店舗 サービス 飲食業 5%

16,079 宮城県 仙台市 マナージュ サービス 飲食業 5%

16,080 宮城県 仙台市 Ｍａｒｉｅ　Ｊｏｓｅｐｈｅ 小売業 衣料品 5%

16,081 宮城県 仙台市 マルチュウ 小売業 衣料品 5%

16,082 宮城県 仙台市 マルツ仙台上杉店 小売業 電化製品 5%

16,083 宮城県 仙台市 まるぼうず旬仙 サービス 飲食業 5%

16,084 宮城県 仙台市 丸山動物病院 サービス その他サービス 5%

16,085 宮城県 仙台市 Ｍａｒｅ サービス 飲食業 5%

16,086 宮城県 仙台市 萬代 サービス 飲食業 5%
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16,087 宮城県 仙台市 萬代 サービス 飲食業 5%

16,088 宮城県 仙台市 万代　仙台長町南店 小売業 その他小売 5%

16,089 宮城県 仙台市 ＭＥＡＴ　ＭＡＮ　仙台 サービス 飲食業 5%

16,090 宮城県 仙台市 みうらコンタクト 小売業 その他小売 5%

16,091 宮城県 仙台市 三上タクシー サービス 運輸業 5%

16,092 宮城県 仙台市 ＭＩＳＡ：ＮＯＥＳＴＨＥＴＩＣ サービス 理容・美容業 5%

16,093 宮城県 仙台市 道草屋 サービス 飲食業 5%

16,094 宮城県 仙台市 道草屋 サービス 飲食業 5%

16,095 宮城県 仙台市 湊の小十郎 サービス 飲食業 5%

16,096 宮城県 仙台市 南仙台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

16,097 宮城県 仙台市 ミネテクノ サービス その他サービス 5%

16,098 宮城県 仙台市 蓑むらかた サービス 飲食業 5%

16,099 宮城県 仙台市 三枡三蔵 サービス 飲食業 5%

16,100 宮城県 仙台市 宮川薬局 小売業 その他小売 5%

16,101 宮城県 仙台市 ミヤギオート　幸町営業所 サービス その他サービス 5%

16,102 宮城県 仙台市 ミヤギオート　本社 サービス その他サービス 5%

16,103 宮城県 仙台市 みやぎ台店 小売業 その他小売 5%

16,104 宮城県 仙台市 ミヤショー サービス その他サービス 5%

16,105 宮城県 仙台市 宮脇書店　仙台鈎取店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

16,106 宮城県 仙台市 みょうがや サービス 飲食業 5%

16,107 宮城県 仙台市 未来タクシー サービス 運輸業 5%

16,108 宮城県 仙台市 ｍｉｒｏｋｕ　五橋店 小売業 食料品 5%

16,109 宮城県 仙台市 ｍｉｒｏｋｕ　八幡町店 小売業 食料品 5%

16,110 宮城県 仙台市 麦倉みさき サービス 理容・美容業 5%

16,111 宮城県 仙台市 ムードセンターまつむら 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

16,112 宮城県 仙台市 ムラサキスポーツ　仙台さくら野店 小売業 その他小売 5%

16,113 宮城県 仙台市 ムラサキスポーツ　仙台店 小売業 その他小売 5%

16,114 宮城県 仙台市 明月苑　上杉店 サービス 飲食業 5%

16,115 宮城県 仙台市 メインサウンドプロジェクト 小売業 電化製品 5%

16,116 宮城県 仙台市 ＭＥＧＵＭＩＰＲＯＤＵＣＥ サービス 理容・美容業 5%

16,117 宮城県 仙台市 メモリーオート サービス その他サービス 5%

16,118 宮城県 仙台市 メリーメリークリスマスランド　ｄｉａ 小売業 その他小売 5%

16,119 宮城県 仙台市 メルカート・デ・仙台 サービス 飲食業 5%

16,120 宮城県 仙台市 メンタルケアラボ仙台 サービス その他サービス 5%

16,121 宮城県 仙台市 モイスティーヌ仙台サロン 小売業 その他小売 5%

16,122 宮城県 仙台市 モイスティーヌＳａｋｕｒａサロン 小売業 その他小売 5%

16,123 宮城県 仙台市 モイスティーヌサロンｓｉｍｐｌｅ 小売業 家具・調度品 5%

16,124 宮城県 仙台市 モーダクラトーレ 小売業 衣料品 5%

16,125 宮城県 仙台市 ＭＯＴＯＬＩＶＥＯ２ 小売業 その他小売 5%

16,126 宮城県 仙台市 茂庭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

16,127 宮城県 仙台市 茂庭バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

16,128 宮城県 仙台市 ＥｎｅＪｅｔ茂庭生出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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16,129 宮城県 仙台市 杜の都ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

16,130 宮城県 仙台市 杜の都ゴルフサロン 小売業 その他小売 5%

16,131 宮城県 仙台市 杜の都ゴルフサロン 小売業 その他小売 5%

16,132 宮城県 仙台市 杜の都ゴルフサロン　仙台 小売業 その他小売 5%

16,133 宮城県 仙台市 杜の都ゴルフサロン　仙台 小売業 その他小売 5%

16,134 宮城県 仙台市 やきとり　五りん サービス 飲食業 5%

16,135 宮城県 仙台市 やきとり大吉　長町南店 サービス 飲食業 5%

16,136 宮城県 仙台市 焼きとん　肉喰是 サービス 飲食業 5%

16,137 宮城県 仙台市 焼肉・ホルモンかないや サービス 飲食業 5%

16,138 宮城県 仙台市 焼肉勇 サービス 飲食業 5%

16,139 宮城県 仙台市 焼肉食べ放題じゅうじゅうマーブルロード店 サービス 飲食業 5%

16,140 宮城県 仙台市 焼肉レストランひがしやま　長町駅前店 サービス 飲食業 5%

16,141 宮城県 仙台市 焼肉レストランひがしやまイオンタウン泉大 サービス 飲食業 5%

16,142 宮城県 仙台市 焼肉レストランひがしやまザ・モール長町店 サービス 飲食業 5%

16,143 宮城県 仙台市 焼肉レストランひがしやま仙台駅前店 サービス 飲食業 5%

16,144 宮城県 仙台市 焼肉レストランひがしやま六丁の目店 サービス 飲食業 5%

16,145 宮城県 仙台市 山形蕎麦と炙りの焔藏 サービス 飲食業 5%

16,146 宮城県 仙台市 山形蕎麦としゃぶ鍋焔藏トラストタワー店 サービス 飲食業 5%

16,147 宮城県 仙台市 山形屋 サービス 宿泊業 5%

16,148 宮城県 仙台市 山田自動車商会 サービス その他サービス 5%

16,149 宮城県 仙台市 ヤマダブレードサービス サービス その他サービス 5%

16,150 宮城県 仙台市 山田輪業店 小売業 その他小売 5%

16,151 宮城県 仙台市 やまなか家　仙台郡山店 サービス 飲食業 5%

16,152 宮城県 仙台市 やまなか家　中山吉成店 サービス 飲食業 5%

16,153 宮城県 仙台市 やまなか家　西多賀店 サービス 飲食業 5%

16,154 宮城県 仙台市 やまなか家フォレオ宮の杜店 サービス 飲食業 5%

16,155 宮城県 仙台市 山の猿　一番町店 サービス 飲食業 5%

16,156 宮城県 仙台市 ゆいまーる 小売業 その他小売 5%

16,157 宮城県 仙台市 祐紀会　１ 小売業 貴金属・服飾品 5%

16,158 宮城県 仙台市 結城屋 小売業 衣料品 5%

16,159 宮城県 仙台市 結城屋仙台東口店 小売業 衣料品 5%

16,160 宮城県 仙台市 有）天野寝具店 小売業 家具・調度品 5%

16,161 宮城県 仙台市 有限会社岩沼屋ホテル サービス 宿泊業 5%

16,162 宮城県 仙台市 有限会社グローバルスター サービス その他サービス 5%

16,163 宮城県 仙台市 有限会社佐藤自動車 小売業 その他小売 5%

16,164 宮城県 仙台市 有限会社ヘルシーハット 小売業 食料品 5%

16,165 宮城県 仙台市 ＹＯＵＳＨＯＰあんどう 小売業 その他小売 5%

16,166 宮城県 仙台市 ゆうＹＯＵ館 小売業 その他小売 5%

16,167 宮城県 仙台市 Ｙｏｕ　Ｏｎｅ サービス その他サービス 5%

16,168 宮城県 仙台市 ユニサイト サービス 宿泊業 5%

16,169 宮城県 仙台市 湯の原ホテル サービス 宿泊業 5%

16,170 宮城県 仙台市 湯向ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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16,171 宮城県 仙台市 鷹泉閣岩松旅館 サービス 宿泊業 5%

16,172 宮城県 仙台市 与五郎寿司本店 サービス 飲食業 5%

16,173 宮城県 仙台市 吉成店 サービス 理容・美容業 5%

16,174 宮城県 仙台市 夜ノ森　仙台 サービス 飲食業 5%

16,175 宮城県 仙台市 宵宮　がほんず サービス 飲食業 5%

16,176 宮城県 仙台市 Ｌａ　ＰＯＲＴＥ サービス 飲食業 5%

16,177 宮城県 仙台市 ライフ仙台店 小売業 衣料品 5%

16,178 宮城県 仙台市 ライブハウス・ケントス サービス 飲食業 5%

16,179 宮城県 仙台市 ライブハウス・ケントス サービス 飲食業 5%

16,180 宮城県 仙台市 ＬａＶｉＤａ サービス 理容・美容業 5%

16,181 宮城県 仙台市 ラガッツォ サービス 飲食業 5%

16,182 宮城県 仙台市 らかんスタジオ　仙台泉中央店 サービス その他サービス 5%

16,183 宮城県 仙台市 らかんスタジオ　仙台東店 サービス その他サービス 5%

16,184 宮城県 仙台市 らしんばん　仙台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

16,185 宮城県 仙台市 ラドン温泉旅館　天龍閣 サービス 宿泊業 5%

16,186 宮城県 仙台市 Ｌａｂ－Ｍａｒｔ 小売業 衣料品 5%

16,187 宮城県 仙台市 ＬａＢｏｈａｉｒ＆ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

16,188 宮城県 仙台市 らーめん　おっぺしゃん　本店 サービス 飲食業 5%

16,189 宮城県 仙台市 Ｌａ楽リゾートホテルｇｒｅｅｎｇｒｅｅｎ サービス 宿泊業 5%

16,190 宮城県 仙台市 ＲｅａｌＭｏｎｋｅｙ 小売業 その他小売 5%

16,191 宮城県 仙台市 リーフドッグ サービス その他サービス 5%

16,192 宮城県 仙台市 ＬｉｅｔｏＬｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

16,193 宮城県 仙台市 りす整体院 サービス その他サービス 5%

16,194 宮城県 仙台市 Ｌｉｔａ　４Ｆ サービス 理容・美容業 5%

16,195 宮城県 仙台市 リノデコ。 小売業 家具・調度品 5%

16,196 宮城県 仙台市 Ｒｅｐａｉｒ　Ｇａｒａｇｅ 小売業 その他小売 5%

16,197 宮城県 仙台市 ｌｉｂｅｒａ サービス 理容・美容業 5%

16,198 宮城県 仙台市 理容室モンキー サービス 理容・美容業 5%

16,199 宮城県 仙台市 漁師と料理人の鮮魚酒屋　三陸天海一家 サービス 飲食業 5%

16,200 宮城県 仙台市 理容ヤング　１ サービス 理容・美容業 5%

16,201 宮城県 仙台市 理容ヤング　２ サービス 理容・美容業 5%

16,202 宮城県 仙台市 旅館オタマヤ サービス 宿泊業 5%

16,203 宮城県 仙台市 旅館川添支店 サービス 宿泊業 5%

16,204 宮城県 仙台市 旅館　つかさ サービス 宿泊業 5%

16,205 宮城県 仙台市 リラクゼーションサロン　養心堂 サービス その他サービス 5%

16,206 宮城県 仙台市 りりーあっぷ サービス 飲食業 5%

16,207 宮城県 仙台市 リルデシュシュ 小売業 衣料品 5%

16,208 宮城県 仙台市 ＲＩＮＧ 小売業 衣料品 5%

16,209 宮城県 仙台市 ＬＯＯＳＥ　カクテルバー サービス 飲食業 5%

16,210 宮城県 仙台市 ルート サービス その他サービス 5%

16,211 宮城県 仙台市 ルージュ・ブラン 小売業 衣料品 5%

16,212 宮城県 仙台市 レストランプレジール サービス 飲食業 5%
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16,213 宮城県 仙台市 ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｍｉｕｒａ サービス 飲食業 5%

16,214 宮城県 仙台市 Ｒｅｔｒｏ・ＢａｃｋＰａｇｅ サービス 飲食業 5%

16,215 宮城県 仙台市 ｒｅｖｅｂｙｆｉｒｓｔ サービス 理容・美容業 5%

16,216 宮城県 仙台市 ロココ南小泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

16,217 宮城県 仙台市 ロコシーラ　仙台店 小売業 貴金属・服飾品 5%

16,218 宮城県 仙台市 ＲＯＴＡＲＹＰＯＷＥＲＭＯＢＬＩＴ サービス その他サービス 5%

16,219 宮城県 仙台市 Ｒｏｃｋｙ　Ｒａｃｃｏｏｎ 小売業 衣料品 5%

16,220 宮城県 仙台市 ＲＯＣＫＦＩＥＬＤ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

16,221 宮城県 仙台市 ＲＯＣＫ Ｎ ＲＯＬＬＭＵＳＥＵＭ仙台 ロックンロールミュージアム仙台 小売業 衣料品 5%

16,222 宮城県 仙台市 Ｒ４５・日の出自動車学校 サービス その他サービス 5%

16,223 宮城県 仙台市 ロペシティ　仙台南店 サービス その他サービス 5%

16,224 宮城県 仙台市 Ｌ’ＨＯＭＭＥ　ＣＩＮＱ 小売業 衣料品 5%

16,225 宮城県 仙台市 Ｌ’ＨＯＭＭＥ　ＢＬＥＵ 小売業 衣料品 5%

16,226 宮城県 仙台市 Ｌ’ＨＯＭＭＥ　ＶＥＲＴ 小売業 衣料品 5%

16,227 宮城県 仙台市 ワイティ－ショップ 小売業 その他小売 5%

16,228 宮城県 仙台市 ｗｉｎｅｃａｆｅ　ｉｌｓｏｆｆｒｉｔｔｏ サービス 飲食業 5%

16,229 宮城県 仙台市 ワイン食堂ｅｎｊｉ サービス 飲食業 5%

16,230 宮城県 仙台市 若林佛具製作所　仙台店 小売業 家具・調度品 5%

16,231 宮城県 仙台市 若松自動車商会　仙台本店 サービス その他サービス 5%

16,232 宮城県 仙台市 若松自動車商会　利府店 サービス その他サービス 5%

16,233 宮城県 仙台市 若松自動車商会　六丁の目店 サービス その他サービス 5%

16,234 宮城県 仙台市 ワコー　河原町店 小売業 食料品 5%

16,235 宮城県 仙台市 ワコー　富沢店 小売業 食料品 5%

16,236 宮城県 仙台市 和幸タクシー サービス 運輸業 5%

16,237 宮城県 仙台市 和彩　Ｓｅｅｄｓ サービス 飲食業 5%

16,238 宮城県 仙台市 和菜　しば田 サービス 飲食業 5%

16,239 宮城県 仙台市 和雑貨・フォトスタジオ　なごみ サービス その他サービス 5%

16,240 宮城県 仙台市 和食処　大ばん サービス 飲食業 5%

16,241 宮城県 仙台市 和田小店 小売業 衣料品 5%

16,242 宮城県 仙台市 渡晴タクシー 小売業 貴金属・服飾品 5%

16,243 宮城県 仙台市 ワタベ生花店 小売業 その他小売 5%

16,244 宮城県 仙台市 和火一 サービス 飲食業 5%

16,245 宮城県 仙台市 和洋創作ダイニング鈴Ｒｉｎ～ サービス 飲食業 5%

16,246 宮城県 仙台市 ワンダーボックス 小売業 電化製品 5%

16,247 宮城県 仙台市青葉区 Ｒｂｙｃｏｃｏｒｙｎｅ 小売業 衣料品 5%

16,248 宮城県 仙台市青葉区 アーロンチェアの庄文堂 アーロンチェアの庄文堂 小売業 家具・調度品 5%

16,249 宮城県 仙台市青葉区 相崎旅館 サービス 宿泊業 5%

16,250 宮城県 仙台市青葉区 アイシステム株式会社 サービス その他サービス 5%

16,251 宮城県 仙台市青葉区 アイマジックピュア仙台一番町店 サービス 理容・美容業 5%

16,252 宮城県 仙台市青葉区 アイマジックピュア仙台駅前店 サービス 理容・美容業 5%

16,253 宮城県 仙台市青葉区 ａｖｅｎｉｒ サービス 飲食業 5%

16,254 宮城県 仙台市青葉区 青葉ビジネスホテル サービス 宿泊業 5%
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16,255 宮城県 仙台市青葉区 赤井沢　雨宮店 小売業 その他小売 5%

16,256 宮城県 仙台市青葉区 藜 サービス 飲食業 5%

16,257 宮城県 仙台市青葉区 赤猿 サービス 飲食業 5%

16,258 宮城県 仙台市青葉区 ＡＫＩＴＡ　ＤＩＮＩＮＧ　なまはげ仙台店 サービス 飲食業 5%

16,259 宮城県 仙台市青葉区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｈａｉｌ仙台中山台 サービス 理容・美容業 5%

16,260 宮城県 仙台市青葉区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒｅｇａｌｏ仙台 サービス 理容・美容業 5%

16,261 宮城県 仙台市青葉区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｊｉｌｌ一番町 サービス 理容・美容業 5%

16,262 宮城県 仙台市青葉区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｈｉａｒｏ勾当台公園 サービス 理容・美容業 5%

16,263 宮城県 仙台市青葉区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ａｔｅｌｉｅｒ仙台 サービス 理容・美容業 5%

16,264 宮城県 仙台市青葉区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｄａｉｓｙ仙台駅前 サービス 理容・美容業 5%

16,265 宮城県 仙台市青葉区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｇｉｆｔ仙台 サービス 理容・美容業 5%

16,266 宮城県 仙台市青葉区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｇｉｆｔ　仙台 サービス 理容・美容業 5%

16,267 宮城県 仙台市青葉区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｅｔｅ青葉通り サービス 理容・美容業 5%

16,268 宮城県 仙台市青葉区 アグリエの森ｍｉｔｔｅ 小売業 食料品 5%

16,269 宮城県 仙台市青葉区 アジアンキッチン　仙台駅前 サービス 飲食業 5%

16,270 宮城県 仙台市青葉区 アジアンキッチン　仙台東映プラザ サービス 飲食業 5%

16,271 宮城県 仙台市青葉区 味の牛たん喜助エスパル仙台店 小売業 食料品 5%

16,272 宮城県 仙台市青葉区 味の牛たん喜助エスパル店 サービス 飲食業 5%

16,273 宮城県 仙台市青葉区 あじはますし サービス 飲食業 5%

16,274 宮城県 仙台市青葉区 Ｌ’ＡＺＵＲ 小売業 衣料品 5%

16,275 宮城県 仙台市青葉区 アッラグリッリア サービス 飲食業 5%

16,276 宮城県 仙台市青葉区 ａｔｔｉｃ　ｂａｒ＆ｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

16,277 宮城県 仙台市青葉区 アトリエアルティオ サービス その他サービス 5%

16,278 宮城県 仙台市青葉区 ＡｔｅｌｉｒｅｓｈａＲｏｍｅ 小売業 衣料品 5%

16,279 宮城県 仙台市青葉区 アトワ 小売業 食料品 5%

16,280 宮城県 仙台市青葉区 アネラ サービス 理容・美容業 5%

16,281 宮城県 仙台市青葉区 ア－バ・かわむら 小売業 電化製品 5%

16,282 宮城県 仙台市青葉区 炙屋十兵衛 サービス 飲食業 5%

16,283 宮城県 仙台市青葉区 ａｍｕｌｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

16,284 宮城県 仙台市青葉区 ａｍ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

16,285 宮城県 仙台市青葉区 Ａｍｏｕｒ 小売業 その他小売 5%

16,286 宮城県 仙台市青葉区 ａｍ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

16,287 宮城県 仙台市青葉区 綾ｆａｒｍ 小売業 食料品 5%

16,288 宮城県 仙台市青葉区 荒巻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

16,289 宮城県 仙台市青葉区 アルシーヴ 小売業 衣料品 5%

16,290 宮城県 仙台市青葉区 ＡＲＧＥＮＴＯ サービス 飲食業 5%

16,291 宮城県 仙台市青葉区 ＡＲＰＥＧＧＩＯ サービス 飲食業 5%

16,292 宮城県 仙台市青葉区 アレックス 小売業 貴金属・服飾品 5%

16,293 宮城県 仙台市青葉区 アロマサロン マリカー サービス その他サービス 5%

16,294 宮城県 仙台市青葉区 アロマトリートメントサロン Ｅｓｐｒｉｔ エスプリ サービス その他サービス 5%

16,295 宮城県 仙台市青葉区 アロマハンドサロン　クリエール サービス その他サービス 5%

16,296 宮城県 仙台市青葉区 ＆ｇｓｈａｒｅｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%
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16,297 宮城県 仙台市青葉区 Ａｎｔｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

16,298 宮城県 仙台市青葉区 Ｕｎ　ｔｈｅ　ａｕ　ｌａｉｔ サービス その他サービス 5%

16,299 宮城県 仙台市青葉区 ＡＮＤ　ｈａｉｒ　ａｔｅｌｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

16,300 宮城県 仙台市青葉区 ＡＮＮＡｖｉｎｔａｇｅ 小売業 衣料品 5%

16,301 宮城県 仙台市青葉区 ａｍｐｈａｉｒ【アンプヘア】 サービス 理容・美容業 5%

16,302 宮城県 仙台市青葉区 Ａｎｌｉ サービス 理容・美容業 5%

16,303 宮城県 仙台市青葉区 飯塚千隼公認会計士 税理士事務所 サービス その他サービス 5%

16,304 宮城県 仙台市青葉区 イエローズヘアカットスタジオ サービス 理容・美容業 5%

16,305 宮城県 仙台市青葉区 ＩＯＲＩ 小売業 衣料品 5%

16,306 宮城県 仙台市青葉区 （個人）五十嵐タクシー サービス 運輸業 5%

16,307 宮城県 仙台市青葉区 居酒屋 仙きち サービス 飲食業 5%

16,308 宮城県 仙台市青葉区 居酒屋　鳥幸 サービス 飲食業 5%

16,309 宮城県 仙台市青葉区 石窯パン工房ばーすでい愛子店 小売業 食料品 5%

16,310 宮城県 仙台市青葉区 石橋楽器　仙台店 小売業 その他小売 5%

16,311 宮城県 仙台市青葉区 石橋楽器店仙台店 小売業 その他小売 5%

16,312 宮城県 仙台市青葉区 いすず美容室　いすず美容室 サービス 理容・美容業 5%

16,313 宮城県 仙台市青葉区 いたがき朝市店 小売業 食料品 5%

16,314 宮城県 仙台市青葉区 いたがき東一番町店 小売業 食料品 5%

16,315 宮城県 仙台市青葉区 １ＴＯ２ＢＬＤＧ サービス 飲食業 5%

16,316 宮城県 仙台市青葉区 一番町大学入口店 サービス その他サービス 5%

16,317 宮城県 仙台市青葉区 ＩＣＨＩＲＹＵ サービス 飲食業 5%

16,318 宮城県 仙台市青葉区 ｉｄｅａｌ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

16,319 宮城県 仙台市青葉区 出光北九番丁ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

16,320 宮城県 仙台市青葉区 今人懐石　ＹＡＳ サービス 飲食業 5%

16,321 宮城県 仙台市青葉区 癒し工房どんぐり サービス その他サービス 5%

16,322 宮城県 仙台市青葉区 いわい洋菓子柏木店 小売業 食料品 5%

16,323 宮城県 仙台市青葉区 ｉｎｄｉｖｉｄｕｅｌ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

16,324 宮城県 仙台市青葉区 ｗｉｔｈＤＯＧ サービス その他サービス 5%

16,325 宮城県 仙台市青葉区 烏蘭　ーウーランー サービス その他サービス 5%

16,326 宮城県 仙台市青葉区 うさぎ村 小売業 その他小売 5%

16,327 宮城県 仙台市青葉区 ウチノキッチンバイウジエ 小売業 食料品 5%

16,328 宮城県 仙台市青葉区 器と雑貨　ボタニカル 小売業 家具・調度品 5%

16,329 宮城県 仙台市青葉区 うどん　もつ鍋也　真 サービス 飲食業 5%

16,330 宮城県 仙台市青葉区 うどん酒場七右衛門 サービス 飲食業 5%

16,331 宮城県 仙台市青葉区 ｕｎｕｍ 小売業 衣料品 5%

16,332 宮城県 仙台市青葉区 旨い肴と炭火のお店はれた サービス 飲食業 5%

16,333 宮城県 仙台市青葉区 海乃家カドヤ サービス 飲食業 5%

16,334 宮城県 仙台市青葉区 英会話プライマリー サービス その他サービス 5%

16,335 宮城県 仙台市青葉区 ＥｉｊｉＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

16,336 宮城県 仙台市青葉区 エスカイヤクラブ　仙台店 サービス 飲食業 5%

16,337 宮城県 仙台市青葉区 エスプリ　仙台エーラク サービス 飲食業 5%

16,338 宮城県 仙台市青葉区 ＨＧ　仙台店 小売業 衣料品 5%
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16,339 宮城県 仙台市青葉区 宴事とうや サービス 飲食業 5%

16,340 宮城県 仙台市青葉区 えんの字 サービス 飲食業 5%

16,341 宮城県 仙台市青葉区 ＥＮＮＬＩＶＩＮＧＷＯＲＫＳ 小売業 衣料品 5%

16,342 宮城県 仙台市青葉区 おうち酒場ＢｏＮｏｎｏ サービス 飲食業 5%

16,343 宮城県 仙台市青葉区 Ｏｕｐｅ サービス 飲食業 5%

16,344 宮城県 仙台市青葉区 大戸真由美 サービス 理容・美容業 5%

16,345 宮城県 仙台市青葉区 ＯＰＥＮ　ＴＯＷＮ サービス その他サービス 5%

16,346 宮城県 仙台市青葉区 岡田の仙台長なす漬本舗 小売業 食料品 5%

16,347 宮城県 仙台市青葉区 おしか半島 サービス 飲食業 5%

16,348 宮城県 仙台市青葉区 牡鹿半島　仙台駅前店 サービス 飲食業 5%

16,349 宮城県 仙台市青葉区 小島の笹かまぼこ 小売業 食料品 5%

16,350 宮城県 仙台市青葉区 オステリアダクリハラ サービス 飲食業 5%

16,351 宮城県 仙台市青葉区 オゾンコミュニティ　仙台フォーラス 小売業 衣料品 5%

16,352 宮城県 仙台市青葉区 お直しコンシェルジュビック・ママエスパル仙台店 サービス その他サービス 5%

16,353 宮城県 仙台市青葉区 おはし二日町 サービス 飲食業 5%

16,354 宮城県 仙台市青葉区 おはな サービス 飲食業 5%

16,355 宮城県 仙台市青葉区 オフハウス仙台西店 小売業 その他小売 2%

16,356 宮城県 仙台市青葉区 オペラブライダル仙台店 小売業 貴金属・服飾品 5%

16,357 宮城県 仙台市青葉区 Ｏｒｉｇａｍｉ　Ｓｅｎｄａｉ 小売業 衣料品 5%

16,358 宮城県 仙台市青葉区 加圧メンテナンスラボ仙台 サービス その他サービス 5%

16,359 宮城県 仙台市青葉区 カードラボ　仙台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

16,360 宮城県 仙台市青葉区 カードラボ　デュエマ仙台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

16,361 宮城県 仙台市青葉区 ＧＩＲＬ【ガール】 サービス 理容・美容業 5%

16,362 宮城県 仙台市青葉区 有限会社　海鮮炭火焼き　ちそう亭別館 サービス 飲食業 5%

16,363 宮城県 仙台市青葉区 Ｋａｉｓｅｎ厨房　山翠本店 サービス 飲食業 2%

16,364 宮城県 仙台市青葉区 街道青葉 サービス 飲食業 5%

16,365 宮城県 仙台市青葉区 買取クラシック仙台 小売業 衣料品 5%

16,366 宮城県 仙台市青葉区 花蔵 サービス 飲食業 5%

16,367 宮城県 仙台市青葉区 隠れ家サロンアンシャンテ サービス 理容・美容業 5%

16,368 宮城県 仙台市青葉区 ｃａｓｉＴＡ 小売業 衣料品 5%

16,369 宮城県 仙台市青葉区 菓匠三全　大町店 小売業 食料品 5%

16,370 宮城県 仙台市青葉区 菓匠三全　吉成店 小売業 食料品 5%

16,371 宮城県 仙台市青葉区 菓匠三全エスパル店 小売業 食料品 5%

16,372 宮城県 仙台市青葉区 菓匠三全ＴＲＡＤ．店 小売業 食料品 5%

16,373 宮城県 仙台市青葉区 菓匠三全銘品館 小売業 食料品 5%

16,374 宮城県 仙台市青葉区 ＫａｚｕｏＩｋｅｄａ サービス 理容・美容業 5%

16,375 宮城県 仙台市青葉区 風 サービス 飲食業 5%

16,376 宮城県 仙台市青葉区 カットショップココナッツボーイ カットショップ ココナッツボーイ サービス 理容・美容業 5%

16,377 宮城県 仙台市青葉区 家庭割烹　ささ膳 サービス 飲食業 5%

16,378 宮城県 仙台市青葉区 カネイリスタンダードストア 小売業 その他小売 5%

16,379 宮城県 仙台市青葉区 Ｃａｐｉｔｏｒｏ サービス 飲食業 5%

16,380 宮城県 仙台市青葉区 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　Ｐｏｃｈｉ サービス 飲食業 5%
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16,381 宮城県 仙台市青葉区 ｃａｆｅ　　ｍａｒｋｅｔくまと文鳥　ｃａｆｅ　ｍａｒｋｅｔくまと文鳥 サービス 飲食業 5%

16,382 宮城県 仙台市青葉区 ｃａｆｅ＆ｍａｒｋｅｔくまと文鳥 サービス 飲食業 5%

16,383 宮城県 仙台市青葉区 株式会社今野魚店 サービス その他サービス 5%

16,384 宮城県 仙台市青葉区 株式会社小西造型 サービス その他サービス 5%

16,385 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ずずずガオー サービス その他サービス 5%

16,386 宮城県 仙台市青葉区 株式会社仙台かき徳 小売業 食料品 5%

16,387 宮城県 仙台市青葉区 株式会社タゼン　荒巻店 小売業 その他小売 5%

16,388 宮城県 仙台市青葉区 株式会社タゼン　本店 小売業 その他小売 5%

16,389 宮城県 仙台市青葉区 株式会社タチカワ　仙台支店　成澤宏理 サービス その他サービス 5%

16,390 宮城県 仙台市青葉区 株式会社日本水道センター北日本 サービス その他サービス 5%

16,391 宮城県 仙台市青葉区 株式会社はまなす サービス その他サービス 5%

16,392 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ベーセーベージェー 小売業 衣料品 5%

16,393 宮城県 仙台市青葉区 株式会社マグネットデザイン サービス その他サービス 5%

16,394 宮城県 仙台市青葉区 株式会社メディアバンク サービス その他サービス 5%

16,395 宮城県 仙台市青葉区 株式会社杜の家 サービス その他サービス 5%

16,396 宮城県 仙台市青葉区 渡邉商事 サービス その他サービス 2%

16,397 宮城県 仙台市青葉区 かまくら仙台店 サービス 飲食業 5%

16,398 宮城県 仙台市青葉区 かまぼこの佐々直 小売業 食料品 5%

16,399 宮城県 仙台市青葉区 ｇｕｍｍ． サービス 理容・美容業 5%

16,400 宮城県 仙台市青葉区 カラオケ＆ダンス　ボギーズ サービス 飲食業 5%

16,401 宮城県 仙台市青葉区 カラオケルーム櫓茶屋　仙台東映プラザ サービス 飲食業 5%

16,402 宮城県 仙台市青葉区 ｃａｒｄｅａ サービス 理容・美容業 5%

16,403 宮城県 仙台市青葉区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋青葉区錦町店 サービス 飲食業 2%

16,404 宮城県 仙台市青葉区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋仙台サンモール一番町店 サービス 飲食業 2%

16,405 宮城県 仙台市青葉区 ｃｕｒｒｅｎｔ サービス 飲食業 5%

16,406 宮城県 仙台市青葉区 河合塾マナビス上杉校 サービス その他サービス 2%

16,407 宮城県 仙台市青葉区 河合塾マナビス仙台本町校 サービス その他サービス 2%

16,408 宮城県 仙台市青葉区 韓国料理ＭＵＢＡ サービス 飲食業 5%

16,409 宮城県 仙台市青葉区 甘仙堂 小売業 食料品 5%

16,410 宮城県 仙台市青葉区 元祖仙台駄菓子本舗熊谷屋 小売業 食料品 5%

16,411 宮城県 仙台市青葉区 カンディハウス仙台支店 小売業 家具・調度品 5%

16,412 宮城県 仙台市青葉区 菅野タクシー サービス 運輸業 5%

16,413 宮城県 仙台市青葉区 カンノ薬局 小売業 その他小売 5%

16,414 宮城県 仙台市青葉区 漢方の桃苑堂 小売業 その他小売 5%

16,415 宮城県 仙台市青葉区 キクチ 小売業 その他小売 5%

16,416 宮城県 仙台市青葉区 株式会社菊地電機住宅設備 小売業 電化製品 5%

16,417 宮城県 仙台市青葉区 季節料理いわさき サービス 飲食業 5%

16,418 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン北仙台駅前店 小売業 食料品 2%

16,419 宮城県 仙台市青葉区 喫茶ビジュゥ サービス 飲食業 5%

16,420 宮城県 仙台市青葉区 ＫｉｔｃｈｅｎＣｌｕｂ　Ｄｕｎｋ サービス 飲食業 5%

16,421 宮城県 仙台市青葉区 狐崎漁港　晴れの日 サービス 飲食業 5%

16,422 宮城県 仙台市青葉区 絹の店クボ 小売業 衣料品 5%
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16,423 宮城県 仙台市青葉区 貴賓館 サービス 理容・美容業 5%

16,424 宮城県 仙台市青葉区 紀文寿司 サービス 飲食業 5%

16,425 宮城県 仙台市青葉区 牛たん炭焼利久一番町やなぎ町店 サービス 飲食業 5%

16,426 宮城県 仙台市青葉区 牛たん炭焼利久仙台西口本店 サービス 飲食業 5%

16,427 宮城県 仙台市青葉区 牛たん炭焼利久名掛丁店 サービス 飲食業 5%

16,428 宮城県 仙台市青葉区 牛たん炭焼利久本町店 サービス 飲食業 5%

16,429 宮城県 仙台市青葉区 ＣＵＴＩＥ　ＤＯＧ　ＣＵＴＩＥ　ＤＯＧ　ｂｙ　Ｅｍｉｋｏ　Ｙａｂｕｋｉ サービス その他サービス 5%

16,430 宮城県 仙台市青葉区 共映 小売業 電化製品 5%

16,431 宮城県 仙台市青葉区 郷土料理みやぎ乃 サービス 飲食業 5%

16,432 宮城県 仙台市青葉区 喜良久亭 サービス 飲食業 5%

16,433 宮城県 仙台市青葉区 氣Ｒｅｉｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

16,434 宮城県 仙台市青葉区 氣ｒｅｉｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

16,435 宮城県 仙台市青葉区 金港堂本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

16,436 宮城県 仙台市青葉区 銀座縁エスパル仙台店 小売業 食料品 5%

16,437 宮城県 仙台市青葉区 銀座酒場Ｂｏｕｑｕｅｔ サービス 飲食業 5%

16,438 宮城県 仙台市青葉区 串揚げ串焼きＫｉｅｃｈａｎ’ｓ サービス 飲食業 5%

16,439 宮城県 仙台市青葉区 串焼楽酒ＭＯＪＡ　国分町店 サービス 飲食業 5%

16,440 宮城県 仙台市青葉区 串焼楽酒ＭＯＪＡ　名掛丁店 サービス 飲食業 5%

16,441 宮城県 仙台市青葉区 ＧｏｏｄＤａｙ東北 サービス その他サービス 5%

16,442 宮城県 仙台市青葉区 靴物語 サービス その他サービス 5%

16,443 宮城県 仙台市青葉区 くまざわ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

16,444 宮城県 仙台市青葉区 Ｇｒａａｌ サービス 飲食業 5%

16,445 宮城県 仙台市青葉区 ＣＬＩＭＢ 小売業 衣料品 5%

16,446 宮城県 仙台市青葉区 ｃｕｒａｇｅ．　クラゲ サービス 飲食業 5%

16,447 宮城県 仙台市青葉区 くらし座 小売業 家具・調度品 5%

16,448 宮城県 仙台市青葉区 クリア株式会社 サービス その他サービス 5%

16,449 宮城県 仙台市青葉区 クリーニングタカノ　青葉通り藤崎 サービス その他サービス 5%

16,450 宮城県 仙台市青葉区 クリーニングタカノ　イオン仙台 サービス その他サービス 5%

16,451 宮城県 仙台市青葉区 クリーニングタカノ　五橋店 サービス その他サービス 5%

16,452 宮城県 仙台市青葉区 クリーニングタカノ　北目町通り店 サービス その他サービス 5%

16,453 宮城県 仙台市青葉区 クリーニングタカノ　木町通２店 サービス その他サービス 5%

16,454 宮城県 仙台市青葉区 クリーニングタカノ　生協錦町 サービス その他サービス 5%

16,455 宮城県 仙台市青葉区 クリーニングタカノ　台原店 サービス その他サービス 5%

16,456 宮城県 仙台市青葉区 クリーニングタカノ　錦町店 サービス その他サービス 5%

16,457 宮城県 仙台市青葉区 クリーニングタカノ　八幡町店 サービス その他サービス 5%

16,458 宮城県 仙台市青葉区 クリーニングタカノ　二日町店 サービス その他サービス 5%

16,459 宮城県 仙台市青葉区 クリーニングタカノ　ＹＢ新荒巻店 サービス その他サービス 5%

16,460 宮城県 仙台市青葉区 ｇｒｉＦＦｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

16,461 宮城県 仙台市青葉区 ぐりるぼんてん仙台駅前店 サービス 飲食業 5%

16,462 宮城県 仙台市青葉区 グリルみのる サービス 飲食業 5%

16,463 宮城県 仙台市青葉区 クレしんちゃんオフィシャルショップ仙台 小売業 その他小売 5%

16,464 宮城県 仙台市青葉区 クリーニングタカノ　定禅寺通り店 サービス その他サービス 5%
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16,465 宮城県 仙台市青葉区 ＱＷＡＭＰ サービス 理容・美容業 5%

16,466 宮城県 仙台市青葉区 Ｋ　ｓ　ｇａｒｄｅｎ　こもれび 小売業 その他小売 5%

16,467 宮城県 仙台市青葉区 欅産業　北仙台ショールーム 小売業 その他小売 5%

16,468 宮城県 仙台市青葉区 ＫＥＬＬＣＨ 小売業 貴金属・服飾品 5%

16,469 宮城県 仙台市青葉区 株式会社健生 サービス 理容・美容業 5%

16,470 宮城県 仙台市青葉区 ｃｏｙｅｎ サービス 理容・美容業 5%

16,471 宮城県 仙台市青葉区 コーザ・ノストラ仙台店 小売業 衣料品 5%

16,472 宮城県 仙台市青葉区 珈琲工房いしかわ 小売業 食料品 5%

16,473 宮城県 仙台市青葉区 珈琲飲み処　いりたてや　珈琲飲み処いりたてや サービス 飲食業 5%

16,474 宮城県 仙台市青葉区 珈琲まめ坊 本店 サービス 飲食業 5%

16,475 宮城県 仙台市青葉区 国語専門塾ｔｈｉｎｋ サービス その他サービス 5%

16,476 宮城県 仙台市青葉区 ｃｏｃｌｅｒ 小売業 衣料品 5%

16,477 宮城県 仙台市青葉区 九重本舗玉澤エスパル店 小売業 食料品 5%

16,478 宮城県 仙台市青葉区 コスメサロン美楽　コスメサロン美楽 小売業 その他小売 5%

16,479 宮城県 仙台市青葉区 コスメチックパル・ファン 小売業 その他小売 5%

16,480 宮城県 仙台市青葉区 こだまエスパル店 サービス その他サービス 5%

16,481 宮城県 仙台市青葉区 ｃｏ?ｔａｒｏ 小売業 食料品 5%

16,482 宮城県 仙台市青葉区 ｃｏｄｅｍａｒｉｎｏｋｉ サービス その他サービス 5%

16,483 宮城県 仙台市青葉区 壽三色最中本舗　国分町本店 小売業 食料品 5%

16,484 宮城県 仙台市青葉区 壽三色最中本舗　吉成店 小売業 食料品 5%

16,485 宮城県 仙台市青葉区 ことぶきや サービス 飲食業 5%

16,486 宮城県 仙台市青葉区 コポ　仙台店 小売業 衣料品 5%

16,487 宮城県 仙台市青葉区 コミックバスター仙台国分町店 サービス 飲食業 2%

16,488 宮城県 仙台市青葉区 コミック　バスター仙台国分町店 サービス その他サービス 2%

16,489 宮城県 仙台市青葉区 ３ｒｄ　ｐｌａｃｅ サービス 飲食業 5%

16,490 宮城県 仙台市青葉区 ＣＩＲＣＵＳ サービス 飲食業 5%

16,491 宮城県 仙台市青葉区 肴・ハイボールＢＡＲ　サライ サービス 飲食業 5%

16,492 宮城県 仙台市青葉区 肴処やおよろず サービス 飲食業 5%

16,493 宮城県 仙台市青葉区 さかな屋ｓａｎｃｏ サービス 飲食業 5%

16,494 宮城県 仙台市青葉区 坐カフェ 小売業 食料品 5%

16,495 宮城県 仙台市青葉区 坂本商会 小売業 電化製品 5%

16,496 宮城県 仙台市青葉区 株式会社佐勘金物店 小売業 電化製品 5%

16,497 宮城県 仙台市青葉区 サキナビューティーラウンジ仙台 小売業 その他小売 5%

16,498 宮城県 仙台市青葉区 櫻下緑化園 サービス その他サービス 5%

16,499 宮城県 仙台市青葉区 櫻下緑化園 サービス その他サービス 5%

16,500 宮城県 仙台市青葉区 酒のソクハイ国分町本店 小売業 その他小売 5%

16,501 宮城県 仙台市青葉区 酒のソクハイ　広瀬通店 小売業 その他小売 5%

16,502 宮城県 仙台市青葉区 ＺＡＺＡ【ザザ】 サービス 理容・美容業 5%

16,503 宮城県 仙台市青葉区 佐々木サイクル商会 小売業 その他小売 5%

16,504 宮城県 仙台市青葉区 ささきのせんべい名代厚焼 小売業 食料品 5%

16,505 宮城県 仙台市青葉区 ＴＨＥ　ＳＴＲＩＫＥ　　　ｓｋａｔｅ　ａｎｄ　ｔａｃｋｌｅ　ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

16,506 宮城県 仙台市青葉区 札幌かに本家　仙台店 サービス 飲食業 5%
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16,507 宮城県 仙台市青葉区 サトウ商会 サービス その他サービス 5%

16,508 宮城県 仙台市青葉区 ＳＡＡＤ　仙台青葉通店 小売業 貴金属・服飾品 5%

16,509 宮城県 仙台市青葉区 ＳＡＡＤ　仙台一番町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

16,510 宮城県 仙台市青葉区 サバイディ＆ティー サービス その他サービス 5%

16,511 宮城県 仙台市青葉区 ＺＡＢＯＯＮ 小売業 その他小売 5%

16,512 宮城県 仙台市青葉区 ｃａｓａ＋ サービス 理容・美容業 5%

16,513 宮城県 仙台市青葉区 サムンプライ サービス その他サービス 5%

16,514 宮城県 仙台市青葉区 ザ・ロイヤル　仙台 サービス 飲食業 5%

16,515 宮城県 仙台市青葉区 ｓａＲｏｎ　ｄｅ　ＲｏｎＲｏｎ サービス 飲食業 5%

16,516 宮城県 仙台市青葉区 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＥＭＭＡ サービス 理容・美容業 5%

16,517 宮城県 仙台市青葉区 ｓａｌｏｎ ｄｅ ＥＭＭＡ Ｓａｌｏｎ ｄｅ ＥＭＭＡ サービス 理容・美容業 5%

16,518 宮城県 仙台市青葉区 ｓａＲｏｎ　ｄｅ　ＲｏｎＲｏｎ サービス 飲食業 5%

16,519 宮城県 仙台市青葉区 ザ・ワインバー　仙台駅前 サービス 飲食業 5%

16,520 宮城県 仙台市青葉区 ザ・ワインバー　仙台店 サービス 飲食業 5%

16,521 宮城県 仙台市青葉区 三水苑　国分町にごう サービス 飲食業 5%

16,522 宮城県 仙台市青葉区 サンポウヨシ 小売業 電化製品 5%

16,523 宮城県 仙台市青葉区 三万石　エスパル仙台店 小売業 食料品 5%

16,524 宮城県 仙台市青葉区 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　仙台営業所 小売業 その他小売 5%

16,525 宮城県 仙台市青葉区 シーガル仙台駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

16,526 宮城県 仙台市青葉区 ＺＩＩＮＯ　ＣＬＡＳＳＩＣ サービス 飲食業 5%

16,527 宮城県 仙台市青葉区 ＪＤＳｏｕｎｄ サービス その他サービス 5%

16,528 宮城県 仙台市青葉区 貝と魚と炭びシェルまる サービス 飲食業 5%

16,529 宮城県 仙台市青葉区 塩釜すし哲 サービス 飲食業 5%

16,530 宮城県 仙台市青葉区 ｇｉｓｅｌｅ【ジゼル】 サービス 理容・美容業 5%

16,531 宮城県 仙台市青葉区 自然　食彩　浪漫　おしか サービス 飲食業 5%

16,532 宮城県 仙台市青葉区 自然　食彩　浪漫　びわね サービス 飲食業 5%

16,533 宮城県 仙台市青葉区 シヅクトウヤ サービス 飲食業 5%

16,534 宮城県 仙台市青葉区 ＳＨＩＰＳ　ＬＥＡＦ＆ＢＥＡＮ 小売業 衣料品 5%

16,535 宮城県 仙台市青葉区 Ｓｈａｕｌａ サービス 飲食業 5%

16,536 宮城県 仙台市青葉区 小姐颱風　仙台駅前 サービス 飲食業 5%

16,537 宮城県 仙台市青葉区 写楽　仙台別館店 サービス 飲食業 5%

16,538 宮城県 仙台市青葉区 旬海さとう サービス 飲食業 5%

16,539 宮城県 仙台市青葉区 旬菜食健　ひな野　クリスロード店 サービス 飲食業 5%

16,540 宮城県 仙台市青葉区 旬菜鮮魚おかげさん サービス 飲食業 5%

16,541 宮城県 仙台市青葉区 旬菜雅 サービス 飲食業 5%

16,542 宮城県 仙台市青葉区 旬味食彩　佳乃 サービス 飲食業 5%

16,543 宮城県 仙台市青葉区 勝山館　醇泉 サービス 飲食業 5%

16,544 宮城県 仙台市青葉区 東海林呉服店 小売業 衣料品 5%

16,545 宮城県 仙台市青葉区 庄子商店 小売業 食料品 5%

16,546 宮城県 仙台市青葉区 笑家 サービス 飲食業 5%

16,547 宮城県 仙台市青葉区 食彩　ろまん　仙台　花寅 サービス 飲食業 5%

16,548 宮城県 仙台市青葉区 食事と酒しなと サービス 飲食業 5%
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16,549 宮城県 仙台市青葉区 食堂かふぇ空飛ぶ猫 サービス 飲食業 5%

16,550 宮城県 仙台市青葉区 白謙かまぼこ店エスパル店 小売業 食料品 5%

16,551 宮城県 仙台市青葉区 白謙かまぼこ店エスパル東館店 小売業 食料品 5%

16,552 宮城県 仙台市青葉区 Ｓｈｉｒｕｂｅ 小売業 衣料品 5%

16,553 宮城県 仙台市青葉区 白松がモナカ本舗仙台エスパル店 小売業 食料品 5%

16,554 宮城県 仙台市青葉区 ＴＨＩＮＫ サービス 飲食業 5%

16,555 宮城県 仙台市青葉区 Ｓｉｎｇ＆Ｂａｒ　ＡＫａｚｕｙａ サービス 飲食業 5%

16,556 宮城県 仙台市青葉区 新健勝苑仙台店 小売業 衣料品 5%

16,557 宮城県 仙台市青葉区 新日本補聴器センター仙台店 小売業 その他小売 5%

16,558 宮城県 仙台市青葉区 スーパービッグ　吉成店 小売業 食料品 5%

16,559 宮城県 仙台市青葉区 すき焼き・しゃぶしゃぶ専門店あづま サービス 飲食業 5%

16,560 宮城県 仙台市青葉区 寿司本　寿司本 サービス 飲食業 5%

16,561 宮城県 仙台市青葉区 すし　幸村 サービス 飲食業 5%

16,562 宮城県 仙台市青葉区 鮨　よねくら サービス 飲食業 5%

16,563 宮城県 仙台市青葉区 ずずずガオー サービス その他サービス 5%

16,564 宮城県 仙台市青葉区 ＳＵＺＵＴＡＮ仙台ダイエージョリー店 小売業 衣料品 5%

16,565 宮城県 仙台市青葉区 鈴電 小売業 電化製品 5%

16,566 宮城県 仙台市青葉区 株式会社すずや穀物　仙台朝市店 小売業 食料品 5%

16,567 宮城県 仙台市青葉区 ＳＴＹＬＵＳ（スタイラス） サービス 飲食業 5%

16,568 宮城県 仙台市青葉区 Ｓｔｕｄｉｏ　ａｉｒｓｅａ サービス その他サービス 5%

16,569 宮城県 仙台市青葉区 スタジオビーツー　五橋店 サービス その他サービス 5%

16,570 宮城県 仙台市青葉区 スタジオフェリーク仙台店 サービス その他サービス 5%

16,571 宮城県 仙台市青葉区 スタジオフォトキューブ サービス その他サービス 5%

16,572 宮城県 仙台市青葉区 スタジオマカナ サービス その他サービス 5%

16,573 宮城県 仙台市青葉区 すたみな太郎　仙台青葉店 サービス 飲食業 5%

16,574 宮城県 仙台市青葉区 すてーきはうす伊勢屋 サービス 飲食業 5%

16,575 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ステージライン サービス その他サービス 5%

16,576 宮城県 仙台市青葉区 すてーき　広尾 サービス 飲食業 5%

16,577 宮城県 仙台市青葉区 ストア・ジューゴノヴ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

16,578 宮城県 仙台市青葉区 ストリングショップ１１０ 小売業 その他小売 5%

16,579 宮城県 仙台市青葉区 ストロベリーフィールズエスパル仙台店 小売業 衣料品 5%

16,580 宮城県 仙台市青葉区 炭火焼鳥五橋ミンパンティン サービス 飲食業 5%

16,581 宮城県 仙台市青葉区 炭火焼鳥わこん サービス 飲食業 5%

16,582 宮城県 仙台市青葉区 炭火焼肉　大黒さん サービス 飲食業 5%

16,583 宮城県 仙台市青葉区 炭焼　金蔵　本店 サービス 飲食業 5%

16,584 宮城県 仙台市青葉区 炭焼松 サービス 飲食業 5%

16,585 宮城県 仙台市青葉区 スリープショップまくら屋 小売業 その他小売 5%

16,586 宮城県 仙台市青葉区 ずんだ茶寮エスパル店 小売業 食料品 5%

16,587 宮城県 仙台市青葉区 整体クラド サービス 理容・美容業 5%

16,588 宮城県 仙台市青葉区 アロマコンディショニングサロンＣｅｓｃＫｒｏｏｓｅ サービス その他サービス 5%

16,589 宮城県 仙台市青葉区 セラヴィ 小売業 衣料品 5%

16,590 宮城県 仙台市青葉区 仙台　ｕｍｅ サービス 飲食業 5%
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16,591 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台あおば通店 小売業 食料品 2%

16,592 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台旭ケ丘２丁目店 小売業 食料品 2%

16,593 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台愛子駅前店 小売業 食料品 2%

16,594 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台愛子東店 小売業 食料品 2%

16,595 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台荒巻神明町店 小売業 食料品 2%

16,596 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台荒巻本沢店 小売業 食料品 2%

16,597 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台一番町１丁目店 小売業 食料品 2%

16,598 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台一番町３丁目店 小売業 食料品 2%

16,599 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台一番町４丁目店 小売業 食料品 2%

16,600 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台五橋駅前店 小売業 食料品 2%

16,601 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台芋沢店 小売業 食料品 2%

16,602 宮城県 仙台市青葉区 センダイエキ天海 サービス 飲食業 5%

16,603 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台小田原５丁目店 小売業 食料品 2%

16,604 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台小田原八丁目店 小売業 食料品 2%

16,605 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台落合６丁目店 小売業 食料品 2%

16,606 宮城県 仙台市青葉区 東京オフィス サービス その他サービス 5%

16,607 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台折立店 小売業 食料品 2%

16,608 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台花京院１丁目店 小売業 食料品 2%

16,609 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台花京院スクエア店 小売業 食料品 2%

16,610 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台花京院店 小売業 食料品 2%

16,611 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台柏木店 小売業 食料品 2%

16,612 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台上愛子街道店 小売業 食料品 2%

16,613 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台上杉勾当台通り店 小売業 食料品 2%

16,614 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台上杉３丁目店 小売業 食料品 2%

16,615 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台川内店 小売業 食料品 2%

16,616 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台川平５丁目店 小売業 食料品 2%

16,617 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台北一番丁通店 小売業 食料品 2%

16,618 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台木町通２丁目店 小売業 食料品 2%

16,619 宮城県 仙台市青葉区 仙台牛焼肉盛岡手打冷麺牛々 サービス 飲食業 5%

16,620 宮城県 仙台市青葉区 仙台銀座のミートマン サービス 飲食業 5%

16,621 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台国見１丁目店 小売業 食料品 2%

16,622 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台国見ケ丘１丁目店 小売業 食料品 2%

16,623 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台熊ヶ根店 小売業 食料品 2%

16,624 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台国分町１丁目店 小売業 食料品 2%

16,625 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台国分町２丁目店 小売業 食料品 2%

16,626 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台米ケ袋１丁目店 小売業 食料品 2%

16,627 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台桜ケ丘６丁目店 小売業 食料品 2%

16,628 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台三条町店 小売業 食料品 2%

16,629 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台定禅寺通店 小売業 食料品 2%

16,630 宮城県 仙台市青葉区 仙台セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

16,631 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台台原駅前店 小売業 食料品 2%

16,632 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台高松１丁目店 小売業 食料品 2%
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16,633 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台中央３丁目店 小売業 食料品 2%

16,634 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台中央２丁目店 小売業 食料品 2%

16,635 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台中央４丁目店 小売業 食料品 2%

16,636 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台通町２丁目店 小売業 食料品 2%

16,637 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台中山吉成店 小売業 食料品 2%

16,638 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台錦ケ丘店 小売業 食料品 2%

16,639 宮城県 仙台市青葉区 仙台の台所牡鹿半島 サービス 飲食業 5%

16,640 宮城県 仙台市青葉区 仙台バスツアーズ株式会社 サービス その他サービス 5%

16,641 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台晩翠草堂前店 小売業 食料品 2%

16,642 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台広瀬町店 小売業 食料品 2%

16,643 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台二日町中央店 小売業 食料品 2%

16,644 宮城県 仙台市青葉区 仙臺鳳山 サービス 飲食業 5%

16,645 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台本町１丁目店 小売業 食料品 2%

16,646 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台本町３丁目店 小売業 食料品 2%

16,647 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台本町２丁目店 小売業 食料品 2%

16,648 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台本町東二番丁通店 小売業 食料品 2%

16,649 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台南吉成店 小売業 食料品 2%

16,650 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン仙台宮町店 小売業 食料品 2%

16,651 宮城県 仙台市青葉区 煎餅工房さがえ屋エスパル仙台店 小売業 食料品 5%

16,652 宮城県 仙台市青葉区 惣菜弁当五橋 サービス 飲食業 5%

16,653 宮城県 仙台市青葉区 そば助 仙台定禅寺通り店 サービス 飲食業 5%

16,654 宮城県 仙台市青葉区 そらー宙ー サービス その他サービス 5%

16,655 宮城県 仙台市青葉区 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　仙台店 小売業 その他小売 5%

16,656 宮城県 仙台市青葉区 ターンアラウンド サービス その他サービス 5%

16,657 宮城県 仙台市青葉区 Ｄｉａｎａ サービス 理容・美容業 5%

16,658 宮城県 仙台市青葉区 第一インパーク サービス 宿泊業 5%

16,659 宮城県 仙台市青葉区 第一楼仙台店 サービス その他サービス 5%

16,660 宮城県 仙台市青葉区 ダイコクドラッグ仙台クリスロード店 小売業 その他小売 5%

16,661 宮城県 仙台市青葉区 株式会社　大正園 小売業 その他小売 5%

16,662 宮城県 仙台市青葉区 ＤｉＣＥ仙台店 サービス その他サービス 5%

16,663 宮城県 仙台市青葉区 ダイドウエンホルモン　ホルモンＹｏｎ３ サービス 飲食業 5%

16,664 宮城県 仙台市青葉区 大無限 サービス 飲食業 5%

16,665 宮城県 仙台市青葉区 だがし屋ぞうさん サービス 飲食業 5%

16,666 宮城県 仙台市青葉区 武田の笹かまぼこ 小売業 食料品 5%

16,667 宮城県 仙台市青葉区 多国籍Ｂａｒ　亜星庵 サービス 飲食業 5%

16,668 宮城県 仙台市青葉区 太左ェ門　地酒地料理　太左ェ門 サービス 飲食業 5%

16,669 宮城県 仙台市青葉区 だし廊 サービス 飲食業 5%

16,670 宮城県 仙台市青葉区 だし廊　だし廊　?ＮＩＢＯ? サービス 飲食業 5%

16,671 宮城県 仙台市青葉区 タチカワ仙台営業所（法人販売） サービス その他サービス 5%

16,672 宮城県 仙台市青葉区 辰巳庵 サービス 飲食業 5%

16,673 宮城県 仙台市青葉区 伊達路 サービス 飲食業 5%

16,674 宮城県 仙台市青葉区 伊達の牛たん本舗　青葉城本丸会館店 サービス 飲食業 5%
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16,675 宮城県 仙台市青葉区 伊達の牛たん本舗　青葉城店 サービス 飲食業 5%

16,676 宮城県 仙台市青葉区 伊達の牛たん本舗　エスパル店 サービス 飲食業 5%

16,677 宮城県 仙台市青葉区 伊達の牛たん本舗・エスパル物販店 小売業 食料品 5%

16,678 宮城県 仙台市青葉区 伊達の牛たん本舗定禅寺通り店 小売業 食料品 5%

16,679 宮城県 仙台市青葉区 伊達の牛たん本舗　仙台駅売店 サービス 飲食業 5%

16,680 宮城県 仙台市青葉区 伊達の牛たん本舗　仙台ビブレ名店街店 サービス 飲食業 5%

16,681 宮城県 仙台市青葉区 伊達の牛たん本舗　藤崎名店街店 サービス 飲食業 5%

16,682 宮城県 仙台市青葉区 伊達の牛たん本舗　本店 サービス 飲食業 5%

16,683 宮城県 仙台市青葉区 伊達の牛たん本舗　三越名店街店 サービス 飲食業 5%

16,684 宮城県 仙台市青葉区 合同会社Ｗ３４Ｅ サービス その他サービス 5%

16,685 宮城県 仙台市青葉区 タマヤフットウェア 小売業 衣料品 5%

16,686 宮城県 仙台市青葉区 タルトタタン仙台エスパル店 小売業 食料品 5%

16,687 宮城県 仙台市青葉区 たんや善治郎北根店 サービス 飲食業 5%

16,688 宮城県 仙台市青葉区 たんや善治郎別館 サービス 飲食業 5%

16,689 宮城県 仙台市青葉区 馳走亭 サービス 飲食業 5%

16,690 宮城県 仙台市青葉区 千田内装 サービス その他サービス 5%

16,691 宮城県 仙台市青葉区 中華 謙太郎 サービス 飲食業 5%

16,692 宮城県 仙台市青葉区 中華料理　満州園　満州園　中華料理 サービス 飲食業 5%

16,693 宮城県 仙台市青葉区 中国料理　龍亭 サービス 飲食業 5%

16,694 宮城県 仙台市青葉区 中国料理燕来香 サービス 飲食業 5%

16,695 宮城県 仙台市青葉区 中国料理　東龍門　県民会館店 サービス 飲食業 5%

16,696 宮城県 仙台市青葉区 腸もみ・アロマサロン　Ｒｏｓｅ　ｌａｍｐ【ローズランプ】 サービス その他サービス 5%

16,697 宮城県 仙台市青葉区 腸もみ アロマサロンＲｏｓｅ Ｌａｍｐ サービス 理容・美容業 5%

16,698 宮城県 仙台市青葉区 チョコ南部ＰＲＥＭＩＵＭエスパル仙台店 小売業 食料品 5%

16,699 宮城県 仙台市青葉区 ＣｈｏＬｏｎ サービス 飲食業 5%

16,700 宮城県 仙台市青葉区 蕎麦ＢＡＲ月うさぎ サービス 飲食業 5%

16,701 宮城県 仙台市青葉区 Ｔｅａｒ　Ｄｒｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

16,702 宮城県 仙台市青葉区 ティーズ　センター店 小売業 その他小売 5%

16,703 宮城県 仙台市青葉区 ＤＤ　ＤＩＮＥＲ サービス 飲食業 5%

16,704 宮城県 仙台市青葉区 ＴＢＣＦ 小売業 衣料品 5%

16,705 宮城県 仙台市青葉区 Ｄｉ　ＶＥＲＤＥ サービス 飲食業 5%

16,706 宮城県 仙台市青葉区 ＴＡＴ仙台店 サービス 理容・美容業 5%

16,707 宮城県 仙台市青葉区 ＤＡＹ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＤＥＡＤ 小売業 衣料品 5%

16,708 宮城県 仙台市青葉区 Ｄｉｍ　ｓｕｍ＆Ｄｅｌｉ　Ｆｕｋｉ 小売業 食料品 5%

16,709 宮城県 仙台市青葉区 テクノプロ株式会社 サービス その他サービス 5%

16,710 宮城県 仙台市青葉区 鉄板焼き・お好み焼き　可らし サービス 飲食業 5%

16,711 宮城県 仙台市青葉区 てっぺん居酒屋ざっつ サービス 飲食業 5%

16,712 宮城県 仙台市青葉区 ＤＥＵＣＥＰＯＴ サービス その他サービス 5%

16,713 宮城県 仙台市青葉区 デュール仙台店 小売業 その他小売 5%

16,714 宮城県 仙台市青葉区 Ｄｅｌｉｃｉｏｕｓ 小売業 衣料品 5%

16,715 宮城県 仙台市青葉区 デンカショップライフ 小売業 電化製品 5%

16,716 宮城県 仙台市青葉区 動物の園宮城支店 サービス その他サービス 5%
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16,717 宮城県 仙台市青葉区 東北テクニカルシステムズ株式会社 サービス その他サービス 5%

16,718 宮城県 仙台市青葉区 東北博愛会ベーカリー 小売業 食料品 5%

16,719 宮城県 仙台市青葉区 セブン－イレブン東北文化学園店 小売業 食料品 2%

16,720 宮城県 仙台市青葉区 ときわ亭中央４丁目店 サービス 飲食業 5%

16,721 宮城県 仙台市青葉区 ＴＯＭＩＺ富澤商店 小売業 食料品 5%

16,722 宮城県 仙台市青葉区 トミーズバー　ライブ　リメンバー サービス 飲食業 5%

16,723 宮城県 仙台市青葉区 とめ手羽　仙台駅前店 サービス 飲食業 5%

16,724 宮城県 仙台市青葉区 トヨタレンタリース仙台中央店 サービス その他サービス 2%

16,725 宮城県 仙台市青葉区 トヨタレンタリース宮城仙台駅西口店 サービス その他サービス 2%

16,726 宮城県 仙台市青葉区 トヨタレンタリース宮城一番町大学入口店 サービス その他サービス 2%

16,727 宮城県 仙台市青葉区 トヨタレンタリース宮城交通局前店 サービス その他サービス 2%

16,728 宮城県 仙台市青葉区 トヨタレンタリース宮城本町店 サービス その他サービス 2%

16,729 宮城県 仙台市青葉区 トヨタレンタリース仙台　中央営業所 サービス 運輸業 5%

16,730 宮城県 仙台市青葉区 トヨタレンタリース宮城　本町営業所 サービス その他サービス 5%

16,731 宮城県 仙台市青葉区 とらのあな　仙台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

16,732 宮城県 仙台市青葉区 とらのあな仙台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

16,733 宮城県 仙台市青葉区 寅福エスパル仙台店 サービス 飲食業 5%

16,734 宮城県 仙台市青葉区 鶏居酒屋ちらんや サービス 飲食業 5%

16,735 宮城県 仙台市青葉区 とりっぴー　小鳥用品専門店 小売業 その他小売 5%

16,736 宮城県 仙台市青葉区 とんかつ処岩松 サービス 飲食業 5%

16,737 宮城県 仙台市青葉区 どんぐり　ほぐし　ストレッチラボ サービス その他サービス 5%

16,738 宮城県 仙台市青葉区 ＮＩＮＥ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

16,739 宮城県 仙台市青葉区 Ｎｉｎｅ Ｓａｇａ サービス 飲食業 5%

16,740 宮城県 仙台市青葉区 中川政七商店エスパル仙台店 小売業 その他小売 5%

16,741 宮城県 仙台市青葉区 なかのや事務所 サービス その他サービス 5%

16,742 宮城県 仙台市青葉区 ＮＡＧＯＭＩ　ＮＯ　ＨｉＴＯＴＯＫｉ サービス 理容・美容業 5%

16,743 宮城県 仙台市青葉区 ＮＡＳＤＡＮＣＥＤＥＳＩＧＮ サービス その他サービス 5%

16,744 宮城県 仙台市青葉区 ＮａｔｕｒｅｂｅａｕｔｙＨｏｋｕ サービス 理容・美容業 5%

16,745 宮城県 仙台市青葉区 業 小売業 貴金属・服飾品 5%

16,746 宮城県 仙台市青葉区 南部せんべい乃岩手屋仙台エスパル店 小売業 食料品 5%

16,747 宮城県 仙台市青葉区 肉専門ワイン酒場　肉男　仙台２号（ミートマン） サービス 飲食業 5%

16,748 宮城県 仙台市青葉区 ２９８ｎｋｙ サービス 飲食業 5%

16,749 宮城県 仙台市青葉区 二丁目酒場　総本店 サービス 飲食業 5%

16,750 宮城県 仙台市青葉区 日本一エスパル仙台店 小売業 食料品 5%

16,751 宮城県 仙台市青葉区 日本料理　ｅ． サービス 飲食業 5%

16,752 宮城県 仙台市青葉区 日本料理ゆう サービス 飲食業 5%

16,753 宮城県 仙台市青葉区 にゃんぽんたん　にゃんぽんたん サービス 飲食業 5%

16,754 宮城県 仙台市青葉区 ＮｅｗＬａｙｌａＡｒｔＧａｌｌｅｒｙ サービス その他サービス 5%

16,755 宮城県 仙台市青葉区 布創作　おが和 小売業 その他小売 5%

16,756 宮城県 仙台市青葉区 小川乃り子 サービス その他サービス 5%

16,757 宮城県 仙台市青葉区 Ｂｅｌｌｅｌｌ サービス その他サービス 5%

16,758 宮城県 仙台市青葉区 ネイルサロン　ブレス　仙台クリスロード本店 サービス 理容・美容業 5%
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16,759 宮城県 仙台市青葉区 ＮａｉｌＳａｌｏｎＲｉｅｌ サービス その他サービス 5%

16,760 宮城県 仙台市青葉区 ＮａｉｌＳａｌｏｎＲｉｅｌ ＮａｉｌＳａｌｏｎＲｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

16,761 宮城県 仙台市青葉区 ネイルサロンローズデールアベイユ サービス その他サービス 5%

16,762 宮城県 仙台市青葉区 ＮＡＩＬＳ ｙａｍｙ サービス 理容・美容業 5%

16,763 宮城県 仙台市青葉区 ＮＡＩＬＳ　ｙａｍｙ． サービス その他サービス 5%

16,764 宮城県 仙台市青葉区 ネイルマジック仙台一番町 サービス 理容・美容業 5%

16,765 宮城県 仙台市青葉区 ネッツトヨタ宮城　吉成店 小売業 その他小売 5%

16,766 宮城県 仙台市青葉区 ネルヘン サービス 飲食業 5%

16,767 宮城県 仙台市青葉区 ｎｏｉＬＡＶＯＲＯ 小売業 その他小売 5%

16,768 宮城県 仙台市青葉区 ＮＯＶＥＬ ノヴェル旭ヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

16,769 宮城県 仙台市青葉区 ｂａｒ　ＯＢＯＲＯ サービス 飲食業 5%

16,770 宮城県 仙台市青葉区 ＢａｒＧｉｍｍｅＳｈｅｌｔｅｒ サービス 飲食業 5%

16,771 宮城県 仙台市青葉区 Ｂａｒ響香 サービス 飲食業 5%

16,772 宮城県 仙台市青葉区 ハードオフ仙台西店 小売業 その他小売 2%

16,773 宮城県 仙台市青葉区 ＢＡＲＢＥＲ　ＴＥＮＤＥＲ’Ｓ． サービス 理容・美容業 5%

16,774 宮城県 仙台市青葉区 ＢＡＲ秘密結社 サービス 飲食業 5%

16,775 宮城県 仙台市青葉区 ＢＯＵＲＢＯＮ　ＩＮ　ＢＲＵＴＥ サービス 飲食業 5%

16,776 宮城県 仙台市青葉区 Ｈｉ－ｓｍｉｌｅ 小売業 衣料品 5%

16,777 宮城県 仙台市青葉区 ハイドロゲン仙台店 サービス その他サービス 5%

16,778 宮城県 仙台市青葉区 博多でべそ仙台店 サービス 飲食業 5%

16,779 宮城県 仙台市青葉区 函館　あかちょうちん　国分町店 サービス 飲食業 5%

16,780 宮城県 仙台市青葉区 ｂａｄａｓｓｈａｉｒｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

16,781 宮城県 仙台市青葉区 ＰａｔｉｓｓｅｒｉｅｓＧｌａｃｅｓＫｉｓｅｔｅｕ 小売業 その他小売 5%

16,782 宮城県 仙台市青葉区 ｓｕｋｉｙａ　Ｐｅｒｆｕｍｅｒｉｅ　Ｓｕｋｉｙａ　一番町店 小売業 その他小売 5%

16,783 宮城県 仙台市青葉区 ＰＡＢＬＯｍｉｎｉ 小売業 食料品 5%

16,784 宮城県 仙台市青葉区 はまねいる サービス 理容・美容業 5%

16,785 宮城県 仙台市青葉区 ＨＵＭＭＩＮＧＭＥＡＬＭＡＲＫＥＴ サービス 飲食業 5%

16,786 宮城県 仙台市青葉区 ハムステッドティールーム サービス 飲食業 5%

16,787 宮城県 仙台市青葉区 晴れの日 サービス 飲食業 5%

16,788 宮城県 仙台市青葉区 ＨＡＲＯＮＡ サービス 理容・美容業 5%

16,789 宮城県 仙台市青葉区 晩翠亭いこい荘 サービス 宿泊業 5%

16,790 宮城県 仙台市青葉区 Ｐｅｅ－Ｋａ－Ｂｏｏ 小売業 衣料品 5%

16,791 宮城県 仙台市青葉区 Ｂｅｅ仙台 サービス 飲食業 5%

16,792 宮城県 仙台市青葉区 ＰＰＫ 小売業 その他小売 5%

16,793 宮城県 仙台市青葉区 ひがしやま　仙台駅前店 サービス 飲食業 5%

16,794 宮城県 仙台市青葉区 東山　仙台別館 サービス 飲食業 5%

16,795 宮城県 仙台市青葉区 東山　仙台本店 サービス 飲食業 5%

16,796 宮城県 仙台市青葉区 ＢＩＫＩＮＩ　ＴＡＰ＋エスパル仙台店 サービス 飲食業 5%

16,797 宮城県 仙台市青葉区 ＰＩＣＨＥ　ＡＢＡＨＯＵＳＥエスパル仙台店 小売業 その他小売 5%

16,798 宮城県 仙台市青葉区 びすとろ平 サービス 飲食業 5%

16,799 宮城県 仙台市青葉区 ビストロ逗屋 サービス 飲食業 5%

16,800 宮城県 仙台市青葉区 ビストロ布袋屋 サービス 飲食業 5%
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16,801 宮城県 仙台市青葉区 びすとろぼんてん本町店 サービス 飲食業 5%

16,802 宮城県 仙台市青葉区 陽だまり食堂 サービス 飲食業 5%

16,803 宮城県 仙台市青葉区 びっくりドンキー　クリスロード店 サービス 飲食業 2%

16,804 宮城県 仙台市青葉区 日向雅之税理士事務所 サービス その他サービス 5%

16,805 宮城県 仙台市青葉区 ＰＢ－１　仙台店 小売業 衣料品 5%

16,806 宮城県 仙台市青葉区 ＰＢ－１　仙台２号店 小売業 衣料品 5%

16,807 宮城県 仙台市青葉区 Ｂｅａｕｔｙ ｒｏｏｍ Ｒｉｃｈｅ サービス その他サービス 5%

16,808 宮城県 仙台市青葉区 Ｂｅａｕｔｙ　ｏｎｅ サービス 理容・美容業 5%

16,809 宮城県 仙台市青葉区 ｅｎＤｕｃｅ サービス その他サービス 5%

16,810 宮城県 仙台市青葉区 ビューティドレッセ山野愛子美容室仙台店 サービス 理容・美容業 5%

16,811 宮城県 仙台市青葉区 美容室アンジェ サービス 理容・美容業 5%

16,812 宮城県 仙台市青葉区 広瀬窯 小売業 その他小売 5%

16,813 宮城県 仙台市青葉区 広瀬窯 サービス その他サービス 5%

16,814 宮城県 仙台市青葉区 ｆｉｒｓｔ　ＳＥＮＤＡＩ サービス 理容・美容業 5%

16,815 宮城県 仙台市青葉区 ｆａｔａｇｒａｃｅ?ＨＩＴＯＹＵＲＡＩ　　３０? サービス 理容・美容業 5%

16,816 宮城県 仙台市青葉区 ＦＡＶＩＬＩＳ仙台店 サービス その他サービス 5%

16,817 宮城県 仙台市青葉区 ＦＡＫＥ サービス 飲食業 5%

16,818 宮城県 仙台市青葉区 ｆａｋｅ’ｓ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

16,819 宮城県 仙台市青葉区 ＦＵＫＡＮＥ 小売業 衣料品 5%

16,820 宮城県 仙台市青葉区 株式会社フクヤジャパン 小売業 その他小売 5%

16,821 宮城県 仙台市青葉区 福来寿司 サービス 飲食業 5%

16,822 宮城県 仙台市青葉区 株式会社藤総合地所 サービス その他サービス 5%

16,823 宮城県 仙台市青葉区 二人静 サービス 飲食業 5%

16,824 宮城県 仙台市青葉区 ぷちまりー仙台一番町店 小売業 その他小売 5%

16,825 宮城県 仙台市青葉区 ふとんの菅野 小売業 その他小売 5%

16,826 宮城県 仙台市青葉区 プライベート個室×旬菜居酒屋　魚々ろ（ととろ）　　仙台一番町店 サービス 飲食業 5%

16,827 宮城県 仙台市青葉区 フラネ 小売業 家具・調度品 5%

16,828 宮城県 仙台市青葉区 Ｂｕｌａｎｓｉｓ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

16,829 宮城県 仙台市青葉区 フランス菓子オランジュリー 小売業 食料品 5%

16,830 宮城県 仙台市青葉区 ブランドコレクション 小売業 衣料品 5%

16,831 宮城県 仙台市青葉区 ブリアント　仙台店 サービス 理容・美容業 5%

16,832 宮城県 仙台市青葉区 ｂｒｅｅｚｅｂｙｙｕｃａ サービス 理容・美容業 5%

16,833 宮城県 仙台市青葉区 ブルスタ南吉成店 サービス 飲食業 5%

16,834 宮城県 仙台市青葉区 フレッシュフードモリヤ　落合店 小売業 食料品 5%

16,835 宮城県 仙台市青葉区 ｆｌｏｗ　ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

16,836 宮城県 仙台市青葉区 Ｂｌａｎｋｅｔ サービス 理容・美容業 5%

16,837 宮城県 仙台市青葉区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＣＵＯＲＥ サービス 理容・美容業 5%

16,838 宮城県 仙台市青葉区 ｈａｉｒａｔｅｌｉｅｒＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

16,839 宮城県 仙台市青葉区 ＨＡＩＲ　ｆｅｌｌｏｗ【ヘアーフェロー】 サービス 理容・美容業 5%

16,840 宮城県 仙台市青葉区 Ｈａｉｒ　Ｍｉｅｌ（ミエル） サービス 理容・美容業 5%

16,841 宮城県 仙台市青葉区 ｈａｉｒ ｍａｋｅ ｕｎ ｈａｉｒ ｍａｋｅ ｕｎ サービス 理容・美容業 5%

16,842 宮城県 仙台市青葉区 ＨａｉｒＬｕｓｔ サービス 理容・美容業 5%
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16,843 宮城県 仙台市青葉区 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　Ｂｅａｕｔｙ　ｏｎｅ サービス 理容・美容業 5%

16,844 宮城県 仙台市青葉区 ｈａｉｒｓａｌｏｎＲｕｂａｎ サービス 理容・美容業 5%

16,845 宮城県 仙台市青葉区 ｈａｉｒｄｒｅｓｓｅｒａｉｍｓ サービス 理容・美容業 5%

16,846 宮城県 仙台市青葉区 ｈａｉｒｍａｋｅｕｎ サービス 理容・美容業 5%

16,847 宮城県 仙台市青葉区 ｈａｉｒｍａｋｅ　ｄｅｓｉｇｎ　Ａｘｅ?ｌ　ｈａｉｒｍａｋｅ　ｄｅｓｉｇｎ　Ａｘｅ?ｌ サービス 理容・美容業 5%

16,848 宮城県 仙台市青葉区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｈｕｐｒｏｋ（ヘア　メイク　ハプロック） サービス 理容・美容業 5%

16,849 宮城県 仙台市青葉区 ＢａｓｉｃＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

16,850 宮城県 仙台市青葉区 ＶＥＧＥＴＡ　【ベジータ】 サービス 理容・美容業 5%

16,851 宮城県 仙台市青葉区 ｐｅｓｃａ一番町店 サービス 理容・美容業 5%

16,852 宮城県 仙台市青葉区 ｐｅｓｃａ（ペスカ）　仙台駅前店 サービス 理容・美容業 5%

16,853 宮城県 仙台市青葉区 合資会社ベルツ サービス その他サービス 5%

16,854 宮城県 仙台市青葉区 ボークス仙台ショールーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

16,855 宮城県 仙台市青葉区 タンブリングダイス サービス 飲食業 5%

16,856 宮城県 仙台市青葉区 ボーリュミエール サービス その他サービス 5%

16,857 宮城県 仙台市青葉区 ボークス仙台ショールーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

16,858 宮城県 仙台市青葉区 ほぐれ?る　仙台駅前店 サービス その他サービス 5%

16,859 宮城県 仙台市青葉区 北麓草水 小売業 その他小売 5%

16,860 宮城県 仙台市青葉区 布袋農園 サービス 飲食業 5%

16,861 宮城県 仙台市青葉区 ホテル　グリーンウィズ サービス 宿泊業 5%

16,862 宮城県 仙台市青葉区 ホテル　グリーンパシフィック サービス 宿泊業 5%

16,863 宮城県 仙台市青葉区 ホテル　プレミアムグリーンプラス サービス 宿泊業 5%

16,864 宮城県 仙台市青葉区 本家かまどや　定禅寺通店 サービス その他サービス 5%

16,865 宮城県 仙台市青葉区 ぼんてん漁港上杉店 サービス 飲食業 5%

16,866 宮城県 仙台市青葉区 ぼんてん漁港勾当台店 サービス 飲食業 5%

16,867 宮城県 仙台市青葉区 ぼんてん漁港中央２丁目店 サービス 飲食業 5%

16,868 宮城県 仙台市青葉区 梵天食堂南吉成店 サービス 飲食業 5%

16,869 宮城県 仙台市青葉区 ｍａｇｎｏｌｉａ サービス 理容・美容業 5%

16,870 宮城県 仙台市青葉区 ＭＯＴＨＥＲ　ＰＯＲＴ　ＣＯＦＦＥＥ　東北大学院前店 サービス 飲食業 5%

16,871 宮城県 仙台市青葉区 マスターウォール仙台 小売業 家具・調度品 5%

16,872 宮城県 仙台市青葉区 まつげサロンＷＩＬＬ　仙台シリウス一番町店 サービス 理容・美容業 5%

16,873 宮城県 仙台市青葉区 松澤蒲鉾店エスパル店 小売業 食料品 5%

16,874 宮城県 仙台市青葉区 マナ サービス 理容・美容業 5%

16,875 宮城県 仙台市青葉区 ｍａｎｉ　ＣＲＥＡＲＥ　ｂｙ　ＹＯＫＯＴＡ サービス 理容・美容業 5%

16,876 宮城県 仙台市青葉区 ｍａｎｉｃ 小売業 衣料品 5%

16,877 宮城県 仙台市青葉区 丸仙カバン店 小売業 その他小売 5%

16,878 宮城県 仙台市青葉区 マルツ仙台上杉店 小売業 電化製品 5%

16,879 宮城県 仙台市青葉区 まんまのＴＯＮ　ＴＯＮ サービス 飲食業 5%

16,880 宮城県 仙台市青葉区 肉男　ＭＥＡＴＭＡＮ　仙台 サービス 飲食業 5%

16,881 宮城県 仙台市青葉区 ｍｉ　ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ【ミー　ヘア　スタジオ】 サービス 理容・美容業 5%

16,882 宮城県 仙台市青葉区 ＭＩＳＡ　ＮＯ　ＥＳＴＨＥＴＩＣ サービス 理容・美容業 5%

16,883 宮城県 仙台市青葉区 ｍｉｓｔｙ サービス 飲食業 5%

16,884 宮城県 仙台市青葉区 ミスマリア サービス 理容・美容業 5%
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16,885 宮城県 仙台市青葉区 道草屋 サービス 飲食業 5%

16,886 宮城県 仙台市青葉区 道草屋 サービス 飲食業 5%

16,887 宮城県 仙台市青葉区 ミチ美容室 サービス 理容・美容業 5%

16,888 宮城県 仙台市青葉区 ＭＩＳＳＩＯＮ　ＧＳ 小売業 衣料品 5%

16,889 宮城県 仙台市青葉区 みのりカフェ サービス 飲食業 5%

16,890 宮城県 仙台市青葉区 みやぎ水産の日アンテナショップ 小売業 その他小売 5%

16,891 宮城県 仙台市青葉区 宮城トヨタ自動車黒松店 小売業 その他小売 5%

16,892 宮城県 仙台市青葉区 宮城トヨタ自動車仙台中央店 小売業 その他小売 5%

16,893 宮城県 仙台市青葉区 ミヤデンおおがた 小売業 電化製品 5%

16,894 宮城県 仙台市青葉区 ミヤデン八幡店 小売業 電化製品 5%

16,895 宮城県 仙台市青葉区 ｍｉｌｆｙ サービス 理容・美容業 5%

16,896 宮城県 仙台市青葉区 無垢とうや サービス 飲食業 5%

16,897 宮城県 仙台市青葉区 メガネの相沢エスパル仙台店 小売業 その他小売 5%

16,898 宮城県 仙台市青葉区 メリーメリークリスマスランド 小売業 その他小売 5%

16,899 宮城県 仙台市青葉区 ｍｅｎｃｏ サービス その他サービス 5%

16,900 宮城県 仙台市青葉区 モストリプラス 小売業 貴金属・服飾品 5%

16,901 宮城県 仙台市青葉区 モリタ管楽器サービス サービス その他サービス 5%

16,902 宮城県 仙台市青葉区 杜の都の漢方薬局　運龍堂　杜の都の漢方薬局　運龍堂 小売業 その他小売 5%

16,903 宮城県 仙台市青葉区 森の芽ぶきたまご舎エスパル仙台店 小売業 食料品 5%

16,904 宮城県 仙台市青葉区 杜の館 小売業 食料品 5%

16,905 宮城県 仙台市青葉区 ｍｏｎｍａｙａ　大町店 小売業 家具・調度品 5%

16,906 宮城県 仙台市青葉区 焼鳥居酒屋いせじ サービス 飲食業 5%

16,907 宮城県 仙台市青葉区 焼肉えんま サービス 飲食業 5%

16,908 宮城県 仙台市青葉区 焼肉・ホルモン　かないや サービス 飲食業 5%

16,909 宮城県 仙台市青葉区 焼肉バル 三水苑 サービス 飲食業 5%

16,910 宮城県 仙台市青葉区 焼肉屋　ローズガーデン サービス 飲食業 5%

16,911 宮城県 仙台市青葉区 櫓茶屋　国分町店 サービス 飲食業 5%

16,912 宮城県 仙台市青葉区 櫓茶屋　仙台駅前店 サービス 飲食業 5%

16,913 宮城県 仙台市青葉区 櫓茶屋　仙台エーラク サービス 飲食業 5%

16,914 宮城県 仙台市青葉区 櫓茶屋　仙台東映プラザ サービス 飲食業 5%

16,915 宮城県 仙台市青葉区 やの字 サービス 飲食業 5%

16,916 宮城県 仙台市青葉区 山形蕎麦としゃぶ鍋焔蔵トラストタワー店 サービス 飲食業 5%

16,917 宮城県 仙台市青葉区 山形蕎麦と炙りの焔蔵定禅寺店 サービス 飲食業 5%

16,918 宮城県 仙台市青葉区 やま新寿司 サービス 飲食業 5%

16,919 宮城県 仙台市青葉区 有限会社　西仙台電気 小売業 電化製品 5%

16,920 宮城県 仙台市青葉区 ＢＬＵＥ　ＭＡＯ　ＭＡＯ　ＢＬＵＥＭＡＯＭＡＯ 小売業 その他小売 5%

16,921 宮城県 仙台市青葉区 有限会社晩翠コンタクトレンズ サービス その他サービス 5%

16,922 宮城県 仙台市青葉区 ＹＯＵ　ＳＨＯＰ黒松 小売業 その他小売 5%

16,923 宮城県 仙台市青葉区 Ｕｓｅｄ Ｇｕｉｔａｒ Ｓｈｏｐ ＦＯＯＬＳ ＧＯＬＤ 小売業 その他小売 5%

16,924 宮城県 仙台市青葉区 ゆーずどぎたーしょっぷふーるずごーるど 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

16,925 宮城県 仙台市青葉区 夕焼け麦酒園 サービス 飲食業 5%

16,926 宮城県 仙台市青葉区 郡山健一税理士事務所 サービス その他サービス 5%
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16,927 宮城県 仙台市青葉区 ユザワヤ　仙台駅前店 小売業 その他小売 5%

16,928 宮城県 仙台市青葉区 Ｕｔａｈ 小売業 衣料品 5%

16,929 宮城県 仙台市青葉区 ユナイテッド　アドバイザーズ株式会社　仙台営業所 サービス その他サービス 5%

16,930 宮城県 仙台市青葉区 湯の原ホテル サービス 宿泊業 5%

16,931 宮城県 仙台市青葉区 ユノメ家具（催事） 小売業 家具・調度品 5%

16,932 宮城県 仙台市青葉区 ユノメ家具本店 小売業 家具・調度品 5%

16,933 宮城県 仙台市青葉区 鷹泉閣岩松旅館 サービス 宿泊業 5%

16,934 宮城県 仙台市青葉区 養老乃瀧　上杉店 サービス 飲食業 2%

16,935 宮城県 仙台市青葉区 横丁三七三 サービス 飲食業 5%

16,936 宮城県 仙台市青葉区 夜ノ森仙台 サービス 飲食業 5%

16,937 宮城県 仙台市青葉区 ＲＡＱＯＯＮＥ　仙台ロフト店 サービス その他サービス 5%

16,938 宮城県 仙台市青葉区 ラグノオエスパル店 小売業 食料品 5%

16,939 宮城県 仙台市青葉区 Ｌａ　Ｓａｒｔｅｎ　Ｍｏｄｅｒｎｏ　ラ・サルテン・モデルノ サービス 飲食業 5%

16,940 宮城県 仙台市青葉区 らしんばん　仙台店 小売業 その他小売 5%

16,941 宮城県 仙台市青葉区 ラニカイ 小売業 その他小売 5%

16,942 宮城県 仙台市青葉区 Ｌｅｅ　エスパル仙台店 小売業 衣料品 5%

16,943 宮城県 仙台市青葉区 リーガルプロフェッション サービス その他サービス 5%

16,944 宮城県 仙台市青葉区 Ｒｉｕｍ　ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ サービス 理容・美容業 5%

16,945 宮城県 仙台市青葉区 Ｌｉｅｔｏ　ｖｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

16,946 宮城県 仙台市青葉区 リカネスト　国分町店 小売業 その他小売 5%

16,947 宮城県 仙台市青葉区 利久一番町店 サービス 飲食業 5%

16,948 宮城県 仙台市青葉区 利久花京院店１Ｆ サービス 飲食業 5%

16,949 宮城県 仙台市青葉区 利久北目町店 サービス 飲食業 5%

16,950 宮城県 仙台市青葉区 利久サンモール一番町店 サービス 飲食業 5%

16,951 宮城県 仙台市青葉区 利久中央通り店 サービス 飲食業 5%

16,952 宮城県 仙台市青葉区 利久ドン・キホーテ仙台駅前店 サービス 飲食業 5%

16,953 宮城県 仙台市青葉区 りす整体院 サービス その他サービス 5%

16,954 宮城県 仙台市青葉区 リファーレ仙台一番町 小売業 衣料品 5%

16,955 宮城県 仙台市青葉区 ＲｅＦｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

16,956 宮城県 仙台市青葉区 理容室Ｒｅｓｅｖｅ サービス 理容・美容業 5%

16,957 宮城県 仙台市青葉区 理容タカハシ　理容タカハシ サービス 理容・美容業 5%

16,958 宮城県 仙台市青葉区 旅館つかさ サービス 宿泊業 5%

16,959 宮城県 仙台市青葉区 リラクゼーション　Ａｌａ サービス その他サービス 5%

16,960 宮城県 仙台市青葉区 リラクゼーション　もみやん サービス その他サービス 5%

16,961 宮城県 仙台市青葉区 リリィマリアージュ サービス その他サービス 5%

16,962 宮城県 仙台市青葉区 Ｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

16,963 宮城県 仙台市青葉区 Ｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

16,964 宮城県 仙台市青葉区 Ｒｏｏｍ－９ 小売業 衣料品 5%

16,965 宮城県 仙台市青葉区 ＬＵＣＩＮＡ（ルキナ） サービス 理容・美容業 5%

16,966 宮城県 仙台市青葉区 ＬＥ　ＴＲＩＯ　ＡＢＡＨＯＵＳＥエスパル仙台店 小売業 衣料品 5%

16,967 宮城県 仙台市青葉区 Ｒｅｇｎｏ サービス 理容・美容業 5%

16,968 宮城県 仙台市青葉区 レストランパリンカ サービス 飲食業 5%
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16,969 宮城県 仙台市青葉区 ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ｍｉｕｒａ サービス 飲食業 5%

16,970 宮城県 仙台市青葉区 レストラン　　ミウラ サービス 飲食業 5%

16,971 宮城県 仙台市青葉区 ＲＥＴＲＯ　ＧＩＲＬ　Ｅｍｓｅｘｃｉｔｅ 小売業 衣料品 5%

16,972 宮城県 仙台市青葉区 ＬＥＭＯ　ＢＹ　ＵＲＡ【レモ】 サービス 理容・美容業 5%

16,973 宮城県 仙台市青葉区 Ｌｏａ　ｍｉｏ　（ロア　ミオ） サービス 理容・美容業 5%

16,974 宮城県 仙台市青葉区 ロイヤルメイフラワー仙台 サービス その他サービス 5%

16,975 宮城県 仙台市青葉区 ＲＯＹＡＬＬＯＯＰ サービス 飲食業 5%

16,976 宮城県 仙台市青葉区 ＬＯＳＰＺＩＯＢＩＡＮＣＯ 小売業 衣料品 5%

16,977 宮城県 仙台市青葉区 路傍 サービス 飲食業 5%

16,978 宮城県 仙台市青葉区 ロワイヤルテラッセ　旭ヶ丘店 小売業 食料品 5%

16,979 宮城県 仙台市青葉区 ロワイヤルテラッセエクセラ 小売業 食料品 5%

16,980 宮城県 仙台市青葉区 ロワイヤルテラッセエスパル店 小売業 食料品 5%

16,981 宮城県 仙台市青葉区 ワイティーショップ　ワイティーショップ 小売業 その他小売 5%

16,982 宮城県 仙台市青葉区 ワインとお酒と板前バル　魚が肴 サービス 飲食業 5%

16,983 宮城県 仙台市青葉区 Ｗｉｎｅ Ｂａｒ Ｂａｌｉｃａｎｔｅ サービス 飲食業 5%

16,984 宮城県 仙台市青葉区 ワインラウンジｃｕｖｅｅＩＴＯＵ サービス 飲食業 5%

16,985 宮城県 仙台市青葉区 早稲田教育ゼミナール宮町校 サービス その他サービス 5%

16,986 宮城県 仙台市青葉区 和寮　真木 サービス 飲食業 5%

16,987 宮城県 仙台市青葉区 ワンアンドオンリイ サービス その他サービス 5%

16,988 宮城県 仙台市青葉区 ＯＮＥ　ＣＯＭ（ワンカン） サービス 飲食業 5%

16,989 宮城県 仙台市泉区 アーバ・とうこう 小売業 電化製品 5%

16,990 宮城県 仙台市泉区 赤間タクシー サービス 運輸業 5%

16,991 宮城県 仙台市泉区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｔｉａｒａ泉中央 サービス 理容・美容業 5%

16,992 宮城県 仙台市泉区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｓｙｌｐｈ市名坂 サービス 理容・美容業 5%

16,993 宮城県 仙台市泉区 あちゃーる　あちゃーる　南インド　ネパールカレーの店 サービス 飲食業 5%

16,994 宮城県 仙台市泉区 吉武真二 サービス 飲食業 5%

16,995 宮城県 仙台市泉区 アドバンスゴルフ 小売業 その他小売 5%

16,996 宮城県 仙台市泉区 アトリエウフ 小売業 食料品 5%

16,997 宮城県 仙台市泉区 有限会社イーストワークス サービス その他サービス 5%

16,998 宮城県 仙台市泉区 泉運転免許センター入口店 サービス その他サービス 5%

16,999 宮城県 仙台市泉区 泉ヶ岳温泉やまぼうし サービス 宿泊業 5%

17,000 宮城県 仙台市泉区 泉自動車学校 サービス その他サービス 5%

17,001 宮城県 仙台市泉区 うまいもん酒場　楽笑 サービス 飲食業 5%

17,002 宮城県 仙台市泉区 英会話プライマリー　仙台泉中央校 サービス その他サービス 5%

17,003 宮城県 仙台市泉区 ｍａｇ 小売業 衣料品 5%

17,004 宮城県 仙台市泉区 奥羽自動車学校 サービス その他サービス 5%

17,005 宮城県 仙台市泉区 オートプロサクセス　オートプロサクセス サービス その他サービス 5%

17,006 宮城県 仙台市泉区 オルトスポーツクラブ サービス その他サービス 5%

17,007 宮城県 仙台市泉区 オルトスポーツクラブ（売店） サービス その他サービス 5%

17,008 宮城県 仙台市泉区 菓匠三全　泉インター店 小売業 食料品 5%

17,009 宮城県 仙台市泉区 菓匠三全　泉中央店 小売業 食料品 5%

17,010 宮城県 仙台市泉区 菓匠三全　南光台店 小売業 食料品 5%
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17,011 宮城県 仙台市泉区 カットハウス理容いこい サービス 理容・美容業 5%

17,012 宮城県 仙台市泉区 ｃａｎｏａ サービス 理容・美容業 5%

17,013 宮城県 仙台市泉区 株式会社一苺一笑　松森農場 サービス その他サービス 5%

17,014 宮城県 仙台市泉区 株式会社タゼン　泉中央店 小売業 その他小売 5%

17,015 宮城県 仙台市泉区 株式会社ベーセーベージェー 小売業 衣料品 5%

17,016 宮城県 仙台市泉区 かみゆいしおん サービス 理容・美容業 5%

17,017 宮城県 仙台市泉区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋泉中央駅店 サービス 飲食業 2%

17,018 宮城県 仙台市泉区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋仙台泉インター店 サービス 飲食業 2%

17,019 宮城県 仙台市泉区 河合塾マナビス泉中央校 サービス その他サービス 2%

17,020 宮城県 仙台市泉区 函太郎仙台市名坂店 サービス 飲食業 5%

17,021 宮城県 仙台市泉区 北の杜動物病院 サービス その他サービス 5%

17,022 宮城県 仙台市泉区 Ｃａｐｔｅｒ＇Ｇ＇ 小売業 衣料品 5%

17,023 宮城県 仙台市泉区 牛仁仙台泉店 サービス 飲食業 5%

17,024 宮城県 仙台市泉区 牛たん炭焼利久泉中央店 サービス 飲食業 5%

17,025 宮城県 仙台市泉区 金港堂　泉パークタウン店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

17,026 宮城県 仙台市泉区 クリーニングタカノ　泉中央店 サービス その他サービス 5%

17,027 宮城県 仙台市泉区 クリーニングタカノ　ＧＭ桂 サービス その他サービス 5%

17,028 宮城県 仙台市泉区 クリーニングタカノ　ビッグ八乙女 サービス その他サービス 5%

17,029 宮城県 仙台市泉区 クリーニングタカノ　ビッグ南光台 サービス その他サービス 5%

17,030 宮城県 仙台市泉区 クリーニングタカノ　ＹＢ市名坂店 サービス その他サービス 5%

17,031 宮城県 仙台市泉区 クリーニングタカノ　ＹＢ南光台店 サービス その他サービス 5%

17,032 宮城県 仙台市泉区 （個人）八木タクシー サービス 運輸業 5%

17,033 宮城県 仙台市泉区 個人タクシー千優タクシー サービス 運輸業 5%

17,034 宮城県 仙台市泉区 壽三色最中本舗　泉インター店 小売業 食料品 5%

17,035 宮城県 仙台市泉区 コムエーシー サービス その他サービス 5%

17,036 宮城県 仙台市泉区 ｍａｇショップ 小売業 衣料品 5%

17,037 宮城県 仙台市泉区 酒の九洲黒松店 小売業 その他小売 5%

17,038 宮城県 仙台市泉区 ｓｕｓｐｅｎｄ　サスペンド サービス 理容・美容業 5%

17,039 宮城県 仙台市泉区 サロン ド シアン サービス その他サービス 5%

17,040 宮城県 仙台市泉区 シーガル泉バイパス店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

17,041 宮城県 仙台市泉区 ジェームス泉インターシティ店 小売業 その他小売 2%

17,042 宮城県 仙台市泉区 自然食品たんぽぽ　自然食品たんぽぽ 小売業 その他小売 5%

17,043 宮城県 仙台市泉区 シバタデンキ 小売業 電化製品 5%

17,044 宮城県 仙台市泉区 しゃぶしゃぶ但馬屋ＢＲＡＮＣＨ仙台店 サービス 飲食業 5%

17,045 宮城県 仙台市泉区 シリエージョ サービス 理容・美容業 5%

17,046 宮城県 仙台市泉区 新日本補聴器センター仙台泉店 小売業 その他小売 5%

17,047 宮城県 仙台市泉区 スキューバカンパニードルフィン仙台店 サービス その他サービス 5%

17,048 宮城県 仙台市泉区 スタジオアミ　泉中央館 サービス その他サービス 5%

17,049 宮城県 仙台市泉区 スタジオアミ　南中山館 サービス その他サービス 5%

17,050 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台明石南２丁目店 小売業 食料品 2%

17,051 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台泉向陽台３丁目店 小売業 食料品 2%

17,052 宮城県 仙台市泉区 仙台泉整体ラボ 仙台泉整体ラボ サービス その他サービス 5%
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17,053 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台泉高玉町店 小売業 食料品 2%

17,054 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台泉中央３丁目店 小売業 食料品 2%

17,055 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台泉中央２丁目店 小売業 食料品 2%

17,056 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台泉中央４丁目店 小売業 食料品 2%

17,057 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台泉本田町店 小売業 食料品 2%

17,058 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台泉山の寺１丁目店 小売業 食料品 2%

17,059 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台市名坂店 小売業 食料品 2%

17,060 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台黒松店 小売業 食料品 2%

17,061 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台将監９丁目店 小売業 食料品 2%

17,062 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台長命ケ丘５丁目店 小売業 食料品 2%

17,063 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台南光台３丁目店 小売業 食料品 2%

17,064 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台南光台７丁目店 小売業 食料品 2%

17,065 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台西田中松下店 小売業 食料品 2%

17,066 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台虹の丘店 小売業 食料品 2%

17,067 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台野村店 小売業 食料品 2%

17,068 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台紫山４丁目店 小売業 食料品 2%

17,069 宮城県 仙台市泉区 セブン－イレブン仙台八乙女２丁目店 小売業 食料品 2%

17,070 宮城県 仙台市泉区 せんだいワイズ会 サービス その他サービス 5%

17,071 宮城県 仙台市泉区 千優タクシー サービス 運輸業 5%

17,072 宮城県 仙台市泉区 ＳｏＬ　Ｓｏｒｒｉｓｏ 小売業 衣料品 5%

17,073 宮城県 仙台市泉区 大黒ホルモン　泉中央店 サービス 飲食業 5%

17,074 宮城県 仙台市泉区 タイヤ館いずみ 小売業 その他小売 2%

17,075 宮城県 仙台市泉区 伊達の牛たん本舗仙台大観音プラザハウス店 サービス 飲食業 5%

17,076 宮城県 仙台市泉区 珠と瑞 小売業 衣料品 5%

17,077 宮城県 仙台市泉区 Ｔｅａｒ Ｄｒｉｖｅ ｂｙ Ｓａｌｔ ２ サービス 理容・美容業 5%

17,078 宮城県 仙台市泉区 デンキカン泉 小売業 電化製品 5%

17,079 宮城県 仙台市泉区 ｔｏｉｔｏｉｔｏｉ サービス 理容・美容業 5%

17,080 宮城県 仙台市泉区 トヨタレンタリース仙台長命ヶ丘店 サービス その他サービス 2%

17,081 宮城県 仙台市泉区 トヨタレンタリース仙台八乙女店 サービス その他サービス 2%

17,082 宮城県 仙台市泉区 トヨタレンタリース宮城泉中央駅前店 サービス その他サービス 2%

17,083 宮城県 仙台市泉区 トヨタレンタリース仙台　長命ヶ丘営業所 サービス 運輸業 5%

17,084 宮城県 仙台市泉区 トヨタレンタリース仙台　八乙女営業所 サービス 運輸業 5%

17,085 宮城県 仙台市泉区 ｔｒｉｍｅｓ サービス その他サービス 5%

17,086 宮城県 仙台市泉区 和ノ肴　松 サービス 飲食業 5%

17,087 宮城県 仙台市泉区 南光台整体院 サービス その他サービス 5%

17,088 宮城県 仙台市泉区 ニコニコレンタカ－仙台松森店 サービス その他サービス 5%

17,089 宮城県 仙台市泉区 ネイルサロン　ブレス　泉中央駅店 サービス 理容・美容業 5%

17,090 宮城県 仙台市泉区 ネッツトヨタ宮城　泉店 小売業 その他小売 5%

17,091 宮城県 仙台市泉区 株式会社ノルニル サービス その他サービス 5%

17,092 宮城県 仙台市泉区 Ｈｙｇｉｅｎｅ　Ｓｔｏｒｅ 小売業 その他小売 5%

17,093 宮城県 仙台市泉区 博多もつ鍋　たじまや サービス 飲食業 5%

17,094 宮城県 仙台市泉区 パソコンとスマホの窓口 デジタルサポートマイト キャラウェイ店 出張２ サービス その他サービス 5%
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17,095 宮城県 仙台市泉区 八文字屋書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

17,096 宮城県 仙台市泉区 花乙女　京の粋　海の幸　花乙女 サービス 飲食業 5%

17,097 宮城県 仙台市泉区 ｓｕｋｉｙａ　セルバ店 小売業 その他小売 5%

17,098 宮城県 仙台市泉区 ＰＯＷＥＲＺＯＮＥ 小売業 電化製品 5%

17,099 宮城県 仙台市泉区 パンセ　南中山本店 小売業 食料品 5%

17,100 宮城県 仙台市泉区 バンテック株式会社 小売業 その他小売 5%

17,101 宮城県 仙台市泉区 ＨＩＲＡＩ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

17,102 宮城県 仙台市泉区 ブックスなにわ仙台泉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

17,103 宮城県 仙台市泉区 フットファンタジア中山 サービス その他サービス 5%

17,104 宮城県 仙台市泉区 歩楽人　仙台泉中央店 小売業 その他小売 5%

17,105 宮城県 仙台市泉区 フレッシュネスバーガー泉Ａｃｓ サービス 飲食業 2%

17,106 宮城県 仙台市泉区 ヘアーサロン　コード サービス 理容・美容業 5%

17,107 宮城県 仙台市泉区 ｈａｉｒｓｅｌｅｃｔＰＡＳＳＩＯＮ南中山 サービス 理容・美容業 5%

17,108 宮城県 仙台市泉区 ａｖｅｎｉｒ サービス 理容・美容業 5%

17,109 宮城県 仙台市泉区 Ｐｌａｔｚ　泉中央　Ｈａｉｒ　Ｄｒｅｓｓｉｎｇ　Ｐｌａｔｚ サービス 理容・美容業 5%

17,110 宮城県 仙台市泉区 Ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　ＪＡＭＭＥＲ サービス 理容・美容業 5%

17,111 宮城県 仙台市泉区 ペットエコ 松森店 小売業 その他小売 5%

17,112 宮城県 仙台市泉区 ベルエキップ サービス その他サービス 5%

17,113 宮城県 仙台市泉区 ＰｒｉｖａｔｅＣｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ＆ＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅＣｅｎｔｅｒＷｉＴＨ サービス その他サービス 5%

17,114 宮城県 仙台市泉区 ホワイトローズ サービス 理容・美容業 5%

17,115 宮城県 仙台市泉区 ぼんてん餃子酒場泉中央店 サービス 飲食業 5%

17,116 宮城県 仙台市泉区 ぼんてん漁港　泉中央店 サービス 飲食業 5%

17,117 宮城県 仙台市泉区 梵天食堂泉中央駅ビル店 サービス 飲食業 5%

17,118 宮城県 仙台市泉区 まーさんもげＳＵＮ サービス 飲食業 5%

17,119 宮城県 仙台市泉区 まつげサロンＷＩＬＬ　まつげサロンＷＩＬＬ　イオンタウン仙台泉大沢店 サービス 理容・美容業 5%

17,120 宮城県 仙台市泉区 マルエス運転代行 サービス 運輸業 5%

17,121 宮城県 仙台市泉区 宮城トヨタ自動車泉店 小売業 その他小売 5%

17,122 宮城県 仙台市泉区 宮城トヨタ自動車南中山店 小売業 その他小売 5%

17,123 宮城県 仙台市泉区 宮城トヨタ自動車レクサス泉 小売業 その他小売 5%

17,124 宮城県 仙台市泉区 ミヤデン長命店 小売業 電化製品 5%

17,125 宮城県 仙台市泉区 八乙女プラザ 小売業 衣料品 5%

17,126 宮城県 仙台市泉区 焼肉パルパル市名坂店 サービス 飲食業 5%

17,127 宮城県 仙台市泉区 焼肉　冷麺大同苑　仙台泉中央店 サービス 飲食業 5%

17,128 宮城県 仙台市泉区 有限会社ノダヤ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

17,129 宮城県 仙台市泉区 ユザワヤ　仙台泉パークタウン店 小売業 その他小売 5%

17,130 宮城県 仙台市泉区 ヨネカワ電機 小売業 電化製品 5%

17,131 宮城県 仙台市泉区 らー麺処豪屋　加茂店 サービス 飲食業 5%

17,132 宮城県 仙台市泉区 らかんスタジオ仙台泉中央店 サービス その他サービス 5%

17,133 宮城県 仙台市泉区 和食処穂 サービス 飲食業 5%

17,134 宮城県 仙台市太白区 アーバコマツ 小売業 電化製品 5%

17,135 宮城県 仙台市太白区 青葉ガーデン 小売業 その他小売 5%

17,136 宮城県 仙台市太白区 赤井沢?　ＴＯＴＯ　Ｓ赤井沢?　レジ１ サービス その他サービス 5%
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17,137 宮城県 仙台市太白区 赤井沢　富沢店 小売業 その他小売 5%

17,138 宮城県 仙台市太白区 赤井沢　長町本店 小売業 その他小売 5%

17,139 宮城県 仙台市太白区 秋保交通 サービス 運輸業 5%

17,140 宮城県 仙台市太白区 ａｃｔ　ＩＳＭ【アクトイズム】 サービス 理容・美容業 5%

17,141 宮城県 仙台市太白区 ヘアーメイク　アクトアンジュール サービス 理容・美容業 5%

17,142 宮城県 仙台市太白区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｐｒａｈａ長町南 サービス 理容・美容業 5%

17,143 宮城県 仙台市太白区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ａｌｂａ長町 サービス 理容・美容業 5%

17,144 宮城県 仙台市太白区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｉｅｌｏ長町 サービス 理容・美容業 5%

17,145 宮城県 仙台市太白区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｇｒｅｅｎ長町 サービス 理容・美容業 5%

17,146 宮城県 仙台市太白区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

17,147 宮城県 仙台市太白区 朝陽タクシー サービス 運輸業 5%

17,148 宮城県 仙台市太白区 アトイズＫ サービス その他サービス 5%

17,149 宮城県 仙台市太白区 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｂａｎｒｉ サービス 飲食業 5%

17,150 宮城県 仙台市太白区 Ａｔｅｌｉｅｒ木ｇｉ 小売業 家具・調度品 5%

17,151 宮城県 仙台市太白区 ａｍｏ ｌａ Ｐｉｚｚａ サービス 飲食業 5%

17,152 宮城県 仙台市太白区 石焼ステーキ贅　富沢西店 サービス 飲食業 5%

17,153 宮城県 仙台市太白区 出光中田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,154 宮城県 仙台市太白区 ｉｎａｎｎａ’　ｔｉｅｒ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

17,155 宮城県 仙台市太白区 岩沼屋 サービス 宿泊業 5%

17,156 宮城県 仙台市太白区 岩沼屋ホテル サービス 宿泊業 5%

17,157 宮城県 仙台市太白区 ＶＩＮＴＡＧＥ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

17,158 宮城県 仙台市太白区 ｗｅｎｚｉ 小売業 衣料品 5%

17,159 宮城県 仙台市太白区 ＥＮＥＯＳニュー向山ＳＳ 小売業 その他小売 5%

17,160 宮城県 仙台市太白区 奥州秋保温泉蘭亭 サービス 宿泊業 5%

17,161 宮城県 仙台市太白区 ｏｓｔｅｒｉａＣｉｅｌＳｏｌｅ サービス 飲食業 5%

17,162 宮城県 仙台市太白区 ＯＦＦＩＣＥ Ｒｅｍｉ  Ｔｈｅ ＰＥＴＮＯＡＨ サービス その他サービス 5%

17,163 宮城県 仙台市太白区 オリックスレンタカー仙台長町店 サービス その他サービス 2%

17,164 宮城県 仙台市太白区 篝火の湯　緑水亭 サービス 宿泊業 5%

17,165 宮城県 仙台市太白区 菓匠三全ｔｅｋｕｔｅながまち店 小売業 食料品 5%

17,166 宮城県 仙台市太白区 カットハウスヘアメイト サービス 理容・美容業 5%

17,167 宮城県 仙台市太白区 金沢屋　名取仙南店 小売業 その他小売 5%

17,168 宮城県 仙台市太白区 Ｃａｆｅ　ｎｉｊｉｎｅｃｏ サービス 飲食業 5%

17,169 宮城県 仙台市太白区 Ｃａｆｅ五番街 サービス 飲食業 5%

17,170 宮城県 仙台市太白区 株式会社イーズ サービス 運輸業 5%

17,171 宮城県 仙台市太白区 株式会社Ｃｅｒｉｓｉｅｒ 小売業 その他小売 5%

17,172 宮城県 仙台市太白区 株式会社タゼン　仙台南店 小売業 その他小売 5%

17,173 宮城県 仙台市太白区 佐和プロジェクト合同会社 サービス その他サービス 5%

17,174 宮城県 仙台市太白区 髪切堂ＯＮＥＷＡＹ サービス 理容・美容業 5%

17,175 宮城県 仙台市太白区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋仙台長町店 サービス 飲食業 2%

17,176 宮城県 仙台市太白区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋西多賀ベガロポリス店 サービス 飲食業 2%

17,177 宮城県 仙台市太白区 河合塾マナビス長町校 サービス その他サービス 2%

17,178 宮城県 仙台市太白区 河合塾マナビス長町南校 サービス その他サービス 2%
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17,179 宮城県 仙台市太白区 木の家 サービス 宿泊業 5%

17,180 宮城県 仙台市太白区 ＣＡＭＰＦＩＲＥＪＡＰＡＮ サービス その他サービス 5%

17,181 宮城県 仙台市太白区 牛たん炭焼利久富沢店 サービス 飲食業 5%

17,182 宮城県 仙台市太白区 着る物処　和呉屋 小売業 衣料品 5%

17,183 宮城県 仙台市太白区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ仙台太白店 小売業 その他小売 5%

17,184 宮城県 仙台市太白区 串焼楽酒ＭＯＪＡ　長町店 サービス 飲食業 5%

17,185 宮城県 仙台市太白区 クリーニングタカノ　ＳＣ鈎取店 サービス その他サービス 5%

17,186 宮城県 仙台市太白区 クリーニングタカノ　ＹＢ山田鈎取 サービス その他サービス 5%

17,187 宮城県 仙台市太白区 クリーニングタカノ　ＹＢあすと サービス その他サービス 5%

17,188 宮城県 仙台市太白区 クリーニングタカノ　ＹＢ太子堂 サービス その他サービス 5%

17,189 宮城県 仙台市太白区 クリーニングタカノ　ＹＢ西の平 サービス その他サービス 5%

17,190 宮城県 仙台市太白区 クリーニングタカノ　ＹＢ柳生 サービス その他サービス 5%

17,191 宮城県 仙台市太白区 珈琲＆ハンバーグ　ハチヤ　長町店 サービス 飲食業 5%

17,192 宮城県 仙台市太白区 コーラスホテル仙台富沢 サービス 宿泊業 5%

17,193 宮城県 仙台市太白区 個人有沢タクシー サービス 運輸業 5%

17,194 宮城県 仙台市太白区 個人博タクシー サービス 運輸業 5%

17,195 宮城県 仙台市太白区 こだまｔｅｋｕｔｅながまち店 サービス その他サービス 5%

17,196 宮城県 仙台市太白区 佐市 小売業 食料品 5%

17,197 宮城県 仙台市太白区 佐々直中田バイパス店 小売業 食料品 5%

17,198 宮城県 仙台市太白区 佐藤屋旅館 サービス 宿泊業 5%

17,199 宮城県 仙台市太白区 茶寮宗園 サービス 宿泊業 5%

17,200 宮城県 仙台市太白区 澤田タクシー サービス 運輸業 5%

17,201 宮城県 仙台市太白区 サン・マルシェ　東中田店 小売業 食料品 5%

17,202 宮城県 仙台市太白区 シーガル長町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

17,203 宮城県 仙台市太白区 シーガル西多賀店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

17,204 宮城県 仙台市太白区 シーズ　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

17,205 宮城県 仙台市太白区 Ｓｈｅ　ｓ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

17,206 宮城県 仙台市太白区 シェル美容室　シェル美容室 サービス 理容・美容業 5%

17,207 宮城県 仙台市太白区 しゃぶ屋総本店 サービス 飲食業 5%

17,208 宮城県 仙台市太白区 シューリー サービス その他サービス 5%

17,209 宮城県 仙台市太白区 Ｓｐａβ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

17,210 宮城県 仙台市太白区 旬海堂　中田バイパス店 小売業 食料品 5%

17,211 宮城県 仙台市太白区 旬菜食健　ひな野　長町店 サービス 飲食業 5%

17,212 宮城県 仙台市太白区 白謙かまぼこ店てくて長町店 小売業 食料品 5%

17,213 宮城県 仙台市太白区 スタジオアミ　長町館 サービス その他サービス 5%

17,214 宮城県 仙台市太白区 ＳＴＲＡＷＢＥＲＲＹＪＡＭ 小売業 衣料品 5%

17,215 宮城県 仙台市太白区 炭び家おばやん サービス 飲食業 5%

17,216 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台青山店 小売業 食料品 2%

17,217 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台秋保店 小売業 食料品 2%

17,218 宮城県 仙台市太白区 仙台泉崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,219 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台鹿野店 小売業 食料品 2%

17,220 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台郡山５丁目店 小売業 食料品 2%
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17,221 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台郡山４丁目店 小売業 食料品 2%

17,222 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台砂押店 小売業 食料品 2%

17,223 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台富沢駅東店 小売業 食料品 2%

17,224 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台富沢店 小売業 食料品 2%

17,225 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台富沢西店 小売業 食料品 2%

17,226 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台富沢２丁目店 小売業 食料品 2%

17,227 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台長町駅前店 小売業 食料品 2%

17,228 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台長町７丁目店 小売業 食料品 2%

17,229 宮城県 仙台市太白区 セブンーイレブン仙台長町南４丁目店 小売業 食料品 2%

17,230 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台名取大橋店 小売業 食料品 2%

17,231 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台西多賀店 小売業 食料品 2%

17,232 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台東中田店 小売業 食料品 2%

17,233 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台袋原店 小売業 食料品 2%

17,234 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台ベニーランド前店 小売業 食料品 2%

17,235 宮城県 仙台市太白区 仙台ホルモン 焼肉 ときわ亭 西多賀店 小売業 食料品 5%

17,236 宮城県 仙台市太白区 仙台万華鏡美術館 小売業 その他小売 5%

17,237 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台南病院前店 小売業 食料品 2%

17,238 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台茂庭台店 小売業 食料品 2%

17,239 宮城県 仙台市太白区 セブンーイレブン仙台八木山神社店 小売業 食料品 2%

17,240 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台八木山南店 小売業 食料品 2%

17,241 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台山田上ノ台町店 小売業 食料品 2%

17,242 宮城県 仙台市太白区 セブン－イレブン仙台山田店 小売業 食料品 2%

17,243 宮城県 仙台市太白区 太白カントリークラブ サービス その他サービス 5%

17,244 宮城県 仙台市太白区 タイヤショップ亘理ゴム 小売業 その他小売 5%

17,245 宮城県 仙台市太白区 なし サービス その他サービス 5%

17,246 宮城県 仙台市太白区 伊達の牛たん本舗　ザ・モール仙台長町店 サービス 飲食業 5%

17,247 宮城県 仙台市太白区 たびのレシピ　あすと長町店 サービス その他サービス 5%

17,248 宮城県 仙台市太白区 たゆや サービス その他サービス 5%

17,249 宮城県 仙台市太白区 東光電機 小売業 電化製品 5%

17,250 宮城県 仙台市太白区 ＴＯＴＯ’Ｓ赤井沢 小売業 その他小売 5%

17,251 宮城県 仙台市太白区 トヨタレンタリース仙台長町バイパス店 サービス その他サービス 2%

17,252 宮城県 仙台市太白区 トヨタレンタリース宮城鹿野２８６店 サービス その他サービス 2%

17,253 宮城県 仙台市太白区 トヨタレンタリース仙台　長町バイパス（営 サービス 運輸業 5%

17,254 宮城県 仙台市太白区 トヨタレンタリース宮城　鹿野２８６営業所 サービス その他サービス 5%

17,255 宮城県 仙台市太白区 なごみ 小売業 その他小売 5%

17,256 宮城県 仙台市太白区 なんやかんや サービス 飲食業 5%

17,257 宮城県 仙台市太白区 二八タクシー サービス 運輸業 5%

17,258 宮城県 仙台市太白区 アイラッシュサロン　ブレス　長町南店 サービス 理容・美容業 5%

17,259 宮城県 仙台市太白区 ネッツトヨタ宮城　長町店 小売業 その他小売 5%

17,260 宮城県 仙台市太白区 ＮＯＶＥＬノヴェル富沢店 サービス 理容・美容業 5%

17,261 宮城県 仙台市太白区 ～♪ｎｏｔｅ サービス 理容・美容業 5%

17,262 宮城県 仙台市太白区 ハーツフィールド 小売業 その他小売 5%

413



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

17,263 宮城県 仙台市太白区 パティスリーアズロール 小売業 食料品 5%

17,264 宮城県 仙台市太白区 ＰＵＢＬＩＣ ＣＯＦＦＥＥ ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

17,265 宮城県 仙台市太白区 早坂　善　タクシー サービス 運輸業 5%

17,266 宮城県 仙台市太白区 パンセ　鈎取本店 小売業 食料品 5%

17,267 宮城県 仙台市太白区 ＢＭＯ仙台西多賀店 小売業 衣料品 5%

17,268 宮城県 仙台市太白区 ひがしやま　長町駅前店 サービス 飲食業 5%

17,269 宮城県 仙台市太白区 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｇｏｔｏ サービス 飲食業 5%

17,270 宮城県 仙台市太白区 ブランドヘアーラレオン サービス 理容・美容業 5%

17,271 宮城県 仙台市太白区 ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ Ｗ Ｚ サービス 理容・美容業 5%

17,272 宮城県 仙台市太白区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｓｅｒｖｅ サービス 理容・美容業 5%

17,273 宮城県 仙台市太白区 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ａｎｇｅｌｏ　ｃａｆｅ　ＭＩＮＩＷＡ サービス 理容・美容業 5%

17,274 宮城県 仙台市太白区 ｐｅｓｃａ長町南 サービス 理容・美容業 5%

17,275 宮城県 仙台市太白区 ホテルニュー水戸屋 サービス 宿泊業 5%

17,276 宮城県 仙台市太白区 ＢＯＮＨＥＵＲ サービス 理容・美容業 5%

17,277 宮城県 仙台市太白区 ほの香 サービス 飲食業 5%

17,278 宮城県 仙台市太白区 仙台ホルモン 焼肉 ときわ亭 八木山店 サービス 飲食業 5%

17,279 宮城県 仙台市太白区 ホルモン亭　西中田本店 サービス 飲食業 5%

17,280 宮城県 仙台市太白区 松ヶ丘ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

17,281 宮城県 仙台市太白区 セブンーイレブン南仙台駅前店 小売業 食料品 2%

17,282 宮城県 仙台市太白区 南仙台自動車学校 サービス その他サービス 5%

17,283 宮城県 仙台市太白区 ｍｉｍｏｚａ 小売業 衣料品 5%

17,284 宮城県 仙台市太白区 宮城トヨタ自動車西多賀店 小売業 その他小売 5%

17,285 宮城県 仙台市太白区 宮城トヨタ自動車レクサス太白 小売業 その他小売 5%

17,286 宮城県 仙台市太白区 ミヤデン八木山店 小売業 電化製品 5%

17,287 宮城県 仙台市太白区 ヘアメイク　リトルリーフ サービス 理容・美容業 5%

17,288 宮城県 仙台市太白区 Ｍｏｔｏｒａｄａ サービス その他サービス 5%

17,289 宮城県 仙台市太白区 もりやま整体 もりやま整体 サービス その他サービス 5%

17,290 宮城県 仙台市太白区 やきもの立 サービス その他サービス 5%

17,291 宮城県 仙台市太白区 八木山ベニーランド　八木山ベニーランド サービス その他サービス 5%

17,292 宮城県 仙台市太白区 やまぐちタクシー サービス 運輸業 5%

17,293 宮城県 仙台市太白区 株式会社ＵＳリサーチ サービス その他サービス 5%

17,294 宮城県 仙台市太白区 有限会社田中勝米穀燃料店 小売業 その他小売 5%

17,295 宮城県 仙台市太白区 Ｌａ ｃｈｏｕｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

17,296 宮城県 仙台市太白区 らー麺処豪屋向山店 サービス 飲食業 5%

17,297 宮城県 仙台市太白区 ＬＡＶＩＥ　ＥＮＲＯＢＥＲ サービス その他サービス 5%

17,298 宮城県 仙台市太白区 楽・食・健・美　?ＫＵＲＯＭＯＲＩ? サービス 飲食業 5%

17,299 宮城県 仙台市太白区 ラボ＆スタジオ　アオバ サービス その他サービス 5%

17,300 宮城県 仙台市太白区 理容館ほんごう　理容館ほんごう サービス 理容・美容業 5%

17,301 宮城県 仙台市太白区 レパコ富沢店 小売業 食料品 5%

17,302 宮城県 仙台市太白区 ワールドベイクドチーズケーキ サービス 飲食業 5%

17,303 宮城県 仙台市太白区 和雑貨　フォトスタジオ　なごみ 小売業 その他小売 5%

17,304 宮城県 仙台市太白区 和雑貨フォトスタジオなごみ サービス その他サービス 5%
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17,305 宮城県 仙台市宮城野区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｓｉｇｎ榴岡 サービス 理容・美容業 5%

17,306 宮城県 仙台市宮城野区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｏｓｔ仙台駅東口駅前 サービス 理容・美容業 5%

17,307 宮城県 仙台市宮城野区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

17,308 宮城県 仙台市宮城野区 ア－バかとう 小売業 電化製品 5%

17,309 宮城県 仙台市宮城野区 居酒屋ごいち サービス 飲食業 5%

17,310 宮城県 仙台市宮城野区 ＩＴＡＧＡＫＩ　ＴＢＣハウジング 小売業 食料品 5%

17,311 宮城県 仙台市宮城野区 いたがき本店 小売業 食料品 5%

17,312 宮城県 仙台市宮城野区 イトウ電化 小売業 電化製品 5%

17,313 宮城県 仙台市宮城野区 イン・フィールド 小売業 その他小売 5%

17,314 宮城県 仙台市宮城野区 ヴィオラウェディング サービス その他サービス 5%

17,315 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社Ｖｉｃａｍｏ 小売業 衣料品 5%

17,316 宮城県 仙台市宮城野区 エーアイディー　仙台店 小売業 家具・調度品 5%

17,317 宮城県 仙台市宮城野区 エコキューブ サービス その他サービス 5%

17,318 宮城県 仙台市宮城野区 エステック 小売業 電化製品 2%

17,319 宮城県 仙台市宮城野区 ＳＢＳみやぎの 株式会社 ＳＢＳみやぎの 小売業 その他小売 5%

17,320 宮城県 仙台市宮城野区 ｎｔ．ｈａｉｒ?ｇａｒａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

17,321 宮城県 仙台市宮城野区 大竹タクシー サービス 運輸業 5%

17,322 宮城県 仙台市宮城野区 おざき薬局壮快館 小売業 その他小売 5%

17,323 宮城県 仙台市宮城野区 カーズファクトリーワタナベ 小売業 その他小売 5%

17,324 宮城県 仙台市宮城野区 カービービーレンタカー サービス その他サービス 5%

17,325 宮城県 仙台市宮城野区 ｃａｆｅ　ねこめ サービス 飲食業 5%

17,326 宮城県 仙台市宮城野区 株 三株園浅野茶舗 小売業 食料品 5%

17,327 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社　東新機械 小売業 その他小売 5%

17,328 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社Ｖｉｃａｍｏ 小売業 衣料品 5%

17,329 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ＭＬ東北　トライクショップ 小売業 その他小売 5%

17,330 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社仙台介護タクシー サービス 運輸業 5%

17,331 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社仙台タイヤ 小売業 その他小売 5%

17,332 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社若松自動車商会 仙台本店 小売業 その他小売 5%

17,333 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社若松自動車商会 利府店 小売業 その他小売 5%

17,334 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ゆうゆう館 ゆうゆう館 小売業 その他小売 5%

17,335 宮城県 仙台市宮城野区 花舗 ベルツリー 花舗 ベルツリー 小売業 その他小売 5%

17,336 宮城県 仙台市宮城野区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋宮城野区鶴巻店 サービス 飲食業 2%

17,337 宮城県 仙台市宮城野区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋宮城野区中野栄店 サービス 飲食業 2%

17,338 宮城県 仙台市宮城野区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ラウンドワン仙台苦竹店 サービス 飲食業 2%

17,339 宮城県 仙台市宮城野区 ＧＡＲＲＥＴ 小売業 衣料品 5%

17,340 宮城県 仙台市宮城野区 河合塾マナビス宮城野校 サービス その他サービス 2%

17,341 宮城県 仙台市宮城野区 牛たん炭焼利久東口分店 サービス 飲食業 5%

17,342 宮城県 仙台市宮城野区 牛たん炭焼利久東口本店 サービス 飲食業 5%

17,343 宮城県 仙台市宮城野区 牛たん炭焼利久東七番丁店 サービス 飲食業 5%

17,344 宮城県 仙台市宮城野区 クラフトナイト 小売業 その他小売 5%

17,345 宮城県 仙台市宮城野区 クリーニングタカノ　高砂駅前店 サービス その他サービス 5%

17,346 宮城県 仙台市宮城野区 クリーニングタカノ　ＹＢ福田町 サービス その他サービス 5%
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17,347 宮城県 仙台市宮城野区 ゲストハウス梅鉢 サービス 宿泊業 5%

17,348 宮城県 仙台市宮城野区 欅産業　仙台東口ショールーム 小売業 その他小売 5%

17,349 宮城県 仙台市宮城野区 合同会社ｃｌｏｌｅ サービス 理容・美容業 5%

17,350 宮城県 仙台市宮城野区 コケモン 小売業 その他小売 5%

17,351 宮城県 仙台市宮城野区 ＫＯＫＯＲＯＥ サービス その他サービス 5%

17,352 宮城県 仙台市宮城野区 個人松澤タクシー サービス 運輸業 5%

17,353 宮城県 仙台市宮城野区 個人 クマケータクシー サービス 運輸業 5%

17,354 宮城県 仙台市宮城野区 個人アカマタクシー サービス 運輸業 5%

17,355 宮城県 仙台市宮城野区 個人アカマタクシー サービス 運輸業 5%

17,356 宮城県 仙台市宮城野区 個人日下タクシー サービス 運輸業 5%

17,357 宮城県 仙台市宮城野区 こまもの屋＊カラン 小売業 衣料品 5%

17,358 宮城県 仙台市宮城野区 金剛堂　東北本店 小売業 家具・調度品 5%

17,359 宮城県 仙台市宮城野区 Ｓｉｄｅ＊Ｆｏｒｅｓｔ 小売業 衣料品 5%

17,360 宮城県 仙台市宮城野区 皿然 サービス 飲食業 5%

17,361 宮城県 仙台市宮城野区 ざんま乳販宅配センター 小売業 食料品 5%

17,362 宮城県 仙台市宮城野区 ｃｕｓ 小売業 電化製品 5%

17,363 宮城県 仙台市宮城野区 四季亭竹勢 サービス 飲食業 5%

17,364 宮城県 仙台市宮城野区 至誠治療院 サービス その他サービス 5%

17,365 宮城県 仙台市宮城野区 割烹開山 サービス 飲食業 5%

17,366 宮城県 仙台市宮城野区 室内工房 小売業 家具・調度品 5%

17,367 宮城県 仙台市宮城野区 渋谷タクシー サービス 運輸業 5%

17,368 宮城県 仙台市宮城野区 ｇｅｏｒｇｅ サービス 飲食業 5%

17,369 宮城県 仙台市宮城野区 新寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,370 宮城県 仙台市宮城野区 ストレート　仙台店 小売業 その他小売 5%

17,371 宮城県 仙台市宮城野区 炭火焼肉名門いのまた 本店 サービス 飲食業 5%

17,372 宮城県 仙台市宮城野区 セオサイクル仙台宮城野店 小売業 その他小売 5%

17,373 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台銀杏町店 小売業 食料品 2%

17,374 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台岩切稲荷東店 小売業 食料品 2%

17,375 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台岩切店 小売業 食料品 2%

17,376 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台岩切洞ノ口店 小売業 食料品 2%

17,377 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台駅東口店 小売業 食料品 2%

17,378 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台扇町１丁目店 小売業 食料品 2%

17,379 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台扇町４丁目店 小売業 食料品 2%

17,380 宮城県 仙台市宮城野区 仙台ガスサービス 小売業 その他小売 5%

17,381 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台加茂皇神社前店 小売業 食料品 2%

17,382 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台港北店 小売業 食料品 2%

17,383 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台小鶴新田駅前店 小売業 食料品 2%

17,384 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台幸町２丁目店 小売業 食料品 2%

17,385 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台幸町４丁目店 小売業 食料品 2%

17,386 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台新港店 小売業 食料品 2%

17,387 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台新田１丁目店 小売業 食料品 2%

17,388 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台田子西店 小売業 食料品 2%
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17,389 宮城県 仙台市宮城野区 仙台中央自動車学校 サービス その他サービス 5%

17,390 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台榴ヶ岡２丁目店 小売業 食料品 2%

17,391 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台鉄砲町店 小売業 食料品 2%

17,392 宮城県 仙台市宮城野区 仙台中野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,393 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台萩野町２丁目店 小売業 食料品 2%

17,394 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台原町５丁目店 小売業 食料品 2%

17,395 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台原町店 小売業 食料品 2%

17,396 宮城県 仙台市宮城野区 仙台日の出町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,397 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台福田町１丁目店 小売業 食料品 2%

17,398 宮城県 仙台市宮城野区 セブンーイレブン仙台福田町南１丁目店 小売業 食料品 2%

17,399 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台福室３丁目店 小売業 食料品 2%

17,400 宮城県 仙台市宮城野区 仙台宮城野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,401 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン仙台宮千代１丁目店 小売業 食料品 2%

17,402 宮城県 仙台市宮城野区 創和工務店株式会社 サービス その他サービス 5%

17,403 宮城県 仙台市宮城野区 ダイコク　仙台店 小売業 その他小売 5%

17,404 宮城県 仙台市宮城野区 高砂タクシー　１０１号車 サービス 運輸業 5%

17,405 宮城県 仙台市宮城野区 ｃｈａｎｔｏ 小売業 衣料品 5%

17,406 宮城県 仙台市宮城野区 ツネマツガス株式会社 小売業 その他小売 5%

17,407 宮城県 仙台市宮城野区 Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

17,408 宮城県 仙台市宮城野区 ＴＵＯ　東京事業連合予約注文センター サービス その他サービス 5%

17,409 宮城県 仙台市宮城野区 東京事業連合　予約注文センター サービス その他サービス 5%

17,410 宮城県 仙台市宮城野区 東京事業連合　予約注文センター（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

17,411 宮城県 仙台市宮城野区 ドスパラ仙台店 小売業 電化製品 5%

17,412 宮城県 仙台市宮城野区 トーメスヘアー　仙台店 サービス 理容・美容業 5%

17,413 宮城県 仙台市宮城野区 トヨタレンタリース仙台 サービス その他サービス 2%

17,414 宮城県 仙台市宮城野区 トヨタレンタリース仙台新幹線口店 サービス その他サービス 2%

17,415 宮城県 仙台市宮城野区 トヨタレンタリース仙台本社 サービス その他サービス 2%

17,416 宮城県 仙台市宮城野区 トヨタレンタリース宮城 サービス その他サービス 2%

17,417 宮城県 仙台市宮城野区 トヨタレンタリース宮城卸町店 サービス その他サービス 2%

17,418 宮城県 仙台市宮城野区 トヨタレンタリース宮城仙台駅東口店 サービス その他サービス 2%

17,419 宮城県 仙台市宮城野区 トヨタレンタリース宮城高砂店 サービス その他サービス 2%

17,420 宮城県 仙台市宮城野区 トヨタレンタリース　卸町 サービス その他サービス 5%

17,421 宮城県 仙台市宮城野区 トヨタレンタリ－ス仙台 サービス その他サービス 5%

17,422 宮城県 仙台市宮城野区 トヨタレンタリース仙台　新幹線口営業所 サービス 運輸業 5%

17,423 宮城県 仙台市宮城野区 トヨタレンタリース仙台　本社営業所 サービス 運輸業 2%

17,424 宮城県 仙台市宮城野区 トヨタレンタリース宮城日の出町バイパスト サービス その他サービス 5%

17,425 宮城県 仙台市宮城野区 トヨタレンタリ－ス高砂 サービス その他サービス 5%

17,426 宮城県 仙台市宮城野区 Ｔｒｅｎｔｅ　ｓｅｐｔ（トラントセット） サービス 理容・美容業 5%

17,427 宮城県 仙台市宮城野区 ＮＡＧＯＭＩ サービス 理容・美容業 5%

17,428 宮城県 仙台市宮城野区 南海部品仙台店 小売業 その他小売 5%

17,429 宮城県 仙台市宮城野区 ２５ｓｐｏｒｔｓ 小売業 その他小売 5%

17,430 宮城県 仙台市宮城野区 日本ホメオパシーセンター仙台榴岡 サービス その他サービス 5%
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17,431 宮城県 仙台市宮城野区 ねこめ サービス 飲食業 5%

17,432 宮城県 仙台市宮城野区 ネッツトヨタ宮城　扇町店 小売業 その他小売 5%

17,433 宮城県 仙台市宮城野区 バーバーショップキング サービス 理容・美容業 5%

17,434 宮城県 仙台市宮城野区 パンセ　福室本店 小売業 食料品 5%

17,435 宮城県 仙台市宮城野区 ＢＩオフィス サービス その他サービス 5%

17,436 宮城県 仙台市宮城野区 ヒートボーイズ サービス その他サービス 5%

17,437 宮城県 仙台市宮城野区 セブン－イレブン東仙台１丁目店 小売業 食料品 2%

17,438 宮城県 仙台市宮城野区 びすとろぼんてん仙台東口店 サービス 飲食業 5%

17,439 宮城県 仙台市宮城野区 Ｒ４５・日の出自動車学校 サービス その他サービス 5%

17,440 宮城県 仙台市宮城野区 ｅｎＤｕｃｅ　ＥＡＳＴ サービス その他サービス 5%

17,441 宮城県 仙台市宮城野区 美容室　理容室ｋａｆｕｕ サービス 理容・美容業 5%

17,442 宮城県 仙台市宮城野区 美容室リトルニュース サービス 理容・美容業 5%

17,443 宮城県 仙台市宮城野区 ｆｉｒｓｔ　東仙台 サービス 理容・美容業 5%

17,444 宮城県 仙台市宮城野区 ＦＥＲＧＩＥ?ＣｙＣＬＥ 小売業 その他小売 5%

17,445 宮城県 仙台市宮城野区 ファクトリーギア仙台店 小売業 その他小売 5%

17,446 宮城県 仙台市宮城野区 ｈｏｏｒａｙ サービス 理容・美容業 5%

17,447 宮城県 仙台市宮城野区 ぷちショップ あおやま ぷちショップあおやま 青山酒店 小売業 その他小売 5%

17,448 宮城県 仙台市宮城野区 歩楽人　仙台駅東口店 小売業 その他小売 5%

17,449 宮城県 仙台市宮城野区 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ａｎｇｅｌｏ サービス 理容・美容業 5%

17,450 宮城県 仙台市宮城野区 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ａｎｇｅｌｏ　ｃａｆｅ サービス 理容・美容業 5%

17,451 宮城県 仙台市宮城野区 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ＢＥＡＵＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

17,452 宮城県 仙台市宮城野区 ヘアブレゲ サービス 理容・美容業 5%

17,453 宮城県 仙台市宮城野区 ヘアペッピーノ サービス 理容・美容業 5%

17,454 宮城県 仙台市宮城野区 ホルモン亭福田町南店 サービス 飲食業 5%

17,455 宮城県 仙台市宮城野区 本田塗料店  株 本田塗料店 小売業 その他小売 5%

17,456 宮城県 仙台市宮城野区 ぼんてん漁港苦竹店 サービス 飲食業 5%

17,457 宮城県 仙台市宮城野区 梵天食堂中野栄店 サービス 飲食業 5%

17,458 宮城県 仙台市宮城野区 まつげサロンＷＩＬＬ　まつげサロンＷＩＬＬ　仙台東口店 サービス 理容・美容業 5%

17,459 宮城県 仙台市宮城野区 Ｍａｒｉｅ ｊｏｓｅｐｈｅ Ａ ｇａｒｄｅｎ 小売業 衣料品 5%

17,460 宮城県 仙台市宮城野区 ゴウドウカイシャイデアバース サービス 理容・美容業 5%

17,461 宮城県 仙台市宮城野区 ミートショップサトウ　ミートショップサトウ 小売業 食料品 5%

17,462 宮城県 仙台市宮城野区 宮城トヨタ自動車ハイブリッドプラザ日の出 小売業 その他小売 5%

17,463 宮城県 仙台市宮城野区 宮城トヨタ自動車ハイブリッドプラザ扇町 小売業 その他小売 5%

17,464 宮城県 仙台市宮城野区 妙法産業株式会社 サービス その他サービス 5%

17,465 宮城県 仙台市宮城野区 ミンパンティン中野店 サービス 飲食業 5%

17,466 宮城県 仙台市宮城野区 ｍａｉｎ　ｓｏｕｎｄ　ｐｒｏｊｅｃｔ 小売業 その他小売 5%

17,467 宮城県 仙台市宮城野区 メディアハウスレモン サービス その他サービス 5%

17,468 宮城県 仙台市宮城野区 ＭＯＴＴＯ サービス その他サービス 5%

17,469 宮城県 仙台市宮城野区 杜の味土心 サービス 飲食業 5%

17,470 宮城県 仙台市宮城野区 有限会社カーマックス 小売業 その他小売 5%

17,471 宮城県 仙台市宮城野区 ユナイテットサービス サービス その他サービス 5%

17,472 宮城県 仙台市宮城野区 ユノメ家具Ｚ　福田町店 小売業 家具・調度品 5%
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17,473 宮城県 仙台市宮城野区 ＬＩＦＥＳＰＯＲＴＳ サービス その他サービス 5%

17,474 宮城県 仙台市宮城野区 ライフトータルパートナー サービス 理容・美容業 5%

17,475 宮城県 仙台市宮城野区 アロッズ 小売業 その他小売 5%

17,476 宮城県 仙台市宮城野区 ＬＵＣＥ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

17,477 宮城県 仙台市若林区 青葉画荘 小売業 その他小売 5%

17,478 宮城県 仙台市若林区 赤井沢　大和町店 小売業 その他小売 5%

17,479 宮城県 仙台市若林区 赤井沢　六丁の目店 小売業 その他小売 5%

17,480 宮城県 仙台市若林区 ａｃｔ　Ｇｒｏｗｔｈ サービス 理容・美容業 5%

17,481 宮城県 仙台市若林区 東電気商会 小売業 電化製品 5%

17,482 宮城県 仙台市若林区 アーバ・おおはし 小売業 電化製品 5%

17,483 宮城県 仙台市若林区 出光南小泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,484 宮城県 仙台市若林区 犬後屋Ｇ サービス その他サービス 5%

17,485 宮城県 仙台市若林区 エコカーレンタカー仙台長町店 サービス その他サービス 5%

17,486 宮城県 仙台市若林区 遠藤自動車塗装 サービス その他サービス 5%

17,487 宮城県 仙台市若林区 おおいずみ自動車 サービス その他サービス 5%

17,488 宮城県 仙台市若林区 オリックスレンタカー仙台卸町東店 サービス その他サービス 2%

17,489 宮城県 仙台市若林区 オリックスレンタカー仙台六丁の目店 サービス その他サービス 2%

17,490 宮城県 仙台市若林区 菓子工房ブルームーン サービス 飲食業 5%

17,491 宮城県 仙台市若林区 菓匠三全　卸町本店 小売業 食料品 5%

17,492 宮城県 仙台市若林区 株　リーデックス　株式会社リーデックス 小売業 その他小売 5%

17,493 宮城県 仙台市若林区 カフェＬＡＣＩＤＥＭ　ＴＯＫＯ?ＴＯＫＯ　カフェ　ＬＡＣＩＤＥＭ　ＴＯＫＯ?ＴＯＫＯ サービス 飲食業 5%

17,494 宮城県 仙台市若林区 株式会社北整備 サービス その他サービス 5%

17,495 宮城県 仙台市若林区 株式会社クールマイン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

17,496 宮城県 仙台市若林区 株式会社グッド ワーク ブーツ 小売業 食料品 5%

17,497 宮城県 仙台市若林区 株式会社武田魚店 小売業 食料品 5%

17,498 宮城県 仙台市若林区 株式会社タゼン　卸町リフォーム館 小売業 その他小売 5%

17,499 宮城県 仙台市若林区 株式会社永勘染工場 サービス その他サービス 5%

17,500 宮城県 仙台市若林区 株式会社北欧 小売業 家具・調度品 5%

17,501 宮城県 仙台市若林区 株 リュミヌー珈琲 リュミヌー珈琲 サービス 飲食業 5%

17,502 宮城県 仙台市若林区 株式会社若松自動車商会　六丁の目店 小売業 その他小売 5%

17,503 宮城県 仙台市若林区 髪のココロ サービス 理容・美容業 5%

17,504 宮城県 仙台市若林区 唐揚亭　唐揚亭 サービス 飲食業 5%

17,505 宮城県 仙台市若林区 ｃａｌｍｅ サービス 理容・美容業 5%

17,506 宮城県 仙台市若林区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋若林区大和町店 サービス 飲食業 2%

17,507 宮城県 仙台市若林区 河合塾マナビス仙台大和町校 サービス その他サービス 2%

17,508 宮城県 仙台市若林区 キャピック　ミヤギ サービス その他サービス 5%

17,509 宮城県 仙台市若林区 キャピックミヤギ１ サービス その他サービス 5%

17,510 宮城県 仙台市若林区 キャピックミヤギ２ サービス その他サービス 5%

17,511 宮城県 仙台市若林区 牛たん炭焼利久大和町店 サービス 飲食業 5%

17,512 宮城県 仙台市若林区 くすりのけんこう堂 小売業 その他小売 5%

17,513 宮城県 仙台市若林区 グラベルオートサービス サービス その他サービス 5%

17,514 宮城県 仙台市若林区 クリーニングタカノ　ＹＢ遠見塚店 サービス その他サービス 5%
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17,515 宮城県 仙台市若林区 クリーニングタカノ　ＹＢ六丁の目 サービス その他サービス 5%

17,516 宮城県 仙台市若林区 ＣＬＥＶＥＲ 小売業 衣料品 5%

17,517 宮城県 仙台市若林区 ＣＲＯＳＳ美容室　ｃｒｏｓｓ美容室 サービス 理容・美容業 5%

17,518 宮城県 仙台市若林区 ＫＥＹＡＫＩＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

17,519 宮城県 仙台市若林区 けやきタクシー　けやき交通　１３９ サービス 運輸業 5%

17,520 宮城県 仙台市若林区 （個人）片野タクシー サービス 運輸業 5%

17,521 宮城県 仙台市若林区 （個人）藤武タクシー サービス 運輸業 5%

17,522 宮城県 仙台市若林区 ｓｕｒｆ＆ｃａｆｅ　ＦＲＡＮＫ 小売業 その他小売 5%

17,523 宮城県 仙台市若林区 酒処かどっこ サービス 飲食業 5%

17,524 宮城県 仙台市若林区 サニーガーデン サービス その他サービス 5%

17,525 宮城県 仙台市若林区 ＳａｌｏｎｄｅＣｏＣｏ． サービス 理容・美容業 5%

17,526 宮城県 仙台市若林区 三水苑東口店にごう サービス 飲食業 5%

17,527 宮城県 仙台市若林区 サン・マルシェ　荒井店 小売業 食料品 5%

17,528 宮城県 仙台市若林区 ＣＨＰ仙台 小売業 その他小売 5%

17,529 宮城県 仙台市若林区 シーガル大和町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

17,530 宮城県 仙台市若林区 ジェームス六丁の目店 小売業 その他小売 2%

17,531 宮城県 仙台市若林区 しかのや しかのや 小売業 衣料品 5%

17,532 宮城県 仙台市若林区 刺繍ギフト工房 小売業 衣料品 5%

17,533 宮城県 仙台市若林区 じてんしゃ村 小売業 その他小売 5%

17,534 宮城県 仙台市若林区 Ｓｈｏｅｓ　Ｃｌｏｔｈｅｓ　Ｐ　Ｐ 小売業 衣料品 5%

17,535 宮城県 仙台市若林区 末廣寿司 サービス 飲食業 5%

17,536 宮城県 仙台市若林区 スパークコーヒーロースターズ サービス 飲食業 5%

17,537 宮城県 仙台市若林区 生鮮専果ＳＨＯＪＩ 小売業 食料品 5%

17,538 宮城県 仙台市若林区 Ｚａｙｔｏｏｎ サービス 飲食業 5%

17,539 宮城県 仙台市若林区 仙台荒井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,540 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台荒井梅ノ木店 小売業 食料品 2%

17,541 宮城県 仙台市若林区 仙台荒井セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,542 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台荒町店 小売業 食料品 2%

17,543 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台一高前店 小売業 食料品 2%

17,544 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台沖野小学校前店 小売業 食料品 2%

17,545 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台沖野店 小売業 食料品 2%

17,546 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台卸町１丁目店 小売業 食料品 2%

17,547 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台蒲町店 小売業 食料品 2%

17,548 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台上飯田店 小売業 食料品 2%

17,549 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台河原町店 小売業 食料品 2%

17,550 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台白萩町店 小売業 食料品 2%

17,551 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台新寺１丁目店 小売業 食料品 2%

17,552 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台土樋店 小売業 食料品 2%

17,553 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台遠見塚３丁目店 小売業 食料品 2%

17,554 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台南小泉１丁目店 小売業 食料品 2%

17,555 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台大和町５丁目店 小売業 食料品 2%

17,556 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台大和町２丁目店 小売業 食料品 2%
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17,557 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台大和町４丁目店 小売業 食料品 2%

17,558 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台六丁の目駅前店 小売業 食料品 2%

17,559 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台六丁の目北町店 小売業 食料品 2%

17,560 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台六丁の目中町店 小売業 食料品 2%

17,561 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台六丁の目東店 小売業 食料品 2%

17,562 宮城県 仙台市若林区 セブン－イレブン仙台若林３丁目店 小売業 食料品 2%

17,563 宮城県 仙台市若林区 伊達の牛たん本舗　東インター店 サービス 飲食業 5%

17,564 宮城県 仙台市若林区 伊達の牛たん本舗東インター店 サービス 飲食業 5%

17,565 宮城県 仙台市若林区 ＣｈｉｃｋａｄｅｅａｎｄＨＯＭＥ 小売業 家具・調度品 5%

17,566 宮城県 仙台市若林区 ＤＳＧ 小売業 その他小売 5%

17,567 宮城県 仙台市若林区 テイクペインズ サービス 理容・美容業 5%

17,568 宮城県 仙台市若林区 ｔｅｔ．ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

17,569 宮城県 仙台市若林区 ＴＥＲＲＡＣＥ【テラス】 サービス 理容・美容業 5%

17,570 宮城県 仙台市若林区 Ｔｕｌａ．ａｒｏｍａｈｅａｌｉｎｇｓａｌｏｎ＆ｙｏｇａ． サービス 理容・美容業 5%

17,571 宮城県 仙台市若林区 （個人）藤武タクシー サービス 運輸業 5%

17,572 宮城県 仙台市若林区 ｔｏｋｉｔｏｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

17,573 宮城県 仙台市若林区 トヨタレンタリース仙台　愛宕橋駅前店 サービス その他サービス 2%

17,574 宮城県 仙台市若林区 トヨタレンタリース　河原町 サービス その他サービス 5%

17,575 宮城県 仙台市若林区 ナッツワールド　　伊藤豆屋 小売業 食料品 5%

17,576 宮城県 仙台市若林区 ネイルサロン＆スクール　ニコ サービス その他サービス 5%

17,577 宮城県 仙台市若林区 バイクドクター５１０　バイクドクター５１０ 小売業 その他小売 5%

17,578 宮城県 仙台市若林区 華ずし 杜の市場店 小売業 食料品 5%

17,579 宮城県 仙台市若林区 花ぼうず 小売業 その他小売 5%

17,580 宮城県 仙台市若林区 ｈａｎａｍａｔｓｕｒｉ　有限会社　ｈａｎａｍａｔｓｕｒｉ 小売業 その他小売 5%

17,581 宮城県 仙台市若林区 ｐａｐｉｌｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

17,582 宮城県 仙台市若林区 はり灸治療院そら サービス 理容・美容業 5%

17,583 宮城県 仙台市若林区 パンセ　遠見塚本店 小売業 食料品 5%

17,584 宮城県 仙台市若林区 バンビの森 サービス 理容・美容業 5%

17,585 宮城県 仙台市若林区 ひがしやま　六丁の目店 サービス 飲食業 5%

17,586 宮城県 仙台市若林区 ビストロプルニエ　ビストロプルニエ サービス 飲食業 5%

17,587 宮城県 仙台市若林区 ヒットカット サービス 理容・美容業 5%

17,588 宮城県 仙台市若林区 ＶＩＮＣＥＮＴ サービス 理容・美容業 5%

17,589 宮城県 仙台市若林区 フィッシングストアトップレンジ 小売業 その他小売 5%

17,590 宮城県 仙台市若林区 フットセラピーささはら サービス その他サービス 5%

17,591 宮城県 仙台市若林区 ＦｒｅｅＰｌａｎｅｔ サービス その他サービス 5%

17,592 宮城県 仙台市若林区 Ｆｒｅｅ Ｐｏｉｎｔ Ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅ Ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

17,593 宮城県 仙台市若林区 プンプリプイッコ サービス 理容・美容業 5%

17,594 宮城県 仙台市若林区 ヘアークラブ　ボーイズ　ビー サービス 理容・美容業 5%

17,595 宮城県 仙台市若林区 ヘアーサロン　フジ サービス 理容・美容業 5%

17,596 宮城県 仙台市若林区 ｈａｉｒｔｈｅｒａｐｙ　ｓａｒａ サービス 理容・美容業 5%

17,597 宮城県 仙台市若林区 ヘアメイク　キュール サービス 理容・美容業 5%

17,598 宮城県 仙台市若林区 ｈｏｓｔｅｌｋｉｋｏ サービス 宿泊業 5%
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17,599 宮城県 仙台市若林区 ＢｏｔｔｌｅＳｈｏｐＷｉｎｅＧａｔｅ６４８ サービス その他サービス 5%

17,600 宮城県 仙台市若林区 梵天食堂六丁の目店 サービス 飲食業 5%

17,601 宮城県 仙台市若林区 マルワ電気　仙台店 小売業 電化製品 5%

17,602 宮城県 仙台市若林区 宮城トヨタ自動車若林店 小売業 その他小売 5%

17,603 宮城県 仙台市若林区 ミヤデンとうほく 小売業 電化製品 5%

17,604 宮城県 仙台市若林区 アリエス サービス 理容・美容業 5%

17,605 宮城県 仙台市若林区 明月苑　大和町店 サービス 飲食業 5%

17,606 宮城県 仙台市若林区 模型処 鹿野屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

17,607 宮城県 仙台市若林区 焼き鳥居酒屋　いとこんち サービス 飲食業 5%

17,608 宮城県 仙台市若林区 やみつきホルモン利久仙台ＧＩＧＳ荒井店 サービス 飲食業 5%

17,609 宮城県 仙台市若林区 油井電気商会 小売業 電化製品 5%

17,610 宮城県 仙台市若林区 有限会社太陽電化センター 小売業 電化製品 5%

17,611 宮城県 仙台市若林区 有限会社東部宅配センター 小売業 食料品 5%

17,612 宮城県 仙台市若林区 らかんスタジオ仙台東店 サービス その他サービス 5%

17,613 宮城県 仙台市若林区 ｒａｌ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

17,614 宮城県 仙台市若林区 ＲＥＡＬ　ＤＥＡＬ 小売業 衣料品 5%

17,615 宮城県 仙台市若林区 レイジー 小売業 衣料品 5%

17,616 宮城県 仙台市若林区 ワコー河原町店 小売業 食料品 5%

17,617 宮城県 仙台市若林区 ワンダーランド サービス その他サービス 5%

17,618 宮城県 仙台市若林区 株式会社ゴトウサービス サービス その他サービス 5%

17,619 宮城県 多賀城市 ＲＳＫ サービス その他サービス 5%

17,620 宮城県 多賀城市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｉｎｏ国府多賀城 サービス 理容・美容業 5%

17,621 宮城県 多賀城市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｍｕｓｅ多賀城 サービス 理容・美容業 5%

17,622 宮城県 多賀城市 アップビレジ サービス その他サービス 5%

17,623 宮城県 多賀城市 アーバ・おおいずみ 小売業 電化製品 5%

17,624 宮城県 多賀城市 アンティーズコレクション アンティーズコレクション 小売業 その他小売 5%

17,625 宮城県 多賀城市 栄太楼　多賀城店 小売業 食料品 5%

17,626 宮城県 多賀城市 大代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,627 宮城県 多賀城市 ＡＵＴＯＢＯＸ 小売業 その他小売 5%

17,628 宮城県 多賀城市 オートメディカル サービス その他サービス 5%

17,629 宮城県 多賀城市 ＡＵＴＯ　ＡＲＩＳＥ サービス その他サービス 5%

17,630 宮城県 多賀城市 カルム多賀城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,631 宮城県 多賀城市 カンパニュラ サービス その他サービス 5%

17,632 宮城県 多賀城市 キーチャンズ多賀城駅店 サービス 飲食業 5%

17,633 宮城県 多賀城市 牛たん焼肉善治郎多賀城駅店 サービス 飲食業 5%

17,634 宮城県 多賀城市 クリーニングタカノ　ＹＢ多賀城 サービス その他サービス 5%

17,635 宮城県 多賀城市 ケムリノアブサン サービス 飲食業 5%

17,636 宮城県 多賀城市 ケムリノアブサン ケムリノアブサン サービス 飲食業 5%

17,637 宮城県 多賀城市 米粉パントゥット 小売業 食料品 5%

17,638 宮城県 多賀城市 ごんきや　多賀城支店 小売業 家具・調度品 5%

17,639 宮城県 多賀城市 ＣＩＥＬＯ サービス 理容・美容業 5%

17,640 宮城県 多賀城市 ジューシー　ネイル＆ボディー サービス 理容・美容業 5%
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17,641 宮城県 多賀城市 新富旅館 サービス 宿泊業 5%

17,642 宮城県 多賀城市 スタジオ　アミ　多賀城館 サービス その他サービス 5%

17,643 宮城県 多賀城市 ｓｐｉａｎａｔｏ サービス その他サービス 5%

17,644 宮城県 多賀城市 セルフ多賀城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,645 宮城県 多賀城市 セブン－イレブン多賀城大代５丁目店 小売業 食料品 2%

17,646 宮城県 多賀城市 セブン－イレブン多賀城笠神４丁目店 小売業 食料品 2%

17,647 宮城県 多賀城市 セブン－イレブン多賀城下馬店 小売業 食料品 2%

17,648 宮城県 多賀城市 セブン－イレブン多賀城高橋店 小売業 食料品 2%

17,649 宮城県 多賀城市 セブン－イレブン多賀城中央３丁目店 小売業 食料品 2%

17,650 宮城県 多賀城市 セブン－イレブン多賀城中央２丁目店 小売業 食料品 2%

17,651 宮城県 多賀城市 セブン－イレブン多賀城新田店 小売業 食料品 2%

17,652 宮城県 多賀城市 セブン－イレブン多賀城町前店 小売業 食料品 2%

17,653 宮城県 多賀城市 セブン－イレブン多賀城八幡３丁目店 小売業 食料品 2%

17,654 宮城県 多賀城市 たんや善治郎多賀城店 サービス 飲食業 5%

17,655 宮城県 多賀城市 Ｎａｔｕｒａｌ多賀城店 サービス 理容・美容業 5%

17,656 宮城県 多賀城市 ｂａｒｂｅｒ ＴＡＫＡＧＩ サービス 理容・美容業 5%

17,657 宮城県 多賀城市 びっくりドンキー　多賀城店 サービス 飲食業 2%

17,658 宮城県 多賀城市 美容室Ｌｏｔｕｓ サービス 理容・美容業 5%

17,659 宮城県 多賀城市 ファソン・ドゥ・ドイ 小売業 食料品 5%

17,660 宮城県 多賀城市 フェレットピア 小売業 その他小売 5%

17,661 宮城県 多賀城市 プレミアイン仙台多賀城 サービス 宿泊業 5%

17,662 宮城県 多賀城市 ｌｉｌｙ　ｓｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

17,663 宮城県 多賀城市 ヘアーサロンピュア サービス 理容・美容業 5%

17,664 宮城県 多賀城市 マクドナルド多賀城店 サービス 飲食業 2%

17,665 宮城県 多賀城市 宮城トヨタ自動車多賀城店 小売業 その他小売 5%

17,666 宮城県 多賀城市 明月苑 サービス 飲食業 5%

17,667 宮城県 多賀城市 やまなか家　多賀城店 サービス 飲食業 5%

17,668 宮城県 多賀城市 ユーカーショップ　ビックチャンス 小売業 その他小売 5%

17,669 宮城県 多賀城市 有限会社プラス・ワン サービス その他サービス 5%

17,670 宮城県 多賀城市 有　吉田モータース 小売業 その他小売 5%

17,671 宮城県 多賀城市 祐文堂 小売業 家具・調度品 5%

17,672 宮城県 多賀城市 洋菓子店　ピュイダムール 小売業 食料品 5%

17,673 宮城県 多賀城市 洋菓子の店　ティファニー　多賀城店 小売業 食料品 5%

17,674 宮城県 多賀城市 利久多賀城店 サービス 飲食業 5%

17,675 宮城県 富谷市 明石台動物病院 サービス その他サービス 5%

17,676 宮城県 富谷市 アクアカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

17,677 宮城県 富谷市 アクアカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

17,678 宮城県 富谷市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｎｉｃｏｌ富谷町 サービス 理容・美容業 5%

17,679 宮城県 富谷市 アスタリスク サービス その他サービス 5%

17,680 宮城県 富谷市 アトリエゾーク サービス 理容・美容業 5%

17,681 宮城県 富谷市 Ａｐｈｒｏｄｉｔｅ明石台店 サービス 理容・美容業 5%

17,682 宮城県 富谷市 アペテラ 小売業 家具・調度品 5%
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17,683 宮城県 富谷市 居酒屋竹鳥物語 サービス 飲食業 5%

17,684 宮城県 富谷市 石焼ステーキ贅　宮城明石台店 サービス 飲食業 5%

17,685 宮城県 富谷市 ツインピークス サービス その他サービス 5%

17,686 宮城県 富谷市 ＫＡＺＵＫＩＫＩＭＵＲＡＨＡＩＲＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

17,687 宮城県 富谷市 キャナリイ・ロウ富谷店 サービス 飲食業 5%

17,688 宮城県 富谷市 牛たん炭焼利久富谷あけの平店 サービス 飲食業 5%

17,689 宮城県 富谷市 グランファームビュッフェ　モリモリ富谷店 サービス 飲食業 5%

17,690 宮城県 富谷市 Ｃｌｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

17,691 宮城県 富谷市 Ｃｌｏｖｅｒ　Ｃｌｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

17,692 宮城県 富谷市 シベール　明石台店 小売業 食料品 5%

17,693 宮城県 富谷市 白いオルゴール 小売業 食料品 5%

17,694 宮城県 富谷市 スタジオアミ　富谷館 サービス その他サービス 5%

17,695 宮城県 富谷市 炭火焼鳥翔家 サービス 飲食業 5%

17,696 宮城県 富谷市 仙台クラシックゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

17,697 宮城県 富谷市 タカラ米穀　タカラ米穀 小売業 食料品 5%

17,698 宮城県 富谷市 デイリーポート新鮮館富谷店 小売業 食料品 5%

17,699 宮城県 富谷市 天使のカート 小売業 その他小売 5%

17,700 宮城県 富谷市 ときわ・ガッツ富谷店 サービス 飲食業 5%

17,701 宮城県 富谷市 セブン－イレブン富谷明石台６丁目店 小売業 食料品 2%

17,702 宮城県 富谷市 富谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,703 宮城県 富谷市 セブン－イレブン富谷上桜木店 小売業 食料品 2%

17,704 宮城県 富谷市 セブン－イレブン富谷清水仲店 小売業 食料品 2%

17,705 宮城県 富谷市 セブン－イレブン富谷太子堂店 小売業 食料品 2%

17,706 宮城県 富谷市 セブン－イレブン富谷鷹乃杜４丁目店 小売業 食料品 2%

17,707 宮城県 富谷市 セブン－イレブン富谷とちの木店 小売業 食料品 2%

17,708 宮城県 富谷市 セブン－イレブン富谷成田４丁目店 小売業 食料品 2%

17,709 宮城県 富谷市 富谷バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,710 宮城県 富谷市 パンセ富谷本店 小売業 食料品 5%

17,711 宮城県 富谷市 ハンバーグの店 オニオン ハンバーグの店 オニオン サービス 飲食業 5%

17,712 宮城県 富谷市 ＨＥＡＬＩＮＧ　ＧＡＲＤＥＮ　ＰＬＡＣＥ　ＣＨＥＥＳＥ　ＣＡＫＥ　ＣＡＦＥ　ＭＡＧＹ サービス 飲食業 5%

17,713 宮城県 富谷市 美容室ユア・マージュ　大富店 サービス 理容・美容業 5%

17,714 宮城県 富谷市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ｇｒｅｅｎ富谷 サービス 理容・美容業 5%

17,715 宮城県 富谷市 ヘアサロン　Ｓｏｐｈｉａ サービス 理容・美容業 5%

17,716 宮城県 富谷市 まいどおおきに食堂　仙台富谷店 サービス 飲食業 2%

17,717 宮城県 富谷市 マクドナルド明石台店 サービス 飲食業 2%

17,718 宮城県 富谷市 マクドナルドイオンモール富谷店 サービス 飲食業 2%

17,719 宮城県 富谷市 セブン－イレブン宮城富谷店 小売業 食料品 2%

17,720 宮城県 富谷市 ミヤデン富谷 小売業 電化製品 5%

17,721 宮城県 富谷市 ＭＯＴＯＴＥＣ－Ｒ４ サービス その他サービス 5%

17,722 宮城県 富谷市 ＭＯＴＯＴＥＣ?Ｒ４ ＭＯＴＯＴＥＣ Ｒ４ 小売業 その他小売 5%

17,723 宮城県 富谷市 焼肉城苑 サービス 飲食業 5%

17,724 宮城県 富谷市 （有）トゥインクルオート　イオン富谷店 サービス その他サービス 5%

424



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

17,725 宮城県 登米市 アーバ・あべ 小売業 電化製品 5%

17,726 宮城県 登米市 あいこう整体院 サービス その他サービス 5%

17,727 宮城県 登米市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｓｈａｌｌ登米佐沼 サービス 理容・美容業 5%

17,728 宮城県 登米市 阿部食肉工場直売店舗 小売業 食料品 5%

17,729 宮城県 登米市 セブン－イレブン石越駅前店 小売業 食料品 2%

17,730 宮城県 登米市 石森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,731 宮城県 登米市 出光登米ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,732 宮城県 登米市 出光新田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,733 宮城県 登米市 ＪＭ／いのまた自動車 サービス その他サービス 5%

17,734 宮城県 登米市 上沼 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,735 宮城県 登米市 ウジエスーパー佐沼本店 小売業 食料品 5%

17,736 宮城県 登米市 ウジエスーパー登米店 小売業 食料品 5%

17,737 宮城県 登米市 ウジエスーパー中田店 小売業 食料品 5%

17,738 宮城県 登米市 ウジエスーパー中津山店 小売業 食料品 5%

17,739 宮城県 登米市 ウジエスーパー南方店 小売業 食料品 5%

17,740 宮城県 登米市 ウジエスーパー南佐沼店 小売業 食料品 5%

17,741 宮城県 登米市 ウジエスーパー移動販売店 小売業 食料品 5%

17,742 宮城県 登米市 うまい登米っこ　欒や サービス 飲食業 5%

17,743 宮城県 登米市 海老喜商店 小売業 食料品 5%

17,744 宮城県 登米市 エルショップ　あさひ 小売業 電化製品 5%

17,745 宮城県 登米市 おいかわ生花 小売業 その他小売 5%

17,746 宮城県 登米市 ｏｉｄｉｏ サービス その他サービス 5%

17,747 宮城県 登米市 大網ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,748 宮城県 登米市 オプティカルギャラリー　イクス　佐沼店 小売業 その他小売 5%

17,749 宮城県 登米市 株式会社東日トラベル　佐沼支店 サービス その他サービス 5%

17,750 宮城県 登米市 菓房山清　加賀野店 小売業 食料品 5%

17,751 宮城県 登米市 出光上沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,752 宮城県 登米市 熊谷燃料住設　１ 小売業 その他小売 5%

17,753 宮城県 登米市 クラフトショップ　もくもくハウス 小売業 その他小売 5%

17,754 宮城県 登米市 グリ―ンランド南方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,755 宮城県 登米市 ＡＥ有限会社　桑原本店 小売業 その他小売 5%

17,756 宮城県 登米市 佐鋼種苗店 小売業 家具・調度品 5%

17,757 宮城県 登米市 佐藤モータース 小売業 その他小売 5%

17,758 宮城県 登米市 佐沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,759 宮城県 登米市 佐沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,760 宮城県 登米市 セブン－イレブン佐沼梅ノ木店 小売業 食料品 2%

17,761 宮城県 登米市 佐沼自動車学校 サービス その他サービス 5%

17,762 宮城県 登米市 三五屋 小売業 衣料品 5%

17,763 宮城県 登米市 サンサン佐沼ＳＳ　真柄油脂店 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,764 宮城県 登米市 サンシャイン佐沼 サービス 宿泊業 5%

17,765 宮城県 登米市 Ｇｉｏ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｅｎｄａｉ 小売業 その他小売 5%

17,766 宮城県 登米市 宍戸石材 小売業 その他小売 5%
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17,767 宮城県 登米市 旬料　まるや サービス 飲食業 5%

17,768 宮城県 登米市 ＳＳＳオート サービス その他サービス 5%

17,769 宮城県 登米市 セルフ佐沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,770 宮城県 登米市 セルフステーション米山南 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,771 宮城県 登米市 ＣＥＬＯＳＩＡ 小売業 衣料品 5%

17,772 宮城県 登米市 高周 小売業 電化製品 5%

17,773 宮城県 登米市 タカハシ住建 サービス その他サービス 5%

17,774 宮城県 登米市 ダブルストーン佐沼店 小売業 衣料品 5%

17,775 宮城県 登米市 千葉恵米穀店 小売業 食料品 5%

17,776 宮城県 登米市 津山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,777 宮城県 登米市 デイリーポート新鮮館　佐沼店 小売業 食料品 5%

17,778 宮城県 登米市 デンキステーション 小売業 電化製品 5%

17,779 宮城県 登米市 ＴｏｔａｌｂｏｄｙｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇＣＯＲＥ サービス その他サービス 5%

17,780 宮城県 登米市 ドコモショップ　佐沼梅ノ木店 小売業 その他小売 2%

17,781 宮城県 登米市 セブン－イレブン登米東和町米谷店 小売業 食料品 2%

17,782 宮城県 登米市 セブン－イレブン登米中田町上沼店 小売業 食料品 2%

17,783 宮城県 登米市 セブン－イレブン登米中田町宝江店 小売業 食料品 2%

17,784 宮城県 登米市 セブン－イレブン登米迫森店 小売業 食料品 2%

17,785 宮城県 登米市 豊里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,786 宮城県 登米市 出光とよまＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,787 宮城県 登米市 中田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,788 宮城県 登米市 中田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,789 宮城県 登米市 セブン－イレブン中田町加賀野店 小売業 食料品 2%

17,790 宮城県 登米市 バースディ・イブ サービス その他サービス 5%

17,791 宮城県 登米市 萩洗 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,792 宮城県 登米市 迫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,793 宮城県 登米市 畠山電気商会 小売業 電化製品 5%

17,794 宮城県 登米市 ビジネスホテルサンフレックス サービス 宿泊業 5%

17,795 宮城県 登米市 ファナー 小売業 衣料品 5%

17,796 宮城県 登米市 ブックマーケット 佐沼店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

17,797 宮城県 登米市 フルセイルコーヒーイオンタウン佐沼店 サービス 飲食業 5%

17,798 宮城県 登米市 フレッシュストアーささき 小売業 その他小売 5%

17,799 宮城県 登米市 フロンティア豊里 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,800 宮城県 登米市 ヘアーサロン ユーズ ヘアーサロン ユーズ サービス 理容・美容業 5%

17,801 宮城県 登米市 ヘアーサロン・ユーズ サービス 理容・美容業 5%

17,802 宮城県 登米市 ヘアサロンドア サービス 理容・美容業 5%

17,803 宮城県 登米市 マクドナルド佐沼店 サービス 飲食業 2%

17,804 宮城県 登米市 三浦京染店 小売業 衣料品 5%

17,805 宮城県 登米市 みうらコンタクト 小売業 その他小売 5%

17,806 宮城県 登米市 水の里通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,807 宮城県 登米市 南方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,808 宮城県 登米市 セブン－イレブン南方瀬ノ渕店 小売業 食料品 2%
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17,809 宮城県 登米市 セブン－イレブン宮城東和錦織店 小売業 食料品 2%

17,810 宮城県 登米市 宮城トヨタ自動車佐沼店 小売業 その他小売 5%

17,811 宮城県 登米市 セブン－イレブン宮城登米町店 小売業 食料品 2%

17,812 宮城県 登米市 宮脇書店　佐沼店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

17,813 宮城県 登米市 みんなのカフェ　ｔｅｔｏｔｅ サービス 飲食業 5%

17,814 宮城県 登米市 モトヨシ 小売業 電化製品 5%

17,815 宮城県 登米市 焼肉ジュジュ サービス 飲食業 5%

17,816 宮城県 登米市 有限会社 きよの清掃センター サービス その他サービス 5%

17,817 宮城県 登米市 米山ＳＳ　千葉秀商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,818 宮城県 登米市 セブン－イレブン米山中津山店 小売業 食料品 2%

17,819 宮城県 登米市 リーフ舟橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,820 宮城県 登米市 リトルステップ佐沼店 小売業 その他小売 5%

17,821 宮城県 登米市 リトルステップ豊里店 小売業 その他小売 5%

17,822 宮城県 名取市 ＩＲＯＮＤＩＮＥＲ サービス 飲食業 5%

17,823 宮城県 名取市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｓｕｎｎｙ美田園 サービス 運輸業 5%

17,824 宮城県 名取市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｓｕｎｎｙ美田園 サービス 理容・美容業 5%

17,825 宮城県 名取市 アンドモア　イオンモール名取店 小売業 貴金属・服飾品 5%

17,826 宮城県 名取市 インセンス 小売業 衣料品 5%

17,827 宮城県 名取市 エコ市場仙台南本店 小売業 その他小売 5%

17,828 宮城県 名取市 エスケー自動車 サービス その他サービス 5%

17,829 宮城県 名取市 Ｎ４Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

17,830 宮城県 名取市 えびす整体　名取店　【エビスセイ サービス その他サービス 5%

17,831 宮城県 名取市 エムズテニスパーク 小売業 その他小売 5%

17,832 宮城県 名取市 遠藤自動車工業 サービス その他サービス 5%

17,833 宮城県 名取市 大村電気商会 小売業 電化製品 5%

17,834 宮城県 名取市 カカポベーカリー サービス 飲食業 5%

17,835 宮城県 名取市 菓匠三全　イオンモール名取店 小売業 食料品 5%

17,836 宮城県 名取市 菓匠三全　仙台南インター店 小売業 食料品 5%

17,837 宮城県 名取市 カレー　糀Ｄｉｎｉｎｇ　空とぶぞう サービス 飲食業 5%

17,838 宮城県 名取市 川村商店 小売業 電化製品 5%

17,839 宮城県 名取市 甘仙堂名取工場直営店 小売業 食料品 5%

17,840 宮城県 名取市 喜久水庵ＮＡＧＯＭＩ名取店 小売業 食料品 5%

17,841 宮城県 名取市 ＫＩＳＥＩ名取店 サービス 理容・美容業 5%

17,842 宮城県 名取市 牛たん炭焼利久岩沼店 サービス 飲食業 5%

17,843 宮城県 名取市 牛たん炭焼利久名取店 サービス 飲食業 5%

17,844 宮城県 名取市 蔵タ家 サービス 飲食業 5%

17,845 宮城県 名取市 クリーニングタカノ　イトー名取 サービス その他サービス 5%

17,846 宮城県 名取市 幸洋電器 小売業 電化製品 5%

17,847 宮城県 名取市 コクピット名取 小売業 その他小売 5%

17,848 宮城県 名取市 佐々直　名取店 小売業 食料品 5%

17,849 宮城県 名取市 佐々直　かわまちてらす閖上店 小売業 食料品 5%

17,850 宮城県 名取市 シーガル名取店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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17,851 宮城県 名取市 システム・エーアイ サービス その他サービス 5%

17,852 宮城県 名取市 シベール　名取店 小売業 食料品 5%

17,853 宮城県 名取市 シベール　名取店 サービス 飲食業 5%

17,854 宮城県 名取市 旬海堂　かわまちてらす閖上店 小売業 食料品 5%

17,855 宮城県 名取市 旬海堂　名取店 小売業 食料品 5%

17,856 宮城県 名取市 旬菜ダイニング Ｋｉｔｃｈｅｎ比呂 サービス 飲食業 5%

17,857 宮城県 名取市 スター引越センター仙台支店／２ サービス 運輸業 5%

17,858 宮城県 名取市 スタジオアミ名取館 サービス その他サービス 5%

17,859 宮城県 名取市 すたみな太郎　宮城名取店 サービス 飲食業 5%

17,860 宮城県 名取市 合同会社ＳＰＡＲＲＯＷ サービス その他サービス 5%

17,861 宮城県 名取市 スリーエス・ロックサービス サービス その他サービス 5%

17,862 宮城県 名取市 ずんだ茶寮　仙台空港店 小売業 食料品 5%

17,863 宮城県 名取市 仙台カントリークラブ サービス その他サービス 5%

17,864 宮城県 名取市 センダイクウコウボウル サービス その他サービス 5%

17,865 宮城県 名取市 仙台中京医薬品 サービス その他サービス 2%

17,866 宮城県 名取市 仙台南インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,867 宮城県 名取市 仙台ゆりが丘マリア－ジュ・アン・ヴィラ サービス その他サービス 5%

17,868 宮城県 名取市 タイムステーションＮＥＯイオンモール名取店 小売業 貴金属・服飾品 5%

17,869 宮城県 名取市 タイヤナビ 小売業 その他小売 5%

17,870 宮城県 名取市 伊達の牛たん本舗　仙台空港売店 サービス 飲食業 5%

17,871 宮城県 名取市 ダブルストーン空港店 小売業 衣料品 5%

17,872 宮城県 名取市 ｃｈａｉｒ　ｃｒａｆｔ　真 サービス その他サービス 5%

17,873 宮城県 名取市 ＤＰＬＵＳ サービス 理容・美容業 2%

17,874 宮城県 名取市 ＤＰＬＵＳ サービス 理容・美容業 5%

17,875 宮城県 名取市 デイリーポート新鮮館中田店 小売業 食料品 5%

17,876 宮城県 名取市 東北ユニックス サービス その他サービス 5%

17,877 宮城県 名取市 トヨタレンタリース仙台名取店 サービス その他サービス 2%

17,878 宮城県 名取市 トヨタレンタリース宮城名取駅前店 サービス その他サービス 2%

17,879 宮城県 名取市 トヨタレンタリース仙台　名取営業所 サービス 運輸業 5%

17,880 宮城県 名取市 トヨタレンタリース宮城　仙台空港営業所 サービス その他サービス 5%

17,881 宮城県 名取市 ナイツブリッジ 小売業 食料品 5%

17,882 宮城県 名取市 セブン－イレブン名取飯野坂店 小売業 食料品 2%

17,883 宮城県 名取市 名取砂金ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,884 宮城県 名取市 セブン－イレブン名取大手町４丁目店 小売業 食料品 2%

17,885 宮城県 名取市 セブン－イレブン名取北高前店 小売業 食料品 2%

17,886 宮城県 名取市 セブン－イレブン名取下増田店 小売業 食料品 2%

17,887 宮城県 名取市 セブン－イレブン名取関下店 小売業 食料品 2%

17,888 宮城県 名取市 セブン－イレブン名取館腰駅前店 小売業 食料品 2%

17,889 宮城県 名取市 セブン－イレブン名取手倉田店 小売業 食料品 2%

17,890 宮城県 名取市 名取西 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,891 宮城県 名取市 セブン－イレブン名取本郷店 小売業 食料品 2%

17,892 宮城県 名取市 セブン－イレブン名取増田８丁目店 小売業 食料品 2%
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17,893 宮城県 名取市 セブン－イレブン名取みどり台店 小売業 食料品 2%

17,894 宮城県 名取市 南部家敷名取店 サービス 飲食業 5%

17,895 宮城県 名取市 ネッツトヨタ宮城　ハイブリッドプラザ名取 小売業 その他小売 5%

17,896 宮城県 名取市 ＢＡＲ　ＢＥＲ　ＳＨＥＡＲ サービス 理容・美容業 5%

17,897 宮城県 名取市 馬上かまぼこ店名取店 小売業 食料品 5%

17,898 宮城県 名取市 ばーすでい名取本店 小売業 食料品 5%

17,899 宮城県 名取市 ＨＡＣＨＩ名取店 サービス 飲食業 5%

17,900 宮城県 名取市 八文字屋書店　名取店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

17,901 宮城県 名取市 ＰＡＳＳＩＯＮ名取 サービス 理容・美容業 5%

17,902 宮城県 名取市 花乙女 サービス 飲食業 5%

17,903 宮城県 名取市 花屋　ａｔｅｌｉｅｒ　ｅｆｈｏｌｅ 小売業 その他小売 5%

17,904 宮城県 名取市 パンセ名取本館カフェ箱塚 小売業 食料品 5%

17,905 宮城県 名取市 パンセ　名取本館　フロマージュ箱塚 小売業 食料品 5%

17,906 宮城県 名取市 パンセ名取本店 小売業 食料品 5%

17,907 宮城県 名取市 ＪＭ／ファションわたなべ 小売業 衣料品 5%

17,908 宮城県 名取市 ブックオフ仙台南バイパス店 小売業 その他小売 2%

17,909 宮城県 名取市 カイロサロンｐｒｅｃｉｏｕｓ サービス 理容・美容業 5%

17,910 宮城県 名取市 フレスコキクチ　美田園店 小売業 食料品 5%

17,911 宮城県 名取市 ヘアプロデュースピエロ サービス 理容・美容業 5%

17,912 宮城県 名取市 ペットエコ　ザ．ガーデン名取店 小売業 その他小売 5%

17,913 宮城県 名取市 ホビーオフ名取杜せきのした店 小売業 その他小売 2%

17,914 宮城県 名取市 ホラグチ 小売業 その他小売 5%

17,915 宮城県 名取市 梵天食堂名取店 サービス 飲食業 5%

17,916 宮城県 名取市 マクドナルドイオンモール名取店 サービス 飲食業 2%

17,917 宮城県 名取市 マクドナルド４号線岩沼店 サービス 飲食業 2%

17,918 宮城県 名取市 マクドナルド４号線名取店 サービス 飲食業 2%

17,919 宮城県 名取市 増田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,920 宮城県 名取市 ママの店　フレスコ美田園店 サービス その他サービス 5%

17,921 宮城県 名取市 マルタ水産　さいかい市場店 小売業 食料品 5%

17,922 宮城県 名取市 ＭＩＡＳＣＡＬＬＡ名取店 小売業 衣料品 5%

17,923 宮城県 名取市 みたぞの動物病院 サービス その他サービス 5%

17,924 宮城県 名取市 宮城トヨタ自動車　ハイブリッドプラザ名取 小売業 その他小売 5%

17,925 宮城県 名取市 宮城トヨタ自動車　岩沼店 小売業 その他小売 5%

17,926 宮城県 名取市 麺舞　杉のや サービス 飲食業 5%

17,927 宮城県 名取市 Ｍｏｇｅｅ　名取店 小売業 その他小売 5%

17,928 宮城県 名取市 Ｍｏｋｕｒｅｎ サービス 理容・美容業 5%

17,929 宮城県 名取市 ＭＯＮＯ＋ 小売業 その他小売 5%

17,930 宮城県 名取市 杜都建匠 サービス その他サービス 5%

17,931 宮城県 名取市 やすらぎホール美田園 サービス その他サービス 5%

17,932 宮城県 名取市 やまなか家　名取店 サービス 飲食業 5%

17,933 宮城県 名取市 有限会社エムアールエス サービス その他サービス 5%

17,934 宮城県 名取市 有限会社末広寿司分店 サービス 飲食業 5%
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17,935 宮城県 名取市 有限会社山田輪業商会 小売業 その他小売 5%

17,936 宮城県 名取市 有）デンソーサービス佐藤 サービス その他サービス 5%

17,937 宮城県 名取市 ＵＮIＴ．ｃｏｍｐｌｅｘ名取店 サービス 理容・美容業 5%

17,938 宮城県 名取市 ランゼル 小売業 その他小売 5%

17,939 宮城県 名取市 ルート４岩沼 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,940 宮城県 名取市 ワコー 小売業 食料品 5%

17,941 宮城県 名取市 若生技建 サービス その他サービス 5%

17,942 宮城県 東松島市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｐｉａｓ矢本 サービス 理容・美容業 5%

17,943 宮城県 東松島市 アーバ・アサノ 小売業 電化製品 5%

17,944 宮城県 東松島市 居酒屋ついで屋 サービス 飲食業 5%

17,945 宮城県 東松島市 セブン－イレブン石巻港インター店 小売業 食料品 2%

17,946 宮城県 東松島市 一般社団法人　美馬森ＪＡＰＡＮ サービス その他サービス 5%

17,947 宮城県 東松島市 岩手屋　そば処　岩手屋 サービス 飲食業 5%

17,948 宮城県 東松島市 廻鮮丸　あけぼの店 サービス 飲食業 5%

17,949 宮城県 東松島市 菓匠三全　矢本ヨークベニマル店 小売業 食料品 5%

17,950 宮城県 東松島市 株）ＴＫ自動車 サービス その他サービス 5%

17,951 宮城県 東松島市 ＫＩＢＯＴＣＨＡ サービス その他サービス 5%

17,952 宮城県 東松島市 シャディギフト館 矢本店 矢本店 小売業 その他小売 5%

17,953 宮城県 東松島市 すたみな太郎　石巻矢本店 サービス 飲食業 5%

17,954 宮城県 東松島市 デンキの新田 小売業 電化製品 5%

17,955 宮城県 東松島市 ナビゲーテクス サービス その他サービス 5%

17,956 宮城県 東松島市 ＢｅＦｒｅｅ 小売業 衣料品 5%

17,957 宮城県 東松島市 東松島あんてあなしょっぷ　まちんど 小売業 食料品 5%

17,958 宮城県 東松島市 フォーシーズン矢本 サービス 宿泊業 5%

17,959 宮城県 東松島市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＰＲＯＵＤ　ｄｕｏ サービス 理容・美容業 5%

17,960 宮城県 東松島市 セブン－イレブン矢本赤井川前店 小売業 食料品 2%

17,961 宮城県 東松島市 セブン－イレブン矢本インター店 小売業 食料品 2%

17,962 宮城県 東松島市 セブン－イレブン矢本航空自衛隊前店 小売業 食料品 2%

17,963 宮城県 東松島市 セブン－イレブン矢本五味倉店 小売業 食料品 2%

17,964 宮城県 東松島市 ゆうでん 小売業 電化製品 5%

17,965 宮城県 東松島市 レストラン　ぱらだいす サービス 飲食業 5%

17,966 宮城県 東松島市 Ｒｅｔｏ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

17,967 宮城県 松島町 伊藤時尾商店 小売業 食料品 5%

17,968 宮城県 松島町 魚隆商店 小売業 家具・調度品 5%

17,969 宮城県 松島町 雲外 サービス 飲食業 5%

17,970 宮城県 松島町 尾張屋 小売業 その他小売 5%

17,971 宮城県 松島町 かき松島こうは　松島 サービス 飲食業 5%

17,972 宮城県 松島町 かき松島こうは松島海岸駅前店 サービス 飲食業 5%

17,973 宮城県 松島町 菓匠三全　松島寺町小路店 小売業 食料品 5%

17,974 宮城県 松島町 菓匠三全　松島門前店 小売業 食料品 5%

17,975 宮城県 松島町 元祖松島こうれん本舗 紅蓮屋心月庵 小売業 食料品 5%

17,976 宮城県 松島町 牛たん炭焼利久松島店 サービス 飲食業 5%
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17,977 宮城県 松島町 小松館　好風亭 サービス 宿泊業 5%

17,978 宮城県 松島町 ごんきや　松島支店 小売業 家具・調度品 5%

17,979 宮城県 松島町 品井沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,980 宮城県 松島町 旬海 サービス 飲食業 5%

17,981 宮城県 松島町 杉原功商店 小売業 その他小売 5%

17,982 宮城県 松島町 鈴木屋物産店 小売業 その他小売 5%

17,983 宮城県 松島町 たいかん亭 サービス 飲食業 5%

17,984 宮城県 松島町 出光高城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,985 宮城県 松島町 芭蕉の湯　芭蕉の湯 サービス その他サービス 5%

17,986 宮城県 松島町 藤田喬平ガラス美術館 小売業 家具・調度品 5%

17,987 宮城県 松島町 ブリーズベイシーサイドリゾート松島 サービス 宿泊業 5%

17,988 宮城県 松島町 ホテル海風土 サービス 宿泊業 5%

17,989 宮城県 松島町 ホテル絶景の館 サービス 宿泊業 5%

17,990 宮城県 松島町 ホテル大観荘 サービス 宿泊業 5%

17,991 宮城県 松島町 ホテル大観荘 サービス 宿泊業 5%

17,992 宮城県 松島町 ホテル大松荘 サービス 宿泊業 5%

17,993 宮城県 松島町 松島　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,994 宮城県 松島町 松島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,995 宮城県 松島町 セブン－イレブン松島磯崎店 小売業 食料品 2%

17,996 宮城県 松島町 松島ホテル　一の坊 サービス 宿泊業 5%

17,997 宮城県 松島町 松島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

17,998 宮城県 松島町 松島センチュリーホテル サービス 宿泊業 5%

17,999 宮城県 松島町 松島センチュリ－ホテル サービス 宿泊業 5%

18,000 宮城県 松島町 松島ホテル和楽 サービス 宿泊業 5%

18,001 宮城県 松島町 みちのく伊達政宗歴史館 サービス その他サービス 5%

18,002 宮城県 松島町 セブン－イレブン宮城松島店 小売業 食料品 2%

18,003 宮城県 松島町 有限会社オートショップ松島 サービス その他サービス 5%

18,004 宮城県 丸森町 大内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,005 宮城県 丸森町 大内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,006 宮城県 丸森町 金山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,007 宮城県 丸森町 小斎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,008 宮城県 丸森町 今野ラジオ店 小売業 電化製品 5%

18,009 宮城県 丸森町 咲間電化センター 小売業 電化製品 5%

18,010 宮城県 丸森町 スーパービッグ　丸森店 小売業 食料品 5%

18,011 宮城県 丸森町 素泊まりの宿ＳＡＮＧＥ　大槻屋 サービス 宿泊業 5%

18,012 宮城県 丸森町 筆甫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,013 宮城県 丸森町 ひっぽのお店ふでいち 小売業 その他小売 5%

18,014 宮城県 丸森町 フレスコキクチ　丸森店 小売業 食料品 5%

18,015 宮城県 丸森町 出光丸森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,016 宮城県 丸森町 丸森駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,017 宮城県 丸森町 丸森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,018 宮城県 丸森町 セブン－イレブン丸森平店 小売業 食料品 2%
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18,019 宮城県 丸森町 セブン－イレブン丸森舘矢間店 小売業 食料品 2%

18,020 宮城県 美里町 伊勢屋 小牛田駅前の居酒屋伊勢屋 サービス 飲食業 5%

18,021 宮城県 美里町 ウジエスーパー美里店 小売業 食料品 5%

18,022 宮城県 美里町 ＥｎｅＪｅｔ古川東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,023 宮城県 美里町 菓匠三全　小午田ヨークベニマル店 小売業 食料品 5%

18,024 宮城県 美里町 株）狩野自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

18,025 宮城県 美里町 クサノ電器 小売業 電化製品 5%

18,026 宮城県 美里町 小牛田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,027 宮城県 美里町 小牛田駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,028 宮城県 美里町 小牛田セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,029 宮城県 美里町 小牛田セントラルＳＳセルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,030 宮城県 美里町 セブン－イレブン小牛田バイパス店 小売業 食料品 2%

18,031 宮城県 美里町 友栄会館　別館　ともゑ亭 サービス 飲食業 5%

18,032 宮城県 美里町 ピザテン・フォー　宮城小牛田店　２ サービス その他サービス 5%

18,033 宮城県 美里町 ベル 小売業 その他小売 5%

18,034 宮城県 美里町 セブン－イレブン美里町二郷店 小売業 食料品 2%

18,035 宮城県 美里町 村上屋　１ 小売業 食料品 5%

18,036 宮城県 美里町 やまよし 小売業 衣料品 5%

18,037 宮城県 美里町 有）平自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

18,038 宮城県 南三陸町 ウジエスーパー南三陸店 小売業 食料品 5%

18,039 宮城県 南三陸町 歌津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,040 宮城県 南三陸町 歌津町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,041 宮城県 南三陸町 ＥｎｅＪｅｔ志津川インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,042 宮城県 南三陸町 心結ぶカフェ　むすびや サービス 飲食業 5%

18,043 宮城県 南三陸町 セブン－イレブン志津川インター店 小売業 食料品 2%

18,044 宮城県 南三陸町 志津川中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,045 宮城県 南三陸町 セブン－イレブン志津川十日町店 小売業 食料品 2%

18,046 宮城県 南三陸町 セルフ志津川インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,047 宮城県 南三陸町 出光泊浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,048 宮城県 南三陸町 中西電気商会 小売業 電化製品 5%

18,049 宮城県 南三陸町 ニュー泊崎荘 サービス 宿泊業 5%

18,050 宮城県 南三陸町 ＮＥＷＳ　ＳＴＡＮＤ　ＳＡＴＡＫＥ 小売業 その他小売 5%

18,051 宮城県 南三陸町 パナック・たまや 小売業 電化製品 5%

18,052 宮城県 南三陸町 南三陸　民宿　清観荘 サービス 宿泊業 5%

18,053 宮城県 南三陸町 南三陸ホテル観洋 サービス 宿泊業 5%

18,054 宮城県 南三陸町 メモリアルステージ　石彩館　南三陸店 小売業 その他小売 5%

18,055 宮城県 南三陸町 遊電館志津川店 小売業 電化製品 5%

18,056 宮城県 南三陸町 リフォームショップ小山商店　有限会社小山商店 小売業 その他小売 5%

18,057 宮城県 村田町 ＡｓｋＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

18,058 宮城県 村田町 今井電機 小売業 電化製品 5%

18,059 宮城県 村田町 雅堂窯 サービス その他サービス 5%

18,060 宮城県 村田町 ｃａｆｅ蔵人 サービス 飲食業 5%

432



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

18,061 宮城県 村田町 ガラス工房ｋｉｒｌｏ サービス その他サービス 5%

18,062 宮城県 村田町 けんちゃんち サービス 飲食業 5%

18,063 宮城県 村田町 総合衣料マスダ 小売業 衣料品 5%

18,064 宮城県 村田町 とこやさとう サービス 理容・美容業 5%

18,065 宮城県 村田町 ＦＲＡＮＫＹ　ＧＡＲＡＧＥ サービス その他サービス 5%

18,066 宮城県 村田町 フレッシュフードモリヤ　村田店 小売業 食料品 5%

18,067 宮城県 村田町 布袋農園 サービス 飲食業 5%

18,068 宮城県 村田町 布袋農園 小売業 食料品 5%

18,069 宮城県 村田町 村田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,070 宮城県 村田町 ラーメンせん家　村田店 サービス 飲食業 5%

18,071 宮城県 大和町 アイオフィス サービス その他サービス 5%

18,072 宮城県 大和町 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ａｍｅｌｉ大和町 サービス 理容・美容業 5%

18,073 宮城県 大和町 味よし　大和町鶴巣店 サービス 飲食業 5%

18,074 宮城県 大和町 ウジエスーパー吉岡店 小売業 食料品 5%

18,075 宮城県 大和町 ＡＥ有限会社　遠藤重一商店 小売業 その他小売 5%

18,076 宮城県 大和町 おかめや サービス 飲食業 5%

18,077 宮城県 大和町 がれーじ　工　車両販売部 小売業 その他小売 5%

18,078 宮城県 大和町 がれーじ工 サービス その他サービス 5%

18,079 宮城県 大和町 菅野ラジオ店 小売業 電化製品 5%

18,080 宮城県 大和町 グレース・ドイ 小売業 衣料品 5%

18,081 宮城県 大和町 合資会社　梅吉 サービス 飲食業 5%

18,082 宮城県 大和町 サイクルサービスヨシダ サービス その他サービス 5%

18,083 宮城県 大和町 セルフ鶴巣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,084 宮城県 大和町 仙台弁こけしショップ サービス その他サービス 5%

18,085 宮城県 大和町 大和インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,086 宮城県 大和町 大和インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,087 宮城県 大和町 セブン－イレブン大和町相川店 小売業 食料品 2%

18,088 宮城県 大和町 中国料理　四川チャイナ サービス 飲食業 5%

18,089 宮城県 大和町 鶴巣ＰＡ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,090 宮城県 大和町 鶴巣ＰＡ　ＳＳ（ＰＯＳ用） 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,091 宮城県 大和町 どい　本店 小売業 衣料品 5%

18,092 宮城県 大和町 ドコモショップ　大和町吉岡店 小売業 その他小売 2%

18,093 宮城県 大和町 ネッツトヨタ宮城　大和店 小売業 その他小売 5%

18,094 宮城県 大和町 バンテック サービス その他サービス 5%

18,095 宮城県 大和町 美容室ブロードビーン サービス 理容・美容業 5%

18,096 宮城県 大和町 Ｂｒｅａｔｈ　ｂｙ　ｆｉｒｓｔ サービス 理容・美容業 5%

18,097 宮城県 大和町 Ｈａｉｒ　Ｌａｂｏ　Ｕｊ サービス 理容・美容業 5%

18,098 宮城県 大和町 マクドナルド大和吉岡ヨークベニマル店 サービス 飲食業 2%

18,099 宮城県 大和町 まつ毛エクステ専門店　ａｉｍ サービス 理容・美容業 5%

18,100 宮城県 大和町 みちのく企業 サービス その他サービス 5%

18,101 宮城県 大和町 宮城トヨタ自動車大和店 小売業 その他小売 5%

18,102 宮城県 大和町 ミヤヒル３６ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%
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18,103 宮城県 大和町 ミヤヒル３６ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

18,104 宮城県 大和町 杜の都ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

18,105 宮城県 大和町 やきとり伊藤商店 サービス 飲食業 5%

18,106 宮城県 大和町 （有）トゥインクルオート サービス その他サービス 5%

18,107 宮城県 大和町 有限会社三浦商店 小売業 その他小売 5%

18,108 宮城県 山元町 神奈川ＲＤ通信機 小売業 その他小売 5%

18,109 宮城県 山元町 株式会社一苺一笑 サービス 飲食業 5%

18,110 宮城県 山元町 ＡＥ有限会社菊長商店 小売業 その他小売 5%

18,111 宮城県 山元町 坂元ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,112 宮城県 山元町 社員販売用 小売業 食料品 5%

18,113 宮城県 山元町 旬魚酒房金八 サービス 飲食業 5%

18,114 宮城県 山元町 フレスコキクチ　山下駅前店 小売業 食料品 5%

18,115 宮城県 山元町 ミガキイチゴストア（イチゴワールド） サービス その他サービス 5%

18,116 宮城県 利府町 ウジエスーパー利府店 小売業 食料品 5%

18,117 宮城県 利府町 オーディン宮城利府店 小売業 その他小売 5%

18,118 宮城県 利府町 カフェレストラン　ぼなんざ サービス 飲食業 5%

18,119 宮城県 利府町 クリーニングタカノ　ＹＢ利府 サービス その他サービス 5%

18,120 宮城県 利府町 クリーニングタカノ　ＹＢ利府野中 サービス その他サービス 5%

18,121 宮城県 利府町 欅産業　利府本社ショールーム 小売業 その他小売 5%

18,122 宮城県 利府町 仔虎利府店 サービス 飲食業 5%

18,123 宮城県 利府町 スタジオアミ　利府館 サービス その他サービス 5%

18,124 宮城県 利府町 すたみな太郎　宮城利府店 サービス 飲食業 5%

18,125 宮城県 利府町 ステーキハンバーグ サラダバーけん 利府ペアガーデン店 サービス 飲食業 5%

18,126 宮城県 利府町 Ｓｌｅｅｐｉｎｇ　Ｆａｃｔｏｒｙ　利府店 小売業 その他小売 5%

18,127 宮城県 利府町 田里津庵 サービス 飲食業 5%

18,128 宮城県 利府町 南部家敷利府店 サービス 飲食業 5%

18,129 宮城県 利府町 ネッツトヨタ宮城　利府店 小売業 その他小売 5%

18,130 宮城県 利府町 ばーすでい利府菅谷台本店 小売業 食料品 5%

18,131 宮城県 利府町 パンセ利府本店 小売業 食料品 5%

18,132 宮城県 利府町 びっくり市利府店 小売業 食料品 5%

18,133 宮城県 利府町 Ｆｏｔｏｙｏｓｉｆｆｉｃ サービス その他サービス 5%

18,134 宮城県 利府町 フロンティア利府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,135 宮城県 利府町 ブックオフ宮城利府店 小売業 その他小売 2%

18,136 宮城県 利府町 ブックマーケット 利府店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

18,137 宮城県 利府町 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＰＲＯＵＤ サービス 理容・美容業 5%

18,138 宮城県 利府町 ホテル浦嶋荘 サービス 宿泊業 5%

18,139 宮城県 利府町 マクドナルドイオンモール利府店 サービス 飲食業 2%

18,140 宮城県 利府町 マクドナルド利府街道店 サービス 飲食業 2%

18,141 宮城県 利府町 ミヤデン　花園店 小売業 電化製品 5%

18,142 宮城県 利府町 ミヤデン利府中央 小売業 電化製品 5%

18,143 宮城県 利府町 村木動物病院 サービス その他サービス 5%

18,144 宮城県 利府町 有限会社海馬工苑　仙台利府営業所 サービス その他サービス 5%
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18,145 宮城県 利府町 利久利府店 サービス 飲食業 5%

18,146 宮城県 利府町 セブン－イレブン利府青葉台２丁目店 小売業 食料品 2%

18,147 宮城県 利府町 利府青山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,148 宮城県 利府町 セブン－イレブン利府神谷沢店 小売業 食料品 2%

18,149 宮城県 利府町 利府交通　本部 サービス 運輸業 5%

18,150 宮城県 利府町 利府自動車学校 サービス その他サービス 5%

18,151 宮城県 利府町 セブン－イレブン利府しらかし台店 小売業 食料品 2%

18,152 宮城県 涌谷町 アジアン居酒屋ＡＺｉＹＡ サービス 飲食業 5%

18,153 宮城県 涌谷町 ＡＳＫ 小売業 その他小売 5%

18,154 宮城県 涌谷町 アーバ・さとう 小売業 電化製品 5%

18,155 宮城県 涌谷町 株）涌谷日産商会 サービス その他サービス 5%

18,156 宮城県 涌谷町 きただ店 小売業 その他小売 5%

18,157 宮城県 涌谷町 木村油店　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,158 宮城県 涌谷町 栗田時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

18,159 宮城県 涌谷町 ＪＯＥ涌谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,160 宮城県 涌谷町 東栄 サービス その他サービス 5%

18,161 宮城県 涌谷町 箟岳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,162 宮城県 涌谷町 篦岳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,163 宮城県 涌谷町 焙煎小屋風舎 サービス 飲食業 5%

18,164 宮城県 涌谷町 福ろう サービス 飲食業 5%

18,165 宮城県 涌谷町 松原商会 小売業 電化製品 5%

18,166 宮城県 涌谷町 涌谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,167 宮城県 涌谷町 涌谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,168 宮城県 涌谷町 涌谷駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,169 宮城県 涌谷町 涌谷西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,170 宮城県 涌谷町 涌谷バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,171 宮城県 涌谷町 セブン－イレブン涌谷バイパス店 小売業 食料品 2%

18,172 宮城県 亘理町 アーバ・こまき 小売業 電化製品 5%

18,173 宮城県 亘理町 あら浜 サービス 飲食業 5%

18,174 宮城県 亘理町 荒浜西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,175 宮城県 亘理町 ａ　ｌａ　ｐｌａｇｅ サービス 飲食業 5%

18,176 宮城県 亘理町 安細電気 小売業 電化製品 5%

18,177 宮城県 亘理町 Ｗｈｉｍｆｏｒｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

18,178 宮城県 亘理町 Ｗｈｉｍｆｏｒｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

18,179 宮城県 亘理町 カットスタジオＢ?ｃｌｕｂ サービス 理容・美容業 5%

18,180 宮城県 亘理町 クロサキ自動車 サービス その他サービス 5%

18,181 宮城県 亘理町 スーパービッグ　おおくま店 小売業 食料品 5%

18,182 宮城県 亘理町 仙台南動物病院 サービス その他サービス 5%

18,183 宮城県 亘理町 中町カフェ 小売業 その他小売 5%

18,184 宮城県 亘理町 パークシティわたりＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,185 宮城県 亘理町 馬上かまぼこ店 小売業 食料品 5%

18,186 宮城県 亘理町 馬上かまぼこ店さざんか通り店 小売業 食料品 5%
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18,187 宮城県 亘理町 フレスコキクチ　亘理店 小売業 食料品 5%

18,188 宮城県 亘理町 ＢｒｏｔＤｏｒｆ（ブロートドルフ） サービス 飲食業 5%

18,189 宮城県 亘理町 マクドナルド亘理コープ店 サービス 飲食業 2%

18,190 宮城県 亘理町 ママの店　フレスコキクチ亘理店 サービス その他サービス 5%

18,191 宮城県 亘理町 マルサ呉服店 小売業 衣料品 5%

18,192 宮城県 亘理町 みやぎのあられ　亘理本店 小売業 食料品 5%

18,193 宮城県 亘理町 セブン－イレブン宮城亘理南店 小売業 食料品 2%

18,194 宮城県 亘理町 ミルクショップ デリ 小売業 食料品 5%

18,195 宮城県 亘理町 ラーメンせん家　亘理店 サービス 飲食業 5%

18,196 宮城県 亘理町 セブン－イレブン亘理荒浜店 小売業 食料品 2%

18,197 宮城県 亘理町 セブン－イレブン亘理祝田店 小売業 食料品 2%

18,198 宮城県 亘理町 セブン－イレブン亘理インター店 小売業 食料品 2%

18,199 宮城県 亘理町 セブン－イレブン亘理逢隈店 小売業 食料品 2%

18,200 宮城県 亘理町 セブン－イレブン亘理神宮寺店 小売業 食料品 2%

18,201 宮城県 亘理町 亘理中央ＳＳ　フル 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,202 宮城県 亘理町 亘理中央セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,203 宮城県 亘理町 セブン－イレブン亘理東郷店 小売業 食料品 2%

18,204 秋田県 秋田市 相席ダイニング イエローフラッグ サービス 飲食業 5%

18,205 秋田県 秋田市 Ａｉｌｙ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

18,206 秋田県 秋田市 アイ・リフォーム株式会社 サービス その他サービス 5%

18,207 秋田県 秋田市 ＪＭ／青山商店 小売業 食料品 5%

18,208 秋田県 秋田市 秋田トヨペット株式会社 小売業 その他小売 5%

18,209 秋田県 秋田市 アキタアニマル倶楽部 小売業 衣料品 5%

18,210 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田新屋豊町店 小売業 食料品 2%

18,211 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田泉北３丁目店 小売業 食料品 2%

18,212 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田泉中央１丁目店 小売業 食料品 2%

18,213 秋田県 秋田市 秋田駅東口乗車券発売所 サービス その他サービス 5%

18,214 秋田県 秋田市 秋田温泉さとみ サービス 宿泊業 5%

18,215 秋田県 秋田市 秋田亀の丁ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,216 秋田県 秋田市 秋田北インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,217 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田旭南１丁目店 小売業 食料品 2%

18,218 秋田県 秋田市 秋田空港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,219 秋田県 秋田市 あきたくらす 小売業 その他小売 5%

18,220 秋田県 秋田市 あきた県産品プラザ 小売業 家具・調度品 5%

18,221 秋田県 秋田市 あきた港クルーズターミナル 小売業 食料品 5%

18,222 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田御所野堤台店 小売業 食料品 2%

18,223 秋田県 秋田市 秋田コミニケーション株式会社　秋田店 小売業 その他小売 5%

18,224 秋田県 秋田市 有限会社秋田魁大畑専売所 サービス その他サービス 5%

18,225 秋田県 秋田市 秋田山王ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,226 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田山王１丁目店 小売業 食料品 2%

18,227 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田山王大通り店 小売業 食料品 2%

18,228 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田山王５丁目店 小売業 食料品 2%
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18,229 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田山王中島町店 小売業 食料品 2%

18,230 秋田県 秋田市 秋田事業本部 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,231 秋田県 秋田市 秋田自動車学校 サービス その他サービス 5%

18,232 秋田県 秋田市 秋田車両整備 サービス その他サービス 5%

18,233 秋田県 秋田市 あきた乗馬クラブ サービス その他サービス 5%

18,234 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田新国道寺内店 小売業 食料品 2%

18,235 秋田県 秋田市 アキタスポネット 小売業 その他小売 5%

18,236 秋田県 秋田市 秋田石材　桜店 小売業 その他小売 5%

18,237 秋田県 秋田市 秋田石材　土崎店 小売業 家具・調度品 5%

18,238 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田赤十字病院店 小売業 食料品 2%

18,239 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田セリオンタワー前店 小売業 食料品 2%

18,240 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田外旭川八柳２丁目店 小売業 食料品 2%

18,241 秋田県 秋田市 秋田大学病院前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,242 秋田県 秋田市 秋田太平山カントリークラブ サービス その他サービス 5%

18,243 秋田県 秋田市 秋田中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,244 秋田県 秋田市 秋田中央交通　高速バス予約センター サービス その他サービス 5%

18,245 秋田県 秋田市 秋田中央タイヤ 小売業 その他小売 5%

18,246 秋田県 秋田市 秋田中央燃料〔物販〕 小売業 電化製品 5%

18,247 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田土崎港北７丁目店 小売業 食料品 2%

18,248 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田手形西谷地店 小売業 食料品 2%

18,249 秋田県 秋田市 秋田てんぷらみかわ サービス 飲食業 5%

18,250 秋田県 秋田市 秋田トヨタ自動車 小売業 その他小売 5%

18,251 秋田県 秋田市 秋田トヨタ自動車　泉新国道店 小売業 その他小売 5%

18,252 秋田県 秋田市 秋田トヨタ自動車　追分店 小売業 その他小売 5%

18,253 秋田県 秋田市 秋田トヨタ自動車　新国道マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

18,254 秋田県 秋田市 秋田トヨタ自動車　仁井田店 小売業 その他小売 5%

18,255 秋田県 秋田市 秋田トヨタ自動車　レクサス秋田 小売業 その他小売 5%

18,256 秋田県 秋田市 秋田トヨペット秋田北店 小売業 その他小売 5%

18,257 秋田県 秋田市 秋田トヨペット秋田店 小売業 その他小売 5%

18,258 秋田県 秋田市 秋田トヨペットＳｍｉｌｅＰＡＬ 小売業 その他小売 5%

18,259 秋田県 秋田市 秋田トヨペット仁井田店 小売業 その他小売 5%

18,260 秋田県 秋田市 秋田中野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,261 秋田県 秋田市 秋田日産自動車 小売業 その他小売 5%

18,262 秋田県 秋田市 秋田日産自動車　秋田南店 サービス その他サービス 5%

18,263 秋田県 秋田市 秋田日産自動車　臨海店 サービス その他サービス 5%

18,264 秋田県 秋田市 秋田人形会館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

18,265 秋田県 秋田市 秋田ノーザンハピネッツ 秋田ノーザンハピネッツ グッズ販売２ サービス その他サービス 5%

18,266 秋田県 秋田市 秋田の食堂やまと サービス 飲食業 5%

18,267 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田浜ナシ山店 小売業 食料品 2%

18,268 秋田県 秋田市 Ａｋｉｔａ　ＢＭＷ 小売業 その他小売 5%

18,269 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田東通仲町店 小売業 食料品 2%

18,270 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田東通８丁目店 小売業 食料品 2%
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18,271 秋田県 秋田市 秋田美顔教室 小売業 その他小売 5%

18,272 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田広面谷内佐渡店 小売業 食料品 2%

18,273 秋田県 秋田市 秋田巻き爪矯正院　秋田院 サービス その他サービス 5%

18,274 秋田県 秋田市 秋田マルヘイ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,275 秋田県 秋田市 秋田南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,276 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田南通宮田店 小売業 食料品 2%

18,277 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田明田店 小売業 食料品 2%

18,278 秋田県 秋田市 秋田ヤクルト販売 象潟センター 小売業 食料品 5%

18,279 秋田県 秋田市 秋田ヤクルト販売 船越センター 小売業 食料品 5%

18,280 秋田県 秋田市 秋田ヤクルト販売　広面センター 小売業 食料品 5%

18,281 秋田県 秋田市 秋田ヤクルト販売　泉センター 小売業 食料品 5%

18,282 秋田県 秋田市 秋田ヤクルト販売 船川センター 小売業 食料品 5%

18,283 秋田県 秋田市 秋田ヤクルト販売 大町センター 小売業 食料品 5%

18,284 秋田県 秋田市 秋田ヤクルト販売　卸町センター 小売業 食料品 5%

18,285 秋田県 秋田市 秋田ヤクルト販売 潟上センター 小売業 食料品 5%

18,286 秋田県 秋田市 秋田ヤクルト販売　土崎北センター 小売業 食料品 5%

18,287 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田八橋新川向店 小売業 食料品 2%

18,288 秋田県 秋田市 セブン－イレブン秋田四ツ小屋店 小売業 食料品 2%

18,289 秋田県 秋田市 アクセサリーズ　キャロル 小売業 貴金属・服飾品 5%

18,290 秋田県 秋田市 アクト　ワン 小売業 その他小売 5%

18,291 秋田県 秋田市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｒｉｔｚ秋田山王 サービス 理容・美容業 5%

18,292 秋田県 秋田市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｒｉｃｃａ御所野 サービス 理容・美容業 5%

18,293 秋田県 秋田市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｒｅｖｅ秋田泉 サービス 理容・美容業 5%

18,294 秋田県 秋田市 ａｇｒｅａ サービス 理容・美容業 5%

18,295 秋田県 秋田市 ａｇｒｅａ サービス 理容・美容業 5%

18,296 秋田県 秋田市 旭川かもしかＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,297 秋田県 秋田市 ａｓｉａｇｕｒａ サービス 飲食業 5%

18,298 秋田県 秋田市 頭のもみほぐし専門店ＢＲＡＩＮＳ?ＳＰＡ サービス その他サービス 5%

18,299 秋田県 秋田市 ａｒｃｈ サービス その他サービス 5%

18,300 秋田県 秋田市 アトリエ　ＹｕＫｉ サービス 理容・美容業 5%

18,301 秋田県 秋田市 アフターザサンセット サービス 飲食業 5%

18,302 秋田県 秋田市 新波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,303 秋田県 秋田市 アルバートホテル秋田 サービス 宿泊業 5%

18,304 秋田県 秋田市 アルファコーポレーション 小売業 その他小売 5%

18,305 秋田県 秋田市 アルファコーポレーション　仁井田店 小売業 その他小売 5%

18,306 秋田県 秋田市 アロマテラピーショップＰｆｒｅ（ピーフレ） サービス その他サービス 5%

18,307 秋田県 秋田市 いいことのはじまり　Ｃｈａｒｉｓ 小売業 その他小売 5%

18,308 秋田県 秋田市 飯島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,309 秋田県 秋田市 イーホテル秋田 サービス 宿泊業 5%

18,310 秋田県 秋田市 いかるが サービス 飲食業 5%

18,311 秋田県 秋田市 居酒屋こんの サービス 飲食業 5%

18,312 秋田県 秋田市 イタリア酒場アーティーチョーク サービス 飲食業 5%
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18,313 秋田県 秋田市 イチノセキ桜店 小売業 その他小売 5%

18,314 秋田県 秋田市 イチノセキ広面店 小売業 その他小売 5%

18,315 秋田県 秋田市 一のとり　川反店 サービス 飲食業 5%

18,316 秋田県 秋田市 市場の酒屋 小売業 食料品 5%

18,317 秋田県 秋田市 一楽土 サービス 飲食業 5%

18,318 秋田県 秋田市 出光秋田南インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,319 秋田県 秋田市 出光秋田臨海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,320 秋田県 秋田市 出光追分ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,321 秋田県 秋田市 出光土崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,322 秋田県 秋田市 出光７号線秋田北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,323 秋田県 秋田市 伊藤電機商会 小売業 電化製品 5%

18,324 秋田県 秋田市 稲庭うどん　無限堂 サービス 飲食業 5%

18,325 秋田県 秋田市 いろり家秋田川反店 サービス 飲食業 5%

18,326 秋田県 秋田市 ｗｉｔｈサム サービス その他サービス 5%

18,327 秋田県 秋田市 ＷＥＳＴ 小売業 家具・調度品 5%

18,328 秋田県 秋田市 ウェディングヒルズ御所野 サービス その他サービス 5%

18,329 秋田県 秋田市 ウエルネス小林動物病院 サービス その他サービス 5%

18,330 秋田県 秋田市 うまい肴　然 サービス 飲食業 5%

18,331 秋田県 秋田市 旨いもんや　清野太郎 サービス 飲食業 5%

18,332 秋田県 秋田市 Ａ代行 サービス 運輸業 5%

18,333 秋田県 秋田市 駅前あっちゃん サービス 飲食業 5%

18,334 秋田県 秋田市 ＥｓｔｈｅｔｉｃｓａｌｏｎＭａｉｓｏｎｄｅｌｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

18,335 秋田県 秋田市 エノテカオルモデルカウカソ サービス 飲食業 5%

18,336 秋田県 秋田市 エミール 小売業 その他小売 5%

18,337 秋田県 秋田市 ｅｍｕ サービス 理容・美容業 5%

18,338 秋田県 秋田市 エムズゴルフ工房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

18,339 秋田県 秋田市 ａｕショップ　東通 小売業 電化製品 5%

18,340 秋田県 秋田市 ａｕショップ秋田東 小売業 電化製品 5%

18,341 秋田県 秋田市 大民石油　土崎油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,342 秋田県 秋田市 有 オート クラフト アキタ サービス その他サービス 5%

18,343 秋田県 秋田市 オートセール サービス その他サービス 5%

18,344 秋田県 秋田市 お菓子の郷ジロー 小売業 食料品 5%

18,345 秋田県 秋田市 おかしの千秋庵 小売業 食料品 5%

18,346 秋田県 秋田市 おぎわらペットクリニック秋田 サービス その他サービス 5%

18,347 秋田県 秋田市 お米の鈴忠　有限会社　鈴忠商店 小売業 食料品 5%

18,348 秋田県 秋田市 オートショップ神居 サービス その他サービス 5%

18,349 秋田県 秋田市 御野場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,350 秋田県 秋田市 Ｏ･ＨＡ･ＳＨＩ　ＢＩＳＴＲＯ　８８バル サービス 飲食業 5%

18,351 秋田県 秋田市 オフハウス秋田店 小売業 その他小売 2%

18,352 秋田県 秋田市 オリーブイングリッシュ サービス その他サービス 5%

18,353 秋田県 秋田市 オリジナルバック　モリタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

18,354 秋田県 秋田市 オルウィーヴ合同会社 サービス その他サービス 5%
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18,355 秋田県 秋田市 海鮮問屋　北前船 サービス 飲食業 5%

18,356 秋田県 秋田市 かぎしっぽ 小売業 衣料品 5%

18,357 秋田県 秋田市 カットインセゾン サービス 理容・美容業 5%

18,358 秋田県 秋田市 カットインセゾン　アクト サービス 理容・美容業 5%

18,359 秋田県 秋田市 カットインセゾン　キャッスルホテル店 サービス 理容・美容業 5%

18,360 秋田県 秋田市 カットインセゾン　山王店 サービス 理容・美容業 5%

18,361 秋田県 秋田市 カットインセゾン事務所 サービス 理容・美容業 5%

18,362 秋田県 秋田市 加藤工業所 小売業 その他小売 5%

18,363 秋田県 秋田市 カニハンフーズ 小売業 食料品 5%

18,364 秋田県 秋田市 ｃａｆｅ　ｃｏｎｏｈａ サービス 飲食業 5%

18,365 秋田県 秋田市 株式会社フジイショウテン 小売業 食料品 5%

18,366 秋田県 秋田市 株　オルテクス サービス その他サービス 5%

18,367 秋田県 秋田市 株式会社秋田石材　新屋店 小売業 その他小売 5%

18,368 秋田県 秋田市 株式会社インフォミディアリ サービス その他サービス 5%

18,369 秋田県 秋田市 株式会社希崎 小売業 その他小売 5%

18,370 秋田県 秋田市 株式会社佐孝石油飯島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,371 秋田県 秋田市 株式会社佐孝石油追分ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,372 秋田県 秋田市 株式会社佐孝石油スーパーセルフサコー 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,373 秋田県 秋田市 株式会社時幸堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

18,374 秋田県 秋田市 株式会社タチカワ　秋田支店　伊藤洋平 サービス その他サービス 5%

18,375 秋田県 秋田市 株式会社トラパンツ サービス その他サービス 5%

18,376 秋田県 秋田市 株式会社ビーカム 小売業 衣料品 5%

18,377 秋田県 秋田市 株式会社山本自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

18,378 秋田県 秋田市 株式会社ワイヤーオート 小売業 その他小売 5%

18,379 秋田県 秋田市 亀の町ベーカリー サービス 飲食業 5%

18,380 秋田県 秋田市 カラオケ合衆国　秋田店 サービス その他サービス 5%

18,381 秋田県 秋田市 カルビ屋大福　秋田山手台店 サービス 飲食業 5%

18,382 秋田県 秋田市 カルビヤ大福　秋田山手台店 サービス 飲食業 5%

18,383 秋田県 秋田市 カルビヤ大福　横手店 サービス 飲食業 5%

18,384 秋田県 秋田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋秋田土崎店 サービス 飲食業 2%

18,385 秋田県 秋田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋秋田東通店 サービス 飲食業 2%

18,386 秋田県 秋田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ラウンドワン秋田店 サービス 飲食業 2%

18,387 秋田県 秋田市 ガレージＫｅｎ 小売業 その他小売 5%

18,388 秋田県 秋田市 河辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,389 秋田県 秋田市 函太郎　秋田広面店 サービス 飲食業 5%

18,390 秋田県 秋田市 喜久水庵秋田店 小売業 電化製品 5%

18,391 秋田県 秋田市 ｍａｃｈｉｙａｃａｆｅｗａｗａｗａ サービス 飲食業 5%

18,392 秋田県 秋田市 キャピックアキタ１ サービス その他サービス 5%

18,393 秋田県 秋田市 キャピックアキタ２ サービス その他サービス 5%

18,394 秋田県 秋田市 キューブシュガー・フォンテ秋田店 小売業 衣料品 5%

18,395 秋田県 秋田市 京呉服流通センター 小売業 衣料品 5%

18,396 秋田県 秋田市 協働大町ビル サービス 宿泊業 5%
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18,397 秋田県 秋田市 きりたんぽ屋 サービス 飲食業 5%

18,398 秋田県 秋田市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ秋田店 小売業 その他小売 5%

18,399 秋田県 秋田市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ秋田店 小売業 その他小売 5%

18,400 秋田県 秋田市 喰い処　ふく田 サービス 飲食業 5%

18,401 秋田県 秋田市 クオーレ サービス 飲食業 5%

18,402 秋田県 秋田市 工藤印舗 小売業 その他小売 5%

18,403 秋田県 秋田市 クライマックス 小売業 その他小売 5%

18,404 秋田県 秋田市 ＧＬＡＭＯＵＲ サービス 理容・美容業 5%

18,405 秋田県 秋田市 Ｋｌａｎｇ 小売業 その他小売 5%

18,406 秋田県 秋田市 グランマート泉店 小売業 食料品 5%

18,407 秋田県 秋田市 グランマート外旭川店 小売業 食料品 5%

18,408 秋田県 秋田市 グランマート手形店 小売業 食料品 5%

18,409 秋田県 秋田市 Ｑｒｅｅｑ 小売業 衣料品 5%

18,410 秋田県 秋田市 出光グリーントピア阿仁前田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,411 秋田県 秋田市 クリーニングアッと新屋ナイス店 サービス その他サービス 5%

18,412 秋田県 秋田市 クリーニングアッと御野場ナイス店 サービス その他サービス 5%

18,413 秋田県 秋田市 クリーニングアピア泉タカヤナギ店 サービス その他サービス 5%

18,414 秋田県 秋田市 クリーニングアピア外旭川ナイス店 サービス その他サービス 5%

18,415 秋田県 秋田市 クリーニングアピア楢山店 サービス その他サービス 5%

18,416 秋田県 秋田市 クリーニングアピア仁井田本店 サービス その他サービス 5%

18,417 秋田県 秋田市 クリーニングアピア和田ＭＡＸバリュ店 サービス その他サービス 5%

18,418 秋田県 秋田市 クリーニングアピア割山ナイス店 サービス その他サービス 5%

18,419 秋田県 秋田市 クリーニングぴゅあグランマート外旭川店 サービス その他サービス 5%

18,420 秋田県 秋田市 クリーニングぴゅあグランマート手形店 サービス その他サービス 5%

18,421 秋田県 秋田市 クリーニングぴゅあフレスポ御所野店 サービス その他サービス 5%

18,422 秋田県 秋田市 ＧＲＥＥＮ　ＥＮＯＵＧＨ 小売業 食料品 5%

18,423 秋田県 秋田市 ｇｒｅｅｎｐｉｅｃｅ 小売業 その他小売 5%

18,424 秋田県 秋田市 くるまやＢｏｏＢｏｏ 小売業 その他小売 5%

18,425 秋田県 秋田市 Ｃｏｕｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

18,426 秋田県 秋田市 港北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,427 秋田県 秋田市 ＧＯＧＹＰＳＹ サービス その他サービス 5%

18,428 秋田県 秋田市 珈琲工房ビーンズ 小売業 食料品 5%

18,429 秋田県 秋田市 珈琲工房ビーンズ 小売業 食料品 5%

18,430 秋田県 秋田市 小林幌店 サービス その他サービス 5%

18,431 秋田県 秋田市 Ｋｏｍａｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

18,432 秋田県 秋田市 Ｋｏｍａｃｈｉ　将軍野店 サービス 理容・美容業 5%

18,433 秋田県 秋田市 小料理佐久 サービス 飲食業 5%

18,434 秋田県 秋田市 ゴルフディア サービス その他サービス 5%

18,435 秋田県 秋田市 コロナセントラルサービス　秋田営業所 サービス その他サービス 5%

18,436 秋田県 秋田市 有限会社コンタクトレンズセンターアゴラ サービス その他サービス 5%

18,437 秋田県 秋田市 さいとうトピコ店 小売業 その他小売 5%

18,438 秋田県 秋田市 さがオイルサービス サービス その他サービス 5%

441



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

18,439 秋田県 秋田市 酒場　戸隠 サービス 飲食業 5%

18,440 秋田県 秋田市 サキナビューティーラウンジ秋田 小売業 その他小売 5%

18,441 秋田県 秋田市 さけ富 サービス 飲食業 5%

18,442 秋田県 秋田市 酒の英雄 小売業 食料品 5%

18,443 秋田県 秋田市 酒のソクハイ　秋田川反店 小売業 その他小売 5%

18,444 秋田県 秋田市 酒のソクハイ秋田本店 小売業 その他小売 5%

18,445 秋田県 秋田市 ＳａｋｅＬａｎｄあかい 小売業 食料品 5%

18,446 秋田県 秋田市 札幌かに本家　秋田店 サービス 飲食業 5%

18,447 秋田県 秋田市 佐藤養助　湯沢店 サービス 飲食業 5%

18,448 秋田県 秋田市 佐野薬品 小売業 その他小売 5%

18,449 秋田県 秋田市 佐野薬局　広面店 小売業 その他小売 5%

18,450 秋田県 秋田市 佐野薬局本店 小売業 その他小売 5%

18,451 秋田県 秋田市 茶房　慧 サービス 飲食業 5%

18,452 秋田県 秋田市 ＳＵＭＭＩＴ サービス 飲食業 5%

18,453 秋田県 秋田市 サロンドエゴット サービス 理容・美容業 5%

18,454 秋田県 秋田市 三栄ボデー サービス その他サービス 5%

18,455 秋田県 秋田市 三共産業　秋田支店 小売業 家具・調度品 5%

18,456 秋田県 秋田市 山王チェッカーサービス サービス その他サービス 5%

18,457 秋田県 秋田市 株式会社サンワ 小売業 家具・調度品 5%

18,458 秋田県 秋田市 シーボン．秋田泉店 小売業 その他小売 2%

18,459 秋田県 秋田市 四季彩 はなれ サービス 飲食業 5%

18,460 秋田県 秋田市 Ｇ．ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

18,461 秋田県 秋田市 地酒専門店　酒のおがわ 小売業 食料品 5%

18,462 秋田県 秋田市 詩仙堂　フォンテ秋田店 小売業 衣料品 5%

18,463 秋田県 秋田市 しふぉん 小売業 衣料品 5%

18,464 秋田県 秋田市 車検のコバック　秋田飯島店 サービス その他サービス 5%

18,465 秋田県 秋田市 シャトーマルダイ店 サービス 理容・美容業 5%

18,466 秋田県 秋田市 しゃぶしゃぶ温野菜秋田仁井田店 サービス 飲食業 2%

18,467 秋田県 秋田市 ｆｒｕｋｋｌｙ サービス 飲食業 5%

18,468 秋田県 秋田市 旬彩ふくろう亭 サービス 飲食業 5%

18,469 秋田県 秋田市 小金龍 茨島店 サービス 飲食業 5%

18,470 秋田県 秋田市 小金龍　土崎店 サービス 飲食業 5%

18,471 秋田県 秋田市 将軍野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,472 秋田県 秋田市 将軍野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,473 秋田県 秋田市 将軍野東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,474 秋田県 秋田市 ｓｈｏｔ　ｂａｒ　ｍｏｏｎ　ｓｈｉｎｅ サービス 飲食業 5%

18,475 秋田県 秋田市 ショップサイトー 小売業 電化製品 5%

18,476 秋田県 秋田市 新秋田空港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,477 秋田県 秋田市 新健勝苑秋田店 小売業 衣料品 5%

18,478 秋田県 秋田市 新日本補聴器センター秋田店 小売業 その他小売 5%

18,479 秋田県 秋田市 鮨天駒 サービス 飲食業 5%

18,480 秋田県 秋田市 鈴木靴店 小売業 その他小売 5%
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18,481 秋田県 秋田市 すずや衣料店　大住店 小売業 衣料品 5%

18,482 秋田県 秋田市 すたみな太郎　秋田御所野店 サービス 飲食業 5%

18,483 秋田県 秋田市 スーパーブル　秋田店 小売業 家具・調度品 5%

18,484 秋田県 秋田市 ＳＯＵＰＨＯＬＩＣ サービス 飲食業 5%

18,485 秋田県 秋田市 すまいるみるく秋田店 小売業 食料品 5%

18,486 秋田県 秋田市 炭火炙り家えびす サービス 飲食業 5%

18,487 秋田県 秋田市 ３Ｃｓ サービス 理容・美容業 5%

18,488 秋田県 秋田市 スロウフロウ株式会社 サービス その他サービス 5%

18,489 秋田県 秋田市 せいわ電器 小売業 電化製品 5%

18,490 秋田県 秋田市 ＳＥＬＡヒラサワ 小売業 電化製品 5%

18,491 秋田県 秋田市 ＳＥＬＡモリヤ将軍野店 小売業 電化製品 5%

18,492 秋田県 秋田市 ＳＥＬＡモリヤ本店 小売業 電化製品 5%

18,493 秋田県 秋田市 ＳＥＬＡライト 小売業 電化製品 5%

18,494 秋田県 秋田市 ＺＥＲＯＦＡＣＴＯＲＹ サービス その他サービス 5%

18,495 秋田県 秋田市 センカ サービス その他サービス 5%

18,496 秋田県 秋田市 膳菜や サービス 飲食業 5%

18,497 秋田県 秋田市 千秋 サービス 飲食業 5%

18,498 秋田県 秋田市 千秋なまはげＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,499 秋田県 秋田市 ソニックプラスセンター秋田 小売業 その他小売 5%

18,500 秋田県 秋田市 そら サービス 飲食業 5%

18,501 秋田県 秋田市 ＳＯＬＥＩＬ サービス 飲食業 5%

18,502 秋田県 秋田市 ダイコク秋田－豊田商会 小売業 その他小売 2%

18,503 秋田県 秋田市 大黒屋 サービス 飲食業 5%

18,504 秋田県 秋田市 だいこんや サービス 飲食業 5%

18,505 秋田県 秋田市 だいこんや サービス 飲食業 5%

18,506 秋田県 秋田市 大同門　秋田店 サービス 飲食業 5%

18,507 秋田県 秋田市 Ｄｉｎｉｎｇ　想 サービス 飲食業 5%

18,508 秋田県 秋田市 ダイニングバー　イゾラ サービス 飲食業 5%

18,509 秋田県 秋田市 太陽書店 零 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

18,510 秋田県 秋田市 多恵要蔵 小売業 食料品 5%

18,511 秋田県 秋田市 高清水ショップ 小売業 食料品 5%

18,512 秋田県 秋田市 高重商店 小売業 その他小売 5%

18,513 秋田県 秋田市 タカヤナギグランマート泉店 小売業 食料品 5%

18,514 秋田県 秋田市 タカヤナギグランマート外旭川店 小売業 食料品 5%

18,515 秋田県 秋田市 タカヤナギグランマート手形店 小売業 食料品 5%

18,516 秋田県 秋田市 タケダ電建 サービス その他サービス 5%

18,517 秋田県 秋田市 竹谷本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

18,518 秋田県 秋田市 タチカワ秋田支店（法人販売） サービス その他サービス 5%

18,519 秋田県 秋田市 チーズ＆ワイン　アベ 小売業 食料品 5%

18,520 秋田県 秋田市 ｃｈｉｒｏｌ　ｈａｉｒ　ｅｓｐｏ サービス 理容・美容業 5%

18,521 秋田県 秋田市 土崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,522 秋田県 秋田市 土崎北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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18,523 秋田県 秋田市 ＴＲＥＥ 小売業 衣料品 5%

18,524 秋田県 秋田市 ＴＩＡＲＥ＊ 小売業 衣料品 5%

18,525 秋田県 秋田市 ｔｉｋｉｉ サービス 理容・美容業 5%

18,526 秋田県 秋田市 Ｄーｓｙｓｔｅｍ 小売業 その他小売 5%

18,527 秋田県 秋田市 Ｄ－ｓｙｓｔｅｍ サービス その他サービス 5%

18,528 秋田県 秋田市 出羽青岩アグロ株式会社　秋田支店 小売業 その他小売 5%

18,529 秋田県 秋田市 Ｄｅｎｋｉ館　サンカワ 小売業 電化製品 5%

18,530 秋田県 秋田市 陶苑　むらき 小売業 家具・調度品 5%

18,531 秋田県 秋田市 東天閣　中華料理　東天閣 サービス 飲食業 5%

18,532 秋田県 秋田市 東和 小売業 その他小売 5%

18,533 秋田県 秋田市 富樫電機 小売業 電化製品 5%

18,534 秋田県 秋田市 トキオ　ウォーキングコレクション 小売業 衣料品 5%

18,535 秋田県 秋田市 トキオ　メンズコレクション 小売業 衣料品 5%

18,536 秋田県 秋田市 トキオ　レディスコレクション 小売業 衣料品 5%

18,537 秋田県 秋田市 時田電器センター 小売業 電化製品 5%

18,538 秋田県 秋田市 徳永硝子建材 小売業 その他小売 5%

18,539 秋田県 秋田市 時計 メガネのコバヤシ 時計 メガネのコバヤシ 小売業 その他小売 5%

18,540 秋田県 秋田市 トータル写真スタジオ　ドレミ 小売業 電化製品 5%

18,541 秋田県 秋田市 とっくりの木 サービス 飲食業 5%

18,542 秋田県 秋田市 とっぴんぱらりのぷ サービス 飲食業 5%

18,543 秋田県 秋田市 トップアート秋田 サービス 理容・美容業 5%

18,544 秋田県 秋田市 とみや　秋田店 小売業 その他小売 5%

18,545 秋田県 秋田市 ｄｒｕｇｓｔｏｒｅ’ｓＳＨＯＰ秋田店 小売業 衣料品 5%

18,546 秋田県 秋田市 鶏からの家　秋田店 小売業 食料品 5%

18,547 秋田県 秋田市 トリス軒 サービス 飲食業 5%

18,548 秋田県 秋田市 トリプルウィン サービス 理容・美容業 5%

18,549 秋田県 秋田市 とんかつ　かつ吉　山王店 サービス 飲食業 5%

18,550 秋田県 秋田市 とんかつかつ吉外旭川店 サービス 飲食業 5%

18,551 秋田県 秋田市 とんぼ亭 サービス 飲食業 5%

18,552 秋田県 秋田市 ナイス新屋店 小売業 食料品 5%

18,553 秋田県 秋田市 ナイス外旭川店 小売業 食料品 5%

18,554 秋田県 秋田市 ナイス土崎店 小売業 食料品 5%

18,555 秋田県 秋田市 ナイス仁井田店 小売業 食料品 5%

18,556 秋田県 秋田市 ナイス仁井田南店 小売業 食料品 5%

18,557 秋田県 秋田市 ナイス八橋店 小売業 食料品 5%

18,558 秋田県 秋田市 ナイス山手台店 小売業 食料品 5%

18,559 秋田県 秋田市 ナイス割山店 小売業 食料品 5%

18,560 秋田県 秋田市 ＮＡＧＡＯＫＡ サービス 飲食業 5%

18,561 秋田県 秋田市 仲小路金鳥園 小売業 その他小売 5%

18,562 秋田県 秋田市 仲小路コーヒー＆ワイン サービス 飲食業 5%

18,563 秋田県 秋田市 ナガハマコーヒー御野場店 サービス 飲食業 5%

18,564 秋田県 秋田市 ナガハマコーヒー秋田赤十字病院店 サービス 飲食業 5%
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18,565 秋田県 秋田市 ナガハマコーヒー山王店 サービス 飲食業 5%

18,566 秋田県 秋田市 ナガハマコーヒー外旭川店 サービス 飲食業 5%

18,567 秋田県 秋田市 ナガハマコーヒー広面店 サービス 飲食業 5%

18,568 秋田県 秋田市 ナポリピッツァ・コジコジ秋田駅前店 サービス 飲食業 5%

18,569 秋田県 秋田市 南大門　秋田店 サービス 飲食業 5%

18,570 秋田県 秋田市 南部家敷　御野場店 サービス 飲食業 5%

18,571 秋田県 秋田市 南部家敷　外旭川店 サービス 飲食業 5%

18,572 秋田県 秋田市 南部家敷 茨島店 サービス 飲食業 5%

18,573 秋田県 秋田市 南部家敷　広面店 サービス 飲食業 5%

18,574 秋田県 秋田市 南部家敷　八橋店 サービス 飲食業 5%

18,575 秋田県 秋田市 出光仁井田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,576 秋田県 秋田市 肉のわかば 小売業 食料品 5%

18,577 秋田県 秋田市 肉のわかばマイスター 小売業 食料品 5%

18,578 秋田県 秋田市 西村書店 秋田支店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

18,579 秋田県 秋田市 日個連　石川タクシー サービス 運輸業 5%

18,580 秋田県 秋田市 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

18,581 秋田県 秋田市 日個連　渡部タクシー サービス 運輸業 5%

18,582 秋田県 秋田市 ＮＥＥＤＴＨＥＰＬＡＣＥ 小売業 食料品 5%

18,583 秋田県 秋田市 ネッツトヨタ秋田株式会社 小売業 その他小売 5%

18,584 秋田県 秋田市 ネッツトヨタ秋田秋田北店 小売業 その他小売 5%

18,585 秋田県 秋田市 ネッツトヨタ秋田秋田南店 小売業 その他小売 5%

18,586 秋田県 秋田市 ネッツトヨタ秋田新国道店 小売業 その他小売 5%

18,587 秋田県 秋田市 ネッツトヨタ秋田臨海店 小売業 その他小売 5%

18,588 秋田県 秋田市 ネッツトヨタ秋田臨海マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

18,589 秋田県 秋田市 ＮｏａｈＣａｎｄｌｅ サービス その他サービス 5%

18,590 秋田県 秋田市 のはらむら 小売業 その他小売 5%

18,591 秋田県 秋田市 ハードオフ秋田店 小売業 その他小売 2%

18,592 秋田県 秋田市 ハートフル泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,593 秋田県 秋田市 パープルヘブン秋田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

18,594 秋田県 秋田市 ハセベギフト株式会社 小売業 その他小売 5%

18,595 秋田県 秋田市 パソコン専門店　ＣｏＭ 小売業 電化製品 5%

18,596 秋田県 秋田市 ハックアカデミー サービス その他サービス 5%

18,597 秋田県 秋田市 バッグコレクションモリタ　公営駐車場店 小売業 貴金属・服飾品 5%

18,598 秋田県 秋田市 バッグコレクションモリタフォンテＡＫＩＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

18,599 秋田県 秋田市 ハックフィジカル サービス その他サービス 5%

18,600 秋田県 秋田市 ＰａｔｃｈｗｏｒｋＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

18,601 秋田県 秋田市 パティスリー　ミルシュー サービス 飲食業 5%

18,602 秋田県 秋田市 花徳 小売業 その他小売 5%

18,603 秋田県 秋田市 花徳　いとく新国道店 小売業 その他小売 5%

18,604 秋田県 秋田市 花徳なかいち店 小売業 その他小売 5%

18,605 秋田県 秋田市 花徳　本店 小売業 その他小売 5%

18,606 秋田県 秋田市 パブ　ＡＣＢ サービス 飲食業 5%
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18,607 秋田県 秋田市 Ｈａｙａｒｉｙａ秋田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

18,608 秋田県 秋田市 パレアンヌ サービス その他サービス 5%

18,609 秋田県 秋田市 パレアンヌ　パレアンヌ 小売業 その他小売 5%

18,610 秋田県 秋田市 パンプルムゥス　秋田 サービス 飲食業 5%

18,611 秋田県 秋田市 ＢＥＥＲ　ＦＬＩＧＨＴ サービス 飲食業 5%

18,612 秋田県 秋田市 ビアレストラン　楽市 サービス 飲食業 5%

18,613 秋田県 秋田市 ピザテン・フォー　秋田飯島店　２ サービス その他サービス 5%

18,614 秋田県 秋田市 ビストロ　ラエール サービス 飲食業 5%

18,615 秋田県 秋田市 びっくりドンキー　山王臨海店 サービス 飲食業 2%

18,616 秋田県 秋田市 Ａｍａｎｊｅｎａ サービス 理容・美容業 5%

18,617 秋田県 秋田市 ｂｅａｕｔｙ ｓａｌｏｎ ｇｅｒｂｅｒａ ジェルブラ サービス 理容・美容業 5%

18,618 秋田県 秋田市 ビューティフルカーズ サービス その他サービス 5%

18,619 秋田県 秋田市 ビューティーサロンシャトー広面店 サービス 理容・美容業 5%

18,620 秋田県 秋田市 ビューティーサロンシャトーフォン サービス 理容・美容業 5%

18,621 秋田県 秋田市 ビューティスパ　アマンジェナ サービス 理容・美容業 5%

18,622 秋田県 秋田市 ビューティスパ　アマンジェナ サービス 理容・美容業 5%

18,623 秋田県 秋田市 美容室　小町　卸町店 サービス 理容・美容業 5%

18,624 秋田県 秋田市 美容室 ブロッセ サービス 理容・美容業 5%

18,625 秋田県 秋田市 美容室クルール サービス 理容・美容業 5%

18,626 秋田県 秋田市 美容室小町　外旭川店 サービス 理容・美容業 5%

18,627 秋田県 秋田市 美容室小町広面店 サービス 理容・美容業 5%

18,628 秋田県 秋田市 美容室Ｈａｎａｋｏ　外旭川店 サービス 理容・美容業 5%

18,629 秋田県 秋田市 美容室Ｈａｎａｋｏ　東通店 サービス 理容・美容業 5%

18,630 秋田県 秋田市 美容室Ｈａｎａｋｏ川元店 サービス 理容・美容業 5%

18,631 秋田県 秋田市 美容室リンク サービス 理容・美容業 5%

18,632 秋田県 秋田市 ひょうたん　秋田広面 サービス 飲食業 5%

18,633 秋田県 秋田市 平野自動車 サービス その他サービス 5%

18,634 秋田県 秋田市 ひらのや書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

18,635 秋田県 秋田市 広面ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,636 秋田県 秋田市 広面なまはげＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,637 秋田県 秋田市 ひろこうじレンズセンター 小売業 その他小売 5%

18,638 秋田県 秋田市 ひろこうじレンズセンター秋田キャッスルホ 小売業 その他小売 5%

18,639 秋田県 秋田市 ひろこうじレンズセンターフォンテ秋 小売業 その他小売 5%

18,640 秋田県 秋田市 ひろこうじレンズセンターフォンテ秋田店 小売業 その他小売 5%

18,641 秋田県 秋田市 フェイシャル＆ボディｈｉｒａｋｕ サービス 理容・美容業 5%

18,642 秋田県 秋田市 フォトプラザ　フォーカス 小売業 電化製品 5%

18,643 秋田県 秋田市 セブン－イレブンフォンテ秋田店 小売業 食料品 2%

18,644 秋田県 秋田市 福多珈琲 サービス 飲食業 5%

18,645 秋田県 秋田市 福ノ助 サービス 飲食業 5%

18,646 秋田県 秋田市 藤田金物 小売業 家具・調度品 5%

18,647 秋田県 秋田市 ブライダルスペース　マリエ サービス その他サービス 5%

18,648 秋田県 秋田市 ｆｌｕｘ 小売業 その他小売 5%
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18,649 秋田県 秋田市 ｆｌｕｘ 小売業 電化製品 5%

18,650 秋田県 秋田市 Ｂｒａｔｓ　秋田ドンキホーテ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

18,651 秋田県 秋田市 フラット７土崎みなと 小売業 その他小売 5%

18,652 秋田県 秋田市 プランタン秋田 サービス 理容・美容業 5%

18,653 秋田県 秋田市 ｆｌａｎｎｅｌ 小売業 その他小売 5%

18,654 秋田県 秋田市 ＦＲＵＴＴＯ サービス 飲食業 5%

18,655 秋田県 秋田市 プルドゥ　秋田店 小売業 衣料品 5%

18,656 秋田県 秋田市 フレンチレストラン　千秋亭 サービス 飲食業 5%

18,657 秋田県 秋田市 フレンチレストラン　千秋亭 サービス 飲食業 5%

18,658 秋田県 秋田市 出光フレンドリー広面ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,659 秋田県 秋田市 ｂｌｏｓｓｏｍ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

18,660 秋田県 秋田市 ｂｌｏｓｓｏｍ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

18,661 秋田県 秋田市 フローリスト春花 小売業 その他小売 5%

18,662 秋田県 秋田市 ＨＡＩＲ ＭＡＫＥ ｇｌｏｂｅ サービス 理容・美容業 5%

18,663 秋田県 秋田市 ヘアーサロン　ミリオン サービス 理容・美容業 5%

18,664 秋田県 秋田市 Ｈａｉｒ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 理容・美容業 5%

18,665 秋田県 秋田市 ヘアアンドインタラクション　ｐｏｔａｌａ サービス 理容・美容業 5%

18,666 秋田県 秋田市 Ｈａｉｒ＆Ｒｅｌｉｆｅ　　Ａｎｎａｂｅｌ サービス 理容・美容業 5%

18,667 秋田県 秋田市 ＨＡＩＲ　ＳＴＯＲＹ　ＧＲＡＮＣ サービス 理容・美容業 5%

18,668 秋田県 秋田市 ＨＡＩＲ　ＳＰＩＲＩＴＳ　ＧＲＡ サービス 理容・美容業 5%

18,669 秋田県 秋田市 ＨＡＩＲ　ＳＰＡＣＥ　ＧＲＡＮＣ サービス 理容・美容業 5%

18,670 秋田県 秋田市 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　Ｑｕｖｅｒｅ サービス 理容・美容業 5%

18,671 秋田県 秋田市 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　Ｑｕｖｅ サービス 理容・美容業 5%

18,672 秋田県 秋田市 ヘアメイクピカソ サービス 理容・美容業 5%

18,673 秋田県 秋田市 ヘアーラボ　ＲｉＱ サービス 理容・美容業 5%

18,674 秋田県 秋田市 ＨＡＩＲ　ＲＯＯＭ　ＰｏｌｅＰｏｌｅ サービス 理容・美容業 5%

18,675 秋田県 秋田市 ペットパーティー　金鳥園 小売業 その他小売 5%

18,676 秋田県 秋田市 ベンリー秋田大町店 ８?１８ サービス その他サービス 5%

18,677 秋田県 秋田市 ホームテック（株） サービス その他サービス 5%

18,678 秋田県 秋田市 ポパッチ 小売業 その他小売 5%

18,679 秋田県 秋田市 ホープ 小売業 電化製品 5%

18,680 秋田県 秋田市 ホームセンターハッピー外旭川店 小売業 その他小売 5%

18,681 秋田県 秋田市 ホルモン　伸栄 サービス 飲食業 5%

18,682 秋田県 秋田市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,683 秋田県 秋田市 ボンナターレ サービス 飲食業 5%

18,684 秋田県 秋田市 本間酒店 小売業 食料品 5%

18,685 秋田県 秋田市 マイアリーノ サービス 飲食業 5%

18,686 秋田県 秋田市 マクドナルド秋田新国道店 サービス 飲食業 2%

18,687 秋田県 秋田市 マクドナルド秋田仁井田店 サービス 飲食業 2%

18,688 秋田県 秋田市 マクドナルド秋田広面店 サービス 飲食業 2%

18,689 秋田県 秋田市 マクドナルドイオンモール秋田店 サービス 飲食業 2%

18,690 秋田県 秋田市 マクドナルドグランマート外旭川店 サービス 飲食業 2%
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18,691 秋田県 秋田市 マクドナルド７号線秋田飯島店 サービス 飲食業 2%

18,692 秋田県 秋田市 マクドナルド茨島マックスバリュ店 サービス 飲食業 2%

18,693 秋田県 秋田市 ママ号のクリーニング仁井田本町店 サービス その他サービス 5%

18,694 秋田県 秋田市 ママ号のクリーニング山手台店 サービス その他サービス 5%

18,695 秋田県 秋田市 マリー 小売業 その他小売 5%

18,696 秋田県 秋田市 まるさ佐藤 小売業 その他小売 5%

18,697 秋田県 秋田市 万ＳＡＩ堂秋田店 小売業 その他小売 5%

18,698 秋田県 秋田市 三笠写真館 サービス その他サービス 5%

18,699 秋田県 秋田市 みどり光学社 小売業 電化製品 5%

18,700 秋田県 秋田市 みどり光学社　広面店 小売業 電化製品 5%

18,701 秋田県 秋田市 みどり光学社　本社 小売業 電化製品 5%

18,702 秋田県 秋田市 南秋田カントリークラブ サービス その他サービス 5%

18,703 秋田県 秋田市 ＭＩＮＩＡｋｉｔａ 小売業 その他小売 5%

18,704 秋田県 秋田市 御山 サービス 飲食業 5%

18,705 秋田県 秋田市 出光明田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,706 秋田県 秋田市 みんなの美容室　パンプキン サービス 理容・美容業 5%

18,707 秋田県 秋田市 向浜金属団地協同組合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,708 秋田県 秋田市 無限堂　秋田駅前店 サービス 飲食業 5%

18,709 秋田県 秋田市 無限堂　大町本店 サービス 飲食業 5%

18,710 秋田県 秋田市 メガ土崎店 小売業 食料品 5%

18,711 秋田県 秋田市 メガ仁井田店 小売業 食料品 5%

18,712 秋田県 秋田市 メガネのＥｙｅｅｙｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

18,713 秋田県 秋田市 メガネのアオヤギ　土崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

18,714 秋田県 秋田市 メガネのゴトウ 小売業 その他小売 5%

18,715 秋田県 秋田市 メルカートわかばマイスター 小売業 食料品 5%

18,716 秋田県 秋田市 モイスティーヌ秋田サロン 小売業 その他小売 5%

18,717 秋田県 秋田市 ｍｏｃｏ２ 小売業 その他小売 5%

18,718 秋田県 秋田市 もちぬし電気 小売業 電化製品 5%

18,719 秋田県 秋田市 モリタ　イオン秋田中央店 小売業 貴金属・服飾品 5%

18,720 秋田県 秋田市 モリタ　イオン土崎港店 小売業 貴金属・服飾品 5%

18,721 秋田県 秋田市 焼肉　じゅうじゅう　土崎店 サービス 飲食業 5%

18,722 秋田県 秋田市 焼肉　じゅうじゅう　土崎店 サービス 飲食業 5%

18,723 秋田県 秋田市 焼肉わかば サービス 飲食業 5%

18,724 秋田県 秋田市 焼肉わかば　東通店 サービス 飲食業 5%

18,725 秋田県 秋田市 山手台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,726 秋田県 秋田市 山徳 小売業 電化製品 5%

18,727 秋田県 秋田市 ＹＡ－ＹＡ　Ｔｕｒａｎｄｏｔ サービス 飲食業 5%

18,728 秋田県 秋田市 遊庵　雅 サービス 飲食業 5%

18,729 秋田県 秋田市 有限会社アダムス サービス その他サービス 5%

18,730 秋田県 秋田市 有限会社さとう写真スタジオ サービス その他サービス 5%

18,731 秋田県 秋田市 有限会社シャトレー　美容室シャトレー サービス 理容・美容業 5%

18,732 秋田県 秋田市 ［ＨＣ］有限会社ハイビジョン 小売業 電化製品 5%
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18,733 秋田県 秋田市 有限会社松田 小売業 食料品 5%

18,734 秋田県 秋田市 ［ＨＣ］有限会社山沢電機商会 小売業 電化製品 5%

18,735 秋田県 秋田市 ｙｕｗａＭＩＬＫＳＴＡＮＤ サービス 飲食業 5%

18,736 秋田県 秋田市 Ｕ．Ｓ．ＢＯＡＲＤＥＲ　秋田店 小売業 衣料品 5%

18,737 秋田県 秋田市 ＵＴＲＩＬＬＯ　ｈａｉｒｗｏｒ サービス 理容・美容業 5%

18,738 秋田県 秋田市 ユーランドホテル八橋 サービス 宿泊業 5%

18,739 秋田県 秋田市 洋菓子のアンジェ 小売業 食料品 5%

18,740 秋田県 秋田市 吉田商店 サービス 宿泊業 5%

18,741 秋田県 秋田市 酔って家 サービス 飲食業 5%

18,742 秋田県 秋田市 ＲＩＳＥ　ＯＮＥ（ライズワン）秋田店 小売業 その他小売 5%

18,743 秋田県 秋田市 ＬｏｕｎｇｅＢａｒＨａｐｐｙ－Ｄｒｅａｍ サービス 飲食業 5%

18,744 秋田県 秋田市 Ｒａｆｒａ サービス 理容・美容業 5%

18,745 秋田県 秋田市 Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ　ＹＡＭＡＮ サービス 飲食業 5%

18,746 秋田県 秋田市 リトル小町広面店 サービス 理容・美容業 5%

18,747 秋田県 秋田市 理美容エステ Ｌｅ Ｌａｒｋ サービス 理容・美容業 5%

18,748 秋田県 秋田市 理美容エステ　Ｌｅ　Ｌａｒｋ　中央高校前店 サービス 理容・美容業 5%

18,749 秋田県 秋田市 理美容エステ　リラーク　八橋店 サービス 理容・美容業 5%

18,750 秋田県 秋田市 理美容エステリラーク中央高校前 サービス 理容・美容業 5%

18,751 秋田県 秋田市 Ｌｉｂｅｒｔａ サービス 飲食業 5%

18,752 秋田県 秋田市 Ｒｅｍｏｖａｌ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

18,753 秋田県 秋田市 Ｒｅｌａｘｙ サービス 理容・美容業 5%

18,754 秋田県 秋田市 Ｒｅｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

18,755 秋田県 秋田市 臨海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,756 秋田県 秋田市 ルート１３秋田 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,757 秋田県 秋田市 レーヴル秋田西武店 小売業 貴金属・服飾品 5%

18,758 秋田県 秋田市 レストランＡ?１ サービス 飲食業 5%

18,759 秋田県 秋田市 レストランおいしんぼ サービス 飲食業 5%

18,760 秋田県 秋田市 Ｌｏｔｕｓ サービス 理容・美容業 5%

18,761 秋田県 秋田市 ＲＯＶＥＲ 小売業 衣料品 5%

18,762 秋田県 秋田市 ローストビーフ酒場　ＵＳＨＩＭＡＲＵ サービス 飲食業 5%

18,763 秋田県 秋田市 ろばた焼　ひもり サービス 飲食業 5%

18,764 秋田県 秋田市 ろばた焼　ひもり サービス 飲食業 5%

18,765 秋田県 秋田市 Ｙ．ｓＭｏｏｎＪｅｗｅｌｒｙ． 小売業 衣料品 5%

18,766 秋田県 秋田市 和食　神楽 サービス 飲食業 5%

18,767 秋田県 秋田市 和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,768 秋田県 秋田市 株式会社ワタケン サービス その他サービス 5%

18,769 秋田県 秋田市 渡仲自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

18,770 秋田県 秋田市 ワタナベ燃料　スマイル灯油センター 小売業 その他小売 5%

18,771 秋田県 井川町 秋田日産自動車　南秋店 サービス その他サービス 5%

18,772 秋田県 井川町 井川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,773 秋田県 井川町 井川さくらＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,774 秋田県 井川町 シャトーアマノ井川店 サービス 理容・美容業 5%
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18,775 秋田県 井川町 スーパーセンターアマノ　井川店 小売業 食料品 5%

18,776 秋田県 井川町 ホンダアローウェスト サービス その他サービス 5%

18,777 秋田県 羽後町 阿部モーター商会 サービス その他サービス 5%

18,778 秋田県 羽後町 セブン－イレブン羽後西馬音内店 小売業 食料品 2%

18,779 秋田県 羽後町 大野電器商会 小売業 電化製品 5%

18,780 秋田県 羽後町 ＳＥＬＡおおひなた 小売業 電化製品 5%

18,781 秋田県 羽後町 出羽青岩アグロ株式会社　羽後支店 小売業 その他小売 5%

18,782 秋田県 羽後町 西馬音内セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,783 秋田県 羽後町 三輪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,784 秋田県 羽後町 ＵＧＯＨＵＢ サービス その他サービス 5%

18,785 秋田県 羽後町 ワインバ－蔵しこ サービス 飲食業 5%

18,786 秋田県 大潟村 シャトールーラル大潟店 サービス 理容・美容業 5%

18,787 秋田県 大館市 赤から 大館店 赤から竹本大館店 サービス 飲食業 5%

18,788 秋田県 大館市 赤から大館店 サービス 飲食業 5%

18,789 秋田県 大館市 明石自動車工業 サービス その他サービス 5%

18,790 秋田県 大館市 秋田コミニケーション株式会社　大館店 小売業 その他小売 5%

18,791 秋田県 大館市 秋田トヨタ自動車　大館店 小売業 その他小売 5%

18,792 秋田県 大館市 秋田トヨペット大館店 小売業 その他小売 5%

18,793 秋田県 大館市 秋田日産自動車　大館店 小売業 その他小売 5%

18,794 秋田県 大館市 秋田旅行センター大館店 サービス その他サービス 5%

18,795 秋田県 大館市 有限会社安部自動車整備工業 サービス その他サービス 5%

18,796 秋田県 大館市 出光大館西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,797 秋田県 大館市 出光大館ハチ公ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,798 秋田県 大館市 出光大館東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,799 秋田県 大館市 出光セルフ大館北バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,800 秋田県 大館市 出光セルフ大館南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,801 秋田県 大館市 出光花岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,802 秋田県 大館市 出光比内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,803 秋田県 大館市 インディゴガレージ サービス 飲食業 5%

18,804 秋田県 大館市 ｖｏｇａ　ｖｏｇａ サービス 理容・美容業 5%

18,805 秋田県 大館市 株式会社佐藤時江商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,806 秋田県 大館市 大館ＳＳ　有限会社須藤善石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,807 秋田県 大館市 セブン－イレブン大館池内店 小売業 食料品 2%

18,808 秋田県 大館市 大館駅前　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,809 秋田県 大館市 セブン－イレブン大館大田面店 小売業 食料品 2%

18,810 秋田県 大館市 セブン－イレブン大館市役所前店 小売業 食料品 2%

18,811 秋田県 大館市 大館市立扇田病院売店 小売業 その他小売 5%

18,812 秋田県 大館市 大館西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,813 秋田県 大館市 大館南ＳＳ 大館南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,814 秋田県 大館市 大館ヤクルト販売 小売業 食料品 5%

18,815 秋田県 大館市 大館矢立ハイツ サービス 宿泊業 5%

18,816 秋田県 大館市 小笠原自動車 サービス その他サービス 5%
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18,817 秋田県 大館市 お好み焼き 道とん堀 大館店 お好み焼道とん堀大館店 サービス 飲食業 2%

18,818 秋田県 大館市 お好み焼道とん堀大館店 サービス 飲食業 2%

18,819 秋田県 大館市 片山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,820 秋田県 大館市 ＡＥ株式会社工藤米治商店 小売業 その他小売 5%

18,821 秋田県 大館市 ＡＥ株式会社工藤米治商店田代営業所 小売業 その他小売 5%

18,822 秋田県 大館市 株式会社フジトレーディング サービス その他サービス 5%

18,823 秋田県 大館市 株式会社二葉呉服店 小売業 衣料品 5%

18,824 秋田県 大館市 株式会社本家比内地鶏 小売業 食料品 5%

18,825 秋田県 大館市 ガラス屋２３ｎ． サービス その他サービス 5%

18,826 秋田県 大館市 川口ＳＳ　株式会社セイワ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,827 秋田県 大館市 木次谷設備 サービス その他サービス 5%

18,828 秋田県 大館市 牛角大館店 サービス 飲食業 2%

18,829 秋田県 大館市 栗久 小売業 その他小売 5%

18,830 秋田県 大館市 合資会社釈迦内の車屋さん 小売業 その他小売 5%

18,831 秋田県 大館市 酒のツツイ 小売業 食料品 5%

18,832 秋田県 大館市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 大館営業所 小売業 その他小売 5%

18,833 秋田県 大館市 ＪＡグリーン中央店 小売業 食料品 5%

18,834 秋田県 大館市 株式会社佐藤時江商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,835 秋田県 大館市 秋北航空サービス　大館営業所 サービス その他サービス 5%

18,836 秋田県 大館市 秋北電機工業株式会社 小売業 その他小売 5%

18,837 秋田県 大館市 庄　北の鎌倉 サービス 飲食業 5%

18,838 秋田県 大館市 白沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,839 秋田県 大館市 新日本補聴器センター大館店 小売業 その他小売 5%

18,840 秋田県 大館市 スーパーセルフ大館 スーパーセルフ大館ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,841 秋田県 大館市 タヴェルナオリーヴ サービス 飲食業 5%

18,842 秋田県 大館市 タヴェルナオリーヴ　タヴェルナオリーヴ サービス 飲食業 5%

18,843 秋田県 大館市 タシロ 小売業 電化製品 5%

18,844 秋田県 大館市 出羽青岩アグロ株式会社　大館支店 小売業 その他小売 5%

18,845 秋田県 大館市 東北環境消毒有限会社 サービス その他サービス 5%

18,846 秋田県 大館市 トマト　オニオン　大館店　トマトアンドオニオン大館店 サービス 飲食業 2%

18,847 秋田県 大館市 トマトアンドオニオン大館店 サービス 飲食業 2%

18,848 秋田県 大館市 トラストエース サービス その他サービス 5%

18,849 秋田県 大館市 ナガハマコーヒー　大館店 サービス 飲食業 5%

18,850 秋田県 大館市 南大門　大館店 サービス 飲食業 5%

18,851 秋田県 大館市 ２４セルフ比内　２４セルフ比内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,852 秋田県 大館市 ニュー比内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,853 秋田県 大館市 ネクサスオート 小売業 その他小売 5%

18,854 秋田県 大館市 ネッツトヨタ秋田大館店 小売業 その他小売 5%

18,855 秋田県 大館市 のみくいや重蔵 サービス 飲食業 5%

18,856 秋田県 大館市 芳賀電気　うえの 小売業 電化製品 5%

18,857 秋田県 大館市 花岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,858 秋田県 大館市 花岡北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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18,859 秋田県 大館市 ピザテン・フォー　秋田大館店　２ サービス その他サービス 5%

18,860 秋田県 大館市 ｐｉｎｅｋｏｇ サービス 理容・美容業 5%

18,861 秋田県 大館市 ＦＲＥＡＫＹ サービス その他サービス 5%

18,862 秋田県 大館市 北部板金塗装工場 サービス 運輸業 5%

18,863 秋田県 大館市 マクドナルド７号線大館店 サービス 飲食業 2%

18,864 秋田県 大館市 マルヘイ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,865 秋田県 大館市 ＭＵＴＯ サービス 飲食業 5%

18,866 秋田県 大館市 めがね職人のお店　プリーマ 小売業 その他小売 5%

18,867 秋田県 大館市 メガネのアイリス 小売業 貴金属・服飾品 5%

18,868 秋田県 大館市 焼肉の五角亭 サービス 飲食業 5%

18,869 秋田県 大館市 八代自動車鈑金塗装工業 サービス その他サービス 5%

18,870 秋田県 大館市 有限会社ハセベホーム 小売業 その他小売 5%

18,871 秋田県 大館市 吉田電機 小売業 電化製品 5%

18,872 秋田県 大館市 リサイクルきものたんす屋　大館店 小売業 衣料品 5%

18,873 秋田県 大館市 ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ和屋 サービス 理容・美容業 5%

18,874 秋田県 大館市 レストラン　ドルフィン サービス 飲食業 5%

18,875 秋田県 大館市 ＷＡＳＡＢＩ サービス 飲食業 5%

18,876 秋田県 大館市 ＷＡＳＡＢＩ サービス 飲食業 5%

18,877 秋田県 男鹿市 五里合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,878 秋田県 男鹿市 男鹿温泉　結いの宿　別邸つばき サービス 宿泊業 5%

18,879 秋田県 男鹿市 男鹿観光ホテル サービス 宿泊業 5%

18,880 秋田県 男鹿市 男鹿自転舎 サービス その他サービス 5%

18,881 秋田県 男鹿市 お菓子のボンヌ 小売業 食料品 5%

18,882 秋田県 男鹿市 男鹿なび サービス 飲食業 5%

18,883 秋田県 男鹿市 男鹿なまはげＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,884 秋田県 男鹿市 男鹿萬盛閣 サービス 宿泊業 5%

18,885 秋田県 男鹿市 セブン－イレブン男鹿船川港店 小売業 食料品 2%

18,886 秋田県 男鹿市 セブン－イレブン男鹿船越内子店 小売業 食料品 2%

18,887 秋田県 男鹿市 男鹿ホテル サービス 宿泊業 5%

18,888 秋田県 男鹿市 株式会社船木モータース 小売業 その他小売 5%

18,889 秋田県 男鹿市 寒風山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,890 秋田県 男鹿市 琴浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,891 秋田県 男鹿市 サンロード男鹿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,892 秋田県 男鹿市 新綸社 小売業 貴金属・服飾品 5%

18,893 秋田県 男鹿市 スーパーセンター　アマノ 小売業 食料品 5%

18,894 秋田県 男鹿市 スーパーセンターアマノ　男鹿店 小売業 食料品 5%

18,895 秋田県 男鹿市 スーパーブル　男鹿店 小売業 家具・調度品 5%

18,896 秋田県 男鹿市 スーパーブル男鹿店 小売業 その他小売 5%

18,897 秋田県 男鹿市 セイコーグランドホテル サービス 宿泊業 5%

18,898 秋田県 男鹿市 鶴田電機商会 小売業 電化製品 5%

18,899 秋田県 男鹿市 ドライブイン　灯台荘 小売業 その他小売 5%

18,900 秋田県 男鹿市 なまはげ館 小売業 家具・調度品 5%
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18,901 秋田県 男鹿市 箱井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,902 秋田県 男鹿市 八望台入口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,903 秋田県 男鹿市 ピザテン・フォー　秋田男鹿店　２ サービス その他サービス 5%

18,904 秋田県 男鹿市 船越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,905 秋田県 男鹿市 船越バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,906 秋田県 男鹿市 プロステージ花壱番 小売業 その他小売 5%

18,907 秋田県 男鹿市 ＨＯＴＥＬ　きららか サービス 宿泊業 5%

18,908 秋田県 男鹿市 ホテル　雄山閣 サービス 宿泊業 5%

18,909 秋田県 男鹿市 有限会社　小杉商店 小売業 電化製品 5%

18,910 秋田県 男鹿市 有限会社湊谷 小売業 衣料品 5%

18,911 秋田県 男鹿市 旅館浜彩 サービス 宿泊業 5%

18,912 秋田県 男鹿市 レストランＫＵＲＡＭ サービス 飲食業 5%

18,913 秋田県 男鹿市 若美ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,914 秋田県 潟上市 秋田トヨタ自動車　潟上店 小売業 その他小売 5%

18,915 秋田県 潟上市 秋田日産自動車　秋田北店 小売業 その他小売 5%

18,916 秋田県 潟上市 飯田川バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,917 秋田県 潟上市 飯塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,918 秋田県 潟上市 大久保ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,919 秋田県 潟上市 セブン－イレブン潟上天王二田店 小売業 食料品 2%

18,920 秋田県 潟上市 株式会社ボデーショップ伊藤 小売業 その他小売 5%

18,921 秋田県 潟上市 菊地電気 小売業 電化製品 5%

18,922 秋田県 潟上市 小玉醸造株式会社 小売業 食料品 5%

18,923 秋田県 潟上市 昭和町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,924 秋田県 潟上市 菅英佃煮本舗 小売業 食料品 5%

18,925 秋田県 潟上市 天王ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,926 秋田県 潟上市 セブン－イレブン天王追分店 小売業 食料品 2%

18,927 秋田県 潟上市 天王バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,928 秋田県 潟上市 ナイス追分店 小売業 食料品 5%

18,929 秋田県 潟上市 二田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,930 秋田県 潟上市 ＢＬＯＯＭ サービス その他サービス 5%

18,931 秋田県 潟上市 リラクゼーション＆カフェピッキオ サービス 理容・美容業 5%

18,932 秋田県 鹿角市 秋田トヨタ自動車　鹿角店 小売業 その他小売 5%

18,933 秋田県 鹿角市 秋田日産自動車　鹿角店 小売業 その他小売 5%

18,934 秋田県 鹿角市 アベナショナル 小売業 電化製品 5%

18,935 秋田県 鹿角市 ＩＲＩＳＥＲＳＰＡ サービス 理容・美容業 5%

18,936 秋田県 鹿角市 大湯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,937 秋田県 鹿角市 大湯えんがわショップ 小売業 食料品 5%

18,938 秋田県 鹿角市 尾去沢自動車整備 サービス その他サービス 5%

18,939 秋田県 鹿角市 セブン－イレブン鹿角八幡平店 小売業 食料品 2%

18,940 秋田県 鹿角市 セブン－イレブン鹿角花輪駅前店 小売業 食料品 2%

18,941 秋田県 鹿角市 セブン－イレブン鹿角花輪北店 小売業 食料品 2%

18,942 秋田県 鹿角市 Ｋｕｒａ　Ｗｉｎｅ　Ｏｙｕ 小売業 食料品 5%
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18,943 秋田県 鹿角市 後生掛温泉旅館） サービス 宿泊業 5%

18,944 秋田県 鹿角市 史跡尾去沢鉱山　売店 小売業 家具・調度品 5%

18,945 秋田県 鹿角市 史跡尾去沢鉱山　レストラン サービス 飲食業 5%

18,946 秋田県 鹿角市 水晶山スキー場レストラン サービス 飲食業 5%

18,947 秋田県 鹿角市 スーパーやましち 小売業 その他小売 5%

18,948 秋田県 鹿角市 スゴウデンキ 小売業 電化製品 5%

18,949 秋田県 鹿角市 ＳＥＬＡこだて 小売業 電化製品 5%

18,950 秋田県 鹿角市 株式会社ナカムラ石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,951 秋田県 鹿角市 ネッツトヨタ秋田鹿角店 小売業 その他小売 5%

18,952 秋田県 鹿角市 Ｂａｒ＆Ｓｔａｙ　Ｙｕｚａｋａ サービス 宿泊業 5%

18,953 秋田県 鹿角市 花輪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,954 秋田県 鹿角市 花輪北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,955 秋田県 鹿角市 ８７０ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

18,956 秋田県 鹿角市 ビューティスタジオシルク サービス 理容・美容業 5%

18,957 秋田県 鹿角市 フォーラムゆぜ 小売業 電化製品 5%

18,958 秋田県 鹿角市 ポークランド桃豚直売所こもも十和田 小売業 食料品 5%

18,959 秋田県 鹿角市 ポークランド桃豚直売所　こもも十和田店 小売業 食料品 5%

18,960 秋田県 鹿角市 ホテルガーデンかわむら サービス 宿泊業 5%

18,961 秋田県 鹿角市 ホテル茅茹荘 サービス 宿泊業 5%

18,962 秋田県 鹿角市 柳寿し サービス 飲食業 5%

18,963 秋田県 鹿角市 柳寿司 サービス 飲食業 5%

18,964 秋田県 鹿角市 山崎自動車工業 サービス その他サービス 5%

18,965 秋田県 鹿角市 龍門亭千葉旅館 サービス 宿泊業 5%

18,966 秋田県 鹿角市 旅館岡部荘 サービス 宿泊業 5%

18,967 秋田県 鹿角市 りんごの里　平塚果樹園 小売業 その他小売 5%

18,968 秋田県 上小阿仁村 上小阿仁ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,969 秋田県 上小阿仁村 上小阿仁ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,970 秋田県 上小阿仁村 こあに薬局 小売業 その他小売 5%

18,971 秋田県 北秋田市 秋田トヨタ自動車　鷹巣店 小売業 その他小売 5%

18,972 秋田県 北秋田市 秋田トヨペット鷹巣店 小売業 その他小売 5%

18,973 秋田県 北秋田市 阿仁スキー場 サービス 運輸業 5%

18,974 秋田県 北秋田市 居酒屋やまもと サービス 飲食業 5%

18,975 秋田県 北秋田市 出光合川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,976 秋田県 北秋田市 出光比立内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,977 秋田県 北秋田市 魚住電器商会 小売業 電化製品 5%

18,978 秋田県 北秋田市 大太鼓の里　ぶっさん館 小売業 家具・調度品 5%

18,979 秋田県 北秋田市 北秋田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,980 秋田県 北秋田市 北秋田市　森吉山荘 サービス 宿泊業 5%

18,981 秋田県 北秋田市 県北自動車学校 サービス その他サービス 5%

18,982 秋田県 北秋田市 ＪＡ産直おおだいこ 小売業 食料品 5%

18,983 秋田県 北秋田市 ＳＥＬＡ　ミウラ 小売業 電化製品 5%

18,984 秋田県 北秋田市 鷹ノ巣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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18,985 秋田県 北秋田市 鷹ノ巣中岱ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,986 秋田県 北秋田市 トラベル北秋田 トラベル北秋田 サービス その他サービス 5%

18,987 秋田県 北秋田市 ナガキ美容院 サービス 理容・美容業 5%

18,988 秋田県 北秋田市 ネッツトヨタ秋田鷹巣店 小売業 その他小売 5%

18,989 秋田県 北秋田市 晩梅 小売業 食料品 5%

18,990 秋田県 北秋田市 北欧の杜 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,991 秋田県 北秋田市 ホテルニュー松尾 サービス 宿泊業 5%

18,992 秋田県 北秋田市 マツダ石油ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,993 秋田県 小坂町 出光公園通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,994 秋田県 小坂町 出光小坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,995 秋田県 小坂町 ＡＥ株式会社工藤米治商店小坂営業所 小売業 その他小売 5%

18,996 秋田県 小坂町 ＡＥ株式会社工藤米治商店小坂ホームガス 小売業 その他小売 5%

18,997 秋田県 小坂町 小坂ゴールドパレス サービス 宿泊業 5%

18,998 秋田県 小坂町 小坂新町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

18,999 秋田県 小坂町 小服縫店 小売業 衣料品 5%

19,000 秋田県 小坂町 十和田湖畔ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,001 秋田県 小坂町 十和田湖レークビューホテル サービス 宿泊業 5%

19,002 秋田県 小坂町 福嶋電気店 小売業 電化製品 5%

19,003 秋田県 小坂町 ポークランド桃豚直売所　こもも小坂店 小売業 食料品 5%

19,004 秋田県 小坂町 リカーショップたかはし リカーショップ たかはし 小売業 その他小売 5%

19,005 秋田県 五城目町 キャッスルファイブレザーアート株式会社　キャッスルファイブレザーアート 小売業 その他小売 5%

19,006 秋田県 五城目町 五城目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,007 秋田県 五城目町 セブン－イレブン五城目大川店 小売業 食料品 2%

19,008 秋田県 五城目町 湖東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,009 秋田県 五城目町 湖東ＳＳ　有限会社丸六物産 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,010 秋田県 五城目町 雑貨屋５ｃｏｃｈｉ 小売業 その他小売 5%

19,011 秋田県 五城目町 佐藤木材容器 小売業 家具・調度品 5%

19,012 秋田県 五城目町 サンライトチェーン　湖東店 小売業 電化製品 5%

19,013 秋田県 五城目町 デジタルサポート サービス その他サービス 5%

19,014 秋田県 仙北市 あきた芸術村　温泉ゆぽぽ サービス 宿泊業 5%

19,015 秋田県 仙北市 秋田トヨタ自動車　角館店 小売業 その他小売 5%

19,016 秋田県 仙北市 秋田トヨペット角館店 小売業 その他小売 5%

19,017 秋田県 仙北市 秋田日産自動車　角館店 小売業 その他小売 5%

19,018 秋田県 仙北市 アグリガーデン 小売業 食料品 5%

19,019 秋田県 仙北市 安藤醸造　花上庵 小売業 食料品 5%

19,020 秋田県 仙北市 安藤醸造　北浦本館 小売業 食料品 5%

19,021 秋田県 仙北市 安藤醸造　本店 小売業 食料品 5%

19,022 秋田県 仙北市 いしばし民芸 小売業 家具・調度品 5%

19,023 秋田県 仙北市 出光生保内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,024 秋田県 仙北市 出光角館西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,025 秋田県 仙北市 出光御所野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,026 秋田県 仙北市 ＳＢＴ朝陽自動車 サービス その他サービス 5%
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19,027 秋田県 仙北市 大村美術館 サービス その他サービス 5%

19,028 秋田県 仙北市 お食事処　ふきや サービス 飲食業 5%

19,029 秋田県 仙北市 お食事処　みちのく サービス 飲食業 5%

19,030 秋田県 仙北市 温泉ゆぽぽ　温泉館 サービス 飲食業 5%

19,031 秋田県 仙北市 角館温泉　花葉館 サービス 宿泊業 5%

19,032 秋田県 仙北市 角館きがた サービス その他サービス 5%

19,033 秋田県 仙北市 角館工芸 小売業 家具・調度品 5%

19,034 秋田県 仙北市 セブン－イレブン角館小館店 小売業 食料品 2%

19,035 秋田県 仙北市 角館第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,036 秋田県 仙北市 角館物産館四季 小売業 家具・調度品 5%

19,037 秋田県 仙北市 花心亭しらはま サービス 宿泊業 5%

19,038 秋田県 仙北市 川村自動車工業 サービス その他サービス 5%

19,039 秋田県 仙北市 くら吉有限会社 サービス その他サービス 5%

19,040 秋田県 仙北市 グランマート田沢湖店 小売業 食料品 5%

19,041 秋田県 仙北市 クリーニングふらんせ田沢湖プラザ店 サービス その他サービス 5%

19,042 秋田県 仙北市 クリーニングふらんせ　よねや角館店 サービス その他サービス 5%

19,043 秋田県 仙北市 クリーニングふらんせワンダーモール店 サービス その他サービス 5%

19,044 秋田県 仙北市 麹くらぶ 小売業 食料品 5%

19,045 秋田県 仙北市 湖畔の杜レストラン　ＯＲＡＥ サービス 飲食業 5%

19,046 秋田県 仙北市 湖畔浪漫の宿　かたくりの花 サービス 宿泊業 5%

19,047 秋田県 仙北市 斎藤商店 小売業 家具・調度品 5%

19,048 秋田県 仙北市 西明寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,049 秋田県 仙北市 さくらパークかくのだてＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,050 秋田県 仙北市 酒の伏見屋 小売業 食料品 5%

19,051 秋田県 仙北市 佐藤薬局 小売業 その他小売 5%

19,052 秋田県 仙北市 佐藤養助　角館店 小売業 食料品 5%

19,053 秋田県 仙北市 城下町物産（（有）美杉） サービス その他サービス 5%

19,054 秋田県 仙北市 城下町物産 小売業 家具・調度品 5%

19,055 秋田県 仙北市 森湖休 サービス 宿泊業 5%

19,056 秋田県 仙北市 神代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,057 秋田県 仙北市 新玉川温泉 サービス 宿泊業 5%

19,058 秋田県 仙北市 森林工芸館 小売業 家具・調度品 5%

19,059 秋田県 仙北市 森林工芸館 小売業 家具・調度品 5%

19,060 秋田県 仙北市 すまいるみるく角館店 小売業 食料品 5%

19,061 秋田県 仙北市 ＳＥＬＡ　角電 小売業 電化製品 5%

19,062 秋田県 仙北市 ＳＥＬＡ　タカシゲ 小売業 電化製品 5%

19,063 秋田県 仙北市 タカヤナギグランマート田沢湖店 小売業 食料品 5%

19,064 秋田県 仙北市 タカヤナギワンダーモール 小売業 その他小売 5%

19,065 秋田県 仙北市 田沢湖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,066 秋田県 仙北市 田沢湖高原リゾートホテル　ニュースカイ サービス 宿泊業 5%

19,067 秋田県 仙北市 田沢湖ビール サービス 飲食業 5%

19,068 秋田県 仙北市 田沢湖レストハウス 小売業 その他小売 5%
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19,069 秋田県 仙北市 玉川温泉 サービス 宿泊業 5%

19,070 秋田県 仙北市 ダルマヤ 小売業 家具・調度品 5%

19,071 秋田県 仙北市 鶴の湯温泉 サービス 宿泊業 5%

19,072 秋田県 仙北市 鶴の湯別館　山の宿 サービス 宿泊業 5%

19,073 秋田県 仙北市 藤八堂 サービス 飲食業 5%

19,074 秋田県 仙北市 冨岡商店 小売業 その他小売 5%

19,075 秋田県 仙北市 長沼商店　角館店 小売業 食料品 5%

19,076 秋田県 仙北市 ネッツトヨタ秋田角館店 小売業 その他小売 5%

19,077 秋田県 仙北市 長谷川時計店　田沢湖プラザ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

19,078 秋田県 仙北市 長谷川時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

19,079 秋田県 仙北市 パナデン 小売業 電化製品 5%

19,080 秋田県 仙北市 ヒュッテ　ビルケ サービス 宿泊業 5%

19,081 秋田県 仙北市 美容室小町　角館店 サービス 理容・美容業 5%

19,082 秋田県 仙北市 プチ・フレーズ〔２〕 サービス 飲食業 5%

19,083 秋田県 仙北市 プチ・フレーズ〔１〕 小売業 食料品 5%

19,084 秋田県 仙北市 ＨＯＴＥＬ　きららか サービス 宿泊業 5%

19,085 秋田県 仙北市 ホテル湖心亭 サービス 宿泊業 5%

19,086 秋田県 仙北市 本館　売店 小売業 家具・調度品 5%

19,087 秋田県 仙北市 町家キッチン サービス 飲食業 5%

19,088 秋田県 仙北市 町家ホテル角館 サービス 宿泊業 5%

19,089 秋田県 仙北市 マルキ株式会社 サービス その他サービス 5%

19,090 秋田県 仙北市 むら咲 サービス 飲食業 5%

19,091 秋田県 仙北市 むら咲 サービス 飲食業 5%

19,092 秋田県 仙北市 唐土庵　角館駅前店 小売業 食料品 5%

19,093 秋田県 仙北市 唐土庵　角館駅前店 小売業 食料品 5%

19,094 秋田県 仙北市 唐土庵　さくら並木店 小売業 食料品 5%

19,095 秋田県 仙北市 唐土庵　武家屋敷店 小売業 食料品 5%

19,096 秋田県 仙北市 唐土庵　本店 小売業 食料品 5%

19,097 秋田県 仙北市 藤むら呉服店 小売業 衣料品 5%

19,098 秋田県 仙北市 吉田タイヤ 小売業 その他小売 5%

19,099 秋田県 仙北市 レディス　ショップ　チャーム 小売業 衣料品 5%

19,100 秋田県 仙北市 わらび劇場 サービス その他サービス 5%

19,101 秋田県 仙北市 わらび劇場 サービス その他サービス 5%

19,102 秋田県 仙北市 ワンダーモール 小売業 食料品 5%

19,103 秋田県 大仙市 秋田トヨタ自動車　大曲店 小売業 その他小売 5%

19,104 秋田県 大仙市 秋田トヨペット大曲店 小売業 その他小売 5%

19,105 秋田県 大仙市 秋田日産自動車　大曲店 小売業 その他小売 5%

19,106 秋田県 大仙市 秋田旅行センター　イオンモール大曲店 サービス その他サービス 5%

19,107 秋田県 大仙市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｉｌｙ大曲 サービス 理容・美容業 5%

19,108 秋田県 大仙市 あじはなび 小売業 食料品 5%

19,109 秋田県 大仙市 荒川美容院 サービス 理容・美容業 5%

19,110 秋田県 大仙市 イーストモール 小売業 食料品 5%
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19,111 秋田県 大仙市 出光大曲北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,112 秋田県 大仙市 出光豊川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,113 秋田県 大仙市 上野車両整備株式会社 サービス その他サービス 5%

19,114 秋田県 大仙市 羽後交通観光大曲 サービス その他サービス 5%

19,115 秋田県 大仙市 Ｈ．Ｔ．Ｓ　ａｕｔｏ　ｈｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

19,116 秋田県 大仙市 ａｉｍｅｒｆｅｅｌイオンモール大曲店 小売業 衣料品 5%

19,117 秋田県 大仙市 大曲エンパイヤホテル サービス 宿泊業 5%

19,118 秋田県 大仙市 セブン－イレブン大曲西根店 小売業 食料品 2%

19,119 秋田県 大仙市 おこめのさわた 小売業 家具・調度品 5%

19,120 秋田県 大仙市 ＯＢＪＥＴ　Ｈａｉｒ＆Ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

19,121 秋田県 大仙市 家具のマルタク 小売業 家具・調度品 5%

19,122 秋田県 大仙市 角間川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,123 秋田県 大仙市 菓子司つじや　中通本店 小売業 食料品 5%

19,124 秋田県 大仙市 株式会社秋田農販 小売業 食料品 5%

19,125 秋田県 大仙市 株式会社ＦＴモータース サービス その他サービス 5%

19,126 秋田県 大仙市 神岡町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,127 秋田県 大仙市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋大曲東川店 サービス 飲食業 2%

19,128 秋田県 大仙市 川口温泉　奥羽山荘 サービス 宿泊業 5%

19,129 秋田県 大仙市 協和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,130 秋田県 大仙市 きりはらのタネと苗 小売業 家具・調度品 5%

19,131 秋田県 大仙市 Ｋｌａｒ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

19,132 秋田県 大仙市 グランマート飯田店 小売業 食料品 5%

19,133 秋田県 大仙市 グランマート白金店 小売業 食料品 5%

19,134 秋田県 大仙市 グランマート中通店 小売業 食料品 5%

19,135 秋田県 大仙市 クリーニングキカワ　イオン中仙店 サービス その他サービス 5%

19,136 秋田県 大仙市 クリーニングピュアふらんせ本社中仙店 サービス その他サービス 5%

19,137 秋田県 大仙市 クリーニングふらんせ飯田店 サービス その他サービス 5%

19,138 秋田県 大仙市 クリーニングふらんせイーストモール店 サービス その他サービス 5%

19,139 秋田県 大仙市 クリーニングふらんせ戸巻店 サービス その他サービス 5%

19,140 秋田県 大仙市 クリーニングふらんせビック福田店 サービス その他サービス 5%

19,141 秋田県 大仙市 クリーニングふらんせマックスバリュ刈和野 サービス その他サービス 5%

19,142 秋田県 大仙市 黒澤時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

19,143 秋田県 大仙市 クロス　ステージ 小売業 衣料品 5%

19,144 秋田県 大仙市 強首樅峰苑 サービス 宿泊業 5%

19,145 秋田県 大仙市 サイクルショップたなか 小売業 その他小売 5%

19,146 秋田県 大仙市 斎藤精肉店 小売業 食料品 5%

19,147 秋田県 大仙市 酒の英雄大曲店 小売業 食料品 5%

19,148 秋田県 大仙市 佐藤酒店 小売業 食料品 5%

19,149 秋田県 大仙市 三共産業　大曲支店 小売業 家具・調度品 5%

19,150 秋田県 大仙市 塩ホルモン炭樂 サービス 飲食業 5%

19,151 秋田県 大仙市 写真スタジオＣＯＣＣＯ サービス その他サービス 5%

19,152 秋田県 大仙市 しゅしゅえっと　まるしぇ 小売業 食料品 5%
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19,153 秋田県 大仙市 しゅしゅえっと　まるしぇ〔レストラン〕 サービス 飲食業 5%

19,154 秋田県 大仙市 笑家 小売業 その他小売 5%

19,155 秋田県 大仙市 神宮寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,156 秋田県 大仙市 すずのき　大曲店 小売業 衣料品 5%

19,157 秋田県 大仙市 スポーツハウスタミヤ スポーツハウスタミヤ 小売業 その他小売 5%

19,158 秋田県 大仙市 すまいるみるく大曲本店 小売業 食料品 5%

19,159 秋田県 大仙市 セルフ大曲バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,160 秋田県 大仙市 セブン－イレブン大仙大曲須和町１丁目店 小売業 食料品 2%

19,161 秋田県 大仙市 セブン－イレブン大仙長野店 小売業 食料品 2%

19,162 秋田県 大仙市 セブン－イレブン大仙四ツ屋店 小売業 食料品 2%

19,163 秋田県 大仙市 大同門　大曲店 サービス 飲食業 5%

19,164 秋田県 大仙市 ダイニング＆バー　ＢａｍＦｅｅｌ サービス 飲食業 5%

19,165 秋田県 大仙市 タカヤナギイーストモール 小売業 その他小売 5%

19,166 秋田県 大仙市 タカヤナギグランマート飯田店 小売業 食料品 5%

19,167 秋田県 大仙市 タカヤナギグランマート白金店 小売業 食料品 5%

19,168 秋田県 大仙市 タカヤナギグランマート中通店 小売業 食料品 5%

19,169 秋田県 大仙市 タミヤスポーツ タミヤスポーツ 小売業 その他小売 5%

19,170 秋田県 大仙市 中国料理　鳳仙花 サービス 飲食業 5%

19,171 秋田県 大仙市 テクノショップＢｅ１ 小売業 電化製品 5%

19,172 秋田県 大仙市 出羽青岩アグロ株式会社　大仙支店 小売業 その他小売 5%

19,173 秋田県 大仙市 ドスチ・リジェイ　大曲店 小売業 衣料品 5%

19,174 秋田県 大仙市 殿屋敷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,175 秋田県 大仙市 戸蒔ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,176 秋田県 大仙市 株式会社とみや大仙店 小売業 その他小売 5%

19,177 秋田県 大仙市 中仙ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,178 秋田県 大仙市 中仙タクシー サービス 運輸業 5%

19,179 秋田県 大仙市 長沼商店　大曲店 小売業 食料品 5%

19,180 秋田県 大仙市 長野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,181 秋田県 大仙市 ナガハマコーヒービーンズ大曲店 サービス 飲食業 5%

19,182 秋田県 大仙市 南部家敷 大曲店 サービス 飲食業 5%

19,183 秋田県 大仙市 二丁目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,184 秋田県 大仙市 ニュー大曲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,185 秋田県 大仙市 ネッツトヨタ秋田大曲店 小売業 その他小売 5%

19,186 秋田県 大仙市 ハードオフ　大曲店 小売業 電化製品 2%

19,187 秋田県 大仙市 Ｈｉｄｅ ｏｕｔ ｂａｒ Ｒｅａｌｉｚｅ サービス 飲食業 5%

19,188 秋田県 大仙市 美音社 小売業 電化製品 5%

19,189 秋田県 大仙市 日の出　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,190 秋田県 大仙市 ファミリーサロンシャイン サービス 理容・美容業 5%

19,191 秋田県 大仙市 ヘアーサロンオノザキ サービス 理容・美容業 5%

19,192 秋田県 大仙市 ＪＭ／ペットサロンぱるむわん サービス 理容・美容業 5%

19,193 秋田県 大仙市 ホーム設備サービス サービス その他サービス 5%

19,194 秋田県 大仙市 ホテル富士 サービス 宿泊業 5%
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19,195 秋田県 大仙市 マクドナルドイオン中仙店 サービス 飲食業 2%

19,196 秋田県 大仙市 マクドナルドイオンモール大曲店 サービス 飲食業 2%

19,197 秋田県 大仙市 ｍａｔｏｕ サービス 理容・美容業 5%

19,198 秋田県 大仙市 万ＳＡＩ堂大曲店 小売業 その他小売 5%

19,199 秋田県 大仙市 明治　すまいるみるく　大曲農業高校　売店 小売業 食料品 5%

19,200 秋田県 大仙市 ＭｏｔｏｒＧａｒａｇｅＲｅｃｔｉｔｕｄｅ 小売業 その他小売 5%

19,201 秋田県 大仙市 有限会社アキモト酒店 小売業 食料品 5%

19,202 秋田県 大仙市 有）アグリフライト大曲 小売業 食料品 5%

19,203 秋田県 大仙市 有限会社楢岡陶苑 小売業 家具・調度品 5%

19,204 秋田県 大仙市 洋服のパルヴァン 小売業 衣料品 5%

19,205 秋田県 大仙市 吉野石材店 サービス その他サービス 5%

19,206 秋田県 大仙市 四ツ屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,207 秋田県 大仙市 よつや大曲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,208 秋田県 大仙市 よつやタクシー サービス 運輸業 5%

19,209 秋田県 大仙市 ライフスペースコマツ 小売業 電化製品 5%

19,210 秋田県 大仙市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　ライファ大曲 サービス その他サービス 2%

19,211 秋田県 大仙市 ワインの店かめや 小売業 食料品 5%

19,212 秋田県 大仙市 和台所　花 サービス 飲食業 5%

19,213 秋田県 大仙市 有限会社ワタナベギフトセンター 小売業 その他小売 5%

19,214 秋田県 にかほ市 秋田トヨタ自動車　にかほ店 小売業 その他小売 5%

19,215 秋田県 にかほ市 セブン－イレブン秋田にかほ象潟店 小売業 食料品 2%

19,216 秋田県 にかほ市 秋田日産自動車　仁賀保店 小売業 その他小売 5%

19,217 秋田県 にかほ市 上浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,218 秋田県 にかほ市 革工房ｋｎｃＬｅｔｈｅｒＦａｃｔｏｒｙ 小売業 衣料品 5%

19,219 秋田県 にかほ市 象潟夕日の宿さんねむ温泉 サービス 宿泊業 5%

19,220 秋田県 にかほ市 三共整備工場にかほ支店 サービス その他サービス 5%

19,221 秋田県 にかほ市 たつみ寛洋ホテル サービス 宿泊業 5%

19,222 秋田県 にかほ市 トムホームセンター 小売業 その他小売 5%

19,223 秋田県 にかほ市 成沢タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

19,224 秋田県 にかほ市 仁賀保ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,225 秋田県 にかほ市 仁賀保北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,226 秋田県 にかほ市 にかほ市温泉保養センターはまなす サービス 宿泊業 5%

19,227 秋田県 にかほ市 セブン－イレブンにかほ平沢店 小売業 食料品 2%

19,228 秋田県 にかほ市 ネイルサロンＦｌｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

19,229 秋田県 にかほ市 パインツリーイントムＳＳ株式会社須藤商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,230 秋田県 にかほ市 百彩館物産所 小売業 食料品 5%

19,231 秋田県 にかほ市 平沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,232 秋田県 にかほ市 ファミリーレストラン１２３ サービス 飲食業 5%

19,233 秋田県 にかほ市 ヘアモード シラセ サービス 理容・美容業 5%

19,234 秋田県 にかほ市 ホテル　コテージ潮さい　ホテル　コテージ潮さい サービス その他サービス 5%

19,235 秋田県 にかほ市 ホーム電器 小売業 電化製品 5%

19,236 秋田県 にかほ市 道の駅　象潟ねむの丘 小売業 家具・調度品 5%
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19,237 秋田県 にかほ市 民芸　美穂 小売業 家具・調度品 5%

19,238 秋田県 にかほ市 焼肉大将 サービス 飲食業 5%

19,239 秋田県 能代市 ＬＡＤＥＮ サービス 理容・美容業 5%

19,240 秋田県 能代市 青葉どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

19,241 秋田県 能代市 秋田トヨタ自動車　能代店 小売業 その他小売 5%

19,242 秋田県 能代市 秋田トヨペット能代店 小売業 その他小売 5%

19,243 秋田県 能代市 秋田日産自動車　能代店 サービス その他サービス 5%

19,244 秋田県 能代市 秋田旅行センター サービス その他サービス 5%

19,245 秋田県 能代市 あづま旅館 サービス 宿泊業 5%

19,246 秋田県 能代市 居酒屋　くつろぎ サービス 飲食業 5%

19,247 秋田県 能代市 居酒屋佐助 サービス 飲食業 5%

19,248 秋田県 能代市 出光大曲バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,249 秋田県 能代市 出光きみまち阪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,250 秋田県 能代市 出光能代北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,251 秋田県 能代市 出光東能代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,252 秋田県 能代市 出光ピットイン鷹巣 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,253 秋田県 能代市 出光ピットイン能代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,254 秋田県 能代市 出光本荘バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,255 秋田県 能代市 伊藤謙商店 小売業 食料品 5%

19,256 秋田県 能代市 ａｕショップ能代東 小売業 電化製品 5%

19,257 秋田県 能代市 お仏壇の千栄堂 小売業 家具・調度品 5%

19,258 秋田県 能代市 カットサロン　おおつか サービス 理容・美容業 5%

19,259 秋田県 能代市 きみまち阪壱ノ座 サービス 宿泊業 5%

19,260 秋田県 能代市 ＳＡＶＯＹ サービス 飲食業 5%

19,261 秋田県 能代市 サウンドビック 小売業 その他小売 5%

19,262 秋田県 能代市 酒場ばいお サービス 飲食業 5%

19,263 秋田県 能代市 雑貨屋ｈｉｎａ 小売業 その他小売 5%

19,264 秋田県 能代市 自転車のおが 小売業 その他小売 5%

19,265 秋田県 能代市 杉浦電器商会 小売業 電化製品 5%

19,266 秋田県 能代市 ＳＥＬＡ　ワカバヤシ 小売業 電化製品 5%

19,267 秋田県 能代市 大同門　能代店 サービス 飲食業 5%

19,268 秋田県 能代市 出光中和通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,269 秋田県 能代市 山一興業株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,270 秋田県 能代市 ｄｅｆｅｒ サービス 飲食業 5%

19,271 秋田県 能代市 出羽青岩アグロ株式会社　能代支店 小売業 その他小売 5%

19,272 秋田県 能代市 山一興業株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,273 秋田県 能代市 ドラッグストアメガ　能代中央店 小売業 その他小売 5%

19,274 秋田県 能代市 ナガハマコーヒー　能代店 サービス 飲食業 5%

19,275 秋田県 能代市 虹のホール　クオーレのしろ サービス その他サービス 5%

19,276 秋田県 能代市 ネッツトヨタ秋田能代店 小売業 その他小売 5%

19,277 秋田県 能代市 能代観光　タクシー事業部 サービス 運輸業 5%

19,278 秋田県 能代市 能代市　旧料亭　金勇 サービス 飲食業 5%
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19,279 秋田県 能代市 能代スポーツセンター サービス その他サービス 5%

19,280 秋田県 能代市 能代スポーツセンター サービス その他サービス 5%

19,281 秋田県 能代市 能代タウンホテル　ミナミ サービス 宿泊業 5%

19,282 秋田県 能代市 能代自動車学校 サービス その他サービス 5%

19,283 秋田県 能代市 能代東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,284 秋田県 能代市 能代マルヘイ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,285 秋田県 能代市 能代南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,286 秋田県 能代市 能代南バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,287 秋田県 能代市 能代明治町ＳＳ　有限会社瀬川油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,288 秋田県 能代市 バッグコレクションモリタイオン能代店 小売業 貴金属・服飾品 5%

19,289 秋田県 能代市 美と癒しｓａｌｏｎノン サービス 理容・美容業 5%

19,290 秋田県 能代市 山一興業株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,291 秋田県 能代市 二ッ井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,292 秋田県 能代市 フトンショップミヤコシ 小売業 家具・調度品 5%

19,293 秋田県 能代市 Ｈｏｍｅ　Ｂｏｕｎｄ 小売業 その他小売 5%

19,294 秋田県 能代市 ホテルニューグリーン能代 サービス 宿泊業 5%

19,295 秋田県 能代市 ホテルミナミ サービス 宿泊業 5%

19,296 秋田県 能代市 マクドナルド７号線能代店 サービス 飲食業 2%

19,297 秋田県 能代市 丸亀原田デンキ 小売業 電化製品 5%

19,298 秋田県 能代市 道の駅ふたつい 小売業 その他小売 5%

19,299 秋田県 能代市 道の駅ふたつい　２ 小売業 その他小売 5%

19,300 秋田県 能代市 道の駅ふたつい　グリッシーニ 小売業 その他小売 5%

19,301 秋田県 能代市 道の駅ふたつい　福多珈琲 小売業 その他小売 5%

19,302 秋田県 能代市 向能代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,303 秋田県 能代市 メガ能代中央店 小売業 食料品 5%

19,304 秋田県 能代市 麺家　麺四郎 サービス 飲食業 5%

19,305 秋田県 能代市 ＭｏｂｉｌｅＳｈｏｐまるしん 小売業 電化製品 5%

19,306 秋田県 能代市 有限会社時報堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

19,307 秋田県 能代市 米代川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,308 秋田県 能代市 ＲＩＳＥ サービス その他サービス 5%

19,309 秋田県 能代市 ＲＩＳＥ　ＯＮＥ（ライズワン）本店 小売業 その他小売 5%

19,310 秋田県 能代市 ｗａｒａ　ｎｏ　ｂａｇ 小売業 食料品 5%

19,311 秋田県 八郎潟町 イトウスポーツ 小売業 その他小売 5%

19,312 秋田県 八郎潟町 小柳　　商店 小売業 食料品 5%

19,313 秋田県 八郎潟町 小柳時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

19,314 秋田県 八郎潟町 車検のコバック　秋田八郎潟店 サービス その他サービス 5%

19,315 秋田県 八郎潟町 樹皮工房　山の恵 小売業 貴金属・服飾品 5%

19,316 秋田県 八郎潟町 八郎潟ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,317 秋田県 八郎潟町 八郎潟ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,318 秋田県 八郎潟町 ｈａｉｒｓａｌｏｎ　Ｔｒｏｉｓ サービス 理容・美容業 5%

19,319 秋田県 八郎潟町 有限会社齊藤家具店 小売業 家具・調度品 5%

19,320 秋田県 八峰町 ＳＥＬＡ　シロキ 小売業 電化製品 5%
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19,321 秋田県 八峰町 金田石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,322 秋田県 八峰町 八森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,323 秋田県 八峰町 八森いさりび温泉 ハタハタ館 ハタハタ館 サービス 宿泊業 5%

19,324 秋田県 八峰町 道の駅 八森 サービス 飲食業 5%

19,325 秋田県 八峰町 道の駅みねはま　おらほの館 小売業 食料品 5%

19,326 秋田県 八峰町 峰浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,327 秋田県 東成瀬村 出光東成瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,328 秋田県 東成瀬村 栗駒山荘 サービス 宿泊業 5%

19,329 秋田県 東成瀬村 ジュネス サービス 宿泊業 5%

19,330 秋田県 東成瀬村 やまゆり温泉　ホテルブラン サービス 宿泊業 5%

19,331 秋田県 藤里町 藤琴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,332 秋田県 藤里町 山一興業株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,333 秋田県 藤里町 ホテルゆとりあ藤里 サービス 宿泊業 5%

19,334 秋田県 美郷町 アックスフーズマート六郷店 小売業 食料品 5%

19,335 秋田県 美郷町 ＥＮＣＨＡＮＴＥ サービス 理容・美容業 5%

19,336 秋田県 美郷町 出光ユーアポロ仙南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,337 秋田県 美郷町 出光六郷東根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,338 秋田県 美郷町 坂長 サービス その他サービス 5%

19,339 秋田県 美郷町 仕出し　おだしま サービス 飲食業 5%

19,340 秋田県 美郷町 匠詩恵 小売業 衣料品 5%

19,341 秋田県 美郷町 千畑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,342 秋田県 美郷町 有限会社　中田工務店 サービス その他サービス 5%

19,343 秋田県 美郷町 南部家敷 六郷店 サービス 飲食業 5%

19,344 秋田県 美郷町 モード高山 小売業 衣料品 5%

19,345 秋田県 美郷町 有限会社ゴールドワン大曲 小売業 その他小売 5%

19,346 秋田県 美郷町 有限会社藤谷モータース サービス その他サービス 5%

19,347 秋田県 美郷町 六郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,348 秋田県 美郷町 六郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,349 秋田県 美郷町 ろくごうドライブイン サービス 飲食業 5%

19,350 秋田県 美郷町 ろくごうドライブイン サービス 飲食業 5%

19,351 秋田県 三種町 秋田イモビサービス サービス その他サービス 5%

19,352 秋田県 三種町 出光鹿渡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,353 秋田県 三種町 ｖｉｖｉｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

19,354 秋田県 三種町 鹿渡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,355 秋田県 三種町 鹿渡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,356 秋田県 三種町 児玉商会　森岳駅前給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,357 秋田県 三種町 新栄自動車販売株式会社 サービス その他サービス 5%

19,358 秋田県 三種町 ダイハツショップ武石 サービス その他サービス 5%

19,359 秋田県 三種町 ドラゴンフレッシュセンター 小売業 食料品 5%

19,360 秋田県 三種町 門間石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,361 秋田県 湯沢市 秋田・川連塗寿次郎 小売業 家具・調度品 5%

19,362 秋田県 湯沢市 秋田トヨタ自動車　湯沢店 小売業 その他小売 5%
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19,363 秋田県 湯沢市 秋田日産自動車　湯沢店 小売業 その他小売 5%

19,364 秋田県 湯沢市 アザレア　クラッシー 小売業 衣料品 5%

19,365 秋田県 湯沢市 阿部酒店 小売業 食料品 5%

19,366 秋田県 湯沢市 羽後交通観光湯沢 サービス その他サービス 5%

19,367 秋田県 湯沢市 ウーマンリミックス　盛岡店 小売業 衣料品 5%

19,368 秋田県 湯沢市 漆工房攝津 サービス その他サービス 5%

19,369 秋田県 湯沢市 エスエスケイ制服の佐々木 小売業 衣料品 5%

19,370 秋田県 湯沢市 エスエム商会 元清水店屋内展示場 小売業 その他小売 5%

19,371 秋田県 湯沢市 セブン－イレブン雄勝こまちインター店 小売業 食料品 2%

19,372 秋田県 湯沢市 奥山旅館 サービス 宿泊業 5%

19,373 秋田県 湯沢市 お茶の富沢 小売業 食料品 5%

19,374 秋田県 湯沢市 かえで庵 サービス 飲食業 5%

19,375 秋田県 湯沢市 家具のニッシキ湯沢店 小売業 その他小売 5%

19,376 秋田県 湯沢市 株式会社阿部健吉商店 小売業 その他小売 5%

19,377 秋田県 湯沢市 鎌切ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,378 秋田県 湯沢市 川連ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,379 秋田県 湯沢市 川連南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,380 秋田県 湯沢市 グランマート湯沢インター店 小売業 食料品 5%

19,381 秋田県 湯沢市 クリーニングふらんせイオンスーパーセンタ サービス その他サービス 5%

19,382 秋田県 湯沢市 工芸呉服　山川 小売業 衣料品 5%

19,383 秋田県 湯沢市 珈琲焙煎工房バルーガ サービス 飲食業 5%

19,384 秋田県 湯沢市 こまちの郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,385 秋田県 湯沢市 酒まつおか 小売業 食料品 5%

19,386 秋田県 湯沢市 佐藤伊右衛門商店 サービス その他サービス 5%

19,387 秋田県 湯沢市 佐藤善六漆器店 小売業 家具・調度品 5%

19,388 秋田県 湯沢市 佐藤養助　別館 サービス 飲食業 5%

19,389 秋田県 湯沢市 佐藤養助　総本店 小売業 家具・調度品 5%

19,390 秋田県 湯沢市 佐藤養助養心館 サービス 飲食業 5%

19,391 秋田県 湯沢市 三共産業（株）湯沢支店 小売業 その他小売 5%

19,392 秋田県 湯沢市 東海林一義 小売業 その他小売 5%

19,393 秋田県 湯沢市 正心庵 サービス 飲食業 5%

19,394 秋田県 湯沢市 寿し処まつ井 サービス 飲食業 5%

19,395 秋田県 湯沢市 スタジオアクア サービス その他サービス 5%

19,396 秋田県 湯沢市 ＳＴＡＹ　ＹＯＵＮＧ 小売業 衣料品 5%

19,397 秋田県 湯沢市 ＳＴＡＹ　ＹＯＵＮＧ 小売業 衣料品 5%

19,398 秋田県 湯沢市 仙秋プラザＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,399 秋田県 湯沢市 株式会社タイヤショップ湯沢 小売業 その他小売 5%

19,400 秋田県 湯沢市 タカヤナギグランマート湯沢インター店 小売業 食料品 5%

19,401 秋田県 湯沢市 ＷＲアザレア 小売業 衣料品 5%

19,402 秋田県 湯沢市 デンカプラザ　わたなべ 小売業 電化製品 5%

19,403 秋田県 湯沢市 とことん山 サービス 宿泊業 5%

19,404 秋田県 湯沢市 とみや　湯沢店 小売業 その他小売 5%
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19,405 秋田県 湯沢市 とん太 湯沢店 サービス 飲食業 5%

19,406 秋田県 湯沢市 南部家敷 湯沢店 サービス 飲食業 5%

19,407 秋田県 湯沢市 ネッツトヨタ秋田湯沢店 小売業 その他小売 5%

19,408 秋田県 湯沢市 パナデンおおぬまでんき 小売業 電化製品 5%

19,409 秋田県 湯沢市 ＢＡＳＥＭＥＮＴ サービス 飲食業 5%

19,410 秋田県 湯沢市 ホームセンターハッピー湯沢店 小売業 その他小売 5%

19,411 秋田県 湯沢市 マルサンカバン店 サービス その他サービス 5%

19,412 秋田県 湯沢市 丸大電機 小売業 電化製品 5%

19,413 秋田県 湯沢市 三関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,414 秋田県 湯沢市 メモリアルホールキコー 小売業 家具・調度品 5%

19,415 秋田県 湯沢市 焼肉ダイニングおいしんぼ サービス 飲食業 5%

19,416 秋田県 湯沢市 焼肉ダイニングおいしんぼ サービス 飲食業 5%

19,417 秋田県 湯沢市 やまでん 小売業 電化製品 5%

19,418 秋田県 湯沢市 有限会社山脇自動車 サービス その他サービス 5%

19,419 秋田県 湯沢市 湯沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,420 秋田県 湯沢市 湯沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,421 秋田県 湯沢市 セブン－イレブン湯沢川連町店 小売業 食料品 2%

19,422 秋田県 湯沢市 湯沢北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,423 秋田県 湯沢市 セブン－イレブン湯沢倉内店 小売業 食料品 2%

19,424 秋田県 湯沢市 湯沢グランドホテル サービス 宿泊業 5%

19,425 秋田県 湯沢市 セブン－イレブン湯沢千石町１丁目店 小売業 食料品 2%

19,426 秋田県 湯沢市 セブン－イレブン湯沢山田店 小売業 食料品 2%

19,427 秋田県 湯沢市 湯沢ロイヤルホテル サービス 宿泊業 5%

19,428 秋田県 湯沢市 横堀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,429 秋田県 湯沢市 Ｒａｂｂｉｔ　Ｈｏｕｓｅ　ｎａｉａ 小売業 その他小売 5%

19,430 秋田県 湯沢市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　ライファ湯沢 サービス その他サービス 2%

19,431 秋田県 湯沢市 両関酒造株式会社 小売業 食料品 5%

19,432 秋田県 湯沢市 旅館多郎兵衛 サービス 宿泊業 5%

19,433 秋田県 湯沢市 レイネ　アザレア 小売業 衣料品 5%

19,434 秋田県 湯沢市 レストラン　ル・クロワッサン サービス 飲食業 5%

19,435 秋田県 湯沢市 株式会社　渡辺小一郎商店 サービス その他サービス 5%

19,436 秋田県 由利本荘市 アカネヤエブリー 小売業 衣料品 5%

19,437 秋田県 由利本荘市 秋田トヨタ自動車　本荘店 小売業 その他小売 5%

19,438 秋田県 由利本荘市 秋田トヨペット本荘店 小売業 その他小売 5%

19,439 秋田県 由利本荘市 秋田日産自動車　本荘店 小売業 その他小売 5%

19,440 秋田県 由利本荘市 アザレア　クラッシー 小売業 衣料品 5%

19,441 秋田県 由利本荘市 阿部精肉店 小売業 食料品 5%

19,442 秋田県 由利本荘市 荒町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,443 秋田県 由利本荘市 出光矢島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,444 秋田県 由利本荘市 衣料センター　アカネヤ 小売業 衣料品 5%

19,445 秋田県 由利本荘市 羽後交通観光本荘 サービス その他サービス 5%

19,446 秋田県 由利本荘市 出光大内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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19,447 秋田県 由利本荘市 おしゃれの店　ばら 小売業 衣料品 5%

19,448 秋田県 由利本荘市 オートクラフト サービス その他サービス 5%

19,449 秋田県 由利本荘市 おれんじはうす　トコ家 サービス 理容・美容業 5%

19,450 秋田県 由利本荘市 温活サロン ふわり サービス その他サービス 5%

19,451 秋田県 由利本荘市 株式会社ｄａｋ サービス その他サービス 5%

19,452 秋田県 由利本荘市 株式会社秋田石材　本荘店 小売業 その他小売 5%

19,453 秋田県 由利本荘市 株式会社スダキ商事 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

19,454 秋田県 由利本荘市 木島酒店 小売業 食料品 5%

19,455 秋田県 由利本荘市 キッチンカフェｋｉｎｏ サービス 飲食業 5%

19,456 秋田県 由利本荘市 木内タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

19,457 秋田県 由利本荘市 グランマート石脇店 小売業 食料品 5%

19,458 秋田県 由利本荘市 グランマート一番堰店 小売業 食料品 5%

19,459 秋田県 由利本荘市 グランマート本荘南店 小売業 食料品 5%

19,460 秋田県 由利本荘市 ［ＨＣ］佐々木電器 小売業 電化製品 5%

19,461 秋田県 由利本荘市 ［ＨＣ］佐藤電機 小売業 電化製品 5%

19,462 秋田県 由利本荘市 株式会社三共整備工場本社 サービス その他サービス 5%

19,463 秋田県 由利本荘市 サンライトチェーン　本荘店　福岡電機 小売業 電化製品 5%

19,464 秋田県 由利本荘市 シブヤスタジオ サービス その他サービス 5%

19,465 秋田県 由利本荘市 Ｓｉｍａｄａ９１ｐｌｕｓ 小売業 その他小売 5%

19,466 秋田県 由利本荘市 鈴木不動産 小売業 その他小売 5%

19,467 秋田県 由利本荘市 炭火焼肉酒家牛角由利本荘店 サービス 飲食業 2%

19,468 秋田県 由利本荘市 生産物直売所菜らんど 小売業 食料品 5%

19,469 秋田県 由利本荘市 ＳＥＬＡササヤ 小売業 電化製品 5%

19,470 秋田県 由利本荘市 ＳＥＬＡササヤ本荘店 小売業 電化製品 5%

19,471 秋田県 由利本荘市 セルフステーション本荘 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,472 秋田県 由利本荘市 タカハシ印店 小売業 その他小売 5%

19,473 秋田県 由利本荘市 タカヤナギグランマート石脇店 小売業 食料品 5%

19,474 秋田県 由利本荘市 タカヤナギグランマート一番堰店 小売業 食料品 5%

19,475 秋田県 由利本荘市 タカヤナギグランマート本荘南店 小売業 食料品 5%

19,476 秋田県 由利本荘市 ディポット　オブ　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

19,477 秋田県 由利本荘市 電子電装Ｆ－１ 小売業 その他小売 5%

19,478 秋田県 由利本荘市 天使のヒルネ サービス その他サービス 5%

19,479 秋田県 由利本荘市 トイショップ　ｔｏｃｃａ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

19,480 秋田県 由利本荘市 ナイス本荘インター店 小売業 食料品 5%

19,481 秋田県 由利本荘市 南部家敷　本荘店 サービス 飲食業 5%

19,482 秋田県 由利本荘市 出光仁賀保ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,483 秋田県 由利本荘市 西目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,484 秋田県 由利本荘市 西目中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,485 秋田県 由利本荘市 ニュー矢島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,486 秋田県 由利本荘市 ネッツトヨタ秋田本荘店 小売業 その他小売 5%

19,487 秋田県 由利本荘市 花友Ｐｒｉｍａｖｅｒａ 小売業 その他小売 5%

19,488 秋田県 由利本荘市 ＰＣＳＵＰＰＯＲＴ サービス その他サービス 5%
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19,489 秋田県 由利本荘市 ピザテン・フォー　秋田本荘店　２ サービス その他サービス 5%

19,490 秋田県 由利本荘市 フェイシャルサロン　Ｋ 小売業 その他小売 5%

19,491 秋田県 由利本荘市 伏見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,492 秋田県 由利本荘市 ブティック　ルルブルー 小売業 衣料品 5%

19,493 秋田県 由利本荘市 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ＨＩＲＯ サービス 理容・美容業 5%

19,494 秋田県 由利本荘市 ほっといん鳥海 小売業 食料品 5%

19,495 秋田県 由利本荘市 ボナンザクリエイト 小売業 衣料品 5%

19,496 秋田県 由利本荘市 ホームセンターハッピー本荘店 小売業 その他小売 5%

19,497 秋田県 由利本荘市 本荘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,498 秋田県 由利本荘市 本荘川口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,499 秋田県 由利本荘市 本荘石脇ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,500 秋田県 由利本荘市 本荘グランドホテル サービス 宿泊業 5%

19,501 秋田県 由利本荘市 出光本荘栗山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,502 秋田県 由利本荘市 本荘御門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,503 秋田県 由利本荘市 本荘専門店会 小売業 その他小売 5%

19,504 秋田県 由利本荘市 本荘花畑　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,505 秋田県 由利本荘市 本荘東バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,506 秋田県 由利本荘市 マイソニック 小売業 電化製品 5%

19,507 秋田県 由利本荘市 マクドナルド１０５本荘店 サービス 飲食業 2%

19,508 秋田県 由利本荘市 マクドナルド本荘マックスバリュー店 サービス 飲食業 2%

19,509 秋田県 由利本荘市 まるみや 小売業 その他小売 5%

19,510 秋田県 由利本荘市 三浦電器 小売業 電化製品 5%

19,511 秋田県 由利本荘市 道川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,512 秋田県 由利本荘市 むつ電器 小売業 電化製品 5%

19,513 秋田県 由利本荘市 モンマートみうら サービス その他サービス 5%

19,514 秋田県 由利本荘市 ヤマハＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,515 秋田県 由利本荘市 有限会社洋装店ありさか 小売業 衣料品 5%

19,516 秋田県 由利本荘市 セブン－イレブン由利本荘荒町店 小売業 食料品 2%

19,517 秋田県 由利本荘市 セブン－イレブン由利本荘石脇店 小売業 食料品 2%

19,518 秋田県 由利本荘市 セブン－イレブン由利本荘大内インター店 小売業 食料品 2%

19,519 秋田県 由利本荘市 セブン－イレブン由利本荘大内三川店 小売業 食料品 2%

19,520 秋田県 由利本荘市 セブン－イレブン由利本荘大門本町通店 小売業 食料品 2%

19,521 秋田県 由利本荘市 セブン－イレブン由利本荘蓼沼店 小売業 食料品 2%

19,522 秋田県 由利本荘市 セブン－イレブン由利本荘鶴沼店 小売業 食料品 2%

19,523 秋田県 由利本荘市 セブン－イレブン由利本荘西目町店 小売業 食料品 2%

19,524 秋田県 由利本荘市 セブン－イレブン由利本荘本田仲町店 小売業 食料品 2%

19,525 秋田県 由利本荘市 ヨシダスポーツ 小売業 その他小売 5%

19,526 秋田県 由利本荘市 料亭一よし サービス 飲食業 5%

19,527 秋田県 由利本荘市 レイネアザレア 小売業 衣料品 5%

19,528 秋田県 横手市 青山薬局 青山薬局 小売業 その他小売 5%

19,529 秋田県 横手市 秋田ソーイングプラザミシンのアス 小売業 電化製品 5%

19,530 秋田県 横手市 秋田トヨタ自動車　横手店 小売業 その他小売 5%
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19,531 秋田県 横手市 秋田トヨペット横手店 小売業 その他小売 5%

19,532 秋田県 横手市 秋田日産自動車　横手店 小売業 その他小売 5%

19,533 秋田県 横手市 秋田旅行センター横手店 サービス その他サービス 5%

19,534 秋田県 横手市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｅｄｅｎ秋田横手 サービス 理容・美容業 5%

19,535 秋田県 横手市 浅舞ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,536 秋田県 横手市 浅舞自動車 サービス その他サービス 5%

19,537 秋田県 横手市 ＡＳＴＡＣＫ サービス その他サービス 5%

19,538 秋田県 横手市 アックスフーズマート横手駅前店 小売業 食料品 5%

19,539 秋田県 横手市 アート写真館 小売業 その他小売 5%

19,540 秋田県 横手市 いしとよ 小売業 その他小売 5%

19,541 秋田県 横手市 出光川西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,542 秋田県 横手市 ＷＡＮＴＳ　ＡＮＤ　ＦＲＥＥ 小売業 衣料品 5%

19,543 秋田県 横手市 羽後交通観光本社 サービス その他サービス 5%

19,544 秋田県 横手市 羽後交通観光横手 サービス その他サービス 5%

19,545 秋田県 横手市 えびすやクリーニング サービス その他サービス 5%

19,546 秋田県 横手市 えんどうでんき 小売業 電化製品 5%

19,547 秋田県 横手市 オイスターバー　寧お　オイスターバー寧お サービス 飲食業 5%

19,548 秋田県 横手市 ＡＵＴＯ　ＭＡＲＫＥＴ 小売業 その他小売 5%

19,549 秋田県 横手市 大森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,550 秋田県 横手市 大森ＳＳ　株式会社大宗石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,551 秋田県 横手市 オプティカルギャラリー　イクス　十文字店 小売業 その他小売 5%

19,552 秋田県 横手市 オフハウス横手店 小売業 その他小売 2%

19,553 秋田県 横手市 がいふう舎 小売業 家具・調度品 5%

19,554 秋田県 横手市 Ｃａｆｅ　　　Ｂａｒ　ＢＯＮＤＳ サービス 飲食業 5%

19,555 秋田県 横手市 株式会社オールモータースＫ＆Ａ サービス その他サービス 5%

19,556 秋田県 横手市 株式会社しゅうなん ダスキン秋南 サービス その他サービス 2%

19,557 秋田県 横手市 株式会社ロードステーションジャパン 小売業 その他小売 5%

19,558 秋田県 横手市 菊地電器 小売業 電化製品 5%

19,559 秋田県 横手市 ＫＩＣＨＩＮ　ＢＡＲ　ＣＯＬＯＲ サービス 飲食業 5%

19,560 秋田県 横手市 ｇｒａｃｉｍ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

19,561 秋田県 横手市 グランマート十文字店 小売業 食料品 5%

19,562 秋田県 横手市 グランマート婦気店 小売業 食料品 5%

19,563 秋田県 横手市 クリーニングふらんせスーパーセンタートラ サービス その他サービス 5%

19,564 秋田県 横手市 クリーニングふらんせ婦気店 サービス その他サービス 5%

19,565 秋田県 横手市 ゲストハウス平源 サービス その他サービス 5%

19,566 秋田県 横手市 コジコジ・バル横手店 サービス 飲食業 5%

19,567 秋田県 横手市 小松電化 小売業 電化製品 5%

19,568 秋田県 横手市 酒のＱｏｏｂｅ横手十文字店 小売業 食料品 5%

19,569 秋田県 横手市 佐藤養助　漆蔵資料館 サービス 飲食業 5%

19,570 秋田県 横手市 サロン　ｍｉｋａｄｏ サービス 飲食業 5%

19,571 秋田県 横手市 島田電化 小売業 電化製品 5%

19,572 秋田県 横手市 鮨割烹しめいち サービス 飲食業 5%
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19,573 秋田県 横手市 セブン－イレブン十文字町仁井田店 小売業 食料品 2%

19,574 秋田県 横手市 十文字マルヘイ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,575 秋田県 横手市 すたみな太郎　横手店 サービス 飲食業 5%

19,576 秋田県 横手市 スーパーセンタートラスト雄物川店 小売業 その他小売 5%

19,577 秋田県 横手市 スーパーモール・ラッキー 小売業 食料品 5%

19,578 秋田県 横手市 ＳＥＬＡしばた 小売業 電化製品 5%

19,579 秋田県 横手市 ＳＥＬＡたから 小売業 電化製品 5%

19,580 秋田県 横手市 セルフ横手バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,581 秋田県 横手市 ソフトバンク横手 小売業 電化製品 5%

19,582 秋田県 横手市 高橋住設 小売業 電化製品 5%

19,583 秋田県 横手市 タカヤナギグランマート十文字店 小売業 食料品 5%

19,584 秋田県 横手市 タカヤナギグランマート横手店 小売業 食料品 5%

19,585 秋田県 横手市 千葉写真機店 サービス その他サービス 5%

19,586 秋田県 横手市 つがみ サービス 飲食業 5%

19,587 秋田県 横手市 ツチヤデンキ 小売業 電化製品 5%

19,588 秋田県 横手市 出羽青岩アグロ株式会社　横手支店 小売業 その他小売 5%

19,589 秋田県 横手市 電器の柴田 小売業 電化製品 5%

19,590 秋田県 横手市 長沼商店　十文字店 小売業 食料品 5%

19,591 秋田県 横手市 長沼商店　横手店 小売業 食料品 5%

19,592 秋田県 横手市 中野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,593 秋田県 横手市 ナポリピッツァ・コジコジ十文字店 サービス 飲食業 5%

19,594 秋田県 横手市 南部家敷　横手店 サービス 飲食業 5%

19,595 秋田県 横手市 にしき茶屋 サービス 飲食業 5%

19,596 秋田県 横手市 日本料理結びの心ちとせ サービス 飲食業 5%

19,597 秋田県 横手市 ニュー横手ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,598 秋田県 横手市 ｎｅｓｓＡｚａｌｅａ 小売業 衣料品 5%

19,599 秋田県 横手市 ネッツトヨタ秋田横手店 小売業 その他小売 5%

19,600 秋田県 横手市 ハードオフ横手店 小売業 その他小売 2%

19,601 秋田県 横手市 Ｂａｒ・ＰａＳａＰｏｒｔｅ サービス 飲食業 5%

19,602 秋田県 横手市 ピザテン・フォー　秋田十文字店　２ サービス その他サービス 5%

19,603 秋田県 横手市 びっくりドンキー　秋田横手店 サービス 飲食業 2%

19,604 秋田県 横手市 日の丸醸造株式会社 小売業 食料品 5%

19,605 秋田県 横手市 平鹿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,606 秋田県 横手市 ファスト　ホーム株式会社　ファスト　ホーム サービス その他サービス 5%

19,607 秋田県 横手市 ファミリーカットサロンセブン サービス 理容・美容業 5%

19,608 秋田県 横手市 ふぁみりーれすとらん　いなほ サービス 飲食業 5%

19,609 秋田県 横手市 ブライダルスペース・マリエ　横手店 サービス その他サービス 5%

19,610 秋田県 横手市 Ｈｏｓｔｅｌ＆ＢａｒＣＡＭＯＳＩＢＡ サービス その他サービス 5%

19,611 秋田県 横手市 ボディーショップ　クロスモータース サービス その他サービス 5%

19,612 秋田県 横手市 ホームセンターハッピー横手店 小売業 その他小売 5%

19,613 秋田県 横手市 マクドナルド１３号横手店 サービス 飲食業 2%

19,614 秋田県 横手市 マクドナルド横手南イオンスーパーセンター店 サービス 飲食業 2%
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19,615 秋田県 横手市 増田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,616 秋田県 横手市 ＭＡＳＴＥＲ　ＪＯＹ サービス その他サービス 5%

19,617 秋田県 横手市 マルシメ七日町店 小売業 食料品 5%

19,618 秋田県 横手市 マルワカ　ワカバヤシ眼鏡店 小売業 その他小売 5%

19,619 秋田県 横手市 マルワカ　ワカバヤシ眼鏡店　駅前大通店 小売業 その他小売 5%

19,620 秋田県 横手市 マルワカ　ワカバヤシ眼鏡店　鍛冶町本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

19,621 秋田県 横手市 みうらでんか 小売業 電化製品 5%

19,622 秋田県 横手市 道の駅　十文字 小売業 食料品 5%

19,623 秋田県 横手市 ＭＩＸＸ サービス 飲食業 5%

19,624 秋田県 横手市 みどり光学社　横手店 小売業 電化製品 5%

19,625 秋田県 横手市 メガネと補聴器のエルピス 小売業 その他小売 5%

19,626 秋田県 横手市 ｍｏｃｋ サービス 飲食業 5%

19,627 秋田県 横手市 有限会社小松商店 小売業 電化製品 5%

19,628 秋田県 横手市 有限会社高橋種苗園 小売業 家具・調度品 5%

19,629 秋田県 横手市 ［ＨＣ］有限会社トップデンキ 小売業 電化製品 5%

19,630 秋田県 横手市 横手赤坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,631 秋田県 横手市 セブン－イレブン横手浅舞店 小売業 食料品 2%

19,632 秋田県 横手市 セブン－イレブン横手雄物川店 小売業 食料品 2%

19,633 秋田県 横手市 セブン－イレブン横手上真山店 小売業 食料品 2%

19,634 秋田県 横手市 セブン－イレブン横手三ノ口店 小売業 食料品 2%

19,635 秋田県 横手市 横手東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,636 秋田県 横手市 セブン－イレブン横手婦気大堤店 小売業 食料品 2%

19,637 秋田県 横手市 セブン－イレブン横手平和町店 小売業 食料品 2%

19,638 秋田県 横手市 セブン－イレブン横手八幡店 小売業 食料品 2%

19,639 秋田県 横手市 横手四ノ口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,640 秋田県 横手市 ラーメン神蔵十文字店 サービス 飲食業 5%

19,641 秋田県 横手市 ラーメン神蔵横手店 サービス 飲食業 5%

19,642 秋田県 横手市 レ・メエル 小売業 その他小売 5%

19,643 秋田県 横手市 蕗月堂 蕗月堂 小売業 食料品 5%

19,644 山形県 朝日町 セブン－イレブン朝日町宮宿店 小売業 食料品 2%

19,645 山形県 朝日町 ａｔＬＯＵＮＧＥ サービス その他サービス 5%

19,646 山形県 朝日町 佐藤電機 小売業 電化製品 5%

19,647 山形県 朝日町 ＪＡアグリ　朝日店 小売業 その他小売 5%

19,648 山形県 飯豊町 飯豊　グリーンセンター 小売業 その他小売 5%

19,649 山形県 飯豊町 セブン－イレブン飯豊萩生店 小売業 食料品 2%

19,650 山形県 飯豊町 いいでら サービス 飲食業 5%

19,651 山形県 飯豊町 三陽電気 小売業 電化製品 5%

19,652 山形県 飯豊町 椿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,653 山形県 飯豊町 東山工業団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,654 山形県 飯豊町 ほそやでんき　飯豊店 小売業 電化製品 5%

19,655 山形県 飯豊町 ＨＯＴＥＬ　ＳＬＯＷ　ＶＩＬＬＡＧＥ サービス 宿泊業 5%

19,656 山形県 大石田町 Ｍ’ｓ　Ａｕｔｏ サービス その他サービス 5%
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19,657 山形県 大石田町 大石田バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,658 山形県 大石田町 尾花沢ＢＰＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,659 山形県 大石田町 （株）伊藤自動車バイパス店 サービス その他サービス 5%

19,660 山形県 大石田町 ＪＡグリーン　おおいしだ 小売業 その他小売 5%

19,661 山形県 大江町 左沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,662 山形県 大江町 左沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,663 山形県 大江町 一ノ瀬正行税理士事務所 サービス その他サービス 5%

19,664 山形県 大江町 セブン－イレブン大江藤田店 小売業 食料品 2%

19,665 山形県 大江町 セブン－イレブン大江本郷店 小売業 食料品 2%

19,666 山形県 大江町 カイノ電器　ステージ２１ 小売業 電化製品 5%

19,667 山形県 大江町 ＪＡアグリ　大江店 小売業 その他小売 5%

19,668 山形県 大江町 武田八百屋 小売業 食料品 5%

19,669 山形県 大江町 有限会社山十呉服店 小売業 衣料品 5%

19,670 山形県 大蔵村 大蔵ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,671 山形県 大蔵村 有限会社カネヤマ商店 小売業 食料品 5%

19,672 山形県 大蔵村 株式会社　佐々木商店 小売業 食料品 5%

19,673 山形県 大蔵村 小関デンキ 小売業 電化製品 5%

19,674 山形県 大蔵村 そば処寿屋　そば処寿屋 サービス 飲食業 5%

19,675 山形県 大蔵村 ＪＭ／肘折温泉ほていや 小売業 家具・調度品 5%

19,676 山形県 小国町 出光小国東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,677 山形県 小国町 小国ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,678 山形県 小国町 小国東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,679 山形県 小国町 国民宿舎飯豊梅花皮荘 サービス 宿泊業 5%

19,680 山形県 小国町 国民宿舎飯豊梅花皮荘 サービス 宿泊業 5%

19,681 山形県 小国町 旬彩うを徳 サービス 飲食業 5%

19,682 山形県 小国町 パナック　イトウ 小売業 電化製品 5%

19,683 山形県 小国町 麺屋　雪国 サービス 飲食業 5%

19,684 山形県 小国町 セブン－イレブン山形小国町町原店 小売業 食料品 2%

19,685 山形県 小国町 木村家菓子店 小売業 食料品 5%

19,686 山形県 尾花沢市 大崎屋 小売業 衣料品 5%

19,687 山形県 尾花沢市 おーばん尾花沢店 小売業 食料品 5%

19,688 山形県 尾花沢市 おーばん南尾花沢店 小売業 食料品 5%

19,689 山形県 尾花沢市 出光尾花沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,690 山形県 尾花沢市 尾花沢仲町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,691 山形県 尾花沢市 尾花沢北セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,692 山形県 尾花沢市 セブン－イレブン尾花沢中町店 小売業 食料品 2%

19,693 山形県 尾花沢市 尾花沢バイパスぴ－まんＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,694 山形県 尾花沢市 セブン－イレブン尾花沢若葉町２丁目店 小売業 食料品 2%

19,695 山形県 尾花沢市 （株）伊藤自動車 サービス その他サービス 5%

19,696 山形県 尾花沢市 （株）伊藤自動車鈑金工場 サービス その他サービス 5%

19,697 山形県 尾花沢市 株）文長 小売業 その他小売 5%

19,698 山形県 尾花沢市 古勢起屋　別館 サービス 宿泊業 5%
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19,699 山形県 尾花沢市 ＪＡグリーン　おばなざわ 小売業 その他小売 5%

19,700 山形県 尾花沢市 仙峡の宿銀山荘 サービス 宿泊業 5%

19,701 山形県 尾花沢市 タイヤショップ北部 小売業 その他小売 5%

19,702 山形県 尾花沢市 株式会社戸津自動車 サービス その他サービス 5%

19,703 山形県 尾花沢市 能登屋旅館 サービス 宿泊業 5%

19,704 山形県 尾花沢市 びっくり市北村山店 小売業 食料品 5%

19,705 山形県 尾花沢市 富士スポーツ本店 小売業 その他小売 5%

19,706 山形県 尾花沢市 平安堂セレモニーホール サービス その他サービス 5%

19,707 山形県 尾花沢市 道の駅　尾花沢 小売業 家具・調度品 5%

19,708 山形県 尾花沢市 名代 手打そば処 福原家 サービス 飲食業 5%

19,709 山形県 尾花沢市 山形そうごうテクニカルサービス 小売業 電化製品 5%

19,710 山形県 尾花沢市 山形ダイハツ販売尾花沢店 小売業 その他小売 5%

19,711 山形県 尾花沢市 旅館　藤屋 サービス 宿泊業 5%

19,712 山形県 金山町 ふるせ電器店 小売業 電化製品 5%

19,713 山形県 金山町 セブン－イレブン山形金山町店 小売業 食料品 2%

19,714 山形県 河北町 株　オートランド嶋屋 小売業 その他小売 5%

19,715 山形県 河北町 株式会社丹野商店　本社 小売業 食料品 5%

19,716 山形県 河北町 河北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,717 山形県 河北町 セブン－イレブン河北谷地ひな市３丁目店 小売業 食料品 2%

19,718 山形県 河北町 岸電気商会 小売業 電化製品 5%

19,719 山形県 河北町 酒のクサカベ 小売業 食料品 5%

19,720 山形県 河北町 三吉麹屋 小売業 食料品 5%

19,721 山形県 河北町 ＪＡアグリ　河北店 小売業 家具・調度品 5%

19,722 山形県 河北町 すいみんハウス　富士奴 小売業 家具・調度品 5%

19,723 山形県 河北町 須賀川油店　溝延ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,724 山形県 河北町 寿司懐石しょうじ サービス 飲食業 5%

19,725 山形県 河北町 高関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,726 山形県 河北町 ドコモショップ　河北店 小売業 その他小売 5%

19,727 山形県 河北町 ナカジマスポーツ ナカジマスポーツ 小売業 その他小売 5%

19,728 山形県 河北町 港屋電器 小売業 電化製品 5%

19,729 山形県 河北町 谷地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,730 山形県 河北町 谷地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,731 山形県 河北町 山崎商事株式会社 小売業 その他小売 5%

19,732 山形県 河北町 有限会社三沢写真館 小売業 電化製品 5%

19,733 山形県 河北町 有限会社矢口自動車 サービス その他サービス 5%

19,734 山形県 河北町 レディスショップ幸 小売業 衣料品 5%

19,735 山形県 上山市 味処松乃屋 サービス 飲食業 5%

19,736 山形県 上山市 石井ペンション サービス 宿泊業 5%

19,737 山形県 上山市 井上糸屋 小売業 衣料品 5%

19,738 山形県 上山市 ウールの須田 小売業 衣料品 5%

19,739 山形県 上山市 ＷＦ＆Ｗ　ファームショップ 小売業 食料品 5%

19,740 山形県 上山市 エスト昭栄上山 小売業 電化製品 5%
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19,741 山形県 上山市 宴庭　はやと サービス 飲食業 5%

19,742 山形県 上山市 おーばん上山店 小売業 食料品 5%

19,743 山形県 上山市 カーピットウイング 小売業 その他小売 5%

19,744 山形県 上山市 菓子処やりみず 小売業 食料品 5%

19,745 山形県 上山市 上山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,746 山形県 上山市 セブン－イレブン上山朝日台１丁目店 小売業 食料品 2%

19,747 山形県 上山市 果実の山　あずま屋 サービス 宿泊業 5%

19,748 山形県 上山市 セブン－イレブン上山河崎店 小売業 食料品 2%

19,749 山形県 上山市 セブン－イレブン上山蔵王の森店 小売業 食料品 2%

19,750 山形県 上山市 上山中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,751 山形県 上山市 上山店 サービス 理容・美容業 5%

19,752 山形県 上山市 上山バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,753 山形県 上山市 上山バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,754 山形県 上山市 上ノ山南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,755 山形県 上山市 セブン－イレブン上山みはらし南店 小売業 食料品 2%

19,756 山形県 上山市 セブン－イレブン上山矢来店 小売業 食料品 2%

19,757 山形県 上山市 郷土銘菓処　大國屋 小売業 食料品 5%

19,758 山形県 上山市 くだものうつわ 小売業 家具・調度品 5%

19,759 山形県 上山市 グリーンやまがた南部店 小売業 その他小売 5%

19,760 山形県 上山市 個人 恭葉タクシー サービス 運輸業 5%

19,761 山形県 上山市 彩花亭　時代屋 サービス 宿泊業 5%

19,762 山形県 上山市 ソフィア 小売業 衣料品 5%

19,763 山形県 上山市 月岡ホテル サービス 宿泊業 5%

19,764 山形県 上山市 電化プラン　スギハラ 小売業 電化製品 5%

19,765 山形県 上山市 展望露天の湯有馬館 サービス 宿泊業 5%

19,766 山形県 上山市 ドコモショップ上山店 小売業 電化製品 5%

19,767 山形県 上山市 トヨタレンタリース山形かみのやま温泉駅前 サービス その他サービス 2%

19,768 山形県 上山市 日本の宿　古窯 サービス 宿泊業 5%

19,769 山形県 上山市 農家の店トマト上山店 小売業 家具・調度品 5%

19,770 山形県 上山市 はたごの心橋本屋 サービス 宿泊業 5%

19,771 山形県 上山市 花明りの宿　月の池 サービス 宿泊業 5%

19,772 山形県 上山市 葉山舘 サービス 宿泊業 5%

19,773 山形県 上山市 Ｂｅ－Ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

19,774 山形県 上山市 Ｂｅ－Ｓｔｙｌｅ物販部 小売業 その他小売 5%

19,775 山形県 上山市 美容室ＡＲＩＥ サービス 理容・美容業 5%

19,776 山形県 上山市 美容室パザパ　上山店 サービス 理容・美容業 5%

19,777 山形県 上山市 ファーマーズマーケットトマト上山店 小売業 食料品 5%

19,778 山形県 上山市 別館ふじや旅館 サービス 宿泊業 5%

19,779 山形県 上山市 Ｐｅｎｓｉｏｎ　ＳＴＥＬＬＡ サービス 宿泊業 5%

19,780 山形県 上山市 ペンションＴＯＯコットン サービス 宿泊業 5%

19,781 山形県 上山市 ペンションノエル サービス 宿泊業 5%

19,782 山形県 上山市 Ｐｅｎｓｉｏｎ　Ｂｒｏｗｎ　ペンションブラウン サービス 宿泊業 5%
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19,783 山形県 上山市 マクドナルド上山ヨークタウン店 サービス 飲食業 2%

19,784 山形県 上山市 名月荘 サービス 宿泊業 5%

19,785 山形県 上山市 ゆうき総業株式会社 サービス その他サービス 5%

19,786 山形県 上山市 有）いなげ花店 小売業 その他小売 5%

19,787 山形県 上山市 有）いなげ花店ヤマザワ上山支店 小売業 その他小売 5%

19,788 山形県 上山市 有限会社タケダワイナリー サービス その他サービス 5%

19,789 山形県 川西町 出光川西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,790 山形県 川西町 うめや川西店 小売業 食料品 5%

19,791 山形県 川西町 家電館ダイニデンキ 小売業 電化製品 5%

19,792 山形県 川西町 川西　グリーンセンター 小売業 その他小売 5%

19,793 山形県 川西町 セブン－イレブン川西町上小松店 小売業 食料品 2%

19,794 山形県 川西町 セブン－イレブン川西町高山店 小売業 食料品 2%

19,795 山形県 川西町 かんの 小売業 その他小売 5%

19,796 山形県 川西町 小松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,797 山形県 川西町 寒河江長蔵商店 小売業 食料品 5%

19,798 山形県 川西町 ＡＳＡＨＩＴＯＷＮＬＯＵＮＧＥ サービス その他サービス 5%

19,799 山形県 川西町 電化シヨツプ梅津 小売業 電化製品 5%

19,800 山形県 川西町 ドッグサロンふわふわたいむ サービス その他サービス 5%

19,801 山形県 川西町 ドッグサロンふわふわたいむ サービス その他サービス 5%

19,802 山形県 寒河江市 アグリランド・産直センター 小売業 食料品 5%

19,803 山形県 寒河江市 出光左沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,804 山形県 寒河江市 石山真空 小売業 電化製品 5%

19,805 山形県 寒河江市 羽前宮内バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,806 山形県 寒河江市 卯月製麺直営店 小売業 食料品 5%

19,807 山形県 寒河江市 ＥｎｅＪｅｔ寒河江南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,808 山形県 寒河江市 オーディン寒河江店 小売業 その他小売 5%

19,809 山形県 寒河江市 おーばん寒河江店 小売業 食料品 5%

19,810 山形県 寒河江市 カイノ電器 小売業 電化製品 5%

19,811 山形県 寒河江市 カイノ電器寒河江店 小売業 電化製品 5%

19,812 山形県 寒河江市 カスカワスポーツ寒河江店 小売業 その他小売 5%

19,813 山形県 寒河江市 兼子電器 小売業 電化製品 5%

19,814 山形県 寒河江市 株式会社チャンピオン寒河江店 小売業 その他小売 5%

19,815 山形県 寒河江市 株式会社新関タイヤ 小売業 その他小売 5%

19,816 山形県 寒河江市 かもだ酒店 小売業 食料品 5%

19,817 山形県 寒河江市 カモタ晶美堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

19,818 山形県 寒河江市 ＧＥＡ３ サービス 飲食業 5%

19,819 山形県 寒河江市 木村石油株式会社本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,820 山形県 寒河江市 有限会社菓子舗くさかり 小売業 食料品 5%

19,821 山形県 寒河江市 ＡＥ株式会社国井商事 小売業 その他小売 5%

19,822 山形県 寒河江市 ゴトウ時計眼鏡店 小売業 その他小売 5%

19,823 山形県 寒河江市 寒河江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,824 山形県 寒河江市 寒河江ＳＳ　寒河江石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%
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19,825 山形県 寒河江市 出光寒河江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,826 山形県 寒河江市 セブン－イレブン寒河江島店 小売業 食料品 2%

19,827 山形県 寒河江市 セブン－イレブン寒河江市役所前店 小売業 食料品 2%

19,828 山形県 寒河江市 栄寿司 サービス 飲食業 5%

19,829 山形県 寒河江市 寒河江タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

19,830 山形県 寒河江市 セブン－イレブン寒河江中央工業団地入口店 小売業 食料品 2%

19,831 山形県 寒河江市 寒河江店 サービス 理容・美容業 5%

19,832 山形県 寒河江市 セブン－イレブン寒河江仲谷地店 小売業 食料品 2%

19,833 山形県 寒河江市 セブン－イレブン寒河江西根店 小売業 食料品 2%

19,834 山形県 寒河江市 セブン－イレブン寒河江バイパス店 小売業 食料品 2%

19,835 山形県 寒河江市 寒河江東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,836 山形県 寒河江市 寒河江陵東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,837 山形県 寒河江市 酒専門店たかしま屋 小売業 食料品 5%

19,838 山形県 寒河江市 Ｓａｔｏ－Ｓ２株式会社 小売業 衣料品 5%

19,839 山形県 寒河江市 佐藤無線 小売業 電化製品 5%

19,840 山形県 寒河江市 ＪＡ　さがえ西村山　チェリーランド店 小売業 その他小売 5%

19,841 山形県 寒河江市 ＪＡアグリ　朝日店 小売業 その他小売 5%

19,842 山形県 寒河江市 ＪＡアグリ　河北店 小売業 家具・調度品 5%

19,843 山形県 寒河江市 ＪＡアグリ　中央店 小売業 その他小売 5%

19,844 山形県 寒河江市 ＪＡアグリ　中央店 小売業 その他小売 5%

19,845 山形県 寒河江市 ＪＡさがえ西村山　経済部 小売業 その他小売 5%

19,846 山形県 寒河江市 至福の楽園和楽寒河江店 サービス 飲食業 5%

19,847 山形県 寒河江市 島屋 小売業 衣料品 5%

19,848 山形県 寒河江市 島屋 島屋 小売業 衣料品 5%

19,849 山形県 寒河江市 セルフ陵東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,850 山形県 寒河江市 ソフトバンク　寒河江 小売業 電化製品 5%

19,851 山形県 寒河江市 太郎兵衛そば本舗 小売業 食料品 5%

19,852 山形県 寒河江市 チャンピオン寒河江店 小売業 その他小売 5%

19,853 山形県 寒河江市 とみひろ寒河江店 小売業 衣料品 5%

19,854 山形県 寒河江市 トヨタレンタリース山形寒河江店 サービス その他サービス 2%

19,855 山形県 寒河江市 ２９ｃａｆｅＫＩＲＡＫＵ サービス 飲食業 5%

19,856 山形県 寒河江市 ２９ｃａｆｅＫＩＲＡＫＵ サービス 飲食業 5%

19,857 山形県 寒河江市 肉の小林 小売業 食料品 5%

19,858 山形県 寒河江市 酔美處ろばた サービス 飲食業 5%

19,859 山形県 寒河江市 酔美處ろばた宴会場 サービス 飲食業 5%

19,860 山形県 寒河江市 光運転代行社　光運転代行社 サービス その他サービス 5%

19,861 山形県 寒河江市 ピザテン・フォー　山形寒河江店　２ サービス その他サービス 5%

19,862 山形県 寒河江市 びっくり市寒河江店 小売業 食料品 5%

19,863 山形県 寒河江市 日和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,864 山形県 寒河江市 ｆｅｍｍｅ サービス 理容・美容業 5%

19,865 山形県 寒河江市 ブールシャンティー 小売業 食料品 5%

19,866 山形県 寒河江市 ブティック　絵里香 小売業 衣料品 5%
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19,867 山形県 寒河江市 プライムオート 小売業 その他小売 5%

19,868 山形県 寒河江市 古澤酒造 資料館 小売業 食料品 5%

19,869 山形県 寒河江市 出光フレンドリーセルフAH寒河江西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,870 山形県 寒河江市 北斗クラフト サービス その他サービス 5%

19,871 山形県 寒河江市 マクドナルド寒河江店 サービス 飲食業 2%

19,872 山形県 寒河江市 めがねのコバヤシ　寒河江店 小売業 貴金属・服飾品 5%

19,873 山形県 寒河江市 元町どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

19,874 山形県 寒河江市 山形県酒類卸株式会社 小売業 食料品 5%

19,875 山形県 寒河江市 山形自動車道　上下　さがえサービスエリアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,876 山形県 寒河江市 山形ダイハツ販売寒河江店 小売業 その他小売 5%

19,877 山形県 寒河江市 やまなか家　寒河江店 サービス 飲食業 5%

19,878 山形県 寒河江市 吉見電器店 小売業 電化製品 5%

19,879 山形県 寒河江市 吉見電器店寒河江店 小売業 電化製品 5%

19,880 山形県 酒田市 あい電ダイワ一番館 小売業 電化製品 5%

19,881 山形県 酒田市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｅｄｄｙ酒田 サービス 理容・美容業 5%

19,882 山形県 酒田市 Ａｇｕ ｈａｉｒ ｍａｒｃ酒田 サービス 理容・美容業 5%

19,883 山形県 酒田市 アスカＲ３４５ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,884 山形県 酒田市 アトリエ　さる・るるる 小売業 衣料品 5%

19,885 山形県 酒田市 阿部鮮魚店 小売業 食料品 5%

19,886 山形県 酒田市 電器館いのうえ 小売業 電化製品 5%

19,887 山形県 酒田市 マルイ電気商会 小売業 電化製品 5%

19,888 山形県 酒田市 イケダ楽器 小売業 その他小売 5%

19,889 山形県 酒田市 池乃屋 小売業 衣料品 5%

19,890 山形県 酒田市 イサムデンキ 小売業 電化製品 5%

19,891 山形県 酒田市 石川金吉商店　石川金吉商店 小売業 その他小売 5%

19,892 山形県 酒田市 刈屋梨 伊藤なし園 小売業 食料品 5%

19,893 山形県 酒田市 今井漬物店 小売業 食料品 5%

19,894 山形県 酒田市 インテリエ 小売業 衣料品 5%

19,895 山形県 酒田市 Ｗｅｄｇｅ サービス 理容・美容業 5%

19,896 山形県 酒田市 ｕｔａｔａｎｅｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

19,897 山形県 酒田市 ＥｎｅＪｅｔ酒田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,898 山形県 酒田市 エビスヤ薬局瑞穂 小売業 その他小売 5%

19,899 山形県 酒田市 ａｕショップ　酒田ゆたか 小売業 電化製品 5%

19,900 山形県 酒田市 奥羽旅人ネイチャーセンター サービス その他サービス 5%

19,901 山形県 酒田市 大沼酒店 小売業 食料品 5%

19,902 山形県 酒田市 オオマチＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,903 山形県 酒田市 尾川園 小売業 食料品 5%

19,904 山形県 酒田市 オフハウス酒田店 小売業 その他小売 2%

19,905 山形県 酒田市 おもちゃ屋本舗 小売業 その他小売 5%

19,906 山形県 酒田市 おもちゃ屋本舗酒田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

19,907 山形県 酒田市 かざえもん サービス 飲食業 5%

19,908 山形県 酒田市 カットハウスごろべえ サービス 理容・美容業 5%
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19,909 山形県 酒田市 カットハウスタカラ サービス 理容・美容業 5%

19,910 山形県 酒田市 加藤石材店 小売業 その他小売 5%

19,911 山形県 酒田市 株式会社チャンピオン酒田店 小売業 その他小売 5%

19,912 山形県 酒田市 株式会社マルエン サービス その他サービス 5%

19,913 山形県 酒田市 カーポート庄内サービスセンター 小売業 その他小売 5%

19,914 山形県 酒田市 カーポート庄内本店 小売業 その他小売 5%

19,915 山形県 酒田市 からくさや 小売業 衣料品 5%

19,916 山形県 酒田市 河井電気商会 小売業 電化製品 5%

19,917 山形県 酒田市 川南マゴム電気店 小売業 電化製品 5%

19,918 山形県 酒田市 函太郎　酒田店 サービス 飲食業 5%

19,919 山形県 酒田市 木川屋山居倉庫店 小売業 食料品 5%

19,920 山形県 酒田市 木川屋商店 小売業 食料品 5%

19,921 山形県 酒田市 木川屋みなと市場店 小売業 食料品 5%

19,922 山形県 酒田市 喫茶ＣＬＯＡＫ サービス 飲食業 5%

19,923 山形県 酒田市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ酒田店 小売業 その他小売 5%

19,924 山形県 酒田市 くらしのホットタウン 小売業 その他小売 5%

19,925 山形県 酒田市 ケイテック サービス その他サービス 5%

19,926 山形県 酒田市 小いけ　酒田店 小売業 衣料品 5%

19,927 山形県 酒田市 コクピット　アマーレ 小売業 その他小売 2%

19,928 山形県 酒田市 ＣｏＣｏ サービス 理容・美容業 5%

19,929 山形県 酒田市 コスモニュープラザ大宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,930 山形県 酒田市 こだわりの味噌工房ラーメン哲 サービス 飲食業 5%

19,931 山形県 酒田市 Ｓａｉ塗Ｃａｒ サービス その他サービス 5%

19,932 山形県 酒田市 出光酒田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,933 山形県 酒田市 セブン－イレブン酒田東町店 小売業 食料品 2%

19,934 山形県 酒田市 酒田泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,935 山形県 酒田市 酒田営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,936 山形県 酒田市 酒田駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,937 山形県 酒田市 セブン－イレブン酒田上安町店 小売業 食料品 2%

19,938 山形県 酒田市 酒田亀ケ崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,939 山形県 酒田市 セブン－イレブン酒田亀ヶ崎５丁目店 小売業 食料品 2%

19,940 山形県 酒田市 セブン－イレブン酒田亀ヶ崎２丁目店 小売業 食料品 2%

19,941 山形県 酒田市 セブン－イレブン酒田こあら１丁目店 小売業 食料品 2%

19,942 山形県 酒田市 セブン－イレブン酒田砂越店 小売業 食料品 2%

19,943 山形県 酒田市 セブン－イレブン酒田錦町４丁目店 小売業 食料品 2%

19,944 山形県 酒田市 セブン－イレブン酒田日本海病院前店 小売業 食料品 2%

19,945 山形県 酒田市 酒田バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,946 山形県 酒田市 セブン－イレブン酒田浜松町店 小売業 食料品 2%

19,947 山形県 酒田市 セブン－イレブン酒田東泉２丁目店 小売業 食料品 2%

19,948 山形県 酒田市 セブン－イレブン酒田東両羽町店 小売業 食料品 2%

19,949 山形県 酒田市 セブン－イレブン酒田光ケ丘１丁目店 小売業 食料品 2%

19,950 山形県 酒田市 セブン－イレブン酒田本町３丁目店 小売業 食料品 2%
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19,951 山形県 酒田市 酒田南 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,952 山形県 酒田市 セブン－イレブン酒田宮野浦店 小売業 食料品 2%

19,953 山形県 酒田市 酒田屋 小売業 食料品 5%

19,954 山形県 酒田市 サトーテレビ 小売業 電化製品 5%

19,955 山形県 酒田市 ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ サービス 理容・美容業 5%

19,956 山形県 酒田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンポートあずま店 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,957 山形県 酒田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンポートいずみ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,958 山形県 酒田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンポートにしき店 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,959 山形県 酒田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンポートみずほ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,960 山形県 酒田市 Ｓｅｅｄｓ サービス 理容・美容業 5%

19,961 山形県 酒田市 ＪＡ庄内みどり　葬祭センター サービス その他サービス 5%

19,962 山形県 酒田市 美容カイロエステＳＨＩＴＡＲＡ サービス 理容・美容業 5%

19,963 山形県 酒田市 信夫電気店 小売業 電化製品 5%

19,964 山形県 酒田市 ＪＨＡＫ　ＲＯＡＤ サービス その他サービス 5%

19,965 山形県 酒田市 秀電社酒田店 小売業 その他小売 5%

19,966 山形県 酒田市 荘内眼鏡院 小売業 貴金属・服飾品 5%

19,967 山形県 酒田市 荘内眼鏡院　いずみ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

19,968 山形県 酒田市 荘内眼鏡院　東泉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

19,969 山形県 酒田市 荘内眼鏡院　みずほ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

19,970 山形県 酒田市 荘内眼鏡院　みずほ本店 小売業 その他小売 5%

19,971 山形県 酒田市 庄内タイヤ 小売業 その他小売 5%

19,972 山形県 酒田市 庄内ヤクルト販売 酒田北センター 小売業 食料品 5%

19,973 山形県 酒田市 庄内ヤクルト販売　酒田東センター 小売業 食料品 5%

19,974 山形県 酒田市 治郎兵衛 サービス 飲食業 5%

19,975 山形県 酒田市 ｊｉｎｔｏｓｈｉ サービス 理容・美容業 5%

19,976 山形県 酒田市 新日本補聴器センター酒田店 小売業 その他小売 5%

19,977 山形県 酒田市 睡眠屋 サービス その他サービス 5%

19,978 山形県 酒田市 寿司・割烹　鈴政 サービス 飲食業 5%

19,979 山形県 酒田市 すずきかでん 小売業 電化製品 5%

19,980 山形県 酒田市 すまーと サービス その他サービス 5%

19,981 山形県 酒田市 ＳＬＥＥＫ サービス 理容・美容業 5%

19,982 山形県 酒田市 生協　こぴあコープ酒田 小売業 食料品 5%

19,983 山形県 酒田市 生協　コープなかのくち 小売業 食料品 5%

19,984 山形県 酒田市 セカンドリーフ 小売業 その他小売 5%

19,985 山形県 酒田市 ＺＥＳＴ酒田店 ＺＥＳＴ 小売業 衣料品 5%

19,986 山形県 酒田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフサンポートあずま店 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,987 山形県 酒田市 セルフ宮海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,988 山形県 酒田市 タイムズスクエア 小売業 貴金属・服飾品 5%

19,989 山形県 酒田市 株式会社タイヨウ開発 小売業 その他小売 5%

19,990 山形県 酒田市 高砂給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,991 山形県 酒田市 出光高見台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

19,992 山形県 酒田市 ちゃんこ　北の富士 サービス 飲食業 5%
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19,993 山形県 酒田市 チャンピオン　酒田店 小売業 その他小売 5%

19,994 山形県 酒田市 司ボデー サービス その他サービス 5%

19,995 山形県 酒田市 手打そば出羽 サービス 飲食業 5%

19,996 山形県 酒田市 デンキの渋谷 小売業 電化製品 5%

19,997 山形県 酒田市 ト一屋駅東店 小売業 食料品 5%

19,998 山形県 酒田市 ト一屋新橋店 小売業 食料品 5%

19,999 山形県 酒田市 ト一屋新町店 小売業 食料品 5%

20,000 山形県 酒田市 ト一屋住吉町店 小売業 食料品 5%

20,001 山形県 酒田市 ト一屋千石町店 小売業 食料品 5%

20,002 山形県 酒田市 ト一屋高見台店 小売業 食料品 5%

20,003 山形県 酒田市 ト一屋中町店 小売業 食料品 5%

20,004 山形県 酒田市 ト一屋みずほ通り店 小売業 食料品 5%

20,005 山形県 酒田市 とがし肉家酒田店 サービス 飲食業 5%

20,006 山形県 酒田市 ドコモショップ　酒田北店 小売業 電化製品 5%

20,007 山形県 酒田市 ドコモショップ　酒田みずほ店 小売業 電化製品 5%

20,008 山形県 酒田市 土門拳記念館 サービス その他サービス 5%

20,009 山形県 酒田市 トヨタレンタリース山形　酒田駅前店 サービス その他サービス 2%

20,010 山形県 酒田市 トヨタレンタリース山形庄内空港店 サービス その他サービス 2%

20,011 山形県 酒田市 ｔｒｏａ　ａｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,012 山形県 酒田市 日石八幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,013 山形県 酒田市 日本料理御園 小売業 食料品 5%

20,014 山形県 酒田市 ハードオフ酒田店 小売業 その他小売 2%

20,015 山形県 酒田市 配送部 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,016 山形県 酒田市 ＨＯＷＬ／ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

20,017 山形県 酒田市 蜂屋　蜂屋 小売業 その他小売 5%

20,018 山形県 酒田市 ＢＡＮＡＮＡＦＩＳＨ 小売業 衣料品 5%

20,019 山形県 酒田市 パネットあべ 小売業 電化製品 5%

20,020 山形県 酒田市 パネットあべでんき 小売業 電化製品 5%

20,021 山形県 酒田市 はりきゅう院自然食品店ＨＡＣＨＩ 小売業 食料品 5%

20,022 山形県 酒田市 ｂｅ．ｍｏｄｅ．ｌｅｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

20,023 山形県 酒田市 びっくり市酒田店 小売業 食料品 5%

20,024 山形県 酒田市 響や サービス 飲食業 5%

20,025 山形県 酒田市 セブン－イレブン平田町飛鳥店 小売業 食料品 2%

20,026 山形県 酒田市 ファッション田賀 ファッション田賀 小売業 衣料品 5%

20,027 山形県 酒田市 フォトキャンバス サービス その他サービス 5%

20,028 山形県 酒田市 藤井株式会社　酒田支店 小売業 衣料品 5%

20,029 山形県 酒田市 ふとんの池田　酒田店 小売業 家具・調度品 5%

20,030 山形県 酒田市 フミヤ 小売業 衣料品 5%

20,031 山形県 酒田市 ＦｌｏｗｅｒＳａｌｏｎＲｏｓａ 小売業 その他小売 5%

20,032 山形県 酒田市 ヘアーカットサロンいちろう サービス 理容・美容業 5%

20,033 山形県 酒田市 ヘアーカットサロンいちろう　東泉町店 サービス 理容・美容業 5%

20,034 山形県 酒田市 ヘアーカットサロンいちろう　東泉町店 サービス 理容・美容業 5%
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20,035 山形県 酒田市 ヘアルーム　ＢＯＷＩＥ サービス 理容・美容業 5%

20,036 山形県 酒田市 ペレットマン酒田店（株）平良農園 サービス その他サービス 5%

20,037 山形県 酒田市 宝石の柿崎 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,038 山形県 酒田市 ホテルイン酒田 サービス 宿泊業 5%

20,039 山形県 酒田市 ホテルイン酒田駅前 サービス 宿泊業 5%

20,040 山形県 酒田市 ホテル　リッチ　ガーデン酒田　フロント サービス 宿泊業 5%

20,041 山形県 酒田市 ホテル　リッチ　ガーデン酒田　レストラン サービス 宿泊業 5%

20,042 山形県 酒田市 ホテルリッチ＆ガーデン酒田 サービス 宿泊業 5%

20,043 山形県 酒田市 ホリタイヤ酒田店 小売業 その他小売 5%

20,044 山形県 酒田市 ホンダウィング荘内 小売業 その他小売 5%

20,045 山形県 酒田市 ホンダドリーム酒田 小売業 その他小売 5%

20,046 山形県 酒田市 ほんま 小売業 その他小売 5%

20,047 山形県 酒田市 マート三沢 小売業 その他小売 5%

20,048 山形県 酒田市 マクドナルドイオン酒田南店 サービス 飲食業 2%

20,049 山形県 酒田市 マクドナルド酒田こぴあコープ店 サービス 飲食業 2%

20,050 山形県 酒田市 マリーン５清水屋 小売業 その他小売 5%

20,051 山形県 酒田市 まる五 小売業 その他小売 5%

20,052 山形県 酒田市 Ｍａｍｍａ　Ｍｉａ サービス 飲食業 5%

20,053 山形県 酒田市 ミサワ車体　酒田（営） サービス その他サービス 5%

20,054 山形県 酒田市 みずほ　八文字屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,055 山形県 酒田市 みどり電化チェーン　松山石黒店 小売業 電化製品 5%

20,056 山形県 酒田市 みどり電化チェーン本部 小売業 電化製品 5%

20,057 山形県 酒田市 みどりの里　山居館 小売業 食料品 5%

20,058 山形県 酒田市 宮海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,059 山形県 酒田市 めがねのアイライフ 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,060 山形県 酒田市 めん工房　さらしな サービス 飲食業 5%

20,061 山形県 酒田市 メンズショップマルハチ 小売業 衣料品 5%

20,062 山形県 酒田市 メンズショップマルハチ 小売業 衣料品 5%

20,063 山形県 酒田市 山形ダイハツ販売　酒田店 小売業 その他小売 5%

20,064 山形県 酒田市 やましょう 小売業 その他小売 5%

20,065 山形県 酒田市 有限会社木川屋商店　木川屋　山居倉庫店 小売業 食料品 5%

20,066 山形県 酒田市 楽食家たちかわ サービス 飲食業 5%

20,067 山形県 酒田市 りらく庵 サービス 理容・美容業 5%

20,068 山形県 酒田市 ル・ポットフー サービス 飲食業 5%

20,069 山形県 酒田市 るっく理容　るっく サービス 理容・美容業 5%

20,070 山形県 酒田市 ｌｏｂｂｙ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

20,071 山形県 酒田市 ＹＳＰ酒田 小売業 その他小売 5%

20,072 山形県 酒田市 若竹町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,073 山形県 酒田市 若葉旅館 サービス 宿泊業 5%

20,074 山形県 酒田市 和光酒販　亀ヶ崎店 小売業 食料品 5%

20,075 山形県 酒田市 和光酒販高見台店 小売業 食料品 5%

20,076 山形県 酒田市 ワタライ 小売業 その他小売 5%
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20,077 山形県 鮭川村 天童動物病院鮭川分院 サービス その他サービス 5%

20,078 山形県 庄内町 余目北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,079 山形県 庄内町 余目西　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,080 山形県 庄内町 セブン－イレブン余目バイパス店 小売業 食料品 2%

20,081 山形県 庄内町 あまるめホッとホーム 小売業 家具・調度品 5%

20,082 山形県 庄内町 あまるめホッとホーム 小売業 家具・調度品 5%

20,083 山形県 庄内町 大滝電器 小売業 電化製品 5%

20,084 山形県 庄内町 株式会社チャンピオン余目店 小売業 その他小売 5%

20,085 山形県 庄内町 斎藤長之助輪店 小売業 その他小売 5%

20,086 山形県 庄内町 斎藤長之助輪店 小売業 その他小売 5%

20,087 山形県 庄内町 佐藤善治商店ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,088 山形県 庄内町 佐藤米穀店 小売業 その他小売 5%

20,089 山形県 庄内町 佐藤米穀店　お米 小売業 食料品 5%

20,090 山形県 庄内町 セブン－イレブン庄内余目月屋敷店 小売業 食料品 2%

20,091 山形県 庄内町 スガワラ電器 小売業 電化製品 5%

20,092 山形県 庄内町 スズキアリーナオオヤ　立川店 小売業 その他小売 5%

20,093 山形県 庄内町 清野デンキ 小売業 電化製品 5%

20,094 山形県 庄内町 だいこくや 小売業 家具・調度品 5%

20,095 山形県 庄内町 タキヤ 小売業 衣料品 5%

20,096 山形県 庄内町 セブン－イレブン立川町狩川店 小売業 食料品 2%

20,097 山形県 庄内町 チャンピオン　余目店 小売業 その他小売 5%

20,098 山形県 庄内町 中国料理あじ彩 サービス 飲食業 5%

20,099 山形県 庄内町 伝智屋電化 小売業 電化製品 5%

20,100 山形県 庄内町 ファミリー　衣料　ササキ 小売業 衣料品 5%

20,101 山形県 庄内町 ＢｏｏｋＣｉｔｙとみや 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,102 山形県 庄内町 プライドテーラー秋葉 プライドテーラー秋葉 小売業 衣料品 5%

20,103 山形県 庄内町 ヘアスタジオ アート ヘアスタジオ アート サービス 理容・美容業 5%

20,104 山形県 庄内町 出光米穀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,105 山形県 庄内町 みしまや薬局 小売業 その他小売 5%

20,106 山形県 白鷹町 Ｃｕｔ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＯＲＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

20,107 山形県 白鷹町 小松織物工房 小売業 衣料品 5%

20,108 山形県 白鷹町 白鷹ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,109 山形県 白鷹町 白鷹　グリーンセンター 小売業 その他小売 5%

20,110 山形県 白鷹町 南十字星 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,111 山形県 新庄市 秋保電器商会 小売業 電化製品 5%

20,112 山形県 新庄市 あじさいＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,113 山形県 新庄市 門脇ラジオ店 小売業 電化製品 5%

20,114 山形県 新庄市 アールほそがい 小売業 電化製品 5%

20,115 山形県 新庄市 一葉本店 サービス 飲食業 5%

20,116 山形県 新庄市 一葉本店　一葉本店 サービス 飲食業 5%

20,117 山形県 新庄市 ウィースポーツクラブ新庄 サービス その他サービス 5%

20,118 山形県 新庄市 うめえ門 サービス 飲食業 5%
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20,119 山形県 新庄市 エステ＆リラクゼーションサロン?Ｈａｐｐｙ? サービス 理容・美容業 5%

20,120 山形県 新庄市 ａｕショップ　新庄 小売業 電化製品 5%

20,121 山形県 新庄市 ａｕショップ　新庄店 小売業 電化製品 5%

20,122 山形県 新庄市 ＥｎｊｏｙＬｉｆｅマルゲンデンキ 小売業 電化製品 5%

20,123 山形県 新庄市 カーサービス　テクノ サービス その他サービス 5%

20,124 山形県 新庄市 かしわや鞄店 小売業 その他小売 5%

20,125 山形県 新庄市 株式会社高橋履物店 サービス その他サービス 5%

20,126 山形県 新庄市 クリーニング白新舎 サービス その他サービス 5%

20,127 山形県 新庄市 ｃｒｙｓｔａｌ サービス 理容・美容業 5%

20,128 山形県 新庄市 香花堂 小売業 その他小売 5%

20,129 山形県 新庄市 ＣＯＳＭＥＴＩＣＳサクラヤ サービス 理容・美容業 5%

20,130 山形県 新庄市 さくら整体院 サービス その他サービス 5%

20,131 山形県 新庄市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　新庄営業所 小売業 その他小売 5%

20,132 山形県 新庄市 ＪＡ自動車センター サービス その他サービス 5%

20,133 山形県 新庄市 食酒工房福楽狸 サービス 飲食業 5%

20,134 山形県 新庄市 新国亭 サービス 飲食業 5%

20,135 山形県 新庄市 セブン－イレブン新庄新町店 小売業 食料品 2%

20,136 山形県 新庄市 セブン－イレブン新庄泉田店 小売業 食料品 2%

20,137 山形県 新庄市 新庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,138 山形県 新庄市 新庄中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,139 山形県 新庄市 新庄中核工業団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,140 山形県 新庄市 新庄動物病院 サービス その他サービス 5%

20,141 山形県 新庄市 有限会社新庄塗装自動車 サービス その他サービス 5%

20,142 山形県 新庄市 新庄どまんなかＳＳ　有限会社大竹商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,143 山形県 新庄市 セブン－イレブン新庄鳥越店 小売業 食料品 2%

20,144 山形県 新庄市 セブン－イレブン新庄沼田町店 小売業 食料品 2%

20,145 山形県 新庄市 新庄バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,146 山形県 新庄市 新庄バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,147 山形県 新庄市 セブン－イレブン新庄東山店 小売業 食料品 2%

20,148 山形県 新庄市 新庄病院売店 小売業 その他小売 5%

20,149 山形県 新庄市 セブン－イレブン新庄松本店 小売業 食料品 2%

20,150 山形県 新庄市 新庄南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,151 山形県 新庄市 セブン－イレブン新庄本合海店 小売業 食料品 2%

20,152 山形県 新庄市 セルフ本合海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,153 山形県 新庄市 ソフトバンク新庄イオンタウン 小売業 電化製品 5%

20,154 山形県 新庄市 大黒屋 小売業 衣料品 5%

20,155 山形県 新庄市 タカハシスポーツ 小売業 その他小売 5%

20,156 山形県 新庄市 富樫米肥店 小売業 その他小売 5%

20,157 山形県 新庄市 とみひろ新庄店 小売業 衣料品 5%

20,158 山形県 新庄市 トヨタレンタリース山形新庄駅前店 サービス その他サービス 2%

20,159 山形県 新庄市 びっくり市新庄店 小売業 食料品 5%

20,160 山形県 新庄市 フィッシング　ちゃっか屋 小売業 その他小売 5%
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20,161 山形県 新庄市 フォトスタジオミヤギ サービス その他サービス 5%

20,162 山形県 新庄市 ふとんの宮城 小売業 家具・調度品 5%

20,163 山形県 新庄市 Ｂｒａｔｓ　新庄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,164 山形県 新庄市 ＨＡＩＲＭＡＫＥＶＯＧＵＥ サービス 理容・美容業 5%

20,165 山形県 新庄市 ペットクリニック山科 サービス その他サービス 5%

20,166 山形県 新庄市 ボイスヤマト 小売業 電化製品 5%

20,167 山形県 新庄市 宝石の柿崎　新庄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,168 山形県 新庄市 北新自動車商会 サービス その他サービス 5%

20,169 山形県 新庄市 マクドナルド新庄ヨークベニマル店 サービス 飲食業 2%

20,170 山形県 新庄市 松田スタジオ サービス その他サービス 5%

20,171 山形県 新庄市 丸井　八文字屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,172 山形県 新庄市 宮城　こらっせ新庄店 小売業 衣料品 5%

20,173 山形県 新庄市 宮城本店 小売業 家具・調度品 5%

20,174 山形県 新庄市 メガネのカキザキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,175 山形県 新庄市 メガネのコバヤシ新庄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,176 山形県 新庄市 味園 サービス 飲食業 5%

20,177 山形県 新庄市 山形ダイハツ販売新庄店 小売業 その他小売 5%

20,178 山形県 新庄市 山形最上ドライビングスクール サービス その他サービス 5%

20,179 山形県 新庄市 有限会社矢口薬局 小売業 その他小売 5%

20,180 山形県 新庄市 レディスハウス　ラブ 小売業 衣料品 5%

20,181 山形県 新庄市 若葉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,182 山形県 高畠町 アトム電器高畠店金光堂 小売業 電化製品 5%

20,183 山形県 高畠町 ＡＥ伊藤燃料株式会社 小売業 その他小売 5%

20,184 山形県 高畠町 カットインキョウコ サービス 理容・美容業 5%

20,185 山形県 高畠町 玩具／ホビー　たけだ 小売業 その他小売 5%

20,186 山形県 高畠町 キムラ高畠店 小売業 食料品 5%

20,187 山形県 高畠町 県南自動車学校 サービス その他サービス 5%

20,188 山形県 高畠町 五十番 高畠本店 サービス 飲食業 5%

20,189 山形県 高畠町 株式会社コバヤシ機工県南営業所 小売業 家具・調度品 5%

20,190 山形県 高畠町 ＪＡグリーン　高畠店 小売業 その他小売 5%

20,191 山形県 高畠町 セルフ高畠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,192 山形県 高畠町 高橋デンキ店 小売業 電化製品 5%

20,193 山形県 高畠町 高畠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,194 山形県 高畠町 高畠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,195 山形県 高畠町 セブン－イレブン高畠糠野目店 小売業 食料品 2%

20,196 山形県 高畠町 セブン－イレブン高畠福沢店 小売業 食料品 2%

20,197 山形県 高畠町 ちょうさん 小売業 衣料品 5%

20,198 山形県 高畠町 つけものと手打ちそばの伊澤 サービス 飲食業 5%

20,199 山形県 高畠町 出前の五十番 サービス 飲食業 5%

20,200 山形県 高畠町 デンキのヤマダ 小売業 電化製品 5%

20,201 山形県 高畠町 冨樫モータース サービス その他サービス 5%

20,202 山形県 高畠町 ドコモショップたかはた店 小売業 その他小売 2%
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20,203 山形県 高畠町 中和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,204 山形県 高畠町 農家の店トマト高畠店 小売業 家具・調度品 5%

20,205 山形県 高畠町 パナアース・カンノ 小売業 電化製品 5%

20,206 山形県 高畠町 三菱商事エネルギー　高畠カ－ケアセルフサ－ビスステ－ション 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,207 山形県 高畠町 吉田でんき 小売業 電化製品 5%

20,208 山形県 高畠町 よねおりかんこうセンター　よねおりかんこうセンター 小売業 その他小売 5%

20,209 山形県 高畠町 米鶴酒造株式会社　売店 小売業 食料品 5%

20,210 山形県 高畠町 有限会社旅館エビスヤ サービス 宿泊業 5%

20,211 山形県 高畠町 出光和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,212 山形県 高畠町 和田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,213 山形県 中山町 あおば動物病院 サービス その他サービス 5%

20,214 山形県 中山町 今井電気 小売業 電化製品 5%

20,215 山形県 中山町 ＥＸＣＥＥＤ サービス その他サービス 5%

20,216 山形県 中山町 株式会社縄野商店　長崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,217 山形県 中山町 長崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,218 山形県 中山町 セブン－イレブン中山小塩店 小売業 食料品 2%

20,219 山形県 中山町 中山セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,220 山形県 中山町 農家の店トマト中山店 小売業 家具・調度品 5%

20,221 山形県 中山町 人をつなぐおもちゃ屋ふわり 小売業 その他小売 5%

20,222 山形県 中山町 ファーマーズマーケットトマト中山店 小売業 食料品 5%

20,223 山形県 中山町 ヘコミ救急隊山形店 サービス その他サービス 5%

20,224 山形県 中山町 穂積繊維 小売業 その他小売 5%

20,225 山形県 中山町 穂積繊維工業株式会社 小売業 家具・調度品 5%

20,226 山形県 中山町 峯田電器長崎店 小売業 電化製品 5%

20,227 山形県 鶴岡市 アーバンスポーツ サービス その他サービス 5%

20,228 山形県 鶴岡市 あい電　ハセガワ店 小売業 電化製品 5%

20,229 山形県 鶴岡市 秋山酒店 小売業 その他小売 5%

20,230 山形県 鶴岡市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｇｒａｃｅ鶴岡 サービス 理容・美容業 5%

20,231 山形県 鶴岡市 阿蘇電機 小売業 電化製品 5%

20,232 山形県 鶴岡市 東屋旅館 サービス 宿泊業 5%

20,233 山形県 鶴岡市 温海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,234 山形県 鶴岡市 出光温海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,235 山形県 鶴岡市 温海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,236 山形県 鶴岡市 温海　槇ノ代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,237 山形県 鶴岡市 アトリエイマジン サービス その他サービス 5%

20,238 山形県 鶴岡市 アベデンキ 小売業 電化製品 5%

20,239 山形県 鶴岡市 アル・ケッチァーノ サービス 飲食業 5%

20,240 山形県 鶴岡市 アール・こじま 小売業 電化製品 5%

20,241 山形県 鶴岡市 アール　双葉さとう 小売業 電化製品 5%

20,242 山形県 鶴岡市 ａｍｂｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

20,243 山形県 鶴岡市 五十嵐教電社 小売業 電化製品 5%

20,244 山形県 鶴岡市 五十嵐陶器店 小売業 家具・調度品 5%
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20,245 山形県 鶴岡市 居酒屋ふじや サービス 飲食業 5%

20,246 山形県 鶴岡市 石井自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

20,247 山形県 鶴岡市 伊勢原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,248 山形県 鶴岡市 出光小岩川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,249 山形県 鶴岡市 出光ライフエイド宝田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,250 山形県 鶴岡市 五十川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,251 山形県 鶴岡市 イル・フリージオ サービス 飲食業 5%

20,252 山形県 鶴岡市 イル・ケッチァーノ サービス 飲食業 5%

20,253 山形県 鶴岡市 ウィズ環境株式会社　エコパーク大山 サービス その他サービス 5%

20,254 山形県 鶴岡市 ウィズ環境株式会社　本社 サービス その他サービス 5%

20,255 山形県 鶴岡市 ヴェルレーヌイトウ 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,256 山形県 鶴岡市 羽前水沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,257 山形県 鶴岡市 海辺の宿　都屋 サービス 宿泊業 5%

20,258 山形県 鶴岡市 海辺の宿　福住 サービス 宿泊業 5%

20,259 山形県 鶴岡市 ＥｎｅＪｅｔ鶴岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,260 山形県 鶴岡市 ＥｎｅＪｅｔみどり町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,261 山形県 鶴岡市 Ｅｆｔｙｃｈｉａ サービス 理容・美容業 5%

20,262 山形県 鶴岡市 ａｕショップ鶴岡南 小売業 電化製品 5%

20,263 山形県 鶴岡市 エルム 小売業 衣料品 5%

20,264 山形県 鶴岡市 太田総合動物病院 サービス その他サービス 5%

20,265 山形県 鶴岡市 有限会社オート部品サービス 小売業 その他小売 5%

20,266 山形県 鶴岡市 大山石田屋 小売業 衣料品 5%

20,267 山形県 鶴岡市 大山ボデー サービス その他サービス 5%

20,268 山形県 鶴岡市 お宝中古市場　鶴岡店 小売業 その他小売 5%

20,269 山形県 鶴岡市 オーディオラボツルオカ 小売業 電化製品 5%

20,270 山形県 鶴岡市 鶴文堂　株式会社　鶴文堂 小売業 その他小売 5%

20,271 山形県 鶴岡市 柏戸銀寿し サービス 飲食業 5%

20,272 山形県 鶴岡市 月山荘 サービス 宿泊業 5%

20,273 山形県 鶴岡市 株式会社カットイン上林 サービス 理容・美容業 5%

20,274 山形県 鶴岡市 ｃｕｔ　ｓａｌｏｎ　ｓａｔｏ サービス 理容・美容業 5%

20,275 山形県 鶴岡市 加藤税理士事務所　加藤税理士事務所 サービス その他サービス 5%

20,276 山形県 鶴岡市 株式会社　燦和エステート サービス 宿泊業 5%

20,277 山形県 鶴岡市 株式会社オガワ電器 サービス その他サービス 5%

20,278 山形県 鶴岡市 株式会社チャンピオン鶴岡店 小売業 その他小売 5%

20,279 山形県 鶴岡市 ＣＡＭＩＮＯ サービス 理容・美容業 5%

20,280 山形県 鶴岡市 亀や サービス 宿泊業 5%

20,281 山形県 鶴岡市 かもじや化粧品店 小売業 その他小売 5%

20,282 山形県 鶴岡市 かもじや 化粧品店 かもじや化粧品店 小売業 その他小売 5%

20,283 山形県 鶴岡市 香樂 サービス その他サービス 5%

20,284 山形県 鶴岡市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋鶴岡道形店 サービス 飲食業 2%

20,285 山形県 鶴岡市 函太郎　鶴岡店 サービス 飲食業 5%

20,286 山形県 鶴岡市 喜多八 サービス 飲食業 5%
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20,287 山形県 鶴岡市 キッチンｆｕｔａｂａ サービス 飲食業 5%

20,288 山形県 鶴岡市 キネブチ写真館 小売業 電化製品 5%

20,289 山形県 鶴岡市 ギャラリー茶房　東風 小売業 その他小売 5%

20,290 山形県 鶴岡市 共立社 小売業 衣料品 5%

20,291 山形県 鶴岡市 共立社 小売業 その他小売 5%

20,292 山形県 鶴岡市 櫛引ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,293 山形県 鶴岡市 くどうオート サービス その他サービス 5%

20,294 山形県 鶴岡市 九兵ヱ旅館 サービス 宿泊業 5%

20,295 山形県 鶴岡市 クラスオン鶴岡ミーナ店 小売業 その他小売 5%

20,296 山形県 鶴岡市 グリル　すみれ サービス 飲食業 5%

20,297 山形県 鶴岡市 ＧＯ＆ＦＵＮ　Ｊａｐａｎ 小売業 食料品 5%

20,298 山形県 鶴岡市 小いけ 小売業 衣料品 5%

20,299 山形県 鶴岡市 小いけ　本店 小売業 衣料品 5%

20,300 山形県 鶴岡市 ｃｏｖｏ サービス 飲食業 5%

20,301 山形県 鶴岡市 コープ　稲生店 小売業 衣料品 5%

20,302 山形県 鶴岡市 コープ　駅前店 小売業 衣料品 5%

20,303 山形県 鶴岡市 コープ　大山店 小売業 衣料品 5%

20,304 山形県 鶴岡市 コープ　開発センター 小売業 衣料品 5%

20,305 山形県 鶴岡市 コープ　千石店 小売業 衣料品 5%

20,306 山形県 鶴岡市 コープ　本町店 小売業 衣料品 5%

20,307 山形県 鶴岡市 コープ　淀川店 小売業 衣料品 5%

20,308 山形県 鶴岡市 こぴあ　おもちゃ館 小売業 衣料品 5%

20,309 山形県 鶴岡市 コープ　新形店 小売業 衣料品 5%

20,310 山形県 鶴岡市 さかえや サービス 飲食業 5%

20,311 山形県 鶴岡市 佐藤タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

20,312 山形県 鶴岡市 佐藤タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

20,313 山形県 鶴岡市 サラ．アイ 小売業 衣料品 5%

20,314 山形県 鶴岡市 サンエルム 小売業 衣料品 5%

20,315 山形県 鶴岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンポートちわら店 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,316 山形県 鶴岡市 ＳＨＥ． サービス 理容・美容業 5%

20,317 山形県 鶴岡市 ＪＡ鶴岡　中央センター サービス その他サービス 5%

20,318 山形県 鶴岡市 ＪＡ鶴岡　旅行センター サービス その他サービス 5%

20,319 山形県 鶴岡市 ジゼル　鶴岡こぴあ店 小売業 衣料品 5%

20,320 山形県 鶴岡市 シューズファッション　みうら 小売業 衣料品 5%

20,321 山形県 鶴岡市 秀電社鶴岡店 小売業 その他小売 5%

20,322 山形県 鶴岡市 主婦の店イーネ駅前店 小売業 食料品 5%

20,323 山形県 鶴岡市 主婦の店ＩＺＭＯ新斎店 小売業 食料品 5%

20,324 山形県 鶴岡市 主婦の店大西店 小売業 食料品 5%

20,325 山形県 鶴岡市 主婦の店大山店 小売業 食料品 5%

20,326 山形県 鶴岡市 主婦の店銀座店 小売業 食料品 5%

20,327 山形県 鶴岡市 主婦の店パル店 小売業 食料品 5%

20,328 山形県 鶴岡市 主婦の店ミーナ店 小売業 食料品 5%
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20,329 山形県 鶴岡市 主婦の店美原店 小売業 食料品 5%

20,330 山形県 鶴岡市 粧苑中央 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,331 山形県 鶴岡市 庄内物流センター 小売業 衣料品 5%

20,332 山形県 鶴岡市 庄内ヤクルト販売　鶴岡西部センター 小売業 食料品 5%

20,333 山形県 鶴岡市 庄内ヤクルト販売　鶴岡南部センター 小売業 食料品 5%

20,334 山形県 鶴岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新大山店 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,335 山形県 鶴岡市 ｓｉｎｔｏｕ 小売業 衣料品 5%

20,336 山形県 鶴岡市 寿司処　三幸 サービス 飲食業 5%

20,337 山形県 鶴岡市 鮨もりむら サービス 飲食業 5%

20,338 山形県 鶴岡市 すたみな太郎　鶴岡店 サービス 飲食業 5%

20,339 山形県 鶴岡市 ｓｐｌｏｇ サービス その他サービス 5%

20,340 山形県 鶴岡市 Ｓｍｏｋｅｔｒｅｅ 小売業 衣料品 5%

20,341 山形県 鶴岡市 諏訪菓子舗 小売業 食料品 5%

20,342 山形県 鶴岡市 生協　あおやぎセンター 小売業 食料品 5%

20,343 山形県 鶴岡市 生協　大山センター 小売業 食料品 5%

20,344 山形県 鶴岡市 生活協同組合　共立社 小売業 食料品 5%

20,345 山形県 鶴岡市 生協　切添センター 小売業 食料品 5%

20,346 山形県 鶴岡市 生協　新海センター 小売業 食料品 5%

20,347 山形県 鶴岡市 生協　鶴岡協同の家こぴあ 小売業 食料品 5%

20,348 山形県 鶴岡市 千一珈琲　千一珈琲 小売業 食料品 5%

20,349 山形県 鶴岡市 センゾクヤプラス鶴岡店 小売業 衣料品 5%

20,350 山形県 鶴岡市 ソフトバンク鶴岡美咲町 小売業 電化製品 5%

20,351 山形県 鶴岡市 高見屋別邸　久遠 サービス 宿泊業 5%

20,352 山形県 鶴岡市 タカミヤ湯の浜テラス　西洋茶寮 サービス 宿泊業 5%

20,353 山形県 鶴岡市 高宮理容室 サービス 理容・美容業 5%

20,354 山形県 鶴岡市 瀧の屋 サービス 宿泊業 5%

20,355 山形県 鶴岡市 竹屋ホテル サービス 宿泊業 5%

20,356 山形県 鶴岡市 たちばなや サービス 宿泊業 5%

20,357 山形県 鶴岡市 珠玉や サービス 宿泊業 5%

20,358 山形県 鶴岡市 チャンピオン　鶴岡店 小売業 その他小売 5%

20,359 山形県 鶴岡市 チャンピオンプラスサイクル鶴岡店 小売業 その他小売 5%

20,360 山形県 鶴岡市 つかさや旅館 サービス 宿泊業 5%

20,361 山形県 鶴岡市 鶴岡インター前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,362 山形県 鶴岡市 セブン－イレブン鶴岡家中新町店 小売業 食料品 2%

20,363 山形県 鶴岡市 鶴岡協同の家　こぴあ 小売業 衣料品 5%

20,364 山形県 鶴岡市 鶴岡協同の家　こぴあ 小売業 その他小売 5%

20,365 山形県 鶴岡市 鶴岡出張所 小売業 家具・調度品 5%

20,366 山形県 鶴岡市 鶴岡市立加茂水族館 小売業 家具・調度品 5%

20,367 山形県 鶴岡市 鶴岡新海町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,368 山形県 鶴岡市 鶴岡第二配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,369 山形県 鶴岡市 株式会社　鶴岡ダイハツ 小売業 その他小売 5%

20,370 山形県 鶴岡市 セブン－イレブン鶴岡大宝寺町店 小売業 食料品 2%
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20,371 山形県 鶴岡市 セブン－イレブン鶴岡宝田１丁目店 小売業 食料品 2%

20,372 山形県 鶴岡市 セブン－イレブン鶴岡茅原店 小売業 食料品 2%

20,373 山形県 鶴岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鶴岡道形店 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,374 山形県 鶴岡市 セブン－イレブン鶴岡鳥居町店 小売業 食料品 2%

20,375 山形県 鶴岡市 セブン－イレブン鶴岡西郷店 小売業 食料品 2%

20,376 山形県 鶴岡市 セブン－イレブン鶴岡西新斎町店 小売業 食料品 2%

20,377 山形県 鶴岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鶴岡西店 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,378 山形県 鶴岡市 セブン－イレブン鶴岡布目店 小売業 食料品 2%

20,379 山形県 鶴岡市 鶴岡東営業所 小売業 その他小売 5%

20,380 山形県 鶴岡市 セブン－イレブン鶴岡日出１丁目店 小売業 食料品 2%

20,381 山形県 鶴岡市 鶴岡南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,382 山形県 鶴岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鶴岡南店 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,383 山形県 鶴岡市 セブン－イレブン鶴岡南バイパス店 小売業 食料品 2%

20,384 山形県 鶴岡市 セブン－イレブン鶴岡美原町店 小売業 食料品 2%

20,385 山形県 鶴岡市 東京庵 小売業 食料品 5%

20,386 山形県 鶴岡市 とがし肉家 サービス 飲食業 5%

20,387 山形県 鶴岡市 とがし肉家　鶴岡店 サービス 飲食業 5%

20,388 山形県 鶴岡市 トキワヤ 小売業 衣料品 5%

20,389 山形県 鶴岡市 ととこ サービス 飲食業 5%

20,390 山形県 鶴岡市 トヨタレンタリース山形鶴岡駅前店 サービス その他サービス 2%

20,391 山形県 鶴岡市 中村電機商会 小売業 電化製品 5%

20,392 山形県 鶴岡市 南部家敷　鶴岡店 サービス 飲食業 5%

20,393 山形県 鶴岡市 肉バル　ＹＡＫＵ禄 サービス 飲食業 5%

20,394 山形県 鶴岡市 西村電器店 小売業 電化製品 5%

20,395 山形県 鶴岡市 鼠ヶ関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,396 山形県 鶴岡市 鼠ケ関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,397 山形県 鶴岡市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｐｏｗｄｅｒ サービス 理容・美容業 5%

20,398 山形県 鶴岡市 羽黒電器 小売業 電化製品 5%

20,399 山形県 鶴岡市 ＶＡＳＴ　ＶＡＲＩＡＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

20,400 山形県 鶴岡市 ＶＡＳＴ　ＶＡＲＩＡＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

20,401 山形県 鶴岡市 八文字屋鶴岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,402 山形県 鶴岡市 バックステージ　鶴岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,403 山形県 鶴岡市 華夕美日本海 サービス 宿泊業 5%

20,404 山形県 鶴岡市 ハヤシ電化ショップ 小売業 電化製品 5%

20,405 山形県 鶴岡市 ＨａｒｅＲｕ　Ｐｒｅｓｅｒｖｅｄ　Ｆｌｏｗｅｒ 小売業 その他小売 5%

20,406 山形県 鶴岡市 萬国屋 サービス 宿泊業 5%

20,407 山形県 鶴岡市 ＢＭＯ鶴岡店 小売業 衣料品 5%

20,408 山形県 鶴岡市 Ｐｅａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

20,409 山形県 鶴岡市 美容室アートヘア サービス 理容・美容業 5%

20,410 山形県 鶴岡市 ファッションリビングこんの 小売業 衣料品 5%

20,411 山形県 鶴岡市 ファミリー衣料　ササキ 小売業 衣料品 5%

20,412 山形県 鶴岡市 ファリナモーレドルチェ サービス 飲食業 5%
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20,413 山形県 鶴岡市 フィッシングストアカトウ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,414 山形県 鶴岡市 Ｆｉｆｔｙ　Ｂｅｌｌ サービス その他サービス 5%

20,415 山形県 鶴岡市 セブン－イレブン藤島バイパス店 小売業 食料品 2%

20,416 山形県 鶴岡市 ふとんの池田　鶴岡店 小売業 家具・調度品 5%

20,417 山形県 鶴岡市 ｐｕＬＬ サービス 理容・美容業 5%

20,418 山形県 鶴岡市 プロショップヤマザキ 小売業 その他小売 5%

20,419 山形県 鶴岡市 プロショップ　ヤマザキ 小売業 その他小売 5%

20,420 山形県 鶴岡市 ヘアーサロン　キラク サービス 理容・美容業 5%

20,421 山形県 鶴岡市 ヘアーサロン髪切屋 髪切屋 アンベリール サービス 理容・美容業 5%

20,422 山形県 鶴岡市 ＨＡＩＲｇｒｉｐ サービス 理容・美容業 5%

20,423 山形県 鶴岡市 平和堂電気部 平和堂電気部 小売業 電化製品 5%

20,424 山形県 鶴岡市 ベッダシチリア サービス 飲食業 5%

20,425 山形県 鶴岡市 宝石の柿崎　鶴岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,426 山形県 鶴岡市 ホームデコマシマ鶴岡店 小売業 家具・調度品 5%

20,427 山形県 鶴岡市 ｈｏｔ?酒?ｙａ 小売業 食料品 5%

20,428 山形県 鶴岡市 ホテルイン鶴岡 サービス 宿泊業 5%

20,429 山形県 鶴岡市 ホテル海山 サービス 宿泊業 5%

20,430 山形県 鶴岡市 ホテルサンリゾート庄内 サービス 宿泊業 5%

20,431 山形県 鶴岡市 ホテル満光園 サービス 宿泊業 5%

20,432 山形県 鶴岡市 本家かまどや　美咲町店 サービス 飲食業 5%

20,433 山形県 鶴岡市 ほんま酒店 小売業 食料品 5%

20,434 山形県 鶴岡市 ホンマスポーツ 小売業 その他小売 5%

20,435 山形県 鶴岡市 マクドナルド１１２鶴岡店 サービス 飲食業 2%

20,436 山形県 鶴岡市 マクドナルド鶴岡ＩＺＭＯ店 サービス 飲食業 2%

20,437 山形県 鶴岡市 まちづくりスタジオ鶴岡Ｄａｄａ サービス その他サービス 5%

20,438 山形県 鶴岡市 マルタ 小売業 衣料品 5%

20,439 山形県 鶴岡市 三浦電器 小売業 電化製品 5%

20,440 山形県 鶴岡市 出光みどり町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,441 山形県 鶴岡市 みどりまち文庫 サービス その他サービス 5%

20,442 山形県 鶴岡市 メガネのイトウ 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,443 山形県 鶴岡市 メガネのイトウ　コピア店 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,444 山形県 鶴岡市 ＭｅｌｌｏｗＨａｉｒＬｏｕｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

20,445 山形県 鶴岡市 もんじゃ焼 サボ サービス 飲食業 5%

20,446 山形県 鶴岡市 もんとあ～る　駅前店 小売業 食料品 5%

20,447 山形県 鶴岡市 もんとあ～る　白山店 小売業 食料品 5%

20,448 山形県 鶴岡市 もんとあ～る　のぞみ店 小売業 食料品 5%

20,449 山形県 鶴岡市 焼肉いわじ サービス 飲食業 5%

20,450 山形県 鶴岡市 安兵衛寿し サービス 飲食業 5%

20,451 山形県 鶴岡市 薮ん家 サービス 飲食業 5%

20,452 山形県 鶴岡市 ヤマデン 小売業 電化製品 5%

20,453 山形県 鶴岡市 ｙａｍａｂｕｓｈｉｄｏ サービス その他サービス 5%

20,454 山形県 鶴岡市 有限会社　滝の屋 サービス 宿泊業 5%
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20,455 山形県 鶴岡市 有限会社　明林 サービス 飲食業 5%

20,456 山形県 鶴岡市 有限会社森茂八商店 小売業 食料品 5%

20,457 山形県 鶴岡市 有限会社森茂八商店 小売業 その他小売 5%

20,458 山形県 鶴岡市 ＹＯＵショップいがらし 小売業 その他小売 5%

20,459 山形県 鶴岡市 湯田川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,460 山形県 鶴岡市 湯どの庵 サービス 宿泊業 5%

20,461 山形県 鶴岡市 リストランテファリナモーレ サービス 飲食業 5%

20,462 山形県 鶴岡市 旅館　羽黒館 サービス 宿泊業 5%

20,463 山形県 鶴岡市 ＬＩＮＫ　ｂｙ　ｍｉｌｌｅ 小売業 衣料品 5%

20,464 山形県 鶴岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅルート１１２鶴岡店 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,465 山形県 鶴岡市 ルクール 小売業 食料品 5%

20,466 山形県 鶴岡市 ルミエール　鶴岡こぴあ店 小売業 衣料品 5%

20,467 山形県 鶴岡市 ル・メランジュ 小売業 食料品 5%

20,468 山形県 天童市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｆａｍｅ天童南町 サービス 理容・美容業 5%

20,469 山形県 天童市 ＡＳＩＡＮｃａｆｅｂａｒｃｈａｒｉｓ サービス 飲食業 5%

20,470 山形県 天童市 アネックス　ミスズ 小売業 衣料品 5%

20,471 山形県 天童市 アポロステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,472 山形県 天童市 アミエスポーツ 小売業 その他小売 5%

20,473 山形県 天童市 荒井時計店 小売業 その他小売 5%

20,474 山形県 天童市 アール・おちあい 小売業 電化製品 5%

20,475 山形県 天童市 一本杉菓子店　一本杉菓子店 小売業 食料品 5%

20,476 山形県 天童市 ヴェールタカハシ 小売業 その他小売 5%

20,477 山形県 天童市 ＨＪＳ　ｃａｍｐ　ｌａｂ 小売業 その他小売 5%

20,478 山形県 天童市 ＨＪＳ　ｃａｍｐ　ｌａｂ． 小売業 その他小売 5%

20,479 山形県 天童市 ＨＪＳ　ｃａｍｐｌａｂ．店舗外 小売業 その他小売 5%

20,480 山形県 天童市 王将果樹園 サービス その他サービス 5%

20,481 山形県 天童市 おーばん久野本店 小売業 食料品 5%

20,482 山形県 天童市 おーばん南天童店 小売業 食料品 5%

20,483 山形県 天童市 お宝中古市場　山形天童店 小売業 その他小売 5%

20,484 山形県 天童市 カークリニックＳＡＴＯ サービス その他サービス 5%

20,485 山形県 天童市 カーケアステーション蔵増 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,486 山形県 天童市 ｋａａｒｉ－ｃｏｌｏｒ 小売業 衣料品 5%

20,487 山形県 天童市 カスカワスポーツ　天童店 小売業 その他小売 5%

20,488 山形県 天童市 株式会社Ｋｐｏｗｅｒｓ サービス その他サービス 5%

20,489 山形県 天童市 株式会社さのや 小売業 食料品 5%

20,490 山形県 天童市 天童ホテル サービス 宿泊業 5%

20,491 山形県 天童市 川原子酒店 小売業 食料品 5%

20,492 山形県 天童市 喜久水庵天童店 小売業 食料品 5%

20,493 山形県 天童市 きものの野口 サービス その他サービス 5%

20,494 山形県 天童市 グレース　カネコ 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,495 山形県 天童市 ケーウィットホールディングス 小売業 食料品 5%

20,496 山形県 天童市 コスモイオンモール天童ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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20,497 山形県 天童市 サウンドプラザフタバ天童店 小売業 電化製品 5%

20,498 山形県 天童市 栄屋ホテル サービス 宿泊業 5%

20,499 山形県 天童市 ジーンズバグ 小売業 衣料品 5%

20,500 山形県 天童市 志乃屋　本店 サービス 理容・美容業 5%

20,501 山形県 天童市 志乃屋美容室 サービス その他サービス 5%

20,502 山形県 天童市 旬菜　ふく料理　縁むすび サービス 飲食業 5%

20,503 山形県 天童市 将棋むら天童タワー 小売業 その他小売 5%

20,504 山形県 天童市 新光堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,505 山形県 天童市 新光堂　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,506 山形県 天童市 すずのき　天童 小売業 衣料品 5%

20,507 山形県 天童市 すたみな太郎　天童店 サービス 飲食業 5%

20,508 山形県 天童市 ストー電機 小売業 電化製品 5%

20,509 山形県 天童市 たちばなや薬局 小売業 その他小売 5%

20,510 山形県 天童市 たちばなや薬局　ヨークベニマル店 小売業 その他小売 5%

20,511 山形県 天童市 手打ちそば　やまぶき　手打ちそばやまぶき サービス 飲食業 5%

20,512 山形県 天童市 出羽路からあげ天童店 小売業 食料品 5%

20,513 山形県 天童市 天童　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,514 山形県 天童市 天童ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,515 山形県 天童市 セブン－イレブン天童石鳥居１丁目店 小売業 食料品 2%

20,516 山形県 天童市 セブン－イレブン天童駅西４丁目店 小売業 食料品 2%

20,517 山形県 天童市 セブン－イレブン天童鎌田本町２丁目店 小売業 食料品 2%

20,518 山形県 天童市 天童北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,519 山形県 天童市 セブン－イレブン天童久野本４丁目店 小売業 食料品 2%

20,520 山形県 天童市 天童セントラルホテル サービス 宿泊業 5%

20,521 山形県 天童市 天童中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,522 山形県 天童市 天童中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,523 山形県 天童市 天童動物病院 サービス その他サービス 5%

20,524 山形県 天童市 天童バイパスＳＳ　第一石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,525 山形県 天童市 天童ＢＰＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,526 山形県 天童市 天童バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,527 山形県 天童市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ天童芳賀店 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,528 山形県 天童市 セブン－イレブン天童芳賀店 小売業 食料品 2%

20,529 山形県 天童市 ＴＥＮＤＯ　八文字屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,530 山形県 天童市 天童本社ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,531 山形県 天童市 天童本店 サービス 理容・美容業 5%

20,532 山形県 天童市 天童山口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,533 山形県 天童市 トータルビューティーサロン　ブレス　天童店 サービス 理容・美容業 5%

20,534 山形県 天童市 ドコモショップ　天童店 小売業 電化製品 5%

20,535 山形県 天童市 ドコモランド　泉町店 小売業 電化製品 5%

20,536 山形県 天童市 トータルビューティーサロン　ブレス天童店 サービス 理容・美容業 5%

20,537 山形県 天童市 トヨタレンタリース山形天童駅前店 サービス その他サービス 2%

20,538 山形県 天童市 とんかつ三州屋 サービス 飲食業 5%
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20,539 山形県 天童市 パナライフたけうち 小売業 電化製品 5%

20,540 山形県 天童市 ＢＥＡＲＤ　ＢＡＲＢＥＲ　ＳＨＯＰ　ＢＥＡＲＤ　ＢＡＲＢＥＲ　ＳＨＯＰ サービス 理容・美容業 5%

20,541 山形県 天童市 ピザテン・フォー　山形天童店　２ サービス その他サービス 5%

20,542 山形県 天童市 びっくり市天童店 小売業 食料品 5%

20,543 山形県 天童市 ビューティショップマツダ　ビューティショップマツダ 小売業 その他小売 5%

20,544 山形県 天童市 ファッションハウス三鈴 小売業 衣料品 5%

20,545 山形県 天童市 ファーマーズマーケットトマト天童店 小売業 食料品 5%

20,546 山形県 天童市 双葉電機商会 小売業 電化製品 5%

20,547 山形県 天童市 双葉電機商会久野本店 小売業 電化製品 5%

20,548 山形県 天童市 株式会社仏壇のすとう 小売業 その他小売 5%

20,549 山形県 天童市 ふれあい　営農センター 小売業 その他小売 5%

20,550 山形県 天童市 細谷電機 小売業 電化製品 5%

20,551 山形県 天童市 Ｂ・Ｗ　ＳΤＲＵＣΤＵＲＥ サービス その他サービス 5%

20,552 山形県 天童市 滝の湯ホテル サービス その他サービス 5%

20,553 山形県 天童市 マクドナルドイオンモール天童店 サービス 飲食業 2%

20,554 山形県 天童市 マクドナルド１３号天童店 サービス 飲食業 2%

20,555 山形県 天童市 交り江店 サービス 理容・美容業 5%

20,556 山形県 天童市 丸十仲野酒店 小売業 食料品 5%

20,557 山形県 天童市 瑞穂の国　天童店 小売業 食料品 5%

20,558 山形県 天童市 メガネの晶美堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,559 山形県 天童市 山形そうごうテクニカルサービス 小売業 電化製品 5%

20,560 山形県 天童市 山形ダイハツ販売天童店 小売業 その他小売 5%

20,561 山形県 天童市 やまなか家　天童店 サービス 飲食業 5%

20,562 山形県 天童市 有限会社　古沢自動車 サービス その他サービス 5%

20,563 山形県 天童市 有限会社種苗七福心 小売業 その他小売 5%

20,564 山形県 天童市 有　花輪自動車 サービス その他サービス 5%

20,565 山形県 天童市 読売センター天童北 読売センター天童北 小売業 その他小売 5%

20,566 山形県 天童市 読売センター天童南 読売センター天童南 小売業 その他小売 5%

20,567 山形県 天童市 ローリングパークナカノ 小売業 その他小売 5%

20,568 山形県 戸沢村 高見屋　最上川別邸　紅 サービス 宿泊業 5%

20,569 山形県 戸沢村 戸沢ＳＳ　有限会社市川商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,570 山形県 戸沢村 セブン－イレブン戸沢津谷店 小売業 食料品 2%

20,571 山形県 戸沢村 古口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,572 山形県 戸沢村 本郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,573 山形県 長井市 朝日自動車工業 サービス その他サービス 5%

20,574 山形県 長井市 アロマテラピー キフィ サービス その他サービス 5%

20,575 山形県 長井市 いちまた 小売業 衣料品 5%

20,576 山形県 長井市 うめやサンプラザ店 小売業 食料品 5%

20,577 山形県 長井市 うめや長井北店 小売業 食料品 5%

20,578 山形県 長井市 うめや南店 小売業 食料品 5%

20,579 山形県 長井市 エクセル・インＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,580 山形県 長井市 ＳＴＦＡＲＭ サービス その他サービス 5%
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20,581 山形県 長井市 エストヨコサワ 小売業 電化製品 5%

20,582 山形県 長井市 オートセンタースズブン 小売業 その他小売 5%

20,583 山形県 長井市 オートセンタースズブン　中古車センター 小売業 その他小売 5%

20,584 山形県 長井市 音楽アズム舘　長井本店 小売業 その他小売 5%

20,585 山形県 長井市 割烹旅館とらや サービス 宿泊業 5%

20,586 山形県 長井市 きくち電器 小売業 電化製品 5%

20,587 山形県 長井市 きらく サービス 飲食業 5%

20,588 山形県 長井市 ＧＬＯＢＥＲＥＣＯＲＤＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,589 山形県 長井市 近野デンキ 小売業 電化製品 5%

20,590 山形県 長井市 坂野昆布巻屋 サービス その他サービス 5%

20,591 山形県 長井市 サドヤ洋装店 小売業 衣料品 5%

20,592 山形県 長井市 ソフトバンク　長井 小売業 電化製品 5%

20,593 山形県 長井市 タイヤセレクト長井 小売業 その他小売 5%

20,594 山形県 長井市 タスパークホテル サービス 宿泊業 5%

20,595 山形県 長井市 多田石材店 小売業 その他小売 5%

20,596 山形県 長井市 頓珍館 サービス 飲食業 5%

20,597 山形県 長井市 長井　グリーンセンター 小売業 その他小売 5%

20,598 山形県 長井市 セブン－イレブン長井五十川店 小売業 食料品 2%

20,599 山形県 長井市 長井営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,600 山形県 長井市 長井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,601 山形県 長井市 セブン－イレブン長井館町南店 小売業 食料品 2%

20,602 山形県 長井市 長井バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,603 山形県 長井市 セブン－イレブン長井花作町店 小売業 食料品 2%

20,604 山形県 長井市 ナックチェーン 小売業 電化製品 5%

20,605 山形県 長井市 はぎ美容室 サービス 理容・美容業 5%

20,606 山形県 長井市 白山堂芳賀 小売業 食料品 5%

20,607 山形県 長井市 花ショップポピー 小売業 その他小売 5%

20,608 山形県 長井市 ピザテン・フォー　山形長井店　２ サービス その他サービス 5%

20,609 山形県 長井市 びっくり市長井店 小売業 食料品 5%

20,610 山形県 長井市 福田屋 小売業 食料品 5%

20,611 山形県 長井市 双葉電機商会長井店 小売業 電化製品 5%

20,612 山形県 長井市 平和堂薬房 小売業 その他小売 5%

20,613 山形県 長井市 ｃａｆｅｄｉｎｉｎｇＳＥＮＮ×タニタカフェ サービス 飲食業 5%

20,614 山形県 長井市 有限会社ボディセンター サービス その他サービス 5%

20,615 山形県 長井市 三鈴　長井店 小売業 衣料品 5%

20,616 山形県 長井市 めがねのコバヤシ長井店 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,617 山形県 長井市 やまいち松龍園 小売業 食料品 5%

20,618 山形県 長井市 山形ダイハツ販売長井店 小売業 その他小売 5%

20,619 山形県 長井市 株式会社結城酒店　長井店 小売業 食料品 5%

20,620 山形県 長井市 吉田カメラ長井店 小売業 その他小売 5%

20,621 山形県 長井市 旅館最上荘 サービス 宿泊業 5%

20,622 山形県 南陽市 赤湯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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20,623 山形県 南陽市 赤湯温泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,624 山形県 南陽市 赤湯セルフサービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,625 山形県 南陽市 いきかえりの宿　瀧波 サービス 宿泊業 5%

20,626 山形県 南陽市 出光出光中川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,627 山形県 南陽市 上杉の御湯　御殿守 サービス 宿泊業 5%

20,628 山形県 南陽市 上杉の御湯　御殿守 サービス 宿泊業 5%

20,629 山形県 南陽市 うめや南陽店 小売業 食料品 5%

20,630 山形県 南陽市 うめや南陽東店 小売業 食料品 5%

20,631 山形県 南陽市 ＥｎｅＪｅｔ赤湯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,632 山形県 南陽市 マルシチ遠藤鮮魚店 サービス その他サービス 5%

20,633 山形県 南陽市 大友時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,634 山形県 南陽市 おがた動物病院 サービス その他サービス 5%

20,635 山形県 南陽市 オリックスレンタカー赤湯駅北店 サービス その他サービス 2%

20,636 山形県 南陽市 音楽アズム舘あかゆ 小売業 その他小売 5%

20,637 山形県 南陽市 菓子処六味庵 小売業 食料品 5%

20,638 山形県 南陽市 カットハウスカシワクラ サービス 理容・美容業 5%

20,639 山形県 南陽市 割烹日の出 サービス 飲食業 5%

20,640 山形県 南陽市 カフェレスト花　華 サービス 飲食業 5%

20,641 山形県 南陽市 株式会社三和　三和本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,642 山形県 南陽市 株式会社三和　ＢＳさんわ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,643 山形県 南陽市 木村屋石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,644 山形県 南陽市 響映電化ストアー 小売業 電化製品 5%

20,645 山形県 南陽市 櫻湯　山茱萸 サービス 宿泊業 5%

20,646 山形県 南陽市 ＪＡグリーン　南陽店 小売業 その他小売 5%

20,647 山形県 南陽市 神保花店 小売業 その他小売 5%

20,648 山形県 南陽市 丹波館 サービス 宿泊業 5%

20,649 山形県 南陽市 ＴＥＲＲＡＣＥ　ＲＵＢＡＮ　Ａｋａｙｕ サービス 飲食業 5%

20,650 山形県 南陽市 豆富・おでんダイニングバー伝 サービス 飲食業 5%

20,651 山形県 南陽市 東陽電器店 小売業 電化製品 5%

20,652 山形県 南陽市 とみひろ赤湯店 小売業 衣料品 5%

20,653 山形県 南陽市 トヨタレンタリース山形赤湯駅前店 サービス その他サービス 2%

20,654 山形県 南陽市 セブン－イレブン南陽赤湯店 小売業 食料品 2%

20,655 山形県 南陽市 セブン－イレブン南陽蒲生田店 小売業 食料品 2%

20,656 山形県 南陽市 セブン－イレブン南陽島貫店 小売業 食料品 2%

20,657 山形県 南陽市 南陽店 サービス 理容・美容業 5%

20,658 山形県 南陽市 セブン－イレブン南陽長岡店 小売業 食料品 2%

20,659 山形県 南陽市 肉の旭屋 小売業 食料品 5%

20,660 山形県 南陽市 ハートでんき南陽宮内店 小売業 電化製品 5%

20,661 山形県 南陽市 パナック　ふくち 小売業 電化製品 5%

20,662 山形県 南陽市 ゴトウデンキ 小売業 電化製品 5%

20,663 山形県 南陽市 華屋・リンデンバウム 小売業 衣料品 5%

20,664 山形県 南陽市 ピザテン・フォー　山形南陽店　２ サービス その他サービス 5%
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20,665 山形県 南陽市 プラネット南陽店 サービス その他サービス 5%

20,666 山形県 南陽市 ホルモン焼とんちゃん サービス 飲食業 5%

20,667 山形県 南陽市 松島館 サービス 宿泊業 5%

20,668 山形県 南陽市 宮内　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,669 山形県 南陽市 山形ダイハツ販売南陽店 小売業 その他小売 5%

20,670 山形県 南陽市 山口デンキ 小売業 電化製品 5%

20,671 山形県 南陽市 山南自動車 小売業 その他小売 5%

20,672 山形県 南陽市 株式会社結城酒店　本店 小売業 食料品 5%

20,673 山形県 南陽市 有限会社辰巳屋牛肉店 辰巳屋牛肉店 小売業 食料品 5%

20,674 山形県 南陽市 ヤマヨシ青果 小売業 食料品 5%

20,675 山形県 南陽市 ＬＡＬＡ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

20,676 山形県 南陽市 ワタナベ電器 小売業 電化製品 5%

20,677 山形県 西川町 月山ポレポレファーム サービス 宿泊業 5%

20,678 山形県 西川町 月山リゾートイン サービス 宿泊業 5%

20,679 山形県 西川町 株式会社黒坂商店　バイパス給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,680 山形県 西川町 ＪＡアグリ　西川店 小売業 家具・調度品 5%

20,681 山形県 西川町 月山和紙のあかり サービス その他サービス 5%

20,682 山形県 西川町 トラヤワイナリー売店 小売業 食料品 5%

20,683 山形県 西川町 セブン－イレブン西川町間沢店 小売業 食料品 2%

20,684 山形県 西川町 セブン－イレブン西川町睦合店 小売業 食料品 2%

20,685 山形県 西川町 ぬくもりの宿ゆきしろ サービス 宿泊業 5%

20,686 山形県 西川町 まいづるや サービス 宿泊業 5%

20,687 山形県 西川町 ロッヂやつなみ サービス 宿泊業 5%

20,688 山形県 東根市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃａｌｍ東根 サービス 理容・美容業 5%

20,689 山形県 東根市 オーディン東根店 小売業 その他小売 5%

20,690 山形県 東根市 おーばんさくらんぼ東根店 小売業 食料品 5%

20,691 山形県 東根市 おーばん村山店 小売業 食料品 5%

20,692 山形県 東根市 菓子工房ほていや サービス 飲食業 5%

20,693 山形県 東根市 割烹多茂登 サービス 飲食業 5%

20,694 山形県 東根市 カノンハウス本店 小売業 その他小売 5%

20,695 山形県 東根市 北村山公立病院売店 小売業 その他小売 5%

20,696 山形県 東根市 グランドホテル　空港レストラン サービス 飲食業 5%

20,697 山形県 東根市 有限会社後藤自動車 小売業 その他小売 5%

20,698 山形県 東根市 こまつ書店東根店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,699 山形県 東根市 さくらんぼ動物病院 サービス その他サービス 5%

20,700 山形県 東根市 酒＆業務スーパー東根店 小売業 食料品 2%

20,701 山形県 東根市 車検　後藤自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

20,702 山形県 東根市 車検専門店　ＲＡＫＵＤＡ　東根店 サービス その他サービス 5%

20,703 山形県 東根市 新光堂　イオン　東根店 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,704 山形県 東根市 青松館 サービス 宿泊業 5%

20,705 山形県 東根市 ソフトバンク　東根店 小売業 電化製品 5%

20,706 山形県 東根市 ソラシノノメ サービス その他サービス 5%
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20,707 山形県 東根市 チェリーメガネ サービス その他サービス 5%

20,708 山形県 東根市 土屋薬局 小売業 その他小売 5%

20,709 山形県 東根市 セブン－イレブン天童バイパス店 小売業 食料品 2%

20,710 山形県 東根市 とみひろ東根店 小売業 衣料品 5%

20,711 山形県 東根市 トヨタレンタリース山形さくらんぼ東根駅前 サービス その他サービス 2%

20,712 山形県 東根市 トヨタレンタリース山形山形空港カウンター サービス その他サービス 2%

20,713 山形県 東根市 ＴＲＵＮＫＢＡＳＥ ＴＲＵＮＫＢＡＳＥ 小売業 その他小売 5%

20,714 山形県 東根市 肉の土田 小売業 食料品 5%

20,715 山形県 東根市 ニュー空港前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,716 山形県 東根市 ニューライフサンワ　東根店 小売業 その他小売 5%

20,717 山形県 東根市 農家の店トマト東根店 小売業 家具・調度品 5%

20,718 山形県 東根市 のゝか本郷館 サービス 宿泊業 5%

20,719 山形県 東根市 パパ　ママ サービス 飲食業 5%

20,720 山形県 東根市 ＢＡＲＢＥＲ　ＴＥＴＳＵＹＡ サービス 理容・美容業 5%

20,721 山形県 東根市 早川時計メガネ店 小売業 その他小売 5%

20,722 山形県 東根市 東根営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,723 山形県 東根市 セブン－イレブン東根大森工業団地入口店 小売業 食料品 2%

20,724 山形県 東根市 セブン－イレブン東根若木店 小売業 食料品 2%

20,725 山形県 東根市 セブン－イレブン東根温泉１丁目店 小売業 食料品 2%

20,726 山形県 東根市 セブン－イレブン東根蟹沢店 小売業 食料品 2%

20,727 山形県 東根市 東根自動車学校 サービス その他サービス 5%

20,728 山形県 東根市 セブン－イレブン東根神町中央２丁目店 小売業 食料品 2%

20,729 山形県 東根市 セブン－イレブン東根神町西６丁目店 小売業 食料品 2%

20,730 山形県 東根市 東根店 サービス 理容・美容業 5%

20,731 山形県 東根市 東根ＢＰＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,732 山形県 東根市 びっくり市東根店 小売業 食料品 5%

20,733 山形県 東根市 フォーラム東根 サービス その他サービス 5%

20,734 山形県 東根市 プリーズレストイン関山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,735 山形県 東根市 ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　ＶＯＩＣＥ　ＣＲＥＳＣ． サービス 理容・美容業 5%

20,736 山形県 東根市 宝石・メガネ　新光堂　ジャスコ新東根店 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,737 山形県 東根市 ボウル　モデルノ サービス その他サービス 5%

20,738 山形県 東根市 マクドナルドイオン東根店 サービス 飲食業 2%

20,739 山形県 東根市 港屋電器㈱神町店 小売業 電化製品 5%

20,740 山形県 東根市 元木電化ショップ 小売業 電化製品 5%

20,741 山形県 東根市 ＭＯＲＩ　ＭＯＲＩ 小売業 その他小売 5%

20,742 山形県 東根市 焼肉萬福 サービス 飲食業 5%

20,743 山形県 東根市 山形空港前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,744 山形県 東根市 仕出し料理　青野　料理　仕出し　青野 小売業 食料品 5%

20,745 山形県 東根市 よし田川別館 サービス 宿泊業 5%

20,746 山形県 東根市 読売センター神町 読売センター神町 小売業 その他小売 5%

20,747 山形県 舟形町 舟形ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,748 山形県 真室川町 高橋なか商店 小売業 電化製品 5%
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20,749 山形県 真室川町 セブン－イレブン真室川新橋店 小売業 食料品 2%

20,750 山形県 三川町 ギャルフィット　三川店 小売業 衣料品 5%

20,751 山形県 三川町 サキナビューティーラウンジ庄内 小売業 その他小売 5%

20,752 山形県 三川町 サンワワールド　三川店 小売業 その他小売 5%

20,753 山形県 三川町 サンワワールド　三川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,754 山形県 三川町 ソフトバンク三川 小売業 電化製品 5%

20,755 山形県 三川町 はやかわ整体院 サービス その他サービス 5%

20,756 山形県 三川町 マクドナルドイオンモール三川店 サービス 飲食業 2%

20,757 山形県 三川町 三川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,758 山形県 三川町 セブン－イレブン三川ショッピングセンター店 小売業 食料品 2%

20,759 山形県 村山市 ＵＷＩＬＡ　トータルケアハウス　ＵＷＩＬＡ　ウヴィラ サービス その他サービス 5%

20,760 山形県 村山市 ウジイフォトスタイル サービス その他サービス 5%

20,761 山形県 村山市 エスト楯岡 小売業 電化製品 5%

20,762 山形県 村山市 株式会社オーイシ サービス その他サービス 5%

20,763 山形県 村山市 お米のめぐみ穂たる 小売業 食料品 5%

20,764 山形県 村山市 カーサポート高橋 サービス その他サービス 5%

20,765 山形県 村山市 株式会社萬家 小売業 その他小売 5%

20,766 山形県 村山市 齊藤勇畳店 サービス その他サービス 5%

20,767 山形県 村山市 さくらんぼカントリークラブ サービス その他サービス 5%

20,768 山形県 村山市 ＪＡグリーン　ごてん 小売業 その他小売 5%

20,769 山形県 村山市 ＪＡグリーン　たておか 小売業 その他小売 5%

20,770 山形県 村山市 葬祭会館平安堂 サービス その他サービス 5%

20,771 山形県 村山市 楯岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,772 山形県 村山市 ドコモショップ　むらやま店 小売業 電化製品 5%

20,773 山形県 村山市 トヨタレンタリース山形村山駅西口店 サービス その他サービス 2%

20,774 山形県 村山市 ばいせんはうすＮＩＳＨＩ 小売業 その他小売 5%

20,775 山形県 村山市 原田嘉兵衞商店 小売業 食料品 5%

20,776 山形県 村山市 びっくり市村山店 小売業 食料品 5%

20,777 山形県 村山市 富士スポーツ村山店 小売業 その他小売 5%

20,778 山形県 村山市 セブン－イレブン村山金谷工業団地前店 小売業 食料品 2%

20,779 山形県 村山市 セブン－イレブン村山楯岡中町店 小売業 食料品 2%

20,780 山形県 村山市 メガネの晶美堂村山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,781 山形県 村山市 元木ラジオ店 小売業 電化製品 5%

20,782 山形県 村山市 もりわじん サービス その他サービス 5%

20,783 山形県 最上町 赤倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,784 山形県 最上町 奥山電器店 小売業 電化製品 5%

20,785 山形県 最上町 株式会社マルシメ大石 小売業 衣料品 5%

20,786 山形県 最上町 キクチテレビ店 小売業 電化製品 5%

20,787 山形県 最上町 クマザワデンキ 小売業 電化製品 5%

20,788 山形県 最上町 とまとやよずべぇ 小売業 食料品 5%

20,789 山形県 最上町 フジイ株式会社ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,790 山形県 最上町 プライムルート４７ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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20,791 山形県 最上町 丸徳ふるせ本社ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,792 山形県 最上町 有限会社オートランドカネダ サービス その他サービス 5%

20,793 山形県 最上町 ゆめみの宿観松館 サービス その他サービス 5%

20,794 山形県 最上町 旅館　しゃくなげ荘 サービス 宿泊業 5%

20,795 山形県 山形市 アースバレー サービス その他サービス 5%

20,796 山形県 山形市 アーチスト豊田有限会社 サービス 理容・美容業 5%

20,797 山形県 山形市 アールあさくら 小売業 電化製品 5%

20,798 山形県 山形市 青田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,799 山形県 山形市 あかねヶ丘競技場前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,800 山形県 山形市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅあかねケ丘店 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,801 山形県 山形市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ａｘｉｓ山形 サービス 理容・美容業 5%

20,802 山形県 山形市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｋａｔｅ山形大野目 サービス 理容・美容業 5%

20,803 山形県 山形市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｂｌｏｏｍ山形嶋 サービス 理容・美容業 5%

20,804 山形県 山形市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｄｅｆｉ山形桜田 サービス 理容・美容業 5%

20,805 山形県 山形市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ａｘｉｓ　山形 サービス 理容・美容業 5%

20,806 山形県 山形市 浅野商店 小売業 食料品 5%

20,807 山形県 山形市 旭自動車 小売業 その他小売 5%

20,808 山形県 山形市 味処　のろ川　味処　のろ川 サービス 飲食業 5%

20,809 山形県 山形市 足の健康を守る店　ヴォールザイン 小売業 衣料品 5%

20,810 山形県 山形市 あぢやま醤油 小売業 食料品 5%

20,811 山形県 山形市 ＡｔｅｌｉｅｒＭｏｍｏ 小売業 その他小売 5%

20,812 山形県 山形市 ａｎｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

20,813 山形県 山形市 炙りと野菜や　亀円七日町店 サービス 飲食業 5%

20,814 山形県 山形市 阿部時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,815 山形県 山形市 天野商事山形支店 サービス その他サービス 5%

20,816 山形県 山形市 ア－ル・なかじま 小売業 電化製品 5%

20,817 山形県 山形市 アンドマークカフェ サービス 飲食業 5%

20,818 山形県 山形市 居酒屋　味山海 サービス 飲食業 5%

20,819 山形県 山形市 石焼ステーキ贅　山形嶋店 サービス 飲食業 5%

20,820 山形県 山形市 イトウ家電 小売業 電化製品 5%

20,821 山形県 山形市 糸惣 小売業 衣料品 5%

20,822 山形県 山形市 岩清水料理の宿　季の里 サービス 宿泊業 5%

20,823 山形県 山形市 イン　テック有限会社 サービス その他サービス 5%

20,824 山形県 山形市 印役ＳＳ　株式会社深瀬商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,825 山形県 山形市 ＷＥＳＴ　ＦＩＥＬＤ 小売業 その他小売 5%

20,826 山形県 山形市 うるしやまタクシー 本社営業所 サービス 運輸業 5%

20,827 山形県 山形市 ＡｉｒＡｒｔ サービス その他サービス 5%

20,828 山形県 山形市 ａｕショップ　酒田下安 小売業 電化製品 5%

20,829 山形県 山形市 ａｕショップ　成沢 小売業 電化製品 5%

20,830 山形県 山形市 エステサロン　ブレス　山形店 サービス 理容・美容業 5%

20,831 山形県 山形市 エスト昭栄中央店 小売業 電化製品 5%

20,832 山形県 山形市 ＥＤＧＥ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%
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20,833 山形県 山形市 ＥｎｅＪｅｔ落合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,834 山形県 山形市 ＥｎｅＪｅｔ嶋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,835 山形県 山形市 ＥｎｅＪｅｔ東青田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,836 山形県 山形市 エネルギーハウス５３６ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,837 山形県 山形市 海老屋旅館 サービス 宿泊業 5%

20,838 山形県 山形市 ＥＭＥＬ サービス その他サービス 5%

20,839 山形県 山形市 ａｕショップ　新庄 小売業 電化製品 5%

20,840 山形県 山形市 ａｕショップ　新庄店 小売業 電化製品 5%

20,841 山形県 山形市 ａｕショップ成沢 小売業 電化製品 5%

20,842 山形県 山形市 ａｕショップ山形南 小売業 電化製品 5%

20,843 山形県 山形市 エルミタージュ山形南店 小売業 その他小売 5%

20,844 山形県 山形市 おいしさ直売所　落合店 小売業 食料品 5%

20,845 山形県 山形市 おいしさ直売所　紅の蔵店 小売業 食料品 5%

20,846 山形県 山形市 おいしさ直売所　南館店 小売業 食料品 5%

20,847 山形県 山形市 大泉電機株式会社 小売業 電化製品 5%

20,848 山形県 山形市 大竹栄電器商会 小売業 電化製品 5%

20,849 山形県 山形市 オーデインひのき町店 小売業 その他小売 5%

20,850 山形県 山形市 オーディン山形城西店 小売業 その他小売 5%

20,851 山形県 山形市 オート・リメッサ サービス その他サービス 5%

20,852 山形県 山形市 おーばん桜田南店 小売業 食料品 5%

20,853 山形県 山形市 おーばん山形嶋店 小売業 食料品 5%

20,854 山形県 山形市 おーばん山形東店 小売業 食料品 5%

20,855 山形県 山形市 おおみや旅館 サービス 宿泊業 5%

20,856 山形県 山形市 置賜倶楽部 サービス 飲食業 5%

20,857 山形県 山形市 小嶋源五郎本店 小売業 家具・調度品 5%

20,858 山形県 山形市 お食事処　お泊り処　お湯処　ろばた サービス 飲食業 5%

20,859 山形県 山形市 お宝中古市場　山形南店 小売業 その他小売 5%

20,860 山形県 山形市 落合スポーツセンター前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,861 山形県 山形市 ＯＨＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

20,862 山形県 山形市 ｏｐｔｉｃオオツキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,863 山形県 山形市 おみやげ処　あがらっしゃい 小売業 食料品 5%

20,864 山形県 山形市 おもちゃ屋本舗　馬見ヶ崎店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,865 山形県 山形市 オリジンヘアー サービス 理容・美容業 5%

20,866 山形県 山形市 オリックスレンタカー山形松山店 サービス その他サービス 2%

20,867 山形県 山形市 温野菜山形駅前店 サービス 飲食業 2%

20,868 山形県 山形市 温野菜山形嶋店 サービス 飲食業 2%

20,869 山形県 山形市 鏡どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

20,870 山形県 山形市 篭田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,871 山形県 山形市 カーコンサルエコー サービス その他サービス 5%

20,872 山形県 山形市 ＣＡＳＡ－ＶＩＮＯ 小売業 食料品 5%

20,873 山形県 山形市 菓子工房このは 小売業 食料品 5%

20,874 山形県 山形市 菓子処風雅 小売業 食料品 5%
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20,875 山形県 山形市 菓匠　三全　山形蔵王インター店 小売業 食料品 5%

20,876 山形県 山形市 菓匠三全山形エスパル店 小売業 食料品 5%

20,877 山形県 山形市 ＫＡＺＵ サービス 飲食業 5%

20,878 山形県 山形市 カスカワスポーツ　カスカワゴルフショップ 小売業 その他小売 5%

20,879 山形県 山形市 カスカワスポーツ カスカワ蔵王レストハウス 小売業 その他小売 5%

20,880 山形県 山形市 カスカワスポーツ　本店 小売業 その他小売 5%

20,881 山形県 山形市 カスカワスポーツ 小売業 その他小売 5%

20,882 山形県 山形市 カスカワスポーツ蔵王レストハウス 小売業 その他小売 5%

20,883 山形県 山形市 加藤自動車 サービス その他サービス 5%

20,884 山形県 山形市 カバンのにっしん 小売業 その他小売 5%

20,885 山形県 山形市 ｃａｆｅ　ＧＩＧＩ サービス 飲食業 5%

20,886 山形県 山形市 ［ＨＣ］株式会社イーパル 小売業 電化製品 5%

20,887 山形県 山形市 株式会社Ｗｉｎｇ サービス その他サービス 5%

20,888 山形県 山形市 株式会社かじ動物病院 サービス その他サービス 5%

20,889 山形県 山形市 株式会社カワタ サービス その他サービス 5%

20,890 山形県 山形市 株）タイヤショップ出羽 小売業 その他小売 5%

20,891 山形県 山形市 （株）電気のクマサワ 小売業 電化製品 5%

20,892 山形県 山形市 株式会社ロッジスコーレ サービス その他サービス 5%

20,893 山形県 山形市 カプリチョーザ山形エスパル店 サービス 飲食業 2%

20,894 山形県 山形市 カーリメーク山形 サービス その他サービス 5%

20,895 山形県 山形市 ガレージ・イースト サービス その他サービス 5%

20,896 山形県 山形市 カレーＣｏＣｏ壱番屋山形西バイパス店 サービス 飲食業 2%

20,897 山形県 山形市 川井スポーツ　中店 小売業 その他小売 5%

20,898 山形県 山形市 川井スポーツ 小売業 その他小売 5%

20,899 山形県 山形市 川井スポーツ　上ノ台ハウス 小売業 その他小売 5%

20,900 山形県 山形市 川井スポーツ　蔵王店 小売業 その他小売 5%

20,901 山形県 山形市 韓国焼肉処かん乃 サービス 飲食業 5%

20,902 山形県 山形市 ＫＩＩＴＯＳ 小売業 その他小売 5%

20,903 山形県 山形市 汽水域 小売業 その他小売 5%

20,904 山形県 山形市 キャピックヤマガタ１ サービス その他サービス 5%

20,905 山形県 山形市 キャピックヤマガタ２ サービス その他サービス 5%

20,906 山形県 山形市 牛角山形桜田店 サービス 飲食業 2%

20,907 山形県 山形市 牛角山形東原店 サービス 飲食業 2%

20,908 山形県 山形市 協同の家　コープ桜田 小売業 その他小売 5%

20,909 山形県 山形市 京都鉄板焼　よしちゃん サービス 飲食業 5%

20,910 山形県 山形市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　清住店 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,911 山形県 山形市 ｋｉｎｇｋｏｎｇ サービス 飲食業 5%

20,912 山形県 山形市 きんらんどんす 小売業 衣料品 5%

20,913 山形県 山形市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ山形店 小売業 その他小売 5%

20,914 山形県 山形市 草木染工房瓶屋 小売業 家具・調度品 5%

20,915 山形県 山形市 串蔵　みつる サービス 飲食業 5%

20,916 山形県 山形市 くしふらい串幸 サービス 飲食業 5%
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20,917 山形県 山形市 出光グッとセルフ江俣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,918 山形県 山形市 クマガイジテンシャ 小売業 その他小売 5%

20,919 山形県 山形市 くまざわ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,920 山形県 山形市 ＣＬＯＵＤ１９ サービス 飲食業 5%

20,921 山形県 山形市 ＧＬＡＮＺ サービス その他サービス 5%

20,922 山形県 山形市 グランド　フラワーショップ 小売業 その他小売 5%

20,923 山形県 山形市 グランドサロン　さいとう サービス 理容・美容業 5%

20,924 山形県 山形市 グランドパルコ サービス 宿泊業 5%

20,925 山形県 山形市 ＣＲＥＡ　ＡＢＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,926 山形県 山形市 クリエ・アベ　アズ七日町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,927 山形県 山形市 合同会社クリエーションイマジン サービス その他サービス 5%

20,928 山形県 山形市 クリーニングすずき サービス その他サービス 5%

20,929 山形県 山形市 グリーンやまがた西部店 小売業 その他小売 5%

20,930 山形県 山形市 グリーンやまがた中央店 小売業 その他小売 5%

20,931 山形県 山形市 クール・カレ　アン　山形山交ビル店 小売業 衣料品 5%

20,932 山形県 山形市 黒木タクシー サービス 運輸業 5%

20,933 山形県 山形市 群言堂　山形店 小売業 衣料品 5%

20,934 山形県 山形市 県庁前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,935 山形県 山形市 県庁前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,936 山形県 山形市 コーヒーショップ　グランド サービス 飲食業 5%

20,937 山形県 山形市 コープ　寿町店 小売業 衣料品 5%

20,938 山形県 山形市 コープ　城西店 小売業 衣料品 5%

20,939 山形県 山形市 コープ　鈴川店 小売業 衣料品 5%

20,940 山形県 山形市 コープ　東原店 小売業 衣料品 5%

20,941 山形県 山形市 小顔の元氣屋　山形イスズ店 サービス その他サービス 5%

20,942 山形県 山形市 株式会社　コバヤシ機工 小売業 家具・調度品 5%

20,943 山形県 山形市 （個人）小林タクシー サービス 運輸業 5%

20,944 山形県 山形市 コーヒー＆レストラン　ラ・セーヌ サービス 飲食業 5%

20,945 山形県 山形市 こまつ書店　寿町本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,946 山形県 山形市 こまつ書店　桜田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,947 山形県 山形市 こまつ書店　鈴川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,948 山形県 山形市 こまつ書店　西田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,949 山形県 山形市 近藤乗物 ＴＡＫＡＤＡＴＥ ＢＡＳＥ 小売業 その他小売 5%

20,950 山形県 山形市 近藤乗物 小売業 その他小売 5%

20,951 山形県 山形市 サーチ☆アール サービス その他サービス 5%

20,952 山形県 山形市 サイクルマーケット　りんりん　山形城西店 小売業 その他小売 5%

20,953 山形県 山形市 サイクルマーケット　りんりん　山形城西店 小売業 その他小売 5%

20,954 山形県 山形市 サイトウオート サービス その他サービス 5%

20,955 山形県 山形市 ＡＥ株式会社斎藤商店 小売業 その他小売 5%

20,956 山形県 山形市 蔵王・和歌の宿わかまつや サービス 宿泊業 5%

20,957 山形県 山形市 蔵王インター前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,958 山形県 山形市 蔵王国際ホテル サービス 宿泊業 5%
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20,959 山形県 山形市 蔵王ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,960 山形県 山形市 蔵王四季のホテル サービス 宿泊業 5%

20,961 山形県 山形市 蔵王四季のホテル サービス 宿泊業 5%

20,962 山形県 山形市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ蔵王店 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,963 山形県 山形市 セブン－イレブン蔵王みはらしの丘店 小売業 食料品 2%

20,964 山形県 山形市 蔵王みはらしの丘前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

20,965 山形県 山形市 蔵王銘品館能登屋 小売業 その他小売 5%

20,966 山形県 山形市 酒場亀円 サービス 飲食業 5%

20,967 山形県 山形市 酒場亀円　山形駅前店 サービス 飲食業 5%

20,968 山形県 山形市 サガワデンキ 小売業 電化製品 5%

20,969 山形県 山形市 酒のソクハイ山形香澄町店 小売業 その他小売 5%

20,970 山形県 山形市 佐五郎 小売業 食料品 5%

20,971 山形県 山形市 有限会社笹原デンキ 小売業 電化製品 5%

20,972 山形県 山形市 茶琉 小売業 食料品 5%

20,973 山形県 山形市 サルビア サービス 理容・美容業 5%

20,974 山形県 山形市 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｒｅｐｏｓｅｒ サービス その他サービス 5%

20,975 山形県 山形市 三益堂 小売業 その他小売 5%

20,976 山形県 山形市 ＳＡＮＧＯＲＯ サービス 宿泊業 5%

20,977 山形県 山形市 サンセルマン 小売業 その他小売 5%

20,978 山形県 山形市 Ｓｕｎｆｒｉｅｎｄｓ サービス その他サービス 5%

20,979 山形県 山形市 さんろくまる サービス 飲食業 5%

20,980 山形県 山形市 サンワワールド　山形店 小売業 その他小売 5%

20,981 山形県 山形市 サンワワールド 小売業 貴金属・服飾品 5%

20,982 山形県 山形市 シーガル桜田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,983 山形県 山形市 シーガル十日町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

20,984 山形県 山形市 ＳＥＥ?ＴＨｒｏｕｇｈ 小売業 衣料品 5%

20,985 山形県 山形市 ＪＡやまがた　本店 小売業 その他小売 5%

20,986 山形県 山形市 シダ家電販売 小売業 電化製品 5%

20,987 山形県 山形市 至福の楽園和楽 サービス 飲食業 5%

20,988 山形県 山形市 至福の楽園　和楽山形店 サービス 飲食業 5%

20,989 山形県 山形市 渋谷税務会計事務所 サービス その他サービス 5%

20,990 山形県 山形市 シベール　ファクトリーメゾン 小売業 食料品 5%

20,991 山形県 山形市 シベール　ファクトリーメゾン　カフェ サービス 飲食業 5%

20,992 山形県 山形市 シベールズカフェ東店 サービス 飲食業 5%

20,993 山形県 山形市 嶋店 サービス 理容・美容業 5%

20,994 山形県 山形市 じゃいあん食堂駅前店 サービス 飲食業 5%

20,995 山形県 山形市 車検専門店　ＲＡＫＵＤＡ　山形店 サービス その他サービス 5%

20,996 山形県 山形市 ジャパンキネシオ・カイロプラクティック研究所 サービス 理容・美容業 5%

20,997 山形県 山形市 シャレニー山形南店 小売業 その他小売 5%

20,998 山形県 山形市 ＪＵＫＥ　山形北店 小売業 衣料品 5%

20,999 山形県 山形市 ＳＨＯＥＳＳＴＯＣＫ山形 小売業 衣料品 5%

21,000 山形県 山形市 秀電社あかねヶ丘店 小売業 その他小売 5%
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21,001 山形県 山形市 秀電社本店 小売業 その他小売 5%

21,002 山形県 山形市 ジュエリーシティ新光堂　ジャスコ山形北店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,003 山形県 山形市 ジョアン 小売業 その他小売 5%

21,004 山形県 山形市 城西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,005 山形県 山形市 新光堂　イオン　山形北店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,006 山形県 山形市 新光堂　イオン山形南店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,007 山形県 山形市 新日本補聴器センター山形店 小売業 その他小売 5%

21,008 山形県 山形市 寿司割烹　三桝　寿司割烹　三桝 サービス 飲食業 5%

21,009 山形県 山形市 すし辰新 サービス 飲食業 5%

21,010 山形県 山形市 すずかわ犬猫病院 サービス その他サービス 5%

21,011 山形県 山形市 スズキアリーナ山形嶋 サービス その他サービス 5%

21,012 山形県 山形市 鈴木電気 小売業 電化製品 5%

21,013 山形県 山形市 ＳＵＺＵＴＡＮ山形店 小売業 衣料品 5%

21,014 山形県 山形市 スタジオフェリーク山形店 サービス その他サービス 5%

21,015 山形県 山形市 ステーキ　アロワイヨー サービス 飲食業 5%

21,016 山形県 山形市 炭火焼　干物居酒屋　やまぎし サービス 飲食業 5%

21,017 山形県 山形市 ｓｌｏｗｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

21,018 山形県 山形市 生協　共同購入本部 小売業 食料品 5%

21,019 山形県 山形市 生協　すずかわセンター 小売業 食料品 5%

21,020 山形県 山形市 青龍窯 小売業 その他小売 5%

21,021 山形県 山形市 セミナーレ 小売業 衣料品 5%

21,022 山形県 山形市 セミナーレブルー 小売業 衣料品 5%

21,023 山形県 山形市 センゾクヤプラス　山形白山店 小売業 衣料品 5%

21,024 山形県 山形市 センゾクヤプラス山形北店 小売業 衣料品 5%

21,025 山形県 山形市 仙臺ホルモン牛タン焼肉　べろきん サービス 飲食業 5%

21,026 山形県 山形市 セントロ　フェリシタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,027 山形県 山形市 煎餅工房さがえ屋エスパル山形店 小売業 食料品 5%

21,028 山形県 山形市 漕快亭 サービス その他サービス 5%

21,029 山形県 山形市 続 おそばに 続おそばに サービス 飲食業 5%

21,030 山形県 山形市 ソフトバンク　寒河江 小売業 電化製品 5%

21,031 山形県 山形市 ソフトバンク　長井 小売業 電化製品 5%

21,032 山形県 山形市 ソフトバンク　山形北 小売業 電化製品 5%

21,033 山形県 山形市 ソフトバンク　山形北 小売業 電化製品 5%

21,034 山形県 山形市 ソフトバンク　米沢 小売業 電化製品 5%

21,035 山形県 山形市 ソラリス サービス その他サービス 5%

21,036 山形県 山形市 しおんの丘 サービス 理容・美容業 5%

21,037 山形県 山形市 タイヤ＆ホイールショップコンノ 小売業 その他小売 5%

21,038 山形県 山形市 タイヤ館山形 小売業 その他小売 2%

21,039 山形県 山形市 高橋たばこ店 小売業 その他小売 5%

21,040 山形県 山形市 タカミヤヴィレッジ　ホテル樹林 サービス 宿泊業 5%

21,041 山形県 山形市 たかみや瑠璃倶楽リゾート サービス 宿泊業 5%

21,042 山形県 山形市 立谷川工業団地前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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21,043 山形県 山形市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ立谷川店 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,044 山形県 山形市 脱毛　美肌サロンＢｅｎｅＬｕｃｅ　ＢｅｎｅＬｕｃｅ 小売業 その他小売 5%

21,045 山形県 山形市 竹屋商店（ジョックス） 小売業 その他小売 5%

21,046 山形県 山形市 Ｃｈａｒｌｉｅ Ｂｒｏｗｎ サービス 飲食業 5%

21,047 山形県 山形市 厨房はる禅 サービス 飲食業 5%

21,048 山形県 山形市 石蕗の舎 サービス 飲食業 5%

21,049 山形県 山形市 ディーエルディー山形ショールーム 小売業 電化製品 5%

21,050 山形県 山形市 庭園喫茶錦 サービス 飲食業 5%

21,051 山形県 山形市 Ｄａｉｓｙ深町店 サービス 理容・美容業 5%

21,052 山形県 山形市 てらむら動物病院 サービス その他サービス 5%

21,053 山形県 山形市 電気のクマサワ中桜田店 小売業 電化製品 5%

21,054 山形県 山形市 でんきハウスコスモス 小売業 電化製品 5%

21,055 山形県 山形市 東北電化機器販売 小売業 電化製品 5%

21,056 山形県 山形市 独選炭火焼肉　ひとりじめ サービス 飲食業 5%

21,057 山形県 山形市 ドコモショップ　酒田みずほ店 小売業 電化製品 5%

21,058 山形県 山形市 ドコモショップ　七日町店 小売業 電化製品 5%

21,059 山形県 山形市 ドコモショップ　むらやま店 小売業 電化製品 5%

21,060 山形県 山形市 ドコモショップ　山形北店 小売業 電化製品 5%

21,061 山形県 山形市 ドコモショップ　山形南店 小売業 電化製品 5%

21,062 山形県 山形市 ドコモショップ　山形南店 小売業 電化製品 5%

21,063 山形県 山形市 ドコモショップ　山形南原店 小売業 電化製品 5%

21,064 山形県 山形市 ドコモショップ　大野目店 小売業 その他小売 5%

21,065 山形県 山形市 土間土間山形店 サービス 飲食業 2%

21,066 山形県 山形市 富岡本店 小売業 その他小売 5%

21,067 山形県 山形市 トミコー サービス その他サービス 5%

21,068 山形県 山形市 とみひろ庭多泉店 小売業 衣料品 5%

21,069 山形県 山形市 トヨタレンタリース山形　鉄砲町店 サービス その他サービス 2%

21,070 山形県 山形市 トヨタレンタリース山形　山形駅西口店 サービス その他サービス 2%

21,071 山形県 山形市 トヨタレンタリース山形北山形駅前店 サービス その他サービス 2%

21,072 山形県 山形市 トヨタレンタリース山形山形駅前店 サービス その他サービス 2%

21,073 山形県 山形市 トラベルセンター サービス その他サービス 5%

21,074 山形県 山形市 内陸物流センター 小売業 衣料品 5%

21,075 山形県 山形市 長門屋 小売業 家具・調度品 5%

21,076 山形県 山形市 ナカムラ電器 小売業 電化製品 5%

21,077 山形県 山形市 ナショナル電化ストア 小売業 電化製品 5%

21,078 山形県 山形市 ＮＡＮＡ　Ｓｔａｒｒｉｎｇ サービス 飲食業 5%

21,079 山形県 山形市 成沢店 サービス 理容・美容業 5%

21,080 山形県 山形市 南栄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,081 山形県 山形市 ｎｉｃｏｓｈａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

21,082 山形県 山形市 日東産業 サービス その他サービス 5%

21,083 山形県 山形市 日本一エスパル山形店 小売業 食料品 5%

21,084 山形県 山形市 ニューバックにっしん　ジャスコ店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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21,085 山形県 山形市 ニューライフ　サンワ　山形北店 小売業 その他小売 5%

21,086 山形県 山形市 にわーる 小売業 その他小売 5%

21,087 山形県 山形市 ネイル　アイラッシュサロン　ブレス　エスパル山形本店 サービス 理容・美容業 5%

21,088 山形県 山形市 ＮＥＣＫ　ＤＯＷＮ 小売業 衣料品 5%

21,089 山形県 山形市 ネムール サービス その他サービス 5%

21,090 山形県 山形市 乃し梅本舗佐藤屋 小売業 食料品 5%

21,091 山形県 山形市 バー　カリブ サービス 飲食業 5%

21,092 山形県 山形市 バイクショップウインディ 小売業 その他小売 5%

21,093 山形県 山形市 ｈａｃｏ サービス 理容・美容業 5%

21,094 山形県 山形市 ｈａｃｏｎｉｗａ 小売業 その他小売 5%

21,095 山形県 山形市 八文字屋　ＵＮＯ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

21,096 山形県 山形市 八文字屋　北店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

21,097 山形県 山形市 八文字屋　ＰＯＯＬ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

21,098 山形県 山形市 八文字屋　本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

21,099 山形県 山形市 八文字屋　本店　３ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

21,100 山形県 山形市 八文字屋　本店　２ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

21,101 山形県 山形市 八文字屋　ＭＵＳＩＣ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

21,102 山形県 山形市 ｈａｋｋａｓｕｉ 小売業 衣料品 5%

21,103 山形県 山形市 パティスリーミルスリール 小売業 食料品 5%

21,104 山形県 山形市 ハナゾノ 小売業 その他小売 5%

21,105 山形県 山形市 花楯店 サービス 理容・美容業 5%

21,106 山形県 山形市 早坂サイクル　山形店 小売業 その他小売 5%

21,107 山形県 山形市 ｂａｒｕ　ｂａｒｕ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

21,108 山形県 山形市 晩菊本舗三奥屋 小売業 食料品 5%

21,109 山形県 山形市 はんこ屋さん２１山形店 小売業 その他小売 2%

21,110 山形県 山形市 美　ＭＥＧＡＭＩ サービス その他サービス 5%

21,111 山形県 山形市 ＢｅｅｒＳｔｏｒａｇｅ サービス 飲食業 5%

21,112 山形県 山形市 ＢＭＯ山形店 小売業 衣料品 5%

21,113 山形県 山形市 Ｂｉｑｕｅｔｔｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

21,114 山形県 山形市 美酒佳肴はしもと サービス 飲食業 5%

21,115 山形県 山形市 ヤマリョービッグウイング前セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,116 山形県 山形市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅビッグウイング前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,117 山形県 山形市 びっくり市山形北店 小売業 食料品 5%

21,118 山形県 山形市 びっくり市山形南店 小売業 食料品 5%

21,119 山形県 山形市 美・ＭＥＧＡＭＩ サービス 理容・美容業 5%

21,120 山形県 山形市 美容カイロエステ咲笑 サービス 理容・美容業 5%

21,121 山形県 山形市 美容室青い鳥 サービス 理容・美容業 5%

21,122 山形県 山形市 美容室青い鳥 サービス 理容・美容業 5%

21,123 山形県 山形市 ｕ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

21,124 山形県 山形市 美容専科ナカムラ サービス 理容・美容業 5%

21,125 山形県 山形市 ファーストイン青田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,126 山形県 山形市 ｆｉｒｓｔ　山形 サービス 理容・美容業 5%
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21,127 山形県 山形市 ｆｉｒｓｔ山形 サービス 理容・美容業 5%

21,128 山形県 山形市 ファッションショップ　サンセルマン 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,129 山形県 山形市 ｆｅｍｍｅ サービス 理容・美容業 5%

21,130 山形県 山形市 ＰｈｏｔｏＳｔｕｄｉｏいのせんと サービス その他サービス 5%

21,131 山形県 山形市 フォーラム山形 サービス その他サービス 5%

21,132 山形県 山形市 深瀬自動車整備工場 小売業 その他小売 5%

21,133 山形県 山形市 深町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,134 山形県 山形市 ふぐ料理麒麟 サービス 飲食業 5%

21,135 山形県 山形市 Ｂｕｃｏｌｉ 小売業 衣料品 5%

21,136 山形県 山形市 藤井株式会社 小売業 衣料品 5%

21,137 山形県 山形市 （有）布施弥七京染店 小売業 衣料品 5%

21,138 山形県 山形市 ブティック　松坂屋 小売業 衣料品 5%

21,139 山形県 山形市 ｆｏｏｄ＆ｂａｒＫＡＢＵＲＥＴＴＡ サービス 飲食業 5%

21,140 山形県 山形市 ふとん工房ふるうち 小売業 家具・調度品 5%

21,141 山形県 山形市 株式会社船山呉服店 小売業 衣料品 5%

21,142 山形県 山形市 船山書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

21,143 山形県 山形市 Ｆｌｙｉｎｇ　Ｂｅａｔｓ．ｉｎｃ 小売業 衣料品 5%

21,144 山形県 山形市 Ｂｒａｔｓ　山形店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,145 山形県 山形市 フラワーショップ サービス 宿泊業 5%

21,146 山形県 山形市 ＢＬＵＥ　ＭＡＲＫＥＴ　本店 サービス 飲食業 5%

21,147 山形県 山形市 ブルーマーケット本店 サービス 飲食業 5%

21,148 山形県 山形市 ふるさと銘酒館ひのきの里 小売業 食料品 5%

21,149 山形県 山形市 ふれ愛ダイニング ＫＡＮＯＹＡ サービス 飲食業 5%

21,150 山形県 山形市 フレッシュ種友 小売業 食料品 5%

21,151 山形県 山形市 文具の島くまがい 小売業 その他小売 5%

21,152 山形県 山形市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｔｏｍｏｎｙ サービス 理容・美容業 5%

21,153 山形県 山形市 ＨＡＩＲＧＡＲＤＥＮＣＨＵＯ　理容中央 サービス 理容・美容業 5%

21,154 山形県 山形市 ＨＡＩＲＣＵＢＥＺＯＵ サービス 理容・美容業 5%

21,155 山形県 山形市 ヘアーサロン　梅津 サービス 理容・美容業 5%

21,156 山形県 山形市 ヘアーサロンマーセル サービス 理容・美容業 5%

21,157 山形県 山形市 hair room Lucia 山形 サービス 理容・美容業 5%

21,158 山形県 山形市 Ｈａｉｒ　ｗｉｔｈ　Ｗａｔｅｒ サービス 理容・美容業 5%

21,159 山形県 山形市 Ｈａｉｒｓａｌｏｎ　Ａｓａｈｉ サービス 理容・美容業 5%

21,160 山形県 山形市 ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ｍａｎａ サービス 理容・美容業 5%

21,161 山形県 山形市 ヘアーステーションちとせ サービス 理容・美容業 5%

21,162 山形県 山形市 ヘアプロデュース マーム サービス 理容・美容業 5%

21,163 山形県 山形市 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅＢｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

21,164 山形県 山形市 ベーカー円応寺店 サービス 宿泊業 5%

21,165 山形県 山形市 ペットハーバーノア 小売業 その他小売 5%

21,166 山形県 山形市 ＢｅｎｅＬｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

21,167 山形県 山形市 ｂａｂｙ　ｓｋｉｎ（ベビースキン） 小売業 その他小売 5%

21,168 山形県 山形市 ペンションぷうたろう サービス 宿泊業 5%
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21,169 山形県 山形市 宝石の柿崎　山形店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,170 山形県 山形市 ボードゲームカフェＡｓｏｂｂｅ サービス 飲食業 5%

21,171 山形県 山形市 ｈｏｍｅ サービス 理容・美容業 5%

21,172 山形県 山形市 ほぐし整体＆足裏マッサージＲｅ・楽 サービス その他サービス 5%

21,173 山形県 山形市 ｂｏｃｃａ サービス 理容・美容業 5%

21,174 山形県 山形市 ホテル　喜らく サービス 宿泊業 5%

21,175 山形県 山形市 ホテル　喜らく／Ｊ＆Ｊギフト サービス その他サービス 5%

21,176 山形県 山形市 ホテル・ラルジャン サービス 宿泊業 5%

21,177 山形県 山形市 ホテル　ルーセントタカミヤ サービス 宿泊業 5%

21,178 山形県 山形市 ホテルキャッスル サービス 宿泊業 5%

21,179 山形県 山形市 ホテルキャピタルイン山形 サービス 宿泊業 2%

21,180 山形県 山形市 ホテルさくらんぼ サービス 宿泊業 5%

21,181 山形県 山形市 ホテルハモンドたかみや サービス 宿泊業 5%

21,182 山形県 山形市 ホテルラルジャン蔵王 サービス 宿泊業 5%

21,183 山形県 山形市 ポリシーミックス サービス 理容・美容業 5%

21,184 山形県 山形市 ホルモン居酒屋　てんま分店 サービス 飲食業 5%

21,185 山形県 山形市 ホロニック サービス その他サービス 5%

21,186 山形県 山形市 マートふなこし 小売業 その他小売 5%

21,187 山形県 山形市 前明石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,188 山形県 山形市 マクドナルドイオンモール山形南店 サービス 飲食業 2%

21,189 山形県 山形市 マクドナルドイオン山形北店 サービス 飲食業 2%

21,190 山形県 山形市 マクドナルド成沢ヨークベニマル店 サービス 飲食業 2%

21,191 山形県 山形市 マクドナルド２８６山形鉄砲町店 サービス 飲食業 2%

21,192 山形県 山形市 マクドナルド山形やよい町店 サービス 飲食業 2%

21,193 山形県 山形市 マタタビｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

21,194 山形県 山形市 松見町　事務所 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,195 山形県 山形市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ松見町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,196 山形県 山形市 まるわ商店 小売業 その他小売 5%

21,197 山形県 山形市 マンシングウエアＫＡＷＡＩ　ＳＰＯＲＴＳ 小売業 その他小売 5%

21,198 山形県 山形市 ミカズキ サービス その他サービス 5%

21,199 山形県 山形市 ミサワ車体 サービス その他サービス 5%

21,200 山形県 山形市 三澤商事株式会社 小売業 家具・調度品 5%

21,201 山形県 山形市 ミスターかかし サービス 飲食業 5%

21,202 山形県 山形市 ヤマリョー松見町セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,203 山形県 山形市 緑町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,204 山形県 山形市 南舘店 サービス 理容・美容業 5%

21,205 山形県 山形市 南原ペットクリニック サービス その他サービス 5%

21,206 山形県 山形市 南山形　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,207 山形県 山形市 峯田電器あかねケ丘店 小売業 電化製品 5%

21,208 山形県 山形市 深山荘　高見屋 サービス 宿泊業 5%

21,209 山形県 山形市 ミュージック昭和ギターベース館 小売業 その他小売 5%

21,210 山形県 山形市 ＭＵＣＨＡＳ サービス 飲食業 5%
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21,211 山形県 山形市 ムナカタタクシー（個人） サービス 運輸業 5%

21,212 山形県 山形市 名湯舎　創 サービス 宿泊業 5%

21,213 山形県 山形市 メガネの相沢エスパル山形店 小売業 その他小売 5%

21,214 山形県 山形市 メガネの会津屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,215 山形県 山形市 めがねのコバヤシ山形金井店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,216 山形県 山形市 メガネの晶美堂山形銅町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,217 山形県 山形市 メガネのスズキ　山形店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,218 山形県 山形市 メヒコ山形フラミンゴ館 サービス 飲食業 5%

21,219 山形県 山形市 メルセデス・ベンツ山形 小売業 その他小売 5%

21,220 山形県 山形市 Ｍｏｉｓｔｅａｎｅ Ｓａｌｏｎ Ｌｕｐｉｎｕｓ 小売業 その他小売 5%

21,221 山形県 山形市 モガミ住研株式会社 サービス その他サービス 5%

21,222 山形県 山形市 ももちゃんクリーニング 上町店 サービス その他サービス 5%

21,223 山形県 山形市 やきとり武蔵屋 やきとり武藏屋 小売業 食料品 5%

21,224 山形県 山形市 焼肉 千代田 サービス 飲食業 5%

21,225 山形県 山形市 焼肉酒場匡泉 サービス 飲食業 5%

21,226 山形県 山形市 焼き肉家　檜 サービス 飲食業 5%

21,227 山形県 山形市 焼き肉家檜 サービス 飲食業 5%

21,228 山形県 山形市 山形アルミサッシ工業株式会社 サービス その他サービス 5%

21,229 山形県 山形市 セブン－イレブン山形飯田５丁目店 小売業 食料品 2%

21,230 山形県 山形市 セブン－イレブン山形飯塚店 小売業 食料品 2%

21,231 山形県 山形市 セブン－イレブン山形漆山バイパス店 小売業 食料品 2%

21,232 山形県 山形市 セブン－イレブン山形駅西口店 小売業 食料品 2%

21,233 山形県 山形市 山形駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,234 山形県 山形市 山形駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,235 山形県 山形市 セブン－イレブン山形表蔵王店 小売業 食料品 2%

21,236 山形県 山形市 セブン－イレブン山形篭田３丁目店 小売業 食料品 2%

21,237 山形県 山形市 セブン－イレブン山形香澄町２丁目店 小売業 食料品 2%

21,238 山形県 山形市 山形北ＢＰＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,239 山形県 山形市 セブン－イレブン山形北町２丁目店 小売業 食料品 2%

21,240 山形県 山形市 山形牛ステーキ 焼肉かかし サービス 飲食業 5%

21,241 山形県 山形市 セブン－イレブン山形清住町３丁目店 小売業 食料品 2%

21,242 山形県 山形市 セブン－イレブン山形久保田３丁目店 小売業 食料品 2%

21,243 山形県 山形市 株式会社　山形県観光物産会館 小売業 食料品 5%

21,244 山形県 山形市 セブン－イレブン山形江南２丁目店 小売業 食料品 2%

21,245 山形県 山形市 セブン－イレブン山形小白川町４丁目店 小売業 食料品 2%

21,246 山形県 山形市 セブン－イレブン山形済生病院前店 小売業 食料品 2%

21,247 山形県 山形市 セブン－イレブン山形蔵王インター店 小売業 食料品 2%

21,248 山形県 山形市 セブン－イレブン山形桜田西４丁目店 小売業 食料品 2%

21,249 山形県 山形市 セブン－イレブン山形嶋店 小売業 食料品 2%

21,250 山形県 山形市 セブン－イレブン山形城西町２丁目店 小売業 食料品 2%

21,251 山形県 山形市 セブン－イレブン山形陣場１丁目店 小売業 食料品 2%

21,252 山形県 山形市 セブン－イレブン山形鈴川３丁目店 小売業 食料品 2%
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21,253 山形県 山形市 セブン－イレブン山形諏訪町１丁目店 小売業 食料品 2%

21,254 山形県 山形市 山形千手堂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,255 山形県 山形市 山形ダイハツ販売飯田店 小売業 その他小売 5%

21,256 山形県 山形市 山形ダイハツ販売桧町店 小売業 その他小売 5%

21,257 山形県 山形市 山形ダイハツ販売本社 小売業 その他小売 5%

21,258 山形県 山形市 セブン－イレブン山形高堂２丁目店 小売業 食料品 2%

21,259 山形県 山形市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ山形十日町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,260 山形県 山形市 セブン－イレブン山形富の中店 小売業 食料品 2%

21,261 山形県 山形市 セブン－イレブン山形鳥居ケ丘店 小売業 食料品 2%

21,262 山形県 山形市 セブン－イレブン山形南栄町２丁目店 小売業 食料品 2%

21,263 山形県 山形市 セブン－イレブン山形錦町店 小売業 食料品 2%

21,264 山形県 山形市 山形西ＢＰＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,265 山形県 山形市 山形ＯＤ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,266 山形県 山形市 山形ＢＰＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,267 山形県 山形市 山形バイパス漆山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,268 山形県 山形市 セブン－イレブン山形花楯２丁目店 小売業 食料品 2%

21,269 山形県 山形市 セブン－イレブン山形東青田２丁目店 小売業 食料品 2%

21,270 山形県 山形市 セブン－イレブン山形東原町店 小売業 食料品 2%

21,271 山形県 山形市 山形ビデオサービス サービス その他サービス 5%

21,272 山形県 山形市 セブン－イレブン山形桧町１丁目店 小売業 食料品 2%

21,273 山形県 山形市 山形フクヤ 小売業 その他小売 5%

21,274 山形県 山形市 やまがたふ処鈴木製麸所 小売業 食料品 5%

21,275 山形県 山形市 セブン－イレブン山形松栄１丁目店 小売業 食料品 2%

21,276 山形県 山形市 セブン－イレブン山形緑町３丁目店 小売業 食料品 2%

21,277 山形県 山形市 山形南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,278 山形県 山形市 セブン－イレブン山形南一番町店 小売業 食料品 2%

21,279 山形県 山形市 セブン－イレブン山形南館３丁目店 小売業 食料品 2%

21,280 山形県 山形市 山形南ＢＰＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,281 山形県 山形市 セブン－イレブン山形南原町１丁目店 小売業 食料品 2%

21,282 山形県 山形市 セブン－イレブン山形南原町３丁目店 小売業 食料品 2%

21,283 山形県 山形市 山形宮町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,284 山形県 山形市 セブン－イレブン山形宮町２丁目店 小売業 食料品 2%

21,285 山形県 山形市 山形ヤクルト販売 左沢センター 小売業 食料品 5%

21,286 山形県 山形市 山形ヤクルト販売 寒河江センター 小売業 食料品 5%

21,287 山形県 山形市 セブン－イレブン山形流通センター２丁目店 小売業 食料品 2%

21,288 山形県 山形市 株式会社山形レンズセンター 小売業 その他小売 5%

21,289 山形県 山形市 やまぐち動物クリニック サービス その他サービス 5%

21,290 山形県 山形市 山寺焼　ながせ陶房 小売業 その他小売 5%

21,291 山形県 山形市 ヤマデンチェーン 小売業 電化製品 5%

21,292 山形県 山形市 やまなか家　山形西バイパス店 サービス 飲食業 5%

21,293 山形県 山形市 ｕ サービス 理容・美容業 5%

21,294 山形県 山形市 有限会社 大黒屋商店 小売業 その他小売 5%
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21,295 山形県 山形市 有限会社　いっこ寿司 サービス 飲食業 5%

21,296 山形県 山形市 ［ＨＣ］有限会社エレクトリック渡辺電器 小売業 電化製品 5%

21,297 山形県 山形市 有限会社オーリーグラシス 小売業 その他小売 5%

21,298 山形県 山形市 ｕｓｅｄ ＣＤ ｒｅｃｏｒｄ ｃａｆｅ ＲＡＦ?ＲＥＣ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

21,299 山形県 山形市 ユニファ美容室 サービス 理容・美容業 5%

21,300 山形県 山形市 湯の花茶屋　新左衛門の湯 サービス その他サービス 5%

21,301 山形県 山形市 吉田屋旅館 サービス 宿泊業 5%

21,302 山形県 山形市 恵埜画廊 小売業 その他小売 5%

21,303 山形県 山形市 米沢牛の案山子 サービス 飲食業 5%

21,304 山形県 山形市 Ｌａ　Ｊｏｍｏｎ 小売業 食料品 5%

21,305 山形県 山形市 Ｒａｎａ 小売業 その他小売 5%

21,306 山形県 山形市 Ｌａｐｉｓｈ上町店 サービス 理容・美容業 5%

21,307 山形県 山形市 Ｌａｐｉｓｈ桜田店 サービス 理容・美容業 5%

21,308 山形県 山形市 ＬＡＰＩＳＨ南三番町店 サービス 理容・美容業 5%

21,309 山形県 山形市 ＬａｎｔｅｒｎａＲｏｓｓａ サービス 飲食業 5%

21,310 山形県 山形市 陸運興業株式会社 サービス その他サービス 5%

21,311 山形県 山形市 ｒｉｃｃｏ サービス 理容・美容業 5%

21,312 山形県 山形市 Ｒｉｃｃｏ サービス 飲食業 5%

21,313 山形県 山形市 リバイバル 小売業 衣料品 5%

21,314 山形県 山形市 リフレックス サービス その他サービス 5%

21,315 山形県 山形市 リフレックス　リフレックス サービス その他サービス 5%

21,316 山形県 山形市 ＬＵＴＥＣＥ 小売業 その他小売 5%

21,317 山形県 山形市 理容　堺 サービス 理容・美容業 5%

21,318 山形県 山形市 理容さかえ サービス 理容・美容業 5%

21,319 山形県 山形市 リラクゼーションサロンナチュラルケア サービス 理容・美容業 5%

21,320 山形県 山形市 ＲＩＬＯ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

21,321 山形県 山形市 るーつ企画 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

21,322 山形県 山形市 ル・ベール蔵王 サービス 宿泊業 5%

21,323 山形県 山形市 ｒｅｃｏ サービス 理容・美容業 5%

21,324 山形県 山形市 レストラン　アルカス サービス 飲食業 5%

21,325 山形県 山形市 レストラン　かもしか サービス 宿泊業 5%

21,326 山形県 山形市 レストラン　グランド サービス 飲食業 5%

21,327 山形県 山形市 ＲＥＴＲＯ　ＧＩＲＬ 小売業 衣料品 5%

21,328 山形県 山形市 ろうまん亭 小売業 衣料品 5%

21,329 山形県 山形市 ロッジイザワ サービス 宿泊業 5%

21,330 山形県 山形市 ロードナイン サービス その他サービス 5%

21,331 山形県 山形市 ワインバー＆キッチン食堂メルカド サービス 飲食業 5%

21,332 山形県 山形市 ワタナベ自動車工業 サービス その他サービス 5%

21,333 山形県 山形市 和風肉料理　佐五郎 サービス 飲食業 5%

21,334 山形県 山辺町 石山ボディオートメディカルセンター サービス その他サービス 5%

21,335 山形県 山辺町 おーばん山辺店 小売業 食料品 5%

21,336 山形県 山辺町 カーケアショップＮＡＢＥＹＡＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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21,337 山形県 山辺町 グリーンやまがた北部店 小売業 その他小売 5%

21,338 山形県 山辺町 じゃいあん食堂山辺店 サービス 飲食業 5%

21,339 山形県 山辺町 鈴木動物病院 サービス その他サービス 5%

21,340 山形県 山辺町 ニュ－山辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,341 山形県 山辺町 峯田電器 小売業 電化製品 5%

21,342 山形県 山辺町 山辺　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,343 山形県 山辺町 セブン－イレブン山辺町山辺店 小売業 食料品 2%

21,344 山形県 遊佐町 あい電　こんの店 小売業 電化製品 5%

21,345 山形県 遊佐町 いきものばたけ 小売業 食料品 5%

21,346 山形県 遊佐町 庄内米産直店　土門商店　庄内米産直店　土門商店 小売業 食料品 5%

21,347 山形県 遊佐町 鳥海自然文化館　遊楽里 サービス 宿泊業 5%

21,348 山形県 遊佐町 ＢＡＲ　　ＢＬＵＥＳ　ＣＡＴＳ サービス 飲食業 5%

21,349 山形県 遊佐町 出光比子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,350 山形県 遊佐町 出光ほっとセルフエルパ遊佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,351 山形県 遊佐町 みどり電化チェーン　富岡佐々木店 小売業 電化製品 5%

21,352 山形県 遊佐町 出光遊来夢西浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,353 山形県 米沢市 あい電　月岡店 小売業 電化製品 5%

21,354 山形県 米沢市 ｉＰｈｏｎｅ－Ｖｅｎｄｅｒ 小売業 電化製品 5%

21,355 山形県 米沢市 青木堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,356 山形県 米沢市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｊｉｎｅｓ米沢金池 サービス 理容・美容業 5%

21,357 山形県 米沢市 旭屋旅館 サービス 宿泊業 5%

21,358 山形県 米沢市 アールおがた 小売業 電化製品 5%

21,359 山形県 米沢市 雅凛 サービス その他サービス 5%

21,360 山形県 米沢市 粟野商事株式会社 小売業 衣料品 5%

21,361 山形県 米沢市 和泉屋 小売業 その他小売 5%

21,362 山形県 米沢市 イタガキ　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,363 山形県 米沢市 いちや酒店 小売業 その他小売 5%

21,364 山形県 米沢市 井上自動車 株式会社 井上自動車 サービス その他サービス 5%

21,365 山形県 米沢市 いのうえ食品（本店） 小売業 その他小売 5%

21,366 山形県 米沢市 茨城屋茶店 小売業 食料品 5%

21,367 山形県 米沢市 有限会社今村タクシー サービス その他サービス 5%

21,368 山形県 米沢市 いわさき　上杉神社前本店 小売業 その他小売 5%

21,369 山形県 米沢市 上杉城史苑 小売業 家具・調度品 5%

21,370 山形県 米沢市 うめや旅館 サービス 宿泊業 5%

21,371 山形県 米沢市 エステ＆ネイルＭｉｒｅｉ サービス 理容・美容業 5%

21,372 山形県 米沢市 エステ ネイルミレイ サービス 理容・美容業 5%

21,373 山形県 米沢市 エスペランス サービス 理容・美容業 5%

21,374 山形県 米沢市 ＥｎｅＪｅｔ米沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,375 山形県 米沢市 ＦＣＳ 小売業 電化製品 5%

21,376 山形県 米沢市 ＦＣＳ 小売業 電化製品 5%

21,377 山形県 米沢市 ａｕショップ米沢 小売業 電化製品 5%

21,378 山形県 米沢市 ａｕショップ米沢 小売業 電化製品 5%
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21,379 山形県 米沢市 エルム・アベ 小売業 電化製品 5%

21,380 山形県 米沢市 徳重電器 小売業 電化製品 5%

21,381 山形県 米沢市 沖正宗ブティック 小売業 食料品 5%

21,382 山形県 米沢市 オッペン化粧品　ｗａｋａｍｅ　２３ポイント サービス その他サービス 5%

21,383 山形県 米沢市 オッペン化粧品株式会社　西米沢ポイント　オッペン化粧品　美々っ人 小売業 その他小売 5%

21,384 山形県 米沢市 小野川温泉河鹿荘 サービス 宿泊業 5%

21,385 山形県 米沢市 小野川温泉名湯の宿吾妻荘 サービス その他サービス 5%

21,386 山形県 米沢市 小野自動車 サービス その他サービス 5%

21,387 山形県 米沢市 おもちゃ屋本舗米沢店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

21,388 山形県 米沢市 おりじん 小売業 衣料品 5%

21,389 山形県 米沢市 オリックスレンタカー米沢金池店 サービス その他サービス 2%

21,390 山形県 米沢市 音楽アズム舘米沢店 小売業 その他小売 5%

21,391 山形県 米沢市 カジュアル味処どりーむ サービス 飲食業 5%

21,392 山形県 米沢市 株）坂野農機 小売業 家具・調度品 5%

21,393 山形県 米沢市 ［ＨＣ］（株）テックイン・シントク 小売業 電化製品 5%

21,394 山形県 米沢市 上新田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,395 山形県 米沢市 カラパラ米沢中央店 サービス その他サービス 5%

21,396 山形県 米沢市 カラパラ米沢パート２ サービス その他サービス 5%

21,397 山形県 米沢市 雅凛 サービス 理容・美容業 5%

21,398 山形県 米沢市 神林ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

21,399 山形県 米沢市 キムラ駅前店 小売業 食料品 5%

21,400 山形県 米沢市 キムラ桑山店 小売業 食料品 5%

21,401 山形県 米沢市 キムラ御廟店 小売業 食料品 5%

21,402 山形県 米沢市 キムラ中央店 小売業 食料品 5%

21,403 山形県 米沢市 キムラ通町店 小売業 食料品 5%

21,404 山形県 米沢市 キムラ本店 小売業 食料品 5%

21,405 山形県 米沢市 キムラ松が岬店 小売業 食料品 5%

21,406 山形県 米沢市 牛角ヨネザワ金池店 サービス 飲食業 2%

21,407 山形県 米沢市 ＧＬＡＭＯＵＲ 小売業 衣料品 5%

21,408 山形県 米沢市 グルメ小僧　万吉 サービス 飲食業 5%

21,409 山形県 米沢市 ＫИＮИＫ サービス その他サービス 5%

21,410 山形県 米沢市 源兵衛堂 サービス その他サービス 5%

21,411 山形県 米沢市 コスモ成島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,412 山形県 米沢市 粉名屋小太郎 サービス 飲食業 5%

21,413 山形県 米沢市 こふぢ サービス 理容・美容業 5%

21,414 山形県 米沢市 こまつ書店　堀川町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

21,415 山形県 米沢市 サイクルプラザ　セイリン 小売業 その他小売 5%

21,416 山形県 米沢市 サカヰ写真館 サービス その他サービス 5%

21,417 山形県 米沢市 サブウェイ　ヨークベニマル成島店 サービス 飲食業 5%

21,418 山形県 米沢市 ＳＡＬＯＮ　ｄｅ　ｒｅｎｏｍａ サービス その他サービス 5%

21,419 山形県 米沢市 ＳＡＬＯＮ　ｄｅ　ｒｅｎｏｍａ サービス 理容・美容業 5%

21,420 山形県 米沢市 ＺＩＥＡＬ 小売業 その他小売 5%
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21,421 山形県 米沢市 シーガル米沢店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

21,422 山形県 米沢市 ＪＡグリーン　米沢店 小売業 その他小売 5%

21,423 山形県 米沢市 志乃屋美容室　米沢春日店 サービス 理容・美容業 5%

21,424 山形県 米沢市 島子美容室 サービス 理容・美容業 5%

21,425 山形県 米沢市 秀電社米沢店 小売業 その他小売 5%

21,426 山形県 米沢市 松月 サービス 飲食業 5%

21,427 山形県 米沢市 白布ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,428 山形県 米沢市 新高湯温泉　吾妻屋旅館 サービス 宿泊業 5%

21,429 山形県 米沢市 新保 小売業 衣料品 5%

21,430 山形県 米沢市 杉の目町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,431 山形県 米沢市 鈴の宿　登府屋旅館 サービス 宿泊業 5%

21,432 山形県 米沢市 セルフユニコーン米沢バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,433 山形県 米沢市 ソエカワ電器 小売業 電化製品 5%

21,434 山形県 米沢市 ソフトバンク米沢／ワイモバイル米沢 小売業 電化製品 5%

21,435 山形県 米沢市 タネのモリタ 小売業 その他小売 5%

21,436 山形県 米沢市 太兵衛のこぎり　太兵衛のこぎり 小売業 その他小売 5%

21,437 山形県 米沢市 たまや電器 小売業 電化製品 5%

21,438 山形県 米沢市 Ｄａｉｚｙ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

21,439 山形県 米沢市 ディスカウントショップエビスヤ 小売業 その他小売 5%

21,440 山形県 米沢市 てらやま動物病院 サービス その他サービス 5%

21,441 山形県 米沢市 通町吾妻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,442 山形県 米沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ八幡原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,443 山形県 米沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ花沢大橋店 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,444 山形県 米沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ米沢西店 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,445 山形県 米沢市 トヨタレンタリース山形米沢駅前店 サービス その他サービス 2%

21,446 山形県 米沢市 ｔｒａｎｓｆｏｒｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

21,447 山形県 米沢市 （有）永井屋菓子店 小売業 食料品 5%

21,448 山形県 米沢市 南部電気商会 小売業 電化製品 5%

21,449 山形県 米沢市 肉のさかの 小売業 食料品 5%

21,450 山形県 米沢市 （株）新田 小売業 衣料品 5%

21,451 山形県 米沢市 新田家具店 小売業 家具・調度品 5%

21,452 山形県 米沢市 ハイテクわたなべ 小売業 電化製品 5%

21,453 山形県 米沢市 長谷川電器 小売業 電化製品 5%

21,454 山形県 米沢市 パソコンショップＶ－ＣＬＵＢ米沢 小売業 電化製品 5%

21,455 山形県 米沢市 花いちりん サービス 飲食業 5%

21,456 山形県 米沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ花沢Ｒ１３店 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,457 山形県 米沢市 花沢セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,458 山形県 米沢市 パナツク　スズキ 小売業 電化製品 5%

21,459 山形県 米沢市 パナックエヌ・エス 小売業 電化製品 5%

21,460 山形県 米沢市 万世ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,461 山形県 米沢市 きもの美翔 小売業 衣料品 5%

21,462 山形県 米沢市 日の出電器店 小売業 電化製品 5%
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21,463 山形県 米沢市 ぷらいべいとるーむ美庵華 サービス 理容・美容業 5%

21,464 山形県 米沢市 Ｂｌｕｎｃｈ サービス 飲食業 5%

21,465 山形県 米沢市 ブルーノート サービス 飲食業 5%

21,466 山形県 米沢市 フルーツショップキヨカ 小売業 食料品 5%

21,467 山形県 米沢市 フロリコル 小売業 その他小売 5%

21,468 山形県 米沢市 ヘアールームアベニール サービス 理容・美容業 5%

21,469 山形県 米沢市 ヘアーワークスちぐさ サービス 理容・美容業 5%

21,470 山形県 米沢市 ＨＡＩＲＬＡＢＯＲＡＤＩＴＥ サービス 理容・美容業 5%

21,471 山形県 米沢市 別邸　山の季 サービス 宿泊業 5%

21,472 山形県 米沢市 ペンション　アミティエ サービス 宿泊業 5%

21,473 山形県 米沢市 宝石のきくち 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,474 山形県 米沢市 ほそやでんき　米沢店 小売業 電化製品 5%

21,475 山形県 米沢市 ホテル　おとわ サービス 宿泊業 5%

21,476 山形県 米沢市 ホテルセレクトイン米沢 サービス 宿泊業 5%

21,477 山形県 米沢市 ホテルつたや サービス 宿泊業 5%

21,478 山形県 米沢市 ホテルベネックス サービス 宿泊業 5%

21,479 山形県 米沢市 ホテルべネックス サービス 宿泊業 5%

21,480 山形県 米沢市 ホテルモントビュー米沢 サービス 宿泊業 5%

21,481 山形県 米沢市 ホームデコ　マシマ　米沢店 小売業 家具・調度品 5%

21,482 山形県 米沢市 本社営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,483 山形県 米沢市 マクドナルド米沢店 サービス 飲食業 2%

21,484 山形県 米沢市 マクドナルド米沢ヨークベニマル店 サービス 飲食業 2%

21,485 山形県 米沢市 誠屋 小売業 衣料品 5%

21,486 山形県 米沢市 舛形屋 小売業 衣料品 5%

21,487 山形県 米沢市 マルタキ電機商会 小売業 電化製品 5%

21,488 山形県 米沢市 丸玉輪店 小売業 その他小売 5%

21,489 山形県 米沢市 三菱商事エネルギー　置賜ツバメ石油株式会社　スーパーセルフ米沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,490 山形県 米沢市 メローパル サービス 理容・美容業 5%

21,491 山形県 米沢市 モバイルリペアーズ サービス その他サービス 5%

21,492 山形県 米沢市 モリタイオン米沢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,493 山形県 米沢市 門東町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,494 山形県 米沢市 山形ダイハツ販売米沢店 小売業 その他小売 5%

21,495 山形県 米沢市 山川屋商店 小売業 食料品 5%

21,496 山形県 米沢市 やまなか家米沢店 サービス 飲食業 5%

21,497 山形県 米沢市 ヤリミズ自動車 小売業 その他小売 5%

21,498 山形県 米沢市 有）オートピア サービス その他サービス 5%

21,499 山形県 米沢市 有　小野里鮮魚センター　販売 小売業 食料品 5%

21,500 山形県 米沢市 有限会社サワネ自動車 サービス その他サービス 5%

21,501 山形県 米沢市 有）高橋自動車板金塗装工場 サービス その他サービス 5%

21,502 山形県 米沢市 有限会社肉のさかの 小売業 食料品 5%

21,503 山形県 米沢市 有限会社山木鈴木商店 サービス その他サービス 5%

21,504 山形県 米沢市 ユニコーン金池ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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21,505 山形県 米沢市 湯の沢温泉　時の宿すみれ サービス 宿泊業 5%

21,506 山形県 米沢市 湯杜　匠味庵　山川 サービス 宿泊業 5%

21,507 山形県 米沢市 よどや 小売業 衣料品 5%

21,508 山形県 米沢市 セブン－イレブン米沢春日３丁目店 小売業 食料品 2%

21,509 山形県 米沢市 米沢春日店 サービス 理容・美容業 5%

21,510 山形県 米沢市 米沢金池ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,511 山形県 米沢市 米沢北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,512 山形県 米沢市 米澤紀伊國屋 小売業 食料品 5%

21,513 山形県 米沢市 米沢牛・炭火焼肉　さか野 サービス 飲食業 5%

21,514 山形県 米沢市 米沢牛・炭火焼肉　さか野 サービス 飲食業 5%

21,515 山形県 米沢市 米沢牛ステーキハウス　ＯＲＧＡＮ　　オルガン サービス 飲食業 5%

21,516 山形県 米沢市 米沢牛炭火焼肉上杉 サービス 飲食業 5%

21,517 山形県 米沢市 セブン－イレブン米沢窪田工業団地前店 小売業 食料品 2%

21,518 山形県 米沢市 セブン－イレブン米沢工業高校前店 小売業 食料品 2%

21,519 山形県 米沢市 セブン－イレブン米沢城西３丁目店 小売業 食料品 2%

21,520 山形県 米沢市 セブン－イレブン米沢城北１丁目店 小売業 食料品 2%

21,521 山形県 米沢市 セブン－イレブン米沢杉の目町店 小売業 食料品 2%

21,522 山形県 米沢市 米沢中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,523 山形県 米沢市 米沢ドライビングスクール サービス その他サービス 5%

21,524 山形県 米沢市 セブン－イレブン米沢花沢店 小売業 食料品 2%

21,525 山形県 米沢市 米沢ボウリングレーンズ サービス その他サービス 5%

21,526 山形県 米沢市 米沢丸の内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,527 山形県 米沢市 ライダーズサロン　ヤマカ 小売業 その他小売 5%

21,528 福島県 会津坂下町 愛眼堂メガネ　坂下店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,529 福島県 会津坂下町 会津旨酒五ノ井酒店 小売業 食料品 5%

21,530 福島県 会津坂下町 会津坂下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,531 福島県 会津坂下町 会津坂下インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,532 福島県 会津坂下町 会津坂下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,533 福島県 会津坂下町 セブン－イレブン会津坂下小川原店 小売業 食料品 2%

21,534 福島県 会津坂下町 会津坂下西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,535 福島県 会津坂下町 ＩＩＥ　Ｌａｂ． 小売業 衣料品 5%

21,536 福島県 会津坂下町 河沼清掃株式会社 サービス その他サービス 5%

21,537 福島県 会津坂下町 ケンコー堂 小売業 その他小売 5%

21,538 福島県 会津坂下町 ケンコー堂 サービス その他サービス 5%

21,539 福島県 会津坂下町 さいとう食堂 サービス 飲食業 5%

21,540 福島県 会津坂下町 ダイハツ福島坂下店 小売業 その他小売 5%

21,541 福島県 会津坂下町 田村屋 小売業 その他小売 5%

21,542 福島県 会津坂下町 ドッグサロンぽっけ サービス その他サービス 5%

21,543 福島県 会津坂下町 ドトール会津坂下店 サービス 飲食業 2%

21,544 福島県 会津坂下町 トヨタカローラ福島坂下店 小売業 その他小売 5%

21,545 福島県 会津坂下町 ネッツトヨタ福島坂下店 小売業 その他小売 5%

21,546 福島県 会津坂下町 セブン－イレブン坂下宮古店 小売業 食料品 2%
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21,547 福島県 会津坂下町 ハンバーグ＆ステーキのあかべこ サービス 飲食業 5%

21,548 福島県 会津坂下町 ビークルライン 小売業 その他小売 5%

21,549 福島県 会津坂下町 ひろき洋品店 小売業 衣料品 5%

21,550 福島県 会津坂下町 ファットリアこもと サービス 飲食業 5%

21,551 福島県 会津坂下町 ブイチェーン坂下店 小売業 食料品 5%

21,552 福島県 会津坂下町 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｔｒｉｌｌ サービス 理容・美容業 5%

21,553 福島県 会津坂下町 ヘアラウンジｃｏｍｏｒｅｂｉ サービス 理容・美容業 5%

21,554 福島県 会津坂下町 有限会社馬場新聞店 サービス その他サービス 5%

21,555 福島県 会津美里町 会津高田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,556 福島県 会津美里町 会津高田ＳＳ　白井石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,557 福島県 会津美里町 会津高田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,558 福島県 会津美里町 会津高田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,559 福島県 会津美里町 セブン－イレブン会津高田店 小売業 食料品 2%

21,560 福島県 会津美里町 会津野 サービス 宿泊業 5%

21,561 福島県 会津美里町 セブン－イレブン会津本郷店 小売業 食料品 2%

21,562 福島県 会津美里町 会津本郷陶磁器会館 小売業 その他小売 5%

21,563 福島県 会津美里町 佐藤電気商会 小売業 電化製品 5%

21,564 福島県 会津美里町 仁王ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,565 福島県 会津美里町 バンダイデンキ 小売業 電化製品 5%

21,566 福島県 会津美里町 ブイチェーン本郷バイパス店 小売業 食料品 5%

21,567 福島県 会津若松市 愛眼堂メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,568 福島県 会津若松市 愛眼堂メガネ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,569 福島県 会津若松市 愛眼堂メガネ　山鹿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,570 福島県 会津若松市 会津つるやホテル サービス 宿泊業 5%

21,571 福島県 会津若松市 会津若松西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,572 福島県 会津若松市 会津葵シルクロード文明館 サービス 飲食業 5%

21,573 福島県 会津若松市 会津葵南蛮館 小売業 食料品 5%

21,574 福島県 会津若松市 会津葵本店 小売業 食料品 5%

21,575 福島県 会津若松市 會津アクティベートアソシエーション 小売業 食料品 5%

21,576 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津芦ノ牧店 小売業 食料品 2%

21,577 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津飯盛山店 小売業 食料品 2%

21,578 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津石堂町店 小売業 食料品 2%

21,579 福島県 会津若松市 会津駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,580 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津扇町店 小売業 食料品 2%

21,581 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津小田橋店 小売業 食料品 2%

21,582 福島県 会津若松市 会津柏屋 小売業 食料品 5%

21,583 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津上荒久田店 小売業 食料品 2%

21,584 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津亀賀川西店 小売業 食料品 2%

21,585 福島県 会津若松市 会津神指セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,586 福島県 会津若松市 会津交通観光（株）本社営業所 サービス その他サービス 5%

21,587 福島県 会津若松市 会津漆器協同組合 小売業 家具・調度品 5%

21,588 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津城南店 小売業 食料品 2%
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21,589 福島県 会津若松市 会津城北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,590 福島県 会津若松市 会津城北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,591 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津総合運動公園前店 小売業 食料品 2%

21,592 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津高瀬店 小売業 食料品 2%

21,593 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津高塚団地前店 小売業 食料品 2%

21,594 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津天神町店 小売業 食料品 2%

21,595 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津中四合店 小売業 食料品 2%

21,596 福島県 会津若松市 会津西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,597 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津西七日町店 小売業 食料品 2%

21,598 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津西病院前店 小売業 食料品 2%

21,599 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津年貢町店 小売業 食料品 2%

21,600 福島県 会津若松市 会津東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,601 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津東栄町店 小売業 食料品 2%

21,602 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津東山店 小売業 食料品 2%

21,603 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津白虎町店 小売業 食料品 2%

21,604 福島県 会津若松市 会津本郷焼ショップ　瀬戸右衛門 小売業 その他小売 5%

21,605 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津幕内店 小売業 食料品 2%

21,606 福島県 会津若松市 会津町方伝承館 サービス その他サービス 5%

21,607 福島県 会津若松市 会津湊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,608 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津門田日吉店 小売業 食料品 2%

21,609 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津門田村西店 小売業 食料品 2%

21,610 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津山見町店 小売業 食料品 2%

21,611 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津米代店 小売業 食料品 2%

21,612 福島県 会津若松市 出光会津若松インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,613 福島県 会津若松市 セブン－イレブン会津若松インター店 小売業 食料品 2%

21,614 福島県 会津若松市 会津若松西バイパスセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,615 福島県 会津若松市 ＪＭ／ｉｒｉｓｈｂａｒｃｒａｉｃ サービス 飲食業 5%

21,616 福島県 会津若松市 あきんど吉右衛門会津若松店 小売業 その他小売 5%

21,617 福島県 会津若松市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｐｏｌｉｔｅ会津若松 サービス 理容・美容業 5%

21,618 福島県 会津若松市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｊａｃｋ会津若松 サービス 理容・美容業 5%

21,619 福島県 会津若松市 芦ノ牧グランドホテル サービス 宿泊業 5%

21,620 福島県 会津若松市 芦ノ牧プリンスホテル サービス 宿泊業 5%

21,621 福島県 会津若松市 東電機センター 小売業 電化製品 5%

21,622 福島県 会津若松市 アピオＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,623 福島県 会津若松市 出光飯盛山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,624 福島県 会津若松市 石津屋時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,625 福島県 会津若松市 一會庵 サービス 飲食業 5%

21,626 福島県 会津若松市 いろりの宿芦名 サービス 宿泊業 5%

21,627 福島県 会津若松市 ［ＨＣ］うえのホーム電器 小売業 電化製品 5%

21,628 福島県 会津若松市 うつわと布の店　千藤 小売業 その他小売 5%

21,629 福島県 会津若松市 運動公園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,630 福島県 会津若松市 ＡＪファクトリー 小売業 その他小売 5%

517



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

21,631 福島県 会津若松市 遠藤時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,632 福島県 会津若松市 大川荘 サービス 宿泊業 5%

21,633 福島県 会津若松市 オーディン会津門田店 小売業 その他小売 5%

21,634 福島県 会津若松市 大町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,635 福島県 会津若松市 オークビレッジ 小売業 家具・調度品 5%

21,636 福島県 会津若松市 オーディオ・レオ 小売業 電化製品 5%

21,637 福島県 会津若松市 オフハウス会津若松店 小売業 その他小売 2%

21,638 福島県 会津若松市 面川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,639 福島県 会津若松市 おもちゃ屋本舗会津千石店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

21,640 福島県 会津若松市 御薬園 サービス その他サービス 5%

21,641 福島県 会津若松市 オリックスレンタカー会津若松インター店 サービス その他サービス 2%

21,642 福島県 会津若松市 オリックスレンタカー会津若松駅前店 サービス その他サービス 2%

21,643 福島県 会津若松市 御蒔絵やまうち 小売業 その他小売 5%

21,644 福島県 会津若松市 カーサポート藤 カーサポート 藤 サービス その他サービス 5%

21,645 福島県 会津若松市 カーショップ　フクシマ サービス その他サービス 5%

21,646 福島県 会津若松市 カブキ電器 小売業 電化製品 5%

21,647 福島県 会津若松市 株式会社　高橋商店 小売業 その他小売 5%

21,648 福島県 会津若松市 株式会社坂本乙造商店 小売業 その他小売 5%

21,649 福島県 会津若松市 株式会社城北部品 小売業 その他小売 5%

21,650 福島県 会津若松市 株式会社神保薬品 小売業 その他小売 5%

21,651 福島県 会津若松市 株式会社タチカワ　福島支店　八木橋憲行 サービス その他サービス 5%

21,652 福島県 会津若松市 株式会社ミウラ サービス その他サービス 5%

21,653 福島県 会津若松市 亀賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,654 福島県 会津若松市 ガレージオフ　会津若松店 小売業 電化製品 2%

21,655 福島県 会津若松市 きくちでんき 小売業 電化製品 5%

21,656 福島県 会津若松市 紀州園茶舗 小売業 食料品 5%

21,657 福島県 会津若松市 セブン－イレブン北会津真宮店 小売業 食料品 2%

21,658 福島県 会津若松市 金美堂　会津本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,659 福島県 会津若松市 くつろぎ宿　新滝 サービス 宿泊業 5%

21,660 福島県 会津若松市 厨 サービス 飲食業 5%

21,661 福島県 会津若松市 グリーンホテル　会津 サービス 宿泊業 5%

21,662 福島県 会津若松市 クール・カレアン会津店 小売業 衣料品 5%

21,663 福島県 会津若松市 合資会社広田タクシー ８３１ サービス 運輸業 5%

21,664 福島県 会津若松市 セブンーイレブンＫＯＹＯ会津中央病院店 小売業 食料品 2%

21,665 福島県 会津若松市 ココカラ　いしい 小売業 食料品 5%

21,666 福島県 会津若松市 コスメティック　ルビー 小売業 その他小売 5%

21,667 福島県 会津若松市 今昔亭 サービス 宿泊業 5%

21,668 福島県 会津若松市 出光材木町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,669 福島県 会津若松市 株式会社栄町オサダ 小売業 その他小売 5%

21,670 福島県 会津若松市 栄町オサダ小売 小売業 その他小売 5%

21,671 福島県 会津若松市 相良商事 小売業 電化製品 5%

21,672 福島県 会津若松市 さくら 小売業 その他小売 5%
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21,673 福島県 会津若松市 サトウ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,674 福島県 会津若松市 Ｓａｌｏｎ　ｍａｎｏ サービス 理容・美容業 5%

21,675 福島県 会津若松市 三信衣料門田店 小売業 衣料品 5%

21,676 福島県 会津若松市 ＳＵＮＳＥＴ音楽室 小売業 その他小売 5%

21,677 福島県 会津若松市 ＳＨＡＲＥ　ＷＯＲＫＳ サービス その他サービス 5%

21,678 福島県 会津若松市 自然食品の専門店　玄 小売業 食料品 5%

21,679 福島県 会津若松市 漆器工房　鈴武 小売業 家具・調度品 5%

21,680 福島県 会津若松市 渋川問屋 サービス 宿泊業 5%

21,681 福島県 会津若松市 ｃｈａｎｔｉｌｌｙ サービス 理容・美容業 5%

21,682 福島県 会津若松市 秀美堂 小売業 その他小売 5%

21,683 福島県 会津若松市 Ｓｕｇａｒ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

21,684 福島県 会津若松市 しゅんさい　鱗 サービス 飲食業 5%

21,685 福島県 会津若松市 城西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,686 福島県 会津若松市 庄助の宿瀧の湯 サービス 宿泊業 5%

21,687 福島県 会津若松市 城南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,688 福島県 会津若松市 城南電器 小売業 電化製品 5%

21,689 福島県 会津若松市 白木屋漆器店 小売業 家具・調度品 5%

21,690 福島県 会津若松市 セブン－イレブン城前店 小売業 食料品 2%

21,691 福島県 会津若松市 新日本補聴器センター会津若松店 小売業 その他小売 5%

21,692 福島県 会津若松市 スナックＭＯＮ サービス 飲食業 5%

21,693 福島県 会津若松市 セイコーＲＶオートサービス サービス その他サービス 5%

21,694 福島県 会津若松市 セルフステーション若松インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,695 福島県 会津若松市 千べろキッチン 舳 サービス 飲食業 5%

21,696 福島県 会津若松市 綜合電器 小売業 電化製品 5%

21,697 福島県 会津若松市 蕎麦　香寿庵 サービス 飲食業 5%

21,698 福島県 会津若松市 ダイハツ福島会津店 小売業 その他小売 5%

21,699 福島県 会津若松市 太陽堂時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,700 福島県 会津若松市 大和一 小売業 家具・調度品 5%

21,701 福島県 会津若松市 株式会社高橋ブラザー 小売業 衣料品 5%

21,702 福島県 会津若松市 立ちあおい サービス 飲食業 5%

21,703 福島県 会津若松市 タチカワ会津若松営業所（法人販売） サービス その他サービス 5%

21,704 福島県 会津若松市 ＤＵＢＤＥＳＩＧＮ 小売業 衣料品 5%

21,705 福島県 会津若松市 Ｔａｒｏ食堂 サービス 飲食業 5%

21,706 福島県 会津若松市 月のあかり サービス 宿泊業 5%

21,707 福島県 会津若松市 月のあかり サービス 宿泊業 5%

21,708 福島県 会津若松市 鶴ヶ城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,709 福島県 会津若松市 Ｔｉｅｌｕ サービス 理容・美容業 5%

21,710 福島県 会津若松市 テクノショップ大竹電気 小売業 電化製品 5%

21,711 福島県 会津若松市 ＤＥＣＣＯＲＡ サービス 飲食業 5%

21,712 福島県 会津若松市 でんき倶楽部かとう 小売業 電化製品 5%

21,713 福島県 会津若松市 でんき倶楽部さがら 小売業 電化製品 5%

21,714 福島県 会津若松市 ［ＨＣ］でんきのやまや 小売業 電化製品 5%
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21,715 福島県 会津若松市 東邦自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

21,716 福島県 会津若松市 ＤｏｇＣａｆｅＫ－Ｓｔｙｌｅ 小売業 その他小売 5%

21,717 福島県 会津若松市 ドトール会津若松アピオ店 サービス 飲食業 2%

21,718 福島県 会津若松市 ドトール会津若松神明通り店 サービス 飲食業 2%

21,719 福島県 会津若松市 ドトール会津若松滝沢店 サービス 飲食業 2%

21,720 福島県 会津若松市 トミタヨークベニマル門田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,721 福島県 会津若松市 トヨタカローラ福島会津店 小売業 その他小売 5%

21,722 福島県 会津若松市 トヨタカローラ福島城北店 小売業 その他小売 5%

21,723 福島県 会津若松市 トヨタ部品福島共販会津営業所 サービス その他サービス 5%

21,724 福島県 会津若松市 トヨタレンタリース新福島　会津若松駅東店 サービス その他サービス 2%

21,725 福島県 会津若松市 トヨタレンタリース新福島会津店 サービス その他サービス 2%

21,726 福島県 会津若松市 トヨタレンタリース福島会津若松店 サービス その他サービス 2%

21,727 福島県 会津若松市 長門屋　七日町店 小売業 食料品 5%

21,728 福島県 会津若松市 長門屋　本店 小売業 食料品 5%

21,729 福島県 会津若松市 なぬか町茶房結 サービス 飲食業 5%

21,730 福島県 会津若松市 肉の庄治郎 小売業 食料品 5%

21,731 福島県 会津若松市 ２９屋 小売業 食料品 5%

21,732 福島県 会津若松市 ネッツトヨタノヴェルふくしまあいづ千石店 小売業 その他小売 5%

21,733 福島県 会津若松市 ネッツトヨタ福島会津店 小売業 その他小売 5%

21,734 福島県 会津若松市 ネッツトヨタ福島Ｕ－Ｃａｒ会津 小売業 その他小売 5%

21,735 福島県 会津若松市 出光年貢町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,736 福島県 会津若松市 ハードオフ　会津若松店 小売業 電化製品 2%

21,737 福島県 会津若松市 買ＫＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

21,738 福島県 会津若松市 Ｂａｒ．　Ｃｒａｉｃ サービス 飲食業 5%

21,739 福島県 会津若松市 長谷川呉服店 小売業 衣料品 5%

21,740 福島県 会津若松市 ＰＡＮＡ蔵いのまた 小売業 電化製品 5%

21,741 福島県 会津若松市 バー保志ＡＩＺＵ サービス 飲食業 5%

21,742 福島県 会津若松市 はまさきや サービス 宿泊業 5%

21,743 福島県 会津若松市 Ｂａｒ　林檎屋 サービス 飲食業 5%

21,744 福島県 会津若松市 ぱん工房あるむ 小売業 食料品 5%

21,745 福島県 会津若松市 磐梯ＩＣＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,746 福島県 会津若松市 バンダイスポーツ　七日町店 小売業 その他小売 5%

21,747 福島県 会津若松市 東山パークホテル　新風月 サービス 宿泊業 5%

21,748 福島県 会津若松市 ピーシーアシストＡＩＺＵ サービス その他サービス 5%

21,749 福島県 会津若松市 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｆｅｌｉｃｅ サービス 飲食業 5%

21,750 福島県 会津若松市 福島トヨタ自動車会津店 小売業 その他小売 5%

21,751 福島県 会津若松市 福島トヨタ自動車会津南店 小売業 その他小売 5%

21,752 福島県 会津若松市 福島トヨペットあいづ一箕店 小売業 その他小売 5%

21,753 福島県 会津若松市 福島トヨペットあいづ門田店 小売業 その他小売 5%

21,754 福島県 会津若松市 福西本店　店蔵 小売業 食料品 5%

21,755 福島県 会津若松市 不動館　小谷の湯 サービス 宿泊業 5%

21,756 福島県 会津若松市 ふとんのいわぶち 小売業 家具・調度品 5%
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21,757 福島県 会津若松市 ｂｒａｓｓｅｒｉｅ　厨 サービス 飲食業 5%

21,758 福島県 会津若松市 Ｂｒｉｓａ サービス 理容・美容業 5%

21,759 福島県 会津若松市 文具のつるや 小売業 その他小売 5%

21,760 福島県 会津若松市 ＨａｉｒＭａｋｅＣＯＣＯＲＯ サービス 理容・美容業 5%

21,761 福島県 会津若松市 弁護士法人れいわ総合法律事務所 サービス その他サービス 5%

21,762 福島県 会津若松市 ホームベーカリーコビヤマ サービス 飲食業 5%

21,763 福島県 会津若松市 星白清堂 小売業 その他小売 5%

21,764 福島県 会津若松市 ホテル大阪屋 サービス 宿泊業 5%

21,765 福島県 会津若松市 ホビーオフ　会津若松店 小売業 電化製品 2%

21,766 福島県 会津若松市 本名衣料店 小売業 衣料品 5%

21,767 福島県 会津若松市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,768 福島県 会津若松市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,769 福島県 会津若松市 ＭｙＥａｒｔｈ 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,770 福島県 会津若松市 マクドナルド会津アピオ店 サービス 飲食業 2%

21,771 福島県 会津若松市 マクドナルド会津若松アピタ店 サービス 飲食業 2%

21,772 福島県 会津若松市 マクドナルド会津若松店 サービス 飲食業 2%

21,773 福島県 会津若松市 マクドナルド門田ヨークベニマル店 サービス 飲食業 2%

21,774 福島県 会津若松市 出光町北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,775 福島県 会津若松市 松本家 小売業 食料品 5%

21,776 福島県 会津若松市 豆やよーだｃｏｆｆｅｅ 小売業 衣料品 5%

21,777 福島県 会津若松市 まるたか食堂 サービス 飲食業 5%

21,778 福島県 会津若松市 丸桝呉服店 小売業 衣料品 5%

21,779 福島県 会津若松市 マルモ洋服店 小売業 衣料品 5%

21,780 福島県 会津若松市 まるやま会津門田店 サービス 飲食業 5%

21,781 福島県 会津若松市 満山漆器店　あんてぃーくＣａｆ?中の蔵 サービス 飲食業 5%

21,782 福島県 会津若松市 南町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,783 福島県 会津若松市 ｍａｋｅ　塾 小売業 その他小売 5%

21,784 福島県 会津若松市 ｍａｋｅ　塾 小売業 その他小売 5%

21,785 福島県 会津若松市 メガネの愛眼堂門田飯寺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,786 福島県 会津若松市 メガネのサトウ 小売業 その他小売 5%

21,787 福島県 会津若松市 モードサロンブーケ会津店 小売業 衣料品 5%

21,788 福島県 会津若松市 もっきり サービス 飲食業 5%

21,789 福島県 会津若松市 弥七農園 小売業 その他小売 5%

21,790 福島県 会津若松市 ヤマゴ精肉本店 小売業 食料品 5%

21,791 福島県 会津若松市 やまでら茶屋 サービス 飲食業 5%

21,792 福島県 会津若松市 （有）うめや商店 小売業 食料品 5%

21,793 福島県 会津若松市 有限会社オークビレッジ 小売業 その他小売 5%

21,794 福島県 会津若松市 有限会社大竹漆器店 小売業 家具・調度品 5%

21,795 福島県 会津若松市 有限会社大善屋呉服店 小売業 衣料品 5%

21,796 福島県 会津若松市 有限会社ドットネット 小売業 食料品 5%

21,797 福島県 会津若松市 ＹＵＫＫＵＲＡ　ＩＮＮ サービス 宿泊業 5%

21,798 福島県 会津若松市 洋食屋　セピア サービス 飲食業 5%
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21,799 福島県 会津若松市 ラビットハッチ 小売業 衣料品 5%

21,800 福島県 会津若松市 ＬｉｎｏＳ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

21,801 福島県 会津若松市 凜 小売業 衣料品 5%

21,802 福島県 会津若松市 ルナ・ルーチェ　会津店 小売業 衣料品 5%

21,803 福島県 会津若松市 若松駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,804 福島県 会津若松市 若松城天守閣売店 サービス その他サービス 5%

21,805 福島県 会津若松市 出光若松バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,806 福島県 会津若松市 若松陸橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,807 福島県 会津若松市 笑美 小売業 その他小売 5%

21,808 福島県 浅川町 出光浅川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,809 福島県 浅川町 セブン－イレブン浅川簑輪店 小売業 食料品 2%

21,810 福島県 浅川町 オネストテロワール 小売業 食料品 5%

21,811 福島県 浅川町 Ｋ－ＩＳＭ サービス その他サービス 5%

21,812 福島県 浅川町 ＪＡ浅川営農生活センター 小売業 その他小売 5%

21,813 福島県 浅川町 セブン－イレブン福島浅川店 小売業 食料品 2%

21,814 福島県 飯舘村 セブン－イレブン飯舘村の道の駅までい館店 小売業 食料品 2%

21,815 福島県 飯舘村 出光飯舘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,816 福島県 石川町 石川鹿の坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,817 福島県 石川町 石川双里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,818 福島県 石川町 セブン－イレブン石川長久保店 小売業 食料品 2%

21,819 福島県 石川町 石川南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,820 福島県 石川町 セブン－イレブン石川南町店 小売業 食料品 2%

21,821 福島県 石川町 セブン－イレブン石川本宮店 小売業 食料品 2%

21,822 福島県 石川町 セブン－イレブン磐城石川駅前店 小売業 食料品 2%

21,823 福島県 石川町 いわき自動車鈑金塗装　有限会社いわき自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

21,824 福島県 石川町 お菓子のさかい　長久保店 小売業 食料品 5%

21,825 福島県 石川町 お菓子のさかい　本店 小売業 食料品 5%

21,826 福島県 石川町 片倉温泉　薬王館 サービス 宿泊業 5%

21,827 福島県 石川町 資　亀屋 小売業 衣料品 5%

21,828 福島県 石川町 さがら葬儀社 サービス その他サービス 5%

21,829 福島県 石川町 ＪＡあぶくまグリーンセンター 小売業 その他小売 5%

21,830 福島県 石川町 ＪＡ石川営農生活センター 小売業 その他小売 5%

21,831 福島県 石川町 ＪＡガスセンター 小売業 その他小売 5%

21,832 福島県 石川町 ＪＡ葬祭センター サービス その他サービス 5%

21,833 福島県 石川町 式部のやかた　井筒屋 サービス 宿泊業 5%

21,834 福島県 石川町 水晶館　石川斎場 サービス その他サービス 5%

21,835 福島県 石川町 花のさがら　石川店 小売業 その他小売 5%

21,836 福島県 石川町 曲山自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

21,837 福島県 石川町 有限会社溝井自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

21,838 福島県 石川町 メガネのヨネクラ　石川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,839 福島県 石川町 矢造ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,840 福島県 石川町 矢内電器 小売業 電化製品 5%
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21,841 福島県 石川町 八幡屋 サービス 宿泊業 5%

21,842 福島県 石川町 有限会社ヤマザキ　ヤマザキスポーツ 小売業 衣料品 5%

21,843 福島県 石川町 有限会社我妻自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

21,844 福島県 石川町 有限会社北町亀屋 サービス その他サービス 5%

21,845 福島県 石川町 有　北町亀屋 小売業 その他小売 5%

21,846 福島県 石川町 理容アキヤマ サービス 理容・美容業 5%

21,847 福島県 泉崎村 出光泉崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,848 福島県 泉崎村 ＪＡ泉崎支店 小売業 その他小売 5%

21,849 福島県 泉崎村 ブイチェーン泉崎店 小売業 食料品 5%

21,850 福島県 泉崎村 セブン－イレブン福島泉崎店 小売業 食料品 2%

21,851 福島県 猪苗代町 セブン－イレブン会津志田浜店 小売業 食料品 2%

21,852 福島県 猪苗代町 ＠ｍｉｍｕ＇ｓ サービス その他サービス 5%

21,853 福島県 猪苗代町 セブン－イレブン猪苗代駅通り店 小売業 食料品 2%

21,854 福島県 猪苗代町 猪苗代観光ホテル サービス 宿泊業 5%

21,855 福島県 猪苗代町 猪苗代湖のウェイクショップＳ．Ａ．Ｙ 小売業 その他小売 5%

21,856 福島県 猪苗代町 セブン－イレブン猪苗代バイパス店 小売業 食料品 2%

21,857 福島県 猪苗代町 セブン－イレブン猪苗代白鳥浜店 小売業 食料品 2%

21,858 福島県 猪苗代町 猪苗代リゾートホテル サービス 宿泊業 5%

21,859 福島県 猪苗代町 セブン－イレブン猪苗代リゾート入口店 小売業 食料品 2%

21,860 福島県 猪苗代町 ヴィラ・イナワシロ サービス 宿泊業 5%

21,861 福島県 猪苗代町 大阪屋旅館 サービス 宿泊業 5%

21,862 福島県 猪苗代町 株式会社オールリゾートサービス サービス 宿泊業 5%

21,863 福島県 猪苗代町 小川の流れるペンションのどか サービス 宿泊業 5%

21,864 福島県 猪苗代町 御もてなしの宿　悠ゆ亭 サービス 宿泊業 5%

21,865 福島県 猪苗代町 御宿　万葉亭 サービス 宿泊業 5%

21,866 福島県 猪苗代町 貸別荘＆コテージオール・リゾート・サービス サービス 宿泊業 5%

21,867 福島県 猪苗代町 柏屋　磐梯高原柏屋 小売業 食料品 5%

21,868 福島県 猪苗代町 （株）福菱エネルギー　猪苗代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,869 福島県 猪苗代町 合同会社リザーブ サービス その他サービス 5%

21,870 福島県 猪苗代町 斎藤ラジオ店 小売業 電化製品 5%

21,871 福島県 猪苗代町 ＣＨＡＮＴＩＬＬＹ－２Ｆ 小売業 衣料品 5%

21,872 福島県 猪苗代町 すし割烹はな○ サービス 飲食業 5%

21,873 福島県 猪苗代町 静楓亭 サービス 宿泊業 5%

21,874 福島県 猪苗代町 蕎麦カフェ　森の空ｋａｚｕ サービス 飲食業 5%

21,875 福島県 猪苗代町 出光日章ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,876 福島県 猪苗代町 ニッセンシェイプファンデサロン木の実 小売業 衣料品 5%

21,877 福島県 猪苗代町 沼尻高原ロッジ サービス 宿泊業 5%

21,878 福島県 猪苗代町 野口記念館ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,879 福島県 猪苗代町 白鳥ヶ浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,880 福島県 猪苗代町 パナレイク 小売業 電化製品 5%

21,881 福島県 猪苗代町 磐梯高原柏屋 小売業 食料品 5%

21,882 福島県 猪苗代町 磐梯マリーン 小売業 その他小売 5%
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21,883 福島県 猪苗代町 磐梯南ヶ丘牧場　ロッヂ売店 小売業 家具・調度品 5%

21,884 福島県 猪苗代町 ヒーリングインホワイトペンション サービス 宿泊業 5%

21,885 福島県 猪苗代町 平澤屋旅館 サービス 宿泊業 5%

21,886 福島県 猪苗代町 ぷちショップつるや 小売業 その他小売 5%

21,887 福島県 猪苗代町 ペンション ヴェルレーヌ 森の中の小さな隠れ宿ヴェルレーヌ サービス 宿泊業 5%

21,888 福島県 猪苗代町 ペンション　ぽぽんた サービス 宿泊業 5%

21,889 福島県 猪苗代町 ペンションすまいる サービス 宿泊業 5%

21,890 福島県 猪苗代町 ペンション見鳥 サービス その他サービス 5%

21,891 福島県 猪苗代町 森の旅亭　マウント磐梯 サービス 宿泊業 5%

21,892 福島県 猪苗代町 リフレッシングイン　ウェルカム・ウェルカム サービス 宿泊業 5%

21,893 福島県 猪苗代町 Ｒｏｏｔｓ　Ｓｈｏｐ 小売業 家具・調度品 5%

21,894 福島県 猪苗代町 レイクビュー猪苗代荘 サービス 宿泊業 5%

21,895 福島県 いわき市 アヴェダ　サロン＆スパ　グリーン サービス 理容・美容業 5%

21,896 福島県 いわき市 アヴェダ　サロン＆スパ　グリーン サービス 理容・美容業 5%

21,897 福島県 いわき市 赤井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,898 福島県 いわき市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｒｐａｎｏいわき サービス 理容・美容業 5%

21,899 福島県 いわき市 ＵＰＳＣＡＬＥ１１１ サービス 理容・美容業 5%

21,900 福島県 いわき市 阿部商事株式会社 小売業 その他小売 5%

21,901 福島県 いわき市 アボンド 小売業 貴金属・服飾品 5%

21,902 福島県 いわき市 ａｍｅ Ｃａｆｅ ａｍｅＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

21,903 福島県 いわき市 ＡＬＡＹＡ 小売業 衣料品 5%

21,904 福島県 いわき市 ＡＲＩＲＩＡ サービス 理容・美容業 5%

21,905 福島県 いわき市 ａｎｖｉ サービス 理容・美容業 5%

21,906 福島県 いわき市 ＵＡＦＨいわき 小売業 その他小売 5%

21,907 福島県 いわき市 ＡＮＦＩＥＬＤ【アンフィールド】 サービス 理容・美容業 5%

21,908 福島県 いわき市 石田農機店 小売業 その他小売 5%

21,909 福島県 いわき市 イタリアンレストラン　テラッツァ サービス 飲食業 5%

21,910 福島県 いわき市 五浦庭園カントリークラブ サービス その他サービス 5%

21,911 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき赤井店 小売業 食料品 2%

21,912 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわきアルパイン本社店 小売業 食料品 2%

21,913 福島県 いわき市 いわき泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,914 福島県 いわき市 セブンーイレブンいわき泉下川店 小売業 食料品 2%

21,915 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき泉滝尻中央店 小売業 食料品 2%

21,916 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき泉滝尻店 小売業 食料品 2%

21,917 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき泉玉露４丁目店 小売業 食料品 2%

21,918 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき泉もえぎ台店 小売業 食料品 2%

21,919 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき泉薬師前店 小売業 食料品 2%

21,920 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき植田町中央１丁目店 小売業 食料品 2%

21,921 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき内郷みまや店 小売業 食料品 2%

21,922 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき内郷宮町店 小売業 食料品 2%

21,923 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき梅香町店 小売業 食料品 2%

21,924 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき駅前通り西店 小売業 食料品 2%
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21,925 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき駅南口店 小売業 食料品 2%

21,926 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき江栗店 小売業 食料品 2%

21,927 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき小川町店 小売業 食料品 2%

21,928 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき小島町２丁目店 小売業 食料品 2%

21,929 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき小名浜愛宕町店 小売業 食料品 2%

21,930 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき小名浜島店 小売業 食料品 2%

21,931 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき小名浜下小滝店 小売業 食料品 2%

21,932 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき小名浜中原店 小売業 食料品 2%

21,933 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき小名浜東田店 小売業 食料品 2%

21,934 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき小名浜南君ケ塚店 小売業 食料品 2%

21,935 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき鹿島走熊店 小売業 食料品 2%

21,936 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき鹿島御代店 小売業 食料品 2%

21,937 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき金山南台店 小売業 食料品 2%

21,938 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき神谷店 小売業 食料品 2%

21,939 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき釜ノ前店 小売業 食料品 2%

21,940 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき北白土店 小売業 食料品 2%

21,941 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき草木台店 小売業 食料品 2%

21,942 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき草野店 小売業 食料品 2%

21,943 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき窪田店 小売業 食料品 2%

21,944 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき郷ケ丘１丁目店 小売業 食料品 2%

21,945 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき郷ヶ丘２丁目店 小売業 食料品 2%

21,946 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき下神白店 小売業 食料品 2%

21,947 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき下好間店 小売業 食料品 2%

21,948 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき自由ヶ丘店 小売業 食料品 2%

21,949 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき常磐関船店 小売業 食料品 2%

21,950 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき白水町店 小売業 食料品 2%

21,951 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき末続店 小売業 食料品 2%

21,952 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき平愛谷町店 小売業 食料品 2%

21,953 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき平月見町店 小売業 食料品 2%

21,954 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき平豊間店 小売業 食料品 2%

21,955 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき平７丁目店 小売業 食料品 2%

21,956 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき平二町目店 小売業 食料品 2%

21,957 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき高坂店 小売業 食料品 2%

21,958 福島県 いわき市 いわき高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,959 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき中央インター店 小売業 食料品 2%

21,960 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき中央台飯野店 小売業 食料品 2%

21,961 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき中央台高久店 小売業 食料品 2%

21,962 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき遠野店 小売業 食料品 2%

21,963 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき中岡３丁目店 小売業 食料品 2%

21,964 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき中平窪店 小売業 食料品 2%

21,965 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき中山店 小売業 食料品 2%

21,966 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき勿来海岸店 小売業 食料品 2%
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21,967 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき勿来酒井原店 小売業 食料品 2%

21,968 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき錦町店 小売業 食料品 2%

21,969 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき西郷店 小売業 食料品 2%

21,970 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき沼の内店 小売業 食料品 2%

21,971 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき久之浜店 小売業 食料品 2%

21,972 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき平窪店 小売業 食料品 2%

21,973 福島県 いわき市 いわきみやげ処菓匠庵 小売業 食料品 5%

21,974 福島県 いわき市 いわき三和 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,975 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき三和インター店 小売業 食料品 2%

21,976 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき谷川瀬店 小売業 食料品 2%

21,977 福島県 いわき市 いわきヤクルト販売 小売業 食料品 5%

21,978 福島県 いわき市 いわき湯本柏屋 小売業 食料品 5%

21,979 福島県 いわき市 いわき湯本柏遊 小売業 食料品 5%

21,980 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき四倉インター店 小売業 食料品 2%

21,981 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき四倉上仁井田店 小売業 食料品 2%

21,982 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき四倉東１丁目店 小売業 食料品 2%

21,983 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき四倉東４丁目店 小売業 食料品 2%

21,984 福島県 いわき市 セブン－イレブンいわき林城店 小売業 食料品 2%

21,985 福島県 いわき市 インテリア館　トビタ 小売業 その他小売 5%

21,986 福島県 いわき市 植田ＳＳ　東北ルートサービス株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,987 福島県 いわき市 ＶＥＲＹ 小売業 衣料品 5%

21,988 福島県 いわき市 雨情の宿　新つた サービス 宿泊業 5%

21,989 福島県 いわき市 セブン－イレブン内郷駅前店 小売業 食料品 2%

21,990 福島県 いわき市 内郷西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

21,991 福島県 いわき市 江川屋商店 小売業 その他小売 5%

21,992 福島県 いわき市 Ｓ・Ｋサービス 小売業 電化製品 5%

21,993 福島県 いわき市 エステサロンＡｌａ　エステサロンＡｌａ サービス その他サービス 5%

21,994 福島県 いわき市 エステサロンＭａＣｏ サービス 理容・美容業 5%

21,995 福島県 いわき市 ａｕショップいわき鹿島 小売業 電化製品 5%

21,996 福島県 いわき市 ａｕショップ植田 小売業 電化製品 5%

21,997 福島県 いわき市 ＥＬＧｅｘｏｔｉｃａｎｉｍａｌｓ 小売業 その他小売 5%

21,998 福島県 いわき市 オーダースーツ　セレク堂 小売業 衣料品 5%

21,999 福島県 いわき市 大竹商店 小売業 その他小売 5%

22,000 福島県 いわき市 オーディンいわき植田店 小売業 その他小売 5%

22,001 福島県 いわき市 オーディンいわき鹿島店 小売業 その他小売 5%

22,002 福島県 いわき市 オーディン小名浜店 小売業 その他小売 5%

22,003 福島県 いわき市 オートランド　ＥＮＤＯ 小売業 その他小売 5%

22,004 福島県 いわき市 小川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,005 福島県 いわき市 小川動物病院 サービス その他サービス 5%

22,006 福島県 いわき市 お酒と中華そば 南風 サービス 飲食業 5%

22,007 福島県 いわき市 オートパーツさいとう有限会社 サービス その他サービス 5%

22,008 福島県 いわき市 小名浜 小売業 ガソリンスタンド 2%
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22,009 福島県 いわき市 小名浜泉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,010 福島県 いわき市 小名浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,011 福島県 いわき市 小名浜中央ＳＳ　株式会社共栄商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,012 福島県 いわき市 セブン－イレブン小名浜松の中店 小売業 食料品 2%

22,013 福島県 いわき市 おふくろ弁当　下船尾店 サービス 飲食業 5%

22,014 福島県 いわき市 オフハウスいわき平店 小売業 その他小売 2%

22,015 福島県 いわき市 ＯＰＥＲＡいわき鹿島ＳＣ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,016 福島県 いわき市 オリックスレンタカーいわき駅北店 サービス その他サービス 2%

22,017 福島県 いわき市 オリックスレンタカーいわき小名浜店 サービス その他サービス 2%

22,018 福島県 いわき市 オリックスレンタカーいわき十五町目店 サービス その他サービス 2%

22,019 福島県 いわき市 海鮮酒場　げんた サービス 飲食業 5%

22,020 福島県 いわき市 柏屋　平柏屋 小売業 食料品 5%

22,021 福島県 いわき市 割烹亀屋 サービス 飲食業 5%

22,022 福島県 いわき市 かつ丸いわき鹿島街道店 サービス 飲食業 5%

22,023 福島県 いわき市 上遠野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,024 福島県 いわき市 上遠野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,025 福島県 いわき市 鐘下新聞店 小売業 その他小売 5%

22,026 福島県 いわき市 かねまん本舗　本店 小売業 食料品 5%

22,027 福島県 いわき市 ＣＡＦＥ　Ｋｉｉｔｏｓ サービス 飲食業 5%

22,028 福島県 いわき市 ＣＡＦＥ　Ｋｉｉｔｏｓ サービス 飲食業 5%

22,029 福島県 いわき市 株式会社　城山平安荘　田町　平安 サービス 飲食業 5%

22,030 福島県 いわき市 株式会社相馬屋 小売業 食料品 5%

22,031 福島県 いわき市 株式会社アーク会計　株式会社アーク会計 サービス その他サービス 5%

22,032 福島県 いわき市 株式会社ＡＴＳ パソコンファーム サービス その他サービス 5%

22,033 福島県 いわき市 株式会社オートサービス上木 サービス その他サービス 5%

22,034 福島県 いわき市 株式会社カパス郡山 小売業 その他小売 5%

22,035 福島県 いわき市 株式会社グリーンウェイ サービス その他サービス 5%

22,036 福島県 いわき市 （株）スクールショップいわき 小売業 衣料品 5%

22,037 福島県 いわき市 ［ＨＣ］株式会社日立商事 小売業 電化製品 5%

22,038 福島県 いわき市 株式会社丸三 小売業 衣料品 5%

22,039 福島県 いわき市 ＬｉｂｅｒｔｙＭｕｓｅ　ＬｉｂｅｒｔｙＭｕｓｅいわき泉店 サービス 理容・美容業 5%

22,040 福島県 いわき市 かみなが動物病院 サービス その他サービス 5%

22,041 福島県 いわき市 紙屋呉服店 小売業 衣料品 5%

22,042 福島県 いわき市 ｃａｒｉｏｃａ サービス 飲食業 5%

22,043 福島県 いわき市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋いわき小名浜店 サービス 飲食業 2%

22,044 福島県 いわき市 かんのや　いわき谷川瀬店 小売業 食料品 5%

22,045 福島県 いわき市 木紅木 小売業 その他小売 5%

22,046 福島県 いわき市 吉兆 サービス 飲食業 5%

22,047 福島県 いわき市 きものと帯　ふく屋 小売業 衣料品 5%

22,048 福島県 いわき市 きものと帯　ふく屋 小売業 衣料品 5%

22,049 福島県 いわき市 きものと帯　ふく屋　湯本駅前店 小売業 衣料品 5%

22,050 福島県 いわき市 着物処わたぬき 小売業 衣料品 5%
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22,051 福島県 いわき市 ギャラリー　創芸工房 小売業 家具・調度品 5%

22,052 福島県 いわき市 キャンアイドレッシーいわき店 サービス その他サービス 5%

22,053 福島県 いわき市 ＣＡＮＤＯサーフィンスクール 小売業 その他小売 5%

22,054 福島県 いわき市 牛太楼　牛太楼 サービス 飲食業 5%

22,055 福島県 いわき市 牛屋　Ｈｉｋｏｂｅｒ　植田店 サービス 飲食業 5%

22,056 福島県 いわき市 牛屋　Ｈｉｋｏｂｅｒ　本店 サービス 飲食業 5%

22,057 福島県 いわき市 杏雲堂 小売業 その他小売 5%

22,058 福島県 いわき市 協和電機 小売業 電化製品 5%

22,059 福島県 いわき市 魚菜処ほんむん サービス 飲食業 5%

22,060 福島県 いわき市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵいわき店 小売業 その他小売 5%

22,061 福島県 いわき市 くいものやＴａＷａＲａ サービス 飲食業 5%

22,062 福島県 いわき市 櫛田畳店 サービス その他サービス 5%

22,063 福島県 いわき市 くすりのマルト浅貝店 小売業 その他小売 5%

22,064 福島県 いわき市 くすりのマルト東田店 小売業 その他小売 5%

22,065 福島県 いわき市 くすりのマルト尼子店 小売業 その他小売 5%

22,066 福島県 いわき市 くすりのマルト泉店 小売業 その他小売 5%

22,067 福島県 いわき市 くすりのマルト内郷店 小売業 その他小売 5%

22,068 福島県 いわき市 くすりのマルト岡小名店 小売業 その他小売 5%

22,069 福島県 いわき市 くすりのマルト神谷店 小売業 その他小売 5%

22,070 福島県 いわき市 くすりのマルト釜の前店 小売業 その他小売 5%

22,071 福島県 いわき市 くすりのマルト君ケ塚店 小売業 その他小売 5%

22,072 福島県 いわき市 くすりのマルト草野店 小売業 その他小売 5%

22,073 福島県 いわき市 くすりのマルト窪田店 小売業 その他小売 5%

22,074 福島県 いわき市 くすりのマルト城東店 小売業 その他小売 5%

22,075 福島県 いわき市 くすりのマルト平店 小売業 その他小売 5%

22,076 福島県 いわき市 くすりのマルト高坂店 小売業 その他小売 5%

22,077 福島県 いわき市 くすりのマルト玉川店 小売業 その他小売 5%

22,078 福島県 いわき市 くすりのマルトとりい店 小売業 その他小売 5%

22,079 福島県 いわき市 くすりのマルト中岡店 小売業 その他小売 5%

22,080 福島県 いわき市 くすりのマルトニュータウン店 小売業 その他小売 5%

22,081 福島県 いわき市 くすりのマルト平窪店 小売業 その他小売 5%

22,082 福島県 いわき市 くすりのマルト湯長谷店 小売業 その他小売 5%

22,083 福島県 いわき市 くすりのマルト好間店 小売業 その他小売 5%

22,084 福島県 いわき市 くすりのマルト四倉店 小売業 その他小売 5%

22,085 福島県 いわき市 くまパンブーベ サービス 飲食業 5%

22,086 福島県 いわき市 ＣＲＯＷＤ・ＩＺＵＭＩ サービス 飲食業 5%

22,087 福島県 いわき市 クラシックストア 小売業 衣料品 5%

22,088 福島県 いわき市 Ｃｌａｓｓｉｃ　Ｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

22,089 福島県 いわき市 クラブ工房 小売業 電化製品 5%

22,090 福島県 いわき市 グランパークホテル　パネックス　いわき サービス 宿泊業 5%

22,091 福島県 いわき市 まがら洋菓子研究所有限会社 小売業 その他小売 5%

22,092 福島県 いわき市 クリーニング工房ＫＥＮ サービス その他サービス 5%
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22,093 福島県 いわき市 クール・カレ　アン　いわきエブリア店 小売業 衣料品 5%

22,094 福島県 いわき市 ＣｌｏｖｅｒＴａｂｌｅ サービス 飲食業 5%

22,095 福島県 いわき市 小泉屋時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,096 福島県 いわき市 小泉屋時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,097 福島県 いわき市 こいと旅館 サービス 宿泊業 5%

22,098 福島県 いわき市 光成社 小売業 電化製品 5%

22,099 福島県 いわき市 合戸ＳＳ　有限会社オカノ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,100 福島県 いわき市 合同会社アイ・エヌ・ジー サービス 理容・美容業 5%

22,101 福島県 いわき市 光洋電化若木商会 小売業 電化製品 5%

22,102 福島県 いわき市 出光コスタ四倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,103 福島県 いわき市 五反田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,104 福島県 いわき市 ことり菓子店 小売業 食料品 5%

22,105 福島県 いわき市 ｇｏｈｏｕｂｉ　ｇｏｈｏｕｂｉ サービス 飲食業 5%

22,106 福島県 いわき市 ｃｏｙａ　ｃａｆｅ　なのはな 小売業 その他小売 5%

22,107 福島県 いわき市 サイクルショップユウキ 小売業 その他小売 5%

22,108 福島県 いわき市 さかい動物病院 サービス その他サービス 5%

22,109 福島県 いわき市 坂田酒店 小売業 食料品 5%

22,110 福島県 いわき市 さかな料理　いわや サービス 飲食業 5%

22,111 福島県 いわき市 ザクイーン サービス 飲食業 5%

22,112 福島県 いわき市 酒のいしかわ　いわき泉店 小売業 食料品 5%

22,113 福島県 いわき市 酒のいしかわ郷ヶ丘店 小売業 食料品 5%

22,114 福島県 いわき市 酒のソクハイいわき平店 小売業 食料品 5%

22,115 福島県 いわき市 酒のマルト東田店 小売業 食料品 5%

22,116 福島県 いわき市 酒のマルト岡小名店 小売業 食料品 5%

22,117 福島県 いわき市 酒のマルト城東店 小売業 食料品 5%

22,118 福島県 いわき市 酒のマルト中岡店 小売業 食料品 5%

22,119 福島県 いわき市 サンクチュアリーレッドイーグル サービス その他サービス 5%

22,120 福島県 いわき市 サンライズインいわき サービス 宿泊業 5%

22,121 福島県 いわき市 ＪＪネモト　エブリア店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,122 福島県 いわき市 ＪＪネモト　展示会 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,123 福島県 いわき市 ＪＪネモト　宝石サロン 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,124 福島県 いわき市 ＪＪネモト　メガネサロン 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,125 福島県 いわき市 塩電機商会 小売業 電化製品 5%

22,126 福島県 いわき市 地魚料理　煕 サービス 飲食業 5%

22,127 福島県 いわき市 しゃぶしゃぶ温野菜いわき泉店 サービス 飲食業 2%

22,128 福島県 いわき市 旬彩ダイニング　なかなか サービス 飲食業 5%

22,129 福島県 いわき市 食菜工房　まる山　いわき平店 サービス 飲食業 5%

22,130 福島県 いわき市 書優会　いわき本店 小売業 その他小売 5%

22,131 福島県 いわき市 ジンナイデンキ 小売業 電化製品 5%

22,132 福島県 いわき市 水素王国 サービス その他サービス 5%

22,133 福島県 いわき市 すずのき　平 小売業 衣料品 5%

22,134 福島県 いわき市 すたみな太郎　いわき平店 サービス 飲食業 5%
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22,135 福島県 いわき市 Ｌａ　Ｓｔａｎｚａ サービス 飲食業 5%

22,136 福島県 いわき市 ステーキハンバーグ　ブレッドバーＫＥＮ　いわき泉店 サービス 飲食業 5%

22,137 福島県 いわき市 スマホ修理王国 サービス その他サービス 5%

22,138 福島県 いわき市 盛英自動車 サービス その他サービス 5%

22,139 福島県 いわき市 整体とリラクゼーションのお店ここち サービス 理容・美容業 5%

22,140 福島県 いわき市 精肉店直営レストランやまと　平店 サービス 飲食業 5%

22,141 福島県 いわき市 関彰商事（株）いわきＬＰＧセンター２ 小売業 ガソリンスタンド 5%

22,142 福島県 いわき市 関の上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,143 福島県 いわき市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフいわき平長橋店 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,144 福島県 いわき市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフいわき平バイパス店 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,145 福島県 いわき市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフいわき玉川店 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,146 福島県 いわき市 セルフいわき中央インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,147 福島県 いわき市 セルフ植田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,148 福島県 いわき市 セルフ内郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,149 福島県 いわき市 セルフ鹿島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,150 福島県 いわき市 セルフ中岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,151 福島県 いわき市 セルフニュータウンイーストＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,152 福島県 いわき市 Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

22,153 福島県 いわき市 総本家もり山　いわき泉店 サービス 飲食業 5%

22,154 福島県 いわき市 大酒食堂あきぼし サービス 飲食業 5%

22,155 福島県 いわき市 タイヤセレクト信正 小売業 その他小売 5%

22,156 福島県 いわき市 出光平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,157 福島県 いわき市 平柏屋 小売業 食料品 5%

22,158 福島県 いわき市 有限会社高木園 小売業 その他小売 5%

22,159 福島県 いわき市 高坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,160 福島県 いわき市 滝本電器 小売業 電化製品 5%

22,161 福島県 いわき市 たけのこ鍼灸館 サービス その他サービス 5%

22,162 福島県 いわき市 （有）田代燃料店 サービス その他サービス 5%

22,163 福島県 いわき市 辰の口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,164 福島県 いわき市 タニタフィッツミー平堂の前店 サービス その他サービス 5%

22,165 福島県 いわき市 田町　平安 サービス 飲食業 5%

22,166 福島県 いわき市 田村屋 小売業 衣料品 5%

22,167 福島県 いわき市 タローズカフェ サービス 飲食業 5%

22,168 福島県 いわき市 チャーメ 小売業 衣料品 5%

22,169 福島県 いわき市 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎｃｈａｎｇｕｕ サービス その他サービス 5%

22,170 福島県 いわき市 中華キッチン茉莉花 サービス 飲食業 5%

22,171 福島県 いわき市 中華料理昇樹　植田店 サービス 飲食業 5%

22,172 福島県 いわき市 中華料理昇樹植田店 サービス 飲食業 5%

22,173 福島県 いわき市 Ｔ＆Ｃ　Ｌａｂ． サービス その他サービス 5%

22,174 福島県 いわき市 Ｄ・Ｓｐｉｒｉｔ サービス その他サービス 5%

22,175 福島県 いわき市 ディライトワタナベ 小売業 電化製品 5%

22,176 福島県 いわき市 でんき倶楽部いいだ 小売業 電化製品 5%
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22,177 福島県 いわき市 でんき倶楽部　にいつま 小売業 電化製品 5%

22,178 福島県 いわき市 でんきプラザおかだ 小売業 電化製品 5%

22,179 福島県 いわき市 でんきプラザカナザワ 小売業 電化製品 5%

22,180 福島県 いわき市 でんきプラザシンセイ 小売業 電化製品 5%

22,181 福島県 いわき市 でんきプラザドイ 小売業 電化製品 5%

22,182 福島県 いわき市 でんきプラザ名和 小売業 電化製品 5%

22,183 福島県 いわき市 ２ＷａｎＨａｐｐｙ サービス その他サービス 5%

22,184 福島県 いわき市 Ｄｕｏｍｏ ｃｏ サービス 理容・美容業 5%

22,185 福島県 いわき市 東京ヘアサロンひなた サービス 理容・美容業 5%

22,186 福島県 いわき市 とうふ工房　分家奈良屋　湯本駅前店 サービス 飲食業 5%

22,187 福島県 いわき市 ときわ書店いわき小名浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

22,188 福島県 いわき市 トキワ電化サービス 小売業 電化製品 5%

22,189 福島県 いわき市 ドコモショップ　いわき湯本店 小売業 電化製品 5%

22,190 福島県 いわき市 トビタ　小名浜店 小売業 その他小売 5%

22,191 福島県 いわき市 トビヌケ　植田店 小売業 その他小売 5%

22,192 福島県 いわき市 トビヌケ平店 小売業 その他小売 5%

22,193 福島県 いわき市 ＤＯＭＥ　ＡＴＨＬＥＴＥ　ＨＯＵＳＥ サービス その他サービス 5%

22,194 福島県 いわき市 トヨタカローラいわき小名浜店 小売業 その他小売 5%

22,195 福島県 いわき市 トヨタカローラいわき鹿島店 小売業 その他小売 5%

22,196 福島県 いわき市 トヨタカローラいわき神谷店 小売業 その他小売 5%

22,197 福島県 いわき市 トヨタカローラいわき神谷マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

22,198 福島県 いわき市 トヨタカローラいわき平店 小売業 その他小売 5%

22,199 福島県 いわき市 トヨタカローラいわき勿来店 小売業 その他小売 5%

22,200 福島県 いわき市 トヨタカローラいわき湯本店 小売業 その他小売 5%

22,201 福島県 いわき市 トヨタ部品福島共販いわき営業所 サービス その他サービス 5%

22,202 福島県 いわき市 トヨタレンタリース新福島泉駅前店 サービス その他サービス 2%

22,203 福島県 いわき市 トヨタレンタリース新福島いわき駅前店 サービス その他サービス 2%

22,204 福島県 いわき市 トヨタレンタリース福島いわき平店 サービス その他サービス 2%

22,205 福島県 いわき市 トリオド有限会社 サービス その他サービス 5%

22,206 福島県 いわき市 セブン－イレブン中島店 小売業 食料品 2%

22,207 福島県 いわき市 なぎさ美容室 サービス 理容・美容業 5%

22,208 福島県 いわき市 勿来カントリークラブ サービス その他サービス 5%

22,209 福島県 いわき市 ［ＨＣ］ニイタ家電 小売業 電化製品 5%

22,210 福島県 いわき市 肉とワイン　１５８ サービス 飲食業 5%

22,211 福島県 いわき市 肉のまるひさ 小売業 食料品 5%

22,212 福島県 いわき市 西小川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,213 福島県 いわき市 ＮＩＳＨＩ′Ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

22,214 福島県 いわき市 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｒｕｂｅｒ サービス 理容・美容業 5%

22,215 福島県 いわき市 根岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,216 福島県 いわき市 根岸ＳＳ　十一屋商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,217 福島県 いわき市 ネッツトヨタ郡山いわき店 小売業 その他小売 5%

22,218 福島県 いわき市 ネッツトヨタ郡山平店 小売業 その他小売 5%
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22,219 福島県 いわき市 ネッツトヨタ郡山勿来店 小売業 その他小売 5%

22,220 福島県 いわき市 ネッツトヨタノヴェルふくしまいわき小名浜 小売業 その他小売 5%

22,221 福島県 いわき市 ネッツトヨタノヴェルふくしまいわき平店 小売業 その他小売 5%

22,222 福島県 いわき市 ネモト　アイワン駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,223 福島県 いわき市 ネモトムセン 小売業 電化製品 5%

22,224 福島県 いわき市 ノーブル 小売業 衣料品 5%

22,225 福島県 いわき市 Ｂａｒ　Ｑｕａｒｔｅｔ サービス 飲食業 5%

22,226 福島県 いわき市 バーバー ダイイチ 第一理容所 サービス 理容・美容業 5%

22,227 福島県 いわき市 ＨＹＰＥＲ　Ｇａｊａ　いわき泉店 サービス 飲食業 5%

22,228 福島県 いわき市 長谷川木工機 小売業 その他小売 5%

22,229 福島県 いわき市 パティスリー　アンジェリーク 小売業 食料品 5%

22,230 福島県 いわき市 パティスリーアンジェリーク鹿島店 小売業 食料品 5%

22,231 福島県 いわき市 パナピア　いわき 小売業 電化製品 5%

22,232 福島県 いわき市 パピルス 小売業 その他小売 5%

22,233 福島県 いわき市 パレスホテル サービス 宿泊業 5%

22,234 福島県 いわき市 ＢＭＯいわき鹿島店 小売業 衣料品 5%

22,235 福島県 いわき市 久野電化無線商会 小売業 電化製品 5%

22,236 福島県 いわき市 久之浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,237 福島県 いわき市 ひつじどき サービス 飲食業 5%

22,238 福島県 いわき市 ビップ・ブラザーズ 小売業 その他小売 5%

22,239 福島県 いわき市 美容室糸 サービス 理容・美容業 5%

22,240 福島県 いわき市 美容室マチルダ サービス 理容・美容業 5%

22,241 福島県 いわき市 ファションサロン　ロリエ 小売業 衣料品 5%

22,242 福島県 いわき市 ファミリーインホテルズ　和や サービス 宿泊業 5%

22,243 福島県 いわき市 ファミリー君ケ塚店 小売業 衣料品 5%

22,244 福島県 いわき市 ファミリー草野店 小売業 衣料品 5%

22,245 福島県 いわき市 ファミリー窪田店 小売業 衣料品 5%

22,246 福島県 いわき市 ファミリー平白土店 小売業 衣料品 5%

22,247 福島県 いわき市 ファミリー高坂店 小売業 衣料品 5%

22,248 福島県 いわき市 ファミリー中岡店・外商 小売業 衣料品 5%

22,249 福島県 いわき市 ファミリー中岡店 小売業 衣料品 5%

22,250 福島県 いわき市 ファミリー湯長谷店 小売業 衣料品 5%

22,251 福島県 いわき市 ファミリー好間店 小売業 衣料品 5%

22,252 福島県 いわき市 ブイチェーン上遠野店 小売業 食料品 5%

22,253 福島県 いわき市 フィール サービス その他サービス 5%

22,254 福島県 いわき市 ４ｐｏｉｎｔ 小売業 家具・調度品 5%

22,255 福島県 いわき市 福島トヨタ自動車いわき小名浜店 小売業 その他小売 5%

22,256 福島県 いわき市 福島トヨタ自動車いわき平店 小売業 その他小売 5%

22,257 福島県 いわき市 福島トヨタ自動車いわき勿来店 小売業 その他小売 5%

22,258 福島県 いわき市 福島トヨタ自動車いわき四倉店 小売業 その他小売 5%

22,259 福島県 いわき市 福島トヨタ自動車レクサスいわき 小売業 その他小売 5%

22,260 福島県 いわき市 福島トヨペットいわき植田店 小売業 その他小売 5%
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22,261 福島県 いわき市 福島トヨペットいわき内郷店 小売業 その他小売 5%

22,262 福島県 いわき市 福島トヨペットいわき小名浜店 小売業 その他小売 5%

22,263 福島県 いわき市 福田　うなぎ福田 サービス 飲食業 5%

22,264 福島県 いわき市 ＦＵＫＵＲＡＦＴ 小売業 衣料品 5%

22,265 福島県 いわき市 ＰＥＵＧＥＯＴいわきサービスポイント 小売業 その他小売 5%

22,266 福島県 いわき市 ブックマーケット いわき平店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

22,267 福島県 いわき市 ブティック　千里 小売業 衣料品 5%

22,268 福島県 いわき市 ＰＵＦＵＦＵ プフフ サービス 理容・美容業 5%

22,269 福島県 いわき市 Ｂｒａｔｓいわき店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,270 福島県 いわき市 フラワーショップまがみ 小売業 その他小売 5%

22,271 福島県 いわき市 ブランド館　エブリア店 小売業 その他小売 5%

22,272 福島県 いわき市 ブランド館いわき店 小売業 その他小売 5%

22,273 福島県 いわき市 ブランド館メガドンキいわき店 小売業 その他小売 5%

22,274 福島県 いわき市 Ｐｒｅｓｅｎｔｓ サービス 理容・美容業 5%

22,275 福島県 いわき市 ｆｌｏｗｓ 小売業 その他小売 5%

22,276 福島県 いわき市 プロショップダック 小売業 その他小売 5%

22,277 福島県 いわき市 ＨＡＩＲ　ａｎｄ　ＣＯＺＹ　ＦＩＥＬＤ サービス 理容・美容業 5%

22,278 福島県 いわき市 ＨＡＩＲ　ａｎｄ　ＣＯＺＹ　ＦＩＥＬＤ サービス 理容・美容業 5%

22,279 福島県 いわき市 ヘアークリエイティブロダン サービス 理容・美容業 5%

22,280 福島県 いわき市 ｈａｉｒ ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ サービス 理容・美容業 5%

22,281 福島県 いわき市 ヘアールームエポカ サービス 理容・美容業 5%

22,282 福島県 いわき市 ベガス　アミューズメントバーＶＥＧＡＳ サービス 飲食業 5%

22,283 福島県 いわき市 ボディケアサロンＭＡＬＡＩＫＡＴ サービス その他サービス 5%

22,284 福島県 いわき市 ホテル いづみや サービス 宿泊業 5%

22,285 福島県 いわき市 ホテル塩屋崎 サービス 宿泊業 5%

22,286 福島県 いわき市 ホテルパームスプリング サービス 宿泊業 5%

22,287 福島県 いわき市 ホテル美里 サービス 宿泊業 5%

22,288 福島県 いわき市 ホテルミドリ サービス 宿泊業 5%

22,289 福島県 いわき市 ｍａｔｅｒｍａｔｅｒｉａｌ 小売業 衣料品 5%

22,290 福島県 いわき市 マクドナルドイオンモールいわき小名浜店 サービス 飲食業 2%

22,291 福島県 いわき市 マクドナルドいわき植田店 サービス 飲食業 2%

22,292 福島県 いわき市 マクドナルドいわき小名浜店 サービス 飲食業 2%

22,293 福島県 いわき市 マクドナルドいわき鹿島店 サービス 飲食業 2%

22,294 福島県 いわき市 マクドナルドいわき湯本店 サービス 飲食業 2%

22,295 福島県 いわき市 マクドナルド平イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

22,296 福島県 いわき市 正木屋材木店 小売業 家具・調度品 5%

22,297 福島県 いわき市 マ・シェリー・アンジュ サービス 理容・美容業 5%

22,298 福島県 いわき市 町の合鍵屋さん 町の合鍵屋さん 小売業 その他小売 5%

22,299 福島県 いわき市 街のちいさなコーヒー屋さんＮａｎａ　ｉｒｏ サービス 飲食業 5%

22,300 福島県 いわき市 まつげ革命　まつげ革命　いわき鹿島店 サービス 理容・美容業 5%

22,301 福島県 いわき市 まゆ美化粧品店 小売業 その他小売 5%

22,302 福島県 いわき市 マルト　本部 小売業 食料品 5%
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22,303 福島県 いわき市 マルト浅貝店 小売業 食料品 5%

22,304 福島県 いわき市 マルト東田店 小売業 食料品 5%

22,305 福島県 いわき市 マルト泉店 小売業 食料品 5%

22,306 福島県 いわき市 マルト内郷店 小売業 食料品 5%

22,307 福島県 いわき市 マルト駅前店 小売業 食料品 5%

22,308 福島県 いわき市 マルト岡小名店 小売業 食料品 5%

22,309 福島県 いわき市 マルト神白店 小売業 食料品 5%

22,310 福島県 いわき市 マルト神谷店 小売業 食料品 5%

22,311 福島県 いわき市 マルト釜の前店 小売業 食料品 5%

22,312 福島県 いわき市 マルト窪田店 小売業 食料品 5%

22,313 福島県 いわき市 マルトSC君ケ塚店 小売業 食料品 5%

22,314 福島県 いわき市 マルトSC草野店 小売業 食料品 5%

22,315 福島県 いわき市 マルトSC城東店 小売業 食料品 5%

22,316 福島県 いわき市 マルトSC高坂店 小売業 食料品 5%

22,317 福島県 いわき市 マルトSC中岡店 小売業 食料品 5%

22,318 福島県 いわき市 マルトSC湯長谷店 小売業 食料品 5%

22,319 福島県 いわき市 マルト平尼子店 小売業 食料品 5%

22,320 福島県 いわき市 マルト平白土店 小売業 食料品 5%

22,321 福島県 いわき市 マルト玉川店 小売業 食料品 5%

22,322 福島県 いわき市 マルト錦店 小売業 食料品 5%

22,323 福島県 いわき市 マルトニュータウン店 小売業 食料品 5%

22,324 福島県 いわき市 マルト平窪店 小売業 食料品 5%

22,325 福島県 いわき市 マルト好間店 小売業 食料品 5%

22,326 福島県 いわき市 マルト四倉店 小売業 食料品 5%

22,327 福島県 いわき市 マルヨシ電気 小売業 電化製品 5%

22,328 福島県 いわき市 みそかつ矢場とん　福島いわき店 サービス 飲食業 5%

22,329 福島県 いわき市 緑川電器 小売業 電化製品 5%

22,330 福島県 いわき市 未来テクノ サービス その他サービス 5%

22,331 福島県 いわき市 メガネと補聴器　カーム 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,332 福島県 いわき市 メガネと補聴器の専門店 和光 メガネと補聴器の専門店 和光 平店 小売業 その他小売 5%

22,333 福島県 いわき市 メガネと補聴器の専門店 和光 メガネと補聴器の専門店 和光 湯本店 小売業 その他小売 5%

22,334 福島県 いわき市 メガネの内山　泉町 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,335 福島県 いわき市 メガネの内山　勿来店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,336 福島県 いわき市 メガネの島村 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,337 福島県 いわき市 メガネプランナーＨＡＭＡＤＡ　谷川瀬店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,338 福島県 いわき市 メガネプランナーＨＡＭＡＤＡ　湯 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,339 福島県 いわき市 メガネプランナーＨＡＭＡＤＡ大原 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,340 福島県 いわき市 メガネ・補聴器の内山　平銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,341 福島県 いわき市 メガネ・補聴器ユーメイド鹿島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,342 福島県 いわき市 メビウス サービス 飲食業 5%

22,343 福島県 いわき市 メヒコ　いわきフラミンゴ館 サービス 飲食業 5%

22,344 福島県 いわき市 メヒコ　いわきマリンタワー店 サービス 飲食業 5%
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22,345 福島県 いわき市 木工房　大杢 小売業 家具・調度品 5%

22,346 福島県 いわき市 もつ福 サービス 飲食業 5%

22,347 福島県 いわき市 モリウィングス サービス 理容・美容業 5%

22,348 福島県 いわき市 焼肉居酒屋粋家 サービス 飲食業 5%

22,349 福島県 いわき市 安田屋呉服店 小売業 衣料品 5%

22,350 福島県 いわき市 谷地の湯 田村屋旅館 サービス 宿泊業 5%

22,351 福島県 いわき市 矢吹酒店　矢吹酒店 小売業 食料品 5%

22,352 福島県 いわき市 ヤマキ寝具　リスポ店 小売業 家具・調度品 5%

22,353 福島県 いわき市 ヤマキ寝具　リスポ店 小売業 家具・調度品 5%

22,354 福島県 いわき市 やまなか家いわき泉店 サービス 飲食業 5%

22,355 福島県 いわき市 有限会社あわのや酒店 小売業 食料品 5%

22,356 福島県 いわき市 有限会社エムズファクトリー エムズファクトリー 小売業 その他小売 5%

22,357 福島県 いわき市 有限会社エムズファクトリー いわきくるま館 小売業 その他小売 5%

22,358 福島県 いわき市 有限会社小野久商事鹿島ブックセンター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

22,359 福島県 いわき市 有限会社くさのオートサービス サービス その他サービス 5%

22,360 福島県 いわき市 有限会社久保木商会　プラザ新舞子給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,361 福島県 いわき市 有限会社ケン　ミウラ サービス その他サービス 5%

22,362 福島県 いわき市 有限会社鈴木電機工業所 サービス その他サービス 5%

22,363 福島県 いわき市 有限会社　平　ニューホンダコーポレーション　平ニューホンダ 小売業 その他小売 5%

22,364 福島県 いわき市 有限会社ナラハマイカーセンター サービス その他サービス 5%

22,365 福島県 いわき市 （有）丸克商店 小売業 その他小売 5%

22,366 福島県 いわき市 出光ユーズダイナー四倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,367 福島県 いわき市 湯の宿　美笹 サービス 宿泊業 5%

22,368 福島県 いわき市 ユモト電器 小売業 電化製品 5%

22,369 福島県 いわき市 湯本西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,370 福島県 いわき市 洋品と化粧品のチャーメ 小売業 衣料品 5%

22,371 福島県 いわき市 養老乃瀧いわき白土店 サービス 飲食業 2%

22,372 福島県 いわき市 吉田酒店　吉田酒店 小売業 食料品 5%

22,373 福島県 いわき市 吉田ラジオ店 小売業 電化製品 5%

22,374 福島県 いわき市 らーめん首鬼 サービス 飲食業 5%

22,375 福島県 いわき市 ライブインえぐりＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,376 福島県 いわき市 ＲＥ：ＡＬＩＺＥ サービス その他サービス 5%

22,377 福島県 いわき市 リエジュ　イオンいわき店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,378 福島県 いわき市 リエジュいわき店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,379 福島県 いわき市 ＬｉｏｒａＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

22,380 福島県 いわき市 ＬｉｂｅｒｔｙＭｕｓｅ　ＬｉｂｅｒｔｙＭｕｓｅいわき平店 サービス その他サービス 5%

22,381 福島県 いわき市 ＬｉｂｅｒｔｙＭｕｓｅ　ＬｉｂｅｒｔｙＭｕｓｅいわき谷川瀬店 サービス 理容・美容業 5%

22,382 福島県 いわき市 リーフ サービス 理容・美容業 5%

22,383 福島県 いわき市 旅亭　小瀧 サービス 宿泊業 5%

22,384 福島県 いわき市 リララ サービス 理容・美容業 5%

22,385 福島県 いわき市 リリーオブザバリー リリーオブザバリー サービス 飲食業 5%

22,386 福島県 いわき市 Ｒｉｎｋａ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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22,387 福島県 いわき市 ルート６小名浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,388 福島県 いわき市 ルート６勿来 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,389 福島県 いわき市 レストランシェ栗崎 サービス 飲食業 5%

22,390 福島県 いわき市 レストランぷらたなす サービス 飲食業 5%

22,391 福島県 いわき市 ＲＥＤ＆ＢＬＵＥ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

22,392 福島県 いわき市 レッドストーリースクール サービス その他サービス 5%

22,393 福島県 いわき市 レディースショップ　シバタ 小売業 衣料品 5%

22,394 福島県 いわき市 ＬＯＣＡＬＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

22,395 福島県 いわき市 ロリエ服飾研究所 小売業 衣料品 5%

22,396 福島県 いわき市 ロワゾー 小売業 衣料品 5%

22,397 福島県 いわき市 わくい動物病院 サービス その他サービス 5%

22,398 福島県 いわき市 ワタナベ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,399 福島県 いわき市 ワタナベ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,400 福島県 いわき市 ワタナベ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,401 福島県 いわき市 ワタナベ時計店　植田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,402 福島県 いわき市 Ｏｎｅ　Ｂｏｄｄｙ　いわき店 小売業 その他小売 5%

22,403 福島県 鏡石町 イオン鏡石セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,404 福島県 鏡石町 居酒屋 わか葉 サービス 飲食業 5%

22,405 福島県 鏡石町 いちい　鏡石店 小売業 食料品 5%

22,406 福島県 鏡石町 鏡石ＳＳ　オサダ石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,407 福島県 鏡石町 鏡石叶屋書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

22,408 福島県 鏡石町 鏡石第一ホテル サービス 宿泊業 5%

22,409 福島県 鏡石町 セブン－イレブン鏡石中央店 小売業 食料品 2%

22,410 福島県 鏡石町 セブン－イレブン鏡石成田店 小売業 食料品 2%

22,411 福島県 鏡石町 セブン－イレブン鏡石バイパス店 小売業 食料品 2%

22,412 福島県 鏡石町 セブン－イレブン鏡石町店 小売業 食料品 2%

22,413 福島県 鏡石町 株式会社すか川車検センター サービス その他サービス 5%

22,414 福島県 鏡石町 キッチン　さくら木 サービス 飲食業 5%

22,415 福島県 鏡石町 ＪＡ鏡石支店 小売業 その他小売 5%

22,416 福島県 鏡石町 須賀川南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,417 福島県 鏡石町 須賀川南ＳＳセルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,418 福島県 鏡石町 人形のピッコロ 小売業 その他小売 5%

22,419 福島県 鏡石町 人形のピッコロ 小売業 その他小売 5%

22,420 福島県 鏡石町 ハウズコレクション鏡石店 サービス 理容・美容業 5%

22,421 福島県 鏡石町 吉田タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

22,422 福島県 葛尾村 葛尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,423 福島県 金山町 会津川口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,424 福島県 川内村 川内ＳＳ　渡辺商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,425 福島県 川俣町 いちい　川俣店 小売業 食料品 5%

22,426 福島県 川俣町 えびすやフードセンター川俣店 小売業 その他小売 5%

22,427 福島県 川俣町 川俣駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,428 福島県 川俣町 川俣バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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22,429 福島県 川俣町 株式会社小林 小売業 その他小売 5%

22,430 福島県 川俣町 せっけんや 小売業 電化製品 5%

22,431 福島県 川俣町 ファンズ川俣店 小売業 食料品 5%

22,432 福島県 川俣町 セブン－イレブン福島川俣高校前店 小売業 食料品 2%

22,433 福島県 川俣町 保原屋生花店　保原屋生花店 小売業 その他小売 5%

22,434 福島県 川俣町 有限会社せっけんや 小売業 電化製品 5%

22,435 福島県 川俣町 ラミーネクスト サービス 理容・美容業 5%

22,436 福島県 喜多方市 愛眼堂メガネ　喜多方店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,437 福島県 喜多方市 会津交通観光（株）喜多方営業所 サービス その他サービス 5%

22,438 福島県 喜多方市 熱塩温泉　ふじや サービス 宿泊業 5%

22,439 福島県 喜多方市 熱塩温泉山形屋 サービス 宿泊業 5%

22,440 福島県 喜多方市 ウエル電化ヒグチ 小売業 電化製品 5%

22,441 福島県 喜多方市 オーディン喜多方店 小売業 その他小売 5%

22,442 福島県 喜多方市 おくやピーナッツ工場 小売業 食料品 5%

22,443 福島県 喜多方市 おもちゃ屋本舗ＢＡＮＢＡＮ　喜多方店 小売業 その他小売 5%

22,444 福島県 喜多方市 喜多方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,445 福島県 喜多方市 セブン－イレブン喜多方岩月町店 小売業 食料品 2%

22,446 福島県 喜多方市 喜多方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,447 福島県 喜多方市 セブン－イレブン喜多方北町店 小売業 食料品 2%

22,448 福島県 喜多方市 セブン－イレブン喜多方桜が丘店 小売業 食料品 2%

22,449 福島県 喜多方市 キタカタセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,450 福島県 喜多方市 セブン－イレブン喜多方豊川店 小売業 食料品 2%

22,451 福島県 喜多方市 セブン－イレブン喜多方鳥見山店 小売業 食料品 2%

22,452 福島県 喜多方市 出光喜多方バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,453 福島県 喜多方市 セブン－イレブン喜多方バイパス店 小売業 食料品 2%

22,454 福島県 喜多方市 Ｃｒｅｃｅｒ 小売業 衣料品 5%

22,455 福島県 喜多方市 塩川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,456 福島県 喜多方市 塩川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,457 福島県 喜多方市 セブン－イレブン塩川御殿場店 小売業 食料品 2%

22,458 福島県 喜多方市 セブン－イレブン塩川町店 小売業 食料品 2%

22,459 福島県 喜多方市 島慶園 小売業 食料品 5%

22,460 福島県 喜多方市 食堂つきとおひさま サービス 飲食業 5%

22,461 福島県 喜多方市 ダイコク　会津店 小売業 家具・調度品 5%

22,462 福島県 喜多方市 ダイコク　会津店 小売業 その他小売 5%

22,463 福島県 喜多方市 ダイハツ福島喜多方店 小売業 その他小売 5%

22,464 福島県 喜多方市 トヨタカローラ福島喜多方店 小売業 その他小売 5%

22,465 福島県 喜多方市 トヨタレンタリース新福島喜多方店 サービス その他サービス 2%

22,466 福島県 喜多方市 ｎｉｃｈｉ　ｎｉｃｈｉ　ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

22,467 福島県 喜多方市 ネッツトヨタノヴェルふくしま喜多方店 小売業 その他小売 5%

22,468 福島県 喜多方市 パナピア　きたかた 小売業 電化製品 5%

22,469 福島県 喜多方市 はにゅうでんき 小売業 電化製品 5%

22,470 福島県 喜多方市 バンダイスポーツ喜多方店 小売業 その他小売 5%
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22,471 福島県 喜多方市 ＢｅＭＡＸ喜多方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,472 福島県 喜多方市 ヒトミヘアリゾート サービス 理容・美容業 5%

22,473 福島県 喜多方市 ブイチェーン喜多方店 小売業 食料品 5%

22,474 福島県 喜多方市 福島トヨタ自動車喜多方店 小売業 その他小売 5%

22,475 福島県 喜多方市 福島トヨペット喜多方店 小売業 その他小売 5%

22,476 福島県 喜多方市 ホーム電化スズキ 小売業 電化製品 5%

22,477 福島県 喜多方市 ほしこう 小売業 衣料品 5%

22,478 福島県 喜多方市 ほしこうコープひがし店 小売業 衣料品 5%

22,479 福島県 喜多方市 マクドナルド喜多方店 サービス 飲食業 2%

22,480 福島県 喜多方市 松本屋 小売業 その他小売 5%

22,481 福島県 喜多方市 まつや 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,482 福島県 喜多方市 まるやま喜多方店 サービス 飲食業 5%

22,483 福島県 喜多方市 峰の雪酒造場 小売業 食料品 5%

22,484 福島県 喜多方市 山都三津合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,485 福島県 喜多方市 有限会社若喜商店 小売業 家具・調度品 5%

22,486 福島県 喜多方市 自転車販売修理の店ヨシハラ商会 小売業 その他小売 5%

22,487 福島県 喜多方市 Ｌｕｎａｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

22,488 福島県 北塩原村 裏磐梯高原ホテル サービス 宿泊業 5%

22,489 福島県 北塩原村 裏磐梯国民宿舎 サービス 宿泊業 5%

22,490 福島県 北塩原村 セブン－イレブン裏磐梯店 小売業 食料品 2%

22,491 福島県 北塩原村 裏磐梯ペンションやまびこ サービス 宿泊業 5%

22,492 福島県 北塩原村 裏磐梯ライジングサンホテル サービス 宿泊業 5%

22,493 福島県 北塩原村 おやど風来坊 サービス 宿泊業 5%

22,494 福島県 北塩原村 クレインズ　裏磐梯カヌー工房　クレインズ裏磐梯カヌー工房 サービス 宿泊業 5%

22,495 福島県 北塩原村 ゲストハウス裏っ歩（Ｕｒａｐｐｏ） サービス 宿泊業 5%

22,496 福島県 北塩原村 旅館　ときわすれ サービス 宿泊業 5%

22,497 福島県 北塩原村 Ｎａｔｕｒｅ　Ｃｏｔｔａｇｅ　Ａｋａｂｅｋｏ サービス 宿泊業 5%

22,498 福島県 北塩原村 磐梯高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,499 福島県 北塩原村 磐梯桧原湖畔ホテル サービス 宿泊業 5%

22,500 福島県 北塩原村 ヒロのお菓子屋さん サービス 飲食業 5%

22,501 福島県 北塩原村 ヒロのお菓子屋さん ヒロのお菓子屋さん レイクウッドカフェ店 サービス 飲食業 5%

22,502 福島県 北塩原村 フレージェ サービス 宿泊業 5%

22,503 福島県 北塩原村 フレ－ザ－ホテル サービス 宿泊業 5%

22,504 福島県 北塩原村 ペンション　クリッターハウス サービス 宿泊業 5%

22,505 福島県 北塩原村 ペンション コテージ アルバート サービス 宿泊業 5%

22,506 福島県 北塩原村 ペンションヴァンブラン サービス 宿泊業 5%

22,507 福島県 北塩原村 ペンションヴァンブラン サービス 宿泊業 5%

22,508 福島県 北塩原村 ペンション楓 サービス 宿泊業 5%

22,509 福島県 北塩原村 ペンションとも サービス 宿泊業 5%

22,510 福島県 北塩原村 ペンションバディ サービス その他サービス 5%

22,511 福島県 北塩原村 ペンションレラ サービス 宿泊業 5%

22,512 福島県 北塩原村 もくもく自然塾　キャンプセンター サービス その他サービス 5%

538



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

22,513 福島県 北塩原村 ゆ乃宿　湯流里 サービス 宿泊業 5%

22,514 福島県 北塩原村 リゾートペンション藍 サービス 宿泊業 5%

22,515 福島県 北塩原村 旅館ときわすれ サービス 宿泊業 5%

22,516 福島県 北塩原村 Ｌａｋｅ　ｓｉｄｅ　ｉｎｎ　Ｂｅｅｈｉｖｅ（びーはいぶ） サービス 宿泊業 5%

22,517 福島県 国見町 貝田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,518 福島県 国見町 ガラスエッチングアートＨＩＫＡＲＩ ガラスエッチングアートＨＩＫＡＲＩ 小売業 その他小売 5%

22,519 福島県 国見町 出光国見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,520 福島県 国見町 国見サービスエリアＳＳ　宝フリート株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,521 福島県 国見町 中国料理桜華楼 サービス 飲食業 5%

22,522 福島県 国見町 東北自動車道下り国見サービスエリアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,523 福島県 国見町 セブン－イレブン福島国見役場前店 小売業 食料品 2%

22,524 福島県 広野町 大滝旅館　有限会社大滝 サービス 宿泊業 5%

22,525 福島県 広野町 広野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,526 福島県 広野町 広野国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,527 福島県 広野町 セブン－イレブン福島広野町店 小売業 食料品 2%

22,528 福島県 広野町 双葉邸 サービス 宿泊業 5%

22,529 福島県 桑折町 カーファクトリー　　ミシナ サービス その他サービス 5%

22,530 福島県 桑折町 株式会社ライフテック ワン 一条家電サービス 小売業 電化製品 5%

22,531 福島県 桑折町 セブン－イレブン桑折万正寺店 小売業 食料品 2%

22,532 福島県 桑折町 高橋電器 小売業 電化製品 5%

22,533 福島県 桑折町 ブイチェーン桑折店 小売業 食料品 5%

22,534 福島県 桑折町 セブン－イレブン福島桑折バイパス店 小売業 食料品 2%

22,535 福島県 桑折町 有限会社桑折自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

22,536 福島県 桑折町 ルート４福島北 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,537 福島県 郡山市 ＠牛乳屋　　　（牛乳屋＠小岩井．森永） 小売業 食料品 5%

22,538 福島県 郡山市 Ｉｒｏｎ（アイアン） サービス 理容・美容業 5%

22,539 福島県 郡山市 アイアンドアイ郡山ＳＳ／アイアンドアイ株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,540 福島県 郡山市 アイキュンコンタクト 小売業 その他小売 5%

22,541 福島県 郡山市 アイコール サービス その他サービス 5%

22,542 福島県 郡山市 ａｖａｎｔｉ　ｅｙｅｌｅａｆ サービス 理容・美容業 5%

22,543 福島県 郡山市 ａｖａｎｔｉ　ｈａｉｒ＆ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

22,544 福島県 郡山市 ａｖａｎｔｉ サービス 理容・美容業 5%

22,545 福島県 郡山市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｒｏａｉｇ郡山 サービス 理容・美容業 5%

22,546 福島県 郡山市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｅｌｉｚ郡山コスモス通り サービス 理容・美容業 5%

22,547 福島県 郡山市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌａｎｉ安積 サービス 理容・美容業 5%

22,548 福島県 郡山市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｓｅａ郡山開成 サービス 理容・美容業 5%

22,549 福島県 郡山市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｄｒｅｓｓ喜久田 サービス 理容・美容業 5%

22,550 福島県 郡山市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｎｏｖｅｌ桑野 サービス 理容・美容業 5%

22,551 福島県 郡山市 安積永盛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,552 福島県 郡山市 安積ＰＡ上り線ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,553 福島県 郡山市 アサカワンダーランド サービス 飲食業 5%

22,554 福島県 郡山市 旭自動車工業 サービス その他サービス 5%
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22,555 福島県 郡山市 朝日食堂 サービス 飲食業 5%

22,556 福島県 郡山市 旭理容 さくら通り旭理容 サービス 理容・美容業 5%

22,557 福島県 郡山市 愛宕屋菓子舗 小売業 食料品 5%

22,558 福島県 郡山市 安達屋金物 小売業 家具・調度品 5%

22,559 福島県 郡山市 熱海タクシー有限会社 ２７１ サービス その他サービス 5%

22,560 福島県 郡山市 アトリエ　ポッロ 小売業 家具・調度品 5%

22,561 福島県 郡山市 あぶくま旅館 サービス 宿泊業 5%

22,562 福島県 郡山市 あぶりや食堂　分家 サービス 飲食業 5%

22,563 福島県 郡山市 ａｍｒｉｔａ 小売業 その他小売 5%

22,564 福島県 郡山市 ＡＭＥＫＡＺＥ　Ｗｅｓｔ 小売業 食料品 5%

22,565 福島県 郡山市 ＡＭＥＫＡＺＥ　Ｗｅｓｔ 小売業 食料品 5%

22,566 福島県 郡山市 荒井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,567 福島県 郡山市 アーリーバード 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

22,568 福島県 郡山市 アルクール酒蓋公園 サービス 理容・美容業 5%

22,569 福島県 郡山市 アルクール深沢 サービス 理容・美容業 5%

22,570 福島県 郡山市 アルシーヴ 小売業 衣料品 5%

22,571 福島県 郡山市 アルファベットクラブ　郡山店 小売業 衣料品 5%

22,572 福島県 郡山市 アレルコア アレルギー体質改善 アレルコア サービス その他サービス 5%

22,573 福島県 郡山市 ＡＬＥＮｈａｉｒｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

22,574 福島県 郡山市 アロマテラピー　エルバ サービス その他サービス 5%

22,575 福島県 郡山市 アン・ショップ郡山店 小売業 衣料品 5%

22,576 福島県 郡山市 ＡＮＳＯＬＡＤＥＢＥＡＵＴＥ 小売業 その他小売 5%

22,577 福島県 郡山市 ＡＮＳＯＬＡ　ＤＥ　ＢＥＡＵＴＥ 小売業 その他小売 5%

22,578 福島県 郡山市 ａｎｄ　ｓｐａ　愛宕店 サービス 理容・美容業 5%

22,579 福島県 郡山市 高橋猛 サービス その他サービス 5%

22,580 福島県 郡山市 Ｅ－ＣＯＭＦＯＲＴ 小売業 家具・調度品 5%

22,581 福島県 郡山市 イシザワデンキ 小売業 電化製品 5%

22,582 福島県 郡山市 イタリアワイン食堂　ＬＡ　ＦＲＡＳＣＡ サービス 飲食業 5%

22,583 福島県 郡山市 一平 サービス 飲食業 5%

22,584 福島県 郡山市 伊東園ホテル　磐梯向滝 サービス 宿泊業 5%

22,585 福島県 郡山市 伊藤自工 サービス その他サービス 5%

22,586 福島県 郡山市 ｅｔｏｎｃｒｏｐｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

22,587 福島県 郡山市 井上電機 小売業 電化製品 5%

22,588 福島県 郡山市 今信商会 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,589 福島県 郡山市 イルーシー３００ 小売業 衣料品 5%

22,590 福島県 郡山市 岩代正体 サービス その他サービス 5%

22,591 福島県 郡山市 岩代正体 サービス その他サービス 5%

22,592 福島県 郡山市 上野モーター サービス その他サービス 5%

22,593 福島県 郡山市 うおはる 小売業 食料品 5%

22,594 福島県 郡山市 うねめタクシー 有限会社ウネメタクシー サービス その他サービス 5%

22,595 福島県 郡山市 エイコー電器 小売業 電化製品 5%

22,596 福島県 郡山市 Ｈ Ｂ ＧＡＲＡＧＥ サービス 飲食業 5%
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22,597 福島県 郡山市 エスティー動物病院 サービス その他サービス 5%

22,598 福島県 郡山市 エステソワンロイヤル　郡山店 サービス 理容・美容業 5%

22,599 福島県 郡山市 エッセンシャル企画 サービス その他サービス 5%

22,600 福島県 郡山市 ａｎｙＴＩＭＥ 小売業 衣料品 5%

22,601 福島県 郡山市 株式会社オネスト サービス その他サービス 5%

22,602 福島県 郡山市 ＥＬＥＣＴ 小売業 衣料品 5%

22,603 福島県 郡山市 遠藤光寛税理士事務所 サービス その他サービス 5%

22,604 福島県 郡山市 えんどう理美容院 サービス 理容・美容業 5%

22,605 福島県 郡山市 奥羽大西サービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,606 福島県 郡山市 Ｏ．Ｚ．Ｇｅｃｋｏ 小売業 その他小売 5%

22,607 福島県 郡山市 大槻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,608 福島県 郡山市 オーディン郡山大槻店 小売業 その他小売 5%

22,609 福島県 郡山市 お菓子のさかい　郡山新さくら通り 小売業 食料品 5%

22,610 福島県 郡山市 お好み焼きＴＯＲＡＪＩＲＯ サービス 飲食業 5%

22,611 福島県 郡山市 オーディー・サービス 小売業 電化製品 5%

22,612 福島県 郡山市 音川青果店 小売業 食料品 5%

22,613 福島県 郡山市 男と女のヘアーサロン　いこい サービス 理容・美容業 5%

22,614 福島県 郡山市 オート電化センター 小売業 電化製品 5%

22,615 福島県 郡山市 おばばのだがしや 小売業 食料品 5%

22,616 福島県 郡山市 オフハウス郡山安積店 小売業 その他小売 2%

22,617 福島県 郡山市 オペラ郡山本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,618 福島県 郡山市 オリックスレンタカー郡山安積店 サービス その他サービス 2%

22,619 福島県 郡山市 オリックスレンタカー郡山うねめ通り店 サービス その他サービス 2%

22,620 福島県 郡山市 オリックスレンタカー郡山駅東口店 サービス その他サービス 2%

22,621 福島県 郡山市 ＡＬＬ　ＭＹ　ＬＯＶＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

22,622 福島県 郡山市 卸町ＳＳ　株式会社ワタヤス 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,623 福島県 郡山市 温野菜横塚店 サービス 飲食業 2%

22,624 福島県 郡山市 カーテック サービス その他サービス 5%

22,625 福島県 郡山市 開成柏屋　〔洋菓子〕 小売業 食料品 5%

22,626 福島県 郡山市 開成亀久田 サービス 飲食業 5%

22,627 福島県 郡山市 懐石　こと サービス 飲食業 5%

22,628 福島県 郡山市 海鮮うまいもの家　つぼ八　郡山朝日店 サービス 飲食業 5%

22,629 福島県 郡山市 香久池柏屋 小売業 食料品 5%

22,630 福島県 郡山市 学生服リユースショップ　そらまめ 小売業 衣料品 5%

22,631 福島県 郡山市 陰山商店 小売業 その他小売 5%

22,632 福島県 郡山市 柏屋 小売業 食料品 5%

22,633 福島県 郡山市 柏屋　静御前通り柏屋 小売業 食料品 5%

22,634 福島県 郡山市 柏屋本店 小売業 食料品 5%

22,635 福島県 郡山市 Ｋａｚｕｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

22,636 福島県 郡山市 カットハウスマインド サービス 理容・美容業 5%

22,637 福島県 郡山市 かつ丸郡山新さくら通り店 サービス 飲食業 5%

22,638 福島県 郡山市 かつ丸郡山富田店 サービス 飲食業 5%
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22,639 福島県 郡山市 かどいち サービス 飲食業 5%

22,640 福島県 郡山市 株式会社ｅ事務局 サービス その他サービス 5%

22,641 福島県 郡山市 株式会社カパス郡山 小売業 その他小売 5%

22,642 福島県 郡山市 株式会社佐藤茶園 小売業 食料品 5%

22,643 福島県 郡山市 株式会社趣味の呉服遠藤 小売業 衣料品 5%

22,644 福島県 郡山市 株式会社Ｄ＆Ｃドックコレクション 小売業 その他小売 5%

22,645 福島県 郡山市 ［ＨＣ］株式会社でんきの日栄 小売業 電化製品 5%

22,646 福島県 郡山市 株式会社中村屋 小売業 食料品 5%

22,647 福島県 郡山市 株式会社柳沼燃料 小売業 その他小売 5%

22,648 福島県 郡山市 株式会社 山桜 小売業 食料品 5%

22,649 福島県 郡山市 株式会社ラ・フィネス サービス 理容・美容業 5%

22,650 福島県 郡山市 株式会社ＬＥＯＮ サービス その他サービス 5%

22,651 福島県 郡山市 カプリチョーザ　郡山中町店 サービス 飲食業 2%

22,652 福島県 郡山市 鎌倉屋 小売業 食料品 5%

22,653 福島県 郡山市 鎌倉屋　島公園前店 小売業 食料品 5%

22,654 福島県 郡山市 髪工房　石井 サービス 理容・美容業 5%

22,655 福島県 郡山市 カメレオン郡山 サービス 飲食業 5%

22,656 福島県 郡山市 カヨウ 小売業 家具・調度品 5%

22,657 福島県 郡山市 ＣｏｌｏｒＤｒｏｐ サービス その他サービス 5%

22,658 福島県 郡山市 辛麺シャカ サービス 飲食業 5%

22,659 福島県 郡山市 ガレージ車楽 小売業 その他小売 5%

22,660 福島県 郡山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋郡山東店 サービス 飲食業 2%

22,661 福島県 郡山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋郡山うねめ通店 サービス 飲食業 2%

22,662 福島県 郡山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋郡山図景店 サービス 飲食業 2%

22,663 福島県 郡山市 ガレージ・ビーエム 小売業 その他小売 5%

22,664 福島県 郡山市 かんのや 小売業 食料品 5%

22,665 福島県 郡山市 かんのや　郡山インター店 小売業 食料品 5%

22,666 福島県 郡山市 かんのや　本店文助 小売業 食料品 5%

22,667 福島県 郡山市 かんのや郡山八山田店 小売業 食料品 5%

22,668 福島県 郡山市 ＫＩＩＴＯＳ 小売業 その他小売 5%

22,669 福島県 郡山市 菊屋　茶舗 小売業 食料品 5%

22,670 福島県 郡山市 喜多方らーめん　大槻店 サービス 飲食業 5%

22,671 福島県 郡山市 セブン－イレブン希望ケ丘店 小売業 食料品 2%

22,672 福島県 郡山市 ギャラリーＪＯＹ サービス 理容・美容業 5%

22,673 福島県 郡山市 ＧＡＬＥＴ′Ｓ 小売業 その他小売 5%

22,674 福島県 郡山市 牛角郡山安積店 サービス 飲食業 2%

22,675 福島県 郡山市 牛角郡山朝日店 サービス 飲食業 2%

22,676 福島県 郡山市 牛角郡山なかまち夢通り店 サービス 飲食業 2%

22,677 福島県 郡山市 ＣＵＴＩＦＵＬ サービス 理容・美容業 5%

22,678 福島県 郡山市 牛屋　Ｈｉｋｏ　Ｂｅｒ サービス 飲食業 5%

22,679 福島県 郡山市 金蘭荘花山 サービス 宿泊業 5%

22,680 福島県 郡山市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ郡山店 小売業 その他小売 5%
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22,681 福島県 郡山市 串たろう サービス 飲食業 5%

22,682 福島県 郡山市 Ｋｕｂｕ　ｈａｉｒ　Ｑｕａｒｔｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

22,683 福島県 郡山市 Ｋｕｂｕ　ｈａｉｒ　ｋｕｂｕ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

22,684 福島県 郡山市 くまざわ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

22,685 福島県 郡山市 くまざわ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

22,686 福島県 郡山市 クマダ電化サービス 小売業 電化製品 5%

22,687 福島県 郡山市 クラシマガレ－ジ　郡山 小売業 その他小売 5%

22,688 福島県 郡山市 倉野屋茶舗 小売業 食料品 5%

22,689 福島県 郡山市 グランブーケ 小売業 衣料品 5%

22,690 福島県 郡山市 ＧＲＡＮＤ　ＢＯＵＱＵＥＴ 小売業 衣料品 5%

22,691 福島県 郡山市 Ｇｒｅａｍ【グリーム】 サービス 理容・美容業 5%

22,692 福島県 郡山市 ＧＲＡＣＥ【グレイス】 サービス 理容・美容業 5%

22,693 福島県 郡山市 Ｃｒｅｓｃｅｎｔ　ＭＯＯＮ サービス 理容・美容業 5%

22,694 福島県 郡山市 桑野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,695 福島県 郡山市 ケイズ 小売業 衣料品 5%

22,696 福島県 郡山市 ケイズパペリエバイクマザワ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

22,697 福島県 郡山市 化粧品のオオタ 化粧品のオオタ 小売業 その他小売 5%

22,698 福島県 郡山市 紅英社株式会社 小売業 衣料品 5%

22,699 福島県 郡山市 合同会社ＯＮＥ 小売業 食料品 5%

22,700 福島県 郡山市 神戸クックワールドビュッフェ郡山店 サービス 飲食業 2%

22,701 福島県 郡山市 紅葉館　きらくや サービス 宿泊業 5%

22,702 福島県 郡山市 郡山インタ－ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,703 福島県 郡山市 ｃｏ?ｂａ ｋｏｒｉｙａｍａ サービス その他サービス 5%

22,704 福島県 郡山市 郡山ＳＳ　阿部石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,705 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山安積町店 小売業 食料品 2%

22,706 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山安積町長久保店 小売業 食料品 2%

22,707 福島県 郡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ郡山朝日店 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,708 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山熱海町高玉店 小売業 食料品 2%

22,709 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山池向店 小売業 食料品 2%

22,710 福島県 郡山市 ＥｎｅＪｅｔ郡山インターＳＳ　阿部鉱油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,711 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山インター店 小売業 食料品 2%

22,712 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山駅前アーケード店 小売業 食料品 2%

22,713 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山駅前店 小売業 食料品 2%

22,714 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山駅前南通り店 小売業 食料品 2%

22,715 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山大槻御前南店 小売業 食料品 2%

22,716 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山大町１丁目店 小売業 食料品 2%

22,717 福島県 郡山市 郡山大町店 小売業 その他小売 5%

22,718 福島県 郡山市 郡山温泉 サービス 宿泊業 5%

22,719 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山開成２丁目店 小売業 食料品 2%

22,720 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山片平町店 小売業 食料品 2%

22,721 福島県 郡山市 郡山金屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,722 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山喜久田店 小売業 食料品 2%
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22,723 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山喜久田堀之内店 小売業 食料品 2%

22,724 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山久留米店 小売業 食料品 2%

22,725 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山久留米２丁目店 小売業 食料品 2%

22,726 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山桑野１丁目店 小売業 食料品 2%

22,727 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山桑野３丁目店 小売業 食料品 2%

22,728 福島県 郡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ郡山桑野店 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,729 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山桑野２丁目店 小売業 食料品 2%

22,730 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山桑野４丁目店 小売業 食料品 2%

22,731 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山御前南１丁目店 小売業 食料品 2%

22,732 福島県 郡山市 郡山湖南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,733 福島県 郡山市 郡山ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

22,734 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山菜根西店 小売業 食料品 2%

22,735 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山咲田２丁目店 小売業 食料品 2%

22,736 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山笹川店 小売業 食料品 2%

22,737 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山三中前店 小売業 食料品 2%

22,738 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山島中央公園前店 小売業 食料品 2%

22,739 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山下亀田店 小売業 食料品 2%

22,740 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山市役所店 小売業 食料品 2%

22,741 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山諏訪前店 小売業 食料品 2%

22,742 福島県 郡山市 郡山タクシー株式会社 ２４２４ サービス その他サービス 5%

22,743 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山堤１丁目店 小売業 食料品 2%

22,744 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山鶴見坦１丁目店 小売業 食料品 2%

22,745 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山富田店 小売業 食料品 2%

22,746 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山富田東店 小売業 食料品 2%

22,747 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山中町中央通り店 小売業 食料品 2%

22,748 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山名倉店 小売業 食料品 2%

22,749 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山七ツ池店 小売業 食料品 2%

22,750 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山並木４丁目店 小売業 食料品 2%

22,751 福島県 郡山市 郡山成田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,752 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山鳴神店 小売業 食料品 2%

22,753 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山西ノ宮西店 小売業 食料品 2%

22,754 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山西原店 小売業 食料品 2%

22,755 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山芳賀１丁目店 小売業 食料品 2%

22,756 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山芳賀３丁目店 小売業 食料品 2%

22,757 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山針生店 小売業 食料品 2%

22,758 福島県 郡山市 郡山販売課 小売業 その他小売 2%

22,759 福島県 郡山市 株式会社東屋本店　郡山東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,760 福島県 郡山市 郡山東たんぽぽ動物病院 サービス その他サービス 5%

22,761 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山美術館東店 小売業 食料品 2%

22,762 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山日出山１丁目店 小売業 食料品 2%

22,763 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山日出山南台店 小売業 食料品 2%

22,764 福島県 郡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ郡山日吉ケ丘店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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22,765 福島県 郡山市 出光郡山日和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,766 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山日和田三本松店 小売業 食料品 2%

22,767 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山日和田店 小売業 食料品 2%

22,768 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山富久山上野店 小売業 食料品 2%

22,769 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山富久山久保田店 小売業 食料品 2%

22,770 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山富久山店 小売業 食料品 2%

22,771 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山富久山福原店 小売業 食料品 2%

22,772 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山緑ヶ丘店 小売業 食料品 2%

22,773 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山緑町店 小売業 食料品 2%

22,774 福島県 郡山市 郡山南インタ－ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,775 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山南インター店 小売業 食料品 2%

22,776 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山三穂田町野田店 小売業 食料品 2%

22,777 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山本町２丁目店 小売業 食料品 2%

22,778 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山守山店 小売業 食料品 2%

22,779 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山八木橋店 小売業 食料品 2%

22,780 福島県 郡山市 郡山ヤクルト販売　石川センター 小売業 食料品 5%

22,781 福島県 郡山市 郡山ヤクルト販売　棚倉センター 小売業 食料品 5%

22,782 福島県 郡山市 郡山ヤクルト販売　塙センター 小売業 食料品 5%

22,783 福島県 郡山市 郡山ヤクルト販売 三春センター 小売業 食料品 5%

22,784 福島県 郡山市 郡山ヤクルト販売 小野センター 小売業 食料品 5%

22,785 福島県 郡山市 郡山ヤクルト販売　常葉センター 小売業 食料品 5%

22,786 福島県 郡山市 郡山ヤクルト販売 船引センター 小売業 食料品 5%

22,787 福島県 郡山市 郡山ヤクルト販売　新白河センター 小売業 食料品 5%

22,788 福島県 郡山市 郡山ヤクルト販売　矢吹センター 小売業 食料品 5%

22,789 福島県 郡山市 郡山ヤクルト販売　須賀川センター 小売業 食料品 5%

22,790 福島県 郡山市 郡山ヤクルト販売 須賀川西センター 小売業 食料品 5%

22,791 福島県 郡山市 郡山ヤクルト販売　菜根センター 小売業 食料品 5%

22,792 福島県 郡山市 郡山ヤクルト販売 郡山北センター 小売業 食料品 5%

22,793 福島県 郡山市 郡山ヤクルト販売　並木センター 小売業 食料品 5%

22,794 福島県 郡山市 郡山ヤクルト販売　中央センター 小売業 食料品 5%

22,795 福島県 郡山市 郡山ヤクルト販売　安積センター 小売業 食料品 5%

22,796 福島県 郡山市 郡山ヤクルト販売 コスモスセンター 小売業 食料品 5%

22,797 福島県 郡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ郡山八山田東店 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,798 福島県 郡山市 セブン－イレブン郡山横塚店 小売業 食料品 2%

22,799 福島県 郡山市 コクブン理容所 サービス 理容・美容業 5%

22,800 福島県 郡山市 コスモスロード大槻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,801 福島県 郡山市 湖南赤津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,802 福島県 郡山市 小林釣具店 小売業 その他小売 5%

22,803 福島県 郡山市 古民家バル　酔さ来（よさこい） サービス 飲食業 5%

22,804 福島県 郡山市 小麦っ子 小麦っ子 小売業 食料品 5%

22,805 福島県 郡山市 郡山南インターセルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,806 福島県 郡山市 コンフィデンス 小売業 衣料品 5%

545



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

22,807 福島県 郡山市 サード 小売業 その他小売 5%

22,808 福島県 郡山市 サカナバル　マリスケリア サービス 飲食業 5%

22,809 福島県 郡山市 さくら電化センター 小売業 電化製品 5%

22,810 福島県 郡山市 酒の櫻家 小売業 食料品 5%

22,811 福島県 郡山市 酒のソクハイ郡山駅前店 小売業 食料品 5%

22,812 福島県 郡山市 酒のソクハイ郡山陣屋店 小売業 食料品 5%

22,813 福島県 郡山市 ＳＡＡＤ　アティ郡山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,814 福島県 郡山市 ＳＡＴＯ?ＣＹＣＬＥ ＳＡＴＯ?ＣＹＣＬＥ 小売業 その他小売 5%

22,815 福島県 郡山市 三経ビジネス　ホワイト急便富田小東店 サービス その他サービス 5%

22,816 福島県 郡山市 三万石 小売業 食料品 5%

22,817 福島県 郡山市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　福島営業所 小売業 その他小売 5%

22,818 福島県 郡山市 ジェームス郡山店 小売業 その他小売 2%

22,819 福島県 郡山市 Ｊｅｌｌｙ サービス その他サービス 5%

22,820 福島県 郡山市 塩田電化 小売業 電化製品 5%

22,821 福島県 郡山市 四季彩一力 サービス 宿泊業 5%

22,822 福島県 郡山市 四季の心づくし　鯛のおかしら サービス 飲食業 5%

22,823 福島県 郡山市 地酒の森郡山エキナカ店 小売業 食料品 5%

22,824 福島県 郡山市 市場サービスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,825 福島県 郡山市 静御前通り　柏屋 小売業 食料品 5%

22,826 福島県 郡山市 島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,827 福島県 郡山市 島ＬＰ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,828 福島県 郡山市 ジャストリフォームエスパル郡山店 サービス その他サービス 5%

22,829 福島県 郡山市 手芸 クラフト ひまわり 手芸 クラフト ひまわり 小売業 その他小売 5%

22,830 福島県 郡山市 酒肴蕎楽　こまち サービス 飲食業 5%

22,831 福島県 郡山市 旬菜旬魚　魚しん サービス 飲食業 5%

22,832 福島県 郡山市 昭和ドライバーズカレッジ サービス その他サービス 5%

22,833 福島県 郡山市 食菜工房　まる山 サービス 飲食業 5%

22,834 福島県 郡山市 食菜工房まる山 サービス 飲食業 5%

22,835 福島県 郡山市 食のや　大ｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

22,836 福島県 郡山市 食樂さくら通り店 サービス 飲食業 5%

22,837 福島県 郡山市 ＪＯＢ．３１４ 小売業 衣料品 5%

22,838 福島県 郡山市 書優会　郡山支店 小売業 その他小売 5%

22,839 福島県 郡山市 シンエネ郡山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,840 福島県 郡山市 シンドバット 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,841 福島県 郡山市 新日本補聴器センター郡山店 小売業 その他小売 5%

22,842 福島県 郡山市 しんめい写真舘 小売業 その他小売 5%

22,843 福島県 郡山市 水門町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,844 福島県 郡山市 有限会社スズキ写真館　スズキ写真館 サービス その他サービス 5%

22,845 福島県 郡山市 スターホテル郡山 サービス 宿泊業 5%

22,846 福島県 郡山市 スタジオアミ　郡山館 サービス その他サービス 5%

22,847 福島県 郡山市 ＳＴＵＤＩＯＩＮＫＵＰ 小売業 衣料品 5%

22,848 福島県 郡山市 ＳＰＡＲＫＳ【スパークス】 サービス 理容・美容業 5%
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22,849 福島県 郡山市 スプラウト 小売業 その他小売 5%

22,850 福島県 郡山市 炭火焼肉　かないや サービス 飲食業 5%

22,851 福島県 郡山市 炭火焼肉レストラン　フェ サービス 飲食業 5%

22,852 福島県 郡山市 整体院　菫　ーｓｕｍｉｒｅー サービス その他サービス 5%

22,853 福島県 郡山市 整体院　ハルヨシ サービス その他サービス 5%

22,854 福島県 郡山市 西部レンタカー サービス その他サービス 5%

22,855 福島県 郡山市 ＺＥＬＥ郡山駅前 サービス 理容・美容業 5%

22,856 福島県 郡山市 ＺＥＬＥ郡山店 サービス 理容・美容業 5%

22,857 福島県 郡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ郡山朝日店 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,858 福島県 郡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ郡山荒井店 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,859 福島県 郡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ郡山喜久田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,860 福島県 郡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ郡山中谷地店 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,861 福島県 郡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ郡山日出山店 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,862 福島県 郡山市 セルフ郡山日和田フェスタ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,863 福島県 郡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ郡山八山田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,864 福島県 郡山市 セルフステーションうねめ通り 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,865 福島県 郡山市 ＺＥＮＮ　Ｈａｉｒ　Ｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

22,866 福島県 郡山市 戦国信長　桑野店 サービス 飲食業 5%

22,867 福島県 郡山市 セントラルホテル サービス 宿泊業 5%

22,868 福島県 郡山市 ＳＯＮＯＲＡ　ＢＵＲＧＥＲ サービス 飲食業 5%

22,869 福島県 郡山市 ソフトバンク　安高通り 小売業 電化製品 5%

22,870 福島県 郡山市 ソフトバンク郡山中央 小売業 電化製品 5%

22,871 福島県 郡山市 大栄漢方薬局 小売業 その他小売 5%

22,872 福島県 郡山市 ダイコク　郡山店 小売業 その他小売 5%

22,873 福島県 郡山市 ダイハツ福島タワー富田店 小売業 その他小売 5%

22,874 福島県 郡山市 ダイハツ福島こおりやま大槻店 小売業 その他小売 5%

22,875 福島県 郡山市 ダイハツ福島こおりやま川向店 小売業 その他小売 5%

22,876 福島県 郡山市 大丸萬年堂 小売業 その他小売 5%

22,877 福島県 郡山市 タイヤ倶楽部　郡山 小売業 その他小売 5%

22,878 福島県 郡山市 タカマツ虎丸店 小売業 衣料品 5%

22,879 福島県 郡山市 タカマツ中町店 小売業 衣料品 5%

22,880 福島県 郡山市 出光多田野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,881 福島県 郡山市 多田野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,882 福島県 郡山市 楯桜 小売業 衣料品 5%

22,883 福島県 郡山市 ＣｈｅｒＣｈｅｌアティ郡山店 サービス その他サービス 5%

22,884 福島県 郡山市 千広食堂 サービス 飲食業 5%

22,885 福島県 郡山市 中央家電 小売業 電化製品 5%

22,886 福島県 郡山市 中央工業団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,887 福島県 郡山市 中國酒家　桜乃恵 サービス 飲食業 5%

22,888 福島県 郡山市 紬のたけやま 小売業 衣料品 5%

22,889 福島県 郡山市 ＴＡＴ 小売業 衣料品 5%

22,890 福島県 郡山市 定食家母 サービス 飲食業 5%
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22,891 福島県 郡山市 ディスカ安積店 小売業 食料品 5%

22,892 福島県 郡山市 デコ屋敷大黒屋物産館 小売業 その他小売 5%

22,893 福島県 郡山市 デザインウィズピープル 小売業 家具・調度品 5%

22,894 福島県 郡山市 テニススペース・ナチュラル 小売業 その他小売 5%

22,895 福島県 郡山市 でんき倶楽部　あさひ 小売業 電化製品 5%

22,896 福島県 郡山市 でんき倶楽部おおほり 小売業 電化製品 5%

22,897 福島県 郡山市 でんき倶楽部ひらお 小売業 電化製品 5%

22,898 福島県 郡山市 天くう サービス 飲食業 5%

22,899 福島県 郡山市 天然酵母ｔｏ国産小麦のぱん Ｈｏｍｅ Ｍａｄｅ Ｅｎｄｏｈ 小売業 その他小売 5%

22,900 福島県 郡山市 東京クリーニング サービス その他サービス 5%

22,901 福島県 郡山市 道具屋　利作ワークス 小売業 家具・調度品 5%

22,902 福島県 郡山市 東北サンエス 小売業 電化製品 5%

22,903 福島県 郡山市 東北自動車道下り安積パーキングエリアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,904 福島県 郡山市 東洋電設 小売業 電化製品 5%

22,905 福島県 郡山市 常和治療院 サービス その他サービス 5%

22,906 福島県 郡山市 ドコモショップ郡山八山田店 小売業 電化製品 5%

22,907 福島県 郡山市 床屋晴 サービス 理容・美容業 5%

22,908 福島県 郡山市 トータルフォトスタジオ・ポラリス サービス その他サービス 5%

22,909 福島県 郡山市 栃本　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,910 福島県 郡山市 富久 小売業 その他小売 5%

22,911 福島県 郡山市 トミタ　三春店 小売業 貴金属・服飾品 5%

22,912 福島県 郡山市 富田オートセンター 小売業 その他小売 5%

22,913 福島県 郡山市 トーメスヘアー　郡山相談室 サービス 理容・美容業 5%

22,914 福島県 郡山市 トーメスヘアー　郡山店 サービス 理容・美容業 5%

22,915 福島県 郡山市 ともり 郡山店 サービス 飲食業 5%

22,916 福島県 郡山市 トヨタカローラ福島朝日店 小売業 その他小売 5%

22,917 福島県 郡山市 トヨタカローラ福島郡山店 小売業 その他小売 5%

22,918 福島県 郡山市 トヨタカローラ福島富田店 小売業 その他小売 5%

22,919 福島県 郡山市 トヨタカローラ福島日和田店 小売業 その他小売 5%

22,920 福島県 郡山市 トヨタ部品福島共販本社営業所 サービス その他サービス 5%

22,921 福島県 郡山市 トヨタレンタリース新福島郡山駅東口店 サービス その他サービス 2%

22,922 福島県 郡山市 トヨタレンタリース新福島郡山店 サービス その他サービス 2%

22,923 福島県 郡山市 トヨタレンタリース福島郡山駅新幹線口店 サービス その他サービス 2%

22,924 福島県 郡山市 トヨタレンタリース福島西ノ内店 サービス その他サービス 2%

22,925 福島県 郡山市 トラットリア　クッチーナ サービス 飲食業 5%

22,926 福島県 郡山市 とんかつ　なには　とんかつ　なには サービス 飲食業 5%

22,927 福島県 郡山市 ながしま動物病院 サービス その他サービス 5%

22,928 福島県 郡山市 なか田 サービス 飲食業 5%

22,929 福島県 郡山市 中田電化センター 小売業 電化製品 5%

22,930 福島県 郡山市 なかやパン店　ガトーナカヤ 小売業 食料品 5%

22,931 福島県 郡山市 ＮＡＴ－Ｕ－ＲＡＬ 小売業 衣料品 5%

22,932 福島県 郡山市 七海電化 小売業 電化製品 5%
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22,933 福島県 郡山市 南海部品福島店 小売業 その他小売 2%

22,934 福島県 郡山市 西条タクシー株式会社 ２０２ サービス その他サービス 5%

22,935 福島県 郡山市 西ノ宮電器 小売業 電化製品 5%

22,936 福島県 郡山市 日本一郡山ピボット店 小売業 食料品 5%

22,937 福島県 郡山市 ネイルサロンアクアロサ サービス その他サービス 5%

22,938 福島県 郡山市 ネイルサロン　ＬＥＡ サービス 理容・美容業 5%

22,939 福島県 郡山市 Ｎａｉｌｏｏｋ【ネイルック】 サービス その他サービス 5%

22,940 福島県 郡山市 Ｎｅｏ　Ｇｌｏｂｅ 小売業 衣料品 5%

22,941 福島県 郡山市 ネッツトヨタ郡山郡山店 小売業 その他小売 5%

22,942 福島県 郡山市 ネッツトヨタ郡山堤店 小売業 その他小売 5%

22,943 福島県 郡山市 ネッツトヨタ郡山本社緑町店 小売業 その他小売 5%

22,944 福島県 郡山市 ネッツトヨタノヴェルふくしまオンリ－ユ－ 小売業 その他小売 5%

22,945 福島県 郡山市 ネッツトヨタノヴェルふくしまこおりやま並 小売業 その他小売 5%

22,946 福島県 郡山市 ネッツトヨタノヴェルふくしまこおりやま川 小売業 その他小売 5%

22,947 福島県 郡山市 ネッツトヨタノヴェルふくしまこおりやま大 小売業 その他小売 5%

22,948 福島県 郡山市 ネッツトヨタノヴェルふくしま本社 小売業 その他小売 5%

22,949 福島県 郡山市 ネッツトヨタ福島富久山店 小売業 その他小売 5%

22,950 福島県 郡山市 Ｎｏｒｔｈ　Ｒｉｍ 小売業 衣料品 5%

22,951 福島県 郡山市 野口電機商会 小売業 電化製品 5%

22,952 福島県 郡山市 野田呉服店 小売業 衣料品 5%

22,953 福島県 郡山市 ノブコレクション桑野店 サービス 理容・美容業 5%

22,954 福島県 郡山市 ノブコレクションザ・ガーデン サービス 理容・美容業 5%

22,955 福島県 郡山市 ハードオフ郡山安積店 小売業 その他小売 2%

22,956 福島県 郡山市 ＢａｒｂｅｒＡｒｔＮａｏ サービス 理容・美容業 5%

22,957 福島県 郡山市 Ｈｙｐｅｒ　Ｇａｊａ郡山八山田店 サービス 飲食業 5%

22,958 福島県 郡山市 ハウズコレクションイオンタウン店 サービス 理容・美容業 5%

22,959 福島県 郡山市 芳賀サービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,960 福島県 郡山市 八剣伝　郡山朝日店 サービス 飲食業 5%

22,961 福島県 郡山市 パナ電機社 小売業 電化製品 5%

22,962 福島県 郡山市 離れの宿よもぎ埜 サービス 宿泊業 5%

22,963 福島県 郡山市 はるかぜ療術院 サービス その他サービス 5%

22,964 福島県 郡山市 ＨＡＬＥ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

22,965 福島県 郡山市 ＰＣ－ＭＢｏａｒｄ サービス その他サービス 5%

22,966 福島県 郡山市 ＢＭＯ郡山店 小売業 衣料品 5%

22,967 福島県 郡山市 Ｂｅｅｃｈ　ｆｏｒｅｓｔ 小売業 衣料品 5%

22,968 福島県 郡山市 日出山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,969 福島県 郡山市 ｈｉｎａｔａ 小売業 衣料品 5%

22,970 福島県 郡山市 ひびき舞 サービス 飲食業 5%

22,971 福島県 郡山市 美容室 ラトリエ サービス 理容・美容業 5%

22,972 福島県 郡山市 美容室ＧＡＳＡ サービス 理容・美容業 5%

22,973 福島県 郡山市 美容室サブリナフェアヨークタウン大槻店 サービス 理容・美容業 5%

22,974 福島県 郡山市 美容室サブリナフェア横塚店 サービス 理容・美容業 5%
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22,975 福島県 郡山市 日和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,976 福島県 郡山市 日和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,977 福島県 郡山市 日和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,978 福島県 郡山市 日和田ＳＳセルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

22,979 福島県 郡山市 ピンクの花園 サービス 飲食業 5%

22,980 福島県 郡山市 ｆｉｒｓｔ　郡山 サービス 理容・美容業 5%

22,981 福島県 郡山市 ファニーハウス 小売業 その他小売 5%

22,982 福島県 郡山市 ファミリーイン郡山中央インター サービス 宿泊業 5%

22,983 福島県 郡山市 ファミリーイン郡山富田店 サービス 宿泊業 5%

22,984 福島県 郡山市 ｆｉｚｚ　ＢＥＹＯＮＤ 小売業 衣料品 5%

22,985 福島県 郡山市 ブイチェーン西田町店 小売業 食料品 5%

22,986 福島県 郡山市 ブイチェーン荒井店 小売業 食料品 5%

22,987 福島県 郡山市 ブイチェーン大槻店 小売業 食料品 5%

22,988 福島県 郡山市 ブイチェーン開成店 小売業 食料品 5%

22,989 福島県 郡山市 ブイチェーン喜久田東原店 小売業 食料品 5%

22,990 福島県 郡山市 ブイチェーン業務スーパー安積店 小売業 食料品 2%

22,991 福島県 郡山市 ブイチェーン業務スーパー大槻店 小売業 食料品 2%

22,992 福島県 郡山市 ブイチェーン業務スーパー郡山東店 小売業 食料品 2%

22,993 福島県 郡山市 ブイチェーン新守山店 小売業 食料品 5%

22,994 福島県 郡山市 ブイチェーン富田東店 小売業 食料品 5%

22,995 福島県 郡山市 ブイチェーン富久山店 小売業 食料品 5%

22,996 福島県 郡山市 ブイチェーン緑ヶ丘店 小売業 食料品 5%

22,997 福島県 郡山市 ブイチェーン八山田店 小売業 食料品 5%

22,998 福島県 郡山市 フェイシャルサロンびりざ サービス 理容・美容業 5%

22,999 福島県 郡山市 フェイバリット スパ サービス その他サービス 5%

23,000 福島県 郡山市 フォトステーション　松美 小売業 電化製品 5%

23,001 福島県 郡山市 ブォナ　フォルケッタ サービス その他サービス 5%

23,002 福島県 郡山市 フォルクスワーゲン郡山インター サービス その他サービス 5%

23,003 福島県 郡山市 Ｆｏｒｅｓｔ　Ｈｅａｒｔ 小売業 衣料品 5%

23,004 福島県 郡山市 福島トヨタ自動車郡山安積店 小売業 その他小売 5%

23,005 福島県 郡山市 福島トヨタ自動車郡山並木店 小売業 その他小売 5%

23,006 福島県 郡山市 福島トヨタ自動車郡山富久山店 小売業 その他小売 5%

23,007 福島県 郡山市 福島トヨペット 小売業 その他小売 5%

23,008 福島県 郡山市 福島トヨペット　郡山店 小売業 その他小売 5%

23,009 福島県 郡山市 福島トヨペットオンリ－ユ－ 小売業 その他小売 5%

23,010 福島県 郡山市 福島トヨペットこおりやま喜久田店 小売業 その他小売 5%

23,011 福島県 郡山市 福島トヨペット郡山店 小売業 その他小売 5%

23,012 福島県 郡山市 福島トヨペットこおりやま鳴神店 小売業 その他小売 5%

23,013 福島県 郡山市 福島トヨペット本部 小売業 その他小売 5%

23,014 福島県 郡山市 福島トヨペット本部２ 小売業 その他小売 5%

23,015 福島県 郡山市 福島トヨペットレクサス郡山 小売業 その他小売 5%

23,016 福島県 郡山市 福長電器 小売業 電化製品 5%
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23,017 福島県 郡山市 富久山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,018 福島県 郡山市 ＰＥＵＧＥＯＴ郡山 小売業 その他小売 5%

23,019 福島県 郡山市 フタバ装飾 小売業 その他小売 5%

23,020 福島県 郡山市 ブックマーケット うねめ通り店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

23,021 福島県 郡山市 ぶどうの木 サービス 飲食業 5%

23,022 福島県 郡山市 ふとんタナカ　郡山店 小売業 その他小売 5%

23,023 福島県 郡山市 プラネットふじ 小売業 電化製品 5%

23,024 福島県 郡山市 ｂｒａｎｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

23,025 福島県 郡山市 Ｂｌｅｋ サービス 理容・美容業 5%

23,026 福島県 郡山市 ＦＲＵＩＴＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴＡｉｋａ サービス 飲食業 5%

23,027 福島県 郡山市 ＦＵＬＬＳＰＥＣ 小売業 衣料品 5%

23,028 福島県 郡山市 ｆｒｏｕ－ｆｒｏｕイオンタイン郡山店 小売業 衣料品 5%

23,029 福島県 郡山市 Ｈａｉｒ　Ｓｐｉｒｉｔ　ａｎｘ サービス 理容・美容業 5%

23,030 福島県 郡山市 ｈａｉｒ　ａｔｅｌｉｅｒ　Ｒａｆｅｌ サービス 理容・美容業 5%

23,031 福島県 郡山市 ヘアーサロン　プアメリア サービス 理容・美容業 5%

23,032 福島県 郡山市 ヘアーサロンひばり サービス 理容・美容業 5%

23,033 福島県 郡山市 Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ ＲｏｕｇＨ サービス 理容・美容業 5%

23,034 福島県 郡山市 ＨＡＩＲ’Ｓ　ＯＳＡＫＡ サービス 理容・美容業 5%

23,035 福島県 郡山市 ヘアースタジオ イーエス ヘアースタジオ イーエス サービス 理容・美容業 5%

23,036 福島県 郡山市 ｈａｉｒｓｔｕｄｉｏ　ＭｉＵ サービス 理容・美容業 5%

23,037 福島県 郡山市 ヘアーメイクネオ サービス 理容・美容業 5%

23,038 福島県 郡山市 ｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘｈａｕｏｌｉ サービス 理容・美容業 5%

23,039 福島県 郡山市 ヘアカラー専門店「キレイ」 サービス 理容・美容業 5%

23,040 福島県 郡山市 ヘアサロンギンザ　銀座美容室 サービス 理容・美容業 5%

23,041 福島県 郡山市 ヘアサロンくわの サービス 理容・美容業 5%

23,042 福島県 郡山市 ＨＡＩＲＭＡＫＥ　ＤＡＲ サービス 理容・美容業 5%

23,043 福島県 郡山市 株式会社　米肥 小売業 食料品 5%

23,044 福島県 郡山市 ペッツマム　安積店 小売業 その他小売 5%

23,045 福島県 郡山市 ペット霊園うねめの杜 サービス その他サービス 5%

23,046 福島県 郡山市 ボーイズルーム　郡山店 小売業 衣料品 5%

23,047 福島県 郡山市 星電器商会 小売業 電化製品 5%

23,048 福島県 郡山市 ホテル華の湯 サービス 宿泊業 5%

23,049 福島県 郡山市 ホテルハマツ サービス 宿泊業 5%

23,050 福島県 郡山市 ホテルロイヤル郡山 サービス 宿泊業 5%

23,051 福島県 郡山市 ホルモン　のみやす サービス 飲食業 5%

23,052 福島県 郡山市 本田電器商会 小売業 電化製品 5%

23,053 福島県 郡山市 出光本町第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,054 福島県 郡山市 ｍａｃａｒｏｎ郡山店 サービス 理容・美容業 5%

23,055 福島県 郡山市 ｍａｃａｒｏｎ郡山富田店 サービス 理容・美容業 5%

23,056 福島県 郡山市 マクドナルド荒井ヨークベニマル店 サービス 飲食業 2%

23,057 福島県 郡山市 マクドナルドイオンタウン郡山店 サービス 飲食業 2%

23,058 福島県 郡山市 マクドナルド郡山安積店 サービス 飲食業 2%
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23,059 福島県 郡山市 マクドナルド郡山駅西口店 サービス 飲食業 2%

23,060 福島県 郡山市 マクドナルド郡山駅東ショッピングセンター店 サービス 飲食業 2%

23,061 福島県 郡山市 マクドナルド郡山新さくら通り店 サービス 飲食業 2%

23,062 福島県 郡山市 マクドナルド郡山富田カインズホーム店 サービス 飲食業 2%

23,063 福島県 郡山市 マクドナルド郡山並木店 サービス 飲食業 2%

23,064 福島県 郡山市 マクドナルド郡山フェスタ店 サービス 飲食業 2%

23,065 福島県 郡山市 マクドナルドザ・モール郡山店 サービス 飲食業 2%

23,066 福島県 郡山市 Ｍａｒｉｅ　ｇｒａｃｅ サービス その他サービス 5%

23,067 福島県 郡山市 丸榮ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

23,068 福島県 郡山市 マルサ電器商会 小売業 電化製品 5%

23,069 福島県 郡山市 ｍａｌｄｉｎｏ【マルディノ】 サービス 理容・美容業 5%

23,070 福島県 郡山市 まるやま郡山本店 サービス 飲食業 5%

23,071 福島県 郡山市 丸嘉 サービス 飲食業 5%

23,072 福島県 郡山市 万ＳＡＩ堂アティ郡山店 小売業 その他小売 5%

23,073 福島県 郡山市 万ＳＡＩ堂郡山店 小売業 その他小売 5%

23,074 福島県 郡山市 万葉の宿　八景園 サービス 宿泊業 5%

23,075 福島県 郡山市 ミ・モンテ・ベルデ サービス 理容・美容業 5%

23,076 福島県 郡山市 みうらコレクション サービス その他サービス 5%

23,077 福島県 郡山市 ＭＹＣＥＬＬＹ【ミセリー】 サービス その他サービス 5%

23,078 福島県 郡山市 南タウン安積ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,079 福島県 郡山市 ＭＩＮＩ郡山 小売業 その他小売 5%

23,080 福島県 郡山市 美ふく　郡山支店 小売業 衣料品 5%

23,081 福島県 郡山市 三穂田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,082 福島県 郡山市 ミミプラザ郡山店 小売業 その他小売 5%

23,083 福島県 郡山市 味楽園茶舗　味楽園茶舗 小売業 食料品 5%

23,084 福島県 郡山市 ミリタリーショップ　クィーン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

23,085 福島県 郡山市 民芸くらふと和久屋 小売業 その他小売 5%

23,086 福島県 郡山市 ＭＯＯＮ サービス 理容・美容業 5%

23,087 福島県 郡山市 宗形商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,088 福島県 郡山市 宗形商店　大島給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,089 福島県 郡山市 宗形商店　開成給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,090 福島県 郡山市 宗形商店　家庭燃料部 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,091 福島県 郡山市 宗形商店　米酒部 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,092 福島県 郡山市 宗形商店　堤給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,093 福島県 郡山市 宗形商店　富田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,094 福島県 郡山市 宗形商店　中谷地給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,095 福島県 郡山市 宗形商店　鳴神給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,096 福島県 郡山市 宗形商店　針生給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,097 福島県 郡山市 宗形商店　八山田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,098 福島県 郡山市 Ｍａｙ　ｈａｎａ 小売業 衣料品 5%

23,099 福島県 郡山市 ＭＡＬＥ サービス 理容・美容業 5%

23,100 福島県 郡山市 メガネ＆コンタクトＲＯＰＥ 小売業 その他小売 5%
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23,101 福島県 郡山市 メタルクラフト サービス その他サービス 5%

23,102 福島県 郡山市 メヒコ　郡山店 サービス 飲食業 5%

23,103 福島県 郡山市 モイスティーヌ郡山サロン 小売業 その他小売 5%

23,104 福島県 郡山市 もうもう亭 サービス 飲食業 5%

23,105 福島県 郡山市 ｍｏｊａ＊桑野本店 小売業 衣料品 5%

23,106 福島県 郡山市 ｍｏｎ　ａｎｇｅ 小売業 その他小売 5%

23,107 福島県 郡山市 ｍｏｒｉｎｏｋａｚｅｌａｂｏ サービス 飲食業 5%

23,108 福島県 郡山市 焼きたてパン工房　ぶどうの木 小売業 食料品 5%

23,109 福島県 郡山市 焼肉ふざん サービス 飲食業 5%

23,110 福島県 郡山市 八山田ＳＳ　株式会社ワタヤス 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,111 福島県 郡山市 八山田柏屋 小売業 食料品 5%

23,112 福島県 郡山市 山中自動車工業 サービス その他サービス 5%

23,113 福島県 郡山市 やまなか家　郡山さくら通り店 サービス 飲食業 5%

23,114 福島県 郡山市 Ｙｏｕｒｓ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

23,115 福島県 郡山市 有限会社さわや　ＳＡＷＡＹＡサワヤ 小売業 その他小売 5%

23,116 福島県 郡山市 有限会社　大樹　ステーキハウス小石澤 サービス 飲食業 5%

23,117 福島県 郡山市 有限会社旅館守田屋 サービス 宿泊業 5%

23,118 福島県 郡山市 有限会社ＣＡＲトップシイネ サービス その他サービス 5%

23,119 福島県 郡山市 有限会社クレモン 小売業 その他小売 5%

23,120 福島県 郡山市 有限会社タイムアフタータイム　ＡＮＹＴＩＭＥ 小売業 衣料品 5%

23,121 福島県 郡山市 有　タイムアフタータイム　ＥＬＥＣＴ 小売業 衣料品 5%

23,122 福島県 郡山市 有　タイムアフタータイム　ＪＯＢ３１４ 小売業 衣料品 5%

23,123 福島県 郡山市 有　タイムアフタータイム　Ｒｅｖｅｒｉｅ 小売業 衣料品 5%

23,124 福島県 郡山市 有限会社渡辺華粧品店 カラー１１３ 小売業 その他小売 5%

23,125 福島県 郡山市 有）ヘアスペース・オブジェ サービス 理容・美容業 5%

23,126 福島県 郡山市 ユタカ薬品 小売業 その他小売 5%

23,127 福島県 郡山市 湯の宿　楽山 サービス 宿泊業 5%

23,128 福島県 郡山市 吉田畳店 サービス その他サービス 5%

23,129 福島県 郡山市 淀屋商店 小売業 電化製品 5%

23,130 福島県 郡山市 四方山 サービス 飲食業 5%

23,131 福島県 郡山市 ラクーネ整体院 サービス その他サービス 5%

23,132 福島県 郡山市 らしんばん　郡山店 小売業 その他小売 5%

23,133 福島県 郡山市 ラビットハッチ 小売業 衣料品 5%

23,134 福島県 郡山市 ＲｏｕｇＨ サービス 理容・美容業 5%

23,135 福島県 郡山市 ＪＭ／らん亭～美日庵 サービス 飲食業 5%

23,136 福島県 郡山市 リーガルシューズ郡山クローネ店 小売業 衣料品 2%

23,137 福島県 郡山市 利久郡山食肉センター サービス 飲食業 5%

23,138 福島県 郡山市 利久郡山店 サービス 飲食業 5%

23,139 福島県 郡山市 Ｒｉｃｏ 小売業 衣料品 5%

23,140 福島県 郡山市 リサイクル着物さとうや 小売業 その他小売 5%

23,141 福島県 郡山市 Ｌｉｔｔｌｅ サービス 理容・美容業 5%

23,142 福島県 郡山市 Ｌｉｔｔｌｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%
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23,143 福島県 郡山市 ＬｉｂｅｒｔｙＭｕｓｅ郡山八山田店 サービス 理容・美容業 5%

23,144 福島県 郡山市 Ｌｉｂｒｅ　ｓｏｌｅｉｌ サービス 理容・美容業 5%

23,145 福島県 郡山市 Ｌｉｂｒｅｊｅｕｎｅｓｓｅ サービス 理容・美容業 5%

23,146 福島県 郡山市 Ｒｉｍ　Ａｚｕｒ サービス 理容・美容業 5%

23,147 福島県 郡山市 理容くいっく サービス 理容・美容業 5%

23,148 福島県 郡山市 理容なべさん サービス 理容・美容業 5%

23,149 福島県 郡山市 理容　丸の内 サービス 理容・美容業 5%

23,150 福島県 郡山市 料理屋ななせ サービス 飲食業 5%

23,151 福島県 郡山市 リラクゼーション　ナナホシ サービス その他サービス 5%

23,152 福島県 郡山市 つきのかおり サービス その他サービス 5%

23,153 福島県 郡山市 リラックス整体院　本店 サービス その他サービス 5%

23,154 福島県 郡山市 リラックス整体院　ヨークタウン大槻店 サービス その他サービス 5%

23,155 福島県 郡山市 リラックス整体院　ヨークタウン郡山金屋店 サービス その他サービス 5%

23,156 福島県 郡山市 リラックス整体院　ヨークベニマル安積町店 サービス その他サービス 5%

23,157 福島県 郡山市 Ｌｉ＇Ｌｉ＇ｉＬａｕｒｅ＇ａ サービス 理容・美容業 5%

23,158 福島県 郡山市 ＬＵＣＩＤＯＳＴＹＬＥＲｉｍ サービス 理容・美容業 5%

23,159 福島県 郡山市 ＬＵＺ サービス 理容・美容業 5%

23,160 福島県 郡山市 Ｌｅｌｉａｎ郡山整体院 サービス その他サービス 5%

23,161 福島県 郡山市 ルルペパン サービス 飲食業 5%

23,162 福島県 郡山市 Ｒｅｖｅｒｉｅ 小売業 衣料品 5%

23,163 福島県 郡山市 ＲＥＧＡＬＯ　ーｈａｉｒー サービス 理容・美容業 5%

23,164 福島県 郡山市 路地ダイニング　わさび サービス 飲食業 5%

23,165 福島県 郡山市 炉端　ばんざい サービス 飲食業 5%

23,166 福島県 郡山市 炉ばた　炉ばた サービス 飲食業 5%

23,167 福島県 郡山市 和牛旬菜　あ吽 サービス 飲食業 5%

23,168 福島県 郡山市 ワタナベスポーツ　本店 小売業 その他小売 5%

23,169 福島県 郡山市 ワタナベスポーツ 小売業 その他小売 5%

23,170 福島県 郡山市 ワタナベタイヤ 小売業 その他小売 5%

23,171 福島県 郡山市 和の台所鉄心堂 サービス 飲食業 5%

23,172 福島県 郡山市 わんわんランドひわだ サービス その他サービス 5%

23,173 福島県 郡山市 をりふしの宿　昭月 サービス 宿泊業 5%

23,174 福島県 小野町 イシハラ　小野店 小売業 その他小売 5%

23,175 福島県 小野町 出光小野町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,176 福島県 小野町 浮金電化サービス 小売業 電化製品 5%

23,177 福島県 小野町 小野町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,178 福島県 小野町 琴田衣料店 小売業 衣料品 5%

23,179 福島県 小野町 シェフリー松月堂 シェフリー松月堂 小売業 食料品 5%

23,180 福島県 小野町 トミタ　小野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

23,181 福島県 小野町 夏井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,182 福島県 小野町 夏井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,183 福島県 小野町 セブン－イレブン福島小野インター店 小売業 食料品 2%

23,184 福島県 小野町 有限会社橋本商店　ガレージ　　レノマ サービス その他サービス 5%
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23,185 福島県 小野町 レストラン志木 サービス 飲食業 5%

23,186 福島県 西郷村 ＡＳＩＡＮ　ＣＨＡＯ サービス 飲食業 5%

23,187 福島県 西郷村 魚活撰豚二代目とんかつ星将 サービス 飲食業 5%

23,188 福島県 西郷村 折口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,189 福島県 西郷村 折口原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,190 福島県 西郷村 金美堂　イオン白河西郷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

23,191 福島県 西郷村 グリーンフリー株式会社 サービス その他サービス 5%

23,192 福島県 西郷村 クリーニングショップ　バルーン サービス その他サービス 5%

23,193 福島県 西郷村 クール・カレアン新白河店 小売業 衣料品 5%

23,194 福島県 西郷村 サトー家電 小売業 電化製品 5%

23,195 福島県 西郷村 Ｊｉｔ?Ｅｎ サービス 理容・美容業 5%

23,196 福島県 西郷村 出光白河インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,197 福島県 西郷村 セブン－イレブン白河インター店 小売業 食料品 2%

23,198 福島県 西郷村 白河菓匠大黒屋 小売業 食料品 5%

23,199 福島県 西郷村 セブン－イレブン白河西郷西原店 小売業 食料品 2%

23,200 福島県 西郷村 白河フォークランド 小売業 衣料品 5%

23,201 福島県 西郷村 セブン－イレブン新白河駅西口店 小売業 食料品 2%

23,202 福島県 西郷村 新白河駅前ＳＳ　有限会社吉田石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,203 福島県 西郷村 ＳＵＺＵＴＡＮ　白河西郷店 小売業 衣料品 5%

23,204 福島県 西郷村 須藤自工 サービス その他サービス 5%

23,205 福島県 西郷村 トヨタカローラ福島白河店 小売業 その他小売 5%

23,206 福島県 西郷村 トヨタレンタリース新福島　新白河駅新幹線 サービス その他サービス 2%

23,207 福島県 西郷村 トヨタレンタリース新福島新白河駅新幹線口 サービス その他サービス 2%

23,208 福島県 西郷村 肉の万世　白河店 サービス 飲食業 5%

23,209 福島県 西郷村 ネッツトヨタ郡山白河店 小売業 その他小売 5%

23,210 福島県 西郷村 セブン－イレブン福島白河高原店 小売業 食料品 2%

23,211 福島県 西郷村 ふじ印刷 サービス その他サービス 5%

23,212 福島県 西郷村 プレミアイン白河 サービス 宿泊業 5%

23,213 福島県 西郷村 マクドナルドイオン白河西郷店 サービス 飲食業 2%

23,214 福島県 西郷村 ｍｕｒｉｒ サービス 飲食業 5%

23,215 福島県 西郷村 焼肉ホルモン焼あかぶた サービス 飲食業 5%

23,216 福島県 西郷村 有限会社アルパイン 小売業 電化製品 5%

23,217 福島県 西郷村 旅館　大黒屋 サービス 宿泊業 5%

23,218 福島県 西郷村 ルート４白河 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,219 福島県 西郷村 レストランｔ＆ｔ サービス 飲食業 5%

23,220 福島県 鮫川村 鮫川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,221 福島県 下郷町 セブン－イレブン会津下郷店 小売業 食料品 2%

23,222 福島県 下郷町 下郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,223 福島県 下郷町 セブン－イレブン下郷湯野上店 小売業 食料品 2%

23,224 福島県 下郷町 藤龍館 サービス 宿泊業 5%

23,225 福島県 下郷町 楢原ＳＳ　株式会社渡部工務所 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,226 福島県 下郷町 ＪＭ／ファッションかのめ 小売業 衣料品 5%
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23,227 福島県 下郷町 ブイチェーン下郷店 小売業 食料品 5%

23,228 福島県 下郷町 下郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,229 福島県 下郷町 湯野上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,230 福島県 白河市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｋａｉｌａ白河 サービス 理容・美容業 5%

23,231 福島県 白河市 アビラ サービス 飲食業 5%

23,232 福島県 白河市 伊藤鈑金塗装工業 サービス その他サービス 5%

23,233 福島県 白河市 ＶｉｓｉｏｎＣｏｌｏｒ サービス 理容・美容業 5%

23,234 福島県 白河市 Ｍ．Ｄ．とみやま 小売業 食料品 5%

23,235 福島県 白河市 大谷屋 小売業 その他小売 5%

23,236 福島県 白河市 表郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,237 福島県 白河市 出光表郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,238 福島県 白河市 偕楽園 サービス 宿泊業 5%

23,239 福島県 白河市 春日生花店 小売業 その他小売 5%

23,240 福島県 白河市 活魚廻転寿司 八千代 活魚廻転寿司 八千代 サービス 飲食業 5%

23,241 福島県 白河市 金沢屋白河店 サービス その他サービス 5%

23,242 福島県 白河市 Ｃａｆｅ　ｂａｒ　Ｒｉｃｈｅｓｓｅ サービス 飲食業 5%

23,243 福島県 白河市 カフェバール茶房瑠 サービス 飲食業 5%

23,244 福島県 白河市 株式会社アーバン 小売業 衣料品 5%

23,245 福島県 白河市 株式会社ｈａｎａｒｅ　ｈａｎａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

23,246 福島県 白河市 株式会社ベルトリー　アルベルワイン 小売業 食料品 5%

23,247 福島県 白河市 釜の子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,248 福島県 白河市 刈敷坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,249 福島県 白河市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ベイシア新白河店 サービス 飲食業 2%

23,250 福島県 白河市 久田野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,251 福島県 白河市 クリーニング専科　新白河店 サービス その他サービス 5%

23,252 福島県 白河市 グレース・共和 小売業 その他小売 5%

23,253 福島県 白河市 ＣｏＣｏ　ｓｈｉｎｗａ 小売業 その他小売 5%

23,254 福島県 白河市 コミュニティ・カフェＥＭＡＮＯＮ サービス 飲食業 5%

23,255 福島県 白河市 ＪＡ五箇営農センター 小売業 その他小売 5%

23,256 福島県 白河市 ＪＡ資材センター 小売業 その他小売 5%

23,257 福島県 白河市 ＪＡ白坂営業所 小売業 その他小売 5%

23,258 福島県 白河市 ＪＡ大信支店 小売業 その他小売 5%

23,259 福島県 白河市 ＪＡ典礼センター サービス その他サービス 5%

23,260 福島県 白河市 ＪＡ西郷支店 小売業 その他小売 5%

23,261 福島県 白河市 ＪＡ東支店 小売業 その他小売 5%

23,262 福島県 白河市 ＪＡＣＫ＆ＢＥＴＴＹ サービス 飲食業 5%

23,263 福島県 白河市 昭和町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,264 福島県 白河市 出光白河ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,265 福島県 白河市 白河菓匠大黒屋本店 小売業 食料品 5%

23,266 福島県 白河市 白河柏屋 小売業 食料品 5%

23,267 福島県 白河市 セブン－イレブン白河借宿店 小売業 食料品 2%

23,268 福島県 白河市 セブン－イレブン白河久田野店 小売業 食料品 2%
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23,269 福島県 白河市 セブン－イレブン白河小田川店 小売業 食料品 2%

23,270 福島県 白河市 セブン－イレブン白河実業高校前店 小売業 食料品 2%

23,271 福島県 白河市 白河商事株式会社 小売業 その他小売 5%

23,272 福島県 白河市 セブン－イレブン白河白坂店 小売業 食料品 2%

23,273 福島県 白河市 セブン－イレブン白河関辺店 小売業 食料品 2%

23,274 福島県 白河市 白河そば工場 小売業 食料品 5%

23,275 福島県 白河市 セブン－イレブン白河中央インター店 小売業 食料品 2%

23,276 福島県 白河市 セブン－イレブン白河天神町店 小売業 食料品 2%

23,277 福島県 白河市 セブン－イレブン白河中山店 小売業 食料品 2%

23,278 福島県 白河市 出光白河の関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,279 福島県 白河市 セブン－イレブン白河バイパス店 小売業 食料品 2%

23,280 福島県 白河市 出光白河東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,281 福島県 白河市 セブン－イレブン白河東釜子店 小売業 食料品 2%

23,282 福島県 白河市 白河東セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,283 福島県 白河市 セブン－イレブン白河米村道北店 小売業 食料品 2%

23,284 福島県 白河市 新白河ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,285 福島県 白河市 セブン－イレブン新白河駅前店 小売業 食料品 2%

23,286 福島県 白河市 セブン－イレブン新白河４丁目店 小売業 食料品 2%

23,287 福島県 白河市 スキンケアハウスビオラ（Ｍ） 小売業 その他小売 5%

23,288 福島県 白河市 鈴木糀店 鈴木糀店 小売業 食料品 5%

23,289 福島県 白河市 セルフ関辺ＳＳ　金澤商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,290 福島県 白河市 総合葬祭あおき サービス その他サービス 5%

23,291 福島県 白河市 ソフトバンク　白河４号バイパス 小売業 電化製品 5%

23,292 福島県 白河市 大信 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,293 福島県 白河市 セブン－イレブン大信増見店 小売業 食料品 2%

23,294 福島県 白河市 第二かどや　昭和町店 サービス 飲食業 5%

23,295 福島県 白河市 第二かどや　本店 サービス 飲食業 5%

23,296 福島県 白河市 だいにんぐ膳 サービス 飲食業 5%

23,297 福島県 白河市 ダイハツ福島白河店 小売業 その他小売 5%

23,298 福島県 白河市 匠の板場 サービス 飲食業 5%

23,299 福島県 白河市 ｃｈｉｋｕｃｈｉｋｕｒｉｎ 小売業 その他小売 5%

23,300 福島県 白河市 デイリーズ大地 デイリーズ大地 小売業 食料品 5%

23,301 福島県 白河市 ドゥプレッジ サービス 理容・美容業 5%

23,302 福島県 白河市 とみか屋 小売業 衣料品 5%

23,303 福島県 白河市 トヨタ部品福島共販白河営業所 サービス その他サービス 5%

23,304 福島県 白河市 ネッツトヨタノヴェルふくしま白河店 小売業 その他小売 5%

23,305 福島県 白河市 根本鈑金工業 サービス その他サービス 5%

23,306 福島県 白河市 美容室サブリナフェア新白河店 サービス 理容・美容業 5%

23,307 福島県 白河市 美容室ｂｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

23,308 福島県 白河市 ひろじぃ　くりすたるあーと工房 小売業 その他小売 5%

23,309 福島県 白河市 セブン－イレブン福島表郷店 小売業 食料品 2%

23,310 福島県 白河市 福島トヨタ自動車白河店 小売業 その他小売 5%
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23,311 福島県 白河市 福島トヨペット白河店 小売業 その他小売 5%

23,312 福島県 白河市 有限会社ふじたや　ふじたや 小売業 その他小売 5%

23,313 福島県 白河市 ブティックまつい 小売業 衣料品 5%

23,314 福島県 白河市 プレッジ本店 サービス 理容・美容業 5%

23,315 福島県 白河市 Ｈａｉｒ ｒｅｓｏｒｔ Ｒｅｅｆ サービス 理容・美容業 5%

23,316 福島県 白河市 Ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ　Ｒｅｅｆ サービス 理容・美容業 5%

23,317 福島県 白河市 マクドナルド２８９新白河店 サービス 飲食業 2%

23,318 福島県 白河市 松山米店 小売業 食料品 5%

23,319 福島県 白河市 魔法のランプ 小売業 食料品 5%

23,320 福島県 白河市 マルミ商会 小売業 その他小売 5%

23,321 福島県 白河市 ミミプラザ新白河店 小売業 その他小売 5%

23,322 福島県 白河市 村山車体 サービス その他サービス 5%

23,323 福島県 白河市 メガネの眞和 小売業 その他小売 5%

23,324 福島県 白河市 ＭＯＮＯ－ｙａ白河店 小売業 その他小売 5%

23,325 福島県 白河市 森無線電機 小売業 電化製品 5%

23,326 福島県 白河市 焼喜亭 サービス 飲食業 5%

23,327 福島県 白河市 焼肉天心 サービス 飲食業 5%

23,328 福島県 白河市 焼肉バル　ＭＵＮＡＫＡＴＡ サービス 飲食業 5%

23,329 福島県 白河市 焼肉ムトウ サービス 飲食業 5%

23,330 福島県 白河市 山木屋菓子店 御菓子司山木屋 小売業 食料品 5%

23,331 福島県 白河市 セブン－イレブン結城店 小売業 食料品 2%

23,332 福島県 白河市 有限会社シノザキ印房 小売業 その他小売 5%

23,333 福島県 白河市 有限会社肉の秋元本店 小売業 食料品 5%

23,334 福島県 白河市 有限会社もりもと鈑金 塗装 有限会社 もりもと鈑金 塗装 サービス その他サービス 5%

23,335 福島県 白河市 有限会社山口こうじ店 小売業 食料品 5%

23,336 福島県 白河市 ＹＯＵＫＩＹＡ 小売業 その他小売 5%

23,337 福島県 白河市 Ｌｅａｄｓ サービス 理容・美容業 5%

23,338 福島県 新地町 駒ケ嶺ＳＳ　光栄商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,339 福島県 新地町 桜井電器 小売業 電化製品 5%

23,340 福島県 新地町 新地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,341 福島県 新地町 セブン－イレブン福島新地町店 小売業 食料品 2%

23,342 福島県 新地町 フレスコキクチ　新地店 小売業 食料品 5%

23,343 福島県 新地町 ワタナベ整体 サービス その他サービス 5%

23,344 福島県 須賀川市 あい菜 サービス 飲食業 5%

23,345 福島県 須賀川市 あがつま菓子店 小売業 食料品 5%

23,346 福島県 須賀川市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｎｉｕ須賀川 サービス 理容・美容業 5%

23,347 福島県 須賀川市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ａｃｃｕｅｉｌ須賀川 サービス 理容・美容業 5%

23,348 福島県 須賀川市 石井電器病院 小売業 電化製品 5%

23,349 福島県 須賀川市 いちい　須賀川東店 小売業 食料品 5%

23,350 福島県 須賀川市 （株）　いちい　須賀川東店　とくし丸 小売業 食料品 5%

23,351 福島県 須賀川市 （株）いちい　須賀川東店　とくし丸２号店 小売業 食料品 5%

23,352 福島県 須賀川市 １１８号バイパスセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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23,353 福島県 須賀川市 いちかわでんき 小売業 電化製品 5%

23,354 福島県 須賀川市 Ｉｓｓｙｏｕ　Ａｓｉｌ サービス 飲食業 5%

23,355 福島県 須賀川市 セブン－イレブン岩瀬柱田店 小売業 食料品 2%

23,356 福島県 須賀川市 ｖａｒａｐｐｅ サービス その他サービス 5%

23,357 福島県 須賀川市 オーディン須賀川店 小売業 その他小売 5%

23,358 福島県 須賀川市 お菓子のさかい　須賀川店 小売業 食料品 5%

23,359 福島県 須賀川市 オリックスレンタカー須賀川店 サービス その他サービス 2%

23,360 福島県 須賀川市 音館 小売業 その他小売 5%

23,361 福島県 須賀川市 株式会社 トラベックス 本社営業所 サービス その他サービス 5%

23,362 福島県 須賀川市 株式会社油屋岩次郎商店 小売業 その他小売 5%

23,363 福島県 須賀川市 株式会社末原屋　末原屋 小売業 その他小売 5%

23,364 福島県 須賀川市 ＧＡＪＡ　イオンタウン須賀川店 サービス 飲食業 5%

23,365 福島県 須賀川市 カラサワ 小売業 貴金属・服飾品 5%

23,366 福島県 須賀川市 川東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,367 福島県 須賀川市 かんてい局　須賀川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

23,368 福島県 須賀川市 かんのや　須賀川インター 小売業 食料品 5%

23,369 福島県 須賀川市 ｇｒａｎｍａ サービス 理容・美容業 5%

23,370 福島県 須賀川市 ＫＯＭＡ　ｒａｃｉｎｇ 小売業 その他小売 5%

23,371 福島県 須賀川市 桜ヶ岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,372 福島県 須賀川市 ＪＡ岩瀬支店 小売業 その他小売 5%

23,373 福島県 須賀川市 ＪＡ大東支店 小売業 その他小売 5%

23,374 福島県 須賀川市 ＪＡ西部資材センター 小売業 その他小売 5%

23,375 福島県 須賀川市 ＪＡ東部支店 小売業 その他小売 5%

23,376 福島県 須賀川市 ＪＡ西袋支店 小売業 その他小売 5%

23,377 福島県 須賀川市 須賀川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,378 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川芦田塚店 小売業 食料品 2%

23,379 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川池ノ上店 小売業 食料品 2%

23,380 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川稲荷町店 小売業 食料品 2%

23,381 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川岩渕店 小売業 食料品 2%

23,382 福島県 須賀川市 須賀川インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,383 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川インター店 小売業 食料品 2%

23,384 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川駅前店 小売業 食料品 2%

23,385 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川衿先店 小売業 食料品 2%

23,386 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川小塩江店 小売業 食料品 2%

23,387 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川影沼町店 小売業 食料品 2%

23,388 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川警察署前店 小売業 食料品 2%

23,389 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川下宿店 小売業 食料品 2%

23,390 福島県 須賀川市 須賀川仲の町ＳＳ　ゼネラルオート株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,391 福島県 須賀川市 須賀川西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,392 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川丸田町店 小売業 食料品 2%

23,393 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川南上町店 小売業 食料品 2%

23,394 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川宮の杜店 小売業 食料品 2%
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23,395 福島県 須賀川市 須賀川森宿ＳＳ　ゼネラルオート株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,396 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川森宿安積田店 小売業 食料品 2%

23,397 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川森宿辰根沢店 小売業 食料品 2%

23,398 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川吉美根店 小売業 食料品 2%

23,399 福島県 須賀川市 セブン－イレブン須賀川和田道店 小売業 食料品 2%

23,400 福島県 須賀川市 寿司料理 観 すし観 サービス 飲食業 5%

23,401 福島県 須賀川市 すたみな太郎　須賀川店 サービス 飲食業 5%

23,402 福島県 須賀川市 Ｓｐａｌｉｂｕｒ サービス 理容・美容業 5%

23,403 福島県 須賀川市 関彰商事（株）須賀川ＬＰＧセンター 小売業 ガソリンスタンド 5%

23,404 福島県 須賀川市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ須賀川西川店 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,405 福島県 須賀川市 ソフトバンク　須賀川インター 小売業 電化製品 5%

23,406 福島県 須賀川市 ダイハツ福島須賀川店 小売業 その他小売 5%

23,407 福島県 須賀川市 滝の湯旅館 サービス 宿泊業 5%

23,408 福島県 須賀川市 ダルジャン サービス 飲食業 5%

23,409 福島県 須賀川市 ちから寿し サービス 飲食業 5%

23,410 福島県 須賀川市 ドトール須賀川東店 サービス 飲食業 2%

23,411 福島県 須賀川市 トミタ　メガステージ須賀川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

23,412 福島県 須賀川市 トヨタカローラ福島須賀川店 小売業 その他小売 5%

23,413 福島県 須賀川市 トヨタレンタリース新福島須賀川店 サービス その他サービス 2%

23,414 福島県 須賀川市 内藤酒店 小売業 その他小売 5%

23,415 福島県 須賀川市 七ッ石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,416 福島県 須賀川市 ヌーベルコーポレーション 小売業 その他小売 5%

23,417 福島県 須賀川市 ネッツトヨタ郡山須賀川店 小売業 その他小売 5%

23,418 福島県 須賀川市 ネッツトヨタノヴェルふくしま須賀川店 小売業 その他小売 5%

23,419 福島県 須賀川市 農家の店 アックス須賀川店 小売業 その他小売 5%

23,420 福島県 須賀川市 白光堂電気店 小売業 電化製品 5%

23,421 福島県 須賀川市 ＢＡＮＡＮＡ?ＦＩＳＨ サービス 理容・美容業 5%

23,422 福島県 須賀川市 羽生電化サービス 小売業 電化製品 5%

23,423 福島県 須賀川市 ビューティーサロン　ドルチェ サービス 理容・美容業 5%

23,424 福島県 須賀川市 美容室サブリナフェア西川店 サービス 理容・美容業 5%

23,425 福島県 須賀川市 美容室サンドリヨン サービス 理容・美容業 5%

23,426 福島県 須賀川市 美容室サンドリヨン サービス 理容・美容業 5%

23,427 福島県 須賀川市 美容室ヌーヴェル サービス 理容・美容業 5%

23,428 福島県 須賀川市 ビラリストランテ　ＧＡＪＡ西川店 サービス 飲食業 5%

23,429 福島県 須賀川市 ブイチェーン向陽町店 小売業 食料品 5%

23,430 福島県 須賀川市 ブイチェーン新長沼店 小売業 食料品 5%

23,431 福島県 須賀川市 ｆａｉｔｈ サービス 理容・美容業 5%

23,432 福島県 須賀川市 フォンセヘアープレッジ サービス 理容・美容業 5%

23,433 福島県 須賀川市 福島トヨタ自動車須賀川店 小売業 その他小売 5%

23,434 福島県 須賀川市 福島トヨペット須賀川店 小売業 その他小売 5%

23,435 福島県 須賀川市 セブン－イレブン福島長沼木之崎店 小売業 食料品 2%

23,436 福島県 須賀川市 プレステージ 小売業 その他小売 5%
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23,437 福島県 須賀川市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅｕｐｉｎｇｕｚ サービス 理容・美容業 5%

23,438 福島県 須賀川市 マイショップ　赤トリヰ 小売業 衣料品 5%

23,439 福島県 須賀川市 毎日民報販売センター 小売業 その他小売 5%

23,440 福島県 須賀川市 マクドナルドイオンタウン須賀川店 サービス 飲食業 2%

23,441 福島県 須賀川市 マクドナルド４号線須賀川店 サービス 飲食業 2%

23,442 福島県 須賀川市 増子商店 小売業 食料品 5%

23,443 福島県 須賀川市 増子商店 小売業 食料品 5%

23,444 福島県 須賀川市 まる家須賀川店 サービス 飲食業 5%

23,445 福島県 須賀川市 南電化サービス 小売業 電化製品 5%

23,446 福島県 須賀川市 メガネのヨネクラ　須賀川本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

23,447 福島県 須賀川市 焼き鳥　とり峰 サービス 飲食業 5%

23,448 福島県 須賀川市 焼肉ドラゴン サービス 飲食業 5%

23,449 福島県 須賀川市 有限会社　久保木畳店 サービス その他サービス 5%

23,450 福島県 須賀川市 有限会社タイヤショップスズコー 小売業 その他小売 5%

23,451 福島県 須賀川市 有限会社山吉吉田商店 小売業 食料品 5%

23,452 福島県 須賀川市 有限会社レッツななうみ 小売業 電化製品 5%

23,453 福島県 須賀川市 Ｒｉｃｈｅｓｓｅ サービス 理容・美容業 5%

23,454 福島県 須賀川市 Ｒｅｐｏｓ【ルポ】 サービス 理容・美容業 5%

23,455 福島県 相馬市 アイフォンドック２４相馬店 サービス その他サービス 5%

23,456 福島県 相馬市 出光相馬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,457 福島県 相馬市 オーディン相馬店 小売業 その他小売 5%

23,458 福島県 相馬市 大橋屋　小泉店 小売業 その他小売 5%

23,459 福島県 相馬市 おしゃれの丸井 小売業 衣料品 5%

23,460 福島県 相馬市 カスタムコーヒー サービス 飲食業 5%

23,461 福島県 相馬市 ＫＥＩ　ＳＴＹＬＥ サービス その他サービス 5%

23,462 福島県 相馬市 ゴルフステージ 小売業 その他小売 5%

23,463 福島県 相馬市 サイクルショップ　ワラガイ 小売業 その他小売 5%

23,464 福島県 相馬市 旬肴酒彩　ささら サービス 飲食業 5%

23,465 福島県 相馬市 サンプラザセレクト 小売業 衣料品 5%

23,466 福島県 相馬市 Ｓｈｏｐ　Ｒａｉｎｂｏｘ　Ｓｈｏｐ　Ｒａｉｎｂｏｘ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

23,467 福島県 相馬市 セブン－イレブン相馬大曲店 小売業 食料品 2%

23,468 福島県 相馬市 セブン－イレブン相馬沖ノ内店 小売業 食料品 2%

23,469 福島県 相馬市 相馬尾浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,470 福島県 相馬市 相馬川沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,471 福島県 相馬市 セブン－イレブン相馬小泉店 小売業 食料品 2%

23,472 福島県 相馬市 セブン－イレブン相馬光陽３丁目店 小売業 食料品 2%

23,473 福島県 相馬市 相馬ステーションホテル サービス 宿泊業 5%

23,474 福島県 相馬市 ［ＨＣ］相馬電機 小売業 電化製品 5%

23,475 福島県 相馬市 相馬中村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,476 福島県 相馬市 相馬日立木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,477 福島県 相馬市 セブン－イレブン相馬松川浦店 小売業 食料品 2%

23,478 福島県 相馬市 セブン－イレブン相馬山上店 小売業 食料品 2%
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23,479 福島県 相馬市 高池ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,480 福島県 相馬市 合資会社丁字屋時計店 サービス その他サービス 5%

23,481 福島県 相馬市 でんき倶楽部たけだ 小売業 電化製品 5%

23,482 福島県 相馬市 トビヌケ原町店 小売業 その他小売 5%

23,483 福島県 相馬市 トモエ屋旅館 サービス 宿泊業 5%

23,484 福島県 相馬市 トヨタカローラいわき相馬店 小売業 その他小売 5%

23,485 福島県 相馬市 中島ストア 小売業 その他小売 5%

23,486 福島県 相馬市 原釜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,487 福島県 相馬市 はんざわでんき 小売業 電化製品 5%

23,488 福島県 相馬市 飛天 サービス 宿泊業 5%

23,489 福島県 相馬市 美宝堂 小売業 その他小売 5%

23,490 福島県 相馬市 ピンキーハウス 小売業 その他小売 5%

23,491 福島県 相馬市 福島トヨペット相馬店 小売業 その他小売 5%

23,492 福島県 相馬市 ブックオフ６号相馬店 小売業 その他小売 2%

23,493 福島県 相馬市 フレスコキクチ　相馬店 小売業 食料品 5%

23,494 福島県 相馬市 ホテル西山 相馬店 サービス 宿泊業 5%

23,495 福島県 相馬市 マクドナルド６号線相馬塚ノ町店 サービス 飲食業 2%

23,496 福島県 相馬市 米山商事 小売業 その他小売 5%

23,497 福島県 相馬市 ランドマーク相馬 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,498 福島県 相馬市 旅館いさみや サービス 宿泊業 5%

23,499 福島県 相馬市 ワタナベでんき 小売業 電化製品 5%

23,500 福島県 大玉村 セブン－イレブン大玉大山大橋平店 小売業 食料品 2%

23,501 福島県 大玉村 セブン－イレブン大玉大山店 小売業 食料品 2%

23,502 福島県 大玉村 株式会社カネキ　大玉カントリークラブ サービス その他サービス 5%

23,503 福島県 大玉村 パナファミリー　ワタナベ 小売業 電化製品 5%

23,504 福島県 只見町 会津只見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,505 福島県 只見町 朝日建設株式会社 本店 小売業 その他小売 5%

23,506 福島県 只見町 黒谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,507 福島県 只見町 サカイ 小売業 電化製品 5%

23,508 福島県 只見町 出光只見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,509 福島県 只見町 只見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,510 福島県 只見町 只見荘 サービス 宿泊業 5%

23,511 福島県 只見町 八十里庵 サービス 飲食業 5%

23,512 福島県 只見町 ブイチェーン只見店 小売業 食料品 5%

23,513 福島県 只見町 深沢温泉　季の郷　湯ら里 サービス 宿泊業 5%

23,514 福島県 只見町 ますや サービス 宿泊業 5%

23,515 福島県 只見町 ママカフェ サービス 飲食業 5%

23,516 福島県 只見町 三石屋 小売業 食料品 5%

23,517 福島県 只見町 ヤマサ商店 サービス 飲食業 5%

23,518 福島県 伊達市 アイシー 小売業 衣料品 5%

23,519 福島県 伊達市 味処栄寿し サービス 飲食業 5%

23,520 福島県 伊達市 今村時計店 小売業 その他小売 5%
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23,521 福島県 伊達市 オーディン伊達店 小売業 その他小売 5%

23,522 福島県 伊達市 オノヤスポーツ　伊達店 小売業 その他小売 5%

23,523 福島県 伊達市 カイロオフィスほばら サービス 理容・美容業 5%

23,524 福島県 伊達市 掛田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,525 福島県 伊達市 菓子舗　いづみや　本店 小売業 その他小売 5%

23,526 福島県 伊達市 加藤電気商会 小売業 電化製品 5%

23,527 福島県 伊達市 橘内畳店 サービス その他サービス 5%

23,528 福島県 伊達市 ケンポクデンカ 小売業 電化製品 5%

23,529 福島県 伊達市 光陽スタジオ 小売業 電化製品 5%

23,530 福島県 伊達市 酒食館　クオーレ　保原店 小売業 食料品 5%

23,531 福島県 伊達市 酒食館　クオーレ　梁川店 小売業 食料品 5%

23,532 福島県 伊達市 三和石油ガス株式会社 小売業 その他小売 5%

23,533 福島県 伊達市 正光堂時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

23,534 福島県 伊達市 すし竹赤橋店 小売業 食料品 5%

23,535 福島県 伊達市 すし竹伊達店 小売業 食料品 5%

23,536 福島県 伊達市 すし竹梁川店 小売業 食料品 5%

23,537 福島県 伊達市 せいの理容 せいの理容 サービス 理容・美容業 5%

23,538 福島県 伊達市 出光セルフノースポイント福島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,539 福島県 伊達市 セルフ保原泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,540 福島県 伊達市 第２大竹 小売業 その他小売 5%

23,541 福島県 伊達市 ダイハツ保原 サービス その他サービス 5%

23,542 福島県 伊達市 太陽電化サービス 小売業 電化製品 5%

23,543 福島県 伊達市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ伊達セントラル店 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,544 福島県 伊達市 ナビステーションたちばな新田ＣＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,545 福島県 伊達市 布川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,546 福島県 伊達市 根本酒店 小売業 食料品 5%

23,547 福島県 伊達市 パティスリーアリュメット 小売業 衣料品 5%

23,548 福島県 伊達市 花茂里 小売業 その他小売 5%

23,549 福島県 伊達市 パワーステーションたちばな伊達ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,550 福島県 伊達市 東日本健康ランド　カッパ王國 サービス その他サービス 5%

23,551 福島県 伊達市 ヒグチ電器 小売業 電化製品 5%

23,552 福島県 伊達市 美容室バスケット サービス その他サービス 5%

23,553 福島県 伊達市 ファミリーファッションたじまや 小売業 衣料品 5%

23,554 福島県 伊達市 ファンズだて店 小売業 食料品 5%

23,555 福島県 伊達市 ファンズ保原店 小売業 食料品 5%

23,556 福島県 伊達市 ファンズ霊山店 小売業 食料品 5%

23,557 福島県 伊達市 Ｆｅｌｌｏｗｓ 小売業 その他小売 5%

23,558 福島県 伊達市 セブン－イレブン福島伊達箱崎店 小売業 食料品 2%

23,559 福島県 伊達市 セブン－イレブン福島伊達町店 小売業 食料品 2%

23,560 福島県 伊達市 福島保原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,561 福島県 伊達市 セブン－イレブン福島梁川右城町店 小売業 食料品 2%

23,562 福島県 伊達市 北部日本自動車学校 サービス その他サービス 5%

563



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

23,563 福島県 伊達市 保原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,564 福島県 伊達市 保原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,565 福島県 伊達市 セブン－イレブン保原１丁目店 小売業 食料品 2%

23,566 福島県 伊達市 保原柏屋 小売業 食料品 5%

23,567 福島県 伊達市 保原北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,568 福島県 伊達市 セブン－イレブン保原北店 小売業 食料品 2%

23,569 福島県 伊達市 保原自動車学校 サービス その他サービス 5%

23,570 福島県 伊達市 セブン－イレブン保原市役所南店 小売業 食料品 2%

23,571 福島県 伊達市 セブン－イレブン保原城ノ内店 小売業 食料品 2%

23,572 福島県 伊達市 保原ナショナルセンター 小売業 電化製品 5%

23,573 福島県 伊達市 保原南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,574 福島県 伊達市 ほばらメガネ 小売業 その他小売 5%

23,575 福島県 伊達市 マクドナルド伊達ヨークベニマル店 サービス 飲食業 2%

23,576 福島県 伊達市 ＭＡＴＳＵＢＡＥＮ サービス 飲食業 5%

23,577 福島県 伊達市 松葉園 小売業 食料品 5%

23,578 福島県 伊達市 ヤシロ写真店 小売業 その他小売 5%

23,579 福島県 伊達市 梁川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,580 福島県 伊達市 梁川青葉通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,581 福島県 伊達市 梁川　オンリーワンカットクラブ サービス 理容・美容業 5%

23,582 福島県 伊達市 有限会社大芝 小売業 電化製品 5%

23,583 福島県 伊達市 有）サーヴ サービス その他サービス 5%

23,584 福島県 伊達市 有限会社テラシマスタンプ 小売業 その他小売 5%

23,585 福島県 伊達市 有限会社八島食品 小売業 その他小売 5%

23,586 福島県 伊達市 養老乃瀧　保原店 サービス 飲食業 2%

23,587 福島県 伊達市 Ｒｉｄｒｅａｍ サービス その他サービス 5%

23,588 福島県 伊達市 リビングショップ小島 小売業 その他小売 5%

23,589 福島県 伊達市 霊商ふれあいホール　やすまんしょ サービス その他サービス 5%

23,590 福島県 伊達市 霊山中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,591 福島県 棚倉町 お菓子のさかい　棚倉店 小売業 食料品 5%

23,592 福島県 棚倉町 コスモ棚倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,593 福島県 棚倉町 セルフステーション関口 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,594 福島県 棚倉町 高田油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,595 福島県 棚倉町 高田油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,596 福島県 棚倉町 出光棚倉北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,597 福島県 棚倉町 セブン－イレブン棚倉逆川店 小売業 食料品 2%

23,598 福島県 棚倉町 セブン－イレブン棚倉下志宝店 小売業 食料品 2%

23,599 福島県 棚倉町 棚倉田舎倶楽部 サービス その他サービス 5%

23,600 福島県 棚倉町 セブン－イレブン棚倉富岡店 小売業 食料品 2%

23,601 福島県 棚倉町 棚倉バイパスセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,602 福島県 棚倉町 セブン－イレブン棚倉バイパス店 小売業 食料品 2%

23,603 福島県 棚倉町 セブンーイレブン棚倉町八槻店 小売業 食料品 2%

23,604 福島県 棚倉町 棚倉南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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23,605 福島県 棚倉町 トヨタカローラ福島棚倉店 小売業 その他小売 5%

23,606 福島県 棚倉町 セブンーイレブン福島棚倉流店 小売業 食料品 2%

23,607 福島県 棚倉町 福島トヨペット棚倉店 小売業 その他小売 5%

23,608 福島県 棚倉町 松本電化設備 小売業 電化製品 5%

23,609 福島県 棚倉町 有限会社　田谷自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

23,610 福島県 棚倉町 有限会社　創文館　メガネ工房うつぎ 小売業 その他小売 5%

23,611 福島県 棚倉町 リールｆｏｒプレッジ サービス 理容・美容業 5%

23,612 福島県 棚倉町 ルネサンス棚倉 サービス 宿泊業 5%

23,613 福島県 玉川村 釘屋商店 小売業 食料品 5%

23,614 福島県 玉川村 小原精肉店 小売業 食料品 5%

23,615 福島県 玉川村 ＪＡ須釜店 小売業 その他小売 5%

23,616 福島県 玉川村 ＪＡ玉川営農生活センター 小売業 その他小売 5%

23,617 福島県 玉川村 水晶館　玉川斎場 サービス その他サービス 5%

23,618 福島県 玉川村 玉川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,619 福島県 玉川村 トヨタレンタリース新福島福島空港店 サービス その他サービス 2%

23,620 福島県 玉川村 トヨタレンタリース新福島　福島空港営業所 サービス その他サービス 2%

23,621 福島県 玉川村 花のさがら　玉川店 小売業 その他小売 5%

23,622 福島県 玉川村 セブン－イレブン福島玉川竜崎店 小売業 食料品 2%

23,623 福島県 玉川村 セブン－イレブン福島玉川店 小売業 食料品 2%

23,624 福島県 玉川村 セブン－イレブン福島玉川南須釜店 小売業 食料品 2%

23,625 福島県 田村市 愛信堂株式会社 小売業 その他小売 5%

23,626 福島県 田村市 ａｔｔｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

23,627 福島県 田村市 石井プロパン商会 小売業 その他小売 5%

23,628 福島県 田村市 衣料　糀屋 小売業 衣料品 5%

23,629 福島県 田村市 イワフネ電器 小売業 電化製品 5%

23,630 福島県 田村市 大越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,631 福島県 田村市 セブン－イレブン大越町店 小売業 食料品 2%

23,632 福島県 田村市 お肴どころ　みよた サービス 飲食業 5%

23,633 福島県 田村市 要田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,634 福島県 田村市 鹿又ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,635 福島県 田村市 株式会社ＴＹＲ　ＫＯＩＺＵＭＩ　船引店 小売業 その他小売 5%

23,636 福島県 田村市 かんのや　三春インター店 小売業 食料品 5%

23,637 福島県 田村市 神俣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,638 福島県 田村市 コスモ大越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,639 福島県 田村市 酒井新聞店 サービス その他サービス 5%

23,640 福島県 田村市 サンプラザふねひきパーク店 小売業 衣料品 5%

23,641 福島県 田村市 しんみせ 小売業 その他小売 5%

23,642 福島県 田村市 菅谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,643 福島県 田村市 セルフ瀬川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,644 福島県 田村市 セブン－イレブン滝根神俣店 小売業 食料品 2%

23,645 福島県 田村市 滝根ＳＳ有限会社中島石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,646 福島県 田村市 セブン－イレブン田村常葉町店 小売業 食料品 2%
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23,647 福島県 田村市 東部自動車合資会社 本社 サービス 運輸業 5%

23,648 福島県 田村市 有限会社　常葉モ－タ－ サービス その他サービス 5%

23,649 福島県 田村市 ドトール船引店 サービス 飲食業 2%

23,650 福島県 田村市 トミタ　メガステージ　田村店 小売業 貴金属・服飾品 5%

23,651 福島県 田村市 トヨタカローラ福島ふねひき店 小売業 その他小売 5%

23,652 福島県 田村市 呑みめしや　いっぷく サービス 飲食業 5%

23,653 福島県 田村市 呑みめしやいっぷく サービス 飲食業 5%

23,654 福島県 田村市 有限会社箱崎商店 小売業 その他小売 5%

23,655 福島県 田村市 パスタ屋　ラ・ルーチェ　パスタ屋ラルーチェ サービス 飲食業 5%

23,656 福島県 田村市 磐越自動車道下り阿武隈高原サービスエリアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,657 福島県 田村市 セブン－イレブン福島船引田村富士店 小売業 食料品 2%

23,658 福島県 田村市 船引バイパスセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,659 福島県 田村市 船引インタ－ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,660 福島県 田村市 セブン－イレブン船引門鹿店 小売業 食料品 2%

23,661 福島県 田村市 セブン－イレブン船引砂子田店 小売業 食料品 2%

23,662 福島県 田村市 船引中島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,663 福島県 田村市 船引西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,664 福島県 田村市 船引ラジオ商会 小売業 電化製品 5%

23,665 福島県 田村市 古道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,666 福島県 田村市 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｊａｒｄｉｎ サービス 理容・美容業 5%

23,667 福島県 田村市 ヘアーワーク サービス 理容・美容業 5%

23,668 福島県 田村市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,669 福島県 田村市 有限会社マルイチ電器 小売業 電化製品 5%

23,670 福島県 田村市 有限会社丸孝二瓶呉服店 小売業 衣料品 5%

23,671 福島県 田村市 南移ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,672 福島県 田村市 都路　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,673 福島県 田村市 メガステージ田村セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,674 福島県 田村市 有限会社　丸和 小売業 衣料品 5%

23,675 福島県 田村市 有限会社ホンダ 小売業 その他小売 5%

23,676 福島県 田村市 レストハウス釜山売店 サービス その他サービス 5%

23,677 福島県 天栄村 エンゼルフォレスト那須白河 サービス 宿泊業 5%

23,678 福島県 天栄村 温泉ペンション　メリーキングス サービス 宿泊業 5%

23,679 福島県 天栄村 ＪＡ天栄支店 小売業 その他小売 5%

23,680 福島県 天栄村 大丸あすなろ荘 サービス 宿泊業 5%

23,681 福島県 天栄村 セブン－イレブン天栄松本店 小売業 食料品 2%

23,682 福島県 天栄村 ひのき風呂の宿　分家 サービス 宿泊業 5%

23,683 福島県 天栄村 広戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,684 福島県 天栄村 セブン－イレブン福島天栄店 小売業 食料品 2%

23,685 福島県 天栄村 ブリティッシュヒルズ サービス 宿泊業 5%

23,686 福島県 天栄村 星野屋別館 サービス 宿泊業 5%

23,687 福島県 富岡町 富岡　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,688 福島県 富岡町 セブン－イレブン福島富岡上郡山店 小売業 食料品 2%
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23,689 福島県 富岡町 夜の森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,690 福島県 富岡町 わんわん・れんたかー サービス その他サービス 5%

23,691 福島県 中島村 ＳＵＢＳＴＡＮＣＥ サービス 飲食業 5%

23,692 福島県 中島村 ＪＡ中島資材センター 小売業 その他小売 5%

23,693 福島県 中島村 中島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,694 福島県 浪江町 セルフ双葉中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,695 福島県 浪江町 浪江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,696 福島県 楢葉町 セブン－イレブン楢葉下小塙店 小売業 食料品 2%

23,697 福島県 楢葉町 ブイチェーンネモト店 小売業 食料品 5%

23,698 福島県 楢葉町 ブイチェーン　ネモト 小売業 食料品 5%

23,699 福島県 西会津町 ＫＵＲＡ． サービス 飲食業 5%

23,700 福島県 西会津町 トヨタカローラ福島西会津店 小売業 その他小売 5%

23,701 福島県 西会津町 西会津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,702 福島県 西会津町 ロータスイン サービス 宿泊業 5%

23,703 福島県 二本松市 アーバンホテル二本松 サービス 宿泊業 5%

23,704 福島県 二本松市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｅｐｉｃ二本松 サービス 理容・美容業 5%

23,705 福島県 二本松市 あだたら観光 サービス その他サービス 5%

23,706 福島県 二本松市 阿部商店　阿部商店 小売業 食料品 5%

23,707 福島県 二本松市 居酒屋よろずや サービス 飲食業 5%

23,708 福島県 二本松市 石畑自動車 サービス その他サービス 5%

23,709 福島県 二本松市 衣料のくにおか 小売業 衣料品 5%

23,710 福島県 二本松市 ＭＥＣ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,711 福島県 二本松市 おさかなとおそうざいマルソー 小売業 食料品 5%

23,712 福島県 二本松市 出光カーステーション鈴憲あだちＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,713 福島県 二本松市 菓子処　豊田屋 小売業 食料品 5%

23,714 福島県 二本松市 かとう精肉店 小売業 食料品 5%

23,715 福島県 二本松市 カフェ風花 サービス 飲食業 5%

23,716 福島県 二本松市 株式会社富樫縫製 小売業 衣料品 5%

23,717 福島県 二本松市 鎌倉屋　二本松店 小売業 食料品 5%

23,718 福島県 二本松市 狩野畳店 サービス その他サービス 5%

23,719 福島県 二本松市 国田屋醸造　蔵カフェ　千の花 サービス 飲食業 5%

23,720 福島県 二本松市 櫟平ホテル サービス 宿泊業 5%

23,721 福島県 二本松市 化粧品ていこのみせ 小売業 その他小売 5%

23,722 福島県 二本松市 ＡＥ小林ガス株式会社 小売業 その他小売 5%

23,723 福島県 二本松市 酒菜・そば厨房咲くら サービス 飲食業 5%

23,724 福島県 二本松市 サファリパークＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,725 福島県 二本松市 サンプラザ二本松店 小売業 衣料品 5%

23,726 福島県 二本松市 白河屋 小売業 食料品 5%

23,727 福島県 二本松市 新生電機商会 小売業 電化製品 5%

23,728 福島県 二本松市 杉沢ＳＳ　有限会社菅野肥料店 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,729 福島県 二本松市 スゲノ時計めがね店 小売業 その他小売 5%

23,730 福島県 二本松市 セルフ二本松高田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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23,731 福島県 二本松市 空の庭プチホテル サービス 宿泊業 5%

23,732 福島県 二本松市 空の庭ＲＥＳＯＲＴ サービス 宿泊業 5%

23,733 福島県 二本松市 タカオート サービス その他サービス 5%

23,734 福島県 二本松市 田沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,735 福島県 二本松市 玉家玉振堂 小売業 食料品 5%

23,736 福島県 二本松市 超絶焼肉タイガー＆ドラゴン サービス 飲食業 2%

23,737 福島県 二本松市 千代理容所 サービス その他サービス 5%

23,738 福島県 二本松市 百目木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,739 福島県 二本松市 トヨタカローラ福島二本松店 小売業 その他小売 5%

23,740 福島県 二本松市 成田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,741 福島県 二本松市 ?好飯店 サービス 飲食業 5%

23,742 福島県 二本松市 二本松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,743 福島県 二本松市 出光二本松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,744 福島県 二本松市 セブン－イレブン二本松安達ヶ原店 小売業 食料品 2%

23,745 福島県 二本松市 二本松工藝舘－田中家具 小売業 家具・調度品 5%

23,746 福島県 二本松市 セブン－イレブン二本松上竹店 小売業 食料品 2%

23,747 福島県 二本松市 二本松杉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,748 福島県 二本松市 二本松高田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,749 福島県 二本松市 セブン－イレブン二本松高田橋店 小売業 食料品 2%

23,750 福島県 二本松市 出光二本松竹田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,751 福島県 二本松市 セブン－イレブン二本松藤太郎内店 小売業 食料品 2%

23,752 福島県 二本松市 二本松法律事務所 サービス その他サービス 5%

23,753 福島県 二本松市 セブン－イレブン二本松油井中條店 小売業 食料品 2%

23,754 福島県 二本松市 セブン－イレブン二本松若宮店 小売業 食料品 2%

23,755 福島県 二本松市 ネモト衣料店 小売業 衣料品 5%

23,756 福島県 二本松市 野地自動車鈑金塗装工場 サービス その他サービス 5%

23,757 福島県 二本松市 ハッピーカイロプラクティック二本松店 サービス 理容・美容業 5%

23,758 福島県 二本松市 東新殿ＳＳ　有限会社オオツキ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,759 福島県 二本松市 平石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,760 福島県 二本松市 風花＆もりのこうぼう サービス 飲食業 5%

23,761 福島県 二本松市 セブン－イレブン福島安達店 小売業 食料品 2%

23,762 福島県 二本松市 福島支店 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,763 福島県 二本松市 福島東和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,764 福島県 二本松市 セブン－イレブン福島東和町店 小売業 食料品 2%

23,765 福島県 二本松市 福島トヨペット二本松店 小売業 その他小売 5%

23,766 福島県 二本松市 ふくでん本田 小売業 電化製品 5%

23,767 福島県 二本松市 藤沼新聞店 小売業 その他小売 5%

23,768 福島県 二本松市 フレッシュストア吉田 小売業 その他小売 5%

23,769 福島県 二本松市 ＨＡＩＲＣＯＬＬＡＧＥＶｅｉｌ サービス 理容・美容業 5%

23,770 福島県 二本松市 宝槻電器 小売業 電化製品 5%

23,771 福島県 二本松市 ボデーショップサトウ サービス その他サービス 5%

23,772 福島県 二本松市 ｍｔ．ｉｎｎ サービス 宿泊業 5%
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23,773 福島県 二本松市 マクドナルドあだたらコープ店 サービス 飲食業 2%

23,774 福島県 二本松市 マルケイカトウ 小売業 食料品 5%

23,775 福島県 二本松市 水田貸衣裳店 サービス その他サービス 5%

23,776 福島県 二本松市 陽日の郷あづま館 サービス その他サービス 5%

23,777 福島県 二本松市 有限会社 安達総合車検センター サービス その他サービス 5%

23,778 福島県 二本松市 有限会社エムシーオート 小売業 その他小売 5%

23,779 福島県 二本松市 ゆき美容室 サービス 理容・美容業 5%

23,780 福島県 二本松市 ユサ化粧品店　ユサ化粧品店 小売業 その他小売 5%

23,781 福島県 二本松市 ＲＡＧ サービス 理容・美容業 5%

23,782 福島県 二本松市 リュクレ石沢 小売業 貴金属・服飾品 5%

23,783 福島県 二本松市 理容ヤスタ 理容ヤスタ サービス 理容・美容業 5%

23,784 福島県 塙町 旭屋 配達 サービス 飲食業 5%

23,785 福島県 塙町 有限会社　佐々木油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,786 福島県 塙町 佐藤酒店 小売業 その他小売 5%

23,787 福島県 塙町 老舗　門屋 小売業 食料品 5%

23,788 福島県 塙町 下重給油所 下重給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,789 福島県 塙町 第一電化 小売業 電化製品 5%

23,790 福島県 塙町 塙ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,791 福島県 塙町 塙バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,792 福島県 塙町 塙南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,793 福島県 塙町 セブン－イレブン道の駅はなわ店 小売業 食料品 2%

23,794 福島県 塙町 ライフショップきたの 小売業 その他小売 5%

23,795 福島県 磐梯町 ガストホフモンターニャ サービス 宿泊業 5%

23,796 福島県 磐梯町 カントリーイン雲のアルルカン サービス 宿泊業 5%

23,797 福島県 磐梯町 庄九郎亭 小売業 食料品 5%

23,798 福島県 磐梯町 磐梯山ＳＡ上り線ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,799 福島県 磐梯町 ペンション山の便り サービス 宿泊業 5%

23,800 福島県 磐梯町 道の駅　ばんだい 小売業 その他小売 5%

23,801 福島県 磐梯町 ゆらぎの宿　ＳＨＵＢＯＵ サービス 宿泊業 5%

23,802 福島県 磐梯町 ゆらぎの宿ＳＨＵＢＯＵ　ゆらぎの宿ＳＨＵＢＯ サービス 宿泊業 5%

23,803 福島県 檜枝岐村 尾瀬入山口の宿　七入山荘 サービス 宿泊業 5%

23,804 福島県 檜枝岐村 尾瀬マウンテンガイド サービス その他サービス 5%

23,805 福島県 檜枝岐村 道の駅尾瀬・檜枝岐　山人家 小売業 食料品 5%

23,806 福島県 檜枝岐村 民宿檜扇 サービス 宿泊業 5%

23,807 福島県 檜枝岐村 カフェヨモント サービス 飲食業 5%

23,808 福島県 檜枝岐村 焼きとり よりみち サービス 飲食業 5%

23,809 福島県 檜枝岐村 旅館ひのえまた サービス 宿泊業 5%

23,810 福島県 平田村 小平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,811 福島県 平田村 鎌倉屋　平田店 小売業 食料品 5%

23,812 福島県 平田村 ＪＡ平田営農生活センター 小売業 その他小売 5%

23,813 福島県 平田村 平田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,814 福島県 平田村 セブン－イレブン福島平田店 小売業 食料品 2%
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23,815 福島県 平田村 蓬田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,816 福島県 福島市 アースカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

23,817 福島県 福島市 ＥａｒｌＧｒｅｙ　ＥａｒｌＧｒｅｙ　アールグレイ 小売業 食料品 5%

23,818 福島県 福島市 ｒｃラボ 小売業 その他小売 5%

23,819 福島県 福島市 アイアイリサイクル 小売業 その他小売 5%

23,820 福島県 福島市 Ａｖａｌｏｎ：ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

23,821 福島県 福島市 Ａｏｙａｇｉ サービス 飲食業 5%

23,822 福島県 福島市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｒｏｓｓｏ福島 サービス 理容・美容業 5%

23,823 福島県 福島市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｒｏｍ福島駅前 サービス 理容・美容業 5%

23,824 福島県 福島市 アサノ商事キーショップ 小売業 その他小売 5%

23,825 福島県 福島市 アサノ商事キーショップ 小売業 その他小売 5%

23,826 福島県 福島市 味心だいのじ サービス 飲食業 5%

23,827 福島県 福島市 足湯ＣａｆｅＣａｓｖａｌ サービス 飲食業 5%

23,828 福島県 福島市 アスモ株式会社 小売業 その他小売 5%

23,829 福島県 福島市 ＠Ｒ サービス 理容・美容業 5%

23,830 福島県 福島市 ＠ｓ サービス 理容・美容業 5%

23,831 福島県 福島市 ＠家 サービス 飲食業 5%

23,832 福島県 福島市 吾妻ＳＳ　有限会社渡辺石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,833 福島県 福島市 吾妻自動車教習所 サービス その他サービス 5%

23,834 福島県 福島市 アビイ犬猫病院 サービス その他サービス 5%

23,835 福島県 福島市 あぶりや　吉鳥 サービス 飲食業 5%

23,836 福島県 福島市 あぶりや　吉鳥 サービス 飲食業 5%

23,837 福島県 福島市 あぶり焼き文や サービス 飲食業 5%

23,838 福島県 福島市 炙屋ジョニー サービス 飲食業 5%

23,839 福島県 福島市 ＡＰＯＬＬＯ　【アポロ】 サービス 理容・美容業 5%

23,840 福島県 福島市 アロマセラピートリートメント花音 サービス その他サービス 5%

23,841 福島県 福島市 アロマとリンパのサロン　サラ サービス その他サービス 5%

23,842 福島県 福島市 ＡＮＮＩＫＡＡｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓ 小売業 衣料品 5%

23,843 福島県 福島市 出光飯坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,844 福島県 福島市 飯坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,845 福島県 福島市 セブン－イレブン飯坂八景店 小売業 食料品 2%

23,846 福島県 福島市 飯坂東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,847 福島県 福島市 飯坂平野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,848 福島県 福島市 飯坂薬局　中合店 小売業 その他小売 5%

23,849 福島県 福島市 飯野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,850 福島県 福島市 セブン－イレブン飯野青木平店 小売業 食料品 2%

23,851 福島県 福島市 飯野東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,852 福島県 福島市 セブン－イレブン飯野町志保井店 小売業 食料品 2%

23,853 福島県 福島市 いげた本店 小売業 家具・調度品 5%

23,854 福島県 福島市 居酒屋なべとも サービス 飲食業 5%

23,855 福島県 福島市 イシダサイクル 小売業 その他小売 5%

23,856 福島県 福島市 石焼ステーキ贅　福島鎌田店 サービス 飲食業 5%
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23,857 福島県 福島市 いずみ動物病院 サービス その他サービス 5%

23,858 福島県 福島市 イゾラ　フェリーチェ サービス 飲食業 5%

23,859 福島県 福島市 イタリア厨房　麦畑 サービス 飲食業 5%

23,860 福島県 福島市 いちい 小売業 食料品 5%

23,861 福島県 福島市 いちい　飯坂店 小売業 食料品 5%

23,862 福島県 福島市 いちい　鎌田店 小売業 食料品 5%

23,863 福島県 福島市 （株）　いちい　鎌田店　とくし丸 小売業 食料品 5%

23,864 福島県 福島市 いちい　信夫ヶ丘店 小売業 食料品 5%

23,865 福島県 福島市 （株）　いちい　とくし丸 小売業 食料品 5%

23,866 福島県 福島市 いちい　庭坂店 小売業 食料品 5%

23,867 福島県 福島市 いちい　パワーデポ食品館 小売業 食料品 5%

23,868 福島県 福島市 （株）いちい　パワーデポ食品館とくし丸１ 小売業 食料品 5%

23,869 福島県 福島市 いちい　Ｆｏｕｒ’ｓ　Ｍａｒｋｅｔ 小売業 食料品 5%

23,870 福島県 福島市 （株）いちい　フォーズマーケットとくし丸 小売業 食料品 5%

23,871 福島県 福島市 いちい　福島西店 小売業 食料品 5%

23,872 福島県 福島市 いちい　蓬莱店 小売業 食料品

23,873 福島県 福島市 いちい　南福島店 小売業 食料品 5%

23,874 福島県 福島市 （株）　いちい　南福島店　とくし丸 小売業 食料品 5%

23,875 福島県 福島市 いちい　リカーズ酒蔵 小売業 食料品 5%

23,876 福島県 福島市 いちい　渡利店 小売業 食料品 5%

23,877 福島県 福島市 一期ガーデン サービス 飲食業 5%

23,878 福島県 福島市 壱番や サービス 飲食業 5%

23,879 福島県 福島市 いづみ屋　いづみ屋 小売業 食料品 5%

23,880 福島県 福島市 伊東園ホテル飯坂叶や サービス 宿泊業 5%

23,881 福島県 福島市 いなっくＮＡＤＥＳＨＩＫＯ サービス 飲食業 5%

23,882 福島県 福島市 今田屋　ＭＡＸ福島店 サービス 飲食業 5%

23,883 福島県 福島市 癒しの理容室理容かんの　福島店 サービス 理容・美容業 5%

23,884 福島県 福島市 イルーシー３００　福島店 小売業 衣料品 5%

23,885 福島県 福島市 岩代家敷大王 サービス 飲食業 5%

23,886 福島県 福島市 インディバサロンｂｌｕｅｍｏｏｎ サービス 理容・美容業 5%

23,887 福島県 福島市 ウエストポイントＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,888 福島県 福島市 ヴェローチェモーターサイクルズ 小売業 その他小売 5%

23,889 福島県 福島市 うまか亭ピボット店 サービス 飲食業 5%

23,890 福島県 福島市 株式会社ＡＣ福島ユナイテッド サービス その他サービス 5%

23,891 福島県 福島市 映電社 小売業 電化製品 5%

23,892 福島県 福島市 ＡＹ?ＮＥＴ サービス その他サービス 5%

23,893 福島県 福島市 ｅｓｔ． サービス 理容・美容業 5%

23,894 福島県 福島市 ｅｓｐａｎｙｏｌＥＬＴＯＲＯＳ サービス 飲食業 5%

23,895 福島県 福島市 えびすやフードセンター飯野店 小売業 その他小売 5%

23,896 福島県 福島市 ＭＳ．オート サービス その他サービス 5%

23,897 福島県 福島市 ＭＳ．オート　中古車展示場 小売業 その他小売 5%

23,898 福島県 福島市 ａｕショップ　福島４号本内 小売業 電化製品 5%
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23,899 福島県 福島市 宴 サービス 飲食業 5%

23,900 福島県 福島市 追分 小売業 食料品 5%

23,901 福島県 福島市 オークラ工業株式会社 サービス その他サービス 5%

23,902 福島県 福島市 大笹生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,903 福島県 福島市 大関 サービス 理容・美容業 5%

23,904 福島県 福島市 オーディン信夫ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

23,905 福島県 福島市 オーディン野田町店 小売業 その他小売 5%

23,906 福島県 福島市 オーディン福島矢野目店 小売業 その他小売 5%

23,907 福島県 福島市 Ａｕｔｏ Ｍｏｔｉｖｅ Ｓｍｉｌｅｓ 小売業 その他小売 5%

23,908 福島県 福島市 オートパレス太陽 小売業 その他小売 5%

23,909 福島県 福島市 大原医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

23,910 福島県 福島市 岡島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,911 福島県 福島市 セブン－イレブン岡部店 小売業 食料品 2%

23,912 福島県 福島市 おしゃれ工房エスパル福島店 サービス その他サービス 5%

23,913 福島県 福島市 Ｏｚｅｎｄａｔｅ　ＭＡＳＵＺＯ サービス 飲食業 5%

23,914 福島県 福島市 おでん　ふた夜の月 サービス 飲食業 5%

23,915 福島県 福島市 オノヤスポーツ　本店 小売業 その他小売 5%

23,916 福島県 福島市 オノヤスポーツ　ＭＡＸふくしま店 小売業 その他小売 5%

23,917 福島県 福島市 オプティ　福島店 小売業 衣料品 5%

23,918 福島県 福島市 ＯＰＴＩＣＡＬ　ＹＡＢＵＵＣＨＩ 小売業 その他小売 5%

23,919 福島県 福島市 オペラ福島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

23,920 福島県 福島市 母屋　やすいち サービス 飲食業 5%

23,921 福島県 福島市 オリックスレンタカー福島駅東口店 サービス その他サービス 2%

23,922 福島県 福島市 オリックスレンタカー福島西インター店 サービス その他サービス 2%

23,923 福島県 福島市 卸〕福島焼肉センター サービス 飲食業 5%

23,924 福島県 福島市 卸］南福島焼肉センタ－ サービス 飲食業 5%

23,925 福島県 福島市 オロチ サービス 飲食業 5%

23,926 福島県 福島市 角打ちビストロ　蔵ひろ サービス 飲食業 5%

23,927 福島県 福島市 菓匠三全福島エスパル店 小売業 食料品 5%

23,928 福島県 福島市 柏屋　福島柏屋　八木田店 小売業 食料品 5%

23,929 福島県 福島市 割烹　ますふじ サービス 飲食業 5%

23,930 福島県 福島市 かつ丸福島西バイパス店 サービス 飲食業 5%

23,931 福島県 福島市 カトウファーム 小売業 食料品 5%

23,932 福島県 福島市 カフェあっぷるピーチ サービス 飲食業 5%

23,933 福島県 福島市 カフェひらなが サービス 飲食業 5%

23,934 福島県 福島市 お菓子のさかい福島エスパル店 小売業 食料品 5%

23,935 福島県 福島市 株式会社ＳＡＳＹＵ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

23,936 福島県 福島市 株式会社ナカオ 小売業 電化製品 5%

23,937 福島県 福島市 株式会社福島新聞販売センター 鎌田営業所 集金 小売業 その他小売 5%

23,938 福島県 福島市 株式会社福島新聞販売センター 小売業 その他小売 5%

23,939 福島県 福島市 株式会社モウルエンジニアリング サービス その他サービス 5%

23,940 福島県 福島市 セブン－イレブン鎌田店 小売業 食料品 2%
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23,941 福島県 福島市 神尾エンジニアリング サービス その他サービス 5%

23,942 福島県 福島市 ｇｅｎｉｃ．ｂｙｋａｍｉｋｅｎ． サービス 理容・美容業 5%

23,943 福島県 福島市 ＧＡＲＹＵ 小売業 衣料品 5%

23,944 福島県 福島市 ＧＡＲＡＧＥ ＡＵＲＡ サービス その他サービス 5%

23,945 福島県 福島市 ガレージアウラ 小売業 その他小売 5%

23,946 福島県 福島市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋福島信夫通店 サービス 飲食業 2%

23,947 福島県 福島市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋南福島店 サービス 飲食業 2%

23,948 福島県 福島市 カンノ靴店 小売業 衣料品 5%

23,949 福島県 福島市 かんのや 小売業 食料品 5%

23,950 福島県 福島市 ＫＩＩＴＯＳ 小売業 その他小売 5%

23,951 福島県 福島市 菊田木材株式会社 小売業 その他小売 5%

23,952 福島県 福島市 北福島タクシー サービス 運輸業 5%

23,953 福島県 福島市 キッチン バールがやがや サービス 飲食業 5%

23,954 福島県 福島市 貴福茶屋 サービス 飲食業 5%

23,955 福島県 福島市 ｋｉｍｏｎｏみやかわ 小売業 その他小売 5%

23,956 福島県 福島市 着物レンタル せと サービス その他サービス 5%

23,957 福島県 福島市 キャピックフクシマ１ サービス その他サービス 5%

23,958 福島県 福島市 キャピックフクシマ２ サービス その他サービス 5%

23,959 福島県 福島市 協業組合アルタ 小売業 その他小売 5%

23,960 福島県 福島市 有限会社　共和交通 サービス その他サービス 5%

23,961 福島県 福島市 共和交通 共和交通 サービス 運輸業 5%

23,962 福島県 福島市 協和電機商会 小売業 電化製品 5%

23,963 福島県 福島市 樹楽里　松川本店 小売業 食料品 5%

23,964 福島県 福島市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ福島店 小売業 その他小売 5%

23,965 福島県 福島市 串アン サービス 飲食業 5%

23,966 福島県 福島市 串えん サービス 飲食業 5%

23,967 福島県 福島市 くずし割烹ＫＵＭＡ サービス 飲食業 5%

23,968 福島県 福島市 くつろぎの宿華滝 サービス 宿泊業 5%

23,969 福島県 福島市 くまざわ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

23,970 福島県 福島市 くらしギャラリーうえき 小売業 その他小売 5%

23,971 福島県 福島市 クラシマ営業本部 小売業 電化製品 5%

23,972 福島県 福島市 クラフトパフォーマンスディビジョン 小売業 その他小売 5%

23,973 福島県 福島市 Ｇｌａｍｏｕｒ サービス 理容・美容業 5%

23,974 福島県 福島市 ｋｕ楽ｒｉ サービス 飲食業 5%

23,975 福島県 福島市 グランパークホテルエクセル福島恵比寿 サービス 宿泊業 5%

23,976 福島県 福島市 クリーニング佳 外交用 サービス その他サービス 5%

23,977 福島県 福島市 クリーニング佳 クリーニング佳 笹谷店 サービス その他サービス 5%

23,978 福島県 福島市 クリーニングスポットジェイズ　クリーリニングスポットジェイズ　方木田店 サービス その他サービス 5%

23,979 福島県 福島市 クリーニングスポットジェイズ　本店 サービス その他サービス 5%

23,980 福島県 福島市 グリーン松川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,981 福島県 福島市 轟座 サービス 飲食業 5%

23,982 福島県 福島市 グレープ 小売業 衣料品 5%
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23,983 福島県 福島市 ＣＬＯＶＥＲＬｉｆｅＨａｉｒＤｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

23,984 福島県 福島市 コバックス サービス その他サービス 5%

23,985 福島県 福島市 五福 小売業 その他小売 5%

23,986 福島県 福島市 五福　本店 小売業 その他小売 5%

23,987 福島県 福島市 五福　ＭＡＸ店 小売業 その他小売 5%

23,988 福島県 福島市 五福ＭＡＸ福島店 小売業 その他小売 5%

23,989 福島県 福島市 コモドキャンティーナ福島店 サービス 飲食業 5%

23,990 福島県 福島市 小紋 サービス 飲食業 5%

23,991 福島県 福島市 コルクハウスなずな 小売業 衣料品 5%

23,992 福島県 福島市 Ｓｉｒｃｕｓ　【サーカス】 サービス 理容・美容業 5%

23,993 福島県 福島市 斎藤時計店 小売業 その他小売 5%

23,994 福島県 福島市 合資会社斎藤洋服店 小売業 衣料品 5%

23,995 福島県 福島市 さくらいでんき 小売業 電化製品 5%

23,996 福島県 福島市 酒＆業務スーパー福島中央店 小売業 食料品 2%

23,997 福島県 福島市 酒のソクハイ福島置賜町店 小売業 食料品 5%

23,998 福島県 福島市 笹木野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

23,999 福島県 福島市 セブン－イレブン笹谷店 小売業 食料品 2%

24,000 福島県 福島市 雑貨と骨董の店　カオミナ 小売業 その他小売 5%

24,001 福島県 福島市 サブウェイ　ヨークベニマル浜田店 サービス 飲食業 5%

24,002 福島県 福島市 三光写真館 サービス その他サービス 5%

24,003 福島県 福島市 山水荘 サービス 宿泊業 5%

24,004 福島県 福島市 山房　月之瀬 サービス 宿泊業 5%

24,005 福島県 福島市 三万石 小売業 食料品 5%

24,006 福島県 福島市 シーベレット　福島店 小売業 衣料品 5%

24,007 福島県 福島市 ジェイシーエフ 小売業 貴金属・服飾品 5%

24,008 福島県 福島市 ジェームス矢野目店 小売業 その他小売 2%

24,009 福島県 福島市 自家製酵母パン　かばくら 小売業 食料品 5%

24,010 福島県 福島市 ジゴレット サービス 飲食業 5%

24,011 福島県 福島市 地酒の森エスパル福島店 小売業 食料品 5%

24,012 福島県 福島市 しぞーかおでん　お茶の間 サービス 飲食業 5%

24,013 福島県 福島市 仕立屋甚五郎　福島アンテナハウス 小売業 衣料品 5%

24,014 福島県 福島市 七福神不動産 サービス その他サービス 5%

24,015 福島県 福島市 志乃ぶ サービス 飲食業 5%

24,016 福島県 福島市 しま田 サービス 飲食業 5%

24,017 福島県 福島市 島田ラジオ店 小売業 電化製品 5%

24,018 福島県 福島市 下川崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,019 福島県 福島市 写真スタジオ　さくら 小売業 その他小売 5%

24,020 福島県 福島市 シューブティックタカマツ シューブティックタカマツ 小売業 その他小売 5%

24,021 福島県 福島市 ｃｈｏｕｃｈｏｕ サービス その他サービス 5%

24,022 福島県 福島市 ＣｈｏｕＣｈｏｕ サービス その他サービス 5%

24,023 福島県 福島市 シューズ＆ファッションサロンＲｅｇａｌｏ 小売業 衣料品 5%

24,024 福島県 福島市 酒類専門店　エクスプレス 小売業 食料品 5%
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24,025 福島県 福島市 食樂福島県庁西店 サービス 飲食業 5%

24,026 福島県 福島市 シルクホテル サービス 宿泊業 5%

24,027 福島県 福島市 白いアトリエ　白いアトリエ サービス その他サービス 5%

24,028 福島県 福島市 白松がモナカ本舗福島エスパル店 小売業 食料品 5%

24,029 福島県 福島市 真栄自動車工業 サービス その他サービス 5%

24,030 福島県 福島市 新日本補聴器センター福島店 小売業 その他小売 5%

24,031 福島県 福島市 推拿整体院 リーフ サービス その他サービス 5%

24,032 福島県 福島市 スーパーキクタ荒井店 小売業 その他小売 5%

24,033 福島県 福島市 須賀川瓦斯（株）信夫橋セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,034 福島県 福島市 ＳＱＵＡＲＥ　福島 サービス 飲食業 5%

24,035 福島県 福島市 鮨割烹　山晴 サービス 飲食業 5%

24,036 福島県 福島市 須田電気工業所　有限会社須田電気工業所 小売業 電化製品 5%

24,037 福島県 福島市 スペインバル　カメレオン福島 サービス 飲食業 5%

24,038 福島県 福島市 炭火焼肉処鼓 サービス 飲食業 5%

24,039 福島県 福島市 炭焼き×肉バル「波平」 サービス 飲食業 5%

24,040 福島県 福島市 ＳＬＡＰ サービス 理容・美容業 5%

24,041 福島県 福島市 静香園茶舗 静香園茶舗 小売業 食料品 5%

24,042 福島県 福島市 誠電社御山店 小売業 電化製品 5%

24,043 福島県 福島市 出光瀬上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,044 福島県 福島市 ＳＥＫＩＹＡ　１Ｆ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

24,045 福島県 福島市 瀬上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,046 福島県 福島市 セルフセンターポイントＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,047 福島県 福島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福島入江町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,048 福島県 福島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福島北幹線店 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,049 福島県 福島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福島腰浜店 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,050 福島県 福島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福島西バイパス店 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,051 福島県 福島市 出光セルフ福島南バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,052 福島県 福島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福島八木田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,053 福島県 福島市 セルフポイント岡部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,054 福島県 福島市 セルフポイント矢野目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,055 福島県 福島市 煎餅工房さがえ屋エスパル福島店 小売業 食料品 5%

24,056 福島県 福島市 ソフトバンク　信夫ヶ丘 小売業 電化製品 5%

24,057 福島県 福島市 ソフトバンク吉倉 小売業 電化製品 5%

24,058 福島県 福島市 ＳＯＬＩＳＴ　ＨＡＩＲ　ＡＲＴＳ サービス 理容・美容業 5%

24,059 福島県 福島市 ソワンナピュール サービス その他サービス 5%

24,060 福島県 福島市 第一印刷 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

24,061 福島県 福島市 ダイコク　福島店 小売業 その他小売 5%

24,062 福島県 福島市 大衆酒場ナミヘイ南福島店 サービス 飲食業 5%

24,063 福島県 福島市 大集酒処　轟座 サービス 飲食業 5%

24,064 福島県 福島市 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　灯 サービス 飲食業 5%

24,065 福島県 福島市 ダイハツまつかわ サービス その他サービス 5%

24,066 福島県 福島市 セブン－イレブン太平寺店 小売業 食料品 2%
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24,067 福島県 福島市 タイヤネットふくしま 小売業 その他小売 5%

24,068 福島県 福島市 タイヤネット福島２号店 小売業 その他小売 5%

24,069 福島県 福島市 太陽電化　すだ店 小売業 電化製品 5%

24,070 福島県 福島市 大和自動車交通 サービス その他サービス 5%

24,071 福島県 福島市 大和タクシー　大和自動車交通 サービス 運輸業 5%

24,072 福島県 福島市 髙橋獣医科病院 サービス その他サービス 5%

24,073 福島県 福島市 たつき旅館 サービス 宿泊業 5%

24,074 福島県 福島市 ＴＡＢＯＵ サービス 理容・美容業 5%

24,075 福島県 福島市 タブ?（ＴＡＢＯＵ）　新町店 サービス 理容・美容業 5%

24,076 福島県 福島市 丹治電器 小売業 電化製品 5%

24,077 福島県 福島市 丹治電器ふじみつ店 小売業 電化製品 5%

24,078 福島県 福島市 だんまや水産　栄町店 サービス 飲食業 2%

24,079 福島県 福島市 中華蕎麦　こばや サービス 飲食業 5%

24,080 福島県 福島市 中国料理　陸 サービス 飲食業 5%

24,081 福島県 福島市 土湯温泉　山水荘 サービス 宿泊業 5%

24,082 福島県 福島市 土湯温泉観光協会 サービス その他サービス 5%

24,083 福島県 福島市 TIARA サービス 理容・美容業 5%

24,084 福島県 福島市 西川チェーンてっせんや　有限会社　鉄扇屋 サービス その他サービス 5%

24,085 福島県 福島市 鉄板焼　あぶり焼き文や　鉄板焼あぶり焼き文や サービス 飲食業 5%

24,086 福島県 福島市 電化の佐藤 小売業 電化製品 5%

24,087 福島県 福島市 でんき倶楽部ＳＥＩＤＥＮささや 小売業 電化製品 5%

24,088 福島県 福島市 デントリペア福島 サービス その他サービス 5%

24,089 福島県 福島市 てんぷらひら井 サービス 飲食業 5%

24,090 福島県 福島市 東亜自動車学校 サービス その他サービス 5%

24,091 福島県 福島市 ドゥアルシーヴ 小売業 衣料品 5%

24,092 福島県 福島市 東光電器 小売業 電化製品 5%

24,093 福島県 福島市 東北寝装開発センター 小売業 その他小売 5%

24,094 福島県 福島市 東和電気商会 小売業 電化製品 5%

24,095 福島県 福島市 出光トータルカーライフステーション伏拝 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,096 福島県 福島市 特定非営利活動法人いいざかサポーターズクラブ サービス その他サービス 5%

24,097 福島県 福島市 徳丸電器 小売業 電化製品 5%

24,098 福島県 福島市 ドコモショップ　福島市役所前店 小売業 電化製品 5%

24,099 福島県 福島市 ドコモショップ　南福島店 小売業 電化製品 5%

24,100 福島県 福島市 ドコモショップ　南福島店 小売業 電化製品 5%

24,101 福島県 福島市 登山用品ｔｅｋｕ＿ｔｅｋｕ 小売業 その他小売 5%

24,102 福島県 福島市 とっとと参番館 サービス 飲食業 5%

24,103 福島県 福島市 トヨタカローラ福島鎌田店 小売業 その他小売 5%

24,104 福島県 福島市 トヨタカローラ福島北福島店 小売業 その他小売 5%

24,105 福島県 福島市 トヨタカローラ福島西中央店 小売業 その他小売 5%

24,106 福島県 福島市 トヨタカローラ福島ＰｉＰｉｔ福島店 小売業 その他小売 5%

24,107 福島県 福島市 トヨタカローラ福島福島店 小売業 その他小売 5%

24,108 福島県 福島市 トヨタ部品福島共販福島営業所 サービス その他サービス 5%
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24,109 福島県 福島市 トヨタレンタリース新福島福島駅新幹線口店 サービス その他サービス 2%

24,110 福島県 福島市 トヨタレンタリース福島鳥谷野店 サービス その他サービス 2%

24,111 福島県 福島市 トヨタレンタリース福島福島駅前店 サービス その他サービス 2%

24,112 福島県 福島市 トヨタレンタリース福島福島店 サービス その他サービス 2%

24,113 福島県 福島市 ＴＲｉＰｈａｉｒ＆ｍａｋｅーｕｐ サービス 理容・美容業 5%

24,114 福島県 福島市 ｔｒｉｌｏｇｙ 小売業 衣料品 5%

24,115 福島県 福島市 ＴＲＩＲＯＧＹ トリロジー 小売業 衣料品 5%

24,116 福島県 福島市 トレッド福島西店 小売業 その他小売 5%

24,117 福島県 福島市 ナカオ 小売業 電化製品 5%

24,118 福島県 福島市 （株）中尾電器　ふくでん中央店 小売業 電化製品 5%

24,119 福島県 福島市 ナカオ南矢野目店 小売業 電化製品 5%

24,120 福島県 福島市 波平商店 サービス 飲食業 5%

24,121 福島県 福島市 肉王ＷＡＫＵＷＡＫＵ サービス 飲食業 5%

24,122 福島県 福島市 肉バル波平 サービス 飲食業 5%

24,123 福島県 福島市 肉バルＮｉｃｏパティオ サービス 飲食業 5%

24,124 福島県 福島市 西川チェーンてっせんや　ぐっすりん サービス その他サービス 5%

24,125 福島県 福島市 西沢書店　大町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

24,126 福島県 福島市 西沢書店　北店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

24,127 福島県 福島市 弐乃膳 サービス 飲食業 5%

24,128 福島県 福島市 日本一エスパル福島店 小売業 食料品 5%

24,129 福島県 福島市 日本一福島ピボット店 小売業 食料品 5%

24,130 福島県 福島市 ニュー佐倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,131 福島県 福島市 ニュー扇屋 サービス 宿泊業 5%

24,132 福島県 福島市 人形の佳月福島店 小売業 その他小売 5%

24,133 福島県 福島市 ｎｅｉｆＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

24,134 福島県 福島市 ネッツトヨタノヴェルふくしまふくしま黒岩 小売業 その他小売 5%

24,135 福島県 福島市 ネッツトヨタノヴェルふくしまふくしま矢野 小売業 その他小売 5%

24,136 福島県 福島市 ネッツトヨタ福島　福島丸子店 小売業 その他小売 5%

24,137 福島県 福島市 ネッツトヨタ福島オンリー鎌田店 小売業 その他小売 5%

24,138 福島県 福島市 ネッツトヨタ福島福島西インタ－店 小売業 その他小売 5%

24,139 福島県 福島市 ネッツトヨタ福島福島南バイパス店 小売業 その他小売 5%

24,140 福島県 福島市 眠りの専門店たけじん西川チェーン 小売業 家具・調度品 5%

24,141 福島県 福島市 野地温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

24,142 福島県 福島市 出光野田南中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,143 福島県 福島市 野宮フィットネスボクシング サービス その他サービス 5%

24,144 福島県 福島市 呑楽里 サービス 飲食業 5%

24,145 福島県 福島市 ＢＡＲ　ｌｉｅｎ サービス 飲食業 5%

24,146 福島県 福島市 バーキャラクターズ サービス 飲食業 5%

24,147 福島県 福島市 バール　アボカーレ サービス 飲食業 5%

24,148 福島県 福島市 ハイテックプラザ サトー ハイテックプラザ サトー 小売業 電化製品 5%

24,149 福島県 福島市 ＨＡＰＰＹＨＡＰＰＹＣＵＲＲＹ サービス 飲食業 5%

24,150 福島県 福島市 パティスリー プモ リ 小売業 食料品 5%
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24,151 福島県 福島市 花工房ＭｉＤｏＲｉ－ＹＡ 小売業 その他小売 5%

24,152 福島県 福島市 華の膳 サービス 飲食業 5%

24,153 福島県 福島市 ハマヤ寝具店 小売業 衣料品 5%

24,154 福島県 福島市 刃物の館やすらぎ工房飯舘工場 小売業 電化製品 5%

24,155 福島県 福島市 パリ食堂波平 サービス 飲食業 5%

24,156 福島県 福島市 はるみや旅館 サービス 宿泊業 5%

24,157 福島県 福島市 ＨＡＲＥ 小売業 衣料品 5%

24,158 福島県 福島市 晴れのひ サービス 飲食業 5%

24,159 福島県 福島市 パン Ｃａｆｅ ＲＵＳＫ らすく  パン ｃａｆｅ ＲＵＳＫ らすく 小売業 食料品 5%

24,160 福島県 福島市 パンドーラ　タムラ 小売業 食料品 5%

24,161 福島県 福島市 ＢＭＯ福島鎌田店 小売業 衣料品 5%

24,162 福島県 福島市 ＢＬＴカフェ サービス 飲食業 5%

24,163 福島県 福島市 株式会社樋口商店 小売業 その他小売 5%

24,164 福島県 福島市 株式会社樋口商店　八島町営業所 小売業 その他小売 5%

24,165 福島県 福島市 株式会社樋口商店　　八島町営業所２ 小売業 その他小売 5%

24,166 福島県 福島市 ピコ　マルミツ 小売業 その他小売 5%

24,167 福島県 福島市 ビジュテール　宝琳 小売業 貴金属・服飾品 5%

24,168 福島県 福島市 ビジュテール宝琳 小売業 貴金属・服飾品 5%

24,169 福島県 福島市 ＢｉｓｔｒｏＰｅｔｉｔＢｏｎｈｅｕｒ サービス 飲食業 5%

24,170 福島県 福島市 日高電器 小売業 電化製品 5%

24,171 福島県 福島市 ピッカーズ　福島店 サービス その他サービス 5%

24,172 福島県 福島市 有限会社ピックアップタイヨー 小売業 電化製品 5%

24,173 福島県 福島市 ビッグウェーブＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,174 福島県 福島市 ピッツエリアマルコ サービス 飲食業 5%

24,175 福島県 福島市 ピットクルー・コンノ サービス その他サービス 5%

24,176 福島県 福島市 美髪屋ＭＴＡ サービス 理容・美容業 5%

24,177 福島県 福島市 美容室　ＰＡ．ＺＡ．ＰＡ．　福島泉店 サービス 理容・美容業 5%

24,178 福島県 福島市 美容室・Ｊｕｎａ サービス 理容・美容業 5%

24,179 福島県 福島市 ピンポンジュン 小売業 その他小売 5%

24,180 福島県 福島市 ファッションバックサクヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

24,181 福島県 福島市 ファンズ丸子店 小売業 食料品 5%

24,182 福島県 福島市 Ｆｅｅｌ　Ｒｅｆｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

24,183 福島県 福島市 フィッツミーＭＡＸふくしま店 サービス その他サービス 5%

24,184 福島県 福島市 Ｆｅｌｉｃｅ　ｂｙ　ｍａｃａｒｏｎ　福島店 サービス 理容・美容業 5%

24,185 福島県 福島市 ｆｅｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

24,186 福島県 福島市 Ｆｅｌｌｏｗｓ サービス その他サービス 5%

24,187 福島県 福島市 Ｆｅｌｌｏｗｓ サービス 飲食業 5%

24,188 福島県 福島市 フォトスタジオ若葉 サービス その他サービス 5%

24,189 福島県 福島市 フォーラム福島 サービス その他サービス 5%

24,190 福島県 福島市 ＦＯＲＥＳＴ　ＨＥＡＲＴ　福島店 小売業 衣料品 5%

24,191 福島県 福島市 ＦＵＫＵＫＡＮ　いやしカフェ サービス 飲食業 5%

24,192 福島県 福島市 福貨商事 小売業 家具・調度品 5%
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24,193 福島県 福島市 セブン－イレブン福島荒井店 小売業 食料品 2%

24,194 福島県 福島市 福島飯坂インター北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,195 福島県 福島市 セブン－イレブン福島飯坂中ノ檀店 小売業 食料品 2%

24,196 福島県 福島市 セブン－イレブン福島駅東口店 小売業 食料品 2%

24,197 福島県 福島市 セブン－イレブン福島大森店 小売業 食料品 2%

24,198 福島県 福島市 セブンーイレブン福島小倉寺店 小売業 食料品 2%

24,199 福島県 福島市 セブン－イレブン福島御山店 小売業 食料品 2%

24,200 福島県 福島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ福島御山店 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,201 福島県 福島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ福島卸町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,202 福島県 福島市 福島貸切辰巳屋自動車　株式会社 サービス その他サービス 5%

24,203 福島県 福島市 福島柏屋　泉店 小売業 食料品 5%

24,204 福島県 福島市 福島柏屋　御山店 小売業 食料品 5%

24,205 福島県 福島市 福島柏屋市役所前店 小売業 食料品 5%

24,206 福島県 福島市 福島柏屋　八木田店 小売業 食料品 5%

24,207 福島県 福島市 セブン－イレブン福島上名倉店 小売業 食料品 2%

24,208 福島県 福島市 セブン－イレブン福島上野寺店 小売業 食料品 2%

24,209 福島県 福島市 出光福島北インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,210 福島県 福島市 セブン－イレブン福島北沢又店 小売業 食料品 2%

24,211 福島県 福島市 セブン－イレブン福島北矢野目店 小売業 食料品 2%

24,212 福島県 福島市 セブン－イレブン福島北矢野目西田店 小売業 食料品 2%

24,213 福島県 福島市 福島元気酒場 ホルモン横丁 サービス 飲食業 5%

24,214 福島県 福島市 セブン－イレブン福島栄町店 小売業 食料品 2%

24,215 福島県 福島市 セブン－イレブン福島桜水店 小売業 食料品 2%

24,216 福島県 福島市 セブン－イレブン福島桜本店 小売業 食料品 2%

24,217 福島県 福島市 セブン－イレブン福島笹木野立田店 小売業 食料品 2%

24,218 福島県 福島市 セブン－イレブン福島笹谷南店 小売業 食料品 2%

24,219 福島県 福島市 セブン－イレブン福島五月町店 小売業 食料品 2%

24,220 福島県 福島市 福島市観光案内所 小売業 食料品 5%

24,221 福島県 福島市 福島自動車学校 サービス その他サービス 5%

24,222 福島県 福島市 セブン－イレブン福島しのぶ台ニュータウン前店 小売業 食料品 2%

24,223 福島県 福島市 セブン－イレブン福島清水町店 小売業 食料品 2%

24,224 福島県 福島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ福島下野寺店 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,225 福島県 福島市 福島市役所　売店 小売業 食料品 5%

24,226 福島県 福島市 セブン－イレブン福島清明町店 小売業 食料品 2%

24,227 福島県 福島市 セブン－イレブン福島瀬上店 小売業 食料品 2%

24,228 福島県 福島市 セブン－イレブン福島瀬上南店 小売業 食料品 2%

24,229 福島県 福島市 福島セントラルＳＳ　株式会社富士屋商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,230 福島県 福島市 福島ダイイチ家電 小売業 電化製品 5%

24,231 福島県 福島市 福島第一病院売店 小売業 その他小売 5%

24,232 福島県 福島市 セブン－イレブン福島大附属小前店 小売業 食料品 2%

24,233 福島県 福島市 福島高子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,234 福島県 福島市 セブン－イレブン福島天神町店 小売業 食料品 2%
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24,235 福島県 福島市 福島トヨタ自動車テクノセンター 小売業 その他小売 5%

24,236 福島県 福島市 福島トヨタ自動車福島鎌田店 小売業 その他小売 5%

24,237 福島県 福島市 福島トヨタ自動車福島笹木野店 小売業 その他小売 5%

24,238 福島県 福島市 福島トヨタ自動車福島店 小売業 その他小売 5%

24,239 福島県 福島市 福島トヨタ自動車本社 小売業 その他小売 5%

24,240 福島県 福島市 福島トヨタ自動車マイカーランド福島北 小売業 その他小売 5%

24,241 福島県 福島市 福島トヨタ自動車レクサス福島 小売業 その他小売 5%

24,242 福島県 福島市 福島トヨペットふくしま太平寺店 小売業 その他小売 5%

24,243 福島県 福島市 福島トヨペットふくしま南中央店 小売業 その他小売 5%

24,244 福島県 福島市 福島トヨペットふくしま本内店 小売業 その他小売 5%

24,245 福島県 福島市 セブン－イレブン福島永井川店 小売業 食料品 2%

24,246 福島県 福島市 セブン－イレブン福島成川店 小売業 食料品 2%

24,247 福島県 福島市 セブン－イレブン福島仁井田店 小売業 食料品 2%

24,248 福島県 福島市 出光福島西インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,249 福島県 福島市 セブン－イレブン福島西インター店 小売業 食料品 2%

24,250 福島県 福島市 セブン－イレブン福島西中央５丁目店 小売業 食料品 2%

24,251 福島県 福島市 福島西ＢＰＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,252 福島県 福島市 セブン－イレブン福島野田中央店 小売業 食料品 2%

24,253 福島県 福島市 セブン－イレブン福島野田町５丁目店 小売業 食料品 2%

24,254 福島県 福島市 セブン－イレブン福島野田町３丁目店 小売業 食料品 2%

24,255 福島県 福島市 福島販売課 小売業 その他小売 2%

24,256 福島県 福島市 セブン－イレブン福島東高成蹊高前店 小売業 食料品 2%

24,257 福島県 福島市 セブン－イレブン福島福商前店 小売業 食料品 2%

24,258 福島県 福島市 セブン－イレブン福島蓬莱店 小売業 食料品 2%

24,259 福島県 福島市 セブン－イレブン福島南沢又店 小売業 食料品 2%

24,260 福島県 福島市 セブン－イレブン福島本内店 小売業 食料品 2%

24,261 福島県 福島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ福島八木田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,262 福島県 福島市 福島ヤクルト販売　あだたらセンター 小売業 食料品 5%

24,263 福島県 福島市 福島ヤクルト販売　岩沼センター 小売業 食料品 5%

24,264 福島県 福島市 福島ヤクルト販売 角田センター 小売業 食料品 5%

24,265 福島県 福島市 福島ヤクルト販売　川俣センター 小売業 食料品 5%

24,266 福島県 福島市 福島ヤクルト販売　桑折センター 小売業 食料品 5%

24,267 福島県 福島市 福島ヤクルト販売　さくらセンター 小売業 食料品 5%

24,268 福島県 福島市 福島ヤクルト販売 白石センター 小売業 食料品 5%

24,269 福島県 福島市 福島ヤクルト販売　西部センター 小売業 食料品 5%

24,270 福島県 福島市 福島ヤクルト販売　相馬センター 小売業 食料品 5%

24,271 福島県 福島市 福島ヤクルト販売　中央センタ 小売業 食料品 5%

24,272 福島県 福島市 福島ヤクルト販売　東部センター 小売業 食料品 5%

24,273 福島県 福島市 福島ヤクルト販売　南部センター 小売業 食料品 5%

24,274 福島県 福島市 福島ヤクルト販売　二本松センター 小売業 食料品 5%

24,275 福島県 福島市 福島ヤクルト販売　萩センター 小売業 食料品 5%

24,276 福島県 福島市 福島ヤクルト販売　ひばりセンタ 小売業 食料品 5%
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24,277 福島県 福島市 福島ヤクルト販売 北部センター 小売業 食料品 5%

24,278 福島県 福島市 福島ヤクルト販売 保原センター 小売業 食料品 5%

24,279 福島県 福島市 福島ヤクルト販売 亘理センター 小売業 食料品 5%

24,280 福島県 福島市 セブン－イレブン福島八島田店 小売業 食料品 2%

24,281 福島県 福島市 セブン－イレブン福島八島町店 小売業 食料品 2%

24,282 福島県 福島市 セブン－イレブン福島山口店 小売業 食料品 2%

24,283 福島県 福島市 セブンーイレブン福島吉倉店 小売業 食料品 2%

24,284 福島県 福島市 福島ワイン酒場 サービス 飲食業 5%

24,285 福島県 福島市 福島渡利ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,286 福島県 福島市 セブン－イレブン福島渡利店 小売業 食料品 2%

24,287 福島県 福島市 セブン－イレブン福島渡利弁天山前店 小売業 食料品 2%

24,288 福島県 福島市 ふくでんいずみ店 小売業 電化製品 5%

24,289 福島県 福島市 ふくでんタカハシ 小売業 電化製品 5%

24,290 福島県 福島市 ふくでんみなみ店 小売業 電化製品 5%

24,291 福島県 福島市 福南自動車 小売業 その他小売 5%

24,292 福島県 福島市 ふくの季 サービス 飲食業 5%

24,293 福島県 福島市 ＦｕｊｉｉＭｓｙＰｏｔｔｅｒｙ サービス その他サービス 5%

24,294 福島県 福島市 伏見珈琲店 サービス 飲食業 5%

24,295 福島県 福島市 伏見珈琲店　伏見珈琲店 サービス 飲食業 5%

24,296 福島県 福島市 富士メガネ　福島店 小売業 その他小売 5%

24,297 福島県 福島市 ブックオフ福島南店 小売業 その他小売 2%

24,298 福島県 福島市 ブックオフ信夫ヶ丘店 小売業 その他小売 2%

24,299 福島県 福島市 ブックオフ瀬上店 小売業 その他小売 2%

24,300 福島県 福島市 ブックオフ森合店 小売業 その他小売 2%

24,301 福島県 福島市 ブックマーケット 福島北店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

24,302 福島県 福島市 フライデースクリーン 小売業 衣料品 5%

24,303 福島県 福島市 プラザＡ福島店 小売業 衣料品 5%

24,304 福島県 福島市 ［ＨＣ］プラザ日栄ふくしま店 小売業 電化製品 5%

24,305 福島県 福島市 プラスワンキッチン　エスパル　福島店 小売業 食料品 5%

24,306 福島県 福島市 プラスワンキッチン　鎌倉屋 小売業 食料品 5%

24,307 福島県 福島市 プラネットササキ 小売業 電化製品 5%

24,308 福島県 福島市 ＦＲＡＮＧＰＡＮＩ サービス 理容・美容業 5%

24,309 福島県 福島市 プリン工房はちまん 小売業 食料品 5%

24,310 福島県 福島市 出光フルーツラインＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,311 福島県 福島市 ＰＲＯＳＴ サービス 飲食業 5%

24,312 福島県 福島市 ｈａｉｒ＆ｓｐａ　ＡＵＲＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

24,313 福島県 福島市 ＨＡＩＲ ＲＥＬＡＸ ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

24,314 福島県 福島市 ヘアーサロンクラージュ サービス 理容・美容業 5%

24,315 福島県 福島市 ヘアーサロン 末永 サービス 理容・美容業 5%

24,316 福島県 福島市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｒｉｎ サービス 理容・美容業 5%

24,317 福島県 福島市 ｈａｉｒｓａｌｏｎ＆ｈａｎｄｍａ サービス 理容・美容業 5%

24,318 福島県 福島市 ヘアーサロンウタガワ サービス 理容・美容業 5%
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24,319 福島県 福島市 ｈａｉｒａｔｅｌｉｅｒｎｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

24,320 福島県 福島市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｓ＆Ｉ サービス 理容・美容業 5%

24,321 福島県 福島市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｐａｒｋ サービス 理容・美容業 5%

24,322 福島県 福島市 ヘア．メイク．アンティ サービス 理容・美容業 5%

24,323 福島県 福島市 ペッツマム　鎌田店 小売業 その他小売 5%

24,324 福島県 福島市 ペッツマム　南福島店 小売業 その他小売 5%

24,325 福島県 福島市 ペットクリニックわたり サービス その他サービス 5%

24,326 福島県 福島市 ホテルミルニュイ福島 サービス 宿泊業 5%

24,327 福島県 福島市 ほの花 サービス 飲食業 5%

24,328 福島県 福島市 本格焼酎家やすらぎ サービス 飲食業 5%

24,329 福島県 福島市 本社 小売業 その他小売 2%

24,330 福島県 福島市 ｍａｃａｒｏｎフクシマテン サービス 理容・美容業 5%

24,331 福島県 福島市 ｍａｃａｒｏｎ南矢野目店 サービス 理容・美容業 5%

24,332 福島県 福島市 マクドナルドイオン福島店 サービス 飲食業 2%

24,333 福島県 福島市 マクドナルドいずみコープ店 サービス 飲食業 2%

24,334 福島県 福島市 マクドナルド１１５方木田店 サービス 飲食業 2%

24,335 福島県 福島市 マクドナルド福島駅西口ショッピングセンター店 サービス 飲食業 2%

24,336 福島県 福島市 マクドナルド４号線南福島店 サービス 飲食業 2%

24,337 福島県 福島市 ＭＡＳＵＧＡＴＡＹＡ　ＤＵＩ 小売業 衣料品 5%

24,338 福島県 福島市 松川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,339 福島県 福島市 出光松川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,340 福島県 福島市 セブン－イレブン松川駅前店 小売業 食料品 2%

24,341 福島県 福島市 松川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,342 福島県 福島市 松川町商工会 青年部 小売業 食料品 5%

24,343 福島県 福島市 まつげ革命　福島パセオ通り店 サービス 理容・美容業 5%

24,344 福島県 福島市 松島屋旅舘 サービス 宿泊業 5%

24,345 福島県 福島市 松田電機商会 小売業 電化製品 5%

24,346 福島県 福島市 祭屋湯左衛門 サービス 宿泊業 5%

24,347 福島県 福島市 まるこう　さとう 小売業 その他小売 5%

24,348 福島県 福島市 丸大油井商店 小売業 その他小売 5%

24,349 福島県 福島市 万ＳＡＩ堂　福島店 小売業 その他小売 5%

24,350 福島県 福島市 みい工房 サービス その他サービス 5%

24,351 福島県 福島市 道の駅　つちゆ 小売業 食料品 5%

24,352 福島県 福島市 ミートガーデン御肉園 サービス 飲食業 5%

24,353 福島県 福島市 みなとや サービス 飲食業 5%

24,354 福島県 福島市 セブン－イレブン南福島店 小売業 食料品 2%

24,355 福島県 福島市 ミニ水族館ペンギン村　ミニ水族館ペンギン村 サービス その他サービス 5%

24,356 福島県 福島市 ミネギシ薬局 小売業 その他小売 5%

24,357 福島県 福島市 美ふく 小売業 衣料品 5%

24,358 福島県 福島市 ミミプラザ福島店 小売業 その他小売 5%

24,359 福島県 福島市 ミュージックＢＡＲハーヴェスト サービス 飲食業 5%

24,360 福島県 福島市 ミュージックアズム福島 小売業 その他小売 5%
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24,361 福島県 福島市 無印良品エスパル福島店 小売業 その他小売 2%

24,362 福島県 福島市 めがね．工房ゲン 小売業 その他小売 5%

24,363 福島県 福島市 メキシカンクメド－ル　グリコ サービス 飲食業 5%

24,364 福島県 福島市 めし　ひろ田 サービス 飲食業 5%

24,365 福島県 福島市 メヒコ　福島店 サービス 飲食業 5%

24,366 福島県 福島市 モイスティーヌ福島サロン 小売業 その他小売 5%

24,367 福島県 福島市 モイスティーヌ福島サロン 小売業 その他小売 5%

24,368 福島県 福島市 出光文知摺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,369 福島県 福島市 ｍｏｊａ＊福島店 小売業 衣料品 5%

24,370 福島県 福島市 もちづり電化 小売業 電化製品 5%

24,371 福島県 福島市 もつけん サービス 飲食業 5%

24,372 福島県 福島市 もつ治 サービス 飲食業 5%

24,373 福島県 福島市 セブン－イレブン森合店 小売業 食料品 2%

24,374 福島県 福島市 盛岡屋分店 小売業 その他小売 5%

24,375 福島県 福島市 やきとり本舗萩 サービス 飲食業 5%

24,376 福島県 福島市 ヤクルト健康ステーション上町 小売業 その他小売 5%

24,377 福島県 福島市 やすだや 小売業 その他小売 5%

24,378 福島県 福島市 宿　湯楽座 サービス 宿泊業 5%

24,379 福島県 福島市 やまき写真館 サービス その他サービス 5%

24,380 福島県 福島市 セブン－イレブン山下町店 小売業 食料品 2%

24,381 福島県 福島市 山下電器 小売業 電化製品 5%

24,382 福島県 福島市 山根屋旅館 サービス 宿泊業 5%

24,383 福島県 福島市 ｙｏｕｒｓｐａｃｅーｓａｌｏｎＣ サービス 理容・美容業 5%

24,384 福島県 福島市 有限会社　阿部印房 小売業 その他小売 5%

24,385 福島県 福島市 有限会社井上武道具店 小売業 その他小売 5%

24,386 福島県 福島市 有限会社菊田鉄工所 サービス その他サービス 5%

24,387 福島県 福島市 有限会社ＧＬＯＢＥ 小売業 その他小売 5%

24,388 福島県 福島市 有限会社シンシン商事福島支店 小売業 その他小売 5%

24,389 福島県 福島市 有限会社原田自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

24,390 福島県 福島市 有限会社まるきん　大森店 小売業 衣料品 5%

24,391 福島県 福島市 有限会社まるきん　鎌田店 小売業 衣料品 5%

24,392 福島県 福島市 有限会社まるきん　矢野目店 小売業 衣料品 5%

24,393 福島県 福島市 憂国のドン・キホーテ サービス 飲食業 5%

24,394 福島県 福島市 ユキベルファム　福島 小売業 衣料品 5%

24,395 福島県 福島市 ユキベルファム福島店 小売業 衣料品 5%

24,396 福島県 福島市 ゆず　沢の茶屋 サービス 飲食業 5%

24,397 福島県 福島市 夢タウン飯坂　いちい飯坂店 小売業 食料品 5%

24,398 福島県 福島市 ＹＵＭＯＲＩ　ＯＮＳＥＮ　ＨＯＳＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

24,399 福島県 福島市 ユーワンミュージック 小売業 その他小売 5%

24,400 福島県 福島市 洋食居酒屋 Ｋａｎｎｏ 洋食居酒屋Ｋａｎｎｏ サービス 飲食業 5%

24,401 福島県 福島市 養老乃瀧　大町店 サービス 飲食業 2%

24,402 福島県 福島市 養老乃瀧　鎌田店 サービス 飲食業 2%
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24,403 福島県 福島市 養老乃瀧　西部店 サービス 飲食業 2%

24,404 福島県 福島市 養老乃瀧　南福島店 サービス 飲食業 2%

24,405 福島県 福島市 吉川屋 サービス 宿泊業 5%

24,406 福島県 福島市 吉倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,407 福島県 福島市 楽酒　追分 小売業 食料品 5%

24,408 福島県 福島市 ら・さんたランド サービス 飲食業 5%

24,409 福島県 福島市 ラブリー福島 小売業 衣料品 5%

24,410 福島県 福島市 ラ・モード　目黒 小売業 衣料品 5%

24,411 福島県 福島市 Ｒｅａｌ　ａｄｖａｎｃｅｄ　ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ サービス その他サービス 5%

24,412 福島県 福島市 リフレッシュサロン山椿 サービス その他サービス 5%

24,413 福島県 福島市 ＬＵＴＥＣＥ 小売業 その他小売 5%

24,414 福島県 福島市 理容　サクマ サービス 理容・美容業 5%

24,415 福島県 福島市 旅館　玉子湯 サービス 宿泊業 5%

24,416 福島県 福島市 旅館やまと サービス 宿泊業 5%

24,417 福島県 福島市 Ｌｉｌｉａｎ サービス 理容・美容業 5%

24,418 福島県 福島市 Ｌｉｌｉａｎ サービス その他サービス 5%

24,419 福島県 福島市 ＲＥＧＡＬＯ 小売業 その他小売 5%

24,420 福島県 福島市 ＲＥＴＲＯ　ＧＩＲＬ 小売業 衣料品 5%

24,421 福島県 福島市 レパコガーデン本店 サービス 飲食業 5%

24,422 福島県 福島市 レパコ腰浜店 小売業 食料品 5%

24,423 福島県 福島市 ＲＯＹ サービス その他サービス 5%

24,424 福島県 福島市 Ｒｏｓｃｏｅ 小売業 衣料品 5%

24,425 福島県 福島市 Ｒｏｓｃｏｅ 小売業 衣料品 5%

24,426 福島県 福島市 炉端酒家　たすいち サービス 飲食業 5%

24,427 福島県 福島市 浪漫亭 サービス 飲食業 5%

24,428 福島県 福島市 浪漫亭 サービス 飲食業 5%

24,429 福島県 福島市 ＹＳＰ福島 小売業 その他小売 5%

24,430 福島県 福島市 ＷＩＬＤ　ＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

24,431 福島県 福島市 わたなべ商店 小売業 その他小売 5%

24,432 福島県 福島市 わたなべ商店 小売業 家具・調度品 5%

24,433 福島県 福島市 ワタナベ電器 小売業 電化製品 5%

24,434 福島県 福島市 ワタリ電化 小売業 電化製品 5%

24,435 福島県 福島市 ワタリヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

24,436 福島県 福島市 ワタリヤ 小売業 その他小売 5%

24,437 福島県 福島市 和風ダイニングきち傳 サービス 飲食業 5%

24,438 福島県 福島市 和風料理　絹の里 サービス 飲食業 5%

24,439 福島県 福島市 グリーンライフＪＰ リリーズカフェ 小売業 食料品 5%

24,440 福島県 双葉町 双葉伊達屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,441 福島県 古殿町 ＪＡ古殿営農生活センター 小売業 その他小売 5%

24,442 福島県 古殿町 大原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,443 福島県 古殿町 竹貫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,444 福島県 古殿町 ブイチェーンスーパーカケダ店 小売業 食料品 5%
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24,445 福島県 古殿町 古殿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,446 福島県 南会津町 会津清香園 サービス 飲食業 5%

24,447 福島県 南会津町 セブン－イレブン会津田島店 小売業 食料品 2%

24,448 福島県 南会津町 会津木綿　ＭＯＮ＆ＭＡＲＩ 小売業 その他小売 5%

24,449 福島県 南会津町 会津レンタカー サービス その他サービス 5%

24,450 福島県 南会津町 阿久津製菓 小売業 食料品 5%

24,451 福島県 南会津町 荒海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,452 福島県 南会津町 いなＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,453 福島県 南会津町 田舎宿ありが サービス 宿泊業 5%

24,454 福島県 南会津町 おしゃれはうす　きらり　おしゃれはうすきらり サービス 理容・美容業 5%

24,455 福島県 南会津町 おぜしかプロジェクト 小売業 その他小売 5%

24,456 福島県 南会津町 夏秋ショップ 小売業 食料品 5%

24,457 福島県 南会津町 ガストホフ逢う日会うでい サービス 宿泊業 5%

24,458 福島県 南会津町 ガストホフ逢う日会うでい サービス 宿泊業 5%

24,459 福島県 南会津町 ＣＡＦＥ　ＪＩＭＡＭＡ サービス 飲食業 5%

24,460 福島県 南会津町 株式会社オートボディーヒデ サービス その他サービス 5%

24,461 福島県 南会津町 木の店ステラ 小売業 その他小売 5%

24,462 福島県 南会津町 しゃれっと 小売業 その他小売 5%

24,463 福島県 南会津町 新倉商店 小売業 食料品 5%

24,464 福島県 南会津町 田島駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,465 福島県 南会津町 田島川島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,466 福島県 南会津町 田島東 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,467 福島県 南会津町 舘岩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,468 福島県 南会津町 舘岩塩ノ原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,469 福島県 南会津町 田部原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,470 福島県 南会津町 東北電化センター 小売業 電化製品 5%

24,471 福島県 南会津町 トヨタカローラ福島田島店 小売業 その他小売 5%

24,472 福島県 南会津町 ｈｉｔｏｔｓｕｂｕ 小売業 その他小売 5%

24,473 福島県 南会津町 福島トヨペット南会津店 小売業 その他小売 5%

24,474 福島県 南会津町 プチホテル　ガーデンまつぶし サービス 宿泊業 5%

24,475 福島県 南会津町 ペンションエンドレス サービス 宿泊業 5%

24,476 福島県 南会津町 ペンションワインズ サービス 宿泊業 5%

24,477 福島県 南会津町 宮川屋 小売業 食料品 5%

24,478 福島県 南会津町 持石商店 小売業 その他小売 5%

24,479 福島県 南会津町 有限会社会津六名館 サービス 宿泊業 5%

24,480 福島県 南相馬市 アーティジャングル 小売業 衣料品 5%

24,481 福島県 南相馬市 阿部仏具店 小売業 家具・調度品 5%

24,482 福島県 南相馬市 出光原町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,483 福島県 南相馬市 大町マルシェ 小売業 その他小売 5%

24,484 福島県 南相馬市 小高ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,485 福島県 南相馬市 小高工房 小売業 食料品 5%

24,486 福島県 南相馬市 オフハウス原町店 小売業 その他小売 2%
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24,487 福島県 南相馬市 おもちゃ屋本舗南相馬店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

24,488 福島県 南相馬市 オリックスレンタカー原ノ町駅前店 サービス その他サービス 2%

24,489 福島県 南相馬市 鹿島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,490 福島県 南相馬市 鹿島カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

24,491 福島県 南相馬市 株式会社キドオートサービス サービス その他サービス 5%

24,492 福島県 南相馬市 株式会社高田金銀堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

24,493 福島県 南相馬市 上町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,494 福島県 南相馬市 ガレージホカリ 小売業 その他小売 5%

24,495 福島県 南相馬市 ガレージホカリ 小売業 その他小売 5%

24,496 福島県 南相馬市 元祖東京いか焼き　うまいか本舗 サービス 飲食業 5%

24,497 福島県 南相馬市 元祖東京いか焼き うまいか本舗 サービス 飲食業 5%

24,498 福島県 南相馬市 牛屋　Ｈｉｋｏｂｅｒ　原町店 サービス 飲食業 5%

24,499 福島県 南相馬市 車川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,500 福島県 南相馬市 コモド・イン南相馬 サービス 宿泊業 5%

24,501 福島県 南相馬市 サイヤ 小売業 その他小売 5%

24,502 福島県 南相馬市 合資会社　塩屋金物店 小売業 その他小売 5%

24,503 福島県 南相馬市 十割そば華のれん サービス 飲食業 5%

24,504 福島県 南相馬市 ジョイントふるうち 小売業 電化製品 5%

24,505 福島県 南相馬市 書優会　原町支店 小売業 その他小売 5%

24,506 福島県 南相馬市 セルフ小高ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,507 福島県 南相馬市 セルフ原町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,508 福島県 南相馬市 セルフ原町西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,509 福島県 南相馬市 セブン－イレブン相馬鹿島店 小売業 食料品 2%

24,510 福島県 南相馬市 ダイコク　原町店 小売業 家具・調度品 5%

24,511 福島県 南相馬市 タイヤショップ　ワタナベ 小売業 その他小売 5%

24,512 福島県 南相馬市 トヨタカローラいわき原町店 小売業 その他小売 5%

24,513 福島県 南相馬市 トヨタ部品福島共販原町営業所 サービス その他サービス 5%

24,514 福島県 南相馬市 トヨタレンタリース福島原ノ町駅前店 サービス その他サービス 2%

24,515 福島県 南相馬市 永橋電器 小売業 電化製品 5%

24,516 福島県 南相馬市 西町電化センター 小売業 電化製品 5%

24,517 福島県 南相馬市 ニュー鹿島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,518 福島県 南相馬市 ＮａｉｌａｎｄＡｒｏｍａＯｒａｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

24,519 福島県 南相馬市 ネッツトヨタノヴェルふくしま南相馬店 小売業 その他小売 5%

24,520 福島県 南相馬市 ネッツトヨタ福島原町店 小売業 その他小売 5%

24,521 福島県 南相馬市 ハッピー理美容室　ハッピー理美容室 サービス 理容・美容業 5%

24,522 福島県 南相馬市 浜屋電器 小売業 電化製品 5%

24,523 福島県 南相馬市 セブン－イレブン原ノ町駅前店 小売業 食料品 2%

24,524 福島県 南相馬市 セブン－イレブン原町石神店 小売業 食料品 2%

24,525 福島県 南相馬市 原町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,526 福島県 南相馬市 セブン－イレブン原町大木戸店 小売業 食料品 2%

24,527 福島県 南相馬市 セブン－イレブン原町大甕店 小売業 食料品 2%

24,528 福島県 南相馬市 原町北長野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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24,529 福島県 南相馬市 セブン－イレブン原町牛来店 小売業 食料品 2%

24,530 福島県 南相馬市 原町電化 小売業 電化製品 5%

24,531 福島県 南相馬市 原町西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,532 福島県 南相馬市 セブン－イレブン原町西町店 小売業 食料品 2%

24,533 福島県 南相馬市 セブン－イレブン原町本陣前店 小売業 食料品 2%

24,534 福島県 南相馬市 原町南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,535 福島県 南相馬市 原町本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,536 福島県 南相馬市 菅頭電機 小売業 電化製品 5%

24,537 福島県 南相馬市 ビジネスホテル高見 サービス 宿泊業 5%

24,538 福島県 南相馬市 ビジネスホテル　高見ＡＮＮＥＸ サービス 宿泊業 5%

24,539 福島県 南相馬市 Ｆａｉｔｈ サービス 理容・美容業 5%

24,540 福島県 南相馬市 福島トヨタ自動車原町店 小売業 その他小売 5%

24,541 福島県 南相馬市 福島トヨペット南相馬店 小売業 その他小売 5%

24,542 福島県 南相馬市 フレスコキクチ　鹿島店 小売業 食料品 5%

24,543 福島県 南相馬市 フレスコキクチ　北町店 小売業 食料品 5%

24,544 福島県 南相馬市 フレスコキクチ　東原町店 小売業 食料品 5%

24,545 福島県 南相馬市 ホテル扇屋 サービス 宿泊業 5%

24,546 福島県 南相馬市 ホテル西山南相馬店 サービス 宿泊業 5%

24,547 福島県 南相馬市 三上魚店　三上魚店 小売業 食料品 5%

24,548 福島県 南相馬市 みそ漬処　香の蔵 小売業 食料品 5%

24,549 福島県 南相馬市 ミッシーズ サービス 理容・美容業 5%

24,550 福島県 南相馬市 セブン－イレブン南相馬小高福岡店 小売業 食料品 2%

24,551 福島県 南相馬市 南相馬鹿島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,552 福島県 南相馬市 セブン－イレブン南相馬鹿島寺内店 小売業 食料品 2%

24,553 福島県 南相馬市 ヤマキ保健薬局 小売業 その他小売 5%

24,554 福島県 南相馬市 有限会社　松月堂 小売業 食料品 5%

24,555 福島県 南相馬市 有限会社コダマオートボデー サービス その他サービス 5%

24,556 福島県 南相馬市 渡部帽子・カバン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

24,557 福島県 三春町 Ａ－Ｂｕｌｋ 小売業 食料品 5%

24,558 福島県 三春町 有　大谷酒店 小売業 食料品 5%

24,559 福島県 三春町 お食事処　やま喜 サービス 飲食業 5%

24,560 福島県 三春町 かねい呉服店 小売業 衣料品 5%

24,561 福島県 三春町 カフェーブリキイヌ サービス 飲食業 5%

24,562 福島県 三春町 カフェーブリキイヌ　イベント サービス 飲食業 5%

24,563 福島県 三春町 ごっつぉイイナイ サービス 飲食業 5%

24,564 福島県 三春町 スプラウト　ＢＲＩＴＯＭＡＲＴ店 小売業 その他小売 5%

24,565 福島県 三春町 ＴＯ　ＦＵ　Ｃａｆ?　おおはたや サービス 飲食業 5%

24,566 福島県 三春町 トミタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

24,567 福島県 三春町 トミタ　三春店 小売業 貴金属・服飾品 5%

24,568 福島県 三春町 （有）八文字屋 サービス 飲食業 5%

24,569 福島県 三春町 フジデンキ 小売業 電化製品 5%

24,570 福島県 三春町 三春ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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24,571 福島県 三春町 セブン－イレブン三春インター店 小売業 食料品 2%

24,572 福島県 三春町 三春駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,573 福島県 三春町 セブン－イレブン三春斉藤店 小売業 食料品 2%

24,574 福島県 三春町 セブン－イレブン三春下舞木店 小売業 食料品 2%

24,575 福島県 三春町 三春電化サービス 小売業 電化製品 5%

24,576 福島県 三春町 ＡＥ有限会社宗像清商店 小売業 その他小売 5%

24,577 福島県 三春町 ｍｏｊａ＊三春ブリトマート店 小売業 衣料品 5%

24,578 福島県 三春町 （有）割烹大音 サービス 飲食業 5%

24,579 福島県 三春町 有限会社わたや呉服店 小売業 衣料品 5%

24,580 福島県 三春町 Ｒｉｍ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

24,581 福島県 本宮市 阿部写真館 サービス その他サービス 5%

24,582 福島県 本宮市 オーデイン本宮店 小売業 その他小売 5%

24,583 福島県 本宮市 オートボディ　エフ サービス その他サービス 5%

24,584 福島県 本宮市 海鮮二刀流鯛介 サービス 飲食業 5%

24,585 福島県 本宮市 菓匠きねや 小売業 食料品 5%

24,586 福島県 本宮市 木津電化ストアー 小売業 電化製品 5%

24,587 福島県 本宮市 斉藤電器商会 小売業 電化製品 5%

24,588 福島県 本宮市 セブンーイレブン新本宮店 小売業 食料品 2%

24,589 福島県 本宮市 株式会社竹や石材店 小売業 家具・調度品 5%

24,590 福島県 本宮市 田村屋本店 小売業 食料品 5%

24,591 福島県 本宮市 ナミキ屋 小売業 衣料品 5%

24,592 福島県 本宮市 （有）成田屋制服工房すくらいふ 小売業 衣料品 5%

24,593 福島県 本宮市 ニュー小田部ＳＳ　渡辺モーター 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,594 福島県 本宮市 セブン－イレブン福島白沢店 小売業 食料品 2%

24,595 福島県 本宮市 福島トヨタ自動車くるまックス本宮店 小売業 その他小売 5%

24,596 福島県 本宮市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＫＯＫＵＢＵＮ サービス 理容・美容業 5%

24,597 福島県 本宮市 ヘアーサロンサンペイ サービス 理容・美容業 5%

24,598 福島県 本宮市 ページワン　本宮店 小売業 その他小売 5%

24,599 福島県 本宮市 メガネの石沢　本宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

24,600 福島県 本宮市 本芝 小売業 その他小売 5%

24,601 福島県 本宮市 本芝　本芝　訪問工事用 小売業 その他小売 5%

24,602 福島県 本宮市 セブン－イレブン本宮荒井店 小売業 食料品 2%

24,603 福島県 本宮市 本宮インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,604 福島県 本宮市 本宮柏屋 小売業 食料品 5%

24,605 福島県 本宮市 セブン－イレブン本宮高木店 小売業 食料品 2%

24,606 福島県 本宮市 セブンーイレブン本宮店 小売業 食料品 2%

24,607 福島県 本宮市 セブンーイレブン本宮名郷店 小売業 食料品 2%

24,608 福島県 本宮市 セブンーイレブン本宮万世店 小売業 食料品 2%

24,609 福島県 本宮市 本宮南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,610 福島県 柳津町 さくら家土産店 サービス その他サービス 5%

24,611 福島県 柳津町 長沢テレビピアノ商会 小売業 電化製品 5%

24,612 福島県 柳津町 柳津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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24,613 福島県 柳津町 柳津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,614 福島県 矢吹町 ＪＭ／あぶくま自転車工房 小売業 その他小売 5%

24,615 福島県 矢吹町 オートギャラリー２１ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,616 福島県 矢吹町 割烹温泉　観音湯 サービス 宿泊業 5%

24,617 福島県 矢吹町 ＳＡＫＡＩＳＷＥＥＴＳＭＡＲＫＥ 小売業 食料品 5%

24,618 福島県 矢吹町 三城目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,619 福島県 矢吹町 三城目北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,620 福島県 矢吹町 ＪＡ三神支店 小売業 その他小売 5%

24,621 福島県 矢吹町 宍戸善四郎商店 小売業 食料品 5%

24,622 福島県 矢吹町 高木ミンク福島店 小売業 衣料品 5%

24,623 福島県 矢吹町 東北エネルギー 小売業 その他小売 5%

24,624 福島県 矢吹町 友の家 サービス 飲食業 5%

24,625 福島県 矢吹町 ニューヒーローズ サービス 理容・美容業 5%

24,626 福島県 矢吹町 ＨａｐｐｙＢｅｒｒｙＹａｂｕｋｉ サービス 飲食業 5%

24,627 福島県 矢吹町 パワープロジェクト サービス その他サービス 5%

24,628 福島県 矢吹町 ブティック　りぶれ 小売業 衣料品 5%

24,629 福島県 矢吹町 矢吹ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,630 福島県 矢吹町 セブン－イレブン矢吹大畑店 小売業 食料品 2%

24,631 福島県 矢吹町 矢吹給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,632 福島県 矢吹町 矢吹ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,633 福島県 矢吹町 矢吹タクシー サービス 運輸業 5%

24,634 福島県 矢吹町 セブン－イレブン矢吹中央インター店 小売業 食料品 2%

24,635 福島県 矢吹町 矢吹中央セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,636 福島県 矢吹町 セブン－イレブン矢吹東郷店 小売業 食料品 2%

24,637 福島県 矢吹町 ルート４矢吹インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,638 福島県 矢祭町 神子島酒店 小売業 その他小売 5%

24,639 福島県 矢祭町 珈琲香坊 サービス 飲食業 5%

24,640 福島県 矢祭町 珈琲香坊 サービス 飲食業 5%

24,641 福島県 矢祭町 株式会社丸安 サービス 飲食業 5%

24,642 福島県 矢祭町 日石矢祭町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,643 福島県 矢祭町 出光東舘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,644 福島県 矢祭町 松本電機商会 小売業 電化製品 5%

24,645 福島県 矢祭町 矢祭自工 サービス その他サービス 5%

24,646 福島県 矢祭町 セブン－イレブン矢祭中石井店 小売業 食料品 2%

24,647 福島県 湯川村 セブン－イレブン会津湯川浜崎店 小売業 食料品 2%

24,648 福島県 湯川村 ｃａｆｅ　　ｓｈｏｐ　ＳＯＲＡ サービス 飲食業 5%

24,649 茨城県 阿見町 アイコール　阿見店 小売業 貴金属・服飾品 5%

24,650 茨城県 阿見町 阿見 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,651 茨城県 阿見町 阿見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,652 茨城県 阿見町 セブン－イレブン阿見あけぼの店 小売業 食料品 2%

24,653 茨城県 阿見町 セブン－イレブン阿見荒川沖駅東店 小売業 食料品 2%

24,654 茨城県 阿見町 セブン－イレブン阿見追原南店 小売業 食料品 2%
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24,655 茨城県 阿見町 セブン－イレブン阿見掛馬店 小売業 食料品 2%

24,656 茨城県 阿見町 セブン－イレブン阿見上本郷店 小売業 食料品 2%

24,657 茨城県 阿見町 阿見購買書籍店 小売業 その他小売 5%

24,658 茨城県 阿見町 セブン－イレブン阿見実穀店 小売業 食料品 2%

24,659 茨城県 阿見町 阿見食堂部 サービス 飲食業 5%

24,660 茨城県 阿見町 阿見食堂部（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

24,661 茨城県 阿見町 セブンーイレブン阿見中央１丁目店 小売業 食料品 2%

24,662 茨城県 阿見町 セブン－イレブン阿見中央７丁目店 小売業 食料品 2%

24,663 茨城県 阿見町 セブン－イレブン阿見寺子店 小売業 食料品 2%

24,664 茨城県 阿見町 セブンーイレブン阿見西郷店 小売業 食料品 2%

24,665 茨城県 阿見町 セブン－イレブン阿見東インター入口店 小売業 食料品 2%

24,666 茨城県 阿見町 出光飯倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,667 茨城県 阿見町 茨城大学生協　阿見購買書籍店 サービス その他サービス 5%

24,668 茨城県 阿見町 茨城大学生協　阿見購買店 サービス その他サービス 5%

24,669 茨城県 阿見町 茨城大生協　阿見購買書籍店 サービス その他サービス 5%

24,670 茨城県 阿見町 魚と酒菜　とき和 サービス 飲食業 5%

24,671 茨城県 阿見町 えっ！何屋 サービス 飲食業 5%

24,672 茨城県 阿見町 奥山浩二 サービス その他サービス 5%

24,673 茨城県 阿見町 学園むつみ自動車阿見工場 サービス その他サービス 5%

24,674 茨城県 阿見町 かねき　阿見店 サービス 飲食業 5%

24,675 茨城県 阿見町 （株）四国造園 小売業 その他小売 5%

24,676 茨城県 阿見町 株式会社フロンティアジャパン サービス その他サービス 5%

24,677 茨城県 阿見町 Ｇｒａｎｄａｍｅ　ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

24,678 茨城県 阿見町 クレール動物病院 サービス その他サービス 5%

24,679 茨城県 阿見町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　アドバンスセルフ荒川本郷店 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,680 茨城県 阿見町 トヨタレンタリース茨城土浦荒川沖店 サービス その他サービス 2%

24,681 茨城県 阿見町 中田電気 小売業 電化製品 5%

24,682 茨城県 阿見町 ハギヤ電器 小売業 電化製品 5%

24,683 茨城県 阿見町 橋本衣料 小売業 衣料品 5%

24,684 茨城県 阿見町 パナピツト　イシカワ店 小売業 電化製品 5%

24,685 茨城県 阿見町 ばんどう太郎ひたちの牛久店 サービス 飲食業 5%

24,686 茨城県 阿見町 フォーエスつくばハギヤ 小売業 電化製品 5%

24,687 茨城県 阿見町 ブルーベリーみやもと サービス その他サービス 5%

24,688 茨城県 阿見町 マクドナルド阿見カスミ店 サービス 飲食業 2%

24,689 茨城県 阿見町 マクドナルド１２５阿見店 サービス 飲食業 2%

24,690 茨城県 阿見町 メガネストアー荒川沖本店 小売業 その他小売 5%

24,691 茨城県 阿見町 メル友　阿見店 小売業 電化製品 5%

24,692 茨城県 阿見町 ヤンキー麺　麺屋　秀 サービス 飲食業 5%

24,693 茨城県 阿見町 有限会社カーブテイック サービス その他サービス 5%

24,694 茨城県 阿見町 ヨーリン 小売業 その他小売 5%

24,695 茨城県 阿見町 ランドロームフードマーケット阿見店 小売業 食料品 5%

24,696 茨城県 阿見町 Ｒｏｃｋｙつくば阿見店 サービス その他サービス 5%
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24,697 茨城県 阿見町 ｙｃ荒川沖東口 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

24,698 茨城県 石岡市 アニマルガーデン石岡店 小売業 その他小売 5%

24,699 茨城県 石岡市 ａｎｔｈｏｓ サービス 理容・美容業 5%

24,700 茨城県 石岡市 ａｎｔｈｏｓ サービス 理容・美容業 5%

24,701 茨城県 石岡市 セブン－イレブン石岡運動公園前店 小売業 食料品 2%

24,702 茨城県 石岡市 石岡ＳＳ　常陸石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,703 茨城県 石岡市 セブン－イレブン石岡小美玉スマートインター店 小売業 食料品 2%

24,704 茨城県 石岡市 セブン－イレブン石岡貝地店 小売業 食料品 2%

24,705 茨城県 石岡市 セブン－イレブン石岡鹿の子店 小売業 食料品 2%

24,706 茨城県 石岡市 セブン－イレブン石岡上林店 小売業 食料品 2%

24,707 茨城県 石岡市 セブン－イレブン石岡北府中店 小売業 食料品 2%

24,708 茨城県 石岡市 セブン－イレブン石岡杉並４丁目店 小売業 食料品 2%

24,709 茨城県 石岡市 セブン－イレブン石岡中央店 小売業 食料品 2%

24,710 茨城県 石岡市 セブンーイレブン石岡東成井店 小売業 食料品 2%

24,711 茨城県 石岡市 セブン－イレブン石岡府中３丁目店 小売業 食料品 2%

24,712 茨城県 石岡市 石岡プラザホテル サービス 宿泊業 5%

24,713 茨城県 石岡市 井関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,714 茨城県 石岡市 潮来自動車販売石岡店 小売業 その他小売 5%

24,715 茨城県 石岡市 茨城トヨペット石岡東大橋店 小売業 その他小売 5%

24,716 茨城県 石岡市 ＩＮＦＩＮＩＴＥ 小売業 その他小売 5%

24,717 茨城県 石岡市 ウェルカムいしおかＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,718 茨城県 石岡市 ＡｌｅＨｏｕｓｅＬｕｃｙ サービス 飲食業 5%

24,719 茨城県 石岡市 オオクボ理容室 サービス 理容・美容業 5%

24,720 茨城県 石岡市 大砂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,721 茨城県 石岡市 お菓子工房プティグリオ 小売業 食料品 5%

24,722 茨城県 石岡市 小幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,723 茨城県 石岡市 小幡中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,724 茨城県 石岡市 オリックスレンタカー石岡店 サービス その他サービス 2%

24,725 茨城県 石岡市 柿岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,726 茨城県 石岡市 かねき　石岡店 サービス 飲食業 5%

24,727 茨城県 石岡市 株式会社荒野自動車 サービス その他サービス 5%

24,728 茨城県 石岡市 株式会社村田自動車 小売業 その他小売 5%

24,729 茨城県 石岡市 狩谷電機株式会社 小売業 電化製品 5%

24,730 茨城県 石岡市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋石岡東光台店 サービス 飲食業 2%

24,731 茨城県 石岡市 瓦谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,732 茨城県 石岡市 石岡 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,733 茨城県 石岡市 ＧＡＬＡＸＹ サービス 理容・美容業 5%

24,734 茨城県 石岡市 コンディショニングサロンｈｏｍｅ サービス 理容・美容業 5%

24,735 茨城県 石岡市 コンティニューヘアーデザイン サービス 理容・美容業 5%

24,736 茨城県 石岡市 酒と肴のたか木 サービス 飲食業 5%

24,737 茨城県 石岡市 三和自動車工業 小売業 その他小売 5%

24,738 茨城県 石岡市 Ｃ　Ｈ　Ｋレーシングサービス サービス その他サービス 5%
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24,739 茨城県 石岡市 ＪＡやさと「里の四季」園部直売所 小売業 食料品 5%

24,740 茨城県 石岡市 志摩 サービス 飲食業 5%

24,741 茨城県 石岡市 スズキアリーナ　石岡 小売業 その他小売 5%

24,742 茨城県 石岡市 スズキ販売　石岡中央 サービス その他サービス 5%

24,743 茨城県 石岡市 すたみな太郎　石岡店 サービス 飲食業 5%

24,744 茨城県 石岡市 炭火焼肉 まん平 サービス 飲食業 5%

24,745 茨城県 石岡市 園部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,746 茨城県 石岡市 タイヤセンターオオツカ 小売業 その他小売 5%

24,747 茨城県 石岡市 高浜ＳＳ　有限会社ウエタ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,748 茨城県 石岡市 タガミオートワークス サービス その他サービス 5%

24,749 茨城県 石岡市 珍來石岡東光台店 サービス 飲食業 5%

24,750 茨城県 石岡市 釣具　菱屋 小売業 その他小売 5%

24,751 茨城県 石岡市 ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎｏｌｕｏｌｕ サービス 理容・美容業 5%

24,752 茨城県 石岡市 ときわ書店石岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

24,753 茨城県 石岡市 トヨタカローラ南茨城石岡店 小売業 その他小売 5%

24,754 茨城県 石岡市 トヨタレンタリース茨城石岡駅前店 サービス その他サービス 2%

24,755 茨城県 石岡市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｇｒａｎｏ サービス 飲食業 5%

24,756 茨城県 石岡市 ハンモック＆リラクゼーションＮａｎａ－ｌａ サービス その他サービス 5%

24,757 茨城県 石岡市 鍋源酒店 鍋現酒店 小売業 食料品 5%

24,758 茨城県 石岡市 新治自動車　本社 サービス その他サービス 5%

24,759 茨城県 石岡市 ネッツトヨタ茨城マイネ石岡 小売業 その他小売 5%

24,760 茨城県 石岡市 ネッツトヨタ水戸石岡店 小売業 その他小売 5%

24,761 茨城県 石岡市 ＮＥＭＯＴＯ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

24,762 茨城県 石岡市 坂東太郎石岡総本店 サービス 飲食業 5%

24,763 茨城県 石岡市 東成井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,764 茨城県 石岡市 常陸住宅株式会社 サービス その他サービス 5%

24,765 茨城県 石岡市 ビューティーショップカワムラ サービス 理容・美容業 5%

24,766 茨城県 石岡市 フォーエスつくばイイダ 小売業 電化製品 5%

24,767 茨城県 石岡市 フォーエスつくばシオタ 小売業 電化製品 5%

24,768 茨城県 石岡市 フォーエスつくばトチモト 小売業 電化製品 5%

24,769 茨城県 石岡市 富士書店　石岡店 小売業 その他小売 5%

24,770 茨城県 石岡市 フライングスクワッド 小売業 その他小売 5%

24,771 茨城県 石岡市 ＦｌｏｗｅｒＳｔｕｄｉｏＳ 小売業 その他小売 5%

24,772 茨城県 石岡市 ヘアーアルチザン　ナカジマ サービス 理容・美容業 5%

24,773 茨城県 石岡市 ヘアースタジオ ブロス サービス 理容・美容業 5%

24,774 茨城県 石岡市 Ｂｅｌｌｅ　Ｓｗｅｅｔ サービス 理容・美容業 5%

24,775 茨城県 石岡市 ＨＯＴＥＬ　ＳＯＳＨＡ サービス 宿泊業 5%

24,776 茨城県 石岡市 ホテル橋本楼 サービス 宿泊業 5%

24,777 茨城県 石岡市 マクドナルド６号石岡店 サービス 飲食業 2%

24,778 茨城県 石岡市 マルサストアー 小売業 その他小売 5%

24,779 茨城県 石岡市 水戸ヤクルト販売 八郷センター 小売業 食料品 5%

24,780 茨城県 石岡市 みむら動物病院 サービス その他サービス 5%
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24,781 茨城県 石岡市 メガネストアーフォレストモール石岡店 小売業 その他小売 5%

24,782 茨城県 石岡市 メガネストアー石岡店 小売業 その他小売 5%

24,783 茨城県 石岡市 メガネのクロサワ石岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

24,784 茨城県 石岡市 メガネのトミオカ 小売業 その他小売 5%

24,785 茨城県 石岡市 モリ幸クリーニング サービス その他サービス 5%

24,786 茨城県 石岡市 焼肉石岡苑 サービス 飲食業 5%

24,787 茨城県 石岡市 焼肉カルビチャンプ　石岡店 サービス 飲食業 5%

24,788 茨城県 石岡市 やさと温泉ゆりの郷 サービス その他サービス 5%

24,789 茨城県 石岡市 八郷瓦谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,790 茨城県 石岡市 やさと農協　柿岡直売所 小売業 食料品 5%

24,791 茨城県 石岡市 ＹＣ石岡東部 サービス その他サービス 5%

24,792 茨城県 潮来市 アドニス理容室 サービス 理容・美容業 5%

24,793 茨城県 潮来市 飯笹第二治療院 サービス その他サービス 5%

24,794 茨城県 潮来市 潮来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,795 茨城県 潮来市 セブン－イレブン潮来あやめ１丁目店 小売業 食料品 2%

24,796 茨城県 潮来市 潮来北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,797 茨城県 潮来市 潮来自動車販売　旭店 小売業 その他小売 5%

24,798 茨城県 潮来市 セブン－イレブン潮来洲崎店 小売業 食料品 2%

24,799 茨城県 潮来市 潮来中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,800 茨城県 潮来市 セブン－イレブン潮来永山店 小売業 食料品 2%

24,801 茨城県 潮来市 潮来バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,802 茨城県 潮来市 セブン－イレブン潮来日の出６丁目店 小売業 食料品 2%

24,803 茨城県 潮来市 潮来ホテル サービス 宿泊業 5%

24,804 茨城県 潮来市 セブン－イレブン潮来本町店 小売業 食料品 2%

24,805 茨城県 潮来市 セブン－イレブン潮来宮前店 小売業 食料品 2%

24,806 茨城県 潮来市 セブン－イレブン潮来茂木店 小売業 食料品 2%

24,807 茨城県 潮来市 セブン－イレブン茨城潮来バイパス店 小売業 食料品 2%

24,808 茨城県 潮来市 茨城トヨペット潮来店 小売業 その他小売 5%

24,809 茨城県 潮来市 牛堀バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,810 茨城県 潮来市 牛堀上戸川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,811 茨城県 潮来市 河合塾マナビス潮来校 サービス その他サービス 2%

24,812 茨城県 潮来市 キッチンハウス　かや サービス 飲食業 5%

24,813 茨城県 潮来市 きんぱら石材　きんぱら石材 小売業 その他小売 5%

24,814 茨城県 潮来市 坂本電機 小売業 電化製品 5%

24,815 茨城県 潮来市 サンフレッシュいいつか 小売業 その他小売 5%

24,816 茨城県 潮来市 ジースタイル 小売業 その他小売 5%

24,817 茨城県 潮来市 税理士法人 岩本会計 サービス その他サービス 5%

24,818 茨城県 潮来市 タイヤショップドライブイン 小売業 その他小売 5%

24,819 茨城県 潮来市 高田商会 小売業 衣料品 5%

24,820 茨城県 潮来市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　潮来日の出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,821 茨城県 潮来市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ潮来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,822 茨城県 潮来市 トヨタカローラ南茨城潮来店 小売業 その他小売 5%
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24,823 茨城県 潮来市 ニッセンシェイプファンデサロンドミチ 小売業 衣料品 5%

24,824 茨城県 潮来市 ネッツトヨタ水戸潮来店 小売業 その他小売 5%

24,825 茨城県 潮来市 根本クリーニング 根本クリーニング潮来本店 サービス その他サービス 5%

24,826 茨城県 潮来市 根本クリーニング 根本クリーニング セイミヤ延方店 サービス その他サービス 5%

24,827 茨城県 潮来市 延方アヤメ塾 サービス その他サービス 5%

24,828 茨城県 潮来市 のみ処たべ処信助　のみ処　たべ処　信助 サービス 飲食業 5%

24,829 茨城県 潮来市 はしや サービス 飲食業 5%

24,830 茨城県 潮来市 はしや サービス 飲食業 5%

24,831 茨城県 潮来市 美容室　ＷＩＴ サービス 理容・美容業 5%

24,832 茨城県 潮来市 ファッションハウスかどみせ 小売業 衣料品 5%

24,833 茨城県 潮来市 ＦＬＯＳＳＹ 小売業 衣料品 5%

24,834 茨城県 潮来市 ＦＬＯＳＳＹ 小売業 衣料品 5%

24,835 茨城県 潮来市 ヘアーサロン　ホリコシ サービス 理容・美容業 5%

24,836 茨城県 潮来市 本と文具の大地堂ララルー店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

24,837 茨城県 潮来市 マクドナルド５１号潮来店 サービス 飲食業 2%

24,838 茨城県 潮来市 水戸ヤクルト販売 潮来センター 小売業 食料品 5%

24,839 茨城県 潮来市 －ｙｕｉａ－ 小売業 衣料品 5%

24,840 茨城県 潮来市 ＬＩＴＴＬＥＧＡＲＤＥＮ 小売業 衣料品 5%

24,841 茨城県 稲敷市 アイコールコンタクト　新利根コム店 小売業 貴金属・服飾品 5%

24,842 茨城県 稲敷市 アイコール　パルナ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

24,843 茨城県 稲敷市 ＡＵＴＲＥＣ 小売業 その他小売 5%

24,844 茨城県 稲敷市 東町六角ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,845 茨城県 稲敷市 あらい 小売業 衣料品 5%

24,846 茨城県 稲敷市 セブン－イレブン稲敷江戸崎店 小売業 食料品 2%

24,847 茨城県 稲敷市 セブン－イレブン稲敷小角店 小売業 食料品 2%

24,848 茨城県 稲敷市 セブン－イレブン稲敷下太田店 小売業 食料品 2%

24,849 茨城県 稲敷市 セブン－イレブン稲敷古渡店 小売業 食料品 2%

24,850 茨城県 稲敷市 セブン－イレブン稲敷三島店 小売業 食料品 2%

24,851 茨城県 稲敷市 セブン－イレブン茨城東伊佐部店 小売業 食料品 2%

24,852 茨城県 稲敷市 セブン－イレブン茨城東西代店 小売業 食料品 2%

24,853 茨城県 稲敷市 茨城トヨペット江戸崎店 小売業 その他小売 5%

24,854 茨城県 稲敷市 セブン－イレブン江戸崎高田店 小売業 食料品 2%

24,855 茨城県 稲敷市 江戸崎バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,856 茨城県 稲敷市 有限会社大山商事 サービス その他サービス 5%

24,857 茨城県 稲敷市 角崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,858 茨城県 稲敷市 桑山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,859 茨城県 稲敷市 幸田ＳＳ　松葉石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,860 茨城県 稲敷市 鴻巣デンキ 小売業 電化製品 5%

24,861 茨城県 稲敷市 桜川ＳＳ　大和屋石油有限会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,862 茨城県 稲敷市 セブン－イレブン桜川浮島店 小売業 食料品 2%

24,863 茨城県 稲敷市 新利根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,864 茨城県 稲敷市 新利根ＳＳ　中桐石油 小売業 ガソリンスタンド 2%
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24,865 茨城県 稲敷市 新利根中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,866 茨城県 稲敷市 水郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,867 茨城県 稲敷市 須賀津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,868 茨城県 稲敷市 鮨小野 サービス 飲食業 5%

24,869 茨城県 稲敷市 タフロック・ジャパン 小売業 その他小売 5%

24,870 茨城県 稲敷市 てしごと舎ｋｕｒａｓｏ サービス その他サービス 5%

24,871 茨城県 稲敷市 トヨタカローラ南茨城稲敷店 小売業 その他小売 5%

24,872 茨城県 稲敷市 西代 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,873 茨城県 稲敷市 古渡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,874 茨城県 稲敷市 ホースファームエルミオーレ江戸崎 サービス その他サービス 5%

24,875 茨城県 稲敷市 ＢｏｄｙＳｈｏｐＫａｉｔｏ サービス その他サービス 5%

24,876 茨城県 稲敷市 マキロックサービス サービス その他サービス 5%

24,877 茨城県 稲敷市 マクドナルド江戸崎パンプ店 サービス 飲食業 2%

24,878 茨城県 稲敷市 松かたシャルキュトリー 小売業 食料品 5%

24,879 茨城県 稲敷市 ｍｏｔｏｃｉｓｔｅｋｉｙｏｙａｍａ サービス その他サービス 5%

24,880 茨城県 稲敷市 有限会社　藤本自動車販売 サービス その他サービス 5%

24,881 茨城県 稲敷市 ライフピット　いけだ 小売業 電化製品 5%

24,882 茨城県 茨城町 犬の牧場 小売業 その他小売 5%

24,883 茨城県 茨城町 茨城奥ノ谷 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,884 茨城県 茨城町 セブン－イレブン茨城城之内店 小売業 食料品 2%

24,885 茨城県 茨城町 茨城トヨペットＵ－ｃａｒセンター６号水戸 小売業 その他小売 5%

24,886 茨城県 茨城町 茨城長岡 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,887 茨城県 茨城町 茨城日野自動車茨城支店 小売業 その他小売 5%

24,888 茨城県 茨城町 セブン－イレブン茨城町大戸店 小売業 食料品 2%

24,889 茨城県 茨城町 セブン－イレブン茨城町小堤店 小売業 食料品 2%

24,890 茨城県 茨城町 セブン－イレブン茨城町小幡店 小売業 食料品 2%

24,891 茨城県 茨城町 セブンーイレブン茨城町上石崎店 小売業 食料品 2%

24,892 茨城県 茨城町 セブン－イレブン茨城町木部店 小売業 食料品 2%

24,893 茨城県 茨城町 セブン－イレブン茨城町前田店 小売業 食料品 2%

24,894 茨城県 茨城町 茨城若宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,895 茨城県 茨城町 上石崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,896 茨城県 茨城町 駒場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,897 茨城県 茨城町 さかば商店 小売業 その他小売 5%

24,898 茨城県 茨城町 Ｇ－ＴＥＣＨ サービス その他サービス 5%

24,899 茨城県 茨城町 城之内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,900 茨城県 茨城町 高橋建材工業　大戸工場 小売業 その他小売 5%

24,901 茨城県 茨城町 鳥羽田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,902 茨城県 茨城町 中石崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,903 茨城県 茨城町 野曽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,904 茨城県 茨城町 パティスリーＫＯＳＡＩ 小売業 食料品 5%

24,905 茨城県 茨城町 ハナワ時計店 小売業 その他小売 5%

24,906 茨城県 茨城町 ハナワ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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24,907 茨城県 茨城町 マクドナルドイオンタウン水戸南店 サービス 飲食業 2%

24,908 茨城県 茨城町 水戸ヤクルト販売 茨城町センター 小売業 食料品 5%

24,909 茨城県 茨城町 宮脇書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

24,910 茨城県 茨城町 宮脇書店　水戸南店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

24,911 茨城県 茨城町 ＭＡＤＥ　ＢＹ　ＴＴＴ 小売業 その他小売 5%

24,912 茨城県 茨城町 レイク涸沼ＳＳ　有限会社長洲百貨店 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,913 茨城県 牛久市 ＩＢＬ サービス その他サービス 5%

24,914 茨城県 牛久市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｋｕｈひたち野うしく サービス 理容・美容業 5%

24,915 茨城県 牛久市 味処こまつや サービス 飲食業 5%

24,916 茨城県 牛久市 あみ焼元祖しちりん　牛久東口駅前店 サービス 飲食業 5%

24,917 茨城県 牛久市 アリス動物病院 サービス その他サービス 5%

24,918 茨城県 牛久市 茨城トヨペット牛久南店 小売業 その他小売 5%

24,919 茨城県 牛久市 茨城トヨペットひたち野うしく店 小売業 その他小売 5%

24,920 茨城県 牛久市 イルクオーレピアットスズキ サービス 飲食業 5%

24,921 茨城県 牛久市 ウインズ・ユー牛久店 小売業 その他小売 5%

24,922 茨城県 牛久市 ウォッチラボ 小売業 貴金属・服飾品 5%

24,923 茨城県 牛久市 牛久インタ－ナショナルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,924 茨城県 牛久市 セブン－イレブン牛久駅西店 小売業 食料品 2%

24,925 茨城県 牛久市 セブン－イレブン牛久女化北店 小売業 食料品 2%

24,926 茨城県 牛久市 セブン－イレブン牛久栄町２丁目店 小売業 食料品 2%

24,927 茨城県 牛久市 牛久栄町ＳＳ　塚本産業（株） 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,928 茨城県 牛久市 セブン－イレブン牛久さくら台店 小売業 食料品 2%

24,929 茨城県 牛久市 牛久シティＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,930 茨城県 牛久市 牛久島田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,931 茨城県 牛久市 セブン－イレブン牛久正直店 小売業 食料品 2%

24,932 茨城県 牛久市 セブン－イレブン牛久田宮町店 小売業 食料品 2%

24,933 茨城県 牛久市 セブン－イレブン牛久中央２丁目店 小売業 食料品 2%

24,934 茨城県 牛久市 エネスタ　牛久 小売業 その他小売 5%

24,935 茨城県 牛久市 大塚忍 サービス その他サービス 5%

24,936 茨城県 牛久市 オーマイゴッドバーガー サービス 飲食業 5%

24,937 茨城県 牛久市 女化ＳＳ　山賀商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,938 茨城県 牛久市 カイロプラクティック　ふぅ サービス その他サービス 5%

24,939 茨城県 牛久市 かねき　牛久店 サービス 飲食業 5%

24,940 茨城県 牛久市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋牛久中央店 サービス 飲食業 2%

24,941 茨城県 牛久市 河合畳店 サービス その他サービス 5%

24,942 茨城県 牛久市 有限会社関東パレット販売 サービス その他サービス 5%

24,943 茨城県 牛久市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ牛久店 小売業 その他小売 5%

24,944 茨城県 牛久市 ククルカンパニー サービス その他サービス 5%

24,945 茨城県 牛久市 ｋｕｓｈｉｙａｋｉｂａｒ我が家 サービス 飲食業 5%

24,946 茨城県 牛久市 ＧＯＯＤ　ＴＵＲＮ　ＳＵＲＦ　ＧＯＯＤ　ＴＵＲＮ　ＳＵＲＦ 小売業 衣料品 5%

24,947 茨城県 牛久市 クリーニングわたなべ　エスカード牛久店 サービス その他サービス 5%

24,948 茨城県 牛久市 コープうしく店 小売業 食料品 5%
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24,949 茨城県 牛久市 コスメティック　あいむ 小売業 その他小売 5%

24,950 茨城県 牛久市 魚・創作和食　がんてつ サービス 飲食業 5%

24,951 茨城県 牛久市 さくらＶｉｓｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

24,952 茨城県 牛久市 ＳＡＴＵＲＡＮ　ｂｙ　ＧＡＬＡＸＹ サービス 理容・美容業 5%

24,953 茨城県 牛久市 有限会社サンスポーツ 小売業 その他小売 5%

24,954 茨城県 牛久市 しちりん　ひたち野うしく東口駅前店 サービス 飲食業 5%

24,955 茨城県 牛久市 常南サイクル 小売業 その他小売 5%

24,956 茨城県 牛久市 鈴木薬局 小売業 その他小売 5%

24,957 茨城県 牛久市 すたじおＫｏｋｉ＇ｏ 小売業 衣料品 5%

24,958 茨城県 牛久市 ステンドグラス工房オクノシオ　ステンドグラス工房オクノシオ 小売業 その他小売 5%

24,959 茨城県 牛久市 洗濯王ヨークベニマル牛久南店 サービス その他サービス 5%

24,960 茨城県 牛久市 タイヤショップ　ビッグロード櫻井　タイヤショップ　ビッグロード櫻井 小売業 その他小売 5%

24,961 茨城県 牛久市 タギリ 小売業 その他小売 5%

24,962 茨城県 牛久市 タマノ酒店 サービス 飲食業 5%

24,963 茨城県 牛久市 タマノ酒店 サービス 飲食業 5%

24,964 茨城県 牛久市 ｔａｌｐａ サービス 飲食業 5%

24,965 茨城県 牛久市 有限会社たんぽぽ サービス 飲食業 5%

24,966 茨城県 牛久市 チャイナクック酔仙楼 サービス 飲食業 5%

24,967 茨城県 牛久市 中国語教室 サービス その他サービス 5%

24,968 茨城県 牛久市 ツール・フォー・チャレンジャー サービス その他サービス 5%

24,969 茨城県 牛久市 Ｄ＆Ｃ獣医科クリニック サービス その他サービス 5%

24,970 茨城県 牛久市 ＴＭＲ サービス 理容・美容業 5%

24,971 茨城県 牛久市 ＤＤひたち野うしく店　ダミー 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,972 茨城県 牛久市 手打ちそば一石 サービス 飲食業 5%

24,973 茨城県 牛久市 手作処かっぱ本舗 サービス 飲食業 5%

24,974 茨城県 牛久市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　アドバンス　セルフひたち野東店 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,975 茨城県 牛久市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　アドバンスセルフひたち野うしく店 小売業 ガソリンスタンド 2%

24,976 茨城県 牛久市 トヨタカローラ南茨城牛久店 小売業 その他小売 5%

24,977 茨城県 牛久市 トヨタレンタリース茨城牛久店 サービス その他サービス 2%

24,978 茨城県 牛久市 トレーニングジム牛久 サービス その他サービス 5%

24,979 茨城県 牛久市 どんべえ牛久店 サービス 飲食業 5%

24,980 茨城県 牛久市 中林窯 サービス その他サービス 5%

24,981 茨城県 牛久市 ナチュラルケア サービス 理容・美容業 5%

24,982 茨城県 牛久市 ニコニコ運転代行 サービス 運輸業 5%

24,983 茨城県 牛久市 日栄電器 小売業 電化製品 5%

24,984 茨城県 牛久市 ネッツトヨタ茨城マイネ牛久 小売業 その他小売 5%

24,985 茨城県 牛久市 ネッツトヨタつくば　ひたち野うしく店 小売業 その他小売 5%

24,986 茨城県 牛久市 ネッツトヨタつくば牛久店 小売業 その他小売 5%

24,987 茨城県 牛久市 ハウスリメイクおはら サービス その他サービス 5%

24,988 茨城県 牛久市 ハクカスタムキュー サービス その他サービス 5%

24,989 茨城県 牛久市 パティスリーレスピレ 小売業 食料品 5%

24,990 茨城県 牛久市 ハピリィマルシェ サービス 飲食業 5%
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24,991 茨城県 牛久市 ばんどう太郎牛久中央店 サービス 飲食業 5%

24,992 茨城県 牛久市 ひたち野いしざき サービス 飲食業 5%

24,993 茨城県 牛久市 セブン－イレブンひたち野牛久店 小売業 食料品 2%

24,994 茨城県 牛久市 ビッグロード櫻井 小売業 その他小売 5%

24,995 茨城県 牛久市 ファイテンショップ牛久店 小売業 その他小売 5%

24,996 茨城県 牛久市 フィッツミー西友ひたち野うしく店 サービス その他サービス 5%

24,997 茨城県 牛久市 ｆｕ－ｋａ 小売業 衣料品 5%

24,998 茨城県 牛久市 フォーエスつくばおおがみ 小売業 電化製品 5%

24,999 茨城県 牛久市 フジタデンキ 小売業 電化製品 5%

25,000 茨城県 牛久市 ＦｌｏｗｅｒａｔｅｌｉｅｒＪＥＷＥＬ 小売業 衣料品 5%

25,001 茨城県 牛久市 ｆｒｅｅｓｔｙｌｅ迅 サービス 飲食業 5%

25,002 茨城県 牛久市 フレッシュ牛久 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,003 茨城県 牛久市 宝石・時計　池田　牛久店 小売業 貴金属・服飾品 5%

25,004 茨城県 牛久市 ＢＧ　Ｃａｆｅ　Ｓｈａｍｒｏｃｋ サービス 飲食業 5%

25,005 茨城県 牛久市 ボンメゾン　牛久店 小売業 その他小売 5%

25,006 茨城県 牛久市 マクドナルド牛久カスミ店 サービス 飲食業 2%

25,007 茨城県 牛久市 マクドナルド牛久店 サービス 飲食業 2%

25,008 茨城県 牛久市 まつげエクステ専門店ｅｓｐｅｒａｎｚａ サービス 理容・美容業 5%

25,009 茨城県 牛久市 メイコーパール 小売業 貴金属・服飾品 5%

25,010 茨城県 牛久市 メガネストアー牛久 小売業 その他小売 5%

25,011 茨城県 牛久市 メガネストアー牛久店 小売業 その他小売 5%

25,012 茨城県 牛久市 弥七 弥七 サービス 飲食業 5%

25,013 茨城県 牛久市 やすらぎ心花 サービス 理容・美容業 5%

25,014 茨城県 牛久市 ㈲伊勢屋 サービス 飲食業 5%

25,015 茨城県 牛久市 祐精堂 小売業 衣料品 5%

25,016 茨城県 牛久市 洋風居酒屋　ＹＯＵ・裕 サービス 飲食業 5%

25,017 茨城県 牛久市 カーケア専門店ライツ サービス その他サービス 5%

25,018 茨城県 牛久市 リモデル・プロ サービス その他サービス 5%

25,019 茨城県 牛久市 和田興業 サービス その他サービス 5%

25,020 茨城県 牛久市 釣具店 小売業 衣料品 5%

25,021 茨城県 大洗町 ＡＲＩＳＥ　ＣＯ?ＷＯＲＫＩＮＧ サービス その他サービス 5%

25,022 茨城県 大洗町 ＡＲＩＳＥ ＣＯ?ＷＯＲＫＩＮＧ サービス その他サービス 5%

25,023 茨城県 大洗町 大洗 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,024 茨城県 大洗町 セブン－イレブン大洗駅前通り店 小売業 食料品 2%

25,025 茨城県 大洗町 大洗海岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,026 茨城県 大洗町 大洗クリーニング店 サービス その他サービス 5%

25,027 茨城県 大洗町 大洗港 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,028 茨城県 大洗町 大洗国道 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,029 茨城県 大洗町 大洗シーサイドホテル サービス 宿泊業 5%

25,030 茨城県 大洗町 大洗中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,031 茨城県 大洗町 大洗ホテル サービス 宿泊業 5%

25,032 茨城県 大洗町 大洗ホテル 小売業 その他小売 5%
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25,033 茨城県 大洗町 大洗本店ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,034 茨城県 大洗町 大久保酒店 大久保酒店 小売業 その他小売 5%

25,035 茨城県 大洗町 荻沼電機商会 小売業 電化製品 5%

25,036 茨城県 大洗町 カットアイ サービス 理容・美容業 5%

25,037 茨城県 大洗町 割烹旅館肴屋本店 サービス 宿泊業 5%

25,038 茨城県 大洗町 川崎燃料 小売業 電化製品 5%

25,039 茨城県 大洗町 金波楼 サービス 宿泊業 5%

25,040 茨城県 大洗町 里海邸　金波楼本邸 サービス 宿泊業 5%

25,041 茨城県 大洗町 シーフードレストラン　メヒコ　大洗店 サービス 飲食業 5%

25,042 茨城県 大洗町 清水屋クリーニング サービス その他サービス 5%

25,043 茨城県 大洗町 酒舗おそのえ商店 小売業 その他小売 5%

25,044 茨城県 大洗町 シルキー大洗店 サービス その他サービス 5%

25,045 茨城県 大洗町 寿多庵 サービス 飲食業 5%

25,046 茨城県 大洗町 関根モータース サービス その他サービス 5%

25,047 茨城県 大洗町 とびた荘 サービス 宿泊業 5%

25,048 茨城県 大洗町 バーバーアジロ サービス 理容・美容業 5%

25,049 茨城県 大洗町 パンキー 小売業 その他小売 5%

25,050 茨城県 大洗町 水戸ヤクルト販売　大洗センター 小売業 食料品 5%

25,051 茨城県 大洗町 みむら時計店 サービス その他サービス 5%

25,052 茨城県 大洗町 旅館小林楼 サービス 宿泊業 5%

25,053 茨城県 小美玉市 アットプラザ サービス その他サービス 5%

25,054 茨城県 小美玉市 池田輪業 サービス その他サービス 5%

25,055 茨城県 小美玉市 池田輪業　本店 小売業 その他小売 5%

25,056 茨城県 小美玉市 茨城トヨペット小川野田店 小売業 その他小売 5%

25,057 茨城県 小美玉市 茨城トヨペットＵ－ｃａｒセンター６号みの 小売業 その他小売 5%

25,058 茨城県 小美玉市 内山家具店　小川店 小売業 その他小売 5%

25,059 茨城県 小美玉市 オアシス美野里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,060 茨城県 小美玉市 小川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,061 茨城県 小美玉市 セブン－イレブン小川中延店 小売業 食料品 2%

25,062 茨城県 小美玉市 小川幡谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,063 茨城県 小美玉市 小美玉ＳＳ　有限会社清水石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,064 茨城県 小美玉市 セブン－イレブン小美玉下吉影店 小売業 食料品 2%

25,065 茨城県 小美玉市 セブン－イレブン小美玉寺崎店 小売業 食料品 2%

25,066 茨城県 小美玉市 セブン－イレブン小美玉中野谷店 小売業 食料品 2%

25,067 茨城県 小美玉市 セブン－イレブン小美玉野田店 小売業 食料品 2%

25,068 茨城県 小美玉市 セブン－イレブン小美玉与沢店 小売業 食料品 2%

25,069 茨城県 小美玉市 貝塚自動車 サービス その他サービス 5%

25,070 茨城県 小美玉市 カーコンビニ倶楽部Ｋ．Ｎ．Ｓ サービス その他サービス 5%

25,071 茨城県 小美玉市 堅倉ＳＳ　仲屋石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,072 茨城県 小美玉市 金子商店 小売業 食料品 5%

25,073 茨城県 小美玉市 花木センター 小売業 家具・調度品 5%

25,074 茨城県 小美玉市 希望ヶ丘薬局 小売業 その他小売 5%
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25,075 茨城県 小美玉市 木村自動車 サービス その他サービス 5%

25,076 茨城県 小美玉市 ［ＨＣ］紺徳電機商会 小売業 電化製品 5%

25,077 茨城県 小美玉市 下吉影ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,078 茨城県 小美玉市 ＪＯＩＮＴＺ　ｃｕｓｔｏｍ 小売業 その他小売 5%

25,079 茨城県 小美玉市 スクールショップ 小売業 衣料品 5%

25,080 茨城県 小美玉市 スズキアリーナ　石岡 小売業 その他小売 5%

25,081 茨城県 小美玉市 Ｓｅｔ－ｕｐ サービス 理容・美容業 5%

25,082 茨城県 小美玉市 セブン－イレブン玉里北店 小売業 食料品 2%

25,083 茨城県 小美玉市 手しごと創菜 ハンナリヤ サービス 飲食業 5%

25,084 茨城県 小美玉市 とうがさき写真館 サービス その他サービス 5%

25,085 茨城県 小美玉市 友部商店 小売業 ガソリンスタンド 5%

25,086 茨城県 小美玉市 トヨタカローラ新茨城美野里店 小売業 その他小売 5%

25,087 茨城県 小美玉市 トヨタホーム茨城株式会社 サービス その他サービス 5%

25,088 茨城県 小美玉市 トヨタホ－ム茨城本社 サービス その他サービス 5%

25,089 茨城県 小美玉市 トヨタレンタリース茨城茨城空港店 サービス その他サービス 2%

25,090 茨城県 小美玉市 納場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,091 茨城県 小美玉市 ＨＥＲＩＭＰＡＣＴ 小売業 衣料品 5%

25,092 茨城県 小美玉市 羽鳥ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,093 茨城県 小美玉市 坂東太郎ビュッフェレストランそ・ら・ら サービス 飲食業 5%

25,094 茨城県 小美玉市 美容室セットアップ羽鳥店 サービス 理容・美容業 5%

25,095 茨城県 小美玉市 美容室セット・アップ サービス 理容・美容業 5%

25,096 茨城県 小美玉市 平戸タイヤ 小売業 その他小売 5%

25,097 茨城県 小美玉市 ファミリーイン茨城 サービス 宿泊業 5%

25,098 茨城県 小美玉市 フォーエスつくばウエダ 小売業 電化製品 5%

25,099 茨城県 小美玉市 フォーエスつくばウエダ美野里 小売業 電化製品 5%

25,100 茨城県 小美玉市 フレッシュマートまつだ 小売業 その他小売 5%

25,101 茨城県 小美玉市 ヘアーサロン　ｆａｉｎ サービス 理容・美容業 5%

25,102 茨城県 小美玉市 セブンーイレブン美野里堅倉店 小売業 食料品 2%

25,103 茨城県 小美玉市 セブン－イレブン美野里西郷地店 小売業 食料品 2%

25,104 茨城県 小美玉市 セブン－イレブン美野里羽刈店 小売業 食料品 2%

25,105 茨城県 小美玉市 セブン－イレブン美野里張星店 小売業 食料品 2%

25,106 茨城県 小美玉市 宮田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,107 茨城県 小美玉市 メガネストアー小川 小売業 その他小売 5%

25,108 茨城県 小美玉市 メガネストアー小川店 小売業 その他小売 5%

25,109 茨城県 小美玉市 和茶美 鳳門窯 小売業 その他小売 5%

25,110 茨城県 笠間市 相生町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,111 茨城県 笠間市 いしかわ動物病院 サービス その他サービス 5%

25,112 茨城県 笠間市 稲田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,113 茨城県 笠間市 茨城交通笠間営業所 サービス その他サービス 5%

25,114 茨城県 笠間市 茨城トヨペット笠間大鳥居店 小売業 その他小売 5%

25,115 茨城県 笠間市 岩間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,116 茨城県 笠間市 岩間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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25,117 茨城県 笠間市 セブン－イレブン岩間泉店 小売業 食料品 2%

25,118 茨城県 笠間市 岩間インタ－ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,119 茨城県 笠間市 セブン－イレブン岩間インター店 小売業 食料品 2%

25,120 茨城県 笠間市 岩間　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,121 茨城県 笠間市 岩間の栗や 小田喜商店 小売業 その他小売 5%

25,122 茨城県 笠間市 オートケアセンターＡＴＡ　自動車整備 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,123 茨城県 笠間市 押辺第一ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,124 茨城県 笠間市 かくらい 小売業 衣料品 5%

25,125 茨城県 笠間市 笠間駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,126 茨城県 笠間市 セブン－イレブン笠間押辺店 小売業 食料品 2%

25,127 茨城県 笠間市 笠間工芸の丘　ミュージアムショップ 小売業 その他小売 5%

25,128 茨城県 笠間市 セブン－イレブン笠間才木店 小売業 食料品 2%

25,129 茨城県 笠間市 セブン－イレブン笠間下郷店 小売業 食料品 2%

25,130 茨城県 笠間市 セブン－イレブン笠間昭和町店 小売業 食料品 2%

25,131 茨城県 笠間市 セブン－イレブン笠間鉄砲町店 小売業 食料品 2%

25,132 茨城県 笠間市 セブン－イレブン笠間土師店 小売業 食料品 2%

25,133 茨城県 笠間市 セブン－イレブン笠間美原３丁目店 小売業 食料品 2%

25,134 茨城県 笠間市 割烹旅館　城山 サービス 宿泊業 5%

25,135 茨城県 笠間市 株式会社蛸屋 鯉渕店 小売業 食料品 5%

25,136 茨城県 笠間市 かみなりもん美容室 サービス 理容・美容業 5%

25,137 茨城県 笠間市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋アクロスプラザ笠間店 サービス 飲食業 2%

25,138 茨城県 笠間市 可愛庵 サービス 飲食業 5%

25,139 茨城県 笠間市 ギャラリー陶之助 小売業 その他小売 5%

25,140 茨城県 笠間市 クラフトカフェ カフェラウンジ サービス 飲食業 5%

25,141 茨城県 笠間市 グレード　ワン サービス その他サービス 5%

25,142 茨城県 笠間市 グレードワン サービス その他サービス 5%

25,143 茨城県 笠間市 クロサワ眼鏡店　笠間店 小売業 貴金属・服飾品 5%

25,144 茨城県 笠間市 憲一郎 松原明美 小売業 その他小売 5%

25,145 茨城県 笠間市 小池商店 小売業 食料品 5%

25,146 茨城県 笠間市 コザワオプティカル　友部店 小売業 貴金属・服飾品 5%

25,147 茨城県 笠間市 刺し子屋トタコ サービス その他サービス 5%

25,148 茨城県 笠間市 ＬＥ　ＭＩＤＩ 小売業 衣料品 5%

25,149 茨城県 笠間市 Ｊギャラリー 小売業 家具・調度品 5%

25,150 茨城県 笠間市 宍戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,151 茨城県 笠間市 しののめ窯 サービス その他サービス 5%

25,152 茨城県 笠間市 庄司工房 サービス その他サービス 5%

25,153 茨城県 笠間市 ス－パ－　辰巳屋 小売業 その他小売 5%

25,154 茨城県 笠間市 製陶ふくだ サービス その他サービス 5%

25,155 茨城県 笠間市 セーフティショップおおしま 小売業 その他小売 5%

25,156 茨城県 笠間市 関彰商事（株）笠間ＣＳセンター 小売業 ガソリンスタンド 5%

25,157 茨城県 笠間市 そば処　のざわ サービス 飲食業 5%

25,158 茨城県 笠間市 高田陶房 サービス その他サービス 5%
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25,159 茨城県 笠間市 宝印房 本店 小売業 その他小売 5%

25,160 茨城県 笠間市 有限会社　デパートきくち 小売業 衣料品 5%

25,161 茨城県 笠間市 東風舎 小売業 家具・調度品 5%

25,162 茨城県 笠間市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　笠間国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,163 茨城県 笠間市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ友部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,164 茨城県 笠間市 セブン－イレブン友部旭平店 小売業 食料品 2%

25,165 茨城県 笠間市 セブン－イレブン友部駅前通り店 小売業 食料品 2%

25,166 茨城県 笠間市 友部ＳＳ　有限会社鶴田肥料店 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,167 茨城県 笠間市 友部ＳＳ　有限会社友水石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,168 茨城県 笠間市 トヨタカローラ新茨城笠間ポレポレ店 小売業 その他小売 5%

25,169 茨城県 笠間市 トヨタカローラ新茨城友部店 小売業 その他小売 5%

25,170 茨城県 笠間市 中庭テレビ店 小売業 電化製品 5%

25,171 茨城県 笠間市 永山スポーツ 小売業 その他小売 5%

25,172 茨城県 笠間市 西ウイング友部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,173 茨城県 笠間市 ニューライフ　富田デンキ 小売業 電化製品 5%

25,174 茨城県 笠間市 沼野秀章 サービス その他サービス 5%

25,175 茨城県 笠間市 ネッツトヨタ茨城マイネ笠間 小売業 その他小売 5%

25,176 茨城県 笠間市 橋本電炉工業株式会社 サービス その他サービス 5%

25,177 茨城県 笠間市 ばんどう太郎友部店 サービス 飲食業 5%

25,178 茨城県 笠間市 ピーチ 小売業 その他小売 5%

25,179 茨城県 笠間市 桧佐陶工房 小売業 家具・調度品 5%

25,180 茨城県 笠間市 秘湯　ぶんぶくの湯 サービス 宿泊業 5%

25,181 茨城県 笠間市 美容室アンティーム サービス 理容・美容業 5%

25,182 茨城県 笠間市 美容室ＳＡＹ?２１ サービス 理容・美容業 5%

25,183 茨城県 笠間市 平沢佳子 サービス その他サービス 5%

25,184 茨城県 笠間市 フェイスクラフト サービス その他サービス 5%

25,185 茨城県 笠間市 フランス料理トルテュ サービス 飲食業 5%

25,186 茨城県 笠間市 プリーズ友部 サービス 理容・美容業 5%

25,187 茨城県 笠間市 ブリーダーショップ　ワールド１ 小売業 その他小売 5%

25,188 茨城県 笠間市 ふる川製菓 小売業 食料品 5%

25,189 茨城県 笠間市 ヘアサロンリゼ　笠間店 サービス 理容・美容業 5%

25,190 茨城県 笠間市 穂高陶房 サービス その他サービス 5%

25,191 茨城県 笠間市 マクドナルド５０号笠間店 サービス 飲食業 2%

25,192 茨城県 笠間市 マクドナルド友部スクエア店 サービス 飲食業 2%

25,193 茨城県 笠間市 水戸ヤクルト販売　友部センター 小売業 食料品 5%

25,194 茨城県 笠間市 メガネストアー笠間 小売業 その他小売 5%

25,195 茨城県 笠間市 メガネストアー笠間店 小売業 その他小売 5%

25,196 茨城県 笠間市 メガネストアー友部 小売業 その他小売 5%

25,197 茨城県 笠間市 メガネストアー友部店 小売業 その他小売 5%

25,198 茨城県 笠間市 持丸自動車 サービス その他サービス 5%

25,199 茨城県 笠間市 焼肉笠間苑 サービス 飲食業 5%

25,200 茨城県 笠間市 焼肉大和 サービス 飲食業 5%
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25,201 茨城県 笠間市 ランチアンドカフェ　陶之助プラス サービス 飲食業 5%

25,202 茨城県 笠間市 レストラン　モン・ラパン サービス 飲食業 5%

25,203 茨城県 鹿嶋市 粟生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,204 茨城県 鹿嶋市 Ａｓｓｉｓｔａｒｔ 小売業 その他小売 5%

25,205 茨城県 鹿嶋市 井関電機 小売業 電化製品 5%

25,206 茨城県 鹿嶋市 潮来自動車販売鹿島店 小売業 その他小売 5%

25,207 茨城県 鹿嶋市 茨城日野自動車鹿島支店 小売業 その他小売 5%

25,208 茨城県 鹿嶋市 ａｕショップ鹿嶋 小売業 電化製品 5%

25,209 茨城県 鹿嶋市 オートメカニック鹿嶋 サービス その他サービス 5%

25,210 茨城県 鹿嶋市 カイロプラクティックｆｕｎ サービス 理容・美容業 5%

25,211 茨城県 鹿嶋市 鹿島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,212 茨城県 鹿嶋市 セブン－イレブン鹿嶋粟生店 小売業 食料品 2%

25,213 茨城県 鹿嶋市 セブン－イレブン鹿嶋旭ケ丘店 小売業 食料品 2%

25,214 茨城県 鹿嶋市 鹿島泉川 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,215 茨城県 鹿嶋市 セブン－イレブン鹿嶋泉川店 小売業 食料品 2%

25,216 茨城県 鹿嶋市 鹿島大野ＳＳ　有限会社大栄石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,217 茨城県 鹿嶋市 セブン－イレブン鹿嶋大船津店 小売業 食料品 2%

25,218 茨城県 鹿嶋市 セブン－イレブン鹿嶋奥宮店 小売業 食料品 2%

25,219 茨城県 鹿嶋市 セブン－イレブン鹿嶋和店 小売業 食料品 2%

25,220 茨城県 鹿嶋市 セブン－イレブン鹿嶋宮中店 小売業 食料品 2%

25,221 茨城県 鹿嶋市 セブン－イレブン鹿嶋クラブハウス前店 小売業 食料品 2%

25,222 茨城県 鹿嶋市 セブン－イレブン鹿嶋荒野店 小売業 食料品 2%

25,223 茨城県 鹿嶋市 セブン－イレブン鹿島神宮駅北店 小売業 食料品 2%

25,224 茨城県 鹿嶋市 出光鹿島神宮駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,225 茨城県 鹿嶋市 鹿島高天原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,226 茨城県 鹿嶋市 鹿島中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,227 茨城県 鹿嶋市 鹿島中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,228 茨城県 鹿嶋市 セブン－イレブン鹿嶋津賀店 小売業 食料品 2%

25,229 茨城県 鹿嶋市 鹿島バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,230 茨城県 鹿嶋市 セブン－イレブン鹿嶋鉢形台店 小売業 食料品 2%

25,231 茨城県 鹿嶋市 セブン－イレブン鹿嶋浜津賀店 小売業 食料品 2%

25,232 茨城県 鹿嶋市 セブン－イレブン鹿嶋平井店 小売業 食料品 2%

25,233 茨城県 鹿嶋市 セブン－イレブン鹿嶋三笠店 小売業 食料品 2%

25,234 茨城県 鹿嶋市 セブン－イレブン鹿嶋谷原南店 小売業 食料品 2%

25,235 茨城県 鹿嶋市 株式会社日本トラベルサービス　チェリオ店 サービス その他サービス 5%

25,236 茨城県 鹿嶋市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋鹿嶋国道１２４号店 サービス 飲食業 2%

25,237 茨城県 鹿嶋市 給前　振袖館 小売業 衣料品 5%

25,238 茨城県 鹿嶋市 ［ＨＣ］キョーエイ電機有限会社 小売業 電化製品 5%

25,239 茨城県 鹿嶋市 くにむら 小売業 衣料品 5%

25,240 茨城県 鹿嶋市 ケアタイム　鹿島店 サービス その他サービス 5%

25,241 茨城県 鹿嶋市 小松崎機械株式会社 サービス その他サービス 5%

25,242 茨城県 鹿嶋市 コミュニティストア　ミズノ 小売業 その他小売 5%
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25,243 茨城県 鹿嶋市 斉藤輪業本店 小売業 その他小売 5%

25,244 茨城県 鹿嶋市 サンスマイルおおのＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,245 茨城県 鹿嶋市 ジュエリーネモト鹿嶋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

25,246 茨城県 鹿嶋市 Ｓｃｏｏｂｙ 小売業 その他小売 5%

25,247 茨城県 鹿嶋市 スポーツカムイ鹿嶋店 小売業 その他小売 5%

25,248 茨城県 鹿嶋市 ソフトバンク　鹿嶋中央 小売業 電化製品 5%

25,249 茨城県 鹿嶋市 タカラヤ洋品店 小売業 衣料品 5%

25,250 茨城県 鹿嶋市 タカラヤ洋品店　タカラヤ洋品店 小売業 衣料品 5%

25,251 茨城県 鹿嶋市 たけ動物病院 サービス その他サービス 5%

25,252 茨城県 鹿嶋市 Ｄｉｎａｔａ サービス 理容・美容業 5%

25,253 茨城県 鹿嶋市 でんき館かとう 小売業 電化製品 5%

25,254 茨城県 鹿嶋市 トヨタカローラ南茨城鹿嶋店 小売業 その他小売 5%

25,255 茨城県 鹿嶋市 ネッツトヨタ茨城マイネ鹿嶋 小売業 その他小売 5%

25,256 茨城県 鹿嶋市 根本クリーニング　根本クリーニング鹿嶋店 サービス その他サービス 5%

25,257 茨城県 鹿嶋市 Ｐａｒａｄｉｓｅ Ｂｅｅｒ Ｆａｃｔｏｒｙ パラダイスビアファクトリー サービス 飲食業 5%

25,258 茨城県 鹿嶋市 はんこ家一番鹿嶋店 小売業 その他小売 5%

25,259 茨城県 鹿嶋市 ＨａｎｄｓＢｏｎｄｓ サービス 理容・美容業 5%

25,260 茨城県 鹿嶋市 ばんどう太郎鹿嶋店 サービス 飲食業 5%

25,261 茨城県 鹿嶋市 Ｂ?ＧＥＴＳ 小売業 その他小売 5%

25,262 茨城県 鹿嶋市 美術工芸館啓聖館 小売業 家具・調度品 5%

25,263 茨城県 鹿嶋市 ブォーナフォルトゥーナ ブォーナフォルトゥーナ サービス 飲食業 5%

25,264 茨城県 鹿嶋市 ボデーショップ宮本　１ サービス その他サービス 5%

25,265 茨城県 鹿嶋市 マーブル有限会社 サービス その他サービス 5%

25,266 茨城県 鹿嶋市 ＭＹフレンド鹿島 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,267 茨城県 鹿嶋市 ＭＹフレンド鹿島港 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,268 茨城県 鹿嶋市 マクドナルド１２４鹿嶋店 サービス 飲食業 2%

25,269 茨城県 鹿嶋市 マツエク本舗鹿島店 サービス 理容・美容業 5%

25,270 茨城県 鹿嶋市 ＭＡＲＢＬＥ サービス 宿泊業 5%

25,271 茨城県 鹿嶋市 丸三老舗神宮駅前店 小売業 食料品 5%

25,272 茨城県 鹿嶋市 水戸ヤクルト販売　鹿嶋センター 小売業 食料品 5%

25,273 茨城県 鹿嶋市 焼肉道場　鹿嶋店 サービス 飲食業 5%

25,274 茨城県 鹿嶋市 山彦 サービス 飲食業 5%

25,275 茨城県 鹿嶋市 有限会社給前呉服店 小売業 衣料品 5%

25,276 茨城県 鹿嶋市 有限会社メンテナンスガレージ サービス その他サービス 5%

25,277 茨城県 鹿嶋市 夕楽亭 サービス 飲食業 5%

25,278 茨城県 鹿嶋市 ＹＣ鹿嶋中央 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

25,279 茨城県 鹿嶋市 リオネットセンター鹿嶋 小売業 その他小売 5%

25,280 茨城県 鹿嶋市 ワイモバイルチェリオ鹿嶋 小売業 電化製品 5%

25,281 茨城県 かすみがうら市 石岡インタープラザＳＳ　鹿島商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,282 茨城県 かすみがうら市 いわせ動物病院 サービス その他サービス 5%

25,283 茨城県 かすみがうら市 霞ケ浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,284 茨城県 かすみがうら市 霞ケ浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

604



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

25,285 茨城県 かすみがうら市 霞ケ浦大橋通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,286 茨城県 かすみがうら市 セブンーイレブンかすみがうら下稲吉店 小売業 食料品 2%

25,287 茨城県 かすみがうら市 セブン－イレブンかすみがうら新治店 小売業 食料品 2%

25,288 茨城県 かすみがうら市 Ｇａｒａｇｅ和 サービス その他サービス 5%

25,289 茨城県 かすみがうら市 川俣自動車 サービス 運輸業 5%

25,290 茨城県 かすみがうら市 神立工業団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,291 茨城県 かすみがうら市 神立東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,292 茨城県 かすみがうら市 サロン　ド　アラモード サービス 理容・美容業 5%

25,293 茨城県 かすみがうら市 三和自動車 サービス その他サービス 5%

25,294 茨城県 かすみがうら市 四万騎農園 小売業 食料品 5%

25,295 茨城県 かすみがうら市 下稲吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,296 茨城県 かすみがうら市 シューマート　かすみがうら千代田店 小売業 衣料品 5%

25,297 茨城県 かすみがうら市 スーパーマルモおかず屋 小売業 食料品 5%

25,298 茨城県 かすみがうら市 スーパーマルモ千代田店 小売業 食料品 5%

25,299 茨城県 かすみがうら市 田﨑モータース サービス その他サービス 5%

25,300 茨城県 かすみがうら市 千代田 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,301 茨城県 かすみがうら市 千代田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,302 茨城県 かすみがうら市 セブン－イレブン千代田逆西工業団地入口店 小売業 食料品 2%

25,303 茨城県 かすみがうら市 セブン－イレブン千代田下佐谷店 小売業 食料品 2%

25,304 茨城県 かすみがうら市 千代田西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,305 茨城県 かすみがうら市 セブン－イレブン出島西成井店 小売業 食料品 2%

25,306 茨城県 かすみがうら市 トヨタカローラ南茨城６号千代田店 小売業 その他小売 5%

25,307 茨城県 かすみがうら市 パナピットやまもとうがじん店 小売業 電化製品 5%

25,308 茨城県 かすみがうら市 蛭田敏郎税理士事務所 蛭田敏郎税理士事務所 サービス その他サービス 5%

25,309 茨城県 かすみがうら市 富士書店　千代田店 小売業 その他小売 5%

25,310 茨城県 かすみがうら市 ヘアークラブ とも サービス 理容・美容業 5%

25,311 茨城県 かすみがうら市 マクドナルド千代田モールヨークベニマル店 サービス 飲食業 2%

25,312 茨城県 かすみがうら市 マクドナルド６号線千代田町店 サービス 飲食業 2%

25,313 茨城県 かすみがうら市 水戸ヤクルト販売 かすみがうらセンター 小売業 食料品 5%

25,314 茨城県 かすみがうら市 メル友　千代田店 小売業 電化製品 5%

25,315 茨城県 かすみがうら市 ［ＨＣ］有限会社小勝電機商会 小売業 電化製品 5%

25,316 茨城県 かすみがうら市 有限会社横田自動車 サービス その他サービス 5%

25,317 茨城県 かすみがうら市 ラムセスジョイ サービス 宿泊業 5%

25,318 茨城県 神栖市 アートスタジオ高橋 サービス その他サービス 5%

25,319 茨城県 神栖市 安全運転　幸代行 サービス その他サービス 5%

25,320 茨城県 神栖市 息栖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,321 茨城県 神栖市 居酒屋　恵の樹 サービス 飲食業 5%

25,322 茨城県 神栖市 居酒屋令 サービス 飲食業 5%

25,323 茨城県 神栖市 セブン－イレブン茨城神栖大野原店 小売業 食料品 2%

25,324 茨城県 神栖市 セブン－イレブン茨城神栖奥野谷店 小売業 食料品 2%

25,325 茨城県 神栖市 セブン－イレブン茨城神栖日川店 小売業 食料品 2%

25,326 茨城県 神栖市 いばらき食材と和食　松星 サービス 飲食業 5%
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25,327 茨城県 神栖市 茨城トヨペット神栖知手店 小売業 その他小売 5%

25,328 茨城県 神栖市 茨城トヨペット神栖店 小売業 その他小売 5%

25,329 茨城県 神栖市 セブン－イレブン茨城波崎本郷店 小売業 食料品 2%

25,330 茨城県 神栖市 内山タイヤ 小売業 その他小売 5%

25,331 茨城県 神栖市 旨処　いとう サービス 飲食業 5%

25,332 茨城県 神栖市 ＡＮＰ サービス その他サービス 5%

25,333 茨城県 神栖市 奥野谷浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,334 茨城県 神栖市 お好み焼きたっちゃんち サービス 飲食業 5%

25,335 茨城県 神栖市 お食事処こん サービス 飲食業 5%

25,336 茨城県 神栖市 オッペン化粧品株式会社　Ｓｕｎｎｙポイント　エステハウス　Ｓｕｎｎｙ サービス 理容・美容業 5%

25,337 茨城県 神栖市 かいと衣料 小売業 衣料品 5%

25,338 茨城県 神栖市 鹿島コンビナートＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,339 茨城県 神栖市 鹿島南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,340 茨城県 神栖市 家庭料理豊亀 サービス 飲食業 5%

25,341 茨城県 神栖市 鹿南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,342 茨城県 神栖市 ｃａｆｅ ｓｅｒｅｎｄｉｐｉｔｙ ｃａｆｅ ｓｅｒｅｎｄｉｐｉｔｙ サービス 飲食業 5%

25,343 茨城県 神栖市 ㈱スポーツ高橋 小売業 その他小売 5%

25,344 茨城県 神栖市 株式会社やまてつ サービス その他サービス 5%

25,345 茨城県 神栖市 セブン－イレブン神栖息栖稲荷店 小売業 食料品 2%

25,346 茨城県 神栖市 セブン－イレブン神栖息栖店 小売業 食料品 2%

25,347 茨城県 神栖市 セブン－イレブン神栖石津店 小売業 食料品 2%

25,348 茨城県 神栖市 セブン－イレブン神栖１丁目店 小売業 食料品 2%

25,349 茨城県 神栖市 セブン－イレブン神栖太田店 小売業 食料品 2%

25,350 茨城県 神栖市 セブン－イレブン神栖済生会病院前店 小売業 食料品 2%

25,351 茨城県 神栖市 セブン－イレブン神栖知手中央店 小売業 食料品 2%

25,352 茨城県 神栖市 セブン－イレブン神栖知手店 小売業 食料品 2%

25,353 茨城県 神栖市 神栖中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,354 茨城県 神栖市 セブン－イレブン神栖萩原店 小売業 食料品 2%

25,355 茨城県 神栖市 セブン－イレブン神栖白十字病院前店 小売業 食料品 2%

25,356 茨城県 神栖市 神栖東セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,357 茨城県 神栖市 セブン－イレブン神栖平泉店 小売業 食料品 2%

25,358 茨城県 神栖市 セブン－イレブン神栖矢田部店 小売業 食料品 2%

25,359 茨城県 神栖市 セブン－イレブン神栖横瀬店 小売業 食料品 2%

25,360 茨城県 神栖市 セブン－イレブン神栖４丁目店 小売業 食料品 2%

25,361 茨城県 神栖市 セブン－イレブン神栖鰐川店 小売業 食料品 2%

25,362 茨城県 神栖市 髪ＬＯＯＰ サービス 理容・美容業 5%

25,363 茨城県 神栖市 Ｃａｌｌａ サービス 理容・美容業 5%

25,364 茨城県 神栖市 ＣＵＢＩＳＭ神栖店 サービス 理容・美容業 5%

25,365 茨城県 神栖市 行政書士神栖さとう事務所 サービス その他サービス 5%

25,366 茨城県 神栖市 行政書士神栖さとう事務所 サービス その他サービス 5%

25,367 茨城県 神栖市 ケアタイム　神栖店 サービス その他サービス 5%

25,368 茨城県 神栖市 コバヤシモーターサイクル 小売業 その他小売 5%
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25,369 茨城県 神栖市 有限会社小松自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

25,370 茨城県 神栖市 株式会社サイトー知手店 小売業 衣料品 5%

25,371 茨城県 神栖市 株式会社サイトー土合店 小売業 衣料品 5%

25,372 茨城県 神栖市 サロン　ピュアゴールド 小売業 衣料品 5%

25,373 茨城県 神栖市 知手 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,374 茨城県 神栖市 知手ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,375 茨城県 神栖市 自動車部 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,376 茨城県 神栖市 シミズ動物病院 サービス その他サービス 5%

25,377 茨城県 神栖市 旬彩　栖 サービス 飲食業 5%

25,378 茨城県 神栖市 新鹿島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,379 茨城県 神栖市 新神栖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,380 茨城県 神栖市 須田団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,381 茨城県 神栖市 すたみな太郎　神栖店 サービス 飲食業 5%

25,382 茨城県 神栖市 関彰商事（株）鹿島ＣＳセンター 小売業 ガソリンスタンド 5%

25,383 茨城県 神栖市 大衆割烹みどりや サービス 飲食業 5%

25,384 茨城県 神栖市 高田屋 サービス 飲食業 5%

25,385 茨城県 神栖市 ＤＤプラス１ドリーム店　ダミー 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,386 茨城県 神栖市 ＤＤマジカルカシマ店　ダミー 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,387 茨城県 神栖市 手打そば京七 サービス 飲食業 5%

25,388 茨城県 神栖市 でんきハウスひらの 小売業 電化製品 5%

25,389 茨城県 神栖市 ときわ書店神栖店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

25,390 茨城県 神栖市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　アドバンスセルフ大野原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,391 茨城県 神栖市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　アドバンスセルフ日川店 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,392 茨城県 神栖市 ともだち神栖店 小売業 その他小売 5%

25,393 茨城県 神栖市 トヨタカローラ南茨城神栖太田 小売業 その他小売 5%

25,394 茨城県 神栖市 トヨタカローラ南茨城神栖奥野谷店 小売業 その他小売 5%

25,395 茨城県 神栖市 トヨタレンタリース茨城神栖店 サービス その他サービス 2%

25,396 茨城県 神栖市 南部タクシー ０２ サービス 運輸業 5%

25,397 茨城県 神栖市 ２４４トータルボディワークス サービス その他サービス 5%

25,398 茨城県 神栖市 ネッツトヨタ茨城マイネ神栖 小売業 その他小売 5%

25,399 茨城県 神栖市 ネッツトヨタ水戸神栖店 小売業 その他小売 5%

25,400 茨城県 神栖市 根本クリーニング 根本クリーニングセイミヤ神栖店 サービス その他サービス 5%

25,401 茨城県 神栖市 ｎｏｂｌｅｃｒｅａｔｉｖｅｄｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

25,402 茨城県 神栖市 セブン－イレブン波崎植松店 小売業 食料品 2%

25,403 茨城県 神栖市 セブン－イレブン波崎太田南店 小売業 食料品 2%

25,404 茨城県 神栖市 セブン－イレブン波崎海岸店 小売業 食料品 2%

25,405 茨城県 神栖市 波崎工業団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,406 茨城県 神栖市 セブン－イレブン波崎土合南店 小売業 食料品 2%

25,407 茨城県 神栖市 波崎東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,408 茨城県 神栖市 はせがわ 小売業 家具・調度品 5%

25,409 茨城県 神栖市 花寿司 サービス 飲食業 5%

25,410 茨城県 神栖市 ＶＡ・ＮＩ・ＲＡ サービス 理容・美容業 5%
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25,411 茨城県 神栖市 はんこ家一番　神栖店 小売業 その他小売 5%

25,412 茨城県 神栖市 はんこ家一番神栖市役所前店 小売業 その他小売 5%

25,413 茨城県 神栖市 ばんどう太郎神栖店 サービス 飲食業 5%

25,414 茨城県 神栖市 ビジネス旅館オオクラ サービス 宿泊業 5%

25,415 茨城県 神栖市 美酒佳肴　庵 サービス 飲食業 5%

25,416 茨城県 神栖市 ビストロ楽魚 サービス 飲食業 5%

25,417 茨城県 神栖市 ビックハート鹿南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,418 茨城県 神栖市 ファルコ知手ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,419 茨城県 神栖市 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎｒｕＲｉｋａ サービス 理容・美容業 5%

25,420 茨城県 神栖市 プライム中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,421 茨城県 神栖市 プライム知手 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,422 茨城県 神栖市 プライムリブ サービス 飲食業 5%

25,423 茨城県 神栖市 プレーリー太田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,424 茨城県 神栖市 ＨＡＩＲ　ＲＥＳＯＲＴ　ＡＩＮＩＴＹ サービス 理容・美容業 5%

25,425 茨城県 神栖市 ヘアドレッサー　フーガ サービス 理容・美容業 5%

25,426 茨城県 神栖市 ヘアメイク太陽 サービス 理容・美容業 5%

25,427 茨城県 神栖市 ヘアモードリーベ神栖店 サービス 理容・美容業 5%

25,428 茨城県 神栖市 ＢＥＳＴバリュー　カミス店 小売業 家具・調度品 5%

25,429 茨城県 神栖市 波崎宝山プラザ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,430 茨城県 神栖市 保立石油神栖プラザＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,431 茨城県 神栖市 ＭＩＮＤＳ　ＴＨＥＴＡ　ＭＩＮＤＳ　ＴＨＥＴＡ サービス 理容・美容業 5%

25,432 茨城県 神栖市 マインズシルフェ　ＭＩＮＤＳ　ＳＹＬＰＨＥ サービス 理容・美容業 5%

25,433 茨城県 神栖市 マクドナルド神栖店 サービス 飲食業 2%

25,434 茨城県 神栖市 水戸ヤクルト販売 神栖センター 小売業 食料品 5%

25,435 茨城県 神栖市 有限会社港タクシー　港代行 サービス その他サービス 5%

25,436 茨城県 神栖市 雅 サービス 飲食業 5%

25,437 茨城県 神栖市 メガネストアー神栖本店 小売業 その他小売 5%

25,438 茨城県 神栖市 メガネストアー　ライフガーデン 小売業 その他小売 5%

25,439 茨城県 神栖市 メガネストアーライフガーデン神栖店 小売業 その他小売 5%

25,440 茨城県 神栖市 メティエ 小売業 食料品 5%

25,441 茨城県 神栖市 森山製菓舗 小売業 食料品 5%

25,442 茨城県 神栖市 焼肉道場　神栖店 サービス 飲食業 5%

25,443 茨城県 神栖市 焼肉レストラン庄花亭 サービス 飲食業 5%

25,444 茨城県 神栖市 山澤自動車 サービス その他サービス 5%

25,445 茨城県 神栖市 有限会社港タクシー 港代行 サービス 運輸業 5%

25,446 茨城県 神栖市 ［ＨＣ］（有）大根電器商会 小売業 電化製品 5%

25,447 茨城県 神栖市 有限会社テクニカルサービスノグチ サービス その他サービス 5%

25,448 茨城県 神栖市 有限会社宮内石油 小売業 その他小売 2%

25,449 茨城県 神栖市 有限会社ワンオーナー サービス その他サービス 5%

25,450 茨城県 神栖市 ユニオンゴルフ 小売業 その他小売 5%

25,451 茨城県 神栖市 リオ美容室 サービス 理容・美容業 5%

25,452 茨城県 神栖市 旅館横浜屋 サービス 宿泊業 5%
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25,453 茨城県 神栖市 ＲｅｌａｘａｔｉｏｎＳａｌｏｎＫＡＩＭＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

25,454 茨城県 神栖市 Ｌｕｍｉｅｒｅ　Ｌｕｍｉｅｒｅ サービス 理容・美容業 5%

25,455 茨城県 神栖市 レストラン＆バー　バロン サービス 飲食業 5%

25,456 茨城県 神栖市 鹿光電業 小売業 電化製品 5%

25,457 茨城県 神栖市 若松太田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,458 茨城県 神栖市 わたしん鹿島神栖店 小売業 その他小売 5%

25,459 茨城県 神栖市 ワンズヘアー サービス 理容・美容業 5%

25,460 茨城県 河内町 河内ＳＳ　嶋田商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,461 茨城県 河内町 源清田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,462 茨城県 北茨城市 アイパルメガネ北茨城店 小売業 貴金属・服飾品 5%

25,463 茨城県 北茨城市 ［ＨＣ］いすゞ電機商会大津店 小売業 電化製品 5%

25,464 茨城県 北茨城市 磯原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,465 茨城県 北茨城市 茨城トヨペット大津港店 小売業 その他小売 5%

25,466 茨城県 北茨城市 茨城パシフィックカントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

25,467 茨城県 北茨城市 Ａコープ磯原店 小売業 その他小売 5%

25,468 茨城県 北茨城市 恵比寿鈑金 サービス その他サービス 5%

25,469 茨城県 北茨城市 大塚むせん商会 小売業 電化製品 5%

25,470 茨城県 北茨城市 大津港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,471 茨城県 北茨城市 大津中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,472 茨城県 北茨城市 木皿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,473 茨城県 北茨城市 セブン－イレブン北茨城粟野店 小売業 食料品 2%

25,474 茨城県 北茨城市 セブン－イレブン北茨城磯原町店 小売業 食料品 2%

25,475 茨城県 北茨城市 セブン－イレブン北茨城大津港駅前店 小売業 食料品 2%

25,476 茨城県 北茨城市 セブン－イレブン北茨城上桜井店 小売業 食料品 2%

25,477 茨城県 北茨城市 セブン－イレブン北茨城下桜井店 小売業 食料品 2%

25,478 茨城県 北茨城市 セブン－イレブン北茨城関南町店 小売業 食料品 2%

25,479 茨城県 北茨城市 セブン－イレブン北茨城関本町福田店 小売業 食料品 2%

25,480 茨城県 北茨城市 セブン－イレブン北茨城中郷店 小売業 食料品 2%

25,481 茨城県 北茨城市 セブン－イレブン北茨城中郷ニュータウン店 小売業 食料品 2%

25,482 茨城県 北茨城市 くすりのマルト磯原店 小売業 その他小売 5%

25,483 茨城県 北茨城市 サイクルショップネモト　磯原店 小売業 その他小売 5%

25,484 茨城県 北茨城市 沢杜 サービス 飲食業 5%

25,485 茨城県 北茨城市 サンユー磯原中央店 小売業 食料品 5%

25,486 茨城県 北茨城市 サンユー大津店 小売業 食料品 5%

25,487 茨城県 北茨城市 サンユーザ・酒屋さん 小売業 食料品 5%

25,488 茨城県 北茨城市 サンユー中郷店 小売業 食料品 5%

25,489 茨城県 北茨城市 サンユーストアー　磯原中央店 小売業 食料品 5%

25,490 茨城県 北茨城市 サンユーストアー　大津店 小売業 食料品 5%

25,491 茨城県 北茨城市 サンユーストアー　ザ・酒屋さん 小売業 食料品 5%

25,492 茨城県 北茨城市 サンユーストアー　中郷店 小売業 食料品 5%

25,493 茨城県 北茨城市 下山田電機商会 小売業 電化製品 5%

25,494 茨城県 北茨城市 関彰商事（株）北茨城ＣＳセンター 小売業 ガソリンスタンド 5%
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25,495 茨城県 北茨城市 セントラルホテル磯原 サービス 宿泊業 5%

25,496 茨城県 北茨城市 総合衣料　丸作 小売業 衣料品 5%

25,497 茨城県 北茨城市 タカシマタイヤサービス 小売業 その他小売 5%

25,498 茨城県 北茨城市 としまや月浜の湯 サービス 宿泊業 5%

25,499 茨城県 北茨城市 中郷石岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,500 茨城県 北茨城市 ナガシマクリーニング　本店 サービス その他サービス 5%

25,501 茨城県 北茨城市 ネッツトヨタ茨城マイネ北茨城 小売業 その他小売 5%

25,502 茨城県 北茨城市 ネッツトヨタ水戸北茨城店 小売業 その他小売 5%

25,503 茨城県 北茨城市 ＮＯ　ＣＯＮＣＥＰＴ　ＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

25,504 茨城県 北茨城市 ＮＯ　ＣＯＮＣＥＰＴ　ＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

25,505 茨城県 北茨城市 ばんどう太郎北茨城店 サービス 飲食業 5%

25,506 茨城県 北茨城市 秀寿司 サービス 飲食業 5%

25,507 茨城県 北茨城市 二ツ島観光ホテル サービス 宿泊業 5%

25,508 茨城県 北茨城市 ホテルエリアワン北茨城 サービス 宿泊業 5%

25,509 茨城県 北茨城市 マクドナルド北茨城中郷店 サービス 飲食業 2%

25,510 茨城県 北茨城市 マクドナルド６号線大津店 サービス 飲食業 2%

25,511 茨城県 北茨城市 升田屋呉服店 小売業 衣料品 5%

25,512 茨城県 北茨城市 マルト磯原店 小売業 食料品 5%

25,513 茨城県 北茨城市 まるふく 小売業 衣料品 5%

25,514 茨城県 北茨城市 メガネストアー北茨城 小売業 その他小売 5%

25,515 茨城県 北茨城市 メガネストアー北茨城店 小売業 その他小売 5%

25,516 茨城県 北茨城市 メガネの内山　磯原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

25,517 茨城県 北茨城市 メヒコ　北茨城店 サービス 飲食業 5%

25,518 茨城県 北茨城市 有限会社 アサヒ電機 小売業 電化製品 5%

25,519 茨城県 古河市 青木電器商会 小売業 電化製品 5%

25,520 茨城県 古河市 青木電器商会ククヤ台店 小売業 電化製品 5%

25,521 茨城県 古河市 青木電器商会・総和店 小売業 電化製品 5%

25,522 茨城県 古河市 ＡＮＺＡＮ東日本 サービス その他サービス 5%

25,523 茨城県 古河市 居酒屋ダイニング　燻 サービス 飲食業 5%

25,524 茨城県 古河市 出光恩名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,525 茨城県 古河市 出光仁連ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,526 茨城県 古河市 セブン－イレブン茨城三和南店 小売業 食料品 2%

25,527 茨城県 古河市 セブン－イレブン茨城総和関戸店 小売業 食料品 2%

25,528 茨城県 古河市 茨城トヨペット古河東牛谷店 小売業 その他小売 5%

25,529 茨城県 古河市 茨城日野自動車古河支店 小売業 その他小売 5%

25,530 茨城県 古河市 うおとみ三和店 小売業 その他小売 5%

25,531 茨城県 古河市 エクラシノザキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

25,532 茨城県 古河市 ｅｖｅｒｇｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

25,533 茨城県 古河市 ａｕショップ総和 小売業 電化製品 5%

25,534 茨城県 古河市 Ｌ　ｇｒａｎｄｉｒ サービス 理容・美容業 5%

25,535 茨城県 古河市 オートレット古河 小売業 その他小売 5%

25,536 茨城県 古河市 尾崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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25,537 茨城県 古河市 ＯＲＩＧＩＮＡＬＦＬＡＶＯＲ 小売業 その他小売 5%

25,538 茨城県 古河市 温野菜古河店 サービス 飲食業 2%

25,539 茨城県 古河市 カスオデンキ 小売業 電化製品 5%

25,540 茨城県 古河市 かつ太郎総本店総和店 サービス 飲食業 5%

25,541 茨城県 古河市 かつ太郎本店丘里店 サービス 飲食業 5%

25,542 茨城県 古河市 がってん寿司古河店 サービス 飲食業 5%

25,543 茨城県 古河市 カットスタジオ　Ｍ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

25,544 茨城県 古河市 割烹　新 サービス 飲食業 5%

25,545 茨城県 古河市 株式会社ＣＯＲＲＳ 小売業 その他小売 5%

25,546 茨城県 古河市 株式会社すだ包装　株式会社すだ包装　古河店 小売業 その他小売 5%

25,547 茨城県 古河市 株式会社タイヨー 小売業 その他小売 5%

25,548 茨城県 古河市 株式会社蛸屋　総和店 小売業 食料品 5%

25,549 茨城県 古河市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋茨城総和下辺見店 サービス 飲食業 2%

25,550 茨城県 古河市 ギガマート　古河店 小売業 食料品 5%

25,551 茨城県 古河市 きこえの相談室　古河店 小売業 その他小売 5%

25,552 茨城県 古河市 北利根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,553 茨城県 古河市 北利根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,554 茨城県 古河市 牛角古河店 サービス 飲食業 2%

25,555 茨城県 古河市 ギルド 小売業 家具・調度品 5%

25,556 茨城県 古河市 近長酒店 小売業 食料品 5%

25,557 茨城県 古河市 古河ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,558 茨城県 古河市 セブン－イレブン古河大山店 小売業 食料品 2%

25,559 茨城県 古河市 古河加圧トレーニング サービス その他サービス 5%

25,560 茨城県 古河市 セブンーイレブン古河上辺見店 小売業 食料品 2%

25,561 茨城県 古河市 セブン－イレブン古河けやき平店 小売業 食料品 2%

25,562 茨城県 古河市 セブン－イレブン古河三和中学校前店 小売業 食料品 2%

25,563 茨城県 古河市 セブン－イレブン古河下辺見店 小売業 食料品 2%

25,564 茨城県 古河市 セブン－イレブン古河新中田店 小売業 食料品 2%

25,565 茨城県 古河市 古河セントラルホテル サービス 宿泊業 5%

25,566 茨城県 古河市 古河西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,567 茨城県 古河市 古河東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,568 茨城県 古河市 セブン－イレブン古河東３丁目店 小売業 食料品 2%

25,569 茨城県 古河市 セブン－イレブン古河東諸川店 小売業 食料品 2%

25,570 茨城県 古河市 セブン－イレブン古河水海店 小売業 食料品 2%

25,571 茨城県 古河市 古河南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,572 茨城県 古河市 セブン－イレブン古河南店 小売業 食料品 2%

25,573 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売 境センター 小売業 食料品 5%

25,574 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売 総和センター 小売業 食料品 5%

25,575 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売　下館中央センター 小売業 食料品 5%

25,576 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売　下館西センター 小売業 食料品 5%

25,577 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売 結城センター 小売業 食料品 5%

25,578 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売 真壁センター 小売業 食料品 5%
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25,579 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売　水海道センター 小売業 食料品 5%

25,580 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売　岩井センター 小売業 食料品 5%

25,581 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売 石下センター 小売業 食料品 5%

25,582 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売　古河南センター 小売業 食料品 5%

25,583 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売　三和センター 小売業 食料品 5%

25,584 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売 土浦荒川センター 小売業 食料品 5%

25,585 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売 取手戸頭センター 小売業 食料品 5%

25,586 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売　つくば高見原センター 小売業 食料品 5%

25,587 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売　土浦神立センター 小売業 食料品 5%

25,588 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売　つくば天久保センター 小売業 食料品 5%

25,589 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売 真岡荒町センター 小売業 食料品 5%

25,590 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売 益子センター 小売業 食料品 5%

25,591 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売　牛久東センター 小売業 食料品 5%

25,592 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売 真岡西センター 小売業 食料品 5%

25,593 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売　古河東センター 小売業 食料品 5%

25,594 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売　土浦千束町センター 小売業 食料品 5%

25,595 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売　阿見センター 小売業 食料品 5%

25,596 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売　取手井野センター 小売業 食料品 5%

25,597 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売　下妻センター 小売業 食料品 5%

25,598 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売　守谷センター 小売業 食料品 5%

25,599 茨城県 古河市 古河ヤクルト販売 つくば南センター 小売業 食料品 5%

25,600 茨城県 古河市 小堤ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,601 茨城県 古河市 小林自動車本社 小売業 その他小売 5%

25,602 茨城県 古河市 小林自動車ＹＯＳＡＰＡＲＫ満天 小売業 その他小売 5%

25,603 茨城県 古河市 コハル花店 小売業 その他小売 5%

25,604 茨城県 古河市 セブン－イレブン駒羽根店 小売業 食料品 2%

25,605 茨城県 古河市 米銀商店 小売業 食料品 5%

25,606 茨城県 古河市 Ｃｏｒｓｉｃａ サービス 飲食業 5%

25,607 茨城県 古河市 ＳＵＮＴＲＡＰ サービス 理容・美容業 5%

25,608 茨城県 古河市 ＳＵＮＲＯＳＥ サービス 飲食業 5%

25,609 茨城県 古河市 三和 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,610 茨城県 古河市 三和トヨペット　古河店 小売業 その他小売 5%

25,611 茨城県 古河市 三和トヨペット三和店 サービス その他サービス 5%

25,612 茨城県 古河市 三和トヨペット本社 サービス その他サービス 5%

25,613 茨城県 古河市 セブン－イレブン三和東山田店 小売業 食料品 2%

25,614 茨城県 古河市 セブン－イレブン三和諸川宮久保店 小売業 食料品 2%

25,615 茨城県 古河市 ＪＡ茨城むつみ　農産物直売所総和店 小売業 食料品 5%

25,616 茨城県 古河市 シティマーケットうおまつ古河店 小売業 その他小売 5%

25,617 茨城県 古河市 清水住宅機器 小売業 電化製品 5%

25,618 茨城県 古河市 下片田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,619 茨城県 古河市 シンエネ総和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,620 茨城県 古河市 スーパーフレッシュ古河店 小売業 その他小売 5%
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25,621 茨城県 古河市 杉田無線 小売業 電化製品 5%

25,622 茨城県 古河市 鈴木石材 サービス その他サービス 5%

25,623 茨城県 古河市 須藤電機商会 小売業 電化製品 5%

25,624 茨城県 古河市 スポーツカムイ古河店 小売業 その他小売 5%

25,625 茨城県 古河市 生鮮カズ 小売業 その他小売 5%

25,626 茨城県 古河市 関彰商事（株）古河ＬＰＧセンター 小売業 ガソリンスタンド 5%

25,627 茨城県 古河市 セキネデンキ 小売業 電化製品 5%

25,628 茨城県 古河市 セブン－イレブン総和稲宮店 小売業 食料品 2%

25,629 茨城県 古河市 セブン－イレブン総和女沼店 小売業 食料品 2%

25,630 茨城県 古河市 セブン－イレブン総和新小堤店 小売業 食料品 2%

25,631 茨城県 古河市 高橋自動車工業所 サービス その他サービス 5%

25,632 茨城県 古河市 高橋祐一行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

25,633 茨城県 古河市 タケムラデンキ 小売業 電化製品 5%

25,634 茨城県 古河市 田村屋　西口店 小売業 食料品 5%

25,635 茨城県 古河市 Ｄｅａｒ サービス 理容・美容業 5%

25,636 茨城県 古河市 Ｄｅａｒ サービス 理容・美容業 5%

25,637 茨城県 古河市 ＤＰ古河総和 サービス 理容・美容業 5%

25,638 茨城県 古河市 手打そば　昇平 サービス 飲食業 5%

25,639 茨城県 古河市 デュ－クス サービス 理容・美容業 5%

25,640 茨城県 古河市 東京書店　古河店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

25,641 茨城県 古河市 東洋堂レコード店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

25,642 茨城県 古河市 ときわ書店古河店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

25,643 茨城県 古河市 トヨタカローラ南茨城古河店 小売業 その他小売 5%

25,644 茨城県 古河市 トヨタカローラ南茨城古河東店 小売業 その他小売 5%

25,645 茨城県 古河市 トヨタレンタリース茨城古河駅前店 サービス その他サービス 2%

25,646 茨城県 古河市 トラックショップジェット古河店 小売業 その他小売 5%

25,647 茨城県 古河市 長浜農機電気商会 小売業 電化製品 5%

25,648 茨城県 古河市 名崎 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,649 茨城県 古河市 日本一ＶＡＬ古河駅ビル店 小売業 食料品 5%

25,650 茨城県 古河市 ニュー三和 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,651 茨城県 古河市 ＮａｉｌＳａｌｏｎＲｉｋｋａ サービス 理容・美容業 5%

25,652 茨城県 古河市 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｒｉｋｋａ サービス 理容・美容業 5%

25,653 茨城県 古河市 ネッツトヨタ茨城マイネ古河 小売業 その他小売 5%

25,654 茨城県 古河市 ネッツトヨタつくば古河店 小売業 その他小売 5%

25,655 茨城県 古河市 ハクトデンキ 小売業 電化製品 5%

25,656 茨城県 古河市 肌育サロンＭａｒｙ?Ｌｏｕ サービス 理容・美容業 5%

25,657 茨城県 古河市 ＨＡＲＡＫＥＮ株式会社 小売業 その他小売 5%

25,658 茨城県 古河市 春塚南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,659 茨城県 古河市 坂東太郎古河総本店 サービス 飲食業 5%

25,660 茨城県 古河市 ばんどう太郎古河店 サービス 飲食業 5%

25,661 茨城県 古河市 Ｐ・すりーぷ　ＰＥＴ 小売業 その他小売 5%

25,662 茨城県 古河市 東諸川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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25,663 茨城県 古河市 東山田 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,664 茨城県 古河市 ビーハウス古河店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

25,665 茨城県 古河市 ひまわり企画合同会社 サービス その他サービス 5%

25,666 茨城県 古河市 ビューティサロンＹｕＲｉ サービス 理容・美容業 5%

25,667 茨城県 古河市 ヒロオート サービス その他サービス 5%

25,668 茨城県 古河市 フォーエスつくば　タカハシ 小売業 電化製品 5%

25,669 茨城県 古河市 藤倉電気古河店 小売業 電化製品 5%

25,670 茨城県 古河市 仏壇の国際 小売業 家具・調度品 5%

25,671 茨城県 古河市 船橋 小売業 電化製品 5%

25,672 茨城県 古河市 プリマベーラ サービス 飲食業 5%

25,673 茨城県 古河市 プルメリア薬局 小売業 その他小売 5%

25,674 茨城県 古河市 ヘアーサロン　ナカムラ サービス 理容・美容業 5%

25,675 茨城県 古河市 ＨａｉｒＳｔｕｄｉｏＫＡＺ　Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＫＡＺ サービス 理容・美容業 5%

25,676 茨城県 古河市 ＨＡＩＲ　ＴＩＤＡ サービス 理容・美容業 5%

25,677 茨城県 古河市 ヘアメイクＡＯ サービス 理容・美容業 5%

25,678 茨城県 古河市 ヘアメイクＡＯ　Ｈａｎａｌｅ サービス 理容・美容業 5%

25,679 茨城県 古河市 Ｂｏｎｈｅｕｒ サービス その他サービス 5%

25,680 茨城県 古河市 堀江動物病院 サービス その他サービス 5%

25,681 茨城県 古河市 マクドナルド１２５三和店 サービス 飲食業 2%

25,682 茨城県 古河市 マクドナルド古河店 サービス 飲食業 2%

25,683 茨城県 古河市 マクドナルド総和とりせん店 サービス 飲食業 2%

25,684 茨城県 古河市 マクドナルド４号線古河店 サービス 飲食業 2%

25,685 茨城県 古河市 マスダ 小売業 電化製品 5%

25,686 茨城県 古河市 ＭＩＥＵＸＳ サービス 理容・美容業 5%

25,687 茨城県 古河市 ミハシ釣具 小売業 その他小売 5%

25,688 茨城県 古河市 ＭＩＥＵＸＳ サービス 理容・美容業 5%

25,689 茨城県 古河市 メガネサロンルック　古河店 小売業 貴金属・服飾品 5%

25,690 茨城県 古河市 安井米店　安井米店 小売業 食料品 5%

25,691 茨城県 古河市 有限会社アジアオートファクトリー サービス その他サービス 5%

25,692 茨城県 古河市 有 卯木薬局 小売業 その他小売 5%

25,693 茨城県 古河市 有限会社倉持薬局 小売業 その他小売 5%

25,694 茨城県 古河市 ヨシダ家具　古河店 小売業 家具・調度品 5%

25,695 茨城県 古河市 ライフアップとちぎ 小売業 電化製品 5%

25,696 茨城県 古河市 ルート新４号小山南 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,697 茨城県 古河市 ル・セジェム 小売業 衣料品 5%

25,698 茨城県 古河市 ワタナベラジオ 小売業 電化製品 5%

25,699 茨城県 古河市 通快居酒屋　ムートントンズ サービス 飲食業 5%

25,700 茨城県 五霞町 アラカワ サービス その他サービス 5%

25,701 茨城県 五霞町 セブン－イレブン五霞新幸谷店 小売業 食料品 2%

25,702 茨城県 五霞町 五霞西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,703 茨城県 五霞町 セブン－イレブン五霞元栗橋店 小売業 食料品 2%

25,704 茨城県 五霞町 幸手中研前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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25,705 茨城県 五霞町 ＧＬＰ圏央五霞 小売業 食料品 5%

25,706 茨城県 五霞町 ＧＬＰ圏央五霞　食堂 小売業 食料品 5%

25,707 茨城県 五霞町 中里電機 小売業 電化製品 5%

25,708 茨城県 五霞町 ばんどう太郎五霞店 サービス 飲食業 5%

25,709 茨城県 五霞町 道の駅ごか　農産物直売所 小売業 食料品 5%

25,710 茨城県 五霞町 レストラン華こぶし サービス 飲食業 5%

25,711 茨城県 境町 アライストア 小売業 その他小売 5%

25,712 茨城県 境町 イシズカデンキ 小売業 電化製品 5%

25,713 茨城県 境町 セブン－イレブン茨城境染谷店 小売業 食料品 2%

25,714 茨城県 境町 セブン－イレブン茨城境長井戸店 小売業 食料品 2%

25,715 茨城県 境町 海のさむらい サービス 飲食業 5%

25,716 茨城県 境町 オプトＶＩＥＷ　境店 小売業 貴金属・服飾品 5%

25,717 茨城県 境町 株式会社平川モータース サービス その他サービス 5%

25,718 茨城県 境町 かごや サービス 飲食業 5%

25,719 茨城県 境町 斉藤電機 小売業 電化製品 5%

25,720 茨城県 境町 境ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,721 茨城県 境町 セブン－イレブン境塚崎西店 小売業 食料品 2%

25,722 茨城県 境町 境バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,723 茨城県 境町 猿島インターネットサービス サービス その他サービス 5%

25,724 茨城県 境町 下小橋 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,725 茨城県 境町 ス－パ－あかおぎ 小売業 その他小売 5%

25,726 茨城県 境町 ソフトバンク　境 小売業 電化製品 5%

25,727 茨城県 境町 ｄｉｎｉｎｇｂａｒｗａｋａｎａｔｅｉ サービス 飲食業 5%

25,728 茨城県 境町 Ｔｅａ＆Ｂａｌ　ＰＵＲＥ サービス 飲食業 5%

25,729 茨城県 境町 トヨタカローラ南茨城境店 小売業 その他小売 5%

25,730 茨城県 境町 ドラッグニシワキ　境店 小売業 その他小売 5%

25,731 茨城県 境町 野口熊太郎茶園 小売業 食料品 5%

25,732 茨城県 境町 はこじま 小売業 その他小売 5%

25,733 茨城県 境町 ばんどう太郎総本店 サービス 飲食業 5%

25,734 茨城県 境町 ＰＣファクトリー 小売業 電化製品 5%

25,735 茨城県 境町 平井自動車 小売業 衣料品 5%

25,736 茨城県 境町 伏木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,737 茨城県 境町 ブルーベース サービス その他サービス 5%

25,738 茨城県 境町 ＢＬＵＥ　ＢＡＳＥｃｏ．，ＬＴＤ． 小売業 その他小売 5%

25,739 茨城県 境町 幌馬車 サービス 飲食業 5%

25,740 茨城県 境町 マカロニサーフ サービス その他サービス 5%

25,741 茨城県 境町 マクドナルド境町店 サービス 飲食業 2%

25,742 茨城県 境町 メガネサロンルック　境町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

25,743 茨城県 境町 レディースファッションアオキ境町店 小売業 衣料品 5%

25,744 茨城県 境町 大歩ＳＳ　株式会社張替商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,745 茨城県 桜川市 シューズあい　カスミフードスクエア岩瀬店 小売業 その他小売 5%

25,746 茨城県 桜川市 茨城日野自動車岩瀬支店 小売業 その他小売 5%
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25,747 茨城県 桜川市 セブン－イレブン茨城真壁古城店 小売業 食料品 2%

25,748 茨城県 桜川市 岩瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,749 茨城県 桜川市 セブン－イレブン岩瀬明日香３丁目店 小売業 食料品 2%

25,750 茨城県 桜川市 セブン－イレブン岩瀬鍬田店 小売業 食料品 2%

25,751 茨城県 桜川市 セブン－イレブン岩瀬富谷店 小売業 食料品 2%

25,752 茨城県 桜川市 岩瀬西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,753 茨城県 桜川市 岩瀬南飯田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,754 茨城県 桜川市 イワセヨガ サービス その他サービス 5%

25,755 茨城県 桜川市 上野原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,756 茨城県 桜川市 エミュー桜川店 サービス 理容・美容業 5%

25,757 茨城県 桜川市 株式会社　大和ホースパーク サービス その他サービス 5%

25,758 茨城県 桜川市 鴨亭 サービス 飲食業 5%

25,759 茨城県 桜川市 グリーンフィールド大和ＳＳ　坪井商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,760 茨城県 桜川市 セブン－イレブン桜川飯塚店 小売業 食料品 2%

25,761 茨城県 桜川市 セブン－イレブン桜川長方店 小売業 食料品 2%

25,762 茨城県 桜川市 城洋機械 サービス その他サービス 5%

25,763 茨城県 桜川市 スズキアリーナ桜川 小売業 その他小売 5%

25,764 茨城県 桜川市 タサキ洋品店 小売業 貴金属・服飾品 5%

25,765 茨城県 桜川市 筑波学園ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

25,766 茨城県 桜川市 トヨタカローラ新茨城岩瀬店 小売業 その他小売 5%

25,767 茨城県 桜川市 Ｎａｏｍｉ’ｓ　Ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

25,768 茨城県 桜川市 バッカスサイトウ 小売業 食料品 5%

25,769 茨城県 桜川市 バッカスサイトウ 小売業 その他小売 5%

25,770 茨城県 桜川市 パナピットよねかわ店 小売業 電化製品 5%

25,771 茨城県 桜川市 フルハシタイヤ販売　真壁営業所 小売業 その他小売 5%

25,772 茨城県 桜川市 ヘアーサロン　タケナカ サービス 理容・美容業 5%

25,773 茨城県 桜川市 真壁中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,774 茨城県 桜川市 真壁ＳＳ　大和田商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,775 茨城県 桜川市 真壁北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,776 茨城県 桜川市 真壁第一ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,777 茨城県 桜川市 真壁バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,778 茨城県 桜川市 真壁東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,779 茨城県 桜川市 真壁南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,780 茨城県 桜川市 マクドナルド５０号岩瀬店 サービス 飲食業 2%

25,781 茨城県 桜川市 増渕ラジオ商会 小売業 電化製品 5%

25,782 茨城県 桜川市 谷貝給油所柳田商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,783 茨城県 桜川市 焼肉くにきや サービス 飲食業 5%

25,784 茨城県 桜川市 大和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,785 茨城県 下妻市 アイコール　下妻オーク店 小売業 貴金属・服飾品 5%

25,786 茨城県 下妻市 シューズあい　カスミフードスクエア下妻店 小売業 その他小売 5%

25,787 茨城県 下妻市 あとりえきどう サービス その他サービス 5%

25,788 茨城県 下妻市 イソトモ電機商会 小売業 電化製品 5%
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25,789 茨城県 下妻市 出光横根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,790 茨城県 下妻市 茨城トヨペット下妻店 小売業 その他小売 5%

25,791 茨城県 下妻市 茨城トヨペットＵ－Ｃａｒセンター下妻店 小売業 その他小売 5%

25,792 茨城県 下妻市 エミュー下妻店 サービス 理容・美容業 5%

25,793 茨城県 下妻市 カイロプラクティック院　来夢　カイロプラクティック院　来夢 サービス その他サービス 5%

25,794 茨城県 下妻市 家族レストラン坂東太郎下妻総本店 サービス 飲食業 5%

25,795 茨城県 下妻市 カットギャラリーミュー サービス 理容・美容業 5%

25,796 茨城県 下妻市 株式会社コンドー楽器 小売業 その他小売 5%

25,797 茨城県 下妻市 かめやパッケージ　かめや　パッケージ サービス その他サービス 5%

25,798 茨城県 下妻市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋下妻堀篭店 サービス 飲食業 2%

25,799 茨城県 下妻市 熊倉電気 小売業 電化製品 5%

25,800 茨城県 下妻市 黒駒ＳＳ　有限会社塚田燃料 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,801 茨城県 下妻市 Ｋ２　ＳＵＲＦＢＯＡＲＤＳ 小売業 その他小売 5%

25,802 茨城県 下妻市 こうじや化粧品店 こうじや化粧品店 小売業 その他小売 5%

25,803 茨城県 下妻市 コーエーデンキ 小売業 電化製品 5%

25,804 茨城県 下妻市 シーベレット　下妻店 小売業 衣料品 5%

25,805 茨城県 下妻市 下妻 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,806 茨城県 下妻市 下妻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,807 茨城県 下妻市 下妻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,808 茨城県 下妻市 セブン－イレブン下妻石の宮店 小売業 食料品 2%

25,809 茨城県 下妻市 セブン－イレブン下妻黒駒店 小売業 食料品 2%

25,810 茨城県 下妻市 セブン－イレブン下妻下木戸店 小売業 食料品 2%

25,811 茨城県 下妻市 下妻第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,812 茨城県 下妻市 下妻田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,813 茨城県 下妻市 セブン－イレブン下妻仲町店 小売業 食料品 2%

25,814 茨城県 下妻市 下妻西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,815 茨城県 下妻市 下妻東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,816 茨城県 下妻市 セブン－イレブン下妻本城店 小売業 食料品 2%

25,817 茨城県 下妻市 セブン－イレブン下妻横根南店 小売業 食料品 2%

25,818 茨城県 下妻市 Ｓｐｅａｋｅａｓｙ　Ｗ?ｔｉｍｅ サービス 飲食業 5%

25,819 茨城県 下妻市 宗道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,820 茨城県 下妻市 ソフトバンク　イオン下妻 小売業 電化製品 5%

25,821 茨城県 下妻市 タイヤセレクト下妻 小売業 その他小売 5%

25,822 茨城県 下妻市 高道祖ＳＳ　株式会社小沢石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,823 茨城県 下妻市 田中屋 小売業 衣料品 5%

25,824 茨城県 下妻市 千代川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,825 茨城県 下妻市 千代川ＳＳ　渡辺商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,826 茨城県 下妻市 セブン－イレブン千代川田下店 小売業 食料品 2%

25,827 茨城県 下妻市 塚田電機 小売業 電化製品 5%

25,828 茨城県 下妻市 手づくり和菓子翁屋下妻店 小売業 食料品 5%

25,829 茨城県 下妻市 トヨタカローラ南茨城下妻宗道店 小売業 その他小売 5%

25,830 茨城県 下妻市 トヨタカローラ南茨城下妻たかさい店 小売業 その他小売 5%
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25,831 茨城県 下妻市 中島電器店 小売業 電化製品 5%

25,832 茨城県 下妻市 ネッツトヨタ茨城マイネ下妻 小売業 その他小売 5%

25,833 茨城県 下妻市 ばんどう太郎下妻店 サービス 飲食業 5%

25,834 茨城県 下妻市 美容室ブラインドフェイス サービス 理容・美容業 5%

25,835 茨城県 下妻市 ＦＩＲＳＴ　ＤＲＥＡＭ サービス その他サービス 5%

25,836 茨城県 下妻市 Ｆｏｒｉｓ サービス 理容・美容業 5%

25,837 茨城県 下妻市 ブックアート大塚屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

25,838 茨城県 下妻市 フルハシタイヤ販売 小売業 その他小売 5%

25,839 茨城県 下妻市 宝石・時計　池田　下妻店 小売業 貴金属・服飾品 5%

25,840 茨城県 下妻市 ホンダカーズ下妻 サービス その他サービス 5%

25,841 茨城県 下妻市 マクドナルド１２５下妻店 サービス 飲食業 2%

25,842 茨城県 下妻市 マツエク本舗下妻店 サービス 理容・美容業 5%

25,843 茨城県 下妻市 焼肉百萬下妻店 サービス 飲食業 5%

25,844 茨城県 下妻市 有限会社大山スポーツ商会 小売業 その他小売 5%

25,845 茨城県 下妻市 有 ファッションショップひらま 小売業 衣料品 5%

25,846 茨城県 下妻市 横瀬電機商会 小売業 電化製品 5%

25,847 茨城県 下妻市 リリー美容室 サービス 理容・美容業 5%

25,848 茨城県 下妻市 ルート２９４下妻 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,849 茨城県 下妻市 ＬｏｆｔｙＢａｎｄｉｔ 小売業 衣料品 5%

25,850 茨城県 常総市 アルファペイント 小売業 その他小売 5%

25,851 茨城県 常総市 飯沼 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,852 茨城県 常総市 イオンモール土浦SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,853 茨城県 常総市 セブン－イレブン石下大房店 小売業 食料品 2%

25,854 茨城県 常総市 セブン－イレブン石下古間木店 小売業 食料品 2%

25,855 茨城県 常総市 石下南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,856 茨城県 常総市 セブン－イレブン茨城石下店 小売業 食料品 2%

25,857 茨城県 常総市 茨城トヨペット常総石下店 小売業 その他小売 5%

25,858 茨城県 常総市 茨城トヨペット常総中妻店 小売業 その他小売 5%

25,859 茨城県 常総市 茨城日野自動車守谷支店 小売業 その他小売 5%

25,860 茨城県 常総市 うおまつ　石下 小売業 その他小売 5%

25,861 茨城県 常総市 出光内守谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,862 茨城県 常総市 大輪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,863 茨城県 常総市 御食事処かめや サービス 飲食業 5%

25,864 茨城県 常総市 豊岡 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,865 茨城県 常総市 かつ太郎本店石下店 サービス 飲食業 5%

25,866 茨城県 常総市 株式会社サステナブルヘルス 小売業 その他小売 5%

25,867 茨城県 常総市 株式会社三和商会　筑波直売 小売業 その他小売 5%

25,868 茨城県 常総市 株式会社シーメンテ 小売業 その他小売 5%

25,869 茨城県 常総市 甘味屋きくりん サービス 飲食業 5%

25,870 茨城県 常総市 熊倉ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

25,871 茨城県 常総市 クローバー動物病院 サービス その他サービス 5%

25,872 茨城県 常総市 小池化学株式会社茨城営業所 小売業 その他小売 5%
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25,873 茨城県 常総市 株式会社コーアンドビー サービス その他サービス 5%

25,874 茨城県 常総市 斉藤無線 小売業 電化製品 5%

25,875 茨城県 常総市 サンパティック石下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,876 茨城県 常総市 シティマーケットうおまつ豊岡店 小売業 その他小売 5%

25,877 茨城県 常総市 シティーマーケットうおまつ水海道店 小売業 その他小売 5%

25,878 茨城県 常総市 セブン－イレブン常総内守谷工業団地店 小売業 食料品 2%

25,879 茨城県 常総市 セブン－イレブン常総きぬ公園入口店 小売業 食料品 2%

25,880 茨城県 常総市 セブン－イレブン常総豊岡北店 小売業 食料品 2%

25,881 茨城県 常総市 セブン－イレブン常総中沼店 小売業 食料品 2%

25,882 茨城県 常総市 セブン－イレブン常総馬場店 小売業 食料品 2%

25,883 茨城県 常総市 セブン－イレブン常総水海道高野町店 小売業 食料品 2%

25,884 茨城県 常総市 セブン－イレブン常総本石下店 小売業 食料品 2%

25,885 茨城県 常総市 セブン－イレブン常総森下町店 小売業 食料品 2%

25,886 茨城県 常総市 セブン－イレブン常総山田南店 小売業 食料品 2%

25,887 茨城県 常総市 水海道 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,888 茨城県 常総市 新石下 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,889 茨城県 常総市 出光菅生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,890 茨城県 常総市 大塚戸 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,891 茨城県 常総市 スリーアップ サンキュー遺品整理センター サービス その他サービス 5%

25,892 茨城県 常総市 タニタフィッツミー水海道店 サービス その他サービス 5%

25,893 茨城県 常総市 塚本自動車 サービス その他サービス 5%

25,894 茨城県 常総市 つくばビューホテル サービス 宿泊業 5%

25,895 茨城県 常総市 電化ショップキムラ 小売業 電化製品 5%

25,896 茨城県 常総市 電器ハウスかわぐち　（屋外） 小売業 電化製品 5%

25,897 茨城県 常総市 土井製麺店 有限会社土井製麺店 小売業 食料品 5%

25,898 茨城県 常総市 トヨタレンタリース茨城石下店 サービス その他サービス 2%

25,899 茨城県 常総市 中妻 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,900 茨城県 常総市 なかつま動物病院 サービス その他サービス 5%

25,901 茨城県 常総市 ネッツトヨタ茨城マイネＭＢｏｘ 小売業 その他小売 5%

25,902 茨城県 常総市 ネッツトヨタつくば水海道店 小売業 その他小売 5%

25,903 茨城県 常総市 Ｆｒｅｅ　Ｗｉｌｌ サービス その他サービス 5%

25,904 茨城県 常総市 フルハシタイヤ販売　石下営業所 小売業 その他小売 5%

25,905 茨城県 常総市 マクドナルド２９４石下店 サービス 飲食業 2%

25,906 茨城県 常総市 マクドナルド水海道バイパス店 サービス 飲食業 2%

25,907 茨城県 常総市 マスダスポーツ 小売業 その他小売 5%

25,908 茨城県 常総市 坂手 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,909 茨城県 常総市 三坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,910 茨城県 常総市 水海道ＳＳ　釜久本店 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,911 茨城県 常総市 水海道アニマルクリニック サービス その他サービス 5%

25,912 茨城県 常総市 セブン－イレブン水海道内守谷店 小売業 食料品 2%

25,913 茨城県 常総市 セブン－イレブン水海道駅前店 小売業 食料品 2%

25,914 茨城県 常総市 セブン－イレブン水海道大生郷店 小売業 食料品 2%
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25,915 茨城県 常総市 水海道五箇ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,916 茨城県 常総市 水海道第一ホテル サービス 宿泊業 5%

25,917 茨城県 常総市 セブン－イレブン水海道中妻町店 小売業 食料品 2%

25,918 茨城県 常総市 水海道西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,919 茨城県 常総市 三妻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,920 茨城県 常総市 メル友　石下店 小売業 電化製品 5%

25,921 茨城県 常総市 リサイクルショップ 物コミニュケーション 小売業 その他小売 5%

25,922 茨城県 常総市 レディースファッションアオキ 小売業 衣料品 5%

25,923 茨城県 常総市 わたなべクリーニング水海道中学校入口店 サービス その他サービス 5%

25,924 茨城県 城里町 Ａ－ｒｕｅ 小売業 衣料品 5%

25,925 茨城県 城里町 出光石塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,926 茨城県 城里町 インテリア辰美 小売業 その他小売 5%

25,927 茨城県 城里町 Ａコープかつら 小売業 その他小売 5%

25,928 茨城県 城里町 Ａコープ常北店 小売業 その他小売 5%

25,929 茨城県 城里町 桂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,930 茨城県 城里町 サザンヤードカントリークラブ サービス その他サービス 5%

25,931 茨城県 城里町 サンパワーエコス城里店 サービス その他サービス 5%

25,932 茨城県 城里町 シェイキンスピードグラフィックス サービス その他サービス 5%

25,933 茨城県 城里町 塩子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,934 茨城県 城里町 セブン－イレブン常北下古内店 小売業 食料品 2%

25,935 茨城県 城里町 常北町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,936 茨城県 城里町 セブン－イレブン城里石塚店 小売業 食料品 2%

25,937 茨城県 城里町 セブン－イレブン城里那珂西店 小売業 食料品 2%

25,938 茨城県 城里町 セブン－イレブン城里増井店 小売業 食料品 2%

25,939 茨城県 城里町 那珂西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,940 茨城県 城里町 ふたば食堂 サービス 飲食業 5%

25,941 茨城県 城里町 水戸ヤクルト販売　しろさとセンター 小売業 食料品 5%

25,942 茨城県 大子町 居酒屋ＵＯＫＡＮＥ サービス 飲食業 5%

25,943 茨城県 大子町 茨城交通大子営業所 サービス その他サービス 5%

25,944 茨城県 大子町 茨城トヨペット大子バイパス店 小売業 その他小売 5%

25,945 茨城県 大子町 株式会社根本家具店 小売業 家具・調度品 5%

25,946 茨城県 大子町 上小川ＳＳ　叶屋石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,947 茨城県 大子町 ゲストハウス ラーハ サービス 宿泊業 5%

25,948 茨城県 大子町 咲くカフェ サービス 飲食業 5%

25,949 茨城県 大子町 セブン－イレブン大子池田北店 小売業 食料品 2%

25,950 茨城県 大子町 セブン－イレブン大子池田松沼店 小売業 食料品 2%

25,951 茨城県 大子町 大子漆八溝塗器而庵 小売業 家具・調度品 5%

25,952 茨城県 大子町 セブン－イレブン大子西金駅北店 小売業 食料品 2%

25,953 茨城県 大子町 大子塙ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,954 茨城県 大子町 大子東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,955 茨城県 大子町 大子リバーサイドＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,956 茨城県 大子町 滝味の宿　豊年万作 サービス 宿泊業 5%
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25,957 茨城県 大子町 生瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,958 茨城県 大子町 ニュー上小川ＳＳ　石井石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,959 茨城県 大子町 袋田ＳＳ　叶屋石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,960 茨城県 大子町 袋田温泉 思い出浪漫館 小売業 その他小売 5%

25,961 茨城県 大子町 袋田温泉　思い出浪漫館 サービス 宿泊業 5%

25,962 茨城県 大子町 ホテル　奥久慈館 サービス 宿泊業 5%

25,963 茨城県 大子町 ＪＭ／水戸屋靴店 小売業 貴金属・服飾品 5%

25,964 茨城県 大子町 水戸ヤクルト販売 大子センター 小売業 食料品 5%

25,965 茨城県 大子町 柳田電器商会 小売業 電化製品 5%

25,966 茨城県 大子町 吉見屋商店 小売業 衣料品 5%

25,967 茨城県 大子町 リバーサイド大子ＳＳ　有限会社増渕商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,968 茨城県 高萩市 出光安良川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,969 茨城県 高萩市 出光セルフ十王ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,970 茨城県 高萩市 出光セルフ住吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,971 茨城県 高萩市 永寿堂 小売業 食料品 5%

25,972 茨城県 高萩市 大高燃料商会 小売業 その他小売 5%

25,973 茨城県 高萩市 Ｃｏｑｕ サービス 理容・美容業 5%

25,974 茨城県 高萩市 酒のコマツ　高萩店 小売業 食料品 5%

25,975 茨城県 高萩市 サンユー秋山店 小売業 食料品 5%

25,976 茨城県 高萩市 サンユー新手綱店 小売業 食料品 5%

25,977 茨城県 高萩市 サンユーストアー　秋山店 小売業 食料品 5%

25,978 茨城県 高萩市 サンユーストアー　新手綱店 小売業 食料品 5%

25,979 茨城県 高萩市 寿々本 サービス 飲食業 5%

25,980 茨城県 高萩市 ＳＴＹＬＥｄｅＳＴＹＬＥ 小売業 その他小売 5%

25,981 茨城県 高萩市 セントラルホテル高萩 サービス 宿泊業 5%

25,982 茨城県 高萩市 ソフトバンク　ベイシアスーパーモール高萩 小売業 その他小売 5%

25,983 茨城県 高萩市 太平産業　高萩直売 小売業 その他小売 5%

25,984 茨城県 高萩市 セブン－イレブン高萩秋山店 小売業 食料品 2%

25,985 茨城県 高萩市 セブン－イレブン高萩安良川新町店 小売業 食料品 2%

25,986 茨城県 高萩市 セブン－イレブン高萩安良川店 小売業 食料品 2%

25,987 茨城県 高萩市 セブン－イレブン高萩インター店 小売業 食料品 2%

25,988 茨城県 高萩市 高萩島名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

25,989 茨城県 高萩市 高萩商事株式会社高萩営業所 小売業 その他小売 5%

25,990 茨城県 高萩市 セブン－イレブン高萩高浜町３丁目店 小売業 食料品 2%

25,991 茨城県 高萩市 高萩ホテルクレスト サービス 宿泊業 5%

25,992 茨城県 高萩市 セブン－イレブン高萩本町４丁目店 小売業 食料品 2%

25,993 茨城県 高萩市 ダルサナヨガ サービス その他サービス 5%

25,994 茨城県 高萩市 トヨタカローラ新茨城北茨城店 小売業 その他小売 5%

25,995 茨城県 高萩市 マクドナルド高萩モールベイシア店 サービス 飲食業 2%

25,996 茨城県 高萩市 緑屋時計店 小売業 その他小売 5%

25,997 茨城県 高萩市 メガネストアー高萩 小売業 その他小売 5%

25,998 茨城県 高萩市 メガネストアー高萩店 小売業 その他小売 5%
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25,999 茨城県 高萩市 ライフアップ　久保田 小売業 電化製品 5%

26,000 茨城県 高萩市 レディスファッションヒルタ高萩店 小売業 衣料品 5%

26,001 茨城県 筑西市 明野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,002 茨城県 筑西市 セブン－イレブン明野海老ケ島店 小売業 食料品 2%

26,003 茨城県 筑西市 セブン－イレブン明野中上野店 小売業 食料品 2%

26,004 茨城県 筑西市 明野村田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,005 茨城県 筑西市 ＆ｓｐｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

26,006 茨城県 筑西市 イズムＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,007 茨城県 筑西市 出光川島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,008 茨城県 筑西市 出光協和新治ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,009 茨城県 筑西市 出光下妻サンビーチＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,010 茨城県 筑西市 出光関城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,011 茨城県 筑西市 茨城トヨペット筑西神分店 小売業 その他小売 5%

26,012 茨城県 筑西市 エステサロンマーヴェラス サービス 理容・美容業 5%

26,013 茨城県 筑西市 エミュー下館店 サービス 理容・美容業 5%

26,014 茨城県 筑西市 ａｕショップ筑西 小売業 電化製品 5%

26,015 茨城県 筑西市 大田郷店 小売業 その他小売 5%

26,016 茨城県 筑西市 大西未穂 サービス その他サービス 5%

26,017 茨城県 筑西市 大林治 サービス その他サービス 5%

26,018 茨城県 筑西市 ＪＭ／大森自動車 サービス その他サービス 5%

26,019 茨城県 筑西市 菓心ひろせ　菓心　ひろせ 小売業 食料品 5%

26,020 茨城県 筑西市 霞台 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,021 茨城県 筑西市 がってん寿司筑西店 サービス 飲食業 5%

26,022 茨城県 筑西市 株式会社やまき工務店 サービス その他サービス 5%

26,023 茨城県 筑西市 硝子茶吹 サービス その他サービス 5%

26,024 茨城県 筑西市 キャンアイドレッシー下館店 サービス 理容・美容業 5%

26,025 茨城県 筑西市 協和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,026 茨城県 筑西市 協和加草ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,027 茨城県 筑西市 セブン－イレブン協和蓮沼店 小売業 食料品 2%

26,028 茨城県 筑西市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ筑西店 小売業 その他小売 5%

26,029 茨城県 筑西市 古河ヤクルト販売　下館直販 小売業 食料品 5%

26,030 茨城県 筑西市 小林自動車 サービス その他サービス 5%

26,031 茨城県 筑西市 里の蔵 サービス 飲食業 5%

26,032 茨城県 筑西市 サンエーデンキ 小売業 電化製品 5%

26,033 茨城県 筑西市 シノザキデンキ 小売業 電化製品 5%

26,034 茨城県 筑西市 下舘ＳＳ　ＮＣユニオン 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,035 茨城県 筑西市 セブン－イレブン下館小川店 小売業 食料品 2%

26,036 茨城県 筑西市 セブン－イレブン下館工業高校前店 小売業 食料品 2%

26,037 茨城県 筑西市 セブン－イレブン下館自動車学校前店 小売業 食料品 2%

26,038 茨城県 筑西市 セブン－イレブン下館島店 小売業 食料品 2%

26,039 茨城県 筑西市 セブン－イレブン下館玉戸南店 小売業 食料品 2%

26,040 茨城県 筑西市 セブン－イレブン下館外塚店 小売業 食料品 2%
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26,041 茨城県 筑西市 セブン－イレブン下館野殿店 小売業 食料品 2%

26,042 茨城県 筑西市 セブン－イレブン下館八丁店 小売業 食料品 2%

26,043 茨城県 筑西市 下館フォークランド 小売業 衣料品 5%

26,044 茨城県 筑西市 下館南ＳＳ　高島石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,045 茨城県 筑西市 セブン－イレブン下館茂田店 小売業 食料品 2%

26,046 茨城県 筑西市 セブン－イレブン下館横島店 小売業 食料品 2%

26,047 茨城県 筑西市 十里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,048 茨城県 筑西市 十里バイパスＳＳ　大和田商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,049 茨城県 筑西市 ＪＯＹパソコンスクール下館校 サービス その他サービス 5%

26,050 茨城県 筑西市 スーパーツカダ 小売業 その他小売 5%

26,051 茨城県 筑西市 すたみな太郎　下館店 サービス 飲食業 5%

26,052 茨城県 筑西市 関城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,053 茨城県 筑西市 関彰商事（株）下館ＬＰＧセンター 小売業 ガソリンスタンド 5%

26,054 茨城県 筑西市 大栄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,055 茨城県 筑西市 たちかわ　下館南店 小売業 食料品 5%

26,056 茨城県 筑西市 セブン－イレブン筑西岡芹店 小売業 食料品 2%

26,057 茨城県 筑西市 セブン－イレブン筑西梶内店 小売業 食料品 2%

26,058 茨城県 筑西市 セブン－イレブン筑西門井店 小売業 食料品 2%

26,059 茨城県 筑西市 セブン－イレブン筑西鎌田店 小売業 食料品 2%

26,060 茨城県 筑西市 セブン－イレブン筑西上星谷店 小売業 食料品 2%

26,061 茨城県 筑西市 セブン－イレブン筑西川島店 小売業 食料品 2%

26,062 茨城県 筑西市 セブン－イレブン筑西下館運動公園前店 小売業 食料品 2%

26,063 茨城県 筑西市 セブンーイレブン筑西市役所前店 小売業 食料品 2%

26,064 茨城県 筑西市 セブン－イレブン筑西関本店 小売業 食料品 2%

26,065 茨城県 筑西市 セブン－イレブン筑西玉戸店 小売業 食料品 2%

26,066 茨城県 筑西市 セブン－イレブン筑西二木成店 小売業 食料品 2%

26,067 茨城県 筑西市 セブン－イレブン筑西猫島店 小売業 食料品 2%

26,068 茨城県 筑西市 筑西売店 サービス 飲食業 5%

26,069 茨城県 筑西市 セブン－イレブン筑西藤ヶ谷店 小売業 食料品 2%

26,070 茨城県 筑西市 セブン－イレブン筑西船玉店 小売業 食料品 2%

26,071 茨城県 筑西市 セブン－イレブン筑西村田店 小売業 食料品 2%

26,072 茨城県 筑西市 司商事 小売業 その他小売 5%

26,073 茨城県 筑西市 株式会社ツカダ 小売業 電化製品 5%

26,074 茨城県 筑西市 Ｄｅａｒｓ筑西店 サービス 理容・美容業 5%

26,075 茨城県 筑西市 テモミっくす サービス 理容・美容業 5%

26,076 茨城県 筑西市 ときわ書店下館店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

26,077 茨城県 筑西市 とこやｄｅスズキ サービス 理容・美容業 5%

26,078 茨城県 筑西市 トヨタカローラ南茨城　筑西横塚店 小売業 その他小売 5%

26,079 茨城県 筑西市 トヨタレンタリース茨城筑西店 サービス その他サービス 2%

26,080 茨城県 筑西市 ナチュラルセンス サービス 飲食業 5%

26,081 茨城県 筑西市 ネッツトヨタ茨城マイネ下館 小売業 その他小売 5%

26,082 茨城県 筑西市 ネッツトヨタつくば筑西店 小売業 その他小売 5%
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26,083 茨城県 筑西市 明野第一ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,084 茨城県 筑西市 明野第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,085 茨城県 筑西市 パナピット　クリハラ店 小売業 電化製品 5%

26,086 茨城県 筑西市 パナピット　むらかみ店 小売業 電化製品 5%

26,087 茨城県 筑西市 有限会社早瀬自動車整備工場 小売業 その他小売 5%

26,088 茨城県 筑西市 坂東太郎協和総本店 サービス 飲食業 5%

26,089 茨城県 筑西市 ばんどう太郎下館店 サービス 飲食業 5%

26,090 茨城県 筑西市 ｈｅａｌｉｎｇｓｐａｃｅこころみち サービス その他サービス 5%

26,091 茨城県 筑西市 ビジネスホテル　サンタ サービス 宿泊業 5%

26,092 茨城県 筑西市 美容室 ｕｎ ｄｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

26,093 茨城県 筑西市 ふじます 小売業 衣料品 5%

26,094 茨城県 筑西市 二葉じかん サービス 飲食業 5%

26,095 茨城県 筑西市 フラワーショップはなくらぶ 小売業 その他小売 5%

26,096 茨城県 筑西市 ＦｒｅｅＳｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

26,097 茨城県 筑西市 古里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,098 茨城県 筑西市 ヘアサロンリゼ下館店 サービス 理容・美容業 5%

26,099 茨城県 筑西市 ホテル　新東 サービス 宿泊業 5%

26,100 茨城県 筑西市 マクドナルド５０号下館店 サービス 飲食業 2%

26,101 茨城県 筑西市 マクドナルド２９４下館一本松店 サービス 飲食業 2%

26,102 茨城県 筑西市 ママダ 小売業 衣料品 5%

26,103 茨城県 筑西市 みのり　協和店 小売業 家具・調度品 5%

26,104 茨城県 筑西市 メガネストアー下館 小売業 その他小売 5%

26,105 茨城県 筑西市 メガネストアー下館店 小売業 その他小売 5%

26,106 茨城県 筑西市 茂田ＳＳ　大和田商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,107 茨城県 筑西市 有限会社 谷島ホーム機器 有限会社谷島ホーム機器 小売業 その他小売 5%

26,108 茨城県 筑西市 Ｈｕｉｔ　Ｊｏｕｒｓ サービス その他サービス 5%

26,109 茨城県 筑西市 吉見屋 小売業 衣料品 5%

26,110 茨城県 筑西市 良自動車 サービス その他サービス 5%

26,111 茨城県 筑西市 ワ－ム薬品 小売業 その他小売 5%

26,112 茨城県 つくば市 ａｒｋ　ｏｆ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

26,113 茨城県 つくば市 アーバンホテルつくば サービス 宿泊業 5%

26,114 茨城県 つくば市 アイパルメガネつくば店 小売業 貴金属・服飾品 5%

26,115 茨城県 つくば市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｏｒｔｅつくば サービス 理容・美容業 5%

26,116 茨城県 つくば市 ａｚｕｍｉ ａｚｕｍｉ 小売業 その他小売 5%

26,117 茨城県 つくば市 あっぱれ　つくば店 サービス 飲食業 5%

26,118 茨城県 つくば市 アトリエ・キューブ　花小路つくば店 小売業 食料品 5%

26,119 茨城県 つくば市 ａｔｅｌｉｅｒｌｏｇｉｃ サービス 理容・美容業 5%

26,120 茨城県 つくば市 Ａｂｅｉｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

26,121 茨城県 つくば市 ａｍｙｕｓ サービス 理容・美容業 5%

26,122 茨城県 つくば市 Amelie サービス 理容・美容業 5%

26,123 茨城県 つくば市 ＡｒｒｙＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

26,124 茨城県 つくば市 アリス牧園ドローン空撮サービス サービス その他サービス 5%
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26,125 茨城県 つくば市 Ｒ．Ｊ．Ｂｌｕｅｓ 小売業 衣料品 5%

26,126 茨城県 つくば市 アルゾーニ・イタリア サービス 飲食業 5%

26,127 茨城県 つくば市 ＡｒｏｍａＣｈｏｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

26,128 茨城県 つくば市 アン・コトン　つくば店 サービス その他サービス 5%

26,129 茨城県 つくば市 アンドリュー サービス 飲食業 5%

26,130 茨城県 つくば市 イーズメント サービス 理容・美容業 5%

26,131 茨城県 つくば市 石工房　和 小売業 その他小売 5%

26,132 茨城県 つくば市 磯田オート サービス その他サービス 5%

26,133 茨城県 つくば市 一元堂　栗原均整施療所　プレミアムボディケアくりひろ サービス 理容・美容業 5%

26,134 茨城県 つくば市 一幸　研究学園店 サービス 飲食業 5%

26,135 茨城県 つくば市 ｉｄｅａ研究学園 サービス 理容・美容業 5%

26,136 茨城県 つくば市 ｉｄｅａ研究学園店 サービス 理容・美容業 5%

26,137 茨城県 つくば市 井上サイクル 小売業 その他小売 5%

26,138 茨城県 つくば市 セブン－イレブン茨城茎崎店 小売業 食料品 2%

26,139 茨城県 つくば市 茨城トヨペットつくば学園の森店 小売業 その他小売 5%

26,140 茨城県 つくば市 茨城トヨペットつくば西大橋店 小売業 その他小売 5%

26,141 茨城県 つくば市 茨城トヨペットつくば東大通り店 小売業 その他小売 5%

26,142 茨城県 つくば市 茨城トヨペットレクサスＣＰＯつくば 小売業 その他小売 5%

26,143 茨城県 つくば市 茨城トヨペットレクサスつくば 小売業 その他小売 5%

26,144 茨城県 つくば市 ＩｂａｒａｋｉＢＭＷ　つくば支店 小売業 その他小売 5%

26,145 茨城県 つくば市 シェアスペースヴィアート サービス その他サービス 5%

26,146 茨城県 つくば市 ＵＯＯＶＵ 小売業 その他小売 5%

26,147 茨城県 つくば市 植松タクシー　１号 サービス 運輸業 5%

26,148 茨城県 つくば市 ウエルカム栗原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,149 茨城県 つくば市 魚松　上郷店 小売業 その他小売 5%

26,150 茨城県 つくば市 うめぞの動物病院 サービス その他サービス 5%

26,151 茨城県 つくば市 心果 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

26,152 茨城県 つくば市 ｈ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ２ｎｄ サービス 理容・美容業 5%

26,153 茨城県 つくば市 ｈ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

26,154 茨城県 つくば市 エスコフィエ サービス 飲食業 5%

26,155 茨城県 つくば市 えちぜん サービス 飲食業 5%

26,156 茨城県 つくば市 ＥＮＡ サービス 飲食業 5%

26,157 茨城県 つくば市 エミュー研究学園店 サービス 理容・美容業 5%

26,158 茨城県 つくば市 Ｍ．Ｓ．Ｂ サービス 飲食業 5%

26,159 茨城県 つくば市 エムズ倶楽部 サービス 飲食業 5%

26,160 茨城県 つくば市 エムズ倶楽部２ サービス 飲食業 5%

26,161 茨城県 つくば市 ＭＤＣ　イ－アスつくば店 サービス 理容・美容業 5%

26,162 茨城県 つくば市 ａｕショップつくば 小売業 電化製品 5%

26,163 茨城県 つくば市 ａｕショップつくば研究学園 小売業 電化製品 5%

26,164 茨城県 つくば市 欧風レストランカフェシャンドゥフルール サービス 飲食業 5%

26,165 茨城県 つくば市 オート　ｉ サービス その他サービス 5%

26,166 茨城県 つくば市 Ａｕｔｏ　Ｇａｒａｇｅ　Ｍａｒｉｌｙｎ　リペアショップＡｕｔｏ　Ｇａｒａｇｅ　Ｍａｒｉｌｙｎ サービス その他サービス 5%
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26,167 茨城県 つくば市 大貫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,168 茨城県 つくば市 大穂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,169 茨城県 つくば市 大穂新町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,170 茨城県 つくば市 おおほ動物病院 サービス その他サービス 5%

26,171 茨城県 つくば市 大山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,172 茨城県 つくば市 おかのＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,173 茨城県 つくば市 小川自動車鈑金 サービス その他サービス 5%

26,174 茨城県 つくば市 お菜屋わだ家つくば店 サービス 飲食業 5%

26,175 茨城県 つくば市 おしゃれに食べてやせる　肉ＢＡＲ８５ サービス 飲食業 5%

26,176 茨城県 つくば市 お醤油やさんのおせんべい本舗つくば桜店 小売業 食料品 5%

26,177 茨城県 つくば市 おそうじ奉行 サービス その他サービス 5%

26,178 茨城県 つくば市 オリックスレンタカー研究学園駅前店 サービス その他サービス 2%

26,179 茨城県 つくば市 オリトモ　つくば松代店 小売業 その他小売 5%

26,180 茨城県 つくば市 お料理　わ可ば サービス 飲食業 5%

26,181 茨城県 つくば市 お料理わ可ば サービス 飲食業 5%

26,182 茨城県 つくば市 温野菜つくば松代店 サービス 飲食業 2%

26,183 茨城県 つくば市 介護タクシーいろは サービス 運輸業 5%

26,184 茨城県 つくば市 ｍｉｓａｋｉストレートカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

26,185 茨城県 つくば市 学園北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,186 茨城県 つくば市 学園倉掛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,187 茨城県 つくば市 学園西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,188 茨城県 つくば市 学園花畑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,189 茨城県 つくば市 学園むつみ自動車 サービス その他サービス 5%

26,190 茨城県 つくば市 学生服のつちや稲荷前店 小売業 衣料品 5%

26,191 茨城県 つくば市 学生服のつちや研究学園店 小売業 衣料品 5%

26,192 茨城県 つくば市 ＧＡＳＴＲＯＫＩＴＣＨＥＮＪＵＮＢＯＯ サービス 飲食業 5%

26,193 茨城県 つくば市 ｃｕｔ　ｈｏｕｓｅ　ＡＫＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

26,194 茨城県 つくば市 かねき　つくば梅園店 サービス 飲食業 5%

26,195 茨城県 つくば市 かねき　つくば桜店 サービス 飲食業 5%

26,196 茨城県 つくば市 株式会社ウィザード サービス その他サービス 5%

26,197 茨城県 つくば市 株式会社オーバルコンストラクション サービス その他サービス 5%

26,198 茨城県 つくば市 ＳＡＮＥＩ 小売業 衣料品 5%

26,199 茨城県 つくば市 株式会社Ｍａｇｉ　パソコンショップまぎまぎ 小売業 電化製品 5%

26,200 茨城県 つくば市 上郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,201 茨城県 つくば市 カミナリ電機 小売業 電化製品 5%

26,202 茨城県 つくば市 上広岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,203 茨城県 つくば市 神谷森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,204 茨城県 つくば市 からあげ専門店たまちゃん サービス 飲食業 5%

26,205 茨城県 つくば市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋つくば桜店 サービス 飲食業 2%

26,206 茨城県 つくば市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋つくばＳＣアッセ店 サービス 飲食業 2%

26,207 茨城県 つくば市 ＧＡＲＡＧＥ　ＴＲＡＩＬ サービス その他サービス 5%

26,208 茨城県 つくば市 頑固おやじ　つくば 小売業 家具・調度品 5%
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26,209 茨城県 つくば市 かんてい局つくば店 小売業 その他小売 5%

26,210 茨城県 つくば市 紀州備長炭炭火串焼き　木鶏 サービス 飲食業 5%

26,211 茨城県 つくば市 きのこファーム 小売業 食料品 5%

26,212 茨城県 つくば市 きむらさんち サービス 理容・美容業 5%

26,213 茨城県 つくば市 九州屋台　二代目　九次郎 サービス 飲食業 5%

26,214 茨城県 つくば市 九太郎 サービス 飲食業 5%

26,215 茨城県 つくば市 餃子居酒屋　ふう風 サービス 飲食業 5%

26,216 茨城県 つくば市 餃子酒場ＴＳＵＴＳＵＭＩＹＡ　研究学園店 サービス 飲食業 5%

26,217 茨城県 つくば市 餃子酒場ＴＳＵＴＳＵＭＩＹＡ　つくば店 サービス 飲食業 5%

26,218 茨城県 つくば市 きよらｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

26,219 茨城県 つくば市 セブン－イレブン茎崎上岩崎店 小売業 食料品 2%

26,220 茨城県 つくば市 串かつ　でんがな　ＢｉＶｉつくば店 サービス 飲食業 5%

26,221 茨城県 つくば市 串焼やどりや サービス 飲食業 5%

26,222 茨城県 つくば市 くしやバル　えちぜん サービス 飲食業 5%

26,223 茨城県 つくば市 食楽居家ゆおん サービス 飲食業 5%

26,224 茨城県 つくば市 マンマビレッジ サービス 飲食業 5%

26,225 茨城県 つくば市 ＧＲＡＮ　ＧＬＡＳＳＥＳ 小売業 その他小売 5%

26,226 茨城県 つくば市 グリーミックス　つくば店 小売業 その他小売 5%

26,227 茨城県 つくば市 クリーニングわたなべ　マスダ茎崎店 サービス その他サービス 5%

26,228 茨城県 つくば市 グルービーつくば店 サービス 飲食業 5%

26,229 茨城県 つくば市 くるまにあ 小売業 その他小売 5%

26,230 茨城県 つくば市 黒田印刷株式会社 サービス その他サービス 5%

26,231 茨城県 つくば市 Ｋ２ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ 小売業 その他小売 5%

26,232 茨城県 つくば市 ＣＯＶＯ サービス 理容・美容業 5%

26,233 茨城県 つくば市 コーヒーファクトリー　つくば店 サービス 飲食業 5%

26,234 茨城県 つくば市 穀菜レストランカフェ　りっつん サービス 飲食業 5%

26,235 茨城県 つくば市 ｃｏｃｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

26,236 茨城県 つくば市 こまち動物病院 サービス その他サービス 5%

26,237 茨城県 つくば市 コンキスタドールキレイ サービス 理容・美容業 5%

26,238 茨城県 つくば市 彩香の宿一望 サービス 宿泊業 5%

26,239 茨城県 つくば市 ＣｙｂｅｘＳＴＥＰつくば店 サービス その他サービス 5%

26,240 茨城県 つくば市 佐久建築設計事務所 サービス その他サービス 5%

26,241 茨城県 つくば市 さくま動物病院 サービス その他サービス 5%

26,242 茨城県 つくば市 櫻井洋菓子店 小売業 食料品 5%

26,243 茨城県 つくば市 ＳＡＫＵＲＡ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

26,244 茨城県 つくば市 ＳａｌｏｎＳｐｒｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

26,245 茨城県 つくば市 ｃｉｅｌ?ｔｏｉｌ? サービス 理容・美容業 5%

26,246 茨城県 つくば市 Ｇｉｇｉ サービス 飲食業 5%

26,247 茨城県 つくば市 志ち乃　つくば学園店 小売業 食料品 5%

26,248 茨城県 つくば市 シティマーケット魚松 小売業 その他小売 5%

26,249 茨城県 つくば市 渋谷石材株式会社 サービス その他サービス 5%

26,250 茨城県 つくば市 渋谷ハウジング サービス その他サービス 5%
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26,251 茨城県 つくば市 司法書士いのけんいち事務所 サービス その他サービス 5%

26,252 茨城県 つくば市 ＪＵＮＯ サービス その他サービス 5%

26,253 茨城県 つくば市 シューマートつくば研究学園店 小売業 衣料品 5%

26,254 茨城県 つくば市 食処美酒崇 サービス 飲食業 5%

26,255 茨城県 つくば市 シンエネ稲荷前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,256 茨城県 つくば市 シンエネ学園西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,257 茨城県 つくば市 新和自動車工業　つくば店 サービス その他サービス 5%

26,258 茨城県 つくば市 スーパーマルモ学園店 小売業 食料品 5%

26,259 茨城県 つくば市 スーパーマルモ二の宮店 小売業 食料品 5%

26,260 茨城県 つくば市 Ｓｕｇａｙａｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

26,261 茨城県 つくば市 鮨創作和食清志 サービス 飲食業 5%

26,262 茨城県 つくば市 スズキアリーナイオンモールつくば店 小売業 その他小売 5%

26,263 茨城県 つくば市 すたみな太郎　つくば店 サービス 飲食業 5%

26,264 茨城県 つくば市 ステーキ　千 サービス 飲食業 5%

26,265 茨城県 つくば市 ステップゴルフプラス研究学園店 サービス その他サービス 5%

26,266 茨城県 つくば市 Ｂｏｎｉｔｏ サービス 飲食業 5%

26,267 茨城県 つくば市 ＳＰＩＮつくば店 サービス 飲食業 5%

26,268 茨城県 つくば市 株式会社シンコーシステム 小売業 その他小売 5%

26,269 茨城県 つくば市 炭火焼肉　赤牛 サービス 飲食業 5%

26,270 茨城県 つくば市 生活彩家筑波記念病院店 小売業 その他小売 2%

26,271 茨城県 つくば市 整体アロマサロンｍｉｒａｃｌｅみどりの店 サービス その他サービス 5%

26,272 茨城県 つくば市 ＳＥＬＩＯつくばＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,273 茨城県 つくば市 セレクション　セレクション 小売業 衣料品 5%

26,274 茨城県 つくば市 セレブスタイルリフレクソロジーデウィー サービス 理容・美容業 5%

26,275 茨城県 つくば市 洗濯王　大穂店 サービス その他サービス 5%

26,276 茨城県 つくば市 洗濯王　つくば春日３丁目店 サービス その他サービス 5%

26,277 茨城県 つくば市 洗濯王　つくば研究学園店 サービス その他サービス 5%

26,278 茨城県 つくば市 洗濯王　つくば松代店 サービス その他サービス 5%

26,279 茨城県 つくば市 洗濯王西友つくば竹園店 サービス その他サービス 5%

26,280 茨城県 つくば市 洗濯王つくば学園の森店 サービス その他サービス 5%

26,281 茨城県 つくば市 洗濯王つくば学園南店 サービス その他サービス 5%

26,282 茨城県 つくば市 洗濯王つくば研究学園店 サービス その他サービス 5%

26,283 茨城県 つくば市 洗濯王マスダ茎崎店 サービス その他サービス 5%

26,284 茨城県 つくば市 洗濯王ヨークベニマルつくば竹園店 サービス その他サービス 5%

26,285 茨城県 つくば市 洗濯王ヨークベニマル豊里店 サービス その他サービス 5%

26,286 茨城県 つくば市 洗濯王ヨークベニマル谷田部店 サービス その他サービス 5%

26,287 茨城県 つくば市 創懐彩匠　なかやま サービス 飲食業 5%

26,288 茨城県 つくば市 創味酒家吾蔵 サービス 飲食業 5%

26,289 茨城県 つくば市 創味酒家　吾蔵 サービス 飲食業 5%

26,290 茨城県 つくば市 ｓｏｎｏｔａ 小売業 その他小売 5%

26,291 茨城県 つくば市 ソフトバンク　つくば研究学園 小売業 電化製品 5%

26,292 茨城県 つくば市 島名第二 小売業 ガソリンスタンド 2%
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26,293 茨城県 つくば市 Ｄｉａｒｉｅｓ 小売業 衣料品 5%

26,294 茨城県 つくば市 ｄｉａｒｉｅｓ 小売業 衣料品 5%

26,295 茨城県 つくば市 ＤＩＮＩＮＧ＆ＫＡＲＡＯＫＥＢＡＣＣＨＵ サービス その他サービス 5%

26,296 茨城県 つくば市 タイの台所 コワタイ サービス 飲食業 5%

26,297 茨城県 つくば市 たいやき月光や サービス 飲食業 5%

26,298 茨城県 つくば市 タイヤセレクトつくば 小売業 その他小売 5%

26,299 茨城県 つくば市 竹園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,300 茨城県 つくば市 たたきの一九 サービス 飲食業 5%

26,301 茨城県 つくば市 立花六花筑波茶寮 サービス 飲食業 5%

26,302 茨城県 つくば市 チェルビアッタ 小売業 衣料品 5%

26,303 茨城県 つくば市 茶の木村園 小売業 その他小売 5%

26,304 茨城県 つくば市 茶の蔵　きむら園 小売業 食料品 5%

26,305 茨城県 つくば市 茶の蔵　きむら園 サービス 飲食業 5%

26,306 茨城県 つくば市 中華そば潤ちゃん サービス 飲食業 5%

26,307 茨城県 つくば市 月の華 サービス 飲食業 5%

26,308 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば赤塚東店 小売業 食料品 2%

26,309 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば吾妻３丁目店 小売業 食料品 2%

26,310 茨城県 つくば市 つくばアニマルクリニック サービス その他サービス 5%

26,311 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば稲荷前店 小売業 食料品 2%

26,312 茨城県 つくば市 セブン－イレブン筑波宇宙センター店 小売業 食料品 2%

26,313 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば梅園２丁目店 小売業 食料品 2%

26,314 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば大砂店 小売業 食料品 2%

26,315 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば大曽根店 小売業 食料品 2%

26,316 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば小茎店 小売業 食料品 2%

26,317 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば小野崎店 小売業 食料品 2%

26,318 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば面野井店 小売業 食料品 2%

26,319 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば学園の森２丁目店 小売業 食料品 2%

26,320 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば春日４丁目店 小売業 食料品 2%

26,321 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば上大島店 小売業 食料品 2%

26,322 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば上郷店 小売業 食料品 2%

26,323 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば上横場店 小売業 食料品 2%

26,324 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば観音台店 小売業 食料品 2%

26,325 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば吉瀬店 小売業 食料品 2%

26,326 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば北中島店 小売業 食料品 2%

26,327 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば国松店 小売業 食料品 2%

26,328 茨城県 つくば市 株式会社　つくばグランドホテル サービス 宿泊業 5%

26,329 茨城県 つくば市 つくば甲羅本店 サービス 飲食業 5%

26,330 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくばサイエンス大通り店 小売業 食料品 2%

26,331 茨城県 つくば市 つくば山水亭 サービス 飲食業 5%

26,332 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば天久保４丁目店 小売業 食料品 2%

26,333 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば篠崎店 小売業 食料品 2%

26,334 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば島名店 小売業 食料品 2%
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26,335 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば下河原崎店 小売業 食料品 2%

26,336 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば下広岡店 小売業 食料品 2%

26,337 茨城県 つくば市 つくばスカイホテル サービス 宿泊業 5%

26,338 茨城県 つくば市 つくば整体院 サービス その他サービス 5%

26,339 茨城県 つくば市 つくばタクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

26,340 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば竹園店 小売業 食料品 2%

26,341 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば田中店 小売業 食料品 2%

26,342 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば筑穂３丁目店 小売業 食料品 2%

26,343 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば作谷店 小売業 食料品 2%

26,344 茨城県 つくば市 つくばデイリーイン サービス 宿泊業 5%

26,345 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば東光台入口店 小売業 食料品 2%

26,346 茨城県 つくば市 つくば陶スタジオ サービス その他サービス 5%

26,347 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば並木北店 小売業 食料品 2%

26,348 茨城県 つくば市 つくば西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,349 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば西大井店 小売業 食料品 2%

26,350 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば西平塚店 小売業 食料品 2%

26,351 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば二の宮１丁目店 小売業 食料品 2%

26,352 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば花室店 小売業 食料品 2%

26,353 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば万博記念公園駅西店 小売業 食料品 2%

26,354 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば平塚店 小売業 食料品 2%

26,355 茨城県 つくば市 つくばブルーベリーゆうふぁーむ サービス その他サービス 5%

26,356 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば真瀬入口店 小売業 食料品 2%

26,357 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば松代店 小売業 食料品 2%

26,358 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば松野木店 小売業 食料品 2%

26,359 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば松見公園店 小売業 食料品 2%

26,360 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば瑞穂団地入口店 小売業 食料品 2%

26,361 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくばみどりの店 小売業 食料品 2%

26,362 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくばみどりの東店 小売業 食料品 2%

26,363 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば谷田部店 小売業 食料品 2%

26,364 茨城県 つくば市 つくば夢酒場華族 サービス 飲食業 5%

26,365 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば吉沼店 小売業 食料品 2%

26,366 茨城県 つくば市 セブン－イレブンつくば若栗店 小売業 食料品 2%

26,367 茨城県 つくば市 ＤＡＨ　イ－アスつくば店 サービス 理容・美容業 5%

26,368 茨城県 つくば市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　イオンモ－ルつくば店 サービス 理容・美容業 5%

26,369 茨城県 つくば市 手づくり和菓子翁屋 サービス 飲食業 5%

26,370 茨城県 つくば市 手づくり和菓子翁屋 手づくり和菓子翁屋 つくば店 小売業 食料品 5%

26,371 茨城県 つくば市 出羽屋つくば店 小売業 食料品 5%

26,372 茨城県 つくば市 トゥールズ筑波大学売店 小売業 その他小売 5%

26,373 茨城県 つくば市 トータルビューティーサロンｎｉｃｏＲｅｌａｘ サービス 理容・美容業 5%

26,374 茨城県 つくば市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　アドバンスセルフつくば吾妻店 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,375 茨城県 つくば市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　アドバンスセルフつくば梅園店 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,376 茨城県 つくば市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　アドバンスセルフつくば桜店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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26,377 茨城県 つくば市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　アドバンスつくば竹園店 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,378 茨城県 つくば市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフつくば研究学園店 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,379 茨城県 つくば市 床屋の髪ぴい サービス 理容・美容業 5%

26,380 茨城県 つくば市 トヨタカローラ南茨城　学園の森店 小売業 その他小売 5%

26,381 茨城県 つくば市 トヨタカローラ南茨城　みどりの店 小売業 その他小売 5%

26,382 茨城県 つくば市 トヨタカローラ南茨城株式会社 小売業 その他小売 5%

26,383 茨城県 つくば市 トヨタカローラ南茨城つくば店 小売業 その他小売 5%

26,384 茨城県 つくば市 トヨタレンタリース茨城つくば学園店 サービス その他サービス 2%

26,385 茨城県 つくば市 トヨタレンタリース茨城ＴＸつくば駅前店 サービス その他サービス 2%

26,386 茨城県 つくば市 鳥吉大穂店 サービス 飲食業 5%

26,387 茨城県 つくば市 鳥のや　總本店 サービス 飲食業 5%

26,388 茨城県 つくば市 とんかつとんＱつくば本店 サービス 飲食業 5%

26,389 茨城県 つくば市 とんＱ　つくば本店 サービス 飲食業 5%

26,390 茨城県 つくば市 どんべえつくば赤塚店 サービス 飲食業 5%

26,391 茨城県 つくば市 ナカジマオートサービス サービス その他サービス 5%

26,392 茨城県 つくば市 中別府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,393 茨城県 つくば市 ＮａｔｕｒａｌＢａｓｅ サービス その他サービス 5%

26,394 茨城県 つくば市 なっちゃんクリーン サービス その他サービス 5%

26,395 茨城県 つくば市 なっちゃんクリーン　なっちゃんクリーン サービス その他サービス 5%

26,396 茨城県 つくば市 ナムチェバザール　ナムチェバザールつくばＱｔ店 小売業 その他小売 5%

26,397 茨城県 つくば市 美容室ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

26,398 茨城県 つくば市 西学園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,399 茨城県 つくば市 ニッセンシェイプ・プリティ　サロン 小売業 衣料品 5%

26,400 茨城県 つくば市 Ｎｅｕｔｒａｌ　Ｃｌｏｓｅｔ 小売業 食料品 5%

26,401 茨城県 つくば市 ＮＥＵＴＲＡＬＥ 小売業 衣料品 5%

26,402 茨城県 つくば市 ネイル フットケア ス パレハ サービス 理容・美容業 5%

26,403 茨城県 つくば市 Ｎａｉｌ＇ｓｐｉｌｌａｒ サービス 理容・美容業 5%

26,404 茨城県 つくば市 ネッツトヨタ茨城マイネ学園 小売業 その他小売 5%

26,405 茨城県 つくば市 ネッツトヨタ茨城マイネつくばみどりの 小売業 その他小売 5%

26,406 茨城県 つくば市 ネッツトヨタつくば　Ａｄａｔｔｏつくば店 小売業 その他小売 5%

26,407 茨城県 つくば市 ネッツトヨタつくばつくば店 小売業 その他小売 5%

26,408 茨城県 つくば市 ノモモペットメディカル サービス その他サービス 5%

26,409 茨城県 つくば市 ハート＆アイ　つくば 小売業 貴金属・服飾品 5%

26,410 茨城県 つくば市 ハートラインハニュウ 小売業 電化製品 5%

26,411 茨城県 つくば市 バーバーサロンフランク サービス 理容・美容業 5%

26,412 茨城県 つくば市 Ｂａｒｂｅｒ　ＰＬＵＳ サービス 理容・美容業 5%

26,413 茨城県 つくば市 博多もつ鍋串焼一九つくば総本店 サービス 飲食業 5%

26,414 茨城県 つくば市 はずみ サービス 飲食業 5%

26,415 茨城県 つくば市 蓮屋権左衛門 サービス 飲食業 5%

26,416 茨城県 つくば市 パソコンショップまぎまぎ 小売業 電化製品 5%

26,417 茨城県 つくば市 二十歳振袖館Ａｚつくば本店 サービス その他サービス 5%

26,418 茨城県 つくば市 パッカーズ　つくば店 サービス その他サービス 5%
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26,419 茨城県 つくば市 ｈａｐｐｐｙ　ｂｅｒｒｒｙ サービス 理容・美容業 5%

26,420 茨城県 つくば市 パティスリーアルビ 小売業 食料品 5%

26,421 茨城県 つくば市 花水木つくば本店 小売業 食料品 5%

26,422 茨城県 つくば市 馬肉の一九 サービス 飲食業 5%

26,423 茨城県 つくば市 はまゆみば美容室 サービス 理容・美容業 5%

26,424 茨城県 つくば市 坂東太郎研究学園総本店 サービス 飲食業 5%

26,425 茨城県 つくば市 ばんどう太郎学園中央店 サービス 飲食業 5%

26,426 茨城県 つくば市 ばんどう太郎学園南店 サービス 飲食業 5%

26,427 茨城県 つくば市 ばんどう太郎つくば学園店 サービス 飲食業 5%

26,428 茨城県 つくば市 ばんどう太郎つくば店 サービス 飲食業 5%

26,429 茨城県 つくば市 ばんどう太郎みどりの店 サービス 飲食業 5%

26,430 茨城県 つくば市 パン ド メグモリ 小売業 食料品 5%

26,431 茨城県 つくば市 バンビ鞄工房　つくば店 小売業 貴金属・服飾品 5%

26,432 茨城県 つくば市 ビーパックスつくば 小売業 その他小売 5%

26,433 茨城県 つくば市 緋咲光里 サービス その他サービス 5%

26,434 茨城県 つくば市 美粧院　和 サービス 理容・美容業 5%

26,435 茨城県 つくば市 ひたち野 サービス 飲食業 5%

26,436 茨城県 つくば市 ＰＩＣつくば店 小売業 その他小売 5%

26,437 茨城県 つくば市 １００％新車間つくば中央店 小売業 その他小売 5%

26,438 茨城県 つくば市 ピュアリー・Ｆ サービス 理容・美容業 5%

26,439 茨城県 つくば市 美容室 ＬＩＮＫ サービス 理容・美容業 5%

26,440 茨城県 つくば市 美容室　ＬＩＮＫ サービス 理容・美容業 5%

26,441 茨城県 つくば市 ファジック サービス その他サービス 5%

26,442 茨城県 つくば市 ファッション市原 小売業 衣料品 5%

26,443 茨城県 つくば市 Ｐｕａ　Ｌａｎｉ 小売業 その他小売 5%

26,444 茨城県 つくば市 ＶＳＰ 小売業 貴金属・服飾品 5%

26,445 茨城県 つくば市 ＦＡＤＥＬＥＳＳ サービス 理容・美容業 5%

26,446 茨城県 つくば市 フォーエスつくばモトハシ 小売業 電化製品 5%

26,447 茨城県 つくば市 フォトスタジオＣｏｃｏａつくば店 サービス その他サービス 5%

26,448 茨城県 つくば市 フォーナインズセレクテットバイハシモト 小売業 貴金属・服飾品 5%

26,449 茨城県 つくば市 富士書店　つくば店 小売業 その他小売 5%

26,450 茨城県 つくば市 Ｂｌａｎｃつくば店 サービス 理容・美容業 2%

26,451 茨城県 つくば市 フリーセッション 小売業 その他小売 5%

26,452 茨城県 つくば市 Brunetta サービス 理容・美容業 5%

26,453 茨城県 つくば市 フレッシュやおかね 小売業 その他小売 5%

26,454 茨城県 つくば市 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｐｅａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

26,455 茨城県 つくば市 ｈａｉｒ ｄｅ ＫＯＬＯＲ ｈａｉｒ ｄｅ ＫＯＬＯＲ サービス 理容・美容業 5%

26,456 茨城県 つくば市 Ｈａｉｒｌｏｕｎｇｅ　ＣＨＥＬＳＥＡ サービス その他サービス 5%

26,457 茨城県 つくば市 ヘイム工房 サービス その他サービス 5%

26,458 茨城県 つくば市 ＢｅｓｔＲｅｇａｒｄｓ 小売業 衣料品 5%

26,459 茨城県 つくば市 ぺっとめいきゃっぷ サービス その他サービス 5%

26,460 茨城県 つくば市 方円堂 小売業 その他小売 5%
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26,461 茨城県 つくば市 北条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,462 茨城県 つくば市 ホテルグランド東雲 サービス 宿泊業 5%

26,463 茨城県 つくば市 ホテルニュー梅屋 サービス 宿泊業 5%

26,464 茨城県 つくば市 ホテルニューたかはし高野台店 サービス 宿泊業 5%

26,465 茨城県 つくば市 ホテルニューたかはし竹園店 サービス 宿泊業 5%

26,466 茨城県 つくば市 ホテルレイクサイドつくば サービス 宿泊業 5%

26,467 茨城県 つくば市 ホビーゾーンつくば店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

26,468 茨城県 つくば市 マカナアロハ 小売業 衣料品 5%

26,469 茨城県 つくば市 マクドナルドイーアスつくば店 サービス 飲食業 2%

26,470 茨城県 つくば市 マクドナルドイオンモールつくば店 サービス 飲食業 2%

26,471 茨城県 つくば市 マクドナルド３５４つくば上横場店 サービス 飲食業 2%

26,472 茨城県 つくば市 マクドナルドつくば学園店 サービス 飲食業 2%

26,473 茨城県 つくば市 マクドナルドつくば研究学園店 サービス 飲食業 2%

26,474 茨城県 つくば市 マクドナルド４０８つくば大曽根店 サービス 飲食業 2%

26,475 茨城県 つくば市 松庄花壇　つくばオークラ店 小売業 その他小売 5%

26,476 茨城県 つくば市 マニステージつくば 小売業 家具・調度品 5%

26,477 茨城県 つくば市 ｍａｎｕｆａｃｔｊａｍ サービス その他サービス 5%

26,478 茨城県 つくば市 まるなかふぇ サービス 飲食業 5%

26,479 茨城県 つくば市 まんが・インターネットカフェＺＯ サービス その他サービス 5%

26,480 茨城県 つくば市 マンマカフェ 小売業 食料品 5%

26,481 茨城県 つくば市 ｍｉｅｌｈａｉｒｂｉｊｏｕｘ サービス 理容・美容業 5%

26,482 茨城県 つくば市 北条第一 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,483 茨城県 つくば市 みどりのセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,484 茨城県 つくば市 みどりの動物病院 サービス その他サービス 5%

26,485 茨城県 つくば市 みながわガラス サービス その他サービス 5%

26,486 茨城県 つくば市 メビウス サービス 理容・美容業 5%

26,487 茨城県 つくば市 メヒコ　つくば店 サービス 飲食業 5%

26,488 茨城県 つくば市 Ｍｅｒａｋ サービス その他サービス 5%

26,489 茨城県 つくば市 メル友　みどりの店 小売業 電化製品 5%

26,490 茨城県 つくば市 ＴｈｅＭｅｌｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

26,491 茨城県 つくば市 もっくん珈琲　もっくん珈琲 小売業 食料品 5%

26,492 茨城県 つくば市 モリタボディーショップ サービス その他サービス 5%

26,493 茨城県 つくば市 焼肉赤牛つくば店 サービス 飲食業 5%

26,494 茨城県 つくば市 焼肉酒場　うしわかまるＢｉＶｉつくば店 サービス 飲食業 5%

26,495 茨城県 つくば市 焼肉レストラン　城門 サービス 飲食業 5%

26,496 茨城県 つくば市 焼きもの家　慶 サービス 飲食業 5%

26,497 茨城県 つくば市 谷田部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,498 茨城県 つくば市 セブン－イレブン谷田部インター店 小売業 食料品 2%

26,499 茨城県 つくば市 谷田部島名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,500 茨城県 つくば市 谷田部中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,501 茨城県 つくば市 有限会社飯田自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

26,502 茨城県 つくば市 有限会社佐藤タクシー　８号車 サービス 運輸業 5%
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26,503 茨城県 つくば市 有限会社葡萄酒蔵ゆはら サービス その他サービス 5%

26,504 茨城県 つくば市 遊食伊太利庵　藤右ェ門　栄 サービス 飲食業 5%

26,505 茨城県 つくば市 ＵＱスポットイーアスつくば 小売業 電化製品 5%

26,506 茨城県 つくば市 洋酒洋食の店琥珀 サービス 飲食業 5%

26,507 茨城県 つくば市 横浜ディスプレイミュージアムつくば店 サービス その他サービス 5%

26,508 茨城県 つくば市 ＹＯＳＡＰＡＲＫｂｏｎｈｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

26,509 茨城県 つくば市 よしや写真館 サービス その他サービス 5%

26,510 茨城県 つくば市 ＬＩＮＥＲＮＯＴＥＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

26,511 茨城県 つくば市 ＬＡＧＯＯＮｂｙＶＴＧ サービス 理容・美容業 5%

26,512 茨城県 つくば市 ＬａＳｔａｌｌａ サービス 飲食業 5%

26,513 茨城県 つくば市 Ｌａｓｔ　Ｗａｌｔｚ サービス 飲食業 5%

26,514 茨城県 つくば市 ラ・ポルタ サービス 宿泊業 5%

26,515 茨城県 つくば市 リオネットセンターつくば 小売業 その他小売 5%

26,516 茨城県 つくば市 Ｒｉｔｚ’ｎ サービス 飲食業 5%

26,517 茨城県 つくば市 ＲＥＰＡＷＮ 小売業 その他小売 5%

26,518 茨城県 つくば市 ＬＵＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

26,519 茨城県 つくば市 Ｒｏｕｇｅ　Ａ 小売業 その他小売 5%

26,520 茨城県 つくば市 Ｒｏｏｍ２６ サービス 理容・美容業 5%

26,521 茨城県 つくば市 Ｌｅｃｉｅｌ． サービス 理容・美容業 5%

26,522 茨城県 つくば市 ルフラン サービス 飲食業 5%

26,523 茨城県 つくば市 Ｒａｙアイラッシュサロン研究学園店 サービス 理容・美容業 5%

26,524 茨城県 つくば市 ＲＡＹ万博記念公園 サービス 理容・美容業 5%

26,525 茨城県 つくば市 Ｒａｙ万博記念公園店 サービス 理容・美容業 5%

26,526 茨城県 つくば市 ＲＡＹみどりの サービス 理容・美容業 5%

26,527 茨城県 つくば市 Ｒａｙみどりの店 サービス 理容・美容業 5%

26,528 茨城県 つくば市 レクランドゥボーテ 小売業 衣料品 5%

26,529 茨城県 つくば市 Ｒｅｇｏｌｉｔｈ サービス 理容・美容業 5%

26,530 茨城県 つくば市 レストラン　エスポワール サービス 飲食業 5%

26,531 茨城県 つくば市 レストラン　エスポワール サービス 飲食業 5%

26,532 茨城県 つくば市 レンタカーサービスつくば サービス その他サービス 5%

26,533 茨城県 つくば市 ＹＳＰつくば 小売業 その他小売 5%

26,534 茨城県 つくば市 和ゴコロくらぶ サービス その他サービス 5%

26,535 茨城県 つくば市 和食かつら サービス 飲食業 5%

26,536 茨城県 つくば市 和食処季粋 サービス 飲食業 5%

26,537 茨城県 つくば市 ワミレスフェイスエステサロン美美 サービス 理容・美容業 5%

26,538 茨城県 つくば市 ワンダープライスイオンモールつく 小売業 貴金属・服飾品 5%

26,539 茨城県 つくばみらい市 アリュメール茨城 サービス その他サービス 5%

26,540 茨城県 つくばみらい市 板橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,541 茨城県 つくばみらい市 ｉｄｅａみらい平ＦＣ サービス 理容・美容業 5%

26,542 茨城県 つくばみらい市 大久保利通商店 小売業 食料品 5%

26,543 茨城県 つくばみらい市 小張ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,544 茨城県 つくばみらい市 オリエンタルアート 小売業 家具・調度品 5%
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26,545 茨城県 つくばみらい市 カイロプラクティックテディベア サービス その他サービス 5%

26,546 茨城県 つくばみらい市 株式会社ホットハッチ　ホットハッチ サービス その他サービス 5%

26,547 茨城県 つくばみらい市 九州屋台　九太郎　みらい平店 サービス 飲食業 5%

26,548 茨城県 つくばみらい市 クイックエンジニアリング サービス その他サービス 5%

26,549 茨城県 つくばみらい市 ジェームス谷和原インター店 小売業 その他小売 2%

26,550 茨城県 つくばみらい市 しちりん　みらい平店 サービス 飲食業 5%

26,551 茨城県 つくばみらい市 ＳＥＲＥＮ　ＤＩＰＩＴＹ サービス 理容・美容業 5%

26,552 茨城県 つくばみらい市 洗濯王　つくばみらい谷井田店 サービス その他サービス 5%

26,553 茨城県 つくばみらい市 洗濯王カスミ富士見ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

26,554 茨城県 つくばみらい市 ソフトバンクみらい平 小売業 電化製品 5%

26,555 茨城県 つくばみらい市 高岡とうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

26,556 茨城県 つくばみらい市 セブン－イレブンつくばみらい青木店 小売業 食料品 2%

26,557 茨城県 つくばみらい市 セブン－イレブンつくばみらい古川店 小売業 食料品 2%

26,558 茨城県 つくばみらい市 セブン－イレブンつくばみらい谷井田北店 小売業 食料品 2%

26,559 茨城県 つくばみらい市 セブン－イレブンつくばみらい谷井田店 小売業 食料品 2%

26,560 茨城県 つくばみらい市 セブン－イレブンつくばみらい陽光台店 小売業 食料品 2%

26,561 茨城県 つくばみらい市 トヨタカローラ南茨城つくばみらい店 小売業 その他小売 5%

26,562 茨城県 つくばみらい市 トラックショップジェット谷和原店 小売業 その他小売 5%

26,563 茨城県 つくばみらい市 ネッツトヨタつくば守谷店 小売業 その他小売 5%

26,564 茨城県 つくばみらい市 伊丹 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,565 茨城県 つくばみらい市 坂東太郎みらい平店 サービス 飲食業 5%

26,566 茨城県 つくばみらい市 ＶＩＣＴＯＲＹ ＳＴＯＮＥ ｈａｉｒ ｇｌａｄ 内 ＶＩＣＴＯＲＹ ＳＴＯＮＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

26,567 茨城県 つくばみらい市 ｈａｉｒｇｌａｄ内ＶＩＣＴＯＲＹＳＴＯＮＥ サービス 理容・美容業 5%

26,568 茨城県 つくばみらい市 Ｆｕｎ　ｔｏ　Ｔｅｎｎｉｓ サービス その他サービス 5%

26,569 茨城県 つくばみらい市 セブン－イレブンみらい平駅入口店 小売業 食料品 2%

26,570 茨城県 つくばみらい市 木鶏　みらい平店 サービス 飲食業 5%

26,571 茨城県 つくばみらい市 もつの屋 サービス 飲食業 5%

26,572 茨城県 つくばみらい市 ＵＮｃａｒｅｅｒＪａｐａｎ サービス その他サービス 5%

26,573 茨城県 つくばみらい市 有限会社ＦＤシステム サービス その他サービス 5%

26,574 茨城県 つくばみらい市 ラスタオートカンパニー サービス その他サービス 5%

26,575 茨城県 つくばみらい市 Ｌｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

26,576 茨城県 つくばみらい市 Ｌｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

26,577 茨城県 つくばみらい市 Ｒａｙアイラッシュサロンみらい平店 サービス 理容・美容業 5%

26,578 茨城県 つくばみらい市 Ｗａ・ｍｉｎｇｕ サービス 理容・美容業 5%

26,579 茨城県 土浦市 アートスタジオ　ヒロ サービス その他サービス 5%

26,580 茨城県 土浦市 アーク犬猫病院 サービス その他サービス 5%

26,581 茨城県 土浦市 荒川沖駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,582 茨城県 土浦市 荒川沖ＳＳ　塚本産業（株） 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,583 茨城県 土浦市 荒川沖南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,584 茨城県 土浦市 有限会社アルファーツクバ サービス 運輸業 5%

26,585 茨城県 土浦市 Ａｌｆａ運転代行 サービス 運輸業 5%

26,586 茨城県 土浦市 アルファザ土浦 サービス 宿泊業 5%
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26,587 茨城県 土浦市 ＡＲＯＭＡＤＯＬＬ 小売業 その他小売 5%

26,588 茨城県 土浦市 アン・コトン　土浦ピアタウン サービス その他サービス 5%

26,589 茨城県 土浦市 飯村タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

26,590 茨城県 土浦市 出光土浦南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,591 茨城県 土浦市 株式会社ＩＡＣドライビングスクール　茨城けんなん自動車学校 サービス その他サービス 5%

26,592 茨城県 土浦市 茨城トヨペット土浦荒川沖店 小売業 その他小売 5%

26,593 茨城県 土浦市 茨城トヨペット土浦並木店 小売業 その他小売 5%

26,594 茨城県 土浦市 茨城トヨペットＵ－Ｃａｒセンタ－土浦高津 小売業 その他小売 5%

26,595 茨城県 土浦市 Ｉｂａｒａｋｉ　ＢＭＷ　土浦本店 小売業 その他小売 5%

26,596 茨城県 土浦市 茨城日野自動車土浦支店 小売業 その他小売 5%

26,597 茨城県 土浦市 芋やす サービス 飲食業 5%

26,598 茨城県 土浦市 イリオスＰｅｒｓｏｎａｌ　土浦店 サービス 理容・美容業 5%

26,599 茨城県 土浦市 イルーシー３００　土浦店 小売業 衣料品 5%

26,600 茨城県 土浦市 ＩＮＣＲＥＡＳＥ　ＧＡＲＡＧＥ　荒川沖支店 サービス その他サービス 5%

26,601 茨城県 土浦市 エムズ 小売業 衣料品 5%

26,602 茨城県 土浦市 ａｉｍｅｒｆｅｅｌイオンモール土浦店 小売業 衣料品 5%

26,603 茨城県 土浦市 円城寺スポーツ 小売業 その他小売 5%

26,604 茨城県 土浦市 円城寺スポーツ　真鍋店 小売業 その他小売 5%

26,605 茨城県 土浦市 扇屋 サービス その他サービス 5%

26,606 茨城県 土浦市 大久保写真館天川店 小売業 電化製品 5%

26,607 茨城県 土浦市 大久保写真館桜町店 小売業 電化製品 5%

26,608 茨城県 土浦市 大阪串揚　一　土浦店 サービス 飲食業 5%

26,609 茨城県 土浦市 奥広 サービス その他サービス 5%

26,610 茨城県 土浦市 おっ鶏 サービス 飲食業 5%

26,611 茨城県 土浦市 オリトモ　本店 小売業 その他小売 5%

26,612 茨城県 土浦市 オリトモ　流通センター店 小売業 その他小売 5%

26,613 茨城県 土浦市 快明薬品 小売業 その他小売 5%

26,614 茨城県 土浦市 カイロプラクティックサロンＮｅｅｄｓ サービス 理容・美容業 5%

26,615 茨城県 土浦市 かざまアニマルクリニック サービス その他サービス 5%

26,616 茨城県 土浦市 華族 サービス 飲食業 5%

26,617 茨城県 土浦市 かつ太郎本店土浦南店 サービス 飲食業 5%

26,618 茨城県 土浦市 ガッツレンタカー土浦店 サービス その他サービス 5%

26,619 茨城県 土浦市 かね喜 サービス 飲食業 5%

26,620 茨城県 土浦市 かね喜　土浦店 サービス 飲食業 5%

26,621 茨城県 土浦市 井関屋 小売業 その他小売 5%

26,622 茨城県 土浦市 株式会社櫻桃 小売業 衣料品 5%

26,623 茨城県 土浦市 株式会社高橋塗料店 小売業 電化製品 5%

26,624 茨城県 土浦市 ［ＨＣ］株式会社松本家庭電器商会 小売業 電化製品 5%

26,625 茨城県 土浦市 株式会社マルソー サービス その他サービス 5%

26,626 茨城県 土浦市 ＫＡＲＡＯＫＥＳＴＥＰ土浦店 サービス その他サービス 5%

26,627 茨城県 土浦市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋土浦北インター店 サービス 飲食業 2%

26,628 茨城県 土浦市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋土浦小松店 サービス 飲食業 2%
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26,629 茨城県 土浦市 ＧＩＧＡ－ＴＥＣＨＳＭＯＴＯＲＳ サービス その他サービス 5%

26,630 茨城県 土浦市 木田余ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,631 茨城県 土浦市 牛角つちうら店 サービス 飲食業 2%

26,632 茨城県 土浦市 九州横丁　九太郎 サービス 飲食業 5%

26,633 茨城県 土浦市 牛タン焼き仁斗（じんと） サービス 飲食業 5%

26,634 茨城県 土浦市 金太郎　土浦店 小売業 その他小売 5%

26,635 茨城県 土浦市 ＣＯＯＫＢＡＲＮ サービス 飲食業 5%

26,636 茨城県 土浦市 クロサワ眼鏡店　土浦店 小売業 貴金属・服飾品 5%

26,637 茨城県 土浦市 合同会社ＬＡＺＯ サービス その他サービス 5%

26,638 茨城県 土浦市 コープつちうら店 小売業 食料品 5%

26,639 茨城県 土浦市 古河ヤクルト販売　土浦直販 小売業 食料品 5%

26,640 茨城県 土浦市 コクスン土浦 サービス その他サービス 5%

26,641 茨城県 土浦市 齊藤綿店 小売業 衣料品 5%

26,642 茨城県 土浦市 酒井のふとん 小売業 家具・調度品 5%

26,643 茨城県 土浦市 栄パン 小売業 食料品 5%

26,644 茨城県 土浦市 サムライジャパンレプタイルズ 小売業 その他小売 5%

26,645 茨城県 土浦市 サロンＴＡＫＡ サービス 理容・美容業 5%

26,646 茨城県 土浦市 ＣＪｅａｎ 小売業 衣料品 5%

26,647 茨城県 土浦市 ジェームス土浦南店 小売業 その他小売 2%

26,648 茨城県 土浦市 志ち乃　土浦本店 小売業 その他小売 5%

26,649 茨城県 土浦市 シャカルーナ 小売業 衣料品 5%

26,650 茨城県 土浦市 車検専門店　ＲＡＫＵＤＡ　土浦店 サービス その他サービス 5%

26,651 茨城県 土浦市 ジュエリー花 小売業 貴金属・服飾品 5%

26,652 茨城県 土浦市 ジュエリー工房　かざりや 小売業 貴金属・服飾品 5%

26,653 茨城県 土浦市 ジュエリービュー　土浦店 小売業 貴金属・服飾品 5%

26,654 茨城県 土浦市 並木町 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,655 茨城県 土浦市 シンエネ土浦中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,656 茨城県 土浦市 シンエネ土浦東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,657 茨城県 土浦市 シンエネ土浦真鍋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,658 茨城県 土浦市 シン電気工事 小売業 電化製品 5%

26,659 茨城県 土浦市 新日本補聴器センター土浦店 小売業 その他小売 5%

26,660 茨城県 土浦市 振武堂 小売業 その他小売 5%

26,661 茨城県 土浦市 スーパーマーケットハリガエ 小売業 食料品 5%

26,662 茨城県 土浦市 スーパーマルモおおつ野店 小売業 食料品 5%

26,663 茨城県 土浦市 スーパーマルモ神立店 小売業 食料品 5%

26,664 茨城県 土浦市 スーパーマルモ都和店 小売業 食料品 5%

26,665 茨城県 土浦市 スーパーマルモまりやま店 小売業 食料品 5%

26,666 茨城県 土浦市 すずのき　土浦店 小売業 衣料品 5%

26,667 茨城県 土浦市 スタジオパレット イオンモール土浦店 サービス その他サービス 5%

26,668 茨城県 土浦市 スポーツアカデミー土浦 サービス その他サービス 5%

26,669 茨城県 土浦市 炭火焼酒場　やまふじ サービス 飲食業 5%

26,670 茨城県 土浦市 スラングヘアー サービス 理容・美容業 5%
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26,671 茨城県 土浦市 スラングヘアー　ＳＬＡＮＧ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

26,672 茨城県 土浦市 ［ＨＣ］セイエーデンキ神立店 小売業 電化製品 5%

26,673 茨城県 土浦市 関彰商事（株）土浦ＬＰＧセンター 小売業 ガソリンスタンド 5%

26,674 茨城県 土浦市 千寿 サービス 飲食業 5%

26,675 茨城県 土浦市 セブン－イレブン総合病院土浦協同病院店 小売業 食料品 2%

26,676 茨城県 土浦市 ＳＯＬＡ卓球ＨＯＵＳＥ サービス その他サービス 5%

26,677 茨城県 土浦市 大国屋　駅前店 小売業 その他小売 5%

26,678 茨城県 土浦市 大国屋　駅前店 小売業 その他小売 5%

26,679 茨城県 土浦市 大衆肉酒場　肉力 サービス 飲食業 5%

26,680 茨城県 土浦市 大徳本店 小売業 その他小売 5%

26,681 茨城県 土浦市 株式会社第二映像企画 サービス その他サービス 5%

26,682 茨城県 土浦市 ダイニングバーＭＵＳＵＢＩ サービス 飲食業 5%

26,683 茨城県 土浦市 タイヤガレージマインド 小売業 その他小売 5%

26,684 茨城県 土浦市 タイヤセンター土浦 サービス その他サービス 5%

26,685 茨城県 土浦市 出光高岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,686 茨城県 土浦市 高津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,687 茨城県 土浦市 高橋エンジニアリング サービス その他サービス 5%

26,688 茨城県 土浦市 たたきの一九　土浦店 サービス 飲食業 5%

26,689 茨城県 土浦市 千勝堂本店 小売業 食料品 5%

26,690 茨城県 土浦市 地球食堂てらすや　地球食堂てらすや サービス 飲食業 5%

26,691 茨城県 土浦市 つけ汁家　安曇野 サービス 飲食業 5%

26,692 茨城県 土浦市 土浦 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,693 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦荒川沖駅前店 小売業 食料品 2%

26,694 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦板谷店 小売業 食料品 2%

26,695 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦駅西口店 小売業 食料品 2%

26,696 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦乙戸店 小売業 食料品 2%

26,697 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦卸町１丁目店 小売業 食料品 2%

26,698 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦粕毛店 小売業 食料品 2%

26,699 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦烏山１２５号バイパス店 小売業 食料品 2%

26,700 茨城県 土浦市 土浦神立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,701 茨城県 土浦市 土浦神立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,702 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦神立中央５丁目店 小売業 食料品 2%

26,703 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦神立町店 小売業 食料品 2%

26,704 茨城県 土浦市 土浦北ＳＳ／有限会社シマムラ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,705 茨城県 土浦市 土浦北インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,706 茨城県 土浦市 株式会社ＩＡＣドライビングスクール 土浦北インター自動車学校 サービス その他サービス 5%

26,707 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦北インター店 小売業 食料品 2%

26,708 茨城県 土浦市 土浦小岩田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,709 茨城県 土浦市 土浦湖北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,710 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦湖北１丁目店 小売業 食料品 2%

26,711 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦桜ケ丘店 小売業 食料品 2%

26,712 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦桜町３丁目店 小売業 食料品 2%
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26,713 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦市民会館前店 小売業 食料品 2%

26,714 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦下高津店 小売業 食料品 2%

26,715 茨城県 土浦市 土浦白鳥ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,716 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦白鳥店 小売業 食料品 2%

26,717 茨城県 土浦市 土浦大参ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,718 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦滝田１丁目店 小売業 食料品 2%

26,719 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦田中２丁目店 小売業 食料品 2%

26,720 茨城県 土浦市 土浦田村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,721 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦中荒川沖店 小売業 食料品 2%

26,722 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦中神立店 小売業 食料品 2%

26,723 茨城県 土浦市 セブンーイレブン土浦中高津店 小売業 食料品 2%

26,724 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦中店 小売業 食料品 2%

26,725 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦中南店 小売業 食料品 2%

26,726 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦西並木町店 小売業 食料品 2%

26,727 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦西根店 小売業 食料品 2%

26,728 茨城県 土浦市 土浦売店 サービス 飲食業 5%

26,729 茨城県 土浦市 土浦ピアタウン店 小売業 その他小売 5%

26,730 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦富士崎店 小売業 食料品 2%

26,731 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦真鍋店 小売業 食料品 2%

26,732 茨城県 土浦市 土浦右籾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,733 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦右籾宮塚店 小売業 食料品 2%

26,734 茨城県 土浦市 セブン－イレブン土浦港町１丁目店 小売業 食料品 2%

26,735 茨城県 土浦市 デコラヘア サービス 理容・美容業 5%

26,736 茨城県 土浦市 出羽屋ピアタウン店 小売業 食料品 5%

26,737 茨城県 土浦市 どうぶつ病院シン・ベット サービス その他サービス 5%

26,738 茨城県 土浦市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　アドバンスセルフ土浦荒川沖店 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,739 茨城県 土浦市 トヨタカローラ南茨城荒川沖店 小売業 その他小売 5%

26,740 茨城県 土浦市 トヨタカローラ南茨城土浦店 小売業 その他小売 5%

26,741 茨城県 土浦市 トヨタレンタリース茨城土浦駅西口店 サービス その他サービス 2%

26,742 茨城県 土浦市 トーヨーレンタカー土浦店 サービス その他サービス 5%

26,743 茨城県 土浦市 とりでや　化粧品店 小売業 その他小売 5%

26,744 茨城県 土浦市 鳥のや總本店　土浦店 サービス 飲食業 5%

26,745 茨城県 土浦市 ＴＲＹＩＮＧＬＥＳＳ 小売業 電化製品 5%

26,746 茨城県 土浦市 どんべえ土浦店 サービス 飲食業 5%

26,747 茨城県 土浦市 中嶋康化粧品店 小売業 その他小売 5%

26,748 茨城県 土浦市 なかむら住設 小売業 電化製品 5%

26,749 茨城県 土浦市 ２０００ｔｏｙｓＡｎｔｉｑｕｅＭａｌｌ 小売業 その他小売 5%

26,750 茨城県 土浦市 ネッツトヨタ茨城マイネ荒川沖 小売業 その他小売 5%

26,751 茨城県 土浦市 ネッツトヨタ茨城マイネ土浦 小売業 その他小売 5%

26,752 茨城県 土浦市 ネッツトヨタつくば荒川沖店 小売業 その他小売 5%

26,753 茨城県 土浦市 ネッツトヨタつくば荒川沖マイカセンタ－ 小売業 その他小売 5%

26,754 茨城県 土浦市 ネッツトヨタつくば土浦店 小売業 その他小売 5%

639



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

26,755 茨城県 土浦市 ハーツイーズＪＰ＇ｓ／リトルラバーＪＰ サービス その他サービス 5%

26,756 茨城県 土浦市 ハイセンス　ハイライフ石川　土浦店 小売業 貴金属・服飾品 5%

26,757 茨城県 土浦市 博多もつ鍋　串焼　一九　土浦店 サービス 飲食業 5%

26,758 茨城県 土浦市 博多もつ鍋串焼　一九　土浦店 サービス 飲食業 5%

26,759 茨城県 土浦市 博英堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

26,760 茨城県 土浦市 Ｂａｇｕｓ サービス 理容・美容業 5%

26,761 茨城県 土浦市 Ｂｕｄｄｙ’ｓ　Ｒｉｂ　Ｃｏ． サービス 飲食業 5%

26,762 茨城県 土浦市 パナピツトかすみ店 小売業 電化製品 5%

26,763 茨城県 土浦市 パナピツト　サクライ店 小売業 電化製品 5%

26,764 茨城県 土浦市 ＰＵＢ彩 サービス 飲食業 5%

26,765 茨城県 土浦市 パラマウント土浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,766 茨城県 土浦市 パワーライト サービス その他サービス 5%

26,767 茨城県 土浦市 Ｐｏｗｅｒ　Ｓｐｏｒｔｓ　ＧＴＤ 小売業 その他小売 5%

26,768 茨城県 土浦市 ハンコ卸売センター　土浦店 小売業 その他小売 5%

26,769 茨城県 土浦市 ハンコ卸売センター　土浦店 小売業 その他小売 5%

26,770 茨城県 土浦市 坂東太郎土浦おおつ野店 サービス 飲食業 5%

26,771 茨城県 土浦市 樋口動物病院 サービス その他サービス 5%

26,772 茨城県 土浦市 ビジネスホテル湖北 サービス 宿泊業 5%

26,773 茨城県 土浦市 常陸國住宅 サービス その他サービス 5%

26,774 茨城県 土浦市 ＢＰＳ土浦 小売業 その他小売 5%

26,775 茨城県 土浦市 美容室グランソール サービス 理容・美容業 5%

26,776 茨城県 土浦市 美容室ＲＥＳＯＲＴ サービス 理容・美容業 5%

26,777 茨城県 土浦市 平喜園 小売業 食料品 5%

26,778 茨城県 土浦市 ＶＴＧ サービス 理容・美容業 5%

26,779 茨城県 土浦市 フィルム工房　ＰＩＴ-ＩＮ土浦店 サービス その他サービス 5%

26,780 茨城県 土浦市 フードブランディング サービス 飲食業 5%

26,781 茨城県 土浦市 福宝堂 小売業 その他小売 5%

26,782 茨城県 土浦市 藤沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,783 茨城県 土浦市 富士書店　土浦南店 小売業 その他小売 5%

26,784 茨城県 土浦市 ＰＥＵＧＥＯＴつくば 小売業 その他小売 5%

26,785 茨城県 土浦市 ブリアント　土浦店 サービス 理容・美容業 5%

26,786 茨城県 土浦市 プロショップランカ ズ ランカーズ 小売業 その他小売 5%

26,787 茨城県 土浦市 ヘアークラブハート サービス 理容・美容業 5%

26,788 茨城県 土浦市 ヘアースタイリストサロン　レオン サービス 理容・美容業 5%

26,789 茨城県 土浦市 ベルズイン・土浦 サービス 宿泊業 5%

26,790 茨城県 土浦市 ベルズイン土浦 サービス 宿泊業 5%

26,791 茨城県 土浦市 ホテルマロウド筑波 サービス 宿泊業 5%

26,792 茨城県 土浦市 ホテル明建 サービス 宿泊業 5%

26,793 茨城県 土浦市 ホルモンダイニング大黒 サービス 飲食業 5%

26,794 茨城県 土浦市 ボンメゾン土浦店 小売業 その他小売 5%

26,795 茨城県 土浦市 ＭＩＮＯＲＩＴＹ 小売業 衣料品 5%

26,796 茨城県 土浦市 前野呉服店 小売業 衣料品 5%
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26,797 茨城県 土浦市 マクドナルド荒川沖東店 サービス 飲食業 2%

26,798 茨城県 土浦市 マクドナルドイオンモール土浦店 サービス 飲食業 2%

26,799 茨城県 土浦市 マクドナルド土浦天川店 サービス 飲食業 2%

26,800 茨城県 土浦市 マクドナルド土浦田中店 サービス 飲食業 2%

26,801 茨城県 土浦市 マクドナルド新治さん・あぴお店 サービス 飲食業 2%

26,802 茨城県 土浦市 マクドナルド真鍋新町店 サービス 飲食業 2%

26,803 茨城県 土浦市 まことや サービス その他サービス 5%

26,804 茨城県 土浦市 マツエク本舗　土浦店 サービス 理容・美容業 5%

26,805 茨城県 土浦市 松庄花壇 小売業 その他小売 5%

26,806 茨城県 土浦市 松庄花壇　ピアタウン店 小売業 その他小売 5%

26,807 茨城県 土浦市 マミークリーニング ウララ店 サービス その他サービス 5%

26,808 茨城県 土浦市 マミークリーニング　天川店 サービス その他サービス 5%

26,809 茨城県 土浦市 マミー代行 サービス 運輸業 5%

26,810 茨城県 土浦市 丸株　土浦南給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,811 茨城県 土浦市 マロニエゴルフ 小売業 その他小売 5%

26,812 茨城県 土浦市 ミセスのお店　かしむら 小売業 衣料品 5%

26,813 茨城県 土浦市 ムツミ電機 小売業 電化製品 5%

26,814 茨城県 土浦市 ＭＥＮＡＲＤＦＡＣＩＡＬＳＡＬＯＮ永那美 サービス その他サービス 2%

26,815 茨城県 土浦市 メモワール石川　土浦駅ビル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

26,816 茨城県 土浦市 Ｍｏｔｏｒｒａｄ　Ｔｓｕｋｕｂａ 小売業 その他小売 5%

26,817 茨城県 土浦市 やきとんパンチ　土浦店 サービス 飲食業 5%

26,818 茨城県 土浦市 焼肉　秀門　土浦店 サービス 飲食業 5%

26,819 茨城県 土浦市 焼肉神立苑 サービス 飲食業 5%

26,820 茨城県 土浦市 焼肉でん　土浦店 サービス 飲食業 5%

26,821 茨城県 土浦市 有限会社　須沢商事 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

26,822 茨城県 土浦市 有限会社高月堂 小売業 食料品 5%

26,823 茨城県 土浦市 有限会社土浦鈴木屋 小売業 食料品 5%

26,824 茨城県 土浦市 洋食大かわ サービス 飲食業 5%

26,825 茨城県 土浦市 ＬＩＦＥ 小売業 その他小売 5%

26,826 茨城県 土浦市 ラグビー ヤマチャン ａｇｅｎ 小売業 その他小売 5%

26,827 茨城県 土浦市 ランチデリバリーサービス福米 サービス 飲食業 5%

26,828 茨城県 土浦市 Ｒｅ－Ｊ　土浦店 小売業 衣料品 5%

26,829 茨城県 土浦市 リンクス－Ｄ 小売業 衣料品 5%

26,830 茨城県 土浦市 ルディックパーク　土浦店 小売業 衣料品 5%

26,831 茨城県 土浦市 ＬｕｍｉｅｒｅｂｙＮａｔｕｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

26,832 茨城県 土浦市 レディースファッションアオキ土浦ピアタウン店 小売業 衣料品 5%

26,833 茨城県 土浦市 わくわくらんど土浦店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

26,834 茨城県 土浦市 和創作仁～ＪＩＮ～ サービス 飲食業 5%

26,835 茨城県 土浦市 和布　人形町　髙はし 小売業 貴金属・服飾品 5%

26,836 茨城県 東海村 日本アールエスナイン株式会社 小売業 その他小売 5%

26,837 茨城県 東海村 圷ほしいも直売所 小売業 食料品 5%

26,838 茨城県 東海村 ＡＲＭＯＮＩＡ サービス その他サービス 5%
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26,839 茨城県 東海村 ａｉｒｙ－ｆａｉｒｙ サービス 理容・美容業 5%

26,840 茨城県 東海村 カーラッピング工房ホークスアイ 小売業 その他小売 5%

26,841 茨城県 東海村 ［ＨＣ］かでん館ひろき 小売業 電化製品 5%

26,842 茨城県 東海村 カフェ　サイタニヤ 小売業 食料品 5%

26,843 茨城県 東海村 株式会社　照沼商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,844 茨城県 東海村 グリーンパーク東海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,845 茨城県 東海村 クリーニング専科　東海駅西口店 サービス その他サービス 5%

26,846 茨城県 東海村 クリーニング専科　東海店 サービス その他サービス 5%

26,847 茨城県 東海村 グルービー東海店 サービス 飲食業 5%

26,848 茨城県 東海村 光陽無線東海店 小売業 電化製品 5%

26,849 茨城県 東海村 佐藤石油　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,850 茨城県 東海村 サンシルク東海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,851 茨城県 東海村 サンブライト東海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,852 茨城県 東海村 篠原荘 サービス 宿泊業 5%

26,853 茨城県 東海村 常東タクシー　１号車 サービス 運輸業 5%

26,854 茨城県 東海村 ソフトバンク　東海 小売業 電化製品 5%

26,855 茨城県 東海村 ダイス運転代行 サービス 運輸業 5%

26,856 茨城県 東海村 ティアラ サービス 飲食業 5%

26,857 茨城県 東海村 照沼商事　本社２ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,858 茨城県 東海村 照沼商事　ＥＲＩＸ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,859 茨城県 東海村 セルフテルフィット東海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,860 茨城県 東海村 ＴＥＬＬ　Ｐｏｒｔ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,861 茨城県 東海村 東海　王将鮨　分店 サービス 飲食業 5%

26,862 茨城県 東海村 東海中央ＳＳ　有限会社東海河野石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,863 茨城県 東海村 東海電機商会 小売業 電化製品 5%

26,864 茨城県 東海村 セブン－イレブン東海豊岡店 小売業 食料品 2%

26,865 茨城県 東海村 セブン－イレブン東海二軒茶屋店 小売業 食料品 2%

26,866 茨城県 東海村 東海富士電化センター 小売業 電化製品 5%

26,867 茨城県 東海村 セブン－イレブン東海舟石川店 小売業 食料品 2%

26,868 茨城県 東海村 セブン－イレブン東海村松店 小売業 食料品 2%

26,869 茨城県 東海村 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフワンナップ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,870 茨城県 東海村 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　東海シティ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,871 茨城県 東海村 豊島瓦 サービス その他サービス 5%

26,872 茨城県 東海村 トヨタカローラ新茨城東海店 小売業 その他小売 5%

26,873 茨城県 東海村 トラットリアパラン サービス 飲食業 5%

26,874 茨城県 東海村 ドレミ　東海店 サービス その他サービス 5%

26,875 茨城県 東海村 ニュー東海村ＳＳ／株式会社井坂石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,876 茨城県 東海村 ばんどう太郎東海店 サービス 飲食業 5%

26,877 茨城県 東海村 ｆｒｅｅＫ　【フリーク】 サービス 理容・美容業 5%

26,878 茨城県 東海村 フルヤでんき 小売業 電化製品 5%

26,879 茨城県 東海村 ヘアーサロンセキタ 美容室 ヘアサロン セキタ サービス 理容・美容業 5%

26,880 茨城県 東海村 ホテルエリアワン東海 サービス 宿泊業 5%
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26,881 茨城県 東海村 ホテルエリアワン東海 サービス 宿泊業 5%

26,882 茨城県 東海村 ホルモン焼き竹のこ サービス 飲食業 5%

26,883 茨城県 東海村 マクドナルドイオン東海店 サービス 飲食業 2%

26,884 茨城県 東海村 満福茨城 サービス その他サービス 5%

26,885 茨城県 東海村 水戸ヤクルト販売 東海センター 小売業 食料品 5%

26,886 茨城県 東海村 メガネストアー東海 小売業 その他小売 5%

26,887 茨城県 東海村 ［ＨＣ］有限会社デンキプラザマツモト 小売業 電化製品 5%

26,888 茨城県 東海村 ユーサイド東海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,889 茨城県 東海村 渡邊行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

26,890 茨城県 利根町 出光布川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,891 茨城県 利根町 セブン－イレブン茨城利根店 小売業 食料品 2%

26,892 茨城県 利根町 エビハラ電器店 小売業 電化製品 5%

26,893 茨城県 利根町 Ｋａｎｏｎ 小売業 その他小売 5%

26,894 茨城県 利根町 杉野デンキ 小売業 電化製品 5%

26,895 茨城県 利根町 大房ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,896 茨城県 利根町 利根飯店 サービス 飲食業 5%

26,897 茨城県 利根町 利根町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,898 茨城県 利根町 ハート・アンド・ソール サービス その他サービス 5%

26,899 茨城県 利根町 便利サイクル利根店 小売業 その他小売 5%

26,900 茨城県 利根町 星保金物店 小売業 その他小売 5%

26,901 茨城県 利根町 ランドロームフードマーケット利根店 小売業 食料品 5%

26,902 茨城県 取手市 あーと屋図工室 サービス その他サービス 5%

26,903 茨城県 取手市 ｉＰｈｏｎｅターミナル　取手店 サービス その他サービス 5%

26,904 茨城県 取手市 Ａｔｅｌｉｅｒ＋ｃａｆｅｊｕ－ｔｏｕ サービス 飲食業 5%

26,905 茨城県 取手市 αサクライ 小売業 電化製品 5%

26,906 茨城県 取手市 株式会社アレイト サービス その他サービス 5%

26,907 茨城県 取手市 イイジマ靴店 小売業 衣料品 5%

26,908 茨城県 取手市 イースタン千代田（株）８ サービス 宿泊業 5%

26,909 茨城県 取手市 セブン－イレブン茨城伊奈城中店 小売業 食料品 2%

26,910 茨城県 取手市 茨城トヨペット６号取手店 小売業 その他小売 5%

26,911 茨城県 取手市 上野屋酒店 小売業 食料品 5%

26,912 茨城県 取手市 ｅｓｑｕｉｍａｏｕｓｅｄｃｌｏｔｈｉｎｇ＆ａｎｔｉｑｕｅｓ 小売業 衣料品 5%

26,913 茨城県 取手市 エステサロンさくらボックスヒル取手店 サービス 理容・美容業 5%

26,914 茨城県 取手市 Ｅｓｔｅｍｅｉｓｏｎポルテ サービス 理容・美容業 5%

26,915 茨城県 取手市 お直しサロンアン・コトン サービス その他サービス 5%

26,916 茨城県 取手市 ＯＭＯＮＭＡＴＥＮＴ サービス 飲食業 5%

26,917 茨城県 取手市 歌舞伎あられ　池田屋 小売業 食料品 5%

26,918 茨城県 取手市 ガレージＳＤ　取手店 サービス その他サービス 5%

26,919 茨城県 取手市 喰い処 一九 取手 サービス 飲食業 5%

26,920 茨城県 取手市 くまざわ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

26,921 茨城県 取手市 倉持自動車工業 サービス その他サービス 5%

26,922 茨城県 取手市 倉持洋品店　寝具くらもち 小売業 衣料品 5%
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26,923 茨城県 取手市 倉持洋品店 洋品のくらもち 小売業 衣料品 5%

26,924 茨城県 取手市 株式会社京葉ホームサービス サービス その他サービス 5%

26,925 茨城県 取手市 玄関ドア・窓リフォームマイスター サービス その他サービス 5%

26,926 茨城県 取手市 桜井電化 小売業 電化製品 5%

26,927 茨城県 取手市 さくら平安堂 小売業 その他小売 5%

26,928 茨城県 取手市 ＧＤＳ サービス 理容・美容業 5%

26,929 茨城県 取手市 しいな輪業 小売業 その他小売 5%

26,930 茨城県 取手市 しちりん藤代南口駅前店 サービス 飲食業 5%

26,931 茨城県 取手市 Ｓｈａｍｂａｌｌａ サービス 理容・美容業 5%

26,932 茨城県 取手市 シンエネ取手北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,933 茨城県 取手市 新川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,934 茨城県 取手市 新取手ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,935 茨城県 取手市 スクールショップオリジン戸頭店 小売業 衣料品 5%

26,936 茨城県 取手市 整体院もみのきＭＨＳ サービス その他サービス 5%

26,937 茨城県 取手市 セレモ　取手駅ホール サービス その他サービス 5%

26,938 茨城県 取手市 洗濯王取手ゆめみ野店 サービス その他サービス 5%

26,939 茨城県 取手市 セントラルホテル取手 サービス 宿泊業 5%

26,940 茨城県 取手市 ｃｈｅｒｉｓｈ　　ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

26,941 茨城県 取手市 珍來取手店 サービス 飲食業 5%

26,942 茨城県 取手市 ＴＳＪたばこステーション Ｍｒ ＭＡＸ取手店 小売業 その他小売 5%

26,943 茨城県 取手市 テンサン サービス 飲食業 5%

26,944 茨城県 取手市 東京芸大生協　取手店 サービス その他サービス 5%

26,945 茨城県 取手市 東京芸大生協　取手店 サービス その他サービス 5%

26,946 茨城県 取手市 トヨタカローラ南茨城　ゆめみ野店 小売業 その他小売 5%

26,947 茨城県 取手市 トヨタカローラ南茨城取手店 小売業 その他小売 5%

26,948 茨城県 取手市 トヨタレンタリース茨城取手店 サービス その他サービス 2%

26,949 茨城県 取手市 ＴＲＹ藤代治療院 サービス その他サービス 5%

26,950 茨城県 取手市 セブン－イレブン取手井野１丁目店 小売業 食料品 2%

26,951 茨城県 取手市 セブン－イレブン取手駅東口店 小売業 食料品 2%

26,952 茨城県 取手市 セブン－イレブン取手小文間店 小売業 食料品 2%

26,953 茨城県 取手市 セブン－イレブン取手新町３丁目店 小売業 食料品 2%

26,954 茨城県 取手市 セブン－イレブン取手戸頭３丁目店 小売業 食料品 2%

26,955 茨城県 取手市 セブン－イレブン取手戸頭８丁目店 小売業 食料品 2%

26,956 茨城県 取手市 セブン－イレブン取手戸頭４丁目店 小売業 食料品 2%

26,957 茨城県 取手市 取手の地酒や中村酒店 小売業 食料品 5%

26,958 茨城県 取手市 セブン－イレブン取手野々井店 小売業 食料品 2%

26,959 茨城県 取手市 セブン－イレブン取手藤代庁舎前店 小売業 食料品 2%

26,960 茨城県 取手市 セブン－イレブン取手ボックスヒル店 小売業 食料品 2%

26,961 茨城県 取手市 中内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,962 茨城県 取手市 稲戸井 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,963 茨城県 取手市 永山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

26,964 茨城県 取手市 ナルシマ 小売業 その他小売 5%

644



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

26,965 茨城県 取手市 日本一ボックスヒル取手店 小売業 食料品 5%

26,966 茨城県 取手市 ネッツトヨタ茨城マイネ取手 小売業 その他小売 5%

26,967 茨城県 取手市 ネッツトヨタつくば取手店 小売業 その他小売 5%

26,968 茨城県 取手市 蜂バスターズ　１ サービス その他サービス 5%

26,969 茨城県 取手市 蜂バスターズ　２ サービス その他サービス 5%

26,970 茨城県 取手市 はんこ家一番　取手店 小売業 その他小売 5%

26,971 茨城県 取手市 東取手病院売店 小売業 その他小売 5%

26,972 茨城県 取手市 陽だまり サービス 飲食業 5%

26,973 茨城県 取手市 美容室Ｏｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

26,974 茨城県 取手市 美容室かおる サービス 理容・美容業 5%

26,975 茨城県 取手市 ＢｕｏｎａＶｉｔａボックスヒル取手 小売業 その他小売 5%

26,976 茨城県 取手市 セブン－イレブン藤代駅南口店 小売業 食料品 2%

26,977 茨城県 取手市 フランス菓子　セ　ビアン　フランス菓子　セビアン 小売業 食料品 5%

26,978 茨城県 取手市 ブリアント　取手店 サービス 理容・美容業 5%

26,979 茨城県 取手市 ブレドール 小売業 食料品 5%

26,980 茨城県 取手市 ヘアーサロンホンマ サービス 理容・美容業 5%

26,981 茨城県 取手市 ＨＡＩＲ　ＤＲＥＳＳＥＲ　ＣＵＢ サービス 理容・美容業 5%

26,982 茨城県 取手市 Ｈｏｐｅａｓｅ サービス その他サービス 5%

26,983 茨城県 取手市 マクドナルド６号線藤代店 サービス 飲食業 2%

26,984 茨城県 取手市 村井電器 小売業 電化製品 5%

26,985 茨城県 取手市 メガネのミエール 小売業 その他小売 5%

26,986 茨城県 取手市 メガネフロンティアミスターマックス取手店 小売業 貴金属・服飾品 5%

26,987 茨城県 取手市 メガネ・補聴器のときわ 小売業 貴金属・服飾品 5%

26,988 茨城県 取手市 メル友　取手店 小売業 電化製品 5%

26,989 茨城県 取手市 焼き菓子カフェ こなのか 焼き菓子カフェ こなのか 小売業 食料品 5%

26,990 茨城県 取手市 有限会社一竿堂 小売業 その他小売 5%

26,991 茨城県 取手市 有限会社鈴木燃料店 サービス その他サービス 5%

26,992 茨城県 取手市 ライラ取手店 サービス その他サービス 5%

26,993 茨城県 取手市 リアリティコンサルティングオフィス サービス その他サービス 5%

26,994 茨城県 取手市 ＲＥＡＬＳＯＵＲＣＥ 小売業 その他小売 5%

26,995 茨城県 取手市 リヨンわかば サービス 飲食業 5%

26,996 茨城県 取手市 Ｌｉｌｌｉａｎ サービス 理容・美容業 5%

26,997 茨城県 取手市 レンドルフ西取手 小売業 その他小売 5%

26,998 茨城県 取手市 ＷＩＮＥ＆ＧＩＦＴシンロク 小売業 食料品 5%

26,999 茨城県 那珂市 アーペビューティーワールド サービス 理容・美容業 5%

27,000 茨城県 那珂市 アイオート那珂店 サービス その他サービス 5%

27,001 茨城県 那珂市 ａｌｂｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

27,002 茨城県 那珂市 居酒屋よいち サービス 飲食業 5%

27,003 茨城県 那珂市 出光那珂中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,004 茨城県 那珂市 出光那珂バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,005 茨城県 那珂市 瓜連ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,006 茨城県 那珂市 ＥＮＤＢＥＡＮ サービス その他サービス 5%
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27,007 茨城県 那珂市 大森茶寮 サービス 飲食業 5%

27,008 茨城県 那珂市 温野菜那珂店 サービス 飲食業 2%

27,009 茨城県 那珂市 かわさき商会。 小売業 その他小売 5%

27,010 茨城県 那珂市 かわねや菅谷店 小売業 食料品 5%

27,011 茨城県 那珂市 きもの和香 小売業 衣料品 5%

27,012 茨城県 那珂市 くすりのマルト那珂店 小売業 その他小売 5%

27,013 茨城県 那珂市 クリーニング専科　那珂菅谷店 サービス その他サービス 5%

27,014 茨城県 那珂市 クリーニング専科　那珂ひばりヶ丘店 サービス その他サービス 5%

27,015 茨城県 那珂市 鴻巣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,016 茨城県 那珂市 後台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,017 茨城県 那珂市 後台店 小売業 その他小売 5%

27,018 茨城県 那珂市 シューマート　那珂店 小売業 衣料品 5%

27,019 茨城県 那珂市 菅谷店 小売業 その他小売 5%

27,020 茨城県 那珂市 ストロベリィ館那珂店 サービス その他サービス 5%

27,021 茨城県 那珂市 セルフターミナル那珂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,022 茨城県 那珂市 ソフトバンク那珂 小売業 電化製品 5%

27,023 茨城県 那珂市 手打蕎麦　ふじ庄 サービス 飲食業 5%

27,024 茨城県 那珂市 ときわ書店那珂店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

27,025 茨城県 那珂市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフアビーロードなか店 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,026 茨城県 那珂市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　那珂インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,027 茨城県 那珂市 戸村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,028 茨城県 那珂市 トヨタカローラ新茨城那珂店 小売業 その他小売 5%

27,029 茨城県 那珂市 トヨタレンタリース茨城那珂店 サービス その他サービス 2%

27,030 茨城県 那珂市 セブン－イレブン那珂飯田店 小売業 食料品 2%

27,031 茨城県 那珂市 那珂インターＳＳ　株式会社高野屋石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,032 茨城県 那珂市 セブン－イレブン那珂上菅谷店 小売業 食料品 2%

27,033 茨城県 那珂市 セブン－イレブン那珂後台店 小売業 食料品 2%

27,034 茨城県 那珂市 セブン－イレブン那珂市役所前店 小売業 食料品 2%

27,035 茨城県 那珂市 セブン－イレブン那珂菅谷店 小売業 食料品 2%

27,036 茨城県 那珂市 セブン－イレブン那珂杉店 小売業 食料品 2%

27,037 茨城県 那珂市 那珂中央ＳＳ　高橋石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,038 茨城県 那珂市 セブン－イレブン那珂中央店 小売業 食料品 2%

27,039 茨城県 那珂市 セブン－イレブン那珂戸崎店 小売業 食料品 2%

27,040 茨城県 那珂市 セブン－イレブン那珂豊喰店 小売業 食料品 2%

27,041 茨城県 那珂市 セブン－イレブン那珂中里店 小売業 食料品 2%

27,042 茨城県 那珂市 セブン－イレブン那珂中台店 小売業 食料品 2%

27,043 茨城県 那珂市 那珂額田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,044 茨城県 那珂市 セブン－イレブン那珂堀ノ内店 小売業 食料品 2%

27,045 茨城県 那珂市 那珂町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,046 茨城県 那珂市 ネッツトヨタ水戸那珂バイパス店 小売業 その他小売 5%

27,047 茨城県 那珂市 ばんどう太郎那珂店 サービス 飲食業 5%

27,048 茨城県 那珂市 ピッツェリア　モンテマーレ サービス 飲食業 5%

646



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

27,049 茨城県 那珂市 美容室Ｃｉａｏ！ サービス 理容・美容業 5%

27,050 茨城県 那珂市 ファッションマート ふくや 小売業 衣料品 5%

27,051 茨城県 那珂市 ファッションマ－トふくや 小売業 衣料品 5%

27,052 茨城県 那珂市 フィジカルケアサロンｓａｋｕｒａＩｃｄ サービス 理容・美容業 5%

27,053 茨城県 那珂市 マクドナルド那珂町店 サービス 飲食業 2%

27,054 茨城県 那珂市 マクドナルド那珂町ホーマック店 サービス 飲食業 2%

27,055 茨城県 那珂市 マルト那珂店 小売業 食料品 5%

27,056 茨城県 那珂市 水戸ヤクルト販売　かつた西センター 小売業 食料品 5%

27,057 茨城県 那珂市 メガネのクロサワ那珂店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,058 茨城県 那珂市 めがねのコバヤシ那珂店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,059 茨城県 那珂市 本米崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,060 茨城県 那珂市 有限会社ジャスト自動車整備 サービス その他サービス 5%

27,061 茨城県 那珂市 ＹＯＳＡＰＡＲＫシフォン サービス 理容・美容業 5%

27,062 茨城県 那珂市 Ｌａｒｇｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

27,063 茨城県 那珂市 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ－Ｏ サービス その他サービス 5%

27,064 茨城県 那珂市 ルート１１８瓜連ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,065 茨城県 坂東市 井上電気 小売業 電化製品 5%

27,066 茨城県 坂東市 セブン－イレブン茨城沓掛店 小売業 食料品 2%

27,067 茨城県 坂東市 茨城トヨペット坂東店 小売業 その他小売 5%

27,068 茨城県 坂東市 セブン－イレブン岩井小山店 小売業 食料品 2%

27,069 茨城県 坂東市 出光岩井北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,070 茨城県 坂東市 岩井新町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,071 茨城県 坂東市 岩井中里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,072 茨城県 坂東市 セブン－イレブン岩井中里店 小売業 食料品 2%

27,073 茨城県 坂東市 セブン－イレブン岩井長谷店 小売業 食料品 2%

27,074 茨城県 坂東市 出光岩井東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,075 茨城県 坂東市 うちだペットクリニック サービス その他サービス 5%

27,076 茨城県 坂東市 上出島 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,077 茨城県 坂東市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋坂東岩井店 サービス 飲食業 2%

27,078 茨城県 坂東市 機材社 サービス その他サービス 5%

27,079 茨城県 坂東市 きむら家庭電器 小売業 電化製品 5%

27,080 茨城県 坂東市 沓掛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,081 茨城県 坂東市 沓掛自動車 サービス その他サービス 5%

27,082 茨城県 坂東市 クリーニングわたなべ　エコス沓掛店 サービス その他サービス 5%

27,083 茨城県 坂東市 クリーニングわたなべ　中央通りプリオ前店 サービス その他サービス 5%

27,084 茨城県 坂東市 クリーニングわたなべ　マルエツ岩井店 サービス その他サービス 5%

27,085 茨城県 坂東市 逆井 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,086 茨城県 坂東市 猿島 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,087 茨城県 坂東市 セブン－イレブン猿島逆井店 小売業 食料品 2%

27,088 茨城県 坂東市 さしま中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,089 茨城県 坂東市 芽吹橋 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,090 茨城県 坂東市 シンエネ岩井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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27,091 茨城県 坂東市 菅谷 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,092 茨城県 坂東市 セルヴィス岩井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,093 茨城県 坂東市 蕎麦ダイニング古菅 サービス 飲食業 5%

27,094 茨城県 坂東市 トヨタカローラ南茨城坂東店 小売業 その他小売 5%

27,095 茨城県 坂東市 長須ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,096 茨城県 坂東市 長須中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,097 茨城県 坂東市 長谷東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,098 茨城県 坂東市 ＮａｉｌｓａｌｏｎＩＲｏ サービス 理容・美容業 5%

27,099 茨城県 坂東市 ネッツトヨタ茨城マイネ岩井 小売業 その他小売 5%

27,100 茨城県 坂東市 ＨＥＲＺ サービス 理容・美容業 5%

27,101 茨城県 坂東市 セブンーイレブン坂東岩井店 小売業 食料品 2%

27,102 茨城県 坂東市 セブン－イレブン坂東生子店 小売業 食料品 2%

27,103 茨城県 坂東市 セブン－イレブン坂東神大実店 小売業 食料品 2%

27,104 茨城県 坂東市 セブン－イレブン坂東総合文化ホール前店 小売業 食料品 2%

27,105 茨城県 坂東市 セブン－イレブン坂東馬立店 小売業 食料品 2%

27,106 茨城県 坂東市 セブン－イレブン坂東みむら店 小売業 食料品 2%

27,107 茨城県 坂東市 ヒューマンアシスト サービス その他サービス 5%

27,108 茨城県 坂東市 フォーエスつくばファースト 小売業 電化製品 5%

27,109 茨城県 坂東市 フルハシタイヤ販売（株　坂東営業所 小売業 その他小売 5%

27,110 茨城県 坂東市 古谷自動車商会 サービス その他サービス 5%

27,111 茨城県 坂東市 古谷醤油酒店 小売業 食料品 5%

27,112 茨城県 坂東市 マクドナルド岩井店 サービス 飲食業 2%

27,113 茨城県 坂東市 マクドナルド坂東ヨークタウン店 サービス 飲食業 2%

27,114 茨城県 坂東市 間中製麺所 小売業 食料品 5%

27,115 茨城県 坂東市 有限会社荒木綜合食品和の膳・うなぎあらきや サービス 飲食業 5%

27,116 茨城県 坂東市 有限会社春若商会 小売業 電化製品 5%

27,117 茨城県 坂東市 レディースファッションアオキ岩井店 小売業 衣料品 5%

27,118 茨城県 坂東市 わたなべクリーニング　ベニマル坂東店 サービス その他サービス 5%

27,119 茨城県 坂東市 わたなべクリーニング坂東ユニット本店 サービス その他サービス 5%

27,120 茨城県 常陸太田市 アロマサロンＦｅｌｉｃｉｔｅ サービス その他サービス 5%

27,121 茨城県 常陸太田市 出光中野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,122 茨城県 常陸太田市 茨城交通太田営業所 サービス その他サービス 5%

27,123 茨城県 常陸太田市 岩手ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,124 茨城県 常陸太田市 岡田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,125 茨城県 常陸太田市 金砂郷 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,126 茨城県 常陸太田市 金砂郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,127 茨城県 常陸太田市 金砂郷店 小売業 その他小売 5%

27,128 茨城県 常陸太田市 かわねや木崎本店 小売業 食料品 5%

27,129 茨城県 常陸太田市 かわねやフェスタ店 小売業 食料品 5%

27,130 茨城県 常陸太田市 久米ＳＳ　有限会社中村屋商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,131 茨城県 常陸太田市 クリーニング専科　常陸太田店 サービス その他サービス 5%

27,132 茨城県 常陸太田市 クロサワ眼鏡店　常陸太田店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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27,133 茨城県 常陸太田市 ［ＨＣ］光洋デンキ 小売業 電化製品 5%

27,134 茨城県 常陸太田市 ごとうでんき 小売業 電化製品 5%

27,135 茨城県 常陸太田市 ゴトーデンキ 小売業 電化製品 5%

27,136 茨城県 常陸太田市 里美ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,137 茨城県 常陸太田市 澤畠自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

27,138 茨城県 常陸太田市 山口陽子 小売業 その他小売 5%

27,139 茨城県 常陸太田市 ジーセブン 小売業 その他小売 5%

27,140 茨城県 常陸太田市 塩町館 サービス 飲食業 5%

27,141 茨城県 常陸太田市 てらしま店 小売業 その他小売 5%

27,142 茨城県 常陸太田市 トヨタカローラ新茨城常陸太田店 小売業 その他小売 5%

27,143 茨城県 常陸太田市 ドレミ　常陸太田店 サービス その他サービス 5%

27,144 茨城県 常陸太田市 ハートライン　アユデン 小売業 電化製品 5%

27,145 茨城県 常陸太田市 坂東太郎常陸太田総本店 サービス 飲食業 5%

27,146 茨城県 常陸太田市 ビジネスホテル塩原 サービス 宿泊業 5%

27,147 茨城県 常陸太田市 セブン－イレブン常陸太田大方町店 小売業 食料品 2%

27,148 茨城県 常陸太田市 セブン－イレブン常陸太田大中店 小売業 食料品 2%

27,149 茨城県 常陸太田市 セブン－イレブン常陸太田岡田町店 小売業 食料品 2%

27,150 茨城県 常陸太田市 セブン－イレブン常陸太田金井町店 小売業 食料品 2%

27,151 茨城県 常陸太田市 セブン－イレブン常陸太田上河合町店 小売業 食料品 2%

27,152 茨城県 常陸太田市 セブン－イレブン常陸太田里野宮町店 小売業 食料品 2%

27,153 茨城県 常陸太田市 常陸太田ＮＣＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,154 茨城県 常陸太田市 セブン－イレブン常陸太田はたそめ店 小売業 食料品 2%

27,155 茨城県 常陸太田市 常陸太田南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,156 茨城県 常陸太田市 セブン－イレブン常陸太田宮本店 小売業 食料品 2%

27,157 茨城県 常陸太田市 常陸セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,158 茨城県 常陸太田市 日立高鈴ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

27,159 茨城県 常陸太田市 平塚薬局 小売業 その他小売 5%

27,160 茨城県 常陸太田市 平根無線商会 小売業 電化製品 5%

27,161 茨城県 常陸太田市 Ｆｌｉｐ－ｆｌｏｐ常陸太田店 サービス 理容・美容業 5%

27,162 茨城県 常陸太田市 ホリコシ サービス 運輸業 5%

27,163 茨城県 常陸太田市 マクドナルド常陸太田店 サービス 飲食業 2%

27,164 茨城県 常陸太田市 水戸ヤクルト販売　太田センター 小売業 食料品 5%

27,165 茨城県 常陸太田市 メガネストアー常陸太田 小売業 その他小売 5%

27,166 茨城県 常陸太田市 メガネストアー常陸太田店 小売業 その他小売 5%

27,167 茨城県 常陸太田市 メガネの高松 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,168 茨城県 常陸太田市 洋菓子のパピヨン 小売業 食料品 5%

27,169 茨城県 常陸太田市 洋装のオーヌキ・シャルム 小売業 衣料品 5%

27,170 茨城県 常陸太田市 竜神庵 太田店 サービス 飲食業 5%

27,171 茨城県 常陸太田市 レストランばんび サービス 飲食業 5%

27,172 茨城県 常陸大宮市 セブン－イレブン茨城大宮上町店 小売業 食料品 2%

27,173 茨城県 常陸大宮市 セブン－イレブン茨城大宮八田店 小売業 食料品 2%

27,174 茨城県 常陸大宮市 茨城交通大宮営業所 サービス その他サービス 5%
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27,175 茨城県 常陸大宮市 茨城トヨペット大宮バイパス店 小売業 その他小売 5%

27,176 茨城県 常陸大宮市 大宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,177 茨城県 常陸大宮市 大宮バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,178 茨城県 常陸大宮市 大宮バイパス本店ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,179 茨城県 常陸大宮市 大宮三美ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,180 茨城県 常陸大宮市 株式会社栄光商事 サービス その他サービス 5%

27,181 茨城県 常陸大宮市 かわねや大宮店 小売業 食料品 5%

27,182 茨城県 常陸大宮市 クリーニング専科　常陸大宮店 サービス その他サービス 5%

27,183 茨城県 常陸大宮市 コザワオプティカル　大宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,184 茨城県 常陸大宮市 御前山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,185 茨城県 常陸大宮市 御前山青少年旅行村 サービス 宿泊業 5%

27,186 茨城県 常陸大宮市 ゴルフ倶楽部セブンレイクス サービス その他サービス 5%

27,187 茨城県 常陸大宮市 トヨタカローラ新茨城大宮店 小売業 その他小売 5%

27,188 茨城県 常陸大宮市 とりの子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,189 茨城県 常陸大宮市 ニュ－緒川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,190 茨城県 常陸大宮市 ネッツトヨタ茨城マイネ常陸大宮 小売業 その他小売 5%

27,191 茨城県 常陸大宮市 パティスリー　ヒカリノ木 小売業 食料品 5%

27,192 茨城県 常陸大宮市 ばんどう太郎常陸大宮店 サービス 飲食業 5%

27,193 茨城県 常陸大宮市 セブン－イレブン常陸大宮泉店 小売業 食料品 2%

27,194 茨城県 常陸大宮市 セブン－イレブン常陸大宮野口店 小売業 食料品 2%

27,195 茨城県 常陸大宮市 美容室チチンプイプイ サービス 理容・美容業 5%

27,196 茨城県 常陸大宮市 ｖｔｇｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

27,197 茨城県 常陸大宮市 Ｆｌｉｐ－ｆｌｏｐ常陸大宮店 サービス 理容・美容業 5%

27,198 茨城県 常陸大宮市 マクドナルド１１８常陸大宮店 サービス 飲食業 2%

27,199 茨城県 常陸大宮市 丸林商店 小売業 衣料品 5%

27,200 茨城県 常陸大宮市 三丸田陶工房植山窯 サービス その他サービス 5%

27,201 茨城県 常陸大宮市 水戸ヤクルト販売 常陸大宮センター 小売業 食料品 5%

27,202 茨城県 常陸大宮市 セブン－イレブン美和鷲子店 小売業 食料品 2%

27,203 茨城県 常陸大宮市 メガネストアー常陸大宮 小売業 その他小売 5%

27,204 茨城県 常陸大宮市 メガネストアー常陸大宮店 小売業 その他小売 5%

27,205 茨城県 常陸大宮市 メガネのクロサワ大宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,206 茨城県 常陸大宮市 山方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,207 茨城県 常陸大宮市 セブン－イレブン山方町山方南店 小売業 食料品 2%

27,208 茨城県 常陸大宮市 ライフアップみつぎ 小売業 電化製品 5%

27,209 茨城県 日立市 アイパルメガネ日立店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,210 茨城県 日立市 アップル車検　日工自動車サービス サービス その他サービス 5%

27,211 茨城県 日立市 アトム日立川尻店 小売業 電化製品 5%

27,212 茨城県 日立市 ＡＤ．ｃｏｔｔｏｎ’ｓ サービス 飲食業 5%

27,213 茨城県 日立市 あもん大みか店 サービス 飲食業 5%

27,214 茨城県 日立市 荒井タイヤ 小売業 その他小売 5%

27,215 茨城県 日立市 アルビコッカ サービス 飲食業 5%

27,216 茨城県 日立市 アングラーズショップ豪海 小売業 その他小売 5%
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27,217 茨城県 日立市 あんり施術院 サービス 理容・美容業 5%

27,218 茨城県 日立市 居酒屋ダイニング　にこいち サービス 飲食業 5%

27,219 茨城県 日立市 居酒屋ぼっち サービス 飲食業 5%

27,220 茨城県 日立市 宝石のイシカワ　日立店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,221 茨城県 日立市 出光久慈浜バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,222 茨城県 日立市 出光セルフ石内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,223 茨城県 日立市 出光日立港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,224 茨城県 日立市 茨城キリスト教学園生協　購買書籍店 サービス その他サービス 5%

27,225 茨城県 日立市 茨城キリスト教学園生協食堂部 サービス その他サービス 5%

27,226 茨城県 日立市 茨城キリスト教学園生協購買書籍店（即時） サービス その他サービス 5%

27,227 茨城県 日立市 茨城交通（株）多賀店 サービス その他サービス 5%

27,228 茨城県 日立市 茨城交通（株）日立南営業所 サービス その他サービス 5%

27,229 茨城県 日立市 茨城大学生協　日立購買書籍店 サービス その他サービス 5%

27,230 茨城県 日立市 茨城大学生協　日立購買店 サービス その他サービス 5%

27,231 茨城県 日立市 茨城大生協　日立購買書籍店 サービス その他サービス 5%

27,232 茨城県 日立市 茨城トヨペット日立田尻店 小売業 その他小売 5%

27,233 茨城県 日立市 茨城トヨペット日立森山店 小売業 その他小売 5%

27,234 茨城県 日立市 ウスハデンキ大みか店 小売業 電化製品 5%

27,235 茨城県 日立市 ｗｏｏｄｗｏｒｋｔｏｔｏ 小売業 衣料品 5%

27,236 茨城県 日立市 うどんれすとらんへんこつ大みか店 サービス 飲食業 5%

27,237 茨城県 日立市 運平堂　大みか本店 小売業 食料品 5%

27,238 茨城県 日立市 運平堂　多賀店 小売業 食料品 5%

27,239 茨城県 日立市 エイトスタジオ本店 サービス その他サービス 5%

27,240 茨城県 日立市 Ａ＋ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

27,241 茨城県 日立市 Ｍ２　日立店 小売業 衣料品 5%

27,242 茨城県 日立市 ｅｍｐｔｙｂａｓｅ サービス その他サービス 5%

27,243 茨城県 日立市 オートフィールド サービス その他サービス 5%

27,244 茨城県 日立市 ［ＨＣ］オオモリデンキ 小売業 電化製品 5%

27,245 茨城県 日立市 大和田時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,246 茨城県 日立市 小木津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,247 茨城県 日立市 オダデンキ 小売業 電化製品 5%

27,248 茨城県 日立市 海鮮茶屋濱膳 サービス 飲食業 5%

27,249 茨城県 日立市 学生ショップ　一番街 小売業 衣料品 5%

27,250 茨城県 日立市 ＫＡＧＥＭＩ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

27,251 茨城県 日立市 鹿志村ホ－ムガス 小売業 その他小売 5%

27,252 茨城県 日立市 肩こりらくだ大みか店 サービス 理容・美容業 5%

27,253 茨城県 日立市 カトウ住宅機器 小売業 その他小売 5%

27,254 茨城県 日立市 ＣＡＦＥ　ＤＥＴＡＩＬ サービス 飲食業 5%

27,255 茨城県 日立市 株式会社　金沢自動車工業 サービス その他サービス 5%

27,256 茨城県 日立市 株式会社氷屋さん 小売業 食料品 5%

27,257 茨城県 日立市 株式会社春秋舎 小売業 その他小売 5%

27,258 茨城県 日立市 株式会社　日興 小売業 その他小売 5%
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27,259 茨城県 日立市 株式会社パワーグッド サービス その他サービス 5%

27,260 茨城県 日立市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋日立大沼店 サービス 飲食業 2%

27,261 茨城県 日立市 川瀬電機商会 小売業 電化製品 5%

27,262 茨城県 日立市 カワセデンキ　多賀店 小売業 電化製品 5%

27,263 茨城県 日立市 かわねや南高野店 小売業 食料品 5%

27,264 茨城県 日立市 菊池時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,265 茨城県 日立市 餃子ＢＡＲ Ｇ?ＢＲＯＳ サービス 飲食業 5%

27,266 茨城県 日立市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ日立店 小売業 その他小売 5%

27,267 茨城県 日立市 Ｃｕｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

27,268 茨城県 日立市 くすりのマルト諏訪店 小売業 その他小売 5%

27,269 茨城県 日立市 くすりのマルト田尻店 小売業 その他小売 5%

27,270 茨城県 日立市 くすりのマルト滑川店 小売業 その他小売 5%

27,271 茨城県 日立市 くすりのマルト成沢店 小売業 その他小売 5%

27,272 茨城県 日立市 くすりのマルト森山店 小売業 その他小売 5%

27,273 茨城県 日立市 ｃｕｒａｎｄｏ【クランド】 サービス 理容・美容業 5%

27,274 茨城県 日立市 くすりのマルト千石店 小売業 その他小売 5%

27,275 茨城県 日立市 栗原電気商会 小売業 電化製品 5%

27,276 茨城県 日立市 クリフ 小売業 衣料品 5%

27,277 茨城県 日立市 クリフ　ＡＣＴＩＶＥ・ＳＰＯＲＴ 小売業 その他小売 5%

27,278 茨城県 日立市 グルービー大みか店 サービス 飲食業 5%

27,279 茨城県 日立市 グルービー日立店 サービス 飲食業 5%

27,280 茨城県 日立市 クレストショップ　ＴＡＭＵＲＡ 小売業 その他小売 5%

27,281 茨城県 日立市 Ｋ’ｓ　ｆａｃｔｏｒｙ サービス その他サービス 5%

27,282 茨城県 日立市 Ｋショップ 小売業 衣料品 5%

27,283 茨城県 日立市 小泉スポーツ　小泉スポーツ本店 小売業 その他小売 5%

27,284 茨城県 日立市 格子屋日立駅前店 サービス 飲食業 5%

27,285 茨城県 日立市 ザ・オーシャンゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

27,286 茨城県 日立市 酒道場　番 サービス 飲食業 5%

27,287 茨城県 日立市 酒道場番 サービス 飲食業 5%

27,288 茨城県 日立市 佐々木整体院 サービス その他サービス 5%

27,289 茨城県 日立市 サロン・ド・アート　日立店 サービス 理容・美容業 5%

27,290 茨城県 日立市 サロンド　ヒロシ サービス 理容・美容業 5%

27,291 茨城県 日立市 サンテック　スズヤ 小売業 電化製品 5%

27,292 茨城県 日立市 サンユーおおみか店 小売業 食料品 5%

27,293 茨城県 日立市 サンユー新鮎川店 小売業 食料品 5%

27,294 茨城県 日立市 サンユー東多賀店 小売業 食料品 5%

27,295 茨城県 日立市 サンユー東町店 小売業 食料品 5%

27,296 茨城県 日立市 サンユー若葉店 小売業 食料品 5%

27,297 茨城県 日立市 サンユーストアー　おおみか店 小売業 食料品 5%

27,298 茨城県 日立市 サンユーストアー　新鮎川店 小売業 食料品 5%

27,299 茨城県 日立市 サンユーストアー　東多賀店 小売業 食料品 5%

27,300 茨城県 日立市 サンユーストアー　東町店 小売業 食料品 5%

652



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

27,301 茨城県 日立市 サンユーストアー　日高店 小売業 食料品 5%

27,302 茨城県 日立市 サンユーストアー　若葉店 小売業 食料品 5%

27,303 茨城県 日立市 シーサイド北河原ＳＳ　黒澤油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,304 茨城県 日立市 ［ＨＣ］志賀電器 小売業 電化製品 5%

27,305 茨城県 日立市 シバタ・自動車販売株式会社 小売業 その他小売 5%

27,306 茨城県 日立市 しゃぶしゃぶ　二等兵 サービス 飲食業 5%

27,307 茨城県 日立市 セブン－イレブン十王友部店 小売業 食料品 2%

27,308 茨城県 日立市 十王薬局 小売業 その他小売 5%

27,309 茨城県 日立市 ジュエリーネモト　日立店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,310 茨城県 日立市 昭和ハイヤー　１号車 サービス 運輸業 5%

27,311 茨城県 日立市 新光社 小売業 電化製品 5%

27,312 茨城県 日立市 新富鮨 サービス 飲食業 5%

27,313 茨城県 日立市 鮨ささき サービス 飲食業 5%

27,314 茨城県 日立市 すずのき　日立 小売業 衣料品 5%

27,315 茨城県 日立市 ストーンビーチ サービス 飲食業 5%

27,316 茨城県 日立市 スプリングテイルズ 小売業 その他小売 5%

27,317 茨城県 日立市 炭火焼　あぐら サービス 飲食業 5%

27,318 茨城県 日立市 セルフ兎平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,319 茨城県 日立市 ソフトバンク　日立多賀 小売業 電化製品 5%

27,320 茨城県 日立市 Ｏ．Ｒ．Ｂ． サービス 飲食業 5%

27,321 茨城県 日立市 太平産業　日立営業所 小売業 その他小売 5%

27,322 茨城県 日立市 ［ＨＣ］太陽電機 小売業 電化製品 5%

27,323 茨城県 日立市 ［ＨＣ］ダイワ電器商会 小売業 電化製品 5%

27,324 茨城県 日立市 多賀ステーションホテル サービス 宿泊業 5%

27,325 茨城県 日立市 高萩商事株式会社十王営業所 小売業 その他小売 5%

27,326 茨城県 日立市 高萩商事株式会社日立営業所 小売業 その他小売 5%

27,327 茨城県 日立市 立ちより居酒屋ｍａｎｍａ サービス 飲食業 5%

27,328 茨城県 日立市 ツーリストホテル日立 サービス 宿泊業 5%

27,329 茨城県 日立市 ＤＤ十王店　ダミー 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,330 茨城県 日立市 デュバブレン サービス 飲食業 5%

27,331 茨城県 日立市 ［ＨＣ］でんきのきくち 小売業 電化製品 5%

27,332 茨城県 日立市 ［ＨＣ］でんきのゆうでん 小売業 電化製品 5%

27,333 茨城県 日立市 東栄興産株式会社常陸太田充填所 小売業 その他小売 5%

27,334 茨城県 日立市 ＴＵＯ　茨城キリスト教学園生協購買書籍店 サービス その他サービス 5%

27,335 茨城県 日立市 ときわ書店日立滑川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

27,336 茨城県 日立市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　アドバンス　セルフ日立豊浦店 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,337 茨城県 日立市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　アドバンス　日立大平店 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,338 茨城県 日立市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　アドバンスセルフ十王店 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,339 茨城県 日立市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　大みかＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,340 茨城県 日立市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　東多賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,341 茨城県 日立市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　日立中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,342 茨城県 日立市 トビタ酒店 小売業 食料品 5%
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27,343 茨城県 日立市 トヨタカローラ新茨城日立桜川店 小売業 その他小売 5%

27,344 茨城県 日立市 トヨタカローラ新茨城日立滑川店 小売業 その他小売 5%

27,345 茨城県 日立市 トヨタカローラ新茨城プラザ日立店 小売業 その他小売 5%

27,346 茨城県 日立市 トヨタレンタリース茨城日立駅前店 サービス その他サービス 2%

27,347 茨城県 日立市 トヨタレンタリース茨城日立多賀店 サービス その他サービス 2%

27,348 茨城県 日立市 ドレミ大みか店 サービス その他サービス 5%

27,349 茨城県 日立市 ドレミ日立滑川店 サービス その他サービス 5%

27,350 茨城県 日立市 ナイス電気商会 小売業 電化製品 5%

27,351 茨城県 日立市 永井タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

27,352 茨城県 日立市 ［ＨＣ］永井電器 小売業 電化製品 5%

27,353 茨城県 日立市 長山薬局 小売業 その他小売 5%

27,354 茨城県 日立市 並木スポーツ　本店 小売業 その他小売 5%

27,355 茨城県 日立市 成田メガネ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,356 茨城県 日立市 成田メガネ店　多賀店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,357 茨城県 日立市 成田メガネ店　イトーヨーカドー店 小売業 その他小売 5%

27,358 茨城県 日立市 成田メガネ店　本店 小売業 その他小売 5%

27,359 茨城県 日立市 肉屋　半七 小売業 食料品 5%

27,360 茨城県 日立市 ニュー日立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,361 茨城県 日立市 ねこりん サービス 飲食業 5%

27,362 茨城県 日立市 ネッツトヨタ茨城マイネ滑川 小売業 その他小売 5%

27,363 茨城県 日立市 ネッツトヨタ茨城マイネ森山 小売業 その他小売 5%

27,364 茨城県 日立市 ネッツトヨタ水戸大みか店 小売業 その他小売 5%

27,365 茨城県 日立市 ネッツトヨタ水戸日立北店 小売業 その他小売 5%

27,366 茨城県 日立市 バイシクルパーク　Ｏ２ 小売業 その他小売 5%

27,367 茨城県 日立市 ハイセンス　ハイライフ石川　日立店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,368 茨城県 日立市 二十歳振袖館Ａｚ日立店・フォトスタジオＣｏｃｏａ日立店 サービス その他サービス 5%

27,369 茨城県 日立市 株式会社ＵＭＡＳＯ サービス 飲食業 5%

27,370 茨城県 日立市 ハートラインコーヨー 小売業 電化製品 5%

27,371 茨城県 日立市 バリューケイシン 小売業 電化製品 5%

27,372 茨城県 日立市 晴れる屋 サービス その他サービス 5%

27,373 茨城県 日立市 東多賀ＳＳ　野田商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,374 茨城県 日立市 ビジネスホテル大みか サービス 宿泊業 5%

27,375 茨城県 日立市 ビジネスホテル三幸園 サービス その他サービス 5%

27,376 茨城県 日立市 日高 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,377 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立鮎川町６丁目店 小売業 食料品 2%

27,378 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立砂沢町店 小売業 食料品 2%

27,379 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立石名坂町店 小売業 食料品 2%

27,380 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立大沼１丁目店 小売業 食料品 2%

27,381 茨城県 日立市 日立大みかＳＳ　野田商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,382 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立大みか３丁目店 小売業 食料品 2%

27,383 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立川尻町５丁目店 小売業 食料品 2%

27,384 茨城県 日立市 日立河原子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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27,385 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立北店 小売業 食料品 2%

27,386 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立久慈町６丁目店 小売業 食料品 2%

27,387 茨城県 日立市 日立購買書籍店 小売業 その他小売 5%

27,388 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立港前店 小売業 食料品 2%

27,389 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立桜川町１丁目店 小売業 食料品 2%

27,390 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立下深荻町店 小売業 食料品 2%

27,391 茨城県 日立市 日立食堂部 サービス 飲食業 5%

27,392 茨城県 日立市 日立食堂部（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

27,393 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立助川町１丁目店 小売業 食料品 2%

27,394 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立助川町５丁目店 小売業 食料品 2%

27,395 茨城県 日立市 日立中里 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,396 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立滑川町２丁目店 小売業 食料品 2%

27,397 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立東大沼町店 小売業 食料品 2%

27,398 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立東大沼町２丁目店 小売業 食料品 2%

27,399 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立東町４丁目店 小売業 食料品 2%

27,400 茨城県 日立市 常陸美装 小売業 その他小売 5%

27,401 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立日高町５丁目店 小売業 食料品 2%

27,402 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立日高店 小売業 食料品 2%

27,403 茨城県 日立市 日立ホテルクレイン サービス 宿泊業 5%

27,404 茨城県 日立市 日立南インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,405 茨城県 日立市 セブン－イレブン日立南高野町店 小売業 食料品 2%

27,406 茨城県 日立市 ［ＨＣ］日之出電機株式会社 小売業 電化製品 5%

27,407 茨城県 日立市 ビューティーサロンフェミニン サービス 理容・美容業 5%

27,408 茨城県 日立市 美容カイロｅ＇ｃｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

27,409 茨城県 日立市 美容室アレンジ サービス 理容・美容業 5%

27,410 茨城県 日立市 美容室ウーマン サービス 理容・美容業 5%

27,411 茨城県 日立市 美容室ビーナ サービス 理容・美容業 5%

27,412 茨城県 日立市 ヒルタ 小売業 衣料品 5%

27,413 茨城県 日立市 ヒルタ　多賀店 小売業 衣料品 5%

27,414 茨城県 日立市 宏実屋時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,415 茨城県 日立市 フェイスアップ サービス 理容・美容業 5%

27,416 茨城県 日立市 ｆａｃｅーｕｐ サービス 理容・美容業 5%

27,417 茨城県 日立市 Ｆｅｌｉｒｏｏｔ【フェリルート】 サービス 理容・美容業 5%

27,418 茨城県 日立市 ふじや 小売業 その他小売 5%

27,419 茨城県 日立市 ブティック　みさち 小売業 衣料品 5%

27,420 茨城県 日立市 フラワ－ハウスワタナベ 小売業 その他小売 5%

27,421 茨城県 日立市 ディヴァージョン サービス 理容・美容業 5%

27,422 茨城県 日立市 ヘアースタジオボイス サービス その他サービス 5%

27,423 茨城県 日立市 ベネトン　日立店 小売業 衣料品 5%

27,424 茨城県 日立市 ヘリオス写真スタジオ サービス その他サービス 5%

27,425 茨城県 日立市 ホテル三幸園 サービス 宿泊業 5%

27,426 茨城県 日立市 ホテルテラスザスクエア日立 サービス 宿泊業 5%
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27,427 茨城県 日立市 ホテル天地閣 サービス 宿泊業 5%

27,428 茨城県 日立市 マクドナルド日立小木津店 サービス 飲食業 2%

27,429 茨城県 日立市 マクドナルド日立カインズホーム店 サービス 飲食業 2%

27,430 茨城県 日立市 マクドナルド日立金沢店 サービス 飲食業 2%

27,431 茨城県 日立市 マクドナルド日立豊浦カスミ店 サービス 飲食業 2%

27,432 茨城県 日立市 マクドナルド６号線日立店 サービス 飲食業 2%

27,433 茨城県 日立市 ＭａｃｒｏｂｉｏｔｉｃＴＳＵＢＡＫＩ サービス 飲食業 5%

27,434 茨城県 日立市 マルトSC田尻店 小売業 食料品 5%

27,435 茨城県 日立市 マルトSC滑川店 小売業 食料品 5%

27,436 茨城県 日立市 マルトSC平沢店 小売業 食料品 5%

27,437 茨城県 日立市 マルトSC森山店 小売業 食料品 5%

27,438 茨城県 日立市 マルト諏訪店 小売業 食料品 5%

27,439 茨城県 日立市 マルト塙山店 小売業 食料品 5%

27,440 茨城県 日立市 マルト東金沢店 小売業 食料品 5%

27,441 茨城県 日立市 ［ＨＣ］マルナガ電機商会 小売業 電化製品 5%

27,442 茨城県 日立市 みつぐ電器商会 小売業 電化製品 5%

27,443 茨城県 日立市 ミツワ理容 サービス 理容・美容業 5%

27,444 茨城県 日立市 みどりや 小売業 その他小売 5%

27,445 茨城県 日立市 メイクブティック　白雪姫 小売業 その他小売 5%

27,446 茨城県 日立市 メガネサロン蔦 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,447 茨城県 日立市 メガネのナリタ　イトーヨーカドー店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,448 茨城県 日立市 メナードフェイシャルサロンモンフフラ 小売業 その他小売 5%

27,449 茨城県 日立市 ［ＨＣ］モリカワ電器 小売業 電化製品 5%

27,450 茨城県 日立市 やまがた書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

27,451 茨城県 日立市 山文魚 サービス 飲食業 5%

27,452 茨城県 日立市 ［ＨＣ］有限会社三栄電機商会 小売業 電化製品 5%

27,453 茨城県 日立市 ［ＨＣ］（有）三栄電機商会石名坂 小売業 電化製品 5%

27,454 茨城県 日立市 有　セキネ薬局 小売業 その他小売 5%

27,455 茨城県 日立市 有限会社塚田燃料商事 小売業 電化製品 5%

27,456 茨城県 日立市 夢大陸　日立南店 小売業 その他小売 5%

27,457 茨城県 日立市 ＹＯＳＡＰＡＲＫ温・温 サービス 理容・美容業 5%

27,458 茨城県 日立市 ＹＯＳＡＰＡＲＫひだまり サービス 理容・美容業 5%

27,459 茨城県 日立市 ライフアップスワ 小売業 電化製品 5%

27,460 茨城県 日立市 リオネットセンター日立 小売業 その他小売 5%

27,461 茨城県 日立市 リカーハウス　アジマ　日立店 小売業 食料品 5%

27,462 茨城県 日立市 Ｒｉｃｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

27,463 茨城県 日立市 リブ石川　日立店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,464 茨城県 日立市 エステサロンＬＩＢＥＲＴＥ サービス 理容・美容業 5%

27,465 茨城県 日立市 Ｌｅｓ　ｃｏｑｕｅｔｔｅｓ サービス 理容・美容業 5%

27,466 茨城県 日立市 レストラン清海 サービス 飲食業 5%

27,467 茨城県 日立市 和食玉の井 サービス 飲食業 5%

27,468 茨城県 日立市 渡助商店 小売業 食料品 5%
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27,469 茨城県 日立市 ［ＨＣ］わたべ電機 小売業 電化製品 5%

27,470 茨城県 日立市 和風れすとらん　はくせん サービス 飲食業 5%

27,471 茨城県 ひたちなか市 赤坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,472 茨城県 ひたちなか市 阿字ケ浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,473 茨城県 ひたちなか市 アニマルガーデンＭＥＧＡドンキ勝田 小売業 その他小売 5%

27,474 茨城県 ひたちなか市 アニマルガーデンＭＥＧＡドンキ勝田店 小売業 その他小売 5%

27,475 茨城県 ひたちなか市 あんどう美容室 サービス 理容・美容業 5%

27,476 茨城県 ひたちなか市 居酒屋　唐玄坊 サービス 飲食業 5%

27,477 茨城県 ひたちなか市 居酒屋　唐玄坊 サービス 飲食業 5%

27,478 茨城県 ひたちなか市 ［ＨＣ］いすゞ電機商会ひたちなか 小売業 電化製品 5%

27,479 茨城県 ひたちなか市 茨城交通勝田営業所 サービス その他サービス 5%

27,480 茨城県 ひたちなか市 茨城交通那珂湊営業所 サービス その他サービス 5%

27,481 茨城県 ひたちなか市 茨城トヨペット笠松運動公園店 小売業 その他小売 5%

27,482 茨城県 ひたちなか市 茨城トヨペットひたちなか昭和通り店 小売業 その他小売 5%

27,483 茨城県 ひたちなか市 茨城日野自動車ひたちなか支店 小売業 その他小売 5%

27,484 茨城県 ひたちなか市 今泉家具　勝田店 小売業 家具・調度品 5%

27,485 茨城県 ひたちなか市 Ｉｎｎｅｒ Ｌｉｇｈｔ アーユルヴェーダサロン Ｉｎｎｅｒ Ｌｉｇｈｔ サービス 理容・美容業 5%

27,486 茨城県 ひたちなか市 エイチ・ディー・エス サービス その他サービス 5%

27,487 茨城県 ひたちなか市 エコカーレンタカー　水戸店 サービス その他サービス 5%

27,488 茨城県 ひたちなか市 エスカットショップ　勝田店 サービス 理容・美容業 5%

27,489 茨城県 ひたちなか市 エルパソ サービス 飲食業 5%

27,490 茨城県 ひたちなか市 大倉商事焼いも館 小売業 食料品 5%

27,491 茨城県 ひたちなか市 大倉商事焼いも館ニューポートひたちなか店 小売業 食料品 5%

27,492 茨城県 ひたちなか市 大和田食品マート 小売業 その他小売 5%

27,493 茨城県 ひたちなか市 小野瀬自動車 サービス その他サービス 5%

27,494 茨城県 ひたちなか市 オリックスレンタカーひたちなか佐和店 サービス その他サービス 2%

27,495 茨城県 ひたちなか市 カーアドバイザーＳ Ｂ Ｓ サービス その他サービス 5%

27,496 茨城県 ひたちなか市 カーアドバイザーＳ・Ｂ・Ｓ 小売業 その他小売 5%

27,497 茨城県 ひたちなか市 カサマツ動物病院 サービス その他サービス 5%

27,498 茨城県 ひたちなか市 春日ホテル サービス 宿泊業 5%

27,499 茨城県 ひたちなか市 勝田 サービス その他サービス 5%

27,500 茨城県 ひたちなか市 勝田ＳＳ　有限会社河野石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,501 茨城県 ひたちなか市 勝田笹野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,502 茨城県 ひたちなか市 かつた動物病院 サービス その他サービス 5%

27,503 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブン勝田東石川店 小売業 食料品 2%

27,504 茨城県 ひたちなか市 勝田モータース 小売業 その他小売 5%

27,505 茨城県 ひたちなか市 カットスペースＰＬＵＳ サービス 理容・美容業 5%

27,506 茨城県 ひたちなか市 割烹　錦扇 サービス 飲食業 5%

27,507 茨城県 ひたちなか市 ［ＨＣ］株式会社ウチダデンキ 小売業 電化製品 5%

27,508 茨城県 ひたちなか市 ［ＨＣ］株式会社川崎電機商会 小売業 電化製品 5%

27,509 茨城県 ひたちなか市 カリン 小売業 食料品 5%

27,510 茨城県 ひたちなか市 ガレージルーフ 小売業 その他小売 5%
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27,511 茨城県 ひたちなか市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ひたちなか笹野店 サービス 飲食業 2%

27,512 茨城県 ひたちなか市 カントリーショップ　アプリコット　ひたち 小売業 家具・調度品 5%

27,513 茨城県 ひたちなか市 キャピックミト サービス その他サービス 5%

27,514 茨城県 ひたちなか市 ギャラリー空 小売業 家具・調度品 5%

27,515 茨城県 ひたちなか市 喰い道楽すみよし サービス 飲食業 5%

27,516 茨城県 ひたちなか市 くすりのマルト春日店 小売業 その他小売 5%

27,517 茨城県 ひたちなか市 クリーニング専科　市毛店 サービス その他サービス 5%

27,518 茨城県 ひたちなか市 クリーニング専科　佐和店 サービス その他サービス 5%

27,519 茨城県 ひたちなか市 クリーニング専科　長堀店 サービス その他サービス 5%

27,520 茨城県 ひたちなか市 クリーニング専科　東大島店 サービス その他サービス 5%

27,521 茨城県 ひたちなか市 グリーンサイクル・さいと 小売業 その他小売 5%

27,522 茨城県 ひたちなか市 ＧＲＡＣＥＶＩＬＬＡ（グレースヴィラ） サービス 理容・美容業 5%

27,523 茨城県 ひたちなか市 クロサワ眼鏡　那珂湊ピアポート店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,524 茨城県 ひたちなか市 玄宝屋 小売業 家具・調度品 5%

27,525 茨城県 ひたちなか市 コープひたちなか店 小売業 食料品 5%

27,526 茨城県 ひたちなか市 桜井ハウジング 小売業 その他小売 5%

27,527 茨城県 ひたちなか市 酒と肴 おおた サービス 飲食業 5%

27,528 茨城県 ひたちなか市 サンユー勝田店 小売業 食料品 5%

27,529 茨城県 ひたちなか市 サンユー生鮮市場ひたちなか店 小売業 食料品 5%

27,530 茨城県 ひたちなか市 サンユー堀口店 小売業 食料品 5%

27,531 茨城県 ひたちなか市 サンユーストアー　勝田店 小売業 食料品 5%

27,532 茨城県 ひたちなか市 サンユーストアー　堀口店 小売業 食料品 5%

27,533 茨城県 ひたちなか市 サンルックス勝田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,534 茨城県 ひたちなか市 秀玉櫻井人形店 小売業 その他小売 5%

27,535 茨城県 ひたちなか市 旬彩おおかわ サービス 飲食業 5%

27,536 茨城県 ひたちなか市 ショールームセピア ショールームセピア 小売業 その他小売 5%

27,537 茨城県 ひたちなか市 Ｓｈｉｎｃｌａｂ． 小売業 家具・調度品 5%

27,538 茨城県 ひたちなか市 しんしん農園 小売業 食料品 5%

27,539 茨城県 ひたちなか市 しんしん農園 サービス その他サービス 5%

27,540 茨城県 ひたちなか市 杉の木 サービス 飲食業 5%

27,541 茨城県 ひたちなか市 寿司居酒屋　喜八 サービス 飲食業 5%

27,542 茨城県 ひたちなか市 すし蔵 サービス 飲食業 5%

27,543 茨城県 ひたちなか市 スズコンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

27,544 茨城県 ひたちなか市 スタジオイチエ サービス その他サービス 5%

27,545 茨城県 ひたちなか市 スタジオエス サービス その他サービス 5%

27,546 茨城県 ひたちなか市 すたみな太郎　ひたちなか店 サービス 飲食業 5%

27,547 茨城県 ひたちなか市 ストロベリィ館ひたちなか店 サービス その他サービス 5%

27,548 茨城県 ひたちなか市 スマイルセルフひたちなかＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,549 茨城県 ひたちなか市 炭火焼肉　もらんぼん サービス 飲食業 5%

27,550 茨城県 ひたちなか市 スリムショップ サービス その他サービス 5%

27,551 茨城県 ひたちなか市 ［ＨＣ］セイエーデンキ田彦店 小売業 電化製品 5%

27,552 茨城県 ひたちなか市 ［ＨＣ］セイエーデンキ津田店 小売業 電化製品 5%
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27,553 茨城県 ひたちなか市 セオサイクルひたちなか店 小売業 その他小売 5%

27,554 茨城県 ひたちなか市 セオサイクル　ひたちなか店 小売業 その他小売 5%

27,555 茨城県 ひたちなか市 セルフウィング１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,556 茨城県 ひたちなか市 ＳｅｌｅｃｔＳｈｏｅｓＡｖａｎｔ 小売業 衣料品 5%

27,557 茨城県 ひたちなか市 Ｚｏｐ サービス 飲食業 5%

27,558 茨城県 ひたちなか市 タイムステーション ＮＥＯニューポートひたちなかファッションクルーズ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,559 茨城県 ひたちなか市 タイヤショップ市毛 小売業 その他小売 5%

27,560 茨城県 ひたちなか市 たいよう施術院 サービス 理容・美容業 5%

27,561 茨城県 ひたちなか市 たたきの一九　勝田店 サービス 飲食業 5%

27,562 茨城県 ひたちなか市 田彦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,563 茨城県 ひたちなか市 つくし サービス 飲食業 5%

27,564 茨城県 ひたちなか市 津田店 小売業 その他小売 5%

27,565 茨城県 ひたちなか市 ティアラ サービス 飲食業 5%

27,566 茨城県 ひたちなか市 ＤＤ勝田センターＳ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,567 茨城県 ひたちなか市 テクニカルセンターファースト 小売業 その他小売 5%

27,568 茨城県 ひたちなか市 テルポート車検館 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,569 茨城県 ひたちなか市 ［ＨＣ］ＤＥＮＫＩＫＡＮこじま 小売業 電化製品 5%

27,570 茨城県 ひたちなか市 ときわ書店ひたちなか店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

27,571 茨城県 ひたちなか市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　ア－クステ－ションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,572 茨城県 ひたちなか市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　勝田国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,573 茨城県 ひたちなか市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　勝田センターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,574 茨城県 ひたちなか市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅセルフＨＡＰＰＹチェリオＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,575 茨城県 ひたちなか市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　那珂湊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,576 茨城県 ひたちなか市 富永理容室 サービス 理容・美容業 5%

27,577 茨城県 ひたちなか市 トヨタカローラ新茨城勝田昭和通り店 小売業 その他小売 5%

27,578 茨城県 ひたちなか市 トヨタカローラ新茨城勝田東石川店 小売業 その他小売 5%

27,579 茨城県 ひたちなか市 トヨタカローラ新茨城プラザ勝田店 小売業 その他小売 5%

27,580 茨城県 ひたちなか市 トヨタレンタリース茨城勝田店 サービス その他サービス 2%

27,581 茨城県 ひたちなか市 ドレミ　ひたちなか店 サービス その他サービス 5%

27,582 茨城県 ひたちなか市 どんべえ　ひたちなか店 サービス 飲食業 5%

27,583 茨城県 ひたちなか市 ナイトラウンジメトレス サービス 飲食業 5%

27,584 茨城県 ひたちなか市 那珂湊阿字ケ浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,585 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブン那珂湊十三奉行店 小売業 食料品 2%

27,586 茨城県 ひたちなか市 那珂湊中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,587 茨城県 ひたちなか市 和 サービス 飲食業 5%

27,588 茨城県 ひたちなか市 南国フルーツ 南国フルーツ金上店 小売業 食料品 5%

27,589 茨城県 ひたちなか市 ネイルフラッフィー サービス その他サービス 5%

27,590 茨城県 ひたちなか市 ネッツトヨタ茨城マイネ稲田 小売業 その他小売 5%

27,591 茨城県 ひたちなか市 ネッツトヨタ茨城マイネ昭和通 小売業 その他小売 5%

27,592 茨城県 ひたちなか市 ネッツトヨタ水戸勝田店 小売業 その他小売 5%

27,593 茨城県 ひたちなか市 野崎商事（株） 小売業 家具・調度品 5%

27,594 茨城県 ひたちなか市 ハートステーションセキヤＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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27,595 茨城県 ひたちなか市 バイシクルパーク　Ｏ２ 小売業 その他小売 5%

27,596 茨城県 ひたちなか市 ＢＩＣＹＣＬＥＰＡＲＫＯ２ひたちなか店 小売業 その他小売 5%

27,597 茨城県 ひたちなか市 博多もつ鍋　馬肉料理一九勝田店 サービス 飲食業 5%

27,598 茨城県 ひたちなか市 ［ＨＣ］芳賀電機商会 小売業 電化製品 5%

27,599 茨城県 ひたちなか市 二十歳振袖館Ａｚひたちなか本店 サービス その他サービス 5%

27,600 茨城県 ひたちなか市 ハートラインショウエイ 小売業 電化製品 5%

27,601 茨城県 ひたちなか市 浜田館 サービス 宿泊業 5%

27,602 茨城県 ひたちなか市 バルコン　小池 小売業 衣料品 5%

27,603 茨城県 ひたちなか市 ばんどう太郎那珂湊店 サービス 飲食業 5%

27,604 茨城県 ひたちなか市 ばんどう太郎ひたちなか店 サービス 飲食業 5%

27,605 茨城県 ひたちなか市 ひかり寿司 サービス 飲食業 5%

27,606 茨城県 ひたちなか市 Bis byDanke サービス 理容・美容業 5%

27,607 茨城県 ひたちなか市 常陸蛇の目 サービス 飲食業 5%

27,608 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか稲田店 小売業 食料品 2%

27,609 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか枝川店 小売業 食料品 2%

27,610 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか大島公園前店 小売業 食料品 2%

27,611 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか勝田中原町店 小売業 食料品 2%

27,612 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか高野店 小売業 食料品 2%

27,613 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか笹野店 小売業 食料品 2%

27,614 茨城県 ひたちなか市 ひたちなか佐和下宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,615 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか佐和店 小売業 食料品 2%

27,616 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか釈迦町店 小売業 食料品 2%

27,617 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか相金町店 小売業 食料品 2%

27,618 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか大成町店 小売業 食料品 2%

27,619 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか高場店 小売業 食料品 2%

27,620 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか津田店 小売業 食料品 2%

27,621 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか殿山町店 小売業 食料品 2%

27,622 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか長砂店 小売業 食料品 2%

27,623 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか長堀店 小売業 食料品 2%

27,624 茨城県 ひたちなか市 ひたちなか東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,625 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか東大島１丁目店 小売業 食料品 2%

27,626 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか東中根店 小売業 食料品 2%

27,627 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか本郷台店 小売業 食料品 2%

27,628 茨城県 ひたちなか市 セブン－イレブンひたちなか寄居店 小売業 食料品 2%

27,629 茨城県 ひたちなか市 ＢｅａｕｔｙＳｐｅｃｅＢｅｌｌＪｏｕｌｅ サービス 理容・美容業 5%

27,630 茨城県 ひたちなか市 ＰＵＲ サービス 理容・美容業 5%

27,631 茨城県 ひたちなか市 美容室ラフ サービス 理容・美容業 5%

27,632 茨城県 ひたちなか市 平磯館　平磯館 サービス 宿泊業 5%

27,633 茨城県 ひたちなか市 平磯中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,634 茨城県 ひたちなか市 フィルム工房ＰＩＴ－ＩＮ 小売業 その他小売 5%

27,635 茨城県 ひたちなか市 富士書店　市毛店 小売業 その他小売 5%

27,636 茨城県 ひたちなか市 プライベートサロン　ラウレア サービス その他サービス 5%
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27,637 茨城県 ひたちなか市 プレミアヴィラ サービス 飲食業 5%

27,638 茨城県 ひたちなか市 プレミアヴィラ サービス 飲食業 5%

27,639 茨城県 ひたちなか市 ｆｌｏｗ　Ｆｏｒ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

27,640 茨城県 ひたちなか市 Ｈａｉｒ＆Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　Ｊｉｎｎ サービス 理容・美容業 5%

27,641 茨城県 ひたちなか市 ヘアピット サービス 理容・美容業 5%

27,642 茨城県 ひたちなか市 ヘアピット２ｎｄ サービス 理容・美容業 5%

27,643 茨城県 ひたちなか市 ベジターラ サービス 飲食業 5%

27,644 茨城県 ひたちなか市 ポートワンヤマサ 小売業 電化製品 5%

27,645 茨城県 ひたちなか市 マクドナルド２４５ひたちなか店 サービス 飲食業 2%

27,646 茨城県 ひたちなか市 マクドナルドひたちなか昭和通り店 サービス 飲食業 2%

27,647 茨城県 ひたちなか市 マクドナルドひたちなか高場店 サービス 飲食業 2%

27,648 茨城県 ひたちなか市 マクドナルド６号線佐和店 サービス 飲食業 2%

27,649 茨城県 ひたちなか市 マクドナルド６号線ひたちなか店 サービス 飲食業 2%

27,650 茨城県 ひたちなか市 マルト佐和店 小売業 食料品 5%

27,651 茨城県 ひたちなか市 マルトSC春日店 小売業 食料品 5%

27,652 茨城県 ひたちなか市 満貫荘 サービス 飲食業 5%

27,653 茨城県 ひたちなか市 ミックスマックス　ひたちなか店 サービス その他サービス 5%

27,654 茨城県 ひたちなか市 ミッドウェー 小売業 その他小売 5%

27,655 茨城県 ひたちなか市 水戸ヤクルト販売　那珂湊センター 小売業 食料品 5%

27,656 茨城県 ひたちなか市 みのり書房ひたちなか店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

27,657 茨城県 ひたちなか市 Ｍｕ－ｔｅ サービス その他サービス 5%

27,658 茨城県 ひたちなか市 メガネストアー那珂湊 小売業 その他小売 5%

27,659 茨城県 ひたちなか市 メガネストアー那珂湊店 小売業 その他小売 5%

27,660 茨城県 ひたちなか市 メガネストアーひたちなか 小売業 その他小売 5%

27,661 茨城県 ひたちなか市 メガネストアーひたちなか店 小売業 その他小売 5%

27,662 茨城県 ひたちなか市 メガネのクロサワ　ひたちなか店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,663 茨城県 ひたちなか市 メヒコ　水戸店 サービス 飲食業 5%

27,664 茨城県 ひたちなか市 ＭｏｂｉｌｅＷａｙ サービス その他サービス 5%

27,665 茨城県 ひたちなか市 やきとんパンチ　勝田店 サービス 飲食業 5%

27,666 茨城県 ひたちなか市 悠愛館 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,667 茨城県 ひたちなか市 有限会社 関東タクシー サービス 運輸業 5%

27,668 茨城県 ひたちなか市 有限会社アートスペースナカタニ 小売業 その他小売 5%

27,669 茨城県 ひたちなか市 ［ＨＣ］有限会社小川電機 小売業 電化製品 5%

27,670 茨城県 ひたちなか市 遊食や　かちてん サービス 飲食業 5%

27,671 茨城県 ひたちなか市 ヨコヤマ電器 小売業 電化製品 5%

27,672 茨城県 ひたちなか市 ライフアップ　柳田 小売業 電化製品 5%

27,673 茨城県 ひたちなか市 ライブラリーカフェ然々 本店 サービス 飲食業 5%

27,674 茨城県 ひたちなか市 楽農家 サービス その他サービス 5%

27,675 茨城県 ひたちなか市 リシェリエひたちなか店 小売業 衣料品 5%

27,676 茨城県 ひたちなか市 ＲＵＡＮｅｓｔｈｅｔｉｃ サービス 理容・美容業 5%

27,677 茨城県 ひたちなか市 ｒｅｆｌｅｔ サービス 理容・美容業 5%

27,678 茨城県 ひたちなか市 レインボーマート 小売業 その他小売 5%
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27,679 茨城県 ひたちなか市 ｌｅｃｌａｔ勝田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,680 茨城県 ひたちなか市 Ｒｅ－Ｔａ サービス 理容・美容業 5%

27,681 茨城県 鉾田市 旭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,682 茨城県 鉾田市 旭中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,683 茨城県 鉾田市 旭村田崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,684 茨城県 鉾田市 石崎ゴルフガーデン サービス その他サービス 5%

27,685 茨城県 鉾田市 セブン－イレブン茨城旭村店 小売業 食料品 2%

27,686 茨城県 鉾田市 ａｕショップ鉾田 小売業 電化製品 5%

27,687 茨城県 鉾田市 大和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,688 茨城県 鉾田市 買取王　鉾田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

27,689 茨城県 鉾田市 株式会社渡辺石油充填所 小売業 その他小売 5%

27,690 茨城県 鉾田市 上釜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,691 茨城県 鉾田市 カラーヘアー 鉾田店 サービス 理容・美容業 5%

27,692 茨城県 鉾田市 河合塾マナビス鉾田校 サービス その他サービス 2%

27,693 茨城県 鉾田市 北鉾田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,694 茨城県 鉾田市 汲上 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,695 茨城県 鉾田市 コスモ２１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,696 茨城県 鉾田市 白塚ＳＳ／塙石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,697 茨城県 鉾田市 菅谷電機商会 小売業 電化製品 5%

27,698 茨城県 鉾田市 セルフ新鉾田 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,699 茨城県 鉾田市 セルフ大洋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,700 茨城県 鉾田市 出光セルフ鉾田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,701 茨城県 鉾田市 ＺＥＲＯ　ＯＮＥ　ＺＥＲＯ　ＯＮＥ サービス 理容・美容業 5%

27,702 茨城県 鉾田市 ソフトバンク　鉾田 小売業 電化製品 5%

27,703 茨城県 鉾田市 大洋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,704 茨城県 鉾田市 大洋ＳＳ　有限会社太平洋エネルギー 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,705 茨城県 鉾田市 出光大洋街道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,706 茨城県 鉾田市 大洋中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,707 茨城県 鉾田市 （有）田口造花店 サービス その他サービス 5%

27,708 茨城県 鉾田市 タヤマスポーツ 小売業 その他小売 5%

27,709 茨城県 鉾田市 常磐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,710 茨城県 鉾田市 トヨタカローラ南茨城鉾田店 小売業 その他小売 5%

27,711 茨城県 鉾田市 ネッツトヨタ茨城マイネ鉾田 小売業 その他小売 5%

27,712 茨城県 鉾田市 ばんどう太郎鉾田店 サービス 飲食業 5%

27,713 茨城県 鉾田市 出光舟木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,714 茨城県 鉾田市 フレッシュ鉾田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,715 茨城県 鉾田市 鉾田ＳＳ　有限会社箕輪石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,716 茨城県 鉾田市 セブン－イレブン鉾田大竹店 小売業 食料品 2%

27,717 茨城県 鉾田市 セブン－イレブン鉾田梶山店 小売業 食料品 2%

27,718 茨城県 鉾田市 セブン－イレブン鉾田柏熊店 小売業 食料品 2%

27,719 茨城県 鉾田市 セブン－イレブン鉾田上釜店 小売業 食料品 2%

27,720 茨城県 鉾田市 セブン－イレブン鉾田上冨田店 小売業 食料品 2%
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27,721 茨城県 鉾田市 セブン－イレブン鉾田上幡木店 小売業 食料品 2%

27,722 茨城県 鉾田市 セブン－イレブン鉾田汲上店 小売業 食料品 2%

27,723 茨城県 鉾田市 鉾田坂下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,724 茨城県 鉾田市 セブン－イレブン鉾田新鉾田２丁目店 小売業 食料品 2%

27,725 茨城県 鉾田市 セブン－イレブン鉾田中央店 小売業 食料品 2%

27,726 茨城県 鉾田市 鉾田西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,727 茨城県 鉾田市 鉾田売店 サービス 飲食業 5%

27,728 茨城県 鉾田市 出光鉾田バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,729 茨城県 鉾田市 鉾田東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,730 茨城県 鉾田市 鉾田南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,731 茨城県 鉾田市 セブン－イレブン鉾田紅葉店 小売業 食料品 2%

27,732 茨城県 鉾田市 ホソヤ電器 小売業 電化製品 5%

27,733 茨城県 鉾田市 ホテルさわや サービス 宿泊業 5%

27,734 茨城県 鉾田市 水戸ヤクルト販売　はまなすセンター 小売業 食料品 5%

27,735 茨城県 鉾田市 三和療術院 サービス その他サービス 5%

27,736 茨城県 鉾田市 メガネストアー鉾田 小売業 その他小売 5%

27,737 茨城県 鉾田市 メガネストアー鉾田店 小売業 その他小売 5%

27,738 茨城県 鉾田市 ヤマコシデンキ 小売業 電化製品 5%

27,739 茨城県 鉾田市 洋服のハシモト 小売業 衣料品 5%

27,740 茨城県 鉾田市 ライフアップ千代田 小売業 電化製品 5%

27,741 茨城県 鉾田市 ラグゼ　カスタムワークス 小売業 その他小売 5%

27,742 茨城県 鉾田市 旅館民宿くるみ屋　旅館民宿くるみ屋 サービス 宿泊業 5%

27,743 茨城県 鉾田市 鹿行大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,744 茨城県 水戸市 アイオート水戸店 サービス その他サービス 5%

27,745 茨城県 水戸市 ＡＵＲＡ　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

27,746 茨城県 水戸市 赤塚駅南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,747 茨城県 水戸市 赤塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,748 茨城県 水戸市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｍｅｌｌｏｗ水戸 サービス 理容・美容業 5%

27,749 茨城県 水戸市 味処ときわ サービス 飲食業 5%

27,750 茨城県 水戸市 ＡＴＴＲＡＣＴｎｅｏ サービス 理容・美容業 5%

27,751 茨城県 水戸市 アーバンビジネスホテル サービス 宿泊業 5%

27,752 茨城県 水戸市 アビス・クノ 小売業 家具・調度品 5%

27,753 茨城県 水戸市 Ａｐｅｒｏ サービス 理容・美容業 5%

27,754 茨城県 水戸市 アーペワールド　水戸本店 小売業 その他小売 5%

27,755 茨城県 水戸市 ａｍｉｔｏ　ｈａｉｒ＆ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

27,756 茨城県 水戸市 あもん サービス 飲食業 5%

27,757 茨城県 水戸市 Ａｒｄｈｉ 小売業 衣料品 5%

27,758 茨城県 水戸市 株式会社ＳＪＳ サービス 運輸業 5%

27,759 茨城県 水戸市 アンビシャス サービス その他サービス 5%

27,760 茨城県 水戸市 飯富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,761 茨城県 水戸市 ＪＭ／飯村　車体 小売業 その他小売 5%

27,762 茨城県 水戸市 イシイｍｉｔｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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27,763 茨城県 水戸市 イシカワ 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,764 茨城県 水戸市 石川時計 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,765 茨城県 水戸市 石川サロン 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,766 茨城県 水戸市 一門 サービス 飲食業 5%

27,767 茨城県 水戸市 一真堂薬局 小売業 その他小売 5%

27,768 茨城県 水戸市 セブン－イレブン茨城県庁西店 小売業 食料品 2%

27,769 茨城県 水戸市 茨城交通株式会社茨大前営業所 サービス その他サービス 5%

27,770 茨城県 水戸市 茨城交通鯉渕営業所 サービス その他サービス 5%

27,771 茨城県 水戸市 茨城交通　本社食堂 サービス 飲食業 5%

27,772 茨城県 水戸市 茨城交通本社旅行部 サービス その他サービス 5%

27,773 茨城県 水戸市 茨城大学生協　水戸購買部 サービス その他サービス 5%

27,774 茨城県 水戸市 茨城大学生協　水戸購買部 サービス その他サービス 5%

27,775 茨城県 水戸市 茨城大学生協　水戸書籍部 サービス その他サービス 5%

27,776 茨城県 水戸市 茨城大学生協　水戸書籍部 サービス その他サービス 5%

27,777 茨城県 水戸市 茨城大生協　水戸購買部 サービス その他サービス 5%

27,778 茨城県 水戸市 茨城大生協　水戸書籍部 サービス その他サービス 5%

27,779 茨城県 水戸市 茨城トヨペット株式会社 小売業 その他小売 5%

27,780 茨城県 水戸市 茨城トヨペットア－トタワ－水戸店 小売業 その他小売 5%

27,781 茨城県 水戸市 茨城トヨペット管理部 小売業 その他小売 5%

27,782 茨城県 水戸市 茨城トヨペットケータイＳＨＯＰＰｉＰｉｔ 小売業 その他小売 5%

27,783 茨城県 水戸市 茨城トヨペット水戸千波店 小売業 その他小売 5%

27,784 茨城県 水戸市 茨城ロボッツ サービス その他サービス 5%

27,785 茨城県 水戸市 癒し処　もみや　もみや笠原店 サービス その他サービス 5%

27,786 茨城県 水戸市 Ｖａｌｌｕｃｉｎａ 小売業 衣料品 5%

27,787 茨城県 水戸市 ヴァンサンカン　米沢店 サービス 飲食業 5%

27,788 茨城県 水戸市 ウエディングハウスルシフォン サービス その他サービス 5%

27,789 茨城県 水戸市 魚武　魚武 小売業 食料品 5%

27,790 茨城県 水戸市 内原町 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,791 茨城県 水戸市 内原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,792 茨城県 水戸市 セブン－イレブン内原駅北店 小売業 食料品 2%

27,793 茨城県 水戸市 セブン－イレブン内原鯉渕店 小売業 食料品 2%

27,794 茨城県 水戸市 内原鉱泉　湯泉荘 サービス 宿泊業 5%

27,795 茨城県 水戸市 宇都宮美術骨董市事務局 小売業 その他小売 5%

27,796 茨城県 水戸市 梅酒と酒の資料館別春館 小売業 食料品 5%

27,797 茨城県 水戸市 運平堂　水戸店 小売業 食料品 5%

27,798 茨城県 水戸市 株式会社　エーアイディー水戸店 小売業 家具・調度品 5%

27,799 茨城県 水戸市 ええもん８ サービス 飲食業 5%

27,800 茨城県 水戸市 エスカットショップ　下市店 サービス 理容・美容業 5%

27,801 茨城県 水戸市 エステティックサロンＨａｎａｋｏ サービス 理容・美容業 5%

27,802 茨城県 水戸市 ゑびす サービス 飲食業 5%

27,803 茨城県 水戸市 エルドラード 小売業 その他小売 5%

27,804 茨城県 水戸市 エルドラード 小売業 貴金属・服飾品 5%
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27,805 茨城県 水戸市 大洗イエローポート 小売業 食料品 5%

27,806 茨城県 水戸市 ファミリードッグ サービス その他サービス 5%

27,807 茨城県 水戸市 大久保燃料 小売業 その他小売 5%

27,808 茨城県 水戸市 オートガレージＥＸＩＬＥ 小売業 その他小売 5%

27,809 茨城県 水戸市 大森住設商事 小売業 電化製品 5%

27,810 茨城県 水戸市 小貫書店　駅南店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

27,811 茨城県 水戸市 温野菜水戸河和田店 サービス 飲食業 2%

27,812 茨城県 水戸市 カーショップシンワ　アナハイム店 サービス その他サービス 5%

27,813 茨城県 水戸市 カードラボ水戸店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

27,814 茨城県 水戸市 海鮮厨房天天 サービス 飲食業 5%

27,815 茨城県 水戸市 綿引カイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

27,816 茨城県 水戸市 隠れ家サロン　心?くくる サービス その他サービス 5%

27,817 茨城県 水戸市 かしの木千 サービス 飲食業 5%

27,818 茨城県 水戸市 ＣａｓｕａｌＤｉｎｉｎｇ　Ｅｂｉ サービス 飲食業 5%

27,819 茨城県 水戸市 菓匠にいつま 小売業 食料品 5%

27,820 茨城県 水戸市 かっさサロンｍｅｇｕｒｉ サービス 理容・美容業 5%

27,821 茨城県 水戸市 かつ太郎本店水戸店 サービス 飲食業 5%

27,822 茨城県 水戸市 カットサロンハル サービス 理容・美容業 5%

27,823 茨城県 水戸市 割烹まち鮨　水戸本店 サービス 飲食業 5%

27,824 茨城県 水戸市 かーてん専科アベリア館 小売業 家具・調度品 5%

27,825 茨城県 水戸市 加藤自動車工業有限会社 サービス その他サービス 5%

27,826 茨城県 水戸市 香取動物病院 サービス その他サービス 5%

27,827 茨城県 水戸市 かねまつ　水戸エクセル店 小売業 衣料品 5%

27,828 茨城県 水戸市 かねまつ　水戸エクセル店 小売業 衣料品 5%

27,829 茨城県 水戸市 花日亭 サービス 飲食業 5%

27,830 茨城県 水戸市 ［ＨＣ］株式会社柴沼金物 小売業 電化製品 5%

27,831 茨城県 水戸市 Ｋａｌａ　Ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

27,832 茨城県 水戸市 ガルダローバ 小売業 衣料品 5%

27,833 茨城県 水戸市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋フレスポ赤塚 サービス 飲食業 2%

27,834 茨城県 水戸市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋水戸駅南口店 サービス 飲食業 2%

27,835 茨城県 水戸市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋水戸南インター店 サービス 飲食業 2%

27,836 茨城県 水戸市 かわかみ 小売業 家具・調度品 5%

27,837 茨城県 水戸市 河原井電機商会 小売業 電化製品 5%

27,838 茨城県 水戸市 季節料理　ひろ寿 サービス 飲食業 5%

27,839 茨城県 水戸市 北浜 サービス 飲食業 5%

27,840 茨城県 水戸市 キットピイクデサイン 小売業 その他小売 5%

27,841 茨城県 水戸市 木村家電 小売業 電化製品 5%

27,842 茨城県 水戸市 きもの処雅楽 小売業 衣料品 5%

27,843 茨城県 水戸市 九州屋台　九太郎　水戸店 サービス 飲食業 5%

27,844 茨城県 水戸市 共進電機 小売業 電化製品 5%

27,845 茨城県 水戸市 キラコスタジオ サービス その他サービス 5%

27,846 茨城県 水戸市 ぎんざスエヒロ水戸店 サービス 飲食業 5%
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27,847 茨城県 水戸市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ水戸店 小売業 その他小売 5%

27,848 茨城県 水戸市 ＣＵＯＲＥ水戸店 サービス 理容・美容業 5%

27,849 茨城県 水戸市 串割烹燈火 サービス 飲食業 5%

27,850 茨城県 水戸市 クシタニ　水戸店 小売業 衣料品 5%

27,851 茨城県 水戸市 くすりのマルト笠原店 小売業 その他小売 5%

27,852 茨城県 水戸市 クライミングジムゼロ　水戸店 小売業 その他小売 5%

27,853 茨城県 水戸市 ｃｌｉｍｂｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

27,854 茨城県 水戸市 Ｇｒａｃｅｏｆｃａｓｓｉａ サービス その他サービス 5%

27,855 茨城県 水戸市 ＣＬＵＢ　ＲＥＧＯＬＩＴＨ サービス 飲食業 5%

27,856 茨城県 水戸市 グランジ サービス 理容・美容業 5%

27,857 茨城県 水戸市 グランジ サービス 理容・美容業 5%

27,858 茨城県 水戸市 （株）クリアビジョンケアカンパニー吉沢店 小売業 その他小売 5%

27,859 茨城県 水戸市 ｇｒｅｅｎｓｐｏｔグリーンスポット 小売業 その他小売 5%

27,860 茨城県 水戸市 グリルキッチンカンプス サービス 飲食業 5%

27,861 茨城県 水戸市 ＣＬＯＵＣＨＥＲ サービス 理容・美容業 5%

27,862 茨城県 水戸市 グルービー赤塚店 サービス 飲食業 5%

27,863 茨城県 水戸市 グルービー水戸店 サービス 飲食業 5%

27,864 茨城県 水戸市 Ｃ．Ｒ．Ａ．Ｖ．Ｅｆｉｔｎｅｓｓ サービス その他サービス 5%

27,865 茨城県 水戸市 クロサワ眼鏡店　下市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,866 茨城県 水戸市 クロサワ眼鏡店　水戸笠原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,867 茨城県 水戸市 クロサワ眼鏡店　水戸見和店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,868 茨城県 水戸市 クロロフィル水戸美顔教室 小売業 その他小売 5%

27,869 茨城県 水戸市 ｋクリーン サービス その他サービス 5%

27,870 茨城県 水戸市 県警売店 サービス 飲食業 5%

27,871 茨城県 水戸市 県庁食堂 サービス 飲食業 5%

27,872 茨城県 水戸市 県庁売店 サービス 飲食業 5%

27,873 茨城県 水戸市 ＫＥＮ動物病院 サービス その他サービス 5%

27,874 茨城県 水戸市 鯉渕ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,875 茨城県 水戸市 幸月庵 サービス 飲食業 5%

27,876 茨城県 水戸市 幸月庵 幸月庵 サービス 飲食業 5%

27,877 茨城県 水戸市 格子屋赤塚店 サービス 飲食業 5%

27,878 茨城県 水戸市 コープ水戸店 小売業 食料品 5%

27,879 茨城県 水戸市 粉川電機商会　平須 小売業 電化製品 5%

27,880 茨城県 水戸市 コザワオプティカル 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,881 茨城県 水戸市 コザワオプティカル　吉沢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,882 茨城県 水戸市 ＣＯＺＹ サービス 理容・美容業 5%

27,883 茨城県 水戸市 ｃｏｎｔｉｇｏ サービス 理容・美容業 5%

27,884 茨城県 水戸市 ｃｏｎｔｉｇｏ－ＣＥＭ 小売業 衣料品 5%

27,885 茨城県 水戸市 コンディショニングサロンｈｏｍｅ水戸 サービス 理容・美容業 5%

27,886 茨城県 水戸市 コンディショニングサロンｈｏｍｅ水戸 サービス その他サービス 5%

27,887 茨城県 水戸市 サイクルショップヴェレール 小売業 その他小売 5%

27,888 茨城県 水戸市 サイクルワールドおおたか 小売業 その他小売 5%
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27,889 茨城県 水戸市 さかきや平須店 小売業 衣料品 5%

27,890 茨城県 水戸市 酒門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,891 茨城県 水戸市 左吉 サービス 飲食業 5%

27,892 茨城県 水戸市 佐吉　水戸本店 サービス 飲食業 5%

27,893 茨城県 水戸市 左吉ひたちなか店 サービス 飲食業 5%

27,894 茨城県 水戸市 左吉水戸本店 サービス 飲食業 5%

27,895 茨城県 水戸市 さくら亭五軒町店 サービス 飲食業 5%

27,896 茨城県 水戸市 酒バッカス 小売業 食料品 5%

27,897 茨城県 水戸市 さつま サービス 飲食業 5%

27,898 茨城県 水戸市 佐藤石油　本社　ＥＮＥＲＩＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,899 茨城県 水戸市 サポートスリム サービス その他サービス 5%

27,900 茨城県 水戸市 茶寮キクスイ水戸内原 小売業 食料品 5%

27,901 茨城県 水戸市 ｓａｌｏｎｄｅｏｊｉ サービス 理容・美容業 5%

27,902 茨城県 水戸市 サロン・ド・ラン 小売業 衣料品 5%

27,903 茨城県 水戸市 サワラスポーツ 小売業 その他小売 5%

27,904 茨城県 水戸市 三の丸ホテル サービス 宿泊業 5%

27,905 茨城県 水戸市 サンパワー赤塚駅前店 サービス その他サービス 5%

27,906 茨城県 水戸市 サンパワーカスミ水戸堀町店 サービス その他サービス 5%

27,907 茨城県 水戸市 サンパワーコープ水戸店 サービス その他サービス 5%

27,908 茨城県 水戸市 サンパワーセイブけやき台店 サービス その他サービス 5%

27,909 茨城県 水戸市 サンパワー千波本店 サービス その他サービス 5%

27,910 茨城県 水戸市 サンパワー西原店 サービス その他サービス 5%

27,911 茨城県 水戸市 サンパワー水戸駅前店 サービス その他サービス 5%

27,912 茨城県 水戸市 サンパワー見和店 サービス その他サービス 5%

27,913 茨城県 水戸市 サンパワーヨークベニマル新原店 サービス その他サービス 5%

27,914 茨城県 水戸市 サンパワーヨークベニマル双葉台店 サービス その他サービス 5%

27,915 茨城県 水戸市 サンユー千波店 小売業 食料品 5%

27,916 茨城県 水戸市 サンユーまちなか大工町店 小売業 食料品 5%

27,917 茨城県 水戸市 サンユー渡里店 小売業 食料品 5%

27,918 茨城県 水戸市 サンユーストアー　千波町店 小売業 食料品 5%

27,919 茨城県 水戸市 サンユーストアー　まちなか大工町店 小売業 食料品 5%

27,920 茨城県 水戸市 サンユーストアー　渡里店 小売業 食料品 5%

27,921 茨城県 水戸市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 水戸営業所 小売業 その他小売 5%

27,922 茨城県 水戸市 Ｇ．ガルダローバ 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,923 茨城県 水戸市 ジェイディーアールスミヤ 小売業 衣料品 5%

27,924 茨城県 水戸市 ジェームス　千波店 小売業 その他小売 2%

27,925 茨城県 水戸市 シェケン サービス 飲食業 5%

27,926 茨城県 水戸市 しゃもじ サービス 飲食業 5%

27,927 茨城県 水戸市 シザーハンズ サービス 理容・美容業 5%

27,928 茨城県 水戸市 シャルム美容室 サービス 理容・美容業 5%

27,929 茨城県 水戸市 Ｃｈａｍ?Ｂｅｅ サービス 理容・美容業 5%

27,930 茨城県 水戸市 自由が丘ＳＳ　有限会社大森商会 小売業 ガソリンスタンド 2%
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27,931 茨城県 水戸市 ジュエリー　ネモト 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,932 茨城県 水戸市 エビサワ家具卸売株式会社 小売業 家具・調度品 2%

27,933 茨城県 水戸市 酒菜や　よつ葉 サービス 飲食業 5%

27,934 茨城県 水戸市 シュナカフェ サービス 飲食業 5%

27,935 茨城県 水戸市 酒房　友 サービス 飲食業 5%

27,936 茨城県 水戸市 旬やごほう サービス 飲食業 5%

27,937 茨城県 水戸市 ショスールブティックフタカワ 小売業 その他小売 5%

27,938 茨城県 水戸市 シルキー京成百貨店 サービス その他サービス 5%

27,939 茨城県 水戸市 シルキー本店 サービス その他サービス 5%

27,940 茨城県 水戸市 シルバニアファミリー森のお家水戸内原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

27,941 茨城県 水戸市 Ｓｉｌｖｅｒｍａｔｅ－ｙｕｎ 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,942 茨城県 水戸市 シンエネ水戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,943 茨城県 水戸市 新日本補聴器センター水戸店 小売業 その他小売 5%

27,944 茨城県 水戸市 新和自動車工業 サービス その他サービス 5%

27,945 茨城県 水戸市 水府橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,946 茨城県 水戸市 末広町 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,947 茨城県 水戸市 鮨処　菊之助 サービス 飲食業 5%

27,948 茨城県 水戸市 鮨処菊之助　鮨処　菊之助 サービス 飲食業 5%

27,949 茨城県 水戸市 寿司康 サービス 飲食業 5%

27,950 茨城県 水戸市 ＳｔｕｄｉｏＰＩＣ千波店 小売業 その他小売 5%

27,951 茨城県 水戸市 すたみな太郎　水戸店 サービス 飲食業 5%

27,952 茨城県 水戸市 ストレート　水戸店 小売業 その他小売 5%

27,953 茨城県 水戸市 ＳＮＯＷ サービス 理容・美容業 5%

27,954 茨城県 水戸市 スポーツカムイ　竜ヶ崎店 小売業 その他小売 5%

27,955 茨城県 水戸市 スポーツカムイ水戸店 小売業 その他小売 5%

27,956 茨城県 水戸市 炭火焼肉赤牛 サービス 飲食業 5%

27,957 茨城県 水戸市 住谷自動車 サービス その他サービス 5%

27,958 茨城県 水戸市 住谷電機商会 小売業 電化製品 5%

27,959 茨城県 水戸市 駿河屋 小売業 家具・調度品 5%

27,960 茨城県 水戸市 ［ＨＣ］セイエーデンキ新原店 小売業 電化製品 5%

27,961 茨城県 水戸市 関彰商事（株）水戸ＣＳセンター 小売業 ガソリンスタンド 5%

27,962 茨城県 水戸市 出光セルフ西原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,963 茨城県 水戸市 せんたく王国　河和田店 サービス その他サービス 5%

27,964 茨城県 水戸市 せんたく王国御茶園店 サービス その他サービス 5%

27,965 茨城県 水戸市 せんたく王国上水戸店 サービス その他サービス 5%

27,966 茨城県 水戸市 せんたく王国県庁前店 サービス その他サービス 5%

27,967 茨城県 水戸市 せんたく王国住吉店 サービス その他サービス 5%

27,968 茨城県 水戸市 せんたく王国姫子店 サービス その他サービス 5%

27,969 茨城県 水戸市 せんたく王国水戸駅南店 サービス その他サービス 5%

27,970 茨城県 水戸市 せんたく王国南町店 サービス その他サービス 5%

27,971 茨城県 水戸市 せんたく王国百合が丘店 サービス その他サービス 5%

27,972 茨城県 水戸市 セントグラビス サービス その他サービス 5%
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27,973 茨城県 水戸市 ＳＯ－ＺＡＩイイジマ 小売業 食料品 5%

27,974 茨城県 水戸市 そば処　玄喜 サービス 飲食業 5%

27,975 茨城県 水戸市 ソフトバンク　水戸銀杏坂 小売業 電化製品 5%

27,976 茨城県 水戸市 高萩商事株式会社水戸営業所 小売業 その他小売 5%

27,977 茨城県 水戸市 だし司浜喜 小売業 食料品 5%

27,978 茨城県 水戸市 たたみの関川　水戸店 サービス その他サービス 5%

27,979 茨城県 水戸市 Danke Schon サービス 理容・美容業 5%

27,980 茨城県 水戸市 中央オートサイクル 小売業 その他小売 5%

27,981 茨城県 水戸市 中国酒家　華猿 サービス 飲食業 5%

27,982 茨城県 水戸市 中国料理東会芳 サービス 飲食業 5%

27,983 茨城県 水戸市 ツカダ　ＴＯＭＰＫＩＮＳ　水戸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

27,984 茨城県 水戸市 塚本ラジオ商会 小売業 電化製品 5%

27,985 茨城県 水戸市 常澄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,986 茨城県 水戸市 テクニカルショップ　リミット サービス その他サービス 5%

27,987 茨城県 水戸市 テラヌマゴルフ 小売業 その他小売 5%

27,988 茨城県 水戸市 出羽屋水戸赤塚店 小売業 食料品 5%

27,989 茨城県 水戸市 道具屋シンエー　道具屋シンエー 小売業 その他小売 5%

27,990 茨城県 水戸市 ときわ書店水戸Ｒ６号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

27,991 茨城県 水戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大洗インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,992 茨城県 水戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ河和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,993 茨城県 水戸市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅサウスロードＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,994 茨城県 水戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ水戸駅南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,995 茨城県 水戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　水戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,996 茨城県 水戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ水戸けやき台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,997 茨城県 水戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　水戸千波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,998 茨城県 水戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　水戸元吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

27,999 茨城県 水戸市 Ｄｏｇ２４ サービス 飲食業 5%

28,000 茨城県 水戸市 Ｔｏｎｅｒｉｋｏ 小売業 衣料品 5%

28,001 茨城県 水戸市 飛田自動車 サービス その他サービス 5%

28,002 茨城県 水戸市 ともえ寿司 サービス 飲食業 5%

28,003 茨城県 水戸市 朋寿司 サービス 飲食業 5%

28,004 茨城県 水戸市 トヨタカローラ新茨城株式会社 小売業 その他小売 5%

28,005 茨城県 水戸市 トヨタカローラ新茨城　ＧＲ　Ｇａｒａｇｅ　水戸インター 小売業 その他小売 5%

28,006 茨城県 水戸市 トヨタカローラ新茨城法人グループ 小売業 その他小売 5%

28,007 茨城県 水戸市 トヨタカローラ新茨城水戸駅南オレンジピット店 小売業 その他小売 5%

28,008 茨城県 水戸市 トヨタカローラ新茨城水戸大塚店 小売業 その他小売 5%

28,009 茨城県 水戸市 トヨタカローラ新茨城水戸水府店 小売業 その他小売 5%

28,010 茨城県 水戸市 トヨタカローラ新茨城水戸千波店 小売業 その他小売 5%

28,011 茨城県 水戸市 トヨタレンタリース茨城赤塚店 サービス その他サービス 2%

28,012 茨城県 水戸市 トヨタレンタリース茨城県庁前店 サービス その他サービス 2%

28,013 茨城県 水戸市 トヨタレンタリース茨城水戸駅南店 サービス その他サービス 2%

28,014 茨城県 水戸市 Ｄｒａｍａｔｉｃ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　ＥＣＲＵ サービス 理容・美容業 5%
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28,015 茨城県 水戸市 とりＣａｆｅ　いっけんめ サービス 飲食業 5%

28,016 茨城県 水戸市 ＴｒｅＳｔｅｌｌｅ 小売業 衣料品 5%

28,017 茨城県 水戸市 とれび庵 サービス 飲食業 5%

28,018 茨城県 水戸市 ドローンスクールジャパン　茨城水戸校 サービス その他サービス 5%

28,019 茨城県 水戸市 とんＱ水戸千波店 小売業 食料品 5%

28,020 茨城県 水戸市 なぎ整体院 サービス その他サービス 5%

28,021 茨城県 水戸市 ナムチェバザール水戸店 小売業 その他小売 5%

28,022 茨城県 水戸市 肉酒場ぜろ サービス 飲食業 5%

28,023 茨城県 水戸市 肉炉端　十八 サービス 飲食業 5%

28,024 茨城県 水戸市 日石チューンナップセンター 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,025 茨城県 水戸市 ニュー上水戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,026 茨城県 水戸市 ＮＥＷラフィネ サービス その他サービス 5%

28,027 茨城県 水戸市 ＮａｉｌｓａｌｏｎＫｉｄａｔｉ サービス 理容・美容業 5%

28,028 茨城県 水戸市 ネッツトヨタ茨城マイネ自由が丘 小売業 その他小売 5%

28,029 茨城県 水戸市 ネッツトヨタ茨城マイネ住吉 小売業 その他小売 5%

28,030 茨城県 水戸市 ネッツトヨタ茨城マイネ平須 小売業 その他小売 5%

28,031 茨城県 水戸市 ネッツトヨタ水戸　内原バイパス店 小売業 その他小売 5%

28,032 茨城県 水戸市 ネッツトヨタ水戸赤塚店 小売業 その他小売 5%

28,033 茨城県 水戸市 ネッツトヨタ水戸千波店 小売業 その他小売 5%

28,034 茨城県 水戸市 呑み食い処　ハイ・カラー サービス 飲食業 5%

28,035 茨城県 水戸市 呑み食い処　ハイカラー　呑み食い処ハイ　カラー サービス 飲食業 5%

28,036 茨城県 水戸市 ハーツアップ サービス 理容・美容業 5%

28,037 茨城県 水戸市 ＨＡＲＭＯＮＩＣＡ 小売業 衣料品 5%

28,038 茨城県 水戸市 ハイセンス　ハイライフ石川　水戸駅ビル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,039 茨城県 水戸市 博多もつ鍋　一九　水戸店 サービス 飲食業 5%

28,040 茨城県 水戸市 長谷川どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

28,041 茨城県 水戸市 二十歳振袖館Ａｚ水戸店 サービス その他サービス 5%

28,042 茨城県 水戸市 パティシエ　プブ 小売業 食料品 5%

28,043 茨城県 水戸市 ハナトコ食堂 サービス 飲食業 5%

28,044 茨城県 水戸市 花水木茨城県庁展望ロビー店 サービス 飲食業 5%

28,045 茨城県 水戸市 Ｐｅｒｆｕｍｅ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

28,046 茨城県 水戸市 ハロースミス サービス その他サービス 5%

28,047 茨城県 水戸市 ハンコ卸売センター水戸店 サービス その他サービス 5%

28,048 茨城県 水戸市 はんこ家一番　水戸中央店 小売業 その他小売 5%

28,049 茨城県 水戸市 はんこ家一番　水戸店 小売業 その他小売 5%

28,050 茨城県 水戸市 ばんどう太郎水戸５０号店 サービス 飲食業 5%

28,051 茨城県 水戸市 ばんどう太郎水戸店 サービス 飲食業 5%

28,052 茨城県 水戸市 バンビ鞄工房　水戸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,053 茨城県 水戸市 ピアふたば 小売業 その他小売 5%

28,054 茨城県 水戸市 ＢＭＷモトラッド水戸 小売業 その他小売 5%

28,055 茨城県 水戸市 引田時計店　ＥＶＥＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,056 茨城県 水戸市 ピザポケット　笠原店 サービス 飲食業 5%
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28,057 茨城県 水戸市 ピザポケット　赤塚店 サービス 飲食業 5%

28,058 茨城県 水戸市 ビジネスホテルかもした サービス 宿泊業 5%

28,059 茨城県 水戸市 Ｂｉｓｔｒｏ　ｅｔ　ｔｏｉ サービス 飲食業 5%

28,060 茨城県 水戸市 常陸牛　きくすい サービス 飲食業 5%

28,061 茨城県 水戸市 常陸牛きくすい サービス 飲食業 5%

28,062 茨城県 水戸市 ひたち電器水戸店 小売業 電化製品 5%

28,063 茨城県 水戸市 常陸野ブルーイング水戸 サービス 飲食業 5%

28,064 茨城県 水戸市 株式会社ＰＩＣ撮影部 サービス その他サービス 5%

28,065 茨城県 水戸市 ＰＩＣ　水戸西原店 小売業 その他小売 5%

28,066 茨城県 水戸市 人見ピアノ教室 サービス その他サービス 5%

28,067 茨城県 水戸市 ｈｉｎａｔａ サービス その他サービス 5%

28,068 茨城県 水戸市 ひな野水戸店 サービス 飲食業 5%

28,069 茨城県 水戸市 ビベーレ サービス 飲食業 5%

28,070 茨城県 水戸市 Ｍ－ＳＴＹＬＥ（ＡＹカンパニー） サービス 理容・美容業 5%

28,071 茨城県 水戸市 Ｂｅａｕｔｙ　Ｐｒａｙｉｎｇ　Ｐｒｅｃｉｏｕｓ サービス 理容・美容業 5%

28,072 茨城県 水戸市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＢｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

28,073 茨城県 水戸市 美容室ウーマン・ピュア サービス 理容・美容業 5%

28,074 茨城県 水戸市 平須町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,075 茨城県 水戸市 ファイテンショップ　水戸店 小売業 その他小売 5%

28,076 茨城県 水戸市 ｆａｎｆａｒｅ サービス 飲食業 5%

28,077 茨城県 水戸市 株式会社ビースタイル サービス 理容・美容業 5%

28,078 茨城県 水戸市 ＢｕｏｎａＶｉｔａ水戸エクセル 小売業 その他小売 5%

28,079 茨城県 水戸市 フォトスタジオＣｏｃｏａ水戸店 サービス その他サービス 5%

28,080 茨城県 水戸市 富士書店　本店 小売業 その他小売 5%

28,081 茨城県 水戸市 フジタ 小売業 その他小売 5%

28,082 茨城県 水戸市 ＰＥＵＧＥＯＴ水戸 小売業 その他小売 5%

28,083 茨城県 水戸市 ふたば　浜田店 小売業 その他小売 5%

28,084 茨城県 水戸市 ふたば化粧品店 小売業 その他小売 5%

28,085 茨城県 水戸市 ふたば浜田店 小売業 その他小売 5%

28,086 茨城県 水戸市 プティラパン 小売業 その他小売 5%

28,087 茨城県 水戸市 Ｆｏｏｄ＆Ｂａｒ　Ｙ サービス 飲食業 5%

28,088 茨城県 水戸市 ふとんの吉見屋 有限会社吉見屋ふとん店 小売業 その他小売 5%

28,089 茨城県 水戸市 Ｂｒａｔｓ上水戸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,090 茨城県 水戸市 ブリアント　水戸店 サービス 理容・美容業 5%

28,091 茨城県 水戸市 Ｆｒｕｂｒａｎ サービス その他サービス 5%

28,092 茨城県 水戸市 ＰＬＵＴＯ　ｂｙ　ＧＡＬＡＸＹ サービス 理容・美容業 5%

28,093 茨城県 水戸市 フローリストカトレア 小売業 その他小売 5%

28,094 茨城県 水戸市 フローリストサトーエクセル店 小売業 その他小売 5%

28,095 茨城県 水戸市 Ｈａｉｒ　Ｃｕｔ　Ｓａｌｏｎ　Ａｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

28,096 茨城県 水戸市 ヘアーサロンＢ．Ｏ．Ｏ． サービス 理容・美容業 5%

28,097 茨城県 水戸市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＧＬＩＴＴＥＲ　ＧＬＩＴＴＥＲ サービス 理容・美容業 5%

28,098 茨城県 水戸市 ＰＬＥＡＤＥＡＲ サービス 理容・美容業 5%
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28,099 茨城県 水戸市 ＨａｉｒｃｌｉｎｉｃＲＡＩＳＥ サービス 理容・美容業 5%

28,100 茨城県 水戸市 ＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮＣＲＡＦＴ サービス 理容・美容業 5%

28,101 茨城県 水戸市 ヘアメイクヒカリエ サービス その他サービス 5%

28,102 茨城県 水戸市 ヘアメイクミラー サービス 理容・美容業 5%

28,103 茨城県 水戸市 ヘアメイクライブクオリア サービス その他サービス 5%

28,104 茨城県 水戸市 ヘアメイクライブトレア サービス その他サービス 5%

28,105 茨城県 水戸市 ヘアワークフラックス サービス 理容・美容業 5%

28,106 茨城県 水戸市 ベーカリーグラース 小売業 食料品 5%

28,107 茨城県 水戸市 ｐｅｐｏｎｉ　美容室　ペポニ　　ｐｅｐｏｎｉ美容室　ペポニ サービス 理容・美容業 5%

28,108 茨城県 水戸市 ホテル　シーラックパル水戸 サービス 宿泊業 5%

28,109 茨城県 水戸市 ホテルアークビジネス サービス 宿泊業 5%

28,110 茨城県 水戸市 ホテル　シーズン サービス 宿泊業 5%

28,111 茨城県 水戸市 ホテル水戸シルバーイン サービス 宿泊業 5%

28,112 茨城県 水戸市 ホテル水戸シルバーイン サービス 宿泊業 5%

28,113 茨城県 水戸市 ホルモン焼肉大黒水戸店 サービス 飲食業 5%

28,114 茨城県 水戸市 梵珠庵 サービス 飲食業 5%

28,115 茨城県 水戸市 ボンメゾン　水戸店 小売業 その他小売 5%

28,116 茨城県 水戸市 ＭＡＲＫＳ＆ＷＥＢ水戸エクセルショップ 小売業 その他小売 5%

28,117 茨城県 水戸市 まいど サービス 飲食業 5%

28,118 茨城県 水戸市 マクドナルドイオンモール水戸内原店 サービス 飲食業 2%

28,119 茨城県 水戸市 マクドナルド１１８水戸中河内店 サービス 飲食業 2%

28,120 茨城県 水戸市 マクドナルド５１号大洗インター店 サービス 飲食業 2%

28,121 茨城県 水戸市 マクドナルド５０号バイパス水戸店 サービス 飲食業 2%

28,122 茨城県 水戸市 マクドナルド５０号水戸赤塚店 サービス 飲食業 2%

28,123 茨城県 水戸市 マクドナルド５０号水戸大塚店 サービス 飲食業 2%

28,124 茨城県 水戸市 マクドナルド５０号水戸大工町店 サービス 飲食業 2%

28,125 茨城県 水戸市 マクドナルド水戸駅南店 サービス 飲食業 2%

28,126 茨城県 水戸市 マクドナルド６号線水戸住吉店 サービス 飲食業 2%

28,127 茨城県 水戸市 ｍａＣｏｔｏ ｈａｉｒ　ｍａｈａｌｏｃｏ サービス 宿泊業 5%

28,128 茨城県 水戸市 まち庵水戸エクセル店 サービス 飲食業 5%

28,129 茨城県 水戸市 マツエク本舗赤塚店 サービス 理容・美容業 5%

28,130 茨城県 水戸市 マリア・ヴェルト 小売業 食料品 5%

28,131 茨城県 水戸市 マルクオート サービス その他サービス 5%

28,132 茨城県 水戸市 マルシチ ｍａｒｕｓｈｉｔｉ 小売業 衣料品 5%

28,133 茨城県 水戸市 マルトSC笠原店 小売業 食料品 5%

28,134 茨城県 水戸市 マルト元吉田店 小売業 食料品 5%

28,135 茨城県 水戸市 Ｍａｒｕｎｉ ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

28,136 茨城県 水戸市 株式会社　三浦商店 小売業 その他小売 5%

28,137 茨城県 水戸市 海咲丼丸　千波店　海咲丼丸　千波店 サービス 飲食業 5%

28,138 茨城県 水戸市 三越家具 小売業 家具・調度品 5%

28,139 茨城県 水戸市 三越家具　ショールーム店 小売業 家具・調度品 5%

28,140 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸赤塚１丁目店 小売業 食料品 2%
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28,141 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸インター店 小売業 食料品 2%

28,142 茨城県 水戸市 水戸梅ケ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,143 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸駅北口店 小売業 食料品 2%

28,144 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸駅南口店 小売業 食料品 2%

28,145 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸大塚町店 小売業 食料品 2%

28,146 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸大塚町東店 小売業 食料品 2%

28,147 茨城県 水戸市 水戸大塚店 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,148 茨城県 水戸市 水戸ガーデンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,149 茨城県 水戸市 水戸偕楽園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,150 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸加倉井町店 小売業 食料品 2%

28,151 茨城県 水戸市 水戸加倉井店 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,152 茨城県 水戸市 水戸加倉井店　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,153 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸笠原卸売センター店 小売業 食料品 2%

28,154 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸笠原町店 小売業 食料品 2%

28,155 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸萱場町店 小売業 食料品 2%

28,156 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸河和田店 小売業 食料品 2%

28,157 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸河和田３丁目店 小売業 食料品 2%

28,158 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸河和田町中道店 小売業 食料品 2%

28,159 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸河和田町報徳店 小売業 食料品 2%

28,160 茨城県 水戸市 水戸購買部 小売業 その他小売 5%

28,161 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸五軒町２丁目店 小売業 食料品 2%

28,162 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸酒門町北店 小売業 食料品 2%

28,163 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸酒門町店 小売業 食料品 2%

28,164 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸さくら通り店 小売業 食料品 2%

28,165 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸三の丸店 小売業 食料品 2%

28,166 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸塩崎町店 小売業 食料品 2%

28,167 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸下国井町店 小売業 食料品 2%

28,168 茨城県 水戸市 水戸自由ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,169 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸城東店 小売業 食料品 2%

28,170 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸城南店 小売業 食料品 2%

28,171 茨城県 水戸市 水戸食堂部 サービス 飲食業 5%

28,172 茨城県 水戸市 水戸食堂部（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

28,173 茨城県 水戸市 水戸書籍部 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

28,174 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸白梅４丁目店 小売業 食料品 2%

28,175 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸水高スクエア店 小売業 食料品 2%

28,176 茨城県 水戸市 水戸末広町ＳＳ　有限会社大森商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,177 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸末広町店 小売業 食料品 2%

28,178 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸住吉町店 小売業 食料品 2%

28,179 茨城県 水戸市 水戸千波町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,180 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸千波小学校通り店 小売業 食料品 2%

28,181 茨城県 水戸市 水戸第一ホテル新館 サービス 宿泊業 5%

28,182 茨城県 水戸市 水戸第一ホテル別館 サービス 宿泊業 5%
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28,183 茨城県 水戸市 水戸第一ホテル本館 サービス 宿泊業 5%

28,184 茨城県 水戸市 水戸中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,185 茨城県 水戸市 水戸テレビセンター 小売業 電化製品 5%

28,186 茨城県 水戸市 セブンーイレブン水戸東前町店 小売業 食料品 2%

28,187 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸中丸町店 小売業 食料品 2%

28,188 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸西けやき台店 小売業 食料品 2%

28,189 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸西原２丁目店 小売業 食料品 2%

28,190 茨城県 水戸市 水戸売店 サービス 飲食業 5%

28,191 茨城県 水戸市 水戸発毛センター サービス 理容・美容業 5%

28,192 茨城県 水戸市 水戸東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,193 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸東桜川店 小売業 食料品 2%

28,194 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸平須町店 小売業 食料品 2%

28,195 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸藤井町店 小売業 食料品 2%

28,196 茨城県 水戸市 水戸フローラＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,197 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸堀十文字店 小売業 食料品 2%

28,198 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸松本町店 小売業 食料品 2%

28,199 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸見川５０号バイパス店 小売業 食料品 2%

28,200 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸見川店 小売業 食料品 2%

28,201 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸緑岡店 小売業 食料品 2%

28,202 茨城県 水戸市 水戸南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,203 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸南町３丁目店 小売業 食料品 2%

28,204 茨城県 水戸市 水戸南薬局 小売業 その他小売 5%

28,205 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸三湯町店 小売業 食料品 2%

28,206 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸見和２丁目店 小売業 食料品 2%

28,207 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸メディカルセンター前店 小売業 食料品 2%

28,208 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸元石川町店 小売業 食料品 2%

28,209 茨城県 水戸市 セブンーイレブン水戸元吉田町店 小売業 食料品 2%

28,210 茨城県 水戸市 水戸ヤクルト販売　水戸西センター 小売業 食料品 5%

28,211 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸百合が丘ニュータウン店 小売業 食料品 2%

28,212 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸養護学校前店 小売業 食料品 2%

28,213 茨城県 水戸市 セブン－イレブン水戸渡里町西店 小売業 食料品 2%

28,214 茨城県 水戸市 みまつアネックス サービス 宿泊業 5%

28,215 茨城県 水戸市 Ｍｕｓｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

28,216 茨城県 水戸市 ミロール サービス 飲食業 5%

28,217 茨城県 水戸市 ムトウデンキ 小売業 電化製品 5%

28,218 茨城県 水戸市 銘茶長澤園 小売業 食料品 5%

28,219 茨城県 水戸市 メイプルファーム 小売業 その他小売 5%

28,220 茨城県 水戸市 メイプルファーム 小売業 その他小売 5%

28,221 茨城県 水戸市 メイプルファーム　米沢店 小売業 その他小売 5%

28,222 茨城県 水戸市 メガネストアー上水戸 小売業 その他小売 5%

28,223 茨城県 水戸市 メガネストアー上水戸店 小売業 その他小売 5%

28,224 茨城県 水戸市 メガネストアー水戸けやき台 小売業 その他小売 5%
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28,225 茨城県 水戸市 メガネストアー水戸けやき台店 小売業 その他小売 5%

28,226 茨城県 水戸市 メガネのクロサワ 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,227 茨城県 水戸市 メガネのイシカワ 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,228 茨城県 水戸市 メガネのクロサワ　水戸下市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,229 茨城県 水戸市 メガネのクロサワ　水戸本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,230 茨城県 水戸市 メツゲライ・タモン 小売業 食料品 5%

28,231 茨城県 水戸市 メナードフェイシャルサロン水戸河和田一丁目店 サービス 理容・美容業 5%

28,232 茨城県 水戸市 メナードフェイシャルサロンＲｉｃｏｂｅｌｌａｍｅｎｔｅ サービス 理容・美容業 5%

28,233 茨城県 水戸市 Ｍｅｍｏｒｉａ　Ｄｅｓｉｇｎ　　　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ サービス 理容・美容業 5%

28,234 茨城県 水戸市 メモワール　石川 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,235 茨城県 水戸市 メル友　河和田町店 小売業 電化製品 5%

28,236 茨城県 水戸市 モリシマ 小売業 食料品 5%

28,237 茨城県 水戸市 やきとり大吉　水戸駅南店 サービス 飲食業 5%

28,238 茨城県 水戸市 焼肉貴韓房 サービス 飲食業 5%

28,239 茨城県 水戸市 焼肉ホルモン　マルキ精肉水戸店 サービス 飲食業 5%

28,240 茨城県 水戸市 焼肉レストラン大門 サービス 飲食業 5%

28,241 茨城県 水戸市 やまご商会 小売業 その他小売 5%

28,242 茨城県 水戸市 大和屋 サービス 飲食業 5%

28,243 茨城県 水戸市 結いのはな 小売業 その他小売 5%

28,244 茨城県 水戸市 有限会社アフター サービス その他サービス 5%

28,245 茨城県 水戸市 有限会社久須美不動産 サービス その他サービス 5%

28,246 茨城県 水戸市 有限会社ＫＯＳＡＩ 小売業 食料品 5%

28,247 茨城県 水戸市 Ｌ＇Ａｔｅｌｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

28,248 茨城県 水戸市 ＹＯＳＡＰＡＲＫソレイユ サービス 理容・美容業 5%

28,249 茨城県 水戸市 吉見屋茶店 小売業 その他小売 5%

28,250 茨城県 水戸市 ライフアップ　フジタ 小売業 電化製品 5%

28,251 茨城県 水戸市 ライフアップ昭栄 小売業 電化製品 5%

28,252 茨城県 水戸市 ライフアップ　トミタ 小売業 電化製品 5%

28,253 茨城県 水戸市 らしんばん　水戸店 小売業 その他小売 5%

28,254 茨城県 水戸市 ラフィネ サービス その他サービス 5%

28,255 茨城県 水戸市 Ｒａｎプレタ 小売業 衣料品 5%

28,256 茨城県 水戸市 リオネットセンター水戸 小売業 その他小売 5%

28,257 茨城県 水戸市 リカーズこむろ 小売業 食料品 5%

28,258 茨城県 水戸市 リカーショップキナセ 小売業 食料品 5%

28,259 茨城県 水戸市 リストランテ　ダ　ヒロシ サービス 飲食業 5%

28,260 茨城県 水戸市 リストランテマーノ・マーノ サービス 飲食業 5%

28,261 茨城県 水戸市 ＲＩＴＺｍｉｔｏ サービス 理容・美容業 5%

28,262 茨城県 水戸市 リトルレガード 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

28,263 茨城県 水戸市 リニード　リユースショップ　リニード 小売業 その他小売 5%

28,264 茨城県 水戸市 リブ石川　水戸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,265 茨城県 水戸市 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎＬＵＣＥプライベートサロンルーチェ サービス 理容・美容業 5%

28,266 茨城県 水戸市 ルクシア サービス 理容・美容業 5%
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28,267 茨城県 水戸市 ルシフォンヒストリア サービス その他サービス 5%

28,268 茨城県 水戸市 Ｌｅ．ｊａｒｄｉｎｈａｉｒｐｒｏｄｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

28,269 茨城県 水戸市 Ｒｅｔｒｅｖｏｒ 小売業 その他小売 5%

28,270 茨城県 水戸市 ルピナス サービス 理容・美容業 5%

28,271 茨城県 水戸市 令和納豆 サービス 飲食業 5%

28,272 茨城県 水戸市 ｌｅｃｌａｔ上水戸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,273 茨城県 水戸市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ａｏｙａｍａ サービス 飲食業 5%

28,274 茨城県 水戸市 レストランママノエル サービス 飲食業 5%

28,275 茨城県 水戸市 レディースショップ　イーズ 小売業 衣料品 5%

28,276 茨城県 水戸市 ＲＥＴＲＯＧＩＲＬ 小売業 衣料品 5%

28,277 茨城県 水戸市 レンタカーサービス水戸 サービス その他サービス 5%

28,278 茨城県 水戸市 レンタカーサービス水戸赤塚駅前店 サービス その他サービス 5%

28,279 茨城県 水戸市 レンタカーサービス水戸駅前店 サービス その他サービス 5%

28,280 茨城県 水戸市 レンタカーサービス水戸県庁前店 サービス その他サービス 5%

28,281 茨城県 水戸市 ローズマリー薬局 小売業 その他小売 5%

28,282 茨城県 水戸市 和興自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

28,283 茨城県 水戸市 綿引カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

28,284 茨城県 水戸市 渡里ＳＳ　有限会社ワタヒキ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,285 茨城県 水戸市 ワッフル・ケーキの店Ｒ．Ｌ（エール・エル）水戸エクセルみなみ店 小売業 食料品 5%

28,286 茨城県 水戸市 和の料理　ふじ サービス 飲食業 5%

28,287 茨城県 水戸市 和風家庭料理御台所ひらい サービス 飲食業 5%

28,288 茨城県 水戸市 株式会社Ｒｉｎｋ サービス その他サービス 5%

28,289 茨城県 水戸市 ワンダー美容室 サービス 理容・美容業 5%

28,290 茨城県 水戸市 ワンダーランド 小売業 その他小売 5%

28,291 茨城県 水戸市 わんわんＣＬＵＢ 小売業 その他小売 5%

28,292 茨城県 美浦村 セブン－イレブン茨城美浦店 小売業 食料品 2%

28,293 茨城県 美浦村 木原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,294 茨城県 美浦村 木原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,295 茨城県 美浦村 Ｓａｎｃｔｕａｒｙ 小売業 衣料品 5%

28,296 茨城県 美浦村 美浦谷津 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,297 茨城県 美浦村 ＦＵＪＩＢＯＤＹ株式会社 サービス その他サービス 5%

28,298 茨城県 美浦村 マリンワークス大山 小売業 その他小売 5%

28,299 茨城県 美浦村 美浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,300 茨城県 美浦村 セブン－イレブン美浦木原店 小売業 食料品 2%

28,301 茨城県 美浦村 美浦土屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,302 茨城県 美浦村 居酒屋味山 サービス 飲食業 5%

28,303 茨城県 美浦村 有限会社　宇井馬具店 小売業 その他小売 5%

28,304 茨城県 美浦村 祐心 サービス その他サービス 5%

28,305 茨城県 守谷市 ｉ＋ｌａｂｏ守谷テラス サービス その他サービス 5%

28,306 茨城県 守谷市 ＥＩＮＳＴＥＩＮＣＡＦＥ＋ＺＡＫＫＡ 小売業 その他小売 5%

28,307 茨城県 守谷市 赤牛守谷店 サービス 飲食業 5%

28,308 茨城県 守谷市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆａｖｏｒｉ守谷 サービス 理容・美容業 5%
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28,309 茨城県 守谷市 ＠ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

28,310 茨城県 守谷市 アトリエシュシュ サービス その他サービス 5%

28,311 茨城県 守谷市 炙りやしゅん サービス 飲食業 5%

28,312 茨城県 守谷市 ｉｄｅａ南守谷 サービス 理容・美容業 5%

28,313 茨城県 守谷市 ｉｄｅａ守谷店 サービス 理容・美容業 5%

28,314 茨城県 守谷市 ｉｄｅａ守谷店 サービス 理容・美容業 5%

28,315 茨城県 守谷市 茨城トヨペット守谷松並店 小売業 その他小売 5%

28,316 茨城県 守谷市 ＩｂａｒａｋｉＢＭＷ　守谷支店 小売業 その他小売 5%

28,317 茨城県 守谷市 セブン－イレブン茨城守谷松ヶ丘店 小売業 食料品 2%

28,318 茨城県 守谷市 ウインズ・ユー守谷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

28,319 茨城県 守谷市 海とぅ島 サービス 飲食業 5%

28,320 茨城県 守谷市 エイティーファイブ サービス 飲食業 5%

28,321 茨城県 守谷市 エコステーション越後や守谷店 小売業 その他小売 5%

28,322 茨城県 守谷市 エステル サービス 理容・美容業 5%

28,323 茨城県 守谷市 Ｍ２　守谷・松ヶ丘店 小売業 衣料品 5%

28,324 茨城県 守谷市 Ellen by.S サービス 理容・美容業 5%

28,325 茨城県 守谷市 おいしいクロアチア 小売業 その他小売 5%

28,326 茨城県 守谷市 ＣＡＲＣＬＩＰ サービス その他サービス 5%

28,327 茨城県 守谷市 株式会社ＷＢＣコンサルティング サービス その他サービス 5%

28,328 茨城県 守谷市 株式会社和田総研 サービス その他サービス 5%

28,329 茨城県 守谷市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋守谷美園店 サービス 飲食業 2%

28,330 茨城県 守谷市 カンガルー堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,331 茨城県 守谷市 きもの　たかはし 小売業 衣料品 5%

28,332 茨城県 守谷市 九州屋台九太郎守谷店 サービス 飲食業 5%

28,333 茨城県 守谷市 ＫＩＮＧＢｅａｒ工房 小売業 その他小売 5%

28,334 茨城県 守谷市 ｃｏｕｔｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

28,335 茨城県 守谷市 Ｃｌｏｕｄ サービス 理容・美容業 5%

28,336 茨城県 守谷市 Ｋプランオフィス サービス その他サービス 5%

28,337 茨城県 守谷市 Ｋ’ｓ　ＳＴＹＬＥ 小売業 その他小売 5%

28,338 茨城県 守谷市 けやき台動物病院 サービス その他サービス 5%

28,339 茨城県 守谷市 骨盤整体サロンとみぃ守谷店 サービス その他サービス 5%

28,340 茨城県 守谷市 コムドライブ 小売業 その他小売 5%

28,341 茨城県 守谷市 しちりん　守谷東口駅前店 サービス 飲食業 5%

28,342 茨城県 守谷市 ｓｈｉｎｅ．ｍ 小売業 衣料品 5%

28,343 茨城県 守谷市 社会保険労務士法人ＷＢＣ サービス その他サービス 5%

28,344 茨城県 守谷市 酒郷　会津 サービス 飲食業 5%

28,345 茨城県 守谷市 ふれあい北守谷 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,346 茨城県 守谷市 シンエネ谷和原インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,347 茨城県 守谷市 新大利根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,348 茨城県 守谷市 ｓｕｐｅｒｍａｍａ サービス その他サービス 5%

28,349 茨城県 守谷市 杉山動物病院 サービス その他サービス 5%

28,350 茨城県 守谷市 スクールショップ　オカミ　守谷 小売業 その他小売 5%
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28,351 茨城県 守谷市 スクールショップ　オリジン　守谷店 小売業 衣料品 5%

28,352 茨城県 守谷市 スズタン・Ｒｅ－Ｊ守谷イオンタウン店 小売業 衣料品 5%

28,353 茨城県 守谷市 すずのき　ロックシティ守谷店 小売業 衣料品 5%

28,354 茨城県 守谷市 ＳＴＵＤＩＯＷＥＬＬＳＩＤＥ サービス その他サービス 5%

28,355 茨城県 守谷市 すたみな太郎　守谷店 サービス 飲食業 5%

28,356 茨城県 守谷市 ステップゴルフ守谷店 サービス その他サービス 5%

28,357 茨城県 守谷市 Ｓｍｉｌｅ工房 サービス その他サービス 5%

28,358 茨城県 守谷市 炭火焼燦圭苑 サービス 飲食業 5%

28,359 茨城県 守谷市 整体院もみのき　守谷店　整体院もみのき守谷店 サービス その他サービス 5%

28,360 茨城県 守谷市 税理士法人ＷＢＣ サービス その他サービス 5%

28,361 茨城県 守谷市 洗濯王　西友楽市守谷店 サービス その他サービス 5%

28,362 茨城県 守谷市 洗濯王　守谷立沢店 サービス その他サービス 5%

28,363 茨城県 守谷市 洗濯王カスミ守谷テラス店 サービス その他サービス 5%

28,364 茨城県 守谷市 洗濯王守谷ひがし野４丁目店 サービス その他サービス 5%

28,365 茨城県 守谷市 洗濯王守谷美園店 サービス その他サービス 5%

28,366 茨城県 守谷市 たんぽぽ　守谷店 サービス 飲食業 5%

28,367 茨城県 守谷市 長生堂薬局守谷店 小売業 その他小売 5%

28,368 茨城県 守谷市 テネレの木　テネレの木 サービス 飲食業 5%

28,369 茨城県 守谷市 出羽屋守谷店 小売業 食料品 5%

28,370 茨城県 守谷市 ＴＯＴＡＬＢＯＤＹＰＬＵＳ サービス その他サービス 5%

28,371 茨城県 守谷市 とまと動物病院 サービス その他サービス 5%

28,372 茨城県 守谷市 トヨタカローラ南茨城守谷店 小売業 その他小売 5%

28,373 茨城県 守谷市 トヨタレンタリース茨城ＴＸ守谷駅西口店 サービス その他サービス 2%

28,374 茨城県 守谷市 とんＱ守谷ふれあい店 サービス 飲食業 5%

28,375 茨城県 守谷市 ナチュロアロマチカ 小売業 衣料品 5%

28,376 茨城県 守谷市 なべ奉行 サービス 飲食業 5%

28,377 茨城県 守谷市 野口米店 小売業 食料品 5%

28,378 茨城県 守谷市 ＮＯＮＶＥＲＢＡＬ サービス 理容・美容業 5%

28,379 茨城県 守谷市 Ｂａｒｄｏｎ株式会社 小売業 その他小売 5%

28,380 茨城県 守谷市 花水木 パサール守谷店 小売業 食料品 5%

28,381 茨城県 守谷市 はんこ鶴見堂 小売業 家具・調度品 5%

28,382 茨城県 守谷市 ビットコ　イオンタウン守谷店 小売業 衣料品 5%

28,383 茨城県 守谷市 ひな野守谷店 サービス 飲食業 5%

28,384 茨城県 守谷市 ひばり堂守谷店 小売業 電化製品 5%

28,385 茨城県 守谷市 美容室ＷＩＴＨ サービス 理容・美容業 5%

28,386 茨城県 守谷市 ビヨウシツビギン サービス 理容・美容業 5%

28,387 茨城県 守谷市 福田電子 サービス その他サービス 5%

28,388 茨城県 守谷市 ブックオフ守谷美園店 小売業 その他小売 2%

28,389 茨城県 守谷市 プルメリアンスパ サービス 理容・美容業 5%

28,390 茨城県 守谷市 ＰＲＯＧＲＥＳＳ　守谷店 サービス 理容・美容業 5%

28,391 茨城県 守谷市 ａｓｉａｎＰＬＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

28,392 茨城県 守谷市 ＨａｉｒＳａｌｏｎＥｔｅｒｎａｌ サービス 理容・美容業 5%
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28,393 茨城県 守谷市 ｐｏｒｃｈ サービス 理容・美容業 5%

28,394 茨城県 守谷市 ぼてぢゅう屋台Ｐａｓａｒ守谷店 サービス 飲食業 5%

28,395 茨城県 守谷市 ホビーショップ　テン 小売業 その他小売 5%

28,396 茨城県 守谷市 ボンメゾン　イオンタウン守谷店 小売業 その他小売 5%

28,397 茨城県 守谷市 マクドナルドイオンタウン守谷店 サービス 飲食業 2%

28,398 茨城県 守谷市 マクドナルド２９４新守谷店 サービス 飲食業 2%

28,399 茨城県 守谷市 マクドナルド守谷ジョイフル本田店 サービス 飲食業 2%

28,400 茨城県 守谷市 南守谷サイクル 南守谷サイクル 小売業 その他小売 5%

28,401 茨城県 守谷市 メヒコ　守谷店 サービス 飲食業 5%

28,402 茨城県 守谷市 メル友　守谷店 小売業 電化製品 5%

28,403 茨城県 守谷市 守谷板戸井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,404 茨城県 守谷市 セブン－イレブン守谷板戸井店 小売業 食料品 2%

28,405 茨城県 守谷市 セブン－イレブン守谷立沢店 小売業 食料品 2%

28,406 茨城県 守谷市 セブン－イレブン守谷ひがし野１丁目店 小売業 食料品 2%

28,407 茨城県 守谷市 セブン－イレブン守谷ひがし野２丁目店 小売業 食料品 2%

28,408 茨城県 守谷市 セブン－イレブン守谷本町店 小売業 食料品 2%

28,409 茨城県 守谷市 セブン－イレブン守谷松並店 小売業 食料品 2%

28,410 茨城県 守谷市 セブン－イレブン守谷みずき野団地北店 小売業 食料品 2%

28,411 茨城県 守谷市 セブン－イレブン守谷百合ケ丘店 小売業 食料品 2%

28,412 茨城県 守谷市 焼肉赤牛守谷店 サービス 飲食業 5%

28,413 茨城県 守谷市 有限会社Ｋ－２ＰＲＯＪＥＣＴ 小売業 その他小売 5%

28,414 茨城県 守谷市 有限会社元禄 サービス 飲食業 5%

28,415 茨城県 守谷市 ラックス サービス 理容・美容業 5%

28,416 茨城県 守谷市 ラックス　ラックス サービス その他サービス 5%

28,417 茨城県 守谷市 Ｒａｙアイラッシュサロン守谷店 サービス 理容・美容業 5%

28,418 茨城県 守谷市 ＲＡＹ新守谷 サービス 理容・美容業 5%

28,419 茨城県 守谷市 Ｒａｙ新守谷店 サービス 理容・美容業 5%

28,420 茨城県 守谷市 ＲＡＹ守谷 サービス 理容・美容業 5%

28,421 茨城県 守谷市 Ｒａｙ守谷店 サービス 理容・美容業 5%

28,422 茨城県 守谷市 レディースファッションアオキ守谷店 小売業 衣料品 5%

28,423 茨城県 八千代町 シューズあい カスミ八千代店 小売業 その他小売 5%

28,424 茨城県 八千代町 いっぴん亭 サービス 飲食業 5%

28,425 茨城県 八千代町 稲葉電機 小売業 電化製品 5%

28,426 茨城県 八千代町 セブン－イレブン茨城八千代一中前店 小売業 食料品 2%

28,427 茨城県 八千代町 株式会社嶋田農機 サービス その他サービス 5%

28,428 茨城県 八千代町 Ｋガレージ サービス その他サービス 5%

28,429 茨城県 八千代町 ゴルフ工房ギアサポート 小売業 その他小売 5%

28,430 茨城県 八千代町 シンエネ八千代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,431 茨城県 八千代町 鮨 和食処 海将 鮨 和食処 海将 サービス 飲食業 5%

28,432 茨城県 八千代町 つるまき動物病院 サービス その他サービス 5%

28,433 茨城県 八千代町 八千代中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,434 茨城県 八千代町 八千代中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

679



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

28,435 茨城県 八千代町 八千代西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,436 茨城県 八千代町 八千代南 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,437 茨城県 八千代町 ＬｉａｎＳ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

28,438 茨城県 八千代町 リカ－＆フ－ズ　シバ 小売業 その他小売 5%

28,439 茨城県 結城市 亜香里 サービス その他サービス 5%

28,440 茨城県 結城市 秋葉糀味噌醸造株式会社　秋葉糀味噌醸造株式会社 小売業 食料品 5%

28,441 茨城県 結城市 うおとみ結城店 小売業 その他小売 5%

28,442 茨城県 結城市 ａｕショップ結城 小売業 電化製品 5%

28,443 茨城県 結城市 オートセンサー サービス その他サービス 5%

28,444 茨城県 結城市 オーモンドアオキ 小売業 衣料品 5%

28,445 茨城県 結城市 温野菜結城店 サービス 飲食業 2%

28,446 茨城県 結城市 鍵屋キープラスパー サービス その他サービス 5%

28,447 茨城県 結城市 カズミオート城西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,448 茨城県 結城市 カズミオート結城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,449 茨城県 結城市 かつ太郎本店結城店 サービス 飲食業 5%

28,450 茨城県 結城市 株式会社プランニングオフィス田中 小売業 家具・調度品 5%

28,451 茨城県 結城市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋茨城結城店 サービス 飲食業 2%

28,452 茨城県 結城市 グロース動物病院 サービス その他サービス 5%

28,453 茨城県 結城市 合同会社ＣＯＳＭＯＹＭ 小売業 その他小売 5%

28,454 茨城県 結城市 Ｓｕｉｔｅ３０１ サービス 理容・美容業 5%

28,455 茨城県 結城市 炭火焼肉ふじ田　結城店 サービス 飲食業 5%

28,456 茨城県 結城市 たちかわ　どら焼屋　結城店 小売業 食料品 5%

28,457 茨城県 結城市 塚田タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

28,458 茨城県 結城市 東京オート　結城店 小売業 その他小売 5%

28,459 茨城県 結城市 トヨタカローラ南茨城結城店 小売業 その他小売 5%

28,460 茨城県 結城市 Ｄｏｌｃｅ Ｔｉｍｅ ドルチェタイム 小売業 その他小売 5%

28,461 茨城県 結城市 ナガタヤ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

28,462 茨城県 結城市 ハートライン　カジマ 小売業 電化製品 5%

28,463 茨城県 結城市 ＢＬＡＺＥ　ＡＵＴＯ　ＭＯＢＩＬＥ サービス その他サービス 5%

28,464 茨城県 結城市 ＦＲＥＳＨＦＡＣＴＯＲＹ サービス その他サービス 5%

28,465 茨城県 結城市 ＢＬＯＩＳ サービス その他サービス 5%

28,466 茨城県 結城市 ヘアデザイン　レクラ サービス 理容・美容業 5%

28,467 茨城県 結城市 弁慶 サービス 飲食業 5%

28,468 茨城県 結城市 マクドナルド５０号結城バイパス店 サービス 飲食業 2%

28,469 茨城県 結城市 みくまりどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

28,470 茨城県 結城市 みのり　結城店 小売業 家具・調度品 5%

28,471 茨城県 結城市 ミヤタ電化センター 小売業 電化製品 5%

28,472 茨城県 結城市 向原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,473 茨城県 結城市 メガネストアー結城 小売業 その他小売 5%

28,474 茨城県 結城市 メガネストアー結城店 小売業 その他小売 5%

28,475 茨城県 結城市 メル友　結城店 小売業 電化製品 5%

28,476 茨城県 結城市 森石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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28,477 茨城県 結城市 山川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,478 茨城県 結城市 結城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,479 茨城県 結城市 結城 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,480 茨城県 結城市 セブン－イレブン結城アクロス通り店 小売業 食料品 2%

28,481 茨城県 結城市 セブン－イレブン結城今宿店 小売業 食料品 2%

28,482 茨城県 結城市 セブン－イレブン結城江川店 小売業 食料品 2%

28,483 茨城県 結城市 結城駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,484 茨城県 結城市 結城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,485 茨城県 結城市 結城山王 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,486 茨城県 結城市 セブン－イレブン結城市結城作店 小売業 食料品 2%

28,487 茨城県 結城市 結城ショッピングセンター本部 小売業 その他小売 5%

28,488 茨城県 結城市 セブン－イレブン結城中央店 小売業 食料品 2%

28,489 茨城県 結城市 結城南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,490 茨城県 結城市 セブン－イレブン結城南茂呂店 小売業 食料品 2%

28,491 茨城県 結城市 セブン－イレブン結城矢畑店 小売業 食料品 2%

28,492 茨城県 結城市 セブン－イレブン結城四ツ京店 小売業 食料品 2%

28,493 茨城県 結城市 有限会社池田自動車 サービス その他サービス 5%

28,494 茨城県 結城市 有限会社みどりや 小売業 その他小売 5%

28,495 茨城県 結城市 旅館結城館 サービス 宿泊業 5%

28,496 茨城県 行方市 出光麻生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,497 茨城県 行方市 麻生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,498 茨城県 行方市 麻生町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,499 茨城県 行方市 麻生矢幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,500 茨城県 行方市 猪瀬商店 小売業 その他小売 5%

28,501 茨城県 行方市 セブン－イレブン茨城麻生中央店 小売業 食料品 2%

28,502 茨城県 行方市 内宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,503 茨城県 行方市 榎本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,504 茨城県 行方市 大盛電機商会 小売業 電化製品 5%

28,505 茨城県 行方市 小幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,506 茨城県 行方市 菓子処　坂本 小売業 食料品 5%

28,507 茨城県 行方市 株式会社 福島モータース 小売業 その他小売 5%

28,508 茨城県 行方市 北浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,509 茨城県 行方市 セブン－イレブン北浦岡店 小売業 食料品 2%

28,510 茨城県 行方市 北浦宝来温泉つるるんの湯宿北浦湖畔荘 サービス 宿泊業 5%

28,511 茨城県 行方市 北浦町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,512 茨城県 行方市 スーパーさかもと 小売業 その他小売 5%

28,513 茨城県 行方市 スーパーよりい 小売業 その他小売 5%

28,514 茨城県 行方市 ＳｍｉｌｅＢＢＱＰｌａｃｅなめがた サービス その他サービス 5%

28,515 茨城県 行方市 玉造ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,516 茨城県 行方市 玉造ＳＳ　根本商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,517 茨城県 行方市 セブン－イレブン玉造上山店 小売業 食料品 2%

28,518 茨城県 行方市 セブン－イレブン玉造バイパス店 小売業 食料品 2%
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28,519 茨城県 行方市 セブン－イレブン玉造緑ヶ丘店 小売業 食料品 2%

28,520 茨城県 行方市 手賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,521 茨城県 行方市 セブンーイレブン行方麻生店 小売業 食料品 2%

28,522 茨城県 行方市 セブン－イレブン行方荒宿店 小売業 食料品 2%

28,523 茨城県 行方市 セブン－イレブン行方小高店 小売業 食料品 2%

28,524 茨城県 行方市 なめがたファーマーズヴィレッジレストラン サービス 飲食業 5%

28,525 茨城県 行方市 根小屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,526 茨城県 行方市 根本クリーニング 根本クリーニングセイミヤモール麻生店 サービス その他サービス 5%

28,527 茨城県 行方市 ネモトデンキ 小売業 電化製品 5%

28,528 茨城県 行方市 ハートラインヤマグチ 小売業 電化製品 5%

28,529 茨城県 行方市 出光羽生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,530 茨城県 行方市 ばんどう太郎玉造店 サービス 飲食業 5%

28,531 茨城県 行方市 ブレスト 小売業 その他小売 5%

28,532 茨城県 行方市 マクドナルド麻生セイミヤ店 サービス 飲食業 2%

28,533 茨城県 行方市 水戸ヤクルト販売 玉造センター 小売業 食料品 5%

28,534 茨城県 行方市 メガネストアー　ベイシア玉造 小売業 その他小売 5%

28,535 茨城県 行方市 メガネストアーベイシア玉造店 小売業 その他小売 5%

28,536 茨城県 行方市 焼き鳥げんき 小売業 食料品 5%

28,537 茨城県 行方市 大和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,538 茨城県 行方市 ＬｉＬＩ　ｈａｉｒ　ｃａｆｅ サービス 理容・美容業 5%

28,539 茨城県 行方市 レークサイド玉造ＳＳ　　株式会社竿台石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,540 茨城県 行方市 Ｙ．ＹＣＯＳＭＥ　Ｙａｍａｇｕｃｈｉ 小売業 その他小売 5%

28,541 茨城県 龍ケ崎市 ｉ＋ｌａｂｏサプラ竜ケ崎 サービス その他サービス 5%

28,542 茨城県 龍ケ崎市 あらい 龍ケ崎城南店 小売業 衣料品 5%

28,543 茨城県 龍ケ崎市 茨城トヨペット竜ケ崎出し山店 小売業 その他小売 5%

28,544 茨城県 龍ケ崎市 八代 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,545 茨城県 龍ケ崎市 エネスタ　竜ヶ崎 小売業 その他小売 5%

28,546 茨城県 龍ケ崎市 ＭＧＡＲＡＧＥ サービス その他サービス 5%

28,547 茨城県 龍ケ崎市 ＭＫコンフォートサービス サービス その他サービス 5%

28,548 茨城県 龍ケ崎市 Ｃｈｉｒｏ　ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ　Ｌｅｃｕｒａ サービス その他サービス 5%

28,549 茨城県 龍ケ崎市 菓子邑　シェ　カオル 小売業 食料品 5%

28,550 茨城県 龍ケ崎市 Ｋａｚｚ Ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

28,551 茨城県 龍ケ崎市 かつ太郎本店龍ヶ崎店 サービス 飲食業 5%

28,552 茨城県 龍ケ崎市 カットハウススズキ サービス 理容・美容業 5%

28,553 茨城県 龍ケ崎市 かばんと人形　成島 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,554 茨城県 龍ケ崎市 カフェダイニングケイジーノ サービス 飲食業 5%

28,555 茨城県 龍ケ崎市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋竜ケ崎城南店 サービス 飲食業 2%

28,556 茨城県 龍ケ崎市 川原代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,557 茨城県 龍ケ崎市 ＫｉＫｉ サービス 理容・美容業 5%

28,558 茨城県 龍ケ崎市 菊地金物店 小売業 電化製品 5%

28,559 茨城県 龍ケ崎市 北山モータース サービス その他サービス 5%

28,560 茨城県 龍ケ崎市 合名会社やまいち化粧品店 サービス その他サービス 5%
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28,561 茨城県 龍ケ崎市 さぬきグリーンホテル サービス 宿泊業 5%

28,562 茨城県 龍ケ崎市 さぬきシティホテル サービス 宿泊業 5%

28,563 茨城県 龍ケ崎市 ＳａｍａｎｅａＳａｍａｎ　ｈａｉｒｓａｌｏｎ龍ヶ崎店 サービス 理容・美容業 5%

28,564 茨城県 龍ケ崎市 ＳａｌｏｎｄｅＬｙｃｋａ サービス 理容・美容業 5%

28,565 茨城県 龍ケ崎市 サンライズホテル サービス 宿泊業 5%

28,566 茨城県 龍ケ崎市 しちりん 佐貫東口駅前店 サービス 飲食業 5%

28,567 茨城県 龍ケ崎市 車検専門店　ＲＡＫＵＤＡ　龍ヶ崎店 サービス その他サービス 5%

28,568 茨城県 龍ケ崎市 しゃんしゃん龍 サービス 飲食業 5%

28,569 茨城県 龍ケ崎市 すしめん処大京　龍ヶ崎店 サービス 飲食業 5%

28,570 茨城県 龍ケ崎市 すたみな太郎　龍ケ崎店 サービス 飲食業 5%

28,571 茨城県 龍ケ崎市 ＳＴＥＰ 小売業 その他小売 5%

28,572 茨城県 龍ケ崎市 洗濯王ヤオコー佐貫店 サービス その他サービス 5%

28,573 茨城県 龍ケ崎市 大徳町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,574 茨城県 龍ケ崎市 東方商事 小売業 衣料品 5%

28,575 茨城県 龍ケ崎市 ドッグサロン＆ホテル　ＮＯＳＣＡ サービス その他サービス 5%

28,576 茨城県 龍ケ崎市 ＤｏｇＳｃｈｏｏｌＬＵＣＥ サービス その他サービス 5%

28,577 茨城県 龍ケ崎市 智酒屋 小売業 食料品 5%

28,578 茨城県 龍ケ崎市 トヨタカローラ南茨城竜ケ崎店 小売業 その他小売 5%

28,579 茨城県 龍ケ崎市 なかた 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,580 茨城県 龍ケ崎市 ネッツトヨタつくば竜ケ崎店 小売業 その他小売 5%

28,581 茨城県 龍ケ崎市 バイシクルサービスティンカーベル 小売業 その他小売 5%

28,582 茨城県 龍ケ崎市 二十歳振袖館Ａｚ龍ヶ崎店 サービス その他サービス 5%

28,583 茨城県 龍ケ崎市 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ３０１ サービス 飲食業 5%

28,584 茨城県 龍ケ崎市 羽原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,585 茨城県 龍ケ崎市 パン　アトリエ　クレッセント 小売業 食料品 5%

28,586 茨城県 龍ケ崎市 ビジネスホテル　大京 サービス 宿泊業 5%

28,587 茨城県 龍ケ崎市 ビジネスホテル　大京 サービス 宿泊業 5%

28,588 茨城県 龍ケ崎市 福島園 サービス その他サービス 5%

28,589 茨城県 龍ケ崎市 ヘアークリエイティブ　ブラン サービス 理容・美容業 5%

28,590 茨城県 龍ケ崎市 ヘアーサロンカカイ サービス 理容・美容業 5%

28,591 茨城県 龍ケ崎市 ヘアサロンローズ サービス 理容・美容業 5%

28,592 茨城県 龍ケ崎市 ＨＡＩＲ　ＳＴＹＬＥ　ＳＡＬＯＮ　ＴＲＵＳＴ サービス 理容・美容業 5%

28,593 茨城県 龍ケ崎市 ＢＯＤＹＳＴＯＩＣつくば サービス その他サービス 5%

28,594 茨城県 龍ケ崎市 ホルモンダイニング大黒佐貫店 サービス 飲食業 5%

28,595 茨城県 龍ケ崎市 マクドナルド佐貫駅前店 サービス 飲食業 2%

28,596 茨城県 龍ケ崎市 マクドナルド北竜台サプラ店 サービス 飲食業 2%

28,597 茨城県 龍ケ崎市 マクドナルド龍ヶ崎店 サービス 飲食業 2%

28,598 茨城県 龍ケ崎市 マクドナルド竜ヶ崎ニュータウン店 サービス 飲食業 2%

28,599 茨城県 龍ケ崎市 ＭＡＤＯショップ　　龍ヶ崎城南店 サービス その他サービス 5%

28,600 茨城県 龍ケ崎市 みどり花壇 小売業 その他小売 5%

28,601 茨城県 龍ケ崎市 焼肉優勝 サービス 飲食業 5%

28,602 茨城県 龍ケ崎市 Ｌａ　ｃｈｉｃ サービス 理容・美容業 5%
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28,603 茨城県 龍ケ崎市 ランドロームフードマーケットＫ＆Ｔ店 小売業 食料品 5%

28,604 茨城県 龍ケ崎市 ランドロームフードマーケット龍ヶ岡店 小売業 食料品 5%

28,605 茨城県 龍ケ崎市 Ｌｉｂ?ｒａｔｉｏｎｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

28,606 茨城県 龍ケ崎市 セブン－イレブン竜ケ崎光順田店 小売業 食料品 2%

28,607 茨城県 龍ケ崎市 セブン－イレブン竜ケ崎小柴店 小売業 食料品 2%

28,608 茨城県 龍ケ崎市 セブン－イレブン龍ケ崎市総合体育館前店 小売業 食料品 2%

28,609 茨城県 龍ケ崎市 セブン－イレブン龍ケ崎大徳町店 小売業 食料品 2%

28,610 茨城県 龍ケ崎市 セブン－イレブン竜ヶ崎出し山町店 小売業 食料品 2%

28,611 茨城県 龍ケ崎市 竜ケ崎中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,612 茨城県 龍ケ崎市 竜ヶ崎中央獣医科 サービス その他サービス 5%

28,613 茨城県 龍ケ崎市 セブン－イレブン竜ヶ崎中根台４丁目店 小売業 食料品 2%

28,614 茨城県 龍ケ崎市 セブン－イレブン竜ケ崎長山６丁目店 小売業 食料品 2%

28,615 茨城県 龍ケ崎市 セブン－イレブン竜ヶ崎ニュータウン西店 小売業 食料品 2%

28,616 茨城県 龍ケ崎市 竜ヶ崎プラザホテル四季亭 サービス 宿泊業 5%

28,617 茨城県 龍ケ崎市 竜ヶ崎プラザホテル新館 サービス 宿泊業 5%

28,618 茨城県 龍ケ崎市 竜ヶ崎プラザホテル本館 サービス 宿泊業 5%

28,619 茨城県 龍ケ崎市 セブン－イレブン竜ケ崎文化会館前店 小売業 食料品 2%

28,620 茨城県 龍ケ崎市 竜ケ崎南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,621 茨城県 龍ケ崎市 龍ヶ崎南ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,622 茨城県 龍ケ崎市 セブン－イレブン竜ヶ崎南中島店 小売業 食料品 2%

28,623 茨城県 龍ケ崎市 セブン－イレブン竜ケ崎若柴店 小売業 食料品 2%

28,624 茨城県 龍ケ崎市 ワイン酒場グラーノ サービス 飲食業 5%

28,625 茨城県 龍ケ崎市 和楽 サービス 飲食業 5%

28,626 栃木県 足利市 県町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,627 栃木県 足利市 あけみ鮨 サービス 飲食業 5%

28,628 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利赤松台入口店 小売業 食料品 2%

28,629 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利朝倉南店 小売業 食料品 2%

28,630 栃木県 足利市 足利伊勢町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,631 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利伊勢町店 小売業 食料品 2%

28,632 栃木県 足利市 足利板倉ＳＳ有限会社金堀油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,633 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利岩井町店 小売業 食料品 2%

28,634 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利大月町店 小売業 食料品 2%

28,635 栃木県 足利市 足利大麦餃子 サービス 飲食業 5%

28,636 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利鹿島店 小売業 食料品 2%

28,637 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利借宿店 小売業 食料品 2%

28,638 栃木県 足利市 足利グントー 小売業 その他小売 5%

28,639 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利工大高校通り店 小売業 食料品 2%

28,640 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利５０バイパス店 小売業 食料品 2%

28,641 栃木県 足利市 足利坂西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,642 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利坂西中央店 小売業 食料品 2%

28,643 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利島田町店 小売業 食料品 2%

28,644 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利助戸１丁目店 小売業 食料品 2%
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28,645 栃木県 足利市 足利大学生協購買書籍部 サービス その他サービス 5%

28,646 栃木県 足利市 足利大学生協購買書籍部 サービス その他サービス 5%

28,647 栃木県 足利市 足利大学生協書籍購買部 サービス その他サービス 5%

28,648 栃木県 足利市 足利大学生協書籍購売部（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

28,649 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利大町店 小売業 食料品 2%

28,650 栃木県 足利市 足利タウンホテル サービス 宿泊業 5%

28,651 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利寺岡店 小売業 食料品 2%

28,652 栃木県 足利市 足利電音商会 小売業 電化製品 5%

28,653 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利東武駅前店 小売業 食料品 2%

28,654 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利問屋団地店 小売業 食料品 2%

28,655 栃木県 足利市 足利西新井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,656 栃木県 足利市 足利バイパス　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,657 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利羽刈工業団地店 小売業 食料品 2%

28,658 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利東山店 小売業 食料品 2%

28,659 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利福居町店 小売業 食料品 2%

28,660 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利福富町店 小売業 食料品 2%

28,661 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利堀込南店 小売業 食料品 2%

28,662 栃木県 足利市 足利本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,663 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利八椚町店 小売業 食料品 2%

28,664 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利山川北店 小売業 食料品 2%

28,665 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利山川町店 小売業 食料品 2%

28,666 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利山下町店 小売業 食料品 2%

28,667 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利山下東店 小売業 食料品 2%

28,668 栃木県 足利市 セブン－イレブン足利山前店 小売業 食料品 2%

28,669 栃木県 足利市 あすか自動車 サービス その他サービス 5%

28,670 栃木県 足利市 アソック サービス その他サービス 5%

28,671 栃木県 足利市 ａｒｔｓｐａｃｅ　＆　ｃａｆ? サービス 飲食業 5%

28,672 栃木県 足利市 アナハラデンキ 小売業 電化製品 5%

28,673 栃木県 足利市 アバター??マスター サービス その他サービス 5%

28,674 栃木県 足利市 アベヘアードレッシング サービス 理容・美容業 5%

28,675 栃木県 足利市 ＢＯＤＹＭＡＫＥＳＡＬＯＮＬｕｎａＰｌｕｓ サービス その他サービス 5%

28,676 栃木県 足利市 居酒屋ゑびす サービス 飲食業 5%

28,677 栃木県 足利市 いちえ サービス 飲食業 5%

28,678 栃木県 足利市 出光小俣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,679 栃木県 足利市 今福商店 小売業 その他小売 5%

28,680 栃木県 足利市 インテリア＆キルトショップれんが 小売業 その他小売 5%

28,681 栃木県 足利市 ウイスタふじくら　足利店 小売業 電化製品 5%

28,682 栃木県 足利市 ウィルコムプラザ足利 小売業 電化製品 5%

28,683 栃木県 足利市 ウエタケ商会 小売業 その他小売 5%

28,684 栃木県 足利市 ウチダメガネ 小売業 その他小売 5%

28,685 栃木県 足利市 漆工房の店くぼた サービス その他サービス 5%

28,686 栃木県 足利市 樹洞 サービス 飲食業 5%
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28,687 栃木県 足利市 エービーエス サービス その他サービス 5%

28,688 栃木県 足利市 エステサロン．もちはだ?Ｍｏｃｈｉｈａｄａ? サービス 理容・美容業 5%

28,689 栃木県 足利市 京屋商店　ＥＮＥＯＳ　葉鹿町ＳＳ　京屋商店　ＥＮＥＯＳ葉鹿町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,690 栃木県 足利市 エムズオートサービス 小売業 その他小売 5%

28,691 栃木県 足利市 ＥＬＭＵＮＤＯ サービス 飲食業 5%

28,692 栃木県 足利市 遠藤サイクルセンター　　有　遠藤サイクル 小売業 その他小売 5%

28,693 栃木県 足利市 大嶋電機商会 小売業 電化製品 5%

28,694 栃木県 足利市 Ｏｓｔｅｒｉａ　Ｏｋａｂｅ サービス 飲食業 5%

28,695 栃木県 足利市 ＯＺＢｕｒｇｅｒ サービス 飲食業 5%

28,696 栃木県 足利市 オリックスレンタカー足利市駅南口店 サービス その他サービス 2%

28,697 栃木県 足利市 カー＆サイクル　タナカ 小売業 その他小売 5%

28,698 栃木県 足利市 会席葡萄家 サービス 飲食業 5%

28,699 栃木県 足利市 海鮮居酒屋どんさん亭　足利南店 サービス 飲食業 5%

28,700 栃木県 足利市 海鮮どんさん亭　山川店 サービス 飲食業 5%

28,701 栃木県 足利市 加賀屋 小売業 その他小売 5%

28,702 栃木県 足利市 加賀屋 小売業 その他小売 5%

28,703 栃木県 足利市 ガクセイセンカ　Ｂｅｆｉｔ 小売業 その他小売 5%

28,704 栃木県 足利市 家具のイイノ 小売業 家具・調度品 5%

28,705 栃木県 足利市 家具のホンダ アウトレット宝船足利店 小売業 家具・調度品 5%

28,706 栃木県 足利市 かぐや姫 サービス 理容・美容業 5%

28,707 栃木県 足利市 籠や サービス その他サービス 5%

28,708 栃木県 足利市 カットハウスしげる サービス 理容・美容業 5%

28,709 栃木県 足利市 かつはな亭足利店 サービス 飲食業 5%

28,710 栃木県 足利市 株式会社あい電設 サービス その他サービス 5%

28,711 栃木県 足利市 給湯器特急便 サービス その他サービス 5%

28,712 栃木県 足利市 株式会社グラン　シャリオ　営業本部 小売業 衣料品 5%

28,713 栃木県 足利市 株式会社スマートソース サービス その他サービス 5%

28,714 栃木県 足利市 株式会社蛸屋 葉鹿店 小売業 食料品 5%

28,715 栃木県 足利市 亀井オートサービス サービス その他サービス 5%

28,716 栃木県 足利市 空衣 小売業 衣料品 5%

28,717 栃木県 足利市 Ｇａｒａｇｅ 小売業 その他小売 5%

28,718 栃木県 足利市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋足利葉鹿店 サービス 飲食業 2%

28,719 栃木県 足利市 ＫＡＮＰＯＵ整体　安心堂 サービス その他サービス 5%

28,720 栃木県 足利市 北関東電子 小売業 電化製品 5%

28,721 栃木県 足利市 ｇａｌａｘｙ　ｅｙｅ サービス 理容・美容業 5%

28,722 栃木県 足利市 きゃらばん 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,723 栃木県 足利市 牛角足利店 サービス 飲食業 2%

28,724 栃木県 足利市 餃子 ＬＡＢＯ サービス 飲食業 5%

28,725 栃木県 足利市 香木家もく サービス 飲食業 5%

28,726 栃木県 足利市 着楽々きもの倶楽部 小売業 衣料品 5%

28,727 栃木県 足利市 きんこん館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

28,728 栃木県 足利市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ足利店 小売業 その他小売 5%
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28,729 栃木県 足利市 ｇ　ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

28,730 栃木県 足利市 黒川呉服店 小売業 衣料品 5%

28,731 栃木県 足利市 香雲堂本店 小売業 食料品 5%

28,732 栃木県 足利市 香雲堂本店八幡店 小売業 食料品 5%

28,733 栃木県 足利市 ココ・ファーム・ワイナリー 小売業 食料品 5%

28,734 栃木県 足利市 コスメ・ド・エステヤナギタ 小売業 その他小売 5%

28,735 栃木県 足利市 小林電気商会 小売業 電化製品 5%

28,736 栃木県 足利市 小林電気商会葉鹿店 小売業 電化製品 5%

28,737 栃木県 足利市 コメックス ディスカバリー 小売業 その他小売 5%

28,738 栃木県 足利市 ゴルフショップＢａｃｋ－９ 小売業 その他小売 5%

28,739 栃木県 足利市 コンディショニングサロンＯＮＥＨＥＡＲＴ サービス 理容・美容業 5%

28,740 栃木県 足利市 Ｓａｋｅ処　彩里 サービス 飲食業 5%

28,741 栃木県 足利市 織庵 サービス 飲食業 5%

28,742 栃木県 足利市 ジャスミン薬局 小売業 その他小売 5%

28,743 栃木県 足利市 しゃぶしゃぶ温野菜足利店 サービス 飲食業 2%

28,744 栃木県 足利市 シューマート　足利店 小売業 衣料品 5%

28,745 栃木県 足利市 ショーワ 小売業 電化製品 5%

28,746 栃木県 足利市 ＪｏｌｉｅＨｏｌｉｃ 小売業 衣料品 5%

28,747 栃木県 足利市 須田電機商会 小売業 電化製品 5%

28,748 栃木県 足利市 すたみな太郎　足利店 サービス 飲食業 5%

28,749 栃木県 足利市 ステーキハウスさく渡 サービス 飲食業 5%

28,750 栃木県 足利市 すまいる電機　足利店 小売業 電化製品 5%

28,751 栃木県 足利市 すまいる電機イマフク 小売業 電化製品 5%

28,752 栃木県 足利市 スミレ薬局 小売業 その他小売 5%

28,753 栃木県 足利市 ダイニングバー　青の洞窟 サービス 飲食業 5%

28,754 栃木県 足利市 高橋福次商店 小売業 食料品 5%

28,755 栃木県 足利市 タジマヤ 足利支店 サービス その他サービス 5%

28,756 栃木県 足利市 ツカダ　足利店 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,757 栃木県 足利市 月星食品株式会社 小売業 食料品 5%

28,758 栃木県 足利市 ツブ サービス その他サービス 5%

28,759 栃木県 足利市 ディーマックアジアン 小売業 衣料品 5%

28,760 栃木県 足利市 手作り雑貨屋ＡＹＡＳＰＡＲＴＹ　手作り雑貨屋ＡＹＡＳＰＡＲＴＹ 小売業 その他小売 5%

28,761 栃木県 足利市 てまりや 小売業 衣料品 5%

28,762 栃木県 足利市 手もみそば　いけもり　手もみそば　いけもり サービス 飲食業 5%

28,763 栃木県 足利市 でんきのキタデン 小売業 電化製品 5%

28,764 栃木県 足利市 東松苑ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

28,765 栃木県 足利市 常盤自動車 サービス その他サービス 5%

28,766 栃木県 足利市 栃木トヨペット足利トンネル通り店 小売業 その他小売 5%

28,767 栃木県 足利市 栃木トヨペット足利問屋団地店 小売業 その他小売 5%

28,768 栃木県 足利市 トヨタカローラ栃木足利大久保店 小売業 その他小売 5%

28,769 栃木県 足利市 トヨタカローラ栃木足利鹿島店 小売業 その他小売 5%

28,770 栃木県 足利市 トヨタカローラ栃木Ｕ－Ｃａｒ足利店 小売業 その他小売 5%
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28,771 栃木県 足利市 トヨタ部品栃木共販足利営業所 小売業 その他小売 5%

28,772 栃木県 足利市 トヨタレンタリース栃木足利市駅前店 サービス その他サービス 2%

28,773 栃木県 足利市 虎蔵 サービス 飲食業 5%

28,774 栃木県 足利市 ドラマ足利店 サービス その他サービス 5%

28,775 栃木県 足利市 とりどん　にひ良 サービス 飲食業 5%

28,776 栃木県 足利市 ステーキハンバーク　どんさん亭　足利店 サービス 飲食業 5%

28,777 栃木県 足利市 ナカムラテクニカルサービス 小売業 電化製品 5%

28,778 栃木県 足利市 ナカヤマ 小売業 電化製品 5%

28,779 栃木県 足利市 ナチュラルビューティサロンボンヌ サービス 理容・美容業 5%

28,780 栃木県 足利市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・ｍｕ 小売業 衣料品 5%

28,781 栃木県 足利市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・Ｂｅａｕｔ 小売業 衣料品 5%

28,782 栃木県 足利市 ネッツトヨタ栃木足利店 小売業 その他小売 5%

28,783 栃木県 足利市 ネッツトヨタ栃木足利田中橋通り店 小売業 その他小売 5%

28,784 栃木県 足利市 ネッツトヨタ栃木足利トンネル通り店 小売業 その他小売 5%

28,785 栃木県 足利市 ハーブ薬局 小売業 その他小売 5%

28,786 栃木県 足利市 葉鹿町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,787 栃木県 足利市 パーム　和光 小売業 電化製品 5%

28,788 栃木県 足利市 パームかたの 小売業 電化製品 5%

28,789 栃木県 足利市 パーム　サイトウ 小売業 電化製品 5%

28,790 栃木県 足利市 パン専門店　茶々 小売業 その他小売 5%

28,791 栃木県 足利市 ひかりヘアースタジオ サービス 理容・美容業 5%

28,792 栃木県 足利市 美ｃｏｃｏｒｉｒａ サービス 理容・美容業 5%

28,793 栃木県 足利市 Ｈｉ－ｓ サービス 理容・美容業 5%

28,794 栃木県 足利市 Ｈｉ－ｓ，ｕｎ サービス 理容・美容業 5%

28,795 栃木県 足利市 ヒバリリフレクソロジー サービス その他サービス 5%

28,796 栃木県 足利市 響 サービス 飲食業 5%

28,797 栃木県 足利市 ピポパーク足利店 小売業 電化製品 5%

28,798 栃木県 足利市 Ｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎ　Ｂｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

28,799 栃木県 足利市 美容室　Ｚｅａｌ サービス 理容・美容業 5%

28,800 栃木県 足利市 美容室ｎａｔｕｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

28,801 栃木県 足利市 美容室ｎａｔｕｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

28,802 栃木県 足利市 ファミリーヘアサロンプルー（ＰＬＯＯ） サービス 理容・美容業 5%

28,803 栃木県 足利市 ４ｓｅａｓｏｎ 小売業 衣料品 5%

28,804 栃木県 足利市 ふか川 サービス 飲食業 5%

28,805 栃木県 足利市 フクダデンキ 小売業 電化製品 5%

28,806 栃木県 足利市 福富住宅 サービス その他サービス 5%

28,807 栃木県 足利市 フジクラデンキ足利店 小売業 電化製品 5%

28,808 栃木県 足利市 ブティック　エルヴェ 小売業 衣料品 5%

28,809 栃木県 足利市 ＦＵＴＵＲ サービス その他サービス 5%

28,810 栃木県 足利市 プライベートサロン　Ｌｉｍａ サービス その他サービス 5%

28,811 栃木県 足利市 Ｆｌｏｗｅｒ　ｓｅｌｌｅｒ　ＭＯＲＹ　Ｓ 小売業 その他小売 5%

28,812 栃木県 足利市 プランニングオフィスケイズ サービス その他サービス 5%
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28,813 栃木県 足利市 古内自修 サービス その他サービス 5%

28,814 栃木県 足利市 Ｆｌａｒｅ　フレアー 小売業 その他小売 5%

28,815 栃木県 足利市 ＰＲＯＧＲＥＳＳ　アクロスプラザ足利店 サービス 理容・美容業 5%

28,816 栃木県 足利市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　Ａｔｅｎａ サービス 理容・美容業 5%

28,817 栃木県 足利市 ヘアサロンラヌーム サービス 理容・美容業 5%

28,818 栃木県 足利市 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　　ａ，ｔ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

28,819 栃木県 足利市 ポイントファイブ サービス 理容・美容業 5%

28,820 栃木県 足利市 ホームバザー　足利店 小売業 その他小売 5%

28,821 栃木県 足利市 ほしのドライヨークベニマル足利店 サービス その他サービス 5%

28,822 栃木県 足利市 ほしのドライヨークベニマル大月店 サービス その他サービス 5%

28,823 栃木県 足利市 マイアミカーズ サービス その他サービス 5%

28,824 栃木県 足利市 マクドナルド足利八幡町ヤオコー店 サービス 飲食業 2%

28,825 栃木県 足利市 マクドナルドアシコタウンあしかが店 サービス 飲食業 2%

28,826 栃木県 足利市 マクドナルドアピタ足利店 サービス 飲食業 2%

28,827 栃木県 足利市 マクドナルド５０号足利店 サービス 飲食業 2%

28,828 栃木県 足利市 Ｍａｒｋｅｔ１１２ サービス 飲食業 5%

28,829 栃木県 足利市 ギャラリー陶のね サービス その他サービス 5%

28,830 栃木県 足利市 マチノテ サービス 飲食業 5%

28,831 栃木県 足利市 マルエドラッグ山川店 小売業 その他小売 5%

28,832 栃木県 足利市 マルエドラッグ八幡店 小売業 その他小売 5%

28,833 栃木県 足利市 マルキョー 小売業 食料品 5%

28,834 栃木県 足利市 マルニ額縁画材店 小売業 その他小売 5%

28,835 栃木県 足利市 美重子きもの着付教室 サービス その他サービス 5%

28,836 栃木県 足利市 ミント薬局 小売業 その他小売 5%

28,837 栃木県 足利市 眼鏡王　足利店 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,838 栃木県 足利市 メガネストアー足利トリコット通り店 小売業 その他小売 5%

28,839 栃木県 足利市 メガネストアー足利トリコット通り 小売業 その他小売 5%

28,840 栃木県 足利市 メガネのサンキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,841 栃木県 足利市 メグミ電気 小売業 電化製品 5%

28,842 栃木県 足利市 もりしたエス 石油移動販売２号車 小売業 その他小売 5%

28,843 栃木県 足利市 モリタや サービス 飲食業 5%

28,844 栃木県 足利市 ｍｏｎｔｅｍｐｓ サービス 飲食業 5%

28,845 栃木県 足利市 焼肉　桜咲 サービス 飲食業 5%

28,846 栃木県 足利市 焼肉　東海苑　足利店 サービス 飲食業 5%

28,847 栃木県 足利市 ヤザワスポーツ 小売業 その他小売 5%

28,848 栃木県 足利市 山本電化サービス 小売業 電化製品 5%

28,849 栃木県 足利市 山芳オート サービス その他サービス 5%

28,850 栃木県 足利市 ［ＨＣ］有限会社かわちでんき 小売業 電化製品 5%

28,851 栃木県 足利市 ＹＯＯ?ＨＯＯ　足利店 サービス 理容・美容業 5%

28,852 栃木県 足利市 リカーショップ京屋 小売業 その他小売 5%

28,853 栃木県 足利市 Ｒｅｐｌａｃｅｓ足利 サービス 理容・美容業 5%

28,854 栃木県 足利市 りゅうやん サービス 飲食業 5%
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28,855 栃木県 足利市 ケアサロンフィール サービス 理容・美容業 5%

28,856 栃木県 足利市 輪娯館 小売業 その他小売 5%

28,857 栃木県 足利市 輪娯館　足利営業所 小売業 その他小売 5%

28,858 栃木県 足利市 リンゴ屋　足利コムファースト店 サービス その他サービス 5%

28,859 栃木県 足利市 Ｌｕａｎａ サービス 理容・美容業 5%

28,860 栃木県 足利市 レディースショップ　アリス　足利店 小売業 衣料品 5%

28,861 栃木県 足利市 Ｒｏｙｃｅ美容室 サービス 理容・美容業 5%

28,862 栃木県 足利市 Ｙ?２ サービス 理容・美容業 5%

28,863 栃木県 足利市 和ｃａｆｅ　ひなたや サービス 飲食業 5%

28,864 栃木県 足利市 ＷＯＮＤＥＲ　ＳＱＵＡＲＥ 小売業 衣料品 5%

28,865 栃木県 市貝町 セブン－イレブン市貝赤羽店 小売業 食料品 2%

28,866 栃木県 市貝町 スーパーゴルフカントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

28,867 栃木県 市貝町 高田畳店 サービス その他サービス 5%

28,868 栃木県 市貝町 田野辺ＰＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,869 栃木県 市貝町 田村自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

28,870 栃木県 市貝町 みのり　市貝店 小売業 家具・調度品 5%

28,871 栃木県 市貝町 ｌａｆｉｌｌｅｄｅｃａｍｐａｇｎｅ サービス その他サービス 5%

28,872 栃木県 宇都宮市 ’ａ’ａｌａ サービス 理容・美容業 5%

28,873 栃木県 宇都宮市 アーネストコスモ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,874 栃木県 宇都宮市 Ｒ?ＨＥＡＲＴＳ峰店 サービス 理容・美容業 5%

28,875 栃木県 宇都宮市 愛犬の美容室　ぷりぷり サービス その他サービス 5%

28,876 栃木県 宇都宮市 あいさぽ　宇都宮店 サービス その他サービス 5%

28,877 栃木県 宇都宮市 相沢電器設備 小売業 電化製品 5%

28,878 栃木県 宇都宮市 Ｉｖｏｒｙ　Ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

28,879 栃木県 宇都宮市 アイラッシュサロンＡｎｇｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

28,880 栃木県 宇都宮市 葵本店 サービス 飲食業 5%

28,881 栃木県 宇都宮市 あおぞら珈琲 サービス 飲食業 5%

28,882 栃木県 宇都宮市 アカイワパラグライダースクール 小売業 その他小売 5%

28,883 栃木県 宇都宮市 赤帽ナカヤ急送 サービス その他サービス 5%

28,884 栃木県 宇都宮市 アクツデンキ 小売業 電化製品 5%

28,885 栃木県 宇都宮市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｆｉｄｄｉｃｈ宇都宮 サービス 理容・美容業 5%

28,886 栃木県 宇都宮市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｇｌｅｎ宇都宮 サービス 理容・美容業 5%

28,887 栃木県 宇都宮市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｔｕｒｎｅｒ宇都宮 サービス 理容・美容業 5%

28,888 栃木県 宇都宮市 アサギリ高原パラグライダースクール 小売業 その他小売 5%

28,889 栃木県 宇都宮市 あさや 小売業 その他小売 5%

28,890 栃木県 宇都宮市 味問屋　明日香　宇都宮 サービス 飲食業 5%

28,891 栃木県 宇都宮市 アストロプロダクツ　宇都宮店 小売業 その他小売 5%

28,892 栃木県 宇都宮市 アットイーズ宇都宮店 小売業 その他小売 5%

28,893 栃木県 宇都宮市 アットイーズ　宇都宮店 小売業 その他小売 5%

28,894 栃木県 宇都宮市 アットミヤ サービス その他サービス 5%

28,895 栃木県 宇都宮市 アップルエイド宇都宮店 サービス その他サービス 5%

28,896 栃木県 宇都宮市 ＡＤＤＩＣＴＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%
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28,897 栃木県 宇都宮市 アドバンスＭＣ 小売業 その他小売 5%

28,898 栃木県 宇都宮市 Ａｔｅｌｉｅｒエヌ＆ワイ サービス その他サービス 5%

28,899 栃木県 宇都宮市 アトリエ　リカ 小売業 その他小売 5%

28,900 栃木県 宇都宮市 アニマート柳田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,901 栃木県 宇都宮市 アペックス サービス その他サービス 5%

28,902 栃木県 宇都宮市 アマタニ国際行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

28,903 栃木県 宇都宮市 アミング鶴田店 小売業 その他小売 5%

28,904 栃木県 宇都宮市 アミング陽東店 小売業 その他小売 5%

28,905 栃木県 宇都宮市 亜米利加屋 小売業 食料品 5%

28,906 栃木県 宇都宮市 アメリカ屋 小売業 衣料品 5%

28,907 栃木県 宇都宮市 ＡＲＯＵＮＤ　ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ　【アラウンド　ヘアラウンジ】 サービス 理容・美容業 5%

28,908 栃木県 宇都宮市 ａｒａｎｃｉｏＬｅａｔｈｅｒ 小売業 衣料品 5%

28,909 栃木県 宇都宮市 有賀園ゴルフ宇都宮店 小売業 その他小売 5%

28,910 栃木県 宇都宮市 アルソア美晴日 小売業 その他小売 5%

28,911 栃木県 宇都宮市 アルファテック　宇都宮店 サービス その他サービス 5%

28,912 栃木県 宇都宮市 アルミックわん 小売業 その他小売 5%

28,913 栃木県 宇都宮市 アロマセラピー　サニーサニー サービス その他サービス 5%

28,914 栃木県 宇都宮市 アロマティック　リラクゼーション　そらりす サービス その他サービス 5%

28,915 栃木県 宇都宮市 ａｒｏｍａｒｏｏｍ柚 サービス 理容・美容業 5%

28,916 栃木県 宇都宮市 アンジェリークアイラッシュ サービス 理容・美容業 5%

28,917 栃木県 宇都宮市 安心なたべもの屋さん 小売業 その他小売 5%

28,918 栃木県 宇都宮市 ａｎｔｉｃｃａ サービス 理容・美容業 5%

28,919 栃木県 宇都宮市 ＡＮＴ 小売業 衣料品 5%

28,920 栃木県 宇都宮市 安藤自動車工業 サービス その他サービス 5%

28,921 栃木県 宇都宮市 イージャンワークス サービス その他サービス 5%

28,922 栃木県 宇都宮市 飯塚動物病院 サービス その他サービス 5%

28,923 栃木県 宇都宮市 居酒屋　趣味屋 サービス 飲食業 5%

28,924 栃木県 宇都宮市 居酒屋　つむぎ 小売業 その他小売 5%

28,925 栃木県 宇都宮市 居酒屋ばんばん サービス 飲食業 5%

28,926 栃木県 宇都宮市 イタリアン創作酒房　柳庵 サービス 飲食業 5%

28,927 栃木県 宇都宮市 ｓａｌｏｎ－ｕｔｓｕｎｏｍｉｙａ 小売業 衣料品 5%

28,928 栃木県 宇都宮市 いちごの里 小売業 食料品 5%

28,929 栃木県 宇都宮市 出光上田原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,930 栃木県 宇都宮市 出光白沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,931 栃木県 宇都宮市 出光セルフイン西川田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,932 栃木県 宇都宮市 出光日光街道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,933 栃木県 宇都宮市 出光ハートフル・コテ山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,934 栃木県 宇都宮市 いなみ動物病院 サービス その他サービス 5%

28,935 栃木県 宇都宮市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ今宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,936 栃木県 宇都宮市 いろはや サービス 飲食業 5%

28,937 栃木県 宇都宮市 インターパーク動物病院 サービス その他サービス 5%

28,938 栃木県 宇都宮市 ヴィラ　宇都宮桜店 サービス その他サービス 5%
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28,939 栃木県 宇都宮市 上野楽器 小売業 その他小売 5%

28,940 栃木県 宇都宮市 上野楽器　駅前センター 小売業 その他小売 5%

28,941 栃木県 宇都宮市 上野楽器　ジェルム 小売業 その他小売 5%

28,942 栃木県 宇都宮市 上野楽器　店頭教室 小売業 その他小売 5%

28,943 栃木県 宇都宮市 上野楽器　西店 小売業 その他小売 5%

28,944 栃木県 宇都宮市 上野楽器　プリズム店 小売業 その他小売 5%

28,945 栃木県 宇都宮市 上野楽器　本店 小売業 その他小売 5%

28,946 栃木県 宇都宮市 上野楽器　御幸ヶ原センター 小売業 その他小売 5%

28,947 栃木県 宇都宮市 上野楽器ジープラザプリズム 小売業 その他小売 5%

28,948 栃木県 宇都宮市 ウォッチメゾン　タケカワ 小売業 貴金属・服飾品 5%

28,949 栃木県 宇都宮市 魚バル肴くしょん 小売業 その他小売 5%

28,950 栃木県 宇都宮市 宇治川武道具 小売業 その他小売 5%

28,951 栃木県 宇都宮市 ウズカ薬品 小売業 その他小売 5%

28,952 栃木県 宇都宮市 宇都宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,953 栃木県 宇都宮市 宇都宮アルプスの森　京屋茶舗 サービス 飲食業 5%

28,954 栃木県 宇都宮市 宇都宮飯田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

28,955 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮池上店 小売業 食料品 2%

28,956 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮石井西店 小売業 食料品 2%

28,957 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮石井東店 小売業 食料品 2%

28,958 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮石井南店 小売業 食料品 2%

28,959 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮石那田店 小売業 食料品 2%

28,960 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮一条店 小売業 食料品 2%

28,961 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮一の沢店 小売業 食料品 2%

28,962 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮一里南店 小売業 食料品 2%

28,963 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮岩曽東店 小売業 食料品 2%

28,964 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮岩曽町店 小売業 食料品 2%

28,965 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮インターパーク西店 小売業 食料品 2%

28,966 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮宇商通り店 小売業 食料品 2%

28,967 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮駅東口店 小売業 食料品 2%

28,968 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮駅前店 小売業 食料品 2%

28,969 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮岡本中央店 小売業 食料品 2%

28,970 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮岡本４号バイパス店 小売業 食料品 2%

28,971 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮小幡店 小売業 食料品 2%

28,972 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮上欠町店 小売業 食料品 2%

28,973 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮上籠谷店 小売業 食料品 2%

28,974 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮上田原店 小売業 食料品 2%

28,975 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮上鶴田店 小売業 食料品 2%

28,976 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮上戸祭店 小売業 食料品 2%

28,977 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮上戸祭南店 小売業 食料品 2%

28,978 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮刈沼店 小売業 食料品 2%

28,979 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮川田町店 小売業 食料品 2%

28,980 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮環状線北店 小売業 食料品 2%
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28,981 栃木県 宇都宮市 宇都宮餃子さつき本店 サービス 飲食業 5%

28,982 栃木県 宇都宮市 宇都宮清原自動車学校 サービス その他サービス 5%

28,983 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮清原台店 小売業 食料品 2%

28,984 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮清原台みなみ店 小売業 食料品 2%

28,985 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮越戸１丁目店 小売業 食料品 2%

28,986 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮鐺山店 小売業 食料品 2%

28,987 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮駒生運動公園前店 小売業 食料品 2%

28,988 栃木県 宇都宮市 宇都宮コンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

28,989 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮さいわい店 小売業 食料品 2%

28,990 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮下川俣店 小売業 食料品 2%

28,991 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮下栗一丁目店 小売業 食料品 2%

28,992 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮下栗新４号南店 小売業 食料品 2%

28,993 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮下田原店 小売業 食料品 2%

28,994 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮下砥上店 小売業 食料品 2%

28,995 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮下戸祭店 小売業 食料品 2%

28,996 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮下平出店 小売業 食料品 2%

28,997 栃木県 宇都宮市 宇都宮食販株式会社 小売業 食料品 5%

28,998 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮森林公園入口店 小売業 食料品 2%

28,999 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮末広店 小売業 食料品 2%

29,000 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮姿川店 小売業 食料品 2%

29,001 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮雀宮１丁目店 小売業 食料品 2%

29,002 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮雀宮中店 小売業 食料品 2%

29,003 栃木県 宇都宮市 宇都宮ステーションホテル サービス 宿泊業 5%

29,004 栃木県 宇都宮市 宇都宮大学消費生活協同組合 小売業 その他小売 5%

29,005 栃木県 宇都宮市 宇都宮大学生協　工学部 サービス その他サービス 5%

29,006 栃木県 宇都宮市 宇都宮大学生協　工学部ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

29,007 栃木県 宇都宮市 宇都宮大学生協　峰ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

29,008 栃木県 宇都宮市 宇都宮大学生協　峰ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

29,009 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮大工町店 小売業 食料品 2%

29,010 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮宝木本町店 小売業 食料品 2%

29,011 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮滝の原店 小売業 食料品 2%

29,012 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮滝谷町店 小売業 食料品 2%

29,013 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮鶴田三の沢店 小売業 食料品 2%

29,014 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮鶴田中央店 小売業 食料品 2%

29,015 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮鶴田バイパス店 小売業 食料品 2%

29,016 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮テクノポリス店 小売業 食料品 2%

29,017 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮東谷町店 小売業 食料品 2%

29,018 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮徳次郎店 小売業 食料品 2%

29,019 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮戸祭１丁目店 小売業 食料品 2%

29,020 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮戸祭４丁目店 小売業 食料品 2%

29,021 栃木県 宇都宮市 宇都宮ドローンアカデミー サービス その他サービス 5%

29,022 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮中今泉店 小売業 食料品 2%
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29,023 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮長岡百穴店 小売業 食料品 2%

29,024 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮中里西店 小売業 食料品 2%

29,025 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮中戸祭店 小売業 食料品 2%

29,026 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮西川田２丁目店 小売業 食料品 2%

29,027 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮西店 小売業 食料品 2%

29,028 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮西２丁目店 小売業 食料品 2%

29,029 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮野沢店 小売業 食料品 2%

29,030 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮馬場通り店 小売業 食料品 2%

29,031 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮東今泉店 小売業 食料品 2%

29,032 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮東今泉２丁目店 小売業 食料品 2%

29,033 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮東宿郷店 小売業 食料品 2%

29,034 栃木県 宇都宮市 宇都宮病院売店 小売業 その他小売 5%

29,035 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮兵庫塚店 小売業 食料品 2%

29,036 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮平出工業団地店 小売業 食料品 2%

29,037 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮平出バイパス店 小売業 食料品 2%

29,038 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮平松バイパス店 小売業 食料品 2%

29,039 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮平松本町店 小売業 食料品 2%

29,040 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮双葉店 小売業 食料品 2%

29,041 栃木県 宇都宮市 宇都宮ブリッツェン 小売業 その他小売 5%

29,042 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮細谷店 小売業 食料品 2%

29,043 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮瑞穂野店 小売業 食料品 2%

29,044 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮ミツトヨ前店 小売業 食料品 2%

29,045 栃木県 宇都宮市 宇都宮みやげん 小売業 食料品 5%

29,046 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮御幸ケ原町店 小売業 食料品 2%

29,047 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮御幸小学校前店 小売業 食料品 2%

29,048 栃木県 宇都宮市 宇都宮みんみんステーションバル店 サービス 飲食業 5%

29,049 栃木県 宇都宮市 宇都宮みんみんホテルメッツ店 サービス 飲食業 5%

29,050 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮元今泉店 小売業 食料品 2%

29,051 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮屋板町店 小売業 食料品 2%

29,052 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　東宝木センター 小売業 食料品 5%

29,053 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　雀の宮センター 小売業 食料品 5%

29,054 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　瑞穂センター 小売業 食料品 5%

29,055 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　陽光センター 小売業 食料品 5%

29,056 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　岩曽センター 小売業 食料品 5%

29,057 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売 さくらセンター 小売業 食料品 5%

29,058 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　大田原センター 小売業 食料品 5%

29,059 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　矢板センター 小売業 食料品 5%

29,060 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売 黒羽センター 小売業 食料品 5%

29,061 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　杉並木センター 小売業 食料品 5%

29,062 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　大沢センター 小売業 食料品 5%

29,063 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売 鹿沼南センター 小売業 食料品 5%

29,064 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　鹿沼中央センター 小売業 食料品 5%
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29,065 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　東簗瀬センター 小売業 食料品 5%

29,066 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　晃望台センター 小売業 食料品 5%

29,067 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売 細谷センター 小売業 食料品 5%

29,068 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　マロニエセンター 小売業 食料品 5%

29,069 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　御本丸センター 小売業 食料品 5%

29,070 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　県庁前センター 小売業 食料品 5%

29,071 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　鬼怒川センター 小売業 食料品 5%

29,072 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　柚子の里センター 小売業 食料品 5%

29,073 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売 黒磯東センター 小売業 食料品 5%

29,074 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　黒磯西センター 小売業 食料品 5%

29,075 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売 上三川センター 小売業 食料品 5%

29,076 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　烏山センター 小売業 食料品 5%

29,077 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売 西那須野センター 小売業 食料品 5%

29,078 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　桜並木センター 小売業 食料品 5%

29,079 栃木県 宇都宮市 宇都宮ヤクルト販売　清原台センター 小売業 食料品 5%

29,080 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮簗瀬市場前店 小売業 食料品 2%

29,081 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮簗瀬１丁目店 小売業 食料品 2%

29,082 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮簗瀬城東小前店 小売業 食料品 2%

29,083 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮簗瀬中央店 小売業 食料品 2%

29,084 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮簗瀬町店 小売業 食料品 2%

29,085 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮山本１丁目店 小売業 食料品 2%

29,086 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮弥生店 小売業 食料品 2%

29,087 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮ゆいの杜北店 小売業 食料品 2%

29,088 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮陽東５丁目店 小売業 食料品 2%

29,089 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮陽東２丁目店 小売業 食料品 2%

29,090 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮陽東８丁目店 小売業 食料品 2%

29,091 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮陽南通り店 小売業 食料品 2%

29,092 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮横川中学校前店 小売業 食料品 2%

29,093 栃木県 宇都宮市 うつのみや緑花木センター 小売業 その他小売 5%

29,094 栃木県 宇都宮市 宇都宮リラクゼーション　今泉店 サービス その他サービス 5%

29,095 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮若草３丁目店 小売業 食料品 2%

29,096 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮若草店 小売業 食料品 2%

29,097 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮若松原店 小売業 食料品 2%

29,098 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン宇都宮若松原２丁目店 小売業 食料品 2%

29,099 栃木県 宇都宮市 宇都宮わちふぃーるど 小売業 その他小売 5%

29,100 栃木県 宇都宮市 宇東関口酒店 小売業 食料品 5%

29,101 栃木県 宇都宮市 海蔵 サービス 飲食業 5%

29,102 栃木県 宇都宮市 海蔵県庁前通り店 サービス 飲食業 5%

29,103 栃木県 宇都宮市 海蔵ＪＲ駅東口店 サービス 飲食業 5%

29,104 栃木県 宇都宮市 Ｕｌｔｒａ　ＣＵＢＥ　ａｔ　Ｉｎｏｕｅ　【ウルトラキューブアットイノウエ】 サービス 理容・美容業 5%

29,105 栃木県 宇都宮市 ｕｌｕ．Ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

29,106 栃木県 宇都宮市 運転代行欅 サービス 運輸業 5%
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29,107 栃木県 宇都宮市 株式会社エーアイディー　宇都宮店 小売業 家具・調度品 5%

29,108 栃木県 宇都宮市 エーアイディー宇都宮店 小売業 家具・調度品 5%

29,109 栃木県 宇都宮市 エイド　宇都宮営業所 小売業 その他小売 5%

29,110 栃木県 宇都宮市 エイド 小売業 電化製品 5%

29,111 栃木県 宇都宮市 ＡＧカフェ サービス 飲食業 5%

29,112 栃木県 宇都宮市 ＡＧカフェ サービス 飲食業 5%

29,113 栃木県 宇都宮市 ｅｃｌａｆｆｉｎｅ サービス その他サービス 5%

29,114 栃木県 宇都宮市 ＳＯＳｐｏｒｔｓ サービス その他サービス 5%

29,115 栃木県 宇都宮市 エダデンキ 小売業 電化製品 5%

29,116 栃木県 宇都宮市 ｅｔｈｉｃａ　【エチカ】 サービス 理容・美容業 5%

29,117 栃木県 宇都宮市 Ｅｔｅｒｎｏ　Ｌｉｎｄｏ　美容室　【エテルノ　リンド】 サービス 理容・美容業 5%

29,118 栃木県 宇都宮市 エメフィール　インターパーク宇都宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,119 栃木県 宇都宮市 エルダー薬局 小売業 その他小売 5%

29,120 栃木県 宇都宮市 ＥＬＤＡＢＯ サービス 飲食業 5%

29,121 栃木県 宇都宮市 オアシスカフェ平松店 サービス 飲食業 5%

29,122 栃木県 宇都宮市 大川宇都宮店 小売業 家具・調度品 5%

29,123 栃木県 宇都宮市 大川家具　宇都宮店 小売業 家具・調度品 5%

29,124 栃木県 宇都宮市 大橋自動車 サービス その他サービス 5%

29,125 栃木県 宇都宮市 オーハシスポーツ 小売業 その他小売 5%

29,126 栃木県 宇都宮市 大牧獣医科 サービス その他サービス 5%

29,127 栃木県 宇都宮市 お醤油屋さんのおせんべい本舗宇都宮店 小売業 食料品 5%

29,128 栃木県 宇都宮市 お茶の藤田園 小売業 食料品 5%

29,129 栃木県 宇都宮市 オートレット　宇都宮北店 小売業 その他小売 5%

29,130 栃木県 宇都宮市 オトンヌ サービス 理容・美容業 5%

29,131 栃木県 宇都宮市 おまかせ屋／ＨＡＴｃａｆｅ サービス その他サービス 5%

29,132 栃木県 宇都宮市 オリックスレンタカー宇都宮駅西口店 サービス その他サービス 2%

29,133 栃木県 宇都宮市 オリックスレンタカー宇都宮駅東口店 サービス その他サービス 2%

29,134 栃木県 宇都宮市 オリックスレンタカー宇都宮二荒町店 サービス その他サービス 2%

29,135 栃木県 宇都宮市 オリックスレンタカー宇都宮陽東店 サービス その他サービス 2%

29,136 栃木県 宇都宮市 温熱しおん サービス 理容・美容業 5%

29,137 栃木県 宇都宮市 温野菜宇都宮泉が丘店 サービス 飲食業 2%

29,138 栃木県 宇都宮市 温野菜宇都宮インターパーク店 サービス 飲食業 2%

29,139 栃木県 宇都宮市 加圧スタジオ８２３ 峰スタジオ サービス その他サービス 5%

29,140 栃木県 宇都宮市 株式会社モモ サービス その他サービス 5%

29,141 栃木県 宇都宮市 カードラボ宇都宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

29,142 栃木県 宇都宮市 カーポート鶴田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,143 栃木県 宇都宮市 海道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,144 栃木県 宇都宮市 カイロプラクティックきみどり サービス 理容・美容業 5%

29,145 栃木県 宇都宮市 ＧＡＵＣＨＯ 小売業 その他小売 5%

29,146 栃木県 宇都宮市 ＧＡＵＣＨＯ　ＧＡＵＣＨＯ 小売業 その他小売 5%

29,147 栃木県 宇都宮市 隠れ家エステＳａｌｏｎＭｉｍｐｉ サービス 理容・美容業 5%

29,148 栃木県 宇都宮市 ガジェットクリニック江曽島店 サービス その他サービス 5%
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29,149 栃木県 宇都宮市 カズサヤ写真館 小売業 電化製品 5%

29,150 栃木県 宇都宮市 月山 サービス 飲食業 5%

29,151 栃木県 宇都宮市 がってん寿司宇都宮カトレアガーデン店 サービス 飲食業 5%

29,152 栃木県 宇都宮市 割烹三日月 サービス 飲食業 5%

29,153 栃木県 宇都宮市 加藤釣具店 小売業 その他小売 5%

29,154 栃木県 宇都宮市 カトレア薬局 小売業 その他小売 5%

29,155 栃木県 宇都宮市 鹿沼インター通り店 サービス その他サービス 2%

29,156 栃木県 宇都宮市 有限会社カネコアイメディカル 小売業 その他小売 5%

29,157 栃木県 宇都宮市 かねまつ　宇都宮パセオ店 小売業 衣料品 5%

29,158 栃木県 宇都宮市 ｃａｆｅ　ｕｓｗ． サービス 飲食業 5%

29,159 栃木県 宇都宮市 株式会社ウナン サービス 運輸業 5%

29,160 栃木県 宇都宮市 株式会社Ａｕｔｏハニービー サービス その他サービス 5%

29,161 栃木県 宇都宮市 カネショウ 小売業 衣料品 5%

29,162 栃木県 宇都宮市 株式会社きくや酒店　酒舗　三弦 小売業 食料品 5%

29,163 栃木県 宇都宮市 株式会社きくや酒店　きくや酒店　砥上店 小売業 食料品 5%

29,164 栃木県 宇都宮市 株式会社きくや酒店　きくや酒店　上戸祭店 小売業 食料品 5%

29,165 栃木県 宇都宮市 株式会社きくや酒店　きくや酒店　東宿郷店 小売業 食料品 5%

29,166 栃木県 宇都宮市 株式会社きくや酒店　本社 小売業 食料品 5%

29,167 栃木県 宇都宮市 株式会社きくや酒店 きくや酒店 新里店 小売業 食料品 5%

29,168 栃木県 宇都宮市 株式会社仁 サービス 理容・美容業 5%

29,169 栃木県 宇都宮市 株式会社　新和 サービス その他サービス 5%

29,170 栃木県 宇都宮市 株式会社鈴印 サービス その他サービス 5%

29,171 栃木県 宇都宮市 株式会社蛸屋 一ノ沢店 小売業 食料品 5%

29,172 栃木県 宇都宮市 株式会社蛸屋 下栗店 小売業 食料品 5%

29,173 栃木県 宇都宮市 株式会社蛸屋 雀宮南店 小売業 食料品 5%

29,174 栃木県 宇都宮市 株式会社蛸屋 砥上店 小売業 食料品 5%

29,175 栃木県 宇都宮市 株式会社田中本店 靴のタナカ 小売業 その他小売 5%

29,176 栃木県 宇都宮市 株式会社ゆうわ サービス その他サービス 5%

29,177 栃木県 宇都宮市 釜川 サービス 飲食業 5%

29,178 栃木県 宇都宮市 上小倉ＳＳ　米屋商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,179 栃木県 宇都宮市 上河内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,180 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン上河内中里店 小売業 食料品 2%

29,181 栃木県 宇都宮市 上戸祭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,182 栃木県 宇都宮市 カミヤマスポーツ 小売業 その他小売 5%

29,183 栃木県 宇都宮市 亀田家具 小売業 家具・調度品 5%

29,184 栃木県 宇都宮市 カモフラージュ 小売業 衣料品 5%

29,185 栃木県 宇都宮市 ｋａｒａｄａｓｕｐｐｉｎ． サービス 理容・美容業 5%

29,186 栃木県 宇都宮市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋宇都宮インターパーク店 サービス 飲食業 2%

29,187 栃木県 宇都宮市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋宇都宮下川俣店 サービス 飲食業 2%

29,188 栃木県 宇都宮市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋宇都宮西原店 サービス 飲食業 2%

29,189 栃木県 宇都宮市 カワカミ薬品 小売業 その他小売 5%

29,190 栃木県 宇都宮市 カワサキ　プラザ宇都宮インターパーク 小売業 その他小売 5%
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29,191 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン河内金井台店 小売業 食料品 2%

29,192 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン河内下岡本店 小売業 食料品 2%

29,193 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン河内中岡本店 小売業 食料品 2%

29,194 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン河内奈坪台店 小売業 食料品 2%

29,195 栃木県 宇都宮市 眼鏡店オグラ　宇都宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,196 栃木県 宇都宮市 元祖日昇堂日光本店 小売業 食料品 5%

29,197 栃木県 宇都宮市 かんてい局　宇都宮店 小売業 その他小売 5%

29,198 栃木県 宇都宮市 かんてい局宇都宮戸祭店 小売業 その他小売 5%

29,199 栃木県 宇都宮市 関東タイヤ販売 小売業 その他小売 5%

29,200 栃木県 宇都宮市 きこえの相談室　宇都宮店 小売業 その他小売 5%

29,201 栃木県 宇都宮市 季節料理　なかはら サービス 飲食業 5%

29,202 栃木県 宇都宮市 吉祥寺菊屋 小売業 その他小売 5%

29,203 栃木県 宇都宮市 ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧ＆ＦＩＴＮＥＳＳＺＥＲＯ－ＩＮＦＩＮＩＴＹ－ サービス その他サービス 5%

29,204 栃木県 宇都宮市 ＫＩＴＣＨＥＮ　ＢＡＲ　雑草家 サービス 飲食業 5%

29,205 栃木県 宇都宮市 ギフトショップ　セラヴィ 小売業 その他小売 5%

29,206 栃木県 宇都宮市 ＫＩＭＯＮＯしゃなり 小売業 衣料品 5%

29,207 栃木県 宇都宮市 ぎやまんｙ サービス 飲食業 5%

29,208 栃木県 宇都宮市 ギャラリーアイ 小売業 衣料品 5%

29,209 栃木県 宇都宮市 牛角宇都宮中央店 サービス 飲食業 2%

29,210 栃木県 宇都宮市 牛角宇都宮鶴田点 サービス 飲食業 2%

29,211 栃木県 宇都宮市 牛角競輪場通り店 サービス 飲食業 2%

29,212 栃木県 宇都宮市 牛角簗瀬店 サービス 飲食業 2%

29,213 栃木県 宇都宮市 ＧＹＵ ＭＡＲＵ 焼肉処 牛丸はなれ サービス 飲食業 5%

29,214 栃木県 宇都宮市 餃子ノあん サービス 飲食業 5%

29,215 栃木県 宇都宮市 行政書士福田国際法務事務所 サービス その他サービス 5%

29,216 栃木県 宇都宮市 京屋茶舗 サービス 飲食業 5%

29,217 栃木県 宇都宮市 きらく きらく駅東店 サービス 飲食業 5%

29,218 栃木県 宇都宮市 きらく　きらく伝馬町店 サービス 飲食業 5%

29,219 栃木県 宇都宮市 極　存じやす サービス 飲食業 5%

29,220 栃木県 宇都宮市 ＧＩＮＲＥＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,221 栃木県 宇都宮市 クアトロインターパーク店 サービス 理容・美容業 5%

29,222 栃木県 宇都宮市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ宇都宮店 小売業 その他小売 5%

29,223 栃木県 宇都宮市 ＫＣＵＣＨＡＲＩＳＭＯ サービス 飲食業 5%

29,224 栃木県 宇都宮市 Ｋｃｕｃｈａｒｉｓｍｏｇ５ サービス 飲食業 5%

29,225 栃木県 宇都宮市 空明 サービス 飲食業 5%

29,226 栃木県 宇都宮市 靴修理店　ａｍｏｒ サービス その他サービス 5%

29,227 栃木県 宇都宮市 グッドタイムタケカワ 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,228 栃木県 宇都宮市 クライミングジムゼロ宇都宮下栗店 サービス その他サービス 5%

29,229 栃木県 宇都宮市 クライミングジムゼロ宇都宮店 サービス その他サービス 5%

29,230 栃木県 宇都宮市 ＧＲＡＮＤ?ＰＬＡＣＥＱ サービス その他サービス 5%

29,231 栃木県 宇都宮市 クリーニングトミー　今宮店 サービス その他サービス 5%

29,232 栃木県 宇都宮市 クリーニングトミー　滝谷店 サービス その他サービス 5%
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29,233 栃木県 宇都宮市 クリーニングみゆき サービス その他サービス 5%

29,234 栃木県 宇都宮市 グリッター　グリッター越戸店 サービス 理容・美容業 5%

29,235 栃木県 宇都宮市 グリッター　グリッター雀宮店 サービス 理容・美容業 5%

29,236 栃木県 宇都宮市 クリーンワークス サービス その他サービス 5%

29,237 栃木県 宇都宮市 グルービー宇都宮店 サービス 飲食業 5%

29,238 栃木県 宇都宮市 黒潮鮨 サービス 飲食業 5%

29,239 栃木県 宇都宮市 黒潮鮨　西川田店 サービス 飲食業 5%

29,240 栃木県 宇都宮市 ＣＲＯＳＳ　ＲＯＡＤ サービス その他サービス 5%

29,241 栃木県 宇都宮市 ＳＭＯＫＥＭＡＮ サービス 飲食業 5%

29,242 栃木県 宇都宮市 健康房　デイリー サービス その他サービス 5%

29,243 栃木県 宇都宮市 県庁前　長寿庵 サービス 飲食業 5%

29,244 栃木県 宇都宮市 健裕館宇都宮療術院 サービス その他サービス 5%

29,245 栃木県 宇都宮市 ＣＯＲＥ　ーｄｅ　ｌａ　ｍｅｒー サービス 理容・美容業 5%

29,246 栃木県 宇都宮市 工学部食堂 サービス その他サービス 5%

29,247 栃木県 宇都宮市 合資会社大和屋商店 小売業 食料品 5%

29,248 栃木県 宇都宮市 合同会社メディカルソロジー研究所 サービス その他サービス 5%

29,249 栃木県 宇都宮市 セブンーイレブンＫＯＹＯ栃木県立がんセンター店 小売業 食料品 2%

29,250 栃木県 宇都宮市 ＧＥＢＣｃｒａｆｔ サービス その他サービス 5%

29,251 栃木県 宇都宮市 コープ越戸店 小売業 食料品 5%

29,252 栃木県 宇都宮市 コープ鶴田店 小売業 食料品 5%

29,253 栃木県 宇都宮市 個人板橋タクシ－ サービス 運輸業 5%

29,254 栃木県 宇都宮市 コスモファウスト 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,255 栃木県 宇都宮市 コスモファウストＳＳ コスモファウスト宇都宮川田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,256 栃木県 宇都宮市 骨格矯正サロンさくら サービス その他サービス 5%

29,257 栃木県 宇都宮市 個徹ゼミナール サービス その他サービス 5%

29,258 栃木県 宇都宮市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　駒生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,259 栃木県 宇都宮市 ゴルフ工房　ＹＡＲＤ－ＵＰ サービス その他サービス 5%

29,260 栃木県 宇都宮市 ｃｏｎｃｅｐｔ　ＲＡＧ サービス 理容・美容業 5%

29,261 栃木県 宇都宮市 コンセーレ サービス 宿泊業 5%

29,262 栃木県 宇都宮市 彩きもの学院　宇都宮校 小売業 衣料品 5%

29,263 栃木県 宇都宮市 サイクルショップ　カントウ 小売業 その他小売 5%

29,264 栃木県 宇都宮市 斎藤電器 小売業 電化製品 5%

29,265 栃木県 宇都宮市 ｓａｉｈｉ 小売業 衣料品 5%

29,266 栃木県 宇都宮市 株式会社ｓａｉｈｉ 小売業 衣料品 5%

29,267 栃木県 宇都宮市 さかきばら動物病院 サービス その他サービス 5%

29,268 栃木県 宇都宮市 肴菜楽水 サービス 飲食業 5%

29,269 栃木県 宇都宮市 坂本商事株式会社 サービス 宿泊業 2%

29,270 栃木県 宇都宮市 サカワデンキ 小売業 電化製品 5%

29,271 栃木県 宇都宮市 サキナビューティーラウンジ宇都宮 小売業 その他小売 5%

29,272 栃木県 宇都宮市 佐瀬敏雄商店宇都宮店 小売業 電化製品 5%

29,273 栃木県 宇都宮市 ｚａｐｐａ　ｕｎｏ 小売業 衣料品 5%

29,274 栃木県 宇都宮市 ＳＡＡＤ　宇都宮インターパークビレッジ店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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29,275 栃木県 宇都宮市 ＳＡＡＤ　宇都宮インターパークビレ 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,276 栃木県 宇都宮市 佐藤電機 小売業 電化製品 5%

29,277 栃木県 宇都宮市 サトーカメラインターパーク店 小売業 その他小売 5%

29,278 栃木県 宇都宮市 サトーカメラ宇都宮雀宮店 小売業 その他小売 5%

29,279 栃木県 宇都宮市 サトーカメラ宇都宮鶴田店 小売業 その他小売 5%

29,280 栃木県 宇都宮市 サトーカメラ宇都宮細谷店 小売業 その他小売 5%

29,281 栃木県 宇都宮市 サトーカメラ宇都宮簗瀬店 小売業 その他小売 5%

29,282 栃木県 宇都宮市 サトーカメラ法人営業部 小売業 その他小売 5%

29,283 栃木県 宇都宮市 サトーカメラ本店 小売業 その他小売 5%

29,284 栃木県 宇都宮市 ＳＵＮＮＹＭＡＲＫＥＴ 小売業 衣料品 5%

29,285 栃木県 宇都宮市 ＳＡＢＡ　ｓｗｅｅｔ サービス 理容・美容業 5%

29,286 栃木県 宇都宮市 茶寮やすの サービス 飲食業 5%

29,287 栃木県 宇都宮市 ＳＡＬＯＮＤＥＤＯＵＸ岩曽店 サービス 理容・美容業 5%

29,288 栃木県 宇都宮市 ＳＡＬＯＮ　ＤＥ　ＤＯＵＸ　本店 サービス 理容・美容業 5%

29,289 栃木県 宇都宮市 サン・マルタン 小売業 食料品 5%

29,290 栃木県 宇都宮市 ｃｉｎｑ サービス 理容・美容業 5%

29,291 栃木県 宇都宮市 三汁七菜天毬 サービス 飲食業 5%

29,292 栃木県 宇都宮市 ＳＥＮＴＥＵＲＳ サービス 理容・美容業 5%

29,293 栃木県 宇都宮市 サンユー岩曽店 小売業 食料品 5%

29,294 栃木県 宇都宮市 サンユー上河内店 小売業 食料品 5%

29,295 栃木県 宇都宮市 サンユー戸祭台店 小売業 食料品 5%

29,296 栃木県 宇都宮市 サンユー奈坪店 小売業 食料品 5%

29,297 栃木県 宇都宮市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 宇都宮営業所 小売業 その他小売 5%

29,298 栃木県 宇都宮市 仕入れ大魔王 小売業 衣料品 5%

29,299 栃木県 宇都宮市 Ｊ－ＢＬＵＥ 小売業 その他小売 5%

29,300 栃木県 宇都宮市 ジェームス　細谷店 小売業 その他小売 2%

29,301 栃木県 宇都宮市 ジェームスみゆきが原店 小売業 その他小売 2%

29,302 栃木県 宇都宮市 ジェシカビューティー宇都宮 小売業 その他小売 5%

29,303 栃木県 宇都宮市 Ｃｉｅｌ　ｂｙ　Ｎａｔｕｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

29,304 栃木県 宇都宮市 四季の味　玉寿司 サービス 飲食業 5%

29,305 栃木県 宇都宮市 シークパナッシュ 小売業 その他小売 5%

29,306 栃木県 宇都宮市 株式会社アーデンモア サービス 理容・美容業 5%

29,307 栃木県 宇都宮市 じてんしゃの杜 サービス その他サービス 5%

29,308 栃木県 宇都宮市 下川俣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,309 栃木県 宇都宮市 下野菓子処うさぎや 小売業 食料品 5%

29,310 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン下野白沢店 小売業 食料品 2%

29,311 栃木県 宇都宮市 写楽館シンガイ サービス その他サービス 5%

29,312 栃木県 宇都宮市 シャルクレール 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,313 栃木県 宇都宮市 ｊｅｗｅｌｕｎａ サービス その他サービス 5%

29,314 栃木県 宇都宮市 ｓｕｃｒ? 小売業 その他小売 5%

29,315 栃木県 宇都宮市 ｓｕｃｒｅｓｔｏｎｅ－ｓｉｎｃｅ２０１３－ 小売業 その他小売 5%

29,316 栃木県 宇都宮市 寿限無餃子工房 サービス 飲食業 5%

700



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

29,317 栃木県 宇都宮市 シューズセンターイケダ氷室店 小売業 衣料品 5%

29,318 栃木県 宇都宮市 シューズセンターイケダ峰店 小売業 衣料品 5%

29,319 栃木県 宇都宮市 シューマート　宇都宮インターパーク店 小売業 衣料品 5%

29,320 栃木県 宇都宮市 シューマート宇都宮鶴田店 小売業 衣料品 5%

29,321 栃木県 宇都宮市 シューマート宇都宮ベルモール店 小売業 衣料品 5%

29,322 栃木県 宇都宮市 酒・楽・風コロナ サービス 飲食業 5%

29,323 栃木県 宇都宮市 ｓｙｒａｈａ サービス 理容・美容業 5%

29,324 栃木県 宇都宮市 白木屋　本店 小売業 その他小売 5%

29,325 栃木県 宇都宮市 シンエネ宇都宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,326 栃木県 宇都宮市 シンガイ写真館 サービス その他サービス 5%

29,327 栃木県 宇都宮市 ジンギスカンそら豆 サービス 飲食業 5%

29,328 栃木県 宇都宮市 新三（しんざ） サービス 飲食業 5%

29,329 栃木県 宇都宮市 新東自動車工業 サービス その他サービス 5%

29,330 栃木県 宇都宮市 新日本補聴器センター宇都宮店 小売業 その他小売 5%

29,331 栃木県 宇都宮市 新和食うた サービス 飲食業 5%

29,332 栃木県 宇都宮市 新和食　うた サービス 飲食業 5%

29,333 栃木県 宇都宮市 Ｓｗｉｔｃｈ　ＡＵＴＯ－ＣＲＡＦＴ サービス その他サービス 5%

29,334 栃木県 宇都宮市 末広美装 サービス その他サービス 5%

29,335 栃木県 宇都宮市 すがたかたち 小売業 家具・調度品 5%

29,336 栃木県 宇都宮市 ｓｋｉｎｃａｒｅｓａｒｏｎｐｌｕｍｅ サービス 理容・美容業 5%

29,337 栃木県 宇都宮市 寿し・割烹　冨久良 サービス 飲食業 5%

29,338 栃木県 宇都宮市 鮨　四季の味　しおん サービス 飲食業 5%

29,339 栃木県 宇都宮市 寿司屋台忠治 サービス 飲食業 5%

29,340 栃木県 宇都宮市 カイロプラクティックすずめ健康院 サービス 理容・美容業 5%

29,341 栃木県 宇都宮市 雀宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,342 栃木県 宇都宮市 雀宮ゴルフ練習場 サービス その他サービス 5%

29,343 栃木県 宇都宮市 すずらん本舗双葉店 小売業 食料品 5%

29,344 栃木県 宇都宮市 すずらん本舗本店 小売業 食料品 5%

29,345 栃木県 宇都宮市 スタジオ　かれん　宇都宮店 小売業 衣料品 5%

29,346 栃木県 宇都宮市 ＳＴＵＤＩＯ　Ａ´ サービス 理容・美容業 5%

29,347 栃木県 宇都宮市 スタジオカワシマ サービス その他サービス 5%

29,348 栃木県 宇都宮市 ｓｔｕｄｉｏ　ＪＯＩＮ サービス その他サービス 5%

29,349 栃木県 宇都宮市 Ｓｔｕｄｉｏ　ＳＨＩＮＢＩ－ＧＡＮ サービス その他サービス 5%

29,350 栃木県 宇都宮市 すたみな太郎　宇都宮西川田店 サービス 飲食業 5%

29,351 栃木県 宇都宮市 すたみな太郎　宇都宮東店 サービス 飲食業 5%

29,352 栃木県 宇都宮市 ステーキ＆ワイン存じやす サービス 飲食業 5%

29,353 栃木県 宇都宮市 ＳｐｉｎＣｉｔｙ 小売業 その他小売 5%

29,354 栃木県 宇都宮市 スポーツショップヤマトヤ 小売業 衣料品 5%

29,355 栃木県 宇都宮市 スマイルホテル宇都宮 サービス 宿泊業 5%

29,356 栃木県 宇都宮市 スマホスピタル宇都宮店 サービス その他サービス 5%

29,357 栃木県 宇都宮市 駿河屋　ＭＥＧＡドン・キホーテラパーク宇都宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

29,358 栃木県 宇都宮市 誠光堂薬局 小売業 その他小売 5%
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29,359 栃木県 宇都宮市 セオサイクル宇都宮店 小売業 その他小売 5%

29,360 栃木県 宇都宮市 セブンビューティー雀宮店 小売業 その他小売 5%

29,361 栃木県 宇都宮市 ７ＬＯＯＫＳ サービス 理容・美容業 5%

29,362 栃木県 宇都宮市 ７ＬＯＯＫＳ　ｃｒｅｏ サービス 理容・美容業 5%

29,363 栃木県 宇都宮市 セラ陽東 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,364 栃木県 宇都宮市 セルフステーション細谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,365 栃木県 宇都宮市 ｓｅｌｅｃｔｓｈｏｐｃｏｄａｍａ 小売業 衣料品 5%

29,366 栃木県 宇都宮市 ｓｅｌｅｃｔ＋ サービス 理容・美容業 5%

29,367 栃木県 宇都宮市 鮮肴 サービス 飲食業 5%

29,368 栃木県 宇都宮市 そば処　大八 サービス 飲食業 5%

29,369 栃木県 宇都宮市 ｓｏｒａｉｒｏ サービス その他サービス 5%

29,370 栃木県 宇都宮市 タージマハル サービス 飲食業 5%

29,371 栃木県 宇都宮市 ［ＨＣ］大栄商事有限会社 小売業 電化製品 5%

29,372 栃木県 宇都宮市 Ｄｉｎｉｎｇｂａｒ Ｔａｋｕａｎ Ｄｉｎｉｎｇｂａｒ Ｔａｋｕａｎ サービス 飲食業 5%

29,373 栃木県 宇都宮市 タイヤショップ　ミヤ 小売業 その他小売 5%

29,374 栃木県 宇都宮市 大陸食道　宮環豊郷店 サービス 飲食業 5%

29,375 栃木県 宇都宮市 ［ＨＣ］タカデン株式会社 小売業 電化製品 5%

29,376 栃木県 宇都宮市 高虎輪店 小売業 その他小売 5%

29,377 栃木県 宇都宮市 タケカワＧ－ＴＩＭＥ店 小売業 その他小売 5%

29,378 栃木県 宇都宮市 多気山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,379 栃木県 宇都宮市 ＴＡＺ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

29,380 栃木県 宇都宮市 橘家 サービス 飲食業 5%

29,381 栃木県 宇都宮市 田野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,382 栃木県 宇都宮市 たまき 小売業 家具・調度品 5%

29,383 栃木県 宇都宮市 丹波屋栃木銘店 小売業 その他小売 5%

29,384 栃木県 宇都宮市 竹山堂 小売業 電化製品 5%

29,385 栃木県 宇都宮市 チバコーヒー 小売業 その他小売 5%

29,386 栃木県 宇都宮市 チャイハネ　宇都宮 小売業 衣料品 5%

29,387 栃木県 宇都宮市 Ｃｈａｔｔｙ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

29,388 栃木県 宇都宮市 choki choki サービス 理容・美容業 5%

29,389 栃木県 宇都宮市 ツカハラ 小売業 衣料品 5%

29,390 栃木県 宇都宮市 有限会社ツナカワサイクル 小売業 その他小売 5%

29,391 栃木県 宇都宮市 ＤＲ　ＬＡＺＵＬＩ サービス 理容・美容業 5%

29,392 栃木県 宇都宮市 Ｔ－ＷＯＲＫＳ サービス その他サービス 5%

29,393 栃木県 宇都宮市 ＴＩＱＵＥ【ティクエ】 サービス 理容・美容業 5%

29,394 栃木県 宇都宮市 ＴｅｚｕｋａＪｅｗｅｌｒｙ．ＬＴＤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,395 栃木県 宇都宮市 手造り手前みそ　大和屋 小売業 食料品 5%

29,396 栃木県 宇都宮市 鉄道模型専門　美美模型　美美模型 小売業 その他小売 5%

29,397 栃木県 宇都宮市 手羽先唐揚げ　手羽丸 サービス 飲食業 5%

29,398 栃木県 宇都宮市 ＴＥＲＡＳｃｏｍｐａｎｙ 小売業 衣料品 5%

29,399 栃木県 宇都宮市 ＤＸＲＥＣＯＲＤＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

29,400 栃木県 宇都宮市 テーラーハシモト 小売業 衣料品 5%
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29,401 栃木県 宇都宮市 デリカゾンジヤス 小売業 食料品 5%

29,402 栃木県 宇都宮市 電化タックル 小売業 電化製品 5%

29,403 栃木県 宇都宮市 天使の森　宇都宮ヴィラージュ サービス その他サービス 5%

29,404 栃木県 宇都宮市 電ねっとアサノ 小売業 電化製品 5%

29,405 栃木県 宇都宮市 電ねっとアサノ高橋店 小売業 電化製品 5%

29,406 栃木県 宇都宮市 電ねっとアトム 小売業 電化製品 5%

29,407 栃木県 宇都宮市 電ねっとクワジマ 小売業 電化製品 5%

29,408 栃木県 宇都宮市 Ｄｏｉｓｎｅａｕ宇都宮 小売業 衣料品 5%

29,409 栃木県 宇都宮市 ＴＯＫＡＨＯＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

29,410 栃木県 宇都宮市 東京オート　宇都宮　若松原店 小売業 その他小売 5%

29,411 栃木県 宇都宮市 東玉　宇都宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

29,412 栃木県 宇都宮市 Ｔｕｋｋａ　ｔａｌｏ サービス 理容・美容業 5%

29,413 栃木県 宇都宮市 ときわ書店宇都宮南店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

29,414 栃木県 宇都宮市 徳次郎蕎麦 サービス 飲食業 5%

29,415 栃木県 宇都宮市 ｔｏｃｏｔｏｗａ サービス 理容・美容業 5%

29,416 栃木県 宇都宮市 トコヨ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,417 栃木県 宇都宮市 ＴＯＴＡＬ　ＢＥＡＵＴＹ　Ｓｅａｓｏｎ サービス 理容・美容業 5%

29,418 栃木県 宇都宮市 とちぎ園芸 小売業 その他小売 5%

29,419 栃木県 宇都宮市 栃木ツーリスト サービス その他サービス 5%

29,420 栃木県 宇都宮市 栃木ツーリスト サービス その他サービス 5%

29,421 栃木県 宇都宮市 栃木トヨペット宇都宮岩曽店 小売業 その他小売 5%

29,422 栃木県 宇都宮市 栃木トヨペット宇都宮岡本店 小売業 その他小売 5%

29,423 栃木県 宇都宮市 栃木トヨペット宇都宮宝木店 小売業 その他小売 5%

29,424 栃木県 宇都宮市 栃木トヨペット宇都宮平出店 小売業 その他小売 5%

29,425 栃木県 宇都宮市 栃木トヨペット宇都宮不動前店 小売業 その他小売 5%

29,426 栃木県 宇都宮市 栃木トヨペット本社サービステクノショップ 小売業 その他小売 5%

29,427 栃木県 宇都宮市 栃木トヨペットＵ－Ｃａｒセンター上横田店 小売業 その他小売 5%

29,428 栃木県 宇都宮市 栃木トヨペットレクサス宇都宮南 小売業 その他小売 5%

29,429 栃木県 宇都宮市 とちぎ家 サービス 飲食業 5%

29,430 栃木県 宇都宮市 とちぎ家 サービス 飲食業 5%

29,431 栃木県 宇都宮市 とちびより 小売業 その他小売 5%

29,432 栃木県 宇都宮市 ＴＯＰ　ＬＡＤＹ サービス 理容・美容業 5%

29,433 栃木県 宇都宮市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　戸祭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,434 栃木県 宇都宮市 トヨタカローラ栃木（宇都宮テクノセンタ－ 小売業 その他小売 5%

29,435 栃木県 宇都宮市 トヨタカローラ栃木宇都宮岩曽店 小売業 その他小売 5%

29,436 栃木県 宇都宮市 トヨタカローラ栃木宇都宮上横田店 小売業 その他小売 5%

29,437 栃木県 宇都宮市 トヨタカローラ栃木宇都宮細谷店 小売業 その他小売 5%

29,438 栃木県 宇都宮市 トヨタカローラ栃木宇都宮錦店 小売業 その他小売 5%

29,439 栃木県 宇都宮市 トヨタカローラ栃木宇都宮陽東店 小売業 その他小売 5%

29,440 栃木県 宇都宮市 トヨタカローラ栃木Ｕ－Ｃａｒ川田店 小売業 その他小売 5%

29,441 栃木県 宇都宮市 トヨタカローラ栃木Ｕ－Ｃａｒ鶴田店 小売業 その他小売 5%

29,442 栃木県 宇都宮市 トヨタ部品栃木共販東営業所 小売業 その他小売 5%
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29,443 栃木県 宇都宮市 株式会社　トヨタレンタリース栃木 サービス その他サービス 2%

29,444 栃木県 宇都宮市 トヨタレンタリース栃木　細谷店 サービス その他サービス 2%

29,445 栃木県 宇都宮市 トヨタレンタリース栃木宇都宮今泉店 サービス その他サービス 2%

29,446 栃木県 宇都宮市 トヨタレンタリース栃木宇都宮駅東口店 サービス その他サービス 2%

29,447 栃木県 宇都宮市 トヨタレンタリース栃木宇都宮駅西口店 サービス その他サービス 2%

29,448 栃木県 宇都宮市 トヨタレンタリース栃木鹿沼インター通り店 サービス その他サービス 2%

29,449 栃木県 宇都宮市 トヨタレンタリース栃木 サービス その他サービス 2%

29,450 栃木県 宇都宮市 トラットリア　エッセ サービス 飲食業 5%

29,451 栃木県 宇都宮市 とらのあな　宇都宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

29,452 栃木県 宇都宮市 とらのあな宇都宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

29,453 栃木県 宇都宮市 ＴｒａｖｅｌＳｔａｙＵｔｓｕｎｏｍｉｙａ サービス その他サービス 5%

29,454 栃木県 宇都宮市 ＴＲＡＮＳ 小売業 衣料品 5%

29,455 栃木県 宇都宮市 ドリームウイング 小売業 衣料品 5%

29,456 栃木県 宇都宮市 どりーむ運転代行 サービス その他サービス 5%

29,457 栃木県 宇都宮市 鶏陣 小売業 食料品 5%

29,458 栃木県 宇都宮市 トリニティ サービス 理容・美容業 5%

29,459 栃木県 宇都宮市 ｄｒｅｓｓｃｏｄｅ． 小売業 衣料品 5%

29,460 栃木県 宇都宮市 とりたんしゃ サービス 飲食業 5%

29,461 栃木県 宇都宮市 とんかつ　ひやま サービス 飲食業 5%

29,462 栃木県 宇都宮市 ナインスクエアＩＹ宇都宮店 小売業 衣料品 5%

29,463 栃木県 宇都宮市 なかい サービス 飲食業 5%

29,464 栃木県 宇都宮市 中村動物病院 サービス その他サービス 5%

29,465 栃木県 宇都宮市 ＮＡＧＯＮ　ＳＴＹＬＥ サービス 理容・美容業 5%

29,466 栃木県 宇都宮市 ナチュラル　ヘアー　デザイニング サービス 理容・美容業 5%

29,467 栃木県 宇都宮市 ｎａｔｕｒ　ｅｅｒ サービス 理容・美容業 5%

29,468 栃木県 宇都宮市 ｎａｔｕｒｅｅｒ　ｊｕｎｏ サービス 理容・美容業 5%

29,469 栃木県 宇都宮市 成田屋 サービス 飲食業 5%

29,470 栃木県 宇都宮市 にぎり屋  新門 サービス 飲食業 5%

29,471 栃木県 宇都宮市 肉窯　ｐｉｅｃｅ サービス 飲食業 5%

29,472 栃木県 宇都宮市 肉の万世　宇都宮インター店 サービス 飲食業 5%

29,473 栃木県 宇都宮市 ニコナチュール 小売業 その他小売 5%

29,474 栃木県 宇都宮市 ニコニコレンタカー宇都宮宿郷一丁目店 サービス その他サービス 5%

29,475 栃木県 宇都宮市 にじいろ薬局 小売業 その他小売 5%

29,476 栃木県 宇都宮市 日光ぷりん亭 小売業 食料品 5%

29,477 栃木県 宇都宮市 日星　本社　ＥＮＥＲＩＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,478 栃木県 宇都宮市 ニッセンシェイプ・サロン　マリーローズ 小売業 衣料品 5%

29,479 栃木県 宇都宮市 ニッセンシェイプ・サロンフェンティ 小売業 衣料品 5%

29,480 栃木県 宇都宮市 日本料理　たこ十 サービス 飲食業 5%

29,481 栃木県 宇都宮市 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ａｉｎａｎ サービス その他サービス 5%

29,482 栃木県 宇都宮市 ネッツトヨタ栃木株式会社 小売業 その他小売 5%

29,483 栃木県 宇都宮市 ネッツトヨタ栃木宇都宮ゆいの杜店 小売業 その他小売 5%

29,484 栃木県 宇都宮市 ネッツトヨタ栃木宇都宮中央店 小売業 その他小売 5%
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29,485 栃木県 宇都宮市 ネッツトヨタ栃木宇都宮西店 小売業 その他小売 5%

29,486 栃木県 宇都宮市 ネッツトヨタ栃木宇都宮不動前店 小売業 その他小売 5%

29,487 栃木県 宇都宮市 ネッツトヨタ栃木宇都宮みゆきが原店 小売業 その他小売 5%

29,488 栃木県 宇都宮市 ネッツトヨタ栃木ネッツウェルキャブステ 小売業 その他小売 5%

29,489 栃木県 宇都宮市 ネッツトヨタ栃木宇都宮駅東店 小売業 その他小売 5%

29,490 栃木県 宇都宮市 ネッツトヨタ栃木宇都宮競輪場通り店 小売業 その他小売 5%

29,491 栃木県 宇都宮市 ネッツトヨタ栃木宇都宮台新田店 小売業 その他小売 5%

29,492 栃木県 宇都宮市 Ｎｅｌｌｏ 小売業 食料品 5%

29,493 栃木県 宇都宮市 Ｎｏａｈ’ｓ　Ａｒｋ サービス 理容・美容業 5%

29,494 栃木県 宇都宮市 ＢＡＲ　桜井　パイプのけむり サービス 飲食業 5%

29,495 栃木県 宇都宮市 ＢｉｒｔＨ【バース】 サービス 理容・美容業 5%

29,496 栃木県 宇都宮市 ＢＩＣＹＣＬＥＰＡＲＫＯ２宇都宮店 小売業 その他小売 5%

29,497 栃木県 宇都宮市 ハシモト家電 小売業 電化製品 5%

29,498 栃木県 宇都宮市 パセ今宮 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,499 栃木県 宇都宮市 長谷川時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,500 栃木県 宇都宮市 パセ中央公園 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,501 栃木県 宇都宮市 Ｂａｓｅｌ 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,502 栃木県 宇都宮市 パソコン３６０　インターパーク宇都宮店 小売業 電化製品 5%

29,503 栃木県 宇都宮市 ＨＡＣＨＩＲＯ サービス 飲食業 5%

29,504 栃木県 宇都宮市 発酵のアグクル 小売業 食料品 5%

29,505 栃木県 宇都宮市 はっぴぃ３ サービス 飲食業 5%

29,506 栃木県 宇都宮市 パティスリーフラッグス 小売業 食料品 5%

29,507 栃木県 宇都宮市 バドミントンショップＮＡＮＡＨＡ 小売業 その他小売 5%

29,508 栃木県 宇都宮市 花らんど　うえき 小売業 その他小売 5%

29,509 栃木県 宇都宮市 ハヤシ無線 小売業 電化製品 5%

29,510 栃木県 宇都宮市 原口ダイビングサービス サービス その他サービス 5%

29,511 栃木県 宇都宮市 Ｂａｌｉｎｅｓｅ　ｓａｌｏｎ　Ｌａｘｍｙ サービス その他サービス 5%

29,512 栃木県 宇都宮市 Ｂａｒ　Ｌｉｎｋ 小売業 その他小売 5%

29,513 栃木県 宇都宮市 晴吉 サービス 飲食業 5%

29,514 栃木県 宇都宮市 ヒーリングサロンｏ＇ｌｕｏ＇ｌｕ サービス 理容・美容業 5%

29,515 栃木県 宇都宮市 ＨａｗａｉＩａｎｌｏｍｉｌｏｍｉｓａｌｏｎｍａｌｉｅ サービス 理容・美容業 5%

29,516 栃木県 宇都宮市 ロミロミマッサージ　マハロ サービス その他サービス 5%

29,517 栃木県 宇都宮市 ハンコ卸売センター宇都宮店 サービス その他サービス 5%

29,518 栃木県 宇都宮市 半田モータース サービス その他サービス 5%

29,519 栃木県 宇都宮市 ばんどう太郎宇都宮店 サービス 飲食業 5%

29,520 栃木県 宇都宮市 番屋せい兵衛 サービス 飲食業 5%

29,521 栃木県 宇都宮市 ＪＭ／ＰＳＬプラナ整体ラボ サービス その他サービス 5%

29,522 栃木県 宇都宮市 ＰＭＳ　宇都宮センター 小売業 その他小売 5%

29,523 栃木県 宇都宮市 Ｂ２Ｓｕｇｉｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

29,524 栃木県 宇都宮市 ＢＥＡＴＣＬＵＢ　ＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

29,525 栃木県 宇都宮市 ＢＭＷモトラッド宇都宮 小売業 その他小売 5%

29,526 栃木県 宇都宮市 ビクトリアＧ Ｆ 雷オヤジの餃子 ビクトリアＧ Ｆ 小売業 その他小売 5%
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29,527 栃木県 宇都宮市 ビジネスホテル　ＰＡＬ サービス 宿泊業 5%

29,528 栃木県 宇都宮市 ビジョナリテイリング サービス その他サービス 5%

29,529 栃木県 宇都宮市 ＢＩＳＴＡ　【ビスタ】 サービス 理容・美容業 5%

29,530 栃木県 宇都宮市 Ｂｉｓｔｒｏ　ＵＥＮＯ　Ｎｉｂａｎｃｈｏ サービス 飲食業 5%

29,531 栃木県 宇都宮市 ビストロ・ソレイユ サービス 飲食業 5%

29,532 栃木県 宇都宮市 ビックミート山久鶴田町店 小売業 食料品 5%

29,533 栃木県 宇都宮市 飛菜鶏 サービス 飲食業 5%

29,534 栃木県 宇都宮市 ひな野　宇都宮店 サービス 飲食業 5%

29,535 栃木県 宇都宮市 ひびの動物病院 サービス その他サービス 5%

29,536 栃木県 宇都宮市 Ｏｎｌｙ　Ｙｏｕ サービス その他サービス 5%

29,537 栃木県 宇都宮市 美容室 Ｅｎｃｈａｎｔ?ｅ サービス 理容・美容業 5%

29,538 栃木県 宇都宮市 美容室　隆 サービス 理容・美容業 5%

29,539 栃木県 宇都宮市 美容室Ｅｎｃｈａｎｔ?ｅ サービス 理容・美容業 5%

29,540 栃木県 宇都宮市 美容室Ｎ サービス 理容・美容業 5%

29,541 栃木県 宇都宮市 美容室グリッター　越戸店 サービス 理容・美容業 5%

29,542 栃木県 宇都宮市 美容室グリッター　雀宮店 サービス 理容・美容業 5%

29,543 栃木県 宇都宮市 美容室・ハニーポット サービス 理容・美容業 5%

29,544 栃木県 宇都宮市 美容室Ｌｅａｆ　【リーフ】 サービス 理容・美容業 5%

29,545 栃木県 宇都宮市 平田電機店 小売業 電化製品 5%

29,546 栃木県 宇都宮市 ピロースタンドパセオ宇都宮店 小売業 その他小売 5%

29,547 栃木県 宇都宮市 ひろ喜 サービス 飲食業 5%

29,548 栃木県 宇都宮市 ヒロコ美容室 サービス 理容・美容業 5%

29,549 栃木県 宇都宮市 ファミリーファッション共栄 小売業 衣料品 5%

29,550 栃木県 宇都宮市 フィオラーノ 小売業 衣料品 5%

29,551 栃木県 宇都宮市 ｆａｉｒａｄｄｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

29,552 栃木県 宇都宮市 ＢｕｏｎａＶＩｔａ宇都宮パセオ 小売業 その他小売 5%

29,553 栃木県 宇都宮市 ＶＷ栃木中央 小売業 その他小売 5%

29,554 栃木県 宇都宮市 福一吉 サービス 飲食業 5%

29,555 栃木県 宇都宮市 福田屋ショッピングプラザ宇都宮店 小売業 その他小売 5%

29,556 栃木県 宇都宮市 フクダヤトラベラーズ今泉支店 サービス その他サービス 5%

29,557 栃木県 宇都宮市 フクダヤトラベラーズクラブインターパーク サービス その他サービス 5%

29,558 栃木県 宇都宮市 藤倉電気江曽島店 小売業 電化製品 5%

29,559 栃木県 宇都宮市 藤茂登そば店 サービス 飲食業 5%

29,560 栃木県 宇都宮市 武州養蜂園　宇都宮店 小売業 食料品 5%

29,561 栃木県 宇都宮市 プジョー宇都宮 小売業 その他小売 5%

29,562 栃木県 宇都宮市 フタバ電化戸祭店 小売業 電化製品 5%

29,563 栃木県 宇都宮市 フタバ堂　宇都宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,564 栃木県 宇都宮市 フタバヤ 小売業 その他小売 5%

29,565 栃木県 宇都宮市 ｆｕｄａｎｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

29,566 栃木県 宇都宮市 ｆｕｄａｎ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

29,567 栃木県 宇都宮市 Ｂｏｕｔｉｑｕｅｃｈｅｚｍｏｉ 小売業 その他小売 5%

29,568 栃木県 宇都宮市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ不動前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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29,569 栃木県 宇都宮市 ふとんのわくい 小売業 家具・調度品 5%

29,570 栃木県 宇都宮市 ［ＨＣ］舟橋電機商会 小売業 電化製品 5%

29,571 栃木県 宇都宮市 ｆｕｔｕｒｅａｎｔｉｑｕｅｓ 小売業 衣料品 5%

29,572 栃木県 宇都宮市 ＢＲＩＳＥ　北一の沢店 サービス その他サービス 5%

29,573 栃木県 宇都宮市 プライベートサロン　ＴＨＥＴＡ サービス その他サービス 5%

29,574 栃木県 宇都宮市 ｐｒｉｖａｔｅボディメイクサロンｓｅｉｂｅｌｌａ サービス 理容・美容業 5%

29,575 栃木県 宇都宮市 ブラジルコーヒーショップ サービス 飲食業 5%

29,576 栃木県 宇都宮市 Ｆｌｏｗｅｒかれん 小売業 その他小売 5%

29,577 栃木県 宇都宮市 プリエ 小売業 衣料品 5%

29,578 栃木県 宇都宮市 振袖プラチナ館　宇都宮店 小売業 衣料品 5%

29,579 栃木県 宇都宮市 ＢＲＩＤＧＥ サービス その他サービス 5%

29,580 栃木県 宇都宮市 ブリリアント　タケカワ 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,581 栃木県 宇都宮市 ブルブ サービス 理容・美容業 5%

29,582 栃木県 宇都宮市 ＦＵＬＬＭＡＲＫＳ　宇都宮 小売業 その他小売 5%

29,583 栃木県 宇都宮市 プルミエール サービス 理容・美容業 5%

29,584 栃木県 宇都宮市 プルミエール 小売業 その他小売 5%

29,585 栃木県 宇都宮市 ブレシア サービス その他サービス 5%

29,586 栃木県 宇都宮市 Ｐｒｅｃｉｏｕｓ サービス その他サービス 5%

29,587 栃木県 宇都宮市 プロショップＰ１ 小売業 その他小売 5%

29,588 栃木県 宇都宮市 プロファイン サービス その他サービス 5%

29,589 栃木県 宇都宮市 Ｆｒｏｍａｇｅｒｉｅ　Ｆｉｌ 小売業 食料品 5%

29,590 栃木県 宇都宮市 ｆｒｏｍ　ＣＯＣＯＬＯ サービス 理容・美容業 5%

29,591 栃木県 宇都宮市 ヘア　ユニック サービス 理容・美容業 5%

29,592 栃木県 宇都宮市 ｈａｉｒｔｅｔｏ【ヘアー　テト】 サービス 理容・美容業 5%

29,593 栃木県 宇都宮市 ｈａｉｒ　エーハイフン サービス 理容・美容業 5%

29,594 栃木県 宇都宮市 ヘアーサロンカガワ サービス 理容・美容業 5%

29,595 栃木県 宇都宮市 ヘアーサロンスタンザ サービス 理容・美容業 5%

29,596 栃木県 宇都宮市 ヘアアティース サービス 理容・美容業 5%

29,597 栃木県 宇都宮市 ヘアーデザイン　クオン サービス 理容・美容業 5%

29,598 栃木県 宇都宮市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　　Ｓｅｌｅｃｔ【ヘアーデザインセレクト】 サービス 理容・美容業 5%

29,599 栃木県 宇都宮市 Ｈａｉｒ　Ｒｏｏｍ　Ａｉｒｏｎｅａ　【ヘアールーム　アイロネア】 サービス 理容・美容業 5%

29,600 栃木県 宇都宮市 ＨＡＩＲ ＳＨＡＶＩＮＧ ＳＨＯＰ ＡＫＩＹＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

29,601 栃木県 宇都宮市 ヘアーアンドメイククアトロインターパーク サービス 理容・美容業 5%

29,602 栃木県 宇都宮市 ｈａｉｒｃｒｅａｔｉｏｎｄｅｌｉ サービス 理容・美容業 5%

29,603 栃木県 宇都宮市 ＨａｉｒｄｅｓｉｇｎＤ． サービス 理容・美容業 5%

29,604 栃木県 宇都宮市 ｈａｉｒ　ＰＵＬＣＨＲＡ サービス 理容・美容業 5%

29,605 栃木県 宇都宮市 ヘアメイク　ピトゥサ サービス 理容・美容業 5%

29,606 栃木県 宇都宮市 ヘアラウンジ　シエロ サービス 理容・美容業 5%

29,607 栃木県 宇都宮市 ＢＡＫＥＲＹ　ＭＯＲＧＡＮ 小売業 食料品 5%

29,608 栃木県 宇都宮市 BASE HAIR DESIGN サービス 理容・美容業 5%

29,609 栃木県 宇都宮市 ペットサロン・サン サービス その他サービス 5%

29,610 栃木県 宇都宮市 ベトナムダイニング　ＧＩＡＤＩＮＨ サービス 飲食業 5%
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29,611 栃木県 宇都宮市 ペパーミント薬局 小売業 その他小売 5%

29,612 栃木県 宇都宮市 ＢＥＬＴＡ　ｂｙ　ＩＮＦＩＮＩ サービス 理容・美容業 5%

29,613 栃木県 宇都宮市 防犯技術指導協会 サービス その他サービス 5%

29,614 栃木県 宇都宮市 ボークス宇都宮ショールーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

29,615 栃木県 宇都宮市 ＰＯＣＯＡＰＯＣＯ サービス 理容・美容業 5%

29,616 栃木県 宇都宮市 Ｐｏｋｏ’ｓ　ＡＲＯＭＡ　ＴＩＭＥ サービス 理容・美容業 5%

29,617 栃木県 宇都宮市 星テレビおかもと店 小売業 電化製品 5%

29,618 栃木県 宇都宮市 ホテル・ザ・セントレ宇都宮 サービス 宿泊業 5%

29,619 栃木県 宇都宮市 ホテルシーラックパル　宇都宮 サービス 宿泊業 5%

29,620 栃木県 宇都宮市 ホテルデルソル サービス 宿泊業 5%

29,621 栃木県 宇都宮市 ホテル丸治 サービス 宿泊業 5%

29,622 栃木県 宇都宮市 ホビージャック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

29,623 栃木県 宇都宮市 ネイルサロンＳｑｕａｒｉｎｇ サービス その他サービス 5%

29,624 栃木県 宇都宮市 ボロンゴ サービス 飲食業 5%

29,625 栃木県 宇都宮市 ＷｈｉｔｅｎｉｎｇＣａｆｅ宇都宮店 サービス 理容・美容業 5%

29,626 栃木県 宇都宮市 ホワイトルームコーヒー サービス 飲食業 5%

29,627 栃木県 宇都宮市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,628 栃木県 宇都宮市 ホンダウイング岡 小売業 その他小売 5%

29,629 栃木県 宇都宮市 ホンダドリーム宇都宮 小売業 その他小売 5%

29,630 栃木県 宇都宮市 本丸 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,631 栃木県 宇都宮市 ＭＡＲＫＳ＆ＷＥＢ宇都宮パセオショップ 小売業 その他小売 5%

29,632 栃木県 宇都宮市 前田どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

29,633 栃木県 宇都宮市 ＭＡＯＺＩ宇都宮店 小売業 衣料品 5%

29,634 栃木県 宇都宮市 ｍａｃａｒｏｎ宇都宮店 サービス 理容・美容業 5%

29,635 栃木県 宇都宮市 ＭＥＲＣＵＲＹ 小売業 衣料品 5%

29,636 栃木県 宇都宮市 マクドナルド石井たいらや店 サービス 飲食業 2%

29,637 栃木県 宇都宮市 マクドナルド宇都宮インターパーク福田屋店 サービス 飲食業 2%

29,638 栃木県 宇都宮市 マクドナルド宇都宮上戸祭店 サービス 飲食業 2%

29,639 栃木県 宇都宮市 マクドナルド宇都宮テクノポリスセンター店 サービス 飲食業 2%

29,640 栃木県 宇都宮市 マクドナルド宇都宮西川田店 サービス 飲食業 2%

29,641 栃木県 宇都宮市 マクドナルド宇都宮西口店 サービス 飲食業 2%

29,642 栃木県 宇都宮市 マクドナルド宇都宮ベルモール店 サービス 飲食業 2%

29,643 栃木県 宇都宮市 マクドナルド岡本とりせん店 サービス 飲食業 2%

29,644 栃木県 宇都宮市 マクドナルド鹿沼インター通り店 サービス 飲食業 2%

29,645 栃木県 宇都宮市 マクドナルド上三川インターチェンジ店 サービス 飲食業 2%

29,646 栃木県 宇都宮市 マクドナルド白沢街道宇都宮店 サービス 飲食業 2%

29,647 栃木県 宇都宮市 マクドナルド福田屋ショッピングプラザ店 サービス 飲食業 2%

29,648 栃木県 宇都宮市 マクドナルド平成通り宇都宮店 サービス 飲食業 2%

29,649 栃木県 宇都宮市 マクドナルド４号線宇都宮泉が丘店 サービス 飲食業 2%

29,650 栃木県 宇都宮市 マクドナルド４号線雀宮店 サービス 飲食業 2%

29,651 栃木県 宇都宮市 Ｍａｃｈｅｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

29,652 栃木県 宇都宮市 益田屋プロパン有限会社　益田屋プロパン 小売業 その他小売 5%
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29,653 栃木県 宇都宮市 町のホグシ屋さん　町のホグシ屋さん サービス その他サービス 5%

29,654 栃木県 宇都宮市 ｋｉｎｏｋｉｐｏｔｔｅｒｙ サービス その他サービス 5%

29,655 栃木県 宇都宮市 マナコンタクト 小売業 その他小売 5%

29,656 栃木県 宇都宮市 マナサプリ 小売業 その他小売 5%

29,657 栃木県 宇都宮市 ママイクコ宇都宮インターパークビレ 小売業 その他小売 5%

29,658 栃木県 宇都宮市 豆工房コーヒーロースト宇都宮店 小売業 食料品 5%

29,659 栃木県 宇都宮市 丸商タイヤ 小売業 その他小売 5%

29,660 栃木県 宇都宮市 マロ男爵 サービス 飲食業 5%

29,661 栃木県 宇都宮市 Ｍａｎ　Ｔａｐ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

29,662 栃木県 宇都宮市 水里園　宇都宮店 小売業 食料品 5%

29,663 栃木県 宇都宮市 水田電機商会 小売業 電化製品 5%

29,664 栃木県 宇都宮市 みずほのＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,665 栃木県 宇都宮市 味噌と餃子の青源 サービス 飲食業 5%

29,666 栃木県 宇都宮市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　みどり野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,667 栃木県 宇都宮市 南宇都宮 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,668 栃木県 宇都宮市 セブン－イレブン南宇都宮店 小売業 食料品 2%

29,669 栃木県 宇都宮市 有限会社南団地店フタバ 小売業 電化製品 5%

29,670 栃木県 宇都宮市 ミナル美容室 サービス 理容・美容業 5%

29,671 栃木県 宇都宮市 ＭＩＮＩ宇都宮 小売業 その他小売 5%

29,672 栃木県 宇都宮市 峰食堂 サービス その他サービス 5%

29,673 栃木県 宇都宮市 みのわトラベル サービス その他サービス 5%

29,674 栃木県 宇都宮市 ミハシカフェ サービス 飲食業 5%

29,675 栃木県 宇都宮市 ミハシカフェ サービス 飲食業 5%

29,676 栃木県 宇都宮市 ｍｅｗｓ 小売業 衣料品 5%

29,677 栃木県 宇都宮市 Ｍｉｌｋ＆ＷＩＴＨ 小売業 衣料品 5%

29,678 栃木県 宇都宮市 ムーンバー　コブウェブ サービス 飲食業 5%

29,679 栃木県 宇都宮市 ムラサキスポーツ　ＩＰＶ　宇都宮店 小売業 その他小売 5%

29,680 栃木県 宇都宮市 村山カバン店 小売業 衣料品 5%

29,681 栃木県 宇都宮市 メイ・クォーク サービス 理容・美容業 5%

29,682 栃木県 宇都宮市 メイ・クオーク サービス 理容・美容業 5%

29,683 栃木県 宇都宮市 メイプルファーム　宇都宮店 小売業 その他小売 5%

29,684 栃木県 宇都宮市 メガネのＬＯＯＡ 小売業 その他小売 5%

29,685 栃木県 宇都宮市 せい兵衛市場前店 サービス 飲食業 5%

29,686 栃木県 宇都宮市 メンタルサポートろうむ サービス その他サービス 5%

29,687 栃木県 宇都宮市 麺や髭おやじ サービス 飲食業 5%

29,688 栃木県 宇都宮市 モードサロン泰 小売業 衣料品 5%

29,689 栃木県 宇都宮市 ｍｏｃｈａ　ｂｙ　７ＬＯＯＫＳ サービス 理容・美容業 5%

29,690 栃木県 宇都宮市 モダンパスタ　宇都宮東宿郷店　１２０６ サービス 飲食業 5%

29,691 栃木県 宇都宮市 モダンパスタ宇都宮鶴田店１１２８ サービス 飲食業 5%

29,692 栃木県 宇都宮市 モンハイム洋菓子店 小売業 食料品 5%

29,693 栃木県 宇都宮市 ヤオハンスーパー宇都宮店 小売業 その他小売 5%

29,694 栃木県 宇都宮市 やきそば鈴や サービス 飲食業 5%
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29,695 栃木県 宇都宮市 焼肉こうらい サービス 飲食業 5%

29,696 栃木県 宇都宮市 焼肉ソウル サービス 飲食業 5%

29,697 栃木県 宇都宮市 大和屋　宇都宮日の出店 小売業 その他小売 5%

29,698 栃木県 宇都宮市 大和屋　宇都宮若草店 小売業 その他小売 5%

29,699 栃木県 宇都宮市 山二クリーニング有限会社 サービス その他サービス 5%

29,700 栃木県 宇都宮市 有限会社　田野自動車 サービス その他サービス 5%

29,701 栃木県 宇都宮市 有限会社オートテック　かきぬま　本店 サービス その他サービス 5%

29,702 栃木県 宇都宮市 有限会社金田モータース サービス その他サービス 5%

29,703 栃木県 宇都宮市 有限会社北山自動車商会 サービス その他サービス 5%

29,704 栃木県 宇都宮市 有限会社希羅々 サービス その他サービス 5%

29,705 栃木県 宇都宮市 有限会社西海薬局　西海薬局 小売業 その他小売 5%

29,706 栃木県 宇都宮市 有限会社平山自動車修理工場 サービス その他サービス 5%

29,707 栃木県 宇都宮市 有限会社フナヤマモーター サービス その他サービス 5%

29,708 栃木県 宇都宮市 有限会社ホンダ輪業 小売業 その他小売 5%

29,709 栃木県 宇都宮市 有限会社レーベンデザイン サービス その他サービス 5%

29,710 栃木県 宇都宮市 笑ウ門ニハ福キタル サービス 飲食業 5%

29,711 栃木県 宇都宮市 ｙｕｊｉｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

29,712 栃木県 宇都宮市 酔処　へべれけ サービス 飲食業 5%

29,713 栃木県 宇都宮市 洋食ミジョテ サービス 飲食業 5%

29,714 栃木県 宇都宮市 養老乃瀧宇都宮雀宮店 サービス 飲食業 2%

29,715 栃木県 宇都宮市 ＹＯＧＡサロンくりしゅな サービス その他サービス 5%

29,716 栃木県 宇都宮市 らぁめん　山本さん家　池上店 サービス 飲食業 5%

29,717 栃木県 宇都宮市 らぁめん　山本さん家　宿郷店 サービス 飲食業 5%

29,718 栃木県 宇都宮市 ラーメン厨房ツキマル サービス 飲食業 5%

29,719 栃木県 宇都宮市 ｌｉｆｅｓｔｙｌｅｆｉｋａ 小売業 衣料品 5%

29,720 栃木県 宇都宮市 ｃａｆｅＲｏｕｎｄ８７ サービス 飲食業 5%

29,721 栃木県 宇都宮市 らかんスタジオ宇都宮インターパーク店 サービス その他サービス 5%

29,722 栃木県 宇都宮市 楽水 サービス 飲食業 5%

29,723 栃木県 宇都宮市 ラ・クルヴァヴェンティ２０ サービス 飲食業 5%

29,724 栃木県 宇都宮市 らしんばん　宇都宮店 小売業 その他小売 5%

29,725 栃木県 宇都宮市 ラッシュ上戸祭店 サービス 理容・美容業 5%

29,726 栃木県 宇都宮市 ＬＡＭＵＤＡ　ｂｏｄｙｍａｋｅｃｌｕｂ 小売業 食料品 5%

29,727 栃木県 宇都宮市 ラリシェスボタニク 小売業 その他小売 5%

29,728 栃木県 宇都宮市 ＲＥＷＩＮ サービス その他サービス 5%

29,729 栃木県 宇都宮市 リシェリエ　ＩＹ宇都宮店 小売業 衣料品 5%

29,730 栃木県 宇都宮市 リ・シェルＡｋｉ サービス 理容・美容業 5%

29,731 栃木県 宇都宮市 ＲＩＪＵ　ＴＲＡＤＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

29,732 栃木県 宇都宮市 リッチ宇都宮　本店 小売業 その他小売 5%

29,733 栃木県 宇都宮市 ｒｉｔｍｏ サービス 飲食業 5%

29,734 栃木県 宇都宮市 Ｒｉｄｄｌｅ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

29,735 栃木県 宇都宮市 リニーズ英会話スクール サービス その他サービス 5%

29,736 栃木県 宇都宮市 リフルハッチ 小売業 衣料品 5%
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29,737 栃木県 宇都宮市 リフレッシュセンターリラックス宇都宮東口駅前店 サービス その他サービス 5%

29,738 栃木県 宇都宮市 リフレッシュセンターリラックスFKDインターパーク店 サービス その他サービス 5%

29,739 栃木県 宇都宮市 Ｒｅｖｅｕｒ サービス その他サービス 5%

29,740 栃木県 宇都宮市 リベルタス 小売業 その他小売 5%

29,741 栃木県 宇都宮市 リボルト　宇都宮 サービス その他サービス 5%

29,742 栃木県 宇都宮市 遼順茶楼 サービス 飲食業 5%

29,743 栃木県 宇都宮市 りらいふ上戸祭店 サービス その他サービス 5%

29,744 栃木県 宇都宮市 リラクゼーションサロンてもみくくーる サービス 理容・美容業 5%

29,745 栃木県 宇都宮市 Ｌｅｅｌａｗａｄｅｅ サービス その他サービス 5%

29,746 栃木県 宇都宮市 リンゴ屋　栃木宇都宮店 サービス その他サービス 5%

29,747 栃木県 宇都宮市 ルイ　ビジュー　宇都宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,748 栃木県 宇都宮市 Ｌｕｃｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

29,749 栃木県 宇都宮市 ＬＵＣＣＡ　ＨＡＩＲ’Ｓ サービス 理容・美容業 5%

29,750 栃木県 宇都宮市 ＬＵＳＳＯ　【ルッソ】 サービス 理容・美容業 5%

29,751 栃木県 宇都宮市 Ｒｅｃｏｌｔｅ サービス 理容・美容業 5%

29,752 栃木県 宇都宮市 レゼールファム宇都宮パセオ店 小売業 その他小売 5%

29,753 栃木県 宇都宮市 レックス宇都宮 サービス その他サービス 5%

29,754 栃木県 宇都宮市 ＬｅｓｓｏｎｓｔｕｄｉｏＬａｐｉｓ サービス その他サービス 5%

29,755 栃木県 宇都宮市 ロノアンジュ サービス 理容・美容業 5%

29,756 栃木県 宇都宮市 ろまんちっく村　麦の楽園 サービス その他サービス 5%

29,757 栃木県 宇都宮市 Ｒｏｎｄｉｎｅ　【ロンディーネ】 サービス 理容・美容業 5%

29,758 栃木県 宇都宮市 ワインバー　コンプレ サービス 飲食業 5%

29,759 栃木県 宇都宮市 若森 サービス 飲食業 5%

29,760 栃木県 宇都宮市 ワッフル・ケーキの店Ｒ．Ｌ（エール・エル）宇都宮パセオ店 小売業 食料品 5%

29,761 栃木県 宇都宮市 ＯｎｅＣｌｉｎｉｃ宇都宮簗瀬病院 サービス その他サービス 5%

29,762 栃木県 大田原市 Ａｐａｓ サービス その他サービス 5%

29,763 栃木県 大田原市 愛犬の美容室　Ｐ・なっつ サービス その他サービス 5%

29,764 栃木県 大田原市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｇｒａｎｔ大田原 サービス 理容・美容業 5%

29,765 栃木県 大田原市 アドバンサポート 小売業 電化製品 5%

29,766 栃木県 大田原市 ａｂｏｘ tips サービス 理容・美容業 5%

29,767 栃木県 大田原市 アンティコア サービス 理容・美容業 5%

29,768 栃木県 大田原市 Ｉｎｏ 小売業 衣料品 5%

29,769 栃木県 大田原市 出光大田原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,770 栃木県 大田原市 出光シティポイント大田原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,771 栃木県 大田原市 出光若松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,772 栃木県 大田原市 オイル小僧 サービス その他サービス 5%

29,773 栃木県 大田原市 大田原 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,774 栃木県 大田原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ大田原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,775 栃木県 大田原市 セブン－イレブン大田原浅香３丁目店 小売業 食料品 2%

29,776 栃木県 大田原市 セブン－イレブン大田原浅香４丁目店 小売業 食料品 2%

29,777 栃木県 大田原市 セブン－イレブン大田原今泉店 小売業 食料品 2%

29,778 栃木県 大田原市 大田原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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29,779 栃木県 大田原市 セブン－イレブン大田原上奥沢店 小売業 食料品 2%

29,780 栃木県 大田原市 大田原牛超本店 小売業 食料品 5%

29,781 栃木県 大田原市 セブン－イレブン大田原黒羽田町店 小売業 食料品 2%

29,782 栃木県 大田原市 大田原コンタクト 小売業 その他小売 5%

29,783 栃木県 大田原市 セブン－イレブン大田原寒井店 小売業 食料品 2%

29,784 栃木県 大田原市 セブン－イレブン大田原親園店 小売業 食料品 2%

29,785 栃木県 大田原市 セブン－イレブン大田原中央２丁目店 小売業 食料品 2%

29,786 栃木県 大田原市 セブン－イレブン大田原中田原店 小売業 食料品 2%

29,787 栃木県 大田原市 セブン－イレブン大田原野崎店 小売業 食料品 2%

29,788 栃木県 大田原市 セブン－イレブン大田原蛭田店 小売業 食料品 2%

29,789 栃木県 大田原市 セブン－イレブン大田原本町１丁目店 小売業 食料品 2%

29,790 栃木県 大田原市 セブン－イレブン大田原町島店 小売業 食料品 2%

29,791 栃木県 大田原市 セブン－イレブン大田原実取店 小売業 食料品 2%

29,792 栃木県 大田原市 セブン－イレブン大田原南大通り店 小売業 食料品 2%

29,793 栃木県 大田原市 セブン－イレブン大田原美原店 小売業 食料品 2%

29,794 栃木県 大田原市 オートギャラリー　ダイリン サービス その他サービス 5%

29,795 栃木県 大田原市 オリオン電気商会 小売業 電化製品 5%

29,796 栃木県 大田原市 オリザ美人 サービス 理容・美容業 5%

29,797 栃木県 大田原市 ＣＡＲ　ＳＭｉＬＥ 小売業 その他小売 5%

29,798 栃木県 大田原市 がってん寿司大田原店 サービス 飲食業 5%

29,799 栃木県 大田原市 金　丸 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,800 栃木県 大田原市 金丸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,801 栃木県 大田原市 きこえの相談室　大田原店 小売業 その他小売 5%

29,802 栃木県 大田原市 キャピッククロバネ サービス その他サービス 5%

29,803 栃木県 大田原市 協栄自動車 サービス その他サービス 5%

29,804 栃木県 大田原市 クライミングジムアーク サービス その他サービス 5%

29,805 栃木県 大田原市 クリーニング専科　大田原本町店 サービス その他サービス 5%

29,806 栃木県 大田原市 クリーニング専科　大田原美原店 サービス その他サービス 5%

29,807 栃木県 大田原市 黒羽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,808 栃木県 大田原市 黒羽 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,809 栃木県 大田原市 佐久山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,810 栃木県 大田原市 サトーカメラ大田原浅香店 小売業 その他小売 5%

29,811 栃木県 大田原市 茶房城山 サービス 飲食業 5%

29,812 栃木県 大田原市 茶房城山　トランプベーカリー サービス その他サービス 5%

29,813 栃木県 大田原市 佐良土ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,814 栃木県 大田原市 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｍａｇｅｎｔａ サービス 理容・美容業 5%

29,815 栃木県 大田原市 三和自動車工業 サービス その他サービス 5%

29,816 栃木県 大田原市 ＪＡなすのサービス株式会社　大田原農機センター 小売業 その他小売 5%

29,817 栃木県 大田原市 清水モータース サービス その他サービス 5%

29,818 栃木県 大田原市 ジュエル　キクチ　大田原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,819 栃木県 大田原市 末広ＳＳ　有限会社大高油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,820 栃木県 大田原市 須賀川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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29,821 栃木県 大田原市 須佐木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,822 栃木県 大田原市 スターテレビ商会 小売業 電化製品 5%

29,823 栃木県 大田原市 スワストア元町店 小売業 食料品 5%

29,824 栃木県 大田原市 セルヴィス野崎 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,825 栃木県 大田原市 セレモニーホールあぶらや サービス その他サービス 5%

29,826 栃木県 大田原市 ダイユー黒羽店 小売業 食料品 5%

29,827 栃木県 大田原市 タカダ 大田原店 小売業 その他小売 5%

29,828 栃木県 大田原市 Ｄｅｌｉｇｈｔ　サロン中村 サービス 理容・美容業 5%

29,829 栃木県 大田原市 天鷹酒造 小売業 食料品 5%

29,830 栃木県 大田原市 栃木トヨペット大田原店 小売業 その他小売 5%

29,831 栃木県 大田原市 とべや銘品館　手造り味噌体験 サービス その他サービス 5%

29,832 栃木県 大田原市 とべや銘品館　本店 小売業 食料品 5%

29,833 栃木県 大田原市 那須野ヶ原アニマルクリニック サービス その他サービス 5%

29,834 栃木県 大田原市 ｎａｔｕｒｅｚａ サービス 理容・美容業 5%

29,835 栃木県 大田原市 はな動物病院 サービス その他サービス 5%

29,836 栃木県 大田原市 パナトピアクリタ 小売業 電化製品 5%

29,837 栃木県 大田原市 パナトピアミツハシ 小売業 電化製品 5%

29,838 栃木県 大田原市 美容室ＰＥＡＫ　美容室ｐｅａｋ サービス 理容・美容業 5%

29,839 栃木県 大田原市 ホテルタマノ サービス 宿泊業 5%

29,840 栃木県 大田原市 マクドナルド４００大田原店 サービス 飲食業 2%

29,841 栃木県 大田原市 実取ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,842 栃木県 大田原市 みのり　大田原店 小売業 家具・調度品 5%

29,843 栃木県 大田原市 みのり　事務センター 小売業 家具・調度品 5%

29,844 栃木県 大田原市 みやこや 小売業 衣料品 5%

29,845 栃木県 大田原市 麺屋たか サービス 飲食業 5%

29,846 栃木県 大田原市 やおいち 小売業 その他小売 5%

29,847 栃木県 大田原市 焼菓子ｍｉｚｕ 小売業 食料品 5%

29,848 栃木県 大田原市 焼き立て焼き菓子工房　Ｋａｂａｃｏ サービス 飲食業 5%

29,849 栃木県 大田原市 やなぎや 小売業 衣料品 5%

29,850 栃木県 大田原市 有限会社ジムインダストリー 小売業 その他小売 5%

29,851 栃木県 大田原市 ユザワヤ　大田原店 小売業 その他小売 5%

29,852 栃木県 大田原市 ラルゴツーリスト サービス その他サービス 5%

29,853 栃木県 大田原市 リオン・ドール黒羽店 小売業 食料品 5%

29,854 栃木県 大田原市 リョウワオート販売 株  リョウワオート販売株式会社 小売業 その他小売 5%

29,855 栃木県 大田原市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｃｏｐａｉｎ サービス 飲食業 5%

29,856 栃木県 小山市 アイズ・ギャラリー　おやまゆうえん店 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,857 栃木県 小山市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｏｐｕｓ小山 サービス 理容・美容業 5%

29,858 栃木県 小山市 ａｂｉｄｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

29,859 栃木県 小山市 アミング小山城南店 小売業 その他小売 5%

29,860 栃木県 小山市 荒井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,861 栃木県 小山市 あらかわ洋品店 小売業 衣料品 5%

29,862 栃木県 小山市 アルファテック サービス その他サービス 5%
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29,863 栃木県 小山市 ａｒｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

29,864 栃木県 小山市 磯島会計事務所 サービス その他サービス 5%

29,865 栃木県 小山市 イタバシ株式会社　栃木支店 サービス その他サービス 5%

29,866 栃木県 小山市 いちごの里　いちご一会 サービス 飲食業 5%

29,867 栃木県 小山市 いちごの里　カフェ　アンジェ・フレーゼ サービス 飲食業 5%

29,868 栃木県 小山市 いちごの里　ベリーベリーマルシェ 小売業 食料品 5%

29,869 栃木県 小山市 いちごの里ファーム サービス その他サービス 5%

29,870 栃木県 小山市 出光雨ヶ谷 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,871 栃木県 小山市 出光小山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,872 栃木県 小山市 出光下河原田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,873 栃木県 小山市 うおとみ小金井店 小売業 その他小売 5%

29,874 栃木県 小山市 海蔵小山店 サービス 飲食業 5%

29,875 栃木県 小山市 エクステンションｅｃｏｏ サービス 理容・美容業 5%

29,876 栃木県 小山市 Ｎ　Ｉ　ＧＡＲＡＧＥ 小売業 その他小売 5%

29,877 栃木県 小山市 Ｍ２　小山店 小売業 衣料品 5%

29,878 栃木県 小山市 ａｉｍｅｒｆｅｅｌイオンモール小山店 小売業 衣料品 5%

29,879 栃木県 小山市 エメフィール　おやまゆうえん店 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,880 栃木県 小山市 エンゲージメント サービス 飲食業 5%

29,881 栃木県 小山市 オアシスＫ サービス 理容・美容業 5%

29,882 栃木県 小山市 オーダーカーテン中川 小売業 その他小売 5%

29,883 栃木県 小山市 おおつか電機　おおつか電機 小売業 電化製品 5%

29,884 栃木県 小山市 御食事処彩華 サービス 飲食業 5%

29,885 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山雨ヶ谷新田店 小売業 食料品 2%

29,886 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山荒井店 小売業 食料品 2%

29,887 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山出井店 小売業 食料品 2%

29,888 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山犬塚１丁目店 小売業 食料品 2%

29,889 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山犬塚北店 小売業 食料品 2%

29,890 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山犬塚４丁目店 小売業 食料品 2%

29,891 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山犬塚６丁目店 小売業 食料品 2%

29,892 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山駅西口店 小売業 食料品 2%

29,893 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山駅南５丁目店 小売業 食料品 2%

29,894 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山駅南町１丁目店 小売業 食料品 2%

29,895 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山大谷東店 小売業 食料品 2%

29,896 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山乙女店 小売業 食料品 2%

29,897 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山神山店 小売業 食料品 2%

29,898 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山喜沢店 小売業 食料品 2%

29,899 栃木県 小山市 小山グランドホテル サービス 宿泊業 5%

29,900 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山市小山店 小売業 食料品 2%

29,901 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山下河原田店 小売業 食料品 2%

29,902 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山城東７丁目店 小売業 食料品 2%

29,903 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山城東４丁目店 小売業 食料品 2%

29,904 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山城北店 小売業 食料品 2%
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29,905 栃木県 小山市 小山新４号ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,906 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山卒島店 小売業 食料品 2%

29,907 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山大行寺店 小売業 食料品 2%

29,908 栃木県 小山市 セブンーイレブン小山田間店 小売業 食料品 2%

29,909 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山天神店 小売業 食料品 2%

29,910 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山土塔店 小売業 食料品 2%

29,911 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山中里店 小売業 食料品 2%

29,912 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山中島橋西店 小売業 食料品 2%

29,913 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山西黒田店 小売業 食料品 2%

29,914 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山西城南５丁目店 小売業 食料品 2%

29,915 栃木県 小山市 小山鉢形 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,916 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山花垣店 小売業 食料品 2%

29,917 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山羽川北店 小売業 食料品 2%

29,918 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山東城南５丁目店 小売業 食料品 2%

29,919 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山東間々田店 小売業 食料品 2%

29,920 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山神鳥谷１丁目店 小売業 食料品 2%

29,921 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山神鳥谷４丁目店 小売業 食料品 2%

29,922 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山間々田店 小売業 食料品 2%

29,923 栃木県 小山市 小山めがね 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,924 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山梁店 小売業 食料品 2%

29,925 栃木県 小山市 セブン－イレブン小山横倉新田店 小売業 食料品 2%

29,926 栃木県 小山市 オリックスレンタカー小山駅前店 サービス その他サービス 2%

29,927 栃木県 小山市 海鮮居酒屋どんさん亭　小山店 サービス 飲食業 5%

29,928 栃木県 小山市 海鮮料理　いかるが サービス 飲食業 5%

29,929 栃木県 小山市 学生服専門店　つかひろ１ 小売業 衣料品 5%

29,930 栃木県 小山市 かつはな亭小山店 サービス 飲食業 5%

29,931 栃木県 小山市 家庭料理　ちょい呑 サービス 飲食業 5%

29,932 栃木県 小山市 株式会社 中野屋酒店 中野屋酒店 小売業 食料品 5%

29,933 栃木県 小山市 株式会社Ａ－１ 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,934 栃木県 小山市 株式会社片山コーポレーション サービス その他サービス 5%

29,935 栃木県 小山市 株式会社すだ包装　株式会社すだ包装小山店 小売業 その他小売 5%

29,936 栃木県 小山市 株式会社すだ包装　　すだ包装　プロパック小山市場店 小売業 その他小売 5%

29,937 栃木県 小山市 株式会社蛸屋 工場直売所 小売業 食料品 5%

29,938 栃木県 小山市 株式会社蛸屋 城北店 小売業 食料品 5%

29,939 栃木県 小山市 株式会社蛸屋 蛸屋総本店 小売業 食料品 5%

29,940 栃木県 小山市 株式会社蛸屋 間々田店 小売業 食料品 5%

29,941 栃木県 小山市 かまや 小売業 その他小売 5%

29,942 栃木県 小山市 かもめ屋 サービス 飲食業 5%

29,943 栃木県 小山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋小山城東店 サービス 飲食業 2%

29,944 栃木県 小山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋小山西城南店 サービス 飲食業 2%

29,945 栃木県 小山市 韓国料理　喜楽 サービス 飲食業 5%

29,946 栃木県 小山市 かんてい局小山店 小売業 その他小売 5%
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29,947 栃木県 小山市 Ｑｕａｌｉｔｙｏｆｂａｌａｎｃｅ技巧屋 サービス その他サービス 5%

29,948 栃木県 小山市 きこえの相談室　小山店 小売業 その他小売 5%

29,949 栃木県 小山市 ギャラリエＢｅ小山店 小売業 衣料品 5%

29,950 栃木県 小山市 ギャルフィット　小山店 小売業 衣料品 5%

29,951 栃木県 小山市 キャロル 小売業 衣料品 5%

29,952 栃木県 小山市 牛角小山店 サービス 飲食業 2%

29,953 栃木県 小山市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ小山店 小売業 その他小売 5%

29,954 栃木県 小山市 クリーニング専科　小山東城南店 サービス その他サービス 5%

29,955 栃木県 小山市 クリーニング専科小山花垣店 サービス その他サービス 5%

29,956 栃木県 小山市 クール・カレ　アン　小山店 小売業 衣料品 5%

29,957 栃木県 小山市 グローバルライフ サービス その他サービス 5%

29,958 栃木県 小山市 合同会社ＦＵＪＩＳＨＯ サービス その他サービス 5%

29,959 栃木県 小山市 Ｃｏｌｌｅｒ　Ｈａｉｒ＆Ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

29,960 栃木県 小山市 ゴーゴースクーバダイビング サービス その他サービス 5%

29,961 栃木県 小山市 ごはん処おおしゃもじ サービス 飲食業 5%

29,962 栃木県 小山市 サウンドスタジオＫ サービス その他サービス 5%

29,963 栃木県 小山市 サウンドテック 小売業 その他小売 5%

29,964 栃木県 小山市 Ｓｕｎｎｙ　Ｓｉｄｅ サービス 理容・美容業 5%

29,965 栃木県 小山市 寒川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,966 栃木県 小山市 サロンド　サセ 小売業 貴金属・服飾品 5%

29,967 栃木県 小山市 ＳａｌｏｎｄｅｂｅａｕｔｅＰＬＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

29,968 栃木県 小山市 ジェームス小山神山店 小売業 その他小売 2%

29,969 栃木県 小山市 シマジュ－ サービス その他サービス 5%

29,970 栃木県 小山市 手芸センタードリーム　小山ロブレ店 小売業 その他小売 5%

29,971 栃木県 小山市 手芸センタードリーム小山ロブレ 小売業 その他小売 5%

29,972 栃木県 小山市 旬魚彩菜　富か家 サービス 飲食業 5%

29,973 栃木県 小山市 ショコラテラスＫＯＫＡＧＥ 小売業 食料品 5%

29,974 栃木県 小山市 シンエネ小山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,975 栃木県 小山市 シンエネ小山南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

29,976 栃木県 小山市 伸幸電気有限会社 小売業 電化製品 5%

29,977 栃木県 小山市 スーパーフレッシュ小山店 小売業 その他小売 5%

29,978 栃木県 小山市 スクールショップなかむら 小売業 その他小売 5%

29,979 栃木県 小山市 すたみな太郎　小山雨ヶ谷店 サービス 飲食業 5%

29,980 栃木県 小山市 ステーキまつだふくふく亭 サービス 飲食業 5%

29,981 栃木県 小山市 Ｓｐａ　ＨＵＬＡ サービス その他サービス 5%

29,982 栃木県 小山市 スポーツカムイ小山店 小売業 その他小売 5%

29,983 栃木県 小山市 ＳｍａｌｌＭｏｕｎｔａｉｎ 小売業 衣料品 5%

29,984 栃木県 小山市 太洋自動車 サービス その他サービス 5%

29,985 栃木県 小山市 大陸食道　小山店 サービス 飲食業 5%

29,986 栃木県 小山市 高野自動車工業 サービス その他サービス 5%

29,987 栃木県 小山市 タケウチオート サービス その他サービス 5%

29,988 栃木県 小山市 たん家しん サービス 飲食業 5%
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29,989 栃木県 小山市 知久自動車商会　知久自動車商会 サービス その他サービス 5%

29,990 栃木県 小山市 ＣＨＩＮＥＳＥ ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ 龍鳳 ＣＨＩＮＥＳＥ ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ 龍鳳 サービス 飲食業 5%

29,991 栃木県 小山市 塚原電気 小売業 電化製品 5%

29,992 栃木県 小山市 ＴＳオートガレージ サービス その他サービス 5%

29,993 栃木県 小山市 ＤＰ小山雨ヶ谷 サービス 理容・美容業 5%

29,994 栃木県 小山市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　おやまゆうえん店 サービス 理容・美容業 5%

29,995 栃木県 小山市 Ｄｅｌｐｈｉ サービス 理容・美容業 5%

29,996 栃木県 小山市 天使の森小山ルミナス サービス その他サービス 5%

29,997 栃木県 小山市 電車ごっこ１１８５ 小売業 その他小売 5%

29,998 栃木県 小山市 電ねっとクリハラ 小売業 電化製品 5%

29,999 栃木県 小山市 東京オート　小山喜沢店 小売業 その他小売 5%

30,000 栃木県 小山市 東京オート　小山店 小売業 その他小売 5%

30,001 栃木県 小山市 東京オート　カスタマイズセンター小山 小売業 その他小売 5%

30,002 栃木県 小山市 としみや 小売業 家具・調度品 5%

30,003 栃木県 小山市 栃木トヨペット小山粟宮店 小売業 その他小売 5%

30,004 栃木県 小山市 栃木トヨペット小山駅南通り店 小売業 その他小売 5%

30,005 栃木県 小山市 株式会社トチネン　本社 小売業 その他小売 5%

30,006 栃木県 小山市 トップフィット 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

30,007 栃木県 小山市 ととまる サービス 飲食業 5%

30,008 栃木県 小山市 トヨタカローラ栃木小山犬塚店 小売業 その他小売 5%

30,009 栃木県 小山市 トヨタカローラ栃木小山神鳥谷店 小売業 その他小売 5%

30,010 栃木県 小山市 トヨタカローラ栃木Ｕ－Ｃａｒ小山店 小売業 その他小売 5%

30,011 栃木県 小山市 トヨタ部品栃木共販小山営業所 小売業 その他小売 5%

30,012 栃木県 小山市 トヨタレンタリース栃木小山駅西口店 サービス その他サービス 2%

30,013 栃木県 小山市 トヨタレンタリース栃木小山店 サービス その他サービス 2%

30,014 栃木県 小山市 ｄｒｕｇｓｔｏｒｅ’ｓＳＨＯＰおやまゆう 小売業 衣料品 5%

30,015 栃木県 小山市 トラットリア　レマーニ サービス 飲食業 5%

30,016 栃木県 小山市 鳥の店　いっちょう サービス 飲食業 5%

30,017 栃木県 小山市 鳥の店　いっちょう サービス 飲食業 5%

30,018 栃木県 小山市 ＴＲＡＩＬ　ＬＯＶＥＲＳ 小売業 その他小売 5%

30,019 栃木県 小山市 内臓整体りりぃぶ サービス その他サービス 5%

30,020 栃木県 小山市 ながはまデンキ 小売業 電化製品 5%

30,021 栃木県 小山市 和み サービス その他サービス 5%

30,022 栃木県 小山市 和味処　心 サービス 飲食業 5%

30,023 栃木県 小山市 にぎり屋　新門　小山店 サービス 飲食業 5%

30,024 栃木県 小山市 ニュー小山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,025 栃木県 小山市 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ｌｏｔｕｓ サービス その他サービス 5%

30,026 栃木県 小山市 ネッツトヨタ栃木小山喜沢店 小売業 その他小売 5%

30,027 栃木県 小山市 ネッツトヨタ栃木小山店 小売業 その他小売 5%

30,028 栃木県 小山市 ネッツトヨタ栃木カーロッツ小山 小売業 その他小売 5%

30,029 栃木県 小山市 ネッツトヨタ栃木レクサス小山 小売業 その他小売 5%

30,030 栃木県 小山市 セブン－イレブン白鴎大学本キャンパス店 小売業 食料品 2%
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30,031 栃木県 小山市 パナトピアせきぐち 小売業 電化製品 5%

30,032 栃木県 小山市 ｐｏｗｅｒｗａｖｅ サービス 理容・美容業 5%

30,033 栃木県 小山市 ばんかん亭 サービス 飲食業 5%

30,034 栃木県 小山市 ばんどう太郎小山５０号店 サービス 飲食業 5%

30,035 栃木県 小山市 ばんどう太郎小山中央店 サービス 飲食業 5%

30,036 栃木県 小山市 ばんどう太郎小山店 サービス 飲食業 5%

30,037 栃木県 小山市 Ｂｅ‐ＰｏｓｈＪａｓｐｅｒ店 サービス 理容・美容業 5%

30,038 栃木県 小山市 ＢＬブロッサム　小山店 サービス 理容・美容業 5%

30,039 栃木県 小山市 光ロックサービス サービス その他サービス 5%

30,040 栃木県 小山市 ピサロ 小売業 衣料品 5%

30,041 栃木県 小山市 Ｐｅａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

30,042 栃木県 小山市 ＢＩＧＷＡＶＥＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,043 栃木県 小山市 美容室セナ サービス 理容・美容業 5%

30,044 栃木県 小山市 美容室　ＰＯＬＡＲＩＳ サービス 理容・美容業 5%

30,045 栃木県 小山市 美容室らいむ サービス 理容・美容業 5%

30,046 栃木県 小山市 昼ごはん 夜カフェ Ｒｏｏｓｔルースト サービス 飲食業 5%

30,047 栃木県 小山市 ファミリードームフレンド 小売業 衣料品 5%

30,048 栃木県 小山市 ＢＯＵＬＡＮＧＥＲＩＥ　ｃａｍｐａｇｎｅ 小売業 食料品 5%

30,049 栃木県 小山市 富士書店　小山店 小売業 その他小売 5%

30,050 栃木県 小山市 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎＳ?ｆｅｌｉｚ サービス 理容・美容業 5%

30,051 栃木県 小山市 ＰｒｉｖａｔｅＮａｉｌＳａｌｏｎＭｅｒｃｉ サービス 理容・美容業 5%

30,052 栃木県 小山市 Ｂｒｉｌｌｅｒ　小山店【ブリエ】 サービス 理容・美容業 5%

30,053 栃木県 小山市 ブルーブルーエ　おやまゆうえん 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,054 栃木県 小山市 ＢＬＵＭＥ サービス 理容・美容業 5%

30,055 栃木県 小山市 ブレイス　動物の病院 サービス その他サービス 5%

30,056 栃木県 小山市 ブレーメンデザイン サービス その他サービス 5%

30,057 栃木県 小山市 プロショップＳＨＩＭＩＺＵ 小売業 家具・調度品 5%

30,058 栃木県 小山市 ｈａｉｒ　Ｃ’ｅｓｔ　Ｌａ　Ｖｉｅ　【ヘア　セラヴィ】 サービス 理容・美容業 5%

30,059 栃木県 小山市 ｈａｉｒＣｅｓｔＬａＶｉｅ　城南 サービス 理容・美容業 5%

30,060 栃木県 小山市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ｍｉｎｔ サービス 理容・美容業 5%

30,061 栃木県 小山市 ＨＡＩＲ　ＳＴＡＧＥ　ＥＩＧＨＴ サービス 理容・美容業 5%

30,062 栃木県 小山市 Ｃ’ｅｓｔＬａＶｉｅ　雨ケ谷 サービス 理容・美容業 5%

30,063 栃木県 小山市 ベスタ サービス 飲食業 5%

30,064 栃木県 小山市 ボルボ・カー　小山 小売業 その他小売 5%

30,065 栃木県 小山市 本格手打つけ汁うどん 藤ヱ門 本店 サービス 飲食業 5%

30,066 栃木県 小山市 マクドナルド小山稲葉郷店 サービス 飲食業 2%

30,067 栃木県 小山市 マクドナルドおやまゆうえんハーヴェストウォー サービス 飲食業 2%

30,068 栃木県 小山市 マクドナルド５０号小山店 サービス 飲食業 2%

30,069 栃木県 小山市 マクドナルド４号線小山店 サービス 飲食業 2%

30,070 栃木県 小山市 松本酒店 小売業 食料品 5%

30,071 栃木県 小山市 満留賀 サービス 飲食業 5%

30,072 栃木県 小山市 ＭＯＶＥ 小売業 その他小売 5%
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30,073 栃木県 小山市 メルどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

30,074 栃木県 小山市 ヤオハン城東店 小売業 食料品 5%

30,075 栃木県 小山市 焼肉　游伽璃 サービス 飲食業 5%

30,076 栃木県 小山市 焼肉　可楽洞 サービス 飲食業 5%

30,077 栃木県 小山市 有 セナ 美容室Ｓｅｎａ サービス 理容・美容業 5%

30,078 栃木県 小山市 ［ＨＣ］有限会社おやま電化 小売業 電化製品 5%

30,079 栃木県 小山市 有限会社清水自動車 サービス その他サービス 5%

30,080 栃木県 小山市 有限会社ユニオン商事 小売業 その他小売 5%

30,081 栃木県 小山市 ＹＵＫＵＲＩ サービス その他サービス 5%

30,082 栃木県 小山市 酔心地 サービス 飲食業 5%

30,083 栃木県 小山市 洋めし家番館坂 サービス 飲食業 5%

30,084 栃木県 小山市 ラ・ルーチェ サービス 飲食業 5%

30,085 栃木県 小山市 らかんスタジオ小山店 サービス その他サービス 5%

30,086 栃木県 小山市 ラフィネＶＡＬ小山店 サービス その他サービス 5%

30,087 栃木県 小山市 Ｒｅ－Ｊ　小山店 小売業 衣料品 5%

30,088 栃木県 小山市 リンゴ屋カインズ小山店 リンゴ屋カインズ小山店 サービス その他サービス 5%

30,089 栃木県 小山市 ＬｕＬｕハーヴェストウォーク店 小売業 衣料品 5%

30,090 栃木県 小山市 ＲＥ’ＶＩＡ サービス 理容・美容業 5%

30,091 栃木県 小山市 レストランガリエラ サービス 飲食業 5%

30,092 栃木県 小山市 若盛アンテナショップ　西堀酒造直売店 小売業 その他小売 5%

30,093 栃木県 小山市 ワコールガーデン　小山店 小売業 衣料品 5%

30,094 栃木県 小山市 和膳処　くぼ多 サービス 飲食業 5%

30,095 栃木県 小山市 和風ダイニング　彩華 サービス 飲食業 5%

30,096 栃木県 小山市 和風料理　あやとり サービス 飲食業 5%

30,097 栃木県 小山市 ＳＷＩＴＣＨ サービス 飲食業 5%

30,098 栃木県 鹿沼市 ＩＴＳｕｐｐｏｒｔパソコン太郎 サービス その他サービス 5%

30,099 栃木県 鹿沼市 株式会社アクセス サービス その他サービス 5%

30,100 栃木県 鹿沼市 浅見電気商会 小売業 電化製品 5%

30,101 栃木県 鹿沼市 アシッドキャンディ 小売業 衣料品 5%

30,102 栃木県 鹿沼市 Ａｒｒｅｄａ 小売業 家具・調度品 5%

30,103 栃木県 鹿沼市 粟野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,104 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン粟野久野店 小売業 食料品 2%

30,105 栃木県 鹿沼市 ＹＥＬＬＯＷ ＢＥＡＭ サービス 理容・美容業 5%

30,106 栃木県 鹿沼市 出光鹿沼北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,107 栃木県 鹿沼市 出光セルフｉｎ鹿沼西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,108 栃木県 鹿沼市 出光セルフイン茂呂山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,109 栃木県 鹿沼市 カフェまいら サービス 飲食業 5%

30,110 栃木県 鹿沼市 井上刃物店 小売業 その他小売 5%

30,111 栃木県 鹿沼市 癒し処Ｒｅｐｏｓ サービス その他サービス 5%

30,112 栃木県 鹿沼市 ｖｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

30,113 栃木県 鹿沼市 ウエスト鹿沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,114 栃木県 鹿沼市 上野楽器　鹿沼店 小売業 その他小売 5%
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30,115 栃木県 鹿沼市 上野楽器　鹿沼東センター 小売業 その他小売 5%

30,116 栃木県 鹿沼市 宇都宮家庭電器 小売業 電化製品 5%

30,117 栃木県 鹿沼市 海鮮どんさん亭 鹿沼店 サービス 飲食業 5%

30,118 栃木県 鹿沼市 家具サロン植野屋 小売業 その他小売 5%

30,119 栃木県 鹿沼市 Ｃａｓｃａｄｅ　Ｇａｒｄｅｎ サービス 飲食業 5%

30,120 栃木県 鹿沼市 がってん寿司鹿沼店 サービス 飲食業 5%

30,121 栃木県 鹿沼市 カットハウス　フリースタイル サービス 理容・美容業 5%

30,122 栃木県 鹿沼市 鹿沼インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,123 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼インター東店 小売業 食料品 2%

30,124 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼御成橋町店 小売業 食料品 2%

30,125 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼上日向店 小売業 食料品 2%

30,126 栃木県 鹿沼市 鹿沼カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

30,127 栃木県 鹿沼市 鹿沼警察署前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,128 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼晃望台店 小売業 食料品 2%

30,129 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼栄町店 小売業 食料品 2%

30,130 栃木県 鹿沼市 株式会社鹿沼自動車教習所 サービス その他サービス 5%

30,131 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼下田町店 小売業 食料品 2%

30,132 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼白桑田店 小売業 食料品 2%

30,133 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼千渡店 小売業 食料品 2%

30,134 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼奈佐原店 小売業 食料品 2%

30,135 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼仁神堂店 小売業 食料品 2%

30,136 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼西沢町店 小売業 食料品 2%

30,137 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼西茂呂店 小売業 食料品 2%

30,138 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼花岡町店 小売業 食料品 2%

30,139 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼府中町店 小売業 食料品 2%

30,140 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼緑町店 小売業 食料品 2%

30,141 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼木工団地前店 小売業 食料品 2%

30,142 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼樅山店 小売業 食料品 2%

30,143 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼茂呂店 小売業 食料品 2%

30,144 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン鹿沼茂呂南店 小売業 食料品 2%

30,145 栃木県 鹿沼市 株式会社きくや酒店 きくや酒店 鹿沼店 小売業 食料品 5%

30,146 栃木県 鹿沼市 株式会社蛸屋 茂呂店 小売業 食料品 5%

30,147 栃木県 鹿沼市 セブン－イレブン上都賀総合病院店 小売業 食料品 2%

30,148 栃木県 鹿沼市 亀田自動車 サービス その他サービス 5%

30,149 栃木県 鹿沼市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋鹿沼栄町店 サービス 飲食業 2%

30,150 栃木県 鹿沼市 かんてい局鹿沼店 小売業 その他小売 5%

30,151 栃木県 鹿沼市 菊池電気商会 小売業 電化製品 5%

30,152 栃木県 鹿沼市 こだち行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

30,153 栃木県 鹿沼市 コリとり処　カチナ サービス その他サービス 5%

30,154 栃木県 鹿沼市 酒のえちごや 小売業 食料品 5%

30,155 栃木県 鹿沼市 サトーカメラ鹿沼晃望台店 小売業 その他小売 5%

30,156 栃木県 鹿沼市 サロン・ド・シエール サービス 理容・美容業 5%
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30,157 栃木県 鹿沼市 Ｊ－ＳＴＹＬＥ サービス その他サービス 5%

30,158 栃木県 鹿沼市 趣味の店ＣｈｅｚＫｅｉｋｏ 小売業 家具・調度品 5%

30,159 栃木県 鹿沼市 有 松風堂 小売業 衣料品 5%

30,160 栃木県 鹿沼市 すいーとほーむ いせも 小売業 その他小売 5%

30,161 栃木県 鹿沼市 スキップ つぼ リンパマッサージ スキップレジ２ サービス その他サービス 5%

30,162 栃木県 鹿沼市 鈴木どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

30,163 栃木県 鹿沼市 スポーツショップ　アルパ 小売業 衣料品 5%

30,164 栃木県 鹿沼市 すまいる電機　鹿沼店 小売業 電化製品 5%

30,165 栃木県 鹿沼市 タイヤガーデン　イシヅカ 小売業 その他小売 5%

30,166 栃木県 鹿沼市 タンポポ薬局 小売業 その他小売 5%

30,167 栃木県 鹿沼市 馳走　裕や サービス 飲食業 5%

30,168 栃木県 鹿沼市 つぼ＆リンパマッサージ　スキップ サービス その他サービス 5%

30,169 栃木県 鹿沼市 Ｔｉｐｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,170 栃木県 鹿沼市 電ねっとシマ 小売業 電化製品 5%

30,171 栃木県 鹿沼市 電ねっとシミズ 小売業 電化製品 5%

30,172 栃木県 鹿沼市 電ねっとシラサキ 小売業 電化製品 5%

30,173 栃木県 鹿沼市 栃木トヨペット鹿沼店 小売業 その他小売 5%

30,174 栃木県 鹿沼市 栃木ロイヤル交通 サービス 運輸業 5%

30,175 栃木県 鹿沼市 富岡 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,176 栃木県 鹿沼市 トヨタカローラ栃木鹿沼店 小売業 その他小売 5%

30,177 栃木県 鹿沼市 トヨタ部品栃木共販鹿沼営業所 小売業 その他小売 5%

30,178 栃木県 鹿沼市 日本料理　みしま サービス 飲食業 5%

30,179 栃木県 鹿沼市 Ｎａｉｌｓａｌｏｎｂｕｔｔｅｒｆｌｙ サービス 理容・美容業 5%

30,180 栃木県 鹿沼市 ネッツトヨタ栃木鹿沼店 小売業 その他小売 5%

30,181 栃木県 鹿沼市 哈爾濱菜館 サービス 飲食業 5%

30,182 栃木県 鹿沼市 美容室かんかん サービス 理容・美容業 5%

30,183 栃木県 鹿沼市 美容室かんかん サービス 理容・美容業 5%

30,184 栃木県 鹿沼市 裕寿司会館 サービス 飲食業 5%

30,185 栃木県 鹿沼市 フィット サービス その他サービス 5%

30,186 栃木県 鹿沼市 福田屋百貨店鹿沼店 小売業 その他小売 5%

30,187 栃木県 鹿沼市 ＭａｒｙＣＲＯＷＮ サービス 理容・美容業 5%

30,188 栃木県 鹿沼市 ほぐし処くすのき サービス その他サービス 5%

30,189 栃木県 鹿沼市 ＨＯＬｉＣ【ホリック】 サービス 理容・美容業 5%

30,190 栃木県 鹿沼市 マクドナルド鹿沼晃望台店 サービス 飲食業 2%

30,191 栃木県 鹿沼市 みのり　鹿沼店 小売業 家具・調度品 5%

30,192 栃木県 鹿沼市 メガネの板垣　イトーヨーカドー鹿沼店 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,193 栃木県 鹿沼市 めがねのミノワ 小売業 その他小売 5%

30,194 栃木県 鹿沼市 茂呂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,195 栃木県 鹿沼市 ヤオハンスーパー東町店 小売業 その他小売 5%

30,196 栃木県 鹿沼市 ヤオハンスーパー粟野店 小売業 その他小売 5%

30,197 栃木県 鹿沼市 ヤオハンスーパー貝島店 小売業 その他小売 5%

30,198 栃木県 鹿沼市 ヤオハンスーパー西店 小売業 その他小売 5%
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30,199 栃木県 鹿沼市 ヤオハンスーパー北部店 小売業 その他小売 5%

30,200 栃木県 鹿沼市 ヤオハンスーパー樅山店 小売業 その他小売 5%

30,201 栃木県 鹿沼市 ヤオハン本部 小売業 その他小売 5%

30,202 栃木県 鹿沼市 八洲カントリークラブ　プロショップ サービス その他サービス 5%

30,203 栃木県 鹿沼市 やまのびようさろん サービス 理容・美容業 5%

30,204 栃木県 上三川町 アストロプロダクツ　上三川新4号店 小売業 その他小売 5%

30,205 栃木県 上三川町 猪瀬酒店 小売業 食料品 5%

30,206 栃木県 上三川町 うどん花むすび サービス 飲食業 5%

30,207 栃木県 上三川町 大峡製鞄株式会社　宇都宮 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,208 栃木県 上三川町 大峡製鞄株式会社　宇都宮催事 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,209 栃木県 上三川町 ｏｖｅｒｄｒｉｖｅ 小売業 その他小売 5%

30,210 栃木県 上三川町 カーシティ　クニヤ 小売業 その他小売 5%

30,211 栃木県 上三川町 ㈱あせっとびるだーず サービス その他サービス 5%

30,212 栃木県 上三川町 株式会社きくや酒店 きくや酒店 上三川店 小売業 食料品 5%

30,213 栃木県 上三川町 株式会社蛸屋　上蒲生店 小売業 食料品 5%

30,214 栃木県 上三川町 上三川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,215 栃木県 上三川町 セブン－イレブン上三川上蒲生店 小売業 食料品 2%

30,216 栃木県 上三川町 上三川北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,217 栃木県 上三川町 セブン－イレブン上三川しらさぎ１丁目店 小売業 食料品 2%

30,218 栃木県 上三川町 セブン－イレブン上三川多功店 小売業 食料品 2%

30,219 栃木県 上三川町 上三川中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,220 栃木県 上三川町 セブン－イレブン上三川日産前店 小売業 食料品 2%

30,221 栃木県 上三川町 セブン－イレブン上三川本郷台団地前店 小売業 食料品 2%

30,222 栃木県 上三川町 セブン－イレブン上三川宮岡橋西店 小売業 食料品 2%

30,223 栃木県 上三川町 セブン－イレブン上三川役場前店 小売業 食料品 2%

30,224 栃木県 上三川町 セブン－イレブン上三川梁店 小売業 食料品 2%

30,225 栃木県 上三川町 ｋａＲｍａｉｚｍ サービス 理容・美容業 5%

30,226 栃木県 上三川町 ＧａｒａｇｅＤｒｅａｍ 小売業 その他小売 5%

30,227 栃木県 上三川町 小島無線電気商会 小売業 電化製品 5%

30,228 栃木県 上三川町 セブン－イレブン下野上三川店 小売業 食料品 2%

30,229 栃木県 上三川町 杉山電機商会 小売業 電化製品 5%

30,230 栃木県 上三川町 鶴見寫眞館 サービス その他サービス 5%

30,231 栃木県 上三川町 ｔｏｍｉｍｏｄｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

30,232 栃木県 上三川町 西川田ターミナル 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,233 栃木県 上三川町 有限会社伊澤薬局 サービス 飲食業 5%

30,234 栃木県 上三川町 有限会社白峰舎 サービス その他サービス 5%

30,235 栃木県 上三川町 有限会社白峰舎工場 サービス その他サービス 5%

30,236 栃木県 上三川町 ルート４上三川 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,237 栃木県 さくら市 ｃｏｃｏｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

30,238 栃木県 さくら市 アトリエソエタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,239 栃木県 さくら市 Ａｎｎｉｅ サービス 理容・美容業 5%

30,240 栃木県 さくら市 出光喜連川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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30,241 栃木県 さくら市 上野楽器　氏家営業所 小売業 その他小売 5%

30,242 栃木県 さくら市 氏家ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,243 栃木県 さくら市 氏家 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,244 栃木県 さくら市 氏家オート 小売業 その他小売 5%

30,245 栃木県 さくら市 氏家北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,246 栃木県 さくら市 氏家北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,247 栃木県 さくら市 セブン－イレブン氏家桜野店 小売業 食料品 2%

30,248 栃木県 さくら市 氏家西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,249 栃木県 さくら市 氏家東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,250 栃木県 さくら市 オ－ギデンキ 小売業 電化製品 5%

30,251 栃木県 さくら市 押上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,252 栃木県 さくら市 お食事処勝山 サービス 飲食業 5%

30,253 栃木県 さくら市 喜連川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,254 栃木県 さくら市 喜連川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,255 栃木県 さくら市 セブン－イレブン喜連川寿町店 小売業 食料品 2%

30,256 栃木県 さくら市 キララ　マエバシ 小売業 その他小売 5%

30,257 栃木県 さくら市 ＣＲＥＡ　さくら店 サービス 理容・美容業 5%

30,258 栃木県 さくら市 郡司電器氏家店 小売業 電化製品 5%

30,259 栃木県 さくら市 セブン－イレブンさくら氏家店 小売業 食料品 2%

30,260 栃木県 さくら市 セブン－イレブンさくら卯の里４丁目店 小売業 食料品 2%

30,261 栃木県 さくら市 セブン－イレブンさくら喜連川店 小売業 食料品 2%

30,262 栃木県 さくら市 セブン－イレブンさくら草川店 小売業 食料品 2%

30,263 栃木県 さくら市 さくらのカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

30,264 栃木県 さくら市 セブン－イレブンさくら馬場北店 小売業 食料品 2%

30,265 栃木県 さくら市 ＳＵＰＰＬＥリラクゼーションルーム サービス 理容・美容業 5%

30,266 栃木県 さくら市 セブン－イレブン下野氏家勝山店 小売業 食料品 2%

30,267 栃木県 さくら市 シューズショップおちあい 小売業 衣料品 5%

30,268 栃木県 さくら市 シンテックス株式会社 サービス その他サービス 5%

30,269 栃木県 さくら市 スズキデンキ　鈴木ミシン電機 小売業 電化製品 5%

30,270 栃木県 さくら市 スペースレンタル ラピス スペースレンタルラピス サービス その他サービス 5%

30,271 栃木県 さくら市 滝口スポーツ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

30,272 栃木県 さくら市 滝澤酒店 サービス その他サービス 5%

30,273 栃木県 さくら市 チェリ－ガ－デン氏家西ＳＳカード 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,274 栃木県 さくら市 チェリーフィールド４０９ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,275 栃木県 さくら市 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ＆ｓｃｈｏｏｌＬｕｌｕ サービス 理容・美容業 5%

30,276 栃木県 さくら市 パナトピア　ケヅカ 小売業 電化製品 5%

30,277 栃木県 さくら市 ＨＡＹＡＫＩＫＡＺＥ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

30,278 栃木県 さくら市 Ｐｅｒｉ【ピアリ】 サービス 理容・美容業 5%

30,279 栃木県 さくら市 ビックミート山久さくら店 小売業 食料品 5%

30,280 栃木県 さくら市 ビューティーサロン　アニー サービス その他サービス 5%

30,281 栃木県 さくら市 フレンズ動物病院 サービス その他サービス 5%

30,282 栃木県 さくら市 ポピー薬局 小売業 その他小売 5%
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30,283 栃木県 さくら市 ポプリ薬局 小売業 その他小売 5%

30,284 栃木県 さくら市 マクドナルド４号線氏家店 サービス 飲食業 2%

30,285 栃木県 さくら市 ますや洋品店 小売業 衣料品 5%

30,286 栃木県 さくら市 松島温泉　乙女の湯 サービス その他サービス 5%

30,287 栃木県 さくら市 みのり　氏家店 小売業 家具・調度品 5%

30,288 栃木県 さくら市 有限会社櫻井呉服店 小売業 衣料品 5%

30,289 栃木県 さくら市 吉澤電機 小売業 電化製品 5%

30,290 栃木県 さくら市 株式会社よし茶屋 サービス 飲食業 5%

30,291 栃木県 さくら市 吉永自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

30,292 栃木県 さくら市 リラクゼーションルームチュラ サービス その他サービス 5%

30,293 栃木県 さくら市 鷲宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,294 栃木県 佐野市 アオキデンキ 小売業 電化製品 5%

30,295 栃木県 佐野市 アカサカ釣具 小売業 その他小売 5%

30,296 栃木県 佐野市 赤見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,297 栃木県 佐野市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｅｌｌｅｎ佐野 サービス 理容・美容業 5%

30,298 栃木県 佐野市 味の花まる 佐野本店 小売業 食料品 5%

30,299 栃木県 佐野市 味の花まる　味の花まる　田沼店 小売業 食料品 5%

30,300 栃木県 佐野市 あづま本店 あづま本店 サービス 飲食業 5%

30,301 栃木県 佐野市 アトリエ　フェリュート サービス 理容・美容業 5%

30,302 栃木県 佐野市 アライオート サービス その他サービス 5%

30,303 栃木県 佐野市 ?ａｌｌｕｒｅ　ｓａｌｔｏ　アルーア　サルト? サービス 理容・美容業 5%

30,304 栃木県 佐野市 アレックスオート サービス その他サービス 5%

30,305 栃木県 佐野市 アレッダホームスタイリング佐野店 小売業 家具・調度品 5%

30,306 栃木県 佐野市 安藤電気 小売業 電化製品 5%

30,307 栃木県 佐野市 飯塚動物病院 サービス その他サービス 5%

30,308 栃木県 佐野市 出光常盤ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,309 栃木県 佐野市 ＷＩＮＫＥＲ サービス その他サービス 5%

30,310 栃木県 佐野市 うおさだ サービス 飲食業 5%

30,311 栃木県 佐野市 ｅｉｇｈｔ サービス 飲食業 5%

30,312 栃木県 佐野市 ＥＸＣＥＥＤ　ＷＯＲＫＯＵＴ サービス その他サービス 5%

30,313 栃木県 佐野市 ｆｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

30,314 栃木県 佐野市 エンゼル薬局 小売業 その他小売 5%

30,315 栃木県 佐野市 エンドウ輪店 小売業 その他小売 5%

30,316 栃木県 佐野市 大串 小売業 家具・調度品 5%

30,317 栃木県 佐野市 オートパーク佐野 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,318 栃木県 佐野市 おぎわら自動車商会（車検・整備） サービス その他サービス 5%

30,319 栃木県 佐野市 お好み焼えびす サービス 飲食業 5%

30,320 栃木県 佐野市 落合電気商工社 小売業 電化製品 5%

30,321 栃木県 佐野市 オリックスレンタカー佐野店 サービス その他サービス 2%

30,322 栃木県 佐野市 海鮮どんさん亭　佐野店 サービス 飲食業 5%

30,323 栃木県 佐野市 柿沼モータース サービス その他サービス 5%

30,324 栃木県 佐野市 がってん寿司佐野店 サービス 飲食業 5%
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30,325 栃木県 佐野市 かつはな亭佐野店 サービス 飲食業 5%

30,326 栃木県 佐野市 株式会社エクリュ・アート 小売業 その他小売 5%

30,327 栃木県 佐野市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋佐野国道５０号店 サービス 飲食業 2%

30,328 栃木県 佐野市 絹屋 サービス 飲食業 5%

30,329 栃木県 佐野市 ギャルフィット　佐野新都市店 小売業 衣料品 5%

30,330 栃木県 佐野市 牛角佐野店 小売業 食料品 2%

30,331 栃木県 佐野市 銀座かねまつ佐野プレミアムアウトレット店 小売業 衣料品 5%

30,332 栃木県 佐野市 葛生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,333 栃木県 佐野市 葛生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,334 栃木県 佐野市 セブン－イレブン葛生中央西店 小売業 食料品 2%

30,335 栃木県 佐野市 蔵 サービス 飲食業 5%

30,336 栃木県 佐野市 車のお探し専門店　佐野店 サービス その他サービス 5%

30,337 栃木県 佐野市 ゴールド佐野カントリークラブ サービス その他サービス 5%

30,338 栃木県 佐野市 石沢時計店 小売業 その他小売 5%

30,339 栃木県 佐野市 こすもすＪＡ仏壇センター 小売業 家具・調度品 5%

30,340 栃木県 佐野市 小中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,341 栃木県 佐野市 酒井石材　石のさかい　本店 サービス その他サービス 5%

30,342 栃木県 佐野市 させ犬猫の病院 サービス その他サービス 5%

30,343 栃木県 佐野市 サトーカメライオンタウン佐野店 小売業 その他小売 5%

30,344 栃木県 佐野市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ佐野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,345 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野赤坂町店 小売業 食料品 2%

30,346 栃木県 佐野市 セブンーイレブン佐野出流原店 小売業 食料品 2%

30,347 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野伊勢山店 小売業 食料品 2%

30,348 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野駅前店 小売業 食料品 2%

30,349 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野大橋町店 小売業 食料品 2%

30,350 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野小見町店 小売業 食料品 2%

30,351 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野工業団地店 小売業 食料品 2%

30,352 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野５０号バイパス店 小売業 食料品 2%

30,353 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野栄町店 小売業 食料品 2%

30,354 栃木県 佐野市 佐野市観光物産会館 小売業 その他小売 5%

30,355 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野城北店 小売業 食料品 2%

30,356 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野朱雀町店 小売業 食料品 2%

30,357 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野田沼北店 小売業 食料品 2%

30,358 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野栃本町店 小売業 食料品 2%

30,359 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野富岡町店 小売業 食料品 2%

30,360 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野並木町店 小売業 食料品 2%

30,361 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野奈良渕店 小売業 食料品 2%

30,362 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野日大校前店 小売業 食料品 2%

30,363 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野本町店 小売業 食料品 2%

30,364 栃木県 佐野市 佐野　丸福 小売業 その他小売 5%

30,365 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野村上町店 小売業 食料品 2%

30,366 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野厄よけ大師前店 小売業 食料品 2%
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30,367 栃木県 佐野市 セブン－イレブン佐野米山南町店 小売業 食料品 2%

30,368 栃木県 佐野市 シイナコマース サービス その他サービス 5%

30,369 栃木県 佐野市 ｊｅａｎｇｅｎｉｅ＆ｈｕｎｇｒｙｆｒｅａｋｓ，ｄａｄｄｙ 小売業 衣料品 5%

30,370 栃木県 佐野市 ｃｈｅｚ竹榮山 サービス 飲食業 5%

30,371 栃木県 佐野市 シーザーファクトリーショップ 小売業 衣料品 5%

30,372 栃木県 佐野市 ジャックと豆の木 サービス 飲食業 5%

30,373 栃木県 佐野市 秋栄堂印刷株式会社 サービス その他サービス 5%

30,374 栃木県 佐野市 ジョイナス　モータースポーツ　レイ 小売業 その他小売 5%

30,375 栃木県 佐野市 新合ＳＳ／岩下守司商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,376 栃木県 佐野市 スクラムオート サービス その他サービス 5%

30,377 栃木県 佐野市 スクラム　ＯＮＥ’Ｓ　ＯＮＥ サービス その他サービス 5%

30,378 栃木県 佐野市 鈴木電気 小売業 電化製品 5%

30,379 栃木県 佐野市 スズラン薬局 小売業 その他小売 5%

30,380 栃木県 佐野市 炭火焼肉ふじ田　佐野店 サービス 飲食業 5%

30,381 栃木県 佐野市 すみれ化粧品 小売業 その他小売 5%

30,382 栃木県 佐野市 関沼無線電気商会 小売業 電化製品 5%

30,383 栃木県 佐野市 ソフトバンク　サンテラス佐野 小売業 電化製品 5%

30,384 栃木県 佐野市 大陸食道　佐野店 サービス 飲食業 5%

30,385 栃木県 佐野市 辰巳屋肉店　串焼き岩 小売業 食料品 5%

30,386 栃木県 佐野市 田沼町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,387 栃木県 佐野市 セブンーイレブン田沼町田沼店 小売業 食料品 2%

30,388 栃木県 佐野市 セブン－イレブン田沼吉水駅前店 小売業 食料品 2%

30,389 栃木県 佐野市 ＣＨＩＮＥＳＥ　ＤＩＮＩＮＧ　花と華 サービス 飲食業 5%

30,390 栃木県 佐野市 ちゃこや サービス 飲食業 5%

30,391 栃木県 佐野市 ちゃこや サービス 飲食業 5%

30,392 栃木県 佐野市 築地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,393 栃木県 佐野市 ツカダ　佐野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,394 栃木県 佐野市 つとめ寿司 サービス 飲食業 5%

30,395 栃木県 佐野市 ＤＰ佐野 サービス 理容・美容業 5%

30,396 栃木県 佐野市 手打そば　かみやま サービス 飲食業 5%

30,397 栃木県 佐野市 天使の森佐野オリヴィエ サービス その他サービス 5%

30,398 栃木県 佐野市 東京オート　佐野店 小売業 その他小売 5%

30,399 栃木県 佐野市 東京堂 小売業 その他小売 5%

30,400 栃木県 佐野市 Ｄｒほぐれ サービス その他サービス 5%

30,401 栃木県 佐野市 栃木トヨペット佐野店 小売業 その他小売 5%

30,402 栃木県 佐野市 栃木トヨペットＵ－Ｃａｒセンター佐野店 小売業 その他小売 5%

30,403 栃木県 佐野市 ＤＯＧＤＥＰＴ佐野店 小売業 その他小売 5%

30,404 栃木県 佐野市 戸奈良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,405 栃木県 佐野市 トヨタカローラ栃木佐野店 小売業 その他小売 5%

30,406 栃木県 佐野市 トヨタレンタリース栃木佐野店 サービス その他サービス 2%

30,407 栃木県 佐野市 ｄｒｕｇｓｔｏｒｅ’ｓＳＨＯＰ佐野店 小売業 衣料品 5%

30,408 栃木県 佐野市 トンプキンス佐野 小売業 貴金属・服飾品 5%
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30,409 栃木県 佐野市 ナカダ 小売業 その他小売 5%

30,410 栃木県 佐野市 ｎａｔｕｒａｌ　佐野店 サービス 理容・美容業 5%

30,411 栃木県 佐野市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ奈良渕ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,412 栃木県 佐野市 ニエダ 小売業 電化製品 5%

30,413 栃木県 佐野市 ニエダパナハート赤坂 小売業 電化製品 5%

30,414 栃木県 佐野市 肉の万世　佐野インター店 サービス 飲食業 5%

30,415 栃木県 佐野市 ｎｉｃｏ　ｂｙ　Ｈｉ?ｓ サービス 理容・美容業 5%

30,416 栃木県 佐野市 ネイルサロンＲｅｎａｔａ サービス 理容・美容業 5%

30,417 栃木県 佐野市 ねこやあんず 小売業 その他小売 5%

30,418 栃木県 佐野市 ネッツトヨタ栃木佐野北店 小売業 その他小売 5%

30,419 栃木県 佐野市 ネッツトヨタ栃木佐野店 小売業 その他小売 5%

30,420 栃木県 佐野市 ＮＥＲＯ サービス その他サービス 5%

30,421 栃木県 佐野市 野沢電化 小売業 電化製品 5%

30,422 栃木県 佐野市 ｎｏｎｋｙ　ｒａｇｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

30,423 栃木県 佐野市 ｎｏｎｋｙ　ｒａｇｓｈｏｐ　Ⅰ 小売業 衣料品 5%

30,424 栃木県 佐野市 萩野電気 小売業 電化製品 5%

30,425 栃木県 佐野市 パナハートアイシー電気 小売業 電化製品 5%

30,426 栃木県 佐野市 はなぶさ 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,427 栃木県 佐野市 ＰａｎａＬｉｆｅ　ツカダ 小売業 電化製品 5%

30,428 栃木県 佐野市 浜めし　丼丸　佐野植上店 サービス 飲食業 5%

30,429 栃木県 佐野市 浜めし　丼丸　佐野堀米店 サービス 飲食業 5%

30,430 栃木県 佐野市 パルフェット サービス その他サービス 5%

30,431 栃木県 佐野市 ばんどう太郎佐野店 サービス 飲食業 5%

30,432 栃木県 佐野市 飛駒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,433 栃木県 佐野市 ＢｉｓｔｒｏＰｏｒｔ＆Ｔｅｒｒｅ サービス 飲食業 5%

30,434 栃木県 佐野市 ひまわり亭　ひまわり亭 サービス 飲食業 5%

30,435 栃木県 佐野市 ファーベル　佐野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

30,436 栃木県 佐野市 ＦｅｅｌＦＯＲＣＥ 小売業 衣料品 5%

30,437 栃木県 佐野市 藤倉自動車 サービス その他サービス 5%

30,438 栃木県 佐野市 藤倉電気 小売業 電化製品 5%

30,439 栃木県 佐野市 ふとんの大森 佐野駅前店 小売業 その他小売 5%

30,440 栃木県 佐野市 ＰＲＩＭＯ佐野店 サービス その他サービス 5%

30,441 栃木県 佐野市 プールサイド佐野プレミアムアウトレット店 小売業 衣料品 5%

30,442 栃木県 佐野市 プールサイド佐野プレミアムアウトレット店 小売業 衣料品 5%

30,443 栃木県 佐野市 ふれあい薬局 小売業 その他小売 5%

30,444 栃木県 佐野市 Ｐｌａｔｅｓｈｏｐ．ＴＤ 小売業 衣料品 5%

30,445 栃木県 佐野市 ヘアーサロンサゲハシ サービス 理容・美容業 5%

30,446 栃木県 佐野市 ヘアールームピアラ サービス 理容・美容業 5%

30,447 栃木県 佐野市 ホテル三吉野別館 サービス 宿泊業 5%

30,448 栃木県 佐野市 マクドナルドイオンモール佐野新都市店 サービス 飲食業 2%

30,449 栃木県 佐野市 マクドナルド５０号佐野店 サービス 飲食業 2%

30,450 栃木県 佐野市 マクドナルド佐野浅沼店 サービス 飲食業 2%
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30,451 栃木県 佐野市 町田商店 小売業 その他小売 5%

30,452 栃木県 佐野市 道の駅どまんなかたぬま 小売業 食料品 5%

30,453 栃木県 佐野市 緑川裕子 小売業 衣料品 5%

30,454 栃木県 佐野市 メガネドクター　佐野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,455 栃木県 佐野市 メガネのイタガキイオンモール佐野新都市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,456 栃木県 佐野市 モダンパスタ佐野店１１３５ サービス 飲食業 5%

30,457 栃木県 佐野市 桃川　和風れすとらん桃川 サービス 飲食業 5%

30,458 栃木県 佐野市 森のパン屋　森のパン屋 小売業 食料品 5%

30,459 栃木県 佐野市 山口家電 小売業 電化製品 5%

30,460 栃木県 佐野市 有限会社　大芦輪業　オオアシ 小売業 その他小売 5%

30,461 栃木県 佐野市 有限会社上岡酒店 小売業 食料品 5%

30,462 栃木県 佐野市 有限会社はないち サービス その他サービス 5%

30,463 栃木県 佐野市 洋風食房ｓａｎｇａ サービス 飲食業 5%

30,464 栃木県 佐野市 ＹＯＯ?ＨＯＯ　堀米店 サービス 理容・美容業 5%

30,465 栃木県 佐野市 YOO-HOO佐野店 サービス 理容・美容業 5%

30,466 栃木県 佐野市 ４１１　ＣＯＦＦＥＥ　ＬＡＢ サービス 飲食業 5%

30,467 栃木県 佐野市 ライオン堂　キ　レ　イ　ライオン堂　キレイ 小売業 その他小売 5%

30,468 栃木県 佐野市 Ｌａ　Ｖｉｅ サービス 理容・美容業 5%

30,469 栃木県 佐野市 Ｒｅｚｏｎａ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｐａｒｋ　ｓ サービス 理容・美容業 5%

30,470 栃木県 佐野市 ＲｅｚｏｎａｂｅａｕｔｙＰａｒｋｓａｎｏ サービス 理容・美容業 5%

30,471 栃木県 佐野市 リンゴ屋イオンタウン佐野 サービス その他サービス 5%

30,472 栃木県 佐野市 れすとらんＨＯＵＳＥ Ｋ Ａ サービス 飲食業 5%

30,473 栃木県 佐野市 ワイモバイル　サンテラス佐野 小売業 電化製品 5%

30,474 栃木県 塩谷町 出光玉生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,475 栃木県 塩谷町 大宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,476 栃木県 塩谷町 塩谷大宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,477 栃木県 塩谷町 セブン－イレブン塩谷大宮店 小売業 食料品 2%

30,478 栃木県 塩谷町 セブン－イレブン塩谷田所店 小売業 食料品 2%

30,479 栃木県 塩谷町 那須パレスホテル サービス 宿泊業 5%

30,480 栃木県 塩谷町 船生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,481 栃木県 塩谷町 メデイアインナオイ 小売業 電化製品 5%

30,482 栃木県 塩谷町 有限会社サカエ自動車商会 サービス その他サービス 5%

30,483 栃木県 下野市 青木家具インテリア 小売業 家具・調度品 5%

30,484 栃木県 下野市 アクタスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,485 栃木県 下野市 Ａｒｏｕｓｅ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

30,486 栃木県 下野市 セブン－イレブン石橋上古山店 小売業 食料品 2%

30,487 栃木県 下野市 石橋北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,488 栃木県 下野市 セブン－イレブン石橋下古山店 小売業 食料品 2%

30,489 栃木県 下野市 セブン－イレブン石橋大光寺店 小売業 食料品 2%

30,490 栃木県 下野市 石橋野口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,491 栃木県 下野市 セブン－イレブン石橋花の木店 小売業 食料品 2%

30,492 栃木県 下野市 出光仁良川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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30,493 栃木県 下野市 上野楽器　石橋営業所 小売業 その他小売 5%

30,494 栃木県 下野市 上野楽器　石橋センター 小売業 その他小売 5%

30,495 栃木県 下野市 潮田タクシー　１ サービス 運輸業 5%

30,496 栃木県 下野市 オ－トオアシス石橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,497 栃木県 下野市 小島自動車 小売業 その他小売 5%

30,498 栃木県 下野市 海鮮まんまてい サービス 飲食業 5%

30,499 栃木県 下野市 株式会社蛸屋　石橋店 小売業 食料品 5%

30,500 栃木県 下野市 株式会社蛸屋　小金井店 小売業 食料品 5%

30,501 栃木県 下野市 株式会社蛸屋　自治医大店 小売業 食料品 5%

30,502 栃木県 下野市 喜多の逸場 サービス その他サービス 5%

30,503 栃木県 下野市 クリーニング専科　下野店 サービス その他サービス 5%

30,504 栃木県 下野市 小金井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,505 栃木県 下野市 国分寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,506 栃木県 下野市 小熊生花店 小売業 その他小売 5%

30,507 栃木県 下野市 小熊生花店 小売業 その他小売 5%

30,508 栃木県 下野市 サニーハウス・アダチ南河内店 小売業 電化製品 5%

30,509 栃木県 下野市 サニーハウス・アダチ 小売業 電化製品 5%

30,510 栃木県 下野市 サロンドシュエット サービス 理容・美容業 5%

30,511 栃木県 下野市 下野（支） 小売業 その他小売 5%

30,512 栃木県 下野市 セブン－イレブン下野祇園店 小売業 食料品 2%

30,513 栃木県 下野市 セブン－イレブン下野自治医大店 小売業 食料品 2%

30,514 栃木県 下野市 セブン－イレブン下野下古山東店 小売業 食料品 2%

30,515 栃木県 下野市 セブン－イレブン下野花見ヶ岡店 小売業 食料品 2%

30,516 栃木県 下野市 車検　須藤モータース サービス その他サービス 5%

30,517 栃木県 下野市 鈴木自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

30,518 栃木県 下野市 スポーツカムイ自治医大店 小売業 その他小売 5%

30,519 栃木県 下野市 たかはし肉店 小売業 食料品 5%

30,520 栃木県 下野市 津野田硝子株式会社 サービス その他サービス 5%

30,521 栃木県 下野市 てとらぽっつ通販 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

30,522 栃木県 下野市 テニスショップロイヤル 小売業 その他小売 5%

30,523 栃木県 下野市 てやてや広場 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,524 栃木県 下野市 てやてや広場 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,525 栃木県 下野市 電ねっとコダイラ 小売業 電化製品 5%

30,526 栃木県 下野市 セブン－イレブン栃木小金井駅東店 小売業 食料品 2%

30,527 栃木県 下野市 栃木トヨペット石橋店 小売業 その他小売 5%

30,528 栃木県 下野市 直井呉服店 小売業 衣料品 5%

30,529 栃木県 下野市 ニエダデンキ 小売業 電化製品 5%

30,530 栃木県 下野市 西坪山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,531 栃木県 下野市 福祉美容サロン　もあねくすと サービス 理容・美容業 5%

30,532 栃木県 下野市 ヘアデザインフルード サービス 理容・美容業 5%

30,533 栃木県 下野市 本社 小売業 その他小売 5%

30,534 栃木県 下野市 マクドナルド自治医大かましん店 サービス 飲食業 2%
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30,535 栃木県 下野市 マクドナルド４号線石橋店 サービス 飲食業 2%

30,536 栃木県 下野市 マクドナルド４号線小金井店 サービス 飲食業 2%

30,537 栃木県 下野市 Ｍａｇｉｃ　ｋｉｔｃｈｅｎ　お菓子の家　Ｍａｇｉｃ　ｋｉｔｃｈｅｎ　お菓子の家 サービス 飲食業 5%

30,538 栃木県 下野市 セブン－イレブン南河内緑店 小売業 食料品 2%

30,539 栃木県 下野市 セブン－イレブン南河内本吉田店 小売業 食料品 2%

30,540 栃木県 下野市 みのり　石橋店 小売業 家具・調度品 5%

30,541 栃木県 下野市 メガネストアー自治医大 小売業 その他小売 5%

30,542 栃木県 下野市 メガネストアー自治医大店 小売業 その他小売 5%

30,543 栃木県 下野市 焼肉百萬石橋店 サービス 飲食業 5%

30,544 栃木県 下野市 薬師寺 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,545 栃木県 下野市 薬師寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,546 栃木県 下野市 有限会社たかはし　たかはし洋品店 小売業 衣料品 5%

30,547 栃木県 下野市 ゆり美容室 サービス 理容・美容業 5%

30,548 栃木県 下野市 ゆり美容室 サービス 理容・美容業 5%

30,549 栃木県 下野市 有限会社ナカジマ 小売業 衣料品 5%

30,550 栃木県 下野市 ロイヤルテニスクラブ サービス その他サービス 5%

30,551 栃木県 下野市 ＷＩＬＤＦＲＯＷＥＲ サービス その他サービス 5%

30,552 栃木県 高根沢町 エビス電器 小売業 電化製品 5%

30,553 栃木県 高根沢町 ＯＡ再生館 小売業 その他小売 5%

30,554 栃木県 高根沢町 オートギャラリー栃木 小売業 その他小売 5%

30,555 栃木県 高根沢町 おしゃれの店 シミズヤ 小売業 衣料品 5%

30,556 栃木県 高根沢町 カイロプラクティックリボーンズ サービス 理容・美容業 5%

30,557 栃木県 高根沢町 Ｇｕｆｏ　Ｃｙｃｌｅ　Ｗｏｒｋｓ 小売業 その他小売 5%

30,558 栃木県 高根沢町 セブン－イレブンケーヒン栃木開発センター店 小売業 食料品 2%

30,559 栃木県 高根沢町 スターポート光陽台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,560 栃木県 高根沢町 ＳＡＬＯＮＤＥＤＯＵＸｅｓｔ店 サービス 理容・美容業 5%

30,561 栃木県 高根沢町 サン・スポーク サービス その他サービス 5%

30,562 栃木県 高根沢町 手塚自動車本社 小売業 その他小売 5%

30,563 栃木県 高根沢町 高根沢金井 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,564 栃木県 高根沢町 高根沢漁港　大介丸 サービス 飲食業 5%

30,565 栃木県 高根沢町 セブン－イレブン高根沢光陽台店 小売業 食料品 2%

30,566 栃木県 高根沢町 セブン－イレブン高根沢中央店 小売業 食料品 2%

30,567 栃木県 高根沢町 セブン－イレブン高根沢仁井田店 小売業 食料品 2%

30,568 栃木県 高根沢町 セブン－イレブン高根沢花岡店 小売業 食料品 2%

30,569 栃木県 高根沢町 電ねっとヒグチ 小売業 電化製品 5%

30,570 栃木県 高根沢町 栃木トヨペット高根沢店 小売業 その他小売 5%

30,571 栃木県 高根沢町 パナトピア・カマクサ 小売業 電化製品 5%

30,572 栃木県 高根沢町 ファイテンプラスアルファ サービス その他サービス 5%

30,573 栃木県 高根沢町 フラワーヒルＳＳ　小野口砿油 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,574 栃木県 高根沢町 ヘアーサロンカトウ サービス 理容・美容業 5%

30,575 栃木県 高根沢町 マクドナルド宝積寺バイパス店 サービス 飲食業 2%

30,576 栃木県 高根沢町 焼肉Ｄｉｎｉｎｇ　景福苑 サービス 飲食業 5%
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30,577 栃木県 高根沢町 リオン・ドール高根沢店 小売業 食料品 5%

30,578 栃木県 高根沢町 リオン・ドール高根沢東店 小売業 食料品 5%

30,579 栃木県 高根沢町 ＲＯＣＫＥＴ　ＢＥＡＵＴＹ サービス 理容・美容業 5%

30,580 栃木県 栃木市 ＡＲＣＨ サービス 理容・美容業 5%

30,581 栃木県 栃木市 朝摘み野菜の洋食厨房　路遊亭 サービス 飲食業 5%

30,582 栃木県 栃木市 アストロプロダクツ　栃木インター店 小売業 その他小売 5%

30,583 栃木県 栃木市 天野屋電機商会 小売業 電化製品 5%

30,584 栃木県 栃木市 アリス薬局 小売業 その他小売 5%

30,585 栃木県 栃木市 イシハラ　１Ｆ 小売業 衣料品 5%

30,586 栃木県 栃木市 いずみや サービス 飲食業 5%

30,587 栃木県 栃木市 いちひこ帆布 小売業 衣料品 5%

30,588 栃木県 栃木市 壱刻屋　出前用 サービス 飲食業 5%

30,589 栃木県 栃木市 出光アットホーム岩舟ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,590 栃木県 栃木市 出光金崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,591 栃木県 栃木市 出光栃木南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,592 栃木県 栃木市 伊藤電機 小売業 電化製品 5%

30,593 栃木県 栃木市 岩舟ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,594 栃木県 栃木市 セブン－イレブン岩舟和泉店 小売業 食料品 2%

30,595 栃木県 栃木市 セブン－イレブン岩舟５０号バイパス店 小売業 食料品 2%

30,596 栃木県 栃木市 セブン－イレブン岩舟静和店 小売業 食料品 2%

30,597 栃木県 栃木市 セブン－イレブン岩舟曲ケ島店 小売業 食料品 2%

30,598 栃木県 栃木市 ウィズ・アネックス店 サービス 理容・美容業 5%

30,599 栃木県 栃木市 ウィズ　本店 サービス 理容・美容業 5%

30,600 栃木県 栃木市 ウィズ駅前店 サービス 理容・美容業 5%

30,601 栃木県 栃木市 宇賀神理容室 サービス 理容・美容業 5%

30,602 栃木県 栃木市 巴波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,603 栃木県 栃木市 江田洋品店 小売業 衣料品 5%

30,604 栃木県 栃木市 ＥＬＡＮＤＡ 小売業 食料品 5%

30,605 栃木県 栃木市 セブン－イレブン大平川連バイパス店 小売業 食料品 2%

30,606 栃木県 栃木市 セブン－イレブン大平中央小前店 小売業 食料品 2%

30,607 栃木県 栃木市 セブン－イレブン大平西野田店 小売業 食料品 2%

30,608 栃木県 栃木市 セブン－イレブン大平西水代店 小売業 食料品 2%

30,609 栃木県 栃木市 セブン－イレブン大平ぶどう団地店 小売業 食料品 2%

30,610 栃木県 栃木市 おおわだ酒店 サービス 飲食業 5%

30,611 栃木県 栃木市 お食事処 さいとう食堂 お食事処さいとう サービス 飲食業 5%

30,612 栃木県 栃木市 おりょうり魚栄 サービス 飲食業 5%

30,613 栃木県 栃木市 温活ｃａｆｅ　ｃｏｃｏｌｏ サービス その他サービス 5%

30,614 栃木県 栃木市 カードックＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,615 栃木県 栃木市 海鮮どんさん亭　栃木店 サービス 飲食業 5%

30,616 栃木県 栃木市 カシワヤ　倭町店 小売業 その他小売 5%

30,617 栃木県 栃木市 合戦場ＳＳ／有限会社青木石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,618 栃木県 栃木市 がってん寿司栃木店 サービス 飲食業 5%
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30,619 栃木県 栃木市 かつはな亭栃木店 サービス 飲食業 5%

30,620 栃木県 栃木市 金崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,621 栃木県 栃木市 かな半旅館 サービス 宿泊業 5%

30,622 栃木県 栃木市 ［ＨＣ］カネコデンキ 小売業 電化製品 5%

30,623 栃木県 栃木市 株式会社　丸森 小売業 衣料品 5%

30,624 栃木県 栃木市 ［ＨＣ］株式会社川田電気商会 小売業 電化製品 5%

30,625 栃木県 栃木市 株式会社きくや酒店 きくや酒店 栃木店 小売業 食料品 5%

30,626 栃木県 栃木市 株式会社蛸屋　岩舟店 小売業 食料品 5%

30,627 栃木県 栃木市 株式会社蛸屋 新栃木店 小売業 食料品 5%

30,628 栃木県 栃木市 株式会社ＹＹガレージ サービス その他サービス 5%

30,629 栃木県 栃木市 からあげ鳥亀 都賀本店 小売業 食料品 5%

30,630 栃木県 栃木市 から揚げ　かずちゃんち サービス 飲食業 5%

30,631 栃木県 栃木市 木野地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,632 栃木県 栃木市 キャピックトチギ サービス その他サービス 5%

30,633 栃木県 栃木市 Ｃａｎ　Ｉ　Ｄｒｅｓｓｙ　栃木店 サービス その他サービス 5%

30,634 栃木県 栃木市 牛角栃木店 サービス 飲食業 2%

30,635 栃木県 栃木市 食心房　ひょっとこ サービス 飲食業 5%

30,636 栃木県 栃木市 グリーンプラザ栃木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,637 栃木県 栃木市 クリーニング専科　栃木箱森店 サービス その他サービス 5%

30,638 栃木県 栃木市 携帯ショップ　テレウェーブ栃木店 小売業 その他小売 5%

30,639 栃木県 栃木市 コープ栃木店 小売業 食料品 5%

30,640 栃木県 栃木市 石澤商店　セルフ栃木東 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,641 栃木県 栃木市 桜井洋品店 小売業 衣料品 5%

30,642 栃木県 栃木市 ザ・ちゃりんこや 小売業 その他小売 5%

30,643 栃木県 栃木市 サトーカメラ栃木バイパス店 小売業 その他小売 5%

30,644 栃木県 栃木市 ジェイジェイエミ 小売業 衣料品 5%

30,645 栃木県 栃木市 下都賀藤岡 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,646 栃木県 栃木市 旬鮮めん処　不二屋 サービス 飲食業 5%

30,647 栃木県 栃木市 城内町ＳＳ　小野口石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,648 栃木県 栃木市 尻内 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,649 栃木県 栃木市 尻内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,650 栃木県 栃木市 すこやかママのいえ サービス 理容・美容業 5%

30,651 栃木県 栃木市 スタジオＫ サービス その他サービス 5%

30,652 栃木県 栃木市 ＳＵＴＯＨ 小売業 衣料品 5%

30,653 栃木県 栃木市 ａｎｏｎ サービス その他サービス 5%

30,654 栃木県 栃木市 ぜにや洋品店 小売業 衣料品 5%

30,655 栃木県 栃木市 そば・和食・ちづか サービス 飲食業 5%

30,656 栃木県 栃木市 高岩電気 小売業 電化製品 5%

30,657 栃木県 栃木市 髙橋電機 小売業 電化製品 5%

30,658 栃木県 栃木市 達磨や サービス 飲食業 5%

30,659 栃木県 栃木市 中華遊楽酒房　こまどり樓 サービス 飲食業 5%

30,660 栃木県 栃木市 中華料理　大将 サービス 飲食業 5%
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30,661 栃木県 栃木市 朝妻石油株式会社都賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,662 栃木県 栃木市 セブン－イレブン都賀家中店 小売業 食料品 2%

30,663 栃木県 栃木市 セブン－イレブン都賀インター南店 小売業 食料品 2%

30,664 栃木県 栃木市 セブン－イレブン都賀大柿店 小売業 食料品 2%

30,665 栃木県 栃木市 セブン－イレブン都賀合戦場店 小売業 食料品 2%

30,666 栃木県 栃木市 ツカダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,667 栃木県 栃木市 ツカダ　栃木店 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,668 栃木県 栃木市 ツカダ　栃木バイパス店 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,669 栃木県 栃木市 ツカダ　バイパス店 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,670 栃木県 栃木市 電ねっとナガシマ 小売業 電化製品 5%

30,671 栃木県 栃木市 陶珈紗 小売業 その他小売 5%

30,672 栃木県 栃木市 スターポート栃木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,673 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木泉川町店 小売業 食料品 2%

30,674 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木泉町西店 小売業 食料品 2%

30,675 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木岩舟静店 小売業 食料品 2%

30,676 栃木県 栃木市 栃木インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,677 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木インター店 小売業 食料品 2%

30,678 栃木県 栃木市 栃木梅沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,679 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木運動公園前店 小売業 食料品 2%

30,680 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木駅前通り店 小売業 食料品 2%

30,681 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木大塚町店 小売業 食料品 2%

30,682 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木大平蔵井店 小売業 食料品 2%

30,683 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木大平下高島店 小売業 食料品 2%

30,684 栃木県 栃木市 栃木大宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,685 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木大森町店 小売業 食料品 2%

30,686 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木川原田町店 小売業 食料品 2%

30,687 栃木県 栃木市 栃木市アンテナショップまちの駅「コエド市 小売業 食料品 5%

30,688 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木市泉町店 小売業 食料品 2%

30,689 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木下都賀病院前店 小売業 食料品 2%

30,690 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木城内町２丁目店 小売業 食料品 2%

30,691 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木惣社町店 小売業 食料品 2%

30,692 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木都賀北店 小売業 食料品 2%

30,693 栃木県 栃木市 栃木店 小売業 その他小売 5%

30,694 栃木県 栃木市 栃木トヨペット栃木店 小売業 その他小売 5%

30,695 栃木県 栃木市 栃木バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,696 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木箱森店 小売業 食料品 2%

30,697 栃木県 栃木市 セブン－イレブン栃木平井町店 小売業 食料品 2%

30,698 栃木県 栃木市 栃木吹上ＳＳ　谷中田商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,699 栃木県 栃木市 セブンーイレブン栃木本町店 小売業 食料品 2%

30,700 栃木県 栃木市 トヨタカローラ栃木栃木店 小売業 その他小売 5%

30,701 栃木県 栃木市 トヨタレンタリース栃木栃木駅前店 サービス その他サービス 2%

30,702 栃木県 栃木市 東風 サービス 飲食業 5%
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30,703 栃木県 栃木市 ＴＯＭＰＫＩＮＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,704 栃木県 栃木市 中沢製麺　麺の直売所 小売業 食料品 5%

30,705 栃木県 栃木市 長田美容室 長田美容室 サービス 理容・美容業 5%

30,706 栃木県 栃木市 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｐｈｏｔｏ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＨＩＭＡＷＡＲＩ サービス その他サービス 5%

30,707 栃木県 栃木市 セブン－イレブン西方バイパス店 小売業 食料品 2%

30,708 栃木県 栃木市 ニュー栃木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,709 栃木県 栃木市 ネッツトヨタ栃木栃木インター通り店 小売業 その他小売 5%

30,710 栃木県 栃木市 ネッツトヨタ栃木栃木店 小売業 その他小売 5%

30,711 栃木県 栃木市 野澤電器 小売業 電化製品 5%

30,712 栃木県 栃木市 パナウイスタ薗部 小売業 電化製品 5%

30,713 栃木県 栃木市 パナトピア　モリシタ 小売業 電化製品 5%

30,714 栃木県 栃木市 ｐａｌｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

30,715 栃木県 栃木市 ばんどう太郎栃木店 サービス 飲食業 5%

30,716 栃木県 栃木市 Ｂ?ＬＯＯＭ　【ビールーム】 サービス 理容・美容業 5%

30,717 栃木県 栃木市 美容室フィービー サービス 理容・美容業 5%

30,718 栃木県 栃木市 ヒラオカ 小売業 電化製品 5%

30,719 栃木県 栃木市 ｆａｂｕｌｏｕｓｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

30,720 栃木県 栃木市 ぷいぷいあろは 小売業 衣料品 5%

30,721 栃木県 栃木市 フクトミデンキ 小売業 電化製品 5%

30,722 栃木県 栃木市 藤岡新町 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,723 栃木県 栃木市 藤岡西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,724 栃木県 栃木市 セブン－イレブン藤岡町大前店 小売業 食料品 2%

30,725 栃木県 栃木市 セブン－イレブン藤岡町都賀店 小売業 食料品 2%

30,726 栃木県 栃木市 セブン－イレブン藤岡町藤岡店 小売業 食料品 2%

30,727 栃木県 栃木市 藤倉電気大平店 小売業 電化製品 5%

30,728 栃木県 栃木市 藤倉電気栃木店 小売業 電化製品 5%

30,729 栃木県 栃木市 富士書店　栃木店 小売業 その他小売 5%

30,730 栃木県 栃木市 富士メガネ栃木店 小売業 その他小売 5%

30,731 栃木県 栃木市 株式会社ふせや 素敵 生活館ＦＵＳＥＹＡ 小売業 衣料品 5%

30,732 栃木県 栃木市 プロのほぐし サービス その他サービス 5%

30,733 栃木県 栃木市 ヘアーサロン　石川 サービス 理容・美容業 5%

30,734 栃木県 栃木市 ヘアーズウィル サービス 理容・美容業 5%

30,735 栃木県 栃木市 ヘア・フォーラム サービス 理容・美容業 5%

30,736 栃木県 栃木市 ボディメンテナンスあおき サービス 理容・美容業 5%

30,737 栃木県 栃木市 ポワロー サービス 飲食業 5%

30,738 栃木県 栃木市 マインドアイム店 小売業 衣料品 5%

30,739 栃木県 栃木市 マクドナルド環状線栃木店 サービス 飲食業 2%

30,740 栃木県 栃木市 マクドナルド５０号岩舟店 サービス 飲食業 2%

30,741 栃木県 栃木市 マクドナルド栃木バイパス店 サービス 飲食業 2%

30,742 栃木県 栃木市 真名子 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,743 栃木県 栃木市 マナベインテリアハーツ栃木大平店 小売業 家具・調度品 5%

30,744 栃木県 栃木市 三毳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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30,745 栃木県 栃木市 道の駅みかも サービス その他サービス 5%

30,746 栃木県 栃木市 湊町エピスリー 小売業 食料品 5%

30,747 栃木県 栃木市 みのり大平店 小売業 家具・調度品 5%

30,748 栃木県 栃木市 三桝屋本店 小売業 その他小売 5%

30,749 栃木県 栃木市 森川自動車 サービス その他サービス 5%

30,750 栃木県 栃木市 森下電器商会 パナトピア モリシタ 小売業 電化製品 5%

30,751 栃木県 栃木市 モリタヤ商事 サービス その他サービス 5%

30,752 栃木県 栃木市 ヤオハンアイム店 小売業 食料品 5%

30,753 栃木県 栃木市 ヤオハン岩舟店 小売業 食料品 5%

30,754 栃木県 栃木市 ヤオハン大森店 小売業 食料品 5%

30,755 栃木県 栃木市 ヤオハン川原田店 小売業 食料品 5%

30,756 栃木県 栃木市 ヤオハン城内店 小売業 食料品 5%

30,757 栃木県 栃木市 ヤオハンＮＥＷ大平店 小売業 食料品 5%

30,758 栃木県 栃木市 ヤオハンＮＥＷ西店 小売業 食料品 5%

30,759 栃木県 栃木市 ヤオリン金崎店 小売業 その他小売 5%

30,760 栃木県 栃木市 有限会社　日向野自動車 サービス その他サービス 5%

30,761 栃木県 栃木市 有限会社　ヤマナカ 小売業 電化製品 5%

30,762 栃木県 栃木市 有限会社ゼンシン　中華遊楽酒房　こまどり樓 サービス 飲食業 5%

30,763 栃木県 栃木市 有限会社ダイセイ 小売業 電化製品 5%

30,764 栃木県 栃木市 有限会社辰元 Ｇｅｎｋｉ ＣＡＦＥ 辰元 サービス 飲食業 5%

30,765 栃木県 栃木市 ［ＨＣ］有限会社萩原電機商会 小売業 電化製品 5%

30,766 栃木県 栃木市 有限会社福田商店 サービス 飲食業 5%

30,767 栃木県 栃木市 ユサワ自動車 サービス その他サービス 5%

30,768 栃木県 栃木市 Ｌａｕｌｅａ サービス 理容・美容業 5%

30,769 栃木県 栃木市 ラベンダー薬局 小売業 その他小売 5%

30,770 栃木県 栃木市 リアンドリール サービス 理容・美容業 5%

30,771 栃木県 栃木市 リーブル城内店 小売業 衣料品 5%

30,772 栃木県 栃木市 梨昌苑 焼肉梨昌苑 サービス 飲食業 5%

30,773 栃木県 栃木市 Ｒｉｃｅｔｔａ サービス 理容・美容業 5%

30,774 栃木県 栃木市 ｌｉｌｙ美容室 サービス 理容・美容業 5%

30,775 栃木県 栃木市 レストラン　ランデヴー サービス 飲食業 5%

30,776 栃木県 栃木市 レストランリヴァージュ サービス 飲食業 5%

30,777 栃木県 栃木市 ローズ薬局 小売業 その他小売 5%

30,778 栃木県 那珂川町 出光セルフ那珂川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,779 栃木県 那珂川町 薄井文具店 小売業 その他小売 5%

30,780 栃木県 那珂川町 小川 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,781 栃木県 那珂川町 セブン－イレブン小川町小川店 小売業 食料品 2%

30,782 栃木県 那珂川町 カットハウスいなざわ サービス 理容・美容業 5%

30,783 栃木県 那珂川町 かんた君馬頭店 小売業 その他小売 5%

30,784 栃木県 那珂川町 菊屋酒店 小売業 食料品 5%

30,785 栃木県 那珂川町 北向田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,786 栃木県 那珂川町 サンタヒルズオートキャンプ場 サービス その他サービス 5%
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30,787 栃木県 那珂川町 磁器制作我妻淳 サービス その他サービス 5%

30,788 栃木県 那珂川町 創生なかがわ株式会社 小売業 その他小売 5%

30,789 栃木県 那珂川町 セブン－イレブン那珂川町小川店 小売業 食料品 2%

30,790 栃木県 那珂川町 セブン－イレブン那珂川町馬頭店 小売業 食料品 2%

30,791 栃木県 那珂川町 南平台温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

30,792 栃木県 那珂川町 ニュー馬頭ＳＳ　有限会社橋本油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,793 栃木県 那珂川町 馬頭町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,794 栃木県 那珂川町 美容室スタア サービス 理容・美容業 5%

30,795 栃木県 那珂川町 プライベートエステサロンＦＬＥＵＲ サービス 理容・美容業 5%

30,796 栃木県 那珂川町 丸井クリーニング サービス その他サービス 5%

30,797 栃木県 那珂川町 みづ乃 サービス 飲食業 5%

30,798 栃木県 那珂川町 リオン・ドール小川店 小売業 食料品 5%

30,799 栃木県 那珂川町 ロッヂ　那須小川 サービス 宿泊業 5%

30,800 栃木県 那珂川町 わたや菓子店 小売業 食料品 5%

30,801 栃木県 那須烏山市 アーティスサロン　ブリエ サービス 理容・美容業 5%

30,802 栃木県 那須烏山市 上野楽器　烏山営業所 小売業 その他小売 5%

30,803 栃木県 那須烏山市 エビス電器大金 小売業 電化製品 5%

30,804 栃木県 那須烏山市 カスヤモータース サービス その他サービス 5%

30,805 栃木県 那須烏山市 神長ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,806 栃木県 那須烏山市 株式会社塩那自動車販売 サービス その他サービス 5%

30,807 栃木県 那須烏山市 株式会社烏山自動車学校 サービス その他サービス 5%

30,808 栃木県 那須烏山市 セブン－イレブン烏山バイパス店 小売業 食料品 2%

30,809 栃木県 那須烏山市 カルチ サービス その他サービス 5%

30,810 栃木県 那須烏山市 カルチ サービス その他サービス 5%

30,811 栃木県 那須烏山市 吉兵衛窯 サービス その他サービス 5%

30,812 栃木県 那須烏山市 すずらん本舗南那須店 小売業 食料品 5%

30,813 栃木県 那須烏山市 トヨタカローラ栃木烏山店 小売業 その他小売 5%

30,814 栃木県 那須烏山市 セブン－イレブン那須烏山大金店 小売業 食料品 2%

30,815 栃木県 那須烏山市 セブン－イレブン那須烏山中央店 小売業 食料品 2%

30,816 栃木県 那須烏山市 セブン－イレブン那須烏山初音店 小売業 食料品 2%

30,817 栃木県 那須烏山市 ニュー月次ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,818 栃木県 那須烏山市 パソコンお助け烏山 小売業 電化製品 5%

30,819 栃木県 那須烏山市 パナトピア・ヨロズヤ 小売業 電化製品 5%

30,820 栃木県 那須烏山市 飛行犬撮影所 サービス その他サービス 5%

30,821 栃木県 那須烏山市 ひらさわ菓子店 小売業 食料品 5%

30,822 栃木県 那須烏山市 ぷちショップオオイセや 小売業 その他小売 5%

30,823 栃木県 那須烏山市 ふるや電機 小売業 電化製品 5%

30,824 栃木県 那須烏山市 南那須 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,825 栃木県 那須烏山市 メガネストアー　ベイシア烏山 小売業 その他小売 5%

30,826 栃木県 那須烏山市 メガネストアーベイシア烏山店 小売業 その他小売 5%

30,827 栃木県 那須塩原市 赤沢温泉株式会社 サービス その他サービス 5%

30,828 栃木県 那須塩原市 有賀園ゴルフ那須店 小売業 その他小売 5%
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30,829 栃木県 那須塩原市 アルタイルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,830 栃木県 那須塩原市 ＪＭ／ＩＮＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

30,831 栃木県 那須塩原市 居酒屋みこし サービス 飲食業 5%

30,832 栃木県 那須塩原市 板室温泉大黒屋 サービス 宿泊業 5%

30,833 栃木県 那須塩原市 イタリア料理　ファーレ　ラ　コルテ サービス 飲食業 5%

30,834 栃木県 那須塩原市 伊東園ホテル塩原 サービス 宿泊業 5%

30,835 栃木県 那須塩原市 イルーシー 小売業 衣料品 5%

30,836 栃木県 那須塩原市 上野楽器　黒磯店 小売業 その他小売 5%

30,837 栃木県 那須塩原市 梅川荘 サービス 宿泊業 5%

30,838 栃木県 那須塩原市 エステティックサロンアナ（運営：リバティウォーク株式会社） サービス 理容・美容業 5%

30,839 栃木県 那須塩原市 遠藤犬猫病院西那須野 サービス その他サービス 5%

30,840 栃木県 那須塩原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ大田原西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,841 栃木県 那須塩原市 大野写真センター サービス その他サービス 5%

30,842 栃木県 那須塩原市 大森 サービス その他サービス 5%

30,843 栃木県 那須塩原市 奥塩原高原ホテル サービス 宿泊業 5%

30,844 栃木県 那須塩原市 オートギャラリー　ダイリン サービス その他サービス 5%

30,845 栃木県 那須塩原市 オリックスレンタカー那須塩原駅前店 サービス その他サービス 2%

30,846 栃木県 那須塩原市 ＯＮＳＥＮＲＹＯＫＡＮ山喜 サービス 宿泊業 5%

30,847 栃木県 那須塩原市 カイロプラクティックｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

30,848 栃木県 那須塩原市 カクヤス商販株式会社 小売業 その他小売 5%

30,849 栃木県 那須塩原市 カーコン車検ダイリン車検センター サービス その他サービス 5%

30,850 栃木県 那須塩原市 カーコンビニ倶楽部ダイリン サービス その他サービス 5%

30,851 栃木県 那須塩原市 柏屋旅館 サービス 宿泊業 5%

30,852 栃木県 那須塩原市 ガストホフ夢木香 サービス 宿泊業 5%

30,853 栃木県 那須塩原市 株式会社 佐川商店 鋼材倉庫 小売業 その他小売 5%

30,854 栃木県 那須塩原市 株　ニットー　　株　ニットー サービス その他サービス 5%

30,855 栃木県 那須塩原市 株式会社カワデン 小売業 電化製品 5%

30,856 栃木県 那須塩原市 株式会社鈴木モータース　バイクヤ那須塩原店 小売業 その他小売 2%

30,857 栃木県 那須塩原市 株式会社三川燃料店 小売業 その他小売 5%

30,858 栃木県 那須塩原市 かんすい苑　覚楽 サービス 宿泊業 5%

30,859 栃木県 那須塩原市 かんてい局那須塩原店 小売業 その他小売 5%

30,860 栃木県 那須塩原市 菊地鈑金工業 サービス その他サービス 5%

30,861 栃木県 那須塩原市 紀州鉄道那須塩原ホテル サービス 宿泊業 5%

30,862 栃木県 那須塩原市 Ｃｕｒｅｌａｍｏｄｅ（キュアラモード） サービス 理容・美容業 5%

30,863 栃木県 那須塩原市 久郷自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

30,864 栃木県 那須塩原市 クリーニング専科　東那須野店 サービス その他サービス 5%

30,865 栃木県 那須塩原市 クリーニング専科　東三島店 サービス その他サービス 5%

30,866 栃木県 那須塩原市 ｇｌｅａｍ＆ＬｉｆｅＳｔｏｒｅ 小売業 その他小売 5%

30,867 栃木県 那須塩原市 黒磯 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,868 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン黒磯下厚崎店 小売業 食料品 2%

30,869 栃木県 那須塩原市 黒磯稲村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,870 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン黒磯稲村店 小売業 食料品 2%
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30,871 栃木県 那須塩原市 黒磯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,872 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン黒磯埼玉店 小売業 食料品 2%

30,873 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン黒磯中央店 小売業 食料品 2%

30,874 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン黒磯豊浦店 小売業 食料品 2%

30,875 栃木県 那須塩原市 黒磯西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,876 栃木県 那須塩原市 くろ麦 サービス 飲食業 5%

30,877 栃木県 那須塩原市 郡司電器西那須野店 小売業 電化製品 5%

30,878 栃木県 那須塩原市 源泉ほたるのゆ サービス 宿泊業 5%

30,879 栃木県 那須塩原市 ＣｏＣｏＲｕＲｕ サービス その他サービス 5%

30,880 栃木県 那須塩原市 コムロ茶包　小室商店 小売業 その他小売 5%

30,881 栃木県 那須塩原市 佐川商店 小売業 家具・調度品 5%

30,882 栃木県 那須塩原市 サトーカメラ西那須野店 小売業 その他小売 5%

30,883 栃木県 那須塩原市 茶房 創作料理 ぽわーる 茶房 創作料理 ぽわーる サービス 飲食業 5%

30,884 栃木県 那須塩原市 塩原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,885 栃木県 那須塩原市 塩原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,886 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン塩原インター西店 小売業 食料品 2%

30,887 栃木県 那須塩原市 塩原温泉　常盤ホテル サービス 宿泊業 5%

30,888 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン塩原接骨木店 小売業 食料品 2%

30,889 栃木県 那須塩原市 シオバラパウエル サービス 宿泊業 5%

30,890 栃木県 那須塩原市 旬味酒彩 れん 工房ＲＥＮ 小売業 食料品 5%

30,891 栃木県 那須塩原市 シンエネ黒磯南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,892 栃木県 那須塩原市 スタジオ　かれん　乃木店 小売業 衣料品 5%

30,893 栃木県 那須塩原市 すたみな太郎　那須塩原店 サービス 飲食業 5%

30,894 栃木県 那須塩原市 すみよし電器 小売業 電化製品 5%

30,895 栃木県 那須塩原市 スワストア西那須野南店 小売業 食料品 5%

30,896 栃木県 那須塩原市 関谷ターミナル 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,897 栃木県 那須塩原市 関谷東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,898 栃木県 那須塩原市 創作ダイニングＡＺＵＲ サービス 飲食業 5%

30,899 栃木県 那須塩原市 相馬自動車商工 サービス その他サービス 5%

30,900 栃木県 那須塩原市 Ｄａ　Ｓａｔｏ サービス 飲食業 5%

30,901 栃木県 那須塩原市 ダイユー中央店 小売業 食料品 5%

30,902 栃木県 那須塩原市 高久農場　新菜農産物直売所 小売業 食料品 5%

30,903 栃木県 那須塩原市 タカダ 黒磯店 小売業 その他小売 5%

30,904 栃木県 那須塩原市 タカダ　西那須野本店 小売業 その他小売 5%

30,905 栃木県 那須塩原市 たくみ サービス 飲食業 5%

30,906 栃木県 那須塩原市 たしろ 小売業 その他小売 5%

30,907 栃木県 那須塩原市 ダスキン那須塩原支店 サービス その他サービス 2%

30,908 栃木県 那須塩原市 ダスキン西那須野支店 サービス その他サービス 2%

30,909 栃木県 那須塩原市 チーズ工房　那須の森 小売業 食料品 5%

30,910 栃木県 那須塩原市 Ｃｈｅｓｔｅｒ サービス 理容・美容業 5%

30,911 栃木県 那須塩原市 チーズガーデン塩原店 小売業 その他小売 5%

30,912 栃木県 那須塩原市 チャイニーズ厨房　虎秀 サービス 飲食業 5%
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30,913 栃木県 那須塩原市 ＣＨＩＮＥＳＥマリファ サービス 飲食業 5%

30,914 栃木県 那須塩原市 中国料理レストラン　遊山 サービス 飲食業 5%

30,915 栃木県 那須塩原市 天通 サービス 飲食業 5%

30,916 栃木県 那須塩原市 栃木トヨペット黒磯店 小売業 その他小売 5%

30,917 栃木県 那須塩原市 栃木トヨペット西那須野店 小売業 その他小売 5%

30,918 栃木県 那須塩原市 栃木トヨペットＵ－Ｃａｒセンター西那須野 小売業 その他小売 5%

30,919 栃木県 那須塩原市 トヨタカローラ栃木黒磯店 小売業 その他小売 5%

30,920 栃木県 那須塩原市 トヨタカローラ栃木西那須野店 小売業 その他小売 5%

30,921 栃木県 那須塩原市 トヨタカローラ栃木Ｕ－Ｃａｒ西那須野店 小売業 その他小売 5%

30,922 栃木県 那須塩原市 トヨタ部品栃木共販西那須野営業所 小売業 その他小売 5%

30,923 栃木県 那須塩原市 トヨタレンタリース栃木黒磯駅前店 サービス その他サービス 2%

30,924 栃木県 那須塩原市 トヨタレンタリース栃木那須塩原駅前店 サービス その他サービス 2%

30,925 栃木県 那須塩原市 トヨタレンタリース栃木西那須野駅前店 サービス その他サービス 2%

30,926 栃木県 那須塩原市 トヨタレンタリース栃木　西那須野 サービス その他サービス 2%

30,927 栃木県 那須塩原市 ナガセビューティケア サービス 理容・美容業 5%

30,928 栃木県 那須塩原市 ナガセビューティケァ 小売業 その他小売 5%

30,929 栃木県 那須塩原市 那須赤田ＳＳ　竹内油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,930 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン那須高原口店 小売業 食料品 2%

30,931 栃木県 那須塩原市 那須高原レンタカー サービス その他サービス 5%

30,932 栃木県 那須塩原市 那須高原レンタカー サービス その他サービス 5%

30,933 栃木県 那須塩原市 那須塩原駅西口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,934 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン那須塩原駅西口店 小売業 食料品 2%

30,935 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン那須塩原唐杉店 小売業 食料品 2%

30,936 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン那須塩原木綿畑店 小売業 食料品 2%

30,937 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン那須塩原島方店 小売業 食料品 2%

30,938 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン那須塩原新南店 小売業 食料品 2%

30,939 栃木県 那須塩原市 那須塩原ステーションホテル サービス 宿泊業 5%

30,940 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン那須塩原太夫塚店 小売業 食料品 2%

30,941 栃木県 那須塩原市 那須塩原どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

30,942 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン那須塩原東小屋店 小売業 食料品 2%

30,943 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン那須塩原東三島店 小売業 食料品 2%

30,944 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン那須塩原南町店 小売業 食料品 2%

30,945 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン那須関谷店 小売業 食料品 2%

30,946 栃木県 那須塩原市 那須パレスホテル サービス 宿泊業 5%

30,947 栃木県 那須塩原市 西豊浦ＳＳ　有限会社豊浦石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,948 栃木県 那須塩原市 西那須野バイパスＳＳ　有限会社吉田屋商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,949 栃木県 那須塩原市 西那須野 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,950 栃木県 那須塩原市 西那須野ＳＳ　有限会社吉田屋商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,951 栃木県 那須塩原市 西那須野ＩＣＳＳ　有限会社吉田屋商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,952 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン西那須野西小前店 小売業 食料品 2%

30,953 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン西那須野西原店 小売業 食料品 2%

30,954 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン西那須野三島中前店 小売業 食料品 2%
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30,955 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン西那須野緑店 小売業 食料品 2%

30,956 栃木県 那須塩原市 西那須野南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,957 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン西那須野南赤田店 小売業 食料品 2%

30,958 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン西那須野南郷屋店 小売業 食料品 2%

30,959 栃木県 那須塩原市 セブン－イレブン西那須野南店 小売業 食料品 2%

30,960 栃木県 那須塩原市 日光さる軍団＠那須シアター サービス その他サービス 5%

30,961 栃木県 那須塩原市 日藤自動車工業 サービス その他サービス 5%

30,962 栃木県 那須塩原市 ネッツトヨタ栃木西那須野店 小売業 その他小売 5%

30,963 栃木県 那須塩原市 ネッツトヨタ栃木西那須野バイパス店 小売業 その他小売 5%

30,964 栃木県 那須塩原市 ネッツトヨタ栃木黒磯店 小売業 その他小売 5%

30,965 栃木県 那須塩原市 バイクヤ　スズキモータース 小売業 その他小売 5%

30,966 栃木県 那須塩原市 バイクヤ　ハーレーショップ 小売業 その他小売 5%

30,967 栃木県 那須塩原市 白鳥舎クリーニング サービス その他サービス 5%

30,968 栃木県 那須塩原市 博文堂書店那須塩原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

30,969 栃木県 那須塩原市 波立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

30,970 栃木県 那須塩原市 ハッピーベルタカヤマ 小売業 その他小売 5%

30,971 栃木県 那須塩原市 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅｍｉｎｏｒｕ 小売業 食料品 5%

30,972 栃木県 那須塩原市 ＢＥＥＲＶＯＬＴＡ サービス その他サービス 5%

30,973 栃木県 那須塩原市 ぴっこらるーじゅ ぴっこらるーじゅ サービス 飲食業 5%

30,974 栃木県 那須塩原市 人見ラジオ店 小売業 電化製品 5%

30,975 栃木県 那須塩原市 美肌の湯と寛ぎの宿　光雲荘 サービス 宿泊業 5%

30,976 栃木県 那須塩原市 美容室ＷＯＯＤＹ サービス 理容・美容業 5%

30,977 栃木県 那須塩原市 ファッションアンドブック わかまつ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

30,978 栃木県 那須塩原市 ファミリーズファッション　こだき 小売業 衣料品 5%

30,979 栃木県 那須塩原市 ふうふう亭 サービス 飲食業 5%

30,980 栃木県 那須塩原市 フォーラム那須塩原 サービス その他サービス 5%

30,981 栃木県 那須塩原市 ＶＷ西那須野 小売業 その他小売 5%

30,982 栃木県 那須塩原市 ユーフィール サービス 宿泊業 5%

30,983 栃木県 那須塩原市 ブックセンターりーぶる 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

30,984 栃木県 那須塩原市 美顔プライベートサロンＦＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%

30,985 栃木県 那須塩原市 ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　ＢＯＳＥ サービス 理容・美容業 5%

30,986 栃木県 那須塩原市 ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ｉＬｉｉ サービス 理容・美容業 5%

30,987 栃木県 那須塩原市 ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　ＢＯＳＥ サービス 理容・美容業 5%

30,988 栃木県 那須塩原市 ホテル板室 サービス 宿泊業 5%

30,989 栃木県 那須塩原市 ホテルニューもみぢ サービス 宿泊業 5%

30,990 栃木県 那須塩原市 マクドナルド黒磯ＭＥＧＡドン・キホーテ店 サービス 飲食業 2%

30,991 栃木県 那須塩原市 マクドナルド西那須野店 サービス 飲食業 2%

30,992 栃木県 那須塩原市 ますだや サービス 宿泊業 5%

30,993 栃木県 那須塩原市 マハリシ総合教育研究所那須塩原連絡オフィス サービス その他サービス 5%

30,994 栃木県 那須塩原市 マルコ 小売業 食料品 5%

30,995 栃木県 那須塩原市 マンネンヤ おもちゃのマンネンヤ 小売業 その他小売 5%

30,996 栃木県 那須塩原市 みしま動物病院 サービス その他サービス 5%

740



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

30,997 栃木県 那須塩原市 みのり 小売業 家具・調度品 5%

30,998 栃木県 那須塩原市 みのり　西那須野店 小売業 家具・調度品 5%

30,999 栃木県 那須塩原市 ミュージックプラザ　ミモリ 小売業 その他小売 5%

31,000 栃木県 那須塩原市 ＭｏｏｎＳｉｌｋ 小売業 衣料品 5%

31,001 栃木県 那須塩原市 八木沢自動車販売 サービス その他サービス 5%

31,002 栃木県 那須塩原市 焼肉だんらん　焼肉だんらん サービス 飲食業 5%

31,003 栃木県 那須塩原市 やまの宿下藤屋 サービス 宿泊業 5%

31,004 栃木県 那須塩原市 有　共同ガス 小売業 その他小売 5%

31,005 栃木県 那須塩原市 有　田崎自動車　　有　田崎自動車 サービス その他サービス 5%

31,006 栃木県 那須塩原市 有限会社遠藤動物病院 サービス その他サービス 5%

31,007 栃木県 那須塩原市 有限会社皆幸乃湯 サービス 宿泊業 5%

31,008 栃木県 那須塩原市 有限会社笹沼自動車販売 小売業 その他小売 5%

31,009 栃木県 那須塩原市 有限会社　ナスアイ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

31,010 栃木県 那須塩原市 湯守　田中屋 サービス 宿泊業 5%

31,011 栃木県 那須塩原市 洋風食堂ｃａｓａｄｉｍｏｃｏ サービス 飲食業 5%

31,012 栃木県 那須塩原市 横山リビング 本店 小売業 その他小売 5%

31,013 栃木県 那須塩原市 吉田テレビ 小売業 電化製品 5%

31,014 栃木県 那須塩原市 吉野屋 小売業 衣料品 5%

31,015 栃木県 那須塩原市 ラコルト サービス 飲食業 5%

31,016 栃木県 那須塩原市 ラコルト サービス 飲食業 5%

31,017 栃木県 那須塩原市 Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

31,018 栃木県 那須塩原市 ＲＥＳＥＴ サービス 理容・美容業 5%

31,019 栃木県 那須塩原市 ＬＵＮＥＴＴＥＳ 小売業 衣料品 5%

31,020 栃木県 那須塩原市 旅館上会津屋 サービス 宿泊業 5%

31,021 栃木県 那須塩原市 リンパエステＬｉｎｄａ サービス 理容・美容業 5%

31,022 栃木県 那須塩原市 ＲＯＯＭＳ 小売業 家具・調度品 5%

31,023 栃木県 那須塩原市 レストラン　シルクロード サービス 飲食業 5%

31,024 栃木県 那須塩原市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｔｉｔｔｉ サービス 飲食業 5%

31,025 栃木県 那須塩原市 ＲＯＳＥＴＴＹ サービス 理容・美容業 5%

31,026 栃木県 那須塩原市 Ｙ’ｓ　Ｍｕｆｆｉｎ サービス 飲食業 5%

31,027 栃木県 那須塩原市 わきのや サービス 飲食業 5%

31,028 栃木県 那須塩原市 和牛炭火焼肉　牛兵衛 サービス 飲食業 5%

31,029 栃木県 那須塩原市 和厨房　遊膳 サービス 飲食業 5%

31,030 栃木県 那須町 ＡｒｓｃｒｏｗｄＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

31,031 栃木県 那須町 グランドホテル愛寿 サービス 宿泊業 5%

31,032 栃木県 那須町 アイライフ　フジタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,033 栃木県 那須町 ＨＡＢＩＬＥ サービス その他サービス 5%

31,034 栃木県 那須町 アロマティック ガーデンヴィラ ラ ポルトローナ サービス 宿泊業 5%

31,035 栃木県 那須町 アロマティック　ガ－デンヴィラ　ラ・ポルトロ－ナ サービス 宿泊業 5%

31,036 栃木県 那須町 伊王野バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,037 栃木県 那須町 イシカワ サービス その他サービス 5%

31,038 栃木県 那須町 出光那須高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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31,039 栃木県 那須町 ヴィラージュ那須高原 サービス 宿泊業 5%

31,040 栃木県 那須町 お菓子の城那須ハートランド 小売業 食料品 5%

31,041 栃木県 那須町 音羽自動車工場 サービス その他サービス 5%

31,042 栃木県 那須町 貸別荘　森の灯び サービス 宿泊業 5%

31,043 栃木県 那須町 柏屋　那須高原柏屋 小売業 食料品 5%

31,044 栃木県 那須町 ガストホフ葉香草（ペパーミント） サービス 宿泊業 5%

31,045 栃木県 那須町 花奈里 サービス 宿泊業 5%

31,046 栃木県 那須町 カニンヒェン 小売業 食料品 5%

31,047 栃木県 那須町 株式会社オリバートレード 小売業 家具・調度品 5%

31,048 栃木県 那須町 上川自動車センター サービス その他サービス 5%

31,049 栃木県 那須町 ｋａｒａｋａｒａｋｏｂｏ サービス 飲食業 5%

31,050 栃木県 那須町 ギャラリー三匹の猫 小売業 家具・調度品 5%

31,051 栃木県 那須町 キャンドルハウスシュシュ 小売業 その他小売 5%

31,052 栃木県 那須町 キャンプ　アンド　キャビンズ那須高原 サービス 宿泊業 5%

31,053 栃木県 那須町 國弘やしき サービス 宿泊業 5%

31,054 栃木県 那須町 蔵楽 小売業 食料品 5%

31,055 栃木県 那須町 黒田原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,056 栃木県 那須町 黒田原　斉藤油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,057 栃木県 那須町 三匹の猫 サービス 飲食業 5%

31,058 栃木県 那須町 スコッチコート サービス 宿泊業 5%

31,059 栃木県 那須町 昔日（オールドデイズ） サービス 宿泊業 5%

31,060 栃木県 那須町 ＳＡＷ サービス その他サービス 5%

31,061 栃木県 那須町 そば・ごはん天水 サービス 飲食業 5%

31,062 栃木県 那須町 そらまめペンション サービス 宿泊業 5%

31,063 栃木県 那須町 ダイユー那須高原店 小売業 食料品 5%

31,064 栃木県 那須町 ｔａｋｅｓｈｉ　ｆａｒｍ 小売業 食料品 5%

31,065 栃木県 那須町 有限会社田丸家 サービス 飲食業 5%

31,066 栃木県 那須町 眺望ペンション　アパッチ サービス 宿泊業 5%

31,067 栃木県 那須町 手打ちそば　雅山 サービス 飲食業 5%

31,068 栃木県 那須町 鉄板焼の宿　菊 サービス 宿泊業 5%

31,069 栃木県 那須町 ｄｏｇ　ｓ　ｐｅｎｓｉｏｎ　しゃのんち サービス 宿泊業 5%

31,070 栃木県 那須町 Ｄｏｍ’ｕｐ　Ｃ．Ｖ サービス その他サービス 5%

31,071 栃木県 那須町 中藤屋旅館 サービス 宿泊業 5%

31,072 栃木県 那須町 Ｎａｓｕ　Ｓａｔｉｅ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

31,073 栃木県 那須町 セブン－イレブン那須伊王野店 小売業 食料品 2%

31,074 栃木県 那須町 セブン－イレブン那須池田店 小売業 食料品 2%

31,075 栃木県 那須町 セブン－イレブン那須一軒茶屋店 小売業 食料品 2%

31,076 栃木県 那須町 那須インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,077 栃木県 那須町 セブン－イレブン那須インター店 小売業 食料品 2%

31,078 栃木県 那須町 那須大谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,079 栃木県 那須町 那須温泉山楽 サービス 宿泊業 5%

31,080 栃木県 那須町 那須カントリークラブ サービス その他サービス 5%
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31,081 栃木県 那須町 那須クイーンズマウンテン サービス 理容・美容業 5%

31,082 栃木県 那須町 セブン－イレブン那須黒田原店 小売業 食料品 2%

31,083 栃木県 那須町 那須高原柏屋 小売業 食料品 5%

31,084 栃木県 那須町 那須高原こたろうファーム 小売業 その他小売 5%

31,085 栃木県 那須町 那須高原ザ・チーズガーデン五峰館 小売業 その他小売 5%

31,086 栃木県 那須町 那須高原ＨＥＲＢ’ｓ 小売業 食料品 5%

31,087 栃木県 那須町 那須御用邸前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,088 栃木県 那須町 セブン－イレブン那須田代店 小売業 食料品 2%

31,089 栃木県 那須町 那須ビレッジ サービス 宿泊業 5%

31,090 栃木県 那須町 那須ラスクテラス 小売業 食料品 5%

31,091 栃木県 那須町 那須りんどう湖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,092 栃木県 那須町 蓮實燃料店 サービス その他サービス 5%

31,093 栃木県 那須町 ｂｅｅ＋ｂｅｅ 小売業 衣料品 5%

31,094 栃木県 那須町 ｂｅｅ　ｂｅｅ 小売業 その他小売 5%

31,095 栃木県 那須町 ファミリーファッション　シマムラ 小売業 衣料品 5%

31,096 栃木県 那須町 伏楽の館 サービス その他サービス 5%

31,097 栃木県 那須町 ふじもじ屋 サービス その他サービス 5%

31,098 栃木県 那須町 プチペンション　ラハーユ サービス 宿泊業 5%

31,099 栃木県 那須町 プチホテル　フェリーチェ サービス 宿泊業 5%

31,100 栃木県 那須町 プチホテル晩餐館 サービス 宿泊業 5%

31,101 栃木県 那須町 ブライトエンジェル サービス 宿泊業 5%

31,102 栃木県 那須町 フランクリンズカフェ サービス 飲食業 5%

31,103 栃木県 那須町 ブリティッシュハウス輪舞曲 サービス 宿泊業 5%

31,104 栃木県 那須町 Ｂｒｉｌｌａｎｔｅ 小売業 衣料品 5%

31,105 栃木県 那須町 ペンション アンティーク ペンション アンティーク サービス 宿泊業 5%

31,106 栃木県 那須町 ペンション　アンティーク サービス 宿泊業 5%

31,107 栃木県 那須町 ペンション　アンティーク サービス 宿泊業 5%

31,108 栃木県 那須町 ＰＥＮＳＩＯＮ　キャプテン倶楽部 サービス 宿泊業 5%

31,109 栃木県 那須町 ペンション　ストリーム サービス 宿泊業 5%

31,110 栃木県 那須町 ペンション　ペーパームーン サービス 宿泊業 5%

31,111 栃木県 那須町 ぺんしょんあぜりあ サービス 宿泊業 5%

31,112 栃木県 那須町 ペンション映山湖 サービス 宿泊業 5%

31,113 栃木県 那須町 ペンション散歩道 サービス 宿泊業 5%

31,114 栃木県 那須町 ペンションシャンテ サービス 宿泊業 5%

31,115 栃木県 那須町 ペンショントント サービス 宿泊業 5%

31,116 栃木県 那須町 ペンションハロハロｉｎｎ那須 サービス その他サービス 5%

31,117 栃木県 那須町 ペンションローレル サービス その他サービス 5%

31,118 栃木県 那須町 松川屋那須高原ホテル サービス 宿泊業 5%

31,119 栃木県 那須町 真奈邸　那須 サービス 宿泊業 5%

31,120 栃木県 那須町 瑞穂蔵 小売業 家具・調度品 5%

31,121 栃木県 那須町 瑞穂蔵 小売業 家具・調度品 5%

31,122 栃木県 那須町 南ヶ丘牧場　庄屋 サービス 飲食業 5%
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31,123 栃木県 那須町 森のコテージくるみの木 サービス 宿泊業 5%

31,124 栃木県 那須町 遊クラフト 小売業 家具・調度品 5%

31,125 栃木県 那須町 有限会社グリーンフィールド サービス その他サービス 5%

31,126 栃木県 那須町 有限会社那須モータース サービス その他サービス 5%

31,127 栃木県 那須町 湯守の宿　会津屋 サービス 宿泊業 5%

31,128 栃木県 那須町 Ｌａｓｔｒａ サービス その他サービス 5%

31,129 栃木県 那須町 旅館　ニューおおたか サービス 宿泊業 5%

31,130 栃木県 那須町 旅館　星のあかり サービス 宿泊業 5%

31,131 栃木県 那須町 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ｃｕ－ｅｒｉ サービス 飲食業 5%

31,132 栃木県 那須町 レストランペニーレイン那須店 サービス 飲食業 5%

31,133 栃木県 那須町 ロッシ サービス 飲食業 5%

31,134 栃木県 那須町 ワンコインでレンタカー サービス その他サービス 5%

31,135 栃木県 那須町 プチホテル　フェリーチェ サービス 宿泊業 5%

31,136 栃木県 日光市 明智平ロープウェイ　売店 小売業 食料品 5%

31,137 栃木県 日光市 あさやレストハウス 小売業 その他小売 5%

31,138 栃木県 日光市 足尾ＳＳ　有限会社斉藤商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,139 栃木県 日光市 アパレルミシン 小売業 衣料品 5%

31,140 栃木県 日光市 アマリリス サービス 飲食業 5%

31,141 栃木県 日光市 アリーナ サービス 飲食業 5%

31,142 栃木県 日光市 一柳閣本館 サービス 宿泊業 5%

31,143 栃木県 日光市 一心舘 サービス 宿泊業 5%

31,144 栃木県 日光市 出光今市西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,145 栃木県 日光市 出光大沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,146 栃木県 日光市 伊東園ホテル鬼怒川 サービス 宿泊業 5%

31,147 栃木県 日光市 伊東園ホテル　ニューさくら サービス 宿泊業 5%

31,148 栃木県 日光市 今市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,149 栃木県 日光市 今市インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,150 栃木県 日光市 セブン－イレブン今市木和田島店 小売業 食料品 2%

31,151 栃木県 日光市 今市中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,152 栃木県 日光市 セブンーイレブン今市中央店 小売業 食料品 2%

31,153 栃木県 日光市 セブン－イレブン今市豊田店 小売業 食料品 2%

31,154 栃木県 日光市 今市バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,155 栃木県 日光市 セブン－イレブン今市本町店 小売業 食料品 2%

31,156 栃木県 日光市 彩り湯かしき花と華 サービス 宿泊業 5%

31,157 栃木県 日光市 うたかた サービス その他サービス 5%

31,158 栃木県 日光市 うたかた　フォトスタジオ サービス その他サービス 5%

31,159 栃木県 日光市 ＥＲＴＲＡＧＥＮ 小売業 その他小売 5%

31,160 栃木県 日光市 エーデルワイス サービス その他サービス 5%

31,161 栃木県 日光市 大桑バイパスＳＳ　株式会社ウルシバラエネルギー 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,162 栃木県 日光市 大笹牧場レストハウス 小売業 家具・調度品 5%

31,163 栃木県 日光市 大沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,164 栃木県 日光市 大西電器 小売業 電化製品 5%
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31,165 栃木県 日光市 大室 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,166 栃木県 日光市 奥日光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,167 栃木県 日光市 奥日光ゲストハウスＪＵＮ サービス 宿泊業 5%

31,168 栃木県 日光市 奥日光ゆの森 サービス 宿泊業 5%

31,169 栃木県 日光市 奥の院ほてるとく川 サービス 宿泊業 5%

31,170 栃木県 日光市 小来川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,171 栃木県 日光市 尾崎時計店 小売業 その他小売 5%

31,172 栃木県 日光市 お食事処なんたい サービス 飲食業 5%

31,173 栃木県 日光市 御宿ひやま サービス 宿泊業 5%

31,174 栃木県 日光市 ガストホフ　あみ サービス 宿泊業 5%

31,175 栃木県 日光市 金谷ホテルベーカリー　カテッジイン店 サービス 飲食業 5%

31,176 栃木県 日光市 オパールダイレクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,177 栃木県 日光市 株式会社タカセキカク 小売業 その他小売 5%

31,178 栃木県 日光市 株式会社丸重 サービス その他サービス 5%

31,179 栃木県 日光市 株式会社渡辺和哉商店 小売業 食料品 5%

31,180 栃木県 日光市 かまや－カフェ・デュ・レヴァベール－ サービス 飲食業 5%

31,181 栃木県 日光市 上屋敷　平の高房 サービス 宿泊業 5%

31,182 栃木県 日光市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋今市センショープラザ店 サービス 飲食業 2%

31,183 栃木県 日光市 川治ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,184 栃木県 日光市 鬼怒川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,185 栃木県 日光市 鬼怒川お菓子の城 小売業 食料品 5%

31,186 栃木県 日光市 里の宿千春 サービス 宿泊業 5%

31,187 栃木県 日光市 鬼怒川温泉絶景の宿佳祥坊福松 サービス 宿泊業 5%

31,188 栃木県 日光市 鬼怒川温泉ロープウェイ 鬼怒川温泉ロープウェイ サービス その他サービス 5%

31,189 栃木県 日光市 鬼怒川グランドホテル夢の季 サービス 宿泊業 5%

31,190 栃木県 日光市 きぬ川国際ホテル サービス 宿泊業 5%

31,191 栃木県 日光市 セブン－イレブン鬼怒川立岩店 小売業 食料品 2%

31,192 栃木県 日光市 鬼怒川バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,193 栃木県 日光市 セブン－イレブン鬼怒川バイパス店 小売業 食料品 2%

31,194 栃木県 日光市 鬼怒川パークホテルズ サービス 宿泊業 5%

31,195 栃木県 日光市 きぬ川不動瀧 サービス 宿泊業 5%

31,196 栃木県 日光市 鬼怒川プラザホテル サービス 宿泊業 5%

31,197 栃木県 日光市 鬼怒川プラザホテル サービス 宿泊業 5%

31,198 栃木県 日光市 鬼怒川ライン下り サービス その他サービス 5%

31,199 栃木県 日光市 鬼怒川ロイヤルホテル サービス 宿泊業 5%

31,200 栃木県 日光市 君島電器商会 小売業 電化製品 5%

31,201 栃木県 日光市 ギャラリーカフェＰａｉｎｔｏＥ サービス 飲食業 5%

31,202 栃木県 日光市 クアハウス　ラウンジ サービス 飲食業 5%

31,203 栃木県 日光市 クラブ　滝 サービス 飲食業 5%

31,204 栃木県 日光市 栗山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,205 栃木県 日光市 栗山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,206 栃木県 日光市 クワバラ自動車 サービス その他サービス 5%
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31,207 栃木県 日光市 湖上苑 サービス 宿泊業 5%

31,208 栃木県 日光市 小代 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,209 栃木県 日光市 小鎚の宿　鶴亀大吉 サービス 宿泊業 5%

31,210 栃木県 日光市 米吉　晃寿司 サービス 飲食業 5%

31,211 栃木県 日光市 米吉商店　晃寿司 サービス 飲食業 5%

31,212 栃木県 日光市 三栄無線商会 小売業 電化製品 5%

31,213 栃木県 日光市 サンユー大沢店 小売業 食料品 5%

31,214 栃木県 日光市 紫雲荘 サービス 宿泊業 5%

31,215 栃木県 日光市 篠原電機店 小売業 電化製品 5%

31,216 栃木県 日光市 ショッピング川村 小売業 その他小売 5%

31,217 栃木県 日光市 鈴木呉服店 小売業 衣料品 5%

31,218 栃木県 日光市 鈴家 サービス 飲食業 5%

31,219 栃木県 日光市 ステーキハウス牛えもん サービス 飲食業 5%

31,220 栃木県 日光市 素泊まりホテルロマン新館つつじ店 サービス 宿泊業 5%

31,221 栃木県 日光市 瀬尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,222 栃木県 日光市 せせらぎ サービス 飲食業 5%

31,223 栃木県 日光市 大日光商事 小売業 その他小売 5%

31,224 栃木県 日光市 田中デンキ 小売業 電化製品 5%

31,225 栃木県 日光市 旅の宿丸京 サービス 宿泊業 5%

31,226 栃木県 日光市 中禅寺金谷ホテル サービス 宿泊業 5%

31,227 栃木県 日光市 中禅寺観光センター 小売業 その他小売 5%

31,228 栃木県 日光市 中禅寺ストアー　みむらや 小売業 その他小売 5%

31,229 栃木県 日光市 中禅寺ペンション サービス 宿泊業 5%

31,230 栃木県 日光市 チロリン村 サービス 飲食業 5%

31,231 栃木県 日光市 つるや企業 小売業 家具・調度品 5%

31,232 栃木県 日光市 東武日光売店株式会社 小売業 食料品 5%

31,233 栃木県 日光市 常盤木 サービス その他サービス 5%

31,234 栃木県 日光市 登喜和旅館 サービス 宿泊業 2%

31,235 栃木県 日光市 栃木トヨペット今市店 小売業 その他小売 5%

31,236 栃木県 日光市 栃木菱和自動車販売 サービス その他サービス 5%

31,237 栃木県 日光市 豊田今市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,238 栃木県 日光市 トヨタカローラ栃木　日光今市店 小売業 その他小売 5%

31,239 栃木県 日光市 トヨタレンタリース栃木　下今市駅前店 サービス その他サービス 2%

31,240 栃木県 日光市 トヨタレンタリース栃木日光駅前店 サービス その他サービス 2%

31,241 栃木県 日光市 ＮａｒｕｓａｗａＬｏｄｇｅ サービス その他サービス 5%

31,242 栃木県 日光市 にこにこカイロプラクティック院 サービス その他サービス 5%

31,243 栃木県 日光市 にこにこカイロプラクティック院 サービス その他サービス 5%

31,244 栃木県 日光市 日光　季の遊 サービス 宿泊業 5%

31,245 栃木県 日光市 セブン－イレブン日光板橋店 小売業 食料品 2%

31,246 栃木県 日光市 セブン－イレブン日光猪倉店 小売業 食料品 2%

31,247 栃木県 日光市 日光インターＳＳ　株式会社ウルシバラエネルギー 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,248 栃木県 日光市 日光インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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31,249 栃木県 日光市 セブン－イレブン日光インター店 小売業 食料品 2%

31,250 栃木県 日光市 日光駅前ＳＳ　株式会社ウルシバラエネルギー 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,251 栃木県 日光市 日光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,252 栃木県 日光市 セブン－イレブン日光大沢町店 小売業 食料品 2%

31,253 栃木県 日光市 日光金谷ホテル サービス 宿泊業 5%

31,254 栃木県 日光市 日光ぐりーんほてる　懐かし家 サービス 宿泊業 5%

31,255 栃木県 日光市 日光ゲストハウスいまいちやど サービス その他サービス 5%

31,256 栃木県 日光市 ＮｉｋｋｏＧｕｅｓｔｈｏｕｓｅＳｕｍｉｃａ サービス その他サービス 5%

31,257 栃木県 日光市 セブン－イレブン日光七本桜店 小売業 食料品 2%

31,258 栃木県 日光市 セブン－イレブン日光七里店 小売業 食料品 2%

31,259 栃木県 日光市 ＮｉｋｋｏＪｕｍｂｏ サービス その他サービス 5%

31,260 栃木県 日光市 セブン－イレブン日光瀬尾店 小売業 食料品 2%

31,261 栃木県 日光市 日光千姫物語 サービス 宿泊業 5%

31,262 栃木県 日光市 日光つけもの村水車屋 小売業 その他小売 5%

31,263 栃木県 日光市 日光東観荘 サービス 宿泊業 5%

31,264 栃木県 日光市 セブン－イレブン日光土沢店 小売業 食料品 2%

31,265 栃木県 日光市 日光ぷりん亭 小売業 食料品 5%

31,266 栃木県 日光市 日光星の宿 サービス 宿泊業 5%

31,267 栃木県 日光市 日光ホルモンけん坊 サービス 飲食業 5%

31,268 栃木県 日光市 セブン－イレブン日光森友バイパス店 小売業 食料品 2%

31,269 栃木県 日光市 日光ろばたづけ　今市店 小売業 食料品 5%

31,270 栃木県 日光市 日光ろばたづけ　文挾宿本店 小売業 食料品 5%

31,271 栃木県 日光市 日光ろばたづけ鬼怒川店 小売業 その他小売 5%

31,272 栃木県 日光市 日光素泊まりの宿　憩い サービス 宿泊業 5%

31,273 栃木県 日光市 ニュー今市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,274 栃木県 日光市 ネッツトヨタ栃木日光森友店 小売業 その他小売 5%

31,275 栃木県 日光市 ネッツトヨタ栃木今市店 小売業 その他小売 5%

31,276 栃木県 日光市 農家の店ヤマシチ 小売業 その他小売 5%

31,277 栃木県 日光市 登屋本店 小売業 食料品 5%

31,278 栃木県 日光市 ｈｅａｒｔｉｓｔ サービス 理容・美容業 5%

31,279 栃木県 日光市 ハートフル大沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,280 栃木県 日光市 パナトピア　カミヤマ 小売業 電化製品 5%

31,281 栃木県 日光市 早見商店 小売業 その他小売 5%

31,282 栃木県 日光市 半田自動車販売 サービス その他サービス 5%

31,283 栃木県 日光市 ファミリーオート販売 小売業 その他小売 5%

31,284 栃木県 日光市 フェリクス サービス 宿泊業 5%

31,285 栃木県 日光市 福栄自動車 サービス その他サービス 5%

31,286 栃木県 日光市 扶桑 サービス その他サービス 5%

31,287 栃木県 日光市 プティ・ホテル　セ・ボン サービス 宿泊業 5%

31,288 栃木県 日光市 プライベートサロンマハナ サービス その他サービス 5%

31,289 栃木県 日光市 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮＤＥＳＩＲＥ サービス 理容・美容業 5%

31,290 栃木県 日光市 別邸向日葵 サービス 宿泊業 5%
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31,291 栃木県 日光市 ペンション　インザミスト サービス 宿泊業 5%

31,292 栃木県 日光市 ペンション　レークス日光 サービス 宿泊業 5%

31,293 栃木県 日光市 ホテル清晃苑 サービス 宿泊業 5%

31,294 栃木県 日光市 ホテル花庵 サービス 宿泊業 5%

31,295 栃木県 日光市 ホテル春茂登 サービス 宿泊業 5%

31,296 栃木県 日光市 ホテルファミテック日光駅前 サービス 宿泊業 5%

31,297 栃木県 日光市 ホテル村上 サービス 宿泊業 5%

31,298 栃木県 日光市 ホテル湯西川 サービス 宿泊業 5%

31,299 栃木県 日光市 ほのかな宿樹林 サービス 宿泊業 5%

31,300 栃木県 日光市 本宮カフェ サービス 飲食業 5%

31,301 栃木県 日光市 本家伴久 サービス 宿泊業 5%

31,302 栃木県 日光市 マァマー・ビールスタンド サービス 飲食業 5%

31,303 栃木県 日光市 マクドナルドイオン今市店 サービス 飲食業 2%

31,304 栃木県 日光市 マクドナルド今市バイパス店 サービス 飲食業 2%

31,305 栃木県 日光市 マコト自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

31,306 栃木県 日光市 益子焼いがらし サービス その他サービス 5%

31,307 栃木県 日光市 丸重レンタカー サービス その他サービス 5%

31,308 栃木県 日光市 まるみの湯　そばの宿　まるみの湯 サービス 宿泊業 5%

31,309 栃木県 日光市 水車物産店 小売業 その他小売 5%

31,310 栃木県 日光市 ミスティ サービス 飲食業 5%

31,311 栃木県 日光市 名水の郷日光おかき工房 小売業 食料品 5%

31,312 栃木県 日光市 メンバーズ　一心 サービス 飲食業 5%

31,313 栃木県 日光市 森友の湯　カラオケウイング サービス その他サービス 5%

31,314 栃木県 日光市 ヤオハンスーパー今市店 小売業 その他小売 5%

31,315 栃木県 日光市 ヤオハンスーパー七里店 小売業 その他小売 5%

31,316 栃木県 日光市 やまざき美容室 サービス 理容・美容業 5%

31,317 栃木県 日光市 大和屋　今市店 小売業 その他小売 5%

31,318 栃木県 日光市 ＹＡＭＡの家 サービス 宿泊業 5%

31,319 栃木県 日光市 夕顔 サービス その他サービス 5%

31,320 栃木県 日光市 ［ＨＣ］有限会社アダチデンキ 小売業 電化製品 5%

31,321 栃木県 日光市 有限会社金子ストアー 小売業 食料品 5%

31,322 栃木県 日光市 有限会社タイヤショップオオシマ 小売業 その他小売 5%

31,323 栃木県 日光市 有限会社高田商店 小売業 その他小売 5%

31,324 栃木県 日光市 有限会社綿半大通り店 小売業 食料品 5%

31,325 栃木県 日光市 有限会社綿半本店 小売業 食料品 5%

31,326 栃木県 日光市 株式会社湯西川温泉観光ホテル亀屋 サービス 宿泊業 5%

31,327 栃木県 日光市 湯西川白雲の宿山城屋 サービス 宿泊業 5%

31,328 栃木県 日光市 湯波こまち サービス 飲食業 5%

31,329 栃木県 日光市 湯元板屋 サービス 宿泊業 5%

31,330 栃木県 日光市 ゆ宿　美や川旅館 サービス 宿泊業 5%

31,331 栃木県 日光市 酔い処　都喜 小売業 その他小売 5%

31,332 栃木県 日光市 らーめん梵天今市店 サービス 飲食業 5%
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31,333 栃木県 日光市 リオン・ドール鬼怒川店 小売業 食料品 5%

31,334 栃木県 日光市 リオン・ドール日光店 小売業 食料品 5%

31,335 栃木県 日光市 リブマックスリゾート川治 サービス 宿泊業 5%

31,336 栃木県 日光市 リブマックスリゾート鬼怒川 サービス 宿泊業 5%

31,337 栃木県 日光市 レークセンターひたちや 小売業 その他小売 5%

31,338 栃木県 日光市 レストセンター福助 小売業 その他小売 5%

31,339 栃木県 日光市 レストラン　たしろ サービス 飲食業 5%

31,340 栃木県 日光市 レストラン　日光 サービス 飲食業 5%

31,341 栃木県 日光市 レストラン　日光陶器部 小売業 家具・調度品 5%

31,342 栃木県 日光市 レッドウイングゴルフセンター サービス その他サービス 5%

31,343 栃木県 日光市 レディースブティックナカモト 小売業 衣料品 5%

31,344 栃木県 日光市 ログコテージリトルベアーズ サービス 宿泊業 5%

31,345 栃木県 日光市 若竹の庄 サービス 宿泊業 5%

31,346 栃木県 日光市 和＇ｓ サービス その他サービス 5%

31,347 栃木県 日光市 渡邊佐平商店 小売業 食料品 5%

31,348 栃木県 日光市 ＯＮＥ　ＭＯＲＥ　ＴＩＭＥ サービス 宿泊業 5%

31,349 栃木県 野木町 岡部電器 小売業 電化製品 5%

31,350 栃木県 野木町 こじま寝装 小売業 家具・調度品 5%

31,351 栃木県 野木町 小島寝装 小売業 家具・調度品 5%

31,352 栃木県 野木町 セブン－イレブン下野野木西口店 小売業 食料品 2%

31,353 栃木県 野木町 セブン－イレブン野木運動公園通り店 小売業 食料品 2%

31,354 栃木県 野木町 野木中央通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,355 栃木県 野木町 のぎ動物病院 サービス その他サービス 5%

31,356 栃木県 野木町 セブン－イレブン野木友沼小学校前店 小売業 食料品 2%

31,357 栃木県 野木町 セブン－イレブン野木富士見通り店 小売業 食料品 2%

31,358 栃木県 野木町 ビオラ薬局 小売業 その他小売 5%

31,359 栃木県 野木町 プレル サービス 理容・美容業 5%

31,360 栃木県 野木町 マクドナルド野木出光ＳＳ店 サービス 飲食業 2%

31,361 栃木県 野木町 焼肉ハウス　静香苑 サービス 飲食業 5%

31,362 栃木県 野木町 山田農機具店 小売業 その他小売 5%

31,363 栃木県 芳賀町 出光祖母井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,364 栃木県 芳賀町 出光水橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,365 栃木県 芳賀町 祖母井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,366 栃木県 芳賀町 ｋａｍｉｙａ　ＰｏｓＨ サービス 理容・美容業 5%

31,367 栃木県 芳賀町 斉藤タクシー　１号車 サービス 運輸業 5%

31,368 栃木県 芳賀町 有限会社田川商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,369 栃木県 芳賀町 芳賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,370 栃木県 芳賀町 セブン－イレブン芳賀祖母井店 小売業 食料品 2%

31,371 栃木県 芳賀町 セブン－イレブン芳賀西水沼店 小売業 食料品 2%

31,372 栃木県 芳賀町 セブン－イレブン芳賀三日市店 小売業 食料品 2%

31,373 栃木県 芳賀町 ファッションバリュー マルタ 小売業 衣料品 5%

31,374 栃木県 芳賀町 ＢＯＯＫＦＯＲＥＳＴ森百貨店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

749



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

31,375 栃木県 益子町 アトリエＣＲＩＵ サービス その他サービス 5%

31,376 栃木県 益子町 ＬａｕｇｈｉｎｇＩｇｕａｎａＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

31,377 栃木県 益子町 出光セルフｉｎナナイＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,378 栃木県 益子町 薄羽養鶏場　薄羽養鶏場 小売業 食料品 5%

31,379 栃木県 益子町 えのきだ窯 サービス その他サービス 5%

31,380 栃木県 益子町 炎精工房 サービス その他サービス 5%

31,381 栃木県 益子町 大石窯 サービス その他サービス 5%

31,382 栃木県 益子町 大高正希 サービス その他サービス 5%

31,383 栃木県 益子町 佳乃や 小売業 その他小売 5%

31,384 栃木県 益子町 カフェ　かぼ茶庵 小売業 その他小売 5%

31,385 栃木県 益子町 ｃａｆｅ　ｂａｒ　ｂａｎｄａ サービス 飲食業 5%

31,386 栃木県 益子町 川尻製陶所 サービス その他サービス 5%

31,387 栃木県 益子町 キッチン 喫茶 絵里珈 サービス 飲食業 5%

31,388 栃木県 益子町 ギャラリー緑陶里 小売業 家具・調度品 5%

31,389 栃木県 益子町 ギャラリ－ＭＵＹＵ 小売業 衣料品 5%

31,390 栃木県 益子町 恭司窯 サービス その他サービス 5%

31,391 栃木県 益子町 クラフトやまに サービス その他サービス 5%

31,392 栃木県 益子町 クラフトやまに 小売業 家具・調度品 5%

31,393 栃木県 益子町 月兎窯 サービス その他サービス 5%

31,394 栃木県 益子町 こうじんや サービス その他サービス 5%

31,395 栃木県 益子町 工房風和里 サービス その他サービス 5%

31,396 栃木県 益子町 ｌｉｂｃｏｍｐａｎｙ サービス その他サービス 5%

31,397 栃木県 益子町 スーパーモガキ 小売業 その他小売 5%

31,398 栃木県 益子町 スターネット 小売業 家具・調度品 5%

31,399 栃木県 益子町 ＳＴＡＲＮＥＴ　ＺＯＮＥ 小売業 家具・調度品 5%

31,400 栃木県 益子町 ソイトゲ 小売業 その他小売 5%

31,401 栃木県 益子町 道具屋 小売業 その他小売 5%

31,402 栃木県 益子町 陶芸教室よこやま 小売業 その他小売 5%

31,403 栃木県 益子町 陶芸の丘　よこやま 小売業 その他小売 5%

31,404 栃木県 益子町 陶庫 小売業 家具・調度品 5%

31,405 栃木県 益子町 陶房ましやま 小売業 家具・調度品 5%

31,406 栃木県 益子町 七井台町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,407 栃木県 益子町 ＦＡＭＩＣ　セキグチ 小売業 電化製品 5%

31,408 栃木県 益子町 北鈴窯 小売業 その他小売 5%

31,409 栃木県 益子町 ホソカワカオリ サービス その他サービス 5%

31,410 栃木県 益子町 ＰｏｔｔｅｒｙＯｋａｍｏｔｏ サービス その他サービス 5%

31,411 栃木県 益子町 益子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,412 栃木県 益子町 益子ＳＳ／丸益商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,413 栃木県 益子町 益子ＳＳ　大山燃料店 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,414 栃木県 益子町 益子舘　里山リゾートホテル サービス 宿泊業 5%

31,415 栃木県 益子町 セブン－イレブン益子中央店 小売業 食料品 2%

31,416 栃木県 益子町 セブン－イレブン益子七井西店 小売業 食料品 2%
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31,417 栃木県 益子町 セブン－イレブン益子西店 小売業 食料品 2%

31,418 栃木県 益子町 益子塙ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,419 栃木県 益子町 益子　森のレストラン 小売業 その他小売 5%

31,420 栃木県 益子町 益子焼ふくしま サービス その他サービス 5%

31,421 栃木県 益子町 萬次郎家具 小売業 家具・調度品 5%

31,422 栃木県 益子町 民芸店ましこ サービス その他サービス 5%

31,423 栃木県 益子町 ＭＵＫＵＢＡＲ サービス 飲食業 5%

31,424 栃木県 益子町 明水 小売業 その他小売 5%

31,425 栃木県 益子町 もえぎ　城内坂店 小売業 その他小売 5%

31,426 栃木県 益子町 もえぎ　本店 小売業 その他小売 5%

31,427 栃木県 益子町 矢津田陶房 サービス その他サービス 5%

31,428 栃木県 益子町 山崎電気商会 小売業 電化製品 5%

31,429 栃木県 益子町 ヤマニ大塚 小売業 家具・調度品 5%

31,430 栃木県 益子町 やまに大塚 サービス その他サービス 5%

31,431 栃木県 益子町 やまに大塚 小売業 家具・調度品 5%

31,432 栃木県 益子町 ヤマニ大塚　本店 サービス その他サービス 5%

31,433 栃木県 益子町 遊心窯 小売業 その他小売 5%

31,434 栃木県 益子町 わかさま陶芸 小売業 その他小売 5%

31,435 栃木県 益子町 渡辺キエ 小売業 その他小売 5%

31,436 栃木県 壬生町 Ａｚｚｕｒｒｉエンジニアリング サービス その他サービス 5%

31,437 栃木県 壬生町 ａｒｏｍａｒｏｎ サービス 理容・美容業 5%

31,438 栃木県 壬生町 いずみ書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

31,439 栃木県 壬生町 出光壬生東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,440 栃木県 壬生町 上野楽器　おもちゃのまちセンター 小売業 その他小売 5%

31,441 栃木県 壬生町 エクステリア専門店　ＡＧ サービス その他サービス 5%

31,442 栃木県 壬生町 エムモータース サービス その他サービス 5%

31,443 栃木県 壬生町 かざま サービス 飲食業 5%

31,444 栃木県 壬生町 割烹　山水亭 サービス 飲食業 5%

31,445 栃木県 壬生町 割烹　いしかわ サービス 飲食業 5%

31,446 栃木県 壬生町 株式会社蛸屋 おもちゃのまち店 小売業 食料品 5%

31,447 栃木県 壬生町 キッチン　時屋 サービス 飲食業 5%

31,448 栃木県 壬生町 桐野屋 小売業 家具・調度品 5%

31,449 栃木県 壬生町 黒子自動車 サービス その他サービス 5%

31,450 栃木県 壬生町 コープおもちゃのまち店 小売業 食料品 5%

31,451 栃木県 壬生町 さえぐさ飯店 サービス 飲食業 5%

31,452 栃木県 壬生町 下稲葉 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,453 栃木県 壬生町 健整体堂 サービス その他サービス 5%

31,454 栃木県 壬生町 タムラデンキ 小売業 電化製品 5%

31,455 栃木県 壬生町 デンキのスマイル 小売業 電化製品 5%

31,456 栃木県 壬生町 獨協メディカルサービス正面口売店 小売業 食料品 5%

31,457 栃木県 壬生町 トヨタカローラ栃木おもちゃのまち店 小売業 その他小売 5%

31,458 栃木県 壬生町 七ッ石 小売業 ガソリンスタンド 2%
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31,459 栃木県 壬生町 日本料理篠 サービス 飲食業 5%

31,460 栃木県 壬生町 ブティックアン 小売業 衣料品 5%

31,461 栃木県 壬生町 ヘア　デザイン　アウルム サービス 理容・美容業 5%

31,462 栃木県 壬生町 ほかほか弁当おもちゃのまち店 小売業 食料品 5%

31,463 栃木県 壬生町 マクドナルドおもちゃのまちフレスポ店 サービス 飲食業 2%

31,464 栃木県 壬生町 壬生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,465 栃木県 壬生町 壬生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,466 栃木県 壬生町 セブン－イレブン壬生あけぼの町店 小売業 食料品 2%

31,467 栃木県 壬生町 セブン－イレブン壬生おもちゃのまち駅東店 小売業 食料品 2%

31,468 栃木県 壬生町 セブン－イレブン壬生おもちゃのまち店 小売業 食料品 2%

31,469 栃木県 壬生町 壬生ガーデンショールーム 小売業 その他小売 5%

31,470 栃木県 壬生町 セブン－イレブン壬生総合運動公園北店 小売業 食料品 2%

31,471 栃木県 壬生町 セブン－イレブン壬生大師町店 小売業 食料品 2%

31,472 栃木県 壬生町 セブン－イレブン壬生バイパス店 小売業 食料品 2%

31,473 栃木県 壬生町 壬生東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,474 栃木県 壬生町 壬生南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,475 栃木県 壬生町 セブン－イレブン壬生安塚店 小売業 食料品 2%

31,476 栃木県 壬生町 宮脇書店　新おもちゃのまち店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

31,477 栃木県 壬生町 ヤオハンおもちゃのまち店 小売業 食料品 5%

31,478 栃木県 壬生町 ヤオハンスーパー壬生店 小売業 その他小売 5%

31,479 栃木県 壬生町 焼肉志磨屋 サービス 飲食業 5%

31,480 栃木県 壬生町 理容うめやま サービス 理容・美容業 5%

31,481 栃木県 壬生町 理容おがわ サービス 理容・美容業 5%

31,482 栃木県 真岡市 アキヤマ観光 サービス その他サービス 5%

31,483 栃木県 真岡市 あさが商店 サービス その他サービス 5%

31,484 栃木県 真岡市 池田屋洋品店 小売業 衣料品 5%

31,485 栃木県 真岡市 市井酒店 小売業 食料品 5%

31,486 栃木県 真岡市 出光荒町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,487 栃木県 真岡市 出光田島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,488 栃木県 真岡市 出光優・遊スペース並木 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,489 栃木県 真岡市 イリエスポーツ 小売業 その他小売 5%

31,490 栃木県 真岡市 イリエメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,491 栃木県 真岡市 ＷＥＳＴＷＯＯＤ サービス 飲食業 5%

31,492 栃木県 真岡市 うえの整体院　真岡カイロプラクティックセンター サービス その他サービス 5%

31,493 栃木県 真岡市 うな源 サービス 飲食業 5%

31,494 栃木県 真岡市 有限会社枝製畳 サービス その他サービス 5%

31,495 栃木県 真岡市 エミュー真岡店 サービス 理容・美容業 5%

31,496 栃木県 真岡市 エム・エートレーディングカンパニー 小売業 その他小売 5%

31,497 栃木県 真岡市 太田屋 小売業 衣料品 5%

31,498 栃木県 真岡市 オオネタ 小売業 その他小売 5%

31,499 栃木県 真岡市 大野屋衣料店 小売業 衣料品 5%

31,500 栃木県 真岡市 オリックスレンタカー真岡駅前店 サービス その他サービス 2%
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31,501 栃木県 真岡市 かたぎり 小売業 その他小売 5%

31,502 栃木県 真岡市 カフェバーキャッツハンド サービス 飲食業 5%

31,503 栃木県 真岡市 株式会社蛸屋 荒町店 小売業 食料品 5%

31,504 栃木県 真岡市 株式会社蛸屋 二宮店 小売業 食料品 5%

31,505 栃木県 真岡市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋矢板国道４号店 サービス 飲食業 2%

31,506 栃木県 真岡市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋真岡並木町店 サービス 飲食業 2%

31,507 栃木県 真岡市 セブン－イレブン北真岡店 小売業 食料品 2%

31,508 栃木県 真岡市 ＣＡＲＡＭＥＬＴＲＥＥ 小売業 衣料品 5%

31,509 栃木県 真岡市 久下田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,510 栃木県 真岡市 久下田 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,511 栃木県 真岡市 久下田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,512 栃木県 真岡市 クール・カレ　アン　真岡店 小売業 衣料品 5%

31,513 栃木県 真岡市 セブンーイレブンＫＯＹＯ芳賀赤十字病院店 小売業 食料品 2%

31,514 栃木県 真岡市 雑貨屋マメチコ 小売業 衣料品 5%

31,515 栃木県 真岡市 ｚａｐｐａ　ｄｕｅ サービス 理容・美容業 5%

31,516 栃木県 真岡市 サトーカメ真岡並木店 小売業 その他小売 5%

31,517 栃木県 真岡市 ＪＥＴＳ　ＢＥＡＵＸ?ＡＲＴＳ サービス 理容・美容業 5%

31,518 栃木県 真岡市 しもこもりやＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,519 栃木県 真岡市 柔軟屋 サービス その他サービス 5%

31,520 栃木県 真岡市 ジュエルキクチ　真岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,521 栃木県 真岡市 須田時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,522 栃木県 真岡市 関口酒店 小売業 その他小売 5%

31,523 栃木県 真岡市 高勢 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,524 栃木県 真岡市 中華のわこう サービス 飲食業 5%

31,525 栃木県 真岡市 電器のタマゼン 小売業 電化製品 5%

31,526 栃木県 真岡市 東都栃木カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

31,527 栃木県 真岡市 栃木トヨペット真岡店 小売業 その他小売 5%

31,528 栃木県 真岡市 トヨタカローラ栃木真岡店 小売業 その他小売 5%

31,529 栃木県 真岡市 トヨタレンタリース栃木真岡駅前店 サービス その他サービス 2%

31,530 栃木県 真岡市 長田 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,531 栃木県 真岡市 中三川デンキ 小売業 電化製品 5%

31,532 栃木県 真岡市 並木 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,533 栃木県 真岡市 肉の山口 小売業 食料品 5%

31,534 栃木県 真岡市 セブン－イレブン西真岡店 小売業 食料品 2%

31,535 栃木県 真岡市 セブン－イレブン二宮バイパス店 小売業 食料品 2%

31,536 栃木県 真岡市 ニューヤマトヤ化粧品店 小売業 その他小売 5%

31,537 栃木県 真岡市 ＮＥＸＴ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

31,538 栃木県 真岡市 ネッツトヨタ栃木真岡店 小売業 その他小売 5%

31,539 栃木県 真岡市 ネッツトヨタ栃木真岡店 小売業 その他小売 5%

31,540 栃木県 真岡市 ＨＡＫＡ　ＨＡＫＡ【ハカハカ】 サービス その他サービス 5%

31,541 栃木県 真岡市 ｂｅｅｂｅｅｃａｎｄｌｅ サービス その他サービス 5%

31,542 栃木県 真岡市 ビクターオート サービス その他サービス 5%
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31,543 栃木県 真岡市 美食　磊茘 サービス 飲食業 5%

31,544 栃木県 真岡市 美容室ＭａｋｅＭｅｒｒｙ サービス 理容・美容業 5%

31,545 栃木県 真岡市 広沢自動車工業 サービス その他サービス 5%

31,546 栃木県 真岡市 フクダヤマート 小売業 その他小売 5%

31,547 栃木県 真岡市 藤屋 サービス 宿泊業 5%

31,548 栃木県 真岡市 婦人服　学生服　ヤマダヤ 小売業 衣料品 5%

31,549 栃木県 真岡市 ｐｒｉｖａｔｅ　ｓａｌｏｎ　ｆ． サービス 理容・美容業 5%

31,550 栃木県 真岡市 ｈａｉｒ　Ｋａｎａｌｏａ サービス 理容・美容業 5%

31,551 栃木県 真岡市 ベストオート サービス その他サービス 5%

31,552 栃木県 真岡市 ｈｏｍｅエクステリア『アサヤマ』 小売業 その他小売 5%

31,553 栃木県 真岡市 ホンダセンター栃木 サービス その他サービス 5%

31,554 栃木県 真岡市 Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

31,555 栃木県 真岡市 マクドナルド２９４真岡店 サービス 飲食業 2%

31,556 栃木県 真岡市 マクドナルド４０８真岡店 サービス 飲食業 2%

31,557 栃木県 真岡市 まつしましゅーず 小売業 その他小売 5%

31,558 栃木県 真岡市 まつや化粧品店 小売業 その他小売 5%

31,559 栃木県 真岡市 祭　うえの 小売業 衣料品 5%

31,560 栃木県 真岡市 みのり　真岡店 小売業 家具・調度品 5%

31,561 栃木県 真岡市 ｍｉｅｕｘｃｏｌｏｒ サービス 理容・美容業 5%

31,562 栃木県 真岡市 メガネの大関 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,563 栃木県 真岡市 メガネの大関 小売業 その他小売 5%

31,564 栃木県 真岡市 真岡北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,565 栃木県 真岡市 セブン－イレブン真岡飯貝店 小売業 食料品 2%

31,566 栃木県 真岡市 真岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,567 栃木県 真岡市 セブン－イレブン真岡上高間木１丁目店 小売業 食料品 2%

31,568 栃木県 真岡市 セブン－イレブン真岡鬼怒ケ丘店 小売業 食料品 2%

31,569 栃木県 真岡市 セブン－イレブン真岡熊倉店 小売業 食料品 2%

31,570 栃木県 真岡市 真岡自動車教習所 サービス その他サービス 5%

31,571 栃木県 真岡市 セブン－イレブン真岡下高間木店 小売業 食料品 2%

31,572 栃木県 真岡市 セブン－イレブン真岡下籠谷店 小売業 食料品 2%

31,573 栃木県 真岡市 セブン－イレブン真岡市役所前店 小売業 食料品 2%

31,574 栃木県 真岡市 セブン－イレブン真岡田島店 小売業 食料品 2%

31,575 栃木県 真岡市 真岡中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,576 栃木県 真岡市 セブン－イレブン真岡寺内店 小売業 食料品 2%

31,577 栃木県 真岡市 真岡中郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,578 栃木県 真岡市 セブン－イレブン真岡長田店 小売業 食料品 2%

31,579 栃木県 真岡市 セブン－イレブン真岡並木店 小売業 食料品 2%

31,580 栃木県 真岡市 真岡西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,581 栃木県 真岡市 真岡原町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,582 栃木県 真岡市 真岡東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,583 栃木県 真岡市 真岡南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,584 栃木県 真岡市 セブン－イレブン真岡八木岡店 小売業 食料品 2%
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31,585 栃木県 真岡市 真岡闇市 サービス 飲食業 5%

31,586 栃木県 真岡市 真岡闇市 サービス 飲食業 5%

31,587 栃木県 真岡市 山口農機 小売業 その他小売 5%

31,588 栃木県 真岡市 優希堂　真岡店 小売業 その他小売 5%

31,589 栃木県 真岡市 （有）日の丸写真館 サービス その他サービス 5%

31,590 栃木県 真岡市 よしはら 小売業 食料品 5%

31,591 栃木県 真岡市 リラくる 真岡店 サービス その他サービス 5%

31,592 栃木県 真岡市 ワイズベリー サービス 飲食業 5%

31,593 栃木県 真岡市 和楽 サービス 理容・美容業 5%

31,594 栃木県 茂木町 出光茂木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,595 栃木県 茂木町 ＧａｌｌｅｒｙｂＲＩＶＥＲｂ サービス その他サービス 5%

31,596 栃木県 茂木町 ＧｅｍｒｉｃｈＣｅｒａｍｉｃＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

31,597 栃木県 茂木町 工房とめ サービス その他サービス 5%

31,598 栃木県 茂木町 こころ宿ＮＡＧＯＭＩ サービス 宿泊業 5%

31,599 栃木県 茂木町 ゲムリッチ加代子 サービス その他サービス 5%

31,600 栃木県 茂木町 下平　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,601 栃木県 茂木町 セルフ茂木第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,602 栃木県 茂木町 もくれん 小売業 その他小売 5%

31,603 栃木県 茂木町 茂木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,604 栃木県 茂木町 茂木自動車学校 サービス その他サービス 5%

31,605 栃木県 茂木町 セブン－イレブン茂木バイパス店 小売業 食料品 2%

31,606 栃木県 茂木町 茂木東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,607 栃木県 茂木町 セブン－イレブン茂木増井店 小売業 食料品 2%

31,608 栃木県 茂木町 有限会社　ヒロオートセンター サービス その他サービス 5%

31,609 栃木県 矢板市 ＥｎｅＪｅｔ４号矢板ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,610 栃木県 矢板市 カイロプラクティック中澤 サービス その他サービス 5%

31,611 栃木県 矢板市 カクヤス商販株式会社 小売業 その他小売 5%

31,612 栃木県 矢板市 片岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,613 栃木県 矢板市 クリーニング専科　ヨークタウン矢板店 サービス その他サービス 5%

31,614 栃木県 矢板市 クリーニング専科　矢板末広店 サービス その他サービス 5%

31,615 栃木県 矢板市 近藤カメラスタジオ 小売業 その他小売 5%

31,616 栃木県 矢板市 斎藤農園 小売業 食料品 5%

31,617 栃木県 矢板市 栄鮨 サービス 飲食業 5%

31,618 栃木県 矢板市 サンユー片岡店 小売業 食料品 5%

31,619 栃木県 矢板市 ダイユー矢板店 小売業 食料品 5%

31,620 栃木県 矢板市 トヨタカローラ栃木矢板店 小売業 その他小売 5%

31,621 栃木県 矢板市 ドンスポーツ 小売業 その他小売 5%

31,622 栃木県 矢板市 西脇ラジオ店 小売業 電化製品 5%

31,623 栃木県 矢板市 ネッツトヨタ栃木矢板店 小売業 その他小売 5%

31,624 栃木県 矢板市 ねばらん 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

31,625 栃木県 矢板市 パンジー薬局 小売業 その他小売 5%

31,626 栃木県 矢板市 ばんどう太郎矢板店 サービス 飲食業 5%
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31,627 栃木県 矢板市 福島写真館 サービス その他サービス 5%

31,628 栃木県 矢板市 マクドナルド矢板市役所通り店 サービス 飲食業 2%

31,629 栃木県 矢板市 ムラカミインテリア 小売業 家具・調度品 5%

31,630 栃木県 矢板市 もりもりカイロ サービス 理容・美容業 5%

31,631 栃木県 矢板市 矢板ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,632 栃木県 矢板市 矢板　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,633 栃木県 矢板市 矢板泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,634 栃木県 矢板市 セブン－イレブン矢板鹿島町店 小売業 食料品 2%

31,635 栃木県 矢板市 セブン－イレブン矢板木幡店 小売業 食料品 2%

31,636 栃木県 矢板市 セブン－イレブン矢板下太田店 小売業 食料品 2%

31,637 栃木県 矢板市 セブン－イレブン矢板富田店 小売業 食料品 2%

31,638 栃木県 矢板市 セブン－イレブン矢板中店 小売業 食料品 2%

31,639 栃木県 矢板市 セブン－イレブン矢板中南店 小売業 食料品 2%

31,640 栃木県 矢板市 山久チーズファクトリー 小売業 食料品 5%

31,641 栃木県 矢板市 ［ＨＣ］有限会社アクツ電器 小売業 電化製品 5%

31,642 栃木県 矢板市 有限会社スズキ電化センター 小売業 家具・調度品 5%

31,643 栃木県 矢板市 ユニックス・ジャパン サービス その他サービス 5%

31,644 群馬県 安中市 旭館 サービス 宿泊業 5%

31,645 群馬県 安中市 ＡｒｏｍａＧａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

31,646 群馬県 安中市 セブン－イレブン安中磯部温泉入口店 小売業 食料品 2%

31,647 群馬県 安中市 セブン－イレブン安中磯部４丁目店 小売業 食料品 2%

31,648 群馬県 安中市 セブン－イレブン安中板鼻店 小売業 食料品 2%

31,649 群馬県 安中市 安中岩井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,650 群馬県 安中市 アンナカカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

31,651 群馬県 安中市 セブン－イレブン安中米山店 小売業 食料品 2%

31,652 群馬県 安中市 安中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,653 群馬県 安中市 セブン－イレブン安中下後閑店 小売業 食料品 2%

31,654 群馬県 安中市 安中バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,655 群馬県 安中市 セブン－イレブン安中バイパス店 小売業 食料品 2%

31,656 群馬県 安中市 セブン－イレブン安中原市店 小売業 食料品 2%

31,657 群馬県 安中市 セブン－イレブン安中松井田バイパス店 小売業 食料品 2%

31,658 群馬県 安中市 安中南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,659 群馬県 安中市 飯塚電気 小売業 電化製品 5%

31,660 群馬県 安中市 ＪＭ／居酒屋酒楽 サービス 飲食業 5%

31,661 群馬県 安中市 磯部ガーデン サービス 宿泊業 5%

31,662 群馬県 安中市 板垣　安中店 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,663 群馬県 安中市 イチノセエンジニアリング 小売業 その他小売 5%

31,664 群馬県 安中市 出光パラーダ安中中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,665 群馬県 安中市 犬の美容室ＣｏＣｏ サービス その他サービス 5%

31,666 群馬県 安中市 大手時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,667 群馬県 安中市 お菓子のゆもと 小売業 食料品 5%

31,668 群馬県 安中市 Ｏｒｃｈｉｄｅｅ 小売業 衣料品 5%
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31,669 群馬県 安中市 海鮮四季北海亭　安中店 サービス 飲食業 5%

31,670 群馬県 安中市 カジュアル酒場ＮａＳｕＢｉ サービス 飲食業 5%

31,671 群馬県 安中市 軽井沢インタープラザ サービス 飲食業 5%

31,672 群馬県 安中市 グルマンディーズ 小売業 食料品 5%

31,673 群馬県 安中市 群馬トヨタ自動車安中杉並木店 小売業 その他小売 5%

31,674 群馬県 安中市 群馬トヨペット安中板鼻店 小売業 その他小売 5%

31,675 群馬県 安中市 工房世二 小売業 家具・調度品 5%

31,676 群馬県 安中市 猿谷電機商会 小売業 電化製品 5%

31,677 群馬県 安中市 ＳＷＥＥＴＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ　ヌーベル三浦 小売業 その他小売 5%

31,678 群馬県 安中市 高台旅館 サービス 宿泊業 5%

31,679 群馬県 安中市 多胡でん 小売業 電化製品 5%

31,680 群馬県 安中市 辻口寝具店 小売業 家具・調度品 5%

31,681 群馬県 安中市 辻口寝具店 小売業 家具・調度品 5%

31,682 群馬県 安中市 適塾 サービス その他サービス 5%

31,683 群馬県 安中市 手作り猫雑貨専門店　猫のひげ　手作り猫雑貨専門店　猫のひげ 小売業 その他小売 5%

31,684 群馬県 安中市 トピック　キタ 小売業 電化製品 5%

31,685 群馬県 安中市 トヨタカローラ高崎安中バイパス店 小売業 その他小売 5%

31,686 群馬県 安中市 トヨタカローラ高崎国道１８号やわた店 小売業 その他小売 5%

31,687 群馬県 安中市 ネッツトヨタ群馬安中いたはな店 小売業 その他小売 5%

31,688 群馬県 安中市 ＰＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

31,689 群馬県 安中市 ハーフアンドハーフサービス 小売業 その他小売 5%

31,690 群馬県 安中市 ビータイムいそべＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,691 群馬県 安中市 冨士屋 小売業 食料品 5%

31,692 群馬県 安中市 ふわふわ豆腐鍋のおいしいお宿　見晴館 サービス 宿泊業 5%

31,693 群馬県 安中市 ＨａｉｒＳａｌｏｎ　ＴＯＰ　ＨａｉｒＳａｌｏｎ　ＴＯＰ サービス 理容・美容業 5%

31,694 群馬県 安中市 ホ－ムガスショップ安中 小売業 その他小売 5%

31,695 群馬県 安中市 細野自動車修理工場 サービス その他サービス 5%

31,696 群馬県 安中市 ホテル　磯部ガーデン サービス その他サービス 5%

31,697 群馬県 安中市 マイポ－ト 小売業 その他小売 5%

31,698 群馬県 安中市 マクドナルド１８号安中店 サービス 飲食業 2%

31,699 群馬県 安中市 マルエドラッグ安中郷原店 小売業 その他小売 5%

31,700 群馬県 安中市 マルエドラッグ安中杉並木店 小売業 その他小売 5%

31,701 群馬県 安中市 横川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,702 群馬県 安中市 横川碓氷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,703 群馬県 安中市 リアルオート サービス その他サービス 5%

31,704 群馬県 安中市 ルート１８安中セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,705 群馬県 伊勢崎市 Ａｉｚａｗａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

31,706 群馬県 伊勢崎市 アイズ・ギャラリースマーク伊勢崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,707 群馬県 伊勢崎市 ｉｐｈｏｎｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ　伊勢崎店 サービス その他サービス 5%

31,708 群馬県 伊勢崎市 あおやぎ伊勢崎店 小売業 衣料品 5%

31,709 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン赤堀今井店 小売業 食料品 2%

31,710 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン赤堀香林店 小売業 食料品 2%
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31,711 群馬県 伊勢崎市 赤堀中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,712 群馬県 伊勢崎市 アヅマ補聴器センター　伊勢崎支店 小売業 その他小売 5%

31,713 群馬県 伊勢崎市 ａｆｆｅｃｔｈａｉｒｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

31,714 群馬県 伊勢崎市 天武 サービス 飲食業 5%

31,715 群馬県 伊勢崎市 新井自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

31,716 群馬県 伊勢崎市 Ａｌｂａ 小売業 その他小売 5%

31,717 群馬県 伊勢崎市 Ａｒｏｍａ－Ｆｏｒｅｓｔ伊勢崎宮子店 サービス その他サービス 5%

31,718 群馬県 伊勢崎市 ＡＮＳＷＥＲ 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,719 群馬県 伊勢崎市 Ａｎ’ｂｉｊｏｕ　ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

31,720 群馬県 伊勢崎市 憩いダイニング　旬 サービス 飲食業 5%

31,721 群馬県 伊勢崎市 居酒屋　酔い笑（よいしょ） サービス 飲食業 5%

31,722 群馬県 伊勢崎市 石川時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,723 群馬県 伊勢崎市 ｉＺｍＺ サービス 理容・美容業 5%

31,724 群馬県 伊勢崎市 伊勢崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,725 群馬県 伊勢崎市 伊勢崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,726 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎安堀町店 小売業 食料品 2%

31,727 群馬県 伊勢崎市 伊勢崎インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,728 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎国定町２丁目店 小売業 食料品 2%

31,729 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎寿町店 小売業 食料品 2%

31,730 群馬県 伊勢崎市 伊勢崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,731 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎境伊与久店 小売業 食料品 2%

31,732 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎境女塚店 小売業 食料品 2%

31,733 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎境上渕名店 小売業 食料品 2%

31,734 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎境下武士店 小売業 食料品 2%

31,735 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎境東新井店 小売業 食料品 2%

31,736 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎市民病院前店 小売業 食料品 2%

31,737 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎下植木店 小売業 食料品 2%

31,738 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎下触町南店 小売業 食料品 2%

31,739 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎昭和町北店 小売業 食料品 2%

31,740 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎昭和町店 小売業 食料品 2%

31,741 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎新栄町店 小売業 食料品 2%

31,742 群馬県 伊勢崎市 伊勢崎ステーションホテル サービス 宿泊業 5%

31,743 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎西部公園前店 小売業 食料品 2%

31,744 群馬県 伊勢崎市 メガネのイタガキ　伊勢崎西友楽市店 小売業 その他小売 5%

31,745 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎田中島店 小売業 食料品 2%

31,746 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎田中町店 小売業 食料品 2%

31,747 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎田部井町店 小売業 食料品 2%

31,748 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎連取町店 小売業 食料品 2%

31,749 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎連取吉原店 小売業 食料品 2%

31,750 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎富塚町店 小売業 食料品 2%

31,751 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎豊城町店 小売業 食料品 2%

31,752 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎長沼町店 小売業 食料品 2%
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31,753 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎西久保店 小売業 食料品 2%

31,754 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎韮塚町店 小売業 食料品 2%

31,755 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎羽黒台店 小売業 食料品 2%

31,756 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎波志江町店 小売業 食料品 2%

31,757 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎波志江東店 小売業 食料品 2%

31,758 群馬県 伊勢崎市 イセサキＰＫサービス サービス その他サービス 5%

31,759 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎東小保方町店 小売業 食料品 2%

31,760 群馬県 伊勢崎市 セブンーイレブン伊勢崎東上之宮町店 小売業 食料品 2%

31,761 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎日乃出町店 小売業 食料品 2%

31,762 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎平和町店 小売業 食料品 2%

31,763 群馬県 伊勢崎市 伊勢崎南 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,764 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎南千木町店 小売業 食料品 2%

31,765 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎宮子西店 小売業 食料品 2%

31,766 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎宮子町店 小売業 食料品 2%

31,767 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎茂呂店 小売業 食料品 2%

31,768 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎八斗島町店 小売業 食料品 2%

31,769 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン伊勢崎除ヶ町店 小売業 食料品 2%

31,770 群馬県 伊勢崎市 板垣　伊勢崎韮塚店 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,771 群馬県 伊勢崎市 板垣伊勢崎　うえはす店 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,772 群馬県 伊勢崎市 いち笑 サービス 飲食業 5%

31,773 群馬県 伊勢崎市 出光伊勢崎北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,774 群馬県 伊勢崎市 出光上武国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,775 群馬県 伊勢崎市 出光パラーダ伊勢崎南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,776 群馬県 伊勢崎市 出光淵名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,777 群馬県 伊勢崎市 上之宮 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,778 群馬県 伊勢崎市 ＶＥＲＥＤＡ　ＴＲＯＰＩＣＡＬ 小売業 食料品 5%

31,779 群馬県 伊勢崎市 うどん酒場　めんぞう サービス 飲食業 5%

31,780 群馬県 伊勢崎市 Ｈ２Ｏ サービス 理容・美容業 5%

31,781 群馬県 伊勢崎市 ＡＢＣトレーディング サービス その他サービス 5%

31,782 群馬県 伊勢崎市 ＡＢホテル伊勢崎 サービス 宿泊業 5%

31,783 群馬県 伊勢崎市 エリナ販売店 小売業 その他小売 5%

31,784 群馬県 伊勢崎市 太田マシンサービス前橋店 小売業 家具・調度品 5%

31,785 群馬県 伊勢崎市 オールドギア群馬伊勢崎店 小売業 その他小売 5%

31,786 群馬県 伊勢崎市 小此木不動産建設 サービス その他サービス 5%

31,787 群馬県 伊勢崎市 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ 伊勢崎宮子店 サービス 飲食業 5%

31,788 群馬県 伊勢崎市 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ 伊勢崎茂呂店 サービス 飲食業 5%

31,789 群馬県 伊勢崎市 尾崎商店 尾崎商店 小売業 食料品 5%

31,790 群馬県 伊勢崎市 おにく亭 サービス 飲食業 5%

31,791 群馬県 伊勢崎市 オリックスレンタカー伊勢崎店 サービス その他サービス 2%

31,792 群馬県 伊勢崎市 Ｃａｌｍ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

31,793 群馬県 伊勢崎市 海鮮居酒屋どんさん亭　伊勢崎西店 サービス 飲食業 5%

31,794 群馬県 伊勢崎市 海鮮四季北海亭伊勢崎本町店 サービス 飲食業 5%
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31,795 群馬県 伊勢崎市 海鮮酒房　あかね屋 サービス 飲食業 5%

31,796 群馬県 伊勢崎市 カインズトラベル　ベイシア西部モール店 サービス その他サービス 5%

31,797 群馬県 伊勢崎市 かきあげ　昭和町店 小売業 その他小売 5%

31,798 群馬県 伊勢崎市 かきあげ　宮郷店 小売業 その他小売 5%

31,799 群馬県 伊勢崎市 家具のホンダ 伊勢崎店 小売業 家具・調度品 5%

31,800 群馬県 伊勢崎市 かつはな亭赤堀店 サービス 飲食業 5%

31,801 群馬県 伊勢崎市 かつはな亭伊勢崎赤堀店 サービス 飲食業 5%

31,802 群馬県 伊勢崎市 かつはな亭伊勢崎今泉店 サービス 飲食業 5%

31,803 群馬県 伊勢崎市 かつはな亭伊勢崎宮子店 サービス 飲食業 5%

31,804 群馬県 伊勢崎市 ｃａｆｅ　Ｒｏｓｓｙ サービス 飲食業 5%

31,805 群馬県 伊勢崎市 株式会社ナガシマ サービス その他サービス 5%

31,806 群馬県 伊勢崎市 株式会社Ｖａｒｉｏｕｓ．Ｆ 小売業 その他小売 5%

31,807 群馬県 伊勢崎市 ＧＥＲＢＥＲＡ サービス 理容・美容業 5%

31,808 群馬県 伊勢崎市 カルティエグランカフェ サービス 飲食業 5%

31,809 群馬県 伊勢崎市 カルマヘアー サービス 理容・美容業 5%

31,810 群馬県 伊勢崎市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋伊勢崎茂呂町店 サービス 飲食業 2%

31,811 群馬県 伊勢崎市 煥乎堂　伊勢崎店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

31,812 群馬県 伊勢崎市 関東モバイルネットワーク株式会社　アイステーション 小売業 電化製品 5%

31,813 群馬県 伊勢崎市 木島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,814 群馬県 伊勢崎市 北伊勢崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,815 群馬県 伊勢崎市 木村造園 サービス その他サービス 5%

31,816 群馬県 伊勢崎市 キャメル　ダイニング サービス 飲食業 5%

31,817 群馬県 伊勢崎市 牛角伊勢崎韮塚店 サービス 飲食業 2%

31,818 群馬県 伊勢崎市 ぎょうざの満洲　伊勢崎南口店 サービス 飲食業 5%

31,819 群馬県 伊勢崎市 きよ治療院 サービス 理容・美容業 5%

31,820 群馬県 伊勢崎市 グシガレージ サービス その他サービス 5%

31,821 群馬県 伊勢崎市 串焼粂八 サービス 飲食業 5%

31,822 群馬県 伊勢崎市 Ｇｏｏｄ サービス その他サービス 5%

31,823 群馬県 伊勢崎市 ＧｏｏｄＦｉｅｌｄ サービス その他サービス 5%

31,824 群馬県 伊勢崎市 クニサダ　ヘアーコレクション サービス 理容・美容業 5%

31,825 群馬県 伊勢崎市 クライミングジムゼロ　伊勢崎店 小売業 その他小売 5%

31,826 群馬県 伊勢崎市 クライミングジムランボ サービス その他サービス 5%

31,827 群馬県 伊勢崎市 グラマラッシュ サービス 飲食業 5%

31,828 群馬県 伊勢崎市 メガネのイタガキ　グランド伊勢崎店 小売業 その他小売 5%

31,829 群馬県 伊勢崎市 クール・カレ　アン　アピタ伊勢崎東店 小売業 衣料品 5%

31,830 群馬県 伊勢崎市 群興 サービス その他サービス 5%

31,831 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン群馬赤堀南店 小売業 食料品 2%

31,832 群馬県 伊勢崎市 群馬トヨタ自動車　伊勢崎つなとり店 小売業 その他小売 5%

31,833 群馬県 伊勢崎市 群馬トヨタ自動車伊勢崎日乃出店 小売業 その他小売 5%

31,834 群馬県 伊勢崎市 群馬トヨタ自動車総合センター 小売業 その他小売 5%

31,835 群馬県 伊勢崎市 群馬トヨタ自動車Ｕ．Ｐａｒｋ伊勢崎つなとり店 小売業 その他小売 5%

31,836 群馬県 伊勢崎市 群馬トヨペット伊勢崎日乃出店 小売業 その他小売 5%
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31,837 群馬県 伊勢崎市 群馬トヨペット伊勢崎宮子店 小売業 その他小売 5%

31,838 群馬県 伊勢崎市 ＧＡＴＥｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅ サービス その他サービス 5%

31,839 群馬県 伊勢崎市 セブンーイレブンＫＯＹＯ伊勢崎市民病院店 小売業 食料品 2%

31,840 群馬県 伊勢崎市 コープ宮子店 小売業 食料品 5%

31,841 群馬県 伊勢崎市 ＣｏＣｏ壱番屋伊勢崎宮子町店 サービス 飲食業 2%

31,842 群馬県 伊勢崎市 子供服アップルパイン 小売業 衣料品 5%

31,843 群馬県 伊勢崎市 コドモヤ ファミリー衣料コドモヤ 小売業 衣料品 5%

31,844 群馬県 伊勢崎市 小林会計事務所 サービス その他サービス 5%

31,845 群馬県 伊勢崎市 ＧＯＹＡ サービス その他サービス 5%

31,846 群馬県 伊勢崎市 ＣＹＣＬＥ　ＹＯＳＨＩＤＡ　伊勢崎店 小売業 その他小売 5%

31,847 群馬県 伊勢崎市 境南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,848 群馬県 伊勢崎市 さくらメガネ　伊勢崎店 小売業 その他小売 5%

31,849 群馬県 伊勢崎市 サロン・ド裕理 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,850 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン佐波東運動公園前店 小売業 食料品 2%

31,851 群馬県 伊勢崎市 三英時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,852 群馬県 伊勢崎市 ＳｕｎＳｍｉｌｅｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

31,853 群馬県 伊勢崎市 サントノーレ　伊勢崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,854 群馬県 伊勢崎市 Ｇステーション伊勢崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,855 群馬県 伊勢崎市 Ｊ　ｚ　ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

31,856 群馬県 伊勢崎市 しゃぶしゃぶ温野菜伊勢崎店 サービス 飲食業 2%

31,857 群馬県 伊勢崎市 手芸センタードリーム　スマーク伊勢崎店 小売業 その他小売 5%

31,858 群馬県 伊勢崎市 手芸センタードリームスマーク伊勢崎 小売業 その他小売 5%

31,859 群馬県 伊勢崎市 シューマート　伊勢崎宮子店 小売業 衣料品 5%

31,860 群馬県 伊勢崎市 ジョイマハール　伊勢崎店 サービス 飲食業 5%

31,861 群馬県 伊勢崎市 セブン－イレブン新伊勢崎駅前店 小売業 食料品 2%

31,862 群馬県 伊勢崎市 酔楽 サービス 飲食業 5%

31,863 群馬県 伊勢崎市 Ｓｔｒｅａｍ サービス 理容・美容業 5%

31,864 群馬県 伊勢崎市 スナック　月下美人 サービス 飲食業 5%

31,865 群馬県 伊勢崎市 ＳＰＵＲＳ 小売業 衣料品 5%

31,866 群馬県 伊勢崎市 スピリットガレージ サービス その他サービス 5%

31,867 群馬県 伊勢崎市 ＳｍｉｌｅＳｔｙｌｅＩｓｅｓａｋ 小売業 その他小売 5%

31,868 群馬県 伊勢崎市 スマホステーション 小売業 その他小売 5%

31,869 群馬県 伊勢崎市 炭火焼食堂　よろづや サービス 飲食業 5%

31,870 群馬県 伊勢崎市 炭火焼肉ホルモン転石 サービス 飲食業 5%

31,871 群馬県 伊勢崎市 清閑堂　伊勢崎店 小売業 家具・調度品 5%

31,872 群馬県 伊勢崎市 誠美堂　伊勢崎東店 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,873 群馬県 伊勢崎市 セキナン商会 小売業 電化製品 5%

31,874 群馬県 伊勢崎市 株式会社ＧＡＫＵ サービス 理容・美容業 5%

31,875 群馬県 伊勢崎市 セルフ伊勢崎田中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,876 群馬県 伊勢崎市 セレクトイン伊勢崎 サービス 宿泊業 5%

31,877 群馬県 伊勢崎市 千里 サービス 飲食業 5%

31,878 群馬県 伊勢崎市 葬儀社 サービス その他サービス 5%
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31,879 群馬県 伊勢崎市 痩身専門　イッツボディ サービス その他サービス 5%

31,880 群馬県 伊勢崎市 ダイニング＆バー　蘭丸 サービス 飲食業 5%

31,881 群馬県 伊勢崎市 タイムズアーチェンジン伊勢崎 小売業 食料品 5%

31,882 群馬県 伊勢崎市 高橋商事 小売業 その他小売 5%

31,883 群馬県 伊勢崎市 ダストボウル楽器店　伊勢崎店 小売業 その他小売 5%

31,884 群馬県 伊勢崎市 ダンスファッション　フレンド 小売業 衣料品 5%

31,885 群馬県 伊勢崎市 ＣＨＥＣＫＥＲＳ サービス 飲食業 5%

31,886 群馬県 伊勢崎市 ＴＹＬＣＯ サービス 理容・美容業 5%

31,887 群馬県 伊勢崎市 手打ち蕎麦　さとみ サービス 飲食業 5%

31,888 群馬県 伊勢崎市 テルループ伊勢崎 小売業 その他小売 5%

31,889 群馬県 伊勢崎市 ｔｏｉ　ｔｏｉ　ｔｏｉ サービス 飲食業 5%

31,890 群馬県 伊勢崎市 ドックハウス　Ｊ．Ｍ．Ａ．Ｒ サービス その他サービス 5%

31,891 群馬県 伊勢崎市 トヨタカローラ群馬スマーク伊勢崎店 小売業 その他小売 5%

31,892 群馬県 伊勢崎市 トヨタカローラ群馬ＳＭＡＲＫ店 小売業 その他小売 5%

31,893 群馬県 伊勢崎市 トヨタカローラ高崎伊勢崎つなとり店 小売業 その他小売 5%

31,894 群馬県 伊勢崎市 トヨタカローラ高崎伊勢崎とようけ店 小売業 その他小売 5%

31,895 群馬県 伊勢崎市 トヨタレンタリース群馬伊勢崎駅北口店 サービス その他サービス 2%

31,896 群馬県 伊勢崎市 トラストオート 小売業 その他小売 5%

31,897 群馬県 伊勢崎市 トラックアート歌麿　群馬店 小売業 その他小売 5%

31,898 群馬県 伊勢崎市 中田薬局 小売業 その他小売 5%

31,899 群馬県 伊勢崎市 長沼農園 サービス その他サービス 5%

31,900 群馬県 伊勢崎市 ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

31,901 群馬県 伊勢崎市 日経商会 サービス その他サービス 5%

31,902 群馬県 伊勢崎市 ネッツトヨタ群馬伊勢崎ひので店 小売業 その他小売 5%

31,903 群馬県 伊勢崎市 ネッツトヨタ高崎　伊勢崎つなとり店Ｕ－Ｃ 小売業 その他小売 5%

31,904 群馬県 伊勢崎市 ネッツトヨタ高崎伊勢崎つなとり店 小売業 その他小売 5%

31,905 群馬県 伊勢崎市 ｋｎｏｋｓ　伊勢崎店 サービス 飲食業 5%

31,906 群馬県 伊勢崎市 ＨＥＡＲＴＳ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

31,907 群馬県 伊勢崎市 ＢＡＲ　ＤＯＭＯＯＲ サービス 飲食業 5%

31,908 群馬県 伊勢崎市 ハーベストホテル サービス 宿泊業 5%

31,909 群馬県 伊勢崎市 ハウスリーフ　本店 小売業 その他小売 5%

31,910 群馬県 伊勢崎市 ハシモトデンキ 小売業 電化製品 5%

31,911 群馬県 伊勢崎市 はせでん 小売業 電化製品 5%

31,912 群馬県 伊勢崎市 ハチスデンキ 小売業 電化製品 5%

31,913 群馬県 伊勢崎市 はっぴい・えんど 小売業 衣料品 5%

31,914 群馬県 伊勢崎市 パティスリー　ル　カドゥー サービス 飲食業 5%

31,915 群馬県 伊勢崎市 パドック宮子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,916 群馬県 伊勢崎市 はなぜん　はなぜん サービス 飲食業 5%

31,917 群馬県 伊勢崎市 ＰＥＡＲＬＭＯＯＮ サービス 理容・美容業 5%

31,918 群馬県 伊勢崎市 ＰＯＷＥＲ　ＫＩＤＳ 小売業 その他小売 5%

31,919 群馬県 伊勢崎市 ＰＯＷＥＲ－ＫＩＤＳ　ＩＳＥＳＡＫＩ 小売業 その他小売 5%

31,920 群馬県 伊勢崎市 ハンコステーション伊勢崎店 小売業 その他小売 5%
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31,921 群馬県 伊勢崎市 ハンズファンズヴィラ伊勢崎店 サービス その他サービス 5%

31,922 群馬県 伊勢崎市 ピアノプラザ群馬　いせさき店 小売業 その他小売 5%

31,923 群馬県 伊勢崎市 ＰＣ－ＷＡＶＥ 小売業 電化製品 5%

31,924 群馬県 伊勢崎市 東小保方 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,925 群馬県 伊勢崎市 ビジネスホテル　ファースト・イン サービス 宿泊業 5%

31,926 群馬県 伊勢崎市 ピッツェリアラガッタ サービス 飲食業 5%

31,927 群馬県 伊勢崎市 ピポパーク伊勢崎店 小売業 電化製品 5%

31,928 群馬県 伊勢崎市 ビューティーリゾート麗 サービス 理容・美容業 5%

31,929 群馬県 伊勢崎市 ＢｅａｕｔｙｒｏｏｍＳＨＵＵＢＩ サービス 理容・美容業 5%

31,930 群馬県 伊勢崎市 ＢＥＹＯＮＤＢＥＡＵＴＹ サービス その他サービス 5%

31,931 群馬県 伊勢崎市 フィッティングＯｔｕｋａ 小売業 その他小売 5%

31,932 群馬県 伊勢崎市 富士書店　赤城店 小売業 その他小売 5%

31,933 群馬県 伊勢崎市 ブライダル砂岡 サービス その他サービス 5%

31,934 群馬県 伊勢崎市 ふらっと整体院 サービス 理容・美容業 5%

31,935 群馬県 伊勢崎市 ブルドッカータゴス サービス その他サービス 5%

31,936 群馬県 伊勢崎市 ＦＬＥＡ　ｂｏａｒｄ　ｓｈｏｐ伊勢崎 小売業 その他小売 5%

31,937 群馬県 伊勢崎市 ヘアーオアシス サービス 理容・美容業 5%

31,938 群馬県 伊勢崎市 ｈａｉｒ　ｇａｒｄｅｎ　Ａｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

31,939 群馬県 伊勢崎市 ヘアーサロンはしもと サービス 理容・美容業 5%

31,940 群馬県 伊勢崎市 ヘアーサロンはしもと サービス 理容・美容業 5%

31,941 群馬県 伊勢崎市 Ｈａｉｒ　ｍａｍｅｃｏ サービス 理容・美容業 5%

31,942 群馬県 伊勢崎市 ヘアーサロン　こまつ サービス 理容・美容業 5%

31,943 群馬県 伊勢崎市 ヘアメイク　ディアローグ サービス 理容・美容業 5%

31,944 群馬県 伊勢崎市 ＨＡＩＲＷＯＲＫＳｂｏｎａ． サービス 理容・美容業 5%

31,945 群馬県 伊勢崎市 ベイシアスポーツクラブ　伊勢崎店 小売業 その他小売 5%

31,946 群馬県 伊勢崎市 ペーニャ　ペーニャ サービス 理容・美容業 5%

31,947 群馬県 伊勢崎市 Ｂｅｄｆｏｒｄ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

31,948 群馬県 伊勢崎市 北菜 サービス 飲食業 5%

31,949 群馬県 伊勢崎市 ほしのドライフォリオ赤堀店 サービス その他サービス 5%

31,950 群馬県 伊勢崎市 ほしのドライベイシア赤堀店 サービス その他サービス 5%

31,951 群馬県 伊勢崎市 ホームバザー　伊勢崎店 小売業 その他小売 5%

31,952 群馬県 伊勢崎市 堀口町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

31,953 群馬県 伊勢崎市 マクドナルド赤堀ベイシア店 サービス 飲食業 2%

31,954 群馬県 伊勢崎市 マクドナルド伊勢崎東Ｍ．ドン・キホーテＵＮＹ店 サービス 飲食業 2%

31,955 群馬県 伊勢崎市 マクドナルド伊勢崎店 サービス 飲食業 2%

31,956 群馬県 伊勢崎市 マクドナルド伊勢崎宮子町店 サービス 飲食業 2%

31,957 群馬県 伊勢崎市 マクドナルド伊勢崎茂呂店 サービス 飲食業 2%

31,958 群馬県 伊勢崎市 ＭＡＧＮＥＴ 小売業 衣料品 5%

31,959 群馬県 伊勢崎市 マツザキケンチク サービス その他サービス 5%

31,960 群馬県 伊勢崎市 松本工業 サービス その他サービス 5%

31,961 群馬県 伊勢崎市 マルエドラッグ伊勢崎田部井店 小売業 その他小売 5%

31,962 群馬県 伊勢崎市 マルエドラッグ伊勢崎富塚店 小売業 その他小売 5%

763



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

31,963 群馬県 伊勢崎市 マルエドラッグ伊勢崎南千木店 小売業 その他小売 5%

31,964 群馬県 伊勢崎市 マルエドラッグ昭和店 小売業 その他小売 5%

31,965 群馬県 伊勢崎市 マルエドラッグ韮塚店 小売業 その他小売 5%

31,966 群馬県 伊勢崎市 マルエドラッグ宮子店 小売業 その他小売 5%

31,967 群馬県 伊勢崎市 ミッキーのクリーニング喜多町店 サービス その他サービス 5%

31,968 群馬県 伊勢崎市 ミッキーのクリーニング寿町店 サービス その他サービス 5%

31,969 群馬県 伊勢崎市 ミッキーのクリーニング宮子町店 サービス その他サービス 5%

31,970 群馬県 伊勢崎市 南風 サービス 理容・美容業 5%

31,971 群馬県 伊勢崎市 妙ちくりん　伊勢崎店 小売業 食料品 5%

31,972 群馬県 伊勢崎市 明光電器商会 小売業 電化製品 5%

31,973 群馬県 伊勢崎市 メガネのイタガキ　MEGAドン・キホーテ伊勢崎東店 小売業 その他小売 5%

31,974 群馬県 伊勢崎市 メガネの板垣　伊勢崎西友楽市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,975 群馬県 伊勢崎市 メガネの板垣　伊勢崎つなとり店 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,976 群馬県 伊勢崎市 メガネのイタガキ　伊勢崎本店 小売業 その他小売 5%

31,977 群馬県 伊勢崎市 メガネの板垣　伊勢崎中央町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,978 群馬県 伊勢崎市 メガネのカイガン　境店 小売業 その他小売 5%

31,979 群馬県 伊勢崎市 メディカルスリムカッツェ サービス 理容・美容業 5%

31,980 群馬県 伊勢崎市 麺屋　五郎蔵 サービス 飲食業 5%

31,981 群馬県 伊勢崎市 ＭｏｎＡｍｉｅ　モナミ サービス 理容・美容業 5%

31,982 群馬県 伊勢崎市 やきとりのほっと屋　伊勢崎店 サービス 飲食業 5%

31,983 群馬県 伊勢崎市 焼肉　力 サービス 飲食業 5%

31,984 群馬県 伊勢崎市 焼肉・ステーキ　鐵 サービス 飲食業 5%

31,985 群馬県 伊勢崎市 焼肉富光 サービス 飲食業 5%

31,986 群馬県 伊勢崎市 焼肉・ホルモンおかだ サービス 飲食業 5%

31,987 群馬県 伊勢崎市 有限会社池島商店 小売業 その他小売 5%

31,988 群馬県 伊勢崎市 有限会社カネコ サービス その他サービス 5%

31,989 群馬県 伊勢崎市 有限会社吉沢モータース サービス その他サービス 5%

31,990 群馬県 伊勢崎市 ユニスタイル伊勢崎東 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

31,991 群馬県 伊勢崎市 米沢亭　炭火苑 サービス 飲食業 5%

31,992 群馬県 伊勢崎市 楽楽 サービス 理容・美容業 5%

31,993 群馬県 伊勢崎市 ラケットショップ　タジマヤ 小売業 その他小売 5%

31,994 群馬県 伊勢崎市 rush・valley 小売業 貴金属・服飾品 5%

31,995 群馬県 伊勢崎市 理容坂田 サービス 理容・美容業 5%

31,996 群馬県 伊勢崎市 理容スペース　シグマΣ サービス 理容・美容業 5%

31,997 群馬県 伊勢崎市 理容松島 サービス 理容・美容業 5%

31,998 群馬県 伊勢崎市 Ｌｕｎａ 小売業 その他小売 5%

31,999 群馬県 伊勢崎市 Ｌｕｒａｌ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

32,000 群馬県 伊勢崎市 ロイヤルチェーンクラシーズ連取店 サービス その他サービス 5%

32,001 群馬県 伊勢崎市 ロイヤルチェーンとりせん平和町店 サービス その他サービス 5%

32,002 群馬県 伊勢崎市 ＹＫ建物 サービス その他サービス 5%

32,003 群馬県 伊勢崎市 ワイズスタジオ 小売業 その他小売 5%

32,004 群馬県 板倉町 大塚商店　海老瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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32,005 群馬県 板倉町 籾谷サービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,006 群馬県 上野村 ヴィラせせらぎ サービス 宿泊業 5%

32,007 群馬県 上野村 上野村クラフトマンショップ　こかげ 小売業 家具・調度品 5%

32,008 群馬県 上野村 上野村クラフトマンショップ　こかげ 小売業 家具・調度品 5%

32,009 群馬県 上野村 エムラボ サービス その他サービス 5%

32,010 群馬県 上野村 やまびこ荘 サービス 宿泊業 5%

32,011 群馬県 邑楽町 出光パラーダおうらＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,012 群馬県 邑楽町 セブン－イレブン邑楽石打店 小売業 食料品 2%

32,013 群馬県 邑楽町 セブン－イレブン邑楽篠塚店 小売業 食料品 2%

32,014 群馬県 邑楽町 セブン－イレブン邑楽篠塚南店 小売業 食料品 2%

32,015 群馬県 邑楽町 セブン－イレブン邑楽中野横町店 小売業 食料品 2%

32,016 群馬県 邑楽町 セブン－イレブン邑楽蛭沼店 小売業 食料品 2%

32,017 群馬県 邑楽町 セブン－イレブン邑楽狸塚店 小売業 食料品 2%

32,018 群馬県 邑楽町 オートプロジェクトサービス　邑楽店 小売業 その他小売 5%

32,019 群馬県 邑楽町 お好み焼き神蔵 サービス 飲食業 5%

32,020 群馬県 邑楽町 かつ太郎本店邑楽店 サービス 飲食業 5%

32,021 群馬県 邑楽町 株式会社資材の窓口 サービス その他サービス 5%

32,022 群馬県 邑楽町 コープ中野店 小売業 食料品 5%

32,023 群馬県 邑楽町 米蔵ふでや 小売業 食料品 5%

32,024 群馬県 邑楽町 すまいる電機　邑楽店 小売業 電化製品 5%

32,025 群馬県 邑楽町 ｎｅｅｚ　ａｕｔｏ サービス その他サービス 5%

32,026 群馬県 邑楽町 はいどあんどしーく 小売業 その他小売 5%

32,027 群馬県 邑楽町 パフォレ　中野店 小売業 電化製品 5%

32,028 群馬県 邑楽町 フローラカンパニー 小売業 その他小売 5%

32,029 群馬県 邑楽町 ホ－ムガスショップ邑楽 小売業 その他小売 5%

32,030 群馬県 邑楽町 ボディーショップ　若林 サービス その他サービス 5%

32,031 群馬県 邑楽町 マクドナルド邑楽カインズホーム店 サービス 飲食業 2%

32,032 群馬県 邑楽町 妙ちくりん 邑楽町店 小売業 食料品 5%

32,033 群馬県 邑楽町 リカーパークシーザー 小売業 食料品 5%

32,034 群馬県 邑楽町 るべりえ サービス 飲食業 5%

32,035 群馬県 大泉町 アイズ・ギャラリー　アリオ亀有店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,036 群馬県 大泉町 味の素冷凍食品㈱社員食堂 サービス 飲食業 5%

32,037 群馬県 大泉町 アレツクスアライデンカ 小売業 電化製品 5%

32,038 群馬県 大泉町 いずみマート大泉店 小売業 食料品 5%

32,039 群馬県 大泉町 出光パラーダ大泉吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,040 群馬県 大泉町 セブン－イレブン大泉朝日店 小売業 食料品 2%

32,041 群馬県 大泉町 セブン－イレブン大泉北小泉３丁目店 小売業 食料品 2%

32,042 群馬県 大泉町 セブン－イレブン大泉中央１丁目店 小売業 食料品 2%

32,043 群馬県 大泉町 セブン－イレブン大泉中央店 小売業 食料品 2%

32,044 群馬県 大泉町 セブン－イレブン大泉西小泉２丁目店 小売業 食料品 2%

32,045 群馬県 大泉町 セブン－イレブン大泉古氷店 小売業 食料品 2%

32,046 群馬県 大泉町 セブン－イレブン大泉南原店 小売業 食料品 2%

765



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

32,047 群馬県 大泉町 海鮮どんさん亭　大泉店 サービス 飲食業 5%

32,048 群馬県 大泉町 学生服専門店　シティー 小売業 衣料品 5%

32,049 群馬県 大泉町 株式会社鈴木モータース サービス その他サービス 5%

32,050 群馬県 大泉町 Ｃａｌｄｏ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

32,051 群馬県 大泉町 君島電器商会 小売業 電化製品 5%

32,052 群馬県 大泉町 牛角大泉店 サービス 飲食業 2%

32,053 群馬県 大泉町 窪田雑貨店 小売業 その他小売 5%

32,054 群馬県 大泉町 群馬トヨペット大泉店 小売業 その他小売 5%

32,055 群馬県 大泉町 ＣＯＭＰＵＴＥＲ　ＳＴＯＲＥ 小売業 電化製品 5%

32,056 群馬県 大泉町 Ｓｏｆｔ　Ｂａｎｋ　群馬大泉 小売業 電化製品 5%

32,057 群馬県 大泉町 大安家庭電器 小売業 電化製品 5%

32,058 群馬県 大泉町 トヨタカローラ群馬大泉店 小売業 その他小売 5%

32,059 群馬県 大泉町 日本料理泉松 サービス 飲食業 5%

32,060 群馬県 大泉町 ネッツトヨタ群馬大泉店 小売業 その他小売 5%

32,061 群馬県 大泉町 ネッツトヨタ高崎大泉さかた店 小売業 その他小売 5%

32,062 群馬県 大泉町 ばんどう太郎大泉店 サービス 飲食業 5%

32,063 群馬県 大泉町 ピーアートラクト サービス 理容・美容業 5%

32,064 群馬県 大泉町 ビリオン 小売業 電化製品 5%

32,065 群馬県 大泉町 マクドナルド３５４大泉店 サービス 飲食業 2%

32,066 群馬県 大泉町 メガネの板垣　大泉フォリオ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,067 群馬県 大泉町 ラジオルーム サービス 理容・美容業 5%

32,068 群馬県 大泉町 レディースショップウィズ　大泉店 小売業 衣料品 5%

32,069 群馬県 大泉町 ワールドツアーズ サービス その他サービス 5%

32,070 群馬県 太田市 アイズ・ギャラリー　イオンモール太田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,071 群馬県 太田市 アイズギャラリー　イオン太田ＳＣ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,072 群馬県 太田市 ｉＰｈｏｎｅ修理ｓｅｒｖｉｃｅ 小売業 電化製品 5%

32,073 群馬県 太田市 阿久澤新聞店　尾島店 小売業 その他小売 5%

32,074 群馬県 太田市 アヅマ補聴器センター　太田支店 小売業 その他小売 5%

32,075 群馬県 太田市 ｃｈｅｅｓｅ＋ｃａｖｅＡｔｒｉ サービス 飲食業 5%

32,076 群馬県 太田市 Ａｍｏｌｉｒ－アモリール－ サービス 理容・美容業 5%

32,077 群馬県 太田市 Ａｒｉｋａ サービス 理容・美容業 5%

32,078 群馬県 太田市 有賀園ゴルフ太田店 小売業 その他小売 5%

32,079 群馬県 太田市 イーグルジャパン サービス その他サービス 5%

32,080 群馬県 太田市 飯田モータース サービス その他サービス 5%

32,081 群馬県 太田市 イエロームング サービス 飲食業 5%

32,082 群馬県 太田市 メガネのイタガキ　イオンモール太田店 小売業 その他小売 5%

32,083 群馬県 太田市 居酒屋どん　太田店 サービス 飲食業 5%

32,084 群馬県 太田市 いずみマート龍舞店 小売業 食料品 5%

32,085 群馬県 太田市 板垣　太田新井店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,086 群馬県 太田市 出光太田西部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,087 群馬県 太田市 出光セルフ太田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,088 群馬県 太田市 出光セルフ三枚橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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32,089 群馬県 太田市 出光只上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,090 群馬県 太田市 イトイ　高林店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,091 群馬県 太田市 イトイ　新田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,092 群馬県 太田市 イトイ　補聴器専門店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,093 群馬県 太田市 イトイ本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,094 群馬県 太田市 伊藤酒店 小売業 食料品 5%

32,095 群馬県 太田市 イノセ宝石 小売業 衣料品 5%

32,096 群馬県 太田市 今井自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

32,097 群馬県 太田市 インド料理ＭＡＨＡＲＡＮＩ　マハラニ サービス 飲食業 5%

32,098 群馬県 太田市 ＷｉｌｌｉａｍｓＢｕｒｇ サービス 飲食業 5%

32,099 群馬県 太田市 ウエストダイニング　イズム サービス 飲食業 5%

32,100 群馬県 太田市 うたげや サービス 飲食業 5%

32,101 群馬県 太田市 Ａ２Ｍ サービス 飲食業 5%

32,102 群馬県 太田市 Ａ＆Ｘ 小売業 その他小売 5%

32,103 群馬県 太田市 Ａ＆Ｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ 小売業 その他小売 5%

32,104 群馬県 太田市 えがおのひろば。太田ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

32,105 群馬県 太田市 ａｕショップ　太田中央 小売業 電化製品 5%

32,106 群馬県 太田市 ａｕショップ太田南 小売業 電化製品 5%

32,107 群馬県 太田市 ｅｌｋ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

32,108 群馬県 太田市 ＯｙｓｔｅｒａｎｄＷｉｎｅＢａｒＲＩＴＺ サービス 飲食業 5%

32,109 群馬県 太田市 セブン－イレブン大泉仙石２丁目店 小売業 食料品 2%

32,110 群馬県 太田市 太田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,111 群馬県 太田市 オーダースーツ注文紳士服アベ　オーダースーツ注文紳士服アベ太田店 小売業 衣料品 5%

32,112 群馬県 太田市 太田イン サービス 宿泊業 5%

32,113 群馬県 太田市 太田ガス事業所 小売業 その他小売 5%

32,114 群馬県 太田市 太田グランドホテル サービス 宿泊業 5%

32,115 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田高校西店 小売業 食料品 2%

32,116 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市新井町南店 小売業 食料品 2%

32,117 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市飯塚町店 小売業 食料品 2%

32,118 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市市場町店 小売業 食料品 2%

32,119 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市内ケ島東店 小売業 食料品 2%

32,120 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市追分店 小売業 食料品 2%

32,121 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市沖之郷町店 小売業 食料品 2%

32,122 群馬県 太田市 セブンーイレブン太田市尾島バイパス店 小売業 食料品 2%

32,123 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市小舞木店 小売業 食料品 2%

32,124 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市下浜田町店 小売業 食料品 2%

32,125 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市台之郷店 小売業 食料品 2%

32,126 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市高林店 小売業 食料品 2%

32,127 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市高林バイパス店 小売業 食料品 2%

32,128 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市高林東町店 小売業 食料品 2%

32,129 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市七日市店 小売業 食料品 2%

32,130 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市新野町店 小売業 食料品 2%
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32,131 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市西新町店 小売業 食料品 2%

32,132 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市新田運動公園前店 小売業 食料品 2%

32,133 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市新田金井町店 小売業 食料品 2%

32,134 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市新田木崎店 小売業 食料品 2%

32,135 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市新田反町北店 小売業 食料品 2%

32,136 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市新田反町店 小売業 食料品 2%

32,137 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市八幡町店 小売業 食料品 2%

32,138 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市東今泉町店 小売業 食料品 2%

32,139 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市東金井店 小売業 食料品 2%

32,140 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市東本町店 小売業 食料品 2%

32,141 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市東矢島町店 小売業 食料品 2%

32,142 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市藤阿久北店 小売業 食料品 2%

32,143 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市藤阿久町店 小売業 食料品 2%

32,144 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市細谷町店 小売業 食料品 2%

32,145 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市細谷バイパス店 小売業 食料品 2%

32,146 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市堀口町店 小売業 食料品 2%

32,147 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市南矢島町店 小売業 食料品 2%

32,148 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市由良町店 小売業 食料品 2%

32,149 群馬県 太田市 太田情報商科専門学校生協購買書籍 サービス その他サービス 5%

32,150 群馬県 太田市 太田情報商科専門生協書籍 サービス その他サービス 5%

32,151 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市龍舞バイパス店 小売業 食料品 2%

32,152 群馬県 太田市 セブン－イレブン太田市龍舞南店 小売業 食料品 2%

32,153 群馬県 太田市 太田第一ホテル サービス 宿泊業 5%

32,154 群馬県 太田市 太田ドライベイシアおおたモール店 サービス その他サービス 5%

32,155 群馬県 太田市 太田ドライベルク植木野店 サービス その他サービス 5%

32,156 群馬県 太田市 太田ドライベルク竜舞店 サービス その他サービス 5%

32,157 群馬県 太田市 太田西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,158 群馬県 太田市 太田浜町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,159 群馬県 太田市 太田マシンサービス　太田店 小売業 その他小売 5%

32,160 群馬県 太田市 オートガレージ武井 サービス その他サービス 5%

32,161 群馬県 太田市 オートジュン サービス その他サービス 5%

32,162 群馬県 太田市 オートレット太田 小売業 その他小売 5%

32,163 群馬県 太田市 大原 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,164 群馬県 太田市 オカベ電子 小売業 電化製品 5%

32,165 群馬県 太田市 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ 太田南矢島店 サービス 飲食業 5%

32,166 群馬県 太田市 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ 太田岩瀬川本店 サービス 飲食業 5%

32,167 群馬県 太田市 お好み焼てっぱん職人 サービス 飲食業 5%

32,168 群馬県 太田市 お好み焼き・もんじゃ焼き　ふぅ美。 サービス 飲食業 5%

32,169 群馬県 太田市 おさかなやさん。 小売業 食料品 5%

32,170 群馬県 太田市 尾島自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

32,171 群馬県 太田市 オーブバルーンアート 小売業 その他小売 5%

32,172 群馬県 太田市 オーブバルーンアート 小売業 その他小売 5%
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32,173 群馬県 太田市 オリーブ薬局 小売業 その他小売 5%

32,174 群馬県 太田市 オリックスレンタカー太田駅前店 サービス その他サービス 2%

32,175 群馬県 太田市 オリックスレンタカー太田店 サービス その他サービス 2%

32,176 群馬県 太田市 海鮮四季北海亭太田店 サービス 飲食業 5%

32,177 群馬県 太田市 海鮮どんさん亭 藤阿久店 サービス 飲食業 5%

32,178 群馬県 太田市 ｋａｇａｍｉ サービス 飲食業 5%

32,179 群馬県 太田市 家具のホンダ 太田店 小売業 家具・調度品 5%

32,180 群馬県 太田市 Ｋａｇｕｒａ サービス 飲食業 5%

32,181 群馬県 太田市 梶塚商店 小売業 食料品 5%

32,182 群馬県 太田市 がってん寿司太田店 サービス 飲食業 5%

32,183 群馬県 太田市 ＣＵＴＩＮＹ’Ｓー理容ワイズー サービス 理容・美容業 5%

32,184 群馬県 太田市 かつはな亭太田矢島店 サービス 飲食業 5%

32,185 群馬県 太田市 かつはな亭太田由良店 サービス 飲食業 5%

32,186 群馬県 太田市 かつはな亭新田店 サービス 飲食業 5%

32,187 群馬県 太田市 Ｃａｆｅ　タイ夢 小売業 その他小売 5%

32,188 群馬県 太田市 株式会社グリーンワークス サービス その他サービス 5%

32,189 群馬県 太田市 株式会社　日本常備薬 小売業 その他小売 5%

32,190 群馬県 太田市 株式会社ブロードヒューマンネットワーク サービス その他サービス 5%

32,191 群馬県 太田市 株式会社夢現 サービス その他サービス 5%

32,192 群馬県 太田市 株式会社ライフデコ 太田ショールーム 小売業 その他小売 5%

32,193 群馬県 太田市 上村電機 小売業 電化製品 5%

32,194 群馬県 太田市 ＫＡＭＥ－ＴＯＣＯ サービス その他サービス 5%

32,195 群馬県 太田市 ガレージ天竜 サービス その他サービス 5%

32,196 群馬県 太田市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋太田末広店 サービス 飲食業 2%

32,197 群馬県 太田市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋太田西矢島店 サービス 飲食業 2%

32,198 群馬県 太田市 川田電機 小売業 電化製品 5%

32,199 群馬県 太田市 ＣａｎｄｙＭｅｏｗ 小売業 衣料品 5%

32,200 群馬県 太田市 ★キュアリスタ★ サービス 理容・美容業 5%

32,201 群馬県 太田市 金星食品有限会社 小売業 食料品 5%

32,202 群馬県 太田市 ＣＵＯＲＥ サービス その他サービス 5%

32,203 群馬県 太田市 くずし割烹とせいろ飯の店　杏 サービス 飲食業 5%

32,204 群馬県 太田市 クライミングジム　オズ サービス その他サービス 5%

32,205 群馬県 太田市 クリーニング太田ドライ本店 サービス その他サービス 5%

32,206 群馬県 太田市 栗原モータース サービス その他サービス 5%

32,207 群馬県 太田市 ｇｌｅａｍ 小売業 その他小売 5%

32,208 群馬県 太田市 Ｇｒｉｍｍ　ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

32,209 群馬県 太田市 群馬電気 小売業 電化製品 5%

32,210 群馬県 太田市 群馬トヨタ自動車太田４０７号店 小売業 その他小売 5%

32,211 群馬県 太田市 群馬トヨタ自動車太田竜舞店 小売業 その他小売 5%

32,212 群馬県 太田市 群馬トヨタ自動車ＰｉＰｉｔ太田竜舞店 小売業 その他小売 5%

32,213 群馬県 太田市 群馬トヨタ自動車Ｕ．Ｐａｒｋ太田竜舞店 小売業 その他小売 5%

32,214 群馬県 太田市 群馬トヨタ自動車レクサス太田 小売業 その他小売 5%
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32,215 群馬県 太田市 群馬トヨペットヴィーパーク太田 小売業 その他小売 5%

32,216 群馬県 太田市 群馬トヨペット太田内ヶ島店 小売業 その他小売 5%

32,217 群馬県 太田市 慶仁会城山病院売店 小売業 その他小売 5%

32,218 群馬県 太田市 ケータイプラザ　太田本店 小売業 電化製品 5%

32,219 群馬県 太田市 合同会社ＣＡＭＴＥＣＫ 小売業 電化製品 5%

32,220 群馬県 太田市 コープ新井店 小売業 食料品 5%

32,221 群馬県 太田市 小金井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,222 群馬県 太田市 Ｃｏｇｉｃ　ｈａｉｒ＆ｅｙｅ サービス 理容・美容業 5%

32,223 群馬県 太田市 後藤自動車 サービス その他サービス 5%

32,224 群馬県 太田市 坂田理容所 サービス 理容・美容業 5%

32,225 群馬県 太田市 坂田理容所 坂田理容所 サービス 理容・美容業 5%

32,226 群馬県 太田市 三永 小売業 その他小売 5%

32,227 群馬県 太田市 サンドイッチ専門店　まめや サービス 飲食業 5%

32,228 群馬県 太田市 ジェームス太田高林店 小売業 その他小売 2%

32,229 群馬県 太田市 シエン 小売業 その他小売 5%

32,230 群馬県 太田市 しげる工業株式会社　市野倉工場内食堂 サービス 飲食業 5%

32,231 群馬県 太田市 しげる工業株式会社　本社工場内食堂 サービス 飲食業 5%

32,232 群馬県 太田市 シューマート太田店 小売業 衣料品 5%

32,233 群馬県 太田市 ｈａｉｒ　ｅｙｅ　Ｇｉｏｖａｎｎｉ サービス 理容・美容業 5%

32,234 群馬県 太田市 セブン－イレブン上州新田店 小売業 食料品 2%

32,235 群馬県 太田市 食事処よしくら サービス 飲食業 5%

32,236 群馬県 太田市 シンエネ太田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,237 群馬県 太田市 スイーツカフェプルミエ 小売業 食料品 5%

32,238 群馬県 太田市 スタジオピックアップ サービス その他サービス 5%

32,239 群馬県 太田市 スタジオマックス太田店 サービス その他サービス 5%

32,240 群馬県 太田市 ステーキ屋　扇 サービス 飲食業 5%

32,241 群馬県 太田市 ｓｔｏｎｅ　ｃｏｌｏｒｔｈｅｒａｐｙ　ＰＲＥＣＩＯＵＳ　ＰＲＥＣＩＯＵＳ 小売業 その他小売 5%

32,242 群馬県 太田市 清閑堂　太田店 小売業 家具・調度品 5%

32,243 群馬県 太田市 ＺＥＳＴ 小売業 衣料品 5%

32,244 群馬県 太田市 Ｓｏｐｈｅｒｓ サービス 理容・美容業 5%

32,245 群馬県 太田市 ソフトバンク　太田中央店 小売業 電化製品 5%

32,246 群馬県 太田市 ＳｏｆｔＢａｎｋ太田中央 小売業 電化製品 5%

32,247 群馬県 太田市 ＤＡＩＳＵＫＩ　尾島店 小売業 食料品 5%

32,248 群馬県 太田市 タイヤ激安センター 小売業 その他小売 5%

32,249 群馬県 太田市 タイヤ交換専門店フジサワ　太田店 小売業 その他小売 5%

32,250 群馬県 太田市 太陽園 小売業 その他小売 5%

32,251 群馬県 太田市 大陸食道　太田店 サービス 飲食業 5%

32,252 群馬県 太田市 タカラコーポレーション 小売業 電化製品 5%

32,253 群馬県 太田市 竹澤畳店 サービス その他サービス 5%

32,254 群馬県 太田市 ｄａｔｄｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

32,255 群馬県 太田市 たなべ。 サービス 飲食業 5%

32,256 群馬県 太田市 タバタ電設 サービス その他サービス 5%
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32,257 群馬県 太田市 中国料理 賓館 サービス 飲食業 5%

32,258 群馬県 太田市 塚越電器 小売業 電化製品 5%

32,259 群馬県 太田市 津久井酒店ハタヤ 小売業 食料品 5%

32,260 群馬県 太田市 津久井酒店ハタヤ 小売業 食料品 5%

32,261 群馬県 太田市 ツバキ 小売業 その他小売 5%

32,262 群馬県 太田市 ＴＫＭ　Ｅｎｚｙｍｅ　Ｓｐａ サービス その他サービス 5%

32,263 群馬県 太田市 Ｔ　ｓ　Ｒｏｏｍ サービス その他サービス 5%

32,264 群馬県 太田市 ｔ．４．Ｇ　バーバーショップ サービス 理容・美容業 5%

32,265 群馬県 太田市 ＴＳオートボディー サービス その他サービス 5%

32,266 群馬県 太田市 ＤＥＬＩＧＨＴ 小売業 衣料品 5%

32,267 群馬県 太田市 ＤＥＬＩＧＨＴ　ＰＯＰＵＰ　ＴＷＯ 小売業 衣料品 5%

32,268 群馬県 太田市 テーラー岡 小売業 衣料品 5%

32,269 群馬県 太田市 ｄｅｓｉｇｎ　ｌａｂｏ サービス 理容・美容業 5%

32,270 群馬県 太田市 鉄板焼　仁屋 サービス 飲食業 5%

32,271 群馬県 太田市 電建 小売業 電化製品 5%

32,272 群馬県 太田市 12:twelve サービス 理容・美容業 5%

32,273 群馬県 太田市 東楊軒 サービス 飲食業 5%

32,274 群馬県 太田市 トータルウエディングサロン　ブライズ 小売業 衣料品 5%

32,275 群馬県 太田市 戸田動物病院 サービス その他サービス 5%

32,276 群馬県 太田市 トミーワン 小売業 その他小売 5%

32,277 群馬県 太田市 トヨタカローラ群馬太田西新町店 小売業 その他小売 5%

32,278 群馬県 太田市 トヨタカローラ群馬太田西本町店 小売業 その他小売 5%

32,279 群馬県 太田市 トヨタレンタリース群馬太田駅北口店 サービス その他サービス 2%

32,280 群馬県 太田市 トヨタレンタリース群馬太田新道町店 サービス その他サービス 2%

32,281 群馬県 太田市 ＤＯＬＡＮ サービス 理容・美容業 5%

32,282 群馬県 太田市 鳥やき　福やす サービス 飲食業 5%

32,283 群馬県 太田市 呑龍文庫ももとせ サービス 飲食業 5%

32,284 群馬県 太田市 有限会社永井酒店 サービス 飲食業 5%

32,285 群馬県 太田市 永井自動車 サービス その他サービス 5%

32,286 群馬県 太田市 新田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,287 群馬県 太田市 ニッタガス 小売業 その他小売 5%

32,288 群馬県 太田市 セブン－イレブン新田上田中店 小売業 食料品 2%

32,289 群馬県 太田市 新田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,290 群馬県 太田市 セブン－イレブン新田綿打店 小売業 食料品 2%

32,291 群馬県 太田市 日本料理　川畑 サービス 飲食業 5%

32,292 群馬県 太田市 ニュ－タカラ薮塚店 小売業 電化製品 5%

32,293 群馬県 太田市 人形の富月新田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

32,294 群馬県 太田市 ねぎしでんき 小売業 電化製品 5%

32,295 群馬県 太田市 ネッツトヨタ群馬太田５０号店 小売業 その他小売 5%

32,296 群馬県 太田市 ネッツトヨタ群馬太田りゅうまい店 小売業 その他小売 5%

32,297 群馬県 太田市 ネッツトヨタ群馬新田店 小売業 その他小売 5%

32,298 群馬県 太田市 ネッツトヨタ高崎太田やじま店 小売業 その他小売 5%
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32,299 群馬県 太田市 のぼり屋 サービス 飲食業 5%

32,300 群馬県 太田市 バーバー　ペニーレーン サービス 理容・美容業 5%

32,301 群馬県 太田市 橋本絞店 小売業 衣料品 5%

32,302 群馬県 太田市 橋本純一 サービス その他サービス 5%

32,303 群馬県 太田市 花のこばやし 小売業 その他小売 5%

32,304 群馬県 太田市 パーム　イシハラ 小売業 電化製品 5%

32,305 群馬県 太田市 パーム　ニシムラ 小売業 電化製品 5%

32,306 群馬県 太田市 パームヨシダ 小売業 電化製品 5%

32,307 群馬県 太田市 ｈａｒｕｋａ サービス その他サービス 5%

32,308 群馬県 太田市 ハンコステーション太田店 小売業 その他小売 5%

32,309 群馬県 太田市 ＢＭＯ太田浜町店 小売業 衣料品 5%

32,310 群馬県 太田市 ＰＣプラス ＰＣプラス 小売業 電化製品 5%

32,311 群馬県 太田市 東金井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,312 群馬県 太田市 ヒカリエ療術院 サービス その他サービス 5%

32,313 群馬県 太田市 美才都パソコン道場 サービス その他サービス 5%

32,314 群馬県 太田市 ビステッカ ＢＵＮ ビステッカＢＵＮ サービス 飲食業 5%

32,315 群馬県 太田市 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｆａｍｉｌｌｅ サービス 飲食業 5%

32,316 群馬県 太田市 ピポパーク太田店 小売業 電化製品 5%

32,317 群馬県 太田市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ Ｃｌａｒａ サービス その他サービス 5%

32,318 群馬県 太田市 Ｂｅａｕｔｙ　Ｂｏｘ　ＢＡＭＢＩ サービス 理容・美容業 5%

32,319 群馬県 太田市 美容室ザップ西本町店 サービス 理容・美容業 5%

32,320 群馬県 太田市 美容室ザップ藪塚店 サービス 理容・美容業 5%

32,321 群馬県 太田市 美容室　ＰＵＮＩＭ　矢島店 サービス 理容・美容業 5%

32,322 群馬県 太田市 美容室　ＰＵＮＩＭ　龍舞店 サービス 理容・美容業 5%

32,323 群馬県 太田市 美容室ラズ サービス 理容・美容業 5%

32,324 群馬県 太田市 広瀬総合自動車　新車市場太田店 サービス その他サービス 5%

32,325 群馬県 太田市 ブティック　ビン太田 小売業 衣料品 5%

32,326 群馬県 太田市 （株）ファーストプロモーション サービス その他サービス 5%

32,327 群馬県 太田市 ファイテンケアステーション　太田店 小売業 その他小売 5%

32,328 群馬県 太田市 ファッションショップ　すずき 小売業 衣料品 5%

32,329 群馬県 太田市 ファッションハウスすずまん 小売業 衣料品 5%

32,330 群馬県 太田市 Ｆａｉｒｙｔｏｒｓｏ 小売業 衣料品 5%

32,331 群馬県 太田市 ブラッキーＰｅｒｓｏｎａｌ太田店 サービス 理容・美容業 5%

32,332 群馬県 太田市 ヘアーオアシス太田店サロン サービス 理容・美容業 5%

32,333 群馬県 太田市 ヘアーオアシス太田店リラクゼーション サービス その他サービス 5%

32,334 群馬県 太田市 ヘアーサロン　ウチヤマ サービス 理容・美容業 5%

32,335 群馬県 太田市 ペアーハンズ サービス その他サービス 5%

32,336 群馬県 太田市 Ｈａｉｒ　Ｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

32,337 群馬県 太田市 ヘアーデザインワークスベースグラ サービス 理容・美容業 5%

32,338 群馬県 太田市 ぺぱぁみんと美容室 サービス 理容・美容業 5%

32,339 群馬県 太田市 ベルボア　太田店 サービス 飲食業 5%

32,340 群馬県 太田市 ほしのドライ太田東本町店 サービス その他サービス 5%
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32,341 群馬県 太田市 ほしのドライブレイス新田店 サービス その他サービス 5%

32,342 群馬県 太田市 ほしのドライヤマグチスーパー韮川店 サービス その他サービス 5%

32,343 群馬県 太田市 ｐｏｓｔｅ サービス 理容・美容業 5%

32,344 群馬県 太田市 ボルボ・カーズ　太田・足利 小売業 その他小売 5%

32,345 群馬県 太田市 ＭＯＵＮＴＡＩＮ　ＤＥＥＲ 小売業 衣料品 5%

32,346 群馬県 太田市 マクドナルドイオンモール太田店 サービス 飲食業 2%

32,347 群馬県 太田市 マクドナルド太田内ヶ島店 サービス 飲食業 2%

32,348 群馬県 太田市 マクドナルド５０号原宿南店 サービス 飲食業 2%

32,349 群馬県 太田市 マクドナルド新田ショッピングセンター店 サービス 飲食業 2%

32,350 群馬県 太田市 マクドナルド新田町店 サービス 飲食業 2%

32,351 群馬県 太田市 マクドナルド４０７太田店 サービス 飲食業 2%

32,352 群馬県 太田市 マグノリアコーヒーロースターズ サービス 飲食業 5%

32,353 群馬県 太田市 ＭＡＲＩＳＳＴＥＬＬＡ サービス 理容・美容業 5%

32,354 群馬県 太田市 マリステレラ サービス 理容・美容業 5%

32,355 群馬県 太田市 マルエドラッグ内ヶ島店 小売業 その他小売 5%

32,356 群馬県 太田市 マルエドラッグ太田大原店 小売業 その他小売 5%

32,357 群馬県 太田市 マルエドラッグ太田南矢島店 小売業 その他小売 5%

32,358 群馬県 太田市 マルエドラッグ鳥山店 小売業 その他小売 5%

32,359 群馬県 太田市 むらやま　太田店 小売業 その他小売 5%

32,360 群馬県 太田市 メガネのイタガキ太田本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,361 群馬県 太田市 ｍｏｒｅ　Ａｍｅｎｉｔｙ サービス 理容・美容業 5%

32,362 群馬県 太田市 ＭＯＲＡＬＳ 小売業 衣料品 5%

32,363 群馬県 太田市 焼肉大臣苑 サービス 飲食業 5%

32,364 群馬県 太田市 焼肉　東海苑　太田店 サービス 飲食業 5%

32,365 群馬県 太田市 焼肉飯店やしろう苑 サービス 飲食業 5%

32,366 群馬県 太田市 焼肉真壁 サービス 飲食業 5%

32,367 群馬県 太田市 藪塚 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,368 群馬県 太田市 セブン－イレブン藪塚大原店 小売業 食料品 2%

32,369 群馬県 太田市 セブン－イレブン藪塚町藪塚店 小売業 食料品 2%

32,370 群馬県 太田市 セブン－イレブン藪塚山之神店 小売業 食料品 2%

32,371 群馬県 太田市 大和工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,372 群馬県 太田市 有限会社　ヨシカワスポーツ 小売業 その他小売 5%

32,373 群馬県 太田市 有限会社シー　エス　トップ 小売業 その他小売 5%

32,374 群馬県 太田市 有限会社真下会計事務所 サービス その他サービス 5%

32,375 群馬県 太田市 ｕｎｉｔｅｄｓｐｏｒｔｓｂａｒ サービス 飲食業 5%

32,376 群馬県 太田市 吉田時計店 小売業 その他小売 5%

32,377 群馬県 太田市 Ｌａ　ｍｉｇｎｏｎｎｅ 小売業 その他小売 5%

32,378 群馬県 太田市 Ｌａｎｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

32,379 群馬県 太田市 ラフィン　イトイメガネ館　新井店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,380 群馬県 太田市 Ｌｏｖｅｌｙ　【ラブリー】 サービス 理容・美容業 5%

32,381 群馬県 太田市 Ｌａ　Ｂｅａｕｔｅ　Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

32,382 群馬県 太田市 リノンツ－リスト太田店 サービス その他サービス 5%
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32,383 群馬県 太田市 理容ひづる サービス 理容・美容業 5%

32,384 群馬県 太田市 リンゴ屋　太田店 サービス その他サービス 5%

32,385 群馬県 太田市 アイラッシュサロン　ルアナ サービス 理容・美容業 5%

32,386 群馬県 太田市 Ｌｕｎａｄｕｅ サービス 飲食業 5%

32,387 群馬県 太田市 ＬＯＴＵＳＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

32,388 群馬県 太田市 ワイドループ太田ＲＵセンター 小売業 その他小売 5%

32,389 群馬県 太田市 ワイモバイル　太田中央店 小売業 電化製品 5%

32,390 群馬県 太田市 和食会席料理　成花 サービス 飲食業 5%

32,391 群馬県 太田市 ワシントンモーターズ サービス その他サービス 5%

32,392 群馬県 太田市 和房どんぐり サービス 飲食業 5%

32,393 群馬県 片品村 オウレット サービス 宿泊業 5%

32,394 群馬県 片品村 尾瀬岩鞍リゾートホテル サービス 宿泊業 5%

32,395 群馬県 片品村 片品ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,396 群馬県 片品村 片品ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,397 群馬県 片品村 セブン－イレブン片品須賀川店 小売業 食料品 2%

32,398 群馬県 片品村 Ｃａｆｅと宿　Ｂｏｎｎｙ サービス 宿泊業 5%

32,399 群馬県 片品村 金精ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,400 群馬県 片品村 ＮＩＳＨＩＭＯＴＯ サービス 理容・美容業 5%

32,401 群馬県 片品村 平人旅館 サービス その他サービス 5%

32,402 群馬県 片品村 不思議草 サービス 宿泊業 5%

32,403 群馬県 片品村 ペンション　ＺＡＫＯＪＩ サービス 宿泊業 5%

32,404 群馬県 片品村 ペンション　もみの詩 サービス その他サービス 5%

32,405 群馬県 片品村 ペンション　ワルツ サービス 宿泊業 5%

32,406 群馬県 片品村 ペンションペチカ サービス その他サービス 5%

32,407 群馬県 片品村 ペンションペチカ サービス 宿泊業 5%

32,408 群馬県 片品村 ペンションぽかぽか サービス 宿泊業 5%

32,409 群馬県 片品村 Ｐｅｎｓｉｏｎ　森の風 サービス 宿泊業 5%

32,410 群馬県 片品村 ペンション　リトルマウンテン サービス 宿泊業 5%

32,411 群馬県 片品村 マルイ旅館 サービス 宿泊業 5%

32,412 群馬県 片品村 湯元千代田館 サービス 宿泊業 5%

32,413 群馬県 川場村 カッフェカネカワ サービス 飲食業 5%

32,414 群馬県 川場村 酒蔵　誉国光 小売業 その他小売 5%

32,415 群馬県 川場村 ジョックス 小売業 その他小売 5%

32,416 群馬県 神流町 神流町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,417 群馬県 甘楽町 田舎の蛇屋 小売業 その他小売 5%

32,418 群馬県 甘楽町 小幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,419 群馬県 甘楽町 小幡ＳＳ　有限会社山富商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,420 群馬県 甘楽町 菓子工房こまつや 小売業 食料品 5%

32,421 群馬県 甘楽町 ホームマート　ジョイピック　甘楽店 小売業 その他小売 5%

32,422 群馬県 甘楽町 甘楽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,423 群馬県 甘楽町 甘楽福島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,424 群馬県 甘楽町 セブンーイレブン甘楽福島北店 小売業 食料品 2%
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32,425 群馬県 甘楽町 セブンーイレブン甘楽福島店 小売業 食料品 2%

32,426 群馬県 甘楽町 ｃｏｃｏ．ｒｉｎｇｏ＊ｎｕｒｓｅｒｙ 小売業 その他小売 5%

32,427 群馬県 甘楽町 白倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,428 群馬県 甘楽町 富田製麺 小売業 食料品 5%

32,429 群馬県 甘楽町 ニュー甘楽ＳＳ　江原石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,430 群馬県 甘楽町 ヘアーサロン　ヤマダ サービス 理容・美容業 5%

32,431 群馬県 甘楽町 有限会社山崎自動車 サービス その他サービス 5%

32,432 群馬県 桐生市 藍場酒店 小売業 食料品 5%

32,433 群馬県 桐生市 ｉＰｈｏｎｅＤｏｃｔｏｒ桐生店 小売業 電化製品 5%

32,434 群馬県 桐生市 あおやぎ桐生店 小売業 衣料品 5%

32,435 群馬県 桐生市 あなはら本店 サービス その他サービス 5%

32,436 群馬県 桐生市 有賀園ゴルフ桐生店 小売業 その他小売 5%

32,437 群馬県 桐生市 Ａｌｌｕｍｅｒｇｕｎｍａアリュメール群馬 小売業 電化製品 5%

32,438 群馬県 桐生市 アンシャンテ サービス 理容・美容業 5%

32,439 群馬県 桐生市 アンド・ビー株式会社 小売業 衣料品 5%

32,440 群馬県 桐生市 ＆　Ｕ　ｂｙ　ＲＯＢＩＮ サービス 理容・美容業 5%

32,441 群馬県 桐生市 Ｕ　ｂｙ　ＲＯＢＩＮ サービス 理容・美容業 5%

32,442 群馬県 桐生市 居酒屋どん　本町店 サービス 飲食業 5%

32,443 群馬県 桐生市 イタリア料理ＲＯＫＡ サービス 飲食業 5%

32,444 群馬県 桐生市 イヅハラ産業株式会社 小売業 衣料品 5%

32,445 群馬県 桐生市 ＩＮＯＪＩＮ サービス 飲食業 5%

32,446 群馬県 桐生市 いろは本舗　いろは本舗 サービス 飲食業 5%

32,447 群馬県 桐生市 エーアンドズィー 小売業 電化製品 5%

32,448 群馬県 桐生市 エールヒライ 小売業 その他小売 5%

32,449 群馬県 桐生市 ｓｔ　ｃｏｍｐａｎｙ３ 小売業 衣料品 5%

32,450 群馬県 桐生市 エスティーカンパニー 小売業 衣料品 5%

32,451 群馬県 桐生市 エストサポートサクライ 小売業 電化製品 5%

32,452 群馬県 桐生市 尾池自動車 サービス その他サービス 5%

32,453 群馬県 桐生市 大寿司 サービス 飲食業 5%

32,454 群馬県 桐生市 オートショップ下山 小売業 その他小売 5%

32,455 群馬県 桐生市 オ－トプラザ相生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,456 群馬県 桐生市 ａｐｐａｒｔｅｍｅｎｔＯＨ！ＨＡＰＰＹ／ＯＨ！ＨＡＰＰＹＷＥＤＤＩＮＧ 小売業 衣料品 5%

32,457 群馬県 桐生市 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ 桐生店 サービス 飲食業 5%

32,458 群馬県 桐生市 Ｏｂｔｅｎｉｒ 小売業 衣料品 5%

32,459 群馬県 桐生市 オリックスレンタカー桐生店 サービス その他サービス 2%

32,460 群馬県 桐生市 ガーデンタナカヤ 小売業 食料品 5%

32,461 群馬県 桐生市 海鮮居酒屋どんさん亭　相生店 サービス 飲食業 5%

32,462 群馬県 桐生市 海鮮居酒屋どんさん亭　新宿郷屋敷店 サービス 飲食業 5%

32,463 群馬県 桐生市 カーコンビニ倶楽部　Ｐｉｔ桐生 サービス その他サービス 5%

32,464 群馬県 桐生市 株式会社　貸衣裳いしかわ サービス その他サービス 5%

32,465 群馬県 桐生市 活　美喜仁 サービス 飲食業 5%

32,466 群馬県 桐生市 がってん寿司桐生店 サービス 飲食業 5%
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32,467 群馬県 桐生市 割烹　中川 サービス 飲食業 5%

32,468 群馬県 桐生市 カトレア 小売業 その他小売 5%

32,469 群馬県 桐生市 木のおもちゃと手仕事屋かばんねこ サービス その他サービス 5%

32,470 群馬県 桐生市 ＪＭ／カフェテリア　イトヤーノ サービス 飲食業 5%

32,471 群馬県 桐生市 株式会社　水越 サービス その他サービス 5%

32,472 群馬県 桐生市 株式会社ＩＷＧＰｒｏｍｏｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

32,473 群馬県 桐生市 株式会社ｐｅｒｋ　ＰＵＲＶＥＹＯＲＳ 小売業 その他小売 5%

32,474 群馬県 桐生市 株式会社ワールドツーリスト サービス その他サービス 5%

32,475 群馬県 桐生市 上條電器 小売業 電化製品 5%

32,476 群馬県 桐生市 かみ処髪技 サービス 理容・美容業 5%

32,477 群馬県 桐生市 亀六そば サービス 飲食業 5%

32,478 群馬県 桐生市 ＧＡＲＭＥＮＴＤＩＳＴＲＩＣＴ サービス 飲食業 5%

32,479 群馬県 桐生市 カヨビューティサロン サービス 理容・美容業 5%

32,480 群馬県 桐生市 カワカミ電器 小売業 電化製品 5%

32,481 群馬県 桐生市 韓国食堂トラヤ サービス 飲食業 5%

32,482 群馬県 桐生市 関東日石　本社 小売業 その他小売 2%

32,483 群馬県 桐生市 キッチンさわい サービス 飲食業 5%

32,484 群馬県 桐生市 ｋｉｒｉｋａ 小売業 家具・調度品 5%

32,485 群馬県 桐生市 桐生ＳＳ　カナイ石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,486 群馬県 桐生市 桐生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,487 群馬県 桐生市 桐生相生　カナイ石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,488 群馬県 桐生市 セブン－イレブン桐生相生５丁目店 小売業 食料品 2%

32,489 群馬県 桐生市 セブン－イレブン桐生相生店 小売業 食料品 2%

32,490 群馬県 桐生市 セブン－イレブン桐生相生西店 小売業 食料品 2%

32,491 群馬県 桐生市 セブン－イレブン桐生間ノ島店 小売業 食料品 2%

32,492 群馬県 桐生市 セブン－イレブン桐生天沼店 小売業 食料品 2%

32,493 群馬県 桐生市 桐生織物記念館 小売業 衣料品 5%

32,494 群馬県 桐生市 セブン－イレブン桐生川内店 小売業 食料品 2%

32,495 群馬県 桐生市 桐生グランドホテル サービス 宿泊業 5%

32,496 群馬県 桐生市 桐生琴平町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,497 群馬県 桐生市 セブン－イレブン桐生境野店 小売業 食料品 2%

32,498 群馬県 桐生市 桐生さくらや 桐生さくらや 小売業 衣料品 5%

32,499 群馬県 桐生市 桐生食堂 サービス その他サービス 5%

32,500 群馬県 桐生市 桐生食堂（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

32,501 群馬県 桐生市 メガネのイタガキ　桐生新宿店 小売業 その他小売 5%

32,502 群馬県 桐生市 セブン－イレブン桐生新宿店 小売業 食料品 2%

32,503 群馬県 桐生市 桐生天神町 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,504 群馬県 桐生市 セブン－イレブン桐生新里町小林店 小売業 食料品 2%

32,505 群馬県 桐生市 セブン－イレブン桐生新里町元宿店 小売業 食料品 2%

32,506 群馬県 桐生市 桐生西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,507 群馬県 桐生市 セブン－イレブン桐生東仲通り店 小売業 食料品 2%

32,508 群馬県 桐生市 桐生広沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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32,509 群馬県 桐生市 セブン－イレブン桐生広沢１丁目店 小売業 食料品 2%

32,510 群馬県 桐生市 セブン－イレブン桐生広沢店 小売業 食料品 2%

32,511 群馬県 桐生市 セブン－イレブン桐生広沢７丁目店 小売業 食料品 2%

32,512 群馬県 桐生市 桐生本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,513 群馬県 桐生市 桐生南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,514 群馬県 桐生市 桐生南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,515 群馬県 桐生市 眼鏡王 小売業 その他小売 5%

32,516 群馬県 桐生市 クチュリエール　由紀 小売業 衣料品 5%

32,517 群馬県 桐生市 Ｇｒｏｏｍｉｎｇ　　　Ｓｐａ　Ｓｉｅｓｔａ サービス 理容・美容業 5%

32,518 群馬県 桐生市 ｃｏｕｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

32,519 群馬県 桐生市 黒保根ＳＳ　カナイ石油　有限会社十一屋商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,520 群馬県 桐生市 群馬大学生協　桐生購買 サービス その他サービス 5%

32,521 群馬県 桐生市 群馬大学生協　桐生購買書籍 サービス その他サービス 5%

32,522 群馬県 桐生市 群馬大学生協　桐生購買（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

32,523 群馬県 桐生市 群馬トヨタ自動車桐生バイパス店 小売業 その他小売 5%

32,524 群馬県 桐生市 群馬トヨタ自動車Ｕ．Ｐａｒｋ桐生バイパス店 小売業 その他小売 5%

32,525 群馬県 桐生市 群馬トヨペット桐生駅前店 小売業 その他小売 5%

32,526 群馬県 桐生市 有限会社Ｋ・エス・アイ サービス その他サービス 5%

32,527 群馬県 桐生市 ケント商会 小売業 電化製品 5%

32,528 群馬県 桐生市 コープ東久方店 小売業 食料品 5%

32,529 群馬県 桐生市 ココトモ サービス その他サービス 5%

32,530 群馬県 桐生市 ＣＯＭＭＥ　ＣＡ　ＩＳＭ 小売業 衣料品 5%

32,531 群馬県 桐生市 ゴルフデパート　有賀園　桐生店 小売業 その他小売 5%

32,532 群馬県 桐生市 サイクルショップ　タジマ 小売業 その他小売 5%

32,533 群馬県 桐生市 サイクルショップ　タジマ　ファミリー館 小売業 その他小売 5%

32,534 群馬県 桐生市 佐藤眼鏡店 小売業 その他小売 5%

32,535 群馬県 桐生市 佐藤眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,536 群馬県 桐生市 サラマンジェ　ア・ポアン サービス 飲食業 5%

32,537 群馬県 桐生市 サロンドフルベール桐生相生店 小売業 その他小売 5%

32,538 群馬県 桐生市 ｓａｌｏｎ　ＭＩＮＯＲＩ　Ｌｏｏｐ 小売業 その他小売 5%

32,539 群馬県 桐生市 参夕 サービス 飲食業 5%

32,540 群馬県 桐生市 三友居 小売業 その他小売 5%

32,541 群馬県 桐生市 ＳＥＡＳＯＮ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

32,542 群馬県 桐生市 ジェイファクトリー サービス その他サービス 5%

32,543 群馬県 桐生市 志多美屋相生支店 サービス 飲食業 5%

32,544 群馬県 桐生市 シュマンドール サービス 飲食業 5%

32,545 群馬県 桐生市 新桐生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,546 群馬県 桐生市 新浜せんべい 小売業 食料品 5%

32,547 群馬県 桐生市 図子田商店 小売業 その他小売 5%

32,548 群馬県 桐生市 スタジオ・モカ サービス その他サービス 5%

32,549 群馬県 桐生市 ＳｔｕｄｉｏＬａｖｉｅ スタジオラヴィ サービス その他サービス 5%

32,550 群馬県 桐生市 ＳＴＥＰ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ　ｆａｃｅ サービス 理容・美容業 5%
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32,551 群馬県 桐生市 ３ＰＥＡＫ ３ＰＥＡＫ 小売業 衣料品 5%

32,552 群馬県 桐生市 ソノダオートサービス サービス その他サービス 5%

32,553 群馬県 桐生市 そばよし サービス 飲食業 5%

32,554 群馬県 桐生市 高野商店市役所通り店 小売業 食料品 5%

32,555 群馬県 桐生市 高野商店錦町本店 小売業 食料品 5%

32,556 群馬県 桐生市 たなべ化粧品店 小売業 その他小売 5%

32,557 群馬県 桐生市 中国料理　上海亭 サービス 飲食業 5%

32,558 群馬県 桐生市 ＤｏｇＧａｒｄｅｎ　ＮＥＯＣＵＯＲＥ サービス その他サービス 5%

32,559 群馬県 桐生市 ＴＯＭＯ＇ＳＷＯＲＫＥＲＳ 小売業 衣料品 5%

32,560 群馬県 桐生市 トヨタカローラ群馬桐生堤店 小売業 その他小売 5%

32,561 群馬県 桐生市 トヨタレンタリース群馬新桐生駅前店 サービス その他サービス 2%

32,562 群馬県 桐生市 撫菜花工藝 サービス その他サービス 5%

32,563 群馬県 桐生市 セブン－イレブン新里新川店 小売業 食料品 2%

32,564 群馬県 桐生市 肉の専門店　中信　中信 小売業 食料品 5%

32,565 群馬県 桐生市 セブン－イレブン西桐生駅前店 小売業 食料品 2%

32,566 群馬県 桐生市 新川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,567 群馬県 桐生市 人形の富月本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

32,568 群馬県 桐生市 沼田屋タクシー　１ サービス 運輸業 5%

32,569 群馬県 桐生市 ネッツトヨタ群馬桐生店 小売業 その他小売 5%

32,570 群馬県 桐生市 ネッツトヨタ高崎桐生ひろさわ店 小売業 その他小売 5%

32,571 群馬県 桐生市 ハーブ　アロマ香草屋 小売業 その他小売 5%

32,572 群馬県 桐生市 バイチャリわたらせ店 小売業 その他小売 5%

32,573 群馬県 桐生市 パティスリーキュイドール 小売業 食料品 5%

32,574 群馬県 桐生市 パームコバヤシ 小売業 電化製品 5%

32,575 群馬県 桐生市 パ－ム電気屋ヒライ 小売業 電化製品 5%

32,576 群馬県 桐生市 バレルヘアー　桐生 サービス 理容・美容業 5%

32,577 群馬県 桐生市 Ｈａｗａｉｉａｎｃａｆｅ　Ｌａｕｌｅ’ａ サービス 飲食業 5%

32,578 群馬県 桐生市 パンフォーユー 小売業 食料品 5%

32,579 群馬県 桐生市 びすとろラメール サービス 飲食業 5%

32,580 群馬県 桐生市 ビューティーサロン晴恵 サービス 理容・美容業 5%

32,581 群馬県 桐生市 美容室ＳＡＭＳＡＲＡ桐生 サービス 理容・美容業 5%

32,582 群馬県 桐生市 福田時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,583 群馬県 桐生市 藤屋第一支店 サービス 飲食業 5%

32,584 群馬県 桐生市 ブティック　ウィズ 小売業 衣料品 5%

32,585 群馬県 桐生市 ブティックＲＯＳＡ 小売業 衣料品 5%

32,586 群馬県 桐生市 ＰＲＩＲＥＴ 小売業 衣料品 5%

32,587 群馬県 桐生市 フラワーギャラリーエフ 小売業 その他小売 5%

32,588 群馬県 桐生市 文化堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,589 群馬県 桐生市 ヘアーコレクション　スパーク サービス 理容・美容業 5%

32,590 群馬県 桐生市 ヘアーサロン　タカハシ サービス 理容・美容業 5%

32,591 群馬県 桐生市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　嘉凛 サービス 理容・美容業 5%

32,592 群馬県 桐生市 ベストワン 小売業 電化製品 5%
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32,593 群馬県 桐生市 ペットシッター＆ホテル　パワーアップ サービス その他サービス 5%

32,594 群馬県 桐生市 ＰＥＮＮＹ　ＲＡＩＮ　２Ｆ 小売業 衣料品 5%

32,595 群馬県 桐生市 ベルーリア　桐生店 小売業 衣料品 5%

32,596 群馬県 桐生市 ベルズイン土浦 サービス 宿泊業 5%

32,597 群馬県 桐生市 ベルタイム 小売業 食料品 5%

32,598 群馬県 桐生市 芳朱堂印房 小売業 その他小売 5%

32,599 群馬県 桐生市 ほしのドライ永楽店 サービス その他サービス 5%

32,600 群馬県 桐生市 ほしのドライカスミ桐生相生店 サービス その他サービス 5%

32,601 群馬県 桐生市 ほしのドライＣＯＯＰ久方店 サービス その他サービス 5%

32,602 群馬県 桐生市 ほしのドライ錦町店 サービス その他サービス 5%

32,603 群馬県 桐生市 ほしのドライ広沢１丁目店 サービス その他サービス 5%

32,604 群馬県 桐生市 ほしのドライフレッセイ天神店 サービス その他サービス 5%

32,605 群馬県 桐生市 ほしのドライベイシア境野店 サービス その他サービス 5%

32,606 群馬県 桐生市 ほしのドライ本店 サービス その他サービス 5%

32,607 群馬県 桐生市 ボディーショップテクノ サービス その他サービス 5%

32,608 群馬県 桐生市 ぽぽん 小売業 衣料品 5%

32,609 群馬県 桐生市 マクドナルド桐生マーケットシティ店 サービス 飲食業 2%

32,610 群馬県 桐生市 マクドナルド５０号桐生店 サービス 飲食業 2%

32,611 群馬県 桐生市 街の印刷屋ぱれっと 小売業 その他小売 5%

32,612 群馬県 桐生市 マルエドラッグ桐生東店 小売業 その他小売 5%

32,613 群馬県 桐生市 マルエドラッグ新里店 小売業 その他小売 5%

32,614 群馬県 桐生市 磨き処  ｊｉｎ サービス その他サービス 5%

32,615 群馬県 桐生市 有限会社三木商店 小売業 食料品 5%

32,616 群馬県 桐生市 ムラオカ理容室 サービス 理容・美容業 5%

32,617 群馬県 桐生市 メガネの板垣　桐生相生店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,618 群馬県 桐生市 メガネの板垣　桐生新宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,619 群馬県 桐生市 メガネのヒルマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,620 群馬県 桐生市 モーターサイクルショップヒルマ 小売業 その他小売 5%

32,621 群馬県 桐生市 山口電気 小売業 電化製品 5%

32,622 群馬県 桐生市 有限会社　岩上商店 小売業 食料品 5%

32,623 群馬県 桐生市 （有）塩谷商事 サービス その他サービス 5%

32,624 群馬県 桐生市 有限会社双葉寿司 サービス 飲食業 5%

32,625 群馬県 桐生市 （有）プラスツーリズム サービス その他サービス 5%

32,626 群馬県 桐生市 有限会社村岡自動車 サービス その他サービス 5%

32,627 群馬県 桐生市 読売センター桐生広沢 小売業 その他小売 5%

32,628 群馬県 桐生市 ライフデンキ 小売業 電化製品 5%

32,629 群馬県 桐生市 ＬＯＵＮＧＥ　Ｐｏｎｏ サービス 飲食業 5%

32,630 群馬県 桐生市 Ｌｉｖｅ　整体　ｒｏｏｍ． サービス その他サービス 5%

32,631 群馬県 桐生市 ｒｉｐｐｌｅ 小売業 衣料品 5%

32,632 群馬県 桐生市 料亭　一婦美 サービス 飲食業 5%

32,633 群馬県 桐生市 リラックススペースルシャ サービス その他サービス 5%

32,634 群馬県 桐生市 ルシアン サービス 理容・美容業 5%
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32,635 群馬県 桐生市 レストランラベイユ サービス 飲食業 5%

32,636 群馬県 桐生市 和膳たつ吉 サービス 飲食業 5%

32,637 群馬県 桐生市 ワダモーターサイクル サービス その他サービス 5%

32,638 群馬県 桐生市 渡良瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,639 群馬県 草津町 ａｐｐｌｅ サービス 飲食業 5%

32,640 群馬県 草津町 一井おみやげセンター 小売業 家具・調度品 5%

32,641 群馬県 草津町 有限会社井出生花店 小売業 その他小売 5%

32,642 群馬県 草津町 伊東園ホテル草津 サービス 宿泊業 5%

32,643 群馬県 草津町 益成屋旅館 サービス 宿泊業 5%

32,644 群馬県 草津町 近江屋ラジオ店 小売業 電化製品 5%

32,645 群馬県 草津町 お宿　善 サービス 宿泊業 5%

32,646 群馬県 草津町 お宿　平の家 サービス 宿泊業 5%

32,647 群馬県 草津町 お宿　ゆきずみ サービス 宿泊業 5%

32,648 群馬県 草津町 株式会社金丸自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

32,649 群馬県 草津町 カラオケ　こまくさ サービス 宿泊業 5%

32,650 群馬県 草津町 菊水荘 サービス 宿泊業 5%

32,651 群馬県 草津町 喫茶去 サービス 宿泊業 5%

32,652 群馬県 草津町 草津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,653 群馬県 草津町 草津温泉　源泉一乃湯 サービス 宿泊業 5%

32,654 群馬県 草津町 草津温泉　望雲 サービス 宿泊業 5%

32,655 群馬県 草津町 草津温泉　望雲／Ｊ＆Ｊギフト サービス その他サービス 5%

32,656 群馬県 草津町 草津温泉望雲 サービス 宿泊業 5%

32,657 群馬県 草津町 草津温泉民泊暁天 サービス その他サービス 5%

32,658 群馬県 草津町 草津温泉宿　永田屋 サービス 宿泊業 5%

32,659 群馬県 草津町 草津温泉旅館協同組合 小売業 その他小売 5%

32,660 群馬県 草津町 草津グリーンパークパレス サービス 宿泊業 5%

32,661 群馬県 草津町 草津スカイランドホテル サービス 宿泊業 5%

32,662 群馬県 草津町 草津デニムストリート　雑貨工房 小売業 家具・調度品 5%

32,663 群馬県 草津町 清重館 サービス その他サービス 5%

32,664 群馬県 草津町 草津ホテル サービス 宿泊業 5%

32,665 群馬県 草津町 グランデフューメ草津 小売業 食料品 5%

32,666 群馬県 草津町 セブン－イレブン群馬草津東店 小売業 食料品 2%

32,667 群馬県 草津町 セブン－イレブン群馬草津前口店 小売業 食料品 2%

32,668 群馬県 草津町 セブン－イレブン群馬草津湯畑店 小売業 食料品 2%

32,669 群馬県 草津町 群龍館 サービス 宿泊業 5%

32,670 群馬県 草津町 炯 サービス 宿泊業 5%

32,671 群馬県 草津町 小泉館 サービス 宿泊業 5%

32,672 群馬県 草津町 ごま福堂　草津店 小売業 家具・調度品 5%

32,673 群馬県 草津町 コンドミニアム　フラットレット草津 サービス 宿泊業 5%

32,674 群馬県 草津町 櫻日和　草津店 小売業 家具・調度品 5%

32,675 群馬県 草津町 したつづみ サービス 飲食業 5%

32,676 群馬県 草津町 上州うどん　したつづみ サービス 飲食業 5%
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32,677 群馬県 草津町 有限会社駿河屋商店 小売業 家具・調度品 5%

32,678 群馬県 草津町 泉水館 サービス 宿泊業 5%

32,679 群馬県 草津町 つつじ亭 サービス 宿泊業 5%

32,680 群馬県 草津町 ティールームゆきうさぎ サービス 飲食業 5%

32,681 群馬県 草津町 天狗山ペンション”トーク” サービス 宿泊業 5%

32,682 群馬県 草津町 とり彦 サービス 飲食業 5%

32,683 群馬県 草津町 どんぐり共和国　草津店 小売業 家具・調度品 5%

32,684 群馬県 草津町 中沢ヴィレッジ サービス 宿泊業 5%

32,685 群馬県 草津町 日新館 サービス 宿泊業 5%

32,686 群馬県 草津町 ぬ志勇旅館 サービス 宿泊業 5%

32,687 群馬県 草津町 花栞（はなしおり） サービス 宿泊業 5%

32,688 群馬県 草津町 ＨＡＮＡＹＡＤＯ　ＢＡＥＬＺ サービス 宿泊業 5%

32,689 群馬県 草津町 早川電機商会 小売業 電化製品 5%

32,690 群馬県 草津町 ひのき亭牧水 サービス 宿泊業 5%

32,691 群馬県 草津町 武将館　草津店 小売業 家具・調度品 5%

32,692 群馬県 草津町 布遊舎　草津店 小売業 その他小売 5%

32,693 群馬県 草津町 ペンション　ブルーベル サービス 宿泊業 5%

32,694 群馬県 草津町 ペンション陽のあたる場所 サービス 宿泊業 5%

32,695 群馬県 草津町 ペンションみとも サービス その他サービス 5%

32,696 群馬県 草津町 ｖｅｎｔ　ｋｕｓａｔｓｕ サービス 宿泊業 5%

32,697 群馬県 草津町 ホテル一井 サービス 宿泊業 5%

32,698 群馬県 草津町 ホテル一井　カフェ　バー サービス 飲食業 5%

32,699 群馬県 草津町 ホテル　みゆき サービス 宿泊業 5%

32,700 群馬県 草津町 前口ＳＳ　株式会社ミナミ燃料 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,701 群馬県 草津町 みやろく土産店 小売業 家具・調度品 5%

32,702 群馬県 草津町 昔心の宿金みどり サービス 宿泊業 5%

32,703 群馬県 草津町 メインダイニング　クレスタ サービス 宿泊業 5%

32,704 群馬県 草津町 焼肉・馬力屋 サービス 飲食業 5%

32,705 群馬県 草津町 山びこ温泉まんじゅう サービス 飲食業 5%

32,706 群馬県 草津町 山本館 サービス 宿泊業 5%

32,707 群馬県 草津町 有限会社いずみ葬祭センター サービス その他サービス 5%

32,708 群馬県 草津町 遊膳　草津店 小売業 家具・調度品 5%

32,709 群馬県 草津町 湯の宿　みさご サービス 宿泊業 5%

32,710 群馬県 草津町 湯畑の宿　佳乃や サービス 宿泊業 5%

32,711 群馬県 草津町 湯宿　いわふじ サービス 宿泊業 5%

32,712 群馬県 草津町 湯宿　みゆき本館 サービス 宿泊業 5%

32,713 群馬県 草津町 頼朝　湯畑店 小売業 家具・調度品 5%

32,714 群馬県 草津町 ホテル高松 サービス 宿泊業 5%

32,715 群馬県 草津町 Ｌｕｃｋｙ　Ｂａｇｅｌ サービス 飲食業 5%

32,716 群馬県 草津町 リブマックスリゾート草津温泉 サービス 宿泊業 5%

32,717 群馬県 草津町 旅館　美津木 サービス 宿泊業 5%

32,718 群馬県 草津町 旅館たむら サービス 宿泊業 5%
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32,719 群馬県 渋川市 青沼貴金属店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,720 群馬県 渋川市 赤城インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,721 群馬県 渋川市 セブン－イレブン赤城勝保沢店 小売業 食料品 2%

32,722 群馬県 渋川市 赤城樽ＳＳ　カナイ石油　星野石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,723 群馬県 渋川市 秋山畳工店　店舗用 サービス その他サービス 5%

32,724 群馬県 渋川市 ａｐｐｌｅｓｕｇａｒ 小売業 衣料品 5%

32,725 群馬県 渋川市 荒木商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,726 群馬県 渋川市 有馬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,727 群馬県 渋川市 伊香保ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,728 群馬県 渋川市 伊香保温泉 旅館ふくぜん サービス 宿泊業 5%

32,729 群馬県 渋川市 伊香保温泉さくらい旅館 サービス 宿泊業 5%

32,730 群馬県 渋川市 伊香保温泉とどろき サービス 宿泊業 5%

32,731 群馬県 渋川市 伊香保グランドホテル サービス 宿泊業 5%

32,732 群馬県 渋川市 いかほ秀水園 サービス 宿泊業 5%

32,733 群馬県 渋川市 伊香保商事有限会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,734 群馬県 渋川市 石関商店 小売業 その他小売 5%

32,735 群馬県 渋川市 伊勢屋本店 サービス 飲食業 5%

32,736 群馬県 渋川市 市川別館　晴観荘 サービス 宿泊業 5%

32,737 群馬県 渋川市 出光赤城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,738 群馬県 渋川市 井上印房　井上印房 小売業 その他小売 5%

32,739 群馬県 渋川市 Ｗｉｎｋ　いわた 小売業 その他小売 5%

32,740 群馬県 渋川市 ウッドストック４０４渋川店 小売業 その他小売 5%

32,741 群馬県 渋川市 Ｍ工房 サービス その他サービス 5%

32,742 群馬県 渋川市 小野上ＳＳ　カナイ石油　有限会社福島石油販売 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,743 群馬県 渋川市 お夜食処　鉄仙亭 サービス 宿泊業 5%

32,744 群馬県 渋川市 お宿　玉樹 サービス 宿泊業 5%

32,745 群馬県 渋川市 温泉宿　塚越屋七兵衛 サービス 宿泊業 5%

32,746 群馬県 渋川市 カーライフ関口 サービス その他サービス 5%

32,747 群馬県 渋川市 海鮮四季北海亭　渋川店 サービス 飲食業 5%

32,748 群馬県 渋川市 がってん寿司渋川店 サービス 飲食業 5%

32,749 群馬県 渋川市 カラオケクラブ　ＫＩＲＡＭＥＫＩ サービス 宿泊業 5%

32,750 群馬県 渋川市 ガレージＧＴＭ 渋川伊香保インター店 小売業 その他小売 5%

32,751 群馬県 渋川市 川崎商店 小売業 電化製品 5%

32,752 群馬県 渋川市 川島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,753 群馬県 渋川市 岸権旅館 サービス 宿泊業 5%

32,754 群馬県 渋川市 牛角渋川店 サービス 飲食業 2%

32,755 群馬県 渋川市 金太夫 サービス 宿泊業 5%

32,756 群馬県 渋川市 グラムールよこやま美容室 サービス 理容・美容業 5%

32,757 群馬県 渋川市 グランドデンキ 小売業 電化製品 5%

32,758 群馬県 渋川市 クリーニング　イーコンビ　みゆきだ本社店 サービス その他サービス 5%

32,759 群馬県 渋川市 クロスターミュージック 小売業 その他小売 5%

32,760 群馬県 渋川市 群馬トヨタ自動車オートモール渋川店 小売業 その他小売 5%
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32,761 群馬県 渋川市 群馬トヨタ自動車Ｕ．Ｐａｒｋオートモール渋川店 小売業 その他小売 5%

32,762 群馬県 渋川市 群馬トヨペット渋川金井店 小売業 その他小売 5%

32,763 群馬県 渋川市 小池 サービス 飲食業 5%

32,764 群馬県 渋川市 心に咲く花　古久家 サービス 宿泊業 5%

32,765 群馬県 渋川市 子持ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,766 群馬県 渋川市 ゴルフデパート　有賀園　渋川店 小売業 その他小売 5%

32,767 群馬県 渋川市 櫻澤タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

32,768 群馬県 渋川市 雑貨　おみやげ　すみよしや　雑貨　おみやげ　すみよしや 小売業 その他小売 5%

32,769 群馬県 渋川市 サーバントカミムラ 小売業 電化製品 5%

32,770 群馬県 渋川市 茶房　てまり サービス 飲食業 5%

32,771 群馬県 渋川市 山陽ホテル サービス 宿泊業 5%

32,772 群馬県 渋川市 敷島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,773 群馬県 渋川市 セブン－イレブン渋川赤城津久田店 小売業 食料品 2%

32,774 群馬県 渋川市 セブン－イレブン渋川東町店 小売業 食料品 2%

32,775 群馬県 渋川市 澁川インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,776 群馬県 渋川市 セブン－イレブン渋川折原店 小売業 食料品 2%

32,777 群馬県 渋川市 セブン－イレブン渋川金井店 小売業 食料品 2%

32,778 群馬県 渋川市 セブン－イレブン渋川川島店 小売業 食料品 2%

32,779 群馬県 渋川市 渋川北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,780 群馬県 渋川市 セブン－イレブン渋川白井店 小売業 食料品 2%

32,781 群馬県 渋川市 セブン－イレブン渋川辰巳町店 小売業 食料品 2%

32,782 群馬県 渋川市 渋川乗物センターこんどう 小売業 その他小売 5%

32,783 群馬県 渋川市 渋川バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,784 群馬県 渋川市 セブン－イレブン渋川吹屋店 小売業 食料品 2%

32,785 群馬県 渋川市 セブン－イレブン渋川八木原店 小売業 食料品 2%

32,786 群馬県 渋川市 島田電気商会 小売業 電化製品 5%

32,787 群馬県 渋川市 十一屋酒店 小売業 食料品 5%

32,788 群馬県 渋川市 シューマート　渋川店 小売業 衣料品 5%

32,789 群馬県 渋川市 上越ボデー サービス その他サービス 5%

32,790 群馬県 渋川市 上州物産館 小売業 その他小売 5%

32,791 群馬県 渋川市 ｃｉｌｄｅｒｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

32,792 群馬県 渋川市 須藤司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

32,793 群馬県 渋川市 ＳＴＯＮＹ 小売業 衣料品 5%

32,794 群馬県 渋川市 炭火焼肉　米沢亭　渋川店 サービス 飲食業 5%

32,795 群馬県 渋川市 西武赤城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,796 群馬県 渋川市 たか幸食堂 サービス 飲食業 5%

32,797 群馬県 渋川市 田島呉服店 小売業 衣料品 5%

32,798 群馬県 渋川市 千明　仁泉亭 サービス 宿泊業 5%

32,799 群馬県 渋川市 中華菜館　有天楼 サービス 飲食業 5%

32,800 群馬県 渋川市 ディスコ　ザ・クラブ サービス 宿泊業 5%

32,801 群馬県 渋川市 テクノＢＯＸ 小売業 電化製品 5%

32,802 群馬県 渋川市 ＴｏｔａｌＢｏｄｙＣａｒｅ秀美 サービス 理容・美容業 5%
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32,803 群馬県 渋川市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ渋川矢の頭店 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,804 群馬県 渋川市 ＴＯＭＡＲＵ 小売業 その他小売 5%

32,805 群馬県 渋川市 トヨタカローラ群馬渋川子持店 小売業 その他小売 5%

32,806 群馬県 渋川市 トヨタレンタリース群馬渋川駅前店 サービス その他サービス 2%

32,807 群馬県 渋川市 和心の宿　オーモリ サービス 宿泊業 5%

32,808 群馬県 渋川市 日光屋ホームプラザ 小売業 家具・調度品 5%

32,809 群馬県 渋川市 ＮＥＷＹＯＲＫ サービス 飲食業 5%

32,810 群馬県 渋川市 人形の館　石倉　渋川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

32,811 群馬県 渋川市 ネオプラス サービス その他サービス 5%

32,812 群馬県 渋川市 ネッツトヨタ群馬ＧＲＧａｒａｇｅＮｅｔ 小売業 その他小売 5%

32,813 群馬県 渋川市 ネッツトヨタ群馬渋川店 小売業 その他小売 5%

32,814 群馬県 渋川市 ネッツトヨタ高崎　渋川ありま店Ｕ－Ｃａｒ 小売業 その他小売 5%

32,815 群馬県 渋川市 ネッツトヨタ高崎オートモール渋川店 小売業 その他小売 5%

32,816 群馬県 渋川市 八崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,817 群馬県 渋川市 花笑ミ サービス 理容・美容業 5%

32,818 群馬県 渋川市 Ｂａｒｂｅｒ　Ｌｏｕｎｇｅ　ＬＥＡＦ サービス 理容・美容業 5%

32,819 群馬県 渋川市 ぱんやさん　ＯＨＧＡＮＥ 小売業 食料品 5%

32,820 群馬県 渋川市 フランス地方料理ＳＨＩ・ＺＯＲＺＥ サービス 飲食業 5%

32,821 群馬県 渋川市 ＲＥ．ＭＲＳＨ サービス 理容・美容業 5%

32,822 群馬県 渋川市 ＨａｉｒｍｏｄｅＰｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

32,823 群馬県 渋川市 北橘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,824 群馬県 渋川市 ホテルきむら サービス 宿泊業 5%

32,825 群馬県 渋川市 ホテル銀水 サービス 宿泊業 5%

32,826 群馬県 渋川市 ホテル天坊 サービス 宿泊業 5%

32,827 群馬県 渋川市 ホテル松本楼／Ｊ＆Ｊギフト サービス その他サービス 5%

32,828 群馬県 渋川市 Ｐｏｎｔａｎａ泉屋 サービス 理容・美容業 5%

32,829 群馬県 渋川市 マーキームーン サービス 飲食業 5%

32,830 群馬県 渋川市 前和 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,831 群馬県 渋川市 マクドナルド渋川鯉沢カインズホーム店 サービス 飲食業 2%

32,832 群馬県 渋川市 マクドナルド渋川店 サービス 飲食業 2%

32,833 群馬県 渋川市 ホテル松本楼 サービス 宿泊業 5%

32,834 群馬県 渋川市 マルエドラッグ渋川石原店 小売業 その他小売 5%

32,835 群馬県 渋川市 マルエドラッグ渋川子持店 小売業 その他小売 5%

32,836 群馬県 渋川市 三国自動車工業 サービス その他サービス 5%

32,837 群馬県 渋川市 溝呂木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,838 群馬県 渋川市 美松館 サービス 宿泊業 5%

32,839 群馬県 渋川市 メガネの板垣　渋川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,840 群馬県 渋川市 麺舗わく玉 サービス 飲食業 5%

32,841 群馬県 渋川市 森秋旅館 サービス 宿泊業 5%

32,842 群馬県 渋川市 焼肉金田 サービス 飲食業 5%

32,843 群馬県 渋川市 八木原ドライ サービス その他サービス 5%

32,844 群馬県 渋川市 有限会社敷島自動車 サービス その他サービス 5%
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32,845 群馬県 渋川市 有限会社前田時計店 小売業 その他小売 5%

32,846 群馬県 渋川市 夢二黒船館　ミュージアムショップ 小売業 その他小売 5%

32,847 群馬県 渋川市 洋風旅館　ぴのん サービス 宿泊業 5%

32,848 群馬県 渋川市 横手館 サービス 宿泊業 5%

32,849 群馬県 渋川市 よしのや 小売業 食料品 5%

32,850 群馬県 渋川市 料亭　風流亭 サービス 飲食業 5%

32,851 群馬県 渋川市 旅館しん喜 サービス 宿泊業 5%

32,852 群馬県 渋川市 六箇山工房 サービス その他サービス 5%

32,853 群馬県 下仁田町 ＨＧＳ下仁田 小売業 その他小売 5%

32,854 群馬県 下仁田町 御菓子處　総本家紙屋 小売業 食料品 5%

32,855 群馬県 下仁田町 おみやげまるや　れすとらんヒロ 小売業 食料品 5%

32,856 群馬県 下仁田町 金子酒店 小売業 食料品 5%

32,857 群馬県 下仁田町 寝具の大島 小売業 その他小売 5%

32,858 群馬県 下仁田町 総本家紙屋　本店 小売業 食料品 5%

32,859 群馬県 下仁田町 ニュー本宿 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,860 群馬県 下仁田町 ヘアーサロンＨＩＲＯ サービス 理容・美容業 5%

32,861 群馬県 下仁田町 森川酒店 小売業 食料品 5%

32,862 群馬県 下仁田町 有限会社まるや　れすとらんヒロ 小売業 食料品 5%

32,863 群馬県 昭和村 赤城高原ＳＳ　松井石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,864 群馬県 昭和村 出光糸井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,865 群馬県 昭和村 貝野瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,866 群馬県 昭和村 ちいさなサロンＰｕｒｅＰｒｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

32,867 群馬県 榛東村 出光榛名東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,868 群馬県 榛東村 サイトウ・デンキ 小売業 電化製品 5%

32,869 群馬県 榛東村 セブン－イレブン榛東新井店 小売業 食料品 2%

32,870 群馬県 榛東村 セブン－イレブン榛東広馬場店 小売業 食料品 2%

32,871 群馬県 榛東村 セブン－イレブン榛東山子田店 小売業 食料品 2%

32,872 群馬県 榛東村 相馬ヶ原ＳＳ　カナイ石油　加藤モータース 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,873 群馬県 榛東村 ハチマンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,874 群馬県 榛東村 マルエドラッグ榛東店 小売業 その他小売 5%

32,875 群馬県 榛東村 南風設備 サービス その他サービス 5%

32,876 群馬県 高崎市 ａ＇ｍｅ 小売業 衣料品 5%

32,877 群馬県 高崎市 Ａｍａｎａ　Ｚｉｅｌ サービス その他サービス 5%

32,878 群馬県 高崎市 Ｉｖｙ サービス 理容・美容業 5%

32,879 群馬県 高崎市 ＩＶＹ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

32,880 群馬県 高崎市 ｉｐｈｏｎｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ　高崎店 サービス その他サービス 5%

32,881 群馬県 高崎市 相間川温泉ふれあい館 サービス 宿泊業 5%

32,882 群馬県 高崎市 アイラッシュサロンエトワール　エトワール　アイラッシュ高崎浜尻店 サービス 理容・美容業 5%

32,883 群馬県 高崎市 赤尾商事株式会社高崎簡易ガス 小売業 その他小売 5%

32,884 群馬県 高崎市 赤尾商事株式会社　プロパン 小売業 その他小売 5%

32,885 群馬県 高崎市 アクザワデンキ 小売業 電化製品 5%

32,886 群馬県 高崎市 ＡｚｉｔＧｙｍ サービス その他サービス 5%
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32,887 群馬県 高崎市 東煎餅　なかの 小売業 食料品 5%

32,888 群馬県 高崎市 アヅマ補聴器センター　高崎支店 小売業 その他小売 5%

32,889 群馬県 高崎市 アーテリア 小売業 家具・調度品 5%

32,890 群馬県 高崎市 アバンダ サービス 理容・美容業 5%

32,891 群馬県 高崎市 Ａｂｏ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

32,892 群馬県 高崎市 アミング高崎飯塚店 小売業 その他小売 5%

32,893 群馬県 高崎市 アミング高崎上中居店 小売業 その他小売 5%

32,894 群馬県 高崎市 有賀園ゴルフ高崎店 小売業 その他小売 5%

32,895 群馬県 高崎市 Ａｌｋａｙａ　ｗｏｒｋｓ 小売業 その他小売 5%

32,896 群馬県 高崎市 アローラ高崎店 小売業 食料品 5%

32,897 群馬県 高崎市 アントムサイド　高崎店 小売業 衣料品 5%

32,898 群馬県 高崎市 アンドワンカフェバー サービス 飲食業 5%

32,899 群馬県 高崎市 安中動物病院 サービス その他サービス 5%

32,900 群馬県 高崎市 飯島電機商会 小売業 電化製品 5%

32,901 群馬県 高崎市 五十嵐酒店　桝屋五十嵐酒店 小売業 食料品 5%

32,902 群馬県 高崎市 いざか屋あそす サービス 飲食業 5%

32,903 群馬県 高崎市 居酒屋　蔵之助 サービス 飲食業 5%

32,904 群馬県 高崎市 板垣　高崎本店コンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,905 群馬県 高崎市 市川サイクル 小売業 その他小売 5%

32,906 群馬県 高崎市 一閑堂　一閑堂 小売業 その他小売 5%

32,907 群馬県 高崎市 一心庵 サービス 飲食業 5%

32,908 群馬県 高崎市 出光沖町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,909 群馬県 高崎市 出光剣崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,910 群馬県 高崎市 出光セルフ江木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,911 群馬県 高崎市 出光セルフ観音山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,912 群馬県 高崎市 出光高崎南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,913 群馬県 高崎市 出光高浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,914 群馬県 高崎市 出光榛名町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,915 群馬県 高崎市 出光箕郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,916 群馬県 高崎市 出光箕郷南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,917 群馬県 高崎市 イトイ　タカサキテン 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,918 群馬県 高崎市 田舎料理しおん サービス 飲食業 5%

32,919 群馬県 高崎市 イノザキッチン サービス 飲食業 5%

32,920 群馬県 高崎市 インテリア考房　あーる 小売業 その他小売 5%

32,921 群馬県 高崎市 ウイウイヘアメイクエトセトラ サービス 理容・美容業 5%

32,922 群馬県 高崎市 ウイング　サービスセンター 小売業 その他小売 5%

32,923 群馬県 高崎市 ウイング　本店 小売業 その他小売 5%

32,924 群馬県 高崎市 ウエディングドレスショップ プリーレ プリーレ サービス その他サービス 5%

32,925 群馬県 高崎市 上原インテリア 小売業 その他小売 5%

32,926 群馬県 高崎市 Ｖｅｒｔ　Ｏｒｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,927 群馬県 高崎市 魚とし サービス 飲食業 5%

32,928 群馬県 高崎市 魚仲 サービス 飲食業 5%
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32,929 群馬県 高崎市 内山商店 小売業 食料品 5%

32,930 群馬県 高崎市 うつわぬくもり サービス その他サービス 5%

32,931 群馬県 高崎市 ウラノ写真館 サービス その他サービス 5%

32,932 群馬県 高崎市 ＨＧＳ高崎 小売業 その他小売 5%

32,933 群馬県 高崎市 ＨＹ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

32,934 群馬県 高崎市 えいらく会館 サービス 飲食業 5%

32,935 群馬県 高崎市 エステ２ｉｎ１ サービス 理容・美容業 5%

32,936 群馬県 高崎市 エスポワール足門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,937 群馬県 高崎市 エスワイスポーツ 小売業 その他小売 5%

32,938 群馬県 高崎市 エトワールネイル　エトワールネイル高崎緑町店 サービス その他サービス 5%

32,939 群馬県 高崎市 エトワールネイル　高崎緑町店 サービス その他サービス 5%

32,940 群馬県 高崎市 エミエール株式会社 小売業 衣料品 5%

32,941 群馬県 高崎市 大八木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,942 群馬県 高崎市 （有）岡村鞄製作所 小売業 衣料品 5%

32,943 群馬県 高崎市 オクトクリーンサービス サービス その他サービス 5%

32,944 群馬県 高崎市 オグラ　高崎店　〔田中眼科内〕 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,945 群馬県 高崎市 お元氣ですか 小売業 食料品 5%

32,946 群馬県 高崎市 お元氣ですか　お元氣ですか 小売業 その他小売 5%

32,947 群馬県 高崎市 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ 高崎倉賀野店 サービス 飲食業 5%

32,948 群馬県 高崎市 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ 高崎高関店 サービス 飲食業 5%

32,949 群馬県 高崎市 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ 高崎緑町店 サービス 飲食業 5%

32,950 群馬県 高崎市 お好み焼き　ふーま サービス 飲食業 5%

32,951 群馬県 高崎市 おしゃれ洋品中川屋 小売業 衣料品 5%

32,952 群馬県 高崎市 ＯＳＴＥＲＩＡ　３６　?トレンタセイ? サービス 飲食業 5%

32,953 群馬県 高崎市 オバタデンキ 小売業 電化製品 5%

32,954 群馬県 高崎市 オフィスボックス 小売業 その他小売 5%

32,955 群馬県 高崎市 オプティック　オグラ　高崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,956 群馬県 高崎市 オリックスレンタカー高崎江木店 サービス その他サービス 2%

32,957 群馬県 高崎市 オリックスレンタカー高崎駅前店 サービス その他サービス 2%

32,958 群馬県 高崎市 オリックスレンタカー高崎下之城店 サービス その他サービス 2%

32,959 群馬県 高崎市 オリックスレンタカー高崎問屋町店 サービス その他サービス 2%

32,960 群馬県 高崎市 カードラボ高崎店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

32,961 群馬県 高崎市 開運食堂だるま餃子．ｃｏｍ サービス 飲食業 5%

32,962 群馬県 高崎市 海鮮どんさん亭　高崎北店 サービス 飲食業 5%

32,963 群馬県 高崎市 海鮮どんさん亭　高崎店 サービス 飲食業 5%

32,964 群馬県 高崎市 ガイソー高崎店 サービス その他サービス 5%

32,965 群馬県 高崎市 ＣＯＷＢＯＹ サービス 飲食業 5%

32,966 群馬県 高崎市 家具のホンダ 高前バイパスアカマル店 小売業 家具・調度品 5%

32,967 群馬県 高崎市 菓子工房　アルル 小売業 食料品 5%

32,968 群馬県 高崎市 カジュアル サービス その他サービス 5%

32,969 群馬県 高崎市 かつおさんち サービス 飲食業 5%

32,970 群馬県 高崎市 がってん寿司高崎上大類店 サービス 飲食業 5%
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32,971 群馬県 高崎市 がってん寿司高崎下小鳥店 サービス 飲食業 5%

32,972 群馬県 高崎市 ＧＡＲＤＥＮ　ＡＶＥＤＡ サービス 理容・美容業 5%

32,973 群馬県 高崎市 ＧＡＲＤＥＮ　ＡＶＥＤＡ サービス 理容・美容業 5%

32,974 群馬県 高崎市 家電デジタルのサカニワ 小売業 電化製品 5%

32,975 群馬県 高崎市 株式会社金澤屋商店 小売業 家具・調度品 5%

32,976 群馬県 高崎市 かなや犬猫鳥の病院 サービス その他サービス 5%

32,977 群馬県 高崎市 ＣａｆｅＯＨＡＮＡ サービス 飲食業 5%

32,978 群馬県 高崎市 ＣＡＦＥ　ＢＡＲＴＩＣ?ＴＯＣＫ サービス 飲食業 5%

32,979 群馬県 高崎市 カフェリベロ サービス 飲食業 5%

32,980 群馬県 高崎市 株式会社 協豊 金古町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

32,981 群馬県 高崎市 株式会社　Ｋ＇ｚ サービス その他サービス 5%

32,982 群馬県 高崎市 株式会社　大丸青果 小売業 食料品 5%

32,983 群馬県 高崎市 株式会社アートこうげつ 小売業 家具・調度品 5%

32,984 群馬県 高崎市 株式会社榮養亭 サービス 飲食業 5%

32,985 群馬県 高崎市 株式会社ＳＫ サービス 飲食業 5%

32,986 群馬県 高崎市 ［ＨＣ］株式会社鶴見電器 小売業 電化製品 5%

32,987 群馬県 高崎市 株式会社フジイ電機 小売業 電化製品 5%

32,988 群馬県 高崎市 株　六郎　六郎 小売業 食料品 5%

32,989 群馬県 高崎市 唐揚げ　じゃんじゃん サービス 飲食業 5%

32,990 群馬県 高崎市 かる楽 サービス その他サービス 5%

32,991 群馬県 高崎市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋高崎倉賀野店 サービス 飲食業 2%

32,992 群馬県 高崎市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋高崎下之城店 サービス 飲食業 2%

32,993 群馬県 高崎市 カレーム　本店 小売業 食料品 5%

32,994 群馬県 高崎市 眼鏡店オグラ　高崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

32,995 群馬県 高崎市 頑固堂 小売業 食料品 5%

32,996 群馬県 高崎市 煥乎堂　群馬町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

32,997 群馬県 高崎市 ＧＵＮＳＨＯＰ　ＳＡＴＯ 小売業 その他小売 5%

32,998 群馬県 高崎市 関東食品１ 小売業 食料品 5%

32,999 群馬県 高崎市 北高崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,000 群馬県 高崎市 木の実 吉井店 サービス 飲食業 5%

33,001 群馬県 高崎市 ＧＩＭＭＥ　ＰＡＳＴＡ サービス 飲食業 5%

33,002 群馬県 高崎市 Ｋｉｍｏｎｏｃｕｌｔｕｒｅ和もー 小売業 衣料品 5%

33,003 群馬県 高崎市 牛角高崎問屋町店 サービス 飲食業 2%

33,004 群馬県 高崎市 京ヶ島通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,005 群馬県 高崎市 行政書士本間事務所 サービス その他サービス 5%

33,006 群馬県 高崎市 行政書士本間事務所 サービス その他サービス 5%

33,007 群馬県 高崎市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ高崎店 小売業 その他小売 5%

33,008 群馬県 高崎市 Ｇｕｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

33,009 群馬県 高崎市 クシタニ高崎店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

33,010 群馬県 高崎市 くまざわ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

33,011 群馬県 高崎市 倉賀野ＢＰＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,012 群馬県 高崎市 くらこことっと サービス その他サービス 5%
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33,013 群馬県 高崎市 Ｇｒａｎｄｔｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

33,014 群馬県 高崎市 クリーニングまるやま サービス その他サービス 5%

33,015 群馬県 高崎市 グリル工房　高崎店 サービス 飲食業 5%

33,016 群馬県 高崎市 Ｇｒｅｅｎｐｏｉｎｔ サービス 飲食業 5%

33,017 群馬県 高崎市 Ｋｒａｚｙ　Ｃｈｒｏｍｅ 小売業 その他小売 5%

33,018 群馬県 高崎市 くれせんと サービス 飲食業 5%

33,019 群馬県 高崎市 クローゼット 小売業 衣料品 5%

33,020 群馬県 高崎市 黒毛和牛専門店　神戸亭 サービス 飲食業 5%

33,021 群馬県 高崎市 黒崎商店 小売業 その他小売 5%

33,022 群馬県 高崎市 黒沢病院売店 小売業 その他小売 5%

33,023 群馬県 高崎市 ＣＲＯＣＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,024 群馬県 高崎市 ａａｉｍｏｔｏｒｓｐｏｒｔｓ株式会社 小売業 その他小売 5%

33,025 群馬県 高崎市 ニュークリア株式会社 サービス その他サービス 5%

33,026 群馬県 高崎市 群馬町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,027 群馬県 高崎市 群馬トヨタ自動車ＧＲ　Ｇａｒａｇｅ　高崎ＩＣ 小売業 その他小売 5%

33,028 群馬県 高崎市 群馬トヨタ自動車ＲＶ　ＰＡｒｋ　ＱＰ利用分 小売業 その他小売 5%

33,029 群馬県 高崎市 群馬トヨタ自動車財務部 小売業 その他小売 5%

33,030 群馬県 高崎市 群馬トヨタ自動車高崎東町店 小売業 その他小売 5%

33,031 群馬県 高崎市 群馬トヨタ自動車高崎インタ－島野店 小売業 その他小売 5%

33,032 群馬県 高崎市 群馬トヨタ自動車高崎倉賀野店 小売業 その他小売 5%

33,033 群馬県 高崎市 群馬トヨタ自動車高崎問屋町店 小売業 その他小売 5%

33,034 群馬県 高崎市 群馬トヨタ自動車高前バイパス店 小売業 その他小売 5%

33,035 群馬県 高崎市 群馬トヨタ自動車特販部 小売業 その他小売 5%

33,036 群馬県 高崎市 群馬トヨタ自動車バリューチェーン部 小売業 その他小売 5%

33,037 群馬県 高崎市 群馬トヨタ自動車Ｕ．Ｐａｒｋ高崎江木店 小売業 その他小売 5%

33,038 群馬県 高崎市 群馬トヨタ自動車レクサスＣＰＯ高崎 小売業 その他小売 5%

33,039 群馬県 高崎市 群馬トヨタ自動車レクサス高崎 小売業 その他小売 5%

33,040 群馬県 高崎市 群馬トヨペット　ヴィーパーク高崎店 小売業 その他小売 5%

33,041 群馬県 高崎市 群馬トヨペット　プライム高崎店 小売業 その他小売 5%

33,042 群馬県 高崎市 群馬トヨペット高崎上大類店 小売業 その他小売 5%

33,043 群馬県 高崎市 群馬トヨペット高崎佐野店 小売業 その他小売 5%

33,044 群馬県 高崎市 群馬トヨペット高崎並榎店 小売業 その他小売 5%

33,045 群馬県 高崎市 群馬トヨペットＵ－ｃａｒ高崎店 小売業 その他小売 5%

33,046 群馬県 高崎市 ぐんま　ハーブ サービス 飲食業 5%

33,047 群馬県 高崎市 群馬町 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,048 群馬県 高崎市 セブン－イレブン群馬吉井長根店 小売業 食料品 2%

33,049 群馬県 高崎市 セブン－イレブン群馬吉井町店 小売業 食料品 2%

33,050 群馬県 高崎市 ＫＥＩＫＡ高崎店 サービス その他サービス 5%

33,051 群馬県 高崎市 ケーズプロデュース サービス その他サービス 5%

33,052 群馬県 高崎市 元気集会所 サービス 飲食業 5%

33,053 群馬県 高崎市 元気集会所 サービス 飲食業 5%

33,054 群馬県 高崎市 源氏家族上小塙店 サービス 飲食業 5%

789



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

33,055 群馬県 高崎市 幸盛 サービス 飲食業 5%

33,056 群馬県 高崎市 コープ寺尾店 小売業 食料品 5%

33,057 群馬県 高崎市 ｃｏｃｏｃｈｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,058 群馬県 高崎市 ｃｏｓｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

33,059 群馬県 高崎市 小塙町カフェ サービス 飲食業 5%

33,060 群馬県 高崎市 小人のかごや 小売業 衣料品 5%

33,061 群馬県 高崎市 ゴルフデパート有賀園ダンルース 小売業 その他小売 5%

33,062 群馬県 高崎市 ゴルフプラス　本店 小売業 その他小売 5%

33,063 群馬県 高崎市 Ｃｏｒｏｎｅｔ サービス 飲食業 5%

33,064 群馬県 高崎市 コング上中居店 サービス その他サービス 5%

33,065 群馬県 高崎市 コング高崎貝沢店 サービス その他サービス 5%

33,066 群馬県 高崎市 コング高崎並榎店 サービス その他サービス 5%

33,067 群馬県 高崎市 ＣＹＣＬＥ　ＹＯＳＨＩＤＡ 小売業 その他小売 5%

33,068 群馬県 高崎市 ＣＹＣＬＥ　ＹＯＳＨＩＤＡ　高崎店 小売業 その他小売 5%

33,069 群馬県 高崎市 サイクルハウスＷＩＳＨ　高崎足門店 小売業 その他小売 5%

33,070 群馬県 高崎市 サウンドエコー 小売業 電化製品 5%

33,071 群馬県 高崎市 サキナビューティーラウンジ群馬 小売業 その他小売 5%

33,072 群馬県 高崎市 ザ・ジョージアンハウス１９９７ サービス その他サービス 5%

33,073 群馬県 高崎市 ＳＡＢＩ 小売業 その他小売 5%

33,074 群馬県 高崎市 ＴＨＥＭＯＤＥＲＮＡＧＥ 小売業 衣料品 5%

33,075 群馬県 高崎市 サロン　ドリーブ サービス その他サービス 5%

33,076 群馬県 高崎市 ＳａｌｏｎＢａｒｏｎｅｓｓ サービス 理容・美容業 5%

33,077 群馬県 高崎市 サロンＵＫ サービス その他サービス 5%

33,078 群馬県 高崎市 サン・カーショップ サービス その他サービス 5%

33,079 群馬県 高崎市 三光ファーム 小売業 食料品 5%

33,080 群馬県 高崎市 さんず サービス 飲食業 5%

33,081 群馬県 高崎市 三代目だるま屋ましも サービス その他サービス 5%

33,082 群馬県 高崎市 サントノーレ 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,083 群馬県 高崎市 サントノーレ 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,084 群馬県 高崎市 ＧＧＣ高崎本店 サービス 飲食業 5%

33,085 群馬県 高崎市 ジェームス高崎問屋町店 小売業 その他小売 2%

33,086 群馬県 高崎市 ｇｅｒｍｅｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

33,087 群馬県 高崎市 島野町 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,088 群馬県 高崎市 株式会社清水商事 小売業 その他小売 5%

33,089 群馬県 高崎市 しみずスーパー小八木店 小売業 その他小売 5%

33,090 群馬県 高崎市 清水電器 小売業 電化製品 5%

33,091 群馬県 高崎市 下里見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,092 群馬県 高崎市 Ｊａｐａｓｔａｌｉａ 小売業 食料品 5%

33,093 群馬県 高崎市 しゃぶ鮮 サービス 飲食業 5%

33,094 群馬県 高崎市 ＪＵＮＫＢＬＵＥＳ 小売業 衣料品 5%

33,095 群馬県 高崎市 ＪＵＮＫ　ＢＬＵＥＳ 小売業 衣料品 5%

33,096 群馬県 高崎市 ｓｈｏｅ　ｇｏ　ｓｈｏｅ高崎店 小売業 衣料品 5%
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33,097 群馬県 高崎市 ジューシー株式会社 サービス その他サービス 5%

33,098 群馬県 高崎市 述章堂 小売業 その他小売 5%

33,099 群馬県 高崎市 シューマート　高崎飯塚店 小売業 衣料品 5%

33,100 群馬県 高崎市 シューマート　高崎上中居店 小売業 衣料品 5%

33,101 群馬県 高崎市 ジュンオートサービス 小売業 その他小売 5%

33,102 群馬県 高崎市 食彩　ふじ京 サービス 飲食業 5%

33,103 群馬県 高崎市 食堂・あじさい サービス その他サービス 5%

33,104 群馬県 高崎市 城田電器センター 小売業 電化製品 5%

33,105 群馬県 高崎市 神宮燃料株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,106 群馬県 高崎市 新健勝苑高崎店 小売業 衣料品 5%

33,107 群馬県 高崎市 しんたろう サービス 飲食業 5%

33,108 群馬県 高崎市 Ｓｕｕｔａ　Ｃｈａｉ　高崎店 サービス 飲食業 5%

33,109 群馬県 高崎市 鈴木淳撮影事務所 サービス その他サービス 5%

33,110 群馬県 高崎市 スズキデンキ 小売業 電化製品 5%

33,111 群馬県 高崎市 スズデン 小売業 電化製品 5%

33,112 群馬県 高崎市 ＳＴＡＲ　ＳＥＥＤ サービス 理容・美容業 5%

33,113 群馬県 高崎市 スタジオタナカ サービス その他サービス 5%

33,114 群馬県 高崎市 すたみな太郎　高崎店 サービス 飲食業 5%

33,115 群馬県 高崎市 ステーキ。山　高崎上大類店 サービス 飲食業 5%

33,116 群馬県 高崎市 ステンドグラス工房浪漫館 サービス その他サービス 5%

33,117 群馬県 高崎市 素肌美サロン＆自然治癒力  健康院 小売業 その他小売 5%

33,118 群馬県 高崎市 スポーツバー＆ダイニングピッチ サービス 飲食業 5%

33,119 群馬県 高崎市 炭串焼厨房はっかい串 サービス 飲食業 5%

33,120 群馬県 高崎市 炭火焼肉　米沢亭 サービス 飲食業 5%

33,121 群馬県 高崎市 炭火焼肉　米沢亭　本店 サービス 飲食業 5%

33,122 群馬県 高崎市 トータルボディケアサロンｄｉｅｃｉ【ディエーチ】 サービス 理容・美容業 5%

33,123 群馬県 高崎市 セイデンＬＳ２事業部 小売業 その他小売 5%

33,124 群馬県 高崎市 誠美堂　高崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,125 群馬県 高崎市 セブンファクトリー 小売業 その他小売 5%

33,126 群馬県 高崎市 セルフ高崎飯塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,127 群馬県 高崎市 セルフ高崎小八木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,128 群馬県 高崎市 セントラルホテル　高崎 サービス 宿泊業 5%

33,129 群馬県 高崎市 ＳＯＩＳ高崎店 サービス 理容・美容業 5%

33,130 群馬県 高崎市 ｓｏｎａｒ 小売業 衣料品 5%

33,131 群馬県 高崎市 ｓｏｎａｒ　ｓｏｎａｒ 小売業 衣料品 5%

33,132 群馬県 高崎市 そば処　叶家　そば処叶家 サービス 飲食業 5%

33,133 群馬県 高崎市 ダイニングキッチン ひなたや サービス 飲食業 5%

33,134 群馬県 高崎市 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　ＡＩＡＩ サービス 飲食業 5%

33,135 群馬県 高崎市 ＤｉｎｉｎｇＢａｒｙｕｋｕｒｉ サービス 飲食業 5%

33,136 群馬県 高崎市 タイムズ　アー　チェインジン 小売業 衣料品 5%

33,137 群馬県 高崎市 タイムズアーチェンジン 小売業 衣料品 5%

33,138 群馬県 高崎市 台湾式Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　悠泉 サービス その他サービス 5%
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33,139 群馬県 高崎市 ダウエルイースト サービス 理容・美容業 5%

33,140 群馬県 高崎市 ダウエルイースト サービス 理容・美容業 5%

33,141 群馬県 高崎市 高崎 サービス その他サービス 5%

33,142 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎旭町店 小売業 食料品 2%

33,143 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎飯塚町店 小売業 食料品 2%

33,144 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎石原町店 小売業 食料品 2%

33,145 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎井野町店 小売業 食料品 2%

33,146 群馬県 高崎市 高崎営業所 小売業 その他小売 5%

33,147 群馬県 高崎市 高崎駅東口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,148 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎大沢町店 小売業 食料品 2%

33,149 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎大橋町店 小売業 食料品 2%

33,150 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎大八木町店 小売業 食料品 2%

33,151 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎貝沢環状線店 小売業 食料品 2%

33,152 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎上小鳥町店 小売業 食料品 2%

33,153 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎上小塙町店 小売業 食料品 2%

33,154 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎上佐野町店 小売業 食料品 2%

33,155 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎上滝東店 小売業 食料品 2%

33,156 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎上中居町店 小売業 食料品 2%

33,157 群馬県 高崎市 高崎環状貝沢セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,158 群馬県 高崎市 セブンーイレブン高崎京目町店 小売業 食料品 2%

33,159 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎九蔵町店 小売業 食料品 2%

33,160 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎倉賀野東店 小売業 食料品 2%

33,161 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎倉賀野町上町店 小売業 食料品 2%

33,162 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎倉賀野町正六店 小売業 食料品 2%

33,163 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎倉賀野町南店 小売業 食料品 2%

33,164 群馬県 高崎市 高崎経済大学生協　購買・書籍部 サービス その他サービス 5%

33,165 群馬県 高崎市 高崎経済大学生協　購買・書籍部 サービス その他サービス 5%

33,166 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎小八木西店 小売業 食料品 2%

33,167 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎下大類町店 小売業 食料品 2%

33,168 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎下小塙町店 小売業 食料品 2%

33,169 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎下中居町店 小売業 食料品 2%

33,170 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎下中居町西店 小売業 食料品 2%

33,171 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎下室田町店 小売業 食料品 2%

33,172 群馬県 高崎市 高崎白銀ビル　貸し会議室 サービス その他サービス 5%

33,173 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎城山団地入口店 小売業 食料品 2%

33,174 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎新町中河原店 小売業 食料品 2%

33,175 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎新町笛木境店 小売業 食料品 2%

33,176 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎住吉町店 小売業 食料品 2%

33,177 群馬県 高崎市 高崎高島屋旅行サロン サービス その他サービス 5%

33,178 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎筑縄町店 小売業 食料品 2%

33,179 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎鶴見町店 小売業 食料品 2%

33,180 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎問屋町中央通り店 小売業 食料品 2%
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33,181 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎中居団地店 小売業 食料品 2%

33,182 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎中尾町店 小売業 食料品 2%

33,183 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎中里見町店 小売業 食料品 2%

33,184 群馬県 高崎市 高崎 肉 流通センター サービス 飲食業 5%

33,185 群馬県 高崎市 高崎西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,186 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎西国分町店 小売業 食料品 2%

33,187 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎乗附町店 小売業 食料品 2%

33,188 群馬県 高崎市 高崎浜川町ＳＳ　大山石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,189 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎浜川町店 小売業 食料品 2%

33,190 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎日高町行人店 小売業 食料品 2%

33,191 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎日高町店 小売業 食料品 2%

33,192 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎福島店 小売業 食料品 2%

33,193 群馬県 高崎市 高崎北部環状セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,194 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎本郷店 小売業 食料品 2%

33,195 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎箕郷上芝店 小売業 食料品 2%

33,196 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎緑町店 小売業 食料品 2%

33,197 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎緑町２丁目店 小売業 食料品 2%

33,198 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎南大類町店 小売業 食料品 2%

33,199 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎棟高北店 小売業 食料品 2%

33,200 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎棟高町店 小売業 食料品 2%

33,201 群馬県 高崎市 高崎モータースクール サービス その他サービス 5%

33,202 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎矢島町店 小売業 食料品 2%

33,203 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎八千代店 小売業 食料品 2%

33,204 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎矢中町店 小売業 食料品 2%

33,205 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎山名町店 小売業 食料品 2%

33,206 群馬県 高崎市 高崎ワインバール サービス 飲食業 5%

33,207 群馬県 高崎市 セブン－イレブン高崎若田町店 小売業 食料品 2%

33,208 群馬県 高崎市 高砂庵 サービス 飲食業 5%

33,209 群馬県 高崎市 タカセン高崎店 小売業 その他小売 5%

33,210 群馬県 高崎市 高前バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,211 群馬県 高崎市 メガネのイタガキ　匠　高崎オーパ店 小売業 その他小売 5%

33,212 群馬県 高崎市 武部商店 小売業 その他小売 5%

33,213 群馬県 高崎市 多胡石材産業　本社 サービス その他サービス 5%

33,214 群馬県 高崎市 タジマタイヤ 小売業 その他小売 5%

33,215 群馬県 高崎市 ダストボウル楽器店　高崎店 小売業 その他小売 5%

33,216 群馬県 高崎市 舘山法律事務所 サービス その他サービス 5%

33,217 群馬県 高崎市 たむらや　飯塚店 小売業 食料品 5%

33,218 群馬県 高崎市 だるま食堂 サービス 飲食業 5%

33,219 群馬県 高崎市 小さなパスタ屋マカロニ サービス 飲食業 5%

33,220 群馬県 高崎市 チャオ　ＩＳＨＩＩ 小売業 その他小売 5%

33,221 群馬県 高崎市 チャオＩＳＨＩＩ 小売業 その他小売 5%

33,222 群馬県 高崎市 チャナネット 小売業 その他小売 5%
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33,223 群馬県 高崎市 ツールオフ高崎店 小売業 その他小売 5%

33,224 群馬県 高崎市 Ｔ?ＹＯＧＡ　Ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

33,225 群馬県 高崎市 Ｔ・ガレージ 小売業 その他小売 5%

33,226 群馬県 高崎市 ＤＥＸ　ｈａｉｒ　ＤＥＸ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

33,227 群馬県 高崎市 でんきの修理やさん八千代店 小売業 電化製品 5%

33,228 群馬県 高崎市 ＴＵＯ高崎経済大学生協　７号館食堂 サービス その他サービス 5%

33,229 群馬県 高崎市 ＴＯＯＪＥＮＩＳ 小売業 衣料品 5%

33,230 群馬県 高崎市 時計，メガネ，宝石のタカハシ 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,231 群馬県 高崎市 トップスオート 小売業 その他小売 5%

33,232 群馬県 高崎市 ＴＯＤＯＫＯＲＯ 小売業 衣料品 5%

33,233 群馬県 高崎市 トヨタカローラ高崎ウェルサイトとんやま 小売業 その他小売 5%

33,234 群馬県 高崎市 トヨタカローラ高崎クルマックス高崎 小売業 その他小売 5%

33,235 群馬県 高崎市 トヨタカローラ高崎群馬町すがや店 小売業 その他小売 5%

33,236 群馬県 高崎市 トヨタカローラ高崎高崎インター京目店 小売業 その他小売 5%

33,237 群馬県 高崎市 トヨタカローラ高崎高崎駅西口店 小売業 その他小売 5%

33,238 群馬県 高崎市 トヨタカローラ高崎問屋町店 小売業 その他小売 5%

33,239 群馬県 高崎市 トヨタカローラ高崎本部 小売業 その他小売 5%

33,240 群馬県 高崎市 トヨタレンタリース群馬　新町駅前店 サービス その他サービス 2%

33,241 群馬県 高崎市 トヨタレンタリース群馬高崎駅東口店 サービス その他サービス 2%

33,242 群馬県 高崎市 トヨタレンタリース群馬高崎柴崎店 サービス その他サービス 2%

33,243 群馬県 高崎市 トヨタレンタリース群馬高崎問屋町店 サービス その他サービス 2%

33,244 群馬県 高崎市 トヨタレンタリース群馬高崎浜川店 サービス その他サービス 2%

33,245 群馬県 高崎市 トラットリア　ラウラ　イタリコ サービス 飲食業 5%

33,246 群馬県 高崎市 トラットリア バンビーナ 高崎アリーナ店 小売業 食料品 5%

33,247 群馬県 高崎市 トラットリア バンビーナ 筑縄店 小売業 食料品 5%

33,248 群馬県 高崎市 とりせい 小売業 食料品 5%

33,249 群馬県 高崎市 ＪＭ／トリミングハウスアイリッシュ サービス その他サービス 5%

33,250 群馬県 高崎市 有限会社中島電気 小売業 電化製品 5%

33,251 群馬県 高崎市 中曽根家具店 小売業 家具・調度品 5%

33,252 群馬県 高崎市 中曽根電気商会 小売業 電化製品 5%

33,253 群馬県 高崎市 ナカデン 小売業 電化製品 5%

33,254 群馬県 高崎市 ｎａｐｏｃａ サービス 理容・美容業 5%

33,255 群馬県 高崎市 ＮＡＲＯ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

33,256 群馬県 高崎市 西口１８番 サービス 飲食業 5%

33,257 群馬県 高崎市 にしたにカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

33,258 群馬県 高崎市 西山剣道具店 小売業 その他小売 5%

33,259 群馬県 高崎市 日本絹の里ミュ－ジアムショップ 小売業 その他小売 5%

33,260 群馬県 高崎市 にんにくや 高崎店 サービス 飲食業 5%

33,261 群馬県 高崎市 ｎａｉｌａｔｅｌｉｅｒ　ＭｉｊＵ サービス その他サービス 5%

33,262 群馬県 高崎市 ネイルサロン スクールＧＯＮＡ サービス 理容・美容業 5%

33,263 群馬県 高崎市 ＪＭ／ＮＡＩＬＢＲＥＥＺＥ サービス 理容・美容業 5%

33,264 群馬県 高崎市 ＮａｉｌＢＲＥＥＺＥ サービス 理容・美容業 5%
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33,265 群馬県 高崎市 猫まつり 小売業 その他小売 5%

33,266 群馬県 高崎市 ネッツトヨタ群馬高崎駅東口店 小売業 その他小売 5%

33,267 群馬県 高崎市 ネッツトヨタ群馬高崎おおやぎ店 小売業 その他小売 5%

33,268 群馬県 高崎市 ネッツトヨタ高崎　高崎とんやまち店（Ｕ） 小売業 その他小売 5%

33,269 群馬県 高崎市 ネッツトヨタ高崎高崎かみなかい店 小売業 その他小売 5%

33,270 群馬県 高崎市 ネッツトヨタ高崎高崎とんやまち店 小売業 その他小売 5%

33,271 群馬県 高崎市 ねぼけ堂イーサイト高崎店 小売業 食料品 5%

33,272 群馬県 高崎市 ｋｎｏｃｋｓ サービス 飲食業 5%

33,273 群馬県 高崎市 パーネデリシア高崎駅店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

33,274 群馬県 高崎市 Ｂａｒ＆ｇｒｉｌｌＯｙｓｔｅｒＨｏｕｓｅ サービス 飲食業 5%

33,275 群馬県 高崎市 バイチャリ高崎店 小売業 その他小売 5%

33,276 群馬県 高崎市 葉伽梵 小売業 その他小売 5%

33,277 群馬県 高崎市 橋本整体院 サービス その他サービス 5%

33,278 群馬県 高崎市 パースト 小売業 衣料品 5%

33,279 群馬県 高崎市 パティスリージェノワーズ 小売業 食料品 5%

33,280 群馬県 高崎市 Ｈｅａｒｔｉｍ サービス 理容・美容業 5%

33,281 群馬県 高崎市 花 サービス 飲食業 5%

33,282 群馬県 高崎市 花暦 小売業 その他小売 5%

33,283 群馬県 高崎市 はなはな サービス 飲食業 5%

33,284 群馬県 高崎市 ハマカワ洋電社 小売業 電化製品 5%

33,285 群馬県 高崎市 バリニーズカフェ サービス 飲食業 5%

33,286 群馬県 高崎市 榛名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,287 群馬県 高崎市 榛名町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,288 群馬県 高崎市 ハレルヤ美容院 サービス 理容・美容業 5%

33,289 群馬県 高崎市 ハロースミス サービス その他サービス 5%

33,290 群馬県 高崎市 ＰＯＷＥＲ　ＫＩＤＳ　ＴＡＫＡＳＡＫＩ 小売業 その他小売 5%

33,291 群馬県 高崎市 ハンズ・ファンズ江木店 サービス その他サービス 5%

33,292 群馬県 高崎市 ハンズ・ファンズ高崎貝沢店 サービス その他サービス 5%

33,293 群馬県 高崎市 ハンズ・ファンズ　高崎店 サービス その他サービス 5%

33,294 群馬県 高崎市 ｐｅｎｓｅｅ サービス 理容・美容業 5%

33,295 群馬県 高崎市 ピアノプラザ群馬 高崎本店 小売業 その他小売 5%

33,296 群馬県 高崎市 ＢウェーブＳＨＩＲＡＩ高崎吉井店 小売業 家具・調度品 5%

33,297 群馬県 高崎市 ひうが時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,298 群馬県 高崎市 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＢＡＣＩ サービス 飲食業 5%

33,299 群馬県 高崎市 ビブリー サービス 飲食業 5%

33,300 群馬県 高崎市 美容室ｆａｃｔ サービス 理容・美容業 5%

33,301 群馬県 高崎市 美容中島 サービス 理容・美容業 5%

33,302 群馬県 高崎市 株式会社廣川書店　高崎店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

33,303 群馬県 高崎市 ブティック　ビン高崎 小売業 衣料品 5%

33,304 群馬県 高崎市 Ｆ・Ｉ・Ｒ・Ｓ・Ｔ　ｔａｋａｓａｋｉ サービス 理容・美容業 5%

33,305 群馬県 高崎市 ファクトリーギア高崎店 小売業 その他小売 5%

33,306 群馬県 高崎市 ファッションバック　清水 小売業 貴金属・服飾品 5%
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33,307 群馬県 高崎市 ファッションバック清水　小八木店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,308 群馬県 高崎市 Ｖ．Ｉ．Ｃ　Ｃｏ．Ｌｔｄ サービス その他サービス 5%

33,309 群馬県 高崎市 フィアット高前アルファロメオ高前 小売業 その他小売 5%

33,310 群馬県 高崎市 フィッツミーウニクス高崎店 サービス その他サービス 5%

33,311 群馬県 高崎市 ふーま サービス 飲食業 5%

33,312 群馬県 高崎市 ｐｈｏｔｏｈｏｕｓｅＴＯＰＩＣ サービス その他サービス 5%

33,313 群馬県 高崎市 株式会社福島 小売業 家具・調度品 5%

33,314 群馬県 高崎市 ふじ京 サービス 飲食業 5%

33,315 群馬県 高崎市 富士書店　高崎店 小売業 その他小売 5%

33,316 群馬県 高崎市 フジミ 小売業 衣料品 5%

33,317 群馬県 高崎市 ブティックフジミ 小売業 衣料品 5%

33,318 群馬県 高崎市 プラザＡ　高崎問屋町店 小売業 衣料品 5%

33,319 群馬県 高崎市 フランス厨房コクレドール サービス 飲食業 5%

33,320 群馬県 高崎市 ブリアント　高崎店 サービス 理容・美容業 5%

33,321 群馬県 高崎市 ＰＲＩＶＥ サービス 理容・美容業 5%

33,322 群馬県 高崎市 ぶりっく サービス 飲食業 5%

33,323 群馬県 高崎市 ＰＲＩＶＩＬＥＧＥ ＰＲＩＶＩＬＥＧＥ ＴＡＫＡＳＡＫＩ 小売業 衣料品 5%

33,324 群馬県 高崎市 Ｂｌｕｅ．ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

33,325 群馬県 高崎市 ＦＬＥＡ　ｂｏａｒｄ　ｓｈｏｐ伊勢崎 小売業 その他小売 5%

33,326 群馬県 高崎市 ＦＬＥＡ　ｂｏａｒｄ　ｓｈｏｐ　熊谷 小売業 その他小売 5%

33,327 群馬県 高崎市 ＦＬＥＡ　ｂｏａｒｄ　ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

33,328 群馬県 高崎市 ＦＬＥＡ　ｂｏａｒｄ　ｓｈｏｐ　高崎店 小売業 その他小売 5%

33,329 群馬県 高崎市 ＰＲＯＰ　Ｈａｉｒ　Ｄｒｅｓｓｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

33,330 群馬県 高崎市 ＢＲＯＮＸ サービス 飲食業 5%

33,331 群馬県 高崎市 ぶんぶく　高崎柳川店 サービス 飲食業 5%

33,332 群馬県 高崎市 美容室クローバー サービス 理容・美容業 5%

33,333 群馬県 高崎市 Ｈａｉｒ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　ＳＯ サービス 理容・美容業 5%

33,334 群馬県 高崎市 ヘアーサロン　トヤ サービス 理容・美容業 5%

33,335 群馬県 高崎市 ヘアーサロンマエダ サービス 理容・美容業 5%

33,336 群馬県 高崎市 hairSENSE 高崎店 サービス 理容・美容業 5%

33,337 群馬県 高崎市 ｈａｉｒ　ＦＯＲＴ サービス 理容・美容業 5%

33,338 群馬県 高崎市 ｈａｉｒ＆ｃａｒｅ　ｅｇｅｒｉｅ　ｌａｂ． サービス 理容・美容業 5%

33,339 群馬県 高崎市 ＨａｉｒＣａｒｅＳａｌｏｎＷＯＯ サービス 理容・美容業 5%

33,340 群馬県 高崎市 ＨＡＩＲｃｏｎｃｉｅｒｇｅＧＡＵＤＩ サービス 理容・美容業 5%

33,341 群馬県 高崎市 ヘアーサロンマエダ サービス その他サービス 5%

33,342 群馬県 高崎市 ヘアースタジオスプリングス サービス 理容・美容業 5%

33,343 群馬県 高崎市 ヘアルーム　ビビ サービス 理容・美容業 5%

33,344 群馬県 高崎市 ベストクリーンジャパン サービス その他サービス 5%

33,345 群馬県 高崎市 ＶＥＳＳＥＬ 小売業 その他小売 5%

33,346 群馬県 高崎市 ＨＥＡＶＥＮＬＹ サービス 理容・美容業 5%

33,347 群馬県 高崎市 ＢＥＬＩＮＤＡ　高崎 サービス その他サービス 5%

33,348 群馬県 高崎市 Ｂｅｌｌｕｒｉａ 小売業 衣料品 5%
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33,349 群馬県 高崎市 ホ－ムガスショップ吉井－２ 小売業 その他小売 5%

33,350 群馬県 高崎市 星のイタリコ サービス 飲食業 5%

33,351 群馬県 高崎市 ホテル　シーラックパル　高崎 サービス 宿泊業 5%

33,352 群馬県 高崎市 ホテル　ナガイ サービス 宿泊業 5%

33,353 群馬県 高崎市 ホテルグランビュー高崎 サービス 宿泊業 5%

33,354 群馬県 高崎市 ホテルサン サービス 宿泊業 5%

33,355 群馬県 高崎市 ホテル１－２－３高崎 サービス 宿泊業 5%

33,356 群馬県 高崎市 ホーム家電サービス 小売業 電化製品 5%

33,357 群馬県 高崎市 ホームバザー　高崎中央店 小売業 その他小売 5%

33,358 群馬県 高崎市 ホームバザー　高崎飯塚店 小売業 その他小売 5%

33,359 群馬県 高崎市 ポルシェセンター　高崎前橋 小売業 その他小売 5%

33,360 群馬県 高崎市 炭火焼ホルモンＦｕｕ サービス 飲食業 5%

33,361 群馬県 高崎市 ほるもんまつ井 サービス 飲食業 5%

33,362 群馬県 高崎市 ボンヴィバングロワール サービス 理容・美容業 5%

33,363 群馬県 高崎市 ポンヌフ 小売業 衣料品 5%

33,364 群馬県 高崎市 ｐｏｍｐｅｔｔｅ サービス 飲食業 5%

33,365 群馬県 高崎市 本間酒店 小売業 食料品 5%

33,366 群馬県 高崎市 メガネのイタガキ　ｍｙ　ｓｔｏｒｙ　高崎オーパ店 小売業 その他小売 5%

33,367 群馬県 高崎市 Ｍａｋａｎａ高崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,368 群馬県 高崎市 ＭＡＱＵＩＡ高崎店 サービス 理容・美容業 2%

33,369 群馬県 高崎市 マクドナルドイオンモール高崎店 サービス 飲食業 2%

33,370 群馬県 高崎市 マクドナルド倉賀野西店 サービス 飲食業 2%

33,371 群馬県 高崎市 マクドナルド１７号高崎店 サービス 飲食業 2%

33,372 群馬県 高崎市 マクドナルド高崎小塙町店 サービス 飲食業 2%

33,373 群馬県 高崎市 マクドナルド東高崎店 サービス 飲食業 2%

33,374 群馬県 高崎市 株式会社メイクワン サービス その他サービス 5%

33,375 群馬県 高崎市 マセラティ群馬 小売業 その他小売 5%

33,376 群馬県 高崎市 マダム・トラント サービス 理容・美容業 5%

33,377 群馬県 高崎市 松井長生療院ｋｅｙ鍼灸院　松井長生療院 サービス その他サービス 5%

33,378 群馬県 高崎市 松田電化センター 小売業 電化製品 5%

33,379 群馬県 高崎市 マツダ電気 小売業 電化製品 5%

33,380 群馬県 高崎市 マトウデンキ 小売業 電化製品 5%

33,381 群馬県 高崎市 マルエドラッグ飯塚店 小売業 その他小売 5%

33,382 群馬県 高崎市 マルエドラッグ群馬町店 小売業 その他小売 5%

33,383 群馬県 高崎市 マルエドラッグ高崎上小鳥店 小売業 その他小売 5%

33,384 群馬県 高崎市 マルエドラッグ高崎新保店 小売業 その他小売 5%

33,385 群馬県 高崎市 マルエドラッグ高崎新町店 小売業 その他小売 5%

33,386 群馬県 高崎市 マルエドラッグ高崎菅谷店 小売業 その他小売 5%

33,387 群馬県 高崎市 マルエドラッグ高崎寺尾店 小売業 その他小売 5%

33,388 群馬県 高崎市 マルエドラッグ榛名店 小売業 その他小売 5%

33,389 群馬県 高崎市 マルエドラッグ吉井店 小売業 その他小売 5%

33,390 群馬県 高崎市 まるとみ薬品 小売業 その他小売 5%
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33,391 群馬県 高崎市 ミキオートサービス サービス その他サービス 5%

33,392 群馬県 高崎市 権田ＳＳ　三木商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,393 群馬県 高崎市 箕郷 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,394 群馬県 高崎市 ミック浜尻オフィス サービス 理容・美容業 5%

33,395 群馬県 高崎市 ミートマン サービス 飲食業 5%

33,396 群馬県 高崎市 みどり　アイグラス 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,397 群馬県 高崎市 みどり　コンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,398 群馬県 高崎市 みどりコンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,399 群馬県 高崎市 ミナミジュエル 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,400 群馬県 高崎市 ミナミ電気商会 小売業 電化製品 5%

33,401 群馬県 高崎市 峯岸自動車 サービス その他サービス 5%

33,402 群馬県 高崎市 宮石青果店　本店 小売業 食料品 5%

33,403 群馬県 高崎市 宮石青果店　山名支店 小売業 食料品 5%

33,404 群馬県 高崎市 ミュージカルボックス 小売業 その他小売 5%

33,405 群馬県 高崎市 妙ちくりん　高崎新保店 小売業 食料品 5%

33,406 群馬県 高崎市 三好電気商会 小売業 電化製品 5%

33,407 群馬県 高崎市 ＭＩＲＡＧＥ 小売業 衣料品 5%

33,408 群馬県 高崎市 メイソンクルミ 小売業 衣料品 5%

33,409 群馬県 高崎市 眼鏡工房　凛 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,410 群馬県 高崎市 メガネの板垣　ウニクス高崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,411 群馬県 高崎市 メガネの板垣　高崎石原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,412 群馬県 高崎市 メガネの板垣　高崎下之城店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,413 群馬県 高崎市 メガネのイタガキ高崎福島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,414 群馬県 高崎市 メガネの板垣　榛名店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,415 群馬県 高崎市 メガネの板垣　吉井店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,416 群馬県 高崎市 Ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　Ｊｉｌｌｃｏ サービス 飲食業 5%

33,417 群馬県 高崎市 モータースポーツショップパックアール サービス その他サービス 5%

33,418 群馬県 高崎市 もぎたて完熟屋 サービス 飲食業 5%

33,419 群馬県 高崎市 モダンタイムズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,420 群馬県 高崎市 ＴＯＹＳ＆ＧＩＦＴ　ＭＯＭＯ 小売業 その他小売 5%

33,421 群馬県 高崎市 紋次郎高崎店 紋次郎高崎店 サービス 飲食業 5%

33,422 群馬県 高崎市 モンナトリエ サービス 理容・美容業 5%

33,423 群馬県 高崎市 ヤキニクガーデン肉男ミートマン サービス 飲食業 5%

33,424 群馬県 高崎市 焼肉食堂かっちゃんち本店 サービス 飲食業 5%

33,425 群馬県 高崎市 矢嶋園 小売業 食料品 5%

33,426 群馬県 高崎市 弥助鮨四ツ屋店 サービス 飲食業 5%

33,427 群馬県 高崎市 やたい家 サービス 飲食業 5%

33,428 群馬県 高崎市 八幡屋 小売業 衣料品 5%

33,429 群馬県 高崎市 ヤマグチ電機商会 小売業 電化製品 5%

33,430 群馬県 高崎市 ヤマグチ電機商会吉井店 小売業 電化製品 5%

33,431 群馬県 高崎市 ユアサ園芸 小売業 その他小売 5%

33,432 群馬県 高崎市 有限会社川島メガネ 小売業 その他小売 5%
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33,433 群馬県 高崎市 有限会社肥田自動車 サービス その他サービス 5%

33,434 群馬県 高崎市 有限会社　穂盛製作所 サービス その他サービス 5%

33,435 群馬県 高崎市 有限会社ホンダリビング 小売業 家具・調度品 5%

33,436 群馬県 高崎市 ［ＨＣ］有限会社和田電器 小売業 電化製品 5%

33,437 群馬県 高崎市 ｕｎｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

33,438 群馬県 高崎市 ユーロアールセカンド サービス その他サービス 5%

33,439 群馬県 高崎市 洋食香味亭 サービス 飲食業 5%

33,440 群馬県 高崎市 横内ガラス店 小売業 その他小売 5%

33,441 群馬県 高崎市 横濱珈琲亭 小売業 食料品 5%

33,442 群馬県 高崎市 吉井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,443 群馬県 高崎市 メガネのイタガキ　吉井店 小売業 その他小売 5%

33,444 群馬県 高崎市 吉井町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,445 群馬県 高崎市 芳村 サービス 飲食業 5%

33,446 群馬県 高崎市 ラ・ターブル・ドゥ・シュエット サービス 飲食業 5%

33,447 群馬県 高崎市 らーめんキッチン いいづか らーめんキッチンいいづか サービス 飲食業 5%

33,448 群馬県 高崎市 らーめんキッチンかえで サービス 飲食業 5%

33,449 群馬県 高崎市 ＲａｍｅｎＢｉｓｔｒｏ Ｂａｒ Ｎａｖａｊｏ Ｗｈｉｔｅ サービス 飲食業 5%

33,450 群馬県 高崎市 來來 サービス 飲食業 5%

33,451 群馬県 高崎市 來來 サービス 飲食業 5%

33,452 群馬県 高崎市 La-Sante サービス その他サービス 5%

33,453 群馬県 高崎市 ＬＡ ＣＨＯＵ ＣＨＯＵ 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,454 群馬県 高崎市 らしんばん　高崎店 小売業 その他小売 5%

33,455 群馬県 高崎市 ＲａＰａＬａ サービス 理容・美容業 5%

33,456 群馬県 高崎市 Ｌａｐｉｓ サービス 理容・美容業 5%

33,457 群馬県 高崎市 Ｌａｐｌｕｓ サービス その他サービス 5%

33,458 群馬県 高崎市 ＬＡＭＡＩＳＯＮＤＵＮＯＭＵＲＡ サービス 飲食業 5%

33,459 群馬県 高崎市 リラクゼーションエステサロンラルジュ サービス 理容・美容業 5%

33,460 群馬県 高崎市 ＬＵＭＢＥＲ　ＪＡＣＫ サービス 飲食業 5%

33,461 群馬県 高崎市 Ｒｉｅｎ Ｌｉｅｎ Ｒｉｅｎ Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

33,462 群馬県 高崎市 リサイクルきもの　たんす屋　高崎店 小売業 衣料品 5%

33,463 群馬県 高崎市 リストランテピッツェリアマガッヅィーノ サービス 飲食業 5%

33,464 群馬県 高崎市 Ｒｅｚｏｎａ　ＢｅａｕｔｙＰａｒｋ サービス 理容・美容業 5%

33,465 群馬県 高崎市 リバティ・ヘア サービス 理容・美容業 5%

33,466 群馬県 高崎市 リボルト高崎 サービス その他サービス 5%

33,467 群馬県 高崎市 瀧澤禅寺 サービス その他サービス 5%

33,468 群馬県 高崎市 旅館レストランふじや　ふじや サービス 飲食業 5%

33,469 群馬県 高崎市 リラクゼーション　ひかり サービス その他サービス 5%

33,470 群馬県 高崎市 リラクゼーション　整体　あおぞら施療室　高崎井野店 サービス その他サービス 5%

33,471 群馬県 高崎市 ル　ポンポネット 小売業 食料品 5%

33,472 群馬県 高崎市 ル・シーニュ サービス その他サービス 5%

33,473 群馬県 高崎市 ＲＡＧＥ 小売業 衣料品 5%

33,474 群馬県 高崎市 レストラン　ル・シーニュ サービス 飲食業 5%
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33,475 群馬県 高崎市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ Ｃａｆｅ ＣＡＲＯ サービス 飲食業 5%

33,476 群馬県 高崎市 レッツクロサキ 小売業 電化製品 5%

33,477 群馬県 高崎市 ＲＥＴＲＯ　ＧＡＬＬＥＲＹ 小売業 衣料品 5%

33,478 群馬県 高崎市 ロイヤルチェーン飯塚店 サービス その他サービス 5%

33,479 群馬県 高崎市 ロイヤルチェーン高崎駅西口店 サービス その他サービス 5%

33,480 群馬県 高崎市 ロイヤルチェーンとりせん群馬町店 サービス その他サービス 5%

33,481 群馬県 高崎市 ロイヤルチェーンとりせん小鳥店 サービス その他サービス 5%

33,482 群馬県 高崎市 ロイヤルチェーンとりせん菅谷店 サービス その他サービス 5%

33,483 群馬県 高崎市 ロイヤルチェーン福島店 サービス その他サービス 5%

33,484 群馬県 高崎市 ロイヤルチェーンフレッセイ倉賀野西店 サービス その他サービス 5%

33,485 群馬県 高崎市 ロイヤルチェーンフレッセイ新保店 サービス その他サービス 5%

33,486 群馬県 高崎市 ロイヤルチェーンフレッセイ新町店 サービス その他サービス 5%

33,487 群馬県 高崎市 ロイヤルチェーンフレッセイ南大類店 サービス その他サービス 5%

33,488 群馬県 高崎市 ロイヤルチェーンベイシア吉井店 サービス その他サービス 5%

33,489 群馬県 高崎市 ＬｏｔｕｓＷａｘｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

33,490 群馬県 高崎市 ロータス中央自動車工業　ピットクラブ店 サービス その他サービス 5%

33,491 群馬県 高崎市 Ｒｏｓｓａ サービス 飲食業 5%

33,492 群馬県 高崎市 ロデオマニュファクチャリング 小売業 その他小売 5%

33,493 群馬県 高崎市 Ｒｏｍｅｏ高崎 サービス 飲食業 5%

33,494 群馬県 高崎市 ＷＡＩＴＡＲＩＡＴＩＧＡ矢中店 サービス 飲食業 5%

33,495 群馬県 高崎市 ワインダイニング　クークー サービス 飲食業 5%

33,496 群馬県 高崎市 和　高しま サービス 飲食業 5%

33,497 群馬県 高崎市 Ｗａｒｄｒｏｂｅ 小売業 衣料品 5%

33,498 群馬県 高山村 Ａ・ＣＯＯＰ　高山店 小売業 食料品 5%

33,499 群馬県 高山村 カエルトープ 小売業 衣料品 5%

33,500 群馬県 高山村 ｇａｒａｇｅ　ｃａｆｅ’　Ｒ３６ サービス 飲食業 5%

33,501 群馬県 高山村 テック　おおしま 小売業 電化製品 5%

33,502 群馬県 高山村 中山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,503 群馬県 館林市 ｉ．ｃｏ サービス 理容・美容業 5%

33,504 群馬県 館林市 ｉＰｈｏｎｅ修理Ｗｏｒｋｓ（えびすや館林店） サービス その他サービス 5%

33,505 群馬県 館林市 アイリス薬局 小売業 その他小売 5%

33,506 群馬県 館林市 あおきでんき 小売業 電化製品 5%

33,507 群馬県 館林市 アジュール　ケンゾー 小売業 その他小売 5%

33,508 群馬県 館林市 ＵＮＤＥＲＧＲＯＵＮＤ 小売業 家具・調度品 5%

33,509 群馬県 館林市 石田ピアノ調律プロモーション 小売業 その他小売 5%

33,510 群馬県 館林市 出光館林南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,511 群馬県 館林市 岩田電気商会 小売業 電化製品 5%

33,512 群馬県 館林市 ＶｉＶｉ サービス 理容・美容業 5%

33,513 群馬県 館林市 〔Ｎ〕ｓａＬｏｎ サービス 理容・美容業 5%

33,514 群馬県 館林市 Ｎｓｏｕｋｈ 小売業 衣料品 5%

33,515 群馬県 館林市 オートプロ　カマツカ サービス その他サービス 5%

33,516 群馬県 館林市 オオハシ電気 小売業 電化製品 5%
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33,517 群馬県 館林市 落合モータース サービス その他サービス 5%

33,518 群馬県 館林市 オリックスレンタカー館林店 サービス その他サービス 2%

33,519 群馬県 館林市 海鮮居酒屋どんさん亭　館林店 サービス 飲食業 5%

33,520 群馬県 館林市 ｃａｑｕｒｅｇａ サービス 理容・美容業 5%

33,521 群馬県 館林市 がってん寿司館林店 サービス 飲食業 5%

33,522 群馬県 館林市 かつはな亭館林店 サービス 飲食業 5%

33,523 群馬県 館林市 株式会社 大久保養鶏場 株式会社大久保養鶏場 大久保養鶏直販センター 小売業 食料品 5%

33,524 群馬県 館林市 株式会社亀屋本店 小売業 その他小売 5%

33,525 群馬県 館林市 株式会社すだ包装　株式会社すだ包装　館林店 小売業 その他小売 5%

33,526 群馬県 館林市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋館林国道１２２号店 サービス 飲食業 2%

33,527 群馬県 館林市 関東食品　館林営業所 小売業 食料品 5%

33,528 群馬県 館林市 牛角館林店 サービス 飲食業 2%

33,529 群馬県 館林市 行政書士つつじ国際法務事務所 サービス その他サービス 5%

33,530 群馬県 館林市 群馬トヨタ自動車館林インタ－店 小売業 その他小売 5%

33,531 群馬県 館林市 群馬トヨペット館林青柳店 小売業 その他小売 5%

33,532 群馬県 館林市 光英電機商会 小売業 電化製品 5%

33,533 群馬県 館林市 邑楽ファーム 小売業 その他小売 5%

33,534 群馬県 館林市 コト 小売業 家具・調度品 5%

33,535 群馬県 館林市 ＣＯＲＯＣＯＲＯＳＴＯＮＥ 小売業 衣料品 5%

33,536 群馬県 館林市 サークルコーポレーション 小売業 その他小売 5%

33,537 群馬県 館林市 サンティア　スポーツクラブ サービス その他サービス 5%

33,538 群馬県 館林市 サントノーレ　館林店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,539 群馬県 館林市 山陽自動車 サービス その他サービス 5%

33,540 群馬県 館林市 ジョイハウス サービス 飲食業 5%

33,541 群馬県 館林市 株式会社シライシ　両毛営業所 小売業 その他小売 5%

33,542 群馬県 館林市 スウィン館林スイミングスクール サービス その他サービス 5%

33,543 群馬県 館林市 寿々や 小売業 食料品 5%

33,544 群馬県 館林市 すたみな太郎　館林店 サービス 飲食業 5%

33,545 群馬県 館林市 すまいる電機アオノ 小売業 電化製品 5%

33,546 群馬県 館林市 清閑堂　館林店 小売業 家具・調度品 5%

33,547 群馬県 館林市 大陸食道　館林店 サービス 飲食業 5%

33,548 群馬県 館林市 タキグチデンキ 小売業 電化製品 5%

33,549 群馬県 館林市 セブン－イレブン館林赤生田町店 小売業 食料品 2%

33,550 群馬県 館林市 館林うどん 小売業 食料品 5%

33,551 群馬県 館林市 館林厚生病院売店 小売業 その他小売 5%

33,552 群馬県 館林市 セブン－イレブン館林近藤町店 小売業 食料品 2%

33,553 群馬県 館林市 セブン－イレブン館林下三林店 小売業 食料品 2%

33,554 群馬県 館林市 セブン－イレブン館林城町店 小売業 食料品 2%

33,555 群馬県 館林市 セブン－イレブン館林台宿町店 小売業 食料品 2%

33,556 群馬県 館林市 セブン－イレブン館林多々良沼店 小売業 食料品 2%

33,557 群馬県 館林市 館林当郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,558 群馬県 館林市 セブン－イレブン館林花山町店 小売業 食料品 2%
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33,559 群馬県 館林市 セブン－イレブン館林羽附町店 小売業 食料品 2%

33,560 群馬県 館林市 館林南ＳＳ　三野谷オートサービス　大隈幸樹 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,561 群馬県 館林市 館林南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,562 群馬県 館林市 セブン－イレブン館林三野谷店 小売業 食料品 2%

33,563 群馬県 館林市 セブン－イレブン館林茂林寺駅前店 小売業 食料品 2%

33,564 群馬県 館林市 田部井石材 小売業 その他小売 5%

33,565 群馬県 館林市 ｄｉｚｚｙ サービス 飲食業 5%

33,566 群馬県 館林市 デモル　フォセカ 小売業 衣料品 5%

33,567 群馬県 館林市 トヨタカローラ群馬館林店 小売業 その他小売 5%

33,568 群馬県 館林市 トヨタレンタリース群馬館林駅西口店 サービス その他サービス 2%

33,569 群馬県 館林市 ドラッグファイン２ 小売業 その他小売 5%

33,570 群馬県 館林市 トラベルネット館林店 サービス その他サービス 5%

33,571 群馬県 館林市 長浜モーターサイクル サービス その他サービス 5%

33,572 群馬県 館林市 ニッセンシェイプ・サロン　ヴィーヴル 小売業 衣料品 5%

33,573 群馬県 館林市 ネッツトヨタ群馬館林店 小売業 その他小売 5%

33,574 群馬県 館林市 ネッツトヨタ高崎館林あこうだ店 小売業 その他小売 5%

33,575 群馬県 館林市 八幡太郎 サービス 飲食業 5%

33,576 群馬県 館林市 ハンドメイドレザークラフトコテージ 小売業 衣料品 5%

33,577 群馬県 館林市 ファインゴルフ 小売業 その他小売 5%

33,578 群馬県 館林市 ファインゴルフ 小売業 その他小売 5%

33,579 群馬県 館林市 ふぁいん薬局　北成島 小売業 その他小売 5%

33,580 群馬県 館林市 ＦＡＴ　ＣＡＴＳ サービス 飲食業 5%

33,581 群馬県 館林市 ＰＨＯＥＮＩＸ サービス 理容・美容業 5%

33,582 群馬県 館林市 藤倉電気館林店 小売業 電化製品 5%

33,583 群馬県 館林市 筆屋米穀店 小売業 食料品 5%

33,584 群馬県 館林市 Ｐｌｕｍ　Ｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

33,585 群馬県 館林市 フラワーショップ花もり 小売業 その他小売 5%

33,586 群馬県 館林市 ブルーラグーン サービス 理容・美容業 5%

33,587 群馬県 館林市 ＰＲＯ　ＳＨＯＰ　ＳＡＩＴＯＨ 小売業 その他小売 5%

33,588 群馬県 館林市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＶＩＡＲＳ サービス 理容・美容業 5%

33,589 群馬県 館林市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＶＩＡＲＳ　松原店 サービス 理容・美容業 5%

33,590 群馬県 館林市 ＨｏｔｅｌファインＩｎｎ館林 サービス 宿泊業 5%

33,591 群馬県 館林市 マクドナルド館林アゼリアモール店 サービス 飲食業 2%

33,592 群馬県 館林市 マクドナルド館林店 サービス 飲食業 2%

33,593 群馬県 館林市 水里園　館林店 小売業 食料品 5%

33,594 群馬県 館林市 メガネの板垣　館林本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,595 群馬県 館林市 焼肉東海苑館林店 サービス 飲食業 5%

33,596 群馬県 館林市 八木橋衣裳店 サービス その他サービス 5%

33,597 群馬県 館林市 ヤマノイ電器 小売業 電化製品 5%

33,598 群馬県 館林市 ライフパートナー映音 小売業 電化製品 5%

33,599 群馬県 館林市 レストラン　トロアの森 サービス その他サービス 5%

33,600 群馬県 玉村町 出光五料ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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33,601 群馬県 玉村町 出光玉村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,602 群馬県 玉村町 オートパーク玉村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,603 群馬県 玉村町 オートワークスさいとう サービス その他サービス 5%

33,604 群馬県 玉村町 クリハラデンキ 小売業 電化製品 5%

33,605 群馬県 玉村町 くるくる洗車 サービス その他サービス 5%

33,606 群馬県 玉村町 ブリス・インターナショナル株式会社 小売業 その他小売 5%

33,607 群馬県 玉村町 ＪＡＣＫＢＯＸ 小売業 電化製品 5%

33,608 群馬県 玉村町 新玉村ゴルフ場 サービス その他サービス 5%

33,609 群馬県 玉村町 寿司けん サービス 飲食業 5%

33,610 群馬県 玉村町 スペイン料理　アリオンダス サービス 飲食業 5%

33,611 群馬県 玉村町 太陽電気 小売業 電化製品 5%

33,612 群馬県 玉村町 セブン－イレブン玉村上之手店 小売業 食料品 2%

33,613 群馬県 玉村町 セブン－イレブン玉村上茂木店 小売業 食料品 2%

33,614 群馬県 玉村町 セブン－イレブン玉村五料店 小売業 食料品 2%

33,615 群馬県 玉村町 セブン－イレブン玉村下新田店 小売業 食料品 2%

33,616 群馬県 玉村町 セブン－イレブン玉村角渕店 小売業 食料品 2%

33,617 群馬県 玉村町 セブン－イレブン玉村南玉店 小売業 食料品 2%

33,618 群馬県 玉村町 セブン－イレブン玉村福島店 小売業 食料品 2%

33,619 群馬県 玉村町 ＣＨＩＰＳＳＴＯＲＥ 小売業 家具・調度品 5%

33,620 群馬県 玉村町 ネッツトヨタ高崎玉村かみのて店 小売業 その他小売 5%

33,621 群馬県 玉村町 ピットサービス３５４ 小売業 その他小売 5%

33,622 群馬県 玉村町 ○△□自動車 サービス その他サービス 5%

33,623 群馬県 玉村町 福嶋屋 サービス 飲食業 5%

33,624 群馬県 玉村町 マクドナルド玉村とりせん店 サービス 飲食業 2%

33,625 群馬県 玉村町 マルエドラッグ玉村福島店 小売業 その他小売 5%

33,626 群馬県 玉村町 メガネの板垣　玉村店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,627 群馬県 玉村町 ロイヤルチェーンとりせん玉村店 サービス その他サービス 5%

33,628 群馬県 千代田町 イトイ　千代田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,629 群馬県 千代田町 ａｃｅｆａｃｔｏｒｙ サービス その他サービス 5%

33,630 群馬県 千代田町 ｃｏｌｌｅｃｔ．Ａ 小売業 衣料品 5%

33,631 群馬県 千代田町 手芸センタードリーム　千代田店 小売業 その他小売 5%

33,632 群馬県 千代田町 新福寺給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,633 群馬県 千代田町 セブン－イレブン千代田町鞍掛店 小売業 食料品 2%

33,634 群馬県 千代田町 セブン－イレブン千代田町なかさと公園前店 小売業 食料品 2%

33,635 群馬県 千代田町 フラット7　千代田店　中島自動車 サービス その他サービス 5%

33,636 群馬県 嬬恋村 浅間ハイランドパークＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,637 群馬県 嬬恋村 浅間リゾート・イン サービス 宿泊業 5%

33,638 群馬県 嬬恋村 出光大笹ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,639 群馬県 嬬恋村 大笹ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,640 群馬県 嬬恋村 奥嬬恋温泉　花いち サービス 宿泊業 5%

33,641 群馬県 嬬恋村 卸売センター　サンエイ 小売業 その他小売 5%

33,642 群馬県 嬬恋村 貸別荘ルネス軽井沢 サービス 宿泊業 5%
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33,643 群馬県 嬬恋村 Ｍａｍａ’ｓ　Ｇａｒｄｅｎ サービス 飲食業 5%

33,644 群馬県 嬬恋村 軽井沢おもちゃ王国 サービス 宿泊業 5%

33,645 群馬県 嬬恋村 北軽井沢ハイランドリゾートＨ サービス 宿泊業 5%

33,646 群馬県 嬬恋村 北軽井沢ブルーベリーＹＧＨ サービス 宿泊業 5%

33,647 群馬県 嬬恋村 群馬トヨタ自動車嬬恋三原店 小売業 その他小売 5%

33,648 群馬県 嬬恋村 紅葉館 サービス 宿泊業 5%

33,649 群馬県 嬬恋村 キャベツ畑のパン＆ケーキ工房シューレビュー サービス 宿泊業 5%

33,650 群馬県 嬬恋村 そのだスポーツ店 小売業 その他小売 5%

33,651 群馬県 嬬恋村 セブン－イレブン嬬恋大笹店 小売業 食料品 2%

33,652 群馬県 嬬恋村 嬬恋高原ブルワリー サービス 飲食業 5%

33,653 群馬県 嬬恋村 株式会社嬬恋燃料商会 小売業 その他小売 5%

33,654 群馬県 嬬恋村 嬬恋の宿　あいさい サービス 宿泊業 5%

33,655 群馬県 嬬恋村 セブン－イレブン嬬恋三原店 小売業 食料品 2%

33,656 群馬県 嬬恋村 嬬恋村観光案内所 小売業 食料品 5%

33,657 群馬県 嬬恋村 とちぎや旅館 サービス 宿泊業 5%

33,658 群馬県 嬬恋村 有）サザンライト・クラブ サービス その他サービス 5%

33,659 群馬県 嬬恋村 プチホテル　エトワール・アベニュー サービス 宿泊業 5%

33,660 群馬県 嬬恋村 ペンションすこやか サービス 宿泊業 5%

33,661 群馬県 嬬恋村 干川旅館　花いち サービス 宿泊業 5%

33,662 群馬県 嬬恋村 ホテルグリーンプラザ　軽井沢 サービス 宿泊業 5%

33,663 群馬県 嬬恋村 万座亭 サービス 宿泊業 5%

33,664 群馬県 嬬恋村 三原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,665 群馬県 嬬恋村 三原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,666 群馬県 嬬恋村 森下育郎北軽井沢陶芸教室 サービス その他サービス 5%

33,667 群馬県 嬬恋村 六花 サービス 宿泊業 5%

33,668 群馬県 嬬恋村 ログコテージアルテック北軽井沢 サービス 宿泊業 5%

33,669 群馬県 富岡市 甘なっとうの小嶋屋 小売業 食料品 5%

33,670 群馬県 富岡市 板垣　富岡本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,671 群馬県 富岡市 一の宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,672 群馬県 富岡市 井戸沢電機 小売業 電化製品 5%

33,673 群馬県 富岡市 いりやま 小売業 衣料品 5%

33,674 群馬県 富岡市 欧風菓子工房　ムーラン 小売業 食料品 5%

33,675 群馬県 富岡市 海鮮四季北海亭富岡店 サービス 飲食業 5%

33,676 群馬県 富岡市 菓匠　星野 小売業 食料品 5%

33,677 群馬県 富岡市 がってん寿司富岡店 サービス 飲食業 5%

33,678 群馬県 富岡市 割烹 竹乃花 サービス 飲食業 5%

33,679 群馬県 富岡市 カフェドローム サービス 飲食業 5%

33,680 群馬県 富岡市 株式会社武藤電気商会神農原店 小売業 電化製品 5%

33,681 群馬県 富岡市 絹のヒロインＴｏｍｉｏｋａＳｉｌｋ．Ｓｈｏｐ サービス その他サービス 5%

33,682 群馬県 富岡市 ｃｒｅｐｅ　Ｔｏｔｔｏ 小売業 食料品 5%

33,683 群馬県 富岡市 群馬トヨタ自動車富岡バイパス店 小売業 その他小売 5%

33,684 群馬県 富岡市 群馬トヨペットとみおか店 小売業 その他小売 5%
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33,685 群馬県 富岡市 しみずスーパー本部 小売業 その他小売 5%

33,686 群馬県 富岡市 スーパー丸幸七日市店 小売業 食料品 5%

33,687 群馬県 富岡市 スーパー丸幸バイパス店 小売業 食料品 5%

33,688 群馬県 富岡市 須賀モータース サービス その他サービス 5%

33,689 群馬県 富岡市 西毛自動車教習所 サービス その他サービス 5%

33,690 群馬県 富岡市 第一繊維 小売業 衣料品 5%

33,691 群馬県 富岡市 髙野輪業 高野輪業 小売業 その他小売 5%

33,692 群馬県 富岡市 手打ちそば大村支店 サービス 飲食業 5%

33,693 群馬県 富岡市 富岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,694 群馬県 富岡市 富岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,695 群馬県 富岡市 セブン－イレブン富岡相野田店 小売業 食料品 2%

33,696 群馬県 富岡市 セブン－イレブン富岡インター店 小売業 食料品 2%

33,697 群馬県 富岡市 セブン－イレブン富岡宇田店 小売業 食料品 2%

33,698 群馬県 富岡市 セブン－イレブン富岡黒川店 小売業 食料品 2%

33,699 群馬県 富岡市 富岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,700 群馬県 富岡市 富岡西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,701 群馬県 富岡市 富岡西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,702 群馬県 富岡市 セブン－イレブン富岡バイパス店 小売業 食料品 2%

33,703 群馬県 富岡市 トヨタカローラ高崎富岡七日市店 小売業 その他小売 5%

33,704 群馬県 富岡市 トヨタレンタリース群馬上州富岡駅前店 サービス その他サービス 2%

33,705 群馬県 富岡市 ニューなんじゃい 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,706 群馬県 富岡市 ネッツトヨタ群馬富岡いちのみや店 小売業 その他小売 5%

33,707 群馬県 富岡市 ネッツトヨタ高崎富岡バイパス店 小売業 その他小売 5%

33,708 群馬県 富岡市 パークゴルフ富岡 サービス その他サービス 5%

33,709 群馬県 富岡市 ひそっぷ 小売業 食料品 5%

33,710 群馬県 富岡市 まるとみ 小売業 衣料品 5%

33,711 群馬県 富岡市 プラザみょうぎ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,712 群馬県 富岡市 ふれあいショップ和 小売業 食料品 5%

33,713 群馬県 富岡市 ベーカリーカフェレストラン　ケンケン 小売業 食料品 5%

33,714 群馬県 富岡市 マクドナルド富岡バイパス店 サービス 飲食業 2%

33,715 群馬県 富岡市 株式会社マルイ洋蘭開発センター 小売業 その他小売 5%

33,716 群馬県 富岡市 マルエドラッグ富岡一ノ宮店 小売業 その他小売 5%

33,717 群馬県 富岡市 マルエドラッグフォリオ富岡店 小売業 その他小売 5%

33,718 群馬県 富岡市 セブン－イレブン妙義上高田店 小売業 食料品 2%

33,719 群馬県 富岡市 妙義町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,720 群馬県 富岡市 メガネの板垣　富岡バイパス店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,721 群馬県 富岡市 メガネの板垣　富岡本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,722 群馬県 富岡市 山岸ヘアーサロン　ａｔ　ｈｏｍｅ　ｓｐａｃｅ　ＹＡＭＡＧＩＳＨＩ サービス 理容・美容業 5%

33,723 群馬県 富岡市 山仁 小売業 衣料品 5%

33,724 群馬県 富岡市 吉田七味店 小売業 食料品 5%

33,725 群馬県 富岡市 ヨシダスポーツ 小売業 その他小売 5%

33,726 群馬県 富岡市 リトルペア　不二美 小売業 衣料品 5%
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33,727 群馬県 中之条町 中之条青山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,728 群馬県 中之条町 赤提灯べいす サービス 飲食業 5%

33,729 群馬県 中之条町 吾妻自動車整備協業組合 サービス その他サービス 5%

33,730 群馬県 中之条町 一花館 サービス 宿泊業 5%

33,731 群馬県 中之条町 出光沢渡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,732 群馬県 中之条町 出光中之条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,733 群馬県 中之条町 伊東園ホテル四万 サービス 宿泊業 5%

33,734 群馬県 中之条町 入山 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,735 群馬県 中之条町 エーコープ沢田店 小売業 食料品 5%

33,736 群馬県 中之条町 おひさま サービス その他サービス 5%

33,737 群馬県 中之条町 海鮮四季北海亭　中之条店 サービス 飲食業 5%

33,738 群馬県 中之条町 かねぶん商店 小売業 その他小売 5%

33,739 群馬県 中之条町 六合直売所 小売業 食料品 2%

33,740 群馬県 中之条町 くれない サービス 飲食業 5%

33,741 群馬県 中之条町 群馬興産株式会社 小売業 その他小売 5%

33,742 群馬県 中之条町 群馬トヨタ自動車中之条バイパス店 小売業 その他小売 5%

33,743 群馬県 中之条町 群馬トヨペット中之条バイパス店 小売業 その他小売 5%

33,744 群馬県 中之条町 渓声の宿　いずみや サービス 宿泊業 5%

33,745 群馬県 中之条町 剱持美容室 サービス 理容・美容業 5%

33,746 群馬県 中之条町 酒のケンモチ 小売業 食料品 5%

33,747 群馬県 中之条町 鹿覗キセキノ湯　つるや サービス 宿泊業 5%

33,748 群馬県 中之条町 シクヤ電機商会 小売業 電化製品 5%

33,749 群馬県 中之条町 四万温泉豊島屋 サービス その他サービス 5%

33,750 群馬県 中之条町 鍾寿館 サービス 宿泊業 5%

33,751 群馬県 中之条町 精電社 小売業 電化製品 5%

33,752 群馬県 中之条町 タカシマ・スポーツ 小売業 その他小売 5%

33,753 群馬県 中之条町 でんきやさん　綿貫電機 小売業 電化製品 5%

33,754 群馬県 中之条町 時わすれの宿　佳元 サービス 宿泊業 5%

33,755 群馬県 中之条町 トヨタカローラ群馬中之条店 小売業 その他小売 5%

33,756 群馬県 中之条町 なかざわ旅館 サービス 宿泊業 5%

33,757 群馬県 中之条町 中之条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,758 群馬県 中之条町 中之条伊勢町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,759 群馬県 中之条町 中之条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,760 群馬県 中之条町 セブン－イレブン中之条折田店 小売業 食料品 2%

33,761 群馬県 中之条町 中之条中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,762 群馬県 中之条町 セブン－イレブン中之条バイパス店 小売業 食料品 2%

33,763 群馬県 中之条町 セブン－イレブン中之条横尾店 小売業 食料品 2%

33,764 群馬県 中之条町 ニューサイトウ サービス 飲食業 5%

33,765 群馬県 中之条町 ニューサイトウ　ニューサイトウ サービス 飲食業 5%

33,766 群馬県 中之条町 ネッツトヨタ群馬中之条店 小売業 その他小売 5%

33,767 群馬県 中之条町 花まめ サービス 宿泊業 5%

33,768 群馬県 中之条町 ヘアー　ザ　シルク　ヘアー　ザ　シルク サービス 理容・美容業 5%
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33,769 群馬県 中之条町 三木屋旅館 サービス 宿泊業 5%

33,770 群馬県 中之条町 湯の宿山ばと サービス 宿泊業 5%

33,771 群馬県 中之条町 ［ＨＣ］有限会社サンエス電器 小売業 電化製品 5%

33,772 群馬県 長野原町 吾妻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,773 群馬県 長野原町 浅間酒造観光センター 小売業 食料品 5%

33,774 群馬県 長野原町 浅間牧場茶屋 サービス 飲食業 5%

33,775 群馬県 長野原町 Ａ・ＣＯＯＰ　北軽井沢店 小売業 食料品 5%

33,776 群馬県 長野原町 かくだい かくだい小林商店 小売業 その他小売 5%

33,777 群馬県 長野原町 北軽井沢動物病院 サービス その他サービス 5%

33,778 群馬県 長野原町 セブン－イレブン群馬北軽井沢店 小売業 食料品 2%

33,779 群馬県 長野原町 群馬トヨペット長野原羽根尾店 小売業 その他小売 5%

33,780 群馬県 長野原町 蕎麦茶寮　ｎａｎａｋｕｓａ サービス 飲食業 5%

33,781 群馬県 長野原町 トヨタレンタリース群馬長野原草津口駅前店 サービス その他サービス 2%

33,782 群馬県 長野原町 長野原 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,783 群馬県 長野原町 長野原営業所１ 小売業 その他小売 5%

33,784 群馬県 長野原町 長野原営業所２ 小売業 その他小売 5%

33,785 群馬県 長野原町 セブン－イレブン長野原大津店 小売業 食料品 2%

33,786 群馬県 長野原町 長野原・草津・六合ステーション 小売業 食料品 5%

33,787 群馬県 長野原町 パスタ　ｄｅ　マンジャーレ サービス 飲食業 5%

33,788 群馬県 長野原町 プレジデントリゾートホテル軽井沢 サービス 宿泊業 5%

33,789 群馬県 長野原町 ペンション夢紀行 ペンション夢紀行 サービス 宿泊業 5%

33,790 群馬県 長野原町 ペンション夢紀行 サービス 宿泊業 5%

33,791 群馬県 長野原町 山木館 サービス 宿泊業 5%

33,792 群馬県 長野原町 夢紀行 サービス 宿泊業 5%

33,793 群馬県 沼田市 アップルナビ 小売業 電化製品 5%

33,794 群馬県 沼田市 あららぎ園 小売業 食料品 5%

33,795 群馬県 沼田市 ＡｎｎｏＤｏｍｉｎｉ 小売業 衣料品 5%

33,796 群馬県 沼田市 出光白沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,797 群馬県 沼田市 出光高平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,798 群馬県 沼田市 出光多那ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,799 群馬県 沼田市 出光パラーダ沼田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,800 群馬県 沼田市 ＨＧＳ沼田 小売業 その他小売 5%

33,801 群馬県 沼田市 老神温泉　観山荘 サービス その他サービス 5%

33,802 群馬県 沼田市 海鮮四季北海亭沼田店 サービス 飲食業 5%

33,803 群馬県 沼田市 かざはな サービス 飲食業 5%

33,804 群馬県 沼田市 がじゅまる　がじゅまる サービス 飲食業 5%

33,805 群馬県 沼田市 カフェ　風 サービス 飲食業 5%

33,806 群馬県 沼田市 カフェ　風 サービス 飲食業 5%

33,807 群馬県 沼田市 株　やまだや 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

33,808 群馬県 沼田市 株式会社大内 小売業 その他小売 5%

33,809 群馬県 沼田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋沼田インター店 サービス 飲食業 2%

33,810 群馬県 沼田市 ぎょうざの満洲　東明館 サービス 飲食業 5%
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33,811 群馬県 沼田市 群馬トヨタ自動車沼田インタ－店 小売業 その他小売 5%

33,812 群馬県 沼田市 群馬トヨペット沼田店 小売業 その他小売 5%

33,813 群馬県 沼田市 源氏家族沼田店 サービス 飲食業 5%

33,814 群馬県 沼田市 高原の宿水芭蕉 サービス 宿泊業 5%

33,815 群馬県 沼田市 コーヒーカップミルキー館 サービス 宿泊業 5%

33,816 群馬県 沼田市 小菅電気商会 小売業 電化製品 5%

33,817 群馬県 沼田市 小林養蜂園 小売業 食料品 5%

33,818 群馬県 沼田市 ゴルフクラブ　スカイリゾート サービス その他サービス 5%

33,819 群馬県 沼田市 伍楼閣 サービス 宿泊業 5%

33,820 群馬県 沼田市 酒井鞄工房 サービス その他サービス 5%

33,821 群馬県 沼田市 SalonDoll サービス その他サービス 5%

33,822 群馬県 沼田市 サンモール　鍛冶町店 小売業 食料品 5%

33,823 群馬県 沼田市 サンモール桜町店２号館 小売業 食料品 5%

33,824 群馬県 沼田市 山楽荘 サービス 宿泊業 5%

33,825 群馬県 沼田市 上州武尊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,826 群馬県 沼田市 ＺＩＮ’Ｓ　ＢＡＳＥ サービス その他サービス 5%

33,827 群馬県 沼田市 炭火居酒屋 酒宴 サービス 飲食業 5%

33,828 群馬県 沼田市 誠美堂　沼田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,829 群馬県 沼田市 仙郷 サービス 飲食業 5%

33,830 群馬県 沼田市 有限会社大正堂眼鏡専門店 サービス その他サービス 5%

33,831 群馬県 沼田市 千明書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

33,832 群馬県 沼田市 中華料理　華や サービス 飲食業 5%

33,833 群馬県 沼田市 Ｃｈｏｉｔｏ サービス 飲食業 5%

33,834 群馬県 沼田市 Ｃｈｏｉｔｏ サービス 飲食業 5%

33,835 群馬県 沼田市 直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,836 群馬県 沼田市 東秀館 サービス 宿泊業 5%

33,837 群馬県 沼田市 徳樹庵　飯能店　１１４６ サービス 飲食業 5%

33,838 群馬県 沼田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ沼田インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,839 群馬県 沼田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ沼田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,840 群馬県 沼田市 塗装工房　宮下 サービス その他サービス 5%

33,841 群馬県 沼田市 利根白沢ＳＳ　常木石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,842 群馬県 沼田市 利根中央病院売店 小売業 その他小売 5%

33,843 群馬県 沼田市 沼田バイパスセルフステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,844 群馬県 沼田市 利根日石株式会社　　住宅設備 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,845 群馬県 沼田市 利根無線商事 小売業 電化製品 5%

33,846 群馬県 沼田市 富澤商店 小売業 その他小売 5%

33,847 群馬県 沼田市 トヨタカローラ群馬沼田店 小売業 その他小売 5%

33,848 群馬県 沼田市 トヨタレンタリース群馬沼田駅前店 サービス その他サービス 2%

33,849 群馬県 沼田市 とんかつ金重 サービス 飲食業 5%

33,850 群馬県 沼田市 苗場ヴィラ 小売業 その他小売 5%

33,851 群馬県 沼田市 沼田ＳＳ　佐々木石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,852 群馬県 沼田市 セブン－イレブン沼田井土上店 小売業 食料品 2%
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33,853 群馬県 沼田市 沼田インターＳＳ　佐々木石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,854 群馬県 沼田市 沼田インター西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,855 群馬県 沼田市 セブン－イレブン沼田インター店 小売業 食料品 2%

33,856 群馬県 沼田市 セブンーイレブン沼田岡谷町店 小売業 食料品 2%

33,857 群馬県 沼田市 セブン－イレブン沼田上久屋店 小売業 食料品 2%

33,858 群馬県 沼田市 セブン－イレブン沼田善桂寺店 小売業 食料品 2%

33,859 群馬県 沼田市 ＮＵＭＡＴＡ　ＤＩＮＥＲ サービス 飲食業 5%

33,860 群馬県 沼田市 セブン－イレブン沼田高橋場北店 小売業 食料品 2%

33,861 群馬県 沼田市 セブン－イレブン沼田西倉内町店 小売業 食料品 2%

33,862 群馬県 沼田市 沼田東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,863 群馬県 沼田市 ネッツトヨタ群馬沼田店 小売業 その他小売 5%

33,864 群馬県 沼田市 馬喰町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,865 群馬県 沼田市 ＰＩＰＩＮ（Ｇ） 小売業 衣料品 5%

33,866 群馬県 沼田市 美容室クレオ サービス 理容・美容業 5%

33,867 群馬県 沼田市 フィッティングＯｔｕｋａ　沼田店 小売業 その他小売 5%

33,868 群馬県 沼田市 有限会社藤元屋商店 小売業 その他小売 5%

33,869 群馬県 沼田市 フラワー　メイ 小売業 その他小売 5%

33,870 群馬県 沼田市 プレジール沼田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,871 群馬県 沼田市 ヘアーサロン　なかむら サービス 理容・美容業 5%

33,872 群馬県 沼田市 ヘアーサロン　エラン サービス 理容・美容業 5%

33,873 群馬県 沼田市 ペンション　バン・デ・ルージュ） サービス 宿泊業 5%

33,874 群馬県 沼田市 ペンション　ホワイトルージュ サービス その他サービス 5%

33,875 群馬県 沼田市 ＪＭ／ペンション　ホワイトルージュ サービス 飲食業 5%

33,876 群馬県 沼田市 ペンションハートレストクラブ１９５９ サービス 宿泊業 5%

33,877 群馬県 沼田市 ペンション　バン　デ　ルージュ サービス 宿泊業 5%

33,878 群馬県 沼田市 ホ－ムガスショップ片品 小売業 その他小売 5%

33,879 群馬県 沼田市 ホームファニシング　タハラ 小売業 家具・調度品 5%

33,880 群馬県 沼田市 星野電器商会 小売業 電化製品 5%

33,881 群馬県 沼田市 ボディーリラクゼーションゆるりら　ボディーリラクゼーションゆるりら サービス その他サービス 5%

33,882 群馬県 沼田市 ボディメイクサロン　　タケル サービス 理容・美容業 5%

33,883 群馬県 沼田市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,884 群馬県 沼田市 マクドナルド沼田インター店 サービス 飲食業 2%

33,885 群馬県 沼田市 町田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,886 群馬県 沼田市 マルフヂ 小売業 衣料品 5%

33,887 群馬県 沼田市 明光電化センター 小売業 電化製品 5%

33,888 群馬県 沼田市 メガネの板垣　沼田材木町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,889 群馬県 沼田市 もるげんろーて サービス 宿泊業 5%

33,890 群馬県 沼田市 焼肉レストラン　じゅじゅ サービス 飲食業 5%

33,891 群馬県 沼田市 焼肉レストラン　じゅじゅ サービス 飲食業 5%

33,892 群馬県 沼田市 有限会社小池楽器店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

33,893 群馬県 沼田市 洋菓子工房　樫の木 小売業 食料品 5%

33,894 群馬県 沼田市 洋菓子工房　樫の木　洋菓子工房樫の木 小売業 食料品 5%
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33,895 群馬県 沼田市 ＪＭ／Ｒｅ：Ｂｉｒｔｈｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

33,896 群馬県 沼田市 Ｒｅ：Ｂｉｒｔｈ サービス 理容・美容業 5%

33,897 群馬県 沼田市 ｏｎｅ’ｓ　ｏｗｎ　ふとんのおおうち 小売業 家具・調度品 5%

33,898 群馬県 東吾妻町 セブン－イレブン吾妻東村店 小売業 食料品 2%

33,899 群馬県 東吾妻町 Ａ・ＣＯＯＰ　あがつま店（食品） 小売業 食料品 5%

33,900 群馬県 東吾妻町 Ａ・ＣＯＯＰ　あがつま店 小売業 食料品 5%

33,901 群馬県 東吾妻町 セブン－イレブン群馬吾妻原町店 小売業 食料品 2%

33,902 群馬県 東吾妻町 郷原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,903 群馬県 東吾妻町 原町赤十字病院売店 小売業 その他小売 5%

33,904 群馬県 東吾妻町 原町東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,905 群馬県 東吾妻町 フォレストリゾート　コニファーいわびつ サービス 宿泊業 5%

33,906 群馬県 東吾妻町 ホ－ムガスショップ吾妻 小売業 その他小売 5%

33,907 群馬県 東吾妻町 マルエドラッグ東吾妻原町店 小売業 その他小売 5%

33,908 群馬県 東吾妻町 メガネのイタガキ原町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,909 群馬県 藤岡市 ＥＹＥＬＯＯＫ　ＭＥＧＡＮＥ 小売業 その他小売 5%

33,910 群馬県 藤岡市 出光浄法寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,911 群馬県 藤岡市 出光藤岡北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,912 群馬県 藤岡市 岩永屋酒店 小売業 食料品 5%

33,913 群馬県 藤岡市 ウイズ 小売業 その他小売 5%

33,914 群馬県 藤岡市 エーツー 藤岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

33,915 群馬県 藤岡市 美味しい魚と酒の店 万久馬 サービス 飲食業 5%

33,916 群馬県 藤岡市 鬼石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,917 群馬県 藤岡市 鬼石店 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,918 群馬県 藤岡市 セブン－イレブン鬼石三杉町店 小売業 食料品 2%

33,919 群馬県 藤岡市 カーショップノア サービス その他サービス 5%

33,920 群馬県 藤岡市 海鮮四季北海亭　藤岡店 サービス 飲食業 5%

33,921 群馬県 藤岡市 がってん寿司藤岡店 サービス 飲食業 5%

33,922 群馬県 藤岡市 株式会社ビーアンドシー 小売業 家具・調度品 5%

33,923 群馬県 藤岡市 ガレージクラブＣ サービス その他サービス 5%

33,924 群馬県 藤岡市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋藤岡北ノ原店 サービス 飲食業 2%

33,925 群馬県 藤岡市 絹の湯　久惠屋旅館 サービス 宿泊業 5%

33,926 群馬県 藤岡市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ藤岡店 小売業 その他小売 5%

33,927 群馬県 藤岡市 栗須ＳＳ／有限会社山口石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,928 群馬県 藤岡市 株式会社ぐんま安全教育センター　かぶら自動車教習所 サービス その他サービス 5%

33,929 群馬県 藤岡市 群馬トヨタ自動車藤岡みやもと店 小売業 その他小売 5%

33,930 群馬県 藤岡市 群馬トヨペットふじおか店 小売業 その他小売 5%

33,931 群馬県 藤岡市 けのひ サービス 飲食業 5%

33,932 群馬県 藤岡市 コープ藤岡店 小売業 食料品 5%

33,933 群馬県 藤岡市 サロン・ド・ジュン藤岡緑町店　美容 サービス 理容・美容業 5%

33,934 群馬県 藤岡市 三月うさぎ藤岡店 サービス 飲食業 5%

33,935 群馬県 藤岡市 如水堂本舗 サービス その他サービス 5%

33,936 群馬県 藤岡市 白石 小売業 ガソリンスタンド 2%
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33,937 群馬県 藤岡市 スーパー丸幸宮本店 小売業 食料品 5%

33,938 群馬県 藤岡市 そば処 昌良 サービス 飲食業 5%

33,939 群馬県 藤岡市 タイヤショップワイズ 小売業 その他小売 5%

33,940 群馬県 藤岡市 田村タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

33,941 群馬県 藤岡市 チボアンドピアンタート サービス 飲食業 5%

33,942 群馬県 藤岡市 どうぶつウェルネスセンターアニクス サービス その他サービス 5%

33,943 群馬県 藤岡市 トヨタカローラ高崎ａｕショップ藤岡 小売業 その他小売 5%

33,944 群馬県 藤岡市 トヨタカローラ高崎新町バイパス店 小売業 その他小売 5%

33,945 群馬県 藤岡市 トヨタカローラ高崎藤岡２５４バイパス店 小売業 その他小売 5%

33,946 群馬県 藤岡市 とんかつ甘楽亭　藤岡店 サービス 飲食業 5%

33,947 群馬県 藤岡市 ネッツトヨタ群馬藤岡店 小売業 その他小売 5%

33,948 群馬県 藤岡市 ネッツトヨタ高崎藤岡おおづか店 小売業 その他小売 5%

33,949 群馬県 藤岡市 パル・ナガハマ 小売業 電化製品 5%

33,950 群馬県 藤岡市 ハローどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

33,951 群馬県 藤岡市 ハローどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

33,952 群馬県 藤岡市 ビジネスホテル藤岡 サービス 宿泊業 5%

33,953 群馬県 藤岡市 ふくろう陶房 小売業 家具・調度品 5%

33,954 群馬県 藤岡市 藤岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,955 群馬県 藤岡市 藤岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,956 群馬県 藤岡市 セブン－イレブン藤岡芦田町店 小売業 食料品 2%

33,957 群馬県 藤岡市 藤岡インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,958 群馬県 藤岡市 藤岡オート サービス その他サービス 5%

33,959 群馬県 藤岡市 セブンーイレブン藤岡岡之郷店 小売業 食料品 2%

33,960 群馬県 藤岡市 セブン－イレブン藤岡上戸塚店 小売業 食料品 2%

33,961 群馬県 藤岡市 セブン－イレブン藤岡白石店 小売業 食料品 2%

33,962 群馬県 藤岡市 藤岡新町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,963 群馬県 藤岡市 藤岡タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

33,964 群馬県 藤岡市 セブン－イレブン藤岡立石店 小売業 食料品 2%

33,965 群馬県 藤岡市 セブン－イレブン藤岡中央高校前店 小売業 食料品 2%

33,966 群馬県 藤岡市 セブン－イレブン藤岡中島店 小売業 食料品 2%

33,967 群馬県 藤岡市 セブン－イレブン藤岡仲町店 小売業 食料品 2%

33,968 群馬県 藤岡市 藤岡２５４セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

33,969 群馬県 藤岡市 セブン－イレブン藤岡平井店 小売業 食料品 2%

33,970 群馬県 藤岡市 藤岡ボウル サービス その他サービス 5%

33,971 群馬県 藤岡市 セブン－イレブン藤岡本郷店 小売業 食料品 2%

33,972 群馬県 藤岡市 セブン－イレブン藤岡宮本町店 小売業 食料品 2%

33,973 群馬県 藤岡市 セブン－イレブン藤岡本動堂店 小売業 食料品 2%

33,974 群馬県 藤岡市 セブン－イレブン藤岡森店 小売業 食料品 2%

33,975 群馬県 藤岡市 堀越電気商会 小売業 電化製品 5%

33,976 群馬県 藤岡市 マクドナルド藤岡インター店 サービス 飲食業 2%

33,977 群馬県 藤岡市 松浦電器商会 小売業 電化製品 5%

33,978 群馬県 藤岡市 豆ごろなかむら 小売業 その他小売 5%
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33,979 群馬県 藤岡市 マルエドラッグ鬼石店 小売業 その他小売 5%

33,980 群馬県 藤岡市 マルエドラッグ藤岡中央店 小売業 その他小売 5%

33,981 群馬県 藤岡市 マルトミ　デュエ 小売業 衣料品 5%

33,982 群馬県 藤岡市 メガネのイタガキ藤岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,983 群馬県 藤岡市 モトゴーイング 小売業 その他小売 5%

33,984 群馬県 藤岡市 山田電機 小売業 電化製品 5%

33,985 群馬県 藤岡市 有限会社飯島自動車 サービス その他サービス 5%

33,986 群馬県 藤岡市 有限会社クリーニングほんだ　　有　クリーニングほんだ サービス その他サービス 5%

33,987 群馬県 藤岡市 有限会社　長浜電機商会 小売業 電化製品 5%

33,988 群馬県 藤岡市 ラケットショップタジマヤ藤岡店 小売業 その他小売 5%

33,989 群馬県 藤岡市 レディースランドココ藤岡店 小売業 衣料品 5%

33,990 群馬県 藤岡市 若林家具センター　藤岡店 小売業 家具・調度品 5%

33,991 群馬県 前橋市 ＡＲＴ　ＰＵＲＥ サービス 理容・美容業 5%

33,992 群馬県 前橋市 アイシステム 小売業 電化製品 5%

33,993 群馬県 前橋市 アイズ・ギャラリーけやきウォーク　前橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

33,994 群馬県 前橋市 アイツアーズ前橋みなみ店 サービス その他サービス 5%

33,995 群馬県 前橋市 ｉＰｈｏｎｅＤｏｃｔｏｒ群馬本店 小売業 電化製品 5%

33,996 群馬県 前橋市 あおやぎ前橋店 小売業 衣料品 5%

33,997 群馬県 前橋市 赤城温泉　花の宿　湯之沢館 サービス 宿泊業 5%

33,998 群馬県 前橋市 赤城温泉御宿総本家 サービス 宿泊業 5%

33,999 群馬県 前橋市 赤城温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

34,000 群馬県 前橋市 赤城山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,001 群馬県 前橋市 あかしや商店 小売業 その他小売 5%

34,002 群馬県 前橋市 足利屋商店 小売業 家具・調度品 5%

34,003 群馬県 前橋市 アヅマ補聴器センター　前橋本店 小売業 その他小売 5%

34,004 群馬県 前橋市 アトリエ　ベリッシマ 小売業 衣料品 5%

34,005 群馬県 前橋市 ＡＮＮＥＡＵ サービス 理容・美容業 5%

34,006 群馬県 前橋市 ａｎｏｍｉｒａ サービス その他サービス 5%

34,007 群馬県 前橋市 天川大島町ＳＳ　株式会社三山石油天川エスエス 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,008 群馬県 前橋市 アミング前橋駅南店 小売業 その他小売 5%

34,009 群馬県 前橋市 アラキデンキ 小売業 電化製品 5%

34,010 群馬県 前橋市 荒牧食堂 サービス その他サービス 5%

34,011 群馬県 前橋市 荒牧食堂（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

34,012 群馬県 前橋市 アラマキッチン サービス 飲食業 5%

34,013 群馬県 前橋市 有賀園ゴルフＮＥＷ前橋店 小売業 その他小売 5%

34,014 群馬県 前橋市 アルバート邸 サービス その他サービス 5%

34,015 群馬県 前橋市 アルファセキュリティ株式会社 サービス その他サービス 5%

34,016 群馬県 前橋市 アン・モール赤かんばん 小売業 衣料品 5%

34,017 群馬県 前橋市 アンジュエール サービス その他サービス 5%

34,018 群馬県 前橋市 アントムサイド　前橋店 小売業 衣料品 5%

34,019 群馬県 前橋市 イイジマデンキ前橋店 小売業 電化製品 5%

34,020 群馬県 前橋市 いか焼き剣々 サービス 飲食業 5%
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34,021 群馬県 前橋市 いか焼き剣々 ダイニングバー いか焼き剣々 サービス 飲食業 5%

34,022 群馬県 前橋市 居酒屋　その弍 サービス 飲食業 5%

34,023 群馬県 前橋市 居酒屋こみさん。 サービス 飲食業 5%

34,024 群馬県 前橋市 石井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,025 群馬県 前橋市 ＪＭ／イズムフィエット サービス 理容・美容業 5%

34,026 群馬県 前橋市 板垣　大胡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

34,027 群馬県 前橋市 板垣　前橋三俣店 小売業 貴金属・服飾品 5%

34,028 群馬県 前橋市 イタリア料理ランゴスタ サービス 飲食業 5%

34,029 群馬県 前橋市 イタリアンカフェ　オルヴィエターナ サービス その他サービス 5%

34,030 群馬県 前橋市 出光赤城通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,031 群馬県 前橋市 出光赤城山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,032 群馬県 前橋市 出光大友町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,033 群馬県 前橋市 出光大胡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,034 群馬県 前橋市 出光上泉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,035 群馬県 前橋市 出光セルフパラーダ下小出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,036 群馬県 前橋市 出光パラーダ野中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,037 群馬県 前橋市 出光パラーダ前橋インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,038 群馬県 前橋市 イニュニック動物病院 サービス その他サービス 5%

34,039 群馬県 前橋市 いぶり サービス 飲食業 5%

34,040 群馬県 前橋市 ＩＭａｒｉ サービス 飲食業 5%

34,041 群馬県 前橋市 岩上電機 小売業 電化製品 5%

34,042 群馬県 前橋市 Ｗｉｎｇ　ＲＥＤ　ＬＡＢＥＬ　前橋５０号店 小売業 その他小売 5%

34,043 群馬県 前橋市 ヴォレ・シーニュ サービス その他サービス 5%

34,044 群馬県 前橋市 ウッドストック前橋店 小売業 その他小売 5%

34,045 群馬県 前橋市 海香美容室 サービス 理容・美容業 5%

34,046 群馬県 前橋市 ＹＥＷＩＣＯ 小売業 衣料品 5%

34,047 群馬県 前橋市 ACORNs HAIR SALON サービス 理容・美容業 5%

34,048 群馬県 前橋市 ＨＳポパイ株式会社　亀泉店 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,049 群馬県 前橋市 ＨＳポパイ株式会社　河原浜店 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,050 群馬県 前橋市 ＨＧＳ前橋 小売業 その他小売 5%

34,051 群馬県 前橋市 Ｓ．Ｄ．レザー サービス その他サービス 5%

34,052 群馬県 前橋市 ＥｓｓｅｎｔｉａｌＬｏｏｋｓ サービス 理容・美容業 5%

34,053 群馬県 前橋市 エトワール　ネイル＆アイラッシュ サービス その他サービス 5%

34,054 群馬県 前橋市 エトワール　ネイル　アイラッシュ サービス 理容・美容業 5%

34,055 群馬県 前橋市 江原モータース サービス その他サービス 5%

34,056 群馬県 前橋市 江原屋本店 小売業 食料品 5%

34,057 群馬県 前橋市 エビス企画 小売業 食料品 5%

34,058 群馬県 前橋市 ＦＣ煥乎堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

34,059 群馬県 前橋市 Ｍ　ＲｏｏＭ サービス 飲食業 5%

34,060 群馬県 前橋市 ＭＲＧａｒａｇｅ 小売業 その他小売 5%

34,061 群馬県 前橋市 ＭＳＳ　パックアール 小売業 その他小売 5%

34,062 群馬県 前橋市 エム・ティー・エス 小売業 その他小売 5%
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34,063 群馬県 前橋市 ＬＡ サービス 飲食業 5%

34,064 群馬県 前橋市 エルシー株式会社 サービス その他サービス 5%

34,065 群馬県 前橋市 有限会社マルエ石油　大胡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,066 群馬県 前橋市 大胡バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,067 群馬県 前橋市 セブン－イレブン大胡樋越店 小売業 食料品 2%

34,068 群馬県 前橋市 オーダースーツ注文紳士服アベ　オーダースーツ注文紳士服アベ前橋店 小売業 衣料品 5%

34,069 群馬県 前橋市 大手町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,070 群馬県 前橋市 Ａｕｔｏ　ｅｇｇ サービス その他サービス 5%

34,071 群馬県 前橋市 オートＫ 小売業 その他小売 5%

34,072 群馬県 前橋市 おおとね花ショップ 小売業 その他小売 5%

34,073 群馬県 前橋市 岡安クリーニング サービス その他サービス 5%

34,074 群馬県 前橋市 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ 前橋元総社店 サービス 飲食業 5%

34,075 群馬県 前橋市 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ 前橋荒牧店 サービス 飲食業 5%

34,076 群馬県 前橋市 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ 前橋野中店 サービス 飲食業 5%

34,077 群馬県 前橋市 お酒落そば屋たかくわ サービス 飲食業 5%

34,078 群馬県 前橋市 おそうじ本舗前橋荒牧店 サービス その他サービス 5%

34,079 群馬県 前橋市 オプトさいとう 小売業 貴金属・服飾品 5%

34,080 群馬県 前橋市 お野菜食堂そら　ーＳｏＬａーｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

34,081 群馬県 前橋市 オリックスレンタカー前橋駅前店 サービス その他サービス 2%

34,082 群馬県 前橋市 オリックスレンタカー前橋城東店 サービス その他サービス 2%

34,083 群馬県 前橋市 カーショップ　リカオン サービス その他サービス 5%

34,084 群馬県 前橋市 桂萱 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,085 群馬県 前橋市 海鮮居酒屋どんさん亭　片貝店 サービス 飲食業 5%

34,086 群馬県 前橋市 海鮮四季北海亭前橋本店 サービス 飲食業 5%

34,087 群馬県 前橋市 海鮮どんさん亭 前橋店 サービス 飲食業 5%

34,088 群馬県 前橋市 ＣＯＷＢＯＹ サービス 飲食業 5%

34,089 群馬県 前橋市 カズインターナショナル サービス 理容・美容業 5%

34,090 群馬県 前橋市 粕川 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,091 群馬県 前橋市 粕川鍼療院 サービス その他サービス 5%

34,092 群馬県 前橋市 セブン－イレブン粕川店 小売業 食料品 2%

34,093 群馬県 前橋市 セブン－イレブン粕川中店 小売業 食料品 2%

34,094 群馬県 前橋市 カスタムモデル 小売業 その他小売 5%

34,095 群馬県 前橋市 ガッツレンタカー新前橋駅店 サービス その他サービス 5%

34,096 群馬県 前橋市 カット スタジオ ＳＱＵＡＬＬ サービス 理容・美容業 5%

34,097 群馬県 前橋市 ＣｕｔＨｏｕｓｅ　ＴＡＴＥＮＯ サービス 理容・美容業 5%

34,098 群馬県 前橋市 かつはな亭前橋片貝店 サービス 飲食業 5%

34,099 群馬県 前橋市 かつはな亭前橋文京店 サービス 飲食業 5%

34,100 群馬県 前橋市 かつはな亭前橋南店 サービス 飲食業 5%

34,101 群馬県 前橋市 カナメ サービス その他サービス 5%

34,102 群馬県 前橋市 カネサ作業服 小売業 その他小売 5%

34,103 群馬県 前橋市 ＣＡＦＥ　１８番 サービス 飲食業 5%

34,104 群馬県 前橋市 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ｗｉｓｈ サービス 飲食業 5%
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34,105 群馬県 前橋市 Ｃａｆｅ　Ｄｅ　Ｌａ　Ｄｉｏｓａ サービス 飲食業 5%

34,106 群馬県 前橋市 株式会社アライデンキ 小売業 電化製品 5%

34,107 群馬県 前橋市 株式会社イソベスポーツ　イソベスポーツ 小売業 その他小売 5%

34,108 群馬県 前橋市 株式会社滋野堤水堂 小売業 その他小売 5%

34,109 群馬県 前橋市 ホームマート　ジョイピック　大胡店 小売業 その他小売 5%

34,110 群馬県 前橋市 株式会社ナノデザイン サービス その他サービス 5%

34,111 群馬県 前橋市 かまくら亭 サービス 飲食業 5%

34,112 群馬県 前橋市 からだの美容室　サロン・ド・Ｖｉｆ 小売業 衣料品 5%

34,113 群馬県 前橋市 カラニホク 小売業 その他小売 5%

34,114 群馬県 前橋市 ＣＵＲＲＹ　ＯＮ サービス 飲食業 5%

34,115 群馬県 前橋市 ガレージスターフィールド サービス その他サービス 5%

34,116 群馬県 前橋市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋前橋荒牧店 サービス 飲食業 2%

34,117 群馬県 前橋市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋前橋日吉店 サービス 飲食業 2%

34,118 群馬県 前橋市 川島動物病院 サービス その他サービス 5%

34,119 群馬県 前橋市 加わ畔 サービス 飲食業 5%

34,120 群馬県 前橋市 煥乎堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

34,121 群馬県 前橋市 ＫＡＮＤＡＴＡ サービス 理容・美容業 5%

34,122 群馬県 前橋市 関東電機商会 小売業 電化製品 5%

34,123 群馬県 前橋市 ｋｉｇｉ　ｋｉｇｉ 小売業 その他小売 5%

34,124 群馬県 前橋市 木嶋電化ストアー 小売業 電化製品 5%

34,125 群馬県 前橋市 北爪電化サービス 小売業 電化製品 5%

34,126 群馬県 前橋市 ＫＥＡＴＯＮ サービス 飲食業 5%

34,127 群馬県 前橋市 ｇｈｉｂｌｉ サービス 飲食業 5%

34,128 群馬県 前橋市 キャピックマエバシ サービス その他サービス 5%

34,129 群馬県 前橋市 キャメリアブラン　キャメリアブラン サービス 理容・美容業 5%

34,130 群馬県 前橋市 牛角前橋岩神店 サービス 飲食業 2%

34,131 群馬県 前橋市 九州麺酒房響 サービス 飲食業 5%

34,132 群馬県 前橋市 ぎょうざの満洲　前橋南モール店 サービス 飲食業 5%

34,133 群馬県 前橋市 キヨノデンキ 小売業 電化製品 5%

34,134 群馬県 前橋市 ＫＩＮＧ ＧＯＤ 本店 サービス 飲食業 5%

34,135 群馬県 前橋市 金の水花前橋店 サービス 飲食業 5%

34,136 群馬県 前橋市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ前橋店 小売業 その他小売 5%

34,137 群馬県 前橋市 クインテット サービス 理容・美容業 5%

34,138 群馬県 前橋市 クインテット美容室岩神店 サービス 理容・美容業 5%

34,139 群馬県 前橋市 久保田薬局 小売業 その他小売 5%

34,140 群馬県 前橋市 ｋｌａｒｔ 小売業 その他小売 5%

34,141 群馬県 前橋市 株式会社ウォールストリート サービス 理容・美容業 5%

34,142 群馬県 前橋市 CROWN サービス 理容・美容業 5%

34,143 群馬県 前橋市 倉林電機商会 小売業 電化製品 5%

34,144 群馬県 前橋市 クラブＢＩＤ 小売業 その他小売 5%

34,145 群馬県 前橋市 クリーニングリフレ サービス その他サービス 5%

34,146 群馬県 前橋市 グリルドマキ サービス 飲食業 5%
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34,147 群馬県 前橋市 Ｇｌｏｓｓｙ サービス 理容・美容業 5%

34,148 群馬県 前橋市 セブン－イレブン群大荒牧キャンパス通り店 小売業 食料品 2%

34,149 群馬県 前橋市 群馬トヨペット株式会社 小売業 その他小売 5%

34,150 群馬県 前橋市 群馬ＩＰコミュニケーションズ 料金収納 サービス その他サービス 5%

34,151 群馬県 前橋市 株式会社ぐんま安全教育センター　前橋自動車教習所 サービス その他サービス 5%

34,152 群馬県 前橋市 群馬改装家具 小売業 その他小売 5%

34,153 群馬県 前橋市 群馬元祖ｉＰｈｏｎｅ修理工房さくらんぼ新前橋店 サービス その他サービス 5%

34,154 群馬県 前橋市 セブン－イレブン群馬県庁前店 小売業 食料品 2%

34,155 群馬県 前橋市 群馬大学生協　荒牧購買 サービス その他サービス 5%

34,156 群馬県 前橋市 群馬大学生協　荒牧購買書籍 サービス その他サービス 5%

34,157 群馬県 前橋市 群馬大学生協　昭和購買 サービス その他サービス 5%

34,158 群馬県 前橋市 群馬大学生協　昭和購買書籍 サービス その他サービス 5%

34,159 群馬県 前橋市 群馬大学生協　昭和購買（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

34,160 群馬県 前橋市 群馬トヨタ自動車ＲＶ　ＰＡＲＫ　ＳＥＣＯＮＤ 小売業 その他小売 5%

34,161 群馬県 前橋市 群馬トヨタ自動車前橋天川大島店 小売業 その他小売 5%

34,162 群馬県 前橋市 群馬トヨタ自動車前橋大友店 小売業 その他小売 5%

34,163 群馬県 前橋市 群馬トヨタ自動車前橋下小出店 小売業 その他小売 5%

34,164 群馬県 前橋市 群馬トヨペット　法人推販部 小売業 その他小売 5%

34,165 群馬県 前橋市 群馬トヨペット前橋天川大島店 小売業 その他小売 5%

34,166 群馬県 前橋市 群馬トヨペット前橋石倉店 小売業 その他小売 5%

34,167 群馬県 前橋市 群馬トヨペット前橋上小出店 小売業 その他小売 5%

34,168 群馬県 前橋市 群馬トヨペットレクサス前橋ＣＰＯ前橋 小売業 その他小売 5%

34,169 群馬県 前橋市 群馬トヨペットレクサス前橋 小売業 その他小売 5%

34,170 群馬県 前橋市 群馬メガネ 小売業 その他小売 5%

34,171 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 玉村センター 小売業 食料品 5%

34,172 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 境センター 小売業 食料品 5%

34,173 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 富士見センター 小売業 食料品 5%

34,174 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 前橋東センター 小売業 食料品 5%

34,175 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 前橋北センター 小売業 食料品 5%

34,176 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 前橋中央センター 小売業 食料品 5%

34,177 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 問屋町センター 小売業 食料品 5%

34,178 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 平成大橋センター 小売業 食料品 5%

34,179 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 駒形センター 小売業 食料品 5%

34,180 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 大胡センター 小売業 食料品 5%

34,181 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 高崎南センター 小売業 食料品 5%

34,182 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 高崎中央センター 小売業 食料品 5%

34,183 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 高崎東センター 小売業 食料品 5%

34,184 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 高崎問屋駅前センター 小売業 食料品 5%

34,185 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 群馬町センター 小売業 食料品 5%

34,186 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 安中センター 小売業 食料品 5%

34,187 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 吉井センター 小売業 食料品 5%

34,188 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 松井田センター 小売業 食料品 5%
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34,189 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 高崎西センター 小売業 食料品 5%

34,190 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 藤岡南センター 小売業 食料品 5%

34,191 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 富岡センター 小売業 食料品 5%

34,192 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 下仁田サービスセンター 小売業 食料品 5%

34,193 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 太田宝泉センター 小売業 食料品 5%

34,194 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 笠懸センター 小売業 食料品 5%

34,195 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 みなかみセンター 小売業 食料品 5%

34,196 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 渋川センター 小売業 食料品 5%

34,197 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 吉岡センター 小売業 食料品 5%

34,198 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 長野原センター 小売業 食料品 5%

34,199 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 沼田センター 小売業 食料品 5%

34,200 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 上並榎センター 小売業 食料品 5%

34,201 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 藤岡センター 小売業 食料品 5%

34,202 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 中之条センター 小売業 食料品 5%

34,203 群馬県 前橋市 群馬ヤクルト販売 渋川北センター 小売業 食料品 5%

34,204 群馬県 前橋市 ＫＳＳ サービス その他サービス 5%

34,205 群馬県 前橋市 源氏 サービス 飲食業 5%

34,206 群馬県 前橋市 源氏家族田口店 サービス 飲食業 5%

34,207 群馬県 前橋市 紅茶専門店リバティー 小売業 食料品 5%

34,208 群馬県 前橋市 コープ昭和店 小売業 食料品 5%

34,209 群馬県 前橋市 コープ細井店 小売業 食料品 5%

34,210 群馬県 前橋市 ＣＯＣＯＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

34,211 群馬県 前橋市 セブン－イレブン駒形駅北店 小売業 食料品 2%

34,212 群馬県 前橋市 駒形ＢＰＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,213 群馬県 前橋市 ｃｏｒｋ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

34,214 群馬県 前橋市 コング下小出店 サービス その他サービス 5%

34,215 群馬県 前橋市 コング前橋片貝店 サービス その他サービス 5%

34,216 群馬県 前橋市 コング前橋南店 サービス その他サービス 5%

34,217 群馬県 前橋市 コング元総社店 サービス その他サービス 5%

34,218 群馬県 前橋市 サイクル　ヨシダ 小売業 その他小売 5%

34,219 群馬県 前橋市 サイクルハウスＷＩＳＨ　前橋南店 小売業 その他小売 5%

34,220 群馬県 前橋市 菜穀和食　むくび サービス 飲食業 5%

34,221 群馬県 前橋市 朔詩舎 サービス その他サービス 5%

34,222 群馬県 前橋市 ｓｕｐｐｏｒｔ サービス 理容・美容業 5%

34,223 群馬県 前橋市 Ｓａｌ　　Ｓａｌ　　フットサルセレクトショップ　サル 小売業 衣料品 5%

34,224 群馬県 前橋市 山海酒房こころダイニング サービス 飲食業 5%

34,225 群馬県 前橋市 産直居酒屋　北海道場 サービス 飲食業 5%

34,226 群馬県 前橋市 山王町 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,227 群馬県 前橋市 ＣＮＣ＆ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＳ サービス 理容・美容業 5%

34,228 群馬県 前橋市 ＧＧＣ前橋店 サービス 飲食業 5%

34,229 群馬県 前橋市 ＳＥＥＤ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

34,230 群馬県 前橋市 g-room サービス 理容・美容業 5%
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34,231 群馬県 前橋市 シェア　サロン サービス 理容・美容業 5%

34,232 群馬県 前橋市 ＪＡ全農ぐんま　花木流通センター 小売業 その他小売 5%

34,233 群馬県 前橋市 ＪＡ全農ぐんま花木流通センター新鮮ぐんま 小売業 食料品 5%

34,234 群馬県 前橋市 ジェームス敷島店 小売業 その他小売 2%

34,235 群馬県 前橋市 Ｃｈｅｒｉｒ サービス 理容・美容業 5%

34,236 群馬県 前橋市 ＣＨＩＣＡＧＯ サービス 飲食業 5%

34,237 群馬県 前橋市 Ｊｉｃｃａ　ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

34,238 群馬県 前橋市 しなの弥 サービス 飲食業 5%

34,239 群馬県 前橋市 シノダ電機 小売業 電化製品 5%

34,240 群馬県 前橋市 しみずスーパー青柳店 小売業 その他小売 5%

34,241 群馬県 前橋市 しみずスーパー亀里店 小売業 その他小売 5%

34,242 群馬県 前橋市 しみずスーパー川原店 小売業 その他小売 5%

34,243 群馬県 前橋市 下大屋 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,244 群馬県 前橋市 しゃぶしゃぶ温野菜前橋大友店 サービス 飲食業 2%

34,245 群馬県 前橋市 シャロンゴスペルチャーチ前橋 サービス その他サービス 5%

34,246 群馬県 前橋市 十六時 サービス その他サービス 5%

34,247 群馬県 前橋市 ジュエリースタジオ　ポエット 小売業 貴金属・服飾品 5%

34,248 群馬県 前橋市 手芸センタードリーム　ガーデン前橋店 小売業 その他小売 5%

34,249 群馬県 前橋市 手芸センタードリーム　リリカ前橋店 小売業 その他小売 5%

34,250 群馬県 前橋市 手芸センタードリームガーデン前 小売業 その他小売 5%

34,251 群馬県 前橋市 手芸センタードリームリリカ前橋 小売業 その他小売 5%

34,252 群馬県 前橋市 ｓｈｏｅ　ｇｏ　ｓｈｏｅ前橋店 小売業 衣料品 5%

34,253 群馬県 前橋市 シューマート　前橋上泉店 小売業 衣料品 5%

34,254 群馬県 前橋市 ＪＯＹ 小売業 その他小売 5%

34,255 群馬県 前橋市 上州そば　将太 サービス 飲食業 5%

34,256 群馬県 前橋市 昭和食堂 サービス その他サービス 5%

34,257 群馬県 前橋市 昭和食堂（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

34,258 群馬県 前橋市 食彩麺酒房響 サービス 飲食業 5%

34,259 群馬県 前橋市 食匠　なる花 サービス 飲食業 5%

34,260 群馬県 前橋市 職人醤油 小売業 食料品 5%

34,261 群馬県 前橋市 食楽酒喜　厨（くりや） サービス 飲食業 5%

34,262 群馬県 前橋市 Ｓｉｌｋ　ｄｅ　Ｓｍｉｌｅ 小売業 その他小売 5%

34,263 群馬県 前橋市 シロタホテル サービス 宿泊業 5%

34,264 群馬県 前橋市 シロタホテル サービス 宿泊業 5%

34,265 群馬県 前橋市 神久電機工業所 小売業 電化製品 5%

34,266 群馬県 前橋市 新交通システムサービス 小売業 その他小売 5%

34,267 群馬県 前橋市 新玉村ゴルフ場 サービス その他サービス 5%

34,268 群馬県 前橋市 新日本補聴器センター前橋店 小売業 その他小売 5%

34,269 群馬県 前橋市 新前橋ＳＳ　カナイ石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,270 群馬県 前橋市 新前橋コンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

34,271 群馬県 前橋市 シンワオート 小売業 その他小売 5%

34,272 群馬県 前橋市 ＳｕａｙＬｏｍ サービス その他サービス 5%
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34,273 群馬県 前橋市 ＳＷＥＥＴＳＳＨＯＰＹＯＳＨＩＤＡ サービス 飲食業 5%

34,274 群馬県 前橋市 末広ガス株式会社　直売 小売業 その他小売 5%

34,275 群馬県 前橋市 寿し割烹桃乃木 サービス 飲食業 5%

34,276 群馬県 前橋市 すたみな太郎　ガーデン前橋店 サービス 飲食業 5%

34,277 群馬県 前橋市 有限会社八番舘 サービス 理容・美容業 5%

34,278 群馬県 前橋市 ステーキ海鮮焼かな サービス 飲食業 5%

34,279 群馬県 前橋市 ステーキ屋　甚 サービス 飲食業 5%

34,280 群馬県 前橋市 ステーキ真樹 サービス 飲食業 5%

34,281 群馬県 前橋市 ステーキ。山　石倉店 サービス 飲食業 5%

34,282 群馬県 前橋市 ステーキ。山　駒形店 サービス 飲食業 5%

34,283 群馬県 前橋市 ストレート　前橋店 小売業 その他小売 5%

34,284 群馬県 前橋市 スポーツバーピッチ前橋店 サービス 飲食業 5%

34,285 群馬県 前橋市 スマホステーション　笂井店 小売業 電化製品 5%

34,286 群馬県 前橋市 炭火焼き　たぬき サービス 飲食業 5%

34,287 群馬県 前橋市 炭リッチ　炭リッチ前橋駅南口本店 サービス 飲食業 5%

34,288 群馬県 前橋市 Ｓｍｏｋｅ サービス 飲食業 5%

34,289 群馬県 前橋市 清閑堂 小売業 家具・調度品 5%

34,290 群馬県 前橋市 清風園グリーンパレス 本店 小売業 その他小売 5%

34,291 群馬県 前橋市 Ｓｅｌｆｉｓｈ サービス 飲食業 5%

34,292 群馬県 前橋市 セルフ新前橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,293 群馬県 前橋市 セルフ前橋西善 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,294 群馬県 前橋市 セルフメイド サービス その他サービス 5%

34,295 群馬県 前橋市 鮮魚市場　ゆう サービス 飲食業 5%

34,296 群馬県 前橋市 戦国居酒屋砦 サービス 飲食業 5%

34,297 群馬県 前橋市 洗濯工房ココア上小出店 サービス その他サービス 5%

34,298 群馬県 前橋市 洗濯工房ココア文京店 サービス その他サービス 5%

34,299 群馬県 前橋市 セントポールギャラリー 小売業 家具・調度品 5%

34,300 群馬県 前橋市 全農ぐんま　花木流通センター花売場 小売業 その他小売 5%

34,301 群馬県 前橋市 箏曲家鈴木創 サービス その他サービス 5%

34,302 群馬県 前橋市 創和　織部 サービス 飲食業 5%

34,303 群馬県 前橋市 ＳｏＬａ　Ｍｕｓｉｃ　Ｓｃｈｏｏｌ サービス その他サービス 5%

34,304 群馬県 前橋市 ＴＡＲＧＥＴ　ＰＲＡＣＴＩＣＥ 小売業 衣料品 5%

34,305 群馬県 前橋市 ターゲットプラクティス 小売業 衣料品 5%

34,306 群馬県 前橋市 大衆酒場　炉ばた焼き　大将 サービス 飲食業 5%

34,307 群馬県 前橋市 カイロプラクティック＆エステティックＤＡＩＮＡ サービス 理容・美容業 5%

34,308 群馬県 前橋市 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　ＩＯＲＩ サービス 飲食業 5%

34,309 群馬県 前橋市 ダイハツ前橋南販売　ダイハツ前橋みなみ店 小売業 その他小売 5%

34,310 群馬県 前橋市 タカセン　前橋店 小売業 家具・調度品 5%

34,311 群馬県 前橋市 高橋功税理士事務所 サービス その他サービス 5%

34,312 群馬県 前橋市 高橋電機サービス 小売業 電化製品 5%

34,313 群馬県 前橋市 多胡石材産業　前橋営業所 サービス その他サービス 5%

34,314 群馬県 前橋市 タジマヤ 前橋支店 サービス その他サービス 5%
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34,315 群馬県 前橋市 ダストボウル楽器店　前橋店 小売業 その他小売 5%

34,316 群馬県 前橋市 田中の人形 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

34,317 群馬県 前橋市 タムラ商会 小売業 その他小売 5%

34,318 群馬県 前橋市 たむらや 小売業 食料品 5%

34,319 群馬県 前橋市 たむらや　南部店 小売業 食料品 5%

34,320 群馬県 前橋市 たむらや　本店 小売業 食料品 5%

34,321 群馬県 前橋市 たむらや　若宮店 小売業 食料品 5%

34,322 群馬県 前橋市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　けやきウォーク前橋店 サービス 理容・美容業 5%

34,323 群馬県 前橋市 ダンティモト 小売業 その他小売 5%

34,324 群馬県 前橋市 ＣＥＮＴＯ サービス 飲食業 5%

34,325 群馬県 前橋市 ＣＥＮＴＯ サービス 飲食業 5%

34,326 群馬県 前橋市 ちぎらホテル サービス 宿泊業 5%

34,327 群馬県 前橋市 地中海本舗（町田酒店） 小売業 食料品 5%

34,328 群馬県 前橋市 中央大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,329 群馬県 前橋市 中央自動車硝子 小売業 その他小売 5%

34,330 群馬県 前橋市 築地っ子　居酒屋　太公望 サービス 飲食業 5%

34,331 群馬県 前橋市 ツチダレーシングサイクル　前橋 小売業 その他小売 5%

34,332 群馬県 前橋市 角田写真館 サービス その他サービス 5%

34,333 群馬県 前橋市 ＤｉｏｓａＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

34,334 群馬県 前橋市 ＤＥＯＳ潜水堂 小売業 その他小売 5%

34,335 群馬県 前橋市 ディーブリューテ 小売業 その他小売 5%

34,336 群馬県 前橋市 ＴＥＸＡＳ サービス 飲食業 5%

34,337 群馬県 前橋市 ＤＥＮＩＭＧＡＲＤＥＮ前橋 小売業 衣料品 5%

34,338 群馬県 前橋市 ｄｅｒａｃｉｎｅｆａｃｔｏｒｙ サービス その他サービス 5%

34,339 群馬県 前橋市 電器館うめざわ 小売業 電化製品 5%

34,340 群馬県 前橋市 電器館　うめざわ 小売業 電化製品 5%

34,341 群馬県 前橋市 ＴＯＢＥＫＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

34,342 群馬県 前橋市 ＴＵＯ　前橋工科大生協　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

34,343 群馬県 前橋市 ＴＵＯ　前橋工科大生協　食堂部 サービス その他サービス 5%

34,344 群馬県 前橋市 東部バイパスＳＳ　カナイ石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,345 群馬県 前橋市 トヨタカローラ群馬前橋江田店 小売業 その他小売 5%

34,346 群馬県 前橋市 トヨタカローラ群馬前橋上小出店 小売業 その他小売 5%

34,347 群馬県 前橋市 トヨタカローラ群馬前橋西片貝店 小売業 その他小売 5%

34,348 群馬県 前橋市 トヨタレンタリース群馬前橋駅南口店 サービス その他サービス 2%

34,349 群馬県 前橋市 トラットリア　チィニョ サービス その他サービス 5%

34,350 群馬県 前橋市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ｉｌ　Ｃｉｇｎｏ サービス 飲食業 5%

34,351 群馬県 前橋市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ｉｌ　Ｃｉｇｎｏ サービス 飲食業 5%

34,352 群馬県 前橋市 とんかつ甘楽亭　前橋店 サービス 飲食業 5%

34,353 群馬県 前橋市 ながら洗車 サービス その他サービス 5%

34,354 群馬県 前橋市 和家 サービス 飲食業 5%

34,355 群馬県 前橋市 ナベリフォーム サービス その他サービス 5%

34,356 群馬県 前橋市 行方電機 小売業 電化製品 5%
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34,357 群馬県 前橋市 ｎｉｃｏ　ｒｅｌａｘ サービス その他サービス 5%

34,358 群馬県 前橋市 西尾呉服店 小売業 衣料品 5%

34,359 群馬県 前橋市 西川ローズふとん販売　群馬営業所 小売業 その他小売 5%

34,360 群馬県 前橋市 ニューアルファーサポート有限会社 サービス その他サービス 5%

34,361 群馬県 前橋市 ｎａｉｌ　ｒｏｏｍ　ＦＲＥＭ サービス その他サービス 5%

34,362 群馬県 前橋市 ネオ・スペ－ス課 小売業 その他小売 5%

34,363 群馬県 前橋市 ネギシムセン 小売業 電化製品 5%

34,364 群馬県 前橋市 ネッツトヨタ群馬株式会社 小売業 その他小売 5%

34,365 群馬県 前橋市 ネッツトヨタ群馬前橋みなみモール店 小売業 その他小売 5%

34,366 群馬県 前橋市 ネッツトヨタ群馬本社うつぼい店 小売業 その他小売 5%

34,367 群馬県 前橋市 ネッツトヨタ群馬前橋おおしま店 小売業 その他小売 5%

34,368 群馬県 前橋市 ネッツトヨタ高崎　前橋はこだ店Ｕ－ｃａｒ 小売業 その他小売 5%

34,369 群馬県 前橋市 ネッツトヨタ高崎前橋かたかい店 小売業 その他小売 5%

34,370 群馬県 前橋市 ネッツトヨタ高崎前橋はこだ店 小売業 その他小売 5%

34,371 群馬県 前橋市 Ｋｎｏｔ＆Ｂｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

34,372 群馬県 前橋市 中古パチンコ・パチスロ実機販売イニシャルＰ 小売業 その他小売 5%

34,373 群馬県 前橋市 パーマネント　ビザ 小売業 衣料品 5%

34,374 群馬県 前橋市 ハイノート前橋店 小売業 その他小売 5%

34,375 群馬県 前橋市 芳賀 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,376 群馬県 前橋市 はぎわらペットクリニック サービス その他サービス 5%

34,377 群馬県 前橋市 獏山美容院 サービス 理容・美容業 5%

34,378 群馬県 前橋市 パソコンスクールＬＩＦＴＥ サービス その他サービス 5%

34,379 群馬県 前橋市 旅籠　忠治館 サービス 宿泊業 5%

34,380 群馬県 前橋市 パティスリー ル ベリエ 小売業 食料品 5%

34,381 群馬県 前橋市 羽鳥電機 小売業 電化製品 5%

34,382 群馬県 前橋市 鼻毛石 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,383 群馬県 前橋市 はな工房＆花カフェ サービス 飲食業 5%

34,384 群馬県 前橋市 はなせん 小売業 その他小売 5%

34,385 群馬県 前橋市 ＰａｎａｓｏｎｉｃリフォームＣｌｕｂ小林工業株式会社 サービス その他サービス 5%

34,386 群馬県 前橋市 はなぶさ有機農園直営スイーツキッチン サービス 飲食業 5%

34,387 群馬県 前橋市 ＨａｎａｍａｒｕＡｕｔｏＰａｒｔｓ群馬店 小売業 その他小売 5%

34,388 群馬県 前橋市 ハルナ眼鏡店 小売業 その他小売 5%

34,389 群馬県 前橋市 はんこの欅堂 小売業 その他小売 5%

34,390 群馬県 前橋市 ハンズ・ファンズ　前橋国領店 サービス その他サービス 5%

34,391 群馬県 前橋市 パンチャ ピエーナ サービス 飲食業 5%

34,392 群馬県 前橋市 美巧装業 サービス その他サービス 5%

34,393 群馬県 前橋市 久田屋そば店 サービス 飲食業 5%

34,394 群馬県 前橋市 ピザテン・フォー　前橋茂木店　１ サービス その他サービス 5%

34,395 群馬県 前橋市 ＰＣメディアサ－ビス サービス その他サービス 5%

34,396 群馬県 前橋市 ビストロジャポネ　きさらぎ サービス 飲食業 5%

34,397 群馬県 前橋市 Ｂｉｓｔｒｏｄ’Ａｓｉｅ サービス 飲食業 5%

34,398 群馬県 前橋市 ビストロ　らくだ屋 サービス 飲食業 5%
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34,399 群馬県 前橋市 ピポパークカインズ前橋みなみモール店 小売業 電化製品 5%

34,400 群馬県 前橋市 ピュアファッション　タムラ 小売業 衣料品 5%

34,401 群馬県 前橋市 ビューティスリムピュアスタイル サービス 理容・美容業 5%

34,402 群馬県 前橋市 ビューティーモール　前橋店 サービス 理容・美容業 5%

34,403 群馬県 前橋市 美容室ｓｕｐｐｏｒｔ 美容室ｓｕｐｐｏｒｔ サービス 理容・美容業 5%

34,404 群馬県 前橋市 美容室Ｎａｋａｊｉｍａ サービス 理容・美容業 5%

34,405 群馬県 前橋市 美容室ＬＩＣＣＡ サービス 理容・美容業 5%

34,406 群馬県 前橋市 平野屋米穀店 小売業 食料品 5%

34,407 群馬県 前橋市 株式会社廣川書店　前橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

34,408 群馬県 前橋市 ヒロタ 小売業 家具・調度品 5%

34,409 群馬県 前橋市 ヒロタキッチンボックス 小売業 家具・調度品 5%

34,410 群馬県 前橋市 ヒロタツールボックス　西店 小売業 家具・調度品 5%

34,411 群馬県 前橋市 ヒロタツールボックス　東店 小売業 家具・調度品 5%

34,412 群馬県 前橋市 ブティック　ビン前橋 小売業 衣料品 5%

34,413 群馬県 前橋市 ＢＵ?ＢＵｃａｆｅぷれいん サービス 飲食業 5%

34,414 群馬県 前橋市 フォトすまいる サービス その他サービス 5%

34,415 群馬県 前橋市 福州飯店 中国料理福州飯店 サービス 飲食業 5%

34,416 群馬県 前橋市 ふくふく二の宮食堂 サービス 飲食業 5%

34,417 群馬県 前橋市 富士書店　前橋店 小売業 その他小売 5%

34,418 群馬県 前橋市 藤田電器 小売業 電化製品 5%

34,419 群馬県 前橋市 富士見 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,420 群馬県 前橋市 ふた旅 サービス 飲食業 5%

34,421 群馬県 前橋市 フットステージ新前橋 サービス その他サービス 5%

34,422 群馬県 前橋市 フットボールマーク外販売 小売業 その他小売 5%

34,423 群馬県 前橋市 ふとんのほしの 小売業 家具・調度品 5%

34,424 群馬県 前橋市 プライド・ワン サービス その他サービス 5%

34,425 群馬県 前橋市 ＢＲＡＳＳＥＩＲＥ　ＤＩＯ サービス 飲食業 5%

34,426 群馬県 前橋市 Ｐｌａｎｅｔ３ｒｄ 小売業 衣料品 5%

34,427 群馬県 前橋市 フラワーガーデン泉 小売業 家具・調度品 5%

34,428 群馬県 前橋市 Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｂａｂｙ 小売業 衣料品 5%

34,429 群馬県 前橋市 ｉｒｏｄｏｒｉ　【イロドリ】 サービス 理容・美容業 5%

34,430 群馬県 前橋市 ヘアーサロン　オオクボ サービス 理容・美容業 5%

34,431 群馬県 前橋市 ヘアーサロンもりかわ サービス 理容・美容業 5%

34,432 群馬県 前橋市 ヘアーサロンやまぐち サービス 理容・美容業 5%

34,433 群馬県 前橋市 ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ Ｒｉｓｅ Ｈｅａｒｔ サービス 理容・美容業 5%

34,434 群馬県 前橋市 ｈａｉｒ　ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

34,435 群馬県 前橋市 Ｈａｉｒ’ｓ　Ｃｏｏｌ　ークールー サービス 理容・美容業 5%

34,436 群馬県 前橋市 ｈａｉｒｗｏｒｋｓＲｅＳＰＥＣ サービス 理容・美容業 5%

34,437 群馬県 前橋市 Ｈａｉｒ　Ｃｌｕｂ　Ｈｅａｒｔｌａｎｄ サービス 理容・美容業 5%

34,438 群馬県 前橋市 ＨＡＩＲＳＴＵＤＩＯ　Ｃ?ｂｕ サービス 理容・美容業 5%

34,439 群馬県 前橋市 ヘアメイク　エリノ サービス 理容・美容業 5%

34,440 群馬県 前橋市 Ｐａｉｓｌｅｙ Ｐａｒｋ サービス 理容・美容業 5%
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34,441 群馬県 前橋市 Ｖｅｒｙ＆ｖｅｒＹ サービス 飲食業 5%

34,442 群馬県 前橋市 ベルズイン　前橋 サービス 宿泊業 5%

34,443 群馬県 前橋市 ＢＥＮＴＯ２６１ サービス 飲食業 5%

34,444 群馬県 前橋市 ホームバザー　前橋店 小売業 その他小売 5%

34,445 群馬県 前橋市 北部車体整備工業 サービス その他サービス 5%

34,446 群馬県 前橋市 ＢＯＳＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ サービス 理容・美容業 5%

34,447 群馬県 前橋市 北海道場　新前橋店 サービス 飲食業 5%

34,448 群馬県 前橋市 ポップコ－ンカンパニ－ 小売業 衣料品 5%

34,449 群馬県 前橋市 ホテルグリーンガーデン サービス 宿泊業 5%

34,450 群馬県 前橋市 ホテルサンカント サービス 宿泊業 5%

34,451 群馬県 前橋市 ホテルサンダーソン サービス 宿泊業 5%

34,452 群馬県 前橋市 ポパイの家具 小売業 家具・調度品 5%

34,453 群馬県 前橋市 ポルシェセンター　高崎前橋 小売業 その他小売 5%

34,454 群馬県 前橋市 ボルボ・カーズ　太田・足利 小売業 その他小売 5%

34,455 群馬県 前橋市 ボルボカーズ　前橋 小売業 その他小売 5%

34,456 群馬県 前橋市 ボルボカーズ　前橋 小売業 その他小売 5%

34,457 群馬県 前橋市 ｂｏｎｃｌａ．ｍａｄｅ 小売業 衣料品 5%

34,458 群馬県 前橋市 株式会社フジサワ サービス その他サービス 5%

34,459 群馬県 前橋市 本社営業企画部 小売業 その他小売 5%

34,460 群馬県 前橋市 マール 小売業 衣料品 5%

34,461 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋青柳町店 小売業 食料品 2%

34,462 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋青柳町南店 小売業 食料品 2%

34,463 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋朝倉町１丁目店 小売業 食料品 2%

34,464 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋朝日町４丁目店 小売業 食料品 2%

34,465 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋天川大島３丁目店 小売業 食料品 2%

34,466 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋天川大島町西店 小売業 食料品 2%

34,467 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋天川原町１丁目店 小売業 食料品 2%

34,468 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋天川町店 小売業 食料品 2%

34,469 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋石倉５丁目店 小売業 食料品 2%

34,470 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋岩神町３丁目店 小売業 食料品 2%

34,471 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋大友町店 小売業 食料品 2%

34,472 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋大渡町店 小売業 食料品 2%

34,473 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋荻窪町店 小売業 食料品 2%

34,474 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋表町２丁目店 小売業 食料品 2%

34,475 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋柏倉町店 小売業 食料品 2%

34,476 群馬県 前橋市 前橋カツカミ サービス 飲食業 5%

34,477 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋勝沢町店 小売業 食料品 2%

34,478 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋上沖町店 小売業 食料品 2%

34,479 群馬県 前橋市 セブンーイレブン前橋上小出店 小売業 食料品 2%

34,480 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋亀里町店 小売業 食料品 2%

34,481 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋川原町店 小売業 食料品 2%

34,482 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋川原町西原店 小売業 食料品 2%
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34,483 群馬県 前橋市 前橋義肢製作所 小売業 その他小売 5%

34,484 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋北代田町店 小売業 食料品 2%

34,485 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋小相木町店 小売業 食料品 2%

34,486 群馬県 前橋市 前橋工科大生協　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

34,487 群馬県 前橋市 前橋工科大生協　食堂部 サービス その他サービス 5%

34,488 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋国領町店 小売業 食料品 2%

34,489 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋駒形インター店 小売業 食料品 2%

34,490 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋小屋原店 小売業 食料品 2%

34,491 群馬県 前橋市 前橋シティーホール サービス 飲食業 5%

34,492 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋市民文化会館前店 小売業 食料品 2%

34,493 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋下石倉町店 小売業 食料品 2%

34,494 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋下小出２丁目店 小売業 食料品 2%

34,495 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋下佐鳥町店 小売業 食料品 2%

34,496 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋城東町店 小売業 食料品 2%

34,497 群馬県 前橋市 前橋大気堂 株式会社前橋大気堂 小売業 その他小売 5%

34,498 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋堤町店 小売業 食料品 2%

34,499 群馬県 前橋市 前橋テルサ　スワン サービス その他サービス 5%

34,500 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋富田町店 小売業 食料品 2%

34,501 群馬県 前橋市 前橋問屋町 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,502 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋問屋町店 小売業 食料品 2%

34,503 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋中内町店 小売業 食料品 2%

34,504 群馬県 前橋市 前橋西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,505 群馬県 前橋市 セブンーイレブン前橋西片貝２丁目店 小売業 食料品 2%

34,506 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋西善町店 小売業 食料品 2%

34,507 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋二之宮町店 小売業 食料品 2%

34,508 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋二之宮町南店 小売業 食料品 2%

34,509 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋野中南店 小売業 食料品 2%

34,510 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋箱田町店 小売業 食料品 2%

34,511 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋日吉町１丁目店 小売業 食料品 2%

34,512 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋広瀬１丁目店 小売業 食料品 2%

34,513 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋広瀬３丁目店 小売業 食料品 2%

34,514 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋富士見大鳥居店 小売業 食料品 2%

34,515 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋富士見原之郷店 小売業 食料品 2%

34,516 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋富士見皆沢店 小売業 食料品 2%

34,517 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋文京町店 小売業 食料品 2%

34,518 群馬県 前橋市 前橋ホテルルカ サービス 宿泊業 5%

34,519 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋堀越町店 小売業 食料品 2%

34,520 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋本町２丁目店 小売業 食料品 2%

34,521 群馬県 前橋市 前橋南インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,522 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋南高校前店 小売業 食料品 2%

34,523 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋南町４丁目店 小売業 食料品 2%

34,524 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋南町２丁目店 小売業 食料品 2%
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34,525 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋宮地町店 小売業 食料品 2%

34,526 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋元総社蒼海店 小売業 食料品 2%

34,527 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋元総社町北店 小売業 食料品 2%

34,528 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋元総社町店 小売業 食料品 2%

34,529 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋横沢町店 小売業 食料品 2%

34,530 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋六供町店 小売業 食料品 2%

34,531 群馬県 前橋市 セブン－イレブン前橋若宮町店 小売業 食料品 2%

34,532 群馬県 前橋市 マーキュリーホテル サービス 宿泊業 5%

34,533 群馬県 前橋市 マクドナルド大胡バイパス店 サービス 飲食業 2%

34,534 群馬県 前橋市 マクドナルド５０号前橋朝日町店 サービス 飲食業 2%

34,535 群馬県 前橋市 マクドナルドＪＲ前橋駅店 サービス 飲食業 2%

34,536 群馬県 前橋市 マクドナルド新前橋店 サービス 飲食業 2%

34,537 群馬県 前橋市 マクドナルド前橋荒牧店 サービス 飲食業 2%

34,538 群馬県 前橋市 マクドナルド前橋ガーデン店 サービス 飲食業 2%

34,539 群馬県 前橋市 マクドナルド前橋けやきウォーク店 サービス 飲食業 2%

34,540 群馬県 前橋市 マクドナルド前橋三俣町店 サービス 飲食業 2%

34,541 群馬県 前橋市 マクドナルド前橋みなみパワーモール店 サービス 飲食業 2%

34,542 群馬県 前橋市 マック・スクエア　スワン サービス その他サービス 5%

34,543 群馬県 前橋市 マツシタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

34,544 群馬県 前橋市 マルエドラッグ川原店 小売業 その他小売 5%

34,545 群馬県 前橋市 マルエドラッグ駒形店 小売業 その他小売 5%

34,546 群馬県 前橋市 マルエドラッグ箱田店 小売業 その他小売 5%

34,547 群馬県 前橋市 マルエドラッグ前橋朝日町店 小売業 その他小売 5%

34,548 群馬県 前橋市 マルエドラッグ前橋元総社蒼海店 小売業 その他小売 5%

34,549 群馬県 前橋市 マルエドラッグ六供店 小売業 その他小売 5%

34,550 群馬県 前橋市 マルカワ前橋店 小売業 衣料品 5%

34,551 群馬県 前橋市 ミカワ電気 小売業 電化製品 5%

34,552 群馬県 前橋市 ミズヌマ 小売業 電化製品 5%

34,553 群馬県 前橋市 水本園 小売業 食料品 5%

34,554 群馬県 前橋市 ミナミ石油株式会社　クルマのミナミ前橋店 小売業 その他小売 5%

34,555 群馬県 前橋市 ミミクロージング 小売業 衣料品 5%

34,556 群馬県 前橋市 ミヤシタデンキ 小売業 電化製品 5%

34,557 群馬県 前橋市 Ｍｉｙａｓｕ サービス その他サービス 5%

34,558 群馬県 前橋市 Ｍｉｙａｍａ 小売業 衣料品 5%

34,559 群馬県 前橋市 ミルキーネイル サービス 理容・美容業 5%

34,560 群馬県 前橋市 ミルキー美容室 サービス 理容・美容業 5%

34,561 群馬県 前橋市 メイクハウス サービス その他サービス 5%

34,562 群馬県 前橋市 Ｍａｔｅ Ｃａｆｅ メイト サービス 飲食業 5%

34,563 群馬県 前橋市 メガネの板垣　箱田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

34,564 群馬県 前橋市 メガネの板垣　前橋本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

34,565 群馬県 前橋市 メロディハウス　煥乎堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

34,566 群馬県 前橋市 ｍｏ．ａｂｅｌｌｉｓ サービス 理容・美容業 5%
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34,567 群馬県 前橋市 ｍｏｉ サービス 理容・美容業 5%

34,568 群馬県 前橋市 旬菜・酒処　もりそん サービス 飲食業 5%

34,569 群馬県 前橋市 焼鳥　一藏　上小出店 サービス 飲食業 5%

34,570 群馬県 前橋市 やきとり　ＣｏｖＡ． サービス 飲食業 5%

34,571 群馬県 前橋市 やきとりさわ サービス 飲食業 5%

34,572 群馬県 前橋市 焼肉食堂かっちゃんち　前橋総社店 サービス 飲食業 5%

34,573 群馬県 前橋市 焼肉屋　たくみ　焼肉屋たくみ サービス 飲食業 5%

34,574 群馬県 前橋市 野菜ソムリエキッチン　Ｍｅｇｕｒｉ　　長谷川農園直売所 小売業 食料品 5%

34,575 群馬県 前橋市 弥助鮨前橋店 サービス 飲食業 5%

34,576 群馬県 前橋市 山田ドライ サービス その他サービス 5%

34,577 群馬県 前橋市 株式会社山都園 サービス その他サービス 5%

34,578 群馬県 前橋市 有限会社山恵商店 小売業 その他小売 5%

34,579 群馬県 前橋市 有限会社石田製麺工場 小売業 食料品 5%

34,580 群馬県 前橋市 有限会社高橋与商店 小売業 食料品 5%

34,581 群馬県 前橋市 有限会社タムラ商会 小売業 その他小売 5%

34,582 群馬県 前橋市 ［ＨＣ］有限会社間庭商会 小売業 電化製品 5%

34,583 群馬県 前橋市 有限会社丸山自動車整備工場　　有　丸山自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

34,584 群馬県 前橋市 ユザワヤ　前橋店 小売業 その他小売 5%

34,585 群馬県 前橋市 洋食厨房　Ｂｏｎ‐ｖｉｖｅｕｒ サービス 飲食業 5%

34,586 群馬県 前橋市 洋風居酒屋 瀬里奈 サービス 飲食業 5%

34,587 群馬県 前橋市 米沢亭　前橋箱田店 サービス 飲食業 5%

34,588 群馬県 前橋市 ＬＡ ＩＴＡＭＥＳＨＩ ＬＡ Ｉ ＴＡ ＭＥ ＳＨＩ サービス 飲食業 5%

34,589 群馬県 前橋市 楽園ビアガーデン サービス 飲食業 5%

34,590 群馬県 前橋市 Ｌｅｓ　Ｖｅｇａｓ サービス 飲食業 5%

34,591 群馬県 前橋市 Ｌ＇ａｔｅｌｉｅｒＢｒｏｃａｎｔｅ 小売業 その他小売 5%

34,592 群馬県 前橋市 Ｌｏｖｉｎｇ　Ｃａｒｅ サービス その他サービス 5%

34,593 群馬県 前橋市 Ｒ！カインズ前橋みなみモール店 サービス その他サービス 5%

34,594 群馬県 前橋市 ＬＬＩＥＨＴＨ　ＨＡＩＲ　ＡＲＴ　ＬＬＩＥＨＴＨ　ＨＡＩＲ　ＡＲＴ サービス 理容・美容業 5%

34,595 群馬県 前橋市 リストランテ　チィニョ サービス 飲食業 5%

34,596 群馬県 前橋市 リストランテ　チィニョ サービス 飲食業 5%

34,597 群馬県 前橋市 ＲｅｚｏｎａＢｅａｕｔｙＰａｒｋ　Ｍａｅ サービス 理容・美容業 5%

34,598 群馬県 前橋市 ＲｅｚｏｎａｂｅａｕｔｙＰａｒｋ前橋 サービス 理容・美容業 5%

34,599 群馬県 前橋市 ＲｅｆＲａｉｎ サービス 理容・美容業 5%

34,600 群馬県 前橋市 ＲＩＰＯＳＯ サービス 理容・美容業 5%

34,601 群馬県 前橋市 Ｒｅ．Ｂｏｒｎ サービス 理容・美容業 5%

34,602 群馬県 前橋市 フィジカル＆コンディションサロンＲｅｂｏｒｎ サービス 理容・美容業 5%

34,603 群馬県 前橋市 Ｒｅｍｉｘ　前橋店 小売業 衣料品 5%

34,604 群馬県 前橋市 琉球酒場　カーニバル サービス 飲食業 5%

34,605 群馬県 前橋市 龍遊亭 サービス 飲食業 5%

34,606 群馬県 前橋市 理容タケウチ サービス 理容・美容業 5%

34,607 群馬県 前橋市 料亭　キンコウ サービス 飲食業 5%

34,608 群馬県 前橋市 リラクゼーションガーデンＢＡＬＩ サービス その他サービス 5%
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34,609 群馬県 前橋市 ＬＩＮＫ　ＰＬＵＳ サービス 理容・美容業 5%

34,610 群馬県 前橋市 ｌｅｖｉｎ サービス 飲食業 5%

34,611 群馬県 前橋市 Ｒ１７前橋下小出ＳＳ　カナイ石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,612 群馬県 前橋市 レグルス サービス その他サービス 5%

34,613 群馬県 前橋市 レストラン　ヴォレシーニュ サービス 飲食業 5%

34,614 群馬県 前橋市 レストラン　オースティン サービス その他サービス 5%

34,615 群馬県 前橋市 レストラン　オースティン・コティッジ サービス 飲食業 5%

34,616 群馬県 前橋市 レストラン　朔詩舎 サービス 飲食業 5%

34,617 群馬県 前橋市 レストラン　朔詩舎 サービス 飲食業 5%

34,618 群馬県 前橋市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｄｏｉ サービス 飲食業 5%

34,619 群馬県 前橋市 Ｒｅｒｅｅ サービス 理容・美容業 5%

34,620 群馬県 前橋市 ロイヤルチェーン石倉店 サービス その他サービス 5%

34,621 群馬県 前橋市 ロイヤルチェーンクラシード若宮店 サービス その他サービス 5%

34,622 群馬県 前橋市 ロイヤルチェーンフレッセイ大利根店 サービス その他サービス 5%

34,623 群馬県 前橋市 ロイヤルチェーンフレッセイ片貝店 サービス その他サービス 5%

34,624 群馬県 前橋市 ロイヤルチェーンフレッセイ元総社蒼海店 サービス その他サービス 5%

34,625 群馬県 前橋市 ロイヤルチェーンヤオコー六供店 サービス その他サービス 5%

34,626 群馬県 前橋市 若林家具センター　本店 小売業 家具・調度品 5%

34,627 群馬県 前橋市 ＷＡＫＫＡ サービス 理容・美容業 5%

34,628 群馬県 みどり市 相田社労士オフィス サービス その他サービス 5%

34,629 群馬県 みどり市 赤石デンキ 小売業 電化製品 5%

34,630 群馬県 みどり市 赤城興産株式会社直売 小売業 その他小売 5%

34,631 群馬県 みどり市 秋葉園 小売業 食料品 5%

34,632 群馬県 みどり市 アサカシューズ 小売業 衣料品 5%

34,633 群馬県 みどり市 阿左美ＳＳ　有限会社森田石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,634 群馬県 みどり市 アスク 小売業 衣料品 5%

34,635 群馬県 みどり市 アン・エディ 小売業 衣料品 5%

34,636 群馬県 みどり市 イースト・１ 小売業 衣料品 5%

34,637 群馬県 みどり市 出光笠懸西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,638 群馬県 みどり市 出光神戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,639 群馬県 みどり市 今泉家具センター 小売業 家具・調度品 5%

34,640 群馬県 みどり市 ウォーム・ハート 小売業 衣料品 5%

34,641 群馬県 みどり市 ＳＫ－Ⅱ　マルキン化粧品 小売業 その他小売 5%

34,642 群馬県 みどり市 大間々ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,643 群馬県 みどり市 大間々ショッピングセンター　さくらもーる 小売業 衣料品 5%

34,644 群馬県 みどり市 オートガレージカネコ サービス その他サービス 5%

34,645 群馬県 みどり市 笠懸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,646 群馬県 みどり市 セブンーイレブン笠懸岩宿店 小売業 食料品 2%

34,647 群馬県 みどり市 メガネのイタガキ　笠懸店 小売業 その他小売 5%

34,648 群馬県 みどり市 カジハウス 小売業 衣料品 5%

34,649 群馬県 みどり市 株式会社やながわ 小売業 衣料品 5%

34,650 群馬県 みどり市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋群馬大間々店 サービス 飲食業 2%
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34,651 群馬県 みどり市 かんざん 小売業 衣料品 5%

34,652 群馬県 みどり市 木村木材 小売業 その他小売 5%

34,653 群馬県 みどり市 魚彩遊膳　うおふじ サービス 飲食業 5%

34,654 群馬県 みどり市 セブン－イレブン桐生競艇場前店 小売業 食料品 2%

34,655 群馬県 みどり市 セブン－イレブン桐生バイパス店 小売業 食料品 2%

34,656 群馬県 みどり市 草木ダム 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,657 群馬県 みどり市 くまざわ書店 小売業 衣料品 5%

34,658 群馬県 みどり市 セブン－イレブン群馬桐原店 小売業 食料品 2%

34,659 群馬県 みどり市 群馬トヨタ自動車笠懸５０号店 小売業 その他小売 5%

34,660 群馬県 みどり市 セブンーイレブン群馬みどり北店 小売業 食料品 2%

34,661 群馬県 みどり市 神戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,662 群馬県 みどり市 小林米穀店 小売業 食料品 5%

34,663 群馬県 みどり市 Ｓａｋｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

34,664 群馬県 みどり市 ジェイファクトリー サービス その他サービス 5%

34,665 群馬県 みどり市 シネマクラブ 小売業 衣料品 5%

34,666 群馬県 みどり市 シューマートアクロスプラザ笠懸店 小売業 衣料品 5%

34,667 群馬県 みどり市 スタジオＪ 小売業 衣料品 5%

34,668 群馬県 みどり市 すたみな太郎　桐生店 サービス 飲食業 5%

34,669 群馬県 みどり市 ステーキ　ハンバーグどんさん亭　伊勢崎店 サービス 飲食業 5%

34,670 群馬県 みどり市 ステーキ　ハンバーグどんさん亭　桐生店 サービス その他サービス 5%

34,671 群馬県 みどり市 ステップ・オン 小売業 衣料品 5%

34,672 群馬県 みどり市 ＳｏｆｔＢａｎｋみどり 小売業 電化製品 5%

34,673 群馬県 みどり市 茶寮　いま泉 サービス 飲食業 5%

34,674 群馬県 みどり市 ＴＭオート サービス 飲食業 5%

34,675 群馬県 みどり市 鐵馬＆鐵姫食堂 サービス 飲食業 5%

34,676 群馬県 みどり市 寺林デンキ 小売業 電化製品 5%

34,677 群馬県 みどり市 電気のさいとう 小売業 電化製品 5%

34,678 群馬県 みどり市 有限会社　天宝堂 小売業 食料品 5%

34,679 群馬県 みどり市 桐栄オートサービス サービス その他サービス 5%

34,680 群馬県 みどり市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大間々ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,681 群馬県 みどり市 人形のオギノ サービス その他サービス 5%

34,682 群馬県 みどり市 花輪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,683 群馬県 みどり市 パームフジコウ 小売業 電化製品 5%

34,684 群馬県 みどり市 Ｂａｌｌｅｂｅｃｃａ サービス 理容・美容業 5%

34,685 群馬県 みどり市 ヒール・オン サービス その他サービス 5%

34,686 群馬県 みどり市 ビエケ 小売業 衣料品 5%

34,687 群馬県 みどり市 ピーク（カブリ） 小売業 衣料品 5%

34,688 群馬県 みどり市 ビクトリーオート サービス その他サービス 5%

34,689 群馬県 みどり市 ピポパーク桐生店 小売業 電化製品 5%

34,690 群馬県 みどり市 美容室ブリッサ サービス 理容・美容業 5%

34,691 群馬県 みどり市 有限会社福田電気商会 小売業 電化製品 5%

34,692 群馬県 みどり市 フジヤ 小売業 衣料品 5%
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34,693 群馬県 みどり市 Ｂｌｉｃ　ｍｔ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

34,694 群馬県 みどり市 ブロートクーヘン 小売業 食料品 5%

34,695 群馬県 みどり市 ヘアートリック床竹 サービス 理容・美容業 5%

34,696 群馬県 みどり市 ヘアリラクゼーションｏｌｕｌｅａ サービス 理容・美容業 5%

34,697 群馬県 みどり市 ほしのドライ阿左美店 サービス その他サービス 5%

34,698 群馬県 みどり市 ほしのドライとりせん大間々店 サービス その他サービス 5%

34,699 群馬県 みどり市 マクドナルド大間々さくらもーる店 サービス 飲食業 2%

34,700 群馬県 みどり市 マクドナルド大間々ベイシア店 サービス 飲食業 2%

34,701 群馬県 みどり市 マルエドラッグ 小売業 衣料品 5%

34,702 群馬県 みどり市 マルキン 小売業 衣料品 5%

34,703 群馬県 みどり市 セブン－イレブンみどり笠懸吹上店 小売業 食料品 2%

34,704 群馬県 みどり市 セブン－イレブンみどり市笠懸横町店 小売業 食料品 2%

34,705 群馬県 みどり市 モア 小売業 衣料品 5%

34,706 群馬県 みどり市 ヤマシン 小売業 電化製品 5%

34,707 群馬県 みどり市 ヤマト屋 小売業 食料品 5%

34,708 群馬県 みどり市 悠悠 小売業 衣料品 5%

34,709 群馬県 みどり市 リミックス サービス その他サービス 5%

34,710 群馬県 みどり市 レディースランド　コ・コ 小売業 衣料品 5%

34,711 群馬県 みどり市 ロワゼンブルー 小売業 衣料品 5%

34,712 群馬県 みどり市 和ごころ　りんず 小売業 衣料品 5%

34,713 群馬県 みどり市 わらぼうし 小売業 衣料品 5%

34,714 群馬県 みどり市 わらぼうし 小売業 食料品 5%

34,715 群馬県 みなかみ町 アイラブアウトドアーズジャパン サービス その他サービス 5%

34,716 群馬県 みなかみ町 一作農園 サービス 飲食業 5%

34,717 群馬県 みなかみ町 出光上牧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,718 群馬県 みなかみ町 出光水上湯原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,719 群馬県 みなかみ町 お食事処ふじ サービス 飲食業 5%

34,720 群馬県 みなかみ町 温泉農家民宿はしば サービス 宿泊業 5%

34,721 群馬県 みなかみ町 温泉農家民宿はしば サービス 宿泊業 5%

34,722 群馬県 みなかみ町 温宿　三河屋 サービス 宿泊業 5%

34,723 群馬県 みなかみ町 桂来 サービス 飲食業 5%

34,724 群馬県 みなかみ町 角弥 サービス 飲食業 5%

34,725 群馬県 みなかみ町 株式会社　なかや旅館 サービス 宿泊業 5%

34,726 群馬県 みなかみ町 株式会社ＢＭＺ 小売業 その他小売 5%

34,727 群馬県 みなかみ町 窯焼きピザの店ラ・ビエール サービス 飲食業 5%

34,728 群馬県 みなかみ町 ＧＡＲＢＡ　Ｃａｆｅ　ＧＡＲＢＡ本店 サービス 飲食業 5%

34,729 群馬県 みなかみ町 河合自転車店 サービス その他サービス 5%

34,730 群馬県 みなかみ町 河合自転車店 小売業 その他小売 5%

34,731 群馬県 みなかみ町 革細工の家　ＫＵＲＯ 小売業 衣料品 5%

34,732 群馬県 みなかみ町 桐匠根津 小売業 家具・調度品 5%

34,733 群馬県 みなかみ町 金盛館せゝらぎ サービス 宿泊業 5%

34,734 群馬県 みなかみ町 蔵やしき　野の花畑 サービス 宿泊業 5%
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34,735 群馬県 みなかみ町 セブン－イレブン群馬みなかみ町店 小売業 食料品 2%

34,736 群馬県 みなかみ町 蛍雪の宿　尚文 サービス 宿泊業 5%

34,737 群馬県 みなかみ町 源泉湯の宿松乃井 サービス 宿泊業 5%

34,738 群馬県 みなかみ町 サンモール　月夜野店 小売業 食料品 5%

34,739 群馬県 みなかみ町 サンモール　水上店 小売業 食料品 5%

34,740 群馬県 みなかみ町 生寿苑 サービス 宿泊業 5%

34,741 群馬県 みなかみ町 水素風呂と美食と・・・。谷川温泉やど莞山ＫＡＮＺＡＮ サービス 宿泊業 5%

34,742 群馬県 みなかみ町 太陽館 サービス 宿泊業 5%

34,743 群馬県 みなかみ町 滝口薬品 小売業 その他小売 5%

34,744 群馬県 みなかみ町 中華たむら サービス 飲食業 5%

34,745 群馬県 みなかみ町 月夜野ＳＳ　佐々木石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,746 群馬県 みなかみ町 セブン－イレブン月夜野下津店 小売業 食料品 2%

34,747 群馬県 みなかみ町 つゆしゃぶ処雨ニモマケズ サービス 飲食業 5%

34,748 群馬県 みなかみ町 照葉荘 サービス 宿泊業 5%

34,749 群馬県 みなかみ町 照葉荘 サービス その他サービス 5%

34,750 群馬県 みなかみ町 電化のいしざか 小売業 電化製品 5%

34,751 群馬県 みなかみ町 豆富懐石　猿ヶ京ホテル サービス 宿泊業 5%

34,752 群馬県 みなかみ町 トコヤ　ホンダ　トコヤホンダ サービス 理容・美容業 5%

34,753 群馬県 みなかみ町 トヨタレンタリース群馬上毛高原駅前店 サービス その他サービス 2%

34,754 群馬県 みなかみ町 ドラッグ　たむら 小売業 その他小売 2%

34,755 群馬県 みなかみ町 ニュー水上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,756 群馬県 みなかみ町 旅籠しんでん サービス 宿泊業 5%

34,757 群馬県 みなかみ町 旅籠屋丸一 サービス その他サービス 5%

34,758 群馬県 みなかみ町 旅籠屋丸一　ｎｉｃｅ サービス 飲食業 5%

34,759 群馬県 みなかみ町 林屋旅館 サービス 宿泊業 5%

34,760 群馬県 みなかみ町 株式会社原澤自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

34,761 群馬県 みなかみ町 原理美容所 サービス 理容・美容業 5%

34,762 群馬県 みなかみ町 藤原 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,763 群馬県 みなかみ町 別亭やえ野 サービス 宿泊業 5%

34,764 群馬県 みなかみ町 別亭やえ野 サービス 宿泊業 5%

34,765 群馬県 みなかみ町 ペンション シャローム サービス 宿泊業 5%

34,766 群馬県 みなかみ町 ペンション朝ねぼう サービス 宿泊業 5%

34,767 群馬県 みなかみ町 ペンションＢｅ サービス 宿泊業 5%

34,768 群馬県 みなかみ町 ホテル　辰巳館 サービス 宿泊業 5%

34,769 群馬県 みなかみ町 ホテルサンバード サービス 宿泊業 5%

34,770 群馬県 みなかみ町 ホテル湯の陣 サービス 宿泊業 5%

34,771 群馬県 みなかみ町 三国電気商会 小売業 電化製品 5%

34,772 群馬県 みなかみ町 三国ボデーショップ サービス その他サービス 5%

34,773 群馬県 みなかみ町 水上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,774 群馬県 みなかみ町 水上温泉　みなかみホテルジュラク サービス 宿泊業 5%

34,775 群馬県 みなかみ町 水上高原ホテル２００ サービス 宿泊業 5%

34,776 群馬県 みなかみ町 セブン－イレブンみなかみ後閑店 小売業 食料品 2%
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34,777 群馬県 みなかみ町 水上寺ペット霊園 サービス その他サービス 5%

34,778 群馬県 みなかみ町 みねの湯つきよの館 サービス 宿泊業 5%

34,779 群馬県 みなかみ町 民宿つなご サービス 宿泊業 5%

34,780 群馬県 みなかみ町 モロダ洋服店　モロダ洋服店 小売業 衣料品 5%

34,781 群馬県 みなかみ町 有限会社　龍洞 サービス 宿泊業 5%

34,782 群馬県 みなかみ町 湯豆のやど　本伝 サービス 宿泊業 5%

34,783 群馬県 みなかみ町 夢や サービス 飲食業 5%

34,784 群馬県 みなかみ町 料理旅館樋口 サービス 宿泊業 2%

34,785 群馬県 みなかみ町 旅館　永楽荘 サービス 宿泊業 5%

34,786 群馬県 みなかみ町 ワインとお酒の専門店　瀧澤 小売業 食料品 5%

34,787 群馬県 みなかみ町 和洋レストラン竹　和洋レストラン竹 サービス 飲食業 5%

34,788 群馬県 みなかみ町 有限会社藤村クリーニング サービス その他サービス 5%

34,789 群馬県 南牧村 南牧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,790 群馬県 明和町 出光明和町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,791 群馬県 明和町 川俣中古タイヤショップ 小売業 その他小売 5%

34,792 群馬県 明和町 セブン－イレブン群馬明和店 小売業 食料品 2%

34,793 群馬県 明和町 関口電機 小売業 電化製品 5%

34,794 群馬県 明和町 メイワケンゾー 小売業 その他小売 5%

34,795 群馬県 明和町 明和交通　１ サービス 運輸業 5%

34,796 群馬県 明和町 セブン－イレブン明和南大島店 小売業 食料品 2%

34,797 群馬県 吉岡町 アイツアーズ前橋吉岡店 サービス その他サービス 5%

34,798 群馬県 吉岡町 赤城乗馬クラブ サービス その他サービス 5%

34,799 群馬県 吉岡町 出光駒寄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,800 群馬県 吉岡町 うつのみや動物病院 サービス その他サービス 5%

34,801 群馬県 吉岡町 うつわ工房千の森 サービス その他サービス 5%

34,802 群馬県 吉岡町 栄和電器 小売業 電化製品 5%

34,803 群馬県 吉岡町 オオタケオート サービス その他サービス 5%

34,804 群馬県 吉岡町 株式会社 協豊 吉岡町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,805 群馬県 吉岡町 グリルキッチン シャイニング グリル キッチン シャイニング サービス 飲食業 5%

34,806 群馬県 吉岡町 群馬トヨペット　プライム前橋店 小売業 その他小売 5%

34,807 群馬県 吉岡町 源氏家族吉岡店 サービス 飲食業 5%

34,808 群馬県 吉岡町 Ｚａｂｕｔｏｍ／ザブトン伊香保 サービス 飲食業 5%

34,809 群馬県 吉岡町 シューマート　前橋吉岡店 小売業 衣料品 5%

34,810 群馬県 吉岡町 清閑堂　渋川店 小売業 家具・調度品 5%

34,811 群馬県 吉岡町 トヨタカローラ群馬吉岡店 小売業 その他小売 5%

34,812 群馬県 吉岡町 人形の館　石倉　吉岡総本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

34,813 群馬県 吉岡町 ネッツトヨタ群馬前橋よしおか店 小売業 その他小売 5%

34,814 群馬県 吉岡町 ヘアーメイク　カラージュ サービス 理容・美容業 5%

34,815 群馬県 吉岡町 ホームバザー　吉岡店 小売業 その他小売 5%

34,816 群馬県 吉岡町 マクドナルド吉岡フォリオ店 サービス 飲食業 2%

34,817 群馬県 吉岡町 マルエドラッグ吉岡店 小売業 その他小売 5%

34,818 群馬県 吉岡町 マルエドラッグ吉岡野田宿店 小売業 その他小売 5%
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34,819 群馬県 吉岡町 水沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,820 群馬県 吉岡町 メガネの板垣　吉岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

34,821 群馬県 吉岡町 メガネの板垣　吉岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

34,822 群馬県 吉岡町 有限会社Ｄ．Ｄ．ＬＡＢＯ サービス その他サービス 5%

34,823 群馬県 吉岡町 セブン－イレブン吉岡大久保店 小売業 食料品 2%

34,824 群馬県 吉岡町 セブン－イレブン吉岡上野田店 小売業 食料品 2%

34,825 群馬県 吉岡町 セブン－イレブン吉岡上毛大橋通り店 小売業 食料品 2%

34,826 群馬県 吉岡町 セブン－イレブン吉岡バイパス店 小売業 食料品 2%

34,827 群馬県 吉岡町 セブン－イレブン吉岡南下店 小売業 食料品 2%

34,828 群馬県 吉岡町 ロイヤルチェーンフレッセイ吉岡店 サービス その他サービス 5%

34,829 埼玉県 上尾市 株式会社アーク サービス その他サービス 5%

34,830 埼玉県 上尾市 Ｒ ?Ｈｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

34,831 埼玉県 上尾市 ｉｌａ　上尾　【アイラ】 サービス 理容・美容業 5%

34,832 埼玉県 上尾市 アウトドアカフェ山小屋 サービス 飲食業 5%

34,833 埼玉県 上尾市 秋山電気 小売業 電化製品 5%

34,834 埼玉県 上尾市 株式会社アクション サービス その他サービス 5%

34,835 埼玉県 上尾市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌａ　ｆａｔｅ上尾 サービス 理容・美容業 5%

34,836 埼玉県 上尾市 上尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,837 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾壱丁目南店 小売業 食料品 2%

34,838 埼玉県 上尾市 上尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,839 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾柏座４丁目店 小売業 食料品 2%

34,840 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾上町１丁目店 小売業 食料品 2%

34,841 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾上店 小売業 食料品 2%

34,842 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾川店 小売業 食料品 2%

34,843 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾小泉店 小売業 食料品 2%

34,844 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾小泉氷川店 小売業 食料品 2%

34,845 埼玉県 上尾市 上尾コンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

34,846 埼玉県 上尾市 上尾酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

34,847 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾菅谷１丁目店 小売業 食料品 2%

34,848 埼玉県 上尾市 上尾爽健院 サービス その他サービス 5%

34,849 埼玉県 上尾市 上尾中央総合病院売店 小売業 その他小売 5%

34,850 埼玉県 上尾市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ上尾道路店 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,851 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾中妻１丁目店 小売業 食料品 2%

34,852 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾中妻３丁目店 小売業 食料品 2%

34,853 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾中分１丁目店 小売業 食料品 2%

34,854 埼玉県 上尾市 上尾西口駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,855 埼玉県 上尾市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ上尾西店 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,856 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾西宮下店 小売業 食料品 2%

34,857 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾西門前店 小売業 食料品 2%

34,858 埼玉県 上尾市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ上尾ＢＰ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,859 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾原市団地店 小売業 食料品 2%

34,860 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾原市店 小売業 食料品 2%
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34,861 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾原市バイパス店 小売業 食料品 2%

34,862 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾日の出４丁目店 小売業 食料品 2%

34,863 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾平方北店 小売業 食料品 2%

34,864 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾平方店 小売業 食料品 2%

34,865 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾平方領々家店 小売業 食料品 2%

34,866 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾平塚２丁目店 小売業 食料品 2%

34,867 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾二ツ宮店 小売業 食料品 2%

34,868 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾本町１丁目店 小売業 食料品 2%

34,869 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾本町東店 小売業 食料品 2%

34,870 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾本町６丁目店 小売業 食料品 2%

34,871 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾緑丘２丁目店 小売業 食料品 2%

34,872 埼玉県 上尾市 上尾宮下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,873 埼玉県 上尾市 セブン－イレブン上尾向山店 小売業 食料品 2%

34,874 埼玉県 上尾市 アットイーズ　ＰＡＰＡ上尾店 小売業 その他小売 5%

34,875 埼玉県 上尾市 有賀園ゴルフさいたま店 小売業 その他小売 5%

34,876 埼玉県 上尾市 セブン－イレブンアリコベール上尾店 小売業 食料品 2%

34,877 埼玉県 上尾市 イタリアンレストラン　ラ・プリマ サービス 飲食業 5%

34,878 埼玉県 上尾市 いつき整体院 サービス その他サービス 5%

34,879 埼玉県 上尾市 出光ニュー平方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,880 埼玉県 上尾市 イルーシー３００上尾ショーサンプラザ店 小売業 衣料品 5%

34,881 埼玉県 上尾市 ウェーブ　Ｌ－Ｂｌｏｓｓｏｍ北上尾店 サービス 理容・美容業 5%

34,882 埼玉県 上尾市 ウェーブ　ブロッサム上尾店 サービス 理容・美容業 5%

34,883 埼玉県 上尾市 歌広場　上尾店 サービス 飲食業 5%

34,884 埼玉県 上尾市 ＥＩＧＨＴ　ａｇｅｏ サービス 理容・美容業 5%

34,885 埼玉県 上尾市 栄和商工株式会社 小売業 その他小売 5%

34,886 埼玉県 上尾市 えがおのひろば。上尾ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

34,887 埼玉県 上尾市 えがおのひろば。柏座ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

34,888 埼玉県 上尾市 Ｓ－ＬＩＮＫクロス 小売業 電化製品 5%

34,889 埼玉県 上尾市 Ｓ－ＬＩＮＫタザキ 小売業 電化製品 5%

34,890 埼玉県 上尾市 ＡＰＭタイヤサービス 小売業 その他小売 5%

34,891 埼玉県 上尾市 Ｍ＆Ｋマネージメント サービス その他サービス 5%

34,892 埼玉県 上尾市 Ｌ－Ｂｌｏｓｓｏｍ　北上尾店 サービス 理容・美容業 5%

34,893 埼玉県 上尾市 黄金の牛　上尾店 サービス 飲食業 5%

34,894 埼玉県 上尾市 大川　上尾店 小売業 家具・調度品 5%

34,895 埼玉県 上尾市 大川家具　上尾店 小売業 家具・調度品 5%

34,896 埼玉県 上尾市 大塚 小売業 その他小売 5%

34,897 埼玉県 上尾市 有限会社オートサプライ鈴木 サービス その他サービス 5%

34,898 埼玉県 上尾市 奥隅燃料 小売業 その他小売 5%

34,899 埼玉県 上尾市 オリックスレンタカー上尾駅前店 サービス その他サービス 2%

34,900 埼玉県 上尾市 カーポートマルゼン埼玉本店 小売業 その他小売 5%

34,901 埼玉県 上尾市 カーコンビニ倶楽部　上平自動車 サービス その他サービス 5%

34,902 埼玉県 上尾市 粕谷自動車 サービス その他サービス 5%
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34,903 埼玉県 上尾市 楽器店サウンドトラベル　サウンドトラベル 小売業 その他小売 5%

34,904 埼玉県 上尾市 がってん食堂大島屋上尾店 サービス 飲食業 5%

34,905 埼玉県 上尾市 がってん寿司上尾店 サービス 飲食業 5%

34,906 埼玉県 上尾市 かつ敏上尾店 サービス 飲食業 5%

34,907 埼玉県 上尾市 カットハウス　フリーダム サービス 理容・美容業 5%

34,908 埼玉県 上尾市 家電ＰＲＯ サービス その他サービス 5%

34,909 埼玉県 上尾市 株式会社アーク 小売業 衣料品 5%

34,910 埼玉県 上尾市 株式会社イーテク サービス その他サービス 5%

34,911 埼玉県 上尾市 株式会社コーヨー 小売業 電化製品 5%

34,912 埼玉県 上尾市 上妻電気商会 小売業 電化製品 5%

34,913 埼玉県 上尾市 カラオケ　シティベア　上尾店 サービス その他サービス 5%

34,914 埼玉県 上尾市 カラオケシティベア上尾店 サービス その他サービス 5%

34,915 埼玉県 上尾市 カラダ工房　Ｎｉ．Ｒｅ サービス その他サービス 5%

34,916 埼玉県 上尾市 カラダドクター整体院 サービス その他サービス 5%

34,917 埼玉県 上尾市 カラダドクター整体院 サービス その他サービス 5%

34,918 埼玉県 上尾市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　上尾駅西口店 サービス 飲食業 2%

34,919 埼玉県 上尾市 川魚料理　うなぎ松本 サービス 飲食業 5%

34,920 埼玉県 上尾市 キャラントカフェ サービス 飲食業 5%

34,921 埼玉県 上尾市 ギャルフィットクラブ上尾ショーサンプラザ店 小売業 衣料品 5%

34,922 埼玉県 上尾市 牛角上尾浅間台 サービス 飲食業 2%

34,923 埼玉県 上尾市 ぎょうざの満洲　上尾東口店 サービス 飲食業 5%

34,924 埼玉県 上尾市 京料理　善 サービス 飲食業 5%

34,925 埼玉県 上尾市 クラウドナイン サービス 理容・美容業 5%

34,926 埼玉県 上尾市 Ｋ　Ｓ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

34,927 埼玉県 上尾市 小泉タクシー サービス 運輸業 5%

34,928 埼玉県 上尾市 ＣｏＣｏ壱番屋上尾向山店 サービス 飲食業 2%

34,929 埼玉県 上尾市 コンフォート・ジュディー サービス 理容・美容業 5%

34,930 埼玉県 上尾市 三合屋 サービス 飲食業 5%

34,931 埼玉県 上尾市 三合屋 サービス 飲食業 5%

34,932 埼玉県 上尾市 有限会社清水商会 小売業 その他小売 5%

34,933 埼玉県 上尾市 十一屋酒店 小売業 食料品 5%

34,934 埼玉県 上尾市 シューズスクエア　上尾店 小売業 衣料品 5%

34,935 埼玉県 上尾市 新上尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,936 埼玉県 上尾市 鮨　わさび サービス 飲食業 5%

34,937 埼玉県 上尾市 スタジオマックス上尾店 サービス その他サービス 5%

34,938 埼玉県 上尾市 すたみな太郎　上尾店 サービス 飲食業 5%

34,939 埼玉県 上尾市 スポーツカムイ上尾店 小売業 その他小売 5%

34,940 埼玉県 上尾市 ＳａｌｅｍＳｈｏｅＳｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

34,941 埼玉県 上尾市 セオサイクル上尾店 小売業 その他小売 5%

34,942 埼玉県 上尾市 せんたくの王様川店 サービス その他サービス 5%

34,943 埼玉県 上尾市 第一ホルモン サービス 飲食業 5%

34,944 埼玉県 上尾市 ダイハツ販売上尾東 小売業 その他小売 5%
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34,945 埼玉県 上尾市 タカハシ　上尾店 小売業 衣料品 5%

34,946 埼玉県 上尾市 チェックマン サービス その他サービス 5%

34,947 埼玉県 上尾市 中華物産 上尾 中華物産 上尾 小売業 食料品 5%

34,948 埼玉県 上尾市 テニスラウンジ上尾 サービス その他サービス 5%

34,949 埼玉県 上尾市 でんきち　上尾店 小売業 電化製品 5%

34,950 埼玉県 上尾市 動物病院くまごろう サービス その他サービス 5%

34,951 埼玉県 上尾市 トヨタカローラ埼玉上尾中妻店 小売業 その他小売 5%

34,952 埼玉県 上尾市 トヨタカローラ埼玉上尾本店 小売業 その他小売 5%

34,953 埼玉県 上尾市 トヨタカローラ埼玉本社 小売業 その他小売 5%

34,954 埼玉県 上尾市 トヨタカローラ埼玉Ｕステ－ジ上尾西 小売業 その他小売 5%

34,955 埼玉県 上尾市 トヨタカローラ埼玉Ｕステ－ジ上尾 小売業 その他小売 5%

34,956 埼玉県 上尾市 トヨタカローラ新埼玉上尾向山店 小売業 その他小売 5%

34,957 埼玉県 上尾市 トヨタカローラ新埼玉東大宮店 小売業 その他小売 5%

34,958 埼玉県 上尾市 トヨタ部品埼玉共販　上尾店 サービス その他サービス 5%

34,959 埼玉県 上尾市 トヨタレンタリース埼玉上尾駅前店 サービス その他サービス 2%

34,960 埼玉県 上尾市 トヨタレンタリース新埼玉上尾西口店 サービス その他サービス 2%

34,961 埼玉県 上尾市 ドリームオート 小売業 その他小売 5%

34,962 埼玉県 上尾市 トリニティコモンズ株式会社 サービス 理容・美容業 5%

34,963 埼玉県 上尾市 中山整体院 サービス その他サービス 5%

34,964 埼玉県 上尾市 肉の万世　上尾店 サービス 飲食業 5%

34,965 埼玉県 上尾市 肉の万世　上尾店 サービス 飲食業 5%

34,966 埼玉県 上尾市 ｎｉｃｏｌａ　上尾店 サービス 理容・美容業 5%

34,967 埼玉県 上尾市 西上尾自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

34,968 埼玉県 上尾市 日本薬健株式会社 サービス その他サービス 5%

34,969 埼玉県 上尾市 ハートランド０９上尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

34,970 埼玉県 上尾市 ＢＡＲＢＥＲ　ＳＨＯＰ　Ｃｌｉｐｐｅｒｓ サービス 理容・美容業 5%

34,971 埼玉県 上尾市 バイシクルセオ上尾イースト店 小売業 その他小売 5%

34,972 埼玉県 上尾市 バイシクルセオ上尾イースト店 小売業 その他小売 5%

34,973 埼玉県 上尾市 ＰＯＷＤＥＲａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

34,974 埼玉県 上尾市 橋本屋 上尾店 小売業 その他小売 5%

34,975 埼玉県 上尾市 はとや　上尾店 小売業 その他小売 5%

34,976 埼玉県 上尾市 パナハート　ハタケヤマ 小売業 電化製品 5%

34,977 埼玉県 上尾市 はんこ広場　上尾店 小売業 その他小売 5%

34,978 埼玉県 上尾市 ばんどう太郎上尾店 サービス 飲食業 5%

34,979 埼玉県 上尾市 ＢＥＥ サービス 理容・美容業 5%

34,980 埼玉県 上尾市 ＰｉｃｃｏｌｏＣｏｒａｇｇｉｏ サービス 飲食業 5%

34,981 埼玉県 上尾市 美肌づくりのお店ＢｅｌｌＶｅｎｕｓ サービス その他サービス 5%

34,982 埼玉県 上尾市 日々香 サービス 理容・美容業 5%

34,983 埼玉県 上尾市 百華 小売業 その他小売 5%

34,984 埼玉県 上尾市 美容室 ｏｌｉｖｅ 上尾店 サービス 理容・美容業 5%

34,985 埼玉県 上尾市 美容室オルカ サービス 理容・美容業 5%

34,986 埼玉県 上尾市 美容室パウダーブリーズ サービス 理容・美容業 5%
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34,987 埼玉県 上尾市 美容室マリーチェ上尾店 サービス 理容・美容業 5%

34,988 埼玉県 上尾市 平方自動車 サービス その他サービス 5%

34,989 埼玉県 上尾市 ファイテン＠元気ＵＰプラザ　上尾店 小売業 その他小売 5%

34,990 埼玉県 上尾市 フィアクレー サービス 理容・美容業 5%

34,991 埼玉県 上尾市 Ｐｏｏｃｈｅｓ 小売業 その他小売 5%

34,992 埼玉県 上尾市 フットサルアリーナ　上尾 サービス その他サービス 5%

34,993 埼玉県 上尾市 フットサルアリーナ上尾 サービス その他サービス 5%

34,994 埼玉県 上尾市 Ｂｌｏｓｓｏｍ　上尾店 サービス 理容・美容業 5%

34,995 埼玉県 上尾市 プロフィット サービス 理容・美容業 5%

34,996 埼玉県 上尾市 文楽　東蔵 サービス 飲食業 5%

34,997 埼玉県 上尾市 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　３２１４ サービス 理容・美容業 5%

34,998 埼玉県 上尾市 ｈａｉｒＨＯＷＤＹ！ サービス 理容・美容業 5%

34,999 埼玉県 上尾市 ヘアメイクアッシュ　北上尾店 サービス 理容・美容業 5%

35,000 埼玉県 上尾市 ペットのデパート　東葛　上尾店 小売業 その他小売 5%

35,001 埼玉県 上尾市 ベローチェ上尾店 サービス 飲食業 5%

35,002 埼玉県 上尾市 ＶＯＧＡ サービス 理容・美容業 5%

35,003 埼玉県 上尾市 ＶＯＧＡ サービス 理容・美容業 5%

35,004 埼玉県 上尾市 ほぐし処こはるびより サービス その他サービス 5%

35,005 埼玉県 上尾市 ボディピット サービス その他サービス 5%

35,006 埼玉県 上尾市 ポラリス サービス その他サービス 5%

35,007 埼玉県 上尾市 ホワイト急便上尾西口駅前店 サービス その他サービス 5%

35,008 埼玉県 上尾市 ホワイト急便愛宕バリュー店 サービス その他サービス 5%

35,009 埼玉県 上尾市 ホワイト急便上野店 サービス その他サービス 5%

35,010 埼玉県 上尾市 ホワイト急便原市店 サービス その他サービス 5%

35,011 埼玉県 上尾市 ホワイト急便富士見店 サービス その他サービス 5%

35,012 埼玉県 上尾市 ホワイト急便二ッ宮店 サービス その他サービス 5%

35,013 埼玉県 上尾市 ホワイト急便ベルク上尾東店 サービス その他サービス 5%

35,014 埼玉県 上尾市 ＢＯＮＴＥＣサービス 小売業 電化製品 5%

35,015 埼玉県 上尾市 ボンドール上尾サロン サービス 飲食業 5%

35,016 埼玉県 上尾市 マクドナルド上尾駅西口店 サービス 飲食業 2%

35,017 埼玉県 上尾市 マクドナルド上尾地頭方店 サービス 飲食業 2%

35,018 埼玉県 上尾市 マクドナルド上尾セキチュー店 サービス 飲食業 2%

35,019 埼玉県 上尾市 マクドナルド上尾中妻与野フードセンター店 サービス 飲食業 2%

35,020 埼玉県 上尾市 マクドナルド１７号上尾店 サービス 飲食業 2%

35,021 埼玉県 上尾市 ＭＭ丸広上尾店 サービス その他サービス 5%

35,022 埼玉県 上尾市 マナベインテリアハーツ北上尾店 小売業 家具・調度品 5%

35,023 埼玉県 上尾市 まるたけ　平方店 小売業 食料品 5%

35,024 埼玉県 上尾市 ｍｉｋｉｒｉｌｅａｔｈｅｒｗｏｒｋｓ 小売業 衣料品 5%

35,025 埼玉県 上尾市 コワーキングスペースＭＩＲＡＩ サービス その他サービス 5%

35,026 埼玉県 上尾市 メガトンマーケット上尾店 小売業 衣料品 5%

35,027 埼玉県 上尾市 メガネ　ミラール 小売業 貴金属・服飾品 5%

35,028 埼玉県 上尾市 メガネのミラール　上尾店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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35,029 埼玉県 上尾市 モリモト電機 小売業 電化製品 5%

35,030 埼玉県 上尾市 有限会社クロス自動車 有限会社 クロス自動車 サービス その他サービス 5%

35,031 埼玉県 上尾市 有限会社石川屋 小売業 その他小売 5%

35,032 埼玉県 上尾市 有限会社セイコー自動車 サービス その他サービス 5%

35,033 埼玉県 上尾市 （有）セイコー自動車 サービス その他サービス 5%

35,034 埼玉県 上尾市 有限会社廿楽モータース サービス その他サービス 5%

35,035 埼玉県 上尾市 洋服のタカハシ　上尾店 小売業 衣料品 5%

35,036 埼玉県 上尾市 横田メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

35,037 埼玉県 上尾市 らーめん工房 みそ伝 上尾店 サービス 飲食業 5%

35,038 埼玉県 上尾市 Ｌａｖｏ　Ｄｏｇ サービス その他サービス 5%

35,039 埼玉県 上尾市 楽みん サービス その他サービス 5%

35,040 埼玉県 上尾市 Ｒ！丸広上尾店 サービス その他サービス 5%

35,041 埼玉県 上尾市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　ヒロタ　上尾店 サービス その他サービス 2%

35,042 埼玉県 上尾市 ＬＯＯＫマツエ 小売業 その他小売 5%

35,043 埼玉県 上尾市 Ｒｅｉｖｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

35,044 埼玉県 朝霞市 愛の郷 サービス 運輸業 5%

35,045 埼玉県 朝霞市 青山フラワーマーケットエキア朝霞店 小売業 その他小売 5%

35,046 埼玉県 朝霞市 朝霞ＳＳ　朝霞石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,047 埼玉県 朝霞市 朝霞　日本酒バル　まいかけ サービス 飲食業 5%

35,048 埼玉県 朝霞市 セブン－イレブン朝霞朝志ヶ丘１丁目店 小売業 食料品 2%

35,049 埼玉県 朝霞市 セブンーイレブン朝霞駅前店 小売業 食料品 2%

35,050 埼玉県 朝霞市 セブン－イレブン朝霞駅南口店 小売業 食料品 2%

35,051 埼玉県 朝霞市 セブン－イレブン朝霞岡３丁目店 小売業 食料品 2%

35,052 埼玉県 朝霞市 セブン－イレブン朝霞北原２丁目店 小売業 食料品 2%

35,053 埼玉県 朝霞市 セブン－イレブン朝霞厚生病院前店 小売業 食料品 2%

35,054 埼玉県 朝霞市 セブンーイレブン朝霞幸町１丁目店 小売業 食料品 2%

35,055 埼玉県 朝霞市 セブン－イレブン朝霞栄町５丁目店 小売業 食料品 2%

35,056 埼玉県 朝霞市 セブンーイレブン朝霞台駅南口店 小売業 食料品 2%

35,057 埼玉県 朝霞市 あさか台わたなべ薬局 小売業 その他小売 5%

35,058 埼玉県 朝霞市 セブン－イレブン朝霞田島１丁目店 小売業 食料品 2%

35,059 埼玉県 朝霞市 朝霞デイリーホテル　レストラン サービス 飲食業 5%

35,060 埼玉県 朝霞市 セブン－イレブン朝霞東洋大学前店 小売業 食料品 2%

35,061 埼玉県 朝霞市 セブン－イレブン朝霞本町１丁目店 小売業 食料品 2%

35,062 埼玉県 朝霞市 朝霞本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,063 埼玉県 朝霞市 セブン－イレブン朝霞三原５丁目店 小売業 食料品 2%

35,064 埼玉県 朝霞市 セブン－イレブン朝霞三原３丁目店 小売業 食料品 2%

35,065 埼玉県 朝霞市 あとりえびじゅー 小売業 衣料品 5%

35,066 埼玉県 朝霞市 Ａｐａｉｓｅｒ サービス 理容・美容業 5%

35,067 埼玉県 朝霞市 アルファスポーツ 小売業 その他小売 5%

35,068 埼玉県 朝霞市 居酒屋和 サービス 飲食業 5%

35,069 埼玉県 朝霞市 出光北朝霞ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,070 埼玉県 朝霞市 いやし泉屋　朝霞台店 サービス その他サービス 5%
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35,071 埼玉県 朝霞市 Ｉｎｄａｈ サービス 理容・美容業 5%

35,072 埼玉県 朝霞市 Ｉｎｄａｈ ｉｎｄａｈ サービス 理容・美容業 5%

35,073 埼玉県 朝霞市 内間木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,074 埼玉県 朝霞市 エアー サービス 理容・美容業 5%

35,075 埼玉県 朝霞市 エアー サービス 理容・美容業 5%

35,076 埼玉県 朝霞市 ＡＳ－ＳＰＡＣＥ サービス その他サービス 5%

35,077 埼玉県 朝霞市 ＳＫ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

35,078 埼玉県 朝霞市 ｅｔａｒａｋａ サービス その他サービス 5%

35,079 埼玉県 朝霞市 Ｘ－アドベンチャー サービス その他サービス 5%

35,080 埼玉県 朝霞市 ｅｒｉｓｕｋｅ 小売業 衣料品 5%

35,081 埼玉県 朝霞市 大阪やき萬太 サービス 飲食業 5%

35,082 埼玉県 朝霞市 岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,083 埼玉県 朝霞市 おそうじ革命 埼玉朝霞店 サービス その他サービス 5%

35,084 埼玉県 朝霞市 オリックスレンタカー志木店 サービス その他サービス 2%

35,085 埼玉県 朝霞市 カイロプラクティックとまと サービス 理容・美容業 5%

35,086 埼玉県 朝霞市 かごの屋朝霞台店 サービス 飲食業 5%

35,087 埼玉県 朝霞市 がってん食堂大島屋　朝霞店 サービス 飲食業 5%

35,088 埼玉県 朝霞市 カット　アトリエ サービス 理容・美容業 5%

35,089 埼玉県 朝霞市 カネコ食料企画 小売業 食料品 5%

35,090 埼玉県 朝霞市 ｃａｆｅ ｕｒａｒａｋａ ｃａｆｅ ｕｒａｒａｋａ サービス 飲食業 5%

35,091 埼玉県 朝霞市 株式会社鳴浜リース　埼玉支店 サービス その他サービス 5%

35,092 埼玉県 朝霞市 かまどか朝霞店 サービス 飲食業 2%

35,093 埼玉県 朝霞市 北朝霞ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,094 埼玉県 朝霞市 セブン－イレブン北朝霞駅前店 小売業 食料品 2%

35,095 埼玉県 朝霞市 牛角 川越霞ヶ関店 サービス 飲食業 2%

35,096 埼玉県 朝霞市 牛角朝霞店 サービス 飲食業 2%

35,097 埼玉県 朝霞市 牛角みはら サービス 飲食業 2%

35,098 埼玉県 朝霞市 ぎょうざの満洲　朝霞台南口店 サービス 飲食業 5%

35,099 埼玉県 朝霞市 ぎょうざの満洲　朝霞南口店 サービス 飲食業 5%

35,100 埼玉県 朝霞市 グリーンスーパー橋本 移動販売 小売業 食料品 5%

35,101 埼玉県 朝霞市 グリーンスーパー橋本　有限会社グリーンスーパー橋本 小売業 食料品 5%

35,102 埼玉県 朝霞市 ケイアンドエイチ 小売業 その他小売 5%

35,103 埼玉県 朝霞市 自家焙煎　幸音珈琲 サービス 飲食業 5%

35,104 埼玉県 朝霞市 七左食堂 サービス 飲食業 5%

35,105 埼玉県 朝霞市 シティ・イン北朝霞 サービス 宿泊業 5%

35,106 埼玉県 朝霞市 シティベア朝霞台店 サービス その他サービス 5%

35,107 埼玉県 朝霞市 シティベア朝霞店 サービス その他サービス 5%

35,108 埼玉県 朝霞市 Ｃｈｏｕ　Ｃｈｏｕ　Ｌａｐｉｎ サービス 理容・美容業 5%

35,109 埼玉県 朝霞市 ＣｈｏｕＣｈｏｕＬａｐｉｎ サービス 理容・美容業 5%

35,110 埼玉県 朝霞市 昇 サービス 飲食業 5%

35,111 埼玉県 朝霞市 スクールベン　朝霞本店 小売業 衣料品 5%

35,112 埼玉県 朝霞市 スタジオオブジェ サービス 理容・美容業 5%
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35,113 埼玉県 朝霞市 スナック愛華 朝霞店 サービス 飲食業 5%

35,114 埼玉県 朝霞市 スマホ　タブレットの訪問レッスン　タクミ サービス その他サービス 5%

35,115 埼玉県 朝霞市 炭酒場カミナリ屋　朝霞台店 サービス 飲食業 5%

35,116 埼玉県 朝霞市 炭火串焼き雨や鳥 サービス 飲食業 5%

35,117 埼玉県 朝霞市 ＭＡＲＵＫＩ サービス その他サービス 5%

35,118 埼玉県 朝霞市 大明電機 小売業 電化製品 5%

35,119 埼玉県 朝霞市 高耕農園 サービス その他サービス 5%

35,120 埼玉県 朝霞市 タカチホ電機朝志ケ丘店 小売業 電化製品 5%

35,121 埼玉県 朝霞市 タカハシ　朝霞三原店 小売業 衣料品 5%

35,122 埼玉県 朝霞市 中央電化　朝霞店 小売業 電化製品 5%

35,123 埼玉県 朝霞市 つきじ海賓　朝霞店 サービス 飲食業 5%

35,124 埼玉県 朝霞市 月の庵朝霞台店 サービス 飲食業 5%

35,125 埼玉県 朝霞市 ディアペット朝霞 サービス その他サービス 5%

35,126 埼玉県 朝霞市 でんきち朝霞店 小売業 電化製品 5%

35,127 埼玉県 朝霞市 ＴＵＯ東洋大学生協　朝霞食堂 サービス その他サービス 5%

35,128 埼玉県 朝霞市 Ｔｏｈｏｋｕｆｏｏｄｄｉｎｉｎｇあいづ サービス 飲食業 5%

35,129 埼玉県 朝霞市 東洋大学生協　朝霞食堂 サービス その他サービス 5%

35,130 埼玉県 朝霞市 東洋大学生協　朝霞店 サービス その他サービス 5%

35,131 埼玉県 朝霞市 東洋大学生協　朝霞店 サービス その他サービス 5%

35,132 埼玉県 朝霞市 東洋大学生協　朝霞店（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

35,133 埼玉県 朝霞市 ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙｓａｌｏｎＢｅｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

35,134 埼玉県 朝霞市 魚とや北朝霞店 サービス 飲食業 5%

35,135 埼玉県 朝霞市 トヨタレンタリース埼玉朝霞台駅前店 サービス その他サービス 2%

35,136 埼玉県 朝霞市 トヨタレンタリース新埼玉朝霞駅前店 サービス その他サービス 2%

35,137 埼玉県 朝霞市 ドラッグ エース 朝霞宮戸店 小売業 その他小売 5%

35,138 埼玉県 朝霞市 ドラッグ エース 朝志ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

35,139 埼玉県 朝霞市 ドラッグ エース 岡店 小売業 その他小売 5%

35,140 埼玉県 朝霞市 ドラッグ エース 本町店 小売業 その他小売 5%

35,141 埼玉県 朝霞市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ＳＰＥＲＡＮＺＡ サービス 飲食業 5%

35,142 埼玉県 朝霞市 鳥りゅう サービス 飲食業 5%

35,143 埼玉県 朝霞市 函館海や朝霞台店 サービス 飲食業 5%

35,144 埼玉県 朝霞市 パステルデザート朝霞台店 小売業 食料品 5%

35,145 埼玉県 朝霞市 パソコミュ広場あさか サービス その他サービス 5%

35,146 埼玉県 朝霞市 パティスリーパスティーユ サービス 飲食業 5%

35,147 埼玉県 朝霞市 バーマリブ サービス 飲食業 5%

35,148 埼玉県 朝霞市 バルーチョ 朝霞台店 サービス 飲食業 5%

35,149 埼玉県 朝霞市 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｓｃｉｏｓｃｉａｍｍｏｃｃａ サービス 飲食業 5%

35,150 埼玉県 朝霞市 美容室禅?ｚｅｎ? サービス 理容・美容業 5%

35,151 埼玉県 朝霞市 フィッツミーマルエツ朝霞店 サービス その他サービス 5%

35,152 埼玉県 朝霞市 風風ラーメン　朝霞台店 サービス 飲食業 5%

35,153 埼玉県 朝霞市 風風ラーメン　朝霞東口店 サービス 飲食業 5%

35,154 埼玉県 朝霞市 風風ラーメン　朝霞南口店 サービス 飲食業 5%
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35,155 埼玉県 朝霞市 風風ラーメン　北朝霞店 サービス 飲食業 5%

35,156 埼玉県 朝霞市 フタバスポーツ朝霞本店 小売業 その他小売 5%

35,157 埼玉県 朝霞市 プリムローズあさかＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,158 埼玉県 朝霞市 ブルーブルーエ　エキア朝霞店 小売業 貴金属・服飾品 5%

35,159 埼玉県 朝霞市 ＢＬ　朝霞店 サービス 理容・美容業 5%

35,160 埼玉県 朝霞市 ブロッサム　朝霞台店 サービス 理容・美容業 5%

35,161 埼玉県 朝霞市 ヘアーサロンヤマモト サービス 理容・美容業 5%

35,162 埼玉県 朝霞市 ヘアーデザインレオン サービス 理容・美容業 5%

35,163 埼玉県 朝霞市 細野理髪店 サービス 理容・美容業 5%

35,164 埼玉県 朝霞市 ポポラマーマあさか台店 サービス 飲食業 5%

35,165 埼玉県 朝霞市 マクドナルド朝霞台駅前店 サービス 飲食業 2%

35,166 埼玉県 朝霞市 Ｍａ　ｃｈｅｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

35,167 埼玉県 朝霞市 マツエク専門サロン ｅｃｌａｔ 朝霞店 サービス 理容・美容業 5%

35,168 埼玉県 朝霞市 メガネストアー朝霞 小売業 その他小売 5%

35,169 埼玉県 朝霞市 メガネストアー朝霞店 小売業 その他小売 5%

35,170 埼玉県 朝霞市 麺酒房龍安　麺酒房　龍安 サービス 飲食業 5%

35,171 埼玉県 朝霞市 モトハウス　タカハシ サービス その他サービス 5%

35,172 埼玉県 朝霞市 ｍｏｍｏ サービス 理容・美容業 5%

35,173 埼玉県 朝霞市 生薬美容研究所 サービス その他サービス 5%

35,174 埼玉県 朝霞市 焼き菓子屋ＴＥＫＵＴＥＫＵ 小売業 食料品 5%

35,175 埼玉県 朝霞市 焼肉酒家　李苑　朝霞台店 サービス 飲食業 5%

35,176 埼玉県 朝霞市 弥次郎兵衛／ろばた炉　朝霞店 サービス 飲食業 5%

35,177 埼玉県 朝霞市 洋服のタカハシ 朝霞三原店 小売業 衣料品 5%

35,178 埼玉県 朝霞市 ラカスタ髪飛行切 サービス 理容・美容業 5%

35,179 埼玉県 朝霞市 ライフプラス サービス その他サービス 5%

35,180 埼玉県 朝霞市 ＬＡＫＩＡ　ＳＨＯＰ　ラキアショップ 小売業 衣料品 5%

35,181 埼玉県 朝霞市 ラビックス 小売業 その他小売 5%

35,182 埼玉県 朝霞市 ＬｉｎｋＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

35,183 埼玉県 朝霞市 ＬＵＫＥ サービス その他サービス 5%

35,184 埼玉県 伊奈町 猪狩工務店 サービス その他サービス 5%

35,185 埼玉県 伊奈町 セブン－イレブン伊奈内宿店 小売業 食料品 2%

35,186 埼玉県 伊奈町 伊奈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,187 埼玉県 伊奈町 伊奈学園前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,188 埼玉県 伊奈町 セブン－イレブン伊奈小室河原店 小売業 食料品 2%

35,189 埼玉県 伊奈町 セブン－イレブン伊奈栄店 小売業 食料品 2%

35,190 埼玉県 伊奈町 セブン－イレブン伊奈栄６丁目店 小売業 食料品 2%

35,191 埼玉県 伊奈町 伊奈病院売店 小売業 その他小売 5%

35,192 埼玉県 伊奈町 伊奈ペットクリニック サービス その他サービス 5%

35,193 埼玉県 伊奈町 ＩｎｎｏＣｅｎｃｅ 小売業 衣料品 5%

35,194 埼玉県 伊奈町 Ｗｉｔｈｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

35,195 埼玉県 伊奈町 ｅｆｆａｃｅ伊奈店 サービス 理容・美容業 5%

35,196 埼玉県 伊奈町 Ｃａｒ　Ｂｏｄｙ　ｓｈｏｐ　Ｖｉｃｋｙ サービス その他サービス 5%
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35,197 埼玉県 伊奈町 懐石料理さとし サービス 飲食業 5%

35,198 埼玉県 伊奈町 懐石料理さとし サービス 飲食業 5%

35,199 埼玉県 伊奈町 ギガパール　伊奈中央店 小売業 食料品 5%

35,200 埼玉県 伊奈町 クライミングジムゼロ　さいたま店 小売業 その他小売 5%

35,201 埼玉県 伊奈町 グレードワン伊奈本店 小売業 その他小売 5%

35,202 埼玉県 伊奈町 サイクルショップ シエロ 小売業 その他小売 5%

35,203 埼玉県 伊奈町 ＣＹＣＬＥ　ＳＨＯＰ　ＣＩＥＬＯ 小売業 その他小売 5%

35,204 埼玉県 伊奈町 埼玉営業所 小売業 その他小売 5%

35,205 埼玉県 伊奈町 ＪＡさいたま　四季彩館直売所 小売業 食料品 5%

35,206 埼玉県 伊奈町 スタイルパウズ伊奈本店 サービス 理容・美容業 5%

35,207 埼玉県 伊奈町 ダイハツ伊奈販売　ターボ伊奈 サービス その他サービス 5%

35,208 埼玉県 伊奈町 トヨタカローラ埼玉伊奈店 小売業 その他小売 5%

35,209 埼玉県 伊奈町 蜂駆除蜂屋 サービス その他サービス 5%

35,210 埼玉県 伊奈町 ｆｉｌｏ 小売業 衣料品 5%

35,211 埼玉県 伊奈町 古着衛門 小売業 衣料品 5%

35,212 埼玉県 伊奈町 ＨｅｒｉｔａｇｅＨａｗａｉｉ サービス 飲食業 5%

35,213 埼玉県 伊奈町 ヘルスケアブレッドラッキーズ 小売業 食料品 5%

35,214 埼玉県 伊奈町 ホリデー車検 伊奈 サービス 運輸業 5%

35,215 埼玉県 伊奈町 マクドナルド伊奈町店 サービス 飲食業 2%

35,216 埼玉県 伊奈町 万楽 サービス 飲食業 5%

35,217 埼玉県 伊奈町 モーターランドエムエム 小売業 その他小売 5%

35,218 埼玉県 入間市 アイオプト入間店 小売業 貴金属・服飾品 5%

35,219 埼玉県 入間市 アイズギャラリー　イオン入間店 小売業 貴金属・服飾品 5%

35,220 埼玉県 入間市 あずさクリーニング入間店 サービス その他サービス 5%

35,221 埼玉県 入間市 ａｔｔｉｃ　ｈａｉｒ　ｒｅｌａｘ サービス 理容・美容業 5%

35,222 埼玉県 入間市 炙り焼き鳥子 サービス 飲食業 5%

35,223 埼玉県 入間市 ＆ＦＬＯＷＥＲ サービス 理容・美容業 5%

35,224 埼玉県 入間市 イーストアフリカ 小売業 その他小売 5%

35,225 埼玉県 入間市 市川酒店 小売業 食料品 5%

35,226 埼玉県 入間市 一幸　入間店 サービス 飲食業 5%

35,227 埼玉県 入間市 一幸　入間店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

35,228 埼玉県 入間市 今井青果 小売業 その他小売 5%

35,229 埼玉県 入間市 入間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,230 埼玉県 入間市 １６号入間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,231 埼玉県 入間市 セブン－イレブン入間新久店 小売業 食料品 2%

35,232 埼玉県 入間市 入間インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,233 埼玉県 入間市 セブン－イレブン入間扇町屋４丁目店 小売業 食料品 2%

35,234 埼玉県 入間市 セブン－イレブン入間扇台３丁目店 小売業 食料品 2%

35,235 埼玉県 入間市 セブン－イレブン入間鍵山店 小売業 食料品 2%

35,236 埼玉県 入間市 入間上藤沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,237 埼玉県 入間市 セブン－イレブン入間黒須１丁目店 小売業 食料品 2%

35,238 埼玉県 入間市 セブン－イレブン入間市東町３丁目店 小売業 食料品 2%
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35,239 埼玉県 入間市 セブン－イレブン入間市野田店 小売業 食料品 2%

35,240 埼玉県 入間市 セブン－イレブン入間下藤沢店 小売業 食料品 2%

35,241 埼玉県 入間市 セブン－イレブン入間下藤沢東店 小売業 食料品 2%

35,242 埼玉県 入間市 セブン－イレブン入間新光店 小売業 食料品 2%

35,243 埼玉県 入間市 入間第一ホテル サービス 宿泊業 5%

35,244 埼玉県 入間市 セブン－イレブン入間店 小売業 食料品 2%

35,245 埼玉県 入間市 入間店 小売業 その他小売 5%

35,246 埼玉県 入間市 セブン－イレブン入間豊岡１丁目店 小売業 食料品 2%

35,247 埼玉県 入間市 セブン－イレブン入間豊岡東店 小売業 食料品 2%

35,248 埼玉県 入間市 セブン－イレブン入間仏子店 小売業 食料品 2%

35,249 埼玉県 入間市 セブン－イレブン入間宮ノ台店 小売業 食料品 2%

35,250 埼玉県 入間市 入間モンタナスポーツ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

35,251 埼玉県 入間市 いわさき 小売業 家具・調度品 5%

35,252 埼玉県 入間市 岩田屋商店 小売業 その他小売 5%

35,253 埼玉県 入間市 えがおのひろば。東藤沢ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

35,254 埼玉県 入間市 えがおのひろば。入間ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

35,255 埼玉県 入間市 大沢園芸 小売業 家具・調度品 5%

35,256 埼玉県 入間市 荻久保動物病院 サービス その他サービス 5%

35,257 埼玉県 入間市 カイロプラクティック＆ビューティサロンＯＨＡＮＡ入間店 サービス 理容・美容業 5%

35,258 埼玉県 入間市 菓子工房モカマロ サービス 飲食業 5%

35,259 埼玉県 入間市 よっくんハウス サービス その他サービス 5%

35,260 埼玉県 入間市 かすやカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

35,261 埼玉県 入間市 粕谷ラジオテレビ商会 小売業 電化製品 5%

35,262 埼玉県 入間市 菓仙 小売業 食料品 5%

35,263 埼玉県 入間市 カットサロンフジノ サービス 理容・美容業 5%

35,264 埼玉県 入間市 かねなか　エナジー＆リフォーム 小売業 その他小売 5%

35,265 埼玉県 入間市 株式会社Ｔ３ＴＥＣ サービス その他サービス 5%

35,266 埼玉県 入間市 髪工房ピノキオ サービス 理容・美容業 5%

35,267 埼玉県 入間市 カラオケ家入間店 サービス その他サービス 5%

35,268 埼玉県 入間市 Ｃｕｒｒｙ　福満堂 サービス 飲食業 5%

35,269 埼玉県 入間市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋入間ＩＰＯＴ店 サービス 飲食業 2%

35,270 埼玉県 入間市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋入間宮寺店 サービス 飲食業 2%

35,271 埼玉県 入間市 キーテックワン・アイ サービス その他サービス 5%

35,272 埼玉県 入間市 季節料理 味彩 サービス 飲食業 5%

35,273 埼玉県 入間市 牛角入間武蔵藤沢 サービス 飲食業 2%

35,274 埼玉県 入間市 ぎょうざの満洲　武蔵藤沢西口店 サービス 飲食業 5%

35,275 埼玉県 入間市 グリーンストア 小売業 その他小売 5%

35,276 埼玉県 入間市 クレ電機 小売業 電化製品 5%

35,277 埼玉県 入間市 Ｋ?Ｐｒｏｊｅｃｔ 家電パソコン修理サポートセンター サービス その他サービス 5%

35,278 埼玉県 入間市 心写真館 サービス その他サービス 5%

35,279 埼玉県 入間市 こだわりダイニング 味の萬福 サービス 飲食業 5%

35,280 埼玉県 入間市 ＣＯＴＳＷＯＬＤＳジョンソンタウ 小売業 その他小売 5%
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35,281 埼玉県 入間市 こまこま施術院 サービス その他サービス 5%

35,282 埼玉県 入間市 古民家和食 たけ芯 サービス 飲食業 5%

35,283 埼玉県 入間市 さくらメガネ 入間店 小売業 その他小売 5%

35,284 埼玉県 入間市 ＴＨＥ　ＰＯＲＫ　ＳＨＯＰ サービス 飲食業 5%

35,285 埼玉県 入間市 さやま深蒸し本舗　沢田園 小売業 食料品 5%

35,286 埼玉県 入間市 ＣＸＭ 小売業 その他小売 5%

35,287 埼玉県 入間市 ＴＨＩＳＴＩＭＥ サービス 飲食業 5%

35,288 埼玉県 入間市 ジムニースタジオ 入間店 小売業 その他小売 5%

35,289 埼玉県 入間市 熟成和食さりょう 熟成和食さりょう サービス 飲食業 5%

35,290 埼玉県 入間市 受注販売専門　デニッシュのお店　ＩＳＳＩＮ　受注販売専門デニッシュのお店　　ｉｓｓｉｎ 小売業 食料品 5%

35,291 埼玉県 入間市 ＪＯＹパソコンスクール　入間校 サービス その他サービス 5%

35,292 埼玉県 入間市 正田タクシー サービス その他サービス 5%

35,293 埼玉県 入間市 スタジオあい サービス その他サービス 5%

35,294 埼玉県 入間市 ｓｔｕｄｉｏＢｉｒｔｈ サービス 理容・美容業 5%

35,295 埼玉県 入間市 ストリングショップパルトネール 小売業 その他小売 5%

35,296 埼玉県 入間市 スマイルフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

35,297 埼玉県 入間市 誠電社 小売業 電化製品 5%

35,298 埼玉県 入間市 せんべ味億本舗　武蔵藤沢店 小売業 食料品 5%

35,299 埼玉県 入間市 創作ダイニング　紬家 サービス 飲食業 5%

35,300 埼玉県 入間市 大衆酒場　前進あるのみ サービス 飲食業 5%

35,301 埼玉県 入間市 ダイマル水産飯能店 サービス 飲食業 5%

35,302 埼玉県 入間市 タカハシ　久保稲荷店 小売業 衣料品 5%

35,303 埼玉県 入間市 田島屋米店 小売業 食料品 5%

35,304 埼玉県 入間市 立川自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

35,305 埼玉県 入間市 田中自動車 小売業 その他小売 5%

35,306 埼玉県 入間市 中国家庭料理　つくし　中国家庭料理つくし サービス 飲食業 5%

35,307 埼玉県 入間市 つきじ海賓　入間店 サービス 飲食業 5%

35,308 埼玉県 入間市 トヨタカローラ新埼玉入間店 小売業 その他小売 5%

35,309 埼玉県 入間市 トヨタカローラ新埼玉ａｕショップ入間 小売業 その他小売 5%

35,310 埼玉県 入間市 トヨタカローラ新埼玉飯能店 小売業 その他小売 5%

35,311 埼玉県 入間市 トヨダクリーニング サービス その他サービス 5%

35,312 埼玉県 入間市 トヨタレンタリース埼玉入間店 サービス その他サービス 2%

35,313 埼玉県 入間市 トヨタレンタリース埼玉　入間 サービス その他サービス 2%

35,314 埼玉県 入間市 トラックアート歌麿　埼玉店 小売業 その他小売 5%

35,315 埼玉県 入間市 ドラッグ エース 小谷田店 小売業 その他小売 5%

35,316 埼玉県 入間市 ドリーム・ライフ・サポート　オカモト 小売業 電化製品 5%

35,317 埼玉県 入間市 貫井園 小売業 食料品 5%

35,318 埼玉県 入間市 ノダ動物病院 サービス その他サービス 5%

35,319 埼玉県 入間市 ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ　ＭＩＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

35,320 埼玉県 入間市 パオの食卓 サービス 飲食業 5%

35,321 埼玉県 入間市 バザ－ルｂｙＭＡ 小売業 衣料品 5%

35,322 埼玉県 入間市 東藤沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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35,323 埼玉県 入間市 美容室Ｒｅ　Ｔｏｔａｌ　ＢｅａｕｔｙＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

35,324 埼玉県 入間市 藤沢台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,325 埼玉県 入間市 ぶし動物病院 サービス その他サービス 5%

35,326 埼玉県 入間市 ぶし動物美容院 サービス その他サービス 5%

35,327 埼玉県 入間市 ＰｕｔｉＬｕｃａ サービス 理容・美容業 5%

35,328 埼玉県 入間市 ふらいぱんや サービス 飲食業 5%

35,329 埼玉県 入間市 ＰＲＯＧＲＥＳＳ　武蔵藤沢店 サービス 理容・美容業 5%

35,330 埼玉県 入間市 ＨａｉｒＤｅｓｉｇｎＷｏｒｋｓｅＮヘアデザインワークスエン サービス 理容・美容業 5%

35,331 埼玉県 入間市 ペットセレモニー紫雲 サービス その他サービス 5%

35,332 埼玉県 入間市 弁当はうす２１ サービス 飲食業 5%

35,333 埼玉県 入間市 補聴器のハットリ サービス その他サービス 5%

35,334 埼玉県 入間市 ポニー　洋品のポニー 小売業 衣料品 5%

35,335 埼玉県 入間市 ＭＡＲＶＥＬ　ｏｆ　ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

35,336 埼玉県 入間市 米沢オートサービス サービス その他サービス 5%

35,337 埼玉県 入間市 マクドナルド入間下藤沢ヤオコー店 サービス 飲食業 2%

35,338 埼玉県 入間市 マクドナルド１６号入間宮寺店 サービス 飲食業 2%

35,339 埼玉県 入間市 マクドナルド西武入間市駅店 サービス 飲食業 2%

35,340 埼玉県 入間市 宮源商店 小売業 食料品 5%

35,341 埼玉県 入間市 セブン－イレブン宮寺店 小売業 食料品 2%

35,342 埼玉県 入間市 ミュージックパブモンパパ サービス 飲食業 5%

35,343 埼玉県 入間市 武蔵藤沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,344 埼玉県 入間市 村田ヤスタカ サービス その他サービス 5%

35,345 埼玉県 入間市 メガネのフジタ メガネのフジタ 小売業 その他小売 5%

35,346 埼玉県 入間市 もうら食堂 サービス 飲食業 5%

35,347 埼玉県 入間市 モダンパスタ入間藤沢店１０６６ サービス 飲食業 5%

35,348 埼玉県 入間市 師岡洋品店 小売業 衣料品 5%

35,349 埼玉県 入間市 やきとり にしだ場 武蔵藤沢店 サービス 飲食業 5%

35,350 埼玉県 入間市 やきとり　にしだ屋　入間市店 サービス 飲食業 5%

35,351 埼玉県 入間市 焼肉彩々黒牛 サービス 飲食業 5%

35,352 埼玉県 入間市 やはぎ動物病院 サービス その他サービス 5%

35,353 埼玉県 入間市 ＪＭ／有限会社レイズ 小売業 その他小売 5%

35,354 埼玉県 入間市 洋品センター関根 小売業 衣料品 5%

35,355 埼玉県 入間市 洋服のタカハシ　久保稲荷店 小売業 衣料品 5%

35,356 埼玉県 入間市 ライクスジャパン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

35,357 埼玉県 入間市 ラケットハウスジュ ド ポーム 小売業 その他小売 5%

35,358 埼玉県 入間市 ラッキー　入間店 小売業 家具・調度品 5%

35,359 埼玉県 入間市 らものいえ サービス その他サービス 5%

35,360 埼玉県 入間市 ＬＡＮＤＧＥＮＥＲＡＬＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

35,361 埼玉県 入間市 リサイクルブティックＡＢＣ入間店 小売業 その他小売 5%

35,362 埼玉県 入間市 リラクゼーションサロンみじょか サービス 理容・美容業 5%

35,363 埼玉県 入間市 リンデン グリーンヒル店 小売業 衣料品 5%

35,364 埼玉県 入間市 ＹＳｆａｃｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%
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35,365 埼玉県 入間市 若月オートサイクル サービス その他サービス 5%

35,366 埼玉県 小鹿野町 赤谷温泉　小鹿荘 サービス 宿泊業 5%

35,367 埼玉県 小鹿野町 ＶｉｖｉＤＲｅｐｔｉｌｅｓ 小売業 その他小売 5%

35,368 埼玉県 小鹿野町 小鹿野ＢＰＳＳ　三橋合名会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,369 埼玉県 小鹿野町 セブン－イレブン小鹿野バイパス店 小売業 食料品 2%

35,370 埼玉県 小鹿野町 株式会社オオツカ 大塚金物 小売業 その他小売 5%

35,371 埼玉県 小鹿野町 かめ吉パン 小売業 食料品 5%

35,372 埼玉県 小鹿野町 元六 サービス 飲食業 5%

35,373 埼玉県 小鹿野町 セブン－イレブン埼玉小鹿野店 小売業 食料品 2%

35,374 埼玉県 小鹿野町 秩父小鹿野温泉旅館　梁山泊 サービス 宿泊業 5%

35,375 埼玉県 小鹿野町 東都埼玉カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

35,376 埼玉県 小鹿野町 奈倉輪業 サービス その他サービス 5%

35,377 埼玉県 小鹿野町 八宮松雪堂 小売業 食料品 5%

35,378 埼玉県 小鹿野町 パナピットエルフ 小売業 電化製品 5%

35,379 埼玉県 小鹿野町 パナハートパールマスダ 小売業 電化製品 5%

35,380 埼玉県 小鹿野町 宮本の湯 サービス 宿泊業 5%

35,381 埼玉県 小鹿野町 パナハートモリヤ 小売業 電化製品 5%

35,382 埼玉県 小鹿野町 ヤオヨシ　小鹿野店 小売業 食料品 5%

35,383 埼玉県 小鹿野町 山あいの宿　やしき サービス 宿泊業 5%

35,384 埼玉県 小川町 伊藤自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

35,385 埼玉県 小川町 伊藤モータース サービス その他サービス 5%

35,386 埼玉県 小川町 エイチアイエージェント株式会社 小売業 家具・調度品 5%

35,387 埼玉県 小川町 小川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,388 埼玉県 小川町 小川ＳＳ　株式会社奥平石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,389 埼玉県 小川町 小川自動車工業 サービス その他サービス 5%

35,390 埼玉県 小川町 セブン－イレブン小川中爪店 小売業 食料品 2%

35,391 埼玉県 小川町 セブンーイレブン小川増尾店 小売業 食料品 2%

35,392 埼玉県 小川町 セブン－イレブン小川町駅前店 小売業 食料品 2%

35,393 埼玉県 小川町 小川町カフェ サービス 飲食業 5%

35,394 埼玉県 小川町 かぞヤクルト販売　小川センター 小売業 食料品 5%

35,395 埼玉県 小川町 割烹旅館　二葉 サービス 宿泊業 5%

35,396 埼玉県 小川町 か野や小川店 サービス 飲食業 5%

35,397 埼玉県 小川町 神部自動車 サービス その他サービス 5%

35,398 埼玉県 小川町 埼玉伝統工芸会館 小売業 その他小売 5%

35,399 埼玉県 小川町 麦雑穀工房マイクロブルワリー サービス 飲食業 5%

35,400 埼玉県 小川町 佐山商店 小売業 その他小売 5%

35,401 埼玉県 小川町 しんごうや 小売業 その他小売 5%

35,402 埼玉県 小川町 有限会社　杉田サイクル 小売業 その他小売 5%

35,403 埼玉県 小川町 たばた商店 小売業 その他小売 5%

35,404 埼玉県 小川町 早川薬局 小売業 その他小売 5%

35,405 埼玉県 小川町 セブン－イレブン東小川店 小売業 食料品 2%

35,406 埼玉県 小川町 マクドナルド２５４小川町店 サービス 飲食業 2%
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35,407 埼玉県 小川町 マリオヘアー サービス 理容・美容業 5%

35,408 埼玉県 小川町 ヤオヨシ　小川店 小売業 食料品 5%

35,409 埼玉県 小川町 有限会社割烹むらさき サービス 飲食業 5%

35,410 埼玉県 小川町 ラブリーチェーン本店 サービス その他サービス 5%

35,411 埼玉県 小川町 ＲＹＵＧＵ　ＤＩＮＥＲ サービス 飲食業 5%

35,412 埼玉県 桶川市 アウティスタ　ショールーム 小売業 その他小売 5%

35,413 埼玉県 桶川市 天沼電気商会 小売業 電化製品 5%

35,414 埼玉県 桶川市 衣裳の山口 サービス 運輸業 5%

35,415 埼玉県 桶川市 イタリアンバールカンピオーネ サービス 飲食業 5%

35,416 埼玉県 桶川市 イタリアンレストラン　ソラティオ サービス 飲食業 5%

35,417 埼玉県 桶川市 出光桶川中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,418 埼玉県 桶川市 ヴィラール 小売業 衣料品 5%

35,419 埼玉県 桶川市 ＵＣＨＹ．ＮＥＴ サービス その他サービス 5%

35,420 埼玉県 桶川市 エステティックサロン　セレネパトリア桶川 サービス 理容・美容業 5%

35,421 埼玉県 桶川市 大室商店　大室商店 小売業 その他小売 5%

35,422 埼玉県 桶川市 セブン－イレブン桶川泉１丁目店 小売業 食料品 2%

35,423 埼玉県 桶川市 セブン－イレブン桶川上日出谷店 小売業 食料品 2%

35,424 埼玉県 桶川市 セブン－イレブン桶川五丁台店 小売業 食料品 2%

35,425 埼玉県 桶川市 セブン－イレブン桶川末広３丁目店 小売業 食料品 2%

35,426 埼玉県 桶川市 セブン－イレブン桶川末広３丁目南店 小売業 食料品 2%

35,427 埼玉県 桶川市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ桶川店 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,428 埼玉県 桶川市 セブン－イレブン桶川殿山店 小売業 食料品 2%

35,429 埼玉県 桶川市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ桶川西店 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,430 埼玉県 桶川市 セブン－イレブン桶川東１丁目店 小売業 食料品 2%

35,431 埼玉県 桶川市 カーム　桶川店 小売業 家具・調度品 5%

35,432 埼玉県 桶川市 かばんと財布の店　アリスタ 小売業 衣料品 5%

35,433 埼玉県 桶川市 ＧＡＲＡＧＥ　ＴＲＳ 小売業 その他小売 5%

35,434 埼玉県 桶川市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋桶川国道１７号店 サービス 飲食業 2%

35,435 埼玉県 桶川市 川魚料理平屋 サービス 飲食業 5%

35,436 埼玉県 桶川市 川田谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,437 埼玉県 桶川市 ギガマート　上日出谷店 小売業 食料品 5%

35,438 埼玉県 桶川市 岸時計店 小売業 その他小売 5%

35,439 埼玉県 桶川市 きもの　ふじもと 小売業 衣料品 5%

35,440 埼玉県 桶川市 ぎょうざの満洲　桶川西口店 サービス 飲食業 5%

35,441 埼玉県 桶川市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ桶川店 小売業 その他小売 5%

35,442 埼玉県 桶川市 サイクルショップスタンダード 小売業 その他小売 5%

35,443 埼玉県 桶川市 栄屋菓子舗 小売業 食料品 5%

35,444 埼玉県 桶川市 ｓｕｎｎｙｐｌａｃｅｔａｉｌｏｒｅｄ 小売業 衣料品 5%

35,445 埼玉県 桶川市 三朝寿司 サービス 飲食業 5%

35,446 埼玉県 桶川市 ＪＡさいたま　若宮直売所 小売業 食料品 5%

35,447 埼玉県 桶川市 ＣＨＩＣ　桶川東口店 サービス 理容・美容業 5%

35,448 埼玉県 桶川市 ＣＨＩＣ　ｆｅ´ｅｓ　桶川西口店 サービス 理容・美容業 5%
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35,449 埼玉県 桶川市 住宅メンテナンスここちや サービス その他サービス 5%

35,450 埼玉県 桶川市 手芸センタードリーム　おけがわマイン店 小売業 その他小売 5%

35,451 埼玉県 桶川市 手芸センタードリームおけがわマイン 小売業 その他小売 5%

35,452 埼玉県 桶川市 すずらん動物病院 サービス その他サービス 5%

35,453 埼玉県 桶川市 ＳＴＹＬＥ桶川 サービス 理容・美容業 5%

35,454 埼玉県 桶川市 スタジオシエル桶川店 サービス その他サービス 5%

35,455 埼玉県 桶川市 ＺＵＴＴＯＤＯＧ サービス その他サービス 5%

35,456 埼玉県 桶川市 セオサイクル桶川店 小売業 その他小売 5%

35,457 埼玉県 桶川市 セオサイクル桶川店 小売業 その他小売 5%

35,458 埼玉県 桶川市 蕎麦ダイニングかづさや サービス 飲食業 5%

35,459 埼玉県 桶川市 チェルト サービス 理容・美容業 5%

35,460 埼玉県 桶川市 茶の深谷園　本店 小売業 食料品 5%

35,461 埼玉県 桶川市 つきじ海賓　桶川店 サービス 飲食業 5%

35,462 埼玉県 桶川市 トヨタカローラ新埼玉桶川店 小売業 その他小売 5%

35,463 埼玉県 桶川市 トヨタレンタリース埼玉桶川店 サービス その他サービス 2%

35,464 埼玉県 桶川市 トヨタレンタリース埼玉　桶川 サービス その他サービス 2%

35,465 埼玉県 桶川市 中村屋 小売業 衣料品 5%

35,466 埼玉県 桶川市 橋本屋　桶川店 小売業 その他小売 5%

35,467 埼玉県 桶川市 ピッツェリア馬車道　桶川店　１２０７ サービス 飲食業 5%

35,468 埼玉県 桶川市 ひまわり堂本店 小売業 電化製品 5%

35,469 埼玉県 桶川市 ヘアガーデンブリージア サービス 理容・美容業 5%

35,470 埼玉県 桶川市 北海料理いくや サービス 飲食業 5%

35,471 埼玉県 桶川市 ボナスパジオ桶川店 小売業 衣料品 5%

35,472 埼玉県 桶川市 ホワイト急便桶川駅前店 サービス その他サービス 5%

35,473 埼玉県 桶川市 ホワイト急便桶川鴨川店 サービス その他サービス 5%

35,474 埼玉県 桶川市 ホワイト急便桶川工場前店 サービス その他サービス 5%

35,475 埼玉県 桶川市 ホワイト急便ベニバナウォーク店 サービス その他サービス 5%

35,476 埼玉県 桶川市 ホワイト急便薬品下日出谷店 サービス その他サービス 5%

35,477 埼玉県 桶川市 本格インド料理ＧＡＮＥＳＨＡ 本格インド料理ガネーシャ サービス 飲食業 5%

35,478 埼玉県 桶川市 前島自動車 サービス その他サービス 5%

35,479 埼玉県 桶川市 マクドナルド桶川下日出谷店 サービス 飲食業 2%

35,480 埼玉県 桶川市 マクドナルド桶川マイン店 サービス 飲食業 2%

35,481 埼玉県 桶川市 マクドナルド桶川マルサン店 サービス 飲食業 2%

35,482 埼玉県 桶川市 マスダ薬局 小売業 その他小売 5%

35,483 埼玉県 桶川市 メガネのヤジマ 小売業 その他小売 5%

35,484 埼玉県 桶川市 Ｍｏｎ－Ｂａｔｅａｕ 小売業 衣料品 5%

35,485 埼玉県 桶川市 有限会社増田自動車 サービス その他サービス 5%

35,486 埼玉県 桶川市 ラヴィアンローズ　ＲＡＶＩＡＮＲＯＳＥ サービス 理容・美容業 5%

35,487 埼玉県 桶川市 ＲＡＶＩＡＮ　ＲＯＳＥ サービス 理容・美容業 5%

35,488 埼玉県 桶川市 ランクレ桶川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

35,489 埼玉県 桶川市 ＲＥＡＣＨ　ＯＵＴ サービス 理容・美容業 5%

35,490 埼玉県 桶川市 リノンツ－リスト桶川北本店 サービス その他サービス 5%
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35,491 埼玉県 桶川市 リバーフィールド サービス その他サービス 5%

35,492 埼玉県 桶川市 理美容室ＯＮ サービス 理容・美容業 5%

35,493 埼玉県 桶川市 レディスファッションイシイ 小売業 衣料品 5%

35,494 埼玉県 桶川市 渡辺電気商会 小売業 電化製品 5%

35,495 埼玉県 越生町 麻原酒造（株）越生ブリュワリー 小売業 食料品 5%

35,496 埼玉県 越生町 魚愛 サービス 飲食業 5%

35,497 埼玉県 越生町 セブン－イレブン越生成瀬店 小売業 食料品 2%

35,498 埼玉県 越生町 懐石遊膳　花紅葉 サービス 飲食業 5%

35,499 埼玉県 越生町 長谷時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

35,500 埼玉県 越生町 肉のひろさわ 小売業 食料品 5%

35,501 埼玉県 越生町 日本料理　山富貴 サービス 飲食業 5%

35,502 埼玉県 越生町 ネクスト・ワン サービス その他サービス 5%

35,503 埼玉県 越生町 Ｈｕｍｍｙ＇ｓＣｒａｆｔ サービス その他サービス 5%

35,504 埼玉県 越生町 美 ショップカンダ 小売業 その他小売 5%

35,505 埼玉県 越生町 ホースファームエルミオーレ埼玉 サービス その他サービス 5%

35,506 埼玉県 越生町 ホースファーム　エルミオーレ　埼玉 小売業 その他小売 5%

35,507 埼玉県 越生町 （有）山口写真 サービス その他サービス 5%

35,508 埼玉県 春日部市 アイディング春日部 サービス その他サービス 5%

35,509 埼玉県 春日部市 あおしかサイクル 小売業 その他小売 5%

35,510 埼玉県 春日部市 アクアパーク 小売業 その他小売 5%

35,511 埼玉県 春日部市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｈｏｎｅｙ春日部 サービス 理容・美容業 5%

35,512 埼玉県 春日部市 アート・スタジオ　５Ｃ 小売業 衣料品 5%

35,513 埼玉県 春日部市 アルファ－オ－トメカニック サービス その他サービス 5%

35,514 埼玉県 春日部市 ａｌ’ａｓｅ サービス 理容・美容業 5%

35,515 埼玉県 春日部市 Ａｎｄｚ サービス 理容・美容業 5%

35,516 埼玉県 春日部市 イーガーデン サービス その他サービス 5%

35,517 埼玉県 春日部市 イイデン　南桜井店 小売業 電化製品 5%

35,518 埼玉県 春日部市 井方雄二税理士事務所 サービス その他サービス 5%

35,519 埼玉県 春日部市 石窯ピザ Ｃａｆｅ Ｄｉｎｉｎｇ 快斗 サービス 飲食業 5%

35,520 埼玉県 春日部市 イタリア食堂ＴｅｒｒａＭａｔｅｒ サービス 飲食業 5%

35,521 埼玉県 春日部市 社　数理暦学協会 サービス その他サービス 5%

35,522 埼玉県 春日部市 出光大池ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,523 埼玉県 春日部市 出光藤塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,524 埼玉県 春日部市 ＩＬＶＩＯＬＩＮＯ サービス その他サービス 5%

35,525 埼玉県 春日部市 ピースロック防犯センター サービス その他サービス 5%

35,526 埼玉県 春日部市 ｖｉｂｅｓ サービス 理容・美容業 5%

35,527 埼玉県 春日部市 エスイーシーコンタクト 小売業 その他小売 5%

35,528 埼玉県 春日部市 株式会社Ａｎｙ＆Ａｌｌ サービス その他サービス 5%

35,529 埼玉県 春日部市 Ｎ＆Ａ　ＣＯＮＴｉ サービス 理容・美容業 5%

35,530 埼玉県 春日部市 ＪＭ／エリザー春日部販売 小売業 家具・調度品 5%

35,531 埼玉県 春日部市 エルメックダイワ 小売業 電化製品 5%

35,532 埼玉県 春日部市 エレキッド 小売業 電化製品 5%
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35,533 埼玉県 春日部市 大井空調工事 サービス その他サービス 5%

35,534 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部大沼４丁目店 小売業 食料品 2%

35,535 埼玉県 春日部市 お菓子工房　マ・メール　アンジュ 小売業 食料品 5%

35,536 埼玉県 春日部市 オリックスレンタカー春日部駅前店 サービス その他サービス 2%

35,537 埼玉県 春日部市 折原果樹園 小売業 食料品 5%

35,538 埼玉県 春日部市 カオット春日部中古車販売 小売業 その他小売 5%

35,539 埼玉県 春日部市 カギの入口 サービス その他サービス 5%

35,540 埼玉県 春日部市 春日部ＳＡＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,541 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部赤沼店 小売業 食料品 2%

35,542 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部牛島公園前店 小売業 食料品 2%

35,543 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部内牧店 小売業 食料品 2%

35,544 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部駅東口店 小売業 食料品 2%

35,545 埼玉県 春日部市 春日部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,546 埼玉県 春日部市 春日部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,547 埼玉県 春日部市 春日部大枝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,548 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部大沼７丁目店 小売業 食料品 2%

35,549 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部大増新田店 小売業 食料品 2%

35,550 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部粕壁東５丁目店 小売業 食料品 2%

35,551 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部金崎店 小売業 食料品 2%

35,552 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部小渕北店 小売業 食料品 2%

35,553 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部小渕店 小売業 食料品 2%

35,554 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部米島店 小売業 食料品 2%

35,555 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部栄町２丁目店 小売業 食料品 2%

35,556 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部市粕壁東３丁目店 小売業 食料品 2%

35,557 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部正善店 小売業 食料品 2%

35,558 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部中央４丁目店 小売業 食料品 2%

35,559 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部中央６丁目店 小売業 食料品 2%

35,560 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部銚子口店 小売業 食料品 2%

35,561 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部西口店 小売業 食料品 2%

35,562 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部八丁目店 小売業 食料品 2%

35,563 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部樋籠店 小売業 食料品 2%

35,564 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部備後西店 小売業 食料品 2%

35,565 埼玉県 春日部市 春日部　マスヤ 小売業 衣料品 5%

35,566 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部緑町店 小売業 食料品 2%

35,567 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部南２丁目店 小売業 食料品 2%

35,568 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部谷原２丁目店 小売業 食料品 2%

35,569 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部豊町２丁目店 小売業 食料品 2%

35,570 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン春日部豊町６丁目店 小売業 食料品 2%

35,571 埼玉県 春日部市 かぞヤクルト販売 牛島センター 小売業 食料品 5%

35,572 埼玉県 春日部市 かぞヤクルト販売 庄和センター 小売業 食料品 5%

35,573 埼玉県 春日部市 カット　セット専門店　ＤｅｓｉｇｎＣｕｔ　南桜井店 サービス 理容・美容業 5%

35,574 埼玉県 春日部市 割烹伊せ喜 サービス 飲食業 5%
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35,575 埼玉県 春日部市 カネコモータース サービス その他サービス 5%

35,576 埼玉県 春日部市 カネコ薬局　株式会社カネコ薬局 小売業 その他小売 5%

35,577 埼玉県 春日部市 ＬＯＧＩＣ サービス 飲食業 5%

35,578 埼玉県 春日部市 株式会社蛸屋　武里店 小売業 食料品 5%

35,579 埼玉県 春日部市 香凜 サービス その他サービス 5%

35,580 埼玉県 春日部市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋春日部新方袋店 サービス 飲食業 2%

35,581 埼玉県 春日部市 キオラコーヒー ロースタリー カフェ 春日部店 サービス 飲食業 5%

35,582 埼玉県 春日部市 ギガパール　春日部店 小売業 食料品 5%

35,583 埼玉県 春日部市 ギガパール　武里店 小売業 食料品 5%

35,584 埼玉県 春日部市 ＣａｎｖａＳ サービス 理容・美容業 5%

35,585 埼玉県 春日部市 牛角春日部小渕 サービス 飲食業 2%

35,586 埼玉県 春日部市 ぎょうざの満洲　春日部東口店 サービス 飲食業 5%

35,587 埼玉県 春日部市 きんちゃん サービス 飲食業 5%

35,588 埼玉県 春日部市 筋肉家 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

35,589 埼玉県 春日部市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ春日部店 小売業 その他小売 5%

35,590 埼玉県 春日部市 ＧＯＵＤＡＭＵＴＳＵＭＩ サービス 飲食業 5%

35,591 埼玉県 春日部市 くずし割烹花々 サービス 飲食業 5%

35,592 埼玉県 春日部市 高級金魚「雅」－ＭＩＹＡＢＩ－ サービス その他サービス 5%

35,593 埼玉県 春日部市 ＣｏＣｏ壱番屋春日部備後東店 サービス 飲食業 2%

35,594 埼玉県 春日部市 コパグリーン サービス 理容・美容業 5%

35,595 埼玉県 春日部市 ゴリラ自転車 小売業 その他小売 5%

35,596 埼玉県 春日部市 サイクショップまつもと 小売業 その他小売 5%

35,597 埼玉県 春日部市 埼玉東部営業所 小売業 その他小売 5%

35,598 埼玉県 春日部市 サロンレイラニ サービス 理容・美容業 5%

35,599 埼玉県 春日部市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　埼玉東営業所 小売業 その他小売 5%

35,600 埼玉県 春日部市 ＴｈｅＥａｒｔｈＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

35,601 埼玉県 春日部市 Ｔｈｅ　Ｅａｒｔｈ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

35,602 埼玉県 春日部市 パナランドシマダ 小売業 電化製品 5%

35,603 埼玉県 春日部市 車検専門店　ＲＡＫＵＤＡ　春日部店 サービス その他サービス 5%

35,604 埼玉県 春日部市 車検のコバック春日部イオン前店 サービス その他サービス 5%

35,605 埼玉県 春日部市 写真屋さん２１　一ノ割店 小売業 その他小売 5%

35,606 埼玉県 春日部市 ＪｕｎｉｐｅｒＢｅｒｒｙ サービス 飲食業 5%

35,607 埼玉県 春日部市 昭和楽器　西口店 小売業 その他小売 5%

35,608 埼玉県 春日部市 庄和自動車鈑金塗装工場 サービス その他サービス 5%

35,609 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン庄和西金野井神明通り店 小売業 食料品 2%

35,610 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン庄和西金野井店 小売業 食料品 2%

35,611 埼玉県 春日部市 庄和飯店 サービス 飲食業 5%

35,612 埼玉県 春日部市 庄和町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,613 埼玉県 春日部市 すずＫｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

35,614 埼玉県 春日部市 鈴木時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

35,615 埼玉県 春日部市 鈴菜 サービス 飲食業 5%

35,616 埼玉県 春日部市 Ｓｔｙｌｅ　Ｌａｂ サービス その他サービス 5%
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35,617 埼玉県 春日部市 ｂｏｒｓａｉｏｓｐａｓｓｏ 小売業 衣料品 5%

35,618 埼玉県 春日部市 スマイリークレープ　ララガーデン春日部店 小売業 食料品 5%

35,619 埼玉県 春日部市 炭火やきとん　肉刺しジョニー サービス 飲食業 5%

35,620 埼玉県 春日部市 整体センター　春日部 サービス その他サービス 5%

35,621 埼玉県 春日部市 正電社 小売業 電化製品 5%

35,622 埼玉県 春日部市 セオサイクル　春日部店 小売業 その他小売 5%

35,623 埼玉県 春日部市 セオサイクル一ノ割店 小売業 その他小売 5%

35,624 埼玉県 春日部市 ＳＯＨＯｎｅｗｙｏｒｋ　春日部店 サービス 理容・美容業 5%

35,625 埼玉県 春日部市 ダイマル水産春日部店 サービス 飲食業 5%

35,626 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン武里駅西口店 小売業 食料品 2%

35,627 埼玉県 春日部市 武里ゴルフセンター サービス その他サービス 5%

35,628 埼玉県 春日部市 中国式足つぼ・リンパマッサージ サービス その他サービス 5%

35,629 埼玉県 春日部市 長寿庵　南桜井店　長寿庵 サービス 飲食業 5%

35,630 埼玉県 春日部市 Ａｒｔ＆ＣｒａｆｔＳｔｕｄｉｏＴ－ＢＯＸ サービス その他サービス 5%

35,631 埼玉県 春日部市 Ｔ．Ｋ　ＴＥＣＨ 小売業 その他小売 5%

35,632 埼玉県 春日部市 Ｄ－ＬＩＮＫ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

35,633 埼玉県 春日部市 テクニクス 小売業 その他小売 5%

35,634 埼玉県 春日部市 ＤｅｓｉｇｎＣｕｔ サービス 理容・美容業 5%

35,635 埼玉県 春日部市 鉄板焼　穂見月 サービス 飲食業 5%

35,636 埼玉県 春日部市 鉄板焼きダイニング絆 サービス 飲食業 5%

35,637 埼玉県 春日部市 ＤＥＦＣＵＴＺ サービス 理容・美容業 5%

35,638 埼玉県 春日部市 ＴｒｕｅＣｒｅａｔｉｏｎ本店 サービス 理容・美容業 5%

35,639 埼玉県 春日部市 時計修理専門店アトリエスピカ サービス その他サービス 5%

35,640 埼玉県 春日部市 ｄｏｇｓａｌｏｎ　ＤＲＥＡＭ サービス その他サービス 5%

35,641 埼玉県 春日部市 ドッケン 小売業 食料品 5%

35,642 埼玉県 春日部市 ｔｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

35,643 埼玉県 春日部市 トヨタカローラ埼玉春日部小渕店 小売業 その他小売 5%

35,644 埼玉県 春日部市 トヨタカローラ埼玉春日部東店 小売業 その他小売 5%

35,645 埼玉県 春日部市 トヨタレンタリース埼玉春日部東口駅前店 サービス その他サービス 2%

35,646 埼玉県 春日部市 トヨタレンタリース新埼玉春日部店 サービス その他サービス 2%

35,647 埼玉県 春日部市 セブン－イレブン豊春駅前店 小売業 食料品 2%

35,648 埼玉県 春日部市 豊春ペットクリニック サービス その他サービス 5%

35,649 埼玉県 春日部市 とんかつ一幸 サービス 飲食業 5%

35,650 埼玉県 春日部市 中島電機商会 小売業 電化製品 5%

35,651 埼玉県 春日部市 肉の万世　鹿乃子屋　春日部店 サービス 飲食業 5%

35,652 埼玉県 春日部市 肉の万世　庄和インター店 サービス 飲食業 5%

35,653 埼玉県 春日部市 日個連　白田タクシー サービス 運輸業 5%

35,654 埼玉県 春日部市 日個連　杉﨑タクシー サービス 運輸業 5%

35,655 埼玉県 春日部市 日個連　藤波タクシー サービス 運輸業 5%

35,656 埼玉県 春日部市 ｎｕｖｏｌａ サービス 理容・美容業 5%

35,657 埼玉県 春日部市 ＮａｉｌＳａｌｏｎＡｎｎｅ＊ サービス 理容・美容業 5%

35,658 埼玉県 春日部市 ＮＯＲＴＨＥＲＮＬＩＧＨＴＳ サービス その他サービス 5%
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35,659 埼玉県 春日部市 パサニアガーデンうさぎの庭 小売業 その他小売 5%

35,660 埼玉県 春日部市 はとや春日部店 小売業 その他小売 5%

35,661 埼玉県 春日部市 パナランドイノウエ 小売業 電化製品 5%

35,662 埼玉県 春日部市 パナランド　コトブキ 小売業 電化製品 5%

35,663 埼玉県 春日部市 ｐａｒｔａｇｅｒ 小売業 衣料品 5%

35,664 埼玉県 春日部市 ばんどう太郎春日部店 サービス 飲食業 5%

35,665 埼玉県 春日部市 ピザ工房　馬車道春日部店１０２７ サービス 飲食業 5%

35,666 埼玉県 春日部市 ひなた動物病院 サービス その他サービス 5%

35,667 埼玉県 春日部市 美容室クプクプ サービス 理容・美容業 5%

35,668 埼玉県 春日部市 美容室　クプクプ サービス 理容・美容業 5%

35,669 埼玉県 春日部市 美容室ぴーぷる サービス 理容・美容業 5%

35,670 埼玉県 春日部市 美容室ラ、パンセ２号館 サービス 理容・美容業 5%

35,671 埼玉県 春日部市 広島流お好み焼き　七夜　広島流お好み焼き七夜 サービス 飲食業 5%

35,672 埼玉県 春日部市 ［ＨＣ］ふぁみーゆかすかべ 小売業 電化製品 5%

35,673 埼玉県 春日部市 ファミリーサロンマンダム サービス 理容・美容業 5%

35,674 埼玉県 春日部市 ＦＩＯＲＥＮＴＥ春日部 サービス 理容・美容業 5%

35,675 埼玉県 春日部市 Ｆｅｌｉｃｅ春日部 サービス 理容・美容業 5%

35,676 埼玉県 春日部市 藤匠塗建 サービス その他サービス 5%

35,677 埼玉県 春日部市 富士書店　春日部店 小売業 その他小売 5%

35,678 埼玉県 春日部市 フジムラデンキ 小売業 電化製品 5%

35,679 埼玉県 春日部市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　春日部駅東口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

35,680 埼玉県 春日部市 Ｆｒｅｅ 小売業 衣料品 5%

35,681 埼玉県 春日部市 ブリアント　春日部店 サービス 理容・美容業 5%

35,682 埼玉県 春日部市 Ｆｒｅａｋ’ｓ　Ｈａｉｒ春日部本店 サービス 理容・美容業 5%

35,683 埼玉県 春日部市 ＢＬＵＥＶＡＬＥＮＴＩＮＥ 小売業 衣料品 5%

35,684 埼玉県 春日部市 ｈａｉｒｓｈｏｐＮ＆Ａ春日部東口店 サービス 理容・美容業 5%

35,685 埼玉県 春日部市 ベル宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%

35,686 埼玉県 春日部市 ペンヤ 小売業 その他小売 5%

35,687 埼玉県 春日部市 株式会社ホソダ サービス その他サービス 5%

35,688 埼玉県 春日部市 ホビーゾーン春日部店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

35,689 埼玉県 春日部市 ＰＯＮＫＯＴＵ　ＭＡＮ サービス その他サービス 5%

35,690 埼玉県 春日部市 マイまくらイオンモール春日部店 小売業 家具・調度品 5%

35,691 埼玉県 春日部市 マイルス 小売業 その他小売 5%

35,692 埼玉県 春日部市 マクドナルドイオンモール春日部店 サービス 飲食業 2%

35,693 埼玉県 春日部市 マクドナルド春日部イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

35,694 埼玉県 春日部市 マクドナルド春日部ＴＯＰ店 サービス 飲食業 2%

35,695 埼玉県 春日部市 マクドナルド春日部東店 サービス 飲食業 2%

35,696 埼玉県 春日部市 マクドナルド１６号春日部店 サービス 飲食業 2%

35,697 埼玉県 春日部市 マクドナルド１６号庄和町店 サービス 飲食業 2%

35,698 埼玉県 春日部市 マクドナルド４号線春日部店 サービス 飲食業 2%

35,699 埼玉県 春日部市 マクドナルドララガーデン春日部店 サービス 飲食業 2%

35,700 埼玉県 春日部市 マスヤ　Ｃ・Ｏ・Ｍ店 小売業 衣料品 5%
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35,701 埼玉県 春日部市 まみぃ?ずキッチン サービス 飲食業 5%

35,702 埼玉県 春日部市 Ｍｕｓｉｃａ　ＨＡＩＲ　ＲＯＵＮＧＥ　　ムジカヘアーラウンジ サービス 理容・美容業 5%

35,703 埼玉県 春日部市 ＭｕｊＡＲＴＲｏｏＭ サービス 理容・美容業 5%

35,704 埼玉県 春日部市 メ　ファヴォリ 小売業 衣料品 5%

35,705 埼玉県 春日部市 森田動物病院 サービス その他サービス 5%

35,706 埼玉県 春日部市 やきとり大吉春日部市役所前店 サービス 飲食業 5%

35,707 埼玉県 春日部市 有限会社風間オートサービス 小売業 その他小売 5%

35,708 埼玉県 春日部市 有限会社日下部質店　春日部店 小売業 貴金属・服飾品 5%

35,709 埼玉県 春日部市 （有）ミスズ　小渕店 小売業 衣料品 5%

35,710 埼玉県 春日部市 （有）ミスズ　西口店 小売業 衣料品 5%

35,711 埼玉県 春日部市 行田梨紗 小売業 その他小売 5%

35,712 埼玉県 春日部市 由木モータース サービス その他サービス 5%

35,713 埼玉県 春日部市 ユザワヤ　イオンモール春日部店 小売業 その他小売 5%

35,714 埼玉県 春日部市 ようえん サービス 飲食業 5%

35,715 埼玉県 春日部市 吉田薬局 小売業 その他小売 5%

35,716 埼玉県 春日部市 らーめん　さいか サービス 飲食業 5%

35,717 埼玉県 春日部市 らーめんさいか サービス 飲食業 5%

35,718 埼玉県 春日部市 ラパンセ駅前 サービス 理容・美容業 5%

35,719 埼玉県 春日部市 リープライズジャパン合同会社 小売業 その他小売 5%

35,720 埼玉県 春日部市 リトルガーディアン 小売業 その他小売 5%

35,721 埼玉県 春日部市 Ｒｅｍｉｘ　春日部店 小売業 衣料品 5%

35,722 埼玉県 春日部市 ＬＵＩＺ サービス 理容・美容業 5%

35,723 埼玉県 春日部市 ルート４庄和 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,724 埼玉県 春日部市 Ｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

35,725 埼玉県 春日部市 ＬＵＭＩ?ＲＥ  ｈａｉｒ ｐｒｏｄｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

35,726 埼玉県 春日部市 レディスファッションＨＩＴＯＭＩ 小売業 衣料品 5%

35,727 埼玉県 加須市 印出自動車 サービス その他サービス 5%

35,728 埼玉県 加須市 ＷＡＶＥ１ サービス 運輸業 5%

35,729 埼玉県 加須市 魚進鮮魚店 サービス 飲食業 5%

35,730 埼玉県 加須市 うどん酒房たぬき サービス 飲食業 5%

35,731 埼玉県 加須市 えはら電化サービス 小売業 電化製品 5%

35,732 埼玉県 加須市 おうちサポートコボリ 小売業 電化製品 5%

35,733 埼玉県 加須市 大利根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,734 埼玉県 加須市 セブン－イレブン大利根北大桑店 小売業 食料品 2%

35,735 埼玉県 加須市 籠宮商店　旗井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,736 埼玉県 加須市 Ｋａｓａｎｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

35,737 埼玉県 加須市 カサモ関口商店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

35,738 埼玉県 加須市 加須ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,739 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須駅南口店 小売業 食料品 2%

35,740 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須上種足店 小売業 食料品 2%

35,741 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須川口２丁目店 小売業 食料品 2%

35,742 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須騎西店 小売業 食料品 2%
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35,743 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須北小浜店 小売業 食料品 2%

35,744 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須北平野店 小売業 食料品 2%

35,745 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須久下店 小売業 食料品 2%

35,746 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須久下南店 小売業 食料品 2%

35,747 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須市役所前店 小売業 食料品 2%

35,748 埼玉県 加須市 加須センターホテル サービス 宿泊業 5%

35,749 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須外野店 小売業 食料品 2%

35,750 埼玉県 加須市 加須第一ホテル サービス 宿泊業 5%

35,751 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須大門町店 小売業 食料品 2%

35,752 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須道地店 小売業 食料品 2%

35,753 埼玉県 加須市 加須西 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,754 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須旗井西店 小売業 食料品 2%

35,755 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須花崎北店 小売業 食料品 2%

35,756 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須花崎南店 小売業 食料品 2%

35,757 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須不動岡３丁目店 小売業 食料品 2%

35,758 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須船越店 小売業 食料品 2%

35,759 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須平成中学校前店 小売業 食料品 2%

35,760 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須南篠崎２丁目店 小売業 食料品 2%

35,761 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須南町店 小売業 食料品 2%

35,762 埼玉県 加須市 かぞヤクルト販売 騎西センター 小売業 食料品 5%

35,763 埼玉県 加須市 かぞヤクルト販売 東栄町センター 小売業 食料品 5%

35,764 埼玉県 加須市 セブン－イレブン加須礼羽店 小売業 食料品 2%

35,765 埼玉県 加須市 がってん寿司加須店 サービス 飲食業 5%

35,766 埼玉県 加須市 ｃａｆｅ　　　ｚａｋｋａ　ｍｔ サービス 飲食業 5%

35,767 埼玉県 加須市 カフェレストランいち サービス 飲食業 5%

35,768 埼玉県 加須市 株式会社石塚繊維 小売業 衣料品 5%

35,769 埼玉県 加須市 騎西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,770 埼玉県 加須市 セブン－イレブン騎西産業団地前店 小売業 食料品 2%

35,771 埼玉県 加須市 騎西バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,772 埼玉県 加須市 セブン－イレブン騎西日出安店 小売業 食料品 2%

35,773 埼玉県 加須市 セブン－イレブン北川辺麦倉店 小売業 食料品 2%

35,774 埼玉県 加須市 セブン－イレブン北川辺柳生店 小売業 食料品 2%

35,775 埼玉県 加須市 銀鐘堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

35,776 埼玉県 加須市 クーズエステ サービス 理容・美容業 5%

35,777 埼玉県 加須市 ｃｕｏｒｅａ サービス 理容・美容業 5%

35,778 埼玉県 加須市 串揚げ　季恵 サービス 飲食業 5%

35,779 埼玉県 加須市 Ｃｒａｉｌ 小売業 衣料品 5%

35,780 埼玉県 加須市 ｇｒａｎｔ サービス その他サービス 5%

35,781 埼玉県 加須市 くりはし動物病院 サービス その他サービス 5%

35,782 埼玉県 加須市 香華飯店 サービス 飲食業 5%

35,783 埼玉県 加須市 こぶし サービス 飲食業 5%

35,784 埼玉県 加須市 小松ベーカリー サービス 飲食業 5%
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35,785 埼玉県 加須市 小料理　悦 サービス 飲食業 5%

35,786 埼玉県 加須市 コンタクト メガネ藤 小売業 その他小売 5%

35,787 埼玉県 加須市 コンフォータブルノイズ サービス その他サービス 5%

35,788 埼玉県 加須市 彩くる 小売業 その他小売 5%

35,789 埼玉県 加須市 株式会社彩北自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

35,790 埼玉県 加須市 志多見　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,791 埼玉県 加須市 シューリパブリック 小売業 その他小売 5%

35,792 埼玉県 加須市 食堂カフェＬａｕｇｈ サービス 飲食業 5%

35,793 埼玉県 加須市 Ｓｃｈｏｏｌ?Ｓｔａｇｅ 小売業 衣料品 5%

35,794 埼玉県 加須市 すたみな太郎　ビバモール加須店 サービス 飲食業 5%

35,795 埼玉県 加須市 Ｓｔｅｐｕｐｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 サービス その他サービス 5%

35,796 埼玉県 加須市 ストロベリーフィールズ　ナカヤマ サービス その他サービス 5%

35,797 埼玉県 加須市 絶好調てらす家 サービス 飲食業 5%

35,798 埼玉県 加須市 田口デンキ 小売業 電化製品 5%

35,799 埼玉県 加須市 中国料理　桜華 サービス 飲食業 5%

35,800 埼玉県 加須市 つきじ海賓　加須店 サービス 飲食業 5%

35,801 埼玉県 加須市 でんきのいとう 小売業 電化製品 5%

35,802 埼玉県 加須市 ＤＯＧ倶楽部わんダフル サービス その他サービス 5%

35,803 埼玉県 加須市 ドッグサロンナガシマヤ サービス その他サービス 5%

35,804 埼玉県 加須市 ドッグトレーニングＫＯＵ サービス その他サービス 5%

35,805 埼玉県 加須市 トヨタカローラ埼玉加須愛宕店 小売業 その他小売 5%

35,806 埼玉県 加須市 トヨタレンタリース埼玉加須店 サービス その他サービス 2%

35,807 埼玉県 加須市 トヨタレンタリース埼玉　加須 サービス その他サービス 2%

35,808 埼玉県 加須市 ドリームライフサポート　つじや 小売業 電化製品 5%

35,809 埼玉県 加須市 セブン－イレブン蓮田１２２号バイパス店 小売業 食料品 2%

35,810 埼玉県 加須市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ花崎店 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,811 埼玉県 加須市 はなさき電器 小売業 電化製品 5%

35,812 埼玉県 加須市 Ｈｏｎｅｙ－ｏｎｌｉｎｅ サービス その他サービス 5%

35,813 埼玉県 加須市 ばんどう太郎加須店 サービス 飲食業 5%

35,814 埼玉県 加須市 ＢＢ　Ｈａｉｒ　Ｅｓｔｈｅ サービス 理容・美容業 5%

35,815 埼玉県 加須市 ビューティ・ガロ加須店 サービス 理容・美容業 5%

35,816 埼玉県 加須市 ｈａｉｒｌｏｕｎｇｅ 美容師たかせ サービス 理容・美容業 5%

35,817 埼玉県 加須市 美容室たかせ サービス 理容・美容業 5%

35,818 埼玉県 加須市 廣井写真館 サービス その他サービス 5%

35,819 埼玉県 加須市 ファミリーレストラン　まきしむ サービス 飲食業 5%

35,820 埼玉県 加須市 福地自動車 サービス その他サービス 5%

35,821 埼玉県 加須市 Ｐｒｉｖａｔｅｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎ蒼空ーＳＯＲＡー サービス その他サービス 5%

35,822 埼玉県 加須市 ヘアーサロン　ミッキー サービス 理容・美容業 5%

35,823 埼玉県 加須市 ヘアサロンいのうえ サービス その他サービス 5%

35,824 埼玉県 加須市 ヘア－サロンシミズ サービス 理容・美容業 5%

35,825 埼玉県 加須市 ベンティ サービス 理容・美容業 5%

35,826 埼玉県 加須市 ほそだガス 小売業 その他小売 5%
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35,827 埼玉県 加須市 ホームファッションしまばやし 小売業 家具・調度品 5%

35,828 埼玉県 加須市 堀口商店　加須支店 小売業 その他小売 5%

35,829 埼玉県 加須市 ホリーズトラベル サービス その他サービス 5%

35,830 埼玉県 加須市 マクドナルド加須ビバモール店 サービス 飲食業 2%

35,831 埼玉県 加須市 まるたけ　騎西店 小売業 食料品 5%

35,832 埼玉県 加須市 メガネのカワノベ 小売業 その他小売 5%

35,833 埼玉県 加須市 メル友　大桑店 小売業 電化製品 5%

35,834 埼玉県 加須市 麺屋　まさと サービス 飲食業 5%

35,835 埼玉県 加須市 麺屋　まさと サービス 飲食業 5%

35,836 埼玉県 加須市 モリ薬局 小売業 その他小売 5%

35,837 埼玉県 加須市 焼肉ダイニング加須園 サービス 飲食業 5%

35,838 埼玉県 加須市 やすらぎの部屋おざわ サービス 理容・美容業 5%

35,839 埼玉県 加須市 山盛そば店 サービス 飲食業 5%

35,840 埼玉県 加須市 有限会社シンコーエンジニアリング サービス その他サービス 5%

35,841 埼玉県 加須市 有限会社ブックセンターやまと 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

35,842 埼玉県 加須市 有限会社モトスポーツスズキ 小売業 その他小売 5%

35,843 埼玉県 加須市 ラーメン専科　加須店 サービス 飲食業 5%

35,844 埼玉県 加須市 リバース加須店 小売業 その他小売 5%

35,845 埼玉県 加須市 理容イワサキ サービス 理容・美容業 5%

35,846 埼玉県 加須市 ＬＥＯＮ 小売業 その他小売 5%

35,847 埼玉県 加須市 ワタナベでんき 小売業 電化製品 5%

35,848 埼玉県 神川町 おふろｃａｆ?　白寿の湯 サービス その他サービス 5%

35,849 埼玉県 神川町 株式会社Ｒａｆｅｌｌｉａ サービス 理容・美容業 5%

35,850 埼玉県 神川町 神泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,851 埼玉県 神川町 有限会社カメイ　神川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,852 埼玉県 神川町 セブン－イレブン神川新里店 小売業 食料品 2%

35,853 埼玉県 神川町 セブン－イレブン神川八日市店 小売業 食料品 2%

35,854 埼玉県 神川町 セブン－イレブン神川渡瀬店 小売業 食料品 2%

35,855 埼玉県 神川町 ハンバーグ　康 サービス 飲食業 5%

35,856 埼玉県 神川町 四方田自動車 サービス その他サービス 5%

35,857 埼玉県 上里町 出光上里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,858 埼玉県 上里町 株式会社　エーアイディー埼北店 小売業 家具・調度品 5%

35,859 埼玉県 上里町 カットハウスフクシマ サービス 理容・美容業 5%

35,860 埼玉県 上里町 上里ＳＳ　カナイ石油　有限会社ハシヅメ商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,861 埼玉県 上里町 上里 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,862 埼玉県 上里町 上里ＳＡ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,863 埼玉県 上里町 セブン－イレブン上里金久保店 小売業 食料品 2%

35,864 埼玉県 上里町 セブン－イレブン上里嘉美店 小売業 食料品 2%

35,865 埼玉県 上里町 上里国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,866 埼玉県 上里町 セブン－イレブン上里七本木店 小売業 食料品 2%

35,867 埼玉県 上里町 セブン－イレブン上里七本木南店 小売業 食料品 2%

35,868 埼玉県 上里町 セブン－イレブン上里神保原店 小売業 食料品 2%
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35,869 埼玉県 上里町 セブン－イレブン上里神保原東店 小売業 食料品 2%

35,870 埼玉県 上里町 セブン－イレブン上里長浜店 小売業 食料品 2%

35,871 埼玉県 上里町 ９ｒｏｖｅＲ サービス その他サービス 5%

35,872 埼玉県 上里町 サンダース・ペリー化粧品　トラスト 小売業 その他小売 5%

35,873 埼玉県 上里町 ソフトバンク　ＵＮＩＣＵＳ上里 小売業 その他小売 5%

35,874 埼玉県 上里町 高橋自動車 サービス その他サービス 5%

35,875 埼玉県 上里町 ドリームライフサポートたじま 小売業 電化製品 5%

35,876 埼玉県 上里町 パティスリーアリス 小売業 食料品 5%

35,877 埼玉県 上里町 はんこ広場　カインズ上里本庄店 小売業 その他小売 5%

35,878 埼玉県 上里町 ファストランガレージ 小売業 その他小売 5%

35,879 埼玉県 上里町 ＨＡＩＲＫＦＡＣＴＯＲＹ サービス 理容・美容業 5%

35,880 埼玉県 上里町 ホビーショップタムタム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

35,881 埼玉県 上里町 ホームバザー　上里店 小売業 その他小売 5%

35,882 埼玉県 上里町 本庄デンカ 小売業 電化製品 5%

35,883 埼玉県 上里町 前木屋 小売業 その他小売 5%

35,884 埼玉県 上里町 マクドナルド上里町七本木ベルク店 サービス 飲食業 2%

35,885 埼玉県 上里町 マルエドラッグ上里店 小売業 その他小売 5%

35,886 埼玉県 上里町 ｍｉｎｏ‘ａｋａｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

35,887 埼玉県 上里町 メガネの板垣　ウニクス上里店 小売業 貴金属・服飾品 5%

35,888 埼玉県 上里町 豊寿司　豊寿司 サービス 飲食業 5%

35,889 埼玉県 上里町 リノンツーリスト本庄上里店 サービス その他サービス 5%

35,890 埼玉県 川口市 株式会社アイ・ケイ・シー サービス その他サービス 5%

35,891 埼玉県 川口市 ｉｌａ　東川口店【アイラ】 サービス 理容・美容業 5%

35,892 埼玉県 川口市 Ａｖｅｎｉｒ サービス 理容・美容業 5%

35,893 埼玉県 川口市 アオキグランドボール サービス その他サービス 5%

35,894 埼玉県 川口市 青木サービス サービス その他サービス 5%

35,895 埼玉県 川口市 青木町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,896 埼玉県 川口市 Ａｏｃｈａｎ’ｓ 小売業 その他小売 5%

35,897 埼玉県 川口市 青野無線電化社 小売業 電化製品 5%

35,898 埼玉県 川口市 名入れ彫刻ギフト工房ふわり 小売業 その他小売 5%

35,899 埼玉県 川口市 アクシス 小売業 その他小売 5%

35,900 埼玉県 川口市 浅沼電気商会 小売業 電化製品 5%

35,901 埼玉県 川口市 あさみ 小売業 電化製品 5%

35,902 埼玉県 川口市 ａｓｓｅｍｂｌａｇｅ【アサンブラージュ】 サービス 理容・美容業 5%

35,903 埼玉県 川口市 アステール動物病院 サービス その他サービス 5%

35,904 埼玉県 川口市 株式会社東商会 小売業 その他小売 5%

35,905 埼玉県 川口市 あそ路 サービス 飲食業 5%

35,906 埼玉県 川口市 アットトレカ　西川口東口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

35,907 埼玉県 川口市 アトリエｎｉｃｏ サービス その他サービス 5%

35,908 埼玉県 川口市 あとろぴん工房 サービス その他サービス 5%

35,909 埼玉県 川口市 ＡｎｏｔｈｅｒＳｋｙ サービス 飲食業 5%

35,910 埼玉県 川口市 アニファ埼玉動物医療センター サービス その他サービス 5%
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35,911 埼玉県 川口市 あべのたこやきやまちゃん川口店 サービス 飲食業 5%

35,912 埼玉県 川口市 アムルック サービス その他サービス 5%

35,913 埼玉県 川口市 あゆみ葬祭 サービス 理容・美容業 5%

35,914 埼玉県 川口市 アルカサールヘアー サービス 理容・美容業 5%

35,915 埼玉県 川口市 あるす美容室 サービス 理容・美容業 5%

35,916 埼玉県 川口市 安行ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,917 埼玉県 川口市 安行領家ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,918 埼玉県 川口市 安行領家 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,919 埼玉県 川口市 ＡＮＱ　西川口店【アンク】 サービス 理容・美容業 5%

35,920 埼玉県 川口市 安斉輪業 小売業 その他小売 5%

35,921 埼玉県 川口市 ｕｎ．ｐｅｔｉｔ．ａｍｉ 小売業 その他小売 5%

35,922 埼玉県 川口市 異味香 サービス 飲食業 5%

35,923 埼玉県 川口市 ?Ｅカイロ? サービス 理容・美容業 5%

35,924 埼玉県 川口市 イーグル家具 小売業 家具・調度品 5%

35,925 埼玉県 川口市 飯塚兄弟電機商会 小売業 電化製品 5%

35,926 埼玉県 川口市 有限会社飯塚輪業 小売業 その他小売 5%

35,927 埼玉県 川口市 居酒屋あいづ サービス 飲食業 5%

35,928 埼玉県 川口市 石井自動車 サービス その他サービス 5%

35,929 埼玉県 川口市 石橋商店 小売業 食料品 5%

35,930 埼玉県 川口市 いせ庄 サービス 飲食業 5%

35,931 埼玉県 川口市 イタリア食堂 サービス 飲食業 5%

35,932 埼玉県 川口市 イタリアンレストラン　キャンティ・トレ サービス 飲食業 5%

35,933 埼玉県 川口市 一代 サービス 飲食業 5%

35,934 埼玉県 川口市 出光川口伊刈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,935 埼玉県 川口市 出光川口南町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,936 埼玉県 川口市 出光川口弥平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,937 埼玉県 川口市 出光セルフ川口産業道路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,938 埼玉県 川口市 出光東川口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,939 埼玉県 川口市 犬ごころ 東川口店 小売業 その他小売 5%

35,940 埼玉県 川口市 彩染 サービス 理容・美容業 5%

35,941 埼玉県 川口市 インテリアクラス サービス その他サービス 5%

35,942 埼玉県 川口市 ＶＡＲＹ川口店 サービス 理容・美容業 5%

35,943 埼玉県 川口市 ヴァンクール 小売業 貴金属・服飾品 5%

35,944 埼玉県 川口市 ヴィアンジュ川口 サービス 理容・美容業 5%

35,945 埼玉県 川口市 ウィークリー西川口 サービス その他サービス 5%

35,946 埼玉県 川口市 ＷＩＺ【ウィズ】川口店 サービス 理容・美容業 5%

35,947 埼玉県 川口市 ウィリアムスヘルスケアシステムズジャパン株式会社 サービス その他サービス 5%

35,948 埼玉県 川口市 ウインズ浦和サロン サービス 理容・美容業 5%

35,949 埼玉県 川口市 ＶＴＧ　ＬＩＦＥ 小売業 衣料品 5%

35,950 埼玉県 川口市 植竹ラジオ商会 小売業 電化製品 5%

35,951 埼玉県 川口市 上田屋 小売業 衣料品 5%

35,952 埼玉県 川口市 魚弘／肉屋のＳＡＴＯ サービス 飲食業 5%
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35,953 埼玉県 川口市 歌広場　川口店 サービス 飲食業 5%

35,954 埼玉県 川口市 歌広場　川口店ＡＮＮＥＸ サービス 飲食業 5%

35,955 埼玉県 川口市 歌広場　西川口東口店 サービス 飲食業 5%

35,956 埼玉県 川口市 ウッドギャラリー樹 小売業 家具・調度品 5%

35,957 埼玉県 川口市 うなぎ　彦星　西川口店 サービス 飲食業 5%

35,958 埼玉県 川口市 海の自然体験センター サービス その他サービス 5%

35,959 埼玉県 川口市 エーアイディー川口店 小売業 家具・調度品 5%

35,960 埼玉県 川口市 ＡＣＥ?ＬＡＢ サービス 理容・美容業 5%

35,961 埼玉県 川口市 エクサディア サービス その他サービス 5%

35,962 埼玉県 川口市 エスアンドセカンド サービス 理容・美容業 5%

35,963 埼玉県 川口市 エステサロンＦＤ サービス 理容・美容業 5%

35,964 埼玉県 川口市 エステサロンさくら　川口キャスティ店 サービス 理容・美容業 5%

35,965 埼玉県 川口市 エーストラベル サービス その他サービス 5%

35,966 埼玉県 川口市 ＥＳＳＥＮＣＥＡＵＤＩＯ 小売業 電化製品 5%

35,967 埼玉県 川口市 恵登屋 小売業 その他小売 5%

35,968 埼玉県 川口市 江原サイクル 小売業 その他小売 5%

35,969 埼玉県 川口市 ゑびすや本店 サービス 飲食業 5%

35,970 埼玉県 川口市 エピック　東川口 サービス 理容・美容業 5%

35,971 埼玉県 川口市 エフマ－ト　ｇｒｅｅｎｓ 小売業 その他小売 5%

35,972 埼玉県 川口市 ＭＣヴィオ 小売業 その他小売 5%

35,973 埼玉県 川口市 オウムのカフェＦＲＥＡＫ サービス 飲食業 5%

35,974 埼玉県 川口市 大竹屋 小売業 食料品 5%

35,975 埼玉県 川口市 大竹屋 小売業 食料品 5%

35,976 埼玉県 川口市 大竹屋 小売業 食料品 5%

35,977 埼玉県 川口市 大谷タクシー サービス 運輸業 5%

35,978 埼玉県 川口市 オ－トプラザ川口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

35,979 埼玉県 川口市 オカフリースタイル サービス 理容・美容業 5%

35,980 埼玉県 川口市 おきがる会席けん汰 サービス 飲食業 5%

35,981 埼玉県 川口市 沖山米店 サービス その他サービス 5%

35,982 埼玉県 川口市 ｏｓｔｅｒｉａ　Ｂａｍｂｉｎｏ サービス 飲食業 5%

35,983 埼玉県 川口市 オリックスレンタカー川口店 サービス その他サービス 2%

35,984 埼玉県 川口市 ｏｏＬＬ．ｅ【オルエ】 サービス 理容・美容業 5%

35,985 埼玉県 川口市 オルブロート　ミカド 小売業 食料品 5%

35,986 埼玉県 川口市 温野菜東川口店 サービス 飲食業 2%

35,987 埼玉県 川口市 Ｇｉｒｌ　ｓ　Ｂａｒ　ｋｒｏｓｓ サービス 飲食業 5%

35,988 埼玉県 川口市 回収屋 サービス その他サービス 5%

35,989 埼玉県 川口市 カイロプラクティック健美館 サービス 理容・美容業 5%

35,990 埼玉県 川口市 カイロプラクティック　健美館 サービス その他サービス 5%

35,991 埼玉県 川口市 カイロプラクティック健美館東本郷院 サービス 理容・美容業 5%

35,992 埼玉県 川口市 カウンターパーツ サービス 飲食業 5%

35,993 埼玉県 川口市 花好園 花好園 小売業 その他小売 5%

35,994 埼玉県 川口市 かごの屋鳩ヶ谷店 サービス 飲食業 5%

859



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

35,995 埼玉県 川口市 鹿塩 小売業 食料品 5%

35,996 埼玉県 川口市 菓匠清閑院　川口赤井店 小売業 食料品 5%

35,997 埼玉県 川口市 かたち美容室 サービス 理容・美容業 5%

35,998 埼玉県 川口市 かづさや酒店 小売業 食料品 5%

35,999 埼玉県 川口市 がってん寿司川口西青木店 サービス 飲食業 5%

36,000 埼玉県 川口市 がってん寿司承知の助　川口駅前店 サービス 飲食業 5%

36,001 埼玉県 川口市 がってん寿司東川口店 サービス 飲食業 5%

36,002 埼玉県 川口市 カットワン西川口店 サービス 理容・美容業 5%

36,003 埼玉県 川口市 かつはな亭川口店 サービス 飲食業 5%

36,004 埼玉県 川口市 かねまつ　川口そごう店 小売業 衣料品 5%

36,005 埼玉県 川口市 株式会社イデア 小売業 衣料品 5%

36,006 埼玉県 川口市 株式会社金太郎 小売業 その他小売 5%

36,007 埼玉県 川口市 株式会社サニーハウス サービス その他サービス 5%

36,008 埼玉県 川口市 株式会社白井商店　株式会社　白井商店 小売業 食料品 5%

36,009 埼玉県 川口市 株式会社住まいる安心レスキュー サービス その他サービス 5%

36,010 埼玉県 川口市 株式会社棲まう家 サービス その他サービス 5%

36,011 埼玉県 川口市 株式会社中田屋モータース サービス その他サービス 5%

36,012 埼玉県 川口市 株式会社モデルトレインプラス　モデルトレインプラス 小売業 その他小売 5%

36,013 埼玉県 川口市 株式会社流星物流 サービス 運輸業 5%

36,014 埼玉県 川口市 がブリチキン。川口店 サービス 飲食業 5%

36,015 埼玉県 川口市 上青木西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,016 埼玉県 川口市 マックスカミネデンキ 小売業 電化製品 5%

36,017 埼玉県 川口市 カミネモータース サービス その他サービス 5%

36,018 埼玉県 川口市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋川口領家中央通り店 サービス 飲食業 2%

36,019 埼玉県 川口市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ川口駅東口店 サービス 飲食業 2%

36,020 埼玉県 川口市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋鳩ヶ谷里店 サービス 飲食業 2%

36,021 埼玉県 川口市 カレーハウスココイチバンヤＪＲ西川口駅東口店 サービス 飲食業 2%

36,022 埼玉県 川口市 Ｃａｒｏどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

36,023 埼玉県 川口市 かわい動物病院 サービス その他サービス 5%

36,024 埼玉県 川口市 川口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,025 埼玉県 川口市 川口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,026 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口青木５丁目店 小売業 食料品 2%

36,027 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口青木３丁目店 小売業 食料品 2%

36,028 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口青木中学校前店 小売業 食料品 2%

36,029 埼玉県 川口市 川口青木町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,030 埼玉県 川口市 川口赤山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,031 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口赤山店 小売業 食料品 2%

36,032 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口朝日３丁目店 小売業 食料品 2%

36,033 埼玉県 川口市 川口朝日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,034 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口新井宿店 小売業 食料品 2%

36,035 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口安行慈林店 小売業 食料品 2%

36,036 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口安行出羽店 小売業 食料品 2%
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36,037 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口安行原店 小売業 食料品 2%

36,038 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口安行領根岸店 小売業 食料品 2%

36,039 埼玉県 川口市 川口飯塚町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,040 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口伊刈消防署前店 小売業 食料品 2%

36,041 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口伊刈店 小売業 食料品 2%

36,042 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口石神店 小売業 食料品 2%

36,043 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口駅北店 小売業 食料品 2%

36,044 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口駅東口店 小売業 食料品 2%

36,045 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口江戸３丁目店 小売業 食料品 2%

36,046 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口上青木５丁目店 小売業 食料品 2%

36,047 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口上青木３丁目店 小売業 食料品 2%

36,048 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口上青木中央通り店 小売業 食料品 2%

36,049 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口木曽呂店 小売業 食料品 2%

36,050 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口源左衛門店 小売業 食料品 2%

36,051 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口５丁目店 小売業 食料品 2%

36,052 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口栄町１丁目店 小売業 食料品 2%

36,053 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口坂下２丁目店 小売業 食料品 2%

36,054 埼玉県 川口市 川口酒処ひろ屋 サービス 飲食業 5%

36,055 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口里中央店 小売業 食料品 2%

36,056 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口芝小谷場店 小売業 食料品 2%

36,057 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口芝３丁目店 小売業 食料品 2%

36,058 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口芝新町店 小売業 食料品 2%

36,059 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口芝塚原２丁目店 小売業 食料品 2%

36,060 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口芝西２丁目店 小売業 食料品 2%

36,061 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口芝２丁目店 小売業 食料品 2%

36,062 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口芝樋ノ爪１丁目店 小売業 食料品 2%

36,063 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口芝４丁目店 小売業 食料品 2%

36,064 埼玉県 川口市 川口新郷 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,065 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口末広１丁目店 小売業 食料品 2%

36,066 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口末広２丁目店 小売業 食料品 2%

36,067 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口青果市場入口店 小売業 食料品 2%

36,068 埼玉県 川口市 川口中央道路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,069 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口辻店 小売業 食料品 2%

36,070 埼玉県 川口市 川口店 小売業 その他小売 5%

36,071 埼玉県 川口市 株式会社川口堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

36,072 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口戸塚鋏町店 小売業 食料品 2%

36,073 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口戸塚東４丁目店 小売業 食料品 2%

36,074 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口戸塚４丁目店 小売業 食料品 2%

36,075 埼玉県 川口市 川口並木肩こり腰痛整体院 サービス その他サービス 5%

36,076 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口並木１丁目店 小売業 食料品 2%

36,077 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口並木２丁目店 小売業 食料品 2%

36,078 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口並木元町店 小売業 食料品 2%

861



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

36,079 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口並木４丁目店 小売業 食料品 2%

36,080 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口新堀店 小売業 食料品 2%

36,081 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口西青木３丁目店 小売業 食料品 2%

36,082 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口西新井宿店 小売業 食料品 2%

36,083 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口根岸小学校前店 小売業 食料品 2%

36,084 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口榛松店 小売業 食料品 2%

36,085 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口原町店 小売業 食料品 2%

36,086 埼玉県 川口市 川口東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,087 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口東川口５丁目店 小売業 食料品 2%

36,088 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口東領家店 小売業 食料品 2%

36,089 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口東領家２丁目店 小売業 食料品 2%

36,090 埼玉県 川口市 カワグチブルワリー サービス 飲食業 5%

36,091 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口本町１丁目店 小売業 食料品 2%

36,092 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口前川１丁目店 小売業 食料品 2%

36,093 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口前川２丁目店 小売業 食料品 2%

36,094 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口前川４丁目店 小売業 食料品 2%

36,095 埼玉県 川口市 川口南前川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,096 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口峯店 小売業 食料品 2%

36,097 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口元郷３丁目店 小売業 食料品 2%

36,098 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口元郷６丁目店 小売業 食料品 2%

36,099 埼玉県 川口市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ川口柳崎店 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,100 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口柳崎４丁目店 小売業 食料品 2%

36,101 埼玉県 川口市 セブン－イレブン川口４丁目店 小売業 食料品 2%

36,102 埼玉県 川口市 かわむらや サービス その他サービス 5%

36,103 埼玉県 川口市 菊地タクシー サービス 運輸業 5%

36,104 埼玉県 川口市 キモノモード川口店 小売業 衣料品 5%

36,105 埼玉県 川口市 キャップ・ラガーズ 小売業 その他小売 5%

36,106 埼玉県 川口市 キャップ・ラガーズ川口店 小売業 その他小売 5%

36,107 埼玉県 川口市 キャンティ・トレ サービス 飲食業 5%

36,108 埼玉県 川口市 ｃｕｒｅ－ａｔｅｌｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

36,109 埼玉県 川口市 牛角川口芝店 サービス 飲食業 2%

36,110 埼玉県 川口市 牛角東川口 サービス 飲食業 2%

36,111 埼玉県 川口市 救急ロックサービス サービス その他サービス 5%

36,112 埼玉県 川口市 ぎょうざの満洲　鳩ヶ谷駅前店 サービス 飲食業 5%

36,113 埼玉県 川口市 業務スーパー川口駅前店 小売業 食料品 2%

36,114 埼玉県 川口市 業務スーパー川口芝店 小売業 食料品 2%

36,115 埼玉県 川口市 共和機工 小売業 家具・調度品 5%

36,116 埼玉県 川口市 銀座パリス川口店 小売業 その他小売 5%

36,117 埼玉県 川口市 金太郎釣具店 小売業 その他小売 5%

36,118 埼玉県 川口市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ川口駅前店 小売業 その他小売 5%

36,119 埼玉県 川口市 クイックリペア サービス その他サービス 5%

36,120 埼玉県 川口市 Ｑｕｅｅｎｓｗａｙ　川口キュポ・ラ サービス その他サービス 5%
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36,121 埼玉県 川口市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ川口戸塚店 小売業 その他小売 5%

36,122 埼玉県 川口市 串焼げん　川口東口店 サービス 飲食業 5%

36,123 埼玉県 川口市 熊木畳本店 小売業 家具・調度品 5%

36,124 埼玉県 川口市 ＧｒａｓｓＦｏｕｒ 小売業 衣料品 5%

36,125 埼玉県 川口市 グラスアイインターナショナル 小売業 その他小売 5%

36,126 埼玉県 川口市 倉田屋 小売業 その他小売 5%

36,127 埼玉県 川口市 ｇｌｅｅ サービス 理容・美容業 5%

36,128 埼玉県 川口市 ｇｌｅｅ　川口駅前店【グリー】 サービス 理容・美容業 5%

36,129 埼玉県 川口市 グリーングリーン サービス 理容・美容業 5%

36,130 埼玉県 川口市 ｇｒｅｅｎ　ｇｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

36,131 埼玉県 川口市 クリスタル美容室 サービス 理容・美容業 5%

36,132 埼玉県 川口市 クリニカルサロンチェリー サービス 理容・美容業 5%

36,133 埼玉県 川口市 グリーンセレモニー サービス その他サービス 5%

36,134 埼玉県 川口市 グレイシー川口 サービス 理容・美容業 5%

36,135 埼玉県 川口市 ＣｌａｙＳｔｏｒｙ 小売業 衣料品 5%

36,136 埼玉県 川口市 ケイソン自動車 サービス その他サービス 5%

36,137 埼玉県 川口市 京浜水道修理協会 サービス その他サービス 5%

36,138 埼玉県 川口市 ＫＴＳＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 その他小売 5%

36,139 埼玉県 川口市 Ｋｅｓｈｉカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

36,140 埼玉県 川口市 ＫＹリカー川口東領家店 小売業 食料品 5%

36,141 埼玉県 川口市 元気堂西川口店 サービス その他サービス 5%

36,142 埼玉県 川口市 元気堂わらび店 サービス その他サービス 5%

36,143 埼玉県 川口市 現金問屋　ダイコク　川口店 小売業 家具・調度品 5%

36,144 埼玉県 川口市 厳選食材専門店ｎａｔｕｒａｌｅ 小売業 その他小売 5%

36,145 埼玉県 川口市 合同会社タキガワダンススクール タキガワダンススクール サービス その他サービス 5%

36,146 埼玉県 川口市 五感で愉しむ懐石かたぎり サービス 飲食業 5%

36,147 埼玉県 川口市 ＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ西川口駅西口店 サービス 飲食業 2%

36,148 埼玉県 川口市 ＣＯＣＯ壱番屋東川口店 サービス 飲食業 2%

36,149 埼玉県 川口市 ＣＯＣＯＳＴＡＹ西川口駅前 サービス 宿泊業 5%

36,150 埼玉県 川口市 ｇｏｔｈｉｃ†ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

36,151 埼玉県 川口市 コスモス治療院 サービス その他サービス 5%

36,152 埼玉県 川口市 小林電機商会 小売業 電化製品 5%

36,153 埼玉県 川口市 五福 サービス 飲食業 5%

36,154 埼玉県 川口市 コポ　かわぐちキャスティ店 小売業 衣料品 5%

36,155 埼玉県 川口市 こまむぐ 小売業 その他小売 5%

36,156 埼玉県 川口市 小宮商店　小谷場店 小売業 食料品 5%

36,157 埼玉県 川口市 小宮商店　芝中田店 小売業 食料品 5%

36,158 埼玉県 川口市 コルディア川口そごう店 小売業 衣料品 5%

36,159 埼玉県 川口市 ゴールド電器 小売業 電化製品 5%

36,160 埼玉県 川口市 コロル サービス 理容・美容業 5%

36,161 埼玉県 川口市 紺屋 小売業 その他小売 5%

36,162 埼玉県 川口市 彩きもの学院　川口校 小売業 衣料品 5%
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36,163 埼玉県 川口市 サイクルプラザヤクシン 小売業 その他小売 5%

36,164 埼玉県 川口市 サイコー 小売業 電化製品 5%

36,165 埼玉県 川口市 セブン－イレブン埼玉高速東川口駅店 小売業 食料品 2%

36,166 埼玉県 川口市 齋藤記念病院売店 小売業 その他小売 5%

36,167 埼玉県 川口市 酒蔵力西川口店 サービス 飲食業 5%

36,168 埼玉県 川口市 さくらペットクリニック サービス その他サービス 5%

36,169 埼玉県 川口市 ささき宝石株式会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

36,170 埼玉県 川口市 Ｔｈｅｓａｖｉｎｇ サービス その他サービス 5%

36,171 埼玉県 川口市 株式会社サトウエネック 小売業 その他小売 5%

36,172 埼玉県 川口市 佐藤タクシー サービス その他サービス 5%

36,173 埼玉県 川口市 佐富電機 小売業 電化製品 5%

36,174 埼玉県 川口市 サラートペペ 小売業 衣料品 5%

36,175 埼玉県 川口市 サロンドティアラ サービス 理容・美容業 5%

36,176 埼玉県 川口市 Ｓｕｎ＆ｍｅ サービス 理容・美容業 5%

36,177 埼玉県 川口市 三右衛門　川口店 サービス 飲食業 5%

36,178 埼玉県 川口市 三喜オートサービス サービス その他サービス 5%

36,179 埼玉県 川口市 サンキュー 小売業 電化製品 5%

36,180 埼玉県 川口市 Ｓａｎｃｔｕａｒｉ　Ｉｒｉｓ サービス 理容・美容業 5%

36,181 埼玉県 川口市 三長 サービス 飲食業 5%

36,182 埼玉県 川口市 サンライズオート サービス その他サービス 5%

36,183 埼玉県 川口市 幸せの黄金鯛焼き 埼玉移動販売 小売業 食料品 5%

36,184 埼玉県 川口市 ＣＬＡ 小売業 その他小売 5%

36,185 埼玉県 川口市 ＪＡさいたま　安行経済センター 小売業 その他小売 5%

36,186 埼玉県 川口市 ＪＡさいたま　安行農産物直売所 小売業 食料品 5%

36,187 埼玉県 川口市 ＪＡさいたま　神根支店 小売業 その他小売 5%

36,188 埼玉県 川口市 ＪＡさいたま　神根農機センター サービス その他サービス 5%

36,189 埼玉県 川口市 ＪＡさいたま　新郷支店 小売業 その他小売 5%

36,190 埼玉県 川口市 ＪＡさいたま　戸塚支店 小売業 その他小売 5%

36,191 埼玉県 川口市 ジェームス１２２川口本町店 小売業 その他小売 2%

36,192 埼玉県 川口市 自家焙煎珈琲工房マゼラン 小売業 食料品 5%

36,193 埼玉県 川口市 紫貴苑 サービス 飲食業 5%

36,194 埼玉県 川口市 地鶏炭火焼　二代目猿や サービス 飲食業 5%

36,195 埼玉県 川口市 芝グランドボール サービス その他サービス 5%

36,196 埼玉県 川口市 ＪＯＵＲＮＥＹ 小売業 衣料品 5%

36,197 埼玉県 川口市 「車検の速太郎」川口店 サービス その他サービス 5%

36,198 埼玉県 川口市 写真屋さん２１　川口榛松店 小売業 その他小売 5%

36,199 埼玉県 川口市 シャノアール川口中央店 サービス 飲食業 5%

36,200 埼玉県 川口市 Ｊａｐａｎｉｍｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

36,201 埼玉県 川口市 ｇｉｕｓｔｏ／ジュースト サービス その他サービス 5%

36,202 埼玉県 川口市 Ｊｏｕｅｒ　【ジュエ】 サービス その他サービス 5%

36,203 埼玉県 川口市 手芸センタードリーム　ミエルかわぐち店 小売業 その他小売 5%

36,204 埼玉県 川口市 手芸センタードリームミエルかわぐち 小売業 その他小売 5%
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36,205 埼玉県 川口市 春華園茶舗 サービス その他サービス 5%

36,206 埼玉県 川口市 昭和橋坂下薬局 小売業 その他小売 5%

36,207 埼玉県 川口市 新都アジア物産 蕨店 小売業 食料品 5%

36,208 埼玉県 川口市 スイートサイト 小売業 衣料品 5%

36,209 埼玉県 川口市 スクールベン川口前川店 小売業 衣料品 5%

36,210 埼玉県 川口市 鮨くどう サービス 飲食業 5%

36,211 埼玉県 川口市 ＳＵＺＵＴＡＮ川口キャスティ店 小売業 衣料品 5%

36,212 埼玉県 川口市 すずのき　絹絵屋川口店 小売業 衣料品 5%

36,213 埼玉県 川口市 すたみな太郎ＮＥＸＴ　川口店 サービス 飲食業 5%

36,214 埼玉県 川口市 Ｓｎａｃｋ　Ｋａｍｅ四谷店 サービス 飲食業 5%

36,215 埼玉県 川口市 スネイルペース サービス その他サービス 5%

36,216 埼玉県 川口市 スパニッシュバル　パシオン　川口店 サービス 飲食業 5%

36,217 埼玉県 川口市 Ｓｍｉｌｅ 小売業 食料品 5%

36,218 埼玉県 川口市 スマイル空間 サービス その他サービス 5%

36,219 埼玉県 川口市 スマイル空間 ハウスクリーニング  スマイル空間 サービス その他サービス 5%

36,220 埼玉県 川口市 炭玄／ラボーノ サービス 飲食業 5%

36,221 埼玉県 川口市 炭火焼酒房　譽 サービス 飲食業 5%

36,222 埼玉県 川口市 すみれ化粧品店 小売業 その他小売 5%

36,223 埼玉県 川口市 ３ｐｉｅｃｅｓ サービス 理容・美容業 5%

36,224 埼玉県 川口市 ３Ｄｏｇｓ 小売業 その他小売 5%

36,225 埼玉県 川口市 生鮮市場ライズ　中青木店 小売業 食料品 5%

36,226 埼玉県 川口市 ＳＡＭＥ　ＳＵＮ サービス 飲食業 5%

36,227 埼玉県 川口市 ゼウスジャパン 小売業 家具・調度品 5%

36,228 埼玉県 川口市 ゼウスジャパン 小売業 その他小売 5%

36,229 埼玉県 川口市 セオサイクル　川口店 小売業 その他小売 5%

36,230 埼玉県 川口市 セオサイクル川口幸町店 小売業 その他小売 5%

36,231 埼玉県 川口市 セオサイクル川口幸町店 小売業 その他小売 5%

36,232 埼玉県 川口市 セルフ川口木曽呂 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,233 埼玉県 川口市 セレンディピタススペース川口 サービス その他サービス 5%

36,234 埼玉県 川口市 ソウプラス川口店 サービス その他サービス 5%

36,235 埼玉県 川口市 そうます 小売業 その他小売 5%

36,236 埼玉県 川口市 ソーイングライフ 小売業 電化製品 5%

36,237 埼玉県 川口市 ＳＯＨＯｎｅｗｙｏｒｋ　東川口店 サービス 理容・美容業 5%

36,238 埼玉県 川口市 ＳＯＬＥ川口店 サービス 理容・美容業 5%

36,239 埼玉県 川口市 ｔｅｒｇｅｎ 小売業 衣料品 5%

36,240 埼玉県 川口市 大起ｃｓ６０サロン サービス 理容・美容業 5%

36,241 埼玉県 川口市 ダイコク　川口店 サービス その他サービス 5%

36,242 埼玉県 川口市 ダイシン小泉 小売業 衣料品 5%

36,243 埼玉県 川口市 大伸自動車 小売業 電化製品 5%

36,244 埼玉県 川口市 大成鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

36,245 埼玉県 川口市 大東　川口店 小売業 その他小売 5%

36,246 埼玉県 川口市 ＤＩＶＩＮＧ　ＢＬＵＥ　ダイビングブルー サービス 飲食業 5%
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36,247 埼玉県 川口市 タカノ珈琲株式会社 小売業 食料品 5%

36,248 埼玉県 川口市 タカハシ　ミエルかわぐち店 小売業 衣料品 5%

36,249 埼玉県 川口市 たくまるリフォーム サービス その他サービス 5%

36,250 埼玉県 川口市 タツミ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

36,251 埼玉県 川口市 たぬき小屋 小売業 その他小売 5%

36,252 埼玉県 川口市 たばたや 小売業 衣料品 5%

36,253 埼玉県 川口市 玉金　西川口店 サービス 飲食業 5%

36,254 埼玉県 川口市 チアーズデザイン サービス その他サービス 5%

36,255 埼玉県 川口市 近岡タクシー サービス 運輸業 5%

36,256 埼玉県 川口市 チャリコ西川口店 小売業 その他小売 5%

36,257 埼玉県 川口市 中国料理　知味飯店 サービス 飲食業 5%

36,258 埼玉県 川口市 ＴｕｎｅｉｎＤＡＮＣＥＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

36,259 埼玉県 川口市 張亮麻辣湯　西川口店 サービス 飲食業 5%

36,260 埼玉県 川口市 つきじ海賓　川口店 サービス 飲食業 5%

36,261 埼玉県 川口市 Ｔｏｏｌ　ＶＩＬＬＡＧＥ サービス その他サービス 5%

36,262 埼玉県 川口市 つるおか動物病院 サービス その他サービス 5%

36,263 埼玉県 川口市 Ｄｅａｒｓ川口店 サービス 理容・美容業 5%

36,264 埼玉県 川口市 テクニカルショップアンフィニ 小売業 その他小売 5%

36,265 埼玉県 川口市 手作りソーセージバル　ＳＡＵＬ サービス 飲食業 5%

36,266 埼玉県 川口市 テニススタジオ川口 サービス その他サービス 5%

36,267 埼玉県 川口市 デミタス サービス 理容・美容業 5%

36,268 埼玉県 川口市 テンオーワン 　ララガーデン川口 小売業 その他小売 5%

36,269 埼玉県 川口市 でんきち川口差間店 小売業 電化製品 5%

36,270 埼玉県 川口市 ［ＨＣ］でんきのあらい 小売業 電化製品 5%

36,271 埼玉県 川口市 天旬楽　うのじ サービス 飲食業 5%

36,272 埼玉県 川口市 天地堂 小売業 その他小売 5%

36,273 埼玉県 川口市 天地堂　赤山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

36,274 埼玉県 川口市 天地堂　赤山店 小売業 その他小売 5%

36,275 埼玉県 川口市 天堂メガネ サービス その他サービス 5%

36,276 埼玉県 川口市 東海繊維 小売業 衣料品 5%

36,277 埼玉県 川口市 東海繊維　芝店 小売業 衣料品 5%

36,278 埼玉県 川口市 東玉　川口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

36,279 埼玉県 川口市 トータルボディケアタカ サービス 理容・美容業 5%

36,280 埼玉県 川口市 十勝甘納豆本舗ビーンズ西川口店 小売業 食料品 5%

36,281 埼玉県 川口市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東川口店 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,282 埼玉県 川口市 トヨタカローラ埼玉川口栄町店 小売業 その他小売 5%

36,283 埼玉県 川口市 トヨタカローラ埼玉川口店 小売業 その他小売 5%

36,284 埼玉県 川口市 トヨタ部品埼玉共販川口店 サービス その他サービス 5%

36,285 埼玉県 川口市 トヨタレンタリース埼玉　川口駅前店 サービス その他サービス 2%

36,286 埼玉県 川口市 トヨタレンタリース埼玉西川口店 サービス その他サービス 2%

36,287 埼玉県 川口市 トヨタレンタリース埼玉東川口店 サービス その他サービス 2%

36,288 埼玉県 川口市 トヨタレンタリース新埼玉川口駅西口店 サービス その他サービス 2%
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36,289 埼玉県 川口市 ドリームオート サービス その他サービス 5%

36,290 埼玉県 川口市 ＤＬＳサクライ店舗 小売業 電化製品 5%

36,291 埼玉県 川口市 トリミングサロンアラモード川口 サービス その他サービス 5%

36,292 埼玉県 川口市 トリミングサロンｂａｌｌｏｎ サービス その他サービス 5%

36,293 埼玉県 川口市 ナインティーンフィフティ サービス その他サービス 5%

36,294 埼玉県 川口市 中川自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

36,295 埼玉県 川口市 なごみや サービス 飲食業 5%

36,296 埼玉県 川口市 ｎａｊａｍ 小売業 家具・調度品 5%

36,297 埼玉県 川口市 ナッティーダイニング サービス 飲食業 5%

36,298 埼玉県 川口市 南平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,299 埼玉県 川口市 南平グランドボール サービス その他サービス 5%

36,300 埼玉県 川口市 二階のおく サービス 飲食業 5%

36,301 埼玉県 川口市 肉の万世　鳩ヶ谷店 サービス 飲食業 5%

36,302 埼玉県 川口市 肉の万世　鳩ヶ谷店 サービス 飲食業 5%

36,303 埼玉県 川口市 ニコニコレンタカー　川口西青木店 サービス その他サービス 5%

36,304 埼玉県 川口市 西川口アイコンタクト 小売業 その他小売 5%

36,305 埼玉県 川口市 セブン－イレブン西川口駅西口店 小売業 食料品 2%

36,306 埼玉県 川口市 セブン－イレブン西川口駅東口店 小売業 食料品 2%

36,307 埼玉県 川口市 セブン－イレブン西川口中央通り店 小売業 食料品 2%

36,308 埼玉県 川口市 日個連　菊地タクシー サービス 運輸業 5%

36,309 埼玉県 川口市 日個連　坂口タクシー サービス 運輸業 5%

36,310 埼玉県 川口市 ＮＥＸＳＥＥＤ株式会社 サービス その他サービス 5%

36,311 埼玉県 川口市 パームツリー サービス 理容・美容業 5%

36,312 埼玉県 川口市 バイシクルズアタミ 小売業 その他小売 5%

36,313 埼玉県 川口市 バイシクルセオ川口店 小売業 その他小売 5%

36,314 埼玉県 川口市 ハウスナビ・システム株式会社 サービス その他サービス 5%

36,315 埼玉県 川口市 パクトールインターナショナル 小売業 その他小売 5%

36,316 埼玉県 川口市 パスクール西川口校 サービス その他サービス 5%

36,317 埼玉県 川口市 ＪＭ／長谷川会計事務所 サービス その他サービス 5%

36,318 埼玉県 川口市 パソコンドック２４　川口店 サービス その他サービス 5%

36,319 埼玉県 川口市 八幡木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,320 埼玉県 川口市 バットモーターサイクル 小売業 その他小売 5%

36,321 埼玉県 川口市 ハツピータクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

36,322 埼玉県 川口市 Ｈａｐｐｙ川口店 小売業 その他小売 5%

36,323 埼玉県 川口市 セブン－イレブン鳩ヶ谷坂下１丁目店 小売業 食料品 2%

36,324 埼玉県 川口市 セブン－イレブン鳩ヶ谷坂下３丁目店 小売業 食料品 2%

36,325 埼玉県 川口市 セブン－イレブン鳩ヶ谷里中学校前店 小売業 食料品 2%

36,326 埼玉県 川口市 セブン－イレブン鳩ケ谷里店 小売業 食料品 2%

36,327 埼玉県 川口市 はとがや動物病院 サービス その他サービス 5%

36,328 埼玉県 川口市 鳩ヶ谷ベース 小売業 その他小売 5%

36,329 埼玉県 川口市 セブン－イレブン鳩ヶ谷本町店 小売業 食料品 2%

36,330 埼玉県 川口市 セブン－イレブン鳩ケ谷南店 小売業 食料品 2%
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36,331 埼玉県 川口市 はとや　川口店 小売業 その他小売 5%

36,332 埼玉県 川口市 ｐａｔｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

36,333 埼玉県 川口市 パナハート　タカハシ 小売業 電化製品 5%

36,334 埼玉県 川口市 パナハート　ハシモト 小売業 電化製品 5%

36,335 埼玉県 川口市 花見タクシー サービス 運輸業 5%

36,336 埼玉県 川口市 ハネット サービス その他サービス 5%

36,337 埼玉県 川口市 ＢＵＢＢＬＥＳ　ＤＯＧ　川口店 サービス その他サービス 5%

36,338 埼玉県 川口市 林電気商会 小売業 電化製品 5%

36,339 埼玉県 川口市 原自動車工作所 サービス その他サービス 5%

36,340 埼玉県 川口市 ｈａｌｕｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

36,341 埼玉県 川口市 Ｈａｎｇｏｖｅｒ サービス 飲食業 5%

36,342 埼玉県 川口市 はんこと写真のニットウ　カメラのニットウ 小売業 その他小売 5%

36,343 埼玉県 川口市 はんこ家一番　西川口店 小売業 その他小売 5%

36,344 埼玉県 川口市 ピア動物病院 サービス その他サービス 5%

36,345 埼玉県 川口市 セブン－イレブン東川口駅南口店 小売業 食料品 2%

36,346 埼玉県 川口市 セブン－イレブン東川口店 小売業 食料品 2%

36,347 埼玉県 川口市 セブン－イレブン東川口４丁目店 小売業 食料品 2%

36,348 埼玉県 川口市 東本郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,349 埼玉県 川口市 東領家　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,350 埼玉県 川口市 ピジョンケアルーム 小売業 その他小売 5%

36,351 埼玉県 川口市 ピジョン動物愛護病院川口院 サービス その他サービス 5%

36,352 埼玉県 川口市 ピジョン動物愛護病院わらび院 サービス その他サービス 5%

36,353 埼玉県 川口市 ビストロ　バル　だんだん　ビストロ　バル　だんだん サービス 飲食業 5%

36,354 埼玉県 川口市 響き サービス 飲食業 5%

36,355 埼玉県 川口市 １２２ＫＹＡＲＡ サービス 飲食業 5%

36,356 埼玉県 川口市 ビューティーサロン ウチダ サービス 理容・美容業 5%

36,357 埼玉県 川口市 美容室　コモド サービス 理容・美容業 5%

36,358 埼玉県 川口市 美容室　プレスト サービス 理容・美容業 5%

36,359 埼玉県 川口市 美容室　プレスト サービス 理容・美容業 5%

36,360 埼玉県 川口市 美容室ＰＩＥＲＲＯＴ サービス 理容・美容業 5%

36,361 埼玉県 川口市 広田理容室 サービス 理容・美容業 5%

36,362 埼玉県 川口市 ｆｉｌｆｉｌｏｈｉｌｏ 小売業 衣料品 5%

36,363 埼玉県 川口市 ＢＯＯＴＬＥＧ 小売業 その他小売 5%

36,364 埼玉県 川口市 ＦｏｕｒＳｐｅｅｄＬＥＡＴＨＥＲＳ 小売業 衣料品 5%

36,365 埼玉県 川口市 フォトスタジオコボ　東浦和店 サービス その他サービス 5%

36,366 埼玉県 川口市 ぷちショップこばやし 小売業 食料品 5%

36,367 埼玉県 川口市 Ｐｅｔｉｔｌｅａｆ サービス 理容・美容業 5%

36,368 埼玉県 川口市 ｔｉｎｙ　ｃａｎｄｌｅ サービス その他サービス 5%

36,369 埼玉県 川口市 プライマリーカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

36,370 埼玉県 川口市 ＋ｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

36,371 埼玉県 川口市 Ｆｌｏｗｅｒｓｈｏｐｈａｎａｍｏ 小売業 その他小売 5%

36,372 埼玉県 川口市 フラワーショップＫａｒｅｎ 小売業 その他小売 5%
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36,373 埼玉県 川口市 フラワーショップファンタジー戸塚店 小売業 その他小売 5%

36,374 埼玉県 川口市 ブリアント　川口店 サービス 理容・美容業 5%

36,375 埼玉県 川口市 ぷりずむ館　かわぐちキャスティー店 サービス その他サービス 5%

36,376 埼玉県 川口市 フレスコ 小売業 食料品 5%

36,377 埼玉県 川口市 ｆｌｅｘ ｈａｉｒ ｖｉｓｕａｌ サービス 理容・美容業 5%

36,378 埼玉県 川口市 プレミアムカメラ 小売業 電化製品 5%

36,379 埼玉県 川口市 Ｐｌｅｎｔｙ西川口店 サービス 理容・美容業 5%

36,380 埼玉県 川口市 プロショップ　キリヤマ 小売業 その他小売 5%

36,381 埼玉県 川口市 Ｈａｉｒ　Ａｒｔ　Ｌａｂｏ　ＨＡＬ サービス 理容・美容業 5%

36,382 埼玉県 川口市 Ｈａｉｒ　Ａｒｔ　Ｌａｂｏ　ＨＡＬ サービス 理容・美容業 5%

36,383 埼玉県 川口市 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｏｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

36,384 埼玉県 川口市 ＨａｉｒＡｕ・ｒａ サービス 理容・美容業 5%

36,385 埼玉県 川口市 ヘアーサロン こぶし ヘアーサロンこぶし サービス 理容・美容業 5%

36,386 埼玉県 川口市 ヘアーサロンタカハシ サービス 理容・美容業 5%

36,387 埼玉県 川口市 ヘアーサロンタカハシ サービス 理容・美容業 5%

36,388 埼玉県 川口市 ヘアーサロンタジマ サービス 理容・美容業 5%

36,389 埼玉県 川口市 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｌｅａｖｅｓ　ミエル川口店 サービス 理容・美容業 5%

36,390 埼玉県 川口市 ヘアーズビット サービス 理容・美容業 5%

36,391 埼玉県 川口市 ｈａｉｒ　ｍｉｇｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

36,392 埼玉県 川口市 ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ　ＲＯＯＫ サービス 理容・美容業 5%

36,393 埼玉県 川口市 ヘアサロンいたがき サービス 理容・美容業 5%

36,394 埼玉県 川口市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

36,395 埼玉県 川口市 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｌｅａｖｅｓ　東川口店 サービス 理容・美容業 5%

36,396 埼玉県 川口市 ヘアメイクアッシュ　川口店 サービス 理容・美容業 5%

36,397 埼玉県 川口市 ヘアメイクアッシュ西川口店 サービス 理容・美容業 5%

36,398 埼玉県 川口市 ヘアメイク　フェンネル サービス 理容・美容業 5%

36,399 埼玉県 川口市 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

36,400 埼玉県 川口市 ベストメガネコンタクト東浦和店 小売業 貴金属・服飾品 5%

36,401 埼玉県 川口市 ベローチェ川口栄町三丁目店 サービス 飲食業 5%

36,402 埼玉県 川口市 ベローチェ川口店 サービス 飲食業 5%

36,403 埼玉県 川口市 ベントゥーラカフェ サービス 飲食業 5%

36,404 埼玉県 川口市 北海食市場　可祝川口店 サービス 飲食業 5%

36,405 埼玉県 川口市 ＨＯＴ　ＨＡＮＤＳ　西川口店 サービス その他サービス 5%

36,406 埼玉県 川口市 ホテル　アネックス サービス 宿泊業 5%

36,407 埼玉県 川口市 ホテル　ヴィーノ サービス 宿泊業 5%

36,408 埼玉県 川口市 ＨＯＴＥＬ　ＵＮＯ サービス 宿泊業 5%

36,409 埼玉県 川口市 ホテル　イコイ サービス 宿泊業 5%

36,410 埼玉県 川口市 本格炭火串焼「一」はじめ川口店 サービス 飲食業 5%

36,411 埼玉県 川口市 本社 小売業 電化製品 5%

36,412 埼玉県 川口市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,413 埼玉県 川口市 ＨＯＮＤＡＳＴＯＲＥ 小売業 その他小売 5%

36,414 埼玉県 川口市 本町酒場　浦ヤ サービス 飲食業 5%
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36,415 埼玉県 川口市 だしダイニング楓 サービス 飲食業 5%

36,416 埼玉県 川口市 マクドナルド１２２西新井宿店 サービス 飲食業 2%

36,417 埼玉県 川口市 マクドナルド川口朝日町店 サービス 飲食業 2%

36,418 埼玉県 川口市 マクドナルド川口東口店 サービス 飲食業 2%

36,419 埼玉県 川口市 マクドナルド川口前川モーリーファンタジー店 サービス 飲食業 2%

36,420 埼玉県 川口市 マクドナルド川口南町店 サービス 飲食業 2%

36,421 埼玉県 川口市 マクドナルド川口領家店 サービス 飲食業 2%

36,422 埼玉県 川口市 マクドナルド戸塚安行店 サービス 飲食業 2%

36,423 埼玉県 川口市 マクドナルド西川口店 サービス 飲食業 2%

36,424 埼玉県 川口市 マクドナルド鳩ケ谷駅前店 サービス 飲食業 2%

36,425 埼玉県 川口市 マクドナルドララガーデン川口店 サービス 飲食業 2%

36,426 埼玉県 川口市 マクドナルド蕨店 サービス 飲食業 2%

36,427 埼玉県 川口市 誠自動車　整備工場 サービス その他サービス 5%

36,428 埼玉県 川口市 誠自動車　本社 サービス その他サービス 5%

36,429 埼玉県 川口市 マスヤ　川口店 小売業 衣料品 5%

36,430 埼玉県 川口市 松尾車輌工業 サービス その他サービス 5%

36,431 埼玉県 川口市 松葉寿司 サービス 飲食業 5%

36,432 埼玉県 川口市 マリンケアライドサービス サービス その他サービス 5%

36,433 埼玉県 川口市 マルイシ 小売業 衣料品 5%

36,434 埼玉県 川口市 丸木の家具 小売業 家具・調度品 5%

36,435 埼玉県 川口市 マンションライフイケダ サービス その他サービス 5%

36,436 埼玉県 川口市 まんぺい自動車　坂下店 小売業 その他小売 5%

36,437 埼玉県 川口市 まんぺい自動車　南鳩ヶ谷店 小売業 その他小売 5%

36,438 埼玉県 川口市 みたまや洋品店 小売業 衣料品 5%

36,439 埼玉県 川口市 ミックヘア＆メイク　川口店 サービス 理容・美容業 5%

36,440 埼玉県 川口市 みなと動物病院 サービス その他サービス 5%

36,441 埼玉県 川口市 ミヤコデンキ 小売業 電化製品 5%

36,442 埼玉県 川口市 Ｍｉｙｕｂｅａｕｔｙｔｒｅａｔｍｅｎｔｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

36,443 埼玉県 川口市 株式会社ニチメン サービス 理容・美容業 5%

36,444 埼玉県 川口市 ＭＯＶＥ　川口店 小売業 その他小売 5%

36,445 埼玉県 川口市 女ヶ沢タクシー サービス 運輸業 5%

36,446 埼玉県 川口市 メティエス サービス 理容・美容業 5%

36,447 埼玉県 川口市 メルシー 小売業 その他小売 5%

36,448 埼玉県 川口市 麺場田所商店川口店 サービス 飲食業 5%

36,449 埼玉県 川口市 モダンパスタ川口差間店１１１５ サービス 飲食業 5%

36,450 埼玉県 川口市 もつ焼　こはる サービス 飲食業 5%

36,451 埼玉県 川口市 もとき駐輪場　家計応援駐輪場 サービス その他サービス 5%

36,452 埼玉県 川口市 もりもり整体院 サービス その他サービス 5%

36,453 埼玉県 川口市 守屋酒店 小売業 その他小売 5%

36,454 埼玉県 川口市 焼肉炭火亭　川口前川店 サービス 飲食業 5%

36,455 埼玉県 川口市 焼肉大門 サービス 飲食業 5%

36,456 埼玉県 川口市 焼肉ヒロ　川口店 サービス 飲食業 5%
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36,457 埼玉県 川口市 焼肉ホルモン　まる味 サービス 飲食業 5%

36,458 埼玉県 川口市 柳崎営業所 小売業 その他小売 5%

36,459 埼玉県 川口市 ヤマシタデンキ 小売業 電化製品 5%

36,460 埼玉県 川口市 山田輪業 小売業 その他小売 5%

36,461 埼玉県 川口市 大和犬具店 小売業 その他小売 5%

36,462 埼玉県 川口市 （有）城北総建 サービス その他サービス 5%

36,463 埼玉県 川口市 有限会社石黒クリーニング店 サービス その他サービス 5%

36,464 埼玉県 川口市 有限会社車工房 サービス その他サービス 5%

36,465 埼玉県 川口市 ［ＨＣ］有限会社誠和家電 小売業 電化製品 5%

36,466 埼玉県 川口市 有限会社セキグチ電機商会 小売業 電化製品 5%

36,467 埼玉県 川口市 ［ＨＣ］（有）第一テレビサービス 小売業 電化製品 5%

36,468 埼玉県 川口市 有 フジヤ靴店 小売業 その他小売 5%

36,469 埼玉県 川口市 有限会社プロテック サービス 飲食業 2%

36,470 埼玉県 川口市 有限会社増渕電気　有限会社増渕電気 サービス その他サービス 5%

36,471 埼玉県 川口市 ゆきべぇ サービス 飲食業 5%

36,472 埼玉県 川口市 ユニオンワークス株式会社 サービス その他サービス 5%

36,473 埼玉県 川口市 ユニックス　アムス　川口店 サービス 理容・美容業 5%

36,474 埼玉県 川口市 ＵＮＩＸ　カワグチグリーンシティ店 サービス 理容・美容業 5%

36,475 埼玉県 川口市 ＵＮＩＸ　ダイヤモンドシティキャラ店 サービス 理容・美容業 5%

36,476 埼玉県 川口市 ［ＨＣ］ゆりでんきのざわ店 小売業 電化製品 5%

36,477 埼玉県 川口市 ［ＨＣ］ゆりでんきＨＡＲＡ 小売業 電化製品 5%

36,478 埼玉県 川口市 洋服のタカハシ ミエルかわぐち店 小売業 衣料品 5%

36,479 埼玉県 川口市 吉野タクシー サービス その他サービス 5%

36,480 埼玉県 川口市 吉原電気商会 小売業 電化製品 5%

36,481 埼玉県 川口市 よろず屋サイクル 小売業 その他小売 5%

36,482 埼玉県 川口市 ラーメン凪川口店 サービス 飲食業 5%

36,483 埼玉県 川口市 ライト動物病院 サービス その他サービス 5%

36,484 埼玉県 川口市 ライナースポーツ 小売業 その他小売 5%

36,485 埼玉県 川口市 ライフプラザ　西川口 小売業 その他小売 5%

36,486 埼玉県 川口市 ラウレアヘアーサロン サービス 理容・美容業 5%

36,487 埼玉県 川口市 ｌａｐｉｓｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

36,488 埼玉県 川口市 リサイクルショップこれわん川口店 小売業 その他小売 5%

36,489 埼玉県 川口市 ＲＩＴＡ　Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＳＯＨＯ サービス 理容・美容業 5%

36,490 埼玉県 川口市 ＲＩＴＡ　ＨＡＬＯ サービス 理容・美容業 5%

36,491 埼玉県 川口市 ＲＩＴＡ　Ｈａｉｒ　Ｂｅａｕｔｙ　ＲＩＴＡ サービス 理容・美容業 5%

36,492 埼玉県 川口市 ＲＩＣＫＹ サービス 理容・美容業 5%

36,493 埼玉県 川口市 リッキーアリス サービス 理容・美容業 5%

36,494 埼玉県 川口市 リトカタ サービス その他サービス 5%

36,495 埼玉県 川口市 ｌｉｐｉｎｅ サービス その他サービス 5%

36,496 埼玉県 川口市 ＲＥＶＯＬＴ　川口 サービス その他サービス 5%

36,497 埼玉県 川口市 理容　マエダ サービス 理容・美容業 5%

36,498 埼玉県 川口市 りら休 サービス その他サービス 5%
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36,499 埼玉県 川口市 Ｌｉｌｙｃｒａｆｔ 小売業 衣料品 5%

36,500 埼玉県 川口市 ＬｕａｎａＬｅａｆ 小売業 その他小売 5%

36,501 埼玉県 川口市 ＬＯＯＰ　【ループ】 サービス 理容・美容業 5%

36,502 埼玉県 川口市 Ｌｕｐｉｎｕｓ サービス 理容・美容業 5%

36,503 埼玉県 川口市 レアリアル 小売業 衣料品 5%

36,504 埼玉県 川口市 レストラン　ル・マルシェ サービス 飲食業 5%

36,505 埼玉県 川口市 レボルトレーニングセンター サービス 理容・美容業 5%

36,506 埼玉県 川口市 ｒｏｓｅ　ｐａｌｅ サービス その他サービス 5%

36,507 埼玉県 川口市 ＲｏｓｅＲｏｓｅ 小売業 衣料品 5%

36,508 埼玉県 川口市 ＬＯＣＯＰＩＣＯ　（ロコピコ） サービス 飲食業 5%

36,509 埼玉県 川口市 ロコピコ珈琲 サービス 飲食業 5%

36,510 埼玉県 川口市 Ｒｏｃｋａｆｉｌｍ サービス その他サービス 5%

36,511 埼玉県 川口市 ＲＯＳＳＯ川口店 サービス 理容・美容業 5%

36,512 埼玉県 川口市 ロデオブロス 小売業 衣料品 5%

36,513 埼玉県 川口市 ワイズオートデザイン 小売業 その他小売 5%

36,514 埼玉県 川口市 和彩ｄｉｎｉｎｇきち蔵 サービス 飲食業 5%

36,515 埼玉県 川口市 蕨イースト 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,516 埼玉県 川越市 アースシグナル株式会社 サービス その他サービス 5%

36,517 埼玉県 川越市 ＳＷＥＥＴ サービス 理容・美容業 5%

36,518 埼玉県 川越市 ＮＡＴＵＲＥ　新河岸店 サービス 理容・美容業 5%

36,519 埼玉県 川越市 青山フラワーマーケット川越店 小売業 その他小売 5%

36,520 埼玉県 川越市 ＡｔｅｌｉｅｒＫＵＢＵＫＡ サービス その他サービス 5%

36,521 埼玉県 川越市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ａｍｉｅ川越 サービス 理容・美容業 5%

36,522 埼玉県 川越市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｒｉｏ本川越 サービス 理容・美容業 5%

36,523 埼玉県 川越市 アサヒ サービス その他サービス 5%

36,524 埼玉県 川越市 あさひ サービス 飲食業 5%

36,525 埼玉県 川越市 旭町薬局 小売業 その他小売 5%

36,526 埼玉県 川越市 ａｓａｍｉｏｔｏｍｏ 小売業 衣料品 5%

36,527 埼玉県 川越市 足の美容室Ｕ サービス 理容・美容業 5%

36,528 埼玉県 川越市 アストリア　川越店 小売業 衣料品 5%

36,529 埼玉県 川越市 アットイーズ　川越 小売業 その他小売 5%

36,530 埼玉県 川越市 あとり絵 小売業 衣料品 5%

36,531 埼玉県 川越市 アトリエ南大塚 サービス 理容・美容業 5%

36,532 埼玉県 川越市 Ａｎｅｓｉｓ　アネシス 小売業 家具・調度品 5%

36,533 埼玉県 川越市 アマゾン川越売店 小売業 食料品 5%

36,534 埼玉県 川越市 有賀園ゴルフＮＥＷ川越店 小売業 その他小売 5%

36,535 埼玉県 川越市 アロハカフェ カピリナ 川越店 サービス 飲食業 5%

36,536 埼玉県 川越市 アントステラカントリーストア 小売業 家具・調度品 5%

36,537 埼玉県 川越市 Ａｎｎ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓｐａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

36,538 埼玉県 川越市 ＡＭＰＥＲＥ 小売業 衣料品 5%

36,539 埼玉県 川越市 ＡＭＰＡＲＥ 小売業 衣料品 5%

36,540 埼玉県 川越市 ｅ－ｃｕｂｅホームテクノ サービス その他サービス 5%
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36,541 埼玉県 川越市 伊勢屋 小売業 食料品 5%

36,542 埼玉県 川越市 イタリアン酒場ＴＡＫＥＹＡ霞ヶ関店 サービス 飲食業 5%

36,543 埼玉県 川越市 イタリアン酒場ＴＡＫＥＹＡ本川越 サービス 飲食業 5%

36,544 埼玉県 川越市 イタリアン酒場　ＴＡＫＥＹＡ　本店 サービス 飲食業 5%

36,545 埼玉県 川越市 市場場外食堂　大島や　川越藤間店 サービス 飲食業 5%

36,546 埼玉県 川越市 今福ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,547 埼玉県 川越市 岩座　川越 小売業 衣料品 5%

36,548 埼玉県 川越市 イワセ薬品　川越営業所 サービス その他サービス 5%

36,549 埼玉県 川越市 インテルナかわはた　川越店 小売業 家具・調度品 5%

36,550 埼玉県 川越市 ウィル動物病院 サービス その他サービス 5%

36,551 埼玉県 川越市 Ｕｔａｋａｔａ 小売業 家具・調度品 5%

36,552 埼玉県 川越市 内野電器商会 小売業 電化製品 5%

36,553 埼玉県 川越市 海や　川越店 サービス 飲食業 5%

36,554 埼玉県 川越市 ＡＳＡ川越中央 小売業 その他小売 5%

36,555 埼玉県 川越市 ａｕショップ川越中央 小売業 その他小売 5%

36,556 埼玉県 川越市 えがおのひろば。かすみショールーム 小売業 家具・調度品 5%

36,557 埼玉県 川越市 ?ｃｌａｔＪｕａ サービス 理容・美容業 5%

36,558 埼玉県 川越市 エステサロンさくら　川越店 サービス 理容・美容業 5%

36,559 埼玉県 川越市 Ｓ－ＬＩＮＫカワショウ 小売業 電化製品 5%

36,560 埼玉県 川越市 Ｓ－ＬＩＮＫトリイ 小売業 電化製品 5%

36,561 埼玉県 川越市 Ｓ－ＬＩＮＫモロオカ 小売業 電化製品 5%

36,562 埼玉県 川越市 ＭＦＬＰプロロジスパーク川越 小売業 食料品 5%

36,563 埼玉県 川越市 大川　川越店 小売業 家具・調度品 5%

36,564 埼玉県 川越市 大野電研舎 小売業 電化製品 5%

36,565 埼玉県 川越市 オーレーザー株式会社 サービス その他サービス 5%

36,566 埼玉県 川越市 おしだ整体院 サービス その他サービス 5%

36,567 埼玉県 川越市 おだいどこ サービス 飲食業 5%

36,568 埼玉県 川越市 お肌とメイクの専門店おぎの 小売業 その他小売 5%

36,569 埼玉県 川越市 オリックスレンタカー川越店 サービス その他サービス 2%

36,570 埼玉県 川越市 温野菜川越西口店 サービス 飲食業 2%

36,571 埼玉県 川越市 カーサービス鷹 サービス その他サービス 5%

36,572 埼玉県 川越市 楓整体院 サービス その他サービス 5%

36,573 埼玉県 川越市 隠れや サービス 飲食業 5%

36,574 埼玉県 川越市 笠幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,575 埼玉県 川越市 セブン－イレブン霞ヶ関駅北口店 小売業 食料品 2%

36,576 埼玉県 川越市 がってん食堂大島屋　川越藤間店 サービス 飲食業 5%

36,577 埼玉県 川越市 がってん食堂大島屋　川越的場店 サービス 飲食業 5%

36,578 埼玉県 川越市 がってん寿司川越神明町店 サービス 飲食業 5%

36,579 埼玉県 川越市 がってん寿司川鶴店 サービス 飲食業 5%

36,580 埼玉県 川越市 カニヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

36,581 埼玉県 川越市 かねこライス 小売業 食料品 5%

36,582 埼玉県 川越市 かねまつ　アトレマルヒロ店 小売業 衣料品 5%
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36,583 埼玉県 川越市 ＣＡＦＥ　ＫＩＴＣＨＥＮ　ＬＡＰＨＵＴＥＲ サービス 飲食業 5%

36,584 埼玉県 川越市 株式会社　カミヂ商会 小売業 その他小売 5%

36,585 埼玉県 川越市 株式会社Ａ１インターナショナル 小売業 電化製品 5%

36,586 埼玉県 川越市 株式会社桜庵川越店 小売業 その他小売 5%

36,587 埼玉県 川越市 株式会社カーボディーショップ・ピース サービス その他サービス 5%

36,588 埼玉県 川越市 株式会社クリーンキーパー サービス その他サービス 5%

36,589 埼玉県 川越市 ［ＨＣ］（株）電化センターマエダ 小売業 電化製品 5%

36,590 埼玉県 川越市 ［ＨＣ］株式会社でんきハウスみずむら 小売業 電化製品 5%

36,591 埼玉県 川越市 株式会社富士美建 サービス その他サービス 5%

36,592 埼玉県 川越市 株式会社丸紅食器設備 サービス その他サービス 5%

36,593 埼玉県 川越市 （株）ミドリヤ新富町店 小売業 その他小売 5%

36,594 埼玉県 川越市 カプセルイン川越 サービス 宿泊業 5%

36,595 埼玉県 川越市 髪屋エアーズ サービス 理容・美容業 5%

36,596 埼玉県 川越市 ｇａｒａｇｅ川越店 小売業 衣料品 5%

36,597 埼玉県 川越市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋川越今福店 サービス 飲食業 2%

36,598 埼玉県 川越市 カレーハウスココ壱番屋川越城下町店 サービス 飲食業 2%

36,599 埼玉県 川越市 ガレージオプション川越店 小売業 その他小売 5%

36,600 埼玉県 川越市 ガレージピークス サービス その他サービス 5%

36,601 埼玉県 川越市 河合塾マナビス本川越校 サービス その他サービス 2%

36,602 埼玉県 川越市 川越天沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,603 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越石原町１丁目店 小売業 食料品 2%

36,604 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越今成店 小売業 食料品 2%

36,605 埼玉県 川越市 川越今福　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,606 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越今福店 小売業 食料品 2%

36,607 埼玉県 川越市 川越インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,608 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越大中居店 小売業 食料品 2%

36,609 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越大袋新田店 小売業 食料品 2%

36,610 埼玉県 川越市 鳥山会計川越オフィス サービス その他サービス 5%

36,611 埼玉県 川越市 川越卸売市場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,612 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越笠幡店 小売業 食料品 2%

36,613 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越霞ヶ関東１丁目店 小売業 食料品 2%

36,614 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越鴨田店 小売業 食料品 2%

36,615 埼玉県 川越市 セブンーイレブン川越岸町３丁目店 小売業 食料品 2%

36,616 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越岸町店 小売業 食料品 2%

36,617 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越岸町２丁目店 小売業 食料品 2%

36,618 埼玉県 川越市 川越キモノとく 小売業 衣料品 5%

36,619 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越久下戸店 小売業 食料品 2%

36,620 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越鯨井店 小売業 食料品 2%

36,621 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越小仙波店 小売業 食料品 2%

36,622 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越寿町１丁目店 小売業 食料品 2%

36,623 埼玉県 川越市 川越サウスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,624 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越サンロード店 小売業 食料品 2%
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36,625 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越渋井店 小売業 食料品 2%

36,626 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越清水町店 小売業 食料品 2%

36,627 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越下赤坂北店 小売業 食料品 2%

36,628 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越新富町八幡通り店 小売業 食料品 2%

36,629 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越水上公園前店 小売業 食料品 2%

36,630 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越菅原町店 小売業 食料品 2%

36,631 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越砂店 小売業 食料品 2%

36,632 埼玉県 川越市 カワゴエスポーツ 小売業 その他小売 5%

36,633 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越諏訪町店 小売業 食料品 2%

36,634 埼玉県 川越市 川越設計事務所 サービス その他サービス 5%

36,635 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越仙波町２丁目店 小売業 食料品 2%

36,636 埼玉県 川越市 川越第一ホテル サービス 宿泊業 5%

36,637 埼玉県 川越市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ川越中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,638 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越月吉町店 小売業 食料品 2%

36,639 埼玉県 川越市 川越デジタル設計 おいも堂 小売業 食料品 5%

36,640 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越寺山店 小売業 食料品 2%

36,641 埼玉県 川越市 川越店 小売業 その他小売 5%

36,642 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越豊田本店 小売業 食料品 2%

36,643 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越仲町店 小売業 食料品 2%

36,644 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越西笠幡店 小売業 食料品 2%

36,645 埼玉県 川越市 セルフ川越初雁ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,646 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越東田町店 小売業 食料品 2%

36,647 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越古谷上東店 小売業 食料品 2%

36,648 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越的場駅北店 小売業 食料品 2%

36,649 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越的場新町店 小売業 食料品 2%

36,650 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越南大塚駅北店 小売業 食料品 2%

36,651 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越南大塚駅南口店 小売業 食料品 2%

36,652 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越南古谷店 小売業 食料品 2%

36,653 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越宮下町２丁目店 小売業 食料品 2%

36,654 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越宮元町店 小売業 食料品 2%

36,655 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越六軒町店 小売業 食料品 2%

36,656 埼玉県 川越市 セブン－イレブン川越脇田本町店 小売業 食料品 2%

36,657 埼玉県 川越市 カワムラ サービス その他サービス 5%

36,658 埼玉県 川越市 関東補聴器センター　川越店 小売業 その他小売 5%

36,659 埼玉県 川越市 Ｃａｎｄｏｒ　川越クレアモール店 サービス 飲食業 5%

36,660 埼玉県 川越市 ＫＩＫＯＮＯ 小売業 衣料品 5%

36,661 埼玉県 川越市 木村屋商店 小売業 その他小売 5%

36,662 埼玉県 川越市 きもの右左（ｕｚａ） 小売業 衣料品 5%

36,663 埼玉県 川越市 着物ギャラリーとみひろ川越店 小売業 衣料品 5%

36,664 埼玉県 川越市 きものつるや 小売業 衣料品 5%

36,665 埼玉県 川越市 きものつるや　まつりつるや 小売業 衣料品 5%

36,666 埼玉県 川越市 キモノモード川越店 小売業 衣料品 5%
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36,667 埼玉県 川越市 キャピックカワゴエ サービス その他サービス 5%

36,668 埼玉県 川越市 ギャルソン・マツヤ 小売業 その他小売 5%

36,669 埼玉県 川越市 牛角川越霞が関 サービス 飲食業 2%

36,670 埼玉県 川越市 牛角川越岸町 サービス 飲食業 2%

36,671 埼玉県 川越市 牛角川越クレアモール サービス 飲食業 2%

36,672 埼玉県 川越市 ぎょうざの満洲　霞ヶ関駅店 サービス 飲食業 5%

36,673 埼玉県 川越市 ぎょうざの満洲　川越クレアモール店 サービス 飲食業 5%

36,674 埼玉県 川越市 ぎょうざの満洲　川越工場直売店 サービス 飲食業 5%

36,675 埼玉県 川越市 ぎょうざの満洲　川越西口店 サービス 飲食業 5%

36,676 埼玉県 川越市 ぎょうざの満洲　本川越店 サービス 飲食業 5%

36,677 埼玉県 川越市 ぎょうざの満洲　本部 サービス 飲食業 5%

36,678 埼玉県 川越市 ぎょうざの満洲　川越工場直売店（お サービス 飲食業 5%

36,679 埼玉県 川越市 キラリ　振袖館　ｃｏｃｏｌ　ＣＯＣＯＬウエスタ川越店 サービス その他サービス 5%

36,680 埼玉県 川越市 杢和（Ｋｉｗａ）工房 小売業 家具・調度品 5%

36,681 埼玉県 川越市 銀座亜紀枝刺子の店　川越店 小売業 貴金属・服飾品 5%

36,682 埼玉県 川越市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ川越店 小売業 その他小売 5%

36,683 埼玉県 川越市 雲然自動車工業 サービス その他サービス 5%

36,684 埼玉県 川越市 暮縞 サービス その他サービス 5%

36,685 埼玉県 川越市 ｇｌａｓｓ　Ａｒｔ　Ｂｌｕｅ　ｍｏｏｎ 小売業 その他小売 5%

36,686 埼玉県 川越市 Ｃｌａｎｓ サービス その他サービス 5%

36,687 埼玉県 川越市 クリーニングたんぽぽ新河岸２５４店 サービス その他サービス 5%

36,688 埼玉県 川越市 ｇｌｉｔｔｅｒ　川越店 サービス その他サービス 5%

36,689 埼玉県 川越市 ｇｌｉｎｃｏｆｆｅｅ大工町店 サービス 飲食業 5%

36,690 埼玉県 川越市 ｇｌｉｎｃｏｆｆｅｅ　ＳＣ サービス 飲食業 5%

36,691 埼玉県 川越市 ｇｌｉｎｃｏｆｆｅｅ川越元町本店 サービス 飲食業 5%

36,692 埼玉県 川越市 Ｃｌｏｖｅ　ｈｉｔｃｈ サービス 飲食業 5%

36,693 埼玉県 川越市 Ｃｌｏｖｅ　ｈｉｔｃｈ サービス 飲食業 5%

36,694 埼玉県 川越市 Ｃｈｌｏｒｉｓ サービス 理容・美容業 5%

36,695 埼玉県 川越市 有限会社ケイジェイエム 小売業 家具・調度品 5%

36,696 埼玉県 川越市 元気屋ふってん　南大塚店 サービス 飲食業 5%

36,697 埼玉県 川越市 光珉 小売業 その他小売 5%

36,698 埼玉県 川越市 小江戸川越バウムクーヘン　ノリスケさん 小売業 食料品 5%

36,699 埼玉県 川越市 小江戸どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

36,700 埼玉県 川越市 ＫＯＥＤＯ　ＬＯＵＮＧＥ サービス 飲食業 5%

36,701 埼玉県 川越市 ｃｏｄｉｅｎｃｅ サービス その他サービス 5%

36,702 埼玉県 川越市 ＧＯＴＲＥ サービス 理容・美容業 5%

36,703 埼玉県 川越市 ｃｏｃｏｎｕｔ サービス 飲食業 5%

36,704 埼玉県 川越市 （個人）久保田タクシー サービス 運輸業 5%

36,705 埼玉県 川越市 ｋｏｈａｋｕ ｈａｉｒ ｒｅｌａｘ サービス 理容・美容業 5%

36,706 埼玉県 川越市 ＣＯＰＵＬＡ サービス 理容・美容業 5%

36,707 埼玉県 川越市 ＣＯＰＵＬＡ サービス 理容・美容業 5%

36,708 埼玉県 川越市 呉服笠間 小売業 衣料品 5%
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36,709 埼玉県 川越市 小峯動物病院 サービス その他サービス 5%

36,710 埼玉県 川越市 米のうまはし　下広谷　本店 小売業 食料品 5%

36,711 埼玉県 川越市 クイック　リフレッシュ　コリトル サービス その他サービス 5%

36,712 埼玉県 川越市 コリトル サービス 理容・美容業 5%

36,713 埼玉県 川越市 ゴルフデパート　有賀園　川越店 小売業 その他小売 5%

36,714 埼玉県 川越市 サイクルセンターしも 小売業 その他小売 5%

36,715 埼玉県 川越市 斎藤商店 小売業 食料品 5%

36,716 埼玉県 川越市 桜英数個別塾 サービス その他サービス 5%

36,717 埼玉県 川越市 ザ　ファンキーチキン　川越店 サービス 飲食業 5%

36,718 埼玉県 川越市 ｓａｌａｍａｔ サービス 理容・美容業 5%

36,719 埼玉県 川越市 Ｓａｌｏｎ１０５８ サービス 理容・美容業 5%

36,720 埼玉県 川越市 サロンサンティ サービス 理容・美容業 5%

36,721 埼玉県 川越市 サンロール 小売業 食料品 5%

36,722 埼玉県 川越市 四季彩料理　五識 サービス 飲食業 5%

36,723 埼玉県 川越市 地酒と旨い肴　べんがら サービス 飲食業 5%

36,724 埼玉県 川越市 下広谷　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,725 埼玉県 川越市 ジャイアントストア　川越 小売業 その他小売 5%

36,726 埼玉県 川越市 車検のコバック　川越神明店 サービス その他サービス 5%

36,727 埼玉県 川越市 ジャパンドラッグカスタムサイクルス 小売業 その他小売 5%

36,728 埼玉県 川越市 マルミヤ洋装店　ジュリアン 小売業 衣料品 5%

36,729 埼玉県 川越市 小割烹　河越　武や　川越店 サービス 飲食業 5%

36,730 埼玉県 川越市 ＪｏＪｏ 小売業 衣料品 5%

36,731 埼玉県 川越市 セブン－イレブン新河岸駅東口店 小売業 食料品 2%

36,732 埼玉県 川越市 新健勝苑川越店 小売業 衣料品 5%

36,733 埼玉県 川越市 真骨頂ふってん サービス 飲食業 5%

36,734 埼玉県 川越市 新狭山第一ホテル サービス 宿泊業 5%

36,735 埼玉県 川越市 シンラガーデン サービス 飲食業 5%

36,736 埼玉県 川越市 シンラガーデン八幡通り店 サービス 飲食業 5%

36,737 埼玉県 川越市 スガ人形店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

36,738 埼玉県 川越市 スクールベン新河岸店 小売業 衣料品 5%

36,739 埼玉県 川越市 スクールベン本川越店 小売業 衣料品 5%

36,740 埼玉県 川越市 スズキオートサービス サービス その他サービス 5%

36,741 埼玉県 川越市 スズキショップ川越的場 小売業 その他小売 5%

36,742 埼玉県 川越市 すずのき　川越店 小売業 衣料品 5%

36,743 埼玉県 川越市 ＳＴＵＤＩＯ　ｉ．Ｍ．Ｏ サービス その他サービス 5%

36,744 埼玉県 川越市 ＳＴＵＦＦ サービス 理容・美容業 5%

36,745 埼玉県 川越市 すたみな太郎　川越店 サービス 飲食業 5%

36,746 埼玉県 川越市 生活彩家霞ヶ関南病院店 小売業 その他小売 2%

36,747 埼玉県 川越市 整体　操体　無苦庵　無苦庵 サービス その他サービス 5%

36,748 埼玉県 川越市 セーヌ美容室 サービス 理容・美容業 5%

36,749 埼玉県 川越市 セオサイクル　非課税 小売業 その他小売 2%

36,750 埼玉県 川越市 セオサイクル　新河岸店 小売業 その他小売 2%
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36,751 埼玉県 川越市 セオサイクル新河岸店 小売業 その他小売 5%

36,752 埼玉県 川越市 セキュリティショップルナ朝霞店 サービス その他サービス 5%

36,753 埼玉県 川越市 創作料理　彩々 サービス 飲食業 5%

36,754 埼玉県 川越市 ソコノワ－ＦＵＫＵ＆ＺＡＫＫＡ－ 小売業 衣料品 5%

36,755 埼玉県 川越市 蕎麦と酒場　マメツゲ サービス 飲食業 5%

36,756 埼玉県 川越市 ソラネイル川越 サービス 理容・美容業 5%

36,757 埼玉県 川越市 大喜 サービス 飲食業 5%

36,758 埼玉県 川越市 タイ古式マッサージ　トゥクトゥク サービス その他サービス 5%

36,759 埼玉県 川越市 トゥクトゥク サービス その他サービス 5%

36,760 埼玉県 川越市 大衆割烹ＴＡＫＥＹＡ川越店 サービス 飲食業 5%

36,761 埼玉県 川越市 タイヤガーデン　川越 小売業 その他小売 5%

36,762 埼玉県 川越市 タイヤセンター小林 サービス その他サービス 5%

36,763 埼玉県 川越市 タイヤランド小沢 小売業 その他小売 5%

36,764 埼玉県 川越市 高野塗装 小売業 その他小売 5%

36,765 埼玉県 川越市 タカハシ　川越店 小売業 衣料品 5%

36,766 埼玉県 川越市 高柳自転車店 小売業 その他小売 5%

36,767 埼玉県 川越市 高柳たばこ店 小売業 家具・調度品 5%

36,768 埼玉県 川越市 たきた動物病院 サービス その他サービス 5%

36,769 埼玉県 川越市 田島酒店 なし 小売業 その他小売 5%

36,770 埼玉県 川越市 田中家具 小売業 家具・調度品 5%

36,771 埼玉県 川越市 たむら動物病院 サービス その他サービス 5%

36,772 埼玉県 川越市 ＣＨＥＥＲＳ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

36,773 埼玉県 川越市 チェリッシュ サービス その他サービス 5%

36,774 埼玉県 川越市 千葉屋 新宿店 千葉屋 新宿店 サービス 飲食業 5%

36,775 埼玉県 川越市 ちゃろ動物病院 サービス その他サービス 5%

36,776 埼玉県 川越市 つきじ海賓　新河岸店 サービス 飲食業 5%

36,777 埼玉県 川越市 つのだ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

36,778 埼玉県 川越市 セブン－イレブン鶴ヶ島駅東口店 小売業 食料品 2%

36,779 埼玉県 川越市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ鶴ケ島駅南店 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,780 埼玉県 川越市 ディアペット川越 小売業 その他小売 5%

36,781 埼玉県 川越市 ドローンテクニカルファクトリー川越 小売業 その他小売 5%

36,782 埼玉県 川越市 ティエヌケイ 小売業 その他小売 5%

36,783 埼玉県 川越市 デイリーホテル小江戸川越店 サービス 宿泊業 5%

36,784 埼玉県 川越市 ＪＭ／テクニカルファクトリーアイザワニゴ サービス その他サービス 5%

36,785 埼玉県 川越市 ｔｅｎｏｒｉ サービス その他サービス 5%

36,786 埼玉県 川越市 １０Ｓｔｙｌｅ　理容室１０Ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

36,787 埼玉県 川越市 東阿自動車興業 サービス その他サービス 5%

36,788 埼玉県 川越市 東洋大学生協　川越店 サービス その他サービス 5%

36,789 埼玉県 川越市 東洋大学生協　川越店 サービス その他サービス 5%

36,790 埼玉県 川越市 東洋大学生協　川越店（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

36,791 埼玉県 川越市 東洋堂 小売業 食料品 5%

36,792 埼玉県 川越市 ｔｏｔａｌ ｂｅａｕｔｙ ｓａｌｏｎ Ｋａｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

878



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

36,793 埼玉県 川越市 ＴＯＫＵＳＡ　ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

36,794 埼玉県 川越市 ＴＯＫＵＳＡｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

36,795 埼玉県 川越市 戸口電設 サービス その他サービス 5%

36,796 埼玉県 川越市 ドッグサロンＰｏｏ サービス その他サービス 5%

36,797 埼玉県 川越市 ドット 小売業 衣料品 5%

36,798 埼玉県 川越市 土間土間柏店 サービス 飲食業 2%

36,799 埼玉県 川越市 土間土間川越クレアモール店 サービス 飲食業 2%

36,800 埼玉県 川越市 トヨタカローラ新埼玉川越店 小売業 その他小売 5%

36,801 埼玉県 川越市 トヨタカローラ新埼玉西川越店 小売業 その他小売 5%

36,802 埼玉県 川越市 トヨタ部品埼玉共販川越店 サービス その他サービス 5%

36,803 埼玉県 川越市 トヨタレンタリース埼玉川越西口駅前店 サービス その他サービス 2%

36,804 埼玉県 川越市 トヨタレンタリース新埼玉　川越駅東口 サービス その他サービス 2%

36,805 埼玉県 川越市 トヨタレンタリース新埼玉本川越駅前店 サービス その他サービス 2%

36,806 埼玉県 川越市 トライシクルカフェ サービス 飲食業 5%

36,807 埼玉県 川越市 ドラッグ エース 岸町南店 小売業 その他小売 5%

36,808 埼玉県 川越市 ドラッグ エース 新河岸店 小売業 その他小売 5%

36,809 埼玉県 川越市 ＤＯＬＬＹアトレ川越店 サービス その他サービス 5%

36,810 埼玉県 川越市 とんかつさかもと サービス 飲食業 5%

36,811 埼玉県 川越市 ながの洋品店 小売業 その他小売 5%

36,812 埼玉県 川越市 ナチュリーラ 小売業 その他小売 5%

36,813 埼玉県 川越市 ＮＡＮＡＫＯ　川越店 小売業 衣料品 5%

36,814 埼玉県 川越市 鳴門鯛焼本舗　川越クレアモール店 サービス 飲食業 5%

36,815 埼玉県 川越市 肉の万世　川越店 サービス 飲食業 5%

36,816 埼玉県 川越市 ニコニコレンタカー　川越諏訪店 サービス その他サービス 5%

36,817 埼玉県 川越市 セブン－イレブン西川越小室店 小売業 食料品 2%

36,818 埼玉県 川越市 日個連　吉敷タクシー サービス 運輸業 5%

36,819 埼玉県 川越市 ニッセイト川越スクール 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

36,820 埼玉県 川越市 ヌアットケア　トゥクトゥク サービス その他サービス 5%

36,821 埼玉県 川越市 ヌアットタイ　かわごえ サービス その他サービス 5%

36,822 埼玉県 川越市 ｎａｔｕｒｅ＆ｃｈｉｌｄ 小売業 家具・調度品 5%

36,823 埼玉県 川越市 ｎｏｔｅ．１１０３ サービス 理容・美容業 5%

36,824 埼玉県 川越市 ＢｕｒｇｅｒＣａｆｅｈｏｎｏｈｏｎｏ サービス 飲食業 5%

36,825 埼玉県 川越市 ばぁ～ぐば～ぐ サービス 飲食業 5%

36,826 埼玉県 川越市 Ｂａｒ　ｓｙｕｕｔｏ サービス 飲食業 5%

36,827 埼玉県 川越市 ＢＡＲＢＥＲ雅床 サービス 理容・美容業 5%

36,828 埼玉県 川越市 パール化粧品店 霞ヶ関駅南口前店 小売業 その他小売 5%

36,829 埼玉県 川越市 バイパー サービス その他サービス 5%

36,830 埼玉県 川越市 はすみ サービス 飲食業 5%

36,831 埼玉県 川越市 初音屋 サービス 飲食業 5%

36,832 埼玉県 川越市 はとや川越店 小売業 その他小売 5%

36,833 埼玉県 川越市 はないろ 小売業 その他小売 5%

36,834 埼玉県 川越市 パナハートハシモト 小売業 電化製品 5%
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36,835 埼玉県 川越市 パナピットイノウエ 小売業 電化製品 5%

36,836 埼玉県 川越市 花舗／ＨＡＮＡＹＡ 小売業 その他小売 5%

36,837 埼玉県 川越市 ＶＡＮＩＴＯＹ　ＢＡＧＥＬ　本店１ サービス 飲食業 5%

36,838 埼玉県 川越市 刃物屋　越乃一刀　本舗　川越店 小売業 家具・調度品 5%

36,839 埼玉県 川越市 バンコドウ　アトレ店 小売業 その他小売 5%

36,840 埼玉県 川越市 ハンバーグ工房　川越新河岸店 サービス 飲食業 5%

36,841 埼玉県 川越市 Ｂｅ ＣＡＬＬａ Ｂｅ ＣＡＬＬａ サービス 理容・美容業 5%

36,842 埼玉県 川越市 美光塗装 サービス その他サービス 5%

36,843 埼玉県 川越市 ビッグシングルワークス 小売業 その他小売 5%

36,844 埼玉県 川越市 ビデオ激安王川越店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

36,845 埼玉県 川越市 ひまわり堂川越時の鐘店 小売業 電化製品 5%

36,846 埼玉県 川越市 Ｂｉｅｗ サービス 理容・美容業 5%

36,847 埼玉県 川越市 美容室 Ｍｕｌｌｅ ｈａｉｒ ｈｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

36,848 埼玉県 川越市 美容室サラダガール サービス 理容・美容業 5%

36,849 埼玉県 川越市 美容室ｌａｒｇｅ サービス 理容・美容業 5%

36,850 埼玉県 川越市 ファイブエックス 小売業 その他小売 5%

36,851 埼玉県 川越市 ファッションサロンモア 小売業 衣料品 5%

36,852 埼玉県 川越市 ファッションハウス　ヒラツカ 小売業 衣料品 5%

36,853 埼玉県 川越市 ＢＵ?ＢＵ　ＣＡＦＥ　ｍａｉｓｏｎ サービス 飲食業 5%

36,854 埼玉県 川越市 風凛 サービス 飲食業 5%

36,855 埼玉県 川越市 ＰＨＡＳＥ 小売業 その他小売 5%

36,856 埼玉県 川越市 フォトガーデン　キラリ　川越店 サービス その他サービス 5%

36,857 埼玉県 川越市 深善表具店 小売業 家具・調度品 5%

36,858 埼玉県 川越市 福呂屋 サービス 飲食業 5%

36,859 埼玉県 川越市 フジカラープラザ　川越新河岸店 サービス その他サービス 5%

36,860 埼玉県 川越市 ぶつだん上州屋 小売業 家具・調度品 5%

36,861 埼玉県 川越市 ブライトサロン　ブライトサロン サービス 理容・美容業 5%

36,862 埼玉県 川越市 フラワープロデュースハマ 小売業 その他小売 5%

36,863 埼玉県 川越市 ｂｒａｎｃｈｅ サービス その他サービス 5%

36,864 埼玉県 川越市 ブリアント　川越店 サービス 理容・美容業 5%

36,865 埼玉県 川越市 ぷりずむ館川越 サービス その他サービス 5%

36,866 埼玉県 川越市 フルムーンライツ サービス 理容・美容業 5%

36,867 埼玉県 川越市 Ｆｌａｖｏｒｓ　川越店 小売業 衣料品 5%

36,868 埼玉県 川越市 ブロッサム　川越店 サービス 理容・美容業 5%

36,869 埼玉県 川越市 ブロッサム　神明町店 サービス 理容・美容業 5%

36,870 埼玉県 川越市 プロテック サービス その他サービス 5%

36,871 埼玉県 川越市 文具のキムラヤ 小売業 その他小売 5%

36,872 埼玉県 川越市 Ｈａｉｒ＆ＭａｋｅＬｏｖｅｌｙ サービス 理容・美容業 5%

36,873 埼玉県 川越市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＯＰＳＩＳ サービス 理容・美容業 5%

36,874 埼玉県 川越市 ＨＡＩＲｏｌｉｏｌｉ サービス 理容・美容業 5%

36,875 埼玉県 川越市 ＨＡＩＲ　ＮＡＣＥＲ サービス 理容・美容業 5%

36,876 埼玉県 川越市 ＨａｉｒｒｏｏｍＰａｓｔｅｌ サービス 理容・美容業 5%
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36,877 埼玉県 川越市 ヘアアンドメイクブロッサム　神明町店 サービス 理容・美容業 5%

36,878 埼玉県 川越市 ヘアーサロン　アウル サービス 理容・美容業 5%

36,879 埼玉県 川越市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｆｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

36,880 埼玉県 川越市 ヘアーサロン　エルリック サービス 理容・美容業 5%

36,881 埼玉県 川越市 Ｂｅｌｌａ　Ｌｕｎａ　川越店 サービス 理容・美容業 5%

36,882 埼玉県 川越市 Ｂｅｌｌｉｙ サービス 理容・美容業 5%

36,883 埼玉県 川越市 ＢｏｒｎＧｏｌｆ サービス その他サービス 5%

36,884 埼玉県 川越市 ホームバザー　川越店 小売業 その他小売 5%

36,885 埼玉県 川越市 堀内商店 小売業 その他小売 5%

36,886 埼玉県 川越市 ホルモン焼肉ぶち　川越店 サービス 飲食業 5%

36,887 埼玉県 川越市 ホワイト急便川越工場前店 サービス その他サービス 5%

36,888 埼玉県 川越市 セブン－イレブン本川越駅西口店 小売業 食料品 2%

36,889 埼玉県 川越市 本店 小売業 その他小売 5%

36,890 埼玉県 川越市 Ｍａｒｋｅｔ　ＴＥＲＲＡＣＥ　本店 サービス 飲食業 5%

36,891 埼玉県 川越市 ｍａｒｓａ サービス その他サービス 5%

36,892 埼玉県 川越市 マクドナルド川越伊勢原いなげや店 サービス 飲食業 2%

36,893 埼玉県 川越市 マクドナルド川越駅西口店 サービス 飲食業 2%

36,894 埼玉県 川越市 マクドナルド川越上寺山店 サービス 飲食業 2%

36,895 埼玉県 川越市 マクドナルド川越クレアモール店 サービス 飲食業 2%

36,896 埼玉県 川越市 マクドナルド川越マイン店 サービス 飲食業 2%

36,897 埼玉県 川越市 マクドナルド１６号古谷店 サービス 飲食業 2%

36,898 埼玉県 川越市 マクドナルド１６号南大塚店 サービス 飲食業 2%

36,899 埼玉県 川越市 マクドナルド東武霞ヶ関店 サービス 飲食業 2%

36,900 埼玉県 川越市 ＭＡＤＲＡＳ【マドラス】 サービス 理容・美容業 5%

36,901 埼玉県 川越市 豆吉本舗川越店 小売業 食料品 5%

36,902 埼玉県 川越市 マルカワ川越店 小売業 衣料品 5%

36,903 埼玉県 川越市 マルカワクレアモール川越店 小売業 衣料品 5%

36,904 埼玉県 川越市 三上純司税理士事務所 三上純司税理士事務所 サービス その他サービス 5%

36,905 埼玉県 川越市 三喜コーポレーション サービス その他サービス 5%

36,906 埼玉県 川越市 みづほ商店 小売業 その他小売 5%

36,907 埼玉県 川越市 三十屋商事（有） サービス その他サービス 5%

36,908 埼玉県 川越市 ミマツ川越店 小売業 衣料品 5%

36,909 埼玉県 川越市 ミマツ川越店 小売業 衣料品 5%

36,910 埼玉県 川越市 ミュージックポート川越 小売業 その他小売 5%

36,911 埼玉県 川越市 みよし電器 小売業 電化製品 5%

36,912 埼玉県 川越市 ＭＩＬＫＢＵＳＨＢＯＹ 小売業 衣料品 5%

36,913 埼玉県 川越市 武蔵野動物愛護病院 サービス その他サービス 5%

36,914 埼玉県 川越市 村上電器 小売業 電化製品 5%

36,915 埼玉県 川越市 メガネの信栄堂クレアモール店 小売業 その他小売 5%

36,916 埼玉県 川越市 めがねのノン　川越店 小売業 貴金属・服飾品 5%

36,917 埼玉県 川越市 Ｍｅｔｔｉ　ｕｎａ　ｓｅｒａ　ａ　ｃｅｎａ サービス 飲食業 5%

36,918 埼玉県 川越市 ＭＥＬＴＩＮＧＰＯＴ 小売業 衣料品 5%
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36,919 埼玉県 川越市 モダン亭太陽軒 サービス 飲食業 5%

36,920 埼玉県 川越市 もみじ川越本店 サービス 飲食業 5%

36,921 埼玉県 川越市 やき菓子野里 小売業 食料品 5%

36,922 埼玉県 川越市 焼肉じゅらく サービス 飲食業 5%

36,923 埼玉県 川越市 柳沢自動車商会 サービス その他サービス 5%

36,924 埼玉県 川越市 山口土建 サービス その他サービス 5%

36,925 埼玉県 川越市 山下珈琲カフェブリック サービス 飲食業 5%

36,926 埼玉県 川越市 有限会社アドバンス アドバンス 小売業 その他小売 5%

36,927 埼玉県 川越市 （有）ディーマーク 小売業 その他小売 5%

36,928 埼玉県 川越市 ゆう美容室 サービス 理容・美容業 5%

36,929 埼玉県 川越市 ユザワヤ　川越店 小売業 その他小売 5%

36,930 埼玉県 川越市 ＵＴＩＬＴＹ　ＨＯＴＥＬ　ＣＯＯＪＵ サービス 宿泊業 5%

36,931 埼玉県 川越市 ユニックス　川越店 サービス 理容・美容業 5%

36,932 埼玉県 川越市 ゆめみどき サービス その他サービス 5%

36,933 埼玉県 川越市 洋服のタカハシ 川越店 小売業 衣料品 5%

36,934 埼玉県 川越市 株式会社横田住建 サービス その他サービス 5%

36,935 埼玉県 川越市 横田屋電気商会 小売業 電化製品 5%

36,936 埼玉県 川越市 横山タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

36,937 埼玉県 川越市 有限会社吉岡金物店 小売業 家具・調度品 5%

36,938 埼玉県 川越市 Ｒｉｚｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

36,939 埼玉県 川越市 ライフメディック　ミヤシタ 小売業 その他小売 5%

36,940 埼玉県 川越市 ライフメディック　ミヤシタ 小売業 その他小売 5%

36,941 埼玉県 川越市 ラグーンヘア サービス 理容・美容業 5%

36,942 埼玉県 川越市 らしんばん　川越店 小売業 その他小売 5%

36,943 埼玉県 川越市 ラニプルメリア サービス 理容・美容業 5%

36,944 埼玉県 川越市 ランマイ サービス 飲食業 5%

36,945 埼玉県 川越市 利剣堂 小売業 その他小売 5%

36,946 埼玉県 川越市 リュエル サービス 理容・美容業 5%

36,947 埼玉県 川越市 理容室ｆｕｊｉｉ サービス 理容・美容業 5%

36,948 埼玉県 川越市 ＲｅＬｉｆｅ　川越　鶴ヶ島 サービス 理容・美容業 5%

36,949 埼玉県 川越市 ＲＥＬＥＤＥＮ サービス 理容・美容業 5%

36,950 埼玉県 川越市 ＬＩＮＫｓ ＬＩＮＫｓ サービス 理容・美容業 5%

36,951 埼玉県 川越市 ルガ　川越店 小売業 家具・調度品 5%

36,952 埼玉県 川越市 Ｌｕｃｅ サービス 飲食業 5%

36,953 埼玉県 川越市 ｒｕｒｉｒｏ サービス その他サービス 5%

36,954 埼玉県 川越市 令和新設 サービス その他サービス 5%

36,955 埼玉県 川越市 レーシングスポーツフジタ 小売業 その他小売 5%

36,956 埼玉県 川越市 Ｌｅｓ　Ｎｅｉｇｅ サービス 理容・美容業 5%

36,957 埼玉県 川越市 連雀町炭火やきとり　もとはし サービス 飲食業 5%

36,958 埼玉県 川越市 ローザロッサ 小売業 衣料品 5%

36,959 埼玉県 川越市 ロッククラフト川越 サービス その他サービス 5%

36,960 埼玉県 川越市 六軒町炭火やきとり　もとはし サービス 飲食業 5%
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36,961 埼玉県 川越市 ワークス 小売業 その他小売 5%

36,962 埼玉県 川越市 ワークス 川越的場店 サービス その他サービス 5%

36,963 埼玉県 川越市 和伊わいＭＡＮＢＯＷ サービス 飲食業 5%

36,964 埼玉県 川越市 ワークス　本社 サービス その他サービス 5%

36,965 埼玉県 川越市 ワシントン　エ　スタジオ　アトレマルヒロ 小売業 衣料品 5%

36,966 埼玉県 川越市 倭物や　カヤ　川越 小売業 衣料品 5%

36,967 埼玉県 川越市 ワンダープライス川越クレアモール 小売業 貴金属・服飾品 5%

36,968 埼玉県 川島町 ｅ－ｃｕｂｅホームテクノ サービス その他サービス 2%

36,969 埼玉県 川島町 出光川島八幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,970 埼玉県 川島町 インテルナかわはた　川越店 小売業 家具・調度品 5%

36,971 埼玉県 川島町 インテルナかわはた　坂戸店 小売業 家具・調度品 5%

36,972 埼玉県 川島町 インテルナかわはた　所沢店 小売業 家具・調度品 5%

36,973 埼玉県 川島町 インテルナかわはた　和光店 小売業 家具・調度品 5%

36,974 埼玉県 川島町 株式会社ジェイテックソリューションズ サービス その他サービス 5%

36,975 埼玉県 川島町 セブン－イレブン川島伊草店 小売業 食料品 2%

36,976 埼玉県 川島町 セブン－イレブン川島大屋敷店 小売業 食料品 2%

36,977 埼玉県 川島町 セルフ川島中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

36,978 埼玉県 川島町 セブン－イレブン川島町吹塚店 小売業 食料品 2%

36,979 埼玉県 川島町 グリーンプラネット川島店 小売業 その他小売 5%

36,980 埼玉県 川島町 鯉渕塗装工業 サービス その他サービス 5%

36,981 埼玉県 川島町 セブン－イレブン埼玉川島店 小売業 食料品 2%

36,982 埼玉県 川島町 坂井トレーニングジム サービス その他サービス 5%

36,983 埼玉県 川島町 シオンペット霊園 サービス その他サービス 5%

36,984 埼玉県 川島町 スーパーなかや 小売業 その他小売 5%

36,985 埼玉県 川島町 でんきち川島店 小売業 電化製品 5%

36,986 埼玉県 川島町 はんこ広場カインズ川島店 小売業 その他小売 5%

36,987 埼玉県 川島町 ヘアーショップ　　カジノ サービス 理容・美容業 5%

36,988 埼玉県 川島町 ポプラプロロジス川島店 小売業 その他小売 2%

36,989 埼玉県 川島町 ホワイト急便川島ベイシア店 サービス その他サービス 5%

36,990 埼玉県 川島町 マクドナルド２５４川島店 サービス 飲食業 2%

36,991 埼玉県 北本市 青戸総業 サービス その他サービス 5%

36,992 埼玉県 北本市 アルテ サービス 理容・美容業 5%

36,993 埼玉県 北本市 いとう動物病院 サービス その他サービス 5%

36,994 埼玉県 北本市 岩下電器 小売業 電化製品 5%

36,995 埼玉県 北本市 魚孝鮮魚センター 小売業 その他小売 5%

36,996 埼玉県 北本市 ｅｆｆａｃｅ　北本店 サービス 理容・美容業 5%

36,997 埼玉県 北本市 小川家具店 小売業 家具・調度品 5%

36,998 埼玉県 北本市 かつき動物病院 サービス その他サービス 5%

36,999 埼玉県 北本市 がってん寿司北本店 サービス 飲食業 5%

37,000 埼玉県 北本市 金沢屋　北本店 サービス その他サービス 5%

37,001 埼玉県 北本市 株式会社　中島自動車 サービス その他サービス 5%

37,002 埼玉県 北本市 髪切倶楽部 サービス 理容・美容業 5%
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37,003 埼玉県 北本市 北本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,004 埼玉県 北本市 セブン－イレブン北本荒井店 小売業 食料品 2%

37,005 埼玉県 北本市 セブン－イレブン北本石戸宿１丁目店 小売業 食料品 2%

37,006 埼玉県 北本市 セブン－イレブン北本駅西口店 小売業 食料品 2%

37,007 埼玉県 北本市 キタモトサイクル 小売業 その他小売 5%

37,008 埼玉県 北本市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北本店 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,009 埼玉県 北本市 セブン－イレブン北本中丸８丁目店 小売業 食料品 2%

37,010 埼玉県 北本市 セブン－イレブン北本二ツ家１丁目店 小売業 食料品 2%

37,011 埼玉県 北本市 セブン－イレブン北本古市場２丁目店 小売業 食料品 2%

37,012 埼玉県 北本市 セブン－イレブン北本緑１丁目店 小売業 食料品 2%

37,013 埼玉県 北本市 Ｃａｐ?ｔｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

37,014 埼玉県 北本市 ＫｅｎｉｃｈｉＫｏｎｄｏｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

37,015 埼玉県 北本市 こう福や　北本店 サービス 飲食業 5%

37,016 埼玉県 北本市 コーヒーとタイヤキのカラク サービス 飲食業 5%

37,017 埼玉県 北本市 コーヒーとタイヤキのカラク　コーヒーとタイヤキのカラク サービス 飲食業 5%

37,018 埼玉県 北本市 ＣＯ?ＣＯ　ｔｒａｉｎｉｎｇ サービス その他サービス 5%

37,019 埼玉県 北本市 小山弓具　埼玉店 小売業 その他小売 5%

37,020 埼玉県 北本市 斉藤輪店 小売業 その他小売 5%

37,021 埼玉県 北本市 ＪＡさいたま　桜国屋 小売業 食料品 5%

37,022 埼玉県 北本市 静岡ヤマサ園　北本店 小売業 その他小売 5%

37,023 埼玉県 北本市 静岡ヤマサ園　本店 小売業 その他小売 5%

37,024 埼玉県 北本市 蕎麦　阿き津 サービス 理容・美容業 5%

37,025 埼玉県 北本市 大東　北本店 小売業 その他小売 5%

37,026 埼玉県 北本市 タケデン 小売業 電化製品 5%

37,027 埼玉県 北本市 東京エアワークスサテライト店 サービス その他サービス 5%

37,028 埼玉県 北本市 トヨタカローラ埼玉北本中丸店 小売業 その他小売 5%

37,029 埼玉県 北本市 トリミングスタジオ ＭＯＭＯ サービス 理容・美容業 5%

37,030 埼玉県 北本市 トリミングスタジオＭＯＭＯ サービス その他サービス 5%

37,031 埼玉県 北本市 のぼりや寝具店 小売業 家具・調度品 5%

37,032 埼玉県 北本市 美容室　アトリエ　パリー サービス 理容・美容業 5%

37,033 埼玉県 北本市 美容室　モデル サービス 理容・美容業 5%

37,034 埼玉県 北本市 風凛 サービス 飲食業 5%

37,035 埼玉県 北本市 深井整体院 サービス その他サービス 5%

37,036 埼玉県 北本市 フラワーショップヤーミー 小売業 その他小売 5%

37,037 埼玉県 北本市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｓｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

37,038 埼玉県 北本市 ＨａｉｒＳａｌｏｎＭｉｎｅｒｖａ サービス 理容・美容業 5%

37,039 埼玉県 北本市 ｈｏｒｉｅｅｅ 小売業 衣料品 5%

37,040 埼玉県 北本市 ホワイト急便北本駅西口店 サービス その他サービス 5%

37,041 埼玉県 北本市 ホワイト急便北本駅東口店 サービス その他サービス 5%

37,042 埼玉県 北本市 ホワイト急便ベルク北本店 サービス その他サービス 5%

37,043 埼玉県 北本市 本店 小売業 電化製品 5%

37,044 埼玉県 北本市 ボンドール北本サロン サービス 飲食業 5%
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37,045 埼玉県 北本市 マクドナルド北本石戸店 サービス 飲食業 2%

37,046 埼玉県 北本市 マクドナルド１７号北本店 サービス 飲食業 2%

37,047 埼玉県 北本市 丸山電化サービス 小売業 電化製品 5%

37,048 埼玉県 北本市 宮脇書店　北本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

37,049 埼玉県 北本市 メガネの水島 小売業 その他小売 5%

37,050 埼玉県 北本市 モダンパスタ北本店１１０２ サービス 飲食業 5%

37,051 埼玉県 北本市 有限会社翁屋製麺工場 小売業 食料品 5%

37,052 埼玉県 北本市 ［ＨＣ］有限会社シマダ電化 小売業 電化製品 5%

37,053 埼玉県 北本市 有限会社マツザキ 小売業 電化製品 5%

37,054 埼玉県 北本市 酔串 酔串 サービス 飲食業 5%

37,055 埼玉県 北本市 レディースショップＷｉｔｈ 小売業 衣料品 5%

37,056 埼玉県 行田市 相上商店 サービス その他サービス 5%

37,057 埼玉県 行田市 アライヤ写真館 サービス その他サービス 5%

37,058 埼玉県 行田市 ＡＬＯ　． サービス その他サービス 5%

37,059 埼玉県 行田市 あんど サービス 飲食業 5%

37,060 埼玉県 行田市 壱里山Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

37,061 埼玉県 行田市 出光セルフユーライト古墳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,062 埼玉県 行田市 出光ユーライト埼玉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,063 埼玉県 行田市 うなぎ　魚豊 サービス 飲食業 5%

37,064 埼玉県 行田市 エアーセントラーレ サービス 理容・美容業 5%

37,065 埼玉県 行田市 株式会社エレガントデザイン 小売業 その他小売 5%

37,066 埼玉県 行田市 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ 行田店 サービス 飲食業 5%

37,067 埼玉県 行田市 家具のホンダ 行田店 小売業 家具・調度品 5%

37,068 埼玉県 行田市 かぞヤクルト販売 行田センター 小売業 食料品 5%

37,069 埼玉県 行田市 割主烹従　魚けん サービス 飲食業 5%

37,070 埼玉県 行田市 がってん寿司行田店 サービス 飲食業 5%

37,071 埼玉県 行田市 株式会社飯田屋商店 小売業 食料品 5%

37,072 埼玉県 行田市 株式会社ダイエー自動車販売 サービス その他サービス 5%

37,073 埼玉県 行田市 株式会社むかさ商店 小売業 食料品 5%

37,074 埼玉県 行田市 キャリコヘアーワークス サービス 理容・美容業 5%

37,075 埼玉県 行田市 行田１２５ＢＰＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,076 埼玉県 行田市 行田斉条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,077 埼玉県 行田市 セブン－イレブン行田さきたま古墳前店 小売業 食料品 2%

37,078 埼玉県 行田市 行田市市内循環バス　協同バス サービス 運輸業 5%

37,079 埼玉県 行田市 セブン－イレブン行田下忍店 小売業 食料品 2%

37,080 埼玉県 行田市 セブン－イレブン行田下須戸店 小売業 食料品 2%

37,081 埼玉県 行田市 セブン－イレブン行田商工センター前店 小売業 食料品 2%

37,082 埼玉県 行田市 行田総合病院売店 小売業 食料品 5%

37,083 埼玉県 行田市 行田日の本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,084 埼玉県 行田市 セブン－イレブン行田病院前店 小売業 食料品 2%

37,085 埼玉県 行田市 行田マイカーセンター サービス その他サービス 5%

37,086 埼玉県 行田市 行田真名板ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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37,087 埼玉県 行田市 セブン－イレブン行田向町店 小売業 食料品 2%

37,088 埼玉県 行田市 行田元町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,089 埼玉県 行田市 ＣＯＳＭＥＴＩＣ ＩＷＡＩ ＣＯＳＭＥＴＩＣ ＩＷＡＩ 小売業 その他小売 5%

37,090 埼玉県 行田市 さくらメガネ　行田本店 小売業 その他小売 5%

37,091 埼玉県 行田市 シャロン洋菓子店　シャロン洋菓子店 小売業 食料品 5%

37,092 埼玉県 行田市 昭和タクシー　１ サービス 運輸業 5%

37,093 埼玉県 行田市 寝具の専門店　カワカミ 小売業 その他小売 5%

37,094 埼玉県 行田市 瀬山農具 小売業 その他小売 5%

37,095 埼玉県 行田市 たからや化粧品店 小売業 その他小売 5%

37,096 埼玉県 行田市 電化サロンエルム 小売業 電化製品 5%

37,097 埼玉県 行田市 トヨタ部品埼玉共販行田店 サービス その他サービス 5%

37,098 埼玉県 行田市 ドリトル動物病院 サービス その他サービス 5%

37,099 埼玉県 行田市 新島苑 サービス 飲食業 5%

37,100 埼玉県 行田市 ノムラ宝石 小売業 貴金属・服飾品 5%

37,101 埼玉県 行田市 ぱあまや　トムズハウス サービス 理容・美容業 5%

37,102 埼玉県 行田市 ハナホテル行田 サービス 宿泊業 5%

37,103 埼玉県 行田市 バンプーアン サービス 飲食業 5%

37,104 埼玉県 行田市 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｆｕｊｉｙａｍａ サービス 飲食業 5%

37,105 埼玉県 行田市 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｆｕｊｉｙａｍａ サービス 飲食業 5%

37,106 埼玉県 行田市 ピッツェリア馬車道　行田店　１１６４ サービス 飲食業 5%

37,107 埼玉県 行田市 フカイデンキ　前谷店 小売業 電化製品 5%

37,108 埼玉県 行田市 フジイ薬局門井店 小売業 その他小売 5%

37,109 埼玉県 行田市 ふじや呉服店 小売業 衣料品 5%

37,110 埼玉県 行田市 ふじや呉服店　振袖専門店　ふじや 小売業 衣料品 5%

37,111 埼玉県 行田市 武州養蜂園　行田店 小売業 食料品 5%

37,112 埼玉県 行田市 フュージョンテクニカル サービス その他サービス 5%

37,113 埼玉県 行田市 ぷらぷら サービス その他サービス 5%

37,114 埼玉県 行田市 ＨＡＩＲ　ＰＲＯＤＵＣＥ　Ａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

37,115 埼玉県 行田市 マクドナルド行田バイパス店 サービス 飲食業 2%

37,116 埼玉県 行田市 マルエドラッグ行田藤原店 小売業 その他小売 5%

37,117 埼玉県 行田市 マルエドラッグ行田持田店 小売業 その他小売 5%

37,118 埼玉県 行田市 マルサンエコー 小売業 衣料品 5%

37,119 埼玉県 行田市 マルサンエコー 小売業 衣料品 5%

37,120 埼玉県 行田市 南河原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,121 埼玉県 行田市 ムカサ 小売業 その他小売 5%

37,122 埼玉県 行田市 ｍｏａｎｉ　ｋｅｌａ サービス 理容・美容業 5%

37,123 埼玉県 行田市 ［ＨＣ］有限会社旭電化 小売業 電化製品 5%

37,124 埼玉県 行田市 有限会社井上新聞店　読売センター行田第一 小売業 その他小売 5%

37,125 埼玉県 行田市 有限会社タイヤセンター秀明 小売業 その他小売 5%

37,126 埼玉県 行田市 ヨシヤ洋品店 小売業 衣料品 5%

37,127 埼玉県 行田市 ＬＩＦＥｉｓ 小売業 衣料品 5%

37,128 埼玉県 行田市 ライラ行田店 サービス その他サービス 5%
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37,129 埼玉県 行田市 リカリッシュ 本社 小売業 食料品 5%

37,130 埼玉県 行田市 リカリッシュ行田旭町店 小売業 食料品 5%

37,131 埼玉県 行田市 リノンツーリスト行田店 サービス その他サービス 5%

37,132 埼玉県 行田市 旅行の協同バス 協同トラベル サービス 運輸業 5%

37,133 埼玉県 行田市 ｌｏｈａｓ サービス その他サービス 5%

37,134 埼玉県 行田市 渡ら瀬 サービス 飲食業 5%

37,135 埼玉県 久喜市 青木電器商会・栗橋店 小売業 電化製品 5%

37,136 埼玉県 久喜市 あしカラダ　久喜店 サービス その他サービス 5%

37,137 埼玉県 久喜市 味彩館 小売業 食料品 5%

37,138 埼玉県 久喜市 あづまや靴履物店 東屋商店 小売業 その他小売 5%

37,139 埼玉県 久喜市 アピアどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

37,140 埼玉県 久喜市 ＡＢｏｏ サービス 理容・美容業 5%

37,141 埼玉県 久喜市 出光菖蒲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,142 埼玉県 久喜市 ［ＨＣ］いよ電器 小売業 電化製品 5%

37,143 埼玉県 久喜市 いよ電器 小売業 電化製品 5%

37,144 埼玉県 久喜市 内田サイクル 小売業 その他小売 5%

37,145 埼玉県 久喜市 エステルームＬＡＴＡＯ サービス 理容・美容業 5%

37,146 埼玉県 久喜市 エル・サイトウ 小売業 貴金属・服飾品 5%

37,147 埼玉県 久喜市 オーガニックサロンミモザ オーガニックサロンミモザ サービス その他サービス 5%

37,148 埼玉県 久喜市 オートプラッツコーポレーション サービス その他サービス 5%

37,149 埼玉県 久喜市 オーダーメイドサイクル　シクロエラン 小売業 その他小売 5%

37,150 埼玉県 久喜市 オリックスレンタカー久喜店 サービス その他サービス 2%

37,151 埼玉県 久喜市 学用品トクノ 小売業 衣料品 5%

37,152 埼玉県 久喜市 かぞヤクルト販売 久喜センター 小売業 食料品 5%

37,153 埼玉県 久喜市 がってん寿司久喜店 サービス 飲食業 5%

37,154 埼玉県 久喜市 カットハウスドリーム サービス 理容・美容業 5%

37,155 埼玉県 久喜市 加藤電化 小売業 電化製品 5%

37,156 埼玉県 久喜市 金重本店 小売業 その他小売 5%

37,157 埼玉県 久喜市 金重本店久喜青葉店 小売業 その他小売 5%

37,158 埼玉県 久喜市 金重本店　わし宮店 小売業 その他小売 5%

37,159 埼玉県 久喜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ久喜東口店 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,160 埼玉県 久喜市 株式会社　カキヌマ サービス その他サービス 5%

37,161 埼玉県 久喜市 （株）サン旅行センターアリオ鷲宮 サービス その他サービス 5%

37,162 埼玉県 久喜市 株式会社蛸屋　鷲の宮店 小売業 食料品 5%

37,163 埼玉県 久喜市 ［ＨＣ］（株）ますかわ電気 小売業 電化製品 5%

37,164 埼玉県 久喜市 きものプラザ和幸 小売業 衣料品 5%

37,165 埼玉県 久喜市 牛角久喜 サービス 飲食業 2%

37,166 埼玉県 久喜市 ぎょうざの満洲　久喜西口店 サービス 飲食業 5%

37,167 埼玉県 久喜市 協和自動車 サービス その他サービス 5%

37,168 埼玉県 久喜市 久喜インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,169 埼玉県 久喜市 久喜インターチェンジＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,170 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン久喜インター店 小売業 食料品 2%
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37,171 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン久喜駅西口店 小売業 食料品 2%

37,172 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン久喜上清久店 小売業 食料品 2%

37,173 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン久喜北中曽根店 小売業 食料品 2%

37,174 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン久喜北２丁目店 小売業 食料品 2%

37,175 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン久喜清久工業団地前店 小売業 食料品 2%

37,176 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン久喜栗橋東１丁目店 小売業 食料品 2%

37,177 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン久喜栗原２丁目店 小売業 食料品 2%

37,178 埼玉県 久喜市 久喜自動車学校 サービス その他サービス 5%

37,179 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン久喜菖蒲町三箇店 小売業 食料品 2%

37,180 埼玉県 久喜市 セブンーイレブン久喜総合運動公園西店 小売業 食料品 2%

37,181 埼玉県 久喜市 久喜バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,182 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン久喜東鷲宮駅前店 小売業 食料品 2%

37,183 埼玉県 久喜市 セブンーイレブン久喜樋ノ口店 小売業 食料品 2%

37,184 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン久喜南栗橋１丁目店 小売業 食料品 2%

37,185 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン久喜南店 小売業 食料品 2%

37,186 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン久喜吉羽２丁目店 小売業 食料品 2%

37,187 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン久喜鷲宮５丁目店 小売業 食料品 2%

37,188 埼玉県 久喜市 クリエイト サービス 理容・美容業 5%

37,189 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン栗橋伊坂店 小売業 食料品 2%

37,190 埼玉県 久喜市 栗橋松永ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,191 埼玉県 久喜市 合同会社ＷＡＲＭＨＥＡＲＴ サービス 飲食業 5%

37,192 埼玉県 久喜市 コヤナギスポーツ 小売業 その他小売 5%

37,193 埼玉県 久喜市 済生会栗橋病院売店 小売業 その他小売 5%

37,194 埼玉県 久喜市 埼玉パソコン修理隊 サービス その他サービス 5%

37,195 埼玉県 久喜市 サン旅行センターイト－ヨ－カド－久喜店 サービス その他サービス 5%

37,196 埼玉県 久喜市 ＪＪナカザワ　モラージュ菖蒲店 小売業 貴金属・服飾品 5%

37,197 埼玉県 久喜市 Ｊ－１ サービス 理容・美容業 5%

37,198 埼玉県 久喜市 渋谷犬猫病院 サービス その他サービス 5%

37,199 埼玉県 久喜市 しゃぶしゃぶ温野菜久喜店 サービス 飲食業 2%

37,200 埼玉県 久喜市 手芸センタードリームイトーヨーカドー久喜 小売業 その他小売 5%

37,201 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン菖蒲上栢間店 小売業 食料品 2%

37,202 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン菖蒲柴山店 小売業 食料品 2%

37,203 埼玉県 久喜市 菖蒲町ＳＳ　有限会社伊藤商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,204 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン菖蒲町台店 小売業 食料品 2%

37,205 埼玉県 久喜市 ジョワールせきね 小売業 衣料品 5%

37,206 埼玉県 久喜市 スクール＆ファッションほりこし 小売業 衣料品 5%

37,207 埼玉県 久喜市 ステップゴルフプラス　東鷲宮店 サービス その他サービス 5%

37,208 埼玉県 久喜市 炭火焼肉ポレポレ サービス 飲食業 5%

37,209 埼玉県 久喜市 大東株式会社久喜店 小売業 その他小売 5%

37,210 埼玉県 久喜市 たぐち動物病院 サービス その他サービス 5%

37,211 埼玉県 久喜市 竹内商会 サービス その他サービス 5%

37,212 埼玉県 久喜市 タムラ 小売業 衣料品 5%
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37,213 埼玉県 久喜市 ダンディマルマン 小売業 衣料品 5%

37,214 埼玉県 久喜市 ＴｕｎｉｎｇＲｅｖｏｌｕｔｉｏｎＲ．Ｅ．Ｄ 小売業 その他小売 5%

37,215 埼玉県 久喜市 つきじ海賓　久喜店 サービス 飲食業 5%

37,216 埼玉県 久喜市 てとて東京スタイルイトーヨーカドー久喜店 サービス その他サービス 5%

37,217 埼玉県 久喜市 寺島自動車 サービス その他サービス 5%

37,218 埼玉県 久喜市 でんきのマツモト 小売業 電化製品 5%

37,219 埼玉県 久喜市 ＴＯＰ電器 小売業 電化製品 5%

37,220 埼玉県 久喜市 トヨタカローラ埼玉久喜店 小売業 その他小売 5%

37,221 埼玉県 久喜市 トヨタカローラ埼玉鷲宮店 小売業 その他小売 5%

37,222 埼玉県 久喜市 トヨタレンタリース埼玉久喜店 サービス その他サービス 2%

37,223 埼玉県 久喜市 トヨタレンタリース埼玉　久喜 サービス その他サービス 2%

37,224 埼玉県 久喜市 ナガヌマでんき 小売業 電化製品 5%

37,225 埼玉県 久喜市 梨の大澤農園 小売業 食料品 5%

37,226 埼玉県 久喜市 ナチュリエスタジオ埼玉 小売業 家具・調度品 5%

37,227 埼玉県 久喜市 ニュー風林火山西原屋 サービス 飲食業 5%

37,228 埼玉県 久喜市 ニューライフ　ねぎし 小売業 電化製品 5%

37,229 埼玉県 久喜市 ネイルサロン　ステラー サービス その他サービス 5%

37,230 埼玉県 久喜市 パティスリーティンク 小売業 食料品 5%

37,231 埼玉県 久喜市 パティスリーベルツ 小売業 食料品 5%

37,232 埼玉県 久喜市 浜田モータース サービス その他サービス 5%

37,233 埼玉県 久喜市 ばんどう太郎久喜店 サービス 飲食業 5%

37,234 埼玉県 久喜市 ばんどう太郎菖蒲店 サービス 飲食業 5%

37,235 埼玉県 久喜市 ピックアップ　久喜栗橋本店 サービス その他サービス 5%

37,236 埼玉県 久喜市 ビューティーサロン１１１３ サービス 理容・美容業 5%

37,237 埼玉県 久喜市 美容室シュシュッテ サービス 理容・美容業 5%

37,238 埼玉県 久喜市 美容室ミキハウス サービス 理容・美容業 5%

37,239 埼玉県 久喜市 ヒロ美容室 サービス 理容・美容業 5%

37,240 埼玉県 久喜市 フェイスソワン　彩 小売業 その他小売 5%

37,241 埼玉県 久喜市 富士コントロール 本社 サービス その他サービス 5%

37,242 埼玉県 久喜市 ヘアーサロンヤザワ サービス 理容・美容業 5%

37,243 埼玉県 久喜市 ヘア・サロン　ワタナベ サービス 理容・美容業 5%

37,244 埼玉県 久喜市 ヘアーサロングレース サービス その他サービス 5%

37,245 埼玉県 久喜市 ｈａｉｒｓｈｏｐＮ＆Ａ久喜菖蒲店 サービス 理容・美容業 5%

37,246 埼玉県 久喜市 ｈａｉｒｓｈｏｐＮ＆Ａ久喜店 サービス 理容・美容業 5%

37,247 埼玉県 久喜市 ｈａｉｒｓｈｏｐＮ＆Ａ栗橋店 サービス 理容・美容業 5%

37,248 埼玉県 久喜市 ペインフリー サービス その他サービス 5%

37,249 埼玉県 久喜市 Ｂｅｌｌわしの宮 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,250 埼玉県 久喜市 タカミエステート株式会社 サービス その他サービス 5%

37,251 埼玉県 久喜市 マクドナルド１２５号栗橋店 サービス 飲食業 2%

37,252 埼玉県 久喜市 マクドナルド久喜インター店 サービス 飲食業 2%

37,253 埼玉県 久喜市 マクドナルド久喜駅前店 サービス 飲食業 2%

37,254 埼玉県 久喜市 マクドナルド菖蒲モラージュ店 サービス 飲食業 2%
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37,255 埼玉県 久喜市 マクドナルド鷲宮アリオ店 サービス 飲食業 2%

37,256 埼玉県 久喜市 まつや呉服店 小売業 衣料品 5%

37,257 埼玉県 久喜市 マナベル塾 サービス その他サービス 5%

37,258 埼玉県 久喜市 南栗橋オールボディケア整体 サービス その他サービス 5%

37,259 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン南栗橋７丁目店 小売業 食料品 2%

37,260 埼玉県 久喜市 もりた動物病院 サービス その他サービス 5%

37,261 埼玉県 久喜市 焼肉南大門 サービス 飲食業 5%

37,262 埼玉県 久喜市 株式会社ヤマタめん 小売業 その他小売 5%

37,263 埼玉県 久喜市 やわらぎ亭 サービス 飲食業 5%

37,264 埼玉県 久喜市 ユーカリ　ユーカリ サービス 理容・美容業 5%

37,265 埼玉県 久喜市 有限会社ケイ・アイ設備サービス サービス その他サービス 5%

37,266 埼玉県 久喜市 ユザワヤ　モラージュ菖蒲店 小売業 その他小売 5%

37,267 埼玉県 久喜市 横浜潜水屋群馬営業所 サービス その他サービス 5%

37,268 埼玉県 久喜市 らしんばん　モラージュ菖蒲店 小売業 その他小売 5%

37,269 埼玉県 久喜市 痩身・ＢａｌｉｎｅｓｅｓａｌｏｎＲａｌｕｅ サービス その他サービス 5%

37,270 埼玉県 久喜市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　六花舎設計 サービス その他サービス 2%

37,271 埼玉県 久喜市 理容リバティー サービス 理容・美容業 5%

37,272 埼玉県 久喜市 リラクゼーションエステｍｉｏｓ 小売業 その他小売 5%

37,273 埼玉県 久喜市 リラクゼーションもみほぐしくっきぃ　りらくぜーしょんもみほぐしくっきぃ サービス その他サービス 5%

37,274 埼玉県 久喜市 ＬＵＣＥ　Ｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

37,275 埼玉県 久喜市 わしの宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,276 埼玉県 久喜市 鷲宮ペットクリニック サービス その他サービス 5%

37,277 埼玉県 久喜市 セブン－イレブン鷲宮桜田２丁目店 小売業 食料品 2%

37,278 埼玉県 熊谷市 茜や サービス 飲食業 5%

37,279 埼玉県 熊谷市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌａｚｕｌｉ熊谷 サービス 理容・美容業 5%

37,280 埼玉県 熊谷市 アジアートヘアーメン サービス 理容・美容業 5%

37,281 埼玉県 熊谷市 アジアートヘアーメン　ブリオ サービス 理容・美容業 5%

37,282 埼玉県 熊谷市 味都　熊谷店 サービス 飲食業 5%

37,283 埼玉県 熊谷市 あす香 サービス その他サービス 5%

37,284 埼玉県 熊谷市 ＡＳＴＹ サービス 理容・美容業 5%

37,285 埼玉県 熊谷市 あばらや　熊谷店 サービス 飲食業 5%

37,286 埼玉県 熊谷市 あらい犬・猫・鳥の病院 サービス その他サービス 5%

37,287 埼玉県 熊谷市 アルス画房 小売業 その他小売 5%

37,288 埼玉県 熊谷市 イセヤＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,289 埼玉県 熊谷市 市場場外食堂　大島や　川越藤間店 サービス 飲食業 5%

37,290 埼玉県 熊谷市 市場の食卓ブッチャ－ズハウス サービス 飲食業 5%

37,291 埼玉県 熊谷市 出光熊谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,292 埼玉県 熊谷市 出光熊谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,293 埼玉県 熊谷市 出光セルフ妻沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,294 埼玉県 熊谷市 出光美土里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,295 埼玉県 熊谷市 インテリアリプラス サービス その他サービス 5%

37,296 埼玉県 熊谷市 ヴィンテージ サービス その他サービス 5%
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37,297 埼玉県 熊谷市 水野銘木店ｗｏｏｄｃｏｔｔａｇｅ 小売業 その他小売 5%

37,298 埼玉県 熊谷市 ｕｎｏ　ｒｏｓｓｏ 小売業 衣料品 5%

37,299 埼玉県 熊谷市 運転代行Ｄ＆Ｄ サービス 運輸業 5%

37,300 埼玉県 熊谷市 ＨＰＰ 小売業 その他小売 5%

37,301 埼玉県 熊谷市 ＡＫ・ｄｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

37,302 埼玉県 熊谷市 エコフィット埼玉店 小売業 その他小売 5%

37,303 埼玉県 熊谷市 江戸前回転鮨承知の助さいたま田島店 サービス 飲食業 5%

37,304 埼玉県 熊谷市 江戸前がってん寿司　熊谷店 サービス 飲食業 5%

37,305 埼玉県 熊谷市 江戸前がってん寿司　大宮東口店 サービス 飲食業 5%

37,306 埼玉県 熊谷市 江戸前がってん寿司　熊谷北口店 サービス 飲食業 5%

37,307 埼玉県 熊谷市 Ｍ ｃｏｌｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

37,308 埼玉県 熊谷市 ＭＲ　ＢＥＡＵＴＹ　ＳＡＬＯＮ サービス その他サービス 5%

37,309 埼玉県 熊谷市 ｍ☆ｗｏｒｌｄ 小売業 衣料品 5%

37,310 埼玉県 熊谷市 おうちサポート　かねこ 小売業 電化製品 5%

37,311 埼玉県 熊谷市 おうちサポートつねみ 小売業 電化製品 5%

37,312 埼玉県 熊谷市 おうちサポート　モテギ 小売業 電化製品 5%

37,313 埼玉県 熊谷市 大麻生　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,314 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン大里冑山店 小売業 食料品 2%

37,315 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン大里屈戸店 小売業 食料品 2%

37,316 埼玉県 熊谷市 大沢写真館 サービス その他サービス 5%

37,317 埼玉県 熊谷市 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ 熊谷星川店 サービス 飲食業 5%

37,318 埼玉県 熊谷市 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ 熊谷別府店 サービス 飲食業 5%

37,319 埼玉県 熊谷市 エバーグリンマーケット サービス その他サービス 5%

37,320 埼玉県 熊谷市 Ｏｒｉｇｉｎ サービス 理容・美容業 5%

37,321 埼玉県 熊谷市 オリックスレンタカー熊谷駅前店 サービス その他サービス 2%

37,322 埼玉県 熊谷市 オリックスレンタカー熊谷店 サービス その他サービス 2%

37,323 埼玉県 熊谷市 織部 小売業 その他小売 5%

37,324 埼玉県 熊谷市 海鮮どんさん亭　籠原店 サービス 飲食業 5%

37,325 埼玉県 熊谷市 かちどき サービス 飲食業 5%

37,326 埼玉県 熊谷市 学校制服キャンパス・サンジュウキュウ　熊谷店 小売業 衣料品 5%

37,327 埼玉県 熊谷市 がってん食堂大島屋熊谷店 サービス 飲食業 5%

37,328 埼玉県 熊谷市 がってん寿司熊谷石原店 サービス 飲食業 5%

37,329 埼玉県 熊谷市 かつ敏かごはら店 サービス 飲食業 5%

37,330 埼玉県 熊谷市 かつはな亭熊谷店 サービス 飲食業 5%

37,331 埼玉県 熊谷市 ガッポリーニ サービス 飲食業 5%

37,332 埼玉県 熊谷市 カノーヤ　画廊　家具 小売業 その他小売 5%

37,333 埼玉県 熊谷市 カノーヤ　佛壇 小売業 その他小売 5%

37,334 埼玉県 熊谷市 株式会社アイ旅行企画　株式会社アイ旅行企画 サービス その他サービス 5%

37,335 埼玉県 熊谷市 株式会社ネオシステム 小売業 その他小売 5%

37,336 埼玉県 熊谷市 株式会社ネオシステム サービス その他サービス 5%

37,337 埼玉県 熊谷市 株式会社ルセット サービス 飲食業 5%

37,338 埼玉県 熊谷市 髪工房つかもと サービス 理容・美容業 5%
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37,339 埼玉県 熊谷市 上新田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,340 埼玉県 熊谷市 上中条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,341 埼玉県 熊谷市 上之店 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,342 埼玉県 熊谷市 カラダファクトリー　アズ熊谷店 サービス その他サービス 5%

37,343 埼玉県 熊谷市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋熊谷石原店 サービス 飲食業 2%

37,344 埼玉県 熊谷市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋熊谷駅店 サービス 飲食業 2%

37,345 埼玉県 熊谷市 ガレージアーク サービス その他サービス 5%

37,346 埼玉県 熊谷市 かんだ和彩 小売業 食料品 5%

37,347 埼玉県 熊谷市 北はち サービス 飲食業 5%

37,348 埼玉県 熊谷市 吉祥寺菊屋 小売業 その他小売 5%

37,349 埼玉県 熊谷市 きものこすぎ 小売業 衣料品 5%

37,350 埼玉県 熊谷市 牛角熊谷店 サービス 飲食業 2%

37,351 埼玉県 熊谷市 ぎょうざの満洲　熊谷駅店 サービス 飲食業 5%

37,352 埼玉県 熊谷市 玉章堂　小売部 小売業 その他小売 5%

37,353 埼玉県 熊谷市 玉章堂　小売部 小売業 その他小売 5%

37,354 埼玉県 熊谷市 キングアンバサダーホテル熊谷 サービス 飲食業 5%

37,355 埼玉県 熊谷市 Ｃｕｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

37,356 埼玉県 熊谷市 串焼だるま山熊谷店 サービス 飲食業 5%

37,357 埼玉県 熊谷市 熊谷堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

37,358 埼玉県 熊谷市 熊谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,359 埼玉県 熊谷市 熊谷池上店 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,360 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷伊勢町店 小売業 食料品 2%

37,361 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷駅東通り店 小売業 食料品 2%

37,362 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷駅南口店 小売業 食料品 2%

37,363 埼玉県 熊谷市 くまがや江戸銀 サービス 飲食業 5%

37,364 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷太井店 小売業 食料品 2%

37,365 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷大幡中学校前店 小売業 食料品 2%

37,366 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷大原店 小売業 食料品 2%

37,367 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷大原２丁目店 小売業 食料品 2%

37,368 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷上中条店 小売業 食料品 2%

37,369 埼玉県 熊谷市 熊谷北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,370 埼玉県 熊谷市 熊谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,371 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷銀座３丁目店 小売業 食料品 2%

37,372 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷久保島店 小売業 食料品 2%

37,373 埼玉県 熊谷市 熊谷工業団地店 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,374 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷佐谷田南店 小売業 食料品 2%

37,375 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷下恩田店 小売業 食料品 2%

37,376 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷市役所前店 小売業 食料品 2%

37,377 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷拾六間店 小売業 食料品 2%

37,378 埼玉県 熊谷市 メガネのイタガキ　熊谷店 小売業 その他小売 5%

37,379 埼玉県 熊谷市 熊谷天然温泉花湯スパリゾート サービス その他サービス 5%

37,380 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷新堀新田店 小売業 食料品 2%
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37,381 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷新堀店 小売業 食料品 2%

37,382 埼玉県 熊谷市 熊谷ノーエン 小売業 その他小売 5%

37,383 埼玉県 熊谷市 熊谷ハイタウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,384 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷原島店 小売業 食料品 2%

37,385 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷別府中央通り店 小売業 食料品 2%

37,386 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷本石１丁目店 小売業 食料品 2%

37,387 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷本石２丁目店 小売業 食料品 2%

37,388 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷宮本町店 小売業 食料品 2%

37,389 埼玉県 熊谷市 熊谷武蔵野ゴルフセンター サービス その他サービス 5%

37,390 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷妻沼台店 小売業 食料品 2%

37,391 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン熊谷弥藤吾店 小売業 食料品 2%

37,392 埼玉県 熊谷市 熊谷流通センターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,393 埼玉県 熊谷市 熊谷ロイヤルホテルすずき サービス 宿泊業 5%

37,394 埼玉県 熊谷市 くまざわ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

37,395 埼玉県 熊谷市 熊通タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

37,396 埼玉県 熊谷市 Ｇｌａｓｓ Ａｒｃｕｓ 小売業 その他小売 5%

37,397 埼玉県 熊谷市 パナハートクリハラ 小売業 電化製品 5%

37,398 埼玉県 熊谷市 ｇｒｉｎ サービス 理容・美容業 5%

37,399 埼玉県 熊谷市 クール・カレ　アン　熊谷店 小売業 衣料品 5%

37,400 埼玉県 熊谷市 ｃｒｅｓｃｅｎｄｏ サービス 理容・美容業 5%

37,401 埼玉県 熊谷市 梅澤剣道具株式会社 小売業 その他小売 5%

37,402 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン江南板井店 小売業 食料品 2%

37,403 埼玉県 熊谷市 江南北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,404 埼玉県 熊谷市 セブンーイレブン江南御正新田店 小売業 食料品 2%

37,405 埼玉県 熊谷市 国民ラジオ電器商会 小売業 電化製品 5%

37,406 埼玉県 熊谷市 コスメティックハウスおとめや 小売業 その他小売 5%

37,407 埼玉県 熊谷市 小林旗店 小売業 その他小売 5%

37,408 埼玉県 熊谷市 ゴルフデパート有賀園　熊谷店 小売業 その他小売 5%

37,409 埼玉県 熊谷市 ＴＨＥ　ＰＵＢＬＩＣ サービス 飲食業 5%

37,410 埼玉県 熊谷市 サービスセンターイワサキ 小売業 電化製品 5%

37,411 埼玉県 熊谷市 サイクルシティー　ＫＡＴＯ 小売業 その他小売 5%

37,412 埼玉県 熊谷市 セブン－イレブン埼玉江南店 小売業 食料品 2%

37,413 埼玉県 熊谷市 肴や熊谷店 サービス 飲食業 5%

37,414 埼玉県 熊谷市 サキナビューティーラウンジ熊谷 小売業 その他小売 5%

37,415 埼玉県 熊谷市 ｚａｋｋａ－ｔｏｗｎ 小売業 その他小売 5%

37,416 埼玉県 熊谷市 ｚａｋｋａ－ｔｏｗｎ 小売業 その他小売 5%

37,417 埼玉県 熊谷市 サービスステーション岩崎電機 小売業 電化製品 5%

37,418 埼玉県 熊谷市 ＴＨＥＲＯＯＮＥＹＡＲＭＳ サービス 飲食業 5%

37,419 埼玉県 熊谷市 サロン・ド・ジュン籠原店　美容 サービス 理容・美容業 5%

37,420 埼玉県 熊谷市 サロン・ド・ジュン熊谷上之店　美容 サービス 理容・美容業 5%

37,421 埼玉県 熊谷市 三光熊谷店 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,422 埼玉県 熊谷市 ＪＡ熊谷総合病院売店 小売業 その他小売 5%
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37,423 埼玉県 熊谷市 ＪＪ中真堂　熊谷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

37,424 埼玉県 熊谷市 ジェームス熊谷月見店 小売業 その他小売 2%

37,425 埼玉県 熊谷市 ＣＨＩＣ　ａｉｍｅｒ サービス 理容・美容業 5%

37,426 埼玉県 熊谷市 酒蔵はっかい サービス 飲食業 5%

37,427 埼玉県 熊谷市 ｊｅｂｒｉｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

37,428 埼玉県 熊谷市 新健勝苑熊谷店 小売業 衣料品 5%

37,429 埼玉県 熊谷市 酔拳 サービス 飲食業 5%

37,430 埼玉県 熊谷市 ＳＵＧＡＭＡＸ　Ｆａｃｔｏｒｙ サービス その他サービス 5%

37,431 埼玉県 熊谷市 すたみな太郎　熊谷バイパス店 サービス 飲食業 5%

37,432 埼玉県 熊谷市 スターライト 小売業 その他小売 5%

37,433 埼玉県 熊谷市 ステップ　タナカ電化 小売業 電化製品 5%

37,434 埼玉県 熊谷市 スポーツカムイ　熊谷店 小売業 その他小売 5%

37,435 埼玉県 熊谷市 セイユウ熊谷店 小売業 食料品 5%

37,436 埼玉県 熊谷市 爽 サービス 飲食業 5%

37,437 埼玉県 熊谷市 創作備長炭　炭道楽 小売業 家具・調度品 5%

37,438 埼玉県 熊谷市 Ｓｏｂａ　ｄｅ　Ｃａｆｅ　とら吉 サービス 飲食業 5%

37,439 埼玉県 熊谷市 タイヤガーデン熊谷 小売業 その他小売 5%

37,440 埼玉県 熊谷市 田嶋近義商店 小売業 食料品 5%

37,441 埼玉県 熊谷市 卓球×Ｌｏｕｎｇｅ　ＰＩＮＧＰＯＮＧ サービス 飲食業 5%

37,442 埼玉県 熊谷市 タニダ 小売業 その他小売 5%

37,443 埼玉県 熊谷市 中央タクシー　１ サービス 運輸業 5%

37,444 埼玉県 熊谷市 Ｔｅａｄａ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

37,445 埼玉県 熊谷市 ＴｅａＳｐｏｏｎ サービス その他サービス 5%

37,446 埼玉県 熊谷市 鉄八はっかい サービス 飲食業 5%

37,447 埼玉県 熊谷市 ＤＵＥ 小売業 衣料品 5%

37,448 埼玉県 熊谷市 でんきち　熊谷本店 小売業 電化製品 5%

37,449 埼玉県 熊谷市 でんすけ サービス 飲食業 5%

37,450 埼玉県 熊谷市 電髪倶楽部　ストリート サービス 理容・美容業 5%

37,451 埼玉県 熊谷市 電髪倶楽部　ゼスト サービス 理容・美容業 5%

37,452 埼玉県 熊谷市 電髪倶楽部　美膳 サービス 理容・美容業 5%

37,453 埼玉県 熊谷市 電髪倶楽部　本店 サービス 理容・美容業 5%

37,454 埼玉県 熊谷市 陶芸教室陶八さん サービス その他サービス 5%

37,455 埼玉県 熊谷市 ホイールＤｒ． サービス その他サービス 5%

37,456 埼玉県 熊谷市 Ｄｏｌｌ サービス その他サービス 5%

37,457 埼玉県 熊谷市 ドッグサロンＣｈａｎｔｉｌｌｅ サービス その他サービス 5%

37,458 埼玉県 熊谷市 土間土間熊谷駅前店 サービス 飲食業 2%

37,459 埼玉県 熊谷市 トヨタカローラ埼玉篭原店 小売業 その他小売 5%

37,460 埼玉県 熊谷市 トヨタカローラ埼玉熊谷店 小売業 その他小売 5%

37,461 埼玉県 熊谷市 トヨタカローラ新埼玉熊谷中央店 小売業 その他小売 5%

37,462 埼玉県 熊谷市 トヨタカローラ新埼玉佐谷田店 小売業 その他小売 5%

37,463 埼玉県 熊谷市 トヨタレンタリース埼玉熊谷駅前店 サービス その他サービス 2%

37,464 埼玉県 熊谷市 トヨタレンタリース埼玉熊谷店 サービス その他サービス 2%
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37,465 埼玉県 熊谷市 トヨタレンタリース新埼玉熊谷北大通り店 サービス その他サービス 2%

37,466 埼玉県 熊谷市 トヨタレンタリース新埼玉熊谷駅正面口店 サービス その他サービス 2%

37,467 埼玉県 熊谷市 鳥きち サービス 飲食業 5%

37,468 埼玉県 熊谷市 鳥末本店 小売業 食料品 5%

37,469 埼玉県 熊谷市 とりせい 小売業 食料品 5%

37,470 埼玉県 熊谷市 ナード熊谷店 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,471 埼玉県 熊谷市 中西電機 小売業 電化製品 5%

37,472 埼玉県 熊谷市 南海堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

37,473 埼玉県 熊谷市 めがねの南海堂　ニットモール店 小売業 貴金属・服飾品 5%

37,474 埼玉県 熊谷市 西熊谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,475 埼玉県 熊谷市 西めぬまＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,476 埼玉県 熊谷市 人形の島田 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

37,477 埼玉県 熊谷市 ネイルアンドアイラッシュ　ラビ サービス 理容・美容業 5%

37,478 埼玉県 熊谷市 野口江南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,479 埼玉県 熊谷市 ＨＡＲＭＯＮＩＣＡ 小売業 衣料品 5%

37,480 埼玉県 熊谷市 梅林堂アズロード店 小売業 食料品 5%

37,481 埼玉県 熊谷市 ｂｕｓｔｓａｌｏｎｅｍｉｒｕｋａ サービス 理容・美容業 5%

37,482 埼玉県 熊谷市 ハタヤスポーツ　篭原店 サービス その他サービス 5%

37,483 埼玉県 熊谷市 ハタヤスポーツ　熊谷店 小売業 その他小売 5%

37,484 埼玉県 熊谷市 812 サービス 飲食業 5%

37,485 埼玉県 熊谷市 812 サービス 飲食業 5%

37,486 埼玉県 熊谷市 ＰＡＮＡＣＥＥ サービス 飲食業 5%

37,487 埼玉県 熊谷市 パナセ　しら藤 サービス 飲食業 5%

37,488 埼玉県 熊谷市 パナハート　フジ 小売業 電化製品 5%

37,489 埼玉県 熊谷市 ＰＯＷＥＲ－ＫＩＤＳ　熊谷店 小売業 その他小売 5%

37,490 埼玉県 熊谷市 ハンダ薬局 小売業 その他小売 5%

37,491 埼玉県 熊谷市 ｂｉ　ＦＩＥＬＤ サービス 理容・美容業 5%

37,492 埼玉県 熊谷市 ＢウェーブＳＨＩＲＡＩ熊谷店 小売業 家具・調度品 5%

37,493 埼玉県 熊谷市 ピッチーノ サービス 飲食業 5%

37,494 埼玉県 熊谷市 ビューティーサロンタナカ熊谷店 サービス 理容・美容業 5%

37,495 埼玉県 熊谷市 ビューティ・ガロ熊谷店 サービス 理容・美容業 5%

37,496 埼玉県 熊谷市 ビューティ・ガロ妻沼店 サービス 理容・美容業 5%

37,497 埼玉県 熊谷市 美容室かみゆ サービス 理容・美容業 5%

37,498 埼玉県 熊谷市 美容室ｃｒｅｓｃｅｎｄｏ　ｃｒｅｓｃｅｎｄｏ サービス 理容・美容業 5%

37,499 埼玉県 熊谷市 ヒロ美容室 サービス 理容・美容業 5%

37,500 埼玉県 熊谷市 ｆｕａｌ サービス 理容・美容業 5%

37,501 埼玉県 熊谷市 ＦＵＮ． サービス 理容・美容業 5%

37,502 埼玉県 熊谷市 風風ラーメン熊谷南口 サービス 飲食業 5%

37,503 埼玉県 熊谷市 ＢｕｏｎａＶｉｔａ熊谷 小売業 その他小売 5%

37,504 埼玉県 熊谷市 富士書店　熊谷店 小売業 その他小売 5%

37,505 埼玉県 熊谷市 武州養蜂園　上之店 小売業 食料品 5%

37,506 埼玉県 熊谷市 武州養蜂園　久保島店 小売業 食料品 5%
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37,507 埼玉県 熊谷市 武州養蜂園　宮町店 小売業 食料品 5%

37,508 埼玉県 熊谷市 ＢＲＡＮＤＴＯＰ 小売業 衣料品 5%

37,509 埼玉県 熊谷市 Ｐｒｉｓｍ 小売業 その他小売 5%

37,510 埼玉県 熊谷市 ＦＲＵＩＴＦＵＬ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

37,511 埼玉県 熊谷市 ＦＬＥＡ　ｂｏａｒｄ　ｓｈｏｐ　熊谷 小売業 その他小売 5%

37,512 埼玉県 熊谷市 ブロードイン熊谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,513 埼玉県 熊谷市 ブロッサム　熊谷店 サービス 理容・美容業 5%

37,514 埼玉県 熊谷市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｖｅｒｖｅ サービス 理容・美容業 5%

37,515 埼玉県 熊谷市 ヘア メイク ヴァーブ サービス 理容・美容業 5%

37,516 埼玉県 熊谷市 ヘアーサロン増子 サービス 理容・美容業 5%

37,517 埼玉県 熊谷市 Ｈａｉｒ＆ＭａｋｅＪ?ＧＥＮＩＣ サービス 理容・美容業 5%

37,518 埼玉県 熊谷市 ヘア－サロンましこ サービス 理容・美容業 5%

37,519 埼玉県 熊谷市 ＢｅｌｌａＬｕｎａ熊谷店 サービス 理容・美容業 5%

37,520 埼玉県 熊谷市 ペルレ 小売業 その他小売 5%

37,521 埼玉県 熊谷市 梵天 小売業 その他小売 5%

37,522 埼玉県 熊谷市 マクドナルドイオン熊谷店 サービス 飲食業 2%

37,523 埼玉県 熊谷市 マクドナルド１２５熊谷店 サービス 飲食業 2%

37,524 埼玉県 熊谷市 マクドナルド１４０熊谷広瀬店 サービス 飲食業 2%

37,525 埼玉県 熊谷市 マクドナルド熊谷駅前店 サービス 飲食業 2%

37,526 埼玉県 熊谷市 マクドナルド熊谷バイパス店 サービス 飲食業 2%

37,527 埼玉県 熊谷市 マクドナルド熊谷ヤオコー店 サービス 飲食業 2%

37,528 埼玉県 熊谷市 マクドナルド１７号籠原新堀店 サービス 飲食業 2%

37,529 埼玉県 熊谷市 マクドナルド４０７妻沼イール店 サービス 飲食業 2%

37,530 埼玉県 熊谷市 増田自動車 サービス その他サービス 5%

37,531 埼玉県 熊谷市 まちだ電機 小売業 電化製品 5%

37,532 埼玉県 熊谷市 マロウドイン熊谷 サービス 宿泊業 5%

37,533 埼玉県 熊谷市 三ケ尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,534 埼玉県 熊谷市 ＭＩＮＩ　ＭＩＮＩ サービス 飲食業 5%

37,535 埼玉県 熊谷市 ｍｉｍｉｒｉ．ａ 小売業 その他小売 5%

37,536 埼玉県 熊谷市 睦モーターズ サービス その他サービス 5%

37,537 埼玉県 熊谷市 ムラヤマ　熊谷店 小売業 その他小売 5%

37,538 埼玉県 熊谷市 メガネの南海堂　円光店 小売業 貴金属・服飾品 5%

37,539 埼玉県 熊谷市 メガネノナンカイドウ　ヤギハシテン 小売業 貴金属・服飾品 5%

37,540 埼玉県 熊谷市 ＭａｉｓｏｎｄｅＣｈｌｏｅ サービス 理容・美容業 5%

37,541 埼玉県 熊谷市 妻沼小島 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,542 埼玉県 熊谷市 妻沼 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,543 埼玉県 熊谷市 妻沼日向ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,544 埼玉県 熊谷市 モダンパスタ熊谷銀座店１１７０ サービス 飲食業 5%

37,545 埼玉県 熊谷市 ＭＯＮＡＲＵＤＡ サービス 理容・美容業 5%

37,546 埼玉県 熊谷市 紅葉屋本店ＡＺロード店 小売業 食料品 5%

37,547 埼玉県 熊谷市 森ん家の修理屋さん サービス その他サービス 5%

37,548 埼玉県 熊谷市 ヤオヨシ　江南店 小売業 食料品 5%
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37,549 埼玉県 熊谷市 ヤジマ電気 小売業 電化製品 5%

37,550 埼玉県 熊谷市 サロンｂｉｂｉ サービス 理容・美容業 5%

37,551 埼玉県 熊谷市 パナピットヤマモト 小売業 電化製品 5%

37,552 埼玉県 熊谷市 有限会社　池田デンキ 小売業 電化製品 5%

37,553 埼玉県 熊谷市 ユザワヤ　ニットーモール熊谷店 小売業 その他小売 5%

37,554 埼玉県 熊谷市 ゆであげ麺とおいしい酒処ＪＩＧＥＮ ＪＩＧＥＮ サービス 飲食業 5%

37,555 埼玉県 熊谷市 洋菓子工房　レーヴ・ド・プルミエール　籠原支店 小売業 食料品 5%

37,556 埼玉県 熊谷市 ＹｏｇａＳａｌｏｎＭｅｒｃｉ サービス その他サービス 5%

37,557 埼玉県 熊谷市 ヨシヒロ電器 小売業 電化製品 5%

37,558 埼玉県 熊谷市 よりみち屋 サービス 飲食業 5%

37,559 埼玉県 熊谷市 Ｌｏｖｉｓ　ｃｌｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

37,560 埼玉県 熊谷市 リカリッシュ　熊谷太井店 小売業 食料品 5%

37,561 埼玉県 熊谷市 リノンツ－リスト熊谷ニットーモール店 サービス その他サービス 5%

37,562 埼玉県 熊谷市 リバーサイド 小売業 その他小売 5%

37,563 埼玉県 熊谷市 料理　佐とう サービス 飲食業 5%

37,564 埼玉県 熊谷市 Ｌｕｇａ－ｃｅ サービス 飲食業 5%

37,565 埼玉県 熊谷市 ＲＯＯＴ　ＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥＳ サービス その他サービス 5%

37,566 埼玉県 熊谷市 ＷＡＴＡＲＴＡ サービス 理容・美容業 5%

37,567 埼玉県 熊谷市 和とう　肥塚店 サービス 飲食業 5%

37,568 埼玉県 鴻巣市 いいの動物病院 サービス その他サービス 5%

37,569 埼玉県 鴻巣市 出光川里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,570 埼玉県 鴻巣市 イワセ薬品　鴻巣営業所 サービス その他サービス 5%

37,571 埼玉県 鴻巣市 内山理加 サービス 理容・美容業 5%

37,572 埼玉県 鴻巣市 エスフィールド サービス その他サービス 5%

37,573 埼玉県 鴻巣市 ｅｆｆａｃｅ　鴻巣店 サービス 理容・美容業 5%

37,574 埼玉県 鴻巣市 エファッセアイラッシュ鴻巣店 サービス 理容・美容業 5%

37,575 埼玉県 鴻巣市 エムズスピード埼玉 サービス その他サービス 5%

37,576 埼玉県 鴻巣市 おうちサポートキョウワ 小売業 電化製品 5%

37,577 埼玉県 鴻巣市 御菓子司　もみじや 小売業 食料品 5%

37,578 埼玉県 鴻巣市 長税務会計事務所 サービス その他サービス 5%

37,579 埼玉県 鴻巣市 オリーブ ベーカリー オリーブ サービス その他サービス 5%

37,580 埼玉県 鴻巣市 かぞヤクルト販売　鴻巣中央センター 小売業 食料品 5%

37,581 埼玉県 鴻巣市 ＣＵＴ　ＩＮＮ　ＴＡＮＡＫＡ サービス 理容・美容業 5%

37,582 埼玉県 鴻巣市 株式会社鴻巣花壇 サービス その他サービス 5%

37,583 埼玉県 鴻巣市 Ｃｕｌｔｉｖａｔｅ　Ｓｔｏｒｅ 小売業 その他小売 5%

37,584 埼玉県 鴻巣市 ガレージＣＲＯＳＳＳＰＥＥＤ サービス その他サービス 5%

37,585 埼玉県 鴻巣市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋吹上国道１７号店 サービス 飲食業 2%

37,586 埼玉県 鴻巣市 ガレージα サービス その他サービス 5%

37,587 埼玉県 鴻巣市 ガレージオプション　鴻巣店 小売業 その他小売 5%

37,588 埼玉県 鴻巣市 セブン－イレブン川里北根店 小売業 食料品 2%

37,589 埼玉県 鴻巣市 喜多の家 サービス 飲食業 5%

37,590 埼玉県 鴻巣市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ行田駅南店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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37,591 埼玉県 鴻巣市 きらきらｓｕｎ 小売業 衣料品 5%

37,592 埼玉県 鴻巣市 ゲートイン鴻巣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,593 埼玉県 鴻巣市 鴻巣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,594 埼玉県 鴻巣市 セブン－イレブン鴻巣赤見台店 小売業 食料品 2%

37,595 埼玉県 鴻巣市 鴻巣駅前かのや酒店 小売業 食料品 5%

37,596 埼玉県 鴻巣市 セブン－イレブン鴻巣大間３丁目店 小売業 食料品 2%

37,597 埼玉県 鴻巣市 鴻巣笠原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,598 埼玉県 鴻巣市 セブン－イレブン鴻巣上谷店 小売業 食料品 2%

37,599 埼玉県 鴻巣市 セブン－イレブン鴻巣屈巣店 小売業 食料品 2%

37,600 埼玉県 鴻巣市 セブン－イレブン鴻巣市役所前店 小売業 食料品 2%

37,601 埼玉県 鴻巣市 セブン－イレブン鴻巣天神３丁目店 小売業 食料品 2%

37,602 埼玉県 鴻巣市 セブンーイレブン鴻巣氷川町店 小売業 食料品 2%

37,603 埼玉県 鴻巣市 鴻巣フラワーサービス　鴻巣フラワーサービス サービス その他サービス 5%

37,604 埼玉県 鴻巣市 セブン－イレブン鴻巣本町５丁目店 小売業 食料品 2%

37,605 埼玉県 鴻巣市 セブン－イレブン鴻巣本町店 小売業 食料品 2%

37,606 埼玉県 鴻巣市 セブン－イレブン鴻巣南１丁目店 小売業 食料品 2%

37,607 埼玉県 鴻巣市 セブン－イレブン鴻巣宮前店 小売業 食料品 2%

37,608 埼玉県 鴻巣市 セブン－イレブン鴻巣宮前原店 小売業 食料品 2%

37,609 埼玉県 鴻巣市 コウノ電化センター 小売業 電化製品 5%

37,610 埼玉県 鴻巣市 ＣＯ－ＣＯｔｒａｉｎｉｎｇ サービス その他サービス 5%

37,611 埼玉県 鴻巣市 コワフール アーテスト サービス 理容・美容業 5%

37,612 埼玉県 鴻巣市 サイクル  カネハチ 小売業 その他小売 5%

37,613 埼玉県 鴻巣市 サイド商会 小売業 その他小売 5%

37,614 埼玉県 鴻巣市 サイド商会　鴻巣店 小売業 その他小売 5%

37,615 埼玉県 鴻巣市 サイド商会　吹上店 小売業 その他小売 5%

37,616 埼玉県 鴻巣市 しふぉん　ｓ　Ｃａｋｅ　Ｓｈｏｐ 小売業 食料品 5%

37,617 埼玉県 鴻巣市 車検のコバック 鴻巣店 サービス その他サービス 5%

37,618 埼玉県 鴻巣市 車検のコバック鴻巣店 サービス その他サービス 5%

37,619 埼玉県 鴻巣市 ジュエル山崎 小売業 貴金属・服飾品 5%

37,620 埼玉県 鴻巣市 スウィン鴻巣スイミングスクール サービス その他サービス 5%

37,621 埼玉県 鴻巣市 寿し屋のかね八 サービス 飲食業 5%

37,622 埼玉県 鴻巣市 スマイル鴻巣ＳＳ 小売業 その他小売 2%

37,623 埼玉県 鴻巣市 誠美堂吹上店 小売業 貴金属・服飾品 5%

37,624 埼玉県 鴻巣市 セキグチタカヒト サービス その他サービス 5%

37,625 埼玉県 鴻巣市 Ｔａｎｐｙ＇ｓ サービス その他サービス 5%

37,626 埼玉県 鴻巣市 つきじ海賓　鴻巣店 サービス 飲食業 5%

37,627 埼玉県 鴻巣市 てらや 地産地食堂 てらや サービス 飲食業 5%

37,628 埼玉県 鴻巣市 ときわモータース サービス その他サービス 5%

37,629 埼玉県 鴻巣市 トヨタカローラ埼玉鴻巣店 小売業 その他小売 5%

37,630 埼玉県 鴻巣市 トヨタカローラ新埼玉北鴻巣店 小売業 その他小売 5%

37,631 埼玉県 鴻巣市 トヨタレンタリース新埼玉鴻巣駅前店 サービス その他サービス 2%

37,632 埼玉県 鴻巣市 南海堂　鴻巣店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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37,633 埼玉県 鴻巣市 逃猫舎 サービス その他サービス 5%

37,634 埼玉県 鴻巣市 日本メディカル電子 小売業 家具・調度品 5%

37,635 埼玉県 鴻巣市 ＮａｔｕｒａｌＳａｌｏｎＭＥＤＥＬ サービス 理容・美容業 5%

37,636 埼玉県 鴻巣市 ＨＥＡＲＴＳ【ハーツ】 サービス 理容・美容業 5%

37,637 埼玉県 鴻巣市 萩原輪店 小売業 その他小売 5%

37,638 埼玉県 鴻巣市 川上電化サービス 小売業 電化製品 5%

37,639 埼玉県 鴻巣市 パンジーハウス 鴻巣農産物直売所 パンジーハウス 小売業 その他小売 5%

37,640 埼玉県 鴻巣市 び?んずなっち 小売業 食料品 5%

37,641 埼玉県 鴻巣市 美容室Ｆｏｒｔｕｎｅ サービス 理容・美容業 5%

37,642 埼玉県 鴻巣市 ｂｏｏｍｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

37,643 埼玉県 鴻巣市 吹上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,644 埼玉県 鴻巣市 セブン－イレブン吹上鎌塚店 小売業 食料品 2%

37,645 埼玉県 鴻巣市 吹上西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,646 埼玉県 鴻巣市 七二〇 サービス 飲食業 5%

37,647 埼玉県 鴻巣市 七二　　炭火ほるもん焼肉　七二　　ふたまわり サービス 飲食業 5%

37,648 埼玉県 鴻巣市 ＢＲＵＳＨ サービス 理容・美容業 5%

37,649 埼玉県 鴻巣市 ＢｌｕｅＲｏｓｅ 小売業 その他小売 5%

37,650 埼玉県 鴻巣市 ヘアーサロンモリタ ヘアーサロンモリタ サービス 理容・美容業 5%

37,651 埼玉県 鴻巣市 ＨＡＩＲＭＡＫＥ　ａｉｒ　北鴻巣店 サービス 理容・美容業 5%

37,652 埼玉県 鴻巣市 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ　ｗａｋａｙａｍａ サービス 理容・美容業 5%

37,653 埼玉県 鴻巣市 ペットサロン　モグＭＯＧＵ 小売業 その他小売 5%

37,654 埼玉県 鴻巣市 ホームバザー　鴻巣店 小売業 その他小売 5%

37,655 埼玉県 鴻巣市 ホワイト急便鴻巣氷川町店 サービス その他サービス 5%

37,656 埼玉県 鴻巣市 マクドナルド鴻巣店 サービス 飲食業 2%

37,657 埼玉県 鴻巣市 マクドナルド１７号吹上店 サービス 飲食業 2%

37,658 埼玉県 鴻巣市 マッシュ・エボリューション サービス 理容・美容業 5%

37,659 埼玉県 鴻巣市 松村電気 小売業 電化製品 5%

37,660 埼玉県 鴻巣市 まるかんのお店明るく楽しく 小売業 その他小売 5%

37,661 埼玉県 鴻巣市 メルシィ 小売業 貴金属・服飾品 5%

37,662 埼玉県 鴻巣市 メルセデス・ベンツ鴻巣 小売業 その他小売 5%

37,663 埼玉県 鴻巣市 雪どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

37,664 埼玉県 鴻巣市 洋菓子店３月のうさぎ 小売業 食料品 5%

37,665 埼玉県 鴻巣市 吉田りょう 小売業 衣料品 5%

37,666 埼玉県 鴻巣市 リノンツーリスト鴻巣店 サービス その他サービス 5%

37,667 埼玉県 鴻巣市 ｙｚ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

37,668 埼玉県 鴻巣市 和風レストランとき サービス 飲食業 5%

37,669 埼玉県 越谷市 ｕｒｂａｎ　ｂｌｕｅ サービス 理容・美容業 5%

37,670 埼玉県 越谷市 Ｕｒｂａｎ　ｂｌｕｅ　ｕｒｂａｎ　ｂｌｕｅ サービス 理容・美容業 5%

37,671 埼玉県 越谷市 Ｒ＆Ｅ　イオンレイクタウンＫＡＺＥ 小売業 その他小売 5%

37,672 埼玉県 越谷市 アール生活支援センター 小売業 その他小売 5%

37,673 埼玉県 越谷市 アイビーボウル越谷 サービス その他サービス 5%

37,674 埼玉県 越谷市 ｉＰｈｏｎｅＷｏｒｋｓ 小売業 電化製品 5%
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37,675 埼玉県 越谷市 アイラシュ＆ハイパーナイフＲ－ｌａｌａ サービス 理容・美容業 5%

37,676 埼玉県 越谷市 ラヴィーナ南越谷 サービス 理容・美容業 5%

37,677 埼玉県 越谷市 アウトレットショップコスメコレクト 小売業 その他小売 5%

37,678 埼玉県 越谷市 アカヌマオート サービス その他サービス 5%

37,679 埼玉県 越谷市 秋葉電化 小売業 電化製品 5%

37,680 埼玉県 越谷市 秋谷自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

37,681 埼玉県 越谷市 アクアショップイブ 小売業 その他小売 5%

37,682 埼玉県 越谷市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｕｃｉｎａ南越谷 サービス 理容・美容業 5%

37,683 埼玉県 越谷市 アサカワ自動車 サービス その他サービス 5%

37,684 埼玉県 越谷市 浅見米店 小売業 食料品 5%

37,685 埼玉県 越谷市 アストリア　南越谷店 小売業 衣料品 5%

37,686 埼玉県 越谷市 アストリア　南越谷店 小売業 衣料品 5%

37,687 埼玉県 越谷市 アッシュ　せんげん台店 サービス 理容・美容業 5%

37,688 埼玉県 越谷市 ａｎｉｍｏ蒲生 サービス 理容・美容業 5%

37,689 埼玉県 越谷市 ａｎｉｍｏ北越谷 サービス 理容・美容業 5%

37,690 埼玉県 越谷市 amuser サービス 理容・美容業 5%

37,691 埼玉県 越谷市 アムール・アドニス 小売業 貴金属・服飾品 5%

37,692 埼玉県 越谷市 有賀園ゴルフ越谷店 小売業 その他小売 5%

37,693 埼玉県 越谷市 アルト動物病院 サービス その他サービス 5%

37,694 埼玉県 越谷市 ＡＮｉｔｅｌｌｏ サービス 理容・美容業 5%

37,695 埼玉県 越谷市 アンバランス サービス 飲食業 5%

37,696 埼玉県 越谷市 イオン越谷レイクタウン 小売業 衣料品 2%

37,697 埼玉県 越谷市 いきな黒塀　越谷東大沢店　１０９１ サービス 飲食業 5%

37,698 埼玉県 越谷市 勇魚デンキ サービス その他サービス 5%

37,699 埼玉県 越谷市 イサムヘアー　せんげん台店 サービス 理容・美容業 5%

37,700 埼玉県 越谷市 イースタン千代田（株）７ サービス 宿泊業 5%

37,701 埼玉県 越谷市 磯のがってん寿司南越谷店 サービス 飲食業 5%

37,702 埼玉県 越谷市 磯のがってん寿司南越谷店 サービス 飲食業 5%

37,703 埼玉県 越谷市 いただき　南越谷店 サービス 飲食業 5%

37,704 埼玉県 越谷市 イタリア酒場ココチーノバル　新越谷店 サービス 飲食業 5%

37,705 埼玉県 越谷市 イタリア酒蔵　酒ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

37,706 埼玉県 越谷市 一幸　東越谷店 サービス 飲食業 5%

37,707 埼玉県 越谷市 一幸　東越谷店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

37,708 埼玉県 越谷市 出光三野宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,709 埼玉県 越谷市 癒しカイロサロンえがお サービス 理容・美容業 5%

37,710 埼玉県 越谷市 ＶｉＶｉＤ南越谷１号店 サービス その他サービス 5%

37,711 埼玉県 越谷市 Ｖｅｃｃｈｉｏ Ｃｏｎｖｅｎｔｉｎｏ サービス 飲食業 5%

37,712 埼玉県 越谷市 ヴェッキオコンヴェンティーノ サービス 飲食業 5%

37,713 埼玉県 越谷市 ｕｔｉ サービス 理容・美容業 5%

37,714 埼玉県 越谷市 海千 サービス その他サービス 5%

37,715 埼玉県 越谷市 栄光武道具株式会社　越谷店 小売業 その他小売 5%

37,716 埼玉県 越谷市 ＥＸＥＥＤ新越谷 サービス その他サービス 5%
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37,717 埼玉県 越谷市 エジソンのたまご 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

37,718 埼玉県 越谷市 エスケイオート 小売業 その他小売 5%

37,719 埼玉県 越谷市 エスケイオート 有限会社エスケイオート 小売業 その他小売 5%

37,720 埼玉県 越谷市 Ｓ．ＪＤｅｓｉｇｎ 小売業 衣料品 5%

37,721 埼玉県 越谷市 エステサロンさくら南越谷店 サービス 理容・美容業 5%

37,722 埼玉県 越谷市 エスプラ南越谷／新越谷 サービス 理容・美容業 5%

37,723 埼玉県 越谷市 エメドッグトレーニングスクール サービス その他サービス 5%

37,724 埼玉県 越谷市 ｅｌｅｎ　南越谷店 サービス 理容・美容業 5%

37,725 埼玉県 越谷市 欧風酒場ＺＩＰ サービス 飲食業 5%

37,726 埼玉県 越谷市 オークス サービス 飲食業 5%

37,727 埼玉県 越谷市 おおくぼ 小売業 その他小売 5%

37,728 埼玉県 越谷市 オーサムはっちぃ サービス 理容・美容業 5%

37,729 埼玉県 越谷市 オーダーメイド整体′ｅｗａｌｕ サービス その他サービス 5%

37,730 埼玉県 越谷市 オートショップアズマ サービス その他サービス 5%

37,731 埼玉県 越谷市 大野楽器ＭＡＣＳ南越谷店 小売業 その他小売 5%

37,732 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン大袋駅前店 小売業 食料品 2%

37,733 埼玉県 越谷市 尾ケ井 サービス その他サービス 5%

37,734 埼玉県 越谷市 オカノデンキ 小売業 電化製品 5%

37,735 埼玉県 越谷市 岡本理容　岡本理容店 サービス 理容・美容業 5%

37,736 埼玉県 越谷市 小倉彫刻刃物製作所 サービス その他サービス 5%

37,737 埼玉県 越谷市 おそうじ革命越谷大袋店 サービス その他サービス 5%

37,738 埼玉県 越谷市 オリックスレンタカー越谷店 サービス その他サービス 2%

37,739 埼玉県 越谷市 オリックスレンタカー南越谷店 サービス その他サービス 2%

37,740 埼玉県 越谷市 カーコンビニ倶楽部　津布久自動車 サービス その他サービス 5%

37,741 埼玉県 越谷市 加圧トレーニングｓｔｕｄｉｏｓａｌｕｔｅ サービス その他サービス 5%

37,742 埼玉県 越谷市 カーパーク越谷／株式会社アルティメットサポート 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,743 埼玉県 越谷市 介護タクシー　さいたま サービス 運輸業 5%

37,744 埼玉県 越谷市 快眠ハウスあさこ 小売業 家具・調度品 5%

37,745 埼玉県 越谷市 カギの救急車　越谷店 小売業 その他小売 5%

37,746 埼玉県 越谷市 かごの屋北越谷店 サービス 飲食業 5%

37,747 埼玉県 越谷市 肩こりサロン サービス その他サービス 5%

37,748 埼玉県 越谷市 かつ敏越谷店 サービス 飲食業 5%

37,749 埼玉県 越谷市 かつ敏越谷店 サービス 飲食業 5%

37,750 埼玉県 越谷市 奏屋／Ａｊｉｔｏ　南越谷店 サービス 飲食業 5%

37,751 埼玉県 越谷市 奏屋Ａｊｉｔｏ南越谷店 サービス 飲食業 5%

37,752 埼玉県 越谷市 カネウチ電化 小売業 電化製品 5%

37,753 埼玉県 越谷市 ｃａｆｅ ｂｅａｕｔｙ ｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

37,754 埼玉県 越谷市 カフェココチーノ　北越谷店 サービス 飲食業 5%

37,755 埼玉県 越谷市 株式会社エスケーハウジング サービス その他サービス 5%

37,756 埼玉県 越谷市 株式会社９２ ＤＡＹＳ ９２ｃｏ サービス 理容・美容業 5%

37,757 埼玉県 越谷市 株式会社セイコウ社 小売業 その他小売 5%

37,758 埼玉県 越谷市 株式会社蛸屋　越谷店 小売業 食料品 5%
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37,759 埼玉県 越谷市 株式会社蛸屋　花田店 小売業 食料品 5%

37,760 埼玉県 越谷市 株式会社蛸屋　南越谷店 小売業 食料品 5%

37,761 埼玉県 越谷市 株式会社フォルクライン サービス 運輸業 5%

37,762 埼玉県 越谷市 株式会社武蔵レッカーサービス サービス その他サービス 5%

37,763 埼玉県 越谷市 株式会社リレース サービス その他サービス 5%

37,764 埼玉県 越谷市 蒲生　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,765 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン蒲生旭町店 小売業 食料品 2%

37,766 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン蒲生駅東口店 小売業 食料品 2%

37,767 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン蒲生西町１丁目店 小売業 食料品 2%

37,768 埼玉県 越谷市 カラオケ　シティベア　越谷店 サービス その他サービス 5%

37,769 埼玉県 越谷市 カラオケ　シティベア　南越谷２号店 サービス その他サービス 5%

37,770 埼玉県 越谷市 カラオケシティベア越谷店 サービス その他サービス 5%

37,771 埼玉県 越谷市 からだ創造スタジオＯＨＡＮＡ サービス その他サービス 5%

37,772 埼玉県 越谷市 カラダファクトリー　越谷店 サービス その他サービス 5%

37,773 埼玉県 越谷市 ＣＡＲＲＥＦＯＵＲ　ＯＨＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

37,774 埼玉県 越谷市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋新越谷駅東口店 サービス 飲食業 2%

37,775 埼玉県 越谷市 河合塾マナビス越谷校 サービス その他サービス 2%

37,776 埼玉県 越谷市 漢方薬局　癒しと元気 小売業 その他小売 5%

37,777 埼玉県 越谷市 ギガマート　北越谷店 小売業 食料品 5%

37,778 埼玉県 越谷市 技術はトップのウチヤマ電気 小売業 電化製品 5%

37,779 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン北越谷駅西口店 小売業 食料品 2%

37,780 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン北越谷駅東口店 小売業 食料品 2%

37,781 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン北越谷３丁目店 小売業 食料品 2%

37,782 埼玉県 越谷市 北越谷西口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,783 埼玉県 越谷市 ぎょうざの満洲　蒲生駅店 サービス 飲食業 5%

37,784 埼玉県 越谷市 ぎょうざの満洲　越谷東口店 サービス 飲食業 5%

37,785 埼玉県 越谷市 ぎょうざの満洲　せんげん台駅店 サービス 飲食業 5%

37,786 埼玉県 越谷市 花々 サービス 理容・美容業 5%

37,787 埼玉県 越谷市 串焼き七味屋 サービス 飲食業 5%

37,788 埼玉県 越谷市 グッドヘアーせんげん台 サービス 理容・美容業 5%

37,789 埼玉県 越谷市 靴のカトウ 小売業 衣料品 5%

37,790 埼玉県 越谷市 Ｈａｒｒｉｓｈｕ新宿西口店 サービス 理容・美容業 5%

37,791 埼玉県 越谷市 ｇｌｅｅ　越谷店【グリー】 サービス 理容・美容業 5%

37,792 埼玉県 越谷市 ｃｏｕｌｅｕｒ 小売業 その他小売 5%

37,793 埼玉県 越谷市 クロイツ・ダンスアート サービス その他サービス 5%

37,794 埼玉県 越谷市 現金問屋ダイコク越谷店 小売業 家具・調度品 5%

37,795 埼玉県 越谷市 小池カメラ　越谷南店 小売業 電化製品 5%

37,796 埼玉県 越谷市 五苑精肉所　越谷店 サービス 飲食業 5%

37,797 埼玉県 越谷市 珈琲処　晴れ晴れ　越谷店 サービス 飲食業 5%

37,798 埼玉県 越谷市 ＣＯＣＯＩＲＯ サービス 理容・美容業 5%

37,799 埼玉県 越谷市 越谷サービスエリアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,800 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷一の橋店 小売業 食料品 2%
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37,801 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷駅東口店 小売業 食料品 2%

37,802 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷大里店 小売業 食料品 2%

37,803 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷大里東店 小売業 食料品 2%

37,804 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷大沢東店 小売業 食料品 2%

37,805 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷大杉店 小売業 食料品 2%

37,806 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷大林店 小売業 食料品 2%

37,807 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷大袋駅西口店 小売業 食料品 2%

37,808 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷大間野町４丁目店 小売業 食料品 2%

37,809 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷大間野店 小売業 食料品 2%

37,810 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷恩間新田店 小売業 食料品 2%

37,811 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷恩間中道店 小売業 食料品 2%

37,812 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷蒲生茜町店 小売業 食料品 2%

37,813 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷蒲生愛宕町店 小売業 食料品 2%

37,814 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷川柳３丁目店 小売業 食料品 2%

37,815 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷瓦曽根店 小売業 食料品 2%

37,816 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷相模町２丁目店 小売業 食料品 2%

37,817 埼玉県 越谷市 越谷相模町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,818 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷七左町７丁目店 小売業 食料品 2%

37,819 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷七左２丁目店 小売業 食料品 2%

37,820 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷下間久里店 小売業 食料品 2%

37,821 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷神明町２丁目店 小売業 食料品 2%

37,822 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷せんげん台駅西口店 小売業 食料品 2%

37,823 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷千間台西２丁目店 小売業 食料品 2%

37,824 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷千間台東１丁目店 小売業 食料品 2%

37,825 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷千間台東店 小売業 食料品 2%

37,826 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷大成町店 小売業 食料品 2%

37,827 埼玉県 越谷市 株式会社越谷タクシー サービス 運輸業 5%

37,828 埼玉県 越谷市 有限会社越谷電器川添商会 サービス その他サービス 5%

37,829 埼玉県 越谷市 越谷どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

37,830 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷西新井店 小売業 食料品 2%

37,831 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷西方店 小売業 食料品 2%

37,832 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷西口店 小売業 食料品 2%

37,833 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越ヶ谷２丁目店 小売業 食料品 2%

37,834 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷野島店 小売業 食料品 2%

37,835 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷花田４丁目店 小売業 食料品 2%

37,836 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷東大沢２丁目店 小売業 食料品 2%

37,837 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷平方山谷店 小売業 食料品 2%

37,838 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷平方南町店 小売業 食料品 2%

37,839 埼玉県 越谷市 越谷ｂａｓｅ サービス 理容・美容業 5%

37,840 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷間久里団地前店 小売業 食料品 2%

37,841 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷増森店 小売業 食料品 2%

37,842 埼玉県 越谷市 越谷　マスヤ 小売業 衣料品 5%
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37,843 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷南越谷２丁目店 小売業 食料品 2%

37,844 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷南町１丁目店 小売業 食料品 2%

37,845 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷宮前１丁目店 小売業 食料品 2%

37,846 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷宮本店 小売業 食料品 2%

37,847 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷弥十郎店 小売業 食料品 2%

37,848 埼玉県 越谷市 越谷八十吉 サービス 飲食業 5%

37,849 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷谷中町４丁目店 小売業 食料品 2%

37,850 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷４号バイパス店 小売業 食料品 2%

37,851 埼玉県 越谷市 越谷ランドセル館 小売業 その他小売 5%

37,852 埼玉県 越谷市 越谷流通団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,853 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷レイクタウン９丁目店 小売業 食料品 2%

37,854 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン越谷レイクタウン５丁目店 小売業 食料品 2%

37,855 埼玉県 越谷市 越谷ワイルドダック サービス 飲食業 5%

37,856 埼玉県 越谷市 Ｃｏｔｏｈａ 小売業 衣料品 5%

37,857 埼玉県 越谷市 コトブキデンキ 小売業 電化製品 5%

37,858 埼玉県 越谷市 Ｓａ－Ｎｙａ 小売業 衣料品 5%

37,859 埼玉県 越谷市 埼玉マルシェ 小売業 その他小売 5%

37,860 埼玉県 越谷市 Ｓａｖｏｒｉ サービス 理容・美容業 5%

37,861 埼玉県 越谷市 酒のこうた 小売業 食料品 5%

37,862 埼玉県 越谷市 ＴｈｅＣＯＳＴＡｏｆＲＩＣＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

37,863 埼玉県 越谷市 ｔｈｅＣＯＳＴＡｏｆＲＩＣＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

37,864 埼玉県 越谷市 サロン　ド　コッソン サービス 理容・美容業 5%

37,865 埼玉県 越谷市 サロンドピース サービス 理容・美容業 5%

37,866 埼玉県 越谷市 サンアンドブリーズアンドシー 小売業 衣料品 5%

37,867 埼玉県 越谷市 サンシャイン電器 小売業 家具・調度品 5%

37,868 埼玉県 越谷市 ＣＳｈｅ 口もと専門エステサロンＬｙｎｎ凜 サービス 理容・美容業 5%

37,869 埼玉県 越谷市 Ｇレスキュー サービス その他サービス 5%

37,870 埼玉県 越谷市 Ｊ・ディテール サービス 理容・美容業 5%

37,871 埼玉県 越谷市 Ｓｈｅｒｉｅａｍｉｅｓ 小売業 衣料品 5%

37,872 埼玉県 越谷市 質ショップアデ川 小売業 その他小売 5%

37,873 埼玉県 越谷市 シティベア南越谷１号店 サービス その他サービス 5%

37,874 埼玉県 越谷市 シティベア南越谷２号店 サービス その他サービス 5%

37,875 埼玉県 越谷市 しのはら寝具 小売業 衣料品 5%

37,876 埼玉県 越谷市 ＪｕｍＰｏｗｅｒ　ＴＲＡＭＰＯＬＩＮＥ サービス その他サービス 5%

37,877 埼玉県 越谷市 酒菜厨房勝庵 サービス 飲食業 5%

37,878 埼玉県 越谷市 勝庵 サービス 飲食業 5%

37,879 埼玉県 越谷市 ショッピング藤屋 小売業 その他小売 5%

37,880 埼玉県 越谷市 ｓｈｉｒｏＵｓａｄｅｓｉｇｎｒｏｏｍ サービス その他サービス 5%

37,881 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン新越谷駅前通り店 小売業 食料品 2%

37,882 埼玉県 越谷市 新越谷カイロプラクティック院 サービス その他サービス 5%

37,883 埼玉県 越谷市 シンシア宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%

37,884 埼玉県 越谷市 シンデレラ　杉戸店 サービス その他サービス 5%
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37,885 埼玉県 越谷市 スウィン越谷スイミングスクール サービス その他サービス 5%

37,886 埼玉県 越谷市 スーパースカルプ発毛センター　越谷駅東店 サービス その他サービス 5%

37,887 埼玉県 越谷市 株式会社スカイオート サービス その他サービス 5%

37,888 埼玉県 越谷市 鮨　うつし川 サービス 飲食業 5%

37,889 埼玉県 越谷市 すし徳 サービス 飲食業 5%

37,890 埼玉県 越谷市 スズキアリーナ越谷中央 サービス その他サービス 5%

37,891 埼玉県 越谷市 すずのき　越谷店 小売業 衣料品 5%

37,892 埼玉県 越谷市 Ｓｔｙｌｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%

37,893 埼玉県 越谷市 スタジオ・アンジェ サービス その他サービス 5%

37,894 埼玉県 越谷市 ｓｔｕｄｉｏｓａｌｕｔｅ サービス その他サービス 5%

37,895 埼玉県 越谷市 Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｂａｋｅｒｙ 小売業 食料品 5%

37,896 埼玉県 越谷市 スポーツカムイ越谷店 小売業 その他小売 5%

37,897 埼玉県 越谷市 炭火のお店　お肉なじかん サービス 飲食業 5%

37,898 埼玉県 越谷市 炭火焼肉味道苑蒲生店 サービス 飲食業 5%

37,899 埼玉県 越谷市 炭火焼肉味道苑せんげん台店 サービス 飲食業 5%

37,900 埼玉県 越谷市 炭火焼肉味道苑東越谷店 サービス 飲食業 5%

37,901 埼玉県 越谷市 炭火焼肉　やまと サービス 飲食業 5%

37,902 埼玉県 越谷市 誠美堂　せんげん台店 小売業 貴金属・服飾品 5%

37,903 埼玉県 越谷市 セオサイクル　越谷店 小売業 その他小売 5%

37,904 埼玉県 越谷市 セオサイクル　越谷店 小売業 その他小売 5%

37,905 埼玉県 越谷市 世界の風来坊 小売業 その他小売 5%

37,906 埼玉県 越谷市 世界の風来坊 小売業 家具・調度品 5%

37,907 埼玉県 越谷市 草加屋家具センター 小売業 家具・調度品 5%

37,908 埼玉県 越谷市 痩健道Ｒｅ サービス 理容・美容業 5%

37,909 埼玉県 越谷市 ＳＯＵＲＣＥ 小売業 その他小売 5%

37,910 埼玉県 越谷市 ソレイユ サービス 理容・美容業 5%

37,911 埼玉県 越谷市 大花亭 サービス 飲食業 5%

37,912 埼玉県 越谷市 ダイコク越谷店 サービス その他サービス 5%

37,913 埼玉県 越谷市 大山どり炭火焼酒場 俺の店 サービス 飲食業 5%

37,914 埼玉県 越谷市 大東　越谷店 小売業 その他小売 5%

37,915 埼玉県 越谷市 タイムステーション ＮＥＯイオンレイクタウン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

37,916 埼玉県 越谷市 タイ料理　チョークディー サービス 飲食業 5%

37,917 埼玉県 越谷市 Ｔａｏ サービス その他サービス 5%

37,918 埼玉県 越谷市 高須自動車 北越谷店 サービス その他サービス 5%

37,919 埼玉県 越谷市 高須自動車北越谷店 サービス その他サービス 5%

37,920 埼玉県 越谷市 高橋電気店 サービス その他サービス 5%

37,921 埼玉県 越谷市 多国籍ＤＩＮＩＮＧ　Ｐａｎｇａｅａ　多国籍ＤＩＮＩＮＧ　Ｐａｎｇａｅａ　パンゲア サービス 飲食業 5%

37,922 埼玉県 越谷市 タスク　補聴器センター　越谷店 小売業 家具・調度品 5%

37,923 埼玉県 越谷市 近くのエステ　シエスタ　南越谷店 サービス 理容・美容業 5%

37,924 埼玉県 越谷市 近くのエステ　Ｓｉｅｓｔａ サービス その他サービス 5%

37,925 埼玉県 越谷市 地中海酒場ココチーノ　越谷西口駅前店 サービス 飲食業 5%

37,926 埼玉県 越谷市 地中海酒場ココチーノ　南越谷店 サービス 飲食業 5%
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37,927 埼玉県 越谷市 中国家庭料理　香来閣　香来閣 サービス 飲食業 5%

37,928 埼玉県 越谷市 中国料理龍公亭　龍公亭 サービス 飲食業 5%

37,929 埼玉県 越谷市 厨房市場 小売業 その他小売 5%

37,930 埼玉県 越谷市 つきじ海賓　北越谷店 サービス 飲食業 5%

37,931 埼玉県 越谷市 つきじ海賓　越谷蒲生店 サービス 飲食業 5%

37,932 埼玉県 越谷市 ｄ．ｒ サービス 理容・美容業 5%

37,933 埼玉県 越谷市 ＴＳＪたばこステーション マルサン花田店 小売業 その他小売 5%

37,934 埼玉県 越谷市 ＴＷ株式会社 サービス その他サービス 5%

37,935 埼玉県 越谷市 ｔ　Ｎｅｘｔ　北越谷 サービス 理容・美容業 5%

37,936 埼玉県 越谷市 ヘアクリエイションワタベ サービス 理容・美容業 5%

37,937 埼玉県 越谷市 デザインパンツイッチョ 小売業 衣料品 5%

37,938 埼玉県 越谷市 鉄板ビストロ　ファイヤーダンス　南越谷店 サービス 飲食業 5%

37,939 埼玉県 越谷市 ＤＥＦ－ＬＩＭＩＴＥＤ サービス 理容・美容業 5%

37,940 埼玉県 越谷市 電化のマック 小売業 電化製品 5%

37,941 埼玉県 越谷市 てんしのしっぽ 小売業 衣料品 5%

37,942 埼玉県 越谷市 東京きもの 小売業 衣料品 5%

37,943 埼玉県 越谷市 東京自動車興業株式会社　埼玉店 サービス その他サービス 5%

37,944 埼玉県 越谷市 井上雅喜 サービス その他サービス 5%

37,945 埼玉県 越谷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ越谷店 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,946 埼玉県 越谷市 ドッグパラダイスぷらすニャン 小売業 その他小売 5%

37,947 埼玉県 越谷市 トヨタカローラ埼玉イオンレイクタウン店 小売業 その他小売 5%

37,948 埼玉県 越谷市 トヨタカローラ埼玉北越谷店 小売業 その他小売 5%

37,949 埼玉県 越谷市 トヨタカローラ埼玉南越谷店 小売業 その他小売 5%

37,950 埼玉県 越谷市 豊田商店 小売業 その他小売 5%

37,951 埼玉県 越谷市 トヨタ部品埼玉共販越谷店 サービス その他サービス 5%

37,952 埼玉県 越谷市 トヨタレンタリース埼玉越谷駅前店 サービス その他サービス 2%

37,953 埼玉県 越谷市 トヨタレンタリース新埼玉北越谷駅前店 サービス その他サービス 2%

37,954 埼玉県 越谷市 トヨタレンタリース新埼玉越谷レイクタウン サービス その他サービス 2%

37,955 埼玉県 越谷市 トヨタレンタリース新埼玉せんげん台駅前店 サービス その他サービス 2%

37,956 埼玉県 越谷市 トリミングサロン＆ホテルＡｍｅｌｉａ サービス その他サービス 5%

37,957 埼玉県 越谷市 ドリームライフサポート　サンロード 小売業 電化製品 5%

37,958 埼玉県 越谷市 流カイロプラクティック院 サービス その他サービス 5%

37,959 埼玉県 越谷市 ｎａｔｉｆ　Ｈａｉｒ　ｎａｔｉｆ サービス 理容・美容業 5%

37,960 埼玉県 越谷市 南海部品越谷店 小売業 その他小売 5%

37,961 埼玉県 越谷市 肉酒場ビストロ男前　南越谷店 サービス 飲食業 5%

37,962 埼玉県 越谷市 肉の万世　越谷店 サービス 飲食業 5%

37,963 埼玉県 越谷市 肉バルバーグマン　蒲生店 サービス 飲食業 5%

37,964 埼玉県 越谷市 ニコニコレンタカー越谷せんげん台 サービス その他サービス 5%

37,965 埼玉県 越谷市 日個連　亀田タクシー サービス 運輸業 5%

37,966 埼玉県 越谷市 日本料理　美都炉 サービス 飲食業 5%

37,967 埼玉県 越谷市 ニュードレミファ蒲生店 サービス 飲食業 5%

37,968 埼玉県 越谷市 ネイルサロンミオン サービス その他サービス 5%
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37,969 埼玉県 越谷市 ＮＥＳＴ ＢＡＲＢＥＲ ＬＯＵＮＧＥ サービス 理容・美容業 5%

37,970 埼玉県 越谷市 バーバーナカムラ サービス 理容・美容業 5%

37,971 埼玉県 越谷市 ｈａ?ｃｏ サービス 理容・美容業 5%

37,972 埼玉県 越谷市 橋本屋 越谷店 小売業 その他小売 5%

37,973 埼玉県 越谷市 Ｈｚ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

37,974 埼玉県 越谷市 ハチキチ 小売業 その他小売 5%

37,975 埼玉県 越谷市 服部サイクル 小売業 その他小売 5%

37,976 埼玉県 越谷市 パティスリー　ナチュレル 小売業 食料品 5%

37,977 埼玉県 越谷市 はな犬猫病院 サービス その他サービス 5%

37,978 埼玉県 越谷市 パナハートユアーズタカハシ 小売業 電化製品 5%

37,979 埼玉県 越谷市 東越谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,980 埼玉県 越谷市 東越谷ＳＳ株式会社清水石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

37,981 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン東越谷９丁目店 小売業 食料品 2%

37,982 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン東越谷６丁目店 小売業 食料品 2%

37,983 埼玉県 越谷市 東埼玉自動車教習所 サービス その他サービス 5%

37,984 埼玉県 越谷市 美活ワークアウトＳＯＭＯＮ サービス 理容・美容業 5%

37,985 埼玉県 越谷市 ビジネスホテル雷鳥 サービス 宿泊業 5%

37,986 埼玉県 越谷市 ヒヅキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

37,987 埼玉県 越谷市 ピッツェリア馬車道越谷南店１１９９ サービス 飲食業 5%

37,988 埼玉県 越谷市 ヒナノ珈琲　越谷店 サービス 飲食業 5%

37,989 埼玉県 越谷市 日の出クリーニング サービス その他サービス 5%

37,990 埼玉県 越谷市 ピュアテックＷＥＢＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

37,991 埼玉県 越谷市 ｂｅａｕｔｙ＆ｒｅｌａｘｍａｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

37,992 埼玉県 越谷市 美容室はーと　はーと サービス 理容・美容業 5%

37,993 埼玉県 越谷市 ＦＩＯＲＥＮＴＥ大沢 サービス 理容・美容業 5%

37,994 埼玉県 越谷市 ＦＩＯＲＥＮＴＥ南越谷 サービス 理容・美容業 5%

37,995 埼玉県 越谷市 ブールマニエ サービス 飲食業 5%

37,996 埼玉県 越谷市 Ｐｈｏｔｏ Ｓｔｕｄｉｏ 光影堂 サービス その他サービス 5%

37,997 埼玉県 越谷市 ブティック　みさち 小売業 衣料品 5%

37,998 埼玉県 越谷市 ブティックロシュ越谷店 小売業 衣料品 5%

37,999 埼玉県 越谷市 Ｐｅｔｉｔｍｉｇｎｏｎ 小売業 衣料品 5%

38,000 埼玉県 越谷市 フランス菓子　キャトーズ・ジュイエ 小売業 食料品 5%

38,001 埼玉県 越谷市 フランス家庭料理ブールマニエ サービス 飲食業 5%

38,002 埼玉県 越谷市 ブリアント　南越谷店 サービス 理容・美容業 5%

38,003 埼玉県 越谷市 ぷりずむ館　越谷店 サービス その他サービス 5%

38,004 埼玉県 越谷市 Ｐｌａｙｆｌａｔｓ サービス その他サービス 5%

38,005 埼玉県 越谷市 フレッシュマートゆうきや 小売業 その他小売 5%

38,006 埼玉県 越谷市 ヘアーサロンナカノ サービス 理容・美容業 5%

38,007 埼玉県 越谷市 ヘアーフレスコ サービス 理容・美容業 5%

38,008 埼玉県 越谷市 Ｈａｉｒ＆ＭａｋｅＭＩＳＴＲＥＳ サービス 理容・美容業 5%

38,009 埼玉県 越谷市 ヘアサロンレイン サービス 理容・美容業 5%

38,010 埼玉県 越谷市 ｈａｉｒｓｈｏｐＮ＆Ａ越谷店 サービス 理容・美容業 5%
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38,011 埼玉県 越谷市 ヘアメイク　アビッシュ サービス 理容・美容業 5%

38,012 埼玉県 越谷市 ベローチェ南越谷店 サービス 飲食業 5%

38,013 埼玉県 越谷市 ボーダーカフェ サービス 飲食業 5%

38,014 埼玉県 越谷市 ほーむず動物病院　越谷店 サービス その他サービス 5%

38,015 埼玉県 越谷市 ポーンショップイコー 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,016 埼玉県 越谷市 ほっと屋　本部 サービス 飲食業 5%

38,017 埼玉県 越谷市 ぽてとへっど サービス 飲食業 5%

38,018 埼玉県 越谷市 ホテル　サンオーク サービス 宿泊業 5%

38,019 埼玉県 越谷市 ホテル　サンオーク サービス 宿泊業 5%

38,020 埼玉県 越谷市 ホテル　サンクローバー　越谷駅前 サービス 宿泊業 5%

38,021 埼玉県 越谷市 ホビーステーション南越谷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,022 埼玉県 越谷市 ホリスティックアロマサロンａｒｏｍａｍｉｏ サービス その他サービス 5%

38,023 埼玉県 越谷市 ほんのいえ宮脇書店越谷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,024 埼玉県 越谷市 マクドナルドイオンせんげん台店 サービス 飲食業 2%

38,025 埼玉県 越谷市 マクドナルドイオンレイクタウンＫＡＺＥ店 サービス 飲食業 2%

38,026 埼玉県 越谷市 マクドナルドイオンレイクタウンＭＯＲＩ店 サービス 飲食業 2%

38,027 埼玉県 越谷市 マクドナルド北越谷東急ストア店 サービス 飲食業 2%

38,028 埼玉県 越谷市 マクドナルド越谷ファイン店 サービス 飲食業 2%

38,029 埼玉県 越谷市 マクドナルド越谷南町店 サービス 飲食業 2%

38,030 埼玉県 越谷市 マクドナルド越谷レイクタウン店 サービス 飲食業 2%

38,031 埼玉県 越谷市 マクドナルドせんげん台駅西口店 サービス 飲食業 2%

38,032 埼玉県 越谷市 マクドナルド東越谷店 サービス 飲食業 2%

38,033 埼玉県 越谷市 マクドナルド４号線越谷店 サービス 飲食業 2%

38,034 埼玉県 越谷市 マクドナルド４号線バイパス下間久里店 サービス 飲食業 2%

38,035 埼玉県 越谷市 ｍａ－ｇｉａ サービス 理容・美容業 5%

38,036 埼玉県 越谷市 パナハートマスダ 小売業 電化製品 5%

38,037 埼玉県 越谷市 ＭＵＳＨＭＡＮＳ 小売業 衣料品 5%

38,038 埼玉県 越谷市 松永美佐 小売業 衣料品 5%

38,039 埼玉県 越谷市 マノーラ　タイ古式マッサージ サービス その他サービス 5%

38,040 埼玉県 越谷市 みさち 小売業 衣料品 5%

38,041 埼玉県 越谷市 緑家電 小売業 電化製品 5%

38,042 埼玉県 越谷市 ミトロ サービス 飲食業 5%

38,043 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン南越谷駅北口店 小売業 食料品 2%

38,044 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン南越谷５丁目店 小売業 食料品 2%

38,045 埼玉県 越谷市 セブン－イレブン南越谷店 小売業 食料品 2%

38,046 埼玉県 越谷市 ミニチュア ドールハウスのお店 すぃーとあっぷるぱい 小売業 その他小売 5%

38,047 埼玉県 越谷市 ミニチュアのお店すぃーとあっぷるぱい 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,048 埼玉県 越谷市 耳つぼダイエットひまわり サービス その他サービス 5%

38,049 埼玉県 越谷市 文之堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,050 埼玉県 越谷市 ＭＵＵ越谷駅前店 サービス その他サービス 5%

38,051 埼玉県 越谷市 メガネの田中　越谷店 小売業 その他小売 5%

38,052 埼玉県 越谷市 メガネフロンティア　アルコ越谷店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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38,053 埼玉県 越谷市 もつ焼　千　越谷店 サービス その他サービス 5%

38,054 埼玉県 越谷市 モードカジュアルオギノ 小売業 衣料品 5%

38,055 埼玉県 越谷市 桃木商店　桃木商店 小売業 その他小売 5%

38,056 埼玉県 越谷市 ヤオミ蒲生店 小売業 その他小売 5%

38,057 埼玉県 越谷市 山口米店　コメの山口 小売業 食料品 5%

38,058 埼玉県 越谷市 有限会社　仲勢 サービス 飲食業 5%

38,059 埼玉県 越谷市 ［ＨＣ］有限会社アスマ電気商会 小売業 電化製品 5%

38,060 埼玉県 越谷市 有限会社シマムラ園芸 小売業 その他小売 5%

38,061 埼玉県 越谷市 有限会社日真堂 小売業 その他小売 5%

38,062 埼玉県 越谷市 ユーモオートデザイン 小売業 その他小売 5%

38,063 埼玉県 越谷市 ユザワヤ　レイクタウン店 小売業 その他小売 5%

38,064 埼玉県 越谷市 洋食レヨン　洋食　レヨン サービス 飲食業 5%

38,065 埼玉県 越谷市 ラ・コート・コスト 小売業 食料品 5%

38,066 埼玉県 越谷市 ランドマーク　ＡＴＳ　三和 小売業 その他小売 5%

38,067 埼玉県 越谷市 リカー＆フレッシュ大久保 小売業 その他小売 5%

38,068 埼玉県 越谷市 ＲＩＣＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

38,069 埼玉県 越谷市 ＲＩＣＨＡＩＲＧＲＥＥＮ サービス 理容・美容業 5%

38,070 埼玉県 越谷市 リシェール サービス 理容・美容業 5%

38,071 埼玉県 越谷市 リシェールグリーン サービス 理容・美容業 5%

38,072 埼玉県 越谷市 りらくＣａｆｅ 卸問屋ジェネシス サービス その他サービス 5%

38,073 埼玉県 越谷市 リラクセーション専門サロン香温 サービス 理容・美容業 5%

38,074 埼玉県 越谷市 ＲｅｌａｘｘＤｉｒｅｃｔｉｏｎ． 小売業 衣料品 5%

38,075 埼玉県 越谷市 ＲＵＦＵＳ 小売業 衣料品 5%

38,076 埼玉県 越谷市 ＲｏｏｍＲＩＣＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

38,077 埼玉県 越谷市 ＲｏｏｍＲＩＣＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

38,078 埼玉県 越谷市 レイディックス越谷 小売業 その他小売 5%

38,079 埼玉県 越谷市 ＬＥＩｂｙＩ’ＬＵＮＡ サービス 理容・美容業 5%

38,080 埼玉県 越谷市 ＬｅＣｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

38,081 埼玉県 越谷市 Ｒｅｎａｔｕｓ　Ｒｅｎａｔｕｓ　Ｈａｉｒ　ｏｆ　Ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

38,082 埼玉県 越谷市 Ｒｅｎａｔｕｓ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

38,083 埼玉県 越谷市 Ｒｅｎ サービス 理容・美容業 5%

38,084 埼玉県 越谷市 ロイヤルコーポレーション 小売業 その他小売 5%

38,085 埼玉県 越谷市 ＬＯＣＫ６９ＷＥＴＳＵＩＴＳ 小売業 その他小売 5%

38,086 埼玉県 越谷市 ワールドコレッツォーネ 新越谷ヴァリエ 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,087 埼玉県 越谷市 わかるとできる　越谷校 サービス その他サービス 5%

38,088 埼玉県 越谷市 株）ウイル店舗名－ワトモススタイル サービス その他サービス 5%

38,089 埼玉県 さいたま市 Ａｑｕｉｌａ 小売業 食料品 5%

38,090 埼玉県 さいたま市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅセルフＲ１６南平野店 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,091 埼玉県 さいたま市 アイオプト　日進本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,092 埼玉県 さいたま市 アイオプト東大宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,093 埼玉県 さいたま市 アイオプト南与野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,094 埼玉県 さいたま市 ＩＴＣ与野インドアテニスクラブ サービス その他サービス 5%
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38,095 埼玉県 さいたま市 アイ動物病院 サービス その他サービス 5%

38,096 埼玉県 さいたま市 ＡＶＡ 小売業 衣料品 5%

38,097 埼玉県 さいたま市 ａｖａｎｃｅｒ サービス 理容・美容業 5%

38,098 埼玉県 さいたま市 アウトドアショップぱどる 小売業 その他小売 5%

38,099 埼玉県 さいたま市 青いとり浦和店 サービス その他サービス 5%

38,100 埼玉県 さいたま市 青柳時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,101 埼玉県 さいたま市 赤ちゃんワールドプロジェクト　ＪＣＢ割引 小売業 その他小売 5%

38,102 埼玉県 さいたま市 ＡＫＩ ＳＰＲＡＹ ＰＡＩＮＴ 小売業 その他小売 5%

38,103 埼玉県 さいたま市 ＡＫＩ　ＳＰＲＡＹ　ＰＡＩＮＴ 小売業 家具・調度品 5%

38,104 埼玉県 さいたま市 ａｃｑｕａ　ｃｏｔｔａ サービス 飲食業 5%

38,105 埼玉県 さいたま市 アークゾーン サービス 理容・美容業 5%

38,106 埼玉県 さいたま市 麻布テーラー　大宮 小売業 衣料品 5%

38,107 埼玉県 さいたま市 飛鳥薬局　浦和店 小売業 その他小売 5%

38,108 埼玉県 さいたま市 あず小鳥の診療所 サービス その他サービス 5%

38,109 埼玉県 さいたま市 アットイーズ東浦和店 小売業 家具・調度品 5%

38,110 埼玉県 さいたま市 Ａｔｔｒａｃｔ サービス 理容・美容業 5%

38,111 埼玉県 さいたま市 アトリエ・エヌ 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,112 埼玉県 さいたま市 ａｍｅｌｉｅＥＴＧＡＲＣＯＮ サービス 理容・美容業 5%

38,113 埼玉県 さいたま市 荒井　タクシー（個人） サービス その他サービス 5%

38,114 埼玉県 さいたま市 アリゾナフリーダム大宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,115 埼玉県 さいたま市 有恒 サービス 飲食業 5%

38,116 埼玉県 さいたま市 アリマン サービス 飲食業 5%

38,117 埼玉県 さいたま市 アルカサル サービス 飲食業 5%

38,118 埼玉県 さいたま市 ＲＹ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

38,119 埼玉県 さいたま市 アンジェリックフラワーショップ 小売業 その他小売 5%

38,120 埼玉県 さいたま市 アンジュ浦和西口店 サービス 理容・美容業 5%

38,121 埼玉県 さいたま市 ＆ＣＯＬＯＲ　ＳＴＯＲＥ 小売業 電化製品 5%

38,122 埼玉県 さいたま市 イーストシティ浦和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,123 埼玉県 さいたま市 イオラウレア 小売業 その他小売 5%

38,124 埼玉県 さいたま市 いかの墨大宮店 サービス 飲食業 5%

38,125 埼玉県 さいたま市 いきな黒塀さいたま宮原店１０５６ サービス 飲食業 5%

38,126 埼玉県 さいたま市 イシとス　ほのり サービス 理容・美容業 5%

38,127 埼玉県 さいたま市 石の記録 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,128 埼玉県 さいたま市 石橋楽器店　大宮店 小売業 その他小売 5%

38,129 埼玉県 さいたま市 ｅ　ｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

38,130 埼玉県 さいたま市 和泉自動車販売 小売業 その他小売 5%

38,131 埼玉県 さいたま市 イズムヘアー サービス 理容・美容業 5%

38,132 埼玉県 さいたま市 イタリアンレストランチレージオ サービス 飲食業 5%

38,133 埼玉県 さいたま市 株式会社　一清堂 小売業 その他小売 5%

38,134 埼玉県 さいたま市 出光美園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,135 埼玉県 さいたま市 ｉｄｅｗ．ＤＥＳＩＧＮ サービス その他サービス 5%

38,136 埼玉県 さいたま市 いぶき動物病院大宮 サービス その他サービス 5%
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38,137 埼玉県 さいたま市 癒の里 サービス その他サービス 5%

38,138 埼玉県 さいたま市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ大宮 サービス その他サービス 5%

38,139 埼玉県 さいたま市 イワキ　浦和店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,140 埼玉県 さいたま市 岩槻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,141 埼玉県 さいたま市 岩槻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,142 埼玉県 さいたま市 岩槻　フジヤストア 小売業 その他小売 5%

38,143 埼玉県 さいたま市 岩槻平林寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,144 埼玉県 さいたま市 岩槻本町ＳＳ合資会社　有山産業 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,145 埼玉県 さいたま市 岩槻南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,146 埼玉県 さいたま市 岩槻南ＳＳ　有限会社丸創石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,147 埼玉県 さいたま市 ＩＮＴＥＲＩＯＧＡＬＬＥＲＹＬＥ 小売業 家具・調度品 5%

38,148 埼玉県 さいたま市 ヴィアンジュ浦和西口駅前店 サービス 理容・美容業 5%

38,149 埼玉県 さいたま市 ＷＩＴＨＳＨＩＲＯ サービス 理容・美容業 5%

38,150 埼玉県 さいたま市 ウィンリペア　南浦和店 サービス その他サービス 5%

38,151 埼玉県 さいたま市 うな鐵大宮店 サービス 飲食業 5%

38,152 埼玉県 さいたま市 美味門バンビーナ大宮店 サービス 飲食業 5%

38,153 埼玉県 さいたま市 浦和　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,154 埼玉県 さいたま市 浦和ウエストＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,155 埼玉県 さいたま市 浦和菜館 サービス 飲食業 5%

38,156 埼玉県 さいたま市 浦和姿勢改善Ｌａｂ サービス その他サービス 5%

38,157 埼玉県 さいたま市 浦和大東　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,158 埼玉県 さいたま市 浦和大門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,159 埼玉県 さいたま市 浦和田島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,160 埼玉県 さいたま市 浦和中央自動車教習所 サービス その他サービス 5%

38,161 埼玉県 さいたま市 うらわ中尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,162 埼玉県 さいたま市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ浦和原山店 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,163 埼玉県 さいたま市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ浦和美園店 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,164 埼玉県 さいたま市 運転代行（同）ゼロサービス　５ サービス 運輸業 5%

38,165 埼玉県 さいたま市 運転代行（同）ゼロサービス　３ サービス 運輸業 5%

38,166 埼玉県 さいたま市 運転代行（同）ゼロサービス　２ サービス 運輸業 5%

38,167 埼玉県 さいたま市 運転代行（同）ゼロサービス　４ サービス 運輸業 5%

38,168 埼玉県 さいたま市 運転代行（同）ゼロサービス　６ サービス 運輸業 5%

38,169 埼玉県 さいたま市 株式会社　エアコンパーク 小売業 電化製品 5%

38,170 埼玉県 さいたま市 Ａ－ＴＯＹＳＯＲＩＧＩＮＡＬ 小売業 その他小売 5%

38,171 埼玉県 さいたま市 栄光武道具大宮駅前店 小売業 その他小売 5%

38,172 埼玉県 さいたま市 エイジングビーフ大宮店 サービス 飲食業 5%

38,173 埼玉県 さいたま市 エイチケイファクトリー 小売業 その他小売 5%

38,174 埼玉県 さいたま市 えがおのひろば。グリーンヒルショ 小売業 家具・調度品 5%

38,175 埼玉県 さいたま市 えがおのひろば。西浦和ショールー 小売業 家具・調度品 5%

38,176 埼玉県 さいたま市 エコスタイル サービス その他サービス 5%

38,177 埼玉県 さいたま市 ＡＴＬ元気工房 小売業 その他小売 5%

38,178 埼玉県 さいたま市 江戸前回転鮨承知の助さいたま田島店 サービス 飲食業 5%
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38,179 埼玉県 さいたま市 江戸前がってん寿司　浦和西口店 サービス 飲食業 5%

38,180 埼玉県 さいたま市 江戸前がってん寿司　大宮東口店 サービス 飲食業 5%

38,181 埼玉県 さいたま市 Ｎ’ｓｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

38,182 埼玉県 さいたま市 エバーグリーンオート　サービスセンター 小売業 その他小売 5%

38,183 埼玉県 さいたま市 ａｉｍｅｒｆｅｅｌイオンモール浦和美園店 小売業 衣料品 5%

38,184 埼玉県 さいたま市 遠藤電気さかわ店 小売業 電化製品 5%

38,185 埼玉県 さいたま市 有限会社遠藤電気商会 小売業 その他小売 5%

38,186 埼玉県 さいたま市 縁日和桜 サービス 飲食業 5%

38,187 埼玉県 さいたま市 黄金の牛 サービス 飲食業 5%

38,188 埼玉県 さいたま市 大川 小売業 家具・調度品 5%

38,189 埼玉県 さいたま市 大川　本部 小売業 家具・調度品 5%

38,190 埼玉県 さいたま市 大川　南浦和店 小売業 家具・調度品 5%

38,191 埼玉県 さいたま市 大川家具　大宮店 小売業 家具・調度品 5%

38,192 埼玉県 さいたま市 ＯＳＡＷＡ サービス 飲食業 5%

38,193 埼玉県 さいたま市 大沢動物病院 サービス その他サービス 5%

38,194 埼玉県 さいたま市 大問屋さいたま店 サービス その他サービス 5%

38,195 埼玉県 さいたま市 大成自動車 サービス その他サービス 5%

38,196 埼玉県 さいたま市 大宮　風凜 サービス 飲食業 5%

38,197 埼玉県 さいたま市 大宮市場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,198 埼玉県 さいたま市 大宮エステ美美 サービス 理容・美容業 5%

38,199 埼玉県 さいたま市 大宮櫛引ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,200 埼玉県 さいたま市 大宮国際カントリークラブ サービス その他サービス 5%

38,201 埼玉県 さいたま市 大宮桜木町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,202 埼玉県 さいたま市 大宮辻　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,203 埼玉県 さいたま市 大宮店 小売業 その他小売 5%

38,204 埼玉県 さいたま市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大宮店 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,205 埼玉県 さいたま市 おおわだ動物病院 サービス その他サービス 5%

38,206 埼玉県 さいたま市 お酒とお料理　ビストロ　ＤＥＮ サービス 飲食業 5%

38,207 埼玉県 さいたま市 長田自動車工業 サービス その他サービス 5%

38,208 埼玉県 さいたま市 牡鹿半島浜人 サービス 飲食業 5%

38,209 埼玉県 さいたま市 ＯＴＯ’Ｓ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

38,210 埼玉県 さいたま市 おばんざいと串揚げたくみ サービス 飲食業 5%

38,211 埼玉県 さいたま市 Ｏｐｅｎ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　然 サービス 飲食業 5%

38,212 埼玉県 さいたま市 オラニエ サービス その他サービス 5%

38,213 埼玉県 さいたま市 オリックスレンタカー岩槻店 サービス その他サービス 2%

38,214 埼玉県 さいたま市 ＯＲＵＫＡペットクリニック サービス その他サービス 5%

38,215 埼玉県 さいたま市 ｏｒａｎｇｅｂｌｏｓｓｏｍ サービス 理容・美容業 5%

38,216 埼玉県 さいたま市 加圧トレーニングジム　トップフィット サービス その他サービス 5%

38,217 埼玉県 さいたま市 ＣＡＳＡｄｅＳＯＬＥＲＡ サービス 飲食業 5%

38,218 埼玉県 さいたま市 カジュアルブティック　アラン 小売業 衣料品 5%

38,219 埼玉県 さいたま市 がってん食堂大島屋吉野町店 サービス 飲食業 5%

38,220 埼玉県 さいたま市 がってん寿司大宮南中野店 サービス 飲食業 5%
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38,221 埼玉県 さいたま市 ＣＵＴＳＡＬＯＮＥＮＤＯ サービス 理容・美容業 5%

38,222 埼玉県 さいたま市 かつ敏浦和美園店 サービス 飲食業 5%

38,223 埼玉県 さいたま市 カットル－ムサイトウ サービス 理容・美容業 5%

38,224 埼玉県 さいたま市 金井個人タクシー サービス その他サービス 5%

38,225 埼玉県 さいたま市 かねまつ　大宮Ｗｅ店 小売業 衣料品 5%

38,226 埼玉県 さいたま市 かねまつ　武蔵浦和店 小売業 衣料品 5%

38,227 埼玉県 さいたま市 かのん動物病院 サービス その他サービス 5%

38,228 埼玉県 さいたま市 株式会社　守屋モータース サービス その他サービス 5%

38,229 埼玉県 さいたま市 株式会社アシスト 小売業 その他小売 5%

38,230 埼玉県 さいたま市 株式会社三和商会　さいたま西直 小売業 その他小売 5%

38,231 埼玉県 さいたま市 株式会社三和商会　本社直売 小売業 その他小売 5%

38,232 埼玉県 さいたま市 株式会社ジュエルプレス 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,233 埼玉県 さいたま市 ［ＨＣ］株式会社須崎 小売業 電化製品 5%

38,234 埼玉県 さいたま市 株式会社ゼロ 小売業 その他小売 5%

38,235 埼玉県 さいたま市 株式会社タバタコーポレーション サービス その他サービス 5%

38,236 埼玉県 さいたま市 カプセルイン大宮 サービス 宿泊業 5%

38,237 埼玉県 さいたま市 上小町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,238 埼玉県 さいたま市 カラオケシティベア南浦和東口駅前店 サービス その他サービス 5%

38,239 埼玉県 さいたま市 カラダファクトリー　丸広南浦和店 サービス その他サービス 5%

38,240 埼玉県 さいたま市 ＫＡＷＡＥカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

38,241 埼玉県 さいたま市 川田薬局 小売業 その他小売 5%

38,242 埼玉県 さいたま市 祇園庵 サービス 飲食業 5%

38,243 埼玉県 さいたま市 菊地動物病院 サービス その他サービス 5%

38,244 埼玉県 さいたま市 北浦和店 小売業 その他小売 5%

38,245 埼玉県 さいたま市 きものサロン華弓 小売業 衣料品 5%

38,246 埼玉県 さいたま市 ギャザーズ　横浜元町店 小売業 家具・調度品 5%

38,247 埼玉県 さいたま市 牛角大宮東口店 サービス 飲食業 2%

38,248 埼玉県 さいたま市 牛国屋吉野町店 サービス 飲食業 5%

38,249 埼玉県 さいたま市 牛たんや サービス 飲食業 5%

38,250 埼玉県 さいたま市 キューピッド大宮店 小売業 その他小売 5%

38,251 埼玉県 さいたま市 ぎょうざの満洲　北浦和西口店 サービス 飲食業 5%

38,252 埼玉県 さいたま市 ぎょうざの満洲　北与野駅前店 サービス 飲食業 5%

38,253 埼玉県 さいたま市 ぎょうざの満洲　東大宮東口店 サービス 飲食業 5%

38,254 埼玉県 さいたま市 ぎょうざの満洲　宮原駅前店 サービス 飲食業 5%

38,255 埼玉県 さいたま市 ぎょうざの満洲　与野西口店 サービス 飲食業 5%

38,256 埼玉県 さいたま市 京料理三門 サービス 飲食業 5%

38,257 埼玉県 さいたま市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ岩槻店 小売業 その他小売 5%

38,258 埼玉県 さいたま市 串かつ　でんがな　大宮南銀通り店 サービス 飲食業 5%

38,259 埼玉県 さいたま市 串天さいか サービス 飲食業 5%

38,260 埼玉県 さいたま市 串特急　南浦和東口店 サービス 飲食業 5%

38,261 埼玉県 さいたま市 Ｇｏｏｄ－Ｌｕｃｋ サービス 理容・美容業 5%

38,262 埼玉県 さいたま市 クランツ サービス その他サービス 5%

913



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

38,263 埼玉県 さいたま市 ＧＬＡＮＤＢＥＡＵＴＹ サービス 理容・美容業 5%

38,264 埼玉県 さいたま市 クリーニングショップひまわり サービス その他サービス 5%

38,265 埼玉県 さいたま市 クリーニングパステル２１土呂店 サービス その他サービス 5%

38,266 埼玉県 さいたま市 クリーニングパステル２１東宮原店 サービス その他サービス 5%

38,267 埼玉県 さいたま市 クリーニングパステル２１宮原４丁目店 サービス その他サービス 5%

38,268 埼玉県 さいたま市 グリーンプラネット 小売業 家具・調度品 5%

38,269 埼玉県 さいたま市 ＣＬＥＯ　浦和店 小売業 衣料品 5%

38,270 埼玉県 さいたま市 ＣＬＥＯ浦和店 小売業 衣料品 5%

38,271 埼玉県 さいたま市 ＣＬＥＯＰＬＵＳＢｏｏ－Ｂｅｅレディ－ス 小売業 衣料品 5%

38,272 埼玉県 さいたま市 ＣＬＥＯＭｅｎ’ｓ 小売業 衣料品 5%

38,273 埼玉県 さいたま市 クレドガーデン浦和店 サービス 理容・美容業 5%

38,274 埼玉県 さいたま市 紅 サービス 飲食業 5%

38,275 埼玉県 さいたま市 ケイ・ウノ　大宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,276 埼玉県 さいたま市 けやき通り動物病院 サービス その他サービス 5%

38,277 埼玉県 さいたま市 小池化学株式会社埼玉営業所２ 小売業 その他小売 5%

38,278 埼玉県 さいたま市 小池化学株式会社　埼玉事業所ＤＳ 小売業 その他小売 5%

38,279 埼玉県 さいたま市 小池化学株式会社　埼玉事業所ＤＯＫ 小売業 その他小売 5%

38,280 埼玉県 さいたま市 小池化学株式会社　埼玉事業所ＤＯＴ 小売業 その他小売 5%

38,281 埼玉県 さいたま市 小池化学株式会社　埼玉事業所ＤＫＷ 小売業 その他小売 5%

38,282 埼玉県 さいたま市 小池化学株式会社　埼玉事業所ＤＷ２ 小売業 その他小売 5%

38,283 埼玉県 さいたま市 小池化学株式会社埼玉直売１ 小売業 その他小売 5%

38,284 埼玉県 さいたま市 小池化学株式会社埼玉直売２ 小売業 その他小売 5%

38,285 埼玉県 さいたま市 幸新堂商店 小売業 衣料品 5%

38,286 埼玉県 さいたま市 ここち浦和東口店 サービス その他サービス 5%

38,287 埼玉県 さいたま市 ここち北浦和店 サービス その他サービス 5%

38,288 埼玉県 さいたま市 コジマガレージ サービス その他サービス 5%

38,289 埼玉県 さいたま市 小島レッカー　浦和営業所 サービス その他サービス 5%

38,290 埼玉県 さいたま市 小島レッカー　大宮営業所 サービス その他サービス 5%

38,291 埼玉県 さいたま市 個人齊藤タクシー サービス 運輸業 5%

38,292 埼玉県 さいたま市 個人　宍戸タクシー サービス 運輸業 5%

38,293 埼玉県 さいたま市 こばやし サービス 飲食業 5%

38,294 埼玉県 さいたま市 Ｃ・Ｏ・Ｍ　大宮店 小売業 衣料品 5%

38,295 埼玉県 さいたま市 コリアンダイニング　クオンズ サービス 飲食業 5%

38,296 埼玉県 さいたま市 コリアンダイニング　クオンズ サービス 飲食業 5%

38,297 埼玉県 さいたま市 権助 サービス 飲食業 5%

38,298 埼玉県 さいたま市 Ｃｏｍｆｏｒｔ　ｈａｉｒ　ｓｔｕ サービス 理容・美容業 5%

38,299 埼玉県 さいたま市 ザ・アンジュ 小売業 衣料品 5%

38,300 埼玉県 さいたま市 彩花 サービス 飲食業 5%

38,301 埼玉県 さいたま市 彩果の宝石　本店 小売業 食料品 5%

38,302 埼玉県 さいたま市 彩果の宝石　南浦和店 小売業 食料品 5%

38,303 埼玉県 さいたま市 彩きもの学院　大宮校 小売業 衣料品 5%

38,304 埼玉県 さいたま市 サイクルショッププラス１ 小売業 その他小売 5%
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38,305 埼玉県 さいたま市 サイクルステーション　大宮店 小売業 その他小売 5%

38,306 埼玉県 さいたま市 埼玉住宅建築協同組合 サービス その他サービス 5%

38,307 埼玉県 さいたま市 ＳＡＯＲＩ　大宮 小売業 その他小売 5%

38,308 埼玉県 さいたま市 酒蔵　力　浦和仲町店 サービス 飲食業 5%

38,309 埼玉県 さいたま市 酒蔵　力　大宮東口駅前店 サービス 飲食業 5%

38,310 埼玉県 さいたま市 酒蔵　力　西川口店 サービス その他サービス 5%

38,311 埼玉県 さいたま市 さくら　浦和店 サービス 理容・美容業 5%

38,312 埼玉県 さいたま市 桜小路 サービス 飲食業 5%

38,313 埼玉県 さいたま市 ささき動物病院 サービス その他サービス 5%

38,314 埼玉県 さいたま市 サザン浦和店 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,315 埼玉県 さいたま市 佐知川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,316 埼玉県 さいたま市 薩摩鳥助／枕崎 サービス 飲食業 5%

38,317 埼玉県 さいたま市 サードプレイスホテル サービス 宿泊業 5%

38,318 埼玉県 さいたま市 サラダ畑馬車道岩槻店１０４１ サービス 飲食業 5%

38,319 埼玉県 さいたま市 さんぽみち動物病院 サービス その他サービス 5%

38,320 埼玉県 さいたま市 サンロード大宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,321 埼玉県 さいたま市 ＪＡさいたま　大久保ぐるめ米ランド 小売業 食料品 5%

38,322 埼玉県 さいたま市 ＪＡさいたま　大宮ぐるめ米ランド 小売業 食料品 5%

38,323 埼玉県 さいたま市 ＪＡさいたま　尾間木ぐるめ米ランド 小売業 食料品 5%

38,324 埼玉県 さいたま市 ＪＡさいたま　木崎ぐるめ米ランド 小売業 食料品 5%

38,325 埼玉県 さいたま市 ＪＡさいたま　三室ぐるめ米ランド 小売業 食料品 5%

38,326 埼玉県 さいたま市 ＪＡさいたま　与野ぐるめ米ランド 小売業 食料品 5%

38,327 埼玉県 さいたま市 ＪＡ装いの祭典 小売業 その他小売 5%

38,328 埼玉県 さいたま市 ジェームス大宮東バイパス店 小売業 その他小売 2%

38,329 埼玉県 さいたま市 蕃 サービス 飲食業 5%

38,330 埼玉県 さいたま市 シゲル自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

38,331 埼玉県 さいたま市 島モータース サービス その他サービス 5%

38,332 埼玉県 さいたま市 清水酒店 小売業 食料品 5%

38,333 埼玉県 さいたま市 志村自動車 サービス その他サービス 5%

38,334 埼玉県 さいたま市 じゃんぱら　大宮店 小売業 電化製品 5%

38,335 埼玉県 さいたま市 ＪＵＭＰ 小売業 衣料品 5%

38,336 埼玉県 さいたま市 ＪＵＭＰＳＴＯＲＥ 小売業 その他小売 5%

38,337 埼玉県 さいたま市 ジュエラー・凛 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,338 埼玉県 さいたま市 手芸センタードリーム　ヤオコー岩槻西町店 小売業 その他小売 5%

38,339 埼玉県 さいたま市 ｃｈｏｕｃｈｏｕ 小売業 その他小売 5%

38,340 埼玉県 さいたま市 シュナサイクルショップ 小売業 その他小売 5%

38,341 埼玉県 さいたま市 シューピッド サービス その他サービス 5%

38,342 埼玉県 さいたま市 旬鮮すしやぶき サービス 飲食業 5%

38,343 埼玉県 さいたま市 叙々苑　大宮店 サービス 飲食業 5%

38,344 埼玉県 さいたま市 ショッピングセンター　モリヤ 小売業 その他小売 5%

38,345 埼玉県 さいたま市 株式会社シライシ埼玉中央（営） 小売業 その他小売 5%

38,346 埼玉県 さいたま市 白不二 小売業 家具・調度品 5%
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

38,347 埼玉県 さいたま市 Ｃｉｌｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

38,348 埼玉県 さいたま市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新大宮店 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,349 埼玉県 さいたま市 進学塾ＳＯＣＲＡ＆ｊｒ．浦和校 サービス その他サービス 5%

38,350 埼玉県 さいたま市 新都心どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

38,351 埼玉県 さいたま市 スーパーラジコンさいたま大宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,352 埼玉県 さいたま市 鮨ダイニング天草 サービス 飲食業 5%

38,353 埼玉県 さいたま市 鮨ダイニング　鮮助 サービス 飲食業 5%

38,354 埼玉県 さいたま市 すし処とと浜 サービス 飲食業 5%

38,355 埼玉県 さいたま市 鈴木製綿所 小売業 家具・調度品 5%

38,356 埼玉県 さいたま市 スタジオシエル岩槻店 サービス その他サービス 5%

38,357 埼玉県 さいたま市 ＳＰＡ　ＨＥＲＢＳ サービス その他サービス 5%

38,358 埼玉県 さいたま市 須原屋武蔵浦和店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,359 埼玉県 さいたま市 ＳＰＥＥＤ　ＳＨＯＰ　ｆｕｓｔ 小売業 その他小売 5%

38,360 埼玉県 さいたま市 炭火焼肉　田の十 サービス 飲食業 5%

38,361 埼玉県 さいたま市 炭火焼肉　京雅 サービス 飲食業 5%

38,362 埼玉県 さいたま市 清香園 小売業 家具・調度品 5%

38,363 埼玉県 さいたま市 清香園大宮そごう店 小売業 家具・調度品 5%

38,364 埼玉県 さいたま市 整体ルーム　みころ サービス その他サービス 5%

38,365 埼玉県 さいたま市 誠美堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,366 埼玉県 さいたま市 誠美堂　岩槻店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,367 埼玉県 さいたま市 誠美堂大宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,368 埼玉県 さいたま市 誠美堂　北浦和店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,369 埼玉県 さいたま市 成文堂　南浦和店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,370 埼玉県 さいたま市 西洋ダイニング　コット サービス 飲食業 5%

38,371 埼玉県 さいたま市 セオサイクル 小売業 その他小売 5%

38,372 埼玉県 さいたま市 セオサイクル浦和三室店 小売業 その他小売 5%

38,373 埼玉県 さいたま市 セオサイクル　北浦和店 小売業 その他小売 5%

38,374 埼玉県 さいたま市 セオサイクル　東浦和駅前店 小売業 その他小売 5%

38,375 埼玉県 さいたま市 セオサイクル浦和東口店 小売業 その他小売 5%

38,376 埼玉県 さいたま市 セオサイクル大宮東町店 小売業 その他小売 5%

38,377 埼玉県 さいたま市 セオサイクル大宮宮町店 小売業 その他小売 5%

38,378 埼玉県 さいたま市 ＪＭ／セオサイクル東浦和店 小売業 その他小売 5%

38,379 埼玉県 さいたま市 セルフ＆カーケア浦和大門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,380 埼玉県 さいたま市 セルフ城北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,381 埼玉県 さいたま市 Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ友里香 小売業 衣料品 5%

38,382 埼玉県 さいたま市 浅間町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,383 埼玉県 さいたま市 Ｓｏｂａ－ｙａ　榛名 サービス 飲食業 5%

38,384 埼玉県 さいたま市 宙～そら～ サービス その他サービス 5%

38,385 埼玉県 さいたま市 Ｓｏｎｒｉｓａ　Ｂｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

38,386 埼玉県 さいたま市 ＤｉＣＥ大宮店 サービス その他サービス 5%

38,387 埼玉県 さいたま市 太田窪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,388 埼玉県 さいたま市 大東　さいたま店 小売業 その他小売 5%
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38,389 埼玉県 さいたま市 タイヤサービス大井川 小売業 その他小売 5%

38,390 埼玉県 さいたま市 太陽商会 小売業 その他小売 5%

38,391 埼玉県 さいたま市 ダイワサイクル　武蔵浦和店 小売業 その他小売 5%

38,392 埼玉県 さいたま市 たかはな電気 小売業 電化製品 5%

38,393 埼玉県 さいたま市 ダクタリ動物病院　大宮病院 サービス その他サービス 5%

38,394 埼玉県 さいたま市 田口時計店 小売業 その他小売 5%

38,395 埼玉県 さいたま市 宅配クリーニング２４ｈ サービス その他サービス 5%

38,396 埼玉県 さいたま市 武内どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

38,397 埼玉県 さいたま市 ダーツハイブ大宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,398 埼玉県 さいたま市 田中屋呉服店 小売業 衣料品 5%

38,399 埼玉県 さいたま市 タニタフィッツミーホームズさいたま中央店 サービス その他サービス 5%

38,400 埼玉県 さいたま市 ＴＡＢＡＳＡ　浦和店 小売業 衣料品 5%

38,401 埼玉県 さいたま市 ＴＵＲＦ 小売業 衣料品 5%

38,402 埼玉県 さいたま市 ＤＡＮＳＬ’ＡＶＥＮＩＲ サービス 理容・美容業 5%

38,403 埼玉県 さいたま市 チャリコ西浦和店 小売業 その他小売 5%

38,404 埼玉県 さいたま市 直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,405 埼玉県 さいたま市 月の庵大宮店 サービス 飲食業 5%

38,406 埼玉県 さいたま市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　大宮店 サービス 理容・美容業 5%

38,407 埼玉県 さいたま市 ＤＡＨ－ＭＳＰ浦和パルコ店 サービス 理容・美容業 5%

38,408 埼玉県 さいたま市 ＤｙｏｌｌＴＨＥＭＯＤＥ サービス 理容・美容業 5%

38,409 埼玉県 さいたま市 ＴＩＫＡＬ サービス 飲食業 5%

38,410 埼玉県 さいたま市 ディスカウントショップ　ゆづき商店 小売業 その他小売 5%

38,411 埼玉県 さいたま市 ディスカウントショップ　ゆづき商店 小売業 その他小売 5%

38,412 埼玉県 さいたま市 ディスクユニオン　大宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,413 埼玉県 さいたま市 ＴＩＮＡＬＯＵＮＧＥ サービス 飲食業 5%

38,414 埼玉県 さいたま市 テックネット 小売業 その他小売 5%

38,415 埼玉県 さいたま市 Ｔｅｒａｓｕ　Ｍｅｇａｎｅ 小売業 その他小売 5%

38,416 埼玉県 さいたま市 傳／バードランド サービス 飲食業 5%

38,417 埼玉県 さいたま市 でんきち 小売業 電化製品 5%

38,418 埼玉県 さいたま市 でんきち　さいたま中央店 小売業 電化製品 5%

38,419 埼玉県 さいたま市 でんきち　東大宮店 小売業 電化製品 5%

38,420 埼玉県 さいたま市 ［ＨＣ］でんきランド東浦和 小売業 電化製品 5%

38,421 埼玉県 さいたま市 天国　岩槻店 サービス 飲食業 5%

38,422 埼玉県 さいたま市 東海繊維　浦和店 小売業 衣料品 5%

38,423 埼玉県 さいたま市 ＤＵＣＡＴＩ　ＳＡＩＴＡＭＡ 小売業 その他小売 5%

38,424 埼玉県 さいたま市 東京レッカーさいたま支店 サービス その他サービス 5%

38,425 埼玉県 さいたま市 東玉 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,426 埼玉県 さいたま市 東玉　岩槻第七店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,427 埼玉県 さいたま市 東玉　岩槻第六店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,428 埼玉県 さいたま市 東玉　浦和店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,429 埼玉県 さいたま市 東玉　総本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,430 埼玉県 さいたま市 東玉人形工房　人形売場 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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38,431 埼玉県 さいたま市 東洋モーター サービス その他サービス 5%

38,432 埼玉県 さいたま市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大宮北店 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,433 埼玉県 さいたま市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ県南卸団地店 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,434 埼玉県 さいたま市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフサムシング店 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,435 埼玉県 さいたま市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ見沼インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,436 埼玉県 さいたま市 時計宝石サロンフジタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,437 埼玉県 さいたま市 ｔｏｃｃｏｒｒｉ 小売業 家具・調度品 5%

38,438 埼玉県 さいたま市 ＴＯＤＤＹＳ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

38,439 埼玉県 さいたま市 轟自動車 サービス その他サービス 5%

38,440 埼玉県 さいたま市 戸山　小池 小売業 その他小売 5%

38,441 埼玉県 さいたま市 トヨタカローラ埼玉岩槻城町店 小売業 その他小売 5%

38,442 埼玉県 さいたま市 トヨタカローラ埼玉浦和美園店 小売業 その他小売 5%

38,443 埼玉県 さいたま市 トヨタカローラ埼玉大宮天沼店 小売業 その他小売 5%

38,444 埼玉県 さいたま市 トヨタカローラ埼玉桜スクエア 小売業 その他小売 5%

38,445 埼玉県 さいたま市 トヨタカローラ埼玉南浦和店 小売業 その他小売 5%

38,446 埼玉県 さいたま市 トヨタカローラ埼玉与野店 小売業 その他小売 5%

38,447 埼玉県 さいたま市 ドライバーズピット サービス その他サービス 5%

38,448 埼玉県 さいたま市 トラックショップジェット浦和店 小売業 その他小売 5%

38,449 埼玉県 さいたま市 とらのあな　大宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,450 埼玉県 さいたま市 鶏匠比内や　宮町店 サービス 飲食業 5%

38,451 埼玉県 さいたま市 ドルフィン・アニマル・ホスピタル サービス その他サービス 5%

38,452 埼玉県 さいたま市 ドルフィンＡＨ浦和美園動物医療センター サービス その他サービス 5%

38,453 埼玉県 さいたま市 トレインショップ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,454 埼玉県 さいたま市 トレバリーズ　オーシャン　トレバリーズ　オーシャン サービス その他サービス 5%

38,455 埼玉県 さいたま市 とんかつ熊さん大宮店 サービス 飲食業 5%

38,456 埼玉県 さいたま市 直井動物病院 サービス その他サービス 5%

38,457 埼玉県 さいたま市 なかざわ管楽器修理工房 小売業 その他小売 5%

38,458 埼玉県 さいたま市 ナカムラオート 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,459 埼玉県 さいたま市 なつ・あにまるクリエイト サービス その他サービス 5%

38,460 埼玉県 さいたま市 七里動物病院 サービス その他サービス 5%

38,461 埼玉県 さいたま市 肉の万世　岩槻インター店 サービス 飲食業 5%

38,462 埼玉県 さいたま市 肉の万世　北浦和店 サービス 飲食業 5%

38,463 埼玉県 さいたま市 ｎｉｃｏ． サービス 理容・美容業 5%

38,464 埼玉県 さいたま市 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

38,465 埼玉県 さいたま市 日個連　瀬戸タクシー サービス 運輸業 5%

38,466 埼玉県 さいたま市 日個連　相馬タクシー サービス 運輸業 5%

38,467 埼玉県 さいたま市 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

38,468 埼玉県 さいたま市 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

38,469 埼玉県 さいたま市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・チャイム 小売業 衣料品 5%

38,470 埼玉県 さいたま市 ニッセンシェイプファンデサロンドエル 小売業 衣料品 5%

38,471 埼玉県 さいたま市 ニッセンシェイプファンデ　美てぃーら 小売業 衣料品 5%

38,472 埼玉県 さいたま市 ニトロ サービス 理容・美容業 5%
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38,473 埼玉県 さいたま市 ニュー岩槻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,474 埼玉県 さいたま市 にれい動物病院 サービス その他サービス 5%

38,475 埼玉県 さいたま市 人形の永徳 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,476 埼玉県 さいたま市 人形の佳月本店 小売業 その他小売 5%

38,477 埼玉県 さいたま市 人形の佳月駅前店 小売業 その他小売 5%

38,478 埼玉県 さいたま市 人形の正栄曽根人形 小売業 その他小売 5%

38,479 埼玉県 さいたま市 人形の東玉　加倉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,480 埼玉県 さいたま市 ネクストライブ サービス その他サービス 5%

38,481 埼玉県 さいたま市 ノイエカ－サ 小売業 家具・調度品 5%

38,482 埼玉県 さいたま市 パーソナルダイエット・ＪＵＮ サービス その他サービス 5%

38,483 埼玉県 さいたま市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフハートランド０９大宮店 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,484 埼玉県 さいたま市 バイクスタジオ 小売業 その他小売 5%

38,485 埼玉県 さいたま市 バイシクルセオ　大宮店 小売業 その他小売 5%

38,486 埼玉県 さいたま市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　南浦和店 サービス その他サービス 5%

38,487 埼玉県 さいたま市 ＨＡＲＶＥＳＴ サービス 理容・美容業 5%

38,488 埼玉県 さいたま市 萩原工業 サービス その他サービス 5%

38,489 埼玉県 さいたま市 パシフィカ・ダイビングセンター サービス その他サービス 5%

38,490 埼玉県 さいたま市 長谷川商店 サービス その他サービス 5%

38,491 埼玉県 さいたま市 バックの店　油屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,492 埼玉県 さいたま市 花忠 小売業 その他小売 5%

38,493 埼玉県 さいたま市 はな穂 サービス 飲食業 5%

38,494 埼玉県 さいたま市 花見菓子舗 小売業 食料品 5%

38,495 埼玉県 さいたま市 馬場寝具店 小売業 家具・調度品 5%

38,496 埼玉県 さいたま市 バーボルシェ サービス 飲食業 5%

38,497 埼玉県 さいたま市 林時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,498 埼玉県 さいたま市 はりきゅう治療院伍行庵 サービス その他サービス 5%

38,499 埼玉県 さいたま市 バルバリ大宮店 小売業 衣料品 5%

38,500 埼玉県 さいたま市 パルミラ 小売業 衣料品 5%

38,501 埼玉県 さいたま市 ハワイアンハウスクラブシード 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,502 埼玉県 さいたま市 パワーツールショップＲＥＮ 小売業 家具・調度品 5%

38,503 埼玉県 さいたま市 はんこショップ大宮店 小売業 その他小売 5%

38,504 埼玉県 さいたま市 はんこ家一番　大宮店 小売業 その他小売 5%

38,505 埼玉県 さいたま市 バンダイ本店 サービス その他サービス 5%

38,506 埼玉県 さいたま市 Ｂｅ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

38,507 埼玉県 さいたま市 ｈｅａｒｊａｐａｎ サービス その他サービス 5%

38,508 埼玉県 さいたま市 東岩槻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,509 埼玉県 さいたま市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東岩槻店 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,510 埼玉県 さいたま市 東浦和　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,511 埼玉県 さいたま市 東大宮　ギャラリーアイ 小売業 衣料品 5%

38,512 埼玉県 さいたま市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東大宮店 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,513 埼玉県 さいたま市 東大宮どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

38,514 埼玉県 さいたま市 東大宮メディカルセンター病院売店 小売業 その他小売 5%
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38,515 埼玉県 さいたま市 氷川の杜動物病院 サービス その他サービス 5%

38,516 埼玉県 さいたま市 ピザ工房馬車道　西浦和店　１０６２ サービス 飲食業 5%

38,517 埼玉県 さいたま市 ビストロ　プライム サービス 飲食業 5%

38,518 埼玉県 さいたま市 Ｂｅａｃｈ サービス 理容・美容業 5%

38,519 埼玉県 さいたま市 Ｂｅａｃｈ浦和店 サービス 理容・美容業 5%

38,520 埼玉県 さいたま市 Ｂｅａｃｈ　大宮店 サービス 理容・美容業 5%

38,521 埼玉県 さいたま市 Ｂｅａｃｈステラタウン前店 サービス 理容・美容業 5%

38,522 埼玉県 さいたま市 Ｂｅａｃｈ土呂 サービス 理容・美容業 5%

38,523 埼玉県 さいたま市 びっくりキング　岩槻店 小売業 衣料品 5%

38,524 埼玉県 さいたま市 ピッツェリア馬車道さいたま桜木店１１８３ サービス 飲食業 5%

38,525 埼玉県 さいたま市 ピッツェリア馬車道さいたま芝原店１１６０ サービス 飲食業 5%

38,526 埼玉県 さいたま市 ピットロード　岩槻工場 サービス その他サービス 5%

38,527 埼玉県 さいたま市 美髪 サービス 理容・美容業 5%

38,528 埼玉県 さいたま市 ＰＩＷ　北浦和店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,529 埼玉県 さいたま市 ビューティーサロン銀座 サービス 理容・美容業 5%

38,530 埼玉県 さいたま市 ビューレックスパルコ サービス 理容・美容業 5%

38,531 埼玉県 さいたま市 美容室エクリュ北浦和店 サービス 理容・美容業 5%

38,532 埼玉県 さいたま市 美容室ピュアティ サービス 理容・美容業 5%

38,533 埼玉県 さいたま市 美容室ロンドコレクション サービス 理容・美容業 5%

38,534 埼玉県 さいたま市 Ｂｏｏ－Ｂｅｅ 小売業 衣料品 5%

38,535 埼玉県 さいたま市 ファミリーファッションさわだや　ファミリーファッションさわだや　櫛引店 小売業 衣料品 5%

38,536 埼玉県 さいたま市 ＦＩＯＲＥＮＴＥ東川口 サービス 理容・美容業 5%

38,537 埼玉県 さいたま市 フィンラガン サービス 飲食業 5%

38,538 埼玉県 さいたま市 Ｆｅｌｉｃｅ東川口 サービス 理容・美容業 5%

38,539 埼玉県 さいたま市 フォトスタジオプリンセス大宮店 サービス その他サービス 5%

38,540 埼玉県 さいたま市 フォーナインズ大宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,541 埼玉県 さいたま市 福田商店 サービス その他サービス 5%

38,542 埼玉県 さいたま市 武州養蜂園　浦和店 小売業 食料品 5%

38,543 埼玉県 さいたま市 武州養蜂園　桜木店 小売業 食料品 5%

38,544 埼玉県 さいたま市 ふたば サービス 飲食業 5%

38,545 埼玉県 さいたま市 フタバ　サッカーワールド 小売業 その他小売 5%

38,546 埼玉県 さいたま市 プチイイダ　東岩槻店 小売業 衣料品 5%

38,547 埼玉県 さいたま市 プラスブービー 小売業 衣料品 5%

38,548 埼玉県 さいたま市 ＰＬＵＳＢｏｏ－ＢｅｅＬａｄｙ’ｓ 小売業 衣料品 5%

38,549 埼玉県 さいたま市 ＰＬｕｓＢｏｏ－ＢｅｅＬａｄｙｓ浦和店 小売業 衣料品 5%

38,550 埼玉県 さいたま市 ブラッキー　大宮西口店 サービス 理容・美容業 5%

38,551 埼玉県 さいたま市 ブラッキーＰｅｒｓｏｎａｌ　大宮店 サービス 理容・美容業 5%

38,552 埼玉県 さいたま市 フランス料理ビストロやま サービス 飲食業 5%

38,553 埼玉県 さいたま市 ぷりずむ館浦和 サービス その他サービス 5%

38,554 埼玉県 さいたま市 ＦＵＲＩＳＯＤＥ　ＣＯＣＯ東大宮ハレノ店 サービス その他サービス 5%

38,555 埼玉県 さいたま市 ふるさと料理　中清 サービス 飲食業 5%

38,556 埼玉県 さいたま市 ぷるすあるは 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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38,557 埼玉県 さいたま市 フレンチバル　セゾニエ サービス 飲食業 5%

38,558 埼玉県 さいたま市 ブロッサム　浦和店 サービス 理容・美容業 5%

38,559 埼玉県 さいたま市 ブロッサム　北浦和店 サービス 理容・美容業 5%

38,560 埼玉県 さいたま市 ブロッサム大宮西口店 サービス 理容・美容業 5%

38,561 埼玉県 さいたま市 ブロッサム与野店 サービス 理容・美容業 5%

38,562 埼玉県 さいたま市 Ｐｒｏｄｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

38,563 埼玉県 さいたま市 ヘアーギャラリーサラ サービス 理容・美容業 5%

38,564 埼玉県 さいたま市 ｈａｉｒｓａｌｏｎｆａｌｃｏｎ サービス 理容・美容業 5%

38,565 埼玉県 さいたま市 Ｈａｉｒａｒｔｅｍａｎｉ サービス 理容・美容業 5%

38,566 埼玉県 さいたま市 ｈａｉｒ　ｖｉｌｌａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

38,567 埼玉県 さいたま市 ｈａｉｒ　ａｉｍ サービス 理容・美容業 5%

38,568 埼玉県 さいたま市 ＨＡＩＲＣＬＵＢ サービス 理容・美容業 5%

38,569 埼玉県 さいたま市 ヘアーコレクション　アンテナ サービス 理容・美容業 5%

38,570 埼玉県 さいたま市 ＨａｉｒＳａｌｏｎＣａｎｔｒａ サービス 理容・美容業 5%

38,571 埼玉県 さいたま市 ＨａｉｒＳａｌｏｎＣａｍｂｉｏ サービス 理容・美容業 5%

38,572 埼玉県 さいたま市 ヘアサロンクロス サービス 理容・美容業 5%

38,573 埼玉県 さいたま市 ｈａｉｒ・ｓｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

38,574 埼玉県 さいたま市 ＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮＳＰＡＣＥＭＡＧＩＣ サービス 理容・美容業 5%

38,575 埼玉県 さいたま市 ｈａｉｒｄｒｅｓｓｉｎｇｇｌａｍ サービス 理容・美容業 5%

38,576 埼玉県 さいたま市 ヘアーメイク　ブルーム サービス 理容・美容業 5%

38,577 埼玉県 さいたま市 ＨａｉｒＲｏｏｍ　ｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

38,578 埼玉県 さいたま市 ベストメガネコンタクトファーストタワー店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,579 埼玉県 さいたま市 ベストメガネコンタクト大宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,580 埼玉県 さいたま市 ベストメガネコンタクト武蔵浦和駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,581 埼玉県 さいたま市 別所自動車 サービス その他サービス 5%

38,582 埼玉県 さいたま市 ＰＥＴ　ＤＩＮＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

38,583 埼玉県 さいたま市 Ｐｅｔ　Ｌｉｆｅ　Ｉｃｈｉｍｏ　与野 サービス その他サービス 5%

38,584 埼玉県 さいたま市 ぺぺロネさいたま芸術劇場店 サービス 飲食業 5%

38,585 埼玉県 さいたま市 ベローチェ浦和さくら草通り店 サービス 飲食業 5%

38,586 埼玉県 さいたま市 ベローチェ浦和市民文化センター店 サービス 飲食業 5%

38,587 埼玉県 さいたま市 ベローチェ大宮大門町店 サービス 飲食業 5%

38,588 埼玉県 さいたま市 ベローチェ大宮店 サービス 飲食業 5%

38,589 埼玉県 さいたま市 ぺんぎん堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,590 埼玉県 さいたま市 訪問ペットセレモニ－虹の橋 サービス その他サービス 5%

38,591 埼玉県 さいたま市 ボーノ・ボーノ サービス 飲食業 5%

38,592 埼玉県 さいたま市 ぽちプラザ　岩槻店 小売業 その他小売 5%

38,593 埼玉県 さいたま市 ボディーサービスモリタ サービス その他サービス 5%

38,594 埼玉県 さいたま市 ボディブラボー サービス その他サービス 5%

38,595 埼玉県 さいたま市 ホテル　メイン サービス 宿泊業 5%

38,596 埼玉県 さいたま市 ホテルニュー埼玉 サービス 宿泊業 5%

38,597 埼玉県 さいたま市 ホテルラパンセ サービス 宿泊業 5%

38,598 埼玉県 さいたま市 ボナスパジオ浦和店 小売業 衣料品 5%

921



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

38,599 埼玉県 さいたま市 ボナスパジオ大宮店 小売業 衣料品 5%

38,600 埼玉県 さいたま市 ホビーショップタムタム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,601 埼玉県 さいたま市 ホビーステーション大宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,602 埼玉県 さいたま市 Ｂｏｒａｂｏｒａ大宮 サービス 飲食業 5%

38,603 埼玉県 さいたま市 ホワイト急便東町店 サービス その他サービス 5%

38,604 埼玉県 さいたま市 ホワイト急便大宮公園駅前店 サービス その他サービス 5%

38,605 埼玉県 さいたま市 ホワイト急便大宮工場前店 サービス その他サービス 5%

38,606 埼玉県 さいたま市 ホワイト急便大和田１丁目店 サービス その他サービス 5%

38,607 埼玉県 さいたま市 ホワイト急便開成高校前店 サービス その他サービス 5%

38,608 埼玉県 さいたま市 ホワイト急便さいたま新都心東口店 サービス その他サービス 5%

38,609 埼玉県 さいたま市 ホワイト急便指扇北口店 サービス その他サービス 5%

38,610 埼玉県 さいたま市 ホワイト急便島町店 サービス その他サービス 5%

38,611 埼玉県 さいたま市 ホワイト急便大門一ノ宮通り店 サービス その他サービス 5%

38,612 埼玉県 さいたま市 ホワイト急便土呂店 サービス その他サービス 5%

38,613 埼玉県 さいたま市 ホワイト急便七里店 サービス その他サービス 5%

38,614 埼玉県 さいたま市 ホワイト急便東大宮駅前通り店 サービス その他サービス 5%

38,615 埼玉県 さいたま市 ホワイト急便東宮下工場店 サービス その他サービス 5%

38,616 埼玉県 さいたま市 ホワイト急便風渡野店 サービス その他サービス 5%

38,617 埼玉県 さいたま市 ホワイト急便南中野店 サービス その他サービス 5%

38,618 埼玉県 さいたま市 マードレ サービス 飲食業 5%

38,619 埼玉県 さいたま市 ｍｙＳＴＡＲ サービス 飲食業 5%

38,620 埼玉県 さいたま市 マインスポーツ 小売業 その他小売 5%

38,621 埼玉県 さいたま市 マクドナルドイオン大宮店 サービス 飲食業 2%

38,622 埼玉県 さいたま市 マクドナルドイオン大宮西店 サービス 飲食業 2%

38,623 埼玉県 さいたま市 マクドナルド浦和太田窪店 サービス 飲食業 2%

38,624 埼玉県 さいたま市 マクドナルド浦和仲町店 サービス 飲食業 2%

38,625 埼玉県 さいたま市 マクドナルド浦和曲本店 サービス 飲食業 2%

38,626 埼玉県 さいたま市 マクドナルド大宮大和田店 サービス 飲食業 2%

38,627 埼玉県 さいたま市 マクドナルド大宮カインズホーム店 サービス 飲食業 2%

38,628 埼玉県 さいたま市 マクドナルド大宮ソニックシティ前店 サービス 飲食業 2%

38,629 埼玉県 さいたま市 マクドナルド大宮バイパス三橋店 サービス 飲食業 2%

38,630 埼玉県 さいたま市 マクドナルド大宮バイパス宮原店 サービス 飲食業 2%

38,631 埼玉県 さいたま市 マクドナルド大宮バイパス与野店 サービス 飲食業 2%

38,632 埼玉県 さいたま市 マクドナルド大宮本郷店 サービス 飲食業 2%

38,633 埼玉県 さいたま市 マクドナルド大宮宮原イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

38,634 埼玉県 さいたま市 マクドナルド北浦和店 サービス 飲食業 2%

38,635 埼玉県 さいたま市 マクドナルド埼大通り店 サービス 飲食業 2%

38,636 埼玉県 さいたま市 マクドナルド１６号岩槻店 サービス 飲食業 2%

38,637 埼玉県 さいたま市 マクドナルド１６号指扇店 サービス 飲食業 2%

38,638 埼玉県 さいたま市 マクドナルド１６号深作店 サービス 飲食業 2%

38,639 埼玉県 さいたま市 マクドナルドニューシャトル大宮店 サービス 飲食業 2%

38,640 埼玉県 さいたま市 マクドナルド東浦和駅前店 サービス 飲食業 2%
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38,641 埼玉県 さいたま市 マクドナルド南与野マルエツ店 サービス 飲食業 2%

38,642 埼玉県 さいたま市 マクドナルド武蔵浦和店 サービス 飲食業 2%

38,643 埼玉県 さいたま市 マサトパリＥＸ大宮店 サービス 理容・美容業 5%

38,644 埼玉県 さいたま市 マスターピース浦和美園店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,645 埼玉県 さいたま市 増永オートサービス サービス その他サービス 5%

38,646 埼玉県 さいたま市 満寿家 サービス 飲食業 5%

38,647 埼玉県 さいたま市 マスヤ　コルソ店 小売業 衣料品 5%

38,648 埼玉県 さいたま市 町谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,649 埼玉県 さいたま市 Ｍａｒｉａｇｅポルトヌール サービス その他サービス 5%

38,650 埼玉県 さいたま市 まる基 サービス 飲食業 5%

38,651 埼玉県 さいたま市 マロウドイン大宮 サービス 宿泊業 5%

38,652 埼玉県 さいたま市 万世　焼肉問屋　岩槻平林寺店 サービス 飲食業 5%

38,653 埼玉県 さいたま市 ＭＩＣＨＥＬＬＥ サービス 飲食業 5%

38,654 埼玉県 さいたま市 瑞テクノ株式会社さいたま営業所 小売業 電化製品 5%

38,655 埼玉県 さいたま市 港 サービス 飲食業 5%

38,656 埼玉県 さいたま市 南浦和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,657 埼玉県 さいたま市 南浦和西口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,658 埼玉県 さいたま市 南元宿店 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,659 埼玉県 さいたま市 ミノール サービス その他サービス 5%

38,660 埼玉県 さいたま市 ＪＭ／ミフガレージ 小売業 その他小売 5%

38,661 埼玉県 さいたま市 三室グリーンゴルフ サービス その他サービス 5%

38,662 埼玉県 さいたま市 ミヤイボデー浦和 サービス その他サービス 5%

38,663 埼玉県 さいたま市 味楽苑 サービス 飲食業 5%

38,664 埼玉県 さいたま市 みんなの動物病院 サービス その他サービス 5%

38,665 埼玉県 さいたま市 むぎとオリーブさいたま新都心店 サービス 飲食業 5%

38,666 埼玉県 さいたま市 むさし浦和酒場　さくら サービス 飲食業 5%

38,667 埼玉県 さいたま市 メガネサロンルック　浦和店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,668 埼玉県 さいたま市 メガネサロンルック　ライフ指扇店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,669 埼玉県 さいたま市 メガネのコバヤシ 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,670 埼玉県 さいたま市 めがねのノン　岩槻店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,671 埼玉県 さいたま市 めがねのノン　美園店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,672 埼玉県 さいたま市 メガネのワコー 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,673 埼玉県 さいたま市 メガネのワコー南浦和店 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,674 埼玉県 さいたま市 メル友　岩槻店 小売業 電化製品 5%

38,675 埼玉県 さいたま市 メル友　北浦和店 小売業 電化製品 5%

38,676 埼玉県 さいたま市 メル友　南浦和店 小売業 電化製品 5%

38,677 埼玉県 さいたま市 メンズ脱毛ＭＡＸ大宮店 サービス 理容・美容業 5%

38,678 埼玉県 さいたま市 モイスティーヌ　大宮サロン 小売業 その他小売 5%

38,679 埼玉県 さいたま市 モードワカミヤ 小売業 衣料品 5%

38,680 埼玉県 さいたま市 モードワカミヤ 小売業 衣料品 5%

38,681 埼玉県 さいたま市 モダンビジョン有限会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

38,682 埼玉県 さいたま市 モニシャン浦和東口店 小売業 衣料品 5%
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38,683 埼玉県 さいたま市 大宮片柳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,684 埼玉県 さいたま市 夜間動物病院さいたま大宮 サービス その他サービス 5%

38,685 埼玉県 さいたま市 やきとりや サービス 飲食業 5%

38,686 埼玉県 さいたま市 焼肉　炭火亭　東中野店 サービス 飲食業 5%

38,687 埼玉県 さいたま市 焼肉　炭火亭　元町店 サービス 飲食業 5%

38,688 埼玉県 さいたま市 焼肉　炭火亭　元町店 サービス 飲食業 5%

38,689 埼玉県 さいたま市 焼肉屋くいどん浦和南店 サービス 飲食業 5%

38,690 埼玉県 さいたま市 大和刀剣 小売業 その他小売 5%

38,691 埼玉県 さいたま市 やまなか動物病院 サービス その他サービス 5%

38,692 埼玉県 さいたま市 ヤングショップダイマル 小売業 衣料品 5%

38,693 埼玉県 さいたま市 結城チロロ動物病院 サービス その他サービス 5%

38,694 埼玉県 さいたま市 有限会社　達美工業　バイクガレージ達輪 小売業 その他小売 5%

38,695 埼玉県 さいたま市 ［ＨＣ］有限会社あらかわ電気 小売業 電化製品 5%

38,696 埼玉県 さいたま市 有限会社川上薬店 小売業 その他小売 5%

38,697 埼玉県 さいたま市 有限会社ショップタカツジ 小売業 その他小売 5%

38,698 埼玉県 さいたま市 有限会社スギタ電気商会 小売業 電化製品 5%

38,699 埼玉県 さいたま市 ｙｕｋｉｎｏｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

38,700 埼玉県 さいたま市 ユニックス　ＡＰＥＸ　ＴＯＷＥＲ　浦和店 サービス 理容・美容業 5%

38,701 埼玉県 さいたま市 ＵＮＩＸ　大宮アルシェ店 サービス 理容・美容業 5%

38,702 埼玉県 さいたま市 ユニックス　ディーズ　浦和店 サービス 理容・美容業 5%

38,703 埼玉県 さいたま市 ヨコヤマユニホーム 小売業 衣料品 5%

38,704 埼玉県 さいたま市 吉野町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,705 埼玉県 さいたま市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ与野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,706 埼玉県 さいたま市 与野南ＳＳ　岩崎石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,707 埼玉県 さいたま市 与野八幡通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,708 埼玉県 さいたま市 ライラ　アリーナ店 サービス その他サービス 5%

38,709 埼玉県 さいたま市 らかんスタジオ　東大宮ハレノテラス店 サービス その他サービス 5%

38,710 埼玉県 さいたま市 らくらく堂　日進整体院 サービス その他サービス 5%

38,711 埼玉県 さいたま市 ラケットショップキャビン大宮店 小売業 その他小売 5%

38,712 埼玉県 さいたま市 らしんばん　大宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,713 埼玉県 さいたま市 ラドン健康館すずらん サービス 理容・美容業 5%

38,714 埼玉県 さいたま市 ラブリー２１ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,715 埼玉県 さいたま市 力の蔵 サービス 飲食業 5%

38,716 埼玉県 さいたま市 力の蔵　大宮西口駅前店 サービス 飲食業 5%

38,717 埼玉県 さいたま市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　Ｂａｋｕ建築工房 サービス その他サービス 2%

38,718 埼玉県 さいたま市 リサイクルブティック　ココロ 小売業 衣料品 5%

38,719 埼玉県 さいたま市 リフレッシュセンターリラックス浦和店 サービス その他サービス 5%

38,720 埼玉県 さいたま市 Ｒｅｍｉｘ　大宮店 小売業 衣料品 5%

38,721 埼玉県 さいたま市 理容ダンディ サービス 理容・美容業 5%

38,722 埼玉県 さいたま市 旅館いけだ サービス 宿泊業 5%

38,723 埼玉県 さいたま市 ルート１２２岩槻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,724 埼玉県 さいたま市 ルート１６深作ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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38,725 埼玉県 さいたま市 艶肌エステルーム彩肌 サービス 理容・美容業 5%

38,726 埼玉県 さいたま市 ＲＵＬＩ サービス 理容・美容業 5%

38,727 埼玉県 さいたま市 ＬＥＳＧＡＲＣＯＮＳ サービス 理容・美容業 5%

38,728 埼玉県 さいたま市 レ・スリジェ サービス 飲食業 5%

38,729 埼玉県 さいたま市 レッドプライスワン大和田駅前店 小売業 食料品 5%

38,730 埼玉県 さいたま市 レッドプライスワン七里駅前店 小売業 食料品 5%

38,731 埼玉県 さいたま市 Ｒｏｙ’ｓ サービス 飲食業 5%

38,732 埼玉県 さいたま市 ロルフィングルーム　ＷＡＮＩＮＡＲＵ サービス その他サービス 5%

38,733 埼玉県 さいたま市 ワイ．アンド．エヌ 小売業 衣料品 5%

38,734 埼玉県 さいたま市 Ｙ．ＫＰＩＡＮＯＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 その他小売 5%

38,735 埼玉県 さいたま市 ワカミヤ 小売業 衣料品 5%

38,736 埼玉県 さいたま市 和牛名匠　牛国屋 サービス 飲食業 5%

38,737 埼玉県 さいたま市 和ごころ動物病院 サービス その他サービス 5%

38,738 埼玉県 さいたま市 和皿三笑 サービス 飲食業 5%

38,739 埼玉県 さいたま市 渡辺巧芸 小売業 その他小売 5%

38,740 埼玉県 さいたま市 わたなべ動物病院 サービス その他サービス 5%

38,741 埼玉県 さいたま市 ＳａｆｅＢｅａｕ サービス 理容・美容業 5%

38,742 埼玉県 さいたま市 ワンステップ大宮店 サービス 理容・美容業 5%

38,743 埼玉県 さいたま市岩槻区 赤ちゃんワールドプロジェクト 小売業 その他小売 5%

38,744 埼玉県 さいたま市岩槻区 アトリエビザビ 小売業 衣料品 5%

38,745 埼玉県 さいたま市岩槻区 伊太利家 Ｐｉｚｚｅｒｉａ サービス 飲食業 5%

38,746 埼玉県 さいたま市岩槻区 出光上野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,747 埼玉県 さいたま市岩槻区 出光平林寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

38,748 埼玉県 さいたま市岩槻区 セブン－イレブン岩槻江川店 小売業 食料品 2%

38,749 埼玉県 さいたま市岩槻区 セブン－イレブン岩槻駅東口店 小売業 食料品 2%

38,750 埼玉県 さいたま市岩槻区 セブン－イレブン岩槻鹿室店 小売業 食料品 2%

38,751 埼玉県 さいたま市岩槻区 岩槻酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

38,752 埼玉県 さいたま市岩槻区 セブン－イレブン岩槻慈恩寺店 小売業 食料品 2%

38,753 埼玉県 さいたま市岩槻区 セブン－イレブン岩槻西原台１丁目店 小売業 食料品 2%

38,754 埼玉県 さいたま市岩槻区 セブン－イレブン岩槻府内１丁目店 小売業 食料品 2%

38,755 埼玉県 さいたま市岩槻区 セブン－イレブン岩槻本町店 小売業 食料品 2%

38,756 埼玉県 さいたま市岩槻区 セブン－イレブン岩槻本丸店 小売業 食料品 2%

38,757 埼玉県 さいたま市岩槻区 Ｓ－ＬＩＮＫスタ－岩槻東店 小売業 電化製品 5%

38,758 埼玉県 さいたま市岩槻区 Ｓ－ＬＩＮＫスタ－本店 小売業 電化製品 5%

38,759 埼玉県 さいたま市岩槻区 おうちのこうじドットコム サービス その他サービス 5%

38,760 埼玉県 さいたま市岩槻区 大塚塗装 サービス その他サービス 5%

38,761 埼玉県 さいたま市岩槻区 オートアニバーサリー　オートアニバーサリー 小売業 その他小売 5%

38,762 埼玉県 さいたま市岩槻区 おくゆき サービス 飲食業 5%

38,763 埼玉県 さいたま市岩槻区 御料理　福楽 サービス 飲食業 5%

38,764 埼玉県 さいたま市岩槻区 家具のカミゼン 小売業 家具・調度品 5%

38,765 埼玉県 さいたま市岩槻区 かくらサイクル 小売業 その他小売 5%

38,766 埼玉県 さいたま市岩槻区 がってん寿司新岩槻店 サービス 飲食業 5%
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38,767 埼玉県 さいたま市岩槻区 かつ敏岩槻店 サービス 飲食業 5%

38,768 埼玉県 さいたま市岩槻区 加藤カイロ施術院 サービス その他サービス 5%

38,769 埼玉県 さいたま市岩槻区 ｃａｆｅ ｆｕｆｕｆｕ サービス 飲食業 5%

38,770 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社岡島塗装 サービス その他サービス 5%

38,771 埼玉県 さいたま市岩槻区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東武岩槻駅東口店 サービス 飲食業 2%

38,772 埼玉県 さいたま市岩槻区 キクチ自動車 サービス その他サービス 5%

38,773 埼玉県 さいたま市岩槻区 ギンザビビ岩槻店 サービス 理容・美容業 5%

38,774 埼玉県 さいたま市岩槻区 Ｋｉｎ　ＺＢａｒＢｅｒ サービス 理容・美容業 5%

38,775 埼玉県 さいたま市岩槻区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ岩槻店 小売業 その他小売 5%

38,776 埼玉県 さいたま市岩槻区 ｋｕｓｈｕｐｌｕｓ サービス その他サービス 5%

38,777 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社Ｔｙｐｅ－ＲＲ サービス 飲食業 5%

38,778 埼玉県 さいたま市岩槻区 合同会社ＫＴＫ　東いわつき動物病院 サービス その他サービス 5%

38,779 埼玉県 さいたま市岩槻区 セブン－イレブンさいたま飯塚店 小売業 食料品 2%

38,780 埼玉県 さいたま市岩槻区 セブン－イレブンさいたま市宿店 小売業 食料品 2%

38,781 埼玉県 さいたま市岩槻区 セブン－イレブンさいたま浮谷店 小売業 食料品 2%

38,782 埼玉県 さいたま市岩槻区 セブン－イレブンさいたま加倉店 小売業 食料品 2%

38,783 埼玉県 さいたま市岩槻区 セブン－イレブンさいたま笹久保新田店 小売業 食料品 2%

38,784 埼玉県 さいたま市岩槻区 車検のコバック岩槻店 サービス その他サービス 5%

38,785 埼玉県 さいたま市岩槻区 スウィン美園スイミングスクール サービス その他サービス 5%

38,786 埼玉県 さいたま市岩槻区 鮨くりや川 サービス 飲食業 5%

38,787 埼玉県 さいたま市岩槻区 Ｓｔｙｌｅ‐Ｈ サービス 理容・美容業 5%

38,788 埼玉県 さいたま市岩槻区 関根兄弟電気商会 小売業 電化製品 5%

38,789 埼玉県 さいたま市岩槻区 台所屋がぶり サービス 飲食業 5%

38,790 埼玉県 さいたま市岩槻区 高須自動車 岩槻店 サービス その他サービス 5%

38,791 埼玉県 さいたま市岩槻区 高須自動車岩槻店 サービス その他サービス 5%

38,792 埼玉県 さいたま市岩槻区 たつのこ　中華たつのこ サービス 飲食業 5%

38,793 埼玉県 さいたま市岩槻区 田中運輸田中竜馬 サービス 運輸業 5%

38,794 埼玉県 さいたま市岩槻区 たねや理容室 サービス 理容・美容業 5%

38,795 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社田村商会 小売業 電化製品 5%

38,796 埼玉県 さいたま市岩槻区 塚本サイクル 小売業 その他小売 5%

38,797 埼玉県 さいたま市岩槻区 つきじ海賓　岩槻店 サービス 飲食業 5%

38,798 埼玉県 さいたま市岩槻区 東玉総本店１Ｆ 小売業 その他小売 5%

38,799 埼玉県 さいたま市岩槻区 東玉総本店３Ｆ 小売業 その他小売 5%

38,800 埼玉県 さいたま市岩槻区 東玉総本店２Ｆ 小売業 その他小売 5%

38,801 埼玉県 さいたま市岩槻区 トヨタレンタリース埼玉岩槻車検センター サービス その他サービス 2%

38,802 埼玉県 さいたま市岩槻区 トヨタレンタリース埼玉　岩槻店 サービス その他サービス 2%

38,803 埼玉県 さいたま市岩槻区 ドラッグ エース 府内店 小売業 その他小売 5%

38,804 埼玉県 さいたま市岩槻区 ドリームライフサポート　イイダ 小売業 電化製品 5%

38,805 埼玉県 さいたま市岩槻区 肉の万世　岩槻インター店 サービス 飲食業 5%

38,806 埼玉県 さいたま市岩槻区 人形の正栄　曽根人形　第一店 小売業 その他小売 5%

38,807 埼玉県 さいたま市岩槻区 人形の正栄　曽根人形　第三店 小売業 その他小売 5%

38,808 埼玉県 さいたま市岩槻区 ハヤシヤ 小売業 衣料品 5%
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38,809 埼玉県 さいたま市岩槻区 セブン－イレブン東岩槻駅南店 小売業 食料品 2%

38,810 埼玉県 さいたま市岩槻区 セブン－イレブン東岩槻５丁目店 小売業 食料品 2%

38,811 埼玉県 さいたま市岩槻区 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｌａ　伊太利家 サービス 飲食業 5%

38,812 埼玉県 さいたま市岩槻区 ｐｒｏｕｄ サービス 理容・美容業 5%

38,813 埼玉県 さいたま市岩槻区 ヘアーショップハッチ サービス 理容・美容業 5%

38,814 埼玉県 さいたま市岩槻区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＳＴＡＮＤ サービス 理容・美容業 5%

38,815 埼玉県 さいたま市岩槻区 ペットショップぽちプラザ　岩槻店 小売業 その他小売 5%

38,816 埼玉県 さいたま市岩槻区 麻雀卓の雀卓ファクトリー 小売業 その他小売 5%

38,817 埼玉県 さいたま市岩槻区 万世　焼肉問屋　岩槻平林寺店 サービス 飲食業 5%

38,818 埼玉県 さいたま市岩槻区 みさち 小売業 衣料品 5%

38,819 埼玉県 さいたま市岩槻区 ミネラルウォーターサウンドスタジオ　ミネラルウォーターサウンドスタジオ サービス その他サービス 5%

38,820 埼玉県 さいたま市岩槻区 ｍｉｎｏｒｕ＊ 小売業 衣料品 5%

38,821 埼玉県 さいたま市岩槻区 ミュージックショップバロック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,822 埼玉県 さいたま市岩槻区 麦物語 小売業 食料品 5%

38,823 埼玉県 さいたま市岩槻区 リンク サービス 飲食業 5%

38,824 埼玉県 さいたま市浦和区 Ａｒｔｓ サービス その他サービス 5%

38,825 埼玉県 さいたま市浦和区 あい治療院 あい治療院 サービス その他サービス 5%

38,826 埼玉県 さいたま市浦和区 ｉｍｅｘ合同会社 ｍａｒｓ浦和店 サービス その他サービス 5%

38,827 埼玉県 さいたま市浦和区 ＡｓｉａｎＨｅａｌｉｎｇＭａｎｇｏ サービス その他サービス 5%

38,828 埼玉県 さいたま市浦和区 アストリア　浦和店 小売業 衣料品 5%

38,829 埼玉県 さいたま市浦和区 ａｍｏｒｏｓｏ 小売業 衣料品 5%

38,830 埼玉県 さいたま市浦和区 ア・ラ・カンパーニュ浦和店 サービス 飲食業 5%

38,831 埼玉県 さいたま市浦和区 ａｒｉｍｏ サービス 理容・美容業 5%

38,832 埼玉県 さいたま市浦和区 ａｒｃｈｅ　浦和　　【アルシュ】 サービス 理容・美容業 5%

38,833 埼玉県 さいたま市浦和区 庵　浮雨　ｕｎ　ｐｅｕ　アンプウ サービス 飲食業 5%

38,834 埼玉県 さいたま市浦和区 石原電設 サービス その他サービス 5%

38,835 埼玉県 さいたま市浦和区 イズムヘアー　ｉｓｍ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

38,836 埼玉県 さいたま市浦和区 ＶＩＳＯＵＲＩＲＥ サービス 理容・美容業 5%

38,837 埼玉県 さいたま市浦和区 ウインズ浦和サロン山本里美 サービス 理容・美容業 5%

38,838 埼玉県 さいたま市浦和区 ウインズ浦和サロン佐藤佳寿子 サービス 理容・美容業 5%

38,839 埼玉県 さいたま市浦和区 上田理容室 サービス 理容・美容業 5%

38,840 埼玉県 さいたま市浦和区 歌広場　北浦和店 サービス 飲食業 5%

38,841 埼玉県 さいたま市浦和区 内田屋煎餅店 小売業 食料品 5%

38,842 埼玉県 さいたま市浦和区 セブン－イレブン浦和裏門通り店 小売業 食料品 2%

38,843 埼玉県 さいたま市浦和区 セブン－イレブン浦和駅北口店 小売業 食料品 2%

38,844 埼玉県 さいたま市浦和区 セブン－イレブン浦和駅西口店 小売業 食料品 2%

38,845 埼玉県 さいたま市浦和区 セブン－イレブン浦和木崎２丁目店 小売業 食料品 2%

38,846 埼玉県 さいたま市浦和区 浦和酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

38,847 埼玉県 さいたま市浦和区 セブン－イレブン浦和瀬ヶ崎店 小売業 食料品 2%

38,848 埼玉県 さいたま市浦和区 セブン－イレブン浦和常盤５丁目店 小売業 食料品 2%

38,849 埼玉県 さいたま市浦和区 セブン－イレブン浦和常盤１０丁目店 小売業 食料品 2%

38,850 埼玉県 さいたま市浦和区 セブンーイレブン浦和常盤店 小売業 食料品 2%
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38,851 埼玉県 さいたま市浦和区 浦和　マスヤ 小売業 衣料品 5%

38,852 埼玉県 さいたま市浦和区 セブン－イレブン浦和元町中央店 小売業 食料品 2%

38,853 埼玉県 さいたま市浦和区 セブン－イレブン浦和元町２丁目店 小売業 食料品 2%

38,854 埼玉県 さいたま市浦和区 運転代行（同）ゼロサービス　１ サービス 運輸業 5%

38,855 埼玉県 さいたま市浦和区 ＥＩＧＨＴ　ｕｒａｗａ サービス 理容・美容業 5%

38,856 埼玉県 さいたま市浦和区 エステサロンロゼッタ サービス その他サービス 5%

38,857 埼玉県 さいたま市浦和区 江戸前がってん寿司　浦和西口店 サービス 飲食業 5%

38,858 埼玉県 さいたま市浦和区 エル　レガロ サービス 飲食業 5%

38,859 埼玉県 さいたま市浦和区 エンドーデンキ仲町店 小売業 電化製品 5%

38,860 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｏａｓｉｓ Ｎａｔｕｒａｌ 浦和店 サービス 理容・美容業 5%

38,861 埼玉県 さいたま市浦和区 大原薬局 小売業 その他小売 5%

38,862 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｏｐｅｎ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　然 サービス 飲食業 5%

38,863 埼玉県 さいたま市浦和区 大山税理士事務所 サービス その他サービス 5%

38,864 埼玉県 さいたま市浦和区 オリックスレンタカー浦和駅前店 サービス その他サービス 2%

38,865 埼玉県 さいたま市浦和区 ＯＮＶＯ　ＳＡＬＯＮ サービス その他サービス 5%

38,866 埼玉県 さいたま市浦和区 カジュアル和食と地酒しおさか サービス 飲食業 5%

38,867 埼玉県 さいたま市浦和区 ｃａｆｆｅ ｂａｒ ＰＯＮＴＥ サービス 飲食業 5%

38,868 埼玉県 さいたま市浦和区 ｃａｆｆｅ＆ｂａｒＰＯＮＴＥ サービス 飲食業 5%

38,869 埼玉県 さいたま市浦和区 ＣａｆｆｅＢａｃｉ サービス 飲食業 5%

38,870 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社市川　ちゃんこ市川 サービス 飲食業 5%

38,871 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社ハートフルスマイル サービス 理容・美容業 5%

38,872 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社ふうち草 サービス その他サービス 5%

38,873 埼玉県 さいたま市浦和区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ＪＲ浦和駅西口店 サービス 飲食業 2%

38,874 埼玉県 さいたま市浦和区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ北浦和駅前店 サービス 飲食業 2%

38,875 埼玉県 さいたま市浦和区 岸町スペインバルクズザンポ サービス 飲食業 5%

38,876 埼玉県 さいたま市浦和区 セブン－イレブン北浦和公園前店 小売業 食料品 2%

38,877 埼玉県 さいたま市浦和区 セブン－イレブン北浦和３丁目店 小売業 食料品 2%

38,878 埼玉県 さいたま市浦和区 キッチン　スティック?トゥ サービス 飲食業 5%

38,879 埼玉県 さいたま市浦和区 ぎょうざの満洲　北浦和西口店 サービス 飲食業 5%

38,880 埼玉県 さいたま市浦和区 きらく屋　北浦和店 小売業 衣料品 5%

38,881 埼玉県 さいたま市浦和区 銀座縁アトレ浦和店 小売業 食料品 5%

38,882 埼玉県 さいたま市浦和区 靴下と生活雑貨のお店さきっちょ 小売業 衣料品 5%

38,883 埼玉県 さいたま市浦和区 ＧｒｅｅｎーＮＯＡ サービス その他サービス 5%

38,884 埼玉県 さいたま市浦和区 グリーンパル 小売業 食料品 5%

38,885 埼玉県 さいたま市浦和区 ケアサポート彩玉 サービス 運輸業 5%

38,886 埼玉県 さいたま市浦和区 コタイム サービス その他サービス 5%

38,887 埼玉県 さいたま市浦和区 コバルト画房 小売業 その他小売 5%

38,888 埼玉県 さいたま市浦和区 コミックバスター 浦和店 サービス その他サービス 2%

38,889 埼玉県 さいたま市浦和区 ＴＨＥ　ＯＲＩＥＮＴＡＬＳ サービス その他サービス 5%

38,890 埼玉県 さいたま市浦和区 セブン－イレブンさいたま上木崎２丁目店 小売業 食料品 2%

38,891 埼玉県 さいたま市浦和区 セブン－イレブンさいたま仲町２丁目店 小売業 食料品 2%

38,892 埼玉県 さいたま市浦和区 彩丸　さいまる サービス 飲食業 5%
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38,893 埼玉県 さいたま市浦和区 酒蔵力浦和本店 サービス 飲食業 5%

38,894 埼玉県 さいたま市浦和区 サムシング サービス 飲食業 5%

38,895 埼玉県 さいたま市浦和区 ＳｈｉｏｒｉＫａｓａ サービス 理容・美容業 5%

38,896 埼玉県 さいたま市浦和区 ＣＨＩＣ　ａｍｉｔｉｅ サービス 理容・美容業 5%

38,897 埼玉県 さいたま市浦和区 ＣＨＡＮＣＥ　ｈａｉｒ＆ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

38,898 埼玉県 さいたま市浦和区 秀陽堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

38,899 埼玉県 さいたま市浦和区 修理加工カラクリ サービス その他サービス 5%

38,900 埼玉県 さいたま市浦和区 旬菜料理でんご サービス 飲食業 5%

38,901 埼玉県 さいたま市浦和区 ｓｔｕｄｉｏ　ｔｏｎｉｎｇ サービス その他サービス 5%

38,902 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｓｐｉｃａ 小売業 衣料品 5%

38,903 埼玉県 さいたま市浦和区 炭火やきとり 浦和弁慶 サービス 飲食業 5%

38,904 埼玉県 さいたま市浦和区 炭火焼鳥家ちきちき サービス 飲食業 5%

38,905 埼玉県 さいたま市浦和区 生活彩家さいたま市役所店 小売業 その他小売 2%

38,906 埼玉県 さいたま市浦和区 草加葵の倉アトレ浦和店 小売業 食料品 5%

38,907 埼玉県 さいたま市浦和区 蕎麦　孤丘 サービス 飲食業 5%

38,908 埼玉県 さいたま市浦和区 そば茶屋遊彩　石本家 サービス 飲食業 5%

38,909 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｄｉｎｉｎｇ　斗乃蔵 サービス 飲食業 5%

38,910 埼玉県 さいたま市浦和区 ダイヤモンドアイズ浦和パルコ店 サービス 理容・美容業 5%

38,911 埼玉県 さいたま市浦和区 タカハシ　浦和神明店 小売業 衣料品 5%

38,912 埼玉県 さいたま市浦和区 たかはしでんき 小売業 電化製品 5%

38,913 埼玉県 さいたま市浦和区 ＴＡＢＡＳＡ　浦和店 小売業 衣料品 5%

38,914 埼玉県 さいたま市浦和区 ＣＡＮＴＥ　与野駅前店 サービス 理容・美容業 5%

38,915 埼玉県 さいたま市浦和区 中華料理 香香 サービス 飲食業 5%

38,916 埼玉県 さいたま市浦和区 イタリアのごはんとワインチルコロ サービス 飲食業 5%

38,917 埼玉県 さいたま市浦和区 艶染め専門　髪結処　染や　北浦和店 サービス 理容・美容業 5%

38,918 埼玉県 さいたま市浦和区 ＤｉａＲｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

38,919 埼玉県 さいたま市浦和区 ティエヌ浦和店 サービス その他サービス 2%

38,920 埼玉県 さいたま市浦和区 ｄｅ＊ｓｉｇｎ　【デザイン】 サービス 理容・美容業 5%

38,921 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｄｏｕｃｅｕｒ北浦和西口店 サービス 理容・美容業 5%

38,922 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｄｏｕｃｅｕｒ北浦和東口店 サービス 理容・美容業 5%

38,923 埼玉県 さいたま市浦和区 ｔｏｋｉｈａｎａ サービス 飲食業 5%

38,924 埼玉県 さいたま市浦和区 とと浜 サービス 飲食業 5%

38,925 埼玉県 さいたま市浦和区 ｔｏｔｏｒｏｎ サービス その他サービス 5%

38,926 埼玉県 さいたま市浦和区 ｔｏｔｏｒｏｎ　Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　Ｓａｌｏｎ　ｔｏｔｏｒｏｎ サービス その他サービス 5%

38,927 埼玉県 さいたま市浦和区 トヨタレンタリース埼玉　浦和西口店 サービス その他サービス 2%

38,928 埼玉県 さいたま市浦和区 トヨタレンタリース埼玉浦和駅前店 サービス その他サービス 2%

38,929 埼玉県 さいたま市浦和区 トヨタレンタリース埼玉北浦和駅前店 サービス その他サービス 2%

38,930 埼玉県 さいたま市浦和区 斗露路 サービス 飲食業 5%

38,931 埼玉県 さいたま市浦和区 内藤流手打ちそば　あさきや サービス 飲食業 5%

38,932 埼玉県 さいたま市浦和区 ｎａｔｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

38,933 埼玉県 さいたま市浦和区 なつめ庵 サービス 飲食業 5%

38,934 埼玉県 さいたま市浦和区 鳴門鯛焼本舗　浦和店 サービス 飲食業 5%
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38,935 埼玉県 さいたま市浦和区 鳴門鯛焼本舗　北浦和駅前店 サービス 飲食業 5%

38,936 埼玉県 さいたま市浦和区 肉の万世　北浦和店 サービス 飲食業 5%

38,937 埼玉県 さいたま市浦和区 日勝 シバタ音楽教室 ドレミパン 小売業 食料品 5%

38,938 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｎｕ． サービス 理容・美容業 5%

38,939 埼玉県 さいたま市浦和区 ネイルサロンラグジェ サービス 理容・美容業 5%

38,940 埼玉県 さいたま市浦和区 パーミンダイゴウ 化粧品 ネイルサロン 小売業 その他小売 5%

38,941 埼玉県 さいたま市浦和区 パーミンダイゴウ ママズスマイル 北浦和店 サービス その他サービス 5%

38,942 埼玉県 さいたま市浦和区 パティスリー　ポルトボヌール 小売業 食料品 5%

38,943 埼玉県 さいたま市浦和区 ハピネス サービス 理容・美容業 5%

38,944 埼玉県 さいたま市浦和区 はまや衣裳店 サービス その他サービス 5%

38,945 埼玉県 さいたま市浦和区 セブン－イレブン針ヶ谷店 小売業 食料品 2%

38,946 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｂ?ＳＴＡＮＤＡＲＤ 小売業 衣料品 5%

38,947 埼玉県 さいたま市浦和区 ｈｉｍａｒｉ サービス 理容・美容業 5%

38,948 埼玉県 さいたま市浦和区 ＢＥＬＩＮＤＡ浦和店 サービス その他サービス 5%

38,949 埼玉県 さいたま市浦和区 美容室シェイク サービス 理容・美容業 5%

38,950 埼玉県 さいたま市浦和区 美容室Ｍｏｄｅｒａｔｅ サービス 理容・美容業 5%

38,951 埼玉県 さいたま市浦和区 美ラヴァンド サービス 理容・美容業 5%

38,952 埼玉県 さいたま市浦和区 フェイシャルサロンエレガ サービス 理容・美容業 5%

38,953 埼玉県 さいたま市浦和区 ＰＲＡＶＡＳ サービス その他サービス 5%

38,954 埼玉県 さいたま市浦和区 フレンチ居酒屋ＢｏｎＴｉｇｇｅｒ サービス 飲食業 5%

38,955 埼玉県 さいたま市浦和区 ブロッサム　浦和店 サービス 理容・美容業 5%

38,956 埼玉県 さいたま市浦和区 ブロッサム　北浦和店 サービス 理容・美容業 5%

38,957 埼玉県 さいたま市浦和区 ヘアーアンドスパ　パーム サービス 理容・美容業 5%

38,958 埼玉県 さいたま市浦和区 ヘアーサロン　オギシマ サービス 理容・美容業 5%

38,959 埼玉県 さいたま市浦和区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　レインボー　Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　レインボー サービス 理容・美容業 5%

38,960 埼玉県 さいたま市浦和区 ヘアーサロンレインボー サービス 理容・美容業 5%

38,961 埼玉県 さいたま市浦和区 ヘアサロンスクーター サービス 理容・美容業 5%

38,962 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｌｅａｖｅｓ　与野店 サービス 理容・美容業 5%

38,963 埼玉県 さいたま市浦和区 ヘナファクトリー与野店 サービス 理容・美容業 5%

38,964 埼玉県 さいたま市浦和区 ペペロネ美術館 サービス 飲食業 5%

38,965 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｂｏｕｚｕ サービス 理容・美容業 5%

38,966 埼玉県 さいたま市浦和区 フォトガーデン キラリ 浦和 浦和店 サービス その他サービス 5%

38,967 埼玉県 さいたま市浦和区 ボンドール サービス 飲食業 5%

38,968 埼玉県 さいたま市浦和区 ボンドール北浦和サロン サービス 飲食業 5%

38,969 埼玉県 さいたま市浦和区 ボンドール北浦和店 サービス 飲食業 5%

38,970 埼玉県 さいたま市浦和区 ボンドールさいたま市役所店 サービス 飲食業 5%

38,971 埼玉県 さいたま市浦和区 松崎哲也税理士事務所 松崎哲也税理士事務所 サービス その他サービス 5%

38,972 埼玉県 さいたま市浦和区 松与志 サービス 飲食業 5%

38,973 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｍａｒｃｏ Ｂｒｅａｄ Ｈｏｕｓｅ Ｌａ サービス 飲食業 5%

38,974 埼玉県 さいたま市浦和区 水嶋商店 小売業 食料品 5%

38,975 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｍｉｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

38,976 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｍｅｌｔｙ浦和 サービス 理容・美容業 5%
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38,977 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｍａｕｒｉｃｅｓ サービス 理容・美容業 5%

38,978 埼玉県 さいたま市浦和区 ｍｏｌａ－ｍｏｌａｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

38,979 埼玉県 さいたま市浦和区 焼肉　山河　北浦和店 サービス 飲食業 5%

38,980 埼玉県 さいたま市浦和区 ヤマハショップ浦和東 小売業 その他小売 5%

38,981 埼玉県 さいたま市浦和区 有限会社エレックスイシザキ 小売業 電化製品 5%

38,982 埼玉県 さいたま市浦和区 有 本田商店 小売業 食料品 5%

38,983 埼玉県 さいたま市浦和区 ユザワヤ　浦和店 小売業 その他小売 5%

38,984 埼玉県 さいたま市浦和区 洋服のタカハシ　浦和神明店 小売業 衣料品 5%

38,985 埼玉県 さいたま市浦和区 ラ　プロメッサ サービス 飲食業 5%

38,986 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｌａｐｉｓ【ラピス】 サービス その他サービス 5%

38,987 埼玉県 さいたま市浦和区 ＲＡＢＢＩＴ　ｈａｎｄ サービス その他サービス 5%

38,988 埼玉県 さいたま市浦和区 リアルホーム サービス その他サービス 5%

38,989 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｌｉａｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

38,990 埼玉県 さいたま市浦和区 力の紅 サービス 飲食業 5%

38,991 埼玉県 さいたま市浦和区 セブン－イレブン領家店 小売業 食料品 2%

38,992 埼玉県 さいたま市浦和区 料理処石屋 サービス 飲食業 5%

38,993 埼玉県 さいたま市浦和区 レミルフォイユドゥリベルテアトレ浦和店 小売業 その他小売 5%

38,994 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｒｅｌａｔｏ　ＤＥＳＩＧＮ　ＣＯ サービス 理容・美容業 5%

38,995 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｒｏｖｅｒ５３ サービス 理容・美容業 5%

38,996 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｒｏｖｅｒ５４ サービス 理容・美容業 5%

38,997 埼玉県 さいたま市浦和区 ワックストンボイ サービス 理容・美容業 5%

38,998 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｉ’ＬＬ．．． サービス 理容・美容業 5%

38,999 埼玉県 さいたま市大宮区 ａｕＲａ【アウラ】 サービス 理容・美容業 5%

39,000 埼玉県 さいたま市大宮区 あうんまるしぇ 小売業 食料品 5%

39,001 埼玉県 さいたま市大宮区 青山フラワーマーケットルミネ大宮店 小売業 その他小売 5%

39,002 埼玉県 さいたま市大宮区 ａｇｕ?ｈａｉｒ ｇｉｎａ大宮 サービス 理容・美容業 5%

39,003 埼玉県 さいたま市大宮区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｒｕｓｓｉａｎ大宮 サービス 理容・美容業 5%

39,004 埼玉県 さいたま市大宮区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｔｈｅｔａ大宮 サービス 理容・美容業 5%

39,005 埼玉県 さいたま市大宮区 ＡＨＡＶＡ 小売業 衣料品 5%

39,006 埼玉県 さいたま市大宮区 ａｐｅ　ｒｅｌａｘ サービス 理容・美容業 5%

39,007 埼玉県 さいたま市大宮区 アルシーヴ 小売業 衣料品 5%

39,008 埼玉県 さいたま市大宮区 アルモデル 小売業 その他小売 5%

39,009 埼玉県 さいたま市大宮区 アレックス サービス その他サービス 5%

39,010 埼玉県 さいたま市大宮区 ｕｎ サービス 理容・美容業 5%

39,011 埼玉県 さいたま市大宮区 ａｎｎｏｎ サービス その他サービス 5%

39,012 埼玉県 さいたま市大宮区 石橋楽器　大宮店 小売業 その他小売 5%

39,013 埼玉県 さいたま市大宮区 ＶＩＤＡカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

39,014 埼玉県 さいたま市大宮区 歌広場　大宮西口駅前店 サービス 飲食業 5%

39,015 埼玉県 さいたま市大宮区 歌広場　大宮東口南銀通り店 サービス 飲食業 5%

39,016 埼玉県 さいたま市大宮区 美味門／バンビーナ サービス 飲食業 5%

39,017 埼玉県 さいたま市大宮区 エイジング ビーフ エイジング ビーフ 大宮店 サービス 飲食業 5%

39,018 埼玉県 さいたま市大宮区 ＳＫＧａｔｈｅｒｉｎｇ サービス その他サービス 5%
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39,019 埼玉県 さいたま市大宮区 エスネイル大宮店 サービス 理容・美容業 5%

39,020 埼玉県 さいたま市大宮区 ＥＳＰＯＡしみず 小売業 食料品 5%

39,021 埼玉県 さいたま市大宮区 エッセイルミネ大宮店 小売業 衣料品 5%

39,022 埼玉県 さいたま市大宮区 江戸前がってん寿司　大宮東口店 サービス 飲食業 5%

39,023 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｅｎａｌｉｖｅ サービス その他サービス 5%

39,024 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｅｌｅａｎｏｒ大宮 サービス 理容・美容業 5%

39,025 埼玉県 さいたま市大宮区 大宮アントレサロン サービス その他サービス 5%

39,026 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブン大宮駅銀座通り店 小売業 食料品 2%

39,027 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブン大宮駅桜木１丁目店 小売業 食料品 2%

39,028 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブン大宮駅南銀座通り店 小売業 食料品 2%

39,029 埼玉県 さいたま市大宮区 大宮ガレージ駐車場 サービス その他サービス 5%

39,030 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブン大宮櫛引１丁目店 小売業 食料品 2%

39,031 埼玉県 さいたま市大宮区 大宮交通株式会社 サービス 運輸業 5%

39,032 埼玉県 さいたま市大宮区 大宮店 サービス その他サービス 5%

39,033 埼玉県 さいたま市大宮区 大宮店 小売業 その他小売 5%

39,034 埼玉県 さいたま市大宮区 大村庵 サービス 飲食業 5%

39,035 埼玉県 さいたま市大宮区 オガワ本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

39,036 埼玉県 さいたま市大宮区 押田謙文堂　レジＮｏ　２ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

39,037 埼玉県 さいたま市大宮区 ＯＴＴＯ　ＣＡＦＥ　ＯＴＴＯ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

39,038 埼玉県 さいたま市大宮区 おばんざいと串揚げ たくみ サービス 飲食業 5%

39,039 埼玉県 さいたま市大宮区 オリックスレンタカー大宮店 サービス その他サービス 2%

39,040 埼玉県 さいたま市大宮区 温野菜大宮西口店 サービス 飲食業 2%

39,041 埼玉県 さいたま市大宮区 温野菜大宮東口店 サービス 飲食業 2%

39,042 埼玉県 さいたま市大宮区 懐石料理大宮伊勢錦　伊勢錦 サービス その他サービス 5%

39,043 埼玉県 さいたま市大宮区 カギの救急車　大宮駅西 サービス その他サービス 5%

39,044 埼玉県 さいたま市大宮区 ＣＡ４ＬＡルミネ大宮 サービス 飲食業 5%

39,045 埼玉県 さいたま市大宮区 かっぽうぎさいたま新都心店 サービス 飲食業 2%

39,046 埼玉県 さいたま市大宮区 割烹旅館東山 サービス その他サービス 5%

39,047 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｃａｆｅ　ＥＳＴ　ＣＡＦＥ　ＥＳＴ サービス 飲食業 5%

39,048 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社雄飛堂 小売業 家具・調度品 5%

39,049 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社たけぞう　路地裏食堂たけぞう サービス 飲食業 5%

39,050 埼玉県 さいたま市大宮区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋大宮大栄橋店 サービス 飲食業 2%

39,051 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｃｕｒｒｅｎ　　【カレン】 サービス 理容・美容業 5%

39,052 埼玉県 さいたま市大宮区 革うさぎ 小売業 衣料品 5%

39,053 埼玉県 さいたま市大宮区 ＫＩＣＨＩＲＩ　ＯＭＩＹＡ　ＷＥＳＴ サービス 飲食業 5%

39,054 埼玉県 さいたま市大宮区 ギャラリー　サクラモヒラ 小売業 衣料品 5%

39,055 埼玉県 さいたま市大宮区 牛たんや サービス 飲食業 5%

39,056 埼玉県 さいたま市大宮区 クイックリフォーム大宮店 サービス その他サービス 5%

39,057 埼玉県 さいたま市大宮区 クリーニングショップひまわり 本店 サービス その他サービス 5%

39,058 埼玉県 さいたま市大宮区 ＣｒｏｓｓＦｉｔＯｍｉｙａ サービス その他サービス 5%

39,059 埼玉県 さいたま市大宮区 クロブチカフェ サービス 飲食業 5%

39,060 埼玉県 さいたま市大宮区 ＢｏｄｙＴｕｎｉｎｇＬａｂｏＫ７＂（ボディーチューニングラボケーセブン） サービス 理容・美容業 5%
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39,061 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｋ　Ｐａｌｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

39,062 埼玉県 さいたま市大宮区 健康志向 サービス その他サービス 5%

39,063 埼玉県 さいたま市大宮区 交通教材センター株式会社 サービス その他サービス 5%

39,064 埼玉県 さいたま市大宮区 珈琲問屋豆図鑑　珈琲問屋豆図鑑 小売業 その他小売 5%

39,065 埼玉県 さいたま市大宮区 ＣｏｓｍｅＫｉｔｃｈｅｎルミネ大宮２店 小売業 衣料品 5%

39,066 埼玉県 さいたま市大宮区 ｇｏｔｏ サービス その他サービス 5%

39,067 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｃ・Ｏ・Ｍ　大宮店 小売業 衣料品 5%

39,068 埼玉県 さいたま市大宮区 権理華写真事務所 サービス その他サービス 5%

39,069 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブンさいたま天沼町１丁目店 小売業 食料品 2%

39,070 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブンさいたま大成町３丁目店 小売業 食料品 2%

39,071 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブンさいたま大成町２丁目店 小売業 食料品 2%

39,072 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブンさいたま大宮駅東店 小売業 食料品 2%

39,073 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブンさいたま大宮氷川参道店 小売業 食料品 2%

39,074 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブンさいたま北袋町１丁目店 小売業 食料品 2%

39,075 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブンさいたま北袋町２丁目店 小売業 食料品 2%

39,076 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブンさいたま北袋店 小売業 食料品 2%

39,077 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブンさいたま桜木町２丁目店 小売業 食料品 2%

39,078 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブンさいたま下町３丁目店 小売業 食料品 2%

39,079 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブンさいたま浅間町店 小売業 食料品 2%

39,080 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブンさいたま大栄橋西店 小売業 食料品 2%

39,081 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブンさいたま大門町１丁目店 小売業 食料品 2%

39,082 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブンさいたま土手町店 小売業 食料品 2%

39,083 埼玉県 さいたま市大宮区 埼玉とみひろイベント 小売業 衣料品 5%

39,084 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブンさいたま仲町１丁目店 小売業 食料品 2%

39,085 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブンさいたま堀の内３丁目店 小売業 食料品 2%

39,086 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブンさいたま三橋総合公園前店 小売業 食料品 2%

39,087 埼玉県 さいたま市大宮区 酒蔵力大宮西口店 サービス 飲食業 5%

39,088 埼玉県 さいたま市大宮区 酒蔵力大宮東口駅前店 サービス 飲食業 5%

39,089 埼玉県 さいたま市大宮区 酒蔵力大宮南銀座店 サービス 飲食業 5%

39,090 埼玉県 さいたま市大宮区 笹木資産管理合同会社 サービス その他サービス 5%

39,091 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｔｈｅ　Ｂａｒ　ＡＬＣＡＺＡＲ サービス 飲食業 5%

39,092 埼玉県 さいたま市大宮区 ｓａｌｏｎ　ｆｉｒｓｔ サービス 理容・美容業 5%

39,093 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｊ’ｓメディカル整体院大宮東口院 サービス その他サービス 5%

39,094 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｇｅｍｉｎｉ サービス 理容・美容業 5%

39,095 埼玉県 さいたま市大宮区 ＣＨＩＣ　大宮東口【シック】 サービス 理容・美容業 5%

39,096 埼玉県 さいたま市大宮区 ＣＨＩＣ　ｆｅｕｘ　大宮西口 サービス 理容・美容業 5%

39,097 埼玉県 さいたま市大宮区 ｓｈｏｅｓ　ｓｈｏｐ　Ｃｉａｏ 小売業 その他小売 5%

39,098 埼玉県 さいたま市大宮区 ＳＨＵＲＵ サービス 飲食業 5%

39,099 埼玉県 さいたま市大宮区 旬彩のはら サービス 飲食業 5%

39,100 埼玉県 さいたま市大宮区 新健勝苑大宮店 小売業 衣料品 5%

39,101 埼玉県 さいたま市大宮区 すし七搦 サービス 飲食業 5%

39,102 埼玉県 さいたま市大宮区 ＳｔｕｄｉｏＭＥＡＮＡ サービス その他サービス 5%
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39,103 埼玉県 さいたま市大宮区 ＳｔａｎｄＢａｒＦｒｅｓｃｏ大宮南銀座店 サービス 飲食業 5%

39,104 埼玉県 さいたま市大宮区 ｓｔａｉｒ　大宮西口店 サービス 理容・美容業 5%

39,105 埼玉県 さいたま市大宮区 ＳｔｒｉｋｅＣｏａｃｈＪａｐａｎ サービス その他サービス 5%

39,106 埼玉県 さいたま市大宮区 ストレート　埼玉店 小売業 その他小売 5%

39,107 埼玉県 さいたま市大宮区 セオサイクル 大宮店 小売業 その他小売 5%

39,108 埼玉県 さいたま市大宮区 セオサイクル 大宮宮町店 小売業 その他小売 5%

39,109 埼玉県 さいたま市大宮区 セオサイクル大宮東町店 セオサイクル大宮東町店 小売業 その他小売 5%

39,110 埼玉県 さいたま市大宮区 ゼロワン大宮店 小売業 衣料品 5%

39,111 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　大宮店 小売業 その他小売 5%

39,112 埼玉県 さいたま市大宮区 ＤｉＣＥ大宮店 サービス その他サービス 5%

39,113 埼玉県 さいたま市大宮区 タイセイテクニカ サービス その他サービス 5%

39,114 埼玉県 さいたま市大宮区 タイレストランサワディー サービス 飲食業 5%

39,115 埼玉県 さいたま市大宮区 ダヴィネスルミネ大宮店 小売業 その他小売 5%

39,116 埼玉県 さいたま市大宮区 高木電気商会 小売業 電化製品 5%

39,117 埼玉県 さいたま市大宮区 ＤＵＦＦ 小売業 衣料品 5%

39,118 埼玉県 さいたま市大宮区 つきじ海賓　大宮店 サービス 飲食業 5%

39,119 埼玉県 さいたま市大宮区 築地玉寿司大宮店 サービス 飲食業 5%

39,120 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｔａｙｌｏｒ　【テイラー】 サービス 理容・美容業 5%

39,121 埼玉県 さいたま市大宮区 ｔｗｉｎｋｌｅ　ｗｈｉｔｅ　北大宮店 サービス 理容・美容業 5%

39,122 埼玉県 さいたま市大宮区 セブン－イレブン鉄道博物館前店 小売業 食料品 2%

39,123 埼玉県 さいたま市大宮区 ドゥアルシーヴ 小売業 衣料品 5%

39,124 埼玉県 さいたま市大宮区 ＴｒｕｅＣｒｅａｔｉｏｎ大宮 サービス 理容・美容業 5%

39,125 埼玉県 さいたま市大宮区 ドール　オガワ 小売業 貴金属・服飾品 5%

39,126 埼玉県 さいたま市大宮区 ｔｏｋｉ サービス 理容・美容業 5%

39,127 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｄｒ．ストレッチ大宮そごうビル内店 サービス その他サービス 5%

39,128 埼玉県 さいたま市大宮区 ドスパラ大宮店 小売業 電化製品 5%

39,129 埼玉県 さいたま市大宮区 トツカ電機商会 小売業 電化製品 5%

39,130 埼玉県 さいたま市大宮区 ＴＯＭＩＺ富澤商店 小売業 食料品 5%

39,131 埼玉県 さいたま市大宮区 ＴＯＭＯＲＩ 大宮店 サービス 飲食業 5%

39,132 埼玉県 さいたま市大宮区 トヨタレンタリース埼玉 サービス その他サービス 2%

39,133 埼玉県 さいたま市大宮区 トヨタレンタリース埼玉営業推進部 サービス その他サービス 2%

39,134 埼玉県 さいたま市大宮区 トヨタレンタリース埼玉大宮駅東口店 サービス その他サービス 2%

39,135 埼玉県 さいたま市大宮区 トヨタレンタリース埼玉ＪＲ大宮駅西口店 サービス その他サービス 2%

39,136 埼玉県 さいたま市大宮区 トヨタレンタリース新埼玉　さいたま新都心 サービス その他サービス 2%

39,137 埼玉県 さいたま市大宮区 トヨタレンタリース新埼玉大宮駅東口大栄橋 サービス その他サービス 2%

39,138 埼玉県 さいたま市大宮区 トヨタレンタリース新埼玉大宮西口駅前店 サービス その他サービス 2%

39,139 埼玉県 さいたま市大宮区 トラットリア　イル・ルオーゴ サービス 飲食業 5%

39,140 埼玉県 さいたま市大宮区 とらのあな　大宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

39,141 埼玉県 さいたま市大宮区 とらのあな大宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

39,142 埼玉県 さいたま市大宮区 寅福ルミネ大宮 サービス 飲食業 5%

39,143 埼玉県 さいたま市大宮区 ３１Ｓｏｎｓ　ｄｅ　ｍｏｄｅルミネ大宮店 小売業 衣料品 5%

39,144 埼玉県 さいたま市大宮区 鳥彩々　大宮東口仲町店 サービス 飲食業 5%
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39,145 埼玉県 さいたま市大宮区 ＴＬＩＰ大宮店 小売業 その他小売 5%

39,146 埼玉県 さいたま市大宮区 ドルーチェ サービス 理容・美容業 5%

39,147 埼玉県 さいたま市大宮区 とんかつ熊さん 大宮店 サービス 飲食業 5%

39,148 埼玉県 さいたま市大宮区 トントンオンギー サービス 飲食業 5%

39,149 埼玉県 さいたま市大宮区 お食事処菜々草 サービス 飲食業 5%

39,150 埼玉県 さいたま市大宮区 七匹の子ぶた　グループ　さいたま新都心店 サービス 飲食業 5%

39,151 埼玉県 さいたま市大宮区 日新自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

39,152 埼玉県 さいたま市大宮区 日新自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

39,153 埼玉県 さいたま市大宮区 ＮＩＢＯＳＩＴＵＫＥＭＥＮ凪南銀通り サービス 飲食業 5%

39,154 埼玉県 さいたま市大宮区 日本一ルミネ大宮店 小売業 食料品 5%

39,155 埼玉県 さいたま市大宮区 ネイルサロン　ミハフルーラ大宮店 サービス その他サービス 5%

39,156 埼玉県 さいたま市大宮区 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　Ｓｏｅｕｒ サービス その他サービス 5%

39,157 埼玉県 さいたま市大宮区 ｎｅｃｃｏ サービス 飲食業 5%

39,158 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｎｏｅｌａルミネ大宮店 小売業 衣料品 5%

39,159 埼玉県 さいたま市大宮区 ノーリーズルミネ大宮店 小売業 衣料品 5%

39,160 埼玉県 さいたま市大宮区 野田翔一税理士事務所 サービス その他サービス 5%

39,161 埼玉県 さいたま市大宮区 ハーヴェスト　大宮店 サービス 理容・美容業 5%

39,162 埼玉県 さいたま市大宮区 ＢＡＲｔｏーｒｕ亨 サービス 飲食業 5%

39,163 埼玉県 さいたま市大宮区 パローネシューズ 小売業 その他小売 5%

39,164 埼玉県 さいたま市大宮区 パローネ　シューズショップ 小売業 その他小売 5%

39,165 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｂｅｅ大宮 サービス 飲食業 5%

39,166 埼玉県 さいたま市大宮区 ＢｉＰＬＥ　ｂｙ　ＣｏｓｍｅＫｉｔｃｈｅｎルミネ大宮１店 小売業 その他小売 5%

39,167 埼玉県 さいたま市大宮区 ビストロチャイニーズ　オオサワ　本店 サービス 飲食業 5%

39,168 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｃｉｃｃｉｏ サービス 飲食業 5%

39,169 埼玉県 さいたま市大宮区 ＢＥＹＯＮＤＷＡＸ サービス 理容・美容業 5%

39,170 埼玉県 さいたま市大宮区 風来坊大宮店 サービス 飲食業 5%

39,171 埼玉県 さいたま市大宮区 ＦＥＲＩＥ サービス 理容・美容業 5%

39,172 埼玉県 さいたま市大宮区 ふぉーとすてーしょん サービス その他サービス 5%

39,173 埼玉県 さいたま市大宮区 ふぉ　とすて　しょん　ふぉ　とすて　しょん サービス その他サービス 5%

39,174 埼玉県 さいたま市大宮区 フクミ薬局 小売業 その他小売 5%

39,175 埼玉県 さいたま市大宮区 ブティック　プリンセス 小売業 衣料品 5%

39,176 埼玉県 さいたま市大宮区 舟和ルミネ大宮店 小売業 食料品 5%

39,177 埼玉県 さいたま市大宮区 ブリアント　大宮店 サービス 理容・美容業 5%

39,178 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｂｒｉｌｌｉｏ サービス その他サービス 5%

39,179 埼玉県 さいたま市大宮区 ＦＲＡＭｅＷＯＲＫルミネ大宮店 小売業 衣料品 5%

39,180 埼玉県 さいたま市大宮区 ブロッサム　大宮西口店 サービス 理容・美容業 5%

39,181 埼玉県 さいたま市大宮区 ＨａｉｒＤｒｅｓｓｉｎｇＬＯＶＩＳ サービス 理容・美容業 5%

39,182 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｃｌｅｆ　【ヘアサロンクレ】 サービス 理容・美容業 5%

39,183 埼玉県 さいたま市大宮区 ヘアメイクアッシュ大宮店 サービス 理容・美容業 5%

39,184 埼玉県 さいたま市大宮区 ｈａｉｒｍａｋｅｈｉｄａｍａｒｉ サービス 理容・美容業 5%

39,185 埼玉県 さいたま市大宮区 ベーグルラパン サービス 飲食業 5%

39,186 埼玉県 さいたま市大宮区 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%
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39,187 埼玉県 さいたま市大宮区 ベルギービアレストラン　キッチン　シューラク サービス 飲食業 5%

39,188 埼玉県 さいたま市大宮区 ホルモン酒場　大宮店 サービス 飲食業 5%

39,189 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社そら サービス その他サービス 5%

39,190 埼玉県 さいたま市大宮区 ＢＯＮＢＯＮ　ＢＡＺＡＲ　ボンボン　バザール サービス 飲食業 5%

39,191 埼玉県 さいたま市大宮区 ＭＡＲＫＳ＆ＷＥＢルミネ大宮ショップ 小売業 その他小売 5%

39,192 埼玉県 さいたま市大宮区 まつもとドライクリーニング本店 サービス その他サービス 5%

39,193 埼玉県 さいたま市大宮区 魔法のランプ サービス 理容・美容業 5%

39,194 埼玉県 さいたま市大宮区 ミートショップ上野 小売業 食料品 5%

39,195 埼玉県 さいたま市大宮区 三矢交通株式会社 サービス 運輸業 5%

39,196 埼玉県 さいたま市大宮区 水面月　大宮店 サービス 飲食業 5%

39,197 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｍｅｇｕｍｉ鍼灸治療院　Ｍｅｇｕｍｉ鍼灸治療院 サービス その他サービス 5%

39,198 埼玉県 さいたま市大宮区 メンズ＆レディースキャデラック サービス 理容・美容業 5%

39,199 埼玉県 さいたま市大宮区 ＶＥＴＣＨ サービス 理容・美容業 5%

39,200 埼玉県 さいたま市大宮区 有限会社ケーワイプラス サービス 飲食業 5%

39,201 埼玉県 さいたま市大宮区 有限会社マギーフレンズ Ｆｏｒａｌｌ 大宮西口店 サービス 理容・美容業 5%

39,202 埼玉県 さいたま市大宮区 ラーメン凪大宮東口 サービス 飲食業 5%

39,203 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｌａｃｈｉｃ サービス その他サービス 5%

39,204 埼玉県 さいたま市大宮区 らしんばん　大宮店 小売業 その他小売 5%

39,205 埼玉県 さいたま市大宮区 ラファカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

39,206 埼玉県 さいたま市大宮区 ラフィネルミネ大宮店 サービス その他サービス 5%

39,207 埼玉県 さいたま市大宮区 ラムタラ　大宮駅前店 小売業 その他小売 5%

39,208 埼玉県 さいたま市大宮区 ランクレ サービス 飲食業 5%

39,209 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｌｕｎｃｈ＆ｂａｒ　４２２ サービス 飲食業 5%

39,210 埼玉県 さいたま市大宮区 力の蔵大宮西口駅前店 サービス 飲食業 5%

39,211 埼玉県 さいたま市大宮区 力の蔵大宮東口店 サービス 飲食業 5%

39,212 埼玉県 さいたま市大宮区 ＲＩＴＡ　ＲＩＴＡ大宮 サービス 理容・美容業 5%

39,213 埼玉県 さいたま市大宮区 ＲＩＴＡ　Ｌｕｃｙ サービス 理容・美容業 5%

39,214 埼玉県 さいたま市大宮区 ｒｅ　ｔｒｕｅ　大宮　【リ　トゥルー大宮】 サービス 理容・美容業 5%

39,215 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ｂｉｋｅｓ 小売業 その他小売 5%

39,216 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｒｅ　Ｒａ　Ｋｕ　さいたま新都心店 サービス その他サービス 5%

39,217 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｌｉｌｔ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

39,218 埼玉県 さいたま市大宮区 ＬｙｏｎＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

39,219 埼玉県 さいたま市大宮区 レストラン　ランクレ サービス 飲食業 5%

39,220 埼玉県 さいたま市大宮区 和菓子司あたらし 小売業 食料品 5%

39,221 埼玉県 さいたま市大宮区 ワッフル・ケーキの店Ｒ．Ｌ（エール・エル）ルミネ大宮店 小売業 食料品 5%

39,222 埼玉県 さいたま市北区 ｉ　ｓｕｍｕ設計株式会社 サービス その他サービス 5%

39,223 埼玉県 さいたま市北区 阿部防水 サービス その他サービス 5%

39,224 埼玉県 さいたま市北区 ｙｅｌｌｏｗ　ｈａｉｒ　イエロー サービス 理容・美容業 5%

39,225 埼玉県 さいたま市北区 伊勢源酒店 クリーニング店 伊勢源酒店 小売業 その他小売 5%

39,226 埼玉県 さいたま市北区 出光日進町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

39,227 埼玉県 さいたま市北区 癒しの空間ｍｍｓ サービス 理容・美容業 5%

39,228 埼玉県 さいたま市北区 ｖｉｖｉａｓ サービス その他サービス 5%
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39,229 埼玉県 さいたま市北区 株式会社エーコレクト サービス その他サービス 5%

39,230 埼玉県 さいたま市北区 Ｓ?ＬＩＮＫヌマノ 小売業 電化製品 5%

39,231 埼玉県 さいたま市北区 Ｓ－ＬＩＮＫハヤシ 小売業 電化製品 5%

39,232 埼玉県 さいたま市北区 オイカワ運送 サービス 運輸業 5%

39,233 埼玉県 さいたま市北区 大川　大宮店 小売業 家具・調度品 5%

39,234 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブン大宮日進１丁目店 小売業 食料品 2%

39,235 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブン大宮日進駅西店 小売業 食料品 2%

39,236 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブン大宮宮原西口店 小売業 食料品 2%

39,237 埼玉県 さいたま市北区 大村庵　　宮原駅前 サービス 飲食業 5%

39,238 埼玉県 さいたま市北区 おふろｃａｆｅ　ｕｔａｔａｎｅ サービス その他サービス 5%

39,239 埼玉県 さいたま市北区 ｇａｒｄｅｎ　ｓｈｏｐ　Ｃｏｎｉｗａ　西村店 小売業 その他小売 5%

39,240 埼玉県 さいたま市北区 花銀 小売業 食料品 5%

39,241 埼玉県 さいたま市北区 がってん食堂大島屋　吉野町店 サービス 飲食業 5%

39,242 埼玉県 さいたま市北区 株式会社アイズワークス 小売業 その他小売 5%

39,243 埼玉県 さいたま市北区 株式会社ＡＫＴジャパン 小売業 その他小売 5%

39,244 埼玉県 さいたま市北区 株式会社幸希 サービス その他サービス 5%

39,245 埼玉県 さいたま市北区 株式会社シンエイ サービス その他サービス 5%

39,246 埼玉県 さいたま市北区 カラオケＡＬＬ　宮原 サービス その他サービス 5%

39,247 埼玉県 さいたま市北区 カラオケハッスル　宮原 サービス その他サービス 5%

39,248 埼玉県 さいたま市北区 菊地動物病院 サービス その他サービス 5%

39,249 埼玉県 さいたま市北区 ぎょうざの満洲　宮原駅前店 サービス 飲食業 5%

39,250 埼玉県 さいたま市北区 業務スーパーさいたま大宮店 小売業 食料品 2%

39,251 埼玉県 さいたま市北区 くつろぎルーム歩み サービス 理容・美容業 5%

39,252 埼玉県 さいたま市北区 個人　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

39,253 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま植竹町１丁目店 小売業 食料品 2%

39,254 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま大宮市場前店 小売業 食料品 2%

39,255 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま大宮自衛隊前店 小売業 食料品 2%

39,256 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま櫛引町２丁目店 小売業 食料品 2%

39,257 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま今羽町店 小売業 食料品 2%

39,258 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま土呂駅西店 小売業 食料品 2%

39,259 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま土呂２丁目店 小売業 食料品 2%

39,260 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま奈良町北店 小売業 食料品 2%

39,261 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま日進駅東店 小売業 食料品 2%

39,262 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま日進３丁目店 小売業 食料品 2%

39,263 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま別所町店 小売業 食料品 2%

39,264 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま本郷町店 小売業 食料品 2%

39,265 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま盆栽町店 小売業 食料品 2%

39,266 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま宮原１丁目店 小売業 食料品 2%

39,267 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま宮原１丁目西店 小売業 食料品 2%

39,268 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま宮原２丁目店 小売業 食料品 2%

39,269 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま宮原４丁目店 小売業 食料品 2%

39,270 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま吉野町１丁目店 小売業 食料品 2%
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39,271 埼玉県 さいたま市北区 セブン－イレブンさいたま吉野町２丁目店 小売業 食料品 2%

39,272 埼玉県 さいたま市北区 桜木電気商会 小売業 電化製品 5%

39,273 埼玉県 さいたま市北区 酒の柳蔵　りゅうぐう 小売業 その他小売 5%

39,274 埼玉県 さいたま市北区 佐々木設備 サービス その他サービス 5%

39,275 埼玉県 さいたま市北区 ｚｉｇｅｎ　ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ サービス 理容・美容業 5%

39,276 埼玉県 さいたま市北区 ゆたか サービス 飲食業 5%

39,277 埼玉県 さいたま市北区 ｊｕｉｃｅ サービス 飲食業 5%

39,278 埼玉県 さいたま市北区 ｊｕｉｃｅ サービス 飲食業 5%

39,279 埼玉県 さいたま市北区 正直屋埼玉大宮店 小売業 電化製品 5%

39,280 埼玉県 さいたま市北区 シンエイ 小売業 電化製品 5%

39,281 埼玉県 さいたま市北区 スタジオクレオ サービス その他サービス 5%

39,282 埼玉県 さいたま市北区 ゼンカイストア サービス その他サービス 5%

39,283 埼玉県 さいたま市北区 そば処 満月 サービス 飲食業 5%

39,284 埼玉県 さいたま市北区 タイムステーション ＮＥＯステラタウン大宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

39,285 埼玉県 さいたま市北区 高橋紗矢司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

39,286 埼玉県 さいたま市北区 ダスキン大宮 サービス その他サービス 2%

39,287 埼玉県 さいたま市北区 Ｄｏｕｃｅｕｒ　宮原店 サービス 理容・美容業 5%

39,288 埼玉県 さいたま市北区 トヨタカローラ新埼玉土呂店 小売業 その他小売 5%

39,289 埼玉県 さいたま市北区 トヨタカローラ新埼玉日進マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

39,290 埼玉県 さいたま市北区 トヨタレンタリース新埼玉大宮・宮原駅前店 サービス その他サービス 2%

39,291 埼玉県 さいたま市北区 とんかつ　光助 サービス 飲食業 5%

39,292 埼玉県 さいたま市北区 花きんぎょ サービス 飲食業 5%

39,293 埼玉県 さいたま市北区 パナハート　ミズイ 小売業 電化製品 5%

39,294 埼玉県 さいたま市北区 東大成事務所 サービス その他サービス 5%

39,295 埼玉県 さいたま市北区 東大宮自動車学校 サービス その他サービス 5%

39,296 埼玉県 さいたま市北区 陽花莉　ひかり　薬局 小売業 その他小売 5%

39,297 埼玉県 さいたま市北区 美容室ｎｉｔｏｒｏ　ｎｉｔｏｒｏ サービス 理容・美容業 5%

39,298 埼玉県 さいたま市北区 ｂｏｏｍ　ｈａｉｒ　日進店 サービス 理容・美容業 5%

39,299 埼玉県 さいたま市北区 ＢｌｕｅＤｏｌｐｈｉｎｓ サービス その他サービス 5%

39,300 埼玉県 さいたま市北区 フレッシュライスマチダ 小売業 食料品 5%

39,301 埼玉県 さいたま市北区 ｈａｉｒ　ｍｕｇｉ サービス 理容・美容業 5%

39,302 埼玉県 さいたま市北区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＢｉＳ サービス 理容・美容業 5%

39,303 埼玉県 さいたま市北区 ｈａｉｒ ｇａｒｄｅｎ Ｒｏｌｄ 大宮店 サービス 理容・美容業 5%

39,304 埼玉県 さいたま市北区 ｈａｉｒｃｕｔｓａｌｏｎふくだ ｈａｉｒｃｕｔｓａｌｏｎふくだ サービス 理容・美容業 5%

39,305 埼玉県 さいたま市北区 ヘアーサロンツチヤ サービス 理容・美容業 5%

39,306 埼玉県 さいたま市北区 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｒ サービス 理容・美容業 5%

39,307 埼玉県 さいたま市北区 ヘアーメイクサロン　ＫＡＯＲＩ サービス 理容・美容業 5%

39,308 埼玉県 さいたま市北区 Ｂｏｎｄ＋ｈａｎｄｍａｄｅ 小売業 衣料品 5%

39,309 埼玉県 さいたま市北区 まさ木行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

39,310 埼玉県 さいたま市北区 まつばら酒店 小売業 食料品 5%

39,311 埼玉県 さいたま市北区 Ｍｉｃｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

39,312 埼玉県 さいたま市北区 宮内電気 小売業 電化製品 5%
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39,313 埼玉県 さいたま市北区 Ｍｏｂｉｌｅｒｅｐａｉｒ上尾宮原店 サービス その他サービス 5%

39,314 埼玉県 さいたま市北区 有限会社イオス サービス その他サービス 5%

39,315 埼玉県 さいたま市北区 淀屋 小売業 その他小売 5%

39,316 埼玉県 さいたま市北区 Ｌｕｉｚ　宮原 サービス 理容・美容業 5%

39,317 埼玉県 さいたま市北区 ＲｕｌｅＺ　【ルールズ】 サービス 理容・美容業 5%

39,318 埼玉県 さいたま市北区 Ｌｕｌｕ　ｍａｌｕ【ルルマル】 サービス 理容・美容業 5%

39,319 埼玉県 さいたま市北区 株式会社ローカルクリエーションズ 小売業 電化製品 5%

39,320 埼玉県 さいたま市北区 ワカキ洋品店 小売業 衣料品 5%

39,321 埼玉県 さいたま市北区 ヘアーサロンＮｅｋｓ ヘアーサロンＮｅｋｓ サービス 理容・美容業 5%

39,322 埼玉県 さいたま市桜区 いずみや 小売業 家具・調度品 5%

39,323 埼玉県 さいたま市桜区 ｗｅｌｉｎａ サービス その他サービス 5%

39,324 埼玉県 さいたま市桜区 ウスキ電機 小売業 電化製品 5%

39,325 埼玉県 さいたま市桜区 セブン－イレブン浦和埼玉大学店 小売業 食料品 2%

39,326 埼玉県 さいたま市桜区 セブン－イレブン浦和栄和店 小売業 食料品 2%

39,327 埼玉県 さいたま市桜区 セブン－イレブン浦和桜田２丁目店 小売業 食料品 2%

39,328 埼玉県 さいたま市桜区 遠藤電気商会栄和店 小売業 電化製品 5%

39,329 埼玉県 さいたま市桜区 王拯治療室 サービス 理容・美容業 5%

39,330 埼玉県 さいたま市桜区 がってん食堂大島屋　浦和西掘店 サービス 飲食業 5%

39,331 埼玉県 さいたま市桜区 カットハウスティエム サービス 理容・美容業 5%

39,332 埼玉県 さいたま市桜区 株式会社刃物屋トギノン　株式会社刃物屋トギノン　埼玉営業所 小売業 その他小売 5%

39,333 埼玉県 さいたま市桜区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋さいたま埼大通り店 サービス 飲食業 2%

39,334 埼玉県 さいたま市桜区 北通 サービス その他サービス 5%

39,335 埼玉県 さいたま市桜区 Ｃｌｉｍｂｉｎｇ　ＧＹＭ　Ｐｅｎｇｕｉｎ サービス その他サービス 5%

39,336 埼玉県 さいたま市桜区 クローバー薬局 小売業 その他小売 5%

39,337 埼玉県 さいたま市桜区 金剛堂　埼玉本店 小売業 家具・調度品 5%

39,338 埼玉県 さいたま市桜区 セブン－イレブンさいたま大久保小学校前店 小売業 食料品 2%

39,339 埼玉県 さいたま市桜区 セブン－イレブンさいたま大久保店 小売業 食料品 2%

39,340 埼玉県 さいたま市桜区 セブン－イレブンさいたま栄和２丁目店 小売業 食料品 2%

39,341 埼玉県 さいたま市桜区 セブン－イレブンさいたま下大久保店 小売業 食料品 2%

39,342 埼玉県 さいたま市桜区 セブン－イレブンさいたま白鍬店 小売業 食料品 2%

39,343 埼玉県 さいたま市桜区 埼玉大学生協教職員食堂 サービス その他サービス 5%

39,344 埼玉県 さいたま市桜区 埼玉大学生協　書籍購買部 サービス その他サービス 5%

39,345 埼玉県 さいたま市桜区 埼玉大学生協　書籍購買部 サービス その他サービス 5%

39,346 埼玉県 さいたま市桜区 埼玉大学生協　第一食堂 サービス その他サービス 5%

39,347 埼玉県 さいたま市桜区 埼玉大学生協　第一食品 サービス その他サービス 5%

39,348 埼玉県 さいたま市桜区 埼玉大学生協　第二食堂 サービス その他サービス 5%

39,349 埼玉県 さいたま市桜区 埼玉大学生協　第二食品 サービス その他サービス 5%

39,350 埼玉県 さいたま市桜区 埼玉大学生協　プレイ サービス その他サービス 5%

39,351 埼玉県 さいたま市桜区 埼玉大学生協プレイガイドセンター サービス その他サービス 5%

39,352 埼玉県 さいたま市桜区 セブン－イレブンさいたま田島１丁目店 小売業 食料品 2%

39,353 埼玉県 さいたま市桜区 セブン－イレブンさいたま田島３丁目店 小売業 食料品 2%

39,354 埼玉県 さいたま市桜区 セブン－イレブンさいたま田島７丁目店 小売業 食料品 2%
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39,355 埼玉県 さいたま市桜区 セブン－イレブンさいたま田島８丁目店 小売業 食料品 2%

39,356 埼玉県 さいたま市桜区 セブン－イレブンさいたま西堀２丁目店 小売業 食料品 2%

39,357 埼玉県 さいたま市桜区 埼玉法衣 小売業 衣料品 5%

39,358 埼玉県 さいたま市桜区 セブン－イレブンさいたま町谷１丁目店 小売業 食料品 2%

39,359 埼玉県 さいたま市桜区 酒　だいにんぐ　うさぎ家 サービス 飲食業 5%

39,360 埼玉県 さいたま市桜区 シュ　ボウ　ヘアコミュニティ　Ａｖｅ サービス 理容・美容業 5%

39,361 埼玉県 さいたま市桜区 シュ　ボウ　ヘアコミュニティ　Ｏ　５ サービス 理容・美容業 5%

39,362 埼玉県 さいたま市桜区 承知の助さいたま田島店 サービス 飲食業 5%

39,363 埼玉県 さいたま市桜区 Ｃｅｌｅ＊Ｃｏｂａ－ＡｃｃｅｓｓｏｒｙＳｈｏｐ－ 小売業 衣料品 5%

39,364 埼玉県 さいたま市桜区 Ｔｉａｒａ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

39,365 埼玉県 さいたま市桜区 ＴＵＯ　埼玉大学生協　第二食堂 サービス その他サービス 5%

39,366 埼玉県 さいたま市桜区 ＴＵＯ　埼玉大学生協教職員食堂 サービス その他サービス 5%

39,367 埼玉県 さいたま市桜区 ＴＵＯ埼玉大学生協第一食堂 サービス その他サービス 5%

39,368 埼玉県 さいたま市桜区 ＴＵＯ埼玉大学生協　第二食品 サービス その他サービス 5%

39,369 埼玉県 さいたま市桜区 ＴＵＯ埼玉大学生協　第一食品 サービス その他サービス 5%

39,370 埼玉県 さいたま市桜区 とんかつ ステーキ?ウエスタン サービス 飲食業 5%

39,371 埼玉県 さいたま市桜区 肉の八頭龍 サービス 飲食業 5%

39,372 埼玉県 さいたま市桜区 セブン－イレブン西浦和駅前店 小売業 食料品 2%

39,373 埼玉県 さいたま市桜区 ＦＡＮＬＩＳＨ サービス その他サービス 5%

39,374 埼玉県 さいたま市桜区 バオバブ サービス 飲食業 5%

39,375 埼玉県 さいたま市桜区 風風ラーメン　浦和道場店 サービス 飲食業 5%

39,376 埼玉県 さいたま市桜区 ＰＵＳＨ 小売業 衣料品 5%

39,377 埼玉県 さいたま市桜区 プライベートサロンルミナス サービス 理容・美容業 5%

39,378 埼玉県 さいたま市桜区 朋友堂 小売業 衣料品 5%

39,379 埼玉県 さいたま市桜区 譽田電器 小売業 電化製品 5%

39,380 埼玉県 さいたま市桜区 本店 小売業 衣料品 5%

39,381 埼玉県 さいたま市桜区 南与野ｄｒａｇｏｎｆｌｙｈｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

39,382 埼玉県 さいたま市桜区 理容にいつま　ＨａｉｒＲｅｓｏｒｔ　ＮＩＩＴＳＵＭＡ サービス 理容・美容業 5%

39,383 埼玉県 さいたま市桜区 ワインショップドラジェ 小売業 食料品 5%

39,384 埼玉県 さいたま市桜区 和食ごはん　順風満帆 サービス 飲食業 5%

39,385 埼玉県 さいたま市中央区 アルカディアン美容室 サービス 理容・美容業 5%

39,386 埼玉県 さいたま市中央区 あんみつさん サービス 飲食業 5%

39,387 埼玉県 さいたま市中央区 ＷＩＺ　Ｄｏｒｏｔｈｙ【ウィズ　ドロシー】与野店 サービス 理容・美容業 5%

39,388 埼玉県 さいたま市中央区 さいたまユニオン　梅原電気 小売業 電化製品 5%

39,389 埼玉県 さいたま市中央区 オリックスレンタカーさいたま新都心店 サービス その他サービス 2%

39,390 埼玉県 さいたま市中央区 オリックスレンタカーさいたま中央店 サービス その他サービス 2%

39,391 埼玉県 さいたま市中央区 がってん寿司さいたま鈴谷店 サービス 飲食業 5%

39,392 埼玉県 さいたま市中央区 株式会社はとや 与野店 小売業 その他小売 5%

39,393 埼玉県 さいたま市中央区 カリーキングダム サービス 飲食業 5%

39,394 埼玉県 さいたま市中央区 カルナ・ネット サービス その他サービス 5%

39,395 埼玉県 さいたま市中央区 （給湯お助け隊）アドテックサービス株式会社 小売業 その他小売 5%

39,396 埼玉県 さいたま市中央区 女性理容師きょうこのお店 サービス 理容・美容業 5%
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39,397 埼玉県 さいたま市中央区 女性理容師きょうこのお店 サービス 理容・美容業 5%

39,398 埼玉県 さいたま市中央区 ぎょうざの満洲　北与野駅前店 サービス 飲食業 5%

39,399 埼玉県 さいたま市中央区 ぎょうざの満洲　与野西口店 サービス 飲食業 5%

39,400 埼玉県 さいたま市中央区 川口屋 サービス その他サービス 5%

39,401 埼玉県 さいたま市中央区 セブン－イレブンけやき広場前店 小売業 食料品 2%

39,402 埼玉県 さいたま市中央区 ｇｏｅｎ　ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

39,403 埼玉県 さいたま市中央区 サイクルショップ ライフ 小売業 その他小売 5%

39,404 埼玉県 さいたま市中央区 セブン－イレブンさいたま円阿弥２丁目店 小売業 食料品 2%

39,405 埼玉県 さいたま市中央区 セブン－イレブンさいたま大戸３丁目店 小売業 食料品 2%

39,406 埼玉県 さいたま市中央区 セブン－イレブンさいたま大戸６丁目店 小売業 食料品 2%

39,407 埼玉県 さいたま市中央区 セブン－イレブンさいたま上落合９丁目店 小売業 食料品 2%

39,408 埼玉県 さいたま市中央区 セブン－イレブンさいたま上落合３丁目店 小売業 食料品 2%

39,409 埼玉県 さいたま市中央区 埼玉小児サテライト病院売店 小売業 その他小売 5%

39,410 埼玉県 さいたま市中央区 セブン－イレブンさいたま鈴谷４丁目店 小売業 食料品 2%

39,411 埼玉県 さいたま市中央区 セブン－イレブンさいたま本町西５丁目店 小売業 食料品 2%

39,412 埼玉県 さいたま市中央区 セブン－イレブンさいたま与野公園店 小売業 食料品 2%

39,413 埼玉県 さいたま市中央区 セブン－イレブンさいたま与野本町東店 小売業 食料品 2%

39,414 埼玉県 さいたま市中央区 ササキ株式会社埼玉支店 サービス その他サービス 5%

39,415 埼玉県 さいたま市中央区 シュ　ボウ　ヘアコミュニティ　Ｖｅｒ　４ サービス 理容・美容業 5%

39,416 埼玉県 さいたま市中央区 創作蕎麦膳むさしや サービス 飲食業 5%

39,417 埼玉県 さいたま市中央区 Ｔａｉｖａｓ 小売業 その他小売 5%

39,418 埼玉県 さいたま市中央区 高須自動車　与野店 サービス その他サービス 5%

39,419 埼玉県 さいたま市中央区 高須自動車与野店 サービス その他サービス 5%

39,420 埼玉県 さいたま市中央区 タマリバ美容室ＴｏｗａｎｏＷａ サービス 理容・美容業 5%

39,421 埼玉県 さいたま市中央区 茶ちゃまる サービス 飲食業 5%

39,422 埼玉県 さいたま市中央区 中華料理　香新 サービス 飲食業 5%

39,423 埼玉県 さいたま市中央区 デトックス トータルビューティ翠恵 サービス その他サービス 5%

39,424 埼玉県 さいたま市中央区 デトックス＆トータルビューティ翠恵 サービス その他サービス 5%

39,425 埼玉県 さいたま市中央区 トヨタカローラ新埼玉北与野店 小売業 その他小売 5%

39,426 埼玉県 さいたま市中央区 トヨタカローラ新埼玉本社 小売業 その他小売 5%

39,427 埼玉県 さいたま市中央区 トヨタレンタリース埼玉さいたま新都心店 サービス その他サービス 2%

39,428 埼玉県 さいたま市中央区 トヨタレンタリース新埼玉与野店 サービス その他サービス 2%

39,429 埼玉県 さいたま市中央区 とんかつぼんち とんかつぼんち サービス 飲食業 5%

39,430 埼玉県 さいたま市中央区 はとや与野 小売業 その他小売 5%

39,431 埼玉県 さいたま市中央区 はとやＲｕｓｈ　Ｏｎ 小売業 その他小売 5%

39,432 埼玉県 さいたま市中央区 ピッコリーノ動物病院 サービス その他サービス 5%

39,433 埼玉県 さいたま市中央区 美容室ルーツ サービス 理容・美容業 5%

39,434 埼玉県 さいたま市中央区 フリーリー美容室 サービス 理容・美容業 5%

39,435 埼玉県 さいたま市中央区 ブロッサム　与野店 サービス 理容・美容業 5%

39,436 埼玉県 さいたま市中央区 ヘアースタジオセブン サービス 理容・美容業 5%

39,437 埼玉県 さいたま市中央区 ＨＯＰＥＳＴＡＲ サービス その他サービス 5%

39,438 埼玉県 さいたま市中央区 ＭＡＪＥＳＴ　クッションダンスシューズ　ＭＡＪＥＳＴ 小売業 その他小売 5%
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39,439 埼玉県 さいたま市中央区 増田ヤ 与野駅前店 小売業 食料品 5%

39,440 埼玉県 さいたま市中央区 松本眞一税理士事務所 サービス その他サービス 5%

39,441 埼玉県 さいたま市中央区 ミハフルーラ　与野本町店 サービス その他サービス 5%

39,442 埼玉県 さいたま市中央区 ｍｉｌｋａｒｕｃｇｅ サービス 理容・美容業 5%

39,443 埼玉県 さいたま市中央区 むぎとオリーブ　グループ　さいたま新都心店 サービス 飲食業 5%

39,444 埼玉県 さいたま市中央区 中央メモリアル・サービス サービス その他サービス 5%

39,445 埼玉県 さいたま市中央区 有限会社マギー ｍａｇｇｉｅ美容院 サービス 理容・美容業 5%

39,446 埼玉県 さいたま市中央区 有限会社マギーフレンズ　Ｍａｇｇｉｅ　ＡＮＮＥＸ サービス 理容・美容業 5%

39,447 埼玉県 さいたま市中央区 有限会社マック Ｍａｇｇｉｅ Ａｓｌｉ サービス 理容・美容業 5%

39,448 埼玉県 さいたま市中央区 ＹＵＲＩＲＡ サービス 理容・美容業 5%

39,449 埼玉県 さいたま市中央区 洋風厨房　ソーシエ　洋風厨房　ソーシエ サービス 飲食業 5%

39,450 埼玉県 さいたま市中央区 セブン－イレブン与野西店 小売業 食料品 2%

39,451 埼玉県 さいたま市中央区 理容エンドー サービス 理容・美容業 5%

39,452 埼玉県 さいたま市中央区 ｌｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

39,453 埼玉県 さいたま市西区 ＡＫＡＲＡ サービス 理容・美容業 5%

39,454 埼玉県 さいたま市西区 ＡＲＡＭＡＫＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

39,455 埼玉県 さいたま市西区 癒し床　となりの杜 サービス 理容・美容業 5%

39,456 埼玉県 さいたま市西区 ｗｅａｔｈｅｒ　ｒｅｐｏｒｔ サービス 飲食業 5%

39,457 埼玉県 さいたま市西区 セブン－イレブン大宮中釘店 小売業 食料品 2%

39,458 埼玉県 さいたま市西区 セブン－イレブン大宮三橋店 小売業 食料品 2%

39,459 埼玉県 さいたま市西区 オグラ電器 小売業 電化製品 5%

39,460 埼玉県 さいたま市西区 Ｏｒｃａ サービス 理容・美容業 5%

39,461 埼玉県 さいたま市西区 がってん寿司指扇店 サービス 飲食業 5%

39,462 埼玉県 さいたま市西区 カヌーショップ ぱどる 小売業 その他小売 5%

39,463 埼玉県 さいたま市西区 ｃａｆｅＶＩＡ サービス 飲食業 5%

39,464 埼玉県 さいたま市西区 株式会社タイヤサービスいとう 小売業 その他小売 5%

39,465 埼玉県 さいたま市西区 株式会社賃貸自動車埼玉店 サービス その他サービス 5%

39,466 埼玉県 さいたま市西区 キャッチ・ナウ・モリ 小売業 電化製品 5%

39,467 埼玉県 さいたま市西区 クニトモ電器 小売業 電化製品 5%

39,468 埼玉県 さいたま市西区 グルメ食品株式会社　ほっかほか弁当日本亭　指扇店 サービス 飲食業 5%

39,469 埼玉県 さいたま市西区 セブン－イレブンさいたま天沼中央通り店 小売業 食料品 2%

39,470 埼玉県 さいたま市西区 セブン－イレブンさいたま飯田新田店 小売業 食料品 2%

39,471 埼玉県 さいたま市西区 セブン－イレブンさいたま指扇東店 小売業 食料品 2%

39,472 埼玉県 さいたま市西区 セブン－イレブンさいたま佐知川店 小売業 食料品 2%

39,473 埼玉県 さいたま市西区 セブン－イレブンさいたま清河寺店 小売業 食料品 2%

39,474 埼玉県 さいたま市西区 セブン－イレブンさいたま中野林店 小売業 食料品 2%

39,475 埼玉県 さいたま市西区 セブン－イレブンさいたま中野林中郷店 小売業 食料品 2%

39,476 埼玉県 さいたま市西区 セブン－イレブンさいたま西遊馬店 小売業 食料品 2%

39,477 埼玉県 さいたま市西区 セブン－イレブンさいたま二ッ宮店 小売業 食料品 2%

39,478 埼玉県 さいたま市西区 セブン－イレブンさいたま三橋５丁目店 小売業 食料品 2%

39,479 埼玉県 さいたま市西区 セブン－イレブンさいたま三橋３丁目店 小売業 食料品 2%

39,480 埼玉県 さいたま市西区 笹岡電器 小売業 電化製品 5%
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39,481 埼玉県 さいたま市西区 旬菜あき山 サービス 飲食業 5%

39,482 埼玉県 さいたま市西区 炭火焼肉　心 サービス 飲食業 5%

39,483 埼玉県 さいたま市西区 ソーイング工房　Ｌｅａｆ サービス その他サービス 5%

39,484 埼玉県 さいたま市西区 タクシー サービス 運輸業 5%

39,485 埼玉県 さいたま市西区 ｔｗｅａｋｈａｉｒｆａｃｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

39,486 埼玉県 さいたま市西区 トヨタカローラ新埼玉指扇店 小売業 その他小売 5%

39,487 埼玉県 さいたま市西区 橋本屋 佐知川店 小売業 その他小売 5%

39,488 埼玉県 さいたま市西区 美容室Ｐｉａｎｏ サービス 理容・美容業 5%

39,489 埼玉県 さいたま市西区 日吉電気 サービス その他サービス 5%

39,490 埼玉県 さいたま市西区 フレッシュネスバーガー新大宮バイパス サービス 飲食業 2%

39,491 埼玉県 さいたま市西区 ヘアーデザインアーティ サービス 理容・美容業 5%

39,492 埼玉県 さいたま市西区 ぽのいえ ＢＢＱ ｃａｆｅ   Ｇｒｉｌｌ ｃａｆｅ ぽのいえ サービス 飲食業 5%

39,493 埼玉県 さいたま市西区 ミキ洋装 小売業 衣料品 5%

39,494 埼玉県 さいたま市緑区 アットイーズ東浦和店 小売業 その他小売 5%

39,495 埼玉県 さいたま市緑区 石井電機 小売業 電化製品 5%

39,496 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブン浦和大間木店 小売業 食料品 2%

39,497 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブン浦和南部領店 小売業 食料品 2%

39,498 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブン浦和原山３丁目店 小売業 食料品 2%

39,499 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブン浦和美園駅前店 小売業 食料品 2%

39,500 埼玉県 さいたま市緑区 ａｓｔ気功すずき サービス 理容・美容業 5%

39,501 埼玉県 さいたま市緑区 エテルナ株式会社 エテルナ イオン浦和美園店 小売業 衣料品 5%

39,502 埼玉県 さいたま市緑区 エドライフ 小売業 その他小売 5%

39,503 埼玉県 さいたま市緑区 大川東浦和店 小売業 家具・調度品 5%

39,504 埼玉県 さいたま市緑区 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ さいたま市緑区大門店 サービス 飲食業 5%

39,505 埼玉県 さいたま市緑区 オリックスレンタカー東浦和中尾カウンター サービス その他サービス 2%

39,506 埼玉県 さいたま市緑区 がくぶち屋の雪山堂 本社工房 小売業 その他小売 5%

39,507 埼玉県 さいたま市緑区 かつ敏浦和美園店 サービス 飲食業 5%

39,508 埼玉県 さいたま市緑区 株式会社ガレージイガラシ サービス その他サービス 5%

39,509 埼玉県 さいたま市緑区 株式会社ワイズ濵中 小売業 その他小売 5%

39,510 埼玉県 さいたま市緑区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋浦和中尾店 サービス 飲食業 2%

39,511 埼玉県 さいたま市緑区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ東浦和駅前 サービス 飲食業 2%

39,512 埼玉県 さいたま市緑区 ｋｉｔｃｈｅｎ ｂａｒ ８７０ サービス 飲食業 5%

39,513 埼玉県 さいたま市緑区 グリーンフーズ 小売業 食料品 5%

39,514 埼玉県 さいたま市緑区 工房タテト サービス その他サービス 5%

39,515 埼玉県 さいたま市緑区 個人　齊藤タクシー サービス 運輸業 5%

39,516 埼玉県 さいたま市緑区 古民家カフェ 藍 サービス 飲食業 5%

39,517 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブンさいたま大牧店 小売業 食料品 2%

39,518 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブンさいたま道祖土２丁目店 小売業 食料品 2%

39,519 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブンさいたま芝原店 小売業 食料品 2%

39,520 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブンさいたま中尾駒前店 小売業 食料品 2%

39,521 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブンさいたま中尾店 小売業 食料品 2%

39,522 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブンさいたま中尾バイパス店 小売業 食料品 2%

943



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

39,523 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブンさいたま中尾緑島店 小売業 食料品 2%

39,524 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブンさいたま原山１丁目店 小売業 食料品 2%

39,525 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブンさいたま原山３丁目南店 小売業 食料品 2%

39,526 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブンさいたま東大門２丁目店 小売業 食料品 2%

39,527 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブンさいたま松木２丁目店 小売業 食料品 2%

39,528 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブンさいたま三室北宿店 小売業 食料品 2%

39,529 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブンさいたま三室店 小売業 食料品 2%

39,530 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブンさいたま山崎店 小売業 食料品 2%

39,531 埼玉県 さいたま市緑区 ｓｗｅｅｔ ｓ ｃａｆｅ ｏｈａｎａ 小売業 食料品 5%

39,532 埼玉県 さいたま市緑区 すたみな太郎　東浦和店 サービス 飲食業 5%

39,533 埼玉県 さいたま市緑区 セオサイクル東浦和店 小売業 その他小売 5%

39,534 埼玉県 さいたま市緑区 セオサイクル東浦和店 小売業 その他小売 5%

39,535 埼玉県 さいたま市緑区 台湾食堂パイクー屋　桃園　台湾食堂パイクー屋　桃園 サービス 飲食業 5%

39,536 埼玉県 さいたま市緑区 みらいがっこうダビンチボックス サービス その他サービス 5%

39,537 埼玉県 さいたま市緑区 トヨタカローラ新埼玉浦和三室店 小売業 その他小売 5%

39,538 埼玉県 さいたま市緑区 トヨタレンタリース埼玉東浦和駅前店 サービス その他サービス 2%

39,539 埼玉県 さいたま市緑区 トヨタレンタリース新埼玉　浦和美園駅前店 サービス その他サービス 2%

39,540 埼玉県 さいたま市緑区 トラットリア　エストポルトーネ サービス 飲食業 5%

39,541 埼玉県 さいたま市緑区 ｔｒｅａｔｏｒｔｒｅａｔ！ サービス 飲食業 5%

39,542 埼玉県 さいたま市緑区 ＴｒｑｕｅＬｅａｔｈｅｒｓ 小売業 衣料品 5%

39,543 埼玉県 さいたま市緑区 中丸ストアー　中丸ストアー 小売業 食料品 5%

39,544 埼玉県 さいたま市緑区 南欧食堂　マードレ サービス 飲食業 5%

39,545 埼玉県 さいたま市緑区 ＨＥＡＲＴＹ サービス その他サービス 5%

39,546 埼玉県 さいたま市緑区 橋本屋 浦和店 小売業 その他小売 5%

39,547 埼玉県 さいたま市緑区 パンカフェギー サービス 飲食業 5%

39,548 埼玉県 さいたま市緑区 バンギャオ バンギャオ サービス 飲食業 5%

39,549 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブン東浦和駅北通り店 小売業 食料品 2%

39,550 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブン東浦和駅前店 小売業 食料品 2%

39,551 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブン東浦和駅南店 小売業 食料品 2%

39,552 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブン東浦和３丁目店 小売業 食料品 2%

39,553 埼玉県 さいたま市緑区 セブン－イレブン東浦和７丁目店 小売業 食料品 2%

39,554 埼玉県 さいたま市緑区 日乃出鮨 サービス 飲食業 5%

39,555 埼玉県 さいたま市緑区 Ｌ－ＭＥＤＩＡヒマワリ 小売業 電化製品 5%

39,556 埼玉県 さいたま市緑区 ＦＡＮＴＡＳＩＳＴＡ１３ 多国籍料理居酒屋ＦＡＮＴＡＳＩＳＴＡ１３ サービス 飲食業 5%

39,557 埼玉県 さいたま市緑区 ＦＡＮＴＡＳＩＳＴＡ１３ サービス 飲食業 5%

39,558 埼玉県 さいたま市緑区 Ｈａｉｒ Ｓｔｕｄｉｏ Ｌｅａｖｅｓ 原山店 サービス 理容・美容業 5%

39,559 埼玉県 さいたま市緑区 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｌｅａｖｅｓ　東浦和店 サービス 理容・美容業 5%

39,560 埼玉県 さいたま市緑区 Ｈａｉｒスリーク サービス 理容・美容業 5%

39,561 埼玉県 さいたま市緑区 ｍａｍａｆｕｗａｒｉ サービス 理容・美容業 5%

39,562 埼玉県 さいたま市緑区 メイクス サービス 理容・美容業 5%

39,563 埼玉県 さいたま市緑区 合資会社ＭａｋｅＳｐａｃｅ サービス その他サービス 5%

39,564 埼玉県 さいたま市緑区 メガネのワコー　東浦和店 小売業 その他小売 5%
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39,565 埼玉県 さいたま市緑区 有限会社 日動クリーニング 日動クリーニング サービス その他サービス 5%

39,566 埼玉県 さいたま市緑区 有　堀江モータース サービス その他サービス 5%

39,567 埼玉県 さいたま市緑区 ライフビジュー サービス 理容・美容業 5%

39,568 埼玉県 さいたま市緑区 ＬＩＰ?Ｌｉｐｐｓ サービス 理容・美容業 5%

39,569 埼玉県 さいたま市緑区 リトル・ウィング サービス 理容・美容業 5%

39,570 埼玉県 さいたま市南区 あーしゃんてぃ サービス その他サービス 5%

39,571 埼玉県 さいたま市南区 Ａｒｓｙａ　Ｌｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

39,572 埼玉県 さいたま市南区 愛知家 サービス 飲食業 5%

39,573 埼玉県 さいたま市南区 ａｉｎａ・ｍａｋａｎａ 小売業 衣料品 5%

39,574 埼玉県 さいたま市南区 Ａｚｕｒｅ　Ｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

39,575 埼玉県 さいたま市南区 Ａｆｆｅｔｔｏ サービス 理容・美容業 5%

39,576 埼玉県 さいたま市南区 ＡＮＱ　ｃｈａｒｉｓ サービス 理容・美容業 5%

39,577 埼玉県 さいたま市南区 石川電器商会 小売業 電化製品 5%

39,578 埼玉県 さいたま市南区 出光パラーダ浦和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

39,579 埼玉県 さいたま市南区 ＶｉｓｉｏｎＷｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

39,580 埼玉県 さいたま市南区 うお坐　浦和南店 サービス 飲食業 5%

39,581 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブン浦和内谷４丁目店 小売業 食料品 2%

39,582 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブン浦和白幡６丁目店 小売業 食料品 2%

39,583 埼玉県 さいたま市南区 エース広告 南浦和店 小売業 その他小売 5%

39,584 埼玉県 さいたま市南区 ａｕショップ武蔵浦和 小売業 その他小売 5%

39,585 埼玉県 さいたま市南区 小河知子 小売業 衣料品 5%

39,586 埼玉県 さいたま市南区 Ｏｒｇａｎｉｃ ｇｙｍ Ｏｒｇａｎｉｃ ｇｙｍ サービス その他サービス 5%

39,587 埼玉県 さいたま市南区 岡田 サービス 飲食業 5%

39,588 埼玉県 さいたま市南区 カスタムストレッチ サービス その他サービス 5%

39,589 埼玉県 さいたま市南区 がってん寿司南浦和店 サービス 飲食業 5%

39,590 埼玉県 さいたま市南区 かなこ サービス その他サービス 5%

39,591 埼玉県 さいたま市南区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ武蔵浦和東口店 サービス 飲食業 2%

39,592 埼玉県 さいたま市南区 河合塾マナビス武蔵浦和校 サービス その他サービス 2%

39,593 埼玉県 さいたま市南区 ＫＩＩＴＯＳ 小売業 その他小売 5%

39,594 埼玉県 さいたま市南区 串揚げ０９ サービス 飲食業 5%

39,595 埼玉県 さいたま市南区 蔵人　南浦和店 サービス 飲食業 5%

39,596 埼玉県 さいたま市南区 クランツ株式会社 サービス その他サービス 5%

39,597 埼玉県 さいたま市南区 ｇｌｅｅ　【グリー】南浦和店 サービス 理容・美容業 5%

39,598 埼玉県 さいたま市南区 グルメ食品株式会社 ほっかほか弁当日本亭 南浦和店 サービス 飲食業 5%

39,599 埼玉県 さいたま市南区 ＣＯＴＥＭＥＲ 小売業 衣料品 5%

39,600 埼玉県 さいたま市南区 小島屋 サービス 飲食業 5%

39,601 埼玉県 さいたま市南区 個人　岡タクシー サービス その他サービス 5%

39,602 埼玉県 さいたま市南区 米粉入りベーグル専門店　ＷＡベーグル 小売業 食料品 5%

39,603 埼玉県 さいたま市南区 コヤマ金物 小売業 その他小売 5%

39,604 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブンさいたま円正寺店 小売業 食料品 2%

39,605 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブンさいたま大谷口店 小売業 食料品 2%

39,606 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブンさいたま大谷場店 小売業 食料品 2%
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39,607 埼玉県 さいたま市南区 ライフ＆テクノロジーズ（カギ１１０番代理店） サービス その他サービス 5%

39,608 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブンさいたま鹿手袋３丁目店 小売業 食料品 2%

39,609 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブンさいたま鹿手袋店 小売業 食料品 2%

39,610 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブンさいたま太田窪５丁目店 小売業 食料品 2%

39,611 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブンさいたま太田窪店 小売業 食料品 2%

39,612 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブンさいたま辻１丁目店 小売業 食料品 2%

39,613 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブンさいたま辻５丁目店 小売業 食料品 2%

39,614 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブンさいたま辻７丁目店 小売業 食料品 2%

39,615 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブンさいたま文蔵５丁目店 小売業 食料品 2%

39,616 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブンさいたま文蔵３丁目店 小売業 食料品 2%

39,617 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブンさいたま文蔵４丁目店 小売業 食料品 2%

39,618 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブンさいたま別所１丁目店 小売業 食料品 2%

39,619 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブンさいたま曲本３丁目店 小売業 食料品 2%

39,620 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブンさいたま南本町２丁目店 小売業 食料品 2%

39,621 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　上尾中央センター 小売業 食料品 5%

39,622 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売 伊奈センター 小売業 食料品 5%

39,623 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　大久保センター 小売業 食料品 5%

39,624 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　大間木センター 小売業 食料品 5%

39,625 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　桶川西センター 小売業 食料品 5%

39,626 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　桶川東センター 小売業 食料品 5%

39,627 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売 尾山台センター 小売業 食料品 5%

39,628 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　上青木センター 小売業 食料品 5%

39,629 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売 神根センター 小売業 食料品 5%

39,630 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　川口センター 小売業 食料品 5%

39,631 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　川越北センター 小売業 食料品 5%

39,632 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　川越センター 小売業 食料品 5%

39,633 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　川越西センター 小売業 食料品 5%

39,634 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　喜沢センター 小売業 食料品 5%

39,635 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売 岸町センター 小売業 食料品 5%

39,636 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　北上尾センター 小売業 食料品 5%

39,637 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売 北本センター 小売業 食料品 5%

39,638 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売 笹目センター 小売業 食料品 5%

39,639 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　芝センター 小売業 食料品 5%

39,640 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　新河岸センター 小売業 食料品 5%

39,641 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　新郷センター 小売業 食料品 5%

39,642 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売 太田窪センター 小売業 食料品 5%

39,643 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売 大東センター 小売業 食料品 5%

39,644 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売 常盤センター 小売業 食料品 5%

39,645 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売 戸塚センター 小売業 食料品 5%

39,646 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　西上尾センター 小売業 食料品 5%

39,647 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　鳩ヶ谷センター 小売業 食料品 5%

39,648 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　ふじみ野ひまわりセンター 小売業 食料品 5%
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39,649 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　別所センター 小売業 食料品 5%

39,650 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　南大塚センター 小売業 食料品 5%

39,651 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売　武蔵浦和センター 小売業 食料品 5%

39,652 埼玉県 さいたま市南区 埼玉ヤクルト販売 元郷センター 小売業 食料品 5%

39,653 埼玉県 さいたま市南区 Ｓｏｕｔｈ　Ｐｉｅｃｅ　サウスピース サービス 理容・美容業 5%

39,654 埼玉県 さいたま市南区 サウスピース サービス 理容・美容業 5%

39,655 埼玉県 さいたま市南区 酒蔵力武蔵浦和店 サービス 飲食業 5%

39,656 埼玉県 さいたま市南区 サムシングベッラジョイア サービス 飲食業 5%

39,657 埼玉県 さいたま市南区 産後ドゥーラこじまちえこ サービス その他サービス 5%

39,658 埼玉県 さいたま市南区 ，ＣＡＷｉｎｅＦａｒｍ サービス 飲食業 5%

39,659 埼玉県 さいたま市南区 じゃんぼ總本店　南浦和駅前店 サービス 飲食業 5%

39,660 埼玉県 さいたま市南区 修理工房ＩＢＵＫＩ サービス その他サービス 5%

39,661 埼玉県 さいたま市南区 新晨美食坊 サービス 飲食業 5%

39,662 埼玉県 さいたま市南区 セオサイクル　武蔵浦和店 小売業 その他小売 5%

39,663 埼玉県 さいたま市南区 セオサイクル南浦和店 小売業 その他小売 5%

39,664 埼玉県 さいたま市南区 セオサイクル南浦和東口店 小売業 その他小売 5%

39,665 埼玉県 さいたま市南区 Ｚｏｗ　Ｚｏｗ　【ゾウ　ゾウ】 サービス 理容・美容業 5%

39,666 埼玉県 さいたま市南区 ソルティーライン株式会社 小売業 衣料品 5%

39,667 埼玉県 さいたま市南区 たくぞうの家 サービス 飲食業 5%

39,668 埼玉県 さいたま市南区 たくぞうのらーめん サービス 飲食業 5%

39,669 埼玉県 さいたま市南区 地中海酒場ココチーノ　南浦和店 サービス 飲食業 5%

39,670 埼玉県 さいたま市南区 チャムどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

39,671 埼玉県 さいたま市南区 ＣＡＮＴＥ　南浦和店 サービス 理容・美容業 5%

39,672 埼玉県 さいたま市南区 つきじ海賓　南浦和店 サービス 飲食業 5%

39,673 埼玉県 さいたま市南区 鉄板　虎や サービス 飲食業 5%

39,674 埼玉県 さいたま市南区 Ｄｏｏｄｌｅ５０ 小売業 衣料品 5%

39,675 埼玉県 さいたま市南区 都市園芸研究所 小売業 その他小売 5%

39,676 埼玉県 さいたま市南区 トヨタカローラ新埼玉浦和店 小売業 その他小売 5%

39,677 埼玉県 さいたま市南区 トヨタレンタリース埼玉南浦和駅西口店 サービス その他サービス 2%

39,678 埼玉県 さいたま市南区 トヨタレンタリース新埼玉　北戸田駅前店 サービス その他サービス 2%

39,679 埼玉県 さいたま市南区 トヨタレンタリース新埼玉南浦和駅前 サービス その他サービス 2%

39,680 埼玉県 さいたま市南区 トヨタレンタリース新埼玉武蔵浦和駅前 サービス その他サービス 2%

39,681 埼玉県 さいたま市南区 鶏陣 小売業 食料品 5%

39,682 埼玉県 さいたま市南区 中浦和サイクルポート サービス その他サービス 5%

39,683 埼玉県 さいたま市南区 那須家　宗庵 サービス 飲食業 5%

39,684 埼玉県 さいたま市南区 ニッカホーム さいたま南営業所 サービス その他サービス 5%

39,685 埼玉県 さいたま市南区 日章自動車 サービス その他サービス 5%

39,686 埼玉県 さいたま市南区 ネイルサロンカノン サービス 理容・美容業 5%

39,687 埼玉県 さいたま市南区 ｂｙＭＩＧＩＷＡ サービス その他サービス 5%

39,688 埼玉県 さいたま市南区 ぱん日和 小売業 食料品 5%

39,689 埼玉県 さいたま市南区 美創Ｌａｂ株式会社 サービス その他サービス 5%

39,690 埼玉県 さいたま市南区 ひとふたみ和装教室 サービス その他サービス 5%
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39,691 埼玉県 さいたま市南区 美肌専門サロンＢＥＬＬＩＳＩＡ サービス 理容・美容業 5%

39,692 埼玉県 さいたま市南区 ファクトリーギアさいたま店 小売業 その他小売 5%

39,693 埼玉県 さいたま市南区 ｎａｉｌｓａｌｏｎｆｕｕ サービス 理容・美容業 5%

39,694 埼玉県 さいたま市南区 Ｐｌｕｍ サービス その他サービス 5%

39,695 埼玉県 さいたま市南区 ブリアント　南浦和店 サービス 理容・美容業 5%

39,696 埼玉県 さいたま市南区 ｐｒｉｓｍｐｒｉｓｍ サービス 理容・美容業 5%

39,697 埼玉県 さいたま市南区 ｆｕｎｎｕｆｕｎｎｕ サービス 理容・美容業 5%

39,698 埼玉県 さいたま市南区 ヘアールーム　ルズ サービス 理容・美容業 5%

39,699 埼玉県 さいたま市南区 ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　ＡＲＴＥＭＩＳ　ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　ＡＲＴＥＭＩＳ サービス 理容・美容業 5%

39,700 埼玉県 さいたま市南区 ｇｌａｍ サービス 理容・美容業 5%

39,701 埼玉県 さいたま市南区 ヘアリゾートアジア サービス 理容・美容業 5%

39,702 埼玉県 さいたま市南区 ヘアレスキューつや髪 サービス 理容・美容業 5%

39,703 埼玉県 さいたま市南区 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

39,704 埼玉県 さいたま市南区 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

39,705 埼玉県 さいたま市南区 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

39,706 埼玉県 さいたま市南区 保育園リトルベア サービス その他サービス 5%

39,707 埼玉県 さいたま市南区 ＭＡＧＩＣＡ　【マヒカ】 サービス 理容・美容業 5%

39,708 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブン南浦和１丁目店 小売業 食料品 2%

39,709 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブン南浦和駅西口店 小売業 食料品 2%

39,710 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブン南浦和駅東口店 小売業 食料品 2%

39,711 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブン南浦和３丁目店 小売業 食料品 2%

39,712 埼玉県 さいたま市南区 南埼玉どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

39,713 埼玉県 さいたま市南区 セブン－イレブン武蔵浦和西口店 小売業 食料品 2%

39,714 埼玉県 さいたま市南区 メガネのワコー　南浦和店 小売業 その他小売 5%

39,715 埼玉県 さいたま市南区 痩身サロン我楽 サービス 理容・美容業 5%

39,716 埼玉県 さいたま市南区 ラク サービス その他サービス 5%

39,717 埼玉県 さいたま市南区 ＲＡＫＵｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

39,718 埼玉県 さいたま市南区 ＲＡＺＡＲＩＳダンス＆フィットネス サービス その他サービス 5%

39,719 埼玉県 さいたま市南区 ＬｕＣＩＴＡ　ＬｕＣＩＴＡ　ｍｉｎａｍｉｕｒａｗａ サービス 理容・美容業 5%

39,720 埼玉県 さいたま市南区 レザードックわたなべ サービス その他サービス 5%

39,721 埼玉県 さいたま市南区 レザードックわたなべ サービス その他サービス 5%

39,722 埼玉県 さいたま市南区 レストラン ブルーメン サービス 飲食業 5%

39,723 埼玉県 さいたま市南区 ＬｏｔｕｓＬｏｔｕｓ サービス 理容・美容業 5%

39,724 埼玉県 さいたま市見沼区 アスティ２４さいたま サービス その他サービス 5%

39,725 埼玉県 さいたま市見沼区 アットイーズ本社 小売業 家具・調度品 5%

39,726 埼玉県 さいたま市見沼区 アットイーズ（本社） 小売業 その他小売 5%

39,727 埼玉県 さいたま市見沼区 活きの魚政 サービス 飲食業 5%

39,728 埼玉県 さいたま市見沼区 居酒屋　じゅん サービス 飲食業 5%

39,729 埼玉県 さいたま市見沼区 一條苑　東大宮店 サービス 飲食業 5%

39,730 埼玉県 さいたま市見沼区 田舎の蛇屋 小売業 その他小売 5%

39,731 埼玉県 さいたま市見沼区 うさぎ専門店 ＤＡＮ ＳＨＯＵＳＥ 小売業 その他小売 5%

39,732 埼玉県 さいたま市見沼区 エアフォルク・ド・カフェ サービス 飲食業 5%

948



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

39,733 埼玉県 さいたま市見沼区 エレガンスビューティ サービス 理容・美容業 5%

39,734 埼玉県 さいたま市見沼区 大川家具　本社 小売業 家具・調度品 5%

39,735 埼玉県 さいたま市見沼区 大川（催事） 小売業 家具・調度品 5%

39,736 埼玉県 さいたま市見沼区 大川（本社） 小売業 家具・調度品 5%

39,737 埼玉県 さいたま市見沼区 大川　本部 小売業 家具・調度品 5%

39,738 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブン大宮大和田前原店 小売業 食料品 2%

39,739 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブン大宮春岡店 小売業 食料品 2%

39,740 埼玉県 さいたま市見沼区 大和田電化 小売業 電化製品 5%

39,741 埼玉県 さいたま市見沼区 織燈屋 サービス その他サービス 5%

39,742 埼玉県 さいたま市見沼区 カイロプラクティックｆｅｌｉｃｅｄｅｃｏｒｏ サービス 理容・美容業 5%

39,743 埼玉県 さいたま市見沼区 がってん寿司大宮南中野店 サービス 飲食業 5%

39,744 埼玉県 さいたま市見沼区 かつ敏東大宮店 サービス 飲食業 5%

39,745 埼玉県 さいたま市見沼区 株　シチケン サービス その他サービス 5%

39,746 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社ヨシオカ電気 小売業 電化製品 5%

39,747 埼玉県 さいたま市見沼区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東大宮店 サービス 飲食業 2%

39,748 埼玉県 さいたま市見沼区 韓国料理　李香苑 サービス 飲食業 5%

39,749 埼玉県 さいたま市見沼区 グルメ食品株式会社 ほっかほか弁当日本亭 東大宮店 サービス 飲食業 5%

39,750 埼玉県 さいたま市見沼区 合同会社実践サイコロジー研究所 サービス その他サービス 5%

39,751 埼玉県 さいたま市見沼区 工房ひな雛・工房真 サービス その他サービス 5%

39,752 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま大谷店 小売業 食料品 2%

39,753 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま大和田店 小売業 食料品 2%

39,754 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま大和田２丁目店 小売業 食料品 2%

39,755 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま片柳店 小売業 食料品 2%

39,756 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま島小学校前店 小売業 食料品 2%

39,757 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま島町店 小売業 食料品 2%

39,758 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　佐知川サービスセンター 小売業 食料品 5%

39,759 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　宮前センター 小売業 食料品 5%

39,760 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　大宮中央センター 小売業 食料品 5%

39,761 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　大宮西口センター 小売業 食料品 5%

39,762 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　植竹センター 小売業 食料品 5%

39,763 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　櫛引センター 小売業 食料品 5%

39,764 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　宮原センター 小売業 食料品 5%

39,765 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　奈良センター 小売業 食料品 5%

39,766 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　東大宮センター 小売業 食料品 5%

39,767 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　七里センター 小売業 食料品 5%

39,768 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　東新井センター 小売業 食料品 5%

39,769 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　春日部センター 小売業 食料品 5%

39,770 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　武里センター 小売業 食料品 5%

39,771 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　岩槻本町センター 小売業 食料品 5%

39,772 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　豊春センター 小売業 食料品 5%

39,773 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　春日部中央サービスセンター 小売業 食料品 5%

39,774 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　岩槻南センター 小売業 食料品 5%

949



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

39,775 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　与野センター 小売業 食料品 5%

39,776 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　与野鈴谷センター 小売業 食料品 5%

39,777 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売 草加サービスセンター 小売業 食料品 5%

39,778 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売 谷塚センター 小売業 食料品 5%

39,779 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売 柳島センター 小売業 食料品 5%

39,780 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売 草加東センター 小売業 食料品 5%

39,781 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売 松原センター 小売業 食料品 5%

39,782 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売 三郷第二センター 小売業 食料品 5%

39,783 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売 三郷センター 小売業 食料品 5%

39,784 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売 新三郷サービスセンター 小売業 食料品 5%

39,785 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売 越谷第一センター 小売業 食料品 5%

39,786 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売 越谷第二センター 小売業 食料品 5%

39,787 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売 北越谷第二センター 小売業 食料品 5%

39,788 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売 北越谷第一センター 小売業 食料品 5%

39,789 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売 大袋センター 小売業 食料品 5%

39,790 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　平方センター 小売業 食料品 5%

39,791 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売 蒲生茜町サービスセンター 小売業 食料品 5%

39,792 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売　川柳サービスセンター 小売業 食料品 5%

39,793 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売 八潮新町サービスセンター 小売業 食料品 5%

39,794 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉東部ヤクルト販売 八潮センター 小売業 食料品 5%

39,795 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま中川店 小売業 食料品 2%

39,796 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま七里店 小売業 食料品 2%

39,797 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま春野図書館前店 小売業 食料品 2%

39,798 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま東大宮駅西口店 小売業 食料品 2%

39,799 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま東大宮７丁目店 小売業 食料品 2%

39,800 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま東大宮２丁目店 小売業 食料品 2%

39,801 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま東大宮６丁目店 小売業 食料品 2%

39,802 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま膝子店 小売業 食料品 2%

39,803 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま深作２丁目店 小売業 食料品 2%

39,804 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま風渡野店 小売業 食料品 2%

39,805 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま堀崎町店 小売業 食料品 2%

39,806 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブンさいたま南中野店 小売業 食料品 2%

39,807 埼玉県 さいたま市見沼区 埼玉薬品株式会社 サービス その他サービス 5%

39,808 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社Ｊ＆Ｓ 小売業 その他小売 5%

39,809 埼玉県 さいたま市見沼区 自転車工房いのうえ 自転車工房いのうえ 小売業 その他小売 5%

39,810 埼玉県 さいたま市見沼区 芝浦工業大学生協　大宮店 サービス その他サービス 5%

39,811 埼玉県 さいたま市見沼区 芝浦工業大学生協　大宮店 サービス その他サービス 5%

39,812 埼玉県 さいたま市見沼区 芝工大生協　大宮店　書籍購買店 サービス その他サービス 5%

39,813 埼玉県 さいたま市見沼区 芝工大生協　大宮店　食堂 サービス その他サービス 5%

39,814 埼玉県 さいたま市見沼区 ｃｈｏｃｏｌａｔ【ショコラ】 サービス その他サービス 5%

39,815 埼玉県 さいたま市見沼区 スーパーラジコン　さいたま大宮店　スーパーラジコン　さいたま大宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

39,816 埼玉県 さいたま市見沼区 助次郎酒店 小売業 その他小売 5%
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39,817 埼玉県 さいたま市見沼区 Ｓｐａｇｈｅｔｔｉ Ｈｏｕｓｅ Ｂｅａｒ スパゲティハウスＢＥＡＲ サービス 飲食業 5%

39,818 埼玉県 さいたま市見沼区 スパゲティハウス　ＢＥＡＲ サービス 飲食業 5%

39,819 埼玉県 さいたま市見沼区 スマイルシェア 小売業 衣料品 5%

39,820 埼玉県 さいたま市見沼区 スマタブ教室 サービス その他サービス 5%

39,821 埼玉県 さいたま市見沼区 整体ＥＣＯＤＯ サービス その他サービス 5%

39,822 埼玉県 さいたま市見沼区 セオサイクル 大宮七里店 小売業 その他小売 5%

39,823 埼玉県 さいたま市見沼区 設備プラザ 小売業 その他小売 5%

39,824 埼玉県 さいたま市見沼区 仙人 小売業 その他小売 5%

39,825 埼玉県 さいたま市見沼区 高須自動車　本社 サービス その他サービス 5%

39,826 埼玉県 さいたま市見沼区 高須自動車　大宮店 サービス その他サービス 5%

39,827 埼玉県 さいたま市見沼区 Ｃｈｅｒｍｙ　Ｃｈｅｒｍｙ サービス 理容・美容業 5%

39,828 埼玉県 さいたま市見沼区 茶　岡野園 小売業 食料品 5%

39,829 埼玉県 さいたま市見沼区 つきじ海賓　東大宮店 サービス 飲食業 5%

39,830 埼玉県 さいたま市見沼区 ディアペットさいたま店 小売業 家具・調度品 5%

39,831 埼玉県 さいたま市見沼区 ｔｅｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

39,832 埼玉県 さいたま市見沼区 ＴＵＯ　芝工大生協　大宮店　食堂 サービス その他サービス 5%

39,833 埼玉県 さいたま市見沼区 ＴＵＯ　芝工大生協　大宮店　書籍・購買店 サービス その他サービス 5%

39,834 埼玉県 さいたま市見沼区 トヨタレンタリース埼玉東大宮店 サービス その他サービス 2%

39,835 埼玉県 さいたま市見沼区 ＴＲＩＳＥ サービス その他サービス 5%

39,836 埼玉県 さいたま市見沼区 Ｎｅｎｎｅｎ　東大宮店 サービス 理容・美容業 5%

39,837 埼玉県 さいたま市見沼区 Ｓｕｒｆ＆Ｃａｍｐ 小売業 その他小売 5%

39,838 埼玉県 さいたま市見沼区 ｂｉｃｙｃｌｅｗｏｒｋｓｈｏｐ鈴木 小売業 その他小売 5%

39,839 埼玉県 さいたま市見沼区 ＢｉｃｙｃｌｅＷｏｒｋＳｈｏｐ鈴木 小売業 その他小売 5%

39,840 埼玉県 さいたま市見沼区 ＢＷＳ鈴木 小売業 その他小売 5%

39,841 埼玉県 さいたま市見沼区 パティスリー　スプランディード 小売業 食料品 5%

39,842 埼玉県 さいたま市見沼区 パティスリーリエゾン 小売業 食料品 5%

39,843 埼玉県 さいたま市見沼区 ゴーゴー古着 小売業 衣料品 5%

39,844 埼玉県 さいたま市見沼区 Ｈａｒｕ サービス その他サービス 5%

39,845 埼玉県 さいたま市見沼区 東大宮ギャラリーアイ 小売業 衣料品 5%

39,846 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブン東大宮店 小売業 食料品 2%

39,847 埼玉県 さいたま市見沼区 セブン－イレブン東大宮４丁目店 小売業 食料品 2%

39,848 埼玉県 さいたま市見沼区 フォトガーデン　キラリ　大宮　大宮店 サービス その他サービス 5%

39,849 埼玉県 さいたま市見沼区 ＦＵＲＩＳＯＤＥＣＯＣＯ東大宮ハレノテラス店 小売業 衣料品 5%

39,850 埼玉県 さいたま市見沼区 ｐａｌｍ　東大宮店 サービス 理容・美容業 5%

39,851 埼玉県 さいたま市見沼区 ヘアーライズ サービス 理容・美容業 5%

39,852 埼玉県 さいたま市見沼区 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　５６３ サービス 理容・美容業 5%

39,853 埼玉県 さいたま市見沼区 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｓ?１ サービス 理容・美容業 5%

39,854 埼玉県 さいたま市見沼区 本格炭火串焼きはじめ サービス 飲食業 5%

39,855 埼玉県 さいたま市見沼区 本格炭火串焼「一」はじめ東大宮 サービス 飲食業 5%

39,856 埼玉県 さいたま市見沼区 ゆう吉 サービス 飲食業 5%

39,857 埼玉県 さいたま市見沼区 有限会社グリーンサーバー 小売業 その他小売 5%

39,858 埼玉県 さいたま市見沼区 らかんスタジオ東大宮ハレノテラス店 サービス その他サービス 5%
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39,859 埼玉県 さいたま市見沼区 りんりん舎 サービス その他サービス 5%

39,860 埼玉県 さいたま市見沼区 りんりん舎 りんりん舎 サービス その他サービス 5%

39,861 埼玉県 坂戸市 Ｒーｃｒｅｗ サービス 理容・美容業 5%

39,862 埼玉県 坂戸市 アシュール南 サービス 理容・美容業 5%

39,863 埼玉県 坂戸市 株式会社アライ金物 小売業 電化製品 5%

39,864 埼玉県 坂戸市 アーリーバードゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

39,865 埼玉県 坂戸市 アロマデザインカフェ　アンジー サービス 飲食業 5%

39,866 埼玉県 坂戸市 居酒屋いちき若葉店 サービス 飲食業 5%

39,867 埼玉県 坂戸市 いちかわペットクリニック サービス その他サービス 5%

39,868 埼玉県 坂戸市 犬と猫のクリニック　てくてく動物病院 サービス その他サービス 5%

39,869 埼玉県 坂戸市 いわきや坂戸店 小売業 その他小売 5%

39,870 埼玉県 坂戸市 インテルナかわはた　坂戸店 小売業 家具・調度品 5%

39,871 埼玉県 坂戸市 インテルナかわはた　坂戸店 小売業 家具・調度品 5%

39,872 埼玉県 坂戸市 ＷＥＬＬＰＩＮＥ　ＡＵＴＯＧＡＲＡＧＥ サービス その他サービス 5%

39,873 埼玉県 坂戸市 えがおファーム サービス その他サービス 5%

39,874 埼玉県 坂戸市 えんだ動物病院 サービス その他サービス 5%

39,875 埼玉県 坂戸市 お菓子の家ＰＡＯＰＡＯ 小売業 食料品 5%

39,876 埼玉県 坂戸市 オートワークス雅 サービス その他サービス 5%

39,877 埼玉県 坂戸市 オプティカルブラン 小売業 その他小売 5%

39,878 埼玉県 坂戸市 カーロカクテルアンドディナー サービス 飲食業 5%

39,879 埼玉県 坂戸市 がってん寿司坂戸店 サービス 飲食業 5%

39,880 埼玉県 坂戸市 加藤自動車鈑金塗装工場 サービス その他サービス 5%

39,881 埼玉県 坂戸市 唐揚げ専門店　鶏笑　坂戸店　坂戸店 小売業 食料品 5%

39,882 埼玉県 坂戸市 ぎょうざの満洲　坂戸駅店 サービス 飲食業 5%

39,883 埼玉県 坂戸市 ぎょうざの満洲　坂戸にっさい店 サービス 飲食業 5%

39,884 埼玉県 坂戸市 ぎょうざの満洲　坂戸駅前店 サービス 飲食業 5%

39,885 埼玉県 坂戸市 魚介料理海　新－ａｒａｔａ－ サービス 飲食業 5%

39,886 埼玉県 坂戸市 ３Ｄ美人サロンＣＬＯＶＥＲ サービス 理容・美容業 5%

39,887 埼玉県 坂戸市 小峰自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

39,888 埼玉県 坂戸市 埼玉オーナメント株式会社 サービス その他サービス 5%

39,889 埼玉県 坂戸市 斉藤自動車 サービス その他サービス 5%

39,890 埼玉県 坂戸市 坂戸泉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

39,891 埼玉県 坂戸市 坂戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

39,892 埼玉県 坂戸市 セブン－イレブン坂戸浅羽店 小売業 食料品 2%

39,893 埼玉県 坂戸市 セブン－イレブン坂戸伊豆の山店 小売業 食料品 2%

39,894 埼玉県 坂戸市 セブン－イレブン坂戸泉町店 小売業 食料品 2%

39,895 埼玉県 坂戸市 セブン－イレブン坂戸片柳店 小売業 食料品 2%

39,896 埼玉県 坂戸市 セブン－イレブン坂戸鎌倉町店 小売業 食料品 2%

39,897 埼玉県 坂戸市 坂戸自動車教習所 サービス その他サービス 5%

39,898 埼玉県 坂戸市 坂戸タクシー０１ サービス 運輸業 5%

39,899 埼玉県 坂戸市 セブン－イレブン坂戸塚越店 小売業 食料品 2%

39,900 埼玉県 坂戸市 坂戸中小坂 小売業 ガソリンスタンド 2%
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39,901 埼玉県 坂戸市 セブンーイレブン坂戸にっさい店 小売業 食料品 2%

39,902 埼玉県 坂戸市 坂戸花影町ＳＳ　有限会社横宿石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

39,903 埼玉県 坂戸市 坂戸ホテル サービス 宿泊業 5%

39,904 埼玉県 坂戸市 セブン－イレブン坂戸本町店 小売業 食料品 2%

39,905 埼玉県 坂戸市 セブン－イレブン坂戸毛呂山バイパス店 小売業 食料品 2%

39,906 埼玉県 坂戸市 セブン－イレブン坂戸八幡２丁目店 小売業 食料品 2%

39,907 埼玉県 坂戸市 セブン－イレブン坂戸横沼店 小売業 食料品 2%

39,908 埼玉県 坂戸市 サロン　ド　ミュゲ サービス 理容・美容業 5%

39,909 埼玉県 坂戸市 ｓａｌｏｎ＆ｓｐａＰＵＲＥ坂戸店 サービス 理容・美容業 5%

39,910 埼玉県 坂戸市 ３ｓ大漁丼家　坂戸店 サービス 飲食業 5%

39,911 埼玉県 坂戸市 ３ｓ大漁丼家 サービス 飲食業 5%

39,912 埼玉県 坂戸市 Ｃ?Ｌｉｎｋ　カラー専門店 サービス 理容・美容業 5%

39,913 埼玉県 坂戸市 Ｃ?Ｌｉｎｋ　カラー専門店 サービス 理容・美容業 5%

39,914 埼玉県 坂戸市 車検のコバック坂戸４０７号店 サービス その他サービス 5%

39,915 埼玉県 坂戸市 旬菜五臓六腑坂戸店 サービス 飲食業 5%

39,916 埼玉県 坂戸市 信栄トラベルサービス サービス その他サービス 5%

39,917 埼玉県 坂戸市 スタジオ　アミ　坂戸館 小売業 電化製品 5%

39,918 埼玉県 坂戸市 スポーツカムイ坂戸店 小売業 その他小売 5%

39,919 埼玉県 坂戸市 セイユウ坂戸店 小売業 食料品 5%

39,920 埼玉県 坂戸市 鮮魚鮮菜　鯛縁 サービス 飲食業 5%

39,921 埼玉県 坂戸市 蕎麦割烹　雄翔　雄翔 サービス 飲食業 5%

39,922 埼玉県 坂戸市 ダイトク電器 小売業 電化製品 5%

39,923 埼玉県 坂戸市 タイヤセンターさかど サービス その他サービス 5%

39,924 埼玉県 坂戸市 タカハシ　坂戸店 小売業 衣料品 5%

39,925 埼玉県 坂戸市 田辺畜産 小売業 食料品 5%

39,926 埼玉県 坂戸市 田辺畜産 小売業 食料品 5%

39,927 埼玉県 坂戸市 ［ＨＣ］中央電機 小売業 電化製品 5%

39,928 埼玉県 坂戸市 トヨタカローラ新埼玉坂戸店 小売業 その他小売 5%

39,929 埼玉県 坂戸市 トヨタカローラ新埼玉坂戸マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

39,930 埼玉県 坂戸市 トヨタレンタリース埼玉坂戸駅前店 サービス その他サービス 2%

39,931 埼玉県 坂戸市 ドラッグ エース アクロスプラザ坂戸店 小売業 その他小売 5%

39,932 埼玉県 坂戸市 ｔｏｒｉｋｏ サービス 理容・美容業 5%

39,933 埼玉県 坂戸市 トリミングサロンエル サービス その他サービス 5%

39,934 埼玉県 坂戸市 長木屋商店 小売業 衣料品 5%

39,935 埼玉県 坂戸市 永友電器 小売業 電化製品 5%

39,936 埼玉県 坂戸市 西坂戸店 小売業 その他小売 5%

39,937 埼玉県 坂戸市 ニュー角丸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

39,938 埼玉県 坂戸市 ｎｅｉｇｅ サービス 理容・美容業 5%

39,939 埼玉県 坂戸市 花職人 小売業 その他小売 5%

39,940 埼玉県 坂戸市 はらぐち化粧品店 小売業 その他小売 5%

39,941 埼玉県 坂戸市 ｓａｌｏｎ＆ｓｐａＰＵＲＥ サービス 理容・美容業 5%

39,942 埼玉県 坂戸市 はんこ広場坂戸店 小売業 その他小売 5%
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39,943 埼玉県 坂戸市 ＢＭＣスタヂオ　駅近パーソナルトレーニング　ＢＭＣ　Ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

39,944 埼玉県 坂戸市 株式会社ｂｅｅｃｈ 小売業 衣料品 5%

39,945 埼玉県 坂戸市 ＢＬ坂戸店 サービス 理容・美容業 5%

39,946 埼玉県 坂戸市 ビズガーデニング サービス その他サービス 5%

39,947 埼玉県 坂戸市 ビッグフィッシュダイナマイト 小売業 その他小売 5%

39,948 埼玉県 坂戸市 ビューティーサロン　カマラード サービス 理容・美容業 5%

39,949 埼玉県 坂戸市 美容室蛾次郎 サービス 理容・美容業 5%

39,950 埼玉県 坂戸市 美容室　シュウクレア サービス 理容・美容業 5%

39,951 埼玉県 坂戸市 美容室ＥＣＡＬＯ サービス 理容・美容業 5%

39,952 埼玉県 坂戸市 美容室シュウクレア サービス 理容・美容業 5%

39,953 埼玉県 坂戸市 美容室 リベット サービス 理容・美容業 5%

39,954 埼玉県 坂戸市 ＦＩＶＥＣＡＲＤ坂戸店 小売業 その他小売 5%

39,955 埼玉県 坂戸市 Ｐｌａｃａ サービス 理容・美容業 5%

39,956 埼玉県 坂戸市 フレッシュサラダ　北坂戸本店 サービス 理容・美容業 5%

39,957 埼玉県 坂戸市 フレッシュサラダ　Ｄ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

39,958 埼玉県 坂戸市 ブロッサム　坂戸店 サービス 理容・美容業 5%

39,959 埼玉県 坂戸市 ヘアー　コテージ　アレーズ サービス 理容・美容業 5%

39,960 埼玉県 坂戸市 ボディーサービス サービス その他サービス 5%

39,961 埼玉県 坂戸市 ホワイト急便アクロスプラザ坂戸駅前店 サービス その他サービス 5%

39,962 埼玉県 坂戸市 ホワイト急便中富町店 サービス その他サービス 5%

39,963 埼玉県 坂戸市 ホワイト急便にっさい花みず木店 サービス その他サービス 5%

39,964 埼玉県 坂戸市 ホワイト急便ｗａｋａｂａ千代田店 サービス その他サービス 5%

39,965 埼玉県 坂戸市 マクドナルド坂戸千代田ヤオコー店 サービス 飲食業 2%

39,966 埼玉県 坂戸市 マクドナルドにっさい花みず木店 サービス 飲食業 2%

39,967 埼玉県 坂戸市 マクドナルド若葉店 サービス 飲食業 2%

39,968 埼玉県 坂戸市 むさし サービス 飲食業 5%

39,969 埼玉県 坂戸市 ムラタデンキ 小売業 電化製品 5%

39,970 埼玉県 坂戸市 もみかる 埼玉坂戸店 サービス 理容・美容業 5%

39,971 埼玉県 坂戸市 やきとり　にしだ場　若葉店 サービス 飲食業 5%

39,972 埼玉県 坂戸市 焼肉やっちゃん サービス 飲食業 5%

39,973 埼玉県 坂戸市 安野自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

39,974 埼玉県 坂戸市 山崎タンス店 小売業 家具・調度品 5%

39,975 埼玉県 坂戸市 やましょう 北坂戸店 小売業 食料品 5%

39,976 埼玉県 坂戸市 有限会社エキスパート サービス その他サービス 5%

39,977 埼玉県 坂戸市 洋服のタカハシ　坂戸店 小売業 衣料品 5%

39,978 埼玉県 坂戸市 ラ・シルフィード 小売業 食料品 5%

39,979 埼玉県 坂戸市 理容室Ｔａｋａｓｅ サービス 理容・美容業 5%

39,980 埼玉県 坂戸市 ＬＯＯＰ 小売業 その他小売 5%

39,981 埼玉県 坂戸市 Ｒｏｏｔｓ サービス 理容・美容業 5%

39,982 埼玉県 坂戸市 セブン－イレブン若葉駅東口店 小売業 食料品 2%

39,983 埼玉県 坂戸市 ワダデンキ 小売業 電化製品 5%

39,984 埼玉県 坂戸市 ワミレスサロンさかど サービス 理容・美容業 5%
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39,985 埼玉県 幸手市 ａｎｇｌｅ サービス 理容・美容業 5%

39,986 埼玉県 幸手市 内田電気商会 小売業 電化製品 5%

39,987 埼玉県 幸手市 永文商店 小売業 食料品 5%

39,988 埼玉県 幸手市 オートセレクション西武 小売業 その他小売 5%

39,989 埼玉県 幸手市 オリーブ川口自動車販売有限会社 小売業 その他小売 5%

39,990 埼玉県 幸手市 かつ太郎本店幸手店 サービス 飲食業 5%

39,991 埼玉県 幸手市 ＣＵＴＨＯＵＳＥ　Ｒｅｅｄ サービス 理容・美容業 5%

39,992 埼玉県 幸手市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋幸手東店 サービス 飲食業 2%

39,993 埼玉県 幸手市 カワサキ電気東店 小売業 電化製品 5%

39,994 埼玉県 幸手市 クリーニングわたなべ　さくら通り幸手東店 サービス その他サービス 5%

39,995 埼玉県 幸手市 ＣｏｃｏｄｅＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

39,996 埼玉県 幸手市 幸手ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

39,997 埼玉県 幸手市 エビナ電気幸手店 サービス その他サービス 5%

39,998 埼玉県 幸手市 セブン－イレブン幸手神明内店 小売業 食料品 2%

39,999 埼玉県 幸手市 セブン－イレブン幸手関宿橋店 小売業 食料品 2%

40,000 埼玉県 幸手市 セブン－イレブン幸手惣新田店 小売業 食料品 2%

40,001 埼玉県 幸手市 セブン－イレブン幸手千塚店 小売業 食料品 2%

40,002 埼玉県 幸手市 セブン－イレブン幸手戸島店 小売業 食料品 2%

40,003 埼玉県 幸手市 セブン－イレブン幸手中２丁目店 小売業 食料品 2%

40,004 埼玉県 幸手市 ｓａｔｔｅｈａｎｐｕ 小売業 衣料品 5%

40,005 埼玉県 幸手市 ｓａｔｔｅ　ｈａｎｐｕ 小売業 衣料品 5%

40,006 埼玉県 幸手市 セブン－イレブン幸手東３丁目店 小売業 食料品 2%

40,007 埼玉県 幸手市 セブン－イレブン幸手緑台店 小売業 食料品 2%

40,008 埼玉県 幸手市 セブン－イレブン幸手南３丁目店 小売業 食料品 2%

40,009 埼玉県 幸手市 下吉羽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,010 埼玉県 幸手市 惣新田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,011 埼玉県 幸手市 蕎麦処権兵衛 サービス 飲食業 5%

40,012 埼玉県 幸手市 ＪＴＢたび旅ランド サービス その他サービス 5%

40,013 埼玉県 幸手市 てぃーだリフォーム サービス その他サービス 5%

40,014 埼玉県 幸手市 東武自動車 サービス その他サービス 5%

40,015 埼玉県 幸手市 東武丸山病院売店 小売業 その他小売 5%

40,016 埼玉県 幸手市 トヨタカローラ埼玉幸手東店 小売業 その他小売 5%

40,017 埼玉県 幸手市 トヨタレンタリース新埼玉幸手店 サービス その他サービス 2%

40,018 埼玉県 幸手市 パティスリーペルショワール 小売業 食料品 5%

40,019 埼玉県 幸手市 はんこ村ベルマッチ 小売業 その他小売 5%

40,020 埼玉県 幸手市 ビューティーサロンフランセ サービス 理容・美容業 5%

40,021 埼玉県 幸手市 ファッションハウスシルク 小売業 衣料品 5%

40,022 埼玉県 幸手市 フランジパニ リラクゼーションサロン フランジパ二 サービス 理容・美容業 5%

40,023 埼玉県 幸手市 Ｂｕｌｌｄｏｇ サービス 理容・美容業 5%

40,024 埼玉県 幸手市 ｈａｉｒ　ａｒｔ　ＯＺ サービス 理容・美容業 5%

40,025 埼玉県 幸手市 ｈａｉｒｓｈｏｐＮ＆Ａ幸手店 サービス 理容・美容業 5%

40,026 埼玉県 幸手市 マクドナルド４号線幸手店 サービス 飲食業 2%
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40,027 埼玉県 幸手市 マスダ自動車 サービス その他サービス 5%

40,028 埼玉県 幸手市 ＭＡＤＯショップ幸手北店 小売業 その他小売 5%

40,029 埼玉県 幸手市 マリンショップエニシ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

40,030 埼玉県 幸手市 焼き立て手作りパン　なかぱん 小売業 食料品 5%

40,031 埼玉県 幸手市 和処すずや サービス 飲食業 5%

40,032 埼玉県 狭山市 有限会社ＲＧアドバンス サービス その他サービス 5%

40,033 埼玉県 狭山市 味処まつざき サービス 飲食業 5%

40,034 埼玉県 狭山市 アトリエモーリスヘアー サービス 理容・美容業 5%

40,035 埼玉県 狭山市 アニマルクリニックらぶ サービス その他サービス 5%

40,036 埼玉県 狭山市 あぶりえん サービス 飲食業 5%

40,037 埼玉県 狭山市 アンジュビューティー サービス 理容・美容業 5%

40,038 埼玉県 狭山市 出光入間川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,039 埼玉県 狭山市 入曽の酒場　のぼ助 サービス 飲食業 5%

40,040 埼玉県 狭山市 えがおのひろば。狭山ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

40,041 埼玉県 狭山市 エステウィズ サービス 理容・美容業 5%

40,042 埼玉県 狭山市 エステサロンさくら　狭山駅前店 サービス 理容・美容業 5%

40,043 埼玉県 狭山市 ゑびすや　１６号狭山店 小売業 その他小売 5%

40,044 埼玉県 狭山市 有限会社エムシーオート 小売業 その他小売 5%

40,045 埼玉県 狭山市 オーツードラッグ 小売業 その他小売 5%

40,046 埼玉県 狭山市 オートサービス・ワタナベ サービス その他サービス 5%

40,047 埼玉県 狭山市 オートドリーム　ＢＲＩＬＨＡＬ 小売業 その他小売 5%

40,048 埼玉県 狭山市 岡野電気商会 小売業 電化製品 5%

40,049 埼玉県 狭山市 オガワ理容室 サービス 理容・美容業 5%

40,050 埼玉県 狭山市 小澤園 狭山中央店 小澤園 狭山中央店 小売業 食料品 5%

40,051 埼玉県 狭山市 ちゅら サービス 理容・美容業 5%

40,052 埼玉県 狭山市 温野菜東村山店 サービス 飲食業 2%

40,053 埼玉県 狭山市 がってん食堂大島屋　狭山店 サービス 飲食業 5%

40,054 埼玉県 狭山市 がってん寿司狭山店 サービス 飲食業 5%

40,055 埼玉県 狭山市 割烹よしの サービス 飲食業 5%

40,056 埼玉県 狭山市 デルフィーノ カフェ ダイニング デルフィーノ 入曽店 サービス 飲食業 5%

40,057 埼玉県 狭山市 株式会社　オダカ 小売業 その他小売 5%

40,058 埼玉県 狭山市 株式会社ＪＥＲＲＹ サービス その他サービス 5%

40,059 埼玉県 狭山市 株式会社テラサワ 小売業 電化製品 5%

40,060 埼玉県 狭山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋狭山笹井店 サービス 飲食業 2%

40,061 埼玉県 狭山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋西武狭山市駅東口店 サービス 飲食業 2%

40,062 埼玉県 狭山市 神邉 サービス 飲食業 5%

40,063 埼玉県 狭山市 キャッツアイ狭山店 サービス その他サービス 5%

40,064 埼玉県 狭山市 牛角狭山 サービス 飲食業 2%

40,065 埼玉県 狭山市 ぎょうざの満洲　狭山市駅店 サービス 飲食業 5%

40,066 埼玉県 狭山市 ぎょうざの満洲　新狭山駅店 サービス 飲食業 5%

40,067 埼玉県 狭山市 業務スーパー新狭山店 小売業 食料品 2%

40,068 埼玉県 狭山市 クワトロスポ－ツ 小売業 その他小売 5%
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40,069 埼玉県 狭山市 Ｋ　ＡｕｔｏＧａｒａｇｅ 小売業 その他小売 5%

40,070 埼玉県 狭山市 Ｋｅ－ｙａｋｉＫｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

40,071 埼玉県 狭山市 元気屋ふってん サービス 飲食業 5%

40,072 埼玉県 狭山市 湖沙加 サービス 理容・美容業 5%

40,073 埼玉県 狭山市 小島モータース サービス その他サービス 5%

40,074 埼玉県 狭山市 骨董品美術品販売　仁友堂 小売業 家具・調度品 5%

40,075 埼玉県 狭山市 笹井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,076 埼玉県 狭山市 さつま大将 サービス 飲食業 5%

40,077 埼玉県 狭山市 狭山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,078 埼玉県 狭山市 狭山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,079 埼玉県 狭山市 セブン－イレブン狭山入間川３丁目店 小売業 食料品 2%

40,080 埼玉県 狭山市 狭山柏原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,081 埼玉県 狭山市 セブン－イレブン狭山柏原店 小売業 食料品 2%

40,082 埼玉県 狭山市 セブン－イレブン狭山上広瀬店 小売業 食料品 2%

40,083 埼玉県 狭山市 セブン－イレブン狭山笹井１丁目店 小売業 食料品 2%

40,084 埼玉県 狭山市 セブン－イレブン狭山市狭山店 小売業 食料品 2%

40,085 埼玉県 狭山市 セブン－イレブン狭山下奥富店 小売業 食料品 2%

40,086 埼玉県 狭山市 セブン－イレブン狭山下広瀬店 小売業 食料品 2%

40,087 埼玉県 狭山市 セブン－イレブン狭山台団地店 小売業 食料品 2%

40,088 埼玉県 狭山市 セブン－イレブン狭山中央２丁目店 小売業 食料品 2%

40,089 埼玉県 狭山市 セブン－イレブン狭山根岸店 小売業 食料品 2%

40,090 埼玉県 狭山市 狭山日高インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,091 埼玉県 狭山市 セブン－イレブン狭山富士見東店 小売業 食料品 2%

40,092 埼玉県 狭山市 セブン－イレブン狭山堀兼バイパス店 小売業 食料品 2%

40,093 埼玉県 狭山市 セブン－イレブン狭山水野月見野店 小売業 食料品 2%

40,094 埼玉県 狭山市 セブン－イレブン狭山水野店 小売業 食料品 2%

40,095 埼玉県 狭山市 狭山モータースクール サービス その他サービス 5%

40,096 埼玉県 狭山市 三ゆう サービス 飲食業 5%

40,097 埼玉県 狭山市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　埼玉営業所 小売業 その他小売 5%

40,098 埼玉県 狭山市 Ｊ・パートナー　狭山店 サービス その他サービス 5%

40,099 埼玉県 狭山市 ＪＴＢシステム 小売業 家具・調度品 5%

40,100 埼玉県 狭山市 ジジ＆リリー サービス その他サービス 5%

40,101 埼玉県 狭山市 シャンスのリフォーム サービス その他サービス 5%

40,102 埼玉県 狭山市 上州　上州 サービス 飲食業 5%

40,103 埼玉県 狭山市 昭和オートサービス１ サービス その他サービス 5%

40,104 埼玉県 狭山市 株式会社シライシ埼玉西支店 小売業 その他小売 5%

40,105 埼玉県 狭山市 新狭山グランドボウル サービス その他サービス 5%

40,106 埼玉県 狭山市 ＳＴＯＭＰ狭山店 小売業 衣料品 5%

40,107 埼玉県 狭山市 西武鉄道新宿線車両所　南入曽食堂 サービス その他サービス 5%

40,108 埼玉県 狭山市 創彩遊膳 凛 サービス その他サービス 5%

40,109 埼玉県 狭山市 タカハシ　狭山店 小売業 衣料品 5%

40,110 埼玉県 狭山市 茶の一茶狭山スカイテラス店 小売業 食料品 5%
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40,111 埼玉県 狭山市 つり具のブンブン埼玉狭山店 小売業 その他小売 5%

40,112 埼玉県 狭山市 手打ちそば月岡 サービス 飲食業 5%

40,113 埼玉県 狭山市 テクニカルセンター　志木 サービス その他サービス 5%

40,114 埼玉県 狭山市 でんきのワンズ・ナカクボ店 小売業 電化製品 5%

40,115 埼玉県 狭山市 でんきのワンズ　入間川店 小売業 電化製品 5%

40,116 埼玉県 狭山市 でんきのワンズ　狭山台店 小売業 電化製品 5%

40,117 埼玉県 狭山市 トヨタカローラ新埼玉狭山台店 小売業 その他小売 5%

40,118 埼玉県 狭山市 トヨタ部品埼玉共販狭山店 サービス その他サービス 5%

40,119 埼玉県 狭山市 トヨタレンタリース新埼玉狭山市駅前店 サービス その他サービス 2%

40,120 埼玉県 狭山市 ｔｒｕｓｔ サービス 理容・美容業 5%

40,121 埼玉県 狭山市 ドラッグ エース いりそ薬品店 小売業 その他小売 5%

40,122 埼玉県 狭山市 ドラックヤマト　ドラッグヤマト 小売業 その他小売 5%

40,123 埼玉県 狭山市 ＴＲＯＩＳＡＲＢＲＥＳ サービス 飲食業 5%

40,124 埼玉県 狭山市 Ｎａｔｔｓ【ナッツ】 サービス 理容・美容業 5%

40,125 埼玉県 狭山市 日本一　エミオ狭山市店 小売業 食料品 5%

40,126 埼玉県 狭山市 Ｖｉｏｌｉｎ倶楽部 サービス その他サービス 5%

40,127 埼玉県 狭山市 ＨａｐｐｙＴａｉＬ サービス その他サービス 5%

40,128 埼玉県 狭山市 バニトイベーグル狭山店 サービス 飲食業 5%

40,129 埼玉県 狭山市 ｐｉｐｐｕｒｉ 小売業 その他小売 5%

40,130 埼玉県 狭山市 美と健康スタジオ　メディビューティ 小売業 その他小売 5%

40,131 埼玉県 狭山市 美容室あらん サービス 理容・美容業 5%

40,132 埼玉県 狭山市 美容室ＳＡＭＳＡＲＡ　Ｂｅｅ　ベスタ狭山店 サービス 理容・美容業 5%

40,133 埼玉県 狭山市 美容室Ｃｈｏｏｓｅ　ヤオコー狭山店 サービス 理容・美容業 5%

40,134 埼玉県 狭山市 美容室ＨＥＲＢＩＥマルエツ入間川店 サービス 理容・美容業 5%

40,135 埼玉県 狭山市 美容室ムンク　狭山台店・スタジオ サービス 理容・美容業 5%

40,136 埼玉県 狭山市 ＢＯＯＫＯＦＦ　１６号狭山上奥富店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

40,137 埼玉県 狭山市 ブルーブルーエ狭山市駅店 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,138 埼玉県 狭山市 ＦＲＩＥＮＤＳ サービス 理容・美容業 5%

40,139 埼玉県 狭山市 ふわふわロールケーキ専門店 サービス 飲食業 5%

40,140 埼玉県 狭山市 Ｈａｉｒ Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ ＬＡＵＮＡ Ｈａｉｒ Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ ＬＡＵＮＡ サービス 理容・美容業 5%

40,141 埼玉県 狭山市 ヘアークリエイト・オークボ サービス 理容・美容業 5%

40,142 埼玉県 狭山市 ヘアデザイン　ティアロ サービス 理容・美容業 5%

40,143 埼玉県 狭山市 ヘアメイクトゥエンティワンエミオ狭山市店 サービス 理容・美容業 5%

40,144 埼玉県 狭山市 芳林堂書店エミオ狭山市店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

40,145 埼玉県 狭山市 ポプラアスカスクウェア狭山店 小売業 その他小売 2%

40,146 埼玉県 狭山市 ポプラ稲荷山店 小売業 その他小売 2%

40,147 埼玉県 狭山市 堀兼　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,148 埼玉県 狭山市 ポルポ サービス 飲食業 5%

40,149 埼玉県 狭山市 ほんくら 小売業 その他小売 5%

40,150 埼玉県 狭山市 マクドナルドイオン狭山店 サービス 飲食業 2%

40,151 埼玉県 狭山市 マクドナルド狭山北入曽ヤオコー店 サービス 飲食業 2%

40,152 埼玉県 狭山市 マクドナルド西武新狭山駅前店 サービス 飲食業 2%
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40,153 埼玉県 狭山市 マクドナルド所沢狭山街道入曽店 サービス 飲食業 2%

40,154 埼玉県 狭山市 マクドナルド２９９バイパス笹井店 サービス 飲食業 2%

40,155 埼玉県 狭山市 マクドナルドヤオコー狭山店 サービス 飲食業 2%

40,156 埼玉県 狭山市 まちだ治療院 サービス その他サービス 5%

40,157 埼玉県 狭山市 丸安家具センター 小売業 家具・調度品 5%

40,158 埼玉県 狭山市 丸安　子供コーナー店 小売業 家具・調度品 5%

40,159 埼玉県 狭山市 ミリタリーショップＳｐａｒｒｏｗ 小売業 衣料品 5%

40,160 埼玉県 狭山市 モダンパスタ狭山店１１１６ サービス 飲食業 5%

40,161 埼玉県 狭山市 やいとっと サービス 飲食業 5%

40,162 埼玉県 狭山市 ヤキトリアカスズ サービス 飲食業 5%

40,163 埼玉県 狭山市 有限会社　井戸端園 小売業 食料品 5%

40,164 埼玉県 狭山市 有限会社　昇電社 小売業 電化製品 5%

40,165 埼玉県 狭山市 有限会社内田商会 小売業 その他小売 5%

40,166 埼玉県 狭山市 有限会社平野ボデー 小売業 その他小売 5%

40,167 埼玉県 狭山市 有限会社古谷商店 小売業 食料品 5%

40,168 埼玉県 狭山市 洋服のタカハシ 狭山店 小売業 衣料品 5%

40,169 埼玉県 狭山市 ｌｉｃｃａ サービス 理容・美容業 5%

40,170 埼玉県 狭山市 ＲＩＭＯＴ サービス 理容・美容業 5%

40,171 埼玉県 狭山市 リンパ＆リラクゼーション　リッツ サービス その他サービス 5%

40,172 埼玉県 狭山市 レストランニックス サービス 飲食業 5%

40,173 埼玉県 狭山市 ｒｅｔｒｏｐｏｔ サービス 理容・美容業 5%

40,174 埼玉県 狭山市 和布久や十久 小売業 衣料品 5%

40,175 埼玉県 志木市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｉｌｏｕ志木 サービス 理容・美容業 5%

40,176 埼玉県 志木市 アポロどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

40,177 埼玉県 志木市 出光シムラス柏町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,178 埼玉県 志木市 出光シムラス宗岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,179 埼玉県 志木市 うつわ　荒井屋 小売業 その他小売 5%

40,180 埼玉県 志木市 Ａガレージ サービス その他サービス 5%

40,181 埼玉県 志木市 榎本モータース 小売業 その他小売 5%

40,182 埼玉県 志木市 オートブラスト 小売業 その他小売 5%

40,183 埼玉県 志木市 外国語教室ＧａｎｄＢ サービス その他サービス 5%

40,184 埼玉県 志木市 株式会社香りの森 小売業 家具・調度品 5%

40,185 埼玉県 志木市 香りの森 小売業 その他小売 5%

40,186 埼玉県 志木市 かつ敏志木店 サービス 飲食業 5%

40,187 埼玉県 志木市 カドワキ 小売業 その他小売 5%

40,188 埼玉県 志木市 株式会社味いち サービス 飲食業 5%

40,189 埼玉県 志木市 株式会社Ｇｒｏｖｅ サービス その他サービス 5%

40,190 埼玉県 志木市 カワナミゴルフスクールイベント　志木 サービス その他サービス 5%

40,191 埼玉県 志木市 カワナミゴルフスクール　志木 小売業 その他小売 5%

40,192 埼玉県 志木市 キュリオステーション志木店 サービス その他サービス 5%

40,193 埼玉県 志木市 ぎょうざの満洲　志木東口店 サービス 飲食業 5%

40,194 埼玉県 志木市 サイクルボーイ 小売業 その他小売 5%

959



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

40,195 埼玉県 志木市 彩々志木店 サービス 飲食業 5%

40,196 埼玉県 志木市 ｓｉｇｎ　ｐｏｓｔ　志木店 サービス 理容・美容業 5%

40,197 埼玉県 志木市 笹谷カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

40,198 埼玉県 志木市 シィーツゥー 小売業 衣料品 5%

40,199 埼玉県 志木市 セブン－イレブン志木愛宕通り店 小売業 食料品 2%

40,200 埼玉県 志木市 セブン－イレブン志木駅東口店 小売業 食料品 2%

40,201 埼玉県 志木市 セブン－イレブン志木駅前店 小売業 食料品 2%

40,202 埼玉県 志木市 税理士法人鳥山会計志木オフィス サービス その他サービス 5%

40,203 埼玉県 志木市 セブン－イレブン志木柏町４丁目店 小売業 食料品 2%

40,204 埼玉県 志木市 セブンーイレブン志木上宗岡５丁目店 小売業 食料品 2%

40,205 埼玉県 志木市 志木なかい整体院 サービス その他サービス 5%

40,206 埼玉県 志木市 セブン－イレブン志木本町５丁目店 小売業 食料品 2%

40,207 埼玉県 志木市 志木メガネ・コンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,208 埼玉県 志木市 セブン－イレブン志木柳瀬川駅前店 小売業 食料品 2%

40,209 埼玉県 志木市 ジャパンオートサービス  志木テクニカルセンター サービス その他サービス 5%

40,210 埼玉県 志木市 春陽カルチャー サービス その他サービス 5%

40,211 埼玉県 志木市 ジョンブック　志木中宗岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

40,212 埼玉県 志木市 炭酒場カミナリ屋　志木店 サービス 飲食業 5%

40,213 埼玉県 志木市 ｓｅｎｔｉｒ ｓｅｎｔｉｒ サービス 理容・美容業 5%

40,214 埼玉県 志木市 太古ダイニング サービス 飲食業 5%

40,215 埼玉県 志木市 タカチホ電機宗岡本店 小売業 電化製品 5%

40,216 埼玉県 志木市 タカノ志木店 小売業 その他小売 5%

40,217 埼玉県 志木市 タノンカレー サービス 飲食業 5%

40,218 埼玉県 志木市 中国南昌家庭料理 胡家飯店 サービス 飲食業 5%

40,219 埼玉県 志木市 綱八 サービス 飲食業 5%

40,220 埼玉県 志木市 つるや人形店 サービス その他サービス 5%

40,221 埼玉県 志木市 つるや人形店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

40,222 埼玉県 志木市 トータルカーショップグローヴ 小売業 その他小売 5%

40,223 埼玉県 志木市 トヨタカローラ新埼玉志木店 小売業 その他小売 5%

40,224 埼玉県 志木市 ドラッグ エース 宗岡店 小売業 その他小売 5%

40,225 埼玉県 志木市 セブン－イレブン新座駅南口店 小売業 食料品 2%

40,226 埼玉県 志木市 セブン－イレブン新座北野２丁目店 小売業 食料品 2%

40,227 埼玉県 志木市 ぱそこん本舗 サービス その他サービス 5%

40,228 埼玉県 志木市 Ｐｏｗｅｒ　ｏｆ　Ｈａｉｒ　Ｓｅｉｋａ サービス 理容・美容業 5%

40,229 埼玉県 志木市 冨士屋 小売業 衣料品 5%

40,230 埼玉県 志木市 プラスワン９２９本店 サービス その他サービス 5%

40,231 埼玉県 志木市 ブロッサム　志木東口店 サービス 理容・美容業 5%

40,232 埼玉県 志木市 ブロッサムプラウドシティ志木本町店 サービス 理容・美容業 5%

40,233 埼玉県 志木市 プロップスジェーピー 小売業 その他小売 5%

40,234 埼玉県 志木市 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

40,235 埼玉県 志木市 ｐｏｎｏ サービス 理容・美容業 5%

40,236 埼玉県 志木市 堀川塗装工業 サービス その他サービス 5%
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40,237 埼玉県 志木市 ＨｏｌｉｓｔｉｃＨｅａｌｔｈ＆ＢｅａｕｔｙＳｐａ＂Ｙ＇ｓＲｏｏｍ＂ サービス 理容・美容業 5%

40,238 埼玉県 志木市 マクドナルド志木東口店 サービス 飲食業 2%

40,239 埼玉県 志木市 みずほ台デイリーホテル サービス 宿泊業 5%

40,240 埼玉県 志木市 みやかわ書店　本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

40,241 埼玉県 志木市 宮下金物 小売業 その他小売 5%

40,242 埼玉県 志木市 有　村田商会 サービス その他サービス 5%

40,243 埼玉県 志木市 ＭＯＴＯＧＡＲＡＧＥＢＡＮＢＡ 小売業 その他小売 5%

40,244 埼玉県 志木市 やきとり　にしだ家　朝霞台店 サービス 飲食業 5%

40,245 埼玉県 志木市 やきとり にしだ家 坂戸店 サービス 飲食業 5%

40,246 埼玉県 志木市 やきとり　にしだ場　川越西口店 サービス 飲食業 5%

40,247 埼玉県 志木市 やきとり にしだ場 柳瀬川店 サービス 飲食業 5%

40,248 埼玉県 志木市 柳瀬川駅前コンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,249 埼玉県 志木市 柳瀬川動物病院 サービス その他サービス 5%

40,250 埼玉県 志木市 有限会社穀万　米のこくまん 小売業 食料品 5%

40,251 埼玉県 志木市 有限会社シンイチ サービス その他サービス 5%

40,252 埼玉県 志木市 らーめんの小池さん サービス 飲食業 5%

40,253 埼玉県 志木市 らーめんの小池さん サービス 飲食業 5%

40,254 埼玉県 志木市 ステーキ専門店ロコハウス サービス 飲食業 5%

40,255 埼玉県 白岡市 あすなろ 小売業 電化製品 5%

40,256 埼玉県 白岡市 アリス 小売業 衣料品 5%

40,257 埼玉県 白岡市 いくの動物病院 サービス その他サービス 5%

40,258 埼玉県 白岡市 ＦＧＰＲＯＪＡＰＡＮ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

40,259 埼玉県 白岡市 遠藤自動車 サービス その他サービス 5%

40,260 埼玉県 白岡市 ＯＣＰおしゃべりカイロプラクティック 小売業 その他小売 5%

40,261 埼玉県 白岡市 岡泉ＳＳ　田中商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,262 埼玉県 白岡市 オプトＶＩＥＷ白岡本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,263 埼玉県 白岡市 かぞヤクルト販売 白岡センター 小売業 食料品 5%

40,264 埼玉県 白岡市 晃栄青果 晃栄青果 小売業 食料品 5%

40,265 埼玉県 白岡市 住耕 サービス その他サービス 5%

40,266 埼玉県 白岡市 ショシュール 小売業 衣料品 5%

40,267 埼玉県 白岡市 白岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,268 埼玉県 白岡市 セブン－イレブン白岡荒井新田店 小売業 食料品 2%

40,269 埼玉県 白岡市 セブン－イレブン白岡小久喜店 小売業 食料品 2%

40,270 埼玉県 白岡市 白岡市商工会　特産品事業 小売業 食料品 5%

40,271 埼玉県 白岡市 白岡下野田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,272 埼玉県 白岡市 セブン－イレブン白岡千駄野店 小売業 食料品 2%

40,273 埼玉県 白岡市 白岡中央総合病院売店 小売業 その他小売 5%

40,274 埼玉県 白岡市 セブン－イレブン白岡寺塚店 小売業 食料品 2%

40,275 埼玉県 白岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ白岡店 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,276 埼玉県 白岡市 セブン－イレブン白岡西５丁目店 小売業 食料品 2%

40,277 埼玉県 白岡市 セブン－イレブン白岡西７丁目店 小売業 食料品 2%

40,278 埼玉県 白岡市 白岡八幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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40,279 埼玉県 白岡市 白岡ベーカリー 小売業 食料品 5%

40,280 埼玉県 白岡市 セブン－イレブン新白岡駅西口店 小売業 食料品 2%

40,281 埼玉県 白岡市 すぎた動物病院 サービス その他サービス 5%

40,282 埼玉県 白岡市 天国　白岡店 サービス 飲食業 5%

40,283 埼玉県 白岡市 トヨタカローラ埼玉白岡店 小売業 その他小売 5%

40,284 埼玉県 白岡市 はいから亭　白岡店　１０９３ サービス 飲食業 5%

40,285 埼玉県 白岡市 フレンドマ－ト　さいとう 小売業 その他小売 5%

40,286 埼玉県 白岡市 プロカット・ログ サービス 理容・美容業 5%

40,287 埼玉県 白岡市 ＨａｉｒｇａｒｄｅｎＮ＇ｓ サービス 理容・美容業 5%

40,288 埼玉県 白岡市 マクドナルド白岡岡泉店 サービス 飲食業 2%

40,289 埼玉県 白岡市 マクドナルド白岡店 サービス 飲食業 2%

40,290 埼玉県 白岡市 ユー・ミックスバイパス店 小売業 電化製品 5%

40,291 埼玉県 白岡市 ［ＨＣ］ユー・ミックス駅前店 小売業 電化製品 5%

40,292 埼玉県 白岡市 理容よしだ サービス 理容・美容業 5%

40,293 埼玉県 白岡市 ルート１２２白岡 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,294 埼玉県 杉戸町 ＡＫＩ～子猫のおうち～ 小売業 その他小売 5%

40,295 埼玉県 杉戸町 杉戸 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,296 埼玉県 杉戸町 出光ハートインすぎと３６ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,297 埼玉県 杉戸町 エステ＆ネイルサロンソレイユ サービス 理容・美容業 5%

40,298 埼玉県 杉戸町 Ｈ＆Ｄ 小売業 電化製品 5%

40,299 埼玉県 杉戸町 エルゴヒューマンテクニカルセンター サービス その他サービス 5%

40,300 埼玉県 杉戸町 オートショップイーグル サービス その他サービス 5%

40,301 埼玉県 杉戸町 ｏｌｉｖｅ ｎｅｏ ｏｌｉｖｅｎｅｏ サービス 理容・美容業 5%

40,302 埼玉県 杉戸町 かぞヤクルト販売 杉戸センター 小売業 衣料品 5%

40,303 埼玉県 杉戸町 がってん寿司杉戸店 サービス 飲食業 5%

40,304 埼玉県 杉戸町 ＣＡＲ　ＰＲＯＤＵＣＥ　ＫＥＥＰ 小売業 その他小売 5%

40,305 埼玉県 杉戸町 髪空間ぱぁーとなぁー サービス 理容・美容業 5%

40,306 埼玉県 杉戸町 ガレージ　えんちゃん 小売業 その他小売 5%

40,307 埼玉県 杉戸町 コーマツ洋品店 小売業 衣料品 5%

40,308 埼玉県 杉戸町 コジマ　２ サービス その他サービス 5%

40,309 埼玉県 杉戸町 杉戸南 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,310 埼玉県 杉戸町 さむらい杉戸店 サービス 飲食業 5%

40,311 埼玉県 杉戸町 ＣｈｅｒｅＲｓｏｒｔＨａｉｒ＆Ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

40,312 埼玉県 杉戸町 シンデレラ　杉戸店 サービス その他サービス 5%

40,313 埼玉県 杉戸町 ＳＹＮＲＩＮＫ 小売業 その他小売 5%

40,314 埼玉県 杉戸町 セブン－イレブン杉戸内田４丁目店 小売業 食料品 2%

40,315 埼玉県 杉戸町 杉戸自動車 サービス その他サービス 5%

40,316 埼玉県 杉戸町 セブン－イレブン杉戸下野ＳＳ店 小売業 食料品 2%

40,317 埼玉県 杉戸町 セブン－イレブン杉戸清地３丁目店 小売業 食料品 2%

40,318 埼玉県 杉戸町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ杉戸店 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,319 埼玉県 杉戸町 杉戸遠野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,320 埼玉県 杉戸町 セブン－イレブン杉戸並塚店 小売業 食料品 2%

962



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

40,321 埼玉県 杉戸町 杉戸南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,322 埼玉県 杉戸町 すたみな太郎　杉戸店 サービス 飲食業 5%

40,323 埼玉県 杉戸町 創作料理　うき舟 サービス 飲食業 5%

40,324 埼玉県 杉戸町 ｓｏｔｔｏ．ＤＯＧ サービス その他サービス 5%

40,325 埼玉県 杉戸町 武井自動車 サービス その他サービス 5%

40,326 埼玉県 杉戸町 田辺クリーニング サービス その他サービス 5%

40,327 埼玉県 杉戸町 でんきち杉戸店 小売業 電化製品 5%

40,328 埼玉県 杉戸町 東京とんかつ杉戸店 サービス 飲食業 5%

40,329 埼玉県 杉戸町 トヨタ部品埼玉共販東部店 サービス その他サービス 5%

40,330 埼玉県 杉戸町 バラの家 小売業 その他小売 5%

40,331 埼玉県 杉戸町 ばんどう太郎杉戸店 サービス 飲食業 5%

40,332 埼玉県 杉戸町 ビッグボウル杉戸 サービス その他サービス 5%

40,333 埼玉県 杉戸町 美容室ｏｌｉｖｅ　ｏｌｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

40,334 埼玉県 杉戸町 ふじや洋品店 小売業 衣料品 5%

40,335 埼玉県 杉戸町 ブティック　ベニー　高野台店 小売業 衣料品 5%

40,336 埼玉県 杉戸町 Ｂｏｕｔｉｑｕｅ　Ｂｅｎｎｙ　杉戸高野台　ブティックベニー高野台店 小売業 衣料品 5%

40,337 埼玉県 杉戸町 北海モータース サービス その他サービス 5%

40,338 埼玉県 杉戸町 ポプラアスカスクウェア杉戸店 小売業 その他小売 2%

40,339 埼玉県 杉戸町 丸井酒店 小売業 その他小売 5%

40,340 埼玉県 杉戸町 メガネサロンルック　杉戸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,341 埼玉県 杉戸町 めがねのノン 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,342 埼玉県 杉戸町 モダンパスタ杉戸店１１１４ サービス 飲食業 5%

40,343 埼玉県 杉戸町 有限会社コヤナギ電器 サービス その他サービス 5%

40,344 埼玉県 杉戸町 ヨシデン 小売業 電化製品 5%

40,345 埼玉県 杉戸町 ラプスニフ 小売業 衣料品 5%

40,346 埼玉県 杉戸町 ｌｅａｆ　ａｕｔｏ サービス その他サービス 5%

40,347 埼玉県 杉戸町 レイディックス　サーフ杉戸店 小売業 その他小売 5%

40,348 埼玉県 杉戸町 Ｒａｄｉｘ　杉戸 小売業 その他小売 5%

40,349 埼玉県 杉戸町 和菓子　青柳 小売業 食料品 5%

40,350 埼玉県 草加市 蒼 サービス 飲食業 5%

40,351 埼玉県 草加市 赤帽本正カーゴ サービス その他サービス 5%

40,352 埼玉県 草加市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ａｉｍｅｒ草加 サービス 理容・美容業 5%

40,353 埼玉県 草加市 揚原設備株式会社 小売業 電化製品 5%

40,354 埼玉県 草加市 ａｚｕｌｅ サービス 理容・美容業 5%

40,355 埼玉県 草加市 アメニティ 小売業 電化製品 5%

40,356 埼玉県 草加市 有賀園ゴルフ草加店 小売業 その他小売 5%

40,357 埼玉県 草加市 池田屋 小売業 その他小売 5%

40,358 埼玉県 草加市 イソダ犬猫病院 サービス その他サービス 5%

40,359 埼玉県 草加市 出光草加氷川町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,360 埼玉県 草加市 一十屋 サービス 飲食業 5%

40,361 埼玉県 草加市 イワキリ自動車 サービス その他サービス 5%

40,362 埼玉県 草加市 株式会社ウィズ 小売業 衣料品 5%
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40,363 埼玉県 草加市 魚河岸料理　夢や サービス 飲食業 5%

40,364 埼玉県 草加市 ヴォヤージュ サービス 飲食業 5%

40,365 埼玉県 草加市 歌小屋 サービス その他サービス 5%

40,366 埼玉県 草加市 エール サービス 飲食業 5%

40,367 埼玉県 草加市 エコステーション銭形や草加店 小売業 その他小売 5%

40,368 埼玉県 草加市 ｅｃｏｍａｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

40,369 埼玉県 草加市 ｅｃｏｍａ　ｃｏｆｆｅｅ　ｅｃｏｍａ　ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

40,370 埼玉県 草加市 株式会社Ｓ＆Ｙ サービス その他サービス 5%

40,371 埼玉県 草加市 エステサロンさくら　草加アコス店 サービス 理容・美容業 5%

40,372 埼玉県 草加市 ＥＴＥＲＮＩＴＹ 小売業 その他小売 5%

40,373 埼玉県 草加市 ｅｄａｈａ 小売業 その他小売 5%

40,374 埼玉県 草加市 江戸一　草加館 サービス 飲食業 5%

40,375 埼玉県 草加市 ＥｐｉＬ サービス 理容・美容業 5%

40,376 埼玉県 草加市 エルアンドエル 草加店 サービス 宿泊業 5%

40,377 埼玉県 草加市 エルシヨツプ本店 小売業 電化製品 5%

40,378 埼玉県 草加市 大川　草加店 小売業 家具・調度品 5%

40,379 埼玉県 草加市 大川草加店 小売業 家具・調度品 5%

40,380 埼玉県 草加市 オートベース 小売業 その他小売 5%

40,381 埼玉県 草加市 大むら　新田店　大むら新田店 サービス 飲食業 5%

40,382 埼玉県 草加市 おそうじ本舗足立入谷店 サービス その他サービス 5%

40,383 埼玉県 草加市 オフハウス　草加瀬崎店 サービス その他サービス 2%

40,384 埼玉県 草加市 オリバーメガネ　松原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,385 埼玉県 草加市 加圧トレーニングファーストステージ サービス その他サービス 5%

40,386 埼玉県 草加市 がってん寿司草加店 サービス 飲食業 5%

40,387 埼玉県 草加市 カットルームカラー　新田店 サービス 理容・美容業 5%

40,388 埼玉県 草加市 割烹一榮 サービス 飲食業 5%

40,389 埼玉県 草加市 ＣＡＮＮＯＡ サービス 理容・美容業 5%

40,390 埼玉県 草加市 ヨガスタジオ Ｃａｆｅ ＹＯＧＡ ＲＵＣ ルゥチ サービス その他サービス 5%

40,391 埼玉県 草加市 株式会社グンジ 小売業 電化製品 5%

40,392 埼玉県 草加市 株式会社フジヤ松原店 小売業 衣料品 5%

40,393 埼玉県 草加市 株式会社フジヤ草加店 小売業 衣料品 5%

40,394 埼玉県 草加市 株式会社フナト眼鏡院 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,395 埼玉県 草加市 株式会社文誠社 小売業 その他小売 5%

40,396 埼玉県 草加市 カラオケ　シティベア　草加２号店 サービス その他サービス 5%

40,397 埼玉県 草加市 Ｃａｒｒｅ　ｆｏｕｒ サービス 理容・美容業 5%

40,398 埼玉県 草加市 Ｃａｒｒｅ　ｆｏｕｒ　ＬＯＣＯ サービス 理容・美容業 5%

40,399 埼玉県 草加市 Ｃａｒｒｅ　ｆｏｕｒ　ＬＯＨＡＳ サービス 理容・美容業 5%

40,400 埼玉県 草加市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋越谷東大沢店 サービス 飲食業 2%

40,401 埼玉県 草加市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋草加セーモンプラザ店 サービス 飲食業 2%

40,402 埼玉県 草加市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東武獨協大学前駅東口店 サービス 飲食業 2%

40,403 埼玉県 草加市 河合塾マナビス草加校 サービス その他サービス 2%

40,404 埼玉県 草加市 ＣＡＭＰ　ＭＡＲＫＥＴ 小売業 その他小売 5%
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40,405 埼玉県 草加市 牛兵衛　草加店 サービス 飲食業 5%

40,406 埼玉県 草加市 キョウエイ サービス その他サービス 5%

40,407 埼玉県 草加市 ぎょうざの満洲　草加西口店 サービス 飲食業 5%

40,408 埼玉県 草加市 業務スーパー花栗店 小売業 食料品 2%

40,409 埼玉県 草加市 業務スーパー谷塚店 小売業 食料品 2%

40,410 埼玉県 草加市 きょうわＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

40,411 埼玉県 草加市 きよし（ｋｉｙｏｃ） サービス その他サービス 5%

40,412 埼玉県 草加市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ草加バイパス店 小売業 その他小売 5%

40,413 埼玉県 草加市 日下部谷塚店 小売業 その他小売 5%

40,414 埼玉県 草加市 蔵カフェ　中屋 サービス 飲食業 5%

40,415 埼玉県 草加市 クリーニングみわ サービス その他サービス 5%

40,416 埼玉県 草加市 クロスメッセージ サービス その他サービス 5%

40,417 埼玉県 草加市 ｃｌｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

40,418 埼玉県 草加市 燻縁 鉄板ビストロ ラクガキ サービス 飲食業 5%

40,419 埼玉県 草加市 後楽寿司 サービス 飲食業 5%

40,420 埼玉県 草加市 小宮のせんべい 小宮のせんべい 小売業 食料品 5%

40,421 埼玉県 草加市 ＣＯＲＵＪＡ サービス 理容・美容業 5%

40,422 埼玉県 草加市 コンティニュー サービス 飲食業 5%

40,423 埼玉県 草加市 サイクルショップ新栄 小売業 その他小売 5%

40,424 埼玉県 草加市 さいたま草加法律事務所 サービス その他サービス 5%

40,425 埼玉県 草加市 埼玉屋旅館 サービス 宿泊業 5%

40,426 埼玉県 草加市 酒場食堂よろずや サービス 飲食業 5%

40,427 埼玉県 草加市 サングラスミュージアム 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,428 埼玉県 草加市 Ｇレスキュー サービス その他サービス 5%

40,429 埼玉県 草加市 ジーンズショップロデオ 小売業 衣料品 5%

40,430 埼玉県 草加市 ＪＡさいたま　グリーンショップ草加 小売業 食料品 5%

40,431 埼玉県 草加市 ＪＡさいたま　草加経済センター 小売業 その他小売 5%

40,432 埼玉県 草加市 四季旅人 小売業 その他小売 5%

40,433 埼玉県 草加市 シティデンキさとう 小売業 電化製品 5%

40,434 埼玉県 草加市 シティベア草加１号店 サービス その他サービス 5%

40,435 埼玉県 草加市 シティベア草加２号店 サービス その他サービス 5%

40,436 埼玉県 草加市 シティベア松原団地駅前店 サービス その他サービス 5%

40,437 埼玉県 草加市 清水時計店　メガネ時計宝石シミズ 小売業 その他小売 5%

40,438 埼玉県 草加市 ロイヤル サービス その他サービス 5%

40,439 埼玉県 草加市 写真屋さん２１　草加店 小売業 その他小売 5%

40,440 埼玉県 草加市 写真屋さん２１　松原マルエツ店 小売業 その他小売 5%

40,441 埼玉県 草加市 写真屋さん四五　松原団地店 小売業 その他小売 5%

40,442 埼玉県 草加市 しゃもじ サービス 飲食業 5%

40,443 埼玉県 草加市 手芸センタードリーム　モールプラザ草加店 小売業 その他小売 5%

40,444 埼玉県 草加市 手芸センタードリームモールプラザ草 小売業 その他小売 5%

40,445 埼玉県 草加市 小動物専門店ヘヴン　小動物専門店ヘヴン 小売業 その他小売 5%

40,446 埼玉県 草加市 シルクハット サービス 飲食業 5%
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40,447 埼玉県 草加市 Ｓｃａｍｐｉ サービス 飲食業 5%

40,448 埼玉県 草加市 寿司酒場　つかさ サービス 飲食業 5%

40,449 埼玉県 草加市 すたみな太郎草加店 サービス 飲食業 5%

40,450 埼玉県 草加市 ｓｐａｒｋｌｏｕｄ 小売業 衣料品 5%

40,451 埼玉県 草加市 Ｂａｒ　ｓｅｖｅｎｔｙ サービス 飲食業 5%

40,452 埼玉県 草加市 すまーとケア サービス 運輸業 5%

40,453 埼玉県 草加市 スマイルドッグ草加店 サービス その他サービス 5%

40,454 埼玉県 草加市 炭火焼肉和 サービス 飲食業 5%

40,455 埼玉県 草加市 炭火焼肉和青柳店 サービス 飲食業 5%

40,456 埼玉県 草加市 炭火焼肉味道苑草加本店 サービス 飲食業 5%

40,457 埼玉県 草加市 ＴＨＲＥＥｈａｉｒｌｏｕｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

40,458 埼玉県 草加市 整体屋禅 サービス その他サービス 5%

40,459 埼玉県 草加市 セオサイクル八潮店 セオサイクル草加店 小売業 その他小売 5%

40,460 埼玉県 草加市 瀬戸長生療院 小売業 その他小売 5%

40,461 埼玉県 草加市 セルフ清門町 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,462 埼玉県 草加市 セルフ草加 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,463 埼玉県 草加市 セルフひまわり八幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,464 埼玉県 草加市 セルフレイクタウン 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,465 埼玉県 草加市 草加ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,466 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加青柳５丁目店 小売業 食料品 2%

40,467 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加青柳中央店 小売業 食料品 2%

40,468 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加青柳２丁目店 小売業 食料品 2%

40,469 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加旭町４丁目店 小売業 食料品 2%

40,470 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加稲荷中央通り店 小売業 食料品 2%

40,471 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加稲荷２丁目店 小売業 食料品 2%

40,472 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加稲荷南店 小売業 食料品 2%

40,473 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加駅前１番通り店 小売業 食料品 2%

40,474 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加駅前西口店 小売業 食料品 2%

40,475 埼玉県 草加市 そうか音楽院 サービス その他サービス 5%

40,476 埼玉県 草加市 草加ガーデン サービス 飲食業 5%

40,477 埼玉県 草加市 草加北谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,478 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加北谷１丁目店 小売業 食料品 2%

40,479 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加北谷２丁目店 小売業 食料品 2%

40,480 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加金明通り店 小売業 食料品 2%

40,481 埼玉県 草加市 セブン－イレブンそうか公園通り店 小売業 食料品 2%

40,482 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加栄町１丁目店 小売業 食料品 2%

40,483 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加新栄町店 小売業 食料品 2%

40,484 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加新田店 小売業 食料品 2%

40,485 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加住吉店 小売業 食料品 2%

40,486 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加清門町店 小売業 食料品 2%

40,487 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加清門南店 小売業 食料品 2%

40,488 埼玉県 草加市 草加瀬崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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40,489 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加瀬崎町店 小売業 食料品 2%

40,490 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加手代町店 小売業 食料品 2%

40,491 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加苗塚町店 小売業 食料品 2%

40,492 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加中根２丁目店 小売業 食料品 2%

40,493 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加西町店 小売業 食料品 2%

40,494 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加西町保健所通り店 小売業 食料品 2%

40,495 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加新里下町店 小売業 食料品 2%

40,496 埼玉県 草加市 草加バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,497 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加花栗北店 小売業 食料品 2%

40,498 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加花栗３丁目店 小売業 食料品 2%

40,499 埼玉県 草加市 草加東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,500 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加氷川北店 小売業 食料品 2%

40,501 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加氷川町店 小売業 食料品 2%

40,502 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加氷川町西店 小売業 食料品 2%

40,503 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加氷川町南店 小売業 食料品 2%

40,504 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加弁天１丁目店 小売業 食料品 2%

40,505 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加松原１丁目店 小売業 食料品 2%

40,506 埼玉県 草加市 草加南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,507 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加谷塚１丁目店 小売業 食料品 2%

40,508 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加谷塚上町店 小売業 食料品 2%

40,509 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加谷塚バイパス店 小売業 食料品 2%

40,510 埼玉県 草加市 草加柳島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,511 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加柳島店 小売業 食料品 2%

40,512 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加柳島南店 小売業 食料品 2%

40,513 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加吉町１丁目店 小売業 食料品 2%

40,514 埼玉県 草加市 セブン－イレブン草加吉町２丁目店 小売業 食料品 2%

40,515 埼玉県 草加市 ＳＯＨＯｎｅｗｙｏｒｋ　草加店 サービス 理容・美容業 5%

40,516 埼玉県 草加市 ｓｏｓｏｃａｆｅ　ｓｏｓｏｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

40,517 埼玉県 草加市 虎 サービス 飲食業 5%

40,518 埼玉県 草加市 虎離宮 サービス 飲食業 5%

40,519 埼玉県 草加市 大衆割烹三芳 サービス 飲食業 5%

40,520 埼玉県 草加市 タイセー 小売業 その他小売 5%

40,521 埼玉県 草加市 タイセーエムアイ有限会社 小売業 その他小売 5%

40,522 埼玉県 草加市 ＤｉｎｉｎｇＢａｒ蒼 サービス 飲食業 5%

40,523 埼玉県 草加市 有限会社ダイヤベニヤ 小売業 家具・調度品 5%

40,524 埼玉県 草加市 大陸 サービス 飲食業 5%

40,525 埼玉県 草加市 高砂ブックス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

40,526 埼玉県 草加市 タスク補聴器草加店 小売業 その他小売 5%

40,527 埼玉県 草加市 ＴＡＮＧＩＥＲＳＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

40,528 埼玉県 草加市 ｄａｎｃｅｔｇｋ サービス その他サービス 5%

40,529 埼玉県 草加市 ツールオフ越谷・草加店 小売業 その他小売 5%

40,530 埼玉県 草加市 Ｔ．Ｂ．ＫＯＪＩＭＡ 小売業 その他小売 5%
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40,531 埼玉県 草加市 ティアラビューティ サービス その他サービス 5%

40,532 埼玉県 草加市 手打ちそば　砂場　有限会社東屋 サービス 飲食業 5%

40,533 埼玉県 草加市 テックワン 小売業 電化製品 5%

40,534 埼玉県 草加市 Ｔｅｎａｎｇ　ーテナンー サービス 理容・美容業 5%

40,535 埼玉県 草加市 天ぷら和しょく　美やま サービス 飲食業 5%

40,536 埼玉県 草加市 東京石センター 小売業 家具・調度品 5%

40,537 埼玉県 草加市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ草加インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,538 埼玉県 草加市 とこやサンス サービス 理容・美容業 5%

40,539 埼玉県 草加市 セブン－イレブン獨協大学前駅東口店 小売業 食料品 2%

40,540 埼玉県 草加市 トヨタカローラ埼玉草加店 小売業 その他小売 5%

40,541 埼玉県 草加市 トヨタレンタリース埼玉草加駅前店 サービス その他サービス 2%

40,542 埼玉県 草加市 トヨタレンタリース埼玉草加松原店 サービス その他サービス 2%

40,543 埼玉県 草加市 トヨタレンタリース新埼玉草加西店 サービス その他サービス 2%

40,544 埼玉県 草加市 トヨタレンタリース埼玉　草加駅前 サービス その他サービス 2%

40,545 埼玉県 草加市 虎門 サービス 飲食業 5%

40,546 埼玉県 草加市 ＤＷＡＲＦＭＡＤＥ 小売業 衣料品 5%

40,547 埼玉県 草加市 仲間茶屋　夕やけ小やけ サービス 飲食業 5%

40,548 埼玉県 草加市 和派居酒屋　喜作 サービス 飲食業 5%

40,549 埼玉県 草加市 和派居酒屋　喜作 サービス 飲食業 5%

40,550 埼玉県 草加市 ナチュラルヒーリング サービス その他サービス 5%

40,551 埼玉県 草加市 ｎｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

40,552 埼玉県 草加市 肉ｄｉｎｉｎｇＢＲＯーＣＫＥＮ サービス 飲食業 5%

40,553 埼玉県 草加市 日個連　中島タクシー サービス 運輸業 5%

40,554 埼玉県 草加市 ＮＵＡＧＥ 小売業 食料品 5%

40,555 埼玉県 草加市 ＮＯＥＶＩＲ Ｂｅａｕｔｙ Ｓｔｕｄｉｏ サロンドール 小売業 その他小売 5%

40,556 埼玉県 草加市 はきもの 伊勢屋 小売業 衣料品 5%

40,557 埼玉県 草加市 ハードオフ　草加瀬崎店 サービス その他サービス 2%

40,558 埼玉県 草加市 はとや　草加店 小売業 その他小売 5%

40,559 埼玉県 草加市 花のや サービス 飲食業 5%

40,560 埼玉県 草加市 Ｂａｒ　Ｊｕｅｇｏ サービス 飲食業 5%

40,561 埼玉県 草加市 Ｐａｒｔｉｒｅ　草加 サービス 飲食業 5%

40,562 埼玉県 草加市 ＢａｒＪｕｅｇｏ サービス 飲食業 5%

40,563 埼玉県 草加市 ハンディワン サービス 運輸業 5%

40,564 埼玉県 草加市 ＢＰＴ株式会社本店 小売業 その他小売 5%

40,565 埼玉県 草加市 ヒーローズトップヘアー サービス 理容・美容業 5%

40,566 埼玉県 草加市 セブン－イレブン東草加店 小売業 食料品 2%

40,567 埼玉県 草加市 かおりビューティーサロン サービス 理容・美容業 5%

40,568 埼玉県 草加市 有限会社ピオ 小売業 衣料品 5%

40,569 埼玉県 草加市 ピッツェリア馬車道草加谷塚店１２０２ サービス 飲食業 5%

40,570 埼玉県 草加市 ｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎｍｉｙａ サービス 理容・美容業 5%

40,571 埼玉県 草加市 美容室　スージー サービス 理容・美容業 5%

40,572 埼玉県 草加市 美容室ラフレーズ サービス 理容・美容業 5%
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40,573 埼玉県 草加市 ＢＥＹＯＮＤＮＥＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,574 埼玉県 草加市 ファイテンショップ島忠ホームズ草加舎人店 小売業 その他小売 5%

40,575 埼玉県 草加市 ファジー サービス 飲食業 5%

40,576 埼玉県 草加市 フィギュアスター 小売業 その他小売 5%

40,577 埼玉県 草加市 フジヤ　草加店 小売業 衣料品 5%

40,578 埼玉県 草加市 フジヤ　松原店 小売業 衣料品 5%

40,579 埼玉県 草加市 ブティック　ベニー 小売業 衣料品 5%

40,580 埼玉県 草加市 フナト眼鏡院 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,581 埼玉県 草加市 ブリアント　草加店 サービス 理容・美容業 5%

40,582 埼玉県 草加市 ブリアント　草加店 サービス 理容・美容業 5%

40,583 埼玉県 草加市 Ｆｒｅｅｄｏｍ 小売業 その他小売 5%

40,584 埼玉県 草加市 Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　草加 サービス その他サービス 5%

40,585 埼玉県 草加市 ヘアーアンドスパフラップス サービス 理容・美容業 5%

40,586 埼玉県 草加市 ヘアーサロンヒラバヤシ サービス 理容・美容業 5%

40,587 埼玉県 草加市 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎＤａｇｈａａｒ サービス 理容・美容業 5%

40,588 埼玉県 草加市 ヘアサロン アート ヘアサロンアート サービス 理容・美容業 5%

40,589 埼玉県 草加市 ヘア－サロンウイング サービス 理容・美容業 5%

40,590 埼玉県 草加市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＪＡＣＫ　草加店 サービス 理容・美容業 5%

40,591 埼玉県 草加市 ヘアメイクアッシュ　草加店 サービス 理容・美容業 5%

40,592 埼玉県 草加市 Ｐｅｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

40,593 埼玉県 草加市 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

40,594 埼玉県 草加市 ベストメガネコンタクト　草加駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,595 埼玉県 草加市 ヘルシースリム　草加 小売業 食料品 5%

40,596 埼玉県 草加市 ヘルシースリム　草加 小売業 食料品 5%

40,597 埼玉県 草加市 ボアスタジオ サービス その他サービス 5%

40,598 埼玉県 草加市 ぽっとまむ動物病院 サービス その他サービス 5%

40,599 埼玉県 草加市 ｂｏｄｙｃａｒｅ　ｍａｒｉａ サービス その他サービス 5%

40,600 埼玉県 草加市 ホビーオフ　草加瀬崎店 サービス その他サービス 2%

40,601 埼玉県 草加市 ｂｏｍｓ　松原店 サービス 理容・美容業 5%

40,602 埼玉県 草加市 本社工場 サービス その他サービス 5%

40,603 埼玉県 草加市 マーシーズバー マーシーズバー サービス 飲食業 5%

40,604 埼玉県 草加市 マクドナルド草加遊馬町店 サービス 飲食業 2%

40,605 埼玉県 草加市 マクドナルド草加店 サービス 飲食業 2%

40,606 埼玉県 草加市 マクドナルド草加松原サンベルクス店 サービス 飲食業 2%

40,607 埼玉県 草加市 マクドナルド獨協大学前駅店 サービス 飲食業 2%

40,608 埼玉県 草加市 マクドナルド谷塚ファイン店 サービス 飲食業 2%

40,609 埼玉県 草加市 マクドナルド４号線草加清門町店 サービス 飲食業 2%

40,610 埼玉県 草加市 マクドナルド４号線草加西町店 サービス 飲食業 2%

40,611 埼玉県 草加市 まつうら電器 小売業 電化製品 5%

40,612 埼玉県 草加市 松原コンタクトレンズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,613 埼玉県 草加市 Ｍａｌｌｓｅｎ２４ サービス 飲食業 5%

40,614 埼玉県 草加市 マルタカ家具 小売業 家具・調度品 5%
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40,615 埼玉県 草加市 ミヤロック サービス その他サービス 2%

40,616 埼玉県 草加市 メガネサロンルック　草加松原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,617 埼玉県 草加市 メディカルトピア草加（回生）病院売店 小売業 その他小売 5%

40,618 埼玉県 草加市 ＭＯＧＵ草加マルイ店 サービス その他サービス 5%

40,619 埼玉県 草加市 もつ焼　千　草加店 サービス その他サービス 5%

40,620 埼玉県 草加市 ｍｏｎｏｋ 小売業 衣料品 5%

40,621 埼玉県 草加市 やきとり にしだ場 草加ヴァリエ店 サービス 飲食業 5%

40,622 埼玉県 草加市 やつか動物病院 サービス その他サービス 5%

40,623 埼玉県 草加市 谷塚フォトサービス 小売業 その他小売 5%

40,624 埼玉県 草加市 山崎印房　山崎印房 小売業 その他小売 5%

40,625 埼玉県 草加市 やまとや洋品店 小売業 衣料品 5%

40,626 埼玉県 草加市 ヤマニ大塚 小売業 その他小売 5%

40,627 埼玉県 草加市 結?ｙｕｉ? サービス その他サービス 5%

40,628 埼玉県 草加市 有限会社富野屋金物 小売業 家具・調度品 5%

40,629 埼玉県 草加市 有限会社豊田酒店 小売業 食料品 5%

40,630 埼玉県 草加市 祐工商事株式会社 小売業 その他小売 5%

40,631 埼玉県 草加市 遊食空間 新田金寿司 サービス 飲食業 5%

40,632 埼玉県 草加市 ユニバーサルドラッグ草加瀬崎店 小売業 その他小売 5%

40,633 埼玉県 草加市 夢や　芭蕉亭 サービス 飲食業 5%

40,634 埼玉県 草加市 夢や別館 サービス 飲食業 5%

40,635 埼玉県 草加市 吉田自動車 サービス その他サービス 5%

40,636 埼玉県 草加市 Ｌａｖｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

40,637 埼玉県 草加市 ラウンジ　ネージュ サービス 飲食業 5%

40,638 埼玉県 草加市 ラポール サービス 飲食業 5%

40,639 埼玉県 草加市 ルナルクス サービス 理容・美容業 5%

40,640 埼玉県 草加市 Ｒｕｆｌｅ サービス 理容・美容業 5%

40,641 埼玉県 草加市 Ｖｏｙａｇｅヴォヤージュ サービス 飲食業 5%

40,642 埼玉県 草加市 わかるとできる　ダイエー草加校 サービス その他サービス 5%

40,643 埼玉県 秩父市 アザミ電気 小売業 電化製品 5%

40,644 埼玉県 秩父市 新木鉱泉旅館 サービス 宿泊業 5%

40,645 埼玉県 秩父市 新啓織物 小売業 衣料品 5%

40,646 埼玉県 秩父市 いたづら工作室 サービス その他サービス 5%

40,647 埼玉県 秩父市 一般財団法人秩父地域地場産業振興センター 小売業 その他小売 5%

40,648 埼玉県 秩父市 出光阿保ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,649 埼玉県 秩父市 出光エコステーションヒキマＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,650 埼玉県 秩父市 出光秩父荒川橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,651 埼玉県 秩父市 彩機織 小売業 衣料品 5%

40,652 埼玉県 秩父市 オートサービスシタラ サービス その他サービス 5%

40,653 埼玉県 秩父市 オートテクニカ サービス その他サービス 5%

40,654 埼玉県 秩父市 御宿　竹取物語 サービス 宿泊業 5%

40,655 埼玉県 秩父市 影森給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,656 埼玉県 秩父市 がってん寿司秩父店 サービス 飲食業 5%
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40,657 埼玉県 秩父市 株式会社　丸山工務店 サービス その他サービス 5%

40,658 埼玉県 秩父市 株式会社会社メグリィ　アイビィ秩父店 小売業 その他小売 5%

40,659 埼玉県 秩父市 かやの家 サービス 宿泊業 5%

40,660 埼玉県 秩父市 セブン－イレブン川越下赤坂店 小売業 食料品 2%

40,661 埼玉県 秩父市 牛角秩父店 サービス 飲食業 2%

40,662 埼玉県 秩父市 キョウセイ家電 小売業 電化製品 5%

40,663 埼玉県 秩父市 キンカメ 小売業 その他小売 5%

40,664 埼玉県 秩父市 くまぎ サービス 飲食業 5%

40,665 埼玉県 秩父市 蔵部るみん サービス 飲食業 5%

40,666 埼玉県 秩父市 栗助 小売業 食料品 5%

40,667 埼玉県 秩父市 古民家レストラン シャンドフルール サービス 飲食業 5%

40,668 埼玉県 秩父市 有　小室商店 小売業 その他小売 5%

40,669 埼玉県 秩父市 彩華プログレス株式会社　スマイル秩父店　飲料　雑貨のみ対応 小売業 その他小売 5%

40,670 埼玉県 秩父市 斎藤薬局 小売業 その他小売 5%

40,671 埼玉県 秩父市 Ｓｕｎｎｙ 小売業 衣料品 5%

40,672 埼玉県 秩父市 三愛メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,673 埼玉県 秩父市 三愛メガネコンタクトウニクス店 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,674 埼玉県 秩父市 三愛メガネ　宮側店　三愛メガネ　野坂店 小売業 その他小売 5%

40,675 埼玉県 秩父市 三愛メガネ 宮側店 小売業 その他小売 5%

40,676 埼玉県 秩父市 三愛メガネ 宮側店 三愛メガネ コンタクト ウニクス店 小売業 その他小売 5%

40,677 埼玉県 秩父市 サンブライト黒谷工場 サービス その他サービス 5%

40,678 埼玉県 秩父市 慈眼 小売業 その他小売 5%

40,679 埼玉県 秩父市 旬彩すしかつ サービス 飲食業 5%

40,680 埼玉県 秩父市 星音の湯 サービス その他サービス 5%

40,681 埼玉県 秩父市 セブン－イレブン西武秩父駅前店 小売業 食料品 2%

40,682 埼玉県 秩父市 セルフ強矢石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,683 埼玉県 秩父市 セルフ秩父店 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,684 埼玉県 秩父市 そばの杜 サービス 飲食業 5%

40,685 埼玉県 秩父市 第一産業　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,686 埼玉県 秩父市 ダイワ電器 小売業 電化製品 5%

40,687 埼玉県 秩父市 高山園 小売業 食料品 5%

40,688 埼玉県 秩父市 株式会社タジマ薬局 サービス 理容・美容業 5%

40,689 埼玉県 秩父市 たちばな薬局 小売業 その他小売 5%

40,690 埼玉県 秩父市 秩父ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,691 埼玉県 秩父市 秩父　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,692 埼玉県 秩父市 秩父うさぎだ食堂 サービス 飲食業 5%

40,693 埼玉県 秩父市 セブン－イレブン秩父太田店 小売業 食料品 2%

40,694 埼玉県 秩父市 秩父大野原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,695 埼玉県 秩父市 セブン－イレブン秩父大野原店 小売業 食料品 2%

40,696 埼玉県 秩父市 ちちぶ温泉　はなのや サービス 宿泊業 5%

40,697 埼玉県 秩父市 セブン－イレブン秩父影森店 小売業 食料品 2%

40,698 埼玉県 秩父市 秩父給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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40,699 埼玉県 秩父市 セブン－イレブン秩父黒谷店 小売業 食料品 2%

40,700 埼玉県 秩父市 秩父市立病院売店 小売業 その他小売 5%

40,701 埼玉県 秩父市 秩父椿森窯 サービス その他サービス 5%

40,702 埼玉県 秩父市 セブン－イレブン秩父寺尾店 小売業 食料品 2%

40,703 埼玉県 秩父市 ちちぶ動物病院 サービス その他サービス 5%

40,704 埼玉県 秩父市 セブン－イレブン秩父巴川橋店 小売業 食料品 2%

40,705 埼玉県 秩父市 秩父２１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,706 埼玉県 秩父市 チチブバーバー サービス 理容・美容業 5%

40,707 埼玉県 秩父市 セブン－イレブン秩父蒔田店 小売業 食料品 2%

40,708 埼玉県 秩父市 セブン－イレブン秩父宮側町店 小売業 食料品 2%

40,709 埼玉県 秩父市 秩父八木商店 小売業 その他小売 5%

40,710 埼玉県 秩父市 セブン－イレブン秩父山田店 小売業 食料品 2%

40,711 埼玉県 秩父市 セブン－イレブン秩父吉田町店 小売業 食料品 2%

40,712 埼玉県 秩父市 中栄ペイント サービス その他サービス 5%

40,713 埼玉県 秩父市 テクノ銀扇堂 小売業 電化製品 5%

40,714 埼玉県 秩父市 東都秩父カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

40,715 埼玉県 秩父市 トヨタカローラ新埼玉秩父店 小売業 その他小売 5%

40,716 埼玉県 秩父市 トヨタレンタリース埼玉西武秩父駅前 サービス その他サービス 2%

40,717 埼玉県 秩父市 ナチュラルファームシティ　ノウエンホテル サービス 宿泊業 5%

40,718 埼玉県 秩父市 日勝電機 小売業 電化製品 5%

40,719 埼玉県 秩父市 バイエル サービス 宿泊業 5%

40,720 埼玉県 秩父市 パナピット　アザミ 小売業 電化製品 5%

40,721 埼玉県 秩父市 有限会社早川時計店 サービス その他サービス 5%

40,722 埼玉県 秩父市 ハルレザークラフト 小売業 衣料品 5%

40,723 埼玉県 秩父市 １００円レンタカーちちぶ店 サービス その他サービス 5%

40,724 埼玉県 秩父市 ファミリー電化 小売業 電化製品 5%

40,725 埼玉県 秩父市 フィッツミー　秩父店 サービス その他サービス 5%

40,726 埼玉県 秩父市 ふじや衣裳 サービス その他サービス 5%

40,727 埼玉県 秩父市 ふとんの郷　クロス館 小売業 家具・調度品 5%

40,728 埼玉県 秩父市 フリープ 小売業 衣料品 5%

40,729 埼玉県 秩父市 ベニヤ　桜木店 小売業 衣料品 5%

40,730 埼玉県 秩父市 ホテル美やま サービス 宿泊業 5%

40,731 埼玉県 秩父市 マクドナルド１４０秩父店 サービス 飲食業 2%

40,732 埼玉県 秩父市 マクドナルド秩父公園橋ベルク店 サービス 飲食業 2%

40,733 埼玉県 秩父市 松本自動車商会 サービス その他サービス 5%

40,734 埼玉県 秩父市 まほろバル サービス 飲食業 5%

40,735 埼玉県 秩父市 まほろバル　まほろバル サービス 飲食業 5%

40,736 埼玉県 秩父市 皆野給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,737 埼玉県 秩父市 みふね玩具店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

40,738 埼玉県 秩父市 Ｃｏｍｆｏｒｔ　Ｓｔａｙ　みやび サービス 理容・美容業 5%

40,739 埼玉県 秩父市 みやびホテル サービス 宿泊業 5%

40,740 埼玉県 秩父市 矢尾トラベルサロン サービス その他サービス 5%
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40,741 埼玉県 秩父市 ヤオヨシ　荒川店 小売業 食料品 5%

40,742 埼玉県 秩父市 ヤオヨシ　太田店 小売業 食料品 5%

40,743 埼玉県 秩父市 ヤオヨシ　永田店 小売業 食料品 5%

40,744 埼玉県 秩父市 谷津川館 サービス 宿泊業 5%

40,745 埼玉県 秩父市 有限会社浦島商店 小売業 その他小売 5%

40,746 埼玉県 秩父市 有限会社秩父油業商会 小売業 その他小売 5%

40,747 埼玉県 秩父市 有限会社宮野前科学 小売業 その他小売 5%

40,748 埼玉県 秩父市 優美社 小売業 その他小売 5%

40,749 埼玉県 秩父市 旅館　比与志 サービス 宿泊業 5%

40,750 埼玉県 秩父市 レストラン　秩父路 サービス 宿泊業 5%

40,751 埼玉県 秩父市 ＷＡＴＡＧＥ サービス 飲食業 5%

40,752 埼玉県 秩父市 和銅鉱泉　ゆの宿　和どう サービス 宿泊業 5%

40,753 埼玉県 秩父市 和銅農園 サービス その他サービス 5%

40,754 埼玉県 鶴ヶ島市 アイフォンドック２４鶴ヶ島店 サービス その他サービス 5%

40,755 埼玉県 鶴ヶ島市 アットイーズ鶴ヶ島店 小売業 その他小売 5%

40,756 埼玉県 鶴ヶ島市 アットイーズ　鶴ケ島店 小売業 その他小売 5%

40,757 埼玉県 鶴ヶ島市 ｅ－工房鶴ヶ島店 サービス その他サービス 5%

40,758 埼玉県 鶴ヶ島市 イザカヤ 瓶燗 サービス 飲食業 5%

40,759 埼玉県 鶴ヶ島市 イザカヤ瓶燗 サービス 飲食業 5%

40,760 埼玉県 鶴ヶ島市 ＷＩＮＧＡＵＴＯ サービス その他サービス 5%

40,761 埼玉県 鶴ヶ島市 えがおのひろば。脚折町ショールー 小売業 家具・調度品 5%

40,762 埼玉県 鶴ヶ島市 Ｓ－ＬＩＮＫハニー 小売業 電化製品 5%

40,763 埼玉県 鶴ヶ島市 大川鶴ケ島店 小売業 家具・調度品 5%

40,764 埼玉県 鶴ヶ島市 オリジナルジュエリーピュア 小売業 衣料品 5%

40,765 埼玉県 鶴ヶ島市 オリックスレンタカー坂戸店 サービス その他サービス 2%

40,766 埼玉県 鶴ヶ島市 カ－メニティ鶴ヶ島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,767 埼玉県 鶴ヶ島市 かつ敏鶴ヶ島店 サービス 飲食業 5%

40,768 埼玉県 鶴ヶ島市 株式会社ササユウオート 小売業 その他小売 5%

40,769 埼玉県 鶴ヶ島市 株式会社翠光苑 サービス 飲食業 5%

40,770 埼玉県 鶴ヶ島市 カラダファクトリー　ワカバウォーク店 サービス その他サービス 5%

40,771 埼玉県 鶴ヶ島市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋鶴ケ島国道４０７号店 サービス 飲食業 2%

40,772 埼玉県 鶴ヶ島市 関東食品　埼玉支店 小売業 食料品 5%

40,773 埼玉県 鶴ヶ島市 ギガマート　鶴ヶ島店 小売業 食料品 5%

40,774 埼玉県 鶴ヶ島市 牛角鶴ケ島 サービス 飲食業 2%

40,775 埼玉県 鶴ヶ島市 ぎょうざの満洲　鶴ヶ島駅前店 サービス 飲食業 5%

40,776 埼玉県 鶴ヶ島市 ぎょうざの満洲　鶴ヶ島脚折店 サービス 飲食業 5%

40,777 埼玉県 鶴ヶ島市 ぎょうざの満洲　若葉駅前店 サービス 飲食業 5%

40,778 埼玉県 鶴ヶ島市 魚介料理海 サービス 飲食業 5%

40,779 埼玉県 鶴ヶ島市 くすの木総合法務事務所 サービス その他サービス 5%

40,780 埼玉県 鶴ヶ島市 合同会社リアライズ サービス その他サービス 5%

40,781 埼玉県 鶴ヶ島市 ササユウオート 車体販売 小売業 その他小売 5%

40,782 埼玉県 鶴ヶ島市 車検のコバック　鶴ヶ島店 サービス その他サービス 5%
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40,783 埼玉県 鶴ヶ島市 ＪＥＷＮＥＬＲＯＳＥ サービス 理容・美容業 5%

40,784 埼玉県 鶴ヶ島市 鈴木屋米穀店 小売業 食料品 5%

40,785 埼玉県 鶴ヶ島市 タイガーオート 小売業 その他小売 5%

40,786 埼玉県 鶴ヶ島市 大国屋精肉店 鶴ヶ島店 小売業 食料品 5%

40,787 埼玉県 鶴ヶ島市 大東　鶴ヶ島店 小売業 その他小売 5%

40,788 埼玉県 鶴ヶ島市 ちば動物病院 サービス その他サービス 5%

40,789 埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,790 埼玉県 鶴ヶ島市 セブン－イレブン鶴ケ島インター北店 小売業 食料品 2%

40,791 埼玉県 鶴ヶ島市 セブン－イレブン鶴ヶ島運動公園前店 小売業 食料品 2%

40,792 埼玉県 鶴ヶ島市 セブン－イレブン鶴ヶ島上広谷店 小売業 食料品 2%

40,793 埼玉県 鶴ヶ島市 セブン－イレブン鶴ヶ島川鶴店 小売業 食料品 2%

40,794 埼玉県 鶴ヶ島市 セブン－イレブン鶴ヶ島市役所通り店 小売業 食料品 2%

40,795 埼玉県 鶴ヶ島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ鶴ケ島市役所前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,796 埼玉県 鶴ヶ島市 セブン－イレブン鶴ヶ島脚折町６丁目店 小売業 食料品 2%

40,797 埼玉県 鶴ヶ島市 セブン－イレブン鶴ヶ島高倉店 小売業 食料品 2%

40,798 埼玉県 鶴ヶ島市 セブン－イレブン鶴ヶ島高倉南店 小売業 食料品 2%

40,799 埼玉県 鶴ヶ島市 セブン－イレブン鶴ヶ島三ツ木店 小売業 食料品 2%

40,800 埼玉県 鶴ヶ島市 手打そば　悠　手打そば悠 サービス 飲食業 5%

40,801 埼玉県 鶴ヶ島市 動物往診＋在宅ケアサービス　にくきゅう サービス その他サービス 5%

40,802 埼玉県 鶴ヶ島市 トヨタカローラ新埼玉鶴ヶ島店 小売業 その他小売 5%

40,803 埼玉県 鶴ヶ島市 Ｎｏｅｌｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

40,804 埼玉県 鶴ヶ島市 パナピットながみね 小売業 電化製品 5%

40,805 埼玉県 鶴ヶ島市 バルーチョ 鶴ヶ島店 サービス 飲食業 5%

40,806 埼玉県 鶴ヶ島市 ピーナッツかわい 小売業 食料品 5%

40,807 埼玉県 鶴ヶ島市 ＢＬ鶴ヶ島店 サービス 理容・美容業 5%

40,808 埼玉県 鶴ヶ島市 ヒナノ珈琲　鶴ヶ島店 サービス 飲食業 5%

40,809 埼玉県 鶴ヶ島市 美容室クレオ サービス 理容・美容業 5%

40,810 埼玉県 鶴ヶ島市 フレンチレストラン　オ・ラ・ラ サービス 飲食業 5%

40,811 埼玉県 鶴ヶ島市 ブロッサム　若葉店 サービス 理容・美容業 5%

40,812 埼玉県 鶴ヶ島市 ホワイト急便上広谷店 サービス その他サービス 5%

40,813 埼玉県 鶴ヶ島市 マクドナルド鶴ヶ島コモディイイダ店 サービス 飲食業 2%

40,814 埼玉県 鶴ヶ島市 マクドナルド４０７鶴ヶ島店 サービス 飲食業 2%

40,815 埼玉県 鶴ヶ島市 メディカルエステＬｕｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

40,816 埼玉県 鶴ヶ島市 焼菓子屋ＡＫＫＩ’Ｓ サービス 飲食業 5%

40,817 埼玉県 鶴ヶ島市 やましょう 鶴ヶ島店 小売業 食料品 5%

40,818 埼玉県 鶴ヶ島市 やまびこ動物病院 サービス その他サービス 5%

40,819 埼玉県 鶴ヶ島市 ｌａ　ｎａｔｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

40,820 埼玉県 鶴ヶ島市 ライブハウス鶴ヶ島ハレ サービス 飲食業 5%

40,821 埼玉県 鶴ヶ島市 理容河合　鶴ヶ島店 サービス 理容・美容業 5%

40,822 埼玉県 鶴ヶ島市 若狭電器 小売業 電化製品 5%

40,823 埼玉県 鶴ヶ島市 株式会社ワークス　鶴ヶ島店 小売業 その他小売 5%

40,824 埼玉県 鶴ヶ島市 和食洋食おおさわ サービス 飲食業 5%
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40,825 埼玉県 鶴ヶ島市 ワンダープライスワカバウォーク店 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,826 埼玉県 ときがわ町 コスメティックタナカ 小売業 その他小売 5%

40,827 埼玉県 ときがわ町 有限会社　小輪瀬自動車販売 サービス その他サービス 5%

40,828 埼玉県 ときがわ町 玉川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,829 埼玉県 ときがわ町 とき川ＳＳ　有限会社野原営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,830 埼玉県 ときがわ町 都幾川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,831 埼玉県 ときがわ町 セブン－イレブンときがわ町田中店 小売業 食料品 2%

40,832 埼玉県 ときがわ町 中村ストアーときがわ店 小売業 その他小売 5%

40,833 埼玉県 ときがわ町 野口クリーニング店 サービス その他サービス 5%

40,834 埼玉県 ときがわ町 野口クリーニング店 野口クリーニング店 サービス その他サービス 5%

40,835 埼玉県 所沢市 アークロックサービス　Ｎ サービス その他サービス 5%

40,836 埼玉県 所沢市 アークロックサービス　Ｆ サービス その他サービス 5%

40,837 埼玉県 所沢市 アークロックサービス　Ｍ サービス その他サービス 5%

40,838 埼玉県 所沢市 アークロックサービス　Ｌ サービス その他サービス 5%

40,839 埼玉県 所沢市 アークロックサービス　Ｋ サービス その他サービス 5%

40,840 埼玉県 所沢市 アークロックサービス　ゲスト１ サービス その他サービス 5%

40,841 埼玉県 所沢市 アークロックサービス　ゲスト２ サービス その他サービス 5%

40,842 埼玉県 所沢市 アークロックサービス　Ｊ サービス その他サービス 5%

40,843 埼玉県 所沢市 アークロックサービス　Ｚ サービス その他サービス 5%

40,844 埼玉県 所沢市 アイオプト東所沢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,845 埼玉県 所沢市 アイハウス 小売業 その他小売 5%

40,846 埼玉県 所沢市 アイハウス　小手指店 小売業 貴金属・服飾品 5%

40,847 埼玉県 所沢市 あおぞら薬局 小売業 その他小売 5%

40,848 埼玉県 所沢市 アクシス 小売業 食料品 5%

40,849 埼玉県 所沢市 Ａｃｃｅｐｔ サービス その他サービス 5%

40,850 埼玉県 所沢市 あさたに治療院 鍼灸マッサージ あさたに治療院 サービス その他サービス 5%

40,851 埼玉県 所沢市 麻屋 サービス 飲食業 5%

40,852 埼玉県 所沢市 アジアンアクセンツ 小売業 衣料品 5%

40,853 埼玉県 所沢市 ＡＳＩＡＮ　ＳＫＹ　ＧＡＲＤＥＮ　１ サービス 飲食業 5%

40,854 埼玉県 所沢市 ａｇｉｒ　ｈａｉｒ　所沢店 サービス 理容・美容業 5%

40,855 埼玉県 所沢市 あしたばフューネスト サービス その他サービス 5%

40,856 埼玉県 所沢市 アストリア　所沢店 小売業 衣料品 5%

40,857 埼玉県 所沢市 アットイーズ　所沢店 小売業 その他小売 5%

40,858 埼玉県 所沢市 アドコンタクト　所沢店 小売業 その他小売 5%

40,859 埼玉県 所沢市 アトリエ　モーリスヘア　小手指店 サービス 理容・美容業 5%

40,860 埼玉県 所沢市 新井園万葉堂 小売業 食料品 5%

40,861 埼玉県 所沢市 ＡＬＬＵＲＥ サービス 理容・美容業 5%

40,862 埼玉県 所沢市 ａｌｐｈａ サービス 理容・美容業 5%

40,863 埼玉県 所沢市 アンジーヘアアンドメイク サービス 理容・美容業 5%

40,864 埼玉県 所沢市 ｕｎｓｅｃｒｅｔ サービス 理容・美容業 5%

40,865 埼玉県 所沢市 イイダタコス サービス 飲食業 5%

40,866 埼玉県 所沢市 ＥＯＳ２１小手指ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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40,867 埼玉県 所沢市 石井自動車販売 サービス その他サービス 5%

40,868 埼玉県 所沢市 イタリアン酒場ＴＡＫＥＹＡ　所沢店 サービス 飲食業 5%

40,869 埼玉県 所沢市 市川養鶏場 小売業 食料品 5%

40,870 埼玉県 所沢市 出光エステシティ中富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,871 埼玉県 所沢市 出光シムラス西所沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,872 埼玉県 所沢市 犬のやど　くーのしっぽ サービス その他サービス 5%

40,873 埼玉県 所沢市 ｉｎＯｒｇａｎｉｃ 小売業 衣料品 5%

40,874 埼玉県 所沢市 癒し処 雅 癒し処 雅 サービス その他サービス 5%

40,875 埼玉県 所沢市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ所沢 サービス その他サービス 5%

40,876 埼玉県 所沢市 インテルナかわはた　所沢店 小売業 家具・調度品 5%

40,877 埼玉県 所沢市 インテルナかわはた　所沢店 小売業 家具・調度品 5%

40,878 埼玉県 所沢市 Ｖａｎｉｌｌａ　所沢店 小売業 その他小売 5%

40,879 埼玉県 所沢市 ウエーブ美容室 サービス 理容・美容業 5%

40,880 埼玉県 所沢市 うずら屋 サービス 飲食業 5%

40,881 埼玉県 所沢市 歌広場　所沢店 サービス 飲食業 5%

40,882 埼玉県 所沢市 歌広場　所沢西口プロペ通り店 サービス 飲食業 5%

40,883 埼玉県 所沢市 エステサロンＨ＆Ｙ　新所沢店 サービス 理容・美容業 5%

40,884 埼玉県 所沢市 エステサロンＰ－ｎａｐ サービス 理容・美容業 5%

40,885 埼玉県 所沢市 エフマート　くらさん粕谷商店 小売業 その他小売 5%

40,886 埼玉県 所沢市 Ｍｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

40,887 埼玉県 所沢市 エルバルディオ サービス 飲食業 5%

40,888 埼玉県 所沢市 Ｏａｓｉｓ Ｎａｔｕｒａｌ 所沢店 サービス 理容・美容業 5%

40,889 埼玉県 所沢市 大川　所沢店 小売業 家具・調度品 5%

40,890 埼玉県 所沢市 大川家具　所沢店 小売業 家具・調度品 5%

40,891 埼玉県 所沢市 大川所沢店 小売業 家具・調度品 5%

40,892 埼玉県 所沢市 大川ｌｅｇａ　小手指店 小売業 家具・調度品 5%

40,893 埼玉県 所沢市 オートキヨスク所沢ＳＳ＿株式会社ＭＩＣ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,894 埼玉県 所沢市 オオノ薬局 小売業 その他小売 5%

40,895 埼玉県 所沢市 おがわや 小売業 衣料品 5%

40,896 埼玉県 所沢市 ＯＫＯＮＯＭＩＹＡＫＩ　秀 サービス 飲食業 5%

40,897 埼玉県 所沢市 オザワスポーツ 小売業 その他小売 5%

40,898 埼玉県 所沢市 お助け次郎 サービス その他サービス 5%

40,899 埼玉県 所沢市 お茶の名門市川園 小売業 食料品 5%

40,900 埼玉県 所沢市 ＯＨＡＮＡ所沢花園店 サービス 理容・美容業 5%

40,901 埼玉県 所沢市 オリックスレンタカー所沢小手指店 サービス その他サービス 2%

40,902 埼玉県 所沢市 快整体　おきらく サービス その他サービス 5%

40,903 埼玉県 所沢市 カイデザイン事務所 サービス その他サービス 5%

40,904 埼玉県 所沢市 回転寿し活鮮　所沢北原店 サービス 飲食業 5%

40,905 埼玉県 所沢市 がってん寿司所沢上安松店 サービス 飲食業 5%

40,906 埼玉県 所沢市 がってん寿司所沢狭山ヶ丘店 サービス 飲食業 5%

40,907 埼玉県 所沢市 カットハウスＮＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

40,908 埼玉県 所沢市 割烹手打うどんちとせ サービス 飲食業 5%

976



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

40,909 埼玉県 所沢市 家庭料理はなみずき サービス 飲食業 5%

40,910 埼玉県 所沢市 ＧＡＴＯ　２９９ サービス 理容・美容業 5%

40,911 埼玉県 所沢市 金子電気商会 小売業 電化製品 5%

40,912 埼玉県 所沢市 かねこペットクリニック サービス その他サービス 5%

40,913 埼玉県 所沢市 カフェコスモ サービス 飲食業 5%

40,914 埼玉県 所沢市 株式会社遠藤自動車 サービス その他サービス 5%

40,915 埼玉県 所沢市 株式会社おおばセレモニー サービス その他サービス 5%

40,916 埼玉県 所沢市 株式会社キタザワ 小売業 その他小売 5%

40,917 埼玉県 所沢市 株式会社Ｃｏｎｏｎｏ動物病院 サービス その他サービス 5%

40,918 埼玉県 所沢市 株式会社　小山日進堂 小売業 その他小売 5%

40,919 埼玉県 所沢市 おちゃのま サービス 飲食業 5%

40,920 埼玉県 所沢市 株式会社ティーイング サービス その他サービス 5%

40,921 埼玉県 所沢市 株式会社プロジェクト工房 サービス その他サービス 5%

40,922 埼玉県 所沢市 株式会社ヤナ コーポレーション サービス その他サービス 5%

40,923 埼玉県 所沢市 ＴＲＦＧ 小売業 衣料品 5%

40,924 埼玉県 所沢市 亀八鮨 サービス 飲食業 5%

40,925 埼玉県 所沢市 カルミア サービス 理容・美容業 5%

40,926 埼玉県 所沢市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋所沢駅東口店 サービス 飲食業 2%

40,927 埼玉県 所沢市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋所沢上新井 サービス 飲食業 2%

40,928 埼玉県 所沢市 かわばたみさを 小売業 衣料品 5%

40,929 埼玉県 所沢市 ｋｉｉｔｏｓ【キートス】 サービス 理容・美容業 5%

40,930 埼玉県 所沢市 ｋｉｉｔｏｓ サービス 理容・美容業 5%

40,931 埼玉県 所沢市 ギガマート　上安松店 小売業 食料品 5%

40,932 埼玉県 所沢市 菊寿司中新井店 サービス 飲食業 5%

40,933 埼玉県 所沢市 北田屋 小売業 電化製品 5%

40,934 埼玉県 所沢市 北田屋ポプリ 小売業 その他小売 5%

40,935 埼玉県 所沢市 北野中屋銘茶むさしの 小売業 食料品 5%

40,936 埼玉県 所沢市 ＫＩＣＨＩＲＩ　所沢 サービス 飲食業 5%

40,937 埼玉県 所沢市 Ｇｉｆｔ　Ｃｒｏｗｎ 小売業 その他小売 5%

40,938 埼玉県 所沢市 きみや燃料店 小売業 その他小売 5%

40,939 埼玉県 所沢市 ギャルソンヌ　新所沢店 小売業 その他小売 5%

40,940 埼玉県 所沢市 ギャルソンヌ・ド・セゾン 小売業 その他小売 5%

40,941 埼玉県 所沢市 牛角新所沢店 サービス 飲食業 2%

40,942 埼玉県 所沢市 牛角所沢店 サービス 飲食業 2%

40,943 埼玉県 所沢市 九州電器 小売業 電化製品 5%

40,944 埼玉県 所沢市 ＣＵＴＥ　ＨＯＵＳＥ サービス 理容・美容業 5%

40,945 埼玉県 所沢市 ぎょうざの満洲　航空公園駅前店 サービス 飲食業 5%

40,946 埼玉県 所沢市 ぎょうざの満洲　小手指南口店 サービス 飲食業 5%

40,947 埼玉県 所沢市 ぎょうざの満洲　狭山ヶ丘駅前店 サービス 飲食業 5%

40,948 埼玉県 所沢市 ぎょうざの満洲　新所沢西口店 サービス 飲食業 5%

40,949 埼玉県 所沢市 ぎょうざの満洲　新所沢東口店 サービス 飲食業 5%

40,950 埼玉県 所沢市 ぎょうざの満洲　所沢東口店 サービス 飲食業 5%
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40,951 埼玉県 所沢市 業務スーパーリカーキング所沢下山口店 小売業 食料品 2%

40,952 埼玉県 所沢市 業務スーパーリカーキング東所沢店 小売業 食料品 2%

40,953 埼玉県 所沢市 きら星動物病院 サービス その他サービス 5%

40,954 埼玉県 所沢市 キングドライ狭山ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

40,955 埼玉県 所沢市 近未来堂 サービス その他サービス 5%

40,956 埼玉県 所沢市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ所沢店 小売業 その他小売 5%

40,957 埼玉県 所沢市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ所沢店 小売業 その他小売 5%

40,958 埼玉県 所沢市 ｑｕｅｓｔ 小売業 その他小売 5%

40,959 埼玉県 所沢市 くすりのダイイチ所沢西武ショッピングプラ 小売業 その他小売 5%

40,960 埼玉県 所沢市 クライネス・コンツェルトハウス サービス その他サービス 5%

40,961 埼玉県 所沢市 ＣＬＡＳＳＩＣＳ サービス 理容・美容業 5%

40,962 埼玉県 所沢市 ＧＬＡＤ　ｈａｉｒ＆ｅｓｔｈｅ サービス 理容・美容業 5%

40,963 埼玉県 所沢市 クラフト１ サービス その他サービス 5%

40,964 埼玉県 所沢市 蔵吉／寿 サービス 飲食業 5%

40,965 埼玉県 所沢市 ＧＬＡＮＺｈａｉｒ＆ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

40,966 埼玉県 所沢市 クリーニングショップあさくら　パークタウン店 サービス その他サービス 5%

40,967 埼玉県 所沢市 クリーニングショップ　あさくら　本店 サービス その他サービス 5%

40,968 埼玉県 所沢市 クリーニングふらんせ　いなげや西武園店 サービス その他サービス 5%

40,969 埼玉県 所沢市 クリーニングふらんせ　小手指南口店 サービス その他サービス 5%

40,970 埼玉県 所沢市 クリーニングふらんせ　新所沢パルコ店 サービス その他サービス 5%

40,971 埼玉県 所沢市 クリーニングふらんせ　所沢寿町店 サービス その他サービス 5%

40,972 埼玉県 所沢市 クリーニングふらんせ　東所沢本店１ サービス その他サービス 5%

40,973 埼玉県 所沢市 クリーニングふらんせ　星の宮店 サービス その他サービス 5%

40,974 埼玉県 所沢市 ぐるりごはん サービス 飲食業 5%

40,975 埼玉県 所沢市 ｃｌｅ サービス 理容・美容業 5%

40,976 埼玉県 所沢市 Ｇｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

40,977 埼玉県 所沢市 ケイオー・フレックス 小売業 その他小売 5%

40,978 埼玉県 所沢市 ＫＥＩＫＯＩＧＡＴＡ 小売業 衣料品 5%

40,979 埼玉県 所沢市 けゐとく苑　所沢店 サービス 飲食業 5%

40,980 埼玉県 所沢市 Ｋ２６ＫＩＣＫＢＯＸＩＮＧＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

40,981 埼玉県 所沢市 けやき台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,982 埼玉県 所沢市 けやき台動物病院 サービス その他サービス 5%

40,983 埼玉県 所沢市 けやき台動物病院 サービス その他サービス 5%

40,984 埼玉県 所沢市 コール・トゥ・ウェブ所沢 小売業 その他小売 5%

40,985 埼玉県 所沢市 ゴールドステーション小手指店 小売業 その他小売 5%

40,986 埼玉県 所沢市 国際卓球　所沢店 小売業 その他小売 5%

40,987 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン小手指駅南口店 小売業 食料品 2%

40,988 埼玉県 所沢市 個別学習のセルモ東所沢柳瀬教室 サービス その他サービス 5%

40,989 埼玉県 所沢市 金剛堂　所沢店 小売業 家具・調度品 5%

40,990 埼玉県 所沢市 ザ　ベットアンドスパ サービス 宿泊業 5%

40,991 埼玉県 所沢市 サイクルショップ　カワノベ 小売業 その他小売 5%

40,992 埼玉県 所沢市 さかえや 小売業 食料品 5%
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40,993 埼玉県 所沢市 サキナビューティーラウンジ所沢 小売業 その他小売 5%

40,994 埼玉県 所沢市 酒と肴と晩ご飯 なか屋 サービス 飲食業 5%

40,995 埼玉県 所沢市 笹原塾 サービス その他サービス 5%

40,996 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン狭山ヶ丘駅西口店 小売業 食料品 2%

40,997 埼玉県 所沢市 狭山ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

40,998 埼玉県 所沢市 狭山そば　所沢店 サービス 飲食業 5%

40,999 埼玉県 所沢市 ＳａｌｏｎＰｏｏＰｌｅ サービス 理容・美容業 5%

41,000 埼玉県 所沢市 サロン　ド　ＳＡＹＡ サービス 理容・美容業 5%

41,001 埼玉県 所沢市 澤口眼鏡舎 サービス その他サービス 5%

41,002 埼玉県 所沢市 有限会社サンエス電気 小売業 電化製品 5%

41,003 埼玉県 所沢市 ｇｅｎｉｅ サービス 理容・美容業 5%

41,004 埼玉県 所沢市 Ｊ．Ｓ　ＡｕｔｏＤｅａｌ 小売業 その他小売 5%

41,005 埼玉県 所沢市 ジェイクロス所沢店 小売業 その他小売 5%

41,006 埼玉県 所沢市 シェリーガーデン サービス 理容・美容業 5%

41,007 埼玉県 所沢市 自家製酵母ぱんと手づくりあんこの店　いちあん サービス 飲食業 5%

41,008 埼玉県 所沢市 自転車のアキ新所沢店 小売業 その他小売 5%

41,009 埼玉県 所沢市 自転車のアキ小手指バイパス店 小売業 その他小売 5%

41,010 埼玉県 所沢市 自転車のアキ花園店 小売業 その他小売 5%

41,011 埼玉県 所沢市 自転車のアキ東所沢本店 小売業 その他小売 5%

41,012 埼玉県 所沢市 自転車のアキ星の宮店２Ｆ 小売業 その他小売 5%

41,013 埼玉県 所沢市 ジープ所沢 小売業 その他小売 5%

41,014 埼玉県 所沢市 清水電器 小売業 電化製品 5%

41,015 埼玉県 所沢市 下田雅博 サービス その他サービス 5%

41,016 埼玉県 所沢市 車検の速太郎　狭山ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

41,017 埼玉県 所沢市 車検の速太郎　所沢新座店 サービス その他サービス 5%

41,018 埼玉県 所沢市 しゃぶしゃぶ観 サービス 飲食業 5%

41,019 埼玉県 所沢市 ｊｕｉｎ サービス 理容・美容業 5%

41,020 埼玉県 所沢市 秋月　小寺人形 小売業 その他小売 5%

41,021 埼玉県 所沢市 ＪＭ／シュガー サービス 理容・美容業 5%

41,022 埼玉県 所沢市 シュガー　シュガー サービス 理容・美容業 5%

41,023 埼玉県 所沢市 旬彩愛花 サービス 飲食業 5%

41,024 埼玉県 所沢市 ＪＯＹパソコンスクール　西所沢校 サービス その他サービス 5%

41,025 埼玉県 所沢市 乗馬クラブアップリケ牧場 サービス その他サービス 5%

41,026 埼玉県 所沢市 尚美堂　狭山ケ丘店 小売業 その他小売 5%

41,027 埼玉県 所沢市 食卓パンの店ロコパン 食卓パンの店 ロコパン 小売業 食料品 5%

41,028 埼玉県 所沢市 新所タクシー　事務所 サービス 運輸業 5%

41,029 埼玉県 所沢市 新所沢フラワーＳＳ　株式会社サイケイ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,030 埼玉県 所沢市 ｊｉｎｂｅｉ サービス 飲食業 5%

41,031 埼玉県 所沢市 スーパーサクマ 小売業 その他小売 5%

41,032 埼玉県 所沢市 スクールベン小手指店 小売業 衣料品 5%

41,033 埼玉県 所沢市 鈴宗園 小売業 食料品 5%

41,034 埼玉県 所沢市 ｓｔｕｄｉｏｃａｒａｖａｎ 小売業 家具・調度品 5%
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41,035 埼玉県 所沢市 すたみな太郎　所沢店 サービス 飲食業 5%

41,036 埼玉県 所沢市 ステップゴルフ新所沢店 サービス その他サービス 5%

41,037 埼玉県 所沢市 ＳｔｅｌｌａｒＣａｔ サービス 理容・美容業 5%

41,038 埼玉県 所沢市 ＳＴＯＶＥ サービス 飲食業 5%

41,039 埼玉県 所沢市 ストレート　所沢店 小売業 その他小売 5%

41,040 埼玉県 所沢市 スポーツカムイ　所沢店 小売業 その他小売 5%

41,041 埼玉県 所沢市 スマイルケア サービス 理容・美容業 5%

41,042 埼玉県 所沢市 炭火焼ＤＩＮＩＮＧ房ｙａ サービス 飲食業 5%

41,043 埼玉県 所沢市 西武鉄道池袋線車両所　小手指食堂 サービス その他サービス 5%

41,044 埼玉県 所沢市 西武鉄道本社1階喫茶 サービス その他サービス 5%

41,045 埼玉県 所沢市 創作酒場　ぐるめ屋 サービス 飲食業 5%

41,046 埼玉県 所沢市 早大生協　所沢店 サービス その他サービス 5%

41,047 埼玉県 所沢市 早大生協　所沢店 サービス その他サービス 5%

41,048 埼玉県 所沢市 そめの近江　所沢店 小売業 衣料品 5%

41,049 埼玉県 所沢市 大学生協　所沢テレフォンセンター サービス その他サービス 5%

41,050 埼玉県 所沢市 大衆ビストロ　ＰＩＮＥ サービス 飲食業 5%

41,051 埼玉県 所沢市 大東　所沢店 小売業 その他小売 5%

41,052 埼玉県 所沢市 ＴａｉｙａｋｉＧｕｉｄｅＴｏｕｒ サービス その他サービス 5%

41,053 埼玉県 所沢市 竹馬堂　カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

41,054 埼玉県 所沢市 竹馬堂カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

41,055 埼玉県 所沢市 ｄａｄａｎａｋａｋａ 小売業 衣料品 5%

41,056 埼玉県 所沢市 谷輪業 小売業 その他小売 5%

41,057 埼玉県 所沢市 千葉商店 小売業 衣料品 5%

41,058 埼玉県 所沢市 中国茶房８　赤坂店 サービス 飲食業 5%

41,059 埼玉県 所沢市 中国茶房８　六本木店 サービス 飲食業 5%

41,060 埼玉県 所沢市 ＣＨＯＰＰＥＲＳ サービス 飲食業 5%

41,061 埼玉県 所沢市 ｔｓｕｍｕｇｕｙａ サービス その他サービス 5%

41,062 埼玉県 所沢市 ツリーハウスカフェ ｎｉｃｏｒｉｃｏ サービス 飲食業 5%

41,063 埼玉県 所沢市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　新所沢パルコ店 サービス 理容・美容業 5%

41,064 埼玉県 所沢市 デルフィーノ　パスタデルフィーノ サービス 飲食業 5%

41,065 埼玉県 所沢市 ｆｌａｆｗａ サービス その他サービス 5%

41,066 埼玉県 所沢市 ＴＵＯ　大学生協 サービス その他サービス 5%

41,067 埼玉県 所沢市 ＴＵＯ　早稲田大学生協　所沢１０１パンＳ サービス その他サービス 5%

41,068 埼玉県 所沢市 ｔｒｅｅ　ｗｏｏｄ サービス 理容・美容業 5%

41,069 埼玉県 所沢市 ＤＲ．ストレッチ所沢店 サービス その他サービス 5%

41,070 埼玉県 所沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東所沢店 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,071 埼玉県 所沢市 トケイのノムラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

41,072 埼玉県 所沢市 所沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,073 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢荒幡店 小売業 食料品 2%

41,074 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢泉町店 小売業 食料品 2%

41,075 埼玉県 所沢市 所沢インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,076 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢牛沼店 小売業 食料品 2%
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41,077 埼玉県 所沢市 所沢営業所 サービス その他サービス 5%

41,078 埼玉県 所沢市 所沢園芸センター 小売業 その他小売 5%

41,079 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢金山町店 小売業 食料品 2%

41,080 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢上安松店 小売業 食料品 2%

41,081 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢北秋津店 小売業 食料品 2%

41,082 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢北秋津東店 小売業 食料品 2%

41,083 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢北野店 小売業 食料品 2%

41,084 埼玉県 所沢市 所沢牛焼肉　べこ助 サービス 飲食業 5%

41,085 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢航空公園駅西口店 小売業 食料品 2%

41,086 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢航空公園前店 小売業 食料品 2%

41,087 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢小手指ケ原店 小売業 食料品 2%

41,088 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢坂之下店 小売業 食料品 2%

41,089 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢狭山ヶ丘２丁目店 小売業 食料品 2%

41,090 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢市民体育館前店 小売業 食料品 2%

41,091 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢下山口店 小売業 食料品 2%

41,092 埼玉県 所沢市 所沢食堂 サービス その他サービス 5%

41,093 埼玉県 所沢市 所沢食堂（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

41,094 埼玉県 所沢市 所沢鍼灸整体院 サービス その他サービス 5%

41,095 埼玉県 所沢市 所沢創寫舘 小売業 その他小売 5%

41,096 埼玉県 所沢市 所沢中富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,097 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢西狭山ヶ丘２丁目店 小売業 食料品 2%

41,098 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢ニュータウン北店 小売業 食料品 2%

41,099 埼玉県 所沢市 盈和産業株式会社 サービス その他サービス 5%

41,100 埼玉県 所沢市 所沢バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,101 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢林３丁目店 小売業 食料品 2%

41,102 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢東住吉中央店 小売業 食料品 2%

41,103 埼玉県 所沢市 所沢フットサルパーク サービス その他サービス 5%

41,104 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢プロペ通り店 小売業 食料品 2%

41,105 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢緑町４丁目店 小売業 食料品 2%

41,106 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢元町店 小売業 食料品 2%

41,107 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢若狭４丁目店 小売業 食料品 2%

41,108 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢和ケ原３丁目店 小売業 食料品 2%

41,109 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン所沢若松町店 小売業 食料品 2%

41,110 埼玉県 所沢市 戸田工房 サービス その他サービス 5%

41,111 埼玉県 所沢市 トヨタカローラ新埼玉所沢店 小売業 その他小売 5%

41,112 埼玉県 所沢市 トヨタカローラ新埼玉東所沢マイカーセンタ 小売業 その他小売 5%

41,113 埼玉県 所沢市 トヨタカローラ新埼玉東所沢店 小売業 その他小売 5%

41,114 埼玉県 所沢市 トヨタレンタリース埼玉新所沢駅前店 サービス その他サービス 2%

41,115 埼玉県 所沢市 トヨタレンタリース埼玉所沢駅東口店 サービス その他サービス 2%

41,116 埼玉県 所沢市 トヨタレンタリース新埼玉新所沢店 サービス その他サービス 2%

41,117 埼玉県 所沢市 トヨタレンタリース新埼玉所沢駅西口 サービス その他サービス 2%

41,118 埼玉県 所沢市 トヨタレンタリース埼玉　新所沢駅前 サービス その他サービス 2%
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41,119 埼玉県 所沢市 ＤＲＡＦＴ　ＳＴＡＮＤ サービス 飲食業 5%

41,120 埼玉県 所沢市 ＤＲＡＦＴ　ＬＡＢＯ サービス 飲食業 5%

41,121 埼玉県 所沢市 とりとん所沢店 サービス 飲食業 5%

41,122 埼玉県 所沢市 中村商会 小売業 その他小売 5%

41,123 埼玉県 所沢市 Ｎａｔｕｒａｌ 所沢２号店 サービス 理容・美容業 5%

41,124 埼玉県 所沢市 鍋屋米穀店 鍋屋米穀店 小売業 食料品 5%

41,125 埼玉県 所沢市 生ハムＺＥＮ サービス 飲食業 5%

41,126 埼玉県 所沢市 肉の清水 サービス 飲食業 5%

41,127 埼玉県 所沢市 西島電機 小売業 電化製品 5%

41,128 埼玉県 所沢市 西所沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,129 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン西所沢山口店 小売業 食料品 2%

41,130 埼玉県 所沢市 日個連　関谷タクシー サービス 運輸業 5%

41,131 埼玉県 所沢市 ニッセンシェイプファンデサロン・沙羅双樹 小売業 衣料品 5%

41,132 埼玉県 所沢市 日本一　エミオ新所沢店 小売業 食料品 5%

41,133 埼玉県 所沢市 Ｎａｉｌ ｄｅ Ｃｈａｒｍ Ｎａｉｌ ｄｅ Ｃｈａｒｍ サービス 理容・美容業 5%

41,134 埼玉県 所沢市 バー　スマラクト サービス 飲食業 5%

41,135 埼玉県 所沢市 Ｂ．Ｂ．ＱＫＩＭＵＲＡ サービス 飲食業 5%

41,136 埼玉県 所沢市 Ｂ．Ｂ．Ｑ　ＫＩＭＵＲＡ　４ サービス 飲食業 5%

41,137 埼玉県 所沢市 ハウスウオッチ サービス その他サービス 5%

41,138 埼玉県 所沢市 白洗クリーニング店 サービス その他サービス 5%

41,139 埼玉県 所沢市 パスタイオコッコ サービス 飲食業 5%

41,140 埼玉県 所沢市 パティスリー　ラ　リベルテ サービス 飲食業 5%

41,141 埼玉県 所沢市 パティスリータルトレット サービス 飲食業 5%

41,142 埼玉県 所沢市 はとや　所沢店 小売業 その他小売 5%

41,143 埼玉県 所沢市 花問屋渡なべ 小売業 その他小売 5%

41,144 埼玉県 所沢市 花和 サービス その他サービス 5%

41,145 埼玉県 所沢市 ハニカム整体院２ サービス その他サービス 5%

41,146 埼玉県 所沢市 Ｐｕｂ　Ｐａｒｔｙ　ｓ　Ｍ サービス 飲食業 5%

41,147 埼玉県 所沢市 バーレストランＪＥＳＴ－Ｉｎｎ サービス 飲食業 5%

41,148 埼玉県 所沢市 ぱん屋どんぐり 小売業 食料品 5%

41,149 埼玉県 所沢市 東所沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,150 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン東所沢駅前店 小売業 食料品 2%

41,151 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン東所沢３丁目店 小売業 食料品 2%

41,152 埼玉県 所沢市 セブン－イレブン東所沢バイパス店 小売業 食料品 2%

41,153 埼玉県 所沢市 東所沢病院売店 小売業 その他小売 5%

41,154 埼玉県 所沢市 美ＺＥＮ　小手指 サービス 理容・美容業 5%

41,155 埼玉県 所沢市 肥田野酒店 サービス その他サービス 5%

41,156 埼玉県 所沢市 ひだまり動物病院 サービス その他サービス 5%

41,157 埼玉県 所沢市 ひな野　所沢店 サービス 飲食業 5%

41,158 埼玉県 所沢市 Ｈｙｇｇｅ サービス 理容・美容業 5%

41,159 埼玉県 所沢市 ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　ＧＲＩＰ サービス 理容・美容業 5%

41,160 埼玉県 所沢市 美容室ＨＥＲＢＩＥマミーマート所沢山口店 サービス 理容・美容業 5%
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41,161 埼玉県 所沢市 美容室ムンク　新所沢店 サービス 理容・美容業 5%

41,162 埼玉県 所沢市 美容室ラフレシール サービス 理容・美容業 5%

41,163 埼玉県 所沢市 平岡園 小売業 食料品 5%

41,164 埼玉県 所沢市 平田電気工事有限会社 サービス その他サービス 5%

41,165 埼玉県 所沢市 ファースト補聴器 小売業 その他小売 5%

41,166 埼玉県 所沢市 ファイテンショップ　新所沢店 小売業 その他小売 5%

41,167 埼玉県 所沢市 ファイテンショップ　所沢西口店 小売業 その他小売 5%

41,168 埼玉県 所沢市 ＦＡＳＴ＆ＥＡＳＹ サービス 理容・美容業 5%

41,169 埼玉県 所沢市 フィットネスクラブわらわら航空公園 小売業 その他小売 5%

41,170 埼玉県 所沢市 ｆｅｅｌ 小売業 貴金属・服飾品 5%

41,171 埼玉県 所沢市 ぷーずハウス サービス その他サービス 5%

41,172 埼玉県 所沢市 フェリス動物病院 サービス その他サービス 5%

41,173 埼玉県 所沢市 福田屋 サービス 飲食業 5%

41,174 埼玉県 所沢市 フジデン 小売業 電化製品 5%

41,175 埼玉県 所沢市 株式会社　二上 小売業 その他小売 5%

41,176 埼玉県 所沢市 ブックス　タマ　所沢店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

41,177 埼玉県 所沢市 プライベートサロンＬｕａｎａ サービス 理容・美容業 5%

41,178 埼玉県 所沢市 ＋Ｄｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

41,179 埼玉県 所沢市 ＢＲＡＮＤ　ＯＷＬ サービス その他サービス 5%

41,180 埼玉県 所沢市 ＰＲＩＮＴ　ＰＯＲＴ サービス その他サービス 5%

41,181 埼玉県 所沢市 ブルーグラス所沢 小売業 その他小売 5%

41,182 埼玉県 所沢市 Ｆｌａｖｏｒｓ　所沢店 小売業 衣料品 5%

41,183 埼玉県 所沢市 ＰＲＯＧＲＥＳＳ　小手指店 サービス 理容・美容業 5%

41,184 埼玉県 所沢市 ＰＲＯＧＲＥＳＳ　新所沢店 サービス 理容・美容業 5%

41,185 埼玉県 所沢市 ＰＲＯＧＲＥＳＳ　所沢店 サービス 理容・美容業 5%

41,186 埼玉県 所沢市 プロペルインターネットサービス サービス その他サービス 5%

41,187 埼玉県 所沢市 ヘアーサロンアイア サービス 理容・美容業 5%

41,188 埼玉県 所沢市 ヘアースタジオ　スピック＆スパン サービス 理容・美容業 5%

41,189 埼玉県 所沢市 Ｈａｉｒ　Ｌａｂｏ　ｈａｒｕ サービス 理容・美容業 5%

41,190 埼玉県 所沢市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｔｒｅｉｚｅ サービス 理容・美容業 5%

41,191 埼玉県 所沢市 ヘアサロンシュガー サービス 理容・美容業 5%

41,192 埼玉県 所沢市 ベストステーション２１ＳＳ　株式会社サイケイ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,193 埼玉県 所沢市 ペットサロンア・ムール中富店 小売業 その他小売 5%

41,194 埼玉県 所沢市 ヘルスケア西武 村田 小売業 その他小売 5%

41,195 埼玉県 所沢市 訪問マッサージ清水信行 サービス 理容・美容業 5%

41,196 埼玉県 所沢市 補聴器専門店　所沢ヒアリング サービス その他サービス 5%

41,197 埼玉県 所沢市 ｂｏｄｙ　ａｎｄ　ｆａｃｅ　ｓｈｕｋ サービス 理容・美容業 5%

41,198 埼玉県 所沢市 ボディバランスセラピーＴｏｈｋｏ サービス 理容・美容業 5%

41,199 埼玉県 所沢市 ホテル　ライカ サービス 宿泊業 5%

41,200 埼玉県 所沢市 ホテル観音閣 サービス 宿泊業 5%

41,201 埼玉県 所沢市 ホビーステーションイオンモール所沢店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

41,202 埼玉県 所沢市 凡凡堂新所沢駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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41,203 埼玉県 所沢市 舞々 サービス 飲食業 5%

41,204 埼玉県 所沢市 舞々 サービス 飲食業 5%

41,205 埼玉県 所沢市 マクドナルド狭山ケ丘いなげや店 サービス 飲食業 2%

41,206 埼玉県 所沢市 マクドナルド新所沢店 サービス 飲食業 2%

41,207 埼玉県 所沢市 マクドナルド所沢北原町店 サービス 飲食業 2%

41,208 埼玉県 所沢市 マクドナルド所沢北原ヤオコー店 サービス 飲食業 2%

41,209 埼玉県 所沢市 マクドナルド所沢山口店 サービス 飲食業 2%

41,210 埼玉県 所沢市 マクドナルド４６３亀ヶ谷店 サービス 飲食業 2%

41,211 埼玉県 所沢市 マクドナルド４６３小手指ケ原店 サービス 飲食業 2%

41,212 埼玉県 所沢市 増田伊之助茶園 小売業 食料品 5%

41,213 埼玉県 所沢市 満寿や サービス 飲食業 5%

41,214 埼玉県 所沢市 松井電器商会 小売業 電化製品 5%

41,215 埼玉県 所沢市 パナハート　マツダ 小売業 電化製品 5%

41,216 埼玉県 所沢市 ＭａｒｉｅＴｒａｄｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

41,217 埼玉県 所沢市 まるかんのお店ＲＯＳＥ サービス 理容・美容業 5%

41,218 埼玉県 所沢市 丸長鈴木園 小売業 食料品 5%

41,219 埼玉県 所沢市 マルチョウストアー西所沢店 小売業 食料品 5%

41,220 埼玉県 所沢市 万世牧場　所沢店 サービス 飲食業 5%

41,221 埼玉県 所沢市 三上製麺 小売業 食料品 5%

41,222 埼玉県 所沢市 三島屋商店 小売業 その他小売 5%

41,223 埼玉県 所沢市 ミシン館　ミシン館 小売業 電化製品 5%

41,224 埼玉県 所沢市 緑町薬局 小売業 その他小売 5%

41,225 埼玉県 所沢市 みのり サービス 飲食業 5%

41,226 埼玉県 所沢市 ミマツ 小売業 衣料品 5%

41,227 埼玉県 所沢市 美味たばこ店 小売業 その他小売 5%

41,228 埼玉県 所沢市 みやがわ薬品 本店 小売業 その他小売 5%

41,229 埼玉県 所沢市 ムーブ　所沢店 サービス 理容・美容業 5%

41,230 埼玉県 所沢市 昔ながらの洋食 ＯＬＤ ＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

41,231 埼玉県 所沢市 ムーブ所沢 サービス 理容・美容業 5%

41,232 埼玉県 所沢市 メガネストアー小手指台 小売業 その他小売 5%

41,233 埼玉県 所沢市 メガネストアー小手指台店 小売業 その他小売 5%

41,234 埼玉県 所沢市 メガネのアド　所沢店 小売業 その他小売 5%

41,235 埼玉県 所沢市 メガネのアド所沢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

41,236 埼玉県 所沢市 メガネの三晃堂 サービス その他サービス 5%

41,237 埼玉県 所沢市 メガネのミラール　所沢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

41,238 埼玉県 所沢市 Ｍｅｔｓ サービス 理容・美容業 5%

41,239 埼玉県 所沢市 本橋工務店ライファ所沢西 サービス その他サービス 5%

41,240 埼玉県 所沢市 もみの木動物病院 サービス その他サービス 5%

41,241 埼玉県 所沢市 やきとり　にしだ家　西所沢店 サービス 飲食業 5%

41,242 埼玉県 所沢市 やきとり にしだ場 狭山ヶ丘店 サービス 飲食業 5%

41,243 埼玉県 所沢市 焼肉徳大門 サービス 飲食業 5%

41,244 埼玉県 所沢市 山崎屋 小売業 食料品 5%
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41,245 埼玉県 所沢市 大和園油屋製茶所 小売業 その他小売 5%

41,246 埼玉県 所沢市 ゆうき整体院 サービス その他サービス 5%

41,247 埼玉県 所沢市 有限会社イエダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

41,248 埼玉県 所沢市 有限会社伊勢屋 小売業 その他小売 5%

41,249 埼玉県 所沢市 有限会社加藤輪業 小売業 その他小売 5%

41,250 埼玉県 所沢市 有限会社カワハラ サービス その他サービス 5%

41,251 埼玉県 所沢市 有限会社二上モータース サービス その他サービス 5%

41,252 埼玉県 所沢市 ユザワヤ　所沢店 小売業 その他小売 5%

41,253 埼玉県 所沢市 ｙｕｍｉｎｏｙａ サービス その他サービス 5%

41,254 埼玉県 所沢市 ＬａＶｉｅ楽習カレッジ サービス その他サービス 5%

41,255 埼玉県 所沢市 ラルデンツァ サービス 飲食業 5%

41,256 埼玉県 所沢市 リサイクルブティックＡＢＣ所沢店 小売業 その他小売 5%

41,257 埼玉県 所沢市 リビングマート 小売業 家具・調度品 5%

41,258 埼玉県 所沢市 リフレケア小手指整体院 サービス その他サービス 5%

41,259 埼玉県 所沢市 リペアーＳＨＯＰ　クラフトー１ サービス その他サービス 5%

41,260 埼玉県 所沢市 Ｒｉｍａ サービス その他サービス 5%

41,261 埼玉県 所沢市 理容室あしたはれ サービス 理容・美容業 5%

41,262 埼玉県 所沢市 料理店ワイルドキャット　料理店Ｗｉｌｄ　ｃａｔ サービス 飲食業 5%

41,263 埼玉県 所沢市 リングアンドリンク 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

41,264 埼玉県 所沢市 ＬｕｎａＳｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

41,265 埼玉県 所沢市 レディア所沢店 サービス 理容・美容業 5%

41,266 埼玉県 所沢市 ＲＥＶＥＬ サービス 理容・美容業 5%

41,267 埼玉県 所沢市 レモン＆シュガー 小売業 その他小売 5%

41,268 埼玉県 所沢市 ローズ・ド・サリー サービス 理容・美容業 5%

41,269 埼玉県 所沢市 ワイズリョウファクトリー サービス その他サービス 5%

41,270 埼玉県 所沢市 和菓子　紀の国屋 小売業 食料品 5%

41,271 埼玉県 所沢市 わかるとできる　新所沢パルコ校 サービス その他サービス 5%

41,272 埼玉県 所沢市 ワークショップ・カネコ 小売業 衣料品 5%

41,273 埼玉県 所沢市 株式会社ワークス狭山ケ丘店 サービス その他サービス 5%

41,274 埼玉県 所沢市 早稲田大学生協　所沢１０１パンＳ サービス その他サービス 5%

41,275 埼玉県 所沢市 渡貫デンキ店 小売業 電化製品 5%

41,276 埼玉県 所沢市 和本舗 小売業 衣料品 5%

41,277 埼玉県 所沢市 ワンズ・ワン サービス その他サービス 5%

41,278 埼玉県 戸田市 アイティワン 小売業 その他小売 5%

41,279 埼玉県 戸田市 スマスタイル戸田店 サービス その他サービス 5%

41,280 埼玉県 戸田市 アイラッシュｅｙｅ　ｅｙｅ サービス 理容・美容業 5%

41,281 埼玉県 戸田市 アイワセレモニー サービス その他サービス 5%

41,282 埼玉県 戸田市 アッシュ　戸田公園店 サービス 理容・美容業 5%

41,283 埼玉県 戸田市 アミューズフラワーセンター 小売業 その他小売 5%

41,284 埼玉県 戸田市 有賀園ゴルフＮＥＷ戸田店 小売業 その他小売 5%

41,285 埼玉県 戸田市 アリーナ 小売業 その他小売 5%

41,286 埼玉県 戸田市 アンコトンピカソ工房 サービス その他サービス 5%
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41,287 埼玉県 戸田市 いけぶくろ楽器　戸田本町店 小売業 その他小売 5%

41,288 埼玉県 戸田市 今福自動車 サービス その他サービス 5%

41,289 埼玉県 戸田市 エコマップ 小売業 その他小売 5%

41,290 埼玉県 戸田市 エスコート 小売業 その他小売 5%

41,291 埼玉県 戸田市 エルドア戸田公園店 小売業 衣料品 5%

41,292 埼玉県 戸田市 大川戸田店 小売業 家具・調度品 5%

41,293 埼玉県 戸田市 オリックスレンタカー戸田店 サービス その他サービス 2%

41,294 埼玉県 戸田市 おりふぉと屋 サービス その他サービス 5%

41,295 埼玉県 戸田市 菓創　季乃杜 小売業 食料品 5%

41,296 埼玉県 戸田市 かふぇ ふりゅい 小売業 食料品 5%

41,297 埼玉県 戸田市 株式会社　加藤畳店　戸田店 サービス その他サービス 5%

41,298 埼玉県 戸田市 株式会社篠崎電気 笹目店 小売業 電化製品 5%

41,299 埼玉県 戸田市 株式会社ふうせんの風 サービス その他サービス 5%

41,300 埼玉県 戸田市 上戸田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,301 埼玉県 戸田市 ＫＩＩＴＯＳ 小売業 その他小売 5%

41,302 埼玉県 戸田市 セブン－イレブン北戸田駅西口店 小売業 食料品 2%

41,303 埼玉県 戸田市 ＣａｚＨｏｎｅｙ サービス 理容・美容業 5%

41,304 埼玉県 戸田市 ｋｅｅｅｐ サービス その他サービス 5%

41,305 埼玉県 戸田市 牛角戸田店 サービス 飲食業 2%

41,306 埼玉県 戸田市 ぎょうざの満洲　戸田公園西口店 サービス 飲食業 5%

41,307 埼玉県 戸田市 業務スーパー　戸田店 小売業 食料品 2%

41,308 埼玉県 戸田市 ＧＲＡＴＩＡＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

41,309 埼玉県 戸田市 ＶＩＳＩＯＮＡＲＹ 小売業 衣料品 5%

41,310 埼玉県 戸田市 ＫＳプランニング株式会社 小売業 衣料品 5%

41,311 埼玉県 戸田市 合皮レザー専門店かわうそ 小売業 衣料品 5%

41,312 埼玉県 戸田市 ［ＣＯＣＯＮ］頭と足の専門サロン サービス 理容・美容業 5%

41,313 埼玉県 戸田市 コスモスペース戸田新曽店 小売業 その他小売 5%

41,314 埼玉県 戸田市 Ｃｏｔｔｏｌｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

41,315 埼玉県 戸田市 株式会社マルイ埼玉営業所 小売業 電化製品 5%

41,316 埼玉県 戸田市 笹目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,317 埼玉県 戸田市 サロン・ド・ラスティ サービス 理容・美容業 5%

41,318 埼玉県 戸田市 ＳａｌｏｎｄｅＰｒｅｃｉｏｕｓ サービス 理容・美容業 5%

41,319 埼玉県 戸田市 山海れすとらん大地 サービス 飲食業 5%

41,320 埼玉県 戸田市 自家焙煎珈琲工房まめぞう 小売業 食料品 5%

41,321 埼玉県 戸田市 四季のおばんざいファオ サービス 飲食業 5%

41,322 埼玉県 戸田市 ｐｉｌａｔｅｓｊｕｎｋｏ サービス その他サービス 5%

41,323 埼玉県 戸田市 新海自動車工業 サービス その他サービス 5%

41,324 埼玉県 戸田市 人力引越社　７３７８ サービス その他サービス 5%

41,325 埼玉県 戸田市 すし屋銀蔵戸田公園店 サービス 飲食業 5%

41,326 埼玉県 戸田市 スター引越センター埼玉支店／１ サービス 運輸業 5%

41,327 埼玉県 戸田市 スタジオ　クォーツ サービス その他サービス 5%

41,328 埼玉県 戸田市 スタジオ　クォーツ サービス その他サービス 5%
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41,329 埼玉県 戸田市 すたみな太郎　戸田店 サービス 飲食業 5%

41,330 埼玉県 戸田市 ストック整体院 サービス その他サービス 5%

41,331 埼玉県 戸田市 生活彩家戸田市役所店 小売業 その他小売 2%

41,332 埼玉県 戸田市 セオサイクル戸田公園店 小売業 その他小売 5%

41,333 埼玉県 戸田市 セオサイクル戸田公園店 小売業 その他小売 5%

41,334 埼玉県 戸田市 タイカフェサロン　ニランカフェ サービス 飲食業 5%

41,335 埼玉県 戸田市 タイヤマルシェ 小売業 その他小売 5%

41,336 埼玉県 戸田市 田中タクシー サービス 飲食業 5%

41,337 埼玉県 戸田市 テンオーワン 　ビーンズ戸田公園 小売業 その他小売 5%

41,338 埼玉県 戸田市 ［ＨＣ］電化プラザ新本店 小売業 電化製品 5%

41,339 埼玉県 戸田市 東京書店わらび店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

41,340 埼玉県 戸田市 東京風呂販売株式会社 サービス その他サービス 5%

41,341 埼玉県 戸田市 十勝甘納豆本舗ビーンズ戸田公園店 小売業 食料品 5%

41,342 埼玉県 戸田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ戸田笹目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,343 埼玉県 戸田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ戸田南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,344 埼玉県 戸田市 戸田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,345 埼玉県 戸田市 セブン－イレブン戸田上戸田１丁目店 小売業 食料品 2%

41,346 埼玉県 戸田市 戸田喜沢　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,347 埼玉県 戸田市 セブン－イレブン戸田喜沢１丁目店 小売業 食料品 2%

41,348 埼玉県 戸田市 戸田喜沢南　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,349 埼玉県 戸田市 セブン－イレブン戸田喜沢南２丁目店 小売業 食料品 2%

41,350 埼玉県 戸田市 戸田笹目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,351 埼玉県 戸田市 セブン－イレブン戸田笹目中学校前店 小売業 食料品 2%

41,352 埼玉県 戸田市 セブン－イレブン戸田笹目７丁目店 小売業 食料品 2%

41,353 埼玉県 戸田市 セブン－イレブン戸田笹目２丁目店 小売業 食料品 2%

41,354 埼玉県 戸田市 セブン－イレブン戸田市役所南通り店 小売業 食料品 2%

41,355 埼玉県 戸田市 戸田第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,356 埼玉県 戸田市 戸田中央病院売店 小売業 その他小売 5%

41,357 埼玉県 戸田市 セブン－イレブン戸田中町１丁目東店 小売業 食料品 2%

41,358 埼玉県 戸田市 セブン－イレブン戸田中町２丁目店 小売業 食料品 2%

41,359 埼玉県 戸田市 セブン－イレブン戸田新曽芦原店 小売業 食料品 2%

41,360 埼玉県 戸田市 セブン－イレブン戸田新曽南店 小売業 食料品 2%

41,361 埼玉県 戸田市 セブン－イレブン戸田氷川町１丁目店 小売業 食料品 2%

41,362 埼玉県 戸田市 セブン－イレブン戸田美女木店 小売業 食料品 2%

41,363 埼玉県 戸田市 セブン－イレブン戸田美女木８丁目店 小売業 食料品 2%

41,364 埼玉県 戸田市 セブン－イレブン戸田美女木４丁目店 小売業 食料品 2%

41,365 埼玉県 戸田市 セブン－イレブン戸田本町１丁目店 小売業 食料品 2%

41,366 埼玉県 戸田市 戸田　マスヤ 小売業 衣料品 5%

41,367 埼玉県 戸田市 とだ模型　ミニ四駆ステーション　グるグる 小売業 その他小売 5%

41,368 埼玉県 戸田市 トヨタカローラ新埼玉戸田店 小売業 その他小売 5%

41,369 埼玉県 戸田市 トヨタレンタリース埼玉戸田駅前店 サービス その他サービス 2%

41,370 埼玉県 戸田市 トレカパーク　アリオン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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41,371 埼玉県 戸田市 長根製作所 サービス その他サービス 5%

41,372 埼玉県 戸田市 西戸田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,373 埼玉県 戸田市 ＮＡＩＬ＆ＳＰＡ　ＰーＢＯＸ サービス その他サービス 5%

41,374 埼玉県 戸田市 ＮｅＰｒｅｓｓ 小売業 衣料品 5%

41,375 埼玉県 戸田市 ねまーれ　ねまーれ鍼治療院 サービス その他サービス 5%

41,376 埼玉県 戸田市 野村商事　エヌビレッジ北戸田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

41,377 埼玉県 戸田市 ＢＯＷＷＯＷ サービス 飲食業 5%

41,378 埼玉県 戸田市 パティスリー　タンタシオン サービス 飲食業 5%

41,379 埼玉県 戸田市 ハトのマークの引越埼京センター サービス 運輸業 5%

41,380 埼玉県 戸田市 ＊ＨｏｎｅｙＳｔｙｌｅ＊ 小売業 衣料品 5%

41,381 埼玉県 戸田市 ハンコ卸売センター　戸田店 小売業 その他小売 5%

41,382 埼玉県 戸田市 パン　ド　ノレーブ 小売業 食料品 5%

41,383 埼玉県 戸田市 ＢＡＭＢＯＯ サービス 飲食業 5%

41,384 埼玉県 戸田市 ＰＣまある 小売業 電化製品 5%

41,385 埼玉県 戸田市 美女木酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

41,386 埼玉県 戸田市 ＢＥＡＵＴＹＬＡＢ サービス 理容・美容業 5%

41,387 埼玉県 戸田市 美容脱毛ａｎｄｕｐ サービス 理容・美容業 5%

41,388 埼玉県 戸田市 １ｓｔ　ｂｉｒｔｈｄａｙ サービス その他サービス 5%

41,389 埼玉県 戸田市 ファミリーヘアサロンかみきり虫 サービス 理容・美容業 5%

41,390 埼玉県 戸田市 フォトスタジオコボ　戸田店 サービス その他サービス 5%

41,391 埼玉県 戸田市 ブティックエルドア戸田店 小売業 衣料品 5%

41,392 埼玉県 戸田市 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎ　ｍａｎｏ サービス 理容・美容業 5%

41,393 埼玉県 戸田市 プレンティー中町店 サービス 理容・美容業 5%

41,394 埼玉県 戸田市 ＨＡＩＲＳＡＳＡＫＩ サービス 理容・美容業 5%

41,395 埼玉県 戸田市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ａｌｅｇｒｅ　Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ａｌｅｇｒｅ サービス 理容・美容業 5%

41,396 埼玉県 戸田市 ヘアーサロンいとう サービス 理容・美容業 5%

41,397 埼玉県 戸田市 ヘアーフェイスコウ サービス 理容・美容業 5%

41,398 埼玉県 戸田市 ヘアオブジェ サービス 理容・美容業 5%

41,399 埼玉県 戸田市 ヘアオブジェ サービス 理容・美容業 5%

41,400 埼玉県 戸田市 ヘアコレクションササキ サービス 理容・美容業 5%

41,401 埼玉県 戸田市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ａｌｅｇｒｅ サービス 理容・美容業 5%

41,402 埼玉県 戸田市 ＨＥＹ ＣＯＦＦＥＥ ＨＥＹＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

41,403 埼玉県 戸田市 ペコ動物病院 サービス その他サービス 5%

41,404 埼玉県 戸田市 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

41,405 埼玉県 戸田市 ベストメガネコンタクト戸田公園駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

41,406 埼玉県 戸田市 芳せん 小売業 その他小売 5%

41,407 埼玉県 戸田市 ボーズ　ラジヲ 小売業 電化製品 5%

41,408 埼玉県 戸田市 Ｍｉｊａ　Ｆｌｕｒａ サービス その他サービス 5%

41,409 埼玉県 戸田市 ｈｏｌｏｈｏｌｏ サービス 理容・美容業 5%

41,410 埼玉県 戸田市 ホワイトラフィーネ サービス 理容・美容業 5%

41,411 埼玉県 戸田市 ｍａｒｋｅｔ サービス 飲食業 5%

41,412 埼玉県 戸田市 マクドナルドＪＲ戸田公園店 サービス 飲食業 2%
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41,413 埼玉県 戸田市 マクドナルド戸田市役所南通り店 サービス 飲食業 2%

41,414 埼玉県 戸田市 まるこう青果 小売業 食料品 5%

41,415 埼玉県 戸田市 マルゼンオート 小売業 その他小売 5%

41,416 埼玉県 戸田市 みくりや サービス 飲食業 5%

41,417 埼玉県 戸田市 みどりタクシー１ サービス 運輸業 5%

41,418 埼玉県 戸田市 みねぎし 小売業 衣料品 5%

41,419 埼玉県 戸田市 宮澤酒店 小売業 食料品 5%

41,420 埼玉県 戸田市 ＭＯＶＥ戸田店 小売業 その他小売 5%

41,421 埼玉県 戸田市 メガネサロンルック　戸田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

41,422 埼玉県 戸田市 メガネランド 小売業 その他小売 5%

41,423 埼玉県 戸田市 本橋写真館 サービス その他サービス 5%

41,424 埼玉県 戸田市 モモンガレスキュー サービス その他サービス 5%

41,425 埼玉県 戸田市 ［ＨＣ］（有）旅電 小売業 電化製品 5%

41,426 埼玉県 戸田市 ｙｕｔｉｅ＊＊＊ 小売業 その他小売 5%

41,427 埼玉県 戸田市 ＵＮＩＸ　戸田店 サービス 理容・美容業 5%

41,428 埼玉県 戸田市 ｙｏ－ｙｏ 小売業 衣料品 5%

41,429 埼玉県 戸田市 Ｒｅ－Ｊ　北戸田店 小売業 衣料品 5%

41,430 埼玉県 戸田市 Ｒｉｐｐｌｅ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

41,431 埼玉県 戸田市 若井金物店 小売業 家具・調度品 5%

41,432 埼玉県 長瀞町 アウトドアセンター長瀞 サービス その他サービス 5%

41,433 埼玉県 長瀞町 浅見整体療術院　浅見整体療術院 サービス その他サービス 5%

41,434 埼玉県 長瀞町 スパット　ガーデン サービス その他サービス 5%

41,435 埼玉県 長瀞町 そば処　祭 サービス 飲食業 5%

41,436 埼玉県 長瀞町 旅の店　まるぶつ 小売業 その他小売 5%

41,437 埼玉県 長瀞町 小さなホテルセラヴィ サービス 宿泊業 5%

41,438 埼玉県 長瀞町 長生館 サービス 宿泊業 5%

41,439 埼玉県 長瀞町 セブン－イレブン長瀞岩畳店 小売業 食料品 2%

41,440 埼玉県 長瀞町 セブン－イレブン長瀞中野上店 小売業 食料品 2%

41,441 埼玉県 長瀞町 長瀞舟下り サービス その他サービス 5%

41,442 埼玉県 長瀞町 ながとろペットクリニック サービス その他サービス 5%

41,443 埼玉県 長瀞町 長瀞町観光案内所 サービス その他サービス 5%

41,444 埼玉県 長瀞町 パナハート　おおさわ 小売業 電化製品 5%

41,445 埼玉県 長瀞町 フォトハウス萩原　モノクロームセット サービス その他サービス 5%

41,446 埼玉県 長瀞町 フクシマデンキ長瀞店 小売業 電化製品 5%

41,447 埼玉県 長瀞町 リバーパーク上長瀞オートキャンプ場 サービス 宿泊業 5%

41,448 埼玉県 滑川町 会席割烹　なごり路 サービス 飲食業 5%

41,449 埼玉県 滑川町 かぞヤクルト販売　嵐山センター 小売業 衣料品 5%

41,450 埼玉県 滑川町 川本住宅工房 サービス その他サービス 5%

41,451 埼玉県 滑川町 セブン－イレブン森林公園駅南口店 小売業 食料品 2%

41,452 埼玉県 滑川町 ＴＵＫＩ サービス 理容・美容業 5%

41,453 埼玉県 滑川町 セブン－イレブンつきのわ駅北店 小売業 食料品 2%

41,454 埼玉県 滑川町 セブン－イレブン滑川土塩店 小売業 食料品 2%
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41,455 埼玉県 滑川町 セブン－イレブン滑川町役場前店 小売業 食料品 2%

41,456 埼玉県 滑川町 ハッピーコスメ　タケイ 小売業 その他小売 5%

41,457 埼玉県 滑川町 ハッピードラッグ　タケイ 小売業 食料品 5%

41,458 埼玉県 滑川町 ラブリーチェーン滑川店 サービス その他サービス 5%

41,459 埼玉県 新座市 青木ガラス サービス その他サービス 5%

41,460 埼玉県 新座市 秋元自動車新座営業所 サービス その他サービス 5%

41,461 埼玉県 新座市 跡見学園女子大学生協　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

41,462 埼玉県 新座市 跡見学園女子大学生協書籍 サービス その他サービス 5%

41,463 埼玉県 新座市 アトリエメイデン 小売業 衣料品 5%

41,464 埼玉県 新座市 あべ動物病院 サービス その他サービス 5%

41,465 埼玉県 新座市 ア－ルエフワ－クス サービス その他サービス 5%

41,466 埼玉県 新座市 居酒屋運送屋 サービス 飲食業 5%

41,467 埼玉県 新座市 居酒屋運送屋　居酒屋　運送屋 サービス 飲食業 5%

41,468 埼玉県 新座市 石田栗原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,469 埼玉県 新座市 一球酒場　志木店 サービス 飲食業 5%

41,470 埼玉県 新座市 犬の美容室　ワンモア サービス その他サービス 5%

41,471 埼玉県 新座市 歌広場　志木駅南口店 サービス 飲食業 5%

41,472 埼玉県 新座市 えあこん壱番館 小売業 電化製品 5%

41,473 埼玉県 新座市 ＡＪ　ＧＡＲＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

41,474 埼玉県 新座市 ［ＨＣ］江田電気株式会社 小売業 電化製品 5%

41,475 埼玉県 新座市 王朝飯店 サービス 飲食業 5%

41,476 埼玉県 新座市 王朝飯店　新座店 サービス 飲食業 5%

41,477 埼玉県 新座市 大川　新座店 小売業 家具・調度品 5%

41,478 埼玉県 新座市 沖縄料理　島想い サービス 飲食業 5%

41,479 埼玉県 新座市 お弁当 わかば サービス 飲食業 5%

41,480 埼玉県 新座市 カースケ新座店 サービス その他サービス 5%

41,481 埼玉県 新座市 片山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,482 埼玉県 新座市 がってん食堂大島屋　新座店 サービス 飲食業 5%

41,483 埼玉県 新座市 がってん食堂大島屋新座店 サービス 飲食業 5%

41,484 埼玉県 新座市 がってん寿司新座店 サービス 飲食業 5%

41,485 埼玉県 新座市 カフェテリア食堂 サービス その他サービス 5%

41,486 埼玉県 新座市 カフェテリア食堂（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

41,487 埼玉県 新座市 株式会社正木自販 小売業 その他小売 5%

41,488 埼玉県 新座市 株式会社メンズアメリカン 小売業 衣料品 5%

41,489 埼玉県 新座市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋志木駅東口店 サービス 飲食業 2%

41,490 埼玉県 新座市 関東補聴器センター　志木新座店 小売業 その他小売 5%

41,491 埼玉県 新座市 北原電化センター 小売業 電化製品 5%

41,492 埼玉県 新座市 きもの処つるや 小売業 衣料品 5%

41,493 埼玉県 新座市 Ｃａｎ Ｉ Ｄｒｅｓｓｙ 志木店 キャンアイドレッシー 志木店 サービス 理容・美容業 5%

41,494 埼玉県 新座市 Ｃａｎ　Ｉ　Ｄｒｅｓｓｙ　志木店 サービス その他サービス 5%

41,495 埼玉県 新座市 キャンアイドレッシー志木店 サービス 理容・美容業 5%

41,496 埼玉県 新座市 牛角新座畑中 サービス 飲食業 2%
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41,497 埼玉県 新座市 ぎょうざの満洲　志木南口店 サービス 飲食業 5%

41,498 埼玉県 新座市 クリーニングの和光　栄店 サービス その他サービス 5%

41,499 埼玉県 新座市 セブン－イレブン慶応志木高校前店 小売業 食料品 2%

41,500 埼玉県 新座市 け・せら・せら 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

41,501 埼玉県 新座市 こばやし整体院 サービス その他サービス 5%

41,502 埼玉県 新座市 呉服卸渡よし 小売業 衣料品 5%

41,503 埼玉県 新座市 ｃｏ?ｍａｍｅ　ｂａｋｅｒｙ 小売業 食料品 5%

41,504 埼玉県 新座市 ｃｏ?ｍａｍｅ ｂａｋｅｒｙ コマメベーカリー 小売業 食料品 5%

41,505 埼玉県 新座市 三協冷熱株式会社 サービス その他サービス 5%

41,506 埼玉県 新座市 セブン－イレブン志木駅南口店 小売業 食料品 2%

41,507 埼玉県 新座市 シティベア志木店 サービス その他サービス 5%

41,508 埼玉県 新座市 ＳＨＩＮＡカイロプラクティックセンター サービス 理容・美容業 5%

41,509 埼玉県 新座市 シャノアール志木店 サービス 飲食業 5%

41,510 埼玉県 新座市 ジュアルトータス志木店 小売業 衣料品 5%

41,511 埼玉県 新座市 十文字学園生協　書籍購買部 サービス その他サービス 5%

41,512 埼玉県 新座市 十文字学園生協書籍購買部 サービス その他サービス 5%

41,513 埼玉県 新座市 ステップゴルフプラス　新座店 サービス その他サービス 5%

41,514 埼玉県 新座市 Ｓｍｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

41,515 埼玉県 新座市 誠美堂　新座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

41,516 埼玉県 新座市 セオサイクル　志木店 小売業 その他小売 5%

41,517 埼玉県 新座市 セオサイクルひばりヶ丘北口店 小売業 その他小売 5%

41,518 埼玉県 新座市 セレモメモリー サービス その他サービス 5%

41,519 埼玉県 新座市 ソルティーノ サービス 飲食業 5%

41,520 埼玉県 新座市 ＳＯＬＥ志木店 サービス 理容・美容業 5%

41,521 埼玉県 新座市 大東　新座店 小売業 その他小売 5%

41,522 埼玉県 新座市 治療院スマイルＬＡＢＯ サービス その他サービス 5%

41,523 埼玉県 新座市 デイリ－ホテル新座店 サービス 宿泊業 5%

41,524 埼玉県 新座市 東上セレモ仏壇センター 小売業 その他小売 5%

41,525 埼玉県 新座市 同仁堂整体院 サービス その他サービス 5%

41,526 埼玉県 新座市 Ｔｅｒｉｍａｋａｓｉｈ サービス 理容・美容業 5%

41,527 埼玉県 新座市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新座中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,528 埼玉県 新座市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新座東店 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,529 埼玉県 新座市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新座店 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,530 埼玉県 新座市 とみ美容室 サービス 理容・美容業 5%

41,531 埼玉県 新座市 トヨタカローラ新埼玉新座店 小売業 その他小売 5%

41,532 埼玉県 新座市 トヨタレンタリース埼玉志木駅前店 サービス その他サービス 2%

41,533 埼玉県 新座市 トランポランド　ｓａｉｔａｍａ サービス その他サービス 5%

41,534 埼玉県 新座市 トラットリアトリニータ サービス 飲食業 5%

41,535 埼玉県 新座市 ナカジマ電器 小売業 電化製品 5%

41,536 埼玉県 新座市 株式会社中村電気 サービス その他サービス 5%

41,537 埼玉県 新座市 セブン－イレブン新座石神１丁目店 小売業 食料品 2%

41,538 埼玉県 新座市 セブン－イレブン新座大和田３丁目店 小売業 食料品 2%
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41,539 埼玉県 新座市 セブン－イレブン新座大和田店 小売業 食料品 2%

41,540 埼玉県 新座市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 サービス 飲食業 2%

41,541 埼玉県 新座市 新座栗原　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,542 埼玉県 新座市 セブン－イレブン新座栗原１丁目店 小売業 食料品 2%

41,543 埼玉県 新座市 セブン－イレブン新座栄１丁目店 小売業 食料品 2%

41,544 埼玉県 新座市 セブンーイレブン新座新堀３丁目店 小売業 食料品 2%

41,545 埼玉県 新座市 セブン－イレブン新座道場１丁目店 小売業 食料品 2%

41,546 埼玉県 新座市 セブン－イレブン新座道場２丁目店 小売業 食料品 2%

41,547 埼玉県 新座市 セブン－イレブン新座東北２丁目店 小売業 食料品 2%

41,548 埼玉県 新座市 セブン－イレブン新座野火止５丁目店 小売業 食料品 2%

41,549 埼玉県 新座市 セブン－イレブン新座野火止７丁目店 小売業 食料品 2%

41,550 埼玉県 新座市 セブン－イレブン新座畑中１丁目店 小売業 食料品 2%

41,551 埼玉県 新座市 セブン－イレブン新座畑中東店 小売業 食料品 2%

41,552 埼玉県 新座市 セブン－イレブン新座東１丁目店 小売業 食料品 2%

41,553 埼玉県 新座市 セブン－イレブン新座堀ノ内病院前店 小売業 食料品 2%

41,554 埼玉県 新座市 肉の万世　新座店 サービス 飲食業 5%

41,555 埼玉県 新座市 肉の万世　新座店 サービス 飲食業 5%

41,556 埼玉県 新座市 日本リニューアル株式会社 サービス その他サービス 5%

41,557 埼玉県 新座市 ニューワンちゃん サービス 飲食業 5%

41,558 埼玉県 新座市 パーシモンホテル サービス 宿泊業 5%

41,559 埼玉県 新座市 ハッピーテイル サービス その他サービス 5%

41,560 埼玉県 新座市 パナピットうめつ 小売業 電化製品 5%

41,561 埼玉県 新座市 はんこはんず志木店 小売業 その他小売 5%

41,562 埼玉県 新座市 はんこ広場新座店 小売業 その他小売 5%

41,563 埼玉県 新座市 フィッシングショップ　レインボー 小売業 その他小売 5%

41,564 埼玉県 新座市 フジ産業　事業本部 小売業 家具・調度品 5%

41,565 埼玉県 新座市 藤田電気 小売業 電化製品 5%

41,566 埼玉県 新座市 ふじわら動物病院 サービス その他サービス 5%

41,567 埼玉県 新座市 ＰＬＵＭＥＲＩＡ サービス 理容・美容業 5%

41,568 埼玉県 新座市 フリークラフト サービス その他サービス 5%

41,569 埼玉県 新座市 プリント館ｃｏｃｏｒｏ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

41,570 埼玉県 新座市 ブロッサム　志木南口店 サービス 理容・美容業 5%

41,571 埼玉県 新座市 ｈａｉｒ ｍａｋｅ ｐａｒｔｉｒ サービス 理容・美容業 5%

41,572 埼玉県 新座市 Ｈａｉｒ　Ｃｕｔ　Ｗｉｚ サービス 理容・美容業 5%

41,573 埼玉県 新座市 ｖｉｖａｒｔｈ（法人） サービス 理容・美容業 5%

41,574 埼玉県 新座市 Ｈａｉｒ　Ｒｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

41,575 埼玉県 新座市 ヘアメイクアッシュ　志木南口店 サービス 理容・美容業 5%

41,576 埼玉県 新座市 ペットサロンア・ムール新座店 小売業 その他小売 5%

41,577 埼玉県 新座市 ベルセゾン サービス その他サービス 5%

41,578 埼玉県 新座市 ベルセゾン吉祥 サービス 飲食業 5%

41,579 埼玉県 新座市 株式会社弁慶　新座本店 小売業 その他小売 5%

41,580 埼玉県 新座市 ボワバンク株式会社 サービス その他サービス 5%
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41,581 埼玉県 新座市 マイカーアカデミー サービス その他サービス 5%

41,582 埼玉県 新座市 マクドナルド新座池田ベルク店 サービス 飲食業 2%

41,583 埼玉県 新座市 マクドナルド２５４三芳店 サービス 飲食業 2%

41,584 埼玉県 新座市 メガネサロン　ヨゴ　新座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

41,585 埼玉県 新座市 ＭＯＴＯＲＲＯＣＫＫＵＳＴＯＭＳＨＯＰ サービス その他サービス 5%

41,586 埼玉県 新座市 モード・マックス サービス 理容・美容業 5%

41,587 埼玉県 新座市 モードアイ 小売業 衣料品 5%

41,588 埼玉県 新座市 文字焼　Ｋｉｎｔａｒｏｕ サービス 飲食業 5%

41,589 埼玉県 新座市 モーターサイクルナビゲーター 小売業 その他小売 5%

41,590 埼玉県 新座市 モダンパスタ新座店１０６８ サービス 飲食業 5%

41,591 埼玉県 新座市 焼肉でん　新座片山店 サービス 飲食業 5%

41,592 埼玉県 新座市 焼肉でん　新座菅沢店 サービス 飲食業 5%

41,593 埼玉県 新座市 やさか引越センター サービス その他サービス 5%

41,594 埼玉県 新座市 有限会社グロワーズワイン サービス その他サービス 5%

41,595 埼玉県 新座市 有限会社マユール サービス 飲食業 5%

41,596 埼玉県 新座市 有限会社フォーシーズンズ サービス その他サービス 5%

41,597 埼玉県 新座市 有限会社船田自動車 サービス その他サービス 5%

41,598 埼玉県 新座市 Ｌｉｆｅ＆Ｒｅｕｓｅ サービス その他サービス 5%

41,599 埼玉県 新座市 ＬＩＡ サービス 理容・美容業 5%

41,600 埼玉県 新座市 リサイクルブティックＡＢＣ志木店 小売業 その他小売 5%

41,601 埼玉県 新座市 ＬＥＸ 小売業 その他小売 5%

41,602 埼玉県 新座市 和楽かたらいや　志木店 サービス 飲食業 5%

41,603 埼玉県 蓮田市 アイリス動物病院 サービス その他サービス 5%

41,604 埼玉県 蓮田市 アワトロ龍宮 アワトロ龍宮 サービス 飲食業 5%

41,605 埼玉県 蓮田市 出光蓮田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,606 埼玉県 蓮田市 ＶｉｅＳｏｗ－Ｓｅｃｏｎｄ－ サービス 理容・美容業 5%

41,607 埼玉県 蓮田市 ＶｉｅＳｏｗ－Ｆｉｒｓｔ－ サービス 理容・美容業 5%

41,608 埼玉県 蓮田市 Ｖｉｅ　Ｓｏｗ－Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ－ サービス 理容・美容業 5%

41,609 埼玉県 蓮田市 ＡＴＳ　三和 小売業 その他小売 5%

41,610 埼玉県 蓮田市 オートプラザ・ストリーム 小売業 その他小売 5%

41,611 埼玉県 蓮田市 ＯＭＯＹＡ２．０ サービス 飲食業 5%

41,612 埼玉県 蓮田市 かぞヤクルト販売 蓮田センター 小売業 食料品 5%

41,613 埼玉県 蓮田市 がってん寿司蓮田店 サービス 飲食業 5%

41,614 埼玉県 蓮田市 牛たん炭焼利久 Ｐａｓａｒ蓮田店 牛たん炭焼利久 Ｐａｓａｒ蓮田店 サービス 飲食業 5%

41,615 埼玉県 蓮田市 ぎょうざの満洲　蓮田東口店 サービス 飲食業 5%

41,616 埼玉県 蓮田市 株　ケイナスホーム サービス その他サービス 5%

41,617 埼玉県 蓮田市 健康堂 サービス 理容・美容業 5%

41,618 埼玉県 蓮田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ蓮田駅東口店 サービス 飲食業 2%

41,619 埼玉県 蓮田市 こすもす サービス その他サービス 5%

41,620 埼玉県 蓮田市 小林電機 小売業 電化製品 5%

41,621 埼玉県 蓮田市 小林電機閏戸店 小売業 電化製品 5%

41,622 埼玉県 蓮田市 セブン－イレブン埼玉蓮田病院店 小売業 食料品 2%
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41,623 埼玉県 蓮田市 じてんしゃ屋　ＫＥＮ－ｃｈａｎ　蓮田店 サービス その他サービス 5%

41,624 埼玉県 蓮田市 車検のコバック蓮田店 サービス その他サービス 5%

41,625 埼玉県 蓮田市 ＳＩＮＣＥＲＥ 小売業 衣料品 5%

41,626 埼玉県 蓮田市 善ｚｅｎｋａ華 サービス その他サービス 5%

41,627 埼玉県 蓮田市 ソフトバンク　蓮田白岡 小売業 その他小売 5%

41,628 埼玉県 蓮田市 ＴＭカンパニー サービス その他サービス 5%

41,629 埼玉県 蓮田市 でんきち蓮田店 小売業 電化製品 5%

41,630 埼玉県 蓮田市 東洋はり灸院 サービス その他サービス 5%

41,631 埼玉県 蓮田市 鶏撰 パサール蓮田 上り 店 小売業 食料品 5%

41,632 埼玉県 蓮田市 のくぼ通りペットクリニック サービス その他サービス 5%

41,633 埼玉県 蓮田市 のくぼ通りペットクリニック　のくぼ通りペットクリニック サービス その他サービス 5%

41,634 埼玉県 蓮田市 蓮田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,635 埼玉県 蓮田市 セブン－イレブン蓮田井沼店 小売業 食料品 2%

41,636 埼玉県 蓮田市 セブン－イレブン蓮田閏戸大山店 小売業 食料品 2%

41,637 埼玉県 蓮田市 セブン－イレブン蓮田閏戸店 小売業 食料品 2%

41,638 埼玉県 蓮田市 セブン－イレブン蓮田江ヶ崎店 小売業 食料品 2%

41,639 埼玉県 蓮田市 セブン－イレブン蓮田黒浜店 小売業 食料品 2%

41,640 埼玉県 蓮田市 セブン－イレブン蓮田馬込ＳＳ店 小売業 食料品 2%

41,641 埼玉県 蓮田市 セブン－イレブン蓮田馬込店 小売業 食料品 2%

41,642 埼玉県 蓮田市 蓮田南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,643 埼玉県 蓮田市 Ｐｉａｎｔａ ピアンタ 小売業 その他小売 5%

41,644 埼玉県 蓮田市 ファニーテール サービス その他サービス 5%

41,645 埼玉県 蓮田市 プティバランス 小売業 食料品 5%

41,646 埼玉県 蓮田市 ブラッスリーみちくさ サービス 飲食業 5%

41,647 埼玉県 蓮田市 Ｂｒａｔｓ　蓮田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

41,648 埼玉県 蓮田市 ハンコ　名刺のプロショップ　オオクマ 小売業 その他小売 5%

41,649 埼玉県 蓮田市 ＨａｉｒＳｔｕｄｉｏｓｅｐｔｃｏｕｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

41,650 埼玉県 蓮田市 ヘアサロンハマシマ サービス 理容・美容業 5%

41,651 埼玉県 蓮田市 便利屋Ａ＆Ａ サービス その他サービス 5%

41,652 埼玉県 蓮田市 Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ蓮田ＷＥＳＴ店 サービス その他サービス 5%

41,653 埼玉県 蓮田市 Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ蓮田店 小売業 その他小売 5%

41,654 埼玉県 蓮田市 ルドラサンジヴァーニ 小売業 衣料品 5%

41,655 埼玉県 蓮田市 和真メガネ蓮田店 小売業 その他小売 5%

41,656 埼玉県 鳩山町 ギャラリーむじな案 サービス その他サービス 5%

41,657 埼玉県 鳩山町 埼玉ブラッシュ サービス その他サービス 5%

41,658 埼玉県 鳩山町 佐藤研磨店 サービス その他サービス 5%

41,659 埼玉県 鳩山町 鳩山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,660 埼玉県 鳩山町 セブン－イレブン鳩山熊井店 小売業 食料品 2%

41,661 埼玉県 鳩山町 福島電気 小売業 電化製品 5%

41,662 埼玉県 鳩山町 ホワイト急便鳩山店 サービス その他サービス 5%

41,663 埼玉県 鳩山町 みやざき自動車 サービス その他サービス 5%

41,664 埼玉県 羽生市 アイズ・ギャラリー　イオンモール羽生店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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41,665 埼玉県 羽生市 アクロス 小売業 その他小売 5%

41,666 埼玉県 羽生市 アロハガス サービス その他サービス 5%

41,667 埼玉県 羽生市 井泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,668 埼玉県 羽生市 伊万里 サービス 飲食業 5%

41,669 埼玉県 羽生市 ＶＩＮＴＡＧＥ　ＡＩＲ 小売業 衣料品 5%

41,670 埼玉県 羽生市 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ 羽生店 サービス 飲食業 5%

41,671 埼玉県 羽生市 かぞヤクルト販売 羽生センター 小売業 食料品 5%

41,672 埼玉県 羽生市 カーライフイワサキ サービス その他サービス 5%

41,673 埼玉県 羽生市 キグレデンキ 小売業 電化製品 5%

41,674 埼玉県 羽生市 ケンゾー道の駅　羽生店 小売業 その他小売 5%

41,675 埼玉県 羽生市 ココモケンゾー（ＣＯＣＯＭＯＫＥＮＺＯ） 小売業 その他小売 5%

41,676 埼玉県 羽生市 パナピットサオトメ 小売業 電化製品 5%

41,677 埼玉県 羽生市 （株）サン旅行センターイオンモール羽生店 サービス その他サービス 5%

41,678 埼玉県 羽生市 ＪＣカーセンター 小売業 その他小売 5%

41,679 埼玉県 羽生市 スーパー　ケンゾー 小売業 その他小売 5%

41,680 埼玉県 羽生市 スーパーケンゾーウエスト 小売業 その他小売 5%

41,681 埼玉県 羽生市 ずんだ茶寮ｃａｆｅ 小売業 食料品 5%

41,682 埼玉県 羽生市 大陸食道　羽生店 サービス 飲食業 5%

41,683 埼玉県 羽生市 トヨタカローラ埼玉羽生店 小売業 その他小売 5%

41,684 埼玉県 羽生市 トラックショップジェット羽生店 小売業 その他小売 5%

41,685 埼玉県 羽生市 ノールケンゾー 小売業 その他小売 5%

41,686 埼玉県 羽生市 ＰａｌｍＨｅａｌｉｎｇ 小売業 その他小売 5%

41,687 埼玉県 羽生市 長谷川電機センター 小売業 電化製品 5%

41,688 埼玉県 羽生市 パナハート　おぎはら 小売業 電化製品 5%

41,689 埼玉県 羽生市 羽生　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,690 埼玉県 羽生市 セブン－イレブン羽生インター店 小売業 食料品 2%

41,691 埼玉県 羽生市 羽生営業所 小売業 その他小売 5%

41,692 埼玉県 羽生市 セブン－イレブン羽生駅西口店 小売業 食料品 2%

41,693 埼玉県 羽生市 セブン－イレブン羽生上手子林店 小売業 食料品 2%

41,694 埼玉県 羽生市 セブン－イレブン羽生小須賀店 小売業 食料品 2%

41,695 埼玉県 羽生市 セブン－イレブン羽生須影店 小売業 食料品 2%

41,696 埼玉県 羽生市 セブン－イレブン羽生砂山店 小売業 食料品 2%

41,697 埼玉県 羽生市 セブン－イレブン羽生中央３丁目店 小売業 食料品 2%

41,698 埼玉県 羽生市 セブン－イレブン羽生西店 小売業 食料品 2%

41,699 埼玉県 羽生市 セブン－イレブン羽生東店 小売業 食料品 2%

41,700 埼玉県 羽生市 セブン－イレブン羽生南７丁目店 小売業 食料品 2%

41,701 埼玉県 羽生市 ばんどう太郎羽生店 サービス 飲食業 5%

41,702 埼玉県 羽生市 ビッグメガネ　羽生店 小売業 貴金属・服飾品 5%

41,703 埼玉県 羽生市 ひとりねこ サービス その他サービス 5%

41,704 埼玉県 羽生市 ビューティ・ガロ羽生店 サービス 理容・美容業 5%

41,705 埼玉県 羽生市 船橋屋　鬼平江戸処店 小売業 食料品 5%

41,706 埼玉県 羽生市 ヘアーサロンキャトル サービス 理容・美容業 5%
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41,707 埼玉県 羽生市 発戸 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,708 埼玉県 羽生市 ホンダ ウイング エビス 小売業 その他小売 5%

41,709 埼玉県 羽生市 マクドナルドイオンモール羽生店 サービス 飲食業 2%

41,710 埼玉県 羽生市 マクドナルド１２２羽生店 サービス 飲食業 2%

41,711 埼玉県 羽生市 ＭＤＣ　イオン羽生店 サービス 理容・美容業 5%

41,712 埼玉県 羽生市 Ｍａｉｓｉｅ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

41,713 埼玉県 羽生市 ユーテック 小売業 電化製品 5%

41,714 埼玉県 羽生市 よ～いＤＯＮ！パサール羽生店 サービス 飲食業 5%

41,715 埼玉県 羽生市 よーいＤＯＮ　パサール羽生店 サービス 飲食業 5%

41,716 埼玉県 羽生市 ラミューズハヤカワデンキ 小売業 電化製品 5%

41,717 埼玉県 羽生市 ＲＩＮ．ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

41,718 埼玉県 飯能市 味彩庵 小売業 食料品 5%

41,719 埼玉県 飯能市 あずさクリーニング新光店 サービス その他サービス 5%

41,720 埼玉県 飯能市 アトリエ飯能 サービス 理容・美容業 5%

41,721 埼玉県 飯能市 アルファコンタクト　アルファコンタクト 小売業 その他小売 5%

41,722 埼玉県 飯能市 Ｅ．ｄｅｓｉｇｎ．Ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

41,723 埼玉県 飯能市 犬竹電機 小売業 電化製品 5%

41,724 埼玉県 飯能市 絵梨邑 小売業 その他小売 5%

41,725 埼玉県 飯能市 御菓子処 亀屋 小売業 食料品 5%

41,726 埼玉県 飯能市 ｏｒｉｏｒｉ サービス その他サービス 5%

41,727 埼玉県 飯能市 カーケア工房 サービス その他サービス 5%

41,728 埼玉県 飯能市 株式会社Ｉｖｙ サービス その他サービス 5%

41,729 埼玉県 飯能市 株式会社ＯＭＢ サービス その他サービス 5%

41,730 埼玉県 飯能市 株式会社新生オート飯能 サービス その他サービス 5%

41,731 埼玉県 飯能市 株式会社リビングワークス サービス その他サービス 5%

41,732 埼玉県 飯能市 牛角飯能 サービス 飲食業 2%

41,733 埼玉県 飯能市 ぎょうざの満洲　飯能駅前店 サービス 飲食業 5%

41,734 埼玉県 飯能市 クール・カレ　アン　飯能店 小売業 衣料品 5%

41,735 埼玉県 飯能市 啓徳ロードサービス サービス その他サービス 5%

41,736 埼玉県 飯能市 個室居酒屋はちや　飯能店 サービス 飲食業 5%

41,737 埼玉県 飯能市 米由商店 小売業 食料品 5%

41,738 埼玉県 飯能市 サバイバルゲームフィールド　パトリオット２ サービス その他サービス 5%

41,739 埼玉県 飯能市 ＳＵＮＬＩＳＭ 小売業 衣料品 5%

41,740 埼玉県 飯能市 下畑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,741 埼玉県 飯能市 志茂モータース サービス その他サービス 5%

41,742 埼玉県 飯能市 正丸峠ガーデンハウス サービス 宿泊業 5%

41,743 埼玉県 飯能市 セブン－イレブン駿河台大学店 小売業 食料品 2%

41,744 埼玉県 飯能市 清河園　蜻蛉亭 サービス 宿泊業 5%

41,745 埼玉県 飯能市 生活の木　薬香草園ショップ 小売業 その他小売 5%

41,746 埼玉県 飯能市 生活の木薬香草園ヤハラテナ サービス 飲食業 5%

41,747 埼玉県 飯能市 西武鉄道池袋線車両所　武蔵丘食堂 サービス その他サービス 5%

41,748 埼玉県 飯能市 そば処　せいたろう サービス 飲食業 5%
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41,749 埼玉県 飯能市 ターニップ サービス 宿泊業 5%

41,750 埼玉県 飯能市 大松閣 サービス 宿泊業 5%

41,751 埼玉県 飯能市 高橋自動車工業 サービス その他サービス 5%

41,752 埼玉県 飯能市 でんきち　飯能店 小売業 電化製品 5%

41,753 埼玉県 飯能市 東都飯能カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

41,754 埼玉県 飯能市 道楽ぼーず 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

41,755 埼玉県 飯能市 土間土間飯能店 サービス 飲食業 2%

41,756 埼玉県 飯能市 トヨタレンタリース埼玉飯能駅前店 サービス その他サービス 2%

41,757 埼玉県 飯能市 トヨタレンタリース新埼玉東飯能駅前店 サービス その他サービス 2%

41,758 埼玉県 飯能市 トラベルネット飯能店 サービス その他サービス 5%

41,759 埼玉県 飯能市 ＮａｋａｒｉｗａｔｃｈＪＰ 小売業 貴金属・服飾品 5%

41,760 埼玉県 飯能市 鍋屋プロパン株式会社 サービス その他サービス 5%

41,761 埼玉県 飯能市 西吾野給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,762 埼玉県 飯能市 日本の心飯能店 小売業 家具・調度品 5%

41,763 埼玉県 飯能市 農家が作るｔｏｍａｔｅｒｉａ　ＧＯＴＯ サービス 飲食業 5%

41,764 埼玉県 飯能市 パソコンセンターＰＣネット 小売業 電化製品 5%

41,765 埼玉県 飯能市 御菓子司　原屋　御菓子司　原屋 小売業 食料品 5%

41,766 埼玉県 飯能市 パルオオクボ 小売業 その他小売 5%

41,767 埼玉県 飯能市 パン工房Ａｍｐｅｌ サービス 飲食業 5%

41,768 埼玉県 飯能市 セブン－イレブン飯能駅北口店 小売業 食料品 2%

41,769 埼玉県 飯能市 セブン－イレブン飯能川寺店 小売業 食料品 2%

41,770 埼玉県 飯能市 セブン－イレブン飯能新町店 小売業 食料品 2%

41,771 埼玉県 飯能市 セブン－イレブン飯能永田店 小売業 食料品 2%

41,772 埼玉県 飯能市 セブン－イレブン飯能双柳東店 小売業 食料品 2%

41,773 埼玉県 飯能市 セブン－イレブン飯能橋場店 小売業 食料品 2%

41,774 埼玉県 飯能市 セブン－イレブン飯能原市場店 小売業 食料品 2%

41,775 埼玉県 飯能市 セブン－イレブン飯能本町店 小売業 食料品 2%

41,776 埼玉県 飯能市 セブン－イレブン飯能美杉台店 小売業 食料品 2%

41,777 埼玉県 飯能市 ハンバーグの時間 サービス 飲食業 5%

41,778 埼玉県 飯能市 ビジネスホテルおがわ サービス 宿泊業 5%

41,779 埼玉県 飯能市 ひなた整体院 サービス その他サービス 5%

41,780 埼玉県 飯能市 Ｆｅｅｒｉｑｕｅ　Ｆｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

41,781 埼玉県 飯能市 フォーツゥ美容室 サービス 理容・美容業 5%

41,782 埼玉県 飯能市 有）フタバ 小売業 衣料品 5%

41,783 埼玉県 飯能市 Ｆｕｍｉ美容室 サービス 理容・美容業 5%

41,784 埼玉県 飯能市 Ｆｕｍｉ美容室 サービス 理容・美容業 5%

41,785 埼玉県 飯能市 ＴＨＥ　ｈｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

41,786 埼玉県 飯能市 マクドナルド２９９バイパス飯能店 サービス 飲食業 2%

41,787 埼玉県 飯能市 間野電気商会 小売業 電化製品 5%

41,788 埼玉県 飯能市 マルエイ　マルエイ 小売業 衣料品 5%

41,789 埼玉県 飯能市 マロウドイン飯能 サービス 宿泊業 5%

41,790 埼玉県 飯能市 みちのくファーム 小売業 その他小売 5%
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41,791 埼玉県 飯能市 Ｍｉｎｉｍａｌ サービス 理容・美容業 5%

41,792 埼玉県 飯能市 村田電機商会 小売業 電化製品 5%

41,793 埼玉県 飯能市 メンズショップフタバ 小売業 衣料品 5%

41,794 埼玉県 飯能市 モダンパスタ飯能店１０５９ サービス 飲食業 5%

41,795 埼玉県 飯能市 焼肉牛三郎飯能店 サービス 飲食業 5%

41,796 埼玉県 飯能市 ヤナギコーヒー サービス 飲食業 5%

41,797 埼玉県 飯能市 ヤナギコーヒー サービス 飲食業 5%

41,798 埼玉県 飯能市 有限会社　岩崎商会　原市場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,799 埼玉県 飯能市 有限会社柿沼呉服店　きもの処かきぬま 小売業 衣料品 5%

41,800 埼玉県 飯能市 夢彩菓すずき　夢彩菓すずき 小売業 食料品 5%

41,801 埼玉県 飯能市 ヨコタサイクル 小売業 その他小売 5%

41,802 埼玉県 飯能市 横田電器 小売業 電化製品 5%

41,803 埼玉県 飯能市 ＲＥＦＡＣＴＯＲＹａｎｔｉｑｕｅｓ 小売業 その他小売 5%

41,804 埼玉県 飯能市 ロバーツコーヒー サービス 飲食業 5%

41,805 埼玉県 飯能市 ＹＳＪｅｗｅｌ 小売業 衣料品 5%

41,806 埼玉県 飯能市 ワンモアバイト　ムーミンバレー店 サービス 飲食業 5%

41,807 埼玉県 東秩父村 東秩父みすぎ整体院 サービス その他サービス 5%

41,808 埼玉県 東松山市 アークリエイト森の写真スタジオとジュース屋さん♪ サービス その他サービス 5%

41,809 埼玉県 東松山市 ａｒｔｉｑｕｅｋａｍａｋｕｒａ 小売業 その他小売 5%

41,810 埼玉県 東松山市 あかつき動物病院 サービス その他サービス 5%

41,811 埼玉県 東松山市 アシストタイヤサービス東松山店 小売業 その他小売 5%

41,812 埼玉県 東松山市 アトリエかれん 小売業 その他小売 5%

41,813 埼玉県 東松山市 あらた動物病院 サービス その他サービス 5%

41,814 埼玉県 東松山市 いきな黒塀東松山店１２２５ サービス 飲食業 5%

41,815 埼玉県 東松山市 ＵＹＵＴＯ 小売業 衣料品 5%

41,816 埼玉県 東松山市 エステティックサロン　セレネ東松山店 サービス 理容・美容業 5%

41,817 埼玉県 東松山市 オーバー・フロント サービス その他サービス 5%

41,818 埼玉県 東松山市 お好み焼きＫＡＮＳＡＩ 東松山店 サービス 飲食業 5%

41,819 埼玉県 東松山市 ガーデン＆カフェプラナス サービス 飲食業 5%

41,820 埼玉県 東松山市 カーメニティ嵐山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,821 埼玉県 東松山市 家具インテリア岡本 小売業 家具・調度品 5%

41,822 埼玉県 東松山市 楽器専門店杉田楽器店 小売業 その他小売 5%

41,823 埼玉県 東松山市 がってん寿司東松山店 サービス 飲食業 5%

41,824 埼玉県 東松山市 かつ敏東松山店 サービス 飲食業 5%

41,825 埼玉県 東松山市 川越カントリ－クラブ サービス その他サービス 5%

41,826 埼玉県 東松山市 観光タクシー３１０１ サービス 運輸業 5%

41,827 埼玉県 東松山市 木村屋パン店 小売業 食料品 5%

41,828 埼玉県 東松山市 きものの店　京屋 小売業 衣料品 5%

41,829 埼玉県 東松山市 ぎょうざの満洲　高坂駅前店 サービス 飲食業 5%

41,830 埼玉県 東松山市 ぎょうざの満洲　東松山駅前店 サービス 飲食業 5%

41,831 埼玉県 東松山市 ぎょうざの満洲　東松山駅前店 サービス 飲食業 5%

41,832 埼玉県 東松山市 ＧＲＡＮＤ　ＢＬＵＥ サービス 理容・美容業 5%
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41,833 埼玉県 東松山市 くりはら食堂 サービス 飲食業 5%

41,834 埼玉県 東松山市 ｇｒｅｅｎ　ｏｐｔｉｃａｌ 小売業 その他小売 5%

41,835 埼玉県 東松山市 Ｇｒｏｗｓ 小売業 その他小売 5%

41,836 埼玉県 東松山市 Ｋ　ｚ　ＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 その他小売 5%

41,837 埼玉県 東松山市 弘瀞堂薬局 小売業 その他小売 5%

41,838 埼玉県 東松山市 弘靜堂薬局 小売業 その他小売 5%

41,839 埼玉県 東松山市 国分牧場 小売業 食料品 5%

41,840 埼玉県 東松山市 ＣｏＣｏ壱番屋東松山駅前店 サービス 飲食業 2%

41,841 埼玉県 東松山市 コトブキ電器 小売業 電化製品 5%

41,842 埼玉県 東松山市 サイクルプラザクリハラ 小売業 その他小売 5%

41,843 埼玉県 東松山市 埼玉県こども動物自然公園中央売店 小売業 その他小売 5%

41,844 埼玉県 東松山市 ＳＡＬＯＮｄｅＳＨＩＨＯ 小売業 衣料品 5%

41,845 埼玉県 東松山市 ＣＣＮＫＩＤＳＰＲＯＧＲＡＭＭＩＮＧ サービス その他サービス 5%

41,846 埼玉県 東松山市 シティホテル東松山 サービス 宿泊業 5%

41,847 埼玉県 東松山市 秀英自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

41,848 埼玉県 東松山市 Ｃｈｏｕ　Ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

41,849 埼玉県 東松山市 鍼灸ｈａｎａ サービス その他サービス 5%

41,850 埼玉県 東松山市 森林公園ＳＳ　株式会社津乃国 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,851 埼玉県 東松山市 スウィン東松山スイミングスクール サービス その他サービス 5%

41,852 埼玉県 東松山市 スウィン東松山スイミングスクー サービス その他サービス 5%

41,853 埼玉県 東松山市 杉田楽器店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

41,854 埼玉県 東松山市 杉田商事 小売業 その他小売 5%

41,855 埼玉県 東松山市 スズキユキオ療治院 サービス 理容・美容業 5%

41,856 埼玉県 東松山市 スタジオ　アミ 小売業 電化製品 5%

41,857 埼玉県 東松山市 スタジオアミ 行田館 プレシュスタジオ スタジオアミ 坂戸館 サービス その他サービス 5%

41,858 埼玉県 東松山市 スタジオアミ　東松山館 サービス その他サービス 5%

41,859 埼玉県 東松山市 スタジオアミ　東松山館 サービス その他サービス 5%

41,860 埼玉県 東松山市 すたみな太郎　東松山シルピア店 サービス 飲食業 5%

41,861 埼玉県 東松山市 セイボースポーツ 小売業 その他小売 5%

41,862 埼玉県 東松山市 セイユウ東松山店 小売業 食料品 5%

41,863 埼玉県 東松山市 大東文化学園生活協同組合 小売業 その他小売 5%

41,864 埼玉県 東松山市 大東文化学園生協　東松山購買部 サービス その他サービス 5%

41,865 埼玉県 東松山市 大東文化学園生協　東松山カフェテリア サービス その他サービス 5%

41,866 埼玉県 東松山市 大東文化生協東松山購買部 サービス その他サービス 5%

41,867 埼玉県 東松山市 セブン－イレブン大東文化大学東松山キャンパス店 小売業 食料品 2%

41,868 埼玉県 東松山市 台湾料理　王府 サービス 飲食業 5%

41,869 埼玉県 東松山市 セブン－イレブン高坂駅西口店 小売業 食料品 2%

41,870 埼玉県 東松山市 セブン－イレブン高坂駅東口店 小売業 食料品 2%

41,871 埼玉県 東松山市 たかさか整体院 サービス その他サービス 5%

41,872 埼玉県 東松山市 高坂どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

41,873 埼玉県 東松山市 タナカ写真館　タナカ写真館 サービス その他サービス 5%

41,874 埼玉県 東松山市 鉄道模型ＫＩＤＡ 小売業 その他小売 5%
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41,875 埼玉県 東松山市 ＴＵＯ　東松山パンショップ サービス その他サービス 5%

41,876 埼玉県 東松山市 東栄電器 小売業 電化製品 5%

41,877 埼玉県 東松山市 ＴＵＯ大東文化学園生協東松山カフェテリア サービス その他サービス 5%

41,878 埼玉県 東松山市 トヨタカローラ新埼玉東松山店 小売業 その他小売 5%

41,879 埼玉県 東松山市 トヨタレンタリース埼玉東松山駅西口店 サービス その他サービス 2%

41,880 埼玉県 東松山市 トヨタレンタリース新埼玉東松山駅前店 サービス その他サービス 2%

41,881 埼玉県 東松山市 ドラッグ エース 松山町店 小売業 その他小売 5%

41,882 埼玉県 東松山市 ドラッグ エース 箭弓町店 小売業 その他小売 5%

41,883 埼玉県 東松山市 中原印房　中原印房　東松山本店 小売業 その他小売 5%

41,884 埼玉県 東松山市 中屋洋服店 小売業 衣料品 5%

41,885 埼玉県 東松山市 ｎｕｉｎｏ 小売業 その他小売 5%

41,886 埼玉県 東松山市 ハイシマボデー サービス その他サービス 5%

41,887 埼玉県 東松山市 パナハート　おおき 小売業 電化製品 5%

41,888 埼玉県 東松山市 バーバーニュースタイル サービス 理容・美容業 5%

41,889 埼玉県 東松山市 Ｂａｎｇ　Ｄｉｎｅｒ　Ｂａｎｇ　Ｄｉｎｅｒ サービス 飲食業 5%

41,890 埼玉県 東松山市 ＢＬ　高坂店 サービス 理容・美容業 5%

41,891 埼玉県 東松山市 東松山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,892 埼玉県 東松山市 東松山西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,893 埼玉県 東松山市 東松山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,894 埼玉県 東松山市 セブン－イレブン東松山市ノ川店 小売業 食料品 2%

41,895 埼玉県 東松山市 セブン－イレブン東松山インター店 小売業 食料品 2%

41,896 埼玉県 東松山市 セブン－イレブン東松山駅東口店 小売業 食料品 2%

41,897 埼玉県 東松山市 セブン－イレブン東松山柏崎店 小売業 食料品 2%

41,898 埼玉県 東松山市 セブン－イレブン東松山上唐子店 小売業 食料品 2%

41,899 埼玉県 東松山市 東松山工業団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,900 埼玉県 東松山市 セブン－イレブン東松山幸町店 小売業 食料品 2%

41,901 埼玉県 東松山市 東松山自動車学校 サービス その他サービス 5%

41,902 埼玉県 東松山市 セブン－イレブン東松山市松山店 小売業 食料品 2%

41,903 埼玉県 東松山市 セブン－イレブン東松山新郷店 小売業 食料品 2%

41,904 埼玉県 東松山市 東松山中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,905 埼玉県 東松山市 東松山中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,906 埼玉県 東松山市 東松山パンショップ サービス その他サービス 5%

41,907 埼玉県 東松山市 セブン－イレブン東松山東平店 小売業 食料品 2%

41,908 埼玉県 東松山市 セブン－イレブン東松山松本町店 小売業 食料品 2%

41,909 埼玉県 東松山市 セブン－イレブン東松山六軒町店 小売業 食料品 2%

41,910 埼玉県 東松山市 美容室ＣＩＥＬＡ サービス 理容・美容業 5%

41,911 埼玉県 東松山市 フィルムデリバリー サービス その他サービス 5%

41,912 埼玉県 東松山市 富久屋　工房直営店 小売業 食料品 5%

41,913 埼玉県 東松山市 富久屋　おこわと甘味の店　花ス五六 サービス 飲食業 5%

41,914 埼玉県 東松山市 富久屋　春秋庵本店 小売業 食料品 5%

41,915 埼玉県 東松山市 富士屋酒店 富士屋酒店 小売業 その他小売 5%

41,916 埼玉県 東松山市 ふたきや東松山店 小売業 家具・調度品 5%
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41,917 埼玉県 東松山市 ヘアーカット専門店ｍａｚｅ サービス 理容・美容業 5%

41,918 埼玉県 東松山市 ヘアーサロン クリーン サービス 理容・美容業 5%

41,919 埼玉県 東松山市 ヘアーサロン　セブンベルズ サービス 理容・美容業 5%

41,920 埼玉県 東松山市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＧＡＲＯ　ＡＮＮＥＸ サービス 理容・美容業 5%

41,921 埼玉県 東松山市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＧＡＲＯ　ＰＡＲＴ１ サービス 理容・美容業 5%

41,922 埼玉県 東松山市 ベルベット　ウェアハウス 小売業 家具・調度品 5%

41,923 埼玉県 東松山市 ボディケアサロン香音ｋａｎｅ サービス その他サービス 5%

41,924 埼玉県 東松山市 ボディバランス整体院ＴＧＭ サービス その他サービス 5%

41,925 埼玉県 東松山市 ホテル紫雲閣 サービス 宿泊業 5%

41,926 埼玉県 東松山市 ホワイト急便ピオニウォーク東松山店 サービス その他サービス 5%

41,927 埼玉県 東松山市 Ｂｏｎｄ　Ｃｒｅｗ サービス その他サービス 5%

41,928 埼玉県 東松山市 マクドナルド高坂駅前店 サービス 飲食業 2%

41,929 埼玉県 東松山市 マクドナルド東松山石橋店 サービス 飲食業 2%

41,930 埼玉県 東松山市 マクドナルド４０７バイパス高坂店 サービス 飲食業 2%

41,931 埼玉県 東松山市 マクドナルド４０７東松山店 サービス 飲食業 2%

41,932 埼玉県 東松山市 味噌屋蔵之介　東松山店 サービス 飲食業 5%

41,933 埼玉県 東松山市 ミュージックショップスギタ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

41,934 埼玉県 東松山市 もつ煮のまつい サービス 飲食業 5%

41,935 埼玉県 東松山市 森のめぐみ　東松山店 サービス 飲食業 5%

41,936 埼玉県 東松山市 安野ストアー 小売業 その他小売 5%

41,937 埼玉県 東松山市 山﨑屋 小売業 衣料品 5%

41,938 埼玉県 東松山市 吉田 サービス 飲食業 5%

41,939 埼玉県 東松山市 セブン－イレブン吉見百穴店 小売業 食料品 2%

41,940 埼玉県 東松山市 Ｌａｕｇｈ サービス 理容・美容業 5%

41,941 埼玉県 東松山市 Ｌａｕｇｈ サービス 理容・美容業 5%

41,942 埼玉県 東松山市 良元堂 小売業 その他小売 5%

41,943 埼玉県 東松山市 ルガ　東松山店 小売業 家具・調度品 5%

41,944 埼玉県 東松山市 るーく 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

41,945 埼玉県 東松山市 和食　藤川 サービス 飲食業 5%

41,946 埼玉県 東松山市 ワミレスサロン浅田 サービス その他サービス 5%

41,947 埼玉県 日高市 新井桶店 サービス その他サービス 5%

41,948 埼玉県 日高市 Ｓ－ＬＩＮＫやまき 小売業 電化製品 5%

41,949 埼玉県 日高市 かしま動物病院 サービス その他サービス 5%

41,950 埼玉県 日高市 株式会社銀河堂 サービス その他サービス 5%

41,951 埼玉県 日高市 株式会社南越商会 小売業 電化製品 5%

41,952 埼玉県 日高市 木橋無線電気サービス 小売業 電化製品 5%

41,953 埼玉県 日高市 コジマヤ　コジマヤ 小売業 衣料品 5%

41,954 埼玉県 日高市 高麗川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,955 埼玉県 日高市 コロニーガーデンＲＵＢＩＮＯ 小売業 その他小売 5%

41,956 埼玉県 日高市 ＧＬＰ狭山日高Ⅱ売店 小売業 食料品 5%

41,957 埼玉県 日高市 じてんしゃＰｉｔ 小売業 その他小売 5%

41,958 埼玉県 日高市 関口電気 小売業 電化製品 5%
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41,959 埼玉県 日高市 鶴ヶ島 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,960 埼玉県 日高市 トヨタカローラ新埼玉日高店 小売業 その他小売 5%

41,961 埼玉県 日高市 日本ジョイントシステム株式会社 サービス その他サービス 5%

41,962 埼玉県 日高市 ＢｙＨａｎｄｓ 小売業 家具・調度品 5%

41,963 埼玉県 日高市 パナハート　オオコシ 小売業 電化製品 5%

41,964 埼玉県 日高市 セブン－イレブン日高旭ヶ丘店 小売業 食料品 2%

41,965 埼玉県 日高市 セブン－イレブン日高女影店 小売業 食料品 2%

41,966 埼玉県 日高市 セブン－イレブン日高工業団地店 小売業 食料品 2%

41,967 埼玉県 日高市 セブン－イレブン日高高麗本郷店 小売業 食料品 2%

41,968 埼玉県 日高市 セブン－イレブン日高下川崎店 小売業 食料品 2%

41,969 埼玉県 日高市 日高第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,970 埼玉県 日高市 セブン－イレブン日高高萩店 小売業 食料品 2%

41,971 埼玉県 日高市 セブン－イレブン日高バイパス店 小売業 食料品 2%

41,972 埼玉県 日高市 セブン－イレブン日高猿田店 小売業 食料品 2%

41,973 埼玉県 日高市 美容室ＨＥＲＢＩＥベイシアひだかモール店 サービス 理容・美容業 5%

41,974 埼玉県 日高市 美容室ムンク　ｎａｔｕｒｅヤオコー高麗川店 サービス 理容・美容業 5%

41,975 埼玉県 日高市 Ｈａｉｒ　Ｇｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

41,976 埼玉県 日高市 マクドナルド日高下鹿山店 サービス 飲食業 2%

41,977 埼玉県 日高市 モンテワークス サービス その他サービス 5%

41,978 埼玉県 日高市 有 大沢洋品店 小売業 衣料品 5%

41,979 埼玉県 日高市 有限会社大野家具木工所 小売業 家具・調度品 5%

41,980 埼玉県 日高市 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｈｉｌｌ サービス 飲食業 5%

41,981 埼玉県 日高市 ワンストップショップ十一屋 小売業 食料品 5%

41,982 埼玉県 深谷市 トータルビューティーサロンＮＡＯ深谷店 サービス 理容・美容業 5%

41,983 埼玉県 深谷市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌａｐｉｓ深谷 サービス 理容・美容業 5%

41,984 埼玉県 深谷市 明戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,985 埼玉県 深谷市 明戸中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,986 埼玉県 深谷市 アットイーズ　深谷店 小売業 家具・調度品 5%

41,987 埼玉県 深谷市 新井行政法務事務所 サービス その他サービス 5%

41,988 埼玉県 深谷市 いきな黒塀花園店　１１６３ サービス 飲食業 5%

41,989 埼玉県 深谷市 居酒屋 大八 サービス 飲食業 5%

41,990 埼玉県 深谷市 居酒屋どんたく サービス 飲食業 5%

41,991 埼玉県 深谷市 市川商店 小売業 食料品 5%

41,992 埼玉県 深谷市 一幸　深谷店 サービス 飲食業 5%

41,993 埼玉県 深谷市 一幸　深谷店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

41,994 埼玉県 深谷市 出光宿根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,995 埼玉県 深谷市 魚波商店 小売業 食料品 5%

41,996 埼玉県 深谷市 内ケ島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

41,997 埼玉県 深谷市 うなぎあらやま サービス 飲食業 5%

41,998 埼玉県 深谷市 ＥＣＬＡＴ サービス 理容・美容業 5%

41,999 埼玉県 深谷市 ＡＢホテル深谷 サービス 宿泊業 5%

42,000 埼玉県 深谷市 大屋電機 小売業 電化製品 5%
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42,001 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン岡部町岡部南店 小売業 食料品 2%

42,002 埼玉県 深谷市 おひさま動物病院 サービス その他サービス 5%

42,003 埼玉県 深谷市 カーコンビニ倶楽部Ｒ１７深谷店 サービス その他サービス 5%

42,004 埼玉県 深谷市 懐石　龜山 サービス 飲食業 5%

42,005 埼玉県 深谷市 海鮮　とと金 サービス 飲食業 5%

42,006 埼玉県 深谷市 学校制服キャンパス・サンジュウキュウ　深谷店 小売業 衣料品 5%

42,007 埼玉県 深谷市 がってん寿司深谷店 サービス 飲食業 5%

42,008 埼玉県 深谷市 がってん寿司本店 サービス 飲食業 5%

42,009 埼玉県 深谷市 カットインモード サービス 理容・美容業 5%

42,010 埼玉県 深谷市 株式会社マルカシステム 小売業 電化製品 5%

42,011 埼玉県 深谷市 カレーハウスｃｏｃｏ壱番屋深谷駅前店 サービス 飲食業 2%

42,012 埼玉県 深谷市 川本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,013 埼玉県 深谷市 川本町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,014 埼玉県 深谷市 クボデン　カミシバ 小売業 電化製品 5%

42,015 埼玉県 深谷市 パナハートクボデン 小売業 電化製品 5%

42,016 埼玉県 深谷市 クリーニングアライ サービス その他サービス 5%

42,017 埼玉県 深谷市 有）栗田化粧品店 サービス その他サービス 5%

42,018 埼玉県 深谷市 ＣＬＩＰＳ 小売業 家具・調度品 5%

42,019 埼玉県 深谷市 クール・カレアン深谷店 小売業 衣料品 5%

42,020 埼玉県 深谷市 コースｄｅレッスン サービス その他サービス 5%

42,021 埼玉県 深谷市 国済寺天然温泉ハナホテル深谷＆スパ サービス 宿泊業 5%

42,022 埼玉県 深谷市 ごとうでんき 小売業 電化製品 5%

42,023 埼玉県 深谷市 コメこめマートササイ上野台店 小売業 食料品 5%

42,024 埼玉県 深谷市 コメこめマートササイ花園店 小売業 食料品 5%

42,025 埼玉県 深谷市 サイクルショップ横田 小売業 その他小売 5%

42,026 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン埼玉岡部町店 小売業 食料品 2%

42,027 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン埼玉工業大学店 小売業 食料品 2%

42,028 埼玉県 深谷市 さくらメガネ　深谷店 小売業 その他小売 5%

42,029 埼玉県 深谷市 さやま　日の出町店 小売業 その他小売 5%

42,030 埼玉県 深谷市 さやま　文具の駅前店 小売業 その他小売 5%

42,031 埼玉県 深谷市 サロン・ド・ジュン深谷店　美容 サービス 理容・美容業 5%

42,032 埼玉県 深谷市 サンメガネ 小売業 その他小売 5%

42,033 埼玉県 深谷市 獅子小屋 サービス 飲食業 5%

42,034 埼玉県 深谷市 しもだ屋 小売業 衣料品 5%

42,035 埼玉県 深谷市 Ｓｈｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

42,036 埼玉県 深谷市 ショコラ動物病院 サービス その他サービス 5%

42,037 埼玉県 深谷市 有限会社白トンボ 小売業 電化製品 5%

42,038 埼玉県 深谷市 新車 中古販売 整備 カーショップ ジーノ サービス その他サービス 5%

42,039 埼玉県 深谷市 ナチュラル・ボディ・スタジオ・プーナナ サービス その他サービス 5%

42,040 埼玉県 深谷市 スタジオマックス深谷店 サービス その他サービス 5%

42,041 埼玉県 深谷市 炭火焼肉　楓 サービス 飲食業 5%

42,042 埼玉県 深谷市 縁 サービス 飲食業 5%
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42,043 埼玉県 深谷市 炭火焼肉ホルモン処縁 サービス 飲食業 5%

42,044 埼玉県 深谷市 西洋菓子ラ、パレット 小売業 食料品 5%

42,045 埼玉県 深谷市 瀬古商店 小売業 その他小売 5%

42,046 埼玉県 深谷市 雪詩慕雲豆屋 小売業 食料品 5%

42,047 埼玉県 深谷市 セルフ深谷並木店 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,048 埼玉県 深谷市 台坂上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,049 埼玉県 深谷市 タイヤ交換専門店フジサワ 小売業 その他小売 5%

42,050 埼玉県 深谷市 高田電化ショップ 小売業 電化製品 5%

42,051 埼玉県 深谷市 瀧澤酒店 小売業 その他小売 5%

42,052 埼玉県 深谷市 津軽茶屋 サービス 飲食業 5%

42,053 埼玉県 深谷市 月音ミュージック 月音おんがく教室 サービス その他サービス 5%

42,054 埼玉県 深谷市 ＴｉＬＬＡ サービス 理容・美容業 5%

42,055 埼玉県 深谷市 手作りパンの店　富士屋　富士屋 小売業 食料品 5%

42,056 埼玉県 深谷市 株式会社テラダ 小売業 その他小売 5%

42,057 埼玉県 深谷市 ときわ園本店 小売業 食料品 5%

42,058 埼玉県 深谷市 富田屋　深谷店 小売業 家具・調度品 5%

42,059 埼玉県 深谷市 トヨタカローラ埼玉深谷店 小売業 その他小売 5%

42,060 埼玉県 深谷市 トヨタカローラ新埼玉深谷店 小売業 その他小売 5%

42,061 埼玉県 深谷市 トヨタ部品埼玉共販深谷店 サービス その他サービス 5%

42,062 埼玉県 深谷市 トヨタレンタリース埼玉深谷駅前店 サービス その他サービス 2%

42,063 埼玉県 深谷市 ドラッグ　エース　岡部店 小売業 その他小売 5%

42,064 埼玉県 深谷市 とんかつ三峰 サービス 飲食業 5%

42,065 埼玉県 深谷市 新島電気 小売業 電化製品 5%

42,066 埼玉県 深谷市 日栄電気 小売業 電化製品 5%

42,067 埼玉県 深谷市 ニッセンシェイプファンデ　Ｍｉｙｕｋｉ 小売業 衣料品 5%

42,068 埼玉県 深谷市 ニュー新戒店 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,069 埼玉県 深谷市 ネイルサロン ネイルスクール Ｈｏｎｅｙ ｎａｉｌ ｂｅｅ サービス 理容・美容業 5%

42,070 埼玉県 深谷市 ＨＡＵＮＴ サービス その他サービス 5%

42,071 埼玉県 深谷市 橋本屋 深谷店 小売業 その他小売 5%

42,072 埼玉県 深谷市 ハタヤスポーツ　深谷店 サービス その他サービス 5%

42,073 埼玉県 深谷市 花園インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,074 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン花園エルシーモール店 小売業 食料品 2%

42,075 埼玉県 深谷市 パナハートウチヤマ 小売業 電化製品 5%

42,076 埼玉県 深谷市 パナハートネオ・かみしば 小売業 電化製品 5%

42,077 埼玉県 深谷市 はなぶさ　はなぶさ 小売業 その他小売 5%

42,078 埼玉県 深谷市 ハナホテル花園インター サービス 宿泊業 5%

42,079 埼玉県 深谷市 はまぐりや サービス 飲食業 5%

42,080 埼玉県 深谷市 ピア動物クリニック サービス その他サービス 5%

42,081 埼玉県 深谷市 ＢＲ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

42,082 埼玉県 深谷市 東方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,083 埼玉県 深谷市 ひのひろ 小売業 その他小売 5%

42,084 埼玉県 深谷市 ビューティ・ガロ花園店 サービス 理容・美容業 5%
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42,085 埼玉県 深谷市 美容室ペルファボーレ サービス 理容・美容業 5%

42,086 埼玉県 深谷市 ＦＡＲＭＹＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

42,087 埼玉県 深谷市 ｆｉｎｅｒｅｐａｉｒ サービス その他サービス 5%

42,088 埼玉県 深谷市 ファーミーカフェ サービス 飲食業 5%

42,089 埼玉県 深谷市 ｈｕａｌｉ～ふあり～ サービス 理容・美容業 5%

42,090 埼玉県 深谷市 Ｆｉｔ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

42,091 埼玉県 深谷市 ５０ＣＯＦＦＥＥ＆ サービス 飲食業 5%

42,092 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷内ヶ島店 小売業 食料品 2%

42,093 埼玉県 深谷市 セブンーイレブン深谷大谷店 小売業 食料品 2%

42,094 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷折之口店 小売業 食料品 2%

42,095 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷上柴西店 小売業 食料品 2%

42,096 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷上柴東５丁目店 小売業 食料品 2%

42,097 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷上柴東３丁目店 小売業 食料品 2%

42,098 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷上増田店 小売業 食料品 2%

42,099 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷北根店 小売業 食料品 2%

42,100 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷国済寺西店 小売業 食料品 2%

42,101 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷境店 小売業 食料品 2%

42,102 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷宿根店 小売業 食料品 2%

42,103 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷新戒店 小売業 食料品 2%

42,104 埼玉県 深谷市 深谷赤十字病院売店 小売業 その他小売 5%

42,105 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷仙元山通り店 小売業 食料品 2%

42,106 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷田谷店 小売業 食料品 2%

42,107 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷つばき公園店 小売業 食料品 2%

42,108 埼玉県 深谷市 深谷電機 小売業 その他小売 5%

42,109 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷戸森店 小売業 食料品 2%

42,110 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷長在家店 小売業 食料品 2%

42,111 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷西小学校前店 小売業 食料品 2%

42,112 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷畠山店 小売業 食料品 2%

42,113 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷原郷店 小売業 食料品 2%

42,114 埼玉県 深谷市 深谷東方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,115 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷東方店 小売業 食料品 2%

42,116 埼玉県 深谷市 深谷南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,117 埼玉県 深谷市 セブン－イレブン深谷南通り店 小売業 食料品 2%

42,118 埼玉県 深谷市 武州養蜂園　深谷店 小売業 食料品 5%

42,119 埼玉県 深谷市 Ｐｒａｎｚａｒｅ サービス 飲食業 5%

42,120 埼玉県 深谷市 ＢＲＩＴ サービス 理容・美容業 5%

42,121 埼玉県 深谷市 ＢＬＵＥＰＲＩＮＴ　心 小売業 その他小売 5%

42,122 埼玉県 深谷市 ＴｏｉＴｏｉＴｏｉ サービス 理容・美容業 5%

42,123 埼玉県 深谷市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＤＯＯＲＳ サービス 理容・美容業 5%

42,124 埼玉県 深谷市 ヘアースタジオＭＯＭＯ サービス 理容・美容業 5%

42,125 埼玉県 深谷市 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮＳＵＭＩＲＥ サービス 理容・美容業 5%

42,126 埼玉県 深谷市 ヘアサロンフライ サービス 理容・美容業 5%
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42,127 埼玉県 深谷市 Ｈａｉｒ　Ｌａｂｏ　Ｒｅ：Ｒｅ サービス 理容・美容業 5%

42,128 埼玉県 深谷市 ヘルスケア上武 山口 小売業 その他小売 5%

42,129 埼玉県 深谷市 包丁　爪切りの釜屋金物店 小売業 その他小売 5%

42,130 埼玉県 深谷市 ホテル花湯の森 サービス 宿泊業 5%

42,131 埼玉県 深谷市 ポルトボヌール サービス その他サービス 5%

42,132 埼玉県 深谷市 本郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,133 埼玉県 深谷市 マクドナルド花園インター店 サービス 飲食業 2%

42,134 埼玉県 深谷市 マクドナルド深谷駅前店 サービス 飲食業 2%

42,135 埼玉県 深谷市 マクドナルド深谷上柴店 サービス 飲食業 2%

42,136 埼玉県 深谷市 誠代行 サービス その他サービス 5%

42,137 埼玉県 深谷市 松尾車輌工業　花園営業所 サービス その他サービス 5%

42,138 埼玉県 深谷市 松崎栄作商店 小売業 その他小売 5%

42,139 埼玉県 深谷市 道の駅　はなぞの 小売業 食料品 5%

42,140 埼玉県 深谷市 道の駅おかべ 小売業 家具・調度品 5%

42,141 埼玉県 深谷市 南側の高木 小売業 その他小売 5%

42,142 埼玉県 深谷市 三好屋商店酒場　深谷店 サービス 飲食業 5%

42,143 埼玉県 深谷市 メガネのオオノ 小売業 貴金属・服飾品 5%

42,144 埼玉県 深谷市 モダンパスタ花園店１１３４ サービス 飲食業 5%

42,145 埼玉県 深谷市 焼肉若松 サービス 飲食業 5%

42,146 埼玉県 深谷市 安野真一 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

42,147 埼玉県 深谷市 山菱オイル 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,148 埼玉県 深谷市 有限会社Ａｌｅｘ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

42,149 埼玉県 深谷市 有限会社井上商事 小売業 その他小売 5%

42,150 埼玉県 深谷市 有限会社西間堂　本店 小売業 食料品 5%

42,151 埼玉県 深谷市 洋菓子工房レーヴ・ド・プルミエール 小売業 食料品 5%

42,152 埼玉県 深谷市 読売センター武川 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

42,153 埼玉県 深谷市 樂樂家 サービス 飲食業 5%

42,154 埼玉県 深谷市 ラブリーチェーン川本店 サービス その他サービス 5%

42,155 埼玉県 深谷市 リノンツ－リスト深谷店 サービス その他サービス 5%

42,156 埼玉県 深谷市 Ｒｅｌａｘ　Ｓｎｏｗｓｕｒｆｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

42,157 埼玉県 深谷市 ロイヤルチェーン深谷工場店 サービス その他サービス 5%

42,158 埼玉県 深谷市 ロイヤルチェーンベルク稲荷町店 サービス その他サービス 5%

42,159 埼玉県 深谷市 和食たかむら サービス 飲食業 5%

42,160 埼玉県 深谷市 和食たかむら サービス 飲食業 5%

42,161 埼玉県 深谷市 和めし　Ｃａｆｅ　ＨＩＳＡＧＯ サービス 飲食業 5%

42,162 埼玉県 富士見市 アイビー 小売業 衣料品 5%

42,163 埼玉県 富士見市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｔａｌｉｓふじみ野 サービス 理容・美容業 5%

42,164 埼玉県 富士見市 旭自動車商会 サービス その他サービス 5%

42,165 埼玉県 富士見市 足と靴の相談室ＴＯＭＯＥ 小売業 衣料品 5%

42,166 埼玉県 富士見市 朝生コーポレーション 小売業 衣料品 5%

42,167 埼玉県 富士見市 居酒屋　もいち サービス 飲食業 5%

42,168 埼玉県 富士見市 出光シムラス富士見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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42,169 埼玉県 富士見市 出光富士見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,170 埼玉県 富士見市 いわきや鶴瀬駅ビル店 小売業 その他小売 5%

42,171 埼玉県 富士見市 “ｕｔａｔａｎｅ”ｈａｉｒｓａｌｏｎｇｏｏｆｅｅ サービス 理容・美容業 5%

42,172 埼玉県 富士見市 歌広場ふじみ野西口駅前店 サービス 飲食業 5%

42,173 埼玉県 富士見市 うなとろふぁ?む 小売業 その他小売 5%

42,174 埼玉県 富士見市 Ａｓ　Ｄｉｎｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

42,175 埼玉県 富士見市 Ｍ２　ふじみ野店 小売業 衣料品 5%

42,176 埼玉県 富士見市 沖縄料理　イチャリバ サービス 飲食業 5%

42,177 埼玉県 富士見市 海鮮居酒屋　魚酒 サービス 飲食業 5%

42,178 埼玉県 富士見市 革命的ラーメン新世紀 革命的ラーメン新世紀 サービス 飲食業 5%

42,179 埼玉県 富士見市 がってん寿司富士見店 サービス 飲食業 5%

42,180 埼玉県 富士見市 家電サービス サービス その他サービス 5%

42,181 埼玉県 富士見市 金子屋酒店 小売業 食料品 5%

42,182 埼玉県 富士見市 Ｃａｆｅ　ｄｅ　ＫＯＴＯ サービス 飲食業 5%

42,183 埼玉県 富士見市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東武みずほ台駅西口店 サービス 飲食業 2%

42,184 埼玉県 富士見市 キャンプヒルズ 小売業 その他小売 5%

42,185 埼玉県 富士見市 牛角みずほ台 サービス 飲食業 2%

42,186 埼玉県 富士見市 ぎょうざの満洲　鶴瀬西口店 サービス 飲食業 5%

42,187 埼玉県 富士見市 ぎょうざの満洲　みずほ台東口店 サービス 飲食業 5%

42,188 埼玉県 富士見市 ＫＹＯＤＡＩ サービス 飲食業 5%

42,189 埼玉県 富士見市 株　隈川写真館 サービス その他サービス 5%

42,190 埼玉県 富士見市 クリーニングたんぽぽ鶴瀬店 サービス その他サービス 5%

42,191 埼玉県 富士見市 クリーニングの和光　みずほ台店 サービス その他サービス 5%

42,192 埼玉県 富士見市 グリーンピアｂｙ　ＤＲＵＧ　ＡＣＥ　鶴瀬西口店 小売業 その他小売 5%

42,193 埼玉県 富士見市 ｃｒｅｖｉａ サービス その他サービス 5%

42,194 埼玉県 富士見市 有限会社　小石電装 サービス その他サービス 5%

42,195 埼玉県 富士見市 ＣｏＣｏ壱番屋東武鶴瀬駅西口店 サービス 飲食業 2%

42,196 埼玉県 富士見市 鼓太郎 サービス 飲食業 5%

42,197 埼玉県 富士見市 ゴルフライフコンサルティング サービス その他サービス 5%

42,198 埼玉県 富士見市 ザ・メイクアップ髪結 サービス 理容・美容業 5%

42,199 埼玉県 富士見市 ｓａｌｏｎｃｏｒａｌ サービス その他サービス 5%

42,200 埼玉県 富士見市 産光ハウジング サービス その他サービス 5%

42,201 埼玉県 富士見市 しあわせパン工房ＫｏＭｕｇｉ 小売業 食料品 5%

42,202 埼玉県 富士見市 Ｓｅａ－ｏｎ サービス その他サービス 5%

42,203 埼玉県 富士見市 シオン美容室 サービス 理容・美容業 5%

42,204 埼玉県 富士見市 舒遊社 サービス その他サービス 5%

42,205 埼玉県 富士見市 Ｓｏｕｐ　Ｔｅａ　Ｈｏｕｓｅ　香音 サービス 飲食業 5%

42,206 埼玉県 富士見市 スクールベン鶴瀬店 小売業 衣料品 5%

42,207 埼玉県 富士見市 鮨しま サービス 飲食業 5%

42,208 埼玉県 富士見市 鈴木弘基税理士事務所 サービス その他サービス 5%

42,209 埼玉県 富士見市 スタジオコンチーゴ株式会社 小売業 衣料品 5%

42,210 埼玉県 富士見市 ｓｍｉｌｅ ｅｘｃｈａｎｇｅ サービス その他サービス 5%
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42,211 埼玉県 富士見市 スリーエイト鶴瀬店 小売業 その他小売 2%

42,212 埼玉県 富士見市 生活彩家イムス富士見病院店 小売業 その他小売 2%

42,213 埼玉県 富士見市 セキノ酒店 小売業 食料品 5%

42,214 埼玉県 富士見市 大地 サービス 理容・美容業 5%

42,215 埼玉県 富士見市 武田レッグウェアー株式会社 小売業 その他小売 5%

42,216 埼玉県 富士見市 中華そば　あおい　中華そばあおい サービス 飲食業 5%

42,217 埼玉県 富士見市 Ｃｈｕｒｒａ サービス 理容・美容業 5%

42,218 埼玉県 富士見市 つきじ海賓　鶴瀬店 サービス 飲食業 5%

42,219 埼玉県 富士見市 つるせ　ヘアーサロン サービス 理容・美容業 5%

42,220 埼玉県 富士見市 セブン－イレブン鶴瀬駅東口店 小売業 食料品 2%

42,221 埼玉県 富士見市 デイリ－ホテルみずほ台店 サービス 宿泊業 5%

42,222 埼玉県 富士見市 Ｄｅｓｉｇｎｅｒ　ｓ　Ｓａｌｏｎ　Ｂｅｒｒｙ サービス 理容・美容業 5%

42,223 埼玉県 富士見市 デュープリズム サービス その他サービス 5%

42,224 埼玉県 富士見市 遠山正明税理士事務所 サービス その他サービス 5%

42,225 埼玉県 富士見市 トモリヘアルーム サービス 理容・美容業 2%

42,226 埼玉県 富士見市 ｔｏｍｏｒｉ　Ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

42,227 埼玉県 富士見市 トヨタレンタリース埼玉みずほ台店 サービス その他サービス 2%

42,228 埼玉県 富士見市 トヨタレンタリース新埼玉　ふじみ野駅前店 サービス その他サービス 2%

42,229 埼玉県 富士見市 トヨタレンタリース新埼玉鶴瀬駅前店 サービス その他サービス 2%

42,230 埼玉県 富士見市 ドラッグ エース 羽沢店 小売業 その他小売 5%

42,231 埼玉県 富士見市 ドラッグ エース 富士見諏訪店 小売業 その他小売 5%

42,232 埼玉県 富士見市 ドラッグ エース ふじみ野店 小売業 その他小売 5%

42,233 埼玉県 富士見市 トラベルネットららぽーと富士見店 サービス その他サービス 5%

42,234 埼玉県 富士見市 ｋｎａｃｋモバイルキッチン サービス 飲食業 5%

42,235 埼玉県 富士見市 日個連　徳山タクシー サービス 運輸業 5%

42,236 埼玉県 富士見市 日本料理活魚．鮨．吾妻 サービス 飲食業 5%

42,237 埼玉県 富士見市 パナハートヤマザキ 小売業 電化製品 5%

42,238 埼玉県 富士見市 Ｈｅｌｌｏ’ｓＨＡＩＲＤＥＳＩＧ サービス 理容・美容業 5%

42,239 埼玉県 富士見市 ＢＬ　ブロッサム　みずほ台店 サービス 理容・美容業 5%

42,240 埼玉県 富士見市 ビーエルブロッサムみずほ台店 サービス 理容・美容業 5%

42,241 埼玉県 富士見市 美容室　イマージュ サービス 理容・美容業 5%

42,242 埼玉県 富士見市 美容室イマージュ想 サービス 理容・美容業 5%

42,243 埼玉県 富士見市 美容室彩夢 美容室 彩夢 サービス 理容・美容業 5%

42,244 埼玉県 富士見市 平松自動車商会 サービス その他サービス 5%

42,245 埼玉県 富士見市 フィガロ２　ふじみ野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

42,246 埼玉県 富士見市 フィガロ　ふじみ野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

42,247 埼玉県 富士見市 フジサワメガネ 小売業 その他小売 5%

42,248 埼玉県 富士見市 富士見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,249 埼玉県 富士見市 富士見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,250 埼玉県 富士見市 セブン－イレブン富士見勝瀬原公園前店 小売業 食料品 2%

42,251 埼玉県 富士見市 セブン－イレブン富士見上沢１丁目店 小売業 食料品 2%

42,252 埼玉県 富士見市 セブン－イレブン富士見市岡ノ坂店 小売業 食料品 2%
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42,253 埼玉県 富士見市 セブン－イレブン富士見市バイパス店 小売業 食料品 2%

42,254 埼玉県 富士見市 セブン－イレブン富士見市ふじみ野駅西口店 小売業 食料品 2%

42,255 埼玉県 富士見市 セブン－イレブン富士見下南畑店 小売業 食料品 2%

42,256 埼玉県 富士見市 セブン－イレブン富士見市役所前店 小売業 食料品 2%

42,257 埼玉県 富士見市 富士見商会 サービス その他サービス 5%

42,258 埼玉県 富士見市 セブン－イレブン富士見鶴瀬駅西通り店 小売業 食料品 2%

42,259 埼玉県 富士見市 セブン－イレブン富士見鶴瀬西２丁目店 小売業 食料品 2%

42,260 埼玉県 富士見市 セブン－イレブン富士見鶴馬西店 小売業 食料品 2%

42,261 埼玉県 富士見市 セブン－イレブン富士見鶴馬前谷店 小売業 食料品 2%

42,262 埼玉県 富士見市 セブン－イレブン富士見南畑店 小売業 食料品 2%

42,263 埼玉県 富士見市 セブン－イレブンふじみ野駅東口店 小売業 食料品 2%

42,264 埼玉県 富士見市 セブン－イレブン富士見羽沢１丁目店 小売業 食料品 2%

42,265 埼玉県 富士見市 セブン－イレブン富士見針ヶ谷１丁目店 小売業 食料品 2%

42,266 埼玉県 富士見市 セブン－イレブン富士見東みずほ台３丁目店 小売業 食料品 2%

42,267 埼玉県 富士見市 武州松阪屋 サービス 飲食業 5%

42,268 埼玉県 富士見市 フットケアサロンＥＬＩＮＤＡ サービス 理容・美容業 5%

42,269 埼玉県 富士見市 ブティック　ギャラリー　アイ 小売業 衣料品 5%

42,270 埼玉県 富士見市 フルールメサージュふじみ野店 小売業 その他小売 5%

42,271 埼玉県 富士見市 ブロッサム　鶴瀬店 サービス 理容・美容業 5%

42,272 埼玉県 富士見市 ブロッサム鶴瀬店 サービス 理容・美容業 5%

42,273 埼玉県 富士見市 ヘアーサロン　おおくぼ サービス 理容・美容業 5%

42,274 埼玉県 富士見市 ヘアーサロン桜 サービス 理容・美容業 5%

42,275 埼玉県 富士見市 ヘアサロン　クローバー羽沢店 サービス 理容・美容業 5%

42,276 埼玉県 富士見市 ヘアサロンクローバー サービス 理容・美容業 5%

42,277 埼玉県 富士見市 芳流 サービス 理容・美容業 5%

42,278 埼玉県 富士見市 芳林堂書店みずほ台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

42,279 埼玉県 富士見市 細谷時計店 サービス その他サービス 5%

42,280 埼玉県 富士見市 Ｂｏｎｄｓ サービス その他サービス 5%

42,281 埼玉県 富士見市 マクドナルド鶴瀬駅ビル店 サービス 飲食業 2%

42,282 埼玉県 富士見市 マクドナルドふじみ野駅前店 サービス 飲食業 2%

42,283 埼玉県 富士見市 マクドナルドみずほ台西口店 サービス 飲食業 2%

42,284 埼玉県 富士見市 ｍａｓａ’ｓ　ｆａｃｔｏｒｙ サービス 飲食業 5%

42,285 埼玉県 富士見市 マツエク専門サロン ｅｃｌａｔ みずほ台店 サービス 理容・美容業 5%

42,286 埼玉県 富士見市 みずほ台　ギャラリー　アイ 小売業 衣料品 5%

42,287 埼玉県 富士見市 セブン－イレブンみずほ台駅東口店 小売業 食料品 2%

42,288 埼玉県 富士見市 みずほ台ギャラリーアイ 小売業 衣料品 5%

42,289 埼玉県 富士見市 みずほ台工房 サービス 飲食業 5%

42,290 埼玉県 富士見市 みずほ台コンタクト 小売業 その他小売 5%

42,291 埼玉県 富士見市 セブン－イレブンみずほ台店 小売業 食料品 2%

42,292 埼玉県 富士見市 みずほ台動物病院 サービス その他サービス 5%

42,293 埼玉県 富士見市 モダンパスタ富士見羽沢店１１８１ サービス 飲食業 5%

42,294 埼玉県 富士見市 もつ焼　千　みずほ台店 サービス その他サービス 5%
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42,295 埼玉県 富士見市 柳下自動車 小売業 その他小売 5%

42,296 埼玉県 富士見市 やきとり にしだ場 鶴瀬店 サービス 飲食業 5%

42,297 埼玉県 富士見市 ［ＨＣ］有限会社久保田電器商会 小売業 電化製品 5%

42,298 埼玉県 富士見市 有限会社プロテック サービス その他サービス 5%

42,299 埼玉県 富士見市 ユザワヤ　ららぽーと富士見店 小売業 その他小売 5%

42,300 埼玉県 富士見市 洋食エリーゼえいすけ サービス 飲食業 5%

42,301 埼玉県 富士見市 ｌａｆｏｒｚａｄｅｌｌａｖｉｔａ サービス その他サービス 5%

42,302 埼玉県 富士見市 らーめん　大吾郎 サービス 飲食業 5%

42,303 埼玉県 富士見市 ラカスタヘアスタイリストクラブ サービス 理容・美容業 5%

42,304 埼玉県 富士見市 リアット！ふじみ野店 サービス その他サービス 5%

42,305 埼玉県 富士見市 ＬｅｓＧａｒｃｏｎｓ サービス 理容・美容業 5%

42,306 埼玉県 富士見市 笑足「わらじ」屋 サービス 理容・美容業 5%

42,307 埼玉県 ふじみ野市 朝日工務店 サービス その他サービス 5%

42,308 埼玉県 ふじみ野市 味処　山清 サービス 飲食業 5%

42,309 埼玉県 ふじみ野市 アトリエ ｈａｎｄｌａｖｅｔ サービス その他サービス 5%

42,310 埼玉県 ふじみ野市 アトリエｈａｎｄｌａｖｅｔ 小売業 衣料品 5%

42,311 埼玉県 ふじみ野市 イタガキ　アウトレットプラスココネ上福岡 小売業 貴金属・服飾品 5%

42,312 埼玉県 ふじみ野市 株式会社ＷＥＢＩＮＮ サービス その他サービス 5%

42,313 埼玉県 ふじみ野市 えがおのひろば。上之ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

42,314 埼玉県 ふじみ野市 セブン－イレブン大井市沢店 小売業 食料品 2%

42,315 埼玉県 ふじみ野市 セブン－イレブン大井うれし野店 小売業 食料品 2%

42,316 埼玉県 ふじみ野市 セブン－イレブン大井東久保北店 小売業 食料品 2%

42,317 埼玉県 ふじみ野市 セブン－イレブン大井町東久保店 小売業 食料品 2%

42,318 埼玉県 ふじみ野市 オーボエリード専科 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

42,319 埼玉県 ふじみ野市 カーベルふじみ野店 サービス その他サービス 5%

42,320 埼玉県 ふじみ野市 カフェ　ブラウンズ サービス 飲食業 5%

42,321 埼玉県 ふじみ野市 ｃａｆｅ＆ｇｉｆｔＤａｎｄＤ サービス 飲食業 5%

42,322 埼玉県 ふじみ野市 株式会社マルス百貨店 小売業 その他小売 5%

42,323 埼玉県 ふじみ野市 セブン－イレブン上福岡駅西口店 小売業 食料品 2%

42,324 埼玉県 ふじみ野市 セブン－イレブン上福岡駒林店 小売業 食料品 2%

42,325 埼玉県 ふじみ野市 上福岡酒遊ほがらか サービス 飲食業 5%

42,326 埼玉県 ふじみ野市 セブン－イレブン上福岡富士見通り店 小売業 食料品 2%

42,327 埼玉県 ふじみ野市 喜久家 サービス 飲食業 5%

42,328 埼玉県 ふじみ野市 絆 サービス 飲食業 5%

42,329 埼玉県 ふじみ野市 牛角ふじみ野 サービス 飲食業 2%

42,330 埼玉県 ふじみ野市 ぎょうざの満洲　上福岡北口店 サービス 飲食業 5%

42,331 埼玉県 ふじみ野市 ｇｒｅｅｎ　ｇｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

42,332 埼玉県 ふじみ野市 コウゴ電器上福岡店 小売業 電化製品 5%

42,333 埼玉県 ふじみ野市 ＧＯ猷会 小売業 衣料品 5%

42,334 埼玉県 ふじみ野市 米つき工房　大正堂 小売業 食料品 5%

42,335 埼玉県 ふじみ野市 コリーヌ動物病院 サービス その他サービス 5%

42,336 埼玉県 ふじみ野市 斎木ガス株式会社 サービス その他サービス 5%
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42,337 埼玉県 ふじみ野市 セブン－イレブン埼玉大井中央店 小売業 食料品 2%

42,338 埼玉県 ふじみ野市 酒蔵力上福岡店 サービス 飲食業 5%

42,339 埼玉県 ふじみ野市 さくら動物病院 サービス その他サービス 5%

42,340 埼玉県 ふじみ野市 合同会社三共総建 サービス その他サービス 5%

42,341 埼玉県 ふじみ野市 下福岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,342 埼玉県 ふじみ野市 心身健康増進サロン板倉 サービス その他サービス 5%

42,343 埼玉県 ふじみ野市 新大衆居酒屋　コンフィ サービス 飲食業 5%

42,344 埼玉県 ふじみ野市 スウィンふじみ野スイミングスクール サービス その他サービス 5%

42,345 埼玉県 ふじみ野市 ＳＯＲＡＫＡＲＡＤＲＯＮＥＳＣＨＯＯＬ サービス その他サービス 5%

42,346 埼玉県 ふじみ野市 タクミクラフト 小売業 衣料品 5%

42,347 埼玉県 ふじみ野市 竹むら サービス 飲食業 5%

42,348 埼玉県 ふじみ野市 ツチヤ電器 小売業 電化製品 5%

42,349 埼玉県 ふじみ野市 デイリーホテル上福岡駅前店 サービス 宿泊業 5%

42,350 埼玉県 ふじみ野市 手打蕎麦ぐらの サービス 飲食業 5%

42,351 埼玉県 ふじみ野市 でんきち　上福岡店 小売業 電化製品 5%

42,352 埼玉県 ふじみ野市 東玉　ふじみ野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

42,353 埼玉県 ふじみ野市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 サービス 飲食業 2%

42,354 埼玉県 ふじみ野市 トヨタカローラ新埼玉ふじみ野店 小売業 その他小売 5%

42,355 埼玉県 ふじみ野市 トヨタレンタリース新埼玉上福岡駅前店 サービス その他サービス 2%

42,356 埼玉県 ふじみ野市 ドラッグ エース 中福岡店 小売業 その他小売 5%

42,357 埼玉県 ふじみ野市 トラベルネット大井店 サービス その他サービス 5%

42,358 埼玉県 ふじみ野市 鳥ちゃんマン サービス 飲食業 5%

42,359 埼玉県 ふじみ野市 トリミングサロンエル　上福岡店 サービス その他サービス 5%

42,360 埼玉県 ふじみ野市 西本タクシー サービス 運輸業 5%

42,361 埼玉県 ふじみ野市 日商 サービス その他サービス 5%

42,362 埼玉県 ふじみ野市 Ｎａｍｅ　上福岡　【ネイム】 サービス 理容・美容業 5%

42,363 埼玉県 ふじみ野市 はちや　上福岡店 サービス 飲食業 5%

42,364 埼玉県 ふじみ野市 ＢＡＣＮＩＮＨＱＵＡＮ サービス 飲食業 5%

42,365 埼玉県 ふじみ野市 ＨＡＮＡＦＵＬ 小売業 その他小売 5%

42,366 埼玉県 ふじみ野市 ＨＡＮＡＦＵＬ 小売業 その他小売 5%

42,367 埼玉県 ふじみ野市 ハローズ上福岡店 サービス 理容・美容業 5%

42,368 埼玉県 ふじみ野市 ｐｅａｃｅｏｆｍｉｎｄ サービス 理容・美容業 5%

42,369 埼玉県 ふじみ野市 びっくりキング上福岡店 小売業 衣料品 5%

42,370 埼玉県 ふじみ野市 ピッツエリア馬車道ふじみ野店１１９７ サービス 飲食業 5%

42,371 埼玉県 ふじみ野市 ビューティーカイロ　骨美 サービス その他サービス 5%

42,372 埼玉県 ふじみ野市 富士電化サービス 小売業 電化製品 5%

42,373 埼玉県 ふじみ野市 セブン－イレブンふじみ野亀久保店 小売業 食料品 2%

42,374 埼玉県 ふじみ野市 ふじみ野漢方堂 小売業 その他小売 5%

42,375 埼玉県 ふじみ野市 ふじみ野酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

42,376 埼玉県 ふじみ野市 セブン－イレブンふじみ野桜ケ丘店 小売業 食料品 2%

42,377 埼玉県 ふじみ野市 セブン－イレブンふじみ野鶴ヶ岡店 小売業 食料品 2%

42,378 埼玉県 ふじみ野市 セブン－イレブンふじみ野福岡店 小売業 食料品 2%
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42,379 埼玉県 ふじみ野市 フラワーショップ花のん 小売業 その他小売 5%

42,380 埼玉県 ふじみ野市 Ｂｒｅａｄ　Ｄｅｌｉｃａｆｅりすのしっぽ　りすのしっぽ 小売業 食料品 5%

42,381 埼玉県 ふじみ野市 ブロッサム　ふじみ野店 サービス 理容・美容業 5%

42,382 埼玉県 ふじみ野市 ブロッサム　上福岡店 サービス 理容・美容業 5%

42,383 埼玉県 ふじみ野市 ＨａｉｒｆｉｅｌｄＣｌｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

42,384 埼玉県 ふじみ野市 Ｂａｃｋｅｒｅｉ Ｔｅｒｕｔａｋｅ Ｂａｃｋｅｒｅｉ Ｔｅｒｕｔａｋｅ 小売業 食料品 5%

42,385 埼玉県 ふじみ野市 ホルモン丸和 サービス 飲食業 5%

42,386 埼玉県 ふじみ野市 季の木 小売業 その他小売 5%

42,387 埼玉県 ふじみ野市 マクドナルドイオン大井店 サービス 飲食業 2%

42,388 埼玉県 ふじみ野市 マクドナルド２５４亀久保店 サービス 飲食業 2%

42,389 埼玉県 ふじみ野市 マツイ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

42,390 埼玉県 ふじみ野市 まるかんのお店きらく 小売業 衣料品 5%

42,391 埼玉県 ふじみ野市 三上モータース サービス その他サービス 5%

42,392 埼玉県 ふじみ野市 味噌屋蔵之介　ふじみ野大井店 サービス 飲食業 5%

42,393 埼玉県 ふじみ野市 むさしや サービス その他サービス 5%

42,394 埼玉県 ふじみ野市 メル友　上福岡店 小売業 電化製品 5%

42,395 埼玉県 ふじみ野市 やきとり　大興 サービス 飲食業 5%

42,396 埼玉県 ふじみ野市 ライトワーク サービス その他サービス 5%

42,397 埼玉県 ふじみ野市 若林モータース サービス その他サービス 5%

42,398 埼玉県 ふじみ野市 ＷＡＫＡＮＳＩＬＶＥＲＳＭＩＴＨ 小売業 貴金属・服飾品 5%

42,399 埼玉県 ふじみ野市 和牛名匠牛国屋ふじみ野店 サービス 飲食業 5%

42,400 埼玉県 ふじみ野市 わらわら　ふじみ野 小売業 その他小売 5%

42,401 埼玉県 本庄市 アイオプト本庄早稲田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

42,402 埼玉県 本庄市 あおやぎ本庄店 小売業 衣料品 5%

42,403 埼玉県 本庄市 秋平橋 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,404 埼玉県 本庄市 朝日屋酒店　朝日屋配送用 小売業 その他小売 5%

42,405 埼玉県 本庄市 ａｊｉｔｏ　ｓｕｉｔｅ サービス 飲食業 5%

42,406 埼玉県 本庄市 ａｒｔｉｓｃｏ サービス 理容・美容業 5%

42,407 埼玉県 本庄市 アン・モール赤かんばん 小売業 衣料品 5%

42,408 埼玉県 本庄市 アン・コトン　本庄店 サービス その他サービス 5%

42,409 埼玉県 本庄市 Ａｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

42,410 埼玉県 本庄市 板垣　本庄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

42,411 埼玉県 本庄市 井田電器 小売業 電化製品 5%

42,412 埼玉県 本庄市 出光セルフ１７号本庄 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,413 埼玉県 本庄市 出光滝瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,414 埼玉県 本庄市 出光本庄北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,415 埼玉県 本庄市 Ｕａｋｏｋｏ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

42,416 埼玉県 本庄市 パナハートウチダ 小売業 電化製品 5%

42,417 埼玉県 本庄市 大川家具　本庄店 小売業 家具・調度品 5%

42,418 埼玉県 本庄市 小沢サイクル 小売業 その他小売 5%

42,419 埼玉県 本庄市 オリックスレンタカー本庄店 サービス その他サービス 2%

42,420 埼玉県 本庄市 カーサービス山口 サービス その他サービス 5%
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42,421 埼玉県 本庄市 海鮮四季北海亭　本庄銀座店 サービス 飲食業 5%

42,422 埼玉県 本庄市 菓子工房　梅月堂 小売業 食料品 2%

42,423 埼玉県 本庄市 学校制服キャンパス・サンジュウキュウ　本庄店 小売業 衣料品 5%

42,424 埼玉県 本庄市 がってん寿司本庄店 サービス 飲食業 5%

42,425 埼玉県 本庄市 かつはな亭本庄早稲田店 サービス 飲食業 5%

42,426 埼玉県 本庄市 カネコ電化 小売業 電化製品 5%

42,427 埼玉県 本庄市 カーミット 小売業 その他小売 5%

42,428 埼玉県 本庄市 ＧＡＲＢＡ　Ｃａｆｅ　本庄店 サービス 飲食業 5%

42,429 埼玉県 本庄市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋本庄南大通店 サービス 飲食業 2%

42,430 埼玉県 本庄市 ＣｏｕｎｔｙＳｉｄｅ３６７　ＣｏｕｎｔｙＳｉｄｅ３６７ 小売業 その他小売 5%

42,431 埼玉県 本庄市 牛角本庄南大通り店 サービス 飲食業 2%

42,432 埼玉県 本庄市 ぎょうざの満洲　本庄早稲田駅前店 サービス 飲食業 5%

42,433 埼玉県 本庄市 ｇｖｉｎｏ 小売業 食料品 5%

42,434 埼玉県 本庄市 有限会社栗田洋蘭園 小売業 その他小売 5%

42,435 埼玉県 本庄市 ＧＲＯＷ－ＵＰ　ＦＡＣＴＯＲＹ サービス その他サービス 5%

42,436 埼玉県 本庄市 珈琲工房　ＫＵＲＯＹＡＮＡＧＩ サービス 飲食業 5%

42,437 埼玉県 本庄市 コメこめマートササイ本庄早稲田店 小売業 食料品 5%

42,438 埼玉県 本庄市 パナピットコダマデンカ 小売業 電化製品 5%

42,439 埼玉県 本庄市 セブン－イレブン児玉町児玉店 小売業 食料品 2%

42,440 埼玉県 本庄市 Ｃｏｎｎｙ サービス 理容・美容業 5%

42,441 埼玉県 本庄市 ごはん屋なかばやし サービス 飲食業 5%

42,442 埼玉県 本庄市 小料理　せいわ　せいわ サービス 飲食業 5%

42,443 埼玉県 本庄市 埼玉北部ヤクルト販売 かごはらセンター 小売業 食料品 5%

42,444 埼玉県 本庄市 埼玉北部ヤクルト販売 上里センター 小売業 食料品 5%

42,445 埼玉県 本庄市 埼玉北部ヤクルト販売　上柴センター 小売業 食料品 5%

42,446 埼玉県 本庄市 埼玉北部ヤクルト販売 秩父西センター 小売業 食料品 5%

42,447 埼玉県 本庄市 埼玉北部ヤクルト販売 はらじまセンター 小売業 食料品 5%

42,448 埼玉県 本庄市 埼玉北部ヤクルト販売 本庄センター 小売業 食料品 5%

42,449 埼玉県 本庄市 埼玉北部ヤクルト販売 皆野センター 小売業 食料品 5%

42,450 埼玉県 本庄市 埼玉北部ヤクルト販売　妻沼センター 小売業 食料品 5%

42,451 埼玉県 本庄市 さいとう化粧品店 アピタ本庄店 小売業 その他小売 5%

42,452 埼玉県 本庄市 サンダースＰｉｌｅ 小売業 その他小売 5%

42,453 埼玉県 本庄市 サンダースペリー化粧品　Ｇａｉａ 小売業 その他小売 5%

42,454 埼玉県 本庄市 塩原理容院 ＳＨＩＯＢＡＲＡ ｈａｉｒ  塩原理容院 サービス 理容・美容業 5%

42,455 埼玉県 本庄市 じてんしゃ村　前原店 小売業 その他小売 5%

42,456 埼玉県 本庄市 酒舗アライ 小売業 食料品 5%

42,457 埼玉県 本庄市 上武自動車教習所 サービス その他サービス 5%

42,458 埼玉県 本庄市 清閑堂　本庄店 小売業 家具・調度品 5%

42,459 埼玉県 本庄市 誠美堂　本庄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

42,460 埼玉県 本庄市 田島電器本庄店 小売業 電化製品 5%

42,461 埼玉県 本庄市 ダルマヤ化粧品店 小売業 その他小売 5%

42,462 埼玉県 本庄市 チハラ金物店 小売業 その他小売 5%
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42,463 埼玉県 本庄市 でんきち　本庄児玉インター店 小売業 電化製品 5%

42,464 埼玉県 本庄市 富田屋　本庄店 小売業 家具・調度品 5%

42,465 埼玉県 本庄市 トヨタカローラ埼玉本庄店 小売業 その他小売 5%

42,466 埼玉県 本庄市 トヨタカローラ新埼玉本庄店 小売業 その他小売 5%

42,467 埼玉県 本庄市 トヨタカローラ新埼玉本庄マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

42,468 埼玉県 本庄市 トヨタレンタリース埼玉本庄駅前店 サービス その他サービス 2%

42,469 埼玉県 本庄市 トヨタレンタリース新埼玉本庄駅店 サービス その他サービス 2%

42,470 埼玉県 本庄市 トヨタレンタリース埼玉　本庄駅前 サービス その他サービス 2%

42,471 埼玉県 本庄市 とんかつ　かつ善 サービス 飲食業 5%

42,472 埼玉県 本庄市 ＮＡＲＩＥＴＴｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

42,473 埼玉県 本庄市 ＮＡＲＩＥＴＴｂｉｓ サービス 理容・美容業 5%

42,474 埼玉県 本庄市 ネイルサロン＆スクールＡｍｐｉｌｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

42,475 埼玉県 本庄市 バーバーショップウイザード サービス 理容・美容業 5%

42,476 埼玉県 本庄市 Ｐａｓｔｉ Ｐａｓｔｉ サービス 飲食業 5%

42,477 埼玉県 本庄市 ＨａｎａｆａｒｍＫｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

42,478 埼玉県 本庄市 ハノナカジャパン合同会社 サービス その他サービス 5%

42,479 埼玉県 本庄市 ＰＡＬ本庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,480 埼玉県 本庄市 ＢＥ－ＣＬＵＢ 小売業 その他小売 5%

42,481 埼玉県 本庄市 ピザ野郎 サービス 飲食業 5%

42,482 埼玉県 本庄市 ビューティーモール本庄店 サービス 理容・美容業 5%

42,483 埼玉県 本庄市 美容室ヴィサージ サービス 理容・美容業 5%

42,484 埼玉県 本庄市 フタバ 小売業 その他小売 5%

42,485 埼玉県 本庄市 フリマハイクラス 小売業 衣料品 5%

42,486 埼玉県 本庄市 プレステージＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,487 埼玉県 本庄市 ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ ＤＥＡＲＥＳＴ サービス 理容・美容業 5%

42,488 埼玉県 本庄市 ＰＡＩＮＴ ＡＵＴＯ ＢＡＨＡＭＡ サービス その他サービス 2%

42,489 埼玉県 本庄市 細野商店 小売業 その他小売 5%

42,490 埼玉県 本庄市 ホテル本庄 サービス 宿泊業 5%

42,491 埼玉県 本庄市 本庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,492 埼玉県 本庄市 本庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,493 埼玉県 本庄市 セブンーイレブン本庄鵜森店 小売業 食料品 2%

42,494 埼玉県 本庄市 本庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,495 埼玉県 本庄市 本庄北　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,496 埼玉県 本庄市 本庄北堀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,497 埼玉県 本庄市 セブン－イレブン本庄共栄店 小売業 食料品 2%

42,498 埼玉県 本庄市 セブン－イレブン本庄銀座２丁目店 小売業 食料品 2%

42,499 埼玉県 本庄市 セブン－イレブン本庄見福２丁目店 小売業 食料品 2%

42,500 埼玉県 本庄市 本庄合同タクシー ５号車 サービス その他サービス 5%

42,501 埼玉県 本庄市 セブン－イレブン本庄児玉金屋店 小売業 食料品 2%

42,502 埼玉県 本庄市 セブン－イレブン本庄児玉吉田林店 小売業 食料品 2%

42,503 埼玉県 本庄市 セブン－イレブン本庄児玉長沖店 小売業 食料品 2%

42,504 埼玉県 本庄市 セブン－イレブン本庄児玉八幡山店 小売業 食料品 2%
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42,505 埼玉県 本庄市 セブン－イレブン本庄日の出３丁目店 小売業 食料品 2%

42,506 埼玉県 本庄市 セブン－イレブン本庄日の出４丁目店 小売業 食料品 2%

42,507 埼玉県 本庄市 セブン－イレブン本庄文化会館前店 小売業 食料品 2%

42,508 埼玉県 本庄市 本庄南　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,509 埼玉県 本庄市 セブン－イレブン本庄南口店 小売業 食料品 2%

42,510 埼玉県 本庄市 セブン－イレブン本庄南小学校前店 小売業 食料品 2%

42,511 埼玉県 本庄市 セブン－イレブン本庄早稲田中央通り店 小売業 食料品 2%

42,512 埼玉県 本庄市 セブン－イレブン本庄早稲田西店 小売業 食料品 2%

42,513 埼玉県 本庄市 本庄西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,514 埼玉県 本庄市 マクドナルドアピタ本庄店 サービス 飲食業 2%

42,515 埼玉県 本庄市 マクドナルド１７号本庄店 サービス 飲食業 2%

42,516 埼玉県 本庄市 マクドナルド２５４児玉店 サービス 飲食業 2%

42,517 埼玉県 本庄市 マグルズカフェ　マグルズカフェ サービス 飲食業 5%

42,518 埼玉県 本庄市 板前料理　　三舟 サービス 飲食業 5%

42,519 埼玉県 本庄市 ＭｏｔｏｒｃｙｃｌｅＳｈｏｐ　ＦＲＥＡＫ’Ｓ 小売業 その他小売 5%

42,520 埼玉県 本庄市 揉み屋ポンちゃん サービス 理容・美容業 5%

42,521 埼玉県 本庄市 有限会社あかしや 小売業 衣料品 5%

42,522 埼玉県 本庄市 有限会社児玉ホンダサービス 小売業 その他小売 5%

42,523 埼玉県 本庄市 有限会社平田電機商会 小売業 電化製品 5%

42,524 埼玉県 本庄市 有限会社ライフパック 小売業 その他小売 5%

42,525 埼玉県 本庄市 よしの家具 小売業 家具・調度品 5%

42,526 埼玉県 本庄市 読売センター　本庄東部 小売業 その他小売 5%

42,527 埼玉県 本庄市 ラブリーチェーン本庄早稲田店 サービス その他サービス 5%

42,528 埼玉県 本庄市 株式会社カウンタック サービス その他サービス 5%

42,529 埼玉県 松伏町 アニモフィオレンテいなげや松伏店 サービス 理容・美容業 5%

42,530 埼玉県 松伏町 おがわ動物病院 サービス その他サービス 5%

42,531 埼玉県 松伏町 かぞヤクルト販売 松伏センター 小売業 食料品 5%

42,532 埼玉県 松伏町 金杉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,533 埼玉県 松伏町 ＪＭ／株式会社　大石自動車 小売業 その他小売 5%

42,534 埼玉県 松伏町 キッズぽけっと サービス その他サービス 5%

42,535 埼玉県 松伏町 キャル　ベース サービス その他サービス 5%

42,536 埼玉県 松伏町 有限会社埼玉環境メンテナンス サービス その他サービス 5%

42,537 埼玉県 松伏町 バーバーショップニシヤマ サービス 理容・美容業 5%

42,538 埼玉県 松伏町 マクドナルド松伏いなげや店 サービス 飲食業 2%

42,539 埼玉県 松伏町 セブン－イレブン松伏下赤岩店 小売業 食料品 2%

42,540 埼玉県 松伏町 セブン－イレブン松伏田島店 小売業 食料品 2%

42,541 埼玉県 松伏町 セブン－イレブン松伏築比地店 小売業 食料品 2%

42,542 埼玉県 松伏町 セブン－イレブン松伏町松伏店 小売業 食料品 2%

42,543 埼玉県 松伏町 セブン－イレブン松伏ゆめみ野東１丁目店 小売業 食料品 2%

42,544 埼玉県 松伏町 メンテナンスショップ　ＭＯＰＳ　メンテナンスショップ　モップス サービス その他サービス 5%

42,545 埼玉県 三郷市 Ｒ・Ｋ・Ｔ 小売業 電化製品 5%

42,546 埼玉県 三郷市 アイズギャラリー　イトーヨーカドー三郷店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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42,547 埼玉県 三郷市 アイパルメガネ三郷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

42,548 埼玉県 三郷市 荒井自動車 サービス その他サービス 5%

42,549 埼玉県 三郷市 ＥＸＰ三郷店 小売業 衣料品 5%

42,550 埼玉県 三郷市 居酒屋ひょうたん サービス 飲食業 5%

42,551 埼玉県 三郷市 ｉＬｂｆ 小売業 その他小売 5%

42,552 埼玉県 三郷市 イルミネーションスタジオイルミス 小売業 その他小売 5%

42,553 埼玉県 三郷市 Ｖａｉｎｑｕｅｕｒ 小売業 衣料品 5%

42,554 埼玉県 三郷市 宇田川自動車工業 サービス その他サービス 5%

42,555 埼玉県 三郷市 恩田電気 小売業 電化製品 5%

42,556 埼玉県 三郷市 カービック サービス その他サービス 5%

42,557 埼玉県 三郷市 勝木書店　ＫａＢｏＳ　ららぽーと新三郷店 小売業 その他小売 5%

42,558 埼玉県 三郷市 がってん寿司三郷店 サービス 飲食業 5%

42,559 埼玉県 三郷市 かつはな亭三郷中央店 サービス 飲食業 5%

42,560 埼玉県 三郷市 金沢スポーツ 小売業 その他小売 5%

42,561 埼玉県 三郷市 株式会社インクコーポレーション　ＭＩＳＡＴＯＧＡＲＡＧＥ 小売業 家具・調度品 5%

42,562 埼玉県 三郷市 株式会社　建築工房 サービス その他サービス 5%

42,563 埼玉県 三郷市 カブシキカイシャニューアート サービス その他サービス 5%

42,564 埼玉県 三郷市 ＹＤＴＲＡＤＩＮＧＣＯＬＴＤ 小売業 衣料品 5%

42,565 埼玉県 三郷市 からくり屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

42,566 埼玉県 三郷市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋三郷彦成店 サービス 飲食業 2%

42,567 埼玉県 三郷市 ガレージＰ－Ｂｏｙ サービス その他サービス 5%

42,568 埼玉県 三郷市 川魚 根本 サービス 飲食業 5%

42,569 埼玉県 三郷市 韓国家庭料理 美味 ましそよ サービス 飲食業 5%

42,570 埼玉県 三郷市 Ｋｉｒａｒｉｅ 小売業 衣料品 5%

42,571 埼玉県 三郷市 くいものや旬 サービス 飲食業 5%

42,572 埼玉県 三郷市 くいものや旬　本店 サービス 飲食業 5%

42,573 埼玉県 三郷市 ９４団　１号機 サービス 飲食業 5%

42,574 埼玉県 三郷市 クリーニングすずや　早稲田店 サービス その他サービス 5%

42,575 埼玉県 三郷市 ゴルフ工房Ｋ＆Ｇジャパン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

42,576 埼玉県 三郷市 Ｃｙｃｌｅ Ｓｈｏｐ Ａｎｊｏ 小売業 その他小売 5%

42,577 埼玉県 三郷市 さいころテーブル 小売業 その他小売 5%

42,578 埼玉県 三郷市 ＧＬＰ三郷Ⅲ売店 小売業 食料品 5%

42,579 埼玉県 三郷市 シードテニスクラブ サービス その他サービス 5%

42,580 埼玉県 三郷市 四季厨房 小売業 家具・調度品 5%

42,581 埼玉県 三郷市 自然派レストラン蕎麦旬 サービス 飲食業 5%

42,582 埼玉県 三郷市 車検のコバック　三郷店 サービス その他サービス 5%

42,583 埼玉県 三郷市 写真屋さん２１　戸ヶ崎いなげや店 小売業 その他小売 5%

42,584 埼玉県 三郷市 スクランチ 小売業 その他小売 5%

42,585 埼玉県 三郷市 鈴家 サービス 飲食業 5%

42,586 埼玉県 三郷市 スティングレイ・ジャパン サービス その他サービス 5%

42,587 埼玉県 三郷市 スポーツカムイ三郷店 小売業 その他小売 5%

42,588 埼玉県 三郷市 炭火焼肉味道苑三郷店 サービス 飲食業 5%
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42,589 埼玉県 三郷市 生活彩家みさと健和病院店 小売業 その他小売 2%

42,590 埼玉県 三郷市 セルヴィス三郷南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,591 埼玉県 三郷市 セルフ三郷 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,592 埼玉県 三郷市 セレクション　三郷店 小売業 食料品 5%

42,593 埼玉県 三郷市 大東　三郷店 小売業 その他小売 5%

42,594 埼玉県 三郷市 ＴＡＫＡ－ＬＡ合同会社 小売業 衣料品 5%

42,595 埼玉県 三郷市 有限会社　団地サービスコーナー サービス その他サービス 5%

42,596 埼玉県 三郷市 つるみ治療院 サービス 理容・美容業 5%

42,597 埼玉県 三郷市 ＴＫシステムサービス 小売業 電化製品 5%

42,598 埼玉県 三郷市 デントリペアボックス サービス その他サービス 5%

42,599 埼玉県 三郷市 Ｄｅｎｔ　Ｒｅｐａｉｒ　ＢＯＸ サービス その他サービス 5%

42,600 埼玉県 三郷市 デントリペアボックス サービス その他サービス 5%

42,601 埼玉県 三郷市 ＤｏｇＳａｌｏｎＡＬＯＨＡ サービス その他サービス 5%

42,602 埼玉県 三郷市 トヨタカローラ埼玉三郷上彦名店 小売業 その他小売 5%

42,603 埼玉県 三郷市 豊田洋品店 小売業 衣料品 5%

42,604 埼玉県 三郷市 トヨタレンタリース埼玉三郷駅前店 サービス その他サービス 2%

42,605 埼玉県 三郷市 パルム動物クリニック サービス その他サービス 5%

42,606 埼玉県 三郷市 ＢｅｅＴｅｅ サービス その他サービス 5%

42,607 埼玉県 三郷市 ピザ工房馬車道　三郷店　１０６１ サービス 飲食業 5%

42,608 埼玉県 三郷市 ビストロ　マルシェ サービス 飲食業 5%

42,609 埼玉県 三郷市 美容室セラヴィ サービス 理容・美容業 5%

42,610 埼玉県 三郷市 ＦＩＯＲＥＮＴＥ三郷 サービス 理容・美容業 5%

42,611 埼玉県 三郷市 フェローズインターナショナル 小売業 その他小売 5%

42,612 埼玉県 三郷市 ふくふく丼丸三郷　早稲田通り店 小売業 食料品 5%

42,613 埼玉県 三郷市 ブテックあざみ 小売業 衣料品 5%

42,614 埼玉県 三郷市 ｈａｉｒ ｅｓｔｈｅ ＳＨＩＲＡＴＯＲＩ サービス 理容・美容業 5%

42,615 埼玉県 三郷市 ヘアーサロンローレル サービス 理容・美容業 5%

42,616 埼玉県 三郷市 ｈａｉｒ　　　ｒｅｌａｘ　ＬＩＮＫ サービス 理容・美容業 5%

42,617 埼玉県 三郷市 へらぶな釣専門店Ｂｅｅ’ｓＢｏ 小売業 その他小売 5%

42,618 埼玉県 三郷市 ポラリスベット サービス その他サービス 5%

42,619 埼玉県 三郷市 マクドナルド三郷三丁目店 サービス 飲食業 2%

42,620 埼玉県 三郷市 マクドナルド三郷中央店 サービス 飲食業 2%

42,621 埼玉県 三郷市 マクドナルド三郷ピアラシティ店 サービス 飲食業 2%

42,622 埼玉県 三郷市 マクドナルドららぽーと新三郷店 サービス 飲食業 2%

42,623 埼玉県 三郷市 みさち 小売業 衣料品 5%

42,624 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷泉店 小売業 食料品 2%

42,625 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷後谷店 小売業 食料品 2%

42,626 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷采女１丁目店 小売業 食料品 2%

42,627 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷駅北口店 小売業 食料品 2%

42,628 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷駅南口店 小売業 食料品 2%

42,629 埼玉県 三郷市 三郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,630 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷公園前店 小売業 食料品 2%
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42,631 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷駒形店 小売業 食料品 2%

42,632 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷市役所東店 小売業 食料品 2%

42,633 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷新和１丁目店 小売業 食料品 2%

42,634 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷新和３丁目店 小売業 食料品 2%

42,635 埼玉県 三郷市 三郷　田中 小売業 その他小売 5%

42,636 埼玉県 三郷市 三郷中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,637 埼玉県 三郷市 三郷中央総合病院売店 小売業 その他小売 5%

42,638 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷戸ヶ崎１丁目店 小売業 食料品 2%

42,639 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷戸ケ崎店 小売業 食料品 2%

42,640 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷戸ケ崎２丁目店 小売業 食料品 2%

42,641 埼玉県 三郷市 みさとのパン工房 ＳＡＫＵＲＡ 小売業 食料品 5%

42,642 埼玉県 三郷市 三郷バイパスＳＳ　有限会社たび屋商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,643 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷彦成５丁目店 小売業 食料品 2%

42,644 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷彦成３丁目店 小売業 食料品 2%

42,645 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷彦成橋店 小売業 食料品 2%

42,646 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷彦野１丁目店 小売業 食料品 2%

42,647 埼玉県 三郷市 三郷南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,648 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷谷口店 小売業 食料品 2%

42,649 埼玉県 三郷市 三郷早稲田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,650 埼玉県 三郷市 セブン－イレブン三郷早稲田４丁目店 小売業 食料品 2%

42,651 埼玉県 三郷市 メガネギャラリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

42,652 埼玉県 三郷市 メル友　高州店 小売業 電化製品 5%

42,653 埼玉県 三郷市 モードジョアン 小売業 衣料品 5%

42,654 埼玉県 三郷市 有限会社ブルート サービス その他サービス 5%

42,655 埼玉県 三郷市 ｊｕｎｅ－ｌｉｔｔｌｅｃｌｏｓｅｔ－ 小売業 衣料品 5%

42,656 埼玉県 三郷市 横堀餃子 サービス 飲食業 5%

42,657 埼玉県 三郷市 ラプリリス サービス 理容・美容業 5%

42,658 埼玉県 三郷市 セブン－イレブンららぽーと新三郷店 小売業 食料品 2%

42,659 埼玉県 三郷市 Ｒｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%

42,660 埼玉県 三郷市 リバースＭＥＧＡドン・キホーテ三郷店 小売業 その他小売 5%

42,661 埼玉県 三郷市 Ｌｉｂｅｒｔａ サービス 理容・美容業 5%

42,662 埼玉県 三郷市 レッズライフ 小売業 貴金属・服飾品 5%

42,663 埼玉県 三郷市 わべこ サービス 飲食業 5%

42,664 埼玉県 美里町 清水犬猫病院 サービス その他サービス 5%

42,665 埼玉県 美里町 清水犬猫病院 サービス その他サービス 5%

42,666 埼玉県 美里町 たかね裁縫処 小売業 衣料品 5%

42,667 埼玉県 美里町 茶舗　いこた 小売業 食料品 5%

42,668 埼玉県 美里町 セブン－イレブン美里小茂田店 小売業 食料品 2%

42,669 埼玉県 美里町 セブン－イレブン美里中里店 小売業 食料品 2%

42,670 埼玉県 美里町 セブン－イレブン美里古郡店 小売業 食料品 2%

42,671 埼玉県 美里町 セブン－イレブン美里南十条店 小売業 食料品 2%

42,672 埼玉県 皆野町 イノベーションサロンビーンズ サービス 理容・美容業 5%
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42,673 埼玉県 皆野町 ?ｃａ 小売業 その他小売 5%

42,674 埼玉県 皆野町 Ｍ’ｓフラワー 小売業 その他小売 5%

42,675 埼玉県 皆野町 奥我 サービス 飲食業 5%

42,676 埼玉県 皆野町 関東食品　秩父営業所 小売業 食料品 5%

42,677 埼玉県 皆野町 国神ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,678 埼玉県 皆野町 セラヴィ　秩父店 サービス その他サービス 5%

42,679 埼玉県 皆野町 セブン－イレブン秩父皆野店 小売業 食料品 2%

42,680 埼玉県 皆野町 ミサワ電機サービス 小売業 電化製品 5%

42,681 埼玉県 皆野町 皆野駅前　わかば サービス 飲食業 5%

42,682 埼玉県 皆野町 ヤオヨシ　皆野店 小売業 食料品 5%

42,683 埼玉県 皆野町 ヤマブ 小売業 その他小売 5%

42,684 埼玉県 皆野町 和久井酒店 酒 ＷＡＫＵＩ 小売業 食料品 5%

42,685 埼玉県 宮代町 大室道場 サービス その他サービス 5%

42,686 埼玉県 宮代町 柿沼自動車 サービス その他サービス 5%

42,687 埼玉県 宮代町 柿沼自動車展示場 小売業 その他小売 5%

42,688 埼玉県 宮代町 かぞヤクルト販売 宮代センター 小売業 食料品 5%

42,689 埼玉県 宮代町 株式会社蛸屋 宮代店 小売業 食料品 5%

42,690 埼玉県 宮代町 カラオケＷＡＶＥ　宮代 サービス その他サービス 5%

42,691 埼玉県 宮代町 ギガパール　動物公園駅前店 小売業 食料品 5%

42,692 埼玉県 宮代町 ｇｒｏｏｍｉｎｇｓａｌｏｎＳｍｉｌｅＤｏｇＷａｎ サービス その他サービス 5%

42,693 埼玉県 宮代町 スポーツカムイ宮代店 小売業 その他小売 5%

42,694 埼玉県 宮代町 ネイルサロンＳＨＡＭＲＹ サービス 理容・美容業 5%

42,695 埼玉県 宮代町 ヒロシ 小売業 その他小売 5%

42,696 埼玉県 宮代町 富士環境 サービス その他サービス 5%

42,697 埼玉県 宮代町 セブン－イレブン宮代川端店 小売業 食料品 2%

42,698 埼玉県 宮代町 セブン－イレブン宮代須賀店 小売業 食料品 2%

42,699 埼玉県 宮代町 セブン－イレブン宮代中央店 小売業 食料品 2%

42,700 埼玉県 宮代町 セブン－イレブン宮代西粂原店 小売業 食料品 2%

42,701 埼玉県 宮代町 宮代東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,702 埼玉県 宮代町 宮代町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,703 埼玉県 宮代町 ゆるり蔵 サービス 飲食業 5%

42,704 埼玉県 宮代町 吉田ピアノ教室 サービス その他サービス 5%

42,705 埼玉県 宮代町 ＬＡ　ＧＲＩＧＬＩＡ サービス 飲食業 5%

42,706 埼玉県 宮代町 ＬＡ　ＧＲＩＧＬＩＡ　ＬＡ　ＧＲＩＧＬＩＡ サービス 飲食業 5%

42,707 埼玉県 宮代町 ラ・プラースヤマザキ サービス 理容・美容業 5%

42,708 埼玉県 宮代町 ＯｎｅｆｏｒＤｏｇ サービス その他サービス 5%

42,709 埼玉県 三芳町 入間三芳ＳＳ　セントラル石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,710 埼玉県 三芳町 エコショップドイ 小売業 電化製品 5%

42,711 埼玉県 三芳町 ゑびすや　１６号狭山店 小売業 その他小売 5%

42,712 埼玉県 三芳町 ｃａｆｅ　ｆｅｒｍａｔａ サービス 飲食業 5%

42,713 埼玉県 三芳町 上富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,714 埼玉県 三芳町 ぎんざスエヒロ鶴瀬店 サービス 飲食業 5%
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42,715 埼玉県 三芳町 ケーズ自動車 小売業 その他小売 5%

42,716 埼玉県 三芳町 コウゴ電器 小売業 電化製品 5%

42,717 埼玉県 三芳町 三和交通アプリ　三和富士交通 サービス その他サービス 5%

42,718 埼玉県 三芳町 システムドッグ サービス その他サービス 5%

42,719 埼玉県 三芳町 しみ抜き工房クリーニングたむら サービス その他サービス 5%

42,720 埼玉県 三芳町 淑徳大学みずほ台生協 サービス その他サービス 5%

42,721 埼玉県 三芳町 淑徳大学みずほ台生協 サービス その他サービス 5%

42,722 埼玉県 三芳町 スウィンみよしスイミングスクー サービス その他サービス 5%

42,723 埼玉県 三芳町 すたみな太郎　三芳店 サービス 飲食業 5%

42,724 埼玉県 三芳町 タカハシ　三芳藤久保店 小売業 衣料品 5%

42,725 埼玉県 三芳町 手打そばうどん　富 サービス 飲食業 5%

42,726 埼玉県 三芳町 トヨタ部品埼玉共販所沢店 サービス その他サービス 5%

42,727 埼玉県 三芳町 ｐｅｒｓｏｎａｌｈａｉｒＲＩＮＡＴＯ サービス 理容・美容業 5%

42,728 埼玉県 三芳町 はいから亭　三芳店　１０６５ サービス 飲食業 5%

42,729 埼玉県 三芳町 パテイオ三芳 小売業 その他小売 5%

42,730 埼玉県 三芳町 ビーゴカンパニー サービス その他サービス 5%

42,731 埼玉県 三芳町 引越便　Ｌ?ＳＴＯＲＹ サービス その他サービス 5%

42,732 埼玉県 三芳町 ピットロード　本社 サービス その他サービス 5%

42,733 埼玉県 三芳町 ｐｒｅｃｉｏｕｓｔｉｍｅ サービス その他サービス 5%

42,734 埼玉県 三芳町 ｈａｉｒｓａｌｏｎＨＡＲＢＯＲ サービス 理容・美容業 5%

42,735 埼玉県 三芳町 ＨｅａｖｅｎＲｙ サービス 理容・美容業 5%

42,736 埼玉県 三芳町 Ｂｏｙｓ ホビーショップ バットカンパニー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

42,737 埼玉県 三芳町 ポンパドウル　Ｐａｓａｒ　三芳 小売業 食料品 5%

42,738 埼玉県 三芳町 ポンパドウル　三芳店 小売業 食料品 5%

42,739 埼玉県 三芳町 三芳ＳＳ　金谷商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,740 埼玉県 三芳町 ２５４三芳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,741 埼玉県 三芳町 三芳家具 小売業 その他小売 5%

42,742 埼玉県 三芳町 セブン－イレブン三芳上富店 小売業 食料品 2%

42,743 埼玉県 三芳町 セブン－イレブン三芳小学校前店 小売業 食料品 2%

42,744 埼玉県 三芳町 セブン－イレブン三芳竹間沢店 小売業 食料品 2%

42,745 埼玉県 三芳町 セブン－イレブン三芳藤久保店 小売業 食料品 2%

42,746 埼玉県 三芳町 セブン－イレブン三芳藤久保西店 小売業 食料品 2%

42,747 埼玉県 三芳町 セブン－イレブン三芳藤久保東店 小売業 食料品 2%

42,748 埼玉県 三芳町 有限会社　田澤自動車 サービス その他サービス 5%

42,749 埼玉県 三芳町 有限会社ガレージゼロワン サービス その他サービス 5%

42,750 埼玉県 三芳町 洋服のタカハシ　三芳藤久保店 小売業 衣料品 5%

42,751 埼玉県 三芳町 ライムストーン　クライミングクラブ サービス その他サービス 5%

42,752 埼玉県 毛呂山町 アン・コトン　ライフ毛呂山店 サービス その他サービス 5%

42,753 埼玉県 毛呂山町 出雲伊波比神社前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,754 埼玉県 毛呂山町 セブン－イレブン入間東毛呂店 小売業 食料品 2%

42,755 埼玉県 毛呂山町 回転寿し活鮮　毛呂山店 サービス 飲食業 5%

42,756 埼玉県 毛呂山町 がってん寿司毛呂山店 サービス 飲食業 5%
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42,757 埼玉県 毛呂山町 株式会社のこぎりや 小売業 家具・調度品 5%

42,758 埼玉県 毛呂山町 カラオケスナックサカエ サービス 理容・美容業 5%

42,759 埼玉県 毛呂山町 セブン－イレブン城西大前店 小売業 食料品 2%

42,760 埼玉県 毛呂山町 セブンオート 小売業 その他小売 5%

42,761 埼玉県 毛呂山町 高橋電気 小売業 電化製品 5%

42,762 埼玉県 毛呂山町 ヘアースタジオドゥフェース長瀬店 サービス 理容・美容業 5%

42,763 埼玉県 毛呂山町 ＨＡＹＡＭＩ　ＡＵＴＯ　ＳＥＲＶ 小売業 その他小売 5%

42,764 埼玉県 毛呂山町 フレッシュサラダＥＭＯＴＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

42,765 埼玉県 毛呂山町 ヘアースタジオドゥフェース毛呂店 サービス 理容・美容業 5%

42,766 埼玉県 毛呂山町 マクドナルド埼玉医大病院店 サービス 飲食業 2%

42,767 埼玉県 毛呂山町 マクドナルド毛呂山店 サービス 飲食業 2%

42,768 埼玉県 毛呂山町 毛呂山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,769 埼玉県 毛呂山町 セブン－イレブン毛呂山岩井店 小売業 食料品 2%

42,770 埼玉県 毛呂山町 セブン－イレブン毛呂山埼玉医大南店 小売業 食料品 2%

42,771 埼玉県 毛呂山町 セブン－イレブン毛呂山長瀬店 小売業 食料品 2%

42,772 埼玉県 毛呂山町 有限会社 近江屋 支店 小売業 食料品 5%

42,773 埼玉県 毛呂山町 有限会社　ブックランド・エル 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

42,774 埼玉県 毛呂山町 ［ＨＣ］（有）ヨシハラ電器 小売業 電化製品 5%

42,775 埼玉県 毛呂山町 株式会社　理仁 小売業 その他小売 5%

42,776 埼玉県 八潮市 愛犬美容室ねたろう サービス その他サービス 5%

42,777 埼玉県 八潮市 相澤染工場 ものあい 小売業 衣料品 5%

42,778 埼玉県 八潮市 アイスチューンファクトリー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

42,779 埼玉県 八潮市 ＡＫＩＹＡＭＡ 小売業 衣料品 5%

42,780 埼玉県 八潮市 アキヤマ 小売業 衣料品 5%

42,781 埼玉県 八潮市 アクティブエフ 小売業 その他小売 5%

42,782 埼玉県 八潮市 アボーステーション大一ロードＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,783 埼玉県 八潮市 アボーステーション八潮ロードＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,784 埼玉県 八潮市 アロマテラピーサロン翡翠 サービス 理容・美容業 5%

42,785 埼玉県 八潮市 ＵＮＯプラザ八潮南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,786 埼玉県 八潮市 ウェルクス大曽根動物病院 サービス その他サービス 5%

42,787 埼玉県 八潮市 ＨＲＤ サービス その他サービス 5%

42,788 埼玉県 八潮市 ＬＬＳｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

42,789 埼玉県 八潮市 セブン－イレブン大曽根店 小売業 食料品 2%

42,790 埼玉県 八潮市 お好み焼もんじろう サービス 飲食業 5%

42,791 埼玉県 八潮市 オザワデンキ 小売業 電化製品 5%

42,792 埼玉県 八潮市 株式会社織田 サービス 運輸業 5%

42,793 埼玉県 八潮市 株式会社織田タクシー サービス 運輸業 5%

42,794 埼玉県 八潮市 株式会社アイテック サービス その他サービス 5%

42,795 埼玉県 八潮市 株式会社ＳｐｒｅａｄーＫ サービス その他サービス 5%

42,796 埼玉県 八潮市 亀有エンジンワークス 小売業 その他小売 5%

42,797 埼玉県 八潮市 カラオケシティベア八潮店 サービス その他サービス 5%

42,798 埼玉県 八潮市 カラダファクトリー　フレスポ八潮店 サービス その他サービス 5%
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42,799 埼玉県 八潮市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋八潮上馬場店 サービス 飲食業 2%

42,800 埼玉県 八潮市 きーＣｕｒｒｙ サービス 飲食業 5%

42,801 埼玉県 八潮市 木の店木楽 小売業 家具・調度品 5%

42,802 埼玉県 八潮市 牛屋　八潮店 サービス 飲食業 5%

42,803 埼玉県 八潮市 小僧寿し八潮新町店　小僧寿し　八潮新町店 サービス 飲食業 5%

42,804 埼玉県 八潮市 埼玉エースエネルギー 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,805 埼玉県 八潮市 ＣＷＳ　八潮 小売業 その他小売 5%

42,806 埼玉県 八潮市 自動車工房　佐藤 サービス その他サービス 5%

42,807 埼玉県 八潮市 ＪｏｉｎｔＦａｃｔｏｒｙ 小売業 その他小売 5%

42,808 埼玉県 八潮市 鈴木モータース 小売業 その他小売 5%

42,809 埼玉県 八潮市 すみか動物病院 サービス その他サービス 5%

42,810 埼玉県 八潮市 スリーエイト八潮中央店 小売業 その他小売 2%

42,811 埼玉県 八潮市 セオサイクル八潮店 セオサイクル八潮店 小売業 その他小売 5%

42,812 埼玉県 八潮市 セレクション　八潮店 小売業 食料品 5%

42,813 埼玉県 八潮市 草加手代橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,814 埼玉県 八潮市 ＳＯＨＯ　ｎｅｗｙｏｒｋ　八潮店 サービス 理容・美容業 5%

42,815 埼玉県 八潮市 大栄電器 小売業 電化製品 5%

42,816 埼玉県 八潮市 第三八条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,817 埼玉県 八潮市 ティーアンドアイ・サービス　本社 サービス その他サービス 5%

42,818 埼玉県 八潮市 電工舎八潮店 小売業 電化製品 5%

42,819 埼玉県 八潮市 トヨタカローラ埼玉八潮中央店 小売業 その他小売 5%

42,820 埼玉県 八潮市 トヨタレンタリース新埼玉八潮駅前店 サービス その他サービス 2%

42,821 埼玉県 八潮市 日個連　豊田タクシー サービス 運輸業 5%

42,822 埼玉県 八潮市 能登家 サービス 飲食業 5%

42,823 埼玉県 八潮市 バー キッチン ＮＯＳＴＡＬＧＩＣ サービス 飲食業 5%

42,824 埼玉県 八潮市 パーツワン埼玉店 小売業 その他小売 5%

42,825 埼玉県 八潮市 ペットクリニッククローバー サービス その他サービス 5%

42,826 埼玉県 八潮市 ペットやすらぎの里八潮 サービス その他サービス 5%

42,827 埼玉県 八潮市 ポプラＰＬＥＸＹ八潮店 小売業 その他小売 2%

42,828 埼玉県 八潮市 マクドナルド八潮駅前店 サービス 飲食業 2%

42,829 埼玉県 八潮市 マクドナルド八潮店 サービス 飲食業 2%

42,830 埼玉県 八潮市 八潮　石川屋酒店 小売業 その他小売 5%

42,831 埼玉県 八潮市 セブン－イレブン八潮伊勢野店 小売業 食料品 2%

42,832 埼玉県 八潮市 セブン－イレブン八潮浮塚店 小売業 食料品 2%

42,833 埼玉県 八潮市 セブン－イレブン八潮駅北口店 小売業 食料品 2%

42,834 埼玉県 八潮市 セブン－イレブン八潮大瀬北店 小売業 食料品 2%

42,835 埼玉県 八潮市 セブン－イレブン八潮大瀬店 小売業 食料品 2%

42,836 埼玉県 八潮市 セブン－イレブン八潮垳店 小売業 食料品 2%

42,837 埼玉県 八潮市 セブン－イレブン八潮木曽根店 小売業 食料品 2%

42,838 埼玉県 八潮市 八潮産業道路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,839 埼玉県 八潮市 セブン－イレブン八潮下２丁目店 小売業 食料品 2%

42,840 埼玉県 八潮市 セブン－イレブン八潮新町店 小売業 食料品 2%
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42,841 埼玉県 八潮市 八潮中央総合病院売店 小売業 その他小売 5%

42,842 埼玉県 八潮市 セブン－イレブン八潮中央店 小売業 食料品 2%

42,843 埼玉県 八潮市 セブン－イレブン八潮鶴ケ曽根店 小売業 食料品 2%

42,844 埼玉県 八潮市 八潮テリヤスポーツ 小売業 その他小売 5%

42,845 埼玉県 八潮市 セブン－イレブン八潮２丁目いちょう通り店 小売業 食料品 2%

42,846 埼玉県 八潮市 セブン－イレブン八潮２丁目店 小売業 食料品 2%

42,847 埼玉県 八潮市 セブン－イレブン八潮緑町３丁目店 小売業 食料品 2%

42,848 埼玉県 八潮市 ［ＨＣ］有限会社榎本電機 小売業 電化製品 5%

42,849 埼玉県 八潮市 有限会社大久保屋 サービス その他サービス 5%

42,850 埼玉県 八潮市 ＪＭ／ルアーショップザベイト 小売業 その他小売 5%

42,851 埼玉県 八潮市 る・菓壇 小売業 食料品 5%

42,852 埼玉県 八潮市 Ｒａｙアイラッシュサロン八潮店 サービス 理容・美容業 5%

42,853 埼玉県 八潮市 ＪＭ／ワークショップ和幸㈱ 小売業 その他小売 5%

42,854 埼玉県 八潮市 ワークステーション 小売業 衣料品 5%

42,855 埼玉県 八潮市 和ぱすたぽぽらまーまフレスポ八潮店 サービス 飲食業 5%

42,856 埼玉県 横瀬町 西武秩父ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,857 埼玉県 横瀬町 セブン－イレブン秩父横瀬店 小売業 食料品 2%

42,858 埼玉県 横瀬町 武甲の湯別館 サービス 宿泊業 5%

42,859 埼玉県 横瀬町 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,860 埼玉県 横瀬町 ヤオヨシ横瀬店 小売業 食料品 5%

42,861 埼玉県 吉川市 ａｎｉｍｏ吉川 サービス 理容・美容業 5%

42,862 埼玉県 吉川市 アン・コトン　ライフ吉川店 サービス その他サービス 5%

42,863 埼玉県 吉川市 いただき　吉川本店 サービス 飲食業 5%

42,864 埼玉県 吉川市 かぞヤクルト販売 吉川センター 小売業 食料品 5%

42,865 埼玉県 吉川市 株式会社壱宏　株式会社　壱宏 小売業 その他小売 2%

42,866 埼玉県 吉川市 上笹塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,867 埼玉県 吉川市 カラオケＴＯＷＮＳ サービス その他サービス 5%

42,868 埼玉県 吉川市 川野ＳＳ　有限会社石綿商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,869 埼玉県 吉川市 牛角吉川店 サービス 飲食業 2%

42,870 埼玉県 吉川市 セブン－イレブン埼玉吉川南店 小売業 食料品 2%

42,871 埼玉県 吉川市 ＣＢ３６５ 小売業 その他小売 5%

42,872 埼玉県 吉川市 しゃぶ亭　トンボ サービス 飲食業 5%

42,873 埼玉県 吉川市 ジュピターどうぶつクリニック サービス その他サービス 5%

42,874 埼玉県 吉川市 人力引越社　７３６５ サービス その他サービス 5%

42,875 埼玉県 吉川市 水道トラブルサービス サービス その他サービス 5%

42,876 埼玉県 吉川市 炭火串焼　いただきのとなり サービス 飲食業 5%

42,877 埼玉県 吉川市 ソフトバンク　吉川 小売業 その他小売 5%

42,878 埼玉県 吉川市 通販で買うビニールハウス宮田物産 サービス その他サービス 5%

42,879 埼玉県 吉川市 トヨタカローラ埼玉吉川店 小売業 その他小売 5%

42,880 埼玉県 吉川市 鳥勘 サービス 飲食業 5%

42,881 埼玉県 吉川市 パナハートトミイ 小売業 電化製品 5%

42,882 埼玉県 吉川市 バラエティストアーカマニ 小売業 その他小売 5%
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42,883 埼玉県 吉川市 ｗａｋｉｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

42,884 埼玉県 吉川市 ｈａｉｒｍａｋｅＬｉｂｅｒｔａ サービス 理容・美容業 5%

42,885 埼玉県 吉川市 マクドナルド吉川駅前店 サービス 飲食業 2%

42,886 埼玉県 吉川市 マクドナルド吉川店 サービス 飲食業 2%

42,887 埼玉県 吉川市 増辰海苔店　工場直売所 小売業 食料品 5%

42,888 埼玉県 吉川市 丸十鉱産　直売 小売業 その他小売 5%

42,889 埼玉県 吉川市 マルフクオート サービス その他サービス 5%

42,890 埼玉県 吉川市 メガネの板垣　吉川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

42,891 埼玉県 吉川市 森田電気商会 小売業 電化製品 5%

42,892 埼玉県 吉川市 柳田範明税理士行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

42,893 埼玉県 吉川市 有限会社　岩平屋 小売業 その他小売 5%

42,894 埼玉県 吉川市 有限会社アートプランニング遊魔 小売業 その他小売 5%

42,895 埼玉県 吉川市 セブン－イレブン吉川駅北口店 小売業 食料品 2%

42,896 埼玉県 吉川市 セブン－イレブン吉川加藤店 小売業 食料品 2%

42,897 埼玉県 吉川市 セブン－イレブン吉川川藤店 小売業 食料品 2%

42,898 埼玉県 吉川市 セブン－イレブン吉川木売新田店 小売業 食料品 2%

42,899 埼玉県 吉川市 セブン－イレブン吉川木売２丁目店 小売業 食料品 2%

42,900 埼玉県 吉川市 セブン－イレブン吉川きよみ野店 小売業 食料品 2%

42,901 埼玉県 吉川市 セブン－イレブン吉川中井３丁目店 小売業 食料品 2%

42,902 埼玉県 吉川市 セブン－イレブン吉川平沼店 小売業 食料品 2%

42,903 埼玉県 吉川市 セブン－イレブン吉川美南５丁目店 小売業 食料品 2%

42,904 埼玉県 吉川市 セブン－イレブン吉川南広島店 小売業 食料品 2%

42,905 埼玉県 吉見町 ガーデンセンターさにべる　ガーデンセンターさにべる 小売業 その他小売 5%

42,906 埼玉県 吉見町 株式会社横田農園 小売業 食料品 5%

42,907 埼玉県 吉見町 ｓｐｏｗｈａｉｒ＆ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

42,908 埼玉県 吉見町 中村ストアー吉見店 小売業 その他小売 5%

42,909 埼玉県 吉見町 パナハートこばやし 小売業 電化製品 5%

42,910 埼玉県 吉見町 フレンドシップハイツよしみ サービス 宿泊業 5%

42,911 埼玉県 吉見町 セブン－イレブン吉見久保田店 小売業 食料品 2%

42,912 埼玉県 吉見町 セブン－イレブン吉見東野３丁目店 小売業 食料品 2%

42,913 埼玉県 吉見町 セブン－イレブン吉見町東店 小売業 食料品 2%

42,914 埼玉県 寄居町 新井電化設備 小売業 電化製品 5%

42,915 埼玉県 寄居町 内田車体工業 小売業 その他小売 5%

42,916 埼玉県 寄居町 Ｓ－ＬＩＮＫ寄居ぎんせん堂 小売業 電化製品 5%

42,917 埼玉県 寄居町 籠工房梟 小売業 衣料品 5%

42,918 埼玉県 寄居町 株式会社河田製畳 サービス その他サービス 5%

42,919 埼玉県 寄居町 きぬのいえ 小売業 衣料品 5%

42,920 埼玉県 寄居町 こども服のＢａｍｂｉｎ（バンバン） 小売業 衣料品 5%

42,921 埼玉県 寄居町 セブン－イレブン埼玉寄居東店 小売業 食料品 2%

42,922 埼玉県 寄居町 シティープラザ　寄居 サービス 宿泊業 5%

42,923 埼玉県 寄居町 シティプラザホテル寄居 サービス 宿泊業 5%

42,924 埼玉県 寄居町 パナハート　たかだ 小売業 電化製品 5%

1024



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

42,925 埼玉県 寄居町 トヨタカローラ新埼玉寄居店 小売業 その他小売 5%

42,926 埼玉県 寄居町 ビジネスホテル　一心 サービス 宿泊業 5%

42,927 埼玉県 寄居町 平成倶楽部　鉢形城コース サービス その他サービス 5%

42,928 埼玉県 寄居町 丸一養鶏場 小売業 食料品 5%

42,929 埼玉県 寄居町 セブン－イレブン寄居赤浜店 小売業 食料品 2%

42,930 埼玉県 寄居町 セブン－イレブン寄居今市店 小売業 食料品 2%

42,931 埼玉県 寄居町 セブン－イレブン寄居駅南店 小売業 食料品 2%

42,932 埼玉県 寄居町 セブン－イレブン寄居桜沢店 小売業 食料品 2%

42,933 埼玉県 寄居町 寄居中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,934 埼玉県 寄居町 セブン－イレブン寄居富田中郷店 小売業 食料品 2%

42,935 埼玉県 寄居町 寄居バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,936 埼玉県 寄居町 セブン－イレブン寄居バイパス店 小売業 食料品 2%

42,937 埼玉県 寄居町 セブン－イレブン寄居ホンダ工場前店 小売業 食料品 2%

42,938 埼玉県 寄居町 寄居町平安会館 サービス その他サービス 5%

42,939 埼玉県 嵐山町 安藤自動車 サービス その他サービス 5%

42,940 埼玉県 嵐山町 Ｓｅｘｏｎｓｕｐｅｒｐｅａｃｅ 小売業 その他小売 5%

42,941 埼玉県 嵐山町 トヨタカローラ新埼玉嵐山店 小売業 その他小売 5%

42,942 埼玉県 嵐山町 トヨタカローラ新埼玉嵐山マイカ－センタ－ 小売業 その他小売 5%

42,943 埼玉県 嵐山町 中村自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

42,944 埼玉県 嵐山町 美容室ガロ　アリュール サービス 理容・美容業 5%

42,945 埼玉県 嵐山町 Ｈａｉｒｓ　ＢＥＧＩＮ サービス 理容・美容業 5%

42,946 埼玉県 嵐山町 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＧＡＲＯ　嵐山店 サービス 理容・美容業 5%

42,947 埼玉県 嵐山町 マクドナルド嵐山バイパスヤオコー店 サービス 飲食業 2%

42,948 埼玉県 嵐山町 Ｍｉｉ　Ｔｈａｉ　Ｒｅｌａｘ サービス その他サービス 5%

42,949 埼玉県 嵐山町 嵐山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,950 埼玉県 嵐山町 セブン－イレブン嵐山小川インター店 小売業 食料品 2%

42,951 埼玉県 嵐山町 嵐山快洗隊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,952 埼玉県 嵐山町 嵐山花見台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,953 埼玉県 嵐山町 セブン－イレブン嵐山むさし台１丁目店 小売業 食料品 2%

42,954 埼玉県 和光市 Ａｓ ｏｆ ｔｈｅ ｐａｓｔ ＳＴＯＲＥ Ａｓ ｏｆ ｔｈｅ ｐａｓｔ ＳＴＯＲＥ 小売業 その他小売 5%

42,955 埼玉県 和光市 インテルナかわはた　和光店 小売業 家具・調度品 5%

42,956 埼玉県 和光市 Ｗｉｚ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

42,957 埼玉県 和光市 有限会社エーエスティ 小売業 その他小売 5%

42,958 埼玉県 和光市 エル・パティオ サービス 理容・美容業 5%

42,959 埼玉県 和光市 大熊電機 小売業 電化製品 5%

42,960 埼玉県 和光市 お米の加藤　有限会社　加藤　米穀店 小売業 食料品 5%

42,961 埼玉県 和光市 温野菜和光市南口店 サービス 飲食業 2%

42,962 埼玉県 和光市 カーメニティ和光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

42,963 埼玉県 和光市 ガッツモーターサイクル 小売業 その他小売 5%

42,964 埼玉県 和光市 がってん寿司和光店 サービス 飲食業 5%

42,965 埼玉県 和光市 株 芳永金物店 小売業 その他小売 5%

42,966 埼玉県 和光市 Ｋｉｔｒｉ サービス 飲食業 5%
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42,967 埼玉県 和光市 有限会社石川屋 サービス 飲食業 5%

42,968 埼玉県 和光市 牛角和光市南口店 サービス 飲食業 2%

42,969 埼玉県 和光市 ぎょうざの満洲　和光南口店 サービス 飲食業 5%

42,970 埼玉県 和光市 串焼場ブギウギ 和光店 サービス 飲食業 5%

42,971 埼玉県 和光市 グリーンルーム　フラワーズ 小売業 その他小売 5%

42,972 埼玉県 和光市 クレディ　プリント サービス その他サービス 5%

42,973 埼玉県 和光市 クレディプリント 小売業 衣料品 5%

42,974 埼玉県 和光市 毛塚電気商会 小売業 電化製品 5%

42,975 埼玉県 和光市 個人　神庭タクシー サービス 運輸業 5%

42,976 埼玉県 和光市 ３６５ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ 小売業 食料品 5%

42,977 埼玉県 和光市 ジェイオートサービス練馬埼玉営業所 小売業 その他小売 5%

42,978 埼玉県 和光市 ＪＭ／ジェイオートサービス練馬埼玉営業所 小売業 その他小売 5%

42,979 埼玉県 和光市 ジェームス光が丘店 小売業 その他小売 2%

42,980 埼玉県 和光市 シンワオートサービス株式会社 サービス その他サービス 5%

42,981 埼玉県 和光市 生活彩家理研交流棟１階店 小売業 その他小売 2%

42,982 埼玉県 和光市 生活彩家理研支援棟２階店 小売業 その他小売 2%

42,983 埼玉県 和光市 ＴＡｉＳＥｉＫＡＮ治療院 サービス その他サービス 5%

42,984 埼玉県 和光市 ＴＨＡＩ ＦＯＯＤ エリナ サービス 飲食業 5%

42,985 埼玉県 和光市 タンニングスタジオ ボア サービス その他サービス 5%

42,986 埼玉県 和光市 有限会社　中央電化　和光店 小売業 電化製品 5%

42,987 埼玉県 和光市 中央電化和光店 小売業 電化製品 5%

42,988 埼玉県 和光市 テクニカルサービス サービス その他サービス 5%

42,989 埼玉県 和光市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 サービス 飲食業 2%

42,990 埼玉県 和光市 ドコモスポット　阿佐ケ谷店 小売業 電化製品 5%

42,991 埼玉県 和光市 ドコモスポット　西荻窪店 小売業 電化製品 5%

42,992 埼玉県 和光市 トヨタレンタリース埼玉和光店 サービス その他サービス 2%

42,993 埼玉県 和光市 なごみ　和光市駅南口店 サービス 飲食業 5%

42,994 埼玉県 和光市 二代目皐月 サービス 飲食業 5%

42,995 埼玉県 和光市 日個連　神庭タクシー サービス 運輸業 5%

42,996 埼玉県 和光市 ハーフヤード　和光店 サービス 飲食業 5%

42,997 埼玉県 和光市 ＰａｄｉＦａｒａｊｉＡｒｔ サービス その他サービス 5%

42,998 埼玉県 和光市 ＰａｄｉＦａｒａｊｉＡｒｔ サービス その他サービス 5%

42,999 埼玉県 和光市 パパピニョル 小売業 食料品 5%

43,000 埼玉県 和光市 バルーチョ 和光店 サービス 飲食業 5%

43,001 埼玉県 和光市 ピュアポイント サービス 理容・美容業 5%

43,002 埼玉県 和光市 ビューティエステサロンＬｉｂｒａ サービス その他サービス 5%

43,003 埼玉県 和光市 風風ラーメン　和光店 サービス 飲食業 5%

43,004 埼玉県 和光市 ヘアーライフコジマ サービス 理容・美容業 5%

43,005 埼玉県 和光市 マキクリエイトシモタシロオサム サービス その他サービス 5%

43,006 埼玉県 和光市 マクドナルド笹目通り和光店 サービス 飲食業 2%

43,007 埼玉県 和光市 メガネストアー和光 小売業 その他小売 5%

43,008 埼玉県 和光市 Ｍｏｍｏ　Ｈｏｕｓｅ 小売業 その他小売 5%
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43,009 埼玉県 和光市 やきとり にしだ屋 和光店 サービス 飲食業 5%

43,010 埼玉県 和光市 焼肉ソウル苑 サービス 飲食業 5%

43,011 埼玉県 和光市 柳寿司 サービス 飲食業 5%

43,012 埼玉県 和光市 大和薬局 大和薬局 小売業 その他小売 5%

43,013 埼玉県 和光市 有限会社池田物産　かつをぶし池田屋 小売業 食料品 5%

43,014 埼玉県 和光市 ユネスコ和光店 小売業 その他小売 5%

43,015 埼玉県 和光市 リカアショップ河村屋 小売業 その他小売 5%

43,016 埼玉県 和光市 Ｌｕｎａ サービス 理容・美容業 5%

43,017 埼玉県 和光市 セブン－イレブン和光下新倉店 小売業 食料品 2%

43,018 埼玉県 和光市 セブン－イレブン和光白子２丁目店 小売業 食料品 2%

43,019 埼玉県 和光市 セブン－イレブン和光店 小売業 食料品 2%

43,020 埼玉県 和光市 和光新倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,021 埼玉県 和光市 セブン－イレブン和光新倉店 小売業 食料品 2%

43,022 埼玉県 和光市 セブン－イレブン和光新倉２丁目店 小売業 食料品 2%

43,023 埼玉県 和光市 セブン－イレブン和光新倉８丁目店 小売業 食料品 2%

43,024 埼玉県 和光市 セブン－イレブン和光丸山台店 小売業 食料品 2%

43,025 埼玉県 和光市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ和光南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,026 埼玉県 和光市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフワコー２５４　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,027 埼玉県 和光市 和食　五十六　和光店 サービス 飲食業 5%

43,028 埼玉県 蕨市 アオイノメガネ 小売業 その他小売 5%

43,029 埼玉県 蕨市 朝倉メガネ　わらび店 小売業 その他小売 5%

43,030 埼玉県 蕨市 ｙｏｕ　　セレクトショップ　　ｙｏｕ 小売業 衣料品 5%

43,031 埼玉県 蕨市 囲炉裏と蒸し鍋 和み サービス 飲食業 5%

43,032 埼玉県 蕨市 インテリアショップ　オカダ 小売業 家具・調度品 5%

43,033 埼玉県 蕨市 岡本洋品店 小売業 衣料品 5%

43,034 埼玉県 蕨市 海鮮創作　たち花 サービス 飲食業 5%

43,035 埼玉県 蕨市 笠原商会 小売業 電化製品 5%

43,036 埼玉県 蕨市 がってん寿司蕨店 サービス 飲食業 5%

43,037 埼玉県 蕨市 ｃａｆｅ ｔｅｎｔｅｎ サービス 飲食業 5%

43,038 埼玉県 蕨市 ｃａｆｅ ＣＯＴＡ サービス 飲食業 5%

43,039 埼玉県 蕨市 株式会社イーホテルワラビ サービス 宿泊業 5%

43,040 埼玉県 蕨市 株式会社近江屋 小売業 その他小売 5%

43,041 埼玉県 蕨市 株式会社ＧＡＩＳＥＩ サービス その他サービス 5%

43,042 埼玉県 蕨市 株式会社たかしまや 小売業 衣料品 5%

43,043 埼玉県 蕨市 株式会社高梨建設 サービス その他サービス 5%

43,044 埼玉県 蕨市 カラダファクトリー　蕨店 サービス その他サービス 5%

43,045 埼玉県 蕨市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋蕨中央店 サービス 飲食業 2%

43,046 埼玉県 蕨市 川上青果ベジ太郎 小売業 食料品 5%

43,047 埼玉県 蕨市 韓国惣菜金ちゃん サービス 飲食業 5%

43,048 埼玉県 蕨市 牛角蕨店 サービス 飲食業 2%

43,049 埼玉県 蕨市 ぎょうざの満洲　蕨東口店 サービス 飲食業 5%

43,050 埼玉県 蕨市 Ｃｕｏｒｅａ サービス 理容・美容業 5%
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43,051 埼玉県 蕨市 グリーンササヤ 小売業 食料品 5%

43,052 埼玉県 蕨市 ＪＭ／ケイエス　ストア 小売業 電化製品 5%

43,053 埼玉県 蕨市 コーヒーベル サービス 飲食業 5%

43,054 埼玉県 蕨市 コスモスペース蕨北町店 小売業 その他小売 5%

43,055 埼玉県 蕨市 コーヒーベル サービス 飲食業 5%

43,056 埼玉県 蕨市 ゴルフレッスン事業 サービス その他サービス 5%

43,057 埼玉県 蕨市 酒屋なかみ勢 小売業 食料品 5%

43,058 埼玉県 蕨市 さらさ動物診療所 サービス その他サービス 5%

43,059 埼玉県 蕨市 サロン・ド・ジュン サービス 理容・美容業 5%

43,060 埼玉県 蕨市 ジャガール サービス 飲食業 5%

43,061 埼玉県 蕨市 シャノアール蕨店 サービス 飲食業 5%

43,062 埼玉県 蕨市 新川屋 小売業 食料品 5%

43,063 埼玉県 蕨市 須賀タクシー サービス 運輸業 5%

43,064 埼玉県 蕨市 セオサイクル　わらび店 小売業 その他小売 5%

43,065 埼玉県 蕨市 セオサイクル蕨店 小売業 その他小売 5%

43,066 埼玉県 蕨市 セオサイクル蕨店 小売業 その他小売 5%

43,067 埼玉県 蕨市 大黒屋酒店 小売業 食料品 5%

43,068 埼玉県 蕨市 大作　東口店 サービス 飲食業 5%

43,069 埼玉県 蕨市 武田商事株式会社 ホテルマナハウス サービス 宿泊業 5%

43,070 埼玉県 蕨市 たち花 サービス 飲食業 5%

43,071 埼玉県 蕨市 手打ちそば うどん やぶ砂 サービス 飲食業 5%

43,072 埼玉県 蕨市 てづくりばくちゃん 小売業 衣料品 5%

43,073 埼玉県 蕨市 でんきち　蕨店 小売業 電化製品 5%

43,074 埼玉県 蕨市 どうぶつ園通りの動物病院 サービス その他サービス 5%

43,075 埼玉県 蕨市 十勝甘納豆本舗蕨西口店 小売業 食料品 5%

43,076 埼玉県 蕨市 トヨタカローラ埼玉わらび店 小売業 その他小売 5%

43,077 埼玉県 蕨市 トヨタレンタリース埼玉蕨駅前店 サービス その他サービス 2%

43,078 埼玉県 蕨市 ＤＯＲＡＭＡ　蕨店 サービス その他サービス 5%

43,079 埼玉県 蕨市 和み治療院　蕨駅西口店 サービス その他サービス 5%

43,080 埼玉県 蕨市 ナチュラル ライフ サービス その他サービス 5%

43,081 埼玉県 蕨市 Ｎｏ．１３ サービス その他サービス 5%

43,082 埼玉県 蕨市 ぬくい米店 小売業 食料品 5%

43,083 埼玉県 蕨市 はとがや動物病院 サービス その他サービス 5%

43,084 埼玉県 蕨市 花沢商店 サービス その他サービス 5%

43,085 埼玉県 蕨市 ビーポイント サービス 理容・美容業 5%

43,086 埼玉県 蕨市 Ｂｉｓｔｒｏ・Ｍｕｒｉｅｒ サービス 飲食業 5%

43,087 埼玉県 蕨市 ピュアライフみわ 小売業 衣料品 5%

43,088 埼玉県 蕨市 美容室ビーポイント サービス 理容・美容業 5%

43,089 埼玉県 蕨市 ブラスト工房 小売業 家具・調度品 5%

43,090 埼玉県 蕨市 フラワーショップヨシカワ 小売業 その他小売 5%

43,091 埼玉県 蕨市 Ｈａｉｒ Ｃａｆｅ Ｆｌｏｗｅｒ Ｈａｉｒ Ｃａｆｅ Ｆｌｏｗｅｒ サービス 理容・美容業 5%

43,092 埼玉県 蕨市 ベトニヤ サービス その他サービス 5%
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43,093 埼玉県 蕨市 ペントハウストータルサポート サービス その他サービス 5%

43,094 埼玉県 蕨市 ホダカ電器 小売業 電化製品 5%

43,095 埼玉県 蕨市 ｂｅａｕｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

43,096 埼玉県 蕨市 ホルモンでんぐり山 サービス 飲食業 5%

43,097 埼玉県 蕨市 マクドナルド蕨錦町イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

43,098 埼玉県 蕨市 マスヤ 小売業 衣料品 5%

43,099 埼玉県 蕨市 マスヤ　本店 小売業 衣料品 5%

43,100 埼玉県 蕨市 マスヤ　東口店 小売業 衣料品 5%

43,101 埼玉県 蕨市 まつざか動物病院 サービス その他サービス 5%

43,102 埼玉県 蕨市 マリンスノー 小売業 その他小売 5%

43,103 埼玉県 蕨市 やーさん輪業 小売業 その他小売 5%

43,104 埼玉県 蕨市 ＹＯＵＳＨＯＰ　Ｔ’ｚ 小売業 その他小売 5%

43,105 埼玉県 蕨市 ユニックス サービス 理容・美容業 5%

43,106 埼玉県 蕨市 ユニックス　蕨店 サービス 理容・美容業 5%

43,107 埼玉県 蕨市 洋菓子トロンシェ 小売業 食料品 5%

43,108 埼玉県 蕨市 養生館　蕨店 小売業 食料品 5%

43,109 埼玉県 蕨市 ラッキー理容館 サービス その他サービス 5%

43,110 埼玉県 蕨市 リカープラザえちごや サービス その他サービス 5%

43,111 埼玉県 蕨市 リサイクルショップこれわん蕨店 小売業 その他小売 5%

43,112 埼玉県 蕨市 ＲＩＴＡ　ＦＩＧＯ サービス 理容・美容業 5%

43,113 埼玉県 蕨市 ＲＩＴＡ　ＰＯＲＴ サービス 理容・美容業 5%

43,114 埼玉県 蕨市 ＲＩＴＡ　ＬＡＢ サービス 理容・美容業 5%

43,115 埼玉県 蕨市 ＲＩＴＡ　ＬＯＰＥ サービス 理容・美容業 5%

43,116 埼玉県 蕨市 ルポゼ サービス 理容・美容業 5%

43,117 埼玉県 蕨市 ｌｏｔｕｓｍｏｏｎｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

43,118 埼玉県 蕨市 ワイン＆テディベア　葡萄とくま 小売業 食料品 5%

43,119 埼玉県 蕨市 ワラビー動物病院 サービス その他サービス 5%

43,120 埼玉県 蕨市 蕨上田 小売業 衣料品 5%

43,121 埼玉県 蕨市 セブン－イレブン蕨駅東口店 小売業 食料品 2%

43,122 埼玉県 蕨市 蕨ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,123 埼玉県 蕨市 セブン－イレブン蕨北町１丁目店 小売業 食料品 2%

43,124 埼玉県 蕨市 セブン－イレブン蕨北町店 小売業 食料品 2%

43,125 埼玉県 蕨市 セブン－イレブン蕨市役所通り店 小売業 食料品 2%

43,126 埼玉県 蕨市 セブン－イレブン蕨中央１丁目店 小売業 食料品 2%

43,127 埼玉県 蕨市 セブン－イレブン蕨中央３丁目店 小売業 食料品 2%

43,128 埼玉県 蕨市 セブン－イレブン蕨中央２丁目店 小売業 食料品 2%

43,129 埼玉県 蕨市 セブン－イレブン蕨塚越５丁目店 小売業 食料品 2%

43,130 埼玉県 蕨市 蕨西口療術センター サービス その他サービス 5%

43,131 埼玉県 蕨市 セブン－イレブン蕨東口１番街店 小売業 食料品 2%

43,132 埼玉県 蕨市 セブン－イレブン蕨南町４丁目店 小売業 食料品 2%

43,133 千葉県 旭市 ｉｋｓｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

43,134 千葉県 旭市 アイコールコンタクト　サンモール店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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43,135 千葉県 旭市 セブン－イレブン旭秋田店 小売業 食料品 2%

43,136 千葉県 旭市 セブン－イレブン旭足川店 小売業 食料品 2%

43,137 千葉県 旭市 セブン－イレブン旭網戸店 小売業 食料品 2%

43,138 千葉県 旭市 セブン－イレブン旭井戸野店 小売業 食料品 2%

43,139 千葉県 旭市 セブン－イレブン旭鎌数工業団地入口店 小売業 食料品 2%

43,140 千葉県 旭市 セブン－イレブン旭鎌数店 小売業 食料品 2%

43,141 千葉県 旭市 旭市ＳＳ　シンヨシ鉱油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,142 千葉県 旭市 セブン－イレブン旭市飯岡谷店 小売業 食料品 2%

43,143 千葉県 旭市 セブン－イレブン旭市役所前店 小売業 食料品 2%

43,144 千葉県 旭市 セブン－イレブン旭中央病院前店 小売業 食料品 2%

43,145 千葉県 旭市 旭の郷　天翔の湯 サービス その他サービス 5%

43,146 千葉県 旭市 セブン－イレブン旭東足洗店 小売業 食料品 2%

43,147 千葉県 旭市 セブン－イレブン旭干潟駅前店 小売業 食料品 2%

43,148 千葉県 旭市 セブン－イレブン旭広原店 小売業 食料品 2%

43,149 千葉県 旭市 セブン－イレブン旭萬歳店 小売業 食料品 2%

43,150 千葉県 旭市 旭南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,151 千葉県 旭市 アツミオートサービス 小売業 その他小売 5%

43,152 千葉県 旭市 飯岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,153 千葉県 旭市 飯岡中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,154 千葉県 旭市 飯岡バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,155 千葉県 旭市 セブン－イレブン飯岡平松店 小売業 食料品 2%

43,156 千葉県 旭市 いしじま動物病院 サービス その他サービス 5%

43,157 千葉県 旭市 泉川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,158 千葉県 旭市 潮来自動車販売　旭店 小売業 その他小売 5%

43,159 千葉県 旭市 出光旭海岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,160 千葉県 旭市 出光清滝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,161 千葉県 旭市 出光干潟入野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,162 千葉県 旭市 ｅ－Ｌｉｆｅ　なかむら 小売業 電化製品 5%

43,163 千葉県 旭市 セブン－イレブン海上見広店 小売業 食料品 2%

43,164 千葉県 旭市 ｕｎｏ サービス その他サービス 5%

43,165 千葉県 旭市 オートガレージ旭 サービス その他サービス 5%

43,166 千葉県 旭市 ＡｕｔｏＳｅｒｖｉｃｅ高野 サービス その他サービス 5%

43,167 千葉県 旭市 ガーリックプラス サービス 飲食業 5%

43,168 千葉県 旭市 柏屋呉服店 小売業 衣料品 5%

43,169 千葉県 旭市 セブン－イレブン香取津宮店 小売業 食料品 2%

43,170 千葉県 旭市 ｋｉｉｔｏ サービス 理容・美容業 5%

43,171 千葉県 旭市 メガネ・補聴器の専門店　共文堂 小売業 その他小売 5%

43,172 千葉県 旭市 ［ＨＣ］合資会社石坂電器商会 小売業 電化製品 5%

43,173 千葉県 旭市 合資会社梅林モータース サービス その他サービス 5%

43,174 千葉県 旭市 合資会社梅林モータース（スズキ販売旭） サービス その他サービス 5%

43,175 千葉県 旭市 サロン ド ヴェール サービス 理容・美容業 5%

43,176 千葉県 旭市 島田石油　海上給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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43,177 千葉県 旭市 新町油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,178 千葉県 旭市 スーパーアサヒ 小売業 食料品 5%

43,179 千葉県 旭市 スタンププラザタカハシ 小売業 その他小売 5%

43,180 千葉県 旭市 スポーツの森前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,181 千葉県 旭市 有限会社精工堂電器商会 小売業 電化製品 5%

43,182 千葉県 旭市 総合金物センターカワカ 小売業 その他小売 5%

43,183 千葉県 旭市 十日市場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,184 千葉県 旭市 唐変木 サービス 飲食業 5%

43,185 千葉県 旭市 東洋自動車教習所 サービス その他サービス 5%

43,186 千葉県 旭市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　リバ―サイドあさひＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,187 千葉県 旭市 トヨタレンタリース千葉旭店 サービス その他サービス 2%

43,188 千葉県 旭市 ｔｒｅｎｄｙ　ｓｔｒｅｅｔ　ｉｓｅｓｏ 小売業 衣料品 5%

43,189 千葉県 旭市 ｔｒｅｎｄｙ　ｓｔｒｅｅｔ　ｉｓｅｓｏ 小売業 衣料品 5%

43,190 千葉県 旭市 永原ラジオ 小売業 電化製品 5%

43,191 千葉県 旭市 ナベック 小売業 電化製品 5%

43,192 千葉県 旭市 ニッセンシェイプファンデサロンドマーブル 小売業 衣料品 5%

43,193 千葉県 旭市 パティスリーソレイユ 小売業 食料品 5%

43,194 千葉県 旭市 花のすずき 小売業 その他小売 5%

43,195 千葉県 旭市 パン工房 麦畑 小売業 食料品 5%

43,196 千葉県 旭市 ばんどう太郎旭店 サービス 飲食業 5%

43,197 千葉県 旭市 ＢＳＣ 小売業 その他小売 5%

43,198 千葉県 旭市 びぃどろ食堂 サービス 飲食業 5%

43,199 千葉県 旭市 セブン－イレブン干潟入野店 小売業 食料品 2%

43,200 千葉県 旭市 ひとみストア 小売業 その他小売 5%

43,201 千葉県 旭市 美容室パザパ サービス 理容・美容業 5%

43,202 千葉県 旭市 ファッション　いしばし 小売業 衣料品 5%

43,203 千葉県 旭市 ＢＲＥＧ 小売業 その他小売 5%

43,204 千葉県 旭市 ｈａｉｒ　ＡＵＦ　旭店 サービス 理容・美容業 5%

43,205 千葉県 旭市 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

43,206 千葉県 旭市 ヘアーサロン凛 サービス 理容・美容業 5%

43,207 千葉県 旭市 ＢＥＳＴ　ＧＥＡＲ 小売業 その他小売 5%

43,208 千葉県 旭市 宝石・時計　池田　旭店 小売業 貴金属・服飾品 5%

43,209 千葉県 旭市 ぼうの サービス その他サービス 5%

43,210 千葉県 旭市 ホテル　サンモール サービス 宿泊業 5%

43,211 千葉県 旭市 ホテル　サンモール　レストラン　グラート サービス 宿泊業 5%

43,212 千葉県 旭市 ボンメゾン旭店 小売業 その他小売 5%

43,213 千葉県 旭市 マクドナルド１２６旭店 サービス 飲食業 2%

43,214 千葉県 旭市 まなべるパソコンスクール旭校 サービス その他サービス 5%

43,215 千葉県 旭市 ミカドデンキ　旭本店 小売業 電化製品 5%

43,216 千葉県 旭市 ミカドデンキ 小売業 電化製品 5%

43,217 千葉県 旭市 ミヤマ　旭店 小売業 衣料品 5%

43,218 千葉県 旭市 メガネストアー旭本店 小売業 その他小売 5%
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43,219 千葉県 旭市 メガネのいとう 小売業 その他小売 5%

43,220 千葉県 旭市 有限会社アドラップ 小売業 その他小売 5%

43,221 千葉県 旭市 （有）なみ川 サービス 飲食業 5%

43,222 千葉県 旭市 レストラン　コウ サービス 飲食業 5%

43,223 千葉県 旭市 わさび サービス その他サービス 5%

43,224 千葉県 旭市 わたしん旭店 小売業 その他小売 5%

43,225 千葉県 旭市 渡辺石油　海上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,226 千葉県 我孫子市 朝日スタジオ サービス その他サービス 5%

43,227 千葉県 我孫子市 アチュ庵 サービス 飲食業 5%

43,228 千葉県 我孫子市 ＡＴＥＬＩＥＲ　ＯＬＩＶＥ サービス 理容・美容業 5%

43,229 千葉県 我孫子市 セブン－イレブン我孫子都部店 小売業 食料品 2%

43,230 千葉県 我孫子市 セブン－イレブン我孫子高野山店 小売業 食料品 2%

43,231 千葉県 我孫子市 セブン－イレブン我孫子寿２丁目店 小売業 食料品 2%

43,232 千葉県 我孫子市 セブン－イレブン我孫子湖北台５丁目店 小売業 食料品 2%

43,233 千葉県 我孫子市 セブン－イレブン我孫子柴崎台１丁目店 小売業 食料品 2%

43,234 千葉県 我孫子市 セブン－イレブン我孫子柴崎台２丁目店 小売業 食料品 2%

43,235 千葉県 我孫子市 セブン－イレブン我孫子並木５丁目店 小売業 食料品 2%

43,236 千葉県 我孫子市 我孫子農産物直売所「あびこん」 小売業 食料品 5%

43,237 千葉県 我孫子市 セブン－イレブン我孫子白山店 小売業 食料品 2%

43,238 千葉県 我孫子市 セブン－イレブン我孫子布佐店 小売業 食料品 2%

43,239 千葉県 我孫子市 セブン－イレブン我孫子布佐西店 小売業 食料品 2%

43,240 千葉県 我孫子市 セブン－イレブン我孫子南新木店 小売業 食料品 2%

43,241 千葉県 我孫子市 ａｙｕｓ我孫子店 サービス その他サービス 5%

43,242 千葉県 我孫子市 一期 サービス 飲食業 5%

43,243 千葉県 我孫子市 伊東電気商会 小売業 電化製品 5%

43,244 千葉県 我孫子市 うな藤 サービス 飲食業 5%

43,245 千葉県 我孫子市 エビハラ サービス その他サービス 5%

43,246 千葉県 我孫子市 大井電気商会 小売業 電化製品 5%

43,247 千葉県 我孫子市 オリオンメガネ サービス その他サービス 5%

43,248 千葉県 我孫子市 オリックスレンタカー我孫子ＳＳカウンター サービス その他サービス 2%

43,249 千葉県 我孫子市 温野菜我孫子６国店 サービス 飲食業 2%

43,250 千葉県 我孫子市 菓子工房　ももの丘 小売業 食料品 5%

43,251 千葉県 我孫子市 カットショップ　ボーイズ　カットショップ　ボーイズ サービス 理容・美容業 5%

43,252 千葉県 我孫子市 かっぱちゃん サービス 飲食業 5%

43,253 千葉県 我孫子市 カデンの救急社 小売業 電化製品 5%

43,254 千葉県 我孫子市 カワノバッグ我孫子店 小売業 貴金属・服飾品 5%

43,255 千葉県 我孫子市 韓国食品館 韓国食品館 小売業 食料品 5%

43,256 千葉県 我孫子市 ＣＵＯＲＥ我孫子店 サービス 理容・美容業 5%

43,257 千葉県 我孫子市 ｋｕｐｕ 小売業 衣料品 5%

43,258 千葉県 我孫子市 倉林動物病院 サービス その他サービス 5%

43,259 千葉県 我孫子市 栗田武道具 小売業 その他小売 5%

43,260 千葉県 我孫子市 高谷楽器 サービス その他サービス 5%
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43,261 千葉県 我孫子市 ＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ我孫子駅南口店 サービス 飲食業 2%

43,262 千葉県 我孫子市 小林企画 サービス その他サービス 5%

43,263 千葉県 我孫子市 湖北動物病院 サービス その他サービス 5%

43,264 千葉県 我孫子市 サイトウクリーニング 我孫子白山店 サービス その他サービス 5%

43,265 千葉県 我孫子市 サイトウクリーニング 本店 サービス その他サービス 5%

43,266 千葉県 我孫子市 櫻井販売 小売業 衣料品 5%

43,267 千葉県 我孫子市 ＴＨＥ　ＨＩＳＴＯＲＹ　ＯＦ　ＷＩＮ サービス その他サービス 5%

43,268 千葉県 我孫子市 サンワ電機販売 小売業 電化製品 5%

43,269 千葉県 我孫子市 シルクマルベリー 小売業 衣料品 5%

43,270 千葉県 我孫子市 しろくまくんクリーニング若松店 サービス その他サービス 5%

43,271 千葉県 我孫子市 すしめん処大京湖北台店 サービス 飲食業 5%

43,272 千葉県 我孫子市 スタジオシエル我孫子店 サービス その他サービス 5%

43,273 千葉県 我孫子市 関野酒店 小売業 食料品 5%

43,274 千葉県 我孫子市 セレモ　我孫子駅ホール サービス その他サービス 5%

43,275 千葉県 我孫子市 立飲みだありん サービス 飲食業 5%

43,276 千葉県 我孫子市 たなか写真スタジオ サービス その他サービス 5%

43,277 千葉県 我孫子市 たなきち 小売業 その他小売 5%

43,278 千葉県 我孫子市 タニタフィッツミーあびこショッピングプラザ店 サービス その他サービス 5%

43,279 千葉県 我孫子市 たんす屋　我孫子店 小売業 衣料品 5%

43,280 千葉県 我孫子市 男性専門理容室　Ｎｏ１　離宮 サービス 理容・美容業 5%

43,281 千葉県 我孫子市 中央電器 小売業 電化製品 5%

43,282 千葉県 我孫子市 ｔｅｇａｒｅ サービス 飲食業 5%

43,283 千葉県 我孫子市 トヨタレンタリース千葉我孫子駅前店 サービス その他サービス 2%

43,284 千葉県 我孫子市 Ｎｉｃｅ＋Ｍｅａｔｙ 小売業 衣料品 5%

43,285 千葉県 我孫子市 ナガイ動物病院 サービス その他サービス 5%

43,286 千葉県 我孫子市 ネッツトヨタ千葉我孫子店 小売業 その他小売 5%

43,287 千葉県 我孫子市 農園花囲夢 小売業 その他小売 5%

43,288 千葉県 我孫子市 Ｈｅａｒｔｆｕｌ サービス その他サービス 5%

43,289 千葉県 我孫子市 パン工房リヨン小麦館 サービス 飲食業 5%

43,290 千葉県 我孫子市 ビジネス旅館布佐 サービス 宿泊業 5%

43,291 千葉県 我孫子市 ビッグボス　我孫子店 小売業 食料品 5%

43,292 千葉県 我孫子市 ビッグボス　我孫子店　お歳暮用 小売業 食料品 5%

43,293 千葉県 我孫子市 ビッグボス　我孫子店　御節販売用 小売業 食料品 5%

43,294 千葉県 我孫子市 ビッグボス　我孫子店　お中元用 小売業 食料品 5%

43,295 千葉県 我孫子市 倉沢ヒマラヤ水晶店 小売業 その他小売 5%

43,296 千葉県 我孫子市 ファミリー中華 なかむら サービス 飲食業 5%

43,297 千葉県 我孫子市 フィッティングスタジオイット サービス その他サービス 5%

43,298 千葉県 我孫子市 ＦＥＬＩＳ【フェリス】 サービス 理容・美容業 5%

43,299 千葉県 我孫子市 福一湖北台店 小売業 食料品 5%

43,300 千葉県 我孫子市 出光布佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,301 千葉県 我孫子市 ｆｒａｎｇｉｐａｎｉ　ｃｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

43,302 千葉県 我孫子市 フランジパニ　我孫子店 サービス 飲食業 5%
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43,303 千葉県 我孫子市 ＢＲＥＡＴＨ サービス 理容・美容業 5%

43,304 千葉県 我孫子市 プレトーア村松 小売業 衣料品 5%

43,305 千葉県 我孫子市 ブロック　本店 小売業 その他小売 5%

43,306 千葉県 我孫子市 ＰｒｏＬｉｎｋかわの我孫子店 小売業 電化製品 5%

43,307 千葉県 我孫子市 ＨＡＩＲ　ＷＯＲＫＳ　ＲＩＺＥ サービス 理容・美容業 5%

43,308 千葉県 我孫子市 ヘアデザイン　マート　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｍ　ａｒｔ　　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｍ　ａｒｔ サービス 理容・美容業 5%

43,309 千葉県 我孫子市 便利屋クリップ サービス その他サービス 5%

43,310 千葉県 我孫子市 Ｂｏｙ≒Ｇｉｒｌ 小売業 衣料品 5%

43,311 千葉県 我孫子市 ＰＯＲＴＡ ＨＡＩＲ  ＤＥＳＩＮＧ サービス 理容・美容業 5%

43,312 千葉県 我孫子市 マクドナルド我孫子駅前店 サービス 飲食業 2%

43,313 千葉県 我孫子市 有限会社　松井書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

43,314 千葉県 我孫子市 ＭＡＤＯショップ我孫子南青山店 サービス その他サービス 5%

43,315 千葉県 我孫子市 マルキ水産　我孫子根戸店 サービス 飲食業 5%

43,316 千葉県 我孫子市 メガネストアー我孫子 小売業 その他小売 5%

43,317 千葉県 我孫子市 メガネストアー我孫子店 小売業 その他小売 5%

43,318 千葉県 我孫子市 有限会社サカグチスポーツ 小売業 その他小売 5%

43,319 千葉県 我孫子市 洋服お直し　絲 サービス その他サービス 5%

43,320 千葉県 我孫子市 ランドロームフードマーケット布佐南口店 小売業 食料品 5%

43,321 千葉県 我孫子市 Ｗｒｅａｔｈｓ＊ サービス 理容・美容業 5%

43,322 千葉県 我孫子市 リラクゼーションルームｚｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

43,323 千葉県 我孫子市 ｌｕｃｃａ　ｈａｉｒ＆ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

43,324 千葉県 我孫子市 株式会社レクソル 小売業 電化製品 5%

43,325 千葉県 いすみ市 石井経営企画 小売業 電化製品 5%

43,326 千葉県 いすみ市 夷隅ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,327 千葉県 いすみ市 いすみガーデンリトリート トーテムの家 サービス 宿泊業 5%

43,328 千葉県 いすみ市 いすみ動物病院 サービス その他サービス 5%

43,329 千葉県 いすみ市 夷隅東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,330 千葉県 いすみ市 インテリアショップ　キド 小売業 家具・調度品 5%

43,331 千葉県 いすみ市 ＥＮＡＳＡ　ＫＩＫＵＹＡ 小売業 衣料品 5%

43,332 千葉県 いすみ市 大原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,333 千葉県 いすみ市 大原ＳＳ　株式会社芝治商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,334 千葉県 いすみ市 おにぎり工房かっつぁん サービス 飲食業 5%

43,335 千葉県 いすみ市 苅谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,336 千葉県 いすみ市 九十九里ヴィラそとぼう サービス 宿泊業 5%

43,337 千葉県 いすみ市 サーフショップリッキーズ 小売業 その他小売 5%

43,338 千葉県 いすみ市 佐野屋呉服店 小売業 衣料品 5%

43,339 千葉県 いすみ市 サムソン大原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,340 千葉県 いすみ市 スーパーマルイ 小売業 食料品 5%

43,341 千葉県 いすみ市 スーパーランドいすみ店 小売業 食料品 5%

43,342 千葉県 いすみ市 船頭の台所 サービス 飲食業 5%

43,343 千葉県 いすみ市 そとぼう動物病院 サービス その他サービス 5%

43,344 千葉県 いすみ市 ＺＯＹＡＨＯＬＩＳＴＩＣ サービス その他サービス 5%
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43,345 千葉県 いすみ市 長者町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,346 千葉県 いすみ市 土屋 小売業 電化製品 5%

43,347 千葉県 いすみ市 ＴＲＩＰＴＲＡＣＫＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

43,348 千葉県 いすみ市 どんちゃん サービス 飲食業 5%

43,349 千葉県 いすみ市 ネッツトヨタ千葉大原店 小売業 その他小売 5%

43,350 千葉県 いすみ市 農産物直売所なのはな 浪花店 小売業 その他小売 5%

43,351 千葉県 いすみ市 農産物直売所なのはな　日在店 小売業 その他小売 5%

43,352 千葉県 いすみ市 パナクレールみやざき 小売業 電化製品 5%

43,353 千葉県 いすみ市 はんこ家はん造　大原店 小売業 その他小売 5%

43,354 千葉県 いすみ市 Ｈｕｎｔ＋ サービス その他サービス 5%

43,355 千葉県 いすみ市 ＰＦリゾート・シエル サービス 宿泊業 5%

43,356 千葉県 いすみ市 ＰＦリゾート・ポルト サービス 宿泊業 5%

43,357 千葉県 いすみ市 ひかり寿司 サービス 飲食業 5%

43,358 千葉県 いすみ市 美容室イングローブ大原店 サービス 理容・美容業 5%

43,359 千葉県 いすみ市 ぴん太郎直売店 小売業 食料品 5%

43,360 千葉県 いすみ市 プライベートガーデンウエスト サービス その他サービス 5%

43,361 千葉県 いすみ市 フレンド美容室ピュア　岬店 サービス 理容・美容業 5%

43,362 千葉県 いすみ市 ＨａｉｒＣｉｃｅｒｏ サービス 理容・美容業 5%

43,363 千葉県 いすみ市 マクドナルド１２８岬ショッピングガーデン店 サービス 飲食業 2%

43,364 千葉県 いすみ市 岬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,365 千葉県 いすみ市 セブン－イレブン岬江場土店 小売業 食料品 2%

43,366 千葉県 いすみ市 岬町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,367 千葉県 いすみ市 ｕｔｏｐｉａｎｐｒｏｊｅｃｔ 小売業 その他小売 5%

43,368 千葉県 市川市 アイエス動物病院 サービス その他サービス 5%

43,369 千葉県 市川市 Ａｕｌｉｉ サービス 飲食業 5%

43,370 千葉県 市川市 赤坂かおる サービス その他サービス 5%

43,371 千葉県 市川市 アクシス行徳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,372 千葉県 市川市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｓｗｉｔｃｈ南行徳 サービス 理容・美容業 5%

43,373 千葉県 市川市 アザーサイド サービス 飲食業 5%

43,374 千葉県 市川市 ａ　ｓｅｅｄ サービス 理容・美容業 5%

43,375 千葉県 市川市 ａ．ｓｅｅｄ サービス 理容・美容業 5%

43,376 千葉県 市川市 ＡＧＥＮＴＡ サービス 理容・美容業 5%

43,377 千葉県 市川市 味処　きまっし サービス 飲食業 5%

43,378 千葉県 市川市 飛鳥未明 サービス その他サービス 5%

43,379 千葉県 市川市 アート電器 小売業 電化製品 5%

43,380 千葉県 市川市 ＡＮＡＮＤＡＳＩＡ 小売業 衣料品 5%

43,381 千葉県 市川市 ａｂｉｅ　ｈａｉｒ　市川店　【アビー　ヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

43,382 千葉県 市川市 アメリカ屋 小売業 衣料品 5%

43,383 千葉県 市川市 ＡＹＡＬＡ市川店 サービス 理容・美容業 5%

43,384 千葉県 市川市 Ａｌａｉａ サービス その他サービス 5%

43,385 千葉県 市川市 ＡＬＡＩＡ　本八幡 サービス その他サービス 5%

43,386 千葉県 市川市 ア・ラ・カンパーニュ本八幡店 サービス 飲食業 5%
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43,387 千葉県 市川市 アリゾナフリーダム　市川八幡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

43,388 千葉県 市川市 阿亮鉄道模型社 サービス その他サービス 5%

43,389 千葉県 市川市 アルケミストマジック 小売業 その他小売 5%

43,390 千葉県 市川市 アルケミストマジック　アルケミストマジックＳＨＯＰ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

43,391 千葉県 市川市 ＡＲＲＯＷ’Ｓ　Ｂａｒ　Ｉｔ’ｔｏ サービス 飲食業 5%

43,392 千葉県 市川市 アン・コトン　ダイエー市川店 サービス その他サービス 5%

43,393 千葉県 市川市 アンジュールカフェ　アンジュールカフェ サービス 飲食業 5%

43,394 千葉県 市川市 ａｎｄｂｉｃｙｃｌｅ 小売業 その他小売 5%

43,395 千葉県 市川市 ＆ＭＥＲＣＩ 小売業 衣料品 5%

43,396 千葉県 市川市 ａｍｂｉｅｎｃｅ【アンビエンス】 サービス 理容・美容業 5%

43,397 千葉県 市川市 居酒屋　上喜源 サービス 飲食業 5%

43,398 千葉県 市川市 居酒屋 高むら 居酒屋髙村 サービス その他サービス 5%

43,399 千葉県 市川市 居酒屋　たば田 サービス 飲食業 5%

43,400 千葉県 市川市 居酒屋瑞穂 サービス 飲食業 5%

43,401 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川相之川２丁目店 小売業 食料品 2%

43,402 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川新井３丁目店 小売業 食料品 2%

43,403 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川駅南口店 小売業 食料品 2%

43,404 千葉県 市川市 市川大洲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,405 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川大洲店 小売業 食料品 2%

43,406 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川大町梨街道店 小売業 食料品 2%

43,407 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川鬼越１丁目店 小売業 食料品 2%

43,408 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川鬼越２丁目店 小売業 食料品 2%

43,409 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川鬼高１丁目店 小売業 食料品 2%

43,410 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川鬼高３丁目店 小売業 食料品 2%

43,411 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川柏井町３丁目店 小売業 食料品 2%

43,412 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川行徳駅西店 小売業 食料品 2%

43,413 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川行徳駅前１丁目店 小売業 食料品 2%

43,414 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川行徳駅南店 小売業 食料品 2%

43,415 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川行徳店 小売業 食料品 2%

43,416 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川行徳バイパス店 小売業 食料品 2%

43,417 千葉県 市川市 市川酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

43,418 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川塩焼店 小売業 食料品 2%

43,419 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川新田２丁目店 小売業 食料品 2%

43,420 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川末広１丁目店 小売業 食料品 2%

43,421 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川菅野６丁目店 小売業 食料品 2%

43,422 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川曾谷店 小売業 食料品 2%

43,423 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川田尻１丁目店 小売業 食料品 2%

43,424 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川中国分３丁目店 小売業 食料品 2%

43,425 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川原木インター店 小売業 食料品 2%

43,426 千葉県 市川市 市川東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,427 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川東大和田２丁目店 小売業 食料品 2%

43,428 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川平田１丁目店 小売業 食料品 2%
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43,429 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川平田３丁目店 小売業 食料品 2%

43,430 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川福栄２丁目店 小売業 食料品 2%

43,431 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川二俣１丁目店 小売業 食料品 2%

43,432 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川北方町４丁目店 小売業 食料品 2%

43,433 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川堀之内店 小売業 食料品 2%

43,434 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川本塩店 小売業 食料品 2%

43,435 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川真間１丁目店 小売業 食料品 2%

43,436 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川湊新田２丁目店 小売業 食料品 2%

43,437 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川南１丁目店 小売業 食料品 2%

43,438 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川南行徳駅北店 小売業 食料品 2%

43,439 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川南行徳駅前店 小売業 食料品 2%

43,440 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川南行徳３丁目店 小売業 食料品 2%

43,441 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川南３丁目店 小売業 食料品 2%

43,442 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川南八幡４丁目店 小売業 食料品 2%

43,443 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川妙典店 小売業 食料品 2%

43,444 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川妙典２丁目店 小売業 食料品 2%

43,445 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川本八幡駅南口店 小売業 食料品 2%

43,446 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川八幡３丁目店 小売業 食料品 2%

43,447 千葉県 市川市 セブン－イレブン市川八幡２丁目店 小売業 食料品 2%

43,448 千葉県 市川市 市川レスト サービス 飲食業 5%

43,449 千葉県 市川市 Ｄｉｓｈ　ｃｕｓｓｕ サービス 飲食業 5%

43,450 千葉県 市川市 一Ｇｅｒａ サービス 飲食業 5%

43,451 千葉県 市川市 伊藤豪 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

43,452 千葉県 市川市 イーネクスト サービス その他サービス 5%

43,453 千葉県 市川市 遺品整理えんでんと サービス その他サービス 5%

43,454 千葉県 市川市 イマムラ サービス その他サービス 5%

43,455 千葉県 市川市 ＩＬＬＥＩ 小売業 衣料品 5%

43,456 千葉県 市川市 インテリア　彩雅 小売業 家具・調度品 5%

43,457 千葉県 市川市 ヴァラン サービス 理容・美容業 5%

43,458 千葉県 市川市 Ｖｉａ 小売業 衣料品 5%

43,459 千葉県 市川市 ＶＩＳＡＧＥ　ａｃｔ サービス 理容・美容業 5%

43,460 千葉県 市川市 ＶＩＳＡＧＥ　ａｃｔ　着付 サービス 理容・美容業 5%

43,461 千葉県 市川市 ＶＩＳＡＧＥ　ａｃｔ　ネイル＆メイク サービス 理容・美容業 5%

43,462 千葉県 市川市 ウイニング　ガール サービス 理容・美容業 5%

43,463 千葉県 市川市 ウイニング　ボーイ サービス 理容・美容業 5%

43,464 千葉県 市川市 ウィールレンタカー本店 サービス その他サービス 5%

43,465 千葉県 市川市 ウィールレンタカー南行徳店 サービス その他サービス 5%

43,466 千葉県 市川市 うえだ綜合調理センター サービス 飲食業 5%

43,467 千葉県 市川市 ウエダビジネス 小売業 その他小売 5%

43,468 千葉県 市川市 うえだ別館 サービス 飲食業 5%

43,469 千葉県 市川市 うえだ南店山荘 サービス 飲食業 5%

43,470 千葉県 市川市 ウェディングストーリー新東京店 サービス その他サービス 5%
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43,471 千葉県 市川市 ヴェネチア酒場 サービス 飲食業 5%

43,472 千葉県 市川市 植村オートサービス 小売業 その他小売 5%

43,473 千葉県 市川市 ヴェリテカラー 小売業 その他小売 5%

43,474 千葉県 市川市 うずまきレザー 小売業 衣料品 5%

43,475 千葉県 市川市 宇田川電器 小売業 電化製品 5%

43,476 千葉県 市川市 歌広場　市川店 サービス 飲食業 5%

43,477 千葉県 市川市 歌広場　南行徳店 サービス 飲食業 5%

43,478 千葉県 市川市 歌広場　本八幡店 サービス 飲食業 5%

43,479 千葉県 市川市 浦安タクシー７２４３ サービス その他サービス 5%

43,480 千葉県 市川市 ＡＪ　ａｒｍｓ サービス 理容・美容業 5%

43,481 千葉県 市川市 ｅｃｒｉｎ（美容室エクラン） サービス 理容・美容業 5%

43,482 千葉県 市川市 エスネットエンタープライズ サービス その他サービス 5%

43,483 千葉県 市川市 エスポワール サービス 理容・美容業 5%

43,484 千葉県 市川市 エムエスセーリング 小売業 その他小売 5%

43,485 千葉県 市川市 エムシーギア 小売業 その他小売 5%

43,486 千葉県 市川市 Ｍ２　本八幡店 小売業 衣料品 5%

43,487 千葉県 市川市 炎丸　本八幡店 サービス 飲食業 5%

43,488 千葉県 市川市 ＯＫ運転代行 サービス 運輸業 5%

43,489 千葉県 市川市 オートジョイント市川店 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,490 千葉県 市川市 オートピア市川二俣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,491 千葉県 市川市 オール サービス 理容・美容業 5%

43,492 千葉県 市川市 岡田整体院　ー勢ー サービス その他サービス 5%

43,493 千葉県 市川市 お米の専門店松原商店 サービス その他サービス 5%

43,494 千葉県 市川市 音観堂整体院 サービス その他サービス 5%

43,495 千葉県 市川市 オリックスレンタカー本八幡店 サービス その他サービス 2%

43,496 千葉県 市川市 ＡＬＬ動物病院　行徳 サービス その他サービス 5%

43,497 千葉県 市川市 カアツトレーニングスタジオＢ?ｈｏｌｉｃ　本八幡店 サービス その他サービス 5%

43,498 千葉県 市川市 カイジェラート　カイジェラート 小売業 食料品 5%

43,499 千葉県 市川市 海風堂 サービス 飲食業 5%

43,500 千葉県 市川市 学生服専門店　アポロ 小売業 その他小売 5%

43,501 千葉県 市川市 セブン－イレブンかけまま店 小売業 食料品 2%

43,502 千葉県 市川市 花時間 サービス その他サービス 5%

43,503 千葉県 市川市 柏井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,504 千葉県 市川市 カスピエ サービス 理容・美容業 5%

43,505 千葉県 市川市 カットハウスＡＬＵＮ サービス 理容・美容業 5%

43,506 千葉県 市川市 カットルームカラー行徳店 サービス 理容・美容業 5%

43,507 千葉県 市川市 割烹わじま サービス 飲食業 5%

43,508 千葉県 市川市 かなえカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

43,509 千葉県 市川市 金丸屋 小売業 その他小売 5%

43,510 千葉県 市川市 ＣａｆｅＯＬＬＯＮ サービス 飲食業 5%

43,511 千葉県 市川市 ＣａｆｅＭｉｅｌｅ サービス 飲食業 5%

43,512 千葉県 市川市 株式会社Ｎ‐ＦＯＲＷＡＲＤ サービス その他サービス 5%
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43,513 千葉県 市川市 株式会社大杉書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

43,514 千葉県 市川市 株式会社チームワークたびだち サービス その他サービス 5%

43,515 千葉県 市川市 株式会社テクノケイ 小売業 家具・調度品 5%

43,516 千葉県 市川市 株式会社名実商社 小売業 衣料品 5%

43,517 千葉県 市川市 Ｃａｍｉｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

43,518 千葉県 市川市 髪業 サービス 理容・美容業 5%

43,519 千葉県 市川市 亀戸升本 小売業 その他小売 5%

43,520 千葉県 市川市 亀屋食品株式会社 小売業 食料品 5%

43,521 千葉県 市川市 カラオケ　シティベア　本八幡店 サービス その他サービス 5%

43,522 千葉県 市川市 カラオケシティベア本八幡店 サービス その他サービス 5%

43,523 千葉県 市川市 カラダファクトリー　ダイエー市川店 サービス その他サービス 5%

43,524 千葉県 市川市 Ｑｕａｒｔｅｔｔ【カルテット】 サービス 理容・美容業 5%

43,525 千葉県 市川市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ市川駅南口店 サービス 飲食業 2%

43,526 千葉県 市川市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東京メトロ行徳駅前店 サービス 飲食業 2%

43,527 千葉県 市川市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東京メトロ南行徳駅北口店 サービス 飲食業 2%

43,528 千葉県 市川市 川島カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

43,529 千葉県 市川市 かわそうえん 小売業 食料品 5%

43,530 千葉県 市川市 川宗茶新 小売業 食料品 5%

43,531 千葉県 市川市 ＫＩＩＴＯＳ 小売業 その他小売 5%

43,532 千葉県 市川市 きたざわ 小売業 電化製品 5%

43,533 千葉県 市川市 ＫＩＴＣＨＥＮ　ＢＡＲ　ロブロイ サービス 飲食業 5%

43,534 千葉県 市川市 Ｃａｒｒｅａｕｘ 小売業 衣料品 5%

43,535 千葉県 市川市 Ｃａｒｒｅａｕｘ 小売業 衣料品 5%

43,536 千葉県 市川市 牛角市川店 サービス 飲食業 2%

43,537 千葉県 市川市 牛角妙典店 サービス 飲食業 2%

43,538 千葉県 市川市 崎陽軒シャポー市川店 小売業 食料品 5%

43,539 千葉県 市川市 行徳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,540 千葉県 市川市 セブン－イレブン行徳駅前２丁目店 小売業 食料品 2%

43,541 千葉県 市川市 セブン－イレブン行徳駅前４丁目店 小売業 食料品 2%

43,542 千葉県 市川市 行徳バイパスＳＳ　梅澤礦油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,543 千葉県 市川市 行徳　彦酉 サービス 飲食業 5%

43,544 千葉県 市川市 行徳南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,545 千葉県 市川市 業務スーパー北国分店 小売業 食料品 2%

43,546 千葉県 市川市 業務スーパー行徳店 小売業 食料品 2%

43,547 千葉県 市川市 京屋酒店 小売業 食料品 5%

43,548 千葉県 市川市 金太郎釣具市川大町店 小売業 その他小売 5%

43,549 千葉県 市川市 クイーポ サービス 理容・美容業 5%

43,550 千葉県 市川市 ＣＨＥＲＯ サービス 理容・美容業 5%

43,551 千葉県 市川市 串かつ　でんがな　本八幡店 サービス 飲食業 5%

43,552 千葉県 市川市 串焼釜飯田村 サービス 飲食業 5%

43,553 千葉県 市川市 クスリのサイコウ南八幡店 小売業 その他小売 5%

43,554 千葉県 市川市 くらしハウス相之川いまい店 小売業 その他小売 2%
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43,555 千葉県 市川市 ＧｌａｓｓＬａｂｏＳＴＥＬＬＡ サービス その他サービス 5%

43,556 千葉県 市川市 ＫＬＵＢＢ　ＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

43,557 千葉県 市川市 ｇｌａｍ サービス 理容・美容業 5%

43,558 千葉県 市川市 グランディール サービス 飲食業 5%

43,559 千葉県 市川市 グリ－ンアロ－ＭＹＯ－ＤＥＮ サービス その他サービス 5%

43,560 千葉県 市川市 有限会社グリーンフォエバー サービス その他サービス 5%

43,561 千葉県 市川市 グレン　ド　ボーテ 小売業 衣料品 5%

43,562 千葉県 市川市 グローバルゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

43,563 千葉県 市川市 京葉ガスサービスショップ　市川駅前店 小売業 その他小売 5%

43,564 千葉県 市川市 扉ｇａｔｅ サービス 理容・美容業 5%

43,565 千葉県 市川市 ゲンキサイクル 小売業 その他小売 5%

43,566 千葉県 市川市 ＧＥＮＫＩ　ＣＹＣＬＥ　ＧＥＮＫＩ　ＣＹＣＬＥ 小売業 その他小売 5%

43,567 千葉県 市川市 Ｋｅｎ’ｓｎａｌｕ サービス 理容・美容業 5%

43,568 千葉県 市川市 ケンユーペットセレモニー高谷 サービス その他サービス 5%

43,569 千葉県 市川市 有限会社コウノ電気店 小売業 電化製品 5%

43,570 千葉県 市川市 弘武堂 　市川店 小売業 その他小売 5%

43,571 千葉県 市川市 コカリ 小売業 衣料品 5%

43,572 千葉県 市川市 ｃｏｃｏ 小売業 衣料品 5%

43,573 千葉県 市川市 心込 サービス 飲食業 5%

43,574 千葉県 市川市 こしかわ動物病院 サービス その他サービス 5%

43,575 千葉県 市川市 こねっと サービス その他サービス 5%

43,576 千葉県 市川市 ＳＵＲＦ ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ 小売業 その他小売 5%

43,577 千葉県 市川市 サイクルハウスシゲタ 小売業 その他小売 5%

43,578 千葉県 市川市 サウンドシティーアップル 小売業 電化製品 5%

43,579 千葉県 市川市 魚料理もつ鍋　山咲き サービス 飲食業 5%

43,580 千葉県 市川市 Ｋ．サガワデンキ 小売業 電化製品 5%

43,581 千葉県 市川市 サクマオート　今井橋店 小売業 その他小売 5%

43,582 千葉県 市川市 サクマオート　南行徳駅前店 小売業 その他小売 5%

43,583 千葉県 市川市 サッカー大会 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,584 千葉県 市川市 ザック・ヘア サービス 理容・美容業 5%

43,585 千葉県 市川市 三愛眼鏡店 小売業 その他小売 5%

43,586 千葉県 市川市 ３４４モータース サービス その他サービス 5%

43,587 千葉県 市川市 ＣアンドＲｏｂｅ 小売業 衣料品 5%

43,588 千葉県 市川市 ｃｈｅｚ　　Ｌ’ａｍｏｕｒ　【シェ　ラムール】 サービス 理容・美容業 5%

43,589 千葉県 市川市 ジェイホテル サービス 宿泊業 5%

43,590 千葉県 市川市 ＪＥＴＬＩＮＫ 小売業 衣料品 5%

43,591 千葉県 市川市 ＳＨＩＧＥ サービス 飲食業 5%

43,592 千葉県 市川市 自研センター サービス その他サービス 5%

43,593 千葉県 市川市 写真屋さん２１　南行徳公園店 小売業 その他小売 5%

43,594 千葉県 市川市 ＪＵＮＧＬＥ　ＧＹＭ サービス その他サービス 5%

43,595 千葉県 市川市 ジュエリーアユハ 小売業 衣料品 5%

43,596 千葉県 市川市 Ｊｅｗｅｌ サービス その他サービス 5%
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43,597 千葉県 市川市 ジョインカツナン 小売業 電化製品 5%

43,598 千葉県 市川市 ジョゼ 小売業 衣料品 5%

43,599 千葉県 市川市 ショッピングふじき 小売業 その他小売 5%

43,600 千葉県 市川市 ＳＨＩＲＯ サービス 理容・美容業 5%

43,601 千葉県 市川市 シンデレラスタイル サービス 理容・美容業 5%

43,602 千葉県 市川市 新リンパサロン本八幡 小売業 その他小売 5%

43,603 千葉県 市川市 ＳｗｅｅｔＤｒｅａｍｓＰｈｏｔｏＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

43,604 千葉県 市川市 スーパーヤマザキ市川店 小売業 食料品 5%

43,605 千葉県 市川市 すし喜八 サービス 飲食業 5%

43,606 千葉県 市川市 鮨　旬菜　酒　いっきゅう サービス 飲食業 5%

43,607 千葉県 市川市 スズトミメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

43,608 千葉県 市川市 スタジオｍｍｋ サービス その他サービス 5%

43,609 千葉県 市川市 ｓｔａｔｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

43,610 千葉県 市川市 すてきｉｎｎ． サービス その他サービス 5%

43,611 千葉県 市川市 ＳＴＯＮＥ　ＳＰＡ　ＯＡＺＯ サービス 理容・美容業 5%

43,612 千葉県 市川市 すまいるプラザチェーン仲店 小売業 電化製品 5%

43,613 千葉県 市川市 すまいるプラザチェーン本部店きたざわ 小売業 電化製品 5%

43,614 千葉県 市川市 焼き鳥大好き行徳店 サービス 飲食業 5%

43,615 千葉県 市川市 須和田農園 小売業 その他小売 5%

43,616 千葉県 市川市 須和田農園２ 小売業 家具・調度品 5%

43,617 千葉県 市川市 誠心堂薬局 小売業 その他小売 5%

43,618 千葉県 市川市 誠心堂薬局　行徳駅前支店 小売業 その他小売 5%

43,619 千葉県 市川市 誠心堂薬局　南行徳店 小売業 その他小売 5%

43,620 千葉県 市川市 セオサイクル　市川北口店　メンテナンス 小売業 その他小売 5%

43,621 千葉県 市川市 セオサイクル　市川店　メンテナンス 小売業 その他小売 5%

43,622 千葉県 市川市 セオサイクル　行徳店　メンテナンス 小売業 その他小売 5%

43,623 千葉県 市川市 セオサイクル　行徳湊新田店　メンテナンス 小売業 その他小売 5%

43,624 千葉県 市川市 セオサイクル市川北口２号店 小売業 その他小売 5%

43,625 千葉県 市川市 セオサイクル本八幡 小売業 その他小売 5%

43,626 千葉県 市川市 セオサイクル本八幡店 小売業 その他小売 5%

43,627 千葉県 市川市 ＳｅｖｅｎＣｏｎｔｉｎｅｎｔｓ サービス 飲食業 5%

43,628 千葉県 市川市 セルフステーション市川 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,629 千葉県 市川市 セルフステーション行徳 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,630 千葉県 市川市 セルフ南行徳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,631 千葉県 市川市 セレクショｊン　行徳店 小売業 食料品 5%

43,632 千葉県 市川市 セレモ　市川本八幡ホール サービス その他サービス 5%

43,633 千葉県 市川市 セレモ　行徳駅ホール サービス その他サービス 5%

43,634 千葉県 市川市 Ｚｅｎ サービス その他サービス 5%

43,635 千葉県 市川市 禅騨木輪業 小売業 その他小売 5%

43,636 千葉県 市川市 創菜わだちや サービス 飲食業 5%

43,637 千葉県 市川市 創作豚肉ダイニング　Ｓａｋｕｒａ サービス 飲食業 5%

43,638 千葉県 市川市 そめの近江　市川店 小売業 衣料品 5%

1041



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

43,639 千葉県 市川市 曽谷中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,640 千葉県 市川市 曽谷南　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,641 千葉県 市川市 大仲園 サービス その他サービス 5%

43,642 千葉県 市川市 ＴＡＰ　ＳＰＯＴ　ＲＯＢＲＯＹ サービス 飲食業 5%

43,643 千葉県 市川市 ダルマ薬局 小売業 その他小売 5%

43,644 千葉県 市川市 Ｄ・Ａ・Ｌ・Ｏ・Ｃ 小売業 衣料品 5%

43,645 千葉県 市川市 千葉商科大学生活協同組合 小売業 その他小売 5%

43,646 千葉県 市川市 千葉商科大学生協　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

43,647 千葉県 市川市 千葉商科大学生協購買書籍 サービス その他サービス 5%

43,648 千葉県 市川市 千葉商科大学　生協食堂 サービス その他サービス 5%

43,649 千葉県 市川市 千葉ットリア Ｓｏｒｒｉｓｏ サービス 飲食業 5%

43,650 千葉県 市川市 千葉ピーナツ　本八幡店 小売業 食料品 5%

43,651 千葉県 市川市 千葉マルシェ 小売業 その他小売 5%

43,652 千葉県 市川市 賃貸スマイル株式会社　市川店 サービス その他サービス 5%

43,653 千葉県 市川市 賃貸スマイル株式会社　本八幡店 サービス その他サービス 5%

43,654 千葉県 市川市 つり具の行徳 小売業 その他小売 5%

43,655 千葉県 市川市 ＴＳＪたばこステーション 市川コルトンプラザ店 小売業 その他小売 5%

43,656 千葉県 市川市 ティーウォッシュ サービス 理容・美容業 5%

43,657 千葉県 市川市 ｔｉｅｒｒａｆｏｒｔｕｎａ サービス 理容・美容業 5%

43,658 千葉県 市川市 ティンカーベル サービス 飲食業 5%

43,659 千葉県 市川市 テジテジ サービス 飲食業 5%

43,660 千葉県 市川市 デピットハセベカメラ 小売業 その他小売 5%

43,661 千葉県 市川市 ｄｕｓｅｍｉｐｅｍａ サービス 飲食業 5%

43,662 千葉県 市川市 ＴＯＹ’ＳＣＯＦＦＥＥ 小売業 食料品 5%

43,663 千葉県 市川市 ドゥアルシーヴ 小売業 衣料品 5%

43,664 千葉県 市川市 ＴＵＯ　千葉商科大学　生協食堂 サービス その他サービス 5%

43,665 千葉県 市川市 ＴＯＵＫＡ南行徳店 サービス 理容・美容業 5%

43,666 千葉県 市川市 東京医科歯科大生協　教養部 サービス その他サービス 5%

43,667 千葉県 市川市 東京医科歯科大生協　教養部 サービス その他サービス 5%

43,668 千葉県 市川市 東京医科歯科大生協教養部（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

43,669 千葉県 市川市 陶芸教室　ｆｕ－ｇａ サービス その他サービス 5%

43,670 千葉県 市川市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ市川北方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,671 千葉県 市川市 ドコモショップ南行徳店 小売業 電化製品 5%

43,672 千葉県 市川市 ドコモショップ妙典店 小売業 電化製品 5%

43,673 千葉県 市川市 セブン－イレブン富浜店 小売業 食料品 2%

43,674 千葉県 市川市 ｔｏｍｔｅ 小売業 衣料品 5%

43,675 千葉県 市川市 トヨタレンタリース新千葉市川広小路店 サービス その他サービス 2%

43,676 千葉県 市川市 トヨタレンタリース新千葉南行徳駅前店 サービス その他サービス 2%

43,677 千葉県 市川市 トヨタレンタリース千葉　市川本八幡店 サービス その他サービス 2%

43,678 千葉県 市川市 ｔｒａｖｅｌｌｉｎｇｃｈｅｓｔ 小売業 衣料品 5%

43,679 千葉県 市川市 ＴＲＵＮＫＺＥＲＯ サービス その他サービス 5%

43,680 千葉県 市川市 とりまさ 本八幡店 サービス 飲食業 5%
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43,681 千葉県 市川市 鶏むら 小売業 食料品 5%

43,682 千葉県 市川市 ＤＲＯＰＳ 小売業 衣料品 5%

43,683 千葉県 市川市 豚極有 サービス 飲食業 5%

43,684 千葉県 市川市 ナイスインホテル市川東京ベイ サービス 宿泊業 5%

43,685 千葉県 市川市 ナカノデンキ 小売業 電化製品 5%

43,686 千葉県 市川市 ナカムラヤ　南行徳店 小売業 食料品 5%

43,687 千葉県 市川市 Ｎａｔｕｌｌｙ サービス 理容・美容業 5%

43,688 千葉県 市川市 二階堂デンキ商会 小売業 電化製品 5%

43,689 千葉県 市川市 肉山　本八幡 サービス 飲食業 5%

43,690 千葉県 市川市 日個連　小田タクシー サービス 運輸業 5%

43,691 千葉県 市川市 日個連　折懸タクシー サービス 運輸業 5%

43,692 千葉県 市川市 日個連　加我タクシー サービス 運輸業 5%

43,693 千葉県 市川市 日個連　喜名タクシー サービス 運輸業 5%

43,694 千葉県 市川市 日個連　手嶋タクシー サービス 運輸業 5%

43,695 千葉県 市川市 日個連　原田タクシー サービス 運輸業 5%

43,696 千葉県 市川市 日個連　若林タクシー サービス 運輸業 5%

43,697 千葉県 市川市 Ｎａｉｌ＆ＥｓｔｅＬａｕｌｅ＇ａＢｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

43,698 千葉県 市川市 ネイルサロンＩＮＴＩ サービス 理容・美容業 5%

43,699 千葉県 市川市 ネッツトヨタ千葉市川インタ－店 小売業 その他小売 5%

43,700 千葉県 市川市 ネッツトヨタ千葉市川大野店 小売業 その他小売 5%

43,701 千葉県 市川市 ねむり サービス その他サービス 5%

43,702 千葉県 市川市 ノーウェイ サービス その他サービス 5%

43,703 千葉県 市川市 ＢＡＲ　ＲＯＢＲＯＹ　本店 サービス 飲食業 5%

43,704 千葉県 市川市 ＰｅｒｓｏｎａｌＢｏｄｙＣａｒｅｌｉｓｔＳＡＩＴＯＭＩＹＵ サービス 理容・美容業 5%

43,705 千葉県 市川市 パームタカセ 小売業 電化製品 5%

43,706 千葉県 市川市 長谷川畳店 サービス その他サービス 5%

43,707 千葉県 市川市 パーティードール サービス その他サービス 5%

43,708 千葉県 市川市 ハードオフ　柏豊四季店 小売業 電化製品 2%

43,709 千葉県 市川市 ハードオフ　柏豊四季店 小売業 電化製品 2%

43,710 千葉県 市川市 ははとこ治療院 サービス 理容・美容業 5%

43,711 千葉県 市川市 パブジャック市川店 サービス 飲食業 5%

43,712 千葉県 市川市 Ｐｕｂｌｉｃ　ＡＲＲＯＷ’Ｓ サービス 飲食業 5%

43,713 千葉県 市川市 バラキ石井電器 小売業 電化製品 5%

43,714 千葉県 市川市 原木インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,715 千葉県 市川市 はり温灸治療院カラダノミカタ サービス 理容・美容業 5%

43,716 千葉県 市川市 バリニーズサロンノル サービス その他サービス 5%

43,717 千葉県 市川市 ＨＡＲＥ　ＨＡＲＥ サービス その他サービス 5%

43,718 千葉県 市川市 ハワイアンロミロミＭｏｈａｌａ サービス その他サービス 5%

43,719 千葉県 市川市 パン工房ルチア　市川店 小売業 食料品 5%

43,720 千葉県 市川市 はんこ家一番　市川店 小売業 その他小売 5%

43,721 千葉県 市川市 はんこ家一番市川駅前店 小売業 その他小売 5%

43,722 千葉県 市川市 ピアノ工房クラング サービス その他サービス 5%
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43,723 千葉県 市川市 セブン－イレブン東菅野店 小売業 食料品 2%

43,724 千葉県 市川市 ヒカリデンキ 小売業 電化製品 5%

43,725 千葉県 市川市 Ｂｅｃａｒｎｅｔ サービス 理容・美容業 5%

43,726 千葉県 市川市 ビスページ　南行徳店 小売業 衣料品 5%

43,727 千葉県 市川市 Ｂｉｇ　Ｔｒｅｅ　Ｃａｆ　ｅ サービス 飲食業 5%

43,728 千葉県 市川市 ビハウス行徳店 小売業 その他小売 5%

43,729 千葉県 市川市 ビハウス南大野店 小売業 その他小売 5%

43,730 千葉県 市川市 ビハウス本八幡店 小売業 その他小売 5%

43,731 千葉県 市川市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＲｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

43,732 千葉県 市川市 美容室 カルポ サービス 理容・美容業 5%

43,733 千葉県 市川市 美容室　ＳＴＡＲＣＵＴ　スターカット サービス 理容・美容業 5%

43,734 千葉県 市川市 美容室Ａｚｚｕｒｒｏ Ｍａｒｅ 美容室アズーロ マレ サービス 理容・美容業 5%

43,735 千葉県 市川市 美容室カルポ サービス 理容・美容業 5%

43,736 千葉県 市川市 美容室ＳＰＩＮ サービス 理容・美容業 5%

43,737 千葉県 市川市 美容室ｌｕａｎａ サービス 理容・美容業 5%

43,738 千葉県 市川市 ヒロケン サービス その他サービス 5%

43,739 千葉県 市川市 ｆｅｅｌ　ｎａｉｌ　本八幡店 サービス その他サービス 5%

43,740 千葉県 市川市 ｐｕ’ｕｈｏｎｕａ サービス 飲食業 5%

43,741 千葉県 市川市 出光フォーユーステーション３５６ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,742 千葉県 市川市 出光フォーユーステーション行徳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,743 千葉県 市川市 出光ＦＹＳ菅野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,744 千葉県 市川市 出光フォーユーステーション新浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,745 千葉県 市川市 出光フォーユーステーション千城台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,746 千葉県 市川市 出光フォーユーステーション東金インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,747 千葉県 市川市 フクスケ　行徳店 小売業 食料品 5%

43,748 千葉県 市川市 房の駅シャポー市川店 小売業 食料品 5%

43,749 千葉県 市川市 富士薬局　南口店 小売業 その他小売 5%

43,750 千葉県 市川市 ＰｅｔｉｔＰａｌａｉｓプチパレ サービス 理容・美容業 5%

43,751 千葉県 市川市 ＢＯＵＴＩＱＵＥＪＯＳＥ 小売業 衣料品 5%

43,752 千葉県 市川市 ＢｏｕｔｉｑｕｅＪＩＲＩ 小売業 衣料品 5%

43,753 千葉県 市川市 ブティック花屋 小売業 衣料品 5%

43,754 千葉県 市川市 ＦｕｔｕｒｅＨｅａｌｔｈ サービス 理容・美容業 5%

43,755 千葉県 市川市 プラザアイ市川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

43,756 千葉県 市川市 ｖｌａｍ【フラム】 サービス 理容・美容業 5%

43,757 千葉県 市川市 ブリアント　本八幡店 サービス 理容・美容業 5%

43,758 千葉県 市川市 フリオーソ 小売業 その他小売 5%

43,759 千葉県 市川市 ブルーインテグ　行徳店 小売業 その他小売 5%

43,760 千葉県 市川市 ブルーインテグ　ニッケコルトンプラザ店 小売業 その他小売 5%

43,761 千葉県 市川市 ＰＲＥＣＩＯＵＳ サービス 理容・美容業 5%

43,762 千葉県 市川市 ＰｒｏＬｉｎｋ日の出 小売業 電化製品 5%

43,763 千葉県 市川市 プロロジス市川Ⅲ売店 小売業 食料品 5%

43,764 千葉県 市川市 プロロジスパーク市川１ 小売業 食料品 5%
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43,765 千葉県 市川市 ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　Ｃａｒｐｏ サービス 理容・美容業 5%

43,766 千葉県 市川市 Ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　Ｒｏｏｔｓ サービス 理容・美容業 5%

43,767 千葉県 市川市 ヘアー＆エステ　オアシス サービス 理容・美容業 5%

43,768 千葉県 市川市 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　Ｐｅａｃｈ サービス 理容・美容業 5%

43,769 千葉県 市川市 ヘアーワークス　トラスト サービス 理容・美容業 5%

43,770 千葉県 市川市 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ＪＡＭ サービス 理容・美容業 5%

43,771 千葉県 市川市 ヘアアンドライフブランシェ サービス 理容・美容業 5%

43,772 千葉県 市川市 ＨａｉｒＣｒｅａｔｉｏｎＯＮＥ’Ｓ サービス 理容・美容業 5%

43,773 千葉県 市川市 ヘアサロン　イシカワ サービス 理容・美容業 5%

43,774 千葉県 市川市 Ｈａｉｒ　Ｃｈｉｃ　【ヘアシック】 サービス 理容・美容業 5%

43,775 千葉県 市川市 Ｈａｉｒ ｓｔｕｄｉｏ ＭＩＳＴ Ｓ サービス 理容・美容業 5%

43,776 千葉県 市川市 ヘアメイクアッシュ行徳店 サービス 理容・美容業 5%

43,777 千葉県 市川市 ヘアメイクアッシュ本八幡店 サービス 理容・美容業 5%

43,778 千葉県 市川市 ＶＡＰＥ　ＬＯＶＥ 小売業 その他小売 5%

43,779 千葉県 市川市 有限会社平和堂 小売業 家具・調度品 5%

43,780 千葉県 市川市 （有）ヘイワプリントシステム サービス その他サービス 5%

43,781 千葉県 市川市 ベスト補聴器センター サービス その他サービス 5%

43,782 千葉県 市川市 ペットサロン　ぐるぐる サービス その他サービス 5%

43,783 千葉県 市川市 ペットショップハッピーテイル サービス その他サービス 5%

43,784 千葉県 市川市 ペット霊園　慈生院 サービス その他サービス 5%

43,785 千葉県 市川市 ＢｅＬｉｎＤａ　市川店 サービス その他サービス 5%

43,786 千葉県 市川市 ヘルシーランドヤスイ 小売業 その他小売 5%

43,787 千葉県 市川市 ヘルシーランド　ヤスイ薬局 小売業 その他小売 5%

43,788 千葉県 市川市 ベルトリ－ 小売業 家具・調度品 5%

43,789 千葉県 市川市 ベローチェ市川店 サービス 飲食業 5%

43,790 千葉県 市川市 ＨＯＭＥ　【ホーム】 サービス 理容・美容業 5%

43,791 千葉県 市川市 ＢｏｄｙＭａｉｎｔｅｎａｎｃｅＳａｌｏｎＡＲＯＧＹＡ サービス その他サービス 5%

43,792 千葉県 市川市 ぼてぢゅう 南行徳酒場 サービス 飲食業 5%

43,793 千葉県 市川市 ＰＯＮＯＭＡＲＫＥＴ 小売業 衣料品 5%

43,794 千葉県 市川市 ポピー花屋 小売業 衣料品 5%

43,795 千葉県 市川市 ポポラマーマ妙典駅前店 サービス 飲食業 5%

43,796 千葉県 市川市 ポポラマーマ本八幡店 サービス 飲食業 5%

43,797 千葉県 市川市 ホリスティックハウスｙ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

43,798 千葉県 市川市 ボルサリーノ（外商販売） 小売業 衣料品 5%

43,799 千葉県 市川市 ボルサリーノ 小売業 電化製品 5%

43,800 千葉県 市川市 ほろよいダイニング　ちどりあし サービス 飲食業 5%

43,801 千葉県 市川市 まぁるじゃあらヨガスタジオ サービス その他サービス 5%

43,802 千葉県 市川市 マクドナルドイオン市川妙典店 サービス 飲食業 2%

43,803 千葉県 市川市 マクドナルド市川ショップス店 サービス 飲食業 2%

43,804 千葉県 市川市 マクドナルド北国分店 サービス 飲食業 2%

43,805 千葉県 市川市 マクドナルド妙典駅店 サービス 飲食業 2%

43,806 千葉県 市川市 マックスなかむら 小売業 電化製品 5%
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43,807 千葉県 市川市 マツダ電器 小売業 電化製品 5%

43,808 千葉県 市川市 マリーズファーム サービス その他サービス 5%

43,809 千葉県 市川市 マリノステリア本八幡店 サービス 飲食業 5%

43,810 千葉県 市川市 マルカワ市川店 小売業 衣料品 5%

43,811 千葉県 市川市 まんがランド 本八幡店 サービス その他サービス 5%

43,812 千葉県 市川市 まんがランド 行徳店 サービス その他サービス 5%

43,813 千葉県 市川市 ミウラデンキ 小売業 電化製品 5%

43,814 千葉県 市川市 みどり寿司 サービス 飲食業 5%

43,815 千葉県 市川市 南行徳　彦酉 サービス 飲食業 5%

43,816 千葉県 市川市 セブン－イレブン南八幡店 小売業 食料品 2%

43,817 千葉県 市川市 三原堂本店シャポー市川店 小売業 食料品 5%

43,818 千葉県 市川市 三原堂本店シャポー本八幡店 小売業 食料品 5%

43,819 千葉県 市川市 妙典イタリアンバル１３４ サービス 飲食業 5%

43,820 千葉県 市川市 妙典彦酉 サービス 飲食業 5%

43,821 千葉県 市川市 ｍｉｌｌｅｂｒａｎｃｈｅｓ サービス 飲食業 5%

43,822 千葉県 市川市 Ｍｉｌｌｅ ｍｅｒｃｉｓ サービス 理容・美容業 5%

43,823 千葉県 市川市 めぇでる教育研究所 小売業 その他小売 5%

43,824 千葉県 市川市 メガネストアー行徳 小売業 その他小売 5%

43,825 千葉県 市川市 メガネストアー行徳店 小売業 その他小売 5%

43,826 千葉県 市川市 メルキュール浦安 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,827 千葉県 市川市 メル友　市川駅前店 小売業 電化製品 5%

43,828 千葉県 市川市 メル友　市川大野店 小売業 電化製品 5%

43,829 千葉県 市川市 メル友　市川店 小売業 電化製品 5%

43,830 千葉県 市川市 メル友　市川南店 小売業 電化製品 5%

43,831 千葉県 市川市 メル友　コルトンプラザ店 小売業 電化製品 5%

43,832 千葉県 市川市 麺場田所商店 サービス 飲食業 5%

43,833 千葉県 市川市 麺屋よしすけ サービス 飲食業 5%

43,834 千葉県 市川市 モトバランス 小売業 その他小売 5%

43,835 千葉県 市川市 本八幡駅前整体院 サービス その他サービス 5%

43,836 千葉県 市川市 本八幡ネイルサロン　ｓａｐａｄｅｃｏｐｏ サービス 理容・美容業 5%

43,837 千葉県 市川市 ＭＯＮＩＥ 小売業 衣料品 5%

43,838 千葉県 市川市 やきとり焼酎Ｊａｃｋ行徳店 サービス 飲食業 5%

43,839 千葉県 市川市 焼肉 光苑 焼肉光苑 サービス 飲食業 5%

43,840 千葉県 市川市 焼肉　瑞苑 サービス 飲食業 5%

43,841 千葉県 市川市 ヤスイ本店 小売業 その他小売 5%

43,842 千葉県 市川市 ヤスイ薬局　市川駅前店 小売業 その他小売 5%

43,843 千葉県 市川市 ヤスイ薬局　本店 小売業 その他小売 5%

43,844 千葉県 市川市 ヤマイチ松飛台店 小売業 食料品 5%

43,845 千葉県 市川市 ヤマイチ南行徳店 小売業 食料品 5%

43,846 千葉県 市川市 ナリスコスメティック サービス 理容・美容業 5%

43,847 千葉県 市川市 山二Ｗｏｏｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ 小売業 家具・調度品 5%

43,848 千葉県 市川市 八幡交通　行徳営業所 サービス その他サービス 5%
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43,849 千葉県 市川市 八幡交通　行徳営業所 サービス その他サービス 5%

43,850 千葉県 市川市 セブン－イレブン八幡店 小売業 食料品 2%

43,851 千葉県 市川市 湯浅乾物店 小売業 食料品 5%

43,852 千葉県 市川市 有限会社　エムズ サービス その他サービス 5%

43,853 千葉県 市川市 有限会社ダイユウ電気商会 小売業 電化製品 5%

43,854 千葉県 市川市 タケヤ 小売業 衣料品 5%

43,855 千葉県 市川市 有限会社ディショップアサヒ 小売業 その他小売 5%

43,856 千葉県 市川市 有限会社鳴海タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

43,857 千葉県 市川市 ［ＨＣ］（有）福島電化センター 小売業 電化製品 5%

43,858 千葉県 市川市 有限会社ブロケイド 小売業 その他小売 5%

43,859 千葉県 市川市 有限会社ホクシン 小売業 衣料品 5%

43,860 千葉県 市川市 有限会社メープルハウス 小売業 衣料品 5%

43,861 千葉県 市川市 有限会社スピリッツアーク探偵部 サービス その他サービス 5%

43,862 千葉県 市川市 ユウショップエイワン ユウショップエイワン 小売業 その他小売 5%

43,863 千葉県 市川市 洋品屋いしかわ 洋品衣料いしかわ 小売業 衣料品 5%

43,864 千葉県 市川市 ヨガサロンナチュリラ サービス その他サービス 5%

43,865 千葉県 市川市 吉田自工　市川工場 サービス その他サービス 5%

43,866 千葉県 市川市 好屋 サービス その他サービス 5%

43,867 千葉県 市川市 らーめん 風凛 サービス 飲食業 5%

43,868 千葉県 市川市 楽天物流　ＲＦＣ市川Ⅰ 小売業 食料品 5%

43,869 千葉県 市川市 ｌａ・ｃｏｕｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

43,870 千葉県 市川市 Ｌａ　Ｊｏｉｅ サービス 理容・美容業 5%

43,871 千葉県 市川市 ラズベリー サービス その他サービス 5%

43,872 千葉県 市川市 Ｌａｐｉｎ－Ａｇｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

43,873 千葉県 市川市 Ｌａｆｆｙｎａｉｌ＆ｄｅｃｏｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

43,874 千葉県 市川市 ｓｔｕｄｉｏＲＡＦＴＹ サービス その他サービス 5%

43,875 千葉県 市川市 Ｌｉｅｒｒｅ サービス 理容・美容業 5%

43,876 千葉県 市川市 梨花 サービス 飲食業 5%

43,877 千葉県 市川市 梨花 サービス 飲食業 5%

43,878 千葉県 市川市 トータルビューティーシャローム サービス その他サービス 5%

43,879 千葉県 市川市 Ｒｅｌａ　ｈａｉｒ　【リラヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

43,880 千葉県 市川市 Ｌｕｖｉａ サービス 理容・美容業 5%

43,881 千葉県 市川市 Ｒ３５７湾岸塩浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,882 千葉県 市川市 ｒｅｉｒ サービス 理容・美容業 5%

43,883 千葉県 市川市 レガーロ サービス 理容・美容業 5%

43,884 千葉県 市川市 Ｌｅｒｔｅ サービス その他サービス 5%

43,885 千葉県 市川市 ｒｏｓｅ　ｈｉｐ 小売業 その他小売 5%

43,886 千葉県 市川市 ロハス市川整体院 サービス その他サービス 5%

43,887 千葉県 市川市 ＲＯＭＩ 小売業 衣料品 5%

43,888 千葉県 市川市 ワイルドフラワースタジオ行徳 サービス その他サービス 5%

43,889 千葉県 市川市 ワインカフェパブジャック本八幡店 サービス 飲食業 5%

43,890 千葉県 市川市 和協自動車整備工場 サービス その他サービス 5%
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43,891 千葉県 一宮町 菓子工房杏 サービス 飲食業 5%

43,892 千葉県 一宮町 一の宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,893 千葉県 一宮町 いちのみや観光局 サービス その他サービス 5%

43,894 千葉県 一宮町 セブンーイレブン一宮舞台店 小売業 食料品 2%

43,895 千葉県 一宮町 ＨＩＣ千葉ストア 小売業 衣料品 5%

43,896 千葉県 一宮町 ＨＩＣ千葉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

43,897 千葉県 一宮町 ＥＮ　燕　ｔｈｅ　ｇａｒｄｅｎ サービス 飲食業 5%

43,898 千葉県 一宮町 オアシス　アラソアン　千葉　東浪見店 小売業 その他小売 5%

43,899 千葉県 一宮町 プレッタ東浪見 サービス その他サービス 5%

43,900 千葉県 一宮町 Ｃａｍｐ　ＴＯＲＡＭＩＩ 小売業 その他小売 5%

43,901 千葉県 一宮町 御菓子司角八本店 小売業 食料品 5%

43,902 千葉県 一宮町 セブン－イレブン上総一宮店 小売業 食料品 2%

43,903 千葉県 一宮町 ＴＨＥ　ＳＵＮＳ　一宮店 小売業 その他小売 5%

43,904 千葉県 一宮町 シークエンス　サーフストア 小売業 その他小売 5%

43,905 千葉県 一宮町 ＳＨＩＤＡＴＯＲＡ ＯＲＧＡＮＩＣ ＳＨＩＤＡＴＯＲＡ ＯＲＧＡＮＩＣ サービス 飲食業 5%

43,906 千葉県 一宮町 ＳＨＯＷＷＩＮＤＯＷ 小売業 衣料品 5%

43,907 千葉県 一宮町 鈴木電気店 小売業 電化製品 5%

43,908 千葉県 一宮町 スマホコーティングマイスター サービス その他サービス 5%

43,909 千葉県 一宮町 双立電機 小売業 電化製品 5%

43,910 千葉県 一宮町 ツユザキオート サービス その他サービス 5%

43,911 千葉県 一宮町 ＴＥＮＴ一宮グランピングリゾート サービス 宿泊業 5%

43,912 千葉県 一宮町 ＳｈｏｐＤＯ 小売業 その他小売 5%

43,913 千葉県 一宮町 農産物直売所なのはな 東浪見店 小売業 その他小売 5%

43,914 千葉県 一宮町 バーンズ サービス 飲食業 5%

43,915 千葉県 一宮町 Ｂ＆ＢＨＯＵＳＥＦＡＭ サービス その他サービス 5%

43,916 千葉県 一宮町 ｆｌａｔ　ＩＣＨＩＮＯＭＩＹＡ サービス 理容・美容業 5%

43,917 千葉県 一宮町 ペンションカサブランカ９９ サービス 宿泊業 5%

43,918 千葉県 一宮町 宮市 小売業 その他小売 5%

43,919 千葉県 一宮町 ＯＮＥＷＯＲＬＤ 小売業 その他小売 5%

43,920 千葉県 市原市 足のケア 巻き爪Ｍ ｓ エムズ  白金通り店 サービス その他サービス 5%

43,921 千葉県 市原市 あずの里ホワイトベル サービス 飲食業 5%

43,922 千葉県 市原市 ａｔｒｉｕｍ１０２ＵＮＩＭＯ　ちはら台店 小売業 衣料品 5%

43,923 千葉県 市原市 セブン－イレブン姉ケ崎駅入口店 小売業 食料品 2%

43,924 千葉県 市原市 セブン－イレブン姉ヶ崎駅東口店 小売業 食料品 2%

43,925 千葉県 市原市 セブン－イレブン姉崎袖ヶ浦インター店 小売業 食料品 2%

43,926 千葉県 市原市 アラン市原店 小売業 衣料品 5%

43,927 千葉県 市原市 アルジェンヌ アルジェンヌ 五井店 サービス 理容・美容業 5%

43,928 千葉県 市原市 アルソアサロン　ねむの樹　陽美 小売業 その他小売 5%

43,929 千葉県 市原市 ＡＮＤ　ＬＩＦＥ　ＨＡＩＲ＆ＲＥＬＡＸ サービス 理容・美容業 5%

43,930 千葉県 市原市 池和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,931 千葉県 市原市 ｅ－工房市原店 小売業 その他小売 5%

43,932 千葉県 市原市 一幸　市原五井店 サービス 飲食業 5%
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43,933 千葉県 市原市 市原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,934 千葉県 市原市 市原マリンホテル サービス 宿泊業 5%

43,935 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原青葉台入口店 小売業 食料品 2%

43,936 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原飯香岡通り店 小売業 食料品 2%

43,937 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原犬成店 小売業 食料品 2%

43,938 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原岩野見店 小売業 食料品 2%

43,939 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原馬立店 小売業 食料品 2%

43,940 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原潤井戸店 小売業 食料品 2%

43,941 千葉県 市原市 市原ガス株式会社 小売業 その他小売 5%

43,942 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原菊間店 小売業 食料品 2%

43,943 千葉県 市原市 市原喜多ＳＳ　株式会社長谷川 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,944 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原五井駅前店 小売業 食料品 2%

43,945 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原五井東２丁目店 小売業 食料品 2%

43,946 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原五井三又店 小売業 食料品 2%

43,947 千葉県 市原市 市原興業株式会社 サービス 運輸業 5%

43,948 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原光風台店 小売業 食料品 2%

43,949 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原郡本店 小売業 食料品 2%

43,950 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原国分寺台南店 小売業 食料品 2%

43,951 千葉県 市原市 市原湖畔美術館 小売業 その他小売 5%

43,952 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原更級１丁目店 小売業 食料品 2%

43,953 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原更級通り店 小売業 食料品 2%

43,954 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原白金通り店 小売業 食料品 2%

43,955 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原惣社店 小売業 食料品 2%

43,956 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原高滝店 小売業 食料品 2%

43,957 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原辰巳台東１丁目店 小売業 食料品 2%

43,958 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原辰巳台東４丁目店 小売業 食料品 2%

43,959 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原ちはら台店 小売業 食料品 2%

43,960 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原ちはら台東４丁目店 小売業 食料品 2%

43,961 千葉県 市原市 市原店 小売業 その他小売 5%

43,962 千葉県 市原市 市原動物病院 サービス その他サービス 5%

43,963 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原中高根店 小売業 食料品 2%

43,964 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原能満店 小売業 食料品 2%

43,965 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原バイパス店 小売業 食料品 2%

43,966 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原原田店 小売業 食料品 2%

43,967 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原福増店 小売業 食料品 2%

43,968 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原藤井店 小売業 食料品 2%

43,969 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原双葉中前店 小売業 食料品 2%

43,970 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原古市場店 小売業 食料品 2%

43,971 千葉県 市原市 セブンーイレブン市原平成通り店 小売業 食料品 2%

43,972 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原松ヶ島店 小売業 食料品 2%

43,973 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原皆吉店 小売業 食料品 2%

43,974 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原村上店 小売業 食料品 2%
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43,975 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原村田川店 小売業 食料品 2%

43,976 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原山木店 小売業 食料品 2%

43,977 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原山田店 小売業 食料品 2%

43,978 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原八幡石塚店 小売業 食料品 2%

43,979 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原四辻店 小売業 食料品 2%

43,980 千葉県 市原市 セブン－イレブン市原若葉小学校前店 小売業 食料品 2%

43,981 千葉県 市原市 出光青葉台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,982 千葉県 市原市 出光潤井戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,983 千葉県 市原市 出光本社三和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,984 千葉県 市原市 出光町田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,985 千葉県 市原市 伊藤産業機械株式会社 小売業 その他小売 5%

43,986 千葉県 市原市 犬成ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,987 千葉県 市原市 仁寺洞 サービス 飲食業 5%

43,988 千葉県 市原市 内田時計店 小売業 その他小売 5%

43,989 千葉県 市原市 有限会社潤井戸タクシー サービス 運輸業 5%

43,990 千葉県 市原市 Ｓ　ｔｏ　Ｌ　エストゥール　　Ｓ　ｔｏ　ｌ　　エストゥール サービス 理容・美容業 5%

43,991 千葉県 市原市 オイルテラピーサロンａｒｕｍ サービス 理容・美容業 5%

43,992 千葉県 市原市 ｵｲﾙﾋﾟｱ市原中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

43,993 千葉県 市原市 オートバイトータルサービスティーズファム 小売業 その他小売 5%

43,994 千葉県 市原市 岡安電気商会 小売業 電化製品 5%

43,995 千葉県 市原市 オリジナルメーカー市原インター店 小売業 その他小売 5%

43,996 千葉県 市原市 オリックスレンタカー五井駅前店 サービス その他サービス 2%

43,997 千葉県 市原市 オリックスレンタカー五井駅前西口カウンター サービス その他サービス 2%

43,998 千葉県 市原市 ＯＯＬＪＥＥ サービス 理容・美容業 5%

43,999 千葉県 市原市 温野菜市原店 サービス 飲食業 2%

44,000 千葉県 市原市 ＣＡＲ　Ｆ・Ｌ・Ｃ　本店 小売業 その他小売 5%

44,001 千葉県 市原市 カーライフ市原 サービス その他サービス 5%

44,002 千葉県 市原市 カールック　タナカ 小売業 その他小売 5%

44,003 千葉県 市原市 かき小屋　海賊船 サービス 飲食業 5%

44,004 千葉県 市原市 カギの救急車　市原五井 サービス その他サービス 5%

44,005 千葉県 市原市 かずさ犬猫クリニック サービス その他サービス 5%

44,006 千葉県 市原市 上総子栄丸 小売業 食料品 5%

44,007 千葉県 市原市 割烹勝浦 サービス 飲食業 5%

44,008 千葉県 市原市 カナリヤ美容室 サービス 理容・美容業 5%

44,009 千葉県 市原市 Ｃａｆｅ　ｉ　Ｍａｇ　カフェ　アイ　マグ　　市原店 サービス 飲食業 5%

44,010 千葉県 市原市 株式会社市原水道センター サービス その他サービス 5%

44,011 千葉県 市原市 株式会社ハーバー サービス その他サービス 5%

44,012 千葉県 市原市 からあげ田中亭 小売業 食料品 5%

44,013 千葉県 市原市 カラオケ　アーサー市原店 サービス 飲食業 5%

44,014 千葉県 市原市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋市原姉ヶ崎店 サービス 飲食業 2%

44,015 千葉県 市原市 ファッションストリート　菊屋 小売業 その他小売 5%

44,016 千葉県 市原市 ＣＡＴ’Ｓ　ティファニー 小売業 その他小売 5%
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44,017 千葉県 市原市 キャットクリニックイチハラ サービス その他サービス 5%

44,018 千葉県 市原市 キャピックイチハラ サービス その他サービス 5%

44,019 千葉県 市原市 ＧＡＬＦＩＴ・シーベレットファムちはら台 小売業 衣料品 5%

44,020 千葉県 市原市 きゃろっと 小売業 その他小売 5%

44,021 千葉県 市原市 牛角市原五井店 サービス 飲食業 2%

44,022 千葉県 市原市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ市原店 小売業 その他小売 5%

44,023 千葉県 市原市 草の根はりきゅう治療院 サービス 理容・美容業 5%

44,024 千葉県 市原市 クドウ洋品店 小売業 衣料品 5%

44,025 千葉県 市原市 クリーニング＆ファッションケア映光舎 サービス その他サービス 5%

44,026 千葉県 市原市 グレイシー 小売業 衣料品 5%

44,027 千葉県 市原市 ＫＭアドバンス　市原営業所 サービス その他サービス 5%

44,028 千葉県 市原市 ＫＭアドバンス　千葉営業所 サービス その他サービス 5%

44,029 千葉県 市原市 京葉五井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,030 千葉県 市原市 五井キャピタルホテル サービス 宿泊業 5%

44,031 千葉県 市原市 セブン－イレブン五井店 小売業 食料品 2%

44,032 千葉県 市原市 鯉徳 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

44,033 千葉県 市原市 ＫＯＥＩカーサポートセンター 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,034 千葉県 市原市 光風台薬局 小売業 その他小売 5%

44,035 千葉県 市原市 セブン－イレブン五所店 小売業 食料品 2%

44,036 千葉県 市原市 こなや本舗 サービス 飲食業 5%

44,037 千葉県 市原市 コンドー楽器　ユニモちはら台センター 小売業 その他小売 5%

44,038 千葉県 市原市 コンフォート千種ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,039 千葉県 市原市 コンプリート 小売業 その他小売 5%

44,040 千葉県 市原市 サウンドシティカインズ市原 小売業 その他小売 5%

44,041 千葉県 市原市 酒と肴と鮨　とやま サービス 飲食業 5%

44,042 千葉県 市原市 ＳＡＴＳＵＫＩ サービス 理容・美容業 5%

44,043 千葉県 市原市 さとう動物病院 サービス その他サービス 5%

44,044 千葉県 市原市 メンズ脱毛専門店ＳａｌｏｎＳｕｎｓｅｔ サービス 理容・美容業 5%

44,045 千葉県 市原市 三愛クリーニング本店 サービス その他サービス 5%

44,046 千葉県 市原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　サンライズ国分寺店 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,047 千葉県 市原市 三和鈑金工業有限会社 サービス その他サービス 5%

44,048 千葉県 市原市 ＣＨＰ－ＷＥＳＴ 小売業 その他小売 5%

44,049 千葉県 市原市 時代家 サービス 飲食業 5%

44,050 千葉県 市原市 市津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,051 千葉県 市原市 地引商店　新風堂 小売業 食料品 5%

44,052 千葉県 市原市 ジュウジュー五井駅西口店 サービス 飲食業 5%

44,053 千葉県 市原市 ＪｕＮ　ＢＡＲ　ＢＥＲ’Ｓ　ＣＬ サービス 理容・美容業 5%

44,054 千葉県 市原市 松月堂本店 小売業 食料品 5%

44,055 千葉県 市原市 白鳥川岸タクシー有限会社 サービス 運輸業 5%

44,056 千葉県 市原市 株式会社進藤商会 小売業 その他小売 5%

44,057 千葉県 市原市 すーぱーやまだや 小売業 食料品 5%

44,058 千葉県 市原市 寿し　石狩 サービス 飲食業 5%
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44,059 千葉県 市原市 すしの一幸　市原五井店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

44,060 千葉県 市原市 すたみな太郎　市原店 サービス 飲食業 5%

44,061 千葉県 市原市 ステーキ共和国五井大使館 サービス 飲食業 5%

44,062 千葉県 市原市 スーパー　わかば 小売業 食料品 5%

44,063 千葉県 市原市 スーパーガッツ馬立店 小売業 食料品 5%

44,064 千葉県 市原市 スマホ堂　市原店 サービス その他サービス 5%

44,065 千葉県 市原市 す美将 サービス 飲食業 5%

44,066 千葉県 市原市 ＫａｒａｄａＭｅｎｔｅ サービス その他サービス 5%

44,067 千葉県 市原市 整体院ホーピスト サービス その他サービス 5%

44,068 千葉県 市原市 セルフ光風台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,069 千葉県 市原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ玉前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,070 千葉県 市原市 セレモ　五井駅ホール サービス その他サービス 5%

44,071 千葉県 市原市 有限会社ゼロマジック 小売業 その他小売 5%

44,072 千葉県 市原市 洗濯工房国分寺台店 サービス その他サービス 5%

44,073 千葉県 市原市 洗濯工房　辰巳台店 サービス その他サービス 5%

44,074 千葉県 市原市 ダイニング サービス 飲食業 5%

44,075 千葉県 市原市 タイヤセブン　千葉市原店 小売業 その他小売 5%

44,076 千葉県 市原市 ｔａｅ 小売業 衣料品 5%

44,077 千葉県 市原市 立野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,078 千葉県 市原市 田中自動車株式会社市原インター店 小売業 その他小売 5%

44,079 千葉県 市原市 千種ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,080 千葉県 市原市 中華料理　彩菜 サービス 飲食業 5%

44,081 千葉県 市原市 中国飯店 サービス 飲食業 5%

44,082 千葉県 市原市 中国料理桃李 サービス 飲食業 5%

44,083 千葉県 市原市 Ｔ．マート 小売業 食料品 5%

44,084 千葉県 市原市 Ｔ－ＭＡＲＴ 小売業 食料品 5%

44,085 千葉県 市原市 鉄平 サービス 飲食業 5%

44,086 千葉県 市原市 東海自工 サービス その他サービス 5%

44,087 千葉県 市原市 橡 サービス 飲食業 5%

44,088 千葉県 市原市 トミノ洋品店 小売業 衣料品 5%

44,089 千葉県 市原市 富分有秋台店 小売業 その他小売 5%

44,090 千葉県 市原市 トヨタレンタリース新千葉　姉ヶ崎駅前店 サービス その他サービス 2%

44,091 千葉県 市原市 トヨタレンタリース千葉五井駅前店 サービス その他サービス 2%

44,092 千葉県 市原市 鳥安 サービス 飲食業 5%

44,093 千葉県 市原市 トロンコルポ市原 サービス その他サービス 5%

44,094 千葉県 市原市 ナカジマ自動車鈑金工業 サービス その他サービス 5%

44,095 千葉県 市原市 中西電機工業 サービス その他サービス 5%

44,096 千葉県 市原市 中谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,097 千葉県 市原市 和み処 白金茶寮 和み処 白金茶寮 サービス 飲食業 5%

44,098 千葉県 市原市 Ｎａｔｕｒｕｋａ サービス 理容・美容業 5%

44,099 千葉県 市原市 ナンハウス姉崎 サービス 飲食業 5%

44,100 千葉県 市原市 肉汁地獄八幡宿店 サービス 飲食業 5%
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44,101 千葉県 市原市 二枚橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,102 千葉県 市原市 サロンレア サービス 理容・美容業 5%

44,103 千葉県 市原市 ネッツトヨタ千葉姉崎店 小売業 その他小売 5%

44,104 千葉県 市原市 ネッツトヨタ千葉市原国分寺台店 小売業 その他小売 5%

44,105 千葉県 市原市 ネッツトヨタ千葉市原平成通店 小売業 その他小売 5%

44,106 千葉県 市原市 ネッツトヨタ千葉市原八幡店 小売業 その他小売 5%

44,107 千葉県 市原市 パティスリーマリオネット 小売業 食料品 5%

44,108 千葉県 市原市 ハーフプライスミラノ 小売業 衣料品 5%

44,109 千葉県 市原市 はんこ家はん造　白金店 小売業 その他小売 5%

44,110 千葉県 市原市 ＰｉｅｎａＬｕｃｅ 小売業 その他小売 5%

44,111 千葉県 市原市 ピットインさかい サービス その他サービス 5%

44,112 千葉県 市原市 美容室　ピュアルーム サービス 理容・美容業 5%

44,113 千葉県 市原市 美容室　ｆｏｕｎｔａｉｎ サービス 理容・美容業 5%

44,114 千葉県 市原市 美容室ＢｉＢｉ サービス 理容・美容業 5%

44,115 千葉県 市原市 美容室ｆｅｌｌｏｗｓ サービス 理容・美容業 5%

44,116 千葉県 市原市 美容室ＲＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

44,117 千葉県 市原市 Ｆｅｌｉｃｉａ サービス 飲食業 5%

44,118 千葉県 市原市 フォロー 小売業 食料品 5%

44,119 千葉県 市原市 ふくやＳＵＤＡ 小売業 衣料品 5%

44,120 千葉県 市原市 ふくやＳＵＤＡ２ 小売業 衣料品 5%

44,121 千葉県 市原市 武道　市原店 小売業 その他小売 5%

44,122 千葉県 市原市 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎＫ?ＳＳＥＮ サービス その他サービス 5%

44,123 千葉県 市原市 プレア市原ホール サービス その他サービス 5%

44,124 千葉県 市原市 Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｋ 小売業 その他小売 5%

44,125 千葉県 市原市 フロンティア　市原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

44,126 千葉県 市原市 ヘアーサロンザマ サービス 理容・美容業 5%

44,127 千葉県 市原市 ＢＥＳＴバリュー　ちはら台店 小売業 家具・調度品 5%

44,128 千葉県 市原市 ＢｅｒｙｌｂｙＰｅａｒｌｙｒｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

44,129 千葉県 市原市 宝生堂文具館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

44,130 千葉県 市原市 Ｂｏｄｙ　Ｃａｒｅ　ＨＡＮＡ サービス その他サービス 5%

44,131 千葉県 市原市 （有）ホテル白金 サービス 宿泊業 5%

44,132 千葉県 市原市 ポポラマーマユニモちはら台店 サービス 飲食業 5%

44,133 千葉県 市原市 ボンメゾン　国分寺台店 小売業 その他小売 5%

44,134 千葉県 市原市 マクドナルド姉崎店 サービス 飲食業 2%

44,135 千葉県 市原市 マクドナルド市原青柳店 サービス 飲食業 2%

44,136 千葉県 市原市 マクドナルド上総牛久店 サービス 飲食業 2%

44,137 千葉県 市原市 マクドナルド国分寺台せんどう店 サービス 飲食業 2%

44,138 千葉県 市原市 マクドナルド平成通り市原店 サービス 飲食業 2%

44,139 千葉県 市原市 マクドナルドユニモちはら台店 サービス 飲食業 2%

44,140 千葉県 市原市 ＭＡＣＴＯＯＬＳ　クサカジャパン　１ 小売業 その他小売 5%

44,141 千葉県 市原市 マルカワ市原店 小売業 衣料品 5%

44,142 千葉県 市原市 丸貞木村 小売業 衣料品 5%
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44,143 千葉県 市原市 株式会社丸美商店 小売業 その他小売 5%

44,144 千葉県 市原市 万田野　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,145 千葉県 市原市 ミヤマ　牛久店 小売業 衣料品 5%

44,146 千葉県 市原市 ミヤマ　四辻店 小売業 衣料品 5%

44,147 千葉県 市原市 メガネストアー市原国分寺台 小売業 その他小売 5%

44,148 千葉県 市原市 メガネストアー市原国分寺台店 小売業 その他小売 5%

44,149 千葉県 市原市 メガネストアー五井 小売業 その他小売 5%

44,150 千葉県 市原市 メナード化粧品五井尚美代行店 サービス 理容・美容業 5%

44,151 千葉県 市原市 メナード化粧品ラリエ代行店 サービス 理容・美容業 5%

44,152 千葉県 市原市 メンズ・レディースミラノ 小売業 衣料品 5%

44,153 千葉県 市原市 株式会社南千葉サーキット サービス 理容・美容業 5%

44,154 千葉県 市原市 有限会社モーターサイクルスピリッツ サービス その他サービス 5%

44,155 千葉県 市原市 森田家 サービス 飲食業 5%

44,156 千葉県 市原市 焼きたてパンホワイトベル サービス 飲食業 5%

44,157 千葉県 市原市 矢野蜂駆除 サービス その他サービス 5%

44,158 千葉県 市原市 Ｙａホ！姉ヶ崎店 サービス 飲食業 5%

44,159 千葉県 市原市 セブン－イレブン八幡宿駅西口店 小売業 食料品 2%

44,160 千葉県 市原市 セブン－イレブン八幡宿駅東口店 小売業 食料品 2%

44,161 千葉県 市原市 八幡宿第一ホテル サービス 宿泊業 5%

44,162 千葉県 市原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　八幡店 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,163 千葉県 市原市 有限会社ロングヒル 小売業 その他小売 5%

44,164 千葉県 市原市 有限会社クラウンゴルフ 小売業 その他小売 5%

44,165 千葉県 市原市 有限会社ビッグサウンド 小売業 電化製品 5%

44,166 千葉県 市原市 有限会社Ｂ．ＢＣＯＭＰＡＮＹ 小売業 その他小売 5%

44,167 千葉県 市原市 セブン－イレブン有秋台店 小売業 食料品 2%

44,168 千葉県 市原市 ｙｕｋｏｎｙａｆｕ　Ｓｐａｃｅ 小売業 衣料品 5%

44,169 千葉県 市原市 ＹＯＧ 小売業 その他小売 5%

44,170 千葉県 市原市 ＬｉｆｅＵｐ　エムデン 小売業 電化製品 5%

44,171 千葉県 市原市 旅館加茂城 サービス 宿泊業 5%

44,172 千葉県 市原市 ｒｅｌａｘａｔｉｏｎｓａｌｏｎＳｏｌｅｉｌ サービス 理容・美容業 5%

44,173 千葉県 市原市 凛ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

44,174 千葉県 市原市 ＲＡＣＩＮＧＳＱＵＡＲＥＧＥＮ サービス その他サービス 5%

44,175 千葉県 市原市 レザー　シルバー　ＣｏｕｎｔｌｅｓｓＲｉｖｅｒ　　カウントレスリバー 小売業 その他小売 5%

44,176 千葉県 市原市 ワンダープライスアリオ市原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

44,177 千葉県 印西市 ｉＰｈｏｎｅ　Ｃｌｉｎｉｃ　印西 サービス その他サービス 5%

44,178 千葉県 印西市 アイ・ルーレ眼鏡・コンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

44,179 千葉県 印西市 ＡＧＳ サービス その他サービス 5%

44,180 千葉県 印西市 アンペットクリニック サービス その他サービス 5%

44,181 千葉県 印西市 ｅ－工房千葉ＮＴ店 サービス その他サービス 5%

44,182 千葉県 印西市 一幸　千葉ニュータウン店 サービス 飲食業 5%

44,183 千葉県 印西市 出光印西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,184 千葉県 印西市 印西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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44,185 千葉県 印西市 印西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,186 千葉県 印西市 セブン－イレブン印西相嶋店 小売業 食料品 2%

44,187 千葉県 印西市 セブン－イレブン印西瀬戸店 小売業 食料品 2%

44,188 千葉県 印西市 セブン－イレブン印西高花団地入口店 小売業 食料品 2%

44,189 千葉県 印西市 セブン－イレブン印西高花団地前店 小売業 食料品 2%

44,190 千葉県 印西市 セブン－イレブン印西竹袋店 小売業 食料品 2%

44,191 千葉県 印西市 印西中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,192 千葉県 印西市 セブン－イレブン印西中央南店 小売業 食料品 2%

44,193 千葉県 印西市 セブン－イレブン印西東の原店 小売業 食料品 2%

44,194 千葉県 印西市 セブン－イレブン印西別所店 小売業 食料品 2%

44,195 千葉県 印西市 セブン－イレブン印西牧の原店 小売業 食料品 2%

44,196 千葉県 印西市 印旛吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,197 千葉県 印西市 Ｖｉｓｈｎｕｐｒｉｙａ 小売業 衣料品 5%

44,198 千葉県 印西市 浦部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,199 千葉県 印西市 おおたけ動物病院 サービス その他サービス 5%

44,200 千葉県 印西市 オートサイクルショップ野口　印西店 小売業 その他小売 5%

44,201 千葉県 印西市 オリベート千葉ＮＴ店 サービス 飲食業 5%

44,202 千葉県 印西市 ＯｎＡｎｙＳｕｎｄａｙ 小売業 その他小売 5%

44,203 千葉県 印西市 温野菜千葉ニュータウン店 サービス 飲食業 2%

44,204 千葉県 印西市 回転寿し活鮮　船尾店 サービス 飲食業 5%

44,205 千葉県 印西市 カイロプラクティック　ベル施術院 サービス その他サービス 5%

44,206 千葉県 印西市 株式会社翔栄 サービス 飲食業 5%

44,207 千葉県 印西市 鎌刈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,208 千葉県 印西市 Ｋａｒｉｎ サービス その他サービス 5%

44,209 千葉県 印西市 喜久屋書店　千葉ニュータウン店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

44,210 千葉県 印西市 グリーンロフト　ネモト 小売業 家具・調度品 5%

44,211 千葉県 印西市 グリーンロフトネモト直売所 小売業 その他小売 5%

44,212 千葉県 印西市 ＣｏＣｏ壱番屋千葉ニュータウン中央通店 サービス 飲食業 2%

44,213 千葉県 印西市 ココンドゥイエ　ココンドゥイエ千葉ニュータウン店 小売業 衣料品 5%

44,214 千葉県 印西市 小林駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,215 千葉県 印西市 栄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,216 千葉県 印西市 Ｊｉｎ＇ｓＳｈｏｐ サービス その他サービス 5%

44,217 千葉県 印西市 鮨処こうよう サービス 飲食業 5%

44,218 千葉県 印西市 鮨処こうよう サービス 飲食業 5%

44,219 千葉県 印西市 すしの一幸　千葉ＮＴ店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

44,220 千葉県 印西市 生活彩家プロロジス千葉ＮＴ店 小売業 その他小売 2%

44,221 千葉県 印西市 瀬戸ＳＳ　佐瀬石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,222 千葉県 印西市 タイムステーション ＮＥＯイオンモール千葉ニュータウン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

44,223 千葉県 印西市 谷野真未 サービス 理容・美容業 5%

44,224 千葉県 印西市 千葉ニュータウン店 小売業 その他小売 5%

44,225 千葉県 印西市 セブン－イレブン千葉北総病院前店 小売業 食料品 2%

44,226 千葉県 印西市 塚本商店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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44,227 千葉県 印西市 造谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,228 千葉県 印西市 ＴＰＳキャリアカレッジ サービス その他サービス 2%

44,229 千葉県 印西市 鉄板焼　山海 サービス 飲食業 5%

44,230 千葉県 印西市 ＴＵＯ　東京電機大学生協　千葉食堂部 サービス その他サービス 5%

44,231 千葉県 印西市 東京電機大学生協　千葉食堂部 サービス その他サービス 5%

44,232 千葉県 印西市 東京電機大学生協　千葉 サービス その他サービス 5%

44,233 千葉県 印西市 とりのごん助　千葉ニュータウン店 サービス 飲食業 5%

44,234 千葉県 印西市 とりのごん助　牧の原モア店 サービス 飲食業 5%

44,235 千葉県 印西市 ネッツトヨタ千葉千葉ニュ－タウン店 小売業 その他小売 5%

44,236 千葉県 印西市 ハウスケア・ＫＥＮ サービス その他サービス 5%

44,237 千葉県 印西市 ＶＡＮＩＬＬＡ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

44,238 千葉県 印西市 美容室イングローブ千葉ニュータウン サービス 理容・美容業 5%

44,239 千葉県 印西市 ｆｅｌｉｃｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

44,240 千葉県 印西市 Ｆｒａｕ３４ サービス その他サービス 5%

44,241 千葉県 印西市 Ｐｌｕｓ　Ｆｉｔ サービス その他サービス 5%

44,242 千葉県 印西市 フラミンゴデントリペア サービス その他サービス 5%

44,243 千葉県 印西市 Ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ ＧＬＯＷ Ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ ＧＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%

44,244 千葉県 印西市 ｈａｉｒ　ｃｏｔｔａｇｅ　ＣｏＣｏ． サービス 理容・美容業 5%

44,245 千葉県 印西市 Ｈｏｄｉ 小売業 家具・調度品 5%

44,246 千葉県 印西市 ホワイトピア 印西ＢＩＧＨＯＰ店 サービス その他サービス 5%

44,247 千葉県 印西市 ホンダドリーム印西 小売業 その他小売 5%

44,248 千葉県 印西市 牧の原どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

44,249 千葉県 印西市 マクドナルドイオン千葉ニュータウン店 サービス 飲食業 2%

44,250 千葉県 印西市 マクドナルドイオンモール千葉ニュータウン店 サービス 飲食業 2%

44,251 千葉県 印西市 マクドナルド３５６印西店 サービス 飲食業 2%

44,252 千葉県 印西市 マクドナルド千葉ニュータウンジョイフル本田店 サービス 飲食業 2%

44,253 千葉県 印西市 マクドナルド４６４印西牧の原店 サービス 飲食業 2%

44,254 千葉県 印西市 ｍａｒｉｃｈｉ　本店 サービス 理容・美容業 5%

44,255 千葉県 印西市 ｍａｒｉｃｈｉ ｃｉｒｃｕｓ サービス 理容・美容業 5%

44,256 千葉県 印西市 ミズノ動物クリニック サービス その他サービス 5%

44,257 千葉県 印西市 みむらカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

44,258 千葉県 印西市 宮脇書店　印西牧の原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

44,259 千葉県 印西市 みんなの動物病院　千葉ニュータウン店 サービス その他サービス 5%

44,260 千葉県 印西市 無添加ぱん工房 Ｃｏｎｅｒｕ 小売業 食料品 5%

44,261 千葉県 印西市 メガマックス千葉ＮＴ店 小売業 家具・調度品 5%

44,262 千葉県 印西市 本埜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,263 千葉県 印西市 本埜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,264 千葉県 印西市 セブン－イレブン本埜長門橋店 小売業 食料品 2%

44,265 千葉県 印西市 セブン－イレブン八千代もえぎ野店 小売業 食料品 2%

44,266 千葉県 印西市 ヤマキ時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

44,267 千葉県 印西市 ヤマト サービス その他サービス 5%

44,268 千葉県 印西市 ユニオンベース ユニオンベース サービス その他サービス 5%
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44,269 千葉県 印西市 ランドロームフードマーケット木下店 小売業 食料品 5%

44,270 千葉県 印西市 ランドロームフードマーケットＮＴ南店 小売業 食料品 5%

44,271 千葉県 浦安市 アールデザイン サービス その他サービス 5%

44,272 千葉県 浦安市 アジアン雑貨　トコ 小売業 その他小売 5%

44,273 千葉県 浦安市 Ａｔｔｒａｃｔ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

44,274 千葉県 浦安市 ＡＴＥＬＩＥＲ　ＩＮＩＴＩＥ　ａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

44,275 千葉県 浦安市 ＡＴＥＬＩＥＲ　ＩＮＩＴＩＥ サービス 理容・美容業 5%

44,276 千葉県 浦安市 ＡＴＥＬＩＥＲＩＮＩＴＩＥ サービス 理容・美容業 5%

44,277 千葉県 浦安市 Ｎａｉｌｓ＆ＢｅａｕｔｙＡｔｅｌｉｅｒＳＴＹＬＥ サービス 理容・美容業 5%

44,278 千葉県 浦安市 ａｙａｎａ　ｂｙ　ａｙａｌａ サービス 理容・美容業 5%

44,279 千葉県 浦安市 イタリア惣菜直売所アルゴスバール サービス 飲食業 5%

44,280 千葉県 浦安市 アロマテリアル サービス 理容・美容業 5%

44,281 千葉県 浦安市 Ａｒｏｍａｔｅｒｉａｌ　?アロマテリアル?　浦安本店 サービス 理容・美容業 5%

44,282 千葉県 浦安市 アンドリュー サービス その他サービス 5%

44,283 千葉県 浦安市 イタリア食堂　ＤｅｃｏＢｏｃｃｏ サービス 飲食業 5%

44,284 千葉県 浦安市 浦安ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,285 千葉県 浦安市 セブン－イレブン浦安明海５丁目店 小売業 食料品 2%

44,286 千葉県 浦安市 浦安　石勘　本店 小売業 その他小売 5%

44,287 千葉県 浦安市 浦安今川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,288 千葉県 浦安市 セブン－イレブン浦安今川４丁目店 小売業 食料品 2%

44,289 千葉県 浦安市 浦安入船ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,290 千葉県 浦安市 浦安インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,291 千葉県 浦安市 浦安駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,292 千葉県 浦安市 セブン－イレブン浦安駅南口店 小売業 食料品 2%

44,293 千葉県 浦安市 セブン－イレブン浦安海楽１丁目店 小売業 食料品 2%

44,294 千葉県 浦安市 セブン－イレブン浦安海楽店 小売業 食料品 2%

44,295 千葉県 浦安市 セブン－イレブン浦安北栄１丁目店 小売業 食料品 2%

44,296 千葉県 浦安市 セブン－イレブン浦安北栄３丁目店 小売業 食料品 2%

44,297 千葉県 浦安市 セブン－イレブン浦安北栄２丁目店 小売業 食料品 2%

44,298 千葉県 浦安市 うらやす整体院 サービス その他サービス 5%

44,299 千葉県 浦安市 浦安団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,300 千葉県 浦安市 セブン－イレブン浦安当代島店 小売業 食料品 2%

44,301 千葉県 浦安市 セブンーイレブン浦安猫実２丁目店 小売業 食料品 2%

44,302 千葉県 浦安市 浦安ビューフォートホテル サービス 宿泊業 5%

44,303 千葉県 浦安市 セブン－イレブン浦安富士見店 小売業 食料品 2%

44,304 千葉県 浦安市 セブン－イレブン浦安富士見４丁目店 小売業 食料品 2%

44,305 千葉県 浦安市 セブン－イレブン浦安堀江６丁目店 小売業 食料品 2%

44,306 千葉県 浦安市 セブン－イレブン浦安美浜店 小売業 食料品 2%

44,307 千葉県 浦安市 エウレカ サービス その他サービス 5%

44,308 千葉県 浦安市 浦安店　【エスポワール】 サービス 理容・美容業 5%

44,309 千葉県 浦安市 ＮＰＯ法人ブリエッタスポーツクラブ サービス その他サービス 5%

44,310 千葉県 浦安市 エフジーエス サービス その他サービス 5%
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44,311 千葉県 浦安市 ＭＫ サービス その他サービス 5%

44,312 千葉県 浦安市 エメラルドＩＴスクール サービス その他サービス 5%

44,313 千葉県 浦安市 エルク 小売業 電化製品 5%

44,314 千葉県 浦安市 オートピア浦安ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,315 千葉県 浦安市 オードリー 小売業 衣料品 5%

44,316 千葉県 浦安市 かっしー動物病院 サービス その他サービス 5%

44,317 千葉県 浦安市 Ｃａｆｅ Ｄｉｎｉｎｇ ＭＡＲＣＨ 小売業 食料品 5%

44,318 千葉県 浦安市 株式会社ウェストレイ　Ｇｏｌｆｅｔ　浦安店 サービス その他サービス 5%

44,319 千葉県 浦安市 韓国野菜料理ＪＵＮ サービス 飲食業 5%

44,320 千葉県 浦安市 韓国野菜料理ＪＵＮ サービス 飲食業 5%

44,321 千葉県 浦安市 キャットまーる新浦安 サービス その他サービス 5%

44,322 千葉県 浦安市 キャットまーる新浦安 サービス その他サービス 5%

44,323 千葉県 浦安市 牛角イオン新浦安店 サービス 飲食業 2%

44,324 千葉県 浦安市 牛角浦安店 サービス 飲食業 2%

44,325 千葉県 浦安市 ＱＣ　ＰＡＳＳ 小売業 電化製品 5%

44,326 千葉県 浦安市 株式会社清田屋不動産 サービス その他サービス 2%

44,327 千葉県 浦安市 靴下屋アトレ新浦安 小売業 衣料品 2%

44,328 千葉県 浦安市 グリーンポケット浦安店　浦安店 サービス その他サービス 5%

44,329 千葉県 浦安市 ｇｌｏｗ　ｂｙ　ＭＵＳＥ サービス 理容・美容業 5%

44,330 千葉県 浦安市 黒木美加 サービス 理容・美容業 5%

44,331 千葉県 浦安市 京葉ガスサービスショップ　浦安店 小売業 その他小売 5%

44,332 千葉県 浦安市 心 サービス 飲食業 5%

44,333 千葉県 浦安市 ｃｏｒｐｓａｍｅｔｏｋｙｏ－ｂａｙ サービス 理容・美容業 5%

44,334 千葉県 浦安市 ｋｏｌｏｎｉ 小売業 衣料品 5%

44,335 千葉県 浦安市 彩花 小売業 その他小売 5%

44,336 千葉県 浦安市 さくら動物病院 サービス その他サービス 5%

44,337 千葉県 浦安市 ＳＡＴＩＸＩＡ サービス 理容・美容業 5%

44,338 千葉県 浦安市 サローネ・プリマドンナ サービス 理容・美容業 5%

44,339 千葉県 浦安市 サンロイヤル和光 小売業 衣料品 5%

44,340 千葉県 浦安市 ＳｅａＭａｇｉｃ ダイビングスクールＳｅａＭａｇｉｃ サービス その他サービス 5%

44,341 千葉県 浦安市 ＸＥＬＶｅ　ＴＯＫＹＯ サービス 理容・美容業 5%

44,342 千葉県 浦安市 ｃｈｅｒ　ｂｒｉｌｌａｎｔ　ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

44,343 千葉県 浦安市 ｓｉｇｎａｌ サービス 理容・美容業 5%

44,344 千葉県 浦安市 ＪＵＮＧＬＥ サービス 飲食業 5%

44,345 千葉県 浦安市 シュヴー浦安店 サービス 理容・美容業 5%

44,346 千葉県 浦安市 新浦安こころ整体 サービス その他サービス 5%

44,347 千葉県 浦安市 新鮮や　たく サービス 飲食業 5%

44,348 千葉県 浦安市 スウェルフレッシュネスコーヒー 小売業 その他小売 5%

44,349 千葉県 浦安市 Ｓｔｕｄｉｏ　ｅａｒｌｙ　ｂｉｒｄ サービス その他サービス 5%

44,350 千葉県 浦安市 スタジオ　ＹＥＳ 小売業 衣料品 5%

44,351 千葉県 浦安市 Ｓｔｕｄｉｏ　ｂｌｕｅ サービス 理容・美容業 5%

44,352 千葉県 浦安市 ステップゴルフプラス新浦安店 サービス その他サービス 5%
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44,353 千葉県 浦安市 ＳＴＲＡＮＤ サービス 理容・美容業 5%

44,354 千葉県 浦安市 誠心堂薬局　新浦安店 小売業 その他小売 5%

44,355 千葉県 浦安市 セオサイクル 浦安店 小売業 その他小売 5%

44,356 千葉県 浦安市 Ｄｉｎｉｎｇｂａｒミラコロ サービス 飲食業 5%

44,357 千葉県 浦安市 ダイム 小売業 衣料品 5%

44,358 千葉県 浦安市 タカハシデンキ 小売業 電化製品 5%

44,359 千葉県 浦安市 たから亭 焼肉ハウスたから亭 サービス 飲食業 5%

44,360 千葉県 浦安市 賃貸スマイル株式会社 浦安店 サービス その他サービス 5%

44,361 千葉県 浦安市 珍來浦安店 サービス 飲食業 5%

44,362 千葉県 浦安市 Ｄｅａｒｓ サービス 理容・美容業 5%

44,363 千葉県 浦安市 ディヴォーション 小売業 衣料品 5%

44,364 千葉県 浦安市 ディズニーアンバサダーホテル美容室 サービス 理容・美容業 5%

44,365 千葉県 浦安市 てしごと家新浦安店 サービス 飲食業 5%

44,366 千葉県 浦安市 テニスプロショップラフィノ 小売業 その他小売 5%

44,367 千葉県 浦安市 ｔ－ｅｎ サービス 飲食業 5%

44,368 千葉県 浦安市 ＴＯＹ’ｓ　ＳＫＹ サービス 理容・美容業 5%

44,369 千葉県 浦安市 リアリズムオーディオ サービス その他サービス 5%

44,370 千葉県 浦安市 東玉　浦安店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

44,371 千葉県 浦安市 ときわ書房新浦安店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

44,372 千葉県 浦安市 ドコモショップ浦安店 小売業 電化製品 5%

44,373 千葉県 浦安市 ドコモショップ新浦安店 小売業 電化製品 5%

44,374 千葉県 浦安市 トップワン サービス 理容・美容業 5%

44,375 千葉県 浦安市 ＴＯＭＩＳＵＩ サービス 飲食業 5%

44,376 千葉県 浦安市 トヨタレンタリース千葉浦安やなぎ通り店 サービス その他サービス 2%

44,377 千葉県 浦安市 トランポランド東京Ｂａｙｓｉｄｅ サービス その他サービス 5%

44,378 千葉県 浦安市 鳥繁　浦安店 サービス 飲食業 5%

44,379 千葉県 浦安市 ナイスインホテル舞浜東京ベイ サービス 宿泊業 5%

44,380 千葉県 浦安市 長滝谷喜久子 サービス その他サービス 5%

44,381 千葉県 浦安市 ニュー浦安ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,382 千葉県 浦安市 Ａｌｎａｉｒ サービス その他サービス 5%

44,383 千葉県 浦安市 猫の館ＭＥ 小売業 その他小売 5%

44,384 千葉県 浦安市 ネッツトヨタ千葉浦安駅前店 小売業 その他小売 5%

44,385 千葉県 浦安市 パーソナルトレーニングＥ－ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

44,386 千葉県 浦安市 ハートダンスアトレ新浦安店 小売業 その他小売 5%

44,387 千葉県 浦安市 ＪＭ／はい、串揚げです。 サービス 飲食業 5%

44,388 千葉県 浦安市 パティスリーラポルテ サービス 飲食業 5%

44,389 千葉県 浦安市 はなび サービス 飲食業 5%

44,390 千葉県 浦安市 はんぶん堂 小売業 家具・調度品 5%

44,391 千葉県 浦安市 ＰＶＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｃｈｏｏｌ サービス その他サービス 5%

44,392 千葉県 浦安市 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＩＣＨＩＲＯＴＥＩ サービス 飲食業 5%

44,393 千葉県 浦安市 ビューティーサロンタナカアトレ新浦安店 サービス 理容・美容業 5%

44,394 千葉県 浦安市 ビューテータナカ　浦安店 サービス 理容・美容業 5%
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44,395 千葉県 浦安市 ビューテータナカ　ベイヒルトン店 サービス 理容・美容業 5%

44,396 千葉県 浦安市 ビューテータナカ　舞浜リゾート店 サービス 理容・美容業 5%

44,397 千葉県 浦安市 美容院　アムールピコ サービス 理容・美容業 5%

44,398 千葉県 浦安市 美容室シームヘア サービス 理容・美容業 5%

44,399 千葉県 浦安市 ファーストショップ 小売業 その他小売 5%

44,400 千葉県 浦安市 ファーストショップアネックス 小売業 その他小売 5%

44,401 千葉県 浦安市 ファーストショップクラブリゾート店 小売業 その他小売 5%

44,402 千葉県 浦安市 ファーストセレクト 小売業 その他小売 5%

44,403 千葉県 浦安市 ファミリーゴルフスクールエパック 小売業 その他小売 5%

44,404 千葉県 浦安市 プチラグゼ サービス その他サービス 5%

44,405 千葉県 浦安市 プライベートエステサロンｆｏｒｉｓ サービス 理容・美容業 5%

44,406 千葉県 浦安市 プラナスタイル サービス 飲食業 5%

44,407 千葉県 浦安市 フラワークラフトひのでえん 小売業 その他小売 5%

44,408 千葉県 浦安市 プロジェ行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

44,409 千葉県 浦安市 ＰｒｏｊｅｃｔＤｅｓｉｇｎＯｆｆｉｃｅ サービス その他サービス 5%

44,410 千葉県 浦安市 Ｌａｍｐ【ランプ】 サービス 理容・美容業 5%

44,411 千葉県 浦安市 ヘアーコレクション　フラット サービス 理容・美容業 5%

44,412 千葉県 浦安市 ヘアーサロンカワニシ サービス 理容・美容業 5%

44,413 千葉県 浦安市 ヘアーサロンカワニシ サービス 理容・美容業 5%

44,414 千葉県 浦安市 ＢｅｉＣａｐｅｌｉｉ サービス 理容・美容業 5%

44,415 千葉県 浦安市 ＢＥＳＴＳＴＹＬＥＦＩＴＮＥＳＳ新浦安 サービス その他サービス 5%

44,416 千葉県 浦安市 鳳龍 サービス 飲食業 5%

44,417 千葉県 浦安市 北海道ロック株式会社 小売業 衣料品 5%

44,418 千葉県 浦安市 ホビーショップアライ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

44,419 千葉県 浦安市 堀江バル サービス 飲食業 5%

44,420 千葉県 浦安市 まかろに サービス その他サービス 5%

44,421 千葉県 浦安市 マクドナルド新浦安駅前店 サービス 飲食業 2%

44,422 千葉県 浦安市 ＭＡＲＩＮＯＲｅｌａｘ＆Ｃａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

44,423 千葉県 浦安市 まんがランド 浦安店 サービス その他サービス 5%

44,424 千葉県 浦安市 ＭＵＳＥ新浦安店 サービス 理容・美容業 5%

44,425 千葉県 浦安市 ＭＥＩＮＡ 小売業 食料品 5%

44,426 千葉県 浦安市 明和地所　新浦安本店 サービス その他サービス 5%

44,427 千葉県 浦安市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　メテオ舞浜リゾートＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,428 千葉県 浦安市 やきとりや サービス 飲食業 5%

44,429 千葉県 浦安市 焼肉屋くいどん浦安店 サービス 飲食業 5%

44,430 千葉県 浦安市 山野愛子美容室　浦安店 サービス 理容・美容業 5%

44,431 千葉県 浦安市 有限会社大長 ｓｏｕｎｄ ｓｈｏｐ Ｊａｋｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

44,432 千葉県 浦安市 有限会社伝次郎商店 小売業 食料品 5%

44,433 千葉県 浦安市 ヨガトライブ サービス その他サービス 5%

44,434 千葉県 浦安市 横浜くりこ庵新浦安店 小売業 食料品 5%

44,435 千葉県 浦安市 らくなーる サービス 理容・美容業 5%

44,436 千葉県 浦安市 ラケットハウスキング浦安店 小売業 その他小売 5%
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44,437 千葉県 浦安市 ＬＡＴＵＡ　ＳＴＥＬＬＡ 小売業 衣料品 5%

44,438 千葉県 浦安市 Ｌａｐｕｌｅ　Ｐｏｒｃｅｌａｒｔ サービス その他サービス 5%

44,439 千葉県 浦安市 リゾート・ケア・サービス サービス その他サービス 5%

44,440 千葉県 浦安市 リラクゼーションアロマ　ゆるり サービス その他サービス 5%

44,441 千葉県 浦安市 リラクゼーションサロンＲＡＸＥ サービス その他サービス 5%

44,442 千葉県 浦安市 Ｒ３５７湾岸浦安インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,443 千葉県 浦安市 ＬｅＳｏｉｎル・ソワン サービス 理容・美容業 5%

44,444 千葉県 浦安市 Ｌｕｎａｃｃｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

44,445 千葉県 浦安市 Ｌｕｎａｃｃｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

44,446 千葉県 浦安市 ル・ニ・ドゥ・リリ 小売業 衣料品 5%

44,447 千葉県 浦安市 Ｌｕｐｉｎｕｓ サービス その他サービス 5%

44,448 千葉県 浦安市 Ｌｕｐｉｎｕｓ サービス その他サービス 5%

44,449 千葉県 浦安市 ＲＥＶＥ サービス 理容・美容業 5%

44,450 千葉県 浦安市 わかるとできるショッパーズプラザ新浦安校 サービス その他サービス 5%

44,451 千葉県 浦安市 セブン－イレブン湾岸浦安インター店 小売業 食料品 2%

44,452 千葉県 大網白里市 熱海輪店 小売業 その他小売 5%

44,453 千葉県 大網白里市 アトリエドゥオル 小売業 家具・調度品 5%

44,454 千葉県 大網白里市 ＯｕｒＰｌａｃｅＣｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

44,455 千葉県 大網白里市 池田一本松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,456 千葉県 大網白里市 石田商会 小売業 その他小売 5%

44,457 千葉県 大網白里市 出光大網白里第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,458 千葉県 大網白里市 ＷｉＮ大網店 小売業 衣料品 5%

44,459 千葉県 大網白里市 大網経田ＳＳ　株式会社田辺文三郎商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,460 千葉県 大網白里市 大網白里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,461 千葉県 大網白里市 セブン－イレブン大網白里金谷郷店 小売業 食料品 2%

44,462 千葉県 大網白里市 セブン－イレブン大網白里季美の森店 小売業 食料品 2%

44,463 千葉県 大網白里市 セブン－イレブン大網白里市役所前店 小売業 食料品 2%

44,464 千葉県 大網白里市 セブン－イレブン大網白里増穂店 小売業 食料品 2%

44,465 千葉県 大網白里市 セブン－イレブン大網白里みずほ台店 小売業 食料品 2%

44,466 千葉県 大網白里市 セブン－イレブン大網白里南今泉店 小売業 食料品 2%

44,467 千葉県 大網白里市 オプティカルアイランド 小売業 その他小売 5%

44,468 千葉県 大網白里市 桂山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,469 千葉県 大網白里市 有限会社加藤岡自動車 サービス その他サービス 5%

44,470 千葉県 大網白里市 角源マルヰガス株式会社 サービス その他サービス 5%

44,471 千葉県 大網白里市 株式会社　サントラベルセンター大網店 サービス その他サービス 5%

44,472 千葉県 大網白里市 株式会社綿文商店　お米のわたぶん商店 小売業 食料品 5%

44,473 千葉県 大網白里市 スーパーカワグチ季美の森店 小売業 食料品 5%

44,474 千葉県 大網白里市 つくもタクシー　０１ サービス 運輸業 5%

44,475 千葉県 大網白里市 つくもタクシー　０５ サービス 運輸業 5%

44,476 千葉県 大網白里市 ＴＥＤ　ＳＵＲＦ　ＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

44,477 千葉県 大網白里市 トップマート大網店 小売業 食料品 5%

44,478 千葉県 大網白里市 トヨタレンタリース新千葉　大網駅前店 サービス その他サービス 2%
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44,479 千葉県 大網白里市 丼呑みはる サービス 飲食業 5%

44,480 千葉県 大網白里市 丼呑みはる サービス 飲食業 5%

44,481 千葉県 大網白里市 ＮＯＢＵＧＡＲＡＧＥＣＯＭＰＡＮＹ 小売業 衣料品 5%

44,482 千葉県 大網白里市 パナクレ－ル　パナオツクス 小売業 電化製品 5%

44,483 千葉県 大網白里市 はんこ家一番　大網店 小売業 その他小売 5%

44,484 千葉県 大網白里市 ばんどう太郎大網白里店 サービス 飲食業 5%

44,485 千葉県 大網白里市 ビッグフェイバ サービス その他サービス 5%

44,486 千葉県 大網白里市 ｐｕｒｅｄｏｇ サービス その他サービス 5%

44,487 千葉県 大網白里市 ファッションヘアヤマダ　ファッション　ヘア　ヤマダ サービス 理容・美容業 5%

44,488 千葉県 大網白里市 本店 サービス その他サービス 5%

44,489 千葉県 大網白里市 マクドナルド大網店 サービス 飲食業 2%

44,490 千葉県 大網白里市 南今泉ＳＳ　株式会社田辺文三郎商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,491 千葉県 大網白里市 明光自動車 サービス その他サービス 5%

44,492 千葉県 大網白里市 メガネストアー大網 小売業 その他小売 5%

44,493 千葉県 大網白里市 メガネストアー大網店 小売業 その他小売 5%

44,494 千葉県 大網白里市 ゆめや鞄 小売業 貴金属・服飾品 5%

44,495 千葉県 大網白里市 リビングスタジオ 小売業 家具・調度品 5%

44,496 千葉県 大多喜町 いちじくカフェ キッチンさわ 小売業 食料品 5%

44,497 千葉県 大多喜町 岩瀬畳店 小売業 その他小売 5%

44,498 千葉県 大多喜町 宇野沢楽只堂 小売業 電化製品 5%

44,499 千葉県 大多喜町 大多喜　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,500 千葉県 大多喜町 セブン－イレブン大多喜船子店 小売業 食料品 2%

44,501 千葉県 大多喜町 大多喜町自動車学校 サービス その他サービス 5%

44,502 千葉県 大多喜町 温泉旅館　川の家 サービス 宿泊業 5%

44,503 千葉県 大多喜町 セブン－イレブン上総大多喜バイパス店 小売業 食料品 2%

44,504 千葉県 大多喜町 渓谷別庭もちの木 サービス 宿泊業 5%

44,505 千葉県 大多喜町 広丞庵かのか サービス 宿泊業 5%

44,506 千葉県 大多喜町 鹿の音がこだまするお宿　花山水 サービス 宿泊業 5%

44,507 千葉県 大多喜町 とり鉄　用賀店 サービス 飲食業 5%

44,508 千葉県 大多喜町 中野　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,509 千葉県 大多喜町 秘湯の宿滝見苑 サービス 宿泊業 5%

44,510 千葉県 大多喜町 プライベートガーデン サービス その他サービス 5%

44,511 千葉県 大多喜町 マクドナルド大多喜オリブ店 サービス 飲食業 2%

44,512 千葉県 大多喜町 道の駅たけゆらの里おおたき 小売業 家具・調度品 5%

44,513 千葉県 大多喜町 ｍｉｔｏｓａｙａ売店 サービス 飲食業 5%

44,514 千葉県 大多喜町 養老太田商店 小売業 その他小売 5%

44,515 千葉県 大多喜町 ［ＨＣ］ヨシカワデンキ 小売業 電化製品 5%

44,516 千葉県 大多喜町 ライフプラザすえよし 小売業 電化製品 5%

44,517 千葉県 御宿町 アキバ 小売業 電化製品 5%

44,518 千葉県 御宿町 出光御宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,519 千葉県 御宿町 イリエ衣料 小売業 衣料品 5%

44,520 千葉県 御宿町 ウチヤマ 小売業 その他小売 5%
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44,521 千葉県 御宿町 御宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,522 千葉県 御宿町 かね八寿し サービス 飲食業 5%

44,523 千葉県 御宿町 株式会社カネコモータース サービス その他サービス 5%

44,524 千葉県 御宿町 サヤンテラスホテル＆リゾート サービス 宿泊業 5%

44,525 千葉県 御宿町 シーガル 小売業 その他小売 5%

44,526 千葉県 御宿町 スーパーおおたや国道店 小売業 食料品 5%

44,527 千葉県 御宿町 第八福市丸 サービス 宿泊業 5%

44,528 千葉県 御宿町 滝口設備 小売業 その他小売 5%

44,529 千葉県 御宿町 パナクレール　シーズあきば 小売業 電化製品 5%

44,530 千葉県 御宿町 Ｆｌｙｉｎｇ　Ｓｕｍｏ サービス 宿泊業 5%

44,531 千葉県 御宿町 ブルーベルベットラウンジ ブルーベルベットラウンジ 小売業 その他小売 5%

44,532 千葉県 御宿町 よねもとでんき 小売業 電化製品 5%

44,533 千葉県 柏市 ｏｗｌ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

44,534 千葉県 柏市 青いとり　柏店 サービス その他サービス 5%

44,535 千葉県 柏市 アオキオートサービス 小売業 その他小売 5%

44,536 千葉県 柏市 青柳 サービス 飲食業 5%

44,537 千葉県 柏市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ａｌｏｈａ柏 サービス 理容・美容業 5%

44,538 千葉県 柏市 ａｓｉａｎ　ｒ　ｖｉｌｌａ　柏店 サービス その他サービス 5%

44,539 千葉県 柏市 味笑 サービス 飲食業 5%

44,540 千葉県 柏市 アトリエ鍛 サービス その他サービス 5%

44,541 千葉県 柏市 アニファ動物クリニック サービス その他サービス 5%

44,542 千葉県 柏市 アニファ動物病院柏 サービス その他サービス 5%

44,543 千葉県 柏市 Ａｎｉｍａｌｉａ サービス 飲食業 5%

44,544 千葉県 柏市 ａｆｆｅｔｔｏ サービス 理容・美容業 5%

44,545 千葉県 柏市 アブニール松葉町店 サービス 理容・美容業 5%

44,546 千葉県 柏市 アプリシエ サービス その他サービス 5%

44,547 千葉県 柏市 Ａｍｅｒｉ　ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ　柏　　【アメリシュシュ　カシワ】 サービス 理容・美容業 5%

44,548 千葉県 柏市 荒井屋 サービス 飲食業 5%

44,549 千葉県 柏市 あらきだ動物病院 サービス その他サービス 5%

44,550 千葉県 柏市 有賀園ゴルフ柏店 小売業 その他小売 5%

44,551 千葉県 柏市 アリゾナフリーダム柏店 小売業 貴金属・服飾品 5%

44,552 千葉県 柏市 アロマテラピーサロンラシエスタ サービス その他サービス 5%

44,553 千葉県 柏市 ｅｎ　ＶＯＧＵＥ　アン　ヴォーグ サービス 理容・美容業 5%

44,554 千葉県 柏市 アンコトンマルエツ北柏店 サービス その他サービス 5%

44,555 千葉県 柏市 ＡＮＴＩＱＵＥ　ＣＨＩＣ サービス 理容・美容業 5%

44,556 千葉県 柏市 ａｎｆｉｄａｐｅｒｓｏｎａｌｇｙｍ代々木上原店 サービス その他サービス 5%

44,557 千葉県 柏市 飯島建材 小売業 家具・調度品 5%

44,558 千葉県 柏市 居酒屋　いこい　柏東口店 サービス 飲食業 5%

44,559 千葉県 柏市 石井電化 小売業 電化製品 5%

44,560 千葉県 柏市 いしど画材 小売業 家具・調度品 5%

44,561 千葉県 柏市 ｉｄｅａ柏の葉Ｔ?ＳＩＴＥ店 サービス 理容・美容業 5%

44,562 千葉県 柏市 ｉｄｅａ　柏の葉Ｔ－ＳＩＴＥ サービス 理容・美容業 5%

1063



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

44,563 千葉県 柏市 出光沼南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,564 千葉県 柏市 出光西柏ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,565 千葉県 柏市 イリオスＰｅｒｓｏｎａｌ　柏店 サービス 理容・美容業 5%

44,566 千葉県 柏市 イリオスＰｅｒｓｏｎａｌＭＥＧＡドンキ柏 サービス 理容・美容業 5%

44,567 千葉県 柏市 イワマツコーポレーション　フィール サービス その他サービス 5%

44,568 千葉県 柏市 インテリアカーサ柏店 小売業 家具・調度品 5%

44,569 千葉県 柏市 ｉｎ　ｆｕｌｌ　ｂｌｏｏｍ 小売業 その他小売 5%

44,570 千葉県 柏市 ウィッシュセレネ柏店 サービス 理容・美容業 5%

44,571 千葉県 柏市 ＷＥＲＤＥＮＷＯＲＫＳ 小売業 衣料品 5%

44,572 千葉県 柏市 魚一商店南柏総本山 サービス 飲食業 5%

44,573 千葉県 柏市 宇田川電機 小売業 電化製品 5%

44,574 千葉県 柏市 歌広場　柏東口二番街店 サービス 飲食業 5%

44,575 千葉県 柏市 歌広場　南柏店 サービス 飲食業 5%

44,576 千葉県 柏市 ウッドストック 小売業 衣料品 5%

44,577 千葉県 柏市 旨いもん屋　ごち サービス 飲食業 5%

44,578 千葉県 柏市 Ｗｕｎｓｃｈ．　ｒｏｉｊｉｒ サービス 理容・美容業 5%

44,579 千葉県 柏市 ＨＤＤ株式会社 小売業 その他小売 5%

44,580 千葉県 柏市 エクスチェンジ柏沼南店 小売業 その他小売 5%

44,581 千葉県 柏市 エスイーアソシエイト サービス その他サービス 5%

44,582 千葉県 柏市 エステサロンさくら　南柏店 サービス 理容・美容業 5%

44,583 千葉県 柏市 ｅｄｉｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

44,584 千葉県 柏市 Ｎ／９２ｃｏ． サービス 理容・美容業 5%

44,585 千葉県 柏市 エンジョイおそうじサポート サービス その他サービス 5%

44,586 千葉県 柏市 オークハウス本店 小売業 その他小売 5%

44,587 千葉県 柏市 おおたかの森病院売店 小売業 その他小売 5%

44,588 千葉県 柏市 オーディオハート株式会社 小売業 電化製品 5%

44,589 千葉県 柏市 大むら　大むら蕎麦 サービス 飲食業 5%

44,590 千葉県 柏市 御菓子司　青柳 小売業 食料品 5%

44,591 千葉県 柏市 小川司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

44,592 千葉県 柏市 オークスベストフィットネス柏 サービス その他サービス 5%

44,593 千葉県 柏市 小倉建設 サービス その他サービス 5%

44,594 千葉県 柏市 お好み焼 じゅうじゆ 小売業 食料品 5%

44,595 千葉県 柏市 オステリア カーロパパ サービス 飲食業 5%

44,596 千葉県 柏市 オートアシスト サービス その他サービス 5%

44,597 千葉県 柏市 ＯＦＦＴＩＭＥ 小売業 衣料品 5%

44,598 千葉県 柏市 オペラ座プリンセスハウス サービス その他サービス 5%

44,599 千葉県 柏市 おもちゃリサイクル　みっけ 小売業 その他小売 5%

44,600 千葉県 柏市 オリーブの木カイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

44,601 千葉県 柏市 オリックスレンタカー柏高田ＳＳカウンター サービス その他サービス 2%

44,602 千葉県 柏市 オリックスレンタカー柏の葉キャンパス店 サービス その他サービス 2%

44,603 千葉県 柏市 オリックスレンタカー北柏ＳＳカウンター サービス その他サービス 2%

44,604 千葉県 柏市 オルランド サービス 飲食業 5%
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44,605 千葉県 柏市 温野菜柏店 サービス 飲食業 2%

44,606 千葉県 柏市 ガーデン藤ヶ谷ゴルフレンジ サービス その他サービス 5%

44,607 千葉県 柏市 海鮮居酒屋　魚の蔵 サービス 飲食業 5%

44,608 千葉県 柏市 回転寿し活鮮　南増尾店 サービス 飲食業 5%

44,609 千葉県 柏市 カウンターブルームーン サービス 飲食業 5%

44,610 千葉県 柏市 カジュアルショップミミ 小売業 衣料品 5%

44,611 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏明原店 小売業 食料品 2%

44,612 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏あけぼの４丁目店 小売業 食料品 2%

44,613 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏旭町８丁目店 小売業 食料品 2%

44,614 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏旭町４丁目店 小売業 食料品 2%

44,615 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏東上町店 小売業 食料品 2%

44,616 千葉県 柏市 セブンーイレブン柏東台店 小売業 食料品 2%

44,617 千葉県 柏市 柏インターチェンジＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,618 千葉県 柏市 セブンーイレブン柏駅南口店 小売業 食料品 2%

44,619 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏大井店 小売業 食料品 2%

44,620 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏加賀３丁目店 小売業 食料品 2%

44,621 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏風早工業団地店 小売業 食料品 2%

44,622 千葉県 柏市 柏厚生総合病院売店 小売業 その他小売 5%

44,623 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏逆井店 小売業 食料品 2%

44,624 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏３丁目店 小売業 食料品 2%

44,625 千葉県 柏市 柏指圧治療室 サービス その他サービス 5%

44,626 千葉県 柏市 柏食堂 サービス その他サービス 5%

44,627 千葉県 柏市 柏市立柏病院売店 小売業 その他小売 5%

44,628 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏関場町店 小売業 食料品 2%

44,629 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏高柳駅西店 小売業 食料品 2%

44,630 千葉県 柏市 株式会社柏タクシー サービス 運輸業 5%

44,631 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏中央２丁目店 小売業 食料品 2%

44,632 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏千代田２丁目店 小売業 食料品 2%

44,633 千葉県 柏市 かしわ亭　増尾台店 サービス 飲食業 5%

44,634 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏豊四季駅東店 小売業 食料品 2%

44,635 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏豊四季北店 小売業 食料品 2%

44,636 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏豊住３丁目店 小売業 食料品 2%

44,637 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏十余二庚塚店 小売業 食料品 2%

44,638 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏十余二工業団地店 小売業 食料品 2%

44,639 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏十余二店 小売業 食料品 2%

44,640 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏中新宿店 小売業 食料品 2%

44,641 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏中原２丁目店 小売業 食料品 2%

44,642 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏西原３丁目店 小売業 食料品 2%

44,643 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏の葉キャンパス店 小売業 食料品 2%

44,644 千葉県 柏市 柏の葉整体院 サービス その他サービス 5%

44,645 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏花野井北店 小売業 食料品 2%

44,646 千葉県 柏市 柏パンショップ（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%
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44,647 千葉県 柏市 柏ハンバーグ居酒屋ＰＯＷ サービス 飲食業 5%

44,648 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏光ケ丘店 小売業 食料品 2%

44,649 千葉県 柏市 柏美容室　ｃｏｌｌａｂｏ サービス 理容・美容業 5%

44,650 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏布施弁天入口店 小売業 食料品 2%

44,651 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏船戸店 小売業 食料品 2%

44,652 千葉県 柏市 柏補聴器センター 小売業 その他小売 5%

44,653 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏増尾店 小売業 食料品 2%

44,654 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏松ヶ崎東店 小売業 食料品 2%

44,655 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏松葉町１丁目店 小売業 食料品 2%

44,656 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏松葉町店 小売業 食料品 2%

44,657 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏南増尾１丁目店 小売業 食料品 2%

44,658 千葉県 柏市 セブン－イレブン柏吉野沢店 小売業 食料品 2%

44,659 千葉県 柏市 勝木書店 ＫａＢｏＳ ららぽーと柏の葉店 小売業 その他小売 5%

44,660 千葉県 柏市 学校制服ミヨシヤ 小売業 衣料品 5%

44,661 千葉県 柏市 ガッチキ サービス 飲食業 5%

44,662 千葉県 柏市 がってん寿司柏増尾台店 サービス 飲食業 5%

44,663 千葉県 柏市 かつまた米店 小売業 食料品 5%

44,664 千葉県 柏市 （有）金子金物店 小売業 その他小売 5%

44,665 千葉県 柏市 カフェｃｏｎａｙａ サービス 飲食業 5%

44,666 千葉県 柏市 カフェレストランアゴーラ サービス 飲食業 5%

44,667 千葉県 柏市 株式会社旭日建装 サービス その他サービス 5%

44,668 千葉県 柏市 ㈱オグリ 小売業 衣料品 5%

44,669 千葉県 柏市 株式会社カーパスライフ柏手賀の杜店 サービス その他サービス 5%

44,670 千葉県 柏市 株式会社９２ ＶＩＬＬＡ ９２ｃｏ サービス 理容・美容業 5%

44,671 千葉県 柏市 株式会社９２ Ｇｏｓｓｉｐ ＨＡＩＲ ９２ｃｏ サービス 理容・美容業 5%

44,672 千葉県 柏市 株式会社だよ サービス その他サービス 5%

44,673 千葉県 柏市 株式会社ドリーム サービス 運輸業 5%

44,674 千葉県 柏市 株式会社ミツワ堂 小売業 家具・調度品 5%

44,675 千葉県 柏市 カペリ・デ・アーテ　大津ヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

44,676 千葉県 柏市 カラオケ　シティベア　南柏店 サービス その他サービス 5%

44,677 千葉県 柏市 カラオケシティベア南柏店 サービス その他サービス 5%

44,678 千葉県 柏市 カラダケア整体院 サービス 理容・美容業 5%

44,679 千葉県 柏市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋柏豊四季店 サービス 飲食業 2%

44,680 千葉県 柏市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　ＪＲ柏駅西口店 サービス 飲食業 2%

44,681 千葉県 柏市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ヨークマート柏花野井店 サービス 飲食業 2%

44,682 千葉県 柏市 カワズ靴工房 小売業 その他小売 5%

44,683 千葉県 柏市 韓国ダイニングムクゲ サービス 飲食業 5%

44,684 千葉県 柏市 韓国料理皇帝 サービス 飲食業 5%

44,685 千葉県 柏市 完全個室美容室ＳＴＡＹ サービス 理容・美容業 5%

44,686 千葉県 柏市 関東市民葬祭 サービス その他サービス 5%

44,687 千葉県 柏市 セブン－イレブン北柏３丁目店 小売業 食料品 2%

44,688 千葉県 柏市 北柏デンキ 小売業 電化製品 5%
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44,689 千葉県 柏市 ＫＩＣＨＩＲＩ柏 サービス 飲食業 5%

44,690 千葉県 柏市 喫茶チズ サービス 飲食業 5%

44,691 千葉県 柏市 キッチン・スタジオ　ガゼボ サービス 飲食業 5%

44,692 千葉県 柏市 ギフテッド サービス その他サービス 5%

44,693 千葉県 柏市 ギフテッド サービス その他サービス 5%

44,694 千葉県 柏市 ｇｉｍｍｉｃｋ 小売業 衣料品 5%

44,695 千葉県 柏市 牛角柏店 サービス 飲食業 2%

44,696 千葉県 柏市 牛角柏豊四季 サービス 飲食業 2%

44,697 千葉県 柏市 牛角柏若柴 サービス 飲食業 2%

44,698 千葉県 柏市 毬真工房 小売業 その他小売 5%

44,699 千葉県 柏市 ぎょうざやさん サービス 飲食業 5%

44,700 千葉県 柏市 行政書士法人アイサポー卜総合法務事務所 サービス その他サービス 5%

44,701 千葉県 柏市 協同組合光ヶ丘商店会 サービス その他サービス 5%

44,702 千葉県 柏市 ＧＩＮ サービス その他サービス 5%

44,703 千葉県 柏市 クウラヘアー サービス 理容・美容業 5%

44,704 千葉県 柏市 ＣＵＯＲＥ柏店 サービス 理容・美容業 5%

44,705 千葉県 柏市 久我電気商会 小売業 電化製品 5%

44,706 千葉県 柏市 Ｃｌｕｓｔｅｒ サービス 飲食業 5%

44,707 千葉県 柏市 ＣＬＵＴＣＨ　クラッチ サービス 理容・美容業 5%

44,708 千葉県 柏市 グランパークホテルザ・ルクソー南柏 サービス 宿泊業 5%

44,709 千葉県 柏市 グリ－ンアロ－モラ－ジュ柏店 サービス その他サービス 5%

44,710 千葉県 柏市 クリーンコンシェルジュ サービス その他サービス 5%

44,711 千葉県 柏市 Ｇｒｉｌｌ＆Ｐａｓｔａ一魂 サービス 飲食業 5%

44,712 千葉県 柏市 グリルビート サービス 飲食業 5%

44,713 千葉県 柏市 グルービー柏店 サービス 飲食業 5%

44,714 千葉県 柏市 クロロフイル柏駅前美顔教室 小売業 その他小売 5%

44,715 千葉県 柏市 ケアーズ整体院 サービス その他サービス 5%

44,716 千葉県 柏市 ケイ・ウノ柏店 小売業 貴金属・服飾品 5%

44,717 千葉県 柏市 健康プラザラクーン柏本店 小売業 その他小売 5%

44,718 千葉県 柏市 Ｋｏｕｍａ サービス 飲食業 5%

44,719 千葉県 柏市 珈琲工房豆壱 サービス 飲食業 5%

44,720 千葉県 柏市 ゴールデンアイ サービス その他サービス 5%

44,721 千葉県 柏市 小顔矯正専門店シンメトリー柏店 サービス その他サービス 5%

44,722 千葉県 柏市 こころからだサポート サービス その他サービス 5%

44,723 千葉県 柏市 コスメ　バース 小売業 その他小売 5%

44,724 千葉県 柏市 こっとん・ぶーけ　初石店 小売業 衣料品 5%

44,725 千葉県 柏市 こっとん・ぶーけ　松葉町店 小売業 衣料品 5%

44,726 千葉県 柏市 コマ電機 小売業 電化製品 5%

44,727 千葉県 柏市 コマ電機商会 小売業 電化製品 5%

44,728 千葉県 柏市 サイクルショップヤマザキ 小売業 その他小売 5%

44,729 千葉県 柏市 サイトウクリーニング 柏桜台店 サービス その他サービス 5%

44,730 千葉県 柏市 サウンドスタジオＭ　柏 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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44,731 千葉県 柏市 サウンドスタジオＭ　柏Ｐａｒｔ２ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

44,732 千葉県 柏市 雑貨・リサイクルＲｅｔｕｒｎ サービス 理容・美容業 5%

44,733 千葉県 柏市 皐月 サービス 飲食業 5%

44,734 千葉県 柏市 ＳＵＮＮＹ’ＳｂｙＣＯＮＫＳ サービス 理容・美容業 5%

44,735 千葉県 柏市 サロン　アミティエ サービス 理容・美容業 5%

44,736 千葉県 柏市 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＯＺ　Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＯＺ サービス 理容・美容業 5%

44,737 千葉県 柏市 サロンド　エレガンス サービス 理容・美容業 5%

44,738 千葉県 柏市 株式会社オズプロモーション サービス その他サービス 5%

44,739 千葉県 柏市 三喜 小売業 衣料品 5%

44,740 千葉県 柏市 三恵美装 サービス その他サービス 5%

44,741 千葉県 柏市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 柏営業所 小売業 その他小売 5%

44,742 千葉県 柏市 ＳｕｎｒｉｓｅＳｈｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

44,743 千葉県 柏市 Ｃ．ＰＯＩＮＴ 小売業 衣料品 5%

44,744 千葉県 柏市 ＪＴＢマイタウントラベルアリオ柏店 サービス その他サービス 5%

44,745 千葉県 柏市 自家焙煎珈琲　茶珈香　自家焙煎珈琲　茶珈香 小売業 食料品 5%

44,746 千葉県 柏市 志ち乃　柏マルイ店 小売業 食料品 5%

44,747 千葉県 柏市 しちりん南柏西口駅前店 サービス 飲食業 5%

44,748 千葉県 柏市 しちりん南柏東口店しちりん倶楽部にくまる サービス 飲食業 5%

44,749 千葉県 柏市 ＳＥＥＤ　ＲＡＣＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

44,750 千葉県 柏市 しみず食堂　しみず食堂 サービス 飲食業 5%

44,751 千葉県 柏市 シミズメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

44,752 千葉県 柏市 ＳＡＴＶショッピング 小売業 その他小売 5%

44,753 千葉県 柏市 車検　カーポート サービス その他サービス 5%

44,754 千葉県 柏市 シャムロック 小売業 衣料品 5%

44,755 千葉県 柏市 紗瑠夢柏店 小売業 衣料品 5%

44,756 千葉県 柏市 紗瑠夢ファミリ柏店 小売業 衣料品 5%

44,757 千葉県 柏市 じゃんぱら柏店 小売業 電化製品 5%

44,758 千葉県 柏市 手芸センタードリームセブンパークア 小売業 その他小売 5%

44,759 千葉県 柏市 手芸センタードリームセブンパークアリオ柏 小売業 その他小売 5%

44,760 千葉県 柏市 俊栄商会 サービス その他サービス 5%

44,761 千葉県 柏市 旬彩酒房　和樂 サービス 飲食業 5%

44,762 千葉県 柏市 松栄軒　手賀の杜店 サービス 飲食業 5%

44,763 千葉県 柏市 沼南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,764 千葉県 柏市 沼南泉 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,765 千葉県 柏市 セブン－イレブン沼南大津ヶ丘店 小売業 食料品 2%

44,766 千葉県 柏市 セブン－イレブン沼南しいの木台店 小売業 食料品 2%

44,767 千葉県 柏市 セブン－イレブン沼南下清水店 小売業 食料品 2%

44,768 千葉県 柏市 沼南タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

44,769 千葉県 柏市 セブン－イレブン沼南高柳店 小売業 食料品 2%

44,770 千葉県 柏市 セブン－イレブン沼南藤ヶ谷店 小売業 食料品 2%

44,771 千葉県 柏市 沼南町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,772 千葉県 柏市 ジョゼ 小売業 衣料品 5%
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44,773 千葉県 柏市 女性のためのリエ治療室　リエ整体院 サービス その他サービス 5%

44,774 千葉県 柏市 セブンーイレブン新柏４丁目店 小売業 食料品 2%

44,775 千葉県 柏市 有限会社　新富自販 サービス その他サービス 5%

44,776 千葉県 柏市 すぎの梨園 小売業 その他小売 5%

44,777 千葉県 柏市 鮨　一崇 サービス 飲食業 5%

44,778 千葉県 柏市 スズキモータース 小売業 その他小売 5%

44,779 千葉県 柏市 鈴木輪店本社 小売業 その他小売 5%

44,780 千葉県 柏市 すずのき　柏店 小売業 衣料品 5%

44,781 千葉県 柏市 ＳＴＵＤＩＯ　ＮＡＵＧＨＴＹ サービス 理容・美容業 5%

44,782 千葉県 柏市 すたみな太郎　１６号沼南店 サービス 飲食業 5%

44,783 千葉県 柏市 ステーキハウス柏みその サービス 飲食業 5%

44,784 千葉県 柏市 ステーキハウス　ＭＯＭＯ　柏店 サービス 飲食業 5%

44,785 千葉県 柏市 ｓｐａ　ｃｉｎｑ　ｓｅｎｓ サービス 理容・美容業 5%

44,786 千葉県 柏市 スプラウト　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

44,787 千葉県 柏市 スペースｉ柏ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,788 千葉県 柏市 スペースｉ柏ＳＳ２ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,789 千葉県 柏市 スリートゥーワン サービス 飲食業 5%

44,790 千葉県 柏市 生活彩家聖光ヶ丘病院店 小売業 その他小売 2%

44,791 千葉県 柏市 ゼーブル 小売業 その他小売 5%

44,792 千葉県 柏市 セオサイクル柏明原店 小売業 その他小売 5%

44,793 千葉県 柏市 セカンドハンズ　柏店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

44,794 千葉県 柏市 ジュエリークラフトイエロートラッシュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

44,795 千葉県 柏市 セレクション　青葉台店 小売業 食料品 5%

44,796 千葉県 柏市 セレクション　しいの木台店 小売業 食料品 5%

44,797 千葉県 柏市 セレクション　西原店 小売業 食料品 5%

44,798 千葉県 柏市 セレクション　花野井店 小売業 食料品 5%

44,799 千葉県 柏市 セレビアイ柏店 サービス 理容・美容業 5%

44,800 千葉県 柏市 セレモ　柏ホール サービス その他サービス 5%

44,801 千葉県 柏市 セレンシー柏サロン 小売業 貴金属・服飾品 5%

44,802 千葉県 柏市 セントポール サービス 飲食業 5%

44,803 千葉県 柏市 センワ屋　センワ屋 サービス 飲食業 5%

44,804 千葉県 柏市 ソーシャルメディアマーケティング サービス その他サービス 5%

44,805 千葉県 柏市 蕎麦一玄 サービス 飲食業 5%

44,806 千葉県 柏市 そば処　かどや サービス 飲食業 5%

44,807 千葉県 柏市 そば日本料理美晴 サービス 飲食業 5%

44,808 千葉県 柏市 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　柏店 小売業 その他小売 5%

44,809 千葉県 柏市 大まる柏豊四季店 サービス 飲食業 5%

44,810 千葉県 柏市 ＃ｔａｇ サービス 理容・美容業 5%

44,811 千葉県 柏市 田中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,812 千葉県 柏市 ＴＥＡＭ氣流 サービス 理容・美容業 5%

44,813 千葉県 柏市 千葉照明 小売業 電化製品 5%

44,814 千葉県 柏市 ＣＨＩＮＥＳＥＤＩＮＩＮＧ心樹 サービス 飲食業 5%
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44,815 千葉県 柏市 中国料理　文菜華 サービス 飲食業 5%

44,816 千葉県 柏市 珍來　柏東口店 サービス 飲食業 5%

44,817 千葉県 柏市 珍來　柏藤ケ谷店 サービス 飲食業 5%

44,818 千葉県 柏市 珍來柏西口店 サービス 飲食業 5%

44,819 千葉県 柏市 珍來柏東口店 サービス 飲食業 5%

44,820 千葉県 柏市 珍來柏日立台店 サービス 飲食業 5%

44,821 千葉県 柏市 珍來柏藤ヶ谷店 サービス 飲食業 5%

44,822 千葉県 柏市 ツインズ サービス 理容・美容業 5%

44,823 千葉県 柏市 ＴＷＩＮＳ?Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

44,824 千葉県 柏市 つくし薬局 サービス その他サービス 5%

44,825 千葉県 柏市 つり具のブンブン　千葉柏店 小売業 その他小売 5%

44,826 千葉県 柏市 つり具のブンブン柏店 小売業 その他小売 5%

44,827 千葉県 柏市 ツルタデンカ 小売業 電化製品 5%

44,828 千葉県 柏市 てあてサロン柏整体院 サービス その他サービス 5%

44,829 千葉県 柏市 ｔｋｏ 小売業 衣料品 5%

44,830 千葉県 柏市 Ｔ４．０Ｆｉｔｎｅｓｓ サービス その他サービス 5%

44,831 千葉県 柏市 ＤＡＨ　柏店 サービス 理容・美容業 5%

44,832 千葉県 柏市 ディスクユニオン柏２号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

44,833 千葉県 柏市 ディスクユニオン柏１号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

44,834 千葉県 柏市 ディスクユニオン　柏店 小売業 電化製品 5%

44,835 千葉県 柏市 鉄板焼ホルモン　兵六 サービス 飲食業 5%

44,836 千葉県 柏市 ｔａｂｌｅ　ｂｅｅｔ サービス 飲食業 5%

44,837 千葉県 柏市 デンキボックス 小売業 電化製品 5%

44,838 千葉県 柏市 デントリペアワークス サービス その他サービス 5%

44,839 千葉県 柏市 天和 サービス 飲食業 5%

44,840 千葉県 柏市 東玉　柏店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

44,841 千葉県 柏市 東進ホーム株式会社 サービス その他サービス 5%

44,842 千葉県 柏市 東大生協　柏店 サービス その他サービス 5%

44,843 千葉県 柏市 東大生協　柏店 サービス その他サービス 5%

44,844 千葉県 柏市 ドクター・ヴィーナス サービス その他サービス 5%

44,845 千葉県 柏市 トサカモミジ　トサカモミジ　柏店 サービス 飲食業 5%

44,846 千葉県 柏市 ドッグワークス　ファイン サービス その他サービス 5%

44,847 千葉県 柏市 とど屋 小売業 衣料品 5%

44,848 千葉県 柏市 トムボウイ・インスティテュート サービス その他サービス 5%

44,849 千葉県 柏市 豊四季 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,850 千葉県 柏市 トヨタ部品千葉共販柏営業所 サービス その他サービス 5%

44,851 千葉県 柏市 トヨタレンタリース新千葉柏の葉キャンパス サービス その他サービス 2%

44,852 千葉県 柏市 トヨタレンタリース新千葉柏東口店 サービス その他サービス 2%

44,853 千葉県 柏市 トヨタレンタリース千葉柏店 サービス その他サービス 2%

44,854 千葉県 柏市 トラックショップジェット柏店 小売業 その他小売 5%

44,855 千葉県 柏市 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＭＩＹＡＭＡ サービス 飲食業 5%

44,856 千葉県 柏市 鳥彩々　柏サンサン通り店 サービス 飲食業 5%
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44,857 千葉県 柏市 鳥升／八泉 サービス 飲食業 5%

44,858 千葉県 柏市 なおして屋 サービス その他サービス 5%

44,859 千葉県 柏市 中島自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

44,860 千葉県 柏市 流山ホークアイ サービス その他サービス 5%

44,861 千葉県 柏市 なつめ動物病院 サービス その他サービス 5%

44,862 千葉県 柏市 ナナイロ＊ 小売業 衣料品 5%

44,863 千葉県 柏市 鳴門鯛焼本舗　柏店 サービス 飲食業 5%

44,864 千葉県 柏市 ｎａｌｕｆｉｔｎｅｓｓ２０１９ サービス その他サービス 5%

44,865 千葉県 柏市 肉の万世　柏若柴亭 サービス 飲食業 5%

44,866 千葉県 柏市 肉の万世　柏店 サービス 飲食業 5%

44,867 千葉県 柏市 にこ治療院 サービス その他サービス 5%

44,868 千葉県 柏市 二松学舎大学柏キャンパス売店 小売業 家具・調度品 5%

44,869 千葉県 柏市 ニッセンシェイプ・サロンＣＡＭＥＬＬＩＡ 小売業 衣料品 5%

44,870 千葉県 柏市 日本アゲアゲ亭 サービス 飲食業 5%

44,871 千葉県 柏市 日本亭豊四季店 サービス 飲食業 5%

44,872 千葉県 柏市 ニホンメガネ　柏駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

44,873 千葉県 柏市 日本料理　Ｏｋａｍｏｔｏ サービス 飲食業 5%

44,874 千葉県 柏市 ニュー柏ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,875 千葉県 柏市 ニュー沼南泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,876 千葉県 柏市 ニュー高柳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,877 千葉県 柏市 ニューマウンテン 小売業 その他小売 5%

44,878 千葉県 柏市 ＮＥＷ　ＮＵＲＳＩＮＧ サービス その他サービス 5%

44,879 千葉県 柏市 ＮＩＷＡＬＥＡＴＨＥＲＳ サービス その他サービス 5%

44,880 千葉県 柏市 NUIZA縫EMON柏 小売業 その他小売 5%

44,881 千葉県 柏市 ネイルとエステのお店チップタップ サービス 理容・美容業 5%

44,882 千葉県 柏市 ネイルプリンセスＪ＆Ｐ柏店 サービス 理容・美容業 5%

44,883 千葉県 柏市 ｎｅｉｇｅ＋ サービス その他サービス 5%

44,884 千葉県 柏市 猫雑貨と猫カフェのお店　猫の手 サービス 飲食業 5%

44,885 千葉県 柏市 ネッツトヨタ千葉北柏店 小売業 その他小売 5%

44,886 千葉県 柏市 ネッツトヨタ千葉ユ－コム柏若柴店 小売業 その他小売 5%

44,887 千葉県 柏市 ノゾミ株式会社 サービス 理容・美容業 5%

44,888 千葉県 柏市 セブン－イレブン野田梅郷駅西口店 小売業 食料品 2%

44,889 千葉県 柏市 ｎｏｖｕｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

44,890 千葉県 柏市 Ｎｏｒａｈ【ノラ】 サービス 理容・美容業 5%

44,891 千葉県 柏市 バー　イン　ザ　ミラー サービス 飲食業 5%

44,892 千葉県 柏市 ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ サービス 理容・美容業 5%

44,893 千葉県 柏市 ｂｙ　ＭＩＧＩＷＡ 小売業 その他小売 5%

44,894 千葉県 柏市 ｂｙ　ＭＩＧＩＷＡ 小売業 その他小売 5%

44,895 千葉県 柏市 ハオ中国語アカデミー柏校 サービス その他サービス 5%

44,896 千葉県 柏市 ハギワラ 小売業 その他小売 5%

44,897 千葉県 柏市 ｈａｃｏｎｉｗａ サービス 理容・美容業 5%

44,898 千葉県 柏市 はすサロン サービス その他サービス 5%

1071



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

44,899 千葉県 柏市 ハタケヤマデンキ 小売業 電化製品 5%

44,900 千葉県 柏市 二十歳振袖館Ａｚ柏マルイ店・フォトスタジオＣｏｃｏａ柏マルイ店 サービス その他サービス 5%

44,901 千葉県 柏市 ハタノ薬局 小売業 その他小売 5%

44,902 千葉県 柏市 ＢｕｔｔｅｒｆｌｙＭａｉｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

44,903 千葉県 柏市 電化ライフカゴタニ 小売業 電化製品 5%

44,904 千葉県 柏市 パナクレールこばやし 小売業 電化製品 5%

44,905 千葉県 柏市 花野井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,906 千葉県 柏市 花ほうろ 小売業 家具・調度品 5%

44,907 千葉県 柏市 馬肉の力　馬力屋一本堂 サービス 飲食業 5%

44,908 千葉県 柏市 馬場自動車工業 サービス その他サービス 5%

44,909 千葉県 柏市 ハマジマ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

44,910 千葉県 柏市 パーム　エポツクタナカ 小売業 電化製品 5%

44,911 千葉県 柏市 Ｈａｒｕ－Ｒｕ　【ハルール】 サービス 理容・美容業 5%

44,912 千葉県 柏市 ハローマート南増尾店 小売業 食料品 5%

44,913 千葉県 柏市 ＨＡＮＧＯＶＥＲ サービス 飲食業 5%

44,914 千葉県 柏市 パン工房ルシェーヌ 小売業 食料品 5%

44,915 千葉県 柏市 はんこ家一番　柏店 小売業 その他小売 5%

44,916 千葉県 柏市 伴屋 サービス 飲食業 5%

44,917 千葉県 柏市 ビーフリー 柏インター店 小売業 その他小売 5%

44,918 千葉県 柏市 ひがしやま サービス 飲食業 5%

44,919 千葉県 柏市 ピザ工房馬車道柏豊四季店１０７９ サービス 飲食業 5%

44,920 千葉県 柏市 ビジネス旅館山貴 サービス 宿泊業 5%

44,921 千葉県 柏市 ＢＩＳＴＲＯ　ＧＡＶＲＯＣＨＥ サービス 飲食業 5%

44,922 千葉県 柏市 ビストロ酒場ＧＡＢＵ２（個人） サービス 飲食業 5%

44,923 千葉県 柏市 ビストロペイザンヌ サービス 飲食業 5%

44,924 千葉県 柏市 ビッグボス　沼南支店　お歳暮用 小売業 食料品 5%

44,925 千葉県 柏市 ビッグボス　沼南支店　御節販売用 小売業 食料品 5%

44,926 千葉県 柏市 ビッグボス　沼南支店　お中元用 小売業 食料品 5%

44,927 千葉県 柏市 ビッグボスシバザキ　沼南支店 小売業 食料品 5%

44,928 千葉県 柏市 ビッグボス　沼南支店　ブランド販売用 小売業 食料品 5%

44,929 千葉県 柏市 びっくりキング　南柏店 小売業 衣料品 5%

44,930 千葉県 柏市 ひまわり サービス その他サービス 5%

44,931 千葉県 柏市 ＰＵＲＥＬＡＤＹ サービス 理容・美容業 5%

44,932 千葉県 柏市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＬＵＮＡ サービス 理容・美容業 5%

44,933 千葉県 柏市 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　ＬＵＮＡ サービス 理容・美容業 5%

44,934 千葉県 柏市 美容室ルミナス サービス 理容・美容業 5%

44,935 千葉県 柏市 ＢＥＬＩＥＶＥ北柏 サービス 理容・美容業 5%

44,936 千葉県 柏市 ｈｉｌｌｓ サービス 理容・美容業 5%

44,937 千葉県 柏市 ファースト・セル サービス その他サービス 5%

44,938 千葉県 柏市 ファクトリーギア柏店 小売業 その他小売 5%

44,939 千葉県 柏市 ファブリックエイドカブシキガイシャ サービス その他サービス 5%

44,940 千葉県 柏市 ＦＵＮ柏 小売業 衣料品 5%

1072



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

44,941 千葉県 柏市 ＦＵＮファミリ柏店 小売業 衣料品 5%

44,942 千葉県 柏市 ＦｅｒｅＢｒｉｇｈｔ　柏店 サービス 理容・美容業 5%

44,943 千葉県 柏市 フェアリーズ 小売業 衣料品 5%

44,944 千葉県 柏市 フェスタマリオ サービス 飲食業 5%

44,945 千葉県 柏市 フォトスタジオプリンセス柏店 サービス その他サービス 5%

44,946 千葉県 柏市 ふか川 サービス 飲食業 5%

44,947 千葉県 柏市 福兆 サービス 飲食業 5%

44,948 千葉県 柏市 福兆 サービス 飲食業 5%

44,949 千葉県 柏市 株式会社ガレージＳＤ サービス その他サービス 5%

44,950 千葉県 柏市 藤咲どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

44,951 千葉県 柏市 ブランジュエルみっけ花野井店 小売業 その他小売 5%

44,952 千葉県 柏市 ブリアント　柏店 サービス 理容・美容業 5%

44,953 千葉県 柏市 振袖プラチナ館　柏本店 小売業 衣料品 5%

44,954 千葉県 柏市 Ｂｒｉｄｇｅスポーツマッサージ治療院 サービス その他サービス 5%

44,955 千葉県 柏市 ＧＯＥＭＯＮ 小売業 衣料品 5%

44,956 千葉県 柏市 Ｂｒｉｌｌｅ 小売業 その他小売 5%

44,957 千葉県 柏市 ブロック　柏店 小売業 その他小売 5%

44,958 千葉県 柏市 ｐｒｏｄｕｃｅｄ　ｂｙ　ＥＤＥＮ サービス 理容・美容業 5%

44,959 千葉県 柏市 ＰｒｏＬｉｎｋ　ひばり堂 小売業 電化製品 5%

44,960 千葉県 柏市 ＰｒｏＬｉｎｋ　ラーク 小売業 電化製品 5%

44,961 千葉県 柏市 ＰｒｏＬｉｎｋかわの本部店 小売業 電化製品 5%

44,962 千葉県 柏市 ＰｒｏＬｉｎｋササキ 小売業 電化製品 5%

44,963 千葉県 柏市 ＨＡＩＲ ｉｍａｇｉｎｅ ｈａｉｒ ｉｍａｇｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

44,964 千葉県 柏市 ヘアーサロン　モリシタ サービス 理容・美容業 5%

44,965 千葉県 柏市 ヘアーサロン真 ヘアーサロン真 サービス 理容・美容業 5%

44,966 千葉県 柏市 ヘアーサロンモリシタ サービス その他サービス 5%

44,967 千葉県 柏市 ヘアーデザイン　ドゥリアン サービス 理容・美容業 5%

44,968 千葉県 柏市 ヘアーサロンハマモト サービス 理容・美容業 5%

44,969 千葉県 柏市 ヘアーサロン男爵 サービス 理容・美容業 5%

44,970 千葉県 柏市 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎＶｅｒａｎｄ サービス 理容・美容業 5%

44,971 千葉県 柏市 ヘアメイクリジェ柏店 サービス 理容・美容業 5%

44,972 千葉県 柏市 ｖａｐｅｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

44,973 千葉県 柏市 ベーカリーフェーブ　ベーカリーフェーブ 小売業 食料品 5%

44,974 千葉県 柏市 ペコリ　柏店 サービス 飲食業 5%

44,975 千葉県 柏市 ＰＥＣ　ｂａｒ　ｄｅ　Ｅｓｐａｎａ サービス 飲食業 5%

44,976 千葉県 柏市 ペットのデパート　東葛　柏店 小売業 その他小売 5%

44,977 千葉県 柏市 ベローチェ柏駅東口店 サービス 飲食業 5%

44,978 千葉県 柏市 ボスコ　ｄｉ　パスタ サービス 飲食業 5%

44,979 千葉県 柏市 Ｂｏｔａｎｉｃａ サービス 飲食業 5%

44,980 千葉県 柏市 ｂｏｄｙ．ｓｗｉｔｃｈ サービス その他サービス 5%

44,981 千葉県 柏市 ホテルサンオーク柏の葉 サービス 宿泊業 5%

44,982 千葉県 柏市 ボンズビルダー サービス その他サービス 5%
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44,983 千葉県 柏市 マイタウントラベルモラージュ柏店 サービス その他サービス 5%

44,984 千葉県 柏市 ＭＯＵＮＴＤＯＯＲ サービス その他サービス 5%

44,985 千葉県 柏市 巻き爪本舗　柏店 サービス その他サービス 5%

44,986 千葉県 柏市 マクドナルド青葉台ヨークマート店 サービス 飲食業 2%

44,987 千葉県 柏市 マクドナルド１６号柏桜台店 サービス 飲食業 2%

44,988 千葉県 柏市 マクドナルド１６号沼南店 サービス 飲食業 2%

44,989 千葉県 柏市 マクドナルド新柏ヨークマート店 サービス 飲食業 2%

44,990 千葉県 柏市 マクドナルドセブンパークアリオ柏店 サービス 飲食業 2%

44,991 千葉県 柏市 マクドナルド高柳店 サービス 飲食業 2%

44,992 千葉県 柏市 マグーナ柏 サービス その他サービス 5%

44,993 千葉県 柏市 増尾中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

44,994 千葉県 柏市 ＭＡＤＡＭ　ＳＡＹＯＫＯ　ＳＡＬＯＮ 小売業 衣料品 5%

44,995 千葉県 柏市 松之寿司 サービス 飲食業 5%

44,996 千葉県 柏市 松丸米店 小売業 食料品 5%

44,997 千葉県 柏市 まんがランド 柏店 サービス その他サービス 5%

44,998 千葉県 柏市 ミートショップ コヤマ 小売業 食料品 5%

44,999 千葉県 柏市 ミシマつり具店 小売業 その他小売 5%

45,000 千葉県 柏市 レストラン　ヴィアッヂオ サービス 飲食業 5%

45,001 千葉県 柏市 ミッキーロード サービス その他サービス 5%

45,002 千葉県 柏市 セブン－イレブン南柏駅東口店 小売業 食料品 2%

45,003 千葉県 柏市 セブン－イレブン南柏豊四季店 小売業 食料品 2%

45,004 千葉県 柏市 セブン－イレブン南柏２丁目店 小売業 食料品 2%

45,005 千葉県 柏市 南増尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,006 千葉県 柏市 ミニチュアフォレスト 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

45,007 千葉県 柏市 宮動物病院 サービス その他サービス 5%

45,008 千葉県 柏市 メガネサロンルック　北柏店 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,009 千葉県 柏市 メガネストアー江戸川台 小売業 その他小売 5%

45,010 千葉県 柏市 メガネストアー江戸川台店 小売業 その他小売 5%

45,011 千葉県 柏市 メガネストアー新柏 小売業 その他小売 5%

45,012 千葉県 柏市 メガネストアー新柏店 小売業 その他小売 5%

45,013 千葉県 柏市 メル友　北柏店 小売業 電化製品 5%

45,014 千葉県 柏市 ＭＯＣＯＳ サービス 理容・美容業 5%

45,015 千葉県 柏市 株式会社マイタウントラベルモラージュ柏店 サービス その他サービス 5%

45,016 千葉県 柏市 森一電気商会 小売業 電化製品 5%

45,017 千葉県 柏市 モリイチデンキ鈴木店 小売業 電化製品 5%

45,018 千葉県 柏市 やがちゃんキムチ本店 小売業 食料品 5%

45,019 千葉県 柏市 焼肉牛ヒレ　柏店 サービス 飲食業 5%

45,020 千葉県 柏市 焼肉酒場　ともさんかく　西口店 サービス 飲食業 5%

45,021 千葉県 柏市 焼肉酒場　ともさんかく　はなれ サービス 飲食業 5%

45,022 千葉県 柏市 焼肉酒場　ともさんかく　本店 サービス 飲食業 5%

45,023 千葉県 柏市 焼肉酒場ともさんかく　本店別館 サービス 飲食業 5%

45,024 千葉県 柏市 矢口電機 小売業 電化製品 5%
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45,025 千葉県 柏市 ［ＨＣ］有限会社ｅ・ワークス 小売業 電化製品 5%

45,026 千葉県 柏市 有限会社オートビーグル サービス その他サービス 5%

45,027 千葉県 柏市 有限会社座間電気商会 小売業 電化製品 5%

45,028 千葉県 柏市 有限会社　システム・プランニング・デリバリー サービス その他サービス 5%

45,029 千葉県 柏市 株式会社シャイン サービス その他サービス 5%

45,030 千葉県 柏市 游工房ギャラリー 小売業 衣料品 5%

45,031 千葉県 柏市 ユウマ サービス その他サービス 5%

45,032 千葉県 柏市 ユザワヤ　柏高島屋ステーションモール店 小売業 その他小売 5%

45,033 千葉県 柏市 豊園茶舗 西原店 小売業 食料品 5%

45,034 千葉県 柏市 豊園茶舗西原 小売業 食料品 5%

45,035 千葉県 柏市 ユニックスサロン＆スパ柏店 サービス 理容・美容業 5%

45,036 千葉県 柏市 ＵＮＩＴＹ サービス 理容・美容業 5%

45,037 千葉県 柏市 Ｅｕｒｅｋａ【ユリーカ】 サービス 理容・美容業 5%

45,038 千葉県 柏市 ＪＵ．ＬＩ．Ｓ サービス 理容・美容業 5%

45,039 千葉県 柏市 養生堂　経絡整体治療院　柏センター サービス その他サービス 5%

45,040 千葉県 柏市 米寿司 サービス 飲食業 5%

45,041 千葉県 柏市 Ｌｉｖｅ　Ｈａｉｒ　ＳＥＣ　南柏 サービス 理容・美容業 5%

45,042 千葉県 柏市 老中国菜知味斎 サービス 飲食業 5%

45,043 千葉県 柏市 ラケットショップキャビン柏店 小売業 その他小売 5%

45,044 千葉県 柏市 らしんばん　柏店 小売業 その他小売 5%

45,045 千葉県 柏市 ラッドミュージックスクール サービス その他サービス 5%

45,046 千葉県 柏市 Ｌａｎａ サービス 理容・美容業 5%

45,047 千葉県 柏市 ラピスアンドローズ南柏店 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,048 千葉県 柏市 ランドロームフードマーケット大津ヶ丘店 小売業 食料品 5%

45,049 千葉県 柏市 ｒｅａｌ　ＤＧ サービス 理容・美容業 5%

45,050 千葉県 柏市 リサイクルモールみっけ 小売業 その他小売 5%

45,051 千葉県 柏市 Ｒｉｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

45,052 千葉県 柏市 リバースイトーヨーカドー柏店 小売業 その他小売 5%

45,053 千葉県 柏市 ＲＩＰＰＬＥ ＰＲＩＭＥ ＲＩＰＰＬＥ ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

45,054 千葉県 柏市 ＲＥＭＩＸ　ｂｙＬｏｖｅｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

45,055 千葉県 柏市 リラクゼーションサロンｆｕｌｌｕｌｌｒ サービス その他サービス 5%

45,056 千葉県 柏市 Ｒｅｌａｉｒ 小売業 衣料品 5%

45,057 千葉県 柏市 りんごカイロサロン サービス 理容・美容業 5%

45,058 千葉県 柏市 ＬＵＣＥＨＡＩＲＤＥＳＡＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

45,059 千葉県 柏市 ル カトゥルール 小売業 食料品 5%

45,060 千葉県 柏市 ルブルジョン サービス 理容・美容業 5%

45,061 千葉県 柏市 ＲＡＹ柏たなか サービス 理容・美容業 5%

45,062 千葉県 柏市 レストラン　ル・クープル サービス 飲食業 5%

45,063 千葉県 柏市 レストラン　ＷＡＩＫＩＫＩ　八千代店 サービス 飲食業 5%

45,064 千葉県 柏市 レストラン＆バー　ヴァロリス サービス 宿泊業 5%

45,065 千葉県 柏市 Roche Hair Works サービス 理容・美容業 5%

45,066 千葉県 柏市 ローズコンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%
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45,067 千葉県 柏市 ローズコンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,068 千葉県 柏市 ロマンティック サービス 理容・美容業 5%

45,069 千葉県 柏市 ｙｋｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

45,070 千葉県 柏市 和料理＆バー　聖ーＭＡＳＡー サービス 飲食業 5%

45,071 千葉県 柏市 ＯＮＥＲＥＰＧＹＭ サービス その他サービス 5%

45,072 千葉県 柏市 ヘアーサロンボン サービス 理容・美容業 5%

45,073 千葉県 勝浦市 朝市新鮮広場魚水 小売業 家具・調度品 5%

45,074 千葉県 勝浦市 安藤写真館 サービス その他サービス 5%

45,075 千葉県 勝浦市 出光植野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,076 千葉県 勝浦市 海味の宿　ひのでや サービス 宿泊業 5%

45,077 千葉県 勝浦市 おーぼんあくいゆ　勝浦ビストロおーぼんあくいゆ サービス 飲食業 5%

45,078 千葉県 勝浦市 おさかな村 小売業 その他小売 5%

45,079 千葉県 勝浦市 勝浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,080 千葉県 勝浦市 勝浦佐野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,081 千葉県 勝浦市 セブン－イレブン勝浦ビーチ店 小売業 食料品 2%

45,082 千葉県 勝浦市 勝浦ヒルトップホテル＆レジデンス サービス 宿泊業 5%

45,083 千葉県 勝浦市 セブンーイレブン勝浦武道大学前店 小売業 食料品 2%

45,084 千葉県 勝浦市 カワグチボス勝浦店 小売業 食料品 5%

45,085 千葉県 勝浦市 串浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,086 千葉県 勝浦市 シ－サイド勝浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,087 千葉県 勝浦市 シェアキャンパス　清海学園 サービス その他サービス 5%

45,088 千葉県 勝浦市 宿戸　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,089 千葉県 勝浦市 鮨　成田家 サービス 飲食業 5%

45,090 千葉県 勝浦市 天平 郷土料理 割烹 天平 サービス 飲食業 5%

45,091 千葉県 勝浦市 本格中華　あまからや サービス 飲食業 5%

45,092 千葉県 勝浦市 松野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,093 千葉県 勝浦市 まるい酒店 まるい酒店 小売業 その他小売 5%

45,094 千葉県 勝浦市 まるい酒店 まるい酒店配達用 小売業 その他小売 5%

45,095 千葉県 勝浦市 丸竹都寿司本店 サービス その他サービス 5%

45,096 千葉県 勝浦市 三日月イン サービス 宿泊業 5%

45,097 千葉県 勝浦市 ［ＨＣ］有限会社サワダデンキ 小売業 電化製品 5%

45,098 千葉県 勝浦市 ラクサージュ サービス 理容・美容業 5%

45,099 千葉県 香取市 アイコール　小見川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,100 千葉県 香取市 アイコールコンタクト　小見川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,101 千葉県 香取市 アイコール　佐原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,102 千葉県 香取市 潮来自動車販売　佐原店 小売業 その他小売 5%

45,103 千葉県 香取市 ＩＣＣＡ 小売業 その他小売 5%

45,104 千葉県 香取市 ｅ－Ｌｉｆｅ　はせがわ 小売業 電化製品 5%

45,105 千葉県 香取市 うなぎ長谷川 サービス 飲食業 5%

45,106 千葉県 香取市 ＪＭ／栄亀庵 サービス 飲食業 5%

45,107 千葉県 香取市 エステ　化粧品　ＣＡＮＤＹ 小売業 その他小売 5%

45,108 千葉県 香取市 大高園 小売業 家具・調度品 5%
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45,109 千葉県 香取市 オートボディショップ　Ａ－ＯＮＥ サービス その他サービス 5%

45,110 千葉県 香取市 出光大根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,111 千葉県 香取市 沖縄居酒屋うーじの森 サービス 飲食業 5%

45,112 千葉県 香取市 小見川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,113 千葉県 香取市 セブン－イレブン小見川織幡店 小売業 食料品 2%

45,114 千葉県 香取市 セブン－イレブン小見川木内店 小売業 食料品 2%

45,115 千葉県 香取市 小見川電化センター 小売業 電化製品 5%

45,116 千葉県 香取市 オリーブ オリーブ サービス 飲食業 5%

45,117 千葉県 香取市 カーザ・アルベラータ サービス 飲食業 5%

45,118 千葉県 香取市 香取ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,119 千葉県 香取市 セブン－イレブン香取大戸川店 小売業 食料品 2%

45,120 千葉県 香取市 セブン－イレブン香取沢店 小売業 食料品 2%

45,121 千葉県 香取市 セブン－イレブン香取市佐原駅前店 小売業 食料品 2%

45,122 千葉県 香取市 セブン－イレブン香取与田浦店 小売業 食料品 2%

45,123 千葉県 香取市 かなえ商事 小売業 その他小売 5%

45,124 千葉県 香取市 株式会社大竹モーター サービス その他サービス 5%

45,125 千葉県 香取市 成田空港ジャンボタクシー サービス 運輸業 5%

45,126 千葉県 香取市 かみさと食堂 サービス 飲食業 5%

45,127 千葉県 香取市 カラオケプラザ遊楽館佐原水郷橋店 サービス その他サービス 5%

45,128 千葉県 香取市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋千葉佐原店 サービス 飲食業 2%

45,129 千葉県 香取市 北佐原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,130 千葉県 香取市 （株）オフリール 小売業 その他小売 5%

45,131 千葉県 香取市 牛角佐原店 サービス 飲食業 2%

45,132 千葉県 香取市 セブン－イレブン栗源岩部店 小売業 食料品 2%

45,133 千葉県 香取市 栗源東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,134 千葉県 香取市 （有）クロスロード企画 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

45,135 千葉県 香取市 小江戸さわら舟めぐり サービス その他サービス 5%

45,136 千葉県 香取市 小林商会 サービス その他サービス 5%

45,137 千葉県 香取市 佐原上谷津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,138 千葉県 香取市 サロンひまわり サービス 理容・美容業 2%

45,139 千葉県 香取市 佐原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,140 千葉県 香取市 佐原国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,141 千葉県 香取市 佐原自動車教習所 サービス その他サービス 5%

45,142 千葉県 香取市 セブン－イレブン佐原玉造店 小売業 食料品 2%

45,143 千葉県 香取市 佐原南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,144 千葉県 香取市 志田ストア 小売業 その他小売 5%

45,145 千葉県 香取市 しのつか乃清堂 小売業 その他小売 5%

45,146 千葉県 香取市 島村電機商会 小売業 電化製品 5%

45,147 千葉県 香取市 新小見川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,148 千葉県 香取市 水郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,149 千葉県 香取市 水郷の味　麻兆 小売業 食料品 5%

45,150 千葉県 香取市 スーパーうい 小売業 その他小売 5%
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45,151 千葉県 香取市 すしめん処大京佐原水郷橋店 サービス 飲食業 5%

45,152 千葉県 香取市 すずのき　佐原店 小売業 衣料品 5%

45,153 千葉県 香取市 高寺電機 小売業 電化製品 5%

45,154 千葉県 香取市 武田縫製 小売業 その他小売 5%

45,155 千葉県 香取市 田中自動車 サービス その他サービス 5%

45,156 千葉県 香取市 セブン－イレブン千葉県立佐原病院店 小売業 食料品 2%

45,157 千葉県 香取市 つるや 小売業 衣料品 5%

45,158 千葉県 香取市 電化ショップスガヤ 小売業 電化製品 5%

45,159 千葉県 香取市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　小見川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,160 千葉県 香取市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ佐原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,161 千葉県 香取市 ＤＤセルフ佐原ＳＳ　セルフ用 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,162 千葉県 香取市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフサンライズ佐原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,163 千葉県 香取市 新里ＳＳ合資会社高木英次商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,164 千葉県 香取市 ニッセンシェイプファンデサロンアモーレ 小売業 衣料品 5%

45,165 千葉県 香取市 ネッツトヨタ千葉佐原店 小売業 その他小売 5%

45,166 千葉県 香取市 根本クリーニング 根本クリーニング佐原玉造店 サービス その他サービス 5%

45,167 千葉県 香取市 根本クリーニング 根本クリーニング 佐原牧野店 サービス その他サービス 5%

45,168 千葉県 香取市 ＨＩＧＨ　ＲＯＬＬＥＲＺ サービス その他サービス 5%

45,169 千葉県 香取市 ばんどう太郎小見川店 サービス 飲食業 5%

45,170 千葉県 香取市 Ｐｅａｃｅｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

45,171 千葉県 香取市 ＢＥＡＴＫＥＮＮＥＬ 小売業 その他小売 5%

45,172 千葉県 香取市 秀工業株式会社香取事業所 サービス その他サービス 5%

45,173 千葉県 香取市 Ｐｒｏｓｔｙｌｅ株式会社 サービス その他サービス 5%

45,174 千葉県 香取市 ヘアー・ループス サービス 理容・美容業 5%

45,175 千葉県 香取市 ｖａｐｅＺ サービス その他サービス 5%

45,176 千葉県 香取市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,177 千葉県 香取市 マクドナルド３５６小見川店 サービス 飲食業 2%

45,178 千葉県 香取市 マグナムケイズ 小売業 その他小売 5%

45,179 千葉県 香取市 ＭＩＫＵＡ サービス 理容・美容業 5%

45,180 千葉県 香取市 ミナト動物病院 サービス その他サービス 5%

45,181 千葉県 香取市 明治堂レディースファッション 小売業 衣料品 5%

45,182 千葉県 香取市 メガネストアー小見川 小売業 その他小売 5%

45,183 千葉県 香取市 メガネストアー小見川店 小売業 その他小売 5%

45,184 千葉県 香取市 メガネストアー佐原 小売業 その他小売 5%

45,185 千葉県 香取市 メガネストアー佐原店 小売業 その他小売 5%

45,186 千葉県 香取市 モリヤメガネ・コンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,187 千葉県 香取市 焼肉車 サービス 飲食業 5%

45,188 千葉県 香取市 山倉ＳＳ　斉藤商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,189 千葉県 香取市 セブン－イレブン山田大角店 小売業 食料品 2%

45,190 千葉県 香取市 セブン－イレブン山田府馬店 小売業 食料品 2%

45,191 千葉県 香取市 山田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,192 千葉県 香取市 山本電機商会 小売業 電化製品 5%
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45,193 千葉県 香取市 ｙｏｕｒ　つじむら 小売業 その他小売 5%

45,194 千葉県 香取市 有限会社着道楽京都きもの 小売業 衣料品 5%

45,195 千葉県 香取市 レストラン菜 サービス 飲食業 5%

45,196 千葉県 香取市 わたしん佐原店 小売業 その他小売 5%

45,197 千葉県 鎌ケ谷市 アイコールコンタクト　鎌ヶ谷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,198 千葉県 鎌ケ谷市 愛和福祉タクシー サービス 運輸業 5%

45,199 千葉県 鎌ケ谷市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｐｉｒｕｍ鎌ヶ谷 サービス 理容・美容業 5%

45,200 千葉県 鎌ケ谷市 荒井園 サービス その他サービス 5%

45,201 千葉県 鎌ケ谷市 アルページュ 小売業 食料品 5%

45,202 千葉県 鎌ケ谷市 ａｎｎ サービス 理容・美容業 5%

45,203 千葉県 鎌ケ谷市 一幸　鎌ヶ谷店 サービス 飲食業 5%

45,204 千葉県 鎌ケ谷市 Ｗｉｚ鎌ヶ谷店 サービス 理容・美容業 5%

45,205 千葉県 鎌ケ谷市 オーシャンゾーン 小売業 その他小売 5%

45,206 千葉県 鎌ケ谷市 大野風呂店 サービス その他サービス 5%

45,207 千葉県 鎌ケ谷市 ＯＶＥＮ サービス 飲食業 5%

45,208 千葉県 鎌ケ谷市 大山園 サービス その他サービス 5%

45,209 千葉県 鎌ケ谷市 お米のまつまる日本ライズ株式会社 小売業 食料品 5%

45,210 千葉県 鎌ケ谷市 お酒のビッグボス　ポンパレモール店 小売業 食料品 5%

45,211 千葉県 鎌ケ谷市 ＯＲＩＥＮＳ サービス その他サービス 5%

45,212 千葉県 鎌ケ谷市 葛山梨園 小売業 その他小売 5%

45,213 千葉県 鎌ケ谷市 カフェ　ロンコ サービス 飲食業 5%

45,214 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社　清田 小売業 その他小売 5%

45,215 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社宣美 小売業 その他小売 5%

45,216 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社林田塗装 サービス その他サービス 5%

45,217 千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,218 千葉県 鎌ケ谷市 セブン－イレブン鎌ヶ谷軽井沢店 小売業 食料品 2%

45,219 千葉県 鎌ケ谷市 セブン－イレブン鎌ケ谷北中沢１丁目店 小売業 食料品 2%

45,220 千葉県 鎌ケ谷市 セブン－イレブン鎌ケ谷富岡１丁目店 小売業 食料品 2%

45,221 千葉県 鎌ケ谷市 セブン－イレブン鎌ケ谷中沢店 小売業 食料品 2%

45,222 千葉県 鎌ケ谷市 セブン－イレブン鎌ケ谷西道野辺６丁目店 小売業 食料品 2%

45,223 千葉県 鎌ケ谷市 セブン－イレブン鎌ヶ谷道野辺中央４丁目店 小売業 食料品 2%

45,224 千葉県 鎌ケ谷市 セブン－イレブン鎌ケ谷南初富３丁目店 小売業 食料品 2%

45,225 千葉県 鎌ケ谷市 セブン－イレブン鎌ケ谷谷地川店 小売業 食料品 2%

45,226 千葉県 鎌ケ谷市 Ｇａｒａｇｅ Ａ Ｃ サービス その他サービス 5%

45,227 千葉県 鎌ケ谷市 河合塾マナビス新鎌ヶ谷校 サービス その他サービス 2%

45,228 千葉県 鎌ケ谷市 川島米店 小売業 食料品 5%

45,229 千葉県 鎌ケ谷市 川村梨園 小売業 食料品 5%

45,230 千葉県 鎌ケ谷市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ鎌ヶ谷店 小売業 その他小売 5%

45,231 千葉県 鎌ケ谷市 串特急　鎌ヶ谷駅東口店 サービス 飲食業 5%

45,232 千葉県 鎌ケ谷市 京葉環境サービス サービス その他サービス 5%

45,233 千葉県 鎌ケ谷市 京葉テクノキャスト株式会社 サービス その他サービス 5%

45,234 千葉県 鎌ケ谷市 ケーキ工房　ラ　セーヌ 小売業 食料品 5%
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45,235 千葉県 鎌ケ谷市 個室炭火焼肉　すみとろ サービス 飲食業 5%

45,236 千葉県 鎌ケ谷市 コスタリア 小売業 その他小売 5%

45,237 千葉県 鎌ケ谷市 サイクルセンター永瀬　サイクルセンター永瀬 サービス その他サービス 5%

45,238 千葉県 鎌ケ谷市 茂野製麺本社売店 小売業 食料品 5%

45,239 千葉県 鎌ケ谷市 Chaleur サービス 理容・美容業 5%

45,240 千葉県 鎌ケ谷市 修理工房ウッディプロ サービス その他サービス 5%

45,241 千葉県 鎌ケ谷市 手芸センタードリーム　新鎌ヶ谷店 小売業 その他小売 5%

45,242 千葉県 鎌ケ谷市 セブン－イレブン新鎌ケ谷３丁目店 小売業 食料品 2%

45,243 千葉県 鎌ケ谷市 すしの一幸　鎌ヶ谷店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

45,244 千葉県 鎌ケ谷市 すし博 サービス 飲食業 5%

45,245 千葉県 鎌ケ谷市 セレモ　鎌ヶ谷ホール サービス その他サービス 5%

45,246 千葉県 鎌ケ谷市 ＺＥＲＯＢＩＴ 小売業 その他小売 5%

45,247 千葉県 鎌ケ谷市 タケダホーム一級建築士事務所 サービス その他サービス 5%

45,248 千葉県 鎌ケ谷市 ｃｅｒｖｏ・ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

45,249 千葉県 鎌ケ谷市 千葉ピーナツ鎌ヶ谷店 小売業 食料品 5%

45,250 千葉県 鎌ケ谷市 千葉ピーナツ鎌ヶ谷店 小売業 食料品 5%

45,251 千葉県 鎌ケ谷市 中華厨房　ｋａｎａｍｅ サービス 飲食業 5%

45,252 千葉県 鎌ケ谷市 超野球専門店ＣＶ 小売業 その他小売 5%

45,253 千葉県 鎌ケ谷市 セブン－イレブン東邦鎌ケ谷病院前店 小売業 食料品 2%

45,254 千葉県 鎌ケ谷市 徳寿司旅館 サービス 宿泊業 5%

45,255 千葉県 鎌ケ谷市 トヨタレンタリース新千葉新鎌ヶ谷駅前店 サービス その他サービス 2%

45,256 千葉県 鎌ケ谷市 とりのごん助　鎌ヶ谷大仏店 サービス 飲食業 5%

45,257 千葉県 鎌ケ谷市 トリミングサロンアラモード　鎌ヶ谷店 サービス その他サービス 5%

45,258 千葉県 鎌ケ谷市 ｎｉｃｏ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ　新鎌ヶ谷 サービス 理容・美容業 5%

45,259 千葉県 鎌ケ谷市 ｎｉｃｏｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

45,260 千葉県 鎌ケ谷市 西原動物病院 サービス その他サービス 5%

45,261 千葉県 鎌ケ谷市 日個連　梶木タクシー サービス 運輸業 5%

45,262 千葉県 鎌ケ谷市 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

45,263 千葉県 鎌ケ谷市 ネッツトヨタ千葉鎌ケ谷店 小売業 その他小売 5%

45,264 千葉県 鎌ケ谷市 ＢＡＲ　ＰＩＥＣＥ　ＭＡＩＮ サービス 飲食業 5%

45,265 千葉県 鎌ケ谷市 ＨＡＫＡＳＥ　ＴＨＡＩ サービス 飲食業 5%

45,266 千葉県 鎌ケ谷市 萩原輪業 小売業 その他小売 5%

45,267 千葉県 鎌ケ谷市 パスティス サービス 飲食業 5%

45,268 千葉県 鎌ケ谷市 パソコンドック２４ 千葉 鎌ヶ谷店 サービス その他サービス 5%

45,269 千葉県 鎌ケ谷市 初富保健病院売店 小売業 その他小売 5%

45,270 千葉県 鎌ケ谷市 ｐａｌａｏａ 小売業 食料品 5%

45,271 千葉県 鎌ケ谷市 原山硝子店 サービス その他サービス 5%

45,272 千葉県 鎌ケ谷市 Ｂａｒｃｏ　Ｐｉｒａｔａ サービス 飲食業 5%

45,273 千葉県 鎌ケ谷市 ハロー動物病院新鎌ヶ谷 サービス その他サービス 5%

45,274 千葉県 鎌ケ谷市 PIECE サービス 理容・美容業 5%

45,275 千葉県 鎌ケ谷市 ひがしっぽ動物病院 サービス その他サービス 5%

45,276 千葉県 鎌ケ谷市 引物センター 小売業 その他小売 5%
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45,277 千葉県 鎌ケ谷市 ビッグボス　我孫子店 小売業 食料品 5%

45,278 千葉県 鎌ケ谷市 ビッグボス　御節販売用 小売業 食料品 5%

45,279 千葉県 鎌ケ谷市 ビッグボス　お歳暮用 小売業 食料品 5%

45,280 千葉県 鎌ケ谷市 ビッグボス　千葉港店 小売業 食料品 5%

45,281 千葉県 鎌ケ谷市 ビッグボス　ブランド販売用 小売業 食料品 5%

45,282 千葉県 鎌ケ谷市 ビッグボス　矢切店 小売業 食料品 5%

45,283 千葉県 鎌ケ谷市 ビッグボスシバザキ 小売業 食料品 5%

45,284 千葉県 鎌ケ谷市 ビッグボスシバザキ　沼南支店 小売業 食料品 5%

45,285 千葉県 鎌ケ谷市 美容室ＭＯＮＡ サービス 理容・美容業 5%

45,286 千葉県 鎌ケ谷市 フジ理容所 サービス 理容・美容業 5%

45,287 千葉県 鎌ケ谷市 プライベートサロンＦｒａｎ サービス 理容・美容業 5%

45,288 千葉県 鎌ケ谷市 Ｐｌｕｇ－ｉｎ　タニ 小売業 電化製品 5%

45,289 千葉県 鎌ケ谷市 ブルーインテグ　鎌ヶ谷店 小売業 その他小売 5%

45,290 千葉県 鎌ケ谷市 ｎａｋｗａｃｈ 小売業 その他小売 5%

45,291 千葉県 鎌ケ谷市 ヘアーサロンナカムラ サービス 理容・美容業 5%

45,292 千葉県 鎌ケ谷市 北総どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

45,293 千葉県 鎌ケ谷市 マクドナルド西白井店 サービス 飲食業 2%

45,294 千葉県 鎌ケ谷市 ＰＣ教室マテリアル サービス その他サービス 5%

45,295 千葉県 鎌ケ谷市 セブン－イレブン南鎌ヶ谷３丁目店 小売業 食料品 2%

45,296 千葉県 鎌ケ谷市 ミュゼアール　鎌ヶ谷店 小売業 衣料品 5%

45,297 千葉県 鎌ケ谷市 夢住美ホーム サービス その他サービス 5%

45,298 千葉県 鎌ケ谷市 ムツミモータース サービス その他サービス 5%

45,299 千葉県 鎌ケ谷市 メガネハウス 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,300 千葉県 鎌ケ谷市 モジョヘアーカットカンパニー サービス 理容・美容業 5%

45,301 千葉県 鎌ケ谷市 ヤマモトホ－ルディングス サービス その他サービス 5%

45,302 千葉県 鎌ケ谷市 有限会社大黒建装　馬込沢駅前支店 サービス その他サービス 5%

45,303 千葉県 鎌ケ谷市 読売センター新鎌ケ谷 サービス その他サービス 5%

45,304 千葉県 鎌ケ谷市 らーめん紗々 サービス 飲食業 5%

45,305 千葉県 鎌ケ谷市 来来亭　来来亭　鎌ヶ谷店 サービス 飲食業 2%

45,306 千葉県 鎌ケ谷市 Ｌａｐｉｎ－Ａｇｉｌｅ　ｓｏｍｍｅ サービス 理容・美容業 5%

45,307 千葉県 鎌ケ谷市 リーヴルディマージュ パティスリー サービス 飲食業 5%

45,308 千葉県 鎌ケ谷市 リラクゼーションサロンコクーン サービス 理容・美容業 5%

45,309 千葉県 鎌ケ谷市 ロミアン・鎌ヶ谷店 小売業 衣料品 5%

45,310 千葉県 鴨川市 青山フラワーマーケット亀田メディカルセン 小売業 その他小売 5%

45,311 千葉県 鴨川市 天津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,312 千葉県 鴨川市 天津小湊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,313 千葉県 鴨川市 石井ペットクリニック サービス その他サービス 5%

45,314 千葉県 鴨川市 市川情報サービス サービス その他サービス 5%

45,315 千葉県 鴨川市 市平 市平 小売業 食料品 5%

45,316 千葉県 鴨川市 インディアン　サマー サービス 宿泊業 5%

45,317 千葉県 鴨川市 魚政 サービス 飲食業 5%

45,318 千葉県 鴨川市 海辺の宿　恵比寿 サービス 宿泊業 5%
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45,319 千葉県 鴨川市 エーエルシー住設 サービス その他サービス 5%

45,320 千葉県 鴨川市 江見　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,321 千葉県 鴨川市 追分ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,322 千葉県 鴨川市 Ｏｔｓｕｋｓ（おつくす） サービス 飲食業 5%

45,323 千葉県 鴨川市 オーディオソニック 小売業 電化製品 5%

45,324 千葉県 鴨川市 おどや江見店 小売業 食料品 5%

45,325 千葉県 鴨川市 おどや鴨川店 小売業 食料品 5%

45,326 千葉県 鴨川市 おどや長狭店 小売業 食料品 5%

45,327 千葉県 鴨川市 おどや広場店 小売業 食料品 5%

45,328 千葉県 鴨川市 オンリーワン企画 小売業 衣料品 5%

45,329 千葉県 鴨川市 海鮮問屋の宿くろしお サービス 宿泊業 5%

45,330 千葉県 鴨川市 海鮮の宿舟付 サービス 宿泊業 5%

45,331 千葉県 鴨川市 画家ゆかりの宿海上ホテル江澤館 サービス 宿泊業 5%

45,332 千葉県 鴨川市 カフェテリア　カイ サービス 飲食業 5%

45,333 千葉県 鴨川市 カフェ・フレンズ サービス 飲食業 5%

45,334 千葉県 鴨川市 ＣＡＭＡ　ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

45,335 千葉県 鴨川市 鴨川印刷 サービス その他サービス 5%

45,336 千葉県 鴨川市 鴨川打墨ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,337 千葉県 鴨川市 鴨川館 サービス 宿泊業 5%

45,338 千葉県 鴨川市 鴨川グランドタワー サービス 宿泊業 5%

45,339 千葉県 鴨川市 鴨川グランドホテル サービス 宿泊業 5%

45,340 千葉県 鴨川市 鴨川中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,341 千葉県 鴨川市 鴨川ヒルズリゾートホテル サービス 宿泊業 5%

45,342 千葉県 鴨川市 鴨川広場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,343 千葉県 鴨川市 鴨川三平自動車 サービス その他サービス 5%

45,344 千葉県 鴨川市 鴨川ユニバースホテル サービス 宿泊業 5%

45,345 千葉県 鴨川市 君塚電器 小売業 電化製品 5%

45,346 千葉県 鴨川市 牛角鴨川店 サービス 飲食業 2%

45,347 千葉県 鴨川市 魚彩和みの宿　三水 サービス 宿泊業 5%

45,348 千葉県 鴨川市 魚眠庵マルキ本館 サービス 宿泊業 5%

45,349 千葉県 鴨川市 極味のひもの魚水天津店 小売業 家具・調度品 5%

45,350 千葉県 鴨川市 Ｃｒｅｉｇｈｔ 小売業 その他小売 5%

45,351 千葉県 鴨川市 源太郎酒店 小売業 食料品 5%

45,352 千葉県 鴨川市 合資会社いなかっぺ　ＹＡＤＯ　ＯＭＩＹＡ サービス 宿泊業 5%

45,353 千葉県 鴨川市 金束ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,354 千葉県 鴨川市 小湊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,355 千葉県 鴨川市 小湊温泉・実入の湯　豊明殿 サービス 宿泊業 5%

45,356 千葉県 鴨川市 佐々木商店 小売業 電化製品 5%

45,357 千葉県 鴨川市 佐々木商店 小売業 電化製品 5%

45,358 千葉県 鴨川市 Ｓｈｅｌｌｒｏｓｅ 小売業 衣料品 5%

45,359 千葉県 鴨川市 民宿 しおん サービス 宿泊業 5%

45,360 千葉県 鴨川市 ジャカランダ サービス 理容・美容業 5%
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45,361 千葉県 鴨川市 食事処池田　本店 サービス 飲食業 5%

45,362 千葉県 鴨川市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ鴨川店 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,363 千葉県 鴨川市 タイヨー種苗本店 小売業 家具・調度品 5%

45,364 千葉県 鴨川市 タカナシ電器 小売業 電化製品 5%

45,365 千葉県 鴨川市 高橋電器 小売業 電化製品 5%

45,366 千葉県 鴨川市 チェルカトローヴァ サービス 飲食業 5%

45,367 千葉県 鴨川市 中国料理　東洋　鴨川店 サービス 飲食業 5%

45,368 千葉県 鴨川市 ティーハウス　れりっしゅ サービス 飲食業 5%

45,369 千葉県 鴨川市 寺尾自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

45,370 千葉県 鴨川市 トヨタレンタリース千葉　安房鴨川駅前店 サービス その他サービス 2%

45,371 千葉県 鴨川市 長狭北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,372 千葉県 鴨川市 長狭南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,373 千葉県 鴨川市 花戸商店 小売業 食料品 5%

45,374 千葉県 鴨川市 ひだまりＩＮＮ サービス その他サービス 5%

45,375 千葉県 鴨川市 ひだまりＩＮＮ　千産知笑すみびや サービス 飲食業 5%

45,376 千葉県 鴨川市 ふとんのタテノ 小売業 家具・調度品 5%

45,377 千葉県 鴨川市 ヘアサロン伊藤 サービス 理容・美容業 5%

45,378 千葉県 鴨川市 ペンション インディアンサマー ペンション インディアンサマー サービス 宿泊業 5%

45,379 千葉県 鴨川市 蓬莱屋旅館 サービス 宿泊業 5%

45,380 千葉県 鴨川市 ホテルグリーンプラザ鴨川 サービス 宿泊業 5%

45,381 千葉県 鴨川市 ホテル　マカイ サービス 飲食業 5%

45,382 千葉県 鴨川市 有　ホンダ長狭　本部 サービス その他サービス 5%

45,383 千葉県 鴨川市 マクドナルド鴨川店 サービス 飲食業 2%

45,384 千葉県 鴨川市 マツダオートザム鴨川 サービス その他サービス 5%

45,385 千葉県 鴨川市 丸高石油株式会社鴨川営業所 小売業 その他小売 5%

45,386 千葉県 鴨川市 美樹鮨　美樹鮨 サービス 飲食業 5%

45,387 千葉県 鴨川市 満ちてくる心の宿　吉夢 サービス 宿泊業 5%

45,388 千葉県 鴨川市 道の港　まるたけ 小売業 家具・調度品 5%

45,389 千葉県 鴨川市 三原屋 小売業 その他小売 5%

45,390 千葉県 鴨川市 メガネストアー鴨川 小売業 その他小売 5%

45,391 千葉県 鴨川市 メガネストアー鴨川店 小売業 その他小売 5%

45,392 千葉県 鴨川市 眼鏡専門店さくら 小売業 その他小売 5%

45,393 千葉県 鴨川市 山田青果店 小売業 その他小売 5%

45,394 千葉県 鴨川市 リペアハウス・オーニシ 小売業 電化製品 5%

45,395 千葉県 鴨川市 和菓子　長狭の亀屋 小売業 食料品 5%

45,396 千葉県 鴨川市 和雑貨翠 サービス その他サービス 5%

45,397 千葉県 神崎町 神崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,398 千葉県 神崎町 神崎 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,399 千葉県 神崎町 神崎カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

45,400 千葉県 神崎町 四季の丘ペットクリニック サービス その他サービス 5%

45,401 千葉県 神崎町 セブン－イレブン千葉神崎店 小売業 食料品 2%

45,402 千葉県 木更津市 アーク太陽不動産 サービス その他サービス 5%
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45,403 千葉県 木更津市 アイベル 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,404 千葉県 木更津市 アイベル　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,405 千葉県 木更津市 アヴェニール サービス その他サービス 5%

45,406 千葉県 木更津市 秋元菓子舗 小売業 食料品 5%

45,407 千葉県 木更津市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｋｅｙｓ木更津 サービス 理容・美容業 5%

45,408 千葉県 木更津市 あさひや 小売業 衣料品 5%

45,409 千葉県 木更津市 アジアンダイニングRomAsia サービス 飲食業 5%

45,410 千葉県 木更津市 東屋 小売業 食料品 5%

45,411 千葉県 木更津市 ＡＳＯＢＯＷ サービス 飲食業 5%

45,412 千葉県 木更津市 アニマルクリニック美咲ヶ丘 サービス その他サービス 5%

45,413 千葉県 木更津市 ＡＢＥＬＩＡ サービス 理容・美容業 5%

45,414 千葉県 木更津市 ＡＲＯＳＳ　Ｆｌｉｐ サービス 理容・美容業 5%

45,415 千葉県 木更津市 ＡＬＯＨＡ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 小売業 衣料品 5%

45,416 千葉県 木更津市 あんとわーぷ 小売業 その他小売 5%

45,417 千葉県 木更津市 イーデンカフェ サービス 飲食業 5%

45,418 千葉県 木更津市 活き活き亭　金田店 サービス 飲食業 5%

45,419 千葉県 木更津市 活き活き亭　富士見店 サービス 飲食業 5%

45,420 千葉県 木更津市 居酒屋Mita サービス 飲食業 5%

45,421 千葉県 木更津市 いせもとカフェ サービス 飲食業 5%

45,422 千葉県 木更津市 伊勢元酒店 小売業 食料品 5%

45,423 千葉県 木更津市 板垣クリーニング店 サービス その他サービス 5%

45,424 千葉県 木更津市 一幸 サービス 飲食業 5%

45,425 千葉県 木更津市 一幸　ほたる野店 サービス 飲食業 5%

45,426 千葉県 木更津市 一幸　本店 サービス 飲食業 5%

45,427 千葉県 木更津市 犬のとこやPOCHI サービス その他サービス 5%

45,428 千葉県 木更津市 イノエム自動車商会 サービス その他サービス 5%

45,429 千葉県 木更津市 イワキ　イオン木更津店 小売業 その他小売 5%

45,430 千葉県 木更津市 イングローブ 木更津店 サービス 理容・美容業 5%

45,431 千葉県 木更津市 イングローブ木更津 サービス 理容・美容業 5%

45,432 千葉県 木更津市 印東不動産鑑定 サービス その他サービス 5%

45,433 千葉県 木更津市 Ｖｉｖａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

45,434 千葉県 木更津市 うすけぼー サービス 飲食業 5%

45,435 千葉県 木更津市 ＵＮＩｋＡＨＡＩＲｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

45,436 千葉県 木更津市 江沢電器 小売業 電化製品 5%

45,437 千葉県 木更津市 Ｅｍｍａ 小売業 その他小売 5%

45,438 千葉県 木更津市 エムズスピード千葉 小売業 その他小売 5%

45,439 千葉県 木更津市 エル・プランタン合同会社 小売業 食料品 5%

45,440 千葉県 木更津市 遠藤いつか サービス その他サービス 5%

45,441 千葉県 木更津市 おいしい薬膳ＡｒｉＨａｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

45,442 千葉県 木更津市 桜龍 サービス 飲食業 5%

45,443 千葉県 木更津市 桜龍 サービス 飲食業 5%

45,444 千葉県 木更津市 おどや清見台店 小売業 食料品 5%

1084



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

45,445 千葉県 木更津市 おどや羽鳥野店 小売業 食料品 5%

45,446 千葉県 木更津市 オプトマックス　清見台店 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,447 千葉県 木更津市 オリックスレンタカー木更津駅前店 サービス その他サービス 2%

45,448 千葉県 木更津市 俺の焼肉 サービス 飲食業 5%

45,449 千葉県 木更津市 温野菜木更津店 サービス 飲食業 2%

45,450 千葉県 木更津市 菓匠 梅月庭 小売業 食料品 5%

45,451 千葉県 木更津市 かずさエフエム サービス その他サービス 5%

45,452 千葉県 木更津市 上総食材カフカ サービス 飲食業 5%

45,453 千葉県 木更津市 かずさスモーク（kazusa-smoke） 小売業 食料品 5%

45,454 千葉県 木更津市 カナディアンランゲージスクール サービス その他サービス 5%

45,455 千葉県 木更津市 Ｋａｈｉｋｏ　木更津 小売業 衣料品 5%

45,456 千葉県 木更津市 株式会社　写楽館 サービス その他サービス 5%

45,457 千葉県 木更津市 株式会社エノモト防災工業 サービス その他サービス 5%

45,458 千葉県 木更津市 オフィス大輝エンターテイメント サービス その他サービス 5%

45,459 千葉県 木更津市 株式会社コンドー楽器 小売業 その他小売 5%

45,460 千葉県 木更津市 株式会社ハチマルロク 小売業 食料品 5%

45,461 千葉県 木更津市 神子クリーニング工場 サービス その他サービス 5%

45,462 千葉県 木更津市 カメヤマ水管工業 サービス その他サービス 5%

45,463 千葉県 木更津市 かもめ食堂 サービス 飲食業 5%

45,464 千葉県 木更津市 ＪＭ／カヤギサイクル 小売業 その他小売 5%

45,465 千葉県 木更津市 カラオケ　アーサー木更津店 サービス 飲食業 5%

45,466 千葉県 木更津市 curry＆cafeちょいす。 サービス 飲食業 5%

45,467 千葉県 木更津市 ガレージ・ケイ サービス その他サービス 5%

45,468 千葉県 木更津市 かわな動物病院 サービス その他サービス 5%

45,469 千葉県 木更津市 関東自動車工業株式会社　潮浜工場 サービス その他サービス 5%

45,470 千葉県 木更津市 関東自動車工業株式会社　大久保工場 サービス その他サービス 5%

45,471 千葉県 木更津市 Kee's-Diner サービス 飲食業 5%

45,472 千葉県 木更津市 木更津杏林堂 サービス その他サービス 5%

45,473 千葉県 木更津市 木更津直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,474 千葉県 木更津市 木更津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,475 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津朝日１丁目店 小売業 食料品 2%

45,476 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津岩根店 小売業 食料品 2%

45,477 千葉県 木更津市 木更津魚市場 小売業 その他小売 5%

45,478 千葉県 木更津市 木更津営業所（卸） サービス その他サービス 5%

45,479 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津江川店 小売業 食料品 2%

45,480 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津駅東口店 小売業 食料品 2%

45,481 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津祗園店 小売業 食料品 2%

45,482 千葉県 木更津市 木更津KISARA サービス 飲食業 5%

45,483 千葉県 木更津市 木更津ギター教室 サービス その他サービス 5%

45,484 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津北インター店 小売業 食料品 2%

45,485 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津清見台３丁目店 小売業 食料品 2%

45,486 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津清見台２丁目店 小売業 食料品 2%
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45,487 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津清見台東３丁目店 小売業 食料品 2%

45,488 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津港南台店 小売業 食料品 2%

45,489 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津国立工専前店 小売業 食料品 2%

45,490 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津幸町店 小売業 食料品 2%

45,491 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津桜井店 小売業 食料品 2%

45,492 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津３丁目店 小売業 食料品 2%

45,493 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津潮見６丁目店 小売業 食料品 2%

45,494 千葉県 木更津市 木更津市観光案内所 サービス その他サービス 5%

45,495 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津下烏田店 小売業 食料品 2%

45,496 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津下郡店 小売業 食料品 2%

45,497 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津請西東２丁目店 小売業 食料品 2%

45,498 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津請西平川店 小売業 食料品 2%

45,499 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津請西南店 小売業 食料品 2%

45,500 千葉県 木更津市 木更津商店 サービス 飲食業 5%

45,501 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津高柳３丁目店 小売業 食料品 2%

45,502 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津高柳南店 小売業 食料品 2%

45,503 千葉県 木更津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　木更津店 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,504 千葉県 木更津市 木更津の煖 サービス 飲食業 5%

45,505 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津畑沢南５丁目店 小売業 食料品 2%

45,506 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津東太田２丁目店 小売業 食料品 2%

45,507 千葉県 木更津市 セブン－イレブン木更津真舟店 小売業 食料品 2%

45,508 千葉県 木更津市 木更津マリーナ 小売業 その他小売 5%

45,509 千葉県 木更津市 株式会社木更津モーター商会 サービス その他サービス 5%

45,510 千葉県 木更津市 木更津油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,511 千葉県 木更津市 Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ｆａｒｍ　ＳＯＩＬ サービス 飲食業 5%

45,512 千葉県 木更津市 君寿司 サービス 飲食業 5%

45,513 千葉県 木更津市 セブン－イレブン君津中央病院前店 小売業 食料品 2%

45,514 千葉県 木更津市 ＣＡＮＤＹ　ＳＰＡＣＥ 小売業 その他小売 5%

45,515 千葉県 木更津市 九州ラーメン友理 サービス 飲食業 5%

45,516 千葉県 木更津市 吟米亭浜屋　朝日店 小売業 食料品 5%

45,517 千葉県 木更津市 吟米亭浜屋　木更津西口店 小売業 食料品 5%

45,518 千葉県 木更津市 吟米亭浜屋　文京店 小売業 食料品 5%

45,519 千葉県 木更津市 金龍 サービス 飲食業 5%

45,520 千葉県 木更津市 串カツやまだ　木更津店 サービス 飲食業 5%

45,521 千葉県 木更津市 クダカ整体院 サービス その他サービス 5%

45,522 千葉県 木更津市 グランパークホテルエクセル木更津 サービス 宿泊業 5%

45,523 千葉県 木更津市 CLEAR ONE サービス その他サービス 5%

45,524 千葉県 木更津市 クリーニングショップ神子　イオンタウン木更津朝日店 サービス その他サービス 5%

45,525 千葉県 木更津市 グリーンハウスヤマダ 小売業 電化製品 5%

45,526 千葉県 木更津市 グルメ鳥勝 サービス 飲食業 5%

45,527 千葉県 木更津市 ＧＲＡＣＥ 小売業 その他小売 5%

45,528 千葉県 木更津市 ＧＬＲＯＷ サービス 理容・美容業 5%
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45,529 千葉県 木更津市 クロワッサン木更津店 小売業 食料品 5%

45,530 千葉県 木更津市 厚生水産　富士見営業所 小売業 家具・調度品 5%

45,531 千葉県 木更津市 コーヒーショップ＆レストラントルー文京店 サービス 飲食業 5%

45,532 千葉県 木更津市 珈琲専門店ブレンド サービス 飲食業 5%

45,533 千葉県 木更津市 コーヒーレストラン椿 サービス 飲食業 5%

45,534 千葉県 木更津市 小顔矯正エステサロン ひなか サービス 理容・美容業 5%

45,535 千葉県 木更津市 国際自動車商会 サービス その他サービス 5%

45,536 千葉県 木更津市 コスメブティックサラビア 小売業 その他小売 5%

45,537 千葉県 木更津市 小林ランドリー サービス その他サービス 5%

45,538 千葉県 木更津市 ごはん処みなと屋 サービス 飲食業 5%

45,539 千葉県 木更津市 コミュニティマーケット　ベアーズ 小売業 その他小売 5%

45,540 千葉県 木更津市 こよう サービス 飲食業 5%

45,541 千葉県 木更津市 コンド－楽器 小売業 その他小売 5%

45,542 千葉県 木更津市 サイトウ教材 小売業 その他小売 5%

45,543 千葉県 木更津市 佐久間農機店 小売業 その他小売 5%

45,544 千葉県 木更津市 さぬきうどんやまや サービス 飲食業 5%

45,545 千葉県 木更津市 さぼーる サービス 飲食業 5%

45,546 千葉県 木更津市 サラ動物クリニック サービス その他サービス 5%

45,547 千葉県 木更津市 さんあい 小売業 衣料品 5%

45,548 千葉県 木更津市 三共矢崎建設株式会社 サービス その他サービス 5%

45,549 千葉県 木更津市 三友社書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

45,550 千葉県 木更津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　サンライズ木更津店 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,551 千葉県 木更津市 山麓本店 サービス 飲食業 5%

45,552 千葉県 木更津市 CDSワタナベ サービス その他サービス 5%

45,553 千葉県 木更津市 ＪＴＢ東日本ツアーズ　アピタ木更津店 サービス その他サービス 5%

45,554 千葉県 木更津市 ＪＴＢ東日本ツアーズ　イオンモール木更津 サービス その他サービス 5%

45,555 千葉県 木更津市 潮見自動車工業 サービス その他サービス 5%

45,556 千葉県 木更津市 四季旬菜いろり サービス 飲食業 5%

45,557 千葉県 木更津市 地のもんやまるみ サービス 飲食業 5%

45,558 千葉県 木更津市 司法書士長谷川圭事務所 サービス その他サービス 5%

45,559 千葉県 木更津市 シマヤ釣具　木更津店 小売業 その他小売 5%

45,560 千葉県 木更津市 下烏田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,561 千葉県 木更津市 Ｊａｚｚ　Ｄｉｎｉｎｇ　きまぐれうさぎ サービス 飲食業 5%

45,562 千葉県 木更津市 ジャズダイニングきまぐれうさぎ サービス 飲食業 5%

45,563 千葉県 木更津市 Japanese dining RAZZ サービス 飲食業 5%

45,564 千葉県 木更津市 シャロン 小売業 その他小売 5%

45,565 千葉県 木更津市 ジュエリーＫ２ 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,566 千葉県 木更津市 ジュエル　ハマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,567 千葉県 木更津市 ジョリラパン サービス 飲食業 5%

45,568 千葉県 木更津市 紳士服・学生服　ひらの 小売業 衣料品 5%

45,569 千葉県 木更津市 スーパー吉田屋岩根店 小売業 食料品 5%

45,570 千葉県 木更津市 鮨かねた サービス 飲食業 5%
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45,571 千葉県 木更津市 寿司竹 サービス 飲食業 5%

45,572 千葉県 木更津市 すしの一幸 サービス 飲食業 5%

45,573 千葉県 木更津市 すしの一幸　ほたる野店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

45,574 千葉県 木更津市 すしの一幸　本店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

45,575 千葉県 木更津市 すず陶　木更津店 小売業 その他小売 5%

45,576 千葉県 木更津市 スタジオ・オプティ サービス 理容・美容業 5%

45,577 千葉県 木更津市 炭火　牛たん　一心亭 サービス 飲食業 5%

45,578 千葉県 木更津市 ＴｈｒｅｅＬｅａｖｅｓ サービス その他サービス 5%

45,579 千葉県 木更津市 整体院とりうみ サービス その他サービス 5%

45,580 千葉県 木更津市 精美堂印房 小売業 その他小売 5%

45,581 千葉県 木更津市 関口自転車店 小売業 その他小売 5%

45,582 千葉県 木更津市 セブンイレブン木更津新田2丁目店 小売業 その他小売 2%

45,583 千葉県 木更津市 ７ｔｈＴａｔｔｏｏＳｔｕｄｉｏ彫茂 サービス その他サービス 5%

45,584 千葉県 木更津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフアクア金田インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,585 千葉県 木更津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ木更津請西店 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,586 千葉県 木更津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ潮見店 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,587 千葉県 木更津市 セレモニーイシイ サービス その他サービス 5%

45,588 千葉県 木更津市 セントラル 小売業 その他小売 5%

45,589 千葉県 木更津市 せんねんの木 サービス 飲食業 5%

45,590 千葉県 木更津市 蕎麦香房むさしや サービス 飲食業 5%

45,591 千葉県 木更津市 そば処竹家 サービス 飲食業 5%

45,592 千葉県 木更津市 タイヤセブン　木更津店 小売業 その他小売 5%

45,593 千葉県 木更津市 髙木製菓 小売業 食料品 5%

45,594 千葉県 木更津市 高田眼鏡店　木更津店 小売業 その他小売 5%

45,595 千葉県 木更津市 高橋テレビ店 小売業 電化製品 5%

45,596 千葉県 木更津市 高柳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,597 千葉県 木更津市 宝家 サービス 飲食業 5%

45,598 千葉県 木更津市 タク動物病院 サービス その他サービス 5%

45,599 千葉県 木更津市 たたみや 小売業 衣料品 5%

45,600 千葉県 木更津市 DoubleRoxer 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,601 千葉県 木更津市 Ｄｏｕｂｌｅ　Ｒｏｘｅｒ 小売業 その他小売 5%

45,602 千葉県 木更津市 地域の学びステーションエスタ木更津祇園校 サービス その他サービス 5%

45,603 千葉県 木更津市 チャイニーズバル杏花 サービス 飲食業 5%

45,604 千葉県 木更津市 チャイハネ　ＤＥＰＯ　木更津 小売業 衣料品 5%

45,605 千葉県 木更津市 ＣＨＡＫＲＡ　トリミングサロンＣＨＡＫＲＡ サービス 理容・美容業 5%

45,606 千葉県 木更津市 茶屋のモンド サービス 飲食業 5%

45,607 千葉県 木更津市 中央鈑金　車検センター中央 サービス その他サービス 5%

45,608 千葉県 木更津市 中央鈑金　高柳センター２ サービス その他サービス 5%

45,609 千葉県 木更津市 中央鈑金　畑沢工場２ サービス その他サービス 5%

45,610 千葉県 木更津市 中華レストラン彩鳳 サービス 飲食業 5%

45,611 千葉県 木更津市 中国ラーメン　栄 サービス 飲食業 5%

45,612 千葉県 木更津市 中国料理東洋　木更津店 サービス 飲食業 5%
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45,613 千葉県 木更津市 綱島園 小売業 食料品 5%

45,614 千葉県 木更津市 つぼや サービス その他サービス 5%

45,615 千葉県 木更津市 テレショップM 木更津ケータイ館 小売業 その他小売 5%

45,616 千葉県 木更津市 田園 サービス 飲食業 5%

45,617 千葉県 木更津市 電化のシミズ 小売業 電化製品 5%

45,618 千葉県 木更津市 闘魂らぁめん サービス 飲食業 5%

45,619 千葉県 木更津市 東清ショッピングセンター 小売業 その他小売 5%

45,620 千葉県 木更津市 床屋KOBORI サービス 理容・美容業 5%

45,621 千葉県 木更津市 TOKOYA SENSUI サービス 理容・美容業 5%

45,622 千葉県 木更津市 としまや弁当　新宿店 小売業 食料品 5%

45,623 千葉県 木更津市 ＤＯＧＤＥＰＴ木更津店 小売業 その他小売 5%

45,624 千葉県 木更津市 富食堂 サービス 飲食業 5%

45,625 千葉県 木更津市 富分清見台店 小売業 その他小売 5%

45,626 千葉県 木更津市 トヨタ部品千葉共販木更津営業所 サービス その他サービス 5%

45,627 千葉県 木更津市 トヨタレンタリース千葉　木更津駅前店 サービス その他サービス 2%

45,628 千葉県 木更津市 トヨタレンタリース千葉木更津店 サービス その他サービス 2%

45,629 千葉県 木更津市 Ｄｒｅａｍ　ｇａｒｄｅｎ 小売業 その他小売 5%

45,630 千葉県 木更津市 ドレッサー 小売業 衣料品 5%

45,631 千葉県 木更津市 中川海苔店　本店 小売業 食料品 5%

45,632 千葉県 木更津市 中川海苔店　本店 小売業 食料品 5%

45,633 千葉県 木更津市 中川海苔店　焼海苔工場直売所 小売業 食料品 5%

45,634 千葉県 木更津市 長崎堂 小売業 食料品 5%

45,635 千葉県 木更津市 長須賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,636 千葉県 木更津市 和(なごみ)dining彦一 サービス 飲食業 5%

45,637 千葉県 木更津市 ＮＡＸ千葉店 サービス 理容・美容業 5%

45,638 千葉県 木更津市 なべや サービス 飲食業 5%

45,639 千葉県 木更津市 南国酒場かりゆし サービス 飲食業 5%

45,640 千葉県 木更津市 肉汁地獄　木更津店 サービス 飲食業 5%

45,641 千葉県 木更津市 ニシムラデンキ 小売業 電化製品 5%

45,642 千葉県 木更津市 ニッセンシェイプ・サロン　スマーティ 小売業 衣料品 5%

45,643 千葉県 木更津市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・Ｊｏｙ 小売業 衣料品 5%

45,644 千葉県 木更津市 ニッセンシェイプファンデサロンドジャスパ 小売業 衣料品 5%

45,645 千葉県 木更津市 ニッセンシェイプファンデＴｏｍｏｒｒｏｗ 小売業 衣料品 5%

45,646 千葉県 木更津市 ニッセンシェイプファンデサロンＲｉｖｅｒ 小売業 衣料品 5%

45,647 千葉県 木更津市 人形の昇月 小売業 その他小売 5%

45,648 千葉県 木更津市 ネッツトヨタ千葉　木更津ほたる野店 小売業 その他小売 5%

45,649 千葉県 木更津市 ネッツトヨタ千葉　ユーコム木更津 小売業 その他小売 5%

45,650 千葉県 木更津市 農業公園ぽんぽこ村 サービス その他サービス 5%

45,651 千葉県 木更津市 ＢＡＲＤＥＳＴ 小売業 衣料品 5%

45,652 千葉県 木更津市 バイクサービス木更津 小売業 その他小売 5%

45,653 千葉県 木更津市 ハウスデコ 小売業 家具・調度品 5%

45,654 千葉県 木更津市 はぎの洋品店 小売業 衣料品 5%
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45,655 千葉県 木更津市 畑沢動物病院 サービス その他サービス 5%

45,656 千葉県 木更津市 パティスリー　ティアレ 小売業 食料品 5%

45,657 千葉県 木更津市 パティスリー　アザレ 小売業 食料品 5%

45,658 千葉県 木更津市 パティスリー風見鶏 小売業 食料品 5%

45,659 千葉県 木更津市 パティスリーサン ドニ 小売業 食料品 5%

45,660 千葉県 木更津市 ハート・コミュニケート 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,661 千葉県 木更津市 パルオオクボ　木更津 小売業 その他小売 5%

45,662 千葉県 木更津市 はんこ家一番木更津市役所前店 小売業 その他小売 5%

45,663 千葉県 木更津市 ピコロキッズクラブ サービス その他サービス 5%

45,664 千葉県 木更津市 ピッツェリアスクデット サービス 飲食業 5%

45,665 千葉県 木更津市 ＢｅｌｌｅＦｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

45,666 千葉県 木更津市 美容室イングローブ木更津店 サービス 理容・美容業 5%

45,667 千葉県 木更津市 美容室ＥＬＬＥ サービス 理容・美容業 5%

45,668 千葉県 木更津市 平野司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

45,669 千葉県 木更津市 福のとり サービス 飲食業 5%

45,670 千葉県 木更津市 双葉商会 サービス その他サービス 5%

45,671 千葉県 木更津市 仏壇の松本 小売業 家具・調度品 5%

45,672 千葉県 木更津市 武道 小売業 その他小売 5%

45,673 千葉県 木更津市 Ｐｌｕｇ－ｉｎいしい木更津店 小売業 電化製品 5%

45,674 千葉県 木更津市 Ｐｌｕｇ－ｉｎいしい畑沢店 小売業 電化製品 5%

45,675 千葉県 木更津市 Ｐｌｕｇ－ｉｎニシムラ 小売業 電化製品 5%

45,676 千葉県 木更津市 ブラジル屋 小売業 食料品 5%

45,677 千葉県 木更津市 フラワーショップわだ 小売業 その他小売 5%

45,678 千葉県 木更津市 FLOWERS 小売業 その他小売 5%

45,679 千葉県 木更津市 ぷりずむ館木更津 サービス その他サービス 5%

45,680 千葉県 木更津市 ブルーベリーファームかがやき サービス その他サービス 5%

45,681 千葉県 木更津市 ブレイヴ サービス 理容・美容業 5%

45,682 千葉県 木更津市 プロフェムＲ．Ｄ．Ｓ． サービス その他サービス 5%

45,683 千葉県 木更津市 Ｈａｉｒ　Ａｒｋ　Ｍｉｎａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

45,684 千葉県 木更津市 ヘアーサロン　スズキ サービス 理容・美容業 5%

45,685 千葉県 木更津市 ｈａｉｒａｇｉｒ サービス 理容・美容業 5%

45,686 千葉県 木更津市 平安堂 小売業 その他小売 5%

45,687 千葉県 木更津市 ベイラインカーズ 小売業 その他小売 5%

45,688 千葉県 木更津市 房総山業 サービス その他サービス 5%

45,689 千葉県 木更津市 ボーテブリアン 小売業 その他小売 5%

45,690 千葉県 木更津市 ポップスター サービス その他サービス 5%

45,691 千葉県 木更津市 ホテル割烹いづみ サービス 飲食業 5%

45,692 千葉県 木更津市 ポポラマーマ木更津店 サービス 飲食業 5%

45,693 千葉県 木更津市 ホンダウイング木更津 小売業 その他小売 5%

45,694 千葉県 木更津市 BonMarche＋ サービス その他サービス 5%

45,695 千葉県 木更津市 ボンメゾン　木更津店 小売業 その他小売 5%

45,696 千葉県 木更津市 マイまくらイオンモール木更津店 小売業 家具・調度品 5%
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45,697 千葉県 木更津市 マクドナルド木更津金田店 サービス 飲食業 2%

45,698 千葉県 木更津市 マクドナルド木更津マックスバリュー店 サービス 飲食業 2%

45,699 千葉県 木更津市 マクドナルド１６号木更津店 サービス 飲食業 2%

45,700 千葉県 木更津市 マクロビオテック料理　リセス・K サービス 飲食業 5%

45,701 千葉県 木更津市 山津屋 小売業 食料品 5%

45,702 千葉県 木更津市 まるきん寿 小売業 食料品 5%

45,703 千葉県 木更津市 ｍａｒｏｎｅ サービス 飲食業 5%

45,704 千葉県 木更津市 まんねん床 サービス 理容・美容業 5%

45,705 千葉県 木更津市 みずの洋品店 小売業 衣料品 5%

45,706 千葉県 木更津市 溝口園芸 小売業 その他小売 5%

45,707 千葉県 木更津市 セブン－イレブン三井アウトレットパーク木更津店 小売業 食料品 2%

45,708 千葉県 木更津市 ミドルウッド２ サービス 宿泊業 5%

45,709 千葉県 木更津市 ムサシヤ請西東店 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,710 千葉県 木更津市 ムラサキスポーツ　ＯＵＴＬＥＴ木更津店 小売業 その他小売 5%

45,711 千葉県 木更津市 メガネセンター　木更津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,712 千葉県 木更津市 メガネの星光　木更津店 小売業 その他小売 5%

45,713 千葉県 木更津市 モリデンキ 小売業 電化製品 5%

45,714 千葉県 木更津市 モンサック木更津店 小売業 その他小売 5%

45,715 千葉県 木更津市 yakitori　Roof サービス 飲食業 5%

45,716 千葉県 木更津市 焼鳥 おず サービス 飲食業 5%

45,717 千葉県 木更津市 有限会社　和歌電機工業所 サービス その他サービス 5%

45,718 千葉県 木更津市 有限会社ＫＵＧＥ 小売業 その他小売 5%

45,719 千葉県 木更津市 有限会社GRACE 小売業 その他小売 5%

45,720 千葉県 木更津市 セブン-イレブン 木更津請西平川店 小売業 その他小売 2%

45,721 千葉県 木更津市 有限会社竹内商店 小売業 その他小売 5%

45,722 千葉県 木更津市 有限会社 はなざわ サービス その他サービス 5%

45,723 千葉県 木更津市 フラワーショップ華美 小売業 その他小売 5%

45,724 千葉県 木更津市 有限会社富士モータース サービス その他サービス 5%

45,725 千葉県 木更津市 有限会社水野スポーツ 小売業 その他小売 5%

45,726 千葉県 木更津市 有限会社モトヨシフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

45,727 千葉県 木更津市 ＹｏｕＳｈｏｐＷＡＴＡＮＡＢＥ 小売業 その他小売 5%

45,728 千葉県 木更津市 洋品呉服学生衣料いとう 小売業 衣料品 5%

45,729 千葉県 木更津市 税理士法人吉田会計 サービス その他サービス 5%

45,730 千葉県 木更津市 夜カフェイタリアンカフカ サービス 飲食業 5%

45,731 千葉県 木更津市 Ｌａ　Ｒｕｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

45,732 千葉県 木更津市 ラーメン　キモイ サービス 飲食業 5%

45,733 千葉県 木更津市 ラケットショップウィーヴ 小売業 その他小売 5%

45,734 千葉県 木更津市 ラケル木更津店モカ サービス 飲食業 2%

45,735 千葉県 木更津市 落花生工房かずさ屋 小売業 その他小売 5%

45,736 千葉県 木更津市 Ｌａｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

45,737 千葉県 木更津市 LandS Cafe Konoha サービス 飲食業 5%

45,738 千葉県 木更津市 Ｒｅ　Ｒａ　Ｋｕ　Ｒｅ　　Ｒａ　　Ｋｕイオンモール木更津店 サービス その他サービス 5%
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45,739 千葉県 木更津市 リラクゼーションサロンＨＯＧＲＥＬＡ サービス その他サービス 5%

45,740 千葉県 木更津市 LUNETTESHAIR サービス 理容・美容業 5%

45,741 千葉県 木更津市 ル．レーヴ サービス 理容・美容業 5%

45,742 千葉県 木更津市 ロイヤルヒルズ　木更津ビューホテル　ザ　テラス サービス 宿泊業 5%

45,743 千葉県 木更津市 ロイヤルヒルズ木更津ビューホテル サービス 宿泊業 5%

45,744 千葉県 木更津市 Ｒｏｇｕｅｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

45,745 千葉県 木更津市 ＬｏｃａｌＢｒａｎｄアロハテラス木更津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,746 千葉県 木更津市 わたしん 木更津店 小売業 家具・調度品 5%

45,747 千葉県 木更津市 ＷＯＮＥＭＡＫＥ 小売業 その他小売 5%

45,748 千葉県 君津市 アカツキ自動車商会 サービス その他サービス 5%

45,749 千葉県 君津市 アバンス相模屋 小売業 衣料品 5%

45,750 千葉県 君津市 石の川孝　六代 小売業 その他小売 5%

45,751 千葉県 君津市 一木自動車　一木自動車 サービス その他サービス 5%

45,752 千葉県 君津市 一心堂 サービス その他サービス 5%

45,753 千葉県 君津市 岩沢動物病院 小売業 その他小売 5%

45,754 千葉県 君津市 オートキャンプ・フルーツ村 サービス その他サービス 5%

45,755 千葉県 君津市 オートキャンプ・フルーツ村 サービス その他サービス 5%

45,756 千葉県 君津市 おどや小櫃店 小売業 食料品 5%

45,757 千葉県 君津市 おどや君津中島店 小売業 食料品 5%

45,758 千葉県 君津市 オプトマックス　アイベル　君津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,759 千葉県 君津市 温野菜君津店 サービス 飲食業 2%

45,760 千葉県 君津市 カーリペアワークス星空 サービス その他サービス 5%

45,761 千葉県 君津市 かずさリゾート鹿野山ビューホテル サービス 宿泊業 5%

45,762 千葉県 君津市 かずさ和牛工房 小売業 食料品 5%

45,763 千葉県 君津市 ｃａｆｅ　＆　ｂａｒ　Ａｍｏｒｅ サービス 飲食業 5%

45,764 千葉県 君津市 亀山温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

45,765 千葉県 君津市 亀山湖カントリークラブ サービス その他サービス 5%

45,766 千葉県 君津市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋君津南子安店 サービス 飲食業 2%

45,767 千葉県 君津市 君津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,768 千葉県 君津市 セブン－イレブン君津糸川店 小売業 食料品 2%

45,769 千葉県 君津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　君津駅前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,770 千葉県 君津市 セブンーイレブン君津小櫃店 小売業 食料品 2%

45,771 千葉県 君津市 セブン－イレブン君津久保２丁目店 小売業 食料品 2%

45,772 千葉県 君津市 セブン－イレブン君津久留里店 小売業 食料品 2%

45,773 千葉県 君津市 セブン－イレブン君津小糸店 小売業 食料品 2%

45,774 千葉県 君津市 君津構内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,775 千葉県 君津市 セブン－イレブン君津郡店 小売業 食料品 2%

45,776 千葉県 君津市 君津子安ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,777 千葉県 君津市 セブン－イレブン君津坂田店 小売業 食料品 2%

45,778 千葉県 君津市 君津市民文化ホール 小売業 その他小売 5%

45,779 千葉県 君津市 セブン－イレブン君津常代店 小売業 食料品 2%

45,780 千葉県 君津市 セブン－イレブン君津中富店 小売業 食料品 2%
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45,781 千葉県 君津市 セブン－イレブン君津中野店 小売業 食料品 2%

45,782 千葉県 君津市 セブン－イレブン君津西坂田４丁目店 小売業 食料品 2%

45,783 千葉県 君津市 セブン－イレブン君津根本店 小売業 食料品 2%

45,784 千葉県 君津市 セブン－イレブン君津南子安４丁目店 小売業 食料品 2%

45,785 千葉県 君津市 セブン－イレブン君津南子安６丁目店 小売業 食料品 2%

45,786 千葉県 君津市 セブン－イレブン君津三直店 小売業 食料品 2%

45,787 千葉県 君津市 木村屋金物店 久留里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,788 千葉県 君津市 牛角君津店 サービス 飲食業 2%

45,789 千葉県 君津市 京都輪業商会 小売業 その他小売 5%

45,790 千葉県 君津市 グランパークホテル　パネックス君津 サービス 宿泊業 5%

45,791 千葉県 君津市 クリーニング和田 サービス その他サービス 5%

45,792 千葉県 君津市 久留里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,793 千葉県 君津市 小糸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,794 千葉県 君津市 小山野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,795 千葉県 君津市 コンドー楽器　君津店 小売業 その他小売 5%

45,796 千葉県 君津市 遮ｄｅらく サービス その他サービス 5%

45,797 千葉県 君津市 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

45,798 千葉県 君津市 スーパーふじや　久保店 小売業 その他小売 5%

45,799 千葉県 君津市 スーパー吉田屋久留里店 小売業 食料品 5%

45,800 千葉県 君津市 すず陶君津店 小売業 その他小売 5%

45,801 千葉県 君津市 スワダ電器店 小売業 電化製品 5%

45,802 千葉県 君津市 整体ベストバランス サービス その他サービス 5%

45,803 千葉県 君津市 セルフ三直店 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,804 千葉県 君津市 たいこくどう サービス 飲食業 5%

45,805 千葉県 君津市 直売所愛彩畑 小売業 家具・調度品 5%

45,806 千葉県 君津市 富分君津店 小売業 その他小売 5%

45,807 千葉県 君津市 トヨタレンタリース新千葉君津駅前店 サービス その他サービス 2%

45,808 千葉県 君津市 ＮＩＳＳＨＯレンタカー　君津営業所 サービス その他サービス 5%

45,809 千葉県 君津市 ニッセンシェイプサロンドＳｏｍｅｄａｙ 小売業 衣料品 5%

45,810 千葉県 君津市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・ポラリス 小売業 衣料品 5%

45,811 千葉県 君津市 ニッセンシェイプファンデサロンドステア 小売業 衣料品 5%

45,812 千葉県 君津市 ネッツトヨタ千葉君津店 小売業 その他小売 5%

45,813 千葉県 君津市 農家レストラン カフェやさまる サービス 飲食業 5%

45,814 千葉県 君津市 ののま自然農園 小売業 その他小売 5%

45,815 千葉県 君津市 のり お茶 落花生 カネス 小売業 食料品 5%

45,816 千葉県 君津市 博文堂書店君津店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

45,817 千葉県 君津市 ＨａｃｈｉＨａｃｈｉ ｈａｉｒｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

45,818 千葉県 君津市 パテスリー　ロンシャン 小売業 食料品 5%

45,819 千葉県 君津市 パテスリーＩＴＡＲＩＹＡ１９８１ 小売業 食料品 5%

45,820 千葉県 君津市 サバイバルゲームフィールドＰＡＲＡＤＯＸ サービス 理容・美容業 5%

45,821 千葉県 君津市 はんこ家はん造　君津店 小売業 その他小売 5%

45,822 千葉県 君津市 ピクタ 小売業 その他小売 5%
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45,823 千葉県 君津市 ビューティーサロンメッツ サービス 理容・美容業 5%

45,824 千葉県 君津市 出光平山町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,825 千葉県 君津市 Ｐｌｕｇ－ｉｎいしい松丘店 小売業 電化製品 5%

45,826 千葉県 君津市 Ｐｌｕｇ－ｉｎおぐら 小売業 電化製品 5%

45,827 千葉県 君津市 プラディンケリエ サービス 理容・美容業 5%

45,828 千葉県 君津市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ａｎｇｅｌ サービス 理容・美容業 5%

45,829 千葉県 君津市 房総セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,830 千葉県 君津市 ホテルかずさ サービス 宿泊業 5%

45,831 千葉県 君津市 ボンメゾン君津店 小売業 その他小売 5%

45,832 千葉県 君津市 マクドナルド君津店 サービス 飲食業 2%

45,833 千葉県 君津市 マクドナルド君津中富店 サービス 飲食業 2%

45,834 千葉県 君津市 ｍａｈａｎａ サービス その他サービス 5%

45,835 千葉県 君津市 ＭＡＨＡＮＡ＇ＳＣＡＦＥ＆ＯＲＧＡＮＩＣＳＨＯＰ サービス 飲食業 5%

45,836 千葉県 君津市 マルカワ君津店 小売業 衣料品 5%

45,837 千葉県 君津市 マルミスポーツ 小売業 その他小売 5%

45,838 千葉県 君津市 有限会社加戸屋 サービス その他サービス 5%

45,839 千葉県 君津市 ［ＨＣ］有限会社君津家電サービス 小売業 電化製品 5%

45,840 千葉県 君津市 有限会社吉浜庄蔵商店 小売業 その他小売 5%

45,841 千葉県 君津市 拉麺帝王 サービス 飲食業 5%

45,842 千葉県 君津市 ラフィネ サービス 理容・美容業 5%

45,843 千葉県 君津市 レストラン　ディジョン サービス 飲食業 5%

45,844 千葉県 君津市 ロマンの森共和国インフォメーション サービス その他サービス 5%

45,845 千葉県 君津市 ロマンの森共和国シルクヴィラ サービス 宿泊業 5%

45,846 千葉県 君津市 わたしん　君津 小売業 家具・調度品 5%

45,847 千葉県 君津市 渡邉いちご園 サービス その他サービス 5%

45,848 千葉県 鋸南町 安房温泉　紀伊乃国屋 サービス 宿泊業 5%

45,849 千葉県 鋸南町 セブンーイレブン安房勝山店 小売業 食料品 2%

45,850 千葉県 鋸南町 安房乃国 サービス 飲食業 5%

45,851 千葉県 鋸南町 おどや鋸南店 小売業 食料品 5%

45,852 千葉県 鋸南町 お宿ひるた サービス 宿泊業 5%

45,853 千葉県 鋸南町 勝山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,854 千葉県 鋸南町 紀伊乃国屋　別亭 サービス 宿泊業 5%

45,855 千葉県 鋸南町 鋸南自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

45,856 千葉県 鋸南町 セブン－イレブン鋸南保田店 小売業 食料品 2%

45,857 千葉県 鋸南町 小保田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,858 千葉県 鋸南町 有限会社三瓶ガス 小売業 その他小売 5%

45,859 千葉県 鋸南町 松月 らかん寿し松月 サービス 飲食業 5%

45,860 千葉県 鋸南町 新平 小売業 その他小売 5%

45,861 千葉県 鋸南町 ビーチサイド温泉リゾート　ゆうみ サービス 宿泊業 5%

45,862 千葉県 鋸南町 日暮鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

45,863 千葉県 鋸南町 Ｐｌｕｇ－ｉｎトミナガ 小売業 電化製品 5%

45,864 千葉県 鋸南町 Ｈｏｔａ　Ｂｅａｃｈ サービス 宿泊業 5%
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45,865 千葉県 鋸南町 三平商会　鋸南営業所 サービス その他サービス 5%

45,866 千葉県 鋸南町 ゆうみ サービス 宿泊業 5%

45,867 千葉県 鋸南町 リラクセーション＆エステティックＯＣＥＡＮ サービス 理容・美容業 5%

45,868 千葉県 九十九里町 太田屋酒店 小売業 その他小売 5%

45,869 千葉県 九十九里町 セブン－イレブン九十九里粟生店 小売業 食料品 2%

45,870 千葉県 九十九里町 九十九里ＳＳ　有限会社オガワ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,871 千葉県 九十九里町 九十九里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,872 千葉県 九十九里町 セブン－イレブン九十九里片貝店 小売業 食料品 2%

45,873 千葉県 九十九里町 セブン－イレブン九十九里小関店 小売業 食料品 2%

45,874 千葉県 九十九里町 セブン－イレブン九十九里下貝塚店 小売業 食料品 2%

45,875 千葉県 九十九里町 ＳＵＲＦ　ＣＬＵＢ　ＳＵＲＦ　ＣＬＵＢ 小売業 その他小売 5%

45,876 千葉県 九十九里町 大輪 サービス 飲食業 5%

45,877 千葉県 九十九里町 九十九亭写真館 小売業 電化製品 5%

45,878 千葉県 九十九里町 ドッグコテージ海の音 サービス 宿泊業 5%

45,879 千葉県 九十九里町 豊海ＳＳ　有限会社桜井石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,880 千葉県 九十九里町 Ｂｅａｕｔｙ　Ｐａｒｌｏｒ　ゆいまーる サービス 理容・美容業 5%

45,881 千葉県 九十九里町 ＭａｕＳｕｒｆ 小売業 その他小売 5%

45,882 千葉県 九十九里町 まる動物病院 サービス その他サービス 5%

45,883 千葉県 九十九里町 ミヤマ　九十九里店 小売業 衣料品 5%

45,884 千葉県 九十九里町 メツェ ルナ サービス 飲食業 5%

45,885 千葉県 九十九里町 有限会社丸屋 小売業 衣料品 5%

45,886 千葉県 九十九里町 夕凪 サービス その他サービス 5%

45,887 千葉県 九十九里町 ランドロームフードマーケット九十九里店 小売業 食料品 5%

45,888 千葉県 栄町 Ａｎｎｉｖｅｌ 小売業 衣料品 5%

45,889 千葉県 栄町 アメニティープラザ安食 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,890 千葉県 栄町 セブン－イレブン印旛栄酒直台店 小売業 食料品 2%

45,891 千葉県 栄町 お食事処かぎけん サービス 飲食業 5%

45,892 千葉県 栄町 ケーキハウス自由ヶ丘 ケーキハウス自由ヶ丘 小売業 食料品 5%

45,893 千葉県 栄町 栄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,894 千葉県 栄町 セブン－イレブン栄安食駅前店 小売業 食料品 2%

45,895 千葉県 栄町 高村動物病院 サービス その他サービス 5%

45,896 千葉県 栄町 ディアコニア・カウンセリングセンター サービス その他サービス 5%

45,897 千葉県 栄町 フォトスタジオかつた サービス その他サービス 5%

45,898 千葉県 栄町 Ｆｌｏｗｅｒ　ｓｈｏｐ　花惣 小売業 その他小売 5%

45,899 千葉県 栄町 Ｍｙ　Ｅａｒｔｈ 小売業 その他小売 5%

45,900 千葉県 栄町 モアハウスオオツカ 小売業 電化製品 5%

45,901 千葉県 栄町 有限会社スガヤ ファッションダイワ 小売業 衣料品 5%

45,902 千葉県 栄町 わたなべ動物病院 サービス その他サービス 5%

45,903 千葉県 佐倉市 青木動物病院 サービス その他サービス 5%

45,904 千葉県 佐倉市 あおぞら運転代行　本部 サービス その他サービス 5%

45,905 千葉県 佐倉市 Ａｑｕａ サービス 理容・美容業 5%

45,906 千葉県 佐倉市 あぐりのたこやき? サービス 飲食業 5%
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45,907 千葉県 佐倉市 あしのや サービス 飲食業 5%

45,908 千葉県 佐倉市 アスター 小売業 衣料品 5%

45,909 千葉県 佐倉市 ａｌｌｅｕｍ 小売業 衣料品 5%

45,910 千葉県 佐倉市 アングレース志津店 小売業 衣料品 5%

45,911 千葉県 佐倉市 ｅ－工房佐倉店 小売業 その他小売 5%

45,912 千葉県 佐倉市 居酒屋ぐびっと　居酒屋ぐびっと サービス 飲食業 5%

45,913 千葉県 佐倉市 居酒屋祭 サービス 飲食業 5%

45,914 千葉県 佐倉市 イタリアンダイニングオリベート サービス 飲食業 5%

45,915 千葉県 佐倉市 一幸　佐倉インター店 サービス 飲食業 5%

45,916 千葉県 佐倉市 一幸　佐倉ユーカリが丘店 サービス 飲食業 5%

45,917 千葉県 佐倉市 インテリアハウス　ミキ 小売業 家具・調度品 5%

45,918 千葉県 佐倉市 インテリアハウス　ミキ　臼井店 小売業 家具・調度品 5%

45,919 千葉県 佐倉市 Ｗｉｚ　佐倉店 サービス 理容・美容業 5%

45,920 千葉県 佐倉市 Ｗｉｚ志津店 サービス 理容・美容業 5%

45,921 千葉県 佐倉市 臼井電器 小売業 電化製品 5%

45,922 千葉県 佐倉市 往診専門　ルル動物病院 サービス その他サービス 5%

45,923 千葉県 佐倉市 大川電器．佐倉店 小売業 電化製品 5%

45,924 千葉県 佐倉市 オカモトデンキ 小売業 電化製品 5%

45,925 千葉県 佐倉市 オークスベストフィットネス上志津 サービス その他サービス 5%

45,926 千葉県 佐倉市 生谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,927 千葉県 佐倉市 おもてなしラボ サービス その他サービス 5%

45,928 千葉県 佐倉市 オリックスレンタカー臼井店 サービス その他サービス 2%

45,929 千葉県 佐倉市 オリックスレンタカー京成臼井駅前カウンター サービス その他サービス 2%

45,930 千葉県 佐倉市 ＯｎＡｎｙＳｕｎｄａｙ 小売業 その他小売 5%

45,931 千葉県 佐倉市 介護タクシー　人力車 サービス その他サービス 5%

45,932 千葉県 佐倉市 介護タクシー　人力車Ⅱ サービス その他サービス 5%

45,933 千葉県 佐倉市 のあずあーく サービス 運輸業 5%

45,934 千葉県 佐倉市 カツタオートサービス株式会社 サービス その他サービス 5%

45,935 千葉県 佐倉市 Ｃａｆｅ　Ｓｕｃｒｅ サービス 飲食業 5%

45,936 千葉県 佐倉市 ｃａｆｅせん サービス 飲食業 5%

45,937 千葉県 佐倉市 Ｃａｆｅ　Ｓｏｋｅｒｉ サービス 飲食業 5%

45,938 千葉県 佐倉市 佐倉の地酒旭鶴 サービス その他サービス 5%

45,939 千葉県 佐倉市 上志津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,940 千葉県 佐倉市 カラオケ流通センター 小売業 電化製品 5%

45,941 千葉県 佐倉市 ＣＡＲＯＬ 小売業 衣料品 5%

45,942 千葉県 佐倉市 きんぼし サービス 飲食業 5%

45,943 千葉県 佐倉市 クリーニングトップ　クリーニングトップ サービス その他サービス 5%

45,944 千葉県 佐倉市 呉織 小売業 衣料品 5%

45,945 千葉県 佐倉市 セブン－イレブン京成佐倉駅前店 小売業 食料品 2%

45,946 千葉県 佐倉市 コスメティクス　マーガレット 小売業 その他小売 5%

45,947 千葉県 佐倉市 コレクション佐倉 サービス 理容・美容業 5%

45,948 千葉県 佐倉市 善徳 サービス その他サービス 5%
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45,949 千葉県 佐倉市 サヴァラン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

45,950 千葉県 佐倉市 Ｓｏｕｎｄ　Ｓｔｒｅａｍ　ｓａｋｕｒ サービス その他サービス 5%

45,951 千葉県 佐倉市 佐倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,952 千葉県 佐倉市 セブン－イレブン佐倉石川店 小売業 食料品 2%

45,953 千葉県 佐倉市 佐倉インター５１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,954 千葉県 佐倉市 セブン－イレブン佐倉インター店 小売業 食料品 2%

45,955 千葉県 佐倉市 セブン－イレブン佐倉臼井店 小売業 食料品 2%

45,956 千葉県 佐倉市 セブン－イレブン佐倉駅北口店 小売業 食料品 2%

45,957 千葉県 佐倉市 セブン－イレブン佐倉王子台２丁目店 小売業 食料品 2%

45,958 千葉県 佐倉市 セブン－イレブン佐倉大崎台店 小売業 食料品 2%

45,959 千葉県 佐倉市 セブン－イレブン佐倉大崎台４丁目店 小売業 食料品 2%

45,960 千葉県 佐倉市 セブン－イレブン佐倉生谷店 小売業 食料品 2%

45,961 千葉県 佐倉市 セブン－イレブン佐倉上志津店 小売業 食料品 2%

45,962 千葉県 佐倉市 セブン－イレブン佐倉上志津原店 小売業 食料品 2%

45,963 千葉県 佐倉市 佐倉きのこ園 小売業 食料品 5%

45,964 千葉県 佐倉市 ｓａｋｕｒａ ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

45,965 千葉県 佐倉市 セブン－イレブン佐倉栄町店 小売業 食料品 2%

45,966 千葉県 佐倉市 セブン－イレブン佐倉志津駅前店 小売業 食料品 2%

45,967 千葉県 佐倉市 セブン－イレブン佐倉志津公民館通り店 小売業 食料品 2%

45,968 千葉県 佐倉市 セブン－イレブン佐倉白銀３丁目店 小売業 食料品 2%

45,969 千葉県 佐倉市 セブン－イレブン佐倉染井野３丁目店 小売業 食料品 2%

45,970 千葉県 佐倉市 佐倉西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,971 千葉県 佐倉市 セブン－イレブン佐倉西志津６丁目店 小売業 食料品 2%

45,972 千葉県 佐倉市 ＳａｋｕｒａＢｒｉｄｇｅ サービス 飲食業 5%

45,973 千葉県 佐倉市 さくら平安堂 小売業 その他小売 5%

45,974 千葉県 佐倉市 さくら防除センター サービス その他サービス 5%

45,975 千葉県 佐倉市 サクラマチ サービス その他サービス 5%

45,976 千葉県 佐倉市 ＳＡＮＡＮ 小売業 その他小売 5%

45,977 千葉県 佐倉市 ｓｈａｖｉｎｇ　ｒｅｓｏｒｔ　ＢＥＬＵＧＡ サービス 理容・美容業 5%

45,978 千葉県 佐倉市 ＣＩＥＬ サービス 理容・美容業 5%

45,979 千葉県 佐倉市 設楽農園　Ｓｈｉｄａｒａ　Ｆａｒｍ 小売業 その他小売 5%

45,980 千葉県 佐倉市 新佐倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,981 千葉県 佐倉市 すしの一幸　佐倉インター店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

45,982 千葉県 佐倉市 すしの一幸佐倉ユーカリが丘店〔デリバリー 小売業 食料品 5%

45,983 千葉県 佐倉市 すしめん処大京そめい野店 サービス 飲食業 5%

45,984 千葉県 佐倉市 鈴木電化サービス 小売業 電化製品 5%

45,985 千葉県 佐倉市 スーパーカワグチ志津店 小売業 食料品 5%

45,986 千葉県 佐倉市 誠美堂　ユーカリが丘店 小売業 貴金属・服飾品 5%

45,987 千葉県 佐倉市 聖隷佐倉市民病院内売店 小売業 食料品 5%

45,988 千葉県 佐倉市 セオサイクルうすい店　セオサイクルうすい店非課税用 小売業 その他小売 5%

45,989 千葉県 佐倉市 セレモ　京成佐倉駅ホール サービス その他サービス 5%

45,990 千葉県 佐倉市 セレモ　ハートホール志津 サービス その他サービス 5%

1097



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

45,991 千葉県 佐倉市 Ｓｏｉ　Ｓｏｍ サービス 飲食業 5%

45,992 千葉県 佐倉市 タヴェルナ　パッキア サービス 飲食業 5%

45,993 千葉県 佐倉市 有限会社タキサイクル 小売業 その他小売 5%

45,994 千葉県 佐倉市 チップインゴルフ 小売業 その他小売 5%

45,995 千葉県 佐倉市 Ｔｒｅｅ　Ｃｕｂｉｃ 小売業 その他小売 5%

45,996 千葉県 佐倉市 株式会社ディーゴ 小売業 衣料品 5%

45,997 千葉県 佐倉市 ときわ書房　志津ステーションビル店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

45,998 千葉県 佐倉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　臼井ニュータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

45,999 千葉県 佐倉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ佐倉白銀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,000 千葉県 佐倉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ佐倉染井野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,001 千葉県 佐倉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ佐倉染井野ＰＯＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,002 千葉県 佐倉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　ユ－カリが丘　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,003 千葉県 佐倉市 トップマート志津店 小売業 食料品 5%

46,004 千葉県 佐倉市 トヨタレンタリース千葉勝田台駅前店 サービス その他サービス 2%

46,005 千葉県 佐倉市 トヨタレンタリース千葉京成佐倉駅前店 サービス その他サービス 2%

46,006 千葉県 佐倉市 トヨフク 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,007 千葉県 佐倉市 Ｔｒａｌａｌａｌａ． 小売業 衣料品 5%

46,008 千葉県 佐倉市 とりのごん助　京成佐倉店 サービス 飲食業 5%

46,009 千葉県 佐倉市 ｄｒｅｓｓｉｎｇｒｏｏｍＡＶＹ サービス 理容・美容業 5%

46,010 千葉県 佐倉市 中志津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,011 千葉県 佐倉市 ながしま電器 小売業 電化製品 5%

46,012 千葉県 佐倉市 ネッツトヨタ千葉佐倉王子台店 小売業 その他小売 5%

46,013 千葉県 佐倉市 ネッツトヨタ千葉佐倉志津店 小売業 その他小売 5%

46,014 千葉県 佐倉市 ｎｏｌ サービス 理容・美容業 5%

46,015 千葉県 佐倉市 Ｈａｐｐｙ佐倉店 小売業 その他小売 5%

46,016 千葉県 佐倉市 花工房Ｔｉａｒｅ 小売業 その他小売 5%

46,017 千葉県 佐倉市 はんこ家一番　佐倉店 小売業 その他小売 5%

46,018 千葉県 佐倉市 はんこ家一番　志津店 小売業 その他小売 5%

46,019 千葉県 佐倉市 ビーワンケアサロン　ティクレ サービス 理容・美容業 5%

46,020 千葉県 佐倉市 ピザ工房馬車道　佐倉店　１０９９ サービス 飲食業 5%

46,021 千葉県 佐倉市 ピスタピスタ サービス 飲食業 5%

46,022 千葉県 佐倉市 美禅 サービス 理容・美容業 5%

46,023 千葉県 佐倉市 美容室ＦＬＡＰ サービス 理容・美容業 5%

46,024 千葉県 佐倉市 ㈱Ｇ－アライメント サービス その他サービス 5%

46,025 千葉県 佐倉市 ファミリー電気おざき店 小売業 電化製品 5%

46,026 千葉県 佐倉市 フェアリーローズ サービス 理容・美容業 5%

46,027 千葉県 佐倉市 藤野工務店 サービス その他サービス 5%

46,028 千葉県 佐倉市 藤巻邦秀 サービス その他サービス 5%

46,029 千葉県 佐倉市 不動産賃貸業 サービス その他サービス 5%

46,030 千葉県 佐倉市 プラザ白銀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,031 千葉県 佐倉市 ＰｒｏＬｉｎｋおざわ 小売業 電化製品 5%

46,032 千葉県 佐倉市 フロンティア　勝田台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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46,033 千葉県 佐倉市 ペットシッターまおの手 サービス その他サービス 5%

46,034 千葉県 佐倉市 ペットのデパート　東葛　勝田台店 小売業 その他小売 5%

46,035 千葉県 佐倉市 ホビーゾーン 小売業 その他小売 5%

46,036 千葉県 佐倉市 ボンメゾン　佐倉店 小売業 その他小売 5%

46,037 千葉県 佐倉市 ボンメゾン　志津店 小売業 その他小売 5%

46,038 千葉県 佐倉市 ＭｏｔｈｅｒＭｏｏｎ 小売業 その他小売 5%

46,039 千葉県 佐倉市 三谷屋呉服店 小売業 衣料品 5%

46,040 千葉県 佐倉市 ミタニヤ洋品部 小売業 衣料品 5%

46,041 千葉県 佐倉市 耳つぼダイエットサロンリフレッシュ　佐倉店 サービス その他サービス 5%

46,042 千葉県 佐倉市 みろべー　みろべー サービス 飲食業 5%

46,043 千葉県 佐倉市 株式会社武蔵屋　千葉勝田台店 小売業 衣料品 5%

46,044 千葉県 佐倉市 むらやまツーリストイオンタウンユーカリが サービス その他サービス 5%

46,045 千葉県 佐倉市 むらやまツーリストユーカリプラザ店 サービス その他サービス 5%

46,046 千葉県 佐倉市 メガネサロンルック　志津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,047 千葉県 佐倉市 メガネストアー佐倉 小売業 その他小売 5%

46,048 千葉県 佐倉市 メガネストアー佐倉店 小売業 その他小売 5%

46,049 千葉県 佐倉市 メガネセンター　臼井店 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,050 千葉県 佐倉市 眼鏡のとよふく 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,051 千葉県 佐倉市 森のめぐみ　佐倉王子台店 サービス 飲食業 5%

46,052 千葉県 佐倉市 大和電器 小売業 電化製品 5%

46,053 千葉県 佐倉市 やまとや  大和屋 小売業 衣料品 5%

46,054 千葉県 佐倉市 ユアペットクリニック サービス その他サービス 5%

46,055 千葉県 佐倉市 有限会社　新村商店　本社 サービス その他サービス 5%

46,056 千葉県 佐倉市 ｕｎｉｓｅｘ　ｓａｌｏｎ　ＢＥＬＵＧＡ サービス 理容・美容業 5%

46,057 千葉県 佐倉市 ラブドッグ　トリミング サービス その他サービス 5%

46,058 千葉県 佐倉市 ＬａＦｌｏｒＲｉＯ 小売業 その他小売 5%

46,059 千葉県 佐倉市 ランドロームフードマーケット勝田台店 小売業 食料品 5%

46,060 千葉県 佐倉市 Ｌａｍｐｓ＆Ｇａｒｄｅｎ 小売業 家具・調度品 5%

46,061 千葉県 佐倉市 リズム 小売業 その他小売 5%

46,062 千葉県 佐倉市 ＲＥＢＥＬＬＩＯＮ Ｓ ＦＩＥＬＤ サッカー スポーツショップＲｅｂｅｌｌｉｏｎ ｓ Ｆｉｅｌｄ 小売業 その他小売 5%

46,063 千葉県 佐倉市 理容ｂｕｓｙ サービス 理容・美容業 5%

46,064 千葉県 佐倉市 レイディックス佐倉 小売業 その他小売 5%

46,065 千葉県 佐倉市 レーヴ臼井店 サービス 理容・美容業 5%

46,066 千葉県 佐倉市 ワールドブティック　ミレーヌ 小売業 衣料品 5%

46,067 千葉県 山武市 相創舎 サービス その他サービス 5%

46,068 千葉県 山武市 セブン－イレブン旭川口店 小売業 食料品 2%

46,069 千葉県 山武市 ＆ＷＡＮ（リゾートホテル） サービス 宿泊業 5%

46,070 千葉県 山武市 異造本店 サービス 飲食業 5%

46,071 千葉県 山武市 井上 小売業 衣料品 5%

46,072 千葉県 山武市 ｅ－Ｌｉｆｅタケダ 小売業 電化製品 5%

46,073 千葉県 山武市 Ｖｅｒｄｕｒｅ　ｒｉｃｃｏ サービス 飲食業 5%

46,074 千葉県 山武市 エージェントオダカ サービス その他サービス 5%
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46,075 千葉県 山武市 Ｏ’ｓｉｄｅＳｕｒｆ 小売業 その他小売 5%

46,076 千葉県 山武市 おしゃれサロンＴＡＫＩ サービス 理容・美容業 5%

46,077 千葉県 山武市 カフェレストランボナンザ サービス 飲食業 5%

46,078 千葉県 山武市 硝子屋ＰＲＡＴＯＰＩＮＯ サービス その他サービス 5%

46,079 千葉県 山武市 Ｃａｌｍｅ 小売業 衣料品 5%

46,080 千葉県 山武市 佐瀬鈑金 サービス その他サービス 5%

46,081 千葉県 山武市 さんむ医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

46,082 千葉県 山武市 セブン－イレブン山武富口店 小売業 食料品 2%

46,083 千葉県 山武市 出光山武西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,084 千葉県 山武市 出光山武町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,085 千葉県 山武市 有限会社しのざき 小売業 衣料品 5%

46,086 千葉県 山武市 シノヅカ 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,087 千葉県 山武市 すたみな太郎　成東店 サービス 飲食業 5%

46,088 千葉県 山武市 ＳＰＥＥＤＳＨＯＰ　Ｇｒａｙｓ サービス その他サービス 5%

46,089 千葉県 山武市 世界のＡＮＡＢＡ　成東 サービス その他サービス 5%

46,090 千葉県 山武市 ドックサロン　ザ　ガーデン サービス その他サービス 5%

46,091 千葉県 山武市 ｎａｆ／ａｔｔｒａｉｔ サービス 理容・美容業 5%

46,092 千葉県 山武市 セブン－イレブン成東駅和田店 小売業 食料品 2%

46,093 千葉県 山武市 セブン－イレブン成東草深店 小売業 食料品 2%

46,094 千葉県 山武市 セブン－イレブン成東本須賀店 小売業 食料品 2%

46,095 千葉県 山武市 ネッツトヨタ千葉　成東店 小売業 その他小売 5%

46,096 千葉県 山武市 農国ふくわらい 小売業 食料品 5%

46,097 千葉県 山武市 蓮沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,098 千葉県 山武市 蓮沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,099 千葉県 山武市 セブン－イレブン蓮沼郵便局前店 小売業 食料品 2%

46,100 千葉県 山武市 ハナガツミ美容室 サービス 理容・美容業 5%

46,101 千葉県 山武市 出光早船ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,102 千葉県 山武市 はんこ家一番　成東店 小売業 その他小売 5%

46,103 千葉県 山武市 美容室ムーブ成東店 サービス 理容・美容業 5%

46,104 千葉県 山武市 ファミリ－マ－ト　東京屋 小売業 その他小売 5%

46,105 千葉県 山武市 フィット成東店 サービス その他サービス 5%

46,106 千葉県 山武市 Ｂｒａｔｓ成東店 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,107 千葉県 山武市 Ｂｒｏｏｄ 小売業 家具・調度品 5%

46,108 千葉県 山武市 ＨａｉｒＤｅｓｉｇｎ　Ｂｌｉｓｓ サービス 理容・美容業 5%

46,109 千葉県 山武市 ＢＥＳＴバリュー　成東店 小売業 家具・調度品 5%

46,110 千葉県 山武市 ベル・スズキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,111 千葉県 山武市 ペンション白い貝がら サービス 宿泊業 5%

46,112 千葉県 山武市 ホルモン・炭火焼肉旭日屋 サービス 飲食業 5%

46,113 千葉県 山武市 ＭＡＧＮＯＬＩＡ 小売業 衣料品 5%

46,114 千葉県 山武市 松尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,115 千葉県 山武市 松尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,116 千葉県 山武市 松尾北ＳＳ有限会社尾崎燃料 小売業 ガソリンスタンド 2%
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46,117 千葉県 山武市 松尾タクシー０１ サービス 運輸業 5%

46,118 千葉県 山武市 丸正自動車 小売業 その他小売 5%

46,119 千葉県 山武市 みきや 小売業 その他小売 5%

46,120 千葉県 山武市 ムーブ成東 サービス 理容・美容業 5%

46,121 千葉県 山武市 森と空と家 サービス 宿泊業 5%

46,122 千葉県 山武市 山田ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

46,123 千葉県 山武市 ＬＡＬＡ　ＨＡＩＲ　松尾店 サービス 理容・美容業 5%

46,124 千葉県 山武市 ランドロームフードマーケット山武店 小売業 食料品 5%

46,125 千葉県 山武市 レストランシーブリーズ サービス 飲食業 5%

46,126 千葉県 山武市 ログ平　株式会社　ハンドクラフト 小売業 家具・調度品 5%

46,127 千葉県 酒々井町 カラオケプラザ遊楽館酒々井店 サービス その他サービス 5%

46,128 千葉県 酒々井町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋千葉酒々井店 サービス 飲食業 2%

46,129 千葉県 酒々井町 ［ＨＣ］キタガワ電気 小売業 電化製品 5%

46,130 千葉県 酒々井町 化粧品の店あさか サービス 理容・美容業 5%

46,131 千葉県 酒々井町 酒々井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,132 千葉県 酒々井町 酒々井まがり家 小売業 食料品 5%

46,133 千葉県 酒々井町 酒々井まがり家 小売業 食料品 5%

46,134 千葉県 酒々井町 セブン－イレブン酒々井伊篠店 小売業 食料品 2%

46,135 千葉県 酒々井町 セブン－イレブン酒々井駅東口店 小売業 食料品 2%

46,136 千葉県 酒々井町 セブン－イレブン酒々井下岩橋店 小売業 食料品 2%

46,137 千葉県 酒々井町 セブン－イレブン酒々井墨入口店 小売業 食料品 2%

46,138 千葉県 酒々井町 酒々井Ｐ．Ａ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,139 千葉県 酒々井町 セブン－イレブン酒々井まばし店 小売業 食料品 2%

46,140 千葉県 酒々井町 セブン－イレブン酒々井本佐倉店 小売業 食料品 2%

46,141 千葉県 酒々井町 ｓｉｍｐＲｏｏｍ サービス その他サービス 5%

46,142 千葉県 酒々井町 すしめん処大京酒々井店 サービス 飲食業 5%

46,143 千葉県 酒々井町 チィル１０ サービス 飲食業 5%

46,144 千葉県 酒々井町 つるおかでんき 小売業 電化製品 5%

46,145 千葉県 酒々井町 ｔｉｆｕｌ サービス 理容・美容業 5%

46,146 千葉県 酒々井町 ニュ－酒々井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,147 千葉県 酒々井町 ネッツトヨタ千葉酒々井店 小売業 その他小売 5%

46,148 千葉県 酒々井町 ｂａｏｂａｂ　ｔｒｅｅ サービス その他サービス 5%

46,149 千葉県 酒々井町 美容室ＳＬＥＥＫ サービス 理容・美容業 5%

46,150 千葉県 酒々井町 美容室Ｗａｓｓ サービス 理容・美容業 5%

46,151 千葉県 酒々井町 福田珈琲店 酒々井店 小売業 その他小売 5%

46,152 千葉県 酒々井町 プライベートエステサロンハピネス サービス 理容・美容業 5%

46,153 千葉県 酒々井町 プールサイド酒々井プレミアムアウトレット 小売業 衣料品 5%

46,154 千葉県 酒々井町 フロンティア　酒々井店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,155 千葉県 酒々井町 髪クラブグリース サービス 理容・美容業 5%

46,156 千葉県 酒々井町 ぽけっと 小売業 衣料品 5%

46,157 千葉県 酒々井町 ＹＯＯＮ　ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

46,158 千葉県 酒々井町 ＬｉＬｉｃｏ＇ｓ 小売業 その他小売 5%
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46,159 千葉県 芝山町 空港南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,160 千葉県 芝山町 芝山ＳＳ有限会社寿美屋商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,161 千葉県 芝山町 芝山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,162 千葉県 芝山町 出光芝山一本松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,163 千葉県 芝山町 セブン－イレブン芝山香山新田店 小売業 食料品 2%

46,164 千葉県 芝山町 セブン－イレブン芝山宝馬店 小売業 食料品 2%

46,165 千葉県 芝山町 千葉のお茶屋　隆松園 小売業 食料品 5%

46,166 千葉県 芝山町 千代田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,167 千葉県 芝山町 富里ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

46,168 千葉県 芝山町 Ｎａｒｉｔａａｉｒｐｏｒｔｈｏｓｔｅｌ サービス その他サービス 5%

46,169 千葉県 芝山町 ミヤマ　成田芝山店 小売業 衣料品 5%

46,170 千葉県 芝山町 ｈａｉｒｓａｌｏｎＬａ＊ＭａｕＲｕｕＲｕ サービス その他サービス 5%

46,171 千葉県 芝山町 ワールドスパーク 小売業 その他小売 5%

46,172 千葉県 白子町 アーサー白子 サービス その他サービス 5%

46,173 千葉県 白子町 大多和自動車 サービス その他サービス 5%

46,174 千葉県 白子町 小高善和靴工房 小売業 衣料品 5%

46,175 千葉県 白子町 株式会社川岸　そば処川岸 サービス 飲食業 5%

46,176 千葉県 白子町 ｇｏｏ－ｋａｎ　白子店 サービス 理容・美容業 5%

46,177 千葉県 白子町 セブン－イレブン白子インター前店 小売業 食料品 2%

46,178 千葉県 白子町 白子ＳＳ有限会社梅澤石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,179 千葉県 白子町 セブン－イレブン白子中里西店 小売業 食料品 2%

46,180 千葉県 白子町 白子ニューシーサイドホテル サービス 宿泊業 5%

46,181 千葉県 白子町 セブン－イレブン白子町役場入口店 小売業 食料品 2%

46,182 千葉県 白子町 白子南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,183 千葉県 白子町 タナベ美容室 サービス 理容・美容業 5%

46,184 千葉県 白子町 ＴＲＩＰＴＲＡＣＫＳ 小売業 衣料品 5%

46,185 千葉県 白子町 和海の宿　ささ游 サービス 宿泊業 5%

46,186 千葉県 白子町 ホテル　ニューカネイ サービス 宿泊業 5%

46,187 千葉県 白子町 ホテル　白洋 サービス 宿泊業 5%

46,188 千葉県 白子町 ホテルカアナパリ サービス 宿泊業 5%

46,189 千葉県 白子町 有限会社梅澤商店　梅澤商店 小売業 食料品 5%

46,190 千葉県 白子町 有限会社ナガシマ薬局 小売業 その他小売 5%

46,191 千葉県 白子町 有限会社吉野屋 小売業 衣料品 5%

46,192 千葉県 白子町 ユーオートサービス 小売業 その他小売 5%

46,193 千葉県 白子町 レストラン岡本 サービス 飲食業 5%

46,194 千葉県 白井市 出光白井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,195 千葉県 白井市 出光富士栄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,196 千葉県 白井市 エイチアールディーブロス サービス その他サービス 5%

46,197 千葉県 白井市 オリックスレンタカー西白井駅前カウンター サービス その他サービス 2%

46,198 千葉県 白井市 介護タクシー　テアシ サービス 運輸業 5%

46,199 千葉県 白井市 カフェ テルセール サービス 飲食業 5%

46,200 千葉県 白井市 株式会社オルチャ サービス その他サービス 5%
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46,201 千葉県 白井市 株式会社ＣｏｄｅＡＩ サービス その他サービス 5%

46,202 千葉県 白井市 株式会社小室自動車 サービス その他サービス 5%

46,203 千葉県 白井市 ＫＩＴｃｙｃｌｅｒｅｐａｉｒ サービス その他サービス 5%

46,204 千葉県 白井市 きょうの行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

46,205 千葉県 白井市 小金谷自動車工業 サービス その他サービス 5%

46,206 千葉県 白井市 ＣｏＣｏ壱番屋白井富士店 サービス 飲食業 2%

46,207 千葉県 白井市 ＣＩＴＹ　ＩＣＥＣＲＥＡＭ＆ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

46,208 千葉県 白井市 食鮮館　ヒフミ 小売業 食料品 5%

46,209 千葉県 白井市 白井ＳＳ有限会社松屋商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,210 千葉県 白井市 セブン－イレブン白井大山口店 小売業 食料品 2%

46,211 千葉県 白井市 白井北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,212 千葉県 白井市 白井工業団地ＳＳ有限会社松屋商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,213 千葉県 白井市 セブン－イレブン白井桜台店 小売業 食料品 2%

46,214 千葉県 白井市 セブン－イレブン白井笹塚店 小売業 食料品 2%

46,215 千葉県 白井市 セブン－イレブン白井神々廻店 小売業 食料品 2%

46,216 千葉県 白井市 セブン－イレブン白井清水口店 小売業 食料品 2%

46,217 千葉県 白井市 ディーケイ物流株式会社 サービス 運輸業 5%

46,218 千葉県 白井市 セブン－イレブン白井冨士店 小売業 食料品 2%

46,219 千葉県 白井市 セブン－イレブン白井ベリーフィールド店 小売業 食料品 2%

46,220 千葉県 白井市 白半梨園 サービス その他サービス 5%

46,221 千葉県 白井市 鮨　饗庭 サービス 飲食業 5%

46,222 千葉県 白井市 スマートクリーニング白井店 サービス その他サービス 5%

46,223 千葉県 白井市 セルフ西白井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,224 千葉県 白井市 ＤＥＭＥＳ サービス その他サービス 5%

46,225 千葉県 白井市 トラックセンター白井 小売業 その他小売 5%

46,226 千葉県 白井市 とりのごん助　白井店 サービス 飲食業 5%

46,227 千葉県 白井市 中山梨園 小売業 その他小売 5%

46,228 千葉県 白井市 セブン－イレブン西白井駅前店 小売業 食料品 2%

46,229 千葉県 白井市 バーバーショップ　イトー サービス 理容・美容業 5%

46,230 千葉県 白井市 バーバーショップイトー サービス 理容・美容業 5%

46,231 千葉県 白井市 博士補聴器 小売業 その他小売 5%

46,232 千葉県 白井市 橋本梨園 小売業 食料品 5%

46,233 千葉県 白井市 パティスリー　アミュレット 小売業 食料品 5%

46,234 千葉県 白井市 花けん 小売業 その他小売 5%

46,235 千葉県 白井市 ハンコ卸売センター白井店 小売業 その他小売 5%

46,236 千葉県 白井市 ばんどう太郎白井１６号店 サービス 飲食業 5%

46,237 千葉県 白井市 ばんどう太郎白井店 サービス 飲食業 5%

46,238 千葉県 白井市 ビデオ激安王　白井店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,239 千葉県 白井市 美容室ムーブ西白井店 サービス 理容・美容業 5%

46,240 千葉県 白井市 ヘアーサロントラスト サービス 理容・美容業 5%

46,241 千葉県 白井市 ヘア＆ネイルサロン　マカナ サービス 理容・美容業 5%

46,242 千葉県 白井市 ヘア＆フェイスケアＣｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%
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46,243 千葉県 白井市 北総白井病院売店 小売業 その他小売 5%

46,244 千葉県 白井市 ムーブ西白井 サービス 理容・美容業 5%

46,245 千葉県 白井市 有限会社柳屋洋品店 小売業 衣料品 5%

46,246 千葉県 白井市 山口屋 小売業 その他小売 5%

46,247 千葉県 白井市 ランドロームフードマーケット西白井店 小売業 食料品 5%

46,248 千葉県 白井市 ロックサム　１ 小売業 その他小売 5%

46,249 千葉県 白井市 ワインショップグルナッシュ サービス その他サービス 5%

46,250 千葉県 匝瑳市 ＡｔｅｌｉｅｒＫａｔｓｕｍｉ サービス その他サービス 5%

46,251 千葉県 匝瑳市 Ａｔｅｌｉｅｒ Ｋａｔｓｕｍｉ サービス その他サービス 5%

46,252 千葉県 匝瑳市 飯高ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,253 千葉県 匝瑳市 飯高ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,254 千葉県 匝瑳市 加瀬金物店 小売業 その他小売 5%

46,255 千葉県 匝瑳市 カラオケプラザ遊楽館八日市場店 サービス その他サービス 5%

46,256 千葉県 匝瑳市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ匝瑳店 小売業 その他小売 5%

46,257 千葉県 匝瑳市 グットライフサービス サービス その他サービス 5%

46,258 千葉県 匝瑳市 黒須菓子舗 サービス 飲食業 5%

46,259 千葉県 匝瑳市 新行内石油　ロード野手ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,260 千葉県 匝瑳市 すしめん処大京八日市場店 サービス 飲食業 5%

46,261 千葉県 匝瑳市 セブン－イレブン匝瑳飯塚店 小売業 食料品 2%

46,262 千葉県 匝瑳市 セブン－イレブン匝瑳上谷中店 小売業 食料品 2%

46,263 千葉県 匝瑳市 セブン－イレブン匝瑳みどり平工業団地店 小売業 食料品 2%

46,264 千葉県 匝瑳市 セブン－イレブン匝瑳八日市場店 小売業 食料品 2%

46,265 千葉県 匝瑳市 大栄タイヤ 小売業 その他小売 5%

46,266 千葉県 匝瑳市 多田屋八日市場本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,267 千葉県 匝瑳市 ツクモデンキ 小売業 電化製品 5%

46,268 千葉県 匝瑳市 電化ショールーム小原 小売業 電化製品 5%

46,269 千葉県 匝瑳市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ八日市場バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,270 千葉県 匝瑳市 とまりカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

46,271 千葉県 匝瑳市 トヨタ部品千葉共販ａｕショップ八日市場 サービス その他サービス 5%

46,272 千葉県 匝瑳市 トヨタ部品千葉共販八日市場営業所 サービス その他サービス 5%

46,273 千葉県 匝瑳市 豊和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,274 千葉県 匝瑳市 新堀浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,275 千葉県 匝瑳市 ネッツトヨタ千葉八日市場店 小売業 その他小売 5%

46,276 千葉県 匝瑳市 出光野栄米元ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,277 千葉県 匝瑳市 野栄中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,278 千葉県 匝瑳市 野栄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,279 千葉県 匝瑳市 セブン－イレブン野栄野手浜店 小売業 食料品 2%

46,280 千葉県 匝瑳市 セブン－イレブン野栄町役場前店 小売業 食料品 2%

46,281 千葉県 匝瑳市 はんこ家一番　八日市場店 小売業 その他小売 5%

46,282 千葉県 匝瑳市 日色石油　大寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,283 千葉県 匝瑳市 干潟ＳＳ有限会社高橋石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,284 千葉県 匝瑳市 ピポパーク八日市場店 小売業 電化製品 5%
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46,285 千葉県 匝瑳市 美遊代行 サービス 運輸業 5%

46,286 千葉県 匝瑳市 ｆｕｄｅｕｃｈｉアトリエ　デ　ラ　ボーテ 小売業 その他小売 5%

46,287 千葉県 匝瑳市 ヘア アトリエ モアナ サービス 理容・美容業 5%

46,288 千葉県 匝瑳市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｅｎｓ サービス 理容・美容業 5%

46,289 千葉県 匝瑳市 宝石・時計　池田　エイトピア店 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,290 千葉県 匝瑳市 マクドナルド１２６八日市場店 サービス 飲食業 2%

46,291 千葉県 匝瑳市 みなとや落花生店 小売業 食料品 5%

46,292 千葉県 匝瑳市 ミヤマ　八日市場店 小売業 衣料品 5%

46,293 千葉県 匝瑳市 メガネストアー八日市場 小売業 その他小売 5%

46,294 千葉県 匝瑳市 メガネストアー八日市場店 小売業 その他小売 5%

46,295 千葉県 匝瑳市 野栄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,296 千葉県 匝瑳市 八日市場 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,297 千葉県 匝瑳市 セブン－イレブン八日市場飯倉店 小売業 食料品 2%

46,298 千葉県 匝瑳市 セブン－イレブン八日市場田町店 小売業 食料品 2%

46,299 千葉県 匝瑳市 八日市場動物病院 サービス その他サービス 5%

46,300 千葉県 匝瑳市 八日市場南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,301 千葉県 匝瑳市 ＬＡＬＡ　ＨＡＩＲ　Ｆａｔａ サービス 理容・美容業 5%

46,302 千葉県 匝瑳市 わたしん匝瑳店 小売業 その他小売 5%

46,303 千葉県 袖ケ浦市 アトリエビズ サービス 理容・美容業 5%

46,304 千葉県 袖ケ浦市 阿部　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,305 千葉県 袖ケ浦市 生野剛 小売業 その他小売 5%

46,306 千葉県 袖ケ浦市 一幸　袖ヶ浦店 サービス 飲食業 5%

46,307 千葉県 袖ケ浦市 一幸袖ヶ浦店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

46,308 千葉県 袖ケ浦市 上田屋さつき台店 小売業 衣料品 5%

46,309 千葉県 袖ケ浦市 ａｕショップ　袖ヶ浦 小売業 その他小売 5%

46,310 千葉県 袖ケ浦市 大原軒 小売業 食料品 5%

46,311 千葉県 袖ケ浦市 温野菜袖ヶ浦店 サービス 飲食業 2%

46,312 千葉県 袖ケ浦市 買取センターＧ・Ｐダイエー長浦店 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,313 千葉県 袖ケ浦市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋袖ケ浦福王台店 サービス 飲食業 2%

46,314 千葉県 袖ケ浦市 木更津ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

46,315 千葉県 袖ケ浦市 ギフトふじい・クマの陶芸教室 サービス その他サービス 5%

46,316 千葉県 袖ケ浦市 木村美奈子税理士事務所 サービス その他サービス 5%

46,317 千葉県 袖ケ浦市 グリーンアロートランポリンパーク サービス その他サービス 5%

46,318 千葉県 袖ケ浦市 グリーンアロートランポリンパーク サービス その他サービス 5%

46,319 千葉県 袖ケ浦市 コンドー楽器　さつき台 小売業 その他小売 5%

46,320 千葉県 袖ケ浦市 ｓａｌｏｎｄｅｖｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

46,321 千葉県 袖ケ浦市 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｖｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

46,322 千葉県 袖ケ浦市 ＣＤＳワタナベ 小売業 その他小売 5%

46,323 千葉県 袖ケ浦市 ＧＭシボレー　袖ケ浦店 小売業 その他小売 5%

46,324 千葉県 袖ケ浦市 スーパー伊藤 小売業 その他小売 5%

46,325 千葉県 袖ケ浦市 すずもと サービス その他サービス 5%

46,326 千葉県 袖ケ浦市 すまいるプラザチェーン須藤店 小売業 電化製品 5%
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46,327 千葉県 袖ケ浦市 スプリットセルフ袖ケ浦中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,328 千葉県 袖ケ浦市 セブン－イレブン袖ケ浦駅北口店 小売業 食料品 2%

46,329 千葉県 袖ケ浦市 セブン－イレブン袖ヶ浦さつき台店 小売業 食料品 2%

46,330 千葉県 袖ケ浦市 セブン－イレブン袖ケ浦市役所北店 小売業 食料品 2%

46,331 千葉県 袖ケ浦市 セブン－イレブン袖ヶ浦のぞみ野通り北店 小売業 食料品 2%

46,332 千葉県 袖ケ浦市 セブン－イレブン袖ヶ浦東横田店 小売業 食料品 2%

46,333 千葉県 袖ケ浦市 セブン－イレブン袖ヶ浦福王台店 小売業 食料品 2%

46,334 千葉県 袖ケ浦市 セブン－イレブン袖ヶ浦宮田大橋店 小売業 食料品 2%

46,335 千葉県 袖ケ浦市 第一自動車工業 サービス その他サービス 5%

46,336 千葉県 袖ケ浦市 大衆中華ホサナ サービス 飲食業 5%

46,337 千葉県 袖ケ浦市 大衆中華ホサナ サービス 飲食業 5%

46,338 千葉県 袖ケ浦市 ツユザキ電器 小売業 電化製品 5%

46,339 千葉県 袖ケ浦市 なりまつ薬品さつき台店 小売業 その他小売 5%

46,340 千葉県 袖ケ浦市 根形ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,341 千葉県 袖ケ浦市 ネッツトヨタ千葉袖ヶ浦店 小売業 その他小売 5%

46,342 千葉県 袖ケ浦市 東袖ヶ浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,343 千葉県 袖ケ浦市 ビジネスホテル豊島や サービス 宿泊業 5%

46,344 千葉県 袖ケ浦市 ビップオート 小売業 その他小売 5%

46,345 千葉県 袖ケ浦市 美肌専門サロンＥｔｅｌｕｃｅ サービス その他サービス 5%

46,346 千葉県 袖ケ浦市 美容室ファースト サービス 理容・美容業 5%

46,347 千葉県 袖ケ浦市 美容室ファースト サービス 理容・美容業 5%

46,348 千葉県 袖ケ浦市 平岡　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,349 千葉県 袖ケ浦市 ファミリーファッションイシイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,350 千葉県 袖ケ浦市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　福王台店 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,351 千葉県 袖ケ浦市 本忠畳店 小売業 その他小売 5%

46,352 千葉県 袖ケ浦市 マクドナルド１６号袖ケ浦店 サービス 飲食業 2%

46,353 千葉県 袖ケ浦市 マクドナルド平成通り長浦店 サービス 飲食業 2%

46,354 千葉県 袖ケ浦市 街の屋根やさん千葉 サービス その他サービス 5%

46,355 千葉県 袖ケ浦市 有限会社松崎プロパン 小売業 その他小売 5%

46,356 千葉県 袖ケ浦市 マルタカ袖ヶ浦店 小売業 その他小売 5%

46,357 千葉県 袖ケ浦市 有限会社みのがわ　豆処みのがわ 小売業 食料品 5%

46,358 千葉県 袖ケ浦市 焼肉亭赤とんぼ サービス 飲食業 5%

46,359 千葉県 袖ケ浦市 横田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,360 千葉県 袖ケ浦市 ＷＩＬＤＳＩＤＥ サービス 飲食業 5%

46,361 千葉県 袖ケ浦市 和風レストラン　亀悦 サービス 飲食業 5%

46,362 千葉県 多古町 アイアン　イーグル 小売業 その他小売 5%

46,363 千葉県 多古町 嵐の湯　多古店 サービス その他サービス 5%

46,364 千葉県 多古町 池田屋 小売業 その他小売 5%

46,365 千葉県 多古町 五辻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,366 千葉県 多古町 柏熊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,367 千葉県 多古町 郡司カイロプラクティック院 サービス 理容・美容業 5%

46,368 千葉県 多古町 越川自動車 サービス その他サービス 5%
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46,369 千葉県 多古町 御料地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,370 千葉県 多古町 サイキ理容店 サービス 理容・美容業 5%

46,371 千葉県 多古町 セルフ多古中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,372 千葉県 多古町 多古ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,373 千葉県 多古町 出光多古牛尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,374 千葉県 多古町 セブン－イレブン多古喜多店 小売業 食料品 2%

46,375 千葉県 多古町 多古タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

46,376 千葉県 多古町 セブン－イレブン多古十余三店 小売業 食料品 2%

46,377 千葉県 多古町 セブン－イレブン多古広沼店 小売業 食料品 2%

46,378 千葉県 多古町 多古水戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,379 千葉県 多古町 セブン－イレブン多古南並木店 小売業 食料品 2%

46,380 千葉県 多古町 ｎａｍｉｎａｉｌｌｏｖｅ＇ｓＪ サービス 理容・美容業 5%

46,381 千葉県 多古町 西古内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,382 千葉県 多古町 Ｈａｐｐｙｓｔａｒｓ サービス その他サービス 5%

46,383 千葉県 多古町 ますがたや旅館 サービス 宿泊業 5%

46,384 千葉県 多古町 茂原ダイナミックゴルフ サービス その他サービス 5%

46,385 千葉県 多古町 六所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,386 千葉県 多古町 ＲＯＳＳオートサービス サービス その他サービス 5%

46,387 千葉県 館山市 アイスカフェＣｏｗＢｏｙ サービス 飲食業 5%

46,388 千葉県 館山市 秋山陶苑 サービス その他サービス 5%

46,389 千葉県 館山市 アクアサイド イン サニーフィッシュ サービス 宿泊業 5%

46,390 千葉県 館山市 アロハガーデンたてやま 小売業 家具・調度品 5%

46,391 千葉県 館山市 安西商店　０４７０?２２?１１７０ サービス その他サービス 5%

46,392 千葉県 館山市 ＡＮＤ　ＳＯＡＫ 小売業 衣料品 5%

46,393 千葉県 館山市 安藤電機 小売業 電化製品 5%

46,394 千葉県 館山市 出雲そば　　八雲 サービス 飲食業 5%

46,395 千葉県 館山市 出雲そば八雲 サービス 飲食業 5%

46,396 千葉県 館山市 松崎石油株式会社　犬石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,397 千葉県 館山市 Ｗｅｓｔ　Ｐｅｎｉｎｓｕｌａ サービス 宿泊業 5%

46,398 千葉県 館山市 海の湯宿　花しぶき サービス 宿泊業 5%

46,399 千葉県 館山市 太田自転車店 小売業 その他小売 5%

46,400 千葉県 館山市 株式会社　おどや　館山海岸店 小売業 食料品 5%

46,401 千葉県 館山市 おどや九重店 小売業 食料品 5%

46,402 千葉県 館山市 おどやスーパーセンター館山店 小売業 食料品 5%

46,403 千葉県 館山市 おどや大神宮店 小売業 食料品 5%

46,404 千葉県 館山市 おどや船形店 小売業 食料品 5%

46,405 千葉県 館山市 おどや北条店 小売業 食料品 5%

46,406 千葉県 館山市 おやつマルシェ＆Ｚａｋｋａｏｗｌ 小売業 食料品 5%

46,407 千葉県 館山市 貸し別荘　ＴＥＡＴＲＥＥＳ サービス 宿泊業 5%

46,408 千葉県 館山市 カジュアルフレンチ トックブランシュ トックブランシュ サービス 飲食業 5%

46,409 千葉県 館山市 ガーデン サービス 理容・美容業 5%

46,410 千葉県 館山市 家電ノ村松 小売業 電化製品 5%
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46,411 千葉県 館山市 神余ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,412 千葉県 館山市 ＣａｆｆｅＡＬＢＡ サービス 飲食業 5%

46,413 千葉県 館山市 カミヤマサウンドステーション 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,414 千葉県 館山市 佳山園 小売業 食料品 5%

46,415 千葉県 館山市 キッチンガーデン サービス その他サービス 5%

46,416 千葉県 館山市 キッチンガーデン サービス 宿泊業 5%

46,417 千葉県 館山市 牛角館山店 サービス 飲食業 2%

46,418 千葉県 館山市 グッディプラン 小売業 その他小売 5%

46,419 千葉県 館山市 久保電気 小売業 電化製品 5%

46,420 千葉県 館山市 グリーンピア九重ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,421 千葉県 館山市 ＣＯＳＭＥＳＴＥ　だいます 小売業 その他小売 5%

46,422 千葉県 館山市 こだま療術院 サービス 理容・美容業 5%

46,423 千葉県 館山市 真倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,424 千葉県 館山市 サロン・ド・ＷＡＢＥ 小売業 衣料品 5%

46,425 千葉県 館山市 末吉印房 小売業 その他小売 5%

46,426 千葉県 館山市 鈴木モータース商会 小売業 その他小売 5%

46,427 千葉県 館山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフイオンタウン館山店 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,428 千葉県 館山市 大神宮ＳＳ　館山造船　長田石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,429 千葉県 館山市 タイヨー種苗九重店 小売業 家具・調度品 5%

46,430 千葉県 館山市 館山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,431 千葉県 館山市 セブン－イレブン館山稲店 小売業 食料品 2%

46,432 千葉県 館山市 ロードサイドコテージ館山 サービス その他サービス 5%

46,433 千葉県 館山市 セブン－イレブン館山上野原店 小売業 食料品 2%

46,434 千葉県 館山市 セブン－イレブン館山駅前店 小売業 食料品 2%

46,435 千葉県 館山市 館山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,436 千葉県 館山市 セブン－イレブン館山大賀店 小売業 食料品 2%

46,437 千葉県 館山市 ブルーブルー株式会社 小売業 その他小売 5%

46,438 千葉県 館山市 たてやま温泉　千里の風 サービス 宿泊業 5%

46,439 千葉県 館山市 館山海岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,440 千葉県 館山市 セブン－イレブン館山亀ケ原店 小売業 食料品 2%

46,441 千葉県 館山市 セブン－イレブン館山真倉店 小売業 食料品 2%

46,442 千葉県 館山市 館山シーサイドホテル サービス 宿泊業 5%

46,443 千葉県 館山市 セブン－イレブン館山自衛隊前店 小売業 食料品 2%

46,444 千葉県 館山市 セブンーイレブン館山城山公園店 小売業 食料品 2%

46,445 千葉県 館山市 セブン－イレブン館山高井店 小売業 食料品 2%

46,446 千葉県 館山市 セブン－イレブン館山那古海岸店 小売業 食料品 2%

46,447 千葉県 館山市 館山バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,448 千葉県 館山市 セブンーイレブン館山藤原店 小売業 食料品 2%

46,449 千葉県 館山市 セブン－イレブン館山北条店 小売業 食料品 2%

46,450 千葉県 館山市 セブン－イレブン館山正木店 小売業 食料品 2%

46,451 千葉県 館山市 セブン－イレブン館山湊店 小売業 食料品 2%

46,452 千葉県 館山市 セブン－イレブン館山八幡店 小売業 食料品 2%
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46,453 千葉県 館山市 だるまや サービス 飲食業 5%

46,454 千葉県 館山市 茶の大幸園 小売業 食料品 5%

46,455 千葉県 館山市 中国料理正喜 サービス 飲食業 5%

46,456 千葉県 館山市 ｔｕ．ｎｅ．Ｈｏｓｔｅｌ サービス 宿泊業 5%

46,457 千葉県 館山市 ＴＥＡＴＲＥＥＳ サービス 宿泊業 5%

46,458 千葉県 館山市 鉄板焼あかね サービス 飲食業 5%

46,459 千葉県 館山市 季の音 サービス 宿泊業 5%

46,460 千葉県 館山市 トヨタレンタリース千葉館山駅西口店 サービス その他サービス 2%

46,461 千葉県 館山市 ［ＨＣ］ナカデン 小売業 電化製品 5%

46,462 千葉県 館山市 和からだみなおし処 サービス 理容・美容業 5%

46,463 千葉県 館山市 ネッツトヨタ千葉館山店 小売業 その他小売 5%

46,464 千葉県 館山市 バラの学校 小売業 食料品 5%

46,465 千葉県 館山市 ヒグラシ サービス その他サービス 5%

46,466 千葉県 館山市 ヒルサイドイン　シロッコ サービス 宿泊業 5%

46,467 千葉県 館山市 ブーランジェリースルジェ　ブーランジェリースルジェ 小売業 食料品 5%

46,468 千葉県 館山市 ブティックすぎた　館山店 小売業 衣料品 5%

46,469 千葉県 館山市 森羅 サービス 宿泊業 5%

46,470 千葉県 館山市 不老山薬師温泉・安房自然村 サービス 宿泊業 5%

46,471 千葉県 館山市 ヘアーサロン　ａｍｉｔｙ サービス 理容・美容業 5%

46,472 千葉県 館山市 ｐｅｎｓｉｏｎ　ａｔｃａ サービス 宿泊業 5%

46,473 千葉県 館山市 ペンション　アトカ　ペンション　アトカ サービス 宿泊業 5%

46,474 千葉県 館山市 ペンション　シーガル サービス 宿泊業 5%

46,475 千葉県 館山市 ホテル川端 サービス 宿泊業 5%

46,476 千葉県 館山市 ホテル洲の崎　風の抄 サービス 宿泊業 5%

46,477 千葉県 館山市 マクドナルドイオンタウン館山店 サービス 飲食業 2%

46,478 千葉県 館山市 マクドナルド館山おどや店 サービス 飲食業 2%

46,479 千葉県 館山市 丸高石油株式会社ホームガスプラザ 小売業 その他小売 5%

46,480 千葉県 館山市 マルト電器商会 小売業 電化製品 5%

46,481 千葉県 館山市 三平商会 サービス その他サービス 5%

46,482 千葉県 館山市 メガネサロン　アシダ 小売業 その他小売 5%

46,483 千葉県 館山市 メガネストアー館山 小売業 その他小売 5%

46,484 千葉県 館山市 メガネストアー館山店 小売業 その他小売 5%

46,485 千葉県 館山市 メガネのサンアイ本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,486 千葉県 館山市 山本商店 山口商店 小売業 食料品 5%

46,487 千葉県 館山市 ［ＨＣ］（有）エーデンたてやま 小売業 電化製品 5%

46,488 千葉県 館山市 有限会社福本家具店 小売業 家具・調度品 5%

46,489 千葉県 館山市 夕日海岸　昇鶴 サービス 宿泊業 5%

46,490 千葉県 館山市 ＬＡＰＵＬＥ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

46,491 千葉県 館山市 ルビースズキフォトグラフィー サービス その他サービス 5%

46,492 千葉県 館山市 Ｒｅｖ．ｗｅｔｓｕｉｔｓ サービス その他サービス 5%

46,493 千葉県 館山市 レストランＷＡＩＫＩＫＩ館山店 サービス 飲食業 5%

46,494 千葉県 館山市 六軒町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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46,495 千葉県 館山市 ワイ・エスデンキ 小売業 電化製品 5%

46,496 千葉県 千葉市 Ｒ＆Ｅイオンモール幕張新都心 小売業 その他小売 5%

46,497 千葉県 千葉市 ＩＲＯＮ　ＰＯＮＹ 小売業 その他小売 5%

46,498 千葉県 千葉市 アイコールコンタクト　新検見川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,499 千葉県 千葉市 ＩＣＥＶＡＰＥ 小売業 家具・調度品 5%

46,500 千葉県 千葉市 アイビークラフト 小売業 家具・調度品 5%

46,501 千葉県 千葉市 アウトバックステーキハウス　幕張店 サービス 飲食業 5%

46,502 千葉県 千葉市 青いとり千葉店 サービス その他サービス 5%

46,503 千葉県 千葉市 あおばセレモニー サービス その他サービス 5%

46,504 千葉県 千葉市 青山フラワーマーケットペリエ千葉店 小売業 その他小売 5%

46,505 千葉県 千葉市 ＡＣＱＵＡＥＳＯＬＥ サービス 飲食業 5%

46,506 千葉県 千葉市 アーサー　鎌取店 サービス その他サービス 5%

46,507 千葉県 千葉市 朝獲れ鮮魚と肉料理　ＢＡＣＨＩ サービス 飲食業 5%

46,508 千葉県 千葉市 アスティ蘇我店 サービス その他サービス 5%

46,509 千葉県 千葉市 東屋 小売業 その他小売 5%

46,510 千葉県 千葉市 あすみが丘セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,511 千葉県 千葉市 アートエミュウ 小売業 家具・調度品 5%

46,512 千葉県 千葉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　アドミラルＲ１６ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,513 千葉県 千葉市 ａｎｏｔｈｅｒ　Ｄｏｏｒ サービス 理容・美容業 5%

46,514 千葉県 千葉市 ＡＮＩＭＡＬＨＡＮＤＳ千葉店 サービス その他サービス 5%

46,515 千葉県 千葉市 アーバンホテル三幸 サービス 宿泊業 5%

46,516 千葉県 千葉市 アラン千城台 小売業 衣料品 5%

46,517 千葉県 千葉市 ａＬ－ｔｅｒ　ｅ’ｃｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

46,518 千葉県 千葉市 ＡＬ－ｔｅｒ　ＬｉｅＮ サービス 理容・美容業 5%

46,519 千葉県 千葉市 ａＬｔｅｒ　Ｒｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

46,520 千葉県 千葉市 ＡＬＢＡ　ＲＯＳＡ サービス その他サービス 5%

46,521 千葉県 千葉市 ａｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

46,522 千葉県 千葉市 アンズガーデン幕張本店 サービス その他サービス 5%

46,523 千葉県 千葉市 居酒屋　亀八　本店 サービス 飲食業 5%

46,524 千葉県 千葉市 居酒屋いくなら俺んち来る千葉 サービス 飲食業 5%

46,525 千葉県 千葉市 一幸　おゆみ野店 サービス 飲食業 5%

46,526 千葉県 千葉市 一幸　武石インター店 サービス 飲食業 5%

46,527 千葉県 千葉市 一幸　武石インター店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

46,528 千葉県 千葉市 一幸　千葉末広店 サービス 飲食業 5%

46,529 千葉県 千葉市 いち凛 サービス 飲食業 5%

46,530 千葉県 千葉市 稲毛海岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,531 千葉県 千葉市 いなげ動物病院 サービス その他サービス 5%

46,532 千葉県 千葉市 井上タクシー サービス 運輸業 5%

46,533 千葉県 千葉市 今村商事 小売業 その他小売 5%

46,534 千葉県 千葉市 イリオス千葉店 サービス 理容・美容業 5%

46,535 千葉県 千葉市 イリオスＰｅｒｓｏｎａｌ千葉店 サービス 理容・美容業 5%

46,536 千葉県 千葉市 ｉｎｆｉｎｉｔｙＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ サービス 理容・美容業 5%
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46,537 千葉県 千葉市 Ｗｉｚ サービス その他サービス 5%

46,538 千葉県 千葉市 Ｗｉｚ千葉店 サービス 理容・美容業 5%

46,539 千葉県 千葉市 Ｖｉｎｔａｇｅ サービス 飲食業 5%

46,540 千葉県 千葉市 ウェディングストーリー幕張本店 サービス その他サービス 5%

46,541 千葉県 千葉市 ヴォーノ・イタリア浜野店 サービス 飲食業 5%

46,542 千葉県 千葉市 唄っていいとも！ サービス 飲食業 5%

46,543 千葉県 千葉市 営業部 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,544 千葉県 千葉市 ＡＢＣ美容室 サービス 理容・美容業 5%

46,545 千葉県 千葉市 Ｓ－ｏｎｅ　ＧＯＬＦ 小売業 その他小売 5%

46,546 千葉県 千葉市 Ｎホテル サービス 飲食業 5%

46,547 千葉県 千葉市 Ｆスイミングクラブ サービス その他サービス 5%

46,548 千葉県 千葉市 ＭＧＣ 小売業 その他小売 5%

46,549 千葉県 千葉市 Ｍ３Ｈａｉｒアネックス サービス 理容・美容業 5%

46,550 千葉県 千葉市 Ｍ３Ｈａｉｒ磯辺店 サービス 理容・美容業 5%

46,551 千葉県 千葉市 Ｍ３Ｈａｉｒ稲浜店 サービス 理容・美容業 5%

46,552 千葉県 千葉市 Ｍ３Ｈａｉｒ西千葉店 サービス 理容・美容業 5%

46,553 千葉県 千葉市 Ｍ３Ｈａｉｒみつわ台店 サービス 理容・美容業 5%

46,554 千葉県 千葉市 Ｍ２　千葉店 小売業 衣料品 5%

46,555 千葉県 千葉市 エルモード千城台店 小売業 衣料品 5%

46,556 千葉県 千葉市 エレガンス・ロミアン　稲毛ＳＡＴＹ店 小売業 衣料品 5%

46,557 千葉県 千葉市 エーワイガーデニング　おゆみ野店 小売業 家具・調度品 5%

46,558 千葉県 千葉市 エーワイガーデニング　おゆみ野店 小売業 家具・調度品 5%

46,559 千葉県 千葉市 えんまん サービス 飲食業 5%

46,560 千葉県 千葉市 猿家　千葉店 サービス 飲食業 5%

46,561 千葉県 千葉市 オオクシ理容室 サービス 理容・美容業 5%

46,562 千葉県 千葉市 オーシャンドリーム サービス その他サービス 5%

46,563 千葉県 千葉市 大塚時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,564 千葉県 千葉市 ＯＨＮＯ　ＳＰＥＥＤ サービス その他サービス 5%

46,565 千葉県 千葉市 大宮インターチェンジＳＳ　株式会社長谷川 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,566 千葉県 千葉市 大宮町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,567 千葉県 千葉市 オーディオユニオン千葉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,568 千葉県 千葉市 ＯＴＴＯＯＴＴＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,569 千葉県 千葉市 ＡｕｔｏＦｒｉｅｎｄｓＫ’ｓ サービス その他サービス 5%

46,570 千葉県 千葉市 おに動物病院 サービス その他サービス 5%

46,571 千葉県 千葉市 オルベリヘアリゾート サービス 理容・美容業 5%

46,572 千葉県 千葉市 オレンジ サービス その他サービス 5%

46,573 千葉県 千葉市 カーアシスト千葉 小売業 その他小売 5%

46,574 千葉県 千葉市 花恵手フローリスト 小売業 その他小売 5%

46,575 千葉県 千葉市 花月庵　れん月 サービス 飲食業 5%

46,576 千葉県 千葉市 加曽利ＳＳ　株式会社三枝石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,577 千葉県 千葉市 かそり動物病院 サービス その他サービス 5%

46,578 千葉県 千葉市 Ｋａｐｐａ　Ｓｔｏｒｅ〔カッパストア〕 小売業 その他小売 5%
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46,579 千葉県 千葉市 カードラボ　千葉中央店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,580 千葉県 千葉市 かに将軍　千葉店 サービス 飲食業 5%

46,581 千葉県 千葉市 かねたや家具店　催事 小売業 家具・調度品 5%

46,582 千葉県 千葉市 （株）桔梗グループ　旅ストーリー サービス その他サービス 5%

46,583 千葉県 千葉市 株式会社グランジュテ サービス その他サービス 5%

46,584 千葉県 千葉市 株式会社サリエア 小売業 電化製品 5%

46,585 千葉県 千葉市 株式会社サントラベルセンターおゆみ野店 サービス その他サービス 5%

46,586 千葉県 千葉市 株式会社サントラベルセンター鎌取店 サービス その他サービス 5%

46,587 千葉県 千葉市 （株）ジスコ 小売業 その他小売 5%

46,588 千葉県 千葉市 株式会社竹山美装 サービス その他サービス 5%

46,589 千葉県 千葉市 株式会社千葉井戸ポンプセンター サービス その他サービス 5%

46,590 千葉県 千葉市 株式会社森電機 小売業 その他小売 5%

46,591 千葉県 千葉市 （株）レインボーコーポレーション サービス その他サービス 5%

46,592 千葉県 千葉市 髪処 サービス 理容・美容業 5%

46,593 千葉県 千葉市 カラオケアーサー　新習志野店 サービス その他サービス 5%

46,594 千葉県 千葉市 カラオケアーサー　稲毛海岸 サービス その他サービス 5%

46,595 千葉県 千葉市 カラオケアーサー稲毛店 サービス その他サービス 5%

46,596 千葉県 千葉市 カラオケアーサーバーディー店 サービス その他サービス 5%

46,597 千葉県 千葉市 カラオケプラザ遊楽館御成店 サービス その他サービス 5%

46,598 千葉県 千葉市 カラオケプラザ遊楽館土気店 サービス その他サービス 5%

46,599 千葉県 千葉市 カラオケプラザ遊楽館浜野店 サービス その他サービス 5%

46,600 千葉県 千葉市 カラダファクトリー　ピアシティ稲毛海岸店 サービス その他サービス 5%

46,601 千葉県 千葉市 カラッシオ　ピザ家 サービス 飲食業 5%

46,602 千葉県 千葉市 元祖札幌や千葉店 サービス 飲食業 5%

46,603 千葉県 千葉市 ＫＥＹ＆ＢＩＣＹＣＬＥ　タケヒサ 小売業 その他小売 5%

46,604 千葉県 千葉市 貴匠庵 サービス 飲食業 5%

46,605 千葉県 千葉市 季節料理　とみ本 サービス 飲食業 5%

46,606 千葉県 千葉市 Ｇｉｆｔｓｈｏｐおみやげキングダム 小売業 家具・調度品 5%

46,607 千葉県 千葉市 ギャラリーアイ稲毛店 小売業 衣料品 5%

46,608 千葉県 千葉市 ギャラリー古島 小売業 家具・調度品 5%

46,609 千葉県 千葉市 清本園新検見川店 小売業 家具・調度品 5%

46,610 千葉県 千葉市 季里亭 小売業 食料品 5%

46,611 千葉県 千葉市 金支 小売業 食料品 5%

46,612 千葉県 千葉市 ＱＵＡＴＲＯ千葉店 サービス 理容・美容業 5%

46,613 千葉県 千葉市 くいどん食堂Ｃ－ｏｎｅ店 サービス 飲食業 5%

46,614 千葉県 千葉市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ若葉都賀店 小売業 その他小売 5%

46,615 千葉県 千葉市 ｇｏｏ－ｋａｎ　鎌取店 サービス 理容・美容業 5%

46,616 千葉県 千葉市 串いち幕張本郷駅前店 サービス 飲食業 5%

46,617 千葉県 千葉市 串いち幕張本郷店 サービス 飲食業 5%

46,618 千葉県 千葉市 串かつ　でんがな　千葉西口店 サービス 飲食業 5%

46,619 千葉県 千葉市 ＣＲｉＢｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

46,620 千葉県 千葉市 グラビス　ラシェル サービス 理容・美容業 5%
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46,621 千葉県 千葉市 ＧｒａｎＣｉｅｕｘ千葉店 サービス 理容・美容業 5%

46,622 千葉県 千葉市 グランジュテ サービス その他サービス 5%

46,623 千葉県 千葉市 グランパークホテル　パネックス　千葉 サービス 宿泊業 5%

46,624 千葉県 千葉市 グランパーム サービス 理容・美容業 5%

46,625 千葉県 千葉市 クリアウォーターカヤックス 小売業 その他小売 5%

46,626 千葉県 千葉市 グリーンアローベイフロント蘇我店 サービス その他サービス 5%

46,627 千葉県 千葉市 グリーンリーフ西千葉 小売業 その他小売 5%

46,628 千葉県 千葉市 くるまやラーメン　おゆみ店 サービス 飲食業 5%

46,629 千葉県 千葉市 グルームマーレクオリア サービス 理容・美容業 5%

46,630 千葉県 千葉市 Ｋｒｅｖｅｒ　ｉｎｃ． サービス その他サービス 5%

46,631 千葉県 千葉市 ｃｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

46,632 千葉県 千葉市 Ｋ＆Ｋｏｒｉｇｉｎａｌｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

46,633 千葉県 千葉市 京葉オートサービス サービス その他サービス 5%

46,634 千葉県 千葉市 Ｋｅｉｙｏ　ＢＭＷ　千葉北店 小売業 その他小売 5%

46,635 千葉県 千葉市 Ｋｅｉｙｏ　ＢＭＷ　千葉中央店 小売業 その他小売 5%

46,636 千葉県 千葉市 Ｋ’ｓ　Ｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

46,637 千葉県 千葉市 検見川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,638 千葉県 千葉市 合資会社アクル・ネットワークス サービス その他サービス 5%

46,639 千葉県 千葉市 弘武堂　千葉店 小売業 その他小売 5%

46,640 千葉県 千葉市 光嵐 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,641 千葉県 千葉市 コーディネート・ロミアン　稲毛ＳＡＴＹ店 小売業 衣料品 5%

46,642 千葉県 千葉市 ココナッツ　千葉みなと店 小売業 その他小売 5%

46,643 千葉県 千葉市 ＧＯＤＤＥＳＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,644 千葉県 千葉市 御殿自動車 サービス その他サービス 5%

46,645 千葉県 千葉市 ＣＯＦＦＥＥ　ＢＥＡＮＳ 小売業 食料品 5%

46,646 千葉県 千葉市 コモンウェルス 小売業 その他小売 5%

46,647 千葉県 千葉市 ゴルフメンテナンスアーバン千葉 小売業 その他小売 5%

46,648 千葉県 千葉市 Ｋｏｒｏｓｕｋｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,649 千葉県 千葉市 彩きもの学院　千葉校 小売業 衣料品 5%

46,650 千葉県 千葉市 サイクルフレンド 小売業 その他小売 5%

46,651 千葉県 千葉市 ザイゲン サービス その他サービス 5%

46,652 千葉県 千葉市 サイプレス サービス その他サービス 5%

46,653 千葉県 千葉市 幸町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,654 千葉県 千葉市 酒喜屋酒店 小売業 食料品 5%

46,655 千葉県 千葉市 坂本タクシー サービス その他サービス 5%

46,656 千葉県 千葉市 坂本タクシー サービス その他サービス 5%

46,657 千葉県 千葉市 サクセス小中台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,658 千葉県 千葉市 有限会社桜木燃料 小売業 その他小売 5%

46,659 千葉県 千葉市 ＳＡＫＵＲＡＢｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

46,660 千葉県 千葉市 サザンクロス古市場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,661 千葉県 千葉市 ＳａｌｏｎｄｅｃｏｉｆｆｕｒｅＫ サービス 理容・美容業 5%

46,662 千葉県 千葉市 サンザ　千葉中央店 サービス 宿泊業 5%
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46,663 千葉県 千葉市 シーエーアール 小売業 その他小売 5%

46,664 千葉県 千葉市 ＪＡ千葉みらい農産物直売所しょいか～ご 小売業 食料品 5%

46,665 千葉県 千葉市 ジェンティーレ　みつわ台店 サービス 理容・美容業 5%

46,666 千葉県 千葉市 志学書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,667 千葉県 千葉市 四季彩／ＡＢＵＲＩ　海浜幕張店 サービス 飲食業 5%

46,668 千葉県 千葉市 ＺＩＰ　Ｇａｒｄｅｎ　Ｂｅｒｒｙ サービス 理容・美容業 5%

46,669 千葉県 千葉市 ＺＩＰ／Ｖｅｒｙ サービス 理容・美容業 5%

46,670 千葉県 千葉市 ＺＩＰ／ｌｕｎａ サービス 理容・美容業 5%

46,671 千葉県 千葉市 ＣＩＴＩＯ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,672 千葉県 千葉市 ＣＰＣ　ＯｃｅａｎＴａｂｌｅ サービス 飲食業 5%

46,673 千葉県 千葉市 ＣＰＣ　ＰＥＮＴＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

46,674 千葉県 千葉市 シブカワブレードサービス サービス その他サービス 5%

46,675 千葉県 千葉市 下泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,676 千葉県 千葉市 写真館ウサミ サービス その他サービス 5%

46,677 千葉県 千葉市 Ｊａｍ サービス 理容・美容業 5%

46,678 千葉県 千葉市 Ｊａｍ’ｓ サービス 飲食業 5%

46,679 千葉県 千葉市 じゃんぱら　千葉店 小売業 電化製品 5%

46,680 千葉県 千葉市 ジュエリーブティック　ロジェルカ 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,681 千葉県 千葉市 ジュエルフジナミ 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,682 千葉県 千葉市 手芸センタードリーム検見川浜 小売業 衣料品 5%

46,683 千葉県 千葉市 手芸センタードリーム　千葉駅前店 小売業 その他小売 5%

46,684 千葉県 千葉市 ｊｕｊｕｒ サービス 理容・美容業 5%

46,685 千葉県 千葉市 しょいかーご　千葉店 小売業 食料品 5%

46,686 千葉県 千葉市 笑和 小売業 食料品 5%

46,687 千葉県 千葉市 笑和 サービス 飲食業 5%

46,688 千葉県 千葉市 食工房元介 サービス 飲食業 5%

46,689 千葉県 千葉市 シールズ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,690 千葉県 千葉市 新宿町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,691 千葉県 千葉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　神明町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,692 千葉県 千葉市 シンメトリー千葉中央 サービス その他サービス 5%

46,693 千葉県 千葉市 スイーツミズノヤ 小売業 食料品 5%

46,694 千葉県 千葉市 Ｓｕ　Ｃａｌｍ サービス 理容・美容業 5%

46,695 千葉県 千葉市 スウィート サービス その他サービス 5%

46,696 千葉県 千葉市 末広倉庫 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,697 千葉県 千葉市 鮨伊豆屋 サービス 飲食業 5%

46,698 千葉県 千葉市 すし孝 サービス 飲食業 5%

46,699 千葉県 千葉市 すしの一幸　おゆみ野店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

46,700 千葉県 千葉市 すしの一幸　千葉末広店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

46,701 千葉県 千葉市 すしの一幸　都賀店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

46,702 千葉県 千葉市 すしめん処大京御成店 サービス 飲食業 5%

46,703 千葉県 千葉市 すしめん処大京おゆみ野店 サービス 飲食業 5%

46,704 千葉県 千葉市 すしめん処大京土気店 サービス 飲食業 5%
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46,705 千葉県 千葉市 すしめん処大京浜野店 サービス 飲食業 5%

46,706 千葉県 千葉市 スズキステーションわかば八木自動車 小売業 その他小売 5%

46,707 千葉県 千葉市 スズユウ工務店 サービス その他サービス 5%

46,708 千葉県 千葉市 スター引越センター千葉支店／４ サービス 運輸業 5%

46,709 千葉県 千葉市 スタジオイエロー サービス その他サービス 5%

46,710 千葉県 千葉市 Ｓｔｕｄｙ＆Ｇｏｏｄｓえっぐ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,711 千葉県 千葉市 ステーキアンドベジタブルホンキー サービス 飲食業 5%

46,712 千葉県 千葉市 ストレス解放ジムＭｏＭｏ サービス その他サービス 5%

46,713 千葉県 千葉市 スーパーカワグチ激安店 小売業 食料品 5%

46,714 千葉県 千葉市 スーパーカワグチ中央店 小売業 食料品 5%

46,715 千葉県 千葉市 スーパーカワグチ東千葉店 小売業 食料品 5%

46,716 千葉県 千葉市 スーパーカワグチ南店 小売業 食料品 5%

46,717 千葉県 千葉市 スポーツクロス蘇我店 小売業 その他小売 5%

46,718 千葉県 千葉市 スマートセーフレスキュー サービス その他サービス 5%

46,719 千葉県 千葉市 スマイルプラザ若松ＳＳ　根古谷商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,720 千葉県 千葉市 炭火焼Ｂａｒ ホルモン Ｓ サービス 飲食業 5%

46,721 千葉県 千葉市 炭焼き　とりゆう　本店 サービス 飲食業 5%

46,722 千葉県 千葉市 セオサイクル検見川店 小売業 その他小売 5%

46,723 千葉県 千葉市 セオサイクル千葉駅北口弁天店 小売業 その他小売 5%

46,724 千葉県 千葉市 セオサイクル轟店 小売業 その他小売 5%

46,725 千葉県 千葉市 セオサイクル幕張ベイタウン　メンテナンス 小売業 その他小売 5%

46,726 千葉県 千葉市 ＺＹＵ サービス その他サービス 5%

46,727 千葉県 千葉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ高洲店 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,728 千葉県 千葉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ千葉店 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,729 千葉県 千葉市 セルフ浜野店 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,730 千葉県 千葉市 千成寿司 サービス 飲食業 5%

46,731 千葉県 千葉市 蘇我ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,732 千葉県 千葉市 そば吉左右　更科 サービス 飲食業 5%

46,733 千葉県 千葉市 タイダルウェーブ サービス 飲食業 5%

46,734 千葉県 千葉市 ダイナミックゴルフ　千葉 サービス その他サービス 5%

46,735 千葉県 千葉市 ダイマル水産宮野木店 サービス 飲食業 5%

46,736 千葉県 千葉市 ダイワサイクル　東千葉店 小売業 その他小売 5%

46,737 千葉県 千葉市 鷹ノ台ドライビングスクール サービス その他サービス 5%

46,738 千葉県 千葉市 武田神佛具店 小売業 家具・調度品 5%

46,739 千葉県 千葉市 タツミこてはし台店 小売業 その他小売 5%

46,740 千葉県 千葉市 タツミ花見川店 小売業 その他小売 5%

46,741 千葉県 千葉市 旅ランド千葉（株） サービス その他サービス 5%

46,742 千葉県 千葉市 ＣＥＲＣＨＩＯ サービス 理容・美容業 5%

46,743 千葉県 千葉市 千種　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,744 千葉県 千葉市 千城台のパソコン便利屋さん サービス その他サービス 5%

46,745 千葉県 千葉市 千葉ＩＣＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,746 千葉県 千葉市 千葉営業所 小売業 その他小売 5%
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46,747 千葉県 千葉市 千葉北インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,748 千葉県 千葉市 千葉グリーンセールス サービス その他サービス 5%

46,749 千葉県 千葉市 千葉建設工業 サービス その他サービス 5%

46,750 千葉県 千葉市 千葉市立青葉病院売店 小売業 その他小売 5%

46,751 千葉県 千葉市 千葉末広町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,752 千葉県 千葉市 千葉直売部 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,753 千葉県 千葉市 千葉ピーナツ 小売業 食料品 5%

46,754 千葉県 千葉市 千葉フローリングサービス サービス その他サービス 2%

46,755 千葉県 千葉市 千葉Ｐｅｃｏｒｉ サービス 飲食業 5%

46,756 千葉県 千葉市 千葉メガネ　市原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,757 千葉県 千葉市 千葉メガネ　千葉銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,758 千葉県 千葉市 千葉メガネ　四街道店 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,759 千葉県 千葉市 千葉メガネ　ラフィン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,760 千葉県 千葉市 千葉メガネ　ラフィン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,761 千葉県 千葉市 千葉油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,762 千葉県 千葉市 ツクモデンキ 小売業 電化製品 5%

46,763 千葉県 千葉市 ＤＡＨ　ＭＤＣ　千葉店 サービス 理容・美容業 5%

46,764 千葉県 千葉市 ｔ．ａ．ｎ 小売業 衣料品 5%

46,765 千葉県 千葉市 ＴＡＴ　千葉店 小売業 その他小売 5%

46,766 千葉県 千葉市 ディスクユニオン　千葉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,767 千葉県 千葉市 ディスクユニオン千葉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,768 千葉県 千葉市 ｔ－ｐｒｅｍｉｅｒｅ 小売業 その他小売 5%

46,769 千葉県 千葉市 デジャヴヘアーアンドスペース千葉店 サービス 理容・美容業 5%

46,770 千葉県 千葉市 デジャヴヘアーアンドスペース西千葉店 サービス 理容・美容業 5%

46,771 千葉県 千葉市 鉄板焼　みどり サービス 飲食業 5%

46,772 千葉県 千葉市 ＴｅｒａｓｕＶｉｅ サービス 飲食業 5%

46,773 千葉県 千葉市 デルタリンク　千葉ポイント 小売業 その他小売 5%

46,774 千葉県 千葉市 デンキのウエノ 小売業 電化製品 5%

46,775 千葉県 千葉市 ＤｅｎｔＭＡＸＪＡＰＡＮ サービス その他サービス 5%

46,776 千葉県 千葉市 天ぷら割烹　武田 サービス 飲食業 5%

46,777 千葉県 千葉市 てんぷら　天白 サービス 飲食業 5%

46,778 千葉県 千葉市 東京ガルボ・果子乃季・ソルデシレ 小売業 その他小売 5%

46,779 千葉県 千葉市 東京着物学院 小売業 衣料品 5%

46,780 千葉県 千葉市 東京着物学院〔催事用〕 小売業 その他小売 5%

46,781 千葉県 千葉市 東京自動車興業株式会社千葉店 サービス その他サービス 5%

46,782 千葉県 千葉市 東部燃料株式会社 小売業 その他小売 5%

46,783 千葉県 千葉市 トータルビューティ　ＡＮＲＩＲＥ サービス 理容・美容業 5%

46,784 千葉県 千葉市 ＤｏｇｇｙＷｏｎｄｅｒｌａｎｄ サービス その他サービス 5%

46,785 千葉県 千葉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ千葉都町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,786 千葉県 千葉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　御成台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,787 千葉県 千葉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅおゆみ野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,788 千葉県 千葉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅおゆみ野　ＰＯＳ２ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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46,789 千葉県 千葉市 ドクタートーム 小売業 その他小売 5%

46,790 千葉県 千葉市 ドコモショップ　稲毛海岸店 小売業 電化製品 5%

46,791 千葉県 千葉市 ドコモショップ　稲毛店 小売業 電化製品 5%

46,792 千葉県 千葉市 ドコモショップ　都賀店 小売業 電化製品 5%

46,793 千葉県 千葉市 ドコモショップ　フレスポ稲毛店 小売業 電化製品 5%

46,794 千葉県 千葉市 ドコモスポット　都賀店 小売業 電化製品 5%

46,795 千葉県 千葉市 トップマート桜木町店 小売業 食料品 5%

46,796 千葉県 千葉市 トップマートさつきが丘店 小売業 食料品 5%

46,797 千葉県 千葉市 トップマート末広店 小売業 食料品 5%

46,798 千葉県 千葉市 トップマート蘇我店 小売業 食料品 5%

46,799 千葉県 千葉市 トップマート松ヶ丘店 小売業 食料品 5%

46,800 千葉県 千葉市 トップマート都町店 小売業 食料品 5%

46,801 千葉県 千葉市 殿台　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,802 千葉県 千葉市 トラックショップジェット千葉店 小売業 その他小売 5%

46,803 千葉県 千葉市 とらのあな千葉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,804 千葉県 千葉市 ＴＲＩＮＩＴＹ－Ａ 小売業 その他小売 5%

46,805 千葉県 千葉市 ＴＲＩＮＩＴＹ－Ｂ サービス その他サービス 5%

46,806 千葉県 千葉市 トロア・フィーユ サービス 飲食業 5%

46,807 千葉県 千葉市 ドンキーズジャングル サービス 宿泊業 5%

46,808 千葉県 千葉市 中野インタ―ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,809 千葉県 千葉市 なかやタクシー　１ サービス 運輸業 5%

46,810 千葉県 千葉市 Ｎａｔｕｒａｌ＆Ｌｉｇｈｔ 小売業 その他小売 5%

46,811 千葉県 千葉市 ナノ・グラス・コート・ジャパン 小売業 その他小売 5%

46,812 千葉県 千葉市 ｎａｆ　ｈａｉｒｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

46,813 千葉県 千葉市 肉汁餃子研究所　千葉店 サービス 飲食業 5%

46,814 千葉県 千葉市 肉の万世　千葉蘇我店 サービス 飲食業 5%

46,815 千葉県 千葉市 肉の万世　幕張店 サービス 飲食業 5%

46,816 千葉県 千葉市 日章スタンプ商会 小売業 その他小売 5%

46,817 千葉県 千葉市 日章スタンプ商会 小売業 その他小売 5%

46,818 千葉県 千葉市 ヌーベルコピーヌ サービス その他サービス 5%

46,819 千葉県 千葉市 弁護士法人あらた国際法律事務所 サービス その他サービス 5%

46,820 千葉県 千葉市 ネイルサロングラマラス サービス 理容・美容業 5%

46,821 千葉県 千葉市 のざわ米店 小売業 食料品 5%

46,822 千葉県 千葉市 野呂　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,823 千葉県 千葉市 ＢＡＲ　荘 サービス 飲食業 5%

46,824 千葉県 千葉市 バイクショップサムデイ 小売業 その他小売 5%

46,825 千葉県 千葉市 Ｂａｕｌｅｔｔｏ８６４ サービス 飲食業 5%

46,826 千葉県 千葉市 パスタ＆小皿料理葡萄亭幕張店 サービス 飲食業 5%

46,827 千葉県 千葉市 ｂａｓｓｅｔ サービス 理容・美容業 5%

46,828 千葉県 千葉市 パセラスイート　千葉中央店 サービス 宿泊業 5%

46,829 千葉県 千葉市 波濤 サービス 飲食業 5%

46,830 千葉県 千葉市 はなう サービス 飲食業 5%
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46,831 千葉県 千葉市 花園文具店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,832 千葉県 千葉市 花福 小売業 その他小売 5%

46,833 千葉県 千葉市 花見川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,834 千葉県 千葉市 ＨＡＭＡ　千葉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,835 千葉県 千葉市 Ｐｅａｒｌｙｒｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

46,836 千葉県 千葉市 バルビエーレ名波 サービス 理容・美容業 5%

46,837 千葉県 千葉市 晴れ着の丸昌　千葉店 サービス その他サービス 5%

46,838 千葉県 千葉市 はんこ家　一番　青葉の森店 小売業 その他小売 5%

46,839 千葉県 千葉市 はんこ家　はん造　おゆみ店 小売業 その他小売 5%

46,840 千葉県 千葉市 はんこ家一番　小倉台店 小売業 その他小売 5%

46,841 千葉県 千葉市 はんこ屋一番　千葉中央店 小売業 その他小売 5%

46,842 千葉県 千葉市 はんこ家一番穴川インター店 小売業 その他小売 5%

46,843 千葉県 千葉市 はんこ家一番千葉本町店 小売業 その他小売 5%

46,844 千葉県 千葉市 ヒアリングセンター 小売業 その他小売 5%

46,845 千葉県 千葉市 Ｐ．ｍ．ｌｉｆｅ サービス その他サービス 5%

46,846 千葉県 千葉市 Ｂｅｅ　サイクル 小売業 その他小売 5%

46,847 千葉県 千葉市 ＢＩＳＴＲＯ　３１０ サービス 飲食業 5%

46,848 千葉県 千葉市 ビッグボス　千葉港店 小売業 食料品 5%

46,849 千葉県 千葉市 ビッグボス　千葉港店　お歳暮用 小売業 食料品 5%

46,850 千葉県 千葉市 ビッグボス　千葉港店　御節販売用 小売業 食料品 5%

46,851 千葉県 千葉市 ビッグボス　千葉港店　ブランド販売用 小売業 食料品 5%

46,852 千葉県 千葉市 ビハウス鎌取店 小売業 その他小売 5%

46,853 千葉県 千葉市 ビハウス土気店 小売業 その他小売 5%

46,854 千葉県 千葉市 ｂｉｈａｋｕｃｅｌｅｂ 小売業 衣料品 5%

46,855 千葉県 千葉市 美味旬肴　つれづれ サービス 飲食業 5%

46,856 千葉県 千葉市 美容室　ｏｇｇｉ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

46,857 千葉県 千葉市 平山ＳＳ　株式会社山下商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,858 千葉県 千葉市 ヒーリング・ラボ サービス その他サービス 5%

46,859 千葉県 千葉市 ファーストグループ　千葉北ＢＰセンター サービス その他サービス 5%

46,860 千葉県 千葉市 ファイテンショップ　千葉中央店 小売業 その他小売 5%

46,861 千葉県 千葉市 フィーユコパン サービス 理容・美容業 5%

46,862 千葉県 千葉市 ふいるむ屋さん　本店 小売業 その他小売 5%

46,863 千葉県 千葉市 ふいるむ屋さん　本店 小売業 その他小売 5%

46,864 千葉県 千葉市 フォトスタジオプリンセス千葉 サービス その他サービス 5%

46,865 千葉県 千葉市 フォルテ　マリンピア店 小売業 衣料品 5%

46,866 千葉県 千葉市 福井商店 小売業 食料品 5%

46,867 千葉県 千葉市 福祉タクシー　朝日ヶ丘 サービス 運輸業 5%

46,868 千葉県 千葉市 フジペットセレモニー サービス その他サービス 5%

46,869 千葉県 千葉市 富士無線電機　千葉店 小売業 電化製品 5%

46,870 千葉県 千葉市 ブティック・ロミアン　稲毛ＳＡＴＹ店 小売業 衣料品 5%

46,871 千葉県 千葉市 ブティックコーラン　マリンピア店 小売業 衣料品 5%

46,872 千葉県 千葉市 武道 小売業 その他小売 5%
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46,873 千葉県 千葉市 ぷらすわん 小売業 その他小売 5%

46,874 千葉県 千葉市 Ｂｒａｔｓ　千城台店 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,875 千葉県 千葉市 フランス割烹竹田屋　千葉店 サービス 飲食業 5%

46,876 千葉県 千葉市 ブランドナイン 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,877 千葉県 千葉市 プリザーブドフラワー教室ツベッティ サービス その他サービス 5%

46,878 千葉県 千葉市 フリート　バイク＆トライアスロン 小売業 その他小売 5%

46,879 千葉県 千葉市 株式会社ブルーウィット 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,880 千葉県 千葉市 ｐｒｏｖｅ　ＬｉＦＥ．ＬＬＣ　２１ サービス 飲食業 5%

46,881 千葉県 千葉市 古川商店 小売業 家具・調度品 5%

46,882 千葉県 千葉市 プレア　稲毛ホール サービス その他サービス 5%

46,883 千葉県 千葉市 プレア　成田ホール サービス その他サービス 5%

46,884 千葉県 千葉市 プレア　茂原ホール サービス その他サービス 5%

46,885 千葉県 千葉市 プレア若葉区民プラザ サービス その他サービス 5%

46,886 千葉県 千葉市 プロタイムズ千葉若葉店 サービス その他サービス 5%

46,887 千葉県 千葉市 フロンティア　穴川インター店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,888 千葉県 千葉市 フロンティア　勝田台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,889 千葉県 千葉市 フロンティア　酒々井店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,890 千葉県 千葉市 フロンティア　武石店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,891 千葉県 千葉市 フロンティア　富里店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,892 千葉県 千葉市 フロンティア　浜野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,893 千葉県 千葉市 フロンティア　浜野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,894 千葉県 千葉市 フロンティア穴川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,895 千葉県 千葉市 ｈａｉｒ　ａｎｄ　ｅｓｔｅ　髪細工 サービス 理容・美容業 5%

46,896 千葉県 千葉市 ヘアー　シェイク サービス 理容・美容業 5%

46,897 千葉県 千葉市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｇｅｒｍｅ サービス 理容・美容業 5%

46,898 千葉県 千葉市 ヘアーメイク　リハル サービス 理容・美容業 5%

46,899 千葉県 千葉市 ヘアーオプー サービス 理容・美容業 5%

46,900 千葉県 千葉市 ヘアサロン　クロップ サービス 理容・美容業 5%

46,901 千葉県 千葉市 ヘアーサロンサポート　幕張本郷店 サービス 理容・美容業 5%

46,902 千葉県 千葉市 ｈａｉｒ　ｂｉｊｏｕ サービス 理容・美容業 5%

46,903 千葉県 千葉市 ＨＡＩＲＭＡＫＥＳＴＵＤＩＯＡＬ－ｔｅｒ サービス 理容・美容業 5%

46,904 千葉県 千葉市 ヘアメイクＭＡＨＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

46,905 千葉県 千葉市 ＢＥＳＴＳＴＹＬＥＦＩＴＮＥＳＳ海浜幕張 サービス その他サービス 5%

46,906 千葉県 千葉市 ベッセルイン千葉駅前 サービス 宿泊業 5%

46,907 千葉県 千葉市 ペットサロン　ｐｉａｒｉ 小売業 その他小売 5%

46,908 千葉県 千葉市 ペットセレモニープレア千葉 サービス その他サービス 5%

46,909 千葉県 千葉市 ヘナのお店 サービス 理容・美容業 5%

46,910 千葉県 千葉市 ベローチェ千葉店 サービス 飲食業 5%

46,911 千葉県 千葉市 ＢＥＮ犬猫エキゾの病院 サービス その他サービス 5%

46,912 千葉県 千葉市 ホキ美術館ミュージアムショップ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,913 千葉県 千葉市 北海道うまいもの館ベイフロント蘇我店 小売業 食料品 5%

46,914 千葉県 千葉市 ホテル　グリーンタワー サービス その他サービス 5%
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46,915 千葉県 千葉市 ホテルサンシティ千葉 サービス 宿泊業 5%

46,916 千葉県 千葉市 ホテルソガインターナショナル サービス 宿泊業 5%

46,917 千葉県 千葉市 ホテルニューツカモト サービス 宿泊業 5%

46,918 千葉県 千葉市 ホビーゾーン幕張新都心店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,919 千葉県 千葉市 ホビーショップタムタム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,920 千葉県 千葉市 ホビーステーション　ＧＬＯＢＯ蘇我店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,921 千葉県 千葉市 ホビーステーション千葉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,922 千葉県 千葉市 ホルモン酒場　Ｙａホ！中央店 サービス 飲食業 5%

46,923 千葉県 千葉市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,924 千葉県 千葉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　本町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,925 千葉県 千葉市 ポンパドウル　千葉店 小売業 食料品 5%

46,926 千葉県 千葉市 ボンメゾン　あすみが丘店 小売業 その他小売 5%

46,927 千葉県 千葉市 ボンメゾン　あすみが丘店 小売業 その他小売 5%

46,928 千葉県 千葉市 ボンメゾン　八街店 小売業 その他小売 5%

46,929 千葉県 千葉市 ボンメゾン小倉台店 小売業 その他小売 5%

46,930 千葉県 千葉市 ボンメゾン昭和の森本店 小売業 その他小売 5%

46,931 千葉県 千葉市 ＭＡ～なべや　蘇我店 サービス その他サービス 5%

46,932 千葉県 千葉市 ＭＡ～なべや　みなと店 サービス 飲食業 5%

46,933 千葉県 千葉市 マクドナルドあすみが丘店 サービス 飲食業 2%

46,934 千葉県 千葉市 マクドナルドイオン稲毛店 サービス 飲食業 2%

46,935 千葉県 千葉市 マクドナルドイオン鎌取店 サービス 飲食業 2%

46,936 千葉県 千葉市 マクドナルドイオンモール幕張新都心店 サービス 飲食業 2%

46,937 千葉県 千葉市 マクドナルド大網街道赤井店 サービス 飲食業 2%

46,938 千葉県 千葉市 マクドナルドおゆみ野店 サービス 飲食業 2%

46,939 千葉県 千葉市 マクドナルドおゆみ野ミスターマックス店 サービス 飲食業 2%

46,940 千葉県 千葉市 マクドナルド１４号稲毛店 サービス 飲食業 2%

46,941 千葉県 千葉市 マクドナルド千葉東寺山店 サービス 飲食業 2%

46,942 千葉県 千葉市 マクドナルドペリエ千葉店 サービス 飲食業 2%

46,943 千葉県 千葉市 マクドナルド茂原街道古市場店 サービス 飲食業 2%

46,944 千葉県 千葉市 幕張ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,945 千葉県 千葉市 幕張倶楽部 サービス 飲食業 5%

46,946 千葉県 千葉市 幕張どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

46,947 千葉県 千葉市 幕張メッセ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,948 千葉県 千葉市 真砂　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,949 千葉県 千葉市 Ｍｏｔｈｅｒ　Ｍｏｏｎ　Ｃａｆｅ　美浜 サービス 飲食業 5%

46,950 千葉県 千葉市 Ｍａｊｅｓｔｙ サービス 理容・美容業 5%

46,951 千葉県 千葉市 ＭｕｓｃｌｅＬａｂ サービス 飲食業 5%

46,952 千葉県 千葉市 ＭＡＤＯショップ千葉花見川店 小売業 その他小売 5%

46,953 千葉県 千葉市 Ｍａｒｉａｇｅ サービス 飲食業 5%

46,954 千葉県 千葉市 ミシン屋さん 小売業 電化製品 5%

46,955 千葉県 千葉市 みつわ台動物病院 サービス その他サービス 5%

46,956 千葉県 千葉市 みどり サービス 飲食業 5%
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46,957 千葉県 千葉市 みどり サービス 飲食業 5%

46,958 千葉県 千葉市 ＭＩＮＩ千葉北 小売業 その他小売 5%

46,959 千葉県 千葉市 美浜区レイ動物病院 サービス その他サービス 5%

46,960 千葉県 千葉市 美浜どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

46,961 千葉県 千葉市 耳つぼダイエットサロンリフレッシュ　稲毛駅前店 サービス その他サービス 5%

46,962 千葉県 千葉市 ミヤマ　白旗店 小売業 衣料品 5%

46,963 千葉県 千葉市 ミヤマ　松ヶ丘店 小売業 衣料品 5%

46,964 千葉県 千葉市 ｍｅｕｕｕｕｕｕｈ 小売業 その他小売 5%

46,965 千葉県 千葉市 メイプルイン幕張 サービス 宿泊業 5%

46,966 千葉県 千葉市 メガネサロンルック　稲毛店 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,967 千葉県 千葉市 めがね専門店　パセリ 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,968 千葉県 千葉市 メガネの星光　新検見川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

46,969 千葉県 千葉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　メテオ幕張本郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

46,970 千葉県 千葉市 メモリアルギャラリー千葉 小売業 その他小売 5%

46,971 千葉県 千葉市 モ－タ－プロダクトヤジマ 小売業 その他小売 5%

46,972 千葉県 千葉市 モニカ 小売業 衣料品 5%

46,973 千葉県 千葉市 もみフレッシュ サービス その他サービス 5%

46,974 千葉県 千葉市 モンサックマリンピア店 小売業 その他小売 5%

46,975 千葉県 千葉市 やきとり処　楽一 サービス 飲食業 5%

46,976 千葉県 千葉市 焼肉貴闘力海浜幕張店 サービス 飲食業 5%

46,977 千葉県 千葉市 焼肉屋くいどんメッセアミューズモール店 サービス 飲食業 5%

46,978 千葉県 千葉市 夜光金物店 小売業 家具・調度品 5%

46,979 千葉県 千葉市 （有）夜光金物店更科支店 小売業 家具・調度品 5%

46,980 千葉県 千葉市 山形牛の中西屋 小売業 食料品 5%

46,981 千葉県 千葉市 有限会社アイケーイーオート サービス その他サービス 5%

46,982 千葉県 千葉市 有限会社植田商事 小売業 衣料品 5%

46,983 千葉県 千葉市 有限会社関口園 小売業 食料品 5%

46,984 千葉県 千葉市 ［ＨＣ］有限会社マンザキ電機 小売業 電化製品 5%

46,985 千葉県 千葉市 有限会社ＥｕｒｏＦｒｅａｋ サービス その他サービス 5%

46,986 千葉県 千葉市 ゆめ サービス 飲食業 5%

46,987 千葉県 千葉市 ＹＯＧＡＳＴＵＤＩＯ３０１ サービス その他サービス 5%

46,988 千葉県 千葉市 ラ・フォーレ サービス 飲食業 5%

46,989 千葉県 千葉市 ラ・ロミアン千城台店 小売業 衣料品 5%

46,990 千葉県 千葉市 ライラ　千葉店 サービス その他サービス 5%

46,991 千葉県 千葉市 ラウレアハワイ 小売業 衣料品 5%

46,992 千葉県 千葉市 ラ・キュイジーヌ・ドゥ・カズ サービス 飲食業 5%

46,993 千葉県 千葉市 ＬａｇｒａｎｇＩ サービス 理容・美容業 5%

46,994 千葉県 千葉市 ラジコン天国ＲＯＵＴＥ６６ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,995 千葉県 千葉市 ラジコン天国ＲＯＵＴＥ６６サーキット サービス その他サービス 5%

46,996 千葉県 千葉市 らしんばん千葉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

46,997 千葉県 千葉市 ラフィネ サービス 理容・美容業 5%

46,998 千葉県 千葉市 ランドロームフードマーケット山王店 小売業 食料品 5%
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46,999 千葉県 千葉市 ランドロームフードマーケット蘇我店 小売業 食料品 5%

47,000 千葉県 千葉市 ランドロームフードマーケット都賀店 小売業 食料品 5%

47,001 千葉県 千葉市 ランドロームフードマーケット矢作店 小売業 食料品 5%

47,002 千葉県 千葉市 リアット！イオンタワーアネックス店 サービス その他サービス 5%

47,003 千葉県 千葉市 リエジュ　鎌取店 小売業 貴金属・服飾品 5%

47,004 千葉県 千葉市 リオネットセンター千葉 小売業 その他小売 5%

47,005 千葉県 千葉市 リオネットセンター千葉 小売業 その他小売 5%

47,006 千葉県 千葉市 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎｅｓｔｈｅｔｉｃ和 サービス 理容・美容業 5%

47,007 千葉県 千葉市 ＬＲＳ　ＣＵＢＥリノベーション サービス その他サービス 2%

47,008 千葉県 千葉市 Ｌｉｓｈ都賀店 サービス 理容・美容業 5%

47,009 千葉県 千葉市 川村勝之 サービス その他サービス 5%

47,010 千葉県 千葉市 リフト法律事務所 サービス その他サービス 5%

47,011 千葉県 千葉市 Ｒｉｂｂｏｎ　ｐｌｕｓ 小売業 衣料品 5%

47,012 千葉県 千葉市 Ｒｉｎ　Ｐｅｔ　Ｃｅｍｅｔｅｒｙ サービス その他サービス 5%

47,013 千葉県 千葉市 ル・シェール サービス 飲食業 5%

47,014 千葉県 千葉市 ルーレ サービス 飲食業 5%

47,015 千葉県 千葉市 ルシードスタイルグローバルディー サービス 理容・美容業 5%

47,016 千葉県 千葉市 ＬｅｏｐａｒｄＨａｉｒＳｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

47,017 千葉県 千葉市 レストラン　グリーンタワー サービス 飲食業 5%

47,018 千葉県 千葉市 レストランメイプル サービス 飲食業 5%

47,019 千葉県 千葉市 レストランメグミ サービス 飲食業 5%

47,020 千葉県 千葉市 Ｌ’ｅｔｏｉｌｅ　Ｕｎｉｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

47,021 千葉県 千葉市 楼蘭 サービス 飲食業 5%

47,022 千葉県 千葉市 ロマノフ動物病院 サービス その他サービス 5%

47,023 千葉県 千葉市 若葉水道センター サービス その他サービス 5%

47,024 千葉県 千葉市 和料理もりした サービス 飲食業 5%

47,025 千葉県 千葉市 ワンステップ千葉店 サービス 理容・美容業 5%

47,026 千葉県 千葉市稲毛区 アイテス有限会社 サービス その他サービス 5%

47,027 千葉県 千葉市稲毛区 ＯＵＴＥＲＰＬＵＳ　ＳＴＯＲＥ 小売業 その他小売 5%

47,028 千葉県 千葉市稲毛区 葵の倉ペリエ稲毛店 小売業 食料品 5%

47,029 千葉県 千葉市稲毛区 青山フラワーマーケットぺリエ稲毛店 小売業 その他小売 5%

47,030 千葉県 千葉市稲毛区 鮎澤 小売業 食料品 5%

47,031 千葉県 千葉市稲毛区 一光堂小仲台店 小売業 その他小売 5%

47,032 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン稲毛駅東口店 小売業 食料品 2%

47,033 千葉県 千葉市稲毛区 稲毛音楽室 サービス その他サービス 5%

47,034 千葉県 千葉市稲毛区 稲毛ギャラリーアイ 小売業 衣料品 5%

47,035 千葉県 千葉市稲毛区 いなげ動物病院 サービス その他サービス 5%

47,036 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン稲毛東店 小売業 食料品 2%

47,037 千葉県 千葉市稲毛区 植草理容店 サービス 理容・美容業 5%

47,038 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブンウェリス稲毛店 小売業 食料品 2%

47,039 千葉県 千葉市稲毛区 魚七鮮魚店稲毛直売所 サービス 飲食業 5%

47,040 千葉県 千葉市稲毛区 Ｍ Ｔｒｕｓｔ合同会社 サービス その他サービス 5%
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47,041 千葉県 千葉市稲毛区 オートプラザＫＡＭＥ 小売業 その他小売 5%

47,042 千葉県 千葉市稲毛区 おそうじ　ひとしずく サービス その他サービス 5%

47,043 千葉県 千葉市稲毛区 おそうじサポートたぬきや サービス その他サービス 5%

47,044 千葉県 千葉市稲毛区 おそうじひとしずく サービス その他サービス 5%

47,045 千葉県 千葉市稲毛区 おりーぶＫ サービス その他サービス 5%

47,046 千葉県 千葉市稲毛区 ｃａｃｔｕｓ．．ｃｅｐｏ． 小売業 衣料品 5%

47,047 千葉県 千葉市稲毛区 カット専門店　ＦａｓｔＣｕｔ　ＳＱ サービス 理容・美容業 5%

47,048 千葉県 千葉市稲毛区 カフェ　プルメリア サービス 飲食業 5%

47,049 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社モトパーク　本店 小売業 その他小売 5%

47,050 千葉県 千葉市稲毛区 カラオケ　アーサー稲毛店 サービス 飲食業 5%

47,051 千葉県 千葉市稲毛区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ＪＲ稲毛駅前店 サービス 飲食業 2%

47,052 千葉県 千葉市稲毛区 カレーハウスココ壱番屋フレスポ稲毛店 サービス 飲食業 2%

47,053 千葉県 千葉市稲毛区 カレーレストラン　シバ サービス 飲食業 5%

47,054 千葉県 千葉市稲毛区 Ｋｉｉｔｏｓ サービス 理容・美容業 5%

47,055 千葉県 千葉市稲毛区 喫茶 サービス その他サービス 5%

47,056 千葉県 千葉市稲毛区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵフレスポ稲毛店 小売業 その他小売 5%

47,057 千葉県 千葉市稲毛区 靴下屋ＰＥＲＩＥ稲毛 小売業 衣料品 2%

47,058 千葉県 千葉市稲毛区 ケイヨーテレビ 小売業 電化製品 5%

47,059 千葉県 千葉市稲毛区 ＫｅｉｙｏＢＭＷ　千葉北支店 小売業 その他小売 5%

47,060 千葉県 千葉市稲毛区 Ｋ’ｓ　Ｄｒｅａｍ サービス 飲食業 5%

47,061 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン検見川東店 小売業 食料品 2%

47,062 千葉県 千葉市稲毛区 珈琲とワインのある暮らし２５ サービス 飲食業 5%

47,063 千葉県 千葉市稲毛区 こころ動物病院 サービス その他サービス 5%

47,064 千葉県 千葉市稲毛区 こば屋本店ペリエ稲毛店 小売業 食料品 5%

47,065 千葉県 千葉市稲毛区 金剛堂　千葉店 小売業 家具・調度品 5%

47,066 千葉県 千葉市稲毛区 酒喜屋酒店 小売業 食料品 5%

47,067 千葉県 千葉市稲毛区 茶の和 小売業 食料品 5%

47,068 千葉県 千葉市稲毛区 ｊｂｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

47,069 千葉県 千葉市稲毛区 合同会社トリフォリア サービス その他サービス 5%

47,070 千葉県 千葉市稲毛区 しゃぶしゃぶ温野菜稲毛山王店 サービス 飲食業 2%

47,071 千葉県 千葉市稲毛区 しゃぶしゃぶ温野菜宮野木店 サービス 飲食業 2%

47,072 千葉県 千葉市稲毛区 新個別指導アシスト稲毛草野校 サービス その他サービス 5%

47,073 千葉県 千葉市稲毛区 ｓｔａｒｓｈａｉｒｌｏｕｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

47,074 千葉県 千葉市稲毛区 セカンドライン 小売業 その他小売 5%

47,075 千葉県 千葉市稲毛区 ＺＥＮＩＴＨ　ＧＡＲＡＧＥ 小売業 その他小売 5%

47,076 千葉県 千葉市稲毛区 セレモ　稲毛駅ホール サービス その他サービス 5%

47,077 千葉県 千葉市稲毛区 セレモ　天台穴川ホール サービス その他サービス 5%

47,078 千葉県 千葉市稲毛区 総合校舎ミニショップ サービス その他サービス 5%

47,079 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン千葉穴川インター店 小売業 食料品 2%

47,080 千葉県 千葉市稲毛区 セブンーイレブン千葉稲毛駅前店 小売業 食料品 2%

47,081 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン千葉柏台店 小売業 食料品 2%

47,082 千葉県 千葉市稲毛区 セブンーイレブン千葉北高校前店 小売業 食料品 2%
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47,083 千葉県 千葉市稲毛区 セブンーイレブン千葉北小仲台店 小売業 食料品 2%

47,084 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン千葉草野店 小売業 食料品 2%

47,085 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン千葉小中台町店 小売業 食料品 2%

47,086 千葉県 千葉市稲毛区 セブンーイレブン千葉小仲台店 小売業 食料品 2%

47,087 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン千葉小仲台４丁目店 小売業 食料品 2%

47,088 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン千葉小深町店 小売業 食料品 2%

47,089 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン千葉作草部町店 小売業 食料品 2%

47,090 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン千葉作草部店 小売業 食料品 2%

47,091 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン千葉山王町北店 小売業 食料品 2%

47,092 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン千葉山王町店 小売業 食料品 2%

47,093 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン千葉園生団地前店 小売業 食料品 2%

47,094 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン千葉園生町店 小売業 食料品 2%

47,095 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン千葉園生町南店 小売業 食料品 2%

47,096 千葉県 千葉市稲毛区 千葉大学生協総合校舎フードショップ サービス その他サービス 5%

47,097 千葉県 千葉市稲毛区 千葉大生協　工学部店 サービス その他サービス 5%

47,098 千葉県 千葉市稲毛区 千葉大生協　工学部店 サービス その他サービス 5%

47,099 千葉県 千葉市稲毛区 千葉大生協　トラベルセンター サービス その他サービス 5%

47,100 千葉県 千葉市稲毛区 千葉大生協　トラベルセンター サービス その他サービス 5%

47,101 千葉県 千葉市稲毛区 千葉大生協　ブックセンター サービス その他サービス 5%

47,102 千葉県 千葉市稲毛区 千葉大生協　ブックセンター サービス その他サービス 5%

47,103 千葉県 千葉市稲毛区 千葉大生協フードコート２麺ショップ サービス その他サービス 5%

47,104 千葉県 千葉市稲毛区 千葉大生協フードコート３専門ショップ サービス その他サービス 5%

47,105 千葉県 千葉市稲毛区 千葉大生協　ライフセンター サービス その他サービス 5%

47,106 千葉県 千葉市稲毛区 千葉大生協　ライフセンター サービス その他サービス 5%

47,107 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン千葉天台駅前店 小売業 食料品 2%

47,108 千葉県 千葉市稲毛区 セブン－イレブン千葉天台４丁目店 小売業 食料品 2%

47,109 千葉県 千葉市稲毛区 中華一元 サービス 飲食業 5%

47,110 千葉県 千葉市稲毛区 Ｔｕｏ　工学部店 サービス その他サービス 5%

47,111 千葉県 千葉市稲毛区 ＴＵＯ　総合校舎ミニショップ サービス その他サービス 5%

47,112 千葉県 千葉市稲毛区 ＴＵＯ千葉大生協フードコート２麺ショップ サービス その他サービス 5%

47,113 千葉県 千葉市稲毛区 ＴＵＯ千葉大生協フードコート３専門ショッ サービス その他サービス 5%

47,114 千葉県 千葉市稲毛区 透明標本Ｃｌａｉｒ 小売業 衣料品 5%

47,115 千葉県 千葉市稲毛区 トヨタレンタリース新千葉稲毛店 サービス その他サービス 2%

47,116 千葉県 千葉市稲毛区 Ｎａｏｙａ．Ｏｈｔｓｕｋａ サービス 理容・美容業 5%

47,117 千葉県 千葉市稲毛区 七色工房 小売業 その他小売 5%

47,118 千葉県 千葉市稲毛区 日韓家ごはん新 サービス 飲食業 5%

47,119 千葉県 千葉市稲毛区 日韓家ごはん新 サービス 飲食業 5%

47,120 千葉県 千葉市稲毛区 ヌーベルコピーヌ サービス 理容・美容業 5%

47,121 千葉県 千葉市稲毛区 ヌーベルバッチーヌ サービス 理容・美容業 5%

47,122 千葉県 千葉市稲毛区 ネッツトヨタ千葉穴川店 小売業 その他小売 5%

47,123 千葉県 千葉市稲毛区 ネッツトヨタ千葉小仲台店 小売業 その他小売 5%

47,124 千葉県 千葉市稲毛区 Ｐａｐｉ′ｓ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%
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47,125 千葉県 千葉市稲毛区 陽だまり サービス 理容・美容業 5%

47,126 千葉県 千葉市稲毛区 ビバークランド サービス その他サービス 5%

47,127 千葉県 千葉市稲毛区 フォトスタジオカツミ サービス その他サービス 5%

47,128 千葉県 千葉市稲毛区 福田米店 小売業 食料品 5%

47,129 千葉県 千葉市稲毛区 福田米店 小売業 食料品 5%

47,130 千葉県 千葉市稲毛区 ＢＯＯＫＯＦＦ　　金沢諸江店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

47,131 千葉県 千葉市稲毛区 ＰｒｏＬｉｎｋみゆき 小売業 電化製品 5%

47,132 千葉県 千葉市稲毛区 ＰｒｏＬｉｎｋヤハタ 小売業 電化製品 5%

47,133 千葉県 千葉市稲毛区 ヘアーサロン　フクチャン サービス 理容・美容業 5%

47,134 千葉県 千葉市稲毛区 ヘアーリノベーションフロンティア サービス 理容・美容業 5%

47,135 千葉県 千葉市稲毛区 ｐｅｂｂｌｅ 小売業 家具・調度品 5%

47,136 千葉県 千葉市稲毛区 博多串焼き　将門　稲毛本店 サービス 飲食業 5%

47,137 千葉県 千葉市稲毛区 Ｍｉｏ　ｐｒｅｆｅｒｉｔｏ サービス 飲食業 5%

47,138 千葉県 千葉市稲毛区 ＭＵＳＥ稲毛店 サービス 理容・美容業 5%

47,139 千葉県 千葉市稲毛区 ＭＥＬＩＳＳＡ サービス 理容・美容業 5%

47,140 千葉県 千葉市稲毛区 有　金支 小売業 食料品 5%

47,141 千葉県 千葉市稲毛区 有　ｊｕｊｕｒ　ｊｕｊｕｒ サービス 理容・美容業 5%

47,142 千葉県 千葉市稲毛区 ラ・クルール サービス 理容・美容業 5%

47,143 千葉県 千葉市稲毛区 ラーメン大地 サービス 飲食業 5%

47,144 千葉県 千葉市稲毛区 ＲＪＥリジェ 小売業 その他小売 5%

47,145 千葉県 千葉市稲毛区 Ｌｉｂｅｒｔｅ サービス その他サービス 5%

47,146 千葉県 千葉市稲毛区 ＬＵＴＺ サービス その他サービス 5%

47,147 千葉県 千葉市稲毛区 Ｌｏｔｔａ【ロッタ】 サービス 理容・美容業 5%

47,148 千葉県 千葉市稲毛区 ワークショップみどりや 小売業 衣料品 5%

47,149 千葉県 千葉市中央区 アイラッシュ　サロン　レア サービス 理容・美容業 5%

47,150 千葉県 千葉市中央区 アイラッシュサロンＡＳＯＢＩ サービス 理容・美容業 5%

47,151 千葉県 千葉市中央区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｉｎｋ富士見 サービス 理容・美容業 5%

47,152 千葉県 千葉市中央区 アサノカットブース アサノカットブース サービス 理容・美容業 5%

47,153 千葉県 千葉市中央区 朝日堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

47,154 千葉県 千葉市中央区 あしカラダ千葉駅前店 サービス 理容・美容業 5%

47,155 千葉県 千葉市中央区 東屋 小売業 その他小売 5%

47,156 千葉県 千葉市中央区 ａｐａｒｔｍｅｎｔ　ｍ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

47,157 千葉県 千葉市中央区 アルシーヴ 小売業 衣料品 5%

47,158 千葉県 千葉市中央区 アルジェンヌ アルジェンヌ 千葉店 サービス 理容・美容業 5%

47,159 千葉県 千葉市中央区 ＡＬＢＡ　ＲＯＳＡ【アルバローサ】 サービス その他サービス 5%

47,160 千葉県 千葉市中央区 グランバーン サービス 理容・美容業 5%

47,161 千葉県 千葉市中央区 ａｌｏｈａｒｉｄｅｈａｉｒｃｒｅａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

47,162 千葉県 千葉市中央区 あんしん介護タクシーポパイ サービス 運輸業 5%

47,163 千葉県 千葉市中央区 ＆ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

47,164 千葉県 千葉市中央区 ＥａｓｅＹａｗｄ サービス 理容・美容業 5%

47,165 千葉県 千葉市中央区 居心家 サービス 飲食業 5%

47,166 千葉県 千葉市中央区 イナノテ サービス 飲食業 5%
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47,167 千葉県 千葉市中央区 ｉｎｉｚｉｏ サービス 飲食業 5%

47,168 千葉県 千葉市中央区 イヤーエステサロンＶｉｌｌａｌｏ サービス その他サービス 5%

47,169 千葉県 千葉市中央区 歌広場　京成千葉中央駅前店 サービス 飲食業 5%

47,170 千葉県 千葉市中央区 ＵＣＨＩＹＡＭＡＪＡＰＡＮ サービス 運輸業 5%

47,171 千葉県 千葉市中央区 ＵＣＨＩＹＡＭＡ　ＪＡＰＡＮ サービス その他サービス 5%

47,172 千葉県 千葉市中央区 ＨＭ　ｈａｉｒ千葉店 サービス 理容・美容業 5%

47,173 千葉県 千葉市中央区 Ｓｗｅｅｔ サービス その他サービス 5%

47,174 千葉県 千葉市中央区 エスメラルダペリエ　千葉店 小売業 衣料品 5%

47,175 千葉県 千葉市中央区 Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ サービス その他サービス 5%

47,176 千葉県 千葉市中央区 Ｎホテル サービス 飲食業 5%

47,177 千葉県 千葉市中央区 海老 和ＤＩＮＩＮＧ 一期邸 サービス 飲食業 5%

47,178 千葉県 千葉市中央区 オーシャンテーブル　ＭＡ　なべや千葉店 サービス 飲食業 5%

47,179 千葉県 千葉市中央区 オーシャンテーブル 千葉みなと店 サービス 飲食業 5%

47,180 千葉県 千葉市中央区 オーシャンテーブル ＭＡ なべや千葉みなと店 サービス 飲食業 5%

47,181 千葉県 千葉市中央区 オーシャンテーブル ＰＥＮＴＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

47,182 千葉県 千葉市中央区 オーシャンテーブル ＰＩＥＲ?０１ みなと店 サービス 飲食業 5%

47,183 千葉県 千葉市中央区 オーシャンテーブル ＭＡ なべや蘇我店 サービス 飲食業 5%

47,184 千葉県 千葉市中央区 オーシャンドリーム サービス その他サービス 5%

47,185 千葉県 千葉市中央区 オーシャンドリーム サービス その他サービス 5%

47,186 千葉県 千葉市中央区 オリックスレンタカー蘇我店 サービス その他サービス 2%

47,187 千葉県 千葉市中央区 オリックスレンタカー千葉駅前店 サービス その他サービス 2%

47,188 千葉県 千葉市中央区 オリックスレンタカー千葉浜野店 サービス その他サービス 2%

47,189 千葉県 千葉市中央区 俺ＳＴＵＤｉＯ サービス 飲食業 5%

47,190 千葉県 千葉市中央区 温故知新 小売業 衣料品 5%

47,191 千葉県 千葉市中央区 カードラボ　千葉中央店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

47,192 千葉県 千葉市中央区 花恵手　フローリスト 小売業 その他小売 5%

47,193 千葉県 千葉市中央区 カタヤマデンキ 小売業 電化製品 5%

47,194 千葉県 千葉市中央区 ｃａｆｅ３６９ サービス 飲食業 5%

47,195 千葉県 千葉市中央区 株式会社　ＤＥＡＲ　ＦＲＯＭ サービス 飲食業 5%

47,196 千葉県 千葉市中央区 株式会社エアリー サービス その他サービス 5%

47,197 千葉県 千葉市中央区 株式会社全栄プロモーション サービス その他サービス 5%

47,198 千葉県 千葉市中央区 株式会社マルショウ サービス その他サービス 5%

47,199 千葉県 千葉市中央区 かぼちゃわいん サービス 飲食業 5%

47,200 千葉県 千葉市中央区 カラオケ　アーサーバーディー店 サービス 飲食業 5%

47,201 千葉県 千葉市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋グローボ蘇我店 サービス 飲食業 2%

47,202 千葉県 千葉市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋千葉中央駅東口店 サービス 飲食業 2%

47,203 千葉県 千葉市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中央区鶴沢町店 サービス 飲食業 2%

47,204 千葉県 千葉市中央区 関東ホーム サービス その他サービス 5%

47,205 千葉県 千葉市中央区 ＫＥＹ ＢＩＣＹＣＬＥ タケヒサ ＫＥＹ ＢＩＣＹＣＬＥ タケヒサ 小売業 その他小売 5%

47,206 千葉県 千葉市中央区 Ｋｉｋｉ． サービス 理容・美容業 5%

47,207 千葉県 千葉市中央区 牛角ビュッフェ蘇我店 サービス 飲食業 2%

47,208 千葉県 千葉市中央区 九州料理とっとっと サービス 飲食業 5%
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47,209 千葉県 千葉市中央区 金角富士見本店 サービス 飲食業 5%

47,210 千葉県 千葉市中央区 金角みなと店 サービス 飲食業 5%

47,211 千葉県 千葉市中央区 靴下屋ＰＥＲＩＥ千葉 小売業 衣料品 2%

47,212 千葉県 千葉市中央区 くつろぎ処旬菜ちよ サービス 飲食業 5%

47,213 千葉県 千葉市中央区 グリーヘアプロデュース千葉 サービス 理容・美容業 5%

47,214 千葉県 千葉市中央区 グリルスタイル千葉店 小売業 食料品 5%

47,215 千葉県 千葉市中央区 ＧＬＯＢＯ　蘇我センター 小売業 その他小売 5%

47,216 千葉県 千葉市中央区 ＫｅｉｙｏＢＭＷ　千葉中央支店 小売業 その他小売 5%

47,217 千葉県 千葉市中央区 小池海苔店 小売業 食料品 5%

47,218 千葉県 千葉市中央区 興栄燃料株式会社 小売業 その他小売 5%

47,219 千葉県 千葉市中央区 公益社団法人千葉東青色申告会 サービス その他サービス 5%

47,220 千葉県 千葉市中央区 紅茶舗サウザンドリーフ 小売業 食料品 5%

47,221 千葉県 千葉市中央区 合同会社　元気スペース　からだ元気スペース サービス その他サービス 5%

47,222 千葉県 千葉市中央区 合同会社ＡＥＧＩＳ サービス その他サービス 5%

47,223 千葉県 千葉市中央区 ＣＯＦＦＥＥ ＲＩＮ ＣＯＦＦＥＥ ＲＩＮ サービス 飲食業 5%

47,224 千葉県 千葉市中央区 ｃｏｃｏｔｔｅ サービス その他サービス 5%

47,225 千葉県 千葉市中央区 コトコト　Ｃｏｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｐａｃｅ　そごう千葉店 サービス その他サービス 5%

47,226 千葉県 千葉市中央区 ことは サービス 理容・美容業 5%

47,227 千葉県 千葉市中央区 個別学習のセルモ蘇我教室 サービス その他サービス 5%

47,228 千葉県 千葉市中央区 こめらくペリエ千葉店 サービス 飲食業 5%

47,229 千葉県 千葉市中央区 さかもとこーひー　さかもとこーひー本店 小売業 食料品 5%

47,230 千葉県 千葉市中央区 Ｓｕｎｎｙ　ｐｌａｃｅ　Ｌｅｏ　【サニープレイスレオ】 サービス 理容・美容業 5%

47,231 千葉県 千葉市中央区 サポートデスク サービス その他サービス 5%

47,232 千葉県 千葉市中央区 ｓａｌｏｎｌａｍｅｒ サービス 理容・美容業 5%

47,233 千葉県 千葉市中央区 沢村獣医科病院　統合医療センター サービス その他サービス 5%

47,234 千葉県 千葉市中央区 サンドイッチハウスメルヘンペリエ千葉店 小売業 食料品 5%

47,235 千葉県 千葉市中央区 Ｇｅｎｅα サービス 理容・美容業 5%

47,236 千葉県 千葉市中央区 ＧＥＮＥ　ｊａｐａｎ　【ジーン】 サービス 理容・美容業 5%

47,237 千葉県 千葉市中央区 ＣＩＥＬ千葉店 サービス 理容・美容業 5%

47,238 千葉県 千葉市中央区 志学書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

47,239 千葉県 千葉市中央区 志学書店 本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

47,240 千葉県 千葉市中央区 自キ温泉街販売所 小売業 電化製品 5%

47,241 千葉県 千葉市中央区 ｊｏｕｅｒ ｎａｉｌ 千葉店 サービス 理容・美容業 5%

47,242 千葉県 千葉市中央区 手芸センタードリーム千葉駅前店 小売業 その他小売 5%

47,243 千葉県 千葉市中央区 笑和 サービス 飲食業 5%

47,244 千葉県 千葉市中央区 新健勝苑千葉店 小売業 衣料品 5%

47,245 千葉県 千葉市中央区 ＳＩＮＣＥＲＥ サービス 理容・美容業 5%

47,246 千葉県 千葉市中央区 新陽商会 小売業 電化製品 5%

47,247 千葉県 千葉市中央区 人力引越社　７３９３ サービス その他サービス 5%

47,248 千葉県 千葉市中央区 新リンパサロン京成千葉中央駅前 小売業 その他小売 5%

47,249 千葉県 千葉市中央区 鮨隆男 サービス 飲食業 5%

47,250 千葉県 千葉市中央区 鈴木測量株式会社 サービス その他サービス 5%
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47,251 千葉県 千葉市中央区 スターカット サービス 理容・美容業 5%

47,252 千葉県 千葉市中央区 Ｓｐａ＆Ｓｈａｖｉｎｇ　たなか サービス 理容・美容業 5%

47,253 千葉県 千葉市中央区 炭炭　すみすみ サービス 飲食業 5%

47,254 千葉県 千葉市中央区 生活彩家千葉市役所店 小売業 その他小売 2%

47,255 千葉県 千葉市中央区 整体院　暁羽 サービス その他サービス 5%

47,256 千葉県 千葉市中央区 セオサイクル千葉駅北口弁天店 小売業 その他小売 5%

47,257 千葉県 千葉市中央区 ｃｅｌｉｌｏ　千葉【セライロ】 サービス 理容・美容業 5%

47,258 千葉県 千葉市中央区 セレモ　千葉駅北口ホール サービス その他サービス 5%

47,259 千葉県 千葉市中央区 セレモ　千葉寺駅ホール サービス その他サービス 5%

47,260 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン蘇我店 小売業 食料品 2%

47,261 千葉県 千葉市中央区 ｄｉｎｉｎｇ＆ｂａｒ　Ｌａｎｔｅｒｎ　ランタン　千葉 サービス 飲食業 5%

47,262 千葉県 千葉市中央区 台湾料理　豊源 サービス 飲食業 5%

47,263 千葉県 千葉市中央区 タカギフーズエキナカ千葉店 小売業 食料品 5%

47,264 千葉県 千葉市中央区 ＤＯＵＢＬＥ　ＮＡＭＥ 小売業 食料品 5%

47,265 千葉県 千葉市中央区 ＤＡＨＬＩＡ　【ダリア】 サービス 理容・美容業 5%

47,266 千葉県 千葉市中央区 ＤＡＮＤＹ　ＳＡＬＯＮ　コイファー　ダンディーサロン　コイファー サービス 理容・美容業 5%

47,267 千葉県 千葉市中央区 ＤＡＮＤＹＬＩＯＮ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

47,268 千葉県 千葉市中央区 ＣＨＩＢＡ　ＬＡＢＯ サービス その他サービス 5%

47,269 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉青葉町店 小売業 食料品 2%

47,270 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉青葉の森公園店 小売業 食料品 2%

47,271 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉青葉の森南口店 小売業 食料品 2%

47,272 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉赤井町店 小売業 食料品 2%

47,273 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉今井店 小売業 食料品 2%

47,274 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉駅北口店 小売業 食料品 2%

47,275 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉駅西口店 小売業 食料品 2%

47,276 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉生実町店 小売業 食料品 2%

47,277 千葉県 千葉市中央区 千葉銀座店 小売業 その他小売 5%

47,278 千葉県 千葉市中央区 千葉県漁連　直売所　海市場 小売業 食料品 5%

47,279 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉公園駅前店 小売業 食料品 2%

47,280 千葉県 千葉市中央区 千葉ゴールデンパーキング サービス その他サービス 5%

47,281 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉栄町店 小売業 食料品 2%

47,282 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉白旗店 小売業 食料品 2%

47,283 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉新田町店 小売業 食料品 2%

47,284 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉末広店 小売業 食料品 2%

47,285 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉蘇我駅前店 小売業 食料品 2%

47,286 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉蘇我町２丁目店 小売業 食料品 2%

47,287 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉大巌寺店 小売業 食料品 2%

47,288 千葉県 千葉市中央区 千葉大生協　亥鼻購買部 サービス その他サービス 5%

47,289 千葉県 千葉市中央区 千葉大生協　亥鼻購売部 サービス その他サービス 5%

47,290 千葉県 千葉市中央区 千葉大学生協亥鼻食堂 サービス その他サービス 5%

47,291 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉中央駅東口店 小売業 食料品 2%

47,292 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉中央２丁目店 小売業 食料品 2%
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47,293 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉寺駅前店 小売業 食料品 2%

47,294 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉仁戸名店 小売業 食料品 2%

47,295 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉浜野西店 小売業 食料品 2%

47,296 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉浜野東店 小売業 食料品 2%

47,297 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉富士見店 小売業 食料品 2%

47,298 千葉県 千葉市中央区 千葉ペコリ サービス 飲食業 5%

47,299 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉弁天４丁目店 小売業 食料品 2%

47,300 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉星久喜東店 小売業 食料品 2%

47,301 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉本町店 小売業 食料品 2%

47,302 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉松波店 小売業 食料品 2%

47,303 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉みなと駅前店 小売業 食料品 2%

47,304 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉南生実町店 小売業 食料品 2%

47,305 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉都町東店 小売業 食料品 2%

47,306 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉宮崎１丁目店 小売業 食料品 2%

47,307 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉宮崎町中央店 小売業 食料品 2%

47,308 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉宮崎町店 小売業 食料品 2%

47,309 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉村田町店 小売業 食料品 2%

47,310 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン千葉祐光２丁目店 小売業 食料品 2%

47,311 千葉県 千葉市中央区 ツジチュウ 小売業 その他小売 5%

47,312 千葉県 千葉市中央区 ＴＡＴ千葉店 サービス 理容・美容業 5%

47,313 千葉県 千葉市中央区 ＴＥＳＴＡ　ＢＥＬＬＯ サービス 理容・美容業 5%

47,314 千葉県 千葉市中央区 鉄板ダイニングそら サービス 飲食業 5%

47,315 千葉県 千葉市中央区 鉄板焼きかくれ サービス 飲食業 5%

47,316 千葉県 千葉市中央区 鉄板焼きグリル　美彩や サービス 飲食業 5%

47,317 千葉県 千葉市中央区 天使の隠れ家 サービス 飲食業 5%

47,318 千葉県 千葉市中央区 時田ミシン株式会社 小売業 電化製品 5%

47,319 千葉県 千葉市中央区 時計荘 サービス その他サービス 5%

47,320 千葉県 千葉市中央区 都市ガスサービス株式会社 サービス その他サービス 5%

47,321 千葉県 千葉市中央区 ドスパラ千葉店 小売業 電化製品 5%

47,322 千葉県 千葉市中央区 ｔｏｃｃａ千葉 サービス 理容・美容業 5%

47,323 千葉県 千葉市中央区 トップマート末広店 小売業 食料品 5%

47,324 千葉県 千葉市中央区 トップマート蘇我店 小売業 食料品 5%

47,325 千葉県 千葉市中央区 トップマート松ヶ丘店 小売業 食料品 5%

47,326 千葉県 千葉市中央区 トップマート都町店 小売業 食料品 5%

47,327 千葉県 千葉市中央区 とと幸 サービス 飲食業 5%

47,328 千葉県 千葉市中央区 トヨタレンタリース新千葉　千葉駅西口店 サービス その他サービス 2%

47,329 千葉県 千葉市中央区 トヨタレンタリース新千葉蘇我駅前店 サービス その他サービス 2%

47,330 千葉県 千葉市中央区 トヨタレンタリース新千葉都町店 サービス その他サービス 2%

47,331 千葉県 千葉市中央区 トヨタレンタリース千葉蘇我駅西口店 サービス その他サービス 2%

47,332 千葉県 千葉市中央区 トヨタレンタリース千葉千葉駅中央店 サービス その他サービス 2%

47,333 千葉県 千葉市中央区 ドライヘッドスパ　Ｎａｎｏ サービス その他サービス 5%

47,334 千葉県 千葉市中央区 ドライヘッドスパ専門店ゆるりと サービス その他サービス 5%
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47,335 千葉県 千葉市中央区 とらのあな　千葉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

47,336 千葉県 千葉市中央区 とらのあな千葉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

47,337 千葉県 千葉市中央区 とりとん　千葉店 サービス 飲食業 5%

47,338 千葉県 千葉市中央区 Ｎａｈｏ’ｓ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

47,339 千葉県 千葉市中央区 肉の万世　千葉蘇我店 サービス 飲食業 5%

47,340 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン西千葉駅南口店 小売業 食料品 2%

47,341 千葉県 千葉市中央区 ニッカホーム　千葉営業所 サービス その他サービス 5%

47,342 千葉県 千葉市中央区 日本酒専門店アル サービス 飲食業 5%

47,343 千葉県 千葉市中央区 日本酒バル　チャメシゴト　蘇我店 サービス 飲食業 5%

47,344 千葉県 千葉市中央区 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｒ＆Ｎ サービス その他サービス 5%

47,345 千葉県 千葉市中央区 ｎａｉｌｓａｌｏｎＡｔｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

47,346 千葉県 千葉市中央区 ネッツトヨタ千葉株式会社 小売業 その他小売 5%

47,347 千葉県 千葉市中央区 ネッツトヨタ千葉稲荷町店 小売業 その他小売 5%

47,348 千葉県 千葉市中央区 ネッツトヨタ千葉末広店 小売業 その他小売 5%

47,349 千葉県 千葉市中央区 ネッツトヨタ千葉末広店ＰｉＰｉｔ 小売業 その他小売 5%

47,350 千葉県 千葉市中央区 ネッツトヨタ千葉登戸店 小売業 その他小売 5%

47,351 千葉県 千葉市中央区 ネッツトヨタ千葉都町中央店 小売業 その他小売 5%

47,352 千葉県 千葉市中央区 ネッツトヨタ千葉都町店 小売業 その他小売 5%

47,353 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン登戸店 小売業 食料品 2%

47,354 千葉県 千葉市中央区 ハーバルベア 小売業 その他小売 5%

47,355 千葉県 千葉市中央区 Ｂａｒ　Ｆｌｏｗ サービス 飲食業 5%

47,356 千葉県 千葉市中央区 ＨＡＫＴ 小売業 衣料品 5%

47,357 千葉県 千葉市中央区 ハグミナリ サービス その他サービス 5%

47,358 千葉県 千葉市中央区 ＰＡＢＬＯｍｉｎｉ 小売業 食料品 5%

47,359 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン浜野店 小売業 食料品 2%

47,360 千葉県 千葉市中央区 パリー美容室 サービス 理容・美容業 5%

47,361 千葉県 千葉市中央区 はんこ　金井印房　はんこ　金井印房 小売業 その他小売 5%

47,362 千葉県 千葉市中央区 ＢｅｅｒａｎｄＡｌｅ　Ｌａｔｔａ サービス 飲食業 5%

47,363 千葉県 千葉市中央区 ＰＩＥＲ?０１　みなと店 サービス 飲食業 5%

47,364 千葉県 千葉市中央区 ＰＬＶｍｕｓｉｃｎｅｔｗｏｒｋ サービス その他サービス 5%

47,365 千葉県 千葉市中央区 ビーフリー 千葉店 小売業 その他小売 5%

47,366 千葉県 千葉市中央区 Ｈｅａｌｉｎｇｓｐａｃｅ　Ｈｉｋａｒｉ　Ｔｅｒｒａｃｅ サービス その他サービス 5%

47,367 千葉県 千葉市中央区 サンアーユス千葉本店 サービス その他サービス 5%

47,368 千葉県 千葉市中央区 パーソナルトレーニングジムアシスト サービス その他サービス 5%

47,369 千葉県 千葉市中央区 楓月 サービス 飲食業 5%

47,370 千葉県 千葉市中央区 ぶたいち サービス 飲食業 5%

47,371 千葉県 千葉市中央区 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎＭｕＲａＫａＭｉ サービス 理容・美容業 5%

47,372 千葉県 千葉市中央区 合同会社デザインスタジオ１６７ サービス その他サービス 5%

47,373 千葉県 千葉市中央区 ＰＬＵＧＳ 小売業 衣料品 5%

47,374 千葉県 千葉市中央区 ブリアント　千葉店 サービス 理容・美容業 5%

47,375 千葉県 千葉市中央区 フレッシュネスバーガー千葉中央 サービス 飲食業 2%

47,376 千葉県 千葉市中央区 Ｆｌｏｒｙｏｇａ サービス その他サービス 5%
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47,377 千葉県 千葉市中央区 ｈａｉｒ　ｂｉｊｏｕ サービス 理容・美容業 5%

47,378 千葉県 千葉市中央区 ヘアーカスタム サービス 理容・美容業 5%

47,379 千葉県 千葉市中央区 ｈａｉｒ　ｃｕｂｅ　ｆｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

47,380 千葉県 千葉市中央区 ヘアーサロン　ホープ　ヘアーサロン　ホープ サービス 理容・美容業 5%

47,381 千葉県 千葉市中央区 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｌｙｒｉｃ サービス 理容・美容業 5%

47,382 千葉県 千葉市中央区 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｌｙｒｉｃ サービス 理容・美容業 5%

47,383 千葉県 千葉市中央区 ｈａｉｒｄｅｅｐ サービス 理容・美容業 5%

47,384 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブンペリエ千葉店 小売業 食料品 2%

47,385 千葉県 千葉市中央区 ＰＥＲＣＥＮＥＩＧＥ サービス 飲食業 5%

47,386 千葉県 千葉市中央区 弁護士　川村　勝之　リフト法律事務所 サービス その他サービス 5%

47,387 千葉県 千葉市中央区 セブン－イレブン弁天町店 小売業 食料品 2%

47,388 千葉県 千葉市中央区 ペントハウス サービス 飲食業 5%

47,389 千葉県 千葉市中央区 ベンリー千葉本町店 サービス その他サービス 5%

47,390 千葉県 千葉市中央区 豊華園 サービス 飲食業 5%

47,391 千葉県 千葉市中央区 ＢＯＤＹＱＡ サービス 理容・美容業 5%

47,392 千葉県 千葉市中央区 ホテルバリアンリゾート千葉中央 サービス 宿泊業 5%

47,393 千葉県 千葉市中央区 ポプラ千葉ＣＣプラザ店 小売業 その他小売 2%

47,394 千葉県 千葉市中央区 ポプラ千葉ポートタワー店 小売業 その他小売 2%

47,395 千葉県 千葉市中央区 ホルモン酒場　一献 サービス 飲食業 5%

47,396 千葉県 千葉市中央区 ホワイトニングカフェ千葉店 サービス 理容・美容業 5%

47,397 千葉県 千葉市中央区 ボンメゾン西千葉店 小売業 その他小売 5%

47,398 千葉県 千葉市中央区 ＭＡＩＲＯＭＩＥ サービス 理容・美容業 5%

47,399 千葉県 千葉市中央区 ＭＡ?なべや　千葉みなと店 サービス 飲食業 5%

47,400 千葉県 千葉市中央区 ＭＡ?なべや　蘇我店 サービス 飲食業 5%

47,401 千葉県 千葉市中央区 有限会社木村屋 サービス 飲食業 5%

47,402 千葉県 千葉市中央区 ＭｉＳＨＫｅＴ 小売業 その他小売 5%

47,403 千葉県 千葉市中央区 ムーングラフィカ株式会社 サービス その他サービス 5%

47,404 千葉県 千葉市中央区 メガネの視楽 小売業 その他小売 5%

47,405 千葉県 千葉市中央区 メガネの視楽 小売業 その他小売 5%

47,406 千葉県 千葉市中央区 もっくん　千葉店 サービス 飲食業 5%

47,407 千葉県 千葉市中央区 モニカ千葉店 小売業 衣料品 5%

47,408 千葉県 千葉市中央区 リラクゼーションサロンｍｏｎｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

47,409 千葉県 千葉市中央区 やぶそば サービス 飲食業 5%

47,410 千葉県 千葉市中央区 Ｙａホ　　中央本店 サービス 飲食業 5%

47,411 千葉県 千葉市中央区 Ｙａホ  富士見店 サービス 飲食業 5%

47,412 千葉県 千葉市中央区 有　ベスト商事 サービス その他サービス 5%

47,413 千葉県 千葉市中央区 有限会社浅海酒米店 小売業 食料品 5%

47,414 千葉県 千葉市中央区 有限会社高石酒店 小売業 その他小売 5%

47,415 千葉県 千葉市中央区 有限会社ライトシステム サービス 運輸業 5%

47,416 千葉県 千葉市中央区 Ｌａ　ｃａｓａ　ｄｉ　ｔｕｔｔｉ サービス 飲食業 5%

47,417 千葉県 千葉市中央区 ラウレアハワイ　ラウレアハワイ 小売業 衣料品 5%

47,418 千葉県 千葉市中央区 らしんばん 千葉店 小売業 その他小売 5%
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47,419 千葉県 千葉市中央区 らしんばん　千葉店 小売業 その他小売 5%

47,420 千葉県 千葉市中央区 落花生の大和田 小売業 食料品 5%

47,421 千葉県 千葉市中央区 ＲＡＤＩＡＮＴ サービス 理容・美容業 5%

47,422 千葉県 千葉市中央区 美容室　ラフ　千葉 サービス 理容・美容業 5%

47,423 千葉県 千葉市中央区 ランナー専門Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｐｌａｃｅ?一番星? サービス その他サービス 5%

47,424 千葉県 千葉市中央区 リッツファーム 小売業 その他小売 5%

47,425 千葉県 千葉市中央区 ｒｅｆｕｇｅ サービス 理容・美容業 5%

47,426 千葉県 千葉市中央区 ｒｅｆｕｇｅ　ｆｏｒ　ｍｅｎ サービス 理容・美容業 5%

47,427 千葉県 千葉市中央区 隆鼻矯正専門店ラプリエイル サービス その他サービス 5%

47,428 千葉県 千葉市中央区 ＳｔｙｌｅＵｐ／Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ サービス その他サービス 5%

47,429 千葉県 千葉市中央区 ｌｉｎｋ　【リンク】 サービス 理容・美容業 5%

47,430 千葉県 千葉市中央区 レストラン　マイヨジョーヌ　レストラン　マイヨジョーヌ サービス 飲食業 5%

47,431 千葉県 千葉市中央区 レストランＪＡＭ サービス 飲食業 5%

47,432 千葉県 千葉市中央区 レックマウント 小売業 その他小売 5%

47,433 千葉県 千葉市中央区 ＬＥＳ　ＭＵＥＳ　　【レミュー】 サービス 理容・美容業 5%

47,434 千葉県 千葉市中央区 Ｌｏｔｕｓ サービス その他サービス 5%

47,435 千葉県 千葉市中央区 ＮＰＯ法人お産子育て向上委員会 小売業 その他小売 5%

47,436 千葉県 千葉市中央区 和のか サービス 飲食業 5%

47,437 千葉県 千葉市花見川区 ａｒｃ サービス 理容・美容業 5%

47,438 千葉県 千葉市花見川区 アースホームサービス サービス その他サービス 5%

47,439 千葉県 千葉市花見川区 アジアンリラクゼーション　ヒーラー　アジアンリラクゼーション　ヒーラー サービス その他サービス 5%

47,440 千葉県 千葉市花見川区 アドヴァンスアテイン サービス その他サービス 5%

47,441 千葉県 千葉市花見川区 アンシャンテ サービス 理容・美容業 5%

47,442 千葉県 千葉市花見川区 ＆　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｒｏｏｍ サービス その他サービス 5%

47,443 千葉県 千葉市花見川区 Ｅ－ＡＲＸ サービス その他サービス 5%

47,444 千葉県 千葉市花見川区 出光幕張ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,445 千葉県 千葉市花見川区 印度料理シタール サービス 飲食業 5%

47,446 千葉県 千葉市花見川区 越中懐古幕張店 サービス 飲食業 5%

47,447 千葉県 千葉市花見川区 エムズクラブ サービス 理容・美容業 5%

47,448 千葉県 千葉市花見川区 カザマメガネ　カザマメガネ 小売業 その他小売 5%

47,449 千葉県 千葉市花見川区 柏井ゴルフセンター サービス その他サービス 5%

47,450 千葉県 千葉市花見川区 Ｃａｆｅ＆ＤｉｎｉｎｇＯＬＬＩＥ’ｓ サービス 飲食業 5%

47,451 千葉県 千葉市花見川区 株式会社エンドーホーム 株式会社 エンドーホーム サービス その他サービス 5%

47,452 千葉県 千葉市花見川区 株式会社Ｃｉｅｌ サービス その他サービス 5%

47,453 千葉県 千葉市花見川区 株式会社メリノ 小売業 家具・調度品 5%

47,454 千葉県 千葉市花見川区 株式会社レクト サービス その他サービス 5%

47,455 千葉県 千葉市花見川区 カメラデイ サービス その他サービス 5%

47,456 千葉県 千葉市花見川区 カラオケ１０番幕張本郷店 サービス 飲食業 5%

47,457 千葉県 千葉市花見川区 河合塾マナビス幕張本郷校 サービス その他サービス 2%

47,458 千葉県 千葉市花見川区 クスリのノザワ 小売業 その他小売 5%

47,459 千葉県 千葉市花見川区 くらたや 小売業 衣料品 5%

47,460 千葉県 千葉市花見川区 クラックラン・アルザス サービス 飲食業 5%
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47,461 千葉県 千葉市花見川区 ｇｌａｆｅｅｌ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

47,462 千葉県 千葉市花見川区 グロースマネジメント サービス その他サービス 5%

47,463 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン検見川店 小売業 食料品 2%

47,464 千葉県 千葉市花見川区 サブマリーネイル サービス 理容・美容業 5%

47,465 千葉県 千葉市花見川区 三徳幕張店 小売業 食料品 5%

47,466 千葉県 千葉市花見川区 新日本補聴器センター千葉店 小売業 その他小売 5%

47,467 千葉県 千葉市花見川区 すたみな太郎　千葉北店 サービス 飲食業 5%

47,468 千葉県 千葉市花見川区 ＴＨＲＥＥＰＡＣＫＳ 小売業 衣料品 5%

47,469 千葉県 千葉市花見川区 セレモ　新検見川駅ホール サービス その他サービス 5%

47,470 千葉県 千葉市花見川区 セレモ　八千代台花見川ホール サービス その他サービス 5%

47,471 千葉県 千葉市花見川区 大まる千葉宮野木店 サービス 飲食業 5%

47,472 千葉県 千葉市花見川区 大人女性のためのＴａｙｕｔａＳｐａ サービス その他サービス 5%

47,473 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン千種店 小売業 食料品 2%

47,474 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン千葉朝日ケ丘３丁目店 小売業 食料品 2%

47,475 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン千葉柏井１丁目店 小売業 食料品 2%

47,476 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン千葉柏井町店 小売業 食料品 2%

47,477 千葉県 千葉市花見川区 千葉県エンディングパレス サービス その他サービス 5%

47,478 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン千葉作新台４丁目店 小売業 食料品 2%

47,479 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン千葉さつきが丘団地北店 小売業 食料品 2%

47,480 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン千葉さつきが丘店 小売業 食料品 2%

47,481 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン千葉大日町店 小売業 食料品 2%

47,482 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン千葉鉄工団地店 小売業 食料品 2%

47,483 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン千葉畑町店 小売業 食料品 2%

47,484 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン千葉花島町店 小売業 食料品 2%

47,485 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン千葉花園３丁目店 小売業 食料品 2%

47,486 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン千葉幕張本郷店 小売業 食料品 2%

47,487 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン千葉幕張本郷７丁目店 小売業 食料品 2%

47,488 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン千葉瑞穂の杜店 小売業 食料品 2%

47,489 千葉県 千葉市花見川区 でんきぱるなりた 小売業 電化製品 5%

47,490 千葉県 千葉市花見川区 トップマートさつきが丘店 小売業 食料品 5%

47,491 千葉県 千葉市花見川区 ＮＡＩＬＣＲＥＡ＇ｓ サービス 理容・美容業 5%

47,492 千葉県 千葉市花見川区 ネッツトヨタ千葉畑町店 小売業 その他小売 5%

47,493 千葉県 千葉市花見川区 Ｂｉｒｄ　ｍｏｔｏｒｓ＆ｙｏｇａ サービス その他サービス 5%

47,494 千葉県 千葉市花見川区 ＢｙｒｏｎＢａｙ サービス 理容・美容業 5%

47,495 千葉県 千葉市花見川区 はり・きゅう掌 サービス 理容・美容業 5%

47,496 千葉県 千葉市花見川区 ＰＣテクニカ サービス その他サービス 5%

47,497 千葉県 千葉市花見川区 ピカピカおそうじサービス サービス その他サービス 5%

47,498 千葉県 千葉市花見川区 ピカピカおそうじサービス サービス その他サービス 5%

47,499 千葉県 千葉市花見川区 日出ハウス サービス その他サービス 5%

47,500 千葉県 千葉市花見川区 美容室ｇｒｏｗ サービス 理容・美容業 5%

47,501 千葉県 千葉市花見川区 フォトスペースライム サービス その他サービス 5%

47,502 千葉県 千葉市花見川区 Ｐｒｉｍｉｔｉｖｏ サービス 飲食業 5%
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47,503 千葉県 千葉市花見川区 Ｈａｉｒ　Ｏｐｕｕ サービス 理容・美容業 5%

47,504 千葉県 千葉市花見川区 ヘアーピック サービス 理容・美容業 5%

47,505 千葉県 千葉市花見川区 ホリスティックケアサロンＬｅａｆ　ｏｆ　ＬＩＦＥ サービス その他サービス 5%

47,506 千葉県 千葉市花見川区 ホリスティックケアサロンＬｅａｆｏｆＬＩＦＥ 小売業 その他小売 5%

47,507 千葉県 千葉市花見川区 マイショップ　キャプテンズ　マイショップ　キャプテンズ 小売業 その他小売 5%

47,508 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン幕張駅前店 小売業 食料品 2%

47,509 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン幕張店 小売業 食料品 2%

47,510 千葉県 千葉市花見川区 幕張ビーンズ ペットクリニック 幕張ビーンズ ペットクリニック サービス その他サービス 5%

47,511 千葉県 千葉市花見川区 幕張ファイデーン サービス 飲食業 5%

47,512 千葉県 千葉市花見川区 セブン－イレブン幕張本郷駅前店 小売業 食料品 2%

47,513 千葉県 千葉市花見川区 マルカワ千葉店 小売業 衣料品 5%

47,514 千葉県 千葉市花見川区 イイヅカヤスヒロ サービス 理容・美容業 5%

47,515 千葉県 千葉市花見川区 万世　幕張インター店 サービス 飲食業 5%

47,516 千葉県 千葉市花見川区 満福宴 サービス 飲食業 5%

47,517 千葉県 千葉市花見川区 メイプルイン幕張 サービス 宿泊業 5%

47,518 千葉県 千葉市花見川区 メツェ・ルナ サービス 飲食業 5%

47,519 千葉県 千葉市花見川区 メディアタナカ 小売業 電化製品 5%

47,520 千葉県 千葉市花見川区 麺場田所商店千葉北店 サービス 飲食業 5%

47,521 千葉県 千葉市花見川区 麺場田所商店本店 サービス 飲食業 5%

47,522 千葉県 千葉市花見川区 有限会社たかせ 小売業 その他小売 5%

47,523 千葉県 千葉市花見川区 有限会社エムテック サービス その他サービス 5%

47,524 千葉県 千葉市花見川区 寄り道パーラー　びあ サービス 理容・美容業 5%

47,525 千葉県 千葉市花見川区 ライフ ファッション まぁむ 小売業 衣料品 5%

47,526 千葉県 千葉市花見川区 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｆａｖｏｒｉｔｅ　カフェ　リトルフェイバリット サービス 飲食業 5%

47,527 千葉県 千葉市花見川区 ＬＩＴＴＬＥ　ＢＡＳＥ サービス 理容・美容業 5%

47,528 千葉県 千葉市花見川区 ワークスこげ山 サービス その他サービス 5%

47,529 千葉県 千葉市緑区 Ａｃｔｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

47,530 千葉県 千葉市緑区 あだち動物病院 サービス その他サービス 5%

47,531 千葉県 千葉市緑区 アトリエスリーク サービス 理容・美容業 5%

47,532 千葉県 千葉市緑区 Ａｐｈｒｏｄｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

47,533 千葉県 千葉市緑区 出光辺田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,534 千葉県 千葉市緑区 癒しのサロングリーンモール サービス その他サービス 5%

47,535 千葉県 千葉市緑区 ＶＩＮＯ　ｄｕｅ鎌取 サービス 飲食業 5%

47,536 千葉県 千葉市緑区 Ｏ＇ＳｉｄｅＳｕｒｆ 小売業 その他小売 5%

47,537 千葉県 千葉市緑区 株式会社　ＡＵＴＯ　ＳＥＲＶＩＣＥオオツカ 小売業 その他小売 5%

47,538 千葉県 千葉市緑区 カラオケ　アーサー鎌取店 サービス 飲食業 5%

47,539 千葉県 千葉市緑区 カラオケアーサー　誉田店 サービス 飲食業 5%

47,540 千葉県 千葉市緑区 近所のおばさんちＫｉｄｓＨｏｕｓｅ幕張 サービス その他サービス 5%

47,541 千葉県 千葉市緑区 ストーンファクトリー サービス その他サービス 5%

47,542 千葉県 千葉市緑区 光生油圧機械株式会社 サービス その他サービス 5%

47,543 千葉県 千葉市緑区 コテージおゆみ野 サービス 宿泊業 5%

47,544 千葉県 千葉市緑区 サイクルプラザ関輪業 小売業 その他小売 5%
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47,545 千葉県 千葉市緑区 Ｊ＇ｓ 小売業 衣料品 5%

47,546 千葉県 千葉市緑区 自家焙煎香珈 サービス 飲食業 5%

47,547 千葉県 千葉市緑区 Ｓｕｋｉｍａｇｒａｐｈ サービス その他サービス 5%

47,548 千葉県 千葉市緑区 ｓｔｕｄｉｏＳＴＡＲＲＹ 小売業 衣料品 5%

47,549 千葉県 千葉市緑区 ＳＴＥＡＤＹ サービス 理容・美容業 5%

47,550 千葉県 千葉市緑区 スポーツカムイおゆみ野店 小売業 その他小売 5%

47,551 千葉県 千葉市緑区 Ｓｏｒａ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

47,552 千葉県 千葉市緑区 そられ サービス 飲食業 5%

47,553 千葉県 千葉市緑区 セブン－イレブン千葉あすみが丘１丁目店 小売業 食料品 2%

47,554 千葉県 千葉市緑区 セブン－イレブン千葉小金沢坂下店 小売業 食料品 2%

47,555 千葉県 千葉市緑区 セブン－イレブン千葉高田町店 小売業 食料品 2%

47,556 千葉県 千葉市緑区 セブン－イレブン千葉土気町店 小売業 食料品 2%

47,557 千葉県 千葉市緑区 セブン－イレブン千葉古市場店 小売業 食料品 2%

47,558 千葉県 千葉市緑区 千葉フローリングサービス サービス その他サービス 5%

47,559 千葉県 千葉市緑区 セブン－イレブン千葉誉田駅前店 小売業 食料品 2%

47,560 千葉県 千葉市緑区 セブン－イレブン千葉誉田２丁目店 小売業 食料品 2%

47,561 千葉県 千葉市緑区 通訳案内士大村光子 サービス その他サービス 5%

47,562 千葉県 千葉市緑区 デジタルウェーブ 小売業 その他小売 5%

47,563 千葉県 千葉市緑区 トヨタレンタリース千葉鎌取駅前店 サービス その他サービス 2%

47,564 千葉県 千葉市緑区 ネイルサロンビビアンリー サービス 理容・美容業 5%

47,565 千葉県 千葉市緑区 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ｌｉ’ａ サービス その他サービス 5%

47,566 千葉県 千葉市緑区 ネッツトヨタ千葉　土気あすみが丘店 小売業 その他小売 5%

47,567 千葉県 千葉市緑区 ネッツトヨタ千葉古市場店 小売業 その他小売 5%

47,568 千葉県 千葉市緑区 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　晴れの日 小売業 食料品 5%

47,569 千葉県 千葉市緑区 美容室プライド サービス 理容・美容業 5%

47,570 千葉県 千葉市緑区 フラッハベルグ ＦＬＡＣＨ ＢＥＲＧ 小売業 その他小売 5%

47,571 千葉県 千葉市緑区 ほんだ動物病院 サービス その他サービス 5%

47,572 千葉県 千葉市緑区 本千葉カントリークラブ サービス その他サービス 5%

47,573 千葉県 千葉市緑区 ボンメゾンあすみが丘店 小売業 その他小売 5%

47,574 千葉県 千葉市緑区 ボンメゾン昭和の森店 小売業 その他小売 5%

47,575 千葉県 千葉市緑区 みむら動物病院 サービス その他サービス 5%

47,576 千葉県 千葉市緑区 ラーメンとん太　浜野店 サービス 飲食業 5%

47,577 千葉県 千葉市緑区 リエジュ鎌取店 小売業 貴金属・服飾品 5%

47,578 千葉県 千葉市緑区 Ｒｕａｎｇ土気店 サービス 理容・美容業 5%

47,579 千葉県 千葉市緑区 レジーナ輸送コンサルタント サービス 運輸業 5%

47,580 千葉県 千葉市美浜区 アエナ 小売業 食料品 5%

47,581 千葉県 千葉市美浜区 浅間タクシー 有  浅間タクシー８ サービス 運輸業 5%

47,582 千葉県 千葉市美浜区 浅間タクシー 有  浅間タクシー１ サービス 運輸業 5%

47,583 千葉県 千葉市美浜区 アスカー書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

47,584 千葉県 千葉市美浜区 ＡＴＥＬＩＥＲ　ＶＩＳＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

47,585 千葉県 千葉市美浜区 有賀園ゴルフ千葉店 小売業 その他小売 5%

47,586 千葉県 千葉市美浜区 株式会社イーアールスポーツ 小売業 その他小売 5%
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47,587 千葉県 千葉市美浜区 居酒屋あく庵千葉海浜幕張店 サービス 飲食業 5%

47,588 千葉県 千葉市美浜区 オリックスレンタカー稲毛海岸駅前カウンター サービス その他サービス 2%

47,589 千葉県 千葉市美浜区 オリックスレンタカー海浜幕張駅前店 サービス その他サービス 2%

47,590 千葉県 千葉市美浜区 オリックスレンタカー千葉新港カウンター サービス その他サービス 2%

47,591 千葉県 千葉市美浜区 ＫＡＯＲＵ　ＢＯＤＹＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

47,592 千葉県 千葉市美浜区 かごの屋幕張店 サービス 飲食業 5%

47,593 千葉県 千葉市美浜区 奏 サービス 飲食業 5%

47,594 千葉県 千葉市美浜区 株式会社エイチアンドエス パティオス１８番街オフィス サービス その他サービス 5%

47,595 千葉県 千葉市美浜区 株式会社クオーレ 千葉支店 サービス その他サービス 5%

47,596 千葉県 千葉市美浜区 株　パクチー　ＢｉＮＤ１０ サービス その他サービス 5%

47,597 千葉県 千葉市美浜区 株式会社ビュート サービス その他サービス 5%

47,598 千葉県 千葉市美浜区 カラオケ　アーサー稲毛海岸店 サービス 飲食業 5%

47,599 千葉県 千葉市美浜区 カラオケアーサー　幕張店 サービス 飲食業 5%

47,600 千葉県 千葉市美浜区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋プレナ幕張店 サービス 飲食業 2%

47,601 千葉県 千葉市美浜区 靴の舞衣夢 小売業 その他小売 5%

47,602 千葉県 千葉市美浜区 クラックラン 小売業 食料品 5%

47,603 千葉県 千葉市美浜区 クラックラン　クラックラン 小売業 食料品 5%

47,604 千葉県 千葉市美浜区 ＧＲＯＯＭ ＭＡＲＥ ＱＵＯＬＩＡ サービス 理容・美容業 5%

47,605 千葉県 千葉市美浜区 ＫｅｉｙｏＢＭＷ　幕張支店 小売業 その他小売 5%

47,606 千葉県 千葉市美浜区 セブン－イレブン検見川浜店 小売業 食料品 2%

47,607 千葉県 千葉市美浜区 珈琲百貨店 サービス 飲食業 5%

47,608 千葉県 千葉市美浜区 サイクルハウスジロ 小売業 その他小売 5%

47,609 千葉県 千葉市美浜区 サンキューカラーｲｵﾝﾏﾘﾝﾋﾟｱ店 サービス 理容・美容業 5%

47,610 千葉県 千葉市美浜区 ジェームス美浜店 小売業 その他小売 2%

47,611 千葉県 千葉市美浜区 ＺＩＰ サービス その他サービス 5%

47,612 千葉県 千葉市美浜区 ＳＨＩ　ＴＳＵ　ＲＡＩ サービス その他サービス 5%

47,613 千葉県 千葉市美浜区 Ｓｈｕｍｏｒｅ ｆｅｅｒｉｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

47,614 千葉県 千葉市美浜区 ジョイツーオートサービス　イオンマリンピア専門館店 サービス その他サービス 5%

47,615 千葉県 千葉市美浜区 精美堂マリンピア店 小売業 その他小売 5%

47,616 千葉県 千葉市美浜区 ＴＨＥＲＡＴＩＡ サービス 理容・美容業 5%

47,617 千葉県 千葉市美浜区 ＳＯＬｂｙＫ　ＳＯＬｂｙＫ 小売業 その他小売 5%

47,618 千葉県 千葉市美浜区 タイヨー電気高洲店 小売業 電化製品 5%

47,619 千葉県 千葉市美浜区 たかのウィメンズお灸治療室 サービス 理容・美容業 5%

47,620 千葉県 千葉市美浜区 セブン－イレブン千葉稲毛海岸駅前店 小売業 食料品 2%

47,621 千葉県 千葉市美浜区 セブン－イレブン千葉海浜幕張駅前店 小売業 食料品 2%

47,622 千葉県 千葉市美浜区 セブン－イレブン千葉幸町団地店 小売業 食料品 2%

47,623 千葉県 千葉市美浜区 セブン－イレブン千葉幸町店 小売業 食料品 2%

47,624 千葉県 千葉市美浜区 セブン－イレブン千葉幸町２丁目店 小売業 食料品 2%

47,625 千葉県 千葉市美浜区 セブン－イレブン千葉新港北店 小売業 食料品 2%

47,626 千葉県 千葉市美浜区 セブンーイレブン千葉新港店 小売業 食料品 2%

47,627 千葉県 千葉市美浜区 セブン－イレブン千葉新港東店 小売業 食料品 2%

47,628 千葉県 千葉市美浜区 セブン－イレブン千葉高洲３丁目店 小売業 食料品 2%
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47,629 千葉県 千葉市美浜区 セブン－イレブン千葉高浜店 小売業 食料品 2%

47,630 千葉県 千葉市美浜区 セブン－イレブン千葉真砂店 小売業 食料品 2%

47,631 千葉県 千葉市美浜区 Ｔ－ｂｏｎｅＬｅａｔｈｅｒ サービス その他サービス 5%

47,632 千葉県 千葉市美浜区 ＤＥＰＡＲＴＵＲＥ　ＧＯＬＦ サービス その他サービス 5%

47,633 千葉県 千葉市美浜区 ＴＥＮＴ幕張 サービス その他サービス 5%

47,634 千葉県 千葉市美浜区 トヨタ部品千葉共販本社営業所 サービス その他サービス 5%

47,635 千葉県 千葉市美浜区 トヨタレンタリース新千葉　海浜幕張駅北口 サービス その他サービス 2%

47,636 千葉県 千葉市美浜区 Ｔｒｉｔｏｎ サービス その他サービス 5%

47,637 千葉県 千葉市美浜区 南海部品湾岸千葉店 小売業 その他小売 5%

47,638 千葉県 千葉市美浜区 ネッツトヨタ千葉ＮＥＴＺＳＰＯＲＴ 小売業 その他小売 5%

47,639 千葉県 千葉市美浜区 ネッツトヨタ千葉ネッツタウン新港 小売業 その他小売 5%

47,640 千葉県 千葉市美浜区 ＢＡＲ＆ＴＲＡＴＴＯＲＩＡＮＯＡ サービス 飲食業 5%

47,641 千葉県 千葉市美浜区 博多ラーメンふくちゃん　千葉幸町店 サービス 飲食業 5%

47,642 千葉県 千葉市美浜区 ハートホール稲毛海岸 サービス その他サービス 5%

47,643 千葉県 千葉市美浜区 ファミリー理容エバト サービス 理容・美容業 5%

47,644 千葉県 千葉市美浜区 ブーケアンドブーケ　海浜幕張店 小売業 その他小売 5%

47,645 千葉県 千葉市美浜区 エステサロンエクラ サービス 理容・美容業 5%

47,646 千葉県 千葉市美浜区 ヘアーサロン　ナカガワ　ヘアーサロン　ナカガワ サービス 理容・美容業 5%

47,647 千葉県 千葉市美浜区 ヘアートップスベイタウン店 サービス 理容・美容業 5%

47,648 千葉県 千葉市美浜区 ヘアガーデン　テンダネス サービス 理容・美容業 5%

47,649 千葉県 千葉市美浜区 ＢａｙＣｉｔｙ　Ｓｈｕｍｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

47,650 千葉県 千葉市美浜区 ヘナのお店 サービス 理容・美容業 5%

47,651 千葉県 千葉市美浜区 ＢｏｄｙＭｏｔｉｏｎＬａｂ（ボディ・モーション・ラボ） サービス その他サービス 5%

47,652 千葉県 千葉市美浜区 セブン－イレブン幕張西店 小売業 食料品 2%

47,653 千葉県 千葉市美浜区 幕張ブルワリー サービス 飲食業 5%

47,654 千葉県 千葉市美浜区 みそ屋田所商店 サービス 飲食業 5%

47,655 千葉県 千葉市美浜区 美浜テニスガーデン サービス その他サービス 5%

47,656 千葉県 千葉市美浜区 メンズサロンはぎわら サービス 理容・美容業 5%

47,657 千葉県 千葉市美浜区 焼肉牛の華 サービス 飲食業 5%

47,658 千葉県 千葉市美浜区 よしのや電気商会 小売業 電化製品 5%

47,659 千葉県 千葉市美浜区 林檎屋 小売業 衣料品 5%

47,660 千葉県 千葉市美浜区 セブン－イレブンワールドビジネスガーデン店 小売業 食料品 2%

47,661 千葉県 千葉市若葉区 アベデンキ 小売業 電化製品 5%

47,662 千葉県 千葉市若葉区 イケダトシキ サービス その他サービス 5%

47,663 千葉県 千葉市若葉区 居酒屋おはな サービス 飲食業 5%

47,664 千葉県 千葉市若葉区 ｉＤｅＡｌｅ サービス 理容・美容業 5%

47,665 千葉県 千葉市若葉区 イベントプロモーションズ サービス その他サービス 5%

47,666 千葉県 千葉市若葉区 岩本電機 小売業 電化製品 5%

47,667 千葉県 千葉市若葉区 運転代行スリーナイン サービス 運輸業 5%

47,668 千葉県 千葉市若葉区 カフェ工房和味 サービス 飲食業 5%

47,669 千葉県 千葉市若葉区 株式会社ＡＧＯＴ　トータルサポート富樫 サービス その他サービス 5%

47,670 千葉県 千葉市若葉区 株式会社スピードアップ 小売業 その他小売 5%
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47,671 千葉県 千葉市若葉区 株式会社プラス・イー サービス その他サービス 5%

47,672 千葉県 千葉市若葉区 株式会社吉井自動車工業 サービス その他サービス 5%

47,673 千葉県 千葉市若葉区 株式会社吉井自動車工業 サービス その他サービス 5%

47,674 千葉県 千葉市若葉区 カラオケ　アーサー都賀店 サービス 飲食業 5%

47,675 千葉県 千葉市若葉区 カレーハウスココ壱番屋若葉区若松町店 サービス 飲食業 2%

47,676 千葉県 千葉市若葉区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ若葉都賀店 小売業 その他小売 5%

47,677 千葉県 千葉市若葉区 Ｇｕｕ サービス 理容・美容業 5%

47,678 千葉県 千葉市若葉区 小安材木店 サービス その他サービス 5%

47,679 千葉県 千葉市若葉区 Ｔａｋａｎｅ サービス 理容・美容業 5%

47,680 千葉県 千葉市若葉区 サルーテ サービス 飲食業 5%

47,681 千葉県 千葉市若葉区 ジャパンゴルフスクール サービス その他サービス 5%

47,682 千葉県 千葉市若葉区 セレモ　都賀駅ホール サービス その他サービス 5%

47,683 千葉県 千葉市若葉区 タイヨー電気千城台店 小売業 電化製品 5%

47,684 千葉県 千葉市若葉区 ダイワ電器 小売業 電化製品 5%

47,685 千葉県 千葉市若葉区 タジマヤ 千葉東支店 小売業 食料品 5%

47,686 千葉県 千葉市若葉区 鍛鉄工房ＺＥＳＴ 小売業 その他小売 5%

47,687 千葉県 千葉市若葉区 セブン－イレブン千葉大宮台３丁目店 小売業 食料品 2%

47,688 千葉県 千葉市若葉区 セブン－イレブン千葉小倉町店 小売業 食料品 2%

47,689 千葉県 千葉市若葉区 セブン－イレブン千葉北谷津店 小売業 食料品 2%

47,690 千葉県 千葉市若葉区 セブン－イレブン千葉御殿町店 小売業 食料品 2%

47,691 千葉県 千葉市若葉区 セブン－イレブン千葉坂月町店 小売業 食料品 2%

47,692 千葉県 千葉市若葉区 セブン－イレブン千葉桜木北２丁目店 小売業 食料品 2%

47,693 千葉県 千葉市若葉区 セブン－イレブン千葉桜木町北店 小売業 食料品 2%

47,694 千葉県 千葉市若葉区 セブン－イレブン千葉桜木町店 小売業 食料品 2%

47,695 千葉県 千葉市若葉区 セブン－イレブン千葉桜木８丁目店 小売業 食料品 2%

47,696 千葉県 千葉市若葉区 セブン－イレブン千葉高品町店 小売業 食料品 2%

47,697 千葉県 千葉市若葉区 セブン－イレブン千葉都賀２丁目店 小売業 食料品 2%

47,698 千葉県 千葉市若葉区 セブン－イレブン千葉みつわ台店 小売業 食料品 2%

47,699 千葉県 千葉市若葉区 セブン－イレブン千葉谷当町店 小売業 食料品 2%

47,700 千葉県 千葉市若葉区 セブン－イレブン千葉若松北店 小売業 食料品 2%

47,701 千葉県 千葉市若葉区 セブン－イレブン都賀店 小売業 食料品 2%

47,702 千葉県 千葉市若葉区 ツクモデンキ　都賀店 小売業 電化製品 5%

47,703 千葉県 千葉市若葉区 Ｄハードパワーセンター 小売業 その他小売 5%

47,704 千葉県 千葉市若葉区 Ｔ－Ｍｏｎｅ サービス その他サービス 5%

47,705 千葉県 千葉市若葉区 トップマート桜木町店 小売業 食料品 5%

47,706 千葉県 千葉市若葉区 トヨタレンタリース千葉都賀駅前店 サービス その他サービス 2%

47,707 千葉県 千葉市若葉区 ネッツトヨタ千葉ユ－コム貝塚店 小売業 その他小売 5%

47,708 千葉県 千葉市若葉区 ＢｉｇＲｉｖｅｒ サービス その他サービス 5%

47,709 千葉県 千葉市若葉区 ファッションビビアン 小売業 衣料品 5%

47,710 千葉県 千葉市若葉区 ヘアーアストニッシュ サービス 理容・美容業 5%

47,711 千葉県 千葉市若葉区 ヘアーサロンモリカワ サービス 理容・美容業 5%

47,712 千葉県 千葉市若葉区 ヘアースタジオラフィン サービス 理容・美容業 5%

1138



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

47,713 千葉県 千葉市若葉区 ホテル　ラフィンカ サービス 宿泊業 5%

47,714 千葉県 千葉市若葉区 宮川電器 小売業 電化製品 5%

47,715 千葉県 千葉市若葉区 メンズサロン　シザ?ス サービス 理容・美容業 5%

47,716 千葉県 千葉市若葉区 山田電気商会 小売業 電化製品 5%

47,717 千葉県 千葉市若葉区 ＬＯＵＩＳＣＬＡＳＳＩＣ サービス 飲食業 5%

47,718 千葉県 千葉市若葉区 ｗａｉｏｌｉ サービス その他サービス 5%

47,719 千葉県 千葉市若葉区 ワンステップ サービス その他サービス 5%

47,720 千葉県 銚子市 アイフォンリペア ｉＰｈｏｎｅ Ｒｅｐａｉｒ サービス その他サービス 5%

47,721 千葉県 銚子市 アイフォンリペア 小売業 電化製品 5%

47,722 千葉県 銚子市 芦崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,723 千葉県 銚子市 あらおい動物病院 サービス その他サービス 5%

47,724 千葉県 銚子市 石井丸干物店 小売業 食料品 5%

47,725 千葉県 銚子市 出光銚子港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,726 千葉県 銚子市 伊藤自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

47,727 千葉県 銚子市 犬吠埼観光ホテル サービス 宿泊業 5%

47,728 千葉県 銚子市 ｅ－Ｌｉｆｅ　みやうち 小売業 電化製品 5%

47,729 千葉県 銚子市 ｉｌｌｕｓｉｅ３００　銚子店 小売業 衣料品 5%

47,730 千葉県 銚子市 海ぼうず サービス 飲食業 5%

47,731 千葉県 銚子市 海ぼうず サービス 飲食業 5%

47,732 千葉県 銚子市 エレガンス天昭堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

47,733 千葉県 銚子市 ｏｔｔｏ 小売業 衣料品 5%

47,734 千葉県 銚子市 Ｃａｆｅ　ｐｏｏｈｙｏｎ サービス 飲食業 5%

47,735 千葉県 銚子市 株式会社日本トラベルサービス　イオン銚子店 サービス その他サービス 5%

47,736 千葉県 銚子市 株式会社日本トラベルサービス　本店 サービス その他サービス 5%

47,737 千葉県 銚子市 かもめホテル） サービス 宿泊業 5%

47,738 千葉県 銚子市 季節の匠処衛松 サービス 飲食業 5%

47,739 千葉県 銚子市 君ヶ浜ベイハウス　君ヶ浜ベイハウス サービス 飲食業 5%

47,740 千葉県 銚子市 キャラコ 小売業 衣料品 5%

47,741 千葉県 銚子市 牛角銚子店 サービス 飲食業 2%

47,742 千葉県 銚子市 串特急　銚子中央町店 サービス 飲食業 5%

47,743 千葉県 銚子市 串特急　銚子店 サービス 飲食業 5%

47,744 千葉県 銚子市 琴寄仏具店 小売業 家具・調度品 5%

47,745 千葉県 銚子市 コマデンキ 小売業 電化製品 5%

47,746 千葉県 銚子市 酒のたかしま 小売業 食料品 5%

47,747 千葉県 銚子市 篠田食料品店 小売業 食料品 5%

47,748 千葉県 銚子市 嶋田商店 小売業 その他小売 5%

47,749 千葉県 銚子市 ｊｏｕｒ　Ｆｅｒｉｅ 小売業 衣料品 5%

47,750 千葉県 銚子市 シラト電機商会 小売業 電化製品 5%

47,751 千葉県 銚子市 新場＋ミニヨン 小売業 その他小売 5%

47,752 千葉県 銚子市 鈴木海苔株式会社 小売業 食料品 5%

47,753 千葉県 銚子市 スプリット銚子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,754 千葉県 銚子市 絶景の宿犬吠埼ホテル サービス 宿泊業 5%
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47,755 千葉県 銚子市 大新旅館 サービス 宿泊業 5%

47,756 千葉県 銚子市 セルフ銚子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,757 千葉県 銚子市 タムラテレビ 小売業 電化製品 5%

47,758 千葉県 銚子市 銚子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,759 千葉県 銚子市 セブン－イレブン銚子愛宕店 小売業 食料品 2%

47,760 千葉県 銚子市 セブン－イレブン銚子新生店 小売業 食料品 2%

47,761 千葉県 銚子市 セブン－イレブン銚子犬吠埼店 小売業 食料品 2%

47,762 千葉県 銚子市 セブン－イレブン銚子笠上町店 小売業 食料品 2%

47,763 千葉県 銚子市 セブン－イレブン銚子忍町店 小売業 食料品 2%

47,764 千葉県 銚子市 銚子大洋自動車教習所 サービス その他サービス 5%

47,765 千葉県 銚子市 セブン－イレブン銚子高神西町店 小売業 食料品 2%

47,766 千葉県 銚子市 セブン－イレブン銚子豊里台店 小売業 食料品 2%

47,767 千葉県 銚子市 銚子南部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,768 千葉県 銚子市 セブン－イレブン銚子本城町店 小売業 食料品 2%

47,769 千葉県 銚子市 銚子本店ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,770 千葉県 銚子市 セブン－イレブン銚子松岸店 小売業 食料品 2%

47,771 千葉県 銚子市 セブン－イレブン銚子松本町店 小売業 食料品 2%

47,772 千葉県 銚子市 銚子山十 小売業 食料品 5%

47,773 千葉県 銚子市 ツァンズ　アーティクル 小売業 衣料品 5%

47,774 千葉県 銚子市 つるや 小売業 衣料品 5%

47,775 千葉県 銚子市 つるや学生＆カジュアル 小売業 衣料品 5%

47,776 千葉県 銚子市 外川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,777 千葉県 銚子市 とかわカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

47,778 千葉県 銚子市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ銚子松岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,779 千葉県 銚子市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　銚子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,780 千葉県 銚子市 ニッセンシェイプファンデサロンドシュガー 小売業 衣料品 5%

47,781 千葉県 銚子市 ニッセンシェイプファンデサロン美マーレ 小売業 衣料品 5%

47,782 千葉県 銚子市 日東タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

47,783 千葉県 銚子市 ネッツトヨタ千葉銚子三崎店 小売業 その他小売 5%

47,784 千葉県 銚子市 野尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,785 千葉県 銚子市 ＢＡＲ　ＯＬＤ サービス 飲食業 5%

47,786 千葉県 銚子市 花清 小売業 その他小売 5%

47,787 千葉県 銚子市 日の出電気商会 小売業 電化製品 5%

47,788 千葉県 銚子市 ファッションハウス　伊太利亜 サービス その他サービス 5%

47,789 千葉県 銚子市 プチ・モニカ 小売業 衣料品 5%

47,790 千葉県 銚子市 プチモニカ 小売業 衣料品 5%

47,791 千葉県 銚子市 Ｈａｉｒ　Ｃｒａｆｔ　ｆｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

47,792 千葉県 銚子市 ペンション　ヴィラコモンズ サービス 宿泊業 5%

47,793 千葉県 銚子市 ホテルニュー大新 サービス 宿泊業 5%

47,794 千葉県 銚子市 本城ＳＳ有限会社吉原石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,795 千葉県 銚子市 マカベ電機商会 小売業 電化製品 5%

47,796 千葉県 銚子市 松本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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47,797 千葉県 銚子市 ミソラ模型 小売業 その他小売 5%

47,798 千葉県 銚子市 宮内薬局　イチイ店 サービス 理容・美容業 5%

47,799 千葉県 銚子市 宮内薬局南店 サービス 理容・美容業 5%

47,800 千葉県 銚子市 三宅ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,801 千葉県 銚子市 宮原ＳＳ　株式会社常世田石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,802 千葉県 銚子市 明神 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,803 千葉県 銚子市 メガネストアー銚子 小売業 その他小売 5%

47,804 千葉県 銚子市 メガネストアー銚子店 小売業 その他小売 5%

47,805 千葉県 銚子市 メガネストアー銚子本店 小売業 その他小売 5%

47,806 千葉県 銚子市 メディアツカモト 小売業 電化製品 5%

47,807 千葉県 銚子市 モニカ 小売業 衣料品 5%

47,808 千葉県 銚子市 茂利戸家 サービス 飲食業 5%

47,809 千葉県 銚子市 安井電気商会 小売業 電化製品 5%

47,810 千葉県 銚子市 有限会社光陽モータース サービス その他サービス 5%

47,811 千葉県 銚子市 有限会社丸十スポーツ 小売業 その他小売 5%

47,812 千葉県 銚子市 吉川陶器店　吉川陶器店 小売業 その他小売 5%

47,813 千葉県 銚子市 リデル 小売業 その他小売 5%

47,814 千葉県 銚子市 リラクゼーションルームリーラ サービス その他サービス 5%

47,815 千葉県 銚子市 ＬＵＣＣＡ 小売業 衣料品 5%

47,816 千葉県 銚子市 Ｌｅｉｎｚ 小売業 その他小売 5%

47,817 千葉県 銚子市 わたしん銚子店 小売業 その他小売 5%

47,818 千葉県 長生村 イングローブ長生 サービス 理容・美容業 5%

47,819 千葉県 長生村 オオタピアノサービス サービス その他サービス 5%

47,820 千葉県 長生村 小関酒店 小売業 食料品 5%

47,821 千葉県 長生村 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　サンライズ茂原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,822 千葉県 長生村 ダイナミックゴルフ茂原 サービス その他サービス 5%

47,823 千葉県 長生村 中華そば　ほおじろ サービス 飲食業 5%

47,824 千葉県 長生村 長生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,825 千葉県 長生村 セブン－イレブン長生本郷店 小売業 食料品 2%

47,826 千葉県 長生村 ＢＵＢ ＣＵＭＰ ＧＲＯＵＮＤ サービス 宿泊業 5%

47,827 千葉県 長生村 ＢＥＡＣＨ 小売業 家具・調度品 5%

47,828 千葉県 長生村 美容室イングローブ長生店 サービス 理容・美容業 5%

47,829 千葉県 長生村 Ｂｏｕｒｇｅｓ（喫茶店） サービス 飲食業 5%

47,830 千葉県 長生村 ロシェル サービス 飲食業 5%

47,831 千葉県 長南町 東モータース商会 サービス その他サービス 5%

47,832 千葉県 長南町 出光長南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,833 千葉県 長南町 岩川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,834 千葉県 長南町 ｍ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

47,835 千葉県 長南町 セブン－イレブン上総長南店 小売業 食料品 2%

47,836 千葉県 長南町 株式会社フルイチデンキ 小売業 電化製品 5%

47,837 千葉県 長南町 長南　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,838 千葉県 長南町 セブン－イレブン長南小沢店 小売業 食料品 2%
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47,839 千葉県 長南町 有限会社長南タクシー サービス 運輸業 5%

47,840 千葉県 長南町 ＰＩＺＺＡ　Ｓｔｏｒｉａ サービス 飲食業 5%

47,841 千葉県 長南町 ＢＥＡＵＴＹ ＳＡＬＯＮ ＡＫＩ 長南店 サービス 理容・美容業 5%

47,842 千葉県 東金市 ａ．Ｕｎ サービス 飲食業 5%

47,843 千葉県 東金市 アトリエ・ドウオル 小売業 家具・調度品 5%

47,844 千葉県 東金市 ａｎｅｌａｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

47,845 千葉県 東金市 活き活き家　東金店 小売業 家具・調度品 5%

47,846 千葉県 東金市 イタリア料理　タカモリ サービス 飲食業 5%

47,847 千葉県 東金市 一幸　東金店 サービス 飲食業 5%

47,848 千葉県 東金市 一幸　東金店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

47,849 千葉県 東金市 一徹本店 サービス 飲食業 5%

47,850 千葉県 東金市 イングローブ東金 サービス 理容・美容業 5%

47,851 千葉県 東金市 Ｗｉｚ東金店 サービス 理容・美容業 5%

47,852 千葉県 東金市 岡田屋商店 小売業 電化製品 5%

47,853 千葉県 東金市 ＯＮＩＸ東金田間店 小売業 その他小売 5%

47,854 千葉県 東金市 株式会社日本トラベルサービス　サンピア店 サービス その他サービス 5%

47,855 千葉県 東金市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東金国道１２６号店 サービス 飲食業 2%

47,856 千葉県 東金市 キャッテーズ 小売業 その他小売 5%

47,857 千葉県 東金市 牛角東金店 サービス 飲食業 2%

47,858 千葉県 東金市 串カツ銀ちゃん サービス 飲食業 5%

47,859 千葉県 東金市 グローバルｅｃｏ 小売業 その他小売 5%

47,860 千葉県 東金市 ＫｏＫｏカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

47,861 千葉県 東金市 ＫｏＫｏカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

47,862 千葉県 東金市 佐瀬電機 小売業 電化製品 5%

47,863 千葉県 東金市 沢村獣医科病院 サービス その他サービス 5%

47,864 千葉県 東金市 ジニー東金店 小売業 衣料品 5%

47,865 千葉県 東金市 ＳＨＡＮＴＹ サービス その他サービス 5%

47,866 千葉県 東金市 シューズヨシヤ　茂原マーケットプレイス店 小売業 衣料品 5%

47,867 千葉県 東金市 シンエネ東金東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,868 千葉県 東金市 甚五郎 サービス 飲食業 5%

47,869 千葉県 東金市 薄島ＳＳ有限会社河島石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,870 千葉県 東金市 株式会社さくら サービス 飲食業 5%

47,871 千葉県 東金市 スーパーカワグチ日吉台店 小売業 食料品 5%

47,872 千葉県 東金市 創作酒場　炎鶏 サービス 飲食業 5%

47,873 千葉県 東金市 台方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,874 千葉県 東金市 太平堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

47,875 千葉県 東金市 髙吉自動車 サービス その他サービス 5%

47,876 千葉県 東金市 チャーミングストア　だいのみせ 小売業 その他小売 5%

47,877 千葉県 東金市 デントマイスタ サービス その他サービス 5%

47,878 千葉県 東金市 東金ＳＳ　篠原石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,879 千葉県 東金市 セブン－イレブン東金家之子店 小売業 食料品 2%

47,880 千葉県 東金市 セブン－イレブン東金インター店 小売業 食料品 2%
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47,881 千葉県 東金市 東金ＳＳ　有限会社松坂屋油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,882 千葉県 東金市 セブン－イレブン東金家徳店 小売業 食料品 2%

47,883 千葉県 東金市 セブン－イレブン東金北之幸谷店 小売業 食料品 2%

47,884 千葉県 東金市 セブン－イレブン東金求名店 小売業 食料品 2%

47,885 千葉県 東金市 セブン－イレブン東金幸田店 小売業 食料品 2%

47,886 千葉県 東金市 東金台方ＳＳ　有限会社松坂屋油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,887 千葉県 東金市 セブン－イレブン東金田間店 小売業 食料品 2%

47,888 千葉県 東金市 セブン－イレブン東金千葉学芸高校前店 小売業 食料品 2%

47,889 千葉県 東金市 セブン－イレブン東金中橋店 小売業 食料品 2%

47,890 千葉県 東金市 セブン－イレブン東金西野店 小売業 食料品 2%

47,891 千葉県 東金市 東金バイパス中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,892 千葉県 東金市 セブン－イレブン東金東上宿店 小売業 食料品 2%

47,893 千葉県 東金市 セブン－イレブン東金日吉台店 小売業 食料品 2%

47,894 千葉県 東金市 セブン－イレブン東金武射田店 小売業 食料品 2%

47,895 千葉県 東金市 戸村正栄 サービス その他サービス 5%

47,896 千葉県 東金市 鳥一 サービス 飲食業 5%

47,897 千葉県 東金市 ナカハル 小売業 衣料品 5%

47,898 千葉県 東金市 ニュー東金ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,899 千葉県 東金市 のじまでんき 小売業 電化製品 5%

47,900 千葉県 東金市 ＨＯＮＥＹ　ＢＥＥ 小売業 衣料品 5%

47,901 千葉県 東金市 はんこ広場東金店 小売業 その他小売 5%

47,902 千葉県 東金市 東千葉メディカルセンター内売店 小売業 食料品 5%

47,903 千葉県 東金市 美容室Ｒｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

47,904 千葉県 東金市 美容室イングローブ東金店 サービス 理容・美容業 5%

47,905 千葉県 東金市 広瀬ＳＳ有限会社嘉瀬商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,906 千葉県 東金市 備長炭火焼鳥家　鳥一 サービス 飲食業 5%

47,907 千葉県 東金市 フランス割烹竹田屋　東金店 サービス 飲食業 5%

47,908 千葉県 東金市 ヘアーポッシュ サービス 理容・美容業 5%

47,909 千葉県 東金市 蓬莱閣 サービス 飲食業 5%

47,910 千葉県 東金市 ｐｏｌｋａ サービス 理容・美容業 5%

47,911 千葉県 東金市 ホンダドリーム東金 小売業 その他小売 5%

47,912 千葉県 東金市 ボンメゾン　東金店 小売業 その他小売 5%

47,913 千葉県 東金市 マックルーニ 小売業 食料品 5%

47,914 千葉県 東金市 三河屋　ミカワヤ　サンピア店 小売業 家具・調度品 5%

47,915 千葉県 東金市 村の市場東金店 小売業 食料品 5%

47,916 千葉県 東金市 メゾフォルテ 小売業 衣料品 5%

47,917 千葉県 東金市 麺ｄｉｎｉｎｇけいず サービス 飲食業 5%

47,918 千葉県 東金市 森川輪業 小売業 その他小売 5%

47,919 千葉県 東金市 有限会社三和不動産 サービス その他サービス 5%

47,920 千葉県 東金市 らいかみ本堂　総合内装工事　材料販売 サービス その他サービス 5%

47,921 千葉県 東庄町 出光東庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,922 千葉県 東庄町 青馬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

1143



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

47,923 千葉県 東庄町 笹川ＳＳ有限会社大友石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,924 千葉県 東庄町 笹川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,925 千葉県 東庄町 笹川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,926 千葉県 東庄町 笹川中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,927 千葉県 東庄町 総合衣料こめや 小売業 衣料品 5%

47,928 千葉県 東庄町 東庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,929 千葉県 東庄町 セブン－イレブン東庄笹川店 小売業 食料品 2%

47,930 千葉県 東庄町 ＨａｉｒＧａｒｄｅｎＫＡＫＥＳＵ サービス 理容・美容業 5%

47,931 千葉県 東庄町 ほくそうでんき 小売業 電化製品 5%

47,932 千葉県 東庄町 八重穂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,933 千葉県 富里市 ＡＩＨＵＢＳＡＫＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

47,934 千葉県 富里市 アキバ電器 小売業 電化製品 5%

47,935 千葉県 富里市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｍｉｍｉ成田 サービス 理容・美容業 5%

47,936 千葉県 富里市 アスティ２４富里 サービス その他サービス 5%

47,937 千葉県 富里市 石沢モータース 小売業 その他小売 5%

47,938 千葉県 富里市 潮来自動車販売　成田店 小売業 その他小売 5%

47,939 千葉県 富里市 一幸　富里店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

47,940 千葉県 富里市 Ｗｉｚ サービス 理容・美容業 5%

47,941 千葉県 富里市 カーエステフリースタイル サービス その他サービス 5%

47,942 千葉県 富里市 海宝モータース サービス その他サービス 5%

47,943 千葉県 富里市 ｋａｚｕｎｏ サービス その他サービス 5%

47,944 千葉県 富里市 奏心理カウンセリング 小売業 家具・調度品 5%

47,945 千葉県 富里市 東都国際株式会社 サービス その他サービス 5%

47,946 千葉県 富里市 カルボン サービス 飲食業 5%

47,947 千葉県 富里市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋富里インター店 サービス 飲食業 2%

47,948 千葉県 富里市 ギータ サービス 飲食業 5%

47,949 千葉県 富里市 キャンアイドレッシー成田店 サービス その他サービス 5%

47,950 千葉県 富里市 三栄自動車興業 サービス その他サービス 5%

47,951 千葉県 富里市 セブン－イレブン酒々井インター店 小売業 食料品 2%

47,952 千葉県 富里市 セイビア成田店 サービス 理容・美容業 5%

47,953 千葉県 富里市 セブンフォーエバー サービス 飲食業 5%

47,954 千葉県 富里市 中国料理エムズスタイル サービス 飲食業 5%

47,955 千葉県 富里市 富里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,956 千葉県 富里市 富里インターゴルフ練習場 サービス 飲食業 5%

47,957 千葉県 富里市 セブン－イレブン富里御料店 小売業 食料品 2%

47,958 千葉県 富里市 セブン－イレブン富里獅子穴店 小売業 食料品 2%

47,959 千葉県 富里市 セブン－イレブン富里新中沢店 小売業 食料品 2%

47,960 千葉県 富里市 セブン－イレブン富里店 小売業 食料品 2%

47,961 千葉県 富里市 セブン－イレブン富里十倉店 小売業 食料品 2%

47,962 千葉県 富里市 セブン－イレブン富里中沢店 小売業 食料品 2%

47,963 千葉県 富里市 セブン－イレブン富里七栄北店 小売業 食料品 2%

47,964 千葉県 富里市 セブン－イレブン富里七栄中央店 小売業 食料品 2%
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47,965 千葉県 富里市 セブン－イレブン富里七栄南店 小売業 食料品 2%

47,966 千葉県 富里市 セブン－イレブン富里葉山店 小売業 食料品 2%

47,967 千葉県 富里市 セブン－イレブン富里日吉倉店 小売業 食料品 2%

47,968 千葉県 富里市 セブン－イレブン富里日吉台店 小売業 食料品 2%

47,969 千葉県 富里市 トヨタ部品千葉共販成田営業所 サービス その他サービス 5%

47,970 千葉県 富里市 ＴＲＡＮＳ　ＰＡＲＡＮ サービス 理容・美容業 5%

47,971 千葉県 富里市 七栄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,972 千葉県 富里市 ネッツトヨタ千葉富里店 小売業 その他小売 5%

47,973 千葉県 富里市 ネッツトヨタ千葉ユーコム富里インター店 小売業 その他小売 5%

47,974 千葉県 富里市 ネッツトヨタ千葉ユ－コム富里店 小売業 その他小売 5%

47,975 千葉県 富里市 ハローステージ富里ＳＳ／須永石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,976 千葉県 富里市 フロンティア　富里店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

47,977 千葉県 富里市 Ｈａｉｒ　Ｂｒｅｅｚｅ サービス 理容・美容業 5%

47,978 千葉県 富里市 ヘアメイク　ジュニア　ヘアメイク　ジュニア サービス 理容・美容業 5%

47,979 千葉県 富里市 Ｐｅｔ　Ｈｏｔｅｌ　ＬＯＴＵＳ サービス その他サービス 5%

47,980 千葉県 富里市 ＰｅｔＨｏｔｅｌＬＯＴＵＳ サービス その他サービス 5%

47,981 千葉県 富里市 ｍｙｓｗｅｅｔｄｏｇ 小売業 衣料品 5%

47,982 千葉県 富里市 マキノ酒店 小売業 食料品 5%

47,983 千葉県 富里市 松原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,984 千葉県 富里市 マルカワ富里店 小売業 衣料品 5%

47,985 千葉県 富里市 三井温熱 小売業 その他小売 5%

47,986 千葉県 富里市 三井温熱ケアシステム　成田店 小売業 その他小売 5%

47,987 千葉県 富里市 実の口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,988 千葉県 富里市 モーターフィールド富里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

47,989 千葉県 富里市 もみらく サービス 理容・美容業 5%

47,990 千葉県 富里市 優々ケアサポート株式会社 サービス 理容・美容業 5%

47,991 千葉県 富里市 ランドロームフードマーケット富里店 小売業 食料品 5%

47,992 千葉県 富里市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　ホームウェル富里 サービス その他サービス 2%

47,993 千葉県 富里市 リユースネットワーク リバース 小売業 その他小売 5%

47,994 千葉県 富里市 ＲＥＧＯＬＩＴＨ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

47,995 千葉県 富里市 ＲＥＧＯＬＩＴＨ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

47,996 千葉県 富里市 ＲＥＧＯＬＩＴＨ　Ｈａｉｒ　Ｄｅ サービス 理容・美容業 5%

47,997 千葉県 富里市 和食料理やまと サービス 飲食業 5%

47,998 千葉県 長柄町 大分からあげ とらい 大分からあげ専門店 とらい サービス 飲食業 5%

47,999 千葉県 長柄町 長柄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,000 千葉県 長柄町 セブン－イレブン長柄国府里店 小売業 食料品 2%

48,001 千葉県 長柄町 セブン－イレブン長柄立鳥店 小売業 食料品 2%

48,002 千葉県 流山市 ｈｏｎｎｏｈｕｋｕブックカバーｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

48,003 千葉県 流山市 あづまや 小売業 その他小売 5%

48,004 千葉県 流山市 アトリエ　ラ　オーブ サービス 理容・美容業 5%

48,005 千葉県 流山市 アトリエ・ラ・オーブ サービス 理容・美容業 5%

48,006 千葉県 流山市 ア・ラ・モード サービス その他サービス 5%
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48,007 千葉県 流山市 アラモードＣＡＴ サービス その他サービス 5%

48,008 千葉県 流山市 あんなかどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

48,009 千葉県 流山市 あんなかどうぶつ病院 往診用 サービス その他サービス 5%

48,010 千葉県 流山市 一幸　柏の葉公園店 サービス 飲食業 5%

48,011 千葉県 流山市 ｉｄｅａ流山おおたかの森　ＦＣ サービス 理容・美容業 5%

48,012 千葉県 流山市 ｅ－ｌｉｆｅスギデン 小売業 電化製品 5%

48,013 千葉県 流山市 ｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

48,014 千葉県 流山市 ｖｉｖａｃｅ江戸川台 サービス 理容・美容業 5%

48,015 千葉県 流山市 うぉーくいん サービス 飲食業 5%

48,016 千葉県 流山市 ＡＣＣ薬品部 小売業 その他小売 5%

48,017 千葉県 流山市 エキゾチックアニマル鷹の庵 小売業 その他小売 5%

48,018 千葉県 流山市 有　越後屋酒店 小売業 食料品 5%

48,019 千葉県 流山市 ｅｄｇｅｈａｉｒ＋ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

48,020 千葉県 流山市 ＨｅｒｍｉｔａｇｅＩｎｆｉｎｉ サービス 理容・美容業 5%

48,021 千葉県 流山市 おおたかの森助産院 サービス その他サービス 5%

48,022 千葉県 流山市 おが和 サービス 飲食業 5%

48,023 千葉県 流山市 おぎ八 サービス 飲食業 5%

48,024 千葉県 流山市 オリックスレンタカーおおたかの森ＳＳカウンター サービス その他サービス 2%

48,025 千葉県 流山市 オリックスレンタカー流山江戸川台ＳＳカウンター サービス その他サービス 2%

48,026 千葉県 流山市 有限会社　カーセール・アオキ 小売業 その他小売 5%

48,027 千葉県 流山市 ガーデン・ベリーズ 小売業 食料品 5%

48,028 千葉県 流山市 かごや商店 小売業 食料品 5%

48,029 千葉県 流山市 割烹柳家 サービス 飲食業 5%

48,030 千葉県 流山市 神風 小売業 その他小売 5%

48,031 千葉県 流山市 カルチャーオンライン サービス その他サービス 5%

48,032 千葉県 流山市 Ｃａｌｍｅ【カルム】　南流山 サービス 理容・美容業 5%

48,033 千葉県 流山市 河合塾マナビス南流山校 サービス その他サービス 2%

48,034 千葉県 流山市 管理栄養士のビストロＥＩＺＥＮ　管理栄養士のビストロＥＩＺＥＮ サービス 飲食業 5%

48,035 千葉県 流山市 有限会社北嶋自動車工業 サービス その他サービス 5%

48,036 千葉県 流山市 セブン－イレブン北流山店 小売業 食料品 2%

48,037 千葉県 流山市 Ｇｒａｃｅ サービス 飲食業 5%

48,038 千葉県 流山市 Ｘｙｙ　南流山 サービス 理容・美容業 5%

48,039 千葉県 流山市 京和住設株式会社 小売業 その他小売 5%

48,040 千葉県 流山市 弦楽器ＧＩＲＡＳＯＬＥ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

48,041 千葉県 流山市 健光薬品 小売業 その他小売 5%

48,042 千葉県 流山市 合同会社好援隊 小売業 衣料品 5%

48,043 千葉県 流山市 こっとん・ぶーけ　初石店 小売業 衣料品 5%

48,044 千葉県 流山市 西念弘子 小売業 その他小売 5%

48,045 千葉県 流山市 魚三昧　芳志 サービス 飲食業 5%

48,046 千葉県 流山市 サフラン　おおたかの森店 サービス その他サービス 5%

48,047 千葉県 流山市 ｓａｌｏｎ　パナケア サービス その他サービス 5%

48,048 千葉県 流山市 ＳａｌｏｎｄｅＣｌｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%
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48,049 千葉県 流山市 ＧＬＰ流山　食堂 小売業 食料品 5%

48,050 千葉県 流山市 ＧＬＰ流山Ⅱ 小売業 食料品 5%

48,051 千葉県 流山市 自転車ｂｒａｖｉｓｓｉｍｏ　自転車工房ＢＲＡＶＩＳＳＩＭＯ 小売業 その他小売 5%

48,052 千葉県 流山市 ＣｈａｒｍｅＶｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

48,053 千葉県 流山市 Ｊｕｍｅｉｒａｈ サービス 理容・美容業 5%

48,054 千葉県 流山市 ＪＯＥ　ＳＵＺＵＫＩ　ｎｏ美容室 サービス 理容・美容業 5%

48,055 千葉県 流山市 鍼灸院　つきあかり　鍼灸院　つきあかり サービス その他サービス 5%

48,056 千葉県 流山市 新松戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,057 千葉県 流山市 Ｓｋｙクリーンサービス　１号車 サービス その他サービス 5%

48,058 千葉県 流山市 スギデン 小売業 電化製品 5%

48,059 千葉県 流山市 スギデン 小売業 電化製品 5%

48,060 千葉県 流山市 スクールショップ　マキノ 小売業 その他小売 5%

48,061 千葉県 流山市 すしの磯一 サービス 飲食業 5%

48,062 千葉県 流山市 すしの一幸　柏の葉公園店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

48,063 千葉県 流山市 スタジオ　ノーナ　ヘアープロデュース サービス 理容・美容業 5%

48,064 千葉県 流山市 素肌美人誕生館　ヒバハウス 小売業 その他小売 5%

48,065 千葉県 流山市 ＳＰＡＣＥ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　Ｘｙｙ サービス 理容・美容業 5%

48,066 千葉県 流山市 セオサイクル　江戸川台店 小売業 その他小売 5%

48,067 千葉県 流山市 セオサイクル　初石店 小売業 その他小売 5%

48,068 千葉県 流山市 セレモ　南流山駅ホール サービス その他サービス 5%

48,069 千葉県 流山市 （株）ＡＲＴＥＳＡＮＯ サービス 理容・美容業 5%

48,070 千葉県 流山市 小さなお花屋さん 小売業 その他小売 5%

48,071 千葉県 流山市 千葉愛友会記念病院売店 小売業 その他小売 5%

48,072 千葉県 流山市 つづく サービス 飲食業 5%

48,073 千葉県 流山市 ＴＡＫＥ２ 小売業 衣料品 5%

48,074 千葉県 流山市 ＴＡＫＥ２　Ｓｅｃｏｎｄ 小売業 衣料品 5%

48,075 千葉県 流山市 デンキチ流山店 小売業 電化製品 5%

48,076 千葉県 流山市 でんきのタニカツ 小売業 電化製品 5%

48,077 千葉県 流山市 富塚輪業 小売業 その他小売 5%

48,078 千葉県 流山市 トヨタレンタリース新千葉　流山おおたかの サービス その他サービス 2%

48,079 千葉県 流山市 トヨタレンタリース新千葉南流山店 サービス その他サービス 2%

48,080 千葉県 流山市 ｔｒｉｐｌｅ サービス その他サービス 5%

48,081 千葉県 流山市 トリミングサロンアラモード流山 サービス その他サービス 5%

48,082 千葉県 流山市 灯環 サービス 宿泊業 5%

48,083 千葉県 流山市 なかだ 小売業 その他小売 5%

48,084 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山青田店 小売業 食料品 2%

48,085 千葉県 流山市 流山いろは動物病院 サービス その他サービス 5%

48,086 千葉県 流山市 流山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,087 千葉県 流山市 流山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,088 千葉県 流山市 セブンーイレブン流山江戸川台東店 小売業 食料品 2%

48,089 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山おおたかの森駅西口店 小売業 食料品 2%

48,090 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山おおたかの森駅東口店 小売業 食料品 2%
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48,091 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山おおたかの森北２丁目店 小売業 食料品 2%

48,092 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山駒木西店 小売業 食料品 2%

48,093 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山セントラルパーク店 小売業 食料品 2%

48,094 千葉県 流山市 流山中央病院売店 小売業 その他小売 5%

48,095 千葉県 流山市 流山店 小売業 その他小売 5%

48,096 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山長崎小学校前店 小売業 食料品 2%

48,097 千葉県 流山市 流山西初石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,098 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山西初石３丁目店 小売業 食料品 2%

48,099 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山西平井店 小売業 食料品 2%

48,100 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山野々下店 小売業 食料品 2%

48,101 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山初石駅前店 小売業 食料品 2%

48,102 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山東初石３丁目店 小売業 食料品 2%

48,103 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山東深井店 小売業 食料品 2%

48,104 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山古間木店 小売業 食料品 2%

48,105 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山前ケ崎店 小売業 食料品 2%

48,106 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山南店 小売業 食料品 2%

48,107 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山美原店 小売業 食料品 2%

48,108 千葉県 流山市 セブン－イレブン流山三輪野山４丁目店 小売業 食料品 2%

48,109 千葉県 流山市 ｎａｓｉｃａ’ サービス 理容・美容業 5%

48,110 千葉県 流山市 ニューフラワークリーニング サービス その他サービス 5%

48,111 千葉県 流山市 ネイルサロン　ハース サービス その他サービス 5%

48,112 千葉県 流山市 ｎｅｋｉｎｅｋｉ 小売業 衣料品 5%

48,113 千葉県 流山市 ネッツトヨタ千葉南柏店 小売業 その他小売 5%

48,114 千葉県 流山市 ネッツトヨタ千葉南流山店 小売業 その他小売 5%

48,115 千葉県 流山市 初石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,116 千葉県 流山市 初石鈑金 サービス その他サービス 5%

48,117 千葉県 流山市 パティスリーレジュールウールー 小売業 食料品 5%

48,118 千葉県 流山市 花 みずの 小売業 その他小売 5%

48,119 千葉県 流山市 浜あげ吉田屋 小売業 食料品 5%

48,120 千葉県 流山市 晴美園 小売業 その他小売 5%

48,121 千葉県 流山市 ｈｅｌｌｏ，ｈａｎｅｌｃａ 小売業 衣料品 5%

48,122 千葉県 流山市 ピザ工房馬車道　流山店　１０９２ サービス 飲食業 5%

48,123 千葉県 流山市 ビストロ　ミナミンカゼ サービス 飲食業 5%

48,124 千葉県 流山市 美容室ａｍ ｓ サービス 理容・美容業 5%

48,125 千葉県 流山市 ひろこうじ薬局 小売業 その他小売 5%

48,126 千葉県 流山市 Ｐｕａ　Ｌａｋｉ サービス その他サービス 5%

48,127 千葉県 流山市 ファミリー動物病院 サービス その他サービス 5%

48,128 千葉県 流山市 ＦＩＯＲＥＮＴＥ南流山 サービス 理容・美容業 5%

48,129 千葉県 流山市 フィットクロス三思堂 小売業 その他小売 5%

48,130 千葉県 流山市 ふさ屋酒店 小売業 その他小売 5%

48,131 千葉県 流山市 富士見台動物病院　富士見台動物病院 サービス その他サービス 5%

48,132 千葉県 流山市 富士メガネ　流山店 小売業 その他小売 5%
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48,133 千葉県 流山市 ブティックロシュ江戸川台店 小売業 衣料品 5%

48,134 千葉県 流山市 Ｌｉｌｙ 小売業 その他小売 5%

48,135 千葉県 流山市 プリュデコル 小売業 その他小売 5%

48,136 千葉県 流山市 プレーバックミニ 小売業 その他小売 5%

48,137 千葉県 流山市 ＰｒｏＬｉｎｋ石橋 小売業 電化製品 5%

48,138 千葉県 流山市 ＰｒｏＬｉｎｋシンザワ 小売業 電化製品 5%

48,139 千葉県 流山市 ヘア　ステージスキル　ヘア　ステージ　スキル サービス 理容・美容業 5%

48,140 千葉県 流山市 ＢＲＩＬＬＥＲ サービス 理容・美容業 5%

48,141 千葉県 流山市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｎｉｃｏｌ サービス 理容・美容業 5%

48,142 千葉県 流山市 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

48,143 千葉県 流山市 ベストメガネコンタクトおおたかの森駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

48,144 千葉県 流山市 ペットのデパート　東葛　流山店 小売業 その他小売 5%

48,145 千葉県 流山市 ほぐし屋ＬＥＯ サービス その他サービス 5%

48,146 千葉県 流山市 ホリコシクリーニング コープ東深井店 サービス その他サービス 5%

48,147 千葉県 流山市 真澄屋 小売業 食料品 5%

48,148 千葉県 流山市 セブン－イレブン南流山駅前店 小売業 食料品 2%

48,149 千葉県 流山市 セブン－イレブン南流山東店 小売業 食料品 2%

48,150 千葉県 流山市 セブン－イレブン南流山郵便局前店 小売業 食料品 2%

48,151 千葉県 流山市 セブン－イレブン南流山４丁目店 小売業 食料品 2%

48,152 千葉県 流山市 セブン－イレブン南流山６丁目店 小売業 食料品 2%

48,153 千葉県 流山市 メガネストアーＬＥＶＥＮおおたかの森店 小売業 その他小売 5%

48,154 千葉県 流山市 メル友　江戸川台店 小売業 電化製品 5%

48,155 千葉県 流山市 森のじかん サービス 飲食業 5%

48,156 千葉県 流山市 もりの動物病院　もりの動物病院 サービス その他サービス 5%

48,157 千葉県 流山市 森の虹?おうちサロン流山おおたかの森? サービス その他サービス 5%

48,158 千葉県 流山市 焼き菓子屋ｆｏｓｓｅｔｔｅ　焼き菓子屋ｆｏｓｓｅｔｔｅ 小売業 食料品 5%

48,159 千葉県 流山市 有限会社 洋品センターマキノ スクールショップマキノ 小売業 衣料品 5%

48,160 千葉県 流山市 有限会社平井商店　運河ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,161 千葉県 流山市 有限会社宮田モータース サービス その他サービス 5%

48,162 千葉県 流山市 ユニコ サービス その他サービス 5%

48,163 千葉県 流山市 吉喜レッカー サービス その他サービス 5%

48,164 千葉県 流山市 ライト・スタッフ 小売業 その他小売 5%

48,165 千葉県 流山市 ＲａｓｐｂｅｒｒｙＬｅｍｏｎａｄｅ サービス 理容・美容業 5%

48,166 千葉県 流山市 ｃｈｅｒｉｅｌｕｓｈ サービス その他サービス 5%

48,167 千葉県 流山市 ラッシュイン サービス 理容・美容業 5%

48,168 千葉県 流山市 ｌａｎｉｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

48,169 千葉県 流山市 ラピスラズリ関戸和江 サービス その他サービス 5%

48,170 千葉県 流山市 リプル美容室 サービス 理容・美容業 5%

48,171 千葉県 流山市 リラクゼーション＆アロマふわり サービス その他サービス 5%

48,172 千葉県 流山市 レストランアンドバーカルネ サービス 飲食業 5%

48,173 千葉県 流山市 ロイローニ サービス その他サービス 5%

48,174 千葉県 習志野市 Ｕｒｂａｎ　Ｓｕｉｔ サービス 理容・美容業 5%
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48,175 千葉県 習志野市 あいづや習志野店 小売業 その他小売 5%

48,176 千葉県 習志野市 ＩＴ整体 サービス その他サービス 5%

48,177 千葉県 習志野市 アガぺいわなみ薬局 小売業 その他小売 5%

48,178 千葉県 習志野市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｉｔｔｌｅ習志野 サービス 理容・美容業 5%

48,179 千葉県 習志野市 アソビスキー サービス その他サービス 5%

48,180 千葉県 習志野市 アッシュ　津田沼店 サービス 理容・美容業 5%

48,181 千葉県 習志野市 窓名人 サービス その他サービス 5%

48,182 千葉県 習志野市 アンジェリカミッシェル津田沼店 サービス その他サービス 5%

48,183 千葉県 習志野市 Ａｎｎ　Ｍｏｓｓ　【アンモス】 サービス 理容・美容業 5%

48,184 千葉県 習志野市 イエロートレイン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

48,185 千葉県 習志野市 いかが家　　わらじパン　いかが家 サービス 飲食業 5%

48,186 千葉県 習志野市 ＩＫＵＫＯ津田沼店 小売業 その他小売 5%

48,187 千葉県 習志野市 石橋楽器　津田沼店 小売業 その他小売 5%

48,188 千葉県 習志野市 伊集院整体院津田沼院 サービス その他サービス 5%

48,189 千葉県 習志野市 市場食堂 八 サービス 飲食業 5%

48,190 千葉県 習志野市 ＩＴＯＹＵＭＩ 小売業 衣料品 5%

48,191 千葉県 習志野市 インテリアモード サービス その他サービス 5%

48,192 千葉県 習志野市 歌広場　津田沼店 サービス 飲食業 5%

48,193 千葉県 習志野市 ｅｃｒｕ サービス 理容・美容業 5%

48,194 千葉県 習志野市 ｅｃｒｕ　ｂｉｓ サービス 理容・美容業 5%

48,195 千葉県 習志野市 ＥＪＵＲＥｂｙｗａｆｔ・ｎｏａ サービス その他サービス 5%

48,196 千葉県 習志野市 ＥｔｅｒｎａｌＬｉｇｈｔ サービス 理容・美容業 5%

48,197 千葉県 習志野市 お好み焼おさ村 サービス 飲食業 5%

48,198 千葉県 習志野市 おそうじ屋習志野店 サービス その他サービス 5%

48,199 千葉県 習志野市 温野菜津田沼駅前店 サービス 飲食業 2%

48,200 千葉県 習志野市 オンリーワン 小売業 その他小売 5%

48,201 千葉県 習志野市 カアツトレーニングスタジオＢ?ｈｏｌｉｃ　津田沼店 サービス その他サービス 5%

48,202 千葉県 習志野市 カーライフオート　イオン　東習志野店 小売業 その他小売 5%

48,203 千葉県 習志野市 カイロプラクティック 山崎治療室 サービス その他サービス 5%

48,204 千葉県 習志野市 かをり本丸 かをり本丸 サービス 飲食業 5%

48,205 千葉県 習志野市 菓匠あかね家 小売業 食料品 5%

48,206 千葉県 習志野市 菓匠あかね家 サービス 飲食業 5%

48,207 千葉県 習志野市 カードラボ　津田沼店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

48,208 千葉県 習志野市 金庄 茶茶 谷津本店 小売業 その他小売 5%

48,209 千葉県 習志野市 Ｃａｆｅ ゆまりあ カフェゆまりあ サービス 飲食業 5%

48,210 千葉県 習志野市 カルビハウスはし野 サービス 飲食業 5%

48,211 千葉県 習志野市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋京成津田沼駅前店 サービス 飲食業 2%

48,212 千葉県 習志野市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ミスターマックス新習志野店 サービス 飲食業 2%

48,213 千葉県 習志野市 かをり本丸 サービス 飲食業 5%

48,214 千葉県 習志野市 キュア サービス 理容・美容業 5%

48,215 千葉県 習志野市 牛角津田沼駅前通り店 サービス 飲食業 2%

48,216 千葉県 習志野市 牛角津田沼店 サービス 飲食業 2%
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48,217 千葉県 習志野市 串特急　谷津店 サービス 飲食業 5%

48,218 千葉県 習志野市 クラッカブレッド サービス 飲食業 5%

48,219 千葉県 習志野市 くるまやラーメン　実籾店 サービス 飲食業 5%

48,220 千葉県 習志野市 くるみ庵 サービス 飲食業 5%

48,221 千葉県 習志野市 グレースネイル サービス 理容・美容業 5%

48,222 千葉県 習志野市 クロスフィット習志野 サービス その他サービス 5%

48,223 千葉県 習志野市 セブン－イレブン京成大久保駅南店 小売業 食料品 2%

48,224 千葉県 習志野市 セブン－イレブン京成大久保店 小売業 食料品 2%

48,225 千葉県 習志野市 セブンーイレブン京成津田沼駅前店 小売業 食料品 2%

48,226 千葉県 習志野市 小路宣芳 サービス その他サービス 5%

48,227 千葉県 習志野市 心地よいメガネｍｏｍｏ 小売業 その他小売 5%

48,228 千葉県 習志野市 ココナッツ　津田沼店 小売業 その他小売 5%

48,229 千葉県 習志野市 こころカイロプラクティック療院 サービス その他サービス 5%

48,230 千葉県 習志野市 Ｔｈｅ ハイカラ屋 津田沼店 サービス 飲食業 5%

48,231 千葉県 習志野市 ジェームス東習志野店 小売業 その他小売 2%

48,232 千葉県 習志野市 ＳｉＥＳＴＡ ＳｉＥＳＴＡ サービス 理容・美容業 5%

48,233 千葉県 習志野市 ＳｉＥＳＴＡ　【シエスタ】　京成 サービス 理容・美容業 5%

48,234 千葉県 習志野市 四季旬菜ふくふく サービス 飲食業 5%

48,235 千葉県 習志野市 写真屋さん２１　習志野市役所前店 小売業 その他小売 5%

48,236 千葉県 習志野市 シューズスクエア津田沼店 小売業 衣料品 5%

48,237 千葉県 習志野市 しょいかーご習志野店 小売業 食料品 5%

48,238 千葉県 習志野市 乗馬用品プラス 小売業 その他小売 5%

48,239 千葉県 習志野市 ジョリエブロカント 小売業 その他小売 5%

48,240 千葉県 習志野市 鍼灸治療 鍼屋伍一六 サービス その他サービス 5%

48,241 千葉県 習志野市 新宅酒店 店頭用 小売業 食料品 5%

48,242 千葉県 習志野市 セブン－イレブン新習志野店 小売業 食料品 2%

48,243 千葉県 習志野市 スタジオシエル津田沼店 サービス その他サービス 5%

48,244 千葉県 習志野市 スタジオ 習志野 サービス その他サービス 5%

48,245 千葉県 習志野市 すたみな太郎ＮＥＸＴ　津田沼店 サービス 飲食業 5%

48,246 千葉県 習志野市 ｓａｔｏｋｕｍａ．ｎｅｔ サービス その他サービス 5%

48,247 千葉県 習志野市 生活彩家千葉工業大学購買新習志野店 小売業 その他小売 2%

48,248 千葉県 習志野市 生活彩家千葉工業大学購買津田沼店 小売業 その他小売 2%

48,249 千葉県 習志野市 誠心堂薬局津田沼店 小売業 その他小売 5%

48,250 千葉県 習志野市 セオサイクル　津田沼奏の杜店 小売業 その他小売 5%

48,251 千葉県 習志野市 セオサイクル大久保店 小売業 その他小売 5%

48,252 千葉県 習志野市 ゼフィロス 小売業 その他小売 5%

48,253 千葉県 習志野市 セレモ　京成津田沼駅ホール サービス その他サービス 5%

48,254 千葉県 習志野市 Ｄｉｖｅ　Ａｗａｒｄ株式会社 サービス その他サービス 5%

48,255 千葉県 習志野市 タジマヤ 千葉支店 サービス その他サービス 5%

48,256 千葉県 習志野市 中国レストラン三才坊 サービス 飲食業 5%

48,257 千葉県 習志野市 ちよだ鮨　新津田沼駅店 サービス 飲食業 5%

48,258 千葉県 習志野市 津田沼中央総合病院売店 小売業 その他小売 5%
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48,259 千葉県 習志野市 セブン－イレブン津田沼店 小売業 食料品 2%

48,260 千葉県 習志野市 ツダヌマ電器大久保店 小売業 電化製品 5%

48,261 千葉県 習志野市 津田沼とりとんくん サービス 飲食業 5%

48,262 千葉県 習志野市 津田沼ネイルサロン Ｓａｐａｒａ サービス その他サービス 5%

48,263 千葉県 習志野市 津田沼ユザワヤ 小売業 その他小売 5%

48,264 千葉県 習志野市 ディローマ サービス 理容・美容業 5%

48,265 千葉県 習志野市 電器のムラヤマ 小売業 電化製品 5%

48,266 千葉県 習志野市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　秋津　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,267 千葉県 習志野市 トヨタレンタリース千葉大久保駅前店 サービス その他サービス 2%

48,268 千葉県 習志野市 Ｔｒｅｓ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

48,269 千葉県 習志野市 ドンレミーアウトレット　千葉店 小売業 食料品 5%

48,270 千葉県 習志野市 セブン－イレブン習志野奏の杜南店 小売業 食料品 2%

48,271 千葉県 習志野市 セブン－イレブン習志野鷺沼店 小売業 食料品 2%

48,272 千葉県 習志野市 セブン－イレブン習志野東店 小売業 食料品 2%

48,273 千葉県 習志野市 セブン－イレブン習志野藤崎６丁目店 小売業 食料品 2%

48,274 千葉県 習志野市 習志野メガネセンター 小売業 貴金属・服飾品 5%

48,275 千葉県 習志野市 セブン－イレブン習志野屋敷店 小売業 食料品 2%

48,276 千葉県 習志野市 セブン－イレブン習志野谷津２丁目店 小売業 食料品 2%

48,277 千葉県 習志野市 日個連　猪野タクシー サービス 運輸業 5%

48,278 千葉県 習志野市 日個連　内海タクシー サービス 運輸業 5%

48,279 千葉県 習志野市 日個連　中尾タクシー サービス 運輸業 5%

48,280 千葉県 習志野市 日個連　森田タクシー サービス 運輸業 5%

48,281 千葉県 習志野市 日本ペットシッタ－サ－ビス習志野店 サービス その他サービス 5%

48,282 千葉県 習志野市 ＰＵＺＺＬＥ 小売業 衣料品 5%

48,283 千葉県 習志野市 パソコンハウス＆スクールゆめ工房 小売業 その他小売 5%

48,284 千葉県 習志野市 Ｂｕｎｎｙ’ｓ　Ｇｏｌｆ　Ｓｔｕ サービス その他サービス 5%

48,285 千葉県 習志野市 はんこ家一番　習志野店 小売業 その他小売 5%

48,286 千葉県 習志野市 セブン－イレブン東習志野６丁目店 小売業 食料品 2%

48,287 千葉県 習志野市 株式会社ビッグアイ サービス その他サービス 5%

48,288 千葉県 習志野市 ｐｄ　ｃｈｏｕｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

48,289 千葉県 習志野市 合同会社シナスタジア サービス その他サービス 5%

48,290 千葉県 習志野市 ファイテンショップモリシア津田沼店 小売業 その他小売 5%

48,291 千葉県 習志野市 ｈｖａｌａ サービス 理容・美容業 5%

48,292 千葉県 習志野市 Ｆｏｒ　ａｌｌ　【フォーオール】 サービス その他サービス 5%

48,293 千葉県 習志野市 藤崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,294 千葉県 習志野市 ブティック　アングレース 小売業 衣料品 5%

48,295 千葉県 習志野市 ブラウンサウンドコーヒー サービス 飲食業 5%

48,296 千葉県 習志野市 プラス・ショップ　習志野 小売業 電化製品 5%

48,297 千葉県 習志野市 プラス・ショップ　ナンモ本部店 小売業 電化製品 5%

48,298 千葉県 習志野市 プラス・ショップ　むらやま 小売業 電化製品 5%

48,299 千葉県 習志野市 プラス・ショップ光陽 小売業 電化製品 5%

48,300 千葉県 習志野市 プラス・ショップムラタ 小売業 電化製品 5%
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48,301 千葉県 習志野市 プラスワン津田沼奏の杜店 サービス その他サービス 5%

48,302 千葉県 習志野市 フラワーカフェ　ガーデンテラス サービス 飲食業 5%

48,303 千葉県 習志野市 フラワー薬局 小売業 その他小売 5%

48,304 千葉県 習志野市 フロンティア　武石店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

48,305 千葉県 習志野市 ＨＡＩＲ　ｅｎ サービス 理容・美容業 5%

48,306 千葉県 習志野市 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＬＩＴＡ サービス 理容・美容業 5%

48,307 千葉県 習志野市 ＨｉａｒＭｉｘｔｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

48,308 千葉県 習志野市 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＣＯＺＹ サービス 理容・美容業 5%

48,309 千葉県 習志野市 hair make FIKA サービス 理容・美容業 5%

48,310 千葉県 習志野市 ペコリ　津田沼店 サービス 飲食業 5%

48,311 千葉県 習志野市 ベリテ サービス 理容・美容業 5%

48,312 千葉県 習志野市 ベローチェ新津田沼店 サービス 飲食業 5%

48,313 千葉県 習志野市 弁護士法人Ｍ．Ｌ．Ｔ法律事務所 サービス その他サービス 5%

48,314 千葉県 習志野市 ホビーショップ☆ユメノツヅキ 小売業 その他小売 5%

48,315 千葉県 習志野市 ホビーステーション津田沼店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

48,316 千葉県 習志野市 ｍｏｍ’ｓ　ｖｉａ サービス 理容・美容業 5%

48,317 千葉県 習志野市 ＭＡＲＵＫＡ ＣＡＦＥ ＭＡＲＵＫＡ サービス 飲食業 5%

48,318 千葉県 習志野市 丸和　屋敷店 小売業 その他小売 5%

48,319 千葉県 習志野市 セブン－イレブン実籾店 小売業 食料品 2%

48,320 千葉県 習志野市 メガネ＆コンタクト　スリーエー 小売業 貴金属・服飾品 5%

48,321 千葉県 習志野市 メルティングポットスタジオ サービス 理容・美容業 5%

48,322 千葉県 習志野市 ｍｅＬＬｏｗ サービス 理容・美容業 5%

48,323 千葉県 習志野市 メンズヘアーサロンＡＫＩＲＡ サービス 理容・美容業 5%

48,324 千葉県 習志野市 森悦子 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

48,325 千葉県 習志野市 焼肉弁当まるはん サービス 飲食業 5%

48,326 千葉県 習志野市 谷津どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

48,327 千葉県 習志野市 有限会社アドバンス 小売業 衣料品 5%

48,328 千葉県 習志野市 ヨシキ＆Ｐ２ 小売業 その他小売 5%

48,329 千葉県 習志野市 ４４６ＧＹＭ サービス その他サービス 5%

48,330 千葉県 習志野市 Ｒａｋｓ サービス 理容・美容業 5%

48,331 千葉県 習志野市 ラケット工房グッドアイ 小売業 その他小売 5%

48,332 千葉県 習志野市 ラニハワイ 小売業 衣料品 5%

48,333 千葉県 習志野市 ランドマークテレコムセンター サービス その他サービス 5%

48,334 千葉県 習志野市 ＬｉＶｉＮＧ　ｈａｉｒ?ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

48,335 千葉県 習志野市 株式会社隆希 サービス その他サービス 5%

48,336 千葉県 習志野市 リラクゼーションスタジオＨＯＴ　ロハル津田沼店 サービス その他サービス 5%

48,337 千葉県 習志野市 レストランヴィーニュ サービス 飲食業 5%

48,338 千葉県 習志野市 レストランエルコラソン サービス 飲食業 5%

48,339 千葉県 習志野市 ＷＩＳＥ Ｖｏｃａｌ Ｓｃｈｏｏｌ 津田沼校 サービス その他サービス 5%

48,340 千葉県 習志野市 和料理　蜻蛉 サービス 飲食業 5%

48,341 千葉県 習志野市 ＯＮＥ千葉どうぶつ整形外科センタ－ サービス その他サービス 5%

48,342 千葉県 成田市 アートサロン彩美 サービス その他サービス 5%
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48,343 千葉県 成田市 アイラッシュケアＢＢＭ サービス 理容・美容業 5%

48,344 千葉県 成田市 ＡＱＵＡ　ＬＯＶＥＲＳ 小売業 その他小売 5%

48,345 千葉県 成田市 ＡＣＲＯ　ｈａｉｒ　ｓｔａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

48,346 千葉県 成田市 アーサー　成田店 サービス その他サービス 5%

48,347 千葉県 成田市 ＡＴＯＭＳ サービス 飲食業 5%

48,348 千葉県 成田市 ａｌｌｕｒｅ（ｍａｔｓｕｄａ） サービス 理容・美容業 5%

48,349 千葉県 成田市 ＆Ｂ?ｄｄｙ（アンドバディ） 小売業 その他小売 5%

48,350 千葉県 成田市 ＆ＷＡＮ（トリミングサロン） サービス その他サービス 5%

48,351 千葉県 成田市 ＥＡＳＹ ＬＩＦＥ ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

48,352 千葉県 成田市 セブン－イレブン飯田町店 小売業 食料品 2%

48,353 千葉県 成田市 居酒屋空海 サービス 飲食業 5%

48,354 千葉県 成田市 石渡金物店 小売業 家具・調度品 5%

48,355 千葉県 成田市 潮来自動車販売ＢＢＡＵＣ 小売業 その他小売 5%

48,356 千葉県 成田市 出光下総ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,357 千葉県 成田市 出光長沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,358 千葉県 成田市 出光成田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,359 千葉県 成田市 出光成田インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,360 千葉県 成田市 イマナカ 小売業 その他小売 5%

48,361 千葉県 成田市 ｅ－Ｌｉｆｅ　やまぎし 小売業 電化製品 5%

48,362 千葉県 成田市 ｉｎｔｅｒｎｏ サービス その他サービス 5%

48,363 千葉県 成田市 Ｗｉｚ－Ｒ サービス 理容・美容業 5%

48,364 千葉県 成田市 ｗｉｚ成田公津の杜店 サービス 理容・美容業 5%

48,365 千葉県 成田市 ヴィネリア サービス 飲食業 5%

48,366 千葉県 成田市 Ｗｏｍｅｎｓ　Ｌａｂｏ サービス その他サービス 5%

48,367 千葉県 成田市 鰻処さかた サービス 飲食業 5%

48,368 千葉県 成田市 エトワール サービス 理容・美容業 5%

48,369 千葉県 成田市 合同会社ＥＢＡ サービス その他サービス 5%

48,370 千葉県 成田市 オーダープリントＦｕｊｉｔａ 小売業 衣料品 5%

48,371 千葉県 成田市 大竹屋旅館 サービス 宿泊業 5%

48,372 千葉県 成田市 近江屋旅館 サービス 宿泊業 5%

48,373 千葉県 成田市 お食事処又兵衛 船形店 サービス 飲食業 5%

48,374 千葉県 成田市 成田 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,375 千葉県 成田市 オリックスレンタカー成田空港第１ビルカウンター サービス その他サービス 2%

48,376 千葉県 成田市 オリックスレンタカー成田空港第２ビルカウンター サービス その他サービス 2%

48,377 千葉県 成田市 オリックスレンタカー成田空港店 サービス その他サービス 2%

48,378 千葉県 成田市 温野菜ヒューマックス成田店 サービス 飲食業 2%

48,379 千葉県 成田市 カサデナラ サービス 飲食業 5%

48,380 千葉県 成田市 Ｃｏｌｏｒｐａｒｔｙ 小売業 その他小売 5%

48,381 千葉県 成田市 カレーハウスココ壱番屋千葉茂原店 サービス 飲食業 2%

48,382 千葉県 成田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋成田空港通店 サービス 飲食業 2%

48,383 千葉県 成田市 川村佐平治商店 小売業 食料品 5%

48,384 千葉県 成田市 カンガルー堂 小売業 貴金属・服飾品 5%
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48,385 千葉県 成田市 漢方鼎　酒井鍼　はり　灸院 サービス その他サービス 5%

48,386 千葉県 成田市 木内薬局　東町店 小売業 その他小売 5%

48,387 千葉県 成田市 木内薬局　東町店 小売業 その他小売 5%

48,388 千葉県 成田市 菊屋 サービス 飲食業 5%

48,389 千葉県 成田市 喫茶までい 喫茶までい サービス 飲食業 5%

48,390 千葉県 成田市 着物スタジオ　花火 サービス その他サービス 5%

48,391 千葉県 成田市 ギャラリー間 サービス その他サービス 5%

48,392 千葉県 成田市 ｇａｌｌｏ サービス 理容・美容業 5%

48,393 千葉県 成田市 牛角ヒューマックス成田店 サービス 飲食業 2%

48,394 千葉県 成田市 きょうます本店 小売業 その他小売 5%

48,395 千葉県 成田市 きょうます門前店 小売業 その他小売 5%

48,396 千葉県 成田市 ＱｕｅｅｎＡｎｇｅｌ サービス 理容・美容業 5%

48,397 千葉県 成田市 クイック千葉成田店 サービス その他サービス 5%

48,398 千葉県 成田市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ成田店 小売業 その他小売 5%

48,399 千葉県 成田市 串かつ　でんがな　スカイタウン成田店 サービス 飲食業 5%

48,400 千葉県 成田市 串焼屋鶏ごっち サービス 飲食業 5%

48,401 千葉県 成田市 栗原軒 サービス 飲食業 5%

48,402 千葉県 成田市 ＫｅｉｙｏＢＭＷ　成田支店 小売業 その他小売 5%

48,403 千葉県 成田市 ＫｅｉｙｏＢＭＷ成田支店 小売業 その他小売 5%

48,404 千葉県 成田市 げんた治療院 サービス 理容・美容業 5%

48,405 千葉県 成田市 ＧＯＳＹＯ－２１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,406 千葉県 成田市 公津の杜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,407 千葉県 成田市 国際空港交通　ＡＰ車両１１ サービス 運輸業 5%

48,408 千葉県 成田市 国際空港交通　車両２８ サービス 運輸業 5%

48,409 千葉県 成田市 小古間 小売業 食料品 5%

48,410 千葉県 成田市 コレットモニカ 小売業 衣料品 5%

48,411 千葉県 成田市 サンパーキング サービス その他サービス 5%

48,412 千葉県 成田市 サンパーキング成田店 サービス その他サービス 5%

48,413 千葉県 成田市 サンレッドガレージ サービス その他サービス 5%

48,414 千葉県 成田市 ＳＨＡＲＥ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

48,415 千葉県 成田市 下総ＳＳ　岩佐屋商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,416 千葉県 成田市 セブン－イレブン下総滑川店 小売業 食料品 2%

48,417 千葉県 成田市 セブン－イレブン下総成井店 小売業 食料品 2%

48,418 千葉県 成田市 下総猿山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,419 千葉県 成田市 Ｊａｓｍｉｎｅ物販 小売業 その他小売 5%

48,420 千葉県 成田市 ＪａｐａｎＣａｍｐｅｒｓ成田営業所 サービス その他サービス 5%

48,421 千葉県 成田市 シャルルフレンチ　ル　タンドール サービス 飲食業 5%

48,422 千葉県 成田市 ジュエリーアユハ　成田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

48,423 千葉県 成田市 Ｊｅｗｅｌ　Ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

48,424 千葉県 成田市 ジュエルブーケ サービス 理容・美容業 5%

48,425 千葉県 成田市 食事処てらだい サービス 飲食業 5%

48,426 千葉県 成田市 信武堂 小売業 その他小売 5%
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48,427 千葉県 成田市 すしの一幸　成田店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

48,428 千葉県 成田市 鮨やまと サービス 飲食業 5%

48,429 千葉県 成田市 すたみな太郎　成田店 サービス 飲食業 5%

48,430 千葉県 成田市 Ｓｎａｐ?ｏｎ　ＭＩＹＡＭＯＴＯ 小売業 その他小売 5%

48,431 千葉県 成田市 生活彩家成田東武ホテルエアポート店 小売業 その他小売 2%

48,432 千葉県 成田市 センターホテル　成田 サービス 宿泊業 5%

48,433 千葉県 成田市 センターホテル　成田 サービス 宿泊業 5%

48,434 千葉県 成田市 総合医療センター成田旧棟病院売店 小売業 その他小売 5%

48,435 千葉県 成田市 総合医療センター成田新棟病院売店 小売業 その他小売 5%

48,436 千葉県 成田市 そば酒房　ひぐらし サービス 飲食業 5%

48,437 千葉県 成田市 大栄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,438 千葉県 成田市 セブン－イレブン大栄ＰＡ下り店 小売業 食料品 2%

48,439 千葉県 成田市 セブン－イレブン大栄ＰＡ上り店 小売業 食料品 2%

48,440 千葉県 成田市 たいが企画 サービス 運輸業 5%

48,441 千葉県 成田市 宝田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,442 千葉県 成田市 竜台ＰＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,443 千葉県 成田市 たのしや サービス 飲食業 5%

48,444 千葉県 成田市 中国伝統医学整体術　済衆院 サービス その他サービス 5%

48,445 千葉県 成田市 ＴＳＵＭＵＧＩ サービス 理容・美容業 5%

48,446 千葉県 成田市 Ｄｅａｒｓ サービス 理容・美容業 5%

48,447 千葉県 成田市 ディアーズ　美郷台店 サービス 理容・美容業 5%

48,448 千葉県 成田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　三里塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,449 千葉県 成田市 トップワーク　マエバヤシ 小売業 衣料品 5%

48,450 千葉県 成田市 豊住ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,451 千葉県 成田市 トヨタレンタリース新千葉ＪＲ成田駅西口店 サービス その他サービス 2%

48,452 千葉県 成田市 トヨタレンタリース千葉成田駅前店 サービス その他サービス 2%

48,453 千葉県 成田市 十余三ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,454 千葉県 成田市 トーヨーレンタカー成田空港店 サービス その他サービス 5%

48,455 千葉県 成田市 ＢＵＤＤｙ サービス その他サービス 5%

48,456 千葉県 成田市 名木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,457 千葉県 成田市 成田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,458 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田赤坂店 小売業 食料品 2%

48,459 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田飯田町西店 小売業 食料品 2%

48,460 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田インター店 小売業 食料品 2%

48,461 千葉県 成田市 セブンーイレブン成田ウイング土屋店 小売業 食料品 2%

48,462 千葉県 成田市 成田ＡＩＣエアポートホテル サービス その他サービス 5%

48,463 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田駅西口店 小売業 食料品 2%

48,464 千葉県 成田市 セブンーイレブン成田加良部店 小売業 食料品 2%

48,465 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田吉岡店 小売業 食料品 2%

48,466 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田公津の杜店 小売業 食料品 2%

48,467 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田御所の内店 小売業 食料品 2%

48,468 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田山表参道店 小売業 食料品 2%
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48,469 千葉県 成田市 成田山門前　旅館　若松本店 サービス 宿泊業 5%

48,470 千葉県 成田市 成田支店 サービス その他サービス 5%

48,471 千葉県 成田市 成田宗吾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,472 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田土屋店 小売業 食料品 2%

48,473 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田所店 小売業 食料品 2%

48,474 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田取香店 小売業 食料品 2%

48,475 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田取香東店 小売業 食料品 2%

48,476 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田十余三店 小売業 食料品 2%

48,477 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田長沼店 小売業 食料品 2%

48,478 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田野毛平店 小売業 食料品 2%

48,479 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田花崎町店 小売業 食料品 2%

48,480 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田はなのき台店 小売業 食料品 2%

48,481 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田不動ヶ岡店 小売業 食料品 2%

48,482 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田本三里塚店 小売業 食料品 2%

48,483 千葉県 成田市 成田松崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,484 千葉県 成田市 セブン－イレブン成田美郷台３丁目店 小売業 食料品 2%

48,485 千葉県 成田市 成田Ｕ－シティホテル サービス 宿泊業 5%

48,486 千葉県 成田市 鳴門鯛焼本舗　成田山門前店 サービス 飲食業 5%

48,487 千葉県 成田市 肉の宝石 サービス 飲食業 5%

48,488 千葉県 成田市 ニッセンシェイプ・サロン　Ｒｅｉｎａ 小売業 衣料品 5%

48,489 千葉県 成田市 ネッツトヨタ千葉成田店 小売業 その他小売 5%

48,490 千葉県 成田市 根本直明税理士事務所 サービス その他サービス 5%

48,491 千葉県 成田市 ＢＡＲ　ＺＥＢＲＡ サービス 飲食業 5%

48,492 千葉県 成田市 橋賀台 サービス 理容・美容業 5%

48,493 千葉県 成田市 はしらデリ＆カフェ サービス 飲食業 5%

48,494 千葉県 成田市 花咲　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,495 千葉県 成田市 はなみずきカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

48,496 千葉県 成田市 Ｖａｌｅｎｔｉｎｅ’ｓ　ｄａｙ サービス 理容・美容業 5%

48,497 千葉県 成田市 ＢＥＪ サービス その他サービス 5%

48,498 千葉県 成田市 ピーナツのきむらや　ピーナツのきむらや 小売業 食料品 5%

48,499 千葉県 成田市 長島石油　東ノ台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,500 千葉県 成田市 ピザ工房馬車道　成田店　１１５７ サービス 飲食業 5%

48,501 千葉県 成田市 美と健康のサロンＹＡＳＵＲＡＧＩ サービス その他サービス 5%

48,502 千葉県 成田市 Ｐｕｒｅ　Ａｙｕｒｖｅｄａ　Ｌｅｅｌａ　Ｖｅｄａ　Ｐｕｒｅ　Ａｙｕｒｖｅｄａ　Ｌｅｅｌａ　Ｖｅｄａ サービス その他サービス 5%

48,503 千葉県 成田市 ピュアコンタクト 小売業 その他小売 5%

48,504 千葉県 成田市 ビューティータウン サービス 理容・美容業 5%

48,505 千葉県 成田市 美容室ＶＩＳＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

48,506 千葉県 成田市 美容室　ＳＥＶＥＮ　ｆｉｚｚ サービス 理容・美容業 5%

48,507 千葉県 成田市 ピロット サービス その他サービス 5%

48,508 千葉県 成田市 ファニチャーギャラリー　アピエ 小売業 家具・調度品 5%

48,509 千葉県 成田市 フェーブ ド カカオ 小売業 食料品 5%

48,510 千葉県 成田市 フォトスタジオプリンセス成田店 サービス その他サービス 5%
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48,511 千葉県 成田市 ＦＬＡＴＵＰＧＹＭ サービス その他サービス 5%

48,512 千葉県 成田市 ブリアント　成田店 サービス 理容・美容業 5%

48,513 千葉県 成田市 プレア　成田ホール サービス その他サービス 5%

48,514 千葉県 成田市 ｈａｉｒｌｉｆｅｈｏａｓｅｎ サービス 理容・美容業 5%

48,515 千葉県 成田市 ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ　ＦＲＡＵ サービス 理容・美容業 5%

48,516 千葉県 成田市 ｈａｉｒ＆ｂｅａｕｔｙ　ＭＯＫＵＭＥ サービス 理容・美容業 5%

48,517 千葉県 成田市 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎａｚｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

48,518 千葉県 成田市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥＳ　ＳＮＡＺＺＹ サービス 理容・美容業 5%

48,519 千葉県 成田市 ペットホテルアイランド成田店 サービス その他サービス 5%

48,520 千葉県 成田市 ヘップバーン　ＨＥＡＰ　ＢＵＲＮ　成田 サービス 理容・美容業 5%

48,521 千葉県 成田市 Ｂｏｔａｎｉｃａｌ＆ＣａｆｅＢｒｅｅｄ 小売業 その他小売 5%

48,522 千葉県 成田市 ホットヨガスタジオシャラ サービス その他サービス 5%

48,523 千葉県 成田市 ｍｙｔａｇ 小売業 衣料品 5%

48,524 千葉県 成田市 ｍａｇｇｙ’ｓ　ｃａｆｅ サービス 理容・美容業 5%

48,525 千葉県 成田市 マグーナ成田 サービス その他サービス 5%

48,526 千葉県 成田市 マツエク本舗成田店 サービス 理容・美容業 5%

48,527 千葉県 成田市 マリーノ　成田店 サービス 理容・美容業 5%

48,528 千葉県 成田市 マロウドインターナショナルホテル成田 サービス 宿泊業 5%

48,529 千葉県 成田市 ミートみやざき 小売業 食料品 5%

48,530 千葉県 成田市 みすまる　成田山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

48,531 千葉県 成田市 ＭＩＮＩ成田 小売業 その他小売 5%

48,532 千葉県 成田市 Ｓｎａｐ－ｏｎＴｏｏｌｓＭＩＹＡＭＯＴＯ サービス その他サービス 2%

48,533 千葉県 成田市 みゆ己薬局 小売業 その他小売 5%

48,534 千葉県 成田市 三芳家　飲食 サービス 飲食業 5%

48,535 千葉県 成田市 メガネのトヨフク 小売業 貴金属・服飾品 5%

48,536 千葉県 成田市 Ｍｅｌｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

48,537 千葉県 成田市 モニカ 小売業 衣料品 5%

48,538 千葉県 成田市 野球工房Ａ２７ 小売業 その他小売 5%

48,539 千葉県 成田市 やすらぎ整体院“ＳＵＮ” サービス その他サービス 5%

48,540 千葉県 成田市 大和寿司 サービス 飲食業 5%

48,541 千葉県 成田市 有限会社オイカワ 小売業 食料品 5%

48,542 千葉県 成田市 癒間－ｙｕｍａ－ サービス 理容・美容業 5%

48,543 千葉県 成田市 ライトハウス サービス 飲食業 5%

48,544 千葉県 成田市 楽ミントンボンベルタ成田店 サービス その他サービス 5%

48,545 千葉県 成田市 ラ・クレマンティーヌ 小売業 食料品 5%

48,546 千葉県 成田市 ｗＲａｐｐｅｒ　ＲＡＰＩ サービス その他サービス 5%

48,547 千葉県 成田市 ラムールトゥジュール 小売業 貴金属・服飾品 5%

48,548 千葉県 成田市 Ｒ！成田空港第１ターミナル店 サービス その他サービス 5%

48,549 千葉県 成田市 Ｌｅｅ 成田空港店 小売業 衣料品 5%

48,550 千葉県 成田市 Ｌｅｅｌａ　Ｖｅｄａ サービス その他サービス 5%

48,551 千葉県 成田市 リオネットセンター　千葉成田店 小売業 その他小売 5%

48,552 千葉県 成田市 リジョイシングインターナショナル サービス その他サービス 5%
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48,553 千葉県 成田市 リトルリリィ 小売業 衣料品 5%

48,554 千葉県 成田市 リラクゼーションサロンラ・シャンス サービス その他サービス 5%

48,555 千葉県 成田市 レン 小売業 衣料品 5%

48,556 千葉県 成田市 ＲＯＹＳＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 その他小売 5%

48,557 千葉県 成田市 浪漫亭 小売業 その他小売 5%

48,558 千葉県 成田市 和カフェ　珈琲庵 サービス 飲食業 5%

48,559 千葉県 成田市 和金 小売業 その他小売 5%

48,560 千葉県 成田市 和食処寛吉 サービス 飲食業 5%

48,561 千葉県 成田市 和’ｓ サービス 飲食業 5%

48,562 千葉県 成田市 Ｗａｃ サービス その他サービス 5%

48,563 千葉県 成田市 和もーど　成田店 小売業 衣料品 5%

48,564 千葉県 成田市 ワンディー サービス 飲食業 5%

48,565 千葉県 野田市 アイペット動物病院 サービス その他サービス 5%

48,566 千葉県 野田市 アニマーレ サービス その他サービス 5%

48,567 千葉県 野田市 一幸　野田店 サービス 飲食業 5%

48,568 千葉県 野田市 出光ライラ鴨狩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,569 千葉県 野田市 稲荷松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,570 千葉県 野田市 ｉｒｏｄｏｒｉｍｉｌｉｔａｒｙ 小売業 衣料品 5%

48,571 千葉県 野田市 岩名　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,572 千葉県 野田市 ｖｉｖａｃｅ川間北口 サービス 理容・美容業 5%

48,573 千葉県 野田市 エステサロン　ＣＯＣＯＡ 小売業 その他小売 5%

48,574 千葉県 野田市 エビナ電気川間店 小売業 電化製品 5%

48,575 千葉県 野田市 Ｍフォルム 小売業 その他小売 5%

48,576 千葉県 野田市 株式会社エルレカーズ 小売業 その他小売 5%

48,577 千葉県 野田市 えんじゅ工房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

48,578 千葉県 野田市 えんじゅ工房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

48,579 千葉県 野田市 大川屋 小売業 食料品 5%

48,580 千葉県 野田市 大塚電気設備 小売業 電化製品 5%

48,581 千葉県 野田市 岡田鶏肉店 小売業 食料品 5%

48,582 千葉県 野田市 小沼屋 小売業 その他小売 5%

48,583 千葉県 野田市 オリックスレンタカーＲ１６野田山崎イーストＳＳ受付カウンター サービス その他サービス 2%

48,584 千葉県 野田市 カーグッドネス野田 サービス その他サービス 5%

48,585 千葉県 野田市 ピラティス＆加圧トレーニングスタジオコッカテイル サービス その他サービス 5%

48,586 千葉県 野田市 介護タクシー心愛 サービス 運輸業 5%

48,587 千葉県 野田市 介護タクシーなべケア サービス 運輸業 5%

48,588 千葉県 野田市 ガスペック千葉支店 小売業 その他小売 5%

48,589 千葉県 野田市 かぞヤクルト販売 春日町センター 小売業 食料品 5%

48,590 千葉県 野田市 かぞヤクルト販売 関宿センター 小売業 食料品 5%

48,591 千葉県 野田市 かぞヤクルト販売 野田センター 小売業 食料品 5%

48,592 千葉県 野田市 勝田電気 小売業 電化製品 5%

48,593 千葉県 野田市 がってん寿司野田店 サービス 飲食業 5%

48,594 千葉県 野田市 かつ敏野田店 サービス 飲食業 5%
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48,595 千葉県 野田市 カナグヤ化粧品 小売業 その他小売 5%

48,596 千葉県 野田市 株式会社　旭屋呉服店 小売業 衣料品 5%

48,597 千葉県 野田市 株式会社江戸川自動車 サービス その他サービス 5%

48,598 千葉県 野田市 株式会社ＧーＡｒｅａ サービス その他サービス 5%

48,599 千葉県 野田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋野田船形ＳＣ店 サービス 飲食業 2%

48,600 千葉県 野田市 キクヤ百貨 小売業 その他小売 5%

48,601 千葉県 野田市 キクヤ百貨 小売業 その他小売 5%

48,602 千葉県 野田市 喫茶　うさぎ サービス 飲食業 5%

48,603 千葉県 野田市 木野崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,604 千葉県 野田市 京料理　味しん サービス 飲食業 5%

48,605 千葉県 野田市 Ｃｌｕｔｃｈ　Ａｕｔｏ 小売業 その他小売 5%

48,606 千葉県 野田市 クリーニングわたなべ　エコス関宿店 サービス その他サービス 5%

48,607 千葉県 野田市 Ｃｏｃｏａ運転代行 サービス 運輸業 5%

48,608 千葉県 野田市 東風谷自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

48,609 千葉県 野田市 小料理かをり サービス 飲食業 5%

48,610 千葉県 野田市 ゴルフショップＭＧ野田店 小売業 その他小売 5%

48,611 千葉県 野田市 境大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,612 千葉県 野田市 ＳａｌｏｎｄｅＡｚｕｒｅ サービス その他サービス 5%

48,613 千葉県 野田市 Ｃ．ｐｒｅｐ サービス 理容・美容業 5%

48,614 千葉県 野田市 ＣＨＥＶＹ’ＳＷＯＲＫＳ 小売業 その他小売 5%

48,615 千葉県 野田市 Ｇ－Ａｒｅａ サービス その他サービス 5%

48,616 千葉県 野田市 シバタ電機 小売業 電化製品 5%

48,617 千葉県 野田市 下田自動車 サービス その他サービス 5%

48,618 千葉県 野田市 ＪＡＰＡＮＥＳＥＤＩＮＩＮＧごえんや サービス 飲食業 5%

48,619 千葉県 野田市 時游空間 珈琲工房 茶亭 山ぼうし サービス 飲食業 5%

48,620 千葉県 野田市 新鮮一 タバコ店 小売業 その他小売 5%

48,621 千葉県 野田市 すしの一幸　野田店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

48,622 千葉県 野田市 スズキ自動車 サービス その他サービス 5%

48,623 千葉県 野田市 スズタン　ノア店 小売業 衣料品 5%

48,624 千葉県 野田市 すたみな太郎　野田桜の里店 サービス 飲食業 5%

48,625 千葉県 野田市 青果　富多屋 小売業 食料品 5%

48,626 千葉県 野田市 セブン－イレブン関宿木間ヶ瀬店 小売業 食料品 2%

48,627 千葉県 野田市 関宿交通有限会社 サービス 運輸業 5%

48,628 千葉県 野田市 関宿中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,629 千葉県 野田市 瀬戸中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,630 千葉県 野田市 セルフ利根大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,631 千葉県 野田市 ゼロワン 小売業 その他小売 5%

48,632 千葉県 野田市 千賀造園 サービス その他サービス 5%

48,633 千葉県 野田市 中華料理正楽園 サービス 飲食業 5%

48,634 千葉県 野田市 長命庵 サービス 飲食業 5%

48,635 千葉県 野田市 ツールズアンドドリームス サービス その他サービス 5%

48,636 千葉県 野田市 釣具のえびすや 小売業 その他小売 5%
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48,637 千葉県 野田市 東京理科大学消費生活協同組合　野田店 サービス その他サービス 5%

48,638 千葉県 野田市 セブン－イレブン東京理科大学野田校舎店 小売業 食料品 2%

48,639 千葉県 野田市 東京理科大消費生活野田店 サービス その他サービス 5%

48,640 千葉県 野田市 ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙＭ＇ｚＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

48,641 千葉県 野田市 トータルボディサポートレグルス サービス その他サービス 5%

48,642 千葉県 野田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　フレックス２１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,643 千葉県 野田市 ｎＡｒｓ サービス 理容・美容業 5%

48,644 千葉県 野田市 中里　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,645 千葉県 野田市 なかた屋 なかた屋 小売業 食料品 5%

48,646 千葉県 野田市 七光台どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

48,647 千葉県 野田市 ｋｎｅｗ　ａｓ　ｎｅｗ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

48,648 千葉県 野田市 ネッツトヨタ千葉野田店 小売業 その他小売 5%

48,649 千葉県 野田市 野田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,650 千葉県 野田市 出光野田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,651 千葉県 野田市 野田 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,652 千葉県 野田市 セブン－イレブン野田愛宕店 小売業 食料品 2%

48,653 千葉県 野田市 セブン－イレブン野田１６号バイパス店 小売業 食料品 2%

48,654 千葉県 野田市 セブン－イレブン野田岩名２丁目店 小売業 食料品 2%

48,655 千葉県 野田市 セブンーイレブン野田尾崎店 小売業 食料品 2%

48,656 千葉県 野田市 セブン－イレブン野田尾崎西店 小売業 食料品 2%

48,657 千葉県 野田市 野田ガス 小売業 その他小売 5%

48,658 千葉県 野田市 セブン－イレブン野田上花輪店 小売業 食料品 2%

48,659 千葉県 野田市 セブンーイレブン野田木野崎店 小売業 食料品 2%

48,660 千葉県 野田市 セブンーイレブン野田下三ヶ尾店 小売業 食料品 2%

48,661 千葉県 野田市 野田中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,662 千葉県 野田市 セブン－イレブン野田中根店 小売業 食料品 2%

48,663 千葉県 野田市 セブン－イレブン野田中野台店 小売業 食料品 2%

48,664 千葉県 野田市 セブン－イレブン野田七光台店 小売業 食料品 2%

48,665 千葉県 野田市 セブン－イレブン野田日の出町店 小売業 食料品 2%

48,666 千葉県 野田市 セブン－イレブン野田二ツ塚店 小売業 食料品 2%

48,667 千葉県 野田市 セブン－イレブン野田みずきの街店 小売業 食料品 2%

48,668 千葉県 野田市 セブン－イレブン野田宮崎小学校前店 小売業 食料品 2%

48,669 千葉県 野田市 セブン－イレブン野田宮崎店 小売業 食料品 2%

48,670 千葉県 野田市 セブン－イレブン野田谷津店 小売業 食料品 2%

48,671 千葉県 野田市 セブン－イレブン野田山崎店 小売業 食料品 2%

48,672 千葉県 野田市 ＢＡＲＢＥＲＳ サービス その他サービス 5%

48,673 千葉県 野田市 八三電機 小売業 電化製品 5%

48,674 千葉県 野田市 八三電機梅郷店 小売業 電化製品 5%

48,675 千葉県 野田市 パティスリー　ロン 小売業 食料品 5%

48,676 千葉県 野田市 ホンダデンキ 小売業 電化製品 5%

48,677 千葉県 野田市 オオクマデンキ 小売業 電化製品 5%

48,678 千葉県 野田市 蕃昌ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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48,679 千葉県 野田市 ばんどう太郎関宿店 サービス 飲食業 5%

48,680 千葉県 野田市 ビーライン　関宿店 小売業 その他小売 5%

48,681 千葉県 野田市 東金野井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,682 千葉県 野田市 ピザ工房馬車道　野田店　１０８７ サービス 飲食業 5%

48,683 千葉県 野田市 ビースリム　ノア店 サービス その他サービス 5%

48,684 千葉県 野田市 ｖｉｖａｃｅ川間南口 サービス 理容・美容業 5%

48,685 千葉県 野田市 美容室　花　Ｓｐｅｃｉａｌ サービス 理容・美容業 5%

48,686 千葉県 野田市 美容室コップス山崎店 サービス 理容・美容業 5%

48,687 千葉県 野田市 美容室コップス中根店 サービス 理容・美容業 5%

48,688 千葉県 野田市 美容室コップスみずき店 サービス 理容・美容業 5%

48,689 千葉県 野田市 平井屋洋品店 小売業 衣料品 5%

48,690 千葉県 野田市 ファミリーファッションのぐち 小売業 衣料品 5%

48,691 千葉県 野田市 ふぇれっと園 小売業 その他小売 5%

48,692 千葉県 野田市 藤ガラス工房 サービス その他サービス 5%

48,693 千葉県 野田市 二川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,694 千葉県 野田市 ブックスエンドウ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

48,695 千葉県 野田市 ふとんの長谷川 小売業 その他小売 5%

48,696 千葉県 野田市 ブリアント　野田店 サービス 理容・美容業 5%

48,697 千葉県 野田市 ＦＣ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,698 千葉県 野田市 Ｂｕｌｌｂｏｏ 小売業 その他小売 5%

48,699 千葉県 野田市 プロフィット 小売業 その他小売 5%

48,700 千葉県 野田市 ＰｒｏＬｉｎｋ中央野田店 小売業 電化製品 5%

48,701 千葉県 野田市 ヘアーサロン　ビータイム サービス 理容・美容業 5%

48,702 千葉県 野田市 ヘアーサロンＪＡＣＫ サービス 理容・美容業 5%

48,703 千葉県 野田市 ヘアーステーション　コバヤシ サービス 理容・美容業 5%

48,704 千葉県 野田市 ヘアメイクラ・パルファン サービス 理容・美容業 5%

48,705 千葉県 野田市 ＨＥＹＤＡＹＳ 小売業 その他小売 5%

48,706 千葉県 野田市 ＢＡ－ＳＥＮ 小売業 その他小売 5%

48,707 千葉県 野田市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,708 千葉県 野田市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,709 千葉県 野田市 マイタウントラベル　イオン野田店 サービス その他サービス 5%

48,710 千葉県 野田市 マクドナルドイオンタウン野田七光台店 サービス 飲食業 2%

48,711 千葉県 野田市 マクドナルド１６号野田店 サービス 飲食業 2%

48,712 千葉県 野田市 ｍａｔａｈａｒｉ サービス 理容・美容業 5%

48,713 千葉県 野田市 丸福商店　丸福商店 小売業 食料品 5%

48,714 千葉県 野田市 村松商店 小売業 衣料品 5%

48,715 千葉県 野田市 メガネ　時計　補聴器　宝飾の千代倉　千代倉本店 小売業 その他小売 5%

48,716 千葉県 野田市 モーターパレス 小売業 その他小売 5%

48,717 千葉県 野田市 やまき　１ 小売業 その他小売 5%

48,718 千葉県 野田市 有限会社フンドゥス 小売業 その他小売 5%

48,719 千葉県 野田市 有限会社ワイエスガス 小売業 その他小売 5%

48,720 千葉県 野田市 ヨシダ家具　二川店 小売業 家具・調度品 5%
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48,721 千葉県 野田市 出光吉春ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,722 千葉県 野田市 来来亭 野田みずき店 サービス 飲食業 2%

48,723 千葉県 野田市 Ｌａ　ｖｉｅ　ｅｎ　Ｒｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

48,724 千葉県 野田市 理科大生協　野田店 サービス その他サービス 5%

48,725 千葉県 野田市 理科大生協　野田店 サービス その他サービス 5%

48,726 千葉県 野田市 リビングショップ秋山 小売業 その他小売 5%

48,727 千葉県 野田市 リライズ野田愛宕店 小売業 その他小売 5%

48,728 千葉県 野田市 ｒｅｃｏｒｄ サービス その他サービス 5%

48,729 千葉県 野田市 レストランＶＥＲＹ サービス 飲食業 5%

48,730 千葉県 富津市 あーちゃんのえくぼ サービス その他サービス 5%

48,731 千葉県 富津市 青堀中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,732 千葉県 富津市 天羽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,733 千葉県 富津市 天羽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,734 千葉県 富津市 綾部商店 小売業 食料品 5%

48,735 千葉県 富津市 石井電化センター 小売業 電化製品 5%

48,736 千葉県 富津市 イシイデンキ 小売業 電化製品 5%

48,737 千葉県 富津市 江戸前磯料理　大定 サービス 飲食業 5%

48,738 千葉県 富津市 エムケー企画 サービス その他サービス 5%

48,739 千葉県 富津市 大佐和ＳＳ　有限会社大佐和産商 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,740 千葉県 富津市 太田屋商店 小売業 その他小売 5%

48,741 千葉県 富津市 小熊電気商会 小売業 電化製品 5%

48,742 千葉県 富津市 小駒ラジオ店 小売業 電化製品 5%

48,743 千葉県 富津市 おさかな市場 小売業 食料品 5%

48,744 千葉県 富津市 おどや富津店 小売業 食料品 5%

48,745 千葉県 富津市 かつ菜富津店 サービス 飲食業 5%

48,746 千葉県 富津市 金谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,747 千葉県 富津市 株式会社大佐和自動車教習所 サービス その他サービス 5%

48,748 千葉県 富津市 カプリハウス サービス 宿泊業 5%

48,749 千葉県 富津市 ｃｏｏｋｓ サービス 飲食業 5%

48,750 千葉県 富津市 グラン・フォッセ サービス 飲食業 5%

48,751 千葉県 富津市 ジツポーパーク 小売業 その他小売 5%

48,752 千葉県 富津市 篠部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,753 千葉県 富津市 島津商会 小売業 その他小売 5%

48,754 千葉県 富津市 正凛亭 サービス 飲食業 5%

48,755 千葉県 富津市 スーパー吉田屋湊店 小売業 食料品 5%

48,756 千葉県 富津市 スズキアリーナ富津 サービス その他サービス 5%

48,757 千葉県 富津市 ｓｐａｃｅ１２７ サービス その他サービス 5%

48,758 千葉県 富津市 パナクレールたかなし 小売業 電化製品 5%

48,759 千葉県 富津市 ＴＳＵＫＩＭＩ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

48,760 千葉県 富津市 トータルリラクゼーション　Ａｊｕ サービス その他サービス 5%

48,761 千葉県 富津市 ニッセンシェイプファンデ　Ｓｉｓｔｅｒ 小売業 衣料品 5%

48,762 千葉県 富津市 ネットキング 株式会社横浜うぇぶ亭 ネットキング通販事業部 小売業 その他小売 5%
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48,763 千葉県 富津市 パークサイドインなかむら サービス 宿泊業 5%

48,764 千葉県 富津市 長谷川正治 サービス その他サービス 5%

48,765 千葉県 富津市 ハマーズ 小売業 食料品 5%

48,766 千葉県 富津市 ビータスカフェ サービス 飲食業 5%

48,767 千葉県 富津市 ひろ寿司 サービス 飲食業 5%

48,768 千葉県 富津市 出光富津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,769 千葉県 富津市 セブン－イレブン富津青木店 小売業 食料品 2%

48,770 千葉県 富津市 セブン－イレブン富津青堀駅前店 小売業 食料品 2%

48,771 千葉県 富津市 セブン－イレブン富津大貫店 小売業 食料品 2%

48,772 千葉県 富津市 セブン－イレブン富津大堀４丁目店 小売業 食料品 2%

48,773 千葉県 富津市 セブン－イレブン富津亀沢店 小売業 食料品 2%

48,774 千葉県 富津市 セブン－イレブン富津更和店 小売業 食料品 2%

48,775 千葉県 富津市 セブン－イレブン富津下飯野店 小売業 食料品 2%

48,776 千葉県 富津市 セブン－イレブン富津千種新田店 小売業 食料品 2%

48,777 千葉県 富津市 セブン－イレブン富津岬店 小売業 食料品 2%

48,778 千葉県 富津市 セブン－イレブン富津湊店 小売業 食料品 2%

48,779 千葉県 富津市 船主 サービス その他サービス 5%

48,780 千葉県 富津市 Ｐｌｕｇ－ｉｎヤマダ 小売業 電化製品 5%

48,781 千葉県 富津市 Ｂｌｏｏｍ サービス その他サービス 5%

48,782 千葉県 富津市 ＨａｉｒＳｔｕｄｉｏＭ＇ｓ サービス 理容・美容業 5%

48,783 千葉県 富津市 ヘアースペース おおくぼ ヘアースペース おおくぼ サービス 理容・美容業 5%

48,784 千葉県 富津市 ホテル喜楽館 サービス 宿泊業 5%

48,785 千葉県 富津市 マイまくらイオンモール富津店 小売業 家具・調度品 5%

48,786 千葉県 富津市 マクドナルドイオンモール富津店 サービス 飲食業 2%

48,787 千葉県 富津市 マルテン産業機械株式会社 小売業 家具・調度品 5%

48,788 千葉県 富津市 見波亭バウム工房 サービス その他サービス 5%

48,789 千葉県 富津市 見波亭和菓子工房 サービス その他サービス 5%

48,790 千葉県 富津市 モカトラカフェ サービス 飲食業 5%

48,791 千葉県 富津市 有限会社鳥海商店 小売業 食料品 5%

48,792 千葉県 富津市 有限会社富津鈑金 サービス その他サービス 5%

48,793 千葉県 富津市 ランドロームフードマーケット富津店 小売業 食料品 5%

48,794 千葉県 富津市 ルート１２７ＳＳ　吉原商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,795 千葉県 富津市 レストラン・ザ・フィッシュ サービス その他サービス 5%

48,796 千葉県 富津市 Ｌｅｎｇｔｈ【レングス】 サービス 理容・美容業 5%

48,797 千葉県 富津市 ワタナベデンキ 小売業 電化製品 5%

48,798 千葉県 船橋市 アートファクトリー 小売業 その他小売 5%

48,799 千葉県 船橋市 アイコール　船橋グランドホテル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

48,800 千葉県 船橋市 アイコール　船橋コンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

48,801 千葉県 船橋市 アイコール 小売業 貴金属・服飾品 5%

48,802 千葉県 船橋市 アイコールコンタクト　北習志野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

48,803 千葉県 船橋市 アイコールコンタクト　船橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

48,804 千葉県 船橋市 アイコールコンタクト　ららぽーと店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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48,805 千葉県 船橋市 アイパルメガネ船橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

48,806 千葉県 船橋市 アイボン 小売業 貴金属・服飾品 5%

48,807 千葉県 船橋市 アイラッシュサロンｃｏ?ｃｉ サービス 理容・美容業 5%

48,808 千葉県 船橋市 アイラッシュサロンシェルウェリナ サービス 理容・美容業 5%

48,809 千葉県 船橋市 アイラッシュサロンＺｉＺｉ サービス 理容・美容業 5%

48,810 千葉県 船橋市 ａｖｌｉ サービス 理容・美容業 5%

48,811 千葉県 船橋市 あおぞら動物病院 サービス その他サービス 5%

48,812 千葉県 船橋市 あおぞらの虹法律事務所 サービス その他サービス 5%

48,813 千葉県 船橋市 アガぺ船橋薬局 小売業 その他小売 5%

48,814 千葉県 船橋市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒｕｂｅ船橋 サービス 理容・美容業 5%

48,815 千葉県 船橋市 浅野タクシー サービス 運輸業 5%

48,816 千葉県 船橋市 味のそば処　三松 サービス 飲食業 5%

48,817 千葉県 船橋市 アスティ本中山店 サービス その他サービス 5%

48,818 千葉県 船橋市 アダチコーヒー 小売業 食料品 5%

48,819 千葉県 船橋市 ＡＮＥＲＡ サービス その他サービス 5%

48,820 千葉県 船橋市 ａｎｅｒａ サービス 理容・美容業 5%

48,821 千葉県 船橋市 ＡＢＯＵＴＤＯＧＳ サービス その他サービス 5%

48,822 千葉県 船橋市 美容室　アリッサム　北習志野 サービス 理容・美容業 5%

48,823 千葉県 船橋市 アルカフェ サービス 飲食業 5%

48,824 千葉県 船橋市 アルター　シェリー サービス 理容・美容業 5%

48,825 千葉県 船橋市 アルバ 小売業 家具・調度品 5%

48,826 千葉県 船橋市 アルファ運転代行　１号車 サービス 運輸業 5%

48,827 千葉県 船橋市 Ａｒｖｏ　【アルボ】 サービス 理容・美容業 5%

48,828 千葉県 船橋市 ａｒａｙｚ サービス 理容・美容業 5%

48,829 千葉県 船橋市 ａｒａｙｚ サービス 理容・美容業 5%

48,830 千葉県 船橋市 アロマカラーサロン「ｃｒｅｅｒｄｅｓｌｉｅｎｓ」 サービス 理容・美容業 5%

48,831 千葉県 船橋市 美容室　Un anello サービス 理容・美容業 5%

48,832 千葉県 船橋市 ＆ＴＡＴＴＯＯ サービス その他サービス 5%

48,833 千葉県 船橋市 ｕｎ　ｐｅｔｉｔ　ｐｌｕｓ サービス その他サービス 5%

48,834 千葉県 船橋市 ＵＮＶＯＹＡＧＥ　【アンボヤージュ】 サービス 理容・美容業 5%

48,835 千葉県 船橋市 池田司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

48,836 千葉県 船橋市 居酒屋一九　西船橋店　居酒屋　一九　西船橋 サービス 飲食業 5%

48,837 千葉県 船橋市 居酒屋 元祖ふみ丸 サービス 飲食業 5%

48,838 千葉県 船橋市 伊酒リア サービス 飲食業 5%

48,839 千葉県 船橋市 いしたに電器 小売業 電化製品 5%

48,840 千葉県 船橋市 石渡個人タクシー サービス 運輸業 5%

48,841 千葉県 船橋市 伊勢や サービス 飲食業 5%

48,842 千葉県 船橋市 板倉病院売店 小売業 その他小売 5%

48,843 千葉県 船橋市 イタリア料理　ペコリーノ サービス 飲食業 5%

48,844 千葉県 船橋市 一幸　船橋店 サービス 飲食業 5%

48,845 千葉県 船橋市 一幸　船橋店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

48,846 千葉県 船橋市 一九　居酒屋　一九　船橋南口本店 サービス 飲食業 5%
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48,847 千葉県 船橋市 一九庵 小売業 その他小売 5%

48,848 千葉県 船橋市 いっきゅう離れ　いっきゅう　離れ　Ｈａｎａｒｅ サービス 飲食業 5%

48,849 千葉県 船橋市 出光ＢＡＹＳＩＤＥ日の出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,850 千葉県 船橋市 出光前原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

48,851 千葉県 船橋市 イトーヤ 小売業 電化製品 5%

48,852 千葉県 船橋市 Ｓｔｅｐ．ｗｉｔｈ．ｄｏｇｓ サービス その他サービス 5%

48,853 千葉県 船橋市 犬のとこやのと サービス その他サービス 5%

48,854 千葉県 船橋市 今村ガラス サービス その他サービス 5%

48,855 千葉県 船橋市 イリオス津田沼店 サービス 理容・美容業 5%

48,856 千葉県 船橋市 イルーシー３００　板橋店 小売業 衣料品 5%

48,857 千葉県 船橋市 イルーシー３００　船橋店 小売業 衣料品 5%

48,858 千葉県 船橋市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ船橋 サービス その他サービス 5%

48,859 千葉県 船橋市 インターナショナルゲストハウスアズール成田 サービス その他サービス 5%

48,860 千葉県 船橋市 ＶｅｇｏＣｒｅａｔｉｏｎｓ株式会社 小売業 その他小売 5%

48,861 千葉県 船橋市 魚一商店津田沼直売所 サービス 飲食業 5%

48,862 千葉県 船橋市 ウォームハートコーヒー サービス 飲食業 5%

48,863 千葉県 船橋市 魚屋浜寅 小売業 その他小売 5%

48,864 千葉県 船橋市 魚人 サービス 飲食業 5%

48,865 千葉県 船橋市 うさぎ八 サービス 理容・美容業 5%

48,866 千葉県 船橋市 うさぎ八 サービス 理容・美容業 5%

48,867 千葉県 船橋市 歌広場　京成船橋駅前店 サービス 飲食業 5%

48,868 千葉県 船橋市 歌広場　船橋パーティー館 サービス 飲食業 5%

48,869 千葉県 船橋市 Ｈ．Ｈ． サービス 理容・美容業 5%

48,870 千葉県 船橋市 ＨＭ　ｈａｉｒ　船橋店 サービス 理容・美容業 5%

48,871 千葉県 船橋市 江口長生治療院 サービス 理容・美容業 5%

48,872 千葉県 船橋市 ＡＪＣショップ 小売業 食料品 5%

48,873 千葉県 船橋市 エステサロンさくら　中山店 小売業 その他小売 5%

48,874 千葉県 船橋市 北習志野店　【エスポワール】 サービス 理容・美容業 5%

48,875 千葉県 船橋市 ＦＣ．ＶＩＮＶＩＮＯ サービス 飲食業 5%

48,876 千葉県 船橋市 エポックスポーツクラブ中山店 サービス その他サービス 5%

48,877 千葉県 船橋市 ＭＭＤ 小売業 衣料品 5%

48,878 千葉県 船橋市 ＭＤＣ　津田沼パルコ店 サービス 理容・美容業 5%

48,879 千葉県 船橋市 ｅｎｊｏｙ　ｂｅａｕｔｙ　Ｃｒｅ サービス 理容・美容業 5%

48,880 千葉県 船橋市 ｅｎｊｏｙ　ｈａｉｒ　ａｘｉｓ サービス 理容・美容業 5%

48,881 千葉県 船橋市 Ｃｒｅａｍ　ｄｕｅ サービス 理容・美容業 5%

48,882 千葉県 船橋市 Ｅｎｃｈａｎｔ サービス 理容・美容業 5%

48,883 千葉県 船橋市 税理士法人ＭＩＧＯ大久保事務所 サービス その他サービス 5%

48,884 千葉県 船橋市 おくすり舎 小売業 その他小売 5%

48,885 千葉県 船橋市 ＯＫＡＹ　船橋店 小売業 家具・調度品 5%

48,886 千葉県 船橋市 ＯＫＣＬＵＢｍｉｘ サービス 理容・美容業 5%

48,887 千葉県 船橋市 おたき動物病院 サービス その他サービス 5%

48,888 千葉県 船橋市 大人の休日 サービス 理容・美容業 5%
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48,889 千葉県 船橋市 おどる魚　鮨と肴おどる魚 サービス 飲食業 5%

48,890 千葉県 船橋市 オプティック　エス　本店 小売業 その他小売 5%

48,891 千葉県 船橋市 オリックスレンタカー船橋金杉カウンター サービス その他サービス 2%

48,892 千葉県 船橋市 オリックスレンタカー船橋上山町ＳＳカウンター サービス その他サービス 2%

48,893 千葉県 船橋市 オリックスレンタカー船橋市役所前店 サービス その他サービス 2%

48,894 千葉県 船橋市 オリックスレンタカー船橋日大前ＳＳカウンター サービス その他サービス 2%

48,895 千葉県 船橋市 オリックスレンタカー船橋馬込沢ＳＳカウンター サービス その他サービス 2%

48,896 千葉県 船橋市 オリックスレンタカー本中山ＳＳカウンター サービス その他サービス 2%

48,897 千葉県 船橋市 おれんじ鍼灸院 サービス その他サービス 5%

48,898 千葉県 船橋市 温野菜船橋店 サービス 飲食業 2%

48,899 千葉県 船橋市 カーヴ隠れや　津田沼てん サービス 飲食業 5%

48,900 千葉県 船橋市 ＣＡＲＳ サービス 運輸業 5%

48,901 千葉県 船橋市 介護タクシー花笑み サービス 運輸業 5%

48,902 千葉県 船橋市 快誠堂薬局 サービス その他サービス 5%

48,903 千葉県 船橋市 活魚なべしま サービス 飲食業 5%

48,904 千葉県 船橋市 学生服　武美屋 小売業 衣料品 5%

48,905 千葉県 船橋市 学生服のマルトミ 小売業 衣料品 5%

48,906 千葉県 船橋市 家事代行コンセント サービス その他サービス 5%

48,907 千葉県 船橋市 がってん寿司船橋夏見台店 サービス 飲食業 5%

48,908 千葉県 船橋市 割烹旅館　玉川 サービス 宿泊業 5%

48,909 千葉県 船橋市 カナロア船橋 サービス 宿泊業 5%

48,910 千葉県 船橋市 金庄・茶茶工場直売所 小売業 家具・調度品 5%

48,911 千葉県 船橋市 Ｃａｆｅ＆ＳａｌｔＢａｒ　ＴＪ サービス 飲食業 5%

48,912 千葉県 船橋市 株式会社 リルファナカジマ 小売業 その他小売 5%

48,913 千葉県 船橋市 ＪＭ／株式会社アットライフ 小売業 その他小売 5%

48,914 千葉県 船橋市 株式会社イールアップ 小売業 その他小売 5%

48,915 千葉県 船橋市 株式会社カーパスライフ 小売業 その他小売 5%

48,916 千葉県 船橋市 株式会社グランデ 小売業 その他小売 5%

48,917 千葉県 船橋市 株式会社コーデテーラー サービス その他サービス 5%

48,918 千葉県 船橋市 株式会社郡商会 小売業 その他小売 5%

48,919 千葉県 船橋市 株式会社サントラベルセンター高根木戸店 サービス その他サービス 5%

48,920 千葉県 船橋市 株式会社上源 小売業 衣料品 5%

48,921 千葉県 船橋市 株式会社菅野屋 サービス 飲食業 5%

48,922 千葉県 船橋市 株式会社日本水道センター サービス その他サービス 5%

48,923 千葉県 船橋市 株式会社日上総業 サービス その他サービス 5%

48,924 千葉県 船橋市 株式会社フリーアップ サービス その他サービス 5%

48,925 千葉県 船橋市 （株）右島薬局 小売業 その他小売 5%

48,926 千葉県 船橋市 株式会社ワイケイコンサルティング サービス その他サービス 5%

48,927 千葉県 船橋市 かまどか船橋店 サービス 飲食業 2%

48,928 千葉県 船橋市 カラダファクトリー　津田沼北口店 サービス その他サービス 5%

48,929 千葉県 船橋市 カラダファクトリー　Ｄｉｌａ西船橋店 サービス その他サービス 5%

48,930 千葉県 船橋市 カラダファクトリー　船橋南口店 サービス その他サービス 5%
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48,931 千葉県 船橋市 カラダファクトリーペリエ西船橋店 サービス その他サービス 5%

48,932 千葉県 船橋市 からだリセット療法院快福屋 サービス 理容・美容業 5%

48,933 千葉県 船橋市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ＪＲ下総中山駅南口店 サービス 飲食業 2%

48,934 千葉県 船橋市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋原木中山駅前店 サービス 飲食業 2%

48,935 千葉県 船橋市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋船橋湊町店 サービス 飲食業 2%

48,936 千葉県 船橋市 ガレージセール 小売業 衣料品 5%

48,937 千葉県 船橋市 カワサキ プラザ 船橋 小売業 その他小売 5%

48,938 千葉県 船橋市 川菜味 サービス 飲食業 5%

48,939 千葉県 船橋市 カワノバッグ　高根台店 小売業 貴金属・服飾品 5%

48,940 千葉県 船橋市 カワノバッグ高根台店 小売業 貴金属・服飾品 5%

48,941 千葉県 船橋市 岩塩焼肉天龍 サービス 飲食業 5%

48,942 千葉県 船橋市 キズナ犬猫クリニック サービス その他サービス 5%

48,943 千葉県 船橋市 北村 サービス 理容・美容業 5%

48,944 千葉県 船橋市 きもの館 小売業 衣料品 5%

48,945 千葉県 船橋市 きもの館　津田沼店 小売業 衣料品 5%

48,946 千葉県 船橋市 牛角北習志野店 サービス 飲食業 2%

48,947 千葉県 船橋市 共栄デンキ 小売業 電化製品 5%

48,948 千葉県 船橋市 行政書士バッカス法務事務所 サービス その他サービス 5%

48,949 千葉県 船橋市 きりん書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

48,950 千葉県 船橋市 クイック千葉津田沼店 サービス その他サービス 5%

48,951 千葉県 船橋市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ船橋店 小売業 その他小売 5%

48,952 千葉県 船橋市 クリーニングタイム サービス その他サービス 5%

48,953 千葉県 船橋市 串いち船橋南口店 サービス 飲食業 5%

48,954 千葉県 船橋市 串かつ　でんがな　船橋店 サービス 飲食業 5%

48,955 千葉県 船橋市 串焼き　小野田 サービス 飲食業 5%

48,956 千葉県 船橋市 Ｑｕｊｏｌｉａ サービス その他サービス 5%

48,957 千葉県 船橋市 クスリのサイコウ中山駅前店 小売業 その他小売 5%

48,958 千葉県 船橋市 クスリのサイコウ馬込沢店 小売業 その他小売 5%

48,959 千葉県 船橋市 Ｇｒａｖｉｓ　Ｌａｔｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

48,960 千葉県 船橋市 Ｇｒａｖｉｓ　Ｌ’ａｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

48,961 千葉県 船橋市 Ｇｒａｖｉｓ　Ｌｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

48,962 千葉県 船橋市 クラブゼニス 小売業 その他小売 5%

48,963 千葉県 船橋市 グランアージュ船橋北口店 サービス 理容・美容業 5%

48,964 千葉県 船橋市 グランアージュ船橋店 サービス 理容・美容業 5%

48,965 千葉県 船橋市 ｇｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

48,966 千葉県 船橋市 グリッド船橋店 小売業 その他小売 5%

48,967 千葉県 船橋市 グリーンアロー　ＴＳＵＤＡＮＵＭ 小売業 その他小売 5%

48,968 千葉県 船橋市 グリーンアロー西船橋 小売業 その他小売 5%

48,969 千葉県 船橋市 グリンズはん工房 小売業 その他小売 5%

48,970 千葉県 船橋市 グリーンリーフ 小売業 その他小売 5%

48,971 千葉県 船橋市 グリーンリーフ北習志野 小売業 その他小売 5%

48,972 千葉県 船橋市 ｇｌｅｎ 小売業 その他小売 5%
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48,973 千葉県 船橋市 くわじま動物病院 サービス その他サービス 5%

48,974 千葉県 船橋市 株式会社Ｋスマイル サービス その他サービス 5%

48,975 千葉県 船橋市 京葉ガスサービスショップ海神店 小売業 その他小売 5%

48,976 千葉県 船橋市 京葉ガスサービスショップ芝山店 小売業 その他小売 5%

48,977 千葉県 船橋市 京葉ガスサービスショップ新船橋店 小売業 その他小売 5%

48,978 千葉県 船橋市 京葉ガスサービスショップ夏見店 小売業 その他小売 5%

48,979 千葉県 船橋市 京葉ガスサービスショップ習志野台店 小売業 その他小売 5%

48,980 千葉県 船橋市 京葉ガスサービスショップ二和店 小売業 その他小売 5%

48,981 千葉県 船橋市 京葉ガスサービスショップ薬円台店 小売業 その他小売 5%

48,982 千葉県 船橋市 京葉住設　株式会社 小売業 その他小売 5%

48,983 千葉県 船橋市 Ｋ’ｓ　Ｈａｉｒ　北習志野店 サービス 理容・美容業 5%

48,984 千葉県 船橋市 元気堂薬局 小売業 その他小売 5%

48,985 千葉県 船橋市 健康工房 サービス その他サービス 5%

48,986 千葉県 船橋市 健康堂整体院 サービス その他サービス 5%

48,987 千葉県 船橋市 恋する宝石箱「ＡｔｅｌｉｅｒＹｕｕ＊」 小売業 衣料品 5%

48,988 千葉県 船橋市 光栄堂　光栄堂　ｋｏｅｉｄｏ?ＨＯＢＢＹ 小売業 その他小売 5%

48,989 千葉県 船橋市 神崎カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

48,990 千葉県 船橋市 合同会社ハートパートナーズこもれび サービス その他サービス 5%

48,991 千葉県 船橋市 工房：ねこども サービス その他サービス 5%

48,992 千葉県 船橋市 ＣｏＣｏ壱番屋北習志野駅前店 サービス 飲食業 2%

48,993 千葉県 船橋市 ＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ西船橋駅北口店 サービス 飲食業 2%

48,994 千葉県 船橋市 ＣｏＣｏ壱番屋西船橋店 サービス 飲食業 2%

48,995 千葉県 船橋市 こしかわ動物病院 サービス その他サービス 5%

48,996 千葉県 船橋市 輿水 小売業 その他小売 5%

48,997 千葉県 船橋市 個人中山タクシー サービス 運輸業 5%

48,998 千葉県 船橋市 骨盤矯正ネコの手 サービス 理容・美容業 5%

48,999 千葉県 船橋市 ゴトウ輪業　前原店 小売業 その他小売 5%

49,000 千葉県 船橋市 ゴトウ輪業前原店 ゴトウ輪業 前原店 小売業 その他小売 5%

49,001 千葉県 船橋市 粉と水 サービス 飲食業 5%

49,002 千葉県 船橋市 粉もんや うどん粉 サービス 飲食業 5%

49,003 千葉県 船橋市 粉もんや　うどん粉 サービス 飲食業 5%

49,004 千葉県 船橋市 小野田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,005 千葉県 船橋市 小室駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,006 千葉県 船橋市 小山模型 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

49,007 千葉県 船橋市 ｋｏｒｅＡｎｄｉＮｉｎｇＧＯＭＡｍｕｒａ サービス 飲食業 5%

49,008 千葉県 船橋市 サイコウ薬局本店 小売業 その他小売 5%

49,009 千葉県 船橋市 ＳＡＯＲＩ　船橋 小売業 その他小売 5%

49,010 千葉県 船橋市 株式会社榊原　中野木事業所 小売業 その他小売 5%

49,011 千葉県 船橋市 咲が丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,012 千葉県 船橋市 さきがおか動物病院 サービス その他サービス 5%

49,013 千葉県 船橋市 有限会社酒のはしもと 小売業 食料品 5%

49,014 千葉県 船橋市 嵯山　嵯山　サザン　西船橋 サービス 飲食業 5%

1169



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

49,015 千葉県 船橋市 サトウトシコ 小売業 その他小売 5%

49,016 千葉県 船橋市 さとうの落花生 小売業 食料品 5%

49,017 千葉県 船橋市 Ｓａｍｓａｒａ　飯山満店 サービス 理容・美容業 5%

49,018 千葉県 船橋市 Ｓａｍｓａｒａ　原木中山店 サービス 理容・美容業 5%

49,019 千葉県 船橋市 Ｓａｌｊｕ　津田沼店 サービス 理容・美容業 5%

49,020 千葉県 船橋市 Ｓａｌｏｎ　　ｄｅ　　ｐｌａｇｅ サービス その他サービス 5%

49,021 千葉県 船橋市 サンエースなかじま 小売業 電化製品 5%

49,022 千葉県 船橋市 サントデンキ 小売業 電化製品 5%

49,023 千葉県 船橋市 サンビジュウ 小売業 衣料品 5%

49,024 千葉県 船橋市 ジェットどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

49,025 千葉県 船橋市 ＳＨｅＬＬ　ＷＥＬＩＮＡ サービス 理容・美容業 5%

49,026 千葉県 船橋市 四季邸船橋店 サービス 飲食業 5%

49,027 千葉県 船橋市 シークレット サービス 飲食業 5%

49,028 千葉県 船橋市 地鶏家市西船北口店 サービス 飲食業 5%

49,029 千葉県 船橋市 じゅう屋　博多　串焼き　もつ鍋　鉄鍋餃子　じゅう屋 サービス 飲食業 5%

49,030 千葉県 船橋市 ジュエリンク 小売業 貴金属・服飾品 5%

49,031 千葉県 船橋市 Ｓｈｕｍｏｒｅ ａｚ サービス 理容・美容業 5%

49,032 千葉県 船橋市 Ｓｈｕｍｏｒｅ ａｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

49,033 千葉県 船橋市 Ｓｈｕｍｏｒｅ ｄｕｅ サービス 理容・美容業 5%

49,034 千葉県 船橋市 Ｓｈｕｍｏｒｅ　ｈｅ　ｒｚ サービス 理容・美容業 5%

49,035 千葉県 船橋市 Ｊｏｙｅｕｘジュワイユ サービス 理容・美容業 5%

49,036 千葉県 船橋市 ＪＵＮ サービス 宿泊業 5%

49,037 千葉県 船橋市 ジョイツーオートサービス サービス その他サービス 5%

49,038 千葉県 船橋市 ジョイツーオートサービス　船橋店 サービス その他サービス 5%

49,039 千葉県 船橋市 将泰庵はなれ～ＨＡＮＡＲＥ～ サービス 飲食業 5%

49,040 千葉県 船橋市 Ｓｅａｎ＆ＢｅｎＳｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

49,041 千葉県 船橋市 女性お顔そり専門店Ｒｉｂｂｏｎ サービス 理容・美容業 5%

49,042 千葉県 船橋市 食ックダイニング　酒日。 サービス 飲食業 5%

49,043 千葉県 船橋市 ジョリクール サービス 理容・美容業 5%

49,044 千葉県 船橋市 ジンギスカン佐藤 サービス 飲食業 5%

49,045 千葉県 船橋市 Ｓｉｎｇｉｎｇ　Ｄｏｇｇｉｅｓ　ＧＯＯＦＹ 小売業 その他小売 5%

49,046 千葉県 船橋市 新日本料理　伸幸 サービス 飲食業 5%

49,047 千葉県 船橋市 シンメトリー船橋 サービス その他サービス 5%

49,048 千葉県 船橋市 菅崎 サービス その他サービス 5%

49,049 千葉県 船橋市 ［ＨＣ］スガデン 小売業 電化製品 5%

49,050 千葉県 船橋市 株式会社菅野屋 小売業 食料品 5%

49,051 千葉県 船橋市 すきっぷマート 小売業 その他小売 5%

49,052 千葉県 船橋市 金杉鈴木畳店 サービス その他サービス 5%

49,053 千葉県 船橋市 すずのき　高根台店 小売業 衣料品 5%

49,054 千葉県 船橋市 スターシップ サービス 運輸業 5%

49,055 千葉県 船橋市 Ｓｔｕｄｉｏ Ａｋｉｎｇｄｏｍ サービス その他サービス 5%

49,056 千葉県 船橋市 株式会社ステップワン 小売業 その他小売 5%
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49,057 千葉県 船橋市 須藤動物病院 サービス その他サービス 5%

49,058 千葉県 船橋市 ＳＮＯＯＰ サービス その他サービス 5%

49,059 千葉県 船橋市 ＧＥＮＥＦＩＣ，ＬＬＣ 小売業 その他小売 5%

49,060 千葉県 船橋市 スーパーヤマイチ原木中山店 小売業 食料品 5%

49,061 千葉県 船橋市 スマイル サービス その他サービス 5%

49,062 千葉県 船橋市 すまいるプラザチェーン　ゴトウ店 小売業 電化製品 5%

49,063 千葉県 船橋市 すまいるプラザチェーンアイシン店 小売業 電化製品 5%

49,064 千葉県 船橋市 炭火串焼串市 サービス 飲食業 5%

49,065 千葉県 船橋市 炭火焼肉香林 サービス 飲食業 5%

49,066 千葉県 船橋市 炭火焼肉酒房　仁 サービス 飲食業 5%

49,067 千葉県 船橋市 スリーエイト行田店 小売業 その他小売 2%

49,068 千葉県 船橋市 ｔｈｒｉｆｔ 小売業 衣料品 5%

49,069 千葉県 船橋市 誠心堂薬局　船橋店 小売業 その他小売 5%

49,070 千葉県 船橋市 （株）誠心堂薬局船橋北口店 小売業 その他小売 5%

49,071 千葉県 船橋市 セオサイクル 小売業 その他小売 5%

49,072 千葉県 船橋市 セオサイクル　馬込沢店 小売業 その他小売 5%

49,073 千葉県 船橋市 セオサイクル　大森店 小売業 その他小売 5%

49,074 千葉県 船橋市 セオサイクル　北習志野店 小売業 その他小売 5%

49,075 千葉県 船橋市 セオサイクル　習志野台店 小売業 その他小売 5%

49,076 千葉県 船橋市 セオサイクル　二和向台店 小売業 その他小売 5%

49,077 千葉県 船橋市 セオサイクル　船橋本店 小売業 その他小売 5%

49,078 千葉県 船橋市 セオサイクル　船橋本店　メンテナンス 小売業 その他小売 5%

49,079 千葉県 船橋市 セオサイクル　中山店 小売業 その他小売 5%

49,080 千葉県 船橋市 セオサイクル習志野台店 小売業 その他小売 5%

49,081 千葉県 船橋市 セオサイクル船橋競馬場駅店 小売業 その他小売 5%

49,082 千葉県 船橋市 セオサイクル船橋法典店 小売業 その他小売 5%

49,083 千葉県 船橋市 セオサイクル薬円台店 小売業 その他小売 5%

49,084 千葉県 船橋市 セキネ電機 小売業 電化製品 5%

49,085 千葉県 船橋市 セルヴィール津田沼 小売業 その他小売 5%

49,086 千葉県 船橋市 セレクション　西船橋店 小売業 食料品 5%

49,087 千葉県 船橋市 セレモ　北習志野駅ホール サービス その他サービス 5%

49,088 千葉県 船橋市 セレモ　小室駅ホール サービス その他サービス 5%

49,089 千葉県 船橋市 セレモ　施行本部 サービス その他サービス 5%

49,090 千葉県 船橋市 セレモ　大神宮下駅ホール サービス その他サービス 5%

49,091 千葉県 船橋市 セレモ　高根ホール サービス その他サービス 5%

49,092 千葉県 船橋市 セレモ　西船橋駅ホール サービス その他サービス 5%

49,093 千葉県 船橋市 セレモ　船橋駅北口ホール サービス その他サービス 5%

49,094 千葉県 船橋市 セレモ　前原駅ホール サービス その他サービス 5%

49,095 千葉県 船橋市 創作ルームＬＡＢＯＲＯ サービス その他サービス 5%

49,096 千葉県 船橋市 ＴｉｎｙＤｏｔｓ サービス その他サービス 5%

49,097 千葉県 船橋市 ダイワサイクル　新北習志野店 小売業 その他小売 5%

49,098 千葉県 船橋市 たかね台動物病院 サービス その他サービス 5%
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49,099 千葉県 船橋市 高根町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,100 千葉県 船橋市 タク洗 サービス その他サービス 5%

49,101 千葉県 船橋市 タクトテックラボ 小売業 その他小売 5%

49,102 千葉県 船橋市 田中電気商会 小売業 電化製品 5%

49,103 千葉県 船橋市 谷山優果 サービス その他サービス 5%

49,104 千葉県 船橋市 千葉ピーナツ　北習志野駅前店 小売業 食料品 5%

49,105 千葉県 船橋市 千葉ピーナツ　中山店 小売業 食料品 5%

49,106 千葉県 船橋市 千葉ピーナツ　船橋フェイス店 小売業 食料品 5%

49,107 千葉県 船橋市 千葉ピーナツ　本店 小売業 食料品 5%

49,108 千葉県 船橋市 千葉ピーナツ　三山店 小売業 食料品 5%

49,109 千葉県 船橋市 株式会社ネクサス・アールハウジング千葉本社 サービス その他サービス 5%

49,110 千葉県 船橋市 中華料理五十番 サービス 飲食業 5%

49,111 千葉県 船橋市 賃貸スマイル株式会社 西船橋店 サービス その他サービス 5%

49,112 千葉県 船橋市 ２Ｐｅａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

49,113 千葉県 船橋市 つけ麺　まるや サービス 飲食業 5%

49,114 千葉県 船橋市 つじ動物病院 サービス その他サービス 5%

49,115 千葉県 船橋市 津田沼整体室 サービス その他サービス 5%

49,116 千葉県 船橋市 ツダヌマ電器倉庫 小売業 電化製品 5%

49,117 千葉県 船橋市 ツダヌマ電器本店 小売業 電化製品 5%

49,118 千葉県 船橋市 ＺＵＣＣＡＭＯ サービス 飲食業 5%

49,119 千葉県 船橋市 ＴＳＪたばこステーション ビビット南船橋店 小売業 その他小売 5%

49,120 千葉県 船橋市 ディーズ サービス その他サービス 5%

49,121 千葉県 船橋市 ディスクユニオン　津田沼中古センター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

49,122 千葉県 船橋市 ディ－ズファクト 小売業 その他小売 5%

49,123 千葉県 船橋市 Ｄｉｍａ Ｂｅａｕｔｅ ディマボーテ サービス 理容・美容業 5%

49,124 千葉県 船橋市 テニスプロショップラフィノ 小売業 その他小売 5%

49,125 千葉県 船橋市 １０　１　２　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

49,126 千葉県 船橋市 電器館ナガイ 小売業 電化製品 5%

49,127 千葉県 船橋市 ドゥアルシーヴ 小売業 衣料品 5%

49,128 千葉県 船橋市 ＴＵＯ　東邦大生協食堂 サービス その他サービス 5%

49,129 千葉県 船橋市 ＴＯＵＫＡ　　【トウカ】 サービス 理容・美容業 5%

49,130 千葉県 船橋市 東京ＦＵＴＯＮカンパニー　イオンモール船橋店 小売業 その他小売 5%

49,131 千葉県 船橋市 東京ロイド 小売業 その他小売 5%

49,132 千葉県 船橋市 株式会社エムコーポーレション サービス その他サービス 5%

49,133 千葉県 船橋市 東邦大学消費生活協同組合 小売業 その他小売 5%

49,134 千葉県 船橋市 東邦大学生協　書籍購買部店 サービス その他サービス 5%

49,135 千葉県 船橋市 東邦大学生協書籍購買部店 サービス その他サービス 5%

49,136 千葉県 船橋市 東邦大生協食堂 サービス その他サービス 5%

49,137 千葉県 船橋市 ときわ書房　本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

49,138 千葉県 船橋市 ときわ書房　新松戸店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

49,139 千葉県 船橋市 土地家屋調査士大湯誠太郎 サービス その他サービス 5%

49,140 千葉県 船橋市 ｔｏｃｃａ津田沼 サービス 理容・美容業 5%
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49,141 千葉県 船橋市 ＤＯＧＨＯＵＳＥＭＩＴＡＫＡ サービス その他サービス 5%

49,142 千葉県 船橋市 ドッグプールＲＡＮＡ サービス その他サービス 5%

49,143 千葉県 船橋市 トップマート津田沼店 小売業 食料品 5%

49,144 千葉県 船橋市 冨田 小売業 その他小売 5%

49,145 千葉県 船橋市 ＴＯＭＯＲＩ　ＴＯＭＯＲＩ　船橋店 サービス 飲食業 5%

49,146 千葉県 船橋市 豊田梨園 小売業 食料品 5%

49,147 千葉県 船橋市 トヨタ部品千葉共販船橋営業所 サービス その他サービス 5%

49,148 千葉県 船橋市 トヨタレンタリース新千葉北習志野店 サービス その他サービス 2%

49,149 千葉県 船橋市 トヨタレンタリース新千葉津田沼店 サービス その他サービス 2%

49,150 千葉県 船橋市 トヨタレンタリース新千葉船橋競馬場駅前店 サービス その他サービス 2%

49,151 千葉県 船橋市 トヨタレンタリース千葉西船橋駅前店 サービス その他サービス 2%

49,152 千葉県 船橋市 トラットリア松びしドゥエ サービス 飲食業 5%

49,153 千葉県 船橋市 鳥さわ／霞 サービス 飲食業 5%

49,154 千葉県 船橋市 ＴｒｉｑｐｉｎＡ サービス その他サービス 5%

49,155 千葉県 船橋市 とりとん西船橋店 サービス 飲食業 5%

49,156 千葉県 船橋市 鳥雅 サービス 飲食業 5%

49,157 千葉県 船橋市 鳥光畳店 サービス その他サービス 5%

49,158 千葉県 船橋市 鶏料理葛羅 サービス 飲食業 5%

49,159 千葉県 船橋市 とろんしゃんシャポー船橋店 サービス 飲食業 5%

49,160 千葉県 船橋市 丼丸　寿　塚田駅前店 サービス 飲食業 5%

49,161 千葉県 船橋市 ｎｉｃｅ　ｅｄｇｅ 小売業 その他小売 5%

49,162 千葉県 船橋市 ナカツネエステート サービス その他サービス 5%

49,163 千葉県 船橋市 中山旅行サロン サービス その他サービス 5%

49,164 千葉県 船橋市 なかよしスタジオチャイルドわんニャン 小売業 その他小売 5%

49,165 千葉県 船橋市 ならしの駅前薬局 小売業 その他小売 5%

49,166 千葉県 船橋市 セブン－イレブン習志野台店 小売業 食料品 2%

49,167 千葉県 船橋市 セブン－イレブン習志野台８丁目店 小売業 食料品 2%

49,168 千葉県 船橋市 ナラシノ動物愛護病院 サービス その他サービス 5%

49,169 千葉県 船橋市 奈良たまご 小売業 食料品 5%

49,170 千葉県 船橋市 鳴門鯛焼本舗　船橋駅前店 サービス 飲食業 5%

49,171 千葉県 船橋市 Ｎ１０　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

49,172 千葉県 船橋市 肉の匠　将泰庵　船橋本店 サービス 飲食業 5%

49,173 千葉県 船橋市 ニコフィット船橋 サービス その他サービス 5%

49,174 千葉県 船橋市 セブン－イレブン西船店 小売業 食料品 2%

49,175 千葉県 船橋市 西船橋駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,176 千葉県 船橋市 セブン－イレブン西船橋駅南口店 小売業 食料品 2%

49,177 千葉県 船橋市 西船橋酒場　なべ吉 サービス 飲食業 5%

49,178 千葉県 船橋市 日個連　秋本タクシー サービス 運輸業 5%

49,179 千葉県 船橋市 日個連　岡田タクシー サービス 運輸業 5%

49,180 千葉県 船橋市 日個連　坂本タクシー サービス 運輸業 5%

49,181 千葉県 船橋市 日個連　髙橋タクシー サービス 運輸業 5%

49,182 千葉県 船橋市 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%
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49,183 千葉県 船橋市 日個連　成瀬タクシー サービス 運輸業 5%

49,184 千葉県 船橋市 日個連　野上タクシー サービス 運輸業 5%

49,185 千葉県 船橋市 日個連　溝口タクシー サービス 運輸業 5%

49,186 千葉県 船橋市 日個連　本橋タクシー サービス 運輸業 5%

49,187 千葉県 船橋市 日個連　山奥タクシー サービス 運輸業 5%

49,188 千葉県 船橋市 日個連　渡邊タクシー サービス 運輸業 5%

49,189 千葉県 船橋市 株式会社９２ ＮＩＦＴＹ ９２ｃｏ サービス 理容・美容業 5%

49,190 千葉県 船橋市 日本橋屋　ＤＩＬＡ西船橋 小売業 食料品 5%

49,191 千葉県 船橋市 ＮａｉｌＳａｌｏｎ　Ｗｅｌｉｎａ　【ネイルサロン　ウェリナ】 サービス その他サービス 5%

49,192 千葉県 船橋市 ネイルサロンＷｅｌｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

49,193 千葉県 船橋市 ネイルプリンセスＪ＆Ｐ船橋店 サービス 理容・美容業 5%

49,194 千葉県 船橋市 ＮＥＳＴ サービス 理容・美容業 5%

49,195 千葉県 船橋市 ネッツトヨタ千葉　レクサス船橋 小売業 その他小売 5%

49,196 千葉県 船橋市 ネッツトヨタ千葉習志野店 小売業 その他小売 5%

49,197 千葉県 船橋市 ネッツトヨタ千葉船橋市場通店 小売業 その他小売 5%

49,198 千葉県 船橋市 ネッツトヨタ千葉船橋宮本店 小売業 その他小売 5%

49,199 千葉県 船橋市 美容室　noele　船橋 サービス 理容・美容業 5%

49,200 千葉県 船橋市 ノース船橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,201 千葉県 船橋市 Ｂａｒｂｅｒ　ｉｘｉ サービス 理容・美容業 5%

49,202 千葉県 船橋市 バイシクルセオ　船橋そごう店 小売業 その他小売 5%

49,203 千葉県 船橋市 バイシクルセオ船橋ガレージ 小売業 その他小売 5%

49,204 千葉県 船橋市 バイシクルセオ船橋そごう店　メンテナンス 小売業 その他小売 5%

49,205 千葉県 船橋市 Ｂａｒ　Ｃｏｏｐｅｒａｇｅ サービス 飲食業 5%

49,206 千葉県 船橋市 飯山満ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,207 千葉県 船橋市 はざま運動室 サービス その他サービス 5%

49,208 千葉県 船橋市 セブン－イレブン飯山満駅前店 小売業 食料品 2%

49,209 千葉県 船橋市 ｐａｓ　ａ　ｐａｓ 小売業 衣料品 5%

49,210 千葉県 船橋市 はすリラクビューティハウス船橋店 サービス その他サービス 5%

49,211 千葉県 船橋市 八十郎商店 サービス 飲食業 5%

49,212 千葉県 船橋市 蜂谷酒店 小売業 食料品 5%

49,213 千葉県 船橋市 ハテナ堂 小売業 衣料品 5%

49,214 千葉県 船橋市 花朝　１ 小売業 その他小売 5%

49,215 千葉県 船橋市 花朝　２ 小売業 その他小売 5%

49,216 千葉県 船橋市 ハヤシ写真店 サービス その他サービス 5%

49,217 千葉県 船橋市 隼ホルモン サービス 飲食業 5%

49,218 千葉県 船橋市 ｐａｌａｏａ　法典 小売業 食料品 5%

49,219 千葉県 船橋市 セブン－イレブン原木中山駅前店 小売業 食料品 2%

49,220 千葉県 船橋市 ハロー動物病院 サービス その他サービス 5%

49,221 千葉県 船橋市 ハワイアン雑貨　Ｈａｌｅ　Ｋａｉ 小売業 その他小売 5%

49,222 千葉県 船橋市 はんこ家一番　船橋店 小売業 その他小売 5%

49,223 千葉県 船橋市 はんこ屋さん 小売業 その他小売 5%

49,224 千葉県 船橋市 株式会社半田電気 小売業 電化製品 5%
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49,225 千葉県 船橋市 Ｂｅｅｒ　Ｐｕｂ　Ａｎｃｏ サービス 飲食業 5%

49,226 千葉県 船橋市 Ｂ３ＪＡＭＦＡＣＴＯＲＹＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

49,227 千葉県 船橋市 ＢＥＡＣＨ サービス 理容・美容業 5%

49,228 千葉県 船橋市 ヒーリング・スマイルフォト サービス その他サービス 5%

49,229 千葉県 船橋市 セブン－イレブン東船橋１丁目店 小売業 食料品 2%

49,230 千葉県 船橋市 セブン－イレブン東船橋５丁目店 小売業 食料品 2%

49,231 千葉県 船橋市 セブン－イレブン東船橋２丁目店 小売業 食料品 2%

49,232 千葉県 船橋市 セブン－イレブン東船橋４丁目店 小売業 食料品 2%

49,233 千葉県 船橋市 ヒステリックグラマー　津田沼パルコ店 小売業 衣料品 5%

49,234 千葉県 船橋市 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ津田沼パル 小売業 衣料品 5%

49,235 千葉県 船橋市 ビストロインコントロ サービス 飲食業 5%

49,236 千葉県 船橋市 ピッツェリア馬車道　津田沼店　１１７２ サービス 飲食業 5%

49,237 千葉県 船橋市 ビハウス下総中山店 小売業 その他小売 5%

49,238 千葉県 船橋市 ビハウス津田沼店 小売業 その他小売 5%

49,239 千葉県 船橋市 ビハウス船橋店 小売業 その他小売 5%

49,240 千葉県 船橋市 セブン－イレブンビビット南船橋店 小売業 食料品 2%

49,241 千葉県 船橋市 ｈｙｇｇｅ サービス 飲食業 5%

49,242 千葉県 船橋市 美容室　Ｐｅａｋ サービス 理容・美容業 5%

49,243 千葉県 船橋市 美容室ミッシェル サービス 理容・美容業 5%

49,244 千葉県 船橋市 平脇 小売業 その他小売 5%

49,245 千葉県 船橋市 ファイテンショップ　エポカ高根台店 小売業 その他小売 5%

49,246 千葉県 船橋市 フィットうえはら 小売業 電化製品 5%

49,247 千葉県 船橋市 Ｐｈｉｌｏｃｏｆｆｅａ サービス 飲食業 5%

49,248 千葉県 船橋市 ＰＯＵＲＤＥＭＡＩＮ　船橋 サービス 理容・美容業 5%

49,249 千葉県 船橋市 ＦｅｍｉＳｏｉｎ サービス 理容・美容業 5%

49,250 千葉県 船橋市 Ｆｏｓｓｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

49,251 千葉県 船橋市 フォトスタジオ　にしむら 小売業 その他小売 5%

49,252 千葉県 船橋市 フォトスタジオプリンセス　船橋 サービス その他サービス 5%

49,253 千葉県 船橋市 ＢＵＯＮＡ　ＶＩＳＴＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

49,254 千葉県 船橋市 藤井タクシー サービス 運輸業 5%

49,255 千葉県 船橋市 ＦＵＴＡＢＡ 小売業 衣料品 5%

49,256 千葉県 船橋市 フタバ模型専門店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

49,257 千葉県 船橋市 二和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,258 千葉県 船橋市 二和柔術 サービス その他サービス 5%

49,259 千葉県 船橋市 武道 小売業 その他小売 5%

49,260 千葉県 船橋市 船橋アーチェリーレンジ サービス その他サービス 5%

49,261 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋アンデルセン公園前店 小売業 食料品 2%

49,262 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋市場店 小売業 食料品 2%

49,263 千葉県 船橋市 船橋１０１セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,264 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋印内町店 小売業 食料品 2%

49,265 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋駅南口店 小売業 食料品 2%

49,266 千葉県 船橋市 船橋応援酒場 サービス 飲食業 5%
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49,267 千葉県 船橋市 船橋ガーデン サービス 飲食業 5%

49,268 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋海神一丁目店 小売業 食料品 2%

49,269 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋海神町南店 小売業 食料品 2%

49,270 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋葛飾２丁目店 小売業 食料品 2%

49,271 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋北習志野駅西口店 小売業 食料品 2%

49,272 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋北習志野駅前店 小売業 食料品 2%

49,273 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋北本町２丁目店 小売業 食料品 2%

49,274 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋行田町北店 小売業 食料品 2%

49,275 千葉県 船橋市 船橋グランドサウナ サービス その他サービス 5%

49,276 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋古作３丁目店 小売業 食料品 2%

49,277 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋栄町店 小売業 食料品 2%

49,278 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋咲が丘１丁目店 小売業 食料品 2%

49,279 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋潮見町店 小売業 食料品 2%

49,280 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋市役所前店 小売業 食料品 2%

49,281 千葉県 船橋市 船橋ジュニア体操クラブ サービス その他サービス 5%

49,282 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋新高根６丁目店 小売業 食料品 2%

49,283 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋駿河台１丁目店 小売業 食料品 2%

49,284 千葉県 船橋市 船橋総合病院売店 小売業 その他小売 5%

49,285 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋田喜野井４丁目店 小売業 食料品 2%

49,286 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋滝不動駅前店 小売業 食料品 2%

49,287 千葉県 船橋市 船橋タクシー サービス その他サービス 5%

49,288 千葉県 船橋市 船橋タクシー７３２１ サービス その他サービス 5%

49,289 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋塚田駅前店 小売業 食料品 2%

49,290 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋坪井町店 小売業 食料品 2%

49,291 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋坪井東４丁目店 小売業 食料品 2%

49,292 千葉県 船橋市 船橋どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

49,293 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋夏見１丁目店 小売業 食料品 2%

49,294 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋夏見台店 小売業 食料品 2%

49,295 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋夏見町２丁目店 小売業 食料品 2%

49,296 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋夏見西店 小売業 食料品 2%

49,297 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋習志野台４丁目店 小売業 食料品 2%

49,298 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋習志野４丁目店 小売業 食料品 2%

49,299 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋西習志野４丁目店 小売業 食料品 2%

49,300 千葉県 船橋市 ふなばしのパソコン教室サンアイルス サービス その他サービス 5%

49,301 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋飯山満町２丁目店 小売業 食料品 2%

49,302 千葉県 船橋市 船橋ビール醸造所 サービス 飲食業 5%

49,303 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋日の出２丁目店 小売業 食料品 2%

49,304 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋藤原３丁目店 小売業 食料品 2%

49,305 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋二和東店 小売業 食料品 2%

49,306 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋二和東６丁目店 小売業 食料品 2%

49,307 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋二和向台駅前店 小売業 食料品 2%

49,308 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋本郷町店 小売業 食料品 2%
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49,309 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋本町１丁目店 小売業 食料品 2%

49,310 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋本町７丁目店 小売業 食料品 2%

49,311 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋前原西店 小売業 食料品 2%

49,312 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋前原西２丁目店 小売業 食料品 2%

49,313 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋前原東４丁目店 小売業 食料品 2%

49,314 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋馬込沢店 小売業 食料品 2%

49,315 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋湊町店 小売業 食料品 2%

49,316 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋宮本店 小売業 食料品 2%

49,317 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋本中山２丁目店 小売業 食料品 2%

49,318 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋本中山６丁目店 小売業 食料品 2%

49,319 千葉県 船橋市 フナバシ屋　酒場　フナバシ屋 サービス 飲食業 5%

49,320 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋薬円台公園前店 小売業 食料品 2%

49,321 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋薬円台２丁目店 小売業 食料品 2%

49,322 千葉県 船橋市 船橋屋シャポー船橋店 小売業 食料品 5%

49,323 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋山手店 小売業 食料品 2%

49,324 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋山野町店 小売業 食料品 2%

49,325 千葉県 船橋市 船橋ランドセル館 小売業 その他小売 5%

49,326 千葉県 船橋市 船橋ワイン食堂８６２ サービス 飲食業 5%

49,327 千葉県 船橋市 船橋ワインバルＢＡＮ?ＹＡ サービス 飲食業 5%

49,328 千葉県 船橋市 セブン－イレブン船橋若松１丁目店 小売業 食料品 2%

49,329 千葉県 船橋市 ＦＵＴＵＲＥ サービス 理容・美容業 5%

49,330 千葉県 船橋市 プラス・ショップ　明光 小売業 電化製品 5%

49,331 千葉県 船橋市 プラス・ショップＩＴＯ 小売業 電化製品 5%

49,332 千葉県 船橋市 プラス・ショップニシザカ 小売業 電化製品 5%

49,333 千葉県 船橋市 プラス・ショップヨシザワ 小売業 電化製品 5%

49,334 千葉県 船橋市 フラワー サービス その他サービス 5%

49,335 千葉県 船橋市 ＦＬＯＷＥＲＳＴＵＤＩＯ我蘭堂 小売業 その他小売 5%

49,336 千葉県 船橋市 ブリアント　船橋店 サービス 理容・美容業 5%

49,337 千葉県 船橋市 ぷりずむ館津田沼店 サービス その他サービス 5%

49,338 千葉県 船橋市 振袖プラチナ館　船橋店 小売業 衣料品 5%

49,339 千葉県 船橋市 ｂｌｅａｃｈ サービス 理容・美容業 5%

49,340 千葉県 船橋市 Ｂｒｉｔｉｓｈ　ＡＲＲＯＷ’Ｓ サービス 飲食業 5%

49,341 千葉県 船橋市 Ｐｕｒｉ　Ｒａｔｕ サービス その他サービス 5%

49,342 千葉県 船橋市 fleuri サービス 理容・美容業 5%

49,343 千葉県 船橋市 フレッシュネスバーガー　ららぽーとＴＯＫＹＯ?ＢＡＹ店 サービス 飲食業 2%

49,344 千葉県 船橋市 フレッシュネスバーガー船橋 サービス 飲食業 2%

49,345 千葉県 船橋市 ＦＬＯＲＡ　ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

49,346 千葉県 船橋市 フロ－レンス サービス その他サービス 5%

49,347 千葉県 船橋市 ｈａｉｒ　ｅｆｆｅｃｔ　Ｓｉーｚ サービス 理容・美容業 5%

49,348 千葉県 船橋市 ヘアサロン・ポイント サービス 理容・美容業 5%

49,349 千葉県 船橋市 Ｈａｉｒｓａｌｏｎｓａｖｖｙ サービス 理容・美容業 5%

49,350 千葉県 船橋市 ｃｈｏｕｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%
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49,351 千葉県 船橋市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＮＯＲＴＥ サービス 理容・美容業 5%

49,352 千葉県 船橋市 ｈａｉｒ　ｓｌｅｅｋ サービス 理容・美容業 5%

49,353 千葉県 船橋市 ヘアーハーツ サービス 理容・美容業 5%

49,354 千葉県 船橋市 Ｈａｉｒ＆ＭａｋｅＬｏｇ サービス 理容・美容業 5%

49,355 千葉県 船橋市 ｃｕｔｗａｙ サービス 理容・美容業 5%

49,356 千葉県 船橋市 ヘアーサロンサポート　東船橋店 サービス 理容・美容業 5%

49,357 千葉県 船橋市 ヘアーサロンサポート　船橋北口店 サービス 理容・美容業 5%

49,358 千葉県 船橋市 ヘアーサロンサポート西船橋店 サービス 理容・美容業 5%

49,359 千葉県 船橋市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｓｕｎ　ｃｒｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

49,360 千葉県 船橋市 ヘアメイクアッシュ　西船橋店 サービス 理容・美容業 5%

49,361 千葉県 船橋市 ヘアメイクアムール サービス 理容・美容業 5%

49,362 千葉県 船橋市 ペットのデパート　東葛　船橋二和店 小売業 その他小売 5%

49,363 千葉県 船橋市 ペットの病院　フォリオ サービス その他サービス 5%

49,364 千葉県 船橋市 ＨｅａｖｙＧａｕｇｅＧｕｉｔａｒｓ 小売業 その他小売 5%

49,365 千葉県 船橋市 ｖｅｒｙ！ｖｅｒｙ！ サービス 理容・美容業 5%

49,366 千葉県 船橋市 Ｂｅｌ　Ｃｕｏｒｅ サービス その他サービス 5%

49,367 千葉県 船橋市 ベローチェ京成船橋駅前店 サービス 飲食業 5%

49,368 千葉県 船橋市 ベローチェ船橋本町三丁目店 サービス 飲食業 5%

49,369 千葉県 船橋市 便利屋ジェッツ サービス その他サービス 5%

49,370 千葉県 船橋市 便利屋ジェッツ サービス その他サービス 5%

49,371 千葉県 船橋市 包装用品の谷津商会 小売業 その他小売 5%

49,372 千葉県 船橋市 ホームサロンｃｈｏｕｃｈｏｕ（ホームサロンシュシュ） サービス その他サービス 5%

49,373 千葉県 船橋市 星屑倶楽部 サービス 飲食業 5%

49,374 千葉県 船橋市 ボディーメンテナンスヒート サービス その他サービス 5%

49,375 千葉県 船橋市 ボディーヒーリング サービス 理容・美容業 5%

49,376 千葉県 船橋市 ＢＡＬＬＥＲ’Ｓ　船橋 小売業 その他小売 5%

49,377 千葉県 船橋市 本格中華料理　佳佳苑　北習志野店 サービス 飲食業 5%

49,378 千葉県 船橋市 本郷苑 サービス 飲食業 5%

49,379 千葉県 船橋市 本社 サービス 運輸業 5%

49,380 千葉県 船橋市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,381 千葉県 船橋市 ＢＯＮＤ サービス 理容・美容業 5%

49,382 千葉県 船橋市 Ｐｏｎｔｏ　Ｄｅ　Ｅｎｃｏｎｔｒｏ 小売業 食料品 5%

49,383 千葉県 船橋市 ＰＯＮＴＯＤＥ　ＥＮＣＯＮＴＲＯ 小売業 食料品 5%

49,384 千葉県 船橋市 ポンパドウル　船橋店 小売業 食料品 5%

49,385 千葉県 船橋市 まぁーなべや　津田沼店 サービス 飲食業 5%

49,386 千葉県 船橋市 前原スポーツ 小売業 その他小売 5%

49,387 千葉県 船橋市 ＭＡＱＵＩＡ船橋店 サービス 理容・美容業 2%

49,388 千葉県 船橋市 マクドナルド下総中山駅前店 サービス 飲食業 2%

49,389 千葉県 船橋市 マクドナルド津田沼駅前店 サービス 飲食業 2%

49,390 千葉県 船橋市 マクドナルド二和向台店 サービス 飲食業 2%

49,391 千葉県 船橋市 ＭＭ船橋フェイス サービス その他サービス 5%

49,392 千葉県 船橋市 Ｃｒｏｓｓ船橋北口店 サービス 理容・美容業 5%
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49,393 千葉県 船橋市 まつや 小売業 食料品 5%

49,394 千葉県 船橋市 まとい寿し サービス 飲食業 5%

49,395 千葉県 船橋市 ＭａＭａ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｉｎ サービス 飲食業 5%

49,396 千葉県 船橋市 ｍａｍｅｃｏｒｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

49,397 千葉県 船橋市 ｍａｒｉｅｔａｓ サービス 理容・美容業 5%

49,398 千葉県 船橋市 マリーナ街の動物病院 サービス その他サービス 5%

49,399 千葉県 船橋市 ＭＡＲＵＣＯ サービス 理容・美容業 5%

49,400 千葉県 船橋市 丸重自動車株式会社ハサマ店 サービス その他サービス 5%

49,401 千葉県 船橋市 丸十タクシー７１０８ サービス その他サービス 5%

49,402 千葉県 船橋市 回し寿司活シャポー船橋店 サービス 飲食業 5%

49,403 千葉県 船橋市 水田竜子オフィシャルショップ サービス その他サービス 5%

49,404 千葉県 船橋市 三須トマト農園 小売業 食料品 5%

49,405 千葉県 船橋市 三須トマト農園 サービス その他サービス 5%

49,406 千葉県 船橋市 三井堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

49,407 千葉県 船橋市 ミヤマ　二和店 小売業 衣料品 5%

49,408 千葉県 船橋市 セブン－イレブン三山店 小売業 食料品 2%

49,409 千葉県 船橋市 ＭＵＳＥ西船橋店 サービス その他サービス 5%

49,410 千葉県 船橋市 ｍｉｒａｃｌｅｆｕｎｇａｒｄｅｎ 小売業 衣料品 5%

49,411 千葉県 船橋市 みんなの動物病院船橋習志野店 サービス その他サービス 5%

49,412 千葉県 船橋市 メガネストアー西船橋 小売業 その他小売 5%

49,413 千葉県 船橋市 メガネストアー西船橋店 小売業 その他小売 5%

49,414 千葉県 船橋市 メガネストアー船橋夏見 小売業 その他小売 5%

49,415 千葉県 船橋市 メガネのアイテク 小売業 貴金属・服飾品 5%

49,416 千葉県 船橋市 メガネの星光　北習志野店 小売業 その他小売 5%

49,417 千葉県 船橋市 メガネの松澤 小売業 貴金属・服飾品 5%

49,418 千葉県 船橋市 メガネのミラール　津田沼店 小売業 貴金属・服飾品 5%

49,419 千葉県 船橋市 めがねハウス　オプトスリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

49,420 千葉県 船橋市 ｍｅｚａｍｅ サービス 理容・美容業 5%

49,421 千葉県 船橋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　メテオ米ケ崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,422 千葉県 船橋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　メテオ西船ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,423 千葉県 船橋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　メテオ船橋インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,424 千葉県 船橋市 メテオ船橋インター整備 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,425 千葉県 船橋市 モトショップアリス　北習志野店 小売業 その他小売 5%

49,426 千葉県 船橋市 もみじ船橋本店 サービス 飲食業 5%

49,427 千葉県 船橋市 森田呉服店 小売業 衣料品 5%

49,428 千葉県 船橋市 やぎ行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

49,429 千葉県 船橋市 ヤキニク　コンゴウエン サービス 飲食業 5%

49,430 千葉県 船橋市 焼肉牛徳 サービス 飲食業 5%

49,431 千葉県 船橋市 焼肉ぐろーばる サービス 飲食業 5%

49,432 千葉県 船橋市 ヤマイチ　原木中山店 小売業 食料品 5%

49,433 千葉県 船橋市 ヤマイチ　船橋馬込店 小売業 食料品 5%

49,434 千葉県 船橋市 ヤマイチ船橋店 小売業 食料品 5%
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49,435 千葉県 船橋市 ＭｅｇｕｍｉＹａｍａｋｏｓｈｉ 小売業 衣料品 5%

49,436 千葉県 船橋市 山下典司事務所 税理士山下典司事務所 サービス その他サービス 5%

49,437 千葉県 船橋市 山田個人タクシー サービス その他サービス 5%

49,438 千葉県 船橋市 八幡交通本社７０１７ サービス その他サービス 5%

49,439 千葉県 船橋市 セブン－イレブンＵＲ金杉台団地店 小売業 食料品 2%

49,440 千葉県 船橋市 有限会社愛幸堂 愛幸堂 船橋市役所前店 小売業 その他小売 5%

49,441 千葉県 船橋市 有限会社岡野商店 小売業 食料品 5%

49,442 千葉県 船橋市 有限会社藤井商店 小売業 食料品 5%

49,443 千葉県 船橋市 ヘアーバース サービス 理容・美容業 5%

49,444 千葉県 船橋市 有限会社ヤマワ陶苑 小売業 家具・調度品 5%

49,445 千葉県 船橋市 湧水庭 サービス 飲食業 5%

49,446 千葉県 船橋市 優マッサージ治療院 サービス その他サービス 5%

49,447 千葉県 船橋市 ＡＧＥＮＴＳｅｒｖｉｃｅ 小売業 その他小売 5%

49,448 千葉県 船橋市 ゆるっとキャンドル 小売業 衣料品 5%

49,449 千葉県 船橋市 洋食屋ダイニングみどりかわ サービス 飲食業 5%

49,450 千葉県 船橋市 ＹｏｇａｓｔｕｄｉｏＢＡＳＥ サービス その他サービス 5%

49,451 千葉県 船橋市 ラーメン嘉祥 ラーメン 嘉祥 サービス 飲食業 5%

49,452 千葉県 船橋市 ライダースショップウタシロ 小売業 その他小売 5%

49,453 千葉県 船橋市 ライフパートナーいとう 小売業 電化製品 5%

49,454 千葉県 船橋市 ライラック サービス その他サービス 5%

49,455 千葉県 船橋市 LAGUNA サービス 理容・美容業 5%

49,456 千葉県 船橋市 Ｌ＇ａｔｅｌｉｅｒＣｏｎｔｅｎｔ サービス 理容・美容業 5%

49,457 千葉県 船橋市 Ｌａｕｇｈ サービス 理容・美容業 5%

49,458 千葉県 船橋市 ラボンタ サービス 飲食業 5%

49,459 千葉県 船橋市 セブン－イレブンららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店 小売業 食料品 2%

49,460 千葉県 船橋市 ランドロームフードマーケット三咲店 小売業 食料品 5%

49,461 千葉県 船橋市 リアット！船橋フェイス店 サービス その他サービス 5%

49,462 千葉県 船橋市 ＬＩＥＴＯ サービス 理容・美容業 5%

49,463 千葉県 船橋市 ＬＩＥＴＯ サービス 理容・美容業 5%

49,464 千葉県 船橋市 ＬＩＧ サービス 理容・美容業 5%

49,465 千葉県 船橋市 Ｒｅ・ＴＥ・ＡＳ サービス 理容・美容業 5%

49,466 千葉県 船橋市 リペアショップ薬園台　リペアショップ　薬園台 サービス その他サービス 5%

49,467 千葉県 船橋市 リミ＆チャーリー サービス 飲食業 5%

49,468 千葉県 船橋市 りんごの木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,469 千葉県 船橋市 Ｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

49,470 千葉県 船橋市 Ｌｅ　Ｃａｆｅ　ｄｅ　Ｐｏｍｍｅ サービス 飲食業 5%

49,471 千葉県 船橋市 トータルビューティーサロンＥＣＲＵ サービス 理容・美容業 5%

49,472 千葉県 船橋市 ｌｕｎａｒｄｏｌｌ 小売業 衣料品 5%

49,473 千葉県 船橋市 ルベールシャポー船橋店 小売業 衣料品 5%

49,474 千葉県 船橋市 Ｒｅｇａｌｏ　ｂｙ　ａｒｖｏ サービス 理容・美容業 5%

49,475 千葉県 船橋市 ＲｅｃＲｅｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

49,476 千葉県 船橋市 ＬＥＢＯＣｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇＳａｌｏｎ サービス その他サービス 5%
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49,477 千葉県 船橋市 ロイヤルキッチン サービス 飲食業 5%

49,478 千葉県 船橋市 ロイヤルクリーナース高根店 サービス その他サービス 5%

49,479 千葉県 船橋市 ロイヤルクリーナース塚田店 サービス その他サービス 5%

49,480 千葉県 船橋市 Ｒｏｓｙ　Ｇａｒｌａｎｄ 小売業 その他小売 5%

49,481 千葉県 船橋市 ローズ サービス その他サービス 5%

49,482 千葉県 船橋市 Ｌｏｍｉｌｏｍｉ　Ｓｕｎ サービス その他サービス 5%

49,483 千葉県 船橋市 ＹＳＰ船橋 小売業 その他小売 5%

49,484 千葉県 船橋市 Ｗｉｎｅ Ｇｒｉｌｌ Ｃｉｓｏｎｏ サービス 飲食業 5%

49,485 千葉県 船橋市 ワイン＆日本酒ぐらんあるぶる サービス 飲食業 5%

49,486 千葉県 船橋市 和旬彩・串揚げ　おばら サービス 飲食業 5%

49,487 千葉県 船橋市 渡辺ジリツ塾 サービス その他サービス 5%

49,488 千葉県 船橋市 渡邉総合研究所 サービス その他サービス 5%

49,489 千葉県 船橋市 ＯＮｅ　ＳＰＡＣｅ サービス 理容・美容業 5%

49,490 千葉県 松戸市 ＡＲＣＥＬＬｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

49,491 千葉県 松戸市 ＩＭハウジング サービス その他サービス 5%

49,492 千葉県 松戸市 有限会社アイカワサイクルセンター 小売業 その他小売 5%

49,493 千葉県 松戸市 あおき電器 小売業 電化製品 5%

49,494 千葉県 松戸市 赤城屋精肉店 小売業 食料品 5%

49,495 千葉県 松戸市 あかねカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

49,496 千葉県 松戸市 赤帽　ツインズムー・エクスプレス サービス 運輸業 5%

49,497 千葉県 松戸市 秋吉レディースカイロ サービス その他サービス 5%

49,498 千葉県 松戸市 ＡＱＵＡＶＩＴＥ サービス 飲食業 5%

49,499 千葉県 松戸市 アクシス国府台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,500 千葉県 松戸市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｐｉｎｏ松戸 サービス 理容・美容業 5%

49,501 千葉県 松戸市 アズバイマジック 小売業 衣料品 5%

49,502 千葉県 松戸市 アート美容室 サービス 理容・美容業 5%

49,503 千葉県 松戸市 アニファ動物病院 サービス その他サービス 5%

49,504 千葉県 松戸市 アニファ動物病院五香病院 サービス その他サービス 5%

49,505 千葉県 松戸市 アプラ 小売業 家具・調度品 5%

49,506 千葉県 松戸市 アブリール サービス 飲食業 5%

49,507 千葉県 松戸市 天城悦治 小売業 その他小売 5%

49,508 千葉県 松戸市 アマランス　ロザ サービス 理容・美容業 5%

49,509 千葉県 松戸市 あみ焼き元祖しちりん五香西口店 サービス 飲食業 5%

49,510 千葉県 松戸市 あらじん サービス 飲食業 5%

49,511 千葉県 松戸市 ａｌｐｈａ サービス 理容・美容業 5%

49,512 千葉県 松戸市 アンズガーデン松戸店 サービス その他サービス 5%

49,513 千葉県 松戸市 アンビル自動車工業所 サービス その他サービス 5%

49,514 千葉県 松戸市 ＵｎｌｉｍｉｔｅｄＳｔａｒｌｉｇｈｔＷｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

49,515 千葉県 松戸市 ＥＸＰ松戸店 小売業 衣料品 5%

49,516 千葉県 松戸市 ｉｋｕｒａｍａ 小売業 衣料品 5%

49,517 千葉県 松戸市 磯野恵美 サービス その他サービス 5%

49,518 千葉県 松戸市 一幸　東松戸店 サービス 飲食業 5%
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49,519 千葉県 松戸市 一幸　東松戸店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

49,520 千葉県 松戸市 一幸　松戸根木内店 サービス 飲食業 5%

49,521 千葉県 松戸市 出光小金原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,522 千葉県 松戸市 稲廼家 サービス その他サービス 5%

49,523 千葉県 松戸市 いよ翠 サービス 飲食業 5%

49,524 千葉県 松戸市 イリオス松戸本店 サービス 理容・美容業 5%

49,525 千葉県 松戸市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ松戸 サービス その他サービス 5%

49,526 千葉県 松戸市 株式会社ＩＮＧＥＮ サービス その他サービス 5%

49,527 千葉県 松戸市 インターナショナルヘアデザインフ サービス 理容・美容業 5%

49,528 千葉県 松戸市 インテリア青山 小売業 家具・調度品 5%

49,529 千葉県 松戸市 ＶＩＳＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

49,530 千葉県 松戸市 ＶＩＳＡＧＥ　着付 サービス 理容・美容業 5%

49,531 千葉県 松戸市 ＶＩＳＡＧＥ　ネイル＆メイク サービス 理容・美容業 5%

49,532 千葉県 松戸市 ＶＩＳＡＧＥ　美容用品 サービス 理容・美容業 5%

49,533 千葉県 松戸市 ＷＩＮＫ　セキネ 小売業 その他小売 5%

49,534 千葉県 松戸市 ウェブシー サービス その他サービス 5%

49,535 千葉県 松戸市 ｗａｒｍｈｅａｒｔ 小売業 衣料品 5%

49,536 千葉県 松戸市 魚三郎新松戸直売所 サービス 飲食業 5%

49,537 千葉県 松戸市 歌広場　松戸店 サービス 飲食業 5%

49,538 千葉県 松戸市 歌広場　松戸西口店 サービス 飲食業 5%

49,539 千葉県 松戸市 う奈ぎ道場 サービス 飲食業 5%

49,540 千葉県 松戸市 Ａ Ａ 小売業 電化製品 5%

49,541 千葉県 松戸市 ＡＫリフォーム サービス その他サービス 5%

49,542 千葉県 松戸市 えくすて家ｎａｐｉｃｋ松戸店 サービス 理容・美容業 5%

49,543 千葉県 松戸市 エステサロンさくら八柱店 サービス 理容・美容業 5%

49,544 千葉県 松戸市 江戸川ラインゴルフ松戸コース サービス その他サービス 5%

49,545 千葉県 松戸市 ?ｔｏｉｌｅ 小売業 衣料品 5%

49,546 千葉県 松戸市 エネルギーバンク株式会社 サービス その他サービス 5%

49,547 千葉県 松戸市 ゑびす家石材店 サービス その他サービス 5%

49,548 千葉県 松戸市 エポックレスキューサービス合同会社 サービス その他サービス 5%

49,549 千葉県 松戸市 ＭＦ６ 小売業 家具・調度品 5%

49,550 千葉県 松戸市 ＭＫセレクト 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

49,551 千葉県 松戸市 エルモード・ロミアン五香店 小売業 衣料品 5%

49,552 千葉県 松戸市 園芸　食堂 サービス その他サービス 5%

49,553 千葉県 松戸市 ｅｎｒｉ ｈ ａｉｒ ｅｎｒｉ ｈ ａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

49,554 千葉県 松戸市 王子国際貿易株式会社 小売業 衣料品 5%

49,555 千葉県 松戸市 大内設備 サービス その他サービス 5%

49,556 千葉県 松戸市 オーシャンコンタクト 小売業 その他小売 5%

49,557 千葉県 松戸市 オートアベール緑の森２１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,558 千葉県 松戸市 オートショップミヤシタ　オートショップミヤシタ 小売業 その他小売 5%

49,559 千葉県 松戸市 オーガニック輸入衣料店　クーフー 小売業 家具・調度品 5%

49,560 千葉県 松戸市 ＯＰＩＵＭ サービス 理容・美容業 5%
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49,561 千葉県 松戸市 オリックスレンタカー北小金ＳＳカウンター サービス その他サービス 2%

49,562 千葉県 松戸市 オリックスレンタカー古ヶ崎ＳＳカウンター サービス その他サービス 2%

49,563 千葉県 松戸市 オリックスレンタカー東松戸駅前店 サービス その他サービス 2%

49,564 千葉県 松戸市 オリックスレンタカー東松戸カウンター サービス その他サービス 2%

49,565 千葉県 松戸市 オリックスレンタカー松戸駅前店 サービス その他サービス 2%

49,566 千葉県 松戸市 オリックスレンタカー松戸栄町カウンター サービス その他サービス 2%

49,567 千葉県 松戸市 オリックスレンタカー松戸三矢小台ＳＳカウンター サービス その他サービス 2%

49,568 千葉県 松戸市 オリックスレンタカー南花島ＳＳカウンター サービス その他サービス 2%

49,569 千葉県 松戸市 恩田第二病院売店 小売業 その他小売 5%

49,570 千葉県 松戸市 おんま サービス 飲食業 5%

49,571 千葉県 松戸市 温野菜松戸北小金ボウル店 サービス 飲食業 2%

49,572 千葉県 松戸市 温野菜　松戸二十世紀が丘店 サービス 飲食業 2%

49,573 千葉県 松戸市 カークル　松戸高塚店 サービス その他サービス 5%

49,574 千葉県 松戸市 カーステージ松戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,575 千葉県 松戸市 カイロプラクティックまるやま サービス 理容・美容業 5%

49,576 千葉県 松戸市 カイロプラクティックまるやま　カイロプラクティックまるやま サービス 理容・美容業 5%

49,577 千葉県 松戸市 有限会社学友堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

49,578 千葉県 松戸市 学友堂　常盤平西友店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

49,579 千葉県 松戸市 葛西屋呉服店 小売業 衣料品 5%

49,580 千葉県 松戸市 菓匠松久 サービス 飲食業 5%

49,581 千葉県 松戸市 Ｃｕｔ　Ｒｏｏｍ　Ｈｉｒｏ　Ｃｕｔ　Ｒｏｏｍ　Ｈｉｒｏ サービス 理容・美容業 5%

49,582 千葉県 松戸市 かとう治療室 小売業 その他小売 5%

49,583 千葉県 松戸市 加藤ぶどう園 サービス その他サービス 5%

49,584 千葉県 松戸市 かなで補聴器 小売業 その他小売 5%

49,585 千葉県 松戸市 Ｇａｒｎｅｔ サービス 理容・美容業 5%

49,586 千葉県 松戸市 カフェ　ペーパームーン サービス 飲食業 5%

49,587 千葉県 松戸市 株式会社リバーアドバンス　パルスシステムコントロール 小売業 その他小売 5%

49,588 千葉県 松戸市 株式会社９２ ＳＦＩＤＡ ９２ｃｏ サービス 理容・美容業 5%

49,589 千葉県 松戸市 株式会社サイモン 小売業 その他小売 5%

49,590 千葉県 松戸市 株式会社中村正 小売業 衣料品 5%

49,591 千葉県 松戸市 株式会社ファニメディック サービス その他サービス 5%

49,592 千葉県 松戸市 株式会社　うめ家石材店 小売業 家具・調度品 5%

49,593 千葉県 松戸市 出光紙敷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,594 千葉県 松戸市 カラオケ　シティベア　新松戸店 サービス その他サービス 5%

49,595 千葉県 松戸市 カラオケＡＬＬ北松戸店 サービス 理容・美容業 5%

49,596 千葉県 松戸市 カラオケシティベア新松戸店 サービス その他サービス 5%

49,597 千葉県 松戸市 烏堂 小売業 衣料品 5%

49,598 千葉県 松戸市 カリーナ サービス その他サービス 5%

49,599 千葉県 松戸市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ＪＲ北松戸駅前店 サービス 飲食業 2%

49,600 千葉県 松戸市 カレーハウスココ壱番屋ＪＲ松戸駅西口店 サービス 飲食業 2%

49,601 千葉県 松戸市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋新松戸店 サービス 飲食業 2%

49,602 千葉県 松戸市 カワサキ プラザ 松戸 小売業 その他小売 5%
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49,603 千葉県 松戸市 カワノジャパン 小売業 貴金属・服飾品 5%

49,604 千葉県 松戸市 カワノバッグ　本社 小売業 貴金属・服飾品 5%

49,605 千葉県 松戸市 ギガマート　五香店 小売業 食料品 5%

49,606 千葉県 松戸市 来島商店松戸市場 サービス その他サービス 5%

49,607 千葉県 松戸市 北小金ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,608 千葉県 松戸市 北小金いぬねこ病院 サービス その他サービス 5%

49,609 千葉県 松戸市 ｇａｌｌｅｒｙＴｅｎ→Ｓｅｎ サービス その他サービス 5%

49,610 千葉県 松戸市 京懐石　和楽 サービス 飲食業 5%

49,611 千葉県 松戸市 蕎楽　たか木 サービス 飲食業 5%

49,612 千葉県 松戸市 セブン－イレブンきよしケ丘店 小売業 食料品 2%

49,613 千葉県 松戸市 金八　寿司 サービス 飲食業 5%

49,614 千葉県 松戸市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ松戸店 小売業 その他小売 5%

49,615 千葉県 松戸市 串かつ　でんがな　松戸店 サービス 飲食業 5%

49,616 千葉県 松戸市 クスリのおおしま 小売業 その他小売 5%

49,617 千葉県 松戸市 靴下屋アトレ松戸 小売業 衣料品 2%

49,618 千葉県 松戸市 クライミングパーク　カルチェロッシュ　クライミング　パーク　カルチェロッシュ サービス その他サービス 5%

49,619 千葉県 松戸市 倉持自動車 サービス その他サービス 5%

49,620 千葉県 松戸市 Ｇｒａｎｄｅ　ｂｙ　ｓａｋｕ サービス 理容・美容業 5%

49,621 千葉県 松戸市 グラントボクシング＆フィットネス サービス その他サービス 5%

49,622 千葉県 松戸市 ＣｌｅｍｅｎｔＳａｌｏｎＢｕｌｌ サービス 理容・美容業 5%

49,623 千葉県 松戸市 Ｋボディーサービス サービス その他サービス 5%

49,624 千葉県 松戸市 京葉ガスサービスショップ常盤平店 小売業 その他小売 5%

49,625 千葉県 松戸市 京葉ガスサービスショップ八柱店 小売業 その他小売 5%

49,626 千葉県 松戸市 健康プラザラクーン松戸駅前店 小売業 その他小売 5%

49,627 千葉県 松戸市 剣尚堂徳成有限会社 小売業 その他小売 5%

49,628 千葉県 松戸市 健美庵ビューティーサロン サービス その他サービス 5%

49,629 千葉県 松戸市 アルタイル株式会社 サービス その他サービス 5%

49,630 千葉県 松戸市 小金原動物クリニック サービス その他サービス 5%

49,631 千葉県 松戸市 ｃｏｃｏ－ｏｎ サービス 理容・美容業 5%

49,632 千葉県 松戸市 コクーン小林 サービス 理容・美容業 5%

49,633 千葉県 松戸市 セブン－イレブン五香駅東口店 小売業 食料品 2%

49,634 千葉県 松戸市 こっとん・ぶーけ　松戸店 小売業 衣料品 5%

49,635 千葉県 松戸市 寿センターシノダ 小売業 その他小売 5%

49,636 千葉県 松戸市 小林モータース サービス その他サービス 5%

49,637 千葉県 松戸市 呉服のひぐち 小売業 衣料品 5%

49,638 千葉県 松戸市 呉服のひぐち 小売業 衣料品 5%

49,639 千葉県 松戸市 呉服のひぐち 呉服のひぐち 小売業 衣料品 5%

49,640 千葉県 松戸市 古宮梨園 小売業 食料品 5%

49,641 千葉県 松戸市 ＧＯＬＦＢＯＸ松戸小金原 サービス その他サービス 5%

49,642 千葉県 松戸市 彩きもの学院　松戸校 小売業 衣料品 5%

49,643 千葉県 松戸市 サイクルショップ オシガモ サイクルショップ オシガモ 小売業 その他小売 5%

49,644 千葉県 松戸市 サイクルショップ　とも 小売業 その他小売 5%
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49,645 千葉県 松戸市 サイクルレスキュー サービス その他サービス 5%

49,646 千葉県 松戸市 さいとうフォトサービス さいとうフォトサービス サービス その他サービス 5%

49,647 千葉県 松戸市 さくらコンサル サービス その他サービス 5%

49,648 千葉県 松戸市 さくらコンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

49,649 千葉県 松戸市 焼肉さくら亭 松戸西口本店 サービス 宿泊業 5%

49,650 千葉県 松戸市 ｓａｋｕｒａｆｉｔｎｅｓｓ松戸常盤平店 サービス その他サービス 5%

49,651 千葉県 松戸市 サトミ電気 小売業 電化製品 5%

49,652 千葉県 松戸市 抗酸化美容室陽だまり サービス 理容・美容業 5%

49,653 千葉県 松戸市 サブウェイ　松戸駅西口店 サービス 飲食業 5%

49,654 千葉県 松戸市 サフラン　新松戸店 サービス その他サービス 5%

49,655 千葉県 松戸市 サフラン 常盤平店 サービス その他サービス 5%

49,656 千葉県 松戸市 ３・６Ｇａｒｄｅｎ 小売業 衣料品 5%

49,657 千葉県 松戸市 サロンドブレス サロンドブレス サービス 理容・美容業 5%

49,658 千葉県 松戸市 サロン牡丹 サービス その他サービス 5%

49,659 千葉県 松戸市 サンポ珈琲 サンポ珈琲 サービス 飲食業 5%

49,660 千葉県 松戸市 サン理容室 サービス 理容・美容業 5%

49,661 千葉県 松戸市 Ｃｈｅｒｅ　ａｍｉｅ サービス その他サービス 5%

49,662 千葉県 松戸市 ＣＩＥＬ松戸店 サービス 理容・美容業 5%

49,663 千葉県 松戸市 シクル　マーモット 小売業 その他小売 5%

49,664 千葉県 松戸市 Ａ．Ｇ．ａ．ｔ．ｅ 小売業 その他小売 5%

49,665 千葉県 松戸市 シドニーアトレ松戸店 小売業 その他小売 5%

49,666 千葉県 松戸市 シノミヤホームテック 小売業 電化製品 5%

49,667 千葉県 松戸市 治平鮨 サービス 飲食業 5%

49,668 千葉県 松戸市 治平鮨 サービス 飲食業 5%

49,669 千葉県 松戸市 車検　モンキー車検　松戸 サービス その他サービス 5%

49,670 千葉県 松戸市 紗瑠夢松戸店 小売業 衣料品 5%

49,671 千葉県 松戸市 シューズスクエア　常盤平店 小売業 衣料品 5%

49,672 千葉県 松戸市 旬魚旬菜鮨匠 サービス 飲食業 5%

49,673 千葉県 松戸市 しろいぬカフェ サービス 飲食業 5%

49,674 千葉県 松戸市 新日本不動産 サービス その他サービス 5%

49,675 千葉県 松戸市 セブン－イレブン新松戸５丁目店 小売業 食料品 2%

49,676 千葉県 松戸市 杉浦畳店 サービス その他サービス 5%

49,677 千葉県 松戸市 すしの一幸　松戸根木内店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

49,678 千葉県 松戸市 頭痛専門ふくます整体院 サービス その他サービス 5%

49,679 千葉県 松戸市 スーパーカワグチ馬橋店 小売業 食料品 5%

49,680 千葉県 松戸市 スペイン料理　ＰＵＥＲＴＯ サービス 飲食業 5%

49,681 千葉県 松戸市 スマップル松戸店 サービス その他サービス 5%

49,682 千葉県 松戸市 誠美堂　北小金店 小売業 貴金属・服飾品 5%

49,683 千葉県 松戸市 セオサイクル五香店 小売業 その他小売 5%

49,684 千葉県 松戸市 株式会社ｓｅｃｏｎｄ サービス その他サービス 5%

49,685 千葉県 松戸市 出光セルフ松戸東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,686 千葉県 松戸市 セレモ　新松戸ホール サービス その他サービス 5%
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49,687 千葉県 松戸市 セレモ　東松戸ホール サービス その他サービス 5%

49,688 千葉県 松戸市 セレモ　馬橋駅ホール サービス その他サービス 5%

49,689 千葉県 松戸市 セレモ　八柱駅ホール サービス その他サービス 5%

49,690 千葉県 松戸市 専科 サービス その他サービス 5%

49,691 千葉県 松戸市 センチュリーオート　東松戸駅前店 サービス その他サービス 5%

49,692 千葉県 松戸市 センチュリーオート　本社 サービス その他サービス 5%

49,693 千葉県 松戸市 千里メガネ 小売業 その他小売 5%

49,694 千葉県 松戸市 ＳＯＩＬーＳＴＲＥＮＧＴＨ（ソイルストレングス） サービス その他サービス 5%

49,695 千葉県 松戸市 ＳＯＩＬ　ＳＴＲＥＮＧＴＨ　本町店 サービス その他サービス 5%

49,696 千葉県 松戸市 ＳＯＬＯＬＡ 小売業 衣料品 5%

49,697 千葉県 松戸市 Ｔｉｅ　ｐｌａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

49,698 千葉県 松戸市 タイヨー電気　松戸仲井町店 小売業 電化製品 5%

49,699 千葉県 松戸市 田岡商店 小売業 その他小売 2%

49,700 千葉県 松戸市 高塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,701 千葉県 松戸市 タキザワ自動車有限会社 サービス その他サービス 5%

49,702 千葉県 松戸市 株式会社ダブリュータクシー サービス 運輸業 5%

49,703 千葉県 松戸市 千歳 サービス 飲食業 5%

49,704 千葉県 松戸市 千歳 サービス 飲食業 5%

49,705 千葉県 松戸市 千葉自動車工業 サービス その他サービス 5%

49,706 千葉県 松戸市 千葉大生協　園芸購買部 サービス その他サービス 5%

49,707 千葉県 松戸市 千葉大生協　園芸購買部 サービス その他サービス 5%

49,708 千葉県 松戸市 中国菜戸芽主 サービス 飲食業 5%

49,709 千葉県 松戸市 長寿庵 サービス 飲食業 5%

49,710 千葉県 松戸市 珍來松戸古ヶ崎店 サービス 飲食業 5%

49,711 千葉県 松戸市 つかさカイロプラクティック院 サービス 理容・美容業 5%

49,712 千葉県 松戸市 つかさクリーニング つかさクリーニング サービス その他サービス 5%

49,713 千葉県 松戸市 ｔｓｕｋｉｗａｋｋａ 小売業 衣料品 5%

49,714 千葉県 松戸市 ツバキ自動車 サービス その他サービス 5%

49,715 千葉県 松戸市 Ｄｉｓｔａ　【ディスタ】 サービス 理容・美容業 5%

49,716 千葉県 松戸市 デジラボ サービス その他サービス 5%

49,717 千葉県 松戸市 テニスショップ　プレ松戸 小売業 その他小売 5%

49,718 千葉県 松戸市 テルル　キテミテ松戸店 小売業 その他小売 2%

49,719 千葉県 松戸市 でんがな松戸店 サービス 飲食業 5%

49,720 千葉県 松戸市 電化のマンセイ 小売業 電化製品 5%

49,721 千葉県 松戸市 でんきのＳＳＳ 小売業 電化製品 5%

49,722 千葉県 松戸市 テンツボ サービス 飲食業 5%

49,723 千葉県 松戸市 ドゥアルシーヴ 小売業 衣料品 5%

49,724 千葉県 松戸市 東葛運転代行１ サービス 運輸業 5%

49,725 千葉県 松戸市 東葛タクシー１ サービス 運輸業 5%

49,726 千葉県 松戸市 東葛タクシー９ サービス 運輸業 5%

49,727 千葉県 松戸市 東葛タクシー５ サービス 運輸業 5%

49,728 千葉県 松戸市 東葛タクシー３ サービス 運輸業 5%
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49,729 千葉県 松戸市 東葛タクシー１０ サービス 運輸業 5%

49,730 千葉県 松戸市 東葛タクシー１１ サービス 運輸業 5%

49,731 千葉県 松戸市 東葛タクシー１９ サービス 運輸業 5%

49,732 千葉県 松戸市 東葛タクシー１５ サービス 運輸業 5%

49,733 千葉県 松戸市 東葛タクシー１３ サービス 運輸業 5%

49,734 千葉県 松戸市 東葛タクシー１７ サービス 運輸業 5%

49,735 千葉県 松戸市 東葛タクシー１２ サービス 運輸業 5%

49,736 千葉県 松戸市 東葛タクシー１８ サービス 運輸業 5%

49,737 千葉県 松戸市 東葛タクシー１４ サービス 運輸業 5%

49,738 千葉県 松戸市 東葛タクシー１６ サービス 運輸業 5%

49,739 千葉県 松戸市 東葛タクシー７ サービス 運輸業 5%

49,740 千葉県 松戸市 東葛タクシー２ サービス 運輸業 5%

49,741 千葉県 松戸市 東葛タクシー２０ サービス 運輸業 5%

49,742 千葉県 松戸市 東葛タクシー２１ サービス 運輸業 5%

49,743 千葉県 松戸市 東葛タクシー２５ サービス 運輸業 5%

49,744 千葉県 松戸市 東葛タクシー２３ サービス 運輸業 5%

49,745 千葉県 松戸市 東葛タクシー２２ サービス 運輸業 5%

49,746 千葉県 松戸市 東葛タクシー２４ サービス 運輸業 5%

49,747 千葉県 松戸市 東葛タクシー８ サービス 運輸業 5%

49,748 千葉県 松戸市 東葛タクシー４ サービス 運輸業 5%

49,749 千葉県 松戸市 東葛タクシー６ サービス 運輸業 5%

49,750 千葉県 松戸市 東京ラスク矢切店 小売業 食料品 5%

49,751 千葉県 松戸市 どうぶつ病院たいようの杜 サービス その他サービス 5%

49,752 千葉県 松戸市 どうぶつ病院たいようの杜 サービス その他サービス 5%

49,753 千葉県 松戸市 東和オート サービス その他サービス 5%

49,754 千葉県 松戸市 社トーマツデンキ 小売業 電化製品 5%

49,755 千葉県 松戸市 トーヨー住機株式会社 サービス その他サービス 5%

49,756 千葉県 松戸市 ＴＯＷＡ　ＴＥＣ サービス その他サービス 5%

49,757 千葉県 松戸市 トーカツ家具　五香店 小売業 家具・調度品 5%

49,758 千葉県 松戸市 時田梨園 小売業 食料品 5%

49,759 千葉県 松戸市 ときわ書房　新松戸店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

49,760 千葉県 松戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ松戸店 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,761 千葉県 松戸市 トップパルケ常盤平駅前店 小売業 食料品 5%

49,762 千葉県 松戸市 ｔｏｔｏｃｈｅｅ サービス 飲食業 5%

49,763 千葉県 松戸市 トヨタレンタリース新千葉東松戸駅前店 サービス その他サービス 2%

49,764 千葉県 松戸市 トヨタレンタリース新千葉松戸駅西口店 サービス その他サービス 2%

49,765 千葉県 松戸市 トヨタレンタリース新千葉松戸上本郷駅前店 サービス その他サービス 2%

49,766 千葉県 松戸市 トヨタレンタリース千葉北松戸駅前店 サービス その他サービス 2%

49,767 千葉県 松戸市 鳥彩々　新松戸店 サービス 飲食業 5%

49,768 千葉県 松戸市 ｔｏｎｇｌｉａｏ 小売業 衣料品 5%

49,769 千葉県 松戸市 ハワイアン＆フラショップナニプア 小売業 衣料品 5%

49,770 千葉県 松戸市 ナベシン北松戸店 小売業 その他小売 5%
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49,771 千葉県 松戸市 ナベシン松戸店 小売業 その他小売 5%

49,772 千葉県 松戸市 新松戸デアイム サービス その他サービス 5%

49,773 千葉県 松戸市 肉割烹　加賀屋 サービス 飲食業 5%

49,774 千葉県 松戸市 肉の万世　松戸（馬橋）店 サービス 飲食業 5%

49,775 千葉県 松戸市 二十世紀ケ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,776 千葉県 松戸市 日個連　久保田タクシー サービス 運輸業 5%

49,777 千葉県 松戸市 ｎｏｕｖｅｌｌｅ　ｖａｇｕｅ サービス 理容・美容業 5%

49,778 千葉県 松戸市 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　ｓａｐａｄｅｃｏｐｏ　松戸五香店 サービス 理容・美容業 5%

49,779 千葉県 松戸市 ｎａｉｌ ｓａｌｏｎ １０ ｎａｉｌ ｓａｌｏｎ １０ サービス 理容・美容業 5%

49,780 千葉県 松戸市 ネッツトヨタ千葉松戸稔台店 小売業 その他小売 5%

49,781 千葉県 松戸市 ネッツトヨタ千葉松戸六実店 小売業 その他小売 5%

49,782 千葉県 松戸市 野尻栄子 小売業 衣料品 5%

49,783 千葉県 松戸市 ノブどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

49,784 千葉県 松戸市 Ｂａｒ　Ｓｏ－ＷＨａｔ サービス 飲食業 5%

49,785 千葉県 松戸市 Ｂａｒ Ｂｅｒｇｅｒｅ サービス 飲食業 5%

49,786 千葉県 松戸市 バーチャルリソース 小売業 電化製品 5%

49,787 千葉県 松戸市 バーＤＡＹ?Ｚ サービス 飲食業 5%

49,788 千葉県 松戸市 バーバーソウ サービス 理容・美容業 5%

49,789 千葉県 松戸市 ＢＡＡＬ サービス 理容・美容業 5%

49,790 千葉県 松戸市 バオバブ サービス その他サービス 5%

49,791 千葉県 松戸市 はぎの家 小売業 その他小売 5%

49,792 千葉県 松戸市 馬刺し専門店　天馬 小売業 食料品 5%

49,793 千葉県 松戸市 バズ　ヘア サービス 理容・美容業 5%

49,794 千葉県 松戸市 長谷川メガネ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

49,795 千葉県 松戸市 修理の神さま松戸店 サービス その他サービス 5%

49,796 千葉県 松戸市 パソコンＰハウス 小売業 電化製品 5%

49,797 千葉県 松戸市 はたや商店 小売業 その他小売 5%

49,798 千葉県 松戸市 パティスリ　シノー　パティスリ　シノー 小売業 食料品 5%

49,799 千葉県 松戸市 ハナミズキ サービス その他サービス 5%

49,800 千葉県 松戸市 コバタ電器 小売業 電化製品 5%

49,801 千葉県 松戸市 パーム．コバタ馬橋店 小売業 電化製品 5%

49,802 千葉県 松戸市 Ｈｕｍｔｏｎ サービス 飲食業 5%

49,803 千葉県 松戸市 ＰＡＲＡＧＧＬＥＡＤ 小売業 電化製品 5%

49,804 千葉県 松戸市 ハルカフェ サービス 飲食業 5%

49,805 千葉県 松戸市 パルコンドウ 小売業 電化製品 5%

49,806 千葉県 松戸市 バルマル　松戸店 サービス 飲食業 5%

49,807 千葉県 松戸市 ハローマート北松戸店 小売業 食料品 5%

49,808 千葉県 松戸市 ハローマート新松戸店 小売業 食料品 5%

49,809 千葉県 松戸市 ハローマート馬橋店 小売業 食料品 5%

49,810 千葉県 松戸市 ハローマート稔台店 小売業 食料品 5%

49,811 千葉県 松戸市 ハローマート六実店 小売業 食料品 5%

49,812 千葉県 松戸市 パン　ド　ラ　テール 小売業 食料品 5%
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49,813 千葉県 松戸市 バンラック サービス 飲食業 5%

49,814 千葉県 松戸市 ＢＭＯ　松戸緑ヶ丘店 小売業 衣料品 5%

49,815 千葉県 松戸市 ＰＧＡＰ足圧リンパサロン サービス 理容・美容業 5%

49,816 千葉県 松戸市 ビーフリー 松戸店 小売業 その他小売 5%

49,817 千葉県 松戸市 松戸東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,818 千葉県 松戸市 ピザ工房馬車道松戸六高台店１１３０ サービス 飲食業 5%

49,819 千葉県 松戸市 ビッグボス　矢切店 小売業 食料品 5%

49,820 千葉県 松戸市 ビッグボス　矢切店　お歳暮用 小売業 食料品 5%

49,821 千葉県 松戸市 ビッグボス　矢切店　御節販売用 小売業 食料品 5%

49,822 千葉県 松戸市 ビッグボス　矢切店　お中元用 小売業 食料品 5%

49,823 千葉県 松戸市 ビッグボス　矢切店　ブランド販売用 小売業 食料品 5%

49,824 千葉県 松戸市 秀丸亭 秀丸亭 サービス 飲食業 5%

49,825 千葉県 松戸市 ビューティースペース品川大井町 サービス 理容・美容業 5%

49,826 千葉県 松戸市 ビューティサロンベリール サービス その他サービス 5%

49,827 千葉県 松戸市 ｂｅａｕｔｙ　ＴＡＮＡＫＡ サービス 理容・美容業 5%

49,828 千葉県 松戸市 ビューティー＆ヘルスサロン　シャンティ サービス 理容・美容業 5%

49,829 千葉県 松戸市 美容室Ｓａｋｕ上本郷店 サービス 理容・美容業 5%

49,830 千葉県 松戸市 美容室Ｓａｋｕ二十世紀が丘店 サービス 理容・美容業 5%

49,831 千葉県 松戸市 美容室ｓａｋｕ馬橋店 サービス 理容・美容業 5%

49,832 千葉県 松戸市 美容室Ｓａｋｕ稔台店 サービス 理容・美容業 5%

49,833 千葉県 松戸市 美容室ｊｕｍｅａｕ サービス 理容・美容業 5%

49,834 千葉県 松戸市 ひょっこりごん助 六実店 サービス 飲食業 5%

49,835 千葉県 松戸市 ピラミッドビジネスデベロップメント株式会社 サービス その他サービス 5%

49,836 千葉県 松戸市 ピラミッドビジネスデベロップメント サービス その他サービス 5%

49,837 千葉県 松戸市 ＨＩＲＡＭＯＴＩ サービス 飲食業 5%

49,838 千葉県 松戸市 ＢＥＬＩＥＶＥ　みのり台店 サービス 理容・美容業 5%

49,839 千葉県 松戸市 Ｂｅｌｉｅｖｅみのり台店 サービス 理容・美容業 5%

49,840 千葉県 松戸市 ヒロ・オートジャパン サービス 飲食業 5%

49,841 千葉県 松戸市 ファイテンショップ　松戸 小売業 その他小売 5%

49,842 千葉県 松戸市 ファ－ストインダストリ－ズ 小売業 その他小売 5%

49,843 千葉県 松戸市 ファミリー動物病院　新松戸病院 サービス その他サービス 5%

49,844 千葉県 松戸市 ふぃあてるぱうぜ サービス 飲食業 5%

49,845 千葉県 松戸市 フィッツミーピコティ北小金店 サービス その他サービス 5%

49,846 千葉県 松戸市 ｆｅｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

49,847 千葉県 松戸市 ＪＭ／福よし本舗 小売業 食料品 5%

49,848 千葉県 松戸市 藤屋　北松戸店 小売業 衣料品 5%

49,849 千葉県 松戸市 プチハウスショップ 小売業 衣料品 5%

49,850 千葉県 松戸市 ブティック　レノン 小売業 衣料品 5%

49,851 千葉県 松戸市 ブティックロシュ上本郷店 小売業 衣料品 5%

49,852 千葉県 松戸市 ブティックロシュ北小金店 小売業 衣料品 5%

49,853 千葉県 松戸市 ブティックロシュ新松戸本店 小売業 衣料品 5%

49,854 千葉県 松戸市 ブティックロシュ新松戸ゆりの木店 小売業 衣料品 5%
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49,855 千葉県 松戸市 ブティックロシュ六実店 小売業 衣料品 5%

49,856 千葉県 松戸市 ブティックロシュ八柱店 小売業 衣料品 5%

49,857 千葉県 松戸市 ふとんのうえの 小売業 家具・調度品 5%

49,858 千葉県 松戸市 ＢＵＨＯＢＡＢ サービス その他サービス 5%

49,859 千葉県 松戸市 フモトデンキ 小売業 電化製品 5%

49,860 千葉県 松戸市 プライベートジム　ｉｌ?ｆｉｔ サービス その他サービス 5%

49,861 千葉県 松戸市 ｆｒａｎｇｉｐａｎｉ サービス 理容・美容業 5%

49,862 千葉県 松戸市 フランス菓子屋シュルプリース 東松戸店 サービス 飲食業 5%

49,863 千葉県 松戸市 ブリアント　本部 サービス 理容・美容業 5%

49,864 千葉県 松戸市 ブリアント松戸店 サービス 理容・美容業 5%

49,865 千葉県 松戸市 松戸新田 サービス その他サービス 5%

49,866 千葉県 松戸市 ＢｌｕｅＭｏｏｎ サービス その他サービス 5%

49,867 千葉県 松戸市 ふるさわ革工芸 小売業 衣料品 5%

49,868 千葉県 松戸市 Plaisir hair design サービス 理容・美容業 5%

49,869 千葉県 松戸市 フローラル動物病院 サービス その他サービス 5%

49,870 千葉県 松戸市 ＰｒｏＬｉｎｋムラカミ 小売業 電化製品 5%

49,871 千葉県 松戸市 文明堂アトレ松戸店 小売業 食料品 5%

49,872 千葉県 松戸市 Ｈａｉｒ　ＣＨＥＲＩＲ サービス 理容・美容業 5%

49,873 千葉県 松戸市 ヘアーサロンごこう　ヘアーサロンごこう サービス 理容・美容業 5%

49,874 千葉県 松戸市 ＨＡＩＲ　ＰＬＡＮＥＴ サービス 理容・美容業 5%

49,875 千葉県 松戸市 ヘアクラフトディミニッシュ サービス 理容・美容業 5%

49,876 千葉県 松戸市 Ｔｉｅｐｌａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

49,877 千葉県 松戸市 ｈａｉｒｍａｋｅｎｉｉｃ サービス 理容・美容業 5%

49,878 千葉県 松戸市 ヘアメイクリジェみのり台店 サービス 理容・美容業 5%

49,879 千葉県 松戸市 ＢａｂｙＪ＇ｓＢｉｌｉｎｇｕａｌＳｅｒｖｉｃｅｓ サービス その他サービス 5%

49,880 千葉県 松戸市 ペットセレモニープレア松戸 サービス その他サービス 5%

49,881 千葉県 松戸市 ペットのデパート　東葛　新松戸店 小売業 その他小売 5%

49,882 千葉県 松戸市 ペットのデパート　東葛　本店 小売業 その他小売 5%

49,883 千葉県 松戸市 ペットのデパート　東葛　まつど店 小売業 その他小売 5%

49,884 千葉県 松戸市 ベローチェ松戸店 サービス 飲食業 5%

49,885 千葉県 松戸市 ベローチェ八柱駅第２ビル店 サービス 飲食業 5%

49,886 千葉県 松戸市 ＪＭ／べんきょう屋 小売業 家具・調度品 5%

49,887 千葉県 松戸市 豊和会 サービス その他サービス 5%

49,888 千葉県 松戸市 ほぐし２９８０ サービス その他サービス 5%

49,889 千葉県 松戸市 ほぐし２９８０ サービス その他サービス 5%

49,890 千葉県 松戸市 星野 サービス その他サービス 5%

49,891 千葉県 松戸市 ボディーハピネス整体院 サービス その他サービス 5%

49,892 千葉県 松戸市 ホテル　ゲイツ　イン サービス 宿泊業 5%

49,893 千葉県 松戸市 共栄 サービス 宿泊業 5%

49,894 千葉県 松戸市 ホビーステーション松戸店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

49,895 千葉県 松戸市 Ｐｏｉｎｔ．ｅｙｅ サービス 理容・美容業 5%

49,896 千葉県 松戸市 マイタウントラベル　テラスモール松戸店 サービス その他サービス 5%

1190



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

49,897 千葉県 松戸市 マクドナルド北松戸ベルクス店 サービス 飲食業 2%

49,898 千葉県 松戸市 マクドナルド五香店 サービス 飲食業 2%

49,899 千葉県 松戸市 マクドナルドテラスモール松戸店 サービス 飲食業 2%

49,900 千葉県 松戸市 ますよし酒店 小売業 食料品 5%

49,901 千葉県 松戸市 まつ毛エクステ＆ネイル　ＦＩＫＡ サービス 理容・美容業 5%

49,902 千葉県 松戸市 松戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,903 千葉県 松戸市 松戸うがた動物病院 サービス その他サービス 5%

49,904 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸駅南店 小売業 食料品 2%

49,905 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸大金平２丁目店 小売業 食料品 2%

49,906 千葉県 松戸市 松戸大橋ＳＳ第一石油販売株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,907 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸大町駅前店 小売業 食料品 2%

49,908 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸北小金店 小売業 食料品 2%

49,909 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸きよしヶ丘３丁目店 小売業 食料品 2%

49,910 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸古ヶ崎１丁目店 小売業 食料品 2%

49,911 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸古ヶ崎五差路店 小売業 食料品 2%

49,912 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸古ケ崎店 小売業 食料品 2%

49,913 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸小金原団地店 小売業 食料品 2%

49,914 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸小金原４丁目店 小売業 食料品 2%

49,915 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸五香駅西口店 小売業 食料品 2%

49,916 千葉県 松戸市 セブンーイレブン松戸小山店 小売業 食料品 2%

49,917 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸栄７丁目店 小売業 食料品 2%

49,918 千葉県 松戸市 松戸地蔵尊證誠院 サービス その他サービス 5%

49,919 千葉県 松戸市 松戸シティホテルＳＥＮＤＡＮ－ＹＡ サービス 宿泊業 5%

49,920 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸千駄堀店 小売業 食料品 2%

49,921 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸第五中学校前店 小売業 食料品 2%

49,922 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸高砂通り店 小売業 食料品 2%

49,923 千葉県 松戸市 松戸店 小売業 その他小売 5%

49,924 千葉県 松戸市 セブンーイレブン松戸東部小学校前店 小売業 食料品 2%

49,925 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸西馬橋広手町店 小売業 食料品 2%

49,926 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸根本店 小売業 食料品 2%

49,927 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸八ケ崎８丁目店 小売業 食料品 2%

49,928 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸日暮６丁目店 小売業 食料品 2%

49,929 千葉県 松戸市 松戸ビルガレージ サービス その他サービス 5%

49,930 千葉県 松戸市 松戸ブックマート 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

49,931 千葉県 松戸市 マツドボウル サービス その他サービス 5%

49,932 千葉県 松戸市 松戸ホリスティック整体サロン サービス その他サービス 5%

49,933 千葉県 松戸市 松戸ホリスティック整体サロン サービス その他サービス 5%

49,934 千葉県 松戸市 松戸ホリスティック整体サロン サービス その他サービス 5%

49,935 千葉県 松戸市 セブンーイレブン松戸本町店 小売業 食料品 2%

49,936 千葉県 松戸市 株式会社スーパーリユース サービス その他サービス 5%

49,937 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸松飛台店 小売業 食料品 2%

49,938 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸南花島店 小売業 食料品 2%
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49,939 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸南花島４丁目店 小売業 食料品 2%

49,940 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸稔台５丁目店 小売業 食料品 2%

49,941 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸稔台店 小売業 食料品 2%

49,942 千葉県 松戸市 松戸六実ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,943 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸六実１丁目店 小売業 食料品 2%

49,944 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸六実駅前店 小売業 食料品 2%

49,945 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸郵便局前店 小売業 食料品 2%

49,946 千葉県 松戸市 セブン－イレブン松戸六高台８丁目店 小売業 食料品 2%

49,947 千葉県 松戸市 ＭＡＴＳＵＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

49,948 千葉県 松戸市 松万オートサイクル 小売業 その他小売 5%

49,949 千葉県 松戸市 円かパートナーズ サービス その他サービス 5%

49,950 千葉県 松戸市 魔乃巣 サービス 飲食業 5%

49,951 千葉県 松戸市 セブン－イレブン馬橋駅西口店 小売業 食料品 2%

49,952 千葉県 松戸市 セブン－イレブン馬橋駅東口店 小売業 食料品 2%

49,953 千葉県 松戸市 Ｍａｒｉｅ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

49,954 千葉県 松戸市 まんがランド 松戸店 サービス その他サービス 5%

49,955 千葉県 松戸市 美濃樽 サービス 飲食業 5%

49,956 千葉県 松戸市 居酒屋　美濃樽　松戸 サービス 飲食業 5%

49,957 千葉県 松戸市 美濃や サービス 飲食業 5%

49,958 千葉県 松戸市 稔台ＳＳ　有限会社曽我商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,959 千葉県 松戸市 稔台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,960 千葉県 松戸市 セブン－イレブンみのり台駅前店 小売業 食料品 2%

49,961 千葉県 松戸市 宮城自動車 サービス その他サービス 5%

49,962 千葉県 松戸市 三矢小台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,963 千葉県 松戸市 ミュゼアール五香店 小売業 衣料品 5%

49,964 千葉県 松戸市 ｍｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

49,965 千葉県 松戸市 メガネストアー新松戸 小売業 その他小売 5%

49,966 千葉県 松戸市 メガネストアー新松戸店 小売業 その他小売 5%

49,967 千葉県 松戸市 メガネストアー松戸 小売業 その他小売 5%

49,968 千葉県 松戸市 メガネストアー松戸店 小売業 その他小売 5%

49,969 千葉県 松戸市 メガネストアー馬橋 小売業 その他小売 5%

49,970 千葉県 松戸市 メガネストアー馬橋店 小売業 その他小売 5%

49,971 千葉県 松戸市 メガネの星光　常盤平店 小売業 その他小売 5%

49,972 千葉県 松戸市 ｍａｉｓｏｎ　ｒｏｕｇｅ 小売業 衣料品 5%

49,973 千葉県 松戸市 メル友　北松戸店 小売業 電化製品 5%

49,974 千葉県 松戸市 メル友　新松戸店 小売業 電化製品 5%

49,975 千葉県 松戸市 メル友　稔台店 小売業 電化製品 5%

49,976 千葉県 松戸市 メル友　八柱店 小売業 電化製品 5%

49,977 千葉県 松戸市 もつ鍋・焼き鳥　　ととり サービス 飲食業 5%

49,978 千葉県 松戸市 モトスキル 小売業 その他小売 5%

49,979 千葉県 松戸市 本宮行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

49,980 千葉県 松戸市 有限会社　本宮 小売業 食料品 5%
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49,981 千葉県 松戸市 もみの気ハウス松戸店 サービス その他サービス 5%

49,982 千葉県 松戸市 モンキー車検　松戸 サービス その他サービス 5%

49,983 千葉県 松戸市 やきとん　がちまやー サービス 飲食業 5%

49,984 千葉県 松戸市 焼肉　さくら亭　西口本店 サービス 飲食業 5%

49,985 千葉県 松戸市 やしま商店 小売業 その他小売 5%

49,986 千葉県 松戸市 八柱ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

49,987 千葉県 松戸市 八柱動物病院 サービス その他サービス 5%

49,988 千葉県 松戸市 やまか　五香店 小売業 食料品 5%

49,989 千葉県 松戸市 山田屋台紙店 小売業 家具・調度品 5%

49,990 千葉県 松戸市 ヤマデン サービス その他サービス 5%

49,991 千葉県 松戸市 有限会社小林洋品店 小売業 衣料品 5%

49,992 千葉県 松戸市 有限会社松栄水産　松栄水産 小売業 食料品 5%

49,993 千葉県 松戸市 ［ＨＣ］有限会社でんきのさくらい 小売業 電化製品 5%

49,994 千葉県 松戸市 ［ＨＣ］有限会社電気のちばでん 小売業 電化製品 5%

49,995 千葉県 松戸市 有限会社ハイトップ 小売業 電化製品 5%

49,996 千葉県 松戸市 有限会社博文堂 小売業 その他小売 5%

49,997 千葉県 松戸市 有 ファミリー商会  有 ファミリー商会小金原店 小売業 その他小売 5%

49,998 千葉県 松戸市 有 ファミリー商会  有 ファミリー商会常盤平店 小売業 その他小売 5%

49,999 千葉県 松戸市 有限会社藤原 サービス その他サービス 5%

50,000 千葉県 松戸市 （有）松葉鮨 サービス 飲食業 5%

50,001 千葉県 松戸市 有限会社まる家 小売業 家具・調度品 5%

50,002 千葉県 松戸市 有限会社山田自動車 サービス その他サービス 5%

50,003 千葉県 松戸市 ユァショップまるかみ 小売業 その他小売 5%

50,004 千葉県 松戸市 Ｙｕｕｓｈｏｄｏ（プリント） サービス その他サービス 5%

50,005 千葉県 松戸市 ユザワヤ　ピアザ松戸店 小売業 その他小売 5%

50,006 千葉県 松戸市 よかたい 小売業 食料品 5%

50,007 千葉県 松戸市 ＹＯＮＡ　タパスタコス サービス 飲食業 5%

50,008 千葉県 松戸市 ラ・ロミアン　新松戸店 小売業 衣料品 5%

50,009 千葉県 松戸市 ラーメン専門三代目 月見軒 六実店 ラーメン専門三代目月見軒 サービス 飲食業 5%

50,010 千葉県 松戸市 ライズ動物病院 サービス その他サービス 5%

50,011 千葉県 松戸市 ライダース 小売業 その他小売 5%

50,012 千葉県 松戸市 Ｌａｔｔａｎ　松戸東口店 サービス 理容・美容業 5%

50,013 千葉県 松戸市 ラマクー サービス 理容・美容業 5%

50,014 千葉県 松戸市 リビングルーム蘭 サービス 飲食業 5%

50,015 千葉県 松戸市 Ｌｉａｂｙｎｅｏｌｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

50,016 千葉県 松戸市 リアメビウス サービス その他サービス 5%

50,017 千葉県 松戸市 株式会社梨香台ゼミナール サービス その他サービス 5%

50,018 千葉県 松戸市 梨香台動物病院 サービス その他サービス 5%

50,019 千葉県 松戸市 Ｒｉｃｏｒｄｏ サービス 理容・美容業 5%

50,020 千葉県 松戸市 Ｒｉｋｋａ サービス 理容・美容業 5%

50,021 千葉県 松戸市 りふれ柏西口店 サービス 理容・美容業 5%

50,022 千葉県 松戸市 リユース　アウトレット　ＧＥＴＭＡＮ　リユース　アウトレットＧＥＴＭＡＮ本店 小売業 その他小売 5%
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50,023 千葉県 松戸市 ｒｕｅｌｌｅ　【リュエル】 サービス 理容・美容業 5%

50,024 千葉県 松戸市 理容室　Ｓ．ＲＵＭＯＲ サービス 理容・美容業 5%

50,025 千葉県 松戸市 理容ロダン　北小金店 サービス 理容・美容業 5%

50,026 千葉県 松戸市 松戸市北小金の癒し系理容室ＨＯＰ サービス 理容・美容業 5%

50,027 千葉県 松戸市 リラクゼーションサロン　ＣＬａｓｓｙ サービス その他サービス 5%

50,028 千葉県 松戸市 ルイビューティーハウス サービス 理容・美容業 5%

50,029 千葉県 松戸市 ルームデコレ株式会社 サービス その他サービス 5%

50,030 千葉県 松戸市 Ｌｅｏｎ＇ｓＤｏｇｇｙドッグトレーニング教室 サービス その他サービス 5%

50,031 千葉県 松戸市 レディスファッション　カワイ松戸店 小売業 衣料品 5%

50,032 千葉県 松戸市 ロミアン 小売業 衣料品 5%

50,033 千葉県 松戸市 ロミアン　本店 小売業 衣料品 5%

50,034 千葉県 松戸市 ロムキング サービス 理容・美容業 5%

50,035 千葉県 松戸市 ＷＯＲＫＥ　ＳＨＯＴ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

50,036 千葉県 松戸市 ワイガーデン　松戸店 サービス その他サービス 5%

50,037 千葉県 松戸市 和菓子所　ハ矢庵 小売業 食料品 5%

50,038 千葉県 松戸市 私のわくわくスーパー元山店 小売業 その他小売 5%

50,039 千葉県 松戸市 和名ヶ谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,040 千葉県 松戸市 和風ダイニング膳ＺＥＮ サービス 飲食業 5%

50,041 千葉県 南房総市 セブン－イレブン安房千倉店 小売業 食料品 2%

50,042 千葉県 南房総市 セブン－イレブン安房富山高崎店 小売業 食料品 2%

50,043 千葉県 南房総市 安房三芳ＳＳ　館山造船　有限会社中村商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,044 千葉県 南房総市 セブン－イレブン安房和田町南三原店 小売業 食料品 2%

50,045 千葉県 南房総市 市場食堂せん政水産 サービス 飲食業 5%

50,046 千葉県 南房総市 出光三芳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,047 千葉県 南房総市 岩峰庵 サービス 宿泊業 5%

50,048 千葉県 南房総市 うなぎ新都 サービス 飲食業 5%

50,049 千葉県 南房総市 ｆ・ｓ・ｆ　ＤＥＷ 小売業 その他小売 5%

50,050 千葉県 南房総市 美味しい温泉　夢みさき サービス 宿泊業 5%

50,051 千葉県 南房総市 ＡＢＹＳＳＩＮＩＡ 小売業 食料品 5%

50,052 千葉県 南房総市 乙浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,053 千葉県 南房総市 おどや岩井店 小売業 食料品 5%

50,054 千葉県 南房総市 おどや白浜店 小売業 食料品 5%

50,055 千葉県 南房総市 おどや千倉店 小売業 食料品 5%

50,056 千葉県 南房総市 おどや丸山店 小売業 食料品 5%

50,057 千葉県 南房総市 おやど　すえひろ サービス 宿泊業 5%

50,058 千葉県 南房総市 片岡時計店 小売業 電化製品 5%

50,059 千葉県 南房総市 金井石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,060 千葉県 南房総市 季粋の宿紋屋 サービス 宿泊業 5%

50,061 千葉県 南房総市 魚拓荘　鈴木屋 サービス 宿泊業 5%

50,062 千葉県 南房総市 銀鱗荘ことぶき サービス 宿泊業 5%

50,063 千葉県 南房総市 くじら料理の店ぴーまん サービス 飲食業 5%

50,064 千葉県 南房総市 小山ラジオ店 小売業 電化製品 5%
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50,065 千葉県 南房総市 ＳＯＵＴＨ　ＢＩＲＤ　ＩＮＮ サービス 宿泊業 5%

50,066 千葉県 南房総市 サニーコースト南房総 サービス 宿泊業 5%

50,067 千葉県 南房総市 シーグラス白浜 サービス 宿泊業 5%

50,068 千葉県 南房総市 ｓｅａｓｉｄｅｋｉｔｃｈｅｎｇｒｏｗ サービス 飲食業 5%

50,069 千葉県 南房総市 旬菜味処浜の郷 サービス 飲食業 5%

50,070 千葉県 南房総市 セブン－イレブン白浜滝口店 小売業 食料品 2%

50,071 千葉県 南房総市 白浜電気 小売業 電化製品 5%

50,072 千葉県 南房総市 白浜モータース 小売業 その他小売 5%

50,073 千葉県 南房総市 寿司と地魚料理大徳家 サービス 飲食業 5%

50,074 千葉県 南房総市 スズキデンキ 小売業 電化製品 5%

50,075 千葉県 南房総市 鈴木時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

50,076 千葉県 南房総市 セルフ千倉海岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,077 千葉県 南房総市 ＳａｌｔｙＥｓｓｅｎｃｅ 小売業 衣料品 5%

50,078 千葉県 南房総市 タモツデンキ 小売業 電化製品 5%

50,079 千葉県 南房総市 千倉館 サービス 宿泊業 5%

50,080 千葉県 南房総市 セブン－イレブン千倉瀬戸浜海岸店 小売業 食料品 2%

50,081 千葉県 南房総市 徳田屋洋品店 婦人館 小売業 衣料品 5%

50,082 千葉県 南房総市 徳田屋洋品店　本店 小売業 衣料品 5%

50,083 千葉県 南房総市 とまとの楽園 サービス その他サービス 5%

50,084 千葉県 南房総市 セブン－イレブン富浦１２７号バイパス店 小売業 食料品 2%

50,085 千葉県 南房総市 南国ホテル サービス 宿泊業 5%

50,086 千葉県 南房総市 ニッセンシェイプ・サロン　エチュード 小売業 衣料品 5%

50,087 千葉県 南房総市 野の花の宿　あさゆまの木 サービス 宿泊業 5%

50,088 千葉県 南房総市 野村屋電機 小売業 電化製品 5%

50,089 千葉県 南房総市 美肌湯の宿　ひまわり荘 サービス 宿泊業 5%

50,090 千葉県 南房総市 伏姫さんが焼き サービス 飲食業 5%

50,091 千葉県 南房総市 房州堂 小売業 家具・調度品 5%

50,092 千葉県 南房総市 房総コンピューター サービス その他サービス 5%

50,093 千葉県 南房総市 房総白浜ウミサトホテル サービス 宿泊業 5%

50,094 千葉県 南房総市 ＢｏｔａｒｈｙｔｈｍＡＣＯＦＦＥＥＲＯＡＳＴＥＲ サービス その他サービス 5%

50,095 千葉県 南房総市 ホテル千倉 サービス 宿泊業 5%

50,096 千葉県 南房総市 丸山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,097 千葉県 南房総市 マリンスポット　釣吉 小売業 その他小売 5%

50,098 千葉県 南房総市 マリンブルー サービス 宿泊業 5%

50,099 千葉県 南房総市 セブン－イレブン南房総富浦多田良店 小売業 食料品 2%

50,100 千葉県 南房総市 森のてーぶる 小売業 貴金属・服飾品 5%

50,101 千葉県 南房総市 山田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,102 千葉県 南房総市 有限会社　野村自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

50,103 千葉県 南房総市 有限会社銀鱗荘ことぶき サービス 宿泊業 5%

50,104 千葉県 南房総市 有 下田自動車 サービス その他サービス 5%

50,105 千葉県 南房総市 有限会社ろ徳商店 小売業 その他小売 5%

50,106 千葉県 南房総市 和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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50,107 千葉県 睦沢町 ソルトルアーショップ　ＳａｌｔＭａｎ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

50,108 千葉県 睦沢町 藤田ワンニャン会ペット火葬斎場 小売業 その他小売 5%

50,109 千葉県 茂原市 アルジェンヌ茂原駅前店 サービス 理容・美容業 5%

50,110 千葉県 茂原市 アルモワール　ヒラノ 小売業 衣料品 5%

50,111 千葉県 茂原市 アロマティークブランブラン サービス 理容・美容業 5%

50,112 千葉県 茂原市 ｅ－工房茂原店 小売業 その他小売 5%

50,113 千葉県 茂原市 居酒屋のぐっちゃん サービス 飲食業 5%

50,114 千葉県 茂原市 一幸　茂原店 サービス 飲食業 5%

50,115 千葉県 茂原市 有限会社いわせ模型 サービス その他サービス 5%

50,116 千葉県 茂原市 Ｗｉｚ茂原店 サービス 理容・美容業 5%

50,117 千葉県 茂原市 栄亀庵 サービス 飲食業 5%

50,118 千葉県 茂原市 エムディーモーターサイクルス茂原本店 小売業 その他小売 5%

50,119 千葉県 茂原市 セブン－イレブン大網白里みやこ野店 小売業 食料品 2%

50,120 千葉県 茂原市 オリックスレンタカー茂原駅東口店 サービス その他サービス 2%

50,121 千葉県 茂原市 オリックスレンタカー茂原公園前店 サービス その他サービス 2%

50,122 千葉県 茂原市 カーショップアズマ サービス その他サービス 5%

50,123 千葉県 茂原市 片山ペットクリニック サービス その他サービス 5%

50,124 千葉県 茂原市 カットハウスオレンジ サービス 理容・美容業 5%

50,125 千葉県 茂原市 ＣｕｔＨｏｕｓｅジャスト ＣｕｔＨｏｕｓｅジャスト サービス 理容・美容業 5%

50,126 千葉県 茂原市 加藤どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

50,127 千葉県 茂原市 株式会社　住夢家　株式会社　住夢家 サービス その他サービス 5%

50,128 千葉県 茂原市 株式会社オートサービス向後 サービス その他サービス 5%

50,129 千葉県 茂原市 株式会社デイリーフーズ　ジャパンディスプレイ茂原工場　Ｖ１売店 小売業 その他小売 5%

50,130 千葉県 茂原市 株式会社デイリーフーズ　ジャパンディスプレイ茂原工場　ＣＰ食堂 サービス 飲食業 5%

50,131 千葉県 茂原市 株式会社デイリーフーズ　ジャパンディスプレイ茂原工場　ＣＰ売店 小売業 その他小売 5%

50,132 千葉県 茂原市 株式会社デイリーフーズ　ジャパンディスプレイ茂原工場　Ｊ１食堂 サービス 飲食業 5%

50,133 千葉県 茂原市 上永吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,134 千葉県 茂原市 かやま酒蔵 小売業 食料品 5%

50,135 千葉県 茂原市 北森ペット病院 サービス その他サービス 5%

50,136 千葉県 茂原市 きゃろっと　茂原店 小売業 その他小売 5%

50,137 千葉県 茂原市 牛角茂原店 サービス 飲食業 2%

50,138 千葉県 茂原市 グリーンフット 小売業 その他小売 5%

50,139 千葉県 茂原市 ｋｍ運転代行社 サービス 運輸業 5%

50,140 千葉県 茂原市 ＣＯＦＦＥＥ　ＳＥＣＯＮＤ サービス 飲食業 5%

50,141 千葉県 茂原市 ｃｏｌｕｍｂｕｓ サービス 飲食業 5%

50,142 千葉県 茂原市 作田縫製 小売業 衣料品 5%

50,143 千葉県 茂原市 サブ　ローザ 小売業 その他小売 5%

50,144 千葉県 茂原市 サンアイクスマイル店 小売業 その他小売 5%

50,145 千葉県 茂原市 サントラベルセンター茂原店 サービス その他サービス 5%

50,146 千葉県 茂原市 ＳＩＸ　ＴＷＯ サービス 飲食業 5%

50,147 千葉県 茂原市 シャディギフトＹＡＭＡＣＨＯ 小売業 その他小売 5%

50,148 千葉県 茂原市 シューズヨシヤ　茂原マーケットプレイス店 小売業 衣料品 5%
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50,149 千葉県 茂原市 白井園　本社直売所 小売業 その他小売 5%

50,150 千葉県 茂原市 白井園　本町店 小売業 その他小売 5%

50,151 千葉県 茂原市 セブンーイレブン新茂原店 小売業 食料品 2%

50,152 千葉県 茂原市 すぎい酒店 小売業 食料品 5%

50,153 千葉県 茂原市 杉木鉄工 小売業 その他小売 5%

50,154 千葉県 茂原市 寿司　そば　きよし サービス 飲食業 5%

50,155 千葉県 茂原市 すしの一幸　茂原店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

50,156 千葉県 茂原市 鈴木薬局　鈴木薬局 小売業 その他小売 5%

50,157 千葉県 茂原市 すたみな太郎　茂原店 サービス 飲食業 5%

50,158 千葉県 茂原市 スーパーランドもばら店 小売業 食料品 5%

50,159 千葉県 茂原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ新茂原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,160 千葉県 茂原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ新茂原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,161 千葉県 茂原市 セルフ東茂原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,162 千葉県 茂原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ茂原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,163 千葉県 茂原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ茂原中の島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,164 千葉県 茂原市 創作スイーツ　レーヴ 小売業 食料品 5%

50,165 千葉県 茂原市 そば奉行 サービス 飲食業 5%

50,166 千葉県 茂原市 Ｄｉｎｉｎｇ＆ＢａｒＬａＣｕｎａ サービス 飲食業 5%

50,167 千葉県 茂原市 Ｄｉｎｉｎｇ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ＣＯＬＵＭＢＵＳ サービス 飲食業 5%

50,168 千葉県 茂原市 竹りん　本店 サービス 飲食業 5%

50,169 千葉県 茂原市 チャイルド　ひらの 小売業 衣料品 5%

50,170 千葉県 茂原市 中華そば鷸 サービス 飲食業 5%

50,171 千葉県 茂原市 中国料理　香　ｘｉａｎｇ サービス 飲食業 5%

50,172 千葉県 茂原市 本納東ＳＳ　寺越商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,173 千葉県 茂原市 東海クリーニング サービス その他サービス 5%

50,174 千葉県 茂原市 桃　華飯店 サービス 飲食業 5%

50,175 千葉県 茂原市 トヨタ部品千葉共販ａｕショップ茂原 サービス その他サービス 5%

50,176 千葉県 茂原市 トヨタ部品千葉共販茂原営業所 サービス その他サービス 5%

50,177 千葉県 茂原市 トヨタレンタリース千葉茂原店 サービス その他サービス 2%

50,178 千葉県 茂原市 どらこねっと 小売業 衣料品 5%

50,179 千葉県 茂原市 中村商事 サービス その他サービス 5%

50,180 千葉県 茂原市 ニシナカＧｌａｓｓ　Ｓｔｕｄｉｏ 小売業 家具・調度品 5%

50,181 千葉県 茂原市 日本料理竹りん 本店 小売業 食料品 5%

50,182 千葉県 茂原市 ネッツトヨタ千葉　ネッツタウン茂原 小売業 その他小売 5%

50,183 千葉県 茂原市 ネッツトヨタ千葉ユ－コム茂原店 小売業 その他小売 5%

50,184 千葉県 茂原市 農産物直売所なのはな 茂原店 小売業 その他小売 5%

50,185 千葉県 茂原市 Ｎｏｎ?Ｓｔｏｐ サービス 飲食業 5%

50,186 千葉県 茂原市 パティスリープチ・ベルジェ 小売業 家具・調度品 5%

50,187 千葉県 茂原市 パナロードたかはし 小売業 電化製品 5%

50,188 千葉県 茂原市 はんこ家はん造 小売業 その他小売 5%

50,189 千葉県 茂原市 はんこ家はん造　総本店 小売業 その他小売 5%

50,190 千葉県 茂原市 はんこ家はん造　総本店 小売業 その他小売 5%
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50,191 千葉県 茂原市 ピカイチ　茂原店 小売業 その他小売 5%

50,192 千葉県 茂原市 ビューティサロンノエル サービス 理容・美容業 5%

50,193 千葉県 茂原市 美容室ＦＡＫＥ サービス 理容・美容業 5%

50,194 千葉県 茂原市 美容室コレクト・モード サービス 理容・美容業 5%

50,195 千葉県 茂原市 美容室　ＣＯＬＯＲ　【コロル】 サービス 理容・美容業 5%

50,196 千葉県 茂原市 ひらの洋品店 小売業 衣料品 5%

50,197 千葉県 茂原市 Ｆａｔｔａ　ａ　ｍａｎｏ サービス 飲食業 5%

50,198 千葉県 茂原市 フクダホーム設備 小売業 その他小売 5%

50,199 千葉県 茂原市 ＰｅｔｉｔＰａｓ サービス 理容・美容業 5%

50,200 千葉県 茂原市 武道 小売業 その他小売 5%

50,201 千葉県 茂原市 ［ＨＣ］フルヤ電化 小売業 電化製品 5%

50,202 千葉県 茂原市 プレア　茂原ホール サービス その他サービス 5%

50,203 千葉県 茂原市 フレンド美容室 サービス 理容・美容業 5%

50,204 千葉県 茂原市 フレンド美容室　本店 サービス 理容・美容業 5%

50,205 千葉県 茂原市 ＨＡＩＲ　ＳＰＣＥ　Ｇ．Ｏ．Ｄ サービス 理容・美容業 5%

50,206 千葉県 茂原市 ＨＡＩＲＳＰＡＣＥＧＯＤ サービス 理容・美容業 5%

50,207 千葉県 茂原市 ヘアーメイクシュガー サービス 理容・美容業 5%

50,208 千葉県 茂原市 ＢＯＳＯ　Ｃ　ＢＡＳＥのチキンバーガ サービス 飲食業 5%

50,209 千葉県 茂原市 ホテルニュー福本 サービス 宿泊業 5%

50,210 千葉県 茂原市 ボンメゾン　茂原店 小売業 その他小売 5%

50,211 千葉県 茂原市 マクドナルド茂原店 サービス 飲食業 2%

50,212 千葉県 茂原市 マクルール サービス 理容・美容業 5%

50,213 千葉県 茂原市 マドンナ 小売業 衣料品 5%

50,214 千葉県 茂原市 マブハイ サービス 飲食業 5%

50,215 千葉県 茂原市 マルシェ 小売業 家具・調度品 5%

50,216 千葉県 茂原市 ミセスリーヴェンサンスーシー 小売業 食料品 5%

50,217 千葉県 茂原市 穂 サービス 飲食業 5%

50,218 千葉県 茂原市 ミヤマ　茂原店 小売業 衣料品 5%

50,219 千葉県 茂原市 めいすいえん サービス 飲食業 5%

50,220 千葉県 茂原市 メガネストアー茂原 小売業 その他小売 5%

50,221 千葉県 茂原市 メガネストアー茂原店 小売業 その他小売 5%

50,222 千葉県 茂原市 メガネストアー茂原東部台 小売業 その他小売 5%

50,223 千葉県 茂原市 メガネストアー茂原東部台店 小売業 その他小売 5%

50,224 千葉県 茂原市 メガネストアー　ライフガーデン茂原 小売業 その他小売 5%

50,225 千葉県 茂原市 メガネストアーライフガーデン茂原店 小売業 その他小売 5%

50,226 千葉県 茂原市 メガネストアー茂原高師 小売業 その他小売 5%

50,227 千葉県 茂原市 メガネストアー茂原高師店 小売業 その他小売 5%

50,228 千葉県 茂原市 モードサロン　ヒラノ 小売業 衣料品 5%

50,229 千葉県 茂原市 茂原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,230 千葉県 茂原市 セブン－イレブン茂原駅前店 小売業 食料品 2%

50,231 千葉県 茂原市 茂原ＳＳ佐瀬登商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,232 千葉県 茂原市 セブン－イレブン茂原木崎店 小売業 食料品 2%
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50,233 千葉県 茂原市 セブン－イレブン茂原銀座店 小売業 食料品 2%

50,234 千葉県 茂原市 セブン－イレブン茂原渋谷店 小売業 食料品 2%

50,235 千葉県 茂原市 ｊａｚｚ ｃａｆｅ ＭＪＱ サービス 飲食業 5%

50,236 千葉県 茂原市 セブンーイレブン茂原新小轡店 小売業 食料品 2%

50,237 千葉県 茂原市 セブン－イレブン茂原高師店 小売業 食料品 2%

50,238 千葉県 茂原市 セブン－イレブン茂原橘樹神社前店 小売業 食料品 2%

50,239 千葉県 茂原市 セブン－イレブン茂原東郷店 小売業 食料品 2%

50,240 千葉県 茂原市 セブン－イレブン茂原長尾店 小売業 食料品 2%

50,241 千葉県 茂原市 セブン－イレブン茂原中の島店 小売業 食料品 2%

50,242 千葉県 茂原市 セブン－イレブン茂原早野店 小売業 食料品 2%

50,243 千葉県 茂原市 セブン－イレブン茂原富士見店 小売業 食料品 2%

50,244 千葉県 茂原市 セブン－イレブン茂原本小轡店 小売業 食料品 2%

50,245 千葉県 茂原市 セブン－イレブン茂原緑ヶ丘店 小売業 食料品 2%

50,246 千葉県 茂原市 茂原南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,247 千葉県 茂原市 ヤベめがね 小売業 その他小売 5%

50,248 千葉県 茂原市 大和屋旅館 大和屋旅館 サービス 宿泊業 5%

50,249 千葉県 茂原市 ［ＨＣ］有限会社ノブ江電器 小売業 電化製品 5%

50,250 千葉県 茂原市 ますや 小売業 その他小売 5%

50,251 千葉県 茂原市 ［ＨＣ］有限会社モバラ日立電機 小売業 電化製品 5%

50,252 千葉県 茂原市 ヨコオ住販株式会社 サービス その他サービス 5%

50,253 千葉県 茂原市 らぁ麺　三軒屋　茂原店 サービス 飲食業 5%

50,254 千葉県 茂原市 旅館鈴木屋 サービス 宿泊業 5%

50,255 千葉県 茂原市 ＬＵＲＥ　ＳＨＯＰ　ＳＵＢＭＡＲＩＮＥ　ＬＵＲＥ　ＳＨＯＰ　ＳＵＢＭＡＲＩＮＥ 小売業 その他小売 5%

50,256 千葉県 茂原市 ワイルド　ダック サービス その他サービス 5%

50,257 千葉県 八街市 アクア建設工業株式会社 サービス その他サービス 5%

50,258 千葉県 八街市 アトリエＶ サービス 理容・美容業 5%

50,259 千葉県 八街市 あまさけや八街店 小売業 家具・調度品 5%

50,260 千葉県 八街市 あんぜんカーサービス サービス その他サービス 5%

50,261 千葉県 八街市 石川自動車工業佐倉支店 サービス その他サービス 5%

50,262 千葉県 八街市 一幸　八街店 サービス 飲食業 5%

50,263 千葉県 八街市 ＦＴＵＮＥ 小売業 その他小売 5%

50,264 千葉県 八街市 おがわ動物病院 サービス その他サービス 5%

50,265 千葉県 八街市 小澤モータース サービス その他サービス 5%

50,266 千葉県 八街市 カザミゴム　八街営業所 小売業 その他小売 5%

50,267 千葉県 八街市 カフェ＆ダイニングシーズニングテーブル サービス 飲食業 5%

50,268 千葉県 八街市 株式会社　大畑金物店 小売業 その他小売 5%

50,269 千葉県 八街市 株式会社サントラベルセンター八街店 サービス その他サービス 5%

50,270 千葉県 八街市 川上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,271 千葉県 八街市 キャッテリーＣｈａＣｈａ 小売業 その他小売 5%

50,272 千葉県 八街市 ＣａｔｔｅｒｙＰＥＴＩＴＡＮＧＥ サービス その他サービス 5%

50,273 千葉県 八街市 グランプラス　即売所 小売業 食料品 5%

50,274 千葉県 八街市 Ｋ＆Ｍ　榎戸店 小売業 衣料品 5%
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50,275 千葉県 八街市 ｃａｉｔｓｉｔｈ 小売業 その他小売 5%

50,276 千葉県 八街市 コペルニクス 小売業 家具・調度品 5%

50,277 千葉県 八街市 佐倉住生活サポート サービス その他サービス 5%

50,278 千葉県 八街市 ＃ｒｏｏｔｓ サービス 理容・美容業 5%

50,279 千葉県 八街市 サロン美豹 サービス 理容・美容業 5%

50,280 千葉県 八街市 シュアショット 小売業 その他小売 5%

50,281 千葉県 八街市 ジュエルコーエー 小売業 貴金属・服飾品 5%

50,282 千葉県 八街市 ＪＵＮ・ＷＯＲＫＳ サービス その他サービス 5%

50,283 千葉県 八街市 瀬脇動物病院 サービス その他サービス 5%

50,284 千葉県 八街市 暖カイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

50,285 千葉県 八街市 株式会社　トオル自動車販売 小売業 その他小売 5%

50,286 千葉県 八街市 ニシナ洋品店　ニシナ洋品店 小売業 その他小売 5%

50,287 千葉県 八街市 ニュー八街ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,288 千葉県 八街市 バーバーショップ行木 サービス 理容・美容業 5%

50,289 千葉県 八街市 Ｐｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

50,290 千葉県 八街市 パソプロ千葉店 サービス その他サービス 5%

50,291 千葉県 八街市 Ｈａｐｐｙｃｌｏｖｅｒ サービス その他サービス 5%

50,292 千葉県 八街市 ｈａｒｕｍｉＮＹＣ 小売業 衣料品 5%

50,293 千葉県 八街市 はんこ家一番溝の口店 小売業 その他小売 5%

50,294 千葉県 八街市 備長炭火焼　鳥一 サービス 飲食業 5%

50,295 千葉県 八街市 株式会社　安藤呉服店 小売業 衣料品 5%

50,296 千葉県 八街市 ヘアーサロンヤマモト サービス 理容・美容業 5%

50,297 千葉県 八街市 ＨａｉｒＢｅｒ　オグラ サービス 理容・美容業 5%

50,298 千葉県 八街市 ヘアサロン　オオタニ サービス 理容・美容業 5%

50,299 千葉県 八街市 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮＳＴＯＲＹ サービス 理容・美容業 5%

50,300 千葉県 八街市 ぼっち 小売業 家具・調度品 5%

50,301 千葉県 八街市 ボディケアカミヤマ サービス 理容・美容業 5%

50,302 千葉県 八街市 ボンメゾン　八街店 小売業 その他小売 5%

50,303 千葉県 八街市 丸正 小売業 家具・調度品 5%

50,304 千葉県 八街市 メガネストアー八街 小売業 その他小売 5%

50,305 千葉県 八街市 メガネストアー八街店 小売業 その他小売 5%

50,306 千葉県 八街市 セブン－イレブン八街駅南口店 小売業 食料品 2%

50,307 千葉県 八街市 セブン－イレブン八街榎戸駅前店 小売業 食料品 2%

50,308 千葉県 八街市 セブン－イレブン八街大谷津店 小売業 食料品 2%

50,309 千葉県 八街市 セブン－イレブン八街佐倉道店 小売業 食料品 2%

50,310 千葉県 八街市 セブン－イレブン八街スポーツプラザ前店 小売業 食料品 2%

50,311 千葉県 八街市 セブンーイレブン八街住野店 小売業 食料品 2%

50,312 千葉県 八街市 セブン－イレブン八街勢田入口店 小売業 食料品 2%

50,313 千葉県 八街市 八街テレビ商会 小売業 電化製品 5%

50,314 千葉県 八街市 セブン－イレブン八街富山十字路店 小売業 食料品 2%

50,315 千葉県 八街市 セブン－イレブン八街富山店 小売業 食料品 2%

50,316 千葉県 八街市 出光八街西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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50,317 千葉県 八街市 八街鈑金 サービス その他サービス 5%

50,318 千葉県 八街市 八街南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,319 千葉県 八街市 セブン－イレブン八街山田台店 小売業 食料品 2%

50,320 千葉県 八街市 セブン－イレブン八街吉倉店 小売業 食料品 2%

50,321 千葉県 八街市 ｙａｎｅｕｒａｔ 小売業 その他小売 5%

50,322 千葉県 八街市 矢野どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

50,323 千葉県 八街市 ラウレア サービス 飲食業 5%

50,324 千葉県 八街市 ランドマーク八街店 小売業 食料品 5%

50,325 千葉県 八街市 ランドロームフードマーケット東吉田店 小売業 食料品 5%

50,326 千葉県 八街市 ＪＭ／ルピエ　ルピエ 小売業 衣料品 5%

50,327 千葉県 八街市 わかるとできる　イオン八街校 サービス その他サービス 5%

50,328 千葉県 八街市 和服処　かなざわ 小売業 衣料品 5%

50,329 千葉県 八千代市 アイパルメガネ八千代店 小売業 貴金属・服飾品 5%

50,330 千葉県 八千代市 アッシュガーレ サービス その他サービス 5%

50,331 千葉県 八千代市 Ａｔｔａｉｎ　ゆりのきホール サービス その他サービス 5%

50,332 千葉県 八千代市 ＡＮＯＴＨＥＲ ＷＯＲＬＤ サービス 理容・美容業 5%

50,333 千葉県 八千代市 アフロディテ　勝田台店 サービス その他サービス 5%

50,334 千葉県 八千代市 ａｍｕｓｅｐｌａｎｅｔ－あみゅーずぷらねっと－ 小売業 衣料品 5%

50,335 千葉県 八千代市 ＡＭＯＲ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

50,336 千葉県 八千代市 ａｌ　ａｉｓｅ　ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

50,337 千葉県 八千代市 アロマセラピーサロン　ラ・ボーテ サービス 理容・美容業 5%

50,338 千葉県 八千代市 活き活き家　八千代店 小売業 家具・調度品 5%

50,339 千葉県 八千代市 Ｉｇｎｉｔｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

50,340 千葉県 八千代市 いこいの店　　喫茶Ｒｉｏ サービス 飲食業 5%

50,341 千葉県 八千代市 一幸　八千代店 サービス 飲食業 5%

50,342 千葉県 八千代市 一心堂サイクル 小売業 その他小売 5%

50,343 千葉県 八千代市 イルーシー３００　八千代緑が丘店 小売業 衣料品 5%

50,344 千葉県 八千代市 いわい電器村上店 小売業 電化製品 5%

50,345 千葉県 八千代市 インテリアカーサ　八千代店 小売業 家具・調度品 5%

50,346 千葉県 八千代市 ｗｉｚ八千代緑ヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

50,347 千葉県 八千代市 歌広場　勝田台店 サービス 飲食業 5%

50,348 千葉県 八千代市 内田タクシー サービス 運輸業 5%

50,349 千葉県 八千代市 うどん 紬麦 うどん 紬麦 サービス 飲食業 5%

50,350 千葉県 八千代市 ＥＣＯイーグル株式会社 小売業 電化製品 5%

50,351 千葉県 八千代市 エム動物病院 サービス その他サービス 5%

50,352 千葉県 八千代市 エルモード　八千代台店 小売業 衣料品 5%

50,353 千葉県 八千代市 大和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,354 千葉県 八千代市 おくやま動物病院 サービス その他サービス 5%

50,355 千葉県 八千代市 小澤米酒店 小売業 食料品 5%

50,356 千葉県 八千代市 Ｋａｌａ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

50,357 千葉県 八千代市 カーライフオート　アルファ店 小売業 その他小売 5%

50,358 千葉県 八千代市 勝田台交通７０３７ サービス その他サービス 5%
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50,359 千葉県 八千代市 セブン－イレブン勝田台店 小売業 食料品 2%

50,360 千葉県 八千代市 カットスタジオＹＭ?Ｂ サービス 理容・美容業 5%

50,361 千葉県 八千代市 ｃａｆｅ?ｉｍｏａｎ　ｃａｆｅ?ｉｍｏａｎ サービス 飲食業 5%

50,362 千葉県 八千代市 自家焙煎珈琲　Ｃａｆｅふくろう サービス 飲食業 5%

50,363 千葉県 八千代市 株式会社　東あられ本鋪　八千代工場直売店あられひろば 小売業 食料品 5%

50,364 千葉県 八千代市 株式会社マルフジ マルフジ電器 小売業 電化製品 5%

50,365 千葉県 八千代市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋京成勝田台駅前通店 サービス 飲食業 2%

50,366 千葉県 八千代市 河合塾マナビス八千代中央校 サービス その他サービス 2%

50,367 千葉県 八千代市 河合塾マナビス八千代緑が丘校 サービス その他サービス 2%

50,368 千葉県 八千代市 きたみｃｏｆｆｅｅ 小売業 食料品 5%

50,369 千葉県 八千代市 キャッツアイ　八千代店 サービス その他サービス 5%

50,370 千葉県 八千代市 Ｑｕｅｅｎ’ｓ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

50,371 千葉県 八千代市 串揚げひふみ サービス 飲食業 5%

50,372 千葉県 八千代市 串酒場そねすけ サービス 飲食業 5%

50,373 千葉県 八千代市 串酒場そねすけ サービス 飲食業 5%

50,374 千葉県 八千代市 串特急　八千代店 サービス 飲食業 5%

50,375 千葉県 八千代市 Ｇｒａｄｏ サービス 理容・美容業 5%

50,376 千葉県 八千代市 クリーニング　ラクーン サービス その他サービス 5%

50,377 千葉県 八千代市 ｇｌｉｔｔｅｒ サービス 理容・美容業 5%

50,378 千葉県 八千代市 グリーンアロー八千代 サービス その他サービス 5%

50,379 千葉県 八千代市 グリーンハウス　勝田台店 小売業 食料品 5%

50,380 千葉県 八千代市 グリーンハウス　ゆりのき店 小売業 食料品 5%

50,381 千葉県 八千代市 セブン－イレブン京成大和田駅前店 小売業 食料品 2%

50,382 千葉県 八千代市 有　京成サイクルセンター 小売業 その他小売 5%

50,383 千葉県 八千代市 ケーズヘアー サービス 理容・美容業 5%

50,384 千葉県 八千代市 Ｋ’ｓ　ｈａｉｒ　緑が丘店 サービス 理容・美容業 5%

50,385 千葉県 八千代市 健康靴のプティメゾン 健康靴のプティメゾン 小売業 その他小売 5%

50,386 千葉県 八千代市 興典株式会社 サービス その他サービス 5%

50,387 千葉県 八千代市 ＣｏＣｏ壱番屋八千代八千代台 サービス 飲食業 2%

50,388 千葉県 八千代市 ｃｏｃｏｒａ 小売業 衣料品 5%

50,389 千葉県 八千代市 個人相内タクシー サービス 運輸業 5%

50,390 千葉県 八千代市 Ｃｏｔｔｏｎｔｒｅｅ サービス その他サービス 5%

50,391 千葉県 八千代市 こもれびＨｅａｒｔＬＩＮＫ サービス その他サービス 5%

50,392 千葉県 八千代市 こもれびＨｅａｒｔＬＩＮＫ サービス その他サービス 5%

50,393 千葉県 八千代市 笹互 きらび サービス 飲食業 5%

50,394 千葉県 八千代市 ＳＡＢＡＩＭＡＧＩＣ サービス その他サービス 5%

50,395 千葉県 八千代市 サロンドＭＯＭＯ サービス 理容・美容業 5%

50,396 千葉県 八千代市 サンテオレ　勝田台店 サービス 飲食業 5%

50,397 千葉県 八千代市 Ｓａｎｗａ Ａｒｔ 絵画 やきもの 小売業 その他小売 5%

50,398 千葉県 八千代市 Ｓａｎｗａ　Ａｒｔ　額縁　画材 小売業 その他小売 5%

50,399 千葉県 八千代市 シェイクハンド サービス その他サービス 5%

50,400 千葉県 八千代市 シーエス　メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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50,401 千葉県 八千代市 美容室　シェリール　八千代台 サービス 理容・美容業 5%

50,402 千葉県 八千代市 自転車　じて吉 小売業 その他小売 5%

50,403 千葉県 八千代市 シャンプーカットアルファ サービス その他サービス 5%

50,404 千葉県 八千代市 ジョイステージ サービス その他サービス 5%

50,405 千葉県 八千代市 ジョイツーオートサービス　八千代勝田台店 サービス その他サービス 5%

50,406 千葉県 八千代市 ジンオートサービス サービス その他サービス 5%

50,407 千葉県 八千代市 Ｓｏｕｒｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

50,408 千葉県 八千代市 末広自動車工業 サービス その他サービス 5%

50,409 千葉県 八千代市 すしの一幸　八千代店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

50,410 千葉県 八千代市 鈴蘭苑八千代店 サービス 飲食業 5%

50,411 千葉県 八千代市 すたみな太郎　八千代緑が丘店 サービス 飲食業 5%

50,412 千葉県 八千代市 スーパーカワグチ大和田店 小売業 食料品 5%

50,413 千葉県 八千代市 スーパーカワグチ米本店 小売業 食料品 5%

50,414 千葉県 八千代市 炭火焼肉　一匠 サービス 飲食業 5%

50,415 千葉県 八千代市 税理士ないとう事務所　税理士ないとう事務所 サービス その他サービス 5%

50,416 千葉県 八千代市 セオサイクル　勝田台店 小売業 その他小売 5%

50,417 千葉県 八千代市 セオサイクル八千代台店 小売業 その他小売 5%

50,418 千葉県 八千代市 ＳｅｐｈａＳｔｙｌｅ 小売業 衣料品 5%

50,419 千葉県 八千代市 セルフ八千代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,420 千葉県 八千代市 セレモ　勝田台駅ホール サービス その他サービス 5%

50,421 千葉県 八千代市 川五郎 サービス 飲食業 5%

50,422 千葉県 八千代市 蕎麦だいにんぐ長寿庵四代目権七 サービス 飲食業 5%

50,423 千葉県 八千代市 株式会社ＳＯＲＡＫＡＲＡ 小売業 電化製品 5%

50,424 千葉県 八千代市 株 太洋自動車整備工場 株式会社 太洋自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

50,425 千葉県 八千代市 高津珈琲 サービス 飲食業 5%

50,426 千葉県 八千代市 髙津珈琲　本店 サービス 飲食業 5%

50,427 千葉県 八千代市 高津静庵 サービス 飲食業 5%

50,428 千葉県 八千代市 髙橋梨園 小売業 食料品 5%

50,429 千葉県 八千代市 瀧本金属興業株式会社 小売業 その他小売 5%

50,430 千葉県 八千代市 Ｔａｍｅｎｔａｉ．ｊｐ サービス その他サービス 5%

50,431 千葉県 八千代市 チャイルドわんニャン　八千代緑が丘店 小売業 その他小売 5%

50,432 千葉県 八千代市 長寿庵 四代目 権七 サービス 飲食業 5%

50,433 千葉県 八千代市 珍來米本団地前店 サービス 飲食業 5%

50,434 千葉県 八千代市 ツイルオートサービス 小売業 その他小売 5%

50,435 千葉県 八千代市 ツダヌマ電器米本店 小売業 電化製品 5%

50,436 千葉県 八千代市 つちやカイロプラクティック療院 サービス その他サービス 5%

50,437 千葉県 八千代市 ｄｕｄｅｈａｉｒｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

50,438 千葉県 八千代市 ときわ書房　八千代台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

50,439 千葉県 八千代市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　八千代東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,440 千葉県 八千代市 トヨタ部品千葉共販八千代営業所 サービス その他サービス 5%

50,441 千葉県 八千代市 トヨタレンタリース新千葉八千代台駅西口店 サービス その他サービス 2%

50,442 千葉県 八千代市 ドン．キホーテ洋菓子店 小売業 食料品 5%
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50,443 千葉県 八千代市 梨園またべ－ 小売業 食料品 5%

50,444 千葉県 八千代市 ｎａｔｕｒａｌｉｓｍ サービス その他サービス 5%

50,445 千葉県 八千代市 ＮＡＴＵＲＡＬ サービス 理容・美容業 5%

50,446 千葉県 八千代市 日個連　石田タクシー サービス 運輸業 5%

50,447 千葉県 八千代市 日個連　市橋タクシー サービス 運輸業 5%

50,448 千葉県 八千代市 日個連　小野タクシー サービス 運輸業 5%

50,449 千葉県 八千代市 日昇株式会社 サービス その他サービス 5%

50,450 千葉県 八千代市 ｎｅｗ　ｌｏｏｋ サービス 理容・美容業 5%

50,451 千葉県 八千代市 ネイルサロンＪｅｌｉｓｓ サービス 理容・美容業 5%

50,452 千葉県 八千代市 ネッツトヨタ千葉　八千代店 小売業 その他小売 5%

50,453 千葉県 八千代市 バイクショップＦｕｎ 小売業 その他小売 5%

50,454 千葉県 八千代市 はぐみの杜大山動物病院 サービス その他サービス 5%

50,455 千葉県 八千代市 パティスリーラシエスト サービス 飲食業 5%

50,456 千葉県 八千代市 はる動物病院 サービス その他サービス 5%

50,457 千葉県 八千代市 はんこ広場勝田台店 小売業 その他小売 5%

50,458 千葉県 八千代市 はんこ家一番　勝田台店 小売業 その他小売 5%

50,459 千葉県 八千代市 はんこ家一番　八千代中央店 小売業 その他小売 5%

50,460 千葉県 八千代市 合同会社日光ボデー工作所（店舗：ＢａｎｄＨＧａｌｌｅｒｙ，アートスタジオプチプペ） サービス その他サービス 5%

50,461 千葉県 八千代市 Ｂ?ｃｌｕｂ　ｏａｓｉｓ　Ｂ?ｃｌｕｂ　ｏａｓｉｓ サービス 理容・美容業 5%

50,462 千葉県 八千代市 ＢｉｓｔｒｏＹｕｎｏ サービス 飲食業 5%

50,463 千葉県 八千代市 Ｂｉｓｔｒｏｙｕｎｏ サービス 飲食業 5%

50,464 千葉県 八千代市 ＰＩＺＺＡ　１２１２ サービス 飲食業 5%

50,465 千葉県 八千代市 有限会社ビューティボルテ サービス 理容・美容業 5%

50,466 千葉県 八千代市 美容室キャクタス サービス 理容・美容業 5%

50,467 千葉県 八千代市 美容室キャクタス サービス 理容・美容業 5%

50,468 千葉県 八千代市 平戸台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,469 千葉県 八千代市 ファーストライン 小売業 その他小売 5%

50,470 千葉県 八千代市 フーレセラピー　風りん庵 サービス その他サービス 5%

50,471 千葉県 八千代市 ふみあさうんど サービス その他サービス 5%

50,472 千葉県 八千代市 ｂｌｏｏｍ　ｂｌｏｏｍ　八千代緑が丘 サービス 理容・美容業 5%

50,473 千葉県 八千代市 ＰＲＥＭＩＵＭ ＷＩＮＫ 勝田台店 サービス 理容・美容業 5%

50,474 千葉県 八千代市 プレミアムウインク勝田台店 サービス 理容・美容業 5%

50,475 千葉県 八千代市 プレミアムウインク八千代台店 サービス 理容・美容業 5%

50,476 千葉県 八千代市 ヘアサロンコレカラ サービス 理容・美容業 5%

50,477 千葉県 八千代市 ヘアセフィール　八千代台店 サービス 理容・美容業 5%

50,478 千葉県 八千代市 ヘアセフィール　八千代中央店 サービス 理容・美容業 5%

50,479 千葉県 八千代市 ヘアメイクフォース　ヘアメイクフォース サービス 理容・美容業 5%

50,480 千葉県 八千代市 ｈａｉｒｍａｋｅＦｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

50,481 千葉県 八千代市 ｈａｉｒｍａｋｅｐｏｃｏａｐｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

50,482 千葉県 八千代市 ヘアリラクゼーションリノ サービス 理容・美容業 5%

50,483 千葉県 八千代市 ＢＡＳＥＬＩＦＥ サービス その他サービス 5%

50,484 千葉県 八千代市 ベッセルイン八千代勝田台駅前 サービス 宿泊業 5%
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50,485 千葉県 八千代市 ヘルパーステーションひとつの枝 サービス その他サービス 5%

50,486 千葉県 八千代市 ペルフェクト サービス 飲食業 5%

50,487 千葉県 八千代市 ホスタカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

50,488 千葉県 八千代市 Ｐｏｔａｇｅｓｔｈｅ サービス 理容・美容業 5%

50,489 千葉県 八千代市 ボディデザイン サービス その他サービス 5%

50,490 千葉県 八千代市 ボディデザイン２号店 サービス その他サービス 5%

50,491 千葉県 八千代市 ホテル　ドエル サービス 宿泊業 5%

50,492 千葉県 八千代市 ｗｈｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

50,493 千葉県 八千代市 マクドナルド１６号島田台店 サービス 飲食業 2%

50,494 千葉県 八千代市 マクドナルド２９６八千代パルル店 サービス 飲食業 2%

50,495 千葉県 八千代市 俺たちの博多めし　将門八千代台店 サービス 飲食業 5%

50,496 千葉県 八千代市 ＭａｓａＴｏｒａ サービス 飲食業 5%

50,497 千葉県 八千代市 松戸商事 サービス その他サービス 5%

50,498 千葉県 八千代市 マルナ宮崎梨園 小売業 食料品 5%

50,499 千葉県 八千代市 マル文・豊梨園 小売業 その他小売 5%

50,500 千葉県 八千代市 ミュゼアール八千代台店 小売業 衣料品 5%

50,501 千葉県 八千代市 セブンーイレブン村上東店 小売業 食料品 2%

50,502 千葉県 八千代市 メガネのアイコン 小売業 貴金属・服飾品 5%

50,503 千葉県 八千代市 モケイパドック 小売業 その他小売 5%

50,504 千葉県 八千代市 モデルセンターサトウ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

50,505 千葉県 八千代市 ｍｏｎａｍｉｎａｍｉ 小売業 家具・調度品 5%

50,506 千葉県 八千代市 個人森村タクシー サービス 運輸業 5%

50,507 千葉県 八千代市 焼肉　むさし　八千代本店 サービス 飲食業 5%

50,508 千葉県 八千代市 焼肉　むさし　八千代本店 サービス 飲食業 5%

50,509 千葉県 八千代市 焼肉むさし　八千代本店 サービス 飲食業 5%

50,510 千葉県 八千代市 ヤスイ電器 小売業 電化製品 5%

50,511 千葉県 八千代市 ヤスイ電器 ヤスイ電器 小売業 電化製品 5%

50,512 千葉県 八千代市 八千代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,513 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代大和田北店 小売業 食料品 2%

50,514 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代大和田新田店 小売業 食料品 2%

50,515 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代大和田店 小売業 食料品 2%

50,516 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代大和田バイパス店 小売業 食料品 2%

50,517 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代勝田台駅前店 小売業 食料品 2%

50,518 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代小池店 小売業 食料品 2%

50,519 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代工業団地入口店 小売業 食料品 2%

50,520 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代工業団地店 小売業 食料品 2%

50,521 千葉県 八千代市 八千代商工 小売業 その他小売 5%

50,522 千葉県 八千代市 八千代商事 小売業 その他小売 5%

50,523 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代新川通り店 小売業 食料品 2%

50,524 千葉県 八千代市 八千代スポーツガーデン サービス その他サービス 5%

50,525 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代大学町店 小売業 食料品 2%

50,526 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代台北店 小売業 食料品 2%
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50,527 千葉県 八千代市 セブンーイレブン八千代台１０丁目店 小売業 食料品 2%

50,528 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代台南店 小売業 食料品 2%

50,529 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代高津団地店 小売業 食料品 2%

50,530 千葉県 八千代市 やちよ中央自動車学校 サービス その他サービス 5%

50,531 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代緑が丘駅前店 小売業 食料品 2%

50,532 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代緑が丘南店 小売業 食料品 2%

50,533 千葉県 八千代市 やちよ村株式会社 サービス 飲食業 5%

50,534 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代村上店 小売業 食料品 2%

50,535 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代村上バイパス店 小売業 食料品 2%

50,536 千葉県 八千代市 セブン－イレブン八千代吉橋店 小売業 食料品 2%

50,537 千葉県 八千代市 山崎園 小売業 食料品 5%

50,538 千葉県 八千代市 セブン－イレブンＵＲ村上団地店 小売業 食料品 2%

50,539 千葉県 八千代市 有限会社写真スタジオヒロタ 写真スタジオヒロタ サービス その他サービス 5%

50,540 千葉県 八千代市 ユザワヤ　八千代台アピア店 小売業 その他小売 5%

50,541 千葉県 八千代市 ゆりのきホール サービス その他サービス 5%

50,542 千葉県 八千代市 米本　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,543 千葉県 八千代市 ラ・ロミアン　八千代台店 小売業 衣料品 5%

50,544 千葉県 八千代市 理美容器具　三浦商店 小売業 その他小売 5%

50,545 千葉県 八千代市 Ｌｉｌｌｙ　勝田台店 サービス 理容・美容業 5%

50,546 千葉県 八千代市 ＲｉＬｏａ サービス 理容・美容業 5%

50,547 千葉県 八千代市 レストラン　ＷＡＩＫＩＫＩ　八千代店 サービス 飲食業 5%

50,548 千葉県 八千代市 Ｒｏｎｉｎ　八千代中央店 サービス 飲食業 5%

50,549 千葉県 八千代市 ワイシーエス電気事業部 小売業 電化製品 5%

50,550 千葉県 八千代市 渡辺純一事務所 サービス その他サービス 5%

50,551 千葉県 横芝光町 ＡＮＴＹ サービス 理容・美容業 5%

50,552 千葉県 横芝光町 伊藤電気商会 小売業 電化製品 5%

50,553 千葉県 横芝光町 Ｆ．Ｒ．ＹＯＫＯＳＨＩＢＡＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,554 千葉県 横芝光町 カフェマル サービス 飲食業 5%

50,555 千葉県 横芝光町 カレドニアン・ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

50,556 千葉県 横芝光町 木戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,557 千葉県 横芝光町 京葉デンキ 小売業 電化製品 5%

50,558 千葉県 横芝光町 四季の膳処あづま庵 サービス 飲食業 5%

50,559 千葉県 横芝光町 大洋電気商会 小売業 電化製品 5%

50,560 千葉県 横芝光町 とん亭九十九 サービス 飲食業 5%

50,561 千葉県 横芝光町 有 南条自動車 サービス その他サービス 5%

50,562 千葉県 横芝光町 ばんどう太郎横芝光店 サービス 飲食業 5%

50,563 千葉県 横芝光町 光町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,564 千葉県 横芝光町 美容室ニューホープ サービス 理容・美容業 5%

50,565 千葉県 横芝光町 ペンションＣＯＣＯ サービス 宿泊業 5%

50,566 千葉県 横芝光町 マクドナルド１２６横芝店 サービス 飲食業 2%

50,567 千葉県 横芝光町 松尾インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,568 千葉県 横芝光町 ミヤマ　横芝店 小売業 衣料品 5%
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50,569 千葉県 横芝光町 村田屋本店 小売業 その他小売 5%

50,570 千葉県 横芝光町 横芝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,571 千葉県 横芝光町 横芝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,572 千葉県 横芝光町 セブン－イレブン横芝光インター店 小売業 食料品 2%

50,573 千葉県 横芝光町 セブン－イレブン横芝屋形店 小売業 食料品 2%

50,574 千葉県 四街道市 アリランやまと サービス 飲食業 5%

50,575 千葉県 四街道市 いそのや サービス 飲食業 5%

50,576 千葉県 四街道市 一幸　四街道店 サービス 飲食業 5%

50,577 千葉県 四街道市 いまでや サービス 飲食業 5%

50,578 千葉県 四街道市 ＷｅｂデザインＺＯＯＫ サービス その他サービス 5%

50,579 千葉県 四街道市 江戸子屋本店 小売業 衣料品 5%

50,580 千葉県 四街道市 オステリアティモーネ サービス 飲食業 5%

50,581 千葉県 四街道市 カイロプラクティック整体院アムネ サービス その他サービス 5%

50,582 千葉県 四街道市 菓子工房ディジョン サービス 飲食業 5%

50,583 千葉県 四街道市 金親商事 小売業 食料品 5%

50,584 千葉県 四街道市 株式会社ＧｙｍＦｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

50,585 千葉県 四街道市 ガレージ　カドヤ 小売業 その他小売 5%

50,586 千葉県 四街道市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ四街道駅北口店 サービス 飲食業 2%

50,587 千葉県 四街道市 キウチオート サービス その他サービス 5%

50,588 千葉県 四街道市 行政書士山口日出夫事務所 サービス その他サービス 5%

50,589 千葉県 四街道市 Ｑｕｅｅｎｓ　Ｃａｆｅ　四街道店 サービス 飲食業 5%

50,590 千葉県 四街道市 くすのき薬局フォーレ店 小売業 その他小売 5%

50,591 千葉県 四街道市 くすのき薬局南口店 小売業 その他小売 5%

50,592 千葉県 四街道市 クリーンアップアシスト サービス その他サービス 5%

50,593 千葉県 四街道市 合同会社千葉住宅設備 サービス その他サービス 5%

50,594 千葉県 四街道市 コスメティックヨシカワ サービス 理容・美容業 5%

50,595 千葉県 四街道市 ＫＯＴＡ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

50,596 千葉県 四街道市 ＧＯＣＨＩ サービス 飲食業 5%

50,597 千葉県 四街道市 ことぶき屋酒店 ことぶき屋酒店 小売業 その他小売 5%

50,598 千葉県 四街道市 胡白 サービス その他サービス 5%

50,599 千葉県 四街道市 ＳｏｕｎｄＬｅｖｅｒａｇｅ，Ｉｎｃ． サービス その他サービス 5%

50,600 千葉県 四街道市 三徳四街道店 小売業 食料品 5%

50,601 千葉県 四街道市 ｃｙｇｎｅ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

50,602 千葉県 四街道市 ジェンティーレ　ヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

50,603 千葉県 四街道市 ジェンティーレ　ヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

50,604 千葉県 四街道市 ＣＨＡＲＭＥ サービス 理容・美容業 5%

50,605 千葉県 四街道市 新日本料理豊山 サービス 飲食業 5%

50,606 千葉県 四街道市 すしの一幸四街道店〔デリバリー〕 小売業 食料品 5%

50,607 千葉県 四街道市 Ｓｔｕｄｉｏ　ＯＶＥＲＴＵＲＥ サービス 飲食業 5%

50,608 千葉県 四街道市 スタジオシエル四街道店 サービス その他サービス 5%

50,609 千葉県 四街道市 ステージ 小売業 その他小売 5%

50,610 千葉県 四街道市 ストレート　千葉店 小売業 その他小売 5%
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50,611 千葉県 四街道市 セルフクリエイション 小売業 貴金属・服飾品 5%

50,612 千葉県 四街道市 高橋種苗店 サービス その他サービス 5%

50,613 千葉県 四街道市 ダンス＆ファッションステージ 小売業 衣料品 5%

50,614 千葉県 四街道市 千葉のピーナツ　豆ひで 小売業 食料品 5%

50,615 千葉県 四街道市 千葉ピーナツ　四街道店 小売業 食料品 5%

50,616 千葉県 四街道市 千葉メガネ　四街道店 小売業 貴金属・服飾品 5%

50,617 千葉県 四街道市 ティアラ　レーシング　サービス 小売業 その他小売 5%

50,618 千葉県 四街道市 デントリペアショップ　バーテックス サービス その他サービス 5%

50,619 千葉県 四街道市 ドッグサロンＨａｎａ サービス その他サービス 5%

50,620 千葉県 四街道市 トップマート四街道店 小売業 食料品 5%

50,621 千葉県 四街道市 トヨタレンタリース新千葉四街道店 サービス その他サービス 2%

50,622 千葉県 四街道市 ｎａｉｌｒｏｏｍＣｒｅａ＇ｓ サービス 理容・美容業 5%

50,623 千葉県 四街道市 ネッツトヨタ千葉四街道店 小売業 その他小売 5%

50,624 千葉県 四街道市 ｐａｓｔａ?８ サービス 飲食業 5%

50,625 千葉県 四街道市 はんこ家一番　四街道店 小売業 その他小売 5%

50,626 千葉県 四街道市 ｆｅｍｉｎｙ サービス 理容・美容業 5%

50,627 千葉県 四街道市 ｆｅｍｉｎｙ サービス その他サービス 5%

50,628 千葉県 四街道市 富士メガネ　四街道店 小売業 その他小売 5%

50,629 千葉県 四街道市 フラワーショップさくま 小売業 その他小売 5%

50,630 千葉県 四街道市 ヘアー＆メイク　クレスト サービス 理容・美容業 5%

50,631 千葉県 四街道市 ヘアー　メイククレスト サービス 理容・美容業 5%

50,632 千葉県 四街道市 ベルサ 小売業 衣料品 5%

50,633 千葉県 四街道市 Ｂｏｓｃｏ サービス 飲食業 5%

50,634 千葉県 四街道市 マザー・カイロ施術院四街道 サービス 理容・美容業 5%

50,635 千葉県 四街道市 三河屋酒店 小売業 その他小売 5%

50,636 千葉県 四街道市 メガネストアー四街道 小売業 その他小売 5%

50,637 千葉県 四街道市 メガネストアー四街道店 小売業 その他小売 5%

50,638 千葉県 四街道市 ＹＯＵＲＳ四街道店 サービス 理容・美容業 5%

50,639 千葉県 四街道市 有限会社東関自動車工業 サービス その他サービス 5%

50,640 千葉県 四街道市 ゆるり庵 サービス 飲食業 5%

50,641 千葉県 四街道市 洋食ｋｅｎ－ｔａ サービス 飲食業 5%

50,642 千葉県 四街道市 四街道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,643 千葉県 四街道市 セブン－イレブン四街道インター店 小売業 食料品 2%

50,644 千葉県 四街道市 セブン－イレブン四街道美しが丘店 小売業 食料品 2%

50,645 千葉県 四街道市 セブン－イレブン四街道駅前店 小売業 食料品 2%

50,646 千葉県 四街道市 セブン－イレブン四街道小名木店 小売業 食料品 2%

50,647 千葉県 四街道市 四街道自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

50,648 千葉県 四街道市 セブン－イレブン四街道市文化センター入口店 小売業 食料品 2%

50,649 千葉県 四街道市 セブン－イレブン四街道大日桜ケ丘店 小売業 食料品 2%

50,650 千葉県 四街道市 セブン－イレブン四街道鷹の台店 小売業 食料品 2%

50,651 千葉県 四街道市 四街道店 小売業 その他小売 5%

50,652 千葉県 四街道市 セブン－イレブン四街道めいわ２丁目店 小売業 食料品 2%
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50,653 千葉県 四街道市 セブン－イレブン四街道めいわ４丁目店 小売業 食料品 2%

50,654 千葉県 四街道市 セブン－イレブン四街道物井店 小売業 食料品 2%

50,655 千葉県 四街道市 セブン－イレブン四街道鹿放ヶ丘西店 小売業 食料品 2%

50,656 千葉県 四街道市 セブン－イレブン四街道和良比店 小売業 食料品 2%

50,657 千葉県 四街道市 Ｌｉｓｈ四街道店 サービス 理容・美容業 5%

50,658 東京都 昭島市 セブン－イレブン昭島朝日町２丁目店 小売業 食料品 2%

50,659 東京都 昭島市 セブン－イレブン昭島東町５丁目店 小売業 食料品 2%

50,660 東京都 昭島市 セブン－イレブン昭島駅北口店 小売業 食料品 2%

50,661 東京都 昭島市 セブン－イレブン昭島駅南口店 小売業 食料品 2%

50,662 東京都 昭島市 昭島迎賓館 サービス その他サービス 5%

50,663 東京都 昭島市 セブン－イレブン昭島上川原２丁目店 小売業 食料品 2%

50,664 東京都 昭島市 セブン－イレブン昭島昭和の森店 小売業 食料品 2%

50,665 東京都 昭島市 有限会社昭島綜合園芸センター 小売業 その他小売 5%

50,666 東京都 昭島市 セブン－イレブン昭島田中町２丁目店 小売業 食料品 2%

50,667 東京都 昭島市 セブン－イレブン昭島玉川町５丁目店 小売業 食料品 2%

50,668 東京都 昭島市 昭島動物病院 サービス その他サービス 5%

50,669 東京都 昭島市 セブン－イレブン昭島中神駅南口店 小売業 食料品 2%

50,670 東京都 昭島市 セブン－イレブン昭島中神町店 小売業 食料品 2%

50,671 東京都 昭島市 セブン－イレブン昭島拝島町４丁目店 小売業 食料品 2%

50,672 東京都 昭島市 セブン－イレブン昭島福島町１丁目店 小売業 食料品 2%

50,673 東京都 昭島市 セブン－イレブン昭島松原町１丁目店 小売業 食料品 2%

50,674 東京都 昭島市 セブン－イレブン昭島緑町２丁目店 小売業 食料品 2%

50,675 東京都 昭島市 セブン－イレブン昭島美堀町１丁目店 小売業 食料品 2%

50,676 東京都 昭島市 セブン－イレブン昭島宮沢町店 小売業 食料品 2%

50,677 東京都 昭島市 セブン－イレブン昭島武蔵野３丁目店 小売業 食料品 2%

50,678 東京都 昭島市 ＡＫＥＭＩ 小売業 衣料品 5%

50,679 東京都 昭島市 あだち動物病院 サービス その他サービス 5%

50,680 東京都 昭島市 アルティマ　リアルエステ－ト サービス その他サービス 5%

50,681 東京都 昭島市 イースデザイン 小売業 衣料品 5%

50,682 東京都 昭島市 イサナブルーイング サービス 飲食業 5%

50,683 東京都 昭島市 イワタ薬品株式会社 小売業 その他小売 5%

50,684 東京都 昭島市 ＡＶＯ　ＴＵＲＢＯＷＯＲＬＤ　ＪＡＰＡＮ 小売業 その他小売 5%

50,685 東京都 昭島市 ＡＶＯ　ＴＵＲＢＯＷＯＲＬＤ　ＪＡＰＡＮ 小売業 その他小売 5%

50,686 東京都 昭島市 Ｅ・Ｍｉ・Ｌｉｅｎ（エミリアン） サービス 理容・美容業 5%

50,687 東京都 昭島市 おそうじ本舗　小金井公園店 サービス その他サービス 5%

50,688 東京都 昭島市 想い出 サービス 飲食業 5%

50,689 東京都 昭島市 がってん寿司昭島店 サービス 飲食業 5%

50,690 東京都 昭島市 ＫＡＤＯＫＵＲＡＦＵＲＮＩＴＵＲＥ 小売業 家具・調度品 5%

50,691 東京都 昭島市 金久保商店 小売業 その他小売 5%

50,692 東京都 昭島市 カフェ・ド・カルモ 小売業 食料品 5%

50,693 東京都 昭島市 株式会社エム・エスマート 小売業 その他小売 5%

50,694 東京都 昭島市 株式会社ＴＯＷＡ サービス その他サービス 5%
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50,695 東京都 昭島市 カレーハウスＣｏｃｏ壱番屋ＪＲ昭島駅南口店 サービス 飲食業 2%

50,696 東京都 昭島市 カワナミゴルフスクール　昭和の森 サービス その他サービス 2%

50,697 東京都 昭島市 ＱＶＯ サービス その他サービス 5%

50,698 東京都 昭島市 個室居酒屋　ゆと囲 サービス 飲食業 5%

50,699 東京都 昭島市 こやま動物病院 サービス その他サービス 5%

50,700 東京都 昭島市 サイクルセンター吉岡 小売業 その他小売 5%

50,701 東京都 昭島市 作本テント商会・昭島ロックセンタ－ サービス その他サービス 5%

50,702 東京都 昭島市 ＳＡＫＵＲＡＹＡ　ＦＯＲ　ＭＥ　ＳＡＫＵＲＡＹＡ　ＦＯＲ　ＭＥ　昭島店 小売業 その他小売 5%

50,703 東京都 昭島市 澤木タクシー サービス 運輸業 5%

50,704 東京都 昭島市 ジェムストーンコダカ 小売業 その他小売 5%

50,705 東京都 昭島市 支那ソバ玉龍 サービス 飲食業 5%

50,706 東京都 昭島市 清水動物病院 サービス その他サービス 5%

50,707 東京都 昭島市 秀永株式会社 サービス その他サービス 5%

50,708 東京都 昭島市 昭和の森ゴルフアカデミー 小売業 その他小売 5%

50,709 東京都 昭島市 昭和の森ゴルフアカデミーイベント サービス その他サービス 5%

50,710 東京都 昭島市 シンエネ昭島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,711 東京都 昭島市 ステップゴルフ拝島店 サービス その他サービス 5%

50,712 東京都 昭島市 生活彩家昭島病院店 小売業 その他小売 2%

50,713 東京都 昭島市 ダイハツ 昭島多摩大橋店 小売業 その他小売 5%

50,714 東京都 昭島市 タスカールクリーンサービス サービス その他サービス 5%

50,715 東京都 昭島市 ＴＥＴＺＢＯ 小売業 家具・調度品 5%

50,716 東京都 昭島市 天昇電機商会 小売業 電化製品 5%

50,717 東京都 昭島市 東京都立短期生協購買書籍 サービス その他サービス 5%

50,718 東京都 昭島市 東京都立短期大学生協　購買・書籍部 サービス その他サービス 5%

50,719 東京都 昭島市 トレボー トレボー 昭島店 サービス 理容・美容業 5%

50,720 東京都 昭島市 日個連　澤村タクシー サービス 運輸業 5%

50,721 東京都 昭島市 日個連　原川タクシー サービス 運輸業 5%

50,722 東京都 昭島市 ニッセンシェイプファンデサロンシュリット 小売業 衣料品 5%

50,723 東京都 昭島市 農産物直売所みどりっ子昭島店 小売業 食料品 5%

50,724 東京都 昭島市 野田商店 小売業 食料品 5%

50,725 東京都 昭島市 パーク理容室 サービス 理容・美容業 5%

50,726 東京都 昭島市 バースデイ　昭島店 サービス 理容・美容業 5%

50,727 東京都 昭島市 バースデイ　拝島店 サービス 理容・美容業 5%

50,728 東京都 昭島市 セブン－イレブン拝島駅南口店 小売業 食料品 2%

50,729 東京都 昭島市 Ｈａｎａｔｏｋｉ サービス 理容・美容業 5%

50,730 東京都 昭島市 パナピット　コマチ 小売業 電化製品 5%

50,731 東京都 昭島市 ヒーリングサロンＤａｏ サービス 理容・美容業 5%

50,732 東京都 昭島市 ビジネスホテルオーク昭島 サービス 宿泊業 5%

50,733 東京都 昭島市 美容室オオタニ サービス 理容・美容業 5%

50,734 東京都 昭島市 美容室アニー サービス 理容・美容業 5%

50,735 東京都 昭島市 富士見湯 サービス その他サービス 5%

50,736 東京都 昭島市 ブティック　アイ 小売業 衣料品 5%
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50,737 東京都 昭島市 ふるーる拝島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,738 東京都 昭島市 ヘアーサロンリリーフ サービス 理容・美容業 5%

50,739 東京都 昭島市 ヘアサロン綺麗 サービス 理容・美容業 5%

50,740 東京都 昭島市 ペットメモリアル昭島 サービス その他サービス 5%

50,741 東京都 昭島市 Ｈｅａｖｅｎ サービス 飲食業 5%

50,742 東京都 昭島市 ポポラマーマ昭島店 サービス 飲食業 5%

50,743 東京都 昭島市 マクドナルド昭島店 サービス 飲食業 2%

50,744 東京都 昭島市 マクドナルドザ・ビッグ昭島店 サービス 飲食業 2%

50,745 東京都 昭島市 マクドナルド中神駅前店 サービス 飲食業 2%

50,746 東京都 昭島市 マクドナルド拝島イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

50,747 東京都 昭島市 桝屋 サービス 飲食業 5%

50,748 東京都 昭島市 マルカワ昭島店 小売業 衣料品 5%

50,749 東京都 昭島市 マルフジ昭島市役所通り店 小売業 食料品 5%

50,750 東京都 昭島市 マルフジ東中神店 小売業 食料品 5%

50,751 東京都 昭島市 宮川眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

50,752 東京都 昭島市 宮地商会　宮地楽器昭島モリタウン店 小売業 その他小売 5%

50,753 東京都 昭島市 メガネストアー昭島 小売業 その他小売 5%

50,754 東京都 昭島市 メガネストアー昭島店 小売業 その他小売 5%

50,755 東京都 昭島市 有限会社　メグミ生花店 小売業 その他小売 5%

50,756 東京都 昭島市 元木屋酒店 小売業 食料品 5%

50,757 東京都 昭島市 焼肉　開花 サービス 飲食業 5%

50,758 東京都 昭島市 焼肉居酒屋シンゴル亭 サービス 飲食業 5%

50,759 東京都 昭島市 焼肉　開花 サービス 飲食業 5%

50,760 東京都 昭島市 焼肉　開花　開花 サービス 飲食業 5%

50,761 東京都 昭島市 友久金物建材店 小売業 その他小売 5%

50,762 東京都 昭島市 有限会社昭島能城 小売業 電化製品 5%

50,763 東京都 昭島市 有限会社黒崎商店 小売業 家具・調度品 5%

50,764 東京都 昭島市 有限会社フォーエックス 小売業 その他小売 5%

50,765 東京都 昭島市 ｆｕｋｋｅｙ サービス 理容・美容業 5%

50,766 東京都 昭島市 吉田塾 サービス その他サービス 5%

50,767 東京都 昭島市 ｒｙｏａｓｏ 小売業 衣料品 5%

50,768 東京都 昭島市 理容シャポー サービス 理容・美容業 5%

50,769 東京都 昭島市 ＬＵＣＡＬ サービス 飲食業 5%

50,770 東京都 昭島市 ＲＥＩＲｓａｌｏｎｄｅｂｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

50,771 東京都 昭島市 ロイヤルオート 昭島店 小売業 その他小売 5%

50,772 東京都 昭島市 ロータス 昭島多摩大橋店 小売業 その他小売 5%

50,773 東京都 昭島市 ｗｏｒｋｕｄｅｓｉｇｎ 小売業 衣料品 5%

50,774 東京都 昭島市 和心個室居酒屋　ゆと囲 サービス 飲食業 5%

50,775 東京都 昭島市 和個室居酒屋ゆと囲 サービス 飲食業 5%

50,776 東京都 あきる野市 ｉＰｈｏｎｅ修理あきる野 サービス その他サービス 5%

50,777 東京都 あきる野市 セブン－イレブン秋川駅東店 小売業 食料品 2%

50,778 東京都 あきる野市 セブン－イレブンあきる野伊奈店 小売業 食料品 2%
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50,779 東京都 あきる野市 あきる野インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,780 東京都 あきる野市 セブン－イレブンあきる野牛沼店 小売業 食料品 2%

50,781 東京都 あきる野市 セブン－イレブンあきる野草花店 小売業 食料品 2%

50,782 東京都 あきる野市 あきる野市自然休養村山渓 サービス 宿泊業 5%

50,783 東京都 あきる野市 セブン－イレブンあきる野市役所前店 小売業 食料品 2%

50,784 東京都 あきる野市 セブン－イレブンあきる野瀬戸岡店 小売業 食料品 2%

50,785 東京都 あきる野市 あきる野多摩橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,786 東京都 あきる野市 セブン－イレブンあきる野戸倉店 小売業 食料品 2%

50,787 東京都 あきる野市 セブンーイレブンあきる野二宮店 小売業 食料品 2%

50,788 東京都 あきる野市 セブン－イレブンあきる野増戸店 小売業 食料品 2%

50,789 東京都 あきる野市 セブン－イレブンあきる野山田店 小売業 食料品 2%

50,790 東京都 あきる野市 ＡＣＯＳ五日市店 小売業 電化製品 5%

50,791 東京都 あきる野市 鮎と渓流　岡野釣具店 小売業 その他小売 5%

50,792 東京都 あきる野市 イーコン 小売業 その他小売 5%

50,793 東京都 あきる野市 石塚家具店秋川店 小売業 家具・調度品 5%

50,794 東京都 あきる野市 五日市第２ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,795 東京都 あきる野市 伊奈獣医科 サービス その他サービス 5%

50,796 東京都 あきる野市 井上薬局 小売業 その他小売 5%

50,797 東京都 あきる野市 エコペイント 小売業 その他小売 5%

50,798 東京都 あきる野市 ＬＥＦ東京 小売業 衣料品 5%

50,799 東京都 あきる野市 オフワン 小売業 その他小売 5%

50,800 東京都 あきる野市 ＫＡＩ’ｓ　ＢＡＬ サービス 飲食業 5%

50,801 東京都 あきる野市 カイロプラクティック金子施術院 サービス 理容・美容業 5%

50,802 東京都 あきる野市 カーテンじゅうたん王国　新あきる野店 小売業 家具・調度品 5%

50,803 東京都 あきる野市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋あきる野野辺店 サービス 飲食業 2%

50,804 東京都 あきる野市 ＣＵＴＥ＆ＰＯＰ 小売業 衣料品 5%

50,805 東京都 あきる野市 業務スーパーリカーキングあきる野店 小売業 食料品 2%

50,806 東京都 あきる野市 キングドライ秋川店 サービス その他サービス 5%

50,807 東京都 あきる野市 Ｑｕ’ｅｓｔ－ｃｅ　ｑｕｉ　ｓｅ　ｐａｓｓｅ 小売業 その他小売 5%

50,808 東京都 あきる野市 迫田商会 小売業 その他小売 5%

50,809 東京都 あきる野市 サミット電器 小売業 電化製品 5%

50,810 東京都 あきる野市 ジャズなクリーニング屋　シルク サービス その他サービス 5%

50,811 東京都 あきる野市 シューエイ秋川テクニカルサービスセンター サービス その他サービス 5%

50,812 東京都 あきる野市 ジョイフラワー 小売業 その他小売 5%

50,813 東京都 あきる野市 ジョイフラワー 小売業 その他小売 5%

50,814 東京都 あきる野市 菅生内装 サービス その他サービス 5%

50,815 東京都 あきる野市 鈴木時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

50,816 東京都 あきる野市 ダイニングバーＫＡＩ秋川店 サービス 飲食業 5%

50,817 東京都 あきる野市 だいやめ　だいやめ秋川店 サービス 飲食業 5%

50,818 東京都 あきる野市 だいやめ サービス 飲食業 5%

50,819 東京都 あきる野市 だいやめ サービス 飲食業 5%

50,820 東京都 あきる野市 タカハシ　小川東店 小売業 衣料品 5%
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50,821 東京都 あきる野市 立川国際カントリ－倶楽部 サービス その他サービス 5%

50,822 東京都 あきる野市 ダンパークリーニングあきる野店 サービス その他サービス 5%

50,823 東京都 あきる野市 ＤＥＡＲＦＲＩＥＮＤＳあきる野店 サービス 理容・美容業 5%

50,824 東京都 あきる野市 ＤＯＳ／Ｖ　Ｆａｃｔｏｒｙ 小売業 電化製品 5%

50,825 東京都 あきる野市 栃木家石材店　西多摩支店 小売業 その他小売 5%

50,826 東京都 あきる野市 中村自動車 サービス その他サービス 5%

50,827 東京都 あきる野市 中村畳店 サービス その他サービス 5%

50,828 東京都 あきる野市 成田工務店 成田工務店 サービス その他サービス 5%

50,829 東京都 あきる野市 ｎａｉｌｒｏｏｍ　ｅｎ’ｎｕ サービス その他サービス 5%

50,830 東京都 あきる野市 乃庭 サービス その他サービス 5%

50,831 東京都 あきる野市 パソコープあきる野教室 サービス その他サービス 5%

50,832 東京都 あきる野市 東日本健康ランド　カッパ王國 サービス その他サービス 5%

50,833 東京都 あきる野市 ＢｉｇＨａｎｄＰａｉｎｔ 小売業 その他小売 5%

50,834 東京都 あきる野市 ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｖｉｔａ サービス 飲食業 5%

50,835 東京都 あきる野市 美容室　ルームヘアー サービス 理容・美容業 5%

50,836 東京都 あきる野市 ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ－ＧＡＲＯ サービス その他サービス 5%

50,837 東京都 あきる野市 富士石材株式会社　西多摩支店 小売業 その他小売 5%

50,838 東京都 あきる野市 ふじや　あきる野店 小売業 衣料品 5%

50,839 東京都 あきる野市 二見屋金物店 サービス その他サービス 5%

50,840 東京都 あきる野市 ヘアーカットサロンいしかわ サービス 理容・美容業 5%

50,841 東京都 あきる野市 ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ ＳＨＩＫＡＤＡ サービス 理容・美容業 5%

50,842 東京都 あきる野市 ヘアーサロンシカダ サービス 理容・美容業 5%

50,843 東京都 あきる野市 ほしの家石材店　西多摩店 小売業 その他小売 5%

50,844 東京都 あきる野市 ＷＨＩＴＥＲＯＳＥ 小売業 その他小売 5%

50,845 東京都 あきる野市 マインドホース秋川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,846 東京都 あきる野市 マクドナルドあきる野小川店 サービス 飲食業 2%

50,847 東京都 あきる野市 マクドナルドあきる野とうきゅう店 サービス 飲食業 2%

50,848 東京都 あきる野市 ミナミ電気大竹店 小売業 電化製品 5%

50,849 東京都 あきる野市 セブン－イレブン武蔵五日市駅前店 小売業 食料品 2%

50,850 東京都 あきる野市 メガネ・トケイのクロヤマ 小売業 その他小売 5%

50,851 東京都 あきる野市 もりしん電器 小売業 電化製品 5%

50,852 東京都 あきる野市 やすらぎの森 小売業 その他小売 5%

50,853 東京都 あきる野市 桝屋 サービス その他サービス 5%

50,854 東京都 あきる野市 洋服のタカハシ 小川東店 小売業 衣料品 5%

50,855 東京都 あきる野市 らじっく 小売業 食料品 5%

50,856 東京都 あきる野市 Ｌａ　ＦＯＵＧＡＳＳＥ 小売業 食料品 5%

50,857 東京都 あきる野市 ｒｉｇ　ｕｎｄｅｒｗｅａｒ 小売業 衣料品 5%

50,858 東京都 あきる野市 ＬＯＫＡＨＩ サービス その他サービス 5%

50,859 東京都 足立区 アートストーン 小売業 貴金属・服飾品 5%

50,860 東京都 足立区 ＲＩＭ サービス 理容・美容業 5%

50,861 東京都 足立区 ＲアンドＳ　ＭＩＭＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

50,862 東京都 足立区 ｉＰｈｏｎｅ修理あいさぽ　北千住店　ｉＰｈｏｎｅ修理あいさぽ　北千住店 サービス その他サービス 5%
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50,863 東京都 足立区 ＰＬＹＵＭ サービス 理容・美容業 5%

50,864 東京都 足立区 青井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,865 東京都 足立区 青葉　北千住マルイ店 サービス 飲食業 5%

50,866 東京都 足立区 赤坂柿山ルミネ北千住店 小売業 食料品 5%

50,867 東京都 足立区 アガリコ北千住 サービス 飲食業 5%

50,868 東京都 足立区 アクツ電器 小売業 電化製品 5%

50,869 東京都 足立区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｚｕｋｋａ竹の塚 サービス 理容・美容業 5%

50,870 東京都 足立区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｊｕｊｕ北千住 サービス 理容・美容業 5%

50,871 東京都 足立区 アサヒドー本店 小売業 その他小売 5%

50,872 東京都 足立区 味問屋　明日香　千住 サービス 飲食業 5%

50,873 東京都 足立区 ａｙｕｎｏ サービス 理容・美容業 5%

50,874 東京都 足立区 アストリア　北千住店 小売業 衣料品 5%

50,875 東京都 足立区 アストリア　千住ＰＡＲＴ２ 小売業 衣料品 5%

50,876 東京都 足立区 セブン－イレブン足立青井１丁目店 小売業 食料品 2%

50,877 東京都 足立区 セブン－イレブン足立青井駅前店 小売業 食料品 2%

50,878 東京都 足立区 セブン－イレブン足立青井５丁目店 小売業 食料品 2%

50,879 東京都 足立区 セブン－イレブン足立青井３丁目店 小売業 食料品 2%

50,880 東京都 足立区 セブン－イレブン足立綾瀬１丁目店 小売業 食料品 2%

50,881 東京都 足立区 セブン－イレブン足立綾瀬２丁目店 小売業 食料品 2%

50,882 東京都 足立区 セブン－イレブン足立綾瀬４丁目店 小売業 食料品 2%

50,883 東京都 足立区 セブン－イレブン足立伊興小西店 小売業 食料品 2%

50,884 東京都 足立区 セブン－イレブン足立伊興２丁目店 小売業 食料品 2%

50,885 東京都 足立区 セブン－イレブン足立伊興番田店 小売業 食料品 2%

50,886 東京都 足立区 足立市場直営店 市場食堂 さかなや サービス 飲食業 5%

50,887 東京都 足立区 セブン－イレブン足立入谷１丁目店 小売業 食料品 2%

50,888 東京都 足立区 セブン－イレブン足立入谷９丁目店 小売業 食料品 2%

50,889 東京都 足立区 セブン－イレブン足立入谷５丁目店 小売業 食料品 2%

50,890 東京都 足立区 セブン－イレブン足立入谷３丁目店 小売業 食料品 2%

50,891 東京都 足立区 セブン－イレブン足立入谷７丁目店 小売業 食料品 2%

50,892 東京都 足立区 セブン－イレブン足立入谷８丁目店 小売業 食料品 2%

50,893 東京都 足立区 セブン－イレブン足立梅島１丁目店 小売業 食料品 2%

50,894 東京都 足立区 セブン－イレブン足立梅島駅北店 小売業 食料品 2%

50,895 東京都 足立区 セブン－イレブン足立梅島２丁目店 小売業 食料品 2%

50,896 東京都 足立区 セブン－イレブン足立梅田５丁目店 小売業 食料品 2%

50,897 東京都 足立区 セブン－イレブン足立梅田２丁目店 小売業 食料品 2%

50,898 東京都 足立区 足立ＳＰサカエ 小売業 その他小売 5%

50,899 東京都 足立区 セブン－イレブン足立扇３丁目店 小売業 食料品 2%

50,900 東京都 足立区 セブン－イレブン足立扇２丁目店 小売業 食料品 2%

50,901 東京都 足立区 セブン－イレブン足立大谷田店 小売業 食料品 2%

50,902 東京都 足立区 セブン－イレブン足立大谷田４丁目店 小売業 食料品 2%

50,903 東京都 足立区 セブン－イレブン足立加平２丁目店 小売業 食料品 2%

50,904 東京都 足立区 セブン－イレブン足立栗原４丁目店 小売業 食料品 2%
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50,905 東京都 足立区 セブン－イレブン足立江北１丁目店 小売業 食料品 2%

50,906 東京都 足立区 セブン－イレブン足立江北３丁目店 小売業 食料品 2%

50,907 東京都 足立区 セブン－イレブン足立江北橋東店 小売業 食料品 2%

50,908 東京都 足立区 セブン－イレブン足立江北６丁目店 小売業 食料品 2%

50,909 東京都 足立区 セブン－イレブン足立古千谷本町３丁目店 小売業 食料品 2%

50,910 東京都 足立区 セブン－イレブン足立五反野駅前店 小売業 食料品 2%

50,911 東京都 足立区 セブン－イレブン足立皿沼農協前店 小売業 食料品 2%

50,912 東京都 足立区 セブン－イレブン足立鹿浜３丁目店 小売業 食料品 2%

50,913 東京都 足立区 セブン－イレブン足立鹿浜店 小売業 食料品 2%

50,914 東京都 足立区 セブン－イレブン足立鹿浜２丁目店 小売業 食料品 2%

50,915 東京都 足立区 セブン－イレブン足立鹿浜６丁目店 小売業 食料品 2%

50,916 東京都 足立区 足立自動車学校 サービス その他サービス 5%

50,917 東京都 足立区 セブン－イレブン足立島根店 小売業 食料品 2%

50,918 東京都 足立区 セブン－イレブン足立車検場前店 小売業 食料品 2%

50,919 東京都 足立区 セブン－イレブン足立新広橋店 小売業 食料品 2%

50,920 東京都 足立区 セブン－イレブン足立神明１丁目店 小売業 食料品 2%

50,921 東京都 足立区 セブン－イレブン足立千住曙町店 小売業 食料品 2%

50,922 東京都 足立区 セブン－イレブン足立千住１丁目店 小売業 食料品 2%

50,923 東京都 足立区 セブン－イレブン足立千住３丁目店 小売業 食料品 2%

50,924 東京都 足立区 セブン－イレブン足立千住２丁目店 小売業 食料品 2%

50,925 東京都 足立区 セブン－イレブン足立千住４丁目店 小売業 食料品 2%

50,926 東京都 足立区 セブン－イレブン足立竹ノ塚駅西店 小売業 食料品 2%

50,927 東京都 足立区 セブン－イレブン足立竹ノ塚駅東店 小売業 食料品 2%

50,928 東京都 足立区 セブン－イレブン足立竹ノ塚駅南店 小売業 食料品 2%

50,929 東京都 足立区 セブン－イレブン足立竹の塚６丁目店 小売業 食料品 2%

50,930 東京都 足立区 セブン－イレブン足立辰沼１丁目店 小売業 食料品 2%

50,931 東京都 足立区 セブン－イレブン足立辰沼東店 小売業 食料品 2%

50,932 東京都 足立区 セブン－イレブン足立椿２丁目店 小売業 食料品 2%

50,933 東京都 足立区 ＡＤＡＣＨＩ動物病院 サービス その他サービス 5%

50,934 東京都 足立区 セブン－イレブン足立東和１丁目店 小売業 食料品 2%

50,935 東京都 足立区 セブン－イレブン足立東和５丁目店 小売業 食料品 2%

50,936 東京都 足立区 セブン－イレブン足立東和２丁目店 小売業 食料品 2%

50,937 東京都 足立区 セブン－イレブン足立舎人５丁目尾久橋通り店 小売業 食料品 2%

50,938 東京都 足立区 セブン－イレブン足立舎人２丁目店 小売業 食料品 2%

50,939 東京都 足立区 セブン－イレブン足立舎人４丁目尾久橋通り店 小売業 食料品 2%

50,940 東京都 足立区 セブンーイレブン足立中居郵便局前店 小売業 食料品 2%

50,941 東京都 足立区 セブン－イレブン足立中川１丁目店 小売業 食料品 2%

50,942 東京都 足立区 セブン－イレブン足立西新井５丁目店 小売業 食料品 2%

50,943 東京都 足立区 セブン－イレブン足立西新井栄町１丁目店 小売業 食料品 2%

50,944 東京都 足立区 セブン－イレブン足立西新井栄町３丁目店 小売業 食料品 2%

50,945 東京都 足立区 セブン－イレブン足立西新井本町店 小売業 食料品 2%

50,946 東京都 足立区 セブン－イレブン足立西新井本町４丁目店 小売業 食料品 2%
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50,947 東京都 足立区 セブン－イレブン足立西新井４丁目店 小売業 食料品 2%

50,948 東京都 足立区 セブン－イレブン足立西新井６丁目店 小売業 食料品 2%

50,949 東京都 足立区 セブン－イレブン足立西保木間３丁目店 小売業 食料品 2%

50,950 東京都 足立区 セブン－イレブン足立西保木間４丁目店 小売業 食料品 2%

50,951 東京都 足立区 セブン－イレブン足立ハートアイランド新田店 小売業 食料品 2%

50,952 東京都 足立区 セブン－イレブン足立花畑１丁目店 小売業 食料品 2%

50,953 東京都 足立区 セブン－イレブン足立花畑西店 小売業 食料品 2%

50,954 東京都 足立区 セブン－イレブン足立花畑８丁目店 小売業 食料品 2%

50,955 東京都 足立区 セブン－イレブン足立花保南店 小売業 食料品 2%

50,956 東京都 足立区 セブン－イレブン足立東綾瀬３丁目店 小売業 食料品 2%

50,957 東京都 足立区 セブン－イレブン足立東綾瀬店 小売業 食料品 2%

50,958 東京都 足立区 セブン－イレブン足立東伊興１丁目店 小売業 食料品 2%

50,959 東京都 足立区 セブン－イレブン足立東伊興３丁目店 小売業 食料品 2%

50,960 東京都 足立区 セブン－イレブン足立東保木間１丁目店 小売業 食料品 2%

50,961 東京都 足立区 セブン－イレブン足立東保木間店 小売業 食料品 2%

50,962 東京都 足立区 セブン－イレブン足立一ツ家３丁目店 小売業 食料品 2%

50,963 東京都 足立区 セブン－イレブン足立一ツ家２丁目店 小売業 食料品 2%

50,964 東京都 足立区 セブン－イレブン足立日ノ出町店 小売業 食料品 2%

50,965 東京都 足立区 セブン－イレブン足立平野１丁目店 小売業 食料品 2%

50,966 東京都 足立区 セブン－イレブン足立保木間１丁目店 小売業 食料品 2%

50,967 東京都 足立区 セブン－イレブン足立保木間３丁目店 小売業 食料品 2%

50,968 東京都 足立区 セブン－イレブン足立保塚町店 小売業 食料品 2%

50,969 東京都 足立区 セブン－イレブン足立堀之内２丁目店 小売業 食料品 2%

50,970 東京都 足立区 セブン－イレブン足立増田橋店 小売業 食料品 2%

50,971 東京都 足立区 セブン－イレブン足立南花畑２丁目店 小売業 食料品 2%

50,972 東京都 足立区 セブン－イレブン足立宮城１丁目店 小売業 食料品 2%

50,973 東京都 足立区 セブン－イレブン足立六木１丁目店 小売業 食料品 2%

50,974 東京都 足立区 セブン－イレブン足立六木店 小売業 食料品 2%

50,975 東京都 足立区 セブン－イレブン足立本木西町店 小売業 食料品 2%

50,976 東京都 足立区 足立谷在家ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,977 東京都 足立区 セブン－イレブン足立柳原２丁目店 小売業 食料品 2%

50,978 東京都 足立区 セブン－イレブン足立４丁目店 小売業 食料品 2%

50,979 東京都 足立区 足立レッカーサービス サービス その他サービス 5%

50,980 東京都 足立区 セブン－イレブン足立六月３丁目店 小売業 食料品 2%

50,981 東京都 足立区 セブン－イレブン足立六町１丁目店 小売業 食料品 2%

50,982 東京都 足立区 Ａｄａｔｔｏ サービス 理容・美容業 5%

50,983 東京都 足立区 ａｄｅｐｔ綾瀬店 サービス 理容・美容業 5%

50,984 東京都 足立区 アーバイン東京・上野北千住 サービス 宿泊業 5%

50,985 東京都 足立区 アビー北千住店 サービス 理容・美容業 5%

50,986 東京都 足立区 阿部タクシー サービス 運輸業 5%

50,987 東京都 足立区 ａｍｕｌｕ　北千住店 サービス 理容・美容業 5%

50,988 東京都 足立区 セブン－イレブン綾瀬駅西口店 小売業 食料品 2%
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50,989 東京都 足立区 綾瀬川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,990 東京都 足立区 あやせ自律整体院エフォート サービス その他サービス 5%

50,991 東京都 足立区 セブン－イレブン綾瀬店 小売業 食料品 2%

50,992 東京都 足立区 綾瀬ワインバル八十郎商店 サービス 飲食業 5%

50,993 東京都 足立区 新井タクシー サービス その他サービス 5%

50,994 東京都 足立区 アルシーヴ 小売業 衣料品 5%

50,995 東京都 足立区 アロピット綾瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,996 東京都 足立区 アロピット舎人ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

50,997 東京都 足立区 安藤金物 小売業 電化製品 5%

50,998 東京都 足立区 Ａｎｍｉ銀座ＳＲ 小売業 衣料品 5%

50,999 東京都 足立区 いいくらし株式会社 サービス その他サービス 5%

51,000 東京都 足立区 イイヅカメガネ サービス その他サービス 5%

51,001 東京都 足立区 ＥＤＴ東京工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

51,002 東京都 足立区 Ｅ・Ｓ・Ｃ 小売業 電化製品 5%

51,003 東京都 足立区 居酒屋とも サービス 飲食業 5%

51,004 東京都 足立区 居酒屋の時次郎 サービス 飲食業 5%

51,005 東京都 足立区 いしかわ電器 小売業 電化製品 5%

51,006 東京都 足立区 いそがい  有 いそがひ 小売業 その他小売 5%

51,007 東京都 足立区 イタリアンバル２５３８ サービス 飲食業 5%

51,008 東京都 足立区 一歩一歩 サービス 飲食業 5%

51,009 東京都 足立区 一歩一歩のカフェ食堂 サービス 飲食業 5%

51,010 東京都 足立区 イデビュ 小売業 衣料品 5%

51,011 東京都 足立区 出光梅田西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

51,012 東京都 足立区 伊藤谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

51,013 東京都 足立区 犬猫ハウス和音 サービス その他サービス 5%

51,014 東京都 足立区 犬の家 サービス その他サービス 5%

51,015 東京都 足立区 犬美容室ぱる サービス その他サービス 5%

51,016 東京都 足立区 ＩＮＧＲＥＳＳ サービス 理容・美容業 5%

51,017 東京都 足立区 インド酒場ＭＯＮＩＫＡ サービス 飲食業 5%

51,018 東京都 足立区 アプライズ株式会社　Ｕｐｒｉｚｅ　ａｔｅｌｉｅｒ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

51,019 東京都 足立区 ｖｉａ　Ａ サービス 飲食業 5%

51,020 東京都 足立区 Ｗｉｔ北千住店 小売業 衣料品 5%

51,021 東京都 足立区 ｕ＇ｉ　ｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

51,022 東京都 足立区 上沢屋 小売業 その他小売 5%

51,023 東京都 足立区 セブン－イレブン上野駅前通り店 小売業 食料品 2%

51,024 東京都 足立区 魚八亭千住店 サービス 飲食業 5%

51,025 東京都 足立区 ｕｋｉｔｔ 小売業 衣料品 5%

51,026 東京都 足立区 ｕｓａａｔｏ 小売業 衣料品 5%

51,027 東京都 足立区 宇田川自動車 サービス その他サービス 5%

51,028 東京都 足立区 歌広場　北千住西口駅前店 サービス 飲食業 5%

51,029 東京都 足立区 歌広場　竹ノ塚店 サービス 飲食業 5%

51,030 東京都 足立区 海坂の風　海坂の風 サービス 飲食業 5%
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51,031 東京都 足立区 セブン－イレブン梅島駅前店 小売業 食料品 2%

51,032 東京都 足立区 梅田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

51,033 東京都 足立区 梅田たまきや 小売業 その他小売 5%

51,034 東京都 足立区 セブン－イレブン梅田店 小売業 食料品 2%

51,035 東京都 足立区 栄光交通 サービス 運輸業 5%

51,036 東京都 足立区 Ｈ＆Ｄ　イチカワ 小売業 その他小売 5%

51,037 東京都 足立区 ＨＦケアサロン サービス 理容・美容業 5%

51,038 東京都 足立区 エールメガネ　高砂店 小売業 貴金属・服飾品 5%

51,039 東京都 足立区 エールメガネ　水元店 小売業 貴金属・服飾品 5%

51,040 東京都 足立区 エコシステム株式会社 サービス 運輸業 5%

51,041 東京都 足立区 エステサロンさくら綾瀬店 サービス 理容・美容業 5%

51,042 東京都 足立区 エチュード　千住店 小売業 衣料品 5%

51,043 東京都 足立区 江戸一　西新井館 サービス 飲食業 5%

51,044 東京都 足立区 江戸一　万来館 サービス 飲食業 5%

51,045 東京都 足立区 江戸一　本社 サービス 飲食業 5%

51,046 東京都 足立区 ＥＤＷＩＮ 北千住マルイ店 小売業 衣料品 5%

51,047 東京都 足立区 ｅｔｏｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

51,048 東京都 足立区 榎本タクシー サービス 運輸業 5%

51,049 東京都 足立区 エフシートムス 小売業 電化製品 5%

51,050 東京都 足立区 ＭＳ 綾瀬店 サービス その他サービス 5%

51,051 東京都 足立区 Ｍ’ｓ 小売業 その他小売 5%

51,052 東京都 足立区 ライフアシストサービス サービス その他サービス 5%

51,053 東京都 足立区 ＥＲＵＺＡ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

51,054 東京都 足立区 エールメガネ　金町本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

51,055 東京都 足立区 エールメガネ　北綾瀬店 小売業 貴金属・服飾品 5%

51,056 東京都 足立区 エールメガネＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ五反野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

51,057 東京都 足立区 エールメガネ　西新井大師店 小売業 貴金属・服飾品 5%

51,058 東京都 足立区 エールメガネ　西新井大師店 小売業 貴金属・服飾品 5%

51,059 東京都 足立区 エールメガネＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ東村山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

51,060 東京都 足立区 エールメガネＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ花小金井 小売業 貴金属・服飾品 5%

51,061 東京都 足立区 エールメガネ保木間店 小売業 貴金属・服飾品 5%

51,062 東京都 足立区 エールメガネ保木間店 小売業 貴金属・服飾品 5%

51,063 東京都 足立区 圓屋　東京足立店 サービス その他サービス 5%

51,064 東京都 足立区 ＯＩＳＨＩＴＥＡ サービス 飲食業 5%

51,065 東京都 足立区 セブン－イレブン扇大橋インター店 小売業 食料品 2%

51,066 東京都 足立区 セブン－イレブン扇大橋駅前店 小売業 食料品 2%

51,067 東京都 足立区 王記厨房　北千住店 サービス 飲食業 5%

51,068 東京都 足立区 ＡＵＸ　ＰＡＲＡＤＩＳ北千住店 小売業 その他小売 5%

51,069 東京都 足立区 大内タクシー サービス 運輸業 5%

51,070 東京都 足立区 大倉畳店 サービス その他サービス 5%

51,071 東京都 足立区 大阪やき三太　北千住店 サービス 飲食業 5%

51,072 東京都 足立区 大阪やき三太北千住店 サービス 飲食業 5%
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51,073 東京都 足立区 セブン－イレブン大田区大森南２丁目店 小売業 食料品 2%

51,074 東京都 足立区 オートショップヤマナカ 小売業 その他小売 5%

51,075 東京都 足立区 大問屋足立店 サービス その他サービス 5%

51,076 東京都 足立区 大峡製鞄 小売業 貴金属・服飾品 5%

51,077 東京都 足立区 大峡製鞄株式会社〔催事〕 小売業 貴金属・服飾品 5%

51,078 東京都 足立区 ａｕｂｅ サービス 理容・美容業 5%

51,079 東京都 足立区 大谷田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

51,080 東京都 足立区 奥墨タクシー サービス 運輸業 5%

51,081 東京都 足立区 （個人）小熊タクシー サービス 運輸業 5%

51,082 東京都 足立区 お好み焼　桃太郎 サービス 飲食業 5%

51,083 東京都 足立区 ＯＳＩＭＡ サービス 理容・美容業 5%

51,084 東京都 足立区 織田タクシー サービス 運輸業 5%

51,085 東京都 足立区 お多福　北千住店 サービス 飲食業 5%

51,086 東京都 足立区 お多福　竹ノ塚店 小売業 その他小売 5%

51,087 東京都 足立区 お多福　竹ノ塚店 小売業 その他小売 5%

51,088 東京都 足立区 オートショップ　ビッグバーン サービス その他サービス 5%

51,089 東京都 足立区 オートショップ　ビッグバーン サービス その他サービス 5%

51,090 東京都 足立区 有限会社オノデラ サービス 運輸業 5%

51,091 東京都 足立区 オフハウス　足立南花畑店 サービス その他サービス 2%

51,092 東京都 足立区 オリックスレンタカー綾瀬駅前店 サービス その他サービス 2%

51,093 東京都 足立区 オリックスレンタカー綾瀬ＳＳカウンター サービス その他サービス 2%

51,094 東京都 足立区 オリックスレンタカー尾久橋通り舎人店 サービス その他サービス 2%

51,095 東京都 足立区 オリックスレンタカー鹿浜店 サービス その他サービス 2%

51,096 東京都 足立区 ＨＯＲＴＥＮＳＩＡ（オルタンシア） 小売業 衣料品 5%

51,097 東京都 足立区 ガーデンアイランダー サービス その他サービス 5%

51,098 東京都 足立区 海動物病院　足立医院 サービス その他サービス 5%

51,099 東京都 足立区 ＫＡＯＲＵ　－ＫＩＴＯ　ＹＵＺＵ－ サービス 飲食業 5%

51,100 東京都 足立区 かがりびゲストハウス サービス その他サービス 5%

51,101 東京都 足立区 かき沼酒店 小売業 食料品 5%

51,102 東京都 足立区 カクヤス　綾瀬店 小売業 食料品 5%

51,103 東京都 足立区 カクヤス　梅田店 小売業 食料品 5%

51,104 東京都 足立区 カクヤス　島根店 小売業 食料品 5%

51,105 東京都 足立区 カクヤス　竹ノ塚東口店 小売業 食料品 5%

51,106 東京都 足立区 カクヤス　加平店 小売業 食料品 5%

51,107 東京都 足立区 カクヤス　北千住店 小売業 食料品 5%

51,108 東京都 足立区 カクヤス　竹ノ塚店 小売業 食料品 5%

51,109 東京都 足立区 カクヤス　竹ノ塚店 小売業 食料品 5%

51,110 東京都 足立区 かけ屋 サービス 飲食業 5%

51,111 東京都 足立区 かごの屋竹ノ塚店 サービス 飲食業 5%

51,112 東京都 足立区 ＫＡＺＥＮＯ　ＨＩＴＯ　古民家　　野菜日和 小売業 食料品 5%

51,113 東京都 足立区 活火山　竹ノ塚本店 サービス 飲食業 5%

51,114 東京都 足立区 がってん寿司綾瀬店 サービス 飲食業 5%
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51,115 東京都 足立区 かつ敏綾瀬店 サービス 飲食業 5%

51,116 東京都 足立区 カットハウスレインボー サービス 理容・美容業 5%

51,117 東京都 足立区 カットワン サービス 理容・美容業 2%

51,118 東京都 足立区 カットワン江北店 サービス 理容・美容業 5%

51,119 東京都 足立区 かねまつ　北千住ウイズ店 小売業 衣料品 5%

51,120 東京都 足立区 叶悠眞写真事務所 サービス その他サービス 5%

51,121 東京都 足立区 カピバラ サービス 飲食業 5%

51,122 東京都 足立区 かふぇりすた サービス 飲食業 5%

51,123 東京都 足立区 株式会社  お多福 サービス 飲食業 5%

51,124 東京都 足立区 株式会社新東京モータース サービス その他サービス 5%

51,125 東京都 足立区 株式会社Ｒ．Ｍ．Ｃ サービス その他サービス 5%

51,126 東京都 足立区 株式会社エストワーク サービス その他サービス 5%

51,127 東京都 足立区 株式会社Ｅｒｕｐｉｓ サービス その他サービス 5%

51,128 東京都 足立区 株式カメラのタカギ　竹ノ塚東口店 小売業 その他小売 5%

51,129 東京都 足立区 株式会社カメラのタカギ　南花畑店 小売業 その他小売 5%

51,130 東京都 足立区 （株）ケンシマダ 小売業 衣料品 5%

51,131 東京都 足立区 （株）ケンシマダ 小売業 衣料品 5%

51,132 東京都 足立区 （株）ケンシマダ 小売業 衣料品 5%

51,133 東京都 足立区 株式会社ダイイチ サービス その他サービス 5%

51,134 東京都 足立区 株式会社タニグチ 小売業 電化製品 5%

51,135 東京都 足立区 東京博愛社 サービス その他サービス 5%

51,136 東京都 足立区 株式会社パーツワン 小売業 その他小売 5%

51,137 東京都 足立区 プラナリア 小売業 衣料品 5%

51,138 東京都 足立区 株式会社ヤナギ整備部 サービス その他サービス 5%

51,139 東京都 足立区 （株）ヤナギ鈑金部 サービス その他サービス 5%

51,140 東京都 足立区 株式会社洋かつらセンタールミアン 小売業 衣料品 5%

51,141 東京都 足立区 株式会社リハビリスト サービス その他サービス 5%

51,142 東京都 足立区 上岡商店 小売業 その他小売 5%

51,143 東京都 足立区 有限会社田村商店上沼田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

51,144 東京都 足立区 上沼田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

51,145 東京都 足立区 身体新変論ヴェル サービス その他サービス 5%

51,146 東京都 足立区 カラダファクトリー　北千住駅前店 サービス その他サービス 5%

51,147 東京都 足立区 カラダファクトリー　ポンテポルタ千住店 サービス その他サービス 5%

51,148 東京都 足立区 からだＲｅｃｏｖｅｒｙ サービス その他サービス 5%

51,149 東京都 足立区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋足立区佐野店 サービス 飲食業 2%

51,150 東京都 足立区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋足立区竹ノ塚店 サービス 飲食業 2%

51,151 東京都 足立区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ綾瀬駅西口店 サービス 飲食業 2%

51,152 東京都 足立区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東武梅島駅前店 サービス 飲食業 2%

51,153 東京都 足立区 カワサキプラザ東京足立 小売業 その他小売 5%

51,154 東京都 足立区 河原実業株式会社本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

51,155 東京都 足立区 北足立自動車教習所 サービス その他サービス 5%

51,156 東京都 足立区 北千住ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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51,157 東京都 足立区 セブン－イレブン北千住駅西口店 小売業 食料品 2%

51,158 東京都 足立区 セブン－イレブン北千住駅東口店 小売業 食料品 2%

51,159 東京都 足立区 北千住葡萄酒場 サービス 飲食業 5%

51,160 東京都 足立区 北東京無限堂　足立店 小売業 その他小売 5%

51,161 東京都 足立区 ＫＩＣＨＩＲＩ北千住 サービス 飲食業 5%

51,162 東京都 足立区 きもの市場 小売業 衣料品 5%

51,163 東京都 足立区 きものＣｈｅｅｒｆｕｌ サービス 理容・美容業 5%

51,164 東京都 足立区 ＣＡＴ　ＨＯＭＥ　ＧＡＲＤＥＮ サービス 飲食業 5%

51,165 東京都 足立区 ギャラリーアイ竹の塚店 小売業 衣料品 5%

51,166 東京都 足立区 ｃｕｉ－ｃｕｉルミネ北千住店 サービス 飲食業 5%

51,167 東京都 足立区 行政書士松浦総合法務オフィス サービス その他サービス 5%

51,168 東京都 足立区 京都勝牛エキア北千住 サービス 飲食業 5%

51,169 東京都 足立区 業務スーパー扇店 小売業 食料品 2%

51,170 東京都 足立区 魚人 サービス 飲食業 5%

51,171 東京都 足立区 銀座ワイナックス　銀座ワイナックス 小売業 食料品 5%

51,172 東京都 足立区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ足立店 小売業 その他小売 5%

51,173 東京都 足立区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ東日本 小売業 その他小売 5%

51,174 東京都 足立区 ＣＵＯＲＥ サービス 理容・美容業 5%

51,175 東京都 足立区 薬ウツノミヤ 小売業 その他小売 5%

51,176 東京都 足立区 ＧＯＯＤＭＡＮＳ サービス 飲食業 5%

51,177 東京都 足立区 倉重電動工具株式会社 小売業 その他小売 5%

51,178 東京都 足立区 グランアージュ北千住 サービス 理容・美容業 5%

51,179 東京都 足立区 ｇｒａｎｄａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

51,180 東京都 足立区 ｇｒａｎｄａｇｅ　北千住 サービス 理容・美容業 5%

51,181 東京都 足立区 ｇｒａｎｄａｇｅ 北千住 ｇｒａｎｄａｇｅ北千住 サービス 理容・美容業 5%

51,182 東京都 足立区 グランパーク・イン北千住 サービス 宿泊業 5%

51,183 東京都 足立区 クリーニングピア 南花畑店 サービス その他サービス 5%

51,184 東京都 足立区 クリーンアップ武田 サービス その他サービス 5%

51,185 東京都 足立区 グリーンヒル 小売業 その他小売 5%

51,186 東京都 足立区 グリーンベース サービス その他サービス 5%

51,187 東京都 足立区 くりやまはうす 小売業 その他小売 5%

51,188 東京都 足立区 ｇｒｉｎ サービス 理容・美容業 5%

51,189 東京都 足立区 クレドガーデン　綾瀬店 サービス 理容・美容業 5%

51,190 東京都 足立区 クロス動物医療センター　足立病院 サービス その他サービス 5%

51,191 東京都 足立区 Ｋｍ個人　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

51,192 東京都 足立区 Ｋａｔｅ　＆　Ｃｏ． サービス 理容・美容業 5%

51,193 東京都 足立区 毛糸しょっぷ　マルカ 小売業 衣料品 5%

51,194 東京都 足立区 毛糸ショップマルカ 小売業 その他小売 5%

51,195 東京都 足立区 毛糸しょっぷマルカ 小売業 その他小売 5%

51,196 東京都 足立区 ケーキショップリラ サービス 飲食業 5%

51,197 東京都 足立区 激安本舗　千住店　２ 小売業 食料品 5%

51,198 東京都 足立区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ江北つばきＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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51,199 東京都 足立区 ｇｏｇｏｃｒｅｐｅ サービス 飲食業 5%

51,200 東京都 足立区 ＧＨＯＳＴＰｉｎｓｔｒｉｐｅ サービス その他サービス 5%

51,201 東京都 足立区 コガイ電氣商会 小売業 電化製品 5%

51,202 東京都 足立区 個人　　杉山タクシー サービス 運輸業 5%

51,203 東京都 足立区 個人　中田タクシー サービス 運輸業 5%

51,204 東京都 足立区 個人池田タクシー サービス 運輸業 5%

51,205 東京都 足立区 個人ＩＣＨＩＫＡＷＡＴＡＸＩ 足立区営業所 サービス 運輸業 5%

51,206 東京都 足立区 個人井上タクシー サービス その他サービス 5%

51,207 東京都 足立区 個人粕谷タクシー サービス 運輸業 5%

51,208 東京都 足立区 個人後藤タクシー サービス 運輸業 2%

51,209 東京都 足立区 個人島崎タクシー サービス 運輸業 5%

51,210 東京都 足立区 個人　　杉山タクシー サービス 運輸業 5%

51,211 東京都 足立区 個人平田タクシー サービス 運輸業 5%

51,212 東京都 足立区 Ｃｏｓｍｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎルミネ北千住店 小売業 衣料品 5%

51,213 東京都 足立区 コスメティックスペースとりのうみ 小売業 衣料品 5%

51,214 東京都 足立区 ＫＯＺＯＡｉＭ サービス 理容・美容業 5%

51,215 東京都 足立区 ごたんのスタジオ 小売業 電化製品 5%

51,216 東京都 足立区 ことより酒店 小売業 食料品 5%

51,217 東京都 足立区 小林無線 小売業 電化製品 5%

51,218 東京都 足立区 Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　Ａｍｉｅ 小売業 衣料品 5%

51,219 東京都 足立区 是屋 サービス 飲食業 5%

51,220 東京都 足立区 コワフールイズミ サービス 理容・美容業 5%

51,221 東京都 足立区 ザ・ステーションングリルルミネ北千住 サービス 飲食業 5%

51,222 東京都 足立区 サイクルショップさとう 小売業 その他小売 5%

51,223 東京都 足立区 サイクルプラス 小売業 その他小売 5%

51,224 東京都 足立区 齋藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,225 東京都 足立区 ＳＡＩＴＯ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

51,226 東京都 足立区 斉藤電器商会 小売業 電化製品 5%

51,227 東京都 足立区 ＳＩＧＮＳ　六町駅　南花畑店 サービス 理容・美容業 5%

51,228 東京都 足立区 ＳＩＧＮＳ南花畑店 サービス 理容・美容業 5%

51,229 東京都 足立区 嵯峨野北千住西口店 サービス 飲食業 5%

51,230 東京都 足立区 ＳＡＫＵＹＡＫＯＴＯＢＵＫＩ 小売業 衣料品 5%

51,231 東京都 足立区 ＭＩＫＩ・櫻 小売業 衣料品 5%

51,232 東京都 足立区 酒司 サービス 飲食業 5%

51,233 東京都 足立区 酒のすぎさき　リカージャック 小売業 食料品 5%

51,234 東京都 足立区 笹互　北千住店 小売業 食料品 5%

51,235 東京都 足立区 サードアップ サービス その他サービス 5%

51,236 東京都 足立区 佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,237 東京都 足立区 皿沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

51,238 東京都 足立区 さらぬまペットクリニック サービス その他サービス 5%

51,239 東京都 足立区 ゼロサロン サービス 理容・美容業 5%

51,240 東京都 足立区 ｓａｌｏｎｄｅｓｏｌｕｍ サービス 理容・美容業 5%
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51,241 東京都 足立区 サロンドボーテ辻野 サービス 理容・美容業 5%

51,242 東京都 足立区 サワヤ総本店 小売業 その他小売 5%

51,243 東京都 足立区 ３代目居酒屋とんちんかん サービス 飲食業 5%

51,244 東京都 足立区 三代目茂蔵　梅島店 小売業 食料品 5%

51,245 東京都 足立区 サンデリカ 小売業 その他小売 5%

51,246 東京都 足立区 三徳綾瀬店 小売業 食料品 5%

51,247 東京都 足立区 三洋紙業 小売業 その他小売 5%

51,248 東京都 足立区 ＳＥＡＳＯＮＳ サービス 理容・美容業 5%

51,249 東京都 足立区 ＳＩ／ＮＯ サービス 飲食業 5%

51,250 東京都 足立区 シェービングエステティックサロン プルンプァン 北千住店 サービス 理容・美容業 5%

51,251 東京都 足立区 ｓｈａｖｉｎｇ．ｔｏｋｙｏ サービス 理容・美容業 5%

51,252 東京都 足立区 鹿浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

51,253 東京都 足立区 四季彩／にくえもん　北千住店 サービス 飲食業 5%

51,254 東京都 足立区 四季彩にくえもん北千住店 サービス 飲食業 5%

51,255 東京都 足立区 シーズらんどタイヨー サービス その他サービス 5%

51,256 東京都 足立区 ＳＨＩＴＡＲＡ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ サービス 飲食業 5%

51,257 東京都 足立区 シティベア西新井店 サービス その他サービス 5%

51,258 東京都 足立区 自転車雑貨ＦＬＩＰ＆ＦＬＯＰ 小売業 その他小売 5%

51,259 東京都 足立区 自転車のＧＯＩＳ 小売業 その他小売 5%

51,260 東京都 足立区 シドニールミネ北千住店 小売業 その他小売 5%

51,261 東京都 足立区 信濃屋北千住マルイ店 小売業 その他小売 5%

51,262 東京都 足立区 シーフードレストランメヒコ　足立区 サービス 飲食業 5%

51,263 東京都 足立区 司法書士坂本事務所 サービス その他サービス 5%

51,264 東京都 足立区 清水自動車 小売業 その他小売 5%

51,265 東京都 足立区 ＪＯＵＲＮＥＹＦＡＣＴＯＲＹ サービス その他サービス 5%

51,266 東京都 足立区 ＳＨＩＮＹ　千住大橋店 サービス 理容・美容業 5%

51,267 東京都 足立区 小尾羊　綾瀬店 サービス 飲食業 5%

51,268 東京都 足立区 写真の大塚 小売業 その他小売 5%

51,269 東京都 足立区 写真屋さん２１　青井西友店 小売業 その他小売 5%

51,270 東京都 足立区 写真屋さん２１　足立入谷店 小売業 その他小売 5%

51,271 東京都 足立区 写真屋さん２１　足立西局前店 小売業 その他小売 5%

51,272 東京都 足立区 写真屋さん２１　梅島店 小売業 その他小売 5%

51,273 東京都 足立区 写真屋さん２１　北千住駅前店 小売業 その他小売 5%

51,274 東京都 足立区 写真屋さん２１　竹ノ塚伊興店 小売業 その他小売 5%

51,275 東京都 足立区 写真屋さん２１　西新井西口店 小売業 その他小売 5%

51,276 東京都 足立区 写真屋さん２１　花畑店 小売業 その他小売 5%

51,277 東京都 足立区 写真屋さん２１　東伊興店 小売業 その他小売 5%

51,278 東京都 足立区 写真屋さん２１　ライフ保木間店 小売業 その他小売 5%

51,279 東京都 足立区 写真屋さん四五　１０７４関原店 小売業 その他小売 5%

51,280 東京都 足立区 写真屋さん四五　大師前店 小売業 その他小売 5%

51,281 東京都 足立区 写真屋さん四五　竹の塚六月店 小売業 その他小売 5%

51,282 東京都 足立区 Ｓｈａｎｔｉ サービス 飲食業 5%
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51,283 東京都 足立区 東京ジャンボゴルフセンター サービス その他サービス 5%

51,284 東京都 足立区 ｊｅｗｅｌ サービス 理容・美容業 5%

51,285 東京都 足立区 シューズスクエア　竹の塚店 小売業 衣料品 5%

51,286 東京都 足立区 ｓｈｕｎ．ｓｉｌｖｅｒｓｍｉｔｈｓｅｃｏｎｄ 小売業 衣料品 5%

51,287 東京都 足立区 昌栄工機 小売業 その他小売 5%

51,288 東京都 足立区 城北ヤクルト販売 辰沼センター 小売業 食料品 5%

51,289 東京都 足立区 城北ヤクルト販売 谷中センター 小売業 食料品 5%

51,290 東京都 足立区 城北ヤクルト販売 尾久センター 小売業 食料品 5%

51,291 東京都 足立区 城北ヤクルト販売 南千住センター 小売業 食料品 5%

51,292 東京都 足立区 城北ヤクルト販売 日暮里センター 小売業 食料品 5%

51,293 東京都 足立区 城北ヤクルト販売 梅田センター 小売業 食料品 5%

51,294 東京都 足立区 城北ヤクルト販売 五反野センター 小売業 食料品 5%

51,295 東京都 足立区 城北ヤクルト販売 入谷センター 小売業 食料品 5%

51,296 東京都 足立区 城北ヤクルト販売 花保センター 小売業 食料品 5%

51,297 東京都 足立区 城北ヤクルト販売 六月センター 小売業 食料品 5%

51,298 東京都 足立区 城北ヤクルト販売 北千住センター 小売業 食料品 5%

51,299 東京都 足立区 城北ヤクルト販売 扇センター 小売業 食料品 5%

51,300 東京都 足立区 城北ヤクルト販売 荒川センター 小売業 食料品 5%

51,301 東京都 足立区 城北ヤクルト販売 鹿浜センター 小売業 食料品 5%

51,302 東京都 足立区 城北ヤクルト販売 西新井センター 小売業 食料品 5%

51,303 東京都 足立区 城北ヤクルト販売 花畑センター 小売業 食料品 5%

51,304 東京都 足立区 正和自動車 サービス 運輸業 5%

51,305 東京都 足立区 ショッピングサユリ 小売業 その他小売 5%

51,306 東京都 足立区 ｓｉｒａｋａｂａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

51,307 東京都 足立区 昇莉夢花工房 小売業 その他小売 5%

51,308 東京都 足立区 シルバーストーンベーカリー サービス 飲食業 5%

51,309 東京都 足立区 鍼灸・指圧マッサージ指庵 サービス その他サービス 5%

51,310 東京都 足立区 株式会社Ｇｉｎｇｅｒ サービス 理容・美容業 5%

51,311 東京都 足立区 新富寿司 サービス 飲食業 5%

51,312 東京都 足立区 新花畑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

51,313 東京都 足立区 水槌 小売業 その他小売 5%

51,314 東京都 足立区 スーパーたなか　駅前店 小売業 その他小売 5%

51,315 東京都 足立区 スーパー田中　３丁目店 小売業 その他小売 5%

51,316 東京都 足立区 杉下電器商会 小売業 電化製品 5%

51,317 東京都 足立区 スキンフード 小売業 その他小売 5%

51,318 東京都 足立区 ＳＵＳＨＩ　　　ＳＵＳＨＩ?ＤＯＮ　笹互　北千住店 サービス 飲食業 5%

51,319 東京都 足立区 すし田中 サービス 飲食業 5%

51,320 東京都 足立区 鈴木一徳 サービス その他サービス 5%

51,321 東京都 足立区 鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

51,322 東京都 足立区 鈴木寿雄電気商会 小売業 電化製品 5%

51,323 東京都 足立区 ｓｔｕｄｉｏｂｏｋｕｎｔｉ 小売業 衣料品 5%

51,324 東京都 足立区 すたみな太郎 サービス 飲食業 5%
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51,325 東京都 足立区 すたみな太郎西新井店 サービス 飲食業 5%

51,326 東京都 足立区 （株）ステップ・ダンスプラス 小売業 その他小売 5%

51,327 東京都 足立区 ストロベリーフィールズ北千住ルミネ店 小売業 衣料品 5%

51,328 東京都 足立区 Ｓｐａｎｋｙ　竹ノ塚店 サービス 理容・美容業 5%

51,329 東京都 足立区 炭火焼肉　明翠園 サービス 飲食業 5%

51,330 東京都 足立区 スリーズパスタスナック 小売業 食料品 5%

51,331 東京都 足立区 生活彩館イシイ 小売業 電化製品 5%

51,332 東京都 足立区 キシモトデンキ 小売業 電化製品 5%

51,333 東京都 足立区 生活彩館ルックマルゼン 小売業 電化製品 5%

51,334 東京都 足立区 生鮮市場　さんよう 小売業 その他小売 5%

51,335 東京都 足立区 整体空間ｓｈｅｅｐ　ｓ サービス その他サービス 5%

51,336 東京都 足立区 整体ぷらむ サービス その他サービス 5%

51,337 東京都 足立区 セイノ電器 小売業 電化製品 5%

51,338 東京都 足立区 セイビア竹ノ塚店 サービス 理容・美容業 5%

51,339 東京都 足立区 セオサイクル 綾瀬店 小売業 その他小売 5%

51,340 東京都 足立区 セオサイクル　五反野店 小売業 その他小売 5%

51,341 東京都 足立区 セオサイクル　竹の塚店 小売業 その他小売 5%

51,342 東京都 足立区 セオサイクル　竹の塚店 小売業 その他小売 5%

51,343 東京都 足立区 セオサイクル 西新井 小売業 その他小売 5%

51,344 東京都 足立区 セオサイクル五反野店 小売業 その他小売 5%

51,345 東京都 足立区 セオサイクル竹の塚東口店 小売業 その他小売 5%

51,346 東京都 足立区 セオサイクル西新井店 小売業 その他小売 5%

51,347 東京都 足立区 関根米店 小売業 食料品 5%

51,348 東京都 足立区 セブン－イレブン関原店 小売業 食料品 2%

51,349 東京都 足立区 Ｚ－ｏｎｅ　東町店 小売業 その他小売 5%

51,350 東京都 足立区 手軽にＢＢＱ サービス その他サービス 5%

51,351 東京都 足立区 ＺＥＢＲＡ竹ノ塚店 サービス 理容・美容業 5%

51,352 東京都 足立区 セルフ谷在家 小売業 ガソリンスタンド 2%

51,353 東京都 足立区 セブン－イレブン千住旭町店 小売業 食料品 2%

51,354 東京都 足立区 千住　一凛 サービス 飲食業 5%

51,355 東京都 足立区 セブン－イレブン千住大橋駅店 小売業 食料品 2%

51,356 東京都 足立区 セブン－イレブン千住寿町店 小売業 食料品 2%

51,357 東京都 足立区 セブン－イレブン千住桜木店 小売業 食料品 2%

51,358 東京都 足立区 せんじゅ整体院 サービス その他サービス 5%

51,359 東京都 足立区 セブン－イレブン千住仲町店 小売業 食料品 2%

51,360 東京都 足立区 千住葡萄酒 サービス 飲食業 5%

51,361 東京都 足立区 千寿補聴器プラザ サービス その他サービス 5%

51,362 東京都 足立区 ＳＯＨＳＨＯＰ 小売業 家具・調度品 5%

51,363 東京都 足立区 粗大ゴミ回収本舗 サービス その他サービス 5%

51,364 東京都 足立区 ｓｏｎａｔａ　北千住　【ソナタ】 サービス 理容・美容業 5%

51,365 東京都 足立区 園部初美 サービス 飲食業 5%

51,366 東京都 足立区 ＤＡＩＤＡＩ サービス 飲食業 5%
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51,367 東京都 足立区 ＤｉｖｅＮｅｔｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

51,368 東京都 足立区 タイヤショップＲ．Ｍ．Ｃ 小売業 その他小売 5%

51,369 東京都 足立区 ダイヤモンドアイズ北千住ルミネ店 サービス 理容・美容業 5%

51,370 東京都 足立区 タイレストラン サービス 飲食業 5%

51,371 東京都 足立区 タイレストラン　ブアールアン サービス 飲食業 5%

51,372 東京都 足立区 大和タクシー　足立 サービス 運輸業 5%

51,373 東京都 足立区 大和タクシー　政和 サービス 運輸業 5%

51,374 東京都 足立区 大和タクシー　西新井 サービス 運輸業 5%

51,375 東京都 足立区 高崎モータースクール サービス その他サービス 5%

51,376 東京都 足立区 Ｔ＆Ｙタカヤマ 小売業 衣料品 5%

51,377 東京都 足立区 竹の塚インドアスポーツプラザ サービス その他サービス 5%

51,378 東京都 足立区 竹の塚せんべい 小売業 食料品 5%

51,379 東京都 足立区 竹の塚煎餅店 小売業 食料品 5%

51,380 東京都 足立区 セブン－イレブン竹ノ塚店 小売業 食料品 2%

51,381 東京都 足立区 タスク補聴器　綾瀬店 小売業 その他小売 5%

51,382 東京都 足立区 タスク補聴器　竹の塚店 小売業 その他小売 5%

51,383 東京都 足立区 田の十 サービス 飲食業 5%

51,384 東京都 足立区 ダルトン理容室 サービス 理容・美容業 5%

51,385 東京都 足立区 チ－ズｃｈｅｅｓｅｄｅｂａｔａｔｉｎ サービス 飲食業 5%

51,386 東京都 足立区 茶の宮田園 小売業 その他小売 5%

51,387 東京都 足立区 ｃｈａｒｉｍｏ 小売業 その他小売 5%

51,388 東京都 足立区 つきじ海賓　西新井店 サービス その他サービス 5%

51,389 東京都 足立区 築地玉寿司北千住店 サービス 飲食業 5%

51,390 東京都 足立区 月味座 サービス 飲食業 5%

51,391 東京都 足立区 蔦美 小売業 衣料品 5%

51,392 東京都 足立区 有限会社ツチヤ洋品店 小売業 衣料品 5%

51,393 東京都 足立区 つな八　北千住店 サービス 飲食業 5%

51,394 東京都 足立区 椿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

51,395 東京都 足立区 つるた犬猫病院 サービス その他サービス 5%

51,396 東京都 足立区 Ｔコードスクール サービス その他サービス 5%

51,397 東京都 足立区 ＴＴＳ サービス その他サービス 5%

51,398 東京都 足立区 ＴＩＭ＆ＳＡＩＬＯＲ 小売業 その他小売 5%

51,399 東京都 足立区 テーラー　グローリー 小売業 衣料品 5%

51,400 東京都 足立区 Ｔｅｃｈｎｉｃｌｅ 小売業 電化製品 5%

51,401 東京都 足立区 ＤｉｇｉｌｏｇＴｏｋｙｏ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

51,402 東京都 足立区 てまえの一歩 サービス 飲食業 5%

51,403 東京都 足立区 テルル 北千住店 小売業 その他小売 2%

51,404 東京都 足立区 デンカショップライフ 小売業 電化製品 5%

51,405 東京都 足立区 ［ＨＣ］でんきタウン千住 小売業 電化製品 5%

51,406 東京都 足立区 でんきち　竹の塚店 小売業 電化製品 5%

51,407 東京都 足立区 株式会社デンキのタナカ 小売業 電化製品 5%

51,408 東京都 足立区 天ぷら　甲子 サービス 飲食業 5%
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51,409 東京都 足立区 ドゥアルシーヴ 小売業 衣料品 5%

51,410 東京都 足立区 東京・銀座リエジュ　イオン西新井店 小売業 貴金属・服飾品 5%

51,411 東京都 足立区 東京カラおでん サービス 飲食業 5%

51,412 東京都 足立区 東京カラおでん＆カフェまーさん サービス 飲食業 5%

51,413 東京都 足立区 東京サンライズアニマルケアセンター サービス その他サービス 5%

51,414 東京都 足立区 東京支店 サービス 運輸業 5%

51,415 東京都 足立区 ＴｏｋｙｏＳｕｓｈｉ－ＭａｋｉｎｇＴｏｕｒ サービス その他サービス 5%

51,416 東京都 足立区 東京電機大学生協　東京千住購買書籍部 サービス その他サービス 5%

51,417 東京都 足立区 東京電機大学生協　東京千住　ＴＵＯ サービス その他サービス 5%

51,418 東京都 足立区 東京電機大学東京千住放送委員会 サービス その他サービス 5%

51,419 東京都 足立区 東京福祉株式会社 サービス その他サービス 5%

51,420 東京都 足立区 東伸電器販売 小売業 電化製品 5%

51,421 東京都 足立区 トート　Ｃａｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

51,422 東京都 足立区 Ｄｏｌｌｓ　梅島駅前店 サービス 理容・美容業 5%

51,423 東京都 足立区 トーンフォレスト サービス その他サービス 5%

51,424 東京都 足立区 研ぎ陣千寿工房 サービス その他サービス 5%

51,425 東京都 足立区 徳いち サービス 飲食業 5%

51,426 東京都 足立区 トップフレッシュマーケット大谷田店 小売業 食料品 5%

51,427 東京都 足立区 とねり動物病院 サービス その他サービス 5%

51,428 東京都 足立区 鉄板焼肉どまんなか サービス 飲食業 5%

51,429 東京都 足立区 ＴＯＭＩＺ富澤商店 小売業 食料品 5%

51,430 東京都 足立区 巴モータース サービス その他サービス 5%

51,431 東京都 足立区 ｔｒｉｌｏｇｉｃ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

51,432 東京都 足立区 トラットリア　カーサ　カルマ サービス 飲食業 5%

51,433 東京都 足立区 ３１Ｓｏｎｓ　ｄｅ　ｍｏｄｅルミネ北千住店 小売業 衣料品 5%

51,434 東京都 足立区 鳥彩々　北千住西口店 サービス 飲食業 5%

51,435 東京都 足立区 ｔｏｒｉｃｋｙトリッキー　トリッキー サービス 飲食業 5%

51,436 東京都 足立区 ＴＬＩＰ北千住店 小売業 その他小売 5%

51,437 東京都 足立区 鶏のごんぞ　鶏のごんぞ サービス 飲食業 5%

51,438 東京都 足立区 トリミングサロンアネラ足立西新井店 サービス その他サービス 5%

51,439 東京都 足立区 ＤＲＥＳＳＩＮＧ　六町店 サービス 理容・美容業 5%

51,440 東京都 足立区 直井電器　綾瀬店 小売業 電化製品 5%

51,441 東京都 足立区 個人　中澤タクシー サービス その他サービス 5%

51,442 東京都 足立区 長沼電気商会 小売業 電化製品 5%

51,443 東京都 足立区 中山桐箪笥製作所 小売業 家具・調度品 5%

51,444 東京都 足立区 和味　伸々 サービス 飲食業 5%

51,445 東京都 足立区 成田酒店 小売業 食料品 5%

51,446 東京都 足立区 ｎａｌｕ サービス 理容・美容業 5%

51,447 東京都 足立区 鳴門鯛焼本舗　北千住店 サービス 飲食業 5%

51,448 東京都 足立区 なんでも酒やカクヤス西新井本町店 小売業 食料品 5%

51,449 東京都 足立区 ニールズヤードレメディーズルミネ北千住店 小売業 その他小売 5%

51,450 東京都 足立区 肉うま屋 サービス 飲食業 5%
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51,451 東京都 足立区 肉酒場ビストロ男前　北千住店 サービス 飲食業 5%

51,452 東京都 足立区 ＮＩＣＮＩＣ サービス 飲食業 5%

51,453 東京都 足立区 肉の万世　環七亀有店 サービス 飲食業 5%

51,454 東京都 足立区 にこみや サービス 飲食業 5%

51,455 東京都 足立区 西新井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

51,456 東京都 足立区 セブン－イレブン西新井駅西口店 小売業 食料品 2%

51,457 東京都 足立区 西村タクシー サービス 運輸業 5%

51,458 東京都 足立区 日個連　相吉タクシー サービス 運輸業 5%

51,459 東京都 足立区 日個連　青木タクシー サービス 運輸業 5%

51,460 東京都 足立区 日個連　青木タクシー サービス 運輸業 5%

51,461 東京都 足立区 日個連　赤坂タクシー サービス 運輸業 5%

51,462 東京都 足立区 日個連　我妻タクシー サービス 運輸業 5%

51,463 東京都 足立区 日個連　秋津タクシー サービス 運輸業 5%

51,464 東京都 足立区 日個連　圷タクシー サービス 運輸業 5%

51,465 東京都 足立区 日個連　浅香タクシー サービス 運輸業 5%

51,466 東京都 足立区 日個連　浅香タクシー サービス 運輸業 5%

51,467 東京都 足立区 日個連　浅香タクシー サービス 運輸業 5%

51,468 東京都 足立区 日個連　浅香タクシー サービス 運輸業 5%

51,469 東京都 足立区 日個連　浅野タクシー サービス 運輸業 5%

51,470 東京都 足立区 日個連　芦川タクシー サービス 運輸業 5%

51,471 東京都 足立区 日個連　畔上タクシー サービス 運輸業 5%

51,472 東京都 足立区 日個連　足立タクシー サービス 運輸業 5%

51,473 東京都 足立区 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

51,474 東京都 足立区 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

51,475 東京都 足立区 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

51,476 東京都 足立区 日個連　安部タクシー サービス 運輸業 5%

51,477 東京都 足立区 日個連　安部タクシー サービス 運輸業 5%

51,478 東京都 足立区 日個連　天田タクシー サービス 運輸業 5%

51,479 東京都 足立区 日個連　天野タクシー サービス 運輸業 5%

51,480 東京都 足立区 日個連　網中タクシー サービス 運輸業 5%

51,481 東京都 足立区 日個連　荒井タクシー サービス 運輸業 5%

51,482 東京都 足立区 日個連　新井タクシー サービス 運輸業 5%

51,483 東京都 足立区 日個連　新井タクシー サービス 運輸業 5%

51,484 東京都 足立区 日個連　有馬タクシー サービス 運輸業 5%

51,485 東京都 足立区 日個連　有村タクシー サービス 運輸業 5%

51,486 東京都 足立区 日個連　粟野タクシー サービス 運輸業 5%

51,487 東京都 足立区 日個連　安藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,488 東京都 足立区 日個連　安藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,489 東京都 足立区 日個連　安藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,490 東京都 足立区 日個連　飯島タクシー サービス 運輸業 5%

51,491 東京都 足立区 日個連　飯塚タクシー サービス 運輸業 5%

51,492 東京都 足立区 日個連　飯塚タクシー サービス 運輸業 5%
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51,493 東京都 足立区 日個連　飯塚タクシー サービス 運輸業 5%

51,494 東京都 足立区 日個連　池田タクシー サービス 運輸業 5%

51,495 東京都 足立区 日個連　石井タクシー サービス 運輸業 5%

51,496 東京都 足立区 日個連　石川タクシー サービス 運輸業 5%

51,497 東京都 足立区 日個連　石田タクシー サービス 運輸業 5%

51,498 東京都 足立区 日個連　石田タクシー サービス 運輸業 5%

51,499 東京都 足立区 日個連　石田タクシー サービス 運輸業 5%

51,500 東京都 足立区 日個連　石塚タクシー サービス 運輸業 5%

51,501 東京都 足立区 日個連　石鍋タクシー サービス 運輸業 5%

51,502 東京都 足立区 日個連　石橋タクシー サービス 運輸業 5%

51,503 東京都 足立区 日個連　石山タクシー サービス 運輸業 5%

51,504 東京都 足立区 日個連　板野タクシー サービス 運輸業 5%

51,505 東京都 足立区 日個連　市川タクシー サービス 運輸業 5%

51,506 東京都 足立区 日個連　市川タクシー サービス 運輸業 5%

51,507 東京都 足立区 日個連　市本タクシー サービス 運輸業 5%

51,508 東京都 足立区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,509 東京都 足立区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,510 東京都 足立区 日個連　稲元タクシー サービス 運輸業 5%

51,511 東京都 足立区 日個連　井上タクシー サービス 運輸業 5%

51,512 東京都 足立区 日個連　岩泉タクシー サービス 運輸業 5%

51,513 東京都 足立区 日個連　岩井タクシー サービス 運輸業 5%

51,514 東京都 足立区 日個連　岩崎タクシー サービス 運輸業 5%

51,515 東京都 足立区 日個連　岩永タクシー サービス 運輸業 5%

51,516 東京都 足立区 日個連　岩本タクシー サービス 運輸業 5%

51,517 東京都 足立区 日個連　植武タクシー サービス 運輸業 5%

51,518 東京都 足立区 日個連　上原タクシー サービス 運輸業 5%

51,519 東京都 足立区 日個連　上村タクシー サービス 運輸業 5%

51,520 東京都 足立区 日個連　内田タクシー サービス 運輸業 5%

51,521 東京都 足立区 日個連　海野タクシー サービス 運輸業 5%

51,522 東京都 足立区 日個連　梅本タクシー サービス 運輸業 5%

51,523 東京都 足立区 日個連　浦タクシー サービス 運輸業 5%

51,524 東京都 足立区 日個連　漆原タクシー サービス 運輸業 5%

51,525 東京都 足立区 日個連　江川タクシー サービス 運輸業 5%

51,526 東京都 足立区 日個連　江﨑タクシー サービス 運輸業 5%

51,527 東京都 足立区 日個連　江連タクシー サービス 運輸業 5%

51,528 東京都 足立区 日個連　遠藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,529 東京都 足立区 日個連　大井タクシー サービス 運輸業 5%

51,530 東京都 足立区 日個連　大川タクシー サービス 運輸業 5%

51,531 東京都 足立区 日個連　大河タクシー サービス 運輸業 5%

51,532 東京都 足立区 日個連　大木タクシー サービス 運輸業 5%

51,533 東京都 足立区 日個連　大河内タクシー サービス 運輸業 5%

51,534 東京都 足立区 日個連　大澤タクシー サービス 運輸業 5%
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51,535 東京都 足立区 日個連　大嶋タクシー サービス 運輸業 5%

51,536 東京都 足立区 日個連　大竹タクシー サービス 運輸業 5%

51,537 東京都 足立区 日個連　太田タクシー サービス 運輸業 5%

51,538 東京都 足立区 日個連　太田タクシー サービス 運輸業 5%

51,539 東京都 足立区 日個連　大貫タクシー サービス 運輸業 5%

51,540 東京都 足立区 日個連　大沼タクシー サービス 運輸業 5%

51,541 東京都 足立区 日個連　大野タクシー サービス 運輸業 5%

51,542 東京都 足立区 日個連　大町タクシー サービス 運輸業 5%

51,543 東京都 足立区 日個連　大森タクシー サービス 運輸業 5%

51,544 東京都 足立区 日個連　大類タクシー サービス 運輸業 5%

51,545 東京都 足立区 日個連　大和田タクシー サービス 運輸業 5%

51,546 東京都 足立区 日個連　岡島タクシー サービス 運輸業 5%

51,547 東京都 足立区 日個連　岡田タクシー サービス 運輸業 5%

51,548 東京都 足立区 日個連　岡田タクシー サービス 運輸業 5%

51,549 東京都 足立区 日個連　岡田タクシー サービス 運輸業 5%

51,550 東京都 足立区 日個連　緒方タクシー サービス 運輸業 5%

51,551 東京都 足立区 日個連　岡野タクシー サービス 運輸業 5%

51,552 東京都 足立区 日個連　岡本タクシー サービス 運輸業 5%

51,553 東京都 足立区 日個連　岡本タクシー サービス 運輸業 5%

51,554 東京都 足立区 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

51,555 東京都 足立区 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

51,556 東京都 足立区 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

51,557 東京都 足立区 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

51,558 東京都 足立区 日個連　奥澤タクシー サービス 運輸業 5%

51,559 東京都 足立区 日個連　小倉タクシー サービス 運輸業 5%

51,560 東京都 足立区 日個連　小倉タクシー サービス 運輸業 5%

51,561 東京都 足立区 日個連　小澤タクシー サービス 運輸業 5%

51,562 東京都 足立区 日個連　小野タクシー サービス 運輸業 5%

51,563 東京都 足立区 日個連　小野寺タクシー サービス 運輸業 5%

51,564 東京都 足立区 日個連　小花タクシー サービス 運輸業 5%

51,565 東京都 足立区 日個連　織原タクシー サービス 運輸業 5%

51,566 東京都 足立区 日個連　貝澤タクシー サービス 運輸業 5%

51,567 東京都 足立区 日個連　加賀美タクシー サービス 運輸業 5%

51,568 東京都 足立区 日個連　笠原タクシー サービス 運輸業 5%

51,569 東京都 足立区 日個連　鍛治タクシー サービス 運輸業 5%

51,570 東京都 足立区 日個連　梶原タクシー サービス 運輸業 5%

51,571 東京都 足立区 日個連　樫山タクシー サービス 運輸業 5%

51,572 東京都 足立区 日個連　勝田タクシー サービス 運輸業 5%

51,573 東京都 足立区 日個連　桂タクシー サービス 運輸業 5%

51,574 東京都 足立区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,575 東京都 足立区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,576 東京都 足立区 日個連　門屋タクシー サービス 運輸業 5%
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51,577 東京都 足立区 日個連　金沢タクシー サービス 運輸業 5%

51,578 東京都 足立区 日個連　金杉タクシー サービス 運輸業 5%

51,579 東京都 足立区 日個連　兼國タクシー サービス 運輸業 5%

51,580 東京都 足立区 日個連　金子タクシー サービス 運輸業 5%

51,581 東京都 足立区 日個連　金城タクシー サービス 運輸業 5%

51,582 東京都 足立区 日個連　神谷タクシー サービス 運輸業 5%

51,583 東京都 足立区 日個連　川合タクシー サービス 運輸業 5%

51,584 東京都 足立区 日個連　川島タクシー サービス 運輸業 5%

51,585 東京都 足立区 日個連　川畑タクシー サービス 運輸業 5%

51,586 東京都 足立区 日個連　川俣タクシー サービス 運輸業 5%

51,587 東京都 足立区 日個連　川村タクシー サービス 運輸業 5%

51,588 東京都 足立区 日個連　川村タクシー サービス 運輸業 5%

51,589 東京都 足立区 日個連　菅野タクシー サービス 運輸業 5%

51,590 東京都 足立区 日個連　木内タクシー サービス 運輸業 5%

51,591 東京都 足立区 日個連　木須タクシー サービス 運輸業 5%

51,592 東京都 足立区 日個連　貴田岡タクシー サービス 運輸業 5%

51,593 東京都 足立区 日個連　北山タクシー サービス 運輸業 5%

51,594 東京都 足立区 日個連　君嶋タクシー サービス 運輸業 5%

51,595 東京都 足立区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

51,596 東京都 足立区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

51,597 東京都 足立区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

51,598 東京都 足立区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

51,599 東京都 足立区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

51,600 東京都 足立区 日個連　姜タクシー サービス 運輸業 5%

51,601 東京都 足立区 日個連　経田タクシー サービス 運輸業 5%

51,602 東京都 足立区 日個連　桐山タクシー サービス 運輸業 5%

51,603 東京都 足立区 日個連　工藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,604 東京都 足立区 日個連　工藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,605 東京都 足立区 日個連　国井タクシー サービス 運輸業 5%

51,606 東京都 足立区 日個連　國井タクシー サービス 運輸業 5%

51,607 東京都 足立区 日個連　國井タクシー サービス 運輸業 5%

51,608 東京都 足立区 日個連　久保タクシー サービス 運輸業 5%

51,609 東京都 足立区 日個連　熊倉タクシー サービス 運輸業 5%

51,610 東京都 足立区 日個連　栗原タクシー サービス 運輸業 5%

51,611 東京都 足立区 日個連　黒木タクシー サービス 運輸業 5%

51,612 東京都 足立区 日個連　桑野タクシー サービス 運輸業 5%

51,613 東京都 足立区 日個連　桒原タクシー サービス 運輸業 5%

51,614 東京都 足立区 日個連　見目タクシー サービス 運輸業 5%

51,615 東京都 足立区 日個連　古賀タクシー サービス 運輸業 5%

51,616 東京都 足立区 日個連　小関タクシー サービス 運輸業 5%

51,617 東京都 足立区 日個連　小高タクシー サービス 運輸業 5%

51,618 東京都 足立区 日個連　小槌タクシー サービス 運輸業 5%
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51,619 東京都 足立区 日個連　後藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,620 東京都 足立区 日個連　後藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,621 東京都 足立区 日個連　小西タクシー サービス 運輸業 5%

51,622 東京都 足立区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

51,623 東京都 足立区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

51,624 東京都 足立区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

51,625 東京都 足立区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

51,626 東京都 足立区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

51,627 東京都 足立区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

51,628 東京都 足立区 日個連　駒林タクシー サービス 運輸業 5%

51,629 東京都 足立区 日個連　駒林タクシー サービス 運輸業 5%

51,630 東京都 足立区 日個連　小森タクシー サービス 運輸業 5%

51,631 東京都 足立区 日個連　今タクシー サービス 運輸業 5%

51,632 東京都 足立区 日個連　金野タクシー サービス 運輸業 5%

51,633 東京都 足立区 日個連　斉藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,634 東京都 足立区 日個連　斎藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,635 東京都 足立区 日個連　斎藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,636 東京都 足立区 日個連　財満タクシー サービス 運輸業 5%

51,637 東京都 足立区 日個連　酒井タクシー サービス 運輸業 5%

51,638 東京都 足立区 日個連　嵯峨タクシー サービス 運輸業 5%

51,639 東京都 足立区 日個連　坂田タクシー サービス 運輸業 5%

51,640 東京都 足立区 日個連　酒主タクシー サービス 運輸業 5%

51,641 東京都 足立区 日個連　酒巻タクシー サービス 運輸業 5%

51,642 東京都 足立区 日個連　坂本タクシー サービス 運輸業 5%

51,643 東京都 足立区 日個連　坂本タクシー サービス 運輸業 5%

51,644 東京都 足立区 日個連　坂本タクシー サービス 運輸業 5%

51,645 東京都 足立区 日個連　佐川タクシー サービス 運輸業 5%

51,646 東京都 足立区 日個連　佐久間タクシー サービス 運輸業 5%

51,647 東京都 足立区 日個連　佐下橋タクシー サービス 運輸業 5%

51,648 東京都 足立区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

51,649 東京都 足立区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

51,650 東京都 足立区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

51,651 東京都 足立区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

51,652 東京都 足立区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

51,653 東京都 足立区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

51,654 東京都 足立区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

51,655 東京都 足立区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

51,656 東京都 足立区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

51,657 東京都 足立区 日個連　笹島タクシー サービス 運輸業 5%

51,658 東京都 足立区 日個連　笹谷タクシー サービス 運輸業 5%

51,659 東京都 足立区 日個連　笹山タクシー サービス 運輸業 5%

51,660 東京都 足立区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%
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51,661 東京都 足立区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,662 東京都 足立区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,663 東京都 足立区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,664 東京都 足立区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,665 東京都 足立区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,666 東京都 足立区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,667 東京都 足立区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,668 東京都 足立区 日個連　佐野タクシー サービス 運輸業 5%

51,669 東京都 足立区 日個連　佐野タクシー サービス 運輸業 5%

51,670 東京都 足立区 日個連　佐山タクシー サービス 運輸業 5%

51,671 東京都 足立区 日個連　澤山タクシー サービス 運輸業 5%

51,672 東京都 足立区 日個連　三瓶タクシー サービス 運輸業 5%

51,673 東京都 足立区 日個連　塩崎タクシー サービス 運輸業 5%

51,674 東京都 足立区 日個連　鹿野タクシー サービス 運輸業 5%

51,675 東京都 足立区 日個連　鹿摩タクシー サービス 運輸業 5%

51,676 東京都 足立区 日個連　鹿山タクシー サービス 運輸業 5%

51,677 東京都 足立区 日個連　篠﨑タクシー サービス 運輸業 5%

51,678 東京都 足立区 日個連　柴田タクシー サービス 運輸業 5%

51,679 東京都 足立区 日個連　柴田タクシー サービス 運輸業 5%

51,680 東京都 足立区 日個連　嶋田タクシー サービス 運輸業 5%

51,681 東京都 足立区 日個連　島村タクシー サービス 運輸業 5%

51,682 東京都 足立区 日個連　清水タクシー サービス 運輸業 5%

51,683 東京都 足立区 日個連　清水タクシー サービス 運輸業 5%

51,684 東京都 足立区 日個連　清水タクシー サービス 運輸業 5%

51,685 東京都 足立区 日個連　上間タクシー サービス 運輸業 5%

51,686 東京都 足立区 日個連　白鳥タクシー サービス 運輸業 5%

51,687 東京都 足立区 日個連　城間タクシー サービス 運輸業 5%

51,688 東京都 足立区 日個連　新保タクシー サービス 運輸業 5%

51,689 東京都 足立区 日個連　新村タクシー サービス 運輸業 5%

51,690 東京都 足立区 日個連　菅谷タクシー サービス 運輸業 5%

51,691 東京都 足立区 日個連　杉野タクシー サービス 運輸業 5%

51,692 東京都 足立区 日個連　杉山タクシー サービス 運輸業 5%

51,693 東京都 足立区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

51,694 東京都 足立区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

51,695 東京都 足立区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

51,696 東京都 足立区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

51,697 東京都 足立区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

51,698 東京都 足立区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

51,699 東京都 足立区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

51,700 東京都 足立区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

51,701 東京都 足立区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

51,702 東京都 足立区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%
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51,703 東京都 足立区 日個連　須藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,704 東京都 足立区 日個連　須戸タクシー サービス 運輸業 5%

51,705 東京都 足立区 日個連　春原タクシー サービス 運輸業 5%

51,706 東京都 足立区 日個連　関タクシー サービス 運輸業 5%

51,707 東京都 足立区 日個連　千田タクシー サービス 運輸業 5%

51,708 東京都 足立区 日個連　園部タクシー サービス 運輸業 5%

51,709 東京都 足立区 日個連　鷹石タクシー サービス 運輸業 5%

51,710 東京都 足立区 日個連　高木タクシー サービス 運輸業 5%

51,711 東京都 足立区 日個連　高師タクシー サービス 運輸業 5%

51,712 東京都 足立区 日個連　髙鍋タクシー サービス 運輸業 5%

51,713 東京都 足立区 日個連　髙橋タクシー サービス 運輸業 5%

51,714 東京都 足立区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

51,715 東京都 足立区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

51,716 東京都 足立区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

51,717 東京都 足立区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

51,718 東京都 足立区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

51,719 東京都 足立区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

51,720 東京都 足立区 日個連　髙星タクシー サービス 運輸業 5%

51,721 東京都 足立区 日個連　高宮タクシー サービス 運輸業 5%

51,722 東京都 足立区 日個連　滝本タクシー サービス 運輸業 5%

51,723 東京都 足立区 日個連　田口タクシー サービス 運輸業 5%

51,724 東京都 足立区 日個連　竹内タクシー サービス 運輸業 5%

51,725 東京都 足立区 日個連　竹内タクシー サービス 運輸業 5%

51,726 東京都 足立区 日個連　竹川タクシー サービス 運輸業 5%

51,727 東京都 足立区 日個連　竹下タクシー サービス 運輸業 5%

51,728 東京都 足立区 日個連　武田タクシー サービス 運輸業 5%

51,729 東京都 足立区 日個連　竹田タクシー サービス 運輸業 5%

51,730 東京都 足立区 日個連　武田タクシー サービス 運輸業 5%

51,731 東京都 足立区 日個連　竹野タクシー サービス 運輸業 5%

51,732 東京都 足立区 日個連　城タクシー サービス 運輸業 5%

51,733 東京都 足立区 日個連　橘タクシー サービス 運輸業 5%

51,734 東京都 足立区 日個連　橘タクシー サービス 運輸業 5%

51,735 東京都 足立区 日個連　巽タクシー サービス 運輸業 5%

51,736 東京都 足立区 日個連　田名網タクシー サービス 運輸業 5%

51,737 東京都 足立区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

51,738 東京都 足立区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

51,739 東京都 足立区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

51,740 東京都 足立区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

51,741 東京都 足立区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

51,742 東京都 足立区 日個連　棚橋タクシー サービス 運輸業 5%

51,743 東京都 足立区 日個連　谷原タクシー サービス 運輸業 5%

51,744 東京都 足立区 日個連　田幡タクシー サービス 運輸業 5%

1234



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

51,745 東京都 足立区 日個連　玉田タクシー サービス 運輸業 5%

51,746 東京都 足立区 日個連　田村タクシー サービス 運輸業 5%

51,747 東京都 足立区 日個連　田村タクシー サービス 運輸業 5%

51,748 東京都 足立区 日個連　樽井タクシー サービス 運輸業 5%

51,749 東京都 足立区 日個連　千葉タクシー サービス 運輸業 5%

51,750 東京都 足立区 日個連　忠鉢タクシー サービス 運輸業 5%

51,751 東京都 足立区 日個連　塚田タクシー サービス 運輸業 5%

51,752 東京都 足立区 日個連　綱川タクシー サービス 運輸業 5%

51,753 東京都 足立区 日個連　鶴野タクシー サービス 運輸業 5%

51,754 東京都 足立区 日個連　鶴見タクシー サービス 運輸業 5%

51,755 東京都 足立区 日個連　鉄本タクシー サービス 運輸業 5%

51,756 東京都 足立区 日個連　寺田タクシー サービス 運輸業 5%

51,757 東京都 足立区 日個連　當間タクシー サービス 運輸業 5%

51,758 東京都 足立区 日個連　富樫タクシー サービス 運輸業 5%

51,759 東京都 足立区 日個連　床井タクシー サービス 運輸業 5%

51,760 東京都 足立区 日個連　戸次タクシー サービス 運輸業 5%

51,761 東京都 足立区 日個連　冨本タクシー サービス 運輸業 5%

51,762 東京都 足立区 日個連　内藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,763 東京都 足立区 日個連　内藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,764 東京都 足立区 日個連　内藤タクシー サービス 運輸業 5%

51,765 東京都 足立区 日個連　中里タクシー サービス 運輸業 5%

51,766 東京都 足立区 日個連　中嶋タクシー サービス 運輸業 5%

51,767 東京都 足立区 日個連　中島タクシー サービス 運輸業 5%

51,768 東京都 足立区 日個連　中島タクシー サービス 運輸業 5%

51,769 東京都 足立区 日個連　長嶋タクシー サービス 運輸業 5%

51,770 東京都 足立区 日個連　中田タクシー サービス 運輸業 5%

51,771 東京都 足立区 日個連　中廣タクシー サービス 運輸業 5%

51,772 東京都 足立区 日個連　中丸タクシー サービス 運輸業 5%

51,773 東京都 足立区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

51,774 東京都 足立区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

51,775 東京都 足立区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

51,776 東京都 足立区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

51,777 東京都 足立区 日個連　中山タクシー サービス 運輸業 5%

51,778 東京都 足立区 日個連　梨本タクシー サービス 運輸業 5%

51,779 東京都 足立区 日個連　成澤タクシー サービス 運輸業 5%

51,780 東京都 足立区 日個連　成岡タクシー サービス 運輸業 5%

51,781 東京都 足立区 日個連　南部タクシー サービス 運輸業 5%

51,782 東京都 足立区 日個連　新居タクシー サービス 運輸業 5%

51,783 東京都 足立区 日個連　西尾タクシー サービス 運輸業 5%

51,784 東京都 足立区 日個連　西川タクシー サービス 運輸業 5%

51,785 東京都 足立区 日個連　西タクシー サービス 運輸業 5%

51,786 東京都 足立区 日個連　西田タクシー サービス 運輸業 5%
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51,787 東京都 足立区 日個連　西塚タクシー サービス 運輸業 5%

51,788 東京都 足立区 日個連　西名タクシー サービス 運輸業 5%

51,789 東京都 足立区 日個連　二藤部タクシー サービス 運輸業 5%

51,790 東京都 足立区 日個連　二宮タクシー サービス 運輸業 5%

51,791 東京都 足立区 日個連　沼田タクシー サービス 運輸業 5%

51,792 東京都 足立区 日個連　根本タクシー サービス 運輸業 5%

51,793 東京都 足立区 日個連　根本タクシー サービス 運輸業 5%

51,794 東京都 足立区 日個連　野沢タクシー サービス 運輸業 5%

51,795 東京都 足立区 日個連　野下タクシー サービス 運輸業 5%

51,796 東京都 足立区 日個連　野田タクシー サービス 運輸業 5%

51,797 東京都 足立区 日個連　野田タクシー サービス 運輸業 5%

51,798 東京都 足立区 日個連　野村タクシー サービス 運輸業 5%

51,799 東京都 足立区 日個連　野村タクシー サービス 運輸業 5%

51,800 東京都 足立区 日個連　野本タクシー サービス 運輸業 5%

51,801 東京都 足立区 日個連　野本タクシー サービス 運輸業 5%

51,802 東京都 足立区 日個連　橋口タクシー サービス 運輸業 5%

51,803 東京都 足立区 日個連　橋本タクシー サービス 運輸業 5%

51,804 東京都 足立区 日個連　橋本タクシー サービス 運輸業 5%

51,805 東京都 足立区 日個連　走出タクシー サービス 運輸業 5%

51,806 東京都 足立区 日個連　蓮沼タクシー サービス 運輸業 5%

51,807 東京都 足立区 日個連　畠山タクシー サービス 運輸業 5%

51,808 東京都 足立区 日個連　秦タクシー サービス 運輸業 5%

51,809 東京都 足立区 日個連　波多タクシー サービス 運輸業 5%

51,810 東京都 足立区 日個連　服部タクシー サービス 運輸業 5%

51,811 東京都 足立区 日個連　服部タクシー サービス 運輸業 5%

51,812 東京都 足立区 日個連　塙タクシー サービス 運輸業 5%

51,813 東京都 足立区 日個連　羽根田タクシー サービス 運輸業 5%

51,814 東京都 足立区 日個連　濱田タクシー サービス 運輸業 5%

51,815 東京都 足立区 日個連　濱野タクシー サービス 運輸業 5%

51,816 東京都 足立区 日個連　葉本タクシー サービス 運輸業 5%

51,817 東京都 足立区 日個連　早川タクシー サービス 運輸業 5%

51,818 東京都 足立区 日個連　早川タクシー サービス 運輸業 5%

51,819 東京都 足立区 日個連　早川タクシー サービス 運輸業 5%

51,820 東京都 足立区 日個連　林タクシー サービス 運輸業 5%

51,821 東京都 足立区 日個連　林タクシー サービス 運輸業 5%

51,822 東京都 足立区 日個連　原タクシー サービス 運輸業 5%

51,823 東京都 足立区 日個連　原タクシー サービス 運輸業 5%

51,824 東京都 足立区 日個連　原タクシー サービス 運輸業 5%

51,825 東京都 足立区 日個連　原タクシー サービス 運輸業 5%

51,826 東京都 足立区 日個連　原田タクシー サービス 運輸業 5%

51,827 東京都 足立区 日個連　樋口タクシー サービス 運輸業 5%

51,828 東京都 足立区 日個連　檜山タクシー サービス 運輸業 5%
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51,829 東京都 足立区 日個連　平井タクシー サービス 運輸業 5%

51,830 東京都 足立区 日個連　平澤タクシー サービス 運輸業 5%

51,831 東京都 足立区 日個連　平嶋タクシー サービス 運輸業 5%

51,832 東京都 足立区 日個連　平田タクシー サービス 運輸業 5%

51,833 東京都 足立区 日個連　平野タクシー サービス 運輸業 5%

51,834 東京都 足立区 日個連　平山タクシー サービス 運輸業 5%

51,835 東京都 足立区 日個連　昼間タクシー サービス 運輸業 5%

51,836 東京都 足立区 日個連　広瀬タクシー サービス 運輸業 5%

51,837 東京都 足立区 日個連　広瀬タクシー サービス 運輸業 5%

51,838 東京都 足立区 日個連　深井タクシー サービス 運輸業 5%

51,839 東京都 足立区 日個連　深見タクシー サービス 運輸業 5%

51,840 東京都 足立区 日個連　福島タクシー サービス 運輸業 5%

51,841 東京都 足立区 日個連　福田タクシー サービス 運輸業 5%

51,842 東京都 足立区 日個連　福田タクシー サービス 運輸業 5%

51,843 東京都 足立区 日個連　福田タクシー サービス 運輸業 5%

51,844 東京都 足立区 日個連　福地タクシー サービス 運輸業 5%

51,845 東京都 足立区 日個連　福光タクシー サービス 運輸業 5%

51,846 東京都 足立区 日個連　福本タクシー サービス 運輸業 5%

51,847 東京都 足立区 日個連　藤田タクシー サービス 運輸業 5%

51,848 東京都 足立区 日個連　藤田タクシー サービス 運輸業 5%

51,849 東京都 足立区 日個連　藤田タクシー サービス 運輸業 5%

51,850 東京都 足立区 日個連　船倉タクシー サービス 運輸業 5%

51,851 東京都 足立区 日個連　古市タクシー サービス 運輸業 5%

51,852 東京都 足立区 日個連　古谷タクシー サービス 運輸業 5%

51,853 東京都 足立区 日個連　星タクシー サービス 運輸業 5%

51,854 東京都 足立区 日個連　星野タクシー サービス 運輸業 5%

51,855 東京都 足立区 日個連　細川タクシー サービス 運輸業 5%

51,856 東京都 足立区 日個連　細矢タクシー サービス 運輸業 5%

51,857 東京都 足立区 日個連　堀内タクシー サービス 運輸業 5%

51,858 東京都 足立区 日個連　堀江タクシー サービス 運輸業 5%

51,859 東京都 足立区 日個連　堀川タクシー サービス 運輸業 5%

51,860 東京都 足立区 日個連　前澤タクシー サービス 運輸業 5%

51,861 東京都 足立区 日個連　前平タクシー サービス 運輸業 5%

51,862 東京都 足立区 日個連　正木タクシー サービス 運輸業 5%

51,863 東京都 足立区 日個連　松岡タクシー サービス 運輸業 5%

51,864 東京都 足立区 日個連　松岡タクシー サービス 運輸業 5%

51,865 東京都 足立区 日個連　松田タクシー サービス 運輸業 5%

51,866 東京都 足立区 日個連　松永タクシー サービス 運輸業 5%

51,867 東京都 足立区 日個連　松永タクシー サービス 運輸業 5%

51,868 東京都 足立区 日個連　松沼タクシー サービス 運輸業 5%

51,869 東京都 足立区 日個連　松葉タクシー サービス 運輸業 5%

51,870 東京都 足立区 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%
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51,871 東京都 足立区 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%

51,872 東京都 足立区 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%

51,873 東京都 足立区 日個連　的場タクシー サービス 運輸業 5%

51,874 東京都 足立区 日個連　鞠子タクシー サービス 運輸業 5%

51,875 東京都 足立区 日個連　円山タクシー サービス 運輸業 5%

51,876 東京都 足立区 日個連　丸山タクシー サービス 運輸業 5%

51,877 東京都 足立区 日個連　三浦タクシー サービス 運輸業 5%

51,878 東京都 足立区 日個連　三浦タクシー サービス 運輸業 5%

51,879 東京都 足立区 日個連　三枝タクシー サービス 運輸業 5%

51,880 東京都 足立区 日個連　三笠タクシー サービス 運輸業 5%

51,881 東京都 足立区 日個連　三木タクシー サービス 運輸業 5%

51,882 東京都 足立区 日個連　見崎タクシー サービス 運輸業 5%

51,883 東京都 足立区 日個連　三沢タクシー サービス 運輸業 5%

51,884 東京都 足立区 日個連　三栖タクシー サービス 運輸業 5%

51,885 東京都 足立区 日個連　水野タクシー サービス 運輸業 5%

51,886 東京都 足立区 日個連　水元タクシー サービス 運輸業 5%

51,887 東京都 足立区 日個連　皆川タクシー サービス 運輸業 5%

51,888 東京都 足立区 日個連　箕原タクシー サービス 運輸業 5%

51,889 東京都 足立区 日個連　宮川タクシー サービス 運輸業 5%

51,890 東京都 足立区 日個連　宮崎タクシー サービス 運輸業 5%

51,891 東京都 足立区 日個連　宮下タクシー サービス 運輸業 5%

51,892 東京都 足立区 日個連　宮タクシー サービス 運輸業 5%

51,893 東京都 足立区 日個連　宮本タクシー サービス 運輸業 5%

51,894 東京都 足立区 日個連　村上タクシー サービス 運輸業 5%

51,895 東京都 足立区 日個連　村上タクシー サービス 運輸業 5%

51,896 東京都 足立区 日個連　村田タクシー サービス 運輸業 5%

51,897 東京都 足立区 日個連　村山タクシー サービス 運輸業 5%

51,898 東京都 足立区 日個連　目黒タクシー サービス 運輸業 5%

51,899 東京都 足立区 日個連　森川タクシー サービス 運輸業 5%

51,900 東京都 足立区 日個連　森タクシー サービス 運輸業 5%

51,901 東京都 足立区 日個連　森タクシー サービス 運輸業 5%

51,902 東京都 足立区 日個連　森タクシー サービス 運輸業 5%

51,903 東京都 足立区 日個連　森谷タクシー サービス 運輸業 5%

51,904 東京都 足立区 日個連　守谷タクシー サービス 運輸業 5%

51,905 東京都 足立区 日個連　森山タクシー サービス 運輸業 5%

51,906 東京都 足立区 日個連　谷口タクシー サービス 運輸業 5%

51,907 東京都 足立区 日個連　谷古宇タクシー サービス 運輸業 5%

51,908 東京都 足立区 日個連　谷島タクシー サービス 運輸業 5%

51,909 東京都 足立区 日個連　山内タクシー サービス 運輸業 5%

51,910 東京都 足立区 日個連　山内タクシー サービス 運輸業 5%

51,911 東京都 足立区 日個連　山岡タクシー サービス 運輸業 5%

51,912 東京都 足立区 日個連　山口タクシー サービス 運輸業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

51,913 東京都 足立区 日個連　山﨑タクシー サービス 運輸業 5%

51,914 東京都 足立区 日個連　山﨑タクシー サービス 運輸業 5%

51,915 東京都 足立区 日個連　山下タクシー サービス 運輸業 5%

51,916 東京都 足立区 日個連　山下タクシー サービス 運輸業 5%

51,917 東京都 足立区 日個連　山住タクシー サービス 運輸業 5%

51,918 東京都 足立区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

51,919 東京都 足立区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

51,920 東京都 足立区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

51,921 東京都 足立区 日個連　山西タクシー サービス 運輸業 5%

51,922 東京都 足立区 日個連　山野タクシー サービス 運輸業 5%

51,923 東京都 足立区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

51,924 東京都 足立区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

51,925 東京都 足立区 日個連　山屋タクシー サービス 運輸業 5%

51,926 東京都 足立区 日個連　横田タクシー サービス 運輸業 5%

51,927 東京都 足立区 日個連　横堀タクシー サービス 運輸業 5%

51,928 東京都 足立区 日個連　吉江タクシー サービス 運輸業 5%

51,929 東京都 足立区 日個連　吉原タクシー サービス 運輸業 5%

51,930 東京都 足立区 日個連　吉原タクシー サービス 運輸業 5%

51,931 東京都 足立区 日個連　吉村タクシー サービス 運輸業 5%

51,932 東京都 足立区 日個連　依田タクシー サービス 運輸業 5%

51,933 東京都 足立区 日個連　四ツ井タクシー サービス 運輸業 5%

51,934 東京都 足立区 日個連　涌井タクシー サービス 運輸業 5%

51,935 東京都 足立区 日個連　和田タクシー サービス 運輸業 5%

51,936 東京都 足立区 日個連　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

51,937 東京都 足立区 日個連　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

51,938 東京都 足立区 日個連　渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

51,939 東京都 足立区 日個連　渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

51,940 東京都 足立区 日個連　渡部タクシー サービス 運輸業 5%

51,941 東京都 足立区 日東エネルギー株式会社 小売業 その他小売 5%

51,942 東京都 足立区 日東エネルギー（株）東京営業所 小売業 その他小売 5%

51,943 東京都 足立区 日本一ルミネ北千住店 小売業 食料品 5%

51,944 東京都 足立区 日本橋錦豊琳ルミネ北千住店 小売業 食料品 5%

51,945 東京都 足立区 Ｍｅ＋ｙｏｕＤｅｓｉｇｎＳ 小売業 衣料品 5%

51,946 東京都 足立区 ネイル　グラマラス サービス 理容・美容業 5%

51,947 東京都 足立区 ネイルサロン　ファビュラス サービス その他サービス 5%

51,948 東京都 足立区 ネイルサロン　ル　ベルソー サービス その他サービス 5%

51,949 東京都 足立区 ネイルサロングラース サービス 理容・美容業 5%

51,950 東京都 足立区 ＮａｉｌＳａｌｏｎＦａｓｃｉｎｏ サービス その他サービス 5%

51,951 東京都 足立区 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎＢＲＩＬＨＯ サービス その他サービス 5%

51,952 東京都 足立区 ネイルサロンｍａｃａｒｏｎ サービス その他サービス 5%

51,953 東京都 足立区 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ｓａｎｇｏ サービス 理容・美容業 5%

51,954 東京都 足立区 猫カフェ リプミィ 猫カフェ リプミィ サービス 飲食業 5%
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

51,955 東京都 足立区 猫雑貨専門店ねこだん 小売業 衣料品 5%

51,956 東京都 足立区 猫雑貨専門店ねこだん 猫雑貨専門店ねこだん 小売業 その他小売 5%

51,957 東京都 足立区 ＫＮＯＷＨＯＷ北千住 サービス その他サービス 5%

51,958 東京都 足立区 ＮＯＥＬ サービス 理容・美容業 5%

51,959 東京都 足立区 呑み処なり サービス 飲食業 5%

51,960 東京都 足立区 野村畳店 サービス その他サービス 5%

51,961 東京都 足立区 バーバー西山 サービス 理容・美容業 5%

51,962 東京都 足立区 パーフェクト睡眠 小売業 家具・調度品 5%

51,963 東京都 足立区 Ｈａｒｐ’ｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

51,964 東京都 足立区 Ｂｏｗｏｎｅ 小売業 その他小売 5%

51,965 東京都 足立区 ＢＡＯＢＡＢ サービス 飲食業 5%

51,966 東京都 足立区 ｂａｋｕ 小売業 その他小売 5%

51,967 東京都 足立区 BAGUS HAIR MAKE axis サービス 理容・美容業 5%

51,968 東京都 足立区 BAGUS HAIR MAKE more サービス 理容・美容業 5%

51,969 東京都 足立区 泊舟 サービス 飲食業 5%

51,970 東京都 足立区 ＢＡＺＩＯ　キッチンカー サービス 飲食業 5%

51,971 東京都 足立区 長谷川タクシー サービス 運輸業 5%

51,972 東京都 足立区 長谷川畳店 サービス その他サービス 5%

51,973 東京都 足立区 パソコン修理の復活屋さん サービス その他サービス 5%

51,974 東京都 足立区 畑直ステーション　竹ノ塚店 小売業 食料品 5%

51,975 東京都 足立区 畠平タクシー サービス 運輸業 5%

51,976 東京都 足立区 バッグ財布の目々澤鞄 小売業 衣料品 5%

51,977 東京都 足立区 パッケージアート 小売業 その他小売 5%

51,978 東京都 足立区 ハッシュパピー　北千住店 小売業 その他小売 5%

51,979 東京都 足立区 ＨＡＰ サービス 飲食業 5%

51,980 東京都 足立区 パーツワン足立店 小売業 その他小売 5%

51,981 東京都 足立区 花子　北千住店 小売業 衣料品 5%

51,982 東京都 足立区 栃木屋商店　花畑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

51,983 東京都 足立区 出光花畑中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

51,984 東京都 足立区 はなはた動物病院 サービス その他サービス 5%

51,985 東京都 足立区 ハマダヤ サービス 飲食業 5%

51,986 東京都 足立区 林田タクシー サービス 運輸業 5%

51,987 東京都 足立区 はりや　総本店 サービス 飲食業 5%

51,988 東京都 足立区 はる菜 小売業 その他小売 5%

51,989 東京都 足立区 ハワイアンカフェ ラウラウラム サービス 飲食業 5%

51,990 東京都 足立区 ハンコ卸売センター千住大橋駅前店 小売業 その他小売 5%

51,991 東京都 足立区 はんこ家一番足立区役所前店 小売業 その他小売 5%

51,992 東京都 足立区 販促ツール有限会社 サービス その他サービス 5%

51,993 東京都 足立区 ＨａｎｄＭｉｌｄ サービス 理容・美容業 5%

51,994 東京都 足立区 ひえだ救急サービス サービス 運輸業 5%

51,995 東京都 足立区 東栗原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

51,996 東京都 足立区 東保木間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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51,997 東京都 足立区 ひかる動物病院 サービス その他サービス 5%

51,998 東京都 足立区 Ｂｉｓｔｒｏ　ＵＥＨＡＲＡ サービス 飲食業 5%

51,999 東京都 足立区 ｐｉｚｚｅｒｉａ ＡＬＬＯＲＯ サービス 飲食業 5%

52,000 東京都 足立区 一ッ家ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,001 東京都 足立区 比内地鶏中華そば　田乃井 サービス 飲食業 5%

52,002 東京都 足立区 美ｎｉｎａｌｕ サービス 理容・美容業 5%

52,003 東京都 足立区 日の出交通 サービス 運輸業 5%

52,004 東京都 足立区 ビーハウス竹の塚店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

52,005 東京都 足立区 ビーパワーズ 小売業 その他小売 5%

52,006 東京都 足立区 ビューティースタジオピエロ サービス 理容・美容業 5%

52,007 東京都 足立区 Ｂｅｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｍｅｎ サービス その他サービス 5%

52,008 東京都 足立区 ビューティサロンジョイ サービス 理容・美容業 5%

52,009 東京都 足立区 美容室ＳｕｎｎｙＧａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

52,010 東京都 足立区 美容室ｎａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

52,011 東京都 足立区 美容室リブラ サービス 理容・美容業 5%

52,012 東京都 足立区 ピロースタンドイプノス北千住店 小売業 その他小売 5%

52,013 東京都 足立区 ΦＰＨＩ 小売業 衣料品 5%

52,014 東京都 足立区 フィッテ 小売業 その他小売 5%

52,015 東京都 足立区 ＦｅｒｅＢｒｉｇｈｔ北千住店 サービス 理容・美容業 5%

52,016 東京都 足立区 フェリーチェ サービス 理容・美容業 5%

52,017 東京都 足立区 フォトスタジオプリンセス竹ノ塚 サービス その他サービス 5%

52,018 東京都 足立区 Ｐｕｋａｒａｓｕ サービス 理容・美容業 5%

52,019 東京都 足立区 合同会社福原商店 サービス その他サービス 5%

52,020 東京都 足立区 ふじ屋どん八 サービス 飲食業 5%

52,021 東京都 足立区 フジヤ　花畑店 小売業 衣料品 5%

52,022 東京都 足立区 株式会社渕江乳業 小売業 その他小売 5%

52,023 東京都 足立区 フットデザイン サービス その他サービス 5%

52,024 東京都 足立区 サーバー構築ハンズオン教室 サービス その他サービス 5%

52,025 東京都 足立区 ｐｒｉｖａｔｅ ｎａｉｌ ｓｐａｃｅ Ｓ ａｎｄ Ｃ サービス 理容・美容業 5%

52,026 東京都 足立区 ブリアント　北千住店 サービス 理容・美容業 5%

52,027 東京都 足立区 フリーマーケット 小売業 その他小売 5%

52,028 東京都 足立区 ぷりずむ館竹ノ塚 サービス その他サービス 5%

52,029 東京都 足立区 ＢｌｕｅＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

52,030 東京都 足立区 ＦＲＡＭｅＷＯＲＫルミネ北千住店 小売業 衣料品 5%

52,031 東京都 足立区 フレンド化粧品店 小売業 その他小売 5%

52,032 東京都 足立区 ＦＬＯＡＤ サービス 理容・美容業 5%

52,033 東京都 足立区 プロローグリュクス北千住店 小売業 衣料品 5%

52,034 東京都 足立区 ｆｌａｐｐｅｒ サービス 理容・美容業 5%

52,035 東京都 足立区 ｈａｉｒ　Ｃｈａｒｍｅ サービス 理容・美容業 5%

52,036 東京都 足立区 Ｈａｉｒ Ｃｒａｆｔ Ｇｏｒｏ 本店 サービス 理容・美容業 5%

52,037 東京都 足立区 ヘアーサロン　イトウ サービス 理容・美容業 5%

52,038 東京都 足立区 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＭＯＫＡ サービス 理容・美容業 5%
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52,039 東京都 足立区 ＢＥＡＲＳ　　ＢＥＡＲＳ 小売業 衣料品 5%

52,040 東京都 足立区 ＨＡＩＲ ＳＴＵＤＩＯ ＧＯＧＯ ＨＡＩＲ ＨＡＩＲ ＳＴＵＤＩＯ ＧＯ ＧＯ ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

52,041 東京都 足立区 ヘアークラブ　ニコ サービス 理容・美容業 5%

52,042 東京都 足立区 ヘアサロン サンライズ サービス 理容・美容業 5%

52,043 東京都 足立区 ヘアサロン千葉 サービス 理容・美容業 5%

52,044 東京都 足立区 ヘアメイクアッシュ北千住店 サービス 理容・美容業 5%

52,045 東京都 足立区 Ｈａｉｒｗｏｒｋｓ花椿 サービス 理容・美容業 5%

52,046 東京都 足立区 ｐｅｊｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

52,047 東京都 足立区 へちもん サービス 飲食業 5%

52,048 東京都 足立区 ペットセレモニープレア東京 サービス その他サービス 5%

52,049 東京都 足立区 ベニースーパー佐野店 小売業 その他小売 5%

52,050 東京都 足立区 紅屋ｃｈｏｉｃｅ 小売業 衣料品 5%

52,051 東京都 足立区 保木間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,052 東京都 足立区 保木間たまきや 小売業 その他小売 5%

52,053 東京都 足立区 保木間東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,054 東京都 足立区 星丸くん サービス 飲食業 5%

52,055 東京都 足立区 北光タクシー サービス その他サービス 5%

52,056 東京都 足立区 ホテルアイム　西新井　西新井 サービス 宿泊業 5%

52,057 東京都 足立区 ホテル　ラ　フィレンツェ サービス 宿泊業 5%

52,058 東京都 足立区 ＢＯＮＨＥＵＲＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

52,059 東京都 足立区 ホビーオフ　足立南花畑店 サービス その他サービス 2%

52,060 東京都 足立区 ホビーオフ　北千住店 サービス その他サービス 2%

52,061 東京都 足立区 ポポラマーマ綾瀬店 サービス 飲食業 5%

52,062 東京都 足立区 ポポラマーマ北千住店 サービス 飲食業 5%

52,063 東京都 足立区 ｐｏｌａｊｅ北千住店 小売業 その他小売 5%

52,064 東京都 足立区 ホリディサイクル サービス その他サービス 5%

52,065 東京都 足立区 本社 サービス 運輸業 5%

52,066 東京都 足立区 ＢＯＮＤＳ サービス その他サービス 5%

52,067 東京都 足立区 ホンダウイング横山輪業 小売業 その他小売 5%

52,068 東京都 足立区 ＭＡＲＫＳ＆ＷＥＢルミネ北千住ショップ 小売業 その他小売 5%

52,069 東京都 足立区 ＭＡＲＴＯＫＹＯ 小売業 その他小売 5%

52,070 東京都 足立区 マイアニ・リペア サービス その他サービス 5%

52,071 東京都 足立区 マギーファーム 小売業 衣料品 5%

52,072 東京都 足立区 マクドナルド足立六町店 サービス 飲食業 2%

52,073 東京都 足立区 マクドナルド牛田駅前店 サービス 飲食業 2%

52,074 東京都 足立区 マクドナルド梅島駅前店 サービス 飲食業 2%

52,075 東京都 足立区 マクドナルド尾久橋通り江北店 サービス 飲食業 2%

52,076 東京都 足立区 マクドナルド尾竹橋通り栗原店 サービス 飲食業 2%

52,077 東京都 足立区 マクドナルド環七大谷田店 サービス 飲食業 2%

52,078 東京都 足立区 マクドナルド北綾瀬西友前店 サービス 飲食業 2%

52,079 東京都 足立区 マクドナルド五反野駅前店 サービス 飲食業 2%

52,080 東京都 足立区 マクドナルド鹿浜四丁目店 サービス 飲食業 2%
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52,081 東京都 足立区 マクドナルド千住ミルディス店 サービス 飲食業 2%

52,082 東京都 足立区 マクドナルド竹の塚イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

52,083 東京都 足立区 マクドナルド竹の塚駅前店 サービス 飲食業 2%

52,084 東京都 足立区 マクドナルド西新井アリオ店 サービス 飲食業 2%

52,085 東京都 足立区 マクドナルド西新井店 サービス 飲食業 2%

52,086 東京都 足立区 マクドナルド保木間店 サービス 飲食業 2%

52,087 東京都 足立区 まごの手　本店 サービス その他サービス 5%

52,088 東京都 足立区 正岡時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

52,089 東京都 足立区 まじ満 サービス 飲食業 5%

52,090 東京都 足立区 マツエ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

52,091 東京都 足立区 松電西新井店 小売業 電化製品 5%

52,092 東京都 足立区 松本巧舎 サービス その他サービス 5%

52,093 東京都 足立区 マナルト　ネイル サービス 理容・美容業 5%

52,094 東京都 足立区 ［ＨＣ］まやテレビ 小売業 電化製品 5%

52,095 東京都 足立区 インポート子供服マリッシュ 小売業 衣料品 5%

52,096 東京都 足立区 丸井自動車 サービス 運輸業 5%

52,097 東京都 足立区 マルカワ竹の塚店 小売業 衣料品 5%

52,098 東京都 足立区 マルキ水産　足立鹿浜店 サービス 飲食業 5%

52,099 東京都 足立区 マルコー観光タクシー サービス 運輸業 5%

52,100 東京都 足立区 マルコータクシー サービス 運輸業 5%

52,101 東京都 足立区 マルミ洋品店 小売業 衣料品 5%

52,102 東京都 足立区 まんがランド 北千住２号店 サービス その他サービス 5%

52,103 東京都 足立区 まんがランド 綾瀬店 サービス その他サービス 5%

52,104 東京都 足立区 ミシンショップタケダ　北千住本店 小売業 電化製品 5%

52,105 東京都 足立区 三田商店　ぷちショップ三田商店 小売業 食料品 5%

52,106 東京都 足立区 ミックヘア＆ビューティ　西新井店 サービス 理容・美容業 5%

52,107 東京都 足立区 三ツ矢ゴム工業 小売業 その他小売 5%

52,108 東京都 足立区 宮城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,109 東京都 足立区 ｍｕｇｕｅｔ 小売業 衣料品 5%

52,110 東京都 足立区 Ｍｅ＋ｙｏｕ　ＤｅｓｉｇｎＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

52,111 東京都 足立区 ＭＩＬＫＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

52,112 東京都 足立区 無国籍酒肴　Himeji サービス 飲食業 5%

52,113 東京都 足立区 ムラサキスポーツ　ムラサキパーク 小売業 その他小売 5%

52,114 東京都 足立区 村松工務店 サービス その他サービス 5%

52,115 東京都 足立区 ムーラン　北千住西口駅前店 小売業 その他小売 5%

52,116 東京都 足立区 メガネサロン　ルック　竹の塚店 小売業 貴金属・服飾品 5%

52,117 東京都 足立区 メガネサロンルック　鹿浜店 小売業 貴金属・服飾品 5%

52,118 東京都 足立区 メガネストアー綾瀬 小売業 その他小売 5%

52,119 東京都 足立区 メガネストアー綾瀬店 小売業 その他小売 5%

52,120 東京都 足立区 メガネストアー梅島 小売業 その他小売 5%

52,121 東京都 足立区 メガネストアー梅島店 小売業 その他小売 5%

52,122 東京都 足立区 メガネストアー北綾瀬 小売業 その他小売 5%
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52,123 東京都 足立区 メガネストアー北綾瀬店 小売業 その他小売 5%

52,124 東京都 足立区 メガネストアー竹の塚 小売業 その他小売 5%

52,125 東京都 足立区 メガネストアー竹の塚店 小売業 その他小売 5%

52,126 東京都 足立区 メガネデパート　西新井店 小売業 その他小売 5%

52,127 東京都 足立区 メガネハウス 小売業 貴金属・服飾品 5%

52,128 東京都 足立区 メル友　綾瀬店 小売業 電化製品 5%

52,129 東京都 足立区 メロディランド メロディランド 北千住店 サービス 飲食業 5%

52,130 東京都 足立区 メロディランド　北千住店 サービス 飲食業 5%

52,131 東京都 足立区 株式会社メンズギャラリー福田 小売業 衣料品 5%

52,132 東京都 足立区 麺場田所商店足立江北店 サービス 飲食業 5%

52,133 東京都 足立区 モエダタクシー サービス 運輸業 5%

52,134 東京都 足立区 ＭｏｄｅｒｎＨｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

52,135 東京都 足立区 本木町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,136 東京都 足立区 モトショップヒーローズ 小売業 その他小売 5%

52,137 東京都 足立区 Ｍｏｎｓｏｕｒｉｒｅ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

52,138 東京都 足立区 焼鳥　倶楽部 サービス 飲食業 5%

52,139 東京都 足立区 やきとり にしだ場 梅島店 サービス 飲食業 5%

52,140 東京都 足立区 焼鳥が止まらない店　　焼き膳　　彩鳥 サービス 飲食業 5%

52,141 東京都 足立区 やきとり光　大谷田店 サービス 飲食業 5%

52,142 東京都 足立区 焼肉　昴 サービス 飲食業 5%

52,143 東京都 足立区 焼肉京城北千住店 サービス 飲食業 5%

52,144 東京都 足立区 焼肉　山河　西新井店 サービス 飲食業 5%

52,145 東京都 足立区 焼肉　釜山 サービス 飲食業 5%

52,146 東京都 足立区 やじろべえ サービス 飲食業 5%

52,147 東京都 足立区 ヤスカリ サービス その他サービス 5%

52,148 東京都 足立区 山崎商店 Ｌｉｖｉｎｇ ｓｈｏｐ ＹＫ 小売業 家具・調度品 5%

52,149 東京都 足立区 山田電化ハウス 小売業 電化製品 5%

52,150 東京都 足立区 山田電化ハウス（株） 小売業 電化製品 5%

52,151 東京都 足立区 山根電機商会 小売業 電化製品 5%

52,152 東京都 足立区 山本タクシー サービス 運輸業 5%

52,153 東京都 足立区 山本電気 小売業 電化製品 5%

52,154 東京都 足立区 山与し サービス 飲食業 5%

52,155 東京都 足立区 和 サービス 飲食業 5%

52,156 東京都 足立区 ＡＧＥＮＣＥ．ＪＰ サービス その他サービス 5%

52,157 東京都 足立区 ＵＱスポット 北千住 小売業 その他小売 2%

52,158 東京都 足立区 有限会社　神明鈑金工業所 サービス その他サービス 5%

52,159 東京都 足立区 有限会社アライズ サービス その他サービス 5%

52,160 東京都 足立区 有限会社サカエヤ金物店 小売業 家具・調度品 5%

52,161 東京都 足立区 シアンズ サービス その他サービス 5%

52,162 東京都 足立区 ジオミウラ 小売業 衣料品 5%

52,163 東京都 足立区 有限会社松月 サービス 飲食業 5%

52,164 東京都 足立区 （有）昇莉夢　綾瀬駅前店 小売業 その他小売 5%
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52,165 東京都 足立区 （有）昇莉夢　本店 小売業 その他小売 5%

52,166 東京都 足立区 有限会社大信倉庫 サービス その他サービス 5%

52,167 東京都 足立区 有限会社フェニックス サービス その他サービス 5%

52,168 東京都 足立区 有限会社マサミ 小売業 衣料品 5%

52,169 東京都 足立区 有限会社リッチネット東京 サービス 運輸業 5%

52,170 東京都 足立区 ユニバーサルドラッグ　鹿浜店 小売業 その他小売 5%

52,171 東京都 足立区 ユニバーサルドラッグ綾瀬店 小売業 その他小売 5%

52,172 東京都 足立区 ユニバーサルドラッグ新五反野店 小売業 その他小売 5%

52,173 東京都 足立区 ユニバーサルドラッグ薬局鹿浜調剤店 小売業 その他小売 5%

52,174 東京都 足立区 株式会社夢交通 サービス 運輸業 5%

52,175 東京都 足立区 ゆららかマーケット 小売業 その他小売 5%

52,176 東京都 足立区 ゆらり 北千住店 サービス 飲食業 5%

52,177 東京都 足立区 ｙｕｎｔａｋｕ【ユンタク】 サービス 理容・美容業 5%

52,178 東京都 足立区 ユンダニホンカブシキガイシャ 小売業 衣料品 5%

52,179 東京都 足立区 中華料理豫園 サービス 飲食業 5%

52,180 東京都 足立区 横浜家系ラーメン 壱之家 サービス 飲食業 5%

52,181 東京都 足立区 吉田タクシー サービス 運輸業 5%

52,182 東京都 足立区 よるカフェ足立梅田店 サービス 飲食業 5%

52,183 東京都 足立区 夜ぽっぽ笑いち　夜ぽっぽ　笑いち サービス 飲食業 5%

52,184 東京都 足立区 Ｌａ　ＺＡＰＰＡ サービス 飲食業 5%

52,185 東京都 足立区 Ｌａｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

52,186 東京都 足立区 ラクーラビューティ サービス 理容・美容業 5%

52,187 東京都 足立区 Ｌａｐｉｓ・ｌａｚｕｌｉ 小売業 食料品 5%

52,188 東京都 足立区 ｒｉａｎ サービス 理容・美容業 5%

52,189 東京都 足立区 リエジュ西新井店 小売業 貴金属・服飾品 5%

52,190 東京都 足立区 リサイクル＆ブランドブティックグレイ 小売業 その他小売 5%

52,191 東京都 足立区 リサイクルきもの　たんす屋　北千住店 小売業 衣料品 5%

52,192 東京都 足立区 Ｒｉｔｚ　北千住店 サービス 理容・美容業 5%

52,193 東京都 足立区 リトルツリースタジオ サービス その他サービス 5%

52,194 東京都 足立区 リブラウィンド 小売業 その他小売 5%

52,195 東京都 足立区 リフレクソロジーの店　藤田 サービス その他サービス 5%

52,196 東京都 足立区 中国茶専門店リムテー 小売業 食料品 5%

52,197 東京都 足立区 Ｌｉｍｏ サービス 理容・美容業 5%

52,198 東京都 足立区 理容ちば サービス 理容・美容業 5%

52,199 東京都 足立区 理容ヤグチ サービス 理容・美容業 5%

52,200 東京都 足立区 ＲＹＯＫＡＮ＆ＤＡＹ雫 サービス 宿泊業 5%

52,201 東京都 足立区 Ｒｅ　Ｒａ　Ｋｕ　綾瀬リエッタ店 サービス その他サービス 5%

52,202 東京都 足立区 Ｌｉｌｙ． サービス 理容・美容業 5%

52,203 東京都 足立区 Ｌｉｔｔｌｅ＂Ｂ＂ 小売業 衣料品 5%

52,204 東京都 足立区 ＬＩＮＣＯＲＩＧＩＮＡＬＭＡＫＥＲＳ サービス その他サービス 5%

52,205 東京都 足立区 リンクファスト 小売業 その他小売 5%

52,206 東京都 足立区 鱗粉館 サービス その他サービス 5%
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52,207 東京都 足立区 ＬＯＯＦＴＯＫＹＯＢＡＳＥ 小売業 その他小売 5%

52,208 東京都 足立区 ル・クルーゼ 小売業 その他小売 5%

52,209 東京都 足立区 ルミネ北千住店 小売業 その他小売 5%

52,210 東京都 足立区 ルミネ北千住店 小売業 食料品 5%

52,211 東京都 足立区 ル・ララドゥ サービス 理容・美容業 5%

52,212 東京都 足立区 ＬＡｉＬｙ　【レイリー】 サービス 理容・美容業 5%

52,213 東京都 足立区 Ｒｅｓｃｕｅ－Ｈａｉｒ　北千住店 サービス 理容・美容業 5%

52,214 東京都 足立区 レストラン龍苑 サービス 飲食業 5%

52,215 東京都 足立区 Ｌｅｔ′ｓヤマギシ　パート２ 小売業 電化製品 5%

52,216 東京都 足立区 Ｌｅｔ′ｓヤマギシＰａｒｔ１ 小売業 電化製品 5%

52,217 東京都 足立区 レディス　ファッション　かわい 小売業 衣料品 5%

52,218 東京都 足立区 レディスファッション　カワイ青井店 小売業 衣料品 5%

52,219 東京都 足立区 ＬＡＤＹ　ＬＵＣＫ　ＬＵＣＡ 小売業 衣料品 5%

52,220 東京都 足立区 ＲｏｇｕｅＨＡＩＲ綾瀬店 サービス 理容・美容業 5%

52,221 東京都 足立区 ＲｏａｄＴｒｉｐＪａｐａｎ サービス その他サービス 5%

52,222 東京都 足立区 ＲｏｓｅｔｔｅＮ＂ サービス 理容・美容業 5%

52,223 東京都 足立区 ＲＯＤＥＯ／ＡＮＳＷＥＲ 小売業 衣料品 5%

52,224 東京都 足立区 ワークショップミスミ 小売業 その他小売 5%

52,225 東京都 足立区 ＹＳＰ　墨田サービスファクトリー 小売業 その他小売 5%

52,226 東京都 足立区 わかば薬局 サービス その他サービス 5%

52,227 東京都 足立区 わかるとできる　パサージオ西新井校 サービス その他サービス 5%

52,228 東京都 足立区 和牛肉バル　２５３８ サービス 飲食業 5%

52,229 東京都 足立区 和ごころ薬局 小売業 その他小売 5%

52,230 東京都 足立区 和食工房おべんと亭 小売業 食料品 5%

52,231 東京都 足立区 渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

52,232 東京都 足立区 和ビストロ　２５３８ サービス 飲食業 5%

52,233 東京都 足立区 わん泊ランド サービス その他サービス 5%

52,234 東京都 荒川区 ＲＳサポート サービス その他サービス 5%

52,235 東京都 荒川区 アウグス 谷中ビアホール 夕やけだんだん店 サービス 飲食業 5%

52,236 東京都 荒川区 株式会社アウトレットドレスＪＪ 小売業 衣料品 5%

52,237 東京都 荒川区 ａｃｒｏｓｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｂｌｕｅｓ　ｈａｉｒ　ｇａｌｌｅｒｙ　ｂｙ　ａｃｒｏｓｓ　日暮 サービス 理容・美容業 5%

52,238 東京都 荒川区 Ａ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ　Ｆａｒｍ サービス 理容・美容業 5%

52,239 東京都 荒川区 アトリエ増田洋一郎 サービス その他サービス 5%

52,240 東京都 荒川区 日暮里支店　アニカム事業部 サービス その他サービス 5%

52,241 東京都 荒川区 ＡＢＹＳＳＬＩＢＥＲＴＹ 小売業 衣料品 5%

52,242 東京都 荒川区 アポカリ サービス 飲食業 5%

52,243 東京都 荒川区 アミン動物病院 サービス その他サービス 5%

52,244 東京都 荒川区 あらかわいちまち動物病院 サービス その他サービス 5%

52,245 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川１丁目店 小売業 食料品 2%

52,246 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川おぐぎんざ店 小売業 食料品 2%

52,247 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川尾竹橋店 小売業 食料品 2%

52,248 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川５丁目店 小売業 食料品 2%
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52,249 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川新三河島駅前店 小売業 食料品 2%

52,250 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川千住大橋店 小売業 食料品 2%

52,251 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川店 小売業 食料品 2%

52,252 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川西尾久３丁目店 小売業 食料品 2%

52,253 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川西尾久８丁目店 小売業 食料品 2%

52,254 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川西日暮里１丁目店 小売業 食料品 2%

52,255 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川西日暮里５丁目店 小売業 食料品 2%

52,256 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川東尾久４丁目店 小売業 食料品 2%

52,257 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川東尾久６丁目店 小売業 食料品 2%

52,258 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川東日暮里１丁目店 小売業 食料品 2%

52,259 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川東日暮里２丁目店 小売業 食料品 2%

52,260 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川東日暮里６丁目店 小売業 食料品 2%

52,261 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川町屋５丁目店 小売業 食料品 2%

52,262 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川町屋店 小売業 食料品 2%

52,263 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川南千住３丁目店 小売業 食料品 2%

52,264 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川南千住７丁目南店 小売業 食料品 2%

52,265 東京都 荒川区 セブン－イレブン荒川南千住４丁目店 小売業 食料品 2%

52,266 東京都 荒川区 アルソア彩華 小売業 衣料品 5%

52,267 東京都 荒川区 アンテンドゥ パン工房 ＬａＬａテラス南千住店 小売業 食料品 5%

52,268 東京都 荒川区 ＡｎｄＬｅａｔｈｅｒ日暮里アネッ 小売業 貴金属・服飾品 5%

52,269 東京都 荒川区 ＡｎｄＬｅａｔｈｅｒ日暮里中央店 小売業 貴金属・服飾品 5%

52,270 東京都 荒川区 ＡｎｄＬｅａｔｈｅｒ日暮里店 小売業 貴金属・服飾品 5%

52,271 東京都 荒川区 いー修理 サービス その他サービス 5%

52,272 東京都 荒川区 ＩＫｉＨｏ サービス 理容・美容業 5%

52,273 東京都 荒川区 居酒屋てっぺい サービス 飲食業 5%

52,274 東京都 荒川区 石のあゆみ 小売業 その他小売 5%

52,275 東京都 荒川区 イネコ動物病院 サービス その他サービス 5%

52,276 東京都 荒川区 今井 小売業 電化製品 5%

52,277 東京都 荒川区 インフィニィティ サービス 理容・美容業 5%

52,278 東京都 荒川区 魚河岸料理　玄海 サービス 飲食業 5%

52,279 東京都 荒川区 歌広場　日暮里店 サービス 飲食業 5%

52,280 東京都 荒川区 うみまる サービス 飲食業 5%

52,281 東京都 荒川区 梅田皮革工芸 サービス その他サービス 5%

52,282 東京都 荒川区 永光商事 サービス その他サービス 5%

52,283 東京都 荒川区 エイジング・ビーフ西日暮里本店 サービス 飲食業 5%

52,284 東京都 荒川区 エステサロンさくら　町屋サンポップ店 サービス 理容・美容業 5%

52,285 東京都 荒川区 エスニックレストラン＆バーアユス サービス 飲食業 5%

52,286 東京都 荒川区 エタニティ 小売業 衣料品 5%

52,287 東京都 荒川区 悦 小売業 衣料品 5%

52,288 東京都 荒川区 ＥＤＷＩＮ　ＳＨＯＰ　日暮里店 小売業 衣料品 5%

52,289 東京都 荒川区 ＥＤＷＩＮＤＥＮＩＭＧＡＬＡＸＹ日暮里店 小売業 衣料品 5%

52,290 東京都 荒川区 エネルギースーパーたじま　田端店 小売業 食料品 5%
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52,291 東京都 荒川区 エノテカエクウス サービス 飲食業 5%

52,292 東京都 荒川区 エベレストカレー サービス 飲食業 5%

52,293 東京都 荒川区 エルザ　アネックス サービス 理容・美容業 5%

52,294 東京都 荒川区 エレガンス 小売業 その他小売 5%

52,295 東京都 荒川区 遠藤メガネ店 サービス その他サービス 5%

52,296 東京都 荒川区 大兼時計眼鏡店 小売業 その他小売 5%

52,297 東京都 荒川区 尾久本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,298 東京都 荒川区 出光小台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,299 東京都 荒川区 オダイ動物病院 サービス その他サービス 5%

52,300 東京都 荒川区 香り家 サービス 飲食業 5%

52,301 東京都 荒川区 カクヤス　日暮里店 小売業 食料品 5%

52,302 東京都 荒川区 カクヤス　町屋店 小売業 食料品 5%

52,303 東京都 荒川区 カクヤス　三ノ輪橋店 小売業 食料品 5%

52,304 東京都 荒川区 かとうタクシー サービス その他サービス 5%

52,305 東京都 荒川区 カド珈琲 サービス 飲食業 5%

52,306 東京都 荒川区 ｃａｆｅ　ＯＧＵ１ サービス 飲食業 5%

52,307 東京都 荒川区 Ｃａｆｅ　＆　Ｃｏｗｏｒｋｉｎｇ サービス 飲食業 5%

52,308 東京都 荒川区 Ｃａｆｆｅ Ｂａｒ ＡＬ ＦＡＲＥＳ サービス その他サービス 5%

52,309 東京都 荒川区 Ｃａｆｆｅ＆ＢａｒＡｌＦａｒｅｓ サービス 飲食業 5%

52,310 東京都 荒川区 株式会社赤川商会 小売業 電化製品 5%

52,311 東京都 荒川区 株式会社Ｖｉｌｌｎｅｓｓ サービス その他サービス 5%

52,312 東京都 荒川区 ジュエリー専門店 小売業 貴金属・服飾品 5%

52,313 東京都 荒川区 株式会社集文堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

52,314 東京都 荒川区 株式会社鈴木商店 すずかけ 小売業 食料品 5%

52,315 東京都 荒川区 株式会社ストロング 小売業 衣料品 5%

52,316 東京都 荒川区 ｌｏｖｅｓｉｍａ 小売業 衣料品 5%

52,317 東京都 荒川区 株式会社ナミット サービス その他サービス 5%

52,318 東京都 荒川区 株式会社ファーストプライズ サービス その他サービス 5%

52,319 東京都 荒川区 株式会社ＢＥＮＥＲＯＳＳＯ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

52,320 東京都 荒川区 傾奇よろづ屋　本店 小売業 その他小売 5%

52,321 東京都 荒川区 かまや サービス その他サービス 5%

52,322 東京都 荒川区 髪切虫　尾久さくら通り店 サービス 理容・美容業 5%

52,323 東京都 荒川区 ｃｏｌｏｒ　田端 サービス 理容・美容業 5%

52,324 東京都 荒川区 カラオケ　シティベア　日暮里店 サービス その他サービス 5%

52,325 東京都 荒川区 カラオケＡＬＬ町屋店 サービス 理容・美容業 5%

52,326 東京都 荒川区 カラオケドロップイン三ノ輪店 サービス 理容・美容業 5%

52,327 東京都 荒川区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東京メトロ西日暮里駅前店 サービス 飲食業 2%

52,328 東京都 荒川区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東京メトロ町屋駅前通店 サービス 飲食業 2%

52,329 東京都 荒川区 ギガマート　本部 小売業 食料品 5%

52,330 東京都 荒川区 菊屋陶器店 小売業 その他小売 5%

52,331 東京都 荒川区 喫茶店　友路有　日暮里店 サービス 飲食業 5%

52,332 東京都 荒川区 喫茶ミヨシ サービス 飲食業 5%
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52,333 東京都 荒川区 ｋｉｂｉＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

52,334 東京都 荒川区 吉まぐれ屋 サービス 飲食業 5%

52,335 東京都 荒川区 キムラ動物病院 サービス その他サービス 5%

52,336 東京都 荒川区 餃子工房ゆうき屋 サービス 飲食業 5%

52,337 東京都 荒川区 業務スーパー三ノ輪店 小売業 食料品 2%

52,338 東京都 荒川区 くすりのミナト 小売業 その他小売 5%

52,339 東京都 荒川区 ＧＯＯＤＴＩＭＥ／スクール サービス その他サービス 5%

52,340 東京都 荒川区 セブン－イレブン熊の前店 小売業 食料品 2%

52,341 東京都 荒川区 くまのまえ薬局 小売業 その他小売 5%

52,342 東京都 荒川区 ＧＲＡＣＥＧＡＲ０３２０ＤＥＮ－ＢＥＡＵＴＹ サービス 理容・美容業 5%

52,343 東京都 荒川区 ケアタクシーつぐみん　浅草 サービス 運輸業 5%

52,344 東京都 荒川区 ｋ． 小売業 衣料品 5%

52,345 東京都 荒川区 ｋｅｎ ｋｅｎ ｐａ サービス その他サービス 5%

52,346 東京都 荒川区 Ｋｅｎ．Ｋｅｎ．ｐａ サービス その他サービス 5%

52,347 東京都 荒川区 こうわでんき 小売業 電化製品 5%

52,348 東京都 荒川区 胡弓南千住店 サービス 飲食業 5%

52,349 東京都 荒川区 ｃｏｓｍｏｄｅ 小売業 衣料品 5%

52,350 東京都 荒川区 Ｃｏｐａｉｎ 小売業 衣料品 5%

52,351 東京都 荒川区 米本デザイン サービス その他サービス 5%

52,352 東京都 荒川区 近藤電機商会 小売業 電化製品 5%

52,353 東京都 荒川区 ＴＨＥＭＯＯＮＳＩＤＥ 小売業 衣料品 5%

52,354 東京都 荒川区 サイクルカフェバー　ミノ輪 サービス その他サービス 5%

52,355 東京都 荒川区 サイクルショップアライ 小売業 その他小売 5%

52,356 東京都 荒川区 サイクルショップレベル 小売業 その他小売 5%

52,357 東京都 荒川区 ザオー産業㈱ 小売業 衣料品 5%

52,358 東京都 荒川区 桜煎餅 小売業 食料品 5%

52,359 東京都 荒川区 ザクロらんぷ家 小売業 家具・調度品 5%

52,360 東京都 荒川区 ｔｈｅｐａｉｎｔｅｒｓ 小売業 その他小売 5%

52,361 東京都 荒川区 ＳＡＷＡＶＡＵＧＨＴＥＲＳ 小売業 衣料品 5%

52,362 東京都 荒川区 サンエス電気 小売業 電化製品 5%

52,363 東京都 荒川区 ［ＨＣ］三信電気商会 小売業 電化製品 5%

52,364 東京都 荒川区 三徳汐入店 小売業 食料品 5%

52,365 東京都 荒川区 三徳南千住店 小売業 食料品 5%

52,366 東京都 荒川区 ＳＵＮＦＡＳＴ　ラケットショップハシルトン日暮里店 小売業 その他小売 5%

52,367 東京都 荒川区 有限会社シークトルース 小売業 その他小売 5%

52,368 東京都 荒川区 Ｓｃｉｓｓｏｒｓ　Ｆａｒｍ サービス 理容・美容業 5%

52,369 東京都 荒川区 質屋おぢさん 小売業 その他小売 5%

52,370 東京都 荒川区 シティベア日暮里店 サービス その他サービス 5%

52,371 東京都 荒川区 シナリーＪＯＹ営業所 小売業 その他小売 5%

52,372 東京都 荒川区 ジャンルにとらわれない飲食店　セカンドらいふ サービス 飲食業 5%

52,373 東京都 荒川区 ジュイ工房 小売業 衣料品 5%

52,374 東京都 荒川区 十字堂薬品 小売業 その他小売 5%
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52,375 東京都 荒川区 首都大学生協　荒川購買書籍（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

52,376 東京都 荒川区 首都大学生協高専荒川購買書籍部 サービス その他サービス 5%

52,377 東京都 荒川区 松栄庵 サービス 飲食業 5%

52,378 東京都 荒川区 正泰苑 サービス 飲食業 5%

52,379 東京都 荒川区 正泰苑　本店 サービス 飲食業 5%

52,380 東京都 荒川区 正泰苑　町屋駅前店 サービス 飲食業 5%

52,381 東京都 荒川区 商隊国際株式会社 サービス その他サービス 5%

52,382 東京都 荒川区 ｃｈｏｐｉｎーｒｅｐａｉｒ サービス その他サービス 5%

52,383 東京都 荒川区 白髪染め専門店　楽染　日暮里店 サービス 理容・美容業 5%

52,384 東京都 荒川区 白樺ドレス　レンタル＆トータルショップ 小売業 その他小売 5%

52,385 東京都 荒川区 白樺ドレス競技用販売部 小売業 その他小売 5%

52,386 東京都 荒川区 白樺ドレス　販売部 小売業 その他小売 5%

52,387 東京都 荒川区 白鬚橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,388 東京都 荒川区 自律神経調整ＬＡＢＯ サービス 理容・美容業 5%

52,389 東京都 荒川区 白熊屋 小売業 衣料品 5%

52,390 東京都 荒川区 寿司処江戸翔 サービス 飲食業 5%

52,391 東京都 荒川区 生活彩館いしづ 小売業 電化製品 5%

52,392 東京都 荒川区 生活彩館さかえ 小売業 電化製品 5%

52,393 東京都 荒川区 整体院Ｏａｓｉｓ サービス その他サービス 5%

52,394 東京都 荒川区 ランヴィボーテ サービス 理容・美容業 5%

52,395 東京都 荒川区 ぜん 小売業 食料品 5%

52,396 東京都 荒川区 千住田村屋 サービス 宿泊業 5%

52,397 東京都 荒川区 創作イタリアン　かずろう サービス 飲食業 5%

52,398 東京都 荒川区 そば彩園　つるや サービス 飲食業 5%

52,399 東京都 荒川区 高久織物 小売業 衣料品 5%

52,400 東京都 荒川区 タカダ薬局 タカダ薬局 小売業 その他小売 5%

52,401 東京都 荒川区 貴美町屋店 サービス 飲食業 5%

52,402 東京都 荒川区 出光竹の塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,403 東京都 荒川区 株ガンバ サービス その他サービス 5%

52,404 東京都 荒川区 立花家 小売業 食料品 5%

52,405 東京都 荒川区 ＴＯＢＡＣＣＯ土屋 小売業 その他小売 5%

52,406 東京都 荒川区 ダボハウス サービス 飲食業 5%

52,407 東京都 荒川区 タマキ株式会社 サービス その他サービス 5%

52,408 東京都 荒川区 多来福 サービス 飲食業 5%

52,409 東京都 荒川区 ダンスシューズ　セキネ 小売業 衣料品 5%

52,410 東京都 荒川区 ダンスシューズセキネ 小売業 その他小売 5%

52,411 東京都 荒川区 中央フォトスタジオ サービス その他サービス 5%

52,412 東京都 荒川区 つきじ海賓　荒川東尾久店 サービス 飲食業 5%

52,413 東京都 荒川区 アニー 小売業 その他小売 5%

52,414 東京都 荒川区 テイアイエム サービス その他サービス 5%

52,415 東京都 荒川区 ＴＲＭ 小売業 その他小売 5%

52,416 東京都 荒川区 ＴｉｌｅｍＲｅｓｏｒｔＢａｌｉ サービス その他サービス 5%
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52,417 東京都 荒川区 Ｄｉｎｋｅｙ サービス その他サービス 5%

52,418 東京都 荒川区 寺島酒店 小売業 その他小売 5%

52,419 東京都 荒川区 電化通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,420 東京都 荒川区 テングヤ洋品店 小売業 衣料品 5%

52,421 東京都 荒川区 Ｔｕｏ首都大学生協高専荒川購買書籍 サービス その他サービス 5%

52,422 東京都 荒川区 ＴｏｋｙｏＮＥＳＴ サービス その他サービス 5%

52,423 東京都 荒川区 東子法律事務所 サービス その他サービス 5%

52,424 東京都 荒川区 （有）ドウモト商店 小売業 貴金属・服飾品 5%

52,425 東京都 荒川区 Ｄｏｌｌｓ町屋駅前店 サービス 理容・美容業 5%

52,426 東京都 荒川区 ＴＯＫＩＯブックチェーン日暮里 小売業 その他小売 5%

52,427 東京都 荒川区 ときわホテル サービス 宿泊業 5%

52,428 東京都 荒川区 床やバルビエーレヒロ 床やバルビエーレヒロ サービス 理容・美容業 5%

52,429 東京都 荒川区 トータス企画 小売業 その他小売 5%

52,430 東京都 荒川区 都電カフェ サービス 飲食業 5%

52,431 東京都 荒川区 富江商店　トミエストア 小売業 食料品 5%

52,432 東京都 荒川区 とよだや サービス 飲食業 5%

52,433 東京都 荒川区 ナガオカ 小売業 衣料品 5%

52,434 東京都 荒川区 株式会社ナカノ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

52,435 東京都 荒川区 なごみ　日暮里店 サービス 飲食業 5%

52,436 東京都 荒川区 なごみ日暮里店 サービス 飲食業 5%

52,437 東京都 荒川区 なごみホテル サービス 宿泊業 5%

52,438 東京都 荒川区 ｎａｔｕｒａｌ　ｈｉｇｈ　ｓｅｎｓｅ サービス 理容・美容業 5%

52,439 東京都 荒川区 ナチュラルハイセンスプラス サービス 理容・美容業 5%

52,440 東京都 荒川区 有限会社上中里石油西尾久ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,441 東京都 荒川区 西尾久ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,442 東京都 荒川区 にしな 小売業 その他小売 5%

52,443 東京都 荒川区 西日暮里ＳＳ　有限会社尾川商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,444 東京都 荒川区 西日暮里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,445 東京都 荒川区 太田砿油店　西日暮里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,446 東京都 荒川区 セブン－イレブン西日暮里道灌山通り店 小売業 食料品 2%

52,447 東京都 荒川区 セブン－イレブン西日暮里六丁目店 小売業 食料品 2%

52,448 東京都 荒川区 西宮　中里たばこ酒店 小売業 その他小売 5%

52,449 東京都 荒川区 株式会社日興エボナイト製造所 小売業 家具・調度品 5%

52,450 東京都 荒川区 日個連　青木タクシー サービス 運輸業 5%

52,451 東京都 荒川区 日個連　秋山タクシー サービス 運輸業 5%

52,452 東京都 荒川区 日個連　石川タクシー サービス 運輸業 5%

52,453 東京都 荒川区 日個連　犬塚タクシー サービス 運輸業 5%

52,454 東京都 荒川区 日個連　井上タクシー サービス 運輸業 5%

52,455 東京都 荒川区 日個連　榎本タクシー サービス 運輸業 5%

52,456 東京都 荒川区 日個連　及川タクシー サービス 運輸業 5%

52,457 東京都 荒川区 日個連　岡田タクシー サービス 運輸業 5%

52,458 東京都 荒川区 日個連　長田タクシー サービス 運輸業 5%
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52,459 東京都 荒川区 日個連　葛西タクシー サービス 運輸業 5%

52,460 東京都 荒川区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

52,461 東京都 荒川区 日個連　河端タクシー サービス 運輸業 5%

52,462 東京都 荒川区 日個連　北村タクシー サービス 運輸業 5%

52,463 東京都 荒川区 日個連　城戸口タクシー サービス 運輸業 5%

52,464 東京都 荒川区 日個連　木下タクシー サービス 運輸業 5%

52,465 東京都 荒川区 日個連　熊谷タクシー サービス 運輸業 5%

52,466 東京都 荒川区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

52,467 東京都 荒川区 日個連　小松タクシー サービス 運輸業 5%

52,468 東京都 荒川区 日個連　桜井タクシー サービス 運輸業 5%

52,469 東京都 荒川区 日個連　櫻井タクシー サービス 運輸業 5%

52,470 東京都 荒川区 日個連　三小田タクシー サービス 運輸業 5%

52,471 東京都 荒川区 日個連　塩澤タクシー サービス 運輸業 5%

52,472 東京都 荒川区 日個連　塩田タクシー サービス 運輸業 5%

52,473 東京都 荒川区 日個連　末永タクシー サービス 運輸業 5%

52,474 東京都 荒川区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

52,475 東京都 荒川区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

52,476 東京都 荒川区 日個連　園田タクシー サービス 運輸業 5%

52,477 東京都 荒川区 日個連　高木タクシー サービス 運輸業 5%

52,478 東京都 荒川区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

52,479 東京都 荒川区 日個連　田口タクシー サービス 運輸業 5%

52,480 東京都 荒川区 日個連　武野タクシー サービス 運輸業 5%

52,481 東京都 荒川区 日個連　中山タクシー サービス 運輸業 5%

52,482 東京都 荒川区 日個連　西川タクシー サービス 運輸業 5%

52,483 東京都 荒川区 日個連　二瓶タクシー サービス 運輸業 5%

52,484 東京都 荒川区 日個連　野口タクシー サービス 運輸業 5%

52,485 東京都 荒川区 日個連　橋本タクシー サービス 運輸業 5%

52,486 東京都 荒川区 日個連　濱野タクシー サービス 運輸業 5%

52,487 東京都 荒川区 日個連　宝澤タクシー サービス 運輸業 5%

52,488 東京都 荒川区 日個連　細川タクシー サービス 運輸業 5%

52,489 東京都 荒川区 日個連　増田タクシー サービス 運輸業 5%

52,490 東京都 荒川区 日個連　松岡タクシー サービス 運輸業 5%

52,491 東京都 荒川区 日個連　三嶋タクシー サービス 運輸業 5%

52,492 東京都 荒川区 日個連　水口タクシー サービス 運輸業 5%

52,493 東京都 荒川区 日個連　宮内タクシー サービス 運輸業 5%

52,494 東京都 荒川区 日個連　望月タクシー サービス 運輸業 5%

52,495 東京都 荒川区 日個連　森島タクシー サービス 運輸業 5%

52,496 東京都 荒川区 日個連　山口タクシー サービス 運輸業 5%

52,497 東京都 荒川区 日個連　山崎タクシー サービス 運輸業 5%

52,498 東京都 荒川区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

52,499 東京都 荒川区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

52,500 東京都 荒川区 日個連　横井タクシー サービス 運輸業 5%
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52,501 東京都 荒川区 日個連　吉野タクシー サービス 運輸業 5%

52,502 東京都 荒川区 日個連　吉谷タクシー サービス 運輸業 5%

52,503 東京都 荒川区 日個連　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

52,504 東京都 荒川区 日暮里　前田酒店 小売業 食料品 5%

52,505 東京都 荒川区 日暮里店 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,506 東京都 荒川区 日暮里動物病院 サービス その他サービス 5%

52,507 東京都 荒川区 日本そば やぶ サービス 飲食業 5%

52,508 東京都 荒川区 日本そば　朝日屋　総本店 サービス 飲食業 5%

52,509 東京都 荒川区 ＮＡＩＬ１０６Ｇ サービス 理容・美容業 5%

52,510 東京都 荒川区 ネイルサロンシャルム サービス その他サービス 5%

52,511 東京都 荒川区 ネイルまつげサロン　Ｂｉｚｉｎｇ サービス その他サービス 5%

52,512 東京都 荒川区 ノリゾーラボ本店 サービス 理容・美容業 5%

52,513 東京都 荒川区 ＨｅａｒｔＭａｄｅ合同会社 サービス その他サービス 5%

52,514 東京都 荒川区 パキラ 小売業 その他小売 5%

52,515 東京都 荒川区 パキラ ニット館 パキラニット館 小売業 その他小売 5%

52,516 東京都 荒川区 パキラニット館 小売業 その他小売 5%

52,517 東京都 荒川区 パキラニット館パート２ 小売業 その他小売 5%

52,518 東京都 荒川区 ハシルトン　日暮里店 小売業 その他小売 5%

52,519 東京都 荒川区 バッグ工房ヴィドゥルス サービス その他サービス 5%

52,520 東京都 荒川区 八剣伝　西尾久店 サービス 飲食業 2%

52,521 東京都 荒川区 ハッチタッチガレージ 小売業 その他小売 5%

52,522 東京都 荒川区 八天将　西日暮里店 サービス 飲食業 5%

52,523 東京都 荒川区 林自動車興業 サービス その他サービス 5%

52,524 東京都 荒川区 東尾久ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,525 東京都 荒川区 セブン－イレブン東尾久店 小売業 食料品 2%

52,526 東京都 荒川区 出光東品川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,527 東京都 荒川区 セブン－イレブン東日暮里店 小売業 食料品 2%

52,528 東京都 荒川区 ビジネスホテルサンパレス サービス その他サービス 5%

52,529 東京都 荒川区 美成家 サービス 飲食業 5%

52,530 東京都 荒川区 株式会社ヒロ企画 サービス その他サービス 5%

52,531 東京都 荒川区 フーズバー サービス 飲食業 5%

52,532 東京都 荒川区 服地のアライ　服地のアライ 小売業 その他小売 5%

52,533 東京都 荒川区 ＦＵＫＵＹＡ化粧品 小売業 その他小売 5%

52,534 東京都 荒川区 二見酒店 小売業 その他小売 5%

52,535 東京都 荒川区 ブティックすぎた　日暮里店 小売業 衣料品 5%

52,536 東京都 荒川区 ブティックスギタ谷中店 小売業 衣料品 5%

52,537 東京都 荒川区 入江正子 サービス その他サービス 5%

52,538 東京都 荒川区 入江庸公 サービス その他サービス 5%

52,539 東京都 荒川区 ふとんの店おかもと８９ 小売業 その他小売 5%

52,540 東京都 荒川区 Ｆｕｎｉｏ 小売業 その他小売 5%

52,541 東京都 荒川区 株式会社テンダーリンクス（ドッグサロンＰｌｕｓＬｉｎｋｓ） サービス その他サービス 5%

52,542 東京都 荒川区 プラスワンショップ　町屋店 小売業 その他小売 5%
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52,543 東京都 荒川区 フリーダムカスタムギターリサーチ 小売業 その他小売 5%

52,544 東京都 荒川区 ブリティッシュ・ライフ 小売業 その他小売 5%

52,545 東京都 荒川区 Ｂｌｕｅｓ．　ｈａｉｒ　ｇａｌｌｅｒｙ サービス 理容・美容業 5%

52,546 東京都 荒川区 出光プレステージ大森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,547 東京都 荒川区 出光プレステージ天王洲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,548 東京都 荒川区 出光プレステージミノワＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,549 東京都 荒川区 フレッシュネスバーガー町屋 サービス 飲食業 2%

52,550 東京都 荒川区 ｐｒｏｔｏｔｙｐｅ－ｈ 小売業 衣料品 5%

52,551 東京都 荒川区 ＨＡＩＲ春風 サービス 理容・美容業 5%

52,552 東京都 荒川区 ＨａｉｒＳｔｕｄｉｏＴＲＵＮＫ サービス 理容・美容業 5%

52,553 東京都 荒川区 ヘアメイクアッシュ　日暮里店 サービス 理容・美容業 5%

52,554 東京都 荒川区 ＢＥＮＥＲＯＳＳＯ 小売業 衣料品 5%

52,555 東京都 荒川区 ぺどら屋 サービス その他サービス 5%

52,556 東京都 荒川区 宝基商事 サービス 宿泊業 5%

52,557 東京都 荒川区 ＨＯＳＨＩ－ＹＡ サービス その他サービス 5%

52,558 東京都 荒川区 ＢＯＮＡＭＩ　西日暮里店 サービス 理容・美容業 5%

52,559 東京都 荒川区 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,560 東京都 荒川区 マイタイ サービス 飲食業 5%

52,561 東京都 荒川区 ますや 小売業 食料品 5%

52,562 東京都 荒川区 栃木屋商店　町屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,563 東京都 荒川区 町屋動物病院 サービス その他サービス 5%

52,564 東京都 荒川区 マチヤトウブボウル サービス その他サービス 5%

52,565 東京都 荒川区 松乃寿司本店 サービス 飲食業 5%

52,566 東京都 荒川区 みかわクリーニング サービス その他サービス 5%

52,567 東京都 荒川区 セブン－イレブン三河島駅前店 小売業 食料品 2%

52,568 東京都 荒川区 ミシンショップタケダ　日暮里ショールーム 小売業 電化製品 5%

52,569 東京都 荒川区 水野動物病院 サービス その他サービス 5%

52,570 東京都 荒川区 ｍｉｘ　ｍｉｘ　　　　　ミックス 小売業 その他小売 5%

52,571 東京都 荒川区 ミックヘア＆メイク　日暮里店 サービス 理容・美容業 5%

52,572 東京都 荒川区 セブン－イレブン南千住７丁目店 小売業 食料品 2%

52,573 東京都 荒川区 セブン－イレブン南千住６丁目店 小売業 食料品 2%

52,574 東京都 荒川区 ミハマクロス 小売業 衣料品 5%

52,575 東京都 荒川区 昔ながら喫茶店友路有日暮里店 サービス 飲食業 5%

52,576 東京都 荒川区 メーレ サービス 理容・美容業 5%

52,577 東京都 荒川区 メガネストアー町屋 小売業 その他小売 5%

52,578 東京都 荒川区 メガネストアー町屋店 小売業 その他小売 5%

52,579 東京都 荒川区 メガネのコイケ 小売業 貴金属・服飾品 5%

52,580 東京都 荒川区 メガネのサトウ 小売業 その他小売 5%

52,581 東京都 荒川区 ＭＥＴＡＭＯＲＰＨＯＳＥ ＳＴＵＤＩＯ ＴＯＫＹＯ サービス その他サービス 5%

52,582 東京都 荒川区 ＭＥＴＡＭＯＲＰＨＯＳＥ　ＳＴＵＤＩＯ　ＴＯＫＹＯ　ＭＥＴＡＭＯＲＰＨＯＳＥ　ＳＴＵＤＩＯ　ＴＯＫＹ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

52,583 東京都 荒川区 メルリンショップランゴルト東京 小売業 その他小売 5%

52,584 東京都 荒川区 メロディランド メロディランド 町屋店 サービス 飲食業 5%
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52,585 東京都 荒川区 メロディランド町屋店 サービス 飲食業 5%

52,586 東京都 荒川区 モデルトランブルー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

52,587 東京都 荒川区 （有）モリタヤ酒店 小売業 食料品 5%

52,588 東京都 荒川区 焼菓子工房アトリエ・エヌ 小売業 衣料品 5%

52,589 東京都 荒川区 焼肉ことえん　西日暮里店 サービス 飲食業 5%

52,590 東京都 荒川区 ヤマノヤ　ヤマノヤ 小売業 食料品 5%

52,591 東京都 荒川区 やまよ日暮里中央通店 小売業 貴金属・服飾品 5%

52,592 東京都 荒川区 やまよ 日暮里中央通り店 やまよ 日暮里中央通り店 小売業 衣料品 5%

52,593 東京都 荒川区 ユウイチ電機 サービス その他サービス 5%

52,594 東京都 荒川区 有限会社　フジノ自動車 サービス その他サービス 5%

52,595 東京都 荒川区 有限会社アルゴ社 サービス その他サービス 5%

52,596 東京都 荒川区 ［ＨＣ］有限会社栄太楼テレビ 小売業 電化製品 5%

52,597 東京都 荒川区 ＷＥＳＴＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

52,598 東京都 荒川区 有限会社ルートウェイ 小売業 家具・調度品 5%

52,599 東京都 荒川区 縁　町屋店 サービス 飲食業 5%

52,600 東京都 荒川区 株式会社ユタカ電機 小売業 電化製品 5%

52,601 東京都 荒川区 未決定です サービス 理容・美容業 5%

52,602 東京都 荒川区 Ｙｏｇａ＆Ｂｏｄｙ　ｐＡＮＤｕ サービス その他サービス 5%

52,603 東京都 荒川区 横田酒店 小売業 食料品 5%

52,604 東京都 荒川区 よしむら 小売業 食料品 5%

52,605 東京都 荒川区 依田タクシー サービス 運輸業 5%

52,606 東京都 荒川区 株式会社Ｒｕｍｂｌｅ サービス その他サービス 5%

52,607 東京都 荒川区 リサイクルきもの　たんす屋　町屋店 小売業 その他小売 5%

52,608 東京都 荒川区 リサイクルきもの　日暮里店 小売業 衣料品 5%

52,609 東京都 荒川区 Ｒｈｙｔｈｍｄｕｊｏｕｒ－ｐｒｉｖａｔｅｓａｒｏｎ－ サービス 理容・美容業 5%

52,610 東京都 荒川区 フラットシューズ専門店リプロダクト 小売業 衣料品 5%

52,611 東京都 荒川区 リラクゼーションスポットオアシス サービス その他サービス 5%

52,612 東京都 荒川区 ルフトヘア南千住 サービス 理容・美容業 5%

52,613 東京都 荒川区 レインボー 小売業 食料品 5%

52,614 東京都 荒川区 レストラン　ア　クール　ジョア サービス 飲食業 5%

52,615 東京都 荒川区 Ｙ’ｓ　ＳＴＹＬＥ サービス その他サービス 5%

52,616 東京都 荒川区 ワコー西日暮里整体院 サービス その他サービス 5%

52,617 東京都 荒川区 和ごころ サービス 宿泊業 5%

52,618 東京都 荒川区 渡邉製本株式会社 小売業 家具・調度品 5%

52,619 東京都 荒川区 をかし楽市　第二工場店 小売業 食料品 5%

52,620 東京都 荒川区 をかし楽市　三ノ輪工場店 小売業 食料品 5%

52,621 東京都 板橋区 ?ｓａ サービス 理容・美容業 5%

52,622 東京都 板橋区 ｕｒｂａｎｗｏｏｄ サービス その他サービス 5%

52,623 東京都 板橋区 あーる工房大山店 サービス その他サービス 5%

52,624 東京都 板橋区 ＲＣｄｅｓｉｇｈ サービス その他サービス 5%

52,625 東京都 板橋区 アイノタクシー サービス 運輸業 5%

52,626 東京都 板橋区 アイビーサロン久実 小売業 衣料品 5%
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52,627 東京都 板橋区 アイリー サービス 理容・美容業 5%

52,628 東京都 板橋区 出光赤羽西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,629 東京都 板橋区 秋田屋米穀店 小売業 食料品 5%

52,630 東京都 板橋区 春夏冬家 サービス 飲食業 5%

52,631 東京都 板橋区 秋吉　ときわ台店 サービス 飲食業 5%

52,632 東京都 板橋区 出光アクティ武蔵関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,633 東京都 板橋区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃａｌｉｎ成増 サービス 理容・美容業 5%

52,634 東京都 板橋区 あさの手芸店 小売業 衣料品 5%

52,635 東京都 板橋区 朝日屋呉服店 小売業 衣料品 5%

52,636 東京都 板橋区 芦澤商店 小売業 衣料品 5%

52,637 東京都 板橋区 あした葉整体院 サービス 理容・美容業 5%

52,638 東京都 板橋区 あたみ サービス 宿泊業 5%

52,639 東京都 板橋区 アッシュ　成増店 サービス 理容・美容業 5%

52,640 東京都 板橋区 アーツ動物クリニック サービス その他サービス 5%

52,641 東京都 板橋区 あづまニカイ サービス 飲食業 5%

52,642 東京都 板橋区 アトム板橋東山店 小売業 電化製品 5%

52,643 東京都 板橋区 アトリエ　ＩＲＩＫＵＲＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

52,644 東京都 板橋区 ａｔｅｌｉｅｒＬ 小売業 その他小売 5%

52,645 東京都 板橋区 アトリエルセーヌ サービス 理容・美容業 5%

52,646 東京都 板橋区 アプリケーション開発 サービス その他サービス 5%

52,647 東京都 板橋区 ＡｖｅｎｔｕｓＩｎｃ． サービス 理容・美容業 5%

52,648 東京都 板橋区 Ａｂｏｂｏ－Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

52,649 東京都 板橋区 新井屋酒店 小売業 食料品 5%

52,650 東京都 板橋区 アラスアラサン 小売業 衣料品 5%

52,651 東京都 板橋区 アルカディア サービス その他サービス 5%

52,652 東京都 板橋区 アルフォリア・ジャパン サービス その他サービス 5%

52,653 東京都 板橋区 アレンジ サービス その他サービス 5%

52,654 東京都 板橋区 アワーチョイス 小売業 電化製品 5%

52,655 東京都 板橋区 アンケヴィーノ 小売業 食料品 5%

52,656 東京都 板橋区 アンケヴィーノ！ 小売業 食料品 5%

52,657 東京都 板橋区 アンテンドゥ 板橋区役所駅前店 小売業 食料品 5%

52,658 東京都 板橋区 アンテンドゥ 中板橋店 小売業 食料品 5%

52,659 東京都 板橋区 アンドリーニャ 小売業 衣料品 5%

52,660 東京都 板橋区 Ａｎｒｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

52,661 東京都 板橋区 イグレック・パリ　大山店 サービス 理容・美容業 5%

52,662 東京都 板橋区 いけぶくろ楽器　ときわ台店 小売業 その他小売 5%

52,663 東京都 板橋区 居酒屋　一生 サービス 飲食業 5%

52,664 東京都 板橋区 いずみや電気 小売業 電化製品 5%

52,665 東京都 板橋区 磯一 サービス 飲食業 5%

52,666 東京都 板橋区 磯のがってん寿司エキア東武練馬店 サービス 飲食業 5%

52,667 東京都 板橋区 出光板橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,668 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋相生町店 小売業 食料品 2%
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52,669 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋相生町南店 小売業 食料品 2%

52,670 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋赤塚５丁目店 小売業 食料品 2%

52,671 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋赤塚新町店 小売業 食料品 2%

52,672 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋赤塚中央通り店 小売業 食料品 2%

52,673 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋赤塚２丁目店 小売業 食料品 2%

52,674 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋小豆沢１丁目店 小売業 食料品 2%

52,675 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋小豆沢３丁目店 小売業 食料品 2%

52,676 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋１丁目店 小売業 食料品 2%

52,677 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋稲荷台店 小売業 食料品 2%

52,678 東京都 板橋区 いたばし印刷 サービス その他サービス 5%

52,679 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋大原町店 小売業 食料品 2%

52,680 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋大谷口上町店 小売業 食料品 2%

52,681 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋大谷口北町店 小売業 食料品 2%

52,682 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋大谷口２丁目店 小売業 食料品 2%

52,683 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋大山公園前店 小売業 食料品 2%

52,684 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋大山店 小売業 食料品 2%

52,685 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋大山西町店 小売業 食料品 2%

52,686 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋加賀２丁目店 小売業 食料品 2%

52,687 東京都 板橋区 板橋カフェテリア サービス その他サービス 5%

52,688 東京都 板橋区 板橋カフェテリア（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

52,689 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋教育科学館前店 小売業 食料品 2%

52,690 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋熊野町店 小売業 食料品 2%

52,691 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋区役所駅東店 小売業 食料品 2%

52,692 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋交通公園前店 小売業 食料品 2%

52,693 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋小竹向原駅前店 小売業 食料品 2%

52,694 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋小茂根２丁目店 小売業 食料品 2%

52,695 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋小茂根４丁目店 小売業 食料品 2%

52,696 東京都 板橋区 板橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,697 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋坂下３丁目店 小売業 食料品 2%

52,698 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋３丁目南店 小売業 食料品 2%

52,699 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋清水町店 小売業 食料品 2%

52,700 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋清水町東店 小売業 食料品 2%

52,701 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋志村１丁目店 小売業 食料品 2%

52,702 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋志村坂上駅前店 小売業 食料品 2%

52,703 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋志村坂下店 小売業 食料品 2%

52,704 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋志村三丁目駅北店 小売業 食料品 2%

52,705 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋志村３丁目店 小売業 食料品 2%

52,706 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋志村橋店 小売業 食料品 2%

52,707 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋志村四中前店 小売業 食料品 2%

52,708 東京都 板橋区 板橋センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,709 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋高島平１丁目店 小売業 食料品 2%

52,710 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋高島平３丁目店 小売業 食料品 2%
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52,711 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋高島平２丁目店 小売業 食料品 2%

52,712 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋高島平８丁目店 小売業 食料品 2%

52,713 東京都 板橋区 板橋中央どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

52,714 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋東新町１丁目店 小売業 食料品 2%

52,715 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋東新町川越街道店 小売業 食料品 2%

52,716 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋東新町２丁目店 小売業 食料品 2%

52,717 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋東新町若木通り店 小売業 食料品 2%

52,718 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋ときわ台駅北口店 小売業 食料品 2%

52,719 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋常盤台３丁目店 小売業 食料品 2%

52,720 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋常盤台４丁目店 小売業 食料品 2%

52,721 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋徳丸１丁目店 小売業 食料品 2%

52,722 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋徳丸５丁目店 小売業 食料品 2%

52,723 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋徳丸７丁目店 小売業 食料品 2%

52,724 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋徳丸２丁目店 小売業 食料品 2%

52,725 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋徳丸６丁目店 小売業 食料品 2%

52,726 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋仲宿商店街店 小売業 食料品 2%

52,727 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋仲宿店 小売業 食料品 2%

52,728 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋仲町店 小売業 食料品 2%

52,729 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋成増１丁目店 小売業 食料品 2%

52,730 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋成増３丁目店 小売業 食料品 2%

52,731 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋成増店 小売業 食料品 2%

52,732 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋成増２丁目店 小売業 食料品 2%

52,733 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋西台駅前店 小売業 食料品 2%

52,734 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋西台中央通り店 小売業 食料品 2%

52,735 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋西台２丁目店 小売業 食料品 2%

52,736 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋２丁目店 小売業 食料品 2%

52,737 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋蓮根駅前店 小売業 食料品 2%

52,738 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋蓮根２丁目店 小売業 食料品 2%

52,739 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋東山町店 小売業 食料品 2%

52,740 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋氷川町店 小売業 食料品 2%

52,741 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋舟渡１丁目店 小売業 食料品 2%

52,742 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋本町駅北店 小売業 食料品 2%

52,743 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋本町駅東店 小売業 食料品 2%

52,744 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋本町駅前店 小売業 食料品 2%

52,745 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋前野町１丁目店 小売業 食料品 2%

52,746 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋前野町３丁目店 小売業 食料品 2%

52,747 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋前野町店 小売業 食料品 2%

52,748 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋前野町６丁目店 小売業 食料品 2%

52,749 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋南町店 小売業 食料品 2%

52,750 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋南常盤台１丁目店 小売業 食料品 2%

52,751 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋向原３丁目店 小売業 食料品 2%

52,752 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋向原２丁目店 小売業 食料品 2%
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52,753 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋本蓮沼駅西店 小売業 食料品 2%

52,754 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋大和町店 小売業 食料品 2%

52,755 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋弥生町店 小売業 食料品 2%

52,756 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋４丁目店 小売業 食料品 2%

52,757 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋若木１丁目店 小売業 食料品 2%

52,758 東京都 板橋区 セブン－イレブン板橋若木３丁目店 小売業 食料品 2%

52,759 東京都 板橋区 イタリア料理オラ サービス 飲食業 5%

52,760 東京都 板橋区 イタリア料理カプチーニ サービス 飲食業 5%

52,761 東京都 板橋区 イタリアンバルｃｏｃｏ サービス 飲食業 5%

52,762 東京都 板橋区 一山 サービス 飲食業 5%

52,763 東京都 板橋区 市橋電気 小売業 電化製品 5%

52,764 東京都 板橋区 一般社団法人ふくふく サービス その他サービス 5%

52,765 東京都 板橋区 一般社団法人湊式増毛技術協会 サービス 理容・美容業 5%

52,766 東京都 板橋区 移動式 サービス その他サービス 5%

52,767 東京都 板橋区 イナライフフォーチュン サービス その他サービス 5%

52,768 東京都 板橋区 犬猫専門店　タケダ 小売業 その他小売 5%

52,769 東京都 板橋区 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ　成増 サービス その他サービス 5%

52,770 東京都 板橋区 岩佐屋佐藤商店 小売業 食料品 5%

52,771 東京都 板橋区 ｉｎｔ行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

52,772 東京都 板橋区 ｉｎｆｉｌ サービス 理容・美容業 5%

52,773 東京都 板橋区 ＷＩＬＬ株式会社 サービス その他サービス 5%

52,774 東京都 板橋区 ＶＩＮＴＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

52,775 東京都 板橋区 上原タクシー サービス 運輸業 5%

52,776 東京都 板橋区 ＶｅｒｏｎｉｃａＶｉｎｔａｇｅ 小売業 衣料品 5%

52,777 東京都 板橋区 Ｗｕｓｈｂｏｎｅ　Ｍｕｓｉｃ　東京板橋店 小売業 その他小売 5%

52,778 東京都 板橋区 ウッドリペアファースト サービス その他サービス 2%

52,779 東京都 板橋区 ＯＷＬ サービス その他サービス 5%

52,780 東京都 板橋区 ＡＣＯＲＮ サービス 理容・美容業 5%

52,781 東京都 板橋区 エールコーヒー サービス 飲食業 5%

52,782 東京都 板橋区 株式会社エクスドリーム・スポーツ サービス その他サービス 5%

52,783 東京都 板橋区 ＥＣＨＩＧＯＹＡ五十嵐 小売業 食料品 5%

52,784 東京都 板橋区 えにし 小売業 その他小売 5%

52,785 東京都 板橋区 エニタイムフィットネス高島平店 サービス その他サービス 5%

52,786 東京都 板橋区 エニータイムムラカミ 小売業 電化製品 5%

52,787 東京都 板橋区 Ｎ?ｂｏｄｙ サービス その他サービス 5%

52,788 東京都 板橋区 エネフィットグレイト サービス その他サービス 5%

52,789 東京都 板橋区 ＭＤ・Ｒ サービス 理容・美容業 5%

52,790 東京都 板橋区 ＥｌｌａｎｄｅＢｅａｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

52,791 東京都 板橋区 Ｌブロッサム サービス 理容・美容業 5%

52,792 東京都 板橋区 Ｌ－ブロッサム　常盤台店 サービス 理容・美容業 5%

52,793 東京都 板橋区 ［ＨＣ］エレポート成増無線 小売業 電化製品 5%

52,794 東京都 板橋区 大嶽商店 小売業 電化製品 5%
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52,795 東京都 板橋区 大問屋板橋店 サービス その他サービス 5%

52,796 東京都 板橋区 大野屋 小売業 その他小売 5%

52,797 東京都 板橋区 大山園 小売業 食料品 5%

52,798 東京都 板橋区 ＯＧＡＳＡＷＡＲＡ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

52,799 東京都 板橋区 お好み焼もんじゃ味どり サービス 飲食業 5%

52,800 東京都 板橋区 オステリアイルチッチョーネ サービス 飲食業 5%

52,801 東京都 板橋区 オステリアピッカンテウノ サービス 飲食業 5%

52,802 東京都 板橋区 おそうじ本舗板橋前野町店 サービス その他サービス 5%

52,803 東京都 板橋区 おそうじ本舗板橋向原店 サービス その他サービス 5%

52,804 東京都 板橋区 おとなりスタンド＆ワークス サービス その他サービス 5%

52,805 東京都 板橋区 音羽屋志村店 小売業 電化製品 5%

52,806 東京都 板橋区 音羽屋中板橋店 小売業 電化製品 5%

52,807 東京都 板橋区 お肉とワイン大衆酒場ビストロカルロス サービス 飲食業 5%

52,808 東京都 板橋区 小貫個人タクシー サービス 運輸業 5%

52,809 東京都 板橋区 小俣電機 小売業 電化製品 5%

52,810 東京都 板橋区 親子のプレミアム・サロンコンサート サービス その他サービス 5%

52,811 東京都 板橋区 加圧トレーニング専門スタジオスタジオ　ミュー成増 サービス その他サービス 5%

52,812 東京都 板橋区 介護タクシー　アドサポート サービス 運輸業 5%

52,813 東京都 板橋区 香り豚一頭買いホルモン焼専門店　ごぞうろっぷ サービス 飲食業 5%

52,814 東京都 板橋区 カクヤス　板橋店 小売業 食料品 5%

52,815 東京都 板橋区 カクヤス　高島平店 小売業 食料品 5%

52,816 東京都 板橋区 カクヤス　中板橋店 小売業 食料品 5%

52,817 東京都 板橋区 カクヤス　前野町店 小売業 食料品 5%

52,818 東京都 板橋区 かごの屋高島平店 サービス 飲食業 5%

52,819 東京都 板橋区 ＣＡＣＣＩＡＴＯＲＥ サービス 飲食業 5%

52,820 東京都 板橋区 ガッツクローム 小売業 その他小売 5%

52,821 東京都 板橋区 加藤畳店 サービス その他サービス 5%

52,822 東京都 板橋区 カフェ＆バー　ハナレイ サービス 飲食業 5%

52,823 東京都 板橋区 カフェリーブス サービス 飲食業 5%

52,824 東京都 板橋区 株式会社アールテック サービス その他サービス 5%

52,825 東京都 板橋区 株式会社エイム セミナー書籍販売用 サービス その他サービス 5%

52,826 東京都 板橋区 株式会社オーシャン企画 サービス その他サービス 5%

52,827 東京都 板橋区 株式会社オフィスケイ 小売業 その他小売 5%

52,828 東京都 板橋区 株式会社　加藤畳店　本店 サービス その他サービス 5%

52,829 東京都 板橋区 株式会社国際商事 小売業 衣料品 5%

52,830 東京都 板橋区 株式会社坂本メモリアルプロデュース サービス その他サービス 5%

52,831 東京都 板橋区 株式会社サクライ 小売業 衣料品 5%

52,832 東京都 板橋区 株式会社サンキュア 小売業 その他小売 5%

52,833 東京都 板橋区 志村松栄楽器 サービス その他サービス 5%

52,834 東京都 板橋区 株式会社スプラウト サービス 運輸業 5%

52,835 東京都 板橋区 宣広プロ サービス その他サービス 5%

52,836 東京都 板橋区 株式会社ＳＯＲＡ サービス その他サービス 5%
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52,837 東京都 板橋区 株式会社珠プロ 小売業 衣料品 5%

52,838 東京都 板橋区 株式会社日章自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

52,839 東京都 板橋区 株式会社ヒカリ サービス その他サービス 5%

52,840 東京都 板橋区 株式会社プランノーツ サービス その他サービス 5%

52,841 東京都 板橋区 上板橋リズ犬猫病院 サービス その他サービス 5%

52,842 東京都 板橋区 カラダファクトリー大山店 サービス その他サービス 5%

52,843 東京都 板橋区 ｑｕａｌｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

52,844 東京都 板橋区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋板橋区役所前店 サービス 飲食業 2%

52,845 東京都 板橋区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東武下赤塚駅前店 サービス 飲食業 2%

52,846 東京都 板橋区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東武中板橋駅前店 サービス 飲食業 2%

52,847 東京都 板橋区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東武成増駅前店 サービス 飲食業 2%

52,848 東京都 板橋区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋東武練馬駅前店 小売業 食料品 2%

52,849 東京都 板橋区 カレッツァ板橋店 小売業 その他小売 5%

52,850 東京都 板橋区 かわ津 サービス 飲食業 5%

52,851 東京都 板橋区 カワナミゴルフスクールイベント　向原 サービス その他サービス 5%

52,852 東京都 板橋区 アレクサンダーテクニーク東京 サービス その他サービス 5%

52,853 東京都 板橋区 川又電化サービス 小売業 電化製品 5%

52,854 東京都 板橋区 器々 サービス 飲食業 5%

52,855 東京都 板橋区 季節料理　手打蕎麦　よし田 サービス 飲食業 5%

52,856 東京都 板橋区 喫茶さかもと サービス 飲食業 5%

52,857 東京都 板橋区 木村さん サービス 飲食業 5%

52,858 東京都 板橋区 ｇａｌｌｅｒｙ　ｆｕｄｏｋｉ 小売業 その他小売 5%

52,859 東京都 板橋区 キャンアイドレッシー　板橋大山店 サービス その他サービス 5%

52,860 東京都 板橋区 Ｃａｎｄｙ　下赤塚店 サービス 理容・美容業 5%

52,861 東京都 板橋区 ＣｕｒｅＧｒｕｅ サービス その他サービス 5%

52,862 東京都 板橋区 牛角志村坂上店 サービス 飲食業 2%

52,863 東京都 板橋区 牛角高島平店 サービス 飲食業 2%

52,864 東京都 板橋区 牛辿 サービス 飲食業 5%

52,865 東京都 板橋区 京呉服　わき 小売業 衣料品 5%

52,866 東京都 板橋区 ぎょうざの満洲　下赤塚駅店 サービス 飲食業 5%

52,867 東京都 板橋区 ぎょうざの満洲　常盤台北口店 サービス 飲食業 5%

52,868 東京都 板橋区 ぎょうざの満洲　下赤塚北口店 サービス 飲食業 5%

52,869 東京都 板橋区 共和電化　志村店 小売業 電化製品 5%

52,870 東京都 板橋区 金太郎鮨　本店 サービス 飲食業 5%

52,871 東京都 板橋区 食道楽まいど サービス 飲食業 5%

52,872 東京都 板橋区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ板橋店 小売業 その他小売 5%

52,873 東京都 板橋区 くくり。 サービス 飲食業 5%

52,874 東京都 板橋区 串揚げ　穂卓 サービス 飲食業 5%

52,875 東京都 板橋区 串焼処　宮しろ サービス 飲食業 5%

52,876 東京都 板橋区 くすりの至誠堂 小売業 その他小売 5%

52,877 東京都 板橋区 くすりのダイイチ東部練馬店 小売業 その他小売 5%

52,878 東京都 板橋区 くすりのダイイチ常盤台店 小売業 その他小売 5%
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52,879 東京都 板橋区 Ｍｅｎ’ｓＨａｉｒＳＵＮＲＩＳＥ サービス 理容・美容業 5%

52,880 東京都 板橋区 Ｃｎｉｏ 小売業 その他小売 5%

52,881 東京都 板橋区 櫟の樹　櫟の樹 サービス 飲食業 5%

52,882 東京都 板橋区 ＣＲＡＦＴ サービス その他サービス 5%

52,883 東京都 板橋区 クリーニングの和光　下赤塚店 サービス その他サービス 5%

52,884 東京都 板橋区 クリーニングパール サービス その他サービス 5%

52,885 東京都 板橋区 グリーンキャブ　板橋営業所 サービス その他サービス 5%

52,886 東京都 板橋区 グリーンキャブ　高島平営業所 サービス その他サービス 5%

52,887 東京都 板橋区 ＧｒｅｅｎＲｏｏｍ 小売業 その他小売 5%

52,888 東京都 板橋区 くるみこっぺべいかりー 小売業 衣料品 5%

52,889 東京都 板橋区 黒木個人タクシー サービス 運輸業 5%

52,890 東京都 板橋区 桑原健税理士事務所 サービス その他サービス 5%

52,891 東京都 板橋区 合同会社ケイアンドケイ サービス その他サービス 5%

52,892 東京都 板橋区 激安本舗　上板橋店　２ 小売業 食料品 5%

52,893 東京都 板橋区 激安本舗　仲宿店　２ 小売業 食料品 5%

52,894 東京都 板橋区 古賀商店 小売業 その他小売 5%

52,895 東京都 板橋区 国際自動車株式会社 サービス 運輸業 5%

52,896 東京都 板橋区 （個人）安生タクシー サービス 運輸業 5%

52,897 東京都 板橋区 個人杉本タクシー サービス 運輸業 5%

52,898 東京都 板橋区 小林自動車 サービス その他サービス 5%

52,899 東京都 板橋区 米工房カドヤ 小売業 食料品 5%

52,900 東京都 板橋区 米糠酵素風呂爽 サービス その他サービス 5%

52,901 東京都 板橋区 出光小茂根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,902 東京都 板橋区 ｃｏｍｏｎｅｏ サービス その他サービス 5%

52,903 東京都 板橋区 ゴールドプラス下赤塚店 小売業 貴金属・服飾品 5%

52,904 東京都 板橋区 ゴルフキッズ高島平店 小売業 その他小売 5%

52,905 東京都 板橋区 近藤タクシー サービス 運輸業 5%

52,906 東京都 板橋区 コンバット 小売業 その他小売 5%

52,907 東京都 板橋区 サイクルショップ　モリタ 小売業 その他小売 5%

52,908 東京都 板橋区 ＣＹＣＬＥ　ＰＡＲＴＮＥＲ　志村坂下店 小売業 その他小売 5%

52,909 東京都 板橋区 坂井善三商店 小売業 食料品 5%

52,910 東京都 板橋区 さかや商事 サービス その他サービス 5%

52,911 東京都 板橋区 酒と醸し料理ＢＹ サービス 飲食業 5%

52,912 東京都 板橋区 酒のわＴｉｇｅｒ サービス 飲食業 5%

52,913 東京都 板橋区 佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

52,914 東京都 板橋区 佐藤獣医科 サービス その他サービス 5%

52,915 東京都 板橋区 Ｓｕｎｎｙ サービス 理容・美容業 5%

52,916 東京都 板橋区 サロン　さくら　成増店 サービス 理容・美容業 5%

52,917 東京都 板橋区 三五屋 小売業 その他小売 5%

52,918 東京都 板橋区 三徳志村店 小売業 食料品 5%

52,919 東京都 板橋区 三徳ときわ台店 小売業 食料品 5%

52,920 東京都 板橋区 サンベスト東信 サービス 運輸業 5%
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52,921 東京都 板橋区 サンライズ　下赤塚 小売業 その他小売 5%

52,922 東京都 板橋区 サンライズ中板橋 小売業 その他小売 5%

52,923 東京都 板橋区 シェービングエステティックサロンプルンプァン　板橋店 サービス 理容・美容業 5%

52,924 東京都 板橋区 美容室シェラブ サービス 理容・美容業 5%

52,925 東京都 板橋区 Ｃｈｅｌｉｅｎシェリアン大山店 サービス 理容・美容業 5%

52,926 東京都 板橋区 地酒と馳走いっぽいっぽ サービス 飲食業 5%

52,927 東京都 板橋区 七福　高島平店 サービス 飲食業 5%

52,928 東京都 板橋区 じてんしゃの店さいくるりん 小売業 その他小売 5%

52,929 東京都 板橋区 ＳＩＴＯＡ サービス 理容・美容業 5%

52,930 東京都 板橋区 品川自動車タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

52,931 東京都 板橋区 シナモン＆Ｃｏ． サービス その他サービス 5%

52,932 東京都 板橋区 渋谷酒店 小売業 食料品 5%

52,933 東京都 板橋区 しまだ質店 小売業 家具・調度品 5%

52,934 東京都 板橋区 志村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,935 東京都 板橋区 しむらさかうえ整体院 サービス その他サービス 5%

52,936 東京都 板橋区 志村坂上動物病院 サービス その他サービス 5%

52,937 東京都 板橋区 志村坂上動物病院 サービス その他サービス 5%

52,938 東京都 板橋区 志村中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,939 東京都 板橋区 ジャイアントストア板橋 小売業 その他小売 5%

52,940 東京都 板橋区 ジャイアントストア板橋 ジャイアントストア板橋 小売業 その他小売 5%

52,941 東京都 板橋区 シャノアール上板橋店 サービス 飲食業 5%

52,942 東京都 板橋区 自由が丘整体院 サービス その他サービス 5%

52,943 東京都 板橋区 じゅうじゅう サービス 飲食業 5%

52,944 東京都 板橋区 ジュエリーカンダ　板橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

52,945 東京都 板橋区 手芸センタードリーム　高島平店 小売業 その他小売 5%

52,946 東京都 板橋区 シューズスクエア　上板橋店 小売業 衣料品 5%

52,947 東京都 板橋区 シューズ　パロス 小売業 衣料品 5%

52,948 東京都 板橋区 酒道庵阿部 小売業 食料品 5%

52,949 東京都 板橋区 ジュビリーへアー サービス 理容・美容業 5%

52,950 東京都 板橋区 省東自動車 サービス 運輸業 5%

52,951 東京都 板橋区 ＳＨＯＴＢＡＲ 六魂 ＳＨＯＴＢＡＲ六魂 サービス 飲食業 5%

52,952 東京都 板橋区 ＪＭ／時楽 サービス 飲食業 5%

52,953 東京都 板橋区 しろくまデザイン サービス その他サービス 5%

52,954 東京都 板橋区 新板橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,955 東京都 板橋区 シンエネ板橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,956 東京都 板橋区 新河岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,957 東京都 板橋区 ＳＨＩＮＫＯＩＷＡ　ジャンカレー　上板橋店 サービス 飲食業 5%

52,958 東京都 板橋区 新進タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

52,959 東京都 板橋区 セブン－イレブン新高島平駅前店 小売業 食料品 2%

52,960 東京都 板橋区 新都アジア物産　高島平店 小売業 食料品 5%

52,961 東京都 板橋区 新都アジア物産　網店 小売業 食料品 5%

52,962 東京都 板橋区 スーパーＴＡＮＡＫＡ中板橋店 小売業 その他小売 5%
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52,963 東京都 板橋区 スーパーみらべる大山店 小売業 食料品 5%

52,964 東京都 板橋区 スーパーみらべる蓮根店 小売業 食料品 5%

52,965 東京都 板橋区 すけろく商店 サービス 飲食業 5%

52,966 東京都 板橋区 ＺＵＺＵ サービス 飲食業 5%

52,967 東京都 板橋区 Ｓｔｅｐ　ｂｙ　Ｓｔｅｐ サービス その他サービス 5%

52,968 東京都 板橋区 ステラ サービス その他サービス 5%

52,969 東京都 板橋区 ストックトン志村坂上店 サービス 飲食業 5%

52,970 東京都 板橋区 Ｓｐａｉｎｂａｒはるばる サービス 飲食業 5%

52,971 東京都 板橋区 スポーツ　カフェ　ワルディーズ サービス 飲食業 5%

52,972 東京都 板橋区 スマイル サービス その他サービス 5%

52,973 東京都 板橋区 炭火焼肉専門店崔安閣 サービス 飲食業 5%

52,974 東京都 板橋区 炭火焼肉ホルモン　時楽 サービス 飲食業 5%

52,975 東京都 板橋区 炭火焼きの店　キンクラ サービス 飲食業 5%

52,976 東京都 板橋区 相撲茶屋　大旺 サービス 飲食業 5%

52,977 東京都 板橋区 Ｔｈｒｅｅ サービス その他サービス 5%

52,978 東京都 板橋区 青竜薬局 小売業 その他小売 5%

52,979 東京都 板橋区 セオサイクル　下赤塚店 小売業 その他小売 5%

52,980 東京都 板橋区 セオサイクル前野町店 小売業 その他小売 5%

52,981 東京都 板橋区 セオサイクル前野町店 小売業 その他小売 5%

52,982 東京都 板橋区 世田谷サービス　板橋営業所 小売業 その他小売 5%

52,983 東京都 板橋区 芹沢電気商会 小売業 電化製品 5%

52,984 東京都 板橋区 ｓｅｌｅｃｔｓｉｍ成増店 小売業 電化製品 5%

52,985 東京都 板橋区 千川犬猫病院 サービス その他サービス 5%

52,986 東京都 板橋区 洗濯亭　徳丸店 サービス その他サービス 5%

52,987 東京都 板橋区 ＳＥＮ＿ＴＯ＿ＳＥＮＣＥ 小売業 衣料品 5%

52,988 東京都 板橋区 そばと酒　さらせん サービス 飲食業 5%

52,989 東京都 板橋区 第一金乗湯 サービス その他サービス 5%

52,990 東京都 板橋区 大東文化学園生協板橋購買 サービス その他サービス 5%

52,991 東京都 板橋区 大東文化学園生協　板橋購買部 サービス その他サービス 5%

52,992 東京都 板橋区 ＤＩＮＩＮＧ＆ＢＡＲＫａｊａｈ サービス 飲食業 5%

52,993 東京都 板橋区 Ｄｉｎｎｉｎｇ酒場心々家 サービス 飲食業 5%

52,994 東京都 板橋区 出光セルフ高島平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,995 東京都 板橋区 セブン－イレブン高島平駅前店 小売業 食料品 2%

52,996 東京都 板橋区 高島平　ＳＳ　株式会社長谷川 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,997 東京都 板橋区 高島平２１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

52,998 東京都 板橋区 宝ユニフォームセンター 小売業 衣料品 5%

52,999 東京都 板橋区 滝タクシー サービス 運輸業 5%

53,000 東京都 板橋区 タキモト時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

53,001 東京都 板橋区 タスク補聴器　上板橋店 小売業 その他小売 5%

53,002 東京都 板橋区 多田税務会計事務所 サービス その他サービス 5%

53,003 東京都 板橋区 多奈加亭成増店 小売業 食料品 5%

53,004 東京都 板橋区 田中屋 サービス 飲食業 5%
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53,005 東京都 板橋区 谷電器商会 小売業 電化製品 5%

53,006 東京都 板橋区 ｔａｐｉｅｒ上板橋店 サービス 飲食業 5%

53,007 東京都 板橋区 たぴヤ板橋大山店 サービス 飲食業 5%

53,008 東京都 板橋区 ｔｅａｍＥｖｅｎｔＬｉｆｅ サービス その他サービス 5%

53,009 東京都 板橋区 ＣｈｉｚｕｒｕＮａｇａｏｋａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

53,010 東京都 板橋区 中央軒煎餅本店 小売業 食料品 5%

53,011 東京都 板橋区 中古楽器ラパン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

53,012 東京都 板橋区 Ｔｅａｒｄｒｏｐ サービス 理容・美容業 5%

53,013 東京都 板橋区 Ｔ＆Ｋ　１ 小売業 その他小売 5%

53,014 東京都 板橋区 ｔｍｅ ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅ サービス その他サービス 5%

53,015 東京都 板橋区 ティーエムイーモーターサイクル サービス その他サービス 5%

53,016 東京都 板橋区 ティーズマッサージ鍼灸治療院 サービス その他サービス 5%

53,017 東京都 板橋区 手打蕎麦豚しゃぶ田中屋 サービス 飲食業 5%

53,018 東京都 板橋区 テルポリート　テルポリート サービス 飲食業 5%

53,019 東京都 板橋区 でんけん 小売業 電化製品 5%

53,020 東京都 板橋区 東京麻布 サービス その他サービス 5%

53,021 東京都 板橋区 東京ＦＵＴＯＮカンパニー　大山店 小売業 その他小売 5%

53,022 東京都 板橋区 東京マルシェ 小売業 その他小売 5%

53,023 東京都 板橋区 東京ラッキー自動車 サービス 運輸業 5%

53,024 東京都 板橋区 東次郎薬局 小売業 その他小売 5%

53,025 東京都 板橋区 堂園内装 サービス その他サービス 5%

53,026 東京都 板橋区 ドゥトラヤ 小売業 衣料品 5%

53,027 東京都 板橋区 セブン－イレブン東武練馬駅北口店 小売業 食料品 2%

53,028 東京都 板橋区 セブン－イレブン東武練馬駅西店 小売業 食料品 2%

53,029 東京都 板橋区 Ｄｏｌｌｓ サービス 理容・美容業 5%

53,030 東京都 板橋区 Ｄｏｌｌｓ　中板橋駅前通り店 サービス 理容・美容業 5%

53,031 東京都 板橋区 常盤台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,032 東京都 板橋区 ときわ台の整体院　Ｓｔｅｐ　ｂｙ　Ｓｔｅｐ サービス その他サービス 5%

53,033 東京都 板橋区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ赤塚公園店 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,034 東京都 板橋区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ志村橋店 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,035 東京都 板橋区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ松月院通り店 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,036 東京都 板橋区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ高島平店 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,037 東京都 板橋区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ前野町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,038 東京都 板橋区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ見次公園店 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,039 東京都 板橋区 富岡文具店 小売業 家具・調度品 5%

53,040 東京都 板橋区 トミコシ高島平ボウル サービス その他サービス 5%

53,041 東京都 板橋区 友山商店 サービス その他サービス 5%

53,042 東京都 板橋区 豊田運送　１号機 サービス 運輸業 5%

53,043 東京都 板橋区 ＤＲＡＧＯＮ　ＦＯＲＣＥ 小売業 その他小売 5%

53,044 東京都 板橋区 ＤＯＲＡＭＡ　西台店 サービス その他サービス 5%

53,045 東京都 板橋区 トラヤ本店 小売業 衣料品 5%

53,046 東京都 板橋区 ｔｒａｍｐｏｌａｎｄ　ｔｏｋｙｏ サービス その他サービス 5%
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53,047 東京都 板橋区 鳥新 サービス 飲食業 5%

53,048 東京都 板橋区 鳥新 サービス 飲食業 5%

53,049 東京都 板橋区 鳥正／ＢＲＯＯＫＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

53,050 東京都 板橋区 鶏と酒　かんろく サービス 飲食業 5%

53,051 東京都 板橋区 ドリトル動物病院 サービス その他サービス 5%

53,052 東京都 板橋区 Ｔｒｉｂｅａｕｔ サービス 理容・美容業 5%

53,053 東京都 板橋区 ドレセル池袋店 小売業 その他小売 5%

53,054 東京都 板橋区 ｔｒｏｉｓｒｕｂａｎ 小売業 その他小売 5%

53,055 東京都 板橋区 とんかつとき和 サービス 飲食業 5%

53,056 東京都 板橋区 とんかつ・豚しゃぶ・創作料理　銀扇 サービス 飲食業 5%

53,057 東京都 板橋区 セブン－イレブン中板店 小売業 食料品 2%

53,058 東京都 板橋区 セブン－イレブン中板橋駅前通り店 小売業 食料品 2%

53,059 東京都 板橋区 セブン－イレブン中板橋南店 小売業 食料品 2%

53,060 東京都 板橋区 中嶋タクシー サービス 運輸業 5%

53,061 東京都 板橋区 中仙酒場　串屋さぶろく サービス 飲食業 5%

53,062 東京都 板橋区 中丸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,063 東京都 板橋区 なごみ なごみ サービス 飲食業 5%

53,064 東京都 板橋区 ナランハ 小売業 その他小売 5%

53,065 東京都 板橋区 ＮＩＩＫＡ　ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

53,066 東京都 板橋区 肉の万世　高島平店 サービス 飲食業 5%

53,067 東京都 板橋区 ＮＩＫＵＲＡ　ＮＩＫＵＲＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

53,068 東京都 板橋区 ニコ動物病院 サービス その他サービス 5%

53,069 東京都 板橋区 西台中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,070 東京都 板橋区 ニッカホーム　板橋営業所 サービス その他サービス 5%

53,071 東京都 板橋区 日個連　相島タクシー サービス 運輸業 5%

53,072 東京都 板橋区 日個連　青井タクシー サービス 運輸業 5%

53,073 東京都 板橋区 日個連　青山タクシー サービス 運輸業 5%

53,074 東京都 板橋区 日個連　秋和タクシー サービス 運輸業 5%

53,075 東京都 板橋区 日個連　浅倉タクシー サービス 運輸業 5%

53,076 東京都 板橋区 日個連　安里タクシー サービス 運輸業 5%

53,077 東京都 板橋区 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

53,078 東京都 板橋区 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

53,079 東京都 板橋区 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

53,080 東京都 板橋区 日個連　新井タクシー サービス 運輸業 5%

53,081 東京都 板橋区 日個連　荒木タクシー サービス 運輸業 5%

53,082 東京都 板橋区 日個連　安生タクシー サービス 運輸業 5%

53,083 東京都 板橋区 日個連　飯島タクシー サービス 運輸業 5%

53,084 東京都 板橋区 日個連　飯塚タクシー サービス 運輸業 5%

53,085 東京都 板橋区 日個連　池内タクシー サービス 運輸業 5%

53,086 東京都 板橋区 日個連　石川タクシー サービス 運輸業 5%

53,087 東京都 板橋区 日個連　石川タクシー サービス 運輸業 5%

53,088 東京都 板橋区 日個連　石原タクシー サービス 運輸業 5%
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53,089 東京都 板橋区 日個連　和泉タクシー サービス 運輸業 5%

53,090 東京都 板橋区 日個連　礒部タクシー サービス 運輸業 5%

53,091 東京都 板橋区 日個連　市川タクシー サービス 運輸業 5%

53,092 東京都 板橋区 日個連　市川タクシー サービス 運輸業 5%

53,093 東京都 板橋区 日個連　一谷タクシー サービス 運輸業 5%

53,094 東京都 板橋区 日個連　井上タクシー サービス 運輸業 5%

53,095 東京都 板橋区 日個連　井上タクシー サービス 運輸業 5%

53,096 東京都 板橋区 日個連　今井タクシー サービス 運輸業 5%

53,097 東京都 板橋区 日個連　入江タクシー サービス 運輸業 5%

53,098 東京都 板橋区 日個連　岩田タクシー サービス 運輸業 5%

53,099 東京都 板橋区 日個連　岩間タクシー サービス 運輸業 5%

53,100 東京都 板橋区 日個連　尹タクシー サービス 運輸業 5%

53,101 東京都 板橋区 日個連　植竹タクシー サービス 運輸業 5%

53,102 東京都 板橋区 日個連　上野タクシー サービス 運輸業 5%

53,103 東京都 板橋区 日個連　上野タクシー サービス 運輸業 5%

53,104 東京都 板橋区 日個連　上原タクシー サービス 運輸業 5%

53,105 東京都 板橋区 日個連　植村タクシー サービス 運輸業 5%

53,106 東京都 板橋区 日個連　潮田タクシー サービス 運輸業 5%

53,107 東京都 板橋区 日個連　内田タクシー サービス 運輸業 5%

53,108 東京都 板橋区 日個連　内田タクシー サービス 運輸業 5%

53,109 東京都 板橋区 日個連　内田タクシー サービス 運輸業 5%

53,110 東京都 板橋区 日個連　内田タクシー サービス 運輸業 5%

53,111 東京都 板橋区 日個連　浦部タクシー サービス 運輸業 5%

53,112 東京都 板橋区 日個連　大内タクシー サービス 運輸業 5%

53,113 東京都 板橋区 日個連　大木戸タクシー サービス 運輸業 5%

53,114 東京都 板橋区 日個連　大久保タクシー サービス 運輸業 5%

53,115 東京都 板橋区 日個連　大河内タクシー サービス 運輸業 5%

53,116 東京都 板橋区 日個連　大島タクシー サービス 運輸業 5%

53,117 東京都 板橋区 日個連　太田タクシー サービス 運輸業 5%

53,118 東京都 板橋区 日個連　大畑タクシー サービス 運輸業 5%

53,119 東京都 板橋区 日個連　小潟タクシー サービス 運輸業 5%

53,120 東京都 板橋区 日個連　岡野タクシー サービス 運輸業 5%

53,121 東京都 板橋区 日個連　小澤タクシー サービス 運輸業 5%

53,122 東京都 板橋区 日個連　小貫タクシー サービス 運輸業 5%

53,123 東京都 板橋区 日個連　小野瀬タクシー サービス 運輸業 5%

53,124 東京都 板橋区 日個連　貝塚タクシー サービス 運輸業 5%

53,125 東京都 板橋区 日個連　柏木タクシー サービス 運輸業 5%

53,126 東京都 板橋区 日個連　春日タクシー サービス 運輸業 5%

53,127 東京都 板橋区 日個連　春日タクシー サービス 運輸業 5%

53,128 東京都 板橋区 日個連　片倉タクシー サービス 運輸業 5%

53,129 東京都 板橋区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

53,130 東京都 板橋区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%
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53,131 東京都 板橋区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

53,132 東京都 板橋区 日個連　金石タクシー サービス 運輸業 5%

53,133 東京都 板橋区 日個連　鎌田タクシー サービス 運輸業 5%

53,134 東京都 板橋区 日個連　上小路タクシー サービス 運輸業 5%

53,135 東京都 板橋区 日個連　河合タクシー サービス 運輸業 5%

53,136 東京都 板橋区 日個連　川上タクシー サービス 運輸業 5%

53,137 東京都 板橋区 日個連　菅野タクシー サービス 運輸業 5%

53,138 東京都 板橋区 日個連　菊池タクシー サービス 運輸業 5%

53,139 東京都 板橋区 日個連　岸タクシー サービス 運輸業 5%

53,140 東京都 板橋区 日個連　岸本タクシー サービス 運輸業 5%

53,141 東京都 板橋区 日個連　絹中タクシー サービス 運輸業 5%

53,142 東京都 板橋区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

53,143 東京都 板橋区 日個連　草津タクシー サービス 運輸業 5%

53,144 東京都 板橋区 日個連　工藤タクシー サービス 運輸業 5%

53,145 東京都 板橋区 日個連　熊谷タクシー サービス 運輸業 5%

53,146 東京都 板橋区 日個連　熊倉タクシー サービス 運輸業 5%

53,147 東京都 板橋区 日個連　倉田タクシー サービス 運輸業 5%

53,148 東京都 板橋区 日個連　黒田タクシー サービス 運輸業 5%

53,149 東京都 板橋区 日個連　鯉沼タクシー サービス 運輸業 5%

53,150 東京都 板橋区 日個連　香則タクシー サービス 運輸業 5%

53,151 東京都 板橋区 日個連　河野タクシー サービス 運輸業 5%

53,152 東京都 板橋区 日個連　古川タクシー サービス 運輸業 5%

53,153 東京都 板橋区 日個連　小杉タクシー サービス 運輸業 5%

53,154 東京都 板橋区 日個連　小髙タクシー サービス 運輸業 5%

53,155 東京都 板橋区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

53,156 東京都 板橋区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

53,157 東京都 板橋区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

53,158 東京都 板橋区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

53,159 東京都 板橋区 日個連　小宮タクシー サービス 運輸業 5%

53,160 東京都 板橋区 日個連　今野タクシー サービス 運輸業 5%

53,161 東京都 板橋区 日個連　斎藤タクシー サービス 運輸業 5%

53,162 東京都 板橋区 日個連　坂根タクシー サービス 運輸業 5%

53,163 東京都 板橋区 日個連　坂本タクシー サービス 運輸業 5%

53,164 東京都 板橋区 日個連　砂井タクシー サービス 運輸業 5%

53,165 東京都 板橋区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

53,166 東京都 板橋区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

53,167 東京都 板橋区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

53,168 東京都 板橋区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

53,169 東京都 板橋区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

53,170 東京都 板橋区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

53,171 東京都 板橋区 日個連　三部タクシー サービス 運輸業 5%

53,172 東京都 板橋区 日個連　椎橋タクシー サービス 運輸業 5%
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53,173 東京都 板橋区 日個連　塩田タクシー サービス 運輸業 5%

53,174 東京都 板橋区 日個連　渋澤タクシー サービス 運輸業 5%

53,175 東京都 板橋区 日個連　嶋居タクシー サービス 運輸業 5%

53,176 東京都 板橋区 日個連　島野タクシー サービス 運輸業 5%

53,177 東京都 板橋区 日個連　下山タクシー サービス 運輸業 5%

53,178 東京都 板橋区 日個連　白石タクシー サービス 運輸業 5%

53,179 東京都 板橋区 日個連　白井タクシー サービス 運輸業 5%

53,180 東京都 板橋区 日個連　白濱タクシー サービス 運輸業 5%

53,181 東京都 板橋区 日個連　陳岡タクシー サービス 運輸業 5%

53,182 東京都 板橋区 日個連　新里タクシー サービス 運輸業 5%

53,183 東京都 板橋区 日個連　進藤タクシー サービス 運輸業 5%

53,184 東京都 板橋区 日個連　須賀タクシー サービス 運輸業 5%

53,185 東京都 板橋区 日個連　杦田タクシー サービス 運輸業 5%

53,186 東京都 板橋区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

53,187 東京都 板橋区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

53,188 東京都 板橋区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

53,189 東京都 板橋区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

53,190 東京都 板橋区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

53,191 東京都 板橋区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

53,192 東京都 板橋区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

53,193 東京都 板橋区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

53,194 東京都 板橋区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

53,195 東京都 板橋区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

53,196 東京都 板橋区 日個連　須田タクシー サービス 運輸業 5%

53,197 東京都 板橋区 日個連　須藤タクシー サービス 運輸業 5%

53,198 東京都 板橋区 日個連　関口タクシー サービス 運輸業 5%

53,199 東京都 板橋区 日個連　関根タクシー サービス 運輸業 5%

53,200 東京都 板橋区 日個連　千賀タクシー サービス 運輸業 5%

53,201 東京都 板橋区 日個連　髙田タクシー サービス 運輸業 5%

53,202 東京都 板橋区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

53,203 東京都 板橋区 日個連　田口タクシー サービス 運輸業 5%

53,204 東京都 板橋区 日個連　多田タクシー サービス 運輸業 5%

53,205 東京都 板橋区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

53,206 東京都 板橋区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

53,207 東京都 板橋区 日個連　玉置タクシー サービス 運輸業 5%

53,208 東京都 板橋区 日個連　田村タクシー サービス 運輸業 5%

53,209 東京都 板橋区 日個連　千葉タクシー サービス 運輸業 5%

53,210 東京都 板橋区 日個連　千葉タクシー サービス 運輸業 5%

53,211 東京都 板橋区 日個連　塚原タクシー サービス 運輸業 5%

53,212 東京都 板橋区 日個連　塚本タクシー サービス 運輸業 5%

53,213 東京都 板橋区 日個連　槌田タクシー サービス 運輸業 5%

53,214 東京都 板橋区 日個連　土田タクシー サービス 運輸業 5%
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53,215 東京都 板橋区 日個連　土屋タクシー サービス 運輸業 5%

53,216 東京都 板橋区 日個連　寺田タクシー サービス 運輸業 5%

53,217 東京都 板橋区 日個連　東堂タクシー サービス 運輸業 5%

53,218 東京都 板橋区 日個連　時田タクシー サービス 運輸業 5%

53,219 東京都 板橋区 日個連　徳田タクシー サービス 運輸業 5%

53,220 東京都 板橋区 日個連　富永タクシー サービス 運輸業 5%

53,221 東京都 板橋区 日個連　豊田タクシー サービス 運輸業 5%

53,222 東京都 板橋区 日個連　内藤タクシー サービス 運輸業 5%

53,223 東京都 板橋区 日個連　内藤タクシー サービス 運輸業 5%

53,224 東京都 板橋区 日個連　長岡タクシー サービス 運輸業 5%

53,225 東京都 板橋区 日個連　中嶋タクシー サービス 運輸業 5%

53,226 東京都 板橋区 日個連　中島タクシー サービス 運輸業 5%

53,227 東京都 板橋区 日個連　中田タクシー サービス 運輸業 5%

53,228 東京都 板橋区 日個連　永田タクシー サービス 運輸業 5%

53,229 東京都 板橋区 日個連　仲西タクシー サービス 運輸業 5%

53,230 東京都 板橋区 日個連　長野タクシー サービス 運輸業 5%

53,231 東京都 板橋区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

53,232 東京都 板橋区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

53,233 東京都 板橋区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

53,234 東京都 板橋区 日個連　中谷タクシー サービス 運輸業 5%

53,235 東京都 板橋区 日個連　中山タクシー サービス 運輸業 5%

53,236 東京都 板橋区 日個連　中山タクシー サービス 運輸業 5%

53,237 東京都 板橋区 日個連　仲山タクシー サービス 運輸業 5%

53,238 東京都 板橋区 日個連　楢原タクシー サービス 運輸業 5%

53,239 東京都 板橋区 日個連　西沢タクシー サービス 運輸業 5%

53,240 東京都 板橋区 日個連　西村タクシー サービス 運輸業 5%

53,241 東京都 板橋区 日個連　沼里タクシー サービス 運輸業 5%

53,242 東京都 板橋区 日個連　根本タクシー サービス 運輸業 5%

53,243 東京都 板橋区 日個連　野崎タクシー サービス 運輸業 5%

53,244 東京都 板橋区 日個連　野田タクシー サービス 運輸業 5%

53,245 東京都 板橋区 日個連　野溝タクシー サービス 運輸業 5%

53,246 東京都 板橋区 日個連　野村タクシー サービス 運輸業 5%

53,247 東京都 板橋区 日個連　橋谷田タクシー サービス 運輸業 5%

53,248 東京都 板橋区 日個連　長谷川タクシー サービス 運輸業 5%

53,249 東京都 板橋区 日個連　長谷川タクシー サービス 運輸業 5%

53,250 東京都 板橋区 日個連　八田タクシー サービス 運輸業 5%

53,251 東京都 板橋区 日個連　八反田タクシー サービス 運輸業 5%

53,252 東京都 板橋区 日個連　馬場タクシー サービス 運輸業 5%

53,253 東京都 板橋区 日個連　濱野タクシー サービス 運輸業 5%

53,254 東京都 板橋区 日個連　早﨑タクシー サービス 運輸業 5%

53,255 東京都 板橋区 日個連　早瀬タクシー サービス 運輸業 5%

53,256 東京都 板橋区 日個連　東瀬タクシー サービス 運輸業 5%
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53,257 東京都 板橋区 日個連　比嘉タクシー サービス 運輸業 5%

53,258 東京都 板橋区 日個連　平川タクシー サービス 運輸業 5%

53,259 東京都 板橋区 日個連　平澤タクシー サービス 運輸業 5%

53,260 東京都 板橋区 日個連　平野タクシー サービス 運輸業 5%

53,261 東京都 板橋区 日個連　平山タクシー サービス 運輸業 5%

53,262 東京都 板橋区 日個連　廣井タクシー サービス 運輸業 5%

53,263 東京都 板橋区 日個連　廣沢タクシー サービス 運輸業 5%

53,264 東京都 板橋区 日個連　廣瀬タクシー サービス 運輸業 5%

53,265 東京都 板橋区 日個連　深澤タクシー サービス 運輸業 5%

53,266 東京都 板橋区 日個連　深海タクシー サービス 運輸業 5%

53,267 東京都 板橋区 日個連　深谷タクシー サービス 運輸業 5%

53,268 東京都 板橋区 日個連　福井タクシー サービス 運輸業 5%

53,269 東京都 板橋区 日個連　藤田タクシー サービス 運輸業 5%

53,270 東京都 板橋区 日個連　藤山タクシー サービス 運輸業 5%

53,271 東京都 板橋区 日個連　古本タクシー サービス 運輸業 5%

53,272 東京都 板橋区 日個連　細谷タクシー サービス 運輸業 5%

53,273 東京都 板橋区 日個連　帆谷タクシー サービス 運輸業 5%

53,274 東京都 板橋区 日個連　堀口タクシー サービス 運輸業 5%

53,275 東京都 板橋区 日個連　本澤タクシー サービス 運輸業 5%

53,276 東京都 板橋区 日個連　前川タクシー サービス 運輸業 5%

53,277 東京都 板橋区 日個連　前川タクシー サービス 運輸業 5%

53,278 東京都 板橋区 日個連　増子タクシー サービス 運輸業 5%

53,279 東京都 板橋区 日個連　増田タクシー サービス 運輸業 5%

53,280 東京都 板橋区 日個連　松井タクシー サービス 運輸業 5%

53,281 東京都 板橋区 日個連　松井タクシー サービス 運輸業 5%

53,282 東京都 板橋区 日個連　松岡タクシー サービス 運輸業 5%

53,283 東京都 板橋区 日個連　松兼タクシー サービス 運輸業 5%

53,284 東京都 板橋区 日個連　松島タクシー サービス 運輸業 5%

53,285 東京都 板橋区 日個連　松島タクシー サービス 運輸業 5%

53,286 東京都 板橋区 日個連　松田タクシー サービス 運輸業 5%

53,287 東京都 板橋区 日個連　松沼タクシー サービス 運輸業 5%

53,288 東京都 板橋区 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%

53,289 東京都 板橋区 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%

53,290 東京都 板橋区 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%

53,291 東京都 板橋区 日個連　丸山タクシー サービス 運輸業 5%

53,292 東京都 板橋区 日個連　丸山タクシー サービス 運輸業 5%

53,293 東京都 板橋区 日個連　三上タクシー サービス 運輸業 5%

53,294 東京都 板橋区 日個連　三村タクシー サービス 運輸業 5%

53,295 東京都 板橋区 日個連　宮﨑タクシー サービス 運輸業 5%

53,296 東京都 板橋区 日個連　宮下タクシー サービス 運輸業 5%

53,297 東京都 板橋区 日個連　宮下タクシー サービス 運輸業 5%

53,298 東京都 板橋区 日個連　宮本タクシー サービス 運輸業 5%
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53,299 東京都 板橋区 日個連　向里タクシー サービス 運輸業 5%

53,300 東京都 板橋区 日個連　村田タクシー サービス 運輸業 5%

53,301 東京都 板橋区 日個連　村山タクシー サービス 運輸業 5%

53,302 東京都 板橋区 日個連　村山タクシー サービス 運輸業 5%

53,303 東京都 板橋区 日個連　望月タクシー サービス 運輸業 5%

53,304 東京都 板橋区 日個連　森井タクシー サービス 運輸業 5%

53,305 東京都 板橋区 日個連　森タクシー サービス 運輸業 5%

53,306 東京都 板橋区 日個連　森タクシー サービス 運輸業 5%

53,307 東京都 板橋区 日個連　諸田タクシー サービス 運輸業 5%

53,308 東京都 板橋区 日個連　夜差タクシー サービス 運輸業 5%

53,309 東京都 板橋区 日個連　谷島タクシー サービス 運輸業 5%

53,310 東京都 板橋区 日個連　柳瀬タクシー サービス 運輸業 5%

53,311 東京都 板橋区 日個連　山川タクシー サービス 運輸業 5%

53,312 東京都 板橋区 日個連　山川タクシー サービス 運輸業 5%

53,313 東京都 板橋区 日個連　山岸タクシー サービス 運輸業 5%

53,314 東京都 板橋区 日個連　山北タクシー サービス 運輸業 5%

53,315 東京都 板橋区 日個連　山口タクシー サービス 運輸業 5%

53,316 東京都 板橋区 日個連　山崎タクシー サービス 運輸業 5%

53,317 東京都 板橋区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

53,318 東京都 板橋区 日個連　遊佐タクシー サービス 運輸業 5%

53,319 東京都 板橋区 日個連　横山タクシー サービス 運輸業 5%

53,320 東京都 板橋区 日個連　喜田タクシー サービス 運輸業 5%

53,321 東京都 板橋区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

53,322 東京都 板橋区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

53,323 東京都 板橋区 日個連　和田タクシー サービス 運輸業 5%

53,324 東京都 板橋区 日個連　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

53,325 東京都 板橋区 日個連　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

53,326 東京都 板橋区 日個連　渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

53,327 東京都 板橋区 日個連　渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

53,328 東京都 板橋区 日本ケイアンドアイ株式会社 サービス その他サービス 5%

53,329 東京都 板橋区 日本橋屋長兵衛　ＥＱＵｉＡ成増店 小売業 食料品 5%

53,330 東京都 板橋区 ニューガーデン 小売業 その他小売 5%

53,331 東京都 板橋区 ニライ合同会社 小売業 衣料品 5%

53,332 東京都 板橋区 ネイチャークラブ 小売業 その他小売 5%

53,333 東京都 板橋区 ネイルケアサロンミカ サービス その他サービス 5%

53,334 東京都 板橋区 ＮＡＩＬＳＡＬＯＮｊｏｇａｔａ サービス 理容・美容業 5%

53,335 東京都 板橋区 ＮａｉｌＳａｌｏｎＬｕｎｅ サービス その他サービス 5%

53,336 東京都 板橋区 ｎａｉｌｒｏｏｍＰｅｔｉｔＣｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

53,337 東京都 板橋区 美容室ＮｅｏＣｌａｓｓｉｃＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ サービス その他サービス 5%

53,338 東京都 板橋区 野田タクシー サービス 運輸業 5%

53,339 東京都 板橋区 Ｎｏｃｃｉｅｓ＊ 小売業 その他小売 5%

53,340 東京都 板橋区 ノブ動物病院 サービス その他サービス 5%
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53,341 東京都 板橋区 呑み喰い処りんご サービス 飲食業 5%

53,342 東京都 板橋区 ｎｏｒｏｙｏｋｏｎｏｒｏ サービス 飲食業 5%

53,343 東京都 板橋区 Ｂａｒ　Ｌａｎｃｅｌｏｔ　（バー サービス 飲食業 5%

53,344 東京都 板橋区 バースサーフ サービス その他サービス 5%

53,345 東京都 板橋区 ＢａｒＢｅｒＧＲＯＷ サービス 理容・美容業 5%

53,346 東京都 板橋区 ＢａｒＢｅｒＧＲＯＷ サービス 理容・美容業 5%

53,347 東京都 板橋区 ハウスクリーニングくくる サービス その他サービス 5%

53,348 東京都 板橋区 パスタとお酒ぶどうの根っこ サービス 飲食業 5%

53,349 東京都 板橋区 パステルデザートときわ台店 小売業 食料品 5%

53,350 東京都 板橋区 蓮沼薬局 小売業 その他小売 5%

53,351 東京都 板橋区 蓮根町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,352 東京都 板橋区 セブン－イレブン蓮根店 小売業 食料品 2%

53,353 東京都 板橋区 蓮根むらたや 小売業 食料品 5%

53,354 東京都 板橋区 ８月のライオン サービス 飲食業 5%

53,355 東京都 板橋区 バッグ専門　柳屋 小売業 衣料品 5%

53,356 東京都 板橋区 Ｂａｃｃｏ サービス 飲食業 5%

53,357 東京都 板橋区 花かず 小売業 その他小売 5%

53,358 東京都 板橋区 ハナ動物病院 サービス その他サービス 5%

53,359 東京都 板橋区 ＶａｎｉｌｌａＢｅａｕｔｅバニエアボーテ サービス 理容・美容業 5%

53,360 東京都 板橋区 バルカローラ サービス 飲食業 5%

53,361 東京都 板橋区 パルパル サービス 飲食業 5%

53,362 東京都 板橋区 ハンコ卸売センター　上板橋駅前店 小売業 その他小売 5%

53,363 東京都 板橋区 ハンコ印刷センター 板橋店 小売業 その他小売 5%

53,364 東京都 板橋区 ハンドベル・ケア板橋店舗 小売業 その他小売 5%

53,365 東京都 板橋区 Ｂ＆Ｂ和み サービス 宿泊業 5%

53,366 東京都 板橋区 ｂ－ｇａｒａｇｅ 小売業 その他小売 5%

53,367 東京都 板橋区 ＢＫ４ サービス 飲食業 5%

53,368 東京都 板橋区 ピースオブヘアー サービス 理容・美容業 5%

53,369 東京都 板橋区 ｖｉｖｏ　ｄａｉｌｙ　ｓｔａｎｄ サービス 飲食業 5%

53,370 東京都 板橋区 出光セルフ東坂下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,371 東京都 板橋区 セブン－イレブン光が丘公園北店 小売業 食料品 2%

53,372 東京都 板橋区 ひかわ自動車 サービス その他サービス 5%

53,373 東京都 板橋区 ビジネス旅館二軒家 サービス 宿泊業 5%

53,374 東京都 板橋区 ビストロエマ サービス 飲食業 5%

53,375 東京都 板橋区 Ｂｉｓｔｒｏむじか サービス 飲食業 5%

53,376 東京都 板橋区 ビストロ・ラ・ノブティックＢ サービス 飲食業 5%

53,377 東京都 板橋区 ひなた動物病院 サービス その他サービス 5%

53,378 東京都 板橋区 ひなた動物病院 サービス その他サービス 5%

53,379 東京都 板橋区 日の出屋 小売業 食料品 5%

53,380 東京都 板橋区 日乃出屋 小売業 食料品 5%

53,381 東京都 板橋区 ひまわり　ボディバランス サービス その他サービス 5%

53,382 東京都 板橋区 ビューティふたば 小売業 その他小売 5%
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53,383 東京都 板橋区 ビューテータナカ　上板橋店 サービス 理容・美容業 5%

53,384 東京都 板橋区 ビューテータナカ　常盤台店 サービス 理容・美容業 5%

53,385 東京都 板橋区 美容室　愛 サービス 理容・美容業 5%

53,386 東京都 板橋区 美容室　ライズ サービス 理容・美容業 5%

53,387 東京都 板橋区 美容室アンジュ サービス 理容・美容業 5%

53,388 東京都 板橋区 美容室アンジュ　美容室アンジュ サービス 理容・美容業 5%

53,389 東京都 板橋区 美容室Ｖａｎｄ サービス 理容・美容業 5%

53,390 東京都 板橋区 美容室クローバー サービス 理容・美容業 5%

53,391 東京都 板橋区 美容室ネオクラシック サービス 理容・美容業 5%

53,392 東京都 板橋区 美容室フェアリ サービス 理容・美容業 5%

53,393 東京都 板橋区 美容室ローランサン サービス 理容・美容業 5%

53,394 東京都 板橋区 ひよけ家 サービス 飲食業 5%

53,395 東京都 板橋区 ひらい花店 サービス その他サービス 5%

53,396 東京都 板橋区 ビル開発 サービス その他サービス 5%

53,397 東京都 板橋区 ファイトレエステＲＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

53,398 東京都 板橋区 ファインタンク合同会社 サービス その他サービス 5%

53,399 東京都 板橋区 フィールドスタイル上板橋店 小売業 衣料品 5%

53,400 東京都 板橋区 フィールドスタイル小竹向原店 小売業 衣料品 5%

53,401 東京都 板橋区 フィッツミー大山店 サービス その他サービス 5%

53,402 東京都 板橋区 フィッツミー高島平店 サービス その他サービス 5%

53,403 東京都 板橋区 フィッツミーときわ台店 サービス その他サービス 5%

53,404 東京都 板橋区 風風ラーメン　赤塚店 サービス 飲食業 5%

53,405 東京都 板橋区 Ｆｏｇｌｉａ サービス その他サービス 5%

53,406 東京都 板橋区 ＦＵＫＡＭＩＣＨＩ　ＴＡＸＩ サービス その他サービス 5%

53,407 東京都 板橋区 美容室ＴＡＫＡＯ サービス 理容・美容業 5%

53,408 東京都 板橋区 富士硝子 サービス その他サービス 5%

53,409 東京都 板橋区 富士茶苑 小売業 その他小売 5%

53,410 東京都 板橋区 ＢＯＯＫＯＦＦ　中板橋駅北口店 小売業 その他小売 2%

53,411 東京都 板橋区 ＰｒｉｖａｔｅＳａｌｏｎ ＣｕｒｅＧｒｕｅ サービス その他サービス 5%

53,412 東京都 板橋区 ブラウニーラビット サービス その他サービス 5%

53,413 東京都 板橋区 プラザトキワ　小竹向原店 小売業 衣料品 5%

53,414 東京都 板橋区 プラザトキワ　ネクスト店 小売業 その他小売 5%

53,415 東京都 板橋区 フリーマーケット 小売業 衣料品 5%

53,416 東京都 板橋区 フルモトタクシー サービス 運輸業 5%

53,417 東京都 板橋区 合同会社Ｆ．ＮＥＸＴ サービス 理容・美容業 5%

53,418 東京都 板橋区 ｆｌｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

53,419 東京都 板橋区 ブロッサム　上板橋店 サービス 理容・美容業 5%

53,420 東京都 板橋区 ブロッサムＡＮＮＥＸ成増店 サービス 理容・美容業 5%

53,421 東京都 板橋区 ブロッサム　大山店 サービス 理容・美容業 5%

53,422 東京都 板橋区 ブロッサム　東武練馬店 サービス 理容・美容業 5%

53,423 東京都 板橋区 Ｂｌｏｓｓｏｍ常盤台南口店 サービス 理容・美容業 5%

53,424 東京都 板橋区 ブロッサム成増アネックス店 サービス 理容・美容業 5%
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53,425 東京都 板橋区 ブロッサム　成増店 サービス 理容・美容業 5%

53,426 東京都 板橋区 Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ サービス その他サービス 5%

53,427 東京都 板橋区 プロミネンス サービス その他サービス 5%

53,428 東京都 板橋区 フロムファースト サービス 理容・美容業 5%

53,429 東京都 板橋区 プロモートジャパン サービス その他サービス 5%

53,430 東京都 板橋区 文進堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

53,431 東京都 板橋区 文進堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

53,432 東京都 板橋区 ヘアーサロン　イレブン サービス 理容・美容業 5%

53,433 東京都 板橋区 ｈａｉｒｓａｌｏｎＨＯＷＬ サービス 理容・美容業 5%

53,434 東京都 板橋区 ｈａｉｒｓｔｕｄｉｏＦｕｎ サービス 理容・美容業 5%

53,435 東京都 板橋区 ＰＡＣＨＡＲＡ成増駅前店 サービス 理容・美容業 5%

53,436 東京都 板橋区 ＨａｉｒＬｅａｆ サービス 理容・美容業 5%

53,437 東京都 板橋区 ヘア＆メイクＢＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

53,438 東京都 板橋区 ＨＡＩＲＣＬＵＢ サービス 理容・美容業 5%

53,439 東京都 板橋区 ＨａｉｒＣｒｅａｔｉｏｎ　髪工房 サービス 理容・美容業 5%

53,440 東京都 板橋区 ヘアーサロンデフォーエバークレール サービス 理容・美容業 5%

53,441 東京都 板橋区 ｈａｉｒｓａｌｏｎｄｅＬＵＭＩＣ サービス 理容・美容業 5%

53,442 東京都 板橋区 ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ｄｅ　フォー サービス 理容・美容業 5%

53,443 東京都 板橋区 ヘアサロンド　フォーエバールクス サービス 理容・美容業 5%

53,444 東京都 板橋区 ヘアティアラ サービス 理容・美容業 5%

53,445 東京都 板橋区 ペイドレイヴ 小売業 衣料品 5%

53,446 東京都 板橋区 ペイドレイヴ．Ｎ 小売業 衣料品 5%

53,447 東京都 板橋区 ベーカリー　エナック 小売業 食料品 5%

53,448 東京都 板橋区 ペットセレモニーひまわり　Ⅱ 小売業 その他小売 5%

53,449 東京都 板橋区 Ｈｅｍｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

53,450 東京都 板橋区 ペルケノ サービス 飲食業 5%

53,451 東京都 板橋区 ベルシアン　成増 サービス その他サービス 5%

53,452 東京都 板橋区 鈴の間 サービス 飲食業 5%

53,453 東京都 板橋区 ベル民間救急 サービス 運輸業 5%

53,454 東京都 板橋区 ベローチェ仲宿店 サービス 飲食業 5%

53,455 東京都 板橋区 豊進自動車サービス サービス その他サービス 5%

53,456 東京都 板橋区 細井時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

53,457 東京都 板橋区 北光自動車交通 サービス 運輸業 5%

53,458 東京都 板橋区 ホテルヒルトップ サービス 宿泊業 5%

53,459 東京都 板橋区 ホンダキャピタル サービス その他サービス 5%

53,460 東京都 板橋区 本店 サービス その他サービス 5%

53,461 東京都 板橋区 マイスターコーティング上板橋店 サービス その他サービス 5%

53,462 東京都 板橋区 蒔田鮨 サービス 飲食業 5%

53,463 東京都 板橋区 マクドナルド浮間舟渡駅前店 サービス 飲食業 2%

53,464 東京都 板橋区 マクドナルド東武練馬店 サービス 飲食業 2%

53,465 東京都 板橋区 孫銀蓮沼店 小売業 その他小売 5%

53,466 東京都 板橋区 まごの手　板橋店 サービス その他サービス 5%

1275



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

53,467 東京都 板橋区 松崎電機株式会社 小売業 電化製品 5%

53,468 東京都 板橋区 ＭＡＨＡＬＯ サービス 理容・美容業 5%

53,469 東京都 板橋区 Ｍａｍ＇ｓｐｅａｒｌ 小売業 その他小売 5%

53,470 東京都 板橋区 豆本ドールハウス サービス その他サービス 5%

53,471 東京都 板橋区 ＭＡＬＩＢＵ サービス 理容・美容業 5%

53,472 東京都 板橋区 マルゼン洋品店 小売業 衣料品 5%

53,473 東京都 板橋区 マルチュウクリーニング　板橋店 サービス その他サービス 5%

53,474 東京都 板橋区 ＭＥＡＬ　ＢＯＸＸ　ケータリング サービス 飲食業 5%

53,475 東京都 板橋区 ミストラルバレエスタジオ サービス その他サービス 5%

53,476 東京都 板橋区 美月 サービス その他サービス 5%

53,477 東京都 板橋区 ミックヘア＆メイク　大山店 サービス 理容・美容業 5%

53,478 東京都 板橋区 Ｍｉｇｎｏｎ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

53,479 東京都 板橋区 峯岸タクシー サービス 運輸業 5%

53,480 東京都 板橋区 ＭＩＹＡＧＩＨＩＤＥＴＡＫＡ 小売業 衣料品 5%

53,481 東京都 板橋区 ミヤモトドラッグ　新成増店 小売業 その他小売 5%

53,482 東京都 板橋区 ＭｕｓｅｅｄｅＨａｎｎａ サービス 理容・美容業 5%

53,483 東京都 板橋区 ミラドール 小売業 衣料品 5%

53,484 東京都 板橋区 ＭＵＵ板橋西台店 サービス その他サービス 5%

53,485 東京都 板橋区 ムサシノモデル 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

53,486 東京都 板橋区 ｍｕｓｕｂｉｍｅ 小売業 衣料品 5%

53,487 東京都 板橋区 ＭＯＶＥ　大山店 小売業 その他小売 5%

53,488 東京都 板橋区 ＭＯＶＥ板橋 小売業 その他小売 5%

53,489 東京都 板橋区 村井靴店 小売業 衣料品 5%

53,490 東京都 板橋区 村井タクシ－ サービス 運輸業 5%

53,491 東京都 板橋区 株式会社ムラクシ サービス その他サービス 5%

53,492 東京都 板橋区 メガネストアー板橋仲宿 小売業 その他小売 5%

53,493 東京都 板橋区 メガネストアー板橋仲宿店 小売業 その他小売 5%

53,494 東京都 板橋区 メガネストアー西台本店 小売業 その他小売 5%

53,495 東京都 板橋区 眼鏡 時計 宝飾 補聴器 カワヒト 小売業 その他小売 5%

53,496 東京都 板橋区 メゾンモンマルトル サービス 飲食業 5%

53,497 東京都 板橋区 ｍｅｄｅｒｕ 小売業 その他小売 5%

53,498 東京都 板橋区 メナードフェイシャルサロンボウベル サービス 理容・美容業 5%

53,499 東京都 板橋区 麺ＳＯＵＬＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

53,500 東京都 板橋区 モーリスヘアー西台 サービス 理容・美容業 5%

53,501 東京都 板橋区 モトウィング須賀 小売業 その他小売 5%

53,502 東京都 板橋区 ｍｏｎｏｃｏｔｏｍａｒｃｈｅ 小売業 衣料品 5%

53,503 東京都 板橋区 もみじや靴店 小売業 衣料品 5%

53,504 東京都 板橋区 もみの気ハウス大山店 サービス その他サービス 5%

53,505 東京都 板橋区 森タクシー サービス 運輸業 5%

53,506 東京都 板橋区 焼き菓子ＯＢＡ?ＹＵ 焼き菓子 ＯＢＡ?ＹＵ 小売業 食料品 5%

53,507 東京都 板橋区 やきとり にしだ場 下赤塚北口店 サービス 飲食業 5%

53,508 東京都 板橋区 やきとり　にしだ場　下赤塚南口店 サービス 飲食業 5%
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53,509 東京都 板橋区 やきとり にしだ場 中板橋店 サービス 飲食業 5%

53,510 東京都 板橋区 焼鳥　彦 サービス 飲食業 5%

53,511 東京都 板橋区 やきとりひなもも サービス 飲食業 5%

53,512 東京都 板橋区 やきとん炭火や サービス 飲食業 5%

53,513 東京都 板橋区 焼肉市場げんかや板橋店 サービス 飲食業 5%

53,514 東京都 板橋区 焼肉五苑成増店 サービス 飲食業 5%

53,515 東京都 板橋区 焼肉　山河　蓮根店 サービス 飲食業 5%

53,516 東京都 板橋区 焼肉明洞 サービス 飲食業 5%

53,517 東京都 板橋区 矢東タイヤ商事　株式会社 小売業 その他小売 5%

53,518 東京都 板橋区 山上不動産 サービス その他サービス 5%

53,519 東京都 板橋区 山手交通株式会社 サービス 運輸業 5%

53,520 東京都 板橋区 大和屋 小売業 食料品 5%

53,521 東京都 板橋区 有限会社横田自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

53,522 東京都 板橋区 有限会社リンクスコーポレーション 小売業 その他小売 5%

53,523 東京都 板橋区 祐進美装 サービス その他サービス 5%

53,524 東京都 板橋区 ユニバーサルドラッグ志村坂上店 小売業 その他小売 5%

53,525 東京都 板橋区 ユニバーサルドラッグ薬局志村坂上調剤店 小売業 その他小売 5%

53,526 東京都 板橋区 横山タクシー サービス 運輸業 5%

53,527 東京都 板橋区 四葉メーターサービス 小売業 その他小売 5%

53,528 東京都 板橋区 Ｌａ　Ｃｕｔａｌｉｎａ サービス 飲食業 5%

53,529 東京都 板橋区 ライトニング 小売業 その他小売 5%

53,530 東京都 板橋区 ライフプラザ　上板橋 小売業 その他小売 5%

53,531 東京都 板橋区 Ｒｈｙｍｅ サービス 理容・美容業 5%

53,532 東京都 板橋区 ラッキータクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

53,533 東京都 板橋区 ｒｕｓｈｍａｒｋｅｔ 小売業 衣料品 5%

53,534 東京都 板橋区 ラフィネ　イオン板橋ショッピングセンター店 サービス その他サービス 5%

53,535 東京都 板橋区 リアット！板橋仲宿店 サービス その他サービス 5%

53,536 東京都 板橋区 リアット！大山店 サービス その他サービス 5%

53,537 東京都 板橋区 リサイクルブティックりんご計画 小売業 その他小売 5%

53,538 東京都 板橋区 リサイクルランド　エコラボ 小売業 その他小売 5%

53,539 東京都 板橋区 リッチキャンドル 小売業 その他小売 5%

53,540 東京都 板橋区 Ｒｉｐｐｌｅ リプル サービス 理容・美容業 5%

53,541 東京都 板橋区 Ｌｉｍｏｇｅｓ 小売業 衣料品 5%

53,542 東京都 板橋区 理容ＥＮＤＯ サービス 理容・美容業 5%

53,543 東京都 板橋区 理容ジュン サービス 理容・美容業 5%

53,544 東京都 板橋区 リラクゼーションサロンＲ＋ サービス その他サービス 5%

53,545 東京都 板橋区 りんご計画　仲宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

53,546 東京都 板橋区 ＬＵＭＩＲＯ サービス 理容・美容業 5%

53,547 東京都 板橋区 令和トラスト合同会社 サービス その他サービス 5%

53,548 東京都 板橋区 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｐａｄｍａ サービス 飲食業 5%

53,549 東京都 板橋区 レストランオオタニ　レストランオオタニ サービス 飲食業 5%

53,550 東京都 板橋区 レミルフォイユ　ドゥ　リベルテ　成増店 小売業 その他小売 5%
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53,551 東京都 板橋区 ＲｏｇｕｅＨＡＩＲ板橋イオン店 サービス 理容・美容業 5%

53,552 東京都 板橋区 ＬＯＧＥ赤塚 サービス 理容・美容業 5%

53,553 東京都 板橋区 六月居 サービス 飲食業 5%

53,554 東京都 板橋区 六月居 サービス 飲食業 5%

53,555 東京都 板橋区 ロコモコすたんど 中板橋店 サービス 飲食業 5%

53,556 東京都 板橋区 ロコモコすたんど中板橋店 サービス 飲食業 5%

53,557 東京都 板橋区 ロ－ズマリ－ミュ－ジックスク－ル成増 サービス その他サービス 5%

53,558 東京都 板橋区 Ｒｏｂｏｔｍａ．ｃｏｍ 小売業 その他小売 5%

53,559 東京都 板橋区 ＲｏｍａｎｃｅｉｎＺＩＰ 小売業 衣料品 5%

53,560 東京都 板橋区 ＹＳＰ板橋中央 小売業 その他小売 5%

53,561 東京都 板橋区 ワイズライフコンサルティング株式会社 サービス その他サービス 5%

53,562 東京都 板橋区 ワカクリ　ワカバヤシ　クリーニング サービス その他サービス 5%

53,563 東京都 板橋区 わかるとできる　高島平校 サービス その他サービス 5%

53,564 東京都 板橋区 和色酒家　たか サービス 飲食業 5%

53,565 東京都 板橋区 我達食堂 サービス 飲食業 5%

53,566 東京都 板橋区 ワミレスフェイスエステサロンラポール 小売業 衣料品 5%

53,567 東京都 板橋区 Ｗｏｎｄｅｒ　Ｇｏｌｆ　Ｐａｒｋ 小売業 その他小売 5%

53,568 東京都 板橋区 わんにゃんカフェＮｅｏＮｅｏ　わんにゃんカフェＮｅｏＮｅｏ サービス 飲食業 5%

53,569 東京都 稲城市 アイランドメガネ稲城長沼店 小売業 その他小売 5%

53,570 東京都 稲城市 ａｙｕｃｉａ サービス 理容・美容業 5%

53,571 東京都 稲城市 稲城ひらお整体院 サービス その他サービス 5%

53,572 東京都 稲城市 セブン－イレブン稲城大丸西店 小売業 食料品 2%

53,573 東京都 稲城市 セブン－イレブン稲城向陽台５丁目店 小売業 食料品 2%

53,574 東京都 稲城市 セブン－イレブン稲城市平尾店 小売業 食料品 2%

53,575 東京都 稲城市 セブン－イレブン稲城中央橋前店 小売業 食料品 2%

53,576 東京都 稲城市 セブン－イレブン稲城長沼店 小売業 食料品 2%

53,577 東京都 稲城市 セブン－イレブン稲城南多摩北口店 小売業 食料品 2%

53,578 東京都 稲城市 稲城ヨロシク寿司 サービス 飲食業 5%

53,579 東京都 稲城市 セブン－イレブン稲城若葉台３丁目店 小売業 食料品 2%

53,580 東京都 稲城市 エイエルエス 小売業 その他小売 5%

53,581 東京都 稲城市 ＨＭＯ サービス その他サービス 5%

53,582 東京都 稲城市 ＳＲＣ紺屋 小売業 衣料品 5%

53,583 東京都 稲城市 株式会社征侑 小売業 電化製品 5%

53,584 東京都 稲城市 株式会社おぼうさんどっとこむ サービス その他サービス 5%

53,585 東京都 稲城市 鬼屋 サービス 理容・美容業 5%

53,586 東京都 稲城市 ｃａｆｅおりおん Ｃａｆｅおりおん サービス 飲食業 5%

53,587 東京都 稲城市 ＣＡＦＥＲＯＳＳＡＲＤ サービス 飲食業 5%

53,588 東京都 稲城市 ＫＹリカー　稲城店 小売業 食料品 5%

53,589 東京都 稲城市 御縁屋よこた　御縁屋よこた 小売業 その他小売 5%

53,590 東京都 稲城市 コーチャンフォー　若葉台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

53,591 東京都 稲城市 コーチャンフォー　若葉台店　文具 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

53,592 東京都 稲城市 コーチャンフォー　若葉台店　ミュージック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

1278



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

53,593 東京都 稲城市 有限会社コモード サービス その他サービス 5%

53,594 東京都 稲城市 サインロボ サービス その他サービス 5%

53,595 東京都 稲城市 サウンドオブグラス サービス その他サービス 5%

53,596 東京都 稲城市 サエラクワトロ サービス 理容・美容業 5%

53,597 東京都 稲城市 新鮮工房味市稲城店 サービス 飲食業 5%

53,598 東京都 稲城市 スーパーヤマザキ平尾店 小売業 食料品 5%

53,599 東京都 稲城市 スポーツカムイ若葉台店 小売業 その他小売 5%

53,600 東京都 稲城市 スポーツカムイフレスポ若葉台店 小売業 その他小売 5%

53,601 東京都 稲城市 セラピー動物病院 サービス その他サービス 5%

53,602 東京都 稲城市 ダイアモンドサービス サービス その他サービス 5%

53,603 東京都 稲城市 高輪コンタクトレンズ　矢野口店 小売業 その他小売 5%

53,604 東京都 稲城市 千葉屋 小売業 その他小売 5%

53,605 東京都 稲城市 ドライクリーニング巴屋 サービス その他サービス 5%

53,606 東京都 稲城市 ドルフィン サービス 理容・美容業 5%

53,607 東京都 稲城市 日個連　秋元タクシー サービス 運輸業 5%

53,608 東京都 稲城市 日個連　秋谷タクシー サービス 運輸業 5%

53,609 東京都 稲城市 野坂獣医科 サービス その他サービス 5%

53,610 東京都 稲城市 ハックル 小売業 その他小売 5%

53,611 東京都 稲城市 ピッツェリア馬車道稲城若葉台店　１１７４ サービス 飲食業 5%

53,612 東京都 稲城市 ＦＡＲＭＥＲＳ ＨＡＩＲＷＯＲＫＳ サービス 理容・美容業 5%

53,613 東京都 稲城市 仏壇プラザこうけん 小売業 その他小売 5%

53,614 東京都 稲城市 ヘアーサロン青山 サービス 理容・美容業 5%

53,615 東京都 稲城市 ベック 小売業 電化製品 5%

53,616 東京都 稲城市 ボンフード サービス 飲食業 5%

53,617 東京都 稲城市 マクドナルド川崎街道稲城店 サービス 飲食業 2%

53,618 東京都 稲城市 宮田家具総本店 小売業 家具・調度品 5%

53,619 東京都 稲城市 味ん味ん　稲城矢野口店 サービス 飲食業 5%

53,620 東京都 稲城市 味ん味ん　稲城若葉台店 サービス 飲食業 5%

53,621 東京都 稲城市 メガネストアー新百合ヶ丘 小売業 その他小売 5%

53,622 東京都 稲城市 メガネストアー新百合ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

53,623 東京都 稲城市 セブン－イレブン矢野口中央店 小売業 食料品 2%

53,624 東京都 稲城市 やのけん サービス 飲食業 5%

53,625 東京都 稲城市 有限会社　プラスアルファ　シンドウ動物病院 サービス その他サービス 5%

53,626 東京都 稲城市 横山英雅 サービス その他サービス 5%

53,627 東京都 稲城市 読売ランド通りＳＳ　コトブキ商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,628 東京都 稲城市 ライフデザイン サービス その他サービス 5%

53,629 東京都 稲城市 Ｌｉ－ａｎ若葉台店 小売業 その他小売 5%

53,630 東京都 稲城市 リサイクルセンターアールワン　稲城本店 小売業 その他小売 5%

53,631 東京都 稲城市 ＡｔｅｌｉｅｒＬｉｓ． 小売業 衣料品 5%

53,632 東京都 稲城市 ワイエスデザイン 小売業 その他小売 5%

53,633 東京都 稲城市 和ぱすたぽぽらまーまフレスポ若葉台店 サービス 飲食業 5%

53,634 東京都 江戸川区 アーバンヒュッテＫ２ サービス 飲食業 5%
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53,635 東京都 江戸川区 アールズベイ サービス その他サービス 5%

53,636 東京都 江戸川区 アイアンドアイ フェイスオンこどもの眼鏡店 小売業 その他小売 5%

53,637 東京都 江戸川区 アイアンドアイ 船堀店 小売業 その他小売 5%

53,638 東京都 江戸川区 アイアンドアイ 一之江店 小売業 その他小売 5%

53,639 東京都 江戸川区 アイアンドアイ　瑞江本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

53,640 東京都 江戸川区 アイコール　小岩駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

53,641 東京都 江戸川区 アイコール　瑞江駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

53,642 東京都 江戸川区 アイコールコンタクト　小岩店 小売業 貴金属・服飾品 5%

53,643 東京都 江戸川区 ＩＴＭ・圏央住建　本店 サービス その他サービス 5%

53,644 東京都 江戸川区 アイデン 小売業 電化製品 5%

53,645 東京都 江戸川区 ｉｆｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

53,646 東京都 江戸川区 ｉｆｅｅｌ　ａｖｅｄａ サービス 理容・美容業 5%

53,647 東京都 江戸川区 ｉ　ｆｅｅｌ　ｃａｌｍ サービス 理容・美容業 5%

53,648 東京都 江戸川区 ｉｆｅｅｌｒｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

53,649 東京都 江戸川区 アキラ株式会社 小売業 電化製品 5%

53,650 東京都 江戸川区 アクアクイーン 小売業 その他小売 5%

53,651 東京都 江戸川区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｌｏｗｅｒ葛西 サービス 理容・美容業 5%

53,652 東京都 江戸川区 味人 サービス 飲食業 5%

53,653 東京都 江戸川区 ＡＺＵＲＲＥＶＥ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

53,654 東京都 江戸川区 Ａｊｕｎｇ サービス 理容・美容業 5%

53,655 東京都 江戸川区 アッシュ　新小岩店 サービス 理容・美容業 5%

53,656 東京都 江戸川区 天晴 サービス 飲食業 5%

53,657 東京都 江戸川区 ａｂｂｅｌｌｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

53,658 東京都 江戸川区 ＡＴＩＳＴ 小売業 衣料品 5%

53,659 東京都 江戸川区 ＡＴＩＳＴ 小売業 衣料品 5%

53,660 東京都 江戸川区 アドバンス 小売業 その他小売 5%

53,661 東京都 江戸川区 ＡｎａｌｏｇＲｅｌａｘＳｈｏｐ サービス その他サービス 5%

53,662 東京都 江戸川区 アネックスナミキ サービス 理容・美容業 5%

53,663 東京都 江戸川区 アプレシオ葛西店 サービス その他サービス 2%

53,664 東京都 江戸川区 アプレシオ西葛西店 サービス その他サービス 2%

53,665 東京都 江戸川区 アミージュ サービス 理容・美容業 5%

53,666 東京都 江戸川区 アリさんマークの引越社 サービス 運輸業 5%

53,667 東京都 江戸川区 アルファーオート サービス その他サービス 5%

53,668 東京都 江戸川区 アルファオメガ 小売業 貴金属・服飾品 5%

53,669 東京都 江戸川区 Ａｒｒｏｗｓ サービス 理容・美容業 5%

53,670 東京都 江戸川区 ａｎｄ　ｒ． サービス 理容・美容業 5%

53,671 東京都 江戸川区 ＡＮＤＯＪＡＰＡＮ サービス その他サービス 5%

53,672 東京都 江戸川区 あんべりーる サービス 理容・美容業 5%

53,673 東京都 江戸川区 井浦タクシー サービス 運輸業 5%

53,674 東京都 江戸川区 居酒屋　月下 サービス 飲食業 5%

53,675 東京都 江戸川区 居酒屋たまゆら サービス 飲食業 5%

53,676 東京都 江戸川区 石谷電機商会 小売業 電化製品 5%
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53,677 東京都 江戸川区 ｅａｓｅ船掘店 サービス 理容・美容業 5%

53,678 東京都 江戸川区 いちごはうすＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,679 東京都 江戸川区 一之江インターチェンジＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,680 東京都 江戸川区 セブン－イレブン一之江駅環七通り店 小売業 食料品 2%

53,681 東京都 江戸川区 一之江どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

53,682 東京都 江戸川区 一之江ニュ－セブンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,683 東京都 江戸川区 Ｉｔ’ｓ小岩店 サービス その他サービス 5%

53,684 東京都 江戸川区 出光平井大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,685 東京都 江戸川区 イトケン平井店 小売業 衣料品 5%

53,686 東京都 江戸川区 岩田忍 小売業 衣料品 5%

53,687 東京都 江戸川区 インデックスヘア瑞江店 サービス 理容・美容業 5%

53,688 東京都 江戸川区 インドアゴルフＧｏｌｆｅｔ瑞江 サービス その他サービス 5%

53,689 東京都 江戸川区 インド料理ビニタ サービス 飲食業 5%

53,690 東京都 江戸川区 インドレストラン　カシミール サービス 飲食業 5%

53,691 東京都 江戸川区 インフォメーションラボ サービス その他サービス 5%

53,692 東京都 江戸川区 ヴァイタル宇喜田第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,693 東京都 江戸川区 ウィスキーバル　Ｍｉｒｅｎ サービス 飲食業 5%

53,694 東京都 江戸川区 ウィン サービス その他サービス 5%

53,695 東京都 江戸川区 ［ＨＣ］Ｗｉｎｇ２１一之江 小売業 電化製品 5%

53,696 東京都 江戸川区 ｖｅｄａ サービス その他サービス 5%

53,697 東京都 江戸川区 ウエーブ 小売業 衣料品 5%

53,698 東京都 江戸川区 ＷＥＢＣＲＥＷ サービス その他サービス 5%

53,699 東京都 江戸川区 魚こころ サービス 飲食業 5%

53,700 東京都 江戸川区 魚こころ サービス 飲食業 5%

53,701 東京都 江戸川区 宇喜田第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,702 東京都 江戸川区 宇喜田橋ＳＳ　大高石油販売株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,703 東京都 江戸川区 うさぎ石鹸 サービス その他サービス 5%

53,704 東京都 江戸川区 うさぎの美術けｑ サービス その他サービス 5%

53,705 東京都 江戸川区 歌広場　葛西店 サービス 飲食業 5%

53,706 東京都 江戸川区 歌広場　小岩店 サービス 飲食業 5%

53,707 東京都 江戸川区 歌広場　西葛西店 サービス 飲食業 5%

53,708 東京都 江戸川区 エア　クリーン サービス その他サービス 5%

53,709 東京都 江戸川区 Ａｉｒ　ｐｌｕｓ　ＦＵＮＡＢＯＲＩ サービス 理容・美容業 5%

53,710 東京都 江戸川区 Ｈ．Ｇ．ＭＢＯＸ 小売業 その他小売 5%

53,711 東京都 江戸川区 ａｐｒ サービス 理容・美容業 5%

53,712 東京都 江戸川区 ａｉｌｅｓ サービス 理容・美容業 5%

53,713 東京都 江戸川区 エールエステティックサロン サービス その他サービス 5%

53,714 東京都 江戸川区 エールエステティックサロン エールエステティックサロン サービス 理容・美容業 5%

53,715 東京都 江戸川区 ＥＧＯＮｈａｉｒｇｒａｎｄ サービス 理容・美容業 5%

53,716 東京都 江戸川区 ＳＳＤ代行 サービス その他サービス 5%

53,717 東京都 江戸川区 ｅｓｔｈｅＢ－ＲＯＳＥ サービス 理容・美容業 5%

53,718 東京都 江戸川区 ｅｄｅｎ サービス 飲食業 5%
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53,719 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川一之江２丁目店 小売業 食料品 2%

53,720 東京都 江戸川区 江戸川営業所 サービス その他サービス 5%

53,721 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川大杉店 小売業 食料品 2%

53,722 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川大杉２丁目店 小売業 食料品 2%

53,723 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川葛西駅西店 小売業 食料品 2%

53,724 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川葛西駅南店 小売業 食料品 2%

53,725 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川上一色店 小売業 食料品 2%

53,726 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川上篠崎３丁目店 小売業 食料品 2%

53,727 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川北葛西１丁目店 小売業 食料品 2%

53,728 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川北葛西５丁目店 小売業 食料品 2%

53,729 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川北葛西２丁目店 小売業 食料品 2%

53,730 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川北小岩７丁目店 小売業 食料品 2%

53,731 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川区役所北店 小売業 食料品 2%

53,732 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川５丁目中央店 小売業 食料品 2%

53,733 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川小松川３丁目店 小売業 食料品 2%

53,734 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川小松川２丁目店 小売業 食料品 2%

53,735 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川鹿骨１丁目店 小売業 食料品 2%

53,736 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川鹿骨３丁目店 小売業 食料品 2%

53,737 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川鹿骨店 小売業 食料品 2%

53,738 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川篠崎町７丁目店 小売業 食料品 2%

53,739 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川篠崎町２丁目店 小売業 食料品 2%

53,740 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川清新プラザ店 小売業 食料品 2%

53,741 東京都 江戸川区 江戸川総業株式会社 サービス 運輸業 5%

53,742 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川中央１丁目店 小売業 食料品 2%

53,743 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川中央２丁目店 小売業 食料品 2%

53,744 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川中央４丁目店 小売業 食料品 2%

53,745 東京都 江戸川区 江戸川電化フルタ 小売業 電化製品 5%

53,746 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川中葛西１丁目店 小売業 食料品 2%

53,747 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川中葛西３丁目店 小売業 食料品 2%

53,748 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川新堀２丁目店 小売業 食料品 2%

53,749 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川西一之江３丁目店 小売業 食料品 2%

53,750 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川西一之江２丁目店 小売業 食料品 2%

53,751 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川西葛西７丁目店 小売業 食料品 2%

53,752 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川西葛西４丁目店 小売業 食料品 2%

53,753 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川西葛西６丁目店 小売業 食料品 2%

53,754 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川西小岩３丁目店 小売業 食料品 2%

53,755 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川西小岩４丁目店 小売業 食料品 2%

53,756 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川春江町５丁目店 小売業 食料品 2%

53,757 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川春江町３丁目店 小売業 食料品 2%

53,758 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川東葛西１丁目店 小売業 食料品 2%

53,759 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川東葛西５丁目店 小売業 食料品 2%

53,760 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川東葛西７丁目店 小売業 食料品 2%
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53,761 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川東葛西２丁目店 小売業 食料品 2%

53,762 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川東葛西４丁目店 小売業 食料品 2%

53,763 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川東小岩４丁目店 小売業 食料品 2%

53,764 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川東松本店 小売業 食料品 2%

53,765 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川東瑞江１丁目店 小売業 食料品 2%

53,766 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川東瑞江鎌田店 小売業 食料品 2%

53,767 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川東瑞江２丁目店 小売業 食料品 2%

53,768 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川平井７丁目西店 小売業 食料品 2%

53,769 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川平井４丁目店 小売業 食料品 2%

53,770 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川船堀７丁目店 小売業 食料品 2%

53,771 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川船堀西店 小売業 食料品 2%

53,772 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川船堀２丁目店 小売業 食料品 2%

53,773 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川船堀４丁目北店 小売業 食料品 2%

53,774 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川船堀４丁目店 小売業 食料品 2%

53,775 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川本一色２丁目店 小売業 食料品 2%

53,776 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川松江１丁目店 小売業 食料品 2%

53,777 東京都 江戸川区 セブンーイレブン江戸川松江南店 小売業 食料品 2%

53,778 東京都 江戸川区 セブンーイレブン江戸川松江４丁目店 小売業 食料品 2%

53,779 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川松島１丁目店 小売業 食料品 2%

53,780 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川松島南店 小売業 食料品 2%

53,781 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川松本２丁目店 小売業 食料品 2%

53,782 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川瑞江２丁目店 小売業 食料品 2%

53,783 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川南葛西左近通り店 小売業 食料品 2%

53,784 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川南葛西２丁目店 小売業 食料品 2%

53,785 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川南小岩８丁目店 小売業 食料品 2%

53,786 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川南篠崎２丁目店 小売業 食料品 2%

53,787 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川南篠崎４丁目店 小売業 食料品 2%

53,788 東京都 江戸川区 セブン－イレブン江戸川臨海町２丁目店 小売業 食料品 2%

53,789 東京都 江戸川区 江戸東京ホステル サービス その他サービス 5%

53,790 東京都 江戸川区 エネルギースーパーたじま　本部 小売業 食料品 5%

53,791 東京都 江戸川区 ｅｎｏｉｓｃｌｏｔｈｉｎｇｊａｐａｎ 小売業 衣料品 5%

53,792 東京都 江戸川区 エムケア サービス 理容・美容業 5%

53,793 東京都 江戸川区 エル　アミーゴ サービス 飲食業 5%

53,794 東京都 江戸川区 Ｌｎａｔｕｒａｌｆａｃｔｏｒｙ 小売業 衣料品 5%

53,795 東京都 江戸川区 圓園 サービス 飲食業 5%

53,796 東京都 江戸川区 エンジェルヘアー サービス 理容・美容業 5%

53,797 東京都 江戸川区 炎丸酒場　葛西店 サービス 飲食業 5%

53,798 東京都 江戸川区 おうちサロンＬＯＴＵＳ サービス 理容・美容業 5%

53,799 東京都 江戸川区 大垣電器 小売業 電化製品 5%

53,800 東京都 江戸川区 ｏｒｇａｎｉｃ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＲＡＶＩＰＡ サービス 理容・美容業 5%

53,801 東京都 江戸川区 ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ＲＡＶＩＰＡ サービス 理容・美容業 5%

53,802 東京都 江戸川区 大澤電器サービス 小売業 電化製品 5%
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53,803 東京都 江戸川区 大問屋江戸川店 サービス その他サービス 5%

53,804 東京都 江戸川区 大野電機商会 小売業 電化製品 5%

53,805 東京都 江戸川区 大野電機商会 小売業 電化製品 5%

53,806 東京都 江戸川区 お好み焼き　にし　お好み焼き　にし サービス 飲食業 5%

53,807 東京都 江戸川区 ＯＴＴＡＶＯ 小売業 衣料品 5%

53,808 東京都 江戸川区 鬼電化センター 小売業 電化製品 5%

53,809 東京都 江戸川区 オフィスコモード サービス その他サービス 5%

53,810 東京都 江戸川区 お仏壇のかわなべ 小売業 家具・調度品 5%

53,811 東京都 江戸川区 オリックスレンタカー葛西店 サービス その他サービス 2%

53,812 東京都 江戸川区 温野菜西葛西店 サービス 飲食業 2%

53,813 東京都 江戸川区 温野菜瑞江店 サービス 飲食業 2%

53,814 東京都 江戸川区 カーウォッシュ行船ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,815 東京都 江戸川区 Ｃａｌｍ サービス 理容・美容業 5%

53,816 東京都 江戸川区 海馬水道設備 サービス その他サービス 5%

53,817 東京都 江戸川区 カクヤス　一之江店 小売業 食料品 5%

53,818 東京都 江戸川区 かごの屋一之江店 サービス 飲食業 5%

53,819 東京都 江戸川区 葛西　シーフードキッチン　ピチ サービス 飲食業 5%

53,820 東京都 江戸川区 葛西市場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,821 東京都 江戸川区 葛西インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,822 東京都 江戸川区 セブン－イレブン葛西駅東店 小売業 食料品 2%

53,823 東京都 江戸川区 セブン－イレブン葛西駅前店 小売業 食料品 2%

53,824 東京都 江戸川区 セブン－イレブン葛西三角通り店 小売業 食料品 2%

53,825 東京都 江戸川区 葛西中央通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,826 東京都 江戸川区 葛西橋自動車教習所 サービス その他サービス 5%

53,827 東京都 江戸川区 葛西りんかい動物病院 サービス その他サービス 5%

53,828 東京都 江戸川区 Ｃａｓｕａｌ　ｄｉｎｉｎｇ　英 サービス 飲食業 5%

53,829 東京都 江戸川区 カスタマ 小売業 家具・調度品 5%

53,830 東京都 江戸川区 割烹なかざと サービス 飲食業 5%

53,831 東京都 江戸川区 カーテンのデコ 小売業 家具・調度品 5%

53,832 東京都 江戸川区 カフェ　エクセラン サービス 飲食業 5%

53,833 東京都 江戸川区 ＣＡＦＥＢＡＲ－Ｂ 小売業 その他小売 5%

53,834 東京都 江戸川区 ＣＡＦＥＢＡＲ－Ｂ 小売業 その他小売 5%

53,835 東京都 江戸川区 カフェ　リネア サービス 飲食業 5%

53,836 東京都 江戸川区 株式会社菊屋 小売業 衣料品 5%

53,837 東京都 江戸川区 株式会社石田屋　石田屋 小売業 食料品 5%

53,838 東京都 江戸川区 株式会社廣福商事 小売業 貴金属・服飾品 5%

53,839 東京都 江戸川区 株式会社五洋電器 小売業 電化製品 5%

53,840 東京都 江戸川区 株式会社三友広告社 サービス その他サービス 5%

53,841 東京都 江戸川区 株式会社　清水海苔店 小売業 食料品 5%

53,842 東京都 江戸川区 株式会社新店ホームズ サービス その他サービス 5%

53,843 東京都 江戸川区 株式会社スリーエスロードサービス サービス その他サービス 5%

53,844 東京都 江戸川区 株式会社トミザワ　ｈａｐｐｙ西葛西店 小売業 電化製品 5%
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53,845 東京都 江戸川区 株式会社深井木材 サービス その他サービス 5%

53,846 東京都 江戸川区 株式会社フローレツエンティワン葛西店 サービス その他サービス 5%

53,847 東京都 江戸川区 株式会社ワンオーナー サービス その他サービス 5%

53,848 東京都 江戸川区 株式会社ワンオーナー サービス その他サービス 5%

53,849 東京都 江戸川区 加真呂 葛西店 Ｃａｍａｒｏ ｓダイナー葛西店 サービス 飲食業 5%

53,850 東京都 江戸川区 カーメイクコーンズ サービス その他サービス 5%

53,851 東京都 江戸川区 カメラのもりかわ 小売業 その他小売 5%

53,852 東京都 江戸川区 ＧＡＬＡＮＯ サービス 理容・美容業 5%

53,853 東京都 江戸川区 ＧＡＬＡＮＯ サービス 理容・美容業 5%

53,854 東京都 江戸川区 カラオケ　シティベア　小岩店 サービス その他サービス 5%

53,855 東京都 江戸川区 カラオケ１０番小岩店 サービス 飲食業 5%

53,856 東京都 江戸川区 カラオケＲＯＣＫ小岩店 サービス 理容・美容業 5%

53,857 東京都 江戸川区 ガラス修理緊急サービス サービス その他サービス 5%

53,858 東京都 江戸川区 カラダファクトリー　一之江店 サービス その他サービス 5%

53,859 東京都 江戸川区 ガレージバイク職人　ＧａｒａｇｅＢＩＫＥ職人 サービス その他サービス 5%

53,860 東京都 江戸川区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋江戸川区葛西店 サービス 飲食業 2%

53,861 東京都 江戸川区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋江戸川区篠崎駅前店 サービス 飲食業 2%

53,862 東京都 江戸川区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ小岩駅南口店 サービス 飲食業 2%

53,863 東京都 江戸川区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ＪＲ平井駅前店 サービス 飲食業 2%

53,864 東京都 江戸川区 川上工務店 サービス その他サービス 5%

53,865 東京都 江戸川区 ＫＡＷＡＫＩＴＡＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

53,866 東京都 江戸川区 カワニシ会計事務所 サービス その他サービス 5%

53,867 東京都 江戸川区 関東自動車交通株式会社 サービス 運輸業 5%

53,868 東京都 江戸川区 カンナ 小売業 衣料品 5%

53,869 東京都 江戸川区 カンナ　カンナ 小売業 衣料品 5%

53,870 東京都 江戸川区 環七一之江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,871 東京都 江戸川区 環七瑞江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,872 東京都 江戸川区 ＫＩＩＴＯＳ 小売業 その他小売 5%

53,873 東京都 江戸川区 ｋｉｋｏｔｔｏ 小売業 その他小売 5%

53,874 東京都 江戸川区 絆 サービス 飲食業 5%

53,875 東京都 江戸川区 北小岩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,876 東京都 江戸川区 セブンーイレブン北小岩店 小売業 食料品 2%

53,877 東京都 江戸川区 セブン－イレブン北小岩６丁目店 小売業 食料品 2%

53,878 東京都 江戸川区 北酒場 サービス 飲食業 5%

53,879 東京都 江戸川区 北の屋 北の屋 サービス 飲食業 5%

53,880 東京都 江戸川区 吉祥寺菊屋シャポー小岩店 小売業 その他小売 5%

53,881 東京都 江戸川区 きとら珈琲ａｎｄダイニング サービス 飲食業 5%

53,882 東京都 江戸川区 木村家 サービス 飲食業 5%

53,883 東京都 江戸川区 牛角江戸川大杉店 サービス 飲食業 2%

53,884 東京都 江戸川区 牛角葛西店 サービス 飲食業 2%

53,885 東京都 江戸川区 牛角小岩店 サービス 飲食業 2%

53,886 東京都 江戸川区 牛角西葛西店 サービス 飲食業 2%
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53,887 東京都 江戸川区 牛角船堀店 サービス 飲食業 2%

53,888 東京都 江戸川区 株式会社共育総合研究所 サービス その他サービス 2%

53,889 東京都 江戸川区 崎陽軒シャポー小岩店 小売業 食料品 5%

53,890 東京都 江戸川区 ＫＩＲＯＲＯ 小売業 衣料品 5%

53,891 東京都 江戸川区 銀扇 サービス 飲食業 5%

53,892 東京都 江戸川区 ＣＯＵＰＥ サービス 理容・美容業 5%

53,893 東京都 江戸川区 ＣＯＵＰＥ　ＰＬＵＳ　美容室ＣＯＵＰＥＰＬＵＳ葛西 サービス 理容・美容業 5%

53,894 東京都 江戸川区 串かつ　でんがな　小岩南口店 サービス 飲食業 5%

53,895 東京都 江戸川区 グッディー葛西店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

53,896 東京都 江戸川区 ｇｒａｎｄａｇｅ　小岩 サービス 理容・美容業 5%

53,897 東京都 江戸川区 ｇｒａｎｄａｇｅ　小岩　ｇｒａｎｄａｇｅ小岩 サービス 理容・美容業 5%

53,898 東京都 江戸川区 ｇｒａｎｄａｇｅ　小岩 サービス 理容・美容業 5%

53,899 東京都 江戸川区 ＣＬＥＡＲ サービス 理容・美容業 5%

53,900 東京都 江戸川区 ＣＬＥＡＲ サービス 理容・美容業 5%

53,901 東京都 江戸川区 グリーンキャブ　江戸川営業所 サービス その他サービス 5%

53,902 東京都 江戸川区 クリスクロス 小売業 衣料品 5%

53,903 東京都 江戸川区 クリスナパレス サービス 飲食業 5%

53,904 東京都 江戸川区 クリスナパレス　アジアンストア 小売業 食料品 5%

53,905 東京都 江戸川区 グリーンアロー　新小岩 サービス その他サービス 5%

53,906 東京都 江戸川区 グリーンパレスマツヤ サービス その他サービス 5%

53,907 東京都 江戸川区 ＫｕＲｕＮ【くるん】 サービス 理容・美容業 5%

53,908 東京都 江戸川区 ＣＲＥＤＩＴ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

53,909 東京都 江戸川区 ．ｇｌ（旧Ｇｒｏｅｎｌａｎｄ） サービス その他サービス 5%

53,910 東京都 江戸川区 ＣＬＯＶＥＲ 小売業 その他小売 5%

53,911 東京都 江戸川区 黒沢電気商会 小売業 電化製品 5%

53,912 東京都 江戸川区 クロス動物医療センター　葛西病院 サービス その他サービス 5%

53,913 東京都 江戸川区 ＫＳサイクル 小売業 その他小売 5%

53,914 東京都 江戸川区 京葉オートライフ　本社営業所 サービス その他サービス 5%

53,915 東京都 江戸川区 株式会社ケーツー販売 サービス その他サービス 5%

53,916 東京都 江戸川区 けさらんぱさらん けさらんぱさらん 小売業 食料品 5%

53,917 東京都 江戸川区 小出屋金物店 小売業 家具・調度品 5%

53,918 東京都 江戸川区 小井戸亮太 サービス その他サービス 5%

53,919 東京都 江戸川区 小岩　やぶそば サービス 飲食業 5%

53,920 東京都 江戸川区 セブン－イレブン小岩駅西口店 小売業 食料品 2%

53,921 東京都 江戸川区 小岩家電 小売業 電化製品 5%

53,922 東京都 江戸川区 高栄自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

53,923 東京都 江戸川区 合同会社江戸の吉田【おこつ供養舎】 小売業 衣料品 5%

53,924 東京都 江戸川区 合同会社ＫＯＫＯ 小売業 電化製品 5%

53,925 東京都 江戸川区 合同会社毎日庭球日 サービス その他サービス 5%

53,926 東京都 江戸川区 甲和焼芝窯・ｎｉｃｏｒｉｃｏ 小売業 その他小売 5%

53,927 東京都 江戸川区 ＧＯＬＤＣＡＳＴＬＥＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ サービス その他サービス 5%

53,928 東京都 江戸川区 ＣｏＣｏ壱番屋江戸川区一之江駅前店 サービス 飲食業 2%
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53,929 東京都 江戸川区 ＣｏＣｏ壱番屋江戸川区西葛西駅北口店 サービス 飲食業 2%

53,930 東京都 江戸川区 Ｋｏｋｏｎｉｉｒｕ 小売業 衣料品 5%

53,931 東京都 江戸川区 個人 篠原タクシー サービス 運輸業 5%

53,932 東京都 江戸川区 個人　吉満タクシー サービス 運輸業 5%

53,933 東京都 江戸川区 個人岩佐タクシー サービス 運輸業 5%

53,934 東京都 江戸川区 個人小川タクシー 本店 サービス 運輸業 5%

53,935 東京都 江戸川区 個人鹿島田タクシー サービス 運輸業 5%

53,936 東京都 江戸川区 個人タクシー馬場タクシー サービス 運輸業 5%

53,937 東京都 江戸川区 ＣＯＮＮＥＸＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

53,938 東京都 江戸川区 小松川園芸 小売業 その他小売 5%

53,939 東京都 江戸川区 コミュニティーストア行船ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,940 東京都 江戸川区 ＪＭ／米粉もんじゃ戦国屋 サービス 飲食業 5%

53,941 東京都 江戸川区 櫻井伸一 サービス その他サービス 5%

53,942 東京都 江戸川区 コレクション船堀 サービス 理容・美容業 5%

53,943 東京都 江戸川区 ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ　船堀店 サービス 理容・美容業 5%

53,944 東京都 江戸川区 ゴローズキャフェ サービス 飲食業 5%

53,945 東京都 江戸川区 金剛堂　江戸川店 小売業 家具・調度品 5%

53,946 東京都 江戸川区 ｇｏｎｊｕ 小売業 衣料品 5%

53,947 東京都 江戸川区 コンタクトの井上　西葛西店 小売業 その他小売 5%

53,948 東京都 江戸川区 昆野タクシー サービス 運輸業 5%

53,949 東京都 江戸川区 コンピュータコンサルティングサービス サービス その他サービス 5%

53,950 東京都 江戸川区 Ｃｏｎｆｅｔｔｏ サービス その他サービス 5%

53,951 東京都 江戸川区 サイクルショップ　Ｋ’Ｓ　ＣＹＣＬＥ サービス その他サービス 5%

53,952 東京都 江戸川区 サイクルショップＫＡＩＴＯ江戸川店　サイクルショップＫＡＩＴＯ江戸川店 小売業 その他小売 5%

53,953 東京都 江戸川区 サイクルショップハーモニー 小売業 その他小売 5%

53,954 東京都 江戸川区 サイクルステーション　ハヤシ 小売業 その他小売 5%

53,955 東京都 江戸川区 サイクルピア　サクライ 小売業 その他小売 5%

53,956 東京都 江戸川区 サウナ＆カプセルホテルニュー小岩３１０ サービス 宿泊業 5%

53,957 東京都 江戸川区 サウンドスタジオＭ　一之江 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

53,958 東京都 江戸川区 サウンドスタジオＭ　小岩 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

53,959 東京都 江戸川区 サウンドスタジオＭ　西葛西 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

53,960 東京都 江戸川区 酒井税理士事務所 サービス その他サービス 5%

53,961 東京都 江戸川区 坂下タクシー サービス 運輸業 5%

53,962 東京都 江戸川区 サカベ 小売業 その他小売 5%

53,963 東京都 江戸川区 坂本自動車　江戸川工場 サービス その他サービス 5%

53,964 東京都 江戸川区 サクマテクノ サービス その他サービス 5%

53,965 東京都 江戸川区 雑貨タルト 小売業 その他小売 5%

53,966 東京都 江戸川区 サマーショップゆかたバザール 小売業 その他小売 5%

53,967 東京都 江戸川区 サンクスサイクルラボ 小売業 その他小売 5%

53,968 東京都 江戸川区 三友 サービス 飲食業 5%

53,969 東京都 江戸川区 ＪＪ中真堂　葛西店 小売業 貴金属・服飾品 5%

53,970 東京都 江戸川区 ＪＪ中真堂　小岩北口店 小売業 貴金属・服飾品 5%

1287



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

53,971 東京都 江戸川区 株式会社鹿倉商店 サービス その他サービス 5%

53,972 東京都 江戸川区 自家焙煎ｃｏｆｆｅｅオトメザ サービス 飲食業 5%

53,973 東京都 江戸川区 有限会社磁気健康センタ－森川 小売業 その他小売 5%

53,974 東京都 江戸川区 七輪や　金剛苑 サービス 飲食業 5%

53,975 東京都 江戸川区 シティベア小岩駅前店 サービス その他サービス 5%

53,976 東京都 江戸川区 チェリー２シャポー小岩店 小売業 その他小売 5%

53,977 東京都 江戸川区 シドニーシャポー小岩店 小売業 その他小売 5%

53,978 東京都 江戸川区 篠崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,979 東京都 江戸川区 セブン－イレブン篠崎インター店 小売業 食料品 2%

53,980 東京都 江戸川区 セブン－イレブン篠崎駅西口店 小売業 食料品 2%

53,981 東京都 江戸川区 篠崎第一ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

53,982 東京都 江戸川区 セブン－イレブン篠崎店 小売業 食料品 2%

53,983 東京都 江戸川区 ＪＹＰＥＲ’Ｓ　葛西店 小売業 その他小売 5%

53,984 東京都 江戸川区 森岡事務所 サービス その他サービス 5%

53,985 東京都 江戸川区 車検　京葉オートライフ サービス その他サービス 5%

53,986 東京都 江戸川区 車検　京葉オートライフ　船堀営業所 サービス その他サービス 5%

53,987 東京都 江戸川区 車検　京葉自工 サービス その他サービス 5%

53,988 東京都 江戸川区 車検　松村自動車商会 サービス その他サービス 5%

53,989 東京都 江戸川区 車検　松村自動車商会　（２） サービス その他サービス 5%

53,990 東京都 江戸川区 写真屋さん２１　江戸川三丁目店 小売業 その他小売 5%

53,991 東京都 江戸川区 写真屋さん２１　鹿骨店 小売業 その他小売 5%

53,992 東京都 江戸川区 写真屋さん２１　篠崎駅前店 小売業 その他小売 5%

53,993 東京都 江戸川区 写真屋さん２１　篠崎店 小売業 その他小売 5%

53,994 東京都 江戸川区 写真屋さん２１　船堀ライフ店 小売業 その他小売 5%

53,995 東京都 江戸川区 写真屋さん２１　松江店 小売業 その他小売 5%

53,996 東京都 江戸川区 写真屋さん２１　瑞江駅前通り店 小売業 その他小売 5%

53,997 東京都 江戸川区 写真屋さん２１　瑞江店 小売業 その他小売 5%

53,998 東京都 江戸川区 ジャステック サービス その他サービス 5%

53,999 東京都 江戸川区 Ｃｈａｐｐｏ 小売業 衣料品 5%

54,000 東京都 江戸川区 シャノアール瑞江店 サービス 飲食業 5%

54,001 東京都 江戸川区 しゃぶ玄 サービス 飲食業 5%

54,002 東京都 江戸川区 しゃぶしゃぶ温野菜船堀店 サービス 飲食業 2%

54,003 東京都 江戸川区 Ｃｈａｍｐａｇｎｅ　　葛西店 サービス 理容・美容業 5%

54,004 東京都 江戸川区 じゃんぼ總本店　JR小岩駅前店 サービス 飲食業 5%

54,005 東京都 江戸川区 じゃんぼ總本店　平井駅前店 サービス 飲食業 5%

54,006 東京都 江戸川区 合同会社あめおと商店 小売業 その他小売 5%

54,007 東京都 江戸川区 シュヴー西葛西店 サービス 理容・美容業 5%

54,008 東京都 江戸川区 じゅうべえ サービス 飲食業 5%

54,009 東京都 江戸川区 ジュエリーハナジマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

54,010 東京都 江戸川区 Ｓｕｇａｒ　ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

54,011 東京都 江戸川区 シューズスクエア　葛西店 小売業 衣料品 5%

54,012 東京都 江戸川区 シューマックス　篠崎店 小売業 衣料品 5%
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54,013 東京都 江戸川区 シューマックス瑞江店 小売業 衣料品 5%

54,014 東京都 江戸川区 旬味屋サンタ サービス 飲食業 5%

54,015 東京都 江戸川区 ＪＯＹＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

54,016 東京都 江戸川区 城家 サービス 飲食業 5%

54,017 東京都 江戸川区 ＳＨＯＰＡｋｉｎｄ サービス その他サービス 5%

54,018 東京都 江戸川区 ジョニーエンジェル サービス 飲食業 5%

54,019 東京都 江戸川区 絹　シルク　　カット　絹　シルク　　カット サービス 理容・美容業 5%

54,020 東京都 江戸川区 Ｓｙｌｐｈｅｅｄ サービス 理容・美容業 5%

54,021 東京都 江戸川区 ｓｙｌｐｈｅｅｄ瑞江 サービス 理容・美容業 5%

54,022 東京都 江戸川区 真打ねぎま商店 サービス 飲食業 5%

54,023 東京都 江戸川区 鍼灸サロン Ｙａｓｕｋｏ Ｅｂｉｓａｗａ サービス その他サービス 5%

54,024 東京都 江戸川区 新小岩　織　Ｏｒｉ　新小岩　織　Ｏｒｉ サービス 飲食業 5%

54,025 東京都 江戸川区 新小岩第一ＳＳ　ケイノ石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,026 東京都 江戸川区 新船堀橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,027 東京都 江戸川区 シンプルプラン サービス その他サービス 5%

54,028 東京都 江戸川区 酔楽 サービス 飲食業 5%

54,029 東京都 江戸川区 Ｓｗｅｅｔｙｈｏｍｅ 小売業 その他小売 5%

54,030 東京都 江戸川区 菅野タクシー サービス 運輸業 5%

54,031 東京都 江戸川区 すがわら動物病院 サービス その他サービス 5%

54,032 東京都 江戸川区 出光菅原橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,033 東京都 江戸川区 寿し処青山 サービス 飲食業 5%

54,034 東京都 江戸川区 スズキオート江戸川 小売業 その他小売 5%

54,035 東京都 江戸川区 スズキオート江戸川 サービス その他サービス 5%

54,036 東京都 江戸川区 鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

54,037 東京都 江戸川区 鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

54,038 東京都 江戸川区 ＳＵＺＵＴＡＮ瑞江ラパーク店 小売業 衣料品 5%

54,039 東京都 江戸川区 スタジオクランプ サービス その他サービス 5%

54,040 東京都 江戸川区 Ｚｕｃｃｈｅｒｏ サービス 飲食業 5%

54,041 東京都 江戸川区 ｓｔｉｌｌａ?ｓａｐｏ サービス 理容・美容業 5%

54,042 東京都 江戸川区 ステラ行船ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,043 東京都 江戸川区 Ｓｍｉｌｅｓｔｏｎｅおうち写真館 サービス その他サービス 5%

54,044 東京都 江戸川区 スマホスピタル葛西店 サービス その他サービス 5%

54,045 東京都 江戸川区 炭火やきとり　串や。 サービス 飲食業 5%

54,046 東京都 江戸川区 炭火焼肉　大林家 サービス 飲食業 5%

54,047 東京都 江戸川区 炭火焼肉東海苑 サービス 飲食業 5%

54,048 東京都 江戸川区 炭火焼肉牛伝新小岩店 サービス 飲食業 5%

54,049 東京都 江戸川区 生活彩館かさい電器 小売業 電化製品 5%

54,050 東京都 江戸川区 生活彩館サトウ 小売業 電化製品 5%

54,051 東京都 江戸川区 生活彩館もりよし電器 小売業 電化製品 5%

54,052 東京都 江戸川区 誠心堂薬局　西葛西店 小売業 その他小売 5%

54,053 東京都 江戸川区 整体サロン　もみーたん サービス その他サービス 5%

54,054 東京都 江戸川区 整体院シーズ　整体院シーズ サービス その他サービス 5%
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54,055 東京都 江戸川区 西洋骨董アール・ド・ヴィーヴル 小売業 その他小売 5%

54,056 東京都 江戸川区 税理士法人新正会計 サービス その他サービス 5%

54,057 東京都 江戸川区 セオサイクル　小岩北口店 小売業 その他小売 5%

54,058 東京都 江戸川区 セオサイクル　小岩店　メンテナンス 小売業 その他小売 5%

54,059 東京都 江戸川区 セオサイクル セオサイクル瑞江店 小売業 その他小売 5%

54,060 東京都 江戸川区 セオサイクル平井店 小売業 その他小売 5%

54,061 東京都 江戸川区 セオサイクル葛西店 小売業 その他小売 5%

54,062 東京都 江戸川区 セオサイクル西葛西店 小売業 その他小売 5%

54,063 東京都 江戸川区 セオサイクル瑞江店 小売業 その他小売 5%

54,064 東京都 江戸川区 関口タクシー サービス 運輸業 5%

54,065 東京都 江戸川区 セルフィー西葛西 サービス 理容・美容業 5%

54,066 東京都 江戸川区 セルフ大杉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,067 東京都 江戸川区 セルフ東京一ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,068 東京都 江戸川区 セルフ谷河内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,069 東京都 江戸川区 セレモ　江戸川ホール サービス その他サービス 5%

54,070 東京都 江戸川区 ［ＨＣ］セントラル家電一之江店 小売業 電化製品 5%

54,071 東京都 江戸川区 ＳＥＭＢＬ 小売業 衣料品 5%

54,072 東京都 江戸川区 総合美容ギリシャ神話 サービス 理容・美容業 5%

54,073 東京都 江戸川区 蕎麦瑠呑楽人 サービス 飲食業 5%

54,074 東京都 江戸川区 ダイシンショップ 小売業 衣料品 5%

54,075 東京都 江戸川区 大星建装 サービス その他サービス 5%

54,076 東京都 江戸川区 大同自動車株式会社　江戸川営業所 サービス 運輸業 5%

54,077 東京都 江戸川区 Ｔｉｍｅｅ サービス 理容・美容業 5%

54,078 東京都 江戸川区 太陽島 サービス 飲食業 5%

54,079 東京都 江戸川区 ＴＡＫＡＧＩＨＯＭＥ サービス その他サービス 5%

54,080 東京都 江戸川区 高堰タクシー サービス 運輸業 5%

54,081 東京都 江戸川区 たかのみせ 小売業 衣料品 5%

54,082 東京都 江戸川区 高橋建機 サービス その他サービス 5%

54,083 東京都 江戸川区 高柳タクシー サービス 運輸業 5%

54,084 東京都 江戸川区 たぐち珈琲豆店 小売業 食料品 5%

54,085 東京都 江戸川区 たくふしみデザイン サービス その他サービス 5%

54,086 東京都 江戸川区 武江個人タクシー サービス 運輸業 5%

54,087 東京都 江戸川区 武江個人タクシー サービス 運輸業 5%

54,088 東京都 江戸川区 たこ田信玄 サービス 飲食業 5%

54,089 東京都 江戸川区 タジマヤ 江戸川臨海支店 サービス その他サービス 5%

54,090 東京都 江戸川区 田中薬局　田中薬局 小売業 その他小売 5%

54,091 東京都 江戸川区 ＤｏｕｂｌｅＲｏｘｅｒ 小売業 衣料品 5%

54,092 東京都 江戸川区 玉寿司 サービス 飲食業 5%

54,093 東京都 江戸川区 ＴａｍｎｙＦｌｏｗｅｒｓ 小売業 その他小売 5%

54,094 東京都 江戸川区 タワーホール船堀　ＥＤＯ　ＭＡＣＨＩ サービス その他サービス 5%

54,095 東京都 江戸川区 たんす屋 小売業 その他小売 5%

54,096 東京都 江戸川区 チバデンキ 小売業 電化製品 5%
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54,097 東京都 江戸川区 茶月　瑞江店 サービス 飲食業 5%

54,098 東京都 江戸川区 ＴｕｅＫａＲａ サービス その他サービス 5%

54,099 東京都 江戸川区 中華料理永楽 サービス 飲食業 5%

54,100 東京都 江戸川区 厨房市場　小岩営業所 小売業 その他小売 5%

54,101 東京都 江戸川区 長寿庵 サービス 飲食業 5%

54,102 東京都 江戸川区 ｃｈｏｃｈｏ 小売業 衣料品 5%

54,103 東京都 江戸川区 つきじ植むら　船堀店 サービス 飲食業 5%

54,104 東京都 江戸川区 月の沙漠 サービス 飲食業 5%

54,105 東京都 江戸川区 ツバキ自動車販売 サービス その他サービス 5%

54,106 東京都 江戸川区 椿書房　椿書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

54,107 東京都 江戸川区 ツボフレッシュソンギの店 サービス 理容・美容業 5%

54,108 東京都 江戸川区 つり吉 つり吉 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

54,109 東京都 江戸川区 ティアラ サービス 理容・美容業 5%

54,110 東京都 江戸川区 Ｔ－ＨＯＵＳＥ小岩店 小売業 衣料品 5%

54,111 東京都 江戸川区 Ｄｅｖａ サービス 理容・美容業 5%

54,112 東京都 江戸川区 デゼージョ サービス 理容・美容業 5%

54,113 東京都 江戸川区 ＴＥＰＰＡＮ燈ａｋａｒｉ サービス 飲食業 5%

54,114 東京都 江戸川区 鉄板焼き＆お好み焼き　どーなが サービス 飲食業 5%

54,115 東京都 江戸川区 寺井タクシー サービス 運輸業 5%

54,116 東京都 江戸川区 てん サービス 飲食業 5%

54,117 東京都 江戸川区 デンキのさとう 小売業 電化製品 5%

54,118 東京都 江戸川区 東京弓具製作所 小売業 その他小売 5%

54,119 東京都 江戸川区 東京自動車興業株式会社東京店 サービス その他サービス 5%

54,120 東京都 江戸川区 東京ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

54,121 東京都 江戸川区 東京第１営業所 １ 小売業 その他小売 5%

54,122 東京都 江戸川区 有限会社東京ダイビングセンター 小売業 その他小売 5%

54,123 東京都 江戸川区 ＴＯＫＹＯベイアコ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

54,124 東京都 江戸川区 東京麻辣湯　小岩店 サービス 飲食業 5%

54,125 東京都 江戸川区 セブン－イレブン同潤会松江店 小売業 食料品 2%

54,126 東京都 江戸川区 東和フォトサービス 小売業 その他小売 5%

54,127 東京都 江戸川区 ドーナツあんどドーナツ サービス 飲食業 5%

54,128 東京都 江戸川区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ江戸店 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,129 東京都 江戸川区 とざわ商店 小売業 貴金属・服飾品 5%

54,130 東京都 江戸川区 とびだせっ！肉マルくん！ サービス 飲食業 5%

54,131 東京都 江戸川区 とびだせっ 肉マルくん サービス 飲食業 5%

54,132 東京都 江戸川区 トマトでんき 小売業 電化製品 5%

54,133 東京都 江戸川区 富永電機株式会社 小売業 電化製品 5%

54,134 東京都 江戸川区 ｔｒｉａｎｇｌｅｓｈａｔ 小売業 衣料品 5%

54,135 東京都 江戸川区 鳥繁　葛西店 サービス 飲食業 5%

54,136 東京都 江戸川区 鳥繁　西葛西店 サービス 飲食業 5%

54,137 東京都 江戸川区 とり樹亭 とり樹亭 サービス 飲食業 5%

54,138 東京都 江戸川区 鳥俊 小売業 その他小売 5%
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54,139 東京都 江戸川区 鳥俊 小売業 その他小売 5%

54,140 東京都 江戸川区 とりはら 小売業 衣料品 5%

54,141 東京都 江戸川区 とりや サービス 飲食業 5%

54,142 東京都 江戸川区 鳥焼あかべえ サービス 飲食業 5%

54,143 東京都 江戸川区 ｔｒｅ　Ｂｏｔｔｉｇｌｉｅ サービス 飲食業 5%

54,144 東京都 江戸川区 Ｎｏｗ　＆　Ｔｈｅｎ サービス 理容・美容業 5%

54,145 東京都 江戸川区 セブン－イレブン中葛西５丁目店 小売業 食料品 2%

54,146 東京都 江戸川区 セブン－イレブン中小岩店 小売業 食料品 2%

54,147 東京都 江戸川区 長澤家電サービス サービス その他サービス 5%

54,148 東京都 江戸川区 中新 サービス その他サービス 5%

54,149 東京都 江戸川区 なかなか酒場 サービス 飲食業 5%

54,150 東京都 江戸川区 ＮＡＫＡＹＡ ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

54,151 東京都 江戸川区 ＮＡＫＡＹＡ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

54,152 東京都 江戸川区 ＮＡＫＡＹＡＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

54,153 東京都 江戸川区 肉汁地獄　篠崎店 サービス 飲食業 5%

54,154 東京都 江戸川区 西葛西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,155 東京都 江戸川区 セブン－イレブン西葛西３丁目店 小売業 食料品 2%

54,156 東京都 江戸川区 セブン－イレブン西瑞江環七通り店 小売業 食料品 2%

54,157 東京都 江戸川区 日個連　相澤タクシー サービス 運輸業 5%

54,158 東京都 江戸川区 日個連　青木タクシー サービス 運輸業 5%

54,159 東京都 江戸川区 日個連　青木タクシー サービス 運輸業 5%

54,160 東京都 江戸川区 日個連　青山タクシー サービス 運輸業 5%

54,161 東京都 江戸川区 日個連　明石タクシー サービス 運輸業 5%

54,162 東京都 江戸川区 日個連　秋葉タクシー サービス 運輸業 5%

54,163 東京都 江戸川区 日個連　秋元タクシー サービス 運輸業 5%

54,164 東京都 江戸川区 日個連　浅岡タクシー サービス 運輸業 5%

54,165 東京都 江戸川区 日個連　飛鳥タクシー サービス 運輸業 5%

54,166 東京都 江戸川区 日個連　東タクシー サービス 運輸業 5%

54,167 東京都 江戸川区 日個連　後村タクシー サービス 運輸業 5%

54,168 東京都 江戸川区 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

54,169 東京都 江戸川区 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

54,170 東京都 江戸川区 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

54,171 東京都 江戸川区 日個連　新井タクシー サービス 運輸業 5%

54,172 東京都 江戸川区 日個連　新井タクシー サービス 運輸業 5%

54,173 東京都 江戸川区 日個連　荒井タクシー サービス 運輸業 5%

54,174 東京都 江戸川区 日個連　荒川タクシー サービス 運輸業 5%

54,175 東京都 江戸川区 日個連　荒木タクシー サービス 運輸業 5%

54,176 東京都 江戸川区 日個連　荒木タクシー サービス 運輸業 5%

54,177 東京都 江戸川区 日個連　飯田タクシー サービス 運輸業 5%

54,178 東京都 江戸川区 日個連　飯田タクシー サービス 運輸業 5%

54,179 東京都 江戸川区 日個連　五十嵐タクシー サービス 運輸業 5%

54,180 東京都 江戸川区 日個連　五十嵐タクシー サービス 運輸業 5%
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54,181 東京都 江戸川区 日個連　池内タクシー サービス 運輸業 5%

54,182 東京都 江戸川区 日個連　池城タクシー サービス 運輸業 5%

54,183 東京都 江戸川区 日個連　池山タクシー サービス 運輸業 5%

54,184 東京都 江戸川区 日個連　伊香タクシー サービス 運輸業 5%

54,185 東京都 江戸川区 日個連　石井タクシー サービス 運輸業 5%

54,186 東京都 江戸川区 日個連　石井タクシー サービス 運輸業 5%

54,187 東京都 江戸川区 日個連　石井タクシー サービス 運輸業 5%

54,188 東京都 江戸川区 日個連　石井タクシー サービス 運輸業 5%

54,189 東京都 江戸川区 日個連　石垣タクシー サービス 運輸業 5%

54,190 東京都 江戸川区 日個連　石上タクシー サービス 運輸業 5%

54,191 東京都 江戸川区 日個連　石上タクシー サービス 運輸業 5%

54,192 東京都 江戸川区 日個連　石上タクシー サービス 運輸業 5%

54,193 東京都 江戸川区 日個連　石黒タクシー サービス 運輸業 5%

54,194 東京都 江戸川区 日個連　石関タクシー サービス 運輸業 5%

54,195 東京都 江戸川区 日個連　石田タクシー サービス 運輸業 5%

54,196 東京都 江戸川区 日個連　石田タクシー サービス 運輸業 5%

54,197 東京都 江戸川区 日個連　石田タクシー サービス 運輸業 5%

54,198 東京都 江戸川区 日個連　石田タクシー サービス 運輸業 5%

54,199 東京都 江戸川区 日個連　市川タクシー サービス 運輸業 5%

54,200 東京都 江戸川区 日個連　市川タクシー サービス 運輸業 5%

54,201 東京都 江戸川区 日個連　一ノ瀬タクシー サービス 運輸業 5%

54,202 東京都 江戸川区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,203 東京都 江戸川区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,204 東京都 江戸川区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,205 東京都 江戸川区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,206 東京都 江戸川区 日個連　伊東タクシー サービス 運輸業 5%

54,207 東京都 江戸川区 日個連　稲毛タクシー サービス 運輸業 5%

54,208 東京都 江戸川区 日個連　稲村タクシー サービス 運輸業 5%

54,209 東京都 江戸川区 日個連　猪俣タクシー サービス 運輸業 5%

54,210 東京都 江戸川区 日個連　今岡タクシー サービス 運輸業 5%

54,211 東京都 江戸川区 日個連　入江タクシー サービス 運輸業 5%

54,212 東京都 江戸川区 日個連　岩楯タクシー サービス 運輸業 5%

54,213 東京都 江戸川区 日個連　岩永タクシー サービス 運輸業 5%

54,214 東京都 江戸川区 日個連　岩原タクシー サービス 運輸業 5%

54,215 東京都 江戸川区 日個連　岩堀タクシー サービス 運輸業 5%

54,216 東京都 江戸川区 日個連　上田タクシー サービス 運輸業 5%

54,217 東京都 江戸川区 日個連　上野タクシー サービス 運輸業 5%

54,218 東京都 江戸川区 日個連　上野タクシー サービス 運輸業 5%

54,219 東京都 江戸川区 日個連　上原タクシー サービス 運輸業 5%

54,220 東京都 江戸川区 日個連　上原タクシー サービス 運輸業 5%

54,221 東京都 江戸川区 日個連　氏家タクシー サービス 運輸業 5%

54,222 東京都 江戸川区 日個連　牛島タクシー サービス 運輸業 5%

1293



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

54,223 東京都 江戸川区 日個連　臼田タクシー サービス 運輸業 5%

54,224 東京都 江戸川区 日個連　宇田川タクシー サービス 運輸業 5%

54,225 東京都 江戸川区 日個連　宇田川タクシー サービス 運輸業 5%

54,226 東京都 江戸川区 日個連　江越タクシー サービス 運輸業 5%

54,227 東京都 江戸川区 日個連　江本タクシー サービス 運輸業 5%

54,228 東京都 江戸川区 日個連　遠藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,229 東京都 江戸川区 日個連　遠藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,230 東京都 江戸川区 日個連　大川タクシー サービス 運輸業 5%

54,231 東京都 江戸川区 日個連　大河原タクシー サービス 運輸業 5%

54,232 東京都 江戸川区 日個連　大久保タクシー サービス 運輸業 5%

54,233 東京都 江戸川区 日個連　大河内タクシー サービス 運輸業 5%

54,234 東京都 江戸川区 日個連　大里タクシー サービス 運輸業 5%

54,235 東京都 江戸川区 日個連　大嶋タクシー サービス 運輸業 5%

54,236 東京都 江戸川区 日個連　大城タクシー サービス 運輸業 5%

54,237 東京都 江戸川区 日個連　大塚タクシー サービス 運輸業 5%

54,238 東京都 江戸川区 日個連　大塚タクシー サービス 運輸業 5%

54,239 東京都 江戸川区 日個連　大塚タクシー サービス 運輸業 5%

54,240 東京都 江戸川区 日個連　大橋タクシー サービス 運輸業 5%

54,241 東京都 江戸川区 日個連　大橋タクシー サービス 運輸業 5%

54,242 東京都 江戸川区 日個連　大場タクシー サービス 運輸業 5%

54,243 東京都 江戸川区 日個連　大林タクシー サービス 運輸業 5%

54,244 東京都 江戸川区 日個連　大原タクシー サービス 運輸業 5%

54,245 東京都 江戸川区 日個連　大山タクシー サービス 運輸業 5%

54,246 東京都 江戸川区 日個連　大割タクシー サービス 運輸業 5%

54,247 東京都 江戸川区 日個連　岡崎タクシー サービス 運輸業 5%

54,248 東京都 江戸川区 日個連　小笠原タクシー サービス 運輸業 5%

54,249 東京都 江戸川区 日個連　小笠原タクシー サービス 運輸業 5%

54,250 東京都 江戸川区 日個連　岡田タクシー サービス 運輸業 5%

54,251 東京都 江戸川区 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

54,252 東京都 江戸川区 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

54,253 東京都 江戸川区 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

54,254 東京都 江戸川区 日個連　奥山タクシー サービス 運輸業 5%

54,255 東京都 江戸川区 日個連　小野坂タクシー サービス 運輸業 5%

54,256 東京都 江戸川区 日個連　小野タクシー サービス 運輸業 5%

54,257 東京都 江戸川区 日個連　小野タクシー サービス 運輸業 5%

54,258 東京都 江戸川区 日個連　小野田タクシー サービス 運輸業 5%

54,259 東京都 江戸川区 日個連　甲斐タクシー サービス 運輸業 5%

54,260 東京都 江戸川区 日個連　貝塚タクシー サービス 運輸業 5%

54,261 東京都 江戸川区 日個連　葛西タクシー サービス 運輸業 5%

54,262 東京都 江戸川区 日個連　片岡タクシー サービス 運輸業 5%

54,263 東京都 江戸川区 日個連　片岡タクシー サービス 運輸業 5%

54,264 東京都 江戸川区 日個連　片野タクシー サービス 運輸業 5%
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54,265 東京都 江戸川区 日個連　片平タクシー サービス 運輸業 5%

54,266 東京都 江戸川区 日個連　勝木タクシー サービス 運輸業 5%

54,267 東京都 江戸川区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,268 東京都 江戸川区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,269 東京都 江戸川区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,270 東京都 江戸川区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,271 東京都 江戸川区 日個連　金澤タクシー サービス 運輸業 5%

54,272 東京都 江戸川区 日個連　金澤タクシー サービス 運輸業 5%

54,273 東京都 江戸川区 日個連　金田タクシー サービス 運輸業 5%

54,274 東京都 江戸川区 日個連　金田タクシー サービス 運輸業 5%

54,275 東京都 江戸川区 日個連　椛山タクシー サービス 運輸業 5%

54,276 東京都 江戸川区 日個連　神子タクシー サービス 運輸業 5%

54,277 東京都 江戸川区 日個連　鴨川タクシー サービス 運輸業 5%

54,278 東京都 江戸川区 日個連　茅場タクシー サービス 運輸業 5%

54,279 東京都 江戸川区 日個連　刈屋タクシー サービス 運輸業 5%

54,280 東京都 江戸川区 日個連　菅野タクシー サービス 運輸業 5%

54,281 東京都 江戸川区 日個連　菊地タクシー サービス 運輸業 5%

54,282 東京都 江戸川区 日個連　菊池タクシー サービス 運輸業 5%

54,283 東京都 江戸川区 日個連　北嶋タクシー サービス 運輸業 5%

54,284 東京都 江戸川区 日個連　北島タクシー サービス 運輸業 5%

54,285 東京都 江戸川区 日個連　北村タクシー サービス 運輸業 5%

54,286 東京都 江戸川区 日個連　北山タクシー サービス 運輸業 5%

54,287 東京都 江戸川区 日個連　橘田タクシー サービス 運輸業 5%

54,288 東京都 江戸川区 日個連　喜村タクシー サービス 運輸業 5%

54,289 東京都 江戸川区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

54,290 東京都 江戸川区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

54,291 東京都 江戸川区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

54,292 東京都 江戸川区 日個連　日下タクシー サービス 運輸業 5%

54,293 東京都 江戸川区 日個連　草川タクシー サービス 運輸業 5%

54,294 東京都 江戸川区 日個連　倉金タクシー サービス 運輸業 5%

54,295 東京都 江戸川区 日個連　倉富タクシー サービス 運輸業 5%

54,296 東京都 江戸川区 日個連　栗原タクシー サービス 運輸業 5%

54,297 東京都 江戸川区 日個連　源河タクシー サービス 運輸業 5%

54,298 東京都 江戸川区 日個連　小泉タクシー サービス 運輸業 5%

54,299 東京都 江戸川区 日個連　古閑タクシー サービス 運輸業 5%

54,300 東京都 江戸川区 日個連　越川タクシー サービス 運輸業 5%

54,301 東京都 江戸川区 日個連　小島タクシー サービス 運輸業 5%

54,302 東京都 江戸川区 日個連　小島タクシー サービス 運輸業 5%

54,303 東京都 江戸川区 日個連　小瀧タクシー サービス 運輸業 5%

54,304 東京都 江戸川区 日個連　後藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,305 東京都 江戸川区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

54,306 東京都 江戸川区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%
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54,307 東京都 江戸川区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

54,308 東京都 江戸川区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

54,309 東京都 江戸川区 日個連　駒形タクシー サービス 運輸業 5%

54,310 東京都 江戸川区 日個連　小松タクシー サービス 運輸業 5%

54,311 東京都 江戸川区 日個連　小南タクシー サービス 運輸業 5%

54,312 東京都 江戸川区 日個連　小村タクシー サービス 運輸業 5%

54,313 東京都 江戸川区 日個連　古谷タクシー サービス 運輸業 5%

54,314 東京都 江戸川区 日個連　近藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,315 東京都 江戸川区 日個連　今野タクシー サービス 運輸業 5%

54,316 東京都 江戸川区 日個連　西條タクシー サービス 運輸業 5%

54,317 東京都 江戸川区 日個連　坂口タクシー サービス 運輸業 5%

54,318 東京都 江戸川区 日個連　佐川タクシー サービス 運輸業 5%

54,319 東京都 江戸川区 日個連　佐久間タクシー サービス 運輸業 5%

54,320 東京都 江戸川区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

54,321 東京都 江戸川区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

54,322 東京都 江戸川区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

54,323 東京都 江戸川区 日個連　笹原タクシー サービス 運輸業 5%

54,324 東京都 江戸川区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,325 東京都 江戸川区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,326 東京都 江戸川区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,327 東京都 江戸川区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,328 東京都 江戸川区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,329 東京都 江戸川区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,330 東京都 江戸川区 日個連　佐村タクシー サービス 運輸業 5%

54,331 東京都 江戸川区 日個連　佐山タクシー サービス 運輸業 5%

54,332 東京都 江戸川区 日個連　澤田タクシー サービス 運輸業 5%

54,333 東京都 江戸川区 日個連　塩川タクシー サービス 運輸業 5%

54,334 東京都 江戸川区 日個連　塩田タクシー サービス 運輸業 5%

54,335 東京都 江戸川区 日個連　塩田タクシー サービス 運輸業 5%

54,336 東京都 江戸川区 日個連　塩浜タクシー サービス 運輸業 5%

54,337 東京都 江戸川区 日個連　篠塚タクシー サービス 運輸業 5%

54,338 東京都 江戸川区 日個連　柴田タクシー サービス 運輸業 5%

54,339 東京都 江戸川区 日個連　渋谷タクシー サービス 運輸業 5%

54,340 東京都 江戸川区 日個連　清水タクシー サービス 運輸業 5%

54,341 東京都 江戸川区 日個連　清水タクシー サービス 運輸業 5%

54,342 東京都 江戸川区 日個連　志村タクシー サービス 運輸業 5%

54,343 東京都 江戸川区 日個連　志村タクシー サービス 運輸業 5%

54,344 東京都 江戸川区 日個連　下田タクシー サービス 運輸業 5%

54,345 東京都 江戸川区 日個連　下妻タクシー サービス 運輸業 5%

54,346 東京都 江戸川区 日個連　白石タクシー サービス 運輸業 5%

54,347 東京都 江戸川区 日個連　白子タクシー サービス 運輸業 5%

54,348 東京都 江戸川区 日個連　神道タクシー サービス 運輸業 5%
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54,349 東京都 江戸川区 日個連　菅野タクシー サービス 運輸業 5%

54,350 東京都 江戸川区 日個連　杉山タクシー サービス 運輸業 5%

54,351 東京都 江戸川区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

54,352 東京都 江戸川区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

54,353 東京都 江戸川区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

54,354 東京都 江戸川区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

54,355 東京都 江戸川区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

54,356 東京都 江戸川区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

54,357 東京都 江戸川区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

54,358 東京都 江戸川区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

54,359 東京都 江戸川区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

54,360 東京都 江戸川区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

54,361 東京都 江戸川区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

54,362 東京都 江戸川区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

54,363 東京都 江戸川区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

54,364 東京都 江戸川区 日個連　須田タクシー サービス 運輸業 5%

54,365 東京都 江戸川区 日個連　関口タクシー サービス 運輸業 5%

54,366 東京都 江戸川区 日個連　関沢タクシー サービス 運輸業 5%

54,367 東京都 江戸川区 日個連　関タクシー サービス 運輸業 5%

54,368 東京都 江戸川区 日個連　善方タクシー サービス 運輸業 5%

54,369 東京都 江戸川区 日個連　相馬タクシー サービス 運輸業 5%

54,370 東京都 江戸川区 日個連　高井タクシー サービス 運輸業 5%

54,371 東京都 江戸川区 日個連　高木タクシー サービス 運輸業 5%

54,372 東京都 江戸川区 日個連　高久タクシー サービス 運輸業 5%

54,373 東京都 江戸川区 日個連　高瀬タクシー サービス 運輸業 5%

54,374 東京都 江戸川区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

54,375 東京都 江戸川区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

54,376 東京都 江戸川区 日個連　髙橋タクシー サービス 運輸業 5%

54,377 東京都 江戸川区 日個連　髙橋タクシー サービス 運輸業 5%

54,378 東京都 江戸川区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

54,379 東京都 江戸川区 日個連　髙橋タクシー サービス 運輸業 5%

54,380 東京都 江戸川区 日個連　高原タクシー サービス 運輸業 5%

54,381 東京都 江戸川区 日個連　武田タクシー サービス 運輸業 5%

54,382 東京都 江戸川区 日個連　武山タクシー サービス 運輸業 5%

54,383 東京都 江戸川区 日個連　多田タクシー サービス 運輸業 5%

54,384 東京都 江戸川区 日個連　立花タクシー サービス 運輸業 5%

54,385 東京都 江戸川区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

54,386 東京都 江戸川区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

54,387 東京都 江戸川区 日個連　田邉タクシー サービス 運輸業 5%

54,388 東京都 江戸川区 日個連　谷井タクシー サービス 運輸業 5%

54,389 東京都 江戸川区 日個連　谷川タクシー サービス 運輸業 5%

54,390 東京都 江戸川区 日個連　田村タクシー サービス 運輸業 5%

1297



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

54,391 東京都 江戸川区 日個連　田村タクシー サービス 運輸業 5%

54,392 東京都 江戸川区 日個連　田村タクシー サービス 運輸業 5%

54,393 東京都 江戸川区 日個連　田山タクシー サービス 運輸業 5%

54,394 東京都 江戸川区 日個連　千葉タクシー サービス 運輸業 5%

54,395 東京都 江戸川区 日個連　千原タクシー サービス 運輸業 5%

54,396 東京都 江戸川区 日個連　継田タクシー サービス 運輸業 5%

54,397 東京都 江戸川区 日個連　對馬タクシー サービス 運輸業 5%

54,398 東京都 江戸川区 日個連　槌屋タクシー サービス 運輸業 5%

54,399 東京都 江戸川区 日個連　土屋タクシー サービス 運輸業 5%

54,400 東京都 江戸川区 日個連　堤タクシー サービス 運輸業 5%

54,401 東京都 江戸川区 日個連　常田タクシー サービス 運輸業 5%

54,402 東京都 江戸川区 日個連　鉄羅タクシー サービス 運輸業 5%

54,403 東京都 江戸川区 日個連　鉄羅タクシー サービス 運輸業 5%

54,404 東京都 江戸川区 日個連　土岐タクシー サービス 運輸業 5%

54,405 東京都 江戸川区 日個連　戸田タクシー サービス 運輸業 5%

54,406 東京都 江戸川区 日個連　戸田タクシー サービス 運輸業 5%

54,407 東京都 江戸川区 日個連　戸部タクシー サービス 運輸業 5%

54,408 東京都 江戸川区 日個連　富田タクシー サービス 運輸業 5%

54,409 東京都 江戸川区 日個連　外山タクシー サービス 運輸業 5%

54,410 東京都 江戸川区 日個連　内藤タクシー サービス 運輸業 5%

54,411 東京都 江戸川区 日個連　中井タクシー サービス 運輸業 5%

54,412 東京都 江戸川区 日個連　中川タクシー サービス 運輸業 5%

54,413 東京都 江戸川区 日個連　中川タクシー サービス 運輸業 5%

54,414 東京都 江戸川区 日個連　中澤タクシー サービス 運輸業 5%

54,415 東京都 江戸川区 日個連　長沢タクシー サービス 運輸業 5%

54,416 東京都 江戸川区 日個連　中嶋タクシー サービス 運輸業 5%

54,417 東京都 江戸川区 日個連　中嶋タクシー サービス 運輸業 5%

54,418 東京都 江戸川区 日個連　中曽根タクシー サービス 運輸業 5%

54,419 東京都 江戸川区 日個連　中代タクシー サービス 運輸業 5%

54,420 東京都 江戸川区 日個連　中田タクシー サービス 運輸業 5%

54,421 東京都 江戸川区 日個連　永田タクシー サービス 運輸業 5%

54,422 東京都 江戸川区 日個連　中野タクシー サービス 運輸業 5%

54,423 東京都 江戸川区 日個連　中濱タクシー サービス 運輸業 5%

54,424 東京都 江戸川区 日個連　仲間タクシー サービス 運輸業 5%

54,425 東京都 江戸川区 日個連　仲俣タクシー サービス 運輸業 5%

54,426 東京都 江戸川区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

54,427 東京都 江戸川区 日個連　仲村タクシー サービス 運輸業 5%

54,428 東京都 江戸川区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

54,429 東京都 江戸川区 日個連　中山タクシー サービス 運輸業 5%

54,430 東京都 江戸川区 日個連　中山タクシー サービス 運輸業 5%

54,431 東京都 江戸川区 日個連　新沼タクシー サービス 運輸業 5%

54,432 東京都 江戸川区 日個連　新部タクシー サービス 運輸業 5%
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54,433 東京都 江戸川区 日個連　新山タクシー サービス 運輸業 5%

54,434 東京都 江戸川区 日個連　西川タクシー サービス 運輸業 5%

54,435 東京都 江戸川区 日個連　西原タクシー サービス 運輸業 5%

54,436 東京都 江戸川区 日個連　西村タクシー サービス 運輸業 5%

54,437 東京都 江戸川区 日個連　西村タクシー サービス 運輸業 5%

54,438 東京都 江戸川区 日個連　根本タクシー サービス 運輸業 5%

54,439 東京都 江戸川区 日個連　野口タクシー サービス 運輸業 5%

54,440 東京都 江戸川区 日個連　野村タクシー サービス 運輸業 5%

54,441 東京都 江戸川区 日個連　萩原タクシー サービス 運輸業 5%

54,442 東京都 江戸川区 日個連　橋本タクシー サービス 運輸業 5%

54,443 東京都 江戸川区 日個連　橋本タクシー サービス 運輸業 5%

54,444 東京都 江戸川区 日個連　畠山タクシー サービス 運輸業 5%

54,445 東京都 江戸川区 日個連　波間タクシー サービス 運輸業 5%

54,446 東京都 江戸川区 日個連　濱田タクシー サービス 運輸業 5%

54,447 東京都 江戸川区 日個連　原島タクシー サービス 運輸業 5%

54,448 東京都 江戸川区 日個連　比嘉タクシー サービス 運輸業 5%

54,449 東京都 江戸川区 日個連　平井タクシー サービス 運輸業 5%

54,450 東京都 江戸川区 日個連　平川タクシー サービス 運輸業 5%

54,451 東京都 江戸川区 日個連　平島タクシー サービス 運輸業 5%

54,452 東京都 江戸川区 日個連　平田タクシー サービス 運輸業 5%

54,453 東京都 江戸川区 日個連　平沼タクシー サービス 運輸業 5%

54,454 東京都 江戸川区 日個連　廣松タクシー サービス 運輸業 5%

54,455 東京都 江戸川区 日個連　笛木タクシー サービス 運輸業 5%

54,456 東京都 江戸川区 日個連　吹澤タクシー サービス 運輸業 5%

54,457 東京都 江戸川区 日個連　福井タクシー サービス 運輸業 5%

54,458 東京都 江戸川区 日個連　福島タクシー サービス 運輸業 5%

54,459 東京都 江戸川区 日個連　福田タクシー サービス 運輸業 5%

54,460 東京都 江戸川区 日個連　藤井タクシー サービス 運輸業 5%

54,461 東京都 江戸川区 日個連　藤浦タクシー サービス 運輸業 5%

54,462 東京都 江戸川区 日個連　藤田タクシー サービス 運輸業 5%

54,463 東京都 江戸川区 日個連　藤次タクシー サービス 運輸業 5%

54,464 東京都 江戸川区 日個連　藤原タクシー サービス 運輸業 5%

54,465 東京都 江戸川区 日個連　藤原タクシー サービス 運輸業 5%

54,466 東京都 江戸川区 日個連　古川タクシー サービス 運輸業 5%

54,467 東京都 江戸川区 日個連　古橋タクシー サービス 運輸業 5%

54,468 東京都 江戸川区 日個連　逸見タクシー サービス 運輸業 5%

54,469 東京都 江戸川区 日個連　方志タクシー サービス 運輸業 5%

54,470 東京都 江戸川区 日個連　星野タクシー サービス 運輸業 5%

54,471 東京都 江戸川区 日個連　星野タクシー サービス 運輸業 5%

54,472 東京都 江戸川区 日個連　星谷タクシー サービス 運輸業 5%

54,473 東京都 江戸川区 日個連　本田タクシー サービス 運輸業 5%

54,474 東京都 江戸川区 日個連　本間タクシー サービス 運輸業 5%
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54,475 東京都 江戸川区 日個連　前川タクシー サービス 運輸業 5%

54,476 東京都 江戸川区 日個連　前田タクシー サービス 運輸業 5%

54,477 東京都 江戸川区 日個連　前山タクシー サービス 運輸業 5%

54,478 東京都 江戸川区 日個連　牧野タクシー サービス 運輸業 5%

54,479 東京都 江戸川区 日個連　正木タクシー サービス 運輸業 5%

54,480 東京都 江戸川区 日個連　増島タクシー サービス 運輸業 5%

54,481 東京都 江戸川区 日個連　増田タクシー サービス 運輸業 5%

54,482 東京都 江戸川区 日個連　松浦タクシー サービス 運輸業 5%

54,483 東京都 江戸川区 日個連　松浦タクシー サービス 運輸業 5%

54,484 東京都 江戸川区 日個連　松沢タクシー サービス 運輸業 5%

54,485 東京都 江戸川区 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%

54,486 東京都 江戸川区 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%

54,487 東京都 江戸川区 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%

54,488 東京都 江戸川区 日個連　間渕タクシー サービス 運輸業 5%

54,489 東京都 江戸川区 日個連　丸山タクシー サービス 運輸業 5%

54,490 東京都 江戸川区 日個連　丸山タクシー サービス 運輸業 5%

54,491 東京都 江戸川区 日個連　三島タクシー サービス 運輸業 5%

54,492 東京都 江戸川区 日個連　水田タクシー サービス 運輸業 5%

54,493 東京都 江戸川区 日個連　御手洗タクシー サービス 運輸業 5%

54,494 東京都 江戸川区 日個連　湊タクシー サービス 運輸業 5%

54,495 東京都 江戸川区 日個連　宮﨑タクシー サービス 運輸業 5%

54,496 東京都 江戸川区 日個連　宮崎タクシー サービス 運輸業 5%

54,497 東京都 江戸川区 日個連　宮澤タクシー サービス 運輸業 5%

54,498 東京都 江戸川区 日個連　宮沢タクシー サービス 運輸業 5%

54,499 東京都 江戸川区 日個連　宮地タクシー サービス 運輸業 5%

54,500 東京都 江戸川区 日個連　武笠タクシー サービス 運輸業 5%

54,501 東京都 江戸川区 日個連　向山タクシー サービス 運輸業 5%

54,502 東京都 江戸川区 日個連　村田タクシー サービス 運輸業 5%

54,503 東京都 江戸川区 日個連　森井タクシー サービス 運輸業 5%

54,504 東京都 江戸川区 日個連　森岡タクシー サービス 運輸業 5%

54,505 東京都 江戸川区 日個連　森嶋タクシー サービス 運輸業 5%

54,506 東京都 江戸川区 日個連　森タクシー サービス 運輸業 5%

54,507 東京都 江戸川区 日個連　森タクシー サービス 運輸業 5%

54,508 東京都 江戸川区 日個連　森田タクシー サービス 運輸業 5%

54,509 東京都 江戸川区 日個連　門馬タクシー サービス 運輸業 5%

54,510 東京都 江戸川区 日個連　栁沼タクシー サービス 運輸業 5%

54,511 東京都 江戸川区 日個連　谷治タクシー サービス 運輸業 5%

54,512 東京都 江戸川区 日個連　柳澤タクシー サービス 運輸業 5%

54,513 東京都 江戸川区 日個連　柳タクシー サービス 運輸業 5%

54,514 東京都 江戸川区 日個連　梁島タクシー サービス 運輸業 5%

54,515 東京都 江戸川区 日個連　山内タクシー サービス 運輸業 5%

54,516 東京都 江戸川区 日個連　山口タクシー サービス 運輸業 5%
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54,517 東京都 江戸川区 日個連　山下タクシー サービス 運輸業 5%

54,518 東京都 江戸川区 日個連　山下タクシー サービス 運輸業 5%

54,519 東京都 江戸川区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

54,520 東京都 江戸川区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

54,521 東京都 江戸川区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

54,522 東京都 江戸川区 日個連　山中タクシー サービス 運輸業 5%

54,523 東京都 江戸川区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

54,524 東京都 江戸川区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

54,525 東京都 江戸川区 日個連　横森タクシー サービス 運輸業 5%

54,526 東京都 江戸川区 日個連　横山タクシー サービス 運輸業 5%

54,527 東京都 江戸川区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

54,528 東京都 江戸川区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

54,529 東京都 江戸川区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

54,530 東京都 江戸川区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

54,531 東京都 江戸川区 日個連　吉原タクシー サービス 運輸業 5%

54,532 東京都 江戸川区 日個連　吉本タクシー サービス 運輸業 5%

54,533 東京都 江戸川区 日個連　米本タクシー サービス 運輸業 5%

54,534 東京都 江戸川区 日個連　若月タクシー サービス 運輸業 5%

54,535 東京都 江戸川区 日個連　若宮タクシー サービス 運輸業 5%

54,536 東京都 江戸川区 日個連　渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

54,537 東京都 江戸川区 日個連　渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

54,538 東京都 江戸川区 日個連　渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

54,539 東京都 江戸川区 日個連　渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

54,540 東京都 江戸川区 日個連　渡部タクシー サービス 運輸業 5%

54,541 東京都 江戸川区 ＮＩＳＳＨＯレンタカー江戸川営業所 サービス その他サービス 5%

54,542 東京都 江戸川区 ＮＩＳＳＨＯレンタカー　葛西営業所 サービス その他サービス 5%

54,543 東京都 江戸川区 ニッセンシェイプファンデサロン瑞江 小売業 衣料品 5%

54,544 東京都 江戸川区 日本一舟健康管理株式会社 サービス その他サービス 5%

54,545 東京都 江戸川区 ニューポート　江戸川 小売業 その他小売 5%

54,546 東京都 江戸川区 Ｐｌａｇｅ サービス その他サービス 5%

54,547 東京都 江戸川区 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ＶｉＶｉ サービス その他サービス 5%

54,548 東京都 江戸川区 ＮａｉｌｓａｌｏｎＣＵＢＡＮＡ西葛西店 サービス その他サービス 5%

54,549 東京都 江戸川区 ＮＡＩＬ＋Ｕ サービス 理容・美容業 5%

54,550 東京都 江戸川区 ＮＥＯＧＲＥＥＮ 小売業 その他小売 5%

54,551 東京都 江戸川区 野村個人タクシー サービス 運輸業 5%

54,552 東京都 江戸川区 ｂａｒｂｅｒ＆ｓｐａＭＳｗｏｒｋ サービス 理容・美容業 5%

54,553 東京都 江戸川区 ＢＡＲ　ＲＯＢＲＯＹ西葛西店 サービス 飲食業 5%

54,554 東京都 江戸川区 BAGUS HAIR MAKE plus サービス 理容・美容業 5%

54,555 東京都 江戸川区 ＨＡＣＯ サービス 理容・美容業 5%

54,556 東京都 江戸川区 バズグリル サービス 飲食業 5%

54,557 東京都 江戸川区 ＰＡＣＨＡＲＡ サービス 理容・美容業 5%

54,558 東京都 江戸川区 Ｈａｐｐｙ江戸川店 小売業 その他小売 5%
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54,559 東京都 江戸川区 パティスリールアマレット サービス 飲食業 5%

54,560 東京都 江戸川区 花鈴 小売業 その他小売 5%

54,561 東京都 江戸川区 花天使 小売業 その他小売 5%

54,562 東京都 江戸川区 Ｐａｎｉ ｐａｎｉ サービス 理容・美容業 5%

54,563 東京都 江戸川区 浜焼きダイニング　和師 サービス 飲食業 5%

54,564 東京都 江戸川区 プティ・マーナ　小岩店 サービス その他サービス 5%

54,565 東京都 江戸川区 鍼師祥寿院 サービス その他サービス 5%

54,566 東京都 江戸川区 春本タクシー サービス 運輸業 5%

54,567 東京都 江戸川区 晴れ着の丸昌　小岩店 サービス その他サービス 5%

54,568 東京都 江戸川区 パン工房ルチア 南小岩店 小売業 食料品 5%

54,569 東京都 江戸川区 はんこ家一番　平井店 小売業 その他小売 5%

54,570 東京都 江戸川区 はんこ家はん造江戸川店 小売業 その他小売 5%

54,571 東京都 江戸川区 ビーウェル 小売業 その他小売 5%

54,572 東京都 江戸川区 ＰＦ．Ｒｅｃｏｒｄｓ サービス その他サービス 5%

54,573 東京都 江戸川区 ビークルファンドットネット 小売業 その他小売 5%

54,574 東京都 江戸川区 ビースト サービス 理容・美容業 5%

54,575 東京都 江戸川区 Ｂ　ｆｏｏｔ サービス 理容・美容業 5%

54,576 東京都 江戸川区 セブン－イレブン東大島駅前店 小売業 食料品 2%

54,577 東京都 江戸川区 セブン－イレブン東葛西６丁目店 小売業 食料品 2%

54,578 東京都 江戸川区 セブンーイレブン東小岩店 小売業 食料品 2%

54,579 東京都 江戸川区 東瑞江 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,580 東京都 江戸川区 ヒガシ薬局 小売業 その他小売 5%

54,581 東京都 江戸川区 曵地自動車販売 サービス その他サービス 5%

54,582 東京都 江戸川区 Ｈｉｋｉｎｏｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

54,583 東京都 江戸川区 ビストロ　アーシュ・エム サービス 飲食業 5%

54,584 東京都 江戸川区 ＢｅｓｐｏｋｅＳｃｅｎｔＳｏｃｉｅｔｙ サービス その他サービス 5%

54,585 東京都 江戸川区 ビック５ 小売業 その他小売 5%

54,586 東京都 江戸川区 ｐｉｚｚａ　ｏｒａ　ＰｉｚｚａＯｒａ サービス 飲食業 5%

54,587 東京都 江戸川区 日の出寿司 サービス 飲食業 5%

54,588 東京都 江戸川区 ビハウスセンタールーム 小売業 その他小売 5%

54,589 東京都 江戸川区 美肌管理ＮＡＴＵＲＡＬ＆ＢＥＡＵＴＹ サービス 理容・美容業 5%

54,590 東京都 江戸川区 美容室 ｓｔｕｄｉｏ ＶＯＬ?１ 美容室ｓｔｕｄｉｏ ＶＯＬ?１ サービス 理容・美容業 5%

54,591 東京都 江戸川区 美容室　アグレアブル サービス 理容・美容業 5%

54,592 東京都 江戸川区 美容室ｓｉｅｓｔａ サービス 理容・美容業 5%

54,593 東京都 江戸川区 美容室スリーシー サービス 理容・美容業 5%

54,594 東京都 江戸川区 美容室ｃｈａｉｒｓ サービス 理容・美容業 5%

54,595 東京都 江戸川区 美容室フューズ瑞江店 サービス 理容・美容業 5%

54,596 東京都 江戸川区 ＢＥＹＯＮＤ サービス 飲食業 5%

54,597 東京都 江戸川区 ＢＥＹＯＮＤ サービス その他サービス 5%

54,598 東京都 江戸川区 セブン－イレブン平井２丁目店 小売業 食料品 2%

54,599 東京都 江戸川区 セブン－イレブン平井６丁目店 小売業 食料品 2%

54,600 東京都 江戸川区 ビリヤニハウス サービス 飲食業 5%
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54,601 東京都 江戸川区 株式会社井川建設 サービス その他サービス 5%

54,602 東京都 江戸川区 フィフティーズｆｏｒ舞浜 サービス 宿泊業 5%

54,603 東京都 江戸川区 フードバー　ルーチェ サービス 飲食業 5%

54,604 東京都 江戸川区 ブーランジェリージョー 小売業 食料品 5%

54,605 東京都 江戸川区 フェイスオン　瑞江コンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

54,606 東京都 江戸川区 フェニックス パートナーズ株式会社 サービス その他サービス 5%

54,607 東京都 江戸川区 プエブロ引越センター サービス 運輸業 5%

54,608 東京都 江戸川区 Ｆｏｒｔｕｎｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

54,609 東京都 江戸川区 ＰＨＯＴＯＳＴＵＤＩＯＫＯＷＡ サービス その他サービス 5%

54,610 東京都 江戸川区 ＰＨＯＴＯＳＴＵＤＩＯＫＯＷＡＢＲＩＤＡ サービス その他サービス 5%

54,611 東京都 江戸川区 深谷園 小売業 食料品 5%

54,612 東京都 江戸川区 藤井薬局 小売業 その他小売 5%

54,613 東京都 江戸川区 藤平テレビ電化　藤平テレビ電化 小売業 電化製品 5%

54,614 東京都 江戸川区 藤森タクシー サービス 運輸業 5%

54,615 東京都 江戸川区 豚小家 サービス 飲食業 5%

54,616 東京都 江戸川区 ぷちリラク　らくじー サービス その他サービス 5%

54,617 東京都 江戸川区 ジャンデール　道しるべ サービス 飲食業 5%

54,618 東京都 江戸川区 ブディック女女 小売業 衣料品 5%

54,619 東京都 江戸川区 ブディック女女 小売業 衣料品 5%

54,620 東京都 江戸川区 瀬川ビル サービス その他サービス 5%

54,621 東京都 江戸川区 不動産 サービス その他サービス 5%

54,622 東京都 江戸川区 船橋屋シャポー小岩店 小売業 食料品 5%

54,623 東京都 江戸川区 船堀ＳＳ　大高石油販売株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,624 東京都 江戸川区 船堀松江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,625 東京都 江戸川区 Ｂｒａｔｓ　瑞江店 小売業 貴金属・服飾品 5%

54,626 東京都 江戸川区 Ｆｌｏｗｅｒ　Ｓｈｏｐ花一番 小売業 その他小売 5%

54,627 東京都 江戸川区 フランス風居酒屋　ＡＵＢＥ サービス 飲食業 5%

54,628 東京都 江戸川区 ブリアント　小岩店 サービス 理容・美容業 5%

54,629 東京都 江戸川区 プリーズライフサービス サービス その他サービス 5%

54,630 東京都 江戸川区 ｂｒｉｌｏ サービス その他サービス 5%

54,631 東京都 江戸川区 Ｂｒｉｌｌｅｒ　Ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

54,632 東京都 江戸川区 ブルー＆スノーダイビング葛西店 小売業 その他小売 5%

54,633 東京都 江戸川区 フルール動物病院 サービス その他サービス 5%

54,634 東京都 江戸川区 ＦＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%

54,635 東京都 江戸川区 プロクリーン誠進 サービス その他サービス 5%

54,636 東京都 江戸川区 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＰＡＵＬ サービス 理容・美容業 5%

54,637 東京都 江戸川区 ｈａｉｒ　ｄｒｅｓｓｉｎｇｒｏｏｍ　ｐｏｃｏｒｉ サービス 理容・美容業 5%

54,638 東京都 江戸川区 ｈａｉｒ　ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ　ＰＡＣＨＡＲＡ　小岩店 サービス 理容・美容業 5%

54,639 東京都 江戸川区 ヘアーサロン・くろご サービス 理容・美容業 5%

54,640 東京都 江戸川区 hairSENSE 西葛西店 サービス 理容・美容業 5%

54,641 東京都 江戸川区 hairSENSE 平井店 サービス 理容・美容業 5%

54,642 東京都 江戸川区 hairSENSE 新小岩店 サービス 理容・美容業 5%
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54,643 東京都 江戸川区 ヘアーデザインズ　シーグラス サービス 理容・美容業 5%

54,644 東京都 江戸川区 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｕｚｉｉｅ サービス 理容・美容業 5%

54,645 東京都 江戸川区 ＨＡＩＲＳｋｅｔｃｈ サービス 理容・美容業 5%

54,646 東京都 江戸川区 ＨＡＩＲ　ＳＴＡＧＥ　Ｋ－ＯＮＥ サービス 理容・美容業 5%

54,647 東京都 江戸川区 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎＫＵＫＵＩ サービス 理容・美容業 5%

54,648 東京都 江戸川区 ヘアメイクアッシュ　小岩店 サービス 理容・美容業 5%

54,649 東京都 江戸川区 ヘアメイクアッシュ瑞江店 サービス 理容・美容業 5%

54,650 東京都 江戸川区 ｈａｉｒＬｉｂｅｒｔｅ サービス 理容・美容業 5%

54,651 東京都 江戸川区 べーぐり サービス 飲食業 5%

54,652 東京都 江戸川区 ＰＥＴｓファミリー 小売業 その他小売 5%

54,653 東京都 江戸川区 ペットケアサービスＬｅｔ＇ｓ サービス その他サービス 5%

54,654 東京都 江戸川区 ペットホームマリーのしっぽ 小売業 その他小売 5%

54,655 東京都 江戸川区 ＰＥＴＭＡＮ　小岩店 小売業 その他小売 5%

54,656 東京都 江戸川区 ペットマン 小売業 その他小売 5%

54,657 東京都 江戸川区 ＰＥＴＭＡＮ 小売業 その他小売 5%

54,658 東京都 江戸川区 ＨＯＰＥ　ｍｏｂｉｌｅ　小岩店 サービス その他サービス 5%

54,659 東京都 江戸川区 ホームリガーレ サービス その他サービス 5%

54,660 東京都 江戸川区 ほぐし家 サービス その他サービス 5%

54,661 東京都 江戸川区 北海道産直館　西葛西店 小売業 食料品 5%

54,662 東京都 江戸川区 北海道の味しれとこ サービス 飲食業 5%

54,663 東京都 江戸川区 堀田タクシー サービス 運輸業 5%

54,664 東京都 江戸川区 ボディリゾート　ＭＯＫＡ サービス その他サービス 5%

54,665 東京都 江戸川区 ポプラ東京団地倉庫店 小売業 その他小売 2%

54,666 東京都 江戸川区 ポポラマーマ小岩店 サービス 飲食業 5%

54,667 東京都 江戸川区 ポポラマーマ平井店 サービス 飲食業 5%

54,668 東京都 江戸川区 ポポラマーマ船堀トキビル店 サービス 飲食業 5%

54,669 東京都 江戸川区 ボルダリングディア サービス その他サービス 5%

54,670 東京都 江戸川区 ＰＯＬＰＯ サービス 飲食業 5%

54,671 東京都 江戸川区 ホワイトキッス サービス 理容・美容業 5%

54,672 東京都 江戸川区 本社 小売業 家具・調度品 5%

54,673 東京都 江戸川区 本社事務所 サービス 運輸業 5%

54,674 東京都 江戸川区 本社事務所 小売業 電化製品 5%

54,675 東京都 江戸川区 マキノインクス 小売業 電化製品 5%

54,676 東京都 江戸川区 マクドナルド葛西アリオ店 サービス 飲食業 2%

54,677 東京都 江戸川区 マクドナルド葛西ホームズ店 サービス 飲食業 2%

54,678 東京都 江戸川区 マクドナルド蔵前橋通り北小岩店 サービス 飲食業 2%

54,679 東京都 江戸川区 マクドナルド小岩北口店 サービス 飲食業 2%

54,680 東京都 江戸川区 マクドナルド西葛西店 サービス 飲食業 2%

54,681 東京都 江戸川区 マサミツ電気 小売業 電化製品 5%

54,682 東京都 江戸川区 正村家具 小売業 家具・調度品 5%

54,683 東京都 江戸川区 ＭＡＳＡＬＡＫＩＮＧ新越谷店 サービス 飲食業 5%

54,684 東京都 江戸川区 街の屋根やさん東京 サービス その他サービス 5%
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54,685 東京都 江戸川区 マツコ美容室 サービス 理容・美容業 5%

54,686 東京都 江戸川区 松下エステート サービス その他サービス 5%

54,687 東京都 江戸川区 松下エステート株式会社 サービス その他サービス 5%

54,688 東京都 江戸川区 セブン－イレブン松島店 小売業 食料品 2%

54,689 東京都 江戸川区 松島東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,690 東京都 江戸川区 松村工芸　葛西店 小売業 その他小売 5%

54,691 東京都 江戸川区 マツムラデンキ 小売業 電化製品 5%

54,692 東京都 江戸川区 松本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,693 東京都 江戸川区 マツモト動物病院 サービス その他サービス 5%

54,694 東京都 江戸川区 ＭａｎａｋｏｍｏＣｏｍｍｕｎｉｔｙ合同会社 サービス その他サービス 5%

54,695 東京都 江戸川区 リサイクル＆バラエティーショップマム 小売業 その他小売 5%

54,696 東京都 江戸川区 ＭＡＹＡ Ｈａｉｒ   Ｅｓｔｈｅｔｉｃ サービス 理容・美容業 5%

54,697 東京都 江戸川区 ＭＡＬＩＫＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ サービス 飲食業 5%

54,698 東京都 江戸川区 マリノステリア サービス 飲食業 5%

54,699 東京都 江戸川区 マルカワ葛西店 小売業 衣料品 5%

54,700 東京都 江戸川区 マルカワ小岩店 小売業 衣料品 5%

54,701 東京都 江戸川区 まるかんのお店 やち商店 小売業 その他小売 5%

54,702 東京都 江戸川区 丸重金物店 小売業 その他小売 5%

54,703 東京都 江戸川区 丸安寝具店 小売業 家具・調度品 5%

54,704 東京都 江戸川区 瑞江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,705 東京都 江戸川区 みずえＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,706 東京都 江戸川区 ミスタータイヤマン　ＡＢＯ 小売業 その他小売 2%

54,707 東京都 江戸川区 水沼個人タクシー サービス 運輸業 5%

54,708 東京都 江戸川区 みづ喜 小売業 食料品 5%

54,709 東京都 江戸川区 みづ喜 サービス その他サービス 5%

54,710 東京都 江戸川区 皆川酒店 小売業 その他小売 5%

54,711 東京都 江戸川区 セブン－イレブン南葛西１丁目店 小売業 食料品 2%

54,712 東京都 江戸川区 セブンーイレブン南小岩５丁目店 小売業 食料品 2%

54,713 東京都 江戸川区 セブン－イレブン南小岩店 小売業 食料品 2%

54,714 東京都 江戸川区 南篠崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,715 東京都 江戸川区 セブン－イレブン南篠崎店 小売業 食料品 2%

54,716 東京都 江戸川区 みやむら動物病院［分院］ サービス その他サービス 5%

54,717 東京都 江戸川区 みやむら動物病院本院 サービス その他サービス 5%

54,718 東京都 江戸川区 ムグンファ　木槿花 サービス 飲食業 5%

54,719 東京都 江戸川区 無法松　一之江店 小売業 その他小売 5%

54,720 東京都 江戸川区 村上モータース サービス その他サービス 5%

54,721 東京都 江戸川区 村仙花園 小売業 その他小売 5%

54,722 東京都 江戸川区 めがね工房　まつざわ 小売業 その他小売 5%

54,723 東京都 江戸川区 メガネサロンルック　西葛西店 小売業 貴金属・服飾品 5%

54,724 東京都 江戸川区 メガネストアー小岩 小売業 その他小売 5%

54,725 東京都 江戸川区 メガネストアー小岩店 小売業 その他小売 5%

54,726 東京都 江戸川区 メガネの井上　西葛西店 小売業 その他小売 5%
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54,727 東京都 江戸川区 メゾン・ド・イズミ サービス その他サービス 5%

54,728 東京都 江戸川区 メナードフェイシアルサロンエカヒ サービス 理容・美容業 5%

54,729 東京都 江戸川区 メル友　小岩店 小売業 電化製品 5%

54,730 東京都 江戸川区 メル友　船堀店 小売業 電化製品 5%

54,731 東京都 江戸川区 麺　ｓＤＩＮＩＮＧ０３６ サービス 飲食業 5%

54,732 東京都 江戸川区 モア・ペットクリニック サービス その他サービス 5%

54,733 東京都 江戸川区 ＭＯＫＡ エムエーシー百木鍼灸院 サービス その他サービス 5%

54,734 東京都 江戸川区 モト・カスタム三輪舎 小売業 その他小売 5%

54,735 東京都 江戸川区 株式会社モノダスサンコー サービス その他サービス 5%

54,736 東京都 江戸川区 もみーたん サービス 理容・美容業 5%

54,737 東京都 江戸川区 モリタ整体院 サービス その他サービス 5%

54,738 東京都 江戸川区 もん　ｆｕｋｕ　ｔｏ　ｋｕｍａ 小売業 衣料品 5%

54,739 東京都 江戸川区 八起き丼丸　一之江店 サービス 飲食業 5%

54,740 東京都 江戸川区 焼鳥あい田 サービス 飲食業 5%

54,741 東京都 江戸川区 やきとり一番 サービス 飲食業 5%

54,742 東京都 江戸川区 焼肉　蔵一幕 サービス 飲食業 5%

54,743 東京都 江戸川区 焼肉　末広 サービス 飲食業 5%

54,744 東京都 江戸川区 セブン－イレブン谷河内店 小売業 食料品 2%

54,745 東京都 江戸川区 ヤマイチ 小売業 食料品 5%

54,746 東京都 江戸川区 ヤマイチ　南小岩店 小売業 食料品 5%

54,747 東京都 江戸川区 ヤマイチ一之江駅ビル店 小売業 食料品 5%

54,748 東京都 江戸川区 ヤマイチ一之江駅前店 小売業 食料品 5%

54,749 東京都 江戸川区 ヤマイチ一之江店 小売業 食料品 5%

54,750 東京都 江戸川区 ヤマイチ今井店 小売業 食料品 5%

54,751 東京都 江戸川区 ヤマイチ江戸川店 小売業 食料品 5%

54,752 東京都 江戸川区 ヤマイチ北葛西店 小売業 食料品 5%

54,753 東京都 江戸川区 ヤマイチ小岩店 小売業 食料品 5%

54,754 東京都 江戸川区 ヤマイチ鹿骨店 小売業 食料品 5%

54,755 東京都 江戸川区 ヤマイチ中央店 小売業 食料品 5%

54,756 東京都 江戸川区 ヤマイチ東小岩店 小売業 食料品 5%

54,757 東京都 江戸川区 ヤマイチ船堀店 小売業 食料品 5%

54,758 東京都 江戸川区 ヤマイチ南篠崎店 小売業 食料品 5%

54,759 東京都 江戸川区 山口ゴム加工所 サービス その他サービス 5%

54,760 東京都 江戸川区 湯浅タクシー サービス 運輸業 5%

54,761 東京都 江戸川区 有限会社あみ幸 サービス 飲食業 5%

54,762 東京都 江戸川区 ［ＨＣ］有限会社うえはら電器 小売業 電化製品 5%

54,763 東京都 江戸川区 有限会社関東電装サービス サービス その他サービス 5%

54,764 東京都 江戸川区 有限会社コウジ Ｆａｂｂｙ サービス 理容・美容業 5%

54,765 東京都 江戸川区 （有）寿屋 小売業 衣料品 5%

54,766 東京都 江戸川区 （有）サイクルショップたなか 小売業 その他小売 5%

54,767 東京都 江戸川区 有限会社タイヤショップ・ウエスト 小売業 その他小売 5%

54,768 東京都 江戸川区 有限会社トレンディ　ヒルズ店 小売業 その他小売 5%
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54,769 東京都 江戸川区 （有）肉のむさしや サービス 飲食業 5%

54,770 東京都 江戸川区 有限会社丸新モータース サービス その他サービス 5%

54,771 東京都 江戸川区 有限会社リビングボックス高野 小売業 家具・調度品 5%

54,772 東京都 江戸川区 ＥｕｃｈａｒｉｓＢｅｅ サービス 理容・美容業 5%

54,773 東京都 江戸川区 ユーロスポルト 小売業 その他小売 5%

54,774 東京都 江戸川区 ユニゴルフイン 小売業 その他小売 5%

54,775 東京都 江戸川区 ユニバーサルドラッグ江戸川駅前店 小売業 その他小売 5%

54,776 東京都 江戸川区 ユニバーサルドラッグ薬局小岩調剤店 小売業 その他小売 5%

54,777 東京都 江戸川区 ｙｏｇａｓｔｕｄｉｏｓｕｎ サービス その他サービス 5%

54,778 東京都 江戸川区 吉井美容室 サービス 理容・美容業 5%

54,779 東京都 江戸川区 ヨシダ洋服店 小売業 衣料品 5%

54,780 東京都 江戸川区 吉村淳子 サービス その他サービス 5%

54,781 東京都 江戸川区 読売センター北小岩 サービス その他サービス 5%

54,782 東京都 江戸川区 ラ・コレクション瑞江 サービス 理容・美容業 5%

54,783 東京都 江戸川区 株式会社ライフハーツ サービス その他サービス 5%

54,784 東京都 江戸川区 らかんスタジオ江戸川店 サービス その他サービス 5%

54,785 東京都 江戸川区 ラビアンロ－ズ西葛西店 サービス 理容・美容業 5%

54,786 東京都 江戸川区 ラ・ボーテ サービス 理容・美容業 5%

54,787 東京都 江戸川区 ラメール サービス その他サービス 5%

54,788 東京都 江戸川区 ラメール サービス その他サービス 5%

54,789 東京都 江戸川区 ラメール　資格取得スクール　ラメール サービス その他サービス 5%

54,790 東京都 江戸川区 ＬａＬａ ｓｐｕｒ サービス 理容・美容業 5%

54,791 東京都 江戸川区 ＬａＬａｓｐｕｒ サービス 理容・美容業 5%

54,792 東京都 江戸川区 りあるこみゅ サービス その他サービス 5%

54,793 東京都 江戸川区 理学美容院ＬａｉLａ サービス 理容・美容業 5%

54,794 東京都 江戸川区 リサイクルきもの　たんす屋 小売業 衣料品 5%

54,795 東京都 江戸川区 リサイクルショップ　ＭＧＭ 小売業 その他小売 5%

54,796 東京都 江戸川区 リサイクルショップＭＧＭ 小売業 その他小売 5%

54,797 東京都 江戸川区 リトリート サービス その他サービス 5%

54,798 東京都 江戸川区 リバ－サイド江戸川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,799 東京都 江戸川区 りぷらす　小岩店 サービス その他サービス 5%

54,800 東京都 江戸川区 龍高飯店 サービス 飲食業 5%

54,801 東京都 江戸川区 料磨 サービス 飲食業 5%

54,802 東京都 江戸川区 旅館　富士 サービス 宿泊業 5%

54,803 東京都 江戸川区 旅館　富士（ＮＯ－ＳＨＯＷ） サービス 宿泊業 5%

54,804 東京都 江戸川区 旅行サロン西葛西 サービス その他サービス 5%

54,805 東京都 江戸川区 リラフォート サービス その他サービス 5%

54,806 東京都 江戸川区 リンキィディンクスタジオ葛西 サービス その他サービス 5%

54,807 東京都 江戸川区 Ｒ１４京葉篠崎インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,808 東京都 江戸川区 Ｌｕｍｉｎａｒｅ サービス 飲食業 5%

54,809 東京都 江戸川区 Ｌｅ・Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

54,810 東京都 江戸川区 Ｒｅｖｅ　ｄｅｔｏｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%
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54,811 東京都 江戸川区 ＲＥＯＮ 小売業 その他小売 5%

54,812 東京都 江戸川区 ＲｅｇａＬｏ サービス 理容・美容業 5%

54,813 東京都 江戸川区 レガーロ サービス 理容・美容業 5%

54,814 東京都 江戸川区 Ｒｅｓｔｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

54,815 東京都 江戸川区 ＲＥＤ　ＨＯＴ サービス 理容・美容業 5%

54,816 東京都 江戸川区 ＬＥＬＬＥ サービス 理容・美容業 5%

54,817 東京都 江戸川区 レントオール江戸川 サービス その他サービス 2%

54,818 東京都 江戸川区 Ｒｏｘｉｅｎａｉｌ? サービス 理容・美容業 5%

54,819 東京都 江戸川区 ロックエージェント サービス その他サービス 5%

54,820 東京都 江戸川区 ｌｏｌ サービス 理容・美容業 5%

54,821 東京都 江戸川区 ワークボックス 小売業 電化製品 5%

54,822 東京都 江戸川区 株式会社ワールドウォーク 小売業 その他小売 5%

54,823 東京都 江戸川区 ＹＳＰ京葉 小売業 その他小売 5%

54,824 東京都 江戸川区 ワイルドスカイ 小売業 その他小売 5%

54,825 東京都 江戸川区 ｗａｋａｂａｎｇ サービス 飲食業 5%

54,826 東京都 江戸川区 わかるとできる　イオン葛西校 サービス その他サービス 5%

54,827 東京都 江戸川区 和翔 サービス 飲食業 5%

54,828 東京都 江戸川区 ｗａｔａｎａｂｅｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

54,829 東京都 江戸川区 わらい猫 サービス 飲食業 5%

54,830 東京都 江戸川区 ワールドレンタカー　小岩駅前通り店 小売業 その他小売 5%

54,831 東京都 江戸川区 ワールドレンタカー平井駅前店 サービス その他サービス 5%

54,832 東京都 江戸川区 ワールドワゴン・ワールドレンタカー サービス その他サービス 5%

54,833 東京都 青梅市 ＲＪｐｅｔ サービス その他サービス 5%

54,834 東京都 青梅市 藍染工房　壺草苑 小売業 家具・調度品 5%

54,835 東京都 青梅市 アトリエユウ サービス 理容・美容業 5%

54,836 東京都 青梅市 あなたの 美容室リミテッド サービス 理容・美容業 5%

54,837 東京都 青梅市 ＆Ｒｏｂｅ 小売業 衣料品 5%

54,838 東京都 青梅市 憩山荘 サービス 宿泊業 5%

54,839 東京都 青梅市 ｅ－工房青梅店 サービス その他サービス 5%

54,840 東京都 青梅市 ｉｃｈｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

54,841 東京都 青梅市 今井保育園 サービス その他サービス 5%

54,842 東京都 青梅市 いもうとや サービス 飲食業 5%

54,843 東京都 青梅市 うまか楼　青梅店 サービス 飲食業 5%

54,844 東京都 青梅市 うめや 小売業 その他小売 5%

54,845 東京都 青梅市 うめや　青梅店 小売業 その他小売 5%

54,846 東京都 青梅市 うらしま サービス 飲食業 5%

54,847 東京都 青梅市 エイジングケアゆがみ先生 サービス 理容・美容業 5%

54,848 東京都 青梅市 エスグリット サービス その他サービス 5%

54,849 東京都 青梅市 羽村の隠れ家エステサロンラ・フルール サービス 理容・美容業 5%

54,850 東京都 青梅市 ＭＳＡＵＴＯ 小売業 その他小売 5%

54,851 東京都 青梅市 ｅｌｅｇａｎｓＫ２ 小売業 衣料品 5%

54,852 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅今寺４丁目店 小売業 食料品 2%
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54,853 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅インター店 小売業 食料品 2%

54,854 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅駅前店 小売業 食料品 2%

54,855 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅勝沼店 小売業 食料品 2%

54,856 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅河辺駅南口店 小売業 食料品 2%

54,857 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅河辺東店 小売業 食料品 2%

54,858 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅河辺町８丁目店 小売業 食料品 2%

54,859 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅河辺町６丁目店 小売業 食料品 2%

54,860 東京都 青梅市 青梅クラフト館 サービス その他サービス 5%

54,861 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅新町２丁目店 小売業 食料品 2%

54,862 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅新町６丁目店 小売業 食料品 2%

54,863 東京都 青梅市 青梅スイートプラム サービス その他サービス 5%

54,864 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅千ヶ瀬４丁目店 小売業 食料品 2%

54,865 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅千ケ瀬６丁目店 小売業 食料品 2%

54,866 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅長淵１丁目店 小売業 食料品 2%

54,867 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅東青梅３丁目店 小売業 食料品 2%

54,868 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅日立前店 小売業 食料品 2%

54,869 東京都 青梅市 青梅日向和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,870 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅日向和田３丁目店 小売業 食料品 2%

54,871 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅平松店 小売業 食料品 2%

54,872 東京都 青梅市 青梅藤橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,873 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅藤橋２丁目店 小売業 食料品 2%

54,874 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅二俣尾店 小売業 食料品 2%

54,875 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅柚木店 小売業 食料品 2%

54,876 東京都 青梅市 セブン－イレブン青梅四小前店 小売業 食料品 2%

54,877 東京都 青梅市 大多摩霊園株式会社 サービス その他サービス 5%

54,878 東京都 青梅市 オートジョイセルフ河辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,879 東京都 青梅市 沖縄ライブ居酒屋 海人愛 サービス 飲食業 5%

54,880 東京都 青梅市 オクズミ 小売業 その他小売 5%

54,881 東京都 青梅市 お食事処酒処ぜん サービス 飲食業 5%

54,882 東京都 青梅市 小曽木経済店舗 小売業 食料品 5%

54,883 東京都 青梅市 オリックスレンタカー青梅インター店 サービス その他サービス 2%

54,884 東京都 青梅市 回転寿し活鮮　青梅新町店 サービス 飲食業 5%

54,885 東京都 青梅市 カインズトラベル　ベイシア青梅インター店 サービス その他サービス 5%

54,886 東京都 青梅市 かすみ直売センター 小売業 食料品 5%

54,887 東京都 青梅市 がってん寿司青梅店 サービス 飲食業 5%

54,888 東京都 青梅市 カットショップ ハート サービス 理容・美容業 5%

54,889 東京都 青梅市 カービューティープロＺＥＥＫ サービス その他サービス 5%

54,890 東京都 青梅市 ＣＡＦＥ　ＰＡＳＥＡＲ サービス 飲食業 5%

54,891 東京都 青梅市 カフェドクラージュ サービス 飲食業 5%

54,892 東京都 青梅市 ｃａｆｅ ｍｏｎａｃａ サービス 飲食業 5%

54,893 東京都 青梅市 株式会社　緑樹園 小売業 その他小売 5%

54,894 東京都 青梅市 株式会社金子商店 小売業 食料品 5%
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54,895 東京都 青梅市 株式会社サムライＴシャツ 小売業 衣料品 5%

54,896 東京都 青梅市 株式会社澤乃井ままごと屋 サービス 飲食業 5%

54,897 東京都 青梅市 株式会社日本の心青梅店 小売業 家具・調度品 5%

54,898 東京都 青梅市 セブン－イレブン河辺駅北口店 小売業 食料品 2%

54,899 東京都 青梅市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋青梅新町店 サービス 飲食業 2%

54,900 東京都 青梅市 ガレージＫ 小売業 その他小売 5%

54,901 東京都 青梅市 喫茶ここから サービス 飲食業 5%

54,902 東京都 青梅市 ぎょうざの満洲　河辺北口店 サービス 飲食業 5%

54,903 東京都 青梅市 業務スーパーリカーキング青梅店 小売業 食料品 2%

54,904 東京都 青梅市 キングドライいなげや師岡店 サービス その他サービス 5%

54,905 東京都 青梅市 キングドライ青梅店 サービス その他サービス 5%

54,906 東京都 青梅市 キングドライコープ新町店 サービス その他サービス 5%

54,907 東京都 青梅市 キングドライ友田店 サービス その他サービス 5%

54,908 東京都 青梅市 キングドライバリュー新町店 サービス その他サービス 5%

54,909 東京都 青梅市 キングドライ東青梅店 サービス その他サービス 5%

54,910 東京都 青梅市 キングドライマルフジ千ヶ瀬店 サービス その他サービス 5%

54,911 東京都 青梅市 久保ラジオ商会 小売業 電化製品 5%

54,912 東京都 青梅市 グラスワークスタジオＭｉｎａｍｏ 小売業 その他小売 5%

54,913 東京都 青梅市 クリーニング美洗館　岩田 サービス その他サービス 5%

54,914 東京都 青梅市 グリーンセンター 小売業 食料品 5%

54,915 東京都 青梅市 クレッシェンドやまだや 小売業 衣料品 5%

54,916 東京都 青梅市 セブンーイレブンＫＯＹＯ青梅市立総合病院店 小売業 食料品 2%

54,917 東京都 青梅市 駒屋書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

54,918 東京都 青梅市 小山製菓 小売業 食料品 5%

54,919 東京都 青梅市 サイクルスポーツのざき 本店 小売業 その他小売 5%

54,920 東京都 青梅市 ＣＹＣＬＥ　ＨＡＲＢＯＲ　青梅店 サービス その他サービス 5%

54,921 東京都 青梅市 清流ガーデン澤乃井園 小売業 食料品 5%

54,922 東京都 青梅市 サチヘアースペース サービス 理容・美容業 5%

54,923 東京都 青梅市 澤乃井櫛かんざし美術館 小売業 家具・調度品 5%

54,924 東京都 青梅市 澤乃井櫛かんざし美術館 小売業 家具・調度品 5%

54,925 東京都 青梅市 Ｊ－シュール サービス 理容・美容業 5%

54,926 東京都 青梅市 シェ タスケ 青梅店 サービス 飲食業 5%

54,927 東京都 青梅市 ＳＨＥＬＬ　ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

54,928 東京都 青梅市 リュックのＤａｉｓｕｋｉ 小売業 その他小売 5%

54,929 東京都 青梅市 ジョイ・ペットマート 小売業 その他小売 5%

54,930 東京都 青梅市 食酒処やまさき サービス 飲食業 5%

54,931 東京都 青梅市 食堂みやもと サービス 飲食業 5%

54,932 東京都 青梅市 ジンギスカン七福　本店 サービス 飲食業 5%

54,933 東京都 青梅市 ＳＴＵＤＩＯ髪工房 サービス 理容・美容業 5%

54,934 東京都 青梅市 すたみな太郎　青梅インター店 サービス 飲食業 5%

54,935 東京都 青梅市 生活彩館イシカワ 小売業 電化製品 5%

54,936 東京都 青梅市 青龍ｋｉｂａｋｏ サービス 飲食業 5%
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54,937 東京都 青梅市 Ｓａｉｎｔ　Ｎｉｃｈｏｌａｓ 小売業 衣料品 5%

54,938 東京都 青梅市 ＴｈｅｒａｐｙＲｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

54,939 東京都 青梅市 総合武道具　中村屋 小売業 その他小売 5%

54,940 東京都 青梅市 そば処和樂 サービス 飲食業 5%

54,941 東京都 青梅市 大東　青梅店 小売業 その他小売 5%

54,942 東京都 青梅市 高木病院売店 小売業 その他小売 5%

54,943 東京都 青梅市 竹田印店 小売業 その他小売 5%

54,944 東京都 青梅市 たこ焼き移動販売サムライボール サービス 飲食業 5%

54,945 東京都 青梅市 Ｃｈａｒｃｏ　Ｇｒｉｌｌ サービス 飲食業 5%

54,946 東京都 青梅市 Ｄｅｖｏｔｉｏｎ　ＮａｉＬ サービス 理容・美容業 5%

54,947 東京都 青梅市 手打ちそば　玉川屋 サービス 飲食業 5%

54,948 東京都 青梅市 テーラー内山　Ａ 小売業 衣料品 5%

54,949 東京都 青梅市 テーラー内山　Ｂ 小売業 衣料品 5%

54,950 東京都 青梅市 ［ＨＣ］でんきのアミ 小売業 電化製品 5%

54,951 東京都 青梅市 でんきのえんどう 小売業 電化製品 5%

54,952 東京都 青梅市 天龍 サービス 飲食業 5%

54,953 東京都 青梅市 土肥亭 サービス 飲食業 5%

54,954 東京都 青梅市 とうふ遊び豆らく サービス 飲食業 5%

54,955 東京都 青梅市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフカートピア青梅インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,956 東京都 青梅市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフカートピア青梅ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,957 東京都 青梅市 ｔｏｍｏｃｃｏｃｏ 小売業 衣料品 5%

54,958 東京都 青梅市 ＤＯＲＡＭＡ　青梅店 サービス その他サービス 5%

54,959 東京都 青梅市 鳥よし サービス 飲食業 5%

54,960 東京都 青梅市 ドルフィンＦ サービス その他サービス 5%

54,961 東京都 青梅市 とんかつ太郎 サービス 飲食業 5%

54,962 東京都 青梅市 セブン－イレブン長渕店 小売業 食料品 2%

54,963 東京都 青梅市 ナミキトレィディング 小売業 衣料品 5%

54,964 東京都 青梅市 成木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,965 東京都 青梅市 にしやま動物病院 サービス その他サービス 5%

54,966 東京都 青梅市 日本の心梅郷ホール サービス その他サービス 5%

54,967 東京都 青梅市 ＮａｉｌＳａｌｏｎ７×３〈ナナトリア〉 サービス 理容・美容業 5%

54,968 東京都 青梅市 飲み喰い処　まま屋 サービス 飲食業 5%

54,969 東京都 青梅市 ＢＡＲ ＢＡＳＩＳ サービス 飲食業 5%

54,970 東京都 青梅市 ＰＡＯ 青梅店 小売業 その他小売 5%

54,971 東京都 青梅市 ＰＡＯカフェ 青梅店 サービス その他サービス 5%

54,972 東京都 青梅市 橋本畳店 小売業 その他小売 5%

54,973 東京都 青梅市 パティスリーテロワール 小売業 食料品 5%

54,974 東京都 青梅市 隼 サービス 飲食業 5%

54,975 東京都 青梅市 ＰＩＣＡ１ サービス 理容・美容業 5%

54,976 東京都 青梅市 東青梅ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

54,977 東京都 青梅市 セブン－イレブン東青梅５丁目北店 小売業 食料品 2%

54,978 東京都 青梅市 東馬場 サービス 宿泊業 5%
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54,979 東京都 青梅市 美容室ビビ サービス 理容・美容業 5%

54,980 東京都 青梅市 廣瀬商店 小売業 食料品 5%

54,981 東京都 青梅市 ファミリーメガネ 小売業 その他小売 5%

54,982 東京都 青梅市 ＢＯＵＬＥＶＡＲＤ サービス 飲食業 5%

54,983 東京都 青梅市 ブックス　タマ　千ケ瀬店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

54,984 東京都 青梅市 ブックスタマ ブックスタマ千ヶ瀬店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

54,985 東京都 青梅市 プラセール サービス 理容・美容業 5%

54,986 東京都 青梅市 フルーツ　野菜専門　やおうめ　フルーツ　野菜専門　やおうめ 小売業 食料品 5%

54,987 東京都 青梅市 ふるさわ河辺 小売業 衣料品 5%

54,988 東京都 青梅市 フレッシュタウンふかぼり　店舗営業用 小売業 その他小売 5%

54,989 東京都 青梅市 Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ ａｄｏａ サービス 理容・美容業 5%

54,990 東京都 青梅市 ヘアーサロンミント サービス 理容・美容業 5%

54,991 東京都 青梅市 ヘアーサロンリザーブ松竹 サービス 理容・美容業 5%

54,992 東京都 青梅市 ＨａｉｒＳａｌｏｎＬｅａｆ サービス 理容・美容業 5%

54,993 東京都 青梅市 ヘーゼル洋菓子店 小売業 食料品 5%

54,994 東京都 青梅市 ホシナ音楽教室 サービス その他サービス 5%

54,995 東京都 青梅市 ホットマン　六本木店 小売業 その他小売 5%

54,996 東京都 青梅市 ホットマン　青梅店 小売業 その他小売 5%

54,997 東京都 青梅市 ホットマン　青梅店 小売業 その他小売 5%

54,998 東京都 青梅市 ホットマン青梅店 小売業 その他小売 5%

54,999 東京都 青梅市 ホットマン本社 小売業 その他小売 5%

55,000 東京都 青梅市 ホンダ　梅郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,001 東京都 青梅市 ｍａｕｎｇａ　御岳本店 小売業 その他小売 5%

55,002 東京都 青梅市 マクドナルド千ヶ瀬マルフジ店 サービス 飲食業 2%

55,003 東京都 青梅市 まさるや手芸店 小売業 その他小売 5%

55,004 東京都 青梅市 マシェリーアンジュ 小売業 食料品 5%

55,005 東京都 青梅市 マシェリーアンジュプラス 小売業 食料品 5%

55,006 東京都 青梅市 マーナコンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

55,007 東京都 青梅市 マルエイインターナショナル サービス その他サービス 5%

55,008 東京都 青梅市 マルフジ千ヶ瀬店 小売業 食料品 5%

55,009 東京都 青梅市 マルフジ東青梅店 小売業 食料品 5%

55,010 東京都 青梅市 ＭＩＫＡバインミー 小売業 食料品 5%

55,011 東京都 青梅市 みたけ大学いも学部 サービス 飲食業 5%

55,012 東京都 青梅市 みどりや文具 小売業 その他小売 5%

55,013 東京都 青梅市 民間救急サービス・介護タクシー　ＤＲＥＡＭ サービス 運輸業 5%

55,014 東京都 青梅市 メガネストアー青梅河辺 小売業 その他小売 5%

55,015 東京都 青梅市 メガネストアー青梅師岡 小売業 その他小売 5%

55,016 東京都 青梅市 メガネストアー青梅師岡店 小売業 その他小売 5%

55,017 東京都 青梅市 やきとり大吉 サービス 飲食業 5%

55,018 東京都 青梅市 山田養豚堆肥センター ダチョウ園 小売業 その他小売 5%

55,019 東京都 青梅市 有限会社御菓子司あら井 小売業 食料品 5%

55,020 東京都 青梅市 有限会社朋友サービス サービス その他サービス 5%
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55,021 東京都 青梅市 有限会社三好屋 小売業 その他小売 5%

55,022 東京都 青梅市 らーめん男盛 サービス 飲食業 5%

55,023 東京都 青梅市 ｒｅｎｄｅｚ－ｖｏｕｓｄｅｂｒｏｃａｎｔｅ 小売業 その他小売 5%

55,024 東京都 青梅市 柳丸新町店 小売業 食料品 5%

55,025 東京都 青梅市 理容　ヘアーサロン　ピース サービス 理容・美容業 5%

55,026 東京都 青梅市 ＲａｉｎｂｏｗＬｅａｆ サービス その他サービス 5%

55,027 東京都 青梅市 和菓子処　福太郎 サービス 飲食業 5%

55,028 東京都 青梅市 ＯｎｅＴｈｏｕｓａｎｄ 小売業 その他小売 5%

55,029 東京都 青梅市 ワン　ステップ サービス その他サービス 5%

55,030 東京都 大島町 あいタクシー サービス その他サービス 5%

55,031 東京都 大島町 アイランドスターハウス サービス 宿泊業 5%

55,032 東京都 大島町 青木電気商会 小売業 電化製品 5%

55,033 東京都 大島町 イエローダイブ サービス その他サービス 5%

55,034 東京都 大島町 居酒屋よりみち　居酒屋よりみち サービス 飲食業 5%

55,035 東京都 大島町 出光北の山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,036 東京都 大島町 出光差木地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,037 東京都 大島町 大島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,038 東京都 大島町 大島ストア 小売業 食料品 5%

55,039 東京都 大島町 大島マリンサービス サービス その他サービス 5%

55,040 東京都 大島町 大島元町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,041 東京都 大島町 大島元町第２ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,042 東京都 大島町 岡田ＳＳ　株式会社カワシマ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,043 東京都 大島町 ゲストハウス吉陽 サービス 宿泊業 5%

55,044 東京都 大島町 ＣＡＲＡＶＡＮ　ＦＬＡＫＥ サービス 宿泊業 5%

55,045 東京都 大島町 下ツ地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,046 東京都 大島町 交楽荘 サービス 宿泊業 5%

55,047 東京都 大島町 御神火テレビ楽器 小売業 電化製品 5%

55,048 東京都 大島町 さむかわ食賓館 小売業 その他小売 5%

55,049 東京都 大島町 四季の味まんたて サービス 飲食業 5%

55,050 東京都 大島町 島の宿　近 サービス 宿泊業 5%

55,051 東京都 大島町 島の宿近 サービス その他サービス 5%

55,052 東京都 大島町 スナック　アンジェリカ　スナックアンジェリカ サービス 飲食業 5%

55,053 東京都 大島町 ダイブハウスタック サービス その他サービス 5%

55,054 東京都 大島町 高尾電器 小売業 電化製品 5%

55,055 東京都 大島町 でんハウス サービス 宿泊業 5%

55,056 東京都 大島町 東海汽船大島支店 サービス 運輸業 5%

55,057 東京都 大島町 野田浜園 サービス 宿泊業 5%

55,058 東京都 大島町 バリアフリー　ペンション　すばる サービス 宿泊業 5%

55,059 東京都 大島町 ビーチライン サービス 理容・美容業 5%

55,060 東京都 大島町 美容室ピースロード サービス 理容・美容業 5%

55,061 東京都 大島町 ＦｉｓｈＩｓｌａｎｄＣｒｅｗ サービス その他サービス 5%

55,062 東京都 大島町 Ｆｏｏｄｓ＆Ｌｉｑｕｏｒ　ささき 小売業 その他小売 5%
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55,063 東京都 大島町 ホテル白岩 サービス 宿泊業 5%

55,064 東京都 大島町 Ｖｏｌｃａｎｉｃ　Ｉｓｌａｎｄ サービス 宿泊業 5%

55,065 東京都 大島町 出光元町北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,066 東京都 大島町 出光元町南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,067 東京都 大島町 有限会社武田商店　有限会社　武田商店 小売業 食料品 5%

55,068 東京都 大田区 アーサーマレーサウス東京 サービス その他サービス 5%

55,069 東京都 大田区 アーチネット サービス その他サービス 5%

55,070 東京都 大田区 アーバイン東京・羽田　蒲田 サービス 宿泊業 5%

55,071 東京都 大田区 あーる工房大岡山店 サービス その他サービス 5%

55,072 東京都 大田区 ＩｖｙＣａｒｅＴａｘｉ サービス 運輸業 5%

55,073 東京都 大田区 ＩＭＩ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

55,074 東京都 大田区 ｉ　ｍｏｔｏｒ サービス その他サービス 5%

55,075 東京都 大田区 アイランドカフェアンドバー サービス 飲食業 5%

55,076 東京都 大田区 ＡＲｉＥ【アイリー】 サービス 理容・美容業 5%

55,077 東京都 大田区 アーヴェストホテル　蒲田東口 サービス 宿泊業 5%

55,078 東京都 大田区 アーヴェストホテル　蒲田東口 サービス 宿泊業 5%

55,079 東京都 大田区 Ａｕｓｌｅｓｅ サービス 理容・美容業 5%

55,080 東京都 大田区 Ａｕｓｌｅｓｅ【アウスレーゼ】 サービス 理容・美容業 5%

55,081 東京都 大田区 青山フラワーマーケットアトレ大森店 小売業 その他小売 5%

55,082 東京都 大田区 アキ美容室 サービス 理容・美容業 5%

55,083 東京都 大田区 ａｒｃ サービス 理容・美容業 5%

55,084 東京都 大田区 ａｃｒｏｓｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ａｃｒｏｓｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ蒲田店 サービス 理容・美容業 5%

55,085 東京都 大田区 ａｃｒｏｓｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ａｃｒｏｓｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　蒲田東口 サービス 理容・美容業 5%

55,086 東京都 大田区 ａｃｒｏｓｓｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ　蒲田店 サービス 理容・美容業 5%

55,087 東京都 大田区 ａｃｒｏｓｓｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ蒲田東口 サービス 理容・美容業 5%

55,088 東京都 大田区 浅井政晃税理士事務所 サービス その他サービス 5%

55,089 東京都 大田区 麻賀園 小売業 その他小売 5%

55,090 東京都 大田区 麻布厨房 小売業 食料品 5%

55,091 東京都 大田区 Ａｓｔｉｎａ 小売業 その他小売 5%

55,092 東京都 大田区 アッシュ　下丸子店 サービス 理容・美容業 5%

55,093 東京都 大田区 あづまや 小売業 その他小売 5%

55,094 東京都 大田区 ＡＤＤＩＣＴＳＵＲＦ 小売業 その他小売 5%

55,095 東京都 大田区 アトデスタンド サービス 飲食業 5%

55,096 東京都 大田区 Ａｔｅｌｉｅｒｍａｒｙ サービス その他サービス 5%

55,097 東京都 大田区 アドレナリンダイバーズ サービス その他サービス 5%

55,098 東京都 大田区 アビリティ　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

55,099 東京都 大田区 あやべ動物病院 サービス その他サービス 5%

55,100 東京都 大田区 新井自動車販売株式会社 サービス その他サービス 5%

55,101 東京都 大田区 アラモード 小売業 その他小売 5%

55,102 東京都 大田区 有賀園ゴルフ大田池上店 小売業 その他小売 5%

55,103 東京都 大田区 アルテノイエ 小売業 その他小売 5%

55,104 東京都 大田区 アルテノイエ 小売業 その他小売 5%
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55,105 東京都 大田区 Ａｌｅｔｔａ サービス 理容・美容業 5%

55,106 東京都 大田区 ＡＬＥｔｔＡ　ｈａｉｒ【アレッタ　ヘア】 サービス 理容・美容業 5%

55,107 東京都 大田区 アン・コトン　大森ララ店 サービス その他サービス 5%

55,108 東京都 大田区 アン・コトン　蒲田西口駅前店 サービス その他サービス 5%

55,109 東京都 大田区 Ｉｎｔｉｍｅ サービス 理容・美容業 5%

55,110 東京都 大田区 安藤テレビ商会 小売業 電化製品 5%

55,111 東京都 大田区 イージーヘアー サービス 理容・美容業 5%

55,112 東京都 大田区 五十嵐電気 小売業 電化製品 5%

55,113 東京都 大田区 五十嵐電気 小売業 電化製品 5%

55,114 東京都 大田区 手ぬぐいステテコ【寿ｊｅ＝ｗａｔａｓｉ】 小売業 衣料品 5%

55,115 東京都 大田区 イコ－ル 小売業 その他小売 5%

55,116 東京都 大田区 居肴屋　芥子の坊 サービス 飲食業 5%

55,117 東京都 大田区 居酒屋　晴れ晴れ サービス 飲食業 5%

55,118 東京都 大田区 イシイ電器 小売業 電化製品 5%

55,119 東京都 大田区 石川タクシー サービス 運輸業 5%

55,120 東京都 大田区 石田タクシー サービス その他サービス 5%

55,121 東京都 大田区 石田タクシー サービス その他サービス 5%

55,122 東京都 大田区 ＥＡＳＹＨＡＩＲＹ．ｍ３８ サービス 理容・美容業 5%

55,123 東京都 大田区 板原工業株式会社 サービス その他サービス 5%

55,124 東京都 大田区 イタリアン パスタバル ドンピノキオ サービス 飲食業 5%

55,125 東京都 大田区 いちょう 小売業 家具・調度品 5%

55,126 東京都 大田区 １４３ケアタクシー サービス 運輸業 5%

55,127 東京都 大田区 稲垣書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

55,128 東京都 大田区 有限会社稲毛屋金物店 小売業 電化製品 5%

55,129 東京都 大田区 イナバ化粧品店 小売業 その他小売 5%

55,130 東京都 大田区 犬の美容室Ｐｅａｃｅ サービス その他サービス 5%

55,131 東京都 大田区 井上仁 サービス その他サービス 5%

55,132 東京都 大田区 芋蔵蒲田西口店 サービス 飲食業 5%

55,133 東京都 大田区 ＩＲＯＤＯＲＩ　ＣＬＯＶＥＲ　大森店 小売業 食料品 5%

55,134 東京都 大田区 囲炉裏ダイニング　火の座 サービス 飲食業 5%

55,135 東京都 大田区 岩﨑隆典 サービス その他サービス 5%

55,136 東京都 大田区 イング 小売業 衣料品 5%

55,137 東京都 大田区 イングローブ千鳥町 サービス 理容・美容業 5%

55,138 東京都 大田区 インド・ネパール料理　シェリーガネーシャ サービス 飲食業 5%

55,139 東京都 大田区 ＶＡＪＲＡ 小売業 その他小売 5%

55,140 東京都 大田区 ウィザード アット ヘアー ウィザード アット ヘアー サービス 理容・美容業 5%

55,141 東京都 大田区 ウイズ動物病院 サービス その他サービス 5%

55,142 東京都 大田区 ＷＩＮＮＥＲＧＲＯＵＰ 小売業 その他小売 5%

55,143 東京都 大田区 ウィメンズ整体サロンＰＯＷＷＯＷ サービス その他サービス 5%

55,144 東京都 大田区 ウィング森ケ崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,145 東京都 大田区 ＶＥＩＬＬＥ サービス 飲食業 5%

55,146 東京都 大田区 ヴェール　エ　ブラン サービス 飲食業 5%
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55,147 東京都 大田区 ウエム動物病院 サービス その他サービス 5%

55,148 東京都 大田区 魚処　うしおだ サービス 飲食業 5%

55,149 東京都 大田区 魚寅食堂　蒲田店 サービス 飲食業 5%

55,150 東京都 大田区 魚浜 サービス 飲食業 5%

55,151 東京都 大田区 牛道場 サービス 飲食業 5%

55,152 東京都 大田区 歌広場　蒲田駅東口店 サービス 飲食業 5%

55,153 東京都 大田区 歌広場　糀谷駅前店 サービス 飲食業 5%

55,154 東京都 大田区 うなぎ平八 サービス 飲食業 5%

55,155 東京都 大田区 うのき駅前ボディケア　サラディオ サービス その他サービス 5%

55,156 東京都 大田区 ＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

55,157 東京都 大田区 ＡＩＲ　ＢＥＲＲＹ サービス 理容・美容業 5%

55,158 東京都 大田区 盈進自動車 サービス 運輸業 5%

55,159 東京都 大田区 Ｈ工務店軽貨物事業部 サービス 運輸業 5%

55,160 東京都 大田区 ＡＩＳＡｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ サービス その他サービス 5%

55,161 東京都 大田区 エーラインフーズ 小売業 その他小売 5%

55,162 東京都 大田区 エコチャリ蒲田大鳥居店 小売業 その他小売 5%

55,163 東京都 大田区 エコモーション株式会社 サービス その他サービス 5%

55,164 東京都 大田区 ＳＴＲ２０００ サービス その他サービス 5%

55,165 東京都 大田区 エステサロンさくら大森ラズ店 サービス 理容・美容業 5%

55,166 東京都 大田区 ｅｓｔｐａｎｉｓ サービス 飲食業 5%

55,167 東京都 大田区 ＳＢＳ羽田 小売業 その他小売 5%

55,168 東京都 大田区 エチュード　大岡山店 小売業 衣料品 5%

55,169 東京都 大田区 海老名電機 小売業 電化製品 5%

55,170 東京都 大田区 Ｆ２Ｆクリーニング サービス その他サービス 5%

55,171 東京都 大田区 Ａ－ＰＥＸ サービス 理容・美容業 5%

55,172 東京都 大田区 エム・エンタープライズ 小売業 その他小売 5%

55,173 東京都 大田区 ｍ－ｃｙｃｌｅ 小売業 その他小売 5%

55,174 東京都 大田区 ＭＪＳＯＦＴ 小売業 衣料品 5%

55,175 東京都 大田区 Ｍｚ’ｈａｉｒ　ｃａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

55,176 東京都 大田区 Ｌサイズみはる 小売業 衣料品 5%

55,177 東京都 大田区 Ｏａｓｉｓ蒲田店【オアシス】 サービス 理容・美容業 5%

55,178 東京都 大田区 追口デンキ 小売業 電化製品 5%

55,179 東京都 大田区 大岡山北口薬局 小売業 その他小売 5%

55,180 東京都 大田区 大岡山くりやま花店 小売業 その他小売 5%

55,181 東京都 大田区 大岡山やわらぎカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

55,182 東京都 大田区 大越食料品店　大越食料品店 小売業 食料品 5%

55,183 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区池上駅南店 小売業 食料品 2%

55,184 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区石川台店 小売業 食料品 2%

55,185 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区鵜の木２丁目店 小売業 食料品 2%

55,186 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区大森駅南店 小売業 食料品 2%

55,187 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区大森北４丁目店 小売業 食料品 2%

55,188 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区大森北６丁目店 小売業 食料品 2%

1316



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

55,189 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区大森中１丁目店 小売業 食料品 2%

55,190 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区大森中３丁目店 小売業 食料品 2%

55,191 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区大森中２丁目店 小売業 食料品 2%

55,192 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区大森西５丁目店 小売業 食料品 2%

55,193 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区大森西３丁目店 小売業 食料品 2%

55,194 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区大森西２丁目店 小売業 食料品 2%

55,195 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区大森西６丁目店 小売業 食料品 2%

55,196 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区大森町店 小売業 食料品 2%

55,197 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区大森南１丁目店 小売業 食料品 2%

55,198 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区蒲田あやめ橋店 小売業 食料品 2%

55,199 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区蒲田１丁目北店 小売業 食料品 2%

55,200 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区蒲田５丁目店 小売業 食料品 2%

55,201 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区蒲田本町２丁目店 小売業 食料品 2%

55,202 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区上池台３丁目店 小売業 食料品 2%

55,203 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区上池台店 小売業 食料品 2%

55,204 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区北千束３丁目店 小売業 食料品 2%

55,205 東京都 大田区 セブンーイレブン大田区北馬込店 小売業 食料品 2%

55,206 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区久が原５丁目店 小売業 食料品 2%

55,207 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区久が原３丁目店 小売業 食料品 2%

55,208 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区糀谷中前店 小売業 食料品 2%

55,209 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区山王１丁目店 小売業 食料品 2%

55,210 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区山王春日橋店 小売業 食料品 2%

55,211 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区下丸子ガス橋通り店 小売業 食料品 2%

55,212 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区下丸子３丁目店 小売業 食料品 2%

55,213 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区下丸子４丁目店 小売業 食料品 2%

55,214 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区新蒲田３丁目店 小売業 食料品 2%

55,215 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区水門通り店 小売業 食料品 2%

55,216 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区多摩川１丁目店 小売業 食料品 2%

55,217 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区多摩川２丁目店 小売業 食料品 2%

55,218 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区千鳥２丁目店 小売業 食料品 2%

55,219 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区中央８丁目店 小売業 食料品 2%

55,220 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区中央６丁目店 小売業 食料品 2%

55,221 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区仲六郷店 小売業 食料品 2%

55,222 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区仲六郷２丁目店 小売業 食料品 2%

55,223 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区西蒲田１丁目店 小売業 食料品 2%

55,224 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区西蒲田３丁目店 小売業 食料品 2%

55,225 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区西蒲田店 小売業 食料品 2%

55,226 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区西蒲田７丁目店 小売業 食料品 2%

55,227 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区西蒲田２丁目店 小売業 食料品 2%

55,228 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区西蒲田８丁目店 小売業 食料品 2%

55,229 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区西糀谷３丁目店 小売業 食料品 2%

55,230 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区西糀谷児童公園前店 小売業 食料品 2%
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55,231 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区西糀谷４丁目店 小売業 食料品 2%

55,232 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区西六郷２丁目店 小売業 食料品 2%

55,233 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区西六郷４丁目店 小売業 食料品 2%

55,234 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区萩中１丁目店 小売業 食料品 2%

55,235 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区萩中３丁目店 小売業 食料品 2%

55,236 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区羽田１丁目店 小売業 食料品 2%

55,237 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区羽田店 小売業 食料品 2%

55,238 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区東蒲田キネマ通り店 小売業 食料品 2%

55,239 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区東糀谷店 小売業 食料品 2%

55,240 東京都 大田区 セブンーイレブン大田区東馬込２丁目店 小売業 食料品 2%

55,241 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区東雪谷１丁目店 小売業 食料品 2%

55,242 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区東雪谷店 小売業 食料品 2%

55,243 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区東六郷３丁目店 小売業 食料品 2%

55,244 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区東六郷２丁目店 小売業 食料品 2%

55,245 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区本羽田１丁目店 小売業 食料品 2%

55,246 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区南蒲田１丁目店 小売業 食料品 2%

55,247 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区南蒲田２丁目店 小売業 食料品 2%

55,248 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区南馬込２丁目店 小売業 食料品 2%

55,249 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区南馬込４丁目店 小売業 食料品 2%

55,250 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区南雪谷５丁目店 小売業 食料品 2%

55,251 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区南六郷２丁目店 小売業 食料品 2%

55,252 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区美原通り店 小売業 食料品 2%

55,253 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区美原通り南店 小売業 食料品 2%

55,254 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区役所前店 小売業 食料品 2%

55,255 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区矢口店 小売業 食料品 2%

55,256 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区矢口２丁目店 小売業 食料品 2%

55,257 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区雪谷大塚町店 小売業 食料品 2%

55,258 東京都 大田区 セブン－イレブン大田区六郷土手駅前店 小売業 食料品 2%

55,259 東京都 大田区 大田サービスセンター サービス その他サービス 5%

55,260 東京都 大田区 セブン－イレブン大田洗足池店 小売業 食料品 2%

55,261 東京都 大田区 大田中央動物病院 サービス その他サービス 5%

55,262 東京都 大田区 大田ビジネスコミュニティーセンター（合同会社アルファ・アソシエイツ） サービス その他サービス 5%

55,263 東京都 大田区 おおたＦａｂ サービス その他サービス 5%

55,264 東京都 大田区 大田や 小売業 食料品 5%

55,265 東京都 大田区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅオートジョイ環七馬込ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,266 東京都 大田区 大問屋田園調布店 サービス その他サービス 5%

55,267 東京都 大田区 大野屋　有限会社肉の大野屋 小売業 食料品 5%

55,268 東京都 大田区 大橋新蔵 小売業 食料品 5%

55,269 東京都 大田区 大森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,270 東京都 大田区 大森アートポジション 小売業 その他小売 5%

55,271 東京都 大田区 セブン－イレブン大森駅北店 小売業 食料品 2%

55,272 東京都 大田区 大森店ファミリーカットダイニチ サービス 理容・美容業 5%
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55,273 東京都 大田区 大森どんぐり動物病院 サービス その他サービス 5%

55,274 東京都 大田区 出光大森中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,275 東京都 大田区 大森東五丁目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,276 東京都 大田区 セブン－イレブン大森東店 小売業 食料品 2%

55,277 東京都 大田区 お菓子とファンシーの店　あぷりこっと 小売業 食料品 5%

55,278 東京都 大田区 サンレイ サービス 理容・美容業 5%

55,279 東京都 大田区 置地廣場　田園調布店 小売業 食料品 5%

55,280 東京都 大田区 株式会社オギヤマサイクル サービス その他サービス 5%

55,281 東京都 大田区 お好み焼き　田焼 サービス 飲食業 5%

55,282 東京都 大田区 オコノミヤキ　デンショウ サービス 飲食業 5%

55,283 東京都 大田区 小澤タクシー サービス 運輸業 5%

55,284 東京都 大田区 おしお サービス 飲食業 5%

55,285 東京都 大田区 お惣菜のいのうえ サービス その他サービス 5%

55,286 東京都 大田区 お茶と海苔　かねこ 小売業 食料品 5%

55,287 東京都 大田区 Ｏｆ　Ｇｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

55,288 東京都 大田区 ＯＦＦＩＣＥＱＴＭ サービス その他サービス 5%

55,289 東京都 大田区 ｏｍａｓｓａ サービス 理容・美容業 5%

55,290 東京都 大田区 オリゾン池上店 小売業 その他小売 5%

55,291 東京都 大田区 オリゾン雪谷店 小売業 その他小売 5%

55,292 東京都 大田区 オリックスレンタカー蒲田駅東口店 サービス その他サービス 2%

55,293 東京都 大田区 オリックスレンタカー羽田空港店 サービス その他サービス 2%

55,294 東京都 大田区 ＯＲ　ＥＴ　ＲＯＳＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

55,295 東京都 大田区 Ｏｒｐｈｉｃ　Ｂａｒ サービス 飲食業 5%

55,296 東京都 大田区 オレンジきゃべつ 小売業 食料品 5%

55,297 東京都 大田区 温野菜蒲田西口店 サービス 飲食業 2%

55,298 東京都 大田区 有限会社コイドリペアリング サービス その他サービス 5%

55,299 東京都 大田区 介護タクシー西村 サービス 運輸業 5%

55,300 東京都 大田区 カクヤス　大森東店 小売業 食料品 5%

55,301 東京都 大田区 カクヤス　蒲田駅前店 小売業 食料品 5%

55,302 東京都 大田区 カクヤス　西蒲田店 小売業 食料品 5%

55,303 東京都 大田区 カクヤス　武蔵新田店 小売業 食料品 5%

55,304 東京都 大田区 カサ・イベリコ　大森山王店 小売業 食料品 5%

55,305 東京都 大田区 菓匠寛永堂 小売業 食料品 5%

55,306 東京都 大田区 ＣＵＴＧＡＲＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

55,307 東京都 大田区 ＣＵＴＧＡＲＡＧＥ　ＷＥＳＴ サービス 理容・美容業 5%

55,308 東京都 大田区 カットショップアヅマ サービス 理容・美容業 5%

55,309 東京都 大田区 有限会社ＮＯＵＥＮ サービス その他サービス 5%

55,310 東京都 大田区 Ｃａｔｏｎａ　久が原店 小売業 衣料品 5%

55,311 東京都 大田区 Ｃａｔｏｎａ　ライラック通店 小売業 衣料品 5%

55,312 東京都 大田区 金子眼鏡店 小売業 その他小売 5%

55,313 東京都 大田区 ＣＡＦＥ　ＺＯＲＲＯ サービス 飲食業 5%

55,314 東京都 大田区 カフェモカアンドミルク サービス 飲食業 5%
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55,315 東京都 大田区 ｃａｆｅ　ｌｏｕｎｇｅ サービス 飲食業 5%

55,316 東京都 大田区 株式会社　伊勢屋 小売業 その他小売 5%

55,317 東京都 大田区 株式会社アースジャパン サービス 運輸業 5%

55,318 東京都 大田区 株式会社池上自動車教習所 サービス その他サービス 5%

55,319 東京都 大田区 株式会社一力商店 サービス その他サービス 5%

55,320 東京都 大田区 株式会社エレクトロプラザ 小売業 電化製品 5%

55,321 東京都 大田区 株式会社オーケー管理 サービス その他サービス 5%

55,322 東京都 大田区 株式会社ジオテック 小売業 その他小売 5%

55,323 東京都 大田区 株式会社シュガーレディ本社 小売業 食料品 5%

55,324 東京都 大田区 出張マッサージサロンＭＩＲＡＫＵ サービス 理容・美容業 5%

55,325 東京都 大田区 株式会社ダイエイリアルエステート サービス その他サービス 5%

55,326 東京都 大田区 株式会社１０ｔｏ サービス その他サービス 5%

55,327 東京都 大田区 株式会社ドラクリア サービス その他サービス 5%

55,328 東京都 大田区 株式会社日昭自動車 サービス その他サービス 5%

55,329 東京都 大田区 株式会社新田創建 サービス その他サービス 5%

55,330 東京都 大田区 株式会社猫パソ　ハローパソコン サービス その他サービス 5%

55,331 東京都 大田区 株式会社原商店 サービス その他サービス 5%

55,332 東京都 大田区 株式会社ｂｅＵ サービス その他サービス 5%

55,333 東京都 大田区 ㈱樋口常三郎商店 サービス その他サービス 5%

55,334 東京都 大田区 株式会社フローレツエンティワン大田店 サービス その他サービス 5%

55,335 東京都 大田区 株式会社ユニオンワークス サービス その他サービス 5%

55,336 東京都 大田区 株式会社Ｌａｄｒｏ サービス その他サービス 5%

55,337 東京都 大田区 株式会社リオネットセンター城南　大岡山店 小売業 その他小売 5%

55,338 東京都 大田区 株式会社Ｌｉｓｓｅ サービス その他サービス 5%

55,339 東京都 大田区 カプリチョーザ　池上店 サービス 飲食業 5%

55,340 東京都 大田区 セブン－イレブン蒲田アロマスクエア前店 小売業 食料品 2%

55,341 東京都 大田区 セブン－イレブン蒲田駅前店 小売業 食料品 2%

55,342 東京都 大田区 蒲田駅前美顔教室 小売業 その他小売 5%

55,343 東京都 大田区 セブン－イレブン蒲田２丁目東邦医大通り店 小売業 食料品 2%

55,344 東京都 大田区 蒲田パック 小売業 その他小売 5%

55,345 東京都 大田区 カメラのウエダ 小売業 電化製品 5%

55,346 東京都 大田区 かもす　かもす 小売業 食料品 5%

55,347 東京都 大田区 からあげ　空 サービス 飲食業 5%

55,348 東京都 大田区 カラースパ カラースパ サービス 理容・美容業 5%

55,349 東京都 大田区 カラオケＺＥＲＯ　平和島店 サービス その他サービス 5%

55,350 東京都 大田区 カラオケドルフィン　漫遊來　カラオケドルフィン２４大森町店 サービス その他サービス 5%

55,351 東京都 大田区 カラオケドルフィン 漫遊來 カラオケ漫遊來２４大岡山店 サービス その他サービス 5%

55,352 東京都 大田区 カラダファクトリー　羽田空港第一ビル店 サービス その他サービス 5%

55,353 東京都 大田区 カラダファクトリー　雪が谷大塚駅店 サービス その他サービス 5%

55,354 東京都 大田区 カルネヤ サービス 飲食業 5%

55,355 東京都 大田区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＡＲＲＯＷ池上店 サービス 飲食業 2%

55,356 東京都 大田区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ＪＲ大森駅東口店 サービス 飲食業 2%
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55,357 東京都 大田区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋京急平和島駅前店 サービス 飲食業 2%

55,358 東京都 大田区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ蒲田駅西口店 サービス 飲食業 2%

55,359 東京都 大田区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ蒲田駅東口店 サービス 飲食業 2%

55,360 東京都 大田区 カレーハウスｃｏｃｏ壱番屋東急大岡山駅前店 サービス 飲食業 2%

55,361 東京都 大田区 ＧＡＬＬＥＲＩＡ　ＳｅＲｅｓ　【ガレリア　セレス】 サービス 理容・美容業 5%

55,362 東京都 大田区 ＧＡＬＬＥＲＩＡ　ＡＶＥＤＡ サービス 理容・美容業 5%

55,363 東京都 大田区 ＫＡＬＯＨＡ（カロハ） サービス 理容・美容業 5%

55,364 東京都 大田区 出光雑色ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,365 東京都 大田区 株式会社川田生花店 小売業 その他小売 5%

55,366 東京都 大田区 元祖五十番神楽坂本店大森店 小売業 食料品 5%

55,367 東京都 大田区 ＫＩＫＩ 小売業 衣料品 5%

55,368 東京都 大田区 菊地電器 小売業 電化製品 5%

55,369 東京都 大田区 キシフォート　大井町店 小売業 電化製品 5%

55,370 東京都 大田区 キシフォート　蒲田アネックス店 小売業 電化製品 5%

55,371 東京都 大田区 キシフォート　蒲田店 小売業 電化製品 5%

55,372 東京都 大田区 キシフォート　三軒茶屋店 小売業 電化製品 5%

55,373 東京都 大田区 キシフォート　サンライズ蒲田 小売業 電化製品 5%

55,374 東京都 大田区 キシフォート　サンライズ蒲田 小売業 電化製品 5%

55,375 東京都 大田区 キシフォート　サンロード 小売業 電化製品 5%

55,376 東京都 大田区 キシフォート　下北沢駅前店 小売業 電化製品 5%

55,377 東京都 大田区 キシフォート　下北沢南口本店 小売業 電化製品 5%

55,378 東京都 大田区 キシフォート　戸越銀座ニューワン店 小売業 電化製品 5%

55,379 東京都 大田区 キシフォート　ネクスト店 小売業 電化製品 5%

55,380 東京都 大田区 キシフォート　旗の台店 小売業 電化製品 5%

55,381 東京都 大田区 キシフォート　蒲田店 小売業 電化製品 5%

55,382 東京都 大田区 喜多優也 サービス その他サービス 5%

55,383 東京都 大田区 喫茶食堂Ｈ．Ｔ．Ｓ サービス 飲食業 5%

55,384 東京都 大田区 キッチンハナミズキ サービス 飲食業 5%

55,385 東京都 大田区 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｒｏｃｋｙｓ サービス 飲食業 5%

55,386 東京都 大田区 気まぐれバル　Ｈａｃｈｉ サービス 飲食業 5%

55,387 東京都 大田区 君津屋 小売業 その他小売 5%

55,388 東京都 大田区 きも乃たき川 小売業 衣料品 5%

55,389 東京都 大田区 キャナリー大森店 小売業 衣料品 5%

55,390 東京都 大田区 キュアハンズ大森 サービス その他サービス 5%

55,391 東京都 大田区 牛角池上店 サービス 飲食業 2%

55,392 東京都 大田区 牛角大岡山店 サービス 飲食業 2%

55,393 東京都 大田区 牛角大森店 サービス 飲食業 2%

55,394 東京都 大田区 牛角蒲田店 サービス 飲食業 2%

55,395 東京都 大田区 牛吟 サービス 飲食業 5%

55,396 東京都 大田区 九州創作居酒屋たつ屋 サービス 飲食業 5%

55,397 東京都 大田区 京都勝牛蒲田南口 サービス 飲食業 5%

55,398 東京都 大田区 きりやま 小売業 その他小売 5%
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55,399 東京都 大田区 金原海苔店 小売業 その他小売 5%

55,400 東京都 大田区 Ｑｕｉｃｋ　Ｇａｒａｇｅ サービス その他サービス 5%

55,401 東京都 大田区 クールクレープ サービス 飲食業 5%

55,402 東京都 大田区 クールクレープ　クールクレープ サービス 飲食業 5%

55,403 東京都 大田区 ＣｏｏｌＢｅａｎｓ！ＣｌａｓｓｉｃＢｏｏｋｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

55,404 東京都 大田区 セブン－イレブン久が原バス通り店 小売業 食料品 2%

55,405 東京都 大田区 串かつ　でんがな　大森東口店 サービス 飲食業 5%

55,406 東京都 大田区 串焼き　わか サービス 飲食業 5%

55,407 東京都 大田区 城 サービス 飲食業 5%

55,408 東京都 大田区 くすりのホーライ　くすりのホーライ 小売業 その他小売 5%

55,409 東京都 大田区 くすりのホーライ 小売業 その他小売 5%

55,410 東京都 大田区 ｃｏｕｐｅ サービス 理容・美容業 5%

55,411 東京都 大田区 クラウン動物病院 サービス その他サービス 5%

55,412 東京都 大田区 くらや　本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

55,413 東京都 大田区 グランパークホテルパネックス東京 サービス 宿泊業 5%

55,414 東京都 大田区 クリアコート サービス その他サービス 5%

55,415 東京都 大田区 クリーニングワールド 千鳥町本店 クリーニング ワールド 千鳥町本店 サービス その他サービス 5%

55,416 東京都 大田区 クリーニングワールド恵比寿店 サービス その他サービス 5%

55,417 東京都 大田区 グリーンキャブ　蒲田営業所 サービス その他サービス 5%

55,418 東京都 大田区 グリーンＰＣＴカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

55,419 東京都 大田区 クリスポイント 小売業 その他小売 5%

55,420 東京都 大田区 ＧＲｉＤＳＦｌｏｗｅｒ サービス その他サービス 5%

55,421 東京都 大田区 Ｇｌｉｔｔｅｒ　田園調布店 小売業 衣料品 5%

55,422 東京都 大田区 クリーニングぴゅあ梅屋敷店 サービス その他サービス 5%

55,423 東京都 大田区 クリーニングぴゅあ大田工場店 サービス その他サービス 5%

55,424 東京都 大田区 クリーニングぴゅあ大田第２工場店 サービス その他サービス 5%

55,425 東京都 大田区 クリーニングぴゅあ大森店 サービス その他サービス 5%

55,426 東京都 大田区 クリーニングぴゅあ下丸子店 サービス その他サービス 5%

55,427 東京都 大田区 クリーニングぴゅあ西蒲田店 サービス その他サービス 5%

55,428 東京都 大田区 クリーニングぴゅあ萩中店 サービス その他サービス 5%

55,429 東京都 大田区 クリーニングぴゅあ矢口渡店 サービス その他サービス 5%

55,430 東京都 大田区 クリーニングワールド本店 サービス その他サービス 5%

55,431 東京都 大田区 ＧＯＵＲＭＥＴ　ＤＥＬＩ　ぐるめデリ サービス 飲食業 5%

55,432 東京都 大田区 ＣＲＯＳＳ　御嶽山店 サービス 理容・美容業 5%

55,433 東京都 大田区 ケアワークス・サンシャイン サービス 運輸業 5%

55,434 東京都 大田区 セブン－イレブン京急蒲田駅前店 小売業 食料品 2%

55,435 東京都 大田区 ケイシー サービス その他サービス 5%

55,436 東京都 大田区 株式会社ＫＴＩＯＮ 小売業 その他小売 5%

55,437 東京都 大田区 ケイト屋内藤商店　田園調布 サービス 飲食業 5%

55,438 東京都 大田区 京浜住器 小売業 その他小売 2%

55,439 東京都 大田区 京浜トラックターミナル平和島 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,440 東京都 大田区 ゲストハウス扇子 サービス 宿泊業 5%
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55,441 東京都 大田区 ゲット 小売業 衣料品 5%

55,442 東京都 大田区 健寿司 サービス 飲食業 5%

55,443 東京都 大田区 合資会社　丸高商店　マルタカデンキ 小売業 電化製品 5%

55,444 東京都 大田区 合資会社三龍商店　リカー　フーズ　三竜 小売業 食料品 5%

55,445 東京都 大田区 こうじや商店 小売業 その他小売 5%

55,446 東京都 大田区 神戸ホルモンやまと　蒲田店 サービス 飲食業 5%

55,447 東京都 大田区 ＧＯ－ジラ サービス 飲食業 5%

55,448 東京都 大田区 ＧＯＬＡＮＤ　Ｄ　ＷＯＲＫＳ サービス その他サービス 5%

55,449 東京都 大田区 国際自動車株式会社 サービス 運輸業 5%

55,450 東京都 大田区 国際自動車株式会社城南　羽田営業所 サービス 運輸業 5%

55,451 東京都 大田区 五十三次どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

55,452 東京都 大田区 個人　Ｓｕｇｉｙａｍａ　Ｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

55,453 東京都 大田区 （個人）石川タクシ－ サービス 運輸業 5%

55,454 東京都 大田区 個人砂川タクシー サービス 運輸業 5%

55,455 東京都 大田区 ＣｏｓｍｅｔｉｃＦｒｉｅｎｄｓＩｎｃ． サービス その他サービス 5%

55,456 東京都 大田区 こばやし整体院 サービス その他サービス 5%

55,457 東京都 大田区 小松タクシー サービス 運輸業 5%

55,458 東京都 大田区 金剛堂　大田蒲田店 小売業 家具・調度品 5%

55,459 東京都 大田区 サイクルショップオギヤマ　大森山王店 サービス その他サービス 5%

55,460 東京都 大田区 サイクルショップオギヤマ　東馬込店 サービス その他サービス 5%

55,461 東京都 大田区 サイクルポイントナカネ 小売業 その他小売 5%

55,462 東京都 大田区 催事　ユザワヤ商事 小売業 その他小売 5%

55,463 東京都 大田区 ＳＡＩＴＯ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

55,464 東京都 大田区 さいとうでんき 小売業 電化製品 5%

55,465 東京都 大田区 魚の田が肉 サービス 飲食業 5%

55,466 東京都 大田区 ザ・カナーンホテル サービス 宿泊業 5%

55,467 東京都 大田区 サカノ陶器店　大岡山店 小売業 その他小売 5%

55,468 東京都 大田区 佐々木塗料 小売業 電化製品 5%

55,469 東京都 大田区 笹互梅屋敷店 サービス 飲食業 5%

55,470 東京都 大田区 笹互梅屋敷店 小売業 食料品 5%

55,471 東京都 大田区 佐治動物病院 サービス その他サービス 5%

55,472 東京都 大田区 ＳａｃｃａＢａｃｃａ サービス 飲食業 5%

55,473 東京都 大田区 佐藤モーターサービス サービス その他サービス 5%

55,474 東京都 大田区 ＺＡＰＡＴＥＯ 小売業 衣料品 5%

55,475 東京都 大田区 サミット　大田中央 サービス その他サービス 5%

55,476 東京都 大田区 サラダ館水門通り店 サービス その他サービス 2%

55,477 東京都 大田区 サロンドリリー サービス 理容・美容業 5%

55,478 東京都 大田区 サワ薬品 サワ薬品 小売業 その他小売 5%

55,479 東京都 大田区 ３０分ふらっと整体院 サービス その他サービス 5%

55,480 東京都 大田区 ＳＡＮＤＯ サービス 飲食業 5%

55,481 東京都 大田区 ３２８ホステル＆ラウンジ サービス 宿泊業 5%

55,482 東京都 大田区 山王園 サービス その他サービス 5%
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55,483 東京都 大田区 山王ＣＡＦＥ　山王ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

55,484 東京都 大田区 Ｓａｍｂａ　ｄｅ　Ｓｅｒｅｉａ サービス 飲食業 5%

55,485 東京都 大田区 ＧＬＰ東京Ⅰ売店 小売業 食料品 5%

55,486 東京都 大田区 ｓａｅｇｌａｓｓ 小売業 その他小売 5%

55,487 東京都 大田区 Ｇ－ＫＥＮトレーニング サービス その他サービス 5%

55,488 東京都 大田区 シェイク 小売業 貴金属・服飾品 5%

55,489 東京都 大田区 ｓｈｅｆｆｉｅｌｄ サービス 理容・美容業 5%

55,490 東京都 大田区 Ｃｈｅｚ　Ｍｏｉ サービス 理容・美容業 5%

55,491 東京都 大田区 Ｃｈｅｚ　ｌ’ａｍｉ　Ｎｏｉｘ サービス 飲食業 5%

55,492 東京都 大田区 ＣｉｅＬ．Ｂ 小売業 その他小売 5%

55,493 東京都 大田区 シオカワ化粧品・宝石 小売業 その他小売 5%

55,494 東京都 大田区 潮さい茶屋つかさ サービス 飲食業 5%

55,495 東京都 大田区 ＳＨＩＧＥ サービス 理容・美容業 5%

55,496 東京都 大田区 シシ　ヘアーデザイン　ｓｉｓｉ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

55,497 東京都 大田区 シティホテル弘城 サービス 宿泊業 5%

55,498 東京都 大田区 じとっこ蒲田店 サービス 飲食業 2%

55,499 東京都 大田区 シドニーアトレ大森店 小売業 その他小売 5%

55,500 東京都 大田区 支那そばとカレーインディアン サービス 飲食業 5%

55,501 東京都 大田区 信濃屋田園調布駅東口店 小売業 その他小売 5%

55,502 東京都 大田区 地の酒しん サービス 飲食業 5%

55,503 東京都 大田区 渋谷洋服店 小売業 衣料品 5%

55,504 東京都 大田区 司法書士法人大森総合事務所 サービス その他サービス 5%

55,505 東京都 大田区 司法書士　ほりぐち法務事務所 サービス その他サービス 5%

55,506 東京都 大田区 シマヤ洋品店 小売業 衣料品 5%

55,507 東京都 大田区 清水花園 小売業 その他小売 5%

55,508 東京都 大田区 清水電気 小売業 電化製品 5%

55,509 東京都 大田区 下丸子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,510 東京都 大田区 セブン－イレブン下丸子駅前店 小売業 食料品 2%

55,511 東京都 大田区 セブン－イレブン下丸子多摩堤通り店 小売業 食料品 2%

55,512 東京都 大田区 ＳＶＳＩＮＧ サービス その他サービス 5%

55,513 東京都 大田区 ジャスト建材株式会社 小売業 家具・調度品 5%

55,514 東京都 大田区 Ｊａｓｐｅｒ サービス 理容・美容業 5%

55,515 東京都 大田区 しゃぶしゃぶ温野菜池上店 サービス 飲食業 2%

55,516 東京都 大田区 ＪａｐｏｎＤ?ｃｏｕｖｅｒｔｅ サービス その他サービス 5%

55,517 東京都 大田区 じゃんけん サービス 飲食業 5%

55,518 東京都 大田区 じゃんぼ總本店　マルエツ新糀谷店 サービス 飲食業 5%

55,519 東京都 大田区 十字堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

55,520 東京都 大田区 熟かつ亭 サービス 飲食業 5%

55,521 東京都 大田区 酒呑蕎食〆ＴＡＧＵＲＵ サービス 飲食業 5%

55,522 東京都 大田区 ＪｏｙＢｒａｓｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

55,523 東京都 大田区 Ｊｏｙ　Ｂｒａｓｓ 小売業 その他小売 5%

55,524 東京都 大田区 ジョイブラス 小売業 その他小売 5%
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55,525 東京都 大田区 ジョイブラス 小売業 その他小売 5%

55,526 東京都 大田区 晶光堂印店 小売業 その他小売 5%

55,527 東京都 大田区 湘南クリーニング平和島店 サービス その他サービス 5%

55,528 東京都 大田区 知るカフェ東京工業大学前店 サービス 飲食業 5%

55,529 東京都 大田区 進藤海苔店 小売業 食料品 5%

55,530 東京都 大田区 進藤海苔店 大森中央店 小売業 食料品 5%

55,531 東京都 大田区 新日本化成株式会社 小売業 電化製品 5%

55,532 東京都 大田区 仁和堂薬苑 小売業 その他小売 5%

55,533 東京都 大田区 瑞雲 サービス 飲食業 5%

55,534 東京都 大田区 杉山犬猫病院 サービス その他サービス 5%

55,535 東京都 大田区 寿し和 サービス 飲食業 5%

55,536 東京都 大田区 鮨酒場嘉兵衛 サービス 飲食業 5%

55,537 東京都 大田区 鮨ＤＩＮＩＮＧふじ サービス 飲食業 5%

55,538 東京都 大田区 スズキヤ　置地廣場　田園調布店 小売業 食料品 5%

55,539 東京都 大田区 スタジオキャラット　マチノマ大森店 サービス その他サービス 5%

55,540 東京都 大田区 ｓｔｕｄｉｏＫｅｉ サービス その他サービス 5%

55,541 東京都 大田区 スタジオリバース 小売業 その他小売 5%

55,542 東京都 大田区 ｃａｐｒｉｃｃｉｂｙＳＴＵＤＩＯＬＵＰＥＴＴＡ 小売業 その他小売 5%

55,543 東京都 大田区 スタジオワイズ サービス その他サービス 5%

55,544 東京都 大田区 すた～ず＠ＫＡＭＡＴＡ サービス 飲食業 5%

55,545 東京都 大田区 すたみな太郎ＮＥＸＴ　大森店 サービス 飲食業 5%

55,546 東京都 大田区 ステーキけん蒲田店 サービス 飲食業 5%

55,547 東京都 大田区 ステーキハウス　バッファロー サービス 飲食業 5%

55,548 東京都 大田区 ステーキハウスＢ＆Ｍグランデュオ蒲田店 サービス 飲食業 5%

55,549 東京都 大田区 ステップアップ株式会社 サービス 飲食業 5%

55,550 東京都 大田区 ステップゴルフ 大森店 サービス その他サービス 5%

55,551 東京都 大田区 ステップゴルフ大森店 サービス その他サービス 5%

55,552 東京都 大田区 ＳＴＯＭＰＳＵＥＳＡＫＡ サービス 理容・美容業 5%

55,553 東京都 大田区 スパ＆ホテル　和 サービス 宿泊業 5%

55,554 東京都 大田区 スパイス料理と世界のお酒　モネノニワ サービス 飲食業 5%

55,555 東京都 大田区 スパ串酒場 うまいける スバ串酒場うまいける サービス 飲食業 5%

55,556 東京都 大田区 スペースエンターテインメントラボラトリー サービス その他サービス 5%

55,557 東京都 大田区 ＳＰＡＣＥＰＬＵＳ＋ サービス その他サービス 5%

55,558 東京都 大田区 ＳｍａｉｌＳｕｐｐｏｒｔ サービス その他サービス 5%

55,559 東京都 大田区 スマトラ洋菓子店 小売業 食料品 5%

55,560 東京都 大田区 スマホＢｕｙｅｒＪａｐａｎ サービス その他サービス 5%

55,561 東京都 大田区 スヤマ家電 小売業 電化製品 5%

55,562 東京都 大田区 須山商会 小売業 その他小売 5%

55,563 東京都 大田区 有限会社酒井製作所 サービス その他サービス 5%

55,564 東京都 大田区 するるＴＲＣ店　大陽出版出張所 サービス その他サービス 5%

55,565 東京都 大田区 マツムラデンキ石川台店 小売業 電化製品 5%

55,566 東京都 大田区 株式会社生活水道センター サービス その他サービス 5%
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55,567 東京都 大田区 誠心堂薬局蒲田店 小売業 その他小売 5%

55,568 東京都 大田区 西洋菓子セルクル サービス 飲食業 5%

55,569 東京都 大田区 セオサイクル　大森店 小売業 その他小売 5%

55,570 東京都 大田区 セオサイクル大森店 小売業 その他小売 5%

55,571 東京都 大田区 セオサイクル南蒲田店 小売業 その他小売 5%

55,572 東京都 大田区 世界で一つのプレゼント北嶋屋 サービス 飲食業 5%

55,573 東京都 大田区 Ｚチェーン　マート飯島 小売業 その他小売 5%

55,574 東京都 大田区 絶品の焼肉　Ｒｙｕ サービス 飲食業 5%

55,575 東京都 大田区 ＺＥＬＥ 大森西口 サービス 理容・美容業 5%

55,576 東京都 大田区 セルフ大田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,577 東京都 大田区 ＳｅｌｅｃｔＳｈｏｐＭｏ?Ｂａｙ 小売業 衣料品 5%

55,578 東京都 大田区 セレネしつけ教室 サービス その他サービス 5%

55,579 東京都 大田区 創作ダイニングとりや 大岡山店 サービス 飲食業 5%

55,580 東京都 大田区 雑色カイロプラクティック整体院 サービス その他サービス 5%

55,581 東京都 大田区 装身具ＬＣＦ 小売業 衣料品 5%

55,582 東京都 大田区 そば　六兵衛 サービス 飲食業 5%

55,583 東京都 大田区 ダーツカフェデルタ蒲田店 サービス 飲食業 5%

55,584 東京都 大田区 ＴＵＲＮ＇Ｓ サービス その他サービス 5%

55,585 東京都 大田区 フローリスト大花園 小売業 その他小売 5%

55,586 東京都 大田区 醍醐 サービス 飲食業 5%

55,587 東京都 大田区 醍醐２ サービス 飲食業 5%

55,588 東京都 大田区 大衆酒場　西蒲田横丁 サービス 飲食業 5%

55,589 東京都 大田区 Ｄｉｃｅ大森店 サービス その他サービス 5%

55,590 東京都 大田区 Ｄｉｃｅ雑色店 サービス その他サービス 5%

55,591 東京都 大田区 大善株式会社 サービス その他サービス 5%

55,592 東京都 大田区 ダイビングスクールＲＯＤＳ サービス その他サービス 5%

55,593 東京都 大田区 大丸電気 小売業 電化製品 5%

55,594 東京都 大田区 ｄａｉｍ サービス 飲食業 5%

55,595 東京都 大田区 たいようの醸造場 サービス 飲食業 5%

55,596 東京都 大田区 ダイワサイクル　馬込店 小売業 その他小売 5%

55,597 東京都 大田区 ダイワ繊維 小売業 衣料品 5%

55,598 東京都 大田区 台湾むらさきリラクゼーション サービス その他サービス 5%

55,599 東京都 大田区 高辻タクシー サービス その他サービス 5%

55,600 東京都 大田区 たかはし電器 小売業 電化製品 5%

55,601 東京都 大田区 たぐい食堂 サービス 飲食業 5%

55,602 東京都 大田区 タケウチ製パン サービス その他サービス 5%

55,603 東京都 大田区 ＤａｚｚＶｉｅｒｙ サービス 理容・美容業 5%

55,604 東京都 大田区 立ち飲み集会所　日本酒人 サービス 飲食業 5%

55,605 東京都 大田区 有限会社田能久 サービス その他サービス 5%

55,606 東京都 大田区 ＴＡＢＡＴＡ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

55,607 東京都 大田区 多摩川 サービス その他サービス 5%

55,608 東京都 大田区 田町の肉バル 肉リーマン サービス 飲食業 5%
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55,609 東京都 大田区 Ｔａｍｍｙ，Ｂ サービス その他サービス 5%

55,610 東京都 大田区 田宮靴店 小売業 衣料品 5%

55,611 東京都 大田区 ＴＡＲＵｎｏＮＡＫＡ サービス 飲食業 5%

55,612 東京都 大田区 知財コンサルタント山中 サービス その他サービス 5%

55,613 東京都 大田区 ちず美容室 サービス 理容・美容業 5%

55,614 東京都 大田区 ちぢみ家　蒲田店 サービス 飲食業 5%

55,615 東京都 大田区 千葉整体院　リラレク サービス その他サービス 5%

55,616 東京都 大田区 中央石油　洗足池ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,617 東京都 大田区 中華　鳩ノ巣　中華鳩ノ巣 サービス 飲食業 5%

55,618 東京都 大田区 中華食堂　大一 サービス 飲食業 5%

55,619 東京都 大田区 ＣＨＯＰＴＯＰ 小売業 家具・調度品 5%

55,620 東京都 大田区 珍味楼 サービス 飲食業 5%

55,621 東京都 大田区 ツカサ自動車興業 サービス その他サービス 5%

55,622 東京都 大田区 月の小路 サービス 飲食業 5%

55,623 東京都 大田区 つねや サービス 飲食業 5%

55,624 東京都 大田区 椿 サービス 飲食業 5%

55,625 東京都 大田区 つばさ動物病院 サービス その他サービス 5%

55,626 東京都 大田区 つばさ動物病院つばさトリミング サービス その他サービス 5%

55,627 東京都 大田区 爪美人 サービス その他サービス 5%

55,628 東京都 大田区 Ｄａｒｅ企画 サービス その他サービス 5%

55,629 東京都 大田区 Ｄ＆Ｍ サービス その他サービス 5%

55,630 東京都 大田区 ｔｋ－ｋｏｔａ サービス その他サービス 5%

55,631 東京都 大田区 株式会社ティージュ サービス その他サービス 5%

55,632 東京都 大田区 ディードットステーション久が原教室 サービス その他サービス 5%

55,633 東京都 大田区 Ｔマークシティホテル東京大森 サービス 宿泊業 2%

55,634 東京都 大田区 ＤＩＴＡ　ＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

55,635 東京都 大田区 鉄心　大森店 サービス 飲食業 5%

55,636 東京都 大田区 鉄板焼きＫＵＲＩＹＡ サービス 飲食業 5%

55,637 東京都 大田区 寺田実咲 サービス その他サービス 5%

55,638 東京都 大田区 テルミー電機 小売業 電化製品 5%

55,639 東京都 大田区 田園 サービス 飲食業 5%

55,640 東京都 大田区 田園調布キッチン サービス 飲食業 5%

55,641 東京都 大田区 デンエンチョウフクラブ サービス 飲食業 5%

55,642 東京都 大田区 田園調布病院売店 小売業 その他小売 5%

55,643 東京都 大田区 セブン－イレブン田園調布郵便局前店 小売業 食料品 2%

55,644 東京都 大田区 でんがな大森東口店 サービス 飲食業 5%

55,645 東京都 大田区 Ｄ７ サービス その他サービス 5%

55,646 東京都 大田区 電子堂 小売業 電化製品 5%

55,647 東京都 大田区 Ｄａｎｇｅｒｏｕｓ　ｎｕｄｅ 小売業 衣料品 5%

55,648 東京都 大田区 てんぷら　天味 サービス 飲食業 5%

55,649 東京都 大田区 セブン－イレブン東急プラザ蒲田店 小売業 食料品 2%

55,650 東京都 大田区 ＴＯＫＹＯ　ＲＶ　Ｃａｍｐｅｒｓ サービス その他サービス 5%
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55,651 東京都 大田区 東京イン サービス 宿泊業 5%

55,652 東京都 大田区 東京オートマック株式会社 サービス その他サービス 5%

55,653 東京都 大田区 東京蒲田医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

55,654 東京都 大田区 東京蒲田串あん サービス 飲食業 5%

55,655 東京都 大田区 東京からあげ舞 サービス 飲食業 5%

55,656 東京都 大田区 セブン－イレブン東京高校前店 小売業 食料品 2%

55,657 東京都 大田区 東京交通 サービス 運輸業 5%

55,658 東京都 大田区 東京ジンギスカン本舗 サービス 飲食業 5%

55,659 東京都 大田区 ＴＯＫＹＯＤＥＲＭＯ サービス 理容・美容業 5%

55,660 東京都 大田区 東京ペットホーム サービス その他サービス 5%

55,661 東京都 大田区 東京リシャフトラボ 小売業 その他小売 5%

55,662 東京都 大田区 セブン－イレブン東邦医大前店 小売業 食料品 2%

55,663 東京都 大田区 セブン－イレブン東邦大学大森キャンパス店 小売業 食料品 2%

55,664 東京都 大田区 東洋デンキ 小売業 電化製品 5%

55,665 東京都 大田区 東洋電機産業 小売業 電化製品 5%

55,666 東京都 大田区 ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＭＵＲＵＡ サービス 理容・美容業 5%

55,667 東京都 大田区 トキザワ眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

55,668 東京都 大田区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ環七大田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,669 東京都 大田区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ環七山王店 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,670 東京都 大田区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ蓮沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,671 東京都 大田区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ羽田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,672 東京都 大田区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ平和島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,673 東京都 大田区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ馬込店 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,674 東京都 大田区 ｔｏｃｏｌｉｅｒ　ｔｏｃｏｌｉｅｒ 小売業 その他小売 5%

55,675 東京都 大田区 ドッグカレッジ サービス その他サービス 5%

55,676 東京都 大田区 トップ洗足池店 小売業 食料品 5%

55,677 東京都 大田区 ＴＯＰＢＯＹ蒲田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

55,678 東京都 大田区 とのむら釣具店 小売業 その他小売 5%

55,679 東京都 大田区 土間土間蒲田店 サービス 飲食業 2%

55,680 東京都 大田区 富澤商店　田園調布店 小売業 食料品 5%

55,681 東京都 大田区 とも樹 サービス 飲食業 5%

55,682 東京都 大田区 トライアンフ東京大田 小売業 その他小売 5%

55,683 東京都 大田区 ドライクリーニングほんま　ドライ　クリーニングほんま　御嶽山駅前店 サービス その他サービス 5%

55,684 東京都 大田区 ドライクリーニングほんま　ドライ　クリーニングほんま　蓮沼駅前店 サービス その他サービス 5%

55,685 東京都 大田区 ドライクリーニングほんま ドライ クリーニングほんま 武蔵新田駅前店 サービス その他サービス 5%

55,686 東京都 大田区 ドライクリーニングほんま ドライ クリーニングほんま 池上駅前店 サービス その他サービス 5%

55,687 東京都 大田区 ドライクリーニングほんま ドライ クリーニングほんま 矢口渡駅前店 サービス その他サービス 5%

55,688 東京都 大田区 ドライクリーニングほんま ドライ クリーニングほんま 下丸子駅前店 サービス その他サービス 5%

55,689 東京都 大田区 ドライクリーニングほんま　ドライ　クリーニングほんま　千鳥町駅前店 サービス その他サービス 5%

55,690 東京都 大田区 ドライクリーニングほんま　ドライ　クリーニングほんま　久が原駅前店 サービス その他サービス 5%

55,691 東京都 大田区 ドライクリーニングほんま ドライ クリーニングほんま 石川台希望が丘店 サービス その他サービス 5%

55,692 東京都 大田区 ドライクリーニングほんま　ドライ　クリーニングほんま　洗足池駅前店 サービス その他サービス 5%
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55,693 東京都 大田区 ドライクリーニングほんま　ドライ　クリーニングほんま　田園調布駅前店 サービス その他サービス 5%

55,694 東京都 大田区 ドライクリーニングほんま　ドライ　クリーニングほんま　長原駅前店 サービス その他サービス 5%

55,695 東京都 大田区 ドライクリーニングほんま　ドライ　クリーニングほんま　沼部駅前店 サービス その他サービス 5%

55,696 東京都 大田区 ドライクリーニングほんま ドライ クリーニングほんま 雪が谷大塚駅前店 サービス その他サービス 5%

55,697 東京都 大田区 トラットリア　レポルテ サービス 飲食業 5%

55,698 東京都 大田区 虎ノ助 小売業 貴金属・服飾品 5%

55,699 東京都 大田区 トラベルサロンでんえん サービス その他サービス 5%

55,700 東京都 大田区 ＴｒａｎｑｕｉｌｌｉｔｙＲｏｏｍ蛎殻　ＴｒａｎｑｕｉｌｌｉｔｙＲｏｏｍ蛎殻 サービス 飲食業 5%

55,701 東京都 大田区 とり元 サービス 飲食業 5%

55,702 東京都 大田区 鳥ちよ サービス 飲食業 5%

55,703 東京都 大田区 インド通販 小売業 衣料品 5%

55,704 東京都 大田区 鳥八　下丸子店 サービス 飲食業 5%

55,705 東京都 大田区 鳥八　下丸子店 サービス 飲食業 5%

55,706 東京都 大田区 トリミングサロン わんシャンＬＯＨＡＳ サービス その他サービス 5%

55,707 東京都 大田区 ドリームクエスト・インク 小売業 その他小売 5%

55,708 東京都 大田区 ドレスショップシルフィ－ 小売業 衣料品 5%

55,709 東京都 大田区 丼丸　海桜　糀谷店 サービス 飲食業 5%

55,710 東京都 大田区 呑蒲　呑蒲 サービス 飲食業 5%

55,711 東京都 大田区 ｎａｏｃｏｎｏ 小売業 衣料品 5%

55,712 東京都 大田区 長崎タクシー サービス 運輸業 5%

55,713 東京都 大田区 長崎タクシー サービス 運輸業 5%

55,714 東京都 大田区 ＮａｋａｔｓｕｋａＴａｘｉ サービス 運輸業 5%

55,715 東京都 大田区 中浜大貴 小売業 その他小売 5%

55,716 東京都 大田区 仲六郷 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,717 東京都 大田区 なごみスイーツ雪谷大塚 小売業 食料品 5%

55,718 東京都 大田区 ナチュレル新田 サービス 理容・美容業 5%

55,719 東京都 大田区 ｎａｎａｋｏ サービス 理容・美容業 5%

55,720 東京都 大田区 セブン－イレブン七辻店 小売業 食料品 2%

55,721 東京都 大田区 ｎａｍ 小売業 衣料品 5%

55,722 東京都 大田区 鳴門鯛焼本舗　蒲田駅前店 サービス 飲食業 5%

55,723 東京都 大田区 ナンカ堂大森町店 小売業 衣料品 5%

55,724 東京都 大田区 南信ビルサービス株式会社 サービス その他サービス 5%

55,725 東京都 大田区 南保タクシー サービス 運輸業 5%

55,726 東京都 大田区 肉の頂 サービス 飲食業 5%

55,727 東京都 大田区 肉屋敷 サービス 飲食業 5%

55,728 東京都 大田区 ｎｉｃｏｎｅｒｕ 小売業 衣料品 5%

55,729 東京都 大田区 ＮＩＫＯ　ＦＬＯＷＥＲＳ＋ 小売業 その他小売 5%

55,730 東京都 大田区 株式会社ニコプロダクション サービス その他サービス 5%

55,731 東京都 大田区 ｎｉｃｏｍｉ　Ｐｉｃｋｕｐ サービス 飲食業 5%

55,732 東京都 大田区 セブン－イレブン西蒲田環八通り店 小売業 食料品 2%

55,733 東京都 大田区 セブン－イレブン西蒲田５丁目店 小売業 食料品 2%

55,734 東京都 大田区 西川茶寮 サービス その他サービス 5%
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55,735 東京都 大田区 セブン－イレブン西馬込店 小売業 食料品 2%

55,736 東京都 大田区 西六郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,737 東京都 大田区 二代目　叶え家　蒲田店 サービス 飲食業 5%

55,738 東京都 大田区 日個連　青木タクシー サービス 運輸業 5%

55,739 東京都 大田区 日個連　青木タクシー サービス 運輸業 5%

55,740 東京都 大田区 日個連　秋タクシー サービス 運輸業 5%

55,741 東京都 大田区 日個連　秋山タクシー サービス 運輸業 5%

55,742 東京都 大田区 日個連　朝倉タクシー サービス 運輸業 5%

55,743 東京都 大田区 日個連　新井タクシー サービス 運輸業 5%

55,744 東京都 大田区 日個連　飯髙タクシー サービス 運輸業 5%

55,745 東京都 大田区 日個連　五十嵐タクシー サービス 運輸業 5%

55,746 東京都 大田区 日個連　石本タクシー サービス 運輸業 5%

55,747 東京都 大田区 日個連　市川タクシー サービス 運輸業 5%

55,748 東京都 大田区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

55,749 東京都 大田区 日個連　伊東タクシー サービス 運輸業 5%

55,750 東京都 大田区 日個連　井上タクシー サービス 運輸業 5%

55,751 東京都 大田区 日個連　今井タクシー サービス 運輸業 5%

55,752 東京都 大田区 日個連　上野タクシー サービス 運輸業 5%

55,753 東京都 大田区 日個連　上野タクシー サービス 運輸業 5%

55,754 東京都 大田区 日個連　宇田川タクシー サービス 運輸業 5%

55,755 東京都 大田区 日個連　宇都宮タクシー サービス 運輸業 5%

55,756 東京都 大田区 日個連　運天タクシー サービス 運輸業 5%

55,757 東京都 大田区 日個連　及川タクシー サービス 運輸業 5%

55,758 東京都 大田区 日個連　太田タクシー サービス 運輸業 5%

55,759 東京都 大田区 日個連　大野タクシー サービス 運輸業 5%

55,760 東京都 大田区 日個連　大森タクシー サービス 運輸業 5%

55,761 東京都 大田区 日個連　岡部タクシー サービス 運輸業 5%

55,762 東京都 大田区 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

55,763 東京都 大田区 日個連　小川原タクシー サービス 運輸業 5%

55,764 東京都 大田区 日個連　奥タクシー サービス 運輸業 5%

55,765 東京都 大田区 日個連　小澤タクシー サービス 運輸業 5%

55,766 東京都 大田区 日個連　落合タクシー サービス 運輸業 5%

55,767 東京都 大田区 日個連　小野タクシー サービス 運輸業 5%

55,768 東京都 大田区 日個連　柿沼タクシー サービス 運輸業 5%

55,769 東京都 大田区 日個連　葛西タクシー サービス 運輸業 5%

55,770 東京都 大田区 日個連　片田タクシー サービス 運輸業 5%

55,771 東京都 大田区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

55,772 東京都 大田区 日個連　河合タクシー サービス 運輸業 5%

55,773 東京都 大田区 日個連　神田タクシー サービス 運輸業 5%

55,774 東京都 大田区 日個連　菅野タクシー サービス 運輸業 5%

55,775 東京都 大田区 日個連　北村タクシー サービス 運輸業 5%

55,776 東京都 大田区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%
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55,777 東京都 大田区 日個連　日下部タクシー サービス 運輸業 5%

55,778 東京都 大田区 日個連　口野タクシー サービス 運輸業 5%

55,779 東京都 大田区 日個連　工藤タクシー サービス 運輸業 5%

55,780 東京都 大田区 日個連　工藤タクシー サービス 運輸業 5%

55,781 東京都 大田区 日個連　工藤タクシー サービス 運輸業 5%

55,782 東京都 大田区 日個連　國本タクシー サービス 運輸業 5%

55,783 東京都 大田区 日個連　蔵本タクシー サービス 運輸業 5%

55,784 東京都 大田区 日個連　國府タクシー サービス 運輸業 5%

55,785 東京都 大田区 日個連　越川タクシー サービス 運輸業 5%

55,786 東京都 大田区 日個連　小島タクシー サービス 運輸業 5%

55,787 東京都 大田区 日個連　後藤タクシー サービス 運輸業 5%

55,788 東京都 大田区 日個連　小浜タクシー サービス 運輸業 5%

55,789 東京都 大田区 日個連　小室タクシー サービス 運輸業 5%

55,790 東京都 大田区 日個連　齋藤タクシー サービス 運輸業 5%

55,791 東京都 大田区 日個連　作田タクシー サービス 運輸業 5%

55,792 東京都 大田区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

55,793 東京都 大田区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

55,794 東京都 大田区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

55,795 東京都 大田区 日個連　鴫原タクシー サービス 運輸業 5%

55,796 東京都 大田区 日個連　嶋田タクシー サービス 運輸業 5%

55,797 東京都 大田区 日個連　清水タクシー サービス 運輸業 5%

55,798 東京都 大田区 日個連　清水タクシー サービス 運輸業 5%

55,799 東京都 大田区 日個連　清水タクシー サービス 運輸業 5%

55,800 東京都 大田区 日個連　白井タクシー サービス 運輸業 5%

55,801 東京都 大田区 日個連　城山タクシー サービス 運輸業 5%

55,802 東京都 大田区 日個連　杉本タクシー サービス 運輸業 5%

55,803 東京都 大田区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

55,804 東京都 大田区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

55,805 東京都 大田区 日個連　砂川タクシー サービス 運輸業 5%

55,806 東京都 大田区 日個連　瀬川タクシー サービス 運輸業 5%

55,807 東京都 大田区 日個連　関川タクシー サービス 運輸業 5%

55,808 東京都 大田区 日個連　関根タクシー サービス 運輸業 5%

55,809 東京都 大田区 日個連　髙木タクシー サービス 運輸業 5%

55,810 東京都 大田区 日個連　髙辻タクシー サービス 運輸業 5%

55,811 東京都 大田区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

55,812 東京都 大田区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

55,813 東京都 大田区 日個連　宅間タクシー サービス 運輸業 5%

55,814 東京都 大田区 日個連　竹内タクシー サービス 運輸業 5%

55,815 東京都 大田区 日個連　竹内タクシー サービス 運輸業 5%

55,816 東京都 大田区 日個連　田高タクシー サービス 運輸業 5%

55,817 東京都 大田区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

55,818 東京都 大田区 日個連　田村タクシー サービス 運輸業 5%
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

55,819 東京都 大田区 日個連　知念タクシー サービス 運輸業 5%

55,820 東京都 大田区 日個連　黒葛原タクシー サービス 運輸業 5%

55,821 東京都 大田区 日個連　當眞タクシー サービス 運輸業 5%

55,822 東京都 大田区 日個連　永井タクシー サービス 運輸業 5%

55,823 東京都 大田区 日個連　長塚タクシー サービス 運輸業 5%

55,824 東京都 大田区 日個連　中西タクシー サービス 運輸業 5%

55,825 東京都 大田区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

55,826 東京都 大田区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

55,827 東京都 大田区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

55,828 東京都 大田区 日個連　西タクシー サービス 運輸業 5%

55,829 東京都 大田区 日個連　西濱タクシー サービス 運輸業 5%

55,830 東京都 大田区 日個連　根岸タクシー サービス 運輸業 5%

55,831 東京都 大田区 日個連　長谷川タクシー サービス 運輸業 5%

55,832 東京都 大田区 日個連　花岡タクシー サービス 運輸業 5%

55,833 東京都 大田区 日個連　原田タクシー サービス 運輸業 5%

55,834 東京都 大田区 日個連　平木タクシー サービス 運輸業 5%

55,835 東京都 大田区 日個連　譜久里タクシー サービス 運輸業 5%

55,836 東京都 大田区 日個連　藤田タクシー サービス 運輸業 5%

55,837 東京都 大田区 日個連　堀米タクシー サービス 運輸業 5%

55,838 東京都 大田区 日個連　前田タクシー サービス 運輸業 5%

55,839 東京都 大田区 日個連　増田タクシー サービス 運輸業 5%

55,840 東京都 大田区 日個連　班目タクシー サービス 運輸業 5%

55,841 東京都 大田区 日個連　町野タクシー サービス 運輸業 5%

55,842 東京都 大田区 日個連　松園タクシー サービス 運輸業 5%

55,843 東京都 大田区 日個連　宮本タクシー サービス 運輸業 5%

55,844 東京都 大田区 日個連　宮脇タクシー サービス 運輸業 5%

55,845 東京都 大田区 日個連　三輪タクシー サービス 運輸業 5%

55,846 東京都 大田区 日個連　村田タクシー サービス 運輸業 5%

55,847 東京都 大田区 日個連　本山タクシー サービス 運輸業 5%

55,848 東京都 大田区 日個連　八重樫タクシー サービス 運輸業 5%

55,849 東京都 大田区 日個連　八木田タクシー サービス 運輸業 5%

55,850 東京都 大田区 日個連　山内タクシー サービス 運輸業 5%

55,851 東京都 大田区 日個連　山口タクシー サービス 運輸業 5%

55,852 東京都 大田区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

55,853 東京都 大田区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

55,854 東京都 大田区 日個連　山戸タクシー サービス 運輸業 5%

55,855 東京都 大田区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

55,856 東京都 大田区 日個連　山脇タクシー サービス 運輸業 5%

55,857 東京都 大田区 日個連　結城タクシー サービス 運輸業 5%

55,858 東京都 大田区 日個連　吉沢タクシー サービス 運輸業 5%

55,859 東京都 大田区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

55,860 東京都 大田区 日個連　米田タクシー サービス 運輸業 5%
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55,861 東京都 大田区 日個連　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

55,862 東京都 大田区 日個連　渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

55,863 東京都 大田区 日個連　渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

55,864 東京都 大田区 ＮＩＳＳＨＯレンタカー　池上営業所 サービス その他サービス 5%

55,865 東京都 大田区 ＮＩＳＳＨＯレンタカー　大森営業所 サービス その他サービス 5%

55,866 東京都 大田区 ニッソウレンタカー サービス その他サービス 5%

55,867 東京都 大田区 日本ウイントン株式会社 サービス その他サービス 5%

55,868 東京都 大田区 日本橋屋長兵衛　羽田空港第１ビル店 小売業 食料品 5%

55,869 東京都 大田区 日本料理　佐とう サービス 飲食業 5%

55,870 東京都 大田区 ニュー大森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,871 東京都 大田区 Ｎｅｗ　Ｓｕｚｕｒａｎ サービス 理容・美容業 5%

55,872 東京都 大田区 人形町今半　池上本門寺店 サービス 飲食業 5%

55,873 東京都 大田区 布廣タクシー サービス 運輸業 5%

55,874 東京都 大田区 ａｔ　　ｅａｓｅ サービス その他サービス 5%

55,875 東京都 大田区 ネイルサロンＩｍｐｒｅｓｓ大森店 サービス 理容・美容業 5%

55,876 東京都 大田区 猫がいる古いマンションのお茶の間 サービス その他サービス 5%

55,877 東京都 大田区 ねことふじい サービス 飲食業 5%

55,878 東京都 大田区 ＮＯＴＴＩＮＧＨＩＬＬ サービス 理容・美容業 5%

55,879 東京都 大田区 ＳＰＯＬＯＧＵＭ 小売業 衣料品 5%

55,880 東京都 大田区 呑川橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,881 東京都 大田区 海苔の松尾 小売業 食料品 5%

55,882 東京都 大田区 Ｂａｒ　ｄｏｏｐ サービス 飲食業 5%

55,883 東京都 大田区 バードジャングル 小売業 その他小売 5%

55,884 東京都 大田区 ＢＡＲＢＥＲ　こまつ サービス 理容・美容業 5%

55,885 東京都 大田区 バーバーヤオイタ　南馬込店 サービス 理容・美容業 5%

55,886 東京都 大田区 バイクプラザ　中野 小売業 その他小売 5%

55,887 東京都 大田区 ハウスメンテナンス江川技巧 サービス その他サービス 5%

55,888 東京都 大田区 株式会社萩原製作所 サービス その他サービス 5%

55,889 東京都 大田区 柏庵 サービス 飲食業 5%

55,890 東京都 大田区 はしごや酒肆 小売業 食料品 5%

55,891 東京都 大田区 橋本写真館 サービス その他サービス 5%

55,892 東京都 大田区 橋和屋酒店 小売業 食料品 5%

55,893 東京都 大田区 セブン－イレブン蓮沼店 小売業 食料品 2%

55,894 東京都 大田区 パソコンスクールスキップ　梅屋敷教室 サービス その他サービス 5%

55,895 東京都 大田区 Ｐａｄｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

55,896 東京都 大田区 パティスリー　コウゲツ 小売業 食料品 5%

55,897 東京都 大田区 パティスリーｍｏａ． サービス 飲食業 5%

55,898 東京都 大田区 ｈａｎａｇｏｋｏｒｏ－ハナゴコロ 小売業 その他小売 5%

55,899 東京都 大田区 花の店　いぐち 小売業 その他小売 5%

55,900 東京都 大田区 パナハルス三晃 小売業 電化製品 5%

55,901 東京都 大田区 パナハルス三晃　蒲田店 小売業 電化製品 5%

55,902 東京都 大田区 花ひろば 小売業 家具・調度品 5%
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55,903 東京都 大田区 花利休 小売業 その他小売 5%

55,904 東京都 大田区 ハニープラザ 小売業 その他小売 5%

55,905 東京都 大田区 羽田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,906 東京都 大田区 出光羽田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,907 東京都 大田区 浜じゅう サービス 飲食業 5%

55,908 東京都 大田区 ＢＡＲ＆ＢＡＲ　ｇ３ サービス 飲食業 5%

55,909 東京都 大田区 ＨＡＬ　ＩＭＰＯＲＴ 大岡山店 小売業 衣料品 5%

55,910 東京都 大田区 ＨａｒｕｎＡｔｓｕＣａｆ? サービス 飲食業 5%

55,911 東京都 大田区 パレアダンススタジオ 小売業 その他小売 5%

55,912 東京都 大田区 ハーレーダビッドソン陸友 小売業 その他小売 5%

55,913 東京都 大田区 パンカーダ田園調布店 小売業 貴金属・服飾品 5%

55,914 東京都 大田区 はんこ広場矢口店 サービス その他サービス 5%

55,915 東京都 大田区 はんこメイト慶応堂蒲田店 小売業 家具・調度品 5%

55,916 東京都 大田区 はんこ屋一番　蒲田店 小売業 その他小売 5%

55,917 東京都 大田区 ピア久が原店 サービス その他サービス 5%

55,918 東京都 大田区 光触媒の花専門店Ｂ・Ｃ・ＦＬＯＷＥＲ 小売業 その他小売 5%

55,919 東京都 大田区 ＢＴｍａｍａ サービス その他サービス 5%

55,920 東京都 大田区 ＰＰＡＰ株式会社 小売業 衣料品 5%

55,921 東京都 大田区 ｖｉｖｏ　ｄａｉｌｙ　ｓｔａｎｄ サービス 飲食業 5%

55,922 東京都 大田区 柊 サービス 飲食業 5%

55,923 東京都 大田区 東糀谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,924 東京都 大田区 東調布ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

55,925 東京都 大田区 ビギナーフィットネスＦＩＲＳＴ サービス その他サービス 5%

55,926 東京都 大田区 ビクラムヨガ大森 サービス その他サービス 5%

55,927 東京都 大田区 ビクラムヨガ大森店 サービス その他サービス 5%

55,928 東京都 大田区 ＨＩＳＡＹＯ＇ＳＩＮＮ サービス その他サービス 5%

55,929 東京都 大田区 ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＩＮＮ　和 サービス 宿泊業 5%

55,930 東京都 大田区 ビジネスホテル　オーク・イン　３ サービス 宿泊業 5%

55,931 東京都 大田区 ビジネスホテル　オーク・イン３ サービス 宿泊業 5%

55,932 東京都 大田区 ＢＩＳＴＲＯプリーズリクエスト サービス 飲食業 5%

55,933 東京都 大田区 ｂｉｚＢＥＡＣＨＣｏＷｏｒｋｉｎｇ サービス その他サービス 5%

55,934 東京都 大田区 カフェと囲碁　ひだまり サービス 飲食業 5%

55,935 東京都 大田区 ピッツェリアダグランツァ洗足池店 サービス 飲食業 5%

55,936 東京都 大田区 秀寿司 サービス 飲食業 5%

55,937 東京都 大田区 ひとものこと 小売業 その他小売 5%

55,938 東京都 大田区 ひない小町 サービス 飲食業 5%

55,939 東京都 大田区 ひない小町　蒲田店 サービス 飲食業 5%

55,940 東京都 大田区 ＰＩＮＥＤＥ　田園調布店 小売業 食料品 5%

55,941 東京都 大田区 Ｖｉｎｏｎ　大岡山店 サービス 飲食業 5%

55,942 東京都 大田区 ｈｉｆｆ　ｃａｆｅ　ｔａｍａｇａｗａ　×　ｐｅｔ　ｓｋｉｎ　ｃｌｉｎｉｃ サービス その他サービス 5%

55,943 東京都 大田区 ひふみケアタクシー サービス 運輸業 5%

55,944 東京都 大田区 ＰｕｒｅＶａｐｏｒＪａｐａｎ 小売業 衣料品 5%
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55,945 東京都 大田区 ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ峰３ サービス 理容・美容業 5%

55,946 東京都 大田区 美容室ｉｆｆ サービス 理容・美容業 5%

55,947 東京都 大田区 美容室イングローブ千鳥町 サービス 理容・美容業 5%

55,948 東京都 大田区 美容室クォーターノート サービス 理容・美容業 5%

55,949 東京都 大田区 美容室ナチュレル　武蔵新田店 サービス 理容・美容業 5%

55,950 東京都 大田区 美容室ＮａＮＡ サービス 理容・美容業 5%

55,951 東京都 大田区 美容室　ネオスピリッツ サービス 理容・美容業 5%

55,952 東京都 大田区 美容室プレンダミア サービス 理容・美容業 5%

55,953 東京都 大田区 美容室ＭｉＭｅ サービス 理容・美容業 5%

55,954 東京都 大田区 廣田 サービス 飲食業 5%

55,955 東京都 大田区 ファーストたばこセンター 小売業 その他小売 5%

55,956 東京都 大田区 ｆａｎａ サービス 理容・美容業 5%

55,957 東京都 大田区 ファイテンショップ　大森山王店 小売業 その他小売 5%

55,958 東京都 大田区 ファイテンショップ池上店 小売業 その他小売 5%

55,959 東京都 大田区 ＦＡＣＴＩＯＮＭＵＳＩＣ 小売業 その他小売 5%

55,960 東京都 大田区 フィス サービス 理容・美容業 5%

55,961 東京都 大田区 フィッシュマーケット１３６ サービス 飲食業 5%

55,962 東京都 大田区 ブーランジェリー ミモレット 小売業 食料品 5%

55,963 東京都 大田区 笛工房和康 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

55,964 東京都 大田区 フォトカノン　大森中央店 サービス その他サービス 5%

55,965 東京都 大田区 ＢｕｏｎａＶｉｔａマチノマ大森店 小売業 その他小売 5%

55,966 東京都 大田区 福源餃子房 サービス 飲食業 5%

55,967 東京都 大田区 不二屋洋服店 小売業 衣料品 5%

55,968 東京都 大田区 ｂｏｏｔｈ サービス 理容・美容業 5%

55,969 東京都 大田区 プチモールフタバ 小売業 貴金属・服飾品 5%

55,970 東京都 大田区 ブティック　サルディー 小売業 衣料品 5%

55,971 東京都 大田区 プティパリ 小売業 衣料品 5%

55,972 東京都 大田区 葡萄屋ギャラリー サービス その他サービス 5%

55,973 東京都 大田区 馬肉＆ワインバル　ＰＵＮＹ サービス 飲食業 5%

55,974 東京都 大田区 ｐｕｍｅ サービス 理容・美容業 5%

55,975 東京都 大田区 ＰｒｉｖａｔｅＮａｉｌｓａｌｏｎｍｉｍｉｅｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

55,976 東京都 大田区 ブラッキー蒲田店 サービス 理容・美容業 5%

55,977 東京都 大田区 ＦＬＡＴ サービス その他サービス 5%

55,978 東京都 大田区 ブランカスタ　糀谷店 小売業 その他小売 5%

55,979 東京都 大田区 ブランド楽市蒲田駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

55,980 東京都 大田区 ブリアント　蒲田店 サービス 理容・美容業 5%

55,981 東京都 大田区 ｂｒｉｃｋ サービス 理容・美容業 5%

55,982 東京都 大田区 ｆｒｉｃｋａｒｔ　ｓｔｉｃｋ　ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

55,983 東京都 大田区 ＢＬＵＥ　ＬＡＧＯＯＮ サービス その他サービス 5%

55,984 東京都 大田区 Ｂｌｅｕ　Ｂｌｅｕｅｔアトレ大森店 小売業 その他小売 5%

55,985 東京都 大田区 プルーモ サービス その他サービス 5%

55,986 東京都 大田区 フルールメサージュ　大森店 小売業 その他小売 5%
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55,987 東京都 大田区 ブルーブルーエ田園調布店 小売業 貴金属・服飾品 5%

55,988 東京都 大田区 ＦｒｏｕＦｒｏｕＬａｂｏｒａｔｏｒｙ サービス 飲食業 5%

55,989 東京都 大田区 フローリアホーム サービス その他サービス 5%

55,990 東京都 大田区 フローリスト赤キ屋 小売業 その他小売 5%

55,991 東京都 大田区 文化堂　西馬込店 小売業 食料品 5%

55,992 東京都 大田区 ｂｕｎ?ｂｕｎ 小売業 衣料品 5%

55,993 東京都 大田区 ｈａｉｒ＆ｎａｉｌＲＨ サービス 理容・美容業 5%

55,994 東京都 大田区 ヘアーサロン キシカワ サービス 理容・美容業 5%

55,995 東京都 大田区 ヘアーショップｏｎｅすてっぷ サービス 理容・美容業 5%

55,996 東京都 大田区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＯＲＫ サービス 理容・美容業 5%

55,997 東京都 大田区 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＮＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

55,998 東京都 大田区 ヘアーショップｏｎｅすてっぷ サービス 理容・美容業 5%

55,999 東京都 大田区 ペアスロープ 小売業 衣料品 5%

56,000 東京都 大田区 ヘアメイクアッシュ池上店 サービス 理容・美容業 5%

56,001 東京都 大田区 ヘアメイクアッシュ　久が原店 サービス 理容・美容業 5%

56,002 東京都 大田区 ｈａｉｒｒｏｏｍＣＥＲＩＳＩＥＲ サービス 理容・美容業 5%

56,003 東京都 大田区 ベーカリーホーム 小売業 食料品 5%

56,004 東京都 大田区 Ｂｉｒｔｈｄａｙ池上 サービス その他サービス 5%

56,005 東京都 大田区 ペットサロンハナ サービス その他サービス 5%

56,006 東京都 大田区 株式会社パテルピュア☆アニマル 小売業 その他小売 5%

56,007 東京都 大田区 ペットスマイル　サンロード蒲田店 小売業 電化製品 5%

56,008 東京都 大田区 ペットメディカル　久が原 サービス その他サービス 5%

56,009 東京都 大田区 Ｐｅｔ　ｓ　Ｌｉｆｅ 小売業 その他小売 5%

56,010 東京都 大田区 紅雀 小売業 食料品 5%

56,011 東京都 大田区 Ｂｅｌｌｅ　ｃｏｕｌｅｕｒ サービス 飲食業 5%

56,012 東京都 大田区 ベルクカッツェ サービス 理容・美容業 5%

56,013 東京都 大田区 ベローチェ大鳥居駅前店 サービス 飲食業 5%

56,014 東京都 大田区 ベローチェ大森駅北口店 サービス 飲食業 5%

56,015 東京都 大田区 ベローチェ大森店 サービス 飲食業 5%

56,016 東京都 大田区 宝石・時計オギノ 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,017 東京都 大田区 ＰＯＳＥＩＤＯＮＤＳ サービス その他サービス 5%

56,018 東京都 大田区 ポセイドンダイバーズ　ポセイドンダイバーズ サービス その他サービス 5%

56,019 東京都 大田区 ホテルアマネク蒲田駅前 サービス 宿泊業 5%

56,020 東京都 大田区 ホテルグランティオス別邸 サービス 宿泊業 5%

56,021 東京都 大田区 ホテルトムス サービス 宿泊業 5%

56,022 東京都 大田区 ホテルビスタ蒲田東京 サービス 宿泊業 5%

56,023 東京都 大田区 ボードゲームステーション蒲田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

56,024 東京都 大田区 蒲兎鮨 サービス 飲食業 5%

56,025 東京都 大田区 ドライ クリーニングほんま ドライ クリーニングほんま 多摩川工場店 サービス その他サービス 5%

56,026 東京都 大田区 ドライ　クリーニングほんま　クリーニング　ボニータ サービス その他サービス 5%

56,027 東京都 大田区 Ｈｏｂｂｙ’ｓ　Ｗｏｒｌｄ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

56,028 東京都 大田区 ホープライズ サービス その他サービス 5%
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56,029 東京都 大田区 ポポラマーマ蒲田店 サービス 飲食業 5%

56,030 東京都 大田区 ポポラマーマ京急蒲田店 サービス 飲食業 5%

56,031 東京都 大田区 ホーライ薬局 小売業 その他小売 5%

56,032 東京都 大田区 ホルモンセンター サービス 飲食業 5%

56,033 東京都 大田区 香港厨房蒲田店 サービス 飲食業 5%

56,034 東京都 大田区 ロート・ルーターサービス株式会社城南 サービス その他サービス 5%

56,035 東京都 大田区 セブン－イレブン本羽田第三公園前店 小売業 食料品 2%

56,036 東京都 大田区 マ・ストレッチ　蒲田店 サービス その他サービス 5%

56,037 東京都 大田区 マ・ストレッチ　久が原店 サービス その他サービス 5%

56,038 東京都 大田区 マーセル サービス 理容・美容業 5%

56,039 東京都 大田区 前島木彫所 サービス その他サービス 5%

56,040 東京都 大田区 馬込ゴルフガーデン サービス その他サービス 5%

56,041 東京都 大田区 セブン－イレブン馬込桜並木通り店 小売業 食料品 2%

56,042 東京都 大田区 マチルド　イン　ザ　ギャレット 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,043 東京都 大田区 まつエク＆ネイル　ＨＩＮＡＴＡ サービス 理容・美容業 5%

56,044 東京都 大田区 松村工芸　大田店 小売業 その他小売 5%

56,045 東京都 大田区 マツムラデンキ 小売業 電化製品 5%

56,046 東京都 大田区 まつや　まつや 小売業 衣料品 5%

56,047 東京都 大田区 マティー・デセ 小売業 衣料品 5%

56,048 東京都 大田区 ＭＡＤＯショップ大森山王店 小売業 その他小売 5%

56,049 東京都 大田区 豆ｄｉｏ 小売業 食料品 5%

56,050 東京都 大田区 マリア動物病院 サービス その他サービス 5%

56,051 東京都 大田区 マリア動物病院 サービス その他サービス 5%

56,052 東京都 大田区 ｍａｒｉｎａＪＥＷＥＬＲＹ 小売業 衣料品 5%

56,053 東京都 大田区 ｍａｒｉｏ　【マリオ】 サービス 理容・美容業 5%

56,054 東京都 大田区 満留賀そば サービス 飲食業 5%

56,055 東京都 大田区 丸三ストアー 小売業 その他小売 5%

56,056 東京都 大田区 マルチ救急２４ サービス その他サービス 5%

56,057 東京都 大田区 マルチ救急２４新糀谷店 サービス その他サービス 5%

56,058 東京都 大田区 丸や呉服店 小売業 衣料品 5%

56,059 東京都 大田区 マロウ サービス その他サービス 5%

56,060 東京都 大田区 鰻々亭蒲田店 サービス 飲食業 5%

56,061 東京都 大田区 三木善 小売業 食料品 5%

56,062 東京都 大田区 シンガポールバル　Ｍｉｓａｋｉｙａ　シンガポールバル　Ｍｉｓａｋｉｙａ サービス 飲食業 5%

56,063 東京都 大田区 道草 小売業 その他小売 5%

56,064 東京都 大田区 ｍｉｘｅｄｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

56,065 東京都 大田区 三栗薬局 小売業 その他小売 5%

56,066 東京都 大田区 光行硝子企画 小売業 衣料品 5%

56,067 東京都 大田区 ＭＩＴＯＲＡＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

56,068 東京都 大田区 出光南蒲田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,069 東京都 大田区 セブン－イレブン南馬込店 小売業 食料品 2%

56,070 東京都 大田区 南六郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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56,071 東京都 大田区 南六郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,072 東京都 大田区 ミノラス食堂 サービス 飲食業 5%

56,073 東京都 大田区 ミノラスパートナーズ株式会社 サービス その他サービス 5%

56,074 東京都 大田区 みほ サービス 理容・美容業 5%

56,075 東京都 大田区 ミマツ大森店 小売業 衣料品 5%

56,076 東京都 大田区 みまつ　御嶽山駅前店 小売業 その他小売 5%

56,077 東京都 大田区 みまつ　久が原駅前店 小売業 その他小売 5%

56,078 東京都 大田区 みやけぱん サービス その他サービス 5%

56,079 東京都 大田区 ＭｉｌＴｅａ 小売業 食料品 5%

56,080 東京都 大田区 ＭＵＴＥ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

56,081 東京都 大田区 みんと薬局 小売業 その他小売 5%

56,082 東京都 大田区 Ｍｏｖｉｎｇｂｏｄｙ Ｍｏｖｉｎｇｂｏｄｙ サービス 理容・美容業 5%

56,083 東京都 大田区 ｍｏｏｎ サービス 理容・美容業 5%

56,084 東京都 大田区 武庫川 サービス 飲食業 5%

56,085 東京都 大田区 村中タクシー サービス 運輸業 5%

56,086 東京都 大田区 ＡｔｅｌｉｅｒＳｈｏｐｍｅｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,087 東京都 大田区 夫婦坂動物病院 サービス その他サービス 5%

56,088 東京都 大田区 メガネストアー池上 小売業 その他小売 5%

56,089 東京都 大田区 メガネストアー池上店 小売業 その他小売 5%

56,090 東京都 大田区 メガネストアー大森山王 小売業 その他小売 5%

56,091 東京都 大田区 メガネストアー大森山王店 小売業 その他小売 5%

56,092 東京都 大田区 メガネストアー蒲田西口 小売業 その他小売 5%

56,093 東京都 大田区 メガネストアー蒲田西口店 小売業 その他小売 5%

56,094 東京都 大田区 メガネストアー雑色店 小売業 その他小売 5%

56,095 東京都 大田区 メガネストアー雪谷大塚 小売業 その他小売 5%

56,096 東京都 大田区 メガネストアー雪谷大塚店 小売業 その他小売 5%

56,097 東京都 大田区 メガネストアー　雑色店 小売業 その他小売 5%

56,098 東京都 大田区 メガネの内山 小売業 その他小売 5%

56,099 東京都 大田区 メガネのオリゾン　久が原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,100 東京都 大田区 メガネヤ サービス 飲食業 5%

56,101 東京都 大田区 恵家 サービス 飲食業 5%

56,102 東京都 大田区 メゾン・イチ　西馬込店 小売業 食料品 5%

56,103 東京都 大田区 メナードフェイシャルサロン雪が谷大塚店 サービス 理容・美容業 5%

56,104 東京都 大田区 メナードフェイシャルサロン雪が谷大塚 サービス 理容・美容業 5%

56,105 東京都 大田区 メルセデスベンツ　大田 サービス その他サービス 5%

56,106 東京都 大田区 メルセデスベンツ大田サーティファイドカー サービス その他サービス 5%

56,107 東京都 大田区 ＭＥＮＳＨＡＩＲＳＡＬＯＮＳＨＩＭＡ サービス 理容・美容業 5%

56,108 東京都 大田区 モーヴ 小売業 衣料品 5%

56,109 東京都 大田区 木所電器店 小売業 電化製品 5%

56,110 東京都 大田区 ｍｏｔｏＭ２ サービス その他サービス 5%

56,111 東京都 大田区 ｍｏｔｏＭ２ サービス その他サービス 5%

56,112 東京都 大田区 モトショップ　オオコシ 小売業 その他小売 5%
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56,113 東京都 大田区 モニカクララ サービス 理容・美容業 5%

56,114 東京都 大田区 モネノニワ サービス 飲食業 5%

56,115 東京都 大田区 もみの匠　蒲田店 サービス その他サービス 5%

56,116 東京都 大田区 モリコウ 小売業 その他小売 5%

56,117 東京都 大田区 森忠商事 小売業 その他小売 5%

56,118 東京都 大田区 モリナガドラッグ 小売業 その他小売 5%

56,119 東京都 大田区 焼肉レストラン東萩中店 サービス 飲食業 5%

56,120 東京都 大田区 セブン－イレブン矢口渡駅前店 小売業 食料品 2%

56,121 東京都 大田区 やさいやふうど 小売業 食料品 5%

56,122 東京都 大田区 柳庵　いろは サービス 飲食業 5%

56,123 東京都 大田区 柳庵いろは サービス 飲食業 5%

56,124 東京都 大田区 柳ばし割烹店 サービス 飲食業 5%

56,125 東京都 大田区 ヤマグチヤ　ヤマグチヤ 小売業 衣料品 5%

56,126 東京都 大田区 ヤマザキ電化 小売業 電化製品 5%

56,127 東京都 大田区 ヤマザキ電化　鹿島田店 小売業 電化製品 5%

56,128 東京都 大田区 ヤマザキ電化　池上館 小売業 電化製品 5%

56,129 東京都 大田区 ヤマザキ電化　梅屋敷店 小売業 電化製品 5%

56,130 東京都 大田区 ヤマザキ電化　久ケ原店 小売業 電化製品 5%

56,131 東京都 大田区 ヤマザキ電化　下丸子店 小売業 電化製品 5%

56,132 東京都 大田区 山手動物病院 サービス その他サービス 5%

56,133 東京都 大田区 ＵＳボーカル教室蒲田校 サービス その他サービス 5%

56,134 東京都 大田区 有限会社アールエスモータース サービス その他サービス 5%

56,135 東京都 大田区 有限会社エイシーアイ サービス その他サービス 5%

56,136 東京都 大田区 有限会社ＫＡＨＵＮＡ サービス 理容・美容業 5%

56,137 東京都 大田区 有限会社　三本松　中村屋 サービス 飲食業 5%

56,138 東京都 大田区 有限会社三和鋲螺 小売業 電化製品 5%

56,139 東京都 大田区 有限会社第一薬局　第一薬局 サービス その他サービス 5%

56,140 東京都 大田区 有限会社徳山産業 サービス その他サービス 5%

56,141 東京都 大田区 有限会社フローリストニューフラワー 小売業 その他小売 5%

56,142 東京都 大田区 有限会社マルキヤ繊維 小売業 衣料品 5%

56,143 東京都 大田区 有限会社モトショップオオコシ　二輪販売店 小売業 その他小売 5%

56,144 東京都 大田区 有限会社モトリキ 小売業 その他小売 5%

56,145 東京都 大田区 有限会社吉田銃器 小売業 その他小売 5%

56,146 東京都 大田区 有限会社ライジングトランスポート サービス 運輸業 5%

56,147 東京都 大田区 優工社 小売業 電化製品 5%

56,148 東京都 大田区 有 土屋化粧品店 小売業 その他小売 5%

56,149 東京都 大田区 セブン－イレブン雪が谷大塚駅前店 小売業 食料品 2%

56,150 東京都 大田区 雪谷大塚店 小売業 食料品 5%

56,151 東京都 大田区 ユザワヤ 小売業 その他小売 5%

56,152 東京都 大田区 ユザワヤ　１号館 小売業 その他小売 5%

56,153 東京都 大田区 ユザワヤ　９号館 小売業 その他小売 5%

56,154 東京都 大田区 ユザワヤ　５号館 小売業 その他小売 5%
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56,155 東京都 大田区 ユザワヤ　３号館 小売業 その他小売 5%

56,156 東京都 大田区 ユザワヤ　１０号館 小売業 その他小売 5%

56,157 東京都 大田区 ユザワヤ　２号館 小売業 その他小売 5%

56,158 東京都 大田区 ユザワヤ　８号館 小売業 その他小売 5%

56,159 東京都 大田区 ユザワヤ　４号館 小売業 その他小売 5%

56,160 東京都 大田区 ユザワヤ　６号館 小売業 その他小売 5%

56,161 東京都 大田区 湯セレクト 湯セレクト 小売業 その他小売 5%

56,162 東京都 大田区 豊運輸株式会社 サービス 運輸業 5%

56,163 東京都 大田区 ゆづる羽 サービス 飲食業 5%

56,164 東京都 大田区 ゆづる羽　山 サービス 飲食業 5%

56,165 東京都 大田区 ユニフォーム　作業用品　シブサワ 小売業 衣料品 5%

56,166 東京都 大田区 ゆめ動物病院 サービス その他サービス 5%

56,167 東京都 大田区 洋食屋クメキッチン サービス 飲食業 5%

56,168 東京都 大田区 横島電機産業株式会社 サービス その他サービス 5%

56,169 東京都 大田区 Ｙｏｓａｐａｒｋ　ｍａｄｒｅ サービス その他サービス 5%

56,170 東京都 大田区 吉野屋酒店 小売業 その他小売 5%

56,171 東京都 大田区 ヨネヤマ電機 小売業 電化製品 5%

56,172 東京都 大田区 米山堂ドットコム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

56,173 東京都 大田区 読売センター馬込店株式会社スマイル＆スマイル 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

56,174 東京都 大田区 より舟 サービス 飲食業 5%

56,175 東京都 大田区 Ｌｉｍｅ　Ｔｒｅｅ 小売業 食料品 5%

56,176 東京都 大田区 ラヴサーフ 小売業 その他小売 5%

56,177 東京都 大田区 ＬＡＵＬＥＡ 小売業 その他小売 5%

56,178 東京都 大田区 Ｌａｕｌｅ ａ ｎｏａ サービス 理容・美容業 5%

56,179 東京都 大田区 Ｌａｕｌｅ’ａ　ｎｏａ サービス 理容・美容業 5%

56,180 東京都 大田区 楽宴大厨房 サービス 飲食業 5%

56,181 東京都 大田区 Ｌａｃｏｃｃｉｎｅｌｌｅ サービス その他サービス 5%

56,182 東京都 大田区 らしんばん　蒲田店 小売業 その他小売 5%

56,183 東京都 大田区 セブン－イレブンＬｕｚ大森店 小売業 食料品 2%

56,184 東京都 大田区 ＬａＳｔｅｌｌａ サービス その他サービス 5%

56,185 東京都 大田区 ら　でぃっしゅ サービス 飲食業 5%

56,186 東京都 大田区 ＲａｔｕＳｐａ サービス 理容・美容業 5%

56,187 東京都 大田区 ラーマヤナ サービス 飲食業 5%

56,188 東京都 大田区 ラムセスリゾート西蒲田 サービス 宿泊業 5%

56,189 東京都 大田区 ランドリープレス　羽田店 サービス その他サービス 5%

56,190 東京都 大田区 ランドリープレス　東糀谷店 サービス その他サービス 5%

56,191 東京都 大田区 リアット！梅屋敷店 サービス その他サービス 5%

56,192 東京都 大田区 リアット！御嶽山店 サービス その他サービス 5%

56,193 東京都 大田区 ｌｅａｖｅｓ サービス 理容・美容業 5%

56,194 東京都 大田区 リオネットセンター城南大森店 小売業 その他小売 5%

56,195 東京都 大田区 リオネットセンター城南蒲田店 小売業 その他小売 5%

56,196 東京都 大田区 ＬＩＸＩＬリフォームショップ協和営造 サービス その他サービス 2%
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56,197 東京都 大田区 ＲＥＣＩＡｒｅｌａｘａｔｉｏｎｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

56,198 東京都 大田区 リッツクリーニング仲池上 サービス その他サービス 5%

56,199 東京都 大田区 理髪一番　蒲田店 サービス 理容・美容業 5%

56,200 東京都 大田区 Ｌｉｂｅｒｔｙ サービス その他サービス 5%

56,201 東京都 大田区 越智路代 サービス その他サービス 5%

56,202 東京都 大田区 リファインネイル サービス 理容・美容業 5%

56,203 東京都 大田区 リラクシン’ サービス 理容・美容業 5%

56,204 東京都 大田区 リラクゼーションスパｌｕｌｌ サービス 理容・美容業 5%

56,205 東京都 大田区 リラクゼーション　ラック サービス その他サービス 5%

56,206 東京都 大田区 ｌｅ　ｌｉｅｎｓ． サービス 理容・美容業 5%

56,207 東京都 大田区 ＬＵＡＮＡ　【ルアナ】　蒲田 サービス 理容・美容業 5%

56,208 東京都 大田区 ＬＵＡＮＡ　雪が谷大塚 サービス 理容・美容業 5%

56,209 東京都 大田区 る壺 小売業 衣料品 5%

56,210 東京都 大田区 ＬＵＭＩＮＡＴＥＣ サービス その他サービス 5%

56,211 東京都 大田区 シェッドザットロアード有限会社レアジェム 小売業 家具・調度品 5%

56,212 東京都 大田区 Ｌｅａｔｈｅｒｄｒｅｓｓｅｒ 小売業 衣料品 5%

56,213 東京都 大田区 レディースシューズ　ＭＡＲＩＮＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,214 東京都 大田区 レディースファッション西野 小売業 衣料品 5%

56,215 東京都 大田区 レピドール サービス 飲食業 5%

56,216 東京都 大田区 ローリンズ　コーヒー＆バー サービス 飲食業 5%

56,217 東京都 大田区 六郷薬局 小売業 その他小売 5%

56,218 東京都 大田区 ロク ナナコーポレーション 小売業 その他小売 5%

56,219 東京都 大田区 ローストビーフ酒場ＨＯＳＥＹ×ＨＯＳＥＹ サービス 飲食業 5%

56,220 東京都 大田区 ろび屋 サービス 理容・美容業 5%

56,221 東京都 大田区 ＲＯＭＩ－ＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 衣料品 5%

56,222 東京都 大田区 ローレルクリーニング　サミット大田中央 サービス その他サービス 5%

56,223 東京都 大田区 ローレルクリーニングサミット大田中 サービス その他サービス 5%

56,224 東京都 大田区 ローレルクリーニングサミット南六郷 サービス その他サービス 5%

56,225 東京都 大田区 ｙ．ｍ３８ サービス 理容・美容業 5%

56,226 東京都 大田区 ｙ－ｅｍｂｒｏｉｄｅｒｙ サービス その他サービス 5%

56,227 東京都 大田区 Ｙ・ＵＣＡＮＤＬＥ 小売業 衣料品 5%

56,228 東京都 大田区 ワイルーム　大森 サービス その他サービス 5%

56,229 東京都 大田区 ワインカフェ大森別邸 サービス 飲食業 5%

56,230 東京都 大田区 ワインカフェ　大森本店 サービス 飲食業 5%

56,231 東京都 大田区 ワイン食堂マルゴ サービス 飲食業 5%

56,232 東京都 大田区 ワインショップ　グランボア サービス 飲食業 5%

56,233 東京都 大田区 ワインショップＩＣＨＩＲＩＫＩ 小売業 その他小売 5%

56,234 東京都 大田区 ワインショップうめや サービス その他サービス 5%

56,235 東京都 大田区 わかるとできる　東急ストア長原校 サービス その他サービス 5%

56,236 東京都 大田区 和牛専門店 焼肉 海山 小売業 食料品 5%

56,237 東京都 大田区 ワタナベ電器サービス　　池上店 小売業 電化製品 5%

56,238 東京都 大田区 ワタナベ電器サービス 小売業 電化製品 5%
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56,239 東京都 大田区 わんこの湯ドッグカレッジ サービス その他サービス 5%

56,240 東京都 小笠原村 ウラシマンダイビングサービス小笠原 サービス 宿泊業 5%

56,241 東京都 小笠原村 Ｏｃｅａｎ　Ｍａｇｉｃ サービス その他サービス 5%

56,242 東京都 小笠原村 ＯｃｅａｎＭａｇｉｃ サービス その他サービス 5%

56,243 東京都 小笠原村 小笠原　ＦＩＳＨ　ＥＹＥ サービス その他サービス 5%

56,244 東京都 小笠原村 小笠原ユースホステル サービス 宿泊業 5%

56,245 東京都 小笠原村 くつろぎの宿　てつ家 サービス 宿泊業 5%

56,246 東京都 小笠原村 シートリップ サービス その他サービス 5%

56,247 東京都 小笠原村 島宿アイランダー　カフェ サービス 宿泊業 5%

56,248 東京都 小笠原村 酒肴じんべぇ庵 サービス 飲食業 5%

56,249 東京都 小笠原村 トミーＧワールド サービス その他サービス 5%

56,250 東京都 小笠原村 ノスリ工房 小売業 食料品 5%

56,251 東京都 小笠原村 ハートロックヴィレッジ サービス 宿泊業 5%

56,252 東京都 小笠原村 Ｈｕｕ　Ｒｉｎ　Ｓａｎｐｏ サービス その他サービス 5%

56,253 東京都 小笠原村 まーる 小売業 衣料品 5%

56,254 東京都 小笠原村 マルベリー サービス その他サービス 5%

56,255 東京都 小笠原村 ルシエル サービス 宿泊業 5%

56,256 東京都 奥多摩町 奥多摩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,257 東京都 奥多摩町 奥多摩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,258 東京都 奥多摩町 ＯＫＵＴＡＭＡＧｌａｓｓｆｉｌｍ サービス その他サービス 5%

56,259 東京都 奥多摩町 セブン－イレブン奥多摩古里店 小売業 食料品 2%

56,260 東京都 奥多摩町 奥多摩の風　はとのす荘 サービス 宿泊業 5%

56,261 東京都 奥多摩町 古里経済店舗 小売業 食料品 5%

56,262 東京都 奥多摩町 昭月堂 サービス 宿泊業 5%

56,263 東京都 奥多摩町 丹三郎 サービス 飲食業 5%

56,264 東京都 奥多摩町 トレックリング サービス その他サービス 5%

56,265 東京都 奥多摩町 民話の宿　荒澤屋旅館 サービス 宿泊業 5%

56,266 東京都 葛飾区 ｅａｒｔｈｂｒａｎｄ 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,267 東京都 葛飾区 ｅｙｅｍｙｍｅ サービス 理容・美容業 5%

56,268 東京都 葛飾区 あいめりだ 小売業 衣料品 5%

56,269 東京都 葛飾区 アウリィヘアークルー サービス 理容・美容業 5%

56,270 東京都 葛飾区 青い鳥高砂店 サービス その他サービス 5%

56,271 東京都 葛飾区 あおぞら動物病院 サービス その他サービス 5%

56,272 東京都 葛飾区 青戸カラオケビッグ サービス 飲食業 5%

56,273 東京都 葛飾区 青戸整体ＭｙＢｏｄｙ サービス その他サービス 5%

56,274 東京都 葛飾区 あお乃 サービス 飲食業 5%

56,275 東京都 葛飾区 秋田屋 小売業 その他小売 5%

56,276 東京都 葛飾区 秋吉　新小岩店 サービス 飲食業 5%

56,277 東京都 葛飾区 ＡｘｉａＢｒｉｄｇｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

56,278 東京都 葛飾区 アザレ化粧品ラプト営業所 サービス 理容・美容業 5%

56,279 東京都 葛飾区 アストリア　新小岩店 小売業 衣料品 5%

56,280 東京都 葛飾区 Ａｓｏｂｉ サービス 理容・美容業 5%
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56,281 東京都 葛飾区 アダージィオ サービス 理容・美容業 5%

56,282 東京都 葛飾区 セブン－イレブン足立東綾瀬公園店 小売業 食料品 2%

56,283 東京都 葛飾区 ａｂｂｉｎａ サービス 飲食業 5%

56,284 東京都 葛飾区 貴やか 小売業 衣料品 5%

56,285 東京都 葛飾区 アトリエ　セゾン 小売業 衣料品 5%

56,286 東京都 葛飾区 アニファ動物病院お花茶屋病院 サービス その他サービス 5%

56,287 東京都 葛飾区 ＡＶＡＮＣＥ　ＳＰＯＲＳＴ　ＣＬＵＢ サービス その他サービス 5%

56,288 東京都 葛飾区 ａｆｆｉｘｈａｉｒ新小岩 サービス 理容・美容業 5%

56,289 東京都 葛飾区 綾小路有則　綾小路有則 サービス その他サービス 5%

56,290 東京都 葛飾区 荒井自動車工業 サービス その他サービス 5%

56,291 東京都 葛飾区 アリア サービス 理容・美容業 5%

56,292 東京都 葛飾区 アリエッティ　プライベートサロンアリエッティ サービス 理容・美容業 5%

56,293 東京都 葛飾区 ありがたや亀有 サービス 飲食業 5%

56,294 東京都 葛飾区 ＵＬＴＩＭＡ サービス 理容・美容業 5%

56,295 東京都 葛飾区 Ａｒｔｅｈａｉｒ　Ａｒｔｅｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

56,296 東京都 葛飾区 アルファ　ロメオ　葛飾 サービス その他サービス 5%

56,297 東京都 葛飾区 アロピット奥戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,298 東京都 葛飾区 アロマセラピーサロンＣｌｅａｒＳｋｙ サービス その他サービス 5%

56,299 東京都 葛飾区 有限会社アロマファーム サービス その他サービス 5%

56,300 東京都 葛飾区 ＆ｓｏｌ サービス 理容・美容業 5%

56,301 東京都 葛飾区 ＳＯＬ Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

56,302 東京都 葛飾区 Ｕｎ　Ｃｈａｉｎｅｄ サービス 飲食業 5%

56,303 東京都 葛飾区 ａｎｆｉｄａｐｅｒｓｏｎａｌｇｙｍ サービス その他サービス 5%

56,304 東京都 葛飾区 飯塚橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,305 東京都 葛飾区 猪狩タクシー サービス その他サービス 5%

56,306 東京都 葛飾区 居酒屋 まこと サービス 飲食業 5%

56,307 東京都 葛飾区 居酒屋とよ八　立石店 サービス 飲食業 5%

56,308 東京都 葛飾区 居酒屋とよ八　東新小岩店 サービス 飲食業 5%

56,309 東京都 葛飾区 居酒屋とよ八　東新小岩店 サービス 飲食業 5%

56,310 東京都 葛飾区 居酒屋ゆうゆう サービス 飲食業 5%

56,311 東京都 葛飾区 ＩＳＡＭＩ サービス 理容・美容業 5%

56,312 東京都 葛飾区 メガネのイシイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,313 東京都 葛飾区 いずみかわはりきゅう院 サービス 理容・美容業 5%

56,314 東京都 葛飾区 いせもと酒店 小売業 食料品 5%

56,315 東京都 葛飾区 イソムラデンキ 小売業 電化製品 5%

56,316 東京都 葛飾区 イデヘアー サービス 理容・美容業 5%

56,317 東京都 葛飾区 伊藤商店 小売業 その他小売 5%

56,318 東京都 葛飾区 イマイデンキ 小売業 電化製品 5%

56,319 東京都 葛飾区 Ｅ－ＭＡＲＴ　亀有店 小売業 食料品 5%

56,320 東京都 葛飾区 Ｅｎｇｌｉｓｈ?２１ サービス その他サービス 5%

56,321 東京都 葛飾区 インタ－・フュ－チャ－ サービス その他サービス 5%

56,322 東京都 葛飾区 ＷＩＬＢＥＥ 小売業 衣料品 5%
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56,323 東京都 葛飾区 ｖｅＬｅｔａ サービス 理容・美容業 5%

56,324 東京都 葛飾区 ｖｅＬｅｔａ サービス 理容・美容業 5%

56,325 東京都 葛飾区 Ｗｈｅｎ サービス その他サービス 5%

56,326 東京都 葛飾区 宇梶商会 小売業 電化製品 5%

56,327 東京都 葛飾区 うさぎのしっぽ　柴又店 小売業 その他小売 5%

56,328 東京都 葛飾区 歌広場　綾瀬店 サービス 飲食業 5%

56,329 東京都 葛飾区 歌広場　金町店 サービス 飲食業 5%

56,330 東京都 葛飾区 歌広場　新小岩店 サービス 飲食業 5%

56,331 東京都 葛飾区 内田タクシー サービス 運輸業 5%

56,332 東京都 葛飾区 宇野青果店 小売業 食料品 5%

56,333 東京都 葛飾区 エールメガネ　高砂店 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,334 東京都 葛飾区 エコー百貨 小売業 その他小売 5%

56,335 東京都 葛飾区 エコチャリ亀有店 小売業 その他小売 5%

56,336 東京都 葛飾区 エニータイム　エイデン 小売業 電化製品 5%

56,337 東京都 葛飾区 ＥｎｅＪｅｔ金町 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,338 東京都 葛飾区 エネルギースーパーたじま　新小岩駅前店 小売業 食料品 5%

56,339 東京都 葛飾区 エネルギースーパーたじま　新柴又店 小売業 食料品 5%

56,340 東京都 葛飾区 エフマ－ト　八百久 小売業 その他小売 5%

56,341 東京都 葛飾区 Ｍ　ＴＲＡＩＮ　Ｍ　ＴＲＡＩＮ サービス 飲食業 5%

56,342 東京都 葛飾区 Ｌ?ＡＭＵＳＥ　新小岩店 サービス 飲食業 5%

56,343 東京都 葛飾区 エールメガネ　金町本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,344 東京都 葛飾区 えんじゅ動物病院 サービス その他サービス 5%

56,345 東京都 葛飾区 ＯＡＳＩＳ　ＣＡＦＥ　オアシスカフェ サービス 飲食業 5%

56,346 東京都 葛飾区 ＯＡＳＩＳ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

56,347 東京都 葛飾区 ＯａｋＲｏｏｍ サービス 飲食業 5%

56,348 東京都 葛飾区 大島タクシー サービス 運輸業 5%

56,349 東京都 葛飾区 オートショップレオ 小売業 その他小売 5%

56,350 東京都 葛飾区 お菓子屋 ビスキュイ 小売業 食料品 5%

56,351 東京都 葛飾区 奥山眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,352 東京都 葛飾区 オグラ眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,353 東京都 葛飾区 ＯｔｏｓｈｉｇｏＭｕｓｉｃＬａｂ サービス その他サービス 5%

56,354 東京都 葛飾区 小野　タクシー サービス 運輸業 5%

56,355 東京都 葛飾区 小野寺タクシー サービス 運輸業 5%

56,356 東京都 葛飾区 Ｏｐｔｕｉオダジマ サービス その他サービス 5%

56,357 東京都 葛飾区 おべんとキッチン 小売業 食料品 5%

56,358 東京都 葛飾区 オリックスレンタカーＲ６青戸ＳＳカウンター サービス その他サービス 2%

56,359 東京都 葛飾区 オリックスレンタカー東金町ＳＳカウンター サービス その他サービス 2%

56,360 東京都 葛飾区 ［ＨＣ］オレンジカデン鎌倉 小売業 電化製品 5%

56,361 東京都 葛飾区 ［ＨＣ］オレンジカデン水元 小売業 電化製品 5%

56,362 東京都 葛飾区 カーショップ シャラク 有限会社 関澤自動車 サービス その他サービス 5%

56,363 東京都 葛飾区 カーショップナガノ 小売業 その他小売 5%

56,364 東京都 葛飾区 会社の健康研究所 サービス その他サービス 5%
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56,365 東京都 葛飾区 カクヤス　新小岩ルミエール店 小売業 食料品 5%

56,366 東京都 葛飾区 カクヤス　高砂店 小売業 食料品 5%

56,367 東京都 葛飾区 鍛冶屋せんべい サービス 飲食業 5%

56,368 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾青戸５丁目店 小売業 食料品 2%

56,369 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾青戸３丁目店 小売業 食料品 2%

56,370 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾青戸６丁目店 小売業 食料品 2%

56,371 東京都 葛飾区 葛飾アニマルホスピタル サービス その他サービス 5%

56,372 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾内野店 小売業 食料品 2%

56,373 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾奥戸５丁目店 小売業 食料品 2%

56,374 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾奥戸３丁目店 小売業 食料品 2%

56,375 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾奥戸４丁目店 小売業 食料品 2%

56,376 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾奥戸６丁目店 小売業 食料品 2%

56,377 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾お花茶屋駅前店 小売業 食料品 2%

56,378 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾亀有１丁目店 小売業 食料品 2%

56,379 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾亀有駅北口店 小売業 食料品 2%

56,380 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾亀有駅南口店 小売業 食料品 2%

56,381 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾亀有５丁目店 小売業 食料品 2%

56,382 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾亀有３丁目店 小売業 食料品 2%

56,383 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾亀有４丁目店 小売業 食料品 2%

56,384 東京都 葛飾区 葛飾きくや本店 小売業 その他小売 5%

56,385 東京都 葛飾区 葛飾区伝統産業館 小売業 衣料品 5%

56,386 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾小菅１丁目店 小売業 食料品 2%

56,387 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾小菅２丁目店 小売業 食料品 2%

56,388 東京都 葛飾区 葛飾　三角屋 小売業 その他小売 5%

56,389 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾白鳥店 小売業 食料品 2%

56,390 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾新小岩１丁目店 小売業 食料品 2%

56,391 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾新小岩１丁目西店 小売業 食料品 2%

56,392 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾新小岩駅北口店 小売業 食料品 2%

56,393 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾新小岩２丁目店 小売業 食料品 2%

56,394 東京都 葛飾区 セブンーイレブン葛飾新柴又駅前店 小売業 食料品 2%

56,395 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾高砂えびす通り店 小売業 食料品 2%

56,396 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾高砂３丁目店 小売業 食料品 2%

56,397 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾高砂２丁目店 小売業 食料品 2%

56,398 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾高砂８丁目店 小売業 食料品 2%

56,399 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾宝町２丁目店 小売業 食料品 2%

56,400 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾立石３丁目店 小売業 食料品 2%

56,401 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾立石４丁目店 小売業 食料品 2%

56,402 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾新宿４丁目店 小売業 食料品 2%

56,403 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾西亀有３丁目店 小売業 食料品 2%

56,404 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾西新小岩５丁目店 小売業 食料品 2%

56,405 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾西新小岩４丁目店 小売業 食料品 2%

56,406 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾西水元１丁目店 小売業 食料品 2%
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56,407 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾西水元２丁目店 小売業 食料品 2%

56,408 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾東金町１丁目店 小売業 食料品 2%

56,409 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾東金町２丁目店 小売業 食料品 2%

56,410 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾東金町８丁目店 小売業 食料品 2%

56,411 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾東金町４丁目店 小売業 食料品 2%

56,412 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾東新小岩１丁目店 小売業 食料品 2%

56,413 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾東新小岩７丁目店 小売業 食料品 2%

56,414 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾東新小岩４丁目店 小売業 食料品 2%

56,415 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾東立石１丁目店 小売業 食料品 2%

56,416 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾東堀切１丁目店 小売業 食料品 2%

56,417 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾東水元５丁目店 小売業 食料品 2%

56,418 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾東水元２丁目店 小売業 食料品 2%

56,419 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾東四つ木３丁目店 小売業 食料品 2%

56,420 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾細田１丁目店 小売業 食料品 2%

56,421 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾細田５丁目店 小売業 食料品 2%

56,422 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾堀切１丁目店 小売業 食料品 2%

56,423 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾堀切３丁目店 小売業 食料品 2%

56,424 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾堀切７丁目店 小売業 食料品 2%

56,425 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾堀切４丁目店 小売業 食料品 2%

56,426 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾水元３丁目店 小売業 食料品 2%

56,427 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾水元２丁目店 小売業 食料品 2%

56,428 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾水戸街道四つ木店 小売業 食料品 2%

56,429 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾南水元２丁目店 小売業 食料品 2%

56,430 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾南水元４丁目店 小売業 食料品 2%

56,431 東京都 葛飾区 葛飾ヤクルト販売　亀青センター 小売業 食料品 5%

56,432 東京都 葛飾区 葛飾ヤクルト販売　小菅センター 小売業 食料品 5%

56,433 東京都 葛飾区 葛飾ヤクルト販売　新小岩センター 小売業 食料品 5%

56,434 東京都 葛飾区 葛飾ヤクルト販売　高砂センター 小売業 食料品 5%

56,435 東京都 葛飾区 葛飾ヤクルト販売　花の木センター 小売業 食料品 5%

56,436 東京都 葛飾区 葛飾ヤクルト販売　東立石センター 小売業 食料品 5%

56,437 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾四つ木１丁目店 小売業 食料品 2%

56,438 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾四つ木５丁目店 小売業 食料品 2%

56,439 東京都 葛飾区 セブン－イレブン葛飾六貫橋店 小売業 食料品 2%

56,440 東京都 葛飾区 賀登屋 小売業 食料品 5%

56,441 東京都 葛飾区 金町アニマルクリニック サービス その他サービス 5%

56,442 東京都 葛飾区 金町酒場東や サービス 飲食業 5%

56,443 東京都 葛飾区 セブン－イレブン金町店 小売業 食料品 2%

56,444 東京都 葛飾区 Canon サービス 理容・美容業 5%

56,445 東京都 葛飾区 ｃａｆｅ＆ｌｏｕｎｇｅ　ＣＯＣＯＬＩＥ サービス 飲食業 5%

56,446 東京都 葛飾区 Ｃａｆｅ　Ｄｉｎｉｎｇ　翔 サービス 飲食業 5%

56,447 東京都 葛飾区 株式会社 松栄 小売業 食料品 5%

56,448 東京都 葛飾区 株式会社あきよし電器 サービス その他サービス 5%
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56,449 東京都 葛飾区 株式会社ＯＧＩ サービス その他サービス 5%

56,450 東京都 葛飾区 株式会社シェイク サービス 飲食業 5%

56,451 東京都 葛飾区 ［ＨＣ］株式会社柴又デンキ 小売業 電化製品 5%

56,452 東京都 葛飾区 株式会社清水硝子 サービス その他サービス 5%

56,453 東京都 葛飾区 株式会社ＳＴＡＲテック サービス その他サービス 5%

56,454 東京都 葛飾区 ［ＨＣ］株式会社たかの電器 小売業 電化製品 5%

56,455 東京都 葛飾区 ［ＨＣ］株式会社電器堂 小売業 電化製品 5%

56,456 東京都 葛飾区 株式会社藤森畜産 小売業 食料品 5%

56,457 東京都 葛飾区 ＪＭ／株式会社ユニメッド 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,458 東京都 葛飾区 上平井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,459 東京都 葛飾区 亀有ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,460 東京都 葛飾区 亀有ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,461 東京都 葛飾区 カラオケ みんみん サービス 飲食業 5%

56,462 東京都 葛飾区 カラオケ１０番金町店 サービス 飲食業 5%

56,463 東京都 葛飾区 カラオケ１０番高砂店 サービス 飲食業 5%

56,464 東京都 葛飾区 カラオケ１０番立石店 サービス 飲食業 5%

56,465 東京都 葛飾区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ亀有駅南口店 サービス 飲食業 2%

56,466 東京都 葛飾区 河合塾マナビス綾瀬校 サービス その他サービス 2%

56,467 東京都 葛飾区 ＫＡＷＡＢＥＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

56,468 東京都 葛飾区 季菓貴 小売業 食料品 5%

56,469 東京都 葛飾区 喜久家 サービス 飲食業 5%

56,470 東京都 葛飾区 北山タクシー サービス 運輸業 5%

56,471 東京都 葛飾区 吉祥寺菊屋ビーンズ亀有店 小売業 その他小売 5%

56,472 東京都 葛飾区 牛角青砥店 サービス 飲食業 2%

56,473 東京都 葛飾区 牛角亀有南口店 サービス 飲食業 2%

56,474 東京都 葛飾区 牛角新小岩駅前店 サービス 飲食業 2%

56,475 東京都 葛飾区 牛角高砂店 サービス 飲食業 2%

56,476 東京都 葛飾区 共新建設 サービス その他サービス 5%

56,477 東京都 葛飾区 行政書士波賀野剛如事務所 サービス その他サービス 5%

56,478 東京都 葛飾区 業務スーパー綾瀬店 小売業 食料品 2%

56,479 東京都 葛飾区 業務スーパー金町店 小売業 食料品 2%

56,480 東京都 葛飾区 漁港ダイニング　うろこ屋 サービス 飲食業 5%

56,481 東京都 葛飾区 キヨタ金物店 小売業 その他小売 5%

56,482 東京都 葛飾区 清田タクシー サービス 運輸業 5%

56,483 東京都 葛飾区 ?燃 サービス 飲食業 5%

56,484 東京都 葛飾区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ新小岩店 小売業 その他小売 5%

56,485 東京都 葛飾区 ＣＵＯＲＥ金町店 サービス 理容・美容業 5%

56,486 東京都 葛飾区 ＣＵＯＲＡＦｅｅＬ サービス 理容・美容業 5%

56,487 東京都 葛飾区 クサマデンキ 小売業 電化製品 5%

56,488 東京都 葛飾区 くまさんハウス サービス 宿泊業 5%

56,489 東京都 葛飾区 クリーニングすずや　金町店 サービス その他サービス 5%

56,490 東京都 葛飾区 クリーニングすずや　本店 サービス その他サービス 5%
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56,491 東京都 葛飾区 グリーンマート新小岩西店 小売業 食料品 5%

56,492 東京都 葛飾区 グリーンマート新小岩東店 小売業 食料品 5%

56,493 東京都 葛飾区 グリーンマート東四つ木店 小売業 食料品 5%

56,494 東京都 葛飾区 黒田園茶舗 小売業 食料品 5%

56,495 東京都 葛飾区 黒田整体治療院 サービス その他サービス 5%

56,496 東京都 葛飾区 ｃｒｏｓｃｅｎｄｏ サービス 飲食業 5%

56,497 東京都 葛飾区 桑原造園 桑原造園 サービス その他サービス 5%

56,498 東京都 葛飾区 燻製＆チーズＤｉｎｉｎｇ　ＭＯＣＭＯＣ サービス 飲食業 5%

56,499 東京都 葛飾区 ケア・ポーターまもる サービス 運輸業 5%

56,500 東京都 葛飾区 軽食 菜花 サービス 飲食業 5%

56,501 東京都 葛飾区 小池化学株式会社東京事業所 小売業 その他小売 5%

56,502 東京都 葛飾区 小岩家電　お花茶屋店 小売業 電化製品 5%

56,503 東京都 葛飾区 糀かねのね サービス その他サービス 5%

56,504 東京都 葛飾区 コーサン サービス 飲食業 5%

56,505 東京都 葛飾区 コーデリ サービス 飲食業 5%

56,506 東京都 葛飾区 ＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ新小岩駅北口店 サービス 飲食業 2%

56,507 東京都 葛飾区 ここたん サービス 飲食業 5%

56,508 東京都 葛飾区 心の故郷 サービス 飲食業 5%

56,509 東京都 葛飾区 Ｋｏｋｏｒｏｎ サービス その他サービス 5%

56,510 東京都 葛飾区 越川タクシー サービス 運輸業 5%

56,511 東京都 葛飾区 古城家電 小売業 電化製品 5%

56,512 東京都 葛飾区 個人　井上タクシー サービス その他サービス 5%

56,513 東京都 葛飾区 個人井上タクシー サービス 運輸業 5%

56,514 東京都 葛飾区 小室タクシー サービス 運輸業 5%

56,515 東京都 葛飾区 個人　西野タクシー サービス その他サービス 5%

56,516 東京都 葛飾区 小菅ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,517 東京都 葛飾区 コスメティックさかえや 小売業 その他小売 5%

56,518 東京都 葛飾区 コスメティックサロン青砥 サービス その他サービス 5%

56,519 東京都 葛飾区 こどもランドハーモニー 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,520 東京都 葛飾区 小林タクシー サービス 運輸業 5%

56,521 東京都 葛飾区 コポ　新小岩店 小売業 衣料品 5%

56,522 東京都 葛飾区 小麦の扉 サービス 飲食業 5%

56,523 東京都 葛飾区 金剛堂　葛飾店 小売業 家具・調度品 5%

56,524 東京都 葛飾区 こんだてや サービス 飲食業 5%

56,525 東京都 葛飾区 Ｃｏｍｐａｄｒｅｓ サービス 飲食業 5%

56,526 東京都 葛飾区 サイクルショップジョイ 小売業 その他小売 5%

56,527 東京都 葛飾区 斉藤タクシー サービス 運輸業 5%

56,528 東京都 葛飾区 ｓｉｇｎｐｏｌｅ　ｐｏｉｎｔ サービス 理容・美容業 5%

56,529 東京都 葛飾区 坂倉タクシー サービス 運輸業 5%

56,530 東京都 葛飾区 酒　ヤマニ 小売業 食料品 5%

56,531 東京都 葛飾区 さざなみ壊変 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

56,532 東京都 葛飾区 ＴＨＥ鉄板焼き花火 サービス 飲食業 5%
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56,533 東京都 葛飾区 ｓａｌｏｎＭａｒｒｏｗ サービス その他サービス 5%

56,534 東京都 葛飾区 サワデンキ 小売業 電化製品 5%

56,535 東京都 葛飾区 サワデンキ 小売業 電化製品 5%

56,536 東京都 葛飾区 サンアイサービス サービス その他サービス 5%

56,537 東京都 葛飾区 サンアイサービス サービス その他サービス 5%

56,538 東京都 葛飾区 サンアイサービス サービス その他サービス 5%

56,539 東京都 葛飾区 ＪＪ中真堂　青戸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,540 東京都 葛飾区 ＳＨＡＰＥ　ＧＡＲＤＥＮ　ｈｏｒｉｋｉｒｉ サービス 理容・美容業 5%

56,541 東京都 葛飾区 ＳＨＡＰＥ　ＧＡＲＤＥＮ　ｋａｍｅａｒｉ サービス 理容・美容業 5%

56,542 東京都 葛飾区 シエスタ サービス その他サービス 5%

56,543 東京都 葛飾区 七りん半 サービス 飲食業 5%

56,544 東京都 葛飾区 と革 小売業 衣料品 5%

56,545 東京都 葛飾区 自転車の店キョーワ　葛飾店 小売業 その他小売 5%

56,546 東京都 葛飾区 柴又ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,547 東京都 葛飾区 セブン－イレブン柴又駅前店 小売業 食料品 2%

56,548 東京都 葛飾区 柴又ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,549 東京都 葛飾区 柴又商店 小売業 その他小売 5%

56,550 東京都 葛飾区 セブン－イレブン柴又店 小売業 食料品 2%

56,551 東京都 葛飾区 柴又もんじゃと陸 サービス 飲食業 5%

56,552 東京都 葛飾区 Ｇパン屋サカイ 小売業 衣料品 5%

56,553 東京都 葛飾区 司法書士鈴木正好事務所 サービス その他サービス 5%

56,554 東京都 葛飾区 シマオカ美術店 小売業 その他小売 5%

56,555 東京都 葛飾区 車検　京葉オートライフ　奥戸営業所 サービス その他サービス 5%

56,556 東京都 葛飾区 写真屋さん２１　お花茶屋店 小売業 その他小売 5%

56,557 東京都 葛飾区 写真屋さん２１　亀有四丁目店 小売業 その他小売 5%

56,558 東京都 葛飾区 写真屋さん２１　水元リブレ京成店 小売業 その他小売 5%

56,559 東京都 葛飾区 写真屋さん２１　ライフ葛飾鎌倉店 小売業 その他小売 5%

56,560 東京都 葛飾区 写真屋さん四五　３１７６　亀有中央通り店 小売業 その他小売 5%

56,561 東京都 葛飾区 写真屋さん四五　３１８２　金町五丁目店 小売業 その他小売 5%

56,562 東京都 葛飾区 ＪＡＳＭＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

56,563 東京都 葛飾区 じゃんぼ總本店　新小岩店 サービス 飲食業 5%

56,564 東京都 葛飾区 ジュエルラポール 小売業 その他小売 5%

56,565 東京都 葛飾区 手芸センタードリームイトーヨーカドー金町 小売業 その他小売 5%

56,566 東京都 葛飾区 手芸センタードリーム　亀有駅前店 小売業 その他小売 5%

56,567 東京都 葛飾区 手芸センタードリームイトーヨーカド 小売業 その他小売 5%

56,568 東京都 葛飾区 ＪＵＮ＇ＳＰＩＺＺＡ サービス 飲食業 5%

56,569 東京都 葛飾区 うどん賞讃　賞讃 サービス 飲食業 5%

56,570 東京都 葛飾区 新小岩居酒屋令和 サービス 飲食業 5%

56,571 東京都 葛飾区 新小岩駅前パソコンスクール サービス その他サービス 5%

56,572 東京都 葛飾区 新小岩クレープＣＯＣＯ サービス 飲食業 5%

56,573 東京都 葛飾区 新小岩サニーＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,574 東京都 葛飾区 新小岩ＨＡＮＡＣＨＯＵ サービス 飲食業 5%
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56,575 東京都 葛飾区 セブン－イレブン新小岩４丁目店 小売業 食料品 2%

56,576 東京都 葛飾区 人力引越社　１０９ サービス その他サービス 5%

56,577 東京都 葛飾区 スーパー　マルセイ 小売業 その他小売 5%

56,578 東京都 葛飾区 寿司駒 サービス 飲食業 5%

56,579 東京都 葛飾区 ＳｔｕｄｉｏＡｒｔ８ サービス その他サービス 5%

56,580 東京都 葛飾区 ステップゴルフプラス新柴又店 小売業 その他小売 5%

56,581 東京都 葛飾区 ステンドグラス工房ならんは 小売業 その他小売 5%

56,582 東京都 葛飾区 住谷タクシー サービス 運輸業 5%

56,583 東京都 葛飾区 炭火焼とり　簾 サービス 飲食業 5%

56,584 東京都 葛飾区 スリーエイト西水元店 小売業 その他小売 2%

56,585 東京都 葛飾区 Ｓｗａｌｌｏｗ　ｔａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

56,586 東京都 葛飾区 セオサイクル　立石店 小売業 その他小売 5%

56,587 東京都 葛飾区 セオサイクル新小岩北口店 小売業 その他小売 5%

56,588 東京都 葛飾区 セオサイクル高砂店 小売業 その他小売 5%

56,589 東京都 葛飾区 Ｃｅｒａｍｉｓｔｙ サービス その他サービス 5%

56,590 東京都 葛飾区 ＶｅｒｙＢｅｒｒｙ 小売業 衣料品 5%

56,591 東京都 葛飾区 セレモ　新小岩ホール サービス その他サービス 5%

56,592 東京都 葛飾区 ＺＥＲＯ　１ サービス 飲食業 5%

56,593 東京都 葛飾区 千寿補聴器プラザ　金町店 サービス その他サービス 5%

56,594 東京都 葛飾区 第一書林　新小岩北口店　第一書林新小岩北口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

56,595 東京都 葛飾区 第一書林　新小岩南口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

56,596 東京都 葛飾区 ダイコク小岩店 小売業 家具・調度品 5%

56,597 東京都 葛飾区 大黒寿し サービス 飲食業 5%

56,598 東京都 葛飾区 大黒屋 小売業 その他小売 5%

56,599 東京都 葛飾区 タイ古式ユラリナ サービス 理容・美容業 5%

56,600 東京都 葛飾区 ダイゴシステム サービス その他サービス 5%

56,601 東京都 葛飾区 大上海麻辣湯 サービス 飲食業 5%

56,602 東京都 葛飾区 ＤｉＣＥ　新小岩店 サービス その他サービス 5%

56,603 東京都 葛飾区 ＤｉＣＥ新小岩店 サービス その他サービス 5%

56,604 東京都 葛飾区 ダイニングバーＢｅｅ サービス 飲食業 5%

56,605 東京都 葛飾区 大丸交通株式会社 サービス 運輸業 5%

56,606 東京都 葛飾区 大丸交通 サービス 運輸業 5%

56,607 東京都 葛飾区 大洋食品 小売業 食料品 5%

56,608 東京都 葛飾区 太洋堂書店　太洋堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

56,609 東京都 葛飾区 ダイワサイクル　葛飾店 小売業 その他小売 5%

56,610 東京都 葛飾区 台湾式リラクゼーション　竹 サービス その他サービス 5%

56,611 東京都 葛飾区 セブン－イレブン高砂店 小売業 食料品 2%

56,612 東京都 葛飾区 高田タクシー サービス 運輸業 5%

56,613 東京都 葛飾区 竹島書店 高砂店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

56,614 東京都 葛飾区 立石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,615 東京都 葛飾区 建物修理センター サービス その他サービス 5%

56,616 東京都 葛飾区 中古パソコン市場　金町店 小売業 電化製品 5%
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56,617 東京都 葛飾区 中真堂　亀有店 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,618 東京都 葛飾区 チヨダメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,619 東京都 葛飾区 つきじ海賓　葛飾お花茶屋店 サービス 飲食業 5%

56,620 東京都 葛飾区 ＴＳＵＴＳＵＭＩＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

56,621 東京都 葛飾区 ＴＩＡＲＡ亀有店 サービス 理容・美容業 5%

56,622 東京都 葛飾区 ｄｊｓｂａｒｏｎｐａ サービス 飲食業 5%

56,623 東京都 葛飾区 ディバインティエドゥール サービス 理容・美容業 5%

56,624 東京都 葛飾区 ＴｏｏＣｏＣＣ サービス 理容・美容業 5%

56,625 東京都 葛飾区 ＴＵＯ東京理科大生協葛飾店 サービス その他サービス 5%

56,626 東京都 葛飾区 東京クレーン学校 サービス その他サービス 5%

56,627 東京都 葛飾区 東京太陽株式会社 サービス 運輸業 5%

56,628 東京都 葛飾区 東京テレビサービス 小売業 電化製品 5%

56,629 東京都 葛飾区 東京ナイトタクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

56,630 東京都 葛飾区 東京やきとん酒場　新小岩店 サービス 飲食業 5%

56,631 東京都 葛飾区 東京理科大生協葛飾店 サービス その他サービス 5%

56,632 東京都 葛飾区 東京理科大生協葛飾店 サービス その他サービス 5%

56,633 東京都 葛飾区 ＴＵＯ東京理科大生協葛飾店 サービス その他サービス 5%

56,634 東京都 葛飾区 東京和晒　株式会社　東京和晒　株式会社　本社 サービス その他サービス 5%

56,635 東京都 葛飾区 時崎ｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

56,636 東京都 葛飾区 ソニックスＤｒ．Ｄｒｉｖｅ新小岩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,637 東京都 葛飾区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ亀有駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,638 東京都 葛飾区 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅＲ６葛飾青戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,639 東京都 葛飾区 兎月本店 サービス 飲食業 5%

56,640 東京都 葛飾区 平木知子 サービス その他サービス 5%

56,641 東京都 葛飾区 ｄｒｕｇｓｔｏｒｅ’ｓＳＨＯＰ亀有路面店 小売業 衣料品 5%

56,642 東京都 葛飾区 Ｄｒｅａｍ　Ｎａｉｌ綾瀬店 サービス その他サービス 5%

56,643 東京都 葛飾区 鶏善／つむぎ サービス 飲食業 5%

56,644 東京都 葛飾区 仲野どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

56,645 東京都 葛飾区 中村タクシー サービス 運輸業 5%

56,646 東京都 葛飾区 ｎａｔｕｌｅａｒ　ｖｉｏｌａ サービス 理容・美容業 5%

56,647 東京都 葛飾区 ｎａｔｕｌｅａｒ　ｖｅｒｄｅ サービス 理容・美容業 5%

56,648 東京都 葛飾区 ｎａｔｕｌｅａｒ　　ｂｌｕ サービス 理容・美容業 5%

56,649 東京都 葛飾区 ＮａＮｉｋａ 小売業 食料品 5%

56,650 東京都 葛飾区 セブン－イレブンにいじゅく店 小売業 食料品 2%

56,651 東京都 葛飾区 西沢電気 小売業 電化製品 5%

56,652 東京都 葛飾区 セブン－イレブン西新小岩店 小売業 食料品 2%

56,653 東京都 葛飾区 NIKKOTAXI サービス 運輸業 5%

56,654 東京都 葛飾区 日個連　赤澤タクシー サービス 運輸業 5%

56,655 東京都 葛飾区 日個連　浅沼タクシー サービス 運輸業 5%

56,656 東京都 葛飾区 日個連　朝生タクシー サービス 運輸業 5%

56,657 東京都 葛飾区 日個連　新井タクシー サービス 運輸業 5%

56,658 東京都 葛飾区 日個連　安藤タクシー サービス 運輸業 5%
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56,659 東京都 葛飾区 日個連　飯島タクシー サービス 運輸業 5%

56,660 東京都 葛飾区 日個連　石井タクシー サービス 運輸業 5%

56,661 東京都 葛飾区 日個連　石﨑タクシー サービス 運輸業 5%

56,662 東京都 葛飾区 日個連　石野タクシー サービス 運輸業 5%

56,663 東京都 葛飾区 日個連　石橋タクシー サービス 運輸業 5%

56,664 東京都 葛飾区 日個連　石原タクシー サービス 運輸業 5%

56,665 東京都 葛飾区 日個連　泉澤タクシー サービス 運輸業 5%

56,666 東京都 葛飾区 日個連　泉タクシー サービス 運輸業 5%

56,667 東京都 葛飾区 日個連　一條タクシー サービス 運輸業 5%

56,668 東京都 葛飾区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

56,669 東京都 葛飾区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

56,670 東京都 葛飾区 日個連　稲葉タクシー サービス 運輸業 5%

56,671 東京都 葛飾区 日個連　井上タクシー サービス 運輸業 5%

56,672 東京都 葛飾区 日個連　伊吹タクシー サービス 運輸業 5%

56,673 東京都 葛飾区 日個連　今村タクシー サービス 運輸業 5%

56,674 東京都 葛飾区 日個連　岩岡タクシー サービス 運輸業 5%

56,675 東京都 葛飾区 日個連　岩矢タクシー サービス 運輸業 5%

56,676 東京都 葛飾区 日個連　上野タクシー サービス 運輸業 5%

56,677 東京都 葛飾区 日個連　宇佐美タクシー サービス 運輸業 5%

56,678 東京都 葛飾区 日個連　氏家タクシー サービス 運輸業 5%

56,679 東京都 葛飾区 日個連　臼井タクシー サービス 運輸業 5%

56,680 東京都 葛飾区 日個連　内野タクシー サービス 運輸業 5%

56,681 東京都 葛飾区 日個連　祖母井タクシー サービス 運輸業 5%

56,682 東京都 葛飾区 日個連　榎園タクシー サービス 運輸業 5%

56,683 東京都 葛飾区 日個連　老子タクシー サービス 運輸業 5%

56,684 東京都 葛飾区 日個連　大熊タクシー サービス 運輸業 5%

56,685 東京都 葛飾区 日個連　大熊タクシー サービス 運輸業 5%

56,686 東京都 葛飾区 日個連　大澤タクシー サービス 運輸業 5%

56,687 東京都 葛飾区 日個連　太田タクシー サービス 運輸業 5%

56,688 東京都 葛飾区 日個連　大谷タクシー サービス 運輸業 5%

56,689 東京都 葛飾区 日個連　大西タクシー サービス 運輸業 5%

56,690 東京都 葛飾区 日個連　小笠原タクシー サービス 運輸業 5%

56,691 東京都 葛飾区 日個連　岡タクシー サービス 運輸業 5%

56,692 東京都 葛飾区 日個連　岡田タクシー サービス 運輸業 5%

56,693 東京都 葛飾区 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

56,694 東京都 葛飾区 日個連　小野田タクシー サービス 運輸業 5%

56,695 東京都 葛飾区 日個連　小野寺タクシー サービス 運輸業 5%

56,696 東京都 葛飾区 日個連　遠田タクシー サービス 運輸業 5%

56,697 東京都 葛飾区 日個連　柿崎タクシー サービス 運輸業 5%

56,698 東京都 葛飾区 日個連　角田タクシー サービス 運輸業 5%

56,699 東京都 葛飾区 日個連　風間タクシー サービス 運輸業 5%

56,700 東京都 葛飾区 日個連　樫本タクシー サービス 運輸業 5%

1352



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

56,701 東京都 葛飾区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

56,702 東京都 葛飾区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

56,703 東京都 葛飾区 日個連　金木タクシー サービス 運輸業 5%

56,704 東京都 葛飾区 日個連　金田タクシー サービス 運輸業 5%

56,705 東京都 葛飾区 日個連　日部タクシー サービス 運輸業 5%

56,706 東京都 葛飾区 日個連　柄津タクシー サービス 運輸業 5%

56,707 東京都 葛飾区 日個連　川熊タクシー サービス 運輸業 5%

56,708 東京都 葛飾区 日個連　川原タクシー サービス 運輸業 5%

56,709 東京都 葛飾区 日個連　神田タクシー サービス 運輸業 5%

56,710 東京都 葛飾区 日個連　木口タクシー サービス 運輸業 5%

56,711 東京都 葛飾区 日個連　木皿タクシー サービス 運輸業 5%

56,712 東京都 葛飾区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

56,713 東京都 葛飾区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

56,714 東京都 葛飾区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

56,715 東京都 葛飾区 日個連　清田タクシー サービス 運輸業 5%

56,716 東京都 葛飾区 日個連　日下タクシー サービス 運輸業 5%

56,717 東京都 葛飾区 日個連　葛原タクシー サービス 運輸業 5%

56,718 東京都 葛飾区 日個連　熊谷タクシー サービス 運輸業 5%

56,719 東京都 葛飾区 日個連　熊耳タクシー サービス 運輸業 5%

56,720 東京都 葛飾区 日個連　栗原タクシー サービス 運輸業 5%

56,721 東京都 葛飾区 日個連　黒木タクシー サービス 運輸業 5%

56,722 東京都 葛飾区 日個連　桑原タクシー サービス 運輸業 5%

56,723 東京都 葛飾区 日個連　源田タクシー サービス 運輸業 5%

56,724 東京都 葛飾区 日個連　郷右近タクシー サービス 運輸業 5%

56,725 東京都 葛飾区 日個連　河野タクシー サービス 運輸業 5%

56,726 東京都 葛飾区 日個連　後関タクシー サービス 運輸業 5%

56,727 東京都 葛飾区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

56,728 東京都 葛飾区 日個連　小宮タクシー サービス 運輸業 5%

56,729 東京都 葛飾区 日個連　小谷野タクシー サービス 運輸業 5%

56,730 東京都 葛飾区 日個連　近藤タクシー サービス 運輸業 5%

56,731 東京都 葛飾区 日個連　斎藤タクシー サービス 運輸業 5%

56,732 東京都 葛飾区 日個連　桜井タクシー サービス 運輸業 5%

56,733 東京都 葛飾区 日個連　櫻井タクシー サービス 運輸業 5%

56,734 東京都 葛飾区 日個連　定タクシー サービス 運輸業 5%

56,735 東京都 葛飾区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

56,736 東京都 葛飾区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

56,737 東京都 葛飾区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

56,738 東京都 葛飾区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

56,739 東京都 葛飾区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

56,740 東京都 葛飾区 日個連　佐原タクシー サービス 運輸業 5%

56,741 東京都 葛飾区 日個連　重澤タクシー サービス 運輸業 5%

56,742 東京都 葛飾区 日個連　品川タクシー サービス 運輸業 5%
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56,743 東京都 葛飾区 日個連　柴山タクシー サービス 運輸業 5%

56,744 東京都 葛飾区 日個連　清水タクシー サービス 運輸業 5%

56,745 東京都 葛飾区 日個連　清水タクシー サービス 運輸業 5%

56,746 東京都 葛飾区 日個連　下窄タクシー サービス 運輸業 5%

56,747 東京都 葛飾区 日個連　菅澤タクシー サービス 運輸業 5%

56,748 東京都 葛飾区 日個連　杉本タクシー サービス 運輸業 5%

56,749 東京都 葛飾区 日個連　杉本タクシー サービス 運輸業 5%

56,750 東京都 葛飾区 日個連　鮭川タクシー サービス 運輸業 5%

56,751 東京都 葛飾区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

56,752 東京都 葛飾区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

56,753 東京都 葛飾区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

56,754 東京都 葛飾区 日個連　須原タクシー サービス 運輸業 5%

56,755 東京都 葛飾区 日個連　瀬田川タクシー サービス 運輸業 5%

56,756 東京都 葛飾区 日個連　双代タクシー サービス 運輸業 5%

56,757 東京都 葛飾区 日個連　曽我タクシー サービス 運輸業 5%

56,758 東京都 葛飾区 日個連　曽根タクシー サービス 運輸業 5%

56,759 東京都 葛飾区 日個連　髙倉タクシー サービス 運輸業 5%

56,760 東京都 葛飾区 日個連　高田タクシー サービス 運輸業 5%

56,761 東京都 葛飾区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

56,762 東京都 葛飾区 日個連　髙橋タクシー サービス 運輸業 5%

56,763 東京都 葛飾区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

56,764 東京都 葛飾区 日個連　髙山タクシー サービス 運輸業 5%

56,765 東京都 葛飾区 日個連　田口タクシー サービス 運輸業 5%

56,766 東京都 葛飾区 日個連　武田タクシー サービス 運輸業 5%

56,767 東京都 葛飾区 日個連　多胡タクシー サービス 運輸業 5%

56,768 東京都 葛飾区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

56,769 東京都 葛飾区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

56,770 東京都 葛飾区 日個連　谷口タクシー サービス 運輸業 5%

56,771 東京都 葛飾区 日個連　田村タクシー サービス 運輸業 5%

56,772 東京都 葛飾区 日個連　反畑タクシー サービス 運輸業 5%

56,773 東京都 葛飾区 日個連　千賀タクシー サービス 運輸業 5%

56,774 東京都 葛飾区 日個連　塚田タクシー サービス 運輸業 5%

56,775 東京都 葛飾区 日個連　塚田タクシー サービス 運輸業 5%

56,776 東京都 葛飾区 日個連　辻タクシー サービス 運輸業 5%

56,777 東京都 葛飾区 日個連　土川タクシー サービス 運輸業 5%

56,778 東京都 葛飾区 日個連　鶴岡タクシー サービス 運輸業 5%

56,779 東京都 葛飾区 日個連　寺内タクシー サービス 運輸業 5%

56,780 東京都 葛飾区 日個連　寺田タクシー サービス 運輸業 5%

56,781 東京都 葛飾区 日個連　寺西タクシー サービス 運輸業 5%

56,782 東京都 葛飾区 日個連　徳島タクシー サービス 運輸業 5%

56,783 東京都 葛飾区 日個連　戸部タクシー サービス 運輸業 5%

56,784 東京都 葛飾区 日個連　冨タクシー サービス 運輸業 5%
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56,785 東京都 葛飾区 日個連　永井タクシー サービス 運輸業 5%

56,786 東京都 葛飾区 日個連　長崎タクシー サービス 運輸業 5%

56,787 東京都 葛飾区 日個連　中里タクシー サービス 運輸業 5%

56,788 東京都 葛飾区 日個連　中澤タクシー サービス 運輸業 5%

56,789 東京都 葛飾区 日個連　永田タクシー サービス 運輸業 5%

56,790 東京都 葛飾区 日個連　長沼タクシー サービス 運輸業 5%

56,791 東京都 葛飾区 日個連　中根タクシー サービス 運輸業 5%

56,792 東京都 葛飾区 日個連　永野タクシー サービス 運輸業 5%

56,793 東京都 葛飾区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

56,794 東京都 葛飾区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

56,795 東京都 葛飾区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

56,796 東京都 葛飾区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

56,797 東京都 葛飾区 日個連　中本タクシー サービス 運輸業 5%

56,798 東京都 葛飾区 日個連　中山タクシー サービス 運輸業 5%

56,799 東京都 葛飾区 日個連　永山タクシー サービス 運輸業 5%

56,800 東京都 葛飾区 日個連　苗代澤タクシー サービス 運輸業 5%

56,801 東京都 葛飾区 日個連　那須タクシー サービス 運輸業 5%

56,802 東京都 葛飾区 日個連　南林タクシー サービス 運輸業 5%

56,803 東京都 葛飾区 日個連　西田タクシー サービス 運輸業 5%

56,804 東京都 葛飾区 日個連　西野タクシー サービス 運輸業 5%

56,805 東京都 葛飾区 日個連　西森タクシー サービス 運輸業 5%

56,806 東京都 葛飾区 日個連　沼田タクシー サービス 運輸業 5%

56,807 東京都 葛飾区 日個連　野口タクシー サービス 運輸業 5%

56,808 東京都 葛飾区 日個連　野崎タクシー サービス 運輸業 5%

56,809 東京都 葛飾区 日個連　野嵜タクシー サービス 運輸業 5%

56,810 東京都 葛飾区 日個連　萩原タクシー サービス 運輸業 5%

56,811 東京都 葛飾区 日個連　白田タクシー サービス 運輸業 5%

56,812 東京都 葛飾区 日個連　馬場タクシー サービス 運輸業 5%

56,813 東京都 葛飾区 日個連　濱野タクシー サービス 運輸業 5%

56,814 東京都 葛飾区 日個連　早川タクシー サービス 運輸業 5%

56,815 東京都 葛飾区 日個連　林タクシー サービス 運輸業 5%

56,816 東京都 葛飾区 日個連　林タクシー サービス 運輸業 5%

56,817 東京都 葛飾区 日個連　日向野タクシー サービス 運輸業 5%

56,818 東京都 葛飾区 日個連　飛田タクシー サービス 運輸業 5%

56,819 東京都 葛飾区 日個連　平林タクシー サービス 運輸業 5%

56,820 東京都 葛飾区 日個連　廣澤タクシー サービス 運輸業 5%

56,821 東京都 葛飾区 日個連　福田タクシー サービス 運輸業 5%

56,822 東京都 葛飾区 日個連　福本タクシー サービス 運輸業 5%

56,823 東京都 葛飾区 日個連　藤代タクシー サービス 運輸業 5%

56,824 東京都 葛飾区 日個連　藤田タクシー サービス 運輸業 5%

56,825 東京都 葛飾区 日個連　藤原タクシー サービス 運輸業 5%

56,826 東京都 葛飾区 日個連　船津タクシー サービス 運輸業 5%
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56,827 東京都 葛飾区 日個連　古河タクシー サービス 運輸業 5%

56,828 東京都 葛飾区 日個連　古川タクシー サービス 運輸業 5%

56,829 東京都 葛飾区 日個連　北条タクシー サービス 運輸業 5%

56,830 東京都 葛飾区 日個連　堀川タクシー サービス 運輸業 5%

56,831 東京都 葛飾区 日個連　本多タクシー サービス 運輸業 5%

56,832 東京都 葛飾区 日個連　前田タクシー サービス 運輸業 5%

56,833 東京都 葛飾区 日個連　蒔田タクシー サービス 運輸業 5%

56,834 東京都 葛飾区 日個連　増田タクシー サービス 運輸業 5%

56,835 東京都 葛飾区 日個連　松原タクシー サービス 運輸業 5%

56,836 東京都 葛飾区 日個連　丸山タクシー サービス 運輸業 5%

56,837 東京都 葛飾区 日個連　三谷タクシー サービス 運輸業 5%

56,838 東京都 葛飾区 日個連　満重タクシー サービス 運輸業 5%

56,839 東京都 葛飾区 日個連　宮下タクシー サービス 運輸業 5%

56,840 東京都 葛飾区 日個連　宮田タクシー サービス 運輸業 5%

56,841 東京都 葛飾区 日個連　宮田タクシー サービス 運輸業 5%

56,842 東京都 葛飾区 日個連　宮本タクシー サービス 運輸業 5%

56,843 東京都 葛飾区 日個連　村田タクシー サービス 運輸業 5%

56,844 東京都 葛飾区 日個連　村松タクシー サービス 運輸業 5%

56,845 東京都 葛飾区 日個連　本村タクシー サービス 運輸業 5%

56,846 東京都 葛飾区 日個連　森タクシー サービス 運輸業 5%

56,847 東京都 葛飾区 日個連　門馬タクシー サービス 運輸業 5%

56,848 東京都 葛飾区 日個連　矢﨑タクシー サービス 運輸業 5%

56,849 東京都 葛飾区 日個連　安野タクシー サービス 運輸業 5%

56,850 東京都 葛飾区 日個連　野内タクシー サービス 運輸業 5%

56,851 東京都 葛飾区 日個連　柳川タクシー サービス 運輸業 5%

56,852 東京都 葛飾区 日個連　山内タクシー サービス 運輸業 5%

56,853 東京都 葛飾区 日個連　山岸タクシー サービス 運輸業 5%

56,854 東京都 葛飾区 日個連　山﨑タクシー サービス 運輸業 5%

56,855 東京都 葛飾区 日個連　山崎タクシー サービス 運輸業 5%

56,856 東京都 葛飾区 日個連　山下タクシー サービス 運輸業 5%

56,857 東京都 葛飾区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

56,858 東京都 葛飾区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

56,859 東京都 葛飾区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

56,860 東京都 葛飾区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

56,861 東京都 葛飾区 日個連　楡原タクシー サービス 運輸業 5%

56,862 東京都 葛飾区 日個連　過足タクシー サービス 運輸業 5%

56,863 東京都 葛飾区 日個連　横尾タクシー サービス 運輸業 5%

56,864 東京都 葛飾区 日個連　横山タクシー サービス 運輸業 5%

56,865 東京都 葛飾区 日個連　横山タクシー サービス 運輸業 5%

56,866 東京都 葛飾区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

56,867 東京都 葛飾区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

56,868 東京都 葛飾区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%
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56,869 東京都 葛飾区 日個連　吉近タクシー サービス 運輸業 5%

56,870 東京都 葛飾区 日個連　吉野タクシー サービス 運輸業 5%

56,871 東京都 葛飾区 日個連　若佐タクシー サービス 運輸業 5%

56,872 東京都 葛飾区 日個連　若林タクシー サービス 運輸業 5%

56,873 東京都 葛飾区 日個連　若林タクシー サービス 運輸業 5%

56,874 東京都 葛飾区 日個連　若林タクシー サービス 運輸業 5%

56,875 東京都 葛飾区 日個連　渡邊タクシー サービス 運輸業 5%

56,876 東京都 葛飾区 日個連　渡部タクシー サービス 運輸業 5%

56,877 東京都 葛飾区 日個連　渡邊タクシー サービス 運輸業 5%

56,878 東京都 葛飾区 日個連　綿引タクシー サービス 運輸業 5%

56,879 東京都 葛飾区 日本一　立石駅コンコース店 サービス 飲食業 5%

56,880 東京都 葛飾区 日本料理　和可奈 サービス 飲食業 5%

56,881 東京都 葛飾区 人形松菊 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

56,882 東京都 葛飾区 ネイルサロン　ＡＮＧＥＬ サービス 理容・美容業 5%

56,883 東京都 葛飾区 ＮａｉｌＳａｌｏｎ　ＢＡＲＯＱＵＥ サービス 理容・美容業 5%

56,884 東京都 葛飾区 まつげエクステ専門店ｎｏｈｅａｎｃ サービス 理容・美容業 5%

56,885 東京都 葛飾区 のみくい処和 サービス 飲食業 5%

56,886 東京都 葛飾区 野村電気 小売業 電化製品 5%

56,887 東京都 葛飾区 ノムラムセン 小売業 電化製品 5%

56,888 東京都 葛飾区 バー　スタイル サービス 飲食業 5%

56,889 東京都 葛飾区 Ｂａｒ　Ｆｏｕｒ　Ｐｉｅｃｅｓ サービス 飲食業 5%

56,890 東京都 葛飾区 ＨａｏＢｒｏｓ．Ｈｏｍｅ サービス その他サービス 5%

56,891 東京都 葛飾区 BAGUS HAIR MAKE La Muse サービス 理容・美容業 5%

56,892 東京都 葛飾区 橋本自転車店 小売業 その他小売 5%

56,893 東京都 葛飾区 バスケスコーポレーション　バスケスコーポレーション 小売業 その他小売 5%

56,894 東京都 葛飾区 長谷川ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

56,895 東京都 葛飾区 株式会社メディエイター パソコン市場 金町店 小売業 電化製品 5%

56,896 東京都 葛飾区 ハミングバードたべまっしー サービス 飲食業 5%

56,897 東京都 葛飾区 勇人 サービス 飲食業 5%

56,898 東京都 葛飾区 バラエティーショップ ヒロ 小売業 衣料品 5%

56,899 東京都 葛飾区 鍼灸希心院 サービス その他サービス 5%

56,900 東京都 葛飾区 ＰＡＲＶＡ サービス 理容・美容業 5%

56,901 東京都 葛飾区 ＨＡＷＡＩＩＡＮＡ 小売業 衣料品 5%

56,902 東京都 葛飾区 パンｃａｆｅ日和＋ サービス その他サービス 5%

56,903 東京都 葛飾区 はんこ家一番　青砥店 小売業 その他小売 5%

56,904 東京都 葛飾区 はんこ家一番葛飾区役所前店 小売業 その他小売 5%

56,905 東京都 葛飾区 Ｂａｎ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

56,906 東京都 葛飾区 ＨｅａｌｉｎｇｒｏｏｍＢｕｌａｎ．Ｂｕｌａｎ サービス 理容・美容業 5%

56,907 東京都 葛飾区 檜垣彫金工芸 小売業 衣料品 5%

56,908 東京都 葛飾区 セブン－イレブン東金町店 小売業 食料品 2%

56,909 東京都 葛飾区 東堀切ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

56,910 東京都 葛飾区 セブン－イレブン東堀切３丁目店 小売業 食料品 2%
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56,911 東京都 葛飾区 セブン－イレブン東四つ木１丁目店 小売業 食料品 2%

56,912 東京都 葛飾区 ｈｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

56,913 東京都 葛飾区 Ｐｉｚｚｅｒｉａ Ｃｒｅｓ サービス 飲食業 5%

56,914 東京都 葛飾区 ヒマラヤンハート　高砂店 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,915 東京都 葛飾区 ひまわり動物病院 サービス その他サービス 5%

56,916 東京都 葛飾区 ＨＩＭＡＮＳＨＵ サービス 飲食業 2%

56,917 東京都 葛飾区 美容室Ａｍｕ サービス 理容・美容業 5%

56,918 東京都 葛飾区 美容室福の髪 サービス 理容・美容業 5%

56,919 東京都 葛飾区 美容室ブレインスイープ サービス 理容・美容業 5%

56,920 東京都 葛飾区 日吉交通株式会社 サービス 運輸業 5%

56,921 東京都 葛飾区 ファミリーファッションタニグチ 小売業 衣料品 5%

56,922 東京都 葛飾区 フィットネスエクスプレスサーティー サーティー立石 サービス その他サービス 5%

56,923 東京都 葛飾区 ＦｅｒｅＢｒｉｇｈｔ　新小岩店 サービス 理容・美容業 5%

56,924 東京都 葛飾区 藤オート 小売業 その他小売 5%

56,925 東京都 葛飾区 藤野商店 小売業 その他小売 5%

56,926 東京都 葛飾区 ふじわら動物病院 サービス その他サービス 5%

56,927 東京都 葛飾区 フットサロンアーチ サービス その他サービス 5%

56,928 東京都 葛飾区 ふとんの萬屋 小売業 家具・調度品 5%

56,929 東京都 葛飾区 プラザアイ　亀有店 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,930 東京都 葛飾区 ブラッキー　新小岩店 サービス 理容・美容業 5%

56,931 東京都 葛飾区 Ｆｌｏｗｅｒ　Ｓｈｏｐ　楓 小売業 その他小売 5%

56,932 東京都 葛飾区 ふらわーはうす　花恋 小売業 その他小売 5%

56,933 東京都 葛飾区 ＰＬＡＮＴＳ　ＰＬＡＮＴＳ サービス 理容・美容業 5%

56,934 東京都 葛飾区 Ｆｌｅｕｒ Ｍａｉｓｏｎ Ｍａｅｚａｗａ 小売業 その他小売 5%

56,935 東京都 葛飾区 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＪＵＮＥ サービス 理容・美容業 5%

56,936 東京都 葛飾区 ヘアーサロン　ラ　シュシュ サービス 理容・美容業 5%

56,937 東京都 葛飾区 ヘアーワークスアローズ サービス 理容・美容業 5%

56,938 東京都 葛飾区 ＭＵＳＥ新小岩店 サービス 理容・美容業 5%

56,939 東京都 葛飾区 ヘアーサロンアキヤマ サービス 理容・美容業 5%

56,940 東京都 葛飾区 Ｈａｉｒ　Ｒｅｌａｘ　ＦＬＥ’Ｘ サービス 理容・美容業 5%

56,941 東京都 葛飾区 平和橋自動車教習所 サービス その他サービス 5%

56,942 東京都 葛飾区 セブン－イレブン平和橋通り西新小岩店 小売業 食料品 2%

56,943 東京都 葛飾区 セブン－イレブン平和橋通り東新小岩店 小売業 食料品 2%

56,944 東京都 葛飾区 ベストメガネコンタクト新小岩店 小売業 貴金属・服飾品 5%

56,945 東京都 葛飾区 ベニースーパー西亀有店 小売業 その他小売 5%

56,946 東京都 葛飾区 ベルフラワー 小売業 その他小売 5%

56,947 東京都 葛飾区 ベローチェ綾瀬店 サービス 飲食業 5%

56,948 東京都 葛飾区 星野電器 小売業 電化製品 5%

56,949 東京都 葛飾区 ポテサラカフェＢ．Ｋ サービス 飲食業 5%

56,950 東京都 葛飾区 堀切自動車工場 サービス その他サービス 5%

56,951 東京都 葛飾区 堀タクシー サービス 運輸業 5%

56,952 東京都 葛飾区 株式会社ボン・サンテ 小売業 食料品 5%
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56,953 東京都 葛飾区 本社 サービス その他サービス 5%

56,954 東京都 葛飾区 本田ベーカリー 小売業 食料品 5%

56,955 東京都 葛飾区 マイケアライト株式会社 サービス その他サービス 5%

56,956 東京都 葛飾区 マウヘア サービス 理容・美容業 5%

56,957 東京都 葛飾区 蒔田寿司 サービス 飲食業 5%

56,958 東京都 葛飾区 マクドナルドお花茶屋店 サービス 飲食業 2%

56,959 東京都 葛飾区 マクドナルド亀有アリオ店 サービス 飲食業 2%

56,960 東京都 葛飾区 マクドナルド亀有北口店 サービス 飲食業 2%

56,961 東京都 葛飾区 マクドナルド亀有南口店 サービス 飲食業 2%

56,962 東京都 葛飾区 マクドナルド新小岩北口店 サービス 飲食業 2%

56,963 東京都 葛飾区 マクドナルド新小岩南口店 サービス 飲食業 2%

56,964 東京都 葛飾区 マクドナルド東新小岩店 サービス 飲食業 2%

56,965 東京都 葛飾区 マクドナルド水元ライフ店 サービス 飲食業 2%

56,966 東京都 葛飾区 マクドナルド四つ木イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

56,967 東京都 葛飾区 マクドナルド６号線青戸店 サービス 飲食業 2%

56,968 東京都 葛飾区 ｍａｓａｇｏＡＶＥＤＡ サービス 理容・美容業 5%

56,969 東京都 葛飾区 ＭＡＳＡＬＡＫＩＮＧ新小岩店 小売業 その他小売 5%

56,970 東京都 葛飾区 松尾青果店 小売業 その他小売 5%

56,971 東京都 葛飾区 Ｍａｘ　Ｆｒｉｔｚ　本店 小売業 衣料品 5%

56,972 東京都 葛飾区 マックスフリッツ　本店 小売業 衣料品 5%

56,973 東京都 葛飾区 松野文具店 小売業 家具・調度品 5%

56,974 東京都 葛飾区 松葉屋酒店 小売業 食料品 5%

56,975 東京都 葛飾区 ｍａｒｋｋａ サービス 理容・美容業 5%

56,976 東京都 葛飾区 マルカワ新小岩店 小売業 衣料品 5%

56,977 東京都 葛飾区 マルシェ　新小岩店 小売業 食料品 5%

56,978 東京都 葛飾区 マルゼン鞄店　新小岩店 小売業 その他小売 5%

56,979 東京都 葛飾区 丸玉屋 小売業 その他小売 5%

56,980 東京都 葛飾区 まんがランド 金町店 サービス その他サービス 5%

56,981 東京都 葛飾区 満香楼 サービス 飲食業 5%

56,982 東京都 葛飾区 まんぷく サービス 飲食業 5%

56,983 東京都 葛飾区 Ｍｉｋｏｎ　Ｆｉｎｌａｎｄ　ｓｈｏｐ サービス 飲食業 5%

56,984 東京都 葛飾区 ミトリ住宅 サービス その他サービス 5%

56,985 東京都 葛飾区 セブン－イレブン南新小岩店 小売業 食料品 2%

56,986 東京都 葛飾区 ｍｉｍｏｓａ サービス 飲食業 5%

56,987 東京都 葛飾区 ミヤモト洋品店 小売業 衣料品 5%

56,988 東京都 葛飾区 Ｍｉｙｕｋｉ　Ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

56,989 東京都 葛飾区 三吉自動車工業所 サービス その他サービス 5%

56,990 東京都 葛飾区 みんなの直葬センター サービス その他サービス 5%

56,991 東京都 葛飾区 ＭｕｓｉｃａｈｏｌｉｃＷｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

56,992 東京都 葛飾区 ｃｙｃｌｅｗｏｒｋｓＶｉｌｌａｇｅ 小売業 その他小売 5%

56,993 東京都 葛飾区 無量庵 サービス 飲食業 5%

56,994 東京都 葛飾区 名門餃子酒場 サービス 飲食業 5%
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56,995 東京都 葛飾区 メカニカルアシストシルバー 小売業 その他小売 5%

56,996 東京都 葛飾区 メガネストアー青戸 小売業 その他小売 5%

56,997 東京都 葛飾区 メガネストアー青戸店 小売業 その他小売 5%

56,998 東京都 葛飾区 メガネストアーお花茶屋 小売業 その他小売 5%

56,999 東京都 葛飾区 メガネストアーお花茶屋店 小売業 その他小売 5%

57,000 東京都 葛飾区 メガネストアー金町 小売業 その他小売 5%

57,001 東京都 葛飾区 メガネストアー金町店 小売業 その他小売 5%

57,002 東京都 葛飾区 メガネストアー亀有 小売業 その他小売 5%

57,003 東京都 葛飾区 メガネストアー亀有店 小売業 その他小売 5%

57,004 東京都 葛飾区 メガネストアー立石 小売業 その他小売 5%

57,005 東京都 葛飾区 メガネストアー立石店 小売業 その他小売 5%

57,006 東京都 葛飾区 メガネの染谷 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,007 東京都 葛飾区 メル友　お花茶屋店 小売業 電化製品 5%

57,008 東京都 葛飾区 メル友　亀有店 小売業 電化製品 5%

57,009 東京都 葛飾区 メル友　高砂店 小売業 電化製品 5%

57,010 東京都 葛飾区 モーリエ　モーリエ サービス 飲食業 5%

57,011 東京都 葛飾区 ｍｏｃｍｏｃ サービス 飲食業 5%

57,012 東京都 葛飾区 本山テレビ商会 小売業 電化製品 5%

57,013 東京都 葛飾区 もみの気ハウス新小岩店 サービス その他サービス 5%

57,014 東京都 葛飾区 森外タクシー サービス 運輸業 5%

57,015 東京都 葛飾区 森永タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

57,016 東京都 葛飾区 もん字屋 サービス 飲食業 5%

57,017 東京都 葛飾区 もんじゃ　お好み焼き　あかり サービス 飲食業 5%

57,018 東京都 葛飾区 焼肉　舜 サービス 飲食業 5%

57,019 東京都 葛飾区 焼肉慶尚道 サービス 飲食業 5%

57,020 東京都 葛飾区 焼肉　山河　亀有店 サービス 飲食業 5%

57,021 東京都 葛飾区 焼肉山陽 サービス 飲食業 5%

57,022 東京都 葛飾区 焼肉雅 サービス 飲食業 5%

57,023 東京都 葛飾区 有限会社柳沢商店 小売業 その他小売 5%

57,024 東京都 葛飾区 柳沢電器 小売業 電化製品 5%

57,025 東京都 葛飾区 ゆいばーる サービス 飲食業 5%

57,026 東京都 葛飾区 有限会社アトリエトモエ 小売業 衣料品 5%

57,027 東京都 葛飾区 有限会社石井鈑金工業所 サービス その他サービス 5%

57,028 東京都 葛飾区 有限会社オダジマ自動車 新車市場 水元店 サービス その他サービス 5%

57,029 東京都 葛飾区 有限会社亀有スタジオ サービス その他サービス 5%

57,030 東京都 葛飾区 有限会社京テック サービス その他サービス 5%

57,031 東京都 葛飾区 有限会社協和自動車整備 小売業 その他小売 5%

57,032 東京都 葛飾区 有限会社笹鮨 サービス 飲食業 5%

57,033 東京都 葛飾区 有限会社ちぐさ サービス 飲食業 5%

57,034 東京都 葛飾区 ［ＨＣ］有限会社はら電器 小売業 電化製品 5%

57,035 東京都 葛飾区 有限会社丸山 サービス その他サービス 5%

57,036 東京都 葛飾区 有限会社横山商事 サービス その他サービス 5%
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57,037 東京都 葛飾区 有限会社ロックセキュリティ サービス その他サービス 5%

57,038 東京都 葛飾区 ユー・シー・エス サービス その他サービス 5%

57,039 東京都 葛飾区 遊遊 サービス 飲食業 5%

57,040 東京都 葛飾区 遊遊 サービス 飲食業 5%

57,041 東京都 葛飾区 ユニバーサルドラッグ立石駅前店 小売業 その他小売 5%

57,042 東京都 葛飾区 ユニバーサルドラッグ東新小岩店 小売業 その他小売 5%

57,043 東京都 葛飾区 洋風酒家　友　Ｔｏｍｏ サービス 飲食業 5%

57,044 東京都 葛飾区 養老乃瀧新小岩北口店 サービス 飲食業 2%

57,045 東京都 葛飾区 吉野畳店 サービス その他サービス 5%

57,046 東京都 葛飾区 四ツ木製麺所 サービス 飲食業 5%

57,047 東京都 葛飾区 よつば新小岩動物病院 サービス その他サービス 5%

57,048 東京都 葛飾区 よな月 サービス 飲食業 5%

57,049 東京都 葛飾区 楽ミントン東京綾瀬店 サービス その他サービス 5%

57,050 東京都 葛飾区 楽喜株式会社 サービス その他サービス 5%

57,051 東京都 葛飾区 ラビッシュ サービス 飲食業 5%

57,052 東京都 葛飾区 陸猿．ｃｏｍ サービス その他サービス 5%

57,053 東京都 葛飾区 Ｒｉｃｏ　Ｒａｂｂｉｔ サービス 理容・美容業 5%

57,054 東京都 葛飾区 リサイクルきもの　たんす屋　新小岩店 小売業 衣料品 5%

57,055 東京都 葛飾区 ＲＩＮＡＴＡ サービス 理容・美容業 5%

57,056 東京都 葛飾区 ｌｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

57,057 東京都 葛飾区 リバース亀有店 小売業 その他小売 5%

57,058 東京都 葛飾区 理容 佐竹 ＨａｉｒＳａｌｏｎ Ｓａｔａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

57,059 東京都 葛飾区 料理 楽酒はじめ サービス 飲食業 5%

57,060 東京都 葛飾区 ＬＩＬＹ　ＢＥＬＬ?別人級?骨肌美人サロン　　ＬＩＬＹ　ＢＥＬＬ?別人級?骨肌美人サロン サービス その他サービス 5%

57,061 東京都 葛飾区 ルイシャンタン　カドヤ 小売業 衣料品 5%

57,062 東京都 葛飾区 ＬＯＯＰ－Ｍ 小売業 衣料品 5%

57,063 東京都 葛飾区 Ｌｕｎａ＆Ｓｏｌ【ルナソル】 サービス 理容・美容業 5%

57,064 東京都 葛飾区 レンバンサイクル 小売業 その他小売 5%

57,065 東京都 葛飾区 労働相談須田事務所 サービス その他サービス 5%

57,066 東京都 葛飾区 ＲＯＧＵＥ　ＨＡＩＲ　金町 サービス 理容・美容業 5%

57,067 東京都 葛飾区 ＲｏｇｕｅＨＡＩＲ亀有店 サービス 理容・美容業 5%

57,068 東京都 葛飾区 ＲＯＭＡＥ サービス 飲食業 5%

57,069 東京都 葛飾区 ＲＯＭＡＥ サービス 飲食業 5%

57,070 東京都 葛飾区 和菓子　梅むら　和菓子梅むら 小売業 食料品 5%

57,071 東京都 葛飾区 和太鼓グループ彩 サービス その他サービス 5%

57,072 東京都 葛飾区 ワン茶房 サービス 飲食業 5%

57,073 東京都 北区 Ｒ　ネイル サービス その他サービス 5%

57,074 東京都 北区 青山フラワーマーケット　ホテルメッツ赤羽店 小売業 その他小売 5%

57,075 東京都 北区 青山フラワーマーケット赤羽店 小売業 その他小売 5%

57,076 東京都 北区 セブン－イレブン赤羽駅西口店 小売業 食料品 2%

57,077 東京都 北区 赤羽環八ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

57,078 東京都 北区 赤羽スペインクラブＴＥＲＡＴＥＲＡ サービス 飲食業 5%
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57,079 東京都 北区 赤羽トレーニングセンター サービス その他サービス 5%

57,080 東京都 北区 赤羽のざきや サービス 飲食業 5%

57,081 東京都 北区 ａｋａｂａｎｅ　ｆｕｍｏ サービス 飲食業 5%

57,082 東京都 北区 赤羽プラザホテル サービス 宿泊業 5%

57,083 東京都 北区 秋吉　赤羽店 サービス 飲食業 5%

57,084 東京都 北区 ＡｋｕａＬａｎｉ サービス 理容・美容業 5%

57,085 東京都 北区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒａｄｉａｎ赤羽 サービス 理容・美容業 5%

57,086 東京都 北区 浅野屋 サービス 飲食業 5%

57,087 東京都 北区 亜細亜友之会外語学院 サービス その他サービス 5%

57,088 東京都 北区 ａｚｕｌ サービス 理容・美容業 5%

57,089 東京都 北区 飛鳥山テラス 小売業 その他小売 5%

57,090 東京都 北区 アストリア　赤羽店 小売業 衣料品 5%

57,091 東京都 北区 アドニス サービス その他サービス 5%

57,092 東京都 北区 ＡＴＥＬＩＥＲ ＭＩＵ ＡＴＥＬＩＥＲ ＭＩＵ サービス 理容・美容業 5%

57,093 東京都 北区 ＲＯＤワンツー 小売業 衣料品 5%

57,094 東京都 北区 アレグラーレ サービス その他サービス 5%

57,095 東京都 北区 Ｎ’ＳＯＬ　赤羽店 サービス 理容・美容業 5%

57,096 東京都 北区 ＵＮＤＥＲ ＧＲＯＵＮＤ ＵＮＤＥＧＲＯＵＮＤ サービス その他サービス 5%

57,097 東京都 北区 アンチエイジングサロンＬｅＶｅｒｔ サービス 理容・美容業 5%

57,098 東京都 北区 Ａｎｎ－Ｂｅｅ サービス 理容・美容業 5%

57,099 東京都 北区 いいともサービス サービス その他サービス 5%

57,100 東京都 北区 イグレック・パリ　大山店 サービス 理容・美容業 5%

57,101 東京都 北区 イグレック・パリ　仙川店 サービス 理容・美容業 5%

57,102 東京都 北区 イグレック・パリ　練馬店 サービス 理容・美容業 5%

57,103 東京都 北区 イグレックジャポン　橋本店 サービス 理容・美容業 5%

57,104 東京都 北区 イグレック　パリ　赤羽店 サービス 理容・美容業 5%

57,105 東京都 北区 イグレックパリ赤羽店 サービス 理容・美容業 5%

57,106 東京都 北区 いけ増　赤羽店 サービス 飲食業 5%

57,107 東京都 北区 いけ増赤羽店 サービス 飲食業 5%

57,108 東京都 北区 居酒屋　海族　海族 サービス 飲食業 5%

57,109 東京都 北区 イシバシ　豊島店 小売業 家具・調度品 5%

57,110 東京都 北区 一番堂　駒込メガネ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,111 東京都 北区 一番堂　十条店 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,112 東京都 北区 一番堂　ジョリ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,113 東京都 北区 一番堂　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,114 東京都 北区 一凛赤羽店 サービス 飲食業 5%

57,115 東京都 北区 伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

57,116 東京都 北区 今原電機 小売業 電化製品 5%

57,117 東京都 北区 ｉｌ　ｖｉａｇｇｉｏ 小売業 衣料品 5%

57,118 東京都 北区 インクリーズヘアー サービス 理容・美容業 5%

57,119 東京都 北区 うおひで サービス 飲食業 5%

57,120 東京都 北区 ＵＺＵ サービス その他サービス 5%
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57,121 東京都 北区 うすだ動物病院 サービス その他サービス 5%

57,122 東京都 北区 うずまき サービス 飲食業 5%

57,123 東京都 北区 歌広場　赤羽店 サービス 飲食業 5%

57,124 東京都 北区 歌広場赤羽東口駅前店 サービス 飲食業 5%

57,125 東京都 北区 ＪＭ／海人　赤羽店 サービス 飲食業 5%

57,126 東京都 北区 ｓｋビル サービス その他サービス 5%

57,127 東京都 北区 ＥＧＧ東京北店 サービス その他サービス 5%

57,128 東京都 北区 江戸八 サービス 飲食業 5%

57,129 東京都 北区 エネルギースーパーたじま　駒込店 小売業 食料品 5%

57,130 東京都 北区 榎本ハンバーグ研究所 サービス 飲食業 5%

57,131 東京都 北区 Ｍ１６ＴＯＫＹＯ サービス その他サービス 5%

57,132 東京都 北区 エメットジュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,133 東京都 北区 炎帝 サービス 飲食業 5%

57,134 東京都 北区 燕里 サービス 飲食業 5%

57,135 東京都 北区 Ｏａｓｉｓ Ｎａｔｕｒａｌ 赤羽店 サービス 理容・美容業 5%

57,136 東京都 北区 セブン－イレブン王子１丁目店 小売業 食料品 2%

57,137 東京都 北区 王子環七ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

57,138 東京都 北区 王子スターズカイロプラクティック 王子スターズカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

57,139 東京都 北区 王子パック 小売業 その他小売 5%

57,140 東京都 北区 王子メガネ 小売業 その他小売 5%

57,141 東京都 北区 王子療術センター サービス その他サービス 5%

57,142 東京都 北区 美容室ＯＨＩ　赤羽店 サービス 理容・美容業 5%

57,143 東京都 北区 オーバーホールセンター サービス その他サービス 5%

57,144 東京都 北区 大森タクシー サービス 運輸業 5%

57,145 東京都 北区 ＯＫＡ　ＢＡＳＥ サービス 理容・美容業 5%

57,146 東京都 北区 沖縄チャンプルゥ雑貨喜器 小売業 その他小売 5%

57,147 東京都 北区 尾久整体院 サービス その他サービス 5%

57,148 東京都 北区 お好み焼き　むさし サービス 飲食業 5%

57,149 東京都 北区 お多福　東十条店 小売業 その他小売 5%

57,150 東京都 北区 お多福　東十条店 小売業 その他小売 5%

57,151 東京都 北区 おにぎり蒲田屋 小売業 食料品 5%

57,152 東京都 北区 Ｏｈａｎａ サービス その他サービス 5%

57,153 東京都 北区 オフィス長谷川 サービス その他サービス 5%

57,154 東京都 北区 Ｏｆｆｉｃｅ優ｆｏｒＹＯＵ サービス その他サービス 5%

57,155 東京都 北区 オリックスレンタカー赤羽駅前店 サービス その他サービス 2%

57,156 東京都 北区 オリックスレンタカー明治通り王子店 サービス その他サービス 2%

57,157 東京都 北区 温野菜赤羽店 サービス 飲食業 2%

57,158 東京都 北区 カイエンナッツ 小売業 衣料品 5%

57,159 東京都 北区 買取販売市場ムーラン赤羽駅前店 小売業 その他小売 5%

57,160 東京都 北区 ＣａＯ サービス 飲食業 5%

57,161 東京都 北区 カクヤス　赤羽駅前店 小売業 食料品 5%

57,162 東京都 北区 カクヤス　赤羽店 小売業 食料品 5%
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57,163 東京都 北区 カクヤス　浮間店 小売業 食料品 5%

57,164 東京都 北区 カクヤス　ＦＣ尾久店 小売業 食料品 5%

57,165 東京都 北区 カクヤス　王子店 小売業 食料品 5%

57,166 東京都 北区 カクヤス　上十条店 小売業 食料品 5%

57,167 東京都 北区 カクヤス　田端新町店 小売業 食料品 5%

57,168 東京都 北区 カクヤス　豊島４丁目店 小売業 食料品 5%

57,169 東京都 北区 カクヤス王子神谷店 小売業 食料品 5%

57,170 東京都 北区 華砂離石 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,171 東京都 北区 ＣＵＴＳＡＬＯＮＪＵＮ サービス 理容・美容業 5%

57,172 東京都 北区 カットハウス ナカザワ サービス 理容・美容業 5%

57,173 東京都 北区 ｃａｆｅ＆Ｂａｒｖ空 サービス 飲食業 5%

57,174 東京都 北区 Ｃａｆｅ　ＶｅｒｔＶｅｒｔ サービス 飲食業 5%

57,175 東京都 北区 株式会社Ｃａｍｅｌｉａ ＴＳＵＢＡＫＩ 小売業 その他小売 5%

57,176 東京都 北区 株式会社ＣＵＲＥＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

57,177 東京都 北区 株式会社笹川時計店 小売業 その他小売 5%

57,178 東京都 北区 株式会社鈴木興業 サービス その他サービス 5%

57,179 東京都 北区 株式会社ＴＩｓｐｏｒｔｓ 小売業 その他小売 5%

57,180 東京都 北区 ［ＨＣ］株式会社でんきのひらつか 小売業 電化製品 5%

57,181 東京都 北区 株式会社松本酒店 小売業 その他小売 5%

57,182 東京都 北区 ラディス サービス その他サービス 5%

57,183 東京都 北区 カプセル＆サウナ　ロスコ サービス 宿泊業 5%

57,184 東京都 北区 髪切虫 サービス 理容・美容業 5%

57,185 東京都 北区 セブン－イレブン上十条店 小売業 食料品 2%

57,186 東京都 北区 ｋａｍｉｂｉｔｏ　ｇｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

57,187 東京都 北区 ｋａｍｉｂｉｔｏ　ｍａｖｉｅ サービス 理容・美容業 5%

57,188 東京都 北区 神谷印刷株式会社 サービス その他サービス 5%

57,189 東京都 北区 カメラのマリア堂 サービス その他サービス 5%

57,190 東京都 北区 鴨書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

57,191 東京都 北区 カラオケ１０番十条店 サービス 飲食業 5%

57,192 東京都 北区 カラダファクトリー　赤羽店 サービス その他サービス 5%

57,193 東京都 北区 ＣＡＲＩＢ サービス 飲食業 5%

57,194 東京都 北区 Ｃｕｒｒｙ＆ｂａｒ　Ｊｉｎ サービス 飲食業 5%

57,195 東京都 北区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋北区王子明治通店 サービス 飲食業 2%

57,196 東京都 北区 カレーハウスＣｏＣＯ壱番屋赤羽ＬａＬａガーデン店 サービス 飲食業 2%

57,197 東京都 北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋北区十条駅前店 サービス 飲食業 2%

57,198 東京都 北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ板橋駅東口店 サービス 飲食業 2%

57,199 東京都 北区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ＪＲ北赤羽駅前店 サービス 飲食業 2%

57,200 東京都 北区 河合塾マナビス赤羽校 サービス その他サービス 2%

57,201 東京都 北区 キウィワインズジャパン サービス その他サービス 5%

57,202 東京都 北区 セブン－イレブン北赤羽駅アクトピア店 小売業 食料品 2%

57,203 東京都 北区 セブン－イレブン北赤羽駅浮間口店 小売業 食料品 2%

57,204 東京都 北区 セブン－イレブン北区赤羽１丁目北店 小売業 食料品 2%
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57,205 東京都 北区 セブン－イレブン北区赤羽１番街店 小売業 食料品 2%

57,206 東京都 北区 セブン－イレブン北区赤羽北３丁目店 小売業 食料品 2%

57,207 東京都 北区 セブン－イレブン北区赤羽北２丁目店 小売業 食料品 2%

57,208 東京都 北区 セブン－イレブン北区赤羽西５丁目店 小売業 食料品 2%

57,209 東京都 北区 セブン－イレブン北区赤羽２丁目店 小売業 食料品 2%

57,210 東京都 北区 セブン－イレブン北区赤羽南１丁目店 小売業 食料品 2%

57,211 東京都 北区 セブン－イレブン北区岩淵北本通り店 小売業 食料品 2%

57,212 東京都 北区 セブン－イレブン北区岩淵店 小売業 食料品 2%

57,213 東京都 北区 セブン－イレブン北区浮間中央通り店 小売業 食料品 2%

57,214 東京都 北区 セブン－イレブン北区王子１丁目北店 小売業 食料品 2%

57,215 東京都 北区 セブン－イレブン北区王子神谷駅南店 小売業 食料品 2%

57,216 東京都 北区 セブン－イレブン北区王子神社前店 小売業 食料品 2%

57,217 東京都 北区 セブン－イレブン北区王子本町１丁目店 小売業 食料品 2%

57,218 東京都 北区 セブン－イレブン北区王子４丁目店 小売業 食料品 2%

57,219 東京都 北区 セブン－イレブン北区上中里２丁目店 小売業 食料品 2%

57,220 東京都 北区 セブン－イレブン北区神谷１丁目店 小売業 食料品 2%

57,221 東京都 北区 セブン－イレブン北区神谷環七通り店 小売業 食料品 2%

57,222 東京都 北区 セブン－イレブン北区神谷３丁目店 小売業 食料品 2%

57,223 東京都 北区 セブン－イレブン北区岸町１丁目店 小売業 食料品 2%

57,224 東京都 北区 セブン－イレブン北区志茂駅前店 小売業 食料品 2%

57,225 東京都 北区 セブン－イレブン北区志茂２丁目店 小売業 食料品 2%

57,226 東京都 北区 セブン－イレブン北区十条駅前店 小売業 食料品 2%

57,227 東京都 北区 セブン－イレブン北区滝野川３丁目店 小売業 食料品 2%

57,228 東京都 北区 セブン－イレブン北区滝野川２丁目店 小売業 食料品 2%

57,229 東京都 北区 セブン－イレブン北区滝野川６丁目店 小売業 食料品 2%

57,230 東京都 北区 セブン－イレブン北区田端駅東店 小売業 食料品 2%

57,231 東京都 北区 セブン－イレブン北区田端新町３丁目店 小売業 食料品 2%

57,232 東京都 北区 セブン－イレブン北区豊島１丁目店 小売業 食料品 2%

57,233 東京都 北区 セブン－イレブン北区豊島６丁目店 小売業 食料品 2%

57,234 東京都 北区 セブン－イレブン北区豊島６丁目東店 小売業 食料品 2%

57,235 東京都 北区 セブンーイレブン北区中十条３丁目店 小売業 食料品 2%

57,236 東京都 北区 セブン－イレブン北区西ヶ原３丁目店 小売業 食料品 2%

57,237 東京都 北区 セブン－イレブン北区西ヶ原４丁目店 小売業 食料品 2%

57,238 東京都 北区 セブン－イレブン北区東十条駅前店 小売業 食料品 2%

57,239 東京都 北区 セブン－イレブン北区東十条２丁目店 小売業 食料品 2%

57,240 東京都 北区 セブン－イレブン北区堀船３丁目北店 小売業 食料品 2%

57,241 東京都 北区 セブン－イレブン北区堀船３丁目店 小売業 食料品 2%

57,242 東京都 北区 ｋｉｔａｄｏｋｏ　板橋店 サービス 理容・美容業 5%

57,243 東京都 北区 喫茶店　友路有　赤羽２号店 サービス 飲食業 5%

57,244 東京都 北区 喫茶店友路有赤羽二号店 サービス 飲食業 5%

57,245 東京都 北区 喫茶店友路有赤羽本店 サービス 飲食業 5%

57,246 東京都 北区 木村屋酒店 サービス 飲食業 5%
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57,247 東京都 北区 株式会社梅田屋 小売業 衣料品 5%

57,248 東京都 北区 牛角赤羽店 サービス 飲食業 2%

57,249 東京都 北区 キューピッド赤羽店 小売業 その他小売 5%

57,250 東京都 北区 キューブ 小売業 衣料品 5%

57,251 東京都 北区 きょうわべんとう サービス 飲食業 5%

57,252 東京都 北区 Ｇｏｏ?ｉｔ　　赤羽東口店 サービス その他サービス 5%

57,253 東京都 北区 串かつ　でんがな　赤羽店 サービス 飲食業 5%

57,254 東京都 北区 久谷／渚 サービス 飲食業 5%

57,255 東京都 北区 ｃｌａｓｋａ サービス 理容・美容業 5%

57,256 東京都 北区 Ａｌｔｇｒａｐｈ 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,257 東京都 北区 グリーンキャブ　王子営業所 サービス その他サービス 5%

57,258 東京都 北区 グリルｄｅファーム サービス 飲食業 5%

57,259 東京都 北区 ＧＲＡＣＥＦＡＭＩＬＹ サービス 飲食業 5%

57,260 東京都 北区 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ　サミット王子店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

57,261 東京都 北区 黒兵衛 サービス 飲食業 5%

57,262 東京都 北区 ｋｕｒｏｍｉｔｓｕｆａｃｔｏｒｙ サービス 飲食業 5%

57,263 東京都 北区 燻製＆チーズＤｉｎｉｎｇ　ａｋａｂａｎｅ　ｆｕｍｏ サービス 飲食業 5%

57,264 東京都 北区 Ｋｍ個人　小川タクシー サービス 運輸業 5%

57,265 東京都 北区 Ｋｍ個人　日野タクシー サービス 運輸業 5%

57,266 東京都 北区 ＫＴ行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

57,267 東京都 北区 激安本舗　赤羽店　２ 小売業 食料品 5%

57,268 東京都 北区 激安本舗　十条店　２ 小売業 食料品 5%

57,269 東京都 北区 Ｋｅｎｎｙ東京店 小売業 その他小売 5%

57,270 東京都 北区 ケノヒ サービス 飲食業 5%

57,271 東京都 北区 ケリコ赤羽店 サービス 飲食業 5%

57,272 東京都 北区 ＫＹリカー王子神谷店 小売業 食料品 5%

57,273 東京都 北区 公益社団法人発達協会 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

57,274 東京都 北区 孝基亭 サービス 飲食業 5%

57,275 東京都 北区 合同会社ＴＧＣｏｍｐａｎｙ サービス その他サービス 5%

57,276 東京都 北区 国際交通株式会社 サービス 運輸業 5%

57,277 東京都 北区 Ｃｏｃｏｑｕｅｕｒ サービス 飲食業 5%

57,278 東京都 北区 ココロマッサージ サービス 理容・美容業 5%

57,279 東京都 北区 個室居酒屋　満宴　駒込駅前　個室居酒屋　満宴　駒込駅前 サービス 飲食業 5%

57,280 東京都 北区 個人　青木タクシー サービス 運輸業 5%

57,281 東京都 北区 神崎タクシー サービス 運輸業 5%

57,282 東京都 北区 個人中山タクシー サービス 運輸業 5%

57,283 東京都 北区 ｋｏｄｋｏｄ サービス 飲食業 5%

57,284 東京都 北区 Ｃｏｈａｃｏ サービス その他サービス 5%

57,285 東京都 北区 セブン－イレブン駒込さつき通り店 小売業 食料品 2%

57,286 東京都 北区 ＫＯＮＮＯ サービス 宿泊業 5%

57,287 東京都 北区 ＴＨＥ．バル サービス 飲食業 5%

57,288 東京都 北区 サーブ 小売業 その他小売 5%
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57,289 東京都 北区 菜菜や　赤羽店 サービス 飲食業 5%

57,290 東京都 北区 坂上　タクシー サービス 運輸業 5%

57,291 東京都 北区 ＪＭ／サケラボトーキョー サービス 飲食業 5%

57,292 東京都 北区 サケラボトーキョー サービス 飲食業 5%

57,293 東京都 北区 サロン　ＢＩＮＤＩ 小売業 衣料品 5%

57,294 東京都 北区 サロンＡｐｅｇｏ サービス 理容・美容業 5%

57,295 東京都 北区 三栄商会 小売業 電化製品 5%

57,296 東京都 北区 サンワ電気 小売業 電化製品 5%

57,297 東京都 北区 ジーンズファースト駒込店 小売業 衣料品 5%

57,298 東京都 北区 ｊ．ｊ．ぽっち サービス 飲食業 5%

57,299 東京都 北区 ｓｉｅｓｔａ サービス 理容・美容業 5%

57,300 東京都 北区 Ｃｈｅｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

57,301 東京都 北区 四季 サービス 飲食業 5%

57,302 東京都 北区 自転車創業 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

57,303 東京都 北区 自転車創業 小売業 電化製品 5%

57,304 東京都 北区 信濃無線 小売業 電化製品 5%

57,305 東京都 北区 篠原ライス 小売業 食料品 5%

57,306 東京都 北区 十条近江屋 サービス 理容・美容業 5%

57,307 東京都 北区 授業向上の会 サービス その他サービス 5%

57,308 東京都 北区 シューマックス　王子サンスクエア店 小売業 衣料品 5%

57,309 東京都 北区 上質空間株式会社 サービス その他サービス 5%

57,310 東京都 北区 城北ＳＳ　城北石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

57,311 東京都 北区 食堂　あいそ サービス 飲食業 5%

57,312 東京都 北区 白髪抜き本舗 サービス 理容・美容業 5%

57,313 東京都 北区 ジリリタ株式会社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

57,314 東京都 北区 新ＧＨＳ サービス その他サービス 5%

57,315 東京都 北区 ＳｉｍｂａＤｉｇｉｔａｌ サービス その他サービス 5%

57,316 東京都 北区 Ｓｗｅｅｔ　ｋｉｔｃｈｅｎ　ｓｗｅｅｔ　ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

57,317 東京都 北区 スーパーｊ＆Ｍ サービス その他サービス 5%

57,318 東京都 北区 スーパーみらべるカトウ十条店 小売業 食料品 5%

57,319 東京都 北区 スゥリヤー サービス 理容・美容業 5%

57,320 東京都 北区 スギショー　焼鳥スギショー サービス 飲食業 5%

57,321 東京都 北区 鮨ＤＩＮＩＮＧ　藤 サービス 飲食業 5%

57,322 東京都 北区 鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

57,323 東京都 北区 スズキタックス サービス その他サービス 5%

57,324 東京都 北区 ｓｔａｒｒｙ　ｅｙｅ サービス 飲食業 5%

57,325 東京都 北区 スタジオ　ＭＯＲＥ サービス その他サービス 5%

57,326 東京都 北区 スタジオＪ サービス その他サービス 5%

57,327 東京都 北区 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｍｉｍｏｓａ サービス その他サービス 5%

57,328 東京都 北区 ステップゴルフ　駒込店 サービス その他サービス 5%

57,329 東京都 北区 有限会社ステビアン サービス その他サービス 5%

57,330 東京都 北区 スーパーみらべる　西巣鴨店 小売業 食料品 5%
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57,331 東京都 北区 スーパーみらべる　東十条店 小売業 食料品 5%

57,332 東京都 北区 Ｓｐｏｒｔｓ＆ＤｉｎｉｎｇＢａｒ　ＲＡＶＥＮＳ サービス 飲食業 5%

57,333 東京都 北区 炭火串焼　鶏ジロー　板橋店 サービス 飲食業 5%

57,334 東京都 北区 炭火晩酌屋　はればれ サービス 飲食業 5%

57,335 東京都 北区 炭火焼肉　きたむら サービス 飲食業 5%

57,336 東京都 北区 住吉電器 小売業 電化製品 5%

57,337 東京都 北区 生活彩家田端４丁目店 小売業 その他小売 2%

57,338 東京都 北区 税理士法人ガイア サービス その他サービス 5%

57,339 東京都 北区 セオサイクル 東十条 小売業 その他小売 5%

57,340 東京都 北区 セオサイクル赤羽店 小売業 その他小売 5%

57,341 東京都 北区 セオサイクル東十条店 小売業 その他小売 5%

57,342 東京都 北区 ｓｏｊｉ 小売業 衣料品 5%

57,343 東京都 北区 ｄｉａｌｏｇｕｅ 小売業 その他小売 5%

57,344 東京都 北区 ダイアログ 小売業 その他小売 5%

57,345 東京都 北区 タイかぶれ食堂 サービス 飲食業 5%

57,346 東京都 北区 ＤｉＣＥ赤羽店 サービス その他サービス 5%

57,347 東京都 北区 ＤｉＣＥ赤羽店 サービス その他サービス 5%

57,348 東京都 北区 大成堂薬品 小売業 その他小売 5%

57,349 東京都 北区 大虎鮨 サービス 飲食業 5%

57,350 東京都 北区 ダイナーＢＡＣＨＩ　赤羽店 サービス 飲食業 5%

57,351 東京都 北区 ダイビングショップキューピッド 小売業 その他小売 5%

57,352 東京都 北区 タイムトンネル 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,353 東京都 北区 太陽産業株式会社 サービス その他サービス 5%

57,354 東京都 北区 台湾ＣＨＡ苑 サービス 飲食業 5%

57,355 東京都 北区 たかはし王子治療院 サービス その他サービス 5%

57,356 東京都 北区 高橋クリーニング サービス その他サービス 5%

57,357 東京都 北区 タクボディバランス サービス その他サービス 5%

57,358 東京都 北区 武知 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,359 東京都 北区 ただや洋品店 小売業 衣料品 5%

57,360 東京都 北区 セブン－イレブン田端３丁目店 小売業 食料品 2%

57,361 東京都 北区 Ｄａ　Ｂｌｕ サービス 理容・美容業 5%

57,362 東京都 北区 ｔａｖｅｒｎａｍｉｎｉｍｏ サービス 飲食業 5%

57,363 東京都 北区 ｔａｍａｔｅｂａｋｏ サービス 理容・美容業 5%

57,364 東京都 北区 多満×猟師工房 サービス 飲食業 5%

57,365 東京都 北区 茶月　駒込店 サービス 飲食業 5%

57,366 東京都 北区 有限会社中央電化東十条店 小売業 電化製品 5%

57,367 東京都 北区 中華　シゲ サービス 飲食業 5%

57,368 東京都 北区 彫刻刀のお店　カービー 小売業 その他小売 5%

57,369 東京都 北区 治療院せなかリペア サービス 理容・美容業 5%

57,370 東京都 北区 治療院せなかリペア サービス その他サービス 5%

57,371 東京都 北区 津川屋 小売業 食料品 5%

57,372 東京都 北区 椿 サービス 飲食業 5%
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57,373 東京都 北区 テイクアウト専門の焼肉やさん 一福 小売業 食料品 5%

57,374 東京都 北区 ティーワンヒーリングコミュニティー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

57,375 東京都 北区 Ｔｅｒｒａｃｅ　ｂｙ　Ｒｅｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

57,376 東京都 北区 天空 サービス 飲食業 5%

57,377 東京都 北区 でんじろう サービス 飲食業 5%

57,378 東京都 北区 ＴＵＯ東洋大学生協赤羽台ＳＢ サービス その他サービス 5%

57,379 東京都 北区 東京一番 サービス その他サービス 5%

57,380 東京都 北区 東京外国語大学生協　ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

57,381 東京都 北区 東京自動車 サービス その他サービス 5%

57,382 東京都 北区 東京堂　西ヶ原店 小売業 その他小売 5%

57,383 東京都 北区 東京レッカー本社 サービス その他サービス 5%

57,384 東京都 北区 東洋大学生協赤羽台ＳＢ サービス その他サービス 5%

57,385 東京都 北区 Ｄｏｌｌｓ　王子店 サービス 理容・美容業 5%

57,386 東京都 北区 トキオズホテル サービス 宿泊業 5%

57,387 東京都 北区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ滝野川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

57,388 東京都 北区 都市堂 サービス その他サービス 5%

57,389 東京都 北区 セブン－イレブン豊島５丁目店 小売業 食料品 2%

57,390 東京都 北区 ｔｏｃｃａ赤羽 サービス 理容・美容業 5%

57,391 東京都 北区 トップパルケ田端銀座店 小売業 食料品 5%

57,392 東京都 北区 ｔｏｎｉｃａｒｋ 小売業 衣料品 5%

57,393 東京都 北区 登三鮨 サービス 飲食業 5%

57,394 東京都 北区 ドリーミングクイーン どりーみんぐくいーん 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,395 東京都 北区 鳥と魚の店　キンクラ サービス 飲食業 5%

57,396 東京都 北区 ｔｒｉｐｌｅｔ サービス 理容・美容業 5%

57,397 東京都 北区 ｔｒｉｍｍｉｎｇ ｓａｌｏｎ Ｐｏｒｔａ サービス その他サービス 5%

57,398 東京都 北区 ドールストーンＴＡＢＡＴＡ サービス その他サービス 5%

57,399 東京都 北区 Ｄｒａｗ　ａ　Ｎｅｗ　Ｓｏｕｎｄ サービス その他サービス 5%

57,400 東京都 北区 丼丸　龍　滝野川店　丼丸龍滝野川 小売業 食料品 5%

57,401 東京都 北区 ＮＡＢＩＮＳＴＯＲＥ 小売業 その他小売 5%

57,402 東京都 北区 鳴門鯛焼本舗　赤羽駅前店 サービス 飲食業 5%

57,403 東京都 北区 肉処香月 サービス 飲食業 5%

57,404 東京都 北区 西ヶ原ローズ動物病院 サービス その他サービス 5%

57,405 東京都 北区 西原タクシー サービス 運輸業 5%

57,406 東京都 北区 ｎｉｃ北赤羽サロンありがとう倶楽部 小売業 その他小売 5%

57,407 東京都 北区 日個連　秋山タクシー サービス 運輸業 5%

57,408 東京都 北区 日個連　秋山タクシー サービス 運輸業 5%

57,409 東京都 北区 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

57,410 東京都 北区 日個連　有坂タクシー サービス 運輸業 5%

57,411 東京都 北区 日個連　安藤タクシー サービス 運輸業 5%

57,412 東京都 北区 日個連　飯島タクシー サービス 運輸業 5%

57,413 東京都 北区 日個連　生田タクシー サービス 運輸業 5%

57,414 東京都 北区 日個連　石川タクシー サービス 運輸業 5%
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57,415 東京都 北区 日個連　石黒タクシー サービス 運輸業 5%

57,416 東京都 北区 日個連　石本タクシー サービス 運輸業 5%

57,417 東京都 北区 日個連　磯部タクシー サービス 運輸業 5%

57,418 東京都 北区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

57,419 東京都 北区 日個連　猪野タクシー サービス 運輸業 5%

57,420 東京都 北区 日個連　今西タクシー サービス 運輸業 5%

57,421 東京都 北区 日個連　岩﨑タクシー サービス 運輸業 5%

57,422 東京都 北区 日個連　岩澤タクシー サービス 運輸業 5%

57,423 東京都 北区 日個連　岩波タクシー サービス 運輸業 5%

57,424 東京都 北区 日個連　江頭タクシー サービス 運輸業 5%

57,425 東京都 北区 日個連　大野タクシー サービス 運輸業 5%

57,426 東京都 北区 日個連　大場タクシー サービス 運輸業 5%

57,427 東京都 北区 日個連　小野タクシー サービス 運輸業 5%

57,428 東京都 北区 日個連　梶西タクシー サービス 運輸業 5%

57,429 東京都 北区 日個連　粕谷タクシー サービス 運輸業 5%

57,430 東京都 北区 日個連　加瀬タクシー サービス 運輸業 5%

57,431 東京都 北区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

57,432 東京都 北区 日個連　金田タクシー サービス 運輸業 5%

57,433 東京都 北区 日個連　川井タクシー サービス 運輸業 5%

57,434 東京都 北区 日個連　川崎タクシー サービス 運輸業 5%

57,435 東京都 北区 日個連　菅野タクシー サービス 運輸業 5%

57,436 東京都 北区 日個連　菊地タクシー サービス 運輸業 5%

57,437 東京都 北区 日個連　木原タクシー サービス 運輸業 5%

57,438 東京都 北区 日個連　工藤タクシー サービス 運輸業 5%

57,439 東京都 北区 日個連　熊谷タクシー サービス 運輸業 5%

57,440 東京都 北区 日個連　小出タクシー サービス 運輸業 5%

57,441 東京都 北区 日個連　児島タクシー サービス 運輸業 5%

57,442 東京都 北区 日個連　小島タクシー サービス 運輸業 5%

57,443 東京都 北区 日個連　後藤タクシー サービス 運輸業 5%

57,444 東京都 北区 日個連　紺野タクシー サービス 運輸業 5%

57,445 東京都 北区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

57,446 東京都 北区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

57,447 東京都 北区 日個連　沢口タクシー サービス 運輸業 5%

57,448 東京都 北区 日個連　篠崎タクシー サービス 運輸業 5%

57,449 東京都 北区 日個連　柴田タクシー サービス 運輸業 5%

57,450 東京都 北区 日個連　渋谷タクシー サービス 運輸業 5%

57,451 東京都 北区 日個連　庄司タクシー サービス 運輸業 5%

57,452 東京都 北区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

57,453 東京都 北区 日個連　石龍タクシー サービス 運輸業 5%

57,454 東京都 北区 日個連　髙田タクシー サービス 運輸業 5%

57,455 東京都 北区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

57,456 東京都 北区 日個連　高見タクシー サービス 運輸業 5%
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57,457 東京都 北区 日個連　高山タクシー サービス 運輸業 5%

57,458 東京都 北区 日個連　髙山タクシー サービス 運輸業 5%

57,459 東京都 北区 日個連　内匠タクシー サービス 運輸業 5%

57,460 東京都 北区 日個連　千野タクシー サービス 運輸業 5%

57,461 東京都 北区 日個連　土田タクシー サービス 運輸業 5%

57,462 東京都 北区 日個連　筒井タクシー サービス 運輸業 5%

57,463 東京都 北区 日個連　戸賀瀬タクシー サービス 運輸業 5%

57,464 東京都 北区 日個連　鳥居タクシー サービス 運輸業 5%

57,465 東京都 北区 日個連　永井タクシー サービス 運輸業 5%

57,466 東京都 北区 日個連　中嶋タクシー サービス 運輸業 5%

57,467 東京都 北区 日個連　中田タクシー サービス 運輸業 5%

57,468 東京都 北区 日個連　永田タクシー サービス 運輸業 5%

57,469 東京都 北区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

57,470 東京都 北区 日個連　中山タクシー サービス 運輸業 5%

57,471 東京都 北区 日個連　成田タクシー サービス 運輸業 5%

57,472 東京都 北区 日個連　新野タクシー サービス 運輸業 5%

57,473 東京都 北区 日個連　西澤タクシー サービス 運輸業 5%

57,474 東京都 北区 日個連　野村タクシー サービス 運輸業 5%

57,475 東京都 北区 日個連　長谷川タクシー サービス 運輸業 5%

57,476 東京都 北区 日個連　濱田タクシー サービス 運輸業 5%

57,477 東京都 北区 日個連　原田タクシー サービス 運輸業 5%

57,478 東京都 北区 日個連　樋詰タクシー サービス 運輸業 5%

57,479 東京都 北区 日個連　藤田タクシー サービス 運輸業 5%

57,480 東京都 北区 日個連　藤田タクシー サービス 運輸業 5%

57,481 東京都 北区 日個連　府中タクシー サービス 運輸業 5%

57,482 東京都 北区 日個連　前原タクシー サービス 運輸業 5%

57,483 東京都 北区 日個連　丸山タクシー サービス 運輸業 5%

57,484 東京都 北区 日個連　水澤タクシー サービス 運輸業 5%

57,485 東京都 北区 日個連　三塚タクシー サービス 運輸業 5%

57,486 東京都 北区 日個連　宮川タクシー サービス 運輸業 5%

57,487 東京都 北区 日個連　矢島タクシー サービス 運輸業 5%

57,488 東京都 北区 日個連　安田タクシー サービス 運輸業 5%

57,489 東京都 北区 日個連　安田タクシー サービス 運輸業 5%

57,490 東京都 北区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

57,491 東京都 北区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

57,492 東京都 北区 日個連　和田タクシー サービス 運輸業 5%

57,493 東京都 北区 日個連　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

57,494 東京都 北区 日個連　渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

57,495 東京都 北区 日本酒ＢＡＲ　ｒｉｂｂｉｔ　ｒｉｂｂｉｔ サービス 飲食業 5%

57,496 東京都 北区 ｎａｉｌｓａｌｏｎｂａｌｎ サービス 理容・美容業 5%

57,497 東京都 北区 ネイルサロンフェイト サービス 理容・美容業 5%

57,498 東京都 北区 ネイルサロンラディエス サービス 理容・美容業 5%
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57,499 東京都 北区 ｎｏｏｎｅａｎｙｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

57,500 東京都 北区 野島タクシー サービス その他サービス 5%

57,501 東京都 北区 ノリゾーラボ尾久駅前店 サービス 理容・美容業 5%

57,502 東京都 北区 ＮＯＲＯＳＯＵＮＤ．ＣＯＭ サービス その他サービス 5%

57,503 東京都 北区 Ｂａｒ　ＦＵＮＦＡＲＥ サービス 飲食業 5%

57,504 東京都 北区 Ｂａｒ　Ｈ２Ｏ サービス 飲食業 5%

57,505 東京都 北区 バイクショップ　イーグル 小売業 その他小売 5%

57,506 東京都 北区 赤羽店 サービス その他サービス 5%

57,507 東京都 北区 バウンサー王子店＆Ｒａｆａ サービス 理容・美容業 5%

57,508 東京都 北区 セブン－イレブン蓮沼アスリート通り店 小売業 食料品 2%

57,509 東京都 北区 八天将　東田端店 サービス 飲食業 5%

57,510 東京都 北区 ハッピーフォトセンター サービス その他サービス 5%

57,511 東京都 北区 ハンコ卸売センター　田端店 小売業 その他小売 5%

57,512 東京都 北区 はんこスーパー　王子 小売業 その他小売 5%

57,513 東京都 北区 はんこ家一番　十条店 小売業 その他小売 5%

57,514 東京都 北区 ｈａｎｄｓｆｏｒｓｃｉｓｓｏｒｓ サービス その他サービス 5%

57,515 東京都 北区 ハンセンクラフツジャパン サービス その他サービス 5%

57,516 東京都 北区 パンとコーヒー　よろづや サービス 飲食業 5%

57,517 東京都 北区 バンリック株式会社 サービス 理容・美容業 5%

57,518 東京都 北区 ビアプラスプラス サービス 飲食業 5%

57,519 東京都 北区 ｐｅａｃｅ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

57,520 東京都 北区 Ｐ．Ｄ．Ｃ　赤羽店 小売業 衣料品 5%

57,521 東京都 北区 ｖｉｖｏｄａｉｌｙｓｔａｎｄ サービス 飲食業 5%

57,522 東京都 北区 ビーボデイリースタンド赤羽店 サービス 飲食業 5%

57,523 東京都 北区 東王子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

57,524 東京都 北区 東十条駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

57,525 東京都 北区 ヒガジュウベーグル 小売業 食料品 5%

57,526 東京都 北区 ビジネスホテルプラザ駒込 サービス 宿泊業 5%

57,527 東京都 北区 美術教室ＭｙＡｒｔ サービス その他サービス 5%

57,528 東京都 北区 ひとつぶ珈琲 ひとつぶ珈琲 小売業 食料品 5%

57,529 東京都 北区 ビューティーサワ サービス 理容・美容業 5%

57,530 東京都 北区 美容室ゆう サービス 理容・美容業 5%

57,531 東京都 北区 ピリカ サービス 理容・美容業 5%

57,532 東京都 北区 ピロースタンド　赤羽アビレ店 小売業 その他小売 5%

57,533 東京都 北区 備長 サービス 飲食業 5%

57,534 東京都 北区 ファッションヘアー小泉 サービス 理容・美容業 5%

57,535 東京都 北区 風響社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

57,536 東京都 北区 Ｆｅｓｔ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅｕｐ サービス 理容・美容業 5%

57,537 東京都 北区 紅艶艶居酒屋 サービス 飲食業 5%

57,538 東京都 北区 フクダヤ 小売業 電化製品 5%

57,539 東京都 北区 ＰＥＴＩＴＰＯＩＮＴＣＩＮＱ 小売業 衣料品 5%

57,540 東京都 北区 ブティックギャラリーアイ　赤羽ビビオ店 小売業 衣料品 5%
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57,541 東京都 北区 ブラッスリージゴ サービス 飲食業 5%

57,542 東京都 北区 ブランド楽市赤羽店 小売業 その他小売 5%

57,543 東京都 北区 ブリアント　赤羽店 サービス 理容・美容業 5%

57,544 東京都 北区 ぷりん太くん 小売業 その他小売 5%

57,545 東京都 北区 ｂｌｕｅ　ｆａｃｅｓ　【ブルーフェーセス】　赤羽 サービス 理容・美容業 5%

57,546 東京都 北区 ＢｌｕｍｅＣＯＳＴＡ サービス 理容・美容業 5%

57,547 東京都 北区 ブルーエルフィン サービス その他サービス 5%

57,548 東京都 北区 古着屋ｈａｉｋａｒａ　霜降商店街店 小売業 衣料品 5%

57,549 東京都 北区 ｆｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

57,550 東京都 北区 プロローグリュクス赤羽店 小売業 衣料品 5%

57,551 東京都 北区 文化堂　豊島店 小売業 食料品 5%

57,552 東京都 北区 文化堂　豊島店 小売業 食料品 5%

57,553 東京都 北区 ＨＡＩＲ　ＬＯＵＮＧＥ　ｅｍｕ サービス 理容・美容業 5%

57,554 東京都 北区 hair&amp;make green サービス 理容・美容業 5%

57,555 東京都 北区 ヘアーサロンビー・トゥルー サービス その他サービス 5%

57,556 東京都 北区 ＨａｉｒＳｔｕｄｉｏＢＢＳ サービス 理容・美容業 5%

57,557 東京都 北区 ヘアー　デザイン　アトリエ　ミウ サービス 理容・美容業 5%

57,558 東京都 北区 ヘアーデザインガーデニア サービス 理容・美容業 5%

57,559 東京都 北区 ヘアケアラウンジ サービス 理容・美容業 5%

57,560 東京都 北区 ヘアサロン Ｉｒｉｅ ヘアサロン アイリー サービス 理容・美容業 5%

57,561 東京都 北区 ＨａｉｒｓａｌｏｎＲｅｂｏｒｎ サービス 理容・美容業 5%

57,562 東京都 北区 ヘアサロンアイリー サービス 理容・美容業 5%

57,563 東京都 北区 ｈａｉｒｓａｌｏｎ３１５ サービス 理容・美容業 5%

57,564 東京都 北区 髪ファッション四季 サービス 理容・美容業 5%

57,565 東京都 北区 株式会社ＺＥＲＯ サービス 理容・美容業 5%

57,566 東京都 北区 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

57,567 東京都 北区 ペットサロン＆カフェメルヘン サービス その他サービス 5%

57,568 東京都 北区 ヘナ・ファクトリー　十条店 サービス 理容・美容業 5%

57,569 東京都 北区 ベレタ・ダイビングショップ サービス その他サービス 5%

57,570 東京都 北区 ベンテン赤羽店 小売業 その他小売 5%

57,571 東京都 北区 ペンナロッソ サービス 飲食業 5%

57,572 東京都 北区 ＨＯＵＧＡ 小売業 衣料品 5%

57,573 東京都 北区 法輪堂 サービス その他サービス 5%

57,574 東京都 北区 ポーラビューティー王子 小売業 その他小売 2%

57,575 東京都 北区 ほぐし堂王子店 サービス 理容・美容業 5%

57,576 東京都 北区 ほぐしんＯＮ＆ＯＦＦ サービス その他サービス 5%

57,577 東京都 北区 ほぐしんＯＮ＆ＯＦＦ サービス その他サービス 5%

57,578 東京都 北区 北伸ゴム株式会社 小売業 その他小売 5%

57,579 東京都 北区 墨筆士小林龍人 サービス その他サービス 5%

57,580 東京都 北区 ｐｏｃｏ　ａ　ｐｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

57,581 東京都 北区 星タクシー サービス その他サービス 5%

57,582 東京都 北区 Ｈｏｐ　Ｓｔｅｐ　Ｉｎｎ サービス 宿泊業 5%
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57,583 東京都 北区 ボディバランスハウス サービス その他サービス 5%

57,584 東京都 北区 ボディバランスハウス　赤羽駅前店 サービス その他サービス 5%

57,585 東京都 北区 ホテル　パレスモモヤマ サービス 宿泊業 5%

57,586 東京都 北区 ボルダリングジムＵＮＤＥＲＧＲＯＵＮＤ サービス その他サービス 5%

57,587 東京都 北区 Ｍａｑｕｉｌａ　Ｔｏｋｙｏ サービス 飲食業 5%

57,588 東京都 北区 ＭａｑｕｉｌａＴｏｋｙｏ サービス 飲食業 5%

57,589 東京都 北区 マクドナルド赤羽公園店 サービス 飲食業 2%

57,590 東京都 北区 マクドナルド赤羽東口店 サービス 飲食業 2%

57,591 東京都 北区 マクドナルド北赤羽駅前店 サービス 飲食業 2%

57,592 東京都 北区 ＭＡＴＡＴＡＢＩＧＡＲＡＧＥ 小売業 その他小売 5%

57,593 東京都 北区 松坂屋化粧品店 小売業 その他小売 5%

57,594 東京都 北区 まつ里亭 サービス 飲食業 5%

57,595 東京都 北区 マルカワ王子店 小売業 衣料品 5%

57,596 東京都 北区 丸正西ヶ原店 小売業 その他小売 5%

57,597 東京都 北区 マルチュウクリーニング　赤羽店 サービス その他サービス 5%

57,598 東京都 北区 マルチュウクリーニング 赤羽西店 サービス その他サービス 5%

57,599 東京都 北区 マルチュウクリーニング 田端店 サービス その他サービス 5%

57,600 東京都 北区 マルノ靴店 小売業 その他小売 5%

57,601 東京都 北区 海里 サービス 飲食業 5%

57,602 東京都 北区 ミックヘア＆メイク　赤羽店 サービス 理容・美容業 5%

57,603 東京都 北区 ミックヘア＆メイク　王子店 サービス 理容・美容業 5%

57,604 東京都 北区 麦の香 小売業 食料品 5%

57,605 東京都 北区 623 サービス 飲食業 5%

57,606 東京都 北区 メガネサロンルック　王子店 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,607 東京都 北区 めがねのメイコー十条店 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,608 東京都 北区 麺処　夏海 サービス 飲食業 5%

57,609 東京都 北区 モア　赤羽店 小売業 衣料品 5%

57,610 東京都 北区 やきとり　八咫烏　やきとり八咫烏　王子店 サービス 飲食業 5%

57,611 東京都 北区 焼肉　芭里土羅 サービス 飲食業 5%

57,612 東京都 北区 焼肉　山河　田端店 サービス 飲食業 5%

57,613 東京都 北区 焼肉トラジ 池袋西口店 サービス 飲食業 5%

57,614 東京都 北区 谷戸米店 小売業 食料品 5%

57,615 東京都 北区 Ｙａｎｉｉｓ 小売業 衣料品 5%

57,616 東京都 北区 山一石材㈱ サービス その他サービス 5%

57,617 東京都 北区 八巻畳工業 サービス その他サービス 5%

57,618 東京都 北区 山口タクシー サービス 運輸業 5%

57,619 東京都 北区 ユアーズ 小売業 衣料品 5%

57,620 東京都 北区 ユアーズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,621 東京都 北区 有限会社王子輪業 小売業 その他小売 5%

57,622 東京都 北区 有限会社幸輪業商会 小売業 その他小売 5%

57,623 東京都 北区 （有）フタバ サービス その他サービス 5%

57,624 東京都 北区 有限会社船津塗料店 小売業 その他小売 5%
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57,625 東京都 北区 有限会社ムトウデンキ 小売業 電化製品 5%

57,626 東京都 北区 ＹｏｕＣｏｍｆｏｒｔ サービス その他サービス 5%

57,627 東京都 北区 Ｕ?ＴＥＸ 小売業 家具・調度品 5%

57,628 東京都 北区 ユザワヤ　ビーンズ赤羽店 小売業 その他小売 5%

57,629 東京都 北区 ｕｎｉｏｎ サービス 飲食業 5%

57,630 東京都 北区 ユニックス　赤羽店 サービス 理容・美容業 5%

57,631 東京都 北区 ユニバーサルドラッグ駒込店 小売業 その他小売 5%

57,632 東京都 北区 ＊ｙｕｒｕ－ｙｕｒａ＊ サービス その他サービス 5%

57,633 東京都 北区 ヨシダヤ サービス その他サービス 5%

57,634 東京都 北区 らーめん玉彦 サービス 飲食業 5%

57,635 東京都 北区 らーめん処 歩や サービス 飲食業 5%

57,636 東京都 北区 楽算アカデミー サービス その他サービス 5%

57,637 東京都 北区 ラ・プワル サービス 飲食業 5%

57,638 東京都 北区 リアット！東十条店 サービス その他サービス 5%

57,639 東京都 北区 Ｌｉｋｋｌｅ　Ｍｏｒｅ サービス その他サービス 5%

57,640 東京都 北区 Ｌｉｔ サービス 飲食業 5%

57,641 東京都 北区 ＬｉｎｏａＭａｌｉｅ サービス その他サービス 5%

57,642 東京都 北区 Ｒｅｂｅａｃｈ　ＨＡＩＲ　ＲＥＳＯＲＴ　Ｒｅｂｅａｃｈ　ＨＡＩＲ　ＲＥＳＯＲＴ サービス 理容・美容業 5%

57,643 東京都 北区 理容ケンシ サービス 理容・美容業 5%

57,644 東京都 北区 Ｒｅ　Ｒａ　Ｋｕ　イトーヨーカドー赤羽店 サービス その他サービス 5%

57,645 東京都 北区 リル　シープ サービス 理容・美容業 5%

57,646 東京都 北区 Ｌｉｌｓｈｅｅｐ サービス 理容・美容業 5%

57,647 東京都 北区 Ｒａｖｅｎｓ サービス 飲食業 5%

57,648 東京都 北区 ＬＯＡＢＥＬ サービス その他サービス 5%

57,649 東京都 北区 ロイマミヤ 小売業 衣料品 5%

57,650 東京都 北区 炉端焼きの店　きんの蔵 サービス 飲食業 5%

57,651 東京都 北区 ワイガーデン　赤羽店 サービス その他サービス 5%

57,652 東京都 北区 ワイン厨房ｔａｍａｙａ田端店 サービス 飲食業 5%

57,653 東京都 北区 若松電機 小売業 電化製品 5%

57,654 東京都 北区 若宮クリーニング サービス その他サービス 5%

57,655 東京都 北区 和処十一 サービス 飲食業 5%

57,656 東京都 北区 ＪＭ／和処十一 サービス 飲食業 5%

57,657 東京都 清瀬市 朝倉メガネ　清瀬店 小売業 その他小売 5%

57,658 東京都 清瀬市 味わい処わがっち サービス 飲食業 5%

57,659 東京都 清瀬市 ＭＭインテリアスペース 小売業 家具・調度品 5%

57,660 東京都 清瀬市 Ｏ．ｂ．Ｂ　阿佐ケ谷 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,661 東京都 清瀬市 有限会社太田屋呉服店 小売業 衣料品 5%

57,662 東京都 清瀬市 株式会社ウオツキリン　魚ツキ サービス 飲食業 5%

57,663 東京都 清瀬市 株式会社田中住宅設備 サービス その他サービス 5%

57,664 東京都 清瀬市 株式会社トップアート　リファイン清瀬店 サービス 理容・美容業 5%

57,665 東京都 清瀬市 牛角秋津店 サービス 飲食業 2%

57,666 東京都 清瀬市 ぎょうざの満洲　清瀬北口店 サービス 飲食業 5%
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57,667 東京都 清瀬市 清瀬ＳＳ　松村石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

57,668 東京都 清瀬市 セブン－イレブン清瀬下宿２丁目店 小売業 食料品 2%

57,669 東京都 清瀬市 セブン－イレブン清瀬竹丘２丁目店 小売業 食料品 2%

57,670 東京都 清瀬市 セブン－イレブン清瀬中清戸５丁目店 小売業 食料品 2%

57,671 東京都 清瀬市 セブン－イレブン清瀬中里５丁目店 小売業 食料品 2%

57,672 東京都 清瀬市 セブン－イレブン清瀬野塩１丁目店 小売業 食料品 2%

57,673 東京都 清瀬市 セブン－イレブン清瀬元町１丁目店 小売業 食料品 2%

57,674 東京都 清瀬市 セブン－イレブン清瀬元町２丁目店 小売業 食料品 2%

57,675 東京都 清瀬市 きんぺい寿司 サービス 飲食業 5%

57,676 東京都 清瀬市 串揚げ　邑 サービス 飲食業 5%

57,677 東京都 清瀬市 クリーニングの和光　清瀬店 サービス その他サービス 5%

57,678 東京都 清瀬市 ＯＷＬＬＯＣＫＡＲＲＡＮＧＥＭＥＮＴ サービス その他サービス 5%

57,679 東京都 清瀬市 セブンーイレブンＫＯＹＯ複十字病院店 小売業 食料品 2%

57,680 東京都 清瀬市 文具の坂田雅光堂 小売業 その他小売 5%

57,681 東京都 清瀬市 サロン　蕾美 小売業 衣料品 5%

57,682 東京都 清瀬市 サン理容室 サン理容室 サービス 理容・美容業 5%

57,683 東京都 清瀬市 ＪＡ東京みらい　清瀬支店 小売業 食料品 5%

57,684 東京都 清瀬市 食堂部 サービス その他サービス 5%

57,685 東京都 清瀬市 食堂部（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

57,686 東京都 清瀬市 せんべ味億本舗　せんべ味億本舗　清瀬本店 小売業 食料品 5%

57,687 東京都 清瀬市 そば処尾張屋 サービス 飲食業 5%

57,688 東京都 清瀬市 秩父そば　清瀬駅店 サービス 飲食業 5%

57,689 東京都 清瀬市 でんきち　清瀬店 小売業 電化製品 5%

57,690 東京都 清瀬市 トリミングサロン犬床屋 サービス 理容・美容業 5%

57,691 東京都 清瀬市 ＮＡＴＵＲＥ　清瀬南口店 サービス 理容・美容業 5%

57,692 東京都 清瀬市 （有）日昭電気 小売業 電化製品 5%

57,693 東京都 清瀬市 ニッセンシェイプファンデサロンド　一華 小売業 衣料品 5%

57,694 東京都 清瀬市 日本サンエス有限会社 サービス その他サービス 5%

57,695 東京都 清瀬市 日本社会事業大学生協ＳＢ サービス その他サービス 5%

57,696 東京都 清瀬市 日本社会事業大学生協　ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

57,697 東京都 清瀬市 ビクトリーヘアー サービス 理容・美容業 5%

57,698 東京都 清瀬市 美容室　フリーダム サービス 理容・美容業 5%

57,699 東京都 清瀬市 ＢＯＯＫＳイイダ　クレア店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

57,700 東京都 清瀬市 ヘアメイクリプル サービス 理容・美容業 5%

57,701 東京都 清瀬市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｒｉｐｐｌｅ サービス 理容・美容業 5%

57,702 東京都 清瀬市 ペットクリエイターズ サービス その他サービス 5%

57,703 東京都 清瀬市 ポポラマーマ清瀬店 サービス 飲食業 5%

57,704 東京都 清瀬市 Ｖｏｉｒ サービス 理容・美容業 5%

57,705 東京都 清瀬市 マクドナルド清瀬駅北口店 サービス 飲食業 2%

57,706 東京都 清瀬市 Ｍｅｅｔｓ　Ｓｍｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

57,707 東京都 清瀬市 明治薬科大生協　カフェテリア（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

57,708 東京都 清瀬市 明治薬科大生協　購買書籍部 サービス その他サービス 5%
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57,709 東京都 清瀬市 明治薬科大生協　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

57,710 東京都 清瀬市 メガネストアー清瀬 小売業 その他小売 5%

57,711 東京都 清瀬市 メガネストアー清瀬店 小売業 その他小売 5%

57,712 東京都 清瀬市 メル友　清瀬店 小売業 電化製品 5%

57,713 東京都 清瀬市 やきとり　にしだ場　清瀬店 サービス 宿泊業 5%

57,714 東京都 清瀬市 やき鶏おさ田清瀬店 サービス 飲食業 5%

57,715 東京都 清瀬市 Ｙｕｐｐｉｅｓ サービス その他サービス 5%

57,716 東京都 清瀬市 山一自動車商会 サービス その他サービス 5%

57,717 東京都 清瀬市 ［ＨＣ］有限会社笠原デンキ 小売業 電化製品 5%

57,718 東京都 清瀬市 理容こくぼ サービス 理容・美容業 5%

57,719 東京都 清瀬市 リラクゼーションサロン　いけだや サービス その他サービス 5%

57,720 東京都 清瀬市 ＷＯＷサリサリストア 小売業 その他小売 5%

57,721 東京都 清瀬市 和食壱まる サービス 飲食業 5%

57,722 東京都 国立市 アイズモア　国立店 サービス 理容・美容業 5%

57,723 東京都 国立市 Ｃｌｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

57,724 東京都 国立市 青山フラワーマーケットｎｏｎｏｗａ国立店 小売業 その他小売 5%

57,725 東京都 国立市 足もみＫＭＲ サービス その他サービス 5%

57,726 東京都 国立市 アトム広告企画有限会社 サービス その他サービス 5%

57,727 東京都 国立市 アントワープスタジオ　国立店 小売業 衣料品 5%

57,728 東京都 国立市 ｅ－工房国立店 小売業 その他小売 5%

57,729 東京都 国立市 居酒屋とむ 居酒屋とむ サービス 飲食業 5%

57,730 東京都 国立市 一真菴 小売業 食料品 5%

57,731 東京都 国立市 一歩堂 小売業 衣料品 5%

57,732 東京都 国立市 インテリア　イハラ 小売業 その他小売 5%

57,733 東京都 国立市 エステサロン　さくら　国立店 サービス 理容・美容業 5%

57,734 東京都 国立市 オカコー薬品 サービス その他サービス 5%

57,735 東京都 国立市 オッティ 小売業 衣料品 5%

57,736 東京都 国立市 オリックスレンタカー国立富士見台店 サービス その他サービス 2%

57,737 東京都 国立市 カゴアミドリ 小売業 その他小売 5%

57,738 東京都 国立市 Ｃｕｔ　ｓｐａｃｅ　?ａｎ サービス 理容・美容業 5%

57,739 東京都 国立市 ［ＨＣ］株式会社石電 小売業 電化製品 5%

57,740 東京都 国立市 ［ＨＣ］株式会社石電 小売業 電化製品 5%

57,741 東京都 国立市 株式会社ＡＢＣ 小売業 その他小売 5%

57,742 東京都 国立市 株　オカコー薬品 小売業 その他小売 5%

57,743 東京都 国立市 株式会社高柳商店 小売業 その他小売 5%

57,744 東京都 国立市 ［ＨＣ］株式会社早川電機商会 小売業 電化製品 5%

57,745 東京都 国立市 カラダファクトリー　国立店 サービス その他サービス 5%

57,746 東京都 国立市 ｃａｒｉｎａ【カリーナ】 サービス 理容・美容業 5%

57,747 東京都 国立市 カルマックス　カルマックス 小売業 その他小売 5%

57,748 東京都 国立市 河西 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,749 東京都 国立市 河西 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,750 東京都 国立市 カワニシプラス 小売業 貴金属・服飾品 5%
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57,751 東京都 国立市 キィニョンｎｏｎｏｗａ国立店 小売業 食料品 5%

57,752 東京都 国立市 木のおもちゃ　Ｂｒｅｍｅｎ　木のおもちゃ　ブレーメン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

57,753 東京都 国立市 木のおもちゃブレーメン 小売業 その他小売 5%

57,754 東京都 国立市 キャンドゥ谷保駅前店 キャンドゥ谷保駅前店 小売業 その他小売 2%

57,755 東京都 国立市 セブン－イレブン国立泉１丁目店 小売業 食料品 2%

57,756 東京都 国立市 くにたちウエイトリフティング教室 サービス その他サービス 5%

57,757 東京都 国立市 セブン－イレブン国立北２丁目店 小売業 食料品 2%

57,758 東京都 国立市 くにたち金文堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

57,759 東京都 国立市 国立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

57,760 東京都 国立市 セブン－イレブン国立さくら通り店 小売業 食料品 2%

57,761 東京都 国立市 国立茶寮レント サービス 飲食業 5%

57,762 東京都 国立市 国立商店 小売業 衣料品 5%

57,763 東京都 国立市 セブン－イレブン国立中店 小売業 食料品 2%

57,764 東京都 国立市 Ｋｕｎｉｔａｃｈｉ　Ｐａｓｔａ　Ｆａｃｔｏｒｙ サービス 飲食業 5%

57,765 東京都 国立市 セブンーイレブン国立東店 小売業 食料品 2%

57,766 東京都 国立市 セブン－イレブン国立富士見台４丁目店 小売業 食料品 2%

57,767 東京都 国立市 くにたち村酒場 サービス 飲食業 5%

57,768 東京都 国立市 セブン－イレブン国立谷保駅北口店 小売業 食料品 2%

57,769 東京都 国立市 セブン－イレブン国立谷保南店 小売業 食料品 2%

57,770 東京都 国立市 今宵ノ味来 サービス 飲食業 5%

57,771 東京都 国立市 株式会社コルティナ 小売業 家具・調度品 5%

57,772 東京都 国立市 齊藤 サービス 飲食業 5%

57,773 東京都 国立市 ＳａｔｔｖａＭｏｏｎｊｕ サービス その他サービス 5%

57,774 東京都 国立市 サバイディー国立店 サービス 理容・美容業 5%

57,775 東京都 国立市 ＪＥＹＥＳメガネ国立店 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,776 東京都 国立市 シーズン サービス 飲食業 5%

57,777 東京都 国立市 ＳＨＩＭＯ　ｋｕｎｉｔａｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

57,778 東京都 国立市 ｃｈｕｆｆ サービス 飲食業 5%

57,779 東京都 国立市 ジャンクロード・ビギン サービス 理容・美容業 5%

57,780 東京都 国立市 ジュエリーサロン　オードリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,781 東京都 国立市 ＪＯＹパソコンスクール　谷保校 サービス その他サービス 5%

57,782 東京都 国立市 食彩わらび亭 サービス 飲食業 5%

57,783 東京都 国立市 植物と古道具ｐｌａｎ 小売業 その他小売 5%

57,784 東京都 国立市 知るカフェ一ツ橋大学前店 サービス 飲食業 5%

57,785 東京都 国立市 つくもの サービス その他サービス 5%

57,786 東京都 国立市 スターロードボクシングジム サービス その他サービス 5%

57,787 東京都 国立市 ＳｔｕｄｉｏＴｏｍｍｅｇ 小売業 衣料品 5%

57,788 東京都 国立市 ストラーダ・ビアンカ 小売業 家具・調度品 5%

57,789 東京都 国立市 ＳＴＲＵＴ 小売業 その他小売 5%

57,790 東京都 国立市 すみれ珈琲 サービス 飲食業 5%

57,791 東京都 国立市 セオサイクル国立店 小売業 その他小売 5%

57,792 東京都 国立市 ＳＥＲＡＰＨＩＭ 小売業 衣料品 5%
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57,793 東京都 国立市 ＳｏｐｏＣａｎｄｌｅ 小売業 衣料品 5%

57,794 東京都 国立市 そらーる 小売業 その他小売 5%

57,795 東京都 国立市 大黒屋 サービス 飲食業 5%

57,796 東京都 国立市 大黒屋そば店 サービス 飲食業 5%

57,797 東京都 国立市 国立店 小売業 家具・調度品 5%

57,798 東京都 国立市 ＤＡＩＭＯ サービス 飲食業 5%

57,799 東京都 国立市 たとぱに 小売業 家具・調度品 5%

57,800 東京都 国立市 多摩スポーツ サービス その他サービス 5%

57,801 東京都 国立市 チャオ 小売業 衣料品 5%

57,802 東京都 国立市 つばさクリーニング サービス その他サービス 5%

57,803 東京都 国立市 ディスクユニオン　国立中古センター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

57,804 東京都 国立市 ディスクユニオン　国立店 小売業 電化製品 5%

57,805 東京都 国立市 Ｄｒ．ストレッチ国立店 サービス その他サービス 5%

57,806 東京都 国立市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ国立府中インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

57,807 東京都 国立市 ｔｒｉｆｅ　ｂｙ　ｈａｒｅｋｅ サービス 理容・美容業 5%

57,808 東京都 国立市 ｎｏｉｘ サービス その他サービス 5%

57,809 東京都 国立市 中山動物病院 サービス その他サービス 5%

57,810 東京都 国立市 肉の万世　国立矢川駅前店 サービス 飲食業 5%

57,811 東京都 国立市 西　食堂 サービス その他サービス 5%

57,812 東京都 国立市 日個連　有安タクシー サービス 運輸業 5%

57,813 東京都 国立市 ニッセンシェイプファンデサロンクラージュ 小売業 衣料品 5%

57,814 東京都 国立市 ＢＵＲＮＥＹ　ＦＩＥＬＤＳ サービス 理容・美容業 5%

57,815 東京都 国立市 ｈｅｒｂｃｈａｒｍ サービス 理容・美容業 5%

57,816 東京都 国立市 バーンキラオ 国立店 サービス 飲食業 5%

57,817 東京都 国立市 葉根茶 小売業 その他小売 5%

57,818 東京都 国立市 ＰＡＬＨＡＩＲ国立店 サービス 理容・美容業 5%

57,819 東京都 国立市 ＢＡＭＢＩＮＩ　【バンビーニ】 サービス 理容・美容業 5%

57,820 東京都 国立市 東　カフェテリア サービス その他サービス 5%

57,821 東京都 国立市 ピッタリキッチン サービス その他サービス 5%

57,822 東京都 国立市 ＨＩＴＭＡＮＬＡＢ 小売業 衣料品 5%

57,823 東京都 国立市 一橋大学消費生活協同組合 小売業 その他小売 5%

57,824 東京都 国立市 一橋大学生協　西ショップ サービス その他サービス 5%

57,825 東京都 国立市 一橋大学生協　西ショップ サービス その他サービス 5%

57,826 東京都 国立市 一橋大学生協　東ショップ サービス その他サービス 5%

57,827 東京都 国立市 一橋大学生協　東ショップ サービス その他サービス 5%

57,828 東京都 国立市 ｐｉｇｎｏｎｍｉｇｎｏｎ 小売業 その他小売 5%

57,829 東京都 国立市 美容室　ヘアーアーティス サービス 理容・美容業 5%

57,830 東京都 国立市 美容室すずらん国立店 サービス 理容・美容業 5%

57,831 東京都 国立市 美容室　レンゲソウ サービス 理容・美容業 5%

57,832 東京都 国立市 ＦＡＲ　ＥＡＳＴ　ＧＵＩＴＡＲＳ 小売業 その他小売 5%

57,833 東京都 国立市 株式会社シーズスタイル 小売業 家具・調度品 5%

57,834 東京都 国立市 ファミスタ国立店 小売業 衣料品 2%
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57,835 東京都 国立市 ＦＵＮＴＥＣ株式会社 サービス その他サービス 5%

57,836 東京都 国立市 ＦＥＥＬ サービス 理容・美容業 5%

57,837 東京都 国立市 ＢＲＩＬＬＥＲＡ サービス 理容・美容業 5%

57,838 東京都 国立市 ＦＵＲＩＳＯＤＥ　ＣＯＣＯ サービス その他サービス 5%

57,839 東京都 国立市 ＦＵＲＩＳＯＤＥＣＯＣＯ国立店 サービス その他サービス 5%

57,840 東京都 国立市 ブリリアントシェーブ サービス 理容・美容業 5%

57,841 東京都 国立市 レットエムイン 小売業 その他小売 5%

57,842 東京都 国立市 ヘアーメイクルチア サービス 理容・美容業 5%

57,843 東京都 国立市 ヘアメイクアッシュ国立店 サービス 理容・美容業 5%

57,844 東京都 国立市 ｈａｉｒ－ｌｏｕｎｇｅ　ｈｏｕｍ． サービス 理容・美容業 5%

57,845 東京都 国立市 ｂｅｌｌｏｌｕｃｅ　国立店 サービス 理容・美容業 5%

57,846 東京都 国立市 ペピーズヘアーＷＥＳＴ本店 サービス 理容・美容業 5%

57,847 東京都 国立市 ペピーズヘアー国立ＥＡＳＴ店 サービス 理容・美容業 5%

57,848 東京都 国立市 Ｃａｒｉｓｓｉｍａ サービス 飲食業 5%

57,849 東京都 国立市 ｈｏｕｍ．　【ホウム】 サービス 理容・美容業 5%

57,850 東京都 国立市 ほむら 小売業 家具・調度品 5%

57,851 東京都 国立市 マクドナルド国立店 サービス 飲食業 2%

57,852 東京都 国立市 ＭＩＮＯＲＩＴＹＡＭＡＳＳ 小売業 衣料品 5%

57,853 東京都 国立市 ミノリティアマス 小売業 衣料品 5%

57,854 東京都 国立市 宮原電気商会 小売業 電化製品 5%

57,855 東京都 国立市 ｍｕｓｅｕｍｓｈｏｐ　Ｔ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

57,856 東京都 国立市 ｍｕｓｕｂｉ サービス その他サービス 5%

57,857 東京都 国立市 メガネストアー矢川 小売業 その他小売 5%

57,858 東京都 国立市 メガネストアー矢川店 小売業 その他小売 5%

57,859 東京都 国立市 メモリアルガーデン　パティオ国立 小売業 その他小売 5%

57,860 東京都 国立市 もうもう広場 サービス 飲食業 5%

57,861 東京都 国立市 モーリスホビー 小売業 その他小売 5%

57,862 東京都 国立市 やま芳 小売業 その他小売 5%

57,863 東京都 国立市 ＹＵＫＡＫＵｕｓｅｄｃｌｏｔｈｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

57,864 東京都 国立市 有限会社　国立ロックセンター サービス その他サービス 5%

57,865 東京都 国立市 Ｌａ　ｎａｔｕｒｅ　国立店 サービス 理容・美容業 5%

57,866 東京都 国立市 Ｌａ ｎａｔｕｒｅ Ｌａ ｎａｔｕｒｅ メイク サービス 理容・美容業 5%

57,867 東京都 国立市 ラビングプラザＳＳ　佐藤商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

57,868 東京都 国立市 ランコントル サービス 飲食業 5%

57,869 東京都 国立市 Ｒｅ?ｈａｉｒ ｄｏ サービス 理容・美容業 5%

57,870 東京都 国立市 リサイクルブティックＡＢＣ国立店 小売業 その他小売 5%

57,871 東京都 国立市 リサイクルブティックＡＢＣ国立富士見店 小売業 その他小売 5%

57,872 東京都 国立市 Ｒｅ－Ｖｉｖｅ サービス その他サービス 5%

57,873 東京都 国立市 ル・ヴィラージュ　国立店 小売業 衣料品 5%

57,874 東京都 国立市 Ｌｕｐｉｎｕｓ サービス 理容・美容業 5%

57,875 東京都 国立市 玲音香琲 サービス 飲食業 5%

57,876 東京都 国立市 レンゲソウ サービス 理容・美容業 5%
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57,877 東京都 神津島村 ＡＩＬＡＮＡＲｅｎｔ?Ａ?Ｃａｒ サービス その他サービス 5%

57,878 東京都 神津島村 菊乃屋 サービス その他サービス 5%

57,879 東京都 神津島村 シヨウゴロ サービス 宿泊業 5%

57,880 東京都 神津島村 東海汽船神津島営業所 サービス その他サービス 5%

57,881 東京都 神津島村 東海汽船神津島営業所多幸 サービス 運輸業 5%

57,882 東京都 神津島村 東海汽船神津島営業所〔多幸〕 サービス その他サービス 5%

57,883 東京都 神津島村 丸島みやげ店 小売業 家具・調度品 5%

57,884 東京都 神津島村 丸伴商店 小売業 その他小売 5%

57,885 東京都 神津島村 もろみや商店 サービス その他サービス 5%

57,886 東京都 神津島村 ＪＭ／レストラン波浮 サービス 飲食業 5%

57,887 東京都 江東区 アートパンチ 小売業 衣料品 5%

57,888 東京都 江東区 ａｒｔｌａｂＭｅｌｔＭｅｒｉ サービス その他サービス 5%

57,889 東京都 江東区 アーム サービス 理容・美容業 5%

57,890 東京都 江東区 アイヴァンキャトル　山野愛子美容室 サービス 理容・美容業 5%

57,891 東京都 江東区 Ｅｙｅｑｕｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

57,892 東京都 江東区 アイ・スリー株式会社 サービス その他サービス 5%

57,893 東京都 江東区 アイパルメガネ森下店 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,894 東京都 江東区 アイランドストーン サービス その他サービス 5%

57,895 東京都 江東区 あいワンタン サービス 飲食業 5%

57,896 東京都 江東区 ａｖｉｏｎ×Ｌｅｖｉｅ清水宏多郎 サービス 理容・美容業 5%

57,897 東京都 江東区 合同会社アウェイク事務所 サービス その他サービス 5%

57,898 東京都 江東区 あおぞら 小売業 衣料品 5%

57,899 東京都 江東区 青葉堂 小売業 その他小売 5%

57,900 東京都 江東区 アクチュアリー・ゼミナール サービス その他サービス 5%

57,901 東京都 江東区 浅山タクシー サービス 運輸業 5%

57,902 東京都 江東区 アシストキャブ・ヒロ サービス その他サービス 5%

57,903 東京都 江東区 アスナロ家電 小売業 電化製品 5%

57,904 東京都 江東区 アッサンブレトウキョウ豊洲店 サービス 理容・美容業 5%

57,905 東京都 江東区 Ａｒｔｉｃｈｏｋｅ サービス 飲食業 5%

57,906 東京都 江東区 ａｔｅｌｉｅｒ　ｍｅｌ サービス 理容・美容業 5%

57,907 東京都 江東区 ａｔｅｌｉｅｒｋｉｋｉｋｉ 小売業 衣料品 5%

57,908 東京都 江東区 アトリエＺＥＲＯ サービス 理容・美容業 5%

57,909 東京都 江東区 アパレルビレッジ 小売業 衣料品 5%

57,910 東京都 江東区 ａｂｉｅ　ｈａｉｒ　西大島 サービス 理容・美容業 5%

57,911 東京都 江東区 アプローズヘアサトウ サービス 理容・美容業 5%

57,912 東京都 江東区 ＡＹＡＴＯＲＩ サービス 飲食業 5%

57,913 東京都 江東区 Ａｙａｔｏｒｉ　ＡＹＡＴＯＲＩ サービス 飲食業 5%

57,914 東京都 江東区 ａｙｕｉｉｄａ洋裁教室 サービス その他サービス 5%

57,915 東京都 江東区 ARIOSE HAIR サービス 理容・美容業 5%

57,916 東京都 江東区 アルファオメガ 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,917 東京都 江東区 ａｒｂｒｅ サービス 理容・美容業 5%

57,918 東京都 江東区 アロハカフェ　カウカウ　豊洲店 サービス 飲食業 5%
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57,919 東京都 江東区 Ａｌｏｈａｐｕａ　８４１ サービス 理容・美容業 5%

57,920 東京都 江東区 ａｌｏｈａｌｏｃｏＳＴＵＤＩＯ（株式会社ａｌｏｈａｌｏｃｏ） 小売業 その他小売 5%

57,921 東京都 江東区 ＥＸＣｏａｃｈ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ サービス その他サービス 5%

57,922 東京都 江東区 ｅ－ｂｉｋｅｒｓ 小売業 その他小売 5%

57,923 東京都 江東区 ｅ－工房新砂店 小売業 その他小売 5%

57,924 東京都 江東区 居酒屋　すえひろ サービス 飲食業 5%

57,925 東京都 江東区 居酒屋　くろ兵衛 サービス 飲食業 5%

57,926 東京都 江東区 石川貴金属創芸 小売業 貴金属・服飾品 5%

57,927 東京都 江東区 出羽 サービス 飲食業 5%

57,928 東京都 江東区 株式会社一二三交通自動車 サービス 運輸業 5%

57,929 東京都 江東区 一匡堂鍼灸院 サービス その他サービス 5%

57,930 東京都 江東区 出光北千住ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

57,931 東京都 江東区 出光東砂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

57,932 東京都 江東区 ＩＮＵＫＩＣＨＩ サービス その他サービス 5%

57,933 東京都 江東区 犬と猫の皮膚科 サービス その他サービス 5%

57,934 東京都 江東区 イベリコ・バル門前仲町 サービス 飲食業 5%

57,935 東京都 江東区 癒し処古紀 サービス 理容・美容業 5%

57,936 東京都 江東区 彩り硝子工芸 小売業 その他小売 5%

57,937 東京都 江東区 インテリアショップ　マイウェイ 小売業 家具・調度品 5%

57,938 東京都 江東区 ＶＥＲＩＮＥ　ＭＡＲＹ サービス 理容・美容業 5%

57,939 東京都 江東区 うおがし銘茶　豊洲市場店 小売業 食料品 5%

57,940 東京都 江東区 魚久　東砂町店 小売業 食料品 5%

57,941 東京都 江東区 魚久　平野出張販売所 小売業 食料品 5%

57,942 東京都 江東区 潮梱包（株） 小売業 その他小売 5%

57,943 東京都 江東区 ウスクラ建設株式会社 サービス その他サービス 5%

57,944 東京都 江東区 歌広場　亀戸店 サービス 飲食業 5%

57,945 東京都 江東区 ＷＯＯＤ　ＳＨＯＰ　もくもく 小売業 家具・調度品 5%

57,946 東京都 江東区 Ｗｏｏｄ　ｂｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

57,947 東京都 江東区 ｕｍｉｔｏｍｏｒｉ サービス 飲食業 5%

57,948 東京都 江東区 ａｉｒｉｓ南砂店 サービス 理容・美容業 5%

57,949 東京都 江東区 Ｈ＆Ｎワインジャパン 小売業 食料品 5%

57,950 東京都 江東区 ＡＣＥｂｙｍｏｒｉｚａｎｅ 小売業 衣料品 5%

57,951 東京都 江東区 エクセルシティ－ホテル サービス 宿泊業 5%

57,952 東京都 江東区 ｅｃｃｅｌｌｅｎｔｅ 小売業 家具・調度品 5%

57,953 東京都 江東区 エコ・ア－スＣｏ． サービス その他サービス 5%

57,954 東京都 江東区 エコシステム　新木場営業所　７３９号車 サービス 運輸業 5%

57,955 東京都 江東区 株式会社Ｓ＆Ｐ 小売業 電化製品 5%

57,956 東京都 江東区 枝燦亭 サービス 飲食業 5%

57,957 東京都 江東区 ＥＳＳＥＤＵＥＴＯＹＯＳＵ サービス 飲食業 5%

57,958 東京都 江東区 ＴＨＥＥＳＳＥＮＣＥ サービス 理容・美容業 5%

57,959 東京都 江東区 江戸切子小林　直営店 小売業 家具・調度品 5%

57,960 東京都 江東区 江戸鼈甲屋 小売業 貴金属・服飾品 5%
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57,961 東京都 江東区 ｍｓｗ３３０ 小売業 衣料品 5%

57,962 東京都 江東区 エムプランニング サービス その他サービス 5%

57,963 東京都 江東区 エムプランニング サービス その他サービス 5%

57,964 東京都 江東区 Ｌ＆ＨＡＲＭＯＮＹ　清澄白河本店 小売業 衣料品 5%

57,965 東京都 江東区 ＥＮＳＯＵ 小売業 その他小売 5%

57,966 東京都 江東区 株式会社エントリー 小売業 衣料品 5%

57,967 東京都 江東区 扇橋配送センタ－ 小売業 ガソリンスタンド 2%

57,968 東京都 江東区 大賀筋整復治療院 サービス 理容・美容業 5%

57,969 東京都 江東区 セブン－イレブン大島駅前店 小売業 食料品 2%

57,970 東京都 江東区 オーストラリアのオパール屋さん 小売業 衣料品 5%

57,971 東京都 江東区 Ｏ２ サービス 飲食業 5%

57,972 東京都 江東区 ＡｌｌｐｒｅｓｓＥｓｐｒｅｓｓｏ サービス 飲食業 5%

57,973 東京都 江東区 おがわ 小売業 その他小売 5%

57,974 東京都 江東区 お好み焼　どんど サービス 飲食業 5%

57,975 東京都 江東区 おしあげ煎餅本舗 小売業 食料品 5%

57,976 東京都 江東区 オステリアキーヴォ サービス 飲食業 5%

57,977 東京都 江東区 Ｏｓｔｅｒｉａ Ｈａｎａ サービス 飲食業 5%

57,978 東京都 江東区 おそうじピース サービス その他サービス 5%

57,979 東京都 江東区 お多福　枝川店 サービス 飲食業 5%

57,980 東京都 江東区 小野印刷株式会社 サービス その他サービス 5%

57,981 東京都 江東区 Ｏｒｂ サービス 理容・美容業 5%

57,982 東京都 江東区 オフィス・マリア サービス その他サービス 5%

57,983 東京都 江東区 有限会社オフィスフォーハウト サービス その他サービス 5%

57,984 東京都 江東区 オリックスレンタカー木場公園店 サービス その他サービス 2%

57,985 東京都 江東区 オリックスレンタカー東雲駅前店 サービス その他サービス 2%

57,986 東京都 江東区 折橋商事株式会社本社 サービス その他サービス 5%

57,987 東京都 江東区 ＯＮ　ＴＡＰ　ブリューパブ サービス 飲食業 5%

57,988 東京都 江東区 ｏｎｎｅｌｌｉｎｅｎ 小売業 衣料品 5%

57,989 東京都 江東区 温野菜東陽町店 サービス 飲食業 2%

57,990 東京都 江東区 会員制クリーニングベレーナ サービス その他サービス 5%

57,991 東京都 江東区 海琳堂 小売業 食料品 5%

57,992 東京都 江東区 家具・インテリア　ミズノ 小売業 家具・調度品 5%

57,993 東京都 江東区 カクヤス　ＦＣ豊洲店 小売業 食料品 5%

57,994 東京都 江東区 カクヤス　ＦＣ門前仲町店 小売業 食料品 5%

57,995 東京都 江東区 カクヤス　亀戸店 小売業 食料品 5%

57,996 東京都 江東区 カクヤス　北砂店 小売業 食料品 5%

57,997 東京都 江東区 カクヤス　白河店 小売業 食料品 5%

57,998 東京都 江東区 かしばこ商店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

57,999 東京都 江東区 ＣｕＳｅｔ 北砂店 サービス 理容・美容業 5%

58,000 東京都 江東区 片柳印章堂 小売業 その他小売 5%

58,001 東京都 江東区 勝木タクシー サービス 運輸業 5%

58,002 東京都 江東区 ｇａｔｔｏアロマテラピースクール サービス その他サービス 5%
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58,003 東京都 江東区 Ｃｕｔ Ｃｏｌｏｒ Ｂｌｕｅ Ｓｔｏｒｍ サービス 理容・美容業 5%

58,004 東京都 江東区 Ｃｕｔ＆ＣｏｌｏｒＢＬＵＥＳＴＯＲＭ サービス 理容・美容業 5%

58,005 東京都 江東区 ＫＡＮＡＫＡＷＡＮＩＳＨＩＡＲＴＯＦＦＩＣＥ サービス その他サービス 5%

58,006 東京都 江東区 Ｃａｆｅ　Ｋｅｉｇｏ サービス 飲食業 5%

58,007 東京都 江東区 Ｃａｆｅ　むすび サービス 飲食業 5%

58,008 東京都 江東区 Ｃａｆ? Ｒｉｎ Ｃａｆ?Ｒｉｎ 門前仲町店 サービス 飲食業 5%

58,009 東京都 江東区 Ｃａｆｅ　Ａｃｃｈａ サービス 飲食業 5%

58,010 東京都 江東区 カフェ・イタリアーノ　ラ・ステラ サービス 飲食業 5%

58,011 東京都 江東区 カフェデザール ピコ サービス 飲食業 5%

58,012 東京都 江東区 カフェテリアマーメイド サービス 飲食業 5%

58,013 東京都 江東区 株式会社エビスヤ 小売業 衣料品 5%

58,014 東京都 江東区 株式会社アースリィ 小売業 家具・調度品 5%

58,015 東京都 江東区 株式会社Ａｎｇｉｚｅｈ サービス その他サービス 5%

58,016 東京都 江東区 株式会社イオスコーポレーション 小売業 その他小売 5%

58,017 東京都 江東区 株式会社大串スタジオ サービス その他サービス 5%

58,018 東京都 江東区 株式会社ココカーズ サービス その他サービス 5%

58,019 東京都 江東区 株式会社近藤染工 小売業 衣料品 5%

58,020 東京都 江東区 株式会社田口硝子工業所 サービス その他サービス 5%

58,021 東京都 江東区 株式会社ティー・エー・リンク サービス その他サービス 5%

58,022 東京都 江東区 株式会社中村商店 サービス その他サービス 5%

58,023 東京都 江東区 株式会社日本玄承社 サービス その他サービス 5%

58,024 東京都 江東区 株式会社ＮｉＦＴ 小売業 家具・調度品 5%

58,025 東京都 江東区 株式会社ヒラマ 小売業 衣料品 5%

58,026 東京都 江東区 株式会社ライラック サービス その他サービス 5%

58,027 東京都 江東区 株式会社リアス サービス その他サービス 5%

58,028 東京都 江東区 加真呂　東陽町店　Ｃａｍａｒｏ　ｓダイナー東陽町店 サービス 飲食業 5%

58,029 東京都 江東区 亀戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

58,030 東京都 江東区 亀戸駅西口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

58,031 東京都 江東区 セブン－イレブン亀戸駅東口店 小売業 食料品 2%

58,032 東京都 江東区 亀戸駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

58,033 東京都 江東区 セブン－イレブン亀戸駅前店 小売業 食料品 2%

58,034 東京都 江東区 ＡＤＶＡ亀戸校 サービス その他サービス 5%

58,035 東京都 江東区 亀戸ＳＳ　株式会社長谷川 小売業 ガソリンスタンド 2%

58,036 東京都 江東区 セブン－イレブン亀戸三丁目店 小売業 食料品 2%

58,037 東京都 江東区 セブン－イレブン亀戸十三間通り店 小売業 食料品 2%

58,038 東京都 江東区 セブン－イレブン亀戸昭和橋通り店 小売業 食料品 2%

58,039 東京都 江東区 亀戸パック 小売業 その他小売 5%

58,040 東京都 江東区 不動産ランド亀戸支店 サービス その他サービス 5%

58,041 東京都 江東区 カラーズキッチン サービス 理容・美容業 5%

58,042 東京都 江東区 ｋａｌａ ｋａｌａ 美容室 白髪染め専門店ＫＡＬＡＫＡＬＡ サービス 理容・美容業 5%

58,043 東京都 江東区 加留美亭　本店 サービス 飲食業 5%

58,044 東京都 江東区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋江東区東陽町駅西口店 サービス 飲食業 2%
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58,045 東京都 江東区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋江東区西大島駅前店 サービス 飲食業 2%

58,046 東京都 江東区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ＪＲ亀戸駅東口店 サービス 飲食業 2%

58,047 東京都 江東区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東京メトロ門前仲町駅前店 サービス 飲食業 2%

58,048 東京都 江東区 河合塾マナビス門前仲町校 サービス その他サービス 2%

58,049 東京都 江東区 河原宝飾門前仲町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

58,050 東京都 江東区 漢方薬専門けづか薬局 小売業 その他小売 5%

58,051 東京都 江東区 ガンマー 小売業 家具・調度品 5%

58,052 東京都 江東区 其角せんべい 小売業 食料品 5%

58,053 東京都 江東区 ＧＩＧＡＷＡＴＴＳ 小売業 その他小売 5%

58,054 東京都 江東区 喜九蔵 サービス 飲食業 5%

58,055 東京都 江東区 喜九蔵 サービス 飲食業 5%

58,056 東京都 江東区 Ｋｉｃｌｕｓ 小売業 家具・調度品 5%

58,057 東京都 江東区 キシル　深川店 小売業 家具・調度品 5%

58,058 東京都 江東区 セブン－イレブン北砂３丁目明治通り店 小売業 食料品 2%

58,059 東京都 江東区 北野エース　門前仲町店 小売業 食料品 5%

58,060 東京都 江東区 北の国バル　門前仲町店 サービス 飲食業 5%

58,061 東京都 江東区 北の国バル門前仲町店 サービス 飲食業 5%

58,062 東京都 江東区 北野クリエーション サービス 飲食業 5%

58,063 東京都 江東区 北村タクシー サービス 運輸業 5%

58,064 東京都 江東区 吉祥寺菊屋 小売業 その他小売 5%

58,065 東京都 江東区 木場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

58,066 東京都 江東区 木場はり灸院 サービス 理容・美容業 5%

58,067 東京都 江東区 キャットシッターうちねこ サービス その他サービス 5%

58,068 東京都 江東区 ｔｈｅ　Ｃａｎｔｅｅｎ サービス 飲食業 5%

58,069 東京都 江東区 株式会社Ｑ・Ｏ・Ｃ サービス その他サービス 5%

58,070 東京都 江東区 牛角東陽町店 サービス 飲食業 2%

58,071 東京都 江東区 牛角森下店 サービス 飲食業 2%

58,072 東京都 江東区 牛角門前仲町店 サービス 飲食業 2%

58,073 東京都 江東区 行政書士まことビザオフィス サービス その他サービス 5%

58,074 東京都 江東区 清澄白河アニマルクリニック サービス その他サービス 5%

58,075 東京都 江東区 近為　深川２号店 小売業 食料品 5%

58,076 東京都 江東区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵフレスポ住吉店 小売業 その他小売 5%

58,077 東京都 江東区 串かつ　でんがな　亀戸店 サービス 飲食業 5%

58,078 東京都 江東区 串かつ　でんがな　木場店 サービス 飲食業 5%

58,079 東京都 江東区 くし家清澄白河店 サービス 飲食業 5%

58,080 東京都 江東区 國安電気管理事務所 サービス その他サービス 5%

58,081 東京都 江東区 蔵どり　門前仲町本店 サービス 飲食業 5%

58,082 東京都 江東区 ＣｌｅａｎＢｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

58,083 東京都 江東区 久利花 サービス 飲食業 5%

58,084 東京都 江東区 グリーンマート大友 小売業 食料品 5%

58,085 東京都 江東区 Krumel サービス 理容・美容業 5%

58,086 東京都 江東区 グローバルビジネスコミュニケーションソリューション サービス その他サービス 5%
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58,087 東京都 江東区 Ｋｎ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

58,088 東京都 江東区 ＫＹリカー　南砂店 小売業 食料品 5%

58,089 東京都 江東区 セブンーイレブン江東海辺店 小売業 食料品 2%

58,090 東京都 江東区 セブン－イレブン江東枝川店 小売業 食料品 2%

58,091 東京都 江東区 セブン－イレブン江東枝川２丁目店 小売業 食料品 2%

58,092 東京都 江東区 セブン－イレブン江東扇橋店 小売業 食料品 2%

58,093 東京都 江東区 セブン－イレブン江東扇橋２丁目店 小売業 食料品 2%

58,094 東京都 江東区 セブン－イレブン江東大島１丁目店 小売業 食料品 2%

58,095 東京都 江東区 セブン－イレブン江東大島５丁目店 小売業 食料品 2%

58,096 東京都 江東区 セブン－イレブン江東大島８丁目店 小売業 食料品 2%

58,097 東京都 江東区 合同会社アーバン不動産管理 亀戸支店 サービス その他サービス 5%

58,098 東京都 江東区 セブン－イレブン江東亀戸１丁目店 小売業 食料品 2%

58,099 東京都 江東区 セブン－イレブン江東亀戸駅北店 小売業 食料品 2%

58,100 東京都 江東区 セブン－イレブン江東亀戸９丁目店 小売業 食料品 2%

58,101 東京都 江東区 セブン－イレブン江東亀戸７丁目店 小売業 食料品 2%

58,102 東京都 江東区 セブン－イレブン江東亀戸７丁目東店 小売業 食料品 2%

58,103 東京都 江東区 セブン－イレブン江東亀戸２丁目店 小売業 食料品 2%

58,104 東京都 江東区 セブン－イレブン江東亀戸６丁目店 小売業 食料品 2%

58,105 東京都 江東区 セブン－イレブン江東北砂５丁目店 小売業 食料品 2%

58,106 東京都 江東区 セブン－イレブン江東北砂７丁目店 小売業 食料品 2%

58,107 東京都 江東区 セブン－イレブン江東木場駅前店 小売業 食料品 2%

58,108 東京都 江東区 セブン－イレブン江東木場公園南店 小売業 食料品 2%

58,109 東京都 江東区 セブン－イレブン江東木場３丁目店 小売業 食料品 2%

58,110 東京都 江東区 セブン－イレブン江東佐賀２丁目店 小売業 食料品 2%

58,111 東京都 江東区 セブン－イレブン江東猿江１丁目店 小売業 食料品 2%

58,112 東京都 江東区 セブン－イレブン江東塩浜店 小売業 食料品 2%

58,113 東京都 江東区 セブン－イレブン江東潮見２丁目店 小売業 食料品 2%

58,114 東京都 江東区 セブン－イレブン江東白河３丁目店 小売業 食料品 2%

58,115 東京都 江東区 セブン－イレブン江東新大橋３丁目店 小売業 食料品 2%

58,116 東京都 江東区 セブン－イレブン江東新砂３丁目店 小売業 食料品 2%

58,117 東京都 江東区 江東住吉整体院　ピュアカイロ サービス その他サービス 5%

58,118 東京都 江東区 江東住吉整体院ピュアカイロ サービス その他サービス 5%

58,119 東京都 江東区 セブンーイレブン江東住吉２丁目店 小売業 食料品 2%

58,120 東京都 江東区 セブン－イレブン江東千石１丁目店 小売業 食料品 2%

58,121 東京都 江東区 セブン－イレブン江東辰巳３丁目店 小売業 食料品 2%

58,122 東京都 江東区 セブン－イレブン江東東陽５丁目店 小売業 食料品 2%

58,123 東京都 江東区 セブン－イレブン江東東陽４丁目店 小売業 食料品 2%

58,124 東京都 江東区 セブン－イレブン江東西大島駅西店 小売業 食料品 2%

58,125 東京都 江東区 セブン－イレブン江東東砂１丁目店 小売業 食料品 2%

58,126 東京都 江東区 セブン－イレブン江東東砂８丁目店 小売業 食料品 2%

58,127 東京都 江東区 セブン－イレブン江東平野２丁目店 小売業 食料品 2%

58,128 東京都 江東区 セブン－イレブン江東深川ギャザリア店 小売業 食料品 2%
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58,129 東京都 江東区 セブン－イレブン江東深川２丁目店 小売業 食料品 2%

58,130 東京都 江東区 セブン－イレブン江東冬木店 小売業 食料品 2%

58,131 東京都 江東区 セブン－イレブン江東牡丹１丁目店 小売業 食料品 2%

58,132 東京都 江東区 セブン－イレブン江東南砂１丁目店 小売業 食料品 2%

58,133 東京都 江東区 セブン－イレブン江東南砂３丁目公園前店 小売業 食料品 2%

58,134 東京都 江東区 セブン－イレブン江東南砂７丁目店 小売業 食料品 2%

58,135 東京都 江東区 セブン－イレブン江東毛利１丁目店 小売業 食料品 2%

58,136 東京都 江東区 セブンーイレブン江東毛利店 小売業 食料品 2%

58,137 東京都 江東区 セブン－イレブン江東門前仲町１丁目店 小売業 食料品 2%

58,138 東京都 江東区 珈琲屋ルヴォワザン サービス 飲食業 5%

58,139 東京都 江東区 コーヒーロースト大島中の橋店 小売業 食料品 5%

58,140 東京都 江東区 国際自動車株式会社 サービス 運輸業 5%

58,141 東京都 江東区 ココイチエキスプレス清澄店 サービス 飲食業 2%

58,142 東京都 江東区 個人　神谷タクシー サービス 運輸業 5%

58,143 東京都 江東区 個人浅山タクシー サービス 運輸業 5%

58,144 東京都 江東区 個人　柴田タクシー サービス 運輸業 5%

58,145 東京都 江東区 個人仁田タクシー サービス 運輸業 5%

58,146 東京都 江東区 こだま商会 小売業 衣料品 5%

58,147 東京都 江東区 ｋｏｔｏｃｈｉ－ｎｏ サービス その他サービス 5%

58,148 東京都 江東区 コトブキゴルフ　東陽町店 小売業 その他小売 5%

58,149 東京都 江東区 寿自動車 サービス その他サービス 5%

58,150 東京都 江東区 寿自動車 サービス その他サービス 5%

58,151 東京都 江東区 Ｋｏｍｅｃｏ 米粉専門店 Ｋｏｍｅ Ｃｏ サービス 飲食業 5%

58,152 東京都 江東区 コーラル　ラボ 小売業 その他小売 5%

58,153 東京都 江東区 近藤紙器工業株式会社 サービス その他サービス 5%

58,154 東京都 江東区 ザ・オイスターマンズ サービス 飲食業 5%

58,155 東京都 江東区 Ｓｕｒｆａｃｅ 小売業 その他小売 5%

58,156 東京都 江東区 サイクルショップ　りんりん大島 小売業 その他小売 5%

58,157 東京都 江東区 サイクルショップＫＡＩＴＯ南砂住宅店　サイクルショップＫＡＩＴＯ南砂住宅店 小売業 その他小売 5%

58,158 東京都 江東区 サイクルショップよしだ吉田ルーム 小売業 その他小売 5%

58,159 東京都 江東区 さいくるはうすコトブキ 小売業 その他小売 5%

58,160 東京都 江東区 ＣＩＴＡＢＲＩＡ　ＦＯＯＤ　ＬＡＢ サービス 飲食業 5%

58,161 東京都 江東区 魚三昧　芳志 サービス 飲食業 5%

58,162 東京都 江東区 坂本自動車株式会社　住吉工場 サービス その他サービス 5%

58,163 東京都 江東区 ザッキーサイエンス江東木場教室 サービス その他サービス 5%

58,164 東京都 江東区 さつま料理　いづろ　さつま料理　いづろ サービス 飲食業 5%

58,165 東京都 江東区 サニークリーン大島６丁目店 サービス その他サービス 5%

58,166 東京都 江東区 サニークリーン亀戸一丁目店 サービス その他サービス 5%

58,167 東京都 江東区 サニークリーン豊洲店 サービス その他サービス 5%

58,168 東京都 江東区 サニークリーン本店 サービス その他サービス 5%

58,169 東京都 江東区 サニーランドリー菊川店 サービス その他サービス 5%

58,170 東京都 江東区 サマンサ・ホ－ムステ－ジング サービス その他サービス 5%
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58,171 東京都 江東区 合同会社ＳＡＭスタンプ サービス その他サービス 5%

58,172 東京都 江東区 サロンド・マツモト 小売業 その他小売 5%

58,173 東京都 江東区 合同会社ｍａｉｋａｅｎ サービス 理容・美容業 5%

58,174 東京都 江東区 サロンミツワ サロン ミツワ サービス 理容・美容業 5%

58,175 東京都 江東区 ＳＡＮＫＯ　ＴＡＩＬＯＲ　東京支店 小売業 衣料品 5%

58,176 東京都 江東区 ｓｕｎｄａｙ ｚｏｏ ｓｕｎｄａｙ ｚｏｏ サービス 飲食業 5%

58,177 東京都 江東区 サンフィールド 小売業 その他小売 5%

58,178 東京都 江東区 三陸港町酒場　女川男 サービス 飲食業 5%

58,179 東京都 江東区 ＧＬＰ東京Ⅱ売店 小売業 食料品 5%

58,180 東京都 江東区 ＣＢＤＬＡＢｆｕｋａｇａｗａ サービス その他サービス 5%

58,181 東京都 江東区 ｓｈｉｗｕ サービス 理容・美容業 5%

58,182 東京都 江東区 ジェラフル　イオン南砂店 サービス 飲食業 5%

58,183 東京都 江東区 鹿内タクシー サービス 運輸業 5%

58,184 東京都 江東区 四季木場店 サービス 飲食業 5%

58,185 東京都 江東区 自然食品店　コハル 小売業 食料品 5%

58,186 東京都 江東区 七福　１号店 小売業 その他小売 5%

58,187 東京都 江東区 七福　３号店 小売業 その他小売 5%

58,188 東京都 江東区 七福　２号店 小売業 その他小売 5%

58,189 東京都 江東区 ＳＨＩＰＳ　ＬＩＴＴＬＥ　ＣＡＲＳ２ 小売業 衣料品 5%

58,190 東京都 江東区 シドニーアトレ亀戸店 小売業 その他小売 5%

58,191 東京都 江東区 信濃屋　豊州フォレシア店 小売業 食料品 5%

58,192 東京都 江東区 信濃屋豊洲フォレシア店 小売業 その他小売 5%

58,193 東京都 江東区 ＳＨＩＮＡ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ　清澄白河店 サービス 理容・美容業 5%

58,194 東京都 江東区 ＳＨＩＮＡｈａｉｒ＆ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

58,195 東京都 江東区 セブン－イレブン東雲１丁目店 小売業 食料品 2%

58,196 東京都 江東区 セブン－イレブン東雲店 小売業 食料品 2%

58,197 東京都 江東区 個人　柴田タクシー サービス 運輸業 5%

58,198 東京都 江東区 シーポイント　ダイビングスクール 小売業 その他小売 5%

58,199 東京都 江東区 島村税務会計事務所 サービス その他サービス 5%

58,200 東京都 江東区 株式会社ジャパンプレミアム サービス 運輸業 5%

58,201 東京都 江東区 ジャンク・レボルーション 小売業 衣料品 5%

58,202 東京都 江東区 ＳＨＡＮＴＩ　ＳＨＡＮＴＩ　シャンティ サービス 理容・美容業 5%

58,203 東京都 江東区 シュヴー門前仲町店 サービス 理容・美容業 5%

58,204 東京都 江東区 ジュエドル 小売業 貴金属・服飾品 5%

58,205 東京都 江東区 株式会社ジュエルサンショウ 小売業 貴金属・服飾品 5%

58,206 東京都 江東区 酒菜桃の木 サービス 飲食業 5%

58,207 東京都 江東区 酒食屋秀ちゃん サービス 飲食業 5%

58,208 東京都 江東区 Ｓｈｕｍｏｒｅ　ｐｏｒｔａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

58,209 東京都 江東区 春華秋実 サービス 飲食業 5%

58,210 東京都 江東区 叙香苑 サービス 飲食業 5%

58,211 東京都 江東区 ショートカット サービス 理容・美容業 5%

58,212 東京都 江東区 新川屋酒井商店 小売業 食料品 5%
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58,213 東京都 江東区 セブン－イレブン新木場１丁目店 小売業 食料品 2%

58,214 東京都 江東区 セブン－イレブン新木場１丁目東店 小売業 食料品 2%

58,215 東京都 江東区 新木場鬼平 サービス 飲食業 5%

58,216 東京都 江東区 ＴＨＩＮＫ 小売業 衣料品 5%

58,217 東京都 江東区 ＴＨＩＮＫ ＴＨＩＮＫ 小売業 衣料品 5%

58,218 東京都 江東区 真珠堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

58,219 東京都 江東区 小顔矯正専門シンメトリー　亀戸店 サービス その他サービス 5%

58,220 東京都 江東区 新和自動車株式会社 サービス 運輸業 5%

58,221 東京都 江東区 スカイ大島店 サービス 理容・美容業 5%

58,222 東京都 江東区 スカイ亀戸店 サービス 理容・美容業 5%

58,223 東京都 江東区 鈴木秀俊 小売業 その他小売 5%

58,224 東京都 江東区 スズキマシンリエンジニアリング 小売業 電化製品 5%

58,225 東京都 江東区 ＳｔａｒＶｅｎｕｓ　Ｔｏｋｙｏ 小売業 衣料品 5%

58,226 東京都 江東区 スタイルバイナオコ 小売業 衣料品 5%

58,227 東京都 江東区 スタジオクークー サービス その他サービス 5%

58,228 東京都 江東区 スタジオクレアール サービス その他サービス 5%

58,229 東京都 江東区 ＳｔｕｄｉｏＹｏｇａＣｈｉｔｔａ サービス その他サービス 5%

58,230 東京都 江東区 スタジオＲｅｆｉ サービス その他サービス 5%

58,231 東京都 江東区 すたみな太郎ＮＥＸＴ　亀戸店 サービス 飲食業 5%

58,232 東京都 江東区 頭痛専門治療院よつば サービス その他サービス 5%

58,233 東京都 江東区 ステーキとカリーのお店 加真呂 門前仲町店 サービス 飲食業 5%

58,234 東京都 江東区 ｓｐｅａｋｅａｓｙ９９ サービス 飲食業 5%

58,235 東京都 江東区 ＳＰＩＣ　Ｓａｌｏｎ深川森下店 サービス 理容・美容業 5%

58,236 東京都 江東区 スプスパ スプスパ 小売業 食料品 5%

58,237 東京都 江東区 スマートオート 小売業 その他小売 5%

58,238 東京都 江東区 炭火焼鳥うきち木場店 サービス 飲食業 5%

58,239 東京都 江東区 炭火焼肉　雅 サービス 飲食業 5%

58,240 東京都 江東区 炭火焼肉しゃぶしゃぶすみや亀戸店 サービス 飲食業 5%

58,241 東京都 江東区 炭火焼肉雅　炭火焼肉　雅 サービス 飲食業 5%

58,242 東京都 江東区 炭良ホルモン サービス 飲食業 5%

58,243 東京都 江東区 相撲ばる　魁ちゃん サービス 飲食業 5%

58,244 東京都 江東区 スワンヘアカンパニー サービス 理容・美容業 5%

58,245 東京都 江東区 生活彩家豊洲センタービル店 小売業 その他小売 2%

58,246 東京都 江東区 小顔 ボディエステ 整美芯 小顔 ボディエステ整美芯 サービス その他サービス 5%

58,247 東京都 江東区 せいびや化粧品店 サービス その他サービス 5%

58,248 東京都 江東区 セオサイクル扇橋店 小売業 その他小売 5%

58,249 東京都 江東区 セオサイクル北砂店 小売業 その他小売 5%

58,250 東京都 江東区 セオサイクル北砂店 小売業 その他小売 5%

58,251 東京都 江東区 Ｓｅｔｔｅ サービス 飲食業 5%

58,252 東京都 江東区 セルフＮＥＷ江東給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

58,253 東京都 江東区 ＺＥＲＯどうぶつクリニック サービス その他サービス 5%

58,254 東京都 江東区 鮮魚村上　鮮魚村上 小売業 食料品 5%
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58,255 東京都 江東区 壮快カイロプラクティック 壮快カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

58,256 東京都 江東区 ソニックス　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

58,257 東京都 江東区 ＳＯＲＡＹＡ サービス 飲食業 5%

58,258 東京都 江東区 ｓｏｒｅｌｌａ 小売業 衣料品 5%

58,259 東京都 江東区 大黒流通チェーン　本部 小売業 食料品 5%

58,260 東京都 江東区 大衆酒場　山田斉藤 サービス 飲食業 5%

58,261 東京都 江東区 ダイニングＭ 鍋 手作り料理 ダイニングＭ サービス 飲食業 5%

58,262 東京都 江東区 大菱水産株式会社 サービス その他サービス 5%

58,263 東京都 江東区 有限会社大平恒産 サービス その他サービス 5%

58,264 東京都 江東区 大和清澄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

58,265 東京都 江東区 高島屋海苔店　豊洲市場店 小売業 食料品 5%

58,266 東京都 江東区 たか田 サービス 飲食業 5%

58,267 東京都 江東区 高橋通信 サービス その他サービス 5%

58,268 東京都 江東区 瀧　櫻　門前仲町 サービス 飲食業 5%

58,269 東京都 江東区 たきの家具 小売業 家具・調度品 5%

58,270 東京都 江東区 焼肉　田じま　大島店 サービス 飲食業 5%

58,271 東京都 江東区 ｔｔｏｏ 小売業 衣料品 5%

58,272 東京都 江東区 辰巳自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

58,273 東京都 江東区 たつみチェーン　豊洲店 小売業 食料品 5%

58,274 東京都 江東区 田中タクシー サービス 運輸業 5%

58,275 東京都 江東区 たに珈琲店 サービス 飲食業 5%

58,276 東京都 江東区 太郎 サービス 飲食業 5%

58,277 東京都 江東区 たんす屋　門前仲町店 小売業 衣料品 5%

58,278 東京都 江東区 ダンダダン酒場　木場店 サービス 飲食業 5%

58,279 東京都 江東区 千歳自動車鈑金工業 サービス その他サービス 5%

58,280 東京都 江東区 千葉タクシー サービス 運輸業 5%

58,281 東京都 江東区 セブン－イレブン中央区新川２丁目店 小売業 食料品 2%

58,282 東京都 江東区 中華 三幸苑 サービス 飲食業 5%

58,283 東京都 江東区 中華そばと酒　彩華 サービス 飲食業 5%

58,284 東京都 江東区 中華料理永昌園砂町銀座店 サービス 飲食業 5%

58,285 東京都 江東区 中国四川料理永利 サービス 飲食業 5%

58,286 東京都 江東区 中国美食坊　聚珍楼　聚珍楼 サービス 飲食業 5%

58,287 東京都 江東区 中国料理唐苑 サービス 飲食業 5%

58,288 東京都 江東区 つきぢ神楽寿司豊洲市場店 サービス 飲食業 5%

58,289 東京都 江東区 つな八　亀戸駅ビル店 サービス 飲食業 5%

58,290 東京都 江東区 ティーエス サービス 理容・美容業 5%

58,291 東京都 江東区 セブン－イレブンＴＦＴ有明店 小売業 食料品 2%

58,292 東京都 江東区 セブンーイレブンＴＯＣ有明店 小売業 食料品 2%

58,293 東京都 江東区 鄭家　池田屋 サービス 飲食業 5%

58,294 東京都 江東区 デイジィーインデックスヘア サービス 理容・美容業 5%

58,295 東京都 江東区 ディスカウントショップいちかい 小売業 その他小売 5%

58,296 東京都 江東区 ディスカウントショップマルマン 小売業 電化製品 5%
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58,297 東京都 江東区 ＴＨＩＤＡ　－ＴＯＹＯＣＨＯ－ サービス その他サービス 5%

58,298 東京都 江東区 手打ちそば　はなぶさ サービス 飲食業 5%

58,299 東京都 江東区 出口弘和税理士事務所 サービス その他サービス 5%

58,300 東京都 江東区 鉄板バル　魂の焼きそば サービス 飲食業 5%

58,301 東京都 江東区 てるてるガール 小売業 その他小売 5%

58,302 東京都 江東区 ＡＣ／ＤＣ サービス その他サービス 5%

58,303 東京都 江東区 天麩羅　はる サービス 飲食業 5%

58,304 東京都 江東区 天明堂はりきゅう治療院 サービス その他サービス 5%

58,305 東京都 江東区 ドゥアルシーヴ 小売業 衣料品 5%

58,306 東京都 江東区 トゥインクルビジョン　木場 小売業 その他小売 5%

58,307 東京都 江東区 ＴＵＯ東京海洋大生協　越中島　食堂部 サービス その他サービス 5%

58,308 東京都 江東区 ＴＵＯ東京海洋大生協　越中島　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

58,309 東京都 江東区 東京Ｆ＆Ｆゲストハウス サービス その他サービス 5%

58,310 東京都 江東区 東京海洋大生協　越中島　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

58,311 東京都 江東区 東京海洋大生協越中島書籍 サービス その他サービス 5%

58,312 東京都 江東区 東京下町事務所 サービス その他サービス 5%

58,313 東京都 江東区 セブン－イレブン東京住友ツインビル西館店 小売業 食料品 2%

58,314 東京都 江東区 東京都市鑑定 サービス その他サービス 5%

58,315 東京都 江東区 東京都中央卸売市場豊洲市場内六街区水産仲卸棟４階 サービス その他サービス 5%

58,316 東京都 江東区 東京猫医療センター サービス その他サービス 5%

58,317 東京都 江東区 東京広尾リトル サービス その他サービス 5%

58,318 東京都 江東区 動物病院モルム サービス その他サービス 5%

58,319 東京都 江東区 セブン－イレブン東陽店 小売業 食料品 2%

58,320 東京都 江東区 東陽電気東陽店 小売業 電化製品 5%

58,321 東京都 江東区 東陽電気　東陽店 小売業 電化製品 5%

58,322 東京都 江東区 Ｄｏｌｌｓ　木場・東陽町店 サービス 理容・美容業 5%

58,323 東京都 江東区 ドールズ　清澄白河店 サービス 理容・美容業 5%

58,324 東京都 江東区 ソニックスＤｒ．Ｄｒｉｖｅ葛西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

58,325 東京都 江東区 ソニックスＤｒ．Ｄｒｉｖｅ江東住吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

58,326 東京都 江東区 ソニックスＤｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西大島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

58,327 東京都 江東区 ソニックスＤｒ．Ｄｒｉｖｅ東大島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

58,328 東京都 江東区 ソニックスＤｒ．Ｄｒｉｖｅ南砂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

58,329 東京都 江東区 ＤｏｇＳａｌｏｎ　ＴＥＮ サービス その他サービス 5%

58,330 東京都 江東区 トトス サービス 理容・美容業 5%

58,331 東京都 江東区 個人土沼タクシー サービス 運輸業 5%

58,332 東京都 江東区 飛松灯器 サービス その他サービス 5%

58,333 東京都 江東区 とめ手羽　豊洲店 サービス 飲食業 5%

58,334 東京都 江東区 外山興業株式会社 小売業 その他小売 5%

58,335 東京都 江東区 豊洲市場　丸川 小売業 食料品 5%

58,336 東京都 江東区 セブン－イレブン豊洲１丁目店 小売業 食料品 2%

58,337 東京都 江東区 セブン－イレブン豊洲駅前店 小売業 食料品 2%

58,338 東京都 江東区 豊洲カイロプラクティック サービス その他サービス 5%
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58,339 東京都 江東区 セブン－イレブン豊洲５丁目店 小売業 食料品 2%

58,340 東京都 江東区 セブン－イレブン豊洲３丁目店 小売業 食料品 2%

58,341 東京都 江東区 有限会社　大山商店 小売業 その他小売 5%

58,342 東京都 江東区 セブン－イレブン豊洲店 小売業 食料品 2%

58,343 東京都 江東区 セブン－イレブン豊洲晴海通り店 小売業 食料品 2%

58,344 東京都 江東区 ｄｒｕｇｓｔｏｒｅ’ｓＳＨＯＰアリオ北砂 小売業 衣料品 5%

58,345 東京都 江東区 鳥長亀戸 サービス 飲食業 5%

58,346 東京都 江東区 炭火焼鳥・鰻　居酒屋　鳥長　清澄白河 サービス 飲食業 5%

58,347 東京都 江東区 セブン－イレブン都立墨東病院東店 小売業 食料品 2%

58,348 東京都 江東区 ｙｕｋｕｎｉａ 小売業 衣料品 5%

58,349 東京都 江東区 ナーデイアージーズ 小売業 衣料品 5%

58,350 東京都 江東区 仲間ホーム サービス その他サービス 5%

58,351 東京都 江東区 和ｄｅ瑛与 サービス 理容・美容業 5%

58,352 東京都 江東区 ナチュラティーク サービス 理容・美容業 5%

58,353 東京都 江東区 ７２ｗｈｉｔｅｎｉｎｇｇｙｍ サービス 理容・美容業 5%

58,354 東京都 江東区 ななツール 小売業 衣料品 5%

58,355 東京都 江東区 生まぐろ専門 米恭 コメキョウ サービス その他サービス 5%

58,356 東京都 江東区 なんでも酒やカクヤス　東雲店 小売業 食料品 5%

58,357 東京都 江東区 肉の田じま サービス 飲食業 5%

58,358 東京都 江東区 肉の田じま 小売業 その他小売 5%

58,359 東京都 江東区 煮込みバル サービス 飲食業 5%

58,360 東京都 江東区 西川　西川 サービス 飲食業 5%

58,361 東京都 江東区 西村バランス治療院 サービス 理容・美容業 5%

58,362 東京都 江東区 日個連　相田タクシー サービス 運輸業 5%

58,363 東京都 江東区 日個連　青山タクシー サービス 運輸業 5%

58,364 東京都 江東区 日個連　青山タクシー サービス 運輸業 5%

58,365 東京都 江東区 日個連　赤木タクシー サービス 運輸業 5%

58,366 東京都 江東区 日個連　秋葉タクシー サービス 運輸業 5%

58,367 東京都 江東区 日個連　秋山タクシー サービス 運輸業 5%

58,368 東京都 江東区 日個連　秋山タクシー サービス 運輸業 5%

58,369 東京都 江東区 日個連　浅野タクシー サービス 運輸業 5%

58,370 東京都 江東区 日個連　渥美タクシー サービス 運輸業 5%

58,371 東京都 江東区 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

58,372 東京都 江東区 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

58,373 東京都 江東区 日個連　網倉タクシー サービス 運輸業 5%

58,374 東京都 江東区 日個連　荒木タクシー サービス 運輸業 5%

58,375 東京都 江東区 日個連　荒蒔タクシー サービス 運輸業 5%

58,376 東京都 江東区 日個連　五十嵐タクシー サービス 運輸業 5%

58,377 東京都 江東区 日個連　池田タクシー サービス 運輸業 5%

58,378 東京都 江東区 日個連　池田タクシー サービス 運輸業 5%

58,379 東京都 江東区 日個連　石井タクシー サービス 運輸業 5%

58,380 東京都 江東区 日個連　石井タクシー サービス 運輸業 5%
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58,381 東京都 江東区 日個連　石崎タクシー サービス 運輸業 5%

58,382 東京都 江東区 日個連　石戸タクシー サービス 運輸業 5%

58,383 東京都 江東区 日個連　和泉タクシー サービス 運輸業 5%

58,384 東京都 江東区 日個連　和泉タクシー サービス 運輸業 5%

58,385 東京都 江東区 日個連　一宮タクシー サービス 運輸業 5%

58,386 東京都 江東区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

58,387 東京都 江東区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

58,388 東京都 江東区 日個連　井上タクシー サービス 運輸業 5%

58,389 東京都 江東区 日個連　井部タクシー サービス 運輸業 5%

58,390 東京都 江東区 日個連　今泉タクシー サービス 運輸業 5%

58,391 東京都 江東区 日個連　今井タクシー サービス 運輸業 5%

58,392 東京都 江東区 日個連　岩橋タクシー サービス 運輸業 5%

58,393 東京都 江東区 日個連　宇井タクシー サービス 運輸業 5%

58,394 東京都 江東区 日個連　上野タクシー サービス 運輸業 5%

58,395 東京都 江東区 日個連　植村タクシー サービス 運輸業 5%

58,396 東京都 江東区 日個連　上本タクシー サービス 運輸業 5%

58,397 東京都 江東区 日個連　榎田タクシー サービス 運輸業 5%

58,398 東京都 江東区 日個連　大内タクシー サービス 運輸業 5%

58,399 東京都 江東区 日個連　大熊タクシー サービス 運輸業 5%

58,400 東京都 江東区 日個連　大島タクシー サービス 運輸業 5%

58,401 東京都 江東区 日個連　大島タクシー サービス 運輸業 5%

58,402 東京都 江東区 日個連　大砂タクシー サービス 運輸業 5%

58,403 東京都 江東区 日個連　太田タクシー サービス 運輸業 5%

58,404 東京都 江東区 日個連　太田タクシー サービス 運輸業 5%

58,405 東京都 江東区 日個連　大坪タクシー サービス 運輸業 5%

58,406 東京都 江東区 日個連　大沼タクシー サービス 運輸業 5%

58,407 東京都 江東区 日個連　大橋タクシー サービス 運輸業 5%

58,408 東京都 江東区 日個連　大渕タクシー サービス 運輸業 5%

58,409 東京都 江東区 日個連　大桃タクシー サービス 運輸業 5%

58,410 東京都 江東区 日個連　岡田タクシー サービス 運輸業 5%

58,411 東京都 江東区 日個連　尾形タクシー サービス 運輸業 5%

58,412 東京都 江東区 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

58,413 東京都 江東区 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

58,414 東京都 江東区 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

58,415 東京都 江東区 日個連　荻原タクシー サービス 運輸業 5%

58,416 東京都 江東区 日個連　奥田タクシー サービス 運輸業 5%

58,417 東京都 江東区 日個連　小倉タクシー サービス 運輸業 5%

58,418 東京都 江東区 日個連　小此木タクシー サービス 運輸業 5%

58,419 東京都 江東区 日個連　織田タクシー サービス 運輸業 5%

58,420 東京都 江東区 日個連　小田部タクシー サービス 運輸業 5%

58,421 東京都 江東区 日個連　小野タクシー サービス 運輸業 5%

58,422 東京都 江東区 日個連　小畑タクシー サービス 運輸業 5%
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58,423 東京都 江東区 日個連　笠上タクシー サービス 運輸業 5%

58,424 東京都 江東区 日個連　笠川タクシー サービス 運輸業 5%

58,425 東京都 江東区 日個連　柏原タクシー サービス 運輸業 5%

58,426 東京都 江東区 日個連　柏木タクシー サービス 運輸業 5%

58,427 東京都 江東区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

58,428 東京都 江東区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

58,429 東京都 江東区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

58,430 東京都 江東区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

58,431 東京都 江東区 日個連　川音タクシー サービス 運輸業 5%

58,432 東京都 江東区 日個連　川上タクシー サービス 運輸業 5%

58,433 東京都 江東区 日個連　川田タクシー サービス 運輸業 5%

58,434 東京都 江東区 日個連　岸本タクシー サービス 運輸業 5%

58,435 東京都 江東区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

58,436 東京都 江東区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

58,437 東京都 江東区 日個連　草野タクシー サービス 運輸業 5%

58,438 東京都 江東区 日個連　倉嶋タクシー サービス 運輸業 5%

58,439 東京都 江東区 日個連　倉持タクシー サービス 運輸業 5%

58,440 東京都 江東区 日個連　栗山タクシー サービス 運輸業 5%

58,441 東京都 江東区 日個連　黒田タクシー サービス 運輸業 5%

58,442 東京都 江東区 日個連　郡司タクシー サービス 運輸業 5%

58,443 東京都 江東区 日個連　小池タクシー サービス 運輸業 5%

58,444 東京都 江東区 日個連　小岩タクシー サービス 運輸業 5%

58,445 東京都 江東区 日個連　郷地タクシー サービス 運輸業 5%

58,446 東京都 江東区 日個連　小駒タクシー サービス 運輸業 5%

58,447 東京都 江東区 日個連　後藤タクシー サービス 運輸業 5%

58,448 東京都 江東区 日個連　後藤タクシー サービス 運輸業 5%

58,449 東京都 江東区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

58,450 東京都 江東区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

58,451 東京都 江東区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

58,452 東京都 江東区 日個連　小山タクシー サービス 運輸業 5%

58,453 東京都 江東区 日個連　斉藤タクシー サービス 運輸業 5%

58,454 東京都 江東区 日個連　斉藤タクシー サービス 運輸業 5%

58,455 東京都 江東区 日個連　桜井タクシー サービス 運輸業 5%

58,456 東京都 江東区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

58,457 東京都 江東区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

58,458 東京都 江東区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

58,459 東京都 江東区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

58,460 東京都 江東区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

58,461 東京都 江東区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

58,462 東京都 江東区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

58,463 東京都 江東区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

58,464 東京都 江東区 日個連　佐野タクシー サービス 運輸業 5%
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58,465 東京都 江東区 日個連　品田タクシー サービス 運輸業 5%

58,466 東京都 江東区 日個連　渋谷タクシー サービス 運輸業 5%

58,467 東京都 江東区 日個連　志村タクシー サービス 運輸業 5%

58,468 東京都 江東区 日個連　白倉タクシー サービス 運輸業 5%

58,469 東京都 江東区 日個連　神宮タクシー サービス 運輸業 5%

58,470 東京都 江東区 日個連　新堀タクシー サービス 運輸業 5%

58,471 東京都 江東区 日個連　末次タクシー サービス 運輸業 5%

58,472 東京都 江東区 日個連　杉浦タクシー サービス 運輸業 5%

58,473 東京都 江東区 日個連　杉田タクシー サービス 運輸業 5%

58,474 東京都 江東区 日個連　杉田タクシー サービス 運輸業 5%

58,475 東京都 江東区 日個連　杉村タクシー サービス 運輸業 5%

58,476 東京都 江東区 日個連　助川タクシー サービス 運輸業 5%

58,477 東京都 江東区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

58,478 東京都 江東区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

58,479 東京都 江東区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

58,480 東京都 江東区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

58,481 東京都 江東区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

58,482 東京都 江東区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

58,483 東京都 江東区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

58,484 東京都 江東区 日個連　瀬川タクシー サービス 運輸業 5%

58,485 東京都 江東区 日個連　相馬タクシー サービス 運輸業 5%

58,486 東京都 江東区 日個連　平良タクシー サービス 運輸業 5%

58,487 東京都 江東区 日個連　高田タクシー サービス 運輸業 5%

58,488 東京都 江東区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

58,489 東京都 江東区 日個連　髙橋タクシー サービス 運輸業 5%

58,490 東京都 江東区 日個連　髙橋タクシー サービス 運輸業 5%

58,491 東京都 江東区 日個連　竹原タクシー サービス 運輸業 5%

58,492 東京都 江東区 日個連　田堰タクシー サービス 運輸業 5%

58,493 東京都 江東区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

58,494 東京都 江東区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

58,495 東京都 江東区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

58,496 東京都 江東区 日個連　田邊タクシー サービス 運輸業 5%

58,497 東京都 江東区 日個連　田辺タクシー サービス 運輸業 5%

58,498 東京都 江東区 日個連　谷口タクシー サービス 運輸業 5%

58,499 東京都 江東区 日個連　玉木タクシー サービス 運輸業 5%

58,500 東京都 江東区 日個連　玉木タクシー サービス 運輸業 5%

58,501 東京都 江東区 日個連　田山タクシー サービス 運輸業 5%

58,502 東京都 江東区 日個連　千葉タクシー サービス 運輸業 5%

58,503 東京都 江東区 日個連　塚本タクシー サービス 運輸業 5%

58,504 東京都 江東区 日個連　對馬タクシー サービス 運輸業 5%

58,505 東京都 江東区 日個連　角田タクシー サービス 運輸業 5%

58,506 東京都 江東区 日個連　鶴見タクシー サービス 運輸業 5%
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58,507 東京都 江東区 日個連　寺戸タクシー サービス 運輸業 5%

58,508 東京都 江東区 日個連　富樫タクシー サービス 運輸業 5%

58,509 東京都 江東区 日個連　渡名喜タクシー サービス 運輸業 5%

58,510 東京都 江東区 日個連　冨永タクシー サービス 運輸業 5%

58,511 東京都 江東区 日個連　友山タクシー サービス 運輸業 5%

58,512 東京都 江東区 日個連　中井タクシー サービス 運輸業 5%

58,513 東京都 江東区 日個連　中川タクシー サービス 運輸業 5%

58,514 東京都 江東区 日個連　中川タクシー サービス 運輸業 5%

58,515 東京都 江東区 日個連　中瀬タクシー サービス 運輸業 5%

58,516 東京都 江東区 日個連　中野タクシー サービス 運輸業 5%

58,517 東京都 江東区 日個連　中野タクシー サービス 運輸業 5%

58,518 東京都 江東区 日個連　中山タクシー サービス 運輸業 5%

58,519 東京都 江東区 日個連　中山タクシー サービス 運輸業 5%

58,520 東京都 江東区 日個連　南里タクシー サービス 運輸業 5%

58,521 東京都 江東区 日個連　布川タクシー サービス 運輸業 5%

58,522 東京都 江東区 日個連　根岸タクシー サービス 運輸業 5%

58,523 東京都 江東区 日個連　野口タクシー サービス 運輸業 5%

58,524 東京都 江東区 日個連　野元タクシー サービス 運輸業 5%

58,525 東京都 江東区 日個連　長谷川タクシー サービス 運輸業 5%

58,526 東京都 江東区 日個連　長谷タクシー サービス 運輸業 5%

58,527 東京都 江東区 日個連　鉢呂タクシー サービス 運輸業 5%

58,528 東京都 江東区 日個連　馬場タクシー サービス 運輸業 5%

58,529 東京都 江東区 日個連　原タクシー サービス 運輸業 5%

58,530 東京都 江東区 日個連　平内タクシー サービス 運輸業 5%

58,531 東京都 江東区 日個連　平澤タクシー サービス 運輸業 5%

58,532 東京都 江東区 日個連　平タクシー サービス 運輸業 5%

58,533 東京都 江東区 日個連　平原タクシー サービス 運輸業 5%

58,534 東京都 江東区 日個連　弘田タクシー サービス 運輸業 5%

58,535 東京都 江東区 日個連　吹野タクシー サービス 運輸業 5%

58,536 東京都 江東区 日個連　藤田タクシー サービス 運輸業 5%

58,537 東京都 江東区 日個連　藤原タクシー サービス 運輸業 5%

58,538 東京都 江東区 日個連　古内タクシー サービス 運輸業 5%

58,539 東京都 江東区 日個連　古川タクシー サービス 運輸業 5%

58,540 東京都 江東区 日個連　古橋タクシー サービス 運輸業 5%

58,541 東京都 江東区 日個連　星タクシー サービス 運輸業 5%

58,542 東京都 江東区 日個連　星タクシー サービス 運輸業 5%

58,543 東京都 江東区 日個連　保科タクシー サービス 運輸業 5%

58,544 東京都 江東区 日個連　星野タクシー サービス 運輸業 5%

58,545 東京都 江東区 日個連　細田タクシー サービス 運輸業 5%

58,546 東京都 江東区 日個連　本多タクシー サービス 運輸業 5%

58,547 東京都 江東区 日個連　眞家タクシー サービス 運輸業 5%

58,548 東京都 江東区 日個連　増田タクシー サービス 運輸業 5%
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58,549 東京都 江東区 日個連　松井タクシー サービス 運輸業 5%

58,550 東京都 江東区 日個連　松崎タクシー サービス 運輸業 5%

58,551 東京都 江東区 日個連　松澤タクシー サービス 運輸業 5%

58,552 東京都 江東区 日個連　松下タクシー サービス 運輸業 5%

58,553 東京都 江東区 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%

58,554 東京都 江東区 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%

58,555 東京都 江東区 日個連　丸山タクシー サービス 運輸業 5%

58,556 東京都 江東区 日個連　三浦タクシー サービス 運輸業 5%

58,557 東京都 江東区 日個連　三塚タクシー サービス 運輸業 5%

58,558 東京都 江東区 日個連　三ツ森タクシー サービス 運輸業 5%

58,559 東京都 江東区 日個連　皆川タクシー サービス 運輸業 5%

58,560 東京都 江東区 日個連　宮川タクシー サービス 運輸業 5%

58,561 東京都 江東区 日個連　宮崎タクシー サービス 運輸業 5%

58,562 東京都 江東区 日個連　村山タクシー サービス 運輸業 5%

58,563 東京都 江東区 日個連　室井タクシー サービス 運輸業 5%

58,564 東京都 江東区 日個連　茂木タクシー サービス 運輸業 5%

58,565 東京都 江東区 日個連　森下タクシー サービス 運輸業 5%

58,566 東京都 江東区 日個連　森タクシー サービス 運輸業 5%

58,567 東京都 江東区 日個連　谷中タクシー サービス 運輸業 5%

58,568 東京都 江東区 日個連　山内タクシー サービス 運輸業 5%

58,569 東京都 江東区 日個連　山口タクシー サービス 運輸業 5%

58,570 東京都 江東区 日個連　山口タクシー サービス 運輸業 5%

58,571 東京都 江東区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

58,572 東京都 江東区 日個連　山中タクシー サービス 運輸業 5%

58,573 東京都 江東区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

58,574 東京都 江東区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

58,575 東京都 江東区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

58,576 東京都 江東区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

58,577 東京都 江東区 日個連　鑓水タクシー サービス 運輸業 5%

58,578 東京都 江東区 日個連　横倉タクシー サービス 運輸業 5%

58,579 東京都 江東区 日個連　横溝タクシー サービス 運輸業 5%

58,580 東京都 江東区 日個連　横山タクシー サービス 運輸業 5%

58,581 東京都 江東区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

58,582 東京都 江東区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

58,583 東京都 江東区 日個連　米津タクシー サービス 運輸業 5%

58,584 東京都 江東区 日個連　涌井タクシー サービス 運輸業 5%

58,585 東京都 江東区 日個連　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

58,586 東京都 江東区 日個連　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

58,587 東京都 江東区 日個連　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

58,588 東京都 江東区 日個連　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

58,589 東京都 江東区 ＪＭ／日藤美健 小売業 その他小売 5%

58,590 東京都 江東区 ネイキッドマインド 小売業 貴金属・服飾品 5%
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58,591 東京都 江東区 ｎａｉｌｕｌｕ サービス 理容・美容業 5%

58,592 東京都 江東区 Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　Ｓｕｇａｒ サービス 理容・美容業 5%

58,593 東京都 江東区 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　ｔｉｔｉ サービス その他サービス 5%

58,594 東京都 江東区 ｎｅｕ サービス 理容・美容業 5%

58,595 東京都 江東区 ＮｏＭｉｎｄ サービス その他サービス 5%

58,596 東京都 江東区 個人野口タクシー サービス 運輸業 5%

58,597 東京都 江東区 呑み喰い処鈴 サービス 飲食業 5%

58,598 東京都 江東区 ＢＡＲ　ＭＡＲＵＩＳＨＩ サービス 飲食業 5%

58,599 東京都 江東区 Ｐａｔｅａｃｈｏｕｘパータシュー サービス 飲食業 5%

58,600 東京都 江東区 バーブランシュ サービス 飲食業 5%

58,601 東京都 江東区 ハーレーダビッドソン亀戸 ハーレーダビッドソンカメイド 小売業 その他小売 5%

58,602 東京都 江東区 株式会社バイブリンゲン サービス その他サービス 5%

58,603 東京都 江東区 ＢＡＲ　ＳＨＡＲＥ サービス 飲食業 5%

58,604 東京都 江東区 橋本菓子店 小売業 その他小売 5%

58,605 東京都 江東区 ＨａｊｕＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

58,606 東京都 江東区 パソコンサポート屋 サービス その他サービス 5%

58,607 東京都 江東区 パソコンドック２４　江東店 小売業 その他小売 5%

58,608 東京都 江東区 875 サービス 飲食業 5%

58,609 東京都 江東区 初乃 サービス 飲食業 5%

58,610 東京都 江東区 Ｐａｔｉｓｓｒｉｅ   Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ ＨＡＲＵ 小売業 食料品 5%

58,611 東京都 江東区 パティスリーコラージュ 小売業 食料品 5%

58,612 東京都 江東区 花の店 アンゼ 小売業 その他小売 5%

58,613 東京都 江東区 花水木 サービス 飲食業 5%

58,614 東京都 江東区 跳ね鯛　豊洲本店 小売業 食料品 5%

58,615 東京都 江東区 Ｂａｈａｒ 小売業 衣料品 5%

58,616 東京都 江東区 ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ サービス その他サービス 5%

58,617 東京都 江東区 ｐａｒｌｏｕｒ＆ｓｕｎ サービス 理容・美容業 5%

58,618 東京都 江東区 ＨＡＲＭＡＳＧＡＬＬＥＹ サービス その他サービス 5%

58,619 東京都 江東区 ＰＡＬＥＯ サービス 理容・美容業 5%

58,620 東京都 江東区 ハンコ卸売センター　木場５丁目店 小売業 その他小売 5%

58,621 東京都 江東区 韓紙ｈａｎｕｒｕ 小売業 衣料品 5%

58,622 東京都 江東区 美・ボーテ サービス 理容・美容業 5%

58,623 東京都 江東区 ｐｅａｐｌａｎｔ 小売業 その他小売 5%

58,624 東京都 江東区 ＰＣヘルプデスク東京 サービス その他サービス 5%

58,625 東京都 江東区 株式会社ベイシティーテクノロジーズ サービス その他サービス 5%

58,626 東京都 江東区 ビーズ・クオーレ南砂 サービス 理容・美容業 5%

58,627 東京都 江東区 ヒーリングサロン　ミーテ サービス その他サービス 5%

58,628 東京都 江東区 ピザ屋おか渕 サービス 飲食業 5%

58,629 東京都 江東区 ビストロシャテール サービス 飲食業 5%

58,630 東京都 江東区 ビストロヴァンラヴァン サービス 飲食業 5%

58,631 東京都 江東区 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｖｉｎ　Ｒａｖｉｎ サービス 飲食業 5%

58,632 東京都 江東区 ビストロ２５３８　門前仲町店 サービス 飲食業 5%
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58,633 東京都 江東区 ビストロポイント サービス 飲食業 5%

58,634 東京都 江東区 ビタミンプラス　トヨステン 小売業 その他小売 5%

58,635 東京都 江東区 ＢＩＧＴＲＥＥ 小売業 衣料品 5%

58,636 東京都 江東区 ＢＩＧＨＯＲＮ サービス 飲食業 5%

58,637 東京都 江東区 ｐｉｃｃｉｎｏ本店 小売業 衣料品 5%

58,638 東京都 江東区 ｐｉｚｚｅｒｉａ　ＦＩＬＯＮＩＣＯ サービス 飲食業 5%

58,639 東京都 江東区 ＨＩＤＥ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

58,640 東京都 江東区 美のアイドル　キクヤ 小売業 その他小売 5%

58,641 東京都 江東区 ｐｉｐｉ＿ｔｔａｐｈａｎ 小売業 衣料品 5%

58,642 東京都 江東区 ビューティーサロンタナカアトレ亀戸店 サービス 理容・美容業 5%

58,643 東京都 江東区 ＢＥＡＵＴＹ　ＳＡＬＯＮ　ＶＩＳＴＥ サービス 理容・美容業 5%

58,644 東京都 江東区 ＶＩＥＷＮ サービス その他サービス 5%

58,645 東京都 江東区 ビュッフェクランポンジャパン 小売業 その他小売 5%

58,646 東京都 江東区 ビュッフェ・クランポン・ジャパン サービス その他サービス 5%

58,647 東京都 江東区 Ｖｉｅｗ　ＴＯＫＹＯ　展望室ラウンジ サービス その他サービス 5%

58,648 東京都 江東区 美容室スーパーカット 清澄白河駅前店 サービス その他サービス 5%

58,649 東京都 江東区 美容室ポコイ サービス 理容・美容業 5%

58,650 東京都 江東区 Ｈｉｒｏ’ｓ　Ｂａｒ サービス 飲食業 5%

58,651 東京都 江東区 ファッションクリーニング あずま サービス 理容・美容業 5%

58,652 東京都 江東区 Ｆａｒｆａｌｌａ サービス その他サービス 5%

58,653 東京都 江東区 ｆｅｔｕｓ 小売業 衣料品 5%

58,654 東京都 江東区 ＦＡＭＥ サービス 理容・美容業 5%

58,655 東京都 江東区 ＦＥＳＡ サービス その他サービス 5%

58,656 東京都 江東区 ｆａｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

58,657 東京都 江東区 フォトショップゴメイ サービス その他サービス 5%

58,658 東京都 江東区 ｆｏｒｅｔ サービス 理容・美容業 5%

58,659 東京都 江東区 深川　茂吉 サービス 飲食業 5%

58,660 東京都 江東区 深川きものさろん サービス 理容・美容業 5%

58,661 東京都 江東区 深川日和 深川日和 サービス 飲食業 5%

58,662 東京都 江東区 有限会社　深川冨士見 サービス 飲食業 5%

58,663 東京都 江東区 福島タクシー サービス 運輸業 5%

58,664 東京都 江東区 福地写真館 小売業 その他小売 5%

58,665 東京都 江東区 不二タクシー サービス 運輸業 5%

58,666 東京都 江東区 フジマート石島店 小売業 食料品 5%

58,667 東京都 江東区 フットボールマックス 小売業 その他小売 5%

58,668 東京都 江東区 フードストアあおき　東京豊洲店 小売業 食料品 5%

58,669 東京都 江東区 プライ＆ウッド サービス その他サービス 5%

58,670 東京都 江東区 株式会社ブライトホームサービス サービス その他サービス 5%

58,671 東京都 江東区 プライドニューハウス サービス その他サービス 5%

58,672 東京都 江東区 プラスアルファキッチン サービス 飲食業 5%

58,673 東京都 江東区 ＰＬＵＳ 美容室  ＰＬＵＳ  美容室 サービス 理容・美容業 5%

58,674 東京都 江東区 ＦｌｏｗｅｒＳｔｕｄｉｏＬＡＶＩＡＮ 小売業 その他小売 5%
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58,675 東京都 江東区 ブリアント　亀戸店 サービス 理容・美容業 5%

58,676 東京都 江東区 ＰｒｉｍＲｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

58,677 東京都 江東区 Ｐｒｉｍｏ Ｐｒｉｍｏ サービス 飲食業 5%

58,678 東京都 江東区 ＢＲＯＯＫＬＹＮＤＥＬＩ サービス 飲食業 5%

58,679 東京都 江東区 Ｐｏｕｒ　ｔｏｉ サービス 飲食業 5%

58,680 東京都 江東区 Ｆｒｏｍ　Ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

58,681 東京都 江東区 フロントポイント 小売業 衣料品 5%

58,682 東京都 江東区 文化堂　有明店 小売業 食料品 5%

58,683 東京都 江東区 文化堂　豊洲店 小売業 食料品 5%

58,684 東京都 江東区 文鳥 サービス 飲食業 5%

58,685 東京都 江東区 ｈａｉｒ　ａｄｄ　ｎａｔｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

58,686 東京都 江東区 ｈａｉｒ　ｏｍｏｔｅｓａｎｄｏ　東砂店 サービス 理容・美容業 5%

58,687 東京都 江東区 ｈａｉｒ　ｏｍｏｔｅｓａｎｄｏ　南砂店 サービス 理容・美容業 5%

58,688 東京都 江東区 ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ ｒｏｕｇｅ サービス 理容・美容業 5%

58,689 東京都 江東区 ヘアー メイクモワ Ｈａｉｒ Ｍａｋｅ Ｍｏｗａ サービス 理容・美容業 5%

58,690 東京都 江東区 ヘアーオモテサンドウ　東砂 サービス 理容・美容業 5%

58,691 東京都 江東区 ヘアーオモテサンドウ　南砂 サービス 理容・美容業 5%

58,692 東京都 江東区 Ｈａｉｒ ｈｕｇｓ サービス 理容・美容業 5%

58,693 東京都 江東区 ＨＡＩＲ ＬＯＨＡＳ サービス 理容・美容業 5%

58,694 東京都 江東区 Ｈａｉｒ＆ＭａｋｅｕｐＲａｐｐｏｒｔ サービス 理容・美容業 5%

58,695 東京都 江東区 ヘアーオモテサンドウ サービス 理容・美容業 5%

58,696 東京都 江東区 Ｈａｉｒｓｔｕｄｉｏａｃｔｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

58,697 東京都 江東区 ｈａｉｒｈａｃｈｉ＆ サービス 理容・美容業 5%

58,698 東京都 江東区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｆｅｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

58,699 東京都 江東区 ヘアメイクアッシュ亀戸店 サービス 理容・美容業 5%

58,700 東京都 江東区 ヘアメイクアッシュ　亀戸東口店 サービス 理容・美容業 5%

58,701 東京都 江東区 Ｈａｉｒ ｍａｋｅ Ｅｍｂｅｌｌｉｒ Ｈａｉｒ ｍａｋｅ  Ｅｍｂｅｌｌｉｒ サービス 理容・美容業 5%

58,702 東京都 江東区 ｈ　ａ　ｇ　ｅ 小売業 その他小売 5%

58,703 東京都 江東区 ｈａｇｅ　ｈａｇｅ 小売業 その他小売 5%

58,704 東京都 江東区 平和閣 サービス 飲食業 5%

58,705 東京都 江東区 ペットサロンＷＩＳＨ サービス その他サービス 5%

58,706 東京都 江東区 ＢＥＬＧ：ｈａｉｒｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

58,707 東京都 江東区 ベローチェ有明店 サービス 飲食業 5%

58,708 東京都 江東区 ベローチェ亀戸駅東口店 サービス 飲食業 5%

58,709 東京都 江東区 ベローチェ東陽町店 サービス 飲食業 5%

58,710 東京都 江東区 ベローチェ東陽七丁目店 サービス 飲食業 5%

58,711 東京都 江東区 ベローチェ東陽二丁目店 サービス 飲食業 5%

58,712 東京都 江東区 ベローチェ南砂二丁目店 サービス 飲食業 5%

58,713 東京都 江東区 ほぐし処　あんじぃ サービス その他サービス 5%

58,714 東京都 江東区 ほぐし処もみの葉門前仲町店 サービス その他サービス 5%

58,715 東京都 江東区 ＶＯＺ サービス 理容・美容業 5%

58,716 東京都 江東区 ＨＯＺＯＮ 小売業 食料品 5%
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58,717 東京都 江東区 ボディケアＭＵＴＯ サービス その他サービス 5%

58,718 東京都 江東区 ボディケア森下 サービス その他サービス 5%

58,719 東京都 江東区 ボディケア森下 サービス その他サービス 5%

58,720 東京都 江東区 ＰＯＴＰＵＲＲＩ 小売業 その他小売 5%

58,721 東京都 江東区 ボヌール・ブッソール株式会社 小売業 家具・調度品 5%

58,722 東京都 江東区 ホビーオフ　亀戸天神前店 サービス その他サービス 2%

58,723 東京都 江東区 ポプラ古石場３丁目店 小売業 その他小売 2%

58,724 東京都 江東区 ポポラマーマ門前仲町店 サービス 飲食業 5%

58,725 東京都 江東区 ホームドライ有明店 サービス その他サービス 5%

58,726 東京都 江東区 ポラージュ　砂町銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

58,727 東京都 江東区 ｐｏｌａｊｅ砂町銀座店 小売業 その他小売 5%

58,728 東京都 江東区 ボルボ・カーズ　豊洲 サービス その他サービス 5%

58,729 東京都 江東区 Ｐｏｍｐｏｎｎｅ 小売業 食料品 5%

58,730 東京都 江東区 まいんどまん サービス その他サービス 5%

58,731 東京都 江東区 ｍａｃａｒｏｃａｒｏｎ 小売業 衣料品 5%

58,732 東京都 江東区 マクドナルド北砂アリオ店 サービス 飲食業 2%

58,733 東京都 江東区 マクドナルド門前仲町店 サービス 飲食業 2%

58,734 東京都 江東区 マクラ－レン東京サ－ビスセンタ－ 小売業 その他小売 5%

58,735 東京都 江東区 マゼルヘア サービス 理容・美容業 5%

58,736 東京都 江東区 マゼルヘア 豊洲 サービス 理容・美容業 5%

58,737 東京都 江東区 まちのふうせんやさん　ときわや 小売業 その他小売 5%

58,738 東京都 江東区 マツオカ電化 小売業 電化製品 5%

58,739 東京都 江東区 マッサージ はり灸 元気堂 サービス その他サービス 5%

58,740 東京都 江東区 松阪牛　田じま サービス 飲食業 5%

58,741 東京都 江東区 松下商店 小売業 その他小売 5%

58,742 東京都 江東区 まつば寿司 サービス 飲食業 5%

58,743 東京都 江東区 ＭＯＭＡＮＤＢＡＢＹＹＯＧＡ サービス その他サービス 5%

58,744 東京都 江東区 マルサ洋品店 小売業 衣料品 5%

58,745 東京都 江東区 マルチ救急２４ネットワーク サービス その他サービス 5%

58,746 東京都 江東区 丸山タクシー サービス 運輸業 5%

58,747 東京都 江東区 まんがランド 門前仲町店 サービス その他サービス 5%

58,748 東京都 江東区 まんがランド 亀戸店 サービス その他サービス 5%

58,749 東京都 江東区 Ｍｉｅｕ?ｆａ サービス 理容・美容業 5%

58,750 東京都 江東区 道鮨 サービス 飲食業 5%

58,751 東京都 江東区 三ッ星村 サービス 飲食業 5%

58,752 東京都 江東区 未定 サービス 運輸業 5%

58,753 東京都 江東区 （有）みどりや酒店 小売業 食料品 5%

58,754 東京都 江東区 南砂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

58,755 東京都 江東区 ミヤノ酒店 小売業 食料品 5%

58,756 東京都 江東区 Ｍｉｒａｉｋａｎ　Ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

58,757 東京都 江東区 Ｍｉｌｆｉｘ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

58,758 東京都 江東区 みんなのカラオケ　ひょうたん島 サービス その他サービス 5%
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58,759 東京都 江東区 ムーブヘアー サービス 理容・美容業 5%

58,760 東京都 江東区 有限会社むかいサービス サービス 飲食業 5%

58,761 東京都 江東区 ｍｕｋｕｒａｆ サービス 飲食業 5%

58,762 東京都 江東区 村井商店　村井商店 小売業 その他小売 5%

58,763 東京都 江東区 ＭＵＲＡＹＡＭＡ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

58,764 東京都 江東区 メヒコ　東京ベイ有明店 サービス 飲食業 5%

58,765 東京都 江東区 桃山タクシー サービス 運輸業 5%

58,766 東京都 江東区 セブンーイレブン森下店 小売業 食料品 2%

58,767 東京都 江東区 森田 サービス 理容・美容業 5%

58,768 東京都 江東区 森田畳工業所 サービス その他サービス 5%

58,769 東京都 江東区 美容室ＭｏｎＣｏｅｕｒ亀戸店 サービス 理容・美容業 5%

58,770 東京都 江東区 もんじゃ燈 サービス 飲食業 5%

58,771 東京都 江東区 ＭＯＮＺ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

58,772 東京都 江東区 セブンーイレブン門前仲町駅西店 小売業 食料品 2%

58,773 東京都 江東区 門前仲町彦酉 サービス 飲食業 5%

58,774 東京都 江東区 ＭＯＮＰＡＬ　８エイト サービス 飲食業 5%

58,775 東京都 江東区 ＹＡＲＤ サービス 理容・美容業 5%

58,776 東京都 江東区 ＹＡＲＤ サービス 理容・美容業 5%

58,777 東京都 江東区 屋形船池上 サービス 飲食業 5%

58,778 東京都 江東区 やきとり宮川豊洲店 サービス 飲食業 5%

58,779 東京都 江東区 焼肉粋ｉｋｉ サービス 飲食業 5%

58,780 東京都 江東区 焼肉商店　そら サービス 飲食業 5%

58,781 東京都 江東区 やきにくハウスおおはし　やきにくハウスおおはし サービス 飲食業 5%

58,782 東京都 江東区 薬膳火鍋豚湯亀戸店 サービス 飲食業 5%

58,783 東京都 江東区 安井タクシー サービス 運輸業 5%

58,784 東京都 江東区 ヤッタートレーディング 小売業 衣料品 5%

58,785 東京都 江東区 山加屋 小売業 衣料品 5%

58,786 東京都 江東区 株式会社山崎商店 小売業 その他小売 5%

58,787 東京都 江東区 セブン－イレブンヤマタネビル店 小売業 食料品 2%

58,788 東京都 江東区 友佳商店 小売業 食料品 5%

58,789 東京都 江東区 有限会社アルファオメガ 小売業 その他小売 5%

58,790 東京都 江東区 有限会社鯉沼商会 サービス その他サービス 5%

58,791 東京都 江東区 有限会社杉山紙文具店 小売業 その他小売 5%

58,792 東京都 江東区 有限会社椿自工 サービス その他サービス 5%

58,793 東京都 江東区 （有）深川自動車ボデー工業所 サービス その他サービス 5%

58,794 東京都 江東区 村松王冠製作所 小売業 家具・調度品 5%

58,795 東京都 江東区 有限会社メガネのアオキ 小売業 その他小売 5%

58,796 東京都 江東区 有限会社ワイ　エー　エス サービス その他サービス 5%

58,797 東京都 江東区 ユニックス　亀戸店 サービス 理容・美容業 5%

58,798 東京都 江東区 夢見月 サービス 飲食業 5%

58,799 東京都 江東区 セブン－イレブンゆりかもめ豊洲駅店 小売業 食料品 2%

58,800 東京都 江東区 洋食かつ兎 サービス 飲食業 5%
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58,801 東京都 江東区 洋食かつ　兎 サービス 飲食業 5%

58,802 東京都 江東区 吉實 サービス その他サービス 5%

58,803 東京都 江東区 らーめんよつば　清澄白河店 サービス 飲食業 5%

58,804 東京都 江東区 ライブモア サービス その他サービス 5%

58,805 東京都 江東区 Ｌａｕｎｅ サービス 理容・美容業 5%

58,806 東京都 江東区 ラグドーナ株式会社 サービス その他サービス 5%

58,807 東京都 江東区 ＬａＣｈｏｕ－Ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

58,808 東京都 江東区 Ｒｉａｈ  リア サービス 理容・美容業 5%

58,809 東京都 江東区 Ｒｉａｈ サービス 理容・美容業 5%

58,810 東京都 江東区 リアット！東京イースト２１店 サービス その他サービス 5%

58,811 東京都 江東区 リアット！森下店 サービス その他サービス 5%

58,812 東京都 江東区 リストランテ　クチーナシゲ　クチーナシゲ サービス 飲食業 5%

58,813 東京都 江東区 リトミック教室リトリエ サービス その他サービス 5%

58,814 東京都 江東区 Ｌｉｎｏｓｐｏｔ サービス その他サービス 5%

58,815 東京都 江東区 リバークリーニング サービス その他サービス 5%

58,816 東京都 江東区 リベルテ サービス 理容・美容業 5%

58,817 東京都 江東区 理容フジタ サービス 理容・美容業 5%

58,818 東京都 江東区 リラクゼーションサロン　Ｒｕｈｅ サービス その他サービス 5%

58,819 東京都 江東区 Ｌｉｌｙ－ｃｅｒａｍｉｃ サービス その他サービス 5%

58,820 東京都 江東区 リンクルーム 門前仲町本店 サービス その他サービス 5%

58,821 東京都 江東区 Ｌｅｖｅｒｔ サービス 飲食業 5%

58,822 東京都 江東区 ＲｏｏｍＮｏ．６ 小売業 衣料品 5%

58,823 東京都 江東区 ＬＵＮＡペットクリニック潮見 サービス その他サービス 5%

58,824 東京都 江東区 ルポサ千田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

58,825 東京都 江東区 レ・デリッツェ・デル・モンド サービス 飲食業 5%

58,826 東京都 江東区 礼和株式会社 小売業 その他小売 5%

58,827 東京都 江東区 ＬＡＤＹＢＵＧＭＡＲＲＩＡＧＥ サービス その他サービス 5%

58,828 東京都 江東区 ロイ・オプティックス 小売業 その他小売 5%

58,829 東京都 江東区 ロイヤルリムジン株式会社 サービス 運輸業 5%

58,830 東京都 江東区 ロースターコーヒーＡＯＺＯＲＡ サービス その他サービス 5%

58,831 東京都 江東区 ロコマーケット　亀戸店 サービス 理容・美容業 5%

58,832 東京都 江東区 ロジウラ サービス 飲食業 5%

58,833 東京都 江東区 ＬＯＴＴＡＤＥＳＩＧＮ 小売業 衣料品 5%

58,834 東京都 江東区 ロベリア流通センターバーゲン 小売業 貴金属・服飾品 5%

58,835 東京都 江東区 ＬＯＭ サービス 理容・美容業 5%

58,836 東京都 江東区 ＷＩＮＥＣａｆｅＢｕｕｇｏ サービス 飲食業 5%

58,837 東京都 江東区 ワインと燗酒　Ｏｍｂｒａ サービス 飲食業 5%

58,838 東京都 江東区 わかるとできる　西大島校 サービス その他サービス 5%

58,839 東京都 江東区 わき坂 サービス 飲食業 5%

58,840 東京都 江東区 ＷａｘｉｎｇｓｔｕｄｉｏＥｖｅｒｃｏｌｏｒ サービス 理容・美容業 5%

58,841 東京都 江東区 和旬しょう庵 サービス 飲食業 5%

58,842 東京都 江東区 和食Ｄｉｎｉｎｇ米倉 サービス 飲食業 5%
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58,843 東京都 江東区 わたなべでんき 小売業 電化製品 5%

58,844 東京都 江東区 ＷＡＮＳ．ｔｏｋｙｏ 小売業 その他小売 5%

58,845 東京都 小金井市 アイミ商事株式会社 小売業 電化製品 5%

58,846 東京都 小金井市 アヴァンヌクイ貫井電業社 小売業 電化製品 5%

58,847 東京都 小金井市 アカシアベーグル サービス 飲食業 5%

58,848 東京都 小金井市 ａｓ運転代行 サービス 運輸業 5%

58,849 東京都 小金井市 ＡＶＩＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

58,850 東京都 小金井市 アムコカルチャーアンドジャーニー 小売業 その他小売 5%

58,851 東京都 小金井市 ＡＭＯＬＩＲ サービス その他サービス 5%

58,852 東京都 小金井市 ＡｎｄＳｔｉｌｌＰｉｃｔｕｒｅｓ． サービス その他サービス 5%

58,853 東京都 小金井市 いしかわ鍼灸治療院 サービス その他サービス 5%

58,854 東京都 小金井市 インエデン 小売業 衣料品 5%

58,855 東京都 小金井市 上野印房 小売業 家具・調度品 5%

58,856 東京都 小金井市 歌広場　東小金井南口駅前店 サービス 飲食業 5%

58,857 東京都 小金井市 うっしぃ珈琲 サービス 飲食業 5%

58,858 東京都 小金井市 ウッド・ブランチ サービス 飲食業 5%

58,859 東京都 小金井市 エアロシザース サービス その他サービス 5%

58,860 東京都 小金井市 栄貫堂薬局 小売業 その他小売 5%

58,861 東京都 小金井市 ＨＭｃｌｏｔｈｉｎｇ 小売業 その他小売 5%

58,862 東京都 小金井市 ＨＭｃｌｏｔｈｉｎｇ 小売業 その他小売 5%

58,863 東京都 小金井市 えこる国分寺店 小売業 その他小売 5%

58,864 東京都 小金井市 おしゃれ工房ｎｏｎｏｗａ武蔵小金井店 サービス その他サービス 5%

58,865 東京都 小金井市 学芸大生協　第一食堂 サービス その他サービス 5%

58,866 東京都 小金井市 学芸大生協　第二食堂 サービス その他サービス 5%

58,867 東京都 小金井市 かごや書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

58,868 東京都 小金井市 株式会社ＭＢＵＧｒｏｕｐ 小売業 衣料品 5%

58,869 東京都 小金井市 株式会社くらしメンテ サービス その他サービス 5%

58,870 東京都 小金井市 株式会社山本電業社 サービス その他サービス 5%

58,871 東京都 小金井市 がぶ呑み酒場　ゑえやん サービス 飲食業 5%

58,872 東京都 小金井市 カラオケ うたたネ サービス その他サービス 5%

58,873 東京都 小金井市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ東小金井駅南口店 サービス 理容・美容業 2%

58,874 東京都 小金井市 ガレージコーナー 小売業 その他小売 5%

58,875 東京都 小金井市 キッチンバー沼 サービス 飲食業 5%

58,876 東京都 小金井市 ぎょうざの満洲　東小金井南口店 サービス 飲食業 5%

58,877 東京都 小金井市 行政書士武石文子総合事務所 サービス その他サービス 5%

58,878 東京都 小金井市 靴下屋 小売業 衣料品 2%

58,879 東京都 小金井市 グリーンライフイノベーション株式会社 サービス その他サービス 5%

58,880 東京都 小金井市 クリーニングみやお　梶野町店 サービス その他サービス 5%

58,881 東京都 小金井市 ＫＡＮＤＭ 小売業 衣料品 5%

58,882 東京都 小金井市 ＣＡＫＥ　ＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

58,883 東京都 小金井市 セブン－イレブン小金井梶野通り店 小売業 食料品 2%

58,884 東京都 小金井市 セブン－イレブン小金井北大通り店 小売業 食料品 2%
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58,885 東京都 小金井市 セブン－イレブン小金井東八貫井南店 小売業 食料品 2%

58,886 東京都 小金井市 セブン－イレブン小金井中町３丁目店 小売業 食料品 2%

58,887 東京都 小金井市 セブン－イレブン小金井中町４丁目店 小売業 食料品 2%

58,888 東京都 小金井市 セブン－イレブン小金井貫井北町１丁目店 小売業 食料品 2%

58,889 東京都 小金井市 セブン－イレブン小金井貫井北町５丁目店 小売業 食料品 2%

58,890 東京都 小金井市 セブン－イレブン小金井貫井南町５丁目店 小売業 食料品 2%

58,891 東京都 小金井市 セブン－イレブン小金井東町４丁目店 小売業 食料品 2%

58,892 東京都 小金井市 セブン－イレブン小金井前原町５丁目店 小売業 食料品 2%

58,893 東京都 小金井市 セブン－イレブン小金井前原町３丁目店 小売業 食料品 2%

58,894 東京都 小金井市 セブン－イレブン小金井連雀通り店 小売業 食料品 2%

58,895 東京都 小金井市 小金富士 サービス 飲食業 5%

58,896 東京都 小金井市 こがねや石材 小売業 その他小売 5%

58,897 東京都 小金井市 ＣｙｃｌｅＳｔｏｒｅＭＡＴＳＵＳＨＩＭＡ 小売業 その他小売 5%

58,898 東京都 小金井市 サクラキッチン サービス 飲食業 5%

58,899 東京都 小金井市 三幸交通（株）小金井営業所 サービス その他サービス 5%

58,900 東京都 小金井市 ＳｅｃｒｅｔｏｆＨｅｒｂｓ サービス その他サービス 5%

58,901 東京都 小金井市 ＣＭ　Ｐｕｎｃｈ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

58,902 東京都 小金井市 四季の味献心亭匠武蔵小金井店 小売業 食料品 5%

58,903 東京都 小金井市 社会保険労務士オフィスワイ・ツー サービス その他サービス 5%

58,904 東京都 小金井市 ＪＯＹパソコンスクール　武蔵小金井校 サービス その他サービス 5%

58,905 東京都 小金井市 信邦無線 小売業 電化製品 5%

58,906 東京都 小金井市 ｓｔｕｄｉｏ　ｂｗａｎｊｉ 小売業 その他小売 5%

58,907 東京都 小金井市 ｓｔｕｄｉｏｂｗａｎｊｉ サービス その他サービス 5%

58,908 東京都 小金井市 スタディエイドジャパン サービス その他サービス 5%

58,909 東京都 小金井市 生活彩館ニノハシ 小売業 電化製品 5%

58,910 東京都 小金井市 創彩ダイニング今日の詩 サービス 飲食業 5%

58,911 東京都 小金井市 ｓｏ－ｓｅｎ 小売業 衣料品 5%

58,912 東京都 小金井市 醍醐 サービス 飲食業 5%

58,913 東京都 小金井市 旅音 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

58,914 東京都 小金井市 ポッタリーデザインチーズワークス 小売業 衣料品 5%

58,915 東京都 小金井市 茶の丸美屋 小金井店 小売業 食料品 5%

58,916 東京都 小金井市 つくば家石材 サービス その他サービス 5%

58,917 東京都 小金井市 ＴＵＭＥＹＡ サービス その他サービス 5%

58,918 東京都 小金井市 デイリーズヒガコ サービス 飲食業 5%

58,919 東京都 小金井市 Ｄｉｎｋｅｌｔｏｒｔｅ 小売業 食料品 5%

58,920 東京都 小金井市 Ｔｕｏ　学芸大生協　第一食堂 サービス その他サービス 5%

58,921 東京都 小金井市 Ｔｕｏ　学芸大生協　第二食堂 サービス その他サービス 5%

58,922 東京都 小金井市 ＴＵＯ　東京学芸大学生協　喫茶食堂 サービス その他サービス 5%

58,923 東京都 小金井市 ＴＵＯ　農工大生協　工学部食堂 サービス その他サービス 5%

58,924 東京都 小金井市 Ｔｕｏ　法政大学生協　小金井購買部 サービス その他サービス 5%

58,925 東京都 小金井市 ＴＵＯ　法大生協　小金井食堂部 サービス その他サービス 5%

58,926 東京都 小金井市 東京学芸大学生協　書籍部 サービス その他サービス 5%
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58,927 東京都 小金井市 東京学芸大学生協　喫茶食堂 サービス その他サービス 5%

58,928 東京都 小金井市 東京学芸大学生協　購買部 サービス その他サービス 5%

58,929 東京都 小金井市 東農工大生協　工学部ＳＢ サービス その他サービス 5%

58,930 東京都 小金井市 東農工大生協　工学部ＳＢ サービス その他サービス 5%

58,931 東京都 小金井市 ドンドンダウン　小金井店 小売業 その他小売 2%

58,932 東京都 小金井市 永田治療院 サービス 理容・美容業 5%

58,933 東京都 小金井市 七洋商会 サービス その他サービス 5%

58,934 東京都 小金井市 にじいろ薬局 小売業 その他小売 5%

58,935 東京都 小金井市 農工大生協　工学部食堂 サービス その他サービス 5%

58,936 東京都 小金井市 ＮＯＣＥ　ｃａｐｅｌｌｉ サービス 理容・美容業 5%

58,937 東京都 小金井市 ｎｏｔｅｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

58,938 東京都 小金井市 ノンビリオン サービス その他サービス 5%

58,939 東京都 小金井市 ＰＡＲＩＴＡＬＹ　福菜屋 小売業 食料品 5%

58,940 東京都 小金井市 東小金井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

58,941 東京都 小金井市 セブン－イレブン東小金井南口店 小売業 食料品 2%

58,942 東京都 小金井市 ｂｉｓ３８ヘアデザイン小金井 サービス 理容・美容業 5%

58,943 東京都 小金井市 ビストロ酒場服部　ビストロ酒場服部 サービス 飲食業 5%

58,944 東京都 小金井市 美容室カロン サービス 理容・美容業 5%

58,945 東京都 小金井市 美容室　スタジオ・ミスティー サービス 理容・美容業 5%

58,946 東京都 小金井市 ファンタジスタ　ファンタジスタ 小売業 食料品 5%

58,947 東京都 小金井市 風風ラーメン　武蔵小金井店 サービス 飲食業 5%

58,948 東京都 小金井市 Ｆｅｌｉｃｅｈａｉｒアンドｃａｒ サービス 理容・美容業 5%

58,949 東京都 小金井市 ＢｕｏｎａＶｉｔａ　ｎｏｎｏｗａ東小金井 小売業 その他小売 5%

58,950 東京都 小金井市 ふじかわフォトサービス 小売業 その他小売 5%

58,951 東京都 小金井市 ふじかわフォトサ－ビス サービス その他サービス 5%

58,952 東京都 小金井市 フラワーショップはなひろ小金井店 小売業 その他小売 5%

58,953 東京都 小金井市 フラワーズアンドプランツ ペタル Ｆｌｏｗｅｒｓ   Ｐｌａｎｔｓ ＰＥＴＡＬ 小売業 その他小売 5%

58,954 東京都 小金井市 フレッシュミート コイデ フレッシュミートコイデ 小売業 食料品 5%

58,955 東京都 小金井市 ｈａｉｒ ｃａｌｏ サービス 理容・美容業 5%

58,956 東京都 小金井市 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＣＵＲＥ サービス 理容・美容業 5%

58,957 東京都 小金井市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｑｕｕｔｅｒ サービス 理容・美容業 5%

58,958 東京都 小金井市 ｈａｉｒｐａｒｋ　ＫＥＦＩ サービス 理容・美容業 5%

58,959 東京都 小金井市 ヘアメイクアッシュ武蔵小金井店 サービス 理容・美容業 5%

58,960 東京都 小金井市 ペットボックス サービス 理容・美容業 5%

58,961 東京都 小金井市 法政大学生協　小金井購買部 サービス その他サービス 5%

58,962 東京都 小金井市 法大生協　小金井購買部 サービス その他サービス 5%

58,963 東京都 小金井市 法大生協　小金井購買部 サービス その他サービス 5%

58,964 東京都 小金井市 法大生協　小金井食堂部 サービス その他サービス 5%

58,965 東京都 小金井市 ボードゲームカフェ　Ｂｒｅｔｔ　ボードゲームカフェＢｒｅｔｔ サービス 飲食業 5%

58,966 東京都 小金井市 ＧｒａｎｄＬｉｆｅ サービス その他サービス 5%

58,967 東京都 小金井市 本格炭火焼き鳥ひろや サービス 飲食業 5%

58,968 東京都 小金井市 マクドナルド小金井ぬくい坂下店 サービス 飲食業 2%
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58,969 東京都 小金井市 マクドナルド東小金井ピーコックストア店 サービス 飲食業 2%

58,970 東京都 小金井市 マクドナルド武蔵小金井南口店 サービス 飲食業 2%

58,971 東京都 小金井市 宮地楽器　小金井店 小売業 その他小売 5%

58,972 東京都 小金井市 宮地楽器　ＭＵＳＩＣ　ＪＯＹ　渋谷 小売業 その他小売 5%

58,973 東京都 小金井市 宮地楽器サウンドパル　小金井店 小売業 その他小売 5%

58,974 東京都 小金井市 宮地楽器　トップウィンズ 小売業 その他小売 5%

58,975 東京都 小金井市 みゆき堂 サービス その他サービス 5%

58,976 東京都 小金井市 セブン－イレブン武蔵小金井駅前通り店 小売業 食料品 2%

58,977 東京都 小金井市 セブン－イレブンムサシ小金井北口店 小売業 食料品 2%

58,978 東京都 小金井市 むさし小金井キャットクリニック　ねこの病院 サービス その他サービス 5%

58,979 東京都 小金井市 むさし小金井自動車教習所 サービス その他サービス 5%

58,980 東京都 小金井市 セブン－イレブン武蔵小金井本町２丁目店 小売業 食料品 2%

58,981 東京都 小金井市 株式会社もあい サービス 理容・美容業 5%

58,982 東京都 小金井市 アヤキッチン合同会社 サービス その他サービス 5%

58,983 東京都 小金井市 有限会社フジオート サービス その他サービス 5%

58,984 東京都 小金井市 有限会社フジクリエイション 小売業 その他小売 5%

58,985 東京都 小金井市 腰痛専門整体院　ゆず サービス その他サービス 5%

58,986 東京都 小金井市 らかんスタジオ小金井店 サービス その他サービス 5%

58,987 東京都 小金井市 リアット！アクウェルモール店 サービス その他サービス 5%

58,988 東京都 小金井市 リサイクルブティックＡＢＣ武蔵小金井店 小売業 その他小売 5%

58,989 東京都 小金井市 リサイクルブティックココ 小売業 衣料品 5%

58,990 東京都 小金井市 ＬＩＭＤＥＳＩＧＮ 小売業 衣料品 5%

58,991 東京都 小金井市 両筑デザインプランツ 小売業 その他小売 5%

58,992 東京都 小金井市 旅館　二幸 サービス 宿泊業 5%

58,993 東京都 小金井市 ｌｉｙｏｎ　ｂｕ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

58,994 東京都 小金井市 ｌｉｙｏｎ　ｂｕ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

58,995 東京都 小金井市 リンデン 武蔵野三鷹 西東京 立川府中 八王子日野 サービス 理容・美容業 5%

58,996 東京都 小金井市 レブオートサービス 小売業 その他小売 5%

58,997 東京都 国分寺市 アキサワ東京カイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

58,998 東京都 国分寺市 ａｇｒｅａｂｌｅ＊ｍｕｓｅｅ 小売業 衣料品 5%

58,999 東京都 国分寺市 アストロショップスカイバード 小売業 電化製品 5%

59,000 東京都 国分寺市 ＡＴＥＬＩＥＲ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

59,001 東京都 国分寺市 アドワン サービス その他サービス 5%

59,002 東京都 国分寺市 アヌーシュカ 小売業 その他小売 5%

59,003 東京都 国分寺市 ＡＰＰＬＡＵＺＥＮ サービス 理容・美容業 5%

59,004 東京都 国分寺市 ａｂｅｉｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

59,005 東京都 国分寺市 ＥＯＳ恋ケ窪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

59,006 東京都 国分寺市 居酒屋　惹凱牡 サービス 飲食業 5%

59,007 東京都 国分寺市 居酒屋 晴れの場 晴れの場 サービス 飲食業 5%

59,008 東京都 国分寺市 石井隆之行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

59,009 東京都 国分寺市 ヴィアージュ サービス 理容・美容業 5%

59,010 東京都 国分寺市 上さま　国分寺上さま サービス その他サービス 5%
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59,011 東京都 国分寺市 ヴォートル国分寺 サービス 理容・美容業 5%

59,012 東京都 国分寺市 ワイヤーワークス＆ナチュラルワークス サービス その他サービス 5%

59,013 東京都 国分寺市 歌広場　国分寺店 サービス 飲食業 5%

59,014 東京都 国分寺市 うまいもんＳＡＫＡＢＡ　ちょこり サービス 飲食業 5%

59,015 東京都 国分寺市 ＨＫトレード 小売業 電化製品 5%

59,016 東京都 国分寺市 エヌグラム 小売業 食料品 5%

59,017 東京都 国分寺市 エヌケイヘアガレージ サービス 理容・美容業 5%

59,018 東京都 国分寺市 エヌケイヘアガレージ サービス 理容・美容業 5%

59,019 東京都 国分寺市 ｅｐｉｌａｘ サービス 理容・美容業 5%

59,020 東京都 国分寺市 ｅｍｍａコクブンジテン サービス 理容・美容業 5%

59,021 東京都 国分寺市 ＭＣＳ　国分寺マルイ店 小売業 その他小売 5%

59,022 東京都 国分寺市 ０－ＳＵＮＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

59,023 東京都 国分寺市 猫と戦車の雑貨店御山堂 サービス その他サービス 5%

59,024 東京都 国分寺市 オリーブ動物病院 サービス その他サービス 5%

59,025 東京都 国分寺市 オリックスレンタカー国分寺北店 サービス その他サービス 2%

59,026 東京都 国分寺市 ｃａｉｋｏｔ 小売業 その他小売 5%

59,027 東京都 国分寺市 カフェテリア サービス その他サービス 5%

59,028 東京都 国分寺市 株式会社鳥 サービス その他サービス 5%

59,029 東京都 国分寺市 ＧＡＢＲｉｅＬ サービス 飲食業 5%

59,030 東京都 国分寺市 カラダラボ サービス 理容・美容業 5%

59,031 東京都 国分寺市 カリフォルニアワイン　酒寮　霞 サービス 飲食業 5%

59,032 東京都 国分寺市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋国分寺並木町店 サービス 飲食業 2%

59,033 東京都 国分寺市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ国分寺駅南口店 サービス 飲食業 2%

59,034 東京都 国分寺市 韓国家庭料理ＧＯＳＡＲＩ サービス 飲食業 5%

59,035 東京都 国分寺市 キィニョン本店 小売業 食料品 5%

59,036 東京都 国分寺市 キィニョン東京経済大学店 小売業 食料品 5%

59,037 東京都 国分寺市 キィニョン都立多摩図書館店 サービス 飲食業 5%

59,038 東京都 国分寺市 Ｋｉｔｃｈｅｎ　ＲＫ サービス 飲食業 5%

59,039 東京都 国分寺市 ＫＩＴＣＨＥＮ　ＨＵＩＴ サービス 飲食業 5%

59,040 東京都 国分寺市 木村屋本店　国分寺北口店 サービス 飲食業 5%

59,041 東京都 国分寺市 牛角国分寺店 サービス 飲食業 2%

59,042 東京都 国分寺市 きよとも 小売業 電化製品 5%

59,043 東京都 国分寺市 薬　仙美堂 小売業 その他小売 5%

59,044 東京都 国分寺市 国立グリーンヒルテニスクラブ サービス その他サービス 5%

59,045 東京都 国分寺市 倶楽部　ティアラ サービス 飲食業 5%

59,046 東京都 国分寺市 クリームヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

59,047 東京都 国分寺市 グリーンキャブ　国分寺営業所 サービス その他サービス 5%

59,048 東京都 国分寺市 ｇｅｔｗｅｌｌ株式会社 サービス 理容・美容業 5%

59,049 東京都 国分寺市 ゲミュートリッヒ ゲミュートリッヒ 小売業 食料品 5%

59,050 東京都 国分寺市 ＫＹリカー　恋ヶ窪店 小売業 食料品 5%

59,051 東京都 国分寺市 国分寺おはし サービス 飲食業 5%

59,052 東京都 国分寺市 セブン－イレブン国分寺街道店 小売業 食料品 2%
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59,053 東京都 国分寺市 セブン－イレブン国分寺北町２丁目店 小売業 食料品 2%

59,054 東京都 国分寺市 国分寺跳兎 サービス 飲食業 5%

59,055 東京都 国分寺市 セブン－イレブン国分寺戸倉２丁目店 小売業 食料品 2%

59,056 東京都 国分寺市 国分寺西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

59,057 東京都 国分寺市 セブン－イレブン国分寺西恋ケ窪４丁目店 小売業 食料品 2%

59,058 東京都 国分寺市 セブン－イレブン国分寺西元町店 小売業 食料品 2%

59,059 東京都 国分寺市 セブン－イレブン国分寺東恋ケ窪４丁目店 小売業 食料品 2%

59,060 東京都 国分寺市 セブン－イレブン国分寺東戸倉店 小売業 食料品 2%

59,061 東京都 国分寺市 出光国分寺光町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

59,062 東京都 国分寺市 セブン－イレブン国分寺日吉町４丁目店 小売業 食料品 2%

59,063 東京都 国分寺市 セブン－イレブン国分寺富士本２丁目店 小売業 食料品 2%

59,064 東京都 国分寺市 セブン－イレブン国分寺本町３丁目店 小売業 食料品 2%

59,065 東京都 国分寺市 セブン－イレブン国分寺本町２丁目店 小売業 食料品 2%

59,066 東京都 国分寺市 セブン－イレブン国分寺本町４丁目店 小売業 食料品 2%

59,067 東京都 国分寺市 国分寺南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

59,068 東京都 国分寺市 出光国分寺南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

59,069 東京都 国分寺市 セブン－イレブン国分寺南町１丁目店 小売業 食料品 2%

59,070 東京都 国分寺市 セブン－イレブン国分寺南町３丁目店 小売業 食料品 2%

59,071 東京都 国分寺市 壺中の天 サービス 飲食業 5%

59,072 東京都 国分寺市 ｃｏｔｔａ サービス 理容・美容業 5%

59,073 東京都 国分寺市 ｃｏｔｔａ　ｃｏｔｔａ サービス 理容・美容業 5%

59,074 東京都 国分寺市 サイクルショップ　ミツイキ 小売業 その他小売 5%

59,075 東京都 国分寺市 ｃｙｃｌｅｆｅａｔ．ｃｏｍ 小売業 その他小売 5%

59,076 東京都 国分寺市 ［ＨＣ］三立電器 小売業 電化製品 5%

59,077 東京都 国分寺市 四季彩酒庵　和多花 サービス 飲食業 5%

59,078 東京都 国分寺市 シナリーラルジュ営業所 サービス 理容・美容業 5%

59,079 東京都 国分寺市 次男画坊 小売業 家具・調度品 5%

59,080 東京都 国分寺市 嶋寿司 サービス 飲食業 5%

59,081 東京都 国分寺市 株式会社シューホリック 小売業 衣料品 5%

59,082 東京都 国分寺市 ＪＯＹパソコンスクール　恋ヶ窪校 サービス その他サービス 5%

59,083 東京都 国分寺市 白木建設株式会社 サービス その他サービス 5%

59,084 東京都 国分寺市 ステージ２１国分寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

59,085 東京都 国分寺市 スポーツクリエイトにしこくＴＳ サービス その他サービス 5%

59,086 東京都 国分寺市 爽亭国分寺店 サービス 飲食業 5%

59,087 東京都 国分寺市 ソーセージパーティ サービス 飲食業 5%

59,088 東京都 国分寺市 タイ古式マッサージ　ＣＯＺＹ サービス その他サービス 5%

59,089 東京都 国分寺市 大衆酒場文太ｗｉｔｈ僕の空間大番 サービス 飲食業 5%

59,090 東京都 国分寺市 有限会社ドリームワークス サービス その他サービス 5%

59,091 東京都 国分寺市 たまや 小売業 その他小売 5%

59,092 東京都 国分寺市 たまや　２号店 小売業 その他小売 5%

59,093 東京都 国分寺市 ｃｈａｃｈａＨａｎａ サービス 飲食業 5%

59,094 東京都 国分寺市 長五郎 サービス 飲食業 5%
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59,095 東京都 国分寺市 有限会社ツアープランナーケイ サービス その他サービス 5%

59,096 東京都 国分寺市 ＴＳＵＣＵＲＩＴＥ 小売業 食料品 5%

59,097 東京都 国分寺市 ＴＵＯ　カフェテリア サービス その他サービス 5%

59,098 東京都 国分寺市 東経大ＣＯＯＰ／ＳＨＯＰ サービス その他サービス 5%

59,099 東京都 国分寺市 東経大　ＣＯＯＰ／ＳＨＯＰ サービス その他サービス 5%

59,100 東京都 国分寺市 東経大ＣＯＯＰ／ＳＨＯＰ２Ｆ（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

59,101 東京都 国分寺市 Ｄｒ．ストレッチ国分寺店 サービス その他サービス 5%

59,102 東京都 国分寺市 Ｄｒｉｅｄｆｌｏｗｅｒ＆古道具Ｍａｒｃａ 小売業 その他小売 5%

59,103 東京都 国分寺市 セブン－イレブン西恋ヶ窪２丁目店 小売業 食料品 2%

59,104 東京都 国分寺市 セブン－イレブン西国分寺駅前店 小売業 食料品 2%

59,105 東京都 国分寺市 セブン－イレブン西国分寺駅南口店 小売業 食料品 2%

59,106 東京都 国分寺市 西菜 サービス 飲食業 5%

59,107 東京都 国分寺市 日個連　勝俣タクシー サービス 運輸業 5%

59,108 東京都 国分寺市 日個連　谷合タクシー サービス 運輸業 5%

59,109 東京都 国分寺市 ｎｏｏｋ＿ｏｒａｎｇｅｔｒｅｅ 小売業 衣料品 5%

59,110 東京都 国分寺市 ＮａｉｌＡ サービス 理容・美容業 5%

59,111 東京都 国分寺市 野田動物病院 サービス その他サービス 5%

59,112 東京都 国分寺市 バードショップピッコリアニマーリ 小売業 その他小売 5%

59,113 東京都 国分寺市 パナピット　アダチ 小売業 電化製品 5%

59,114 東京都 国分寺市 パン屋志茂 小売業 食料品 5%

59,115 東京都 国分寺市 ＰＥＥ－ＷＩＴ サービス 理容・美容業 5%

59,116 東京都 国分寺市 Ｂ＇ＰＲＯＤＵＣＥ国分寺店 サービス 理容・美容業 5%

59,117 東京都 国分寺市 セブン－イレブン東恋ヶ窪３丁目店 小売業 食料品 2%

59,118 東京都 国分寺市 セブン－イレブン東恋ケ窪２丁目店 小売業 食料品 2%

59,119 東京都 国分寺市 ビジネス千成ホテル サービス 宿泊業 5%

59,120 東京都 国分寺市 ビジネスホテル　ダイワ サービス 宿泊業 5%

59,121 東京都 国分寺市 ビジネスホテルダイワ サービス 宿泊業 5%

59,122 東京都 国分寺市 ビデオメッセージ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

59,123 東京都 国分寺市 美容室Ｓ’Ａｓｓｈｕ サービス 理容・美容業 5%

59,124 東京都 国分寺市 美容室　ヒットヘアー サービス 理容・美容業 5%

59,125 東京都 国分寺市 美容室アルテ国分寺店 サービス 理容・美容業 5%

59,126 東京都 国分寺市 美容室アルテ国分寺店 サービス 理容・美容業 5%

59,127 東京都 国分寺市 美容室アルテ西国分寺店 サービス 理容・美容業 5%

59,128 東京都 国分寺市 美容室アルテ西国分寺店 サービス 理容・美容業 5%

59,129 東京都 国分寺市 フォト・ユー＆アイ 小売業 電化製品 5%

59,130 東京都 国分寺市 フジモト　ショップ 小売業 その他小売 5%

59,131 東京都 国分寺市 フューチャーフライト サービス 飲食業 5%

59,132 東京都 国分寺市 ＦＵＹＯ　ＨＡＲＵＮＡ　東京国分 小売業 家具・調度品 5%

59,133 東京都 国分寺市 フラワーショップ　はなひろ 小売業 その他小売 5%

59,134 東京都 国分寺市 Ｆｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

59,135 東京都 国分寺市 ＰＲＯＧＲＥＳＳ　吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

59,136 東京都 国分寺市 ＰＲＯＧＲＥＳＳ　国分寺店 サービス 理容・美容業 5%
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59,137 東京都 国分寺市 ｈａｉｒ　ＡＸＩＡ サービス 理容・美容業 5%

59,138 東京都 国分寺市 ヘアーサロンまるやま サービス 理容・美容業 5%

59,139 東京都 国分寺市 ヘアスペース・トップポイント サービス 理容・美容業 5%

59,140 東京都 国分寺市 Ｈａｉｒ＋ｃａｆｅ　縁 サービス 理容・美容業 5%

59,141 東京都 国分寺市 ポットバウンド 小売業 衣料品 5%

59,142 東京都 国分寺市 ぽてともっと サービス その他サービス 5%

59,143 東京都 国分寺市 ポポラマーマ西国分寺店 サービス 飲食業 5%

59,144 東京都 国分寺市 ＭａｒｓｈＰｌａｎｎｉｎｇ サービス その他サービス 5%

59,145 東京都 国分寺市 マクドナルド五日市街道北町店 サービス 飲食業 2%

59,146 東京都 国分寺市 マクドナルド国分寺店 サービス 飲食業 2%

59,147 東京都 国分寺市 マシンビジョンライティング株式会社 サービス その他サービス 5%

59,148 東京都 国分寺市 萬月 サービス 飲食業 5%

59,149 東京都 国分寺市 満福西東京 サービス その他サービス 5%

59,150 東京都 国分寺市 古美術妙々堂 小売業 その他小売 5%

59,151 東京都 国分寺市 Ｍａｙ ｃａｆｅ ?メイカフェ? Ｍａｙ ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

59,152 東京都 国分寺市 ＭＡＹＣＬＥＡＮＩＮＧ サービス その他サービス 5%

59,153 東京都 国分寺市 メモリアルギャラリー国分寺 小売業 その他小売 5%

59,154 東京都 国分寺市 もっくん　国分寺店 サービス 飲食業 5%

59,155 東京都 国分寺市 モナミどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

59,156 東京都 国分寺市 国分寺戸倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

59,157 東京都 国分寺市 ［ＨＣ］有限会社野口電器国分寺店 小売業 電化製品 5%

59,158 東京都 国分寺市 有限会社ビー・エム・シー サービス その他サービス 5%

59,159 東京都 国分寺市 有限会社ボンジョルノ　ボンジョルノ サービス 飲食業 5%

59,160 東京都 国分寺市 ４５品５よんごひんご 小売業 その他小売 5%

59,161 東京都 国分寺市 ら志く サービス 飲食業 5%

59,162 東京都 国分寺市 ｌａ　ｐａｇｅ サービス 飲食業 5%

59,163 東京都 国分寺市 ＬＡＮＤ サービス 理容・美容業 5%

59,164 東京都 国分寺市 リサイクルブティックＡＢＣ国分寺店 小売業 その他小売 5%

59,165 東京都 国分寺市 理容エルモ　理容エルモ サービス 理容・美容業 5%

59,166 東京都 国分寺市 リリーラッシュ国分寺南口店 サービス 理容・美容業 5%

59,167 東京都 国分寺市 ルアーショップコング国分寺店 小売業 その他小売 5%

59,168 東京都 国分寺市 ルシエル 小売業 その他小売 5%

59,169 東京都 国分寺市 ＲＯＳＥ サービス 理容・美容業 5%

59,170 東京都 国分寺市 炉端　灰干し　でぶろく魚類　国分寺店 サービス 飲食業 5%

59,171 東京都 国分寺市 ワインバルうららかくにたち サービス 飲食業 5%

59,172 東京都 小平市 アイ　ファースト サービス 運輸業 5%

59,173 東京都 小平市 あおぞらカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

59,174 東京都 小平市 アカシア動物病院 サービス その他サービス 5%

59,175 東京都 小平市 味彩庵　花小金井駅 小売業 食料品 5%

59,176 東京都 小平市 アネモネ サービス 飲食業 5%

59,177 東京都 小平市 アミオス サービス その他サービス 5%

59,178 東京都 小平市 有賀園ゴルフ西東京店 小売業 その他小売 5%
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59,179 東京都 小平市 ＥＯＳ回田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

59,180 東京都 小平市 ヴォーノ・イタリア小平店 サービス 飲食業 5%

59,181 東京都 小平市 エールメガネＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ花小金井 小売業 貴金属・服飾品 5%

59,182 東京都 小平市 おおうち整体・指圧院 サービス その他サービス 5%

59,183 東京都 小平市 セブン－イレブン小川駅西口店 小売業 食料品 2%

59,184 東京都 小平市 小川町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

59,185 東京都 小平市 オプト大村 小売業 貴金属・服飾品 5%

59,186 東京都 小平市 オマタ美容室 サービス 理容・美容業 5%

59,187 東京都 小平市 かっとはうす加賀 サービス 理容・美容業 5%

59,188 東京都 小平市 加藤自動車工業所 サービス その他サービス 5%

59,189 東京都 小平市 加藤動物病院 サービス その他サービス 5%

59,190 東京都 小平市 株式会社　トップアート　フラウ小川店 サービス 理容・美容業 5%

59,191 東京都 小平市 株式会社あづまモータース サービス その他サービス 5%

59,192 東京都 小平市 株式会社インプレッション サービス その他サービス 5%

59,193 東京都 小平市 株式会社カラーズ サービス その他サービス 5%

59,194 東京都 小平市 株式会社こだいら漢方堂 小売業 その他小売 5%

59,195 東京都 小平市 株式会社セルビス サービス その他サービス 5%

59,196 東京都 小平市 カメラのヤマヤ 小売業 その他小売 5%

59,197 東京都 小平市 株式会社木内書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

59,198 東京都 小平市 喜久鮨 サービス 飲食業 5%

59,199 東京都 小平市 きくや洋品店 小売業 衣料品 5%

59,200 東京都 小平市 ＫｉｍａｍａｙａＴ＆Ｋ サービス その他サービス 5%

59,201 東京都 小平市 牛角花小金井店 サービス 飲食業 2%

59,202 東京都 小平市 ぎょうざの満洲　小平南口店 サービス 飲食業 5%

59,203 東京都 小平市 ぎょうざの満洲　花小金井北口店 サービス 飲食業 5%

59,204 東京都 小平市 クーランクール サービス 理容・美容業 5%

59,205 東京都 小平市 けゐとく苑 サービス 飲食業 5%

59,206 東京都 小平市 セブン－イレブン公立昭和病院店 小売業 食料品 2%

59,207 東京都 小平市 ゴールドステーション小平小川町店 小売業 その他小売 5%

59,208 東京都 小平市 国立精神神経病院売店 小売業 その他小売 5%

59,209 東京都 小平市 セブン－イレブン小平駅南店 小売業 食料品 2%

59,210 東京都 小平市 セブン－イレブン小平大沼町３丁目店 小売業 食料品 2%

59,211 東京都 小平市 セブン－イレブン小平小川青梅街道店 小売業 食料品 2%

59,212 東京都 小平市 セブン－イレブン小平小川上宿店 小売業 食料品 2%

59,213 東京都 小平市 セブン－イレブン小平小川西町店 小売業 食料品 2%

59,214 東京都 小平市 セブン－イレブン小平小川東町１丁目店 小売業 食料品 2%

59,215 東京都 小平市 こだいら漢方堂 小売業 その他小売 5%

59,216 東京都 小平市 小平喜平町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

59,217 東京都 小平市 セブン－イレブン小平喜平町１丁目店 小売業 食料品 2%

59,218 東京都 小平市 セブン－イレブン小平上水新町１丁目店 小売業 食料品 2%

59,219 東京都 小平市 小平神明宮写真室・森写真館 サービス その他サービス 5%

59,220 東京都 小平市 セブン－イレブン小平鈴木町店 小売業 食料品 2%
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59,221 東京都 小平市 セブン－イレブン小平創価高校前店 小売業 食料品 2%

59,222 東京都 小平市 セブン－イレブン小平鷹の台店 小売業 食料品 2%

59,223 東京都 小平市 小平中央リハビリ病院売店 小売業 その他小売 5%

59,224 東京都 小平市 セブン－イレブン小平東京街道店 小売業 食料品 2%

59,225 東京都 小平市 セブン－イレブン小平仲町店 小売業 食料品 2%

59,226 東京都 小平市 セブン－イレブン小平花小金井駅南口店 小売業 食料品 2%

59,227 東京都 小平市 セブン－イレブン小平一橋学園東店 小売業 食料品 2%

59,228 東京都 小平市 セブン－イレブン小平武道館前店 小売業 食料品 2%

59,229 東京都 小平市 セブン－イレブン小平美園町３丁目店 小売業 食料品 2%

59,230 東京都 小平市 セブン－イレブン小平回田町店 小売業 食料品 2%

59,231 東京都 小平市 コトリ花店 小売業 その他小売 5%

59,232 東京都 小平市 ゴルフエフォート花小金井店 小売業 その他小売 5%

59,233 東京都 小平市 サカエヤ サカエヤ クリーニング サービス その他サービス 5%

59,234 東京都 小平市 サクラカンパニー 小売業 その他小売 5%

59,235 東京都 小平市 佐藤タイル サービス その他サービス 5%

59,236 東京都 小平市 サン・オーツ 小売業 電化製品 5%

59,237 東京都 小平市 三幸交通株式会社 サービス その他サービス 5%

59,238 東京都 小平市 ＳＵＮＦＡＭＩＬＹ 小売業 衣料品 5%

59,239 東京都 小平市 三和交通アプリ　三和交通多摩小平営業所 サービス その他サービス 5%

59,240 東京都 小平市 昭栄自動車 サービス その他サービス 5%

59,241 東京都 小平市 白梅学園生協　ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

59,242 東京都 小平市 白梅学園生協　ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

59,243 東京都 小平市 白梅学園生協　食堂部 サービス その他サービス 5%

59,244 東京都 小平市 ＳＹＲＵＰ サービス 理容・美容業 5%

59,245 東京都 小平市 セブン－イレブン新小平駅前店 小売業 食料品 2%

59,246 東京都 小平市 新東京自動車教習所 サービス その他サービス 5%

59,247 東京都 小平市 すいれん動物病院 サービス その他サービス 5%

59,248 東京都 小平市 鈴木園 小売業 食料品 5%

59,249 東京都 小平市 すたみな太郎　小平小川町店 サービス 飲食業 5%

59,250 東京都 小平市 Ｓｔｅｒｒａ 小売業 衣料品 5%

59,251 東京都 小平市 ステラ音楽教室小川駅前教室 サービス その他サービス 5%

59,252 東京都 小平市 炭火焼肉凱旋門 サービス 飲食業 5%

59,253 東京都 小平市 セオサイクル小平店 小売業 その他小売 5%

59,254 東京都 小平市 セオサイクル小平店 小売業 その他小売 5%

59,255 東京都 小平市 出光セルフ小平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

59,256 東京都 小平市 ０６?ｚｅｒｏｒｏｋｕ? 小売業 衣料品 5%

59,257 東京都 小平市 ＳＯＡＰＯＰＥＲＡ 小売業 衣料品 5%

59,258 東京都 小平市 ダイワサイクル　小平店 小売業 その他小売 5%

59,259 東京都 小平市 たかの台電気 小売業 電化製品 5%

59,260 東京都 小平市 タカハシ　恋ヶ窪店 小売業 衣料品 5%

59,261 東京都 小平市 タジマヤ 東久留米支店 サービス その他サービス 5%

59,262 東京都 小平市 多摩芝電機 小売業 電化製品 5%
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59,263 東京都 小平市 ＴＡＭＡＲＩＢＡ　花小金井店 サービス 飲食業 5%

59,264 東京都 小平市 長江宴 サービス 飲食業 5%

59,265 東京都 小平市 津田塾大学生協　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

59,266 東京都 小平市 津田塾大学生協購買書籍部 サービス その他サービス 5%

59,267 東京都 小平市 つの笛 サービス 飲食業 5%

59,268 東京都 小平市 ＤｉｅＳｏｎｎｅ 小売業 衣料品 5%

59,269 東京都 小平市 寺澤畳店 小売業 家具・調度品 5%

59,270 東京都 小平市 でんきち　小平店 小売業 電化製品 5%

59,271 東京都 小平市 ［ＨＣ］でんきのＭＡＣ団地店 小売業 電化製品 5%

59,272 東京都 小平市 ＴＵＯ　白梅学園生協　食堂部 サービス その他サービス 5%

59,273 東京都 小平市 トライフットボールフィールド 一橋学園 サービス その他サービス 5%

59,274 東京都 小平市 ドラッグ　フォーユー 小売業 その他小売 5%

59,275 東京都 小平市 ドラッグフォーユー　一橋学園店 小売業 その他小売 5%

59,276 東京都 小平市 ｔｒｉｐ サービス 理容・美容業 5%

59,277 東京都 小平市 肉のマルサン 小売業 食料品 5%

59,278 東京都 小平市 肉の万世　小平店 サービス 飲食業 5%

59,279 東京都 小平市 理容　ニューヤング サービス 理容・美容業 5%

59,280 東京都 小平市 にれのき動物病院 サービス その他サービス 5%

59,281 東京都 小平市 ネイルスペースＲ サービス 理容・美容業 5%

59,282 東京都 小平市 バイクルプラザ　ミツイキ 小売業 その他小売 5%

59,283 東京都 小平市 バイクルプラザミツイキ バイクルプラザミツイキ 小売業 その他小売 5%

59,284 東京都 小平市 花小金井薬局 小売業 その他小売 5%

59,285 東京都 小平市 ハナコラボ サービス 飲食業 5%

59,286 東京都 小平市 ハリーズ 小売業 その他小売 5%

59,287 東京都 小平市 パン工房　ぶれっ堂 小売業 食料品 5%

59,288 東京都 小平市 セブン－イレブン東大和市駅南店 小売業 食料品 2%

59,289 東京都 小平市 ビューティーショップさいき 小売業 その他小売 5%

59,290 東京都 小平市 ヒラサワ 小売業 その他小売 5%

59,291 東京都 小平市 ファクトリーギア　東京ウェスト店 小売業 その他小売 5%

59,292 東京都 小平市 ファクトリーギア東京ウエスト店 小売業 その他小売 5%

59,293 東京都 小平市 ＦＩＳＨＴＥＲＲＡＣＥＴＳＵＣＨ 小売業 その他小売 5%

59,294 東京都 小平市 福八鮨総本店 サービス 飲食業 5%

59,295 東京都 小平市 藤森農園 サービス その他サービス 5%

59,296 東京都 小平市 Ｐｅｔｉｔｅ　Ｆｅｒｍｅ サービス 飲食業 5%

59,297 東京都 小平市 フローリストノザキ 小売業 その他小売 5%

59,298 東京都 小平市 ヘアーサロンアージェ サービス 理容・美容業 5%

59,299 東京都 小平市 ペガサス 小売業 衣料品 5%

59,300 東京都 小平市 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

59,301 東京都 小平市 ペットショップ　ナイスワン 小売業 その他小売 5%

59,302 東京都 小平市 ペットショップ　ナイスワン 小売業 その他小売 5%

59,303 東京都 小平市 宝石のウララ　小平店 小売業 貴金属・服飾品 5%

59,304 東京都 小平市 宝石のウララ　花小金井店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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59,305 東京都 小平市 Ｈｏｋｕｌａｎｉ＿ｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

59,306 東京都 小平市 ポポラマーマ花小金井店 サービス 飲食業 5%

59,307 東京都 小平市 マクドナルド五日市街道喜平橋店 サービス 飲食業 2%

59,308 東京都 小平市 マクドナルド小平小川町店 サービス 飲食業 2%

59,309 東京都 小平市 マクドナルド小平天神店 サービス 飲食業 2%

59,310 東京都 小平市 マクドナルド花小金井駅前店 サービス 飲食業 2%

59,311 東京都 小平市 松戸家 小売業 家具・調度品 5%

59,312 東京都 小平市 丸大自動車 サービス その他サービス 5%

59,313 東京都 小平市 三日月どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

59,314 東京都 小平市 宮鍋園学園坂店 小売業 食料品 5%

59,315 東京都 小平市 メガネストアー小平 小売業 その他小売 5%

59,316 東京都 小平市 麺や まるしょう サービス 飲食業 5%

59,317 東京都 小平市 ＭＯＡ　ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

59,318 東京都 小平市 モダン居酒屋Ｙ’ｓ家　孝 サービス 飲食業 5%

59,319 東京都 小平市 もみーな田無店　花小金井店 サービス その他サービス 5%

59,320 東京都 小平市 もみーな花小金井店 サービス その他サービス 5%

59,321 東京都 小平市 焼鳥無限 サービス 飲食業 5%

59,322 東京都 小平市 ヤザワ電機　鈴木町店 小売業 電化製品 5%

59,323 東京都 小平市 家守 サービス その他サービス 5%

59,324 東京都 小平市 有限会社　江藤商店 小売業 その他小売 5%

59,325 東京都 小平市 有限会社ベスト サービス その他サービス 5%

59,326 東京都 小平市 有限会社マツミ電器 小売業 電化製品 5%

59,327 東京都 小平市 有限会社まるぶん サービス その他サービス 5%

59,328 東京都 小平市 洋服のタカハシ 恋ヶ窪店 小売業 衣料品 5%

59,329 東京都 小平市 ＹＯＳＡＰＡＲＫＡｎｇｅ サービス その他サービス 2%

59,330 東京都 小平市 ＹＯＳＡＰＡＲＫ　Ａｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

59,331 東京都 小平市 ライフテクト　ヤザワ 小売業 電化製品 5%

59,332 東京都 小平市 ラウンジバーフーアン サービス 飲食業 5%

59,333 東京都 小平市 利久堂 小売業 家具・調度品 5%

59,334 東京都 小平市 理容ニューヤング サービス 理容・美容業 5%

59,335 東京都 小平市 レッドペッパー サービス 飲食業 5%

59,336 東京都 小平市 ＬＯＣＵＳ サービス 理容・美容業 5%

59,337 東京都 小平市 ＬｏＬｏｎｉｍｏｃ サービス 理容・美容業 5%

59,338 東京都 小平市 和田輪業 小売業 その他小売 5%

59,339 東京都 小平市 ［ＨＣ］ＯＮＥＳＴＥＰムラタ 小売業 電化製品 5%

59,340 東京都 狛江市 Ｗｅｅｋｅｎｄ　ｇ＆ｃ サービス 飲食業 5%

59,341 東京都 狛江市 ＡＲ～１あらい 小売業 貴金属・服飾品 5%

59,342 東京都 狛江市 ＡＢＣＲ サービス その他サービス 5%

59,343 東京都 狛江市 ＳＳＳ サービス 理容・美容業 5%

59,344 東京都 狛江市 江戸屋 小売業 食料品 5%

59,345 東京都 狛江市 籠屋たすく サービス 飲食業 5%

59,346 東京都 狛江市 ＣＵＴ　ｉｎ　ＢＡＢＡ サービス 理容・美容業 5%
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59,347 東京都 狛江市 カフェ　マメフク　カフェ　マメフク サービス 飲食業 5%

59,348 東京都 狛江市 株式会社サンコーオート 小売業 その他小売 5%

59,349 東京都 狛江市 キッチンカーハチ 小売業 食料品 5%

59,350 東京都 狛江市 ＱｕｉｌｔＳｔｕｄｉｏ結＜ＹＵＩ＞ サービス その他サービス 5%

59,351 東京都 狛江市 ＧＯＯＤＭＯＴＩＶＥ 小売業 衣料品 5%

59,352 東京都 狛江市 グリーンキャブ　狛江営業所 サービス その他サービス 5%

59,353 東京都 狛江市 Ｋ．Ｂａｓｅ　Ｒｏａｓｔｅｒｙ サービス 飲食業 5%

59,354 東京都 狛江市 Ｑｕｅｓｅｒａ　ｓｅｒａ サービス 理容・美容業 5%

59,355 東京都 狛江市 ＫｅｎｋｏＣｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

59,356 東京都 狛江市 Ｃｏｃｏ　Ｍａｒｉ　狛江店 サービス その他サービス 5%

59,357 東京都 狛江市 狛江一の橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

59,358 東京都 狛江市 セブン－イレブン狛江猪方３丁目店 小売業 食料品 2%

59,359 東京都 狛江市 セブン－イレブン狛江駅前店 小売業 食料品 2%

59,360 東京都 狛江市 セブン－イレブン狛江駅南店 小売業 食料品 2%

59,361 東京都 狛江市 コマエカフェ サービス 飲食業 5%

59,362 東京都 狛江市 セブン－イレブン狛江駒井町３丁目店 小売業 食料品 2%

59,363 東京都 狛江市 狛江田中橋ＳＳ　大久保商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

59,364 東京都 狛江市 セブン－イレブン狛江西野川４丁目店 小売業 食料品 2%

59,365 東京都 狛江市 ＣＩＩＴＡ サービス 理容・美容業 5%

59,366 東京都 狛江市 自動車技術研究所 サービス その他サービス 5%

59,367 東京都 狛江市 ジャックポット狛江 サービス 飲食業 5%

59,368 東京都 狛江市 ＪＵＮＧＬＥＭＵＳＩＣ 小売業 衣料品 5%

59,369 東京都 狛江市 シューズショップ　東京堂 小売業 衣料品 5%

59,370 東京都 狛江市 ＋８１ｒｅｃｏｒｄｓ 小売業 その他小売 5%

59,371 東京都 狛江市 シンデンサービス サービス その他サービス 5%

59,372 東京都 狛江市 須田サイクル 小売業 その他小売 5%

59,373 東京都 狛江市 ＳｔｕｄｉｏＫＰＰ サービス その他サービス 5%

59,374 東京都 狛江市 Ｓｐｉｃａｒｂｏ サービス 飲食業 5%

59,375 東京都 狛江市 セイシン狛江店 小売業 貴金属・服飾品 5%

59,376 東京都 狛江市 セラヴィ喜多見店 サービス 理容・美容業 5%

59,377 東京都 狛江市 セラヴィ狛江店 サービス 理容・美容業 5%

59,378 東京都 狛江市 セラヴィ狛江店 サービス 理容・美容業 5%

59,379 東京都 狛江市 大吉　狛江通り店 サービス 飲食業 5%

59,380 東京都 狛江市 ＷＷＢｂ 小売業 衣料品 5%

59,381 東京都 狛江市 つきじ　天六 サービス 飲食業 5%

59,382 東京都 狛江市 つくばクリーニングマルシェ狛江店 サービス その他サービス 5%

59,383 東京都 狛江市 ｔｕｔｔｉ サービス 飲食業 5%

59,384 東京都 狛江市 ＴＯＦＳ＆ＶＩＦＳ 小売業 衣料品 5%

59,385 東京都 狛江市 ＴＲＩＣＯ 狛江 サービス その他サービス 5%

59,386 東京都 狛江市 鳥竹 サービス 飲食業 5%

59,387 東京都 狛江市 丼丸プラス サービス 飲食業 5%

59,388 東京都 狛江市 名古屋畳店 サービス その他サービス 5%
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59,389 東京都 狛江市 Ｎａｐ サービス 理容・美容業 5%

59,390 東京都 狛江市 日個連　茂手山タクシー サービス 運輸業 5%

59,391 東京都 狛江市 ニューヤヒロ和泉多摩川店 小売業 食料品 5%

59,392 東京都 狛江市 ＢＡＲ　ｉＣＨｉ サービス 飲食業 5%

59,393 東京都 狛江市 扇屋水産株式会社（浜名ッ子） サービス 飲食業 5%

59,394 東京都 狛江市 Ｂ ＤＥＳＩＧＮ 小売業 衣料品 5%

59,395 東京都 狛江市 Ｐｉｔａｔｔｉ サービス 飲食業 5%

59,396 東京都 狛江市 Ｂ　ＤＥＳＩＧＮ 小売業 その他小売 5%

59,397 東京都 狛江市 美容室ｃａｌｍｅ サービス 理容・美容業 5%

59,398 東京都 狛江市 ふうふや狛江店 サービス 飲食業 5%

59,399 東京都 狛江市 ［ＨＣ］フクダデンキ 小売業 電化製品 5%

59,400 東京都 狛江市 プルワリ サービス 飲食業 5%

59,401 東京都 狛江市 プロハンズアイヅヤ 小売業 家具・調度品 5%

59,402 東京都 狛江市 Ｈａｉｒ＆Ｃｏｆｆｅｅ　Ａｎａ サービス 理容・美容業 5%

59,403 東京都 狛江市 ヘアサロンＡｍａｚｅ狛江 サービス 理容・美容業 5%

59,404 東京都 狛江市 ホリデー車検こまえ　有限会社金子モータース サービス その他サービス 5%

59,405 東京都 狛江市 マクドナルド狛江マルシェ店 サービス 飲食業 2%

59,406 東京都 狛江市 丸山カット　ハウス サービス 理容・美容業 5%

59,407 東京都 狛江市 三日月 サービス 飲食業 5%

59,408 東京都 狛江市 メガネストアー喜多見本店 小売業 その他小売 5%

59,409 東京都 狛江市 メナードフェイシャルサロン狛江駅前 小売業 その他小売 5%

59,410 東京都 狛江市 もも亭 サービス 飲食業 5%

59,411 東京都 狛江市 やきとりさくらい サービス 飲食業 5%

59,412 東京都 狛江市 よがの家るる サービス その他サービス 5%

59,413 東京都 狛江市 ヨシダヤスシ写真事務所 サービス その他サービス 5%

59,414 東京都 狛江市 Ｒｏｓｅｍａｒｙ　和泉多摩川店 サービス その他サービス 5%

59,415 東京都 狛江市 ローズマリー和泉多摩川 サービス 理容・美容業 5%

59,416 東京都 品川区 アーヴェストホテル　大森 サービス 宿泊業 5%

59,417 東京都 品川区 アーヴェストホテル　大森 サービス 宿泊業 5%

59,418 東京都 品川区 Ａｇｏｅｆｉｌｏ 小売業 衣料品 5%

59,419 東京都 品川区 あーる工房荏原中延駅前店 サービス その他サービス 5%

59,420 東京都 品川区 ａｉｚｂａｒ サービス 飲食業 5%

59,421 東京都 品川区 アイトー 小売業 家具・調度品 5%

59,422 東京都 品川区 アイトー 小売業 家具・調度品 5%

59,423 東京都 品川区 ｅｙｅｂｉｓ【アイビス】 サービス 理容・美容業 5%

59,424 東京都 品川区 アイラッシュサロンチル武蔵小山店 サービス 理容・美容業 5%

59,425 東京都 品川区 ＩＬＡＵＧＨ サービス 飲食業 5%

59,426 東京都 品川区 ａＷｅｌｔ サービス 理容・美容業 5%

59,427 東京都 品川区 青横バル太郎´ｓ サービス 飲食業 5%

59,428 東京都 品川区 赤坂柿山アトレ目黒店 小売業 食料品 5%

59,429 東京都 品川区 あかつき動物病院 サービス その他サービス 5%

59,430 東京都 品川区 あか豆 サービス 飲食業 5%
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59,431 東京都 品川区 ＡＱＵＡ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

59,432 東京都 品川区 ａｇｒ?ａｂｌｅ 小売業 衣料品 5%

59,433 東京都 品川区 ａｃｒｏｓｓｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ五反田店 サービス 理容・美容業 5%

59,434 東京都 品川区 ａｑｕｉｅｔｄａｙ 小売業 その他小売 5%

59,435 東京都 品川区 浅野自動車 サービス その他サービス 5%

59,436 東京都 品川区 アジアンビューティ　五反田 サービス その他サービス 5%

59,437 東京都 品川区 味の店錦　荏原中延店 小売業 食料品 5%

59,438 東京都 品川区 ａｓｔｅｒｉｓｋ サービス その他サービス 5%

59,439 東京都 品川区 翌桧会 小売業 貴金属・服飾品 5%

59,440 東京都 品川区 温めサロンｆｕｗａｒｉ サービス 理容・美容業 5%

59,441 東京都 品川区 サンプル 小売業 衣料品 5%

59,442 東京都 品川区 アドレケアサービス サービス その他サービス 5%

59,443 東京都 品川区 あなぐら サービス 飲食業 5%

59,444 東京都 品川区 アヤベ電気商会 小売業 電化製品 5%

59,445 東京都 品川区 アライバル 小売業 食料品 5%

59,446 東京都 品川区 ア・ラ・カンパーニュ大井町店 サービス 飲食業 5%

59,447 東京都 品川区 ア・ラ・カンパーニュ目黒１Ｆ店 サービス 飲食業 5%

59,448 東京都 品川区 ア・ラ・カンパーニュ目黒４Ｆ店 サービス 飲食業 5%

59,449 東京都 品川区 アリエッタ　ホテル＆トラットリア サービス 宿泊業 5%

59,450 東京都 品川区 アルコバレノ 小売業 その他小売 5%

59,451 東京都 品川区 ＡＲＴＩＳＡＮ　ＨＯＵＳＥ 小売業 その他小売 5%

59,452 東京都 品川区 アンシャーロットグタル 小売業 衣料品 5%

59,453 東京都 品川区 アンスリウム目黒 サービス その他サービス 5%

59,454 東京都 品川区 あんの木 小売業 家具・調度品 5%

59,455 東京都 品川区 Ａｍｂｅｒ サービス 理容・美容業 5%

59,456 東京都 品川区 アンリガトウ 小売業 衣料品 5%

59,457 東京都 品川区 アンルミエール サービス 理容・美容業 5%

59,458 東京都 品川区 イーエストレーニングゾーン サービス その他サービス 5%

59,459 東京都 品川区 いいオフィス五反田 サービス その他サービス 5%

59,460 東京都 品川区 株式会社イーマーベラス　イーマーベラス 小売業 その他小売 5%

59,461 東京都 品川区 飯村みほ サービス その他サービス 5%

59,462 東京都 品川区 医学堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

59,463 東京都 品川区 活伊勢海老料理中納言東京大森ベルポート店 サービス 飲食業 5%

59,464 東京都 品川区 池田動物病院 サービス その他サービス 5%

59,465 東京都 品川区 いこい鮨 サービス 飲食業 5%

59,466 東京都 品川区 居酒屋とらいあんぐる サービス 飲食業 5%

59,467 東京都 品川区 イシス美容室 サービス 理容・美容業 5%

59,468 東京都 品川区 いただき　戸越銀座店 サービス 飲食業 5%

59,469 東京都 品川区 Ｉｔａｌｉａｎ　Ｍ’ｓバル サービス 飲食業 5%

59,470 東京都 品川区 イタリアンバル　ＰＬＡＮＥＴ　五反田店　イタリアンバル　プラネット　五反田店 サービス 飲食業 5%

59,471 東京都 品川区 一髪美 サービス 理容・美容業 5%

59,472 東京都 品川区 １５ーＩｃｈｉｇｏ サービス 飲食業 5%
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59,473 東京都 品川区 一翔 サービス 飲食業 5%

59,474 東京都 品川区 井上太市池坊いけばな教室 サービス その他サービス 5%

59,475 東京都 品川区 癒し処 Ｍｙ Ｂｏｄｙ 五反田駅前店 サービス その他サービス 5%

59,476 東京都 品川区 イルキャンティ　大崎店 サービス 飲食業 5%

59,477 東京都 品川区 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ　五反田 サービス その他サービス 5%

59,478 東京都 品川区 ＩｎｔｅｒＣｈａｎｇｅ サービス その他サービス 5%

59,479 東京都 品川区 インテグロ 小売業 その他小売 5%

59,480 東京都 品川区 インテルナ　サンエイ 小売業 家具・調度品 5%

59,481 東京都 品川区 インドネシアレストランｃａｂｅ サービス 飲食業 5%

59,482 東京都 品川区 インドレストランＡＨＩＬＹＡ大崎 サービス 飲食業 5%

59,483 東京都 品川区 Ｖｉｎｃｕｌｕｍ サービス その他サービス 5%

59,484 東京都 品川区 ウエスト品川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

59,485 東京都 品川区 ウエダモーター 小売業 その他小売 5%

59,486 東京都 品川区 うえ村 サービス 飲食業 5%

59,487 東京都 品川区 ウェルネスかとう治療室 サービス その他サービス 5%

59,488 東京都 品川区 ＶＯＧＵＥ　ｔｒｅｓ サービス 理容・美容業 5%

59,489 東京都 品川区 魚金五反田店 サービス 飲食業 5%

59,490 東京都 品川区 牛ん家　御殿山 サービス 飲食業 5%

59,491 東京都 品川区 歌広場　大森店 サービス 飲食業 5%

59,492 東京都 品川区 歌広場　五反田店 サービス 飲食業 5%

59,493 東京都 品川区 歌広場　目黒店 サービス 飲食業 5%

59,494 東京都 品川区 ウヅキデンキ 小売業 電化製品 5%

59,495 東京都 品川区 ウドンとサカバ　麦ぼうず　大井町総本店 サービス 飲食業 5%

59,496 東京都 品川区 Ｕｍｉｓｏｒａｈａｎｄｃｒａｆｔ＆ｔｈｅｒａｐｙ 小売業 衣料品 5%

59,497 東京都 品川区 ウール 小売業 衣料品 5%

59,498 東京都 品川区 ＡＳＴすだ気功院東京本院 サービス 理容・美容業 5%

59,499 東京都 品川区 ｅｉｇｈｔｓｕ８ サービス その他サービス 5%

59,500 東京都 品川区 えーるこばやし 小売業 電化製品 5%

59,501 東京都 品川区 エール薬局　大井町店 小売業 その他小売 5%

59,502 東京都 品川区 エス・アール・エフ合同会社 小売業 その他小売 5%

59,503 東京都 品川区 ＳＧワークス サービス その他サービス 5%

59,504 東京都 品川区 ＳＴＢ２０００ｊｐ サービス 理容・美容業 5%

59,505 東京都 品川区 ｅｓｔｒｏｉｔｉａ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

59,506 東京都 品川区 えぞ料理ユック　大崎店 サービス 飲食業 5%

59,507 東京都 品川区 エーツーエーリンク サービス その他サービス 5%

59,508 東京都 品川区 ＥＧＧ東京南店 サービス その他サービス 5%

59,509 東京都 品川区 ＥＤＷＩＮ 催事店 小売業 衣料品 5%

59,510 東京都 品川区 ＥＤＷＩＮ　ＳＨＯＰ〔催事〕 小売業 衣料品 5%

59,511 東京都 品川区 進世堂 サービス その他サービス 5%

59,512 東京都 品川区 エニケス サービス 理容・美容業 5%

59,513 東京都 品川区 エヌエスケイ サービス その他サービス 5%

59,514 東京都 品川区 ＮＹｓｔｙｌｅ株式会社 サービス その他サービス 5%
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59,515 東京都 品川区 ＥＢＡ４ サービス その他サービス 5%

59,516 東京都 品川区 セブン－イレブン荏原中延駅前店 小売業 食料品 2%

59,517 東京都 品川区 エビス新馬場店 サービス 飲食業 5%

59,518 東京都 品川区 えびすスポーツカード 小売業 その他小売 5%

59,519 東京都 品川区 ｆｃ－ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

59,520 東京都 品川区 エミ化粧品店 小売業 その他小売 5%

59,521 東京都 品川区 エムガレージ 小売業 その他小売 5%

59,522 東京都 品川区 Ｍ＇ｓａｒｔ着物着付け教室 小売業 衣料品 5%

59,523 東京都 品川区 エムプランニング サービス その他サービス 5%

59,524 東京都 品川区 Ｅｍｅ サービス 飲食業 5%

59,525 東京都 品川区 エリクサー五反田 サービス その他サービス 5%

59,526 東京都 品川区 Ｌ＆ＶＷＯＲＫＳ サービス その他サービス 5%

59,527 東京都 品川区 Ｌ－ｐｌｕｍｅ サービス その他サービス 5%

59,528 東京都 品川区 エルモッサ・ヴイダ サービス 理容・美容業 5%

59,529 東京都 品川区 オアシス大崎店 サービス その他サービス 5%

59,530 東京都 品川区 おいしさ菜館　９０ サービス 飲食業 5%

59,531 東京都 品川区 桜花 サービス 飲食業 5%

59,532 東京都 品川区 王様のポケット サービス 飲食業 5%

59,533 東京都 品川区 近江の館　武蔵小山店 小売業 食料品 5%

59,534 東京都 品川区 お江戸鎧せんべい　岩本米菓 小売業 食料品 5%

59,535 東京都 品川区 お江戸鎧せんべい　岩本米菓　お江戸鎧せんべい岩本米菓 小売業 食料品 5%

59,536 東京都 品川区 大井鹿島町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

59,537 東京都 品川区 大井スポーツセンター サービス その他サービス 5%

59,538 東京都 品川区 セブン－イレブン大井店 小売業 食料品 2%

59,539 東京都 品川区 ワインカフェ　大井町 サービス 飲食業 5%

59,540 東京都 品川区 大井町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

59,541 東京都 品川区 セブンーイレブン大井町駅前中央通り店 小売業 食料品 2%

59,542 東京都 品川区 セブン－イレブン大井町銀座通り店 小売業 食料品 2%

59,543 東京都 品川区 大井町整体院 サービス その他サービス 5%

59,544 東京都 品川区 大川カイロプラクティックとごし銀座院 サービス その他サービス 5%

59,545 東京都 品川区 大久保モーターサイクル　大久保モーターサイクル 小売業 その他小売 5%

59,546 東京都 品川区 セブン－イレブン大崎ウエストシティタワーズ店 小売業 食料品 2%

59,547 東京都 品川区 セブン－イレブン大崎百反通り店 小売業 食料品 2%

59,548 東京都 品川区 セブン－イレブン大崎広小路駅西店 小売業 食料品 2%

59,549 東京都 品川区 セブン－イレブン大崎ブライトコア店 小売業 食料品 2%

59,550 東京都 品川区 大瀧治療院 サービス その他サービス 5%

59,551 東京都 品川区 ＯＴＡブックアート サービス その他サービス 5%

59,552 東京都 品川区 オービットブイユージャパン 小売業 電化製品 5%

59,553 東京都 品川区 オカジマ 小売業 その他小売 5%

59,554 東京都 品川区 沖縄料理尚喜 サービス 飲食業 5%

59,555 東京都 品川区 小沢電機商会 小売業 電化製品 5%

59,556 東京都 品川区 Ｏｓｔｅｒｉａ　Ｒａｎａ サービス 飲食業 5%
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59,557 東京都 品川区 ＯｓｔｅｒｉａＲａｎａ サービス 飲食業 5%

59,558 東京都 品川区 お茶の一元園 小売業 食料品 5%

59,559 東京都 品川区 ｏｄｅｎいず サービス 飲食業 5%

59,560 東京都 品川区 音更ぎょうざの宝永　戸越銀座店 小売業 食料品 5%

59,561 東京都 品川区 音更ぎょうざの宝永戸越銀座店 小売業 食料品 5%

59,562 東京都 品川区 おなおし屋　工房きな 小売業 衣料品 5%

59,563 東京都 品川区 お肌の専門店　十字屋 小売業 その他小売 5%

59,564 東京都 品川区 オフィス サービス その他サービス 5%

59,565 東京都 品川区 オフィスひめの五反田 小売業 食料品 5%

59,566 東京都 品川区 ＯｆｆｉｃｅＭｙｒｒｈａ サービス その他サービス 5%

59,567 東京都 品川区 親鳥専門店　ばかたれ本店 サービス 飲食業 5%

59,568 東京都 品川区 オラ１００８ サービス その他サービス 5%

59,569 東京都 品川区 オリゾン五反田ＴＯＣ店 小売業 その他小売 5%

59,570 東京都 品川区 オリックスレンタカー天王洲アイル店 サービス その他サービス 2%

59,571 東京都 品川区 尾張屋 小売業 その他小売 5%

59,572 東京都 品川区 ＪＭ／オンザデスク天王洲 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

59,573 東京都 品川区 ＯｎｔｈｅＤｅｓｋ　天王洲店 小売業 その他小売 5%

59,574 東京都 品川区 ｃａｌｆ サービス 理容・美容業 5%

59,575 東京都 品川区 香りの森ａｒｏｍａｆｏｒｅｓｔ本店 小売業 その他小売 5%

59,576 東京都 品川区 かきの家　大崎シンクパーク店 サービス 飲食業 5%

59,577 東京都 品川区 鍵藤 サービス その他サービス 5%

59,578 東京都 品川区 鍵藤 サービス その他サービス 5%

59,579 東京都 品川区 カグー 小売業 家具・調度品 5%

59,580 東京都 品川区 家具のウスイ 小売業 家具・調度品 5%

59,581 東京都 品川区 カクヤス　荏原中延店 小売業 食料品 5%

59,582 東京都 品川区 カクヤス　大井町店 小売業 食料品 5%

59,583 東京都 品川区 カクヤス　戸越銀座店 小売業 食料品 5%

59,584 東京都 品川区 カクヤス　中延店 小売業 食料品 5%

59,585 東京都 品川区 カクヤス　西小山店 小売業 食料品 5%

59,586 東京都 品川区 カクヤス　旗の台店 小売業 食料品 5%

59,587 東京都 品川区 カクヤス　東五反田店 小売業 食料品 5%

59,588 東京都 品川区 カクヤス　東品川店 小売業 食料品 5%

59,589 東京都 品川区 かごの屋戸越銀座店 サービス 飲食業 5%

59,590 東京都 品川区 ＧＡＺＯＮＥスタジオ サービス その他サービス 5%

59,591 東京都 品川区 カットルームカラー荏原中延店 サービス 理容・美容業 5%

59,592 東京都 品川区 割烹若竹 サービス 飲食業 5%

59,593 東京都 品川区 割烹　かずさ サービス 飲食業 5%

59,594 東京都 品川区 家庭料理うさぎ サービス 飲食業 5%

59,595 東京都 品川区 ＫａｄｕｅＦａｂｒｉｑｕｅ松田佳津恵 サービス その他サービス 5%

59,596 東京都 品川区 かねいし サービス 飲食業 5%

59,597 東京都 品川区 カピパラハーブ 小売業 食料品 5%

59,598 東京都 品川区 Ｃａｆｅ　Ｃｕｌｔｕｒｅ サービス 飲食業 5%
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59,599 東京都 品川区 ｃａｆｅ　ｊｏａｏ サービス 飲食業 5%

59,600 東京都 品川区 ｃａｆｅ＆ｈａｌｌｏｕｒｓ サービス 飲食業 5%

59,601 東京都 品川区 Ｃａｆｅ　ＣＯＬＯＨＡ サービス 飲食業 5%

59,602 東京都 品川区 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　Ｇｒａｂ サービス 飲食業 5%

59,603 東京都 品川区 株式会社アヅマ東京店 サービス その他サービス 5%

59,604 東京都 品川区 株式会社アメイジング サービス その他サービス 5%

59,605 東京都 品川区 株式会社ｅ－ｗａｖｅ サービス その他サービス 5%

59,606 東京都 品川区 株式会社Ｅ－Ｇｒａｎｔ サービス その他サービス 5%

59,607 東京都 品川区 株式会社ウエスト　イベント店 サービス その他サービス 5%

59,608 東京都 品川区 ［ｓｎ］ｓｕｐｅｒ．ｎａｔｕｒａｌ 小売業 衣料品 5%

59,609 東京都 品川区 株式会社尾張屋 小売業 衣料品 5%

59,610 東京都 品川区 ｄｅａｒｂｅａｒ 小売業 その他小売 5%

59,611 東京都 品川区 株式会社キャナル　東京オフィス 小売業 衣料品 5%

59,612 東京都 品川区 株式会社久平 サービス その他サービス 5%

59,613 東京都 品川区 株式会社ジュエルトラスティー 小売業 貴金属・服飾品 5%

59,614 東京都 品川区 株式会社騒人社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

59,615 東京都 品川区 株式会社チョロバザール 小売業 衣料品 5%

59,616 東京都 品川区 株式会社ＴＬＳ サービス 理容・美容業 5%

59,617 東京都 品川区 株式会社東京教育技術技術研究所 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

59,618 東京都 品川区 株式会社トス・インターネットランド 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

59,619 東京都 品川区 ピアチェーレ 小売業 衣料品 5%

59,620 東京都 品川区 株式会社ひさごや畳店 サービス その他サービス 5%

59,621 東京都 品川区 株式会社日野屋 日野屋 小売業 食料品 5%

59,622 東京都 品川区 フオノ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

59,623 東京都 品川区 株式会社富士電機工業所 サービス その他サービス 5%

59,624 東京都 品川区 株式会社フタバ薬局　武蔵小山店 小売業 その他小売 5%

59,625 東京都 品川区 株式会社マリサ・インターナショナル 小売業 貴金属・服飾品 5%

59,626 東京都 品川区 株式会社メイワインターナショナル 小売業 家具・調度品 5%

59,627 東京都 品川区 株式会社ロッティツアー サービス その他サービス 5%

59,628 東京都 品川区 火鳳 サービス 飲食業 5%

59,629 東京都 品川区 神岡遼 サービス その他サービス 5%

59,630 東京都 品川区 Ｋａｙｏｈ サービス その他サービス 5%

59,631 東京都 品川区 カラオケスタジオＵＳＡ サービス 理容・美容業 5%

59,632 東京都 品川区 カラオケドルフィン 漫遊來 カラオケ漫遊來大井町店 サービス その他サービス 5%

59,633 東京都 品川区 カラオケドルフィン 漫遊來 カラオケドルフィン戸越公園店 サービス その他サービス 5%

59,634 東京都 品川区 カラダファクトリー　大崎ブライトコア店 サービス その他サービス 5%

59,635 東京都 品川区 カラダファクトリー　五反田桜田通り店 サービス その他サービス 5%

59,636 東京都 品川区 カラダファクトリー荏原中延店 サービス その他サービス 5%

59,637 東京都 品川区 カラダファクトリー大井町店 サービス その他サービス 5%

59,638 東京都 品川区 唐屋利久 サービス 飲食業 5%

59,639 東京都 品川区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋五反田山手通店 サービス 飲食業 2%

59,640 東京都 品川区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ五反田駅東口店 サービス 飲食業 2%
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59,641 東京都 品川区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東急荏原中延駅前店 サービス 飲食業 2%

59,642 東京都 品川区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋東急戸越銀座駅前店 サービス 飲食業 2%

59,643 東京都 品川区 カレーラ目黒 サービス 理容・美容業 5%

59,644 東京都 品川区 河合塾マナビス大井町校 サービス その他サービス 2%

59,645 東京都 品川区 川島 小売業 衣料品 5%

59,646 東京都 品川区 カワナミゴルフスクール　五反田 小売業 その他小売 5%

59,647 東京都 品川区 カワナミゴルフスクールイベント　五反田 サービス その他サービス 5%

59,648 東京都 品川区 河原宝飾大井町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

59,649 東京都 品川区 カワベガラス サービス その他サービス 5%

59,650 東京都 品川区 川辺硝子加工所 小売業 その他小売 5%

59,651 東京都 品川区 かわら割道場 サービス その他サービス 5%

59,652 東京都 品川区 元祖札幌や大崎店 サービス 飲食業 5%

59,653 東京都 品川区 Ｋａｎｔｅ目黒 サービス 理容・美容業 5%

59,654 東京都 品川区 カンポースタンド 小売業 食料品 5%

59,655 東京都 品川区 ギガマート　本部 小売業 食料品 5%

59,656 東京都 品川区 菊寿司分店 サービス 飲食業 5%

59,657 東京都 品川区 キクヤ薬品 小売業 その他小売 5%

59,658 東京都 品川区 キシフォート　ネクスト店 小売業 電化製品 5%

59,659 東京都 品川区 セブン－イレブン北品川３丁目店 小売業 食料品 2%

59,660 東京都 品川区 セブン－イレブン北品川八ッ山通り店 小売業 食料品 2%

59,661 東京都 品川区 喜多村商店 小売業 食料品 5%

59,662 東京都 品川区 キッズカラー 小売業 その他小売 5%

59,663 東京都 品川区 ｋｉｔｔｅｎ’ｓ　ｒｉｂｂｏｎ 小売業 その他小売 5%

59,664 東京都 品川区 キモヲタたかさん サービス その他サービス 5%

59,665 東京都 品川区 キャプテンズワーフ サービス 飲食業 5%

59,666 東京都 品川区 ＧａｌｌｅｒｙＴａｋｅｕｃｈｉ サービス その他サービス 5%

59,667 東京都 品川区 キャンディポケット　五反田店 小売業 その他小売 5%

59,668 東京都 品川区 キャンディポケット　東京店 小売業 その他小売 5%

59,669 東京都 品川区 焼菓子　キュイソン　ルカ 小売業 食料品 5%

59,670 東京都 品川区 牛角大井町店 サービス 飲食業 2%

59,671 東京都 品川区 牛角旗の台店 サービス 飲食業 2%

59,672 東京都 品川区 ＣＵＥ ＴＯＧＯＳＨＩ?ＫＯＥＮ キュウ トゴシコウエン  ＣＵＥ ＴＯＧＯＳＨＩ?ＫＯＥＮ サービス 理容・美容業 5%

59,673 東京都 品川区 キュリオステーション武蔵小山店 サービス その他サービス 5%

59,674 東京都 品川区 教花園　教花園 小売業 その他小売 5%

59,675 東京都 品川区 京乃光 サービス 飲食業 5%

59,676 東京都 品川区 キョウワインテリア　コージースペース 小売業 家具・調度品 5%

59,677 東京都 品川区 ギル五反田 小売業 その他小売 5%

59,678 東京都 品川区 クアアイナ　五反田店 サービス 飲食業 5%

59,679 東京都 品川区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ武蔵小山店 小売業 その他小売 5%

59,680 東京都 品川区 串＿ＭＭＳＫ 小売業 衣料品 5%

59,681 東京都 品川区 串かつ　でんがな　戸越銀座店 サービス 飲食業 5%

59,682 東京都 品川区 串かつ　でんがな　中延店 サービス 飲食業 5%
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59,683 東京都 品川区 串かつ　でんがな　武蔵小山店 サービス 飲食業 5%

59,684 東京都 品川区 串特急　五反田駅前店 サービス 飲食業 5%

59,685 東京都 品川区 串まる サービス 飲食業 5%

59,686 東京都 品川区 串焼き処　あぶり サービス 飲食業 5%

59,687 東京都 品川区 ＫＵＲＡ　五反田店 サービス 飲食業 5%

59,688 東京都 品川区 暮らしのものさし 小売業 衣料品 5%

59,689 東京都 品川区 クラタデンキ 駅前店 小売業 電化製品 5%

59,690 東京都 品川区 クラタデンキ　中延店 小売業 電化製品 5%

59,691 東京都 品川区 クラタデンキ　南口店 小売業 電化製品 5%

59,692 東京都 品川区 クラフトマン サービス 飲食業 5%

59,693 東京都 品川区 ＧＬＡＮ暮らしと職場の整理収納 サービス その他サービス 5%

59,694 東京都 品川区 Ｇｒｏｕｎｄｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

59,695 東京都 品川区 クリーニングサロン中島 サービス その他サービス 5%

59,696 東京都 品川区 ＧｒｅｅｎｍｏｏｎＳａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

59,697 東京都 品川区 クリエイト・ダイニング サービス 飲食業 5%

59,698 東京都 品川区 クリエーヌ　目黒店　クリエーヌ目黒店 サービス 理容・美容業 5%

59,699 東京都 品川区 クリーニングぴゅあ荏原町店 サービス その他サービス 5%

59,700 東京都 品川区 クリーニングぴゅあてるぼ西小山店 サービス その他サービス 5%

59,701 東京都 品川区 クリーニングぴゅあ戸越銀座店 サービス その他サービス 5%

59,702 東京都 品川区 クリーニングら・きゅ～と荏原中延店 サービス その他サービス 5%

59,703 東京都 品川区 クールカレアン株式会社 小売業 衣料品 5%

59,704 東京都 品川区 クール・カレアン五反田店 小売業 衣料品 5%

59,705 東京都 品川区 ＣＲＥＡＳ サービス 理容・美容業 5%

59,706 東京都 品川区 黒鶏ファニー サービス 飲食業 5%

59,707 東京都 品川区 クロロフイル五反田美顔教室 小売業 その他小売 5%

59,708 東京都 品川区 桑原商店 小売業 その他小売 5%

59,709 東京都 品川区 桑原商店 サービス 飲食業 5%

59,710 東京都 品川区 軍事選書堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

59,711 東京都 品川区 経営労務社会保険労務士法人 サービス その他サービス 5%

59,712 東京都 品川区 ケータイスマイル亀戸店 小売業 電化製品 5%

59,713 東京都 品川区 げってん サービス 飲食業 5%

59,714 東京都 品川区 ＫｅｎＢｒｉｄｇｅ サービス その他サービス 5%

59,715 東京都 品川区 コアコンシェル スマホのコンシェルジュ 五反田店 サービス その他サービス 5%

59,716 東京都 品川区 ＫＯＡＮＤＲＯ株式会社 小売業 家具・調度品 5%

59,717 東京都 品川区 合同会社アシル 小売業 その他小売 5%

59,718 東京都 品川区 合同会社オフィスＭ２ 小売業 電化製品 5%

59,719 東京都 品川区 合同会社橘商事 サービス その他サービス 5%

59,720 東京都 品川区 ｇｏｔｏ子どもデザイン室 小売業 衣料品 5%

59,721 東京都 品川区 コードライフ サービス その他サービス 5%

59,722 東京都 品川区 ＣｏｆｆｅｅＳｕｐｒｅｍｅＭｅｇ サービス 飲食業 5%

59,723 東京都 品川区 コーヒーロースト　ドルチェバッハ サービス 飲食業 5%

59,724 東京都 品川区 コーラルフジヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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59,725 東京都 品川区 ＧＯＬＤＥＮ 小売業 その他小売 5%

59,726 東京都 品川区 ゴキゲン鳥五反田店 サービス 飲食業 5%

59,727 東京都 品川区 国際クリーニング　大崎店 サービス その他サービス 5%

59,728 東京都 品川区 こくぼのおこめ 小売業 食料品 5%

59,729 東京都 品川区 ｃｏｃｏ　ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

59,730 東京都 品川区 ｋｏｋｏＭａｎｔｙ（ｋｉｓｓａ） サービス 理容・美容業 5%

59,731 東京都 品川区 心と体のケアハウスＫＡＯ サービス 理容・美容業 5%

59,732 東京都 品川区 個人海野タクシー サービス 運輸業 5%

59,733 東京都 品川区 Ｋｏｓｔａｙ 小売業 衣料品 5%

59,734 東京都 品川区 小袖会 サービス その他サービス 5%

59,735 東京都 品川区 児玉電気店 小売業 電化製品 5%

59,736 東京都 品川区 五反田　おくらや 小売業 その他小売 5%

59,737 東京都 品川区 セブン－イレブン五反田店 小売業 食料品 2%

59,738 東京都 品川区 Ｇｏｄｓ サービス 飲食業 5%

59,739 東京都 品川区 後藤かまぼこ店 小売業 食料品 5%

59,740 東京都 品川区 子どものアトリエクリアール サービス その他サービス 5%

59,741 東京都 品川区 ＣＯＮＡ　五反田店 サービス 飲食業 5%

59,742 東京都 品川区 ＣＯＶＡ酒場 サービス 飲食業 5%

59,743 東京都 品川区 ＣＯＶＡ酒場 サービス 飲食業 5%

59,744 東京都 品川区 個別指導　優志学館 サービス その他サービス 5%

59,745 東京都 品川区 コミュニティ・ストア　かむろ坂下すずき店 小売業 食料品 2%

59,746 東京都 品川区 米本舗　清水屋　米本舗　清水屋 小売業 食料品 5%

59,747 東京都 品川区 小山ホルモン サービス 飲食業 5%

59,748 東京都 品川区 Ｃｏｒａｌ 小売業 その他小売 5%

59,749 東京都 品川区 小料理　はなれ サービス 飲食業 5%

59,750 東京都 品川区 ＫＯＬＯＨＥ＇Ｓ 小売業 その他小売 5%

59,751 東京都 品川区 コワーキングスタジオＣＯＮＴＥＮＴＺ サービス その他サービス 5%

59,752 東京都 品川区 コワーキングスナックＣＯＮＴＥＮＴＺ分室 サービス 飲食業 5%

59,753 東京都 品川区 コワーキングスペースｐａｏ　パオ サービス その他サービス 5%

59,754 東京都 品川区 ＴＨＥ　ＧＲＡＦＴＯＮ サービス 飲食業 5%

59,755 東京都 品川区 １３ｅｎｄｃａｒｄ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

59,756 東京都 品川区 菜館９０ サービス 飲食業 5%

59,757 東京都 品川区 サイクルショップオギヤマ　大井町店 サービス その他サービス 5%

59,758 東京都 品川区 齋藤史生の笑文字 サービス その他サービス 5%

59,759 東京都 品川区 ＣＹＰＨＥＲ サービス その他サービス 5%

59,760 東京都 品川区 坂口クリエイティブデザイン サービス その他サービス 5%

59,761 東京都 品川区 酒場食堂 サービス 飲食業 5%

59,762 東京都 品川区 ザ・グラフトン サービス 飲食業 5%

59,763 東京都 品川区 ＳＡＫＥ　ｓｔｏｒｙ サービス 飲食業 5%

59,764 東京都 品川区 酒・蕎麦田治 サービス 飲食業 5%

59,765 東京都 品川区 さけとさかなアストラッド サービス 飲食業 5%

59,766 東京都 品川区 Ｚａｃｋ　戸越店 小売業 その他小売 5%
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59,767 東京都 品川区 札幌ファニシング　東京支店 小売業 家具・調度品 5%

59,768 東京都 品川区 佐藤輪業 小売業 その他小売 5%

59,769 東京都 品川区 ＳｏｍｅｔｈｉｎｇＦｉｖｅ サービス その他サービス 5%

59,770 東京都 品川区 サロンドカリエ サービス 理容・美容業 5%

59,771 東京都 品川区 サロンドクライス サービス その他サービス 5%

59,772 東京都 品川区 サロン　ド　ユー　ベルポート店 サービス 理容・美容業 5%

59,773 東京都 品川区 サロン　ド　ユー　プログレ店 サービス 理容・美容業 5%

59,774 東京都 品川区 サロンドリアン サービス 理容・美容業 5%

59,775 東京都 品川区 三栄の家具　品川店　ＢＦ 小売業 家具・調度品 5%

59,776 東京都 品川区 三共クリ－ニング株式会社 サービス その他サービス 5%

59,777 東京都 品川区 ＳＡＮＳＡＲＯＳＥ 小売業 衣料品 5%

59,778 東京都 品川区 330 サービス 飲食業 5%

59,779 東京都 品川区 ジーパーズゴルフショップ大崎店 小売業 その他小売 5%

59,780 東京都 品川区 Ｃｈｉ－ｍｅｔｈｏｄＧＨｅｒｓｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

59,781 東京都 品川区 ＪＪ中真堂　大井町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

59,782 東京都 品川区 Ｓｅａｍｕｓ Ｏ Ｈａｒａ サービス 飲食業 5%

59,783 東京都 品川区 ジェムグラン サービス 理容・美容業 5%

59,784 東京都 品川区 志げる寿司 サービス 飲食業 5%

59,785 東京都 品川区 ｇｉｇｉ　ｇｉｇｉ 小売業 衣料品 5%

59,786 東京都 品川区 ＣＨＩＣ　ｎａｉｌ　シックネイル サービス その他サービス 5%

59,787 東京都 品川区 シティマーケット　品川八潮店 小売業 その他小売 5%

59,788 東京都 品川区 セブン－イレブン品川ＳＲＣビル店 小売業 食料品 2%

59,789 東京都 品川区 セブンーイレブン品川荏原店 小売業 食料品 2%

59,790 東京都 品川区 セブン－イレブン品川荏原町駅前店 小売業 食料品 2%

59,791 東京都 品川区 セブン－イレブン品川大井１丁目店 小売業 食料品 2%

59,792 東京都 品川区 セブン－イレブン品川大井７丁目店 小売業 食料品 2%

59,793 東京都 品川区 セブン－イレブン品川大井４丁目店 小売業 食料品 2%

59,794 東京都 品川区 セブン－イレブン品川大崎３丁目店 小売業 食料品 2%

59,795 東京都 品川区 セブン－イレブン品川勝島１丁目店 小売業 食料品 2%

59,796 東京都 品川区 セブン－イレブン品川小山台店 小売業 食料品 2%

59,797 東京都 品川区 セブン－イレブン品川小山４丁目店 小売業 食料品 2%

59,798 東京都 品川区 しながわ水族館真珠取出しコーナー 小売業 貴金属・服飾品 5%

59,799 東京都 品川区 セブン－イレブン品川天王洲店 小売業 食料品 2%

59,800 東京都 品川区 セブン－イレブン品川戸越１丁目店 小売業 食料品 2%

59,801 東京都 品川区 セブン－イレブン品川戸越５丁目店 小売業 食料品 2%

59,802 東京都 品川区 セブン－イレブン品川戸越３丁目店 小売業 食料品 2%

59,803 東京都 品川区 セブン－イレブン品川中延５丁目店 小売業 食料品 2%

59,804 東京都 品川区 セブン－イレブン品川中延４丁目店 小売業 食料品 2%

59,805 東京都 品川区 セブン－イレブン品川中延６丁目店 小売業 食料品 2%

59,806 東京都 品川区 セブン－イレブン品川西大井３丁目店 小売業 食料品 2%

59,807 東京都 品川区 セブン－イレブン品川西旗の台店 小売業 食料品 2%

59,808 東京都 品川区 品川旗の台営業所 サービス その他サービス 5%
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59,809 東京都 品川区 セブン－イレブン品川旗の台駅前店 小売業 食料品 2%

59,810 東京都 品川区 セブン－イレブン品川東大井１丁目店 小売業 食料品 2%

59,811 東京都 品川区 セブン－イレブン品川東大井５丁目店 小売業 食料品 2%

59,812 東京都 品川区 セブン－イレブン品川東大井店 小売業 食料品 2%

59,813 東京都 品川区 セブン－イレブン品川東五反田１丁目店 小売業 食料品 2%

59,814 東京都 品川区 セブン－イレブン品川東中延２丁目店 小売業 食料品 2%

59,815 東京都 品川区 品川フレンチカフェ サービス 飲食業 5%

59,816 東京都 品川区 物販 サービス その他サービス 5%

59,817 東京都 品川区 セブン－イレブン品川南大井１丁目店 小売業 食料品 2%

59,818 東京都 品川区 セブン－イレブン品川南大井３丁目店 小売業 食料品 2%

59,819 東京都 品川区 セブン－イレブン品川南大井６丁目店 小売業 食料品 2%

59,820 東京都 品川区 品川ＷＡＦどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

59,821 東京都 品川区 信濃屋 小売業 食料品 5%

59,822 東京都 品川区 信濃屋武蔵小山店 小売業 その他小売 5%

59,823 東京都 品川区 信濃屋目黒店 小売業 その他小売 5%

59,824 東京都 品川区 ジーパーズ大崎店 小売業 その他小売 5%

59,825 東京都 品川区 シマダ　カメラ 小売業 電化製品 5%

59,826 東京都 品川区 シマダカメラ 小売業 その他小売 5%

59,827 東京都 品川区 清水屋金物店 小売業 家具・調度品 5%

59,828 東京都 品川区 車検　富田自動車興業 サービス その他サービス 5%

59,829 東京都 品川区 しゃぶしゃぶ温野菜大森店 サービス 飲食業 2%

59,830 東京都 品川区 ｊｕｎｇｌｅ　ＴＯＣ店 小売業 衣料品 5%

59,831 東京都 品川区 じゃんぼ總本店　戸越公園店 サービス 飲食業 5%

59,832 東京都 品川区 十字屋靴店 小売業 その他小売 5%

59,833 東京都 品川区 シューズショップメキシコ 小売業 その他小売 5%

59,834 東京都 品川区 シューズ　ビッグ・ビー 小売業 衣料品 5%

59,835 東京都 品川区 修理救急サービス サービス その他サービス 5%

59,836 東京都 品川区 ＪＥＷＥＬＲＩＮＧ サービス 理容・美容業 5%

59,837 東京都 品川区 シューズショップ　ビッグ・ビー 小売業 衣料品 5%

59,838 東京都 品川区 首都大学東京生協　高専　品川ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

59,839 東京都 品川区 旬彩　和食部 サービス 飲食業 5%

59,840 東京都 品川区 純米屋　でい サービス 飲食業 5%

59,841 東京都 品川区 ＪＯＩＮショップタカハシ 小売業 電化製品 5%

59,842 東京都 品川区 翔喜 サービス 飲食業 5%

59,843 東京都 品川区 食事処まぐま サービス 飲食業 5%

59,844 東京都 品川区 食堂そら豆 サービス 飲食業 5%

59,845 東京都 品川区 食堂部（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

59,846 東京都 品川区 ＪｏｈｎｎｙＯｎｅｎｏｔｅ サービス 理容・美容業 5%

59,847 東京都 品川区 白髪染め専門店　楽染　目黒店 サービス 理容・美容業 5%

59,848 東京都 品川区 シリーラッシュ自由が丘 サービス 理容・美容業 5%

59,849 東京都 品川区 ＪＩＮ・ゴルフスク－ル サービス その他サービス 5%

59,850 東京都 品川区 新世界 サービス 飲食業 5%
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59,851 東京都 品川区 新鮮牛もつと大衆鉄板料理　五反田　炎丸酒場 サービス 飲食業 5%

59,852 東京都 品川区 器の店・沈丁花 サービス その他サービス 5%

59,853 東京都 品川区 シンデレラ武蔵小山 サービス その他サービス 5%

59,854 東京都 品川区 セブン－イレブン新馬場駅前店 小売業 食料品 2%

59,855 東京都 品川区 酔庵たくみ サービス 飲食業 5%

59,856 東京都 品川区 スキューバプロショップ大井町 サービス その他サービス 5%

59,857 東京都 品川区 助川ダンス教室 サービス その他サービス 5%

59,858 東京都 品川区 すし京辰大井町店 サービス 飲食業 5%

59,859 東京都 品川区 株式会社みかど屋 サービス 飲食業 5%

59,860 東京都 品川区 すしやの馬太郎 サービス 飲食業 5%

59,861 東京都 品川区 すずのき 小売業 衣料品 5%

59,862 東京都 品川区 スタジオ・シナプス サービス その他サービス 5%

59,863 東京都 品川区 ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ＢＲＡＳＥ サービス その他サービス 5%

59,864 東京都 品川区 ストック＆シェアリング合同会社 サービス その他サービス 5%

59,865 東京都 品川区 ストン サービス 飲食業 5%

59,866 東京都 品川区 ＳｐｉｃｙＳｏｕｎｄＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

59,867 東京都 品川区 ?ＳｕＰａｒｅｊａ?ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

59,868 東京都 品川区 スポーツバージュース サービス 飲食業 5%

59,869 東京都 品川区 炭虎 サービス 飲食業 5%

59,870 東京都 品川区 炭火串焼　いろどりや サービス 飲食業 5%

59,871 東京都 品川区 株式会社住吉屋呉服店 小売業 衣料品 5%

59,872 東京都 品川区 炭リッチ　青物横丁店 サービス 飲食業 5%

59,873 東京都 品川区 すみれ／鈴音 サービス 飲食業 5%

59,874 東京都 品川区 Ｓｍｏｏｈ サービス 理容・美容業 5%

59,875 東京都 品川区 ｓｏｕｌａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

59,876 東京都 品川区 スンチャン サービス 飲食業 5%

59,877 東京都 品川区 セイビア品川店 サービス 理容・美容業 5%

59,878 東京都 品川区 盛輪社モータース サービス その他サービス 5%

59,879 東京都 品川区 セオサイクル鮫洲店 小売業 その他小売 5%

59,880 東京都 品川区 セオサイクル戸越店 小売業 その他小売 5%

59,881 東京都 品川区 セブン－イレブンセガサミーホールディングス店 小売業 食料品 2%

59,882 東京都 品川区 雪月花 サービス 飲食業 5%

59,883 東京都 品川区 ＺＥＬＥ 大森東口 サービス 理容・美容業 5%

59,884 東京都 品川区 株式会社０１８ サービス その他サービス 5%

59,885 東京都 品川区 全日食アサヒヤ 小売業 その他小売 5%

59,886 東京都 品川区 Ｓｏｙｍｉｌｋ　Ｏｎｌｉｎｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

59,887 東京都 品川区 草思庵チャング サービス 飲食業 5%

59,888 東京都 品川区 ソウル苑 サービス 飲食業 5%

59,889 東京都 品川区 ソウルフードバンコク武蔵小山店 サービス 飲食業 5%

59,890 東京都 品川区 Ｓｏｅｒｕｔｅ【ソエルテ】 サービス その他サービス 5%

59,891 東京都 品川区 そのまんまサンシャイン サービス その他サービス 5%

59,892 東京都 品川区 蕎麦＆日本酒バル凪天王洲アイル店 サービス 飲食業 5%
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59,893 東京都 品川区 蕎麦五反 サービス 飲食業 5%

59,894 東京都 品川区 ソフトバンク戸越銀座 小売業 電化製品 5%

59,895 東京都 品川区 ソフトバンク旗の台 小売業 電化製品 5%

59,896 東京都 品川区 ｓｏｐｏｓｕｎｎｙ サービス 理容・美容業 5%

59,897 東京都 品川区 ｓｏｌｃｏ 小売業 食料品 5%

59,898 東京都 品川区 ｓｏｌｔｒｏｎ　ｊａｐａｎ　目黒 サービス 理容・美容業 5%

59,899 東京都 品川区 ＳＯＬＥ五反田店 サービス 理容・美容業 5%

59,900 東京都 品川区 ＴＡＶＯＬＡ３１０ サービス 飲食業 5%

59,901 東京都 品川区 ＴＨＡＩ　ＫＩＴＣＨＥＮ　ＡＲＯＩ サービス 飲食業 5%

59,902 東京都 品川区 Ｄｉｃｅ大井町店 サービス その他サービス 5%

59,903 東京都 品川区 タイの食卓　クルン　サイアム　大井町店 サービス 飲食業 5%

59,904 東京都 品川区 ダイビングショップ　ＳｅａＢｏｗｌ　　シーボウル　　ダイビングショップ　ＳｅａＢｏｗｌ　シーボウル 小売業 その他小売 5%

59,905 東京都 品川区 タヰヨウ酒場 サービス 飲食業 5%

59,906 東京都 品川区 太陽堂 サービス 飲食業 5%

59,907 東京都 品川区 大漁丼家　縁　荏原町店 サービス 飲食業 5%

59,908 東京都 品川区 ＴＡＥＷＡＴＡＮＡＢＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

59,909 東京都 品川区 高村商店 小売業 その他小売 5%

59,910 東京都 品川区 たから サービス 飲食業 5%

59,911 東京都 品川区 多吉 サービス 飲食業 5%

59,912 東京都 品川区 ダクタリ病院品川ウェルネスセンター サービス その他サービス 5%

59,913 東京都 品川区 ダジュール 小売業 衣料品 5%

59,914 東京都 品川区 立会川 サービス その他サービス 5%

59,915 東京都 品川区 たなかじろう動物病院 サービス その他サービス 5%

59,916 東京都 品川区 田中無線 小売業 電化製品 5%

59,917 東京都 品川区 ｔｏｔａｌｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎたなこころ サービス 理容・美容業 5%

59,918 東京都 品川区 株式会社ＤＯＵＢＬＥＳＩＸ サービス その他サービス 5%

59,919 東京都 品川区 たまてばこｈａｎｄｍａｄｅ２ 小売業 衣料品 5%

59,920 東京都 品川区 だら毛 サービス 飲食業 5%

59,921 東京都 品川区 だんだん 目黒店 目黒店 サービス 飲食業 5%

59,922 東京都 品川区 Ｄｕｍｐｌｉｎｇ　目黒店 サービス 飲食業 5%

59,923 東京都 品川区 地酒家 サービス 飲食業 5%

59,924 東京都 品川区 ｃｈａｎｇｔａｋｕｍｉｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

59,925 東京都 品川区 茶月　西大井店 サービス 飲食業 5%

59,926 東京都 品川区 茶禅草堂 サービス その他サービス 5%

59,927 東京都 品川区 チャップリン サービス その他サービス 5%

59,928 東京都 品川区 茶屋なでしこ サービス 理容・美容業 5%

59,929 東京都 品川区 ＳＨＡＮＧＯ サービス 飲食業 5%

59,930 東京都 品川区 中華料理　辰巳家 サービス 飲食業 5%

59,931 東京都 品川区 中華料理刀削麺　顧の店 サービス 飲食業 5%

59,932 東京都 品川区 中国庶民料理　悟空 サービス 飲食業 5%

59,933 東京都 品川区 中国料理　桐島家 サービス 飲食業 5%

59,934 東京都 品川区 中国料理 百番 サービス 飲食業 5%
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59,935 東京都 品川区 辻商店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

59,936 東京都 品川区 チリアエンブロイダリーショップ 小売業 衣料品 5%

59,937 東京都 品川区 チリアエンブロイダリーショップ 小売業 その他小売 5%

59,938 東京都 品川区 陳麻家　西口さくら通り店 サービス 飲食業 5%

59,939 東京都 品川区 陳麻家　西口店 サービス 飲食業 5%

59,940 東京都 品川区 つきじ海賓　荏原店 サービス 飲食業 5%

59,941 東京都 品川区 釣り船　屋形船　船宿　中金 サービス 飲食業 5%

59,942 東京都 品川区 津留美 小売業 衣料品 5%

59,943 東京都 品川区 ＴＩＥＮＳ　ｅｃｏｕｔｅ 小売業 衣料品 5%

59,944 東京都 品川区 ｔ－ｕｎｄｅｒｔａａｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

59,945 東京都 品川区 ディヴォーション 小売業 衣料品 5%

59,946 東京都 品川区 Ｄａｙ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

59,947 東京都 品川区 ｄｉｓｈ　五反田 サービス 理容・美容業 5%

59,948 東京都 品川区 Ｄ．ｉｆｓｔｏｒｙ銀座 小売業 その他小売 5%

59,949 東京都 品川区 ＴＹＨａｒｂｏｒ サービス 飲食業 5%

59,950 東京都 品川区 手打ち蕎麦　ほかげ サービス 飲食業 5%

59,951 東京都 品川区 ＴＡＢＬＥ　ＮＯ２ サービス 飲食業 5%

59,952 東京都 品川区 ｄｅｃｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

59,953 東京都 品川区 デジキュー大井町店 サービス その他サービス 5%

59,954 東京都 品川区 鉄板焼さわ サービス 飲食業 5%

59,955 東京都 品川区 テニスユナイテッド 小売業 その他小売 5%

59,956 東京都 品川区 テニスユナイテッド テニスユナイテッド 小売業 その他小売 5%

59,957 東京都 品川区 でびっと中延本店 サービス 飲食業 5%

59,958 東京都 品川区 ｄｅｍｏ＿ｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

59,959 東京都 品川区 ＴＥＲＲＡ サービス その他サービス 5%

59,960 東京都 品川区 Ｄｅ’ｌｉｃｉｅｕｘ２９ サービス 飲食業 5%

59,961 東京都 品川区 てるてる坊主 サービス 飲食業 5%

59,962 東京都 品川区 テルミ洋装店 小売業 衣料品 5%

59,963 東京都 品川区 でんきのＧＡＺＯＮＥ 小売業 その他小売 5%

59,964 東京都 品川区 ｔｅｎｊｉｎｙａｍａ－ｔｏｋｙｏ 小売業 衣料品 5%

59,965 東京都 品川区 天王洲ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

59,966 東京都 品川区 セブン－イレブン天王洲シーフォートスクエア店 小売業 食料品 2%

59,967 東京都 品川区 天陽堂洋服店　天陽堂 小売業 衣料品 5%

59,968 東京都 品川区 Ｄｏｇａｌ 小売業 食料品 5%

59,969 東京都 品川区 ＴＵＯ首都大学東京生協高専品川ＳＢ サービス その他サービス 5%

59,970 東京都 品川区 ＴＵＯ　星薬科大学生活協同組合 サービス その他サービス 5%

59,971 東京都 品川区 東京　運転代行 サービス 運輸業 5%

59,972 東京都 品川区 東京オートマック株式会社 サービス その他サービス 5%

59,973 東京都 品川区 ＴＯＫＹＯ　ＣＩＲＣＵＳ　５ サービス 理容・美容業 5%

59,974 東京都 品川区 東京酒楼 サービス 飲食業 5%

59,975 東京都 品川区 東京都建設組合大井支部 サービス その他サービス 5%

59,976 東京都 品川区 東京ヒアリングケアセンター品川大井町店 サービス その他サービス 5%
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59,977 東京都 品川区 東京ビューティースキンセンター サービス 理容・美容業 5%

59,978 東京都 品川区 東京ＦＵＴＯＮカンパニー　武蔵小山店 小売業 その他小売 5%

59,979 東京都 品川区 東京ミート酒場武蔵小山店 サービス 飲食業 5%

59,980 東京都 品川区 東京闇市ワイン 小売業 その他小売 5%

59,981 東京都 品川区 同心房 サービス 飲食業 5%

59,982 東京都 品川区 東山商会 サービス その他サービス 5%

59,983 東京都 品川区 トータルサポート サービス その他サービス 5%

59,984 東京都 品川区 戸越ＳＳ　花岡石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

59,985 東京都 品川区 セブン－イレブン戸越銀座駅前店 小売業 食料品 2%

59,986 東京都 品川区 とごしぎんざの牛乳屋 小売業 食料品 5%

59,987 東京都 品川区 戸越パック 小売業 その他小売 5%

59,988 東京都 品川区 トータルエステイーリス サービス 理容・美容業 5%

59,989 東京都 品川区 トップパルケ鹿島店 小売業 食料品 5%

59,990 東京都 品川区 ｔｏｖｉｌｌａ 小売業 衣料品 5%

59,991 東京都 品川区 トーマス 小売業 衣料品 5%

59,992 東京都 品川区 とめ手羽　五反田店 サービス 飲食業 5%

59,993 東京都 品川区 ドライクリーニングほんま　ドライ　クリーニングほんま　戸越銀座駅前店 サービス その他サービス 5%

59,994 東京都 品川区 トライフォース五反田 サービス その他サービス 5%

59,995 東京都 品川区 Ｔｏｒｉ　　大井町店　【トリ】 サービス 理容・美容業 5%

59,996 東京都 品川区 登利源 サービス 飲食業 5%

59,997 東京都 品川区 鳥料理それがし サービス 飲食業 5%

59,998 東京都 品川区 トルコレストラン　ＤＥＤＥ サービス 飲食業 5%

59,999 東京都 品川区 ９６Ｌａｂ＊ 小売業 衣料品 5%

60,000 東京都 品川区 中束タクシー サービス 運輸業 5%

60,001 東京都 品川区 中延活性化委員会 サービス その他サービス 5%

60,002 東京都 品川区 ｎａｇｏｍｉ サービス 理容・美容業 5%

60,003 東京都 品川区 ナチュラルエステリズ 小売業 その他小売 5%

60,004 東京都 品川区 ７２０ルディックパーク大井町店 小売業 衣料品 5%

60,005 東京都 品川区 鳴門鯛焼本舗　戸越銀座商店街店 サービス 飲食業 5%

60,006 東京都 品川区 ナンカ堂 旗の台店 小売業 衣料品 5%

60,007 東京都 品川区 南部どり　大崎店 サービス 飲食業 5%

60,008 東京都 品川区 新潟酒バル吹溜 サービス 飲食業 5%

60,009 東京都 品川区 株式会社にぎわい研究所 サービス その他サービス 5%

60,010 東京都 品川区 肉の万世　大崎店 サービス 飲食業 5%

60,011 東京都 品川区 肉バル　ＨＡＴＴＯＲＩ サービス 飲食業 5%

60,012 東京都 品川区 肉料理　それがし サービス 飲食業 5%

60,013 東京都 品川区 ニコ サービス 理容・美容業 5%

60,014 東京都 品川区 セブン－イレブン西大井滝王子通り店 小売業 食料品 2%

60,015 東京都 品川区 セブンーイレブン西大井店 小売業 食料品 2%

60,016 東京都 品川区 出光西五反田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

60,017 東京都 品川区 セブンーイレブン西五反田１丁目店 小売業 食料品 2%

60,018 東京都 品川区 セブン－イレブン西五反田店 小売業 食料品 2%
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60,019 東京都 品川区 セブン－イレブン西五反田２丁目店 小売業 食料品 2%

60,020 東京都 品川区 セブン－イレブン西五反田６丁目店 小売業 食料品 2%

60,021 東京都 品川区 セブン－イレブン西小山桜並木通り店 小売業 食料品 2%

60,022 東京都 品川区 西小山整体院 サービス その他サービス 5%

60,023 東京都 品川区 西小山整体院 サービス その他サービス 5%

60,024 東京都 品川区 セブン－イレブン西品川２丁目店 小売業 食料品 2%

60,025 東京都 品川区 煮炊魚金 サービス 飲食業 5%

60,026 東京都 品川区 日個連　朝比奈タクシー サービス 運輸業 5%

60,027 東京都 品川区 日個連　荒木タクシー サービス 運輸業 5%

60,028 東京都 品川区 日個連　五十嵐タクシー サービス 運輸業 5%

60,029 東京都 品川区 日個連　石黒タクシー サービス 運輸業 5%

60,030 東京都 品川区 日個連　板木タクシー サービス 運輸業 5%

60,031 東京都 品川区 日個連　伊東タクシー サービス 運輸業 5%

60,032 東京都 品川区 日個連　江藤タクシー サービス 運輸業 5%

60,033 東京都 品川区 日個連　大城タクシー サービス 運輸業 5%

60,034 東京都 品川区 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

60,035 東京都 品川区 日個連　奥田タクシー サービス 運輸業 5%

60,036 東京都 品川区 日個連　小野タクシー サービス 運輸業 5%

60,037 東京都 品川区 日個連　金子タクシー サービス 運輸業 5%

60,038 東京都 品川区 日個連　川井タクシー サービス 運輸業 5%

60,039 東京都 品川区 日個連　河島タクシー サービス 運輸業 5%

60,040 東京都 品川区 日個連　川野タクシー サービス 運輸業 5%

60,041 東京都 品川区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

60,042 東京都 品川区 日個連　倉持タクシー サービス 運輸業 5%

60,043 東京都 品川区 日個連　桑田タクシー サービス 運輸業 5%

60,044 東京都 品川区 日個連　小関タクシー サービス 運輸業 5%

60,045 東京都 品川区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

60,046 東京都 品川区 日個連　斉藤タクシー サービス 運輸業 5%

60,047 東京都 品川区 日個連　捧タクシー サービス 運輸業 5%

60,048 東京都 品川区 日個連　繁野タクシー サービス 運輸業 5%

60,049 東京都 品川区 日個連　荘村タクシー サービス 運輸業 5%

60,050 東京都 品川区 日個連　須藤タクシー サービス 運輸業 5%

60,051 東京都 品川区 日個連　関塚タクシー サービス 運輸業 5%

60,052 東京都 品川区 日個連　相馬タクシー サービス 運輸業 5%

60,053 東京都 品川区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

60,054 東京都 品川区 日個連　辻山タクシー サービス 運輸業 5%

60,055 東京都 品川区 日個連　仲タクシー サービス 運輸業 5%

60,056 東京都 品川区 日個連　中津タクシー サービス 運輸業 5%

60,057 東京都 品川区 日個連　仲村タクシー サービス 運輸業 5%

60,058 東京都 品川区 日個連　中山タクシー サービス 運輸業 5%

60,059 東京都 品川区 日個連　長山タクシー サービス 運輸業 5%

60,060 東京都 品川区 日個連　那知上タクシー サービス 運輸業 5%
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60,061 東京都 品川区 日個連　芳賀タクシー サービス 運輸業 5%

60,062 東京都 品川区 日個連　林タクシー サービス 運輸業 5%

60,063 東京都 品川区 日個連　日置タクシー サービス 運輸業 5%

60,064 東京都 品川区 日個連　藤代タクシー サービス 運輸業 5%

60,065 東京都 品川区 日個連　藤田タクシー サービス 運輸業 5%

60,066 東京都 品川区 日個連　藤中タクシー サービス 運輸業 5%

60,067 東京都 品川区 日個連　藤本タクシー サービス 運輸業 5%

60,068 東京都 品川区 日個連　古林タクシー サービス 運輸業 5%

60,069 東京都 品川区 日個連　星タクシー サービス 運輸業 5%

60,070 東京都 品川区 日個連　増田タクシー サービス 運輸業 5%

60,071 東京都 品川区 日個連　松崎タクシー サービス 運輸業 5%

60,072 東京都 品川区 日個連　松田タクシー サービス 運輸業 5%

60,073 東京都 品川区 日個連　松永タクシー サービス 運輸業 5%

60,074 東京都 品川区 日個連　三浦タクシー サービス 運輸業 5%

60,075 東京都 品川区 日個連　水野タクシー サービス 運輸業 5%

60,076 東京都 品川区 日個連　三原タクシー サービス 運輸業 5%

60,077 東京都 品川区 日個連　宮島タクシー サービス 運輸業 5%

60,078 東京都 品川区 日個連　村田タクシー サービス 運輸業 5%

60,079 東京都 品川区 日個連　村吉タクシー サービス 運輸業 5%

60,080 東京都 品川区 日個連　森タクシー サービス 運輸業 5%

60,081 東京都 品川区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

60,082 東京都 品川区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

60,083 東京都 品川区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

60,084 東京都 品川区 日個連　吉宗タクシー サービス 運輸業 5%

60,085 東京都 品川区 日個連　米口タクシー サービス 運輸業 5%

60,086 東京都 品川区 日個連　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

60,087 東京都 品川区 日個連　渡部タクシー サービス 運輸業 5%

60,088 東京都 品川区 日個連　渡部タクシー サービス 運輸業 5%

60,089 東京都 品川区 ニッセンシェイプファンデサロンすみれ 小売業 衣料品 5%

60,090 東京都 品川区 ニッセンシェイプファンデ　東京支店 小売業 衣料品 5%

60,091 東京都 品川区 ＰｅｔｉｔｅＬａｉｎｅ サービス その他サービス 5%

60,092 東京都 品川区 日本酒応援団 サービス 飲食業 5%

60,093 東京都 品川区 日本酒バル萬亮 サービス 飲食業 5%

60,094 東京都 品川区 日本酒宵月 サービス 飲食業 5%

60,095 東京都 品川区 Ｎｅｗｂｅａｃｈ　Ｊａｐａｎ 小売業 その他小売 5%

60,096 東京都 品川区 ニューワールドクリーニング 小売業 衣料品 5%

60,097 東京都 品川区 ニューホンダ販売 サービス その他サービス 5%

60,098 東京都 品川区 ネイルサロンＩｍｐｒｅｓｓ五反田店 サービス 理容・美容業 5%

60,099 東京都 品川区 ネイルサロン　クレッシェンド サービス その他サービス 5%

60,100 東京都 品川区 ＮａｉｌＳａｌｏｎＡｒｏｏｍａネイルサロンアルーマ サービス 理容・美容業 5%

60,101 東京都 品川区 ネイルサロンＩｍｐｒｅｓｓ五反田店 サービス 理容・美容業 5%

60,102 東京都 品川区 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ｐａｒｉｓ サービス 理容・美容業 5%
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60,103 東京都 品川区 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

60,104 東京都 品川区 ｎｅ　ｄ　ａｎＵｋｉ　ネドアンク サービス その他サービス 5%

60,105 東京都 品川区 ｎｏｉｒ サービス その他サービス 5%

60,106 東京都 品川区 ＮｏｚａｗａＰＴ サービス その他サービス 5%

60,107 東京都 品川区 ノースアニマルクリニック サービス その他サービス 5%

60,108 東京都 品川区 のレン目黒店 小売業 その他小売 5%

60,109 東京都 品川区 Ｂａｇｕｅ　ｄｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

60,110 東京都 品川区 Ｂａｒｂｅｒ　ｆａｃｉａｌ　ＦＵＺＩ　ｂａｒｂｅｒ　ｆａｃｉａｌ　ＦＵＺＩ サービス 理容・美容業 5%

60,111 東京都 品川区 バーバーセントラル大崎店 サービス 理容・美容業 5%

60,112 東京都 品川区 ＨＡＲＭＯＮＩＣＡ 小売業 衣料品 5%

60,113 東京都 品川区 ＢＡＲＬＥＹ　ＶＩＬＬＡＧＥ サービス 飲食業 5%

60,114 東京都 品川区 ハイカラ食堂 サービス 飲食業 5%

60,115 東京都 品川区 バイシクルフィールドサービス株式会社 サービス その他サービス 5%

60,116 東京都 品川区 Ｂａｇａｔｔｏ サービス 飲食業 5%

60,117 東京都 品川区 Ｂａｃａｒｏ　Ｈｉｒｏ サービス 飲食業 5%

60,118 東京都 品川区 バザールＭＧ（茂木ネクタイ） 小売業 衣料品 5%

60,119 東京都 品川区 走り長屋 サービス 飲食業 5%

60,120 東京都 品川区 パスタ　すぺっつぃえ サービス 飲食業 5%

60,121 東京都 品川区 旗参自転車商店 小売業 その他小売 5%

60,122 東京都 品川区 ハタナカ美掃 サービス その他サービス 5%

60,123 東京都 品川区 旗の台整体院 サービス その他サービス 5%

60,124 東京都 品川区 旗の台整体院 サービス その他サービス 5%

60,125 東京都 品川区 バッグ信濃屋 小売業 その他小売 5%

60,126 東京都 品川区 Ｈａｐ　Ｔａｐ　目黒店 サービス 理容・美容業 5%

60,127 東京都 品川区 ＨａｐＴａｐ サービス その他サービス 5%

60,128 東京都 品川区 パティスリー　レ　サンク　エピス サービス 飲食業 5%

60,129 東京都 品川区 Ｈａｎａｋｏ＇ｓＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

60,130 東京都 品川区 Ｈｏｎｅｙｂ サービス 理容・美容業 5%

60,131 東京都 品川区 パネッテリア・アリエッタ　五反田 小売業 食料品 5%

60,132 東京都 品川区 パピヨン品川 サービス その他サービス 5%

60,133 東京都 品川区 ハマショウ サービス 飲食業 5%

60,134 東京都 品川区 葉山ガーデン　ＴＯＣ五反田店 小売業 家具・調度品 5%

60,135 東京都 品川区 Ｐａｒｑｕｅ サービス その他サービス 5%

60,136 東京都 品川区 バローダの月 サービス 飲食業 5%

60,137 東京都 品川区 Ｐａｉｎｄｅｋａｋｋｏ サービス 飲食業 5%

60,138 東京都 品川区 ＨａｎｄＳａｗＰｒｅｓｓ サービス その他サービス 5%

60,139 東京都 品川区 はんなり和文化講座（株式会社リバーフィールド） サービス その他サービス 5%

60,140 東京都 品川区 パンプキン サービス 飲食業 5%

60,141 東京都 品川区 ＰＳＱ　ＳＭＡＬＬ　ＴＲＡＩＮ サービス その他サービス 5%

60,142 東京都 品川区 ＢＰＪ’Ｓ目黒店 サービス 理容・美容業 5%

60,143 東京都 品川区 ｖｉｖｏ　ｄａｉｌｙ　ｓｔａｎｄ サービス 飲食業 5%

60,144 東京都 品川区 セブン－イレブン東品川３丁目店 小売業 食料品 2%
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60,145 東京都 品川区 東品川フォークランド 小売業 衣料品 5%

60,146 東京都 品川区 ビストロ　マケロニ サービス 飲食業 5%

60,147 東京都 品川区 びすとろ　ＵＯＫＩＮ　五反田店 サービス 飲食業 5%

60,148 東京都 品川区 Ｂｉｓｔｒｏｎ サービス 飲食業 5%

60,149 東京都 品川区 ピッツェリア　ベント　エ　マーレ　本店 サービス 飲食業 5%

60,150 東京都 品川区 ピッツェリア　ジョイヤ サービス 飲食業 5%

60,151 東京都 品川区 Ｐｉｔ　ｉｎ　２ 小売業 その他小売 5%

60,152 東京都 品川区 ひのき酵素 サービス 理容・美容業 5%

60,153 東京都 品川区 ヴィヴィアンＴＯＣ店 小売業 家具・調度品 5%

60,154 東京都 品川区 日々喜 サービス 飲食業 5%

60,155 東京都 品川区 ｈｉｂｉｋｉｔｃｈｅｎ サービス その他サービス 5%

60,156 東京都 品川区 ピポパーク　武蔵小山店 小売業 その他小売 5%

60,157 東京都 品川区 日焼けサロンＦＲＥＳＣＯ サービス その他サービス 5%

60,158 東京都 品川区 Ｂｅａｕｔｙ＆ＳｃｉｅｎｃｅＤａｙ＇ｓ サービス 理容・美容業 5%

60,159 東京都 品川区 ビューティーサロン　ｆｅｌｉｚ サービス 理容・美容業 5%

60,160 東京都 品川区 美容室ヒラリー サービス 理容・美容業 5%

60,161 東京都 品川区 美容整体　Ｌａクオーレ　五反田 サービス その他サービス 5%

60,162 東京都 品川区 ｈｉｌｏｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

60,163 東京都 品川区 ファースト東京株式会社 サービス その他サービス 5%

60,164 東京都 品川区 ＦＵＤＧＥｇａｌｌｅｒｙ＆ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

60,165 東京都 品川区 Ｆｉｌｌｔｙ　ｓｅｗｉｎｇ　ｒｏｏｍ 小売業 衣料品 5%

60,166 東京都 品川区 Ｆｏｏｄ Ｆｏｏｄ Ｐｒｏｊｅｃｔ サービス 飲食業 5%

60,167 東京都 品川区 ブーリジャパン株式会社 小売業 家具・調度品 5%

60,168 東京都 品川区 ＦＯＬＫ サービス 理容・美容業 5%

60,169 東京都 品川区 美容室　フォーマイル サービス 理容・美容業 5%

60,170 東京都 品川区 フォトカノン　戸越銀座店 サービス その他サービス 5%

60,171 東京都 品川区 Ｆｏｒｍａｇｇｉｏ！ サービス 飲食業 5%

60,172 東京都 品川区 フォレストブルー 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,173 東京都 品川区 フォロミー サービス 理容・美容業 5%

60,174 東京都 品川区 ふかさわ行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

60,175 東京都 品川区 福祥餃子楼 小売業 食料品 5%

60,176 東京都 品川区 福ＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

60,177 東京都 品川区 伏見眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,178 東京都 品川区 セブンーイレブン二葉町店 小売業 食料品 2%

60,179 東京都 品川区 ＢＯＯＫＡＮＤＢＥＤＴＯＫＹＯ ＢＯＯＫＡＮＤＢＥＤＴＯＫＹＯ池袋本店 サービス 宿泊業 5%

60,180 東京都 品川区 ブックスタマ ブックスタマ武蔵小山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

60,181 東京都 品川区 ブックスタマ　武蔵小山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

60,182 東京都 品川区 プティ　エトワール　Ｂａｒ　プティ　エトワール サービス 飲食業 5%

60,183 東京都 品川区 ＦＵＴＵＲＯ サービス 理容・美容業 5%

60,184 東京都 品川区 セブン－イレブン不動前駅東店 小売業 食料品 2%

60,185 東京都 品川区 船清 サービス 飲食業 5%

60,186 東京都 品川区 ＰｒｉｖａｔｅＮａｉｌＳａｌｏｎＬＵＣＥ サービス 理容・美容業 5%
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60,187 東京都 品川区 ｐｒｉｖａｔｅｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎｎａｉｌｓＴｉＴｙ サービス 理容・美容業 5%

60,188 東京都 品川区 ｐｒｉｍｅ　Ｓ サービス 理容・美容業 5%

60,189 東京都 品川区 プラスワン 五反田店 サービス その他サービス 5%

60,190 東京都 品川区 プラスワンパートナーズ株式会社 サービス その他サービス 5%

60,191 東京都 品川区 フラワーショップパートナー 小売業 その他小売 5%

60,192 東京都 品川区 フラワーショップ花嶋 小売業 その他小売 5%

60,193 東京都 品川区 フラワープラス サービス その他サービス 5%

60,194 東京都 品川区 ブリアント　目黒店 サービス 理容・美容業 5%

60,195 東京都 品川区 ＢＬＩＸＺＹ 小売業 衣料品 5%

60,196 東京都 品川区 プリメーラ目黒店 小売業 その他小売 5%

60,197 東京都 品川区 プリントワークス プリントワークス サービス その他サービス 5%

60,198 東京都 品川区 ブルーシャトー サービス その他サービス 5%

60,199 東京都 品川区 フルーツショップｂｅｒｇａｍｏｔ 小売業 食料品 5%

60,200 東京都 品川区 Ｂｒｅｗｐｕｂ　Ｔｒｕｔｈ サービス 飲食業 5%

60,201 東京都 品川区 Ｂｌｅｕ　Ｂｌｅｕｅｔアトレ目黒店 小売業 その他小売 5%

60,202 東京都 品川区 ブルーブルーエエトモ武蔵小山 小売業 その他小売 5%

60,203 東京都 品川区 Ｐｌｕｍｅ サービス 理容・美容業 5%

60,204 東京都 品川区 ｆｌｅｕｒ　【フルール】 サービス 理容・美容業 5%

60,205 東京都 品川区 ブルーブルーエ　エトモ武蔵小山店 小売業 その他小売 5%

60,206 東京都 品川区 ブルーブルーエデポＴＯＣ 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,207 東京都 品川区 古谷動物病院 サービス その他サービス 5%

60,208 東京都 品川区 フルーリストボンマルシェ　武蔵小山店 小売業 その他小売 5%

60,209 東京都 品川区 プレージョ 小売業 食料品 5%

60,210 東京都 品川区 フレッシュネスバーガー大森 サービス 飲食業 2%

60,211 東京都 品川区 フレッシュネスバーガー東五反田 サービス 飲食業 2%

60,212 東京都 品川区 フレッシュホルモン　かびら サービス 飲食業 5%

60,213 東京都 品川区 ｂｒｅａｄｗｏｒｋｓＬｉｌｙｃａｋｅｓ サービス 飲食業 5%

60,214 東京都 品川区 プレミアムレンタカー サービス その他サービス 5%

60,215 東京都 品川区 ふれんち食堂ぴん サービス 飲食業 5%

60,216 東京都 品川区 ｆｌｏｗ サービス その他サービス 5%

60,217 東京都 品川区 ふわり サービス 飲食業 5%

60,218 東京都 品川区 文化堂 小売業 食料品 5%

60,219 東京都 品川区 文化堂　ウィラ大井店 小売業 食料品 5%

60,220 東京都 品川区 文化堂　荏原店 小売業 食料品 5%

60,221 東京都 品川区 文化堂　戸越銀座店 小売業 食料品 5%

60,222 東京都 品川区 文化堂　西大井店 小売業 食料品 5%

60,223 東京都 品川区 文具のゴイ 小売業 その他小売 5%

60,224 東京都 品川区 ｈａｉｒ ａｌｏａｌｏ サービス 理容・美容業 5%

60,225 東京都 品川区 ヘアーサロン　ネヅ サービス 理容・美容業 5%

60,226 東京都 品川区 ヘアースタジオＪ?ＯＮＥ サービス 理容・美容業 5%

60,227 東京都 品川区 ＨＡＩＲ　ＳＯＹＵＺ　ＨＡＩＲ　ＳＯＹＵＺ サービス 理容・美容業 5%

60,228 東京都 品川区 ＨＡＩＲ　ＴＯＵＧＨ　ＨＡＩＲ　ＴＯＵＧＨ サービス 理容・美容業 5%
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60,229 東京都 品川区 ｈａｉｒ－ｍａｋｅａｉｍ サービス 理容・美容業 5%

60,230 東京都 品川区 ＨＡＩＲＧＲＡＣＥ目黒駅前店 サービス 理容・美容業 5%

60,231 東京都 品川区 ヘアーサロンＩＮｇ サービス 理容・美容業 5%

60,232 東京都 品川区 ＨａｉｒＳａｌｏｎＳａ?Ｊｕ サービス 理容・美容業 5%

60,233 東京都 品川区 ＨａｉｒＰａｒｋＴ－ＵＮＤＥＲ サービス 理容・美容業 5%

60,234 東京都 品川区 ヘアメイクアッシュ大森店 サービス 理容・美容業 5%

60,235 東京都 品川区 ヘアワークスアイエ サービス 理容・美容業 5%

60,236 東京都 品川区 Ｂａｋｅｒ＠Ｔｏｋｙｏ 小売業 家具・調度品 5%

60,237 東京都 品川区 ペタフェムト サービス その他サービス 5%

60,238 東京都 品川区 別世界 サービス 飲食業 5%

60,239 東京都 品川区 ペット・サウンズ・レコード 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

60,240 東京都 品川区 ペットスマイル　戸越銀座店 小売業 その他小売 5%

60,241 東京都 品川区 ペットスマイル戸越銀座駅前店 小売業 電化製品 5%

60,242 東京都 品川区 へのへのもへじ サービス 飲食業 5%

60,243 東京都 品川区 Ｈｅａｌｔｈｉｅｒｓ・Ｃｈａｓａｎｅ 小売業 食料品 5%

60,244 東京都 品川区 ベローチェ北品川店 サービス 飲食業 5%

60,245 東京都 品川区 ベローチェ戸越銀座店 サービス 飲食業 5%

60,246 東京都 品川区 ベローチェ西五反田店 サービス 飲食業 5%

60,247 東京都 品川区 ベローチェ西五反田七丁目店 サービス 飲食業 5%

60,248 東京都 品川区 ＰＥＮＮＥ　ＣＡＦＦＥ サービス 飲食業 5%

60,249 東京都 品川区 ＨｏｉＣｌｕｅ 小売業 その他小売 5%

60,250 東京都 品川区 Porker サービス 飲食業 5%

60,251 東京都 品川区 ＰｏｌａｒＳｔａｒＯｆｆｉｃｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

60,252 東京都 品川区 木蔵東京 小売業 家具・調度品 5%

60,253 東京都 品川区 星薬科大学生協 サービス その他サービス 5%

60,254 東京都 品川区 星薬科大学生協 サービス その他サービス 5%

60,255 東京都 品川区 Ｂｏｄｙ＆Ｆａｃｅｓｉｐｉｒｋａ サービス 理容・美容業 5%

60,256 東京都 品川区 Ｂｏｄｙｅｘｐｅｒｔ サービス 理容・美容業 5%

60,257 東京都 品川区 Ｂｏｄｙｃａｒｅ　ｓａｌｏｎ　Ｒｅｍａｋｅ サービス その他サービス 5%

60,258 東京都 品川区 ぼてぢゅう サービス 飲食業 5%

60,259 東京都 品川区 ＨＯＴＥＬ　ＢＩＸ サービス 宿泊業 5%

60,260 東京都 品川区 ホテルアベスト目黒 サービス 宿泊業 5%

60,261 東京都 品川区 ホテルバーグランティオス サービス 宿泊業 5%

60,262 東京都 品川区 ホテルフェリーチェ サービス 宿泊業 5%

60,263 東京都 品川区 ホテル１－２－３小倉 サービス 宿泊業 5%

60,264 東京都 品川区 ホテル１－２－３高崎 サービス 宿泊業 5%

60,265 東京都 品川区 ホテル１ー２ー３天王寺 サービス 宿泊業 5%

60,266 東京都 品川区 ホテル１ー２ー３名古屋丸の内 サービス 宿泊業 5%

60,267 東京都 品川区 ポポラマーマ旗の台店 サービス 飲食業 5%

60,268 東京都 品川区 ホームドライ大井町店 サービス その他サービス 5%

60,269 東京都 品川区 ホームドライ・ピュア サービス その他サービス 5%

60,270 東京都 品川区 ホリコシグラフ 小売業 その他小売 5%
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60,271 東京都 品川区 ポルト・ボナール 小売業 衣料品 5%

60,272 東京都 品川区 ｆｏｙｅｒ＋ サービス 飲食業 5%

60,273 東京都 品川区 ＭＡＲＫＳ＆ＷＥＢアトレ目黒ショップ 小売業 その他小売 5%

60,274 東京都 品川区 マーチ　カットハウス　マーチ サービス 理容・美容業 5%

60,275 東京都 品川区 マイアミガーデン大井町ヴィアイン店 サービス 飲食業 5%

60,276 東京都 品川区 Ｍｙ　Ｃａｆｅ　Ｂａｒ’ｓ サービス 飲食業 5%

60,277 東京都 品川区 マインズ武蔵小山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

60,278 東京都 品川区 ＭＩＮＥＤ 小売業 衣料品 5%

60,279 東京都 品川区 牧野 サービス 飲食業 5%

60,280 東京都 品川区 ｍａｇｏｎｏｔｅＰＣｓｕｐｐｏｒｔ サービス その他サービス 5%

60,281 東京都 品川区 Ｍｏｔｈｅｒ　Ｎａｔｕｒｅ　ｓ　Ｓｏｎ サービス その他サービス 5%

60,282 東京都 品川区 まじめな蜂蜜 小売業 食料品 5%

60,283 東京都 品川区 株式会社マスターワークス サービス その他サービス 5%

60,284 東京都 品川区 またたび企画株式会社 サービス その他サービス 5%

60,285 東京都 品川区 マックスフリッツ品川 小売業 衣料品 5%

60,286 東京都 品川区 マッサージ鍼灸院フクダ サービス その他サービス 5%

60,287 東京都 品川区 マツダ電気西大井店 小売業 電化製品 5%

60,288 東京都 品川区 松田プレゼンツ サービス その他サービス 5%

60,289 東京都 品川区 松原商会 小売業 その他小売 5%

60,290 東京都 品川区 Ｍａｍａｓ＆Ｐａｐａｓ サービス その他サービス 5%

60,291 東京都 品川区 ＭＡＲＩＮＤＡＹ サービス その他サービス 5%

60,292 東京都 品川区 ｍａｒｏｏｎ サービス 理容・美容業 5%

60,293 東京都 品川区 マルカワ五反田ＴＯＣ店 小売業 衣料品 5%

60,294 東京都 品川区 マルカワ武蔵小山店 小売業 衣料品 5%

60,295 東京都 品川区 ｍａｒｇｈｅｒｉｔａ 小売業 家具・調度品 5%

60,296 東京都 品川区 マルシェドブルーエプリュス阪急大 小売業 その他小売 5%

60,297 東京都 品川区 マルマンフェアショップ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

60,298 東京都 品川区 マルモシャツ株式会社 小売業 衣料品 5%

60,299 東京都 品川区 丸屋履物店 小売業 衣料品 5%

60,300 東京都 品川区 まんがランド 五反田店 サービス その他サービス 5%

60,301 東京都 品川区 万世　大崎店 サービス 飲食業 5%

60,302 東京都 品川区 ｍｅ サービス 理容・美容業 5%

60,303 東京都 品川区 御門屋アトレ目黒店 小売業 食料品 5%

60,304 東京都 品川区 ＭＩＣＡＮ サービス その他サービス 5%

60,305 東京都 品川区 蜜柑箱舞台工芸 サービス その他サービス 5%

60,306 東京都 品川区 三叶家 サービス 飲食業 5%

60,307 東京都 品川区 ｍｉｑｕｅ サービス 飲食業 5%

60,308 東京都 品川区 ＭＩＤＯＲＩＹＡ 小売業 衣料品 5%

60,309 東京都 品川区 セブン－イレブン南大井水神店 小売業 食料品 2%

60,310 東京都 品川区 セブン－イレブン南大井浜川店 小売業 食料品 2%

60,311 東京都 品川区 セブン－イレブン南品川３丁目店 小売業 食料品 2%

60,312 東京都 品川区 セブン－イレブン南品川２丁目店 小売業 食料品 2%
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60,313 東京都 品川区 宮崎辛麺酒場 サービス 飲食業 5%

60,314 東京都 品川区 味蕾庵 サービス 飲食業 5%

60,315 東京都 品川区 ミンク洋装店 小売業 衣料品 5%

60,316 東京都 品川区 ムーンライトデリバリー２３ サービス その他サービス 5%

60,317 東京都 品川区 セブン－イレブン武蔵小山パルム店 小売業 食料品 2%

60,318 東京都 品川区 ムーブオン・ガレージ 小売業 その他小売 5%

60,319 東京都 品川区 むろと サービス 飲食業 5%

60,320 東京都 品川区 梅林 サービス 飲食業 5%

60,321 東京都 品川区 メガネサロン　イッセイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,322 東京都 品川区 メガネストアー旗の台 小売業 その他小売 5%

60,323 東京都 品川区 メガネストアー旗の台店 小売業 その他小売 5%

60,324 東京都 品川区 メガネのハヤシ 小売業 その他小売 5%

60,325 東京都 品川区 目黒魚金 サービス 飲食業 5%

60,326 東京都 品川区 目黒川魚金 サービス 飲食業 5%

60,327 東京都 品川区 セブン－イレブン目黒セントラルスクエア３階店 小売業 食料品 2%

60,328 東京都 品川区 セブン－イレブン目黒セントラルスクエア店 小売業 食料品 2%

60,329 東京都 品川区 メディアコング 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

60,330 東京都 品川区 メルクリウス総合行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

60,331 東京都 品川区 モードサロンミチ 小売業 衣料品 5%

60,332 東京都 品川区 もぐランド　武蔵小山 小売業 家具・調度品 5%

60,333 東京都 品川区 ｍｏｔａｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

60,334 東京都 品川区 もつ千　五反田西口店 サービス 飲食業 5%

60,335 東京都 品川区 ＭｏｂｉｌｉｔｙＳｔｙｌｅＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

60,336 東京都 品川区 モンカラ武蔵小山店 小売業 衣料品 5%

60,337 東京都 品川区 ｍｏｎｋｅｙ　ｐｕｚｚｌｅ 小売業 その他小売 5%

60,338 東京都 品川区 焼鳥とり口 サービス 飲食業 5%

60,339 東京都 品川区 焼肉　夢一 サービス 飲食業 5%

60,340 東京都 品川区 焼肉萬友苑 サービス 飲食業 5%

60,341 東京都 品川区 焼肉屋マルキ市場武蔵小山店 サービス 飲食業 5%

60,342 東京都 品川区 焼肉レストラン　正夢 サービス 飲食業 5%

60,343 東京都 品川区 やつどき サービス 飲食業 5%

60,344 東京都 品川区 柳沢設備工業 サービス その他サービス 5%

60,345 東京都 品川区 柳家三之助落語会 サービス その他サービス 5%

60,346 東京都 品川区 柳家三之助落語会 サービス その他サービス 5%

60,347 東京都 品川区 柳家三之助 落語会 柳家三之助 落語会 チケット販売 サービス その他サービス 5%

60,348 東京都 品川区 ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

60,349 東京都 品川区 山田寿司 サービス 飲食業 5%

60,350 東京都 品川区 株式会社山手治療院 サービス 理容・美容業 5%

60,351 東京都 品川区 山手治療院 サービス その他サービス 5%

60,352 東京都 品川区 山鶏＆ワイン婦尾口 サービス 飲食業 5%

60,353 東京都 品川区 山本タクシー サービス 運輸業 5%

60,354 東京都 品川区 株式会社ヤマモトテレビ サービス その他サービス 5%
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60,355 東京都 品川区 ［ＨＣ］（有）おおるい電器 小売業 電化製品 5%

60,356 東京都 品川区 有限会社小森商店 エスポア こもり 小売業 その他小売 5%

60,357 東京都 品川区 有限会社小山ランドリー サービス その他サービス 5%

60,358 東京都 品川区 有限会社新谷商店 小売業 その他小売 5%

60,359 東京都 品川区 有限会社デッラルーナ 小売業 その他小売 5%

60,360 東京都 品川区 有限会社文福堂印房 サービス その他サービス 5%

60,361 東京都 品川区 有限会社わたべ土地 サービス その他サービス 5%

60,362 東京都 品川区 由膳 サービス 飲食業 5%

60,363 東京都 品川区 ユウトカフェ サービス 飲食業 5%

60,364 東京都 品川区 ユーパワー東京営業所 小売業 衣料品 5%

60,365 東京都 品川区 ユザワヤ　五反田ＴＯＣ店 小売業 その他小売 5%

60,366 東京都 品川区 ユニティー サービス 理容・美容業 5%

60,367 東京都 品川区 ユニバーサルドラッグ大井町店 小売業 その他小売 5%

60,368 東京都 品川区 ユニバーサルドラッグ薬局大井町調剤店 小売業 その他小売 5%

60,369 東京都 品川区 ユニフォームスタジオ　品川店 小売業 衣料品 5%

60,370 東京都 品川区 ｙｕ．ｒａ．ｒｉ五反田 サービス 理容・美容業 5%

60,371 東京都 品川区 洋食 ふじかわ サービス 飲食業 5%

60,372 東京都 品川区 洋服のお直しカルカル サービス その他サービス 5%

60,373 東京都 品川区 横島サイクル商会 小売業 その他小売 5%

60,374 東京都 品川区 萬屋遊蕎 サービス 飲食業 5%

60,375 東京都 品川区 ４６ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

60,376 東京都 品川区 ラ　スイット　西小山店　クリーニング　ラ　スイット西小山店 サービス その他サービス 5%

60,377 東京都 品川区 ＬｅａｒｎｉｎｇＧａｒｄｅｎ サービス その他サービス 5%

60,378 東京都 品川区 ラーメン凪五反田店 サービス 飲食業 5%

60,379 東京都 品川区 Ｌｉｏｎ　ｇａｌｌｅｒｙ 小売業 衣料品 5%

60,380 東京都 品川区 ＬａＶｉｅＣｌａｉｒｅ サービス 飲食業 5%

60,381 東京都 品川区 ラウンジ　サンライズ サービス 飲食業 5%

60,382 東京都 品川区 らくえ家 サービス 飲食業 5%

60,383 東京都 品川区 ラクレア サービス その他サービス 5%

60,384 東京都 品川区 ラ・ジョロナ サービス 飲食業 5%

60,385 東京都 品川区 Ｌａｆａ　Ｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

60,386 東京都 品川区 Ｌａｂｄｉｅｎ 小売業 衣料品 5%

60,387 東京都 品川区 Ｒｅ　ｈａｉｒ　ｃａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

60,388 東京都 品川区 Ｒｉａ 白金 Ｒｉａ白金 サービス 理容・美容業 5%

60,389 東京都 品川区 リアット！戸越銀座店 サービス その他サービス 5%

60,390 東京都 品川区 リアット！武蔵小山ポケットタウン３２１店 サービス その他サービス 5%

60,391 東京都 品川区 ＬＥＡＰＦＲＯＧ 小売業 衣料品 5%

60,392 東京都 品川区 リオネット城南　目黒店 小売業 その他小売 5%

60,393 東京都 品川区 リオネットセンター城南大井町店 小売業 その他小売 5%

60,394 東京都 品川区 リサイクルブティックＡＢＣ戸越銀座店 小売業 その他小売 5%

60,395 東京都 品川区 リストランテ　デル　ペッシェ サービス 飲食業 5%

60,396 東京都 品川区 リデザインヘア　ミュウノ サービス 理容・美容業 5%
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60,397 東京都 品川区 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 小売業 衣料品 5%

60,398 東京都 品川区 ＲＩＶＥＲ　【リバー】 サービス 理容・美容業 5%

60,399 東京都 品川区 リブラ サービス 理容・美容業 5%

60,400 東京都 品川区 ｒｅｐｌａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

60,401 東京都 品川区 理容ムラマツ　理容ムラマツ サービス 理容・美容業 5%

60,402 東京都 品川区 Ｒｅ Ｒａ Ｋｕ Ｒｅ Ｒａ Ｋｕ 武蔵小山店 サービス その他サービス 5%

60,403 東京都 品川区 ＲｅｌａｘａｔｉｏｎＲｏｏｍ和気薫風 サービス その他サービス 5%

60,404 東京都 品川区 リラク戸越銀座店 サービス 理容・美容業 5%

60,405 東京都 品川区 Ｌｕｕｍ　ｈａｉｒｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

60,406 東京都 品川区 ＬＵＣＡＳ 小売業 その他小売 5%

60,407 東京都 品川区 ルキナ 武蔵小山店 サービス 理容・美容業 5%

60,408 東京都 品川区 ルチアペットケアクリニック サービス その他サービス 5%

60,409 東京都 品川区 Ｌｕｍｉｅｒｅ サービス 理容・美容業 5%

60,410 東京都 品川区 レアフラワーショップ 小売業 家具・調度品 5%

60,411 東京都 品川区 ｒｅｉｒｏ サービス その他サービス 5%

60,412 東京都 品川区 ＬｅｏｎＢｉａｎｃｏ サービス 飲食業 5%

60,413 東京都 品川区 レクオナ サービス 飲食業 5%

60,414 東京都 品川区 レソノ サービス 理容・美容業 5%

60,415 東京都 品川区 レッドライトバー サービス 飲食業 5%

60,416 東京都 品川区 レミルフォイユドゥリベルテアトレヴィ五反田店 小売業 その他小売 5%

60,417 東京都 品川区 レミルフォイユドゥリベルテ大崎店 小売業 その他小売 5%

60,418 東京都 品川区 レミルフォイユドゥリベルテ本店 小売業 その他小売 5%

60,419 東京都 品川区 ＲｅｌａｘａｔｉｏｎｓａｌｏｎＳａｊｅ サービス 理容・美容業 5%

60,420 東京都 品川区 レントラ便 サービス その他サービス 5%

60,421 東京都 品川区 レンドルフ大森店 小売業 食料品 5%

60,422 東京都 品川区 ロイスマン 小売業 衣料品 5%

60,423 東京都 品川区 ローゼプランテ サービス 理容・美容業 5%

60,424 東京都 品川区 ｒｏｃｃｏ サービス 理容・美容業 5%

60,425 東京都 品川区 ｒｏｃｃｏ サービス 理容・美容業 5%

60,426 東京都 品川区 Ｌｏｔｔａ　Ｌａｎｔｅｒｎ 小売業 食料品 5%

60,427 東京都 品川区 ＬＯＶＡＴｏｎｔｈｅｃｏｒｎｅｒ サービス 飲食業 5%

60,428 東京都 品川区 ＬｏｗｅｒＥａｓｔ サービス 飲食業 5%

60,429 東京都 品川区 ＲＯＮＲＯＮ目黒店 サービス 理容・美容業 5%

60,430 東京都 品川区 ワイエムファクトリー 小売業 その他小売 5%

60,431 東京都 品川区 ワイガーデン　大井町店 サービス その他サービス 5%

60,432 東京都 品川区 ワイガーデン　目黒西口店 サービス その他サービス 5%

60,433 東京都 品川区 ワイガーデン　目黒東口店 サービス その他サービス 5%

60,434 東京都 品川区 Ｙｍｉダイニング サービス 飲食業 5%

60,435 東京都 品川区 Ｙｍｉダイニング Ｙｍｉダイニング サービス 飲食業 5%

60,436 東京都 品川区 和伊麺茶処だん サービス 飲食業 5%

60,437 東京都 品川区 ワインアンドバル　いっとん サービス 飲食業 5%

60,438 東京都 品川区 ワインカフェ大井町 サービス 飲食業 5%

1441



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

60,439 東京都 品川区 ワイン食堂　空とぶ子ブタ サービス 飲食業 5%

60,440 東京都 品川区 Ｗｉｎｅ　ｂａｒ　Ｔｒｉｏ サービス 飲食業 5%

60,441 東京都 品川区 和光メガネ　大井町本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,442 東京都 品川区 和光メガネ大井町本店 小売業 その他小売 5%

60,443 東京都 品川区 わたしｍｏプロ大崎店 サービス その他サービス 5%

60,444 東京都 品川区 わたなべ整体 サービス その他サービス 5%

60,445 東京都 品川区 和美屋　あじ サービス 飲食業 5%

60,446 東京都 品川区 ＯＮＥ　ＴＨＥ　ＤＩＮＥＲ サービス 飲食業 5%

60,447 東京都 品川区 １５８＆Ｃｏ． サービス 飲食業 5%

60,448 東京都 渋谷区 アーク サービス 飲食業 5%

60,449 東京都 渋谷区 アークスリーインターナショナル サービス その他サービス 5%

60,450 東京都 渋谷区 はりきゅうマッサージｅａｒｔｈ サービス 理容・美容業 5%

60,451 東京都 渋谷区 ａｒｔｓ新宿店 サービス 理容・美容業 5%

60,452 東京都 渋谷区 ＡｒｔｉｓｔＬｏｕｎｇｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

60,453 東京都 渋谷区 アーテリィ サービス 理容・美容業 5%

60,454 東京都 渋谷区 アートン 小売業 その他小売 5%

60,455 東京都 渋谷区 ａｒｙａ サービス 理容・美容業 5%

60,456 東京都 渋谷区 ａｒｙａ サービス 理容・美容業 5%

60,457 東京都 渋谷区 アーリークロス 小売業 衣料品 5%

60,458 東京都 渋谷区 ａｒ　ｃｌｉｐ　【アールクリップ】原宿／表参道店 サービス 理容・美容業 5%

60,459 東京都 渋谷区 あーる工房代々木店 サービス その他サービス 5%

60,460 東京都 渋谷区 ＲＲＲ　ＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

60,461 東京都 渋谷区 ＡＬＤＩＥＳ　渋谷店 小売業 衣料品 5%

60,462 東京都 渋谷区 ａｒｒｅｌａｘａｔｉｏｎ＆ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

60,463 東京都 渋谷区 Ｉ＋ＳＴＹＬＥＲＳ 小売業 家具・調度品 5%

60,464 東京都 渋谷区 アイエフシ－リ－ス サービス その他サービス 5%

60,465 東京都 渋谷区 ＩＣＯＮ サービス 飲食業 5%

60,466 東京都 渋谷区 ＩＪＫＯＭＯＴＥＳＡＮＤＯ サービス 理容・美容業 5%

60,467 東京都 渋谷区 ＩＣＥ－ＷＡＴＣＨ　原宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,468 東京都 渋谷区 相席屋渋谷南口店 サービス 飲食業 5%

60,469 東京都 渋谷区 ＡＩＴＩＡ　ｐｒｅｃｉｏｕｓ サービス 理容・美容業 5%

60,470 東京都 渋谷区 ＩＴＭＳセミナー サービス その他サービス 5%

60,471 東京都 渋谷区 アイディーランドカンパニー 小売業 衣料品 5%

60,472 東京都 渋谷区 ＩＴＥＭ 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,473 東京都 渋谷区 藍菜 サービス 飲食業 5%

60,474 東京都 渋谷区 アイネイルデザイナーフジイ サービス その他サービス 5%

60,475 東京都 渋谷区 あいはら化粧品店 小売業 その他小売 5%

60,476 東京都 渋谷区 相原小間物店 小売業 その他小売 5%

60,477 東京都 渋谷区 愛美書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

60,478 東京都 渋谷区 ｉＰｈｏｎｅ修理のクイック原宿　表参道店 サービス その他サービス 5%

60,479 東京都 渋谷区 ｅｙｅｂｒｏｗ＆ｓｋｉｎｍａｋｅｕｐＥＭＭＡ（株式会社フェイスアソシエイツ） サービス 理容・美容業 5%

60,480 東京都 渋谷区 アイマジック渋谷店 サービス 理容・美容業 5%
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60,481 東京都 渋谷区 Ｂｌａｃｋ　　Ｃｈｅｒｒｙ サービス 理容・美容業 5%

60,482 東京都 渋谷区 アイランドジャパン株式会社 サービス その他サービス 5%

60,483 東京都 渋谷区 アイリスメガネ　渋谷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,484 東京都 渋谷区 ＩＬ サービス その他サービス 5%

60,485 東京都 渋谷区 ｅｉｎｓ?ａ　Ｓｈｏｅｍａｋｅｒ サービス その他サービス 5%

60,486 東京都 渋谷区 アヴァランチ　渋谷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,487 東京都 渋谷区 Ａｖａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

60,488 東京都 渋谷区 リビングニホンドウ 小売業 電化製品 5%

60,489 東京都 渋谷区 アウト・オブ・ザ・ワールド 小売業 衣料品 5%

60,490 東京都 渋谷区 アウトオブザワールド原宿 小売業 その他小売 5%

60,491 東京都 渋谷区 アウトバックステーキハウス　渋谷店 サービス 飲食業 5%

60,492 東京都 渋谷区 ＯＵＴＲＯ　ＳＯＬ 小売業 衣料品 5%

60,493 東京都 渋谷区 ＯＵＴＲＯ　ＳＯＬ　ＯＵＴＲＯ　ＳＯＬ本店 小売業 衣料品 5%

60,494 東京都 渋谷区 ａｕｒａ　ｎａｉｌｓ サービス 理容・美容業 5%

60,495 東京都 渋谷区 阿うん サービス 飲食業 5%

60,496 東京都 渋谷区 ａｏ． サービス その他サービス 5%

60,497 東京都 渋谷区 青 サービス 飲食業 5%

60,498 東京都 渋谷区 ａｏ．Ｓｈｉｂｕｙａ サービス その他サービス 5%

60,499 東京都 渋谷区 青木健悟 サービス その他サービス 5%

60,500 東京都 渋谷区 青山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

60,501 東京都 渋谷区 青山ケネルス 小売業 その他小売 5%

60,502 東京都 渋谷区 アオヤマメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,503 東京都 渋谷区 ＡｒｃｈｉｖｅＳｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

60,504 東京都 渋谷区 ＴＨＥ ＡＧＡＴＡ ＴＯＫＹＯ サービス 理容・美容業 5%

60,505 東京都 渋谷区 ＴＨＥＡＧＡＴＡＴＯＫＹＯ サービス 理容・美容業 5%

60,506 東京都 渋谷区 アガペカーザマナカ サービス 飲食業 5%

60,507 東京都 渋谷区 ＡＫＡＭＥＥ サービス 理容・美容業 5%

60,508 東京都 渋谷区 アカームシノワ サービス 飲食業 5%

60,509 東京都 渋谷区 灯屋 小売業 家具・調度品 5%

60,510 東京都 渋谷区 灯屋２ 小売業 衣料品 5%

60,511 東京都 渋谷区 アキッチョ笹塚店 サービス 飲食業 5%

60,512 東京都 渋谷区 アキバ倉庫 小売業 電化製品 5%

60,513 東京都 渋谷区 秋吉　渋谷桜丘店 サービス 飲食業 5%

60,514 東京都 渋谷区 ＡｑｕａＳｐａＳｗｉｍｍｙ（仮） サービス 理容・美容業 5%

60,515 東京都 渋谷区 アクアビジョン恵比寿店 小売業 その他小売 5%

60,516 東京都 渋谷区 Ａｑｕａｍａｒｉｎｅ サービス 飲食業 5%

60,517 東京都 渋谷区 ＡＣＵＯＤｂｙＣＨＡＮＵ 小売業 衣料品 5%

60,518 東京都 渋谷区 アクシズポイント サービス その他サービス 5%

60,519 東京都 渋谷区 （株）アークスリーインターナショナル代官 サービス その他サービス 5%

60,520 東京都 渋谷区 ＡＣＴ サービス 理容・美容業 5%

60,521 東京都 渋谷区 Ａｑｕｖｉｉ 小売業 衣料品 5%

60,522 東京都 渋谷区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ渋谷 サービス 理容・美容業 5%
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60,523 東京都 渋谷区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｏｐｅｒａ渋谷 サービス 理容・美容業 5%

60,524 東京都 渋谷区 ＡＣＭＥ表参道 小売業 家具・調度品 5%

60,525 東京都 渋谷区 ＡＣＭＥ　ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ 小売業 家具・調度品 5%

60,526 東京都 渋谷区 ＡＣＭＥＦＵＲＮＩＴＵＲＥＬＩＭＩＴＥＤ 小売業 家具・調度品 5%

60,527 東京都 渋谷区 ＡｃｒｙｌＢＯＮＥＳ 小売業 衣料品 5%

60,528 東京都 渋谷区 ＡＫＲＯＳ　表参道本店 サービス 理容・美容業 5%

60,529 東京都 渋谷区 ＡＫＲＯＳ　ＧＲＡＮＤ　Ｘ サービス 理容・美容業 5%

60,530 東京都 渋谷区 ＡＱＲＯＳ　渋谷 小売業 その他小売 5%

60,531 東京都 渋谷区 ＡＫＲＯＳ　原宿 サービス 理容・美容業 5%

60,532 東京都 渋谷区 あけんち サービス 飲食業 5%

60,533 東京都 渋谷区 ａｓａｔｔｅ　ｍｅｎｕ サービス 飲食業 5%

60,534 東京都 渋谷区 アサヒデンキ 小売業 電化製品 5%

60,535 東京都 渋谷区 麻布テーラー　代官山 小売業 衣料品 5%

60,536 東京都 渋谷区 麻布テーラー渋谷 小売業 衣料品 5%

60,537 東京都 渋谷区 麻布デンタルアカデミー東京校 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

60,538 東京都 渋谷区 社会保険労務士法人アサンテ社会保険労務士事務所 サービス その他サービス 5%

60,539 東京都 渋谷区 アジアンキッチン　渋谷店 サービス 飲食業 5%

60,540 東京都 渋谷区 アシスト 小売業 その他小売 5%

60,541 東京都 渋谷区 アジト　リュクス サービス 飲食業 5%

60,542 東京都 渋谷区 アジト　ワンダーダイニング サービス 飲食業 5%

60,543 東京都 渋谷区 味の牛たん喜助東京恵比寿店 サービス 飲食業 5%

60,544 東京都 渋谷区 足下工業株式会社渋谷本社 小売業 衣料品 5%

60,545 東京都 渋谷区 ａｊｉｙｏｓｈｉｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

60,546 東京都 渋谷区 ＡＳＫ　ＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

60,547 東京都 渋谷区 ＡＳＴＡＲ サービス 理容・美容業 5%

60,548 東京都 渋谷区 ＡＴＨＬＥＴＥＳ サービス 理容・美容業 5%

60,549 東京都 渋谷区 アスリーツ サービス 理容・美容業 5%

60,550 東京都 渋谷区 アスロニア　トライアスロンショップ　アスロニア 小売業 その他小売 5%

60,551 東京都 渋谷区 アスロニア 小売業 その他小売 5%

60,552 東京都 渋谷区 ＡＲＴＳ＆ＳＣＩＥＮＣＥ代官山 小売業 衣料品 5%

60,553 東京都 渋谷区 アッシュ　笹塚店 サービス 理容・美容業 5%

60,554 東京都 渋谷区 アッシュ　幡ヶ谷店 サービス 理容・美容業 5%

60,555 東京都 渋谷区 ＵｐｐｅｒＬｉｐ サービス その他サービス 5%

60,556 東京都 渋谷区 アップクリエイト 小売業 その他小売 5%

60,557 東京都 渋谷区 ＵＰＴＯＷＮＬＵＳＨ サービス 理容・美容業 5%

60,558 東京都 渋谷区 Ａｄｄｉｃｔｏｎｅｃｕｓｔｏｍｇｕｉｔａｒｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

60,559 東京都 渋谷区 アディションアデライデ 小売業 衣料品 5%

60,560 東京都 渋谷区 アディッション　アデライデ 小売業 衣料品 5%

60,561 東京都 渋谷区 Ａｔｔｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

60,562 東京都 渋谷区 アテリア光表参道 サービス その他サービス 5%

60,563 東京都 渋谷区 Ａｒｔｅｒｙ サービス 理容・美容業 5%

60,564 東京都 渋谷区 アートフロントギャラリー 小売業 家具・調度品 5%
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60,565 東京都 渋谷区 Ａｔｔｒａｃｔ サービス 理容・美容業 5%

60,566 東京都 渋谷区 ＡＤＲＩＡＮＡＥＰＯＣＡ 小売業 衣料品 5%

60,567 東京都 渋谷区 ａｔｅｌｉｅｒ　Ｒｏｃｋｅｔ　【アトリエ　ロケット】 サービス 理容・美容業 5%

60,568 東京都 渋谷区 ｖｏｌｏｎｔｅ サービス その他サービス 5%

60,569 東京都 渋谷区 アトリエガング 小売業 その他小売 5%

60,570 東京都 渋谷区 ａｔｅｌｉｅｒＷ 小売業 衣料品 5%

60,571 東京都 渋谷区 アトリエマキタ サービス 理容・美容業 5%

60,572 東京都 渋谷区 アトリエ・ルセップ サービス 理容・美容業 5%

60,573 東京都 渋谷区 Ａｎｎａｂｅｌ　Ｌｅｅ　　＜　アナベル　リー　＞ サービス その他サービス 5%

60,574 東京都 渋谷区 Ａｎｎａ　Ｌａｎｎａ サービス 理容・美容業 5%

60,575 東京都 渋谷区 ＡＮＡＬＯＧ　ＣＡＦＥ　ＬＯＵＮＧＥ　ＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

60,576 東京都 渋谷区 ａｎｎｙ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

60,577 東京都 渋谷区 アニドック株式会社 サービス その他サービス 5%

60,578 東京都 渋谷区 アニマーレ サービス 理容・美容業 5%

60,579 東京都 渋谷区 ＡＮＩＭＡＳＴＲＩＮＧＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

60,580 東京都 渋谷区 ａｎｉｍｕｓ ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

60,581 東京都 渋谷区 アネモ サービス 理容・美容業 5%

60,582 東京都 渋谷区 アネンサール 小売業 衣料品 5%

60,583 東京都 渋谷区 ａｎｏｕ サービス 理容・美容業 5%

60,584 東京都 渋谷区 ＡＢＯＵＴＬＩＦＥＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

60,585 東京都 渋谷区 アバハウス 小売業 衣料品 5%

60,586 東京都 渋谷区 アバンルタン 小売業 衣料品 5%

60,587 東京都 渋谷区 アビー　宮益坂店 サービス 理容・美容業 5%

60,588 東京都 渋谷区 アビヤント サービス その他サービス 5%

60,589 東京都 渋谷区 Ａｆｔｅｒｈｏｕｒｓ サービス 飲食業 5%

60,590 東京都 渋谷区 炙縁 サービス 飲食業 5%

60,591 東京都 渋谷区 ａｐｈｒｏｄｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

60,592 東京都 渋谷区 Ａｂｂｅｓｓｅｓ サービス 飲食業 5%

60,593 東京都 渋谷区 ＡＶＶＥＲＩＯ サービス 理容・美容業 5%

60,594 東京都 渋谷区 アベンツ ファンデーション アベンツファンデーション サービス 理容・美容業 5%

60,595 東京都 渋谷区 Ａｐｏｌｌｏｉｓｍ サービス その他サービス 5%

60,596 東京都 渋谷区 アミティ 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,597 東京都 渋谷区 ａｍｕ★ｓｅ　【アミューズ】 サービス 理容・美容業 5%

60,598 東京都 渋谷区 ＡＭＵＬＡ サービス 理容・美容業 5%

60,599 東京都 渋谷区 ＡｍｉＬｉ　ｄａｉｋａｎｙａｍａ サービス 理容・美容業 5%

60,600 東京都 渋谷区 ａｍｆｒｅｉ サービス 理容・美容業 5%

60,601 東京都 渋谷区 アメリカ屋　渋谷公園通り店 小売業 衣料品 5%

60,602 東京都 渋谷区 アメリカ屋　渋谷店 小売業 衣料品 5%

60,603 東京都 渋谷区 アメリカ屋　道玄坂Ａ店 小売業 衣料品 5%

60,604 東京都 渋谷区 ＡＬＩＶＥ サービス 理容・美容業 5%

60,605 東京都 渋谷区 ＡＬＩＶＥｈａｒａｊｕｋｕ サービス 理容・美容業 5%

60,606 東京都 渋谷区 粗挽き蕎麦トキ サービス 飲食業 5%
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60,607 東京都 渋谷区 ＡＲＡＬＥ サービス 飲食業 5%

60,608 東京都 渋谷区 ＮａｉｌｓａｌｏｎＡｌｉＡ サービス 理容・美容業 5%

60,609 東京都 渋谷区 アリーズヘアー青山 サービス 理容・美容業 5%

60,610 東京都 渋谷区 アリーズヘア青山　ａｌｌｙｓ　ｈａｉｒ　青山 サービス 理容・美容業 5%

60,611 東京都 渋谷区 Ａｌｉｇｏｔｅｕｒ サービス 飲食業 5%

60,612 東京都 渋谷区 アリゾナフリーダム 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,613 東京都 渋谷区 アリゾナフリーダム原宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,614 東京都 渋谷区 有田焼やきもの市場　恵比寿店 小売業 その他小売 5%

60,615 東京都 渋谷区 蟻月 恵比寿店 サービス 飲食業 5%

60,616 東京都 渋谷区 蟻月 ＨＡＮＡＲＥ サービス 飲食業 5%

60,617 東京都 渋谷区 アルクロワークス株式会社 小売業 衣料品 5%

60,618 東京都 渋谷区 アルコバレーノマージア 小売業 衣料品 5%

60,619 東京都 渋谷区 アルジタル　表参道 小売業 その他小売 5%

60,620 東京都 渋谷区 アルタミラ 小売業 衣料品 5%

60,621 東京都 渋谷区 Ａｒｃｈｉｖａｎｄｏ 小売業 衣料品 5%

60,622 東京都 渋谷区 Ａｒｃｈｉｖａｎｄｏ Ａｒｃｈｉｖａｎｄｏ 小売業 その他小売 5%

60,623 東京都 渋谷区 ??ＡＲＴＩＧＩＮＡＬ?? 小売業 衣料品 5%

60,624 東京都 渋谷区 ＡＬＤＩＥＳ渋谷店 小売業 衣料品 5%

60,625 東京都 渋谷区 Ａｒｔｅｋ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｔｏｒｅ 小売業 家具・調度品 5%

60,626 東京都 渋谷区 Ａｌｔｏ サービス 理容・美容業 5%

60,627 東京都 渋谷区 ＪＭ／アルドアック サービス 飲食業 5%

60,628 東京都 渋谷区 Ｒ・ｐｉｉ－ｓｕｅｒ サービス その他サービス 5%

60,629 東京都 渋谷区 ＡＬＰＨＡ　渋谷店 小売業 その他小売 5%

60,630 東京都 渋谷区 アルプスデンキ原宿 小売業 電化製品 5%

60,631 東京都 渋谷区 ＡｒＢＲＥ　ｂｅａｕｔｅ’ サービス 理容・美容業 5%

60,632 東京都 渋谷区 アルブルボーテ サービス 理容・美容業 5%

60,633 東京都 渋谷区 アルブルボーテ サービス 理容・美容業 5%

60,634 東京都 渋谷区 アルフレッドバニスター代官山 小売業 衣料品 5%

60,635 東京都 渋谷区 アルベリア サービス 理容・美容業 5%

60,636 東京都 渋谷区 アルベルティ－ナ 小売業 衣料品 5%

60,637 東京都 渋谷区 Ａｌｌｅｇｒｅｔｔｏ 表参道店 小売業 衣料品 5%

60,638 東京都 渋谷区 アレグレット表参道店 小売業 衣料品 5%

60,639 東京都 渋谷区 アレゴリーホームツールズ代官山本店 小売業 家具・調度品 5%

60,640 東京都 渋谷区 アレゴリーホームツールズ 小売業 家具・調度品 5%

60,641 東京都 渋谷区 Ａｌｌｅｎ　【アレン】 サービス 理容・美容業 5%

60,642 東京都 渋谷区 ａｌｌｏｙ サービス 理容・美容業 5%

60,643 東京都 渋谷区 アロココヘアー サービス 理容・美容業 5%

60,644 東京都 渋谷区 ＡＬＯＨＡＳＡＬＡＤＳ原宿店 サービス 飲食業 5%

60,645 東京都 渋谷区 ＡＲＯＭＡＶＩＴＡ＋ 小売業 衣料品 5%

60,646 東京都 渋谷区 アロマギフト サービス その他サービス 5%

60,647 東京都 渋谷区 アロマフレスカ サービス 飲食業 5%

60,648 東京都 渋谷区 ＡＷＡＳＥ 小売業 衣料品 5%
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60,649 東京都 渋谷区 アン・ドゥ　ヘアメイク　スタジオ サービス 理容・美容業 5%

60,650 東京都 渋谷区 Ｕｎ　ａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

60,651 東京都 渋谷区 ａｎｃｙ サービス 理容・美容業 5%

60,652 東京都 渋谷区 アンジェパティオ サービス 飲食業 5%

60,653 東京都 渋谷区 ＡＮＧＥＬＩＱＵＥＢＥＡＵＴＹ サービス 理容・美容業 5%

60,654 東京都 渋谷区 アンジェリカミッシェル　恵比寿店 サービス 理容・美容業 5%

60,655 東京都 渋谷区 アンジェリカミッシェル渋谷店 サービス 理容・美容業 5%

60,656 東京都 渋谷区 アンシャンテ サービス 飲食業 5%

60,657 東京都 渋谷区 株式会社エヴリワンズ 小売業 その他小売 5%

60,658 東京都 渋谷区 ａｎ３　ｂｏｕｔｉｑｕｅ 小売業 衣料品 5%

60,659 東京都 渋谷区 アンスリウム サービス その他サービス 5%

60,660 東京都 渋谷区 Ａｎ　ＳＯＬＡＳ サービス 飲食業 5%

60,661 東京都 渋谷区 ＵＮＤＥＲＴＨＥＬＩＧＨＴＹＯＧＡＳＣＨＯＯＬ サービス その他サービス 5%

60,662 東京都 渋谷区 ＵＮＤＥＲＤＥＥＲｌｏｕｎｇｅ サービス 飲食業 5%

60,663 東京都 渋谷区 ＵＮＴＩＴＬＥＤ サービス 飲食業 5%

60,664 東京都 渋谷区 アンティーク・コルリオーネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,665 東京都 渋谷区 アンティーム 小売業 その他小売 5%

60,666 東京都 渋谷区 アンテナテック 小売業 その他小売 5%

60,667 東京都 渋谷区 ＡＮＴｏｆｆｉｃｉａｌ 小売業 衣料品 5%

60,668 東京都 渋谷区 ＆Ｂ麻布テーラー新宿Ｓｏｕｔｈ 小売業 衣料品 5%

60,669 東京都 渋谷区 ＆ＢＥＡＵＴＥ サービス 理容・美容業 5%

60,670 東京都 渋谷区 アントワープブライダル サービス 理容・美容業 5%

60,671 東京都 渋谷区 Ｕｎｋｎｏｗｎｂｏｏｋｓ 小売業 その他小売 5%

60,672 東京都 渋谷区 ｕｎ　ｂｙ　Ｔｏｍｏｙｏ　Ｙｏｓｈｉｄａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,673 東京都 渋谷区 ｃａｆｅ＆ｄｉｎｉｎｇｂａｒＡｎｂｅｅｈｉｖｅ サービス 飲食業 5%

60,674 東京都 渋谷区 ａｍｂｉｖａｌｅｎｃｅ 小売業 衣料品 5%

60,675 東京都 渋谷区 Ａｎｆｅｅｌ＊　ｓｈｉｂｕｙａ サービス 理容・美容業 5%

60,676 東京都 渋谷区 ＵＮＦＯＬＬＯＷ 小売業 衣料品 5%

60,677 東京都 渋谷区 アンプステーション 小売業 その他小売 5%

60,678 東京都 渋谷区 Ｕｎｍｉｌｌｉｍｅアンミリメ サービス 理容・美容業 5%

60,679 東京都 渋谷区 Ａｎ　ｍｅ サービス 理容・美容業 5%

60,680 東京都 渋谷区 Ａｎ＇ｍｅ サービス 理容・美容業 5%

60,681 東京都 渋谷区 Ｈｅｎｒｉ サービス 理容・美容業 5%

60,682 東京都 渋谷区 ＥＳＰクラフトハウス 小売業 その他小売 5%

60,683 東京都 渋谷区 いいオフィス渋谷 サービス その他サービス 5%

60,684 東京都 渋谷区 いいオフィス渋谷神泉 サービス その他サービス 5%

60,685 東京都 渋谷区 いいオフィス代官山 サービス その他サービス 5%

60,686 東京都 渋谷区 ｙＥ－ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

60,687 東京都 渋谷区 ｅーｓｔｒｅｔｃｈ　代官山 サービス その他サービス 5%

60,688 東京都 渋谷区 Ｅ－ｔａｌｋ サービス その他サービス 5%

60,689 東京都 渋谷区 ｉｉｎｏ　ｎａｈｏ 小売業 家具・調度品 5%

60,690 東京都 渋谷区 ｅＦＡＲＭ サービス その他サービス 5%
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60,691 東京都 渋谷区 ｋｉｖｎ 小売業 衣料品 5%

60,692 東京都 渋谷区 ＩＥＮＡＳＬＯＢＥ渋谷店 小売業 衣料品 5%

60,693 東京都 渋谷区 ｙｅｌｌｏｗｒｉｎｇｓ サービス 理容・美容業 5%

60,694 東京都 渋谷区 ｉＣａｓ　ｓｔｏｒｉａ サービス 飲食業 5%

60,695 東京都 渋谷区 いかの墨新宿駅南口店 サービス 飲食業 5%

60,696 東京都 渋谷区 いかの墨新宿駅南口マインズタワー店 サービス 飲食業 5%

60,697 東京都 渋谷区 ＩＧＵ＆ＰＥＡＣＥ サービス 飲食業 5%

60,698 東京都 渋谷区 イグレック　ｂｉｓ　渋谷店 サービス 理容・美容業 5%

60,699 東京都 渋谷区 池田印章堂 サービス その他サービス 5%

60,700 東京都 渋谷区 池部楽器店　ギターステーション 小売業 その他小売 5%

60,701 東京都 渋谷区 池部楽器店　グランディ＆ジャングル 小売業 その他小売 5%

60,702 東京都 渋谷区 イケベ鍵盤堂 小売業 その他小売 5%

60,703 東京都 渋谷区 いこい サービス 飲食業 5%

60,704 東京都 渋谷区 囲碁サロン天元　新宿 サービス その他サービス 5%

60,705 東京都 渋谷区 Ｅｋｏｃａ 小売業 その他小売 5%

60,706 東京都 渋谷区 居酒場バル　大和　恵比寿 サービス 飲食業 5%

60,707 東京都 渋谷区 居酒屋　ＶＡＧＡＢＯＮＤ サービス 飲食業 5%

60,708 東京都 渋谷区 いしがまやハンバーグ表参道 サービス 飲食業 5%

60,709 東京都 渋谷区 石田理子 サービス 理容・美容業 5%

60,710 東京都 渋谷区 石橋楽器　渋谷ＷＥＳＴ 小売業 その他小売 5%

60,711 東京都 渋谷区 石橋楽器　渋谷店 小売業 その他小売 5%

60,712 東京都 渋谷区 石橋楽器　渋谷ＥＡＳＴ 小売業 その他小売 5%

60,713 東京都 渋谷区 石橋楽器　渋谷Ｅａｓｔ　管楽器専 小売業 その他小売 5%

60,714 東京都 渋谷区 （株）石橋楽器店　渋谷ＷＥＳＴ 小売業 その他小売 5%

60,715 東京都 渋谷区 石橋楽器店　渋谷店 小売業 その他小売 5%

60,716 東京都 渋谷区 イージーヨガストア代官山 小売業 その他小売 5%

60,717 東京都 渋谷区 イスキアジム サービス その他サービス 5%

60,718 東京都 渋谷区 イースタン千代田（株）１ サービス 宿泊業 5%

60,719 東京都 渋谷区 イースタン千代田（株）２ サービス 宿泊業 5%

60,720 東京都 渋谷区 イーストギャラリー サービス その他サービス 5%

60,721 東京都 渋谷区 頂マーラータン渋谷店 サービス 飲食業 5%

60,722 東京都 渋谷区 イタリア食堂　キャンティー・ノーノ サービス 飲食業 5%

60,723 東京都 渋谷区 イタリア食堂　キャンティー・ノーノ サービス 飲食業 5%

60,724 東京都 渋谷区 イタリア横町３ 小売業 衣料品 5%

60,725 東京都 渋谷区 イタリア横町　１ 小売業 衣料品 5%

60,726 東京都 渋谷区 イタリア横町２ 小売業 衣料品 5%

60,727 東京都 渋谷区 イタリアン　レストラン　キャンティ・トレ サービス 飲食業 5%

60,728 東京都 渋谷区 イタリアンレストランキャンティーデュウエ サービス 飲食業 5%

60,729 東京都 渋谷区 １８１ｃｅｌｌａｒ　北参道 サービス 飲食業 5%

60,730 東京都 渋谷区 ＩＣＨＩＢＩＫＯ代々木上原店 サービス 飲食業 5%

60,731 東京都 渋谷区 一古酒店 小売業 食料品 5%

60,732 東京都 渋谷区 一佳 サービス 飲食業 5%
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60,733 東京都 渋谷区 一般社団法人ヴァリエーション サービス その他サービス 5%

60,734 東京都 渋谷区 一般社団法人健康長寿 サービス その他サービス 5%

60,735 東京都 渋谷区 一般社団法人渋谷インターナショナルラグビークラブ サービス その他サービス 5%

60,736 東京都 渋谷区 一品香 サービス 飲食業 5%

60,737 東京都 渋谷区 いっぷく処浅葱 サービス 飲食業 5%

60,738 東京都 渋谷区 ｉｄｅｏｔ 小売業 衣料品 5%

60,739 東京都 渋谷区 イニスフリー表参道本店 小売業 その他小売 5%

60,740 東京都 渋谷区 イ－ノクリエ－ション サービス その他サービス 5%

60,741 東京都 渋谷区 Ｉｐａｎｅｍａ　ＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

60,742 東京都 渋谷区 ｅＦＡＲＭ　イベント物販 サービス その他サービス 5%

60,743 東京都 渋谷区 ＩＭＡＧＩＮＡＩＲＥ　ＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

60,744 東京都 渋谷区 今半万窯　新宿店 サービス 飲食業 5%

60,745 東京都 渋谷区 芋蔵　渋谷新南口店 サービス 飲食業 5%

60,746 東京都 渋谷区 癒しの空感 サービス その他サービス 5%

60,747 東京都 渋谷区 ｉｌｅａｖａ＆ｃｏ． 小売業 衣料品 5%

60,748 東京都 渋谷区 ＩＲＩＳＥＲ サービス 理容・美容業 5%

60,749 東京都 渋谷区 イール サービス 理容・美容業 5%

60,750 東京都 渋谷区 イル・キャンティー　代々木公園店 サービス 飲食業 5%

60,751 東京都 渋谷区 イル・キャンティー代々木公園店 サービス 飲食業 5%

60,752 東京都 渋谷区 イルキャンティ　日本橋 サービス 飲食業 5%

60,753 東京都 渋谷区 イルキャンティカフェ サービス 飲食業 5%

60,754 東京都 渋谷区 イルキャンティカフェ サービス 飲食業 5%

60,755 東京都 渋谷区 イルキャンティ日本橋 サービス 飲食業 5%

60,756 東京都 渋谷区 イルザ　居酒屋食堂居留座 サービス 飲食業 5%

60,757 東京都 渋谷区 イルソル恵比寿 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,758 東京都 渋谷区 ＩＲＯＱＵＯＩＳ 小売業 衣料品 5%

60,759 東京都 渋谷区 Ｉｒｏｑｕｏｉｓ　ｈｅａｄ　ｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

60,760 東京都 渋谷区 彩りクッキング サービス その他サービス 5%

60,761 東京都 渋谷区 いろどりや 小売業 その他小売 5%

60,762 東京都 渋谷区 イワキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,763 東京都 渋谷区 イワキ　渋谷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,764 東京都 渋谷区 イワキ　広尾店 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,765 東京都 渋谷区 岩切卓士 サービス その他サービス 5%

60,766 東京都 渋谷区 ＩＮＮ 小売業 衣料品 5%

60,767 東京都 渋谷区 ＩＮＮ サービス 飲食業 5%

60,768 東京都 渋谷区 イングローブ幡ヶ谷 サービス 理容・美容業 5%

60,769 東京都 渋谷区 ｈ＆ｍ　ｉｎｓｉ　【インシ】 サービス 理容・美容業 5%

60,770 東京都 渋谷区 インダストリアルラウンジ サービス 飲食業 5%

60,771 東京都 渋谷区 インテリアカーサ　恵比寿ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

60,772 東京都 渋谷区 ＩＧＬスタジオ・渋谷　２階店 サービス その他サービス 5%

60,773 東京都 渋谷区 株式会社ソーシャルイノベーション サービス その他サービス 5%

60,774 東京都 渋谷区 ｉｍｐｅｒｆｅｃｔ　表参道 サービス 飲食業 5%
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60,775 東京都 渋谷区 ヴァレンティノ　表参道 小売業 衣料品 5%

60,776 東京都 渋谷区 VANQUISH MAGNETbySHIBUYA109 小売業 衣料品 5%

60,777 東京都 渋谷区 ヴァンサンンク 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,778 東京都 渋谷区 Ｖａｎ　Ｃｉａ サービス 理容・美容業 5%

60,779 東京都 渋谷区 ＶＡＮＮＯ サービス 飲食業 5%

60,780 東京都 渋谷区 ＶＡＭＰ！ＳＨＯＰ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

60,781 東京都 渋谷区 Ｖｉａｎｇｅ サービス その他サービス 5%

60,782 東京都 渋谷区 Ｖｉｉｓａｕｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ 小売業 電化製品 5%

60,783 東京都 渋谷区 ＯＵＩＪＡ 小売業 衣料品 5%

60,784 東京都 渋谷区 ヴィーナス・ラッシュ　表参道店 サービス 理容・美容業 5%

60,785 東京都 渋谷区 ヴイエムピー株式会社 サービス その他サービス 5%

60,786 東京都 渋谷区 ｖｉｅｒｇｅ サービス 理容・美容業 5%

60,787 東京都 渋谷区 ｖｉｓａｖｉｓ美容室 サービス 理容・美容業 5%

60,788 東京都 渋谷区 ＶＳｈａｐｅ サービス 理容・美容業 5%

60,789 東京都 渋谷区 ｗ／ｏ　ｓｔａｎｄ　原宿 サービス 飲食業 5%

60,790 東京都 渋谷区 ｖｉｃｃａ表参道 サービス 理容・美容業 5%

60,791 東京都 渋谷区 ヴィノスやまざきＷＩＮＥ＋ｉｓｔ　広尾店 小売業 食料品 5%

60,792 東京都 渋谷区 ｖｉｒｉｄｉａｎｔｏｋｙｏ 小売業 家具・調度品 5%

60,793 東京都 渋谷区 ウィルトスワイン神宮前 サービス その他サービス 5%

60,794 東京都 渋谷区 Ｖｉｎｔａｇｅ５５ 小売業 衣料品 5%

60,795 東京都 渋谷区 ヴィンテージスポーツ渋谷店 小売業 衣料品 5%

60,796 東京都 渋谷区 ウインドブロス 小売業 その他小売 5%

60,797 東京都 渋谷区 ＷＡＲＥ　ＨＯＵＳＥ 小売業 その他小売 5%

60,798 東京都 渋谷区 ＷＡＩＴＩＮＧＲＯＯＭ サービス その他サービス 5%

60,799 東京都 渋谷区 ヴェガ サービス 理容・美容業 5%

60,800 東京都 渋谷区 ＵＥＳ　代官山 小売業 衣料品 5%

60,801 東京都 渋谷区 ＷＥＳＣＯ　ＥＢＩＳＵ 小売業 衣料品 5%

60,802 東京都 渋谷区 ＶＥｎｕｓｔａｓ サービス 理容・美容業 5%

60,803 東京都 渋谷区 ｎａｒｉｉ サービス 理容・美容業 5%

60,804 東京都 渋谷区 セブン－イレブン上原店 小売業 食料品 2%

60,805 東京都 渋谷区 ウエマツ１Ｆ 小売業 その他小売 5%

60,806 東京都 渋谷区 ウエマツ額縁店 小売業 家具・調度品 5%

60,807 東京都 渋谷区 ウエマツ額縁店 小売業 家具・調度品 5%

60,808 東京都 渋谷区 ウェリアナ 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,809 東京都 渋谷区 ヴェレダナチュラルケアスタジオ恵比寿 小売業 その他小売 5%

60,810 東京都 渋谷区 Ｖｅｎｔｕｎｏ Ｔｏｋｙｏ サービス 飲食業 5%

60,811 東京都 渋谷区 ヴェントゥーノ東京 サービス 飲食業 5%

60,812 東京都 渋谷区 ＢｅｅｎｕＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

60,813 東京都 渋谷区 ＷＥＭＢＬＥＹ サービス 理容・美容業 5%

60,814 東京都 渋谷区 ＶｏｇｕＡ サービス 理容・美容業 5%

60,815 東京都 渋谷区 ＷＡＬＫ　ＩＮ　ＣＬＯＳＥＴ 小売業 衣料品 5%

60,816 東京都 渋谷区 ヴォージュ 小売業 衣料品 5%
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60,817 東京都 渋谷区 ウォーターワールド東京 小売業 その他小売 5%

60,818 東京都 渋谷区 魚金醸造 サービス 飲食業 5%

60,819 東京都 渋谷区 魚平 サービス 飲食業 5%

60,820 東京都 渋谷区 魚ゆう サービス 飲食業 5%

60,821 東京都 渋谷区 ウサギ サービス 飲食業 5%

60,822 東京都 渋谷区 ＵｎｉｖｅｒｓＳ． サービス 飲食業 5%

60,823 東京都 渋谷区 うさぎのしっぽ恵比寿店 小売業 その他小売 5%

60,824 東京都 渋谷区 牛恋　恵比寿店 サービス 飲食業 5%

60,825 東京都 渋谷区 牛島利之 サービス 理容・美容業 5%

60,826 東京都 渋谷区 ＵＺＵ　ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

60,827 東京都 渋谷区 宇田川町魚金 サービス 飲食業 5%

60,828 東京都 渋谷区 歌広場　渋谷宇田川交番前店 サービス 飲食業 5%

60,829 東京都 渋谷区 歌広場　渋谷センター街別館 サービス 飲食業 5%

60,830 東京都 渋谷区 歌広場　渋谷センター街本館 サービス 飲食業 5%

60,831 東京都 渋谷区 歌広場　渋谷道玄坂店 サービス 飲食業 5%

60,832 東京都 渋谷区 歌広場　渋谷２４６通り店 サービス 飲食業 5%

60,833 東京都 渋谷区 歌広場　渋谷宮益坂店 サービス 飲食業 5%

60,834 東京都 渋谷区 歌広場　新宿南口店 サービス 飲食業 5%

60,835 東京都 渋谷区 歌広場　新宿南口本館 サービス 飲食業 5%

60,836 東京都 渋谷区 歌広場　代々木店 サービス 飲食業 5%

60,837 東京都 渋谷区 ウッド　ユウ　ライク　カンパニー 小売業 家具・調度品 5%

60,838 東京都 渋谷区 ウッドユウライクカンパニー 小売業 家具・調度品 5%

60,839 東京都 渋谷区 うつわ謙心 小売業 家具・調度品 5%

60,840 東京都 渋谷区 うつわ一客　東京店 小売業 家具・調度品 5%

60,841 東京都 渋谷区 うつわのみせ大文字 小売業 その他小売 5%

60,842 東京都 渋谷区 宇奈岐屋 サービス 飲食業 5%

60,843 東京都 渋谷区 ウノアエレジャパン 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,844 東京都 渋谷区 うぶすな サービス 飲食業 5%

60,845 東京都 渋谷区 うまえびす サービス 飲食業 5%

60,846 東京都 渋谷区 うみかぜやまうた サービス 飲食業 5%

60,847 東京都 渋谷区 ｕｒａ庭 サービス 飲食業 5%

60,848 東京都 渋谷区 裏ＮＯ庭　恵比寿店　恵比寿店 サービス 飲食業 5%

60,849 東京都 渋谷区 ＡＲ謎解きゲーム渋谷会場 サービス その他サービス 5%

60,850 東京都 渋谷区 株式会社映音空間 サービス その他サービス 5%

60,851 東京都 渋谷区 Ｈ・Ｐ・ＤＥＣＯ 小売業 家具・調度品 5%

60,852 東京都 渋谷区 ＨＳ　ＡＴＴＩＲＥ 小売業 衣料品 5%

60,853 東京都 渋谷区 Ｈ゜Ｍ’Ｓ”　ＷａｔｃｈＳｔｏｒｅ　表参道店 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,854 東京都 渋谷区 ＨＭ　ｈａｉｒ　渋谷店 サービス 理容・美容業 5%

60,855 東京都 渋谷区 ＨＫ【エイチケー】 サービス 理容・美容業 5%

60,856 東京都 渋谷区 Ｈ２コンチェルト　ジュエリー販売 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,857 東京都 渋谷区 ＨＢ サービス 飲食業 5%

60,858 東京都 渋谷区 Ｈ＋ サービス 理容・美容業 5%
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60,859 東京都 渋谷区 ＥＩＧＨＴ　ｓｈｉｂｕｙａ サービス 理容・美容業 5%

60,860 東京都 渋谷区 ＥＩＧＨＴ　ｓｈｉｎｊｕｋｕ サービス 理容・美容業 5%

60,861 東京都 渋谷区 ＥＩＧＨＴ　ｈａｒａｊｕｋｕ サービス 理容・美容業 5%

60,862 東京都 渋谷区 ＥＩＧＨＴ　ｐｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

60,863 東京都 渋谷区 ａｉｍ原宿店 サービス その他サービス 5%

60,864 東京都 渋谷区 永楽 サービス 飲食業 5%

60,865 東京都 渋谷区 Ａ．Ｙ．Ｊｕｄｉｅ 小売業 衣料品 5%

60,866 東京都 渋谷区 ＡＲ謎解きゲーム　サラと謎のハッカークラブ　　渋谷店 サービス その他サービス 5%

60,867 東京都 渋谷区 ａｋ サービス 理容・美容業 5%

60,868 東京都 渋谷区 ＡＣＧ＿Ｌａｂｏ 小売業 衣料品 5%

60,869 東京都 渋谷区 ＡＣＥ９０ＧＯＯＤＳＴＵＦＦ 小売業 その他小売 5%

60,870 東京都 渋谷区 Ａ１０ サービス 理容・美容業 5%

60,871 東京都 渋谷区 ＡＬＩＦＥＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

60,872 東京都 渋谷区 ｅｇａｏ サービス 飲食業 5%

60,873 東京都 渋谷区 エコファームカフェ６３２ サービス 飲食業 5%

60,874 東京都 渋谷区 ｅｇｅｒｉｅ　ｄａｙｓ サービス 理容・美容業 5%

60,875 東京都 渋谷区 ＡＣＤＣ　ＲＡＧ　９３ 小売業 衣料品 5%

60,876 東京都 渋谷区 ＡＣＤＣ　ＲＡＧ　１４ 小売業 衣料品 5%

60,877 東京都 渋谷区 ＡＣＤＣ　ＲＡＧ　ＶＩＴＥ 小売業 衣料品 5%

60,878 東京都 渋谷区 ＡＣＤＣ　ＲＡＧ　ＭＡＲＣＹ 小売業 衣料品 5%

60,879 東京都 渋谷区 ｓｎｎｓｅｗｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

60,880 東京都 渋谷区 Ｓ．Ｏ．Ｓｆｐ 小売業 衣料品 5%

60,881 東京都 渋谷区 エスカレーター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

60,882 東京都 渋谷区 Ｓ?ＫＩＫＩ 小売業 衣料品 5%

60,883 東京都 渋谷区 エステサロンラヴィ サービス 理容・美容業 5%

60,884 東京都 渋谷区 エステル笹塚店 小売業 衣料品 5%

60,885 東京都 渋谷区 エスネイル渋谷本店 サービス 理容・美容業 5%

60,886 東京都 渋谷区 エスポアール サービス その他サービス 5%

60,887 東京都 渋谷区 ＥＴＳＵＢＯ サービス 飲食業 5%

60,888 東京都 渋谷区 Ｈｅｄｙ 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,889 東京都 渋谷区 ＥＤＩＦＩＣＥ　ＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

60,890 東京都 渋谷区 ＥＤＷＩＮ ＴＯＫＹＯ ＨＡＲＡＪＵＫＵ 小売業 衣料品 5%

60,891 東京都 渋谷区 ＥＤＷＩＮＤＥＮＩＭＧＡＬＡＸＹ　原宿店 小売業 衣料品 5%

60,892 東京都 渋谷区 ＥＤＷＩＮ　ＴＯＫＹＯ　原宿 小売業 衣料品 5%

60,893 東京都 渋谷区 ＥＴＨＯＳＥＮＳｏｆＷｈｉｔｅＳａｕｃＥ 小売業 衣料品 5%

60,894 東京都 渋谷区 エトフ 小売業 衣料品 5%

60,895 東京都 渋谷区 えとらんぜみつるパート２ 小売業 衣料品 5%

60,896 東京都 渋谷区 Ｅｄｗａｒｄ サービス 理容・美容業 5%

60,897 東京都 渋谷区 ＥＴＯＩＬＥ　ＢＥＡＵＴＹ サービス 理容・美容業 5%

60,898 東京都 渋谷区 Ａｎｙｗａｙ　やむなし サービス 飲食業 5%

60,899 東京都 渋谷区 ＥＮＩＳＨＩ サービス 理容・美容業 5%

60,900 東京都 渋谷区 エニスモアガーデン 小売業 食料品 5%
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60,901 東京都 渋谷区 Ｎ サービス 理容・美容業 5%

60,902 東京都 渋谷区 クラブハウス 小売業 その他小売 5%

60,903 東京都 渋谷区 ＮＡスポーツクラブＡ?１　笹塚店 サービス その他サービス 5%

60,904 東京都 渋谷区 ＮＴＡＸＧｒｏｕｐ サービス その他サービス 5%

60,905 東京都 渋谷区 Ｎ－ｐａｒｋ　ｂａｒａｎｄｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

60,906 東京都 渋谷区 ＮＲｅｌａｘａｔｉｏｎ＆ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

60,907 東京都 渋谷区 クラリティ株式会社 サービス その他サービス 5%

60,908 東京都 渋谷区 恵比寿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

60,909 東京都 渋谷区 恵比寿　英司 サービス 飲食業 5%

60,910 東京都 渋谷区 恵比寿　吉乃坐 サービス 飲食業 5%

60,911 東京都 渋谷区 恵比寿　ソナム サービス 飲食業 5%

60,912 東京都 渋谷区 恵比寿それがし サービス 飲食業 5%

60,913 東京都 渋谷区 恵比寿 タイ屋台 ラオラオ サービス 飲食業 5%

60,914 東京都 渋谷区 エビス　バインミー サービス 飲食業 5%

60,915 東京都 渋谷区 ＥＢＩＳＵ　蓮 サービス 飲食業 5%

60,916 東京都 渋谷区 えびすあふそや サービス 飲食業 5%

60,917 東京都 渋谷区 セブン－イレブン恵比寿アメリカ橋店 小売業 食料品 2%

60,918 東京都 渋谷区 恵比寿魚一商店 サービス 飲食業 5%

60,919 東京都 渋谷区 恵比寿魚金 サービス 飲食業 5%

60,920 東京都 渋谷区 セブン－イレブン恵比寿駅北店 小売業 食料品 2%

60,921 東京都 渋谷区 セブン－イレブン恵比寿駅東口店 小売業 食料品 2%

60,922 東京都 渋谷区 セブン－イレブン恵比寿駅前店 小売業 食料品 2%

60,923 東京都 渋谷区 えびす海岸　りん サービス 飲食業 5%

60,924 東京都 渋谷区 エビス花園 小売業 その他小売 5%

60,925 東京都 渋谷区 恵比寿ギャラリーアイ 小売業 衣料品 5%

60,926 東京都 渋谷区 恵比寿くろいわ サービス 飲食業 5%

60,927 東京都 渋谷区 ＥＢＩＳＵ　Ｋ’ｓ　ＢＯＸ サービス その他サービス 5%

60,928 東京都 渋谷区 エビスゴルフクラブ 小売業 その他小売 5%

60,929 東京都 渋谷区 恵比寿ジャックポット サービス 飲食業 5%

60,930 東京都 渋谷区 恵比寿ダイニング囲本 サービス 飲食業 5%

60,931 東京都 渋谷区 えびす駄菓子バー サービス 飲食業 5%

60,932 東京都 渋谷区 恵比寿２丁目サロンたに サービス 理容・美容業 5%

60,933 東京都 渋谷区 恵比寿のオーダーサロンｔａｋｅｒ 小売業 衣料品 5%

60,934 東京都 渋谷区 恵比寿の花屋 小売業 その他小売 5%

60,935 東京都 渋谷区 恵比寿ボディケア サービス その他サービス 5%

60,936 東京都 渋谷区 恵比寿ホリック　ホテル サービス 宿泊業 5%

60,937 東京都 渋谷区 恵比寿　本丸 サービス 飲食業 5%

60,938 東京都 渋谷区 恵比寿　ＭＡＮＩＮ サービス 飲食業 5%

60,939 東京都 渋谷区 恵比寿まんまる サービス 飲食業 5%

60,940 東京都 渋谷区 恵比寿横丁　だるまてんぐ サービス 飲食業 5%

60,941 東京都 渋谷区 エビスレザー 小売業 その他小売 5%

60,942 東京都 渋谷区 えびな亭 サービス 飲食業 5%
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60,943 東京都 渋谷区 株式会社エフ・ツー・ポイント サービス その他サービス 5%

60,944 東京都 渋谷区 #FR2 梅 小売業 衣料品 5%

60,945 東京都 渋谷区 ♯FR2 HARAJUKU 小売業 衣料品 5%

60,946 東京都 渋谷区 ＦＡＴ　ＨＥＡＤ　ＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

60,947 東京都 渋谷区 ＦＡＴ　ＨＥＡＤ　ＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

60,948 東京都 渋谷区 ＦＢｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

60,949 東京都 渋谷区 ＦＢｅａｕｔｙ表参道ＶＩＬＬＡ店 サービス 理容・美容業 5%

60,950 東京都 渋谷区 エフマートほしの 小売業 その他小売 5%

60,951 東京都 渋谷区 ｅｖｅｒｙｄａｙｂｙｃｏｌｌｅｘ 小売業 衣料品 5%

60,952 東京都 渋谷区 ＥＰＯ　ＨＡＩＲ　ＳＴＵＤＩＯ サービス 理容・美容業 5%

60,953 東京都 渋谷区 ｅｍｍａＬＯＵＮＧＥ サービス 飲食業 5%

60,954 東京都 渋谷区 ｅｍｉｔ サービス その他サービス 5%

60,955 東京都 渋谷区 ｅｍｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

60,956 東京都 渋谷区 ＭＩジャパン　東京校 サービス その他サービス 5%

60,957 東京都 渋谷区 ＭＡＧＩＣＳＴＩＣＫＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

60,958 東京都 渋谷区 ｍ．ｍ．ｍ 小売業 衣料品 5%

60,959 東京都 渋谷区 ｍｍｓｕ－ｈａ　代々木上原店 サービス その他サービス 5%

60,960 東京都 渋谷区 ＭＬＢｃａｆｅＴＯＫＹＯ恵比寿店 サービス 飲食業 5%

60,961 東京都 渋谷区 Ｍ１８ 小売業 衣料品 5%

60,962 東京都 渋谷区 エムズグレイシー表参道店 小売業 衣料品 5%

60,963 東京都 渋谷区 Ｍ　ＳＴＹＬＥ サービス 理容・美容業 5%

60,964 東京都 渋谷区 エムズネイル　恵比寿店 サービス 理容・美容業 5%

60,965 東京都 渋谷区 ｍ２　ＰＥＥＫ－Ａ－ＢＯＯ サービス 理容・美容業 5%

60,966 東京都 渋谷区 Ｍ’ｓライフサービス株式会社 サービス その他サービス 5%

60,967 東京都 渋谷区 Ｍ２ＳＴＹＬＥ 小売業 衣料品 5%

60,968 東京都 渋谷区 ＭＤＣ　渋谷店 サービス 理容・美容業 5%

60,969 東京都 渋谷区 ＭＢＴウォーキングショップ恵比寿コア 小売業 衣料品 5%

60,970 東京都 渋谷区 エムプリント 小売業 その他小売 5%

60,971 東京都 渋谷区 ｍｙｋ サービス 理容・美容業 5%

60,972 東京都 渋谷区 ａｉｍｅｒｆｅｅｌ　表参道原宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

60,973 東京都 渋谷区 エメフィール　原宿店 小売業 衣料品 5%

60,974 東京都 渋谷区 ＥＲＩＣＫ ＳＯＵＴＨ ＭＡＳＡＬＡ ＤＩＮＥＲ サービス 飲食業 5%

60,975 東京都 渋谷区 ＥＬＩＭＩＮＡＴＯＲ 小売業 衣料品 5%

60,976 東京都 渋谷区 Ｌ．Ａ．Ｊｕｉｃｅ　Ｊａｐａｎ サービス 飲食業 5%

60,977 東京都 渋谷区 ＬＴｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

60,978 東京都 渋谷区 ＥＬＮＥＳＴ ＴＯＫＹＯ  ＭＩＧＨＴＲＹ ＥＬＮＥＳＴ ＴＯＫＹＯ    ＭＩＧＨＴＲＹ 小売業 衣料品 5%

60,979 東京都 渋谷区 ＬＢＳ表参道店 サービス 理容・美容業 5%

60,980 東京都 渋谷区 エルミック サービス その他サービス 5%

60,981 東京都 渋谷区 ＴＨＥＥＬＥＰＨＡＮＴ 小売業 衣料品 5%

60,982 東京都 渋谷区 ＥＬＥＰＨＡＮＴ 小売業 その他小売 5%

60,983 東京都 渋谷区 ＥＲＯＳＴＩＫＡ 小売業 衣料品 5%

60,984 東京都 渋谷区 ＥＮ　ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ渋谷校 小売業 その他小売 5%
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60,985 東京都 渋谷区 Ｅｎダンススタジオ渋谷２ｎｄ 小売業 その他小売 5%

60,986 東京都 渋谷区 エンベリアショップ 小売業 その他小売 5%

60,987 東京都 渋谷区 ｙｅｎｗｏｒｋ 小売業 衣料品 5%

60,988 東京都 渋谷区 ＯＹＳＴＥＲ　ＢＡＲ　ＷＨＡＲＦ サービス 飲食業 5%

60,989 東京都 渋谷区 ＪＥＷＥＬＬＥＲＹＭＡＳＡＹＯ 小売業 衣料品 5%

60,990 東京都 渋谷区 オーガスタス サービス 飲食業 5%

60,991 東京都 渋谷区 大沢カメラ 小売業 その他小売 5%

60,992 東京都 渋谷区 大澤カメラ店 小売業 電化製品 5%

60,993 東京都 渋谷区 ＯＲＧＹ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

60,994 東京都 渋谷区 ＯＡＴＨ サービス 飲食業 5%

60,995 東京都 渋谷区 太田園茶店 小売業 食料品 5%

60,996 東京都 渋谷区 ＯＨ！ＮＯ！　ＢＵＯＮＯ！ サービス 飲食業 5%

60,997 東京都 渋谷区 Ｏｖｅｒｌａｎｄ サービス 理容・美容業 5%

60,998 東京都 渋谷区 Ｏｖｅｒｌａｎｄ サービス 理容・美容業 5%

60,999 東京都 渋谷区 オーバーランド サービス 理容・美容業 5%

61,000 東京都 渋谷区 オーパス・ナイン サービス その他サービス 5%

61,001 東京都 渋谷区 ＡＵＢＲＩＴＥ ＭＡＳＴＥＲＩＮＧ ＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

61,002 東京都 渋谷区 オープンルーム代々木店（縁家不動産株式会社） サービス その他サービス 5%

61,003 東京都 渋谷区 オーペシェ　グルマン サービス 飲食業 5%

61,004 東京都 渋谷区 ａｌｌｇｏｏｄ 小売業 衣料品 5%

61,005 東京都 渋谷区 オールグッドネバーベター原宿 小売業 衣料品 5%

61,006 東京都 渋谷区 ＯＬＤＨＡＴ 小売業 衣料品 5%

61,007 東京都 渋谷区 ＯＣＡＩＬＬＥ 小売業 衣料品 5%

61,008 東京都 渋谷区 岡野会計事務所 サービス その他サービス 5%

61,009 東京都 渋谷区 沖縄料理　５８ サービス 飲食業 5%

61,010 東京都 渋谷区 沖縄料理・あしびな～桜丘店 サービス 飲食業 5%

61,011 東京都 渋谷区 おぎ乃 サービス 飲食業 5%

61,012 東京都 渋谷区 ＯＡＫ恵比寿 サービス 理容・美容業 5%

61,013 東京都 渋谷区 奥座敷 サービス 飲食業 5%

61,014 東京都 渋谷区 株式会社オクトバス サービス その他サービス 5%

61,015 東京都 渋谷区 OQMEL 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,016 東京都 渋谷区 ＯＱＭＥＬ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,017 東京都 渋谷区 オグラ　渋谷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,018 東京都 渋谷区 お好み焼　天現寺亭 サービス 飲食業 5%

61,019 東京都 渋谷区 お酒とごはん　ふぅふぅ サービス 飲食業 5%

61,020 東京都 渋谷区 ＡＷＥＳＯＭＥ サービス 理容・美容業 5%

61,021 東京都 渋谷区 オーサワジャパン　新宿店 小売業 食料品 5%

61,022 東京都 渋谷区 オシャレサロンアサオカ サービス 理容・美容業 5%

61,023 東京都 渋谷区 ＳＴＵＤＩＯＣＯＣＯＲＯ サービス その他サービス 5%

61,024 東京都 渋谷区 ＯＺ 小売業 衣料品 5%

61,025 東京都 渋谷区 おすし　磯部 サービス 飲食業 5%

61,026 東京都 渋谷区 オゾンコミュニティ 小売業 衣料品 5%
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61,027 東京都 渋谷区 オゾンロックス 小売業 衣料品 5%

61,028 東京都 渋谷区 オゾンロックス　渋谷店 小売業 衣料品 5%

61,029 東京都 渋谷区 オゾンロックス　渋谷パルコ店 小売業 衣料品 5%

61,030 東京都 渋谷区 おでん割烹　ひで サービス 飲食業 5%

61,031 東京都 渋谷区 Ｏｔｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

61,032 東京都 渋谷区 オードリー 小売業 衣料品 5%

61,033 東京都 渋谷区 おにぎり維心　恵比寿店 サービス 飲食業 5%

61,034 東京都 渋谷区 お庭のいなずま サービス その他サービス 5%

61,035 東京都 渋谷区 尾道てっぱん家恵比寿丘の上で サービス 飲食業 5%

61,036 東京都 渋谷区 Ｏｆｆｉｃｅｎｏｒｍａｎ 小売業 衣料品 5%

61,037 東京都 渋谷区 ＯＰＳ　ＤＡＩＫＡＮＹＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

61,038 東京都 渋谷区 ＯＢＲＩ　ｈａｉｒ　表参道 サービス 理容・美容業 5%

61,039 東京都 渋谷区 ＯＰＥＮＦＩＳＨ サービス 飲食業 5%

61,040 東京都 渋谷区 おまっとさん　絆 サービス 飲食業 5%

61,041 東京都 渋谷区 ＯＭＯＡＰＡ サービス 理容・美容業 5%

61,042 東京都 渋谷区 表参道プライベートサロン　ｅｋｏＬｕ サービス 理容・美容業 5%

61,043 東京都 渋谷区 ＯＭＯＴＥＳＡＮＤＯ　ＢＯＸ　ＣＡＦＥ＆ＳＰＡＣＥ サービス 飲食業 5%

61,044 東京都 渋谷区 おもてなし　青山本店 サービス 飲食業 5%

61,045 東京都 渋谷区 Ｏｌａ　Ｐｉｌａｔｅｓ　Ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

61,046 東京都 渋谷区 オリエンタルエステ　エスプリ　新宿店 サービス 理容・美容業 5%

61,047 東京都 渋谷区 オリックスレンタカー渋谷駅西口店 サービス その他サービス 2%

61,048 東京都 渋谷区 オリンポスフォーヘアー サービス 理容・美容業 5%

61,049 東京都 渋谷区 ａｌｓｏ サービス 理容・美容業 5%

61,050 東京都 渋谷区 ｖａｎｄａｌｉｓｍ サービス 飲食業 5%

61,051 東京都 渋谷区 ＯＬＤ　ＥＮＧＬＡＮＤ　ＨＯＭＭＥ　広尾 サービス その他サービス 5%

61,052 東京都 渋谷区 ｏｌｔｒｅ　ｉｌ　ｃｉｅｌｏ サービス 飲食業 5%

61,053 東京都 渋谷区 ＯＲＯ サービス 理容・美容業 5%

61,054 東京都 渋谷区 ＯＲＯ　恵比寿【オロ】 サービス 理容・美容業 5%

61,055 東京都 渋谷区 音楽茶房Ｂｕｄｄｙ－Ｂｕｄｄｙ サービス 飲食業 5%

61,056 東京都 渋谷区 オンザヒル サービス 飲食業 5%

61,057 東京都 渋谷区 ＯＮＳＰＯＴＺ　渋谷本店 小売業 衣料品 5%

61,058 東京都 渋谷区 ＯＮＳＰＯＴＺ　原宿店 小売業 衣料品 5%

61,059 東京都 渋谷区 ＧＡＲＤＥＮＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

61,060 東京都 渋谷区 ＧＡＲＤＥＮ　ｏｍｏｔｅｓａｎｄｏ サービス 理容・美容業 5%

61,061 東京都 渋谷区 カードファナティック 小売業 その他小売 5%

61,062 東京都 渋谷区 ＣＡＲＤＭＡＮＪＡＰＡＮ サービス その他サービス 5%

61,063 東京都 渋谷区 Ｃａｒ　Ｐａｒｋｉｇ　ｃｏｃｏｔｉ サービス その他サービス 5%

61,064 東京都 渋谷区 海月 サービス 飲食業 5%

61,065 東京都 渋谷区 快善処ＢＡＭＢＯＯ サービス 理容・美容業 5%

61,066 東京都 渋谷区 カイラックス恵比寿院 サービス その他サービス 5%

61,067 東京都 渋谷区 カイロプラクティックＨａｎａ サービス 理容・美容業 5%

61,068 東京都 渋谷区 カーヴ・ドゥ・ラドゥセット 小売業 食料品 5%

1456



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

61,069 東京都 渋谷区 カオサン　渋谷宮益坂 サービス 飲食業 5%

61,070 東京都 渋谷区 ＧａＧａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,071 東京都 渋谷区 ＧａＧａＭＩＬＡＮＯ　原宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,072 東京都 渋谷区 かき小屋　恵比寿 サービス 飲食業 5%

61,073 東京都 渋谷区 牡蠣鉄　渋谷店 サービス 飲食業 5%

61,074 東京都 渋谷区 アトリエハーモニー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,075 東京都 渋谷区 家具のムラマツ 小売業 家具・調度品 5%

61,076 東京都 渋谷区 カクヤス　宇田川町店 小売業 食料品 5%

61,077 東京都 渋谷区 カクヤス恵比寿店 小売業 食料品 5%

61,078 東京都 渋谷区 カクヤス　千駄ケ谷店 小売業 食料品 5%

61,079 東京都 渋谷区 カクヤス　幡ケ谷店 小売業 食料品 5%

61,080 東京都 渋谷区 カクヤス　代々木上原店 小売業 食料品 5%

61,081 東京都 渋谷区 アンビーハイブ サービス 飲食業 5%

61,082 東京都 渋谷区 ＣＡＣＩＮＡ サービス 理容・美容業 5%

61,083 東京都 渋谷区 カシミヤシルクコレクション１ 小売業 衣料品 5%

61,084 東京都 渋谷区 CA4LA表参道 小売業 衣料品 5%

61,085 東京都 渋谷区 CA4LA渋谷 小売業 衣料品 5%

61,086 東京都 渋谷区 CA4LA代官山 小売業 衣料品 5%

61,087 東京都 渋谷区 カー・スコープ・ジャパン 小売業 その他小売 5%

61,088 東京都 渋谷区 ＣＡＳＴＥＬＬＡＮＯＴＥ 小売業 衣料品 5%

61,089 東京都 渋谷区 かつ吉渋谷店 サービス 飲食業 5%

61,090 東京都 渋谷区 ＣＡＫＣＯ サービス 理容・美容業 5%

61,091 東京都 渋谷区 カッシーナ・イクスシー　大阪店 小売業 家具・調度品 5%

61,092 東京都 渋谷区 ガッツソウル代々木店 サービス 飲食業 5%

61,093 東京都 渋谷区 カッパキャンティ サービス 飲食業 5%

61,094 東京都 渋谷区 割烹うづき サービス 飲食業 5%

61,095 東京都 渋谷区 勝又 サービス 飲食業 5%

61,096 東京都 渋谷区 ＧＡＲＤＥＮ　ＨＯＵＳＥ　ＣＲＡＦＴＳ サービス 飲食業 5%

61,097 東京都 渋谷区 カードファナティック渋谷店 小売業 その他小売 5%

61,098 東京都 渋谷区 ＫＡＴＲＩＮＡ サービス 理容・美容業 5%

61,099 東京都 渋谷区 カトリヤ 香取屋 小売業 食料品 5%

61,100 東京都 渋谷区 香取屋 サービス その他サービス 5%

61,101 東京都 渋谷区 カトルナフ代官山 小売業 衣料品 5%

61,102 東京都 渋谷区 かなう サービス 飲食業 5%

61,103 東京都 渋谷区 カナル サービス その他サービス 5%

61,104 東京都 渋谷区 金原畳店 サービス その他サービス 5%

61,105 東京都 渋谷区 かねまつ　渋谷１０９店 小売業 衣料品 5%

61,106 東京都 渋谷区 かねまつ　東急本店 小売業 衣料品 5%

61,107 東京都 渋谷区 Ｃａｎｏｎｂｙｆｌａｍｍｅｕｍ恵比寿 サービス 理容・美容業 5%

61,108 東京都 渋谷区 ＧＡＨＡＫＵ株式会社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,109 東京都 渋谷区 カパラッチ 小売業 その他小売 5%

61,110 東京都 渋谷区 カブール 小売業 衣料品 5%
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61,111 東京都 渋谷区 ｃａｆｅ　ａ　ｌａ　ｔｉｅｎｎｅ サービス 飲食業 5%

61,112 東京都 渋谷区 カフェ　アン・ジェリー サービス 飲食業 5%

61,113 東京都 渋谷区 カフェＲａｉＲａｉ サービス 飲食業 5%

61,114 東京都 渋谷区 Ｃａｆｅ＆Ｄｅｌｉ　ＯＬＩＶＥ サービス 飲食業 5%

61,115 東京都 渋谷区 Ｃａｆｅ＆ＢａｒＩＲＩＳ サービス 飲食業 5%

61,116 東京都 渋谷区 ｃａｆｅ＆ｂｏｏｋｓ　ｂｉｂｌｉｏｔｈｅｑｕｅ サービス 飲食業 5%

61,117 東京都 渋谷区 ＣａｆｅＦ＋ サービス その他サービス 5%

61,118 東京都 渋谷区 カフェセミコロン幡ヶ谷 サービス 飲食業 5%

61,119 東京都 渋谷区 Ｃａｆｅ－Ｄｉｎｎｅｒ　Ｓ’ サービス 飲食業 5%

61,120 東京都 渋谷区 カフェダイニング　ポポラーレ サービス 飲食業 5%

61,121 東京都 渋谷区 Ｃａｆｅ　　Ｆｌａｔｔｉｅ サービス 飲食業 5%

61,122 東京都 渋谷区 Cａｆｅ　ｆｒｉｅｎｄｓ サービス 飲食業 5%

61,123 東京都 渋谷区 カフェＲａｉＲａｉ　西原店 サービス 飲食業 5%

61,124 東京都 渋谷区 株式会社ａｒｔＬａｒｇｅ サービス その他サービス 5%

61,125 東京都 渋谷区 株式会社アーモンド・アイ 小売業 衣料品 5%

61,126 東京都 渋谷区 代官山ＲＩＮＧＲＡＺＩＡＲＥｋｏｊｉｍｏｒｉｔａ サービス 飲食業 5%

61,127 東京都 渋谷区 株式会社アヴァランチ新渋谷店 小売業 その他小売 5%

61,128 東京都 渋谷区 株式会社アウトマッチ サービス その他サービス 5%

61,129 東京都 渋谷区 株式会社アクセラリージェンシー サービス その他サービス 5%

61,130 東京都 渋谷区 株式会社ＡＳＢＲＩＤＧＥ サービス 飲食業 5%

61,131 東京都 渋谷区 株式会社アナロジコ 小売業 衣料品 5%

61,132 東京都 渋谷区 株式会社アプレドゥマン 小売業 衣料品 5%

61,133 東京都 渋谷区 株式会社アペリテスデザイン 小売業 衣料品 5%

61,134 東京都 渋谷区 アンディ サービス 飲食業 5%

61,135 東京都 渋谷区 株式会社イーライフグループ サービス その他サービス 5%

61,136 東京都 渋谷区 株式会社イオニア 小売業 家具・調度品 5%

61,137 東京都 渋谷区 株式会社池部楽器店 グランディ ジャングル１Ｆ 小売業 その他小売 5%

61,138 東京都 渋谷区 株式会社池部楽器店 ハートマンヴィンテージギターズ 小売業 その他小売 5%

61,139 東京都 渋谷区 株式会社池部楽器店 ギターズステーション 小売業 その他小売 5%

61,140 東京都 渋谷区 株式会社池部楽器店　ドラムステーション渋谷 小売業 その他小売 5%

61,141 東京都 渋谷区 株式会社池部楽器店　ベースコレクション 小売業 その他小売 5%

61,142 東京都 渋谷区 株式会社池部楽器店 パワーレック５Ｆ 小売業 その他小売 5%

61,143 東京都 渋谷区 株式会社池部楽器店　アンプステーション 小売業 その他小売 5%

61,144 東京都 渋谷区 株式会社池部楽器店 ハートマンギターズ 小売業 その他小売 5%

61,145 東京都 渋谷区 株式会社池部楽器店 ウインドブロス 小売業 その他小売 5%

61,146 東京都 渋谷区 株式会社池部楽器店　トランペットステーション 小売業 その他小売 5%

61,147 東京都 渋谷区 株式会社池部楽器店 ２４６ギターズ 小売業 その他小売 5%

61,148 東京都 渋谷区 株式会社池部楽器店　グランディベース東京 小売業 その他小売 5%

61,149 東京都 渋谷区 株式会社イデアル サービス その他サービス 5%

61,150 東京都 渋谷区 株式会社ｖａｒｙ サービス 理容・美容業 5%

61,151 東京都 渋谷区 株式会社ＨＪＰＣｏｒｐｏｒａｉｔｏｎ サービス その他サービス 5%

61,152 東京都 渋谷区 株式会社ＳＲＦ サービス その他サービス 5%
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61,153 東京都 渋谷区 ｐａｒｃ サービス 飲食業 5%

61,154 東京都 渋谷区 株式会社エンファクトリー サービス その他サービス 5%

61,155 東京都 渋谷区 株式会社ＯＨ サービス その他サービス 5%

61,156 東京都 渋谷区 株式会社オモイガネ サービス その他サービス 5%

61,157 東京都 渋谷区 株式会社カーディガン 小売業 衣料品 5%

61,158 東京都 渋谷区 株式会社カエラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,159 東京都 渋谷区 株式会社カーディガン 小売業 衣料品 5%

61,160 東京都 渋谷区 銀河 サービス その他サービス 5%

61,161 東京都 渋谷区 株式会社グッディサウンズ サービス その他サービス 5%

61,162 東京都 渋谷区 株式会社グラウディア サービス その他サービス 5%

61,163 東京都 渋谷区 株式会社クラウドコンサルティング 新宿本社 サービス その他サービス 5%

61,164 東京都 渋谷区 株式会社クレアーヴェ 小売業 衣料品 5%

61,165 東京都 渋谷区 ＫＯＫＯＯ サービス その他サービス 5%

61,166 東京都 渋谷区 株式会社さくら事務所 サービス その他サービス 5%

61,167 東京都 渋谷区 株式会社サンクト・ジャパン 小売業 その他小売 5%

61,168 東京都 渋谷区 高匠 サービス その他サービス 5%

61,169 東京都 渋谷区 株式会社ジオノ サービス その他サービス 5%

61,170 東京都 渋谷区 ギャラバー サービス 飲食業 5%

61,171 東京都 渋谷区 株式会社聚光 小売業 衣料品 5%

61,172 東京都 渋谷区 株式会社しんか サービス その他サービス 5%

61,173 東京都 渋谷区 株式会社３Ｔｏｐ サービス その他サービス 5%

61,174 東京都 渋谷区 株式会社ＣＥＳエンタテインメント サービス その他サービス 5%

61,175 東京都 渋谷区 株式会社ＳＥＮＤＦＥＥＬＩＮＧＳ サービス その他サービス 5%

61,176 東京都 渋谷区 ことばの森ソルレム サービス その他サービス 5%

61,177 東京都 渋谷区 ｔｉｎｙｆｉｓｈｃｏｍｐａｎｙ 小売業 衣料品 5%

61,178 東京都 渋谷区 株式会社タムラ 小売業 その他小売 5%

61,179 東京都 渋谷区 株式会社ｔｅｐ サービス その他サービス 5%

61,180 東京都 渋谷区 株式会社東京ブックセンター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,181 東京都 渋谷区 株式会社トニーアンドガイ恵比寿 サービス 理容・美容業 5%

61,182 東京都 渋谷区 株式会社ＦＡＳＴＯＲＹ サービス その他サービス 5%

61,183 東京都 渋谷区 株式会社ｆｏｒｔ 小売業 衣料品 5%

61,184 東京都 渋谷区 株式会社ブリス サービス 理容・美容業 5%

61,185 東京都 渋谷区 株式会社プレゼンス サービス 理容・美容業 5%

61,186 東京都 渋谷区 株式会社前田 サービス その他サービス 5%

61,187 東京都 渋谷区 株式会社モンド サービス 理容・美容業 5%

61,188 東京都 渋谷区 株式会社夜間飛行（ｍａｄａｍｅＨＣＬＯＳＥＴ－上原本店） 小売業 衣料品 5%

61,189 東京都 渋谷区 株式会社ユ－ロジャパンエレガンス 小売業 衣料品 5%

61,190 東京都 渋谷区 株式会社ラ・パレット 小売業 その他小売 5%

61,191 東京都 渋谷区 株式会社ライフウィズ サービス その他サービス 5%

61,192 東京都 渋谷区 株式会社ライフタイム・アスリート サービス その他サービス 5%

61,193 東京都 渋谷区 株式会社ＬｉｖｅＲｉｄｅｒ サービス その他サービス 5%

61,194 東京都 渋谷区 株式会社ラティーナ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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61,195 東京都 渋谷区 株式会社ＬＯＯＰ サービス その他サービス 5%

61,196 東京都 渋谷区 カブシキガイシャレアノーレ サービス その他サービス 5%

61,197 東京都 渋谷区 株式会社ロムドシン 小売業 その他小売 5%

61,198 東京都 渋谷区 リップルリンク サービス その他サービス 5%

61,199 東京都 渋谷区 カプリチョーザ サービス 飲食業 5%

61,200 東京都 渋谷区 カプリチョーザ　渋谷本店 サービス 飲食業 5%

61,201 東京都 渋谷区 ＫＡＰＥＬＭＵＵＲ渋谷ｃｏｃｏｔｉ 小売業 衣料品 5%

61,202 東京都 渋谷区 ＫＡＰＥＬＭＵＵＲ渋谷ココチ店 小売業 衣料品 5%

61,203 東京都 渋谷区 Ｃａｂｏｔｔｅ サービス 飲食業 5%

61,204 東京都 渋谷区 ＫａｈｏｐａｉＣｏｎＢｏｏｔｈ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,205 東京都 渋谷区 髪質改善サロンＯｎｅｄａｙ表参道 サービス 理容・美容業 5%

61,206 東京都 渋谷区 神山町魚金 サービス 飲食業 5%

61,207 東京都 渋谷区 セブン－イレブン神山店 小売業 食料品 2%

61,208 東京都 渋谷区 ＣＯＭＥ　ＣＯＭＥ サービス 理容・美容業 5%

61,209 東京都 渋谷区 ＣＨＡＭＯＭＩＬＥ サービス 理容・美容業 5%

61,210 東京都 渋谷区 ＫＯＬＯＲ 小売業 衣料品 5%

61,211 東京都 渋谷区 ｃｏｌｏｕｒ　ｄｅｓｉｇｎ 小売業 その他小売 5%

61,212 東京都 渋谷区 カラオケパセラ渋谷 サービス 飲食業 5%

61,213 東京都 渋谷区 カラオケパセラ渋谷 サービス 飲食業 5%

61,214 東京都 渋谷区 カラオケパセラ渋谷 サービス 飲食業 5%

61,215 東京都 渋谷区 ＧＡＲＡＪＥ 小売業 その他小売 5%

61,216 東京都 渋谷区 ＫＡ・ＲＡ・ＤＡ　Ｓｔｒｅｔｃｈ代々木店 サービス その他サービス 5%

61,217 東京都 渋谷区 カラダピオニー　恵比寿店 サービス その他サービス 5%

61,218 東京都 渋谷区 カラダファクトリー　恵比寿東口店 サービス その他サービス 5%

61,219 東京都 渋谷区 カラダファクトリー笹塚店 サービス その他サービス 5%

61,220 東京都 渋谷区 カラダファクトリー　渋谷宮益坂下店 サービス その他サービス 5%

61,221 東京都 渋谷区 カラダファクトリー　代官山店 サービス その他サービス 5%

61,222 東京都 渋谷区 ＫＡ・ＲＡ・ＤＡ　ＢＯＤＹ　ＭＡＧＩＣ サービス その他サービス 5%

61,223 東京都 渋谷区 カラＮＥＴ２４　渋谷道玄坂店 サービス 飲食業 5%

61,224 東京都 渋谷区 Ｇａｌａｎｔｅ　　【ガランテ】 サービス 理容・美容業 5%

61,225 東京都 渋谷区 ＣｈａｒｉｓＣｏｓｍｉｃＢｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

61,226 東京都 渋谷区 カリスタ恵比寿駅前店 サービス その他サービス 5%

61,227 東京都 渋谷区 カリスタ恵比寿本店 サービス その他サービス 5%

61,228 東京都 渋谷区 カリーナエレガンスラウンジ 小売業 その他小売 5%

61,229 東京都 渋谷区 ＧａｒＥｄｅｎ サービス 飲食業 5%

61,230 東京都 渋谷区 カルツェリアホソノ 小売業 衣料品 5%

61,231 東京都 渋谷区 ガルニトウキョウ 小売業 衣料品 5%

61,232 東京都 渋谷区 ＣＡＲＰＥ　ＤＩＥＭ　ＢＪＪ サービス その他サービス 5%

61,233 東京都 渋谷区 梵 ｋａｒｍａｎ  梵?ｋａｒｍａｎ? サービス 理容・美容業 5%

61,234 東京都 渋谷区 梵～ｋａｒｍａｎ～ サービス 理容・美容業 5%

61,235 東京都 渋谷区 ガレージエデン 小売業 衣料品 5%

61,236 東京都 渋谷区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋アコルデ代々木上原店 サービス 飲食業 2%
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61,237 東京都 渋谷区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ恵比寿駅東口店 サービス 飲食業 2%

61,238 東京都 渋谷区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋渋谷区宇田川町店 サービス 飲食業 2%

61,239 東京都 渋谷区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋渋谷区笹塚店 サービス 飲食業 2%

61,240 東京都 渋谷区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋渋谷区初台店 サービス 飲食業 2%

61,241 東京都 渋谷区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋渋谷並木橋店 サービス 飲食業 2%

61,242 東京都 渋谷区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋代々木駅西口店 サービス 飲食業 2%

61,243 東京都 渋谷区 ＣａＲｅＳ代官山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,244 東京都 渋谷区 川上楽器　本店 サービス その他サービス 5%

61,245 東京都 渋谷区 川辺自転車店 小売業 その他小売 5%

61,246 東京都 渋谷区 眼鏡店オグラ　渋谷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,247 東京都 渋谷区 カンコーショップ原宿 小売業 衣料品 5%

61,248 東京都 渋谷区 カンゴール 小売業 その他小売 5%

61,249 東京都 渋谷区 ＫＡＮコルギセラピー渋谷店 サービス その他サービス 5%

61,250 東京都 渋谷区 関西割烹のら サービス 飲食業 5%

61,251 東京都 渋谷区 元祖広島お好み焼き鉄板焼き　うさぎ　元祖広島お好み焼き鉄板焼き　うさぎ サービス 飲食業 5%

61,252 東京都 渋谷区 神田電気 小売業 電化製品 5%

61,253 東京都 渋谷区 神田理恵 サービス その他サービス 5%

61,254 東京都 渋谷区 カンフル　東京裏原店 小売業 衣料品 5%

61,255 東京都 渋谷区 カンフル　原宿店 小売業 衣料品 5%

61,256 東京都 渋谷区 官兵衛／一禅 サービス 飲食業 5%

61,257 東京都 渋谷区 Ｇｕｉａ サービス 理容・美容業 5%

61,258 東京都 渋谷区 ＫｉＵ　渋谷 小売業 その他小売 5%

61,259 東京都 渋谷区 Ｋｉｅｆ サービス 理容・美容業 5%

61,260 東京都 渋谷区 季織亭 サービス 飲食業 5%

61,261 東京都 渋谷区 ＫＩＫＡｓｔｙｌｅ 小売業 衣料品 5%

61,262 東京都 渋谷区 ＫＩＣＳ　ＤＯＣＵＭＥＮＴ． 小売業 衣料品 5%

61,263 東京都 渋谷区 ｋｘｘｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

61,264 東京都 渋谷区 ＫＩＫＵＮＯＢＵ 東京 小売業 衣料品 5%

61,265 東京都 渋谷区 キクミミ サービス その他サービス 5%

61,266 東京都 渋谷区 きく屋宝石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,267 東京都 渋谷区 季節割烹　勝味 サービス 飲食業 5%

61,268 東京都 渋谷区 セブン－イレブン北参道駅前店 小売業 食料品 2%

61,269 東京都 渋谷区 きたぽん酒 サービス 飲食業 5%

61,270 東京都 渋谷区 ＫＩＣＨＩＲＩ サービス 飲食業 5%

61,271 東京都 渋谷区 ＫＩＣＨＩＲＩ恵比寿 サービス 飲食業 5%

61,272 東京都 渋谷区 ＫＩＣＨＩＲＩ渋谷 サービス 飲食業 5%

61,273 東京都 渋谷区 ＫＩＣＨＩＲＩ渋谷宮益坂下 サービス 飲食業 5%

61,274 東京都 渋谷区 Ｋｉｄｓ　ＤＲＥＳＳ　Ｍａｒｋｅｔ 小売業 衣料品 5%

61,275 東京都 渋谷区 ぎっちょん サービス 飲食業 5%

61,276 東京都 渋谷区 ｋｉｔｃｈｅｎ５０１ サービス 飲食業 5%

61,277 東京都 渋谷区 ｋｉｔｃｈｅｎｃｉｒｃａ サービス 飲食業 5%

61,278 東京都 渋谷区 キッチンわたりがらす サービス 飲食業 5%
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61,279 東京都 渋谷区 キッドブルー・アルカディア 小売業 衣料品 5%

61,280 東京都 渋谷区 喜道庵　渋谷店 サービス 飲食業 5%

61,281 東京都 渋谷区 きのした恵比寿はなれ サービス 飲食業 5%

61,282 東京都 渋谷区 ｋｉ．ｈａ．ｄａ恵比寿店 サービス その他サービス 5%

61,283 東京都 渋谷区 ＫＩＭＩＤＯＲＩ サービス 理容・美容業 5%

61,284 東京都 渋谷区 きみまち坂 サービス 飲食業 5%

61,285 東京都 渋谷区 ＫｉｍｏｎｏＫａｂｕｋｉｓ 小売業 衣料品 5%

61,286 東京都 渋谷区 着物志げや 小売業 衣料品 5%

61,287 東京都 渋谷区 ｋｉｍｏｎｏ　ＴＯＫＹＯ　原宿店 サービス その他サービス 5%

61,288 東京都 渋谷区 キモノモード催事 小売業 衣料品 5%

61,289 東京都 渋谷区 キモノモード 小売業 その他小売 5%

61,290 東京都 渋谷区 キモノモード 小売業 その他小売 5%

61,291 東京都 渋谷区 キモノモ－ド立川店 小売業 衣料品 5%

61,292 東京都 渋谷区 ギャザ 小売業 衣料品 5%

61,293 東京都 渋谷区 キャサリンハムネット　ファイヤー通り店 小売業 衣料品 5%

61,294 東京都 渋谷区 キャサリンハムネット渋谷ファイヤー通り店 小売業 衣料品 5%

61,295 東京都 渋谷区 ＣＡＳＳＩＤＹ　原宿店 小売業 衣料品 5%

61,296 東京都 渋谷区 ＱＵＡＴＲＥＶＩＮＧＴＨＵＩＴ サービス 理容・美容業 5%

61,297 東京都 渋谷区 ＣＡＮＮＯＮＤＡＬＥ　ＳＴＡＲＳＴＯＲＥ 小売業 その他小売 5%

61,298 東京都 渋谷区 ＫＡＰＩＴＡＬ　恵比寿店 小売業 衣料品 5%

61,299 東京都 渋谷区 ＫＡＰＩＴＡＬ　ＬＥＧＳ店 小売業 衣料品 5%

61,300 東京都 渋谷区 キャフェグラフィック 小売業 衣料品 5%

61,301 東京都 渋谷区 ＧＡＬＡＸＹ　ＳＴＡＲ　ＳＴＯＲＥ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,302 東京都 渋谷区 ＣＡＲＡＭＥＬ代官山店 小売業 衣料品 5%

61,303 東京都 渋谷区 ＧＡＬＬＥＲＹ・２　渋谷店 小売業 その他小売 5%

61,304 東京都 渋谷区 ギャラリー　ファインアーティスト 小売業 家具・調度品 5%

61,305 東京都 渋谷区 ぎゃらりい　たねから 小売業 その他小売 5%

61,306 東京都 渋谷区 ＧＡＬＬＥＲＹＡＲＴＥＳＴＡ サービス その他サービス 5%

61,307 東京都 渋谷区 ギャラリーソラノハコ 小売業 その他小売 5%

61,308 東京都 渋谷区 ギャラリー１９５０ 小売業 その他小売 5%

61,309 東京都 渋谷区 ギャラリー子の星 小売業 その他小売 5%

61,310 東京都 渋谷区 ギャラリーヨリ サービス その他サービス 5%

61,311 東京都 渋谷区 ＧａｌｌｅｒｙＣｏｎｃｅａｌシブ サービス 飲食業 5%

61,312 東京都 渋谷区 ギャラリー空箱 小売業 家具・調度品 5%

61,313 東京都 渋谷区 ＧＡＬＬＥＲＹ・２　渋谷１Ｆ店 小売業 その他小売 5%

61,314 東京都 渋谷区 ＧＡＬＬＥＲＹ・２　渋谷２Ｆ店 小売業 その他小売 5%

61,315 東京都 渋谷区 ＧＡＲＤ?ＣＯＬＬＥＣＴＩＶＥ 小売業 衣料品 5%

61,316 東京都 渋谷区 ＧＡＲＤＥＣＯＬＬＥＣＴＩＶＥ　代官山 小売業 衣料品 5%

61,317 東京都 渋谷区 ＧＡＬＦＩＴ　原宿店 小売業 衣料品 5%

61,318 東京都 渋谷区 ｇａｌｌｅｒｉｅ　ＴＯＫＹＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,319 東京都 渋谷区 キャンティ サービス 飲食業 5%

61,320 東京都 渋谷区 キャンティ・ピエトラ サービス 飲食業 5%
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61,321 東京都 渋谷区 キャンティー　デュウエ サービス 飲食業 5%

61,322 東京都 渋谷区 キャンティ　クアトロシェルクラブ サービス 飲食業 5%

61,323 東京都 渋谷区 キャンティ・クアトロシェルクラブ サービス 飲食業 5%

61,324 東京都 渋谷区 キャンティークワトロ・シェルクラブ サービス 飲食業 5%

61,325 東京都 渋谷区 キャンティークワトロ・シェルクラブ サービス 飲食業 5%

61,326 東京都 渋谷区 ＣＡＮＤＹ　ＳＨＯＷＴＩＭＥ　表参道本店 小売業 その他小売 5%

61,327 東京都 渋谷区 ＣＡＮＤＹ　ＳＨＯＷ　ＴＩＭＥ　ＣＡＴ店 小売業 その他小売 5%

61,328 東京都 渋谷区 キャンディー・ショータイム　Ｐ 小売業 その他小売 5%

61,329 東京都 渋谷区 キャンティノーノ サービス 飲食業 5%

61,330 東京都 渋谷区 牛角初台店 サービス 飲食業 2%

61,331 東京都 渋谷区 牛角原宿店 サービス 飲食業 2%

61,332 東京都 渋谷区 九合 サービス 飲食業 5%

61,333 東京都 渋谷区 九州直送熟成鮨わだのや サービス 飲食業 5%

61,334 東京都 渋谷区 九州料理と焼酎　尊　ＭＩＫＯＴＯ　　尊　新宿店 サービス 飲食業 5%

61,335 東京都 渋谷区 牛たん　英司 サービス 飲食業 5%

61,336 東京都 渋谷区 牛兵衛　渋谷店 サービス 飲食業 5%

61,337 東京都 渋谷区 京都勝牛渋谷道玄坂 サービス 飲食業 5%

61,338 東京都 渋谷区 京都勝牛原宿明治通り サービス 飲食業 5%

61,339 東京都 渋谷区 京橋千疋屋表参道原宿店 小売業 食料品 5%

61,340 東京都 渋谷区 ｋｉｌｉｃｏ． サービス 理容・美容業 5%

61,341 東京都 渋谷区 金閣 サービス 飲食業 5%

61,342 東京都 渋谷区 ＫＥＥＮ　ＧＡＲＡＧＥ　ＨＡＲＡＪＵＫＵ 小売業 その他小売 5%

61,343 東京都 渋谷区 ＧＩＮＺＡ　ＰＥＥＫ－Ａ－ＢＯＯ サービス 理容・美容業 5%

61,344 東京都 渋谷区 ＫＩＮＪＩｕｓｅｄｃｌｏｔｈｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

61,345 東京都 渋谷区 Ｋｉｎｊｏ サービス 飲食業 5%

61,346 東京都 渋谷区 ＫＩＮＳＥＬＬＡ 小売業 衣料品 5%

61,347 東京都 渋谷区 銀時原宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,348 東京都 渋谷区 吟の利久　渋谷駅前店 サービス 飲食業 5%

61,349 東京都 渋谷区 有限会社きんはる サービス 飲食業 5%

61,350 東京都 渋谷区 クアアイナ　渋谷宮益坂店 サービス 飲食業 5%

61,351 東京都 渋谷区 クアル　代官山店 小売業 衣料品 5%

61,352 東京都 渋谷区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ渋谷スペイン坂店 小売業 その他小売 5%

61,353 東京都 渋谷区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ渋谷スペイン坂店 小売業 その他小売 5%

61,354 東京都 渋谷区 賞美（株） サービス 理容・美容業 5%

61,355 東京都 渋谷区 クイックまつげエクステ　恵比寿本店 サービス 理容・美容業 5%

61,356 東京都 渋谷区 Ｑｕｉｎｔｅｔ　ｎａｉｌ　【クインテット・ネイル笹塚店】 サービス その他サービス 5%

61,357 東京都 渋谷区 ｃｏｏ　ｅｔ　ｆｕｕ　表参道 サービス 理容・美容業 5%

61,358 東京都 渋谷区 ｑｕａｄｒｏ 小売業 衣料品 5%

61,359 東京都 渋谷区 クーキ サービス 理容・美容業 5%

61,360 東京都 渋谷区 株式会社Ｃｏｒ 小売業 衣料品 5%

61,361 東京都 渋谷区 クオリアナークス サービス 理容・美容業 5%

61,362 東京都 渋谷区 Ｑｕｏｗｎ′【クオン】 サービス 理容・美容業 5%
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61,363 東京都 渋谷区 九月堂 サービス 飲食業 5%

61,364 東京都 渋谷区 ｋｕｓａｋａｎｍｕｒｉ 小売業 その他小売 5%

61,365 東京都 渋谷区 串揚げひなた サービス 飲食業 5%

61,366 東京都 渋谷区 串かつ　でんがな　渋谷店 サービス 飲食業 5%

61,367 東京都 渋谷区 串助 サービス 飲食業 5%

61,368 東京都 渋谷区 串助　原宿店 サービス 飲食業 5%

61,369 東京都 渋谷区 くし家　串猿 サービス 飲食業 5%

61,370 東京都 渋谷区 串焼焼鳥　ぶんぶく サービス 飲食業 5%

61,371 東京都 渋谷区 くし家串猿幡ヶ谷店 サービス 飲食業 5%

61,372 東京都 渋谷区 ｃｏｕｓｃｏｕｓｆｕｒｎｉｔｕｒｅ 小売業 その他小売 5%

61,373 東京都 渋谷区 Ｇｕｚｍａｎ　ｙ　Ｇｏｍｅｚ　渋谷店 サービス 飲食業 5%

61,374 東京都 渋谷区 Ｇ＇ｄａｙｍａｔｅ サービス 飲食業 5%

61,375 東京都 渋谷区 Ｇｏｏｄ Ｏｎ 小売業 衣料品 5%

61,376 東京都 渋谷区 ＧＯＯＤＮＥＩＧＨＢＯＲＳ＇ＦＩＮＥＦＯＯＤＳ サービス その他サービス 5%

61,377 東京都 渋谷区 ＧＯＯＤＬＩＦＥ サービス その他サービス 5%

61,378 東京都 渋谷区 ＫＵＤＯＨタクシー サービス 運輸業 5%

61,379 東京都 渋谷区 Ｋｕｎｕｔ 小売業 衣料品 5%

61,380 東京都 渋谷区 ｃｕｍａ サービス 飲食業 5%

61,381 東京都 渋谷区 KURA　渋谷店 サービス 飲食業 5%

61,382 東京都 渋谷区 ＫＬＥＩＮ　ＥＹＥＷＥＡＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,383 東京都 渋谷区 ＫＬＥＩＮ　ＥＹＥＷＥＡＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,384 東京都 渋谷区 ＣＲＯＷＮＢＥＡＴＳ サービス その他サービス 5%

61,385 東京都 渋谷区 ＫＵＲＡＫＵ サービス 理容・美容業 5%

61,386 東京都 渋谷区 ＫＬＡＳＳＥ１４ 小売業 その他小売 5%

61,387 東京都 渋谷区 Ｇｒａｄｕａｔｅ サービス 理容・美容業 5%

61,388 東京都 渋谷区 ｇｒａｎｉｔ サービス 理容・美容業 5%

61,389 東京都 渋谷区 グラニフ 小売業 その他小売 5%

61,390 東京都 渋谷区 ＧＲＡＶＩＴＹ サービス その他サービス 5%

61,391 東京都 渋谷区 ＣＬＵＢＥＤＷＩＮ原宿ＣＳ店 小売業 衣料品 5%

61,392 東京都 渋谷区 ｈｍ　ｇｌａｍｏｕｒ サービス 理容・美容業 5%

61,393 東京都 渋谷区 ＣＬＡＮ１５５０１＠ＧＭＡＩＬ．ＣＯＭ サービス 理容・美容業 5%

61,394 東京都 渋谷区 グラン治療院東京 サービス その他サービス 5%

61,395 東京都 渋谷区 グランデ　パセラリゾーツ サービス 飲食業 5%

61,396 東京都 渋谷区 グランディ＆ジャングル 小売業 その他小売 5%

61,397 東京都 渋谷区 ＧＲＡＮＤＹＢＡＳＳ　ＴＯＫＹＯ 小売業 その他小売 5%

61,398 東京都 渋谷区 グランドファーザーズ サービス 飲食業 5%

61,399 東京都 渋谷区 ｃｒｅｅｋ サービス 理容・美容業 5%

61,400 東京都 渋谷区 ｃｒｅｅｋ サービス 理容・美容業 5%

61,401 東京都 渋谷区 クリーニングシマダ サービス その他サービス 5%

61,402 東京都 渋谷区 Ｃｌｅｅｐ　【クリープ】 サービス 理容・美容業 5%

61,403 東京都 渋谷区 Ｇｌｅａｍｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

61,404 東京都 渋谷区 ｃｒｅａｍＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

1464



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

61,405 東京都 渋谷区 ｇｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

61,406 東京都 渋谷区 ｇｒｅｅｎＳＨＩＢＵＹＡ サービス 理容・美容業 5%

61,407 東京都 渋谷区 Ｇｒｅｅｎ　Ｄｉｎｎｅｒ サービス 飲食業 5%

61,408 東京都 渋谷区 ＧｒｅｅｎＬｏｕｎｇｅ サービス 飲食業 5%

61,409 東京都 渋谷区 クリエイティブマンプロダクション サービス その他サービス 5%

61,410 東京都 渋谷区 クリオ　マリアージュ サービス その他サービス 5%

61,411 東京都 渋谷区 ＫＱＵＲＩＯＵＳ 小売業 衣料品 5%

61,412 東京都 渋谷区 クリスチャンバウアー青山 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,413 東京都 渋谷区 クリスプ・サラダワークス新宿南口店 サービス 飲食業 5%

61,414 東京都 渋谷区 ｇｌｉｔｔｅｒ渋谷店 小売業 衣料品 5%

61,415 東京都 渋谷区 ｃｒｉｄｅｄｏｏ原宿 小売業 衣料品 5%

61,416 東京都 渋谷区 クリディドゥ原宿店 小売業 その他小売 5%

61,417 東京都 渋谷区 ｇｒｅｅｎｉｃｈｅ　ＤＡＩＫＡＮＹＡＭＡ 小売業 家具・調度品 5%

61,418 東京都 渋谷区 greenicheDAIKANYAMA 小売業 その他小売 5%

61,419 東京都 渋谷区 クリーニングワールド恵比寿店 サービス その他サービス 5%

61,420 東京都 渋谷区 ｃｌｅｆ サービス 理容・美容業 5%

61,421 東京都 渋谷区 Ｇｒｉｌｌ　Ｂａｒ　Ｍａｋａｈａ サービス 飲食業 5%

61,422 東京都 渋谷区 ＧｒｉｌｌＷｉｎｅＤｕｍＶｉｖａ サービス 飲食業 5%

61,423 東京都 渋谷区 ｇｒｏｏｍｉｎｇｔａｉｌ 小売業 その他小売 5%

61,424 東京都 渋谷区 Ｋｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

61,425 東京都 渋谷区 Ｇｒｏｏｖｅ　Ｄｕｏ サービス 理容・美容業 5%

61,426 東京都 渋谷区 グルメ・ナカムラ 小売業 食料品 5%

61,427 東京都 渋谷区 くるり 小売業 衣料品 5%

61,428 東京都 渋谷区 ＣＲＥＡＲ　ｅｂｉｓｕ サービス 理容・美容業 5%

61,429 東京都 渋谷区 クレイジーケンズシンヂケイト 小売業 衣料品 5%

61,430 東京都 渋谷区 ｇｒａｃｅ　ｔｈｅｒａｐｙ サービス その他サービス 5%

61,431 東京都 渋谷区 Ｇｒａｃｅ　Ｆａｍｉｌｙ　火鍋 サービス 飲食業 5%

61,432 東京都 渋谷区 グレージュ サービス 理容・美容業 5%

61,433 東京都 渋谷区 ＣｒｅｓｔａＢｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

61,434 東京都 渋谷区 ＣＬＥＤＲＡＮ　ＴＯＫＹＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,435 東京都 渋谷区 グレムリン サービス 飲食業 5%

61,436 東京都 渋谷区 クレール表参道サロン サービス その他サービス 5%

61,437 東京都 渋谷区 クローゼットチャイルド 小売業 衣料品 5%

61,438 東京都 渋谷区 ｃｌｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

61,439 東京都 渋谷区 ＣＬＯＶＥＲ サービス 理容・美容業 5%

61,440 東京都 渋谷区 黒毛和牛使用店焼肉最牛渋谷店 サービス 飲食業 5%

61,441 東京都 渋谷区 クロスト・ラインズ 小売業 その他小売 5%

61,442 東京都 渋谷区 ｇｌｏｓｓ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

61,443 東京都 渋谷区 ＸＢＲＩＤＧＥ サービス その他サービス 5%

61,444 東京都 渋谷区 ＨＯＵＳＥＯＦＧＬ サービス その他サービス 5%

61,445 東京都 渋谷区 クロロフイル　渋谷美顔教室 小売業 その他小売 5%

61,446 東京都 渋谷区 ＱＵＩ サービス 理容・美容業 5%
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61,447 東京都 渋谷区 燻製ＢＡＲ　オリオン　（渋谷公園通り） サービス 飲食業 5%

61,448 東京都 渋谷区 ケア＆ネイルｇｅｍｓｔｏｎｅ サービス その他サービス 5%

61,449 東京都 渋谷区 ＧＡＩＥＤＥ　ＭＯＱＵＩＰ 小売業 衣料品 5%

61,450 東京都 渋谷区 ケイオー笹塚本店 小売業 電化製品 5%

61,451 東京都 渋谷区 京王電業社十号通店 小売業 電化製品 5%

61,452 東京都 渋谷区 ＫｅｉｓｕｋｅＳｈｏｄａｏｆｆｉｃｉａｌｏｎｌｉｎｅｓｔｏｒｅ サービス その他サービス 5%

61,453 東京都 渋谷区 時計倉庫ＴＯＫＩＡ 東京本店 小売業 その他小売 5%

61,454 東京都 渋谷区 Ｋ　Ｔワークス合同会社 サービス その他サービス 5%

61,455 東京都 渋谷区 ｋｔｙｍｅｔｈｏｄｓｈｏｐ サービス 理容・美容業 5%

61,456 東京都 渋谷区 Ｋ－ｔｗｏ　青山店 サービス 理容・美容業 5%

61,457 東京都 渋谷区 激痛ダイエット整体八巻 サービス その他サービス 5%

61,458 東京都 渋谷区 ＧＥＫＩＲＯＣＫＣＬＯＴＨＩＮＧ 小売業 衣料品 5%

61,459 東京都 渋谷区 ｋｅｓａ 小売業 衣料品 5%

61,460 東京都 渋谷区 Ｋ’ｓＩｓｌａｎｄＧｏｌｆＡｃａｄｅｍｙ 小売業 その他小売 5%

61,461 東京都 渋谷区 Ｋｅｂａｂ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

61,462 東京都 渋谷区 ゲミュートリヒ 小売業 衣料品 5%

61,463 東京都 渋谷区 煙仄ーけむりほのか サービス 飲食業 5%

61,464 東京都 渋谷区 有限会社絃楽器のイグチ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,465 東京都 渋谷区 げんき屋渋谷店 サービス 飲食業 5%

61,466 東京都 渋谷区 ＧＥＮ流院 サービス 理容・美容業 5%

61,467 東京都 渋谷区 Ｃｏｉｉ　神宮前 サービス 理容・美容業 5%

61,468 東京都 渋谷区 ＫＯＩＢＵＭＩ サービス 飲食業 5%

61,469 東京都 渋谷区 恋文酒場　かっぱ サービス 飲食業 5%

61,470 東京都 渋谷区 ＫＯＨ’Ｓ　ＬＩＣＫ　ＣＵＲＲＯ 小売業 衣料品 5%

61,471 東京都 渋谷区 ｋｏｕ＇ｓＨＯＭＭＥ 小売業 衣料品 5%

61,472 東京都 渋谷区 ＫＯＨ’Ｓ　ＬＩＣＫ　ＣＵＲＲＯ 小売業 衣料品 5%

61,473 東京都 渋谷区 ＫＯＨ爪道教室本教室 サービス その他サービス 5%

61,474 東京都 渋谷区 高太郎 サービス 飲食業 5%

61,475 東京都 渋谷区 笹山雄成 サービス 理容・美容業 5%

61,476 東京都 渋谷区 康復堂整体院 サービス その他サービス 5%

61,477 東京都 渋谷区 工房サンライズ サービス その他サービス 5%

61,478 東京都 渋谷区 プワゾンヴィンテージ 小売業 衣料品 5%

61,479 東京都 渋谷区 コークス サービス 理容・美容業 5%

61,480 東京都 渋谷区 コーザノストラ 小売業 衣料品 5%

61,481 東京都 渋谷区 GOAT サービス 理容・美容業 5%

61,482 東京都 渋谷区 ゴートゥディ サービス 理容・美容業 5%

61,483 東京都 渋谷区 ＧＯＴＯＤＡＹＳＨＡｉＲＥＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

61,484 東京都 渋谷区 ＧＯＴＯＤＡＹｓｈａｉｒｅｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

61,485 東京都 渋谷区 ｃｏｄｅ　ｋｕｒｋｋｕ サービス 飲食業 5%

61,486 東京都 渋谷区 ＧＯＬＤＥＮ　ＡＧＥ 小売業 衣料品 5%

61,487 東京都 渋谷区 小顔名人ＣＨＡＲＭＥ　恵比寿店 サービス その他サービス 5%

61,488 東京都 渋谷区 こがね サービス 飲食業 5%
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61,489 東京都 渋谷区 こがねうどん　酒場 サービス 飲食業 5%

61,490 東京都 渋谷区 ゴキゲン鳥恵比寿店 サービス 飲食業 5%

61,491 東京都 渋谷区 コギトエルゴスムトーキョー 小売業 その他小売 5%

61,492 東京都 渋谷区 胡弓原宿店 サービス 飲食業 5%

61,493 東京都 渋谷区 悟空のきもち　原宿神宮店 サービス その他サービス 5%

61,494 東京都 渋谷区 国際卓球　渋谷店 小売業 その他小売 5%

61,495 東京都 渋谷区 湖月 サービス 飲食業 5%

61,496 東京都 渋谷区 ココアッソ 小売業 衣料品 5%

61,497 東京都 渋谷区 ＫＯＫＯＳＣＨＫＡ サービス 理容・美容業 5%

61,498 東京都 渋谷区 ＫｏＫｏＣｈｉ サービス 理容・美容業 5%

61,499 東京都 渋谷区 ココナッツグレン表参道店 サービス 飲食業 5%

61,500 東京都 渋谷区 こころからだほぐしサロンｔｕｒｕｓａｎ サービス 理容・美容業 5%

61,501 東京都 渋谷区 株式会社こころみ サービス その他サービス 5%

61,502 東京都 渋谷区 ５３５１プールオム代官山店 小売業 衣料品 5%

61,503 東京都 渋谷区 ＣｏｓｉＣｏｓｉ 小売業 その他小売 5%

61,504 東京都 渋谷区 こしの サービス 飲食業 5%

61,505 東京都 渋谷区 Ｋｏｓｔａｙｓｈｉｂｕｙａ 小売業 衣料品 5%

61,506 東京都 渋谷区 ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ　Ｐ．Ｄ．Ｃ　渋谷店 小売業 衣料品 5%

61,507 東京都 渋谷区 ｑｏｓｍｏｓ 小売業 衣料品 5%

61,508 東京都 渋谷区 ｑｏｓｍｏｓ　ｑｏｓｍｏｓ 小売業 衣料品 5%

61,509 東京都 渋谷区 ＣＯＳ・ＭＯ・ＲＡ・ＭＡ 小売業 衣料品 5%

61,510 東京都 渋谷区 ＣＯＳ・ＭＯ・ＲＡ・ＭＡ サービス その他サービス 5%

61,511 東京都 渋谷区 ＫＯ－ＳＯ サービス その他サービス 5%

61,512 東京都 渋谷区 ゴッサムグリル サービス 飲食業 5%

61,513 東京都 渋谷区 ごっつ食べなはれ　山笑ふ サービス 飲食業 5%

61,514 東京都 渋谷区 ＧＯＤ　ＳＵＮＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,515 東京都 渋谷区 骨盤王国 渋谷整体院 渋谷整体院 サービス その他サービス 5%

61,516 東京都 渋谷区 ｃｏｔｅｎ 小売業 衣料品 5%

61,517 東京都 渋谷区 コード サービス その他サービス 5%

61,518 東京都 渋谷区 ＣＯＲＤ　ＴＨＲＥＥ　ＣＯ．，ＬＴＤ サービス その他サービス 5%

61,519 東京都 渋谷区 コードスリー　クリオ サービス その他サービス 5%

61,520 東京都 渋谷区 コードスリー　サンク サービス その他サービス 5%

61,521 東京都 渋谷区 ＣＯＤＥ＋ＬＩＭ サービス 理容・美容業 5%

61,522 東京都 渋谷区 ｃｏｎａｓｕ ａｎｔｉｑｕｅｓ 北参道店 サービス その他サービス 5%

61,523 東京都 渋谷区 ＣＯＮＯＭｉ　原宿店 小売業 衣料品 5%

61,524 東京都 渋谷区 Ｇｏｈａｎ＆Ｃｏ サービス その他サービス 5%

61,525 東京都 渋谷区 珈琲茶館　集　プレミアム渋谷駅前店 サービス 飲食業 5%

61,526 東京都 渋谷区 ＣＯＨＩＮＡ 小売業 衣料品 5%

61,527 東京都 渋谷区 コブラクションミックス代官山 サービス その他サービス 5%

61,528 東京都 渋谷区 ＧＯ　ＰＬＡＩＮ サービス 理容・美容業 5%

61,529 東京都 渋谷区 駒形どぜう　渋谷店 サービス 飲食業 5%

61,530 東京都 渋谷区 五万石　東京店 サービス 飲食業 5%
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61,531 東京都 渋谷区 コムト催事 小売業 衣料品 5%

61,532 東京都 渋谷区 ＫＯＭＯＮＯ　ＴＯＫＹＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,533 東京都 渋谷区 コヤマドライビングスクール 本社 サービス その他サービス 5%

61,534 東京都 渋谷区 Ｃｏｒｒｉｄａ　Ｃｏｒｓｅｔ　Ｃｏｒｒｉｄａ　Ｃｏｒｓｅｔ　表参道店 小売業 衣料品 5%

61,535 東京都 渋谷区 ｃｏｌｌｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

61,536 東京都 渋谷区 ＣＯＬＣＡ サービス その他サービス 5%

61,537 東京都 渋谷区 ＧＯＬＦＧＵＴＳ 小売業 その他小売 5%

61,538 東京都 渋谷区 ＣＯＲＢＯ．　ｗｏｒｋｓ　＆　ｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

61,539 東京都 渋谷区 コレクティブストア 小売業 衣料品 5%

61,540 東京都 渋谷区 ＣＯＬＯＳＯ　ＣＯＦＦＥＥ　ＴＯＫＹＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,541 東京都 渋谷区 Ｃｏｒｏｎａ サービス 理容・美容業 5%

61,542 東京都 渋谷区 Ｃｏｌｏｎ　Ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

61,543 東京都 渋谷区 ｔｈｅ　ＣＯＮＳＣＩＯＵＳ サービス 理容・美容業 5%

61,544 東京都 渋谷区 ｃｏｎｃｅａｌｃａｆｅミヤマスザ サービス 飲食業 5%

61,545 東京都 渋谷区 Ｃｏｎｃｅｒｔｒｏ サービス 飲食業 5%

61,546 東京都 渋谷区 近藤サイクル サービス その他サービス 5%

61,547 東京都 渋谷区 ゴントランシェリエ東京渋谷店Ｂ１Ｆ サービス 飲食業 5%

61,548 東京都 渋谷区 ゴントランシェリエリミテッド サービス 飲食業 5%

61,549 東京都 渋谷区 株式会社ＩＮＤＥＸ 小売業 衣料品 5%

61,550 東京都 渋谷区 ＣＯＭＰＡＳＳ サービス 理容・美容業 5%

61,551 東京都 渋谷区 心と身体のコンサルティングスペースＣＯＭＦＯＲＴ サービス その他サービス 5%

61,552 東京都 渋谷区 ｃｏｎｆｌａｖｏｕｒ サービス その他サービス 5%

61,553 東京都 渋谷区 ＣＯＮＲＯＷ サービス 飲食業 5%

61,554 東京都 渋谷区 ＴＨＥ　ＯＡＫＬＥＡＦ サービス 飲食業 5%

61,555 東京都 渋谷区 Ｔｈｅ　ＣＯＲＮＥＲ　ＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

61,556 東京都 渋谷区 ザ　コモン　テンポ　原宿 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,557 東京都 渋谷区 ザ　トリートメント サービス 理容・美容業 5%

61,558 東京都 渋谷区 ザ・ピープルズ　レストラン　渋谷 サービス 飲食業 5%

61,559 東京都 渋谷区 ＴＨＥ　ＭＡＲＫ　ｔｒａｔｔｏｒｉａ サービス 飲食業 5%

61,560 東京都 渋谷区 ＴＨＥ　ＬＥＧＩＡＮ　ＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

61,561 東京都 渋谷区 ザ・ビートルズ・クラブ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,562 東京都 渋谷区 シャルヴィ　シャリテ 小売業 衣料品 5%

61,563 東京都 渋谷区 ワーキングユニット・ジャパン 小売業 衣料品 5%

61,564 東京都 渋谷区 ＣＩＲＣＬＥ　【サークル】 サービス 理容・美容業 5%

61,565 東京都 渋谷区 サードカルチャー 小売業 衣料品 5%

61,566 東京都 渋谷区 彩きもの学院　渋谷校 小売業 衣料品 5%

61,567 東京都 渋谷区 最強のバターコーヒー サービス 飲食業 5%

61,568 東京都 渋谷区 最強のバターコーヒー 代々木店 サービス 飲食業 5%

61,569 東京都 渋谷区 催事アバハウスインターナショナル 小売業 衣料品 5%

61,570 東京都 渋谷区 Ｓｉｄｅ－ＢＣｒｅａｔｉｏｎｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,571 東京都 渋谷区 ＳＩＧＮ　ＡＬＬＤＡＹ サービス 飲食業 5%

61,572 東京都 渋谷区 Ｔｈｅ　Ｖｉｒｉｄｉ－ａｎｎｅ 小売業 衣料品 5%
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61,573 東京都 渋谷区 ＳＡＯＲＩ　東京 小売業 その他小売 5%

61,574 東京都 渋谷区 サカイマリエ サービス その他サービス 5%

61,575 東京都 渋谷区 咲かせよダイニングＨＩ－ＭＡＷＡＲＩ サービス 飲食業 5%

61,576 東京都 渋谷区 サカナバル サービス 飲食業 5%

61,577 東京都 渋谷区 酒場　まるしゑ サービス 飲食業 5%

61,578 東京都 渋谷区 サキナビューティーラウンジ南新宿 小売業 その他小売 5%

61,579 東京都 渋谷区 サクセスラボ サービス その他サービス 5%

61,580 東京都 渋谷区 ＳＡＫＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

61,581 東京都 渋谷区 サクラカフェ　幡ヶ谷 サービス 飲食業 5%

61,582 東京都 渋谷区 サクラホテル幡ヶ谷 サービス 宿泊業 5%

61,583 東京都 渋谷区 酒・肴　旬菜バー　しばらく サービス 飲食業 5%

61,584 東京都 渋谷区 ＳＡＫＥＳＴＡＮＤ　ｓｈｉｂｕｙａ　ｄｏｇｅｎｚａｋａｕｅ サービス 飲食業 5%

61,585 東京都 渋谷区 酒処おやっとさぁ サービス 飲食業 5%

61,586 東京都 渋谷区 酒と肴　ばとん サービス 飲食業 5%

61,587 東京都 渋谷区 酒と肴　旬菜バー　しばらく サービス 飲食業 5%

61,588 東京都 渋谷区 酒秀治郎 サービス 飲食業 5%

61,589 東京都 渋谷区 ｓａｋｅｆｕｎぞっこん。 サービス 飲食業 5%

61,590 東京都 渋谷区 ＴＨＥ　ＣＯＭＭＯＮ　ＴＥＭＰＯ　原宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,591 東京都 渋谷区 セブンーイレブン笹塚店 小売業 食料品 2%

61,592 東京都 渋谷区 セブン－イレブン笹塚２丁目１０号通り店 小売業 食料品 2%

61,593 東京都 渋谷区 笹塚ボウル サービス 理容・美容業 5%

61,594 東京都 渋谷区 ＴＨＥＳＨＡＫＥ＆ＣＨＩＰＳＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

61,595 東京都 渋谷区 ザズー 小売業 衣料品 5%

61,596 東京都 渋谷区 ＴＨＥ ＳＴＡＮＤａｒｄ ＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

61,597 東京都 渋谷区 Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅｇｒｏｗｔｈｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ サービス 理容・美容業 5%

61,598 東京都 渋谷区 ＴＨＥ　ＳＴＯＲＥ　ｂｙ　Ｃ’ 小売業 衣料品 5%

61,599 東京都 渋谷区 ＳＡＡＤ　東京本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,600 東京都 渋谷区 Ｓａｔｏ－Ｓ２株式会社 小売業 衣料品 5%

61,601 東京都 渋谷区 ＳａｔｏＴａｉｌｏｒ恵比寿店 小売業 衣料品 5%

61,602 東京都 渋谷区 ＳａｔｏＴａｉｌｏｒ代々木店 小売業 衣料品 5%

61,603 東京都 渋谷区 サニーデイズキッチン 小売業 食料品 5%

61,604 東京都 渋谷区 ZAPADY DOO 小売業 その他小売 5%

61,605 東京都 渋谷区 サブウェイアコルデ代々木上原店 サービス 飲食業 5%

61,606 東京都 渋谷区 ザ・ブティック・ナイツブリッジ広尾店 サービス その他サービス 5%

61,607 東京都 渋谷区 サプライ／バックドア 小売業 衣料品 5%

61,608 東京都 渋谷区 株式会社サポートサーフェス 小売業 衣料品 5%

61,609 東京都 渋谷区 Ｔｈｅｂｏｄｙｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

61,610 東京都 渋谷区 サムゴリプジュッカン東京 サービス 飲食業 5%

61,611 東京都 渋谷区 前田慎之介 サービス その他サービス 5%

61,612 東京都 渋谷区 ＳＡＲＡ サービス その他サービス 5%

61,613 東京都 渋谷区 座楽個室居酒屋 サービス 飲食業 5%

61,614 東京都 渋谷区 ザ・レギャン・トーキョー サービス 飲食業 5%
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61,615 東京都 渋谷区 ＳＡＬＯＷＩＮ原宿 サービス 理容・美容業 5%

61,616 東京都 渋谷区 サローネ・プリマドンナ サービス 理容・美容業 5%

61,617 東京都 渋谷区 ＴＨＥＬＯＢＢＹＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

61,618 東京都 渋谷区 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＴＥＲＲＥ サービス 理容・美容業 5%

61,619 東京都 渋谷区 Ｓａｌｏｎ　ＥＢＩＳ サービス その他サービス 5%

61,620 東京都 渋谷区 ｓａｌｏｎｄｅｓａｉｋａ サービス 理容・美容業 5%

61,621 東京都 渋谷区 サロンドチャチャ　渋谷本店 サービス その他サービス 5%

61,622 東京都 渋谷区 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　＋ 小売業 衣料品 5%

61,623 東京都 渋谷区 ＳａｌｏｎｄｕｒｅＤＥＳＩＧＮＣｌｏｓｅｔ．ｎｅｔ原宿店 サービス その他サービス 5%

61,624 東京都 渋谷区 サロンラボ サービス その他サービス 5%

61,625 東京都 渋谷区 ＴＨＥ　ＷＩＮＥ　ＧＡＬＬＥＲＹ 小売業 食料品 5%

61,626 東京都 渋谷区 ｔｈｅ　Ｗｉｎｅ　渋谷店 サービス 飲食業 5%

61,627 東京都 渋谷区 ＳＡＷＡＳＡＷＡ 小売業 衣料品 5%

61,628 東京都 渋谷区 さわんアジア衣料雑貨店 小売業 衣料品 5%

61,629 東京都 渋谷区 Ｓａｎ　Ｏｔｔｉ　Ｓａｌｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

61,630 東京都 渋谷区 ｓａｎｋａｋｕ サービス 飲食業 5%

61,631 東京都 渋谷区 ３カフェ サービス 飲食業 5%

61,632 東京都 渋谷区 三漁洞 サービス 飲食業 5%

61,633 東京都 渋谷区 サンク　アベニュー サービス 飲食業 5%

61,634 東京都 渋谷区 サンク　恵比寿店 サービス 理容・美容業 5%

61,635 東京都 渋谷区 三光白衣　渋谷店 小売業 衣料品 5%

61,636 東京都 渋谷区 ＺＡＮＺＩ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

61,637 東京都 渋谷区 ｓｕｎｓｈｉｎｅｊｕｉｃｅ サービス 飲食業 5%

61,638 東京都 渋谷区 三代目おおばかもん サービス 飲食業 5%

61,639 東京都 渋谷区 サンディーズフラスタジオ 小売業 その他小売 5%

61,640 東京都 渋谷区 サンデ－スポ－ツ 小売業 その他小売 5%

61,641 東京都 渋谷区 ＳａｔＭａｒ３０２０１９００：００：００ＧＭＴ＋０９００（ＪＳＴ） 小売業 衣料品 5%

61,642 東京都 渋谷区 ３ｄｏｏＬｅｏｎｉｄａｓ 小売業 食料品 5%

61,643 東京都 渋谷区 三徳幡ヶ谷店 小売業 食料品 5%

61,644 東京都 渋谷区 ｓｕｎ　ｄｒｏｐｌｅｔ サービス 理容・美容業 5%

61,645 東京都 渋谷区 ＳＵＮ　ＨＯＵＳＥ　神南 小売業 衣料品 5%

61,646 東京都 渋谷区 ＳａｉｎｔＦＡＵＣＯＮ サービス 飲食業 5%

61,647 東京都 渋谷区 三福青果 小売業 食料品 5%

61,648 東京都 渋谷区 三宝カメラ株式会社 小売業 電化製品 5%

61,649 東京都 渋谷区 ３０５　ＬＯＲＯＮＧ サービス 理容・美容業 5%

61,650 東京都 渋谷区 ＳＨＥＡ 表参道 サービス 理容・美容業 5%

61,651 東京都 渋谷区 ｓｉａ－ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

61,652 東京都 渋谷区 Ｇ＆ＦＣｏ． 小売業 衣料品 5%

61,653 東京都 渋谷区 ジーウイング サービス その他サービス 5%

61,654 東京都 渋谷区 Ｇ．Ｈ．ＢＡＳＳ青山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,655 東京都 渋谷区 ＧＦＩ サービス 理容・美容業 5%

61,656 東京都 渋谷区 Ｃ・ｃｒｅｗ サービス 理容・美容業 5%
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61,657 東京都 渋谷区 ４３ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

61,658 東京都 渋谷区 株式会社シーシーメディコ 小売業 家具・調度品 5%

61,659 東京都 渋谷区 しいしせねっと サービス その他サービス 5%

61,660 東京都 渋谷区 Ｇ７カフェ 小売業 食料品 5%

61,661 東京都 渋谷区 株式会社　椎茸祭 小売業 食料品 5%

61,662 東京都 渋谷区 シータ・ミュー 小売業 衣料品 5%

61,663 東京都 渋谷区 ＧＴ ＣＡＭＥＲＡ ＧＴ ＣＡＭＥＲＡ 小売業 その他小売 5%

61,664 東京都 渋谷区 シーノウズ サービス 理容・美容業 5%

61,665 東京都 渋谷区 ＣＰＨ 小売業 衣料品 5%

61,666 東京都 渋谷区 ＳＩＥＢＥＮ 小売業 家具・調度品 5%

61,667 東京都 渋谷区 ＳＨＡＲＥ　ＢＡＲ　ＵＮＩＯＮ サービス 飲食業 5%

61,668 東京都 渋谷区 Ｊ＆Ｓボルダリングジム恵比寿店 サービス その他サービス 5%

61,669 東京都 渋谷区 ＪＳＣＵＲＲＹ渋谷文化村通り店 サービス 飲食業 5%

61,670 東京都 渋谷区 ＪＳ．ＣＵＲＲＹ渋谷宮益坂 サービス 飲食業 5%

61,671 東京都 渋谷区 ＪＳ．ＢＵＲＧＥＲＳ　ＣＡＦＥ　渋谷店 サービス 飲食業 5%

61,672 東京都 渋谷区 ＪＫＰｌａｎｅｔ表参道店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,673 東京都 渋谷区 Ｊ２１ＳＨＯＰ サービス その他サービス 5%

61,674 東京都 渋谷区 ｊｕｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,675 東京都 渋谷区 ｓｃｈｏｎ サービス 理容・美容業 5%

61,676 東京都 渋谷区 ＪＡＮＥ★ＰＬＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

61,677 東京都 渋谷区 ｃｈｅｚ　ｅｌｌｅｓ　シェゼル 小売業 その他小売 5%

61,678 東京都 渋谷区 ｇｅｎｙ　ｈａｒａｊｕｋｕ サービス 理容・美容業 5%

61,679 東京都 渋谷区 ＧＥＮＩＯ　ＡＮＴＩＣＡ 小売業 その他小売 5%

61,680 東京都 渋谷区 ＧＥＭＩＮＩ３ 小売業 その他小売 5%

61,681 東京都 渋谷区 ジー・エム・ティー 小売業 衣料品 5%

61,682 東京都 渋谷区 ＧＭＴＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 衣料品 5%

61,683 東京都 渋谷区 ｇｅｍｆｏｒｇｏｄ 小売業 衣料品 5%

61,684 東京都 渋谷区 ＪＥＬＡＤＯ 小売業 衣料品 5%

61,685 東京都 渋谷区 ＪｅｌｌｙＮａｉｌ　代官山 小売業 その他小売 5%

61,686 東京都 渋谷区 シェリーランティカ 小売業 衣料品 5%

61,687 東京都 渋谷区 シェリオン・エ・ナチュール サービス 理容・美容業 5%

61,688 東京都 渋谷区 ｃｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

61,689 東京都 渋谷区 ｃｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

61,690 東京都 渋谷区 ｃｉｅｌ サービス その他サービス 5%

61,691 東京都 渋谷区 ＣＩＥＬ’ＡＩＲ 小売業 衣料品 5%

61,692 東京都 渋谷区 Ｓｈｅｌｆ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,693 東京都 渋谷区 ジェンガラ 小売業 食料品 5%

61,694 東京都 渋谷区 ジオイアジャパン サービス 飲食業 5%

61,695 東京都 渋谷区 Ｃｏ－ｍｔ． 小売業 衣料品 5%

61,696 東京都 渋谷区 ＧＩＯ　ＤＡＩＫＡＮＹＡＭＡ サービス 飲食業 5%

61,697 東京都 渋谷区 Ｇ．Ｏ．Ｄ． 小売業 衣料品 5%

61,698 東京都 渋谷区 ＳｅｅＫｅＲ 小売業 衣料品 5%
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61,699 東京都 渋谷区 ｓｉｋｉ 小売業 衣料品 5%

61,700 東京都 渋谷区 色彩科学研究所株式会社 サービス その他サービス 5%

61,701 東京都 渋谷区 Ｓｉｓｔｅｒ 小売業 衣料品 5%

61,702 東京都 渋谷区 Ｇ－ＳＴＡＲ　ＳＴＯＲＥ　ＯＭＯＴＥＳＡ 小売業 衣料品 5%

61,703 東京都 渋谷区 姿勢改善教室 サービス その他サービス 5%

61,704 東京都 渋谷区 詩仙堂インターナショナル 小売業 衣料品 5%

61,705 東京都 渋谷区 七輪焼き　塩 サービス 飲食業 5%

61,706 東京都 渋谷区 ６ｃｕｒｒｙ サービス 飲食業 5%

61,707 東京都 渋谷区 プリナチュール新宿店 新宿店 サービス 理容・美容業 5%

61,708 東京都 渋谷区 地鶏小町 サービス 飲食業 5%

61,709 東京都 渋谷区 信濃屋道玄坂店 小売業 その他小売 5%

61,710 東京都 渋谷区 ＳＨＩＮＯ美腰スタジオ・美腰スタイル研究所 サービス その他サービス 5%

61,711 東京都 渋谷区 ＣｂｙＣＡＬＩＳＴＡ新宿南口店 サービス その他サービス 5%

61,712 東京都 渋谷区 シバヤマ美容室 サービス 理容・美容業 5%

61,713 東京都 渋谷区 ジ－ビ－ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,714 東京都 渋谷区 ジファー　ジャパン 小売業 その他小売 5%

61,715 東京都 渋谷区 渋三魚金 サービス 飲食業 5%

61,716 東京都 渋谷区 シブヤイケベガッキムラ 小売業 その他小売 5%

61,717 東京都 渋谷区 渋谷 酒場晩酌 Ｔｅｚｕｋａ サービス 飲食業 5%

61,718 東京都 渋谷区 ｓｈｉｂｕｙａ　ｓａｌｏｎ サービス 飲食業 5%

61,719 東京都 渋谷区 渋谷　鳥田むら サービス 飲食業 5%

61,720 東京都 渋谷区 Ｓｈｉｂｕｙａ　もへい サービス 飲食業 5%

61,721 東京都 渋谷区 渋谷アロママッサージ　ラキュア　渋谷 サービス その他サービス 5%

61,722 東京都 渋谷区 渋谷アントレサロン サービス その他サービス 5%

61,723 東京都 渋谷区 渋谷Ｅａｓｔ　管楽器専門店 小売業 その他小売 5%

61,724 東京都 渋谷区 Ｖｅｎｔｕｎｏ　Ｔｏｋｙｏ サービス 飲食業 5%

61,725 東京都 渋谷区 ｓｈｉｂｕｙａ１０１ サービス 飲食業 5%

61,726 東京都 渋谷区 Ｓｈｉｂｕｙａ１０１　Ｓｈｉｂｕｙａ１０１ サービス 飲食業 5%

61,727 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷１丁目店 小売業 食料品 2%

61,728 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷上原３丁目店 小売業 食料品 2%

61,729 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷上原２丁目店 小売業 食料品 2%

61,730 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷駅西店 小売業 食料品 2%

61,731 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷駅東口店 小売業 食料品 2%

61,732 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷恵比寿１丁目店 小売業 食料品 2%

61,733 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷恵比寿１丁目東店 小売業 食料品 2%

61,734 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷恵比寿１丁目南店 小売業 食料品 2%

61,735 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷恵比寿３丁目店 小売業 食料品 2%

61,736 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷恵比寿南３丁目店 小売業 食料品 2%

61,737 東京都 渋谷区 ＦｉｒｓｔＬｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

61,738 東京都 渋谷区 渋谷オフィス 小売業 その他小売 5%

61,739 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷区渋谷２の南店 小売業 食料品 2%

61,740 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷区役所店 小売業 食料品 2%
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61,741 東京都 渋谷区 渋谷クラブボール サービス 飲食業 5%

61,742 東京都 渋谷区 渋谷グランベルホテル サービス 宿泊業 5%

61,743 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷金王坂上店 小売業 食料品 2%

61,744 東京都 渋谷区 渋谷ごんべえ サービス 飲食業 5%

61,745 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷桜丘店 小売業 食料品 2%

61,746 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷桜丘東店 小売業 食料品 2%

61,747 東京都 渋谷区 セブンーイレブン渋谷笹塚駅北店 小売業 食料品 2%

61,748 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷笹塚２丁目店 小売業 食料品 2%

61,749 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷笹塚東店 小売業 食料品 2%

61,750 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷３丁目明治通り店 小売業 食料品 2%

61,751 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷３丁目六本木通り店 小売業 食料品 2%

61,752 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷神宮前２丁目西店 小売業 食料品 2%

61,753 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷神南１丁目店 小売業 食料品 2%

61,754 東京都 渋谷区 渋谷ＳＣＲＡＭＢＬＥカフェ サービス 飲食業 5%

61,755 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷千駄ヶ谷１丁目店 小売業 食料品 2%

61,756 東京都 渋谷区 セブンーイレブン渋谷千駄ヶ谷３丁目店 小売業 食料品 2%

61,757 東京都 渋谷区 シブヤセンタースポーツ 小売業 その他小売 5%

61,758 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷代官山店 小売業 食料品 2%

61,759 東京都 渋谷区 しぶや駄菓子バー　しぶや駄菓子バー サービス 飲食業 5%

61,760 東京都 渋谷区 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＣＨＥＥＳＥ　ＳＴＡ サービス 飲食業 5%

61,761 東京都 渋谷区 渋谷っ子居酒屋旨串とりとん サービス 飲食業 5%

61,762 東京都 渋谷区 株式会社三浦トラスト不動産 サービス その他サービス 5%

61,763 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷道玄坂中央店 小売業 食料品 2%

61,764 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷道玄坂店 小売業 食料品 2%

61,765 東京都 渋谷区 渋谷道玄坂店 サービス その他サービス 5%

61,766 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷道玄坂２丁目店 小売業 食料品 2%

61,767 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷富ヶ谷２丁目店 小売業 食料品 2%

61,768 東京都 渋谷区 渋谷鳥祐 サービス 飲食業 5%

61,769 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷２丁目中央店 小売業 食料品 2%

61,770 東京都 渋谷区 ラーメン凪渋谷東口店 サービス 飲食業 5%

61,771 東京都 渋谷区 渋谷の掛け軸屋 小売業 家具・調度品 5%

61,772 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷幡ヶ谷駅前店 小売業 食料品 2%

61,773 東京都 渋谷区 渋谷パック 小売業 その他小売 5%

61,774 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷初台１丁目店 小売業 食料品 2%

61,775 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷東１丁目店 小売業 食料品 2%

61,776 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷東４丁目店 小売業 食料品 2%

61,777 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷広尾５丁目店 小売業 食料品 2%

61,778 東京都 渋谷区 渋谷ふた味 サービス 飲食業 5%

61,779 東京都 渋谷区 ＳｈｉｂｕｙａＦｉｔｎｅｓｓＳｈａｒｅｚ サービス その他サービス 5%

61,780 東京都 渋谷区 渋谷ホルイチ サービス 飲食業 5%

61,781 東京都 渋谷区 セブンーイレブン渋谷本町店 小売業 食料品 2%

61,782 東京都 渋谷区 セブンーイレブン渋谷本町１丁目店 小売業 食料品 2%
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61,783 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷本町３丁目店 小売業 食料品 2%

61,784 東京都 渋谷区 セブンーイレブン渋谷本町２丁目店 小売業 食料品 2%

61,785 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷本町４丁目店 小売業 食料品 2%

61,786 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷円山町店 小売業 食料品 2%

61,787 東京都 渋谷区 しぶ谷やました サービス 飲食業 5%

61,788 東京都 渋谷区 渋谷ユウキハウス サービス その他サービス 5%

61,789 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷代々木１丁目店 小売業 食料品 2%

61,790 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷代々木１丁目南店 小売業 食料品 2%

61,791 東京都 渋谷区 セブン－イレブン渋谷代々木公園店 小売業 食料品 2%

61,792 東京都 渋谷区 四万十 サービス 飲食業 5%

61,793 東京都 渋谷区 シモーヌマレー　渋谷店 サービス 理容・美容業 5%

61,794 東京都 渋谷区 ジャイアント馬場オフィシャル王道 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,795 東京都 渋谷区 ｓｈｉｎｙｏｗｌ　表参道店 サービス 飲食業 5%

61,796 東京都 渋谷区 Ｓｈｉｎｅ　ｈａｉｒ　ＭＯＣＨＡ サービス 理容・美容業 5%

61,797 東京都 渋谷区 ＪａＣａｔｈビューティースクール＆サロン サービス 理容・美容業 5%

61,798 東京都 渋谷区 ｓｈａｃｋ サービス その他サービス 5%

61,799 東京都 渋谷区 ＪａｃｋＢａｇＬｅａｔｈｅｒ サービス その他サービス 5%

61,800 東京都 渋谷区 ｓｈａｔｔｅｒ サービス 理容・美容業 5%

61,801 東京都 渋谷区 シャッターズ　表参道 サービス 飲食業 5%

61,802 東京都 渋谷区 シャッターズ　港北ニュータウン サービス 飲食業 5%

61,803 東京都 渋谷区 シャッターズ吉祥寺 サービス 飲食業 5%

61,804 東京都 渋谷区 ＪＯＵＲＮＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　表参道 小売業 衣料品 5%

61,805 東京都 渋谷区 ＪＯＵＲＮＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　渋谷店 小売業 衣料品 5%

61,806 東京都 渋谷区 ＪＯＵＲＮＡＬＳＴＡＮＤＡＲＤ表参道 小売業 衣料品 5%

61,807 東京都 渋谷区 ＪＯＵＲＮＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　神南坂 小売業 衣料品 5%

61,808 東京都 渋谷区 ＪＳ　Ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ　渋谷 小売業 家具・調度品 5%

61,809 東京都 渋谷区 ＪＯＵＲＮＡＬＳＴＡＮＤＡＲＤＬＩＭＩＴ 小売業 衣料品 5%

61,810 東京都 渋谷区 蛇の健寿司 サービス 飲食業 5%

61,811 東京都 渋谷区 上海酒場 サービス 飲食業 5%

61,812 東京都 渋谷区 ＪＡＰＡＮ　ＢＬＵＥ　ＪＥＡＮＳ　渋谷店 小売業 衣料品 5%

61,813 東京都 渋谷区 ＪＡＰＡＮ　ＢＬＵＥ　ＪＥＡＮＳ　渋谷店 小売業 衣料品 5%

61,814 東京都 渋谷区 ジャパンヘナ恵比寿本店 サービス 理容・美容業 5%

61,815 東京都 渋谷区 しゃぶしゃぶ　山笑う サービス 飲食業 5%

61,816 東京都 渋谷区 しゃぶしゃぶれたす渋谷センター街店 サービス 飲食業 5%

61,817 東京都 渋谷区 ＪＡＭＩＮ　ＰＵＥＣＨ 小売業 衣料品 5%

61,818 東京都 渋谷区 Ｃｈａｒｖｉ　Ｃｈａｒｉｔｅ 小売業 衣料品 5%

61,819 東京都 渋谷区 シャルキュトリアトキオ 小売業 その他小売 5%

61,820 東京都 渋谷区 ｃｈａｒｍｅ　【シャルム】 サービス 理容・美容業 5%

61,821 東京都 渋谷区 ｃｈａｒｍｅ サービス 理容・美容業 5%

61,822 東京都 渋谷区 シャルルジョルダン　渋谷 小売業 衣料品 5%

61,823 東京都 渋谷区 シャーロックホームズ 小売業 衣料品 5%

61,824 東京都 渋谷区 ｃｈａｎｇｅｒ サービス 理容・美容業 5%
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61,825 東京都 渋谷区 Ｘｉａｎｇ中医アロマ＆漢方サロン サービス その他サービス 5%

61,826 東京都 渋谷区 ｇｅｎｔｉｌｌｅ　（ジャンティーユ） サービス 理容・美容業 5%

61,827 東京都 渋谷区 シャンニー　カフェ サービス 飲食業 5%

61,828 東京都 渋谷区 ジャンニ　キアリーニ　表参道店 小売業 その他小売 5%

61,829 東京都 渋谷区 じゃんぱら　渋谷宇田川店 小売業 電化製品 5%

61,830 東京都 渋谷区 じゃんぱら　渋谷道玄坂店 小売業 電化製品 5%

61,831 東京都 渋谷区 シャンバラ鍼灸 シャンバラ鍼灸 サービス その他サービス 5%

61,832 東京都 渋谷区 Ｃｈａｍｂｒｅ サービス 理容・美容業 5%

61,833 東京都 渋谷区 ＪＥＷＩＬ　ＳＨＩＢＵＹＡ サービス 理容・美容業 5%

61,834 東京都 渋谷区 ＳＨＵＫＹＵ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

61,835 東京都 渋谷区 ＪｕｉｃｙＧｏｌｄ サービス その他サービス 5%

61,836 東京都 渋谷区 ＪｕｉｃｙＦｉｔ サービス その他サービス 5%

61,837 東京都 渋谷区 Ｊｏｕｌｅ　Ｓｏｕｔｈ サービス 理容・美容業 5%

61,838 東京都 渋谷区 シュエットネイルサロン サービス 理容・美容業 5%

61,839 東京都 渋谷区 ジュエリーサロン　プリマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,840 東京都 渋谷区 酒怪タマゴショクブツくんなまし サービス 飲食業 5%

61,841 東京都 渋谷区 酒怪鉄板　ひだるま荘 サービス 飲食業 5%

61,842 東京都 渋谷区 熟成鮨万 サービス 飲食業 5%

61,843 東京都 渋谷区 ｊｏｕｊｏｕｘ 小売業 衣料品 5%

61,844 東京都 渋谷区 ｊｕｚｕ 小売業 衣料品 5%

61,845 東京都 渋谷区 ＪＹＵＮＥＳＵ表参道店 サービス 理容・美容業 5%

61,846 東京都 渋谷区 ジュネス美容室　渋谷店 サービス 理容・美容業 5%

61,847 東京都 渋谷区 シュペールサンク サービス 飲食業 5%

61,848 東京都 渋谷区 ＪＵＬＩＡ サービス 飲食業 5%

61,849 東京都 渋谷区 ジュリー・エーコー 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,850 東京都 渋谷区 ｊｕｎｅ サービス 理容・美容業 5%

61,851 東京都 渋谷区 Ｊｕｎｋａ＃１１０２ サービス 理容・美容業 5%

61,852 東京都 渋谷区 旬彩居酒屋　吉の サービス 飲食業 5%

61,853 東京都 渋谷区 旬菜魚　味家 サービス 飲食業 5%

61,854 東京都 渋谷区 春秋文化村通り店 サービス 飲食業 5%

61,855 東京都 渋谷区 春秋ユラリ恵比寿店 サービス 飲食業 5%

61,856 東京都 渋谷区 ミジュ・コピーヌ サービス 理容・美容業 5%

61,857 東京都 渋谷区 ＪＯＩＮＴ　ＨＡＲＡＪＵＫＵ サービス 飲食業 5%

61,858 東京都 渋谷区 ＪＯＩＮＴ＿ＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

61,859 東京都 渋谷区 ジョイントワークス　本社 小売業 衣料品 5%

61,860 東京都 渋谷区 正明堂 小売業 その他小売 5%

61,861 東京都 渋谷区 ＳｈｏｗｃａｓｅＰｒｉｎｔｓ サービス その他サービス 5%

61,862 東京都 渋谷区 Ｇｅｏｒｇｅ サービス 飲食業 5%

61,863 東京都 渋谷区 叙々苑　恵比寿ガーデンプレイス店 サービス 飲食業 5%

61,864 東京都 渋谷区 叙々苑　渋谷店 サービス 飲食業 5%

61,865 東京都 渋谷区 ＳＨＯＰ　ＲＥＧＡＬＯ 小売業 衣料品 5%

61,866 東京都 渋谷区 ショップエノモト 小売業 その他小売 5%
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61,867 東京都 渋谷区 ＳＨＯＰ　ＲＥＧＡＬＯ　店舗用 小売業 衣料品 5%

61,868 東京都 渋谷区 ジョリエール 小売業 衣料品 5%

61,869 東京都 渋谷区 ＪＯＨＮ 小売業 衣料品 5%

61,870 東京都 渋谷区 指ラックス　渋谷西口店 サービス その他サービス 5%

61,871 東京都 渋谷区 指ラックス　渋谷西口店別館 サービス その他サービス 5%

61,872 東京都 渋谷区 指ラックス　渋谷東口店 サービス その他サービス 5%

61,873 東京都 渋谷区 シリウス サービス 理容・美容業 5%

61,874 東京都 渋谷区 ＳＨＩＲＵ　ｃａｆｅ　　　ｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

61,875 東京都 渋谷区 シルクインナーギャラリーオペラ 小売業 衣料品 5%

61,876 東京都 渋谷区 シルクギャラリー サービス その他サービス 5%

61,877 東京都 渋谷区 ｓｙｌｐｈ サービス 理容・美容業 5%

61,878 東京都 渋谷区 ｇｉｌｅｔ 小売業 衣料品 5%

61,879 東京都 渋谷区 しろう サービス 飲食業 5%

61,880 東京都 渋谷区 ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ　ＨＯＬＩＣ　ＬＡＫＳＡ サービス 飲食業 5%

61,881 東京都 渋谷区 鍼灸治療院宮益坂 サービス その他サービス 5%

61,882 東京都 渋谷区 鍼灸マッサージｓａｌｏｎ　ここち　恵比寿店 サービス その他サービス 5%

61,883 東京都 渋谷区 神宮ガーデン 小売業 その他小売 5%

61,884 東京都 渋谷区 神宮前給湯器設備 サービス その他サービス 5%

61,885 東京都 渋谷区 セブン－イレブン神宮前店 小売業 食料品 2%

61,886 東京都 渋谷区 Ｚｉｎｇｈａｉｒ恵比寿 サービス 理容・美容業 5%

61,887 東京都 渋谷区 シンクリゾートネイルアイラッシュ サービス その他サービス 5%

61,888 東京都 渋谷区 シングルス 小売業 衣料品 5%

61,889 東京都 渋谷区 甚三 サービス 飲食業 5%

61,890 東京都 渋谷区 シンシアガーデン 小売業 その他小売 5%

61,891 東京都 渋谷区 ＳｈｉｎＪｅｗｅｌｒｙ 小売業 衣料品 5%

61,892 東京都 渋谷区 新宿ＧｒａｎｄＭｉｌｋｙＷａｙ サービス その他サービス 5%

61,893 東京都 渋谷区 セブン－イレブン新宿駅西店 小売業 食料品 2%

61,894 東京都 渋谷区 新宿南口薬局 小売業 その他小売 5%

61,895 東京都 渋谷区 ＣＹＮＤＹ サービス 理容・美容業 5%

61,896 東京都 渋谷区 ＪＩＮＮＡＮＣＡＦＥ渋谷 サービス 飲食業 5%

61,897 東京都 渋谷区 榛葉和也 サービス 理容・美容業 5%

61,898 東京都 渋谷区 ジンプラ 小売業 家具・調度品 5%

61,899 東京都 渋谷区 シンプルショップ 小売業 その他小売 5%

61,900 東京都 渋谷区 シンメディカル整体院 サービス その他サービス 5%

61,901 東京都 渋谷区 眞本崇之 コンサルティングオフィス サービス その他サービス 5%

61,902 東京都 渋谷区 甚六 サービス 飲食業 5%

61,903 東京都 渋谷区 Ｓｕｉ 表参道本店 サービス 理容・美容業 5%

61,904 東京都 渋谷区 水金地火木土天冥海 小売業 衣料品 5%

61,905 東京都 渋谷区 水金地火木土天冥海 小売業 衣料品 5%

61,906 東京都 渋谷区 ｓｕｉｍｏｋ サービス その他サービス 5%

61,907 東京都 渋谷区 スウィートマミー　代官山店 小売業 衣料品 5%

61,908 東京都 渋谷区 ＳＷＥＥＴ　ＲＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%
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61,909 東京都 渋谷区 ＳＯＯＴＨＥ サービス その他サービス 5%

61,910 東京都 渋谷区 ｚｏｏｔｉｅ　ｓｔｙｌｉｎｇ　ｌａｂ　ｓｔｙｌｉｎｇＬＡＢ　ｂｙ　ｅ?ｚａｋｋａｍａｎｉａ サービス その他サービス 5%

61,911 東京都 渋谷区 ｓｃａｒｌｅｔ サービス 理容・美容業 5%

61,912 東京都 渋谷区 スカイリゾート サービス 理容・美容業 5%

61,913 東京都 渋谷区 ＳＵＧＡＲＴＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,914 東京都 渋谷区 ｓｃｈｉｅｌｅ サービス 理容・美容業 5%

61,915 東京都 渋谷区 ＳＱＵＩＤＡＲＭＹ 小売業 衣料品 5%

61,916 東京都 渋谷区 鮨　博一 サービス 飲食業 5%

61,917 東京都 渋谷区 すし京辰恵比寿店 サービス 飲食業 5%

61,918 東京都 渋谷区 鮨くりや川 サービス 飲食業 5%

61,919 東京都 渋谷区 鮨　　竹半　　ＫＡＲＵＭＥ サービス 飲食業 5%

61,920 東京都 渋谷区 鮨　　竹半　　若槻 サービス 飲食業 5%

61,921 東京都 渋谷区 すし龍 サービス 飲食業 5%

61,922 東京都 渋谷区 鮨のだり半 サービス 飲食業 5%

61,923 東京都 渋谷区 鮨のだり半　代々木店 サービス 飲食業 5%

61,924 東京都 渋谷区 鮨花おか サービス 飲食業 5%

61,925 東京都 渋谷区 鮨　広尾　桂 サービス 飲食業 5%

61,926 東京都 渋谷区 すし○× サービス 飲食業 5%

61,927 東京都 渋谷区 鮨利崎 サービス 飲食業 5%

61,928 東京都 渋谷区 ＳＵＺＵＣＡＦＥ　ＧＥＭＳＳＨＩ サービス 飲食業 5%

61,929 東京都 渋谷区 ＳＵＺＵ　ＣＡＦＥ　神宮前 サービス 飲食業 5%

61,930 東京都 渋谷区 ＳＵＺＵ　ＣＡＦＥ　神南 サービス 飲食業 5%

61,931 東京都 渋谷区 すずのき 小売業 衣料品 5%

61,932 東京都 渋谷区 すずのき　催事２ 小売業 衣料品 5%

61,933 東京都 渋谷区 スターオブザカラー表参道店 小売業 その他小売 5%

61,934 東京都 渋谷区 （株）スタークラフト サービス その他サービス 5%

61,935 東京都 渋谷区 スターゴールド 小売業 衣料品 5%

61,936 東京都 渋谷区 株式会社スタートアップテクノロジー サービス その他サービス 5%

61,937 東京都 渋谷区 ＳｔａｒＤｒｏｐｓ 小売業 衣料品 5%

61,938 東京都 渋谷区 ＳＴＡＲＬＩＮＧＥＡＲ　原宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,939 東京都 渋谷区 ＳＴＹＬＥＷＡＲＳＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

61,940 東京都 渋谷区 ＳＴＹＬＥ　ＤＥＬＩ 小売業 衣料品 5%

61,941 東京都 渋谷区 スターエンタープライズ 小売業 その他小売 5%

61,942 東京都 渋谷区 スタジオインディ　渋谷駅前店 小売業 その他小売 5%

61,943 東京都 渋谷区 スタジオａｉｍ原宿店 サービス その他サービス 5%

61,944 東京都 渋谷区 ＳＴＵＤＩＯｅｓ サービス その他サービス 5%

61,945 東京都 渋谷区 スタジオオオテキ サービス その他サービス 5%

61,946 東京都 渋谷区 スタジオガジェット サービス その他サービス 5%

61,947 東京都 渋谷区 ｓｔｕｄｉｏｃｒｕｃｉｂｌｅ物販 小売業 その他小売 5%

61,948 東京都 渋谷区 スタジオＪ恵比寿 サービス その他サービス 5%

61,949 東京都 渋谷区 スタジオ２３原宿 サービス その他サービス 5%

61,950 東京都 渋谷区 ＳＴＵＤＩＯ撮ろうよ サービス その他サービス 5%
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61,951 東京都 渋谷区 ｓｔｕｄｉｏ　ｋｎｏｔ 小売業 その他小売 5%

61,952 東京都 渋谷区 Ｓｔｕｄｉｏ－ｈｉｄｄｅｎ サービス その他サービス 5%

61,953 東京都 渋谷区 ＳＴＵＤＩＯＢＲＡＶＥ サービス その他サービス 5%

61,954 東京都 渋谷区 スタジオポスト　千駄ヶ谷店 サービス その他サービス 5%

61,955 東京都 渋谷区 スタジオポスト　代々木上原店 サービス その他サービス 5%

61,956 東京都 渋谷区 スタジオルミス 渋谷神山町 サービス その他サービス 5%

61,957 東京都 渋谷区 ｓｔｕｄｉｏｗｏｒｃｌｅ　ｓｈｉｂｕｙａ サービス その他サービス 5%

61,958 東京都 渋谷区 ｓｔｕｄｉｏｗｏｒｃｌｅ　ｈａｒａｊｕｋｕ サービス その他サービス 5%

61,959 東京都 渋谷区 ＳＴＡＲＳＴＯＲＥ＠ＳＴＹＬＩＳＴ 小売業 その他小売 5%

61,960 東京都 渋谷区 ＳＴＡＣＫ サービス 理容・美容業 5%

61,961 東京都 渋谷区 ＳｔａｒＭａｋｅｒＳｔｕｄｉｏ渋谷 サービス その他サービス 5%

61,962 東京都 渋谷区 ＳＴＡＲＬＩＮＧＥＡＲ 小売業 貴金属・服飾品 5%

61,963 東京都 渋谷区 すっぽん　田一 サービス 飲食業 5%

61,964 東京都 渋谷区 スティル・ディギン 小売業 衣料品 5%

61,965 東京都 渋谷区 ＳＴＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

61,966 東京都 渋谷区 ｓｔｉｔｃｈ 小売業 その他小売 5%

61,967 東京都 渋谷区 ＳＴＥＭＤＥＳＩＧＮ 小売業 衣料品 5%

61,968 東京都 渋谷区 ＳＴＵＤＩＯ　Ｄ’ＡＲＴＩＳＡＮ恵比寿店 小売業 衣料品 5%

61,969 東京都 渋谷区 ＳＴＥＬＬＡ　ＴＯＫＹＯ サービス 理容・美容業 5%

61,970 東京都 渋谷区 ＳＴＯＲＭＹ 渋谷店 小売業 衣料品 5%

61,971 東京都 渋谷区 ストリ－マ－コ－ヒ－カンパニ－渋谷店 小売業 食料品 5%

61,972 東京都 渋谷区 ストリ－マ－コ－ヒ－カンパニ－原宿店 サービス 飲食業 5%

61,973 東京都 渋谷区 ＳＴＲＡＩＩＩＧＨＴ 小売業 衣料品 5%

61,974 東京都 渋谷区 ストレッチベース サービス その他サービス 5%

61,975 東京都 渋谷区 ストレッチ屋さん　恵比寿本店 サービス その他サービス 5%

61,976 東京都 渋谷区 ストレッチ屋さん　新宿南口店 サービス その他サービス 5%

61,977 東京都 渋谷区 ＳＮＡＫ 小売業 衣料品 5%

61,978 東京都 渋谷区 Ｓｎｅａｋｅｒｓｎｓｔｕｆｆ 小売業 衣料品 5%

61,979 東京都 渋谷区 Ｓｐｉｃｙ　ｃａｆｅ　ＲＡＪＡ サービス 飲食業 5%

61,980 東京都 渋谷区 ＳＰＩＣＥ１２５ サービス 飲食業 5%

61,981 東京都 渋谷区 ＳＰＡＣＣＡ ＡＬＢＥＲＴＡ ＥＢＩＳＵ サービス 飲食業 5%

61,982 東京都 渋谷区 スパッカアルバータエビス サービス 飲食業 5%

61,983 東京都 渋谷区 Ｓｐｅａｒｈｅａｄ サービス その他サービス 5%

61,984 東京都 渋谷区 ＳＰＥＥＤ　ＮＡＩＬ　渋谷店 サービス 理容・美容業 5%

61,985 東京都 渋谷区 ＳＰＩＮＮＳ原宿竹下通り 小売業 衣料品 5%

61,986 東京都 渋谷区 スープストックトーキョー渋谷マークシティ サービス 飲食業 5%

61,987 東京都 渋谷区 スペリアルメソッド表参道店 サービス 理容・美容業 5%

61,988 東京都 渋谷区 スポーツマリオ 小売業 衣料品 5%

61,989 東京都 渋谷区 ＳＰＯＴ サービス 飲食業 5%

61,990 東京都 渋谷区 ＳＭＡＲＴ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

61,991 東京都 渋谷区 ＳＭＡＲＴ恵比寿 小売業 電化製品 5%

61,992 東京都 渋谷区 ＳＭＩＬＯＯＰ　【スマイループ】 サービス 理容・美容業 5%
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61,993 東京都 渋谷区 スマートクロージングストア 小売業 衣料品 5%

61,994 東京都 渋谷区 隅田商事　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

61,995 東京都 渋谷区 炭火串焼げんき屋代々木店 サービス 飲食業 5%

61,996 東京都 渋谷区 炭火道場 別邸 恵比寿 サービス 飲食業 5%

61,997 東京都 渋谷区 炭火ＢＡＲ集渋谷店 サービス 飲食業 5%

61,998 東京都 渋谷区 炭火焼　今半万窯 サービス 飲食業 5%

61,999 東京都 渋谷区 炭火焼神戸牛いく田 サービス 飲食業 5%

62,000 東京都 渋谷区 炭火焼酒場ホルイチ サービス 飲食業 5%

62,001 東京都 渋谷区 炭火焼肉　ぶち　渋谷南口本店 サービス 飲食業 5%

62,002 東京都 渋谷区 炭焼万能飯所　勘九朗（かんくろう）－本格炭火焼きと鴨鍋－ サービス 飲食業 5%

62,003 東京都 渋谷区 ｓｕｍｉｌｅ　ＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

62,004 東京都 渋谷区 株式会社インターテック サービス その他サービス 5%

62,005 東京都 渋谷区 ＳＳＳ新宿スタジオ サービス その他サービス 5%

62,006 東京都 渋谷区 ＴＨＲＥＥＳＴＯＮＥＳ 小売業 その他小売 5%

62,007 東京都 渋谷区 ＢＢＢ．ＳＰＡ サービス 理容・美容業 5%

62,008 東京都 渋谷区 ｓｕｌｉｒｈａｉｒａｎｄｎａｉｌｄｅｓｉｇｎ恵比寿店 サービス 理容・美容業 5%

62,009 東京都 渋谷区 スリルヘアーアンドネイルデザイン サービス 理容・美容業 5%

62,010 東京都 渋谷区 スロウフードダイニング　ばっちこい サービス 飲食業 5%

62,011 東京都 渋谷区 ｓｌｏｗｄｉｖｅ サービス その他サービス 5%

62,012 東京都 渋谷区 スローハンド・リレイション 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,013 東京都 渋谷区 ＳＬＯＡＮＥ 小売業 その他小売 5%

62,014 東京都 渋谷区 生活協同組合コープランド東京 サービス その他サービス 5%

62,015 東京都 渋谷区 生活の木原宿店１Ｆ 小売業 その他小売 5%

62,016 東京都 渋谷区 生活の木原宿店２Ｆ 小売業 その他小売 5%

62,017 東京都 渋谷区 生活の木原宿店４Ｆ 小売業 その他小売 5%

62,018 東京都 渋谷区 生協　東京インターカレッジ サービス その他サービス 5%

62,019 東京都 渋谷区 生協　東京インターカレッジコープ サービス その他サービス 5%

62,020 東京都 渋谷区 勢揃坂蕎ぎん清 サービス 飲食業 5%

62,021 東京都 渋谷区 整体ソコモット　恵比寿本店 サービス その他サービス 5%

62,022 東京都 渋谷区 整体ソコモットプラス店 サービス その他サービス 5%

62,023 東京都 渋谷区 Ｚａｙｎａｂｂｙｓｔｕｄｉｏｎａｂｉｌａ 小売業 衣料品 5%

62,024 東京都 渋谷区 ｓａｉｌｉｎ　ｓｈｏｅｓ サービス 飲食業 5%

62,025 東京都 渋谷区 ＳＥＶＩＬＯ 小売業 衣料品 5%

62,026 東京都 渋谷区 ２ＮＤ－ＢＯＯＭ 小売業 衣料品 5%

62,027 東京都 渋谷区 セキオカ税理士事務所 サービス その他サービス 5%

62,028 東京都 渋谷区 石花 サービス 飲食業 5%

62,029 東京都 渋谷区 セノビージャ・ハポン南新宿店 小売業 衣料品 5%

62,030 東京都 渋谷区 ＳＡＶＥＫＨＡＫＩ　ＤＡＩＫＡＮＹＡＭＡ 小売業 衣料品 5%

62,031 東京都 渋谷区 ＳＡＶＥＫＨＡＫＩ　ＵＮＩＴＥＤ　ＯＭＯ 小売業 衣料品 5%

62,032 東京都 渋谷区 ７８ｄａｙｓ　ｅｄｉｆｉｃｅ　ｉｅｎａ 小売業 衣料品 5%

62,033 東京都 渋谷区 ＳｅｖｅｎＲｉｃｈ法律事務所 サービス その他サービス 5%

62,034 東京都 渋谷区 ＳＥＲＧＥ　ＴＨＯＲＡＶＡＬ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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62,035 東京都 渋谷区 セルティックパ－ク サービス その他サービス 5%

62,036 東京都 渋谷区 メンズ脱毛サロンゼルモ サービス 理容・美容業 5%

62,037 東京都 渋谷区 ＣＥＬＬＥ サービス その他サービス 5%

62,038 東京都 渋谷区 株式会社ミキコセレーナ サービス 理容・美容業 5%

62,039 東京都 渋谷区 Ｓｅｒｅｎｄｉｐｉｔｙ３　表参道 サービス 飲食業 5%

62,040 東京都 渋谷区 千串屋渋谷店 サービス 飲食業 5%

62,041 東京都 渋谷区 千串屋初台店 サービス 飲食業 5%

62,042 東京都 渋谷区 戦国フォトスタジオＳＡＭＵＲＡＩ サービス 理容・美容業 5%

62,043 東京都 渋谷区 センタースポーツ 小売業 その他小売 5%

62,044 東京都 渋谷区 セブン－イレブン千駄ケ谷店 小売業 食料品 2%

62,045 東京都 渋谷区 センタースポーツ 小売業 その他小売 5%

62,046 東京都 渋谷区 千利 サービス 宿泊業 5%

62,047 東京都 渋谷区 せんりょう サービス 飲食業 5%

62,048 東京都 渋谷区 ＳＯＡＲ　ＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

62,049 東京都 渋谷区 惣菜　弁当　恵比寿中島 小売業 食料品 5%

62,050 東京都 渋谷区 ソウル　ソニック　ブギー　恵比寿 サービス 飲食業 5%

62,051 東京都 渋谷区 ＳＯＥＪＵ代官山 小売業 衣料品 5%

62,052 東京都 渋谷区 ＳＯ　ＢＯＯＫＳ 小売業 その他小売 5%

62,053 東京都 渋谷区 ｓｏｇａｎｄｓｏ サービス 理容・美容業 5%

62,054 東京都 渋谷区 ＳＯＲＣＥＲＹＤＲＥＳＳＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

62,055 東京都 渋谷区 ｓｏｔ 小売業 衣料品 5%

62,056 東京都 渋谷区 ｓｏｔ　渋谷店 小売業 衣料品 5%

62,057 東京都 渋谷区 ｓｏｔ＆ｌｉｐ　恵比寿店 小売業 衣料品 5%

62,058 東京都 渋谷区 そば處大野屋元代々木町店 サービス 飲食業 5%

62,059 東京都 渋谷区 そば処　初台丸屋 サービス 飲食業 5%

62,060 東京都 渋谷区 ソフィー　Ｈａｉｒ　Ｃａｒｅ　ソフィー美容室 サービス 理容・美容業 5%

62,061 東京都 渋谷区 ソフトコンビニエンスＢＡＫｕ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,062 東京都 渋谷区 ＳＯＲＡ サービス その他サービス 5%

62,063 東京都 渋谷区 ソラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,064 東京都 渋谷区 ＳＯＬ 小売業 衣料品 5%

62,065 東京都 渋谷区 ＳＯＬＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

62,066 東京都 渋谷区 ＳＯＬＥ渋谷店 サービス 理容・美容業 5%

62,067 東京都 渋谷区 ソワールボーテ サービス 理容・美容業 5%

62,068 東京都 渋谷区 ＳＯＮ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＣＨＥＥＳＥ 小売業 衣料品 5%

62,069 東京都 渋谷区 ＴＡＲＧＥＴ ＳＨＩＢＵＹＡ サービス その他サービス 5%

62,070 東京都 渋谷区 Ｄ＇ＡＭＡ サービス 飲食業 5%

62,071 東京都 渋谷区 タイガーデン渋谷店 サービス 飲食業 5%

62,072 東京都 渋谷区 大学生協 サービス その他サービス 5%

62,073 東京都 渋谷区 大学生協東京事業連合　渋谷ＰＣセンター サービス その他サービス 5%

62,074 東京都 渋谷区 代官山　クローバーズ サービス 飲食業 5%

62,075 東京都 渋谷区 セブン－イレブン代官山駅東店 小売業 食料品 2%

62,076 東京都 渋谷区 代官山　くま田 サービス 飲食業 5%
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62,077 東京都 渋谷区 代官山ゴルフ倶楽部 代官山ゴルフ倶楽部 小売業 その他小売 5%

62,078 東京都 渋谷区 代官山コンディショニング サービス その他サービス 5%

62,079 東京都 渋谷区 代官山コンディショニング サービス その他サービス 5%

62,080 東京都 渋谷区 ドクターズテーブル サービス 飲食業 5%

62,081 東京都 渋谷区 株式会社イズムプラス 小売業 衣料品 5%

62,082 東京都 渋谷区 ｄａｉｋａｎｙａｍａＳＯＵ サービス 理容・美容業 5%

62,083 東京都 渋谷区 代官山ＭＡＮＩＮ サービス 飲食業 5%

62,084 東京都 渋谷区 株式会社Ｄｒ．Ｂｏｎｅｓ サービス 理容・美容業 5%

62,085 東京都 渋谷区 代官山　ＲＩＮＧＲＡＺＩＡＲＥ サービス 飲食業 5%

62,086 東京都 渋谷区 代官山ワインサロン　Ｌｅ・ｌｕｘｅ 小売業 食料品 5%

62,087 東京都 渋谷区 タイ古式マッサージシャバー サービス 理容・美容業 5%

62,088 東京都 渋谷区 大勝軒 サービス 飲食業 5%

62,089 東京都 渋谷区 ｄａｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

62,090 東京都 渋谷区 大盛スタンプコーナー 小売業 その他小売 5%

62,091 東京都 渋谷区 大盛スタンプコーナー 小売業 その他小売 5%

62,092 東京都 渋谷区 タイダイニングｐｌａｌｏｍａ サービス 飲食業 5%

62,093 東京都 渋谷区 大東 小売業 その他小売 5%

62,094 東京都 渋谷区 大東　渋谷店 小売業 その他小売 5%

62,095 東京都 渋谷区 ＴＩＤＥＷＡＹ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,096 東京都 渋谷区 ダイニングカフェアンドバーデトックス サービス 飲食業 5%

62,097 東京都 渋谷区 ＤｉｎｉｎｇＴａｂｌｅ１０１ サービス 飲食業 5%

62,098 東京都 渋谷区 タイの食卓　クルン　サイアム　ＧＥＭＳ神宮前店 サービス 飲食業 5%

62,099 東京都 渋谷区 ＴＨＡＩＦＯＯＤＰＵＢＣＯＮＲＯＷ　恵比寿店 サービス 飲食業 5%

62,100 東京都 渋谷区 Ｔｉｍｅ　ｉｓ　ｏｎ 小売業 衣料品 5%

62,101 東京都 渋谷区 タイムズカフェＢＡＫＵ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,102 東京都 渋谷区 株式会社タイムテーブル サービス その他サービス 5%

62,103 東京都 渋谷区 ダイヤモンドアイズ渋谷マークシティ店 サービス 理容・美容業 5%

62,104 東京都 渋谷区 大和金属工業株式会社　東京営業所 小売業 家具・調度品 5%

62,105 東京都 渋谷区 ｗｊｋ　ｂａｓｅ 小売業 衣料品 5%

62,106 東京都 渋谷区 ｗｊｋ　ｂａｓｅ　２Ｆ 小売業 衣料品 5%

62,107 東京都 渋谷区 渋谷肉横丁ダオタイ サービス 飲食業 5%

62,108 東京都 渋谷区 夛賀谷 小売業 衣料品 5%

62,109 東京都 渋谷区 宝田はんこデザイン 小売業 その他小売 5%

62,110 東京都 渋谷区 ＨＩＰＡＮＤＡ 小売業 衣料品 2%

62,111 東京都 渋谷区 竹馬株式会社管理部 小売業 衣料品 5%

62,112 東京都 渋谷区 ターゲットワン新宿店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,113 東京都 渋谷区 ダズリング 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,114 東京都 渋谷区 ダーツハイブ　渋谷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,115 東京都 渋谷区 Ｄｕｆｆｌｅ　ｗｉｔｈ　ＫＡＰＩＴＡＬ 小売業 衣料品 5%

62,116 東京都 渋谷区 タテイスカンナ 小売業 衣料品 5%

62,117 東京都 渋谷区 ダナエビューティスタジオ サービス その他サービス 5%

62,118 東京都 渋谷区 Ｄａｎｉｅｌ　Ｗｅｌｌｉｎｇｔｏｎ　原宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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62,119 東京都 渋谷区 ＴＡＢＡＴＨＡ 小売業 その他小売 5%

62,120 東京都 渋谷区 旅の萬処オンラインショップＢａｇｔｏＬｉｆｅ公式ショップ サービス その他サービス 5%

62,121 東京都 渋谷区 ＤＡＢｏｍｏｔｅｓａｎｄｏ サービス 理容・美容業 5%

62,122 東京都 渋谷区 ＤＡＢｄａｉｋａｎｙａｍａ サービス 理容・美容業 5%

62,123 東京都 渋谷区 ＤＡＦＮＥ　ｆｏｒ　ｍｅｎ サービス 理容・美容業 5%

62,124 東京都 渋谷区 Ｔａｂｌｅ　ｃｏｎｖｉｖｉａｌｅ サービス 飲食業 5%

62,125 東京都 渋谷区 ＷＲＡＩＮＢＯＷ サービス その他サービス 5%

62,126 東京都 渋谷区 喰べ物や花子っ子 サービス 飲食業 5%

62,127 東京都 渋谷区 タベーロゼンザイヒュッテ サービス 飲食業 5%

62,128 東京都 渋谷区 玉川屋呉服店 小売業 衣料品 5%

62,129 東京都 渋谷区 DULTON JINNAN 小売業 その他小売 5%

62,130 東京都 渋谷区 Ｔａｌｏｏｎ　Ｈａｉｒ＆Ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

62,131 東京都 渋谷区 探偵興信所 サービス その他サービス 5%

62,132 東京都 渋谷区 ＤＡＨ　ＭＳＰ　渋谷宮益坂店 サービス 理容・美容業 5%

62,133 東京都 渋谷区 ダンディミュージックストア 小売業 その他小売 5%

62,134 東京都 渋谷区 タンデコロリ タンデコロリ 小売業 食料品 5%

62,135 東京都 渋谷区 炭豚豚 サービス 飲食業 5%

62,136 東京都 渋谷区 Ｃｅｒｉｓｅ 小売業 衣料品 5%

62,137 東京都 渋谷区 Ｃｈｅｒｒｉｅｓｏｎ 小売業 衣料品 5%

62,138 東京都 渋谷区 ＣＨＥＬＳＥＡ【チェルシー】 サービス 理容・美容業 5%

62,139 東京都 渋谷区 ＣＥＮＴＯＡＮＮＩＳＨＩＢＵＹＡ サービス 飲食業 5%

62,140 東京都 渋谷区 ＣＨＩＫＡＫＯ　ＹＡＪＩＭＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,141 東京都 渋谷区 地球栽培 小売業 その他小売 5%

62,142 東京都 渋谷区 ちくちくＣＡＦＥ 小売業 その他小売 5%

62,143 東京都 渋谷区 ＴｉｃｋｅｔｓＴｏｄａｙＳＨＩＢＵＹＡ サービス その他サービス 5%

62,144 東京都 渋谷区 ＴＩＣＫＥＴ　ＳＨＩＢＵＹＡ 小売業 その他小売 5%

62,145 東京都 渋谷区 ｃｈｉｓａｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

62,146 東京都 渋谷区 ＺＩＫＺＩＮ　ＣＡＦＥ＆ＤＩＮＩＮＧ サービス 飲食業 5%

62,147 東京都 渋谷区 千房恵比寿ガーデンプレイス支店 サービス 飲食業 5%

62,148 東京都 渋谷区 ＣＨＩＮＥＳＥＤＩＮＩＮＧ方哉 サービス 飲食業 5%

62,149 東京都 渋谷区 中国茶房８　恵比寿店 サービス 飲食業 5%

62,150 東京都 渋谷区 チャコールグリーントウキョウ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,151 東京都 渋谷区 ＣＨＡＲＣＯＡＬ　ＧＲＥＥＮ　東京店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,152 東京都 渋谷区 ＣＨＡＶＡＴＹ サービス 飲食業 5%

62,153 東京都 渋谷区 チャンルー表参道フラッグシップストア 小売業 その他小売 5%

62,154 東京都 渋谷区 チャンルージャパン　催事 小売業 その他小売 5%

62,155 東京都 渋谷区 中華バル和平 サービス 飲食業 5%

62,156 東京都 渋谷区 中国茶房８　青山店 サービス 飲食業 5%

62,157 東京都 渋谷区 中国茶坊　「遊茶」 小売業 食料品 5%

62,158 東京都 渋谷区 中国料理　白鳳 サービス 飲食業 5%

62,159 東京都 渋谷区 中国料理 白鳳 サービス 飲食業 5%

62,160 東京都 渋谷区 Ｃｈｕｃｌａ　ｂｙ　ＳＰＩＮＮＳ 小売業 衣料品 5%
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62,161 東京都 渋谷区 ｃｈｏｃｏｓｈｏｅ サービス その他サービス 5%

62,162 東京都 渋谷区 ＣｈｏｃｏＮｕｔｓ サービス その他サービス 5%

62,163 東京都 渋谷区 治療院悠 サービス 理容・美容業 5%

62,164 東京都 渋谷区 株式会社ＣＩＮＱＵＥＳＴＥＬＬＥ 小売業 衣料品 5%

62,165 東京都 渋谷区 一社 賃貸不動産経営支援機構 本店 サービス その他サービス 5%

62,166 東京都 渋谷区 ツヴィーゼルブティック 小売業 家具・調度品 5%

62,167 東京都 渋谷区 つくね侍　さかのうえ サービス 飲食業 5%

62,168 東京都 渋谷区 ｔｓｕｋｕｒｏｉ 恵比寿 サービス 理容・美容業 5%

62,169 東京都 渋谷区 ＴＳＵＴＯＭＵｉＤａ サービス その他サービス 5%

62,170 東京都 渋谷区 ＴＵＮＡＧＩ　ＪＡＰＡＮ 小売業 衣料品 5%

62,171 東京都 渋谷区 つばさプラス サービス その他サービス 5%

62,172 東京都 渋谷区 つむじ サービス 理容・美容業 5%

62,173 東京都 渋谷区 つむじ サービス 理容・美容業 5%

62,174 東京都 渋谷区 ツールス　インフィニィティ 小売業 衣料品 5%

62,175 東京都 渋谷区 ｔｅａｔｅサロン サービス その他サービス 5%

62,176 東京都 渋谷区 ＤＥＡＲ　ＬＡＵＲＥＬ　表参道店 小売業 その他小売 5%

62,177 東京都 渋谷区 Ｄｈｙａｎａ． 小売業 衣料品 5%

62,178 東京都 渋谷区 ペットロスカフェ サービス 飲食業 5%

62,179 東京都 渋谷区 ディアリミー サービス 理容・美容業 5%

62,180 東京都 渋谷区 ディアリミー サービス その他サービス 5%

62,181 東京都 渋谷区 ＤＡＹ＆ＮＩＧＨＴ サービス 飲食業 5%

62,182 東京都 渋谷区 ティーエイチジェイ株式会社 小売業 その他小売 5%

62,183 東京都 渋谷区 ＴＣＣトレーナールーム サービス 理容・美容業 5%

62,184 東京都 渋谷区 Ｔｅａ　Ｔｉｍｅ【ティータイム】 サービス 理容・美容業 5%

62,185 東京都 渋谷区 Ｔ２１ 小売業 衣料品 5%

62,186 東京都 渋谷区 ｄｅｅｐｄｏｏｒ ｄｅｅｐｄｏｏｒ サービス 飲食業 5%

62,187 東京都 渋谷区 Ｄ－ＶＥＣ　ＴＯＫＹＯ 小売業 その他小売 5%

62,188 東京都 渋谷区 ＴＥＥＮＡＧＥＲ 小売業 衣料品 5%

62,189 東京都 渋谷区 ディエチＣＤＧ 小売業 衣料品 5%

62,190 東京都 渋谷区 ＴＡＴ　渋谷店 小売業 その他小売 5%

62,191 東京都 渋谷区 ティエラ サービス 理容・美容業 5%

62,192 東京都 渋谷区 Ｄｅｇｅｌ　ＴＳＵＢＡＫＩ サービス その他サービス 5%

62,193 東京都 渋谷区 ディスクユニオン　渋谷中古センター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,194 東京都 渋谷区 ディスクユニオン渋谷クラブミュージックシ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,195 東京都 渋谷区 ディズニーアンバサダービューティサロン サービス 理容・美容業 5%

62,196 東京都 渋谷区 ＤＩＴＡ　ＬＥＧＥＮＤＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,197 東京都 渋谷区 ＴＷ 小売業 衣料品 5%

62,198 東京都 渋谷区 ＤＩＳＨＥＳ 小売業 家具・調度品 5%

62,199 東京都 渋谷区 ＤＥＴＥＣＴ　【ディテクト】 サービス 理容・美容業 5%

62,200 東京都 渋谷区 ｄｅ・ｔｅｎｔｅ サービス 理容・美容業 5%

62,201 東京都 渋谷区 Ｄ＋Ｅ　ＭＡＲＫＥＴ 小売業 家具・調度品 5%

62,202 東京都 渋谷区 Ｄ＋Ｅ　ＭＡＲＫＥＴ　ＴＯＫＹＯ 小売業 家具・調度品 5%
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62,203 東京都 渋谷区 ＴＩＭＢＵＫ２　ＴＯＫＹＯ 小売業 その他小売 5%

62,204 東京都 渋谷区 ＤＩＭＬＩＧＨＴ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

62,205 東京都 渋谷区 ティヨルノシタ 小売業 衣料品 5%

62,206 東京都 渋谷区 Ｄｉｒａｌ 小売業 衣料品 5%

62,207 東京都 渋谷区 Ｔａｉｌｗｉｎｄ サービス 理容・美容業 5%

62,208 東京都 渋谷区 Ｔａｉｌｗｉｎｄ原宿 サービス 理容・美容業 5%

62,209 東京都 渋谷区 Ｔ? ｏ Ｃａｆ? Ｔｏｋｙｏ サービス 飲食業 5%

62,210 東京都 渋谷区 テキスタイルワールド　トーア 小売業 その他小売 5%

62,211 東京都 渋谷区 デサント東京 小売業 その他小売 5%

62,212 東京都 渋谷区 デスペレートリビング 小売業 衣料品 5%

62,213 東京都 渋谷区 テゾーロ・ミオ サービス 理容・美容業 5%

62,214 東京都 渋谷区 Ｔｅｘ　Ｍｅｘ　ＤｉｎｉｇＢａｒ　Ｏｔｒａ　本店（オトラ） サービス 飲食業 5%

62,215 東京都 渋谷区 手作りホルモン焼きぶたさま サービス 飲食業 5%

62,216 東京都 渋谷区 鉄板焼くびれ サービス 飲食業 5%

62,217 東京都 渋谷区 鉄板焼きステーキあずま サービス 飲食業 5%

62,218 東京都 渋谷区 鉄板やきそば・酒場　しぶやき サービス 飲食業 5%

62,219 東京都 渋谷区 鉄板焼　天　渋谷店 サービス 飲食業 5%

62,220 東京都 渋谷区 ｄｅｄｉａ サービス その他サービス 5%

62,221 東京都 渋谷区 Ｄｅｔｏｕｒ　ａ　ｂｌｅｕｅｔ２ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,222 東京都 渋谷区 Ｄｅｔｏｕｒ　ａ　ｂｌｅｕｅｔ１ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,223 東京都 渋谷区 サロンｇｌｅａｍｉｎｇ サービス その他サービス 5%

62,224 東京都 渋谷区 ＤＥＮＡＬＩ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

62,225 東京都 渋谷区 テニスサポートセンター渋谷店 小売業 その他小売 5%

62,226 東京都 渋谷区 テニス８４６シブヤ 小売業 その他小売 5%

62,227 東京都 渋谷区 ＤＥＦＩＮＩＴＩＯＮＧＹＭ サービス その他サービス 5%

62,228 東京都 渋谷区 ｄｅｍｅｒａｒａｂａｋｅｒｙＮＥＷｏＭａｎ店 小売業 食料品 5%

62,229 東京都 渋谷区 デュオドーモ サービス その他サービス 5%

62,230 東京都 渋谷区 テーラートミヤマ 小売業 衣料品 5%

62,231 東京都 渋谷区 テーラーフィールズ　渋谷 小売業 衣料品 5%

62,232 東京都 渋谷区 Ｔｅｒｒｉｆｉｃ　Ｉｓｌａｎｄ　９９ 小売業 衣料品 5%

62,233 東京都 渋谷区 テ・ルーチェ サービス その他サービス 5%

62,234 東京都 渋谷区 ｄｅｌｆｉｎ サービス 理容・美容業 5%

62,235 東京都 渋谷区 パラックス 小売業 電化製品 5%

62,236 東京都 渋谷区 天鼓堂 サービス 理容・美容業 5%

62,237 東京都 渋谷区 天ぷら和久田 サービス 飲食業 5%

62,238 東京都 渋谷区 Ｔｅｍｐｏｒａｒｙｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

62,239 東京都 渋谷区 Ａｂｓｏｒｄ【アブソード】 サービス その他サービス 5%

62,240 東京都 渋谷区 土井縫工所　東京店 小売業 衣料品 5%

62,241 東京都 渋谷区 ＴＯ×ＧＯ 小売業 衣料品 5%

62,242 東京都 渋谷区 ＴＯＣＡＰＡＲＴＭＥＮＴＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

62,243 東京都 渋谷区 ２ｃｏｌｏｒｉ サービス 飲食業 5%

62,244 東京都 渋谷区 ２４／７ＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%
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62,245 東京都 渋谷区 ＴＵＯ　大学生協 サービス その他サービス 5%

62,246 東京都 渋谷区 ドゥカティ渋谷 小売業 その他小売 5%

62,247 東京都 渋谷区 Ｔｏｋｙｏ　１３５° 小売業 衣料品 5%

62,248 東京都 渋谷区 東京ＭＣ 小売業 衣料品 5%

62,249 東京都 渋谷区 東京健康長寿生活協同組合 サービス その他サービス 5%

62,250 東京都 渋谷区 トウキョウサロナードカフェダブ サービス 飲食業 5%

62,251 東京都 渋谷区 東京シュガーアート サービス その他サービス 5%

62,252 東京都 渋谷区 東京スタイリストアカデミー サービス その他サービス 5%

62,253 東京都 渋谷区 東京電化 小売業 電化製品 5%

62,254 東京都 渋谷区 東京十色／桜響 サービス 飲食業 5%

62,255 東京都 渋谷区 Ｔｏｋｙｏ１３５°　渋谷店 小売業 衣料品 5%

62,256 東京都 渋谷区 東京ボッパー 小売業 その他小売 5%

62,257 東京都 渋谷区 東京本社 小売業 その他小売 5%

62,258 東京都 渋谷区 東京ロージー サービス 飲食業 5%

62,259 東京都 渋谷区 ＤｏｋｅｎＰｅｔ 小売業 その他小売 5%

62,260 東京都 渋谷区 トゥザハーブズ　外苑店 サービス 飲食業 5%

62,261 東京都 渋谷区 ＴＯＵＣＨＥＺ　ＤＵ　ＢＯＩＳ サービス 理容・美容業 5%

62,262 東京都 渋谷区 ＤＥＵＸＩＥＭＥ　ＣＬＡＳＳＥ表参道 小売業 衣料品 5%

62,263 東京都 渋谷区 東大電気 小売業 電化製品 5%

62,264 東京都 渋谷区 ＤＯＯＫＳ サービス その他サービス 5%

62,265 東京都 渋谷区 ＴＲＵ　ＮＡＩＬ　渋谷店 サービス 理容・美容業 5%

62,266 東京都 渋谷区 ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙＷｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

62,267 東京都 渋谷区 トータル・ボディ・メンテナンスフィシス サービス 理容・美容業 5%

62,268 東京都 渋谷区 ＴＯ　ＲＥ サービス 理容・美容業 5%

62,269 東京都 渋谷区 ＴＯ／ＲＥ サービス 理容・美容業 5%

62,270 東京都 渋谷区 ｔｏｃａ サービス 理容・美容業 5%

62,271 東京都 渋谷区 時たらず サービス 飲食業 5%

62,272 東京都 渋谷区 Ｄｒ．ウィラード・ウォーター代官山店 小売業 その他小売 5%

62,273 東京都 渋谷区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ松涛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,274 東京都 渋谷区 ＤｒＭＯＮＲＯＥ表参道 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,275 東京都 渋谷区 時計倉庫ＴＯＫＩＡ　東京本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,276 東京都 渋谷区 時計倉庫ＴＯＫＩＡ　原宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,277 東京都 渋谷区 時計倉庫ＴＯＫＩＡ渋谷文化村通り店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,278 東京都 渋谷区 ＴＯＳＣＡＮＡ代々木店 サービス 飲食業 5%

62,279 東京都 渋谷区 トスカネリア サービス 飲食業 5%

62,280 東京都 渋谷区 サロンＲａｎｕｎ サービス 理容・美容業 5%

62,281 東京都 渋谷区 ｔｏｒｃｈｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

62,282 東京都 渋谷区 ｄｏｔｃｏｍ　ｓｐａｃｅ サービス 飲食業 5%

62,283 東京都 渋谷区 Ｄｏｐｐｉｅｔｔａ－Ｔｏｋｙｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,284 東京都 渋谷区 ととしぐれ　渋谷店 サービス 飲食業 5%

62,285 東京都 渋谷区 とととりとん渋谷 サービス 飲食業 5%

62,286 東京都 渋谷区 とととりとん渋谷２号 サービス 飲食業 5%
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62,287 東京都 渋谷区 Ｔｏａｎｌ サービス 理容・美容業 5%

62,288 東京都 渋谷区 ＴＯＮＩ＆ＧＵＹ　ＪＡＰＡＮ サービス 理容・美容業 5%

62,289 東京都 渋谷区 トニーアンドガイ　原宿サロン サービス 理容・美容業 5%

62,290 東京都 渋谷区 トニーアンドガイジャパン　広尾店 サービス 理容・美容業 5%

62,291 東京都 渋谷区 トニーアンドガイジャパン　広尾店 サービス 理容・美容業 5%

62,292 東京都 渋谷区 ＴＯＮＩ＆ＧＵＹ青山サロン サービス 理容・美容業 5%

62,293 東京都 渋谷区 トニーアンドガイジャパン　原宿サロン サービス 理容・美容業 5%

62,294 東京都 渋谷区 ＴＯＮＩ＆ＧＵＹ原宿サロン サービス 理容・美容業 5%

62,295 東京都 渋谷区 ＴＯＮＩ＆ＧＵＹ広尾サロン サービス 理容・美容業 5%

62,296 東京都 渋谷区 トプカピ サービス 理容・美容業 5%

62,297 東京都 渋谷区 東方美人 サービス 飲食業 5%

62,298 東京都 渋谷区 土間土間渋谷１号店 サービス 飲食業 2%

62,299 東京都 渋谷区 土間土間渋谷宮益坂店 サービス 飲食業 2%

62,300 東京都 渋谷区 富ヶ谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,301 東京都 渋谷区 富ヶ谷サロン サービス その他サービス 5%

62,302 東京都 渋谷区 ＴＯＭ′ＳＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 その他小売 5%

62,303 東京都 渋谷区 ＴＲＩＡＮＧＬＥ　ＣＵＲＲＹ サービス 飲食業 5%

62,304 東京都 渋谷区 ｔｒｉｃｙｃｌｅ．ｓｔｙｌｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

62,305 東京都 渋谷区 トライダイビング 小売業 その他小売 5%

62,306 東京都 渋谷区 ドライヘッドスパ専門店ｙｕｒａｇｉ サービス 理容・美容業 5%

62,307 東京都 渋谷区 虎子食堂 サービス 飲食業 5%

62,308 東京都 渋谷区 トラットリア　トマティカ サービス 飲食業 5%

62,309 東京都 渋谷区 ＴＲＡＶＥＬＳ 小売業 衣料品 5%

62,310 東京都 渋谷区 ｔｐｏ．ｃｏ．ｊｐ サービス その他サービス 5%

62,311 東京都 渋谷区 ＤＲＡＭＡ 小売業 衣料品 5%

62,312 東京都 渋谷区 ＤＯＲＡＭＡ　笹塚十号通り店 サービス その他サービス 5%

62,313 東京都 渋谷区 ドラマ笹塚十号通店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,314 東京都 渋谷区 ドラムステーション渋谷 小売業 その他小売 5%

62,315 東京都 渋谷区 寅や サービス 飲食業 5%

62,316 東京都 渋谷区 ＴＲＡＮＳＨＩＰ　ＪＥＷＥＬＲＹ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,317 東京都 渋谷区 ３０，ｒｕｅｋｅｌｌｅｒ サービス 理容・美容業 5%

62,318 東京都 渋谷区 トランペットステーション 小売業 その他小売 5%

62,319 東京都 渋谷区 ドリア＆グラタンなつめ　代々木八幡本店 サービス 飲食業 5%

62,320 東京都 渋谷区 ｔｒｉａｓ　ｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

62,321 東京都 渋谷区 ＤＯＲＩＡＮ　ＧＲＡＹ 小売業 衣料品 5%

62,322 東京都 渋谷区 若石リフレクソロジーＤｒｅａｍＣｒａｆｔ サービス 理容・美容業 5%

62,323 東京都 渋谷区 ドリームクラフトサロン サービス その他サービス 5%

62,324 東京都 渋谷区 ドリームライフふきの 小売業 その他小売 5%

62,325 東京都 渋谷区 ドリームワークス株式会社 小売業 衣料品 5%

62,326 東京都 渋谷区 ＴｒｉｃｏＡｎｔｉｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

62,327 東京都 渋谷区 ＴＲＩＣＯＦＩＥＬＤＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

62,328 東京都 渋谷区 トリシア サービス 理容・美容業 5%
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62,329 東京都 渋谷区 Ｔｏｒｉ　渋谷店 サービス 理容・美容業 5%

62,330 東京都 渋谷区 とりしょう サービス 飲食業 5%

62,331 東京都 渋谷区 鳥清 サービス 飲食業 5%

62,332 東京都 渋谷区 鳥竹 サービス 飲食業 5%

62,333 東京都 渋谷区 鳥竹 サービス 飲食業 5%

62,334 東京都 渋谷区 鳥竹二丁目店 サービス 飲食業 5%

62,335 東京都 渋谷区 トリッペン　代官山店 小売業 衣料品 5%

62,336 東京都 渋谷区 トリッペン　原宿店 小売業 衣料品 5%

62,337 東京都 渋谷区 鳥伝 サービス 飲食業 5%

62,338 東京都 渋谷区 鶏豚きっちん　渋谷道玄坂店 サービス 飲食業 5%

62,339 東京都 渋谷区 ＤｒｉｆｔｅｒＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

62,340 東京都 渋谷区 トリムコーポレーション サービス その他サービス 5%

62,341 東京都 渋谷区 とり焼きたか田 サービス 飲食業 5%

62,342 東京都 渋谷区 ｄｏｌｃｅ　宇田川店 サービス 理容・美容業 5%

62,343 東京都 渋谷区 ｄｏｌｃｅ　渋谷本店 サービス 理容・美容業 5%

62,344 東京都 渋谷区 ＴＲＡＩＮ 小売業 衣料品 5%

62,345 東京都 渋谷区 Ｔｒｅｕｓ 小売業 衣料品 5%

62,346 東京都 渋谷区 ＴＲＥＳＳ　表参道 サービス 理容・美容業 5%

62,347 東京都 渋谷区 Ｄｒｅｓｓ　Ｂｅｎｅｄｅｔｔａ　表参道 サービス その他サービス 5%

62,348 東京都 渋谷区 トレフ　ミヤモト サービス 飲食業 5%

62,349 東京都 渋谷区 ＴＲＥＦＬＥＫＩＴＣＨＥＮ サービス その他サービス 5%

62,350 東京都 渋谷区 Ｔｏｒｅｌｌｉｃｏ．，ｌｔｄ 小売業 衣料品 5%

62,351 東京都 渋谷区 ＴＲＯＶＥ 小売業 衣料品 5%

62,352 東京都 渋谷区 ｄｏｒｏｔｈｙ　【ドロシー】 サービス 理容・美容業 5%

62,353 東京都 渋谷区 とろにく 恵比寿店 サービス 飲食業 5%

62,354 東京都 渋谷区 ＴＯＩ サービス 理容・美容業 5%

62,355 東京都 渋谷区 トワ ＴＯＩ サービス 理容・美容業 5%

62,356 東京都 渋谷区 とんかつ光むら サービス 飲食業 5%

62,357 東京都 渋谷区 とんがらし　渋谷 サービス 飲食業 5%

62,358 東京都 渋谷区 ドンドンダウン渋谷宇田川町店 小売業 その他小売 2%

62,359 東京都 渋谷区 Ｎｉｃｅｔｉｍｅ 小売業 その他小売 5%

62,360 東京都 渋谷区 ９０ＰＬＵＳＷＩＮＥＣＬＵＢ サービス 飲食業 5%

62,361 東京都 渋谷区 なかむら サービス 飲食業 5%

62,362 東京都 渋谷区 ビリード株式会社 サービス 理容・美容業 5%

62,363 東京都 渋谷区 なごみ整体院 サービス その他サービス 5%

62,364 東京都 渋谷区 ｎａｔｉｃａ　ｖｉｎｔａｇｅ 小売業 衣料品 5%

62,365 東京都 渋谷区 ＮａｔｕｒａｌＳｍｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

62,366 東京都 渋谷区 ナチュラルパーフェクトフェイス サービス その他サービス 5%

62,367 東京都 渋谷区 ナチュラルパーフェクトフェイス 小売業 その他小売 5%

62,368 東京都 渋谷区 ナチュラルマート 小売業 食料品 5%

62,369 東京都 渋谷区 ナナ　インターナショナル 小売業 衣料品 5%

62,370 東京都 渋谷区 浪花のたこ焼き　代官山　天風　代官山天風 サービス 飲食業 5%

1487



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

62,371 東京都 渋谷区 ｎａｎｕｋ ｎａｎｕｋ渋谷 サービス 理容・美容業 5%

62,372 東京都 渋谷区 ｎａｎｕｋ　渋谷 サービス 理容・美容業 5%

62,373 東京都 渋谷区 ＮＡＰＡＴＯＲＢＲＩＧＡＤＥ 小売業 衣料品 5%

62,374 東京都 渋谷区 Ｎｕｆｆ サービス 理容・美容業 5%

62,375 東京都 渋谷区 ナポリ　広尾店 サービス 飲食業 5%

62,376 東京都 渋谷区 生麺亭エビエビ サービス 飲食業 5%

62,377 東京都 渋谷区 ＮＡＬＵ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

62,378 東京都 渋谷区 なるしまフレンド 神宮店 小売業 その他小売 5%

62,379 東京都 渋谷区 なるしまフレンド神宮店 小売業 その他小売 5%

62,380 東京都 渋谷区 鳴門鯛焼本舗　恵比寿駅前店 サービス 飲食業 5%

62,381 東京都 渋谷区 鳴門鯛焼本舗　代々木駅前店 サービス 飲食業 5%

62,382 東京都 渋谷区 ナンバーミー 小売業 衣料品 5%

62,383 東京都 渋谷区 ＪＭ／ＮＵＭＢＥＲ４０６ サービス 理容・美容業 5%

62,384 東京都 渋谷区 ｎｕｍｂｅｒ４０６ サービス 理容・美容業 5%

62,385 東京都 渋谷区 ナンバー４０６ サービス 理容・美容業 5%

62,386 東京都 渋谷区 にいがたの味 静香庵 サービス 飲食業 5%

62,387 東京都 渋谷区 ニールズヤード表参道本店 サービス その他サービス 5%

62,388 東京都 渋谷区 ニールズヤードサロン サービス 理容・美容業 5%

62,389 東京都 渋谷区 肉神 サービス 飲食業 5%

62,390 東京都 渋谷区 肉太郎 サービス 飲食業 5%

62,391 東京都 渋谷区 肉なべ千葉　渋谷店 サービス 飲食業 5%

62,392 東京都 渋谷区 肉バルＳＨＯＵＴＡＩＡＮ渋谷店 サービス 飲食業 5%

62,393 東京都 渋谷区 ｎｉｃｃｏ サービス 理容・美容業 5%

62,394 東京都 渋谷区 ニコスポーツマッサージ サービス その他サービス 5%

62,395 東京都 渋谷区 ニコスポーツマッサージ サービス その他サービス 5%

62,396 東京都 渋谷区 ニコニコギターズ 小売業 その他小売 5%

62,397 東京都 渋谷区 ＮｉｃｏｌｅＢｅｅ サービス 理容・美容業 5%

62,398 東京都 渋谷区 にしむらフローリスト 小売業 その他小売 5%

62,399 東京都 渋谷区 二代目　葵　ａｏｉ サービス 飲食業 5%

62,400 東京都 渋谷区 二代目　鮓　桂田 サービス 飲食業 5%

62,401 東京都 渋谷区 肉’Ｓ サービス 飲食業 5%

62,402 東京都 渋谷区 ＮＩＣＫ　ＳＴＯＣＫ渋谷道玄坂 サービス 飲食業 5%

62,403 東京都 渋谷区 日個連　安藤タクシー サービス 運輸業 5%

62,404 東京都 渋谷区 日個連　飯田タクシー サービス 運輸業 5%

62,405 東京都 渋谷区 日個連　飯浜タクシー サービス 運輸業 5%

62,406 東京都 渋谷区 日個連　江碕タクシー サービス 運輸業 5%

62,407 東京都 渋谷区 日個連　黒﨑タクシー サービス 運輸業 5%

62,408 東京都 渋谷区 日個連　小瀧タクシー サービス 運輸業 5%

62,409 東京都 渋谷区 日個連　塩澤タクシー サービス 運輸業 5%

62,410 東京都 渋谷区 日個連　島尻タクシー サービス 運輸業 5%

62,411 東京都 渋谷区 日個連　髙津タクシー サービス 運輸業 5%

62,412 東京都 渋谷区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%
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62,413 東京都 渋谷区 日個連　土田タクシー サービス 運輸業 5%

62,414 東京都 渋谷区 日個連　仲里タクシー サービス 運輸業 5%

62,415 東京都 渋谷区 日個連　福田タクシー サービス 運輸業 5%

62,416 東京都 渋谷区 日個連　前田タクシー サービス 運輸業 5%

62,417 東京都 渋谷区 日個連　八木タクシー サービス 運輸業 5%

62,418 東京都 渋谷区 ニッセンシェイプファンデサロンデルタ 小売業 衣料品 5%

62,419 東京都 渋谷区 ニッセンシェイプファンデ・代官山サロン 小売業 衣料品 5%

62,420 東京都 渋谷区 日本ヴァイオリン 小売業 その他小売 5%

62,421 東京都 渋谷区 日本カレーパン協会 サービス その他サービス 5%

62,422 東京都 渋谷区 ニーディックテキスタイル 小売業 家具・調度品 5%

62,423 東京都 渋谷区 ｎｉｐｏｐｏ原宿店 小売業 その他小売 5%

62,424 東京都 渋谷区 ニホンジンドットコム書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,425 東京都 渋谷区 日本赤十字看護大学生協　広尾売店（一般） サービス その他サービス 5%

62,426 東京都 渋谷区 日本デイタムサプライ株式会社 サービス その他サービス 5%

62,427 東京都 渋谷区 ＪＡＭＣ日本動物医療センター サービス その他サービス 5%

62,428 東京都 渋谷区 日本料理　いまここ サービス 飲食業 5%

62,429 東京都 渋谷区 日本料理すがわら サービス 飲食業 5%

62,430 東京都 渋谷区 日本臨床獣医学フォーラム サービス その他サービス 5%

62,431 東京都 渋谷区 Ｎｅａｍｕ サービス 理容・美容業 5%

62,432 東京都 渋谷区 ＮｅＷｔｒａｌＦｏｏｔ サービス その他サービス 5%

62,433 東京都 渋谷区 ｎｅｗＴＲＩＮＯ サービス 飲食業 5%

62,434 東京都 渋谷区 ニュービバーク サービス 飲食業 5%

62,435 東京都 渋谷区 ２４６ギターズ 小売業 その他小売 5%

62,436 東京都 渋谷区 にんにくや　いち花 サービス 飲食業 5%

62,437 東京都 渋谷区 Ｎｏｕｖｅｌｌｅ　Ｅｔｈｎｉｑｕｅ　Ａｔｈａ サービス 飲食業 5%

62,438 東京都 渋谷区 ＮＵＤＥ：ＭＭ 小売業 衣料品 5%

62,439 東京都 渋谷区 ｎｕ＋ＬＩＭ サービス 理容・美容業 5%

62,440 東京都 渋谷区 ネイリア サービス 理容・美容業 5%

62,441 東京都 渋谷区 ネイルアマンディーヌ サービス その他サービス 5%

62,442 東京都 渋谷区 ネイル＆アイフルール渋谷 サービス 理容・美容業 5%

62,443 東京都 渋谷区 ＴｉｎｙＴｒｅｅ サービス その他サービス 5%

62,444 東京都 渋谷区 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｄｉｖａ　表参道店 サービス 理容・美容業 5%

62,445 東京都 渋谷区 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ＴＯＲＩＣＯ サービス その他サービス 5%

62,446 東京都 渋谷区 ｎａｉｌｓａｌｏｎＴＯＲＩＣＯ　ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ＴＯＲＩＣＯ サービス その他サービス 5%

62,447 東京都 渋谷区 ｓａｌｏｎ．ｈｉｒｏｋｏ サービス その他サービス 5%

62,448 東京都 渋谷区 ネイルサロン　ブランシュール サービス その他サービス 5%

62,449 東京都 渋谷区 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ｂｅｂｅ サービス その他サービス 5%

62,450 東京都 渋谷区 ｎａｉｌｓａｌｏｎｈｏｌｉＣｏ サービス 理容・美容業 5%

62,451 東京都 渋谷区 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ｍａｙｍｅ サービス その他サービス 5%

62,452 東京都 渋谷区 ネイルサロンＭｅｒｓｈａｒｅ サービス その他サービス 5%

62,453 東京都 渋谷区 ＮａｉｌＳａｌｏｎＲｙ－ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

62,454 東京都 渋谷区 ネイルジョルナーレ代官山店 サービス 理容・美容業 5%
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62,455 東京都 渋谷区 ＮＡＩＬＳ　ＩＮＣ　表参道店 小売業 その他小売 5%

62,456 東京都 渋谷区 ＮＡＩＬＳＧＯＧＯ サービス その他サービス 5%

62,457 東京都 渋谷区 ネイルパートナー サービス その他サービス 5%

62,458 東京都 渋谷区 ネイルパートナー 小売業 その他小売 5%

62,459 東京都 渋谷区 ネイルパートナー　恵比寿店 小売業 その他小売 5%

62,460 東京都 渋谷区 ネイルパートナー　新宿店 小売業 その他小売 5%

62,461 東京都 渋谷区 ネイルパートナー渋谷店 小売業 その他小売 5%

62,462 東京都 渋谷区 ネイルプリンセスＪ＆Ｐ渋谷店 サービス 理容・美容業 5%

62,463 東京都 渋谷区 ＮＡＩＬＲｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

62,464 東京都 渋谷区 ＮＥＯ　ＬＡＴＩＮＥ 小売業 その他小売 5%

62,465 東京都 渋谷区 ｎｅｏｌｉｖｅ　＆ サービス 理容・美容業 5%

62,466 東京都 渋谷区 ＮＥＯＮ サービス 飲食業 5%

62,467 東京都 渋谷区 ネクストバッターズサークル サービス 飲食業 5%

62,468 東京都 渋谷区 ＮＥＸＴＨＡＲＡＪＵＫＵ サービス 理容・美容業 5%

62,469 東京都 渋谷区 Ｎｅｘｔｒｙ２４ サービス その他サービス 5%

62,470 東京都 渋谷区 ｎｅｘｔ　ｒｅｃｏｒｄｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,471 東京都 渋谷区 猫背矯正サロンｅＳ サービス 理容・美容業 5%

62,472 東京都 渋谷区 ｎｅｖｅｒ　ｍｉｎｄ　ｔｈｅ　ＸＵ 小売業 衣料品 5%

62,473 東京都 渋谷区 Ｎ－ａｉｖｉｓ サービス 理容・美容業 5%

62,474 東京都 渋谷区 ねりやかなや サービス 飲食業 5%

62,475 東京都 渋谷区 （株）ネロ楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,476 東京都 渋谷区 ＮｏＥｓｃａｐｅ新宿店 サービス その他サービス 5%

62,477 東京都 渋谷区 ＮＯＡＫＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

62,478 東京都 渋谷区 ノーブルフラワーデザインスクール ノーブルフラワーデザインスクール新宿校 サービス その他サービス 5%

62,479 東京都 渋谷区 ＮＯＭＥＮＵ サービス 飲食業 5%

62,480 東京都 渋谷区 ノコ・オーノ 小売業 衣料品 5%

62,481 東京都 渋谷区 ノコ・オーノ 小売業 衣料品 5%

62,482 東京都 渋谷区 ＮＯＴＥ サービス 理容・美容業 5%

62,483 東京都 渋谷区 ＮＯＴＲＥＥＳＣＡＬＩＥＲ 小売業 衣料品 5%

62,484 東京都 渋谷区 Ｎｏｍａｄｉｃ　Ｌｉｆｅ　Ｍａｒｋｅｔ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,485 東京都 渋谷区 呑み処たろ サービス 飲食業 5%

62,486 東京都 渋谷区 ノルソルマニア 小売業 衣料品 5%

62,487 東京都 渋谷区 Ｂａｒ　ＨＥＡＶＥＮ サービス 飲食業 5%

62,488 東京都 渋谷区 Ｂａｒ ＩＣＥ サービス 飲食業 5%

62,489 東京都 渋谷区 ｂａｒ　ｌｍ サービス 飲食業 5%

62,490 東京都 渋谷区 Ｂａｒ　Ｕｎｋｅｍｐｔ サービス 飲食業 5%

62,491 東京都 渋谷区 Ｂｕｒｇｅｒ　Ｍａｎｉａ　恵比寿 サービス 飲食業 5%

62,492 東京都 渋谷区 Ｐａｒｋｂｙｔｏｋｙｏ　渋谷店 サービス その他サービス 5%

62,493 東京都 渋谷区 Ｂｉｒｔｈ ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ ２ サービス 理容・美容業 5%

62,494 東京都 渋谷区 Ｂａｒ　Ｓｅｒｅｆｅ８６番　Ｂａｒ　Ｓｅｒｅｆｅ　８６番 サービス 飲食業 5%

62,495 東京都 渋谷区 パーソナルトレーナー サービス その他サービス 5%

62,496 東京都 渋谷区 パーソナルトレーナー黒川真帆 小売業 その他小売 5%
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62,497 東京都 渋谷区 歩き方・姿勢改善ジム サービス その他サービス 5%

62,498 東京都 渋谷区 パーソナルトレーニングジムＮｅｘｕｓ サービス その他サービス 5%

62,499 東京都 渋谷区 パーソナルトレーニングスタジオｒｉｎａｔｏ サービス その他サービス 5%

62,500 東京都 渋谷区 パーソナルトレーニングスタジオｒｉｎａｔｏ　パーソナルトレーニングスタジオリナート サービス その他サービス 5%

62,501 東京都 渋谷区 ｂａｒ蕾 サービス 飲食業 5%

62,502 東京都 渋谷区 パーティールームデバージ サービス 飲食業 5%

62,503 東京都 渋谷区 Ｈｅａｒｔｉｍ　代官山　【ハーティム　ダイカンヤマ】 サービス 理容・美容業 5%

62,504 東京都 渋谷区 Ｂｅｒｎｅｔ 小売業 衣料品 5%

62,505 東京都 渋谷区 Ｂａｒｂｅｒ　アキタ サービス 理容・美容業 5%

62,506 東京都 渋谷区 バーバーショップローリン サービス 理容・美容業 5%

62,507 東京都 渋谷区 バーバーズカームノザワ サービス その他サービス 5%

62,508 東京都 渋谷区 バーバーやまびこ サービス 理容・美容業 5%

62,509 東京都 渋谷区 バービーフェイス サービス その他サービス 5%

62,510 東京都 渋谷区 Ｐｅｒｐｅｔｕａｌ サービス 理容・美容業 5%

62,511 東京都 渋谷区 Ｂａｒ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｌｉｆｅ サービス 飲食業 5%

62,512 東京都 渋谷区 ｂａｒ　ｂｏｓｓａ サービス 飲食業 5%

62,513 東京都 渋谷区 ＨＩ－ＣＡＣＡＯ代官山 サービス 飲食業 5%

62,514 東京都 渋谷区 ハイアルチ代々木上原スタジオ サービス その他サービス 5%

62,515 東京都 渋谷区 ＨｉｇｈａｎｄＳｅｅｋ 小売業 衣料品 5%

62,516 東京都 渋谷区 ハイク行政書士法人 サービス その他サービス 5%

62,517 東京都 渋谷区 ＨＩＧＨＳ渋谷 小売業 その他小売 5%

62,518 東京都 渋谷区 海南鶏飯食堂２恵比寿店 サービス 飲食業 5%

62,519 東京都 渋谷区 ハイヒュッテ サービス その他サービス 5%

62,520 東京都 渋谷区 ハイマンテン神南駐車場 サービス その他サービス 5%

62,521 東京都 渋谷区 パイユドール 小売業 衣料品 5%

62,522 東京都 渋谷区 ｐｉｌｅｃａｆｅＥＢＩＳＵ サービス 飲食業 5%

62,523 東京都 渋谷区 ＨＯＵＳＥ　Ｐｉｎｏｃｃｈｉｏ サービス 飲食業 5%

62,524 東京都 渋谷区 ＨＡＵＳＫＡ　ＴＡＶＡＴＡ 小売業 その他小売 5%

62,525 東京都 渋谷区 ハオ中国語アカデミー渋谷校 サービス その他サービス 5%

62,526 東京都 渋谷区 博多 なぎの木 青山店 サービス 飲食業 5%

62,527 東京都 渋谷区 博多もつ鍋　鉄板　お汐井 サービス 飲食業 5%

62,528 東京都 渋谷区 博多もつ楽　渋谷店 サービス 飲食業 5%

62,529 東京都 渋谷区 はが屋 サービス 飲食業 5%

62,530 東京都 渋谷区 Ｂｕｇ　恵比寿　【バグ】 サービス 理容・美容業 5%

62,531 東京都 渋谷区 パークアベニュー　Ⅱ 小売業 その他小売 5%

62,532 東京都 渋谷区 白山眼鏡店　ＷＡＬＬＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,533 東京都 渋谷区 ＰＡＲＫ　ＳＴＲＥＥＴ　ＦＡＣＴＯＲＹ サービス 飲食業 5%

62,534 東京都 渋谷区 白鳳 サービス 飲食業 5%

62,535 東京都 渋谷区 幕末酒場　やんなはれ サービス 飲食業 5%

62,536 東京都 渋谷区 白龍 サービス 飲食業 5%

62,537 東京都 渋谷区 8528 サービス 飲食業 5%

62,538 東京都 渋谷区 ｈａｃｏｎｉｗａ サービス 飲食業 5%
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62,539 東京都 渋谷区 はこふね サービス その他サービス 5%

62,540 東京都 渋谷区 パシルプティ サービス その他サービス 5%

62,541 東京都 渋谷区 パシルプティ サービス その他サービス 5%

62,542 東京都 渋谷区 バスターズカンパニー 小売業 衣料品 5%

62,543 東京都 渋谷区 ＢａｔｈＨａｕｓ サービス 飲食業 5%

62,544 東京都 渋谷区 ＢａｔｈＨａｕｓ　Ｗｏｒｋ サービス その他サービス 5%

62,545 東京都 渋谷区 ｂａｒ　ｘｅｆｙ サービス 飲食業 5%

62,546 東京都 渋谷区 パセラ　渋谷店 サービス その他サービス 5%

62,547 東京都 渋谷区 パセラリゾーツグランデ渋谷 サービス 飲食業 5%

62,548 東京都 渋谷区 パソコンドック２４渋谷店 サービス その他サービス 5%

62,549 東京都 渋谷区 パーソナルトレーニングジム　サンズ サービス その他サービス 5%

62,550 東京都 渋谷区 はたがやレバー　はたがやレバー本店 サービス 飲食業 5%

62,551 東京都 渋谷区 Ｈａ　ｃｈｉ　ｋａ　ｉ サービス 飲食業 5%

62,552 東京都 渋谷区 バッカ サービス 飲食業 5%

62,553 東京都 渋谷区 ＰＡＳＳＡＧＥＥＮＧＬＩＳＨ サービス その他サービス 5%

62,554 東京都 渋谷区 株式会社パッゾ 小売業 衣料品 5%

62,555 東京都 渋谷区 パッゾ 小売業 衣料品 5%

62,556 東京都 渋谷区 初台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,557 東京都 渋谷区 初台　こもれび サービス 飲食業 5%

62,558 東京都 渋谷区 セブンーイレブン初台店 小売業 食料品 2%

62,559 東京都 渋谷区 ＢＡＴ　ＤＡＲＴＳ　ＳＨＩＢＵＹＡ 小売業 その他小売 5%

62,560 東京都 渋谷区 ハッピー サービス 理容・美容業 5%

62,561 東京都 渋谷区 ハッピーハンバーグ 小売業 衣料品 5%

62,562 東京都 渋谷区 ＰＡＴＩＮＡＳ　ＶＩＮＴＡＧＥ 小売業 衣料品 5%

62,563 東京都 渋谷区 Ｈｅａｒｔｉｍ代官山 サービス 理容・美容業 5%

62,564 東京都 渋谷区 ＨＥＡＲＴＢＲＥＡＤＡＮＴＩＱＵＥ表参道 小売業 食料品 5%

62,565 東京都 渋谷区 Ｂｕｒｔ　Ｐｅｃｋ　Ｔａｉｌｏｒ 小売業 衣料品 5%

62,566 東京都 渋谷区 ハートマン　ヴィンテージギターズ 小売業 その他小売 5%

62,567 東京都 渋谷区 ハートマンギターズ 小売業 その他小売 5%

62,568 東京都 渋谷区 Ｐａｎａｃｅｅ サービス 飲食業 5%

62,569 東京都 渋谷区 バナ－バレット 小売業 衣料品 5%

62,570 東京都 渋谷区 バナーバレットショールーム店 小売業 衣料品 5%

62,571 東京都 渋谷区 ｈａｎａバレトン教室 サービス その他サービス 5%

62,572 東京都 渋谷区 花嫁コンシェルジュ サービス その他サービス 5%

62,573 東京都 渋谷区 花わさび サービス 飲食業 5%

62,574 東京都 渋谷区 バニー 小売業 衣料品 5%

62,575 東京都 渋谷区 Ｂｕｒｎｉｓｈ 小売業 衣料品 5%

62,576 東京都 渋谷区 ＢＡＮＩＬＬＡ 小売業 その他小売 5%

62,577 東京都 渋谷区 ＨＡＶＥＡ 小売業 衣料品 5%

62,578 東京都 渋谷区 ＨＡＶＥＡ ＨＡＶＥＡ 小売業 衣料品 5%

62,579 東京都 渋谷区 ＨＡＶＥＲＳＡＣＫ 小売業 衣料品 5%

62,580 東京都 渋谷区 ＨＡＶＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%
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62,581 東京都 渋谷区 ＢＯＢＢＹ サービス 理容・美容業 5%

62,582 東京都 渋谷区 ＰＡＰＩＥＲＬＡＢＯ． 小売業 衣料品 5%

62,583 東京都 渋谷区 バブアー　渋谷店 小売業 衣料品 5%

62,584 東京都 渋谷区 株式会社ＨＵＢＡＲＴ サービス その他サービス 5%

62,585 東京都 渋谷区 ｈａｐｕｎａ サービス その他サービス 5%

62,586 東京都 渋谷区 Ｂａｒ　Ｂｒｏｗｎ　ＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

62,587 東京都 渋谷区 ＣＯＵＰＴＯＫＹＯ サービス 理容・美容業 5%

62,588 東京都 渋谷区 ＰＡＭ． サービス 理容・美容業 5%

62,589 東京都 渋谷区 ＰＡＬＭＳＴＯＮＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,590 東京都 渋谷区 ハムリ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,591 東京都 渋谷区 ＰＡＭＥＯＰＯＳＥ表参道 小売業 衣料品 5%

62,592 東京都 渋谷区 原宿ミルク店 小売業 衣料品 5%

62,593 東京都 渋谷区 セブン－イレブン原宿表参道店 小売業 食料品 2%

62,594 東京都 渋谷区 セブン－イレブン原宿外苑店 小売業 食料品 2%

62,595 東京都 渋谷区 ＨＡＲＡＪＵＫＵＳＨＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

62,596 東京都 渋谷区 ＨＡＲＡＪＵＫＵＳＨＩＯＮｃｒｅａ サービス 理容・美容業 5%

62,597 東京都 渋谷区 セブン－イレブン原宿竹下通り店 小売業 食料品 2%

62,598 東京都 渋谷区 ＨＡＲＡＪＵＫＵ　ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

62,599 東京都 渋谷区 原宿ブルーガーデン サービス 飲食業 5%

62,600 東京都 渋谷区 ＨＡＲＡＪＵＫＵ　ＢＯＸ　ＣＡＦＥ＆ＳＰＡＣＥ サービス 飲食業 5%

62,601 東京都 渋谷区 原宿マルシェ 小売業 その他小売 5%

62,602 東京都 渋谷区 パラドッグ 小売業 衣料品 5%

62,603 東京都 渋谷区 ＰＡＲＡＤＯＲ サービス 飲食業 5%

62,604 東京都 渋谷区 ハラペコ７８ サービス 飲食業 5%

62,605 東京都 渋谷区 有限会社Ｈａｒｒｉｅｒｓ サービス その他サービス 5%

62,606 東京都 渋谷区 はり・きゅう・マッサージｔａｕｌｌｉ（トーリ代官山） サービス 理容・美容業 5%

62,607 東京都 渋谷区 Ｈａｒｒｉｓ サービス 理容・美容業 5%

62,608 東京都 渋谷区 Ｈａｒｒｉｓｓ　代官山 小売業 衣料品 5%

62,609 東京都 渋谷区 ＰＡＲＩＳ　ＭＩＫＩ　ＨＡＲＡＪＵＫＵ 小売業 その他小売 5%

62,610 東京都 渋谷区 ＢａｒＬ サービス 理容・美容業 5%

62,611 東京都 渋谷区 晴夏 サービス 飲食業 5%

62,612 東京都 渋谷区 ＨＡＬＫＡ サービス 理容・美容業 5%

62,613 東京都 渋谷区 ＨＡＬＵ動物病院 サービス その他サービス 5%

62,614 東京都 渋谷区 バーレスク 小売業 衣料品 5%

62,615 東京都 渋谷区 パレススケートボード 小売業 衣料品 5%

62,616 東京都 渋谷区 ハーレーダビッドソン新宿 小売業 その他小売 5%

62,617 東京都 渋谷区 バレッタ サービス 理容・美容業 5%

62,618 東京都 渋谷区 ＶａｌｌｅｔｔａＴｏｋｙｏ サービス 理容・美容業 5%

62,619 東京都 渋谷区 ＢＡＬＥＴＴ　【バレット】 サービス 理容・美容業 5%

62,620 東京都 渋谷区 ＢＡＬＬＥＮＡ サービス 理容・美容業 5%

62,621 東京都 渋谷区 バレリィーノトレーニング サービス その他サービス 5%

62,622 東京都 渋谷区 バレリィーノトレーニング サービス その他サービス 5%
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62,623 東京都 渋谷区 ハワイアンジュエリープアアリ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,624 東京都 渋谷区 ハワイアンジュエリープアアリ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,625 東京都 渋谷区 パワーディージェイズ 小売業 その他小売 5%

62,626 東京都 渋谷区 パワーレック 小売業 その他小売 5%

62,627 東京都 渋谷区 パン・オ・スリール サービス 飲食業 5%

62,628 東京都 渋谷区 ＢＡＮＧＳ サービス 理容・美容業 5%

62,629 東京都 渋谷区 バンクス渋谷 サービス 飲食業 5%

62,630 東京都 渋谷区 ＨＡＮＧＲＹ＆ＡＮＧＲＹＢＡＴＴＬ 小売業 衣料品 5%

62,631 東京都 渋谷区 バンゲリングベイ 小売業 その他小売 5%

62,632 東京都 渋谷区 伴治郎 小売業 衣料品 5%

62,633 東京都 渋谷区 韓ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

62,634 東京都 渋谷区 Ｐａｎｄａ　Ｐａｎｄａ 小売業 衣料品 5%

62,635 東京都 渋谷区 バンナイズ　渋谷店 小売業 その他小売 5%

62,636 東京都 渋谷区 バンブーグラッシィ サービス 飲食業 5%

62,637 東京都 渋谷区 ＶａｎＭｏｏｆＴｏｋｙｏＢｒａｎｄＳｔｏ 小売業 その他小売 5%

62,638 東京都 渋谷区 ＃ＶＡＬＵＥ！ サービス 理容・美容業 5%

62,639 東京都 渋谷区 Ｈｅｒｅ　Ｔｏｄａｙ 小売業 その他小売 5%

62,640 東京都 渋谷区 Ｂｅ 小売業 衣料品 5%

62,641 東京都 渋谷区 ＢＬＴＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ－ＵＰ サービス 理容・美容業 5%

62,642 東京都 渋谷区 ＰＥＥＫ－Ａ－ＢＯＯ　ＡＶＥＤＡアトレ恵比寿（０５７０２０） サービス 理容・美容業 5%

62,643 東京都 渋谷区 ｐｅａｃｈ サービス その他サービス 5%

62,644 東京都 渋谷区 ｂｅａｃｈｂｕｎｎｙ　リースショップｂｅａｃｈｂｕｎｎｙ サービス その他サービス 5%

62,645 東京都 渋谷区 ＢＥＴ 小売業 衣料品 5%

62,646 東京都 渋谷区 Ｐ．Ｄ．Ｃ　渋谷店 小売業 衣料品 5%

62,647 東京都 渋谷区 ＨＥＡＴ　ｂｙ　ＵＮＣＵＴ＆ＬＯＵＮＧＥ サービス 理容・美容業 5%

62,648 東京都 渋谷区 ＢＥＰ 小売業 衣料品 5%

62,649 東京都 渋谷区 Ｂ４Ｕ表参道 サービス その他サービス 5%

62,650 東京都 渋谷区 美ＳＩＮＬＡＢ（旧美ぃＢＯＤＹ） サービス 理容・美容業 5%

62,651 東京都 渋谷区 ｖｉｖｏ　ｄａｉｌｙ　ｓｔａｎｄ サービス 飲食業 5%

62,652 東京都 渋谷区 ビーラボ　幡ヶ谷六号通り店　タイ サービス その他サービス 5%

62,653 東京都 渋谷区 ビーラボ初台店 サービス 理容・美容業 5%

62,654 東京都 渋谷区 Ｂｅｅ８ サービス 飲食業 5%

62,655 東京都 渋谷区 ピエス 小売業 衣料品 5%

62,656 東京都 渋谷区 Ｂ－Ｅｌｉｔｅ サービス その他サービス 5%

62,657 東京都 渋谷区 ＢＯＳ 小売業 その他小売 5%

62,658 東京都 渋谷区 ＢＯＳ　ＡＰＰＡＲＥＬ 小売業 その他小売 5%

62,659 東京都 渋谷区 ビオ・オジヤン・カフェ　原宿本店 サービス 飲食業 5%

62,660 東京都 渋谷区 Ｂｉｏｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

62,661 東京都 渋谷区 ＢｉｏＳａｋｅＤｉｎｉｎｇＲｉｎｇＲｉｎ サービス 飲食業 5%

62,662 東京都 渋谷区 ｐｉｋａｋｅ 小売業 衣料品 5%

62,663 東京都 渋谷区 ＰｉＣａＳＳｏ サービス 理容・美容業 5%

62,664 東京都 渋谷区 ひかる会計事務所　ひかる会計事務所 サービス その他サービス 5%
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62,665 東京都 渋谷区 ＨＩＫＩ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

62,666 東京都 渋谷区 ＢＩＫｉＮｉ　ＴＡＰＡ　渋谷店 サービス 飲食業 5%

62,667 東京都 渋谷区 ビーキューブ 小売業 衣料品 5%

62,668 東京都 渋谷区 ＰＥＥＫ－Ａ－ＢＯＯ．ＥＸＴ サービス 理容・美容業 5%

62,669 東京都 渋谷区 ＰＥＥＫ－Ａ－ＢＯＯ　表参道店 サービス 理容・美容業 5%

62,670 東京都 渋谷区 ＰＥＥＫ－Ａ－ＢＯＯ　表参道店 サービス 理容・美容業 5%

62,671 東京都 渋谷区 ＰＥＥＫ－Ａ－ＢＯＯ　ＯＬＹＭＰＩＡ サービス 理容・美容業 5%

62,672 東京都 渋谷区 ＰＥＥＫ－Ａ－ＢＯＯ　原宿 サービス 理容・美容業 5%

62,673 東京都 渋谷区 魚籠庵 サービス 飲食業 5%

62,674 東京都 渋谷区 ピークス 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,675 東京都 渋谷区 Ｐｉｇｓｔｙ渋谷神宮前店 小売業 衣料品 5%

62,676 東京都 渋谷区 美健樹 サービス 理容・美容業 5%

62,677 東京都 渋谷区 ピザハウス　キャンティー サービス 飲食業 5%

62,678 東京都 渋谷区 ＢＣＳ催事３ 小売業 衣料品 5%

62,679 東京都 渋谷区 Ｂ．Ｃ　ＳＴＯＣＫ代官山店 小売業 衣料品 5%

62,680 東京都 渋谷区 ビジネスホテル協和会館 サービス 宿泊業 5%

62,681 東京都 渋谷区 Ｂｅｅ渋谷 サービス 飲食業 5%

62,682 東京都 渋谷区 Ｂｉｊｏｕ　ｎａｉｌ【ビジュネイル】 サービス その他サービス 5%

62,683 東京都 渋谷区 美醤 サービス 飲食業 5%

62,684 東京都 渋谷区 Ｂｓｈｏｐ　東京オフィス 小売業 その他小売 5%

62,685 東京都 渋谷区 ｂｉｓ　ｔｒｉｓ サービス 飲食業 5%

62,686 東京都 渋谷区 ＰＩＳＴＡＣＣＨＩＯ　ＤＡＩＫＡＮＹＡＭＡ 小売業 その他小売 5%

62,687 東京都 渋谷区 ＰＩＳＴＡＣＣＨＩＯ　ＢＬＡＣＫ 小売業 衣料品 5%

62,688 東京都 渋谷区 ヒステリックグラマー　渋谷パルコ店 小売業 衣料品 5%

62,689 東京都 渋谷区 ヒステリックグラマー　ラフォーレ原宿店 小売業 衣料品 5%

62,690 東京都 渋谷区 ヒステリックグラマー　渋谷本店 小売業 衣料品 5%

62,691 東京都 渋谷区 ヒステリックグラマー 小売業 衣料品 5%

62,692 東京都 渋谷区 ヒステリックグラマー 小売業 衣料品 5%

62,693 東京都 渋谷区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ渋谷パルコ 小売業 衣料品 5%

62,694 東京都 渋谷区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲマル 小売業 衣料品 5%

62,695 東京都 渋谷区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲラフォーレ 小売業 衣料品 5%

62,696 東京都 渋谷区 ビストロゴキゲン鳥渋谷本社店 サービス 飲食業 5%

62,697 東京都 渋谷区 Ｂｉｓｔｒｏ　Ａｔｏｉ サービス 飲食業 5%

62,698 東京都 渋谷区 ｂｉｓｔｏｒｏ　ａｍｅ サービス 飲食業 5%

62,699 東京都 渋谷区 ビストロ　ティロワ サービス 飲食業 5%

62,700 東京都 渋谷区 ビストロ・ル・マン サービス 飲食業 5%

62,701 東京都 渋谷区 ＢｉｓｔｒｏｔＧｏｕｒｍａｎｄ サービス 飲食業 5%

62,702 東京都 渋谷区 ビストロコージー サービス 飲食業 5%

62,703 東京都 渋谷区 ｂｉｓｔｒｏｔｓｅｍａｉｌｌｅ サービス 飲食業 5%

62,704 東京都 渋谷区 ｂｉｓｔｒｏ　ＦＵＪＩ サービス 飲食業 5%

62,705 東京都 渋谷区 ビースリム　渋谷 サービス その他サービス 5%

62,706 東京都 渋谷区 ｐｉｚｚｉｃａｔｏ サービス 理容・美容業 5%
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62,707 東京都 渋谷区 ｐｉｚｚｉｃａｔｏ　ｃｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

62,708 東京都 渋谷区 ピチカートパクト サービス 理容・美容業 5%

62,709 東京都 渋谷区 ピチーチ 小売業 その他小売 5%

62,710 東京都 渋谷区 ｈｉｔｓｕｋｉｂａｓｋｅｔ 小売業 衣料品 5%

62,711 東京都 渋谷区 ビッグアイランドジムバイエム サービス その他サービス 5%

62,712 東京都 渋谷区 ＢＩＧＬＯＶＥ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

62,713 東京都 渋谷区 ｖｉｃｋｅ サービス 理容・美容業 5%

62,714 東京都 渋谷区 ピッコオロト サービス 飲食業 5%

62,715 東京都 渋谷区 備中屋長左衛門 サービス 飲食業 5%

62,716 東京都 渋谷区 Ｐｉｔｓ サービス その他サービス 5%

62,717 東京都 渋谷区 ビデオエイペックス　渋谷店 サービス その他サービス 5%

62,718 東京都 渋谷区 日と木 サービス 理容・美容業 5%

62,719 東京都 渋谷区 ｈｉｔｏｔｓｕｃｈｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,720 東京都 渋谷区 ひない小町　渋谷店 サービス 飲食業 5%

62,721 東京都 渋谷区 ｐｅａｎｕｔｓ 小売業 その他小売 5%

62,722 東京都 渋谷区 ピノサリーチェ サービス 飲食業 5%

62,723 東京都 渋谷区 Ｂｉｎｏｗａｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

62,724 東京都 渋谷区 美肌室ソラ サービス 理容・美容業 5%

62,725 東京都 渋谷区 ＶｉｖａＢａｎｃｏ サービス 飲食業 5%

62,726 東京都 渋谷区 日々薬 サービス 飲食業 5%

62,727 東京都 渋谷区 ｂｉｂｉｔｏ サービス その他サービス 5%

62,728 東京都 渋谷区 ビファイン治療院代々木公園分院 サービス その他サービス 5%

62,729 東京都 渋谷区 ＶＩＶＥ　ＬＡ　ＶＩＥ サービス 飲食業 5%

62,730 東京都 渋谷区 ＶＩＶＥ　ＬＡ　ＶＩＥ サービス 飲食業 5%

62,731 東京都 渋谷区 ＰｉｖｏｔＰｏｉｎｔ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,732 東京都 渋谷区 ピーマン サービス 飲食業 5%

62,733 東京都 渋谷区 美味飲茶酒楼 サービス 飲食業 5%

62,734 東京都 渋谷区 ピュアルーチェ サービス その他サービス 5%

62,735 東京都 渋谷区 ビューティサイエンスデイスパ サービス その他サービス 5%

62,736 東京都 渋谷区 Ｂｅａｕｔｉｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

62,737 東京都 渋谷区 ＢｅａｕｔｉｆｕｌＯｎｅＤａｙ サービス その他サービス 5%

62,738 東京都 渋谷区 ビューテジオ　青山 サービス 理容・美容業 5%

62,739 東京都 渋谷区 ビューティーサロンタナカ　代々木店 サービス 理容・美容業 5%

62,740 東京都 渋谷区 ビューティサロン　Ｒａｄｉａｎ 小売業 その他小売 5%

62,741 東京都 渋谷区 美容室ビューテー・タナカ　横浜ロイヤル店 サービス 理容・美容業 5%

62,742 東京都 渋谷区 美容室ｙｉｐｐｅｅ サービス 理容・美容業 5%

62,743 東京都 渋谷区 美容室イングローブ サービス 理容・美容業 5%

62,744 東京都 渋谷区 美容室ｇｉｔａ　ａｏｙａｍａ サービス 理容・美容業 5%

62,745 東京都 渋谷区 ひょうひょう庵 小売業 食料品 5%

62,746 東京都 渋谷区 ＰｉｌａｔｅｓＷａｖｅ サービス その他サービス 5%

62,747 東京都 渋谷区 ピラティススタジオアロンジェ サービス その他サービス 5%

62,748 東京都 渋谷区 Ｐｉｌａｔｅｓ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｒｅｂｉｒｔｈ サービス その他サービス 5%
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62,749 東京都 渋谷区 ビリードエビス サービス 理容・美容業 5%

62,750 東京都 渋谷区 ビリヤードＣＵＥ サービス その他サービス 5%

62,751 東京都 渋谷区 ＢｕｉｌｄＣｌｏｔｈｉｎｇＭａｒｋｅｔ 小売業 衣料品 5%

62,752 東京都 渋谷区 セブン－イレブン広尾駅前店 小売業 食料品 2%

62,753 東京都 渋谷区 スナック　ふれあい サービス 飲食業 5%

62,754 東京都 渋谷区 広尾テラス動物病院 サービス その他サービス 5%

62,755 東京都 渋谷区 広尾店 小売業 ガソリンスタンド 2%

62,756 東京都 渋谷区 ＨＩＲＯＯＷＯＲＫＳ サービス 理容・美容業 5%

62,757 東京都 渋谷区 ヒーローズ　笹塚店 サービス 飲食業 5%

62,758 東京都 渋谷区 ＰＩＮ　ＮＡＰ 小売業 衣料品 5%

62,759 東京都 渋谷区 ＦＡＲＥＡＳＴＴＥＡＣＯＭＰＡＮＹ サービス 飲食業 5%

62,760 東京都 渋谷区 ＦｉｒｓｔＯｒｄｅｒＪｅｗｅｌｒｙ 小売業 衣料品 5%

62,761 東京都 渋谷区 ファイテンショップ　渋谷東口店 小売業 その他小売 5%

62,762 東京都 渋谷区 ＦＩＧＨＴＩＮＴＯＫＹＯＦＲＥＳＨ サービス その他サービス 5%

62,763 東京都 渋谷区 ６６６６６－ＦｉｖｅＳｉｘ－ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,764 東京都 渋谷区 ファイブディーパートナーシップ有限会社 サービス その他サービス 5%

62,765 東京都 渋谷区 ファイヤーキング カフェ サービス 飲食業 5%

62,766 東京都 渋谷区 ファズイット・スタジオ サービス その他サービス 5%

62,767 東京都 渋谷区 ＦＩＲＳＴＡＲＲＯＷ’Ｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,768 東京都 渋谷区 ｆａｂｒｉｓ サービス 理容・美容業 5%

62,769 東京都 渋谷区 Ｆａｍｉｇｌｉａ サービス 飲食業 5%

62,770 東京都 渋谷区 ＦＵＮ　ＡＮＤ　ＢＯＤＹ サービス その他サービス 5%

62,771 東京都 渋谷区 ＦＵＮＴＩＭＥ サービス その他サービス 5%

62,772 東京都 渋谷区 ＦＵＮＫＴＩＱＵＥ 小売業 衣料品 5%

62,773 東京都 渋谷区 Ｆａｎｎａｎｅ サービス 理容・美容業 5%

62,774 東京都 渋谷区 ｆｅａｒｌｅｓｓ　ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

62,775 東京都 渋谷区 ＦｅｅｌＲｅｖｉｖｅ サービス その他サービス 5%

62,776 東京都 渋谷区 ＦＩＯＲＵＣＣＩ　ＩＴＡＬＹ 小売業 衣料品 5%

62,777 東京都 渋谷区 ＦＩＯＲＵＣＣＩＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

62,778 東京都 渋谷区 ＦｉＧＡＲＯ原宿Ｈ－１４ サービス 飲食業 5%

62,779 東京都 渋谷区 ＦＩＣＯ　＆　ＰＯＭＵＭ　ＪＵＩＣＥ サービス 飲食業 5%

62,780 東京都 渋谷区 Ｆｉｔｎｅｓｓ　ｉｎ　Ｌｉｆｅ 小売業 食料品 5%

62,781 東京都 渋谷区 ＦＩＧＬＩ サービス 飲食業 5%

62,782 東京都 渋谷区 ＦＵＧＡ 小売業 その他小売 5%

62,783 東京都 渋谷区 プーク人形劇場 サービス その他サービス 5%

62,784 東京都 渋谷区 ＦＵＣＨＩＳＯ 小売業 その他小売 5%

62,785 東京都 渋谷区 ｆｏｕ　　Ｈａｉｒ　　Ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

62,786 東京都 渋谷区 ＦＡＩＲＹ 小売業 その他小売 5%

62,787 東京都 渋谷区 フェアリックガトー（株式会社ティーツー） 小売業 衣料品 5%

62,788 東京都 渋谷区 Ｆａｉｔｈ　代々木新宿店 サービス その他サービス 5%

62,789 東京都 渋谷区 ＦａｉｒｅＢｒｉｌｌｅｒ サービス 理容・美容業 5%

62,790 東京都 渋谷区 Ｆｅｌｉｚ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%
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62,791 東京都 渋谷区 Ｆｅｌｉｃｅ サービス その他サービス 5%

62,792 東京都 渋谷区 ＦＪＡＬＬＲＡＶＥＮ３ＮＩＴＹＴＯＫＹＯ 小売業 その他小売 5%

62,793 東京都 渋谷区 ４７　ｆｏｒｔｙｓｅｖｅｎ サービス 理容・美容業 5%

62,794 東京都 渋谷区 420 サービス 飲食業 5%

62,795 東京都 渋谷区 ４２０Ｓ サービス 飲食業 5%

62,796 東京都 渋谷区 ４４０Ｂｒｏａｄｗａｙ　ＴＳ サービス 飲食業 5%

62,797 東京都 渋谷区 フォーリーフ 小売業 衣料品 5%

62,798 東京都 渋谷区 フォクシー青山店 小売業 衣料品 5%

62,799 東京都 渋谷区 フォッシルジャパン 小売業 その他小売 5%

62,800 東京都 渋谷区 フォッシル　原宿明治通り 小売業 その他小売 5%

62,801 東京都 渋谷区 ４５ＲＰＭ 小売業 その他小売 5%

62,802 東京都 渋谷区 ＦＯＲＴＥ表参道店 サービス 理容・美容業 5%

62,803 東京都 渋谷区 フォルテ　表参道店 サービス 理容・美容業 5%

62,804 東京都 渋谷区 ＦＯＲＭＥ原宿 サービス 理容・美容業 5%

62,805 東京都 渋谷区 ｆｕｋｕｉｋｕ サービス 理容・美容業 5%

62,806 東京都 渋谷区 ｆｕｋｕｉｋｕ　ｆｕｋｕｉｋｕ サービス その他サービス 5%

62,807 東京都 渋谷区 福栄組合　渋谷店 サービス 飲食業 5%

62,808 東京都 渋谷区 フクオ 小売業 その他小売 5%

62,809 東京都 渋谷区 福田屋 小売業 食料品 5%

62,810 東京都 渋谷区 ＢＵＫＡ　ＢＵＫＵ サービス 理容・美容業 5%

62,811 東京都 渋谷区 福臨門 サービス 飲食業 5%

62,812 東京都 渋谷区 福はうち サービス 飲食業 5%

62,813 東京都 渋谷区 フジヤベーカリー サービス 飲食業 5%

62,814 東京都 渋谷区 Ｂｏｕｃｈｅｒｉｅ　ＡｍｉａＢｒａｓ サービス 飲食業 5%

62,815 東京都 渋谷区 ｆｕｚｋｕｅ サービス 飲食業 5%

62,816 東京都 渋谷区 ＦＯＯＴＩＮＤＵＳＴＲＹ 小売業 衣料品 5%

62,817 東京都 渋谷区 ＰＵＴＴＯｏｍｏｔｅｓａｎｄｏ サービス 理容・美容業 5%

62,818 東京都 渋谷区 ｐｅｔｉｔ　ｂｌｅｕ 小売業 その他小売 5%

62,819 東京都 渋谷区 ブティック　Ｋ　ホテルオークラ店 小売業 衣料品 5%

62,820 東京都 渋谷区 ブティックミセス 小売業 衣料品 5%

62,821 東京都 渋谷区 中嶋照代 サービス その他サービス 5%

62,822 東京都 渋谷区 Ｂｏｕｄｏｉｒ 小売業 衣料品 5%

62,823 東京都 渋谷区 ふとんの日の出屋 小売業 家具・調度品 5%

62,824 東京都 渋谷区 ＦｕｓｉｏｎＤｉｎｅｒＯＬＩＶＥ サービス 飲食業 5%

62,825 東京都 渋谷区 Ｆｕｌｌｅｒ 小売業 衣料品 5%

62,826 東京都 渋谷区 ＰＬＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

62,827 東京都 渋谷区 Ｐｒｉｚｅ　恵比寿店 サービス 理容・美容業 5%

62,828 東京都 渋谷区 ｐｒｉｚｅ　表参道 サービス 理容・美容業 5%

62,829 東京都 渋谷区 フライドライス 小売業 衣料品 5%

62,830 東京都 渋谷区 ＰＲＩＶＥｄｅｓｉｇｎｓｕｉｔ 小売業 衣料品 5%

62,831 東京都 渋谷区 プライベートエステサロンｆｌｅｕｒｉｒ サービス 理容・美容業 5%

62,832 東京都 渋谷区 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｓａｌｏｎ　Ｖａｒｔ サービス 理容・美容業 5%
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62,833 東京都 渋谷区 プライベートサロンカーラ サービス 理容・美容業 5%

62,834 東京都 渋谷区 プライベートヘアサロンアウローラ サービス 理容・美容業 5%

62,835 東京都 渋谷区 プライベートアトリエ サービス 理容・美容業 5%

62,836 東京都 渋谷区 ＰＲＡＶＡ（プラヴァー） サービス 理容・美容業 5%

62,837 東京都 渋谷区 ブラウンライス サービス 飲食業 5%

62,838 東京都 渋谷区 プラザアイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,839 東京都 渋谷区 プラザアイ 小売業 その他小売 5%

62,840 東京都 渋谷区 プラザアイ　渋谷店 小売業 その他小売 5%

62,841 東京都 渋谷区 ＰＬＡＧＥ　代官山店 小売業 衣料品 5%

62,842 東京都 渋谷区 ＦＵＲＡＳＵＫＯ　ＬＡ　ＶＯＳＴＲＡ 小売業 衣料品 5%

62,843 東京都 渋谷区 プラスワン 渋谷プライム店 サービス その他サービス 5%

62,844 東京都 渋谷区 ブラッキーＰｅｒｓｏｎａｌ渋谷店 サービス 理容・美容業 5%

62,845 東京都 渋谷区 ブラッスリー　ヴィロン サービス 飲食業 5%

62,846 東京都 渋谷区 ブラッディーマリー　原宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,847 東京都 渋谷区 Ｂｌｏｏｄｙ　Ｍａｒｙ　　原宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,848 東京都 渋谷区 ｐｌａｔｅプラット サービス 飲食業 5%

62,849 東京都 渋谷区 フラッフィー フラッフィー 小売業 食料品 5%

62,850 東京都 渋谷区 ＦＲＡＴＥＬＬＩ　ＰＡＲＡＤＩＳＯ サービス 飲食業 5%

62,851 東京都 渋谷区 プラネットワークス株式会社 サービス その他サービス 5%

62,852 東京都 渋谷区 Ｆｌｏｗｅｒ＆Ｐｌａｎｔｓ葉花 小売業 その他小売 5%

62,853 東京都 渋谷区 ＦＲＡＮＺＥ＆ＥＶＡＮＳ　ＬＯＮＤＯＮ サービス 飲食業 5%

62,854 東京都 渋谷区 ブランドゥール渋谷店 小売業 衣料品 5%

62,855 東京都 渋谷区 ブラン・ニュー・シー 小売業 その他小売 5%

62,856 東京都 渋谷区 ブリアント　渋谷Ⅱ サービス 理容・美容業 5%

62,857 東京都 渋谷区 ブリアント　渋谷本店 サービス 理容・美容業 5%

62,858 東京都 渋谷区 ブリアント　渋谷Ⅰ サービス 理容・美容業 5%

62,859 東京都 渋谷区 プリーズアーチ表参道 小売業 その他小売 5%

62,860 東京都 渋谷区 ＦｒｅｅＤｏＭ　Ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

62,861 東京都 渋谷区 フリー薬剤師本舗 小売業 その他小売 5%

62,862 東京都 渋谷区 ｆｒｅｅｒａ サービス 理容・美容業 5%

62,863 東京都 渋谷区 ｆｒｅｅｒａ　ｓｈｉｂｕｙａ サービス 理容・美容業 5%

62,864 東京都 渋谷区 プリシラ　原宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,865 東京都 渋谷区 ＶＬＩＳＳ サービス 理容・美容業 5%

62,866 東京都 渋谷区 Ｂｌｉｓｓ　ｏｆ　Ｐａｒａｄｉｓｅ サービス その他サービス 5%

62,867 東京都 渋谷区 ＦＬＩＰＰＥＲ’Ｓ　表参道 サービス 飲食業 5%

62,868 東京都 渋谷区 ＦＬＩＰＰＥＲ’Ｓ　吉祥寺 サービス 飲食業 5%

62,869 東京都 渋谷区 ＦＬＩＰＰＥＲ’Ｓ　ＳＴＡＮＤ原宿店 サービス 飲食業 5%

62,870 東京都 渋谷区 ＦＬＩＰＰＥＲ’Ｓ　代官山 サービス 飲食業 5%

62,871 東京都 渋谷区 ＦＬＩＰＰＥＲ’Ｓ渋谷店 サービス 飲食業 5%

62,872 東京都 渋谷区 プリナチュール新宿店 サービス その他サービス 5%

62,873 東京都 渋谷区 ＰＲＩＶＩＬＥＧＥ　ＰＲＩＶＩＬＥＧＥ　ＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

62,874 東京都 渋谷区 Ｐｒｉｍａｖｅｒａ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｆｅ　Ｔｏｋｙｏ 小売業 その他小売 5%
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62,875 東京都 渋谷区 ＰＲＩＭＡ新宿　【プリマ】 サービス 理容・美容業 5%

62,876 東京都 渋谷区 ＰｒｉｍａＨａｒｉ サービス 理容・美容業 5%

62,877 東京都 渋谷区 フリーマンカフェ渋谷 サービス 飲食業 5%

62,878 東京都 渋谷区 ＢＲＩＬＬＩＡＧＥｍａｑｕｉｌｌｅｒ サービス その他サービス 5%

62,879 東京都 渋谷区 ＰｒｉｎｔｅｄＵｎｉｏｎ サービス その他サービス 5%

62,880 東京都 渋谷区 ＢＬＵＥ　ＷＡＴＥＲ　ＳＨＲＩＭＰ サービス 飲食業 5%

62,881 東京都 渋谷区 ブルー サービス 理容・美容業 5%

62,882 東京都 渋谷区 ＢＬＵＥＳＨＥＡＲＳ 小売業 衣料品 5%

62,883 東京都 渋谷区 ｂｒｕｇｇｅ サービス 飲食業 5%

62,884 東京都 渋谷区 ｂｒｕｇｇｅ サービス 飲食業 5%

62,885 東京都 渋谷区 ＰｌｕｓＬｏｕｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

62,886 東京都 渋谷区 ＰｌｕｓＬｏｕｎｇｅＴｏｋｙｏ サービス 理容・美容業 5%

62,887 東京都 渋谷区 Ｂｒｕｄｅｒ サービス 理容・美容業 5%

62,888 東京都 渋谷区 フルーツクチュールタカノ 小売業 食料品 5%

62,889 東京都 渋谷区 Ｆｒｕｉｔｓ　ＢＯＸ サービス 飲食業 5%

62,890 東京都 渋谷区 ＢＬＵＥ　ＴＯＭＡＴＯ サービス 理容・美容業 5%

62,891 東京都 渋谷区 ブルーナボイン東京 小売業 衣料品 5%

62,892 東京都 渋谷区 ブルーブルーエ 小売業 家具・調度品 5%

62,893 東京都 渋谷区 Ｂｌｅｕ　Ｂｌｅｕｅｔ 小売業 家具・調度品 5%

62,894 東京都 渋谷区 ブルーベルフラワーセラピーアカデミー渋谷 サービス その他サービス 5%

62,895 東京都 渋谷区 ｂｌｕｅ ｂｏａｒ ｖｉｎｔａｇｅ 小売業 家具・調度品 5%

62,896 東京都 渋谷区 フルール　ド　アルル 小売業 その他小売 5%

62,897 東京都 渋谷区 ブルーコネクト 小売業 食料品 5%

62,898 東京都 渋谷区 ブルゴンディセヘイメル サービス 飲食業 5%

62,899 東京都 渋谷区 ＰＵＬＳ サービス 飲食業 5%

62,900 東京都 渋谷区 ブルーブルーエ　代官山店 小売業 家具・調度品 5%

62,901 東京都 渋谷区 ブルーブルーエ笹塚店 小売業 貴金属・服飾品 5%

62,902 東京都 渋谷区 ブルーブルーエ渋谷地下街店 小売業 その他小売 5%

62,903 東京都 渋谷区 ｂｕｌｌｐｅｎｓｈｏｐ 小売業 家具・調度品 5%

62,904 東京都 渋谷区 ＦＵＬＬＭＡＲＫＳ　代官山 小売業 その他小売 5%

62,905 東京都 渋谷区 Ｂｌｏｏｍ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

62,906 東京都 渋谷区 ふるや古賀音庵　本店 小売業 食料品 5%

62,907 東京都 渋谷区 フルーリストボンマルシェ　笹塚店 小売業 その他小売 5%

62,908 東京都 渋谷区 ｐｌａｙｇｒｏｕｎｄ渋谷ｋｉｄｓ サービス その他サービス 5%

62,909 東京都 渋谷区 Ｐｌａｙｍｏｕｎｔａｉｎ 小売業 家具・調度品 5%

62,910 東京都 渋谷区 Ｐｒ?ｓｅｎｔｄｅｌ＇ｏｎｄ?ｅ サービス その他サービス 5%

62,911 東京都 渋谷区 ｐｌｅａｓｕｒｅｈａｒｍｏｎｙ サービス 理容・美容業 5%

62,912 東京都 渋谷区 プレジール サービス 理容・美容業 5%

62,913 東京都 渋谷区 Ｂｒｅｚｚａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

62,914 東京都 渋谷区 ＦＬＥＤＧＥＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

62,915 東京都 渋谷区 フレッシュネスバーガー渋谷東 サービス 飲食業 2%

62,916 東京都 渋谷区 フレッシュネスバーガー代々木 サービス 飲食業 2%
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62,917 東京都 渋谷区 フレッシュネスバーガー代々木八幡 サービス 飲食業 2%

62,918 東京都 渋谷区 プレティウム サービス その他サービス 5%

62,919 東京都 渋谷区 ＦＬＡＶＯＲＷＯＲＫＳ サービス 飲食業 5%

62,920 東京都 渋谷区 フレームワークス 小売業 衣料品 5%

62,921 東京都 渋谷区 Ｂｒｅｎｄ サービス 理容・美容業 5%

62,922 東京都 渋谷区 ＢＲＯＴＵＲＥＳＨＡＲＡＪＵＫＵ 小売業 その他小売 5%

62,923 東京都 渋谷区 ｂｌｏｃＪａｐｏｎ サービス 理容・美容業 5%

62,924 東京都 渋谷区 ＦＲＯＭ　ＢＯＮＵＭ 小売業 衣料品 5%

62,925 東京都 渋谷区 ｆｒｏｍｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

62,926 東京都 渋谷区 ＦＲＯＭＢＯＮＵＭ表参道 小売業 衣料品 5%

62,927 東京都 渋谷区 ＢＵＮＧＵＢＯＸ表参道 小売業 その他小売 5%

62,928 東京都 渋谷区 ＨａｉｒＯｒｕｔａｎｅ サービス 理容・美容業 5%

62,929 東京都 渋谷区 ヘアーサロンａｎａｌｏｇｙ サービス 理容・美容業 5%

62,930 東京都 渋谷区 ヘアーサロン喜多床 サービス 理容・美容業 5%

62,931 東京都 渋谷区 ヤマギシ　ガーデンプレイス店 サービス 理容・美容業 5%

62,932 東京都 渋谷区 ヘアーショップアライ サービス 理容・美容業 5%

62,933 東京都 渋谷区 ＪＭ／ＨａｉｒＤｒｅｓｓＳＨＩＦＴ サービス 理容・美容業 5%

62,934 東京都 渋谷区 ｈａｉｒｍａｋｅｃｕｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

62,935 東京都 渋谷区 ＨａｉｒＲｅｓｏｒｔＬＩＦＥ渋谷 サービス 理容・美容業 5%

62,936 東京都 渋谷区 Ｈａｉｒ　　　Ｓａｌｏｎ　Ｔｏｍ　Ｊｏｙ　Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＴｏｍＪｏｙ サービス 理容・美容業 5%

62,937 東京都 渋谷区 ヘア＆スパ　エジェリ　プリム サービス 理容・美容業 5%

62,938 東京都 渋谷区 ヘア＆メイク　エジェリ サービス 理容・美容業 5%

62,939 東京都 渋谷区 ヘアー＆メイクＳＯｌ サービス 理容・美容業 5%

62,940 東京都 渋谷区 ｈａｉｒｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

62,941 東京都 渋谷区 ヘアサロンＢＥＡＲＤ サービス 理容・美容業 5%

62,942 東京都 渋谷区 ＨａｉｒＳａｌｏｎ　ＢＯＴＴＯＭＳ サービス 理容・美容業 5%

62,943 東京都 渋谷区 ヘアサロンマール サービス 理容・美容業 5%

62,944 東京都 渋谷区 ヘアセット＆着付け専門店乙女椿 サービス 理容・美容業 5%

62,945 東京都 渋谷区 ｂｅａｒｔｙ サービス 理容・美容業 5%

62,946 東京都 渋谷区 ｈａｉｒＰＡＣＩＡＮＴ幡ヶ谷店 サービス 理容・美容業 5%

62,947 東京都 渋谷区 ａｐｈｒｏｄｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

62,948 東京都 渋谷区 ｈａｉｒ／ｍａｋｅ　ＣＬＯＶＥＲ サービス 理容・美容業 5%

62,949 東京都 渋谷区 ヘアメイクアッシュ渋谷店 サービス 理容・美容業 5%

62,950 東京都 渋谷区 Ｈｅｍｅｌミヤマス サービス 飲食業 5%

62,951 東京都 渋谷区 ペーシェ　シブヤ サービス 理容・美容業 5%

62,952 東京都 渋谷区 ｂａｓｅｍｅｎｔ　ｃａｆｅ サービス その他サービス 5%

62,953 東京都 渋谷区 ｂａｓｅｍｅｎｔｃａｆｅＣＯ－ＷＯＲＫＩＮＧＳＰＡＣＥ サービス その他サービス 5%

62,954 東京都 渋谷区 ＢａｓｅｒａｎｇｅＴｏｋｙｏＳｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

62,955 東京都 渋谷区 ベーカリー＆カフェ沢村　広尾プラザ サービス 飲食業 5%

62,956 東京都 渋谷区 ＰＥＫＩ　ＰＥＫＩ　渋谷 小売業 その他小売 5%

62,957 東京都 渋谷区 Ｂｅｓｉｘｄｏｕｚｅ サービス 理容・美容業 5%

62,958 東京都 渋谷区 Ｖｅｇｅ　Ｈｏｌｉｃ サービス 飲食業 5%
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62,959 東京都 渋谷区 ベースコレクション 小売業 その他小売 5%

62,960 東京都 渋谷区 ベストヘアー サービス 理容・美容業 5%

62,961 東京都 渋谷区 Ｂ．Ｃ　ＳＴＯＣＫ催事 小売業 衣料品 5%

62,962 東京都 渋谷区 ＢＣＳ表参道 小売業 衣料品 5%

62,963 東京都 渋谷区 ＢＣＳ催事４ 小売業 衣料品 5%

62,964 東京都 渋谷区 Ｂ．ＣＳＴＯＣＫｃｉｔｙｓｔｙｌｅｏｕｔ 小売業 衣料品 5%

62,965 東京都 渋谷区 ＨＥＤＧＥＨＯＧ サービス 飲食業 5%

62,966 東京都 渋谷区 Ｈｅａｄ＆ＢｅａｕｔｙＣｈｉ－ｍｅｔｈｏｄ サービス 理容・美容業 5%

62,967 東京都 渋谷区 ＱＵＩＲＯＮ サービス その他サービス 5%

62,968 東京都 渋谷区 Ｈａｒｍｏｎｉａ　恵比寿 サービス その他サービス 5%

62,969 東京都 渋谷区 Ｂｅｔｔｉｅ サービス 理容・美容業 5%

62,970 東京都 渋谷区 株式会社　ベティスミス　東京支店 小売業 衣料品 5%

62,971 東京都 渋谷区 Ｐｅｔｉｔ　Ｇｌａｍ　原宿店 小売業 衣料品 5%

62,972 東京都 渋谷区 ＢＥＮＩＫＩＤＳ 小売業 衣料品 5%

62,973 東京都 渋谷区 ＨＥＡＶＥＮＡＲＫ 小売業 その他小売 5%

62,974 東京都 渋谷区 Ｈｅａｖｅｎ’ｓ　Ｒｅｃｉｐｅ サービス 飲食業 5%

62,975 東京都 渋谷区 ベリーベリースープ　原宿神宮前店 サービス 飲食業 5%

62,976 東京都 渋谷区 ｐｅｌｌｉｃｕｌｅ サービス 飲食業 5%

62,977 東京都 渋谷区 ｂｅｌｉｎｄａ サービス 理容・美容業 5%

62,978 東京都 渋谷区 ベルエスペース サービス 理容・美容業 5%

62,979 東京都 渋谷区 ベル株式会社 サービス その他サービス 5%

62,980 東京都 渋谷区 Ｂｅｌｌｅ Ｃｌｏｃｈｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

62,981 東京都 渋谷区 ＢＥＬＥＺＡＲＡＲＡ 小売業 衣料品 5%

62,982 東京都 渋谷区 ベローチェ渋谷駅新南口店 サービス 飲食業 5%

62,983 東京都 渋谷区 ベローチェ渋谷二丁目店 サービス 飲食業 5%

62,984 東京都 渋谷区 ベローチェ松濤店 サービス 飲食業 5%

62,985 東京都 渋谷区 ベローチェ南新宿店 サービス 飲食業 5%

62,986 東京都 渋谷区 ベローチェ代々木三丁目店 サービス 飲食業 5%

62,987 東京都 渋谷区 べんきょう堂 小売業 衣料品 5%

62,988 東京都 渋谷区 ペンギントリッパー原宿 小売業 衣料品 5%

62,989 東京都 渋谷区 弁護士法人鈴木総合法律事務所 サービス その他サービス 5%

62,990 東京都 渋谷区 ＢＥＮＣＨＭＡＤＥＭＯＴＯＹＯＹＯＧＩ 小売業 衣料品 5%

62,991 東京都 渋谷区 ｖｅｎｔｕｒｅｒ東京　ＶＥＮＴＵＲＥＲ　ＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

62,992 東京都 渋谷区 ｂｅｎｄＴｏｋｙｏ 小売業 衣料品 5%

62,993 東京都 渋谷区 便利屋！お助け本舗　全国本部 サービス その他サービス 5%

62,994 東京都 渋谷区 ボイルストン サービス 飲食業 5%

62,995 東京都 渋谷区 邦人式中華酒館ＨＯＩ サービス 飲食業 5%

62,996 東京都 渋谷区 宝石広場　渋谷本店 小売業 その他小売 5%

62,997 東京都 渋谷区 ＢＥＡＵＴＥ サービス 理容・美容業 5%

62,998 東京都 渋谷区 Ｐｏｒｔ　ｏｆ　Ｃａｌｌ　表参道 小売業 衣料品 5%

62,999 東京都 渋谷区 ポートオブコール　代官山 小売業 衣料品 5%

63,000 東京都 渋谷区 ＨＯＰＥ サービス 理容・美容業 5%

1502



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

63,001 東京都 渋谷区 ＨＯＰＥ サービス 理容・美容業 5%

63,002 東京都 渋谷区 ｂａｌｌａｈｏｌｉｃＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

63,003 東京都 渋谷区 ホーリーボイストレーニングスタジオ サービス その他サービス 5%

63,004 東京都 渋谷区 ほぐし家 サービス 理容・美容業 5%

63,005 東京都 渋谷区 ボークス天使の窓原宿 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,006 東京都 渋谷区 ボークス天使の窓原宿店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,007 東京都 渋谷区 僕の彼氏 小売業 衣料品 5%

63,008 東京都 渋谷区 ホクレレ・ベビー 小売業 衣料品 5%

63,009 東京都 渋谷区 ＰＩＣＯＳＴＡ サービス 理容・美容業 5%

63,010 東京都 渋谷区 保護ネコカフェ Ｃａｔｉｏ サービス その他サービス 5%

63,011 東京都 渋谷区 Ｂｏｊｕｎ　ｔｏｍｉｇａｙａ サービス 飲食業 5%

63,012 東京都 渋谷区 ＰＯＳＴ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,013 東京都 渋谷区 ボストック 小売業 衣料品 5%

63,014 東京都 渋谷区 ＢＯＳＴＯＮ／Ｔ’ｓＧＲＩＬＬ サービス 飲食業 5%

63,015 東京都 渋谷区 ＢＯＺ本店 小売業 衣料品 5%

63,016 東京都 渋谷区 墨国回転鶏酒場 渋谷ストリーム店 サービス 飲食業 5%

63,017 東京都 渋谷区 ホットアンドホット サービス 理容・美容業 5%

63,018 東京都 渋谷区 ボディー　メンテナンス　ソエル サービス その他サービス 5%

63,019 東京都 渋谷区 ボディバランススタジオ サービス その他サービス 5%

63,020 東京都 渋谷区 ボディメンテナンスｖｉｖａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

63,021 東京都 渋谷区 ぼてぢゅう　渋谷宮益坂店 サービス 飲食業 5%

63,022 東京都 渋谷区 ＨＯＴＥＬ ０３ サービス 宿泊業 5%

63,023 東京都 渋谷区 ホテル　ルミエール サービス 宿泊業 5%

63,024 東京都 渋谷区 ホテルホワイトシティ２３ サービス 宿泊業 5%

63,025 東京都 渋谷区 Ｐｏｒｔ　ｏｆ　ｃａｌｌ サービス 飲食業 5%

63,026 東京都 渋谷区 ポニーワイン事業部 小売業 食料品 5%

63,027 東京都 渋谷区 ＰＯＰＯＰＥＫＵ サービス 飲食業 5%

63,028 東京都 渋谷区 ｐｏｐｏｐｅｋｕ サービス 飲食業 5%

63,029 東京都 渋谷区 ホームドライ青山神宮前店 サービス その他サービス 5%

63,030 東京都 渋谷区 ボリス雑貨店 小売業 家具・調度品 5%

63,031 東京都 渋谷区 ＰＡＵＬ　＆　ＪＯＥ　ＣＡＴＳＴＲＥＥＴ 小売業 その他小売 5%

63,032 東京都 渋谷区 ＢＯＲＮＥ サービス 飲食業 5%

63,033 東京都 渋谷区 ｐｏｌｅｐｏｌｅ サービス 理容・美容業 5%

63,034 東京都 渋谷区 ポレポレ 小売業 衣料品 5%

63,035 東京都 渋谷区 ｐｏｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

63,036 東京都 渋谷区 ホワイトバス 小売業 その他小売 5%

63,037 東京都 渋谷区 ホワイトニングｌｏｕｎｇｅ恵比寿店 サービス 理容・美容業 5%

63,038 東京都 渋谷区 香港厨房　渋谷店 サービス 飲食業 5%

63,039 東京都 渋谷区 盆栽自転車店 小売業 その他小売 5%

63,040 東京都 渋谷区 協和アソシエイツ本店 サービス その他サービス 5%

63,041 東京都 渋谷区 Ｐｏｎｔｅｌｙ サービス その他サービス 5%

63,042 東京都 渋谷区 ボンバー原宿 小売業 その他小売 5%
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63,043 東京都 渋谷区 ｂｏｎｂｏｒｉ　渋谷道玄坂店　溶岩焼肉ダイニングｂｏｎｂｏｒｉ渋谷道玄坂店 サービス 飲食業 5%

63,044 東京都 渋谷区 ｂｏｎｂｏｒｉ 渋谷宮益坂店 溶岩焼肉ダイニングｂｏｎｂｏｒｉ渋谷宮益坂店 サービス 飲食業 5%

63,045 東京都 渋谷区 ほんもん屋 小売業 その他小売 5%

63,046 東京都 渋谷区 ＭＡＲＳＡ 小売業 衣料品 5%

63,047 東京都 渋谷区 Ｍａｒｓａ恵比寿 小売業 衣料品 5%

63,048 東京都 渋谷区 ｍａｒｖｅｌ　ｂａｃｋｓ サービス 理容・美容業 5%

63,049 東京都 渋谷区 ＭａｒＭｕ 小売業 衣料品 5%

63,050 東京都 渋谷区 ＭＡＲＬＭＡＲＬ　Ｆｌａｇｓｈｉｐ　ｓｈｏｐ　代官山店 小売業 衣料品 5%

63,051 東京都 渋谷区 ＭＩＣＡ＆ＤＥＡＬ 小売業 衣料品 5%

63,052 東京都 渋谷区 ＭｙＣＬＯＳＥＴ サービス その他サービス 5%

63,053 東京都 渋谷区 Ｍｙ　ｓｔｙｌｅ 小売業 その他小売 5%

63,054 東京都 渋谷区 ｍｉｎｏｒｉＴＹ－ｆｕｎ 小売業 衣料品 5%

63,055 東京都 渋谷区 ＭＩＮＥＤ　ＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

63,056 東京都 渋谷区 ＭＩＮＥＤ　ＴＯＫＹＯ　ＳＡＬＯＮ 小売業 衣料品 5%

63,057 東京都 渋谷区 ＭＡＵＡ サービス 理容・美容業 5%

63,058 東京都 渋谷区 ＭＡＵＲＯ　ＧＲＩＦＯＮＩ　原宿店 小売業 衣料品 5%

63,059 東京都 渋谷区 ＭａｏｌｉＲｅｌａｘａｔｉｏｎＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

63,060 東京都 渋谷区 ｍａｋａｎａｂｉ 小売業 その他小売 5%

63,061 東京都 渋谷区 眞柄行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

63,062 東京都 渋谷区 Ｍａｋａｌｉｉ　渋谷駅前店 サービス 理容・美容業 5%

63,063 東京都 渋谷区 ｍａｋｉｋｏｏｒｇａｏｉｃｈａｉｒｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

63,064 東京都 渋谷区 マキシ 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,065 東京都 渋谷区 ＭＡＫＡＶＥＬＩＣ　ＴＯＫＹＯ 小売業 その他小売 5%

63,066 東京都 渋谷区 ＭａｋｉＹｏｓｈｉｄａＪｅｗｅｌｌｅｒｙ 小売業 衣料品 5%

63,067 東京都 渋谷区 Ｍａｊｅｓｔｉｃ　Ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

63,068 東京都 渋谷区 ＭＡＧＩＣ　ＴＨＥＡＴＥＲ 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,069 東京都 渋谷区 舛勝酒店 小売業 食料品 5%

63,070 東京都 渋谷区 ＭＵＳＴＡＲＤＨＯＴＥＬ　ＳＨＩＢＵＹＡ サービス 宿泊業 5%

63,071 東京都 渋谷区 桝屋酒店 小売業 食料品 5%

63,072 東京都 渋谷区 有限会社町田電業社 小売業 電化製品 5%

63,073 東京都 渋谷区 ＬＵＬＬＡＢＹ恵比寿店 サービス 理容・美容業 5%

63,074 東京都 渋谷区 まつげエクステ　ｃｏｔｏ　代官山 サービス 理容・美容業 5%

63,075 東京都 渋谷区 ＭＡＳＳＥ＊ＭＥＮＳＣＨ 小売業 衣料品 5%

63,076 東京都 渋谷区 松田金物（株） 小売業 その他小売 5%

63,077 東京都 渋谷区 マップレンタル サービス その他サービス 5%

63,078 東京都 渋谷区 マップレンタル サービス その他サービス 5%

63,079 東京都 渋谷区 マート　エビス 小売業 その他小売 5%

63,080 東京都 渋谷区 ｍａｔｏｈｕ　表参道本店 小売業 衣料品 5%

63,081 東京都 渋谷区 まとや サービス 飲食業 5%

63,082 東京都 渋谷区 ＭＡＮＯＨＡＲＵ　表参道 サービス 理容・美容業 5%

63,083 東京都 渋谷区 ＭａｈａｒｉＱ　代々木上原　本店 小売業 衣料品 5%

63,084 東京都 渋谷区 ｍａｍｉ＂ｓｈａｉｒｄｒｅｓｓｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%
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63,085 東京都 渋谷区 ＭＡＭｅｔＭＯＩ 小売業 衣料品 5%

63,086 東京都 渋谷区 豆沙久 サービス 飲食業 5%

63,087 東京都 渋谷区 豆園 サービス 飲食業 5%

63,088 東京都 渋谷区 Ｍａｙｕｋｏ＇ｓＬｉｔｔｌｅＫｉｔｃｈｅｎ サービス その他サービス 5%

63,089 東京都 渋谷区 サントクレア株式会社 サービス その他サービス 2%

63,090 東京都 渋谷区 ＭＡＲＩＡＮＮＥ サービス その他サービス 5%

63,091 東京都 渋谷区 マリーナ 小売業 衣料品 5%

63,092 東京都 渋谷区 Ｍ’ＡＲＩＪＵＡＮ　表参道店 小売業 衣料品 5%

63,093 東京都 渋谷区 ＭＡＨＲ　表参道店 サービス 理容・美容業 5%

63,094 東京都 渋谷区 Ｍａｒｃｏ　【マルコ】 サービス 理容・美容業 5%

63,095 東京都 渋谷区 ｍａｒｕｇｏ　ｄｅｌｉ　ｅｂｉｓｕ 小売業 衣料品 5%

63,096 東京都 渋谷区 マルゴ　本店 サービス 飲食業 5%

63,097 東京都 渋谷区 マルタジョイ本店 サービス その他サービス 5%

63,098 東京都 渋谷区 ＭＡＲＴＥ 小売業 衣料品 5%

63,099 東京都 渋谷区 ＭＡＮＳＡＬＶＡ サービス 飲食業 5%

63,100 東京都 渋谷区 万八 小売業 衣料品 5%

63,101 東京都 渋谷区 ＭａｍｍａＬｕｉｓａ＇ｓＴａｂｌｅ サービス 飲食業 5%

63,102 東京都 渋谷区 Ｍｉ Ｃｈｏｒｉｐａｎ サービス 飲食業 5%

63,103 東京都 渋谷区 Ｍｉ Ｃｈｏｒｉｐａｎ 配達用 サービス 飲食業 5%

63,104 東京都 渋谷区 ミ・ムンド 小売業 家具・調度品 5%

63,105 東京都 渋谷区 ＭｅＷｅ サービス その他サービス 5%

63,106 東京都 渋谷区 ｍｅｅｋｎｅｓｓ 小売業 衣料品 5%

63,107 東京都 渋谷区 ミーツハンド サービス 理容・美容業 5%

63,108 東京都 渋谷区 ｍｉｕｓａｒｏｍａ サービス その他サービス 5%

63,109 東京都 渋谷区 三浦ピアノ 小売業 その他小売 5%

63,110 東京都 渋谷区 ｍｉｅｌ　ｈａｉｒ　Ｓｈｉｂｕｙａ サービス 理容・美容業 5%

63,111 東京都 渋谷区 ｍｉｅｌｈａｉｒｓｈｉｂｕｙａ サービス 理容・美容業 5%

63,112 東京都 渋谷区 ミカフェート表参道店 サービス 飲食業 5%

63,113 東京都 渋谷区 Ｍｅｇａｎ－Ｂａｒ＆Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ サービス 飲食業 5%

63,114 東京都 渋谷区 Ｍｉｋｉ’ｓ サービス 飲食業 5%

63,115 東京都 渋谷区 ＭＹＫＩＴＡ　Ｓｈｏｐ　Ｔｏｋｙｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,116 東京都 渋谷区 ＭＩＫＯＴＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,117 東京都 渋谷区 Ｍｉｃｈｅｌ サービス 理容・美容業 5%

63,118 東京都 渋谷区 ＭＩＳＨＫＡ 小売業 衣料品 5%

63,119 東京都 渋谷区 純粋美サロンミジュ・コピーヌ サービス 理容・美容業 5%

63,120 東京都 渋谷区 Ｍｒ．Ｆｅｎｉｃｅ 小売業 衣料品 5%

63,121 東京都 渋谷区 ｍｙｓｔｅａｒ サービス その他サービス 5%

63,122 東京都 渋谷区 Ｌｅ　Ｍｉｓｔｒａｌ 小売業 その他小売 5%

63,123 東京都 渋谷区 ミズワン 小売業 衣料品 5%

63,124 東京都 渋谷区 ｍｉｚｅｏｃｅａｎ 小売業 衣料品 5%

63,125 東京都 渋谷区 道福茶 サービス 飲食業 5%

63,126 東京都 渋谷区 ミック動物診療所 サービス その他サービス 5%
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63,127 東京都 渋谷区 ＭＩＤＷＥＳＴ　ＴＯＫＹＯ　ＷＯＭＥＮ 小売業 衣料品 5%

63,128 東京都 渋谷区 ＭＩＤＷＥＳＴ　ＴＯＫＹＯ　ＭＥＮ 小売業 衣料品 5%

63,129 東京都 渋谷区 ｍｉｔｓｕｍｅｓｔｏｒｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,130 東京都 渋谷区 味道本色　渋谷店 サービス 飲食業 5%

63,131 東京都 渋谷区 ミドゥム 小売業 衣料品 5%

63,132 東京都 渋谷区 みどりや 小売業 衣料品 5%

63,133 東京都 渋谷区 ＭＩＮＡＭＩ　ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

63,134 東京都 渋谷区 ｍｉｎｕｉｔ サービス 理容・美容業 5%

63,135 東京都 渋谷区 Ｍｉｇｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

63,136 東京都 渋谷区 三橋屋 サービス 飲食業 5%

63,137 東京都 渋谷区 三松ストアー薬品部　上原店 小売業 その他小売 5%

63,138 東京都 渋谷区 三松ストアー　薬品部 小売業 その他小売 5%

63,139 東京都 渋谷区 38 サービス 理容・美容業 5%

63,140 東京都 渋谷区 宮地楽器　ＭＵＳＩＣ　ＪＯＹ　渋谷 小売業 その他小売 5%

63,141 東京都 渋谷区 宮益坂十間スタジオ サービス その他サービス 5%

63,142 東京都 渋谷区 株式会社ＦＲＡＧＭＥＮＴ サービス その他サービス 5%

63,143 東京都 渋谷区 ＭＵＪＩＣ＆ＢＡＲ　　マホガニー サービス 飲食業 5%

63,144 東京都 渋谷区 ミュージックバンカー サービス その他サービス 5%

63,145 東京都 渋谷区 ＭＩＲＡＩＬＡＢＯ ＫＩＤＳ サービス その他サービス 5%

63,146 東京都 渋谷区 ミラクルマルシェ（イベント用） 小売業 その他小売 5%

63,147 東京都 渋谷区 ｍｍ サービス 理容・美容業 5%

63,148 東京都 渋谷区 ミリメーター 小売業 衣料品 5%

63,149 東京都 渋谷区 ＭＩＬＫＢＯＹ 小売業 衣料品 5%

63,150 東京都 渋谷区 ＭＥＡＬＳ サービス 飲食業 5%

63,151 東京都 渋谷区 ｍ?ｎｄｙ 小売業 衣料品 5%

63,152 東京都 渋谷区 ミントデザインズ青山店 小売業 衣料品 5%

63,153 東京都 渋谷区 カフェホーホー サービス 飲食業 5%

63,154 東京都 渋谷区 ｍｏｖｅ サービス 理容・美容業 5%

63,155 東京都 渋谷区 ｍｕ・ｍｕ 小売業 その他小売 5%

63,156 東京都 渋谷区 ムーンテッド サービス その他サービス 5%

63,157 東京都 渋谷区 Ｍｕｓｋ　【ムスク】 サービス その他サービス 5%

63,158 東京都 渋谷区 ＳＰＯＲＴＳ　ＶＯＧＵＥ　ムラサキ 小売業 その他小売 5%

63,159 東京都 渋谷区 ムラサキスポーツ　渋谷スペイン坂店 小売業 その他小売 5%

63,160 東京都 渋谷区 ムラサキスポーツ　渋谷センター店 小売業 その他小売 5%

63,161 東京都 渋谷区 ムラサキスポーツ　原宿竹下通り店 小売業 その他小売 5%

63,162 東京都 渋谷区 ムラサキスポーツ　原宿明治通り店 小売業 その他小売 5%

63,163 東京都 渋谷区 ムラサキスポーツボーダーズファクト原宿店 小売業 その他小売 5%

63,164 東京都 渋谷区 村瀬鞄行渋谷店 小売業 その他小売 5%

63,165 東京都 渋谷区 ＭｏｏｎＤｒａｇｏｎ サービス 理容・美容業 5%

63,166 東京都 渋谷区 メイクス原宿エムクラン サービス 理容・美容業 5%

63,167 東京都 渋谷区 銘酒居酒屋　頑固おやじ サービス 飲食業 5%

63,168 東京都 渋谷区 高橋石材工業　メイソン工房 小売業 その他小売 5%
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63,169 東京都 渋谷区 メイソン工房 サービス その他サービス 5%

63,170 東京都 渋谷区 ｍｅｉｌｏｎｇ サービス 理容・美容業 5%

63,171 東京都 渋谷区 株式会社メジャー・トレーナーズ サービス 理容・美容業 5%

63,172 東京都 渋谷区 ＭＡＩＳＯＮ　ＫＩＴＳＵＮＥ 小売業 衣料品 5%

63,173 東京都 渋谷区 メゾン　プレゼンス サービス 理容・美容業 5%

63,174 東京都 渋谷区 メゾン・イチ　代官山 サービス 飲食業 5%

63,175 東京都 渋谷区 メゾン・ド・ブークレット サービス その他サービス 5%

63,176 東京都 渋谷区 ＭＡＩＳＯＮＮｏ．８ 小売業 衣料品 5%

63,177 東京都 渋谷区 ｍａｉｓｏｎｄｅｓｔｏｉｌｅｓ．ｒｕｉ（ｌ’ｏｍｂｒｅｅｔｌａｌｕｍｉ?ｒｅ＆トワル．ｒｕｉ） 小売業 衣料品 5%

63,178 東京都 渋谷区 ＳｈｏｐＭａｓａｈｉｔｏＵＪＩ 小売業 衣料品 5%

63,179 東京都 渋谷区 メゾン ド スリジェ メゾン ド スリジェ サービス 飲食業 5%

63,180 東京都 渋谷区 メゾンブルトンヌ・ガレット屋 サービス 飲食業 5%

63,181 東京都 渋谷区 メディカルフィットネスＶｉＰｒｏ サービス その他サービス 5%

63,182 東京都 渋谷区 ｍｅｍｅ　ｅｙｅｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

63,183 東京都 渋谷区 ＭＥＲＩＤＡ　代官山 小売業 その他小売 5%

63,184 東京都 渋谷区 ｍｅｒｉｃｃａ 小売業 衣料品 5%

63,185 東京都 渋谷区 ＭＥＲＩＰＩＨＫＡ渋谷 サービス 飲食業 5%

63,186 東京都 渋谷区 ＭＥＲＣＩ サービス 飲食業 5%

63,187 東京都 渋谷区 Ｍｅｌｔｏ サービス 理容・美容業 5%

63,188 東京都 渋谷区 メルベイユ　アッシュ 小売業 衣料品 5%

63,189 東京都 渋谷区 メロディランド　メロディランド　恵比寿店 サービス 飲食業 5%

63,190 東京都 渋谷区 メロディランド　恵比寿店 サービス 飲食業 5%

63,191 東京都 渋谷区 メンズ脱毛サロンＡｌｏｎｓｏ サービス 理容・美容業 5%

63,192 東京都 渋谷区 めん屋　桔梗　初台本店 サービス 飲食業 5%

63,193 東京都 渋谷区 メンローパーク・コーヒー サービス 飲食業 5%

63,194 東京都 渋谷区 ｍｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

63,195 東京都 渋谷区 ＭＯＡＮＩＨｉｒｏｏ サービス 理容・美容業 5%

63,196 東京都 渋谷区 Ｍｏａｌａｎｉ　Ｗａｘ サービス 理容・美容業 5%

63,197 東京都 渋谷区 モイスティーヌ　代官山サロン 小売業 その他小売 5%

63,198 東京都 渋谷区 モイスティーヌ　シオエワルーム 小売業 その他小売 5%

63,199 東京都 渋谷区 ｍａｕｖｅ サービス 理容・美容業 5%

63,200 東京都 渋谷区 Ｍｏｒｉｓｅｉｈｅｎｈｏｍｅ 小売業 衣料品 5%

63,201 東京都 渋谷区 もじパラ原宿 小売業 その他小売 5%

63,202 東京都 渋谷区 もじパラ原宿２ 小売業 その他小売 5%

63,203 東京都 渋谷区 もじパラ原宿２号店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,204 東京都 渋谷区 ＯｐｅｎＣｌｏｓｅｔＭａｒｋｅｔ 小売業 衣料品 5%

63,205 東京都 渋谷区 ＭＯＲＴＡＲ　渋谷神南店 小売業 その他小売 5%

63,206 東京都 渋谷区 ｍｏｄｅｒｎ　ｋｉｍｏｎｏ　笹香 サービス その他サービス 5%

63,207 東京都 渋谷区 ｇｏｔｏｄａｙｓｈａｉｒｅｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

63,208 東京都 渋谷区 もつ吉渋谷店 サービス 飲食業 5%

63,209 東京都 渋谷区 もっくん渋谷 サービス 飲食業 5%

63,210 東京都 渋谷区 もつ楽渋谷店 サービス 飲食業 5%

1507



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

63,211 東京都 渋谷区 モトコルセ 小売業 その他小売 5%

63,212 東京都 渋谷区 ＭＯＤＥＳＣＡＰＥ 小売業 衣料品 5%

63,213 東京都 渋谷区 ＭＯＤＥＳＣＡＰＥ原宿 小売業 衣料品 5%

63,214 東京都 渋谷区 セブンーイレブン元代々木町店 小売業 食料品 2%

63,215 東京都 渋谷区 モフーム サービス 飲食業 5%

63,216 東京都 渋谷区 もみの気ハウス渋谷東口店 サービス その他サービス 5%

63,217 東京都 渋谷区 もみの気ハウス道玄坂店 サービス その他サービス 5%

63,218 東京都 渋谷区 ももまる サービス 飲食業 5%

63,219 東京都 渋谷区 モリカゲシャツ東京レセプション 小売業 衣料品 5%

63,220 東京都 渋谷区 森の図書室 サービス 飲食業 5%

63,221 東京都 渋谷区 ＭＯＮ サービス 飲食業 5%

63,222 東京都 渋谷区 ＭｏｎｋｅｙｊｏｙＴｏｋｙｏ 小売業 衣料品 5%

63,223 東京都 渋谷区 ＭＯＮＫＥＹ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

63,224 東京都 渋谷区 もんきち サービス 飲食業 5%

63,225 東京都 渋谷区 聞弦坊 サービス 飲食業 5%

63,226 東京都 渋谷区 ｍｏｎｓｔｅｒｉｎｍｙｄａｙｄ 小売業 衣料品 5%

63,227 東京都 渋谷区 八百長３ｒａｉｎｂｏｗ サービス 飲食業 5%

63,228 東京都 渋谷区 八百長ＢＡＲ恵比寿 サービス 飲食業 5%

63,229 東京都 渋谷区 焼かない焼肉屋２９ＯＮ サービス 飲食業 5%

63,230 東京都 渋谷区 焼魚食堂 サービス 飲食業 5%

63,231 東京都 渋谷区 やきとり家すみれ 代々木上原店 サービス 飲食業 5%

63,232 東京都 渋谷区 焼肉一七三 サービス 飲食業 5%

63,233 東京都 渋谷区 焼肉亭 サービス 飲食業 5%

63,234 東京都 渋谷区 焼肉鳥ｇｇじじ サービス 飲食業 5%

63,235 東京都 渋谷区 焼肉はなび サービス 飲食業 5%

63,236 東京都 渋谷区 焼肉バルやまと　恵比寿店 サービス 飲食業 5%

63,237 東京都 渋谷区 焼肉六区 サービス 飲食業 5%

63,238 東京都 渋谷区 ＹａｋｏｂｕＢＯＤＹＤＥＳＩＮＧ サービス その他サービス 5%

63,239 東京都 渋谷区 野趣家 サービス 飲食業 5%

63,240 東京都 渋谷区 やすだ自然形体研究所 サービス 理容・美容業 5%

63,241 東京都 渋谷区 山城屋庄藏 サービス 飲食業 5%

63,242 東京都 渋谷区 山城屋分店 サービス 飲食業 5%

63,243 東京都 渋谷区 山田屋まんじゅう　元Ｇｅｎ恵比寿店 小売業 食料品 5%

63,244 東京都 渋谷区 山野愛子美容室　渋谷店 サービス 理容・美容業 5%

63,245 東京都 渋谷区 飲茶倶楽部　恵比寿店 サービス 飲食業 5%

63,246 東京都 渋谷区 ヤムナスタジオ サービス その他サービス 5%

63,247 東京都 渋谷区 Ｕ－ＲＥＡＬＭ サービス 理容・美容業 5%

63,248 東京都 渋谷区 有限会社ｄｅｆ サービス 理容・美容業 5%

63,249 東京都 渋谷区 有限会社アートジュエリーワイズ サービス その他サービス 5%

63,250 東京都 渋谷区 あてるい サービス 飲食業 5%

63,251 東京都 渋谷区 有限会社鰻松川 サービス 飲食業 5%

63,252 東京都 渋谷区 有限会社ゲートジャパン 小売業 家具・調度品 5%
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63,253 東京都 渋谷区 ＦＯＲＥＭＯＳ 小売業 衣料品 5%

63,254 東京都 渋谷区 有限会社伸興商事 小売業 その他小売 5%

63,255 東京都 渋谷区 ＳＬＡＤＫＹ 小売業 衣料品 5%

63,256 東京都 渋谷区 有限会社デッサン サービス 理容・美容業 5%

63,257 東京都 渋谷区 有限会社ハイドゥーシャウトインターナショナル サービス その他サービス 5%

63,258 東京都 渋谷区 有限会社フェント サービス その他サービス 5%

63,259 東京都 渋谷区 有限会社フジタフォート サービス その他サービス 5%

63,260 東京都 渋谷区 ＨＯＭＥＳＴＥＡＤＬＩＭＩＴＥＡＤ 小売業 衣料品 5%

63,261 東京都 渋谷区 マエジマ サービス その他サービス 5%

63,262 東京都 渋谷区 有限会社リ・バース 小売業 衣料品 5%

63,263 東京都 渋谷区 有限会社リサイクルガーデン　代々木店 小売業 その他小売 5%

63,264 東京都 渋谷区 ｌｅｓｂｒｉｑｕ＇ａｂｒａｑｕｅ 小売業 衣料品 5%

63,265 東京都 渋谷区 Ｕｓｅｆｕｌ　Ｐｏｔ 小売業 その他小売 5%

63,266 東京都 渋谷区 ＹｏｕＣｈａ 小売業 食料品 5%

63,267 東京都 渋谷区 ゆうはり サービス 理容・美容業 5%

63,268 東京都 渋谷区 ｙｕｏ　ｖｉｒｔｈ＋ＬＩＭ サービス 理容・美容業 5%

63,269 東京都 渋谷区 ＹｕｋａＮｅｗＹｏｒｋＹｏｇａ サービス その他サービス 5%

63,270 東京都 渋谷区 ゆがみ専門整体院リラックスアース 恵比寿 サービス その他サービス 5%

63,271 東京都 渋谷区 ユーズカンパニー 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,272 東京都 渋谷区 Ｕ－ＴＲＡＩＮＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,273 東京都 渋谷区 ユナイテッド アドバイザーズ株式会社 本店 サービス その他サービス 5%

63,274 東京都 渋谷区 ｙｕｎａｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

63,275 東京都 渋谷区 ユニオンワークス青山 小売業 衣料品 5%

63,276 東京都 渋谷区 ユニオンワークス渋谷 小売業 衣料品 5%

63,277 東京都 渋谷区 ＵＮＩＴ 小売業 衣料品 5%

63,278 東京都 渋谷区 ゆみす サービス 飲食業 5%

63,279 東京都 渋谷区 ゆめの庵 サービス 飲食業 5%

63,280 東京都 渋谷区 株式会社　ｅｕｒｏ　ｆｌａｔ 小売業 衣料品 5%

63,281 東京都 渋谷区 溶岩盤ヨガスタジオＳｉＭＰＬＥ サービス その他サービス 5%

63,282 東京都 渋谷区 ＹＯＫＥ サービス 理容・美容業 5%

63,283 東京都 渋谷区 ヨーヨーストアリワインド　渋谷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,284 東京都 渋谷区 よかとこ サービス 飲食業 5%

63,285 東京都 渋谷区 ＹＯＫＯＴＡ新宿店 サービス 理容・美容業 5%

63,286 東京都 渋谷区 ヨシカネナオヤ写真スタジオ サービス その他サービス 5%

63,287 東京都 渋谷区 吉沢米店 小売業 食料品 5%

63,288 東京都 渋谷区 吉住 サービス 飲食業 5%

63,289 東京都 渋谷区 ヨシダ 小売業 その他小売 5%

63,290 東京都 渋谷区 由田企画 サービス その他サービス 5%

63,291 東京都 渋谷区 ＹＯＳＨＩＤＡ　ＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

63,292 東京都 渋谷区 ＹＯＣＣＡ サービス 理容・美容業 5%

63,293 東京都 渋谷区 夜ノ森　恵比寿 サービス 飲食業 5%

63,294 東京都 渋谷区 代々木あおいカイロプラクティック サービス その他サービス 5%
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63,295 東京都 渋谷区 セブン－イレブン代々木イースト店 小売業 食料品 2%

63,296 東京都 渋谷区 セブン－イレブン代々木上原駅前店 小売業 食料品 2%

63,297 東京都 渋谷区 代々木上原ゆう サービス 飲食業 5%

63,298 東京都 渋谷区 セブン－イレブン代々木駅北口店 小売業 食料品 2%

63,299 東京都 渋谷区 セブン－イレブン代々木参宮橋店 小売業 食料品 2%

63,300 東京都 渋谷区 セブン－イレブン代々木３丁目店 小売業 食料品 2%

63,301 東京都 渋谷区 夜パフェ専門店パフェテリア　ベル サービス 飲食業 5%

63,302 東京都 渋谷区 ４１８ＫＡＭＩＹＡＭＡ サービス 飲食業 5%

63,303 東京都 渋谷区 ラ・セゾン サービス 飲食業 5%

63,304 東京都 渋谷区 ラ・セゾン　初台店 サービス 飲食業 5%

63,305 東京都 渋谷区 ラ・ブーレット サービス 飲食業 5%

63,306 東京都 渋谷区 ら?めん恵本将裕　神泉店 サービス 飲食業 5%

63,307 東京都 渋谷区 ラーメン暖暮恵比寿店 サービス 飲食業 5%

63,308 東京都 渋谷区 ラーメン暖暮恵比寿南店 サービス 飲食業 5%

63,309 東京都 渋谷区 ラーメン渋谷豚王 サービス 飲食業 5%

63,310 東京都 渋谷区 雷庵 サービス 飲食業 5%

63,311 東京都 渋谷区 ＬｙｃｏｎＪａｐａｎ株式会社 サービス その他サービス 5%

63,312 東京都 渋谷区 Ｒｉｓｅ５５（ライズゴジュウゴ） サービス その他サービス 5%

63,313 東京都 渋谷区 ｌｉｇｈｔｕｐｂａｌｌｅｔ サービス その他サービス 5%

63,314 東京都 渋谷区 ＬｉｇｈｔｈｏｕｓｅＲｅｃｏｒｄｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,315 東京都 渋谷区 ＬＩＦＥ サービス 飲食業 5%

63,316 東京都 渋谷区 ＬＩＦＥＡＮＤＢＯＯＫＳ 小売業 衣料品 5%

63,317 東京都 渋谷区 ＬＩＦＥｓｏｎ サービス 飲食業 5%

63,318 東京都 渋谷区 ＬＩＦＥＳＰＩＣＥＳＨＯＰ サービス その他サービス 5%

63,319 東京都 渋谷区 ライフルショップエニス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,320 東京都 渋谷区 ライラ　渋谷店 サービス その他サービス 5%

63,321 東京都 渋谷区 ｌａｖｉｅ サービス 理容・美容業 5%

63,322 東京都 渋谷区 ラヴィーチ表参道店 サービス 理容・美容業 5%

63,323 東京都 渋谷区 Ｒａｖｅｎｎａ－ｕ サービス 理容・美容業 5%

63,324 東京都 渋谷区 ＬＡＶＯ 小売業 衣料品 5%

63,325 東京都 渋谷区 らかんスタジオ　原宿店 サービス その他サービス 5%

63,326 東京都 渋谷区 ＲＡＧＵＥＬ サービス 理容・美容業 5%

63,327 東京都 渋谷区 ＬＡＧＵＮＡ　【ラグナ】 サービス 理容・美容業 5%

63,328 東京都 渋谷区 楽家 サービス 理容・美容業 5%

63,329 東京都 渋谷区 楽楽 サービス 飲食業 5%

63,330 東京都 渋谷区 Ｌｅ　Ｃｉｅｌ サービス 飲食業 5%

63,331 東京都 渋谷区 らしんばん　大宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,332 東京都 渋谷区 ＲｕｓｔｙＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

63,333 東京都 渋谷区 ラステラポラーレ サービス 飲食業 5%

63,334 東京都 渋谷区 ＬａＳＯＦＦＩＴＴＡ サービス 飲食業 5%

63,335 東京都 渋谷区 ラ・ダム・オー・カメリア サービス 飲食業 5%

63,336 東京都 渋谷区 ＬＡＸ　渋谷店 サービス 理容・美容業 5%
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63,337 東京都 渋谷区 ラッツ　ダイニング渋谷店 サービス 飲食業 5%

63,338 東京都 渋谷区 ラテスパアンドリフレＢｉｓｈｏｐｓ－Ｗｅｅｄ サービス 理容・美容業 5%

63,339 東京都 渋谷区 ラトリエ　ド　ボーテ　リエゾン サービス 理容・美容業 5%

63,340 東京都 渋谷区 Ｌａｎａｉ サービス 理容・美容業 5%

63,341 東京都 渋谷区 lani5710 サービス 理容・美容業 5%

63,342 東京都 渋谷区 Ｌａｎｉ５７１０ サービス 理容・美容業 5%

63,343 東京都 渋谷区 ラ・パタータ サービス 飲食業 5%

63,344 東京都 渋谷区 ラビアンローズオム恵比寿店 サービス 理容・美容業 5%

63,345 東京都 渋谷区 Ｌａ　ｆａｍｉｌｉａ サービス 理容・美容業 5%

63,346 東京都 渋谷区 ＬＯＶＥ＋ＦＩＴ サービス その他サービス 5%

63,347 東京都 渋谷区 Ｌ：Ａ　ＢＲＵＫＥＴ　青山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,348 東京都 渋谷区 ラベイユ四季 小売業 その他小売 5%

63,349 東京都 渋谷区 ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ－Ｒ 小売業 衣料品 5%

63,350 東京都 渋谷区 ＬＡＭＡＩ サービス 飲食業 5%

63,351 東京都 渋谷区 ＬＡＭＹＭＡＬ 小売業 衣料品 5%

63,352 東京都 渋谷区 ラムタラ　渋谷駅前店 小売業 その他小売 5%

63,353 東京都 渋谷区 ラメゾンフィニステール サービス 飲食業 5%

63,354 東京都 渋谷区 Ｌａ　Ｍｅｎｓａ　ｊａｓｍｉｎ サービス 飲食業 5%

63,355 東京都 渋谷区 ララ　セスペデス サービス 理容・美容業 5%

63,356 東京都 渋谷区 Ｌａｒａ　ｃｅｓｐｅｄｅｓ サービス その他サービス 5%

63,357 東京都 渋谷区 ＬＵＬＬＡＢＹ 恵比寿店 サービス 理容・美容業 5%

63,358 東京都 渋谷区 ＬＡＬＭＡ　ＭＩＴ サービス 理容・美容業 5%

63,359 東京都 渋谷区 ランチハウスエンゼル 小売業 食料品 5%

63,360 東京都 渋谷区 ＬＵＭＰ 小売業 衣料品 5%

63,361 東京都 渋谷区 Ｌｅｅ　原宿店 小売業 衣料品 5%

63,362 東京都 渋谷区 リアット！京王笹塚店 サービス その他サービス 5%

63,363 東京都 渋谷区 リアット！渋谷店 サービス その他サービス 5%

63,364 東京都 渋谷区 リアット！代官山店 サービス その他サービス 5%

63,365 東京都 渋谷区 ＲｉｙａｄＶｉｎｔａｇｅ 小売業 衣料品 5%

63,366 東京都 渋谷区 ＲＥＡＬＳｔｙｌｅ 青山店 小売業 家具・調度品 5%

63,367 東京都 渋谷区 ＲＥＡＬＢＢＱＰＡＲＫ サービス 理容・美容業 5%

63,368 東京都 渋谷区 リースショップジプシー サービス その他サービス 5%

63,369 東京都 渋谷区 ｒｅｖａｔａ サービス 理容・美容業 5%

63,370 東京都 渋谷区 Ｒｉｅｃｃｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,371 東京都 渋谷区 リエッコ東京 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,372 東京都 渋谷区 ＲｅＬ 小売業 衣料品 5%

63,373 東京都 渋谷区 リオグランデグリル恵比寿 サービス 飲食業 5%

63,374 東京都 渋谷区 ＧＯＴＯＤＡＹＳＨＡＩＲＥＳＡＬＯＮ力丸朋子 サービス 理容・美容業 5%

63,375 東京都 渋谷区 ＬｉＱｕｍｕ サービス 飲食業 5%

63,376 東京都 渋谷区 ＲＩＣＯＳＴＵＤＩＯＨａｔａｇａｙａ サービス その他サービス 5%

63,377 東京都 渋谷区 リサイクルきもの　たんす屋　青山店 小売業 衣料品 5%

63,378 東京都 渋谷区 リサイクルきもの　たんす屋　恵比寿店 小売業 衣料品 5%
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63,379 東京都 渋谷区 リシェルアイラッシュ恵比寿店 サービス 理容・美容業 5%

63,380 東京都 渋谷区 Ｌｉｓｓ　【リス】　恵比寿 サービス 理容・美容業 5%

63,381 東京都 渋谷区 リズグレース サービス 理容・美容業 5%

63,382 東京都 渋谷区 ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅｅｐｉｚｚｅｒｉａｄａｉｖｏ サービス 飲食業 5%

63,383 東京都 渋谷区 ＲＨＹＴＨＭ サービス 理容・美容業 5%

63,384 東京都 渋谷区 リスン　青山店 小売業 家具・調度品 5%

63,385 東京都 渋谷区 リゼラ サービス 理容・美容業 5%

63,386 東京都 渋谷区 ＲＩＳＥＬ　ｗ／ｕ サービス 理容・美容業 5%

63,387 東京都 渋谷区 ＲＩＳＥＬ　Ｘ．Ｏ．Ｘ．Ｏ サービス 理容・美容業 5%

63,388 東京都 渋谷区 ＲＩＣＣＡ　ＲＩＣＣＡ サービス その他サービス 5%

63,389 東京都 渋谷区 ＬＩＳＴＥＮ　ＦＬＡＶＯＲ 小売業 衣料品 5%

63,390 東京都 渋谷区 ＲＩＣＣＩ　ＥＶＥＲＹＤＡＹ 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,391 東京都 渋谷区 Ｒｉｔｔ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

63,392 東京都 渋谷区 リーツテイラーザズー　Ｊ 小売業 衣料品 5%

63,393 東京都 渋谷区 リーツテイラーザズー　ＤＮ 小売業 衣料品 5%

63,394 東京都 渋谷区 リード 小売業 その他小売 5%

63,395 東京都 渋谷区 離島２４° サービス 飲食業 5%

63,396 東京都 渋谷区 ＲＩＴＯＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,397 東京都 渋谷区 Ｒｅｔｒａ　恵比寿店 サービス その他サービス 5%

63,398 東京都 渋谷区 リトルクラウド 小売業 衣料品 5%

63,399 東京都 渋谷区 リトルシー サービス その他サービス 5%

63,400 東京都 渋谷区 ｌｉｔｔｌｅＴＡＢＡＴＨＡ 小売業 その他小売 5%

63,401 東京都 渋谷区 リトルバード サービス その他サービス 5%

63,402 東京都 渋谷区 ＬｉｔｔｌｅＰｉｎｋｙ サービス 理容・美容業 5%

63,403 東京都 渋谷区 ＬＥＮＯ　ＡＴＥＬＩＥＲ　ＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

63,404 東京都 渋谷区 ｌｉｂｅｒｔｙ サービス 理容・美容業 5%

63,405 東京都 渋谷区 Ｌｅａｖｅ　ｍｅ　ａｌｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

63,406 東京都 渋谷区 リファーレ恵比寿 小売業 衣料品 5%

63,407 東京都 渋谷区 ｒｅｆｉｎｅ　渋谷店 サービス その他サービス 5%

63,408 東京都 渋谷区 リフォースコンディショニングルーム サービス その他サービス 5%

63,409 東京都 渋谷区 リプカ サービス その他サービス 5%

63,410 東京都 渋谷区 ＬＩＰＴＩＯＮＡＬ 小売業 衣料品 5%

63,411 東京都 渋谷区 リプショナル　代官山 小売業 衣料品 5%

63,412 東京都 渋谷区 リーフリーフクヌッフェル 小売業 衣料品 5%

63,413 東京都 渋谷区 ＬＩＢＲＥ サービス 理容・美容業 5%

63,414 東京都 渋谷区 リフレッシュセンターリラックス笹塚店 サービス その他サービス 5%

63,415 東京都 渋谷区 リフレッシュセンターリラックス幡ヶ谷店 サービス その他サービス 5%

63,416 東京都 渋谷区 株式会社ＺＥＲＯＳＵＭ 小売業 衣料品 5%

63,417 東京都 渋谷区 リベラルクリエーション 小売業 衣料品 5%

63,418 東京都 渋谷区 ＲＥＶＥＬＳｔｏｋｙｏ サービス 理容・美容業 5%

63,419 東京都 渋谷区 リベルタ 小売業 その他小売 5%

63,420 東京都 渋谷区 ＬＩＢＥＲＴＡＴＯＫＹＯ サービス 理容・美容業 5%
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63,421 東京都 渋谷区 ＲＩＭＡ サービス 理容・美容業 5%

63,422 東京都 渋谷区 リーム サービス 理容・美容業 5%

63,423 東京都 渋谷区 株式会社ＵＳＧ サービス その他サービス 5%

63,424 東京都 渋谷区 株式会社国際教育交流センター サービス その他サービス 5%

63,425 東京都 渋谷区 琉球温熱　恵比寿 サービス その他サービス 5%

63,426 東京都 渋谷区 竜頭 サービス その他サービス 5%

63,427 東京都 渋谷区 Ｒｕｅ　Ｆａｖａｒｔ サービス 飲食業 5%

63,428 東京都 渋谷区 ＬＹＯＮ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅｕｐ サービス 理容・美容業 5%

63,429 東京都 渋谷区 Ｒｅ：Ｌｉｎｅ広尾店 サービス 理容・美容業 5%

63,430 東京都 渋谷区 リラクゼーションスペース Ｎｏｃｅ リラクゼーションスペースＮｏｃｅ サービス 理容・美容業 5%

63,431 東京都 渋谷区 リラクゼーションまるめ サービス 理容・美容業 5%

63,432 東京都 渋谷区 ＲＥＬＡＢＥＬＨａｒａｊｕｋｕ サービス その他サービス 5%

63,433 東京都 渋谷区 ＬＩＬＹ 小売業 衣料品 5%

63,434 東京都 渋谷区 Ｌｉｌｙｏｆｔｈｅｖａｌｌｅｙ 小売業 衣料品 5%

63,435 東京都 渋谷区 Ｒｅｌｉｅｆ サービス 理容・美容業 5%

63,436 東京都 渋谷区 Ｌｉｒｉｍａｎａｂｅｌｌ 小売業 衣料品 5%

63,437 東京都 渋谷区 Ｌｉｎｎ恵比寿 サービス 理容・美容業 5%

63,438 東京都 渋谷区 ＲＩＮＫＡＮ 小売業 衣料品 5%

63,439 東京都 渋谷区 ＲＩＮＫＡＮ渋谷店 小売業 衣料品 5%

63,440 東京都 渋谷区 ＲＩＮＫＡＮ渋谷店Ｓｉｌｖｅｒ＋ 小売業 衣料品 5%

63,441 東京都 渋谷区 ＲＩＮＫＡＮ原宿ｓｉｌｖｅｒ店 小売業 衣料品 5%

63,442 東京都 渋谷区 ＲＩＮＫＡＮ原宿店 小売業 衣料品 5%

63,443 東京都 渋谷区 Ｌｉｎｋ　表参道 サービス 理容・美容業 5%

63,444 東京都 渋谷区 ｒｉｎｇｒａｍ表参道店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,445 東京都 渋谷区 ｒｉｎｚａ サービス 理容・美容業 5%

63,446 東京都 渋谷区 ＲＩＮ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

63,447 東京都 渋谷区 リンドウ サービス その他サービス 5%

63,448 東京都 渋谷区 凛として／創 サービス 飲食業 5%

63,449 東京都 渋谷区 Ｌｅ　Ｓａｍｐｌｅ サービス 飲食業 5%

63,450 東京都 渋谷区 Ｌｅ　Ｓｔｕｄｉｏ サービス 飲食業 5%

63,451 東京都 渋谷区 Ｌｅ　ｍｏｎｄｅ　ｄｅ　Ｎａｔｈａｌｉｅ 小売業 衣料品 5%

63,452 東京都 渋谷区 Ｌｕａｎａ サービス その他サービス 5%

63,453 東京都 渋谷区 ＬｕａｎａＡｉｎａＴｏｋｙｏ サービス 理容・美容業 5%

63,454 東京都 渋谷区 ルイズキッチン サービス その他サービス 5%

63,455 東京都 渋谷区 ＬｅｗｉｓＬｅａｔｈｅｒｓＪａｐａｎ 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,456 東京都 渋谷区 ｒｅｖｉｏｎｎｅｔ 小売業 衣料品 5%

63,457 東京都 渋谷区 ＬＯＷＥ サービス 理容・美容業 5%

63,458 東京都 渋谷区 ｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

63,459 東京都 渋谷区 ＲＯＯＴＳ サービス 理容・美容業 5%

63,460 東京都 渋谷区 ルーモアズ 小売業 その他小売 5%

63,461 東京都 渋谷区 ｌｕｕｌｕｕ サービス 理容・美容業 5%

63,462 東京都 渋谷区 Ｌｕｋｅ’ｓ表参道 サービス 飲食業 5%
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63,463 東京都 渋谷区 ＬＵＫＥ’Ｓ　広尾店 サービス 飲食業 5%

63,464 東京都 渋谷区 ＬＵＫＥ’Ｓ青山店 サービス 飲食業 5%

63,465 東京都 渋谷区 Ｌｅ　ＣＡＶＥ　ＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

63,466 東京都 渋谷区 Ｌｕｋｏ　Ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

63,467 東京都 渋谷区 ｌｕｃｅｙａ サービス 理容・美容業 5%

63,468 東京都 渋谷区 Ｌｅ　Ｔａｌｏｎ　渋谷店 小売業 衣料品 5%

63,469 東京都 渋谷区 ｌｅｄｉａ　表参道店 サービス その他サービス 5%

63,470 東京都 渋谷区 ルナルート　渋谷店 サービス その他サービス 5%

63,471 東京都 渋谷区 ＬＵ?ＮＯ?ＹＡ サービス 飲食業 5%

63,472 東京都 渋谷区 Ｒｕｂａｈ４ サービス その他サービス 5%

63,473 東京都 渋谷区 ＬＥ　ＢＯＵＣＨＯＮ　ＯＧＡＳＡＷＡＲＡ サービス 飲食業 5%

63,474 東京都 渋谷区 Ｒｅｆｌｅｔ サービス 理容・美容業 5%

63,475 東京都 渋谷区 Ｒｅｆｌｅｔ サービス 理容・美容業 5%

63,476 東京都 渋谷区 ｌｅｂｏｉｓ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅｕｐ サービス 理容・美容業 5%

63,477 東京都 渋谷区 Ｌｕｍｉｅ サービス 理容・美容業 5%

63,478 東京都 渋谷区 ＬＵＭＩＮＯＸＴＯＫＹＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,479 東京都 渋谷区 Lula　ブラジリアンワックス サービス 理容・美容業 5%

63,480 東京都 渋谷区 ＬｅＲｅｖｅルレーヴ代官山 サービス 理容・美容業 5%

63,481 東京都 渋谷区 レ　ミルフォイユ 小売業 その他小売 5%

63,482 東京都 渋谷区 Ｒａｒｅ×Ｒａｒｅ サービス 飲食業 5%

63,483 東京都 渋谷区 ＲｅｉＤａｎｃｅＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ本校 サービス その他サービス 5%

63,484 東京都 渋谷区 ｇａｌｌｅｒｙ＆ｓｏｕｖｅｎｉｒＬＡＩＤＢＵＧ 小売業 その他小売 5%

63,485 東京都 渋谷区 ＬＡＩＤＢＡＣＫ サービス 理容・美容業 5%

63,486 東京都 渋谷区 ＬＡＢＯＵＲ　ＡＮＤ　ＷＡＩＴＴＯＫＹＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,487 東京都 渋谷区 令和渋谷女性専用 サービス その他サービス 5%

63,488 東京都 渋谷区 ｒａｉｎｆｏｒｅｓｔ　ｅｂｉｓｕ 小売業 衣料品 5%

63,489 東京都 渋谷区 レインフォレストハーブジャパン サービス その他サービス 5%

63,490 東京都 渋谷区 酵素食道レインボー・ローフード サービス 飲食業 5%

63,491 東京都 渋谷区 Ｌｅｗｉｎ　ｉ′ｌｌ サービス 理容・美容業 5%

63,492 東京都 渋谷区 レヴェ・コスメ恵比寿 小売業 その他小売 5%

63,493 東京都 渋谷区 レストランオサミ サービス 飲食業 5%

63,494 東京都 渋谷区 レオニダス恵比寿店 小売業 食料品 5%

63,495 東京都 渋谷区 レオミュージック 小売業 その他小売 5%

63,496 東京都 渋谷区 レオミュージック販売部 小売業 その他小売 5%

63,497 東京都 渋谷区 ＲＥＧＡＬＯ サービス 飲食業 5%

63,498 東京都 渋谷区 Ｎｏｒｔｈｅｒｎｓｋｙ 小売業 衣料品 5%

63,499 東京都 渋谷区 ＬＥＣＯ サービス 理容・美容業 5%

63,500 東京都 渋谷区 ＲｅｓｕｒｒｅｃｔｉｏｎＴｏｋｙｏ 小売業 衣料品 5%

63,501 東京都 渋谷区 LEGENDA HARAJUKU 小売業 衣料品 5%

63,502 東京都 渋谷区 レジスト原宿 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,503 東京都 渋谷区 ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ａｉｄａ サービス 飲食業 5%

63,504 東京都 渋谷区 レストラン・シャルム サービス 飲食業 5%
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63,505 東京都 渋谷区 レストランキノシタ サービス 飲食業 5%

63,506 東京都 渋谷区 レストラン　ズッカ サービス 飲食業 5%

63,507 東京都 渋谷区 レッセパッセルミネエスト新宿 小売業 衣料品 5%

63,508 東京都 渋谷区 レッド　ヴァレンティノ 小売業 衣料品 5%

63,509 東京都 渋谷区 Ｒｅｄ　ｎｅｏ　恵比寿店 サービス 理容・美容業 5%

63,510 東京都 渋谷区 ＲＥＤＷＯＯＤ　ＭＡＩＮＹＡＲＤ 小売業 衣料品 5%

63,511 東京都 渋谷区 ＲＥＤＮＥＯ サービス 理容・美容業 5%

63,512 東京都 渋谷区 ＲＥＤ ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

63,513 東京都 渋谷区 レッドハリケーンズグッズショップ 小売業 衣料品 5%

63,514 東京都 渋谷区 ＲＥＤＭＯＯＮＴｒａｄｉｎｇＰｏｓｔ 小売業 衣料品 5%

63,515 東京都 渋谷区 ＬＡＩＴＩＥＲ サービス 飲食業 5%

63,516 東京都 渋谷区 ＲＥＤＤＩＳＨ　ＢＲＯＷＮ 小売業 衣料品 5%

63,517 東京都 渋谷区 Ｒ∴ＥＶＯＬ サービス 理容・美容業 5%

63,518 東京都 渋谷区 Ｒ　ＥＶＯＬ　Ｒ　ＥＶＯＬ サービス 理容・美容業 5%

63,519 東京都 渋谷区 恋愛コンサルタント サービス その他サービス 5%

63,520 東京都 渋谷区 レンタルブティック　ＡＲＫ サービス その他サービス 5%

63,521 東京都 渋谷区 ＬＯＡ サービス 理容・美容業 5%

63,522 東京都 渋谷区 ロイズ・アンティークス　青山 小売業 家具・調度品 5%

63,523 東京都 渋谷区 ロイズ・アンティークス　碑文谷 小売業 家具・調度品 5%

63,524 東京都 渋谷区 蝋燭屋　グループ　表参道店 サービス 飲食業 5%

63,525 東京都 渋谷区 ローズボディ サービス その他サービス 5%

63,526 東京都 渋谷区 ＥｕｆｏｒａＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

63,527 東京都 渋谷区 Ｌｏ－ｄ サービス 飲食業 5%

63,528 東京都 渋谷区 ＲＯＢＥＪＡＰＯＮＩＣＡ 小売業 衣料品 5%

63,529 東京都 渋谷区 Ｒｏａｍｅｒ サービス 理容・美容業 5%

63,530 東京都 渋谷区 ローランズ原宿店　カフェ サービス 飲食業 5%

63,531 東京都 渋谷区 ｌｏｋｉ サービス 理容・美容業 5%

63,532 東京都 渋谷区 ＲＯＸＹ　ＴＯＫＹＯ 小売業 その他小売 5%

63,533 東京都 渋谷区 ＲＯＣＫＥＴＳ サービス 飲食業 5%

63,534 東京都 渋谷区 ＲＯＣＫＥＴＳ サービス 飲食業 5%

63,535 東京都 渋谷区 ＬＯＫＯＧＡＬＬＥＲＹ サービス その他サービス 5%

63,536 東京都 渋谷区 Ｒｏｃｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

63,537 東京都 渋谷区 ロコシーラ　道玄坂店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,538 東京都 渋谷区 ｌｏｇｅｒｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

63,539 東京都 渋谷区 ＲＯＪＩＴＨＡ サービス 理容・美容業 5%

63,540 東京都 渋谷区 ロッカクケイ合同会社 小売業 衣料品 5%

63,541 東京都 渋谷区 ロッカビアンカ サービス 飲食業 5%

63,542 東京都 渋谷区 ＲＯＣＫＡＨＯＬＩＣ　渋谷店 サービス 飲食業 5%

63,543 東京都 渋谷区 ＲｏｃｋｏＮＣｏｍｐａｎｙ 小売業 その他小売 5%

63,544 東京都 渋谷区 ＲＯＣＫＨＡｉＲＦＡＣＴＯＲＹ サービス 理容・美容業 5%

63,545 東京都 渋谷区 Ｒｏｃｃｏｓｔｙｌｅ． 小売業 衣料品 5%

63,546 東京都 渋谷区 Ｒｏｃｈｅ　Ｂｏｂｏｉｓ　ＴＯＫＹＯ 小売業 家具・調度品 5%
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63,547 東京都 渋谷区 ＲＯＣＨＥ　ＢＯＢＯＩＳ　ＴＯＫＹＯ 小売業 家具・調度品 5%

63,548 東京都 渋谷区 Ｌｏｔｔａ サービス 理容・美容業 5%

63,549 東京都 渋谷区 ロードアンドスカイ サービス その他サービス 5%

63,550 東京都 渋谷区 炉端 肉焼 けいじ サービス 飲食業 5%

63,551 東京都 渋谷区 ＬＯＶＡＴ サービス 飲食業 5%

63,552 東京都 渋谷区 Ｌｏｂｂｙ代官山　【ロビー　　ダイカンヤマ】 サービス 理容・美容業 5%

63,553 東京都 渋谷区 Ｒｏｍａｎｔｉｃｏ　Ｎａｉｌｓ サービス その他サービス 5%

63,554 東京都 渋谷区 Ｌ′ｏｉｓｅａｕＢｌｅｕ サービス 理容・美容業 5%

63,555 東京都 渋谷区 ＬｏｎｇＳｌｏｗＤｉｓｔａｎｃｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,556 東京都 渋谷区 ロングブランチ 小売業 衣料品 5%

63,557 東京都 渋谷区 ＬＬＳ”ＭＡＨＡＬＯ”整体 サービス その他サービス 5%

63,558 東京都 渋谷区 Ｌｏｎｇｒａｉｎ サービス 飲食業 5%

63,559 東京都 渋谷区 ロンシャン　ラ　メゾン表参道 小売業 衣料品 5%

63,560 東京都 渋谷区 ロンシャン・ジャパン 小売業 衣料品 5%

63,561 東京都 渋谷区 株式会社ＷｏｒｋｉｎＰｒｏｇｒｅｓｓ 小売業 衣料品 5%

63,562 東京都 渋谷区 ワールドジャパン株式会社 サービス その他サービス 5%

63,563 東京都 渋谷区 ワールドスタイリング 小売業 衣料品 5%

63,564 東京都 渋谷区 ＷＯＲＬＤＢＲＥＡＫＦＡＳＴＡＬＬＤＡＹ サービス 飲食業 5%

63,565 東京都 渋谷区 ＷｉｌｄＬｉｌｙ 小売業 衣料品 5%

63,566 東京都 渋谷区 Ｙ．Ｙ．Ｇ．　Ｔａｐ　Ｔｒｕｃｋ サービス 飲食業 5%

63,567 東京都 渋谷区 ワイン酒場ウラッチェ サービス 飲食業 5%

63,568 東京都 渋谷区 ワイン食堂久 サービス 飲食業 5%

63,569 東京都 渋谷区 ｗｉｎｅｓｈｏｐｆｌｏｗ サービス その他サービス 5%

63,570 東京都 渋谷区 ワインハウス　ゲアハルト 小売業 その他小売 5%

63,571 東京都 渋谷区 ワインバーマイアミパティオ渋谷店 サービス 飲食業 5%

63,572 東京都 渋谷区 ワインビストロ　アンフォラ サービス 飲食業 5%

63,573 東京都 渋谷区 ＫＯＨＡＫＵ 小売業 食料品 5%

63,574 東京都 渋谷区 ＷＡＧＡＭＡＭＡＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

63,575 東京都 渋谷区 和菜伊食ＯＨ　ＮＯ　ＢＵＯＮＯ サービス 飲食業 5%

63,576 東京都 渋谷区 有限会社コーモス恵比寿和作部 サービス 飲食業 5%

63,577 東京都 渋谷区 ｗａｓａｂｉＣＲＡＦＴ 小売業 衣料品 5%

63,578 東京都 渋谷区 和食　貴山 サービス 飲食業 5%

63,579 東京都 渋谷区 和食くずみ サービス 飲食業 5%

63,580 東京都 渋谷区 和食屋ともり サービス 飲食業 5%

63,581 東京都 渋谷区 ワタリウム美術館 サービス その他サービス 5%

63,582 東京都 渋谷区 ワックスラボトーキョー サービス その他サービス 5%

63,583 東京都 渋谷区 ＷＡｎｏｃｏｔｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,584 東京都 渋谷区 笑たこ原宿表参道店 小売業 食料品 5%

63,585 東京都 渋谷区 ワールズビスポーク　表参道店 小売業 衣料品 5%

63,586 東京都 渋谷区 わーるどデンキ 小売業 電化製品 5%

63,587 東京都 渋谷区 ＯｎｅｓＪｉｎｇｕｍａｅ 小売業 衣料品 5%

63,588 東京都 渋谷区 ワンダーケバブ 小売業 食料品 5%
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63,589 東京都 渋谷区 ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ 小売業 食料品 5%

63,590 東京都 渋谷区 Ｏｎｅｄａｙ サービス 理容・美容業 5%

63,591 東京都 渋谷区 ＯＮＥＤＡＹＯＦＦＩＣＥＴＯＫＹＯ サービス その他サービス 5%

63,592 東京都 渋谷区 Ｏｎｅ　Ｄｒｏｐ 小売業 衣料品 5%

63,593 東京都 渋谷区 0.01 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,594 東京都 新島村 池太商店 小売業 食料品 5%

63,595 東京都 新島村 カークバーガー サービス 飲食業 5%

63,596 東京都 新島村 有限会社肥田文 サービス 宿泊業 5%

63,597 東京都 新島村 げんべい サービス 宿泊業 5%

63,598 東京都 新島村 サンバレー サービス 飲食業 5%

63,599 東京都 新島村 式根館 サービス 宿泊業 5%

63,600 東京都 新島村 式根島コワーキングオフィス サービス その他サービス 5%

63,601 東京都 新島村 式根島ダイビングサービス サービス その他サービス 5%

63,602 東京都 新島村 島ｃａｆｅ９６３ サービス 飲食業 5%

63,603 東京都 新島村 素泊まりの宿亀吉大家 サービス その他サービス 5%

63,604 東京都 新島村 東海汽船式根島営業所 サービス その他サービス 5%

63,605 東京都 新島村 東海汽船新島営業所 サービス その他サービス 5%

63,606 東京都 新島村 東海汽船新島営業所〔渡浮根〕 サービス その他サービス 5%

63,607 東京都 新島村 新島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,608 東京都 新島村 新島給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,609 東京都 新島村 八丈万有　新島ストア 小売業 食料品 5%

63,610 東京都 新島村 ＰＯＯＬ サービス 飲食業 5%

63,611 東京都 新島村 マルマンストアー 小売業 その他小売 5%

63,612 東京都 新島村 民宿　源次郎 サービス 宿泊業 5%

63,613 東京都 新島村 民宿恵比寿 サービス 宿泊業 5%

63,614 東京都 新島村 民宿かねやま サービス その他サービス 5%

63,615 東京都 新宿区 ＡＲＴＹ　ＦＡＲＴＹ サービス 飲食業 5%

63,616 東京都 新宿区 ＡＲＴＹ　ＦＡＲＴＹ サービス 飲食業 5%

63,617 東京都 新宿区 アーティストフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

63,618 東京都 新宿区 アーユルヴェーダエステヴァーマ サービス 理容・美容業 5%

63,619 東京都 新宿区 アーユルヴェーダサロンアニラ サービス 理容・美容業 5%

63,620 東京都 新宿区 アーユルヴェーダサロンウパスティティ サービス 理容・美容業 5%

63,621 東京都 新宿区 アーユルヴェーダ サロン ウパスティティ サービス その他サービス 5%

63,622 東京都 新宿区 Ｒ＆Ｔ サービス その他サービス 5%

63,623 東京都 新宿区 アールトラストＦＰ株式会社 サービス その他サービス 5%

63,624 東京都 新宿区 Ｉ　ａｍ　ｈｅｒｅ 小売業 その他小売 5%

63,625 東京都 新宿区 Ｉ　ａｍ　ｈｅｒｅ 小売業 その他小売 5%

63,626 東京都 新宿区 Ｉ　ａｍ　ｈｅｒｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,627 東京都 新宿区 ＥＹＥ＆Ｎａｉｌ　ＴＨＥ　ＴＯＫＹＯ サービス 理容・美容業 5%

63,628 東京都 新宿区 ＡｉｉＲＯ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

63,629 東京都 新宿区 アイエスト新宿店 サービス 理容・美容業 5%

63,630 東京都 新宿区 ＥＹＥ　ＣＡＮＤＹ　新宿店 サービス 理容・美容業 5%
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63,631 東京都 新宿区 Ａｉｋｙｏ 小売業 衣料品 5%

63,632 東京都 新宿区 愛犬ヴィレッジ サービス その他サービス 5%

63,633 東京都 新宿区 愛犬ヴィレッジ東新宿 サービス 飲食業 5%

63,634 東京都 新宿区 ＡｉＳＯＴＯＰＥ　ＬＯＵＮＧＥ サービス 飲食業 5%

63,635 東京都 新宿区 アイドルチェ サービス 飲食業 5%

63,636 東京都 新宿区 アイパルメガネ新宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,637 東京都 新宿区 ｉＰｈｏｎｅ修理工房　新宿東口店 サービス その他サービス 5%

63,638 東京都 新宿区 アイマジック新宿店 サービス 理容・美容業 5%

63,639 東京都 新宿区 アイマジック新宿２号店 サービス 理容・美容業 5%

63,640 東京都 新宿区 アイマジック新宿本店 サービス 理容・美容業 5%

63,641 東京都 新宿区 アイラッシュモア サービス 理容・美容業 5%

63,642 東京都 新宿区 アイリス綜合行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

63,643 東京都 新宿区 ＡＶＡＮＴＧＡＲＤＥ　ＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

63,644 東京都 新宿区 ＡＶＥＣ　ＶＯＵＳ（アヴェク・ヴ） 小売業 食料品 5%

63,645 東京都 新宿区 青森ＰＲ居酒屋　りんごの花 サービス 飲食業 5%

63,646 東京都 新宿区 赤いきゃべつ サービス 飲食業 5%

63,647 東京都 新宿区 アカデミアラティーナ サービス その他サービス 5%

63,648 東京都 新宿区 赤真島運送 サービス 運輸業 5%

63,649 東京都 新宿区 安芸路酔心　新宿店 サービス 飲食業 5%

63,650 東京都 新宿区 出光アクア新宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,651 東京都 新宿区 ＡＣＣＥＳＳ サービス 理容・美容業 5%

63,652 東京都 新宿区 ＡＱＲＯＳ　池袋 小売業 その他小売 5%

63,653 東京都 新宿区 Ａ＿ＧＡＩＮ　ＴＯＫＹＯ サービス その他サービス 5%

63,654 東京都 新宿区 曙橋まる富 サービス 飲食業 5%

63,655 東京都 新宿区 ａｃｏｒｏｎ サービス 理容・美容業 5%

63,656 東京都 新宿区 朝倉メガネ　四谷本店 小売業 その他小売 5%

63,657 東京都 新宿区 麻布テーラー　新宿Ｅａｓｔ 小売業 衣料品 5%

63,658 東京都 新宿区 アジアンキッチン＆Ｂａｒ　Ｇｒｅｅｎ サービス 飲食業 5%

63,659 東京都 新宿区 アジアンキッチン　新宿ＮＳビル サービス 飲食業 5%

63,660 東京都 新宿区 アジアンキッチン　新宿住友ビル サービス 飲食業 5%

63,661 東京都 新宿区 アジアンキッチン　新宿文化ビル サービス 飲食業 5%

63,662 東京都 新宿区 足ふみ堂　新宿二丁目店 サービス その他サービス 5%

63,663 東京都 新宿区 あじゃら サービス 飲食業 5%

63,664 東京都 新宿区 アストリア　小田急エース店 小売業 衣料品 5%

63,665 東京都 新宿区 アストリア　新宿店 小売業 衣料品 5%

63,666 東京都 新宿区 アストリアオディール新宿店 小売業 衣料品 5%

63,667 東京都 新宿区 アストリア　新宿小田急エース店 小売業 衣料品 5%

63,668 東京都 新宿区 ＡＳＴＲＥ サービス その他サービス 5%

63,669 東京都 新宿区 ＡＳＴＲＯ サービス 理容・美容業 5%

63,670 東京都 新宿区 ＡＳＴＲＯ　ＤＥＳＩＧＮ　ＯＦ　ＨＡＩＲ　ＡＳＴＲＯ サービス 理容・美容業 5%

63,671 東京都 新宿区 アタマファクトリー新宿店 サービス その他サービス 5%

63,672 東京都 新宿区 ａｔｍａｒｋｂａｒ　ＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%
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63,673 東京都 新宿区 ＡＲＴＥＦＡＣＴ サービス 理容・美容業 5%

63,674 東京都 新宿区 アトム・スケート 小売業 その他小売 5%

63,675 東京都 新宿区 アトリエティーラッツ 小売業 衣料品 5%

63,676 東京都 新宿区 アトリエドンナ 小売業 衣料品 5%

63,677 東京都 新宿区 ＡＴＥＬＩＥＲ　Ｅｕｃｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,678 東京都 新宿区 あなざ　玄菜 サービス 飲食業 5%

63,679 東京都 新宿区 アーバンシティホテルサンマリン サービス 宿泊業 5%

63,680 東京都 新宿区 アーバンシティホテルサンマリン サービス 宿泊業 5%

63,681 東京都 新宿区 アバンティ本店 小売業 その他小売 5%

63,682 東京都 新宿区 アビー　新宿東口店 サービス 理容・美容業 5%

63,683 東京都 新宿区 ＡＰＴＹ四谷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,684 東京都 新宿区 ａｐｔ． サービス 理容・美容業 5%

63,685 東京都 新宿区 ａｐｔ． サービス 理容・美容業 5%

63,686 東京都 新宿区 炙り　火魚 サービス 飲食業 5%

63,687 東京都 新宿区 アフリカンレストラン　バー　ｅｓｏｇｉｅ　アフリカンレストラン　バー　ｅｓｏｇｉｅ サービス 飲食業 5%

63,688 東京都 新宿区 甘栗太郎　四谷店 小売業 食料品 5%

63,689 東京都 新宿区 アミーカ 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,690 東京都 新宿区 アミティエ神楽坂 小売業 食料品 5%

63,691 東京都 新宿区 Ａｍｅｌｉｅ サービス 飲食業 5%

63,692 東京都 新宿区 アライヴ東京本店 サービス 理容・美容業 5%

63,693 東京都 新宿区 ａｒａｔｉヨガ＆健康コンサルティング サービス その他サービス 5%

63,694 東京都 新宿区 アラマスカフェ サービス 飲食業 5%

63,695 東京都 新宿区 有明家 小売業 食料品 5%

63,696 東京都 新宿区 ＡＲＩＳＵＧＡＷＡ歌舞伎町 小売業 衣料品 5%

63,697 東京都 新宿区 ＡＬＩＣＥＷＯＮＤＥＲＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

63,698 東京都 新宿区 ＡＲＵＫＨ サービス 理容・美容業 5%

63,699 東京都 新宿区 アルシーヴ 小売業 衣料品 5%

63,700 東京都 新宿区 ドゥアルシーヴアマーク 小売業 衣料品 5%

63,701 東京都 新宿区 有限会社パーク サービス 飲食業 5%

63,702 東京都 新宿区 アルページュストーリー 小売業 衣料品 5%

63,703 東京都 新宿区 アルベラータ サービス 飲食業 5%

63,704 東京都 新宿区 アンジェラ サービス 飲食業 5%

63,705 東京都 新宿区 安心お宿新宿駅前 サービス 宿泊業 5%

63,706 東京都 新宿区 アンテンドゥ 四谷三丁目店 小売業 食料品 5%

63,707 東京都 新宿区 アンドウファーム サービス 飲食業 5%

63,708 東京都 新宿区 ＆．ｂ　ｂｙ　ａｍｂｉｃｉａ サービス その他サービス 5%

63,709 東京都 新宿区 イーアクティブ 小売業 衣料品 5%

63,710 東京都 新宿区 ＥＳＰカスタムショップ 小売業 その他小売 5%

63,711 東京都 新宿区 Ｅａｇｌｅ　Ｔｏｋｙｏ サービス 飲食業 5%

63,712 東京都 新宿区 ＥＡＧＬＥ　ＴＯＫＹＯ　ＢＬＵＥ サービス 飲食業 5%

63,713 東京都 新宿区 Ｅａｇｌｅ　Ｔｏｋｙｏ　Ｂｌｕｅ サービス 飲食業 5%

63,714 東京都 新宿区 飯田 サービス 飲食業 5%
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63,715 東京都 新宿区 セブンーイレブン飯田橋升本ビル店 小売業 食料品 2%

63,716 東京都 新宿区 イートモアスープ＆ブレッド サービス 飲食業 5%

63,717 東京都 新宿区 ｅｖｅ　ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

63,718 東京都 新宿区 ｙｅｌｏＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

63,719 東京都 新宿区 医学部＆東大専門塾クエスト サービス その他サービス 5%

63,720 東京都 新宿区 ｅｈｉｃｌｅ 小売業 その他小売 5%

63,721 東京都 新宿区 イグレック・パリ　神楽坂店 サービス 理容・美容業 5%

63,722 東京都 新宿区 池尻満建築設計事務所 サービス その他サービス 5%

63,723 東京都 新宿区 居酒屋　うまいもん　一番街 サービス 飲食業 5%

63,724 東京都 新宿区 居酒屋うまいもん　本店 サービス 飲食業 5%

63,725 東京都 新宿区 居酒屋鼎 サービス 飲食業 5%

63,726 東京都 新宿区 居酒屋九十九 サービス 飲食業 5%

63,727 東京都 新宿区 居酒屋戸灯路 サービス 飲食業 5%

63,728 東京都 新宿区 居酒屋　ばがぼんど サービス 飲食業 5%

63,729 東京都 新宿区 伊佐茶序 サービス 飲食業 5%

63,730 東京都 新宿区 いさみ サービス 飲食業 5%

63,731 東京都 新宿区 石狩川 サービス 飲食業 5%

63,732 東京都 新宿区 石橋楽器　新宿店 小売業 その他小売 5%

63,733 東京都 新宿区 い寿み サービス 飲食業 5%

63,734 東京都 新宿区 いずみ法律事務所 サービス その他サービス 5%

63,735 東京都 新宿区 株式会社　伊勢啓中村屋 小売業 衣料品 5%

63,736 東京都 新宿区 頂マーラータン　新大久保店 サービス 飲食業 5%

63,737 東京都 新宿区 頂マーラータン　新大久保店 サービス 飲食業 5%

63,738 東京都 新宿区 板前心 菊うら サービス 飲食業 5%

63,739 東京都 新宿区 イタ飯バル　ＲＩＣＣＩＯ サービス 飲食業 5%

63,740 東京都 新宿区 イタリア食堂ブラーボ サービス 飲食業 5%

63,741 東京都 新宿区 セブン－イレブン市谷砂土原町店 小売業 食料品 2%

63,742 東京都 新宿区 セブン－イレブン市谷左内町店 小売業 食料品 2%

63,743 東京都 新宿区 セブン－イレブン市谷柳町店 小売業 食料品 2%

63,744 東京都 新宿区 市沢自転車商会 小売業 その他小売 5%

63,745 東京都 新宿区 イチジュ 小売業 衣料品 5%

63,746 東京都 新宿区 １７９／ＷＧ　ＮＩＣＯＬＥ　ＣＬＵＢ 小売業 衣料品 5%

63,747 東京都 新宿区 一念間 サービス 飲食業 5%

63,748 東京都 新宿区 １９３（税込）肉酒場 サービス 飲食業 5%

63,749 東京都 新宿区 ＦｕｔｕｒｅＥｄｕ サービス その他サービス 5%

63,750 東京都 新宿区 一笑仏工房 サービス その他サービス 5%

63,751 東京都 新宿区 一心堂薬局新宿店 小売業 その他小売 5%

63,752 東京都 新宿区 一滴八銭屋　新宿本店 サービス 飲食業 5%

63,753 東京都 新宿区 一般社団法人たすけ愛 サービス その他サービス 5%

63,754 東京都 新宿区 逸品弁当 サービス その他サービス 5%

63,755 東京都 新宿区 いとう美容室 サービス 理容・美容業 5%

63,756 東京都 新宿区 稲毛屋 サービス 飲食業 5%
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63,757 東京都 新宿区 いぬＰＨＯＴＯショップ 小売業 その他小売 5%

63,758 東京都 新宿区 イノーヴインタラクティブ サービス その他サービス 5%

63,759 東京都 新宿区 伊野尾書店　伊野尾書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,760 東京都 新宿区 ＩＮＯＭＡ 小売業 衣料品 5%

63,761 東京都 新宿区 今村公認会計士事務所 サービス その他サービス 5%

63,762 東京都 新宿区 芋蔵新宿店 サービス 飲食業 5%

63,763 東京都 新宿区 いやしどう サービス その他サービス 5%

63,764 東京都 新宿区 伊良コーラ サービス 飲食業 5%

63,765 東京都 新宿区 イリオス　新宿歌舞伎町店 サービス 理容・美容業 5%

63,766 東京都 新宿区 イル　クッキアイオ　ディ　アンジ サービス 飲食業 5%

63,767 東京都 新宿区 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ新宿 サービス その他サービス 5%

63,768 東京都 新宿区 岩座　神楽坂 小売業 衣料品 5%

63,769 東京都 新宿区 岩座　神楽坂 小売業 衣料品 5%

63,770 東京都 新宿区 インタレスト 小売業 衣料品 5%

63,771 東京都 新宿区 インフォテクノスコンサルティング株式会社 サービス その他サービス 5%

63,772 東京都 新宿区 Ｖｉａ・Ｍｏｎｔｅ サービス 理容・美容業 5%

63,773 東京都 新宿区 ｖｉａｎｄｅ サービス 飲食業 5%

63,774 東京都 新宿区 ヴィエル サービス 理容・美容業 5%

63,775 東京都 新宿区 ヴィオーデ新宿店 サービス 理容・美容業 5%

63,776 東京都 新宿区 ＶＩＯＬＡ　ｂｙ　Ｂｉａｎｃａ サービス 理容・美容業 5%

63,777 東京都 新宿区 ＶｉＴＯ歌舞伎町 サービス 飲食業 5%

63,778 東京都 新宿区 ｗｅａｒｅｖｅｒｘｘｘ 小売業 衣料品 5%

63,779 東京都 新宿区 ヴェイルスポーツ 小売業 その他小売 5%

63,780 東京都 新宿区 ウェーブバランス　四ツ谷 サービス その他サービス 5%

63,781 東京都 新宿区 ヴェール株式会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,782 東京都 新宿区 上原タカシ写真事務所 サービス その他サービス 5%

63,783 東京都 新宿区 ヴェルデ サービス その他サービス 5%

63,784 東京都 新宿区 魚がし旨いもん酒場神楽坂店 サービス 飲食業 5%

63,785 東京都 新宿区 魚久　四谷三丁目店 小売業 食料品 5%

63,786 東京都 新宿区 魚然新宿店魚串 サービス 飲食業 5%

63,787 東京都 新宿区 魚然四ッ谷店 サービス 飲食業 5%

63,788 東京都 新宿区 魚辰 サービス 飲食業 5%

63,789 東京都 新宿区 ＵＯＮＯＳＵ サービス 飲食業 5%

63,790 東京都 新宿区 鵜崎はり治療院 サービス 理容・美容業 5%

63,791 東京都 新宿区 セブン－イレブン牛込北町店 小売業 食料品 2%

63,792 東京都 新宿区 歌広場　歌舞伎町ゴジラロード店 サービス 飲食業 5%

63,793 東京都 新宿区 歌広場　新宿歌舞伎町２号店 サービス 飲食業 5%

63,794 東京都 新宿区 歌広場　新宿歌舞伎町店 サービス 飲食業 5%

63,795 東京都 新宿区 歌広場　新宿区役所前店 サービス 飲食業 5%

63,796 東京都 新宿区 歌広場　新宿明治通り店 サービス 飲食業 5%

63,797 東京都 新宿区 歌広場　高田馬場店 サービス 飲食業 5%

63,798 東京都 新宿区 ウナポルタ サービス その他サービス 5%
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63,799 東京都 新宿区 高田馬場１丁目バル　ウルスラ サービス 飲食業 5%

63,800 東京都 新宿区 ウルトラチョップ神楽坂 サービス 飲食業 5%

63,801 東京都 新宿区 ウルムチ ウルムチウイグル トルコ料理 サービス 飲食業 5%

63,802 東京都 新宿区 栄章 新宿店 小売業 その他小売 5%

63,803 東京都 新宿区 エイジング ビーフ エイジング ビーフ ＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

63,804 東京都 新宿区 エイジング　ビーフ　グリルド　エイジング　ビーフ　飯田橋本店 サービス 飲食業 5%

63,805 東京都 新宿区 エイジング　ビーフ　グリルド　エイジング　ビーフ　ＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

63,806 東京都 新宿区 エイジングビーフＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

63,807 東京都 新宿区 ＨＩＤ　心斎橋 小売業 その他小売 5%

63,808 東京都 新宿区 株式会社Ｈ＆ＤＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

63,809 東京都 新宿区 合同会社ｅｉｔｏｅｉｋｏ サービス その他サービス 5%

63,810 東京都 新宿区 ＥＩＧＨＴ　ｓｅｃｏｎｄ サービス 理容・美容業 5%

63,811 東京都 新宿区 エーツージュエル神楽坂 サービス 理容・美容業 5%

63,812 東京都 新宿区 エーツー整体神楽坂 サービス 理容・美容業 5%

63,813 東京都 新宿区 ＡＰ　ＳＴＵＤＩＯ新宿店 小売業 衣料品 5%

63,814 東京都 新宿区 エーファイブ サービス その他サービス 5%

63,815 東京都 新宿区 Ａ　ｈｏｌｉｃ サービス 飲食業 5%

63,816 東京都 新宿区 エカイエ　ジャックポット サービス 飲食業 5%

63,817 東京都 新宿区 エコモバイル新宿 小売業 電化製品 5%

63,818 東京都 新宿区 エスカイヤクラブ　新宿住友ビル サービス 飲食業 5%

63,819 東京都 新宿区 エスカイヤクラブ　新宿第一生命ビル店 サービス 飲食業 5%

63,820 東京都 新宿区 エスカイヤクラブ　新宿文化ビル店 サービス 飲食業 5%

63,821 東京都 新宿区 エスタシオン サービス 飲食業 5%

63,822 東京都 新宿区 ｅｓＮＡＩＬ新宿店 サービス 理容・美容業 5%

63,823 東京都 新宿区 越後屋久保田／カルネ サービス 飲食業 5%

63,824 東京都 新宿区 エーツージュエル神楽坂店 サービス 理容・美容業 5%

63,825 東京都 新宿区 ＥＤＩＦＩＣＥ　新宿店 小売業 衣料品 5%

63,826 東京都 新宿区 ＥＤＷＩＮ 新宿マルイメン店 小売業 衣料品 5%

63,827 東京都 新宿区 ａｎｙ　ｂｅａｕｔｙｓｐａｃｅ サービス その他サービス 5%

63,828 東京都 新宿区 ＮＴＴ　ハヤマ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,829 東京都 新宿区 ｎ．ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

63,830 東京都 新宿区 エファタＣａｆｅ　エファタ社内Ｃａｆｅ 小売業 食料品 5%

63,831 東京都 新宿区 ＥＭＡＮＯＮ新宿店 サービス 理容・美容業 5%

63,832 東京都 新宿区 片桐伸正 サービス 理容・美容業 5%

63,833 東京都 新宿区 ＥＭＡＮＯＮ新宿 サービス 理容・美容業 5%

63,834 東京都 新宿区 ｅｍｍｉ　ｗｅｌｌｎｅｓｓ　ｃｌｏｓｅｔ新宿ルミネ２ 小売業 衣料品 5%

63,835 東京都 新宿区 ｅｍｍｉ新宿ＮＥＷｏＭａｎ 小売業 衣料品 5%

63,836 東京都 新宿区 ＭＳＰ　新宿本店 サービス 理容・美容業 5%

63,837 東京都 新宿区 ＭＬＢｃａｆｅＴＯＫＹＯ新宿店 サービス 飲食業 5%

63,838 東京都 新宿区 ＭＤＣ　新宿店 サービス 理容・美容業 5%

63,839 東京都 新宿区 ＭＤＣ　新宿東口店 サービス 理容・美容業 5%

63,840 東京都 新宿区 エムワン サービス その他サービス 5%
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63,841 東京都 新宿区 Ｅｌｌａｂｅａｕｔｙｄｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

63,842 東京都 新宿区 エリートフィットネス サービス その他サービス 5%

63,843 東京都 新宿区 エリートフィットネス　西新宿店 サービス その他サービス 5%

63,844 東京都 新宿区 エリオゼン サービス その他サービス 5%

63,845 東京都 新宿区 エリクサー新宿 サービス その他サービス 5%

63,846 東京都 新宿区 ＥＬＩＮＥ新宿店 サービス 理容・美容業 5%

63,847 東京都 新宿区 ｅｌ　ＣＥＲＣＡ サービス 理容・美容業 5%

63,848 東京都 新宿区 ＬＥＤＰＵＲＥｂｙＮＩＴＲＩＤＥ 小売業 電化製品 5%

63,849 東京都 新宿区 エルサリオ新宿店 サービス 理容・美容業 5%

63,850 東京都 新宿区 ＬＤ　ＥＤＩＦＩＣＥ／ＩＥＮＡ新宿 小売業 衣料品 5%

63,851 東京都 新宿区 ｅｌｆｉｎ サービス 飲食業 5%

63,852 東京都 新宿区 エルベート　ヒルトン東京店 小売業 衣料品 5%

63,853 東京都 新宿区 ｅｌｍａ サービス その他サービス 5%

63,854 東京都 新宿区 Ｅｌｅａｎｏｒ　新宿【エレノア】 サービス 理容・美容業 5%

63,855 東京都 新宿区 えん サービス 飲食業 5%

63,856 東京都 新宿区 エンシア サービス その他サービス 5%

63,857 東京都 新宿区 遠州家 サービス 飲食業 5%

63,858 東京都 新宿区 煙人 サービス 飲食業 5%

63,859 東京都 新宿区 エンジン５５ サービス 飲食業 5%

63,860 東京都 新宿区 遠藤材木店 小売業 家具・調度品 5%

63,861 東京都 新宿区 オー・ディ・オー サービス その他サービス 5%

63,862 東京都 新宿区 ＯＩＳＨＩ　ＴＥＡ サービス 飲食業 5%

63,863 東京都 新宿区 ｏｙｓｔａ サービス 飲食業 5%

63,864 東京都 新宿区 オイスターバー 桔梗 サービス 飲食業 5%

63,865 東京都 新宿区 ＡＵＸ　ＰＡＲＡＤＩＳ新宿店 小売業 その他小売 5%

63,866 東京都 新宿区 王ろじ サービス 飲食業 5%

63,867 東京都 新宿区 お江戸あやとり新宿店 サービス 飲食業 5%

63,868 東京都 新宿区 お江戸あやとり サービス 飲食業 5%

63,869 東京都 新宿区 大木屋　市ヶ谷店 サービス 飲食業 5%

63,870 東京都 新宿区 大久保管楽器店／百人堂 小売業 その他小売 5%

63,871 東京都 新宿区 セブン－イレブン大久保２丁目明治通り店 小売業 食料品 2%

63,872 東京都 新宿区 大久保の大衆酒場　峰 サービス 飲食業 5%

63,873 東京都 新宿区 大久保バル サービス 飲食業 5%

63,874 東京都 新宿区 大久保病院売店 小売業 その他小売 5%

63,875 東京都 新宿区 大隈ガーデンハウス サービス その他サービス 5%

63,876 東京都 新宿区 大隈ガーデンハウス（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

63,877 東京都 新宿区 大阪家 サービス 飲食業 5%

63,878 東京都 新宿区 大阪屋　化粧品店 小売業 その他小売 5%

63,879 東京都 新宿区 ＡｕｓｔｈａｉｒＳｔｅｌｌａ サービス 理容・美容業 5%

63,880 東京都 新宿区 ｏｈｚｏｎｏ サービス その他サービス 5%

63,881 東京都 新宿区 オーダーシャツ専門店 東京堂シャツ 東京堂シャツ 小売業 衣料品 5%

63,882 東京都 新宿区 Ｏｐｅｎ　Ｍａｒｋｅｔ サービス 飲食業 5%
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63,883 東京都 新宿区 大村行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

63,884 東京都 新宿区 緒方 サービス 飲食業 5%

63,885 東京都 新宿区 緒方／飛騨や サービス 飲食業 5%

63,886 東京都 新宿区 おからだ整備処ＤＯＣＫ サービス 理容・美容業 5%

63,887 東京都 新宿区 オキザリス事務所　オキザリス靴工房 サービス その他サービス 5%

63,888 東京都 新宿区 オグラ眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,889 東京都 新宿区 おさかな食道　いろ川 サービス 飲食業 5%

63,890 東京都 新宿区 オステオパシーＦｌｏａｔｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

63,891 東京都 新宿区 ＯＳＴＥＲＩＡ　ＬＥＧＡＭＥ　神楽坂 サービス 飲食業 5%

63,892 東京都 新宿区 オステリアルマーカ サービス 飲食業 5%

63,893 東京都 新宿区 おそうじ本舗新宿四谷店 サービス その他サービス 5%

63,894 東京都 新宿区 おそうじ本舗　新宿四谷店 サービス その他サービス 5%

63,895 東京都 新宿区 オゾンロックス　新宿ミロード店 小売業 衣料品 5%

63,896 東京都 新宿区 オゾンロックス　丸井シティ新宿店 小売業 衣料品 5%

63,897 東京都 新宿区 織田瓜生花店 小売業 その他小売 5%

63,898 東京都 新宿区 おたからや　東南口店 小売業 その他小売 5%

63,899 東京都 新宿区 オーディオユニオン新宿店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,900 東京都 新宿区 おでんやｄｅｎ サービス 飲食業 5%

63,901 東京都 新宿区 オトコネイル新宿店 サービス 理容・美容業 5%

63,902 東京都 新宿区 お直しサロン　アン・コトン目白店 サービス その他サービス 5%

63,903 東京都 新宿区 お肉と和食　玄菜 サービス 飲食業 5%

63,904 東京都 新宿区 小原治療院 サービス その他サービス 5%

63,905 東京都 新宿区 小原治療院 小原治療院 サービス その他サービス 5%

63,906 東京都 新宿区 オプトロニクス社 サービス その他サービス 5%

63,907 東京都 新宿区 オーブンの家 サービス 飲食業 5%

63,908 東京都 新宿区 お弁当の若草 お弁当の若草 小売業 食料品 5%

63,909 東京都 新宿区 お祭り酒場 サービス 飲食業 5%

63,910 東京都 新宿区 オリックスレンタカー新宿西口店 サービス その他サービス 2%

63,911 東京都 新宿区 荒井佑一 サービス その他サービス 5%

63,912 東京都 新宿区 御料理ほりうち サービス 飲食業 5%

63,913 東京都 新宿区 御料理宮した サービス 飲食業 5%

63,914 東京都 新宿区 オレンジアウル 小売業 家具・調度品 5%

63,915 東京都 新宿区 ｏｎ　ｔｈｅ　ｓｈｏｒｅ 小売業 家具・調度品 5%

63,916 東京都 新宿区 オンリーイエスタデー サービス 飲食業 5%

63,917 東京都 新宿区 ＣＡＳＡ　ＵＯＫＩＮ　神楽坂 サービス 飲食業 5%

63,918 東京都 新宿区 カータ　ヘア　ルム サービス 理容・美容業 5%

63,919 東京都 新宿区 四谷恒産 サービス その他サービス 5%

63,920 東京都 新宿区 快・決　いい会議室 サービス その他サービス 5%

63,921 東京都 新宿区 解決型エステサロンＷｉｌｌＢ サービス その他サービス 5%

63,922 東京都 新宿区 甲斐国際行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

63,923 東京都 新宿区 海然 サービス 飲食業 5%

63,924 東京都 新宿区 貝と地酒専門  かいのみ サービス 飲食業 5%
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63,925 東京都 新宿区 買取販売市場ムーラン新宿西口店 小売業 その他小売 5%

63,926 東京都 新宿区 華苑 サービス 飲食業 5%

63,927 東京都 新宿区 カオサンルミネ新宿 サービス 飲食業 5%

63,928 東京都 新宿区 カオタイ　高田馬場 サービス 飲食業 5%

63,929 東京都 新宿区 ＫＡＯＲＩ　ＢＡＲ　ＦＩＮＣＡ サービス 理容・美容業 5%

63,930 東京都 新宿区 Ｋａｏｒｉ　Ｍｉｌｌｉｎｅｒｙ 小売業 貴金属・服飾品 5%

63,931 東京都 新宿区 加賀 サービス 飲食業 5%

63,932 東京都 新宿区 ｃａｃａｏルミネ新宿店 小売業 食料品 5%

63,933 東京都 新宿区 柿傅 サービス 飲食業 5%

63,934 東京都 新宿区 カギの救急車新宿店 サービス その他サービス 5%

63,935 東京都 新宿区 カギの緊急隊 サービス その他サービス 5%

63,936 東京都 新宿区 かき焼き　　はじめ　　西新宿店 サービス 飲食業 5%

63,937 東京都 新宿区 カクヤス　江戸川橋店 小売業 食料品 5%

63,938 東京都 新宿区 カクヤス　江戸川橋店 小売業 食料品 5%

63,939 東京都 新宿区 カクヤス　大久保店 小売業 食料品 5%

63,940 東京都 新宿区 カクヤス　神楽坂店 小売業 食料品 5%

63,941 東京都 新宿区 カクヤス　新宿１丁目店 小売業 食料品 5%

63,942 東京都 新宿区 カクヤス　高田馬場店 小売業 食料品 5%

63,943 東京都 新宿区 カクヤス　西新宿店 小売業 食料品 5%

63,944 東京都 新宿区 カクヤス　四谷店 小売業 食料品 5%

63,945 東京都 新宿区 神楽坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

63,946 東京都 新宿区 神楽坂　阿部 サービス 飲食業 5%

63,947 東京都 新宿区 神楽坂　けん サービス 飲食業 5%

63,948 東京都 新宿区 神楽坂　桃仙郷 小売業 食料品 5%

63,949 東京都 新宿区 神楽坂魚金 サービス 飲食業 5%

63,950 東京都 新宿区 神楽坂ウォレテリア山藤 小売業 その他小売 5%

63,951 東京都 新宿区 神楽坂ＫＩＭＵＲＡＹＡ 小売業 食料品 5%

63,952 東京都 新宿区 Ｋａｇｕｒａｚａｋａ　Ｃｏｆｆｅ サービス 飲食業 5%

63,953 東京都 新宿区 神楽坂五十番　新宿小田急エ－ス店 小売業 食料品 5%

63,954 東京都 新宿区 神楽坂五十番総本店 小売業 食料品 5%

63,955 東京都 新宿区 神楽坂　今彩 サービス 飲食業 5%

63,956 東京都 新宿区 神楽坂しゃぶ禅　和 サービス 飲食業 5%

63,957 東京都 新宿区 神楽坂ｃｈｏｕｃｈｏｕ サービス 飲食業 5%

63,958 東京都 新宿区 神楽坂　新泉 サービス 飲食業 5%

63,959 東京都 新宿区 かぐら坂新富寿司 サービス 飲食業 5%

63,960 東京都 新宿区 神楽坂たんたか サービス 飲食業 5%

63,961 東京都 新宿区 神楽坂鳥伸 サービス 飲食業 5%

63,962 東京都 新宿区 神楽坂プリュス 小売業 家具・調度品 5%

63,963 東京都 新宿区 神楽坂ホリスティック・クーラ サービス その他サービス 5%

63,964 東京都 新宿区 神楽坂モノガタリ サービス 飲食業 5%

63,965 東京都 新宿区 神楽坂ワインハウス バイザグラス サービス 飲食業 5%

63,966 東京都 新宿区 神楽音 サービス 飲食業 5%
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63,967 東京都 新宿区 ｋａｓａｎｅ サービス 理容・美容業 5%

63,968 東京都 新宿区 Ｃａｃｈｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

63,969 東京都 新宿区 ＣＡ４ＬＡルミネエスト新宿 サービス 飲食業 5%

63,970 東京都 新宿区 ㈱鈴木旗店 サービス その他サービス 5%

63,971 東京都 新宿区 仮説社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

63,972 東京都 新宿区 串揚げ　風の音 サービス 飲食業 5%

63,973 東京都 新宿区 塊肉ビストロ　ＢＬＯＣＫＳ　四谷 サービス 飲食業 5%

63,974 東京都 新宿区 がってん寿司新宿西落合店 サービス 飲食業 5%

63,975 東京都 新宿区 ＣＵＴ　ＳＴＵＤＩＯ サービス 理容・美容業 5%

63,976 東京都 新宿区 カットスタジオ１４１　３号店 サービス 理容・美容業 5%

63,977 東京都 新宿区 活豚ダイニング　隠豚 サービス 飲食業 5%

63,978 東京都 新宿区 活豚ダイニングｉｎｔｏｎ サービス 飲食業 5%

63,979 東京都 新宿区 かっぱぎ屋新宿店 小売業 その他小売 5%

63,980 東京都 新宿区 かっぱ食堂 サービス 飲食業 5%

63,981 東京都 新宿区 割烹あそう サービス 飲食業 5%

63,982 東京都 新宿区 加藤電気商会 小売業 電化製品 5%

63,983 東京都 新宿区 かどやホテル サービス 宿泊業 5%

63,984 東京都 新宿区 かに処　若狭家 サービス 飲食業 5%

63,985 東京都 新宿区 蟹奉行　新宿東口店 サービス 飲食業 5%

63,986 東京都 新宿区 かねまつ　新宿店 小売業 衣料品 5%

63,987 東京都 新宿区 嘉賓 サービス 飲食業 5%

63,988 東京都 新宿区 スペイン料理ガファス サービス 飲食業 5%

63,989 東京都 新宿区 カフェ　エニシダ サービス 飲食業 5%

63,990 東京都 新宿区 ｃａｆｅ＆ｃｌｕｂｎａｔｕｒａｌ サービス 飲食業 5%

63,991 東京都 新宿区 ＣＡＦＥＤＩＮＩＮＧＳＭＯＯＴＨ サービス 飲食業 5%

63,992 東京都 新宿区 Ｃａｆｅ　ｂａｒ　Ｃａｎｄｌｅ サービス 飲食業 5%

63,993 東京都 新宿区 ＣＡＦＥ　ＢＡＲ　１３６３ サービス 飲食業 5%

63,994 東京都 新宿区 Ｃａｆｅ　ａｕ　ｌａｉｔ　Ｔｏｋｙｏ サービス 飲食業 5%

63,995 東京都 新宿区 ＣＡＦＥＳＯＳＥＫＩ サービス 飲食業 5%

63,996 東京都 新宿区 Ｃａｆｅ　Ｔａｂａｃ サービス 飲食業 5%

63,997 東京都 新宿区 カフェテラス　シルエット サービス 飲食業 5%

63,998 東京都 新宿区 Ｃａｆｅ　ＶＧ早稲田 サービス 飲食業 5%

63,999 東京都 新宿区 カブキ倶楽部 サービス 飲食業 5%

64,000 東京都 新宿区 歌舞伎町酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

64,001 東京都 新宿区 セブン－イレブン歌舞伎町２丁目店 小売業 食料品 2%

64,002 東京都 新宿区 歌舞伎町ゆきざき 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,003 東京都 新宿区 朝倉書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,004 東京都 新宿区 株式会社アップライトマネジメント サービス その他サービス 5%

64,005 東京都 新宿区 ａｔｅｌｉｅｒ　ｈａｒｕｋａアトレ四谷店 サービス 理容・美容業 5%

64,006 東京都 新宿区 株式会社アライアンスリアルター サービス その他サービス 5%

64,007 東京都 新宿区 株式会社ＡＬＢＡ 小売業 その他小売 5%

64,008 東京都 新宿区 株式会社アンサー サービス その他サービス 5%
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64,009 東京都 新宿区 株式会社アンチテーゼ サービス その他サービス 5%

64,010 東京都 新宿区 イーエックス サービス その他サービス 5%

64,011 東京都 新宿区 株式会社一珠 小売業 衣料品 5%

64,012 東京都 新宿区 株式会社インアンドアウト 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,013 東京都 新宿区 株式会社ＷＩＺＯＮＥ 小売業 衣料品 5%

64,014 東京都 新宿区 株式会社ウォッチ・ホスピタル　新宿店 サービス その他サービス 5%

64,015 東京都 新宿区 株式会社ＡＲキャリア 小売業 その他小売 5%

64,016 東京都 新宿区 ＷｉＦｉチャンネル サービス その他サービス 5%

64,017 東京都 新宿区 株式会社ＯＮＥＯＮ 小売業 衣料品 5%

64,018 東京都 新宿区 株式会社オプトロニクス社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,019 東京都 新宿区 株式会社錦正社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,020 東京都 新宿区 株式会社クイーンズロード サービス その他サービス 5%

64,021 東京都 新宿区 株式会社クラウド サービス その他サービス 5%

64,022 東京都 新宿区 株式会社ケンユー サービス その他サービス 5%

64,023 東京都 新宿区 株式会社コウケントー 小売業 その他小売 5%

64,024 東京都 新宿区 株式会社ＣＯ－ＭＡ サービス その他サービス 5%

64,025 東京都 新宿区 株式会社サードパール 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,026 東京都 新宿区 株式会社生活支援ドットコム サービス その他サービス 5%

64,027 東京都 新宿区 株式会社ソリッドグラフィックス サービス その他サービス 5%

64,028 東京都 新宿区 株式会社タイプ サービス その他サービス 5%

64,029 東京都 新宿区 株式会社タイヤチェンジャー 小売業 その他小売 5%

64,030 東京都 新宿区 株式会社テックス サービス その他サービス 5%

64,031 東京都 新宿区 株式会社トータルアセット サービス その他サービス 5%

64,032 東京都 新宿区 ラーメン凪新宿本館 サービス 飲食業 5%

64,033 東京都 新宿区 株式会社鍋倉服装 小売業 衣料品 5%

64,034 東京都 新宿区 株式会社日パテック サービス その他サービス 5%

64,035 東京都 新宿区 株式会社Ｎｙａｎ＆Ｃｏ． サービス その他サービス 5%

64,036 東京都 新宿区 株式会社ネクストクリエイション サービス その他サービス 5%

64,037 東京都 新宿区 株式会社ネットラボ サービス その他サービス 5%

64,038 東京都 新宿区 株式会社ハップデザイン サービス その他サービス 5%

64,039 東京都 新宿区 株式会社パドム サービス その他サービス 5%

64,040 東京都 新宿区 株式会社ビービーシー サービス その他サービス 5%

64,041 東京都 新宿区 株式会社ビズバンク 小売業 その他小売 5%

64,042 東京都 新宿区 株式会社フジシン サービス その他サービス 5%

64,043 東京都 新宿区 株式会社藤田電機 小売業 電化製品 5%

64,044 東京都 新宿区 株式会社フジプロダクション 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,045 東京都 新宿区 株式会社フローリストカノシェ 小売業 その他小売 5%

64,046 東京都 新宿区 株式会社文一総合出版 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,047 東京都 新宿区 株式会社マイエフピー　株式会社マイエフピー サービス その他サービス 5%

64,048 東京都 新宿区 株式会社メジャースケート 小売業 その他小売 5%

64,049 東京都 新宿区 株式会社八木屋 サービス その他サービス 5%

64,050 東京都 新宿区 株式会社ＵＰＣサービス サービス その他サービス 5%

1527



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

64,051 東京都 新宿区 ＵＥ－ｓｈｏｐ サービス その他サービス 5%

64,052 東京都 新宿区 株式会社ユニフィ サービス その他サービス 5%

64,053 東京都 新宿区 株式会社リアークスファインド サービス その他サービス 5%

64,054 東京都 新宿区 株式会社リジェネレーション サービス その他サービス 5%

64,055 東京都 新宿区 株式会社リロードエッジ サービス 飲食業 5%

64,056 東京都 新宿区 株式会社ＬＵＣＥ 小売業 その他小売 5%

64,057 東京都 新宿区 株式会社ルナーヴァ サービス その他サービス 5%

64,058 東京都 新宿区 株式会社月島ファクトリー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,059 東京都 新宿区 海ぶね新宿パークタワー店 サービス 飲食業 5%

64,060 東京都 新宿区 カプラチッチョ　渋谷店 サービス 飲食業 5%

64,061 東京都 新宿区 がブリチキン。新宿二丁目店 サービス 飲食業 5%

64,062 東京都 新宿区 がブリチキン。高田馬場店 サービス 飲食業 5%

64,063 東京都 新宿区 ＧＡＭＲＡＮ　ＢＡＬＬ　新宿店 サービス 飲食業 5%

64,064 東京都 新宿区 ガムランボール新宿靖国通り店 サービス その他サービス 5%

64,065 東京都 新宿区 カメマンネン神楽坂 サービス その他サービス 5%

64,066 東京都 新宿区 カモシカスポーツ 小売業 その他小売 5%

64,067 東京都 新宿区 カモシカスポーツ本店 小売業 その他小売 5%

64,068 東京都 新宿区 ＫＡＹＯＡＯＹＡＭＡ 小売業 衣料品 5%

64,069 東京都 新宿区 カラオケパセラ新宿歌舞伎町 サービス 飲食業 5%

64,070 東京都 新宿区 カラオケパセラ新宿歌舞伎町 サービス 飲食業 5%

64,071 東京都 新宿区 カラオケパセラ新宿本店 サービス 飲食業 5%

64,072 東京都 新宿区 カラオケパセラ新宿本店 サービス 飲食業 5%

64,073 東京都 新宿区 カラオケパセラ新宿本店 サービス 飲食業 5%

64,074 東京都 新宿区 カラオケパセラ新宿本店 サービス 飲食業 5%

64,075 東京都 新宿区 カラオケパセラ新宿本店 サービス 飲食業 5%

64,076 東京都 新宿区 カラオケパセラ新宿本店 サービス 飲食業 5%

64,077 東京都 新宿区 カラオケパセラ新宿靖国通り サービス 飲食業 5%

64,078 東京都 新宿区 カラオケワールド サービス 飲食業 5%

64,079 東京都 新宿区 からかうあ サービス 飲食業 5%

64,080 東京都 新宿区 からげんき サービス 飲食業 5%

64,081 東京都 新宿区 カラダピオニー新宿御苑店 サービス その他サービス 5%

64,082 東京都 新宿区 カラダファクトリー　新宿店 サービス その他サービス 5%

64,083 東京都 新宿区 カラＮＥＴ２４新宿三丁目店 サービス 飲食業 5%

64,084 東京都 新宿区 カラファテ 小売業 その他小売 5%

64,085 東京都 新宿区 カラマツトレイン　新宿店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,086 東京都 新宿区 からり サービス 飲食業 5%

64,087 東京都 新宿区 ＫａＬｉｍａ サービス 理容・美容業 5%

64,088 東京都 新宿区 カリモク６０新宿店 小売業 家具・調度品 5%

64,089 東京都 新宿区 ガールズバージーパニック サービス 飲食業 5%

64,090 東京都 新宿区 カルナメディカルサポート サービス その他サービス 5%

64,091 東京都 新宿区 ｃｕｒｒｙ　草枕 サービス 飲食業 5%

64,092 東京都 新宿区 ｃｕｒｒｙ草枕 サービス 飲食業 5%
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64,093 東京都 新宿区 カレーハウスｃｏｃｏ壱番屋ＪＲ目白駅前通店 小売業 食料品 2%

64,094 東京都 新宿区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋新宿ＮＳビル店 サービス 飲食業 2%

64,095 東京都 新宿区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋新宿歌舞伎町店 サービス 飲食業 2%

64,096 東京都 新宿区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋新宿区曙橋駅前店 サービス 飲食業 2%

64,097 東京都 新宿区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋新宿早稲田通店 サービス 飲食業 2%

64,098 東京都 新宿区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋西新宿五丁目駅前通店 サービス 飲食業 2%

64,099 東京都 新宿区 ガレリア 小売業 その他小売 5%

64,100 東京都 新宿区 河合塾マナビス高田馬場校 サービス その他サービス 2%

64,101 東京都 新宿区 川上自動車工業 サービス その他サービス 5%

64,102 東京都 新宿区 カワナミゴルフスクールイベント　公和 サービス その他サービス 5%

64,103 東京都 新宿区 株式会社絶好調 サービス 飲食業 5%

64,104 東京都 新宿区 燗アガリ サービス 飲食業 5%

64,105 東京都 新宿区 ＣａｎＣｏｌｏｒｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

64,106 東京都 新宿区 冠京別館 サービス 宿泊業 5%

64,107 東京都 新宿区 韓国料理しんしんＴｏｕｒＭＢＣＪＡＰＡＮ株式会社 サービス 飲食業 5%

64,108 東京都 新宿区 ＫＡＮコルギセラピー西新宿店 サービス その他サービス 5%

64,109 東京都 新宿区 カンターレ・ノンダーレ サービス 飲食業 5%

64,110 東京都 新宿区 関東製畳有限会社 サービス その他サービス 5%

64,111 東京都 新宿区 ＫＡＮＰＡＩ　Ｈｕｔｔｅ サービス 飲食業 5%

64,112 東京都 新宿区 功夫リラクゼーション サービス その他サービス 5%

64,113 東京都 新宿区 カンフェティ　催事 サービス その他サービス 5%

64,114 東京都 新宿区 漢方トータルサロン美遥 サービス その他サービス 5%

64,115 東京都 新宿区 甘露 サービス 飲食業 5%

64,116 東京都 新宿区 Ｇｅｅｋ’ｓ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

64,117 東京都 新宿区 Ｇｅｅｋ　ｓ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

64,118 東京都 新宿区 ギーブス＆ホークス　新宿店 小売業 衣料品 5%

64,119 東京都 新宿区 ＧｅｅｋＰｒｏｊｅｃｔ 小売業 電化製品 5%

64,120 東京都 新宿区 紀州屋 サービス 飲食業 5%

64,121 東京都 新宿区 季節料理　すぎうら サービス 飲食業 5%

64,122 東京都 新宿区 セブン－イレブン北新宿１丁目大久保通り店 小売業 食料品 2%

64,123 東京都 新宿区 セブン－イレブン北新宿１丁目店 小売業 食料品 2%

64,124 東京都 新宿区 ＫＩＣＨＩＲＩ新宿 サービス 飲食業 5%

64,125 東京都 新宿区 ＫＩＣＨＩＲＩ　ＳＨＩＮＪＵＫＵＷＥＳＴ サービス 飲食業 5%

64,126 東京都 新宿区 キッチン＆バー台所家 サービス 飲食業 5%

64,127 東京都 新宿区 キッチンどろまみれ サービス 飲食業 5%

64,128 東京都 新宿区 Ｋｉｔｃｈｅｎ４２８　キッチンヨンニッパ サービス 飲食業 5%

64,129 東京都 新宿区 きてや　新宿店 サービス 飲食業 5%

64,130 東京都 新宿区 ＫＩＮＯＳＨＩＴＡ サービス 理容・美容業 5%

64,131 東京都 新宿区 紀の善 サービス 飲食業 5%

64,132 東京都 新宿区 紀茂登 サービス 飲食業 5%

64,133 東京都 新宿区 着物サロン岡本 小売業 衣料品 5%

64,134 東京都 新宿区 きもの英 小売業 衣料品 5%
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64,135 東京都 新宿区 きもの英 小売業 衣料品 5%

64,136 東京都 新宿区 キモノモード　新宿店 小売業 衣料品 5%

64,137 東京都 新宿区 ｃａｓｓｅｌｉｎｉルミネエスト新宿店 小売業 衣料品 5%

64,138 東京都 新宿区 ギャラリー喫茶まるな サービス 飲食業 5%

64,139 東京都 新宿区 ＧＡＬＬＥＲＹ・２　新宿店５Ｆ 小売業 その他小売 5%

64,140 東京都 新宿区 ＧＡＬＬＥＲＹ・２　新宿店４Ｆ 小売業 その他小売 5%

64,141 東京都 新宿区 ＧＡＬＬＥＲＹ・２　新宿店６Ｆ 小売業 その他小売 5%

64,142 東京都 新宿区 キャンパスクラブマジシャン サービス 飲食業 5%

64,143 東京都 新宿区 Ｃｕｒｅ＆Ｂｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

64,144 東京都 新宿区 ｃｕｉ－ｃｕｉルミネ新宿店 サービス 飲食業 5%

64,145 東京都 新宿区 牛角新宿西口店 サービス 飲食業 2%

64,146 東京都 新宿区 牛角高田馬場店 サービス 飲食業 2%

64,147 東京都 新宿区 牛角高田馬場早稲田通り店 サービス 飲食業 2%

64,148 東京都 新宿区 牛角西新宿店 サービス 飲食業 2%

64,149 東京都 新宿区 九州産地直送居酒屋さくら サービス 飲食業 5%

64,150 東京都 新宿区 九州料理かんちゃん サービス 飲食業 5%

64,151 東京都 新宿区 牛禅四谷店 サービス 飲食業 5%

64,152 東京都 新宿区 牛龍 サービス 飲食業 5%

64,153 東京都 新宿区 協栄ボクシングジム サービス その他サービス 5%

64,154 東京都 新宿区 餃子酒場たっちゃん　西早稲田店 サービス 飲食業 5%

64,155 東京都 新宿区 ギョウザバーりん屋 サービス 飲食業 5%

64,156 東京都 新宿区 行政書士おがわ事務所 サービス その他サービス 5%

64,157 東京都 新宿区 行政書士　おがわ事務所 サービス その他サービス 5%

64,158 東京都 新宿区 行政書士渡邊啓事務所 サービス その他サービス 5%

64,159 東京都 新宿区 京ちゃばな　新宿東宝ビル店 サービス 飲食業 5%

64,160 東京都 新宿区 （株）協同企画 サービス その他サービス 5%

64,161 東京都 新宿区 京都勝牛新宿小滝橋通 サービス 飲食業 5%

64,162 東京都 新宿区 京都勝牛新宿西口 サービス 飲食業 5%

64,163 東京都 新宿区 京都勝牛高田馬場 サービス 飲食業 5%

64,164 東京都 新宿区 京都勝牛四谷三丁目 サービス 飲食業 5%

64,165 東京都 新宿区 京都さがの館　新宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,166 東京都 新宿区 京都ナイスウェア　新宿支店１ サービス その他サービス 5%

64,167 東京都 新宿区 郷土料理ユック北の海道エルプラザ店 サービス 飲食業 5%

64,168 東京都 新宿区 魚匠屋　西早稲田店 サービス 飲食業 5%

64,169 東京都 新宿区 枝魯枝魯神楽坂〔ぎろぎろ〕 サービス 飲食業 5%

64,170 東京都 新宿区 銀河ショップ 小売業 衣料品 5%

64,171 東京都 新宿区 吟まるｊｒ サービス 飲食業 5%

64,172 東京都 新宿区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ大久保店 小売業 その他小売 5%

64,173 東京都 新宿区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ新宿３丁目店 小売業 その他小売 5%

64,174 東京都 新宿区 Ｇｏｏｉｔ！高田馬場店 サービス その他サービス 5%

64,175 東京都 新宿区 Ｑｕｉｓｉｓａｎａ サービス 理容・美容業 5%

64,176 東京都 新宿区 Ｋｕｕｋａｎ サービス その他サービス 5%
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64,177 東京都 新宿区 ＱＵＥＳＴ２ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,178 東京都 新宿区 串揚げ風の音　串揚げ風の音 サービス 飲食業 5%

64,179 東京都 新宿区 串かつ　でんがな　新宿歌舞伎町店 サービス 飲食業 5%

64,180 東京都 新宿区 串かつ　でんがな　新宿三丁目店 サービス 飲食業 5%

64,181 東京都 新宿区 串かつ　でんがな　新宿ハルク店 サービス 飲食業 5%

64,182 東京都 新宿区 串天ぷら　段々屋 サービス 飲食業 5%

64,183 東京都 新宿区 串焼き　直流 サービス 飲食業 5%

64,184 東京都 新宿区 くすりのＡＯＩ 小売業 その他小売 5%

64,185 東京都 新宿区 九頭龍蕎麦　はなれ サービス 飲食業 5%

64,186 東京都 新宿区 九頭龍蕎麦 サービス 飲食業 5%

64,187 東京都 新宿区 ｋｕｒａｉｍｕ サービス 理容・美容業 5%

64,188 東京都 新宿区 ｋｕｒａｉｍｕ サービス 理容・美容業 5%

64,189 東京都 新宿区 クラウドナイン　神楽坂店 小売業 その他小売 5%

64,190 東京都 新宿区 蔵大久保北口店 サービス 飲食業 5%

64,191 東京都 新宿区 ｇｌａｄｓｐａｃｅ サービス その他サービス 5%

64,192 東京都 新宿区 クラフトスペース 小売業 その他小売 5%

64,193 東京都 新宿区 クラフトマン・マノー 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,194 東京都 新宿区 Ｃｌｕｂ２３　東京 サービス 飲食業 5%

64,195 東京都 新宿区 グラム サービス 飲食業 5%

64,196 東京都 新宿区 くららキッチン サービス 飲食業 5%

64,197 東京都 新宿区 くらわんか サービス 飲食業 5%

64,198 東京都 新宿区 くらわんか サービス 飲食業 5%

64,199 東京都 新宿区 ｇｒａｎｄｅ　ｅｓ サービス 飲食業 5%

64,200 東京都 新宿区 グランラフィネ サービス その他サービス 5%

64,201 東京都 新宿区 グリアンテ サービス 飲食業 5%

64,202 東京都 新宿区 Ｇｒｅｅｎｗｏｏｄ サービス 理容・美容業 5%

64,203 東京都 新宿区 グリーンキャブ サービス 運輸業 5%

64,204 東京都 新宿区 グリーンキャブ　蒲田第２営業所 サービス その他サービス 5%

64,205 東京都 新宿区 グリーンキャブ　研修室営業所 サービス その他サービス 5%

64,206 東京都 新宿区 グリーンキャブ　本社営業所 サービス その他サービス 5%

64,207 東京都 新宿区 グリーンキャブ　ワゴン営業所 サービス その他サービス 5%

64,208 東京都 新宿区 Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ．Ｒ 小売業 その他小売 5%

64,209 東京都 新宿区 ＧＬＩＴＴＥＲ サービス 飲食業 5%

64,210 東京都 新宿区 クリーニングＪＵＮ サービス その他サービス 5%

64,211 東京都 新宿区 Ｇｒｉｌｌ＆ＢａｒＨａｎａｙａ サービス 飲食業 5%

64,212 東京都 新宿区 グリルドエイジング・ビーフ飯田橋本店 サービス 飲食業 5%

64,213 東京都 新宿区 グリルドエイジングビーフＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

64,214 東京都 新宿区 グリーンテラス サービス 飲食業 5%

64,215 東京都 新宿区 車屋別館 サービス 飲食業 5%

64,216 東京都 新宿区 ｇｒｏｏｖｅ　ｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

64,217 東京都 新宿区 ＣＲＵＺＢＵＲＧＥＲＳ サービス 飲食業 5%

64,218 東京都 新宿区 グルトンベール 小売業 食料品 5%
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64,219 東京都 新宿区 車屋別館 サービス 飲食業 5%

64,220 東京都 新宿区 車屋東京ケータリング サービス 飲食業 5%

64,221 東京都 新宿区 クレェデリヤン サービス 理容・美容業 5%

64,222 東京都 新宿区 Ｃｒｅｏｓ【クレオス】 サービス 理容・美容業 5%

64,223 東京都 新宿区 ＣＲＡＹＯＮ サービス 飲食業 5%

64,224 東京都 新宿区 Ｃｌｏｓｅｔ 小売業 衣料品 5%

64,225 東京都 新宿区 ｋｕｒｏ?ｂａｒ サービス 飲食業 5%

64,226 東京都 新宿区 ＧＬＯＵ東新宿 サービス 宿泊業 5%

64,227 東京都 新宿区 黒毛和牛焼肉白か黒 サービス 飲食業 5%

64,228 東京都 新宿区 くろねこピッツァ サービス 飲食業 5%

64,229 東京都 新宿区 クロロフイル新宿東口美顔教室 小売業 その他小売 5%

64,230 東京都 新宿区 ケアタクシー　ｐｅｃｏｒａ サービス その他サービス 5%

64,231 東京都 新宿区 ケイ・ウノ　営業１ 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,232 東京都 新宿区 ケイウノ新宿西口オーダーメイドサロン 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,233 東京都 新宿区 慶応生協　信濃町書籍購買部 サービス その他サービス 5%

64,234 東京都 新宿区 慶応生協　信濃町書籍購買部 サービス その他サービス 5%

64,235 東京都 新宿区 ＫＴＭＭ設備 サービス その他サービス 5%

64,236 東京都 新宿区 啓文社書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,237 東京都 新宿区 Ｋ－Ｓｔ． サービス 飲食業 5%

64,238 東京都 新宿区 ゲームショップとど 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,239 東京都 新宿区 劇団肋骨蜜柑同好会 小売業 その他小売 5%

64,240 東京都 新宿区 ＧＥＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,241 東京都 新宿区 げんき屋新宿店 サービス 飲食業 5%

64,242 東京都 新宿区 玄菜 サービス 飲食業 5%

64,243 東京都 新宿区 玄菜　壱上 サービス 飲食業 5%

64,244 東京都 新宿区 玄菜　壱上 サービス 飲食業 5%

64,245 東京都 新宿区 玄菜／ＮＦＣ サービス 飲食業 5%

64,246 東京都 新宿区 原始焼火鉢 サービス 飲食業 5%

64,247 東京都 新宿区 健心流 サービス 飲食業 5%

64,248 東京都 新宿区 Ｋｅｎｔｏｂａ サービス 飲食業 5%

64,249 東京都 新宿区 ＣＯＲＥ　新宿【コアシンジュク】 サービス 理容・美容業 5%

64,250 東京都 新宿区 ＣＯＲＥＳ　ＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

64,251 東京都 新宿区 コアテックビジョン（株） 小売業 その他小売 5%

64,252 東京都 新宿区 工学院生協　新宿食堂 サービス その他サービス 5%

64,253 東京都 新宿区 工学院大学生協　新宿購買・書籍部 サービス その他サービス 5%

64,254 東京都 新宿区 公共新宿パーキング サービス その他サービス 5%

64,255 東京都 新宿区 高興ビューティーサロン新宿本店 サービス その他サービス 5%

64,256 東京都 新宿区 高興リラックス空間新宿東南口店 サービス その他サービス 5%

64,257 東京都 新宿区 合資会社四谷無三四堂 小売業 その他小売 5%

64,258 東京都 新宿区 幸田　歌舞伎町店 小売業 その他小売 5%

64,259 東京都 新宿区 合同会社Ｈ－Ｃｏｎｎｅｃｔ サービス その他サービス 5%

64,260 東京都 新宿区 合同会社第プロ サービス その他サービス 5%
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64,261 東京都 新宿区 鴻福餃子王 サービス 飲食業 5%

64,262 東京都 新宿区 甲隆閣 サービス 宿泊業 5%

64,263 東京都 新宿区 珈琲壹番館 サービス 飲食業 5%

64,264 東京都 新宿区 コーヒーハウス香りや サービス 飲食業 5%

64,265 東京都 新宿区 小顔コルギサロン韓のほぐし サービス その他サービス 5%

64,266 東京都 新宿区 国際自動車株式会社 サービス 運輸業 5%

64,267 東京都 新宿区 国際卓球　高田馬場店 小売業 その他小売 5%

64,268 東京都 新宿区 極上女子－Ｇｏｋｕｊｏ－ サービス 理容・美容業 5%

64,269 東京都 新宿区 ＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ大久保駅北口店 サービス 飲食業 2%

64,270 東京都 新宿区 ＣＯＣＯ壱番屋新宿高田馬場店 サービス 飲食業 2%

64,271 東京都 新宿区 ＣｏＣｏ壱番屋東京メトロ新宿御苑前駅店 サービス 飲食業 2%

64,272 東京都 新宿区 ＣｏＣｏ壱番屋東新宿駅前店 サービス 飲食業 2%

64,273 東京都 新宿区 九重／近江屋 サービス 飲食業 5%

64,274 東京都 新宿区 ココビアンシー サービス 理容・美容業 5%

64,275 東京都 新宿区 ＣｏＣｏＬＯｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

64,276 東京都 新宿区 心とカラダの健康コンサルサロン サービス 理容・美容業 5%

64,277 東京都 新宿区 「腰の椅子」　Ａｗａｚａ　Ｇａｌｌｅｒｙ 小売業 家具・調度品 5%

64,278 東京都 新宿区 五十番神楽坂本店 小売業 食料品 5%

64,279 東京都 新宿区 小杉スケート神宮店 小売業 その他小売 5%

64,280 東京都 新宿区 ＣｏｓｍｅＫｉｔｃｈｅｎルミネ新宿１店 小売業 衣料品 5%

64,281 東京都 新宿区 ごだいご　新宿ＮＳビル サービス 飲食業 5%

64,282 東京都 新宿区 ごだいご　新宿住友ビル サービス 飲食業 5%

64,283 東京都 新宿区 こたまルミネエスト店 サービス 飲食業 5%

64,284 東京都 新宿区 こだわり商店 小売業 食料品 5%

64,285 東京都 新宿区 こだわり商店 小売業 食料品 5%

64,286 東京都 新宿区 こだわりスイーツ＆ギフトの店　エニシダ 小売業 食料品 5%

64,287 東京都 新宿区 ｇｏｄｚ サービス 飲食業 5%

64,288 東京都 新宿区 骨盤王国 新宿西口店 新宿西口店 サービス その他サービス 5%

64,289 東京都 新宿区 湖南菜館 サービス 飲食業 5%

64,290 東京都 新宿区 小林一浩 サービス 飲食業 5%

64,291 東京都 新宿区 ゴバン 小売業 衣料品 5%

64,292 東京都 新宿区 珈琲茶館　集　プレミアム　新宿店 サービス 飲食業 5%

64,293 東京都 新宿区 古美術しおだ サービス その他サービス 5%

64,294 東京都 新宿区 コーヒーラウンジレモン サービス 飲食業 5%

64,295 東京都 新宿区 コーププラザ　ライフセンター サービス その他サービス 5%

64,296 東京都 新宿区 こまどり 小売業 その他小売 5%

64,297 東京都 新宿区 ごまや　新宿東口店 サービス 飲食業 5%

64,298 東京都 新宿区 ごまや新宿三丁目 サービス 飲食業 5%

64,299 東京都 新宿区 こめらくルミネエスト店 サービス 飲食業 5%

64,300 東京都 新宿区 コリーナピッコラ サービス 飲食業 5%

64,301 東京都 新宿区 コリフレッシュ　神楽坂 サービス その他サービス 5%

64,302 東京都 新宿区 コリフレッシュ神楽坂店 サービス その他サービス 5%
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64,303 東京都 新宿区 コルテーゼ市ヶ谷 小売業 衣料品 5%

64,304 東京都 新宿区 ゴルファーレ サービス その他サービス 5%

64,305 東京都 新宿区 ＫＯＬＢＥＮＯＶＡ 小売業 その他小売 5%

64,306 東京都 新宿区 コレクション新宿 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,307 東京都 新宿区 体験施設つくる サービス その他サービス 5%

64,308 東京都 新宿区 Ｃｏ－ｗｏｒｋｉｎｇＣａｆｅＴＨＥＧＲＥＥＮＲＯＯＭ サービス 飲食業 5%

64,309 東京都 新宿区 コントーションスタジオ　ノガラ サービス その他サービス 5%

64,310 東京都 新宿区 ｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅＭＥＮ’ｓＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

64,311 東京都 新宿区 株式会社コンプリート サービス その他サービス 5%

64,312 東京都 新宿区 紺碧 サービス 飲食業 5%

64,313 東京都 新宿区 ＴＨＥＳＡＫＵＲＡＤＩＮＩＮＧＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

64,314 東京都 新宿区 ＴＨＥ　中古楽器屋 小売業 その他小売 5%

64,315 東京都 新宿区 ＴＨＥ　ＦＯＵＲ?ＥＹＥＤ　ＴＨＥ　ＦＯＵＲ?ＥＹＥＤ 小売業 衣料品 5%

64,316 東京都 新宿区 ザ・ステーションングリルルミネエスト新宿 サービス 飲食業 5%

64,317 東京都 新宿区 saga 四ツ谷 サービス 理容・美容業 5%

64,318 東京都 新宿区 Ｔｈｅｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

64,319 東京都 新宿区 Ｎｏ　１３ｃａｆｅサーティーンカフェ サービス 飲食業 5%

64,320 東京都 新宿区 株式会社ノーティル サービス その他サービス 5%

64,321 東京都 新宿区 彩きもの学院　新宿校 小売業 衣料品 5%

64,322 東京都 新宿区 サイクルｍａｍａ サービス その他サービス 5%

64,323 東京都 新宿区 サイケデリックガーデン 小売業 衣料品 5%

64,324 東京都 新宿区 サイバ－ダイン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,325 東京都 新宿区 焼肉大貫 サービス 飲食業 5%

64,326 東京都 新宿区 肴屋 繋 高田馬場 サービス 飲食業 5%

64,327 東京都 新宿区 酒良 サービス 飲食業 5%

64,328 東京都 新宿区 ＳＡＫＩＫＡＧＵＲＡＺＡＫＡ サービス 理容・美容業 5%

64,329 東京都 新宿区 さけの実 サービス 飲食業 5%

64,330 東京都 新宿区 ザ・コンランショップ新宿本店 小売業 家具・調度品 5%

64,331 東京都 新宿区 讃岐のおうどん花は咲く　新宿戸山店 サービス 飲食業 5%

64,332 東京都 新宿区 ＳａｔｏＴａｉｌｏｒ四ッ谷店 小売業 衣料品 5%

64,333 東京都 新宿区 サトウテレビ 小売業 電化製品 5%

64,334 東京都 新宿区 佐藤電気商会 小売業 電化製品 5%

64,335 東京都 新宿区 ＳＡＴＯＫＯＬａｂｏ サービス その他サービス 5%

64,336 東京都 新宿区 早苗 サービス 飲食業 5%

64,337 東京都 新宿区 さぬきうどん まめ哲 サービス 飲食業 5%

64,338 東京都 新宿区 サバイディー新宿西口店 サービス 理容・美容業 5%

64,339 東京都 新宿区 ＴＨＥ　ＦＯＵＲ－ＥＹＥＤ 小売業 衣料品 5%

64,340 東京都 新宿区 ＴＨＥＦＯＵＲ－ＥＹＥＤ 小売業 衣料品 5%

64,341 東京都 新宿区 猿楽 サービス 飲食業 5%

64,342 東京都 新宿区 ｓａｒａ サービス 理容・美容業 5%

64,343 東京都 新宿区 猿ｃａｆｅ　新宿マルイ店 サービス 飲食業 5%

64,344 東京都 新宿区 サロン・ド・ビ・エス・テ サービス 理容・美容業 5%
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64,345 東京都 新宿区 ＳａｌｏｎｄｅＡｍｅｌｉｅ サービス 理容・美容業 5%

64,346 東京都 新宿区 ザ・ワインバ－　新宿東口 サービス 飲食業 5%

64,347 東京都 新宿区 ザワインバ－　新宿ＮＳビル店 サービス 飲食業 5%

64,348 東京都 新宿区 ザ・ワインバー　新宿エルプラザ サービス 飲食業 5%

64,349 東京都 新宿区 ザ・ワインバー　　新宿住友ビル サービス 飲食業 5%

64,350 東京都 新宿区 Ｓａｗａｄｅｅ Ｓｈｏｐ サワディーショップ 小売業 その他小売 5%

64,351 東京都 新宿区 サワディーショップ 小売業 その他小売 5%

64,352 東京都 新宿区 ｓａｗａｎ　神楽坂店 サービス その他サービス 5%

64,353 東京都 新宿区 三軒茶屋　債権管理 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,354 東京都 新宿区 三光白衣　新宿本店 小売業 衣料品 5%

64,355 東京都 新宿区 三国一西口店 サービス 飲食業 5%

64,356 東京都 新宿区 サンザ新宿フォレスト店 サービス 宿泊業 5%

64,357 東京都 新宿区 三徳牛込神楽坂店 小売業 食料品 5%

64,358 東京都 新宿区 三徳河田店 小売業 食料品 5%

64,359 東京都 新宿区 三徳新宿本店 小売業 食料品 5%

64,360 東京都 新宿区 三徳住吉店 小売業 食料品 5%

64,361 東京都 新宿区 三徳西早稲田店 小売業 食料品 5%

64,362 東京都 新宿区 三徳早稲田店 小売業 食料品 5%

64,363 東京都 新宿区 ３ｄｒｏｐ サービス 飲食業 5%

64,364 東京都 新宿区 Ｔｈｅ　Ａｎｎｅｘ サービス 飲食業 5%

64,365 東京都 新宿区 Ｔｈｅ　ＡＮＮＥＸ サービス 飲食業 5%

64,366 東京都 新宿区 Ｃ・Ｗ・Ｓ　高田馬場 小売業 その他小売 5%

64,367 東京都 新宿区 ＧＳトレーニング　ＧＳトレーニング サービス その他サービス 5%

64,368 東京都 新宿区 Ｇ?ｓａｔｅｌｌｉｔｅ（ＧＯＤＺ） サービス 飲食業 5%

64,369 東京都 新宿区 Ｚｉｎａ　ＳＨＩＮＪＹＵＫＵ サービス 理容・美容業 5%

64,370 東京都 新宿区 ＣＢＤＥｖａｎｇｅｌｉｓｔａ サービス 理容・美容業 5%

64,371 東京都 新宿区 牡蠣スター サービス 飲食業 5%

64,372 東京都 新宿区 ジェイ・ティー・プランニング サービス 宿泊業 5%

64,373 東京都 新宿区 Ｊ・ポート　新宿店 小売業 衣料品 5%

64,374 東京都 新宿区 Ｊ?ＣＬＵＢ サービス 飲食業 5%

64,375 東京都 新宿区 ＪＴＢ旅行サロン四谷 サービス その他サービス 5%

64,376 東京都 新宿区 Ｃｉｅｌ サービス 飲食業 5%

64,377 東京都 新宿区 ｃｈｅｚｌｅ ｍａｋ サービス 飲食業 5%

64,378 東京都 新宿区 ｃｈｅｚｌｅｍａｋ サービス 飲食業 5%

64,379 東京都 新宿区 Ｇｅｎｔｌｅｍａｎ サービス 理容・美容業 5%

64,380 東京都 新宿区 四季隠国 サービス 飲食業 5%

64,381 東京都 新宿区 ＳＨＩＧＥｔｅｉ サービス 飲食業 5%

64,382 東京都 新宿区 茂松／峰 サービス 飲食業 5%

64,383 東京都 新宿区 シスター社 小売業 衣料品 5%

64,384 東京都 新宿区 ｓｈｉｚｅｎ サービス 理容・美容業 5%

64,385 東京都 新宿区 自然派ワインバル　ＵＭＡＭＩ サービス 飲食業 5%

64,386 東京都 新宿区 １６’ｓ サービス 飲食業 5%
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64,387 東京都 新宿区 ＣＩＴＹ　ＴＲＡＶＥＬ　　　ＴＯＵＲ株式会社 サービス その他サービス 5%

64,388 東京都 新宿区 ＣＩＴＹＨＯＴＥＬＧＯＬＤ サービス 宿泊業 5%

64,389 東京都 新宿区 シティホテルロンスター サービス 宿泊業 5%

64,390 東京都 新宿区 信濃屋　新宿店 小売業 食料品 5%

64,391 東京都 新宿区 シネマトゥデイ サービス その他サービス 5%

64,392 東京都 新宿区 篠原電気 小売業 電化製品 5%

64,393 東京都 新宿区 柴田誠 小売業 その他小売 5%

64,394 東京都 新宿区 渋谷アーチェリー 小売業 その他小売 5%

64,395 東京都 新宿区 志摩／キメラ サービス 飲食業 5%

64,396 東京都 新宿区 ＳｔｕｄｉｏＨａｌｅ サービス その他サービス 5%

64,397 東京都 新宿区 事務所 サービス その他サービス 5%

64,398 東京都 新宿区 下落合整体療術院あぅん サービス その他サービス 5%

64,399 東京都 新宿区 小姐颱風　新宿住友ビル サービス 飲食業 5%

64,400 東京都 新宿区 株式会社ジャスファ・イーコマース サービス その他サービス 5%

64,401 東京都 新宿区 ＪＡＳＭＩＮＥＴＨＡＩ四谷店 サービス 飲食業 5%

64,402 東京都 新宿区 ジャックポット　新宿 サービス 飲食業 5%

64,403 東京都 新宿区 Ｌａ　Ｃｈａｔａｉｇｎｅ サービス 飲食業 5%

64,404 東京都 新宿区 ＪＯＵＲＮＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　新宿店 小売業 衣料品 5%

64,405 東京都 新宿区 シャノアール早稲田店 サービス 飲食業 5%

64,406 東京都 新宿区 しゃぶ匠一二 サービス 飲食業 5%

64,407 東京都 新宿区 しゃぶ禅　神楽坂店 サービス 飲食業 5%

64,408 東京都 新宿区 ｃｈａｒｍｅ サービス その他サービス 5%

64,409 東京都 新宿区 Ｃｈａｒｍｅ サービス その他サービス 5%

64,410 東京都 新宿区 じゃんぱら　新宿店 小売業 電化製品 5%

64,411 東京都 新宿区 じゃんぱら新宿２号店 小売業 電化製品 5%

64,412 東京都 新宿区 Ｓｈａｍｐｏｏ サービス 飲食業 5%

64,413 東京都 新宿区 ジュー　ドゥ　マルシェ サービス 飲食業 5%

64,414 東京都 新宿区 シュヴァリエ・デュ・ヴァン サービス 飲食業 5%

64,415 東京都 新宿区 ジューシーロック・ルミネ新宿店 小売業 衣料品 5%

64,416 東京都 新宿区 シューズメイト西新宿店 小売業 衣料品 5%

64,417 東京都 新宿区 シュート　シュート サービス 飲食業 5%

64,418 東京都 新宿区 セブン－イレブン十二社店 小売業 食料品 2%

64,419 東京都 新宿区 ジュエルダリアス 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,420 東京都 新宿区 シュガーオークジャパン サービス その他サービス 5%

64,421 東京都 新宿区 Ｓｕｃｒｅ サービス 飲食業 5%

64,422 東京都 新宿区 ｃｈｏｕｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

64,423 東京都 新宿区 シューズテン 小売業 衣料品 5%

64,424 東京都 新宿区 ＳＨＯＥＳ－ＭＡＴＥ高田馬場店 小売業 衣料品 5%

64,425 東京都 新宿区 旬彩 サービス 飲食業 5%

64,426 東京都 新宿区 旬菜居酒屋小夏食堂 サービス 飲食業 5%

64,427 東京都 新宿区 旬彩はなれ サービス 飲食業 5%

64,428 東京都 新宿区 旬麺　しろ八 サービス 飲食業 5%

1536



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

64,429 東京都 新宿区 ＪＯＩＮＴＷＯＲＫＳ新宿 小売業 衣料品 5%

64,430 東京都 新宿区 翔印堂 サービス その他サービス 5%

64,431 東京都 新宿区 小割烹　め乃惣 サービス 飲食業 5%

64,432 東京都 新宿区 しょう吉 サービス 飲食業 5%

64,433 東京都 新宿区 ｊｏｅｍｉ　ｂｙ　ｕｎ　ａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

64,434 東京都 新宿区 セブン－イレブン女子学習院店 小売業 食料品 2%

64,435 東京都 新宿区 叙々苑　新宿イートイン＆デリバリー 小売業 食料品 5%

64,436 東京都 新宿区 叙々苑　新宿歌舞伎町店 サービス 飲食業 5%

64,437 東京都 新宿区 叙々苑　新宿中央東口店 サービス 飲食業 5%

64,438 東京都 新宿区 叙々苑　新宿ハルク店 サービス 飲食業 5%

64,439 東京都 新宿区 叙々苑　高田馬場店 サービス 飲食業 5%

64,440 東京都 新宿区 叙々苑　東京オペラシティ　５３ サービス 飲食業 5%

64,441 東京都 新宿区 叙々苑　四谷店 サービス 飲食業 5%

64,442 東京都 新宿区 初心之旨株式会社 サービス 理容・美容業 5%

64,443 東京都 新宿区 Ｓｈｏｔ　Ｂａｒ　Ｈｉｅｓ サービス 飲食業 5%

64,444 東京都 新宿区 ＪＯＰＲＥＳ 小売業 その他小売 5%

64,445 東京都 新宿区 ジョリー酒場 サービス 飲食業 5%

64,446 東京都 新宿区 指ラックス　新宿店 サービス その他サービス 5%

64,447 東京都 新宿区 知るカフェ早稲田大学前店 サービス 飲食業 5%

64,448 東京都 新宿区 Ｓｉｌｋｙ サービス 理容・美容業 5%

64,449 東京都 新宿区 シルビア　新宿サブナード店 小売業 その他小売 5%

64,450 東京都 新宿区 白くま サービス 飲食業 5%

64,451 東京都 新宿区 しろくまスタディセッション サービス その他サービス 5%

64,452 東京都 新宿区 しろくま生花店 小売業 その他小売 5%

64,453 東京都 新宿区 ホンデコプチャンゴ サービス 飲食業 5%

64,454 東京都 新宿区 新宿三代目ホルモン家 サービス 飲食業 5%

64,455 東京都 新宿区 セブン－イレブン新大久保駅西店 小売業 食料品 2%

64,456 東京都 新宿区 ジンギスカンけやき屋 サービス 飲食業 5%

64,457 東京都 新宿区 神貴堂 サービス その他サービス 5%

64,458 東京都 新宿区 鍼灸院　Ｆａｃｅ＆Ｂｏｄｙ　Ｗｏｒｋ サービス その他サービス 5%

64,459 東京都 新宿区 寝具御誂専門店ＩＷＡＴＡ東京 小売業 家具・調度品 5%

64,460 東京都 新宿区 進ゲキの猫 サービス 飲食業 5%

64,461 東京都 新宿区 進ゲキの猫 小売業 その他小売 5%

64,462 東京都 新宿区 信玄／自然や サービス 飲食業 5%

64,463 東京都 新宿区 ウェディングショップドレスアンドレス 小売業 衣料品 5%

64,464 東京都 新宿区 ＳＡＶＩＡＮ サービス 理容・美容業 5%

64,465 東京都 新宿区 新宿　つな八　モノリス店 サービス 飲食業 5%

64,466 東京都 新宿区 新宿　モンシェルトントン サービス 飲食業 5%

64,467 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿アイランドタワー店 小売業 食料品 2%

64,468 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿曙橋駅西店 小売業 食料品 2%

64,469 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿曙橋駅東店 小売業 食料品 2%

64,470 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿曙橋通り店 小売業 食料品 2%
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64,471 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿アルタ店 小売業 食料品 2%

64,472 東京都 新宿区 新宿アントレサロン サービス その他サービス 5%

64,473 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿市谷台町店 小売業 食料品 2%

64,474 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿市谷田町２丁目店 小売業 食料品 2%

64,475 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿駅靖国通り店 小売業 食料品 2%

64,476 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿大久保１丁目店 小売業 食料品 2%

64,477 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿大久保駅前店 小売業 食料品 2%

64,478 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿大久保駅南口店 小売業 食料品 2%

64,479 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿大久保３丁目店 小売業 食料品 2%

64,480 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿落合駅前店 小売業 食料品 2%

64,481 東京都 新宿区 新宿オフィス サービス その他サービス 2%

64,482 東京都 新宿区 新宿思い出横丁酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

64,483 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿神楽坂駅西店 小売業 食料品 2%

64,484 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿神楽坂３丁目店 小売業 食料品 2%

64,485 東京都 新宿区 新宿家電 小売業 電化製品 5%

64,486 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿上落合１丁目店 小売業 食料品 2%

64,487 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿上落合３丁目店 小売業 食料品 2%

64,488 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿上落合３丁目山手通り店 小売業 食料品 2%

64,489 東京都 新宿区 新宿キーウェスト法律事務所 サービス その他サービス 5%

64,490 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿喜久井町店 小売業 食料品 2%

64,491 東京都 新宿区 新宿魚縁一丁目 サービス 飲食業 5%

64,492 東京都 新宿区 新宿御苑前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,493 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿区役所通り店 小売業 食料品 2%

64,494 東京都 新宿区 新宿区役所前カプセルホテル サービス 宿泊業 5%

64,495 東京都 新宿区 ＳｈｉｎｊｕｋｕｃｌｕｂＳＣＩＥＮＣＥ サービス その他サービス 5%

64,496 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿グランドプラザ店 小売業 食料品 2%

64,497 東京都 新宿区 新宿グランベルホテル サービス 宿泊業 5%

64,498 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿５丁目靖国通り店 小売業 食料品 2%

64,499 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿左門町店 小売業 食料品 2%

64,500 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿３丁目店 小売業 食料品 2%

64,501 東京都 新宿区 サンライダー・ジャパン新宿支店 サービス その他サービス 5%

64,502 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿下落合１丁目店 小売業 食料品 2%

64,503 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿下落合駅北店 小売業 食料品 2%

64,504 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿下落合３丁目店 小売業 食料品 2%

64,505 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿新大久保駅前店 小売業 食料品 2%

64,506 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿新小川町店 小売業 食料品 2%

64,507 東京都 新宿区 新宿新都心ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,508 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿水道町中央店 小売業 食料品 2%

64,509 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿水道町店 小売業 食料品 2%

64,510 東京都 新宿区 新宿スパイスモンキー サービス 飲食業 5%

64,511 東京都 新宿区 新宿駿河屋 小売業 その他小売 5%

64,512 東京都 新宿区 新宿　瀬里奈 サービス 飲食業 5%
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64,513 東京都 新宿区 新宿駄菓子バー　新宿駄菓子バー サービス 飲食業 5%

64,514 東京都 新宿区 新宿中国気功整体師育成教室 サービス その他サービス 5%

64,515 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿築地町店 小売業 食料品 2%

64,516 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿筑土八幡町店 小売業 食料品 2%

64,517 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿東宝ビル店 小売業 食料品 2%

64,518 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿都税事務所前店 小売業 食料品 2%

64,519 東京都 新宿区 新宿都庁南公園通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,520 東京都 新宿区 新宿豊多屋 サービス その他サービス 5%

64,521 東京都 新宿区 新宿寅箱 サービス 飲食業 5%

64,522 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿中井駅前店 小売業 食料品 2%

64,523 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿中落合３丁目店 小売業 食料品 2%

64,524 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿西落合１の東店 小売業 食料品 2%

64,525 東京都 新宿区 新宿日曜大工センター 小売業 その他小売 5%

64,526 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿２丁目新宿通り店 小売業 食料品 2%

64,527 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿２丁目店 小売業 食料品 2%

64,528 東京都 新宿区 手裏剣道場　新宿忍者からくり屋敷 サービス その他サービス 5%

64,529 東京都 新宿区 新宿ネスト サービス 飲食業 5%

64,530 東京都 新宿区 新宿の花屋 小売業 その他小売 5%

64,531 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿東五軒町店 小売業 食料品 2%

64,532 東京都 新宿区 セブンーイレブン新宿東店 小売業 食料品 2%

64,533 東京都 新宿区 新宿ビジネスガーデン サービス その他サービス 5%

64,534 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿百人町２丁目店 小売業 食料品 2%

64,535 東京都 新宿区 ラーメン凪新宿ゴールデン街別館 サービス 飲食業 5%

64,536 東京都 新宿区 新宿マイバル サービス 飲食業 5%

64,537 東京都 新宿区 新宿宮川昭和ビル店 サービス 飲食業 5%

64,538 東京都 新宿区 新宿宮川野村ビル店 サービス 飲食業 5%

64,539 東京都 新宿区 新宿もんじゃや本店 サービス 飲食業 5%

64,540 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿余丁町店 小売業 食料品 2%

64,541 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿４丁目明治通り店 小売業 食料品 2%

64,542 東京都 新宿区 セブン－イレブン新宿６丁目店 小売業 食料品 2%

64,543 東京都 新宿区 新珠堂 サービス 飲食業 5%

64,544 東京都 新宿区 真商事 サービス 理容・美容業 5%

64,545 東京都 新宿区 ＪＩＮＮＤＥＳＩＧＮ 小売業 衣料品 5%

64,546 東京都 新宿区 新橋魚金　歌舞伎町　壱 サービス 飲食業 5%

64,547 東京都 新宿区 新橋魚金　歌舞伎町　弐 サービス 飲食業 5%

64,548 東京都 新宿区 新橋魚金　高田馬場店 サービス 飲食業 5%

64,549 東京都 新宿区 水素吸入サロン新宿御苑店 サービス その他サービス 5%

64,550 東京都 新宿区 一般社団法人日本水素推進機構 サービス その他サービス 5%

64,551 東京都 新宿区 水中カメラのアンサー 小売業 その他小売 5%

64,552 東京都 新宿区 舒爽館 サービス その他サービス 5%

64,553 東京都 新宿区 杉山会計事務所 サービス その他サービス 5%

64,554 東京都 新宿区 ＳＫＩＮ　ＧＡＲＤＥＮ 小売業 その他小売 5%
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64,555 東京都 新宿区 ＳＫＩＮ　ＧＡＲＤＥＮ１Ｆ 小売業 その他小売 5%

64,556 東京都 新宿区 スキンフード 小売業 その他小売 5%

64,557 東京都 新宿区 スクンビットソイ５５ サービス 飲食業 5%

64,558 東京都 新宿区 スコール　カフェ サービス 飲食業 5%

64,559 東京都 新宿区 スコール東新宿店 サービス 飲食業 5%

64,560 東京都 新宿区 鮨　青梅 サービス 飲食業 5%

64,561 東京都 新宿区 鮨　笹屋 サービス 飲食業 5%

64,562 東京都 新宿区 鮨　佐和 サービス 飲食業 5%

64,563 東京都 新宿区 寿し居酒屋まえ田 サービス 飲食業 5%

64,564 東京都 新宿区 鮨臥龍 サービス 飲食業 5%

64,565 東京都 新宿区 すし北野 サービス 飲食業 5%

64,566 東京都 新宿区 寿司たつ サービス 飲食業 5%

64,567 東京都 新宿区 鮨處　八千代　牛込店 サービス 飲食業 5%

64,568 東京都 新宿区 鮨處　八千代　煉瓦館店 サービス 飲食業 5%

64,569 東京都 新宿区 鮨處八千代　総本店 サービス 飲食業 5%

64,570 東京都 新宿区 ＪＭ／寿司満月 サービス 飲食業 5%

64,571 東京都 新宿区 鮓家　一 サービス 飲食業 5%

64,572 東京都 新宿区 鈴木法務事務所 サービス その他サービス 5%

64,573 東京都 新宿区 すずちゅう　新宿２号店 小売業 衣料品 5%

64,574 東京都 新宿区 ＳＴＹＬＩＣＳ新宿店 小売業 家具・調度品 5%

64,575 東京都 新宿区 ｓｔｙｌｅ． サービス 理容・美容業 5%

64,576 東京都 新宿区 ｓｔｙｌｅ＆ｃｏｌｏｒ　ｙｕｉ サービス 理容・美容業 5%

64,577 東京都 新宿区 ＳＴＡＤＩＵＭ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

64,578 東京都 新宿区 スタジオ・フォトアルチザン サービス その他サービス 5%

64,579 東京都 新宿区 スタジオｉｎｄｉ　新宿店 小売業 その他小売 5%

64,580 東京都 新宿区 スタジオエリアーナ サービス その他サービス 5%

64,581 東京都 新宿区 スタジオ音楽館　新宿西口店 サービス その他サービス 5%

64,582 東京都 新宿区 スタジオグリーンバード サービス その他サービス 5%

64,583 東京都 新宿区 スクイント サービス その他サービス 5%

64,584 東京都 新宿区 ＳｔｕｄｉｏＲＡＡＲ サービス 理容・美容業 5%

64,585 東京都 新宿区 ｓｔｕｄｉｏｗｏｒｃｌｅ　ｓｈｉｎｊｕｋｕ－ｇｙｏｅｎ サービス その他サービス 5%

64,586 東京都 新宿区 ｓｔｕｄｉｏｗｏｒｃｌｅ　ｓｈｉｎｊｕｋｕ サービス その他サービス 5%

64,587 東京都 新宿区 ＳｔａｒＭａｋｅｒＳｔｕｄｉｏ新宿 サービス その他サービス 5%

64,588 東京都 新宿区 ステーキハウス神戸 サービス 飲食業 5%

64,589 東京都 新宿区 ＳＵＴＥＫＩｐｒｏ サービス その他サービス 5%

64,590 東京都 新宿区 ステラート サービス 宿泊業 5%

64,591 東京都 新宿区 ｓｔｏｒｅ　ａ 小売業 衣料品 5%

64,592 東京都 新宿区 ｓｔｏｒｅａ 小売業 衣料品 5%

64,593 東京都 新宿区 ストリングショップグランドスラム 小売業 その他小売 5%

64,594 東京都 新宿区 ストレッチパフォーマンス サービス 理容・美容業 5%

64,595 東京都 新宿区 スナバ綜合美容サロン サービス 理容・美容業 5%

64,596 東京都 新宿区 Ｓｐｉｃｙ　Ｃｕｒｒｙ　Ｈｏｕｓｅ　半月 サービス 飲食業 5%
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64,597 東京都 新宿区 スパイスヘブン サービス 飲食業 5%

64,598 東京都 新宿区 スパニッシュバルパシオン歌舞伎町店 サービス 飲食業 5%

64,599 東京都 新宿区 スーパーみらべる　中井店 小売業 食料品 5%

64,600 東京都 新宿区 ＳｐｉｃｋａｎｄＳｐａｎ新宿店 小売業 衣料品 5%

64,601 東京都 新宿区 スープストックトーキョー高田馬場店 サービス 飲食業 5%

64,602 東京都 新宿区 スペックスオグラ眼鏡店新宿３丁目店 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,603 東京都 新宿区 スマートショット　新宿 サービス その他サービス 5%

64,604 東京都 新宿区 スマイルクラブ サービス その他サービス 5%

64,605 東京都 新宿区 スマッシュ　ヒッツ 小売業 その他小売 5%

64,606 東京都 新宿区 炭火串焼　鶏ジロー　目白店 サービス 飲食業 5%

64,607 東京都 新宿区 炭火ダイニング　ｓｈｉｂａ サービス 飲食業 5%

64,608 東京都 新宿区 炭火串焼　鶏次 サービス 飲食業 5%

64,609 東京都 新宿区 炭火焼呑み処　松しま サービス 飲食業 5%

64,610 東京都 新宿区 炭焼き牛タン酒場　ウシカイ サービス 飲食業 5%

64,611 東京都 新宿区 炭焼長者　馬場六区 サービス 飲食業 5%

64,612 東京都 新宿区 すみやき家串陣高幡不動店 サービス 飲食業 5%

64,613 東京都 新宿区 Ｓｕｍｉｙａ　新宿 サービス 飲食業 5%

64,614 東京都 新宿区 ＳＬＥＥＰＩＮＧＴＯＫＹＯ サービス その他サービス 5%

64,615 東京都 新宿区 スリジエ サービス 飲食業 5%

64,616 東京都 新宿区 ＴｈｒｅｅＰｉｅｃｅＶＡＰＥ 小売業 家具・調度品 5%

64,617 東京都 新宿区 ３ＰＣＳＶＡＰＥＢＡＲ サービス 飲食業 5%

64,618 東京都 新宿区 スリラーナイト サービス 飲食業 5%

64,619 東京都 新宿区 スルス サービス 飲食業 5%

64,620 東京都 新宿区 ′ｅｉｒ 小売業 その他小売 5%

64,621 東京都 新宿区 生活彩家新宿京王プラザホテル店 小売業 その他小売 2%

64,622 東京都 新宿区 生活彩家新宿パークタワー店 小売業 その他小売 2%

64,623 東京都 新宿区 生活書院 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,624 東京都 新宿区 ＳＥＹ－ＧＥＥ－ＨＥＥ 小売業 その他小売 5%

64,625 東京都 新宿区 せいげつ サービス 飲食業 5%

64,626 東京都 新宿区 セブン－イレブン西武新宿店 小売業 食料品 2%

64,627 東京都 新宿区 西武新宿ペコリ サービス 飲食業 5%

64,628 東京都 新宿区 成文堂　本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,629 東京都 新宿区 税理士法人倉知河野本店 サービス その他サービス 5%

64,630 東京都 新宿区 税理士法人ＹＦＰクレア サービス その他サービス 5%

64,631 東京都 新宿区 セオサイクル高田馬場店 小売業 その他小売 5%

64,632 東京都 新宿区 ２ｎｄＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

64,633 東京都 新宿区 ２ｎｄＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

64,634 東京都 新宿区 世喜 サービス 飲食業 5%

64,635 東京都 新宿区 セキネ　新宿店 小売業 その他小売 5%

64,636 東京都 新宿区 絶好調てっぺん サービス 飲食業 5%

64,637 東京都 新宿区 Ｃｅｒｃａ サービス 理容・美容業 5%

64,638 東京都 新宿区 セルフィール新宿 サービス 理容・美容業 5%
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64,639 東京都 新宿区 然 サービス 飲食業 5%

64,640 東京都 新宿区 然／よし寿 サービス 飲食業 5%

64,641 東京都 新宿区 せんや　神楽坂店 サービス 飲食業 5%

64,642 東京都 新宿区 ｓｏ　ｂａｒ　徳秋 サービス 飲食業 5%

64,643 東京都 新宿区 痩身膳 サービス 飲食業 5%

64,644 東京都 新宿区 早大生協　コープセブン店（ＰＧ） サービス その他サービス 5%

64,645 東京都 新宿区 早大生協　コープ・ＰＧ サービス その他サービス 5%

64,646 東京都 新宿区 早大生協　ＴＣ西門店 サービス その他サービス 5%

64,647 東京都 新宿区 早大生協　ＴＣ西門店 サービス その他サービス 5%

64,648 東京都 新宿区 早大生協　トラベルセンタ サービス その他サービス 5%

64,649 東京都 新宿区 早大生協　トラベルセンター サービス その他サービス 5%

64,650 東京都 新宿区 早大生協　ブックセンター（ＳＧ） サービス その他サービス 5%

64,651 東京都 新宿区 早大生協　ブックセンター サービス その他サービス 5%

64,652 東京都 新宿区 早大生協　文学部店 サービス その他サービス 5%

64,653 東京都 新宿区 早大生協　文学部店 サービス その他サービス 5%

64,654 東京都 新宿区 早大生協メガネ・コンタクトセンター馬場下 サービス その他サービス 5%

64,655 東京都 新宿区 早大生協　メガネセンター店 サービス その他サービス 5%

64,656 東京都 新宿区 早大生協メガネ・馬場下 サービス その他サービス 5%

64,657 東京都 新宿区 早大生協　ライフセンター サービス その他サービス 5%

64,658 東京都 新宿区 早大生協　ライフセンター サービス その他サービス 5%

64,659 東京都 新宿区 早大生協　理工店 サービス その他サービス 5%

64,660 東京都 新宿区 早大生協　理工店 サービス その他サービス 5%

64,661 東京都 新宿区 早大生協　理工店（ブック） サービス その他サービス 5%

64,662 東京都 新宿区 早大生協　理工・ブック サービス その他サービス 5%

64,663 東京都 新宿区 早大生協　理工プレイ サービス その他サービス 5%

64,664 東京都 新宿区 早大生協　理工プレイガイド サービス その他サービス 5%

64,665 東京都 新宿区 そば　日新 サービス 飲食業 5%

64,666 東京都 新宿区 そば居酒屋　太閤 サービス 飲食業 5%

64,667 東京都 新宿区 ソフィア サービス その他サービス 5%

64,668 東京都 新宿区 ソムオー　新大久保店 サービス 飲食業 5%

64,669 東京都 新宿区 ソムオー新大久保店 サービス 飲食業 5%

64,670 東京都 新宿区 ＳＯＬＥ新宿東口店 サービス 理容・美容業 5%

64,671 東京都 新宿区 Ｓｏｉｎ Ｄｅ Ｍｅｉ ?ソワン ド メイ? サービス 理容・美容業 5%

64,672 東京都 新宿区 タヴァサホビーハウス 小売業 その他小売 5%

64,673 東京都 新宿区 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　新宿店 小売業 その他小売 5%

64,674 東京都 新宿区 ＴＡＩＯＮ サービス 飲食業 5%

64,675 東京都 新宿区 大学生協サービス事業部 サービス その他サービス 5%

64,676 東京都 新宿区 ダイコクドラッグ歌舞伎町一番街１階店 小売業 その他小売 5%

64,677 東京都 新宿区 ダイコクドラッグ歌舞伎町一丁目店 小売業 その他小売 5%

64,678 東京都 新宿区 ダイコクドラッグ歌舞伎町１丁目東店 小売業 その他小売 5%

64,679 東京都 新宿区 ダイコクドラッグ歌舞伎町２丁目西店 小売業 その他小売 5%

64,680 東京都 新宿区 ダイコクドラッグ歌舞伎２丁目店 小売業 その他小売 5%
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64,681 東京都 新宿区 ダイコクドラッグ新宿５丁目店 小売業 その他小売 5%

64,682 東京都 新宿区 ダイコクドラッグ新宿２丁目店 小売業 その他小売 5%

64,683 東京都 新宿区 ダイコクドラッグ新宿東口店 小売業 その他小売 5%

64,684 東京都 新宿区 ダイコクドラッグ西新宿一丁目３階店 小売業 その他小売 5%

64,685 東京都 新宿区 ダイコクドラッグ西新宿一丁目店 小売業 その他小売 5%

64,686 東京都 新宿区 ダイコクドラッグ西新宿店 小売業 その他小売 5%

64,687 東京都 新宿区 ＧｒｉｌｌｅｄＭｅａｔＢａｌＴａｉｊｕ サービス 飲食業 5%

64,688 東京都 新宿区 タイセイショウジ サービス 宿泊業 5%

64,689 東京都 新宿区 第二宝来家 サービス 飲食業 5%

64,690 東京都 新宿区 ダイニング・カレッタ・カレッタ サービス 飲食業 5%

64,691 東京都 新宿区 ダイバーズサポート　ウエザーリポート サービス その他サービス 5%

64,692 東京都 新宿区 ＴＩＭＥＳ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

64,693 東京都 新宿区 ダイヤモンドバード サービス 飲食業 5%

64,694 東京都 新宿区 ダイラバ食堂　東新宿店 サービス 飲食業 5%

64,695 東京都 新宿区 大連厨房 サービス 飲食業 5%

64,696 東京都 新宿区 【新宿】台湾料理　味王　小酒舘 サービス 飲食業 5%

64,697 東京都 新宿区 ダヴィネスルミネ新宿店 小売業 その他小売 5%

64,698 東京都 新宿区 ＴＡＶＥＲＮＡ　ＵＯＫＩＮ サービス 飲食業 5%

64,699 東京都 新宿区 ＴＡＶＥＲＮＡ　ＵＯＫＩＮ　歌舞伎町 サービス 飲食業 5%

64,700 東京都 新宿区 高田馬場　しゃぶしゃぶ　かがやき サービス 飲食業 5%

64,701 東京都 新宿区 セブン－イレブン高田馬場１丁目店 小売業 食料品 2%

64,702 東京都 新宿区 セブン－イレブン高田馬場駅前店 小売業 食料品 2%

64,703 東京都 新宿区 セブン－イレブン高田馬場小滝橋店 小売業 食料品 2%

64,704 東京都 新宿区 高田馬場グランドボウル サービス その他サービス 5%

64,705 東京都 新宿区 高田馬場グランドボウル サービス その他サービス 5%

64,706 東京都 新宿区 セブン－イレブン高田馬場３丁目中央店 小売業 食料品 2%

64,707 東京都 新宿区 セブン－イレブン高田馬場３丁目店 小売業 食料品 2%

64,708 東京都 新宿区 高田馬場シチズンプラザＴＳ サービス その他サービス 5%

64,709 東京都 新宿区 セブン－イレブン高田馬場店 小売業 食料品 2%

64,710 東京都 新宿区 セブン－イレブン高田馬場２丁目店 小売業 食料品 2%

64,711 東京都 新宿区 タカラ株式会社 小売業 その他小売 5%

64,712 東京都 新宿区 たけのこ薬局目白店 小売業 その他小売 5%

64,713 東京都 新宿区 但馬屋珈琲店　本店 サービス 飲食業 5%

64,714 東京都 新宿区 多千花きもの着付け教室 サービス その他サービス 5%

64,715 東京都 新宿区 卓球Ｂａｒ　Ｒｅｄ　Ｔ　Ｔｏｋｙｏ サービス 飲食業 5%

64,716 東京都 新宿区 ダーツハイブ新宿東口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,717 東京都 新宿区 田中雅子美容室 サービス 理容・美容業 5%

64,718 東京都 新宿区 田中雅子美容室　ホテル小田急店 サービス 理容・美容業 5%

64,719 東京都 新宿区 多仁本 サービス 飲食業 5%

64,720 東京都 新宿区 タバコショップかどや 小売業 その他小売 5%

64,721 東京都 新宿区 多文 サービス 飲食業 5%

64,722 東京都 新宿区 湛山 サービス 飲食業 5%
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64,723 東京都 新宿区 ダン司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

64,724 東京都 新宿区 箪笥の松本 小売業 家具・調度品 5%

64,725 東京都 新宿区 丹青堂　新宿店 小売業 家具・調度品 5%

64,726 東京都 新宿区 ＤＡＨ新宿東口店 サービス 理容・美容業 5%

64,727 東京都 新宿区 ＣＨＥＥＳＥｔｒａｖｅｌｅｒ サービス 飲食業 5%

64,728 東京都 新宿区 チーズフォンデュ　安藤ファーム サービス 飲食業 5%

64,729 東京都 新宿区 チェリーボンボン 小売業 食料品 5%

64,730 東京都 新宿区 Ｃｈｅｒｒｙ ＢｏｎＢｏｎ 小売業 食料品 5%

64,731 東京都 新宿区 千草 サービス 飲食業 5%

64,732 東京都 新宿区 竹宝商会ビジネスショップ 小売業 その他小売 5%

64,733 東京都 新宿区 ＴｉｃｋｅｔｓＴｏｄａｙＳＨＩＮＪＵＫＵ サービス その他サービス 5%

64,734 東京都 新宿区 チケッツトゥデイＫＥＩＯＳＨＩＮＪＵＫＵ サービス その他サービス 5%

64,735 東京都 新宿区 チケッツトゥディ　新宿新南口 サービス その他サービス 5%

64,736 東京都 新宿区 チャイカ サービス 飲食業 5%

64,737 東京都 新宿区 チャイハネ　神楽坂 小売業 衣料品 5%

64,738 東京都 新宿区 茶姿翔 サービス その他サービス 5%

64,739 東京都 新宿区 ちゃんこ　黒潮 サービス 飲食業 5%

64,740 東京都 新宿区 中医アロマサロン壽 サービス その他サービス 5%

64,741 東京都 新宿区 中央大学生協　市ヶ谷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,742 東京都 新宿区 中国菜館　敦煌 サービス 飲食業 5%

64,743 東京都 新宿区 中国茶房８新宿店 サービス 飲食業 5%

64,744 東京都 新宿区 ＪＭ／中国料理はくぶん サービス 飲食業 5%

64,745 東京都 新宿区 中国料理花蓮 サービス 飲食業 5%

64,746 東京都 新宿区 酎ばっか　ラムしゃぶ　ジンギスカン　高田馬場店 サービス 飲食業 5%

64,747 東京都 新宿区 丁子屋塗料株式会社 小売業 その他小売 5%

64,748 東京都 新宿区 長寿庵 サービス 飲食業 5%

64,749 東京都 新宿区 Ｃｈｏｃｉ株式会社 サービス 飲食業 5%

64,750 東京都 新宿区 ｃｉｌｌ サービス 理容・美容業 5%

64,751 東京都 新宿区 陳エステティック２号店 サービス その他サービス 5%

64,752 東京都 新宿区 ちんだみ三線店　東京新宿店 小売業 その他小売 5%

64,753 東京都 新宿区 陳麻婆豆腐　新宿野村ビル店 サービス 飲食業 5%

64,754 東京都 新宿区 ＴＯＵＲ１支店 サービス その他サービス 5%

64,755 東京都 新宿区 ＴＯＵＲ６支店 サービス その他サービス 5%

64,756 東京都 新宿区 ツインベア－ズ・マ－ケティング 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,757 東京都 新宿区 司／シエナ サービス 飲食業 5%

64,758 東京都 新宿区 築地とときち　新宿三丁目店 サービス 飲食業 5%

64,759 東京都 新宿区 蔦の家 小売業 食料品 5%

64,760 東京都 新宿区 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ サービス その他サービス 2%

64,761 東京都 新宿区 繋 サービス 飲食業 5%

64,762 東京都 新宿区 綱八 サービス 飲食業 5%

64,763 東京都 新宿区 綱八 サービス 飲食業 5%

64,764 東京都 新宿区 綱八　新宿駅ビル店 サービス 飲食業 5%
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64,765 東京都 新宿区 綱八　つのはず庵 サービス 飲食業 5%

64,766 東京都 新宿区 つな八　東京オペラシティ店 サービス 飲食業 5%

64,767 東京都 新宿区 つな八　西口店 サービス 飲食業 5%

64,768 東京都 新宿区 つばめグリル サービス 飲食業 5%

64,769 東京都 新宿区 ２１動物病院 サービス その他サービス 5%

64,770 東京都 新宿区 Ｔｅａ＆Ｂａｒ　　ＣＬＯ２ サービス 飲食業 5%

64,771 東京都 新宿区 ＴＳ新宿スタジオ サービス その他サービス 5%

64,772 東京都 新宿区 ＴＥＡＳＥ サービス 理容・美容業 5%

64,773 東京都 新宿区 ＤＥＥＤｐｅｒｓｏｎａｌｔｒａｉｎｉｎｇｇｙｍ サービス その他サービス 5%

64,774 東京都 新宿区 ティーヌン　西早稲田本店 サービス 飲食業 5%

64,775 東京都 新宿区 ディヴァーノ ワインダイニング サービス 飲食業 5%

64,776 東京都 新宿区 ＤＡＨ　新宿本店 サービス 理容・美容業 5%

64,777 東京都 新宿区 ＴＡＴ　新宿店 小売業 その他小売 5%

64,778 東京都 新宿区 ＴＡＴ新宿店 サービス 理容・美容業 5%

64,779 東京都 新宿区 ＴＭＳ東京映画映像学校 サービス その他サービス 5%

64,780 東京都 新宿区 Ｄｉｏｎｅ高田馬場店 サービス 理容・美容業 5%

64,781 東京都 新宿区 ＴＪカーペットギャラリー 小売業 家具・調度品 5%

64,782 東京都 新宿区 ＴＣ楽器 小売業 その他小売 5%

64,783 東京都 新宿区 ディスクユニオン　昭和歌謡館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,784 東京都 新宿区 ディスクユニオン　新宿ＣＬＵＢＭＵＳＩＣ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,785 東京都 新宿区 ディスクユニオン　新宿クラシック館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,786 東京都 新宿区 ディスクユニオン　新宿ソウル／ブルース館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,787 東京都 新宿区 ディスクユニオン　新宿店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,788 東京都 新宿区 ディスクユニオン　新宿パンクマーケット 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,789 東京都 新宿区 ディスクユニオン　新宿へヴィメタル館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,790 東京都 新宿区 ディスクユニオン　新宿本館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,791 東京都 新宿区 ディスクユニオン　新宿マイシティー店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,792 東京都 新宿区 ディスクユニオン　新宿ラテン・ブラジル館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,793 東京都 新宿区 ディスクユニオン　高田馬場店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,794 東京都 新宿区 ディスクユニオンシネマ館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,795 東京都 新宿区 ディスクユニオン新宿インデイ・オルタナテ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,796 東京都 新宿区 ディスクユニオン新宿ＣＤレコードアクセ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,797 東京都 新宿区 ディスクユニオン　新宿中古ロックＣＤ館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,798 東京都 新宿区 ディスクユニオン新宿プログレッシヴロック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,799 東京都 新宿区 ディスクユニオン新宿本館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,800 東京都 新宿区 ティースリー サービス その他サービス 5%

64,801 東京都 新宿区 Ｄｉｐｐａｌａｃｅ神楽坂店 サービス 飲食業 5%

64,802 東京都 新宿区 Ｄｉｐｐａｌａｃｅ四谷四丁目店 サービス 飲食業 5%

64,803 東京都 新宿区 ｄｉｐｍａｈａｌ四谷本店 サービス 飲食業 5%

64,804 東京都 新宿区 ＤＰＧ　新宿店 サービス 理容・美容業 5%

64,805 東京都 新宿区 ディミー株式会社 サービス その他サービス 5%

64,806 東京都 新宿区 ＤＩＭＥＮＳＩＯＮＥ サービス 理容・美容業 5%

1545



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

64,807 東京都 新宿区 ＤＩＭＥＮＳＩＯＮＥ　２Ｆ サービス 理容・美容業 5%

64,808 東京都 新宿区 ｄｕ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

64,809 東京都 新宿区 手打そば　大庵 サービス 飲食業 5%

64,810 東京都 新宿区 手打そば　大庵 サービス 飲食業 5%

64,811 東京都 新宿区 データ復旧レスキュー隊 サービス その他サービス 5%

64,812 東京都 新宿区 デジーノ サービス 飲食業 5%

64,813 東京都 新宿区 デジタルアシスト サービス その他サービス 5%

64,814 東京都 新宿区 Ｔｅｊｉ　Ｔｏｋｙｏ　本店 サービス 飲食業 5%

64,815 東京都 新宿区 鉄板酒場大久保ベース サービス 飲食業 5%

64,816 東京都 新宿区 鉄板Ｄｉｎｅｒ　ＪＡＫＥＮ　新宿店 サービス 飲食業 5%

64,817 東京都 新宿区 鉄板ダイニング　フェローズ サービス 飲食業 5%

64,818 東京都 新宿区 鉄板焼　さくら サービス 飲食業 5%

64,819 東京都 新宿区 鉄板焼きダイニング 梵 サービス 飲食業 5%

64,820 東京都 新宿区 鉄板焼と焼酎のお店　ウシカイ サービス 飲食業 5%

64,821 東京都 新宿区 鉄板焼濱 サービス 飲食業 5%

64,822 東京都 新宿区 ＴＥＹＵ 小売業 衣料品 5%

64,823 東京都 新宿区 ｄｕｅｓ　新宿 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,824 東京都 新宿区 テラフィあけぼの橋 サービス 理容・美容業 5%

64,825 東京都 新宿区 でん サービス 飲食業 5%

64,826 東京都 新宿区 電気資格対策センター サービス その他サービス 5%

64,827 東京都 新宿区 天ぷらＤｉｎｉｎｇ糸井 サービス 飲食業 5%

64,828 東京都 新宿区 トイホビー　カネモ 小売業 その他小売 5%

64,829 東京都 新宿区 Ｄｅｕｘｉｅｍｅ　Ｃｌａｓｓｅルミネ新宿店 小売業 衣料品 5%

64,830 東京都 新宿区 ＴＵＯ　工学院生協　新宿食堂 サービス その他サービス 5%

64,831 東京都 新宿区 Ｔｕｏ　コーププラザ　ライフセンター サービス その他サービス 5%

64,832 東京都 新宿区 ＴＵＯ　法政大学生協　市ヶ谷田町食堂 サービス その他サービス 5%

64,833 東京都 新宿区 ＴＵＯ　早稲田大学生協　組合員サービスＳ サービス その他サービス 5%

64,834 東京都 新宿区 ＴＵＯ　早稲田大学生協　中高購買店 サービス その他サービス 5%

64,835 東京都 新宿区 ＴＵＯ早稲田大学生協組合員サービスセンタ サービス その他サービス 5%

64,836 東京都 新宿区 ＴＵＯ早稲田大学生協理工６３号館カフェテ サービス その他サービス 5%

64,837 東京都 新宿区 ＴＵＯ早稲田大学生協理工６３号館パンショ サービス その他サービス 5%

64,838 東京都 新宿区 セブン－イレブン東京医科大前店 小売業 食料品 2%

64,839 東京都 新宿区 ＴｏｋｙｏＷａｌｋｉｎｇＴｏｕｒｓ サービス その他サービス 5%

64,840 東京都 新宿区 ワンベルウッズ東京オフィス サービス その他サービス 5%

64,841 東京都 新宿区 東京コンテンツプロデュ－サ－ズ・ラボ株式会社 サービス その他サービス 5%

64,842 東京都 新宿区 東京出張治療院 サービス 理容・美容業 5%

64,843 東京都 新宿区 ＴＯＫＹＯＳＴＹＬＥＣＵＲＲＹＲＥＤＣＨＩＬＩ サービス 飲食業 5%

64,844 東京都 新宿区 有限会社東京堂 サービス 飲食業 5%

64,845 東京都 新宿区 東京堂目白店 小売業 その他小売 5%

64,846 東京都 新宿区 セブン－イレブン東京都議会議事堂店 小売業 食料品 2%

64,847 東京都 新宿区 東京都作業療法士会 サービス その他サービス 5%

64,848 東京都 新宿区 ＴＯＫＹＯ　ＢＡＢＥ　新宿東口店 サービス 理容・美容業 5%
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64,849 東京都 新宿区 東京ミート酒場新宿御苑前店 サービス 飲食業 5%

64,850 東京都 新宿区 ＴＯＫＹＯＭＯＢＩＬＥ高田馬場店 小売業 電化製品 5%

64,851 東京都 新宿区 東稲学院 サービス その他サービス 5%

64,852 東京都 新宿区 唐朝刀削麺西新宿店 サービス 飲食業 5%

64,853 東京都 新宿区 ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＡｖａｎｔｉ サービス 理容・美容業 5%

64,854 東京都 新宿区 ＴＯＫＩＡ　新宿東店 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,855 東京都 新宿区 ト－キョウア－ト 小売業 家具・調度品 5%

64,856 東京都 新宿区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ下落合駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,857 東京都 新宿区 土佐屋 小売業 食料品 5%

64,858 東京都 新宿区 土佐料理祢保希新宿店 サービス 飲食業 5%

64,859 東京都 新宿区 ＤｏｇＳａｌｏｎＺｅｒｏ サービス その他サービス 5%

64,860 東京都 新宿区 ドッグスタジオラブワン新宿市谷 サービス その他サービス 5%

64,861 東京都 新宿区 とととりとん新宿 サービス 飲食業 5%

64,862 東京都 新宿区 魚魚家 サービス 飲食業 5%

64,863 東京都 新宿区 とめ手羽　飯田橋 サービス 飲食業 5%

64,864 東京都 新宿区 とめ手羽　新宿店 サービス 飲食業 5%

64,865 東京都 新宿区 ｔｏｍｏｚ サービス 飲食業 5%

64,866 東京都 新宿区 戸山カフェテリア サービス その他サービス 5%

64,867 東京都 新宿区 戸山カフェテリア（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

64,868 東京都 新宿区 戸山口バル　ババッカス サービス 飲食業 5%

64,869 東京都 新宿区 戸山町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,870 東京都 新宿区 戸山薬局 小売業 その他小売 5%

64,871 東京都 新宿区 豊ノ蔵×ＧＡＢＵ家　新宿東口店 サービス 飲食業 5%

64,872 東京都 新宿区 トライアスロンプロショップＨｉ－ＲＩＤＧＥ 小売業 その他小売 5%

64,873 東京都 新宿区 トライエイチスタジオ サービス その他サービス 5%

64,874 東京都 新宿区 ＴＲＩＤＥＮＴ　ＦＩＴ サービス その他サービス 5%

64,875 東京都 新宿区 Ｔｒｉｂｅｓ トライブス サービス 飲食業 5%

64,876 東京都 新宿区 ドライヘッドスパサロン輪廻 サービス その他サービス 5%

64,877 東京都 新宿区 トラットリア　ダイ　パエサーニ サービス 飲食業 5%

64,878 東京都 新宿区 とらのあな　新宿店Ａ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,879 東京都 新宿区 とらのあな　新宿店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,880 東京都 新宿区 とらのあな　新宿店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,881 東京都 新宿区 とらのあな　新宿店　Ｂ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,882 東京都 新宿区 とらのあな　新宿西口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,883 東京都 新宿区 とらのあな新宿店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,884 東京都 新宿区 ＴＯＲＡＮＯＫＯ　Ｒｏａｓｔｅｄ　Ｃｏｆｆｅｅ　　　Ｓｗｅｅｔｓ サービス 飲食業 5%

64,885 東京都 新宿区 ＤＲＵＮＫ サービス 飲食業 5%

64,886 東京都 新宿区 ３１Ｓｏｎｓ　ｄｅ　ｍｏｄｅルミネエスト新宿店 小売業 衣料品 5%

64,887 東京都 新宿区 ドリア＆グラタンなつめ新宿マルイアネック サービス 飲食業 5%

64,888 東京都 新宿区 ＤｒｅａｍＦａｃｔｏｒｙ サービス その他サービス 5%

64,889 東京都 新宿区 鳥源／なまはげ屋 サービス 飲食業 5%

64,890 東京都 新宿区 鶏善やじろべゑ サービス 飲食業 5%
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64,891 東京都 新宿区 ＴＬＩＰ新宿店 小売業 その他小売 5%

64,892 東京都 新宿区 とりとん西新宿 サービス 飲食業 5%

64,893 東京都 新宿区 トリノス 小売業 その他小売 5%

64,894 東京都 新宿区 ｔｒｉｍｍｉｎｇ ｓａｌｏｎ ＲＯＣＣＯ サービス その他サービス 5%

64,895 東京都 新宿区 鳥焼処　車屋 サービス 飲食業 5%

64,896 東京都 新宿区 鳥代／Ｖｉａｎｄｅ サービス 飲食業 5%

64,897 東京都 新宿区 Ｔｒｅｎｃｈ　ｂｙ　Ｒｅｌａｔｏ サービス 理容・美容業 5%

64,898 東京都 新宿区 とんかつ　ひなた サービス 飲食業 5%

64,899 東京都 新宿区 とんかつにいむら本店 サービス 飲食業 5%

64,900 東京都 新宿区 Ｎｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

64,901 東京都 新宿区 長島塾 サービス その他サービス 5%

64,902 東京都 新宿区 中野特許事務所 サービス その他サービス 5%

64,903 東京都 新宿区 凪太郎 サービス 飲食業 5%

64,904 東京都 新宿区 なごみ サービス 飲食業 5%

64,905 東京都 新宿区 Ｎａｇｏｍｉ－ｍａｓｕ落合店 サービス 理容・美容業 5%

64,906 東京都 新宿区 ＮＡＳＵＫＯＮＳＨＡ　ＮＡＳＵＫＯＮＳＨＡ 小売業 衣料品 5%

64,907 東京都 新宿区 ナチュラルエステティックリズ 小売業 その他小売 5%

64,908 東京都 新宿区 ｎａｎａｒｉｃａ　ｔｏｋｙｏ 小売業 食料品 5%

64,909 東京都 新宿区 ｎａｎｏ サービス 飲食業 5%

64,910 東京都 新宿区 生クリーム専門店ミルク新宿ルミネエスト店 サービス 飲食業 5%

64,911 東京都 新宿区 並木精肉店 小売業 食料品 5%

64,912 東京都 新宿区 並木精肉店 小売業 食料品 5%

64,913 東京都 新宿区 鳴門鯛焼本舗　新宿3丁目店 サービス 飲食業 5%

64,914 東京都 新宿区 鳴門鯛焼本舗　高田馬場店 サービス 飲食業 5%

64,915 東京都 新宿区 鳴門鯛焼本舗　四谷3丁目店 サービス 飲食業 5%

64,916 東京都 新宿区 鳴門鯛焼本舗　早稲田店 サービス 飲食業 5%

64,917 東京都 新宿区 なんでも酒やカクヤス　歌舞伎町店 小売業 食料品 5%

64,918 東京都 新宿区 南部イン西新宿 サービス 宿泊業 5%

64,919 東京都 新宿区 南米料理ロミーナ サービス 飲食業 5%

64,920 東京都 新宿区 肉とワイン酒場　Ｆｅｒｒｏｕｓ サービス 飲食業 5%

64,921 東京都 新宿区 肉の万世　新宿西口店 サービス 飲食業 5%

64,922 東京都 新宿区 肉の万世　四谷店 サービス 飲食業 5%

64,923 東京都 新宿区 肉ビストロ灯 サービス 飲食業 5%

64,924 東京都 新宿区 ニコバー　ニコバー新宿 サービス 飲食業 5%

64,925 東京都 新宿区 錦亭 サービス 飲食業 5%

64,926 東京都 新宿区 セブン－イレブン西新宿１丁目西店 小売業 食料品 2%

64,927 東京都 新宿区 西新宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

64,928 東京都 新宿区 セブン－イレブン西新宿ＮＴＴビル店 小売業 食料品 2%

64,929 東京都 新宿区 セブン－イレブン西新宿小滝橋通り店 小売業 食料品 2%

64,930 東京都 新宿区 セブン－イレブン西新宿５丁目中央店 小売業 食料品 2%

64,931 東京都 新宿区 セブン－イレブン西新宿３丁目店 小売業 食料品 2%

64,932 東京都 新宿区 セブン－イレブン西新宿新和ビル店 小売業 食料品 2%
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64,933 東京都 新宿区 セブン－イレブン西新宿７丁目小滝橋通り店 小売業 食料品 2%

64,934 東京都 新宿区 セブン－イレブン西新宿７丁目店 小売業 食料品 2%

64,935 東京都 新宿区 セブン－イレブン西新宿６丁目店 小売業 食料品 2%

64,936 東京都 新宿区 にしやま動物病院 サービス その他サービス 5%

64,937 東京都 新宿区 セブン－イレブン西早稲田１丁目新目白通り店 小売業 食料品 2%

64,938 東京都 新宿区 セブン－イレブン西早稲田１丁目店 小売業 食料品 2%

64,939 東京都 新宿区 セブン－イレブン西早稲田２丁目店 小売業 食料品 2%

64,940 東京都 新宿区 日郵コイン 小売業 その他小売 5%

64,941 東京都 新宿区 日個連　大野タクシー サービス 運輸業 5%

64,942 東京都 新宿区 日個連　押村タクシー サービス 運輸業 5%

64,943 東京都 新宿区 日個連　小山タクシー サービス 運輸業 5%

64,944 東京都 新宿区 日個連　笠間タクシー サービス 運輸業 5%

64,945 東京都 新宿区 日個連　勝見タクシー サービス 運輸業 5%

64,946 東京都 新宿区 日個連　北村タクシー サービス 運輸業 5%

64,947 東京都 新宿区 日個連　久保タクシー サービス 運輸業 5%

64,948 東京都 新宿区 日個連　古藤タクシー サービス 運輸業 5%

64,949 東京都 新宿区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

64,950 東京都 新宿区 日個連　坂本タクシー サービス 運輸業 5%

64,951 東京都 新宿区 日個連　清水タクシー サービス 運輸業 5%

64,952 東京都 新宿区 日個連　城タクシー サービス 運輸業 5%

64,953 東京都 新宿区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

64,954 東京都 新宿区 日個連　平良タクシー サービス 運輸業 5%

64,955 東京都 新宿区 日個連　遠山タクシー サービス 運輸業 5%

64,956 東京都 新宿区 日個連　中島タクシー サービス 運輸業 5%

64,957 東京都 新宿区 日個連　永田タクシー サービス 運輸業 5%

64,958 東京都 新宿区 日個連　比企タクシー サービス 運輸業 5%

64,959 東京都 新宿区 日個連　深谷タクシー サービス 運輸業 5%

64,960 東京都 新宿区 日個連　本城タクシー サービス 運輸業 5%

64,961 東京都 新宿区 日個連　松島タクシー サービス 運輸業 5%

64,962 東京都 新宿区 日個連　宮本タクシー サービス 運輸業 5%

64,963 東京都 新宿区 にっこん屋 サービス 飲食業 5%

64,964 東京都 新宿区 ＮＩＦＴＹ サービス 飲食業 5%

64,965 東京都 新宿区 日本運転代行連盟 サービス 運輸業 5%

64,966 東京都 新宿区 日本茶ミルクティー専門店ＯＣＨＡＢＡ サービス 飲食業 5%

64,967 東京都 新宿区 日本塗料販売株式会社 サービス その他サービス 5%

64,968 東京都 新宿区 日本魅力アップスク－ル協会・アルレスカ サービス その他サービス 5%

64,969 東京都 新宿区 日本料理さくま サービス 飲食業 5%

64,970 東京都 新宿区 ニュースクール サービス 飲食業 5%

64,971 東京都 新宿区 ニュクス薬局 小売業 その他小売 5%

64,972 東京都 新宿区 ニュートン本部 サービス 飲食業 5%

64,973 東京都 新宿区 俄新宿店〔ブライダルサテライトストア〕 小売業 貴金属・服飾品 5%

64,974 東京都 新宿区 庭匠　稲葉 サービス その他サービス 5%
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64,975 東京都 新宿区 人形町今半新宿店小田急第一生命ビル店 サービス 飲食業 5%

64,976 東京都 新宿区 人間レストランＮＮＧＮ サービス 飲食業 5%

64,977 東京都 新宿区 人間レストランＮＮＧＮ サービス 飲食業 5%

64,978 東京都 新宿区 ｎａｉｌ　Ａｍｂｉｃｉａ サービス その他サービス 5%

64,979 東京都 新宿区 ネイル＆アイフルール新宿 サービス 理容・美容業 5%

64,980 東京都 新宿区 ネイル工房彩 サービス 理容・美容業 5%

64,981 東京都 新宿区 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ＰＲＩＳＭ サービス その他サービス 5%

64,982 東京都 新宿区 ネイルサロン　エルサリオ サービス 理容・美容業 5%

64,983 東京都 新宿区 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｄｅａｎｓｇａｔｅ　新宿西口店 サービス 理容・美容業 5%

64,984 東京都 新宿区 ＮＡＩＬＳ　ｂｙ　Ｓ サービス 理容・美容業 5%

64,985 東京都 新宿区 ＮＡＩＬＳ　ｂｙ　Ｓ サービス その他サービス 5%

64,986 東京都 新宿区 ＮＥＮＯｉ ＮＥＮＯｉ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

64,987 東京都 新宿区 眠れるほぐし処うたたね サービス その他サービス 5%

64,988 東京都 新宿区 ｎｏａ　?ｈａｉｒ　ｒｅｌａｘ? サービス 理容・美容業 5%

64,989 東京都 新宿区 ＮＯ　ＩＤ． 小売業 衣料品 5%

64,990 東京都 新宿区 【ＮＯＳＡＬＯＮ】 サービス 理容・美容業 5%

64,991 東京都 新宿区 ＮＯＳＥＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

64,992 東京都 新宿区 ノーブル薬舗 小売業 その他小売 5%

64,993 東京都 新宿区 ノーブルルミネ新宿店 小売業 衣料品 5%

64,994 東京都 新宿区 野田屋酒店 小売業 食料品 5%

64,995 東京都 新宿区 ノーブルテレビ商会 小売業 電化製品 5%

64,996 東京都 新宿区 ｋｅｎｊｉｎｏｍａｈａｉｒ＆ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

64,997 東京都 新宿区 呑みやふるさと サービス 飲食業 5%

64,998 東京都 新宿区 のレン　神楽坂店 小売業 その他小売 5%

64,999 東京都 新宿区 のレン　ＭＵＲＯ　神楽坂店 小売業 その他小売 5%

65,000 東京都 新宿区 ＢＡＲ　紬 サービス 飲食業 5%

65,001 東京都 新宿区 Ｂａｒ　Ｖｉｔｉｓ サービス 飲食業 5%

65,002 東京都 新宿区 バー カクテルブック 新宿 サービス 飲食業 5%

65,003 東京都 新宿区 ＢＡＲ　ＬｉｑｕｉｄＲｕｂｙ サービス 飲食業 5%

65,004 東京都 新宿区 バー　レモネード サービス 飲食業 5%

65,005 東京都 新宿区 ＢＡＲ　ＷＥＤＧＥ サービス 飲食業 5%

65,006 東京都 新宿区 ＢＡＲＭＮＫ サービス 飲食業 5%

65,007 東京都 新宿区 Ｂａｒ　Ｋａｓａｓａｇｉ サービス 飲食業 5%

65,008 東京都 新宿区 バーグホリック サービス 飲食業 5%

65,009 東京都 新宿区 バーＧ＆Ｂ サービス 飲食業 5%

65,010 東京都 新宿区 ｂａｒ　１６ＳＨＯＴＳ サービス 飲食業 5%

65,011 東京都 新宿区 Ｂａｒ Ｓｏｃｉｕｓ サービス 飲食業 5%

65,012 東京都 新宿区 パーソナルジムＨ?ＢＡＳＥ サービス その他サービス 5%

65,013 東京都 新宿区 バードマン／ととや サービス 飲食業 5%

65,014 東京都 新宿区 Ｂａｒどれすでん サービス 飲食業 5%

65,015 東京都 新宿区 ｂａｒ　ｎｏｃｔｕｒｎｅ サービス 飲食業 5%

65,016 東京都 新宿区 ｂａｒ　ｎｏｃｔｕｒｎｅ サービス 飲食業 5%
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65,017 東京都 新宿区 バービーズインク サービス その他サービス 5%

65,018 東京都 新宿区 ＢＡＲＦＯＲＭＥ サービス 飲食業 5%

65,019 東京都 新宿区 ＢａｒＰＲＯＰ サービス 飲食業 5%

65,020 東京都 新宿区 Ｂａｒ　Ｂｏｎｄ サービス 飲食業 5%

65,021 東京都 新宿区 バー港 サービス 飲食業 5%

65,022 東京都 新宿区 ハーモニーケアひとみ 小売業 その他小売 5%

65,023 東京都 新宿区 Ｂａｒ　夜兎 サービス 飲食業 5%

65,024 東京都 新宿区 バーンキラオパラダイス サービス 飲食業 5%

65,025 東京都 新宿区 セブン－イレブンハイアットリージェンシー東京店 小売業 食料品 2%

65,026 東京都 新宿区 焙煎工場さかいち 小売業 その他小売 5%

65,027 東京都 新宿区 焙煎工場さかいち 小売業 食料品 5%

65,028 東京都 新宿区 ハオ中国語アカデミー　飯田橋校 サービス その他サービス 5%

65,029 東京都 新宿区 ハオ　中国語アカデミー　新宿校 サービス その他サービス 5%

65,030 東京都 新宿区 博多とりかわ長政西新宿店 サービス 飲食業 5%

65,031 東京都 新宿区 博多とりかわ長政四谷店 サービス 飲食業 5%

65,032 東京都 新宿区 博多とりかわ長政四ツ谷店はなれ サービス 飲食業 5%

65,033 東京都 新宿区 博多とりかわ長政四ツ谷店 サービス 飲食業 5%

65,034 東京都 新宿区 博多ぶあいそ 別邸 新宿パークタワー店 サービス 飲食業 5%

65,035 東京都 新宿区 ハグみじゅうたん東京 小売業 家具・調度品 5%

65,036 東京都 新宿区 ＶＡＫＵＲＡＩ　ＷＩＮＥ　ＤＩＮ サービス 飲食業 5%

65,037 東京都 新宿区 函館美鈴珈琲　新宿店 サービス 飲食業 5%

65,038 東京都 新宿区 箱根　時の雫 サービス 宿泊業 5%

65,039 東京都 新宿区 パスタフローラ　東京オペラシティ店 サービス 飲食業 5%

65,040 東京都 新宿区 パスタ屋　景虎 サービス 飲食業 5%

65,041 東京都 新宿区 バースデー　新宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,042 東京都 新宿区 バステック 小売業 家具・調度品 5%

65,043 東京都 新宿区 パセラ サービス その他サービス 5%

65,044 東京都 新宿区 パセラ　新宿店 サービス その他サービス 5%

65,045 東京都 新宿区 パセラのコワーク　東新宿 サービス その他サービス 5%

65,046 東京都 新宿区 パセラのコワーク　東新宿店 サービス その他サービス 5%

65,047 東京都 新宿区 パソコンドック２４　新宿店 サービス その他サービス 5%

65,048 東京都 新宿区 ＢＡＲ　ＳＡＬＴ サービス 飲食業 5%

65,049 東京都 新宿区 八竹 サービス 飲食業 5%

65,050 東京都 新宿区 蜂蜜蔵 小売業 食料品 5%

65,051 東京都 新宿区 ｂａｃｋｓｔａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

65,052 東京都 新宿区 ｂａｃｋｓｔａｇｅ．ａｚ サービス 理容・美容業 5%

65,053 東京都 新宿区 ＨＡＰＰＹＯＮＥ サービス その他サービス 5%

65,054 東京都 新宿区 ハッピークローバー 小売業 衣料品 5%

65,055 東京都 新宿区 800 サービス 飲食業 5%

65,056 東京都 新宿区 八方寿司 サービス 飲食業 5%

65,057 東京都 新宿区 バトゥールＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

65,058 東京都 新宿区 Ｈａｎａｅｍｉ サービス その他サービス 5%
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65,059 東京都 新宿区 花喜太 小売業 その他小売 5%

65,060 東京都 新宿区 花咲き山 サービス 飲食業 5%

65,061 東京都 新宿区 花善商店 小売業 その他小売 5%

65,062 東京都 新宿区 花園電気商会 小売業 電化製品 5%

65,063 東京都 新宿区 ｈａｎａｆｒｕ　新宿マルイ店 サービス 飲食業 5%

65,064 東京都 新宿区 バーバーウテナ サービス 理容・美容業 5%

65,065 東京都 新宿区 ＢＡＲＢＥＲオガタ サービス 理容・美容業 5%

65,066 東京都 新宿区 ハピネスサロン　本店 小売業 その他小売 5%

65,067 東京都 新宿区 葉歩花庭 サービス 飲食業 5%

65,068 東京都 新宿区 ＢＡＲ　ｂｌｕｅ　ｍｏｏｎ サービス 飲食業 5%

65,069 東京都 新宿区 ＨＡＰＯＮ新宿 サービス その他サービス 5%

65,070 東京都 新宿区 ＢＡＲＵｎｉｔｅ． サービス 飲食業 5%

65,071 東京都 新宿区 パラパ サービス 飲食業 5%

65,072 東京都 新宿区 ハラミ屋Ｂｕｒｒａｒｉ サービス 飲食業 5%

65,073 東京都 新宿区 原良子美容室 サービス 理容・美容業 5%

65,074 東京都 新宿区 鍼＆マッサージ治療院Ａｃｕｒｅ サービス その他サービス 5%

65,075 東京都 新宿区 博多屋台　ばりちゃん　高田馬場店 サービス 飲食業 5%

65,076 東京都 新宿区 ハリメリー サービス 理容・美容業 5%

65,077 東京都 新宿区 バリラックス西新宿 サービス 飲食業 5%

65,078 東京都 新宿区 株式会社ＨＡＬ サービス その他サービス 5%

65,079 東京都 新宿区 Ｂａｒ　Ｅｌ　Ｒｏｃｉｏ サービス 飲食業 5%

65,080 東京都 新宿区 ハルコロ サービス 飲食業 5%

65,081 東京都 新宿区 ハルメクセリジエ 小売業 その他小売 5%

65,082 東京都 新宿区 ハレバレペコリ西新宿店 サービス 飲食業 5%

65,083 東京都 新宿区 バレル サービス 飲食業 5%

65,084 東京都 新宿区 ＢＡＲＲＯＷＳ サービス その他サービス 5%

65,085 東京都 新宿区 株式会社ハローネクスト サービス その他サービス 5%

65,086 東京都 新宿区 バロンリムジンサービス　０１ サービス 運輸業 5%

65,087 東京都 新宿区 韓国語教室ハングルナビ サービス その他サービス 5%

65,088 東京都 新宿区 ｂａｎｇｕｅｌａ サービス 飲食業 5%

65,089 東京都 新宿区 ばんしゃく家 サービス 飲食業 5%

65,090 東京都 新宿区 Ｂｉａｎｃａ　ｅｙｅｓ　Ｓｈｉｎｊｕｋｕ サービス 理容・美容業 5%

65,091 東京都 新宿区 Ｂｉａｎｃａ　Ｍ２　Ｓｈｉｎｊｕｋｕ サービス 理容・美容業 5%

65,092 東京都 新宿区 Ｂｉａｎｃａ　Ｋａｇｕｒａｚａｋａ サービス 理容・美容業 5%

65,093 東京都 新宿区 株式会社ビーエスエルシステム研究所 サービス その他サービス 5%

65,094 東京都 新宿区 ＰＥＥＫ－Ａ－ＢＯＯ　ＮＥＷｏＭａｎ新宿（１１４００５） サービス 理容・美容業 5%

65,095 東京都 新宿区 ＰＥＡＫ＆ＰＩＮＥ 小売業 衣料品 5%

65,096 東京都 新宿区 ＰＣＹ 小売業 その他小売 5%

65,097 東京都 新宿区 Ｂｅｅ新宿 サービス 飲食業 5%

65,098 東京都 新宿区 Bｅａｃｈ　ＨＡＩＲaｎｄＭＡＫＥ サービス 理容・美容業 5%

65,099 東京都 新宿区 ＢｉＰＬＥＴｏｋｙｏｂｙＣｏｓｍｅＫｉｔｃｈｅｎ新宿ルミネエスト 小売業 その他小売 5%

65,100 東京都 新宿区 ｖｉｖｏ　ｄａｉｌｙ　ｓｔａｎｄ サービス 飲食業 5%
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65,101 東京都 新宿区 Ｈｅａｌｉｎｇｐｌａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

65,102 東京都 新宿区 Ｈｅａｌｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

65,103 東京都 新宿区 日がさ雨がさ サービス 飲食業 5%

65,104 東京都 新宿区 瓢屋 小売業 その他小売 5%

65,105 東京都 新宿区 ＢＩＳＩＴＯ サービス 飲食業 5%

65,106 東京都 新宿区 ビジネスガーデン四ッ谷アネックス サービス その他サービス 5%

65,107 東京都 新宿区 ビジネス教育連盟ペットシッタースクール　ペットシッターＳＯＳ本部 サービス その他サービス 5%

65,108 東京都 新宿区 ＰＣ　Ｆｉｘｓ サービス その他サービス 5%

65,109 東京都 新宿区 毘沙門せんべい福屋 小売業 食料品 5%

65,110 東京都 新宿区 Ｂｓｈｏｐ新宿ルミネ店 小売業 衣料品 5%

65,111 東京都 新宿区 ヒステリックグラマー　新宿ミロード店 小売業 衣料品 5%

65,112 東京都 新宿区 ヒステリックグラマー　ルミネエスト新宿店 小売業 衣料品 5%

65,113 東京都 新宿区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ新宿伊勢丹 小売業 衣料品 5%

65,114 東京都 新宿区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ新宿ミロー 小売業 衣料品 5%

65,115 東京都 新宿区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲルミネ新宿 小売業 衣料品 5%

65,116 東京都 新宿区 ビストロ　お野菜と． サービス 飲食業 5%

65,117 東京都 新宿区 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｌａ　ｔａｎｙａ サービス 飲食業 5%

65,118 東京都 新宿区 ビストロ　ラブドッグ サービス 飲食業 5%

65,119 東京都 新宿区 ビストロ　ラブドッグ サービス その他サービス 5%

65,120 東京都 新宿区 ビストロフレンチキス サービス 飲食業 5%

65,121 東京都 新宿区 Ｂｅｓｐｏｋｅ　Ｃａｆｅ＋Ｂａｒ サービス 宿泊業 5%

65,122 東京都 新宿区 ビスポークホテル新宿 サービス 宿泊業 5%

65,123 東京都 新宿区 ㈱ＢＩＺｒｅｎｏｖａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

65,124 東京都 新宿区 ビーチャイニーズ新宿校 サービス その他サービス 5%

65,125 東京都 新宿区 ＢＩＧＢＡＮＧ サービス 飲食業 5%

65,126 東京都 新宿区 麻布いちまる サービス 飲食業 5%

65,127 東京都 新宿区 ピッツェリア・バール・ロマーナ サービス 飲食業 5%

65,128 東京都 新宿区 ビットラボラトリ サービス その他サービス 5%

65,129 東京都 新宿区 ヒデ美容室 サービス 理容・美容業 5%

65,130 東京都 新宿区 ヒトノビ　ヒトノビ サービス その他サービス 5%

65,131 東京都 新宿区 雛鮨　新宿マルイ サービス 飲食業 5%

65,132 東京都 新宿区 日向や サービス 飲食業 5%

65,133 東京都 新宿区 ＰＩＮＯ 小売業 その他小売 5%

65,134 東京都 新宿区 陽ノ鳥 サービス 飲食業 5%

65,135 東京都 新宿区 ピノ四谷センター サービス その他サービス 5%

65,136 東京都 新宿区 ＰＩＮＯ４号店 小売業 その他小売 5%

65,137 東京都 新宿区 ひばりクリーニング サービス その他サービス 5%

65,138 東京都 新宿区 Ｂｅａｖｅｒｅｎｔ サービス その他サービス 5%

65,139 東京都 新宿区 ビブリオフィリック＆ブックユニオン新宿 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

65,140 東京都 新宿区 ピュアホワイト　目白店 サービス その他サービス 5%

65,141 東京都 新宿区 Ｂｅａｕｔｙ＆ｍａｒｒｉａｇｅｓａｌｏｎｍｏａｎａ サービス 理容・美容業 5%

65,142 東京都 新宿区 Ｈｕｔｔｅ サービス 飲食業 5%
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65,143 東京都 新宿区 ＢｅａｕｔｙＵｐＰｒｏｊｅｃｔｎ サービス 理容・美容業 5%

65,144 東京都 新宿区 ビューテータナカ　ヒルトン店 サービス 理容・美容業 5%

65,145 東京都 新宿区 美容室すずらん サービス 理容・美容業 5%

65,146 東京都 新宿区 美容室ｂｏｎｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

65,147 東京都 新宿区 ヒライ未来Ｃｏｍｐａｎｙ　大久保店 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,148 東京都 新宿区 ヒライ未来Ｃｏｍｐａｎｙ　未来店 小売業 その他小売 5%

65,149 東京都 新宿区 平川音響株式会社 サービス その他サービス 5%

65,150 東京都 新宿区 ＰｉｌａｔｅｓＳｔｕｄｉｏＳＡＩ サービス その他サービス 5%

65,151 東京都 新宿区 ＨＩＬＬＶＡＬＬＥＹＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

65,152 東京都 新宿区 ＰｉｎｋＬｉｏｎｄｕｏ 小売業 衣料品 5%

65,153 東京都 新宿区 ＨＩＭＭＥＬＩ サービス 理容・美容業 5%

65,154 東京都 新宿区 ｆａｒｇｉｅ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

65,155 東京都 新宿区 ぶあいそ 高田馬場 サービス 飲食業 5%

65,156 東京都 新宿区 ＦｉｇｈｔｉｎｇＮＥＸＵＳ サービス その他サービス 5%

65,157 東京都 新宿区 ファイン サービス 宿泊業 5%

65,158 東京都 新宿区 ファビュラスワークスエンターテイメント サービス その他サービス 5%

65,159 東京都 新宿区 ＥＮＴ サービス その他サービス 5%

65,160 東京都 新宿区 ＦＡＲＯ サービス 飲食業 5%

65,161 東京都 新宿区 ＦＵＮＧＯ　ＤＩＮＩＮＧ サービス 飲食業 5%

65,162 東京都 新宿区 ＦＥＡＴ． サービス 理容・美容業 5%

65,163 東京都 新宿区 フィールドツリージャパン合同会社 サービス その他サービス 5%

65,164 東京都 新宿区 ＦＩＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

65,165 東京都 新宿区 Ｆｉｔｆｏｒ．（フィットフォー） サービス その他サービス 5%

65,166 東京都 新宿区 フィンガーズ　神楽坂 サービス 飲食業 5%

65,167 東京都 新宿区 ふうふう亭・縁席西武新宿駅前店 小売業 食料品 5%

65,168 東京都 新宿区 Ｆｏｕｌａｇｅ． サービス 理容・美容業 5%

65,169 東京都 新宿区 ＦｅｒｅＢｒｉｇｈｔ新宿店 サービス 理容・美容業 5%

65,170 東京都 新宿区 フォトスタジオビレット サービス その他サービス 5%

65,171 東京都 新宿区 武楽座 サービス その他サービス 5%

65,172 東京都 新宿区 ふく将 サービス 飲食業 5%

65,173 東京都 新宿区 そば処福助 サービス 飲食業 5%

65,174 東京都 新宿区 福家書店　新宿サブナード店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

65,175 東京都 新宿区 ふしきの 小売業 その他小売 5%

65,176 東京都 新宿区 伏見圭税理士事務所 サービス その他サービス 5%

65,177 東京都 新宿区 富士屋商店 小売業 その他小売 5%

65,178 東京都 新宿区 ぷちぷらコスメ 小売業 その他小売 5%

65,179 東京都 新宿区 ｐｅｔｉｔ　Ｒｅｓｏｒｔ サービス その他サービス 5%

65,180 東京都 新宿区 普通システム有限会社 サービス その他サービス 5%

65,181 東京都 新宿区 ＢＯＯＫＡＮＤＢＥＤＴＯＫＹＯ新宿 サービス 宿泊業 5%

65,182 東京都 新宿区 フットトレーナーズ 小売業 その他小売 5%

65,183 東京都 新宿区 フットワークス サービス その他サービス 5%

65,184 東京都 新宿区 ブティックサンローズ 小売業 衣料品 5%
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65,185 東京都 新宿区 ブティック　サンローズ 小売業 衣料品 5%

65,186 東京都 新宿区 プティバリガーデン新大久保 サービス 宿泊業 5%

65,187 東京都 新宿区 プティバリ東新宿 サービス 宿泊業 5%

65,188 東京都 新宿区 ＢＲＩＡＮ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

65,189 東京都 新宿区 プライベートサロンｓｏｎｏｒｏ サービス その他サービス 5%

65,190 東京都 新宿区 ｈｕｒａｋｏｋｏ　ｋａｇｕｒａｚａｋａ サービス 理容・美容業 5%

65,191 東京都 新宿区 ｈｕｒａｋｏｋｏ　ｍｉｍｉ サービス 理容・美容業 5%

65,192 東京都 新宿区 プラザアイ　新宿店 小売業 その他小売 5%

65,193 東京都 新宿区 ＰｌａｓｍａＢｅｔｔｙ サービス 理容・美容業 5%

65,194 東京都 新宿区 フラワーショップ　エラン 小売業 その他小売 5%

65,195 東京都 新宿区 ｆｌｏｗｅｒルミネエスト新宿店 小売業 衣料品 5%

65,196 東京都 新宿区 フラワーショップミスト 小売業 その他小売 5%

65,197 東京都 新宿区 仏蘭西料理Ｎ サービス 飲食業 5%

65,198 東京都 新宿区 フランソワ サービス 飲食業 5%

65,199 東京都 新宿区 ブランドセンター 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,200 東京都 新宿区 ブランドブティックセキネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,201 東京都 新宿区 ブリアント　新宿店 サービス 理容・美容業 5%

65,202 東京都 新宿区 ブリアント新宿南口店 サービス 理容・美容業 5%

65,203 東京都 新宿区 ブリアント　高田馬場店 サービス 理容・美容業 5%

65,204 東京都 新宿区 ブリアント　西新宿店 サービス 理容・美容業 5%

65,205 東京都 新宿区 Ｆｒｅｅｃｈ 小売業 電化製品 5%

65,206 東京都 新宿区 ブリランテ　目白 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,207 東京都 新宿区 プールアンドダーツステラ サービス その他サービス 5%

65,208 東京都 新宿区 Ｆｌｕｉｒ サービス 理容・美容業 5%

65,209 東京都 新宿区 ｂｌｕｅ?ｅｙｅｄ　ｇｉｒｌ サービス 理容・美容業 5%

65,210 東京都 新宿区 ブルーサブ 小売業 その他小売 5%

65,211 東京都 新宿区 フルコンプ新宿南口店 小売業 その他小売 5%

65,212 東京都 新宿区 フルーリストボンマルシェ 小売業 その他小売 5%

65,213 東京都 新宿区 フルーリストボンマルシェ　高田馬場店 小売業 その他小売 5%

65,214 東京都 新宿区 ブルーリーフ新宿店 サービス 理容・美容業 5%

65,215 東京都 新宿区 ブルーリーフ四谷三丁目店 サービス 理容・美容業 5%

65,216 東京都 新宿区 ＦＲＡＹＩ．Ｄ 小売業 衣料品 5%

65,217 東京都 新宿区 プレイボーイ酒場 サービス 飲食業 5%

65,218 東京都 新宿区 ＦＲＡＭｅＷＯＲＫルミネ新宿店 小売業 衣料品 5%

65,219 東京都 新宿区 新宿プレジャーズ サービス 理容・美容業 5%

65,220 東京都 新宿区 プレステージュ新宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,221 東京都 新宿区 フレッシュネスバーガー新大久保 サービス 飲食業 2%

65,222 東京都 新宿区 フレッシュネスバーガー新宿３丁目 サービス 飲食業 2%

65,223 東京都 新宿区 フレッシュネスバーガー新宿６丁目 サービス 飲食業 2%

65,224 東京都 新宿区 フレッシュネスバーガー西早稲田 サービス 飲食業 2%

65,225 東京都 新宿区 プレミアホテルＣＡＢＩＮ新宿 サービス 宿泊業 5%

65,226 東京都 新宿区 Ｆｒｅｎｃｈ＆Ｗｉｎｅ　ＣＡＶＥ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%
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65,227 東京都 新宿区 フローリストセブン 小売業 その他小売 5%

65,228 東京都 新宿区 プロジェクト・エス サービス その他サービス 5%

65,229 東京都 新宿区 ふろしきや　やまとなでしこ 小売業 衣料品 5%

65,230 東京都 新宿区 プロメ・パデュウＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

65,231 東京都 新宿区 文具のサンワ 小売業 その他小売 5%

65,232 東京都 新宿区 文悠 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

65,233 東京都 新宿区 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ａｒｉａ サービス 理容・美容業 5%

65,234 東京都 新宿区 ヘア・オブ・クレール サービス 理容・美容業 5%

65,235 東京都 新宿区 ｈａｉｒ　ａｒｔ　Ｏｒｇａｎｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

65,236 東京都 新宿区 ヘアーアライ サービス 理容・美容業 5%

65,237 東京都 新宿区 ＨａｉｒＳｔｕｄｉｏＴＳＵＲＵ サービス 理容・美容業 5%

65,238 東京都 新宿区 ＨＡＩＲ　Ｓｎｉｃｋ サービス 理容・美容業 5%

65,239 東京都 新宿区 ｈａｉｒＲｕｈｅｐｌａｔｚ サービス 理容・美容業 5%

65,240 東京都 新宿区 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥＰＩＥＣＥ サービス 理容・美容業 5%

65,241 東京都 新宿区 ヘアサロンイシカワ サービス 理容・美容業 5%

65,242 東京都 新宿区 ヘア　ジング　ｚｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

65,243 東京都 新宿区 ＨａｉｒＣＨＩＨＩＲＯ’ｓｗｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%

65,244 東京都 新宿区 ｂａｒｅｆｏｏｔｒｅｆｌｅｘ サービス その他サービス 5%

65,245 東京都 新宿区 ヘアメイクアッシュ　目白店 サービス 理容・美容業 5%

65,246 東京都 新宿区 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　Ｌｕ?ｂｏ サービス 理容・美容業 5%

65,247 東京都 新宿区 ヘアールーム　アプローズ サービス 理容・美容業 5%

65,248 東京都 新宿区 ヘアーワーク新宿店 サービス 理容・美容業 5%

65,249 東京都 新宿区 ペーパーグラス　新宿京王プラザ 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,250 東京都 新宿区 ＰＥＧＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

65,251 東京都 新宿区 ヘキサプロセス株式会社 サービス 理容・美容業 5%

65,252 東京都 新宿区 Ｖｅｃｔｏｒ　Ｂｅｅｒ サービス 飲食業 5%

65,253 東京都 新宿区 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

65,254 東京都 新宿区 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

65,255 東京都 新宿区 ベストメガネコンタクト新宿駅前本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,256 東京都 新宿区 ベストメガネコンタクト四谷三丁目駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,257 東京都 新宿区 ｂｅｔｔｅｒ サービス 理容・美容業 5%

65,258 東京都 新宿区 ベータクライミングジム サービス その他サービス 5%

65,259 東京都 新宿区 ｈｅａｖｅｎｌｙ サービス 理容・美容業 5%

65,260 東京都 新宿区 ＰｅＰｅ サービス 飲食業 5%

65,261 東京都 新宿区 Ｂｅｌｌｅａｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

65,262 東京都 新宿区 Ｐｅｒｒｅｇａｕｘ 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,263 東京都 新宿区 Ｂｅｌｌｐｈａ サービス その他サービス 5%

65,264 東京都 新宿区 ヘルマンハープ神楽坂店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

65,265 東京都 新宿区 ベローチェ飯田橋駅東口店 サービス 飲食業 5%

65,266 東京都 新宿区 ベローチェ神楽坂駅前店 サービス 飲食業 5%

65,267 東京都 新宿区 ベローチェ神楽坂店 サービス 飲食業 5%

65,268 東京都 新宿区 ベローチェ新宿一丁目北店 サービス 飲食業 5%
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65,269 東京都 新宿区 ベローチェ新宿御苑前店 サービス 飲食業 5%

65,270 東京都 新宿区 ベローチェ新宿五丁目店 サービス 飲食業 5%

65,271 東京都 新宿区 ベローチェ新宿サブナード店 サービス 飲食業 5%

65,272 東京都 新宿区 ベローチェ新宿三丁目店 サービス 飲食業 5%

65,273 東京都 新宿区 ベローチェ西新宿店 サービス 飲食業 5%

65,274 東京都 新宿区 ベローチェ西早稲田店 サービス 飲食業 5%

65,275 東京都 新宿区 ベローチェ東新宿店 サービス 飲食業 5%

65,276 東京都 新宿区 ベローチェ四谷三丁目店 サービス 飲食業 5%

65,277 東京都 新宿区 勉強カフェ新宿ベースポイントスタジオ サービス 飲食業 5%

65,278 東京都 新宿区 弁護士須藤泰宏 サービス その他サービス 5%

65,279 東京都 新宿区 弁護士法人Ｊ＆Ｔパートナーズ サービス その他サービス 5%

65,280 東京都 新宿区 ペンシーズキッチンアトレ四谷 サービス 飲食業 5%

65,281 東京都 新宿区 ｂｅｎｃｈ　高田馬場店 サービス 理容・美容業 5%

65,282 東京都 新宿区 法政大学生協　市ヶ谷田町食堂 サービス その他サービス 5%

65,283 東京都 新宿区 宝石時計Ｓｕｄｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,284 東京都 新宿区 法大生協　市ヶ谷田町店 サービス その他サービス 5%

65,285 東京都 新宿区 法大生協　市ヶ谷田町店（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

65,286 東京都 新宿区 芳林堂書店高田馬場店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

65,287 東京都 新宿区 北麓草水 小売業 その他小売 5%

65,288 東京都 新宿区 ホシギ２羽チキン３号店 サービス 飲食業 5%

65,289 東京都 新宿区 北海道おはぎ　よしかわ 小売業 食料品 5%

65,290 東京都 新宿区 ぽっとで サービス 飲食業 5%

65,291 東京都 新宿区 Ｂｏｄｙｓｈ　新宿本店 サービス その他サービス 5%

65,292 東京都 新宿区 ホテル　アビス　新宿 サービス 宿泊業 5%

65,293 東京都 新宿区 ホテル　叶 サービス 宿泊業 5%

65,294 東京都 新宿区 共栄 サービス 宿泊業 5%

65,295 東京都 新宿区 ホテル　パシャ サービス 宿泊業 5%

65,296 東京都 新宿区 ＨＯＴＥＬ　ＭＡＬＴＡ サービス 宿泊業 5%

65,297 東京都 新宿区 ＨＯＴＥＬ　Ｍｏｎｂｉｊｏｕ サービス 宿泊業 5%

65,298 東京都 新宿区 ホテル　和光 サービス 宿泊業 5%

65,299 東京都 新宿区 ホテル晏 サービス 宿泊業 5%

65,300 東京都 新宿区 ホテルＮ．Ｕ．Ｔ．Ｓ． サービス 宿泊業 5%

65,301 東京都 新宿区 ホテルグリーンプラザ　軽井沢 サービス 宿泊業 5%

65,302 東京都 新宿区 ホテル新御苑 サービス 宿泊業 5%

65,303 東京都 新宿区 ホテルたてしな サービス 宿泊業 5%

65,304 東京都 新宿区 ホテルニュー高田 サービス 宿泊業 5%

65,305 東京都 新宿区 ホテルニュー長良川 サービス 宿泊業 5%

65,306 東京都 新宿区 ホテルパシャリゾート サービス 宿泊業 5%

65,307 東京都 新宿区 ホテルバリアンリゾート新宿 サービス 宿泊業 5%

65,308 東京都 新宿区 ホテルバリアンリゾート新宿 サービス 宿泊業 5%

65,309 東京都 新宿区 ホテルバリアンリゾート新宿アイランド サービス 飲食業 5%

65,310 東京都 新宿区 ホテルバリアンリゾート新宿アイランド サービス 宿泊業 5%
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65,311 東京都 新宿区 ホテルバリアンリゾート東新宿 サービス 宿泊業 5%

65,312 東京都 新宿区 ホテルＬｅｍｏｎＴｒｅｅ サービス その他サービス 5%

65,313 東京都 新宿区 ホテルローズガーデン新宿 サービス 宿泊業 5%

65,314 東京都 新宿区 ｂｏｎａ ｐｕｎｃｈ ボナパンチ サービス 飲食業 5%

65,315 東京都 新宿区 ＢＵＯＮＯ ＢＵＯＮＯ サービス 飲食業 5%

65,316 東京都 新宿区 ホビーランドぽち　新宿店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

65,317 東京都 新宿区 ポプラドンチッチ市ヶ谷店 小売業 その他小売 2%

65,318 東京都 新宿区 ＰＯＭＯＤＯＲＯ サービス 飲食業 5%

65,319 東京都 新宿区 ｖｏｙａｇｅｒｅｌａｘａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

65,320 東京都 新宿区 ホリスキュア サービス その他サービス 5%

65,321 東京都 新宿区 ホルモン焼き　なおき サービス 飲食業 5%

65,322 東京都 新宿区 ＣｏｄｅＣａｍｐＫＩＤＳ サービス その他サービス 5%

65,323 東京都 新宿区 株式会社エレコ サービス その他サービス 5%

65,324 東京都 新宿区 本社 サービス その他サービス 5%

65,325 東京都 新宿区 本多横丁　八千代鮨 サービス 飲食業 5%

65,326 東京都 新宿区 ｂｏｎｄ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

65,327 東京都 新宿区 ポンパドウル　新宿店 小売業 食料品 5%

65,328 東京都 新宿区 マーキレー サービス その他サービス 5%

65,329 東京都 新宿区 ＭＡＲＫＳ＆ＷＥＢルミネ新宿ショップ 小売業 その他小売 5%

65,330 東京都 新宿区 マイストラーダ 小売業 衣料品 5%

65,331 東京都 新宿区 ｍａｋｉｘｍａｋｉ 小売業 衣料品 5%

65,332 東京都 新宿区 ＭａｘｉｌＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

65,333 東京都 新宿区 まぐろ屋阪庄 サービス 飲食業 5%

65,334 東京都 新宿区 まぐろんち神楽坂店 サービス 飲食業 5%

65,335 東京都 新宿区 誠眼鏡店　新宿 小売業 その他小売 5%

65,336 東京都 新宿区 まことや サービス 飲食業 5%

65,337 東京都 新宿区 マショチキン サービス 飲食業 5%

65,338 東京都 新宿区 枡田 サービス 飲食業 5%

65,339 東京都 新宿区 マチェリア 小売業 食料品 5%

65,340 東京都 新宿区 松井工務店 サービス その他サービス 5%

65,341 東京都 新宿区 松江はりきゅう治療院 サービス 理容・美容業 5%

65,342 東京都 新宿区 松吉　高田馬場店 サービス 飲食業 5%

65,343 東京都 新宿区 ＭａｘＲｅａｄｉｎｇ サービス その他サービス 5%

65,344 東京都 新宿区 まつげ家Ｋｕｒｕｎ　新宿店 サービス 理容・美容業 5%

65,345 東京都 新宿区 松阪牛　よし田 サービス 飲食業 5%

65,346 東京都 新宿区 まつむらカイロプラクティック新宿 小売業 その他小売 5%

65,347 東京都 新宿区 マベリック鍼灸施術室 サービス その他サービス 5%

65,348 東京都 新宿区 ママプレ 小売業 衣料品 5%

65,349 東京都 新宿区 パソカレッジ サービス その他サービス 5%

65,350 東京都 新宿区 マリアージュプラザ 小売業 衣料品 5%

65,351 東京都 新宿区 丸岡陶苑 小売業 その他小売 5%

65,352 東京都 新宿区 マルゴ　ＧＴ サービス 飲食業 5%
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65,353 東京都 新宿区 マルシェドブルーエプリュス新宿メトロピア 小売業 家具・調度品 5%

65,354 東京都 新宿区 ＭＡＲＣＨＡＮＤ　ＤＥ　ＬＥＧＵＭＥＳ 小売業 衣料品 5%

65,355 東京都 新宿区 ＭＡＨＲ新宿駅前店 サービス 理容・美容業 5%

65,356 東京都 新宿区 ＭＡＨＲ新宿店 サービス 理容・美容業 5%

65,357 東京都 新宿区 古着処丸実商店 小売業 衣料品 5%

65,358 東京都 新宿区 まる宿めんてんてん サービス 飲食業 5%

65,359 東京都 新宿区 ＳＴＵＤＩＯＰＨＯＴＯＲＡＴＩＯ早稲田 サービス その他サービス 5%

65,360 東京都 新宿区 ｍｉｅｌ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

65,361 東京都 新宿区 ｍｉｅｌｈａｉｒｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

65,362 東京都 新宿区 ｍｉｅｌｈａｉｒ本店 サービス 理容・美容業 5%

65,363 東京都 新宿区 御門屋アトレ四谷店 小売業 食料品 5%

65,364 東京都 新宿区 Ｍｓ．ＳｅｅＰＥＹＥＶＡＮ 小売業 その他小売 5%

65,365 東京都 新宿区 美鈴デンキ 小売業 電化製品 5%

65,366 東京都 新宿区 味陶庵　志奈川 サービス 飲食業 5%

65,367 東京都 新宿区 ミートテーブル サービス 飲食業 5%

65,368 東京都 新宿区 ミニショップ サービス その他サービス 5%

65,369 東京都 新宿区 ミニショップ　（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

65,370 東京都 新宿区 峰 サービス 飲食業 5%

65,371 東京都 新宿区 御八新宿中央口店 サービス 飲食業 5%

65,372 東京都 新宿区 みや川 サービス 飲食業 5%

65,373 東京都 新宿区 美山 サービス 飲食業 5%

65,374 東京都 新宿区 株式会社ミヤマ商会　新宿店 小売業 電化製品 5%

65,375 東京都 新宿区 ミュージカルドッグスタジオ サービス その他サービス 5%

65,376 東京都 新宿区 美楽味 サービス 飲食業 5%

65,377 東京都 新宿区 ｍｉｒａｃｌｅ美容室【ミラクル】 サービス 理容・美容業 5%

65,378 東京都 新宿区 ミンガラバー サービス 飲食業 5%

65,379 東京都 新宿区 ミンガラバー駅前店 サービス 飲食業 5%

65,380 東京都 新宿区 民俗酒家　農楽 サービス 飲食業 5%

65,381 東京都 新宿区 ミント　新宿店 小売業 その他小売 5%

65,382 東京都 新宿区 麦ノ音 サービス 飲食業 5%

65,383 東京都 新宿区 むつ美花店 小売業 その他小売 5%

65,384 東京都 新宿区 村上タクシー サービス 運輸業 5%

65,385 東京都 新宿区 ムラサキスポーツ　新宿南口店 小売業 その他小売 5%

65,386 東京都 新宿区 村松楽器販売新宿店 小売業 その他小売 5%

65,387 東京都 新宿区 ＭＡＫＥ　ＭＥ サービス 理容・美容業 5%

65,388 東京都 新宿区 メガネストアー若松町 小売業 その他小売 5%

65,389 東京都 新宿区 メガネストアー若松町店 小売業 その他小売 5%

65,390 東京都 新宿区 メガネ２１早稲田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,391 東京都 新宿区 ＭａｉｓｏｎｄｅＭＩＮＡＭＩ サービス 飲食業 5%

65,392 東京都 新宿区 メディアチューンズ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

65,393 東京都 新宿区 藤倉和宏 サービス その他サービス 5%

65,394 東京都 新宿区 めりめろ園 小売業 食料品 5%
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65,395 東京都 新宿区 メロンとロマン サービス 飲食業 5%

65,396 東京都 新宿区 ＭＥＮ＇ＳＥＢＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

65,397 東京都 新宿区 めん屋　桔梗　新宿店 サービス 飲食業 5%

65,398 東京都 新宿区 麺家大勝軒四ッ谷店 サービス 飲食業 5%

65,399 東京都 新宿区 もうやんカレー　新宿東口店 サービス 飲食業 5%

65,400 東京都 新宿区 ＭＯＤＥＳＣＡＰＥ 新宿店 小売業 衣料品 5%

65,401 東京都 新宿区 も?れ２ サービス 飲食業 5%

65,402 東京都 新宿区 もじパラ　新大久保店 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,403 東京都 新宿区 もつ焼き きくや サービス 飲食業 5%

65,404 東京都 新宿区 もつやき処い志井神楽坂店 サービス 飲食業 5%

65,405 東京都 新宿区 ＭＯＤＥＳＣＡＰＥ新宿 小売業 衣料品 5%

65,406 東京都 新宿区 モバレン株式会社 サービス その他サービス 5%

65,407 東京都 新宿区 もみじ灯ノいち凛市ヶ谷本店 サービス 飲食業 5%

65,408 東京都 新宿区 百百 サービス 飲食業 5%

65,409 東京都 新宿区 森の酒場隠豚 サービス 飲食業 5%

65,410 東京都 新宿区 もんきーそふと新宿店 小売業 電化製品 5%

65,411 東京都 新宿区 ｍｏｎ　Ｓａｋａｔａ 小売業 衣料品 5%

65,412 東京都 新宿区 もんじゃや もんじゃや新宿東南口店 サービス 飲食業 5%

65,413 東京都 新宿区 もんじゃや　新宿東南口店 サービス 飲食業 5%

65,414 東京都 新宿区 もんじゃや新宿中央口店 サービス 飲食業 5%

65,415 東京都 新宿区 やきとり にしだ屋 中井店 サービス 飲食業 5%

65,416 東京都 新宿区 焼き鳥ふるさわ サービス 飲食業 5%

65,417 東京都 新宿区 やきとり家すみれ　高田馬場店 サービス 飲食業 5%

65,418 東京都 新宿区 焼肉　しんうち　神楽坂 サービス 飲食業 5%

65,419 東京都 新宿区 焼肉市場げんかや　高田馬場店 サービス 飲食業 5%

65,420 東京都 新宿区 焼肉牛衛門 サービス 飲食業 5%

65,421 東京都 新宿区 焼肉神戸屋 サービス 飲食業 5%

65,422 東京都 新宿区 焼肉五苑　高田馬場店 サービス 飲食業 5%

65,423 東京都 新宿区 焼肉酒場牛恋新宿店 サービス 飲食業 5%

65,424 東京都 新宿区 焼肉戸灯路 サービス 飲食業 5%

65,425 東京都 新宿区 焼肉戸灯路 サービス 飲食業 5%

65,426 東京都 新宿区 焼肉　はやみ サービス 飲食業 5%

65,427 東京都 新宿区 焼肉ビアバーヒレノコウジ サービス 飲食業 5%

65,428 東京都 新宿区 焼き肉レストラン　明月館 サービス 飲食業 5%

65,429 東京都 新宿区 櫓茶屋　新宿ＮＳビル サービス 飲食業 5%

65,430 東京都 新宿区 櫓茶屋　新宿エルプラザ サービス 飲食業 5%

65,431 東京都 新宿区 野菜たっぷり弁当　久留真家　くるまや サービス 飲食業 5%

65,432 東京都 新宿区 安兵衛 サービス 飲食業 5%

65,433 東京都 新宿区 柳ショップ 小売業 その他小売 5%

65,434 東京都 新宿区 ヤマダヤ 小売業 衣料品 5%

65,435 東京都 新宿区 やまどうぐレンタル屋新宿店 サービス その他サービス 5%

65,436 東京都 新宿区 ゆい～のＲｅｌａｘａｔｉｏｎＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

1560



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

65,437 東京都 新宿区 結　神楽坂 サービス 理容・美容業 5%

65,438 東京都 新宿区 遊 サービス 飲食業 5%

65,439 東京都 新宿区 有限会社　大村庵総本店 サービス 飲食業 5%

65,440 東京都 新宿区 有限会社アートビデオ企画 サービス その他サービス 5%

65,441 東京都 新宿区 有限会社郡司クリーニング商会 サービス その他サービス 5%

65,442 東京都 新宿区 有限会社小山モータース 小売業 その他小売 5%

65,443 東京都 新宿区 有限会社小山モータース サービス その他サービス 5%

65,444 東京都 新宿区 有限会社サンワ 小売業 その他小売 5%

65,445 東京都 新宿区 ＣＯＥＵＲｄｅＣＥＬＬＩＥＲ サービス 理容・美容業 5%

65,446 東京都 新宿区 有限会社十拳 小売業 家具・調度品 5%

65,447 東京都 新宿区 有限会社ビープス サービス その他サービス 5%

65,448 東京都 新宿区 有限会社ビジョンブリッジ サービス その他サービス 5%

65,449 東京都 新宿区 有限会社マツオカ サービス その他サービス 5%

65,450 東京都 新宿区 有限会社マルヨコミナトヤ 小売業 その他小売 5%

65,451 東京都 新宿区 ［ＨＣ］有限会社森川電気商会 小売業 電化製品 5%

65,452 東京都 新宿区 有限会社若草 小売業 食料品 5%

65,453 東京都 新宿区 有限会社和楽 小売業 その他小売 5%

65,454 東京都 新宿区 游玄亭　新宿店 サービス 飲食業 5%

65,455 東京都 新宿区 ユカインターナショナル　催事 小売業 家具・調度品 5%

65,456 東京都 新宿区 ユキベルファム　東京オペラシティ 小売業 衣料品 5%

65,457 東京都 新宿区 Ｕｎｉｔｅ サービス 飲食業 5%

65,458 東京都 新宿区 ユニオンワークス新宿 小売業 衣料品 5%

65,459 東京都 新宿区 ユニバーサルドラッグ落合店 小売業 その他小売 5%

65,460 東京都 新宿区 溶岩焼肉ダイニングｂｏｎｂｏｒｉ　新宿店　溶岩焼肉ダイニングｂｏｎｂｏｒｉ新宿店 サービス 飲食業 5%

65,461 東京都 新宿区 陽光城 新大久保店 小売業 食料品 5%

65,462 東京都 新宿区 ヨガステ新宿店 サービス その他サービス 5%

65,463 東京都 新宿区 横村葵 サービス その他サービス 5%

65,464 東京都 新宿区 吉田商店 小売業 衣料品 5%

65,465 東京都 新宿区 ＹＯＳＨＩＤＡＹＡ 小売業 衣料品 5%

65,466 東京都 新宿区 セブン－イレブン四谷１丁目店 小売業 食料品 2%

65,467 東京都 新宿区 四ツ谷魚一商店 サービス 飲食業 5%

65,468 東京都 新宿区 四谷漢方堂 小売業 その他小売 5%

65,469 東京都 新宿区 四谷しゃぶ禅 サービス 飲食業 5%

65,470 東京都 新宿区 四ツ谷スペインバル　オブラ サービス 飲食業 5%

65,471 東京都 新宿区 四ッ谷ビジネスガーデン サービス その他サービス 5%

65,472 東京都 新宿区 セブン－イレブン四谷４丁目店 小売業 食料品 2%

65,473 東京都 新宿区 夜更かし者 夜更かし者 サービス 飲食業 5%

65,474 東京都 新宿区 夜のケ－キ屋さん 小売業 食料品 5%

65,475 東京都 新宿区 ラ　タルタルギーナ サービス 飲食業 5%

65,476 東京都 新宿区 Ｌａ?Ｒｉｎｏ． サービス その他サービス 5%

65,477 東京都 新宿区 ライツフォル本社サロン サービス 理容・美容業 5%

65,478 東京都 新宿区 ｌｉｖｅｃａｆｅ　Ｇ サービス 宿泊業 5%
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65,479 東京都 新宿区 ＬｉｖｅＳｐａｃｅ早稲田ＲｉＮｅｎ サービス 飲食業 5%

65,480 東京都 新宿区 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｃｉｅｌｏ　Ｐｌｕｓ　【ラウンジシエロプラス】 サービス 理容・美容業 5%

65,481 東京都 新宿区 楽 サービス 飲食業 5%

65,482 東京都 新宿区 楽楽旅行 サービス その他サービス 5%

65,483 東京都 新宿区 Ｌａ　Ｓｉｒｅｎａ サービス 飲食業 5%

65,484 東京都 新宿区 ラストリカート サービス 飲食業 5%

65,485 東京都 新宿区 Ｌａｄｓｄｉｎｉｎｇ新宿店 サービス 飲食業 5%

65,486 東京都 新宿区 ＬＡＮＩＫＡＩ． サービス 理容・美容業 5%

65,487 東京都 新宿区 ラビチュード サービス 飲食業 5%

65,488 東京都 新宿区 Ｌａ ｆｏｒｚａ ｄｅｌ ｓｏｌｅ サービス 飲食業 5%

65,489 東京都 新宿区 らぽっぽベーカリー　四谷店 小売業 食料品 5%

65,490 東京都 新宿区 Ｌａ　Ｂｏｎｎｅ　Ａｖｅｎｔｕｒｅ 小売業 家具・調度品 5%

65,491 東京都 新宿区 ラムタラ　エピカリ　シンジュク 小売業 その他小売 5%

65,492 東京都 新宿区 ラムタラ　新宿駅東口店 小売業 その他小売 5%

65,493 東京都 新宿区 ラムタラ　高田馬場駅前店 小売業 その他小売 5%

65,494 東京都 新宿区 ラムタラ　デジタル　メディア館 小売業 その他小売 5%

65,495 東京都 新宿区 Ｌａｒａｎｊｅ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

65,496 東京都 新宿区 ラリ－ポイント山吹ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,497 東京都 新宿区 ＬＡＲＧＯ 小売業 その他小売 5%

65,498 東京都 新宿区 ランジェリーク 小売業 衣料品 5%

65,499 東京都 新宿区 リアット！曙橋店 サービス その他サービス 5%

65,500 東京都 新宿区 リアット！大久保二丁目店 サービス その他サービス 5%

65,501 東京都 新宿区 リアット！落合南長崎店 サービス その他サービス 5%

65,502 東京都 新宿区 リアット！神楽坂下店 サービス その他サービス 5%

65,503 東京都 新宿区 リアット！新宿御苑店 サービス その他サービス 5%

65,504 東京都 新宿区 リアット！西早稲田店 サービス その他サービス 5%

65,505 東京都 新宿区 リアット！メトロ飯田橋店 サービス その他サービス 5%

65,506 東京都 新宿区 リアット！四谷三丁目店 サービス その他サービス 5%

65,507 東京都 新宿区 リガーレアルファカイロプラク サービス その他サービス 5%

65,508 東京都 新宿区 Re-KAGURAZAKA サービス 理容・美容業 5%

65,509 東京都 新宿区 理科大生協　購買部 サービス その他サービス 5%

65,510 東京都 新宿区 理科大生協　購買部 サービス その他サービス 5%

65,511 東京都 新宿区 理科大生協　書籍部 サービス その他サービス 5%

65,512 東京都 新宿区 理科大生協　書籍部 サービス その他サービス 5%

65,513 東京都 新宿区 理科大生協　トラベルセンター サービス その他サービス 5%

65,514 東京都 新宿区 理科大トラベルセンター サービス その他サービス 5%

65,515 東京都 新宿区 ＲＥＧＡＬ新宿サブナード店 小売業 衣料品 2%

65,516 東京都 新宿区 株式会社リクレイムドワークス 小売業 家具・調度品 5%

65,517 東京都 新宿区 理工カフェテリア サービス その他サービス 5%

65,518 東京都 新宿区 理工カフェテリア（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

65,519 東京都 新宿区 リサイクルきもの　たんす屋　神楽坂店 小売業 衣料品 5%

65,520 東京都 新宿区 リサイクルきもの神楽坂店 小売業 衣料品 5%
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65,521 東京都 新宿区 リサイクルきものたんす屋　四谷３丁目店 小売業 衣料品 5%

65,522 東京都 新宿区 リサイクルきもの福服新宿店 小売業 その他小売 5%

65,523 東京都 新宿区 リサバー サービス 飲食業 5%

65,524 東京都 新宿区 Ｒｅ　ｓ　ｃａｆｅｂａｒ　ｓｗｅｅｔｓ サービス 飲食業 5%

65,525 東京都 新宿区 Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ　ＦＩＯＲＥ サービス 飲食業 5%

65,526 東京都 新宿区 リストランテ　ソプラアクア サービス 飲食業 5%

65,527 東京都 新宿区 ＬＩＳＣＩＡ サービス 理容・美容業 5%

65,528 東京都 新宿区 リッツ新宿店 サービス 理容・美容業 5%

65,529 東京都 新宿区 Ｌｉｎｉｏ　人と食をつなげるダイニングバーＬｉｎｉｏ サービス 飲食業 5%

65,530 東京都 新宿区 Ｌｉｂｅｒｔｙ サービス 飲食業 5%

65,531 東京都 新宿区 Ｒｉ?ｆｉｔ 小売業 衣料品 5%

65,532 東京都 新宿区 リフレッシュセンターリラックス西新宿店 サービス その他サービス 5%

65,533 東京都 新宿区 リモアネイル サービス 理容・美容業 5%

65,534 東京都 新宿区 龍公亭 菓子製造 小売業 食料品 5%

65,535 東京都 新宿区 隆鼎 サービス 飲食業 5%

65,536 東京都 新宿区 Ｒｕｅ　Ｄ’ｏｒ　目白店 サービス 理容・美容業 5%

65,537 東京都 新宿区 理容岩上　理容　岩上 サービス 理容・美容業 5%

65,538 東京都 新宿区 理容室クレオ 新宿 サービス 理容・美容業 5%

65,539 東京都 新宿区 良酔 サービス 飲食業 5%

65,540 東京都 新宿区 リラクゼーションサロンたなごころ サービス 理容・美容業 5%

65,541 東京都 新宿区 リラクゼ－ションサロン　ｃａｈＡｙａ サービス その他サービス 5%

65,542 東京都 新宿区 リランドチュール 小売業 衣料品 5%

65,543 東京都 新宿区 凛火　新宿本店 サービス 飲食業 5%

65,544 東京都 新宿区 ＲＩＮＫＡＮ新宿店 小売業 衣料品 5%

65,545 東京都 新宿区 リングギターズ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

65,546 東京都 新宿区 ＬＥ　ＤＯＭＥ　ＩＥＮＡ　新宿店 小売業 衣料品 5%

65,547 東京都 新宿区 Ｌｅ　Ｐａｒｉｓｉｅｎ サービス 飲食業 5%

65,548 東京都 新宿区 ル・ブラン　新宿店 サービス 飲食業 5%

65,549 東京都 新宿区 ル・モコ サービス 飲食業 5%

65,550 東京都 新宿区 ＲＵＦＡ サービス 理容・美容業 5%

65,551 東京都 新宿区 ルクール神楽坂 サービス 理容・美容業 5%

65,552 東京都 新宿区 ＬＵＫ’ｓ　　Ｈａｉｒ＆　Ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

65,553 東京都 新宿区 ＬＵＫＥ’ＳＬＯＢＳＴＥＲ新宿ＥＡＳＴ店 サービス 飲食業 5%

65,554 東京都 新宿区 ＲｕｓｓｉａｎＨｉｌｌ サービス 理容・美容業 5%

65,555 東京都 新宿区 ｌｕｃｉｄａ　ｓｈｉｎｊｕｋｕ サービス 理容・美容業 5%

65,556 東京都 新宿区 Ｌｕｎｅｔｔｅ サービス 飲食業 5%

65,557 東京都 新宿区 瑠飯 サービス 飲食業 5%

65,558 東京都 新宿区 ｒｏｏｆｔｏｐｂａｒ＆ｔｅｒｒａｃｅ　Ｇ サービス 宿泊業 5%

65,559 東京都 新宿区 ｒｏｏｆ　ｔｏｐ　ｂａｒ　Ｇ サービス 宿泊業 5%

65,560 東京都 新宿区 ＬｅＢｏｎｈｅｕｒ サービス 飲食業 5%

65,561 東京都 新宿区 ルミナス アニソンバーギルド東京新宿店 サービス 飲食業 5%

65,562 東京都 新宿区 ルミナス ガールズアニソンバーもふる歌舞伎町店 サービス 飲食業 5%
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65,563 東京都 新宿区 ルミナス ガールズアニソンバーもふる新宿三丁目店 サービス 飲食業 5%

65,564 東京都 新宿区 ルミネエスト新宿モルガンオム 小売業 衣料品 5%

65,565 東京都 新宿区 ルル　ゲッタ　新宿店 小売業 衣料品 5%

65,566 東京都 新宿区 Ｌａｚｙ　Ｓｗａｎ 小売業 その他小売 5%

65,567 東京都 新宿区 Ｌｅｏ ＬＯＵＮＧＥ ＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

65,568 東京都 新宿区 ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｇ サービス 宿泊業 5%

65,569 東京都 新宿区 レストラン朱鷺 サービス 飲食業 5%

65,570 東京都 新宿区 レストランラトラスフィス サービス 飲食業 5%

65,571 東京都 新宿区 ｒｅｄｎａｉｌｓ 小売業 家具・調度品 5%

65,572 東京都 新宿区 レッドリングレコード 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

65,573 東京都 新宿区 レモン社　新宿店 小売業 電化製品 5%

65,574 東京都 新宿区 れんや　四谷店 サービス 飲食業 5%

65,575 東京都 新宿区 ＲｏｙｔｏＳｉｌｏ サービス 飲食業 5%

65,576 東京都 新宿区 ＬＯＷＰ　ＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

65,577 東京都 新宿区 老辺餃子舘　新宿別館 サービス 飲食業 5%

65,578 東京都 新宿区 老辺餃子舘　新宿本店 サービス 飲食業 5%

65,579 東京都 新宿区 老辺餃子舘　新宿靖国通り店 サービス 飲食業 5%

65,580 東京都 新宿区 ローブデコルテ 小売業 衣料品 5%

65,581 東京都 新宿区 Ｒｏｌｌａｎｔ  ローラン サービス 理容・美容業 5%

65,582 東京都 新宿区 ｒｏｌｌａｎｔ． サービス 理容・美容業 5%

65,583 東京都 新宿区 ＲＯＣＫＡＨＯＬＩＣ　新宿 サービス 飲食業 5%

65,584 東京都 新宿区 ロコシーラ新宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,585 東京都 新宿区 ロスカボス新宿店 サービス 飲食業 5%

65,586 東京都 新宿区 ＲＯＢＡＴＡ幸 サービス 飲食業 5%

65,587 東京都 新宿区 ＲＯＢＡＴＡ幸２ｎｄ サービス 飲食業 5%

65,588 東京都 新宿区 ろばた翔 サービス 飲食業 5%

65,589 東京都 新宿区 ろばた焼き　絶好調　てっぺん サービス 飲食業 5%

65,590 東京都 新宿区 Ｒｏｍａｎａ サービス 飲食業 5%

65,591 東京都 新宿区 ロマーノ　ロマーノ サービス 飲食業 5%

65,592 東京都 新宿区 ロマネス神楽坂 サービス 理容・美容業 5%

65,593 東京都 新宿区 ロマネス神楽坂 サービス 理容・美容業 5%

65,594 東京都 新宿区 ロン・ポワン サービス 理容・美容業 5%

65,595 東京都 新宿区 ｗｏｒｋｍｅｄｉ サービス その他サービス 5%

65,596 東京都 新宿区 ＷｏｒｌｄｉｓＭｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

65,597 東京都 新宿区 ＷｉＦｉセレクト サービス その他サービス 5%

65,598 東京都 新宿区 ワイン厨房晩酌邸 サービス 飲食業 5%

65,599 東京都 新宿区 ＷｉｎｅＢａｒ　Ｓｉｒｏｃｃｏ サービス 飲食業 5%

65,600 東京都 新宿区 ワインバールＯｒｓｏＶｅｒｄｅ サービス 飲食業 5%

65,601 東京都 新宿区 和欧食堂　ＡＧＩＴＯ サービス 飲食業 5%

65,602 東京都 新宿区 若林ＱＯＬサポート 小売業 衣料品 5%

65,603 東京都 新宿区 ＷＡＫＡＭＡＴＳＵ 小売業 その他小売 5%

65,604 東京都 新宿区 ワカマツ薬局 小売業 その他小売 5%
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65,605 東京都 新宿区 和宏美術 サービス その他サービス 5%

65,606 東京都 新宿区 和桜 サービス 飲食業 5%

65,607 東京都 新宿区 ＪＭ／和食処満月 サービス 飲食業 5%

65,608 東京都 新宿区 和食と和酒　　おがた サービス 飲食業 5%

65,609 東京都 新宿区 和心蕎花 サービス 飲食業 5%

65,610 東京都 新宿区 早稲田自然食品センター 小売業 食料品 5%

65,611 東京都 新宿区 早稲田大学　西北の風　１９０５ サービス 飲食業 5%

65,612 東京都 新宿区 早稲田大学生協　組合員サービスＳ サービス その他サービス 5%

65,613 東京都 新宿区 早稲田大学生協組合員サービスセンター サービス その他サービス 5%

65,614 東京都 新宿区 早稲田大学生協　中高購買店 サービス その他サービス 5%

65,615 東京都 新宿区 早稲田大学生協　ＴＣ西門店 サービス その他サービス 5%

65,616 東京都 新宿区 早稲田大学生協　文学部店（催事） サービス その他サービス 5%

65,617 東京都 新宿区 早稲田大学生協理工６３号館カフェテリア サービス その他サービス 5%

65,618 東京都 新宿区 早稲田大学生協理工６３号館パンショップ サービス その他サービス 5%

65,619 東京都 新宿区 セブンーイレブン早稲田店 小売業 食料品 2%

65,620 東京都 新宿区 わせだ動物病院 サービス その他サービス 5%

65,621 東京都 新宿区 早稲田の整体院　Ｓｈｉｓｅｉｙａ サービス その他サービス 5%

65,622 東京都 新宿区 和創作居酒屋　空　西新宿 サービス 飲食業 5%

65,623 東京都 新宿区 ワトソン動物病院 サービス その他サービス 5%

65,624 東京都 新宿区 韓国家庭料理　王家 サービス 飲食業 5%

65,625 東京都 新宿区 ＷＡＮＳＩＥ 小売業 衣料品 5%

65,626 東京都 新宿区 ワンステップ新宿店 サービス 理容・美容業 5%

65,627 東京都 新宿区 Ｏｎｅ’ｓ　Ｈｏｕｓｅ サービス 飲食業 5%

65,628 東京都 杉並区 ＡＲＣＨ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

65,629 東京都 杉並区 アールグレーズバー 小売業 衣料品 5%

65,630 東京都 杉並区 あーる工房荻窪店 サービス その他サービス 5%

65,631 東京都 杉並区 あーる工房久我山店 サービス その他サービス 5%

65,632 東京都 杉並区 あーる工房浜田山店 サービス その他サービス 5%

65,633 東京都 杉並区 ＲＣＳ 小売業 衣料品 5%

65,634 東京都 杉並区 相川電気 小売業 電化製品 5%

65,635 東京都 杉並区 ｉｎｏｕ 小売業 衣料品 5%

65,636 東京都 杉並区 ｉＰｈｏｎｅＣａｒｅ荻窪 サービス その他サービス 5%

65,637 東京都 杉並区 あおぞら 小売業 食料品 5%

65,638 東京都 杉並区 あおぞら 小売業 食料品 5%

65,639 東京都 杉並区 青空豆店 小売業 食料品 5%

65,640 東京都 杉並区 青丹ａｏｎｉ サービス 飲食業 5%

65,641 東京都 杉並区 青山フラワーマーケットビーンズ阿佐ヶ谷店 小売業 その他小売 5%

65,642 東京都 杉並区 青山フラワーマーケットルミネ荻窪店 小売業 その他小売 5%

65,643 東京都 杉並区 青山フラワーマーケット　高円寺店 小売業 その他小売 5%

65,644 東京都 杉並区 ＡＫＩＯ ｏｆ Ｎ Ｙ サービス 理容・美容業 5%

65,645 東京都 杉並区 秋田ばる七尾 秋田ばる七尾 サービス 飲食業 5%

65,646 東京都 杉並区 秋田ほるもん酒場　秋田ほるもん酒場　西荻窪 サービス 飲食業 5%
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65,647 東京都 杉並区 アキッチョデシカ　方南町アキッチョデシカ サービス 飲食業 5%

65,648 東京都 杉並区 秋吉　荻窪店 サービス その他サービス 5%

65,649 東京都 杉並区 アキラ電器 小売業 電化製品 5%

65,650 東京都 杉並区 あくあしょっぷ石と泉 小売業 その他小売 5%

65,651 東京都 杉並区 あくあしょっぷ石と泉 小売業 その他小売 5%

65,652 東京都 杉並区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｈｅｒｍａｎｎ浜田山 サービス 理容・美容業 5%

65,653 東京都 杉並区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｍｉｒｅ高円寺 サービス 理容・美容業 5%

65,654 東京都 杉並区 ａｇｒｉｍ サービス その他サービス 5%

65,655 東京都 杉並区 ＪＭ／アコリエンテ サービス 飲食業 5%

65,656 東京都 杉並区 セブン－イレブン阿佐谷駅南口店 小売業 食料品 2%

65,657 東京都 杉並区 セブン－イレブン阿佐谷北５丁目店 小売業 食料品 2%

65,658 東京都 杉並区 セブン－イレブン阿佐谷北店 小売業 食料品 2%

65,659 東京都 杉並区 セブン－イレブン阿佐谷北仲通り店 小売業 食料品 2%

65,660 東京都 杉並区 セブン－イレブン阿佐谷北６丁目店 小売業 食料品 2%

65,661 東京都 杉並区 あさがやパソコンサービス サービス その他サービス 5%

65,662 東京都 杉並区 阿佐谷ペットクリニック サービス その他サービス 5%

65,663 東京都 杉並区 阿佐ヶ谷マッサージ　楽一 サービス その他サービス 5%

65,664 東京都 杉並区 旭クリーニング本店 サービス その他サービス 5%

65,665 東京都 杉並区 アサヒ商会 サービス その他サービス 5%

65,666 東京都 杉並区 旭鮨総本店 サービス 飲食業 5%

65,667 東京都 杉並区 ＡＪＩＳＡＩ サービス 飲食業 5%

65,668 東京都 杉並区 ＡＺＯＯＬ　ＡＺＯＯＬ サービス 理容・美容業 5%

65,669 東京都 杉並区 あすか 小売業 食料品 5%

65,670 東京都 杉並区 出光アスカ中野坂上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,671 東京都 杉並区 アズ建設 小売業 その他小売 5%

65,672 東京都 杉並区 明日蘭 小売業 その他小売 5%

65,673 東京都 杉並区 アッシュ　永福町店 サービス 理容・美容業 5%

65,674 東京都 杉並区 ａｔ　ｅａｓｅ 小売業 衣料品 5%

65,675 東京都 杉並区 アディショナルストア 小売業 衣料品 5%

65,676 東京都 杉並区 ａｄｅｌａｎｔｅ サービス 理容・美容業 5%

65,677 東京都 杉並区 Ａｄｅｍａｉｎ 小売業 その他小売 5%

65,678 東京都 杉並区 ＡＤＯＬＵＶＬＥ 小売業 衣料品 5%

65,679 東京都 杉並区 アトランティス高円寺 小売業 その他小売 5%

65,680 東京都 杉並区 アトリエ　フィーユ 小売業 衣料品 5%

65,681 東京都 杉並区 アトリエＫＹＯＫＯ 小売業 衣料品 5%

65,682 東京都 杉並区 アトリエブルーボトル サービス その他サービス 5%

65,683 東京都 杉並区 亜南　アジア民芸亜南 小売業 その他小売 5%

65,684 東京都 杉並区 Ａｎｕｔｒｏｆ 小売業 衣料品 5%

65,685 東京都 杉並区 ａｖｉｏｎＨＡＩＲＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

65,686 東京都 杉並区 アプライズ サービス その他サービス 5%

65,687 東京都 杉並区 ａｐｒｉｃｏｈａｉｒｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

65,688 東京都 杉並区 アベ電器　浜田山店 小売業 電化製品 5%
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65,689 東京都 杉並区 アベ電器本店 小売業 電化製品 5%

65,690 東京都 杉並区 ＡＰＥＬＬＥＳ サービス 飲食業 5%

65,691 東京都 杉並区 アミュレットバイサファリ サービス 理容・美容業 5%

65,692 東京都 杉並区 アメック杉並動物病院 サービス その他サービス 5%

65,693 東京都 杉並区 あめつち 小売業 衣料品 5%

65,694 東京都 杉並区 アメリカ村新高円寺店 サービス その他サービス 5%

65,695 東京都 杉並区 ガレット＆ソックスａｒｕｉｔｅｒｕ サービス 飲食業 5%

65,696 東京都 杉並区 アルテフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

65,697 東京都 杉並区 アロマとフェイシャルリフレクソロジーｍａｎａ サービス その他サービス 5%

65,698 東京都 杉並区 小野雄介 小売業 衣料品 5%

65,699 東京都 杉並区 アン・コトン　阿佐ヶ谷店 サービス その他サービス 5%

65,700 東京都 杉並区 アン・コトン西荻窪店 サービス その他サービス 5%

65,701 東京都 杉並区 ｉｎｃｏｍｐｌｅｔ 小売業 衣料品 5%

65,702 東京都 杉並区 安心お宿荻窪 サービス 宿泊業 5%

65,703 東京都 杉並区 アンタイディー 小売業 その他小売 5%

65,704 東京都 杉並区 Ａｎｄｉａｍｏ ａｌｌ  Ｕｓｃｉｔａ サービス 飲食業 5%

65,705 東京都 杉並区 アンティーク時 小売業 その他小売 5%

65,706 東京都 杉並区 アンディーナトラベル株式会社 サービス その他サービス 5%

65,707 東京都 杉並区 アンテンドゥ 高円寺店 小売業 食料品 5%

65,708 東京都 杉並区 アンドフェブ 小売業 衣料品 5%

65,709 東京都 杉並区 ｕｍｂｅｒ 小売業 衣料品 5%

65,710 東京都 杉並区 ｉａｋｕ サービス その他サービス 5%

65,711 東京都 杉並区 イージーライダース 小売業 その他小売 5%

65,712 東京都 杉並区 飯豊町アンテナショップ　ＩＩＤＥ サービス 飲食業 5%

65,713 東京都 杉並区 井荻アニマルメディカルセンター サービス その他サービス 5%

65,714 東京都 杉並区 セブン－イレブン井荻駅北口店 小売業 食料品 2%

65,715 東京都 杉並区 井荻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,716 東京都 杉並区 いぐさ動物病院　トリミングルーム サービス その他サービス 5%

65,717 東京都 杉並区 いぐさ動物病院 サービス その他サービス 5%

65,718 東京都 杉並区 池田製麺 小売業 食料品 5%

65,719 東京都 杉並区 居酒屋あしおと サービス 飲食業 5%

65,720 東京都 杉並区 居酒屋たつみ　駅前店 サービス 飲食業 5%

65,721 東京都 杉並区 居酒屋もん吉 サービス 飲食業 5%

65,722 東京都 杉並区 イージーライダース 小売業 その他小売 5%

65,723 東京都 杉並区 ｉｓｔｕｔ 小売業 その他小売 5%

65,724 東京都 杉並区 セブン－イレブン和泉店 小売業 食料品 2%

65,725 東京都 杉並区 ＧＯＴＯＤＡＹＳＨＡｉＲＥＳＡＬＯＮＳｔｅｌｌａ店 サービス 理容・美容業 5%

65,726 東京都 杉並区 イタリアまかない屋高田食堂 サービス 飲食業 5%

65,727 東京都 杉並区 壱参伍 サービス 飲食業 5%

65,728 東京都 杉並区 一番星 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

65,729 東京都 杉並区 いちよん サービス 飲食業 5%

65,730 東京都 杉並区 一般社団法人日本プロカウンセリング協会東京本部校 東京本部校 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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65,731 東京都 杉並区 伊藤靴店 小売業 衣料品 5%

65,732 東京都 杉並区 ｉｔｏｍａｍｏｒｎｉｎｇａｎｄｎｉｇｈｔ サービス 飲食業 5%

65,733 東京都 杉並区 いにしえ酒店 いにしえ酒店 小売業 食料品 5%

65,734 東京都 杉並区 イマージュアヴェダ　永福町店 サービス 理容・美容業 5%

65,735 東京都 杉並区 ＩＹＡＯ 小売業 衣料品 5%

65,736 東京都 杉並区 インクリーズ サービス 理容・美容業 5%

65,737 東京都 杉並区 インターネットコマースサービス株式会社 小売業 電化製品 5%

65,738 東京都 杉並区 セブン－イレブンインテグラルタワー荻窪店 小売業 食料品 2%

65,739 東京都 杉並区 Ｉｍｐｒｏｖｅ サービス その他サービス 5%

65,740 東京都 杉並区 ｗ／ｏ　ｓｔａｎｄ　　高円寺 サービス 飲食業 5%

65,741 東京都 杉並区 魚政宗　荻窪店 サービス 飲食業 5%

65,742 東京都 杉並区 打ち薫る亭 サービス 飲食業 5%

65,743 東京都 杉並区 ｗｏｏｄ　ｇｏｏｄ　ｂｒｏｔｈｅｒｓ 小売業 家具・調度品 5%

65,744 東京都 杉並区 ウツワｕｔｕｗａ サービス 理容・美容業 5%

65,745 東京都 杉並区 うどん屋　てんてこ サービス 飲食業 5%

65,746 東京都 杉並区 海の彩り丼丸　永福店 サービス 飲食業 5%

65,747 東京都 杉並区 ｕｌａｂ． 小売業 衣料品 5%

65,748 東京都 杉並区 ウルフマンＢ　Ｒ　Ｓ　高円寺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,749 東京都 杉並区 エアコンパーク　南阿佐谷店 小売業 電化製品 5%

65,750 東京都 杉並区 ＨＩＣ　ＴＯＫＹＯ　ＳＴＯＲＥ 小売業 その他小売 5%

65,751 東京都 杉並区 英電社 小売業 電化製品 5%

65,752 東京都 杉並区 ＥＩＧＨＴ サービス 飲食業 5%

65,753 東京都 杉並区 ８ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

65,754 東京都 杉並区 セブン－イレブン永福北口店 小売業 食料品 2%

65,755 東京都 杉並区 ＥＵＲＥＫＡ サービス 理容・美容業 5%

65,756 東京都 杉並区 ＡＢＣーＢＡＲ高円寺店 サービス 飲食業 5%

65,757 東京都 杉並区 エスエスミトモデンキ 小売業 電化製品 5%

65,758 東京都 杉並区 エステシオン サービス 理容・美容業 5%

65,759 東京都 杉並区 ｅｓｔｈｅｔｉｑｕｅｓａｌｏｎ空－ｋｕ－ サービス 理容・美容業 5%

65,760 東京都 杉並区 エステル荻窪店 小売業 衣料品 5%

65,761 東京都 杉並区 ＮＦＷ 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,762 東京都 杉並区 榎本豆腐店 小売業 その他小売 5%

65,763 東京都 杉並区 えび寿ベーグル 小売業 食料品 5%

65,764 東京都 杉並区 ＥＭＩＯＮ サービス 飲食業 5%

65,765 東京都 杉並区 ＥＭＩＯＮ サービス 飲食業 5%

65,766 東京都 杉並区 Ｍ＇ｓボーカル教室 サービス その他サービス 5%

65,767 東京都 杉並区 Ｌ＆Ｐｅａｃｅ サービス 飲食業 5%

65,768 東京都 杉並区 ＥｌＳｕｒ 小売業 その他小売 5%

65,769 東京都 杉並区 ｅｌ　ｐａｔｏ サービス 飲食業 5%

65,770 東京都 杉並区 ａｉｌｅ　ｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

65,771 東京都 杉並区 ＥＬＰＯＲＴＥＧＯ サービス 飲食業 5%

65,772 東京都 杉並区 ＥＬＥＰＨＡＮＴ　ＫＩＴＣＨＥＮ 小売業 食料品 5%
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65,773 東京都 杉並区 エンジョイ サービス その他サービス 5%

65,774 東京都 杉並区 エンゼルスター阿佐谷店 小売業 衣料品 5%

65,775 東京都 杉並区 ｅｎｄｖｉｎｔａｇｅ 小売業 衣料品 5%

65,776 東京都 杉並区 エンドレスゾーン 小売業 その他小売 5%

65,777 東京都 杉並区 おいでんせ サービス 飲食業 5%

65,778 東京都 杉並区 おうちでスマイル サービス 理容・美容業 5%

65,779 東京都 杉並区 大岩食堂 サービス 飲食業 5%

65,780 東京都 杉並区 オーガニック・プーアール 小売業 その他小売 5%

65,781 東京都 杉並区 オオクラ サービス 運輸業 5%

65,782 東京都 杉並区 ＯＺｎａｔｉｏｎＲｅｃｏｒｄｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

65,783 東京都 杉並区 大問屋杉並店 サービス その他サービス 5%

65,784 東京都 杉並区 ｏｖｅｒｐｒｏｏｆ サービス 飲食業 5%

65,785 東京都 杉並区 Ｏ．ｂ．Ｂ 小売業 衣料品 5%

65,786 東京都 杉並区 大宮前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,787 東京都 杉並区 おかえり酒場　さんだるきっちん サービス 飲食業 5%

65,788 東京都 杉並区 荻窪　カメラのさくらや　２号館 小売業 電化製品 5%

65,789 東京都 杉並区 荻窪　Ｄ－ｓｔａｎｄ サービス 飲食業 5%

65,790 東京都 杉並区 セブン－イレブン荻窪天沼小南店 小売業 食料品 2%

65,791 東京都 杉並区 荻窪駅貸会議室 サービス その他サービス 5%

65,792 東京都 杉並区 荻窪カイロプラクティックセンター サービス その他サービス 5%

65,793 東京都 杉並区 荻窪　カメラのさくらや 小売業 電化製品 5%

65,794 東京都 杉並区 荻窪サイクル 小売業 その他小売 5%

65,795 東京都 杉並区 荻窪自動車学校 サービス その他サービス 5%

65,796 東京都 杉並区 セブン－イレブン荻窪四面道東店 小売業 食料品 2%

65,797 東京都 杉並区 子育てカフェオンザロックバー サービス 飲食業 5%

65,798 東京都 杉並区 セブン－イレブン荻窪桃二小南店 小売業 食料品 2%

65,799 東京都 杉並区 沖縄ダイニング　島のれん　沖縄ダイニング　島のれん サービス 飲食業 5%

65,800 東京都 杉並区 沖縄料理魚人 サービス 飲食業 5%

65,801 東京都 杉並区 オクターバ　オクターバ サービス その他サービス 5%

65,802 東京都 杉並区 お酒の実験所 サービス 飲食業 5%

65,803 東京都 杉並区 お茶とのり　清風園 小売業 食料品 5%

65,804 東京都 杉並区 OTSU 小売業 衣料品 5%

65,805 東京都 杉並区 ｏｄｅｋａｋｅ　ｏｆｆｉｃｅ． サービス 運輸業 5%

65,806 東京都 杉並区 ｏｔｏｔｏｈａｒｕ　　ｏｔｏｔｏｈａｒｕ 小売業 その他小売 5%

65,807 東京都 杉並区 工房きな サービス その他サービス 5%

65,808 東京都 杉並区 オフィス・メイプル サービス その他サービス 5%

65,809 東京都 杉並区 小美野米店 小売業 食料品 5%

65,810 東京都 杉並区 おもちくらぶクリエイト（有限会社山正製菓） サービス 飲食業 5%

65,811 東京都 杉並区 オリックスレンタカー高円寺駅北口店 サービス その他サービス 2%

65,812 東京都 杉並区 オリックスレンタカー高井戸店 サービス その他サービス 2%

65,813 東京都 杉並区 オリックスレンタカー西荻窪駅南口店 サービス その他サービス 2%

65,814 東京都 杉並区 温古着新 小売業 衣料品 5%
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65,815 東京都 杉並区 オンザコーナー サービス 理容・美容業 5%

65,816 東京都 杉並区 おんしんスープ サービス 飲食業 5%

65,817 東京都 杉並区 加圧ボディスタジオ阿佐ヶ谷 サービス その他サービス 5%

65,818 東京都 杉並区 貝せん サービス 飲食業 5%

65,819 東京都 杉並区 海鮮食樂部 サービス 飲食業 5%

65,820 東京都 杉並区 ＣＡＣＡＯ　ＳＡＬＯＮ　Ａ?ｆｕｋｕ　カカオサロンエイフク 小売業 食料品 5%

65,821 東京都 杉並区 かき小屋高円寺 サービス 飲食業 5%

65,822 東京都 杉並区 カクヤス　阿佐ヶ谷店 小売業 食料品 5%

65,823 東京都 杉並区 カクヤス　井草店 小売業 食料品 5%

65,824 東京都 杉並区 カクヤス　永福店 小売業 食料品 5%

65,825 東京都 杉並区 カクヤス　高円寺店 小売業 食料品 5%

65,826 東京都 杉並区 カクヤス　方南町店 小売業 食料品 5%

65,827 東京都 杉並区 カクヤス　宮前店 小売業 食料品 5%

65,828 東京都 杉並区 かごの屋　杉並梅里店 サービス 飲食業 5%

65,829 東京都 杉並区 かごや 小売業 衣料品 5%

65,830 東京都 杉並区 柏村タクシー サービス 運輸業 5%

65,831 東京都 杉並区 ガストロパブＳＨＩＭＥＪＩⅡ サービス 飲食業 5%

65,832 東京都 杉並区 ＧＡＳＯＬＩＮＥ 小売業 衣料品 5%

65,833 東京都 杉並区 阿佐ヶ谷のイタリア料理ガッターロ サービス 飲食業 5%

65,834 東京都 杉並区 かってや サービス 飲食業 5%

65,835 東京都 杉並区 桂屋 サービス その他サービス 5%

65,836 東京都 杉並区 ｇａｔｏｎａｉｌｓ サービス 理容・美容業 5%

65,837 東京都 杉並区 カナモノ　ワタナベ 小売業 その他小売 5%

65,838 東京都 杉並区 叶屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

65,839 東京都 杉並区 ｃａｎｏｈａ 小売業 衣料品 5%

65,840 東京都 杉並区 ＫＡＢＡＹＡＮ　ＨＯＴＰＬＡＴＥ サービス 飲食業 5%

65,841 東京都 杉並区 カフェ＆ダイニングプロセニアム サービス 飲食業 5%

65,842 東京都 杉並区 カフェインザラフ サービス その他サービス 5%

65,843 東京都 杉並区 松村敦 サービス 飲食業 5%

65,844 東京都 杉並区 ｃａｆｅ　Ｂｉｒｄｂａｔｈ サービス 飲食業 5%

65,845 東京都 杉並区 カフェプランタン荻窪 サービス 飲食業 5%

65,846 東京都 杉並区 ｃａｆｅｗａｋｋｏ サービス 飲食業 5%

65,847 東京都 杉並区 （株）クリーンテック サービス その他サービス 5%

65,848 東京都 杉並区 株式会社　トップアート　ボイストゥルース　久我山店 サービス 理容・美容業 5%

65,849 東京都 杉並区 ｉｆｏｒｃｅ－ｉｄｅａｌ サービス その他サービス 5%

65,850 東京都 杉並区 ＩＮＦＡＮＯＮＹＭＯＵＳＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

65,851 東京都 杉並区 株式会社エイトビット サービス その他サービス 5%

65,852 東京都 杉並区 株式会社オオクラ サービス 運輸業 5%

65,853 東京都 杉並区 株式会社グラナートアレンジメント サービス その他サービス 5%

65,854 東京都 杉並区 株式会社グラン・サム サービス その他サービス 5%

65,855 東京都 杉並区 Ｋ?ＭＡＲＩＮ サービス 理容・美容業 5%

65,856 東京都 杉並区 株式会社国政総覧刊行会 サービス その他サービス 5%
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65,857 東京都 杉並区 株式会社サワダ サービス その他サービス 5%

65,858 東京都 杉並区 数寄和 サービス その他サービス 5%

65,859 東京都 杉並区 株式会社スペース 小売業 家具・調度品 5%

65,860 東京都 杉並区 株式会社ネットワーク サービス その他サービス 5%

65,861 東京都 杉並区 株式会社バウハウス サービス その他サービス 5%

65,862 東京都 杉並区 株式会社早美 サービス その他サービス 5%

65,863 東京都 杉並区 株式会社ＦＵ－ＲＡ サービス 理容・美容業 5%

65,864 東京都 杉並区 株式会社フォンテック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

65,865 東京都 杉並区 株式会社不二屋 小売業 その他小売 5%

65,866 東京都 杉並区 株式会社　武申 サービス その他サービス 5%

65,867 東京都 杉並区 フラワーパーク 小売業 その他小売 5%

65,868 東京都 杉並区 株式会社前田豊吉商店 サービス 理容・美容業 5%

65,869 東京都 杉並区 株式会社ムタキカク 小売業 その他小売 5%

65,870 東京都 杉並区 株式会社ｍｅｓｕｔｔａ 小売業 衣料品 5%

65,871 東京都 杉並区 株式会社リガート サービス その他サービス 5%

65,872 東京都 杉並区 株式会社六本企画 サービス その他サービス 5%

65,873 東京都 杉並区 上荻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,874 東京都 杉並区 カメラの春光 サービス その他サービス 5%

65,875 東京都 杉並区 カモシカ サービス 飲食業 5%

65,876 東京都 杉並区 からあげとビール サービス 飲食業 5%

65,877 東京都 杉並区 カラオケオリーブ　阿佐ヶ谷店 サービス 飲食業 5%

65,878 東京都 杉並区 カラオケルームサウンドイン サービス その他サービス 5%

65,879 東京都 杉並区 焼肉からし亭　新高円寺店 サービス 飲食業 5%

65,880 東京都 杉並区 身体調整かわしま サービス 理容・美容業 5%

65,881 東京都 杉並区 カラダファクトリー　荻窪店 サービス その他サービス 5%

65,882 東京都 杉並区 カラダファクトリー　西友阿佐ケ谷店 サービス その他サービス 5%

65,883 東京都 杉並区 カラダファクトリー西荻窪店 サービス その他サービス 5%

65,884 東京都 杉並区 カリプソショコラ美容室 サービス 理容・美容業 5%

65,885 東京都 杉並区 Ｃｒｏｕｃｈｅ 小売業 衣料品 5%

65,886 東京都 杉並区 カレーの店　ＫＹＵ サービス 飲食業 5%

65,887 東京都 杉並区 カレーハウスｃｏｃｏ壱番屋荻窪駅南口店 サービス 飲食業 2%

65,888 東京都 杉並区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋京王八幡山駅前店 サービス その他サービス 2%

65,889 東京都 杉並区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋高円寺駅南口店 サービス 飲食業 2%

65,890 東京都 杉並区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋杉並桜上水店 サービス 飲食業 2%

65,891 東京都 杉並区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋南阿佐ヶ谷店 サービス 飲食業 2%

65,892 東京都 杉並区 ＧａｌｅｔｔｅＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

65,893 東京都 杉並区 カワナミゴルフスクール　杉並 サービス その他サービス 2%

65,894 東京都 杉並区 還元陶板浴虎杖伝説の里本店 サービス その他サービス 5%

65,895 東京都 杉並区 韓国食堂　ジョッパルゲ サービス 飲食業 5%

65,896 東京都 杉並区 韓国料理店どにどに サービス 飲食業 5%

65,897 東京都 杉並区 漢方薬局　丘 小売業 その他小売 5%

65,898 東京都 杉並区 キーンソリッド株式会社 サービス その他サービス 5%
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65,899 東京都 杉並区 菊池硝子興業 サービス その他サービス 5%

65,900 東京都 杉並区 喜久屋食品販売株式会社 小売業 その他小売 5%

65,901 東京都 杉並区 キッチン　ｕｍａｓａｎ　キッチン　ｕｍａｓａｎ サービス 飲食業 5%

65,902 東京都 杉並区 キッチン　リビングスポット　ニイミ 小売業 その他小売 5%

65,903 東京都 杉並区 キプフェル サービス 飲食業 5%

65,904 東京都 杉並区 キプフェル　キプフェル サービス 飲食業 5%

65,905 東京都 杉並区 きもの館　慶屋 小売業 衣料品 5%

65,906 東京都 杉並区 きもの館　慶屋 小売業 衣料品 5%

65,907 東京都 杉並区 ＣＡＴＳ ＣＡＴＳ 小売業 その他小売 5%

65,908 東京都 杉並区 ギャラリー蚕室 サービス その他サービス 5%

65,909 東京都 杉並区 ギャラリー萠 サービス その他サービス 5%

65,910 東京都 杉並区 ギャラリーＢＯＷＫＮＯＴ 小売業 その他小売 5%

65,911 東京都 杉並区 ギャルリー・ジュイエ サービス その他サービス 5%

65,912 東京都 杉並区 Ｇａｌｅｒｉｅ Ｊｕｉｌｌｅｔ サービス その他サービス 5%

65,913 東京都 杉並区 牛焔 サービス 飲食業 5%

65,914 東京都 杉並区 牛角方南町店 サービス 飲食業 2%

65,915 東京都 杉並区 牛串牛鍋じげん サービス 飲食業 5%

65,916 東京都 杉並区 九州・琉球ダイニング　あいたか サービス 飲食業 5%

65,917 東京都 杉並区 CUBA 小売業 衣料品 5%

65,918 東京都 杉並区 キュリオステーション永福町店 サービス その他サービス 5%

65,919 東京都 杉並区 ぎょうざの満洲　荻窪南店 サービス 飲食業 5%

65,920 東京都 杉並区 ぎょうざの満洲　高円寺北口店 サービス 飲食業 5%

65,921 東京都 杉並区 ぎょうざの満洲　八幡山駅前店 サービス 飲食業 5%

65,922 東京都 杉並区 行政書士水口尚亮事務所 サービス その他サービス 5%

65,923 東京都 杉並区 業務スーパー高円寺店 小売業 食料品 2%

65,924 東京都 杉並区 喜楽 小売業 衣料品 5%

65,925 東京都 杉並区 きらく サービス 飲食業 5%

65,926 東京都 杉並区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ高円寺店 小売業 その他小売 5%

65,927 東京都 杉並区 Ｇｏｏ?ｉｔ　　高円寺北口店　高円寺北口店 サービス その他サービス 5%

65,928 東京都 杉並区 ｋｕｕｓｉ サービス 理容・美容業 5%

65,929 東京都 杉並区 セブン－イレブン久我山５丁目店 小売業 食料品 2%

65,930 東京都 杉並区 セブン－イレブン久我山３丁目店 小売業 食料品 2%

65,931 東京都 杉並区 セブン－イレブン久我山２丁目店 小売業 食料品 2%

65,932 東京都 杉並区 ククーロ サービス 飲食業 5%

65,933 東京都 杉並区 串かつ　でんがな　荻窪店 サービス 飲食業 5%

65,934 東京都 杉並区 串かつ　でんがな　高円寺店 サービス 飲食業 5%

65,935 東京都 杉並区 串カツ屋エベス サービス 飲食業 5%

65,936 東京都 杉並区 串しん坊　阿佐ヶ谷店 サービス 飲食業 5%

65,937 東京都 杉並区 くし家　串猿　高円寺店 サービス 飲食業 5%

65,938 東京都 杉並区 串焼処まとい サービス 飲食業 5%

65,939 東京都 杉並区 くし家串猿　永福町店 サービス 飲食業 5%

65,940 東京都 杉並区 区民酒場　左利き サービス 飲食業 5%
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65,941 東京都 杉並区 ｇｍｇｍ サービス 飲食業 5%

65,942 東京都 杉並区 クライミングスタジオ ＬＡＧＯ サービス その他サービス 5%

65,943 東京都 杉並区 ＣＬＯＵＤＳ サービス 飲食業 5%

65,944 東京都 杉並区 暮らしのいろいろていねいに、 サービス その他サービス 5%

65,945 東京都 杉並区 クラフト麦酒酒場　シトラバ サービス 飲食業 5%

65,946 東京都 杉並区 Ｃｌｕｂ　ＲＯＯＴＳ！ サービス 飲食業 5%

65,947 東京都 杉並区 グランパツクシ サービス 飲食業 5%

65,948 東京都 杉並区 Ｇｒａｎｄｂｅｒｒｙ　Ｊａｍ 小売業 衣料品 5%

65,949 東京都 杉並区 クリーニングショップいそかわ サービス その他サービス 5%

65,950 東京都 杉並区 ｇｒｅｅｎｓｔｙｌｅ 小売業 その他小売 5%

65,951 東京都 杉並区 ＧＲＥＥＮＤＯＴ 小売業 衣料品 5%

65,952 東京都 杉並区 ｇｒｅｅｎｄｏｔ　パル店 小売業 衣料品 5%

65,953 東京都 杉並区 クリオインターナショナル 小売業 衣料品 5%

65,954 東京都 杉並区 クリーニングセンターノザキ サービス その他サービス 5%

65,955 東京都 杉並区 クリーニングビギン サービス その他サービス 5%

65,956 東京都 杉並区 グリルマリノ サービス 飲食業 5%

65,957 東京都 杉並区 グリーン　ドット　エトアール 小売業 衣料品 5%

65,958 東京都 杉並区 ＧＬＯＶＥＥＥＫ　ＧＬＯＶＥＥＥＫ　　グルーブイーク 小売業 衣料品 5%

65,959 東京都 杉並区 くるくる山 小売業 衣料品 5%

65,960 東京都 杉並区 グレイトホワイトワンダー 小売業 その他小売 5%

65,961 東京都 杉並区 株式会社Ｃｒｅｃｅｒ サービス その他サービス 5%

65,962 東京都 杉並区 黒毛和牛ハンバーグ＆ステーキ専門店　みや サービス 飲食業 5%

65,963 東京都 杉並区 クロスウイング 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

65,964 東京都 杉並区 グロ－ビズ サービス その他サービス 5%

65,965 東京都 杉並区 けやき サービス 飲食業 5%

65,966 東京都 杉並区 原価酒場かたりば サービス 飲食業 5%

65,967 東京都 杉並区 コアコンシェル　スマホのコンシェルジュ　高円寺店 サービス その他サービス 5%

65,968 東京都 杉並区 こあさじょうじ美容室 サービス 理容・美容業 5%

65,969 東京都 杉並区 光栄電器商会 小売業 電化製品 5%

65,970 東京都 杉並区 高円寺あぱーとめんと１０１ 小売業 その他小売 5%

65,971 東京都 杉並区 高円寺イタリア食堂ぶんご サービス 飲食業 5%

65,972 東京都 杉並区 セブン－イレブン高円寺駅東店 小売業 食料品 2%

65,973 東京都 杉並区 セブン－イレブン高円寺駅前店 小売業 食料品 2%

65,974 東京都 杉並区 セブン－イレブン高円寺青梅街道店 小売業 食料品 2%

65,975 東京都 杉並区 セブン－イレブン高円寺北店 小売業 食料品 2%

65,976 東京都 杉並区 セブン－イレブン高円寺純情商店街店 小売業 食料品 2%

65,977 東京都 杉並区 高円寺純情ホテル サービス 宿泊業 5%

65,978 東京都 杉並区 セブン－イレブン高円寺中通商店街店 小売業 食料品 2%

65,979 東京都 杉並区 高円寺南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,980 東京都 杉並区 高円寺南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

65,981 東京都 杉並区 高円寺四百倍美容室 サービス 理容・美容業 5%

65,982 東京都 杉並区 セブン－イレブン高円寺ルック店 小売業 食料品 2%
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65,983 東京都 杉並区 康源 サービス その他サービス 5%

65,984 東京都 杉並区 幸寿司 サービス 飲食業 5%

65,985 東京都 杉並区 幸寿司阿佐ヶ谷店 サービス 飲食業 5%

65,986 東京都 杉並区 ｇｏ サービス 理容・美容業 5%

65,987 東京都 杉並区 光明電機商会桃園店 小売業 電化製品 5%

65,988 東京都 杉並区 Ｇｏｏｉｎｇｔｒｉｐ株式会社 サービス 運輸業 5%

65,989 東京都 杉並区 ｃｏｗｅｎ サービス 理容・美容業 5%

65,990 東京都 杉並区 ｃｏｗｅｎ サービス 理容・美容業 5%

65,991 東京都 杉並区 ＣＯＯＶＡ 小売業 衣料品 5%

65,992 東京都 杉並区 ＧＯＰＡＮＤＡＧＹＭ サービス その他サービス 5%

65,993 東京都 杉並区 Ｃｏｆｆｅｅ　Ｂｅａｎｓ　Ｓｈｏｐ　高井戸　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｂｅａｎｓ　Ｓｈｏｐ　高井戸 小売業 食料品 5%

65,994 東京都 杉並区 コーヒーロースト デスモ 小売業 食料品 5%

65,995 東京都 杉並区 Ｃｏｑｕｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

65,996 東京都 杉並区 こけし屋 サービス 飲食業 5%

65,997 東京都 杉並区 ＣｏＣｏ壱番屋西荻窪駅北口店 サービス 飲食業 2%

65,998 東京都 杉並区 ｋｏｋｏｒｏ 小売業 衣料品 5%

65,999 東京都 杉並区 ゴジラや 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,000 東京都 杉並区 個人　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

66,001 東京都 杉並区 小曽根タクシー サービス 運輸業 5%

66,002 東京都 杉並区 骨董・古道具ＥＰＴ 小売業 その他小売 5%

66,003 東京都 杉並区 こばやし米店・煙草店 小売業 食料品 5%

66,004 東京都 杉並区 ごはん サービス 飲食業 5%

66,005 東京都 杉並区 コポ　阿佐ヶ谷店 小売業 衣料品 5%

66,006 東京都 杉並区 コポ　永福町店 小売業 衣料品 5%

66,007 東京都 杉並区 コミックバスター高円寺駅前店 サービス その他サービス 2%

66,008 東京都 杉並区 ゴルファーレ阿佐ヶ谷 サービス その他サービス 5%

66,009 東京都 杉並区 ゴルフエフォート杉並店 小売業 その他小売 5%

66,010 東京都 杉並区 ｃｏｎｃｈｐｅａｒｌ サービス 理容・美容業 5%

66,011 東京都 杉並区 サーティーワン高円寺パル店 サービス 飲食業 2%

66,012 東京都 杉並区 サード ダンススクール サービス その他サービス 5%

66,013 東京都 杉並区 サイアムロット サービス 飲食業 5%

66,014 東京都 杉並区 齋藤（店舗名がまだ決定しておりません） サービス その他サービス 5%

66,015 東京都 杉並区 さかなづき サービス 飲食業 5%

66,016 東京都 杉並区 坂本屋酒店 小売業 その他小売 5%

66,017 東京都 杉並区 さくら　荻窪店 サービス 理容・美容業 5%

66,018 東京都 杉並区 セブンーイレブン桜上水駅北店 小売業 食料品 2%

66,019 東京都 杉並区 ｃｉｒｃｌｅ サービス 理容・美容業 5%

66,020 東京都 杉並区 ＴｈｅＣｌｕｒａｃａｎ サービス 飲食業 5%

66,021 東京都 杉並区 サークルテクノス サービス その他サービス 5%

66,022 東京都 杉並区 ＴＨＥＤＡＹＦＯＯＤＬＡＢ サービス 飲食業 5%

66,023 東京都 杉並区 サトミ電気 小売業 電化製品 5%

66,024 東京都 杉並区 さとみの 小売業 その他小売 5%
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66,025 東京都 杉並区 ＳｕｎｎｙＨｏｕｓｅＳｕｇｉｎａｍｉ サービス その他サービス 5%

66,026 東京都 杉並区 ＳＵＢＳＴＯＲＥ サービス 飲食業 5%

66,027 東京都 杉並区 ＳＡＭＡＫＩ 小売業 衣料品 5%

66,028 東京都 杉並区 鮫 小売業 衣料品 5%

66,029 東京都 杉並区 ＳＡＬＯＮ　ＩＣＩ サービス 理容・美容業 5%

66,030 東京都 杉並区 ＳＡＬＯＮ　ＤＥ　ＧＡＲＥ サービス 理容・美容業 5%

66,031 東京都 杉並区 サロン・ド・シャイン サービス 理容・美容業 5%

66,032 東京都 杉並区 三幸舎クリーニング 永福町店 サービス その他サービス 5%

66,033 東京都 杉並区 三幸舎クリーニング 浜田山店 サービス その他サービス 5%

66,034 東京都 杉並区 三松堂製印(株) 小売業 その他小売 5%

66,035 東京都 杉並区 三仁堂薬局 小売業 その他小売 5%

66,036 東京都 杉並区 三徳井草店 小売業 食料品 5%

66,037 東京都 杉並区 三徳下井草店 小売業 食料品 5%

66,038 東京都 杉並区 ＳＵＮＴＲＡＰ 小売業 衣料品 5%

66,039 東京都 杉並区 三陸ＳＵＮ サービス その他サービス 5%

66,040 東京都 杉並区 ｇｒｎ高円寺店 小売業 衣料品 5%

66,041 東京都 杉並区 ＴＨＥＥＡＳＴＭＡＲＫＥＴ 小売業 その他小売 5%

66,042 東京都 杉並区 ジーロックス・スタジオ サービス その他サービス 5%

66,043 東京都 杉並区 Ｊ.Ｐ.ＭＡＹＡ 小売業 衣料品 5%

66,044 東京都 杉並区 ＪＵＬ サービス 運輸業 5%

66,045 東京都 杉並区 Ｓｉｅｓｔａ サービス 理容・美容業 5%

66,046 東京都 杉並区 シェノン 小売業 衣料品 5%

66,047 東京都 杉並区 ジェラテリア　シンチェリ－タ 小売業 食料品 5%

66,048 東京都 杉並区 ジェル　ヤナギサワ 小売業 衣料品 5%

66,049 東京都 杉並区 自家焙煎珈琲豆ブービーズ サービス その他サービス 5%

66,050 東京都 杉並区 四季彩 小売業 その他小売 5%

66,051 東京都 杉並区 シーキューエル 小売業 食料品 5%

66,052 東京都 杉並区 シナバー サービス 飲食業 5%

66,053 東京都 杉並区 ＳＹＮＡＰＳＥ サービス 理容・美容業 5%

66,054 東京都 杉並区 有限会社ＳＨＩＮＯＳＡＭＰＬＩＦＩＥＲＣＯＭＰＡＮＹ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,055 東京都 杉並区 ＳＨＩＮＯＳ　ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ　ＣＯＭＰＡＮＹ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,056 東京都 杉並区 ＣｉｂｏＳａｎｏ サービス 飲食業 5%

66,057 東京都 杉並区 島田真奈 サービス その他サービス 5%

66,058 東京都 杉並区 下井草　青柳 小売業 食料品 5%

66,059 東京都 杉並区 下山田健三 サービス 飲食業 5%

66,060 東京都 杉並区 ＪＡＰＵＢ　円蔵 サービス 飲食業 5%

66,061 東京都 杉並区 ＪＡＭＭＹ　Ｆ．Ｍ サービス 理容・美容業 5%

66,062 東京都 杉並区 じゃんぼ總本店　荻窪駅前店 サービス 飲食業 5%

66,063 東京都 杉並区 鶏の焼肉珠杏ＪＹＵＡＮ サービス 飲食業 5%

66,064 東京都 杉並区 十三夜 小売業 衣料品 5%

66,065 東京都 杉並区 秀文堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,066 東京都 杉並区 ＳＵＧＡＲＳａｋｅ＆Ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

1575



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

66,067 東京都 杉並区 Ｓｕｇａｒｖｉｎｅ サービス 飲食業 5%

66,068 東京都 杉並区 別館主水かつ茶寮 サービス 飲食業 5%

66,069 東京都 杉並区 Ｓｃｈｗｅｒｔｋｒｅｕｚ サービス その他サービス 5%

66,070 東京都 杉並区 旬彩　あさ野 サービス 飲食業 5%

66,071 東京都 杉並区 旬彩はな日 サービス 飲食業 5%

66,072 東京都 杉並区 松栄 サービス その他サービス 5%

66,073 東京都 杉並区 ＳＨＯＷＴＩＭＥ高円寺ジム サービス その他サービス 5%

66,074 東京都 杉並区 書楽 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,075 東京都 杉並区 叙々苑　桜上水店 サービス 飲食業 5%

66,076 東京都 杉並区 －ＳＨＯＴ　ＢＡＲ－　Ｎｕｔｓ サービス 飲食業 5%

66,077 東京都 杉並区 ジョリーマタントゥ美容室 サービス 理容・美容業 5%

66,078 東京都 杉並区 有限会社シルクロード 小売業 衣料品 5%

66,079 東京都 杉並区 Ｃｉｌｓ荻窪 サービス 理容・美容業 5%

66,080 東京都 杉並区 白兎珈琲店 サービス 飲食業 5%

66,081 東京都 杉並区 新川屋酒店 小売業 食料品 5%

66,082 東京都 杉並区 新高円寺駅前カイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

66,083 東京都 杉並区 セブン－イレブン新高円寺駅前店 小売業 食料品 2%

66,084 東京都 杉並区 ＳｈｉｎｇｏＭａｋｅｕｐＳｃｈｏｏｌ サービス 理容・美容業 5%

66,085 東京都 杉並区 親切タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

66,086 東京都 杉並区 ズイカク 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,087 東京都 杉並区 翠竹堂 小売業 その他小売 5%

66,088 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並阿佐谷北１丁目店 小売業 食料品 2%

66,089 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並阿佐谷南１丁目店 小売業 食料品 2%

66,090 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並天沼３丁目店 小売業 食料品 2%

66,091 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並天沼店 小売業 食料品 2%

66,092 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並天沼通り店 小売業 食料品 2%

66,093 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並井荻店 小売業 食料品 2%

66,094 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並井草２丁目店 小売業 食料品 2%

66,095 東京都 杉並区 杉並営業所 サービス その他サービス 5%

66,096 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並永福町駅前店 小売業 食料品 2%

66,097 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並大宮店 小売業 食料品 2%

66,098 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並荻窪駅北口店 小売業 食料品 2%

66,099 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並荻窪５丁目店 小売業 食料品 2%

66,100 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並荻窪藤澤ビルディング店 小売業 食料品 2%

66,101 東京都 杉並区 杉並会館マツヤサロン サービス その他サービス 5%

66,102 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並上井草３丁目店 小売業 食料品 2%

66,103 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並久我山３の西店 小売業 食料品 2%

66,104 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並高円寺北１丁目店 小売業 食料品 2%

66,105 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並高円寺北２丁目店 小売業 食料品 2%

66,106 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並甲州街道店 小売業 食料品 2%

66,107 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並清水３丁目店 小売業 食料品 2%

66,108 東京都 杉並区 有限会社大橋電設 サービス その他サービス 5%
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66,109 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並下高井戸５丁目店 小売業 食料品 2%

66,110 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並高井戸駅前店 小売業 食料品 2%

66,111 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並高井戸西店 小売業 食料品 2%

66,112 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並高井戸東４丁目店 小売業 食料品 2%

66,113 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並成田東１丁目店 小売業 食料品 2%

66,114 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並成田東４丁目店 小売業 食料品 2%

66,115 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並西永福駅北店 小売業 食料品 2%

66,116 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並西永福駅前店 小売業 食料品 2%

66,117 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並日大二高店 小売業 食料品 2%

66,118 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並浜田山３丁目店 小売業 食料品 2%

66,119 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並方南町駅前店 小売業 食料品 2%

66,120 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並堀ノ内１丁目店 小売業 食料品 2%

66,121 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並堀ノ内２丁目店 小売業 食料品 2%

66,122 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並馬橋通り店 小売業 食料品 2%

66,123 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並宮前３丁目店 小売業 食料品 2%

66,124 東京都 杉並区 杉並モータース サービス その他サービス 5%

66,125 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並桃井１丁目店 小売業 食料品 2%

66,126 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並桃井４丁目店 小売業 食料品 2%

66,127 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並芦花公園店 小売業 食料品 2%

66,128 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並和田１丁目店 小売業 食料品 2%

66,129 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並和田３丁目店 小売業 食料品 2%

66,130 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並和田３丁目東店 小売業 食料品 2%

66,131 東京都 杉並区 セブン－イレブン杉並和田店 小売業 食料品 2%

66,132 東京都 杉並区 すごろくや高円寺店 小売業 その他小売 5%

66,133 東京都 杉並区 鮨いさお サービス 飲食業 5%

66,134 東京都 杉並区 鮨きたがわ サービス 飲食業 5%

66,135 東京都 杉並区 鮨肴　一会　鮨肴一会 サービス 飲食業 5%

66,136 東京都 杉並区 有限会社鈴木塗料店 サービス その他サービス 5%

66,137 東京都 杉並区 ｓｔｕｄｉｏ．ＣＢＲ 小売業 衣料品 5%

66,138 東京都 杉並区 ｓｔｕｄｉｏＭｙＳｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

66,139 東京都 杉並区 スタジオミルク サービス その他サービス 5%

66,140 東京都 杉並区 ＳＴＯＮＥ サービス 飲食業 5%

66,141 東京都 杉並区 ストロベリーフィールズ荻窪ルミネ店 小売業 衣料品 5%

66,142 東京都 杉並区 Ｓｎｏｗｄｒｏｐ　阿佐ヶ谷店 サービス 理容・美容業 5%

66,143 東京都 杉並区 Ｓｎｏｗｄｒｏｐ　荻窪店 サービス 理容・美容業 5%

66,144 東京都 杉並区 ＳＰＩＣＥ飯店 サービス 飲食業 5%

66,145 東京都 杉並区 スパゲッティ　ＩＣＨＩ サービス 飲食業 5%

66,146 東京都 杉並区 スピードショップタイプワン サービス その他サービス 5%

66,147 東京都 杉並区 スプーン本社 小売業 その他小売 5%

66,148 東京都 杉並区 スポーツ居酒屋ＫＩＴＥＮ！ サービス 飲食業 5%

66,149 東京都 杉並区 スポーツキッド　下高井戸本店 小売業 その他小売 5%

66,150 東京都 杉並区 炭火串焼　鶏ジロー　新高円寺店 サービス 飲食業 5%
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66,151 東京都 杉並区 炭火焼き酒場蔵 サービス 飲食業 5%

66,152 東京都 杉並区 炭火焼肉ホルモン　三四郎　西荻窪店 サービス 飲食業 5%

66,153 東京都 杉並区 炭火焼肉ホルモン　三四郎　西荻窪２号店 サービス 飲食業 5%

66,154 東京都 杉並区 炭火焼肉ホルモン　三四郎　高円寺店 サービス 飲食業 5%

66,155 東京都 杉並区 炭火焼肉ホルモン　三四郎　西永福店 サービス 飲食業 5%

66,156 東京都 杉並区 ＴｈｒｏｗＢａｃｋ サービス 飲食業 5%

66,157 東京都 杉並区 精華 サービス 飲食業 5%

66,158 東京都 杉並区 整体院　ユラカ　荻窪店 サービス その他サービス 5%

66,159 東京都 杉並区 整体院空の小屋 サービス その他サービス 5%

66,160 東京都 杉並区 整体もみ処 美容 うさっぷ ほぐしのテッペン阿佐ヶ谷店 サービス その他サービス 5%

66,161 東京都 杉並区 靜和漢方堂 小売業 その他小売 5%

66,162 東京都 杉並区 清和電機西荻店 小売業 電化製品 5%

66,163 東京都 杉並区 清和電機　方南店 小売業 電化製品 5%

66,164 東京都 杉並区 ｓａｌｅｒｓ 小売業 衣料品 5%

66,165 東京都 杉並区 ＣＥＬＩＮＥ　西荻窪 サービス 理容・美容業 5%

66,166 東京都 杉並区 セルフ阿佐ヶ谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

66,167 東京都 杉並区 セブン－イレブン善福寺店 小売業 食料品 2%

66,168 東京都 杉並区 ＳＯＩＬ サービス 飲食業 5%

66,169 東京都 杉並区 ｓｏｕｌｓｔｏｒｙ　Ｓｈｏｗ＆Ｃａｆｅ－Ｂａｒ　月のみち サービス 飲食業 5%

66,170 東京都 杉並区 ＳＯＷＡ 小売業 衣料品 5%

66,171 東京都 杉並区 即興／ＳＯＫＫＹＯＵ 小売業 衣料品 5%

66,172 東京都 杉並区 ｚｏｏｃｋ 小売業 衣料品 5%

66,173 東京都 杉並区 そば処田中屋 サービス 飲食業 5%

66,174 東京都 杉並区 そめの近江　浜田山店 小売業 衣料品 5%

66,175 東京都 杉並区 ＳＯＬＵＮＡ サービス 理容・美容業 5%

66,176 東京都 杉並区 （株）代一元 サービス 飲食業 5%

66,177 東京都 杉並区 大衆酒場　ジタング サービス 飲食業 5%

66,178 東京都 杉並区 大衆酒場 南田門田 高円寺店 サービス 飲食業 5%

66,179 東京都 杉並区 大伸堂薬局 小売業 その他小売 5%

66,180 東京都 杉並区 たいせいでんか　方南店 小売業 電化製品 5%

66,181 東京都 杉並区 ｄａｉｄａｉ 小売業 衣料品 5%

66,182 東京都 杉並区 代田ファクトリー 小売業 その他小売 5%

66,183 東京都 杉並区 大東株式会社烏山店 小売業 その他小売 5%

66,184 東京都 杉並区 Ｄｉｖｅ　Ｃｅｎｔｅｒ　ＭＳＳ サービス その他サービス 5%

66,185 東京都 杉並区 ＴＨＹＭＥタイム 小売業 衣料品 5%

66,186 東京都 杉並区 大和商事 サービス その他サービス 5%

66,187 東京都 杉並区 高井戸酒房Ｚｉｐａｎｇｕ サービス 飲食業 5%

66,188 東京都 杉並区 セブン－イレブン高井戸東五日市街道店 小売業 食料品 2%

66,189 東京都 杉並区 高井戸・麻婆ＴＡＢＬＥ サービス 飲食業 5%

66,190 東京都 杉並区 たかぎ動物病院 サービス その他サービス 5%

66,191 東京都 杉並区 ｔａｋａｎｏｒｉｍａｓｕｔａｎｉ 小売業 衣料品 5%

66,192 東京都 杉並区 ＴｕｒｋｉｓｈＫｉｔｃｈｅｎ　ＩＺＭＩＲ サービス 飲食業 5%
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66,193 東京都 杉並区 たけのこ 小売業 その他小売 5%

66,194 東京都 杉並区 田中商店 小売業 衣料品 5%

66,195 東京都 杉並区 合同会社たなかプロ サービス その他サービス 5%

66,196 東京都 杉並区 タナカ薬局 小売業 その他小売 5%

66,197 東京都 杉並区 谷口写真事務所 サービス その他サービス 5%

66,198 東京都 杉並区 タピオカミルクティー専門店不二茶 サービス 飲食業 5%

66,199 東京都 杉並区 旅の本屋のまど 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,200 東京都 杉並区 旅の本屋のまど 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,201 東京都 杉並区 タマキ薬局 小売業 その他小売 5%

66,202 東京都 杉並区 Ｔａｍｍｙ＇ｓＴｒｅａｔｓ 小売業 衣料品 5%

66,203 東京都 杉並区 ダリア動物病院 サービス その他サービス 5%

66,204 東京都 杉並区 淡菜房 サービス 飲食業 5%

66,205 東京都 杉並区 タントムメガネサロン 小売業 貴金属・服飾品 5%

66,206 東京都 杉並区 ＣｈｅｅｋｙＮａｕｇｈｔｙ 小売業 衣料品 5%

66,207 東京都 杉並区 小さな整体院　ｆｌｏｗｅｒ　小さな整体院ｆｌｏｗｅｒ サービス その他サービス 5%

66,208 東京都 杉並区 チーズ家ｅｎ サービス 飲食業 5%

66,209 東京都 杉並区 Change&Revival サービス その他サービス 5%

66,210 東京都 杉並区 ＣＨＡＲＭｅｅ 小売業 衣料品 5%

66,211 東京都 杉並区 ちやふるペットクリニック サービス その他サービス 5%

66,212 東京都 杉並区 中央家庭電器　新高店 小売業 電化製品 5%

66,213 東京都 杉並区 中央家庭電器　高円寺南店 小売業 電化製品 5%

66,214 東京都 杉並区 （株）中央家庭電器　新高円寺店 小売業 電化製品 5%

66,215 東京都 杉並区 中央家庭電器　新高店 小売業 電化製品 5%

66,216 東京都 杉並区 中央家庭電器　富士見店 小売業 電化製品 5%

66,217 東京都 杉並区 中央家庭電器　新高円寺店 小売業 電化製品 5%

66,218 東京都 杉並区 中央家電サービス 小売業 電化製品 5%

66,219 東京都 杉並区 中華屋啓ちゃん サービス 飲食業 5%

66,220 東京都 杉並区 成都　高円寺本店 サービス 飲食業 5%

66,221 東京都 杉並区 中国上海料理 佳燕 サービス 飲食業 5%

66,222 東京都 杉並区 ｃｈｏｏｓｅｔｒｅｎｄｐａｓｔ 小売業 衣料品 5%

66,223 東京都 杉並区 ＣＨＯＣＯ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

66,224 東京都 杉並区 ＣＨＩＬＬ　ＣＨＡＩＲ　高円寺南口店 サービス 理容・美容業 5%

66,225 東京都 杉並区 辻安全食品株式会社 小売業 食料品 5%

66,226 東京都 杉並区 ツツヰ生地店 小売業 衣料品 5%

66,227 東京都 杉並区 つばめグリル サービス 飲食業 5%

66,228 東京都 杉並区 徒然猫屋。 サービス その他サービス 5%

66,229 東京都 杉並区 ＴＩＥＮＳｅｃｏｕｔｅ 小売業 衣料品 5%

66,230 東京都 杉並区 ＴｓＢｏｄｙＬａｂｏｒａｔｏｒｙ サービス その他サービス 5%

66,231 東京都 杉並区 ＴＳＬカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

66,232 東京都 杉並区 ＰＨＹＳＩＣＡＬＳＴＯＲＥ 小売業 その他小売 5%

66,233 東京都 杉並区 ＤｉＣｅｓａｒｅＤｅｓｉｇｎｓ 小売業 衣料品 5%

66,234 東京都 杉並区 ｄｅｅｄｅｅ サービス その他サービス 5%
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66,235 東京都 杉並区 ＤＩＶＩＮＥ　【ディバイン】 サービス 理容・美容業 5%

66,236 東京都 杉並区 手打ちそば　くら家 サービス 飲食業 5%

66,237 東京都 杉並区 ｔｅｓｓｄｅｓｉｇｎ 小売業 衣料品 5%

66,238 東京都 杉並区 ｄｅｍｅｒａｒａｂａｋｅｒｙルミネ荻窪店 小売業 食料品 5%

66,239 東京都 杉並区 Ｄｅｌｉｃａｔｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

66,240 東京都 杉並区 テルル 阿佐ヶ谷店 小売業 その他小売 2%

66,241 東京都 杉並区 デンカランド 小売業 電化製品 5%

66,242 東京都 杉並区 でんきのミヨシヤ久我山店 小売業 電化製品 5%

66,243 東京都 杉並区 天狗湯 サービス その他サービス 5%

66,244 東京都 杉並区 天津飯店 サービス 飲食業 5%

66,245 東京都 杉並区 ＤＯ　ＴＨＥ　ＢＯＯＧＩＥ サービス 飲食業 5%

66,246 東京都 杉並区 東京アート通商・全国刀剣買取センター サービス その他サービス 5%

66,247 東京都 杉並区 東京ガラクタ研究所 東京ガラクタ研究所 小売業 その他小売 5%

66,248 東京都 杉並区 東京岩盤浴 サービス その他サービス 5%

66,249 東京都 杉並区 東京信用販売 サービス 宿泊業 5%

66,250 東京都 杉並区 東京ＦＵＴＯＮカンパニー　阿佐ヶ谷店 小売業 その他小売 5%

66,251 東京都 杉並区 写真店ＤＯＺＯＮＯＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

66,252 東京都 杉並区 とうとがなし サービス 理容・美容業 5%

66,253 東京都 杉並区 豆富と魚　豆次郎 サービス 飲食業 5%

66,254 東京都 杉並区 ｄｅｍｉ－ｒ?ｖｅ 小売業 衣料品 5%

66,255 東京都 杉並区 Ｔｏｋｙｏ８７Ｒｅ?ｉｓｍ 小売業 その他小売 5%

66,256 東京都 杉並区 トーワインテリアハウス サービス その他サービス 5%

66,257 東京都 杉並区 とがし整体Ｌａｂｏ サービス その他サービス 5%

66,258 東京都 杉並区 トキ株式会社 サービス その他サービス 5%

66,259 東京都 杉並区 ドクターストレッチ　高円寺 サービス その他サービス 5%

66,260 東京都 杉並区 ドクターストレッチ高円寺店 サービス その他サービス 5%

66,261 東京都 杉並区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ井草店 小売業 ガソリンスタンド 2%

66,262 東京都 杉並区 ｔｏｓｈｉｋｏａｉｍｉ サービス その他サービス 5%

66,263 東京都 杉並区 戸谷建設株式会社 サービス その他サービス 5%

66,264 東京都 杉並区 ＤｏｇＧｒｏｏｍｉｎｇＣｕｒｅ サービス その他サービス 5%

66,265 東京都 杉並区 ＴＯＭＩＺ富澤商店 小売業 食料品 5%

66,266 東京都 杉並区 豊喜屋 小売業 衣料品 5%

66,267 東京都 杉並区 とよ福 サービス 飲食業 5%

66,268 東京都 杉並区 トライフル 小売業 貴金属・服飾品 5%

66,269 東京都 杉並区 ＤＯＲＡＭＡ　高円寺ＣＤ・ＤＶＤ販売店 サービス その他サービス 5%

66,270 東京都 杉並区 ドラマ高円寺駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,271 東京都 杉並区 ドラマ高円寺庚申通り店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,272 東京都 杉並区 とり吉 サービス 飲食業 5%

66,273 東京都 杉並区 ＴＲＩＣＯ 八幡山 サービス その他サービス 5%

66,274 東京都 杉並区 とり処荻介 サービス 飲食業 5%

66,275 東京都 杉並区 トリノス　高円寺店 小売業 その他小売 5%

66,276 東京都 杉並区 どろまみれ倉庫浜田山 サービス 飲食業 5%
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66,277 東京都 杉並区 とんかつＮＯＢＵ 小売業 食料品 5%

66,278 東京都 杉並区 ドンドンダウンオンウェンズディ高円寺店 小売業 衣料品 2%

66,279 東京都 杉並区 名入れ雑貨専門店　ＣＨＡＲＧＥ 小売業 その他小売 5%

66,280 東京都 杉並区 ナカチェンコーヒールーム サービス 飲食業 5%

66,281 東京都 杉並区 中村忠商店 小売業 衣料品 5%

66,282 東京都 杉並区 758 小売業 その他小売 5%

66,283 東京都 杉並区 ナポリの窯　荻窪店 サービス 飲食業 2%

66,284 東京都 杉並区 南国酒家＆ｎａｔｕｒａｌ荻窪店 サービス 飲食業 5%

66,285 東京都 杉並区 なんでも酒やカクヤス吉祥寺店 小売業 食料品 5%

66,286 東京都 杉並区 ｎｉｉｎａ 小売業 衣料品 5%

66,287 東京都 杉並区 煮込や　ＮＡ－ＣＨＯ　～イタリアンバル～ サービス 飲食業 5%

66,288 東京都 杉並区 ニシオギ　ヴォイス サービス 理容・美容業 5%

66,289 東京都 杉並区 西荻アンノンレコード 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,290 東京都 杉並区 セブン－イレブン西荻北５丁目店 小売業 食料品 2%

66,291 東京都 杉並区 セブン－イレブン西荻北店 小売業 食料品 2%

66,292 東京都 杉並区 セブン－イレブン西荻北２丁目店 小売業 食料品 2%

66,293 東京都 杉並区 セブン－イレブン西荻窪駅北口店 小売業 食料品 2%

66,294 東京都 杉並区 セブン－イレブン西荻窪駅南店 小売業 食料品 2%

66,295 東京都 杉並区 セブン－イレブン西荻神明通り店 小売業 食料品 2%

66,296 東京都 杉並区 西荻燈 サービス 飲食業 5%

66,297 東京都 杉並区 出光西荻南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

66,298 東京都 杉並区 西荻ゆうゆう堂　鍼灸マッサージ院 サービス その他サービス 5%

66,299 東京都 杉並区 ニチエイ電機 小売業 電化製品 5%

66,300 東京都 杉並区 日個連　青木タクシー サービス 運輸業 5%

66,301 東京都 杉並区 日個連　飯田タクシー サービス 運輸業 5%

66,302 東京都 杉並区 日個連　井形タクシー サービス 運輸業 5%

66,303 東京都 杉並区 日個連　石井タクシー サービス 運輸業 5%

66,304 東京都 杉並区 日個連　石井タクシー サービス 運輸業 5%

66,305 東京都 杉並区 日個連　石川タクシー サービス 運輸業 5%

66,306 東京都 杉並区 日個連　石橋タクシー サービス 運輸業 5%

66,307 東京都 杉並区 日個連　泉タクシー サービス 運輸業 5%

66,308 東京都 杉並区 日個連　岩下タクシー サービス 運輸業 5%

66,309 東京都 杉並区 日個連　上地タクシー サービス 運輸業 5%

66,310 東京都 杉並区 日個連　植松タクシー サービス 運輸業 5%

66,311 東京都 杉並区 日個連　内山タクシー サービス 運輸業 5%

66,312 東京都 杉並区 日個連　梅山タクシー サービス 運輸業 5%

66,313 東京都 杉並区 日個連　江川タクシー サービス 運輸業 5%

66,314 東京都 杉並区 日個連　遠藤タクシー サービス 運輸業 5%

66,315 東京都 杉並区 日個連　大路タクシー サービス 運輸業 5%

66,316 東京都 杉並区 日個連　大塚タクシー サービス 運輸業 5%

66,317 東京都 杉並区 日個連　岡野タクシー サービス 運輸業 5%

66,318 東京都 杉並区 日個連　奥泉タクシー サービス 運輸業 5%
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66,319 東京都 杉並区 日個連　柏崎タクシー サービス 運輸業 5%

66,320 東京都 杉並区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

66,321 東京都 杉並区 日個連　金田タクシー サービス 運輸業 5%

66,322 東京都 杉並区 日個連　上古見タクシー サービス 運輸業 5%

66,323 東京都 杉並区 日個連　川久保タクシー サービス 運輸業 5%

66,324 東京都 杉並区 日個連　川舩タクシー サービス 運輸業 5%

66,325 東京都 杉並区 日個連　神田タクシー サービス 運輸業 5%

66,326 東京都 杉並区 日個連　北野タクシー サービス 運輸業 5%

66,327 東京都 杉並区 日個連　黒川タクシー サービス 運輸業 5%

66,328 東京都 杉並区 日個連　小泉タクシー サービス 運輸業 5%

66,329 東京都 杉並区 日個連　齋藤タクシー サービス 運輸業 5%

66,330 東京都 杉並区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

66,331 東京都 杉並区 日個連　澤登タクシー サービス 運輸業 5%

66,332 東京都 杉並区 日個連　篠原タクシー サービス 運輸業 5%

66,333 東京都 杉並区 日個連　清水タクシー サービス 運輸業 5%

66,334 東京都 杉並区 日個連　城谷タクシー サービス 運輸業 5%

66,335 東京都 杉並区 日個連　杉本タクシー サービス 運輸業 5%

66,336 東京都 杉並区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

66,337 東京都 杉並区 日個連　高松タクシー サービス 運輸業 5%

66,338 東京都 杉並区 日個連　田川タクシー サービス 運輸業 5%

66,339 東京都 杉並区 日個連　滝澤タクシー サービス 運輸業 5%

66,340 東京都 杉並区 日個連　武内タクシー サービス 運輸業 5%

66,341 東京都 杉並区 日個連　竹村タクシー サービス 運輸業 5%

66,342 東京都 杉並区 日個連　太斎タクシー サービス 運輸業 5%

66,343 東京都 杉並区 日個連　玉木タクシー サービス 運輸業 5%

66,344 東京都 杉並区 日個連　秩父タクシー サービス 運輸業 5%

66,345 東京都 杉並区 日個連　辻タクシー サービス 運輸業 5%

66,346 東京都 杉並区 日個連　辻タクシー サービス 運輸業 5%

66,347 東京都 杉並区 日個連　照井タクシー サービス 運輸業 5%

66,348 東京都 杉並区 日個連　豊島タクシー サービス 運輸業 5%

66,349 東京都 杉並区 日個連　豊田タクシー サービス 運輸業 5%

66,350 東京都 杉並区 日個連　仲尾タクシー サービス 運輸業 5%

66,351 東京都 杉並区 日個連　永田タクシー サービス 運輸業 5%

66,352 東京都 杉並区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

66,353 東京都 杉並区 日個連　生田目タクシー サービス 運輸業 5%

66,354 東京都 杉並区 日個連　二階堂タクシー サービス 運輸業 5%

66,355 東京都 杉並区 日個連　西沢タクシー サービス 運輸業 5%

66,356 東京都 杉並区 日個連　萩原タクシー サービス 運輸業 5%

66,357 東京都 杉並区 日個連　東尾タクシー サービス 運輸業 5%

66,358 東京都 杉並区 日個連　平山タクシー サービス 運輸業 5%

66,359 東京都 杉並区 日個連　廣田タクシー サービス 運輸業 5%

66,360 東京都 杉並区 日個連　藤田タクシー サービス 運輸業 5%
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66,361 東京都 杉並区 日個連　藤田タクシー サービス 運輸業 5%

66,362 東京都 杉並区 日個連　細田タクシー サービス 運輸業 5%

66,363 東京都 杉並区 日個連　三階タクシー サービス 運輸業 5%

66,364 東京都 杉並区 日個連　三塚タクシー サービス 運輸業 5%

66,365 東京都 杉並区 日個連　森川タクシー サービス 運輸業 5%

66,366 東京都 杉並区 日個連　薬師神タクシー サービス 運輸業 5%

66,367 東京都 杉並区 日個連　安井タクシー サービス 運輸業 5%

66,368 東京都 杉並区 日個連　矢野タクシー サービス 運輸業 5%

66,369 東京都 杉並区 日個連　山口タクシー サービス 運輸業 5%

66,370 東京都 杉並区 日個連　山口タクシー サービス 運輸業 5%

66,371 東京都 杉並区 日個連　山口タクシー サービス 運輸業 5%

66,372 東京都 杉並区 日個連　山﨑タクシー サービス 運輸業 5%

66,373 東京都 杉並区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

66,374 東京都 杉並区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

66,375 東京都 杉並区 日個連　吉井タクシー サービス 運輸業 5%

66,376 東京都 杉並区 日個連　和多タクシー サービス 運輸業 5%

66,377 東京都 杉並区 日新服装商会 小売業 衣料品 5%

66,378 東京都 杉並区 日本のモノと踊りｎａｋａｙａ 小売業 衣料品 5%

66,379 東京都 杉並区 日本酒　羽根　善福寺 サービス 飲食業 5%

66,380 東京都 杉並区 日本料理ふぐ舗にしぶち サービス 飲食業 5%

66,381 東京都 杉並区 ニュー和泉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

66,382 東京都 杉並区 ニューシャポー井荻 ニューシャポー 井荻 サービス 飲食業 5%

66,383 東京都 杉並区 ＮＥＷＳ西荻　２号館 小売業 その他小売 5%

66,384 東京都 杉並区 ＮＥＷＳ　西荻店 小売業 その他小売 5%

66,385 東京都 杉並区 にわとり文庫 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,386 東京都 杉並区 ぬぬるす 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,387 東京都 杉並区 ｎｕｌｕｌｕ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,388 東京都 杉並区 ＮＡＩＬ 小売業 衣料品 5%

66,389 東京都 杉並区 ネコソダテ 小売業 その他小売 5%

66,390 東京都 杉並区 ねこの病院Ｔｏｍ＆Ｔａｂｂｙ サービス その他サービス 5%

66,391 東京都 杉並区 Ｎｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

66,392 東京都 杉並区 ｎｅｔｓｔｏｒｅアンナとラパン サービス その他サービス 5%

66,393 東京都 杉並区 まつまる サービス その他サービス 5%

66,394 東京都 杉並区 ｎｅｍｕｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

66,395 東京都 杉並区 Ｎｏｉｘ　ｄｅ　Ｒｏｍｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,396 東京都 杉並区 ＮＯＳＴＹＬＥ サービス 理容・美容業 5%

66,397 東京都 杉並区 ＮＯＳＴＹＬＥ サービス 理容・美容業 5%

66,398 東京都 杉並区 ＫＮｏｔ　ａ　ＴＯＹ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,399 東京都 杉並区 ＮｏｂｕｈｉｋｏＴａｎａｂｅ サービス その他サービス 5%

66,400 東京都 杉並区 ＢＡＲ　ＩＭＰＲＯＮＴＡ サービス 飲食業 5%

66,401 東京都 杉並区 Ｂａｒ　Ｔｈｅ　ＣＲＯＳＳ　ＲＯＡＤＳ サービス 飲食業 5%

66,402 東京都 杉並区 Ｂａｒ　Ｓｏａｒ サービス 飲食業 5%
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66,403 東京都 杉並区 Ｂｅｒｎｅｔ 小売業 衣料品 5%

66,404 東京都 杉並区 Ｂｅｒｎｅｔ 小売業 衣料品 5%

66,405 東京都 杉並区 Ｈｅｒｐ．Ｓｕｐｐｌｙ 小売業 その他小売 5%

66,406 東京都 杉並区 ＢＡＬＭＹ　ＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

66,407 東京都 杉並区 ＶｅｒｍｉｋｋｏＢｏｏｋｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,408 東京都 杉並区 ＨａｒｌｅｙＤａｖｉｄｓｏｎ杉並 小売業 その他小売 5%

66,409 東京都 杉並区 ハイウェル上高井戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

66,410 東京都 杉並区 ＢＹ　ＴＨＥ　ＷＡＹ　荻窪 サービス 飲食業 5%

66,411 東京都 杉並区 バイシクルサポート 小売業 その他小売 5%

66,412 東京都 杉並区 ｈｉｇｈｒｏｃｋｆｉｌｍ 小売業 衣料品 5%

66,413 東京都 杉並区 ＨＯＷＬ　ｔｈｅ　ｆｉｅｌｄ サービス 飲食業 5%

66,414 東京都 杉並区 ＢＡＺＯＯ　高円寺店 小売業 衣料品 5%

66,415 東京都 杉並区 長谷川電家商会 小売業 電化製品 5%

66,416 東京都 杉並区 長谷川電機商会 小売業 電化製品 5%

66,417 東京都 杉並区 將 サービス 飲食業 5%

66,418 東京都 杉並区 ハチマクラ 小売業 その他小売 5%

66,419 東京都 杉並区 セブン－イレブン八幡山駅北口店 小売業 食料品 2%

66,420 東京都 杉並区 ＢＡＣＫＯＲＤＥＲ 小売業 衣料品 5%

66,421 東京都 杉並区 パティシェジュンホンマ サービス 飲食業 5%

66,422 東京都 杉並区 パティシエジュンホンマ サービス 飲食業 5%

66,423 東京都 杉並区 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　華　パティスリー華 小売業 食料品 5%

66,424 東京都 杉並区 パティスリーラ プリュム サービス 飲食業 5%

66,425 東京都 杉並区 鳩みう子 小売業 衣料品 5%

66,426 東京都 杉並区 花子　高円寺店 小売業 衣料品 5%

66,427 東京都 杉並区 花手紙 小売業 その他小売 5%

66,428 東京都 杉並区 ハナノミセＭａｄｋａ 小売業 その他小売 5%

66,429 東京都 杉並区 ハナノミセＭａｄｋａ 小売業 その他小売 5%

66,430 東京都 杉並区 花水木高円寺店 小売業 食料品 5%

66,431 東京都 杉並区 馬肉バル かち馬 馬肉バルかち馬 サービス 飲食業 5%

66,432 東京都 杉並区 セブン－イレブン浜田山鎌倉街道店 小売業 食料品 2%

66,433 東京都 杉並区 セブン－イレブン浜田山メインロード店 小売業 食料品 2%

66,434 東京都 杉並区 ＰＡＭＡＭｕｓｉｃ サービス その他サービス 5%

66,435 東京都 杉並区 ＢＡＲ　ＩＭＰＲＯＮＴＡ サービス 飲食業 5%

66,436 東京都 杉並区 バルーンギフト・ドット・コム東京 小売業 その他小売 5%

66,437 東京都 杉並区 バルコムモータース　ＭＣ杉並 小売業 その他小売 5%

66,438 東京都 杉並区 ＡｔｒｕｍＤｅｓｉｇｎ 小売業 衣料品 5%

66,439 東京都 杉並区 ＢＡＲＰＵＬＰＯ サービス 飲食業 5%

66,440 東京都 杉並区 powerspex BOSTON 小売業 その他小売 5%

66,441 東京都 杉並区 株式会社パワーハウス サービス その他サービス 5%

66,442 東京都 杉並区 ＨＡＮ　ＣＯＯＫ サービス 飲食業 5%

66,443 東京都 杉並区 株式会社万国屋 小売業 その他小売 5%

66,444 東京都 杉並区 はんこ家一番　高円寺店 小売業 その他小売 5%
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66,445 東京都 杉並区 有限会社ＥＧＳ サービス その他サービス 5%

66,446 東京都 杉並区 Ｈａｍｏｃｋ　ＣＯＣＯＮＡ サービス 理容・美容業 5%

66,447 東京都 杉並区 ピアッツァデルマエノ サービス 飲食業 5%

66,448 東京都 杉並区 Ｂｉａｎｃａ　Ｋｏｕｅｎｊｉ サービス 理容・美容業 5%

66,449 東京都 杉並区 谷行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

66,450 東京都 杉並区 ＰＥＡＣＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

66,451 東京都 杉並区 ピーターコール荻窪店 サービス 飲食業 5%

66,452 東京都 杉並区 Ｐｔ１ サービス 飲食業 5%

66,453 東京都 杉並区 ＢｉＰＬＥ　ｂｙ　ＣｏｓｍｅＫｉｔｃｈｅｎルミネ荻窪店 小売業 その他小売 5%

66,454 東京都 杉並区 ｖｉｖｏ　ｄａｉｌｙ　ｓｔａｎｄ サービス 飲食業 5%

66,455 東京都 杉並区 ｖｉｖｏ　ｄａｉｌｙ　ｓｔａｎｄ サービス 飲食業 5%

66,456 東京都 杉並区 ｖｉｖｏ西荻窪 サービス 飲食業 5%

66,457 東京都 杉並区 セブン－イレブン東高円寺店 小売業 食料品 2%

66,458 東京都 杉並区 樋口完次 サービス その他サービス 5%

66,459 東京都 杉並区 Ｐｉｚｚａ　Ｓｔａｎｄ　Ｐｏｃｏ サービス 飲食業 5%

66,460 東京都 杉並区 ＨＩＳＴＯＲＩＱＵＥ　ＧＵＩＴＡＲＳ 小売業 その他小売 5%

66,461 東京都 杉並区 ＢＩＳＴＲＯＫＵＲＯＤＯ サービス 飲食業 5%

66,462 東京都 杉並区 ｂｉｓｔｒｏｔ３３ サービス 飲食業 5%

66,463 東京都 杉並区 ビストロシノワ陽 サービス 飲食業 5%

66,464 東京都 杉並区 ビストロヒライ ビストロヒライ サービス 飲食業 5%

66,465 東京都 杉並区 ビスポーク・テーラー中山 小売業 衣料品 5%

66,466 東京都 杉並区 ひだりうまでん助　高円寺店 サービス 飲食業 5%

66,467 東京都 杉並区 ビックフラワーエイフク 小売業 その他小売 5%

66,468 東京都 杉並区 ビックフラワー荻窪 小売業 その他小売 5%

66,469 東京都 杉並区 ピピッとアキッチョ　ピピっとアキッチョ サービス 飲食業 5%

66,470 東京都 杉並区 ＰＵＵＲ サービス 理容・美容業 5%

66,471 東京都 杉並区 美容室　ＣＨＯＫＩＹＡ サービス 理容・美容業 5%

66,472 東京都 杉並区 美容室　Ｃｈａ－ｉ サービス 理容・美容業 5%

66,473 東京都 杉並区 美容室プカシェル久我山店 サービス 理容・美容業 5%

66,474 東京都 杉並区 美容室みのる サービス 理容・美容業 5%

66,475 東京都 杉並区 美容室ミュール Ｍｕｌｌ サービス 理容・美容業 5%

66,476 東京都 杉並区 平林ペットクリニック サービス その他サービス 5%

66,477 東京都 杉並区 廣居弦楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,478 東京都 杉並区 Ｆｏｕｎｄｐｌａｎｎｅｒ サービス その他サービス 5%

66,479 東京都 杉並区 ＦＡＣＴＲＯＮファクトリーショップ 小売業 衣料品 5%

66,480 東京都 杉並区 ＦＡＳＴＭＯＢＩＬＥ 小売業 電化製品 5%

66,481 東京都 杉並区 ファッションメートワタナベ 小売業 衣料品 5%

66,482 東京都 杉並区 ファーマーズマーケット　荻窪 小売業 食料品 5%

66,483 東京都 杉並区 ファミリーストアハヤカワ 小売業 電化製品 5%

66,484 東京都 杉並区 FIFTY-FIFTY 小売業 衣料品 5%

66,485 東京都 杉並区 ＦｉｎｇｅｒＳｕｃｋＦａｃｔｏｒｙ 小売業 その他小売 5%

66,486 東京都 杉並区 フードフォーソートニシオギテン 小売業 その他小売 5%
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66,487 東京都 杉並区 ｆｕｒｏ サービス 飲食業 5%

66,488 東京都 杉並区 ＶＥＲＳＴＥＣＫ　Ｌｉｃｈｔ サービス 理容・美容業 5%

66,489 東京都 杉並区 フェイシータカイド サービス 理容・美容業 5%

66,490 東京都 杉並区 フェイシャルエステ癒（株式会社ハピッシュ） サービス 理容・美容業 5%

66,491 東京都 杉並区 ｆｅｃｈｕｌｅ 小売業 その他小売 5%

66,492 東京都 杉並区 ｆｅｒｍａｔａ サービス 飲食業 5%

66,493 東京都 杉並区 フォレストイン 小売業 衣料品 5%

66,494 東京都 杉並区 フォレストヒルズ 小売業 衣料品 5%

66,495 東京都 杉並区 深澤サイクル 小売業 その他小売 5%

66,496 東京都 杉並区 ＹｕｋｉｋｏＦｕｋａｙａ サービス その他サービス 5%

66,497 東京都 杉並区 福寿屋酒店 小売業 その他小売 5%

66,498 東京都 杉並区 株式会社　ふじのき 小売業 その他小売 5%

66,499 東京都 杉並区 藤乃木文房具 小売業 その他小売 5%

66,500 東京都 杉並区 藤乃木文房具 小売業 家具・調度品 5%

66,501 東京都 杉並区 プチアンジェ 小売業 衣料品 5%

66,502 東京都 杉並区 プチヘヴン 小売業 衣料品 5%

66,503 東京都 杉並区 ブティック　ナカジマ 小売業 衣料品 5%

66,504 東京都 杉並区 ブティックシ・ムーン 小売業 衣料品 5%

66,505 東京都 杉並区 ふとんのよしの 本店 小売業 その他小売 5%

66,506 東京都 杉並区 ＢｎｅｉＣｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

66,507 東京都 杉並区 ＋ＥＣＯ 小売業 その他小売 5%

66,508 東京都 杉並区 ブラッセリーソノリテ サービス 飲食業 5%

66,509 東京都 杉並区 ＢＲＡＴＳＢＥＡＴ 小売業 衣料品 5%

66,510 東京都 杉並区 Ｆｌａｎｅｕｒ遊歩者 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,511 東京都 杉並区 ＰｌａｎｅｔＯｐｅｒａＴｈｅａｔｅｒ 小売業 衣料品 5%

66,512 東京都 杉並区 ｂｌａｌａ サービス 理容・美容業 5%

66,513 東京都 杉並区 フラワーショップ グリーンヒル フクダ 小売業 その他小売 5%

66,514 東京都 杉並区 Ｆｌｏｗｅｒ　Ｓｈｏｐ　花手紙 小売業 その他小売 5%

66,515 東京都 杉並区 フランクフルト 小売業 食料品 5%

66,516 東京都 杉並区 ＢＲＡＮＣＯＣＯ 小売業 衣料品 5%

66,517 東京都 杉並区 プリマヴェーラ サービス 飲食業 5%

66,518 東京都 杉並区 プリマヴェーラー 小売業 衣料品 5%

66,519 東京都 杉並区 ＢＲＥＷＢＯＯＫＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,520 東京都 杉並区 ＦＵＲＵＩＣＨＩ Ｖｉｎｔａｇｅ Ｓｅｃｏｎｄｈａｎｄ ＩｎｔｅｒｉｏｒＳｈｏｐ ＦＵＲＵＩＣＨＩ 小売業 家具・調度品 5%

66,521 東京都 杉並区 ぷれぜんと サービス その他サービス 5%

66,522 東京都 杉並区 Ｐｌｅｔｚ サービス その他サービス 5%

66,523 東京都 杉並区 Ｂｒｅａｄ　Ｂｏａｒｄ 小売業 食料品 5%

66,524 東京都 杉並区 フローリスト花六 小売業 その他小売 5%

66,525 東京都 杉並区 文化堂　阿佐ヶ谷店 小売業 食料品 5%

66,526 東京都 杉並区 文具店タビー 小売業 その他小売 5%

66,527 東京都 杉並区 文房具居酒屋どろぼう堂 サービス 飲食業 5%

66,528 東京都 杉並区 ヘアサロン　パダン　浜田山 サービス 理容・美容業 5%
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66,529 東京都 杉並区 Ｓｏｉｒｅｅ サービス 理容・美容業 5%

66,530 東京都 杉並区 Ｈａｉｒ＆Ｅｓｔｈｅ　ｍｕｒａｎ サービス 理容・美容業 5%

66,531 東京都 杉並区 Ｈａｉｒ＆Ｅｓｔｈｅ　ｍｕｒａｎ サービス 理容・美容業 5%

66,532 東京都 杉並区 ヘアー エステサロンかしわ サービス 理容・美容業 5%

66,533 東京都 杉並区 ヘアーアンドシェーブブライト サービス 理容・美容業 5%

66,534 東京都 杉並区 Ｈａｉｒ　ｓｐａ　ＣＯＲＡＬ　ｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

66,535 東京都 杉並区 Ｈａｉｒ Ｍａｋｅ Ｐａｓｓａｇｅ ｎｏｅ 浜田山店 サービス その他サービス 5%

66,536 東京都 杉並区 ｈａｉｒｓａｌｏｎＧｒａｎｄｅ サービス 理容・美容業 5%

66,537 東京都 杉並区 ヘアーサロン昭和 サービス 理容・美容業 5%

66,538 東京都 杉並区 Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ Ｔｒｅａｃｌｅ Ｈａｉｒｓａｌｏｎ Ｔｒｅａｃｌｅ サービス 理容・美容業 5%

66,539 東京都 杉並区 ヘアーサロントミー サービス 理容・美容業 5%

66,540 東京都 杉並区 ヘアーサロンナカムラ サービス 理容・美容業 5%

66,541 東京都 杉並区 ヘアーマテリアル　ヘアーマテリアル サービス 理容・美容業 5%

66,542 東京都 杉並区 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ－ｕｐ　ｉｓｓｈ サービス 理容・美容業 5%

66,543 東京都 杉並区 ｈａｉｒａｎｄｍａｋｅＮＥＵ永福町店 サービス 理容・美容業 5%

66,544 東京都 杉並区 ｈａｉｒａｎｄｍａｋｅＮＥＵ永福町店 サービス 理容・美容業 5%

66,545 東京都 杉並区 ｈａｉｒａｎｄｍａｋｅＮＥＵ方南町店 サービス 理容・美容業 5%

66,546 東京都 杉並区 ヘアケアショップ　ノースタイル サービス 理容・美容業 5%

66,547 東京都 杉並区 Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ Ｓｙｒｕｐ Ｈａｉｒｓａｌｏｎ ｓｙｒｕｐ サービス 理容・美容業 5%

66,548 東京都 杉並区 ヘアサロンパダン新高円寺 サービス 理容・美容業 5%

66,549 東京都 杉並区 ヘアサロンベホマ サービス 理容・美容業 5%

66,550 東京都 杉並区 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　リセント サービス 理容・美容業 5%

66,551 東京都 杉並区 Ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ　Ｗーａｌｋ サービス 理容・美容業 5%

66,552 東京都 杉並区 ｈａｉｒＰＡＣＩＡＮＴ永福店 サービス 理容・美容業 5%

66,553 東京都 杉並区 有限会社ｓｃａｐｅ 小売業 その他小売 5%

66,554 東京都 杉並区 ヘアメイクアッシュ阿佐ヶ谷店 サービス 理容・美容業 5%

66,555 東京都 杉並区 ヘアメイクアッシュ荻窪店 サービス 理容・美容業 5%

66,556 東京都 杉並区 ヘアメイクアッシュ　久我山店 サービス 理容・美容業 5%

66,557 東京都 杉並区 ヘアメイクアッシュ高円寺店 サービス 理容・美容業 5%

66,558 東京都 杉並区 ヘアメイクアッシュ西荻窪店 サービス 理容・美容業 5%

66,559 東京都 杉並区 ヘアメイクアッシュ　浜田山店 サービス 理容・美容業 5%

66,560 東京都 杉並区 ヘアメイクエトゥーラ　高円寺店 サービス 理容・美容業 5%

66,561 東京都 杉並区 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ｑｕａｉｎｔ サービス 理容・美容業 5%

66,562 東京都 杉並区 ｈａｉｒｍａｋｅＰｌａｔｉｈａ サービス 理容・美容業 5%

66,563 東京都 杉並区 ヘアーラフィネアルテミス サービス 理容・美容業 5%

66,564 東京都 杉並区 ヘアールーム　アプローズ サービス 理容・美容業 5%

66,565 東京都 杉並区 Ｐｅｉｓｓｙ　高円寺 サービス 理容・美容業 5%

66,566 東京都 杉並区 ペイペイカメラのキヨシ　タウンセブン店 小売業 その他小売 5%

66,567 東京都 杉並区 Ｐｅｔａｌｅ サービス 理容・美容業 5%

66,568 東京都 杉並区 ペットサロン　ハッピー サービス その他サービス 5%

66,569 東京都 杉並区 ＢＥＲＹ－Ａ 小売業 衣料品 5%

66,570 東京都 杉並区 ペルシャ絨毯バハール 小売業 その他小売 5%
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66,571 東京都 杉並区 Ｂｅｌｌｅ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

66,572 東京都 杉並区 ベローチェ阿佐谷店 サービス 飲食業 5%

66,573 東京都 杉並区 ベローチェ荻窪駅西口店 サービス 飲食業 5%

66,574 東京都 杉並区 宝石箱ＨＩＲＯ 小売業 衣料品 5%

66,575 東京都 杉並区 セブン－イレブン方南１丁目店 小売業 食料品 2%

66,576 東京都 杉並区 セブン－イレブン方南店 小売業 食料品 2%

66,577 東京都 杉並区 ホウヨウネット サービス その他サービス 5%

66,578 東京都 杉並区 ホーローシャツ 小売業 衣料品 5%

66,579 東京都 杉並区 ほぐしや サービス その他サービス 5%

66,580 東京都 杉並区 ボゴランマーケット 小売業 その他小売 5%

66,581 東京都 杉並区 ボゴランマーケット 小売業 その他小売 5%

66,582 東京都 杉並区 星野電機商会 小売業 電化製品 5%

66,583 東京都 杉並区 ぽたかふぇ サービス 飲食業 5%

66,584 東京都 杉並区 ホッタカメラ　永福町店 小売業 電化製品 5%

66,585 東京都 杉並区 ホッタカメラ　ｓｅｌｆ　ｗｉｓｈ 小売業 電化製品 5%

66,586 東京都 杉並区 ホッタカメラ　高井戸店 小売業 電化製品 5%

66,587 東京都 杉並区 ホッタカメラ　冨士見ケ丘店 小売業 電化製品 5%

66,588 東京都 杉並区 ホッタカメラ　方南町店 小売業 電化製品 5%

66,589 東京都 杉並区 ホッタカメラ店 小売業 電化製品 5%

66,590 東京都 杉並区 ＨＯＴ　ＨＡＮＤＳ　荻窪店 サービス その他サービス 5%

66,591 東京都 杉並区 ホットマン荻窪ルミネ店 小売業 その他小売 5%

66,592 東京都 杉並区 ＰＯＰＰＥ 小売業 その他小売 5%

66,593 東京都 杉並区 ＢｏｄｙｃａｒｅｓａｌｏｎＭａｎｎａ． サービス 理容・美容業 5%

66,594 東京都 杉並区 ホテルアークタワー高円寺 サービス 宿泊業 5%

66,595 東京都 杉並区 ホテルメルディア荻窪 サービス その他サービス 5%

66,596 東京都 杉並区 ボートラップ サービス その他サービス 5%

66,597 東京都 杉並区 ＢＯＮＩＴＡ サービス 理容・美容業 5%

66,598 東京都 杉並区 ｂｏｍｓ　浜田山店 サービス 理容・美容業 5%

66,599 東京都 杉並区 堀越商会 小売業 電化製品 5%

66,600 東京都 杉並区 ホルモン焼肉ぶち　阿佐ヶ谷店 サービス 飲食業 5%

66,601 東京都 杉並区 ぼわっと 小売業 衣料品 5%

66,602 東京都 杉並区 ポワンドゥデパー サービス 飲食業 5%

66,603 東京都 杉並区 ｐｏｎｑ 小売業 衣料品 5%

66,604 東京都 杉並区 本社 サービス その他サービス 5%

66,605 東京都 杉並区 マーキュリープロダクツ 小売業 その他小売 5%

66,606 東京都 杉並区 ＭＡＲＫＳ＆ＷＥＢルミネ荻窪ショップ 小売業 その他小売 5%

66,607 東京都 杉並区 ｍａａｍｙ サービス その他サービス 5%

66,608 東京都 杉並区 ｍａｒ ｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

66,609 東京都 杉並区 ｕｍｉｎｅｕｅ サービス その他サービス 5%

66,610 東京都 杉並区 マイディディジョブ サービス その他サービス 5%

66,611 東京都 杉並区 マイルームリツコ サービス その他サービス 5%

66,612 東京都 杉並区 ＭＹＲＯ サービス 理容・美容業 5%
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66,613 東京都 杉並区 ＭＡＣＡＲＯＮ　ＥＴ　ＣＨＯＣＯＬＡＴ 小売業 食料品 5%

66,614 東京都 杉並区 Ｍｏｔｈｅｒ　Ｎａｔｕｒｅ’ｓ　Ｓｏｎ サービス 理容・美容業 5%

66,615 東京都 杉並区 ＭｏｔｈｅｒＭｉｒｒｏｒ サービス 理容・美容業 5%

66,616 東京都 杉並区 マスナガ動物病院 サービス その他サービス 5%

66,617 東京都 杉並区 まつげエクステ専門店Ｓｙｌｐｈ サービス 理容・美容業 5%

66,618 東京都 杉並区 まつもと薬局 サービス その他サービス 5%

66,619 東京都 杉並区 ＭＡＮＩＫＡＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 衣料品 5%

66,620 東京都 杉並区 ｍａｍｅｃｏ 小売業 衣料品 5%

66,621 東京都 杉並区 マユカヤナギダイラ 小売業 食料品 5%

66,622 東京都 杉並区 マルカワ阿佐ヶ谷パールセンター店 小売業 衣料品 5%

66,623 東京都 杉並区 マンドデュ サービス 理容・美容業 5%

66,624 東京都 杉並区 ＭＩＳＵＭＩ浜田山 サービス 理容・美容業 5%

66,625 東京都 杉並区 ｍｉｑＨａｉｒ＆Ｍａｋｅｕｐ阿佐谷店 サービス 理容・美容業 5%

66,626 東京都 杉並区 みどり寿司 サービス 飲食業 5%

66,627 東京都 杉並区 ミナト矢崎サービス　杉並営業所 小売業 その他小売 5%

66,628 東京都 杉並区 セブン－イレブン南阿佐谷駅前店 小売業 食料品 2%

66,629 東京都 杉並区 南インドキュイジーヌプラバート サービス 飲食業 5%

66,630 東京都 杉並区 ミニパブ美輝 サービス その他サービス 5%

66,631 東京都 杉並区 ＭＩＮＥＲＶＡ 小売業 衣料品 5%

66,632 東京都 杉並区 ミノダ サービス その他サービス 5%

66,633 東京都 杉並区 宮野乳業 サービス 飲食業 5%

66,634 東京都 杉並区 宮前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

66,635 東京都 杉並区 みやまえ動物病院 サービス その他サービス 5%

66,636 東京都 杉並区 ＭＵ サービス 飲食業 5%

66,637 東京都 杉並区 ｍｕｇｕｅｔ　ｎａｉｌｓ サービス その他サービス 5%

66,638 東京都 杉並区 ムウ 小売業 家具・調度品 5%

66,639 東京都 杉並区 ムサシ通商　本社カード 小売業 ガソリンスタンド 2%

66,640 東京都 杉並区 武蔵野テニスシティー 小売業 その他小売 5%

66,641 東京都 杉並区 有限会社村上商会 サービス その他サービス 2%

66,642 東京都 杉並区 メイフラワーマンション サービス その他サービス 5%

66,643 東京都 杉並区 メイプルパソコン教室 サービス その他サービス 5%

66,644 東京都 杉並区 メガネストアー阿佐谷パ－ルセンタ 小売業 その他小売 5%

66,645 東京都 杉並区 メガネストアー阿佐谷パ－ルセンター店 小売業 その他小売 5%

66,646 東京都 杉並区 メガネストアー西永福駅前 小売業 その他小売 5%

66,647 東京都 杉並区 メガネストアー西永福駅前店 小売業 その他小売 5%

66,648 東京都 杉並区 メガネストアー方南町 小売業 その他小売 5%

66,649 東京都 杉並区 メガネストアー方南町店 小売業 その他小売 5%

66,650 東京都 杉並区 メガネのハマダ 小売業 その他小売 5%

66,651 東京都 杉並区 め組 サービス 飲食業 5%

66,652 東京都 杉並区 ＭＡＩＳＯＮＢＬＥＵＢＡＭＢＩＮＯ 小売業 衣料品 5%

66,653 東京都 杉並区 メディアカフェポパイ荻窪店 サービス その他サービス 5%

66,654 東京都 杉並区 ＭＥＴＥＯＲ 小売業 衣料品 5%
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66,655 東京都 杉並区 Ｍｅｒｙｌ サービス 飲食業 5%

66,656 東京都 杉並区 メルカド 小売業 食料品 5%

66,657 東京都 杉並区 ｍｅｌｏｎ　ｄｅ　ｍｅｌｏｎ サービス 飲食業 5%

66,658 東京都 杉並区 メンズショップカワムラ 小売業 衣料品 5%

66,659 東京都 杉並区 ｍｏｅｑ 小売業 衣料品 5%

66,660 東京都 杉並区 もぐランド　西永福店 小売業 家具・調度品 5%

66,661 東京都 杉並区 もつ吉　本店 サービス 飲食業 5%

66,662 東京都 杉並区 もつ吉西荻窪店 サービス 飲食業 5%

66,663 東京都 杉並区 もつ吉分店 サービス 飲食業 5%

66,664 東京都 杉並区 もっくもっく サービス 飲食業 5%

66,665 東京都 杉並区 ＭｏｔｔｏＢ 小売業 食料品 5%

66,666 東京都 杉並区 モトジータ 小売業 その他小売 5%

66,667 東京都 杉並区 もみーな田無店　井荻店 サービス その他サービス 5%

66,668 東京都 杉並区 もみ処らく屋　高円寺 サービス その他サービス 5%

66,669 東京都 杉並区 もみ処らく屋　高円寺店 サービス その他サービス 5%

66,670 東京都 杉並区 もみーな井荻店 サービス その他サービス 5%

66,671 東京都 杉並区 桃太郎ジーンズ高円寺店 小売業 衣料品 5%

66,672 東京都 杉並区 もりのこと 小売業 その他小売 5%

66,673 東京都 杉並区 守屋冬樹税理士事務所 サービス その他サービス 5%

66,674 東京都 杉並区 ＭＯＬＩＮＴＩＫＡ サービス その他サービス 5%

66,675 東京都 杉並区 やきとり にしだ屋 井荻店 サービス 飲食業 5%

66,676 東京都 杉並区 つむぎ サービス 飲食業 5%

66,677 東京都 杉並区 やきとりのほっと屋　永福町店 サービス 飲食業 5%

66,678 東京都 杉並区 焼肉　からし亭　東高円寺店 サービス 飲食業 5%

66,679 東京都 杉並区 焼肉　牛酔　焼肉　牛酔 サービス 飲食業 5%

66,680 東京都 杉並区 焼肉あおき屋　高円寺店 サービス 飲食業 5%

66,681 東京都 杉並区 焼肉市場げんかや西荻窪店 サービス 飲食業 5%

66,682 東京都 杉並区 焼肉いっぽ サービス 飲食業 5%

66,683 東京都 杉並区 焼肉ゴ－ルド サービス 飲食業 5%

66,684 東京都 杉並区 焼肉せんなり サービス 飲食業 5%

66,685 東京都 杉並区 焼肉　味楽 サービス 飲食業 5%

66,686 東京都 杉並区 やじろべゑ 小売業 衣料品 5%

66,687 東京都 杉並区 八千代 小売業 食料品 5%

66,688 東京都 杉並区 山形屋 小売業 その他小売 5%

66,689 東京都 杉並区 山口由利 サービス その他サービス 5%

66,690 東京都 杉並区 ＧＯＴＯＤＡＹＳＨＡｉＲＥＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

66,691 東京都 杉並区 油井淳 サービス その他サービス 5%

66,692 東京都 杉並区 有限会社井荻スポーツ社 小売業 その他小売 5%

66,693 東京都 杉並区 有限会社和盛 サービス その他サービス 5%

66,694 東京都 杉並区 オギクボヴォイス サービス 理容・美容業 5%

66,695 東京都 杉並区 有限会社エスフィーダ 小売業 衣料品 5%

66,696 東京都 杉並区 ［ＨＣ］有限会社サトーでんき 小売業 電化製品 5%
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66,697 東京都 杉並区 有限会社山翠苑 サービス 宿泊業 5%

66,698 東京都 杉並区 有限会社サンテックＰＥ サービス その他サービス 5%

66,699 東京都 杉並区 有限会社須藤米店 小売業 その他小売 5%

66,700 東京都 杉並区 有限会社高宗 サービス その他サービス 5%

66,701 東京都 杉並区 フジタ建装 サービス その他サービス 5%

66,702 東京都 杉並区 有限会社森田屋米店 小売業 食料品 5%

66,703 東京都 杉並区 ［ＨＣ］有限会社ヨコデン 小売業 電化製品 5%

66,704 東京都 杉並区 有限会社ヨシケン電器 サービス その他サービス 5%

66,705 東京都 杉並区 遊食処　だいどこや サービス 飲食業 5%

66,706 東京都 杉並区 ＵＳＥＤクロネコマリン 小売業 衣料品 5%

66,707 東京都 杉並区 湯川電気商会 小売業 電化製品 5%

66,708 東京都 杉並区 ユニバーサルドラッグ　荻窪調剤店 小売業 その他小売 5%

66,709 東京都 杉並区 ユニバーサルドラッグ荻窪店 小売業 その他小売 5%

66,710 東京都 杉並区 輸入雑貨販売 小売業 衣料品 5%

66,711 東京都 杉並区 ａｔｅｌｉｅｒｅｌｌｙ サービス 理容・美容業 5%

66,712 東京都 杉並区 ゆもじ サービス その他サービス 5%

66,713 東京都 杉並区 ユラージュ サービス 理容・美容業 5%

66,714 東京都 杉並区 ヨガＢｅｙｏｎｄ サービス その他サービス 5%

66,715 東京都 杉並区 浴風会病院売店 小売業 その他小売 5%

66,716 東京都 杉並区 吉川タクシー サービス 運輸業 5%

66,717 東京都 杉並区 ヨシダテント サービス その他サービス 5%

66,718 東京都 杉並区 吉永タクシー サービス 運輸業 5%

66,719 東京都 杉並区 吉永タクシー サービス 運輸業 5%

66,720 東京都 杉並区 よるのひるね サービス 飲食業 5%

66,721 東京都 杉並区 ＬａＣｕｃｉｎａＧｏｌｏｓａ９９ サービス 飲食業 5%

66,722 東京都 杉並区 Ｌａ　Ｌｕｎｅｔｔａ サービス 飲食業 5%

66,723 東京都 杉並区 ラ・ヴォーリアマッタ荻窪店 サービス 飲食業 5%

66,724 東京都 杉並区 ラ・ガッリーナ サービス 飲食業 5%

66,725 東京都 杉並区 Ｈｌａｄｅｅ 小売業 衣料品 5%

66,726 東京都 杉並区 合同会社ＲｉｄｅＯｕｔ 小売業 その他小売 5%

66,727 東京都 杉並区 ライフプラス サービス その他サービス 5%

66,728 東京都 杉並区 ライムコロン サービス 理容・美容業 5%

66,729 東京都 杉並区 楽膳 サービス 飲食業 5%

66,730 東京都 杉並区 ラストギター　ラストギター 小売業 その他小売 5%

66,731 東京都 杉並区 ラストギター 小売業 その他小売 5%

66,732 東京都 杉並区 ラポム サービス 飲食業 5%

66,733 東京都 杉並区 リアット！荻窪店 サービス その他サービス 5%

66,734 東京都 杉並区 リアット！高円寺店 サービス その他サービス 5%

66,735 東京都 杉並区 リアット！西荻窪マイロード店 サービス その他サービス 5%

66,736 東京都 杉並区 リアット！浜田山店 サービス その他サービス 5%

66,737 東京都 杉並区 Ｒｅｖｅｒｂ サービス 理容・美容業 5%

66,738 東京都 杉並区 ＲＥＷＡＶＥ　高円寺店 サービス その他サービス 5%
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66,739 東京都 杉並区 リクエモン 小売業 衣料品 5%

66,740 東京都 杉並区 Ｒｅ：ｇｅｎｄｏ 小売業 衣料品 5%

66,741 東京都 杉並区 ＬＩＱＵＯＲＩＣＥ 小売業 衣料品 5%

66,742 東京都 杉並区 リサイクルショップＷＥＬＬ下井草店 小売業 その他小売 5%

66,743 東京都 杉並区 リサイクルブティックＡＢＣ阿佐ヶ谷パール 小売業 その他小売 5%

66,744 東京都 杉並区 リサイクルブティックＡＢＣ阿佐ヶ谷南店 小売業 その他小売 5%

66,745 東京都 杉並区 リサイクルブティックＡＢＣ西荻窪店 小売業 その他小売 5%

66,746 東京都 杉並区 リストランテ　ドラマティコ サービス 飲食業 5%

66,747 東京都 杉並区 ｒｉｃｈｅ　ＨＡＩＲ　【リッシュヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

66,748 東京都 杉並区 ｌｉｎｏｎａｉｌｓ サービス 理容・美容業 5%

66,749 東京都 杉並区 ＲｅｈａｂｉｌｉｔａｔｉｏｎＰｌｕｓ サービス その他サービス 5%

66,750 東京都 杉並区 Ｌｙｂｉｕｓ 小売業 衣料品 5%

66,751 東京都 杉並区 Ｌｉｆｔｙｏｕｕｐ サービス 理容・美容業 5%

66,752 東京都 杉並区 リフレクソロジーサロンＣＯＺＹ サービス その他サービス 5%

66,753 東京都 杉並区 リフレッシュセンターリラックス阿佐ヶ谷店 サービス その他サービス 5%

66,754 東京都 杉並区 リフレッシュセンターリラックス久我山店 サービス その他サービス 5%

66,755 東京都 杉並区 リフレッシュセンターリラックス桜上水店 サービス その他サービス 5%

66,756 東京都 杉並区 リフレッシュセンターリラックス浜田山店 サービス その他サービス 5%

66,757 東京都 杉並区 リフレッシュセンターリラックス方南町店 サービス その他サービス 5%

66,758 東京都 杉並区 Ｌｅｂｅｒｍｅｎｔ　高円寺店 小売業 衣料品 5%

66,759 東京都 杉並区 Ｌｅｂｅｒｍｅｎｔ浜田山店 小売業 衣料品 5%

66,760 東京都 杉並区 リミックス荻窪店 サービス 理容・美容業 5%

66,761 東京都 杉並区 リュバンテール サービス その他サービス 5%

66,762 東京都 杉並区 ＳＡＮＵＲ サービス その他サービス 5%

66,763 東京都 杉並区 Le・lenom サービス 理容・美容業 5%

66,764 東京都 杉並区 ＬＵＫＥ サービス 理容・美容業 5%

66,765 東京都 杉並区 Ｌｕｐｉ３２ サービス 飲食業 5%

66,766 東京都 杉並区 るこあん サービス 理容・美容業 5%

66,767 東京都 杉並区 ルックイガリ 小売業 電化製品 5%

66,768 東京都 杉並区 ｌｅｐｅｔｉｔｂｏｕｒｇｅｏｎ 小売業 その他小売 5%

66,769 東京都 杉並区 零－Ｒｅｉ－ 小売業 衣料品 5%

66,770 東京都 杉並区 ＲＥＶＥＲＩＥ　ＥＭＰＯＲＩＵＭ 小売業 その他小売 5%

66,771 東京都 杉並区 レディスショップめぐみや 小売業 衣料品 5%

66,772 東京都 杉並区 Ｒｅｍａ． 小売業 衣料品 5%

66,773 東京都 杉並区 ローカルヒルズ サービス 飲食業 5%

66,774 東京都 杉並区 ローズマリー サービス 理容・美容業 5%

66,775 東京都 杉並区 ＲＯＬＥ サービス 理容・美容業 5%

66,776 東京都 杉並区 Ｒｏｃｋｅｔ５７ 小売業 衣料品 5%

66,777 東京都 杉並区 ロザリートーキョー荻窪店 サービス 理容・美容業 5%

66,778 東京都 杉並区 ＲＯＪＯＡｍｉｇｏｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

66,779 東京都 杉並区 ＬｏＬｏ サービス 理容・美容業 5%

66,780 東京都 杉並区 ＷＯＲＫｏｆＨＡＩＲ　ＤＳ サービス 理容・美容業 5%
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66,781 東京都 杉並区 ｙｓｐ高井戸 小売業 その他小売 5%

66,782 東京都 杉並区 ワイガーデン　荻窪店 サービス その他サービス 5%

66,783 東京都 杉並区 ワイガーデン　高円寺店 サービス その他サービス 5%

66,784 東京都 杉並区 ワイン厨房　クオーレ　西荻窪 サービス 飲食業 5%

66,785 東京都 杉並区 わかまつＫ２ 小売業 その他小売 5%

66,786 東京都 杉並区 ＷＡＧ　ＳＴＹＬＥ サービス その他サービス 5%

66,787 東京都 杉並区 和食梅田 サービス 飲食業 5%

66,788 東京都 杉並区 和食処徳竹 サービス 飲食業 5%

66,789 東京都 杉並区 和装工芸かごや 小売業 その他小売 5%

66,790 東京都 杉並区 ＪＭ／和田サイクル 小売業 その他小売 5%

66,791 東京都 杉並区 ＷａｆｆｌｅＨｏｕｓｅ 小売業 衣料品 5%

66,792 東京都 杉並区 ｏｎｅｆｌｏｗｅｒ 小売業 衣料品 5%

66,793 東京都 杉並区 小曽根タクシー サービス その他サービス 5%

66,794 東京都 墨田区 ａｉｎａｐｉｌａｔｅｓ サービス その他サービス 5%

66,795 東京都 墨田区 Ａｙｕｒｖｅｄａ骨盤調整ｓａｌｏｎＷＡＴＡＧＥ サービス その他サービス 5%

66,796 東京都 墨田区 あいさぽ錦糸町店 サービス その他サービス 5%

66,797 東京都 墨田区 Ｓｃｅａｌ　ｅｉｌｅ サービス 飲食業 5%

66,798 東京都 墨田区 アヴァンワタナベ 小売業 電化製品 5%

66,799 東京都 墨田区 ｏｕｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｗｏｏｄｓ サービス 理容・美容業 5%

66,800 東京都 墨田区 青いとり錦糸町店 サービス その他サービス 5%

66,801 東京都 墨田区 青山フラワーマーケット錦糸町テルミナ２店 小売業 その他小売 5%

66,802 東京都 墨田区 アクアモデル・ＰＵＲＥＰＵＲＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

66,803 東京都 墨田区 アクティス両国施術院 サービス 理容・美容業 5%

66,804 東京都 墨田区 Ａｇａｔｅ サービス 理容・美容業 5%

66,805 東京都 墨田区 アトリエ　ガラス工房ＺＯ サービス その他サービス 5%

66,806 東京都 墨田区 アトリエ　８１５１ サービス 理容・美容業 5%

66,807 東京都 墨田区 アトリエ　アズ サービス 理容・美容業 5%

66,808 東京都 墨田区 アトリエ創藝館 サービス その他サービス 5%

66,809 東京都 墨田区 アニバーサリーバックヤード サービス 理容・美容業 5%

66,810 東京都 墨田区 在月 サービス 飲食業 5%

66,811 東京都 墨田区 Ｒ＆Ｗ　Ｔｏｋｙｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

66,812 東京都 墨田区 アルカキット　錦糸町 小売業 その他小売 5%

66,813 東京都 墨田区 ＡＲＣＨＥ サービス 理容・美容業 5%

66,814 東京都 墨田区 アルファ　クリック サービス 理容・美容業 5%

66,815 東京都 墨田区 ＡＬＰＨＡ　Ｃｌｉｃ サービス 理容・美容業 5%

66,816 東京都 墨田区 アルファサーフショップ 小売業 衣料品 5%

66,817 東京都 墨田区 ａｎｇｅｌｌｅあんじゅーる サービス 理容・美容業 5%

66,818 東京都 墨田区 ｅｎーｎａｔｕｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

66,819 東京都 墨田区 アンリミテッドコーヒーバー サービス 飲食業 5%

66,820 東京都 墨田区 ＥＺ 錦糸町店 サービス その他サービス 5%

66,821 東京都 墨田区 ＩＫＩＪＩストア 小売業 衣料品 5%

66,822 東京都 墨田区 居酒屋　なごみ亭 サービス 飲食業 5%
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66,823 東京都 墨田区 居酒屋大ちゃん サービス 飲食業 5%

66,824 東京都 墨田区 石窯料理　秀らん サービス 飲食業 5%

66,825 東京都 墨田区 石原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

66,826 東京都 墨田区 磯電気商会 小売業 電化製品 5%

66,827 東京都 墨田区 いち代 サービス 飲食業 5%

66,828 東京都 墨田区 一力屋そば店 サービス 飲食業 5%

66,829 東京都 墨田区 いなり寿し　向島松むら　向島　松むら 小売業 食料品 5%

66,830 東京都 墨田区 犬茶屋本舗 サービス 飲食業 5%

66,831 東京都 墨田区 イリオス錦糸町店 サービス 理容・美容業 5%

66,832 東京都 墨田区 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ　錦糸町 サービス その他サービス 5%

66,833 東京都 墨田区 ｉｎ’ｄｅｘ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

66,834 東京都 墨田区 ＷＥＥＫＥＮＤＥＲ　ＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

66,835 東京都 墨田区 Ｖｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

66,836 東京都 墨田区 ＷｉｌｌＬａｂｏ サービス その他サービス 5%

66,837 東京都 墨田区 魚さい サービス 飲食業 5%

66,838 東京都 墨田区 魚鶏 サービス 飲食業 5%

66,839 東京都 墨田区 ウキウキコーヒー サービス 飲食業 5%

66,840 東京都 墨田区 歌広場　両国店 サービス 飲食業 5%

66,841 東京都 墨田区 うなぎ　川勇 サービス 飲食業 5%

66,842 東京都 墨田区 ｕｎｉＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

66,843 東京都 墨田区 ウワシマ酒店バル サービス 飲食業 5%

66,844 東京都 墨田区 エアコンパーク　錦糸町店 小売業 電化製品 5%

66,845 東京都 墨田区 Ａｉｒｙ’ｓ サービス その他サービス 5%

66,846 東京都 墨田区 永楽堂 小売業 その他小売 5%

66,847 東京都 墨田区 エヴァンス サービス その他サービス 5%

66,848 東京都 墨田区 エーエス自動車工場 サービス その他サービス 5%

66,849 東京都 墨田区 ＡＤＰ　北斎通りファクトリー サービス その他サービス 5%

66,850 東京都 墨田区 江口タクシー サービス 運輸業 5%

66,851 東京都 墨田区 Ｓ＆ＨＢｅａｕｔｙＤｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

66,852 東京都 墨田区 ＳＫ　Ｔｈａｉｌａｎｄ サービス 飲食業 5%

66,853 東京都 墨田区 エステサロンさくら　錦糸町店 サービス 理容・美容業 5%

66,854 東京都 墨田区 ＥＳＰＥＲＡＮＺＡＦＣ サービス その他サービス 5%

66,855 東京都 墨田区 ＥＤＷＩＮ 錦糸町ＰＡＲＣＯ店 小売業 衣料品 5%

66,856 東京都 墨田区 江戸匠苑 サービス 飲食業 5%

66,857 東京都 墨田区 株式会社ＮＥアート 小売業 衣料品 5%

66,858 東京都 墨田区 エネルギースーパーたじま　押上店 小売業 食料品 5%

66,859 東京都 墨田区 エネルギースーパーたじま　向島店 小売業 食料品 5%

66,860 東京都 墨田区 ｅｍｍｉｗｅｌｌｎｅｓｓｃｌｏｓｅｔ錦糸町テルミナ２ 小売業 衣料品 5%

66,861 東京都 墨田区 ＭＳＰ　オリナス錦糸町店 サービス 理容・美容業 5%

66,862 東京都 墨田区 ｅｍ会 サービス その他サービス 5%

66,863 東京都 墨田区 ＭＤＣ　錦糸町店 サービス 理容・美容業 5%

66,864 東京都 墨田区 Ｅｌｉｏ　Ａｎｔｉｃａ　Ｄｅｌｉｚｉａ 小売業 食料品 5%
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66,865 東京都 墨田区 ＥＬＰＩＤＡ　ＡＲＣＨＥ サービス 理容・美容業 5%

66,866 東京都 墨田区 Ｏｃｅａｎ サービス 理容・美容業 5%

66,867 東京都 墨田区 大高タクシー サービス 運輸業 5%

66,868 東京都 墨田区 オーテマチスピン オーテマチスピン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

66,869 東京都 墨田区 オオノ家具センター 小売業 家具・調度品 5%

66,870 東京都 墨田区 大橋電気商会鐘ケ渕 小売業 電化製品 5%

66,871 東京都 墨田区 大橋屋酒店 小売業 食料品 5%

66,872 東京都 墨田区 オールドスコット サービス 飲食業 5%

66,873 東京都 墨田区 おかめひょっとこ家 サービス 飲食業 5%

66,874 東京都 墨田区 沖島タクシー サービス 運輸業 5%

66,875 東京都 墨田区 於きら久屋本舗 小売業 衣料品 5%

66,876 東京都 墨田区 奥村三光堂 小売業 その他小売 5%

66,877 東京都 墨田区 ＯＫＡＹアルカキット錦糸町店 小売業 家具・調度品 5%

66,878 東京都 墨田区 もんじゃ　お好み焼き　雅　お好み焼き　もんじゃ　鉄板焼き　雅 サービス 飲食業 5%

66,879 東京都 墨田区 ｏｓａｋｅｎｔａｒｏ 小売業 衣料品 5%

66,880 東京都 墨田区 株式会社百瀬商店．押上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

66,881 東京都 墨田区 押上よしかつ サービス 飲食業 5%

66,882 東京都 墨田区 押上　よしかつ サービス 飲食業 5%

66,883 東京都 墨田区 お茶処たちばな 小売業 食料品 5%

66,884 東京都 墨田区 オーテマチスピン 小売業 電化製品 5%

66,885 東京都 墨田区 小野酒店 サービス その他サービス 5%

66,886 東京都 墨田区 己美ボディメイクサロン　両国 サービス その他サービス 5%

66,887 東京都 墨田区 お花工房ｙｏｕ サービス その他サービス 5%

66,888 東京都 墨田区 オリーブ サービス 理容・美容業 5%

66,889 東京都 墨田区 オリックスレンタカー錦糸町店 サービス その他サービス 2%

66,890 東京都 墨田区 ＯＲＩＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

66,891 東京都 墨田区 セブン－イレブンオリナス錦糸町店 小売業 食料品 2%

66,892 東京都 墨田区 オレンジろうそく 小売業 衣料品 5%

66,893 東京都 墨田区 ＯｎｌｙＯｎｅ サービス 理容・美容業 5%

66,894 東京都 墨田区 コア・カイロプラクティック錦糸町 サービス 理容・美容業 5%

66,895 東京都 墨田区 加賀屋　東出商店 小売業 食料品 5%

66,896 東京都 墨田区 牡蠣市場　とうきょうスカイツリー駅前店 サービス 飲食業 5%

66,897 東京都 墨田区 牡蠣と妄想ハネムーン サービス 飲食業 5%

66,898 東京都 墨田区 カクヤス　錦糸町店 小売業 食料品 5%

66,899 東京都 墨田区 カクヤス　立花店 小売業 食料品 5%

66,900 東京都 墨田区 カクヤス　東向島店 小売業 食料品 5%

66,901 東京都 墨田区 カクヤス　両国店 小売業 食料品 5%

66,902 東京都 墨田区 勝　いろり サービス 飲食業 5%

66,903 東京都 墨田区 勝手串　ハナビ サービス その他サービス 5%

66,904 東京都 墨田区 勝手串　花火 サービス 飲食業 5%

66,905 東京都 墨田区 割烹三州家 サービス 飲食業 5%

66,906 東京都 墨田区 割烹多じ万 サービス 飲食業 5%
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66,907 東京都 墨田区 ＫＡＤＯＵＳＨＩ サービス 飲食業 5%

66,908 東京都 墨田区 ｏｏｌｄｅｒｗｅｔｓｕｉｔｓ サービス その他サービス 5%

66,909 東京都 墨田区 鐘淵ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

66,910 東京都 墨田区 鐘渕商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

66,911 東京都 墨田区 Ｃａｆｅ　Ｊｉｖｅ サービス 飲食業 5%

66,912 東京都 墨田区 Ｃａｆｅ８８３ サービス 飲食業 5%

66,913 東京都 墨田区 株式会社　東あられ本鋪　菊川駅前店 小売業 食料品 5%

66,914 東京都 墨田区 株式会社　東あられ本鋪　両国本店 小売業 食料品 5%

66,915 東京都 墨田区 株式会社サンバッグ坂本 サービス その他サービス 5%

66,916 東京都 墨田区 株式会社オーセン サービス その他サービス 5%

66,917 東京都 墨田区 株式会社オンザコート　東京　東京営業所 小売業 衣料品 5%

66,918 東京都 墨田区 上さまゲームズ 小売業 その他小売 5%

66,919 東京都 墨田区 株式会社ダイムス サービス その他サービス 5%

66,920 東京都 墨田区 旅宅便 サービス その他サービス 5%

66,921 東京都 墨田区 株式会社Ｄ－ｃｏｌｏｒ サービス その他サービス 5%

66,922 東京都 墨田区 株式会社日本工房 サービス その他サービス 5%

66,923 東京都 墨田区 株式会社刃物屋トギノン 株式会社刃物屋トギノン 東京支社 小売業 その他小売 5%

66,924 東京都 墨田区 株式会社 平和堂 小売業 その他小売 5%

66,925 東京都 墨田区 株式会社宝來社 サービス その他サービス 5%

66,926 東京都 墨田区 株式会社正本総本店 小売業 家具・調度品 5%

66,927 東京都 墨田区 株式会社松田自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

66,928 東京都 墨田区 株式会社ヤジマエスポルツ 小売業 衣料品 5%

66,929 東京都 墨田区 ＣＡＦＵＮＥ サービス その他サービス 5%

66,930 東京都 墨田区 ＣＡＦＵＮＥ サービス その他サービス 5%

66,931 東京都 墨田区 加真呂 錦糸町店 Ｃａｍａｒｏ ｓダイナー錦糸町店 サービス 飲食業 5%

66,932 東京都 墨田区 亀戸動物病院 サービス その他サービス 5%

66,933 東京都 墨田区 カメラの八咫　カメラのヤタ 小売業 その他小売 5%

66,934 東京都 墨田区 仮面屋おもて サービス その他サービス 5%

66,935 東京都 墨田区 ＫａｙａＴａｘｉ サービス 運輸業 5%

66,936 東京都 墨田区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ錦糸町駅南口店 サービス 飲食業 2%

66,937 東京都 墨田区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋墨田区菊川駅前店 サービス 飲食業 2%

66,938 東京都 墨田区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東武曳舟駅前店 サービス 飲食業 2%

66,939 東京都 墨田区 革バッグＫＩＹＯＫＡＷＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

66,940 東京都 墨田区 韓国家庭料理　草場 サービス 飲食業 5%

66,941 東京都 墨田区 ＫＡＮコルギセラピー錦糸町店 サービス その他サービス 5%

66,942 東京都 墨田区 キープレフト 小売業 その他小売 5%

66,943 東京都 墨田区 菊池商店 小売業 その他小売 5%

66,944 東京都 墨田区 ＫＩＣＨＩＲＩ　錦糸町駅前 サービス 飲食業 5%

66,945 東京都 墨田区 喫煙具専門店ラ・ピエール 小売業 その他小売 5%

66,946 東京都 墨田区 喫酒　千日紅 サービス 飲食業 5%

66,947 東京都 墨田区 吉祥庵錦糸町テルミナ店 サービス 飲食業 5%

66,948 東京都 墨田区 キッチンなかむら サービス 飲食業 5%
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66,949 東京都 墨田区 Ｋｉｍｉｌｙ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

66,950 東京都 墨田区 キモノモード錦糸町店 小売業 衣料品 5%

66,951 東京都 墨田区 ｇａｌｌｅｒｙｈｙｄｒａｎｇｅａ サービス その他サービス 5%

66,952 東京都 墨田区 牛角錦糸町テルミナ店 サービス 飲食業 2%

66,953 東京都 墨田区 綺羅　綺羅 小売業 衣料品 5%

66,954 東京都 墨田区 きらく サービス 飲食業 5%

66,955 東京都 墨田区 きらく　業平店 サービス 飲食業 5%

66,956 東京都 墨田区 サロン・ド・スダ／金魚屋・もに～ サービス 理容・美容業 5%

66,957 東京都 墨田区 錦糸町　美容室　Ｒｏｕｎｄｓ サービス 理容・美容業 5%

66,958 東京都 墨田区 錦糸町　丸井　屋上　ビアガーデン サービス 飲食業 5%

66,959 東京都 墨田区 セブン－イレブン錦糸町駅南口店 小売業 食料品 2%

66,960 東京都 墨田区 セブン－イレブン錦糸町ロッテシティ１Ｆ店 小売業 食料品 2%

66,961 東京都 墨田区 セブン－イレブン錦糸町ロッテシティ店 小売業 食料品 2%

66,962 東京都 墨田区 株式会社クイック社 サービス 運輸業 5%

66,963 東京都 墨田区 串かつ　でんがな　両国店 サービス 飲食業 5%

66,964 東京都 墨田区 ＪＭ／串かつじゃんじゃん錦糸町 サービス 飲食業 5%

66,965 東京都 墨田区 鯨の登美粋 サービス 飲食業 5%

66,966 東京都 墨田区 靴のニコー 小売業 衣料品 5%

66,967 東京都 墨田区 アロマ＆エステくつろぎ サービス 理容・美容業 5%

66,968 東京都 墨田区 熊本屋 小売業 食料品 5%

66,969 東京都 墨田区 Ｃｌａｖｉｅｒ 小売業 その他小売 5%

66,970 東京都 墨田区 クラウドコーヒーロースターズ サービス 飲食業 5%

66,971 東京都 墨田区 ＧＲＡＢａｎｄＧＯＧＯＯＤＩＥＳ サービス 飲食業 5%

66,972 東京都 墨田区 クリーニングホワイト急便　山田屋 サービス その他サービス 5%

66,973 東京都 墨田区 Ｇｒｅｅｎｔｈａｎｋｓｓｕｐｐｌｙ サービス その他サービス 5%

66,974 東京都 墨田区 クレール・ユー 小売業 衣料品 5%

66,975 東京都 墨田区 Ｃｒｏｉｓ【クロイス】錦糸町 サービス その他サービス 5%

66,976 東京都 墨田区 フラワーショップＣＬＯＶＥＲ サービス その他サービス 5%

66,977 東京都 墨田区 クロックアップ サービス その他サービス 5%

66,978 東京都 墨田区 ｋｕｒｏｍｉ　ｎａｉｌｓ【クロミネイルズ】 サービス その他サービス 5%

66,979 東京都 墨田区 ｋｕｒｏｍｉｎａｉｌｓ サービス 理容・美容業 5%

66,980 東京都 墨田区 Ｋ サービス 理容・美容業 5%

66,981 東京都 墨田区 ケーズフェイシャルケア サービス 理容・美容業 5%

66,982 東京都 墨田区 ＫＧＳ・リバーサイド 小売業 その他小売 5%

66,983 東京都 墨田区 元太丸 サービス 飲食業 5%

66,984 東京都 墨田区 合同会社ＨＥＡＤＲＯＣＫ　ＨＥＡＤＲＯＣＫＣＬＩＭＢＩＮＧＧＹＭ サービス その他サービス 5%

66,985 東京都 墨田区 紅梅寿司 サービス 飲食業 5%

66,986 東京都 墨田区 幸福トラベル サービス その他サービス 5%

66,987 東京都 墨田区 シルバーアクセサリー工房史 小売業 衣料品 5%

66,988 東京都 墨田区 古民家カフェ　こぐま　古民家カフェ　こぐま サービス 飲食業 5%

66,989 東京都 墨田区 Ｋｏｃｏ　ａｐａｒｔｍｅｎｔ サービス 理容・美容業 5%

66,990 東京都 墨田区 ココイチエキスプレス錦糸町店 サービス 飲食業 2%
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66,991 東京都 墨田区 ｃｏｃｏｎ 小売業 その他小売 5%

66,992 東京都 墨田区 ｃｏｃｏｎ　ｃｏｃｏｎ 小売業 食料品 5%

66,993 東京都 墨田区 コシャリ専門　コシャリ屋コーピー サービス 飲食業 5%

66,994 東京都 墨田区 ｃｏｎｅｒｏｍａ サービス 理容・美容業 5%

66,995 東京都 墨田区 コロンブス　曳舟店 サービス 飲食業 5%

66,996 東京都 墨田区 Ｃｏｎｆｏｒｔｏ サービス 理容・美容業 5%

66,997 東京都 墨田区 Ｔｈｅ　Ｃｌａｒｉｎｅｔ　Ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

66,998 東京都 墨田区 サイクルショップマティーノ 小売業 その他小売 5%

66,999 東京都 墨田区 さがみ庵 小売業 その他小売 5%

67,000 東京都 墨田区 坂本自動車 サービス その他サービス 5%

67,001 東京都 墨田区 坂本自動車両国工場 サービス その他サービス 5%

67,002 東京都 墨田区 Ｔｈｅ　ｇａｔｈｅｒ　ｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

67,003 東京都 墨田区 ＳａｋｕｒａＨｏｕｓｅＣｌｅａｎｉｎｇ サービス その他サービス 5%

67,004 東京都 墨田区 酒蔵季 サービス 飲食業 5%

67,005 東京都 墨田区 酒処蔵 サービス 飲食業 5%

67,006 東京都 墨田区 酒処蔵 サービス 飲食業 5%

67,007 東京都 墨田区 サッカーショップｆｃＦＡ 小売業 その他小売 5%

67,008 東京都 墨田区 郷音屋 サービス その他サービス 5%

67,009 東京都 墨田区 ＳＯＭＥＴＨＩＮＧ　錦糸町ＰＡＲＣＯ店 小売業 衣料品 5%

67,010 東京都 墨田区 賛育会病院売店 小売業 その他小売 5%

67,011 東京都 墨田区 三徳石原店 小売業 食料品 5%

67,012 東京都 墨田区 山王自動車　本社 サービス その他サービス 5%

67,013 東京都 墨田区 三友企業株式会社 サービス 飲食業 5%

67,014 東京都 墨田区 ＴｈｅａｔｅｒＺｚｚ サービス その他サービス 5%

67,015 東京都 墨田区 シーシャ専門 シーシャ屋デグー サービス 飲食業 5%

67,016 東京都 墨田区 シーシャ屋デグー サービス 飲食業 5%

67,017 東京都 墨田区 セブン－イレブンＪＲ錦糸町駅前店 小売業 食料品 2%

67,018 東京都 墨田区 シー・エー・ピー・平岡 サービス その他サービス 5%

67,019 東京都 墨田区 塩パン屋パン・メゾン 小売業 食料品 5%

67,020 東京都 墨田区 雫ＮＯ庭 錦糸町店 錦糸町店 サービス 飲食業 5%

67,021 東京都 墨田区 ＳＨＩＴＡＭＡＣＨＩＢＡＳＥ サービス その他サービス 5%

67,022 東京都 墨田区 シドニー錦糸町テルミナ２店 小売業 その他小売 5%

67,023 東京都 墨田区 車検　ジール夢 サービス その他サービス 5%

67,024 東京都 墨田区 上海料理　信天翁 サービス 飲食業 5%

67,025 東京都 墨田区 Ｊｏ?ｌｌｅ 小売業 衣料品 5%

67,026 東京都 墨田区 食彩たつ サービス 飲食業 5%

67,027 東京都 墨田区 書肆スーベニア 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

67,028 東京都 墨田区 叙々苑　錦糸町南口店 サービス 飲食業 5%

67,029 東京都 墨田区 叙々苑東京スカイツリータウン・ソラマチ店 サービス 飲食業 5%

67,030 東京都 墨田区 ショットバー モーリー サービス 飲食業 5%

67,031 東京都 墨田区 お相撲さんプロモーションズ サービス その他サービス 5%

67,032 東京都 墨田区 新台湾式リフレクソロジー健康園 サービス その他サービス 5%
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67,033 東京都 墨田区 シンヤ中山文具店 小売業 その他小売 5%

67,034 東京都 墨田区 スイーツパラダイス　カラフル　ペア 小売業 食料品 5%

67,035 東京都 墨田区 ｓｕｉｕ サービス 理容・美容業 5%

67,036 東京都 墨田区 スカイアルカイースト店 サービス 理容・美容業 5%

67,037 東京都 墨田区 スカイ錦糸町ビューレックス店 サービス 理容・美容業 5%

67,038 東京都 墨田区 スカイパ・ドゥ・ドゥ店 サービス 理容・美容業 5%

67,039 東京都 墨田区 スカイレビュー店 サービス 理容・美容業 5%

67,040 東京都 墨田区 杉野商店 小売業 衣料品 5%

67,041 東京都 墨田区 ｓｑｕｅｅｚｅ 小売業 衣料品 5%

67,042 東京都 墨田区 スズキストアー 小売業 食料品 5%

67,043 東京都 墨田区 ステーキしま サービス 飲食業 5%

67,044 東京都 墨田区 スマホスピタル　錦糸町店 サービス その他サービス 5%

67,045 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田吾妻橋３丁目店 小売業 食料品 2%

67,046 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田石原店 小売業 食料品 2%

67,047 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田１丁目大正通り店 小売業 食料品 2%

67,048 東京都 墨田区 すみだ江戸切子館 小売業 その他小売 5%

67,049 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田押上１丁目店 小売業 食料品 2%

67,050 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田押上２丁目店 小売業 食料品 2%

67,051 東京都 墨田区 墨田押上巻き爪矯正センター サービス その他サービス 5%

67,052 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田鐘ヶ淵駅前店 小売業 食料品 2%

67,053 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田亀沢１丁目店 小売業 食料品 2%

67,054 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田亀沢３丁目店 小売業 食料品 2%

67,055 東京都 墨田区 隅田川習字教室 サービス その他サービス 5%

67,056 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田菊川１丁目店 小売業 食料品 2%

67,057 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田京島１丁目店 小売業 食料品 2%

67,058 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田京島３丁目明治通り店 小売業 食料品 2%

67,059 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田京島２丁目店 小売業 食料品 2%

67,060 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田錦糸１丁目店 小売業 食料品 2%

67,061 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田江東橋５丁目店 小売業 食料品 2%

67,062 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田江東橋３丁目店 小売業 食料品 2%

67,063 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田江東橋４丁目店 小売業 食料品 2%

67,064 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田５丁目店 小売業 食料品 2%

67,065 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田太平３丁目店 小売業 食料品 2%

67,066 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田太平３丁目南店 小売業 食料品 2%

67,067 東京都 墨田区 セブンーイレブン墨田立花５丁目店 小売業 食料品 2%

67,068 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田立花４丁目店 小売業 食料品 2%

67,069 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田立川３丁目店 小売業 食料品 2%

67,070 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田タワービュー通り店 小売業 食料品 2%

67,071 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田千歳店 小売業 食料品 2%

67,072 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田堤通１丁目店 小売業 食料品 2%

67,073 東京都 墨田区 墨田長屋 サービス その他サービス 5%

67,074 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田業平１丁目店 小売業 食料品 2%
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67,075 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田業平５丁目店 小売業 食料品 2%

67,076 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田業平２丁目店 小売業 食料品 2%

67,077 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田業平４丁目店 小売業 食料品 2%

67,078 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田２丁目店 小売業 食料品 2%

67,079 東京都 墨田区 セブン－イレブンすみだパークプレイス店 小売業 食料品 2%

67,080 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田東向島５丁目店 小売業 食料品 2%

67,081 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田東向島３丁目店 小売業 食料品 2%

67,082 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田東向島２丁目店 小売業 食料品 2%

67,083 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田文花店 小売業 食料品 2%

67,084 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田文花２丁目明治通り店 小売業 食料品 2%

67,085 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田本所１丁目清澄通り店 小売業 食料品 2%

67,086 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田本所３丁目店 小売業 食料品 2%

67,087 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田本所２丁目店 小売業 食料品 2%

67,088 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田本所４丁目店 小売業 食料品 2%

67,089 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田緑３丁目店 小売業 食料品 2%

67,090 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田緑４丁目店 小売業 食料品 2%

67,091 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田八広１丁目店 小売業 食料品 2%

67,092 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田八広北店 小売業 食料品 2%

67,093 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田八広５丁目店 小売業 食料品 2%

67,094 東京都 墨田区 セブンーイレブン墨田八広はなみずき通り店 小売業 食料品 2%

67,095 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田八広４丁目店 小売業 食料品 2%

67,096 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田横川５丁目店 小売業 食料品 2%

67,097 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田四ツ木橋南店 小売業 食料品 2%

67,098 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田４丁目店 小売業 食料品 2%

67,099 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田両国３丁目店 小売業 食料品 2%

67,100 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田両国２丁目店 小売業 食料品 2%

67,101 東京都 墨田区 セブン－イレブン墨田両国４丁目店 小売業 食料品 2%

67,102 東京都 墨田区 ＳＬＯＷＣＹＣＬＥ 小売業 その他小売 5%

67,103 東京都 墨田区 Ｓｌｏｗ　ｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

67,104 東京都 墨田区 生活彩家両国店 小売業 その他小売 2%

67,105 東京都 墨田区 生活彩館やひろでんき 小売業 電化製品 5%

67,106 東京都 墨田区 セオサイクル森下店 小売業 その他小売 5%

67,107 東京都 墨田区 ＳＥＫＡＩ　ＣＡＦＥ　押上店 サービス 飲食業 5%

67,108 東京都 墨田区 ｓｅｃｏｎｄ　ｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

67,109 東京都 墨田区 セキネヴァイオリン有限会社 サービス その他サービス 5%

67,110 東京都 墨田区 ゼロスタート 小売業 貴金属・服飾品 5%

67,111 東京都 墨田区 創作和食居酒屋　がん サービス 飲食業 5%

67,112 東京都 墨田区 ソウプラス錦糸町 サービス その他サービス 5%

67,113 東京都 墨田区 ｓｏｕ－ｍｕ 小売業 衣料品 5%

67,114 東京都 墨田区 ｓｏｍｎｉｕｍ 小売業 衣料品 5%

67,115 東京都 墨田区 ＳＯＬＥ錦糸町店 サービス 理容・美容業 5%

67,116 東京都 墨田区 ＳＯＲＥＲＥＩＹＵｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%
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67,117 東京都 墨田区 大黒屋米店 小売業 食料品 5%

67,118 東京都 墨田区 大衆酒場かね夛 サービス 飲食業 5%

67,119 東京都 墨田区 高橋自転車店 小売業 その他小売 5%

67,120 東京都 墨田区 田口サイクル 小売業 その他小売 5%

67,121 東京都 墨田区 タコラバンバ サービス 飲食業 5%

67,122 東京都 墨田区 立川電気 小売業 電化製品 5%

67,123 東京都 墨田区 タニ　ジュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

67,124 東京都 墨田区 多ぬ喜寿司 サービス 飲食業 5%

67,125 東京都 墨田区 玉金　錦糸町本店 サービス 飲食業 5%

67,126 東京都 墨田区 玉金　もんじゃお好み焼き　錦糸町２号店 サービス 飲食業 5%

67,127 東京都 墨田区 ちどり珈琲 サービス 飲食業 5%

67,128 東京都 墨田区 ちどり珈琲 サービス 飲食業 5%

67,129 東京都 墨田区 ｃｈａｃｋ 小売業 衣料品 5%

67,130 東京都 墨田区 ちゃんこ巴潟 サービス 飲食業 5%

67,131 東京都 墨田区 ちゃんこ巴潟 サービス 飲食業 5%

67,132 東京都 墨田区 ちゃんこ巴潟　新館 サービス 飲食業 5%

67,133 東京都 墨田区 ちゃんこ友路 サービス 飲食業 5%

67,134 東京都 墨田区 中央自動車販売株式会社 小売業 その他小売 5%

67,135 東京都 墨田区 中国料理百宴香 サービス 飲食業 5%

67,136 東京都 墨田区 塚田工房 小売業 その他小売 5%

67,137 東京都 墨田区 つきじ植むら錦糸町店 サービス 飲食業 5%

67,138 東京都 墨田区 築地玉寿司錦糸町店 サービス 飲食業 5%

67,139 東京都 墨田区 月島もんじゃ もへじ 月島もんじゃ もへじ 両国 サービス 飲食業 5%

67,140 東京都 墨田区 月島もんじゃ　もへじ－両国－江戸ＮＯＲＥ サービス 飲食業 5%

67,141 東京都 墨田区 ファスティングラボ株式会社 サービス その他サービス 5%

67,142 東京都 墨田区 ツヅキ質店 小売業 貴金属・服飾品 5%

67,143 東京都 墨田区 堤通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

67,144 東京都 墨田区 つばめグリル サービス 飲食業 5%

67,145 東京都 墨田区 ティーアンドアイ　本社 小売業 その他小売 5%

67,146 東京都 墨田区 Ｔ－ＨＯＵＳＥ錦糸町店 小売業 衣料品 5%

67,147 東京都 墨田区 ＤＡＨ　丸井錦糸町店 サービス 理容・美容業 5%

67,148 東京都 墨田区 ティムコ１ サービス その他サービス 5%

67,149 東京都 墨田区 テーラー国島 小売業 衣料品 5%

67,150 東京都 墨田区 Ｔｅｒｒｅｂｅａｕｔ（テールボーテ） サービス 理容・美容業 5%

67,151 東京都 墨田区 ＤＥＯＬｉＶＡ 小売業 その他小売 5%

67,152 東京都 墨田区 テニスパラダイス 小売業 その他小売 5%

67,153 東京都 墨田区 ＨＯＴＥＬ　ＤＵＯ サービス 宿泊業 5%

67,154 東京都 墨田区 寺島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

67,155 東京都 墨田区 寺島町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

67,156 東京都 墨田区 デリカショップ くるみ 小売業 食料品 5%

67,157 東京都 墨田区 天神橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

67,158 東京都 墨田区 天ぷら食堂ひさご両国店 サービス 飲食業 5%
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67,159 東京都 墨田区 天ぷら船橋屋 サービス 飲食業 5%

67,160 東京都 墨田区 １０ＹＣ 小売業 衣料品 5%

67,161 東京都 墨田区 １０ＹＣ 小売業 衣料品 5%

67,162 東京都 墨田区 ドゥアルシーヴ 小売業 衣料品 5%

67,163 東京都 墨田区 トゥインクルビジョン　東向島 小売業 その他小売 5%

67,164 東京都 墨田区 東京センター 小売業 衣料品 5%

67,165 東京都 墨田区 セブン－イレブン東武曳舟駅前店 小売業 食料品 2%

67,166 東京都 墨田区 ＴＯＷＡＰＲＯショップ 小売業 電化製品 5%

67,167 東京都 墨田区 常葉植物園／ときわしょくぶつえん 小売業 その他小売 5%

67,168 東京都 墨田区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ本所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

67,169 東京都 墨田区 Ｄｒ．Ｖｉｌａｂｏ サービス 理容・美容業 5%

67,170 東京都 墨田区 ＴｏｋｏｙａＳｕｎとこやさん サービス 理容・美容業 5%

67,171 東京都 墨田区 土地家屋調査士小椋俊輔事務所 サービス その他サービス 5%

67,172 東京都 墨田区 土間土間両国横綱通り店 サービス 飲食業 2%

67,173 東京都 墨田区 ｔｏｍｔｏｍ吾妻橋 小売業 食料品 5%

67,174 東京都 墨田区 トラットリアモンテトミ サービス 飲食業 5%

67,175 東京都 墨田区 鳥正　京島店 小売業 食料品 5%

67,176 東京都 墨田区 とりとんくん　錦糸町店 サービス 飲食業 5%

67,177 東京都 墨田区 トリプルエックス 小売業 その他小売 5%

67,178 東京都 墨田区 鶏味噌焼　かしわや サービス 飲食業 5%

67,179 東京都 墨田区 鶏和飲安藤 サービス 飲食業 5%

67,180 東京都 墨田区 丼丸宮田屋 八広店 小売業 食料品 5%

67,181 東京都 墨田区 中野自動車 サービス その他サービス 5%

67,182 東京都 墨田区 業平　キムラヤ 小売業 食料品 5%

67,183 東京都 墨田区 成瀬商店 サービス 飲食業 5%

67,184 東京都 墨田区 肉シャルダン サービス 飲食業 5%

67,185 東京都 墨田区 日光紙業株式会社 小売業 その他小売 5%

67,186 東京都 墨田区 日個連　浅野タクシー サービス 運輸業 5%

67,187 東京都 墨田区 日個連　荒牧タクシー サービス 運輸業 5%

67,188 東京都 墨田区 日個連　一戸タクシー サービス 運輸業 5%

67,189 東京都 墨田区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

67,190 東京都 墨田区 日個連　井上タクシー サービス 運輸業 5%

67,191 東京都 墨田区 日個連　今村タクシー サービス 運輸業 5%

67,192 東京都 墨田区 日個連　大城タクシー サービス 運輸業 5%

67,193 東京都 墨田区 日個連　太田タクシー サービス 運輸業 5%

67,194 東京都 墨田区 日個連　太田タクシー サービス 運輸業 5%

67,195 東京都 墨田区 日個連　岡田タクシー サービス 運輸業 5%

67,196 東京都 墨田区 日個連　押木タクシー サービス 運輸業 5%

67,197 東京都 墨田区 日個連　小畑タクシー サービス 運輸業 5%

67,198 東京都 墨田区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

67,199 東京都 墨田区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

67,200 東京都 墨田区 日個連　金子タクシー サービス 運輸業 5%
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67,201 東京都 墨田区 日個連　神谷タクシー サービス 運輸業 5%

67,202 東京都 墨田区 日個連　楠タクシー サービス 運輸業 5%

67,203 東京都 墨田区 日個連　倉持タクシー サービス 運輸業 5%

67,204 東京都 墨田区 日個連　古泉タクシー サービス 運輸業 5%

67,205 東京都 墨田区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

67,206 東京都 墨田区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

67,207 東京都 墨田区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

67,208 東京都 墨田区 日個連　斎藤タクシー サービス 運輸業 5%

67,209 東京都 墨田区 日個連　早乙女タクシー サービス 運輸業 5%

67,210 東京都 墨田区 日個連　佐久間タクシー サービス 運輸業 5%

67,211 東京都 墨田区 日個連　島田タクシー サービス 運輸業 5%

67,212 東京都 墨田区 日個連　清水タクシー サービス 運輸業 5%

67,213 東京都 墨田区 日個連　下村タクシー サービス 運輸業 5%

67,214 東京都 墨田区 日個連　白石タクシー サービス 運輸業 5%

67,215 東京都 墨田区 日個連　杉下タクシー サービス 運輸業 5%

67,216 東京都 墨田区 日個連　隅本タクシー サービス 運輸業 5%

67,217 東京都 墨田区 日個連　角谷タクシー サービス 運輸業 5%

67,218 東京都 墨田区 日個連　勢納タクシー サービス 運輸業 5%

67,219 東京都 墨田区 日個連　惣野代タクシー サービス 運輸業 5%

67,220 東京都 墨田区 日個連　高野タクシー サービス 運輸業 5%

67,221 東京都 墨田区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

67,222 東京都 墨田区 日個連　竹森タクシー サービス 運輸業 5%

67,223 東京都 墨田区 日個連　田里タクシー サービス 運輸業 5%

67,224 東京都 墨田区 日個連　田嶋タクシー サービス 運輸業 5%

67,225 東京都 墨田区 日個連　千田タクシー サービス 運輸業 5%

67,226 東京都 墨田区 日個連　中川タクシー サービス 運輸業 5%

67,227 東京都 墨田区 日個連　中野タクシー サービス 運輸業 5%

67,228 東京都 墨田区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

67,229 東京都 墨田区 日個連　縫村タクシー サービス 運輸業 5%

67,230 東京都 墨田区 日個連　長谷川タクシー サービス 運輸業 5%

67,231 東京都 墨田区 日個連　秦野タクシー サービス 運輸業 5%

67,232 東京都 墨田区 日個連　樋口タクシー サービス 運輸業 5%

67,233 東京都 墨田区 日個連　星タクシー サービス 運輸業 5%

67,234 東京都 墨田区 日個連　真崎タクシー サービス 運輸業 5%

67,235 東京都 墨田区 日個連　松原タクシー サービス 運輸業 5%

67,236 東京都 墨田区 日個連　宮里タクシー サービス 運輸業 5%

67,237 東京都 墨田区 日個連　元吉タクシー サービス 運輸業 5%

67,238 東京都 墨田区 日個連　矢部タクシー サービス 運輸業 5%

67,239 東京都 墨田区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

67,240 東京都 墨田区 日個連　山元タクシー サービス 運輸業 5%

67,241 東京都 墨田区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

67,242 東京都 墨田区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%
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67,243 東京都 墨田区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

67,244 東京都 墨田区 日個連　若島タクシー サービス 運輸業 5%

67,245 東京都 墨田区 日個連　渡部タクシー サービス 運輸業 5%

67,246 東京都 墨田区 日本一錦糸町テルミナ店 小売業 食料品 5%

67,247 東京都 墨田区 日本ばしやぶ久 サービス 飲食業 5%

67,248 東京都 墨田区 ニューウイング サービス 宿泊業 5%

67,249 東京都 墨田区 ＮａｉｌＣａｎｖａｓＳｉｌｖａ． サービス その他サービス 5%

67,250 東京都 墨田区 Ｎａｉｌ　Ｋ サービス 理容・美容業 5%

67,251 東京都 墨田区 ＮＥＯＨａｉｒイーストコア店 サービス 理容・美容業 5%

67,252 東京都 墨田区 ＮＥＯＨａｉｒ曳舟店 サービス 理容・美容業 5%

67,253 東京都 墨田区 ＮＥＯＨａｉｒｆａｍｉｌｉｓｍｏ東向島店 サービス 理容・美容業 5%

67,254 東京都 墨田区 ＮＥＯＨａｉｒｆａｍｉｌｉｓｍｏ サービス 理容・美容業 5%

67,255 東京都 墨田区 ＮＥＯＨａｉｒ八広店 サービス 理容・美容業 5%

67,256 東京都 墨田区 ねぎし錦糸町テルミナ店 サービス 飲食業 5%

67,257 東京都 墨田区 根岸産業 根岸産業 サービス その他サービス 5%

67,258 東京都 墨田区 ねぎぶた翔 サービス 飲食業 5%

67,259 東京都 墨田区 ｎｏｔｃｏｍｍｏｎ 小売業 衣料品 5%

67,260 東京都 墨田区 のみくい処　かどや サービス 飲食業 5%

67,261 東京都 墨田区 のろし。 サービス 飲食業 5%

67,262 東京都 墨田区 ｂｕｒｇｅｒ　ｈｏｕｓｅ　ＵＺＵ サービス 飲食業 5%

67,263 東京都 墨田区 ハクバ写真産業株式会社 サービス その他サービス 5%

67,264 東京都 墨田区 株式会社マルチプル サービス その他サービス 5%

67,265 東京都 墨田区 ｂａｃｋｙａｒｄ２ サービス 理容・美容業 5%

67,266 東京都 墨田区 ハッピーヒロ サービス その他サービス 5%

67,267 東京都 墨田区 花野井タクシー サービス 運輸業 5%

67,268 東京都 墨田区 跳ね鯛 小売業 食料品 5%

67,269 東京都 墨田区 バラエティショップドンドン 小売業 その他小売 5%

67,270 東京都 墨田区 はらにわ小町 サービス 飲食業 5%

67,271 東京都 墨田区 バリスタ・ギルド・オブ・ジャパン サービス その他サービス 5%

67,272 東京都 墨田区 バリスタトレーニングラボ サービス その他サービス 5%

67,273 東京都 墨田区 ｂｕｒｒｏｗｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

67,274 東京都 墨田区 はんこ広場　本所吾妻橋店 小売業 その他小売 5%

67,275 東京都 墨田区 はんこ家一番墨田区役所通り店 小売業 その他小売 5%

67,276 東京都 墨田区 ハンドバッグアルス　本店 小売業 衣料品 5%

67,277 東京都 墨田区 Ｂｅｅｒｉｃｈ　ＹＥＡＳＴ サービス 飲食業 5%

67,278 東京都 墨田区 ビーラボ錦糸町北口駅前店 サービス その他サービス 5%

67,279 東京都 墨田区 ｓｌｕｍｂｅｒ サービス 理容・美容業 5%

67,280 東京都 墨田区 東吾嬬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

67,281 東京都 墨田区 ひがしすみだカウンセリングルーム サービス その他サービス 5%

67,282 東京都 墨田区 ヒキフネトウブボウル サービス その他サービス 5%

67,283 東京都 墨田区 ビジネスホテル元春 サービス 宿泊業 5%

67,284 東京都 墨田区 ピッコレランパーレ サービス 飲食業 5%
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67,285 東京都 墨田区 ＶＩＰＰＥＲはちゅコレ 小売業 その他小売 5%

67,286 東京都 墨田区 ビハウス錦糸町店 小売業 その他小売 5%

67,287 東京都 墨田区 美容室Ｃｏｎｆｏｒｔｏ サービス 理容・美容業 5%

67,288 東京都 墨田区 美容室フューズ曳舟 サービス 理容・美容業 5%

67,289 東京都 墨田区 廣田硝子すみだガラス館 小売業 その他小売 5%

67,290 東京都 墨田区 ファイテンショップ　錦糸町店 小売業 その他小売 5%

67,291 東京都 墨田区 フィボナッチ紳士洋品店 小売業 衣料品 5%

67,292 東京都 墨田区 合同会社風景 サービス その他サービス 5%

67,293 東京都 墨田区 Ｂｏｏｓｔ サービス 理容・美容業 5%

67,294 東京都 墨田区 ＦＥＲＥＢＲＩＧＨＴ　錦糸町駅前店 サービス 理容・美容業 5%

67,295 東京都 墨田区 フォトスタジオプリンセス錦糸町店 サービス その他サービス 5%

67,296 東京都 墨田区 ＦＯＲＥＳＴＡＲＥＡ 小売業 衣料品 5%

67,297 東京都 墨田区 福祉介護タクシー墨田屋 サービス 運輸業 5%

67,298 東京都 墨田区 福助 小売業 食料品 5%

67,299 東京都 墨田区 福助　石原１号店 小売業 食料品 5%

67,300 東京都 墨田区 フクスケ　石原２号店 小売業 食料品 5%

67,301 東京都 墨田区 フクスケ　八広店 小売業 食料品 5%

67,302 東京都 墨田区 福藤商店 サービス その他サービス 5%

67,303 東京都 墨田区 冨士自動車株式会社 サービス 運輸業 5%

67,304 東京都 墨田区 船橋屋テルミナ錦糸町店 小売業 食料品 5%

67,305 東京都 墨田区 フューズ曳舟 サービス 理容・美容業 5%

67,306 東京都 墨田区 ｐｒｉｚｅ　錦糸町店 サービス 理容・美容業 5%

67,307 東京都 墨田区 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｓａｌｏｎ　ＬＵＮＡ サービス 理容・美容業 5%

67,308 東京都 墨田区 ｆｌｏｗｅｒ  墨田区 下町のお花屋さん  ｆｌｏｗｅｒ 小売業 その他小売 5%

67,309 東京都 墨田区 Ｂｌａｈ?ｚｅｈ　Ｂｌａｈ?ｚｅｈ サービス 理容・美容業 5%

67,310 東京都 墨田区 フラワースクール　ヘクセンハウス サービス その他サービス 5%

67,311 東京都 墨田区 ブリアント　錦糸町店 サービス 理容・美容業 5%

67,312 東京都 墨田区 プリザーブドフラワー花大学 小売業 その他小売 5%

67,313 東京都 墨田区 ブリス サービス その他サービス 5%

67,314 東京都 墨田区 ぷりずむ館錦糸町 サービス その他サービス 5%

67,315 東京都 墨田区 ｆｌｅｆｌｅ 小売業 その他小売 5%

67,316 東京都 墨田区 プロドライ サービス その他サービス 5%

67,317 東京都 墨田区 ＰＲＯＦＥＣＴＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ サービス その他サービス 5%

67,318 東京都 墨田区 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ＣＯＲｔｅ サービス 理容・美容業 5%

67,319 東京都 墨田区 ｈａｉｒｓａｌｏｎｅｄｅｃａ サービス 理容・美容業 5%

67,320 東京都 墨田区 ヘアーサロン太陽 サービス 理容・美容業 5%

67,321 東京都 墨田区 ヘアーメイクデコ　錦糸町店 サービス 理容・美容業 5%

67,322 東京都 墨田区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｔｒａｖｉｓ サービス 理容・美容業 5%

67,323 東京都 墨田区 平和自動車交通株式会社 サービス その他サービス 5%

67,324 東京都 墨田区 Ｖｅｃｔｏｒ　Ｂｅｅｒ　錦糸町店 サービス 飲食業 5%

67,325 東京都 墨田区 Ｖｅｇｇｉｅｓ　Ｓｔｙｌｅ サービス 飲食業 5%

67,326 東京都 墨田区 ベターフィーリング サービス その他サービス 5%
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67,327 東京都 墨田区 ベッカライ　ポンポン 小売業 食料品 5%

67,328 東京都 墨田区 ペットクリニック大岩 サービス その他サービス 5%

67,329 東京都 墨田区 ベルファウスト保険調査事務所 サービス その他サービス 5%

67,330 東京都 墨田区 ベローチェ両国店 サービス 飲食業 5%

67,331 東京都 墨田区 勉強カフェ　両国スタジオ サービス その他サービス 5%

67,332 東京都 墨田区 Ｗｈｉｐ 小売業 食料品 5%

67,333 東京都 墨田区 宝石箱 サービス 飲食業 5%

67,334 東京都 墨田区 坊々樹 サービス 飲食業 5%

67,335 東京都 墨田区 ｂｅａｕｔｅ ｃｏｎｃｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

67,336 東京都 墨田区 ＢＯＫＯＴＡＲ ＴＲＡＳＴＥＲＯ サービス その他サービス 5%

67,337 東京都 墨田区 ホテルアイム　錦糸町 サービス 宿泊業 5%

67,338 東京都 墨田区 ホテルアマネク浅草吾妻橋スカイ サービス 宿泊業 5%

67,339 東京都 墨田区 ホテルバリアンリゾート錦糸町 サービス 宿泊業 5%

67,340 東京都 墨田区 ホテルハンズ サービス その他サービス 5%

67,341 東京都 墨田区 ポポラマーマ曳舟店 サービス 飲食業 5%

67,342 東京都 墨田区 ボルボ・カーズ　墨田 サービス その他サービス 5%

67,343 東京都 墨田区 本所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

67,344 東京都 墨田区 本所かえる本舗 サービス 飲食業 5%

67,345 東京都 墨田区 株式会社カレンエステート サービス その他サービス 5%

67,346 東京都 墨田区 ＨＥＬＯＹＳＥ 小売業 衣料品 5%

67,347 東京都 墨田区 ｍａｉａｌｅ サービス 飲食業 5%

67,348 東京都 墨田区 マイティ・ジャック 小売業 貴金属・服飾品 5%

67,349 東京都 墨田区 ＭＡＧＫＩＮＧ　ＦＡＣＴＯＲＹ　マグキングファクトリー 小売業 衣料品 5%

67,350 東京都 墨田区 マクドナルド菊川駅前店 サービス 飲食業 2%

67,351 東京都 墨田区 マクドナルド墨田文花オリンピック店 サービス 飲食業 2%

67,352 東京都 墨田区 マクドナルド曳舟店 サービス 飲食業 2%

67,353 東京都 墨田区 マクドナルド両国駅西口店 サービス 飲食業 2%

67,354 東京都 墨田区 マコト交通 サービス 運輸業 5%

67,355 東京都 墨田区 ＭａｓａｙｏｓｈｉＦｕｊｉｓｈｉｍａ 小売業 衣料品 5%

67,356 東京都 墨田区 茉白創社 サービス その他サービス 5%

67,357 東京都 墨田区 マチヤス　町保 小売業 食料品 5%

67,358 東京都 墨田区 マッキナ株式会社 サービス その他サービス 5%

67,359 東京都 墨田区 松崎珈琲 サービス 飲食業 5%

67,360 東京都 墨田区 松田自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

67,361 東京都 墨田区 摩天楼 サービス 飲食業 5%

67,362 東京都 墨田区 マリオットマーキーズ サービス その他サービス 5%

67,363 東京都 墨田区 株式会社マリスｃｒｅａｔｉｖｅｄｅｓｉｇｎ 小売業 電化製品 5%

67,364 東京都 墨田区 アルデスト有限会社　マルキン水産 サービス 飲食業 5%

67,365 東京都 墨田区 まんがランド 錦糸町店 サービス その他サービス 5%

67,366 東京都 墨田区 ミートショップ　ミートショップ臣 小売業 食料品 5%

67,367 東京都 墨田区 みよ志鮨 サービス 飲食業 5%

67,368 東京都 墨田区 三芳タクシー サービス 運輸業 5%
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67,369 東京都 墨田区 向島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

67,370 東京都 墨田区 向島ＳＳ　有限会社藤井油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

67,371 東京都 墨田区 向じま　ぜんや サービス 飲食業 5%

67,372 東京都 墨田区 セブン－イレブン向島店 小売業 食料品 2%

67,373 東京都 墨田区 メガネストアー押上 小売業 その他小売 5%

67,374 東京都 墨田区 メガネストアー押上店 小売業 その他小売 5%

67,375 東京都 墨田区 メガネストアー菊川 小売業 その他小売 5%

67,376 東京都 墨田区 メガネストアー菊川店 小売業 その他小売 5%

67,377 東京都 墨田区 めがねのコミネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

67,378 東京都 墨田区 メガネブティック　イマイ 小売業 その他小売 5%

67,379 東京都 墨田区 マキネスティコーヒー サービス 飲食業 5%

67,380 東京都 墨田区 メディカルフィットネスＴ’ｓＥｎｅｒ サービス その他サービス 5%

67,381 東京都 墨田区 ＭＥＲＩＫＯＴＩ 小売業 衣料品 5%

67,382 東京都 墨田区 ＭＥＲＩＫＯＴＩ 小売業 衣料品 5%

67,383 東京都 墨田区 モード・ユキ　京島店 小売業 衣料品 5%

67,384 東京都 墨田区 モノポール サービス その他サービス 5%

67,385 東京都 墨田区 ＭＯＭＯＭＡＲＵＪＡＰＡＮ サービス 理容・美容業 5%

67,386 東京都 墨田区 モモンガライク 小売業 その他小売 5%

67,387 東京都 墨田区 八百七 小売業 食料品 5%

67,388 東京都 墨田区 焼肉　墨火亭　本店 サービス 飲食業 5%

67,389 東京都 墨田区 焼肉屋くいどん曵舟店 サービス 飲食業 5%

67,390 東京都 墨田区 矢蔵／充 サービス 飲食業 5%

67,391 東京都 墨田区 ＹＡＴＯ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

67,392 東京都 墨田区 ナチュラルボディメイクｙａｄｏＴ サービス その他サービス 5%

67,393 東京都 墨田区 柳島カフェ サービス 飲食業 5%

67,394 東京都 墨田区 山三金物 小売業 電化製品 5%

67,395 東京都 墨田区 う サービス 飲食業 5%

67,396 東京都 墨田区 有機事務所 サービス その他サービス 5%

67,397 東京都 墨田区 （有）東屋 小売業 衣料品 5%

67,398 東京都 墨田区 有限会社ヴィルゴビール サービス 飲食業 5%

67,399 東京都 墨田区 有限会社大越タイヤー 小売業 その他小売 5%

67,400 東京都 墨田区 オーティケイ 小売業 衣料品 5%

67,401 東京都 墨田区 有限会社江東美術 有限会社江東美術 小売業 その他小売 5%

67,402 東京都 墨田区 有限会社明治フーズ・デリバリー 小売業 食料品 5%

67,403 東京都 墨田区 有限会社ヤマグチ　有限会社ヤマグチ サービス 理容・美容業 5%

67,404 東京都 墨田区 ユザワヤ　錦糸町店 小売業 その他小売 5%

67,405 東京都 墨田区 油田カフェ サービス 飲食業 5%

67,406 東京都 墨田区 ユニバーサルドラッグ薬局鐘ヶ淵調剤店 小売業 その他小売 5%

67,407 東京都 墨田区 ユニバーサルドラッグ鐘ヶ淵店 小売業 その他小売 5%

67,408 東京都 墨田区 ユニバーサルドラッグ立花店 小売業 その他小売 5%

67,409 東京都 墨田区 ユニバーサルドラッグ薬局鐘ヶ淵駅前調剤店 小売業 その他小売 5%

67,410 東京都 墨田区 夢を叶える音楽教室 サービス その他サービス 5%
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67,411 東京都 墨田区 吉川タクシー サービス 運輸業 5%

67,412 東京都 墨田区 米井行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

67,413 東京都 墨田区 よろずや　食のよろずや サービス 飲食業 5%

67,414 東京都 墨田区 Ｌａ．ｎａｔｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

67,415 東京都 墨田区 ライオンズファシリティ サービス 理容・美容業 5%

67,416 東京都 墨田区 ライジングサンモーターズ 小売業 その他小売 5%

67,417 東京都 墨田区 Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　Ａｒｔ　Ｇａｌｌｅｒｙ 小売業 その他小売 5%

67,418 東京都 墨田区 Ｌｉｆｅｗｏｒｋｐｒｅｓｓ サービス その他サービス 5%

67,419 東京都 墨田区 Ｌａｕｌｅ　ａ サービス 理容・美容業 5%

67,420 東京都 墨田区 ラシエル両国 サービス 理容・美容業 5%

67,421 東京都 墨田区 Ｌａｃｉｅｌ　両国店 サービス 理容・美容業 5%

67,422 東京都 墨田区 ラ・セラピス サービス 理容・美容業 5%

67,423 東京都 墨田区 Ｌａ　Ｌａ　Ｚｉｐａｎｇｕ サービス 理容・美容業 5%

67,424 東京都 墨田区 リアット！アルカイースト錦糸町店 サービス その他サービス 5%

67,425 東京都 墨田区 ＬＥＡＰ　ＡＲＣＨＥ サービス 理容・美容業 5%

67,426 東京都 墨田区 リカーショップフクスケ 小売業 衣料品 5%

67,427 東京都 墨田区 リカーショップ　福助 小売業 食料品 5%

67,428 東京都 墨田区 リグニス東京 小売業 その他小売 5%

67,429 東京都 墨田区 リサイクル晟興 小売業 その他小売 5%

67,430 東京都 墨田区 李湘潭湘菜館 サービス 飲食業 5%

67,431 東京都 墨田区 リバーサイドホテル墨田・江東 サービス 宿泊業 5%

67,432 東京都 墨田区 りぷらす曳舟店 サービス その他サービス 5%

67,433 東京都 墨田区 理容アオキ サービス 理容・美容業 5%

67,434 東京都 墨田区 両国ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

67,435 東京都 墨田区 両国ホルモン炙屋 サービス 飲食業 5%

67,436 東京都 墨田区 両国整体スタジオ サービス その他サービス 5%

67,437 東京都 墨田区 両国タイヤ 小売業 その他小売 5%

67,438 東京都 墨田区 両国ペットクリニック サービス その他サービス 5%

67,439 東京都 墨田区 両国ホルモン　炙屋 サービス 飲食業 5%

67,440 東京都 墨田区 Ｌｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

67,441 東京都 墨田区 Ｒｙｌｌｉｓ サービス 理容・美容業 5%

67,442 東京都 墨田区 ル　クリック　アヴェダ錦糸公園前 サービス 理容・美容業 5%

67,443 東京都 墨田区 ＬＥ ＰＥＴＩＴ ＰＡＲＩＳＩＥＮ  ル プチ パリジャン サービス 飲食業 5%

67,444 東京都 墨田区 ル　モンド　ヘアーサロン　ル　モンド サービス 理容・美容業 5%

67,445 東京都 墨田区 ルーペハウス 小売業 その他小売 5%

67,446 東京都 墨田区 Ｌｅ　ｃｌｉｃ　ＡＶＥＤＡ　錦糸公園前 サービス 理容・美容業 5%

67,447 東京都 墨田区 ル　クリック　ＥＳＰＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

67,448 東京都 墨田区 ＬｕｚＲｅｉｒ サービス 理容・美容業 5%

67,449 東京都 墨田区 ＬＵＮＡ サービス その他サービス 5%

67,450 東京都 墨田区 ＲＡＹ サービス その他サービス 5%

67,451 東京都 墨田区 レザーマニア東京店舗 本店 小売業 その他小売 5%

67,452 東京都 墨田区 レストラン　クインベル サービス 飲食業 5%

1608



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

67,453 東京都 墨田区 ＬｅＬｅ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

67,454 東京都 墨田区 ローコストレンタカー　もたざーる サービス その他サービス 5%

67,455 東京都 墨田区 ろばた焼き　海賊 サービス 飲食業 5%

67,456 東京都 墨田区 ＲＯＭＡＮＣＥ　　ＨＥＡＲＴ サービス 理容・美容業 5%

67,457 東京都 墨田区 ワークショップニコー 小売業 衣料品 5%

67,458 東京都 墨田区 ＹＳＰ　墨田 小売業 その他小売 5%

67,459 東京都 墨田区 ＹＳＰ　墨田サービスファクトリー 小売業 その他小売 5%

67,460 東京都 墨田区 若槻商店 小売業 衣料品 5%

67,461 東京都 墨田区 わさび サービス 飲食業 5%

67,462 東京都 墨田区 和食Ｄｉｎｉｎｇ　笑酒 サービス 飲食業 5%

67,463 東京都 墨田区 和太鼓暁天応援グッズショップ サービス その他サービス 5%

67,464 東京都 墨田区 ＯＮＥ＠Ｔｏｋｙｏ サービス 宿泊業 5%

67,465 東京都 世田谷区 ＲＲ サービス 飲食業 5%

67,466 東京都 世田谷区 アールアイエイチ 小売業 衣料品 5%

67,467 東京都 世田谷区 あーる工房梅ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

67,468 東京都 世田谷区 あーる工房祖師ヶ谷大蔵店 サービス その他サービス 5%

67,469 東京都 世田谷区 アールズ サービス 理容・美容業 5%

67,470 東京都 世田谷区 アイアンマン サービス 飲食業 5%

67,471 東京都 世田谷区 アイウエオフィス サービス その他サービス 5%

67,472 東京都 世田谷区 アイエス介護タクシー サービス 運輸業 5%

67,473 東京都 世田谷区 ＡＹＬＬＵ サービス 理容・美容業 5%

67,474 東京都 世田谷区 ｉｃｅ 小売業 衣料品 5%

67,475 東京都 世田谷区 あいびい眼鏡 小売業 その他小売 5%

67,476 東京都 世田谷区 あいびい眼鏡　上北沢店 小売業 その他小売 5%

67,477 東京都 世田谷区 ｉＰｈｏｎｅＥＲ サービス その他サービス 5%

67,478 東京都 世田谷区 愛☆まどんなプロダクション サービス その他サービス 5%

67,479 東京都 世田谷区 アイムポイント 小売業 その他小売 5%

67,480 東京都 世田谷区 ＡＩＭＯＴＯ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

67,481 東京都 世田谷区 アイルビーヘア サービス 理容・美容業 5%

67,482 東京都 世田谷区 ＡＵＱＷＡ サービス 理容・美容業 5%

67,483 東京都 世田谷区 ＡｕｒａＧｉｒａｓｏｌ サービス 理容・美容業 5%

67,484 東京都 世田谷区 アウルスマイル 小売業 衣料品 5%

67,485 東京都 世田谷区 アエラス・エアリアルヨガスタジオ サービス その他サービス 5%

67,486 東京都 世田谷区 ａｏ．　Ｓａｎｇｅｎｊａｙａ サービス その他サービス 5%

67,487 東京都 世田谷区 碧鳥 小売業 家具・調度品 5%

67,488 東京都 世田谷区 青山堂 小売業 その他小売 5%

67,489 東京都 世田谷区 Ａｇａｔａ サービス 飲食業 5%

67,490 東京都 世田谷区 アカデメイア動物病院 サービス その他サービス 5%

67,491 東京都 世田谷区 赤と霜　三軒茶屋本店 サービス 飲食業 5%

67,492 東京都 世田谷区 あきやま動物病院 サービス その他サービス 5%

67,493 東京都 世田谷区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｊａｙａ三軒茶屋 サービス 理容・美容業 5%

67,494 東京都 世田谷区 Ａｃｏｔｔｏ サービス 理容・美容業 5%
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67,495 東京都 世田谷区 Ａｃｏｔｔｏ サービス 理容・美容業 5%

67,496 東京都 世田谷区 Ａｚａｂｕ　ｔａｉｌｏｒ　ｓｑｕａｒｅ 小売業 衣料品 5%

67,497 東京都 世田谷区 アジアンビストロＤＡＩ駒沢店 サービス 飲食業 5%

67,498 東京都 世田谷区 アジアンビストロＤａｉ二子玉川店 サービス 飲食業 5%

67,499 東京都 世田谷区 味倶楽部くらりす サービス 飲食業 5%

67,500 東京都 世田谷区 紫陽花ドッグホテル サービス その他サービス 5%

67,501 東京都 世田谷区 芦田タクシー サービス 運輸業 5%

67,502 東京都 世田谷区 Ａｚｕｌ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

67,503 東京都 世田谷区 ＡＺＵＲＡ　烏山 サービス 理容・美容業 5%

67,504 東京都 世田谷区 ＡＺＵＲＡ　祖師谷 サービス 理容・美容業 5%

67,505 東京都 世田谷区 ＡＺＵＲＡ経堂 サービス 理容・美容業 5%

67,506 東京都 世田谷区 ＡＺＵＲＡ成城 サービス 理容・美容業 5%

67,507 東京都 世田谷区 ＡＺＵＲＡ用賀 サービス 理容・美容業 5%

67,508 東京都 世田谷区 安達屋 小売業 食料品 5%

67,509 東京都 世田谷区 あたらしいファミリ－フォト サービス その他サービス 5%

67,510 東京都 世田谷区 アヂト サービス 飲食業 5%

67,511 東京都 世田谷区 ＡＳＳＯ サービス 理容・美容業 5%

67,512 東京都 世田谷区 Ａｄｄ 小売業 衣料品 5%

67,513 東京都 世田谷区 アットフィーリング サービス その他サービス 5%

67,514 東京都 世田谷区 アティックファニチュア 小売業 家具・調度品 5%

67,515 東京都 世田谷区 ａｄｉｔｉ サービス その他サービス 5%

67,516 東京都 世田谷区 ＡＴＥＬＩＥＲ　ＮＩＯ サービス 理容・美容業 5%

67,517 東京都 世田谷区 ａｔｅｌｉｅｒＳＴ，ＣＡＴ 小売業 衣料品 5%

67,518 東京都 世田谷区 ａｔｅｌｉｅｒｉｉｉ サービス その他サービス 5%

67,519 東京都 世田谷区 ａｔｅｌｉｅｒ華兵衛（（株）華兵衛） 小売業 その他小売 5%

67,520 東京都 世田谷区 アトリエ・タンブリーニ サービス 理容・美容業 5%

67,521 東京都 世田谷区 アトリエ．タンブリーニ サービス 理容・美容業 5%

67,522 東京都 世田谷区 Ｌ＇ａｔｅｌｉｅｒｄｅｃｏｕｒ サービス その他サービス 5%

67,523 東京都 世田谷区 ａｔｅｌｉｅｒ　ｍｉｍ　二子玉川店 サービス 理容・美容業 5%

67,524 東京都 世田谷区 ａｎａｎｄａ サービス 理容・美容業 5%

67,525 東京都 世田谷区 アニマルアイケア・東京動物眼科醫院 サービス その他サービス 5%

67,526 東京都 世田谷区 ＡＢ 小売業 その他小売 5%

67,527 東京都 世田谷区 ＡＢＩ－ＳＴＡ サービス その他サービス 5%

67,528 東京都 世田谷区 ａｆｆｅｔｔｏｂｙｆｌａｍｍｅｕｍ三軒茶 サービス 理容・美容業 5%

67,529 東京都 世田谷区 ａｐｒｅｓ サービス 理容・美容業 5%

67,530 東京都 世田谷区 アマンジヲヘアサロン サービス 理容・美容業 5%

67,531 東京都 世田谷区 アミーズ　ロティサリーチキン サービス 飲食業 5%

67,532 東京都 世田谷区 アミューズヴィーブライダル 小売業 衣料品 5%

67,533 東京都 世田谷区 Ａｌａｓｋａ 小売業 衣料品 5%

67,534 東京都 世田谷区 あらた サービス 飲食業 5%

67,535 東京都 世田谷区 Ａｌａｎ　Ｓｍｉｔｈｅｅ サービス 理容・美容業 5%

67,536 東京都 世田谷区 Ａｒｉａ サービス 理容・美容業 5%

1610



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

67,537 東京都 世田谷区 Ａｒｉａ サービス 理容・美容業 5%

67,538 東京都 世田谷区 アリマス本舗 自由が丘本店 サービス その他サービス 5%

67,539 東京都 世田谷区 アールおそうじセンター サービス その他サービス 5%

67,540 東京都 世田谷区 Ａｒｇｅｎｔｅｒｉａｇｉｎｋｇｏ 小売業 衣料品 5%

67,541 東京都 世田谷区 アルタクラッセ 小売業 電化製品 5%

67,542 東京都 世田谷区 アルティメットスタジオ世田谷 サービス その他サービス 5%

67,543 東京都 世田谷区 ＵＬＴＥＲＩＯＲ 小売業 衣料品 5%

67,544 東京都 世田谷区 アルバトロス 小売業 衣料品 5%

67,545 東京都 世田谷区 有限会社アルファアンドアソシエイツ サービス その他サービス 5%

67,546 東京都 世田谷区 アルルカン サービス 飲食業 5%

67,547 東京都 世田谷区 ａｒｅｔ サービス 理容・美容業 5%

67,548 東京都 世田谷区 アレグロモデラート 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

67,549 東京都 世田谷区 ａｒｒｏｗ サービス 理容・美容業 5%

67,550 東京都 世田谷区 ＡｌｏｈａＫＩＫＩ世田谷 小売業 衣料品 5%

67,551 東京都 世田谷区 Ａｒｏｍａ＆ＢｏｄｙＤｅｓｉｇｎＳａｌｏｎＥＡＲＴＨＣＯＬＯＲ サービス 理容・美容業 5%

67,552 東京都 世田谷区 ａｒｏｍａｔｈｅｒａｐｙｆｕｗａｒｉｎａｏｋｏｄｏ サービス 理容・美容業 5%

67,553 東京都 世田谷区 アロマヨガ桜スタジオ サービス その他サービス 5%

67,554 東京都 世田谷区 アワーウェイドッグスクール サービス その他サービス 5%

67,555 東京都 世田谷区 ＡＮＣＨＯＲ サービス 理容・美容業 5%

67,556 東京都 世田谷区 アングロ 小売業 その他小売 5%

67,557 東京都 世田谷区 アン・コトン　三軒茶屋店 サービス その他サービス 5%

67,558 東京都 世田谷区 アンコトンマルエツ真中店 サービス その他サービス 5%

67,559 東京都 世田谷区 アン・コトン　ライフ経堂店 サービス その他サービス 5%

67,560 東京都 世田谷区 アンシャンテ東京・フォトスタジオＣｏｃｏａ東京二子玉川 サービス その他サービス 5%

67,561 東京都 世田谷区 アンジュ・プリュ サービス 理容・美容業 5%

67,562 東京都 世田谷区 Ａｎｎ’ｓ サービス 飲食業 5%

67,563 東京都 世田谷区 ＵＮＤＥＲ　ＴＨＥ　ＳＵＮ サービス 理容・美容業 5%

67,564 東京都 世田谷区 ＵＮＤＥＲＮＥＡＴＨ 小売業 その他小売 5%

67,565 東京都 世田谷区 アンティム下高井戸 サービス 理容・美容業 5%

67,566 東京都 世田谷区 アンテンドゥ 八幡山店 小売業 食料品 5%

67,567 東京都 世田谷区 アンテンドゥ 駒沢店 小売業 食料品 5%

67,568 東京都 世田谷区 Ａｎｄｏ サービス 理容・美容業 5%

67,569 東京都 世田谷区 （有）飯田管工 サービス その他サービス 5%

67,570 東京都 世田谷区 飯田商店 小売業 その他小売 5%

67,571 東京都 世田谷区 ＹＥＴＩＣＯＦＦＥＥ合同会社 サービス 飲食業 5%

67,572 東京都 世田谷区 ｉｏｌｏｍ 小売業 貴金属・服飾品 5%

67,573 東京都 世田谷区 イグレックパリ　上野毛店 サービス 理容・美容業 5%

67,574 東京都 世田谷区 イグレックパリ　千歳船橋店 サービス 理容・美容業 5%

67,575 東京都 世田谷区 池貝商会 サービス その他サービス 5%

67,576 東京都 世田谷区 セブンーイレブン池尻大橋店 小売業 食料品 2%

67,577 東京都 世田谷区 池ノ上ボンジョリーナ サービス 飲食業 5%

67,578 東京都 世田谷区 池ノ上ピエール 小売業 食料品 5%
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67,579 東京都 世田谷区 ｉｇｏｒａ サービス 飲食業 5%

67,580 東京都 世田谷区 ＩＧＯＬＡＧＩ サービス 理容・美容業 5%

67,581 東京都 世田谷区 居酒屋　ＩＮＡＴＡ サービス 飲食業 5%

67,582 東京都 世田谷区 居酒屋スエヒロ 居酒屋スエヒロ サービス 飲食業 5%

67,583 東京都 世田谷区 居酒屋ダイニングひみつきち サービス 飲食業 5%

67,584 東京都 世田谷区 居酒屋たつみ　本店 サービス 飲食業 5%

67,585 東京都 世田谷区 伊酒屋ｔｏｙｓ サービス 飲食業 5%

67,586 東京都 世田谷区 いさみやロコ・ワークス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

67,587 東京都 世田谷区 石井電機工業所電装品事業部 小売業 その他小売 5%

67,588 東京都 世田谷区 ＩＳＨＩＧＡＫＩＢＯＤＹＴＵＮＩＮＧＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

67,589 東京都 世田谷区 石塚デンキ 小売業 電化製品 5%

67,590 東京都 世田谷区 イシハラタクシー サービス 運輸業 5%

67,591 東京都 世田谷区 イズアーク株式会社 サービス その他サービス 5%

67,592 東京都 世田谷区 伊勢屋　下馬いせや 小売業 食料品 5%

67,593 東京都 世田谷区 ＩＣＨＩＭＡＮ サービス 飲食業 5%

67,594 東京都 世田谷区 一和堂 小売業 その他小売 5%

67,595 東京都 世田谷区 一心 サービス 飲食業 5%

67,596 東京都 世田谷区 ＩＴ＇ｓＭＹＳＴＹＬＥ． 小売業 衣料品 5%

67,597 東京都 世田谷区 井筒屋 小売業 衣料品 5%

67,598 東京都 世田谷区 一般社団法人全日本エンカレッジメント教育普及協会 サービス その他サービス 5%

67,599 東京都 世田谷区 伊藤商事株式会社 サービス その他サービス 5%

67,600 東京都 世田谷区 伊東薬局 小売業 その他小売 5%

67,601 東京都 世田谷区 ｉｎｎｉｎｇ＋ サービス 飲食業 5%

67,602 東京都 世田谷区 井上公人税理士事務所 サービス その他サービス 5%

67,603 東京都 世田谷区 胃袋にズキュン サービス 飲食業 5%

67,604 東京都 世田谷区 ｉｆｙｏｕｗａｎｔ 小売業 衣料品 5%

67,605 東京都 世田谷区 ＩＢＥＲＩＣＡ サービス 飲食業 5%

67,606 東京都 世田谷区 ＥａｒＳＴＵＤＩＯ サービス 理容・美容業 5%

67,607 東京都 世田谷区 ＩＬＨＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

67,608 東京都 世田谷区 ｉｌ　ｖｉｎｖｉｎｏ サービス 飲食業 5%

67,609 東京都 世田谷区 ＩＬ　ＭＡＲＥ　ＡＺＺＵＲＲＯ サービス 飲食業 5%

67,610 東京都 世田谷区 イールーム千歳烏山店 サービス その他サービス 5%

67,611 東京都 世田谷区 ｉｒｅｍｏｎｏ 小売業 衣料品 5%

67,612 東京都 世田谷区 ＴｈｅＥｎｇｌｉｓｈＲｏｓｅｓ サービス 理容・美容業 5%

67,613 東京都 世田谷区 ＩｎｇｏＢｉｎｇｏ サービス 飲食業 5%

67,614 東京都 世田谷区 インスパイラル成城眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

67,615 東京都 世田谷区 インポートセレクトショップポルト 小売業 衣料品 5%

67,616 東京都 世田谷区 ヴァインアート サービス その他サービス 5%

67,617 東京都 世田谷区 ｖａｒｅｋａｉ 小売業 衣料品 5%

67,618 東京都 世田谷区 ヴァンケット動物病院 サービス その他サービス 5%

67,619 東京都 世田谷区 ヴァンドゥリュド　尾山台店 小売業 食料品 5%

67,620 東京都 世田谷区 ヴィオーデ二子玉川店 サービス 理容・美容業 5%
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67,621 東京都 世田谷区 ヴィクトリアゴルフカフェ世田谷店 サービス 飲食業 5%

67,622 東京都 世田谷区 ＷＩＬＫＯ 小売業 衣料品 5%

67,623 東京都 世田谷区 Ｗａｖｅｙ　ＳＴＯＲＥ　Ｗａｖｅｙｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

67,624 東京都 世田谷区 ｗａｙｗａｒｄｌｅａｔｈｅｒｓ 小売業 衣料品 5%

67,625 東京都 世田谷区 ヴェール・メール サービス その他サービス 5%

67,626 東京都 世田谷区 ＷｅｌｌＢｅ　二子玉川 サービス その他サービス 5%

67,627 東京都 世田谷区 うさぎ画報 小売業 衣料品 5%

67,628 東京都 世田谷区 内田事務所 小売業 衣料品 5%

67,629 東京都 世田谷区 ＵＴＳＵＷＡ　ＳＴＹＬＥ　自由が丘 サービス 飲食業 5%

67,630 東京都 世田谷区 器と香りエトセトラ　井戸端 小売業 その他小売 5%

67,631 東京都 世田谷区 Ｗｏｏｄａｙｉｃｅ　ウディック 小売業 その他小売 5%

67,632 東京都 世田谷区 うどん伊予 サービス 飲食業 5%

67,633 東京都 世田谷区 うまえびす　うまえびす　三軒茶屋店 サービス 飲食業 5%

67,634 東京都 世田谷区 ＵＭＡ－ＥＮＬＩＧＨＴＥＮＭＥＮＴ熊井綾子 サービス その他サービス 5%

67,635 東京都 世田谷区 梅ヶ丘ビストロくるみ サービス 飲食業 5%

67,636 東京都 世田谷区 梅屋 モダン着物小物 梅屋 小売業 衣料品 5%

67,637 東京都 世田谷区 株式会社ＡＫＡプラネット サービス その他サービス 5%

67,638 東京都 世田谷区 エレール サービス 理容・美容業 5%

67,639 東京都 世田谷区 Ｈ　ＴＯＫＹＯ三宿店 小売業 衣料品 5%

67,640 東京都 世田谷区 ８コンディショニング・ラボ サービス その他サービス 5%

67,641 東京都 世田谷区 Ａ５０１ＲＯＯＭ サービス 飲食業 5%

67,642 東京都 世田谷区 魔法のスマホガラスコーティング サービス その他サービス 5%

67,643 東京都 世田谷区 株式会社フィジックス サービス 理容・美容業 5%

67,644 東京都 世田谷区 ＳＭＣ 小売業 衣料品 5%

67,645 東京都 世田谷区 エステサロンはな サービス 理容・美容業 5%

67,646 東京都 世田谷区 コラソン－エイジングケア－ サービス 理容・美容業 5%

67,647 東京都 世田谷区 エステル経堂店 小売業 衣料品 5%

67,648 東京都 世田谷区 エステル祖師ヶ谷大蔵店 小売業 衣料品 5%

67,649 東京都 世田谷区 エストゥーレ 小売業 衣料品 5%

67,650 東京都 世田谷区 ｅｓｔｒｅｌｌａ サービス 理容・美容業 5%

67,651 東京都 世田谷区 エスプレッソアイビューティ サービス 理容・美容業 5%

67,652 東京都 世田谷区 エッケプンクト 小売業 衣料品 5%

67,653 東京都 世田谷区 ＨＥＤＩ サービス 理容・美容業 5%

67,654 東京都 世田谷区 ＥｄｉｔＮｅｔプリンテック サービス その他サービス 5%

67,655 東京都 世田谷区 江戸前焼肉あたか サービス 飲食業 5%

67,656 東京都 世田谷区 ＮＥＦ サービス その他サービス 5%

67,657 東京都 世田谷区 ＥｎｅＪｅｔ真中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

67,658 東京都 世田谷区 ＥＨＩＭＡＤＥ 小売業 その他小売 5%

67,659 東京都 世田谷区 Ｆ　ＦＯＲＣＥ 小売業 その他小売 5%

67,660 東京都 世田谷区 Ｆ＆Ｌ　イシイ 小売業 衣料品 5%

67,661 東京都 世田谷区 エフマートオカモト 小売業 その他小売 5%

67,662 東京都 世田谷区 ＥＢＯＮＹ　ＣＯＦＦＥＥ 小売業 食料品 5%
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67,663 東京都 世田谷区 ｍｓｐｉｎ サービス 飲食業 5%

67,664 東京都 世田谷区 ＥｍＺｅｄＥｙｃｈ 小売業 衣料品 5%

67,665 東京都 世田谷区 ＭＷＣ　ＭＷＣ 小売業 衣料品 5%

67,666 東京都 世田谷区 ＭＷＣ 小売業 衣料品 5%

67,667 東京都 世田谷区 Ｍ２　三軒茶屋店 小売業 衣料品 5%

67,668 東京都 世田谷区 ＭＢキッズカレッジ用賀校 サービス その他サービス 5%

67,669 東京都 世田谷区 Ｖａｐｅ　Ｓｔｏｒｅ　Ｍ５ 小売業 その他小売 5%

67,670 東京都 世田谷区 ＥＬＩＣＡ　下北沢 サービス 理容・美容業 5%

67,671 東京都 世田谷区 エリートスポーツ サービス その他サービス 5%

67,672 東京都 世田谷区 エリートスポーツ サービス その他サービス 5%

67,673 東京都 世田谷区 エルオクロック 小売業 貴金属・服飾品 5%

67,674 東京都 世田谷区 ＥＬ　ＣＡＭＰＯ　ｂｙ　ＢＡＬＯＮ 小売業 その他小売 5%

67,675 東京都 世田谷区 エレールカフェ サービス 理容・美容業 5%

67,676 東京都 世田谷区 エレガントピープル 下北沢 エレガントピープル サービス その他サービス 5%

67,677 東京都 世田谷区 遠州屋 小売業 食料品 5%

67,678 東京都 世田谷区 ＥＮ・ＴＨＵ　【エンスー】 サービス 理容・美容業 5%

67,679 東京都 世田谷区 ｅｎ－ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

67,680 東京都 世田谷区 Ｅｎｚｏ成城 小売業 衣料品 5%

67,681 東京都 世田谷区 遠藤電器 小売業 電化製品 5%

67,682 東京都 世田谷区 エンドーラ 小売業 衣料品 5%

67,683 東京都 世田谷区 ｅｎｔｒａｎｃｅ　ｗｅｂ 小売業 家具・調度品 5%

67,684 東京都 世田谷区 ＥＮＲＩ＇ｓＷＯＲＫｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

67,685 東京都 世田谷区 Ｏｕｂａｉ 小売業 家具・調度品 5%

67,686 東京都 世田谷区 欧風カレー ＰＬＵＳ プリュス サービス 飲食業 5%

67,687 東京都 世田谷区 大分からあげ弥栄　大分からあげ　弥栄 小売業 食料品 5%

67,688 東京都 世田谷区 エフライン サービス 理容・美容業 5%

67,689 東京都 世田谷区 株式会社大蔵舎大蔵動物霊園 サービス その他サービス 5%

67,690 東京都 世田谷区 ＯＣＥＡＮ Ｂ Ｌ Ｖ Ｄ ＯＣＥＡＮ Ｂ Ｌ Ｖ Ｄ 小売業 衣料品 5%

67,691 東京都 世田谷区 オーダーメイドジュエリーＡＤＡＭ 小売業 貴金属・服飾品 5%

67,692 東京都 世田谷区 大津琴三絃 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

67,693 東京都 世田谷区 大問屋世田谷店 サービス その他サービス 5%

67,694 東京都 世田谷区 大むら サービス 飲食業 5%

67,695 東京都 世田谷区 大森木綿子 小売業 衣料品 5%

67,696 東京都 世田谷区 ＯＬＤＮＥＷＴＨＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

67,697 東京都 世田谷区 おかずのうつわ屋　本橋 小売業 その他小売 5%

67,698 東京都 世田谷区 ＯＫＡＤＡＧＡＲＬＩＣ サービス 飲食業 5%

67,699 東京都 世田谷区 岡部理容館 サービス 理容・美容業 5%

67,700 東京都 世田谷区 小川植木 サービス その他サービス 5%

67,701 東京都 世田谷区 小川写真館 サービス その他サービス 5%

67,702 東京都 世田谷区 小川輪業商会 小売業 その他小売 5%

67,703 東京都 世田谷区 ｏｋｕ 小売業 その他小売 5%

67,704 東京都 世田谷区 奥沢ゴルフレンジ サービス その他サービス 5%
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67,705 東京都 世田谷区 奥沢すばる動物病院 サービス その他サービス 5%

67,706 東京都 世田谷区 ＯＳＴＥＲｉＡ　ＭＯＮＴＥ サービス 飲食業 5%

67,707 東京都 世田谷区 ＯＳＴＥＲｉＡ　ＭＯＮＴＥ　モンテ サービス 飲食業 5%

67,708 東京都 世田谷区 オーセンティックカーズ サービス その他サービス 5%

67,709 東京都 世田谷区 おそうじ本舗　桜上水店 サービス その他サービス 5%

67,710 東京都 世田谷区 ｏｔａｎｉｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

67,711 東京都 世田谷区 ｏｃｈｏｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

67,712 東京都 世田谷区 ＯＫＫＯＹＯＫＫＯ 小売業 衣料品 5%

67,713 東京都 世田谷区 ｏｔｔｏ サービス 飲食業 5%

67,714 東京都 世田谷区 ｏｔｏｔｏ ＤＥＬＩ ｏｔｏｔｏ ＤＥＬＩ 小売業 食料品 5%

67,715 東京都 世田谷区 オノデラカズオ サービス その他サービス 5%

67,716 東京都 世田谷区 株式会社小原工業 サービス その他サービス 5%

67,717 東京都 世田谷区 Ｏｖｅｒｌａｙ サービス 理容・美容業 5%

67,718 東京都 世田谷区 ｏｂｉ サービス 飲食業 5%

67,719 東京都 世田谷区 オフィス和音　ペットサロン和音 サービス その他サービス 5%

67,720 東京都 世田谷区 ＯＰＴＩＭＡＩＳＯＮ 小売業 その他小売 5%

67,721 東京都 世田谷区 いえ?る サービス その他サービス 5%

67,722 東京都 世田谷区 ｏｒａｎｇｅｒ（オランジュ） サービス 飲食業 5%

67,723 東京都 世田谷区 オリエンタル快癒院 サービス 理容・美容業 5%

67,724 東京都 世田谷区 オリエンタルリリース　自由が丘店 サービス その他サービス 5%

67,725 東京都 世田谷区 Ｏｒｉｇａｍｉ　Ａｐａｒｔｍｅｎｔ　【オリガミ　アパートメント】 サービス 理容・美容業 5%

67,726 東京都 世田谷区 オリックスレンタカー烏山店 サービス その他サービス 2%

67,727 東京都 世田谷区 オリックスレンタカー千歳船橋駅前店 サービス その他サービス 2%

67,728 東京都 世田谷区 オリックスレンタカー明大前駅店 サービス その他サービス 2%

67,729 東京都 世田谷区 織部下北沢店 小売業 その他小売 5%

67,730 東京都 世田谷区 ｏｎｋａ サービス 飲食業 5%

67,731 東京都 世田谷区 ＯＮ　ＨＡＩＲ　世田谷 サービス 理容・美容業 5%

67,732 東京都 世田谷区 温野菜三軒茶屋店 サービス 飲食業 2%

67,733 東京都 世田谷区 カーサ アンジェリーナ 小売業 食料品 5%

67,734 東京都 世田谷区 加圧＆ストレッチパーソナルスタジオＭＡＨＯＲＯＢＡ サービス その他サービス 5%

67,735 東京都 世田谷区 Ｃａｒａ サービス 飲食業 5%

67,736 東京都 世田谷区 カイロプラクティック　オレア成城 サービス その他サービス 5%

67,737 東京都 世田谷区 Ｃａｋａ 小売業 衣料品 5%

67,738 東京都 世田谷区 ｋａｋａｐｏ サービス その他サービス 5%

67,739 東京都 世田谷区 柿沼指圧整体院 サービス その他サービス 5%

67,740 東京都 世田谷区 柿の木坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

67,741 東京都 世田谷区 カギのまかせなさい！ 小売業 その他小売 5%

67,742 東京都 世田谷区 本多美容室 サービス 理容・美容業 5%

67,743 東京都 世田谷区 カクヤス　池尻店 小売業 食料品 5%

67,744 東京都 世田谷区 カクヤス　下北沢店 小売業 食料品 5%

67,745 東京都 世田谷区 カクヤス　世田谷桜店 小売業 食料品 5%

67,746 東京都 世田谷区 カクヤス　祖師ケ谷大蔵店 小売業 食料品 5%
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67,747 東京都 世田谷区 カクヤス　千歳烏山店 小売業 食料品 5%

67,748 東京都 世田谷区 カクヤス　深沢店 小売業 食料品 5%

67,749 東京都 世田谷区 カクヤス　明大前店 小売業 食料品 5%

67,750 東京都 世田谷区 カクヤス　用賀店 小売業 食料品 5%

67,751 東京都 世田谷区 カクヤス　若林店 小売業 食料品 5%

67,752 東京都 世田谷区 隠れ家サロンゆわ サービス 理容・美容業 5%

67,753 東京都 世田谷区 カーサ・アンジェリーナ 小売業 食料品 5%

67,754 東京都 世田谷区 カシオペアコンサートグッズ物販コーナー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

67,755 東京都 世田谷区 合同会社スフレー サービス その他サービス 5%

67,756 東京都 世田谷区 ＧＡＪＵ 小売業 衣料品 5%

67,757 東京都 世田谷区 ＫＡＺＵＭｉＸ 小売業 衣料品 5%

67,758 東京都 世田谷区 ＮＡＧＡＭＯＴＯ サービス 理容・美容業 5%

67,759 東京都 世田谷区 カットサロン　ピリカ サービス 理容・美容業 5%

67,760 東京都 世田谷区 カットハウスファースト　本店 サービス 理容・美容業 5%

67,761 東京都 世田谷区 割烹　かさ原 サービス 飲食業 5%

67,762 東京都 世田谷区 加藤工務店 小売業 衣料品 5%

67,763 東京都 世田谷区 加藤工務店 小売業 貴金属・服飾品 5%

67,764 東京都 世田谷区 加藤工務店 小売業 衣料品 5%

67,765 東京都 世田谷区 Ｃａｔｏｎａ　尾山台店 小売業 衣料品 5%

67,766 東京都 世田谷区 Ｃａｔｏｎａ　桜新町店 小売業 衣料品 5%

67,767 東京都 世田谷区 Ｃａｔｏｎａ　桜通店 小売業 衣料品 5%

67,768 東京都 世田谷区 Ｃａｔｏｎａ　成城学園店 小売業 衣料品 5%

67,769 東京都 世田谷区 カナコーン 小売業 衣料品 5%

67,770 東京都 世田谷区 金沢商店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

67,771 東京都 世田谷区 かねまつ　玉川高島屋店 小売業 衣料品 5%

67,772 東京都 世田谷区 金万（催事） 小売業 衣料品 5%

67,773 東京都 世田谷区 ｃａｎｏｎ　【カノン】 サービス 理容・美容業 5%

67,774 東京都 世田谷区 Ｋａｐａｌｉｌｉｈａｗａｉｉ 小売業 衣料品 5%

67,775 東京都 世田谷区 カビリアの靴 小売業 衣料品 5%

67,776 東京都 世田谷区 カフェ　ボソン サービス 飲食業 5%

67,777 東京都 世田谷区 ｃａｆｅ　ｍａｒｄｉ サービス 飲食業 5%

67,778 東京都 世田谷区 ＣａｆｅａｎｄＤｉｎｉｎｇＰａｃｏ サービス 飲食業 5%

67,779 東京都 世田谷区 ＣａｆｅＹｅｌｌｏｗ サービス 飲食業 5%

67,780 東京都 世田谷区 ｃａｆｅｖｉｅｔａｒｃｏ サービス 飲食業 5%

67,781 東京都 世田谷区 ＣａｆｅＳｏｕｌＴｒｅｅ サービス 飲食業 5%

67,782 東京都 世田谷区 カフェソライ屋 サービス 飲食業 5%

67,783 東京都 世田谷区 カフェテナンゴ 小売業 食料品 5%

67,784 東京都 世田谷区 カフェテリアグリーン サービス その他サービス 5%

67,785 東京都 世田谷区 カフェトレジャー サービス 飲食業 5%

67,786 東京都 世田谷区 カフェマルシェｋｕｎｉｋｕｎｉ 小売業 食料品 5%

67,787 東京都 世田谷区 ｃａｆｅ．ｍａｉｓｏｎ．ｄｅ．ｋ サービス 飲食業 5%

67,788 東京都 世田谷区 カフェリゼッタ二子玉川 サービス 飲食業 5%
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67,789 東京都 世田谷区 株式会社１４８４ＪＡＰＡＮ サービス その他サービス 5%

67,790 東京都 世田谷区 株式会社こかげ 小売業 電化製品 5%

67,791 東京都 世田谷区 株式会社 もめんやまきの もめんやまきの 小売業 衣料品 5%

67,792 東京都 世田谷区 株式会社Ｉ・リビングサポート サービス その他サービス 5%

67,793 東京都 世田谷区 株式会社アザイコミュニケーションズ サービス その他サービス 5%

67,794 東京都 世田谷区 株式会社アップライトプロダクション サービス その他サービス 5%

67,795 東京都 世田谷区 株式会社アンセイ サービス その他サービス 5%

67,796 東京都 世田谷区 株式会社イッセイカネコ サービス その他サービス 5%

67,797 東京都 世田谷区 株式会社ＷＩＰ 小売業 衣料品 5%

67,798 東京都 世田谷区 株式会社エー・アイ サービス その他サービス 5%

67,799 東京都 世田谷区 株式会社Ｍ Ｉ サービス その他サービス 5%

67,800 東京都 世田谷区 株式会社オート・マックス サービス その他サービス 5%

67,801 東京都 世田谷区 オルタード サービス その他サービス 5%

67,802 東京都 世田谷区 株式会社ＫＡ サービス その他サービス 5%

67,803 東京都 世田谷区 株式会社クァトロ 小売業 衣料品 5%

67,804 東京都 世田谷区 株式会社クレセチア サービス その他サービス 5%

67,805 東京都 世田谷区 株式会社クレメディア サービス その他サービス 5%

67,806 東京都 世田谷区 ＫＣＳ サービス その他サービス 5%

67,807 東京都 世田谷区 ＣＩＧＡ 小売業 衣料品 5%

67,808 東京都 世田谷区 株式会社ＳＥＴＡＧＡＹＡ　ｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

67,809 東京都 世田谷区 株式会社大雄装工 サービス その他サービス 5%

67,810 東京都 世田谷区 フクザワ物販 小売業 衣料品 5%

67,811 東京都 世田谷区 ＪＩ＇ＮＥ 小売業 衣料品 5%

67,812 東京都 世田谷区 株式会社弦巻ゴルフ練習場 サービス その他サービス 5%

67,813 東京都 世田谷区 株式会社ドーン 小売業 衣料品 5%

67,814 東京都 世田谷区 株式会社日本珈琲販売共同機構 サービス その他サービス 5%

67,815 東京都 世田谷区 株式会社ハウスメディア サービス その他サービス 5%

67,816 東京都 世田谷区 ［ＨＣ］株式会社ビッグ東光 小売業 電化製品 5%

67,817 東京都 世田谷区 株式会社ファンゴー サービス 飲食業 5%

67,818 東京都 世田谷区 株式会社フルショウ サービス その他サービス 5%

67,819 東京都 世田谷区 株式会社フローレツエンティワン サービス その他サービス 5%

67,820 東京都 世田谷区 株式会社ベースボールアディクト サービス その他サービス 5%

67,821 東京都 世田谷区 株式会社ベラスアクア 小売業 電化製品 5%

67,822 東京都 世田谷区 ｐｏｉｎｔ’ｒｉｎｃ． サービス その他サービス 5%

67,823 東京都 世田谷区 ＰＯＮＴＥ． 小売業 衣料品 5%

67,824 東京都 世田谷区 株式会社ミックススピーカーズインク 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

67,825 東京都 世田谷区 株式会社ＭＵＵＪＡＰＡＮ サービス その他サービス 5%

67,826 東京都 世田谷区 株式会社村田永楽園 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

67,827 東京都 世田谷区 株式会社メディケア英伸 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

67,828 東京都 世田谷区 株式会社　ユテックス サービス その他サービス 5%

67,829 東京都 世田谷区 株式会社ＵｎｉｔｅｄＰｒｏｄｕｃｔｓ サービス その他サービス 5%

67,830 東京都 世田谷区 株式会社ライフデザイン サービス 運輸業 5%
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67,831 東京都 世田谷区 株式会社リオネットセンター城南　三軒茶屋店 小売業 その他小売 5%

67,832 東京都 世田谷区 株式会社リ・キュウ 小売業 衣料品 5%

67,833 東京都 世田谷区 株式会社Ｒｅｓｐａｗｎ サービス その他サービス 5%

67,834 東京都 世田谷区 ｃａｆｕｒａ 小売業 その他小売 5%

67,835 東京都 世田谷区 カプリチョーザ　駒沢大学店 サービス 飲食業 5%

67,836 東京都 世田谷区 釜崎時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

67,837 東京都 世田谷区 釜めしやき鳥成城 サービス 飲食業 5%

67,838 東京都 世田谷区 上北沢　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

67,839 東京都 世田谷区 セブン－イレブン上北沢５丁目店 小売業 食料品 2%

67,840 東京都 世田谷区 上北沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

67,841 東京都 世田谷区 雷や サービス 飲食業 5%

67,842 東京都 世田谷区 上野毛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

67,843 東京都 世田谷区 ｋａｍｉｈｏｓｅｋｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

67,844 東京都 世田谷区 かみむら食堂 サービス 飲食業 5%

67,845 東京都 世田谷区 我舎我舎 サービス 飲食業 5%

67,846 東京都 世田谷区 Ｃａｌｌａ サービス 理容・美容業 5%

67,847 東京都 世田谷区 カラーブラッサム サービス その他サービス 5%

67,848 東京都 世田谷区 カラオケWAVE　尾山台店 サービス 飲食業 5%

67,849 東京都 世田谷区 カラオケ Ｄｅｅｐ ＢＬＵＥ 千歳烏山店 サービス その他サービス 5%

67,850 東京都 世田谷区 カラオケディープブルー千歳烏山店 サービス その他サービス 5%

67,851 東京都 世田谷区 烏山書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

67,852 東京都 世田谷区 カラダファクトリー　下高井戸店 サービス その他サービス 5%

67,853 東京都 世田谷区 カラダファクトリー駒沢大学マルエツ真中店 サービス その他サービス 5%

67,854 東京都 世田谷区 ＫＡＲＩＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

67,855 東京都 世田谷区 カレーハウスココ壱番屋 サービス その他サービス 2%

67,856 東京都 世田谷区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋小田急千歳船橋駅前店 サービス 飲食業 2%

67,857 東京都 世田谷区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋下高井戸駅前店 サービス 飲食業 2%

67,858 東京都 世田谷区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋世田谷区駒沢店 サービス 飲食業 2%

67,859 東京都 世田谷区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋世田谷区三軒茶屋店 サービス 飲食業 2%

67,860 東京都 世田谷区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋東急上野毛駅前店 サービス 飲食業 2%

67,861 東京都 世田谷区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東急桜新町駅前店 サービス 飲食業 2%

67,862 東京都 世田谷区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東急用賀駅前店 サービス 飲食業 2%

67,863 東京都 世田谷区 ＣＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

67,864 東京都 世田谷区 河合塾マナビス経堂校 サービス その他サービス 2%

67,865 東京都 世田谷区 川上楽器　下北沢センター サービス その他サービス 5%

67,866 東京都 世田谷区 川上楽器　明大前センター サービス その他サービス 5%

67,867 東京都 世田谷区 革工房ＴＥＤＤＹ＇Ｓ 小売業 衣料品 5%

67,868 東京都 世田谷区 川国風味小林 サービス 飲食業 5%

67,869 東京都 世田谷区 カワナミゴルフスクール　世田谷 小売業 その他小売 5%

67,870 東京都 世田谷区 カワナミゴルフスクールイベント　世田谷 サービス その他サービス 5%

67,871 東京都 世田谷区 革り小物Ａｓｔｅｒ＊ｉｓｋ 小売業 衣料品 5%

67,872 東京都 世田谷区 環七バー サービス 飲食業 5%

1618



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

67,873 東京都 世田谷区 ｋａｎｎｏｎｃｏｆｆｅｅｓｈｏ サービス 飲食業 5%

67,874 東京都 世田谷区 燗味処 サービス 飲食業 5%

67,875 東京都 世田谷区 菊ヶ瀬 小売業 食料品 5%

67,876 東京都 世田谷区 きくや文具店 小売業 その他小売 5%

67,877 東京都 世田谷区 きこうカイロ施術院 サービス 理容・美容業 5%

67,878 東京都 世田谷区 キシフォート　下北沢南口本店 小売業 電化製品 5%

67,879 東京都 世田谷区 ＫＩＴＡＧＡＷＡＧＥＮＫｉ サービス その他サービス 5%

67,880 東京都 世田谷区 ハワイアンスタイル　Ｏｈａｎａ　Ｃａｆｅ　Ｈａｗａｉｉａｎ　Ｓｔｙｌｅ　Ｏｈａｎａ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

67,881 東京都 世田谷区 北沢小西 小売業 食料品 5%

67,882 東京都 世田谷区 北村電気 小売業 電化製品 5%

67,883 東京都 世田谷区 ＫＩＺＵカイロプラクティック二子玉川 サービス その他サービス 5%

67,884 東京都 世田谷区 キッズブックス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

67,885 東京都 世田谷区 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｆｕｍｉ サービス 飲食業 5%

67,886 東京都 世田谷区 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｇａｒｄｅｎ 小売業 食料品 5%

67,887 東京都 世田谷区 ＫＩＴＣＨＥＮＣＯＲＫ サービス 飲食業 5%

67,888 東京都 世田谷区 ＫＩＴＣＨＥＮ ＣＯＲＫ Ｋｉｔｃｈｅｎ ｃｏｒｋ サービス 飲食業 5%

67,889 東京都 世田谷区 キッチンたくあん サービス 飲食業 5%

67,890 東京都 世田谷区 ｋｉｔｃｈｅｎｆｕｍｉ サービス 飲食業 5%

67,891 東京都 世田谷区 砧電気本店 小売業 電化製品 5%

67,892 東京都 世田谷区 ＧｉｆｔＬｉｖｉｎｇ サービス その他サービス 5%

67,893 東京都 世田谷区 ｇｉｍｍｉｃｋ サービス 理容・美容業 5%

67,894 東京都 世田谷区 きもの　千歳屋 小売業 衣料品 5%

67,895 東京都 世田谷区 キモノモード自由が丘店 小売業 衣料品 5%

67,896 東京都 世田谷区 ｃａｍｅｌ＆ｈａｄａｒｉ サービス 理容・美容業 5%

67,897 東京都 世田谷区 ＧａｌｌｅｒｙＫｕｇａギャラリー久我 サービス その他サービス 5%

67,898 東京都 世田谷区 ギャラリーシベココ サービス その他サービス 5%

67,899 東京都 世田谷区 ギャラリー・セントアイヴス サービス その他サービス 5%

67,900 東京都 世田谷区 ＧＡＬＬＥＲＹＴＡＧＡ２ サービス その他サービス 5%

67,901 東京都 世田谷区 ぎゃるりでんぐり サービス その他サービス 5%

67,902 東京都 世田谷区 Ｇａｒｒｅｔｔａｕｄｉｏ 小売業 その他小売 5%

67,903 東京都 世田谷区 ｃａｎｄｙ成城 サービス 理容・美容業 5%

67,904 東京都 世田谷区 Ｃａｎ！Ｄｏ！ＰｅｔＤｏｇＳｃｈｏｏｌ サービス その他サービス 5%

67,905 東京都 世田谷区 牛角梅ケ丘店 サービス 飲食業 2%

67,906 東京都 世田谷区 牛角下北沢北口店 サービス 飲食業 2%

67,907 東京都 世田谷区 牛角下高井戸店 サービス 飲食業 2%

67,908 東京都 世田谷区 牛角明大前店 サービス 飲食業 2%

67,909 東京都 世田谷区 牛兵衛　馬事公苑店 サービス 飲食業 5%

67,910 東京都 世田谷区 喜友名写真事務所 サービス その他サービス 5%

67,911 東京都 世田谷区 餃子　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｈａｏ　ｓ サービス 飲食業 5%

67,912 東京都 世田谷区 蕎堂　壮 サービス 飲食業 5%

67,913 東京都 世田谷区 経堂さんぐ サービス 飲食業 5%

67,914 東京都 世田谷区 経堂ダイニングず～とろ サービス 飲食業 5%
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67,915 東京都 世田谷区 （株）日の出電機　経堂店 小売業 電化製品 5%

67,916 東京都 世田谷区 経堂まことや サービス 飲食業 5%

67,917 東京都 世田谷区 経堂村田動物病院 サービス その他サービス 5%

67,918 東京都 世田谷区 経堂夢ぎわ治療院 サービス 理容・美容業 5%

67,919 東京都 世田谷区 ｑｕｉｒａｋｕ　ｎｉ　ｑｕｉｒａｋｕ　ｎｉ 小売業 衣料品 5%

67,920 東京都 世田谷区 ｋｉｒａｒｉ サービス 理容・美容業 5%

67,921 東京都 世田谷区 ＫＩＲＩＮＴＡＩＬＯＲＳ 小売業 衣料品 5%

67,922 東京都 世田谷区 ＫＩＮＧ　ＢＥＥ　【キング　ビー】 サービス 理容・美容業 5%

67,923 東京都 世田谷区 銀座きもの青木ギャラリー 小売業 衣料品 5%

67,924 東京都 世田谷区 ＫＩＮＪＩｕｓｅｄｃｌｏｔｈｉｎｇ下北沢 小売業 衣料品 5%

67,925 東京都 世田谷区 銀次郎 小売業 その他小売 5%

67,926 東京都 世田谷区 銀次郎　喜多見店 小売業 その他小売 5%

67,927 東京都 世田谷区 金兵 サービス 飲食業 5%

67,928 東京都 世田谷区 金兵 サービス 飲食業 5%

67,929 東京都 世田谷区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ下北沢店 小売業 その他小売 5%

67,930 東京都 世田谷区 Ｇｏｏ－ｉｔ！三軒茶屋店 サービス その他サービス 5%

67,931 東京都 世田谷区 Ｑｕｉｎｔｅｔ　ｎａｉｌ　【クインテット・ネイル千歳烏山店】 サービス その他サービス 5%

67,932 東京都 世田谷区 空気の洗車屋さん サービス その他サービス 5%

67,933 東京都 世田谷区 クーナ サービス 理容・美容業 5%

67,934 東京都 世田谷区 クールドフルールいけばな小原流 サービス その他サービス 5%

67,935 東京都 世田谷区 ＱＵＯＬＬ サービス 理容・美容業 5%

67,936 東京都 世田谷区 ＣｏｕｃｏｕｅｔＭａｒｉｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

67,937 東京都 世田谷区 Ｃｏｕｃｏｕ　ｅｔ　Ｍａｒｉｅ　Ｃｏｕｃｏｕ　ｅｔ　Ｍａｒｉｅ 小売業 衣料品 5%

67,938 東京都 世田谷区 串かつ　でんがな　下北沢店 サービス 飲食業 5%

67,939 東京都 世田谷区 串かつ　でんがな　下高井戸店 サービス 飲食業 5%

67,940 東京都 世田谷区 串かつ　でんがな　祖師ヶ谷大蔵店 サービス 飲食業 5%

67,941 東京都 世田谷区 くし頌三軒茶屋店 サービス 飲食業 5%

67,942 東京都 世田谷区 串特急　東京三宿店 サービス 飲食業 5%

67,943 東京都 世田谷区 くし家串猿用賀店 サービス 飲食業 5%

67,944 東京都 世田谷区 ｇｕｃｈｉｃｏ 小売業 衣料品 5%

67,945 東京都 世田谷区 ｋｏｏｋｓ サービス 飲食業 5%

67,946 東京都 世田谷区 靴専科 駒沢大学駅前店 駒沢大学駅前店 サービス その他サービス 5%

67,947 東京都 世田谷区 靴専科等々力店　等々力店 サービス その他サービス 5%

67,948 東京都 世田谷区 Ｃｕｃｃｉａ 小売業 その他小売 5%

67,949 東京都 世田谷区 ＣＵＣＩＮＡ　ＫＩＯＮＡ サービス 飲食業 5%

67,950 東京都 世田谷区 ＧＯＯＤＹＢＡＳＥ サービス その他サービス 5%

67,951 東京都 世田谷区 グッドスキル サービス その他サービス 5%

67,952 東京都 世田谷区 ＫＵＮＩＫＡＧＥ サービス 飲食業 5%

67,953 東京都 世田谷区 グーニーズ 小売業 電化製品 5%

67,954 東京都 世田谷区 クマンドギャランド 小売業 衣料品 5%

67,955 東京都 世田谷区 ＣＬＡＲＡＫＪＡＣＫＰＡＲＬＯＲ サービス 飲食業 5%

67,956 東京都 世田谷区 クライミングジムＣＥＬＬ サービス その他サービス 5%
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67,957 東京都 世田谷区 ＣＲＩＭＥ 小売業 衣料品 5%

67,958 東京都 世田谷区 ＥＢＯＮＹＣＯＦＦＥＥ サービス その他サービス 5%

67,959 東京都 世田谷区 ＣＲＯＷＮ　ＣＹＣＬＥ 小売業 その他小売 5%

67,960 東京都 世田谷区 ＫＵＲＡＫＵ 羽根木店 サービス 理容・美容業 5%

67,961 東京都 世田谷区 ＣｒａｈｓＷＥＢショップ暮人 小売業 衣料品 5%

67,962 東京都 世田谷区 クラッシィ 小売業 衣料品 5%

67,963 東京都 世田谷区 グラニースミス　アップルパイ＆コーヒー サービス 飲食業 5%

67,964 東京都 世田谷区 クラブメディア　成城 小売業 その他小売 5%

67,965 東京都 世田谷区 蔵吉家 サービス 飲食業 5%

67,966 東京都 世田谷区 ｋｌａｌａ 小売業 家具・調度品 5%

67,967 東京都 世田谷区 ｃｒａｌｉｓｓ　クラリス サービス 理容・美容業 5%

67,968 東京都 世田谷区 ｇｒａｎｄｉｒ サービス 理容・美容業 5%

67,969 東京都 世田谷区 クリーニングショップ　グッドＦ サービス その他サービス 5%

67,970 東京都 世田谷区 クリーニングショップ　グッドＣ サービス その他サービス 5%

67,971 東京都 世田谷区 クリーニングショップ　グッド　Ａ サービス その他サービス 5%

67,972 東京都 世田谷区 クリーニングショップスノー サービス その他サービス 5%

67,973 東京都 世田谷区 グリーンキャブ　新町営業所 サービス その他サービス 5%

67,974 東京都 世田谷区 グリーンキャブ　世田谷営業所 サービス その他サービス 5%

67,975 東京都 世田谷区 グリーンキャブ　弦巻営業所 サービス その他サービス 5%

67,976 東京都 世田谷区 グリーンフィル 小売業 その他小売 5%

67,977 東京都 世田谷区 クリーニングショップグッド サービス その他サービス 5%

67,978 東京都 世田谷区 クリーニング誠屋　等々力店 サービス その他サービス 5%

67,979 東京都 世田谷区 クリ－ニング　マツバラ サービス その他サービス 5%

67,980 東京都 世田谷区 グルック 小売業 衣料品 5%

67,981 東京都 世田谷区 野菜バルふぉこらーれ サービス 飲食業 5%

67,982 東京都 世田谷区 ｃｕｒｖａ サービス 理容・美容業 5%

67,983 東京都 世田谷区 ｇｒｅｙ サービス 飲食業 5%

67,984 東京都 世田谷区 クレイジーピッグデザインズ東京 小売業 貴金属・服飾品 5%

67,985 東京都 世田谷区 グレイス 小売業 その他小売 5%

67,986 東京都 世田谷区 ｇｒｅｙはなれ?ＡＵＲＯＲＡ? サービス 飲食業 5%

67,987 東京都 世田谷区 ｃｒｅｓｃｅｒｅ サービス 理容・美容業 5%

67,988 東京都 世田谷区 ｇｌｏｗｓ サービス 理容・美容業 5%

67,989 東京都 世田谷区 ＧＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%

67,990 東京都 世田谷区 ＧＬＯＳＳ サービス その他サービス 5%

67,991 東京都 世田谷区 黒須電機 小売業 電化製品 5%

67,992 東京都 世田谷区 ケアタクシークレマチス サービス 運輸業 5%

67,993 東京都 世田谷区 Ｋｍ個人　柳タクシー サービス 運輸業 5%

67,994 東京都 世田谷区 けいそくせいぎょ 小売業 その他小売 5%

67,995 東京都 世田谷区 ＫＴＭ世田谷 小売業 その他小売 5%

67,996 東京都 世田谷区 ケイブライダルサポート サービス その他サービス 2%

67,997 東京都 世田谷区 桂林堂天保整体院 サービス その他サービス 5%

67,998 東京都 世田谷区 ゲインズビル サービス その他サービス 5%
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67,999 東京都 世田谷区 ケークアバンチュール サービス その他サービス 5%

68,000 東京都 世田谷区 Ｋ　ｓ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

68,001 東京都 世田谷区 Ｇ８Ｔｏｋｙｏ 小売業 衣料品 5%

68,002 東京都 世田谷区 化粧品の店　スギヤマ 小売業 その他小売 5%

68,003 東京都 世田谷区 ＧＥＣＫＯ 小売業 家具・調度品 5%

68,004 東京都 世田谷区 Ｋｅｐｏｂａｇｅｌｓ サービス 飲食業 5%

68,005 東京都 世田谷区 ケラモスショップ 小売業 その他小売 5%

68,006 東京都 世田谷区 ケンチカ サービス 飲食業 5%

68,007 東京都 世田谷区 小池靴店 小売業 衣料品 5%

68,008 東京都 世田谷区 ｇｏｕｋ・Ｔ．ＫＵＮＩＴＯＭＯギャラリー 小売業 衣料品 5%

68,009 東京都 世田谷区 ｇｏｕｋ・ＴＫ　ＧＡＬＬＥＲＹ 小売業 衣料品 5%

68,010 東京都 世田谷区 工芸喜頓 サービス その他サービス 5%

68,011 東京都 世田谷区 合資会社イー・グローブ サービス その他サービス 5%

68,012 東京都 世田谷区 合資会社イー・グローブ サービス その他サービス 5%

68,013 東京都 世田谷区 合資会社田中庵 サービス 飲食業 5%

68,014 東京都 世田谷区 鴻翔 サービス 飲食業 5%

68,015 東京都 世田谷区 ＫＴＲｓＢＡＲ サービス 飲食業 5%

68,016 東京都 世田谷区 紅茶専門店「ピュア・ティップス」 サービス その他サービス 5%

68,017 東京都 世田谷区 合同会社アシスティブ サービス その他サービス 5%

68,018 東京都 世田谷区 ＭａｋｏＳｔａｒｓ サービス その他サービス 5%

68,019 東京都 世田谷区 合同会社ｍｅｍｏｒｉｌ サービス その他サービス 5%

68,020 東京都 世田谷区 河野金物有限会社 小売業 その他小売 5%

68,021 東京都 世田谷区 ｇｏｕｋ東京　ＧＡＬＬＥＲＹ 小売業 衣料品 5%

68,022 東京都 世田谷区 Ｃｏａｓｔｅｒ サービス 飲食業 5%

68,023 東京都 世田谷区 ｃｏａｓｔｙｌｅ 小売業 衣料品 5%

68,024 東京都 世田谷区 ゴースト サービス 飲食業 5%

68,025 東京都 世田谷区 コーヒーロースト黒柴 小売業 食料品 5%

68,026 東京都 世田谷区 小顔サロンｄｏｏｒ サービス 理容・美容業 5%

68,027 東京都 世田谷区 ｋｏｋａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

68,028 東京都 世田谷区 ゴキゲン鳥成城店 サービス 飲食業 5%

68,029 東京都 世田谷区 国際自動車株式会社 サービス 運輸業 5%

68,030 東京都 世田谷区 小暮洋服店 小売業 衣料品 5%

68,031 東京都 世田谷区 ココピカ サービス その他サービス 5%

68,032 東京都 世田谷区 ＣＯＣＯＲＯ サービス 理容・美容業 5%

68,033 東京都 世田谷区 コジコジハウス サービス 飲食業 5%

68,034 東京都 世田谷区 Ｃｏｓｉ　Ｃｏｍ’ｅ サービス 飲食業 5%

68,035 東京都 世田谷区 小島米店 小島米店 小売業 その他小売 5%

68,036 東京都 世田谷区 古書ビビビ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

68,037 東京都 世田谷区 （個人）石井タクシー サービス 運輸業 5%

68,038 東京都 世田谷区 個人中野タクシー サービス 運輸業 5%

68,039 東京都 世田谷区 個人マツダタクシー サービス 運輸業 5%

68,040 東京都 世田谷区 個人大和タクシー サービス 運輸業 5%
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68,041 東京都 世田谷区 小関商事 小売業 衣料品 5%

68,042 東京都 世田谷区 Ｃｏｓｓｏｔｔ’ｅ サービス 飲食業 5%

68,043 東京都 世田谷区 ごっつい下高井戸 サービス 飲食業 5%

68,044 東京都 世田谷区 Ｇｏｄｓｉｚｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

68,045 東京都 世田谷区 コットンハウス　アヤ　烏山店 小売業 衣料品 5%

68,046 東京都 世田谷区 Ｋｏｔｅｔｓｕ サービス 飲食業 5%

68,047 東京都 世田谷区 ｃｏｎａｎａ サービス その他サービス 5%

68,048 東京都 世田谷区 ＣｏｎｅｘＴ サービス その他サービス 5%

68,049 東京都 世田谷区 ｋｏｂａｃｏ． 小売業 その他小売 5%

68,050 東京都 世田谷区 コバック世田谷船橋店 サービス その他サービス 5%

68,051 東京都 世田谷区 小林自動車修理工場 サービス その他サービス 5%

68,052 東京都 世田谷区 ゴホウビダイナー サービス 飲食業 5%

68,053 東京都 世田谷区 コホロ 小売業 その他小売 5%

68,054 東京都 世田谷区 コホロ二子玉川 小売業 その他小売 5%

68,055 東京都 世田谷区 ｋｏｍａｋｏｋｕｔｓｕ 小売業 衣料品 5%

68,056 東京都 世田谷区 駒沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

68,057 東京都 世田谷区 セブン－イレブン駒沢病院前店 小売業 食料品 2%

68,058 東京都 世田谷区 コミュニティカフェななつのこ サービス 飲食業 5%

68,059 東京都 世田谷区 コモードキッチン三軒茶屋 サービス 飲食業 5%

68,060 東京都 世田谷区 ＣＯＬＫ サービス 理容・美容業 5%

68,061 東京都 世田谷区 ゴルゴン９　三軒茶屋店 サービス 飲食業 5%

68,062 東京都 世田谷区 Ｃｏｌｚａｆｅｕｉｌｌｅ 小売業 衣料品 5%

68,063 東京都 世田谷区 コルテーゼ三軒茶屋 小売業 衣料品 5%

68,064 東京都 世田谷区 ゴルフエフォート世田谷店 小売業 その他小売 5%

68,065 東京都 世田谷区 ＧＯＬＦＣＲＡＦＴＫＩＮＧＰＩＮ 小売業 その他小売 5%

68,066 東京都 世田谷区 ＫＯＬＭＥ サービス その他サービス 5%

68,067 東京都 世田谷区 コレパン 小売業 その他小売 5%

68,068 東京都 世田谷区 ｃｏｎＳｅｐｔ ＬＬＣ サービス その他サービス 5%

68,069 東京都 世田谷区 ＣＯＮＶＥＹ　イベント サービス 飲食業 5%

68,070 東京都 世田谷区 ＺＡ サービス その他サービス 5%

68,071 東京都 世田谷区 ＴＨＥ　ＧＵＩＴＡＲ　ＬＯＵＮＧＥ 小売業 その他小売 5%

68,072 東京都 世田谷区 ザ　グリーン　ザ　グリーン 小売業 その他小売 5%

68,073 東京都 世田谷区 ザ・グリーン 小売業 その他小売 5%

68,074 東京都 世田谷区 ＸＩＩＩ サービス 飲食業 5%

68,075 東京都 世田谷区 サイクルパイン 小売業 その他小売 5%

68,076 東京都 世田谷区 サイクルハウスオザキ　サイクルハウスオザキ 小売業 その他小売 5%

68,077 東京都 世田谷区 西郷亭　駒沢店 小売業 食料品 5%

68,078 東京都 世田谷区 齋藤都世子作品ルーム 小売業 衣料品 5%

68,079 東京都 世田谷区 ｓｏｕｎｄｓｇｏｏｄ 小売業 その他小売 5%

68,080 東京都 世田谷区 ｓｏｕｎｄｔｅｒｉａ サービス 飲食業 5%

68,081 東京都 世田谷区 サカエヤ洋品店 小売業 衣料品 5%

68,082 東京都 世田谷区 ｔｈｅ　ＧＲＡＮＤ　ＦＲＥＩ サービス 理容・美容業 5%
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68,083 東京都 世田谷区 酒と肴　きたの サービス 飲食業 5%

68,084 東京都 世田谷区 サチカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

68,085 東京都 世田谷区 ＳＡＴＨＩ　ＲＵＧＳ 小売業 家具・調度品 5%

68,086 東京都 世田谷区 さとうカイロプラクティックオフィス サービス 理容・美容業 5%

68,087 東京都 世田谷区 佐藤の弁当 サービス 飲食業 5%

68,088 東京都 世田谷区 ＴＨＥＤＯＧＳＡＬＯＮＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ サービス その他サービス 5%

68,089 東京都 世田谷区 ｓｕｎｎｙ－ｓｉｄｅ　ｕｐ サービス 理容・美容業 5%

68,090 東京都 世田谷区 ザ　ビー三軒茶屋　ザ　ビー三軒茶屋 サービス 宿泊業 5%

68,091 東京都 世田谷区 Ｓａｆａｒｉ． 小売業 衣料品 5%

68,092 東京都 世田谷区 ｓａｍａ下北沢店 サービス 飲食業 5%

68,093 東京都 世田谷区 サム　クリニック サービス その他サービス 5%

68,094 東京都 世田谷区 ＴＨＥ　ＬＩＧＨＴ 小売業 衣料品 5%

68,095 東京都 世田谷区 Ｓａｌｌｙ＇ｓＪｏｕｒｎｅｙ 小売業 衣料品 5%

68,096 東京都 世田谷区 ｓａｌｉｖｅｓ サービス 飲食業 5%

68,097 東京都 世田谷区 Ｓａｌｄｉ成城 小売業 衣料品 5%

68,098 東京都 世田谷区 サロンエルマール サービス 理容・美容業 5%

68,099 東京都 世田谷区 サロンティアズ サービス 理容・美容業 5%

68,100 東京都 世田谷区 ｓａｌｏｎｄｅｔａｅ サービス 理容・美容業 5%

68,101 東京都 世田谷区 ｓａｌｏｎｄｅｂｅａｕｔｅ　ｕｎｉｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

68,102 東京都 世田谷区 ｓａｌｏｎｄｅｙ．ｓ サービス 理容・美容業 5%

68,103 東京都 世田谷区 ｓａｌｏｎｍｉｗａ サービス 理容・美容業 5%

68,104 東京都 世田谷区 ＳａｌｏｎｌａＮｅｉｇｅ サービス その他サービス 5%

68,105 東京都 世田谷区 Ｓａｌｏｎ　Ｌｉｌｙｃａｌ サービス その他サービス 5%

68,106 東京都 世田谷区 沢田会計合同会社 サービス その他サービス 5%

68,107 東京都 世田谷区 讃喫茶室 サービス 飲食業 5%

68,108 東京都 世田谷区 三共繊維服飾株式会社 小売業 衣料品 5%

68,109 東京都 世田谷区 Ｃｉｎｑ サービス 飲食業 5%

68,110 東京都 世田谷区 サンケイカメラ サービス その他サービス 5%

68,111 東京都 世田谷区 三軒茶屋一丁目食堂 サービス 飲食業 5%

68,112 東京都 世田谷区 セブン－イレブン三軒茶屋駅東店 小売業 食料品 2%

68,113 東京都 世田谷区 セブン－イレブン三軒茶屋栄通り店 小売業 食料品 2%

68,114 東京都 世田谷区 セブン－イレブン三軒茶屋世田谷通り店 小売業 食料品 2%

68,115 東京都 世田谷区 セブン－イレブン三軒茶屋玉川通り店 小売業 食料品 2%

68,116 東京都 世田谷区 山幸電気 サービス その他サービス 5%

68,117 東京都 世田谷区 ＳＵＮＧＯＤＤＥＳＳ 小売業 その他小売 5%

68,118 東京都 世田谷区 サンシャインタキ サンシャイン タキ サービス その他サービス 5%

68,119 東京都 世田谷区 サンダーバードデザイン 小売業 その他小売 5%

68,120 東京都 世田谷区 ｓａｎｃｈａ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

68,121 東京都 世田谷区 三茶ヤ 小売業 食料品 5%

68,122 東京都 世田谷区 三茶ＷＯＲＫ サービス その他サービス 5%

68,123 東京都 世田谷区 Ｓｕｎ２Ｄｉｎｅｒ Ｓｕｎ２Ｄｉｎｅｒ サービス 飲食業 5%

68,124 東京都 世田谷区 三徳大蔵店 小売業 食料品 5%
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68,125 東京都 世田谷区 さんぱち食堂 サービス 飲食業 5%

68,126 東京都 世田谷区 ｓｙｍｐａｔｉｃ サービス 理容・美容業 5%

68,127 東京都 世田谷区 三有ケアサービス サービス その他サービス 5%

68,128 東京都 世田谷区 指圧マッサージはじめ サービス その他サービス 5%

68,129 東京都 世田谷区 Ｇｅｅｗｈｉｚｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

68,130 東京都 世田谷区 シーエーシージャパン販売株式会社 小売業 その他小売 5%

68,131 東京都 世田谷区 ＣＡＣ　ＳＨＯＰ　自由が丘 小売業 その他小売 5%

68,132 東京都 世田谷区 シーズレシピ サービス 飲食業 5%

68,133 東京都 世田谷区 ｃｅａｓｅｖｅｎ サービス 理容・美容業 5%

68,134 東京都 世田谷区 ｃｃｃｃｃｃｃ　ｂ． サービス 理容・美容業 5%

68,135 東京都 世田谷区 ＧＤＴＲＡＤＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

68,136 東京都 世田谷区 ＳＥＥＮＯＷＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

68,137 東京都 世田谷区 シェール 小売業 その他小売 5%

68,138 東京都 世田谷区 ＣｈｅｚＳｈｉｍｉｚｕ サービス 飲食業 5%

68,139 東京都 世田谷区 Ｊｅｌｉｅｚｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

68,140 東京都 世田谷区 ジェノワーズ　烏山店 サービス 飲食業 5%

68,141 東京都 世田谷区 ｃｈｅｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

68,142 東京都 世田谷区 ｃｈ?ｒｉｌｅ 小売業 衣料品 5%

68,143 東京都 世田谷区 Ｃｉｅｌ　【シエル】 サービス 理容・美容業 5%

68,144 東京都 世田谷区 ジェレモモ 小売業 衣料品 5%

68,145 東京都 世田谷区 慈恩 サービス 飲食業 5%

68,146 東京都 世田谷区 志が良? サービス 飲食業 5%

68,147 東京都 世田谷区 ＳＩＫＩ識ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

68,148 東京都 世田谷区 四季ごはん　ししくら サービス 飲食業 5%

68,149 東京都 世田谷区 四季旬菜ＮＡＫＡＮＯ サービス 飲食業 5%

68,150 東京都 世田谷区 四季の串揚げ　かくれん坊 サービス 飲食業 5%

68,151 東京都 世田谷区 Ｊｉｋｏｎｋａ サービス その他サービス 5%

68,152 東京都 世田谷区 ししど 小売業 電化製品 5%

68,153 東京都 世田谷区 雫石 サービス 飲食業 5%

68,154 東京都 世田谷区 ＳｉＳＴＡ サービス 理容・美容業 5%

68,155 東京都 世田谷区 ＳＩＳＴＥＲＭＡＲＫＥＴ 小売業 衣料品 5%

68,156 東京都 世田谷区 姿勢改善サロンＲｏｏｔｓ サービス その他サービス 5%

68,157 東京都 世田谷区 67 サービス 理容・美容業 5%

68,158 東京都 世田谷区 ＣｉｔｙＣｏｕｎｔｒｙＣｉｔｙ サービス 飲食業 5%

68,159 東京都 世田谷区 ｃｉｔｒｏｎ サービス 理容・美容業 5%

68,160 東京都 世田谷区 信濃屋 小売業 食料品 5%

68,161 東京都 世田谷区 信濃屋　食品館 小売業 食料品 5%

68,162 東京都 世田谷区 信濃屋　新宿店 小売業 食料品 5%

68,163 東京都 世田谷区 信濃屋　新橋店 小売業 食料品 5%

68,164 東京都 世田谷区 信濃屋　野沢店 小売業 食料品 5%

68,165 東京都 世田谷区 信濃屋　目黒店 小売業 食料品 5%

68,166 東京都 世田谷区 信濃屋　ワイン館 小売業 食料品 5%
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68,167 東京都 世田谷区 信濃屋喜多見駅前店 小売業 食料品 5%

68,168 東京都 世田谷区 信濃屋食品館 小売業 食料品 5%

68,169 東京都 世田谷区 信濃屋野沢店 小売業 食料品 5%

68,170 東京都 世田谷区 信濃屋ワイン館 小売業 その他小売 5%

68,171 東京都 世田谷区 シナリーティンカーベル サービス 理容・美容業 5%

68,172 東京都 世田谷区 シニフィアン　シニフィエ 小売業 食料品 5%

68,173 東京都 世田谷区 シネマパラダイス サービス 飲食業 5%

68,174 東京都 世田谷区 篠崎電気 小売業 電化製品 5%

68,175 東京都 世田谷区 ｓｅａ＋ サービス 理容・美容業 5%

68,176 東京都 世田谷区 司法書士事務所ローレル サービス その他サービス 5%

68,177 東京都 世田谷区 シミズヤ 小売業 食料品 5%

68,178 東京都 世田谷区 セブン－イレブン下北沢駅南西口店 小売業 食料品 2%

68,179 東京都 世田谷区 セブン－イレブン下北沢駅南口店 小売業 食料品 2%

68,180 東京都 世田谷区 下北沢たこ焼き研究所 サービス 飲食業 5%

68,181 東京都 世田谷区 下北沢動物病院 サービス その他サービス 5%

68,182 東京都 世田谷区 シモキタステーション サービス その他サービス 5%

68,183 東京都 世田谷区 しもきた茶苑大山　喫茶室 サービス 飲食業 5%

68,184 東京都 世田谷区 しもきた茶苑大山１Ｆ　茶小売 小売業 食料品 5%

68,185 東京都 世田谷区 セブン－イレブン下高井戸駅北口店 小売業 食料品 2%

68,186 東京都 世田谷区 Ｊａｒｍｕｓｃｈ 小売業 衣料品 5%

68,187 東京都 世田谷区 若石ｋｍｋ サービス その他サービス 5%

68,188 東京都 世田谷区 車検　天龍自動車工業 サービス その他サービス 5%

68,189 東京都 世田谷区 ジャストインタイム成城 小売業 衣料品 5%

68,190 東京都 世田谷区 ジャックポット品川 サービス 飲食業 5%

68,191 東京都 世田谷区 ジャックポット下北沢 サービス 飲食業 5%

68,192 東京都 世田谷区 ジャックポットプランニング サービス 飲食業 5%

68,193 東京都 世田谷区 シャッターズ二子玉川 サービス 飲食業 5%

68,194 東京都 世田谷区 シャノアール三軒茶屋店 サービス 飲食業 5%

68,195 東京都 世田谷区 シャノアール千歳烏山店 サービス 飲食業 5%

68,196 東京都 世田谷区 シャルマン　三軒茶屋店 小売業 衣料品 5%

68,197 東京都 世田谷区 シャルム 小売業 衣料品 5%

68,198 東京都 世田谷区 シャンドゥ　ブレ 小売業 衣料品 5%

68,199 東京都 世田谷区 じゃんぱら　下北沢店 小売業 電化製品 5%

68,200 東京都 世田谷区 ｃｈａｍｂｒｅｔｔｅ雑貨洋品店 小売業 その他小売 5%

68,201 東京都 世田谷区 ? サービス その他サービス 5%

68,202 東京都 世田谷区 自由が丘 サービス その他サービス 5%

68,203 東京都 世田谷区 自由が丘アイサロンズ サービス 理容・美容業 5%

68,204 東京都 世田谷区 ジユウガオカアイサロンズ サービス 理容・美容業 5%

68,205 東京都 世田谷区 自由ケ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

68,206 東京都 世田谷区 自由が丘の美容室　ＴＯＣＡ サービス 理容・美容業 5%

68,207 東京都 世田谷区 Ｓｈｏｅｓｂｏｘ サービス その他サービス 5%

68,208 東京都 世田谷区 ｓｈｏｅｓｂｏｘ尾山台 サービス その他サービス 5%
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68,209 東京都 世田谷区 十六屋洋品店 小売業 衣料品 5%

68,210 東京都 世田谷区 シュエットｃｈｏｕｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

68,211 東京都 世田谷区 ｃｈｏｕｅｔｔｅｔｏｒｒ?ｆａｃｔｅｕｒｌａｂｏｒａｔｏｉｒｅ サービス 飲食業 5%

68,212 東京都 世田谷区 ジュエリー一色世田谷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

68,213 東京都 世田谷区 ジュエリーＴＡＫＡ サービス その他サービス 5%

68,214 東京都 世田谷区 ジュエリーＴＡＫＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

68,215 東京都 世田谷区 ジュエリーショップＧ．ＭＩＲＷＡＬＤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

68,216 東京都 世田谷区 ジュエリーブティック志村 小売業 貴金属・服飾品 5%

68,217 東京都 世田谷区 Ｓｕｇａｒ＆Ｓｐｉｃｅ 小売業 衣料品 5%

68,218 東京都 世田谷区 ｓｈｕｋｒａｎ　ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

68,219 東京都 世田谷区 シュクランキッチン　モロッコ料理カフェ　教室 サービス 飲食業 5%

68,220 東京都 世田谷区 酒食基地さいとり サービス 飲食業 5%

68,221 東京都 世田谷区 シューボーイ 小売業 衣料品 5%

68,222 東京都 世田谷区 旬采 サービス 飲食業 5%

68,223 東京都 世田谷区 瞬彩三軒茶屋 サービス 飲食業 5%

68,224 東京都 世田谷区 ＪＯＹ動物病院 サービス その他サービス 5%

68,225 東京都 世田谷区 Ｓｈｏ 小売業 衣料品 5%

68,226 東京都 世田谷区 正泰苑三軒茶屋 サービス 飲食業 5%

68,227 東京都 世田谷区 ｊｏ－Ｒｏ 小売業 衣料品 5%

68,228 東京都 世田谷区 食と酒 椿ノ原 サービス 飲食業 5%

68,229 東京都 世田谷区 叙々苑　経堂コルティ店 サービス 飲食業 5%

68,230 東京都 世田谷区 叙々苑　駒沢公園店 サービス 飲食業 5%

68,231 東京都 世田谷区 Ｓｈｏｐ２８１ 小売業 その他小売 5%

68,232 東京都 世田谷区 ジョバン 小売業 衣料品 5%

68,233 東京都 世田谷区 ｇｉｇｌｉ　Ｔｏｋｙｏ　８９ サービス 飲食業 5%

68,234 東京都 世田谷区 Ｊ’ｉｌ　Ｓｅｍｂｌｅ　下北沢 サービス 理容・美容業 5%

68,235 東京都 世田谷区 ジルバス 小売業 衣料品 5%

68,236 東京都 世田谷区 信越電機 小売業 電化製品 5%

68,237 東京都 世田谷区 シンエネ八幡山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

68,238 東京都 世田谷区 ｓｉｎｇｅｒｓｏｎｇｗｒｉｔｅｒ サービス その他サービス 5%

68,239 東京都 世田谷区 鍼灸千壽堂 サービス その他サービス 5%

68,240 東京都 世田谷区 鍼灸マッサージ治療院ＳＥＳＨＥＮ サービス その他サービス 5%

68,241 東京都 世田谷区 ＳＨＩＮＫＯＳＴＵＤＩＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

68,242 東京都 世田谷区 Ｓｉｎｃｅｒｅ サービス 理容・美容業 5%

68,243 東京都 世田谷区 紳士洋品和田屋 小売業 衣料品 5%

68,244 東京都 世田谷区 紳士洋品和田屋 小売業 衣料品 5%

68,245 東京都 世田谷区 新日本エージェーンシー サービス その他サービス 5%

68,246 東京都 世田谷区 ｃｉｎｖｉ 小売業 衣料品 5%

68,247 東京都 世田谷区 ｓｉｍｐｌｅ　ｓｏｎｇ 小売業 その他小売 5%

68,248 東京都 世田谷区 ＳＵＩＧＥＮＥＲＩＳＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

68,249 東京都 世田谷区 瑞雪 サービス 飲食業 5%

68,250 東京都 世田谷区 ｓｗｉｔｃｈ　Ｈ＆Ｃ サービス 理容・美容業 5%
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68,251 東京都 世田谷区 スーツケースマイレ 小売業 その他小売 5%

68,252 東京都 世田谷区 菅谷バランス治療院 サービス 理容・美容業 5%

68,253 東京都 世田谷区 スキンプロサロン サービス 理容・美容業 5%

68,254 東京都 世田谷区 スコアクリエイション サービス その他サービス 5%

68,255 東京都 世田谷区 鮨処　喜楽 サービス 飲食業 5%

68,256 東京都 世田谷区 スズキカメラ 小売業 その他小売 5%

68,257 東京都 世田谷区 スズキカメラ 小売業 電化製品 5%

68,258 東京都 世田谷区 鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

68,259 東京都 世田谷区 ｋｙｏｄｏヨガスタジオ サービス その他サービス 5%

68,260 東京都 世田谷区 鈴木真博 サービス その他サービス 5%

68,261 東京都 世田谷区 有限会社下馬鈴木屋精米店 小売業 その他小売 5%

68,262 東京都 世田谷区 （株）スターボード 小売業 衣料品 5%

68,263 東京都 世田谷区 スタジオキャラット　世田谷馬事公苑店 サービス その他サービス 5%

68,264 東京都 世田谷区 スタジオＫキルトミュージアム 小売業 その他小売 5%

68,265 東京都 世田谷区 スタジオＫ３ 小売業 その他小売 5%

68,266 東京都 世田谷区 ３１ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 2%

68,267 東京都 世田谷区 スタジオ３６６ サービス その他サービス 5%

68,268 東京都 世田谷区 ｓｔｕｄｉｏ７５ 小売業 衣料品 5%

68,269 東京都 世田谷区 ＳｔｕｄｉｏＦｏｏｔｎｏｔｅｓ サービス その他サービス 5%

68,270 東京都 世田谷区 スタジオベイド　下北沢店 サービス その他サービス 5%

68,271 東京都 世田谷区 スタジオベイド　自由が丘店　自由が丘店 サービス その他サービス 5%

68,272 東京都 世田谷区 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｍａｃ． 小売業 その他小売 5%

68,273 東京都 世田谷区 ｓｔｕｄｉｏｍｉｌｉｍｉｌｋ サービス その他サービス 5%

68,274 東京都 世田谷区 スタンダードトレード玉川ショップ 小売業 家具・調度品 5%

68,275 東京都 世田谷区 Ｓｔｉｒ ｃｒａｆｔ 彫金工房ステアクラフト サービス その他サービス 5%

68,276 東京都 世田谷区 Ｓｔｅｅｌｏｌ 小売業 衣料品 5%

68,277 東京都 世田谷区 ステップゴルフプラス祖師ヶ谷大蔵店 祖師ヶ谷大蔵店 サービス その他サービス 5%

68,278 東京都 世田谷区 ステップゴルフプラス祖師ヶ谷大蔵店 サービス その他サービス 5%

68,279 東京都 世田谷区 Ｓｔｅｐ　Ｏｎｅ　ＤＴＭ　Ｓｃｈｏｏｌ　自由が丘教室 サービス その他サービス 5%

68,280 東京都 世田谷区 ＳｔｅｐＯｎｅＤＴＭＳｃｈｏｏｌ自由が丘教室 サービス その他サービス 5%

68,281 東京都 世田谷区 ＳＴＯＣＬＯＴＯＫＹＯ サービス その他サービス 5%

68,282 東京都 世田谷区 ストリ－マ－コ－ヒ－カンパニ－世田谷 サービス 飲食業 5%

68,283 東京都 世田谷区 ストリ－マ－コ－ヒ－カンパニ－東北沢 サービス 飲食業 5%

68,284 東京都 世田谷区 ＳＰＥＡ下高井戸店 サービス 理容・美容業 5%

68,285 東京都 世田谷区 ＳｐｉｃｋａｎｄＳｐａｎ自由が丘店 小売業 衣料品 5%

68,286 東京都 世田谷区 すぶらきはうすやきとりよし サービス 飲食業 5%

68,287 東京都 世田谷区 スペインバル　トロンパ サービス 飲食業 5%

68,288 東京都 世田谷区 ｓｐｅｓ サービス その他サービス 5%

68,289 東京都 世田谷区 スポーツクライミングジムエキサイティング三茶 サービス その他サービス 5%

68,290 東京都 世田谷区 スポーツテラス・ガーヤ（株式会社マコス） サービス その他サービス 5%

68,291 東京都 世田谷区 スマイキュア サービス その他サービス 5%

68,292 東京都 世田谷区 株式会社ＳｍｉｌｅＳｐａｃｅ サービス その他サービス 5%
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68,293 東京都 世田谷区 スマイルメーカー サービス その他サービス 5%

68,294 東京都 世田谷区 炭火魚串　吉良 サービス 飲食業 5%

68,295 東京都 世田谷区 炭火串焼　さくらだ サービス 飲食業 5%

68,296 東京都 世田谷区 スリーエスコンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

68,297 東京都 世田谷区 スリル　ヘアーアンドネイルデザイン サービス 理容・美容業 5%

68,298 東京都 世田谷区 ｓｕｌｉｒ　ｈａｉｒ　ａｎｄ　ｎａｉｌ　ｄｅｓｉｇｎ　用賀店 サービス 理容・美容業 5%

68,299 東京都 世田谷区 スワローチェーン山 サービス その他サービス 5%

68,300 東京都 世田谷区 Ｓｅｉｇａ サービス 理容・美容業 5%

68,301 東京都 世田谷区 生活彩家昭和大学付属烏山病院店 小売業 その他小売 2%

68,302 東京都 世田谷区 中島電化センター桜ケ丘 小売業 電化製品 5%

68,303 東京都 世田谷区 成城スマイルスタジオ サービス その他サービス 5%

68,304 東京都 世田谷区 成城治療院 サービス 理容・美容業 5%

68,305 東京都 世田谷区 成城補聴器フィッティングルーム 小売業 その他小売 5%

68,306 東京都 世田谷区 成城みや川 サービス 飲食業 5%

68,307 東京都 世田谷区 （株）誠心堂薬局三軒茶屋店 小売業 その他小売 5%

68,308 東京都 世田谷区 整體院快 サービス その他サービス 5%

68,309 東京都 世田谷区 成文堂　国士舘店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

68,310 東京都 世田谷区 清龍苑 サービス 飲食業 5%

68,311 東京都 世田谷区 セオサイクル　世田谷上町店 小売業 その他小売 5%

68,312 東京都 世田谷区 セオサイクル芦花公園店 小売業 その他小売 5%

68,313 東京都 世田谷区 セオサイクル芦花公園店 小売業 その他小売 5%

68,314 東京都 世田谷区 セカンドハンズ下北沢店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

68,315 東京都 世田谷区 セキネデンキ 小売業 電化製品 5%

68,316 東京都 世田谷区 セジュール下北沢店 サービス 飲食業 5%

68,317 東京都 世田谷区 世田谷　大成舎　世田谷　大成舎クリーニング サービス その他サービス 5%

68,318 東京都 世田谷区 世田谷アセットコンサルティング株式会社 サービス その他サービス 5%

68,319 東京都 世田谷区 世田谷いきいき健康応援団 サービス その他サービス 5%

68,320 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷池尻３丁目店 小売業 食料品 2%

68,321 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷池尻２丁目店 小売業 食料品 2%

68,322 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷１丁目店 小売業 食料品 2%

68,323 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷梅ヶ丘駅前店 小売業 食料品 2%

68,324 東京都 世田谷区 世田谷営業所 サービス その他サービス 5%

68,325 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷大蔵１丁目店 小売業 食料品 2%

68,326 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷奥沢３丁目店 小売業 食料品 2%

68,327 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷奥沢２丁目店 小売業 食料品 2%

68,328 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷尾山台店 小売業 食料品 2%

68,329 東京都 世田谷区 世田谷カイロプラクティック整体院 サービス その他サービス 5%

68,330 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷粕谷３丁目店 小売業 食料品 2%

68,331 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷鎌田２丁目店 小売業 食料品 2%

68,332 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷上馬５丁目店 小売業 食料品 2%

68,333 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷上馬４丁目店 小売業 食料品 2%

68,334 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷上北沢駅前店 小売業 食料品 2%
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68,335 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷上北沢店 小売業 食料品 2%

68,336 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷上野毛駅前店 小売業 食料品 2%

68,337 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷上野毛店 小売業 食料品 2%

68,338 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷北烏山店 小売業 食料品 2%

68,339 東京都 世田谷区 セブンーイレブン世田谷北烏山８丁目店 小売業 食料品 2%

68,340 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷北沢店 小売業 食料品 2%

68,341 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷砧３丁目店 小売業 食料品 2%

68,342 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷砧４丁目店 小売業 食料品 2%

68,343 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷砧６丁目店 小売業 食料品 2%

68,344 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷キャロットタワー前店 小売業 食料品 2%

68,345 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷給田３丁目店 小売業 食料品 2%

68,346 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷給田４丁目店 小売業 食料品 2%

68,347 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷経堂３丁目店 小売業 食料品 2%

68,348 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷経堂すずらん通り店 小売業 食料品 2%

68,349 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷経堂本町通り店 小売業 食料品 2%

68,350 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷区役所前店 小売業 食料品 2%

68,351 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷豪徳寺１丁目店 小売業 食料品 2%

68,352 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷駒沢公園通り店 小売業 食料品 2%

68,353 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷駒沢大学駅西店 小売業 食料品 2%

68,354 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷駒澤大学南店 小売業 食料品 2%

68,355 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷駒沢４丁目店 小売業 食料品 2%

68,356 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷駒留通り店 小売業 食料品 2%

68,357 東京都 世田谷区 世田谷サービス 小売業 その他小売 5%

68,358 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷桜丘５丁目店 小売業 食料品 2%

68,359 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷桜丘２丁目店 小売業 食料品 2%

68,360 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷桜上水１丁目店 小売業 食料品 2%

68,361 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷桜新町１丁目店 小売業 食料品 2%

68,362 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷桜新町駅前店 小売業 食料品 2%

68,363 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷サザエさん通り店 小売業 食料品 2%

68,364 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷下馬北店 小売業 食料品 2%

68,365 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷下北沢駅前店 小売業 食料品 2%

68,366 東京都 世田谷区 セブンーイレブン世田谷下高井戸店 小売業 食料品 2%

68,367 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷新町３丁目店 小売業 食料品 2%

68,368 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷成城１丁目店 小売業 食料品 2%

68,369 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷成城８丁目店 小売業 食料品 2%

68,370 東京都 世田谷区 世田谷・成城リトミック教室ＬａＬａ サービス その他サービス 5%

68,371 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷成城６丁目店 小売業 食料品 2%

68,372 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷瀬田４丁目店 小売業 食料品 2%

68,373 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷祖師谷１丁目店 小売業 食料品 2%

68,374 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷祖師谷５丁目店 小売業 食料品 2%

68,375 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷代沢３丁目店 小売業 食料品 2%

68,376 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷太子堂２丁目店 小売業 食料品 2%
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68,377 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷代田１丁目店 小売業 食料品 2%

68,378 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷代田駅前店 小売業 食料品 2%

68,379 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷玉川店 小売業 食料品 2%

68,380 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷玉川２丁目店 小売業 食料品 2%

68,381 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷玉川４丁目店 小売業 食料品 2%

68,382 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷玉堤１丁目店 小売業 食料品 2%

68,383 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷千歳台５丁目店 小売業 食料品 2%

68,384 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷千歳台２丁目店 小売業 食料品 2%

68,385 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷千歳船橋駅北店 小売業 食料品 2%

68,386 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷千歳郵便局前店 小売業 食料品 2%

68,387 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷中央病院前店 小売業 食料品 2%

68,388 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷弦巻１丁目店 小売業 食料品 2%

68,389 東京都 世田谷区 世田谷ＴＡＢＬＥ サービス 飲食業 5%

68,390 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷通り店 小売業 食料品 2%

68,391 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷等々力１丁目店 小売業 食料品 2%

68,392 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷等々力５丁目店 小売業 食料品 2%

68,393 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷等々力７丁目店 小売業 食料品 2%

68,394 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷等々力４丁目店 小売業 食料品 2%

68,395 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷日体大店 小売業 食料品 2%

68,396 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷野沢２丁目店 小売業 食料品 2%

68,397 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷羽根木店 小売業 食料品 2%

68,398 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷羽根木２丁目店 小売業 食料品 2%

68,399 東京都 世田谷区 セブンーイレブン世田谷東松原駅前店 小売業 食料品 2%

68,400 東京都 世田谷区 世田谷百貨店 サービス 飲食業 5%

68,401 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷深沢店 小売業 食料品 2%

68,402 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷船橋希望ヶ丘通り店 小売業 食料品 2%

68,403 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷船橋７丁目店 小売業 食料品 2%

68,404 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷船橋６丁目店 小売業 食料品 2%

68,405 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷松原駅前店 小売業 食料品 2%

68,406 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷松原５丁目店 小売業 食料品 2%

68,407 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷松原店 小売業 食料品 2%

68,408 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷三宿１丁目店 小売業 食料品 2%

68,409 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷三宿２丁目店 小売業 食料品 2%

68,410 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷南烏山５丁目店 小売業 食料品 2%

68,411 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷宮坂３丁目店 小売業 食料品 2%

68,412 東京都 世田谷区 世田谷民間救急 サービス その他サービス 5%

68,413 東京都 世田谷区 世田谷焼肉ｂｏｎ サービス 飲食業 5%

68,414 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷用賀駅東店 小売業 食料品 2%

68,415 東京都 世田谷区 セブン－イレブン世田谷用賀４丁目店 小売業 食料品 2%

68,416 東京都 世田谷区 ＺＥＰＴＥＰＩ＆Ｃｏ． 小売業 衣料品 5%

68,417 東京都 世田谷区 セラピースペースＨｏｐｐｌａ！ サービス その他サービス 5%

68,418 東京都 世田谷区 セラピーストーン 小売業 貴金属・服飾品 5%
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68,419 東京都 世田谷区 Ｓｅｌｉｅｕ 小売業 衣料品 5%

68,420 東京都 世田谷区 セルフメディケーション教育プログラムコーチ サービス 理容・美容業 5%

68,421 東京都 世田谷区 セレクト雑貨ａｕｂｅ 小売業 衣料品 5%

68,422 東京都 世田谷区 セレクトショップＳｗｅｅｔ 小売業 衣料品 5%

68,423 東京都 世田谷区 ｓｅｌｅｃｔｆｌｏｗｅｒｓｈｏｐｆｉｌｉｇｒａｎｅ 小売業 その他小売 5%

68,424 東京都 世田谷区 セレステ サービス 理容・美容業 5%

68,425 東京都 世田谷区 ＳＥＲＥＮＩＴＥ　【セレニーテ】 サービス 理容・美容業 5%

68,426 東京都 世田谷区 セレビアイ二子玉川 サービス 理容・美容業 5%

68,427 東京都 世田谷区 ゼンコー電気 小売業 電化製品 5%

68,428 東京都 世田谷区 前菜坊　風神 サービス 飲食業 5%

68,429 東京都 世田谷区 センスアップサロンサトウ サービス 理容・美容業 5%

68,430 東京都 世田谷区 ｓｏｉ　ｂｙ　ＥＬＩＣＡ　下北沢 サービス 理容・美容業 5%

68,431 東京都 世田谷区 ソイビーンズ株式会社 サービス その他サービス 5%

68,432 東京都 世田谷区 ソウプラス駒沢店 サービス その他サービス 5%

68,433 東京都 世田谷区 ソウル苑 サービス 飲食業 5%

68,434 東京都 世田谷区 祖師谷駅前コンタクト 小売業 その他小売 5%

68,435 東京都 世田谷区 祖師谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

68,436 東京都 世田谷区 祖師谷電気 小売業 電化製品 5%

68,437 東京都 世田谷区 ＳｏｎｏｒａＶｉｎｔａｇｅ移動用 小売業 衣料品 5%

68,438 東京都 世田谷区 蕎麦シカモア サービス 飲食業 5%

68,439 東京都 世田谷区 そめの近江　経堂店 小売業 衣料品 5%

68,440 東京都 世田谷区 ＳＯＬＡ サービス 理容・美容業 2%

68,441 東京都 世田谷区 空の下 小売業 衣料品 5%

68,442 東京都 世田谷区 ｓｏｉｎ サービス 理容・美容業 5%

68,443 東京都 世田谷区 ｄｅａｒｉｅｄａｄａ 小売業 衣料品 5%

68,444 東京都 世田谷区 ＤＩＡＭＯＮＤ　ＨＥＲＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

68,445 東京都 世田谷区 大光堂神仏具店 小売業 その他小売 5%

68,446 東京都 世田谷区 有限会社大黒屋衣料品店 小売業 衣料品 5%

68,447 東京都 世田谷区 タイ古式マッサージＧｉｂｂｏｎギボン サービス その他サービス 5%

68,448 東京都 世田谷区 泰コレクション 小売業 その他小売 5%

68,449 東京都 世田谷区 Ｙｚ．ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 小売業 その他小売 5%

68,450 東京都 世田谷区 Ｄａｉｔａｌｉａ サービス 飲食業 5%

68,451 東京都 世田谷区 田一 サービス 飲食業 5%

68,452 東京都 世田谷区 ダイニングバーｋｕｕ サービス 飲食業 5%

68,453 東京都 世田谷区 タイマッサージクルーム サービス その他サービス 5%

68,454 東京都 世田谷区 ＴＩＭＥＳ都市建築設計株式会社 サービス その他サービス 5%

68,455 東京都 世田谷区 ＴＡＩＬＬＩＳ サービス その他サービス 5%

68,456 東京都 世田谷区 台湾もつ鍋本舗　もつ小屋 サービス 飲食業 5%

68,457 東京都 世田谷区 高城商会 サービス その他サービス 5%

68,458 東京都 世田谷区 ＡＮＬＯＯＰ サービス 理容・美容業 5%

68,459 東京都 世田谷区 瀧伊 サービス 飲食業 5%

68,460 東京都 世田谷区 ｄａｒｋ　ｅｎｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　　ｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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68,461 東京都 世田谷区 たぐちフーズ 小売業 その他小売 5%

68,462 東京都 世田谷区 たくみぶー サービス その他サービス 5%

68,463 東京都 世田谷区 竹内タクシー サービス 運輸業 5%

68,464 東京都 世田谷区 タケダクリーニング代田橋店 サービス その他サービス 5%

68,465 東京都 世田谷区 ＴＡＰ＆ＧＲＯＷＬＥＲ サービス 飲食業 5%

68,466 東京都 世田谷区 ｄａｎｏｎｎａ サービス 飲食業 5%

68,467 東京都 世田谷区 田はら サービス 飲食業 5%

68,468 東京都 世田谷区 ＷＴＨＥＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

68,469 東京都 世田谷区 Ｔａｍａｉ サービス 飲食業 5%

68,470 東京都 世田谷区 玉金 下北沢店 サービス 飲食業 5%

68,471 東京都 世田谷区 たまもの サービス 飲食業 5%

68,472 東京都 世田谷区 タムラＤＥＮＫＩ 小売業 電化製品 5%

68,473 東京都 世田谷区 ダヤ 小売業 衣料品 5%

68,474 東京都 世田谷区 たら福 サービス 飲食業 5%

68,475 東京都 世田谷区 ｄａｌ　Ｂａｒｏｎｅ サービス 飲食業 5%

68,476 東京都 世田谷区 Ｈｉｄｄｅｎ 小売業 衣料品 5%

68,477 東京都 世田谷区 株式会社Ｄａｎｋ 小売業 衣料品 5%

68,478 東京都 世田谷区 ｃｈｉｉｉｉｉ サービス 飲食業 5%

68,479 東京都 世田谷区 ｃｈｉｃｌｉｎ 小売業 衣料品 5%

68,480 東京都 世田谷区 チチカカ下北沢店 小売業 衣料品 2%

68,481 東京都 世田谷区 千歳船橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

68,482 東京都 世田谷区 チトセメガネ補聴器相談室 小売業 その他小売 5%

68,483 東京都 世田谷区 チャッピー洋菓子店 小売業 食料品 5%

68,484 東京都 世田谷区 ｃｈａｎｏｋｏ　ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

68,485 東京都 世田谷区 中央石油　用賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

68,486 東京都 世田谷区 株式会社中央電材 小売業 電化製品 5%

68,487 東京都 世田谷区 中華料理　栄楽 サービス 飲食業 5%

68,488 東京都 世田谷区 中国料理楼蘭 中華料理楼蘭 サービス 飲食業 5%

68,489 東京都 世田谷区 調整体 サービス その他サービス 5%

68,490 東京都 世田谷区 ｃｈｏｃｏｔｔｅ 小売業 衣料品 5%

68,491 東京都 世田谷区 陳家菜房 サービス 飲食業 5%

68,492 東京都 世田谷区 ｔｗｉｚｚｌｅ サービス 理容・美容業 5%

68,493 東京都 世田谷区 ２ＤＯＯＲＳ 小売業 その他小売 5%

68,494 東京都 世田谷区 Ｐｉｚｚａ＆ＢａｒＴＷＯＰＥＡＣＥ サービス 飲食業 5%

68,495 東京都 世田谷区 月夜の サービス 飲食業 5%

68,496 東京都 世田谷区 つ串亭 サービス 飲食業 5%

68,497 東京都 世田谷区 つくばクリーニング成城店 サービス その他サービス 5%

68,498 東京都 世田谷区 つくばクリーニング祖師谷店 サービス その他サービス 5%

68,499 東京都 世田谷区 都夏 サービス 飲食業 5%

68,500 東京都 世田谷区 都夏 サービス 飲食業 5%

68,501 東京都 世田谷区 壺ほるもん サービス 飲食業 5%

68,502 東京都 世田谷区 つゆ艸 サービス 飲食業 5%
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68,503 東京都 世田谷区 ｔｒｅｅ　ｏｆ　ｈｅａｒｔ 小売業 衣料品 5%

68,504 東京都 世田谷区 弦巻町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

68,505 東京都 世田谷区 ＴＥＡＲ　ＤＲＯＰ 小売業 貴金属・服飾品 5%

68,506 東京都 世田谷区 ｔｉａｒａ サービス その他サービス 5%

68,507 東京都 世田谷区 Ｔ．Ｅ．Ｎ サービス その他サービス 5%

68,508 東京都 世田谷区 Ｔ．Ｋ．ＯＮＬＩＮＥ 小売業 その他小売 5%

68,509 東京都 世田谷区 ティーイーシーコンサルティング　本店 サービス その他サービス 5%

68,510 東京都 世田谷区 ディーズ　サーキット 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

68,511 東京都 世田谷区 ｄ－ｓｔｙｌｅｎａｉｌｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

68,512 東京都 世田谷区 Ｄ１ 小売業 その他小売 5%

68,513 東京都 世田谷区 ＴＮＫスクール サービス その他サービス 5%

68,514 東京都 世田谷区 ＴＡＫＥ＆ＳＯＮＳ 小売業 衣料品 5%

68,515 東京都 世田谷区 ＤＩＳＣＳＨＯＰＺＥＲＯ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

68,516 東京都 世田谷区 ディスクユニオン下北沢クラブミュージック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

68,517 東京都 世田谷区 ＤＩＴＡ サービス 理容・美容業 5%

68,518 東京都 世田谷区 Ｄｙｌａｎ 小売業 衣料品 5%

68,519 東京都 世田谷区 ｔｉｍｂｒｅ サービス 飲食業 5%

68,520 東京都 世田谷区 ティンラ成城 小売業 食料品 5%

68,521 東京都 世田谷区 ティンラ成城 ティンラ成城 小売業 食料品 5%

68,522 東京都 世田谷区 データフリーイノベーション サービス その他サービス 5%

68,523 東京都 世田谷区 テーブルテニス成城 サービス その他サービス 5%

68,524 東京都 世田谷区 デギスタシオン サービス 飲食業 5%

68,525 東京都 世田谷区 Ｄ?ｃｏｒａｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

68,526 東京都 世田谷区 ＤＥＳＩＧＮＣＡＦＥＳＴＡＢＬＥ サービス 飲食業 5%

68,527 東京都 世田谷区 豊島タクシー サービス 運輸業 5%

68,528 東京都 世田谷区 デジャヴ成城店 小売業 衣料品 5%

68,529 東京都 世田谷区 ＤＥＳＫ　ＬＡＢＯ 小売業 その他小売 5%

68,530 東京都 世田谷区 ｔｅｃｃｏ． サービス 理容・美容業 5%

68,531 東京都 世田谷区 ｔｅｔｅ　【テテ】 サービス 理容・美容業 5%

68,532 東京都 世田谷区 デトックス専門店あいぴーす サービス その他サービス 5%

68,533 東京都 世田谷区 デビルディーバ 小売業 衣料品 5%

68,534 東京都 世田谷区 デューエ 小売業 衣料品 5%

68,535 東京都 世田谷区 ＤＵＫＥ　ＳＡＬＯＯＮ サービス 飲食業 5%

68,536 東京都 世田谷区 デュエルジャパン 小売業 その他小売 5%

68,537 東京都 世田谷区 デルオート世田谷 サービス その他サービス 5%

68,538 東京都 世田谷区 電化サービスきぬた 小売業 電化製品 5%

68,539 東京都 世田谷区 電化サロン　やまだ 小売業 電化製品 5%

68,540 東京都 世田谷区 電化サロンシナガワ 小売業 電化製品 5%

68,541 東京都 世田谷区 電化パークいしの 小売業 電化製品 5%

68,542 東京都 世田谷区 電脳音楽塾 サービス その他サービス 5%

68,543 東京都 世田谷区 デンハウス外語スクール サービス その他サービス 5%

68,544 東京都 世田谷区 ＴＥＮＦＩＮＧＥＲＳＢＵＲＧＥＲ サービス 飲食業 5%
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68,545 東京都 世田谷区 天麩羅かんの サービス 飲食業 5%

68,546 東京都 世田谷区 Ｔｕｏ　カフェテリアグリーン サービス その他サービス 5%

68,547 東京都 世田谷区 ＴＵＯ東京農業大学生協一番飯・アミ サービス その他サービス 5%

68,548 東京都 世田谷区 株式会社ｉｎｎｏｃｈｉ サービス その他サービス 5%

68,549 東京都 世田谷区 東京都個人タクシー三浦タクシー サービス 運輸業 5%

68,550 東京都 世田谷区 東京農業大学生協一番飯・アミ サービス その他サービス 5%

68,551 東京都 世田谷区 東京ライナー サービス 運輸業 5%

68,552 東京都 世田谷区 東京ラスク　三軒茶屋店 小売業 食料品 5%

68,553 東京都 世田谷区 ＴＯＴＨＥＨＥＲＢＳ成城学園店 サービス 飲食業 5%

68,554 東京都 世田谷区 東農大生協　購買部 サービス その他サービス 5%

68,555 東京都 世田谷区 東農大生協　購買部 サービス その他サービス 5%

68,556 東京都 世田谷区 東農大生協　書籍部 サービス その他サービス 5%

68,557 東京都 世田谷区 東農大生協　書籍部 サービス その他サービス 5%

68,558 東京都 世田谷区 東農大生協　プレイガイド サービス その他サービス 5%

68,559 東京都 世田谷区 東農大生協　プレイガイド サービス その他サービス 5%

68,560 東京都 世田谷区 東肥軒 小売業 食料品 5%

68,561 東京都 世田谷区 東邦ビルト株式会社 サービス その他サービス 5%

68,562 東京都 世田谷区 トゥルーラグジュアリー 小売業 家具・調度品 5%

68,563 東京都 世田谷区 トータルビューティーサロン　ＬｕＭｉａ サービス その他サービス 5%

68,564 東京都 世田谷区 トータルヘルスケアハーブ サービス 理容・美容業 5%

68,565 東京都 世田谷区 ＴＯＫＩＯＮ　自由が丘　【トキオン　ジユウガオカ】 サービス 理容・美容業 5%

68,566 東京都 世田谷区 土木土木 小売業 家具・調度品 5%

68,567 東京都 世田谷区 ドクターベルツ下北沢店 小売業 その他小売 5%

68,568 東京都 世田谷区 ト－タルバランス・クリエイタ－ズ サービス 理容・美容業 5%

68,569 東京都 世田谷区 Ｄｏｇｓａｌｏｎ　ＬｉＧＡＲ サービス その他サービス 5%

68,570 東京都 世田谷区 ドッグサロンＭｒ． サービス その他サービス 5%

68,571 東京都 世田谷区 ドッグステージ 小売業 その他小売 5%

68,572 東京都 世田谷区 ＤＯＧＤＥＴＡＩＬ サービス その他サービス 5%

68,573 東京都 世田谷区 トップ奥沢店 小売業 食料品 5%

68,574 東京都 世田谷区 トップパルケ豪徳寺店 小売業 食料品 5%

68,575 東京都 世田谷区 トップパルケ松原店 小売業 食料品 5%

68,576 東京都 世田谷区 トップメゾン東京支店 サービス その他サービス 5%

68,577 東京都 世田谷区 トップ若林店 小売業 食料品 5%

68,578 東京都 世田谷区 セブン－イレブン等々力駅前店 小売業 食料品 2%

68,579 東京都 世田谷区 等々力店 誠屋クリーニング世田谷等々力店 サービス その他サービス 5%

68,580 東京都 世田谷区 トネリコ サービス 飲食業 5%

68,581 東京都 世田谷区 鳥羽タクシー サービス 運輸業 5%

68,582 東京都 世田谷区 Ｄｏｂｕｒｏｋｕ サービス 飲食業 5%

68,583 東京都 世田谷区 富岡行政法務事務所 サービス その他サービス 5%

68,584 東京都 世田谷区 トミタモータース 小売業 その他小売 5%

68,585 東京都 世田谷区 トモエヤ靴店 小売業 衣料品 5%

68,586 東京都 世田谷区 ＴＯＭＯＨＩＲＯＫＡＴＡＮＯ サービス その他サービス 5%
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68,587 東京都 世田谷区 トライアスロンショップ　ｔｅｔｔｏ 小売業 その他小売 5%

68,588 東京都 世田谷区 ドライクリーニングほんま ドライ クリーニングほんま 尾山台駅前店 サービス その他サービス 5%

68,589 東京都 世田谷区 ｔｒｉ?ｂｅ ＪａｍＨａｔ 小売業 その他小売 5%

68,590 東京都 世田谷区 ｔｒａｄｄｉｃｔｕｓ サービス 理容・美容業 5%

68,591 東京都 世田谷区 ｔｒａｄｄｉｃｔｕｓ サービス 理容・美容業 5%

68,592 東京都 世田谷区 ＴＲＡＶＥＬＳＨＯＰＡｒｏｕｎｄｔｈｅｗｏｒｌｄ 小売業 衣料品 5%

68,593 東京都 世田谷区 ＤＯＲＡＭＡ サービス その他サービス 5%

68,594 東京都 世田谷区 ＤＯＲＡＭＡ　豪徳寺店 サービス その他サービス 5%

68,595 東京都 世田谷区 ＤＯＲＡＭＡ　下北沢北口店 サービス その他サービス 5%

68,596 東京都 世田谷区 ＤＯＲＡＭＡ　下北沢Ｐａｒｔ２店 サービス その他サービス 5%

68,597 東京都 世田谷区 ＤＯＲＡＭＡ　下北沢Ｐａｒｔ５店 サービス その他サービス 5%

68,598 東京都 世田谷区 ＤＯＲＡＭＡ　下北沢Ｐａｒｔ４店 サービス その他サービス 5%

68,599 東京都 世田谷区 ＤＯＲＡＭＡ　下北沢Ｐａｒｔ８店 サービス その他サービス 5%

68,600 東京都 世田谷区 ＤＯＲＡＭＡ　下北沢Ｐａｒｔ６店 サービス その他サービス 5%

68,601 東京都 世田谷区 ＤＯＲＡＭＡ　下北沢Ｐａｒｔ７店 サービス その他サービス 5%

68,602 東京都 世田谷区 ＤＯＲＡＭＡ　下北沢パート５ サービス その他サービス 5%

68,603 東京都 世田谷区 ＤＯＲＡＭＡ　下北沢Ｐａｒｔ１店 サービス その他サービス 5%

68,604 東京都 世田谷区 ＤＯＲＡＭＡ　祖師谷店 サービス その他サービス 5%

68,605 東京都 世田谷区 虎昌 サービス 飲食業 5%

68,606 東京都 世田谷区 ドラマ下北沢パート６店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

68,607 東京都 世田谷区 ドラマ下北沢パート３店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

68,608 東京都 世田谷区 ドラマ下北沢パート７店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

68,609 東京都 世田谷区 ドラマ下北沢パート９店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

68,610 東京都 世田谷区 ドラマ下北沢パート５店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

68,611 東京都 世田谷区 ドラマ祖師谷パート２店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

68,612 東京都 世田谷区 とらまつ サービス 飲食業 5%

68,613 東京都 世田谷区 ドリームシーカー サービス その他サービス 5%

68,614 東京都 世田谷区 とり滉 サービス 飲食業 5%

68,615 東京都 世田谷区 とり鉄　用賀店 サービス 飲食業 5%

68,616 東京都 世田谷区 とり鉄経堂店 サービス 飲食業 2%

68,617 東京都 世田谷区 とりとんくん サービス 飲食業 5%

68,618 東京都 世田谷区 とりまさ 三軒茶屋店 サービス 飲食業 5%

68,619 東京都 世田谷区 鶏料理　鶏匠　自由ヶ丘店 サービス 飲食業 5%

68,620 東京都 世田谷区 Ｄｏｌｃｅｒｉｃａ サービス その他サービス 5%

68,621 東京都 世田谷区 ドレス工房　Ｋａｚｕｍｉ 小売業 衣料品 5%

68,622 東京都 世田谷区 ＴＲＯＰＥ 小売業 衣料品 5%

68,623 東京都 世田谷区 トロワボーテ?ＭＩＣＣＰ成城西 サービス 理容・美容業 5%

68,624 東京都 世田谷区 ナイスネイル　三軒茶屋店 サービス その他サービス 5%

68,625 東京都 世田谷区 Ｎａｖｉｏ サービス 理容・美容業 5%

68,626 東京都 世田谷区 ながいき動物病院 サービス その他サービス 5%

68,627 東京都 世田谷区 永井写真スタジオ サービス その他サービス 5%

68,628 東京都 世田谷区 中む食堂 サービス 飲食業 5%
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68,629 東京都 世田谷区 中村タクシー サービス 運輸業 5%

68,630 東京都 世田谷区 なかむらや サービス 飲食業 5%

68,631 東京都 世田谷区 流 サービス 飲食業 5%

68,632 東京都 世田谷区 和処ととし サービス 飲食業 5%

68,633 東京都 世田谷区 Ｎｏｕｓ サービス 理容・美容業 5%

68,634 東京都 世田谷区 なちゅらるはる サービス その他サービス 5%

68,635 東京都 世田谷区 夏火鉢 サービス 飲食業 5%

68,636 東京都 世田谷区 ナトゥラ サービス その他サービス 5%

68,637 東京都 世田谷区 ナトリウムランプ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

68,638 東京都 世田谷区 ｎａｎｕｋ　二子玉川 サービス 理容・美容業 5%

68,639 東京都 世田谷区 ナポリの窯　千歳船橋店 サービス 飲食業 2%

68,640 東京都 世田谷区 ＮＡＰＯＬＥＯＮＦＩＳＨ 小売業 衣料品 5%

68,641 東京都 世田谷区 鳴門鯛焼本舗　世田谷三宿店 サービス 飲食業 5%

68,642 東京都 世田谷区 南急モータース 小売業 その他小売 5%

68,643 東京都 世田谷区 南薫堂珈琲　南薫堂珈琲 小売業 食料品 5%

68,644 東京都 世田谷区 なんでも酒やカクヤス三軒茶屋店 小売業 食料品 5%

68,645 東京都 世田谷区 ｎｕｍｂｅｒ１２ 小売業 衣料品 5%

68,646 東京都 世田谷区 ニイジマ企画　催事 小売業 その他小売 2%

68,647 東京都 世田谷区 ｎｉｅｎｔｅ と ｔｏｋｙｏｂｉｋｅ 小売業 その他小売 5%

68,648 東京都 世田谷区 にこたまデスク サービス その他サービス 5%

68,649 東京都 世田谷区 にこたま動物病院 サービス その他サービス 5%

68,650 東京都 世田谷区 ニコピカビア サービス 理容・美容業 5%

68,651 東京都 世田谷区 にこたま写真館Ｎｉｃｏｒｉ サービス その他サービス 5%

68,652 東京都 世田谷区 ニサラベーラ サービス 飲食業 5%

68,653 東京都 世田谷区 日個連　相澤タクシー サービス 運輸業 5%

68,654 東京都 世田谷区 日個連　赤峰タクシー サービス 運輸業 5%

68,655 東京都 世田谷区 日個連　秋山タクシー サービス 運輸業 5%

68,656 東京都 世田谷区 日個連　阿久澤タクシー サービス 運輸業 5%

68,657 東京都 世田谷区 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

68,658 東京都 世田谷区 日個連　荒井タクシー サービス 運輸業 5%

68,659 東京都 世田谷区 日個連　荒木タクシー サービス 運輸業 5%

68,660 東京都 世田谷区 日個連　有馬タクシー サービス 運輸業 5%

68,661 東京都 世田谷区 日個連　安斎タクシー サービス 運輸業 5%

68,662 東京都 世田谷区 日個連　飯田タクシー サービス 運輸業 5%

68,663 東京都 世田谷区 日個連　飯塚タクシー サービス 運輸業 5%

68,664 東京都 世田谷区 日個連　五十嵐タクシー サービス 運輸業 5%

68,665 東京都 世田谷区 日個連　池田タクシー サービス 運輸業 5%

68,666 東京都 世田谷区 日個連　石坂タクシー サービス 運輸業 5%

68,667 東京都 世田谷区 日個連　石嶺タクシー サービス 運輸業 5%

68,668 東京都 世田谷区 日個連　板澤タクシー サービス 運輸業 5%

68,669 東京都 世田谷区 日個連　伊東タクシー サービス 運輸業 5%

68,670 東京都 世田谷区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%
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68,671 東京都 世田谷区 日個連　伊東タクシー サービス 運輸業 5%

68,672 東京都 世田谷区 日個連　井上タクシー サービス 運輸業 5%

68,673 東京都 世田谷区 日個連　入江タクシー サービス 運輸業 5%

68,674 東京都 世田谷区 日個連　岩田タクシー サービス 運輸業 5%

68,675 東京都 世田谷区 日個連　岩渕タクシー サービス 運輸業 5%

68,676 東京都 世田谷区 日個連　岩本タクシー サービス 運輸業 5%

68,677 東京都 世田谷区 日個連　上野タクシー サービス 運輸業 5%

68,678 東京都 世田谷区 日個連　内間タクシー サービス 運輸業 5%

68,679 東京都 世田谷区 日個連　内山タクシー サービス 運輸業 5%

68,680 東京都 世田谷区 日個連　江口タクシー サービス 運輸業 5%

68,681 東京都 世田谷区 日個連　恵田タクシー サービス 運輸業 5%

68,682 東京都 世田谷区 日個連　遠藤タクシー サービス 運輸業 5%

68,683 東京都 世田谷区 日個連　大木タクシー サービス 運輸業 5%

68,684 東京都 世田谷区 日個連　大木タクシー サービス 運輸業 5%

68,685 東京都 世田谷区 日個連　太田タクシー サービス 運輸業 5%

68,686 東京都 世田谷区 日個連　大谷タクシー サービス 運輸業 5%

68,687 東京都 世田谷区 日個連　大野タクシー サービス 運輸業 5%

68,688 東京都 世田谷区 日個連　大山タクシー サービス 運輸業 5%

68,689 東京都 世田谷区 日個連　尾形タクシー サービス 運輸業 5%

68,690 東京都 世田谷区 日個連　岡村タクシー サービス 運輸業 5%

68,691 東京都 世田谷区 日個連　岡本タクシー サービス 運輸業 5%

68,692 東京都 世田谷区 日個連　荻野タクシー サービス 運輸業 5%

68,693 東京都 世田谷区 日個連　奥富タクシー サービス 運輸業 5%

68,694 東京都 世田谷区 日個連　奥村タクシー サービス 運輸業 5%

68,695 東京都 世田谷区 日個連　尾崎タクシー サービス 運輸業 5%

68,696 東京都 世田谷区 日個連　長田タクシー サービス 運輸業 5%

68,697 東京都 世田谷区 日個連　鬼塚タクシー サービス 運輸業 5%

68,698 東京都 世田谷区 日個連　尾上タクシー サービス 運輸業 5%

68,699 東京都 世田谷区 日個連　柿本タクシー サービス 運輸業 5%

68,700 東京都 世田谷区 日個連　鹿島タクシー サービス 運輸業 5%

68,701 東京都 世田谷区 日個連　樫八重タクシー サービス 運輸業 5%

68,702 東京都 世田谷区 日個連　梶原タクシー サービス 運輸業 5%

68,703 東京都 世田谷区 日個連　加瀬タクシー サービス 運輸業 5%

68,704 東京都 世田谷区 日個連　形川タクシー サービス 運輸業 5%

68,705 東京都 世田谷区 日個連　勝又タクシー サービス 運輸業 5%

68,706 東京都 世田谷区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

68,707 東京都 世田谷区 日個連　門倉タクシー サービス 運輸業 5%

68,708 東京都 世田谷区 日個連　金井タクシー サービス 運輸業 5%

68,709 東京都 世田谷区 日個連　金澤タクシー サービス 運輸業 5%

68,710 東京都 世田谷区 日個連　柄澤タクシー サービス 運輸業 5%

68,711 東京都 世田谷区 日個連　川合タクシー サービス 運輸業 5%

68,712 東京都 世田谷区 日個連　川内タクシー サービス 運輸業 5%
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68,713 東京都 世田谷区 日個連　川俣タクシー サービス 運輸業 5%

68,714 東京都 世田谷区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

68,715 東京都 世田谷区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

68,716 東京都 世田谷区 日個連　工藤タクシー サービス 運輸業 5%

68,717 東京都 世田谷区 日個連　久保木タクシー サービス 運輸業 5%

68,718 東京都 世田谷区 日個連　久保田タクシー サービス 運輸業 5%

68,719 東京都 世田谷区 日個連　熊谷タクシー サービス 運輸業 5%

68,720 東京都 世田谷区 日個連　郡司タクシー サービス 運輸業 5%

68,721 東京都 世田谷区 日個連　厳タクシー サービス 運輸業 5%

68,722 東京都 世田谷区 日個連　小池タクシー サービス 運輸業 5%

68,723 東京都 世田谷区 日個連　小泉タクシー サービス 運輸業 5%

68,724 東京都 世田谷区 日個連　合田タクシー サービス 運輸業 5%

68,725 東京都 世田谷区 日個連　郷間タクシー サービス 運輸業 5%

68,726 東京都 世田谷区 日個連　小坂タクシー サービス 運輸業 5%

68,727 東京都 世田谷区 日個連　小達タクシー サービス 運輸業 5%

68,728 東京都 世田谷区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

68,729 東京都 世田谷区 日個連　小堀タクシー サービス 運輸業 5%

68,730 東京都 世田谷区 日個連　小松崎タクシー サービス 運輸業 5%

68,731 東京都 世田谷区 日個連　小松タクシー サービス 運輸業 5%

68,732 東京都 世田谷区 日個連　小山タクシー サービス 運輸業 5%

68,733 東京都 世田谷区 日個連　近藤タクシー サービス 運輸業 5%

68,734 東京都 世田谷区 日個連　近藤タクシー サービス 運輸業 5%

68,735 東京都 世田谷区 日個連　齋藤タクシー サービス 運輸業 5%

68,736 東京都 世田谷区 日個連　斉藤タクシー サービス 運輸業 5%

68,737 東京都 世田谷区 日個連　斎藤タクシー サービス 運輸業 5%

68,738 東京都 世田谷区 日個連　早乙女タクシー サービス 運輸業 5%

68,739 東京都 世田谷区 日個連　酒井タクシー サービス 運輸業 5%

68,740 東京都 世田谷区 日個連　佐佐木タクシー サービス 運輸業 5%

68,741 東京都 世田谷区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

68,742 東京都 世田谷区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

68,743 東京都 世田谷区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

68,744 東京都 世田谷区 日個連　佐野タクシー サービス 運輸業 5%

68,745 東京都 世田谷区 日個連　座波タクシー サービス 運輸業 5%

68,746 東京都 世田谷区 日個連　佐山タクシー サービス 運輸業 5%

68,747 東京都 世田谷区 日個連　澤口タクシー サービス 運輸業 5%

68,748 東京都 世田谷区 日個連　志垣タクシー サービス 運輸業 5%

68,749 東京都 世田谷区 日個連　志賀タクシー サービス 運輸業 5%

68,750 東京都 世田谷区 日個連　柴田タクシー サービス 運輸業 5%

68,751 東京都 世田谷区 日個連　志村タクシー サービス 運輸業 5%

68,752 東京都 世田谷区 日個連　菅原タクシー サービス 運輸業 5%

68,753 東京都 世田谷区 日個連　杉下タクシー サービス 運輸業 5%

68,754 東京都 世田谷区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%
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68,755 東京都 世田谷区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

68,756 東京都 世田谷区 日個連　須田タクシー サービス 運輸業 5%

68,757 東京都 世田谷区 日個連　須藤タクシー サービス 運輸業 5%

68,758 東京都 世田谷区 日個連　高野タクシー サービス 運輸業 5%

68,759 東京都 世田谷区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

68,760 東京都 世田谷区 日個連　髙村タクシー サービス 運輸業 5%

68,761 東京都 世田谷区 日個連　多田タクシー サービス 運輸業 5%

68,762 東京都 世田谷区 日個連　蓼沼タクシー サービス 運輸業 5%

68,763 東京都 世田谷区 日個連　建部タクシー サービス 運輸業 5%

68,764 東京都 世田谷区 日個連　田所タクシー サービス 運輸業 5%

68,765 東京都 世田谷区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

68,766 東京都 世田谷区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

68,767 東京都 世田谷区 日個連　谷タクシー サービス 運輸業 5%

68,768 東京都 世田谷区 日個連　谷村タクシー サービス 運輸業 5%

68,769 東京都 世田谷区 日個連　田端タクシー サービス 運輸業 5%

68,770 東京都 世田谷区 日個連　田村タクシー サービス 運輸業 5%

68,771 東京都 世田谷区 日個連　千葉タクシー サービス 運輸業 5%

68,772 東京都 世田谷区 日個連　知花タクシー サービス 運輸業 5%

68,773 東京都 世田谷区 日個連　珍田タクシー サービス 運輸業 5%

68,774 東京都 世田谷区 日個連　土屋タクシー サービス 運輸業 5%

68,775 東京都 世田谷区 日個連　寺本タクシー サービス 運輸業 5%

68,776 東京都 世田谷区 日個連　寺本タクシー サービス 運輸業 5%

68,777 東京都 世田谷区 日個連　東條タクシー サービス 運輸業 5%

68,778 東京都 世田谷区 日個連　巴山タクシー サービス 運輸業 5%

68,779 東京都 世田谷区 日個連　長尾タクシー サービス 運輸業 5%

68,780 東京都 世田谷区 日個連　中島タクシー サービス 運輸業 5%

68,781 東京都 世田谷区 日個連　中島タクシー サービス 運輸業 5%

68,782 東京都 世田谷区 日個連　永島タクシー サービス 運輸業 5%

68,783 東京都 世田谷区 日個連　長島タクシー サービス 運輸業 5%

68,784 東京都 世田谷区 日個連　長嶋タクシー サービス 運輸業 5%

68,785 東京都 世田谷区 日個連　中野タクシー サービス 運輸業 5%

68,786 東京都 世田谷区 日個連　中野タクシー サービス 運輸業 5%

68,787 東京都 世田谷区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

68,788 東京都 世田谷区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

68,789 東京都 世田谷区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

68,790 東京都 世田谷区 日個連　長山タクシー サービス 運輸業 5%

68,791 東京都 世田谷区 日個連　名護タクシー サービス 運輸業 5%

68,792 東京都 世田谷区 日個連　成田タクシー サービス 運輸業 5%

68,793 東京都 世田谷区 日個連　成瀬タクシー サービス 運輸業 5%

68,794 東京都 世田谷区 日個連　新飯田タクシー サービス 運輸業 5%

68,795 東京都 世田谷区 日個連　新美タクシー サービス 運輸業 5%

68,796 東京都 世田谷区 日個連　西田タクシー サービス 運輸業 5%
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68,797 東京都 世田谷区 日個連　西山タクシー サービス 運輸業 5%

68,798 東京都 世田谷区 日個連　西山タクシー サービス 運輸業 5%

68,799 東京都 世田谷区 日個連　根岸タクシー サービス 運輸業 5%

68,800 東京都 世田谷区 日個連　野木タクシー サービス 運輸業 5%

68,801 東京都 世田谷区 日個連　野代タクシー サービス 運輸業 5%

68,802 東京都 世田谷区 日個連　野中タクシー サービス 運輸業 5%

68,803 東京都 世田谷区 日個連　長谷川タクシー サービス 運輸業 5%

68,804 東京都 世田谷区 日個連　長谷川タクシー サービス 運輸業 5%

68,805 東京都 世田谷区 日個連　鳩貝タクシー サービス 運輸業 5%

68,806 東京都 世田谷区 日個連　花澤タクシー サービス 運輸業 5%

68,807 東京都 世田谷区 日個連　馬場タクシー サービス 運輸業 5%

68,808 東京都 世田谷区 日個連　早川タクシー サービス 運輸業 5%

68,809 東京都 世田谷区 日個連　早川タクシー サービス 運輸業 5%

68,810 東京都 世田谷区 日個連　原タクシー サービス 運輸業 5%

68,811 東京都 世田谷区 日個連　原田タクシー サービス 運輸業 5%

68,812 東京都 世田谷区 日個連　廣瀬タクシー サービス 運輸業 5%

68,813 東京都 世田谷区 日個連　廣田タクシー サービス 運輸業 5%

68,814 東京都 世田谷区 日個連　深井タクシー サービス 運輸業 5%

68,815 東京都 世田谷区 日個連　福田タクシー サービス 運輸業 5%

68,816 東京都 世田谷区 日個連　福田タクシー サービス 運輸業 5%

68,817 東京都 世田谷区 日個連　藤野タクシー サービス 運輸業 5%

68,818 東京都 世田谷区 日個連　藤元タクシー サービス 運輸業 5%

68,819 東京都 世田谷区 日個連　布田タクシー サービス 運輸業 5%

68,820 東京都 世田谷区 日個連　船木タクシー サービス 運輸業 5%

68,821 東京都 世田谷区 日個連　舟山タクシー サービス 運輸業 5%

68,822 東京都 世田谷区 日個連　古橋タクシー サービス 運輸業 5%

68,823 東京都 世田谷区 日個連　平安山タクシー サービス 運輸業 5%

68,824 東京都 世田谷区 日個連　星野タクシー サービス 運輸業 5%

68,825 東京都 世田谷区 日個連　細野タクシー サービス 運輸業 5%

68,826 東京都 世田谷区 日個連　保延タクシー サービス 運輸業 5%

68,827 東京都 世田谷区 日個連　町田タクシー サービス 運輸業 5%

68,828 東京都 世田谷区 日個連　松岡タクシー サービス 運輸業 5%

68,829 東京都 世田谷区 日個連　松尾タクシー サービス 運輸業 5%

68,830 東京都 世田谷区 日個連　松尾タクシー サービス 運輸業 5%

68,831 東京都 世田谷区 日個連　松原タクシー サービス 運輸業 5%

68,832 東京都 世田谷区 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%

68,833 東京都 世田谷区 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%

68,834 東京都 世田谷区 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%

68,835 東京都 世田谷区 日個連　三浦タクシー サービス 運輸業 5%

68,836 東京都 世田谷区 日個連　三木タクシー サービス 運輸業 5%

68,837 東京都 世田谷区 日個連　道端タクシー サービス 運輸業 5%

68,838 東京都 世田谷区 日個連　峯田タクシー サービス 運輸業 5%
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68,839 東京都 世田谷区 日個連　宮﨑タクシー サービス 運輸業 5%

68,840 東京都 世田谷区 日個連　宮澤タクシー サービス 運輸業 5%

68,841 東京都 世田谷区 日個連　宮永タクシー サービス 運輸業 5%

68,842 東京都 世田谷区 日個連　宮野タクシー サービス 運輸業 5%

68,843 東京都 世田谷区 日個連　宮本タクシー サービス 運輸業 5%

68,844 東京都 世田谷区 日個連　宮本タクシー サービス 運輸業 5%

68,845 東京都 世田谷区 日個連　村田タクシー サービス 運輸業 5%

68,846 東京都 世田谷区 日個連　森田タクシー サービス 運輸業 5%

68,847 東京都 世田谷区 日個連　八木タクシー サービス 運輸業 5%

68,848 東京都 世田谷区 日個連　安田タクシー サービス 運輸業 5%

68,849 東京都 世田谷区 日個連　簗瀬タクシー サービス 運輸業 5%

68,850 東京都 世田谷区 日個連　山上タクシー サービス 運輸業 5%

68,851 東京都 世田谷区 日個連　山口タクシー サービス 運輸業 5%

68,852 東京都 世田谷区 日個連　山口タクシー サービス 運輸業 5%

68,853 東京都 世田谷区 日個連　山崎タクシー サービス 運輸業 5%

68,854 東京都 世田谷区 日個連　山崎タクシー サービス 運輸業 5%

68,855 東京都 世田谷区 日個連　山下タクシー サービス 運輸業 5%

68,856 東京都 世田谷区 日個連　山下タクシー サービス 運輸業 5%

68,857 東京都 世田谷区 日個連　山下タクシー サービス 運輸業 5%

68,858 東京都 世田谷区 日個連　山下タクシー サービス 運輸業 5%

68,859 東京都 世田谷区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

68,860 東京都 世田谷区 日個連　山火タクシー サービス 運輸業 5%

68,861 東京都 世田谷区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

68,862 東京都 世田谷区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

68,863 東京都 世田谷区 日個連　吉沢タクシー サービス 運輸業 5%

68,864 東京都 世田谷区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

68,865 東京都 世田谷区 日個連　能見タクシー サービス 運輸業 5%

68,866 東京都 世田谷区 日個連　若澤タクシー サービス 運輸業 5%

68,867 東京都 世田谷区 日個連　若林タクシー サービス 運輸業 5%

68,868 東京都 世田谷区 日個連　脇野タクシー サービス 運輸業 5%

68,869 東京都 世田谷区 日個連　和田タクシー サービス 運輸業 5%

68,870 東京都 世田谷区 日個連　和田タクシー サービス 運輸業 5%

68,871 東京都 世田谷区 日個連　渡邊タクシー サービス 運輸業 5%

68,872 東京都 世田谷区 日個連　渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

68,873 東京都 世田谷区 日個連　渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

68,874 東京都 世田谷区 日個連　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

68,875 東京都 世田谷区 日個連　渡會タクシー サービス 運輸業 5%

68,876 東京都 世田谷区 ＮＥＷＯＬＤ サービス 飲食業 5%

68,877 東京都 世田谷区 ｎｅｗ　ｓａｒｒｙ サービス 理容・美容業 5%

68,878 東京都 世田谷区 ｎｅｗｓａｒｒｙ サービス 理容・美容業 5%

68,879 東京都 世田谷区 ニューヨークカップケーキ ニューヨークカップケーキ 小売業 食料品 5%

68,880 東京都 世田谷区 ＮＥＷＳ　世田谷店 小売業 その他小売 5%
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68,881 東京都 世田谷区 ＮＥＷＳ烏山店 小売業 その他小売 5%

68,882 東京都 世田谷区 ニューポート世田谷 小売業 その他小売 5%

68,883 東京都 世田谷区 ネイル　イシヤマ サービス 理容・美容業 5%

68,884 東京都 世田谷区 ネイル＆まつげサロン　ココティ サービス その他サービス 5%

68,885 東京都 世田谷区 ネイル工房 サービス 理容・美容業 5%

68,886 東京都 世田谷区 ネイルサロン　クレッセント サービス その他サービス 5%

68,887 東京都 世田谷区 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ｌａ　Ｍｅｒ サービス その他サービス 5%

68,888 東京都 世田谷区 ネイルサロンＸＳ サービス 理容・美容業 5%

68,889 東京都 世田谷区 ネイルサロンＣａｌｌａ ｌｉｌｙ Ｃａｌｌａ ｌｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

68,890 東京都 世田谷区 ネイルサロンププ サービス 理容・美容業 5%

68,891 東京都 世田谷区 Ｎａｉｌ Ｓａｌｏｎ Ｍｉｎｔ サービス 理容・美容業 5%

68,892 東京都 世田谷区 ｎａｉｌｓａｌｏｍ　Ｌａ　Ｍｅｒ サービス 理容・美容業 5%

68,893 東京都 世田谷区 ネイルジョルナーレ二子玉川店 サービス 理容・美容業 5%

68,894 東京都 世田谷区 ｎａｉｌｒｏｏｍＢａｒｒｅｌ サービス 理容・美容業 5%

68,895 東京都 世田谷区 Ｎｅｏｌｉｖｅ　Ｌｏｕｉｓ サービス 理容・美容業 5%

68,896 東京都 世田谷区 葱料理ｓｈｉｎ＇ｓｐｌａｃｅ サービス 飲食業 5%

68,897 東京都 世田谷区 ネコノス合同会社 サービス その他サービス 5%

68,898 東京都 世田谷区 ねこべや東京 サービス その他サービス 5%

68,899 東京都 世田谷区 ねこままホテル 小売業 その他小売 5%

68,900 東京都 世田谷区 ねむの木 サービス 理容・美容業 5%

68,901 東京都 世田谷区 ねむの木　ねむの木 サービス 理容・美容業 5%

68,902 東京都 世田谷区 ＮＥＲ 小売業 その他小売 5%

68,903 東京都 世田谷区 ｎｅｒｕｄｅｓｉｇｎｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

68,904 東京都 世田谷区 農大ショップ「農」の蔵 小売業 食料品 5%

68,905 東京都 世田谷区 農民カフェ　下北沢 サービス 飲食業 5%

68,906 東京都 世田谷区 ｎｏｒｍａｎ サービス その他サービス 5%

68,907 東京都 世田谷区 野口自転車店 小売業 その他小売 5%

68,908 東京都 世田谷区 セブン－イレブン野沢店 小売業 食料品 2%

68,909 東京都 世田谷区 ｎｏｓｔｏｓ　ｂｏｏｋｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

68,910 東京都 世田谷区 のたぼうず下北沢 サービス 飲食業 5%

68,911 東京都 世田谷区 伸ぼうず サービス 理容・美容業 5%

68,912 東京都 世田谷区 ＮＯＶ自由が丘 サービス 理容・美容業 5%

68,913 東京都 世田谷区 ＮｏｍａｄｉｃＬｉｆｅ 小売業 衣料品 5%

68,914 東京都 世田谷区 ノマヘアー ｎｏｍａ ｏｒｇａｎｉｃ ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

68,915 東京都 世田谷区 ｎｏｍａｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

68,916 東京都 世田谷区 和ｓｈｏｋｕ。の水 サービス 飲食業 5%

68,917 東京都 世田谷区 ＮＯＭＧ 小売業 衣料品 5%

68,918 東京都 世田谷区 Ｂａｒ　アズランド　下北沢 サービス 飲食業 5%

68,919 東京都 世田谷区 ＢＡＲ太田屋 サービス 飲食業 5%

68,920 東京都 世田谷区 ｈＡｒｃｈ 小売業 衣料品 5%

68,921 東京都 世田谷区 ＢＡＲ　ＧＬＩＫＯ サービス 飲食業 5%

68,922 東京都 世田谷区 Ｂａｒ Ｇｅｋｋｏ ＢａｒＧｅｋｋｏ サービス 飲食業 5%
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68,923 東京都 世田谷区 ＢＡＲ食後の詩 サービス 飲食業 5%

68,924 東京都 世田谷区 ｐｅｒｃｅｎｔ サービス 理容・美容業 5%

68,925 東京都 世田谷区 パーソナルトレーナー サービス その他サービス 5%

68,926 東京都 世田谷区 ｂｉｒｃｈ サービス 理容・美容業 5%

68,927 東京都 世田谷区 ＢＡＲ７３ サービス 飲食業 5%

68,928 東京都 世田谷区 ＳＴＵＮＮＩＮＧ 小売業 家具・調度品 5%

68,929 東京都 世田谷区 バールアフロマージュ　スーヴォワル サービス 飲食業 5%

68,930 東京都 世田谷区 Ｂａｒ　ＬＯＡＤＥＤ サービス 飲食業 5%

68,931 東京都 世田谷区 バーンキラオ サービス 飲食業 5%

68,932 東京都 世田谷区 Ｐｉｎｅａｐｐｌｅ 小売業 衣料品 5%

68,933 東京都 世田谷区 ＶＩＢＥＳＲＥＣＯＲＤＳ サービス その他サービス 5%

68,934 東京都 世田谷区 ＶＩＢＥＳＲＥＣＯＲＤＳ サービス その他サービス 5%

68,935 東京都 世田谷区 ＶＩＢＥＳＲＥＣＯＲＤＳ サービス その他サービス 5%

68,936 東京都 世田谷区 ＨＹＢＲＩＤＬＡＢ サービス 理容・美容業 5%

68,937 東京都 世田谷区 ＢａｎｈＭｉＢａＢａ サービス 飲食業 5%

68,938 東京都 世田谷区 はぐくむ サービス その他サービス 5%

68,939 東京都 世田谷区 はしぐち亭 サービス 飲食業 5%

68,940 東京都 世田谷区 セブン－イレブン馬事公苑店 小売業 食料品 2%

68,941 東京都 世田谷区 ＰＳＳＤ?ＣＯ．＋５ サービス 理容・美容業 5%

68,942 東京都 世田谷区 ＢＡＺＺＳＴＯＲＥ　千歳烏山北口店 小売業 衣料品 5%

68,943 東京都 世田谷区 パソコンたすかる サービス その他サービス 5%

68,944 東京都 世田谷区 はちだいカフェ　はちだいカフェ サービス 飲食業 5%

68,945 東京都 世田谷区 8YARDS Coffee サービス 飲食業 5%

68,946 東京都 世田谷区 ハッピーサイクル　世田谷弦巻店 小売業 その他小売 5%

68,947 東京都 世田谷区 ハッピーハッピークリスタルショッ 小売業 その他小売 5%

68,948 東京都 世田谷区 パティスリークレヨン サービス 飲食業 5%

68,949 東京都 世田谷区 パティスリーラ・フィエゾン 小売業 その他小売 5%

68,950 東京都 世田谷区 ハートランドジュウタクハンバイ サービス その他サービス 5%

68,951 東京都 世田谷区 ＨＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

68,952 東京都 世田谷区 花子 小売業 その他小売 5%

68,953 東京都 世田谷区 パナ電器 小売業 電化製品 5%

68,954 東京都 世田谷区 はなぶ サービス 飲食業 5%

68,955 東京都 世田谷区 ＨＡＮＡｂｏｔａｎｙ サービス 理容・美容業 5%

68,956 東京都 世田谷区 はなや 小売業 その他小売 5%

68,957 東京都 世田谷区 829 サービス 飲食業 5%

68,958 東京都 世田谷区 ＢＡＲ　ＮＥＵ サービス 飲食業 5%

68,959 東京都 世田谷区 ｐａｐａｓａｒｇｅ ｐａｐａｓａｒｇｅ サービス 理容・美容業 5%

68,960 東京都 世田谷区 パパサポート サービス 運輸業 5%

68,961 東京都 世田谷区 パパサポートⅡ サービス 運輸業 5%

68,962 東京都 世田谷区 Ｈｕｂａｃｈａｒ サービス 飲食業 5%

68,963 東京都 世田谷区 ハハハ下北沢 サービス 飲食業 5%

68,964 東京都 世田谷区 浜口水産　豪徳寺店 小売業 食料品 5%
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68,965 東京都 世田谷区 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｍｉｎｔ サービス その他サービス 5%

68,966 東京都 世田谷区 はり・きゅう・マッサージ治療院ＴＨＥＤｉＭＥ サービス 理容・美容業 5%

68,967 東京都 世田谷区 はり灸マッサージ風和 サービス 理容・美容業 5%

68,968 東京都 世田谷区 晴－ｈａｒｕ－ サービス 飲食業 5%

68,969 東京都 世田谷区 ハルカゼ舎 小売業 その他小売 5%

68,970 東京都 世田谷区 ＰＡＲＳＡ 小売業 その他小売 5%

68,971 東京都 世田谷区 Ｐａｌｍｅ　ｄｅ　ｆｅｅ 小売業 その他小売 5%

68,972 東京都 世田谷区 パルレシフォンインターナショナル 小売業 衣料品 5%

68,973 東京都 世田谷区 ハレバレ サービス 飲食業 5%

68,974 東京都 世田谷区 １００ｍｅｒｍａｉｄｓｗｏｒｋｓｈｏｐ サービス その他サービス 5%

68,975 東京都 世田谷区 バンブーハウス　　新町店 小売業 衣料品 5%

68,976 東京都 世田谷区 バンブーハウス　成城学園前店 小売業 衣料品 5%

68,977 東京都 世田谷区 ビアバルＦｅｓｔａ サービス 飲食業 5%

68,978 東京都 世田谷区 ＪＭ／ピースリング 小売業 衣料品 5%

68,979 東京都 世田谷区 有限会社ビートサーファーズ サービス その他サービス 5%

68,980 東京都 世田谷区 Ｂｅｅｔｌｅｈａｉｒ＆ｂｅａｕ サービス 理容・美容業 5%

68,981 東京都 世田谷区 ＢーＴＲＡＩＮ サービス その他サービス 5%

68,982 東京都 世田谷区 ＢＰＪ’Ｓ世田谷店 サービス 理容・美容業 5%

68,983 東京都 世田谷区 Ｖｉｆ サービス 理容・美容業 5%

68,984 東京都 世田谷区 ｂｅ－Ｗｏｏｄ サービス 理容・美容業 5%

68,985 東京都 世田谷区 Ｐｉｕｍａ サービス 飲食業 5%

68,986 東京都 世田谷区 信和不動産株式会社 サービス その他サービス 5%

68,987 東京都 世田谷区 光輸送ショップ サービス その他サービス 5%

68,988 東京都 世田谷区 久弥 サービス 飲食業 5%

68,989 東京都 世田谷区 久弥 サービス 飲食業 5%

68,990 東京都 世田谷区 ピザレストランポコ サービス 飲食業 5%

68,991 東京都 世田谷区 Ｐｉｓｈｋａ 小売業 その他小売 5%

68,992 東京都 世田谷区 岩佐宏一郎 サービス その他サービス 5%

68,993 東京都 世田谷区 ＶＩＳＩＯＮ奥沢店 小売業 衣料品 5%

68,994 東京都 世田谷区 ヒステリックグラマー　玉川高島屋店 小売業 衣料品 5%

68,995 東京都 世田谷区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ 小売業 衣料品 5%

68,996 東京都 世田谷区 Ｂｉｓｔｒｏ　ｅｃｈｏ サービス 飲食業 5%

68,997 東京都 世田谷区 ビストロエンドロール サービス 飲食業 5%

68,998 東京都 世田谷区 ビストロ喜楽亭 サービス 飲食業 5%

68,999 東京都 世田谷区 ビストロ　クゥ・ド・コション サービス 飲食業 5%

69,000 東京都 世田谷区 ＢＩＳＴＲＯｇ３ サービス 飲食業 5%

69,001 東京都 世田谷区 ＰＩＣＨＵ　ＰＩＣＨＵ　ＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

69,002 東京都 世田谷区 ビックフラワーメイダイ 小売業 その他小売 5%

69,003 東京都 世田谷区 ピッピ桜新町店 サービス 理容・美容業 5%

69,004 東京都 世田谷区 ひとつぶの海 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,005 東京都 世田谷区 ヒノキスポーツ洋品店 小売業 衣料品 5%

69,006 東京都 世田谷区 日の出佐藤 小売業 電化製品 5%
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69,007 東京都 世田谷区 日の出電機 小売業 電化製品 5%

69,008 東京都 世田谷区 日の出電機　自由が丘店 小売業 電化製品 5%

69,009 東京都 世田谷区 日の出電機　上野毛店 小売業 電化製品 5%

69,010 東京都 世田谷区 日の出電機　三軒茶屋店 小売業 電化製品 5%

69,011 東京都 世田谷区 日の出電機　住設店 小売業 電化製品 5%

69,012 東京都 世田谷区 ㈱日の出電機　家電住設センター 小売業 電化製品 5%

69,013 東京都 世田谷区 日の出電機　家電住設センター 小売業 電化製品 5%

69,014 東京都 世田谷区 日の出電機　三軒茶屋店 小売業 電化製品 5%

69,015 東京都 世田谷区 日の出電機商事部 小売業 電化製品 5%

69,016 東京都 世田谷区 ひのまる洋品店 小売業 衣料品 5%

69,017 東京都 世田谷区 美髪堂 サービス 理容・美容業 5%

69,018 東京都 世田谷区 ＶｉＶｉ サービス 理容・美容業 5%

69,019 東京都 世田谷区 ＶｉＶｉ サービス 理容・美容業 5%

69,020 東京都 世田谷区 日々香 サービス 理容・美容業 5%

69,021 東京都 世田谷区 ＢＰＪ’Ｓ　世田谷店 サービス 理容・美容業 5%

69,022 東京都 世田谷区 ビファイン梅ヶ丘南口院 サービス その他サービス 5%

69,023 東京都 世田谷区 ビファイン下北沢 サービス その他サービス 5%

69,024 東京都 世田谷区 Ｈｉｍａｌａｙａｎ　Ａｒａｂｉｃａ　ｃｏｆｆｅｅ　Ｈｉｍａｌａｙａｎ　ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

69,025 東京都 世田谷区 Ｈｉｍａｌａｙａｎ　ｐａｓａｌ 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,026 東京都 世田谷区 向日葵 サービス 飲食業 5%

69,027 東京都 世田谷区 向日葵の詩 サービス 飲食業 5%

69,028 東京都 世田谷区 ひみつきち サービス 飲食業 5%

69,029 東京都 世田谷区 ピュアライフ サービス その他サービス 5%

69,030 東京都 世田谷区 ＢＥＡＵＴＹ ＰＬＡＣＥ ＫＡＴＯ 祖師谷 サービス 理容・美容業 5%

69,031 東京都 世田谷区 ＨＹＵ?ＭＥＮ 小売業 衣料品 5%

69,032 東京都 世田谷区 美容師　黒田海咲 サービス 理容・美容業 5%

69,033 東京都 世田谷区 美容室　いちねんせい サービス 理容・美容業 5%

69,034 東京都 世田谷区 美容室ＷＯＯＰ サービス 理容・美容業 5%

69,035 東京都 世田谷区 美容整体ヒーリングスクウェア サービス その他サービス 5%

69,036 東京都 世田谷区 ＢＹＯＫＡ 小売業 衣料品 5%

69,037 東京都 世田谷区 ＨＩＲＡＫＵＹＡ サービス 飲食業 5%

69,038 東京都 世田谷区 ＢｉｎｋｙＦｒｏｇ サービス 飲食業 5%

69,039 東京都 世田谷区 ファイテンショップ　千歳船橋店 小売業 その他小売 5%

69,040 東京都 世田谷区 ファイテンショップ　二子玉川店 小売業 その他小売 5%

69,041 東京都 世田谷区 ＦＥＩＮＳＣＨＭＥＣＫＥＲ ＳＡＩＴＯＵ ファインシュメッカーサイトウ 小売業 食料品 5%

69,042 東京都 世田谷区 ファーストクラックコーヒーロースター 小売業 食料品 5%

69,043 東京都 世田谷区 ファッションアクセサリーマキノ 小売業 衣料品 5%

69,044 東京都 世田谷区 ファッション＆グッズ　風車 小売業 衣料品 5%

69,045 東京都 世田谷区 ファッションイン　ゆう 小売業 衣料品 5%

69,046 東京都 世田谷区 ｐｈａｔｅｅｌａｂ 小売業 衣料品 5%

69,047 東京都 世田谷区 ＦａｂＬａｂ Ｓｅｔａｇａｙａ ａｔ ＩＩＤ サービス その他サービス 5%

69,048 東京都 世田谷区 ｆａｂｒｉｃａｕｋａ 小売業 衣料品 5%
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69,049 東京都 世田谷区 ファーマーズマーケット千歳烏山 小売業 食料品 5%

69,050 東京都 世田谷区 ファーマーズマーケット二子玉川 小売業 食料品 5%

69,051 東京都 世田谷区 ファミリーサロンタナカ サービス 理容・美容業 5%

69,052 東京都 世田谷区 ファンゴー　三宿店 サービス 飲食業 5%

69,053 東京都 世田谷区 ファンゴー　三宿店 サービス 飲食業 5%

69,054 東京都 世田谷区 ＦＵＮＧＯ　ＤＩＮＩＮＧ サービス 飲食業 5%

69,055 東京都 世田谷区 火龍園 サービス 飲食業 5%

69,056 東京都 世田谷区 ｆｉｋａ 小売業 衣料品 5%

69,057 東京都 世田谷区 フィーユ サービス 理容・美容業 5%

69,058 東京都 世田谷区 ｆｉｏｒｉｓｔａＡ・Ｔｅ 小売業 その他小売 5%

69,059 東京都 世田谷区 フィッツミー豪徳寺店 サービス その他サービス 5%

69,060 東京都 世田谷区 Ｆｉｔ－ｅｔ サービス その他サービス 5%

69,061 東京都 世田谷区 ＦＩＶＥＳＴＡＲＳＳＥＴＡＧＡＹ サービス 飲食業 5%

69,062 東京都 世田谷区 ５５ｇａｌｌｏｎ サービス 飲食業 5%

69,063 東京都 世田谷区 フィルウ世田谷店 サービス その他サービス 5%

69,064 東京都 世田谷区 フードウェルジャパン株式会社 サービス 飲食業 5%

69,065 東京都 世田谷区 ブーやン松陰神社前 サービス 飲食業 5%

69,066 東京都 世田谷区 ＢｏｕｌａｎｇｅｒｉｅＣｏｎｖｉｖｉａｌｉｔｅ　ＢｏｕｌａｎｇｅｒｉｅＣｏｎｖｉｖｉａｌｉｔｅ 小売業 その他小売 5%

69,067 東京都 世田谷区 フェールトラヴァイユ 小売業 その他小売 5%

69,068 東京都 世田谷区 フェスタ 小売業 衣料品 5%

69,069 東京都 世田谷区 ＢＵＥＮＡ　ＶＩＳＴＡ サービス 理容・美容業 5%

69,070 東京都 世田谷区 ｆｅｌｉｃｉｔｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

69,071 東京都 世田谷区 ＦＥＲＴＲＡＶＡＩＬ 小売業 家具・調度品 5%

69,072 東京都 世田谷区 ＦＯＲＴＭＡＲＫＥＴ サービス 飲食業 5%

69,073 東京都 世田谷区 フォグリネンワーク 小売業 家具・調度品 5%

69,074 東京都 世田谷区 フォトスタジオ　リーフ サービス その他サービス 5%

69,075 東京都 世田谷区 ｆｏｎｏ サービス その他サービス 5%

69,076 東京都 世田谷区 ｆｏｒｚａ　Ｄｏｎｎａ　２ サービス 飲食業 5%

69,077 東京都 世田谷区 フォレスタ動物病院 サービス その他サービス 5%

69,078 東京都 世田谷区 Ｆｏｒｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

69,079 東京都 世田谷区 フォレストホーム サービス その他サービス 5%

69,080 東京都 世田谷区 フォレストモモ　イベント 小売業 その他小売 5%

69,081 東京都 世田谷区 フォレスト薬局 小売業 その他小売 5%

69,082 東京都 世田谷区 深沢　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

69,083 東京都 世田谷区 深沢キッチン 小売業 食料品 5%

69,084 東京都 世田谷区 ＨＵＫＵ サービス 理容・美容業 5%

69,085 東京都 世田谷区 フクノモリ 小売業 衣料品 5%

69,086 東京都 世田谷区 福室庵 サービス 飲食業 5%

69,087 東京都 世田谷区 ＢＯＵＱＵＥＴ 小売業 衣料品 5%

69,088 東京都 世田谷区 フジタカ食堂 サービス 飲食業 5%

69,089 東京都 世田谷区 藤田電気商会 小売業 電化製品 5%

69,090 東京都 世田谷区 Ｓｐａｒｋｌｅ（スパークル） サービス その他サービス 5%
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69,091 東京都 世田谷区 武膳千歳烏山店 サービス 飲食業 5%

69,092 東京都 世田谷区 二子玉川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

69,093 東京都 世田谷区 セブン－イレブン二子玉川駅西店 小売業 食料品 2%

69,094 東京都 世田谷区 セブン－イレブン二子玉川駅前店 小売業 食料品 2%

69,095 東京都 世田谷区 二子玉川美靴工房 サービス その他サービス 5%

69,096 東京都 世田谷区 Ｒ！二子玉川ライズオークモール店 サービス その他サービス 5%

69,097 東京都 世田谷区 ふたこビール醸造所 サービス 飲食業 5%

69,098 東京都 世田谷区 フタバヤ靴店 小売業 衣料品 5%

69,099 東京都 世田谷区 Ｖｉｏｌｅｔｔｅ 小売業 その他小売 5%

69,100 東京都 世田谷区 プチルミネール美容室 サービス 理容・美容業 5%

69,101 東京都 世田谷区 プチルミネール美容室 サービス 理容・美容業 5%

69,102 東京都 世田谷区 フットアドバンス サービス その他サービス 5%

69,103 東京都 世田谷区 フットギア　エイト 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,104 東京都 世田谷区 プティ・マーナ　二子玉川店 サービス その他サービス 5%

69,105 東京都 世田谷区 ブティック　フナーズ 小売業 衣料品 5%

69,106 東京都 世田谷区 Ｂｅａｕｘ－Ａｒｔｓ 小売業 衣料品 5%

69,107 東京都 世田谷区 プティ・マーナ　経堂店 サービス その他サービス 5%

69,108 東京都 世田谷区 フューズ祖師谷 サービス 理容・美容業 5%

69,109 東京都 世田谷区 ＢＲＹＷＢ 小売業 衣料品 5%

69,110 東京都 世田谷区 エステサロンルータス サービス 理容・美容業 5%

69,111 東京都 世田谷区 ＰｒｉｖａｔｅＮａｉｌＳａｌｏｎＲｅｎｃｏｎｔｒｅ サービス 理容・美容業 5%

69,112 東京都 世田谷区 ＰｒｉｖａｔｅＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＬｉｌｌｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

69,113 東京都 世田谷区 ブラヴィーノ サービス 飲食業 5%

69,114 東京都 世田谷区 ｂｌａｕｈａｉｒａｎｄｃａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

69,115 東京都 世田谷区 ＰＬＵＳ　ＧＥＡＲ サービス その他サービス 5%

69,116 東京都 世田谷区 プラスワンみのる 小売業 電化製品 5%

69,117 東京都 世田谷区 ブラックストリームケンネル サービス その他サービス 5%

69,118 東京都 世田谷区 フラッシュ・ディスク・ランチ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

69,119 東京都 世田谷区 ｐｌａｔ サービス 飲食業 5%

69,120 東京都 世田谷区 ＦＬＡＴＢＡＲ サービス 飲食業 5%

69,121 東京都 世田谷区 フラワー　三軒茶屋店 サービス 飲食業 5%

69,122 東京都 世田谷区 フラワースタイルベオーネ 小売業 その他小売 5%

69,123 東京都 世田谷区 フラワーボックス 小売業 その他小売 5%

69,124 東京都 世田谷区 Ｂａｌａｎｃｏｉｒｅ　祖師ヶ谷店 小売業 衣料品 5%

69,125 東京都 世田谷区 フランス料理?Ｂ?ｅ サービス 飲食業 5%

69,126 東京都 世田谷区 フラン動物病院 サービス その他サービス 5%

69,127 東京都 世田谷区 ＰＬＡＮＴ／ＰＬＡＮＴ 小売業 衣料品 5%

69,128 東京都 世田谷区 ブランド楽市駒沢店 小売業 その他小売 5%

69,129 東京都 世田谷区 ブリアント　下北沢店 サービス 理容・美容業 5%

69,130 東京都 世田谷区 フリージア下北沢店 小売業 衣料品 5%

69,131 東京都 世田谷区 株式会社フリーマンズジャパン 小売業 衣料品 5%

69,132 東京都 世田谷区 ＦＬＩＰＰＥＲ’Ｓ サービス 飲食業 5%
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69,133 東京都 世田谷区 昭栄 サービス その他サービス 5%

69,134 東京都 世田谷区 ｂｒｕｔｅｔｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

69,135 東京都 世田谷区 ＦＲＩＬＬ　二子玉川店 サービス その他サービス 5%

69,136 東京都 世田谷区 Ｐｒｉｎｃｅｓｓ　Ｒｏａｄ　成城 サービス その他サービス 5%

69,137 東京都 世田谷区 ブルー・ジェリー 小売業 衣料品 5%

69,138 東京都 世田谷区 ブルー＆スノーダイビング 小売業 その他小売 5%

69,139 東京都 世田谷区 ブルー＆スノーダイビング東京本店 小売業 その他小売 5%

69,140 東京都 世田谷区 ＢＬＥＵＣＵＲＡＣＡＯＦＲＡＮＣＥ 小売業 その他小売 5%

69,141 東京都 世田谷区 ブルージュ サービス 理容・美容業 5%

69,142 東京都 世田谷区 ＦＲＵＩＴＳ サービス 理容・美容業 5%

69,143 東京都 世田谷区 フルール 小売業 衣料品 5%

69,144 東京都 世田谷区 ＢＬＵＥ下北沢店 小売業 衣料品 5%

69,145 東京都 世田谷区 ｆｕｒｕｔａ 小売業 衣料品 5%

69,146 東京都 世田谷区 ブルックリンダイナー サービス 飲食業 5%

69,147 東京都 世田谷区 ＢＵＬＬＤＯＳＳ 小売業 その他小売 5%

69,148 東京都 世田谷区 Ｂｕｌｌ．Ｔｏｋｙｏ 小売業 その他小売 5%

69,149 東京都 世田谷区 フルフルドシュクル 小売業 衣料品 5%

69,150 東京都 世田谷区 Ｐｒｅｍｉｅｒｊｏｕｒ 小売業 衣料品 5%

69,151 東京都 世田谷区 ＰＥＴＩＴａＰＥＴＩＴ 小売業 その他小売 5%

69,152 東京都 世田谷区 ＢＲＡＩＮＳ サービス 理容・美容業 5%

69,153 東京都 世田谷区 ｐｒｅｃｏ サービス 理容・美容業 5%

69,154 東京都 世田谷区 ＰＲＥＳＥＮＣＥ下北沢 サービス 理容・美容業 5%

69,155 東京都 世田谷区 フレッシュネスバーガー用賀 サービス 飲食業 2%

69,156 東京都 世田谷区 ＰｌｅｎａＬｕｎａ サービス その他サービス 5%

69,157 東京都 世田谷区 プレミアムゴルフ倶楽部 小売業 その他小売 5%

69,158 東京都 世田谷区 フレームワーク　自由が丘店 小売業 衣料品 5%

69,159 東京都 世田谷区 ＪＭ／ＦＬＯＯＲ サービス 理容・美容業 5%

69,160 東京都 世田谷区 ＦＬＯＯＲ．Ｐａｒａｌｌｅｌ サービス 理容・美容業 5%

69,161 東京都 世田谷区 Ｂｒｏｔｅ サービス 理容・美容業 5%

69,162 東京都 世田谷区 ふろーりあ 小売業 その他小売 5%

69,163 東京都 世田谷区 ｆｌｏｃｃｉｎａｕｃｉｎｉｈｉｌｉｐｉｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

69,164 東京都 世田谷区 ｈａｉｒ　ｆｌａｐ サービス 理容・美容業 5%

69,165 東京都 世田谷区 Ｈａｉｒ　Ｔｉｎｋ サービス 理容・美容業 5%

69,166 東京都 世田谷区 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ＡＣＲＩ サービス 理容・美容業 5%

69,167 東京都 世田谷区 ＨＡＩＲ ＡＸＣＩＳ サービス 理容・美容業 5%

69,168 東京都 世田谷区 ｈａｉｒ　ｃｒａｆｔ　Ｐｒｏｃｈａｉｎ　ｈａｉｒ　ｃｒａｆｔ　Ｐｒｏｃｈａｉｎ サービス 理容・美容業 5%

69,169 東京都 世田谷区 ｈａｉｒｓａｌｏｎＡｍａｚｅ サービス 理容・美容業 5%

69,170 東京都 世田谷区 Ｈａｉｒｓａｌｏｎｓｅａｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

69,171 東京都 世田谷区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｍａｋａｉ サービス 理容・美容業 5%

69,172 東京都 世田谷区 ヘアーサロンカモメ サービス 理容・美容業 5%

69,173 東京都 世田谷区 ｈａｉｒｓｕｇａｒｔｉｔ サービス 理容・美容業 5%

69,174 東京都 世田谷区 ヘアー　トゥリップ サービス 理容・美容業 5%
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69,175 東京都 世田谷区 ヘアーブースモクール サービス 理容・美容業 5%

69,176 東京都 世田谷区 ｈａｉｒｍａｋｅＪＯＯ サービス 理容・美容業 5%

69,177 東京都 世田谷区 ヘアーメイツ 三軒茶屋  Ｈａｉｒ Ｍａｔｅｓ サービス 理容・美容業 5%

69,178 東京都 世田谷区 ヘアーモードサロン　タカハシ サービス 理容・美容業 5%

69,179 東京都 世田谷区 ＨＡＩＲ　ＬＩＦＥ　ｇａｌｌｏ　ＨＡＩＲ　ＬＩＦＥ　ｇａｌｌｏ サービス 理容・美容業 5%

69,180 東京都 世田谷区 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＰＡＤＡＮ サービス 理容・美容業 5%

69,181 東京都 世田谷区 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮＪＥＮＯＢＥＥ サービス 理容・美容業 5%

69,182 東京都 世田谷区 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮＰｅｌｅ サービス 理容・美容業 5%

69,183 東京都 世田谷区 ヘアサロンｈｕｉｔ サービス 理容・美容業 5%

69,184 東京都 世田谷区 ｈａｉｒ ｓｈｏｐ Ｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

69,185 東京都 世田谷区 Ｈａｉｒｓｔｙｌｉｓｔさとうくみ サービス 理容・美容業 5%

69,186 東京都 世田谷区 ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　ＣＲＡＦＴ　ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　ＣＲＡＦＴ サービス 理容・美容業 5%

69,187 東京都 世田谷区 ヘアースペース　クラフト サービス 理容・美容業 5%

69,188 東京都 世田谷区 ｈａｉｒＰＡＣＩＡＮＴ豪徳寺店 サービス 理容・美容業 5%

69,189 東京都 世田谷区 ＨＡＩＲＢＲＡＮＤＬＩＦＥ サービス 理容・美容業 5%

69,190 東京都 世田谷区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｋｒ：ｔｅｋ サービス 理容・美容業 5%

69,191 東京都 世田谷区 ヘアメイクアッシュ駒沢大学店 サービス 理容・美容業 5%

69,192 東京都 世田谷区 ヘアメイクアッシュ　桜新町店 サービス 理容・美容業 5%

69,193 東京都 世田谷区 ヘアメイクアッシュ下北沢店 サービス 理容・美容業 5%

69,194 東京都 世田谷区 ヘアメイクアッシュ千歳烏山店 サービス 理容・美容業 5%

69,195 東京都 世田谷区 ヘアメイクアッシュ　等々力店 サービス 理容・美容業 5%

69,196 東京都 世田谷区 ヘアメイクアッシュ　八幡山店 サービス 理容・美容業 5%

69,197 東京都 世田谷区 ヘアメイクアッシュ二子玉川店 サービス 理容・美容業 5%

69,198 東京都 世田谷区 ヘアメイクラミゥ サービス 理容・美容業 5%

69,199 東京都 世田谷区 駒沢美容室　ｈａｉｒｌｏｏｐ サービス 理容・美容業 5%

69,200 東京都 世田谷区 ｈａｉｒｌｏｏｐ サービス その他サービス 5%

69,201 東京都 世田谷区 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ＧＲＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

69,202 東京都 世田谷区 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ｐｉｓｓｅｎｌｉｔ サービス 理容・美容業 5%

69,203 東京都 世田谷区 ＨＥＹＤＡＹ サービス 飲食業 5%

69,204 東京都 世田谷区 Ｖａｐｅ　Ｓｔｏｒｅ　Ｍ５＋ 小売業 その他小売 5%

69,205 東京都 世田谷区 ＢＥＩＮＴＯ 小売業 衣料品 5%

69,206 東京都 世田谷区 株式会社ベースショップ高崎 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

69,207 東京都 世田谷区 Ｐｅｃｏ　Ｐｅｃｏ サービス 飲食業 5%

69,208 東京都 世田谷区 ベストハンズ成城本院 サービス その他サービス 5%

69,209 東京都 世田谷区 Ｂ．Ｃ　ＳＴＯＣＫ　下北沢店７０７ 小売業 衣料品 5%

69,210 東京都 世田谷区 Ｂ．Ｃ　ＳＴＯＣＫ　下北沢メンズ 小売業 衣料品 5%

69,211 東京都 世田谷区 Ｂ．Ｃ　ＳＴＯＣＫＬＩＭＩＴＥＤ自由が丘 小売業 衣料品 5%

69,212 東京都 世田谷区 ｐｅｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

69,213 東京都 世田谷区 ペットエコ 世田谷店 小売業 その他小売 5%

69,214 東京都 世田谷区 ペットエコ横浜　世田谷店 小売業 その他小売 5%

69,215 東京都 世田谷区 ペットサロンエムスタイル サービス その他サービス 5%

69,216 東京都 世田谷区 ペットサロン　グレイス 小売業 その他小売 5%
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69,217 東京都 世田谷区 ペットサロン　ジェニーズ サービス その他サービス 5%

69,218 東京都 世田谷区 ペットサロンミキミキ サービス その他サービス 5%

69,219 東京都 世田谷区 ペットショップＵＳＡ　ジャパン サービス その他サービス 5%

69,220 東京都 世田谷区 ＭＥＲＡＨＫ サービス その他サービス 5%

69,221 東京都 世田谷区 ペットプレイス サービス その他サービス 5%

69,222 東京都 世田谷区 有限会社ベビー堂薬局 小売業 その他小売 5%

69,223 東京都 世田谷区 ベビー堂薬局　ベビー堂薬局 小売業 その他小売 5%

69,224 東京都 世田谷区 ｂｅｌｃｏ．　【ベルコ】 サービス 理容・美容業 5%

69,225 東京都 世田谷区 ｂｅｌｃｏ．?ｎｉｃｏ? サービス 理容・美容業 5%

69,226 東京都 世田谷区 ｂｅｌｃｏ． サービス その他サービス 5%

69,227 東京都 世田谷区 ベローチェ駒沢店 サービス 飲食業 5%

69,228 東京都 世田谷区 ベローチェ千歳烏山店 サービス 飲食業 5%

69,229 東京都 世田谷区 Ｐｅｌｏｄｉａｓ サービス 理容・美容業 5%

69,230 東京都 世田谷区 ベンチ サービス 理容・美容業 5%

69,231 東京都 世田谷区 宝華 サービス その他サービス 5%

69,232 東京都 世田谷区 アロマサロンｓｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

69,233 東京都 世田谷区 ＨＯ サービス 飲食業 5%

69,234 東京都 世田谷区 ホーキ星 サービス 飲食業 5%

69,235 東京都 世田谷区 ポートレート松陰神社前店 サービス 飲食業 5%

69,236 東京都 世田谷区 ホームリビングはしもと 小売業 その他小売 5%

69,237 東京都 世田谷区 ボーンズホーム本部 サービス その他サービス 5%

69,238 東京都 世田谷区 ほぐし整体らくみん サービス その他サービス 5%

69,239 東京都 世田谷区 ＨＯＧＵＭＩ サービス その他サービス 5%

69,240 東京都 世田谷区 ＨｏｋｕＬａｎｉ サービス 理容・美容業 5%

69,241 東京都 世田谷区 ボズ・ワン 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,242 東京都 世田谷区 ボズ・ワン　太子堂店 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,243 東京都 世田谷区 ＢＯＺ－１下北沢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,244 東京都 世田谷区 ｐｏｔａｇｅ サービス 飲食業 5%

69,245 東京都 世田谷区 ホップラ サービス その他サービス 5%

69,246 東京都 世田谷区 ＰＯＤＩＵＭ１ サービス その他サービス 5%

69,247 東京都 世田谷区 ボディクレイ サービス 理容・美容業 5%

69,248 東京都 世田谷区 ＢＯＴＥＲＯ（ボテロ） サービス 飲食業 5%

69,249 東京都 世田谷区 ボテロ サービス 飲食業 5%

69,250 東京都 世田谷区 ＢＯＮＵＭ　下北沢 小売業 衣料品 5%

69,251 東京都 世田谷区 ＨＯＰＥＳＭＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

69,252 東京都 世田谷区 ポプラ代田店 小売業 その他小売 2%

69,253 東京都 世田谷区 ポポラマーマ成城学園前店 サービス 飲食業 5%

69,254 東京都 世田谷区 ホームドライ　駒沢駅前店 サービス その他サービス 5%

69,255 東京都 世田谷区 ＰＯＬＡＲＩＳ 小売業 その他小売 5%

69,256 東京都 世田谷区 ＨｏｒｉｋａｗａＣｈｉｒｏｐｒａｃｔｉｃ サービス 理容・美容業 5%

69,257 東京都 世田谷区 ポレ自由が丘３姉妹治療室 サービス その他サービス 5%

69,258 東京都 世田谷区 ＢＯＲＯＰＢＹ 小売業 衣料品 5%
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69,259 東京都 世田谷区 さくら サービス 飲食業 5%

69,260 東京都 世田谷区 Ｂｏ?ｔｅ?ｌａｐｉｎ 小売業 その他小売 5%

69,261 東京都 世田谷区 Ｇａｙａマネジメント株式会社 サービス その他サービス 5%

69,262 東京都 世田谷区 本田洋一郎 サービス その他サービス 5%

69,263 東京都 世田谷区 本店 サービス その他サービス 5%

69,264 東京都 世田谷区 ティワイコーポレーション（ダイナスティパレス店） サービス その他サービス 5%

69,265 東京都 世田谷区 株式会社マネジウェル サービス その他サービス 5%

69,266 東京都 世田谷区 Ｂｏｎ　Ｖｉｓａｇｅ　砧店 小売業 食料品 5%

69,267 東京都 世田谷区 ＰＯＭＰＳ 小売業 衣料品 5%

69,268 東京都 世田谷区 本間動物病院 サービス その他サービス 5%

69,269 東京都 世田谷区 本屋Ｂ＆Ｂ（株式会社レーベン） 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

69,270 東京都 世田谷区 マイルドポケット　世田谷店 小売業 その他小売 5%

69,271 東京都 世田谷区 ＭｏｕｎｔａｉｎＨｕｔ サービス 飲食業 5%

69,272 東京都 世田谷区 Ｍｔ．ＦＩＳＨＴＡＩＬ サービス 飲食業 5%

69,273 東京都 世田谷区 マクドナルド環八等々力店 サービス 飲食業 2%

69,274 東京都 世田谷区 マクドナルド環八八幡山店 サービス 飲食業 2%

69,275 東京都 世田谷区 マクドナルド喜多見マルシェ店 サービス 飲食業 2%

69,276 東京都 世田谷区 マクドナルド桜新町店 サービス 飲食業 2%

69,277 東京都 世田谷区 マクドナルド三軒茶屋店 サービス 飲食業 2%

69,278 東京都 世田谷区 マクドナルド下北沢店 サービス 飲食業 2%

69,279 東京都 世田谷区 マクドナルド多摩堤通り喜多見店 サービス 飲食業 2%

69,280 東京都 世田谷区 マクドナルド千歳船橋駅前店 サービス 飲食業 2%

69,281 東京都 世田谷区 マクドナルド明大前店 サービス 飲食業 2%

69,282 東京都 世田谷区 マクドナルド用賀インター店 サービス 飲食業 2%

69,283 東京都 世田谷区 マコト電機 小売業 その他小売 5%

69,284 東京都 世田谷区 誠屋　等々力店 サービス その他サービス 5%

69,285 東京都 世田谷区 マザー サービス 飲食業 5%

69,286 東京都 世田谷区 正木彩生ミュージックスクール サービス その他サービス 5%

69,287 東京都 世田谷区 ＭＭ二子玉川ライズオークモール店 サービス その他サービス 5%

69,288 東京都 世田谷区 マジョレル サービス 飲食業 5%

69,289 東京都 世田谷区 マスターミュージック サービス その他サービス 5%

69,290 東京都 世田谷区 ますみ屋 小売業 衣料品 5%

69,291 東京都 世田谷区 マダム・ジェイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,292 東京都 世田谷区 ｍａｔｕｒｅｎｓｅ 小売業 衣料品 5%

69,293 東京都 世田谷区 株式会社松生 サービス 飲食業 5%

69,294 東京都 世田谷区 松尾成美写真事務所 サービス その他サービス 5%

69,295 東京都 世田谷区 Ｍａｘライティング サービス その他サービス 5%

69,296 東京都 世田谷区 まつげエクステｃｏｔｏ二子玉川 サービス 理容・美容業 5%

69,297 東京都 世田谷区 まつ毛エクステ専門店　Ｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

69,298 東京都 世田谷区 ｍａｓｓａｇｉｎｇｃａｐｓｕｌｅ 小売業 衣料品 5%

69,299 東京都 世田谷区 マッドヘッドハウス 小売業 衣料品 5%

69,300 東京都 世田谷区 ＭＵＤＨＥＡＤ　ＨＯＵＳＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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69,301 東京都 世田谷区 松永タクシー サービス 運輸業 5%

69,302 東京都 世田谷区 纒オプティカル 小売業 その他小売 5%

69,303 東京都 世田谷区 ＭＡＤＯショップ世田谷大蔵店 小売業 その他小売 5%

69,304 東京都 世田谷区 マナアイランド 小売業 その他小売 5%

69,305 東京都 世田谷区 マムエモア二子玉川店 小売業 衣料品 5%

69,306 東京都 世田谷区 ｍａｍｅｇｏｔｏ 小売業 衣料品 5%

69,307 東京都 世田谷区 ＭａｙｕＯｈｍｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

69,308 東京都 世田谷区 ｍａｙｕｍｉｍｕｒａｓａｗａ 小売業 衣料品 5%

69,309 東京都 世田谷区 ＭＡＬＬＩＣＡ　ＪＥＷＥＬＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,310 東京都 世田谷区 ｍａｒｉｒａｎ サービス 理容・美容業 5%

69,311 東京都 世田谷区 マルカワ三軒茶屋店 小売業 衣料品 5%

69,312 東京都 世田谷区 日本ワイン酒場マルノヒ サービス 飲食業 5%

69,313 東京都 世田谷区 ＭＡＲＵＨＩＫＯ 小売業 家具・調度品 5%

69,314 東京都 世田谷区 マレ 小売業 衣料品 5%

69,315 東京都 世田谷区 マンツーマンゴルフスタジオＥ－ｂａｓｅ サービス その他サービス 5%

69,316 東京都 世田谷区 ｍａｎｎａ サービス その他サービス 5%

69,317 東京都 世田谷区 ＭｉａＨａｔ＆Ａｃｃｅｓｓｏｒｙ 小売業 衣料品 5%

69,318 東京都 世田谷区 ｍｅａｎｓｗｈｉｌｅ 小売業 衣料品 5%

69,319 東京都 世田谷区 Ｍｉｕｒａ Ｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

69,320 東京都 世田谷区 Ｍｉｕｒａ　Ｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

69,321 東京都 世田谷区 Ｍｉｅｌ　Ｍｉｅｌ 小売業 衣料品 5%

69,322 東京都 世田谷区 ｍｉｘｔｕｒｅ サービス 飲食業 5%

69,323 東京都 世田谷区 みずこし亭 サービス 飲食業 5%

69,324 東京都 世田谷区 Ｍｒ．Ｍａｃ世田谷 小売業 その他小売 5%

69,325 東京都 世田谷区 ミスティ美容室 サービス 理容・美容業 5%

69,326 東京都 世田谷区 Ｍｉｃｈｉ　ａｎ　ＨＣＭ 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,327 東京都 世田谷区 Ｍｉｘｃｕｒｌ サービス 理容・美容業 5%

69,328 東京都 世田谷区 ＭＩＴＵＢＡＣＩファクトリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,329 東京都 世田谷区 ＭＩＴＯＭＩ サービス 理容・美容業 5%

69,330 東京都 世田谷区 みなとコスメティックス 小売業 その他小売 5%

69,331 東京都 世田谷区 湊町メディアシステム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

69,332 東京都 世田谷区 ディーズサーキット 小売業 その他小売 5%

69,333 東京都 世田谷区 ＭＮＫＭ 小売業 衣料品 5%

69,334 東京都 世田谷区 身ノ程知ラズ サービス 飲食業 5%

69,335 東京都 世田谷区 みまる サービス その他サービス 5%

69,336 東京都 世田谷区 宮川 サービス 飲食業 5%

69,337 東京都 世田谷区 ｍｉＬｏｖｅ 小売業 衣料品 5%

69,338 東京都 世田谷区 ｍｉｌｌｅ　ｄ?ｌｉｃｅｓ サービス 飲食業 5%

69,339 東京都 世田谷区 Ｍｉｎｋｓｔｙｌｅ駒沢店 サービス 理容・美容業 5%

69,340 東京都 世田谷区 ＭＩＮＴ　ＮｅＫＯ　ＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

69,341 東京都 世田谷区 みんなの木工房　ＤＩＹ好き。 サービス その他サービス 5%

69,342 東京都 世田谷区 ＭＯＯＮＰＬＡＮＮＥＲ 小売業 衣料品 5%
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69,343 東京都 世田谷区 ＭＵＧＩ・Ｒ サービス 理容・美容業 5%

69,344 東京都 世田谷区 ときわ台 サービス その他サービス 5%

69,345 東京都 世田谷区 武蔵屋画廊 小売業 家具・調度品 5%

69,346 東京都 世田谷区 ＭＵＳＩＣＡ サービス 理容・美容業 5%

69,347 東京都 世田谷区 むらいさき サービス その他サービス 5%

69,348 東京都 世田谷区 村田電器商会 小売業 電化製品 5%

69,349 東京都 世田谷区 ラカサリンガムロルカーノ サービス 飲食業 5%

69,350 東京都 世田谷区 めいくＦＵＺＩＹＡ 小売業 その他小売 5%

69,351 東京都 世田谷区 明治薬科大生協　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

69,352 東京都 世田谷区 セブン－イレブン明大前すずらん通り店 小売業 食料品 2%

69,353 東京都 世田谷区 明風堂治療院 サービス 理容・美容業 5%

69,354 東京都 世田谷区 メガネ・コンタクトの佐瀬 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,355 東京都 世田谷区 メガネストアー尾山台 小売業 その他小売 5%

69,356 東京都 世田谷区 メガネストアー尾山台店 小売業 その他小売 5%

69,357 東京都 世田谷区 メガネストアー喜多見 小売業 その他小売 5%

69,358 東京都 世田谷区 メガネストアー喜多見店 小売業 その他小売 5%

69,359 東京都 世田谷区 メガネストアー経堂 小売業 その他小売 5%

69,360 東京都 世田谷区 メガネストアー経堂店 小売業 その他小売 5%

69,361 東京都 世田谷区 メガネストアー豪徳寺 小売業 その他小売 5%

69,362 東京都 世田谷区 メガネストアー豪徳寺店 小売業 その他小売 5%

69,363 東京都 世田谷区 メガネストアー桜新町 小売業 その他小売 5%

69,364 東京都 世田谷区 メガネストアー桜新町店 小売業 その他小売 5%

69,365 東京都 世田谷区 メガネストアー三軒茶屋 小売業 その他小売 5%

69,366 東京都 世田谷区 メガネストアー三軒茶屋店 小売業 その他小売 5%

69,367 東京都 世田谷区 メガネストアー松陰神社前 小売業 その他小売 5%

69,368 東京都 世田谷区 メガネストアー松陰神社前店 小売業 その他小売 5%

69,369 東京都 世田谷区 メガネストアー祖師谷 小売業 その他小売 5%

69,370 東京都 世田谷区 メガネストアー祖師谷店 小売業 その他小売 5%

69,371 東京都 世田谷区 メガネストアー千歳船橋 小売業 その他小売 5%

69,372 東京都 世田谷区 メガネストアー千歳船橋店 小売業 その他小売 5%

69,373 東京都 世田谷区 メガネストアー用賀ＳＢＳ 小売業 その他小売 5%

69,374 東京都 世田谷区 メガネストアー用賀大山通り 小売業 その他小売 5%

69,375 東京都 世田谷区 メガネストアー用賀大山通り店 小売業 その他小売 5%

69,376 東京都 世田谷区 メガネ・補聴器／経堂 小売業 その他小売 5%

69,377 東京都 世田谷区 メガネヤヒカリノアトリエ 小売業 その他小売 5%

69,378 東京都 世田谷区 ＭｅｓａＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

69,379 東京都 世田谷区 Ｍａｉｓｏｎ　Ｐｏｕ 小売業 衣料品 5%

69,380 東京都 世田谷区 メゾンフルーリ二子玉川本店 小売業 その他小売 5%

69,381 東京都 世田谷区 メッケル合同会社 小売業 衣料品 5%

69,382 東京都 世田谷区 ｍａｎｙｍｅｒｒｙ 小売業 衣料品 5%

69,383 東京都 世田谷区 ＭＥＮＥＷ 小売業 衣料品 5%

69,384 東京都 世田谷区 ｍｅｒｒｉｌｙ ｍｅｒｒｉｌｙ 小売業 衣料品 5%
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69,385 東京都 世田谷区 Ｍｅｌｂｏｓｉｎｃｅ１９１８　二子玉川店 小売業 衣料品 5%

69,386 東京都 世田谷区 Ｍｅｒｌｉ～ｈａｉｒ×ｌｉｖｉｎｇ～ サービス 理容・美容業 5%

69,387 東京都 世田谷区 株式会社ｍｅｌｅｏ サービス その他サービス 5%

69,388 東京都 世田谷区 ＭＥＮ　Ｓ　ＨＡＩＲ　Ｙ　ｓ　ＭＥＮ　Ｓ　ＨＡＩＲ　Ｙ　ｓ サービス 理容・美容業 5%

69,389 東京都 世田谷区 メンタルスキンケアＬａｂ． サービス 理容・美容業 5%

69,390 東京都 世田谷区 モアナチュラル サービス その他サービス 5%

69,391 東京都 世田谷区 ｍｏｕｍｏｕ－ｐｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

69,392 東京都 世田谷区 モーダガレリア 小売業 衣料品 5%

69,393 東京都 世田谷区 ＭＯＺ サービス 飲食業 5%

69,394 東京都 世田谷区 モトピアッツァ モトピアッツァ  ｍｏｔｏ Ｐｉａｚｚａ 小売業 その他小売 5%

69,395 東京都 世田谷区 ｍｏｎａｌｉｓａ　ｔｏｋｙｏ 小売業 衣料品 5%

69,396 東京都 世田谷区 もみーな　三軒茶屋店 サービス その他サービス 5%

69,397 東京都 世田谷区 もみーな駒沢大学店 サービス その他サービス 5%

69,398 東京都 世田谷区 もみーな千歳船橋店 サービス その他サービス 5%

69,399 東京都 世田谷区 もみじ部屋 サービス その他サービス 5%

69,400 東京都 世田谷区 もみ～な尾山台店 サービス その他サービス 5%

69,401 東京都 世田谷区 もみ～な経堂店 サービス その他サービス 5%

69,402 東京都 世田谷区 もみーな駒沢大学店 サービス その他サービス 5%

69,403 東京都 世田谷区 もみ～な千歳船橋店 サービス その他サービス 5%

69,404 東京都 世田谷区 桃の木 サービス 飲食業 5%

69,405 東京都 世田谷区 モリッシーん家 サービス 飲食業 5%

69,406 東京都 世田谷区 ｍａｌｔ 小売業 衣料品 5%

69,407 東京都 世田谷区 モロッコ料理の台所　エンリケマルエコス サービス 飲食業 5%

69,408 東京都 世田谷区 焼きたてＰＩＺＺＡ９１０ サービス 飲食業 5%

69,409 東京都 世田谷区 やきとり・魚　鳥　宮川 サービス 飲食業 5%

69,410 東京都 世田谷区 焼き鳥　居酒屋　ちさとちゃん　ちさとちゃん サービス 飲食業 5%

69,411 東京都 世田谷区 焼肉　からし亭　経堂赤堤通り店 サービス 飲食業 5%

69,412 東京都 世田谷区 焼肉８２９ サービス 飲食業 5%

69,413 東京都 世田谷区 焼肉市場げんかや　駒沢店 サービス 飲食業 5%

69,414 東京都 世田谷区 和牛専門店焼肉牛和 サービス 飲食業 5%

69,415 東京都 世田谷区 焼肉じゅん　焼肉じゅん　二子玉川 サービス 飲食業 5%

69,416 東京都 世田谷区 焼肉８２９ サービス 飲食業 5%

69,417 東京都 世田谷区 焼肉屋マルキ市場千歳烏山店 サービス 飲食業 5%

69,418 東京都 世田谷区 焼肉屋マルキ下北沢店 サービス 飲食業 5%

69,419 東京都 世田谷区 焼肉　六花苑 サービス 飲食業 5%

69,420 東京都 世田谷区 薬膳フードもみじ サービス その他サービス 5%

69,421 東京都 世田谷区 薬膳フードもみじ 小売業 その他小売 5%

69,422 東京都 世田谷区 八坂商事株式会社 サービス その他サービス 5%

69,423 東京都 世田谷区 やすい社会保険労務士法人 サービス その他サービス 5%

69,424 東京都 世田谷区 八幡屋蔵部 小売業 食料品 5%

69,425 東京都 世田谷区 ＹＡＢＥＫＥ サービス 飲食業 5%

69,426 東京都 世田谷区 ヤポネサウンド合同会社 サービス その他サービス 5%
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69,427 東京都 世田谷区 山崎ドライクリーリング サービス その他サービス 5%

69,428 東京都 世田谷区 山咲バル サービス 飲食業 5%

69,429 東京都 世田谷区 山田商店 小売業 その他小売 5%

69,430 東京都 世田谷区 山田雄一公認会計士事務所 サービス その他サービス 5%

69,431 東京都 世田谷区 山とハチミツ サービス その他サービス 5%

69,432 東京都 世田谷区 山内酒店 小売業 食料品 5%

69,433 東京都 世田谷区 山菱電器産業株式会社 小売業 電化製品 5%

69,434 東京都 世田谷区 ヤマモト サービス その他サービス 5%

69,435 東京都 世田谷区 やよい園芸 小売業 その他小売 5%

69,436 東京都 世田谷区 Ｙｒａｋｋａ サービス 理容・美容業 5%

69,437 東京都 世田谷区 雄蕎庵いせき サービス 飲食業 5%

69,438 東京都 世田谷区 有限会社　スズキ金物店 小売業 その他小売 5%

69,439 東京都 世田谷区 ［ＨＣ］有限会社青空電器 小売業 電化製品 5%

69,440 東京都 世田谷区 ［ＨＣ］（有）あじろ電気 小売業 電化製品 5%

69,441 東京都 世田谷区 有限会社伊藤和エレクトロニクス 小売業 電化製品 5%

69,442 東京都 世田谷区 有限会社大木金物店 小売業 家具・調度品 5%

69,443 東京都 世田谷区 有限会社大久保自動車 サービス その他サービス 5%

69,444 東京都 世田谷区 有限会社大道自動車販売 サービス その他サービス 5%

69,445 東京都 世田谷区 有限会社御きもの処美和 小売業 衣料品 5%

69,446 東京都 世田谷区 有限会社キッチンスタジオタイム サービス 飲食業 5%

69,447 東京都 世田谷区 有限会社サスラウ サービス その他サービス 5%

69,448 東京都 世田谷区 有限会社サンクチュアリ サービス その他サービス 5%

69,449 東京都 世田谷区 有限会社須貝タイル商会 サービス その他サービス 5%

69,450 東京都 世田谷区 有限会社立花 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,451 東京都 世田谷区 有限会社チトセタイヤ 小売業 その他小売 5%

69,452 東京都 世田谷区 有限会社橋本写真館 サービス その他サービス 5%

69,453 東京都 世田谷区 有限会社光コンタクト 小売業 その他小売 5%

69,454 東京都 世田谷区 ［ＨＣ］有限会社比留間電機商会 小売業 電化製品 5%

69,455 東京都 世田谷区 有限会社フォトストライク サービス その他サービス 5%

69,456 東京都 世田谷区 ㈲プレジール 小売業 衣料品 5%

69,457 東京都 世田谷区 有限会社マスター サービス その他サービス 5%

69,458 東京都 世田谷区 有限会社松本設備工業所 サービス その他サービス 5%

69,459 東京都 世田谷区 有限会社モトショップ功和　モトショップ功和 小売業 その他小売 5%

69,460 東京都 世田谷区 ［ＨＣ］（有）横川電気商会 小売業 電化製品 5%

69,461 東京都 世田谷区 遊家二子玉川店 サービス 飲食業 5%

69,462 東京都 世田谷区 ユコークリーンテック九品仏店 サービス その他サービス 5%

69,463 東京都 世田谷区 ユコークリーンテック　下北沢店 サービス その他サービス 5%

69,464 東京都 世田谷区 ユコークリーンテック松原店 サービス その他サービス 5%

69,465 東京都 世田谷区 ユコークリーンテック豪徳寺店 サービス その他サービス 5%

69,466 東京都 世田谷区 ユザワヤ　下北沢店 小売業 その他小売 5%

69,467 東京都 世田谷区 ＵＮＩＴＥＤ ｃａｆｅ ＵＮＩＴＥＤ ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

69,468 東京都 世田谷区 Ｙ′ｕｎａｍａｎｏ．３２ サービス 飲食業 5%
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69,469 東京都 世田谷区 ユニオン商事 株式会社 本店 小売業 電化製品 5%

69,470 東京都 世田谷区 夢亀ラーメン サービス 飲食業 5%

69,471 東京都 世田谷区 セブン－イレブン用賀インター店 小売業 食料品 2%

69,472 東京都 世田谷区 洋菓子　つくしや　下北沢南口店 小売業 食料品 5%

69,473 東京都 世田谷区 ようが動物病院 サービス その他サービス 5%

69,474 東京都 世田谷区 用賀中丸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

69,475 東京都 世田谷区 洋服の並木 小売業 衣料品 5%

69,476 東京都 世田谷区 ヨコタカメラ サービス その他サービス 5%

69,477 東京都 世田谷区 横浜家系らーめんそしが屋 サービス 飲食業 5%

69,478 東京都 世田谷区 読売センター桜新町 サービス 運輸業 5%

69,479 東京都 世田谷区 よりみちカフェにゃん　ピース サービス 飲食業 5%

69,480 東京都 世田谷区 Ｊｏｌｌｅａｔｅｌｉｅｒ． サービス その他サービス 5%

69,481 東京都 世田谷区 ＰＲＥＳＥＮＣＥ サービス 理容・美容業 5%

69,482 東京都 世田谷区 美容室Ｓｕｅｌｔａ サービス 理容・美容業 5%

69,483 東京都 世田谷区 ラ・ブランジェ・ナイーフ サービス 飲食業 5%

69,484 東京都 世田谷区 ラ・ベファーナ下北沢 サービス 飲食業 5%

69,485 東京都 世田谷区 ラークパクチー　タイのごはん　ラークパクチー サービス 飲食業 5%

69,486 東京都 世田谷区 ラーメン凪下北沢店 サービス 飲食業 5%

69,487 東京都 世田谷区 ライオン電機 小売業 電化製品 5%

69,488 東京都 世田谷区 ＬＩＫＥＡＦＯＯＬＲＥＣＯＲＤＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

69,489 東京都 世田谷区 Ｒｉｓｅ 小売業 衣料品 5%

69,490 東京都 世田谷区 ｒｉｃｅ ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

69,491 東京都 世田谷区 株式会社アシュタールプロジェクト 小売業 衣料品 5%

69,492 東京都 世田谷区 Ｌｉｇｈｔ駒沢 サービス その他サービス 5%

69,493 東京都 世田谷区 ＬＩＧＨＴ　ＳＥＲＩＥＳ自由が丘店 小売業 その他小売 5%

69,494 東京都 世田谷区 ライトシリーズ　自由が丘 小売業 その他小売 5%

69,495 東京都 世田谷区 ＬｉＦＥ　ＳｉＺＥ　ａｄｄ９ 小売業 衣料品 5%

69,496 東京都 世田谷区 ｌｉｆｅｂｙＥｙｅＷｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%

69,497 東京都 世田谷区 ＬｉｆｅＨａｉｒｔｈｅＯｎｅ サービス 理容・美容業 5%

69,498 東京都 世田谷区 ＬＡＣＡＮＮＡ サービス 飲食業 5%

69,499 東京都 世田谷区 モリタオフィス サービス 飲食業 5%

69,500 東京都 世田谷区 らくりん館きぬた店 小売業 その他小売 5%

69,501 東京都 世田谷区 ＬＡＣＯ　自由が丘店　【ラコ】 サービス 理容・美容業 5%

69,502 東京都 世田谷区 Ｌａｇｏｍ サービス 理容・美容業 5%

69,503 東京都 世田谷区 Ｌａｔｔｅ自由が丘店 サービス 理容・美容業 5%

69,504 東京都 世田谷区 ＬＡＴＴＥＭＯ サービス 理容・美容業 5%

69,505 東京都 世田谷区 ラパセ 小売業 衣料品 5%

69,506 東京都 世田谷区 ｒａｆｉｎｅ（ラフィーネ）千歳烏山 サービス 理容・美容業 5%

69,507 東京都 世田谷区 ラフィーネ サービス 理容・美容業 5%

69,508 東京都 世田谷区 ＬｏｖｅＮａｉｌ成城店 サービス 理容・美容業 5%

69,509 東京都 世田谷区 ＬｏｖｅＮａｉｌ祖師谷大蔵店 サービス 理容・美容業 5%

69,510 東京都 世田谷区 ら・ぶりあんて 小売業 貴金属・服飾品 5%
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69,511 東京都 世田谷区 ラ・ブルージュ サービス その他サービス 5%

69,512 東京都 世田谷区 ラ・ポーム サービス 理容・美容業 5%

69,513 東京都 世田谷区 ラポーム サービス 理容・美容業 5%

69,514 東京都 世田谷区 ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｏ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

69,515 東京都 世田谷区 Ｌａｂｏｒａｔｏｉｒｅｖｏｌａｎｔ． サービス その他サービス 5%

69,516 東京都 世田谷区 ラムール サービス 理容・美容業 5%

69,517 東京都 世田谷区 ＬＵＬＬＡＢＹ三軒茶屋店 サービス 理容・美容業 5%

69,518 東京都 世田谷区 ラルシェブラジルジャパン合同会社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

69,519 東京都 世田谷区 ＬＡＮＤＲＵＴＨｍｕｓｉｃｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

69,520 東京都 世田谷区 Ｌａｍｐｓｉｒ． サービス 理容・美容業 5%

69,521 東京都 世田谷区 Ｌａｎｂｒｏａ サービス 飲食業 5%

69,522 東京都 世田谷区 Ｒｅ　Ｐｏｏｌ サービス 理容・美容業 5%

69,523 東京都 世田谷区 リアット！桜新町店 サービス その他サービス 5%

69,524 東京都 世田谷区 リアット！尾山台店 サービス その他サービス 5%

69,525 東京都 世田谷区 リアット！上町店 サービス その他サービス 5%

69,526 東京都 世田谷区 リアット経堂店 サービス その他サービス 5%

69,527 東京都 世田谷区 リアット！駒沢二丁目店 サービス その他サービス 5%

69,528 東京都 世田谷区 リアット！下北沢店 サービス その他サービス 5%

69,529 東京都 世田谷区 リアット！成城学園前駅北口店 サービス その他サービス 5%

69,530 東京都 世田谷区 リアット！千歳烏山店 サービス その他サービス 5%

69,531 東京都 世田谷区 リアット！千歳船橋店 サービス その他サービス 5%

69,532 東京都 世田谷区 リアット！東松原店 サービス その他サービス 5%

69,533 東京都 世田谷区 Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

69,534 東京都 世田谷区 りぃふテリア 小売業 その他小売 5%

69,535 東京都 世田谷区 ＬＩＬＡｎ’ｃｉｔｔａ下北沢店 小売業 衣料品 5%

69,536 東京都 世田谷区 ｒｉｕｒｕ 小売業 衣料品 5%

69,537 東京都 世田谷区 ＲＩＯ下北沢店 サービス その他サービス 5%

69,538 東京都 世田谷区 ＲＩＣＯ 小売業 衣料品 5%

69,539 東京都 世田谷区 リゴレッティーノ サービス 飲食業 5%

69,540 東京都 世田谷区 リサイクルきもの　たんす屋　下北沢店 小売業 衣料品 5%

69,541 東京都 世田谷区 リサイクルブティックＡＢＣ三軒茶屋店 小売業 その他小売 5%

69,542 東京都 世田谷区 リサイクルブティックＡＢＣ自由が丘店 小売業 その他小売 5%

69,543 東京都 世田谷区 リサイクルブティックＡＢＣ千歳烏山店 小売業 その他小売 5%

69,544 東京都 世田谷区 ＲＥＪＯＹ成城学園店 小売業 その他小売 5%

69,545 東京都 世田谷区 ＲＥＪＯＹ祖師ヶ谷大蔵店 小売業 その他小売 5%

69,546 東京都 世田谷区 ＲＩＳＫ ＲＩＳＫ 小売業 衣料品 5%

69,547 東京都 世田谷区 リストランテ　モトムラ サービス 飲食業 5%

69,548 東京都 世田谷区 Ｌｉｓｅｔｔｅ　二子玉川 小売業 衣料品 5%

69,549 東京都 世田谷区 リゼッタ二子玉川 小売業 衣料品 5%

69,550 東京都 世田谷区 ＲＩＰＲＡＰ二子玉川 サービス 理容・美容業 5%

69,551 東京都 世田谷区 リディア サービス その他サービス 5%

69,552 東京都 世田谷区 Ｒｅｔｒａ サービス その他サービス 5%
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69,553 東京都 世田谷区 リネンバード 小売業 家具・調度品 5%

69,554 東京都 世田谷区 リネンバード二子玉川 小売業 家具・調度品 5%

69,555 東京都 世田谷区 りばーす整体院 サービス その他サービス 5%

69,556 東京都 世田谷区 三軒茶屋貸しキッチン サービス その他サービス 5%

69,557 東京都 世田谷区 ＬｉＢ サービス 理容・美容業 5%

69,558 東京都 世田谷区 リファーレ自由が丘 小売業 衣料品 5%

69,559 東京都 世田谷区 リブ・ラブ・ラブ 小売業 その他小売 5%

69,560 東京都 世田谷区 リフルシャッフル 小売業 衣料品 5%

69,561 東京都 世田谷区 リフレッシュセンターリラックス梅ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

69,562 東京都 世田谷区 リフレッシュセンターリラックス砧店 サービス その他サービス 5%

69,563 東京都 世田谷区 リフレッシュセンターリラックス下高井戸店 サービス その他サービス 5%

69,564 東京都 世田谷区 リフレッシュセンターリラックス祖師ヶ谷店 サービス その他サービス 5%

69,565 東京都 世田谷区 リフレッシュセンターリラックス 千歳烏山店 サービス その他サービス 5%

69,566 東京都 世田谷区 リペア本舗　三軒茶屋店 小売業 その他小売 5%

69,567 東京都 世田谷区 リホームストア サービス その他サービス 5%

69,568 東京都 世田谷区 一般社団法人りむすび サービス その他サービス 5%

69,569 東京都 世田谷区 琉球奄美ダイニング　さがりばな サービス 飲食業 5%

69,570 東京都 世田谷区 弦楽器工房リュウテリア．ガン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

69,571 東京都 世田谷区 ＬＩＵＴＥＲＩＡＳＡＲ?ＶＩＯＬＩＮＩ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

69,572 東京都 世田谷区 ｌｕｘｅ成城 サービス 理容・美容業 5%

69,573 東京都 世田谷区 ＲＹＵ’Ｓ 小売業 衣料品 5%

69,574 東京都 世田谷区 理容　あっぷる サービス 理容・美容業 5%

69,575 東京都 世田谷区 ＬＩＬＡ’ｎ　ｃｉｔｔａ　下北沢店 小売業 衣料品 5%

69,576 東京都 世田谷区 Ｒｅ Ｒａ Ｋｕ 経堂コルティ店 サービス その他サービス 5%

69,577 東京都 世田谷区 Ｒｅ　Ｒａ　Ｋｕ　用賀店 サービス その他サービス 5%

69,578 東京都 世田谷区 メンテナンス＆リラックスサロンありがとう サービス 理容・美容業 5%

69,579 東京都 世田谷区 Ｒｅｌａｘ　Ｐｌｕｓ サービス その他サービス 5%

69,580 東京都 世田谷区 Ｌｉｌｙ＆Ａｒｃｈｉｅ 小売業 衣料品 5%

69,581 東京都 世田谷区 ＬＩＬＹＳＯＵＲＩＲＥ 小売業 衣料品 5%

69,582 東京都 世田谷区 ＲＩＮＫＡＮ下北沢店ｆｅｍｍｅ 小売業 衣料品 5%

69,583 東京都 世田谷区 ｌｉｎｃｌｅ サービス 理容・美容業 5%

69,584 東京都 世田谷区 ＲｉｎｃｏＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

69,585 東京都 世田谷区 倫理科学研究所 サービス その他サービス 5%

69,586 東京都 世田谷区 ｌｅｓｒｏｓｅｓ サービス 理容・美容業 5%

69,587 東京都 世田谷区 ルーイン サービス 飲食業 5%

69,588 東京都 世田谷区 ＲｏｕｇｅｄｅＰｏｒｔｅＣ＇ｅｓｔｍｉｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

69,589 東京都 世田谷区 ルーチェドライビングスクール サービス その他サービス 5%

69,590 東京都 世田谷区 ＲＵＣＨＡ　愛慈 サービス その他サービス 5%

69,591 東京都 世田谷区 ＲＯＯＴＳＦＡＣＴＯＲＹ東京店 小売業 家具・調度品 5%

69,592 東京都 世田谷区 ＲＯＵＴＥ 小売業 衣料品 5%

69,593 東京都 世田谷区 ｌｕｎｏ サービス 理容・美容業 5%

69,594 東京都 世田谷区 ｒｏｏｍｓＬｕｘｅ　尾山台 サービス 理容・美容業 5%
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69,595 東京都 世田谷区 ＲＵＫＡ 小売業 衣料品 5%

69,596 東京都 世田谷区 Ｒｕｘｕｓ サービス 理容・美容業 5%

69,597 東京都 世田谷区 Ｌｕｔｅ＇ｃｉａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,598 東京都 世田谷区 Ｒｅｎｅ経堂店 サービス 理容・美容業 5%

69,599 東京都 世田谷区 ルノハ株式会社 サービス その他サービス 5%

69,600 東京都 世田谷区 ルビーホットヨガ サービス その他サービス 5%

69,601 東京都 世田谷区 ループスオアシス自由が丘店 サービス 理容・美容業 5%

69,602 東京都 世田谷区 ｍａｉｓｏｎｍａｙｕ 小売業 衣料品 5%

69,603 東京都 世田谷区 ルブラン サービス その他サービス 5%

69,604 東京都 世田谷区 ルミネールグラン サービス 理容・美容業 5%

69,605 東京都 世田谷区 ルミネールグラン サービス 理容・美容業 5%

69,606 東京都 世田谷区 ルラシオン サービス 飲食業 5%

69,607 東京都 世田谷区 ルリイロ サービス 飲食業 5%

69,608 東京都 世田谷区 ＬｕＬｕ 小売業 衣料品 5%

69,609 東京都 世田谷区 Ｒｅｉｒ　下北沢 サービス 理容・美容業 5%

69,610 東京都 世田谷区 Ｒｅｉ氣圧サロン サービス その他サービス 5%

69,611 東京都 世田谷区 レイジープーチ 小売業 その他小売 5%

69,612 東京都 世田谷区 Ｌｅｉｍｅｒｉａ 小売業 衣料品 5%

69,613 東京都 世田谷区 ＲＡＩＮＯＮＴＨＥＲＯＯＦ サービス 飲食業 5%

69,614 東京都 世田谷区 レインボ－ワ－クス サービス 飲食業 5%

69,615 東京都 世田谷区 Ｒｅｇｏｌｉｔｈ　ｊｉｙｕｇａｏｋａ　【レゴリス　自由が丘】 サービス 理容・美容業 5%

69,616 東京都 世田谷区 ＬｅａｔｈｅｒＴａｎＴｏｎ 小売業 衣料品 5%

69,617 東京都 世田谷区 レストラン　虫の巣 サービス 飲食業 5%

69,618 東京都 世田谷区 レディースシェービングサロンフレハ サービス 理容・美容業 5%

69,619 東京都 世田谷区 レティシア 小売業 食料品 5%

69,620 東京都 世田谷区 レニティフ サービス 理容・美容業 5%

69,621 東京都 世田谷区 レボ・エアー 小売業 食料品 5%

69,622 東京都 世田谷区 ＲｅｍｉｎｉｓＬａｒａ 小売業 衣料品 5%

69,623 東京都 世田谷区 ＲＥＮＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

69,624 東京都 世田谷区 Ｌ＇ｏａｓｉｓ サービス 理容・美容業 5%

69,625 東京都 世田谷区 Ｒｏｙ Ｒｏｙ サービス 理容・美容業 5%

69,626 東京都 世田谷区 ＬＯＡＷｅ　【ロウイ】 サービス 理容・美容業 5%

69,627 東京都 世田谷区 ｒｏｓｙｔｏｋｙｏ 小売業 その他小売 5%

69,628 東京都 世田谷区 Ｒｏｒｔｙ　祖師谷店 小売業 衣料品 5%

69,629 東京都 世田谷区 Ｒｏｂｅ サービス 理容・美容業 5%

69,630 東京都 世田谷区 Ｌａｕｒｅｎ サービス 理容・美容業 5%

69,631 東京都 世田谷区 ロカンダ世田谷 サービス 飲食業 5%

69,632 東京都 世田谷区 ロコ・マーケット サービス 理容・美容業 5%

69,633 東京都 世田谷区 ＬＯＣＯＴｅｅ 小売業 衣料品 5%

69,634 東京都 世田谷区 ＬＯＣＯＴｅｅ 小売業 衣料品 5%

69,635 東京都 世田谷区 ＲＯＣＫＡＨＯＬＩＣ　下北沢店 サービス 飲食業 5%

69,636 東京都 世田谷区 Ｒｏｔｏｎｄａ サービス 理容・美容業 5%
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69,637 東京都 世田谷区 ロブジェ　ドゥ　バディー 小売業 その他小売 5%

69,638 東京都 世田谷区 Ｌｏｍ　　【ロム】 サービス 理容・美容業 5%

69,639 東京都 世田谷区 ロレーヌミヤケ 小売業 衣料品 5%

69,640 東京都 世田谷区 ワイアット サービス その他サービス 5%

69,641 東京都 世田谷区 ＹＵＭｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

69,642 東京都 世田谷区 ワイン食堂　オクノカド サービス 飲食業 5%

69,643 東京都 世田谷区 ワイン食堂　コモン サービス 飲食業 5%

69,644 東京都 世田谷区 ワイン食堂カンティネットジーリョ サービス 飲食業 5%

69,645 東京都 世田谷区 ワイン食堂リコピン サービス 飲食業 5%

69,646 東京都 世田谷区 和奏漢方堂 小売業 その他小売 5%

69,647 東京都 世田谷区 セブン－イレブン若林陸橋店 小売業 食料品 2%

69,648 東京都 世田谷区 ワサビ・エリシ 小売業 衣料品 5%

69,649 東京都 世田谷区 和酒の店　藤小西 小売業 食料品 5%

69,650 東京都 世田谷区 和食　真太 サービス 飲食業 5%

69,651 東京都 世田谷区 和のかし巡　和のかし　巡 小売業 食料品 5%

69,652 東京都 世田谷区 和風イタリアン　村上食堂 サービス 飲食業 5%

69,653 東京都 世田谷区 和風レストランやまぐち サービス 飲食業 5%

69,654 東京都 世田谷区 １ＬＢＫ　ＢＵＺＺ　ＯＦＦ サービス 飲食業 5%

69,655 東京都 世田谷区 わんこの湯ドンキー二子玉川 サービス その他サービス 5%

69,656 東京都 世田谷区 ワンネスベリーラッシュ サービス 理容・美容業 5%

69,657 東京都 世田谷区 ＯｎｅＦｉｔｎｅｓｓ サービス その他サービス 5%

69,658 東京都 世田谷区 個人木下タクシー サービス 運輸業 5%

69,659 東京都 台東区 アートカイハツ サービス その他サービス 5%

69,660 東京都 台東区 アメリカ屋　アーミーＢ店 小売業 衣料品 5%

69,661 東京都 台東区 ｉｄｅａｌｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

69,662 東京都 台東区 アイルビーホーム　浅草橋店 サービス その他サービス 5%

69,663 東京都 台東区 アイワフク株式会社 サービス その他サービス 5%

69,664 東京都 台東区 ＯＵＴＬＥＴＵＷ上野アメ横店 小売業 衣料品 5%

69,665 東京都 台東区 コトリノニワ サービス その他サービス 5%

69,666 東京都 台東区 青山フラワーマーケットアトレ上野店 小売業 その他小売 5%

69,667 東京都 台東区 有限会社赤塚ベッ甲製作所 小売業 衣料品 5%

69,668 東京都 台東区 アカネコ サービス 飲食業 5%

69,669 東京都 台東区 秋葉原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

69,670 東京都 台東区 秋葉原オフィス サービス その他サービス 5%

69,671 東京都 台東区 アキバ流通 小売業 電化製品 5%

69,672 東京都 台東区 ＡｃｕｔｅＡｃｃｅｎｔ 小売業 衣料品 5%

69,673 東京都 台東区 秋吉　上野店 サービス 飲食業 5%

69,674 東京都 台東区 アクアビジョン・アサクサ 小売業 その他小売 5%

69,675 東京都 台東区 アクアフィールド 小売業 その他小売 5%

69,676 東京都 台東区 アクセス　上野店 小売業 衣料品 5%

69,677 東京都 台東区 ＠ｇｒｉｆｆｅ’東京 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,678 東京都 台東区 ｇｒｉｆｆｅ東京 小売業 衣料品 5%
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69,679 東京都 台東区 Ａｋｒｏｓ　Ａｃａｄｅｍｙ サービス その他サービス 5%

69,680 東京都 台東区 ＡｋｒｏｓＡｃａｄｅｍｙ東京校 サービス その他サービス 5%

69,681 東京都 台東区 ａｃｒｏｓｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｎｅｅｃｅ　ｈａｉｒ　ｇａｌｌｅｒｙ　ｂｙ　ａｃｒｏｓｓ　上野 サービス 理容・美容業 5%

69,682 東京都 台東区 アゴーラ・プレイス浅草 サービス 宿泊業 5%

69,683 東京都 台東区 有限会社浅尾拂雲堂 サービス その他サービス 5%

69,684 東京都 台東区 浅草ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

69,685 東京都 台東区 出光浅草ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

69,686 東京都 台東区 浅草　中屋　仲見世店 小売業 家具・調度品 5%

69,687 東京都 台東区 浅草一文別館 サービス 飲食業 5%

69,688 東京都 台東区 浅草一文本店 サービス 飲食業 5%

69,689 東京都 台東区 浅草一両屋平川 小売業 その他小売 5%

69,690 東京都 台東区 浅草今半　国際通り本店 サービス 飲食業 5%

69,691 東京都 台東区 浅草今半国際通り本店 サービス 飲食業 5%

69,692 東京都 台東区 浅草今半弁当工房 サービス 飲食業 5%

69,693 東京都 台東区 セブン－イレブン浅草馬道店 小売業 食料品 2%

69,694 東京都 台東区 あさくさ江戸屋 小売業 その他小売 5%

69,695 東京都 台東区 セブン－イレブン浅草奥山おまいりまち店 小売業 食料品 2%

69,696 東京都 台東区 浅草着付けスタジオ竹 サービス 理容・美容業 5%

69,697 東京都 台東区 浅草着物レンタル華雅 サービス その他サービス 5%

69,698 東京都 台東区 浅草グリルバーグ雷門本店 サービス 飲食業 5%

69,699 東京都 台東区 セブン－イレブン浅草国際通り店 小売業 食料品 2%

69,700 東京都 台東区 浅草小羊撮影工作室 小売業 その他小売 5%

69,701 東京都 台東区 浅草サンボア サービス 飲食業 5%

69,702 東京都 台東区 浅草市場 サービス 飲食業 5%

69,703 東京都 台東区 浅草酒販協同組合 サービス その他サービス 5%

69,704 東京都 台東区 浅草壽司清 サービス 飲食業 5%

69,705 東京都 台東区 浅草　ｓｐａｒｋｌｅ 小売業 その他小売 5%

69,706 東京都 台東区 セブン－イレブン浅草千束店 小売業 食料品 2%

69,707 東京都 台東区 浅草タウンホテル サービス 宿泊業 5%

69,708 東京都 台東区 セブン－イレブン浅草田原町店 小売業 食料品 2%

69,709 東京都 台東区 セブン－イレブン浅草店 小売業 食料品 2%

69,710 東京都 台東区 浅草の保健室 ネオ ネオ 小売業 その他小売 5%

69,711 東京都 台東区 浅草橋ウーマン サービス 飲食業 5%

69,712 東京都 台東区 セブン－イレブン浅草橋駅西口店 小売業 食料品 2%

69,713 東京都 台東区 セブン－イレブン浅草橋駅東口店 小売業 食料品 2%

69,714 東京都 台東区 浅草橋工房 サービス その他サービス 5%

69,715 東京都 台東区 あさくさばし動物病院 サービス その他サービス 5%

69,716 東京都 台東区 浅草橋ビジネスホテル サービス 宿泊業 5%

69,717 東京都 台東区 浅草病院売店 小売業 その他小売 5%

69,718 東京都 台東区 あさくさ福猫太郎 小売業 その他小売 5%

69,719 東京都 台東区 浅草ＦＵＪＩＹＡＭＡ 小売業 家具・調度品 5%

69,720 東京都 台東区 浅草弁当工房 小売業 食料品 5%
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69,721 東京都 台東区 浅草　前川印傳 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,722 東京都 台東区 浅草民泊 サービス その他サービス 5%

69,723 東京都 台東区 浅草もんじゃ かのや サービス 飲食業 5%

69,724 東京都 台東区 浅草もんじゃ ぜんや サービス 飲食業 5%

69,725 東京都 台東区 浅草もんじゃ もきち サービス 飲食業 5%

69,726 東京都 台東区 浅草　もんじゃ　かのや サービス 飲食業 5%

69,727 東京都 台東区 浅草もんじゃ　ぜんや サービス 飲食業 5%

69,728 東京都 台東区 浅草もんじゃ　もきち サービス 飲食業 5%

69,729 東京都 台東区 浅草薬酒バー サービス 飲食業 5%

69,730 東京都 台東区 浅沼時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,731 東京都 台東区 アサヒサンレッドかっぱ橋店 小売業 家具・調度品 5%

69,732 東京都 台東区 旭電設社 サービス その他サービス 5%

69,733 東京都 台東区 アサミ株式会社 小売業 その他小売 5%

69,734 東京都 台東区 アジアンキッチン　上野 サービス 飲食業 5%

69,735 東京都 台東区 アジアン雑貨 ダナン アジアン雑貨ダナン 小売業 その他小売 5%

69,736 東京都 台東区 アジアン雑貨ダナン 小売業 衣料品 5%

69,737 東京都 台東区 あしカラダ　上野御徒町店 サービス その他サービス 5%

69,738 東京都 台東区 味仙　御徒町店 サービス 飲食業 5%

69,739 東京都 台東区 アステネット 小売業 電化製品 5%

69,740 東京都 台東区 ＡＺ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

69,741 東京都 台東区 明富夢 小売業 食料品 5%

69,742 東京都 台東区 ＡｔｌａｎｔｉｓＥａｓｔ 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,743 東京都 台東区 ＡｔｅｌｉｅｒＳＹＯＫＯ 小売業 家具・調度品 5%

69,744 東京都 台東区 アトリエドゥプロバンス 小売業 その他小売 5%

69,745 東京都 台東区 ａｔｅｌｉｅｒ６５ 小売業 衣料品 5%

69,746 東京都 台東区 Ａｐｈｒｏｄｉｔｅ サービス 飲食業 5%

69,747 東京都 台東区 アプロディーテ サービス 理容・美容業 5%

69,748 東京都 台東区 安部動物病院 サービス その他サービス 5%

69,749 東京都 台東区 アメ横　ＯＵＴＬＥＴ　Ｂｏｂｂｙ 小売業 衣料品 5%

69,750 東京都 台東区 アメリカ屋 小売業 衣料品 5%

69,751 東京都 台東区 アメリカ屋　上野Ａ店 小売業 衣料品 5%

69,752 東京都 台東区 アメリカ屋　上野中通り店 小売業 衣料品 5%

69,753 東京都 台東区 アメリカ屋　ア－ミ－Ａ店 小売業 衣料品 5%

69,754 東京都 台東区 アメリカ屋　ア－ミ－Ｂ店 小売業 衣料品 5%

69,755 東京都 台東区 アメリカ屋　上野Ａ店 小売業 衣料品 5%

69,756 東京都 台東区 アメリカ屋　上野Ｃ店 小売業 衣料品 5%

69,757 東京都 台東区 アメリカ屋　上野Ｄ店 小売業 衣料品 5%

69,758 東京都 台東区 アメリカ屋　上野Ｂ店 小売業 衣料品 5%

69,759 東京都 台東区 アメリカ屋ジェネラルガーデン　１Ｆ 小売業 衣料品 5%

69,760 東京都 台東区 アメリカ屋ジェネラルガーデン　２Ｆ 小売業 衣料品 5%

69,761 東京都 台東区 アメリカ屋　ジェネラルガーデン２Ｆ 小売業 衣料品 5%

69,762 東京都 台東区 アメリカ屋　シ゛ャンクショッフ゜ 小売業 衣料品 5%
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69,763 東京都 台東区 アモーラエイカ サービス その他サービス 5%

69,764 東京都 台東区 Ａｒｉｎ 小売業 衣料品 5%

69,765 東京都 台東区 ＡＲＳカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

69,766 東京都 台東区 ＡＬＥＴＴＡ　ＤＯＮＡ サービス 理容・美容業 5%

69,767 東京都 台東区 ＡｒｏｍａＮａｔｕｒｅ サービス その他サービス 5%

69,768 東京都 台東区 泡泡酒座　八之助 サービス 飲食業 5%

69,769 東京都 台東区 アンジェビュロー　上野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

69,770 東京都 台東区 Ｒａｎｙａｍａｚａｋｉ サービス 理容・美容業 5%

69,771 東京都 台東区 セレクトショップａｎｃｈｏｕｃｈｏｕアンシュシュ（合同会社ａｎｂｅａｕｔｅ）アンボーテ 小売業 衣料品 5%

69,772 東京都 台東区 アンド糸 サービス その他サービス 5%

69,773 東京都 台東区 ＆ＡＮＤＨＯＳＴＥＬＵＥＮＯ サービス その他サービス 5%

69,774 東京都 台東区 ａｎｄ屋浅草店 小売業 衣料品 5%

69,775 東京都 台東区 ＡｎｄＬｅａｔｈｅｒ浅草橋駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,776 東京都 台東区 ＡｎｄＬｅａｔｈｅｒ浅草橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,777 東京都 台東区 ＡｎｄＬｅａｔｈｅｒ浅草橋西口店 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,778 東京都 台東区 ＡｎｄＬｅａｔｈｅｒ浅草橋本店 小売業 衣料品 5%

69,779 東京都 台東区 イーエックス上野店 サービス その他サービス 5%

69,780 東京都 台東区 飯田屋 小売業 その他小売 5%

69,781 東京都 台東区 イエロースターズ サービス 飲食業 5%

69,782 東京都 台東区 ＩＯＲＩ工房 小売業 その他小売 5%

69,783 東京都 台東区 いきいき回復院 サービス 理容・美容業 5%

69,784 東京都 台東区 池之端藤井 小売業 衣料品 5%

69,785 東京都 台東区 出光石原町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

69,786 東京都 台東区 イースタン千代田（株）５ サービス 宿泊業 5%

69,787 東京都 台東区 イースタン千代田（株）４ サービス 宿泊業 5%

69,788 東京都 台東区 伊勢ろく　上野店 サービス 飲食業 5%

69,789 東京都 台東区 イタリア料理アクアリオ サービス 飲食業 5%

69,790 東京都 台東区 イタリアン＆バル　ＡＱＵＡ サービス その他サービス 5%

69,791 東京都 台東区 イタリアン＆グリル　アクア　イルフォルノ サービス 飲食業 5%

69,792 東京都 台東区 ｉｃｈｉｋｕｒａ サービス 飲食業 5%

69,793 東京都 台東区 いち藤 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

69,794 東京都 台東区 いっしープロジェクト 小売業 衣料品 5%

69,795 東京都 台東区 いっしープロジェクト 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

69,796 東京都 台東区 －ｉｓｈｇｅｎｅｒａｌｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

69,797 東京都 台東区 一心堂 小売業 家具・調度品 5%

69,798 東京都 台東区 一頭買焼肉 玄 サービス 飲食業 5%

69,799 東京都 台東区 一般社団法人グラビティー サービス その他サービス 5%

69,800 東京都 台東区 一般社団法人全日本ギフト用品協会 サービス その他サービス 5%

69,801 東京都 台東区 ｉｔｏｎｏｗａ 小売業 衣料品 5%

69,802 東京都 台東区 イネイトラボ サービス 理容・美容業 5%

69,803 東京都 台東区 伊乃／いわ瀬 サービス 飲食業 5%

69,804 東京都 台東区 ｉｋｈｔｉａｒｔ 小売業 衣料品 5%
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69,805 東京都 台東区 今半別館 小売業 食料品 5%

69,806 東京都 台東区 イリオスＰｅｒｓｏｎａｌ上野店 サービス 理容・美容業 5%

69,807 東京都 台東区 入谷キッチン＆バル サービス その他サービス 5%

69,808 東京都 台東区 入谷薬局 小売業 その他小売 5%

69,809 東京都 台東区 岩座　浅草仲見世 小売業 衣料品 5%

69,810 東京都 台東区 岩沢兄弟の工作室 小売業 家具・調度品 5%

69,811 東京都 台東区 インクスタンド（株式会社ほたか） 小売業 家具・調度品 5%

69,812 東京都 台東区 韻松亭 サービス 飲食業 5%

69,813 東京都 台東区 Ｉｎｄｉｅ’ｓ　Ｗｏｎ 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,814 東京都 台東区 ＩｎｄｉｂａＳａｌｏｎＡｉ サービス 理容・美容業 5%

69,815 東京都 台東区 ＩＮＤＩＢＡボディメイク朱那 サービス 理容・美容業 5%

69,816 東京都 台東区 インドレストラン　フルバリ サービス 飲食業 5%

69,817 東京都 台東区 ＩｍｐｅｒｉａｌＪｅｗｅｌｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,818 東京都 台東区 ＩＭＰＥＲＩＡＬＪＥＷＥＬＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,819 東京都 台東区 ヴァイン国際株式会社 サービス その他サービス 5%

69,820 東京都 台東区 ＶａｐｕｌａｓＢｒａｉｎＣｈｉｌｄ 小売業 衣料品 5%

69,821 東京都 台東区 ＶＩＥＮＴＯ　スイムショップ　１号機 小売業 その他小売 5%

69,822 東京都 台東区 Viola サービス 理容・美容業 5%

69,823 東京都 台東区 ウィズサロンスペース サービス 理容・美容業 5%

69,824 東京都 台東区 ウィングローブ ワイルドウィング 小売業 その他小売 5%

69,825 東京都 台東区 ＷＩＮＴＥＲ　ＳＰＯＲＴＳ　ＦＥＳＴＡ 小売業 その他小売 5%

69,826 東京都 台東区 ＷＩＮＴＥＲ　ＳＰＯＲＴＳ　ＦＥＳＴＡ 小売業 その他小売 5%

69,827 東京都 台東区 Ｖｉｎｔａｇｅ　Ｏｒｄｅｒ 小売業 衣料品 5%

69,828 東京都 台東区 ＷｅａｒＢａｎｋｓ 小売業 衣料品 5%

69,829 東京都 台東区 上野東金屋ホテル サービス 宿泊業 5%

69,830 東京都 台東区 上野アメ横美都商事アメ横プラザ店 小売業 その他小売 5%

69,831 東京都 台東区 セブン－イレブン上野イーストタワー店 小売業 食料品 2%

69,832 東京都 台東区 上野上さま サービス その他サービス 5%

69,833 東京都 台東区 セブン－イレブン上野御徒町中央通り店 小売業 食料品 2%

69,834 東京都 台東区 上野串カツセンター サービス 飲食業 5%

69,835 東京都 台東区 セブン－イレブン上野公園前店 小売業 食料品 2%

69,836 東京都 台東区 上野酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

69,837 東京都 台東区 上野タウンホテル サービス 宿泊業 5%

69,838 東京都 台東区 上野ターミナルホテル サービス 宿泊業 5%

69,839 東京都 台東区 サムライ・ヴェーパーズ 小売業 その他小売 5%

69,840 東京都 台東区 アメリカ屋上野Ｂ店 小売業 衣料品 5%

69,841 東京都 台東区 上野動物園前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

69,842 東京都 台東区 セブン－イレブン上野２丁目中央通り店 小売業 食料品 2%

69,843 東京都 台東区 上野ＮＥＷ伊豆ホテル サービス 宿泊業 5%

69,844 東京都 台東区 上野ファーストシティホテル サービス 宿泊業 5%

69,845 東京都 台東区 上野　ＨＡＺＥ サービス 飲食業 5%

69,846 東京都 台東区 上野山伏町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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69,847 東京都 台東区 ＵｅｎｏＹｏｕｒ サービス その他サービス 5%

69,848 東京都 台東区 セブン－イレブン上野６丁目御徒町駅前通り店 小売業 食料品 2%

69,849 東京都 台東区 セブン－イレブン上野６丁目昭和通り店 小売業 食料品 2%

69,850 東京都 台東区 魚旬 サービス 飲食業 5%

69,851 東京都 台東区 魚旬本店 サービス 飲食業 5%

69,852 東京都 台東区 魚寿司公設市場総本店 サービス 飲食業 5%

69,853 東京都 台東区 魚虎 サービス 飲食業 5%

69,854 東京都 台東区 有限会社　鶯谷萬屋 小売業 食料品 5%

69,855 東京都 台東区 うそのたばこ店 小売業 その他小売 5%

69,856 東京都 台東区 歌広場　上野店 サービス 飲食業 5%

69,857 東京都 台東区 歌広場　上野広小路店 サービス 飲食業 5%

69,858 東京都 台東区 ＷＯＯＤ　ＣＲＡＦＴ　ＧＯＯDＳ　ＪＡＰＡＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,859 東京都 台東区 ＷＯＯＤＷＯＲＫ 小売業 家具・調度品 5%

69,860 東京都 台東区 うつわ、ごはん、暮らしの倉庫 小売業 衣料品 5%

69,861 東京都 台東区 うつわの陶正 小売業 その他小売 5%

69,862 東京都 台東区 ＡＩＲＳＯＦＴ９７ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

69,863 東京都 台東区 ＡＩＲＳＯＦＴ９７　アキバ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

69,864 東京都 台東区 栄光武道具株式会社　上野店 小売業 その他小売 5%

69,865 東京都 台東区 エイチケー株式会社 サービス その他サービス 5%

69,866 東京都 台東区 エイト 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,867 東京都 台東区 ＥＩＧＨＴ　ｕｅｎｏ サービス 理容・美容業 5%

69,868 東京都 台東区 Ａ?Ｂｕｔｔｏｎ サービス 飲食業 5%

69,869 東京都 台東区 ａｉｌｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

69,870 東京都 台東区 えがお一番堂くすり 小売業 その他小売 5%

69,871 東京都 台東区 ＥＸＰＯ 小売業 その他小売 5%

69,872 東京都 台東区 ＥｋｉｃｈｉｋａｎｏＹａｄｏ サービス その他サービス 5%

69,873 東京都 台東区 Ｅｘｉｔ３ｃａｆｅ　Ｉｒｉｙａ サービス 飲食業 5%

69,874 東京都 台東区 Ｅｘｉｔ３　ｃａｆ?　Ｉｒｉｙａ サービス 飲食業 5%

69,875 東京都 台東区 エスカイヤクラブ　上野店 サービス 飲食業 5%

69,876 東京都 台東区 ＳＰＸ　上野店 小売業 衣料品 5%

69,877 東京都 台東区 エスプラ サービス 理容・美容業 5%

69,878 東京都 台東区 エスプリ　上野 サービス 飲食業 5%

69,879 東京都 台東区 エスポワール 小売業 その他小売 5%

69,880 東京都 台東区 ｅｇｇｓ上野桜木Ｃａｆｅ＆Ｓａｌｏｎ サービス 飲食業 5%

69,881 東京都 台東区 ｅｇｇ　ｂａｂｙ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

69,882 東京都 台東区 エテルナアイ上野店 サービス 理容・美容業 5%

69,883 東京都 台東区 ＥＤＷＩＮ 上野マルイ店 小売業 衣料品 5%

69,884 東京都 台東区 江戸定 サービス 飲食業 5%

69,885 東京都 台東区 （株）エヌコーポレーション 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,886 東京都 台東区 恵比寿横丁焼肉寿司 サービス 飲食業 5%

69,887 東京都 台東区 Ｆ　カウンターバーＦ サービス 飲食業 5%

69,888 東京都 台東区 ｍ．ｒｉｐｐｌｅ 小売業 衣料品 5%
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69,889 東京都 台東区 ｍ．ｒｉｐｐｌｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,890 東京都 台東区 ｍ ｒｉｐｐｌｅ ｍ ｒｉｐｐｌｅ 小売業 衣料品 5%

69,891 東京都 台東区 Ｌ，Ｓ，ＴＯＭ 小売業 衣料品 5%

69,892 東京都 台東区 エンタメ　ＪＩＮ２ サービス 飲食業 5%

69,893 東京都 台東区 王舎堂 小売業 家具・調度品 5%

69,894 東京都 台東区 大皿料理エン サービス 飲食業 5%

69,895 東京都 台東区 大澤カバン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,896 東京都 台東区 大嶋屋恩田 小売業 その他小売 5%

69,897 東京都 台東区 ＡｕｓｔｈａｉｒＬｕｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

69,898 東京都 台東区 オートバイ用品店ラビー 小売業 その他小売 5%

69,899 東京都 台東区 大問屋浅草店 サービス その他サービス 5%

69,900 東京都 台東区 株式会社オーロラ 小売業 衣料品 5%

69,901 東京都 台東区 オカダヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,902 東京都 台東区 出光御徒町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

69,903 東京都 台東区 御徒町ワイン食堂パパン サービス 飲食業 5%

69,904 東京都 台東区 御徒町ワインバル　八十郎 サービス 飲食業 5%

69,905 東京都 台東区 岡野弥生商店 小売業 衣料品 5%

69,906 東京都 台東区 ＯＫＡＭＩＳＡＮ ＤＩＮＩＮＧ サービス 運輸業 5%

69,907 東京都 台東区 おかみさんの大皿料理えん サービス 飲食業 5%

69,908 東京都 台東区 沖縄いたりあんやーかい サービス 飲食業 5%

69,909 東京都 台東区 有限会社おぎはら 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,910 東京都 台東区 おけいこと雑貨のお店 かさね 小売業 その他小売 5%

69,911 東京都 台東区 お好み焼道草 サービス 飲食業 5%

69,912 東京都 台東区 オサダストアー 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,913 東京都 台東区 オゾンロックス　丸井シティ上野店 小売業 衣料品 5%

69,914 東京都 台東区 出光尾竹橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

69,915 東京都 台東区 お多福　三ノ輪店 小売業 その他小売 5%

69,916 東京都 台東区 お多福　三ノ輪店 小売業 その他小売 5%

69,917 東京都 台東区 小田原鈴廣　浅草店 小売業 食料品 5%

69,918 東京都 台東区 ｏｔｏ’ｓ　ｔａｂｌｅ サービス 飲食業 5%

69,919 東京都 台東区 トンボ サービス 飲食業 5%

69,920 東京都 台東区 おもちゃの　サワダ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

69,921 東京都 台東区 織物工房　ｌｅ　ｐｏｉｌｕ 小売業 家具・調度品 5%

69,922 東京都 台東区 オレンジルーム サービス 飲食業 5%

69,923 東京都 台東区 おれん家 サービス 飲食業 5%

69,924 東京都 台東区 カーサカステリーニ サービス 飲食業 5%

69,925 東京都 台東区 ｃａｒｍｉｎｅＳｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

69,926 東京都 台東区 ＣＡＲＯＴＥＳＯＲＯ サービス その他サービス 5%

69,927 東京都 台東区 ガイア サービス 飲食業 5%

69,928 東京都 台東区 海鮮居酒屋 寄せ家 上野 サービス 飲食業 5%

69,929 東京都 台東区 海鮮もんじゃ えもん サービス 飲食業 5%

69,930 東京都 台東区 海鮮もんじゃ もすけ サービス 飲食業 5%
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69,931 東京都 台東区 海鮮もんじゃ　えもん サービス 飲食業 5%

69,932 東京都 台東区 海鮮もんじゃ　もすけ サービス 飲食業 5%

69,933 東京都 台東区 回転寿司江戸ッ子　上野駅前店 サービス 飲食業 5%

69,934 東京都 台東区 買取プロ御徒町本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,935 東京都 台東区 ＧＡＯ 小売業 その他小売 5%

69,936 東京都 台東区 牡蠣と魚　浅草橋　浅草橋店 サービス 飲食業 5%

69,937 東京都 台東区 カキモリ（株式会社ほたか） 小売業 家具・調度品 5%

69,938 東京都 台東区 カクヤス　浅草店 小売業 食料品 5%

69,939 東京都 台東区 カクヤス　上野店 小売業 食料品 5%

69,940 東京都 台東区 カクヤス　蔵前店 小売業 食料品 5%

69,941 東京都 台東区 カクヤス　千束店 小売業 食料品 5%

69,942 東京都 台東区 カクヤス　大酒屋蔵前店 小売業 食料品 5%

69,943 東京都 台東区 カクヤス　根岸店 小売業 食料品 5%

69,944 東京都 台東区 神楽家 サービス 飲食業 5%

69,945 東京都 台東区 カケス雑貨店 小売業 その他小売 5%

69,946 東京都 台東区 カザマランドセル　浅草ショールーム 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,947 東京都 台東区 カジワラキッチンサプライ 小売業 その他小売 5%

69,948 東京都 台東区 かたもみ１０００ サービス その他サービス 5%

69,949 東京都 台東区 かっさ療法スペースＨｔｏＢ サービス 理容・美容業 5%

69,950 東京都 台東区 かっぱ橋　佐野 小売業 その他小売 5%

69,951 東京都 台東区 合羽橋パック 小売業 その他小売 5%

69,952 東京都 台東区 合羽橋パック２ 小売業 その他小売 5%

69,953 東京都 台東区 金澤商店 サービス 運輸業 5%

69,954 東京都 台東区 金吉園 金吉園 小売業 その他小売 5%

69,955 東京都 台東区 金田油店 小売業 食料品 5%

69,956 東京都 台東区 カネダ会計事務所 サービス その他サービス 5%

69,957 東京都 台東区 蒲焼割烹　根ぎし宮川 サービス 飲食業 5%

69,958 東京都 台東区 ｃａｆｅ　ｏｇｕｕ サービス 飲食業 5%

69,959 東京都 台東区 ｃａｆｅｏｇｕｕ サービス 飲食業 5%

69,960 東京都 台東区 カフェきゃらふ サービス 飲食業 5%

69,961 東京都 台東区 カフェつむぐり サービス 飲食業 5%

69,962 東京都 台東区 カフェテラス 小売業 その他小売 5%

69,963 東京都 台東区 カフェ猫衛門 サービス 飲食業 5%

69,964 東京都 台東区 Ｃａｆｅ　Ｂｙｒｏｎ　Ｂａｙ サービス 飲食業 5%

69,965 東京都 台東区 カフェローリエ サービス 飲食業 5%

69,966 東京都 台東区 株式会社オーケーエス サービス 運輸業 5%

69,967 東京都 台東区 株式会社アークライズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,968 東京都 台東区 株式会社ミヤカワ　模擬店材料卸売りセンター サービス その他サービス 5%

69,969 東京都 台東区 株式会社井上貴工 サービス その他サービス 5%

69,970 東京都 台東区 株式会社ＯＫ不動産 サービス その他サービス 5%

69,971 東京都 台東区 株式会社岡田塗装所 サービス その他サービス 5%

69,972 東京都 台東区 株式会社オニヴァ サービス その他サービス 5%
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69,973 東京都 台東区 永山本店ススキノ店 サービス 飲食業 5%

69,974 東京都 台東区 永山本店有楽町 サービス 飲食業 5%

69,975 東京都 台東区 永山本店上野駅前 サービス 飲食業 5%

69,976 東京都 台東区 紅れや札幌ススキノ店 サービス 飲食業 5%

69,977 東京都 台東区 紅れや池袋西口 サービス 飲食業 5%

69,978 東京都 台東区 永山本店炎の陣上野新館 サービス 飲食業 5%

69,979 東京都 台東区 紅れや銀座コリドー店 サービス 飲食業 5%

69,980 東京都 台東区 うぉっしょいお茶の水駅前 サービス 飲食業 5%

69,981 東京都 台東区 株式会社ゴーリ・インターナショナル サービス その他サービス 5%

69,982 東京都 台東区 （株）サトウ宝石 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,983 東京都 台東区 株式会社じゅえる サービス 理容・美容業 5%

69,984 東京都 台東区 株式会社粋裕 サービス その他サービス 5%

69,985 東京都 台東区 正康楼朝霞店 サービス 飲食業 5%

69,986 東京都 台東区 株式会社正剛東上野営業所 サービス その他サービス 5%

69,987 東京都 台東区 株式会社ドラゴンロード サービス その他サービス 5%

69,988 東京都 台東区 株式会社中井商店 小売業 その他小売 5%

69,989 東京都 台東区 株）ハイブクリエーション東京営業所 小売業 その他小売 5%

69,990 東京都 台東区 株式会社Ｂａｎｄｅ不動産 株式会社Ｂａｎｄｅ不動産 サービス その他サービス 5%

69,991 東京都 台東区 株式会社プラス 小売業 衣料品 5%

69,992 東京都 台東区 株式会社ボイス サービス その他サービス 5%

69,993 東京都 台東区 株式会社ＭＡＴ サービス その他サービス 5%

69,994 東京都 台東区 株式会社マツモト 小売業 電化製品 5%

69,995 東京都 台東区 株式会社三河屋 小売業 食料品 5%

69,996 東京都 台東区 株式会社碧宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,997 東京都 台東区 株式会社ミヤカワ　株式会社ミヤカワ サービス その他サービス 5%

69,998 東京都 台東区 株式会社山岡商会 小売業 貴金属・服飾品 5%

69,999 東京都 台東区 株式会社Ｒｅａｖａｌｕｅ サービス その他サービス 5%

70,000 東京都 台東区 株式会社ｙａｋ サービス その他サービス 5%

70,001 東京都 台東区 株式会社和心貿易 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,002 東京都 台東区 がブリチキン。浅草橋店 サービス 飲食業 5%

70,003 東京都 台東区 かまくら・もつ道　上野の森さくらテラス店 サービス 飲食業 5%

70,004 東京都 台東区 神谷朋宙 小売業 衣料品 5%

70,005 東京都 台東区 株式会社エムエスエンタープライズ サービス 飲食業 5%

70,006 東京都 台東区 Ｃｏｍｅ　Ｃｏｍｅ 小売業 その他小売 5%

70,007 東京都 台東区 亀井商店 小売業 食料品 5%

70,008 東京都 台東区 有限会社　亀屋酒店 小売業 食料品 5%

70,009 東京都 台東区 鴨一ワイン酒場ＳＵＮ サービス 飲食業 5%

70,010 東京都 台東区 株式会社ＣＯＬＬＡＲ 小売業 衣料品 5%

70,011 東京都 台東区 カラオケ　スタジオ　タンタン サービス 飲食業 5%

70,012 東京都 台東区 カラオケパセラ上野御徒町 サービス 飲食業 5%

70,013 東京都 台東区 カラオケパセラ上野御徒町 サービス 飲食業 5%

70,014 東京都 台東区 カラオケパセラ上野公園前 サービス 飲食業 5%
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70,015 東京都 台東区 カラオケパセラ上野公園前 サービス 飲食業 5%

70,016 東京都 台東区 カラオケパセラ上野公園前 サービス 飲食業 5%

70,017 東京都 台東区 カラオケパセラ上野公園前 サービス 飲食業 5%

70,018 東京都 台東区 カラオケパセラ上野公園前 サービス 飲食業 5%

70,019 東京都 台東区 カラオケパセラ上野公園前 サービス 飲食業 5%

70,020 東京都 台東区 カラダファクトリー　浅草橋店 サービス その他サービス 5%

70,021 東京都 台東区 カラダファクトリー　浅草花川戸店 サービス その他サービス 5%

70,022 東京都 台東区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋御徒町昭和通り店 サービス 飲食業 2%

70,023 東京都 台東区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東武浅草駅前店 サービス 飲食業 2%

70,024 東京都 台東区 ｃｕｒｒｙ　ｐｅａｋ サービス 飲食業 5%

70,025 東京都 台東区 ガレリエ・クラール サービス その他サービス 5%

70,026 東京都 台東区 革工房　ボルサ 小売業 その他小売 5%

70,027 東京都 台東区 河原宝飾　御徒町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,028 東京都 台東区 ＫＡＷＡＭＵＲＡ　ＬＥＡＴＨＥＲ 小売業 衣料品 5%

70,029 東京都 台東区 ＫＡＷＡＭＯＴＯ サービス 飲食業 5%

70,030 東京都 台東区 革楽屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,031 東京都 台東区 ｋａｗｏｒｉ２ サービス 飲食業 5%

70,032 東京都 台東区 かんけり サービス 飲食業 5%

70,033 東京都 台東区 観光人力車　天下車屋　姫路４号車 サービス その他サービス 5%

70,034 東京都 台東区 観光みやげ平尾商店　平尾商店 小売業 その他小売 5%

70,035 東京都 台東区 韓国料理　ＺＡＩ’ｓ サービス 飲食業 5%

70,036 東京都 台東区 神田 江戸ッ子寿司 回転寿司 上野駅前店 サービス 飲食業 5%

70,037 東京都 台東区 漢方養生堂 小売業 その他小売 5%

70,038 東京都 台東区 Ｋａｎｍｉ．アトリエ 小売業 その他小売 5%

70,039 東京都 台東区 ギークフィード サービス その他サービス 5%

70,040 東京都 台東区 ＧＩＧＡ　ＧＩＧＡ 小売業 電化製品 5%

70,041 東京都 台東区 桔梗屋 小売業 家具・調度品 5%

70,042 東京都 台東区 岸時計店　上野本店 小売業 その他小売 5%

70,043 東京都 台東区 貴瞬 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,044 東京都 台東区 株式会社貴瞬 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,045 東京都 台東区 ギターショップアウラ 小売業 その他小売 5%

70,046 東京都 台東区 喫茶店友路有浅草店 サービス 飲食業 5%

70,047 東京都 台東区 生粋そば　玉屋 サービス 飲食業 5%

70,048 東京都 台東区 キッチンワールド　ＴＤＩ 小売業 その他小売 5%

70,049 東京都 台東区 喜どり　御徒町店 サービス 飲食業 5%

70,050 東京都 台東区 喜南鈴硝子　浅草橋店 小売業 その他小売 5%

70,051 東京都 台東区 嬉八 サービス 飲食業 5%

70,052 東京都 台東区 きまぐれ酒場 サービス 飲食業 5%

70,053 東京都 台東区 喜実どり サービス 飲食業 5%

70,054 東京都 台東区 喜実どり サービス 飲食業 5%

70,055 東京都 台東区 きもの館浅草店 小売業 衣料品 5%

70,056 東京都 台東区 着物レンタル　大吉 サービス その他サービス 5%
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70,057 東京都 台東区 キャストレード 小売業 電化製品 5%

70,058 東京都 台東区 ＣＡＳＴＬＥ　ＲＥＣＯＲＤＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

70,059 東京都 台東区 ｃａｐｉｔｏｋｎｉｔ 小売業 衣料品 5%

70,060 東京都 台東区 キャラクターショップ タツミ 小売業 その他小売 5%

70,061 東京都 台東区 ｇａｌｌｅｒｙ　ｋｉｓｓａ 小売業 その他小売 5%

70,062 東京都 台東区 ギャルリニュアージュ サービス その他サービス 5%

70,063 東京都 台東区 牛角浅草店 サービス 飲食業 2%

70,064 東京都 台東区 牛角日暮里店 サービス 飲食業 2%

70,065 東京都 台東区 牛角三ノ輪店 サービス 飲食業 2%

70,066 東京都 台東区 九州居酒屋　一丁目一番地 サービス 飲食業 5%

70,067 東京都 台東区 牛もつ鍋　　よし藤 サービス 飲食業 5%

70,068 東京都 台東区 京越　浅草店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,069 東京都 台東区 Ｇｙｏｚａ　ｂａｒ　けいすけ サービス その他サービス 5%

70,070 東京都 台東区 餃酒 サービス 飲食業 5%

70,071 東京都 台東区 京都勝牛浅草雷門仲見世通り サービス 飲食業 5%

70,072 東京都 台東区 京都勝牛浅草花屋敷 サービス 飲食業 5%

70,073 東京都 台東区 協和コンタクト　上野店 小売業 その他小売 5%

70,074 東京都 台東区 きらく屋　浅草店 小売業 衣料品 5%

70,075 東京都 台東区 Ｋｉｒｉｋｕ 小売業 衣料品 5%

70,076 東京都 台東区 喜林 サービス 飲食業 5%

70,077 東京都 台東区 麒麟貿易 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,078 東京都 台東区 キワヤ商会 小売業 その他小売 5%

70,079 東京都 台東区 金開堂 小売業 その他小売 5%

70,080 東京都 台東区 銀座パリス 御徒町店 小売業 衣料品 5%

70,081 東京都 台東区 銀座パリス浅草駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,082 東京都 台東区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ浅草店 小売業 その他小売 5%

70,083 東京都 台東区 Ｇｏｏ?ｉｔ  上野御徒町店 サービス その他サービス 5%

70,084 東京都 台東区 Ｋｕｕ　Ｈｏｍｅ　Ｋｕｕ　Ｈｏｍｅ 小売業 その他小売 5%

70,085 東京都 台東区 串衛門 サービス 飲食業 5%

70,086 東京都 台東区 串かつ　でんがな　浅草橋店 サービス 飲食業 5%

70,087 東京都 台東区 串かつ　でんがな　上野店 サービス 飲食業 5%

70,088 東京都 台東区 串かつ　でんがな　御徒町店 サービス 飲食業 5%

70,089 東京都 台東区 串助　雷門店 サービス 飲食業 5%

70,090 東京都 台東区 孔雀堂　新仲店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,091 東京都 台東区 孔雀堂　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,092 東京都 台東区 ＫｕｓｈａｌＩｍｐｅｘ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,093 東京都 台東区 クッチーナディイタリア　上野 サービス 飲食業 5%

70,094 東京都 台東区 グラウンドプロ土建 小売業 衣料品 5%

70,095 東京都 台東区 蔵の店百作 サービス 飲食業 5%

70,096 東京都 台東区 クラピタル サービス その他サービス 5%

70,097 東京都 台東区 Ｃｌｕｂ　Ｆｕｎ 小売業 その他小売 5%

70,098 東京都 台東区 クラブ夢乱 サービス 飲食業 5%
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70,099 東京都 台東区 株式会社マッス サービス その他サービス 5%

70,100 東京都 台東区 蔵前街歩きリュックのガレージ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,101 東京都 台東区 グランヴェール株式会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,102 東京都 台東区 Ｇｒｅｅｎ　Ｈｏｔｅｌ サービス 宿泊業 5%

70,103 東京都 台東区 クリエイティブノーザン 小売業 衣料品 5%

70,104 東京都 台東区 CRIMSON　CHAIN 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,105 東京都 台東区 クローバーバッグ 小売業 衣料品 5%

70,106 東京都 台東区 ＣｒｏｓｓＣｈａｒｍアメ横店 小売業 衣料品 5%

70,107 東京都 台東区 クロロフイル御徒町美顔教室 サービス その他サービス 5%

70,108 東京都 台東区 恵園 サービス 飲食業 5%

70,109 東京都 台東区 ＬＯＮＥＯＮＥＳＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

70,110 東京都 台東区 Ｋ－ファスナー 小売業 その他小売 5%

70,111 東京都 台東区 ＫＥｉＲＯＷ浅草ステ－ション サービス その他サービス 5%

70,112 東京都 台東区 ケーエム 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,113 東京都 台東区 原価酒場　元祖わら屋 小売業 食料品 5%

70,114 東京都 台東区 ＫＥＮ株式会社 サービス その他サービス 5%

70,115 東京都 台東区 元気快 サービス その他サービス 5%

70,116 東京都 台東区 けんたろうの開運手相鑑定 サービス その他サービス 5%

70,117 東京都 台東区 香源　上野桜木店　香源　上野桜木店 小売業 その他小売 5%

70,118 東京都 台東区 康晟軒リラクゼーション サービス その他サービス 5%

70,119 東京都 台東区 こうたりや　東京店 小売業 衣料品 5%

70,120 東京都 台東区 株式会社江東堂高橋製作所 小売業 家具・調度品 5%

70,121 東京都 台東区 ＧＯＬＤＯＮ２ 小売業 その他小売 5%

70,122 東京都 台東区 ＣＡＬＬＭＯＯＮ 小売業 衣料品 5%

70,123 東京都 台東区 国際自動車株式会社 サービス 運輸業 5%

70,124 東京都 台東区 Ｃｏｑｕｅｔｔｅ 小売業 衣料品 5%

70,125 東京都 台東区 ＣｏＣｏ壱番屋御徒町春日通り店 サービス 飲食業 2%

70,126 東京都 台東区 個人六波羅タクシー サービス その他サービス 5%

70,127 東京都 台東区 コスミックジェム サービス その他サービス 5%

70,128 東京都 台東区 合同会社エン サービス その他サービス 2%

70,129 東京都 台東区 こて吉　上野の森さくらテラス店 サービス 飲食業 5%

70,130 東京都 台東区 鼓動ＭＵＳＥＵＭＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

70,131 東京都 台東区 寿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

70,132 東京都 台東区 コトブキゴルフ 小売業 その他小売 5%

70,133 東京都 台東区 コトブキゴルフ　北口店 小売業 その他小売 5%

70,134 東京都 台東区 コトブキゴルフ　バーディ館 小売業 その他小売 5%

70,135 東京都 台東区 コトブキゴルフ　ワールド館 小売業 その他小売 5%

70,136 東京都 台東区 コトブキゴルフワールド館 小売業 その他小売 5%

70,137 東京都 台東区 寿町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

70,138 東京都 台東区 ＧＯＬＤＯＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,139 東京都 台東区 ＣＯＰＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,140 東京都 台東区 小船商店 小売業 食料品 5%
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70,141 東京都 台東区 ＣＯＢＢＬＥＲ’Ｓ　ＡＲＭＳ サービス その他サービス 5%

70,142 東京都 台東区 ｃｏ?ｂｏ?ｎｏ 小売業 その他小売 5%

70,143 東京都 台東区 駒形総本社 サービス 飲食業 5%

70,144 東京都 台東区 駒形どぜう本店　ＢＦ サービス 飲食業 5%

70,145 東京都 台東区 ｃｏｍｅｔｅ 小売業 その他小売 5%

70,146 東京都 台東区 コモゴモ展 サービス その他サービス 5%

70,147 東京都 台東区 ｋｏｙａｍａ サービス その他サービス 5%

70,148 東京都 台東区 株式会社コラボレーション サービス その他サービス 5%

70,149 東京都 台東区 コロコロ堂 サービス 飲食業 5%

70,150 東京都 台東区 ＫＯＮＣＥＮＴ×ＳＯＬ’Ｓ サービス 飲食業 5%

70,151 東京都 台東区 ＴＨＥ　ＮＥＬＬ　ＵＥＮＯ　ＯＫＡＣＨＩＭＡＣＨＩ サービス 宿泊業 5%

70,152 東京都 台東区 ＴＨＥ　ＦＡＲＭ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

70,153 東京都 台東区 サイクルスタヂオ　ハクセン 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,154 東京都 台東区 齊藤亮太 サービス その他サービス 5%

70,155 東京都 台東区 ＳｏｕｔｈＰａｒｋ サービス 飲食業 5%

70,156 東京都 台東区 サウナホテルニュー大泉　稲荷町店 サービス 宿泊業 5%

70,157 東京都 台東区 ｔｈｅＥＴＨＮＯＲＴＨＧＡＬＬＥＲＹ 小売業 衣料品 5%

70,158 東京都 台東区 酒蔵神田っ子上野店 サービス 飲食業 5%

70,159 東京都 台東区 酒蔵駒忠　浅草橋店 サービス 飲食業 5%

70,160 東京都 台東区 酒場 ととや サービス 飲食業 5%

70,161 東京都 台東区 ＴＨＥＫＩＴＣＨＥＮＨＯＳＴＥＬＡＯ サービス その他サービス 5%

70,162 東京都 台東区 Ｓｕｃｃｅｓｓｉｏｎ サービス 飲食業 5%

70,163 東京都 台東区 サクラカフェ　浅草 サービス 飲食業 5%

70,164 東京都 台東区 サクラクレパス　メモラビリアート東京 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

70,165 東京都 台東区 桜なべ中江　別館金村 サービス 飲食業 5%

70,166 東京都 台東区 さくら不動産販売 サービス その他サービス 5%

70,167 東京都 台東区 サクラホステル浅草 サービス 宿泊業 5%

70,168 東京都 台東区 さくらほりきり本店 サービス その他サービス 5%

70,169 東京都 台東区 酒のサンワ サービス その他サービス 5%

70,170 東京都 台東区 酒のソクハイ　上野店 小売業 その他小売 5%

70,171 東京都 台東区 笹崎商店 サービス その他サービス 5%

70,172 東京都 台東区 貞千代 サービス 宿泊業 5%

70,173 東京都 台東区 Ｔｈｅ　　Ｔａｖｅｒｎ サービス 飲食業 5%

70,174 東京都 台東区 サッカーけんちゃん 小売業 その他小売 5%

70,175 東京都 台東区 サットンプレイスホテル上野 サービス 宿泊業 5%

70,176 東京都 台東区 雑布きんじ 小売業 その他小売 5%

70,177 東京都 台東区 サトウサンプル 小売業 その他小売 5%

70,178 東京都 台東区 サトウ　ジュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,179 東京都 台東区 サトウ電化サービス 小売業 電化製品 5%

70,180 東京都 台東区 サトウ　ホウセキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,181 東京都 台東区 佐渡の酒と肴だっちゃ サービス 飲食業 5%

70,182 東京都 台東区 ＳＵＮＮＹＣＬＯＵＤＹＲＡＩＮＹ 小売業 衣料品 5%
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70,183 東京都 台東区 佐野動物病院 サービス その他サービス 5%

70,184 東京都 台東区 ザ　ビー浅草　ザ　ビー浅草 サービス 宿泊業 5%

70,185 東京都 台東区 ＴＨＥＢＯＯＴＳＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

70,186 東京都 台東区 Ｔｈｅ　Ｂｒｉｄｇｅ サービス 飲食業 5%

70,187 東京都 台東区 スペイン料理サルデスカ サービス 飲食業 5%

70,188 東京都 台東区 ＴｈｅＷｏｒｌｄＥｎｄ サービス 飲食業 5%

70,189 東京都 台東区 ㈱澤田勝之商店 小売業 衣料品 5%

70,190 東京都 台東区 茶和々　浅草店 小売業 家具・調度品 5%

70,191 東京都 台東区 株式会社サン・シャレーヌ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,192 東京都 台東区 三善堂稲荷町店 小売業 その他小売 5%

70,193 東京都 台東区 三善堂寿店 小売業 その他小売 5%

70,194 東京都 台東区 三善堂田原町店 小売業 その他小売 5%

70,195 東京都 台東区 三蔵　上野店 サービス 飲食業 5%

70,196 東京都 台東区 三代目茂蔵　浅草店 サービス 飲食業 5%

70,197 東京都 台東区 Ｓｕｎ　Ｈｏｕｓｅ 小売業 衣料品 5%

70,198 東京都 台東区 サンバレージャパン 小売業 その他小売 5%

70,199 東京都 台東区 サンフィールド竜泉 小売業 ガソリンスタンド 2%

70,200 東京都 台東区 サンモリッツ サービス 宿泊業 5%

70,201 東京都 台東区 サンモリッツエコ サービス 宿泊業 5%

70,202 東京都 台東区 ３６９＋ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,203 東京都 台東区 ３６９＋ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,204 東京都 台東区 三和真珠本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,205 東京都 台東区 ジ・浅草コブラー サービス その他サービス 5%

70,206 東京都 台東区 ＣＶイメージングサイエンス株式会社 ＣＶイメージングサイエンス株式会社 サービス その他サービス 5%

70,207 東京都 台東区 シーフードレストラン月見草 サービス 飲食業 5%

70,208 東京都 台東区 ジーンズショップマルセル 小売業 衣料品 5%

70,209 東京都 台東区 ジーンズショップ マルセル ジーンズショップマルセル 小売業 衣料品 5%

70,210 東京都 台東区 ＳＨＡＫＥＤＯＷＮ ＴＲＡＤＩＮＧ Ｓｈａｋｅｄｏｗｎ Ｔｒａｄｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

70,211 東京都 台東区 シェスタ株式会社 小売業 衣料品 5%

70,212 東京都 台東区 シカヤ 小売業 衣料品 5%

70,213 東京都 台東区 システィーナ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,214 東京都 台東区 自然堂アメ横店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,215 東京都 台東区 自然堂本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,216 東京都 台東区 自然堂ルビー通り店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,217 東京都 台東区 出光下町セルフ柴又ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

70,218 東京都 台東区 下町てぬぐい処　賞 小売業 その他小売 5%

70,219 東京都 台東区 下町焼きそば　銀ちゃん サービス 飲食業 5%

70,220 東京都 台東区 有限会社柴田スタジオ サービス その他サービス 5%

70,221 東京都 台東区 ジビエバーＫａｗｏｒｉ　　ジビエバーＫａｗｏｒｉ サービス 飲食業 5%

70,222 東京都 台東区 ＳＥＡ　ＦＯＯＤ　メヒコ サービス 飲食業 5%

70,223 東京都 台東区 司法書士かなた法務事務所 サービス その他サービス 5%

70,224 東京都 台東区 ＪＡＺＯＯ サービス 飲食業 5%
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70,225 東京都 台東区 シャトルハウス　東京上野店 小売業 その他小売 5%

70,226 東京都 台東区 ＪＡＰＡＮ　ＢＬＵＥ　ＪＥＡＮＳ　上野店 小売業 衣料品 5%

70,227 東京都 台東区 ＪＡＰＡＮ行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

70,228 東京都 台東区 ＪＡＰＡＮＢＬＵＥＪＥＡＮＳ　上野店 小売業 衣料品 5%

70,229 東京都 台東区 しゃぶしゃぶ浅草和み サービス 飲食業 5%

70,230 東京都 台東区 軍鶏じ サービス 飲食業 5%

70,231 東京都 台東区 ＪＡＬＡＮＡ　アメ横通り店 小売業 衣料品 5%

70,232 東京都 台東区 ＪＡＬＡＮＡ　御徒町駅前通り店 小売業 衣料品 5%

70,233 東京都 台東区 ｓｈａｌｕ上野御徒町 サービス 理容・美容業 5%

70,234 東京都 台東区 シャルマン　浅草店 小売業 衣料品 5%

70,235 東京都 台東区 アメリカ屋　ジャンクショップ 小売業 衣料品 5%

70,236 東京都 台東区 Ｓｈａｎｎｙ　Ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

70,237 東京都 台東区 上海ブラッセリー サービス 飲食業 5%

70,238 東京都 台東区 Ｓｈａｍｐｏｏｓｅｌｅｃｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

70,239 東京都 台東区 出光十条台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

70,240 東京都 台東区 自由丁 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

70,241 東京都 台東区 しゅうる しゅうる 小売業 その他小売 5%

70,242 東京都 台東区 ジュエラーズ　ジャパン 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,243 東京都 台東区 ジュエリー・エスジー〔帝国ホテル店〕 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,244 東京都 台東区 ダイドウ商事株式会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,245 東京都 台東区 ジュエリー石津 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,246 東京都 台東区 ジュエリーミウラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,247 東京都 台東区 ジュエリー　コンバーター 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,248 東京都 台東区 酒菜魚処じゅぼう サービス 飲食業 5%

70,249 東京都 台東区 マニダリ株式会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,250 東京都 台東区 株式会社シュリーシャムジェムス 小売業 衣料品 5%

70,251 東京都 台東区 旬鮮和食味蕾 サービス 飲食業 5%

70,252 東京都 台東区 昇玉 小売業 その他小売 5%

70,253 東京都 台東区 Ｊｏｓｈｏ株式会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,254 東京都 台東区 城北商事不動産部 サービス その他サービス 5%

70,255 東京都 台東区 Ｊｏｅ’ｓ　Ｓｔｙｌｅ 小売業 衣料品 5%

70,256 東京都 台東区 ＪＯＥＷＯＲＫＳ 小売業 衣料品 5%

70,257 東京都 台東区 叙々苑　上野不忍口店 サービス 飲食業 5%

70,258 東京都 台東区 叙々苑　上野マルイ店 サービス 飲食業 5%

70,259 東京都 台東区 Ｓｈｏｐ２９９ 小売業 衣料品 5%

70,260 東京都 台東区 白根裕也税理士・公認会計士事務所 サービス その他サービス 5%

70,261 東京都 台東区 真／和泉灘 サービス 飲食業 5%

70,262 東京都 台東区 セブン－イレブン新御徒町駅前店 小売業 食料品 2%

70,263 東京都 台東区 新川屋萩原商店 小売業 食料品 5%

70,264 東京都 台東区 新東京通信株式会社 サービス その他サービス 5%

70,265 東京都 台東区 シンメトリー上野 小売業 その他小売 5%

70,266 東京都 台東区 スイーツ猫衛門 小売業 食料品 5%
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70,267 東京都 台東区 翠雲堂　稲荷町駅前店 小売業 家具・調度品 5%

70,268 東京都 台東区 翠雲堂　稲荷町店 小売業 家具・調度品 5%

70,269 東京都 台東区 翠雲堂　上野店 小売業 家具・調度品 5%

70,270 東京都 台東区 翠雲堂　本店 小売業 家具・調度品 5%

70,271 東京都 台東区 粋裕株式会社 サービス その他サービス 5%

70,272 東京都 台東区 スーパーシマダヤ日本堤店 小売業 食料品 5%

70,273 東京都 台東区 スーパーヤマザキ三筋店 小売業 食料品 5%

70,274 東京都 台東区 スーパーラジコン秋葉原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

70,275 東京都 台東区 スエルテ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

70,276 東京都 台東区 ＳＵＧＩＵＲＡ サービス 飲食業 5%

70,277 東京都 台東区 杉田電機商会 小売業 電化製品 5%

70,278 東京都 台東区 鮨　尽誠 サービス 飲食業 5%

70,279 東京都 台東区 鮨創作料理奄美 サービス 飲食業 5%

70,280 東京都 台東区 鮨　よしだ サービス 飲食業 5%

70,281 東京都 台東区 株式会社鈴木電機 サービス その他サービス 5%

70,282 東京都 台東区 すずちゅう　浅草店 小売業 衣料品 5%

70,283 東京都 台東区 ｓｔｕｄｉｏ　ｇａｒｎｅｔ サービス その他サービス 5%

70,284 東京都 台東区 ｓｔｕｄｉｏ　ｉｍｅｌｏ サービス その他サービス 5%

70,285 東京都 台東区 スタジオグラスオニオン 小売業 衣料品 5%

70,286 東京都 台東区 スタジオパセラ　上野店 サービス その他サービス 5%

70,287 東京都 台東区 スタジオパセラ上野公園前 サービス その他サービス 5%

70,288 東京都 台東区 すたみな太郎ＮＥＸＴ上野アメ横店 サービス 飲食業 5%

70,289 東京都 台東区 すたみな太郎ＮＥＸＴドン・キホーテ浅草店 サービス 飲食業 5%

70,290 東京都 台東区 ＳＴＡＮＤＩＮＧＢＡＲＰＡＲＥ サービス 飲食業 5%

70,291 東京都 台東区 ｓｔａｎｄ 小売業 衣料品 5%

70,292 東京都 台東区 スタンドバー　チョイ サービス 飲食業 5%

70,293 東京都 台東区 ＳＴＩＣＫ＆ＳＰＯＯＮ サービス 飲食業 5%

70,294 東京都 台東区 ステーキ・鉄板焼　裕 サービス 飲食業 5%

70,295 東京都 台東区 ＳＴＥＬＬＡ蔵前店 小売業 衣料品 5%

70,296 東京都 台東区 ストロバヤ サービス 飲食業 5%

70,297 東京都 台東区 ストーンキャッスル 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,298 東京都 台東区 ｓｕｎａｏＳＰＡ東京 サービス 理容・美容業 5%

70,299 東京都 台東区 スナック　ｈｕｇ　スナック　ハグ サービス 飲食業 5%

70,300 東京都 台東区 ＳＰＡＣＥＨＯＳＴＥＬＴＯＫＹＯ サービス 宿泊業 5%

70,301 東京都 台東区 スポーツ　寿苑 小売業 その他小売 5%

70,302 東京都 台東区 株式会社スポーツジュエン 小売業 その他小売 5%

70,303 東京都 台東区 スポーツジュエンアネックス 小売業 衣料品 5%

70,304 東京都 台東区 スポーツジュエンアメヨコ館 小売業 衣料品 5%

70,305 東京都 台東区 スポーツジュエンベネックス 小売業 衣料品 5%

70,306 東京都 台東区 スポーツジュエンランニング館 小売業 衣料品 5%

70,307 東京都 台東区 ＳＭＩＴＨＹＳ 小売業 衣料品 5%

70,308 東京都 台東区 炭火串焼　じんご サービス 飲食業 5%
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70,309 東京都 台東区 Ｓｌｏｂ ｎｅｓｔ 小売業 その他小売 5%

70,310 東京都 台東区 スリーエイト竜泉店 小売業 その他小売 2%

70,311 東京都 台東区 スリーモンキーズカフェ上野店 サービス 飲食業 5%

70,312 東京都 台東区 ＳＵＬＴＡＮ　東上野店 サービス 飲食業 5%

70,313 東京都 台東区 正康楼浅草寿町店 サービス 飲食業 5%

70,314 東京都 台東区 誠心堂　漢方館　浅草橋店 小売業 その他小売 5%

70,315 東京都 台東区 有限会社聖和 小売業 衣料品 5%

70,316 東京都 台東区 ＳＥＫＡＩ　ＣＡＦＥ　浅草店 サービス 飲食業 5%

70,317 東京都 台東区 ＳＥＲＡ サービス 飲食業 5%

70,318 東京都 台東区 ＳＥＮ サービス 飲食業 5%

70,319 東京都 台東区 千両屋 サービス 飲食業 5%

70,320 東京都 台東区 相心堂 小売業 家具・調度品 5%

70,321 東京都 台東区 爽亭上野１１　１２番線ホーム店 サービス 飲食業 5%

70,322 東京都 台東区 爽亭上野７　８番線ホーム店 サービス 飲食業 5%

70,323 東京都 台東区 有限会社ゾーグ 小売業 衣料品 5%

70,324 東京都 台東区 そば処いち川 サービス 飲食業 5%

70,325 東京都 台東区 Ｓｏｒａ 小売業 衣料品 5%

70,326 東京都 台東区 ＳＯＬＳ＿ＥＶＥＮＴ サービス 飲食業 5%

70,327 東京都 台東区 ＳＯＬ’ＳＣＯＦＦＥＥＳＴＡＮＤ サービス 飲食業 5%

70,328 東京都 台東区 ＳＯＬＥ浅草店 サービス 理容・美容業 5%

70,329 東京都 台東区 ＤＩＡＭＯＮＤＢＡＮＫＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,330 東京都 台東区 代行の遠野 サービス その他サービス 5%

70,331 東京都 台東区 ダイコクドラッグ浅草雷門前店 小売業 その他小売 5%

70,332 東京都 台東区 ダイコクドラッグ上野アメ横店 小売業 その他小売 5%

70,333 東京都 台東区 ダイコクドラッグ上野アメ横南店 小売業 その他小売 5%

70,334 東京都 台東区 ダイコクドラッグウォーターカラードラッグ浅草二天門店 小売業 その他小売 5%

70,335 東京都 台東区 大黒家 サービス 飲食業 5%

70,336 東京都 台東区 タイ古式ボディケア リラリラプレミアム 上野マルイ店 サービス その他サービス 5%

70,337 東京都 台東区 ＴｈａｉｓｔｙｌｅａｎｄＨｅｒｂａｌＴｈｅｒａｐｙＰｌａｃｅ．．． サービス その他サービス 5%

70,338 東京都 台東区 大地の響 サービス 飲食業 5%

70,339 東京都 台東区 大地の恵み サービス 飲食業 5%

70,340 東京都 台東区 セブン－イレブン台東浅草２丁目店 小売業 食料品 2%

70,341 東京都 台東区 セブン－イレブン台東浅草橋３丁目店 小売業 食料品 2%

70,342 東京都 台東区 セブン－イレブン台東浅草橋３丁目東店 小売業 食料品 2%

70,343 東京都 台東区 セブン－イレブン台東浅草６丁目店 小売業 食料品 2%

70,344 東京都 台東区 セブン－イレブン台東入谷１丁目店 小売業 食料品 2%

70,345 東京都 台東区 セブン－イレブン台東上野２丁目店 小売業 食料品 2%

70,346 東京都 台東区 セブン－イレブン台東上野６丁目店 小売業 食料品 2%

70,347 東京都 台東区 セブン－イレブン台東雷門１丁目店 小売業 食料品 2%

70,348 東京都 台東区 セブン－イレブン台東北上野１丁目店 小売業 食料品 2%

70,349 東京都 台東区 セブン－イレブン台東区役所前店 小売業 食料品 2%

70,350 東京都 台東区 セブン－イレブン台東蔵前３丁目店 小売業 食料品 2%
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70,351 東京都 台東区 セブン－イレブン台東蔵前２丁目店 小売業 食料品 2%

70,352 東京都 台東区 セブン－イレブン台東寿１丁目店 小売業 食料品 2%

70,353 東京都 台東区 セブン－イレブン台東駒形１丁目店 小売業 食料品 2%

70,354 東京都 台東区 セブン－イレブン台東下谷３丁目店 小売業 食料品 2%

70,355 東京都 台東区 奕和胤仕合同会社 サービス その他サービス 5%

70,356 東京都 台東区 ダイドウ商事株式会社 サービス その他サービス 5%

70,357 東京都 台東区 台東中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

70,358 東京都 台東区 セブン－イレブン台東西浅草３丁目店 小売業 食料品 2%

70,359 東京都 台東区 セブン－イレブン台東２丁目店 小売業 食料品 2%

70,360 東京都 台東区 セブン－イレブン台東日本堤２丁目店 小売業 食料品 2%

70,361 東京都 台東区 セブン－イレブン台東根岸３丁目店 小売業 食料品 2%

70,362 東京都 台東区 セブン－イレブン台東東浅草１丁目店 小売業 食料品 2%

70,363 東京都 台東区 セブン－イレブン台東東上野４丁目店 小売業 食料品 2%

70,364 東京都 台東区 セブン－イレブン台東東上野６丁目店 小売業 食料品 2%

70,365 東京都 台東区 セブン－イレブン台東三ノ輪１丁目店 小売業 食料品 2%

70,366 東京都 台東区 セブン－イレブン台東谷中３丁目店 小売業 食料品 2%

70,367 東京都 台東区 セブン－イレブン台東谷中７丁目店 小売業 食料品 2%

70,368 東京都 台東区 セブン－イレブン台東谷中６丁目店 小売業 食料品 2%

70,369 東京都 台東区 セブン－イレブン台東柳橋２丁目店 小売業 食料品 2%

70,370 東京都 台東区 セブン－イレブン台東４丁目春日通り店 小売業 食料品 2%

70,371 東京都 台東区 セブン－イレブン台東４丁目店 小売業 食料品 2%

70,372 東京都 台東区 タイ・ベトナムレストランクロープクルア サービス 飲食業 5%

70,373 東京都 台東区 台湾料理　圓山 サービス 飲食業 5%

70,374 東京都 台東区 ダウンタウンナイト サービス 飲食業 5%

70,375 東京都 台東区 高岡屋 小売業 食料品 5%

70,376 東京都 台東区 高田理容室 サービス 理容・美容業 5%

70,377 東京都 台東区 有限会社高長商店 小売業 家具・調度品 5%

70,378 東京都 台東区 瀧タクシー サービス 運輸業 5%

70,379 東京都 台東区 田口工房 小売業 その他小売 5%

70,380 東京都 台東区 匠音 小売業 その他小売 5%

70,381 東京都 台東区 タジマヤ 浅草支店 サービス その他サービス 5%

70,382 東京都 台東区 タジマヤ 上野支店 サービス その他サービス 5%

70,383 東京都 台東区 タスク補聴器　竹の塚店 小売業 その他小売 5%

70,384 東京都 台東区 タスク補聴器五反野店 小売業 その他小売 5%

70,385 東京都 台東区 タスク補聴器センター 小売業 家具・調度品 5%

70,386 東京都 台東区 タスク補聴器草加店 小売業 その他小売 5%

70,387 東京都 台東区 立喰い焼肉あろい サービス 飲食業 5%

70,388 東京都 台東区 立花商会 小売業 家具・調度品 5%

70,389 東京都 台東区 だっく サービス 飲食業 5%

70,390 東京都 台東区 タックイン 小売業 電化製品 5%

70,391 東京都 台東区 田中町 小売業 ガソリンスタンド 2%

70,392 東京都 台東区 谷口孔陛税理士事務所 サービス その他サービス 5%
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70,393 東京都 台東区 ＷＦＡ サービス その他サービス 5%

70,394 東京都 台東区 有限会社田村光商店 小売業 衣料品 5%

70,395 東京都 台東区 だるふぃん 小売業 電化製品 5%

70,396 東京都 台東区 セブン－イレブン田原町駅前店 小売業 食料品 2%

70,397 東京都 台東区 ＤＡＮＣＥＢ サービス その他サービス 5%

70,398 東京都 台東区 丹青堂　東京店 小売業 家具・調度品 5%

70,399 東京都 台東区 だんどりおん 小売業 家具・調度品 5%

70,400 東京都 台東区 たん焼き木むら サービス 飲食業 5%

70,401 東京都 台東区 ＴｉｃｋｅｔｓＴｏｄａｙ　ＡＳＡＫＵＳＡ サービス その他サービス 5%

70,402 東京都 台東区 Ｃｉｃｃｉｏ　ｔａｍａｙａ サービス 飲食業 5%

70,403 東京都 台東区 出光千歳町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

70,404 東京都 台東区 茶御飯東京 サービス 飲食業 5%

70,405 東京都 台東区 チャト動物病院 サービス その他サービス 5%

70,406 東京都 台東区 ちゃんこ部屋　浅草店 サービス 飲食業 5%

70,407 東京都 台東区 ちゃんばら家 サービス 飲食業 5%

70,408 東京都 台東区 ちんや サービス 飲食業 5%

70,409 東京都 台東区 ちんや亭 サービス 飲食業 5%

70,410 東京都 台東区 月島もんじゃ 月島もんじゃ もへじ はなれ サービス 飲食業 5%

70,411 東京都 台東区 月島もんじゃ もへじ 月島もんじゃ もへじ 上野 サービス 飲食業 5%

70,412 東京都 台東区 月島もんじゃ　もへじ　上野 サービス 飲食業 5%

70,413 東京都 台東区 つばめ工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,414 東京都 台東区 ツーリストホテル サービス 宿泊業 5%

70,415 東京都 台東区 ＤＥＡＲＥＳＴ 小売業 衣料品 5%

70,416 東京都 台東区 ＤＡＨ　ＭＳＰ　上野店 サービス 理容・美容業 5%

70,417 東京都 台東区 テイク　ワン合同会社　ＴＯＫＹＯ?Ｗ?ＩＮＮ　Ａｓａｋｕｓａ サービス 宿泊業 5%

70,418 東京都 台東区 デイジー 小売業 衣料品 5%

70,419 東京都 台東区 ディスクユニオン　上野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

70,420 東京都 台東区 Ｔｉｎｏ浅草店 サービス 飲食業 5%

70,421 東京都 台東区 デザインボディ サービス その他サービス 5%

70,422 東京都 台東区 手創り酒場星ちゃん サービス 飲食業 5%

70,423 東京都 台東区 デリカテッセン ?Ａ Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｌａｂ? サービス 飲食業 5%

70,424 東京都 台東区 ｄｅｌｍａｎｏ＋ＣＲＡＦＴ 小売業 衣料品 5%

70,425 東京都 台東区 天一モータース株式会社 サービス その他サービス 5%

70,426 東京都 台東区 でんきのひばり堂 小売業 電化製品 5%

70,427 東京都 台東区 天三 サービス 飲食業 5%

70,428 東京都 台東区 ＴＥＮＰＵＲＡ　シュン サービス 飲食業 5%

70,429 東京都 台東区 天ぷら福たろう サービス 飲食業 5%

70,430 東京都 台東区 ドイツ式巻き爪ケア専門店　カノン サービス その他サービス 5%

70,431 東京都 台東区 トイハウス株式会社 小売業 衣料品 5%

70,432 東京都 台東区 東京芸大生協　上野店 サービス その他サービス 5%

70,433 東京都 台東区 東京芸大生協　上野店 サービス その他サービス 5%

70,434 東京都 台東区 東京直輸入センター 小売業 その他小売 5%
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70,435 東京都 台東区 東京直輸入センター　包丁専門店 小売業 その他小売 5%

70,436 東京都 台東区 東京ツーリストイン サービス 宿泊業 5%

70,437 東京都 台東区 ｔｏｋｙｏ．ｄｒｅａｍ．ｆａｃｔｏｒｙ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,438 東京都 台東区 東京ひかりゲストハウス サービス 宿泊業 5%

70,439 東京都 台東区 東京ひかりゲストハウス サービス その他サービス 5%

70,440 東京都 台東区 東京ブッチャーズ サービス 飲食業 5%

70,441 東京都 台東区 東京ミート酒場浅草橋総本店 サービス 飲食業 5%

70,442 東京都 台東区 東京和晒　株式会社　東京和晒　株式会社　浅草支店 小売業 その他小売 5%

70,443 東京都 台東区 銅銀銅器店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,444 東京都 台東区 とうしょう窯　３号店 小売業 その他小売 5%

70,445 東京都 台東区 とうしょう窯　本店 小売業 その他小売 5%

70,446 東京都 台東区 ドヴステーラー 小売業 衣料品 5%

70,447 東京都 台東区 ドヴステーラー　上野第１店 小売業 衣料品 5%

70,448 東京都 台東区 ドヴステーラー　上野第２店 小売業 衣料品 5%

70,449 東京都 台東区 セブン－イレブン東武浅草駅前店 小売業 食料品 2%

70,450 東京都 台東区 ＤＯＭＹＯ神楽坂ギャラリー 小売業 衣料品 5%

70,451 東京都 台東区 ｄｏｌｌｓ サービス 理容・美容業 5%

70,452 東京都 台東区 十勝ダイニング豚っく サービス 飲食業 5%

70,453 東京都 台東区 ときわや洋品店 小売業 衣料品 5%

70,454 東京都 台東区 得応軒 小売業 その他小売 5%

70,455 東京都 台東区 ソニックスＤｒ．Ｄｒｉｖｅ永住ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

70,456 東京都 台東区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ三ノ輪店 小売業 ガソリンスタンド 2%

70,457 東京都 台東区 ト－タルビュ－ティ－サロンナル サービス 理容・美容業 5%

70,458 東京都 台東区 ＤＯＧ　ＤＥＰＴ　浅草店 小売業 衣料品 5%

70,459 東京都 台東区 ＤＯＧ　ＤＥＰＴ＋ＣＡＦＥ　浅草店 サービス 飲食業 5%

70,460 東京都 台東区 ととや サービス 飲食業 5%

70,461 東京都 台東区 富田興業株式会社 サービス その他サービス 5%

70,462 東京都 台東区 富田屋酒店 小売業 食料品 5%

70,463 東京都 台東区 と村 サービス 飲食業 5%

70,464 東京都 台東区 ドラゴンパソコンショップ 小売業 電化製品 5%

70,465 東京都 台東区 ドラゴンパソコンショップ 小売業 電化製品 5%

70,466 東京都 台東区 合同会社ＴｒｕｓｔＣｏｎｎｅｃｔ 小売業 電化製品 5%

70,467 東京都 台東区 トリオ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,468 東京都 台東区 鳥番長上野昭和通り店 サービス 飲食業 5%

70,469 東京都 台東区 トレカショップ二木 小売業 その他小売 5%

70,470 東京都 台東区 トレカ二木　ディスカウント二木 小売業 その他小売 5%

70,471 東京都 台東区 とろにく 上野店 サービス 飲食業 5%

70,472 東京都 台東区 十和田 サービス 飲食業 5%

70,473 東京都 台東区 とんかつゆたか サービス 飲食業 5%

70,474 東京都 台東区 呑喜 サービス 飲食業 5%

70,475 東京都 台東区 トンテキ元気 サービス 飲食業 5%

70,476 東京都 台東区 ナイスきものレンタル サービス その他サービス 5%
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70,477 東京都 台東区 ナイスきものレンタル ナイスきものレンタル サービス その他サービス 5%

70,478 東京都 台東区 中江 サービス 飲食業 5%

70,479 東京都 台東区 セブン－イレブン仲御徒町駅前店 小売業 食料品 2%

70,480 東京都 台東区 中田仏具店 小売業 家具・調度品 5%

70,481 東京都 台東区 長屋門　駒形店 サービス 飲食業 5%

70,482 東京都 台東区 なごみや浅草店 サービス その他サービス 5%

70,483 東京都 台東区 ナミキ 小売業 衣料品 5%

70,484 東京都 台東区 鳴門鯛焼本舗　浅草新仲見世店 サービス 飲食業 5%

70,485 東京都 台東区 鳴門鯛焼本舗　浅草橋店 サービス 飲食業 5%

70,486 東京都 台東区 なんでも酒やカクヤス西浅草 小売業 食料品 5%

70,487 東京都 台東区 二四会館上野 サービス 宿泊業 5%

70,488 東京都 台東区 二木の菓子第一営業所 小売業 食料品 5%

70,489 東京都 台東区 二木の菓子特選 小売業 食料品 5%

70,490 東京都 台東区 二木の菓子ビック館 小売業 食料品 5%

70,491 東京都 台東区 肉の伊達や／鳥廉 サービス 飲食業 5%

70,492 東京都 台東区 肉バル　Ｇａｂｒｉｎ サービス 飲食業 5%

70,493 東京都 台東区 Ｎｉｊｉ　Ｈａｉｒ：ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

70,494 東京都 台東区 西原蕎麦 小売業 その他小売 5%

70,495 東京都 台東区 Ｎｅｅｃｅ　ｈａｉｒｇａｌｌｅｒｙ サービス 理容・美容業 5%

70,496 東京都 台東区 ニチユー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

70,497 東京都 台東区 日個連　阿久根タクシー サービス 運輸業 5%

70,498 東京都 台東区 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

70,499 東京都 台東区 日個連　飯塚タクシー サービス 運輸業 5%

70,500 東京都 台東区 日個連　池田タクシー サービス 運輸業 5%

70,501 東京都 台東区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

70,502 東京都 台東区 日個連　浮塚タクシー サービス 運輸業 5%

70,503 東京都 台東区 日個連　岡崎タクシー サービス 運輸業 5%

70,504 東京都 台東区 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

70,505 東京都 台東区 日個連　君島タクシー サービス 運輸業 5%

70,506 東京都 台東区 日個連　釘貫タクシー サービス 運輸業 5%

70,507 東京都 台東区 日個連　草野タクシー サービス 運輸業 5%

70,508 東京都 台東区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

70,509 東京都 台東区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

70,510 東京都 台東区 日個連　砂川タクシー サービス 運輸業 5%

70,511 東京都 台東区 日個連　玉井タクシー サービス 運輸業 5%

70,512 東京都 台東区 日個連　直井タクシー サービス 運輸業 5%

70,513 東京都 台東区 日個連　長田タクシー サービス 運輸業 5%

70,514 東京都 台東区 日個連　長沼タクシー サービス 運輸業 5%

70,515 東京都 台東区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

70,516 東京都 台東区 日個連　藤野タクシー サービス 運輸業 5%

70,517 東京都 台東区 日個連　牧野タクシー サービス 運輸業 5%

70,518 東京都 台東区 日個連　三浦タクシー サービス 運輸業 5%
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70,519 東京都 台東区 日個連　三ノ輪タクシー サービス 運輸業 5%

70,520 東京都 台東区 日個連　宗政タクシー サービス 運輸業 5%

70,521 東京都 台東区 日個連　柳沢タクシー サービス 運輸業 5%

70,522 東京都 台東区 日個連　山崎タクシー サービス 運輸業 5%

70,523 東京都 台東区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

70,524 東京都 台東区 日個連　若山タクシー サービス 運輸業 5%

70,525 東京都 台東区 日本酒・焼酎ダイニング　二瓶 サービス 飲食業 5%

70,526 東京都 台東区 日本焼肉党浅草橋店 サービス 飲食業 5%

70,527 東京都 台東区 日本焼肉党浅草橋西口店 サービス 飲食業 5%

70,528 東京都 台東区 日本焼肉党浅草橋西口店 サービス 飲食業 5%

70,529 東京都 台東区 日本焼肉党浅草橋東口店 サービス 飲食業 5%

70,530 東京都 台東区 日本料理　水車本店 サービス 宿泊業 5%

70,531 東京都 台東区 ニミットジェムス 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,532 東京都 台東区 ニュー伊豆ホテル サービス 宿泊業 5%

70,533 東京都 台東区 株式会社ユックス サービス その他サービス 5%

70,534 東京都 台東区 人形町今半　上野広小路店 サービス 飲食業 5%

70,535 東京都 台東区 人形の田辺 小売業 その他小売 5%

70,536 東京都 台東区 ＮＩＮＪＡ　ＳＡＫＥ　ＳＴＯＲＥ 小売業 食料品 5%

70,537 東京都 台東区 ＮＩＮＪＡＢＡＲ サービス 飲食業 5%

70,538 東京都 台東区 ヌー・コーポレーション 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,539 東京都 台東区 ぬま田海苔合羽橋本店 サービス その他サービス 5%

70,540 東京都 台東区 ＫＥＥＰネイルサロン サービス 理容・美容業 5%

70,541 東京都 台東区 Ｎｅｏｌｉｖｅ　Ｃｈｅｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

70,542 東京都 台東区 根岸いちくら サービス 飲食業 5%

70,543 東京都 台東区 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＮｏａｎ サービス 理容・美容業 5%

70,544 東京都 台東区 ノーブルテーラー 小売業 衣料品 5%

70,545 東京都 台東区 のなかストアー 小売業 その他小売 5%

70,546 東京都 台東区 Novel サービス 理容・美容業 5%

70,547 東京都 台東区 のレン浅草 小売業 その他小売 5%

70,548 東京都 台東区 Ｂａｒ　Ｌｙｐｈａｒｄ　　バー　リファール サービス 飲食業 5%

70,549 東京都 台東区 ＢＡＲ暖炉　浅草橋 サービス 飲食業 5%

70,550 東京都 台東区 白燕 サービス 飲食業 5%

70,551 東京都 台東区 Ｇａｌｌｅｒｙ＆ＳｔｕｄｉｏＨＩ－ＣＯＮＤＩＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

70,552 東京都 台東区 バイ・スー 小売業 その他小売 5%

70,553 東京都 台東区 焙煎処　縁の木 小売業 食料品 5%

70,554 東京都 台東区 焙煎処　縁の木 小売業 食料品 5%

70,555 東京都 台東区 バイタルジム２４　三ノ輪店 サービス その他サービス 5%

70,556 東京都 台東区 ぱいち サービス 飲食業 5%

70,557 東京都 台東区 ハオ中国語アカデミー上野校 サービス その他サービス 5%

70,558 東京都 台東区 博多うまかもんともちゃん サービス 飲食業 5%

70,559 東京都 台東区 博多かわ屋上野広小路店 サービス 飲食業 5%

70,560 東京都 台東区 パークサイドカフェ上野の森 サービス 飲食業 5%
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70,561 東京都 台東区 白山眼鏡店上野店 小売業 その他小売 5%

70,562 東京都 台東区 白日 小売業 その他小売 5%

70,563 東京都 台東区 ＨＡＫＵＨＯＴＥＬ サービス その他サービス 5%

70,564 東京都 台東区 橋本浩明 小売業 その他小売 5%

70,565 東京都 台東区 長谷川商店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

70,566 東京都 台東区 パセラ　上野アネックス店 サービス その他サービス 5%

70,567 東京都 台東区 パセラ上野公園前店 サービス その他サービス 5%

70,568 東京都 台東区 パセラのコワーク東神田店 サービス 飲食業 5%

70,569 東京都 台東区 パセラリゾーツ御徒町店 サービス その他サービス 5%

70,570 東京都 台東区 パーツクラブ浅草橋駅前店 小売業 その他小売 5%

70,571 東京都 台東区 パーツクラブ本店 小売業 その他小売 5%

70,572 東京都 台東区 パッケージプラザエンドー 小売業 その他小売 2%

70,573 東京都 台東区 ＨＡＫＫＯＤＯ サービス 飲食業 5%

70,574 東京都 台東区 株式会社八仙 サービス その他サービス 5%

70,575 東京都 台東区 ＨＡＴＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

70,576 東京都 台東区 服部 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,577 東京都 台東区 ハトヤ　本店 小売業 衣料品 5%

70,578 東京都 台東区 ｈａｎａｒｅ サービス その他サービス 5%

70,579 東京都 台東区 ハハハ　【浅草】 サービス 飲食業 5%

70,580 東京都 台東区 ＢＡＨＡＲＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,581 東京都 台東区 パフューマリーＫ－ｃｒｅｗ 小売業 その他小売 5%

70,582 東京都 台東区 濱岡真央 サービス その他サービス 5%

70,583 東京都 台東区 刃物屋　越乃一刀　本舗　かっぱ橋店 小売業 家具・調度品 5%

70,584 東京都 台東区 刃物屋　越乃一刀　本舗　西浅草店 小売業 家具・調度品 5%

70,585 東京都 台東区 ｈａｌａｌ　ｗａｇｙｕ　ｙａｋｉｎｉｋｕ　ＰＡＮＧＡ サービス 飲食業 5%

70,586 東京都 台東区 プティ・マーナ　浅草店 サービス その他サービス 5%

70,587 東京都 台東区 原製函 小売業 家具・調度品 5%

70,588 東京都 台東区 ＨＡＲＲＹＴＯＩＴ 小売業 衣料品 5%

70,589 東京都 台東区 はり灸ちがや サービス 理容・美容業 5%

70,590 東京都 台東区 ハリネズミパラダイス田原町店 小売業 その他小売 5%

70,591 東京都 台東区 パルジェ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,592 東京都 台東区 パルジェ株式会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,593 東京都 台東区 ＢＡＲＳＭＯＫＥＤ サービス 飲食業 5%

70,594 東京都 台東区 ＰＥＡＲＬ　ＳＥＩＷＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,595 東京都 台東区 ＰＥＡＲＬＳＥＩＷＡＰＲＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,596 東京都 台東区 ｅｎｉｓｈｉフォト株式会社 サービス その他サービス 5%

70,597 東京都 台東区 ハワイアンロミロミルームホアピリ サービス 理容・美容業 5%

70,598 東京都 台東区 パン・サコッシュ 小売業 食料品 5%

70,599 東京都 台東区 はんこ広場　上野店 小売業 その他小売 5%

70,600 東京都 台東区 はんこ広場御徒町店 小売業 その他小売 5%

70,601 東京都 台東区 パンダドラッグストア 小売業 その他小売 5%

70,602 東京都 台東区 ぱんだ屋 サービス 飲食業 5%
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70,603 東京都 台東区 ハン六　浅草店 小売業 その他小売 5%

70,604 東京都 台東区 ｂ３Ｌａｂｏ　上野本店 小売業 衣料品 5%

70,605 東京都 台東区 Ｐ．Ｄ．Ｃ　上野店 小売業 衣料品 5%

70,606 東京都 台東区 セブン－イレブン東上野２丁目車坂通り店 小売業 食料品 2%

70,607 東京都 台東区 セブン－イレブン東上野２丁目東店 小売業 食料品 2%

70,608 東京都 台東区 ひかるアクアリューム 小売業 その他小売 5%

70,609 東京都 台東区 樋口行政書士法務事務所 サービス その他サービス 5%

70,610 東京都 台東区 ビジネスホテル山百合 サービス 宿泊業 5%

70,611 東京都 台東区 ビジュー サービス 理容・美容業 5%

70,612 東京都 台東区 美食　個室居酒屋　彩羽　　ＩＲＯＨＡ　　上野店 サービス 飲食業 5%

70,613 東京都 台東区 ビーズショップＪ４　東京本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,614 東京都 台東区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲマルイシテ 小売業 衣料品 5%

70,615 東京都 台東区 ＢｉｓｔｒｏＤＯＭＡＮＮＡＫＡ サービス 飲食業 5%

70,616 東京都 台東区 ＢＥＡＤＳＦＡＣＴＯＲＹ東京店 小売業 その他小売 5%

70,617 東京都 台東区 ｂ３Ｌａｂｏ上野本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,618 東京都 台東区 ビックユニフォーム　上野店 小売業 衣料品 5%

70,619 東京都 台東区 Ｈｉｔｃｈ　ｘ　ｋａｋｅｒｕ サービス 飲食業 5%

70,620 東京都 台東区 Ｈｉｔｃｈｘｋａｋｅｒｕヒチカケ サービス 飲食業 5%

70,621 東京都 台東区 ひとしらず サービス その他サービス 5%

70,622 東京都 台東区 火ノ国 サービス 飲食業 5%

70,623 東京都 台東区 ＨＩＮＯＹＡ　ＰＬＵＳ　ＭＡＲＴ 小売業 衣料品 5%

70,624 東京都 台東区 ヒノヤ　本店 小売業 衣料品 5%

70,625 東京都 台東区 ヒノヤ　ワン 小売業 衣料品 5%

70,626 東京都 台東区 ひばり堂ラーク電器 小売業 電化製品 5%

70,627 東京都 台東区 ＨＩＦＵＴＩＭＥ ?ヒフタイム? 小売業 その他小売 5%

70,628 東京都 台東区 美容室ＢＬＵＥ サービス 理容・美容業 5%

70,629 東京都 台東区 ひょうたんなべ　雷門店 サービス 飲食業 5%

70,630 東京都 台東区 ＨＩＹＯＳＹＯ 小売業 衣料品 5%

70,631 東京都 台東区 広小路店 サービス 飲食業 5%

70,632 東京都 台東区 ヒロマスホステル　蔵 サービス 宿泊業 5%

70,633 東京都 台東区 ヒロマスホステル　寿 サービス 宿泊業 5%

70,634 東京都 台東区 ファイテンショップ　浅草店 小売業 その他小売 5%

70,635 東京都 台東区 ファイヤーチキン上野入谷店 サービス 飲食業 5%

70,636 東京都 台東区 ファイヤーチキン御徒町店 サービス 飲食業 5%

70,637 東京都 台東区 ファクトリーギア 小売業 その他小売 5%

70,638 東京都 台東区 ＦＵＮ サービス 飲食業 5%

70,639 東京都 台東区 ＦＩＯＲＡＩＡ 小売業 衣料品 5%

70,640 東京都 台東区 ＶＷ 小売業 衣料品 5%

70,641 東京都 台東区 フィッツ＆フレッシュ店 小売業 衣料品 5%

70,642 東京都 台東区 フーコ 小売業 衣料品 5%

70,643 東京都 台東区 Ｆｕｗｌａ ｆｕｗｌａ 小売業 衣料品 5%

70,644 東京都 台東区 Ｆｅｒｅ　Ｂｒｉｇｈｔ　上野店 サービス 理容・美容業 5%
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70,645 東京都 台東区 Ｆａｃｅ　ｔｏ　Ｆａｃｅ　上野店 小売業 衣料品 5%

70,646 東京都 台東区 ＦＯＣＵＳ　ＫＵＲＡＭＡＥ サービス 飲食業 5%

70,647 東京都 台東区 福カフェ サービス 飲食業 5%

70,648 東京都 台東区 福島印房 小売業 その他小売 5%

70,649 東京都 台東区 株式会社フクプランニング 小売業 家具・調度品 5%

70,650 東京都 台東区 福光屋　浅草雷門店 小売業 その他小売 5%

70,651 東京都 台東区 福光屋　御徒町店 小売業 その他小売 5%

70,652 東京都 台東区 福光屋　御徒町店 小売業 その他小売 5%

70,653 東京都 台東区 藤田道具 小売業 家具・調度品 5%

70,654 東京都 台東区 ふたみ食堂 サービス 飲食業 5%

70,655 東京都 台東区 フダヤドットコム 小売業 その他小売 5%

70,656 東京都 台東区 プチイイダ 小売業 衣料品 5%

70,657 東京都 台東区 プチイイダ店 小売業 衣料品 5%

70,658 東京都 台東区 ＢＯＯＫＡＮＤＢＥＤＴＯＫＹＯ浅草 サービス 宿泊業 5%

70,659 東京都 台東区 ＦｏｏｔＭｏｎｋｅｙ 小売業 衣料品 5%

70,660 東京都 台東区 プラザ　本山 小売業 その他小売 5%

70,661 東京都 台東区 ＢＲＡＳＳ 小売業 衣料品 5%

70,662 東京都 台東区 ＰＬＵＳＦＩＴＮＥＳＳ サービス その他サービス 5%

70,663 東京都 台東区 プラスワン 小売業 衣料品 5%

70,664 東京都 台東区 プラスワン　鶯谷入谷店 サービス その他サービス 5%

70,665 東京都 台東区 ブラッスリーレカン サービス 飲食業 5%

70,666 東京都 台東区 プランインターナショナル 小売業 衣料品 5%

70,667 東京都 台東区 ブランケット上野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,668 東京都 台東区 ブリアント　上野店 サービス 理容・美容業 5%

70,669 東京都 台東区 フリークマーケットアメ横店 小売業 衣料品 5%

70,670 東京都 台東区 Ｆｒｅｅｐｏｒｔ 小売業 衣料品 5%

70,671 東京都 台東区 プリマベーラ サービス 飲食業 5%

70,672 東京都 台東区 ブルー・ビー 小売業 衣料品 5%

70,673 東京都 台東区 ＢＬＵＥ． サービス 理容・美容業 5%

70,674 東京都 台東区 ＢＬＵＥ ＴＲＩＣＫ ２ｋ５４０店 小売業 衣料品 5%

70,675 東京都 台東区 Ｂｌｏｏｍｉｎｇ 小売業 その他小売 5%

70,676 東京都 台東区 ＦｌｅｕｒｄｅＳａｒｒａｓｉｎ サービス 飲食業 5%

70,677 東京都 台東区 古垣電気商会 小売業 電化製品 5%

70,678 東京都 台東区 ブルートリック　２Ｋ５４０店 小売業 衣料品 5%

70,679 東京都 台東区 ｆｒａｇｒａ サービス 飲食業 5%

70,680 東京都 台東区 フレッュストアー中村 小売業 その他小売 5%

70,681 東京都 台東区 フレッシュネスバーガー浅草国際通り サービス 飲食業 2%

70,682 東京都 台東区 フレッシュネスバーガー浅草橋 サービス 飲食業 2%

70,683 東京都 台東区 フレッシュネスバーガー東上野 サービス 飲食業 2%

70,684 東京都 台東区 ｐｒｅｍｉｏｇｏｒｄｏ 小売業 衣料品 5%

70,685 東京都 台東区 プロ－スト東京 サービス 飲食業 5%

70,686 東京都 台東区 Ｂｒｏｔｓｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%
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70,687 東京都 台東区 ＰＲＯ－ＭＥＮＥＲ 小売業 その他小売 5%

70,688 東京都 台東区 ふんどし専門店たぬき堂 小売業 その他小売 5%

70,689 東京都 台東区 Ｈａｉｒ　ａｖｅｎｉｒ サービス 理容・美容業 5%

70,690 東京都 台東区 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ　ＩＮＡＭＯＴＯ　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＩＮＡＭＯＴＯ サービス 理容・美容業 5%

70,691 東京都 台東区 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｍａｔｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

70,692 東京都 台東区 ヘアプラス東京 サービス 理容・美容業 5%

70,693 東京都 台東区 ＨａｉｒｒｏｏｍＵＰＡＬＡ サービス 理容・美容業 5%

70,694 東京都 台東区 ＶａｐｅＭａｎｉａ 小売業 衣料品 5%

70,695 東京都 台東区 ＶａｐｅＭａｎｉａ上野店 小売業 その他小売 5%

70,696 東京都 台東区 ＶＡＰＥ　ＬＯＵＮＧＥ　遊人　ＶＡＰＥＬＯＵＮＧＥ遊人 小売業 その他小売 5%

70,697 東京都 台東区 ベーネ御徒町ルースショップ 小売業 その他小売 5%

70,698 東京都 台東区 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

70,699 東京都 台東区 ベストメガネコンタクト根津駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,700 東京都 台東区 ベッセルイン上野入谷駅前 サービス 宿泊業 5%

70,701 東京都 台東区 ペットハウスう～ちゃん 小売業 その他小売 5%

70,702 東京都 台東区 ベローチェ浅草橋駅西口店 サービス 飲食業 5%

70,703 東京都 台東区 ベローチェ浅草橋店 サービス 飲食業 5%

70,704 東京都 台東区 ベローチェ稲荷町店 サービス 飲食業 5%

70,705 東京都 台東区 ベローチェ上野三丁目店 サービス 飲食業 5%

70,706 東京都 台東区 ベローチェ仲御徒町店 サービス 飲食業 5%

70,707 東京都 台東区 弁天 弁天 サービス 飲食業 5%

70,708 東京都 台東区 ほぐし ＨＯＧＵＳＨＩ上野駅前店 サービス 理容・美容業 5%

70,709 東京都 台東区 株式会社北立電機商会 小売業 電化製品 5%

70,710 東京都 台東区 ホサカ 小売業 その他小売 5%

70,711 東京都 台東区 ホシノ商店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,712 東京都 台東区 ボスコイルキャンティ サービス 飲食業 5%

70,713 東京都 台東区 ポータークラシック 小売業 衣料品 5%

70,714 東京都 台東区 補聴器専門店プロショップ大塚浅草店 小売業 その他小売 5%

70,715 東京都 台東区 ホテル　アピオ サービス 宿泊業 5%

70,716 東京都 台東区 ホテル　マーキュリー サービス 宿泊業 5%

70,717 東京都 台東区 ホテル　レインボー サービス 宿泊業 5%

70,718 東京都 台東区 ホテル　レインボー サービス 宿泊業 5%

70,719 東京都 台東区 ホテルアマネク浅草駅前 サービス 宿泊業 5%

70,720 東京都 台東区 ホテルキズナ サービス 宿泊業 5%

70,721 東京都 台東区 ホテルきぬや本館 サービス 宿泊業 5%

70,722 東京都 台東区 ＨＯＴＥＬＧＲＡＰＨＹＮＥＺＵ サービス その他サービス 5%

70,723 東京都 台東区 ホテル心心樂 サービス 宿泊業 5%

70,724 東京都 台東区 ホテル白ばらイン浅草 サービス 宿泊業 5%

70,725 東京都 台東区 ホテルＳＷＥＥＴＳ サービス 宿泊業 5%

70,726 東京都 台東区 ホテルステラ サービス 宿泊業 5%

70,727 東京都 台東区 ＨＯＴＥＬ　ＳＥＲＡ　ＡＰｉＯ サービス 宿泊業 5%

70,728 東京都 台東区 ホテルツーリストイン上野御徒町 サービス 宿泊業 5%
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70,729 東京都 台東区 ホテルニューウエノ サービス 宿泊業 5%

70,730 東京都 台東区 ホテルニューグリーン御徒町 サービス 宿泊業 5%

70,731 東京都 台東区 ホテルニュー栃木屋 サービス 宿泊業 5%

70,732 東京都 台東区 ホテル丸谷 サービス 宿泊業 5%

70,733 東京都 台東区 ホテル丸谷アネックス サービス 宿泊業 5%

70,734 東京都 台東区 ＢＯＮＩＴＡ　ｆｒａｇｒａｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

70,735 東京都 台東区 骨付鳥　一之亀 サービス 飲食業 5%

70,736 東京都 台東区 ポプラ三ノ輪１丁目店 小売業 その他小売 2%

70,737 東京都 台東区 ボヘミアの宝箱 サービス その他サービス 5%

70,738 東京都 台東区 ホルモン寺 サービス 飲食業 5%

70,739 東京都 台東区 ＨＯＬＯＭＡＫＡＮＩ サービス その他サービス 5%

70,740 東京都 台東区 ホワイトローズ工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,741 東京都 台東区 梵字世界 サービス 飲食業 5%

70,742 東京都 台東区 Ｂｏｎｊｉ　Ｂａｒ サービス 飲食業 5%

70,743 東京都 台東区 株式会社マルイ サービス その他サービス 5%

70,744 東京都 台東区 アイケイワークス サービス その他サービス 5%

70,745 東京都 台東区 株式会社ジャパンネットワークサービス 小売業 その他小売 5%

70,746 東京都 台東区 Ｓｈｒｅｅｓｈｙａｍｇｅｍｓｃｏｌｔｄ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,747 東京都 台東区 ポンポン屋 小売業 衣料品 5%

70,748 東京都 台東区 マイハラ電機 小売業 電化製品 5%

70,749 東京都 台東区 前川印傳　新仲見世通り店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,750 東京都 台東区 マガジンズ　上野中通り店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,751 東京都 台東区 ＭＡＧＡＺＩＮＥＳ　上野広小路店 小売業 衣料品 5%

70,752 東京都 台東区 ｍａｋａｌｉｉ　御徒町店 サービス 理容・美容業 5%

70,753 東京都 台東区 マキノ玉森堂 小売業 その他小売 5%

70,754 東京都 台東区 マグロ婆娑羅　上野店 サービス 飲食業 5%

70,755 東京都 台東区 マサモト　マサモト 小売業 その他小売 5%

70,756 東京都 台東区 ＭＡＲＳＯＮＥ 小売業 衣料品 5%

70,757 東京都 台東区 マチダデンキ 小売業 電化製品 5%

70,758 東京都 台東区 マックイン 小売業 衣料品 5%

70,759 東京都 台東区 マッサージ整体　緑和 サービス その他サービス 5%

70,760 東京都 台東区 松下庵レザーショップ 松下庵レザーショップ 小売業 その他小売 5%

70,761 東京都 台東区 松下商事株式会社 小売業 衣料品 5%

70,762 東京都 台東区 的場屋 サービス 飲食業 5%

70,763 東京都 台東区 ＭａｄｅｍｏｉｓｅｌｌｅＹａｋｏ 小売業 その他小売 5%

70,764 東京都 台東区 マナルカ合同会社 サービス その他サービス 5%

70,765 東京都 台東区 まるじゅう サービス 飲食業 5%

70,766 東京都 台東区 丸正 小売業 その他小売 5%

70,767 東京都 台東区 まるもみ上野 サービス その他サービス 5%

70,768 東京都 台東区 丸山宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,769 東京都 台東区 まんがランド 上野御徒町店 サービス その他サービス 5%

70,770 東京都 台東区 まんがランド 上野店 サービス その他サービス 5%

1687



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

70,771 東京都 台東区 満月 サービス 飲食業 5%

70,772 東京都 台東区 水上酒本店 小売業 食料品 5%

70,773 東京都 台東区 ＭｉＳｕＺｕＹａ 小売業 その他小売 5%

70,774 東京都 台東区 ｍｒ　ｋａｎｓｏ サービス 飲食業 5%

70,775 東京都 台東区 三井温熱　浅草 小売業 その他小売 5%

70,776 東京都 台東区 三井温熱　浅草セミナールーム 小売業 その他小売 5%

70,777 東京都 台東区 ＭＩＺＵＫＩＩＣＨＩＮＯＳＥ 小売業 衣料品 5%

70,778 東京都 台東区 蜜とミシン 小売業 衣料品 5%

70,779 東京都 台東区 三ッ目建設 サービス その他サービス 5%

70,780 東京都 台東区 美都商事　アメ横プラザ店 小売業 その他小売 5%

70,781 東京都 台東区 ミノヤ商店 小売業 衣料品 5%

70,782 東京都 台東区 みふく整体院 サービス その他サービス 5%

70,783 東京都 台東区 みやま雑貨 小売業 衣料品 5%

70,784 東京都 台東区 ミュージックフォリビング 小売業 衣料品 5%

70,785 東京都 台東区 ミリ 小売業 衣料品 5%

70,786 東京都 台東区 みんなのてもみ　御徒町駅前店 サービス その他サービス 5%

70,787 東京都 台東区 ＭｏｏｎＳｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

70,788 東京都 台東区 ｍｕｓｋａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,789 東京都 台東区 ＳＰＯＲＴＳ　ＶＯＧＵＥ　ムラサキ 小売業 その他小売 5%

70,790 東京都 台東区 ムラサキスポーツ　上野ショップ 小売業 その他小売 5%

70,791 東京都 台東区 ムラサキスポーツ　上野店 小売業 その他小売 5%

70,792 東京都 台東区 ムラサキスポーツ　上野本店 小売業 その他小売 5%

70,793 東京都 台東区 ムラサキスポーツ　本社 小売業 その他小売 5%

70,794 東京都 台東区 明正堂書店 小売業 その他小売 5%

70,795 東京都 台東区 メガネの白山 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,796 東京都 台東区 メガネオフ入谷店 小売業 その他小売 5%

70,797 東京都 台東区 ＭＥ　ＫＥ　ＡＬＯＨＡ サービス 理容・美容業 5%

70,798 東京都 台東区 ＭａｉｓｏｎＬｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

70,799 東京都 台東区 メナードフェイシャルサロン根岸５丁目店 サービス 理容・美容業 5%

70,800 東京都 台東区 メヒコ商事 サービス 飲食業 5%

70,801 東京都 台東区 メリット 小売業 電化製品 5%

70,802 東京都 台東区 ＭＥＲＶＥＩＬＬＥ サービス その他サービス 5%

70,803 東京都 台東区 メルボメンズウェアー　東京 小売業 衣料品 5%

70,804 東京都 台東区 ｍｏｒｅ上野店 サービス 理容・美容業 5%

70,805 東京都 台東区 モードデコ 小売業 衣料品 5%

70,806 東京都 台東区 本山カバン店 小売業 その他小売 5%

70,807 東京都 台東区 ＭＯＢＩＬＥ 谷中ビアホール サービス 飲食業 5%

70,808 東京都 台東区 もみの気ハウス上野店 サービス その他サービス 5%

70,809 東京都 台東区 Ｍｏｌｅｃｕ?Ｌ サービス 飲食業 5%

70,810 東京都 台東区 もんじゃや ＡＢＡＢ前店 サービス 飲食業 5%

70,811 東京都 台東区 もんじゃや上野店 サービス 飲食業 5%

70,812 東京都 台東区 ｍｏｎｂｉｊｏｕ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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70,813 東京都 台東区 やきとりと日本酒　居酒屋　蔵どり サービス 飲食業 5%

70,814 東京都 台東区 焼肉　炭聖　谷中店　焼肉炭聖　谷中店 サービス 飲食業 5%

70,815 東京都 台東区 焼肉　牛蔵　上野店 サービス 飲食業 5%

70,816 東京都 台東区 焼肉ＤＩＮＩＮＧ ＧＲＯＷ 上野御徒町店 サービス 飲食業 5%

70,817 東京都 台東区 焼肉ＢＥＡＳＴ サービス 飲食業 5%

70,818 東京都 台東区 焼肉・ホルモン料理とらじ亭（４店舗） サービス 飲食業 5%

70,819 東京都 台東区 焼肉やいち サービス 飲食業 5%

70,820 東京都 台東区 薬膳カレーらいもん サービス 飲食業 5%

70,821 東京都 台東区 やさしいガーゼ オブラブ 小売業 衣料品 5%

70,822 東京都 台東区 谷中　和楽や 小売業 その他小売 5%

70,823 東京都 台東区 谷中堂 小売業 その他小売 5%

70,824 東京都 台東区 谷中はつね治療院 サービス 理容・美容業 5%

70,825 東京都 台東区 谷中ビアホール サービス 飲食業 5%

70,826 東京都 台東区 谷中よもぎ蒸し サービス その他サービス 5%

70,827 東京都 台東区 山口工具店 小売業 その他小売 5%

70,828 東京都 台東区 山下食器株式会社 小売業 家具・調度品 5%

70,829 東京都 台東区 株式会社山藤 小売業 家具・調度品 5%

70,830 東京都 台東区 ヤマト屋 小売業 衣料品 5%

70,831 東京都 台東区 山中旅館・古月 サービス 宿泊業 5%

70,832 東京都 台東区 山百合 サービス その他サービス 5%

70,833 東京都 台東区 有限会社石井硝子店 サービス その他サービス 5%

70,834 東京都 台東区 コンディショニングスタジオＭＯＶＥＳ サービス その他サービス 5%

70,835 東京都 台東区 有限会社佐藤貿易 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,836 東京都 台東区 有限会社三共メーター商会 小売業 その他小売 5%

70,837 東京都 台東区 有限会社　セキヤ 小売業 その他小売 5%

70,838 東京都 台東区 （有）埴原商店 サービス その他サービス 5%

70,839 東京都 台東区 有限会社Ｐ・Ｊ中村インターナショナル 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,840 東京都 台東区 有限会社渡辺商店 小売業 その他小売 5%

70,841 東京都 台東区 遊舎工房 小売業 電化製品 5%

70,842 東京都 台東区 遊食みかん 小売業 食料品 5%

70,843 東京都 台東区 ＵＵＤ サービス その他サービス 5%

70,844 東京都 台東区 ユザワヤ　浅草店 小売業 その他小売 5%

70,845 東京都 台東区 ユザワヤ　御徒町店 小売業 その他小売 5%

70,846 東京都 台東区 ＹＵＺＵＲＩＨＡ　谷中店 小売業 その他小売 5%

70,847 東京都 台東区 ユニバーサルドラッグ浅草六区店 小売業 その他小売 5%

70,848 東京都 台東区 夢矢　しまむら サービス 飲食業 5%

70,849 東京都 台東区 洋菓子工房浅草あろーむ 小売業 食料品 5%

70,850 東京都 台東区 溶岩焼肉ダイニングｂｏｎｂｏｒｉ上野店 サービス 飲食業 5%

70,851 東京都 台東区 株式会社ヨシオカ サービス その他サービス 5%

70,852 東京都 台東区 ヨシオミドリ立体工房 小売業 その他小売 5%

70,853 東京都 台東区 ヨナマウル サービス 飲食業 5%

70,854 東京都 台東区 ヨーロッパヴィンテージ　緑園 小売業 家具・調度品 5%
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70,855 東京都 台東区 ラスールリマーレ 小売業 食料品 5%

70,856 東京都 台東区 Ｌａｒｇｅｓｋ Ｌａｒｇｅｓｋ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,857 東京都 台東区 Ｒａｖｉ サービス 理容・美容業 5%

70,858 東京都 台東区 Ｌａ　ｖｉｅ　ｅｎ　ｃｏｕｌｅｕ 小売業 その他小売 5%

70,859 東京都 台東区 ラウンド サービス その他サービス 5%

70,860 東京都 台東区 落語・小料理　やきもち サービス 飲食業 5%

70,861 東京都 台東区 ＲＡＧＴＩＭＥ　ＵＭＢＲＥＬＬＡ 小売業 衣料品 5%

70,862 東京都 台東区 楽成国際株式会社 サービス その他サービス 5%

70,863 東京都 台東区 Ｒｕｇｂｙ　Ｏｎｌｉｎｅ 小売業 その他小売 5%

70,864 東京都 台東区 ＲｕｓｔｙＴｈｏｕｇｈｔｘｈｏｍｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,865 東京都 台東区 ラ・セ・ヌ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,866 東京都 台東区 ＲＵＴＴ?ＳＨＯＥＳ 小売業 衣料品 5%

70,867 東京都 台東区 ラビーストリートセンター 小売業 その他小売 5%

70,868 東京都 台東区 ｌｏｖｅｃｏｓｍｏ サービス その他サービス 5%

70,869 東京都 台東区 ラフテル 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,870 東京都 台東区 ＬａＰｒｅｓｅ サービス 理容・美容業 5%

70,871 東京都 台東区 穀雨 小売業 衣料品 5%

70,872 東京都 台東区 ラムタラ　上野店 小売業 その他小売 5%

70,873 東京都 台東区 Ｌ’ａｍｂｉａｎｃｅ　ｄｏｕｃｅ サービス 飲食業 5%

70,874 東京都 台東区 リアルアバター制作 サービス その他サービス 5%

70,875 東京都 台東区 ＲＥＡＬＭＥＮＴ 小売業 その他小売 5%

70,876 東京都 台東区 Ｒｅａｄｉｎ＇Ｗｒｉｔｉｎ＇ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

70,877 東京都 台東区 ＬＥＡＦＭＡＮＩＡ 小売業 食料品 5%

70,878 東京都 台東区 ＲＩＥＫＡＩＮＯＵＥＧＮＵ 小売業 衣料品 5%

70,879 東京都 台東区 リサイクルきもの　たんす屋　浅草店 小売業 衣料品 5%

70,880 東京都 台東区 リサイクルきもの　たんす屋　梅園前店 小売業 衣料品 5%

70,881 東京都 台東区 リサイクルきものたんす屋　浅草公会堂前 小売業 衣料品 5%

70,882 東京都 台東区 リサイクルきものたんす屋　浅草雷門通店 小売業 衣料品 5%

70,883 東京都 台東区 リサイクルきものたんす屋　新仲見世店 小売業 衣料品 5%

70,884 東京都 台東区 リサイクルきもの福服浅草店 小売業 その他小売 5%

70,885 東京都 台東区 Ｒｅ：ｓｔａ　ｂｙ　ｎｅｏｌｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

70,886 東京都 台東区 リスト浅草店 小売業 食料品 5%

70,887 東京都 台東区 ＬＥＶＩ’Ｓ　ＳＴＯＲＥ　上野 小売業 衣料品 5%

70,888 東京都 台東区 パブレストランリバティハウス サービス 飲食業 5%

70,889 東京都 台東区 ＳＴＵＤＩＯＢＵＬＬＥＴ 小売業 衣料品 5%

70,890 東京都 台東区 リューツウ　駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,891 東京都 台東区 リューツウ　支店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,892 東京都 台東区 リューツウ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,893 東京都 台東区 リラクゼーションエステフローラ サービス 理容・美容業 5%

70,894 東京都 台東区 Ｌｅ　ｂａｇｅ サービス 飲食業 5%

70,895 東京都 台東区 ルーサイトギャラリー サービス その他サービス 5%

70,896 東京都 台東区 ＲｅｉＹａｍａｓａｋｉ 小売業 衣料品 5%

1690



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

70,897 東京都 台東区 ＲＡＩＮＢＯＷＳＥＥＤＳ 小売業 衣料品 5%

70,898 東京都 台東区 ｌｅａｔｈｅｒ　Ｉｍｐｒｏｖｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,899 東京都 台東区 株式会社ＲＥＤ　ＰＩＮＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,900 東京都 台東区 株式会社バスデムシャット 小売業 衣料品 5%

70,901 東京都 台東区 レンタルＫＩＭＯＮＯＡＳＡＫＵＳＡエンジェル サービス その他サービス 5%

70,902 東京都 台東区 レンタルスペース　カフェなごむ　レンタルスペース　カフェ　なごむ サービス 飲食業 5%

70,903 東京都 台東区 レンタルスペース カフェ パズル浅草橋 サービス その他サービス 5%

70,904 東京都 台東区 ロイスジャパン 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,905 東京都 台東区 ＲｏｙａｌＳｗｅｅｔｓ 小売業 衣料品 5%

70,906 東京都 台東区 Ｒｏｃｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

70,907 東京都 台東区 株式会社ロジナス サービス その他サービス 5%

70,908 東京都 台東区 ロスカボス　上野御徒町店 サービス 飲食業 5%

70,909 東京都 台東区 ＬＯＴＵＳ　ｆｏｒ　ＢｒＩＧＨＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,910 東京都 台東区 ロングス 小売業 衣料品 5%

70,911 東京都 台東区 ワイン・スタイルズ 小売業 食料品 5%

70,912 東京都 台東区 アークネスジャパン株式会社 小売業 衣料品 5%

70,913 東京都 台東区 ＷＯＷＦＡＣＴＯＲＹ サービス その他サービス 5%

70,914 東京都 台東区 ＷＯＲＫＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,915 東京都 台東区 和食　季 サービス 飲食業 5%

70,916 東京都 台東区 和善 浅草着物レンタル和善 サービス その他サービス 5%

70,917 東京都 台東区 渡辺眼鏡商店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,918 東京都 台東区 和の暮らし　風和里 小売業 その他小売 5%

70,919 東京都 台東区 ＷＯＲＬＤＥＳＩＧＮ　Ｉｎｃ． 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,920 東京都 台東区 ワンステップ上野店 サービス 理容・美容業 5%

70,921 東京都 台東区 ワンダフルわん 小売業 その他小売 5%

70,922 東京都 立川市 ｉＰｈｏｎｅ修理ＧＥＮＩＥ立川店 サービス その他サービス 5%

70,923 東京都 立川市 アイホーム株式会社 サービス その他サービス 5%

70,924 東京都 立川市 アイラッシュサロン　北口２Ｆ店 サービス 理容・美容業 5%

70,925 東京都 立川市 アイラッシュサロン　南口４Ｆ店 サービス 理容・美容業 5%

70,926 東京都 立川市 青江楽器 小売業 その他小売 5%

70,927 東京都 立川市 あすなろ東京 小売業 衣料品 5%

70,928 東京都 立川市 アド 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,929 東京都 立川市 アドコンタクト　立川北口店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,930 東京都 立川市 アドコンタクト　立川北口店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,931 東京都 立川市 アドコンタクト　立川本店 小売業 その他小売 5%

70,932 東京都 立川市 アドコンタクト　立川南口店 小売業 その他小売 5%

70,933 東京都 立川市 アドコンタクト立川北口店　立川北口店 小売業 その他小売 5%

70,934 東京都 立川市 アドコンタクト立川店　立川本店 小売業 その他小売 5%

70,935 東京都 立川市 アドコンタクト　立川店 小売業 その他小売 5%

70,936 東京都 立川市 アトリエアルビオン立川店 小売業 その他小売 5%

70,937 東京都 立川市 アヌエヌエ売店 小売業 その他小売 5%

70,938 東京都 立川市 アピュイ　ａｐｐｕｉ サービス 理容・美容業 5%
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70,939 東京都 立川市 ａｐｐｕｉ サービス 理容・美容業 5%

70,940 東京都 立川市 ＡｍｕＲｅ サービス その他サービス 5%

70,941 東京都 立川市 ａｌｌｕ　【アリュー】 サービス 理容・美容業 5%

70,942 東京都 立川市 アルシーヴ 小売業 衣料品 5%

70,943 東京都 立川市 ａｒｒｏｗ サービス 理容・美容業 5%

70,944 東京都 立川市 アンテンドゥエキュート立川店 小売業 食料品 5%

70,945 東京都 立川市 居酒屋　姉妹 サービス 飲食業 5%

70,946 東京都 立川市 石塚家具店 小売業 家具・調度品 5%

70,947 東京都 立川市 石橋楽器　立川店 小売業 その他小売 5%

70,948 東京都 立川市 イル ピアット オチアイ イルピアットオチアイ サービス 飲食業 5%

70,949 東京都 立川市 ｉＬ?ＣＨＩＡＮＴＩ　ＮＯＲＤ サービス 飲食業 5%

70,950 東京都 立川市 イルキャンティ　ノルド サービス 飲食業 5%

70,951 東京都 立川市 イルキャンティ　立川 サービス 飲食業 5%

70,952 東京都 立川市 イルマーレ サービス 飲食業 5%

70,953 東京都 立川市 Ｏｕｉ！ サービス 理容・美容業 5%

70,954 東京都 立川市 Ｖｉ・ｅ’ｌｕｍｉｇｅ 小売業 その他小売 5%

70,955 東京都 立川市 Ｗｉｌｌ サービス 理容・美容業 5%

70,956 東京都 立川市 魚串さくらさく立川 サービス 飲食業 5%

70,957 東京都 立川市 歌広場　立川南口駅前店 サービス 飲食業 5%

70,958 東京都 立川市 占いルルドの部屋 サービス その他サービス 5%

70,959 東京都 立川市 ８ｏ　エイトオー サービス 理容・美容業 5%

70,960 東京都 立川市 ｅｘｔｅｎｔｉｏｎ　ｓｐａｃｅ　Ｓｈｕｏｎ サービス 理容・美容業 5%

70,961 東京都 立川市 エスシート サービス 理容・美容業 5%

70,962 東京都 立川市 エステティックサロン　リアンジュ サービス 理容・美容業 5%

70,963 東京都 立川市 ｎｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

70,964 東京都 立川市 ＦＰ　ＳＴＹＬＥ サービス その他サービス 5%

70,965 東京都 立川市 エミリーフローゲ サービス 飲食業 5%

70,966 東京都 立川市 美容室Ｍ＆Ｃｏ． サービス 理容・美容業 5%

70,967 東京都 立川市 ｅｌｖｉａ 小売業 衣料品 5%

70,968 東京都 立川市 おうち整体院 サービス その他サービス 5%

70,969 東京都 立川市 ＯＵＭＩスポーツカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

70,970 東京都 立川市 ＯＵＭＩスポーツカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

70,971 東京都 立川市 オールオーディナリーズ立川ルミネ店 小売業 衣料品 5%

70,972 東京都 立川市 小川家 サービス 飲食業 5%

70,973 東京都 立川市 オグラ眼鏡店　立川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,974 東京都 立川市 オプティックイシダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

70,975 東京都 立川市 オリックスレンタカー西武立川駅前店 サービス その他サービス 2%

70,976 東京都 立川市 オリックスレンタカー立川駅南口店 サービス その他サービス 2%

70,977 東京都 立川市 オンザショア サービス その他サービス 5%

70,978 東京都 立川市 カーテン・アイ立川店 小売業 家具・調度品 5%

70,979 東京都 立川市 カードショップ 竜星のＰＡＯ 立川店 小売業 その他小売 5%

70,980 東京都 立川市 家偉族～ｋａｉｚｏｋｕ～立川本店 サービス 飲食業 5%
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70,981 東京都 立川市 Ｃｏｕｎｔｙ　Ｃｌａｒｅ サービス 飲食業 5%

70,982 東京都 立川市 かごの屋立川砂川九番店 サービス 飲食業 5%

70,983 東京都 立川市 ガジェットモード 小売業 その他小売 5%

70,984 東京都 立川市 菓子処あかぎ　すずかけ通り店 小売業 食料品 5%

70,985 東京都 立川市 金ふじ サービス 飲食業 5%

70,986 東京都 立川市 金ふじ サービス 飲食業 5%

70,987 東京都 立川市 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　　ＥＤＧＥ サービス 飲食業 5%

70,988 東京都 立川市 株式会社クオリティクリーン サービス その他サービス 5%

70,989 東京都 立川市 株式会社さくらアネックス さくらアネックス サービス その他サービス 5%

70,990 東京都 立川市 株式会社サンエー電化 小売業 電化製品 5%

70,991 東京都 立川市 株式会社松本建築 サービス その他サービス 5%

70,992 東京都 立川市 カラダファクトリー　立川店 サービス その他サービス 5%

70,993 東京都 立川市 カレーハウスココ壱番屋ＪＲ立川駅南口店 サービス 飲食業 2%

70,994 東京都 立川市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋立川西砂店 サービス 飲食業 2%

70,995 東京都 立川市 ＫＡＮコルギセラピー立川店 サービス その他サービス 5%

70,996 東京都 立川市 甘味茶屋七葉ルミネ立川店 サービス 飲食業 5%

70,997 東京都 立川市 菊川園ルミネ立川店 小売業 食料品 5%

70,998 東京都 立川市 騎西自動車有限会社 サービス その他サービス 5%

70,999 東京都 立川市 あてまき喜重朗 サービス 飲食業 5%

71,000 東京都 立川市 Ｋｉｍｏｎｏ　ｃｕｌｔｕｒｅ　和 小売業 衣料品 5%

71,001 東京都 立川市 キモノモ－ド立川店 小売業 衣料品 5%

71,002 東京都 立川市 牛角立川店 サービス 飲食業 2%

71,003 東京都 立川市 九州うまかもんと焼酎　みこと　みこと立川店 サービス 飲食業 5%

71,004 東京都 立川市 餃子のさんくみ サービス 飲食業 5%

71,005 東京都 立川市 餃子のニューヨーク サービス 飲食業 5%

71,006 東京都 立川市 業務スーパーリカーキング立川錦町店 小売業 食料品 2%

71,007 東京都 立川市 共立ラインサービス株式会社　立川営業所 サービス 運輸業 5%

71,008 東京都 立川市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ立川店 小売業 その他小売 5%

71,009 東京都 立川市 串かつ　でんがな　立川南口店 サービス 飲食業 5%

71,010 東京都 立川市 串焼き＆鉄板酒場ＨＡＬＢＡＲ サービス 飲食業 5%

71,011 東京都 立川市 くにたちキッズインターナショナルスクール サービス その他サービス 5%

71,012 東京都 立川市 クライミングジム　ＪＥＴ　ＳＥＴ サービス その他サービス 5%

71,013 東京都 立川市 ＧＲＡＮＤ　Ｍａｒ’ｓ立川店 サービス 理容・美容業 5%

71,014 東京都 立川市 グランラフィネグランデュオ立川店 サービス その他サービス 5%

71,015 東京都 立川市 クリーンサービスＳＰＲ サービス その他サービス 5%

71,016 東京都 立川市 ＣＵＲＵ　立川店　【クル】 サービス 理容・美容業 5%

71,017 東京都 立川市 クロロフイル立川美顔教室 小売業 その他小売 5%

71,018 東京都 立川市 クワトロ サービス 飲食業 5%

71,019 東京都 立川市 健康スタジオ サービス その他サービス 5%

71,020 東京都 立川市 Ｋｅｎ’ｓ　Ｇｌｏｖｅ 小売業 その他小売 5%

71,021 東京都 立川市 厳選和牛焼肉松剛 サービス 飲食業 5%

71,022 東京都 立川市 康復中国気功整体院 サービス その他サービス 5%
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71,023 東京都 立川市 セブンーイレブンＫＯＹＯＫＫＲ立川病院店 小売業 食料品 2%

71,024 東京都 立川市 ｃｏｃｏｋａｒａ サービス 飲食業 5%

71,025 東京都 立川市 ここらく サービス その他サービス 5%

71,026 東京都 立川市 Ｃｏｓｍｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎルミネ立川店 小売業 衣料品 5%

71,027 東京都 立川市 小林時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,028 東京都 立川市 小山電気商会 小売業 電化製品 5%

71,029 東京都 立川市 ｃｏｌｌｅｘルミネ立川店 小売業 衣料品 5%

71,030 東京都 立川市 彩きもの学院　立川校 小売業 衣料品 5%

71,031 東京都 立川市 サイクルゲート多摩川 小売業 その他小売 5%

71,032 東京都 立川市 在宅めがね　ふくのい 小売業 その他小売 5%

71,033 東京都 立川市 さくらアネックス 小売業 その他小売 5%

71,034 東京都 立川市 幸鳥 サービス 飲食業 5%

71,035 東京都 立川市 佐藤 サービス 飲食業 5%

71,036 東京都 立川市 佐藤通信工業株式会社 サービス その他サービス 5%

71,037 東京都 立川市 狭山園 小売業 食料品 5%

71,038 東京都 立川市 ＳａＬｙｕｈａｉｒｒｅｓｏｒｔ サービス 理容・美容業 5%

71,039 東京都 立川市 Ｓｈｒａｖａｎ サービス 飲食業 5%

71,040 東京都 立川市 ｓａｌｏｎ－ｄｅ－ＣＯＣＯＮＡ サービス 理容・美容業 5%

71,041 東京都 立川市 サンドイッチハウスメルヘンエキュート立川店 小売業 食料品 5%

71,042 東京都 立川市 ｃｈｅｒｉｅ【シェリー】 サービス 理容・美容業 5%

71,043 東京都 立川市 塩の部屋　四神ソルトセンター サービス その他サービス 5%

71,044 東京都 立川市 自家焙煎珈琲豆店 一福 小売業 食料品 5%

71,045 東京都 立川市 自動車板金塗装　ガレージローライド サービス その他サービス 5%

71,046 東京都 立川市 司法書士あけぼの合同事務所 サービス その他サービス 5%

71,047 東京都 立川市 しゃぶしゃぶ　観　たちかわ サービス 飲食業 5%

71,048 東京都 立川市 旬菜炭焼玉河 サービス 飲食業 5%

71,049 東京都 立川市 ＪＯＹパソコンスクール　玉川上水校 サービス その他サービス 5%

71,050 東京都 立川市 ＪＯＹパソコンスクール　西国立校 サービス その他サービス 5%

71,051 東京都 立川市 昭和記念公園花文カフェ サービス 飲食業 5%

71,052 東京都 立川市 ＪＩＬＬＶＡ サービス 理容・美容業 5%

71,053 東京都 立川市 ［ＨＣ］シンカイデンキ砂川店 小売業 電化製品 5%

71,054 東京都 立川市 寝具の石川 小売業 家具・調度品 5%

71,055 東京都 立川市 新藤青果店　新藤青果店 小売業 食料品 5%

71,056 東京都 立川市 リフォーム仁力舎 サービス その他サービス 5%

71,057 東京都 立川市 鮨　みやした サービス 飲食業 5%

71,058 東京都 立川市 鈴一 サービス その他サービス 5%

71,059 東京都 立川市 すた～ず サービス 飲食業 5%

71,060 東京都 立川市 スタジオカラー サービス 理容・美容業 5%

71,061 東京都 立川市 スタジオＪ立川 サービス その他サービス 5%

71,062 東京都 立川市 すたみな太郎ＮＥＯ　立川店 サービス 飲食業 5%

71,063 東京都 立川市 ＳｔｅｅｄＴｏｋｙｏ サービス 理容・美容業 5%

71,064 東京都 立川市 ＳｔｏｎｅＳｈｏｐ　＆　Ｇａｌｌｅｒｙ　石花カフェ サービス 飲食業 5%
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71,065 東京都 立川市 スナックひかり サービス 飲食業 5%

71,066 東京都 立川市 ＳｍａｌｌＢｅｅ 小売業 その他小売 5%

71,067 東京都 立川市 精華楼 サービス 飲食業 5%

71,068 東京都 立川市 整体ＬＲ サービス その他サービス 5%

71,069 東京都 立川市 創 サービス 理容・美容業 5%

71,070 東京都 立川市 ＳＯＳＯ【ソソ】 サービス 理容・美容業 5%

71,071 東京都 立川市 ソフィーム美容健康サロン サービス 理容・美容業 5%

71,072 東京都 立川市 Ｓｏｌｅｉｌ　【ソレイユ】 サービス 理容・美容業 5%

71,073 東京都 立川市 タイ古式マッサージ　スッカパープディー サービス その他サービス 5%

71,074 東京都 立川市 タイ古式マッサージ　ディー立川店 サービス その他サービス 5%

71,075 東京都 立川市 タイヤショップ佐藤商会 小売業 その他小売 5%

71,076 東京都 立川市 有限会社高橋商店 小売業 その他小売 5%

71,077 東京都 立川市 タカハシ　立川幸町店 小売業 衣料品 5%

71,078 東京都 立川市 たからや 小売業 食料品 5%

71,079 東京都 立川市 武田のかばん 小売業 衣料品 5%

71,080 東京都 立川市 ＴＡＫＥＭＥＫＩ サービス その他サービス 5%

71,081 東京都 立川市 セブン－イレブン立川曙町３丁目店 小売業 食料品 2%

71,082 東京都 立川市 セブン－イレブン立川曙町店 小売業 食料品 2%

71,083 東京都 立川市 セブン－イレブン立川曙町２丁目店 小売業 食料品 2%

71,084 東京都 立川市 セブン－イレブン立川泉体育館駅前店 小売業 食料品 2%

71,085 東京都 立川市 立川伊勢屋ルミネ立川店 小売業 食料品 5%

71,086 東京都 立川市 立川磯坊主 サービス 飲食業 5%

71,087 東京都 立川市 セブン－イレブン立川一番町４丁目店 小売業 食料品 2%

71,088 東京都 立川市 立川営業所 サービス その他サービス 5%

71,089 東京都 立川市 セブン－イレブン立川駅南口店 小売業 食料品 2%

71,090 東京都 立川市 司法書士法人山口事務所 サービス その他サービス 5%

71,091 東京都 立川市 セブン－イレブン立川柏町４丁目店 小売業 食料品 2%

71,092 東京都 立川市 セブン－イレブン立川北駅店 小売業 食料品 2%

71,093 東京都 立川市 セブン－イレブン立川幸町５丁目店 小売業 食料品 2%

71,094 東京都 立川市 セブン－イレブン立川幸町３丁目店 小売業 食料品 2%

71,095 東京都 立川市 セブン－イレブン立川幸町店 小売業 食料品 2%

71,096 東京都 立川市 セブン－イレブン立川栄町３丁目店 小売業 食料品 2%

71,097 東京都 立川市 立川酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

71,098 東京都 立川市 セブン－イレブン立川柴崎町１丁目店 小売業 食料品 2%

71,099 東京都 立川市 セブン－イレブン立川柴崎町２丁目店 小売業 食料品 2%

71,100 東京都 立川市 セブン－イレブン立川砂川三番店 小売業 食料品 2%

71,101 東京都 立川市 セブン－イレブン立川砂川七番店 小売業 食料品 2%

71,102 東京都 立川市 セブン－イレブン立川諏訪通り店 小売業 食料品 2%

71,103 東京都 立川市 セブン－イレブン立川高松町店 小売業 食料品 2%

71,104 東京都 立川市 セブン－イレブン立川高松町西店 小売業 食料品 2%

71,105 東京都 立川市 立川鉄板酒場ＢＯＴＡ サービス 飲食業 5%

71,106 東京都 立川市 セブン－イレブン立川天王橋店 小売業 食料品 2%

1695



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

71,107 東京都 立川市 セブン－イレブン立川通り店 小売業 食料品 2%

71,108 東京都 立川市 セブン－イレブン立川西砂２丁目店 小売業 食料品 2%

71,109 東京都 立川市 立川バイパス　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

71,110 東京都 立川市 セブン－イレブン立川羽衣町３丁目店 小売業 食料品 2%

71,111 東京都 立川市 セブン－イレブン立川羽衣町２丁目店 小売業 食料品 2%

71,112 東京都 立川市 セブン－イレブン立川東文化通り店 小売業 食料品 2%

71,113 東京都 立川市 セブン－イレブン立川富士見町７丁目店 小売業 食料品 2%

71,114 東京都 立川市 立川補聴器センター サービス その他サービス 5%

71,115 東京都 立川市 立川ホテル サービス 宿泊業 5%

71,116 東京都 立川市 セブン－イレブン立川松中団地北店 小売業 食料品 2%

71,117 東京都 立川市 セブン－イレブン立川南駅前店 小売業 食料品 2%

71,118 東京都 立川市 セブン－イレブン立川武蔵砂川駅前店 小売業 食料品 2%

71,119 東京都 立川市 立川ランドセル館 小売業 その他小売 5%

71,120 東京都 立川市 立凪 立凪 サービス 飲食業 5%

71,121 東京都 立川市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　立川店 サービス 理容・美容業 5%

71,122 東京都 立川市 たん焼き家てっしん サービス 飲食業 5%

71,123 東京都 立川市 チカノミ サービス 飲食業 5%

71,124 東京都 立川市 ｃｈａｋｕｒａ　ａｒｋａ　Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

71,125 東京都 立川市 ｃｈａｋｕｒａ　Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　お子様連れ専用美容室チャクラ サービス 理容・美容業 5%

71,126 東京都 立川市 デアイム立川 サービス 理容・美容業 5%

71,127 東京都 立川市 ＤＳ・Ｊ　東京立川校 サービス その他サービス 5%

71,128 東京都 立川市 ディスクユニオン　立川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

71,129 東京都 立川市 デリシャス 小売業 食料品 5%

71,130 東京都 立川市 天ぷら　わかやま サービス 飲食業 5%

71,131 東京都 立川市 ど・みそグランデュオ立川店 サービス 飲食業 5%

71,132 東京都 立川市 ドゥアルシーヴ 小売業 衣料品 5%

71,133 東京都 立川市 東京パーツ城西 小売業 その他小売 5%

71,134 東京都 立川市 とうせんぼう サービス 飲食業 5%

71,135 東京都 立川市 どうぶつの森総合病院 サービス その他サービス 5%

71,136 東京都 立川市 ＤＲ．ストレッチ立川南口店 サービス その他サービス 5%

71,137 東京都 立川市 トヨタドライビングスクール東京 サービス その他サービス 5%

71,138 東京都 立川市 とらのあな　立川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

71,139 東京都 立川市 とらのあな立川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

71,140 東京都 立川市 ＤＯＲＡＭＡ　立川店 サービス その他サービス 5%

71,141 東京都 立川市 とり敷／ＬＡダイナー サービス 飲食業 5%

71,142 東京都 立川市 Ｔｒｉｐｐｅｒｓ 小売業 その他小売 5%

71,143 東京都 立川市 ＴＬＩＰ立川店 小売業 その他小売 5%

71,144 東京都 立川市 Ｄｒｏｏｇ　【ドルーグ】 サービス 理容・美容業 5%

71,145 東京都 立川市 とろにく　立川店 サービス 飲食業 5%

71,146 東京都 立川市 ナチュラルフードレストラン　シェいなば サービス 飲食業 5%

71,147 東京都 立川市 有限会社あしっこ サービス 理容・美容業 5%

71,148 東京都 立川市 ｎａｎａｂｏ サービス その他サービス 5%
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71,149 東京都 立川市 なるしまフレンド立川店 小売業 その他小売 5%

71,150 東京都 立川市 鳴門鯛焼本舗　立川店 サービス 飲食業 5%

71,151 東京都 立川市 ＮｉｋｕＪｙｕ‐Ｈａｃｈｉ サービス 飲食業 5%

71,152 東京都 立川市 錦電設株式会社 サービス その他サービス 5%

71,153 東京都 立川市 西砂テクノセンター サービス その他サービス 5%

71,154 東京都 立川市 西立川ビジネスホテル サービス 宿泊業 5%

71,155 東京都 立川市 日個連　榎戸タクシー サービス 運輸業 5%

71,156 東京都 立川市 日個連　近藤タクシー サービス 運輸業 5%

71,157 東京都 立川市 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

71,158 東京都 立川市 ＮＯ　ＩＤ． 小売業 衣料品 5%

71,159 東京都 立川市 乃木屋 乃木屋 小売業 食料品 5%

71,160 東京都 立川市 乃木屋 サービス 飲食業 5%

71,161 東京都 立川市 ＰＡＯ 立川店 小売業 その他小売 5%

71,162 東京都 立川市 馬鹿うま　立川南口 サービス 飲食業 2%

71,163 東京都 立川市 パティスリーツナグ サービス 飲食業 5%

71,164 東京都 立川市 花コンタクト　立川 小売業 その他小売 5%

71,165 東京都 立川市 花コンタクト立川 小売業 その他小売 5%

71,166 東京都 立川市 パナピットシムラ 小売業 電化製品 5%

71,167 東京都 立川市 パナピットフルショウ 小売業 電化製品 5%

71,168 東京都 立川市 バル　ダダッコ サービス 飲食業 5%

71,169 東京都 立川市 はんこ広場　立川店 小売業 その他小売 5%

71,170 東京都 立川市 Ｂｉａｎｃａ　Ｆｒｏｍ　ＣＨＵＢＵ　Ｔａｃｈｉｋａｗａ サービス 理容・美容業 5%

71,171 東京都 立川市 ビジネスホテル小沢屋 サービス 宿泊業 5%

71,172 東京都 立川市 ヒステリックグラマー　グランデュオ立川店 小売業 衣料品 5%

71,173 東京都 立川市 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ立川 小売業 衣料品 5%

71,174 東京都 立川市 ビストロヴァンマルシェ サービス 飲食業 5%

71,175 東京都 立川市 ビストロ　こづ サービス 飲食業 5%

71,176 東京都 立川市 ビストロアンドバル　ラポール サービス 飲食業 5%

71,177 東京都 立川市 ひだりうまでん助　北口店 サービス 飲食業 5%

71,178 東京都 立川市 ひだりうまでん助　南口店 サービス 飲食業 5%

71,179 東京都 立川市 美容室　カスミソウ サービス 理容・美容業 5%

71,180 東京都 立川市 美容室 ヘアースペース プラス サービス 理容・美容業 5%

71,181 東京都 立川市 ファーマーズセンター　みのーれ立川 小売業 食料品 5%

71,182 東京都 立川市 ＦＡＬＣＯｈａｉｒ　立川店　【ファルコヘア】 サービス 理容・美容業 5%

71,183 東京都 立川市 福きたる立川店 サービス 飲食業 5%

71,184 東京都 立川市 福心樓 サービス 飲食業 5%

71,185 東京都 立川市 フジ自動車商会 サービス その他サービス 5%

71,186 東京都 立川市 双葉商会 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,187 東京都 立川市 ブラッキー立川店 サービス 理容・美容業 5%

71,188 東京都 立川市 ブランドショップＳＡＮＹＡ 小売業 その他小売 5%

71,189 東京都 立川市 フラン　ヘアー　アート サービス 理容・美容業 5%

71,190 東京都 立川市 ブリアント　立川店 サービス 理容・美容業 5%
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71,191 東京都 立川市 ぷりずむ館立川 サービス その他サービス 5%

71,192 東京都 立川市 プリムベール 小売業 家具・調度品 5%

71,193 東京都 立川市 Ｂｒｕｔ サービス 飲食業 5%

71,194 東京都 立川市 フルコンプ立川南口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

71,195 東京都 立川市 ブルーブルーエゼネラルストアケヤキモール 小売業 家具・調度品 5%

71,196 東京都 立川市 ＦＲＡＭｅＷＯＲＫルミネ立川店 小売業 衣料品 5%

71,197 東京都 立川市 ｂｒｅａｔｔｈ　　【ブレス】 サービス 理容・美容業 5%

71,198 東京都 立川市 ＰＲＯＧＲＥＳＳ　立川店 サービス 理容・美容業 5%

71,199 東京都 立川市 ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ どれっしんぐ ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ どれっしんぐ サービス 理容・美容業 5%

71,200 東京都 立川市 ヘアーサロンカヤシタ サービス その他サービス 5%

71,201 東京都 立川市 ＨａｉｒＤｅｓｉｇｎＯｌｕＯｌｕ サービス 理容・美容業 5%

71,202 東京都 立川市 ヘアーデザイン　北口１Ｆ店 サービス 理容・美容業 5%

71,203 東京都 立川市 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ＳｅｅＫ サービス 理容・美容業 5%

71,204 東京都 立川市 ＳｅｅＫ　ＮＥＸＴ サービス 理容・美容業 5%

71,205 東京都 立川市 ヘアーサロン　カヤシタ サービス 理容・美容業 5%

71,206 東京都 立川市 ヘアーサロン　カヤシタ サービス 理容・美容業 5%

71,207 東京都 立川市 ヘアメイクアッシュ立川店 サービス 理容・美容業 5%

71,208 東京都 立川市 ヘアメイクビーズ立川店 サービス 理容・美容業 5%

71,209 東京都 立川市 ベースボール サービス 飲食業 5%

71,210 東京都 立川市 ベースボール　端末接続先 サービス 飲食業 5%

71,211 東京都 立川市 ペコリ　立川店 サービス 飲食業 5%

71,212 東京都 立川市 ペピーズヘアー立川南口店 サービス 理容・美容業 5%

71,213 東京都 立川市 ｂｅｌ　ｓａｌｉｃｅ サービス 飲食業 5%

71,214 東京都 立川市 ベローチェ立川柴崎町二丁目店 サービス 飲食業 5%

71,215 東京都 立川市 ベローチェ立川フロム中武店 サービス 飲食業 5%

71,216 東京都 立川市 ベローチェ立川南駅前店 サービス 飲食業 5%

71,217 東京都 立川市 ボークス立川ショールーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

71,218 東京都 立川市 ＨＯＴ　ＨＡＮＤＳ　立川店 サービス その他サービス 5%

71,219 東京都 立川市 ほっとすぺーす中屋 小売業 衣料品 5%

71,220 東京都 立川市 ボディメイクスタジオＡＳｍａｋｅ サービス その他サービス 5%

71,221 東京都 立川市 Ｂｏｒａｂｏｒａ立川 サービス 飲食業 5%

71,222 東京都 立川市 ボンガズカレー＆ダイニング サービス 飲食業 5%

71,223 東京都 立川市 本社 小売業 その他小売 5%

71,224 東京都 立川市 ｍｙ．ｎａｉｌ【マイ　ネイル】 サービス その他サービス 5%

71,225 東京都 立川市 マクドナルド立川立飛店 サービス 飲食業 2%

71,226 東京都 立川市 マクドナルド玉川上水店 サービス 飲食業 2%

71,227 東京都 立川市 ＭＡＧＩ－ＲＯ サービス 理容・美容業 5%

71,228 東京都 立川市 フラワー装飾技能士（一級）松田敏子 小売業 その他小売 5%

71,229 東京都 立川市 松中団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

71,230 東京都 立川市 ＭＡＬＩＥ サービス その他サービス 5%

71,231 東京都 立川市 丸昌　立川店 小売業 衣料品 5%

71,232 東京都 立川市 丸昌　立川店　フォトスタジオ サービス その他サービス 5%
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71,233 東京都 立川市 宮地楽器サウンドパル　立川店 小売業 その他小売 5%

71,234 東京都 立川市 Ｍｕｓｅｅ　ｄｅ　Ｓｏｒｃｉｅｒｅ サービス 理容・美容業 5%

71,235 東京都 立川市 ムサシノ学生服立川店 小売業 衣料品 5%

71,236 東京都 立川市 ムサシノ商店　立川店 小売業 衣料品 5%

71,237 東京都 立川市 村内ファニチャーアクセス　立川店 小売業 家具・調度品 5%

71,238 東京都 立川市 ｍａｙ サービス 理容・美容業 5%

71,239 東京都 立川市 めがね　とけい　補聴器　カワハラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,240 東京都 立川市 メガネのアド　立川本店 小売業 その他小売 5%

71,241 東京都 立川市 メガネのアド　立川南口店 小売業 その他小売 5%

71,242 東京都 立川市 メガネのアド立川本店　立川本店 小売業 その他小売 5%

71,243 東京都 立川市 メガネのアド立川南口店　立川南口店 小売業 その他小売 5%

71,244 東京都 立川市 ｍｅｇｕｍｉｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

71,245 東京都 立川市 Ｍｅｒ【メル】 サービス 理容・美容業 5%

71,246 東京都 立川市 麺仁王 サービス 飲食業 5%

71,247 東京都 立川市 モデルプラザ・エンドウ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

71,248 東京都 立川市 もとだれ総本舗　石坂商店 小売業 食料品 5%

71,249 東京都 立川市 焼肉びより サービス 飲食業 5%

71,250 東京都 立川市 ヤマノビューティウェルネスサロン山野愛子 サービス 理容・美容業 5%

71,251 東京都 立川市 遊木 サービス その他サービス 5%

71,252 東京都 立川市 有限会社西東京ロックサービス 有限会社西東京ロックサービス 小売業 その他小売 5%

71,253 東京都 立川市 ユザワヤ　立川店 小売業 その他小売 5%

71,254 東京都 立川市 ユニックス　立川店 サービス 理容・美容業 5%

71,255 東京都 立川市 洋菓子のプルミエール 小売業 食料品 5%

71,256 東京都 立川市 洋風小料理屋モリノナカ サービス 飲食業 5%

71,257 東京都 立川市 洋服のタカハシ　立川幸町店 小売業 衣料品 5%

71,258 東京都 立川市 横田酒場 サービス 飲食業 5%

71,259 東京都 立川市 ラウレア整体院 ラウレア整体院 サービス その他サービス 5%

71,260 東京都 立川市 ＬａｋａＬａｋａＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

71,261 東京都 立川市 らかんスタジオ立川店 サービス その他サービス 5%

71,262 東京都 立川市 ＴＨＥ　ＢＡＣＫ　　ＲＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

71,263 東京都 立川市 ラ クローヌ サービス 飲食業 5%

71,264 東京都 立川市 ＬａｋｏｔＡ サービス 理容・美容業 5%

71,265 東京都 立川市 Ｌａｃｉｓａ サービス 理容・美容業 5%

71,266 東京都 立川市 らしんばん　立川店 小売業 その他小売 5%

71,267 東京都 立川市 らしんばん　立川店本館 小売業 その他小売 5%

71,268 東京都 立川市 楽今 サービス 飲食業 5%

71,269 東京都 立川市 ラムタラ　立川駅前店 小売業 その他小売 5%

71,270 東京都 立川市 ラムタラ　立川駅前店 小売業 その他小売 5%

71,271 東京都 立川市 Ｒｉｅｎｇｅ【リアンジュ】 サービス 理容・美容業 5%

71,272 東京都 立川市 ＲＵＥ⑤ サービス 理容・美容業 5%

71,273 東京都 立川市 Ｒｕｅ５　ＲＵＥ サービス 理容・美容業 5%

71,274 東京都 立川市 リラクゼーション愛 サービス 理容・美容業 5%
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71,275 東京都 立川市 Ｒｅｌａｘ　ｍｅ サービス その他サービス 5%

71,276 東京都 立川市 リンパケアサロン碧砂金 サービス 理容・美容業 5%

71,277 東京都 立川市 Ｌｕｐｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

71,278 東京都 立川市 レイヤーケーキ サービス 理容・美容業 5%

71,279 東京都 立川市 レストラン　ベースボール サービス 飲食業 5%

71,280 東京都 立川市 レディースショップオマタ 小売業 衣料品 5%

71,281 東京都 立川市 Ｒｏｏｋｓｔａｎｄ サービス 飲食業 5%

71,282 東京都 立川市 Ｈａｉｒｓｅｔ＆ＳｐａＲｏｑｕａｔＳａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

71,283 東京都 立川市 ６３ｍｏｋｋｏ サービス その他サービス 5%

71,284 東京都 立川市 ロズまり サービス その他サービス 5%

71,285 東京都 立川市 ケークー サービス 飲食業 5%

71,286 東京都 立川市 ワンダフルスマイル サービス その他サービス 5%

71,287 東京都 多摩市 アートヘアーワイズ サービス 理容・美容業 5%

71,288 東京都 多摩市 アイラッシュサロン　オルト サービス 理容・美容業 5%

71,289 東京都 多摩市 アヴァンツルマキ 小売業 電化製品 5%

71,290 東京都 多摩市 味道楽　留萌 サービス 飲食業 5%

71,291 東京都 多摩市 アッシュ　聖蹟桜ヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

71,292 東京都 多摩市 アットイーズ　クロスガーデン多摩店 小売業 その他小売 5%

71,293 東京都 多摩市 Ａｔｅｌｉｅｒ☆ｋａｚｕｋａ サービス その他サービス 5%

71,294 東京都 多摩市 いざきあつしの器 サービス その他サービス 5%

71,295 東京都 多摩市 イマージュ　サロンドイマージュ店 サービス 理容・美容業 5%

71,296 東京都 多摩市 ＷｅｄｇｅＭｏｔｏｒｃｙｃｌｅ サービス その他サービス 5%

71,297 東京都 多摩市 歌広場　聖蹟桜ヶ丘店 サービス 飲食業 5%

71,298 東京都 多摩市 ウフヘア ウフヘア サービス 理容・美容業 5%

71,299 東京都 多摩市 ｕｆｕ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

71,300 東京都 多摩市 ＵＢＲＩＡＣＯ サービス 飲食業 5%

71,301 東京都 多摩市 漁帆　調布店 サービス 飲食業 5%

71,302 東京都 多摩市 ＥＫｏｍｏＭａｉドッグトレーニング サービス その他サービス 5%

71,303 東京都 多摩市 Ｍ　ｓｔｕｄｉｏ　多摩センター店 サービス その他サービス 5%

71,304 東京都 多摩市 Ｍ ｓｔｕｄｉｏ 永山店 サービス その他サービス 5%

71,305 東京都 多摩市 おおくぼ動物病院 サービス その他サービス 5%

71,306 東京都 多摩市 オッティ 小売業 衣料品 5%

71,307 東京都 多摩市 かくたサイクル 小売業 その他小売 5%

71,308 東京都 多摩市 かごの屋多摩センター駅前店 サービス 飲食業 5%

71,309 東京都 多摩市 Ｃａｆｅ　ｄｅ　Ｆｌｅｕｒｕｓ　２７ サービス 飲食業 5%

71,310 東京都 多摩市 ＣＣＴＴＩＮＣ． サービス その他サービス 5%

71,311 東京都 多摩市 株式会社Ｊ　Ｓｍａｒｔ サービス その他サービス 5%

71,312 東京都 多摩市 株式会社昭和コーポレーション サービス その他サービス 5%

71,313 東京都 多摩市 株式会社ハムスター サービス その他サービス 5%

71,314 東京都 多摩市 カラオケスペースＮＡＮＡ サービス その他サービス 5%

71,315 東京都 多摩市 河合塾マナビス多摩センター校 サービス その他サービス 2%

71,316 東京都 多摩市 川辺電気 小売業 電化製品 5%
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71,317 東京都 多摩市 元祖札幌や永山店 サービス 飲食業 5%

71,318 東京都 多摩市 キッチン　ティス サービス 飲食業 5%

71,319 東京都 多摩市 牛角京王永山店 サービス 飲食業 2%

71,320 東京都 多摩市 牛角多摩センター店 サービス 飲食業 2%

71,321 東京都 多摩市 ぎょうざの満洲　聖蹟桜ヶ丘駅前店 サービス 飲食業 5%

71,322 東京都 多摩市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ聖蹟桜ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

71,323 東京都 多摩市 串焼き処もえのすけ サービス 飲食業 5%

71,324 東京都 多摩市 ＧＲＥＥＮＷＩＳＥ 小売業 その他小売 5%

71,325 東京都 多摩市 ＧＲＥＥＮ サービス 理容・美容業 5%

71,326 東京都 多摩市 ＧＲＥＥＮｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

71,327 東京都 多摩市 くるり　多摩センター店 サービス 飲食業 5%

71,328 東京都 多摩市 Ｋ　ｔｏｔａｌ　ｂｅａｕｔｙ２ 小売業 その他小売 5%

71,329 東京都 多摩市 Ｋ　ｔｏｔａｌ　ｂｅａｕｔｙ サービス その他サービス 5%

71,330 東京都 多摩市 Ｋ ｔｏｔａｌ ｂｅａｕｔｙ Ｋ ｔｏｔａｌ ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

71,331 東京都 多摩市 Ｋ＆Ｋ．ＥＳＳＥＮＣＥ 小売業 その他小売 5%

71,332 東京都 多摩市 ｋｔｒａｉｎｉｎｇ×ｃａｒｅ サービス その他サービス 5%

71,333 東京都 多摩市 こきあん工房 小売業 家具・調度品 5%

71,334 東京都 多摩市 セブン－イレブン国士舘大学多摩キャンパス店 小売業 食料品 2%

71,335 東京都 多摩市 コジンササキタクシー サービス 運輸業 5%

71,336 東京都 多摩市 こどもリビングカフェ サービス その他サービス 5%

71,337 東京都 多摩市 木幡工務店 サービス その他サービス 5%

71,338 東京都 多摩市 Ｇｏｂｉｇａｚａｒ 小売業 衣料品 5%

71,339 東京都 多摩市 独楽寿司　永山店 サービス 飲食業 5%

71,340 東京都 多摩市 コンプルサポート サービス その他サービス 5%

71,341 東京都 多摩市 サウンドプラザ 小売業 その他小売 5%

71,342 東京都 多摩市 サエラデモード サービス 理容・美容業 5%

71,343 東京都 多摩市 さかな市場　漁漁 サービス 飲食業 5%

71,344 東京都 多摩市 ＳＡＫＵＲＡＹＡ　ＦＯＲ　ＭＥ　ＳＡＫＵＲＡＹＡ　ＦＯＲ　ＭＥ　聖蹟桜ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

71,345 東京都 多摩市 ＳＡＫＵＲＡＹＡ　ＦＯＲ　ＭＥ　ＳＡＫＵＲＡＹＡ　ＦＯＲ　ＭＥ　多摩センター店 小売業 その他小売 5%

71,346 東京都 多摩市 サロン・ド・ミウ 小売業 衣料品 5%

71,347 東京都 多摩市 サンクドゥサエラ サービス 理容・美容業 5%

71,348 東京都 多摩市 三徳貝取店 小売業 食料品 5%

71,349 東京都 多摩市 三徳多摩店 小売業 食料品 5%

71,350 東京都 多摩市 ジェームス唐木田店 小売業 その他小売 2%

71,351 東京都 多摩市 ＳＩＫＩ　整体 サービス その他サービス 5%

71,352 東京都 多摩市 株式会社ＺＩＫＩＣＯ 小売業 衣料品 5%

71,353 東京都 多摩市 ＪＭ／シナリー 小売業 その他小売 5%

71,354 東京都 多摩市 社会保険労務士ゆうオフィス サービス その他サービス 5%

71,355 東京都 多摩市 ＣｈｏｕＣｈｏｕｂｙＵＲＥＡＬＭ サービス 理容・美容業 5%

71,356 東京都 多摩市 瞬彩永山 サービス 飲食業 5%

71,357 東京都 多摩市 ＳＨＯＰ ＰＬＵＳ ＹＵ ＰＬＵＳ ＹＵ 小売業 その他小売 5%

71,358 東京都 多摩市 スタジオＡＢＲ　聖蹟桜ヶ丘店 サービス その他サービス 5%
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71,359 東京都 多摩市 ステーキ　ラウンジＪＢ サービス 飲食業 5%

71,360 東京都 多摩市 スーパークリシマ　永山店 小売業 食料品 5%

71,361 東京都 多摩市 Ｔｈｒｅｅ． サービス 理容・美容業 5%

71,362 東京都 多摩市 セブン－イレブン聖蹟桜ケ丘駅前店 小売業 食料品 2%

71,363 東京都 多摩市 成文堂　多摩店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

71,364 東京都 多摩市 創作焼肉　しもふらん サービス 飲食業 5%

71,365 東京都 多摩市 タカハシ　クロスガーデン多摩店 小売業 衣料品 5%

71,366 東京都 多摩市 ｔａｋｂｅａｎｓ サービス 飲食業 5%

71,367 東京都 多摩市 出光多摩エコステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

71,368 東京都 多摩市 セブン－イレブン多摩落合６丁目店 小売業 食料品 2%

71,369 東京都 多摩市 セブン－イレブン多摩貝取大通り店 小売業 食料品 2%

71,370 東京都 多摩市 多摩クラーク動物病院 サービス その他サービス 5%

71,371 東京都 多摩市 セブン－イレブン多摩山王下１丁目店 小売業 食料品 2%

71,372 東京都 多摩市 セブン－イレブン多摩諏訪越通り店 小売業 食料品 2%

71,373 東京都 多摩市 セブン－イレブン多摩関戸５丁目店 小売業 食料品 2%

71,374 東京都 多摩市 セブンーイレブン多摩関戸２丁目店 小売業 食料品 2%

71,375 東京都 多摩市 セブン－イレブン多摩センター駅前店 小売業 食料品 2%

71,376 東京都 多摩市 セブン－イレブン多摩鶴牧１丁目店 小売業 食料品 2%

71,377 東京都 多摩市 セブン－イレブン多摩鶴牧２丁目店 小売業 食料品 2%

71,378 東京都 多摩市 セブン－イレブン多摩豊ヶ丘４丁目店 小売業 食料品 2%

71,379 東京都 多摩市 セブン－イレブン多摩永山店 小売業 食料品 2%

71,380 東京都 多摩市 セブン－イレブン多摩永山２丁目店 小売業 食料品 2%

71,381 東京都 多摩市 多摩南部病院売店 小売業 その他小売 5%

71,382 東京都 多摩市 多摩ニュータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

71,383 東京都 多摩市 セブン－イレブン多摩ニュータウン通り店 小売業 食料品 2%

71,384 東京都 多摩市 たまねこ サービス 理容・美容業 5%

71,385 東京都 多摩市 ファンメディケーション株式会社 サービス その他サービス 5%

71,386 東京都 多摩市 セブン－イレブン多摩南野店 小売業 食料品 2%

71,387 東京都 多摩市 セブン－イレブン多摩明神橋通り店 小売業 食料品 2%

71,388 東京都 多摩市 セブン－イレブン多摩蓮光寺店 小売業 食料品 2%

71,389 東京都 多摩市 セブン－イレブン多摩和田３丁目店 小売業 食料品 2%

71,390 東京都 多摩市 セブン－イレブン多摩和田店 小売業 食料品 2%

71,391 東京都 多摩市 たんす屋　聖蹟桜ヶ丘店 小売業 衣料品 5%

71,392 東京都 多摩市 鶴牧ガーデンズ サービス その他サービス 5%

71,393 東京都 多摩市 ティヨスパエ サービス その他サービス 5%

71,394 東京都 多摩市 テコセンター多摩センター店 サービス その他サービス 5%

71,395 東京都 多摩市 株式会社東京ＳＩＭ外語研究所 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

71,396 東京都 多摩市 トミー初夢 小売業 家具・調度品 5%

71,397 東京都 多摩市 鳥はな サービス 飲食業 5%

71,398 東京都 多摩市 ｔｏｒｅｔｏｋｏ サービス その他サービス 5%

71,399 東京都 多摩市 トレボー桜ヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

71,400 東京都 多摩市 トレボー桜ヶ丘店　アイラッシュルーム サービス 理容・美容業 5%
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71,401 東京都 多摩市 トレボー永山店 サービス 理容・美容業 5%

71,402 東京都 多摩市 トレボープルミエ店 サービス 理容・美容業 5%

71,403 東京都 多摩市 なかの美容室 サービス 理容・美容業 5%

71,404 東京都 多摩市 薙川工業 サービス その他サービス 5%

71,405 東京都 多摩市 ナチュラルコンタクト 小売業 その他小売 5%

71,406 東京都 多摩市 ２２３　ＢＥＡＵＴＹ　ＳＡＬＯＮ サービス その他サービス 5%

71,407 東京都 多摩市 ニシムラデンキ 小売業 電化製品 5%

71,408 東京都 多摩市 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

71,409 東京都 多摩市 日個連　船藤タクシー サービス 運輸業 5%

71,410 東京都 多摩市 セブン－イレブンニューシティ多摩センター店 小売業 食料品 2%

71,411 東京都 多摩市 ｎａｉｌｓ Ｑｏｏ サービス 理容・美容業 5%

71,412 東京都 多摩市 ｎａｉｌｓＱｏｏ サービス 理容・美容業 5%

71,413 東京都 多摩市 ネイルスペース　シル・ヴァン サービス その他サービス 5%

71,414 東京都 多摩市 バースデイ バースデイ 多摩センター店 サービス 理容・美容業 5%

71,415 東京都 多摩市 バースデイ　スクエア店 サービス 理容・美容業 5%

71,416 東京都 多摩市 パーソナルジムｋｔｒａｉｎｉｎｇ×ｃａｒｅ サービス その他サービス 5%

71,417 東京都 多摩市 はーとっと サービス その他サービス 5%

71,418 東京都 多摩市 ＨａｐｐｙＤａｙＣｕｒｔａｉｎ多摩店 小売業 家具・調度品 5%

71,419 東京都 多摩市 パティスリー　トイトイトイ サービス 飲食業 5%

71,420 東京都 多摩市 ばぶどうぶつクリニック サービス その他サービス 5%

71,421 東京都 多摩市 バランスビュー匠　多摩センター サービス その他サービス 5%

71,422 東京都 多摩市 ハンドバッグ　エル 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,423 東京都 多摩市 Ｂ－ＫＩＭＯＮＯ　たんす屋　多摩永山店 小売業 衣料品 5%

71,424 東京都 多摩市 美容室　Ｒ’ｓｅｔ サービス 理容・美容業 5%

71,425 東京都 多摩市 美容室Ｒ　　ｓｅｔ サービス 理容・美容業 5%

71,426 東京都 多摩市 福井会計事務所 サービス その他サービス 5%

71,427 東京都 多摩市 不動産賃貸業 サービス その他サービス 5%

71,428 東京都 多摩市 ＰＲＯＧＲＥＳＳ　聖蹟桜ケ丘店 サービス 理容・美容業 5%

71,429 東京都 多摩市 文教 小売業 家具・調度品 5%

71,430 東京都 多摩市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＧＬＯＲＩＡ サービス 理容・美容業 5%

71,431 東京都 多摩市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｏｒｔ サービス 理容・美容業 5%

71,432 東京都 多摩市 ヘアサロン　ビッグ＆ＢＩＪＯＵＸ サービス 理容・美容業 5%

71,433 東京都 多摩市 ペコリ　多摩センター店 サービス 飲食業 5%

71,434 東京都 多摩市 ｂｅｌｌｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

71,435 東京都 多摩市 ベローチェ多摩センター駅前店 サービス 飲食業 5%

71,436 東京都 多摩市 ペンタくん　１ サービス その他サービス 5%

71,437 東京都 多摩市 星俊男 小売業 その他小売 5%

71,438 東京都 多摩市 ホルモンすず サービス 飲食業 5%

71,439 東京都 多摩市 ぼんのてい サービス 飲食業 5%

71,440 東京都 多摩市 マクドナルドグリナード永山店 サービス 飲食業 2%

71,441 東京都 多摩市 マクドナルド京王多摩センター店 サービス 飲食業 2%

71,442 東京都 多摩市 マクドナルド聖蹟桜ヶ丘店 サービス 飲食業 2%
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71,443 東京都 多摩市 マクドナルド多摩センター店 サービス 飲食業 2%

71,444 東京都 多摩市 マクドナルド多摩ニュータウン通り店 サービス 飲食業 2%

71,445 東京都 多摩市 松本動物病院 サービス その他サービス 5%

71,446 東京都 多摩市 ミシンランド・ＭＯＧＧＹ多摩店 小売業 電化製品 5%

71,447 東京都 多摩市 ＭｉｋｋｅＲｅｍｉｋｋｅ サービス その他サービス 5%

71,448 東京都 多摩市 ミマツ桜ヶ丘店 小売業 衣料品 5%

71,449 東京都 多摩市 ｍｉｌｌｙ サービス その他サービス 5%

71,450 東京都 多摩市 味ん味ん　多摩南野店 サービス 飲食業 5%

71,451 東京都 多摩市 ムサシノ商店　多摩センター店 小売業 衣料品 5%

71,452 東京都 多摩市 メガネサロンルック　京王ストア桜ヶ丘店 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,453 東京都 多摩市 めがね食堂 サービス 飲食業 5%

71,454 東京都 多摩市 メガネストアー多摩センター 小売業 その他小売 5%

71,455 東京都 多摩市 メガネストアー多摩センター店 小売業 その他小売 5%

71,456 東京都 多摩市 メガネフレンド 小売業 その他小売 5%

71,457 東京都 多摩市 もつ鮮華 まる権 もつ鮮華 まる権 サービス 飲食業 5%

71,458 東京都 多摩市 やきとり　え多か サービス 飲食業 5%

71,459 東京都 多摩市 焼肉 権左エ門 焼肉 権左エ門 サービス 飲食業 5%

71,460 東京都 多摩市 焼肉ダイニング　花衣苑 サービス 飲食業 5%

71,461 東京都 多摩市 ［ＨＣ］有限会社新倉電器 小売業 電化製品 5%

71,462 東京都 多摩市 有限会社リフレサービス 小売業 その他小売 5%

71,463 東京都 多摩市 ユザワヤ　多摩センター店 小売業 その他小売 5%

71,464 東京都 多摩市 洋服のタカハシ クロスガーデン多摩店 小売業 衣料品 5%

71,465 東京都 多摩市 ＬＵＣＫ京王多摩センター サービス 理容・美容業 5%

71,466 東京都 多摩市 ｒｉｔｏ サービス その他サービス 5%

71,467 東京都 多摩市 Ｒｅ　Ｒａ　Ｋｕ　クロスガーデン多摩店 サービス その他サービス 5%

71,468 東京都 多摩市 ＲａｉｎｂｏｗＣｏｌｌａｒ 小売業 衣料品 5%

71,469 東京都 多摩市 レオニダス多摩センター店 小売業 食料品 5%

71,470 東京都 多摩市 ワンダープライスクロスガーデン多 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,471 東京都 中央区 Ａｒｃｔｈｅｂｏｄｙ サービス 理容・美容業 5%

71,472 東京都 中央区 アーゲル サービス その他サービス 5%

71,473 東京都 中央区 ａｒｃｈ－ｂｏｄｙｍａｇｉｃ－ サービス 理容・美容業 5%

71,474 東京都 中央区 ａｈｃｈｊｏｏｈ サービス 理容・美容業 5%

71,475 東京都 中央区 アーティーズ 小売業 その他小売 5%

71,476 東京都 中央区 ＡＲＴ　ＯＦ　ＷＡＲ 小売業 その他小売 5%

71,477 東京都 中央区 アート３３１ サービス その他サービス 5%

71,478 東京都 中央区 Ａｒｔ　Ｆｏｒ　Ｔｈｏｕｇｈｔ サービス 飲食業 5%

71,479 東京都 中央区 ＵＲＢＡＮＩＡ サービス 理容・美容業 5%

71,480 東京都 中央区 アールライフ 小売業 衣料品 5%

71,481 東京都 中央区 アイエスト銀座店 サービス 理容・美容業 5%

71,482 東京都 中央区 ＥＹＥ　ＣＡＮＤＹ　銀座店 サービス 理容・美容業 5%

71,483 東京都 中央区 アイケイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,484 東京都 中央区 ＩＧＦ サービス その他サービス 5%
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71,485 東京都 中央区 ＩＳＩＣＳ サービス その他サービス 5%

71,486 東京都 中央区 ウーマンズリーダーシップインスティテュート株式会社 サービス その他サービス 5%

71,487 東京都 中央区 アイックス銀座店 小売業 その他小売 5%

71,488 東京都 中央区 Ａｉｎａ　銀座 サービス 理容・美容業 5%

71,489 東京都 中央区 ｅｙｅｂｅａｕｔｙＬＩＣＯｇｉｎｚａ サービス 理容・美容業 5%

71,490 東京都 中央区 ｅｙｅ　ｂｅａｕｔｙ　ＬＩＣＯ　ｇｉｎｚａ サービス 理容・美容業 5%

71,491 東京都 中央区 アイフォンドクター銀座店 サービス その他サービス 5%

71,492 東京都 中央区 アイマジック銀座店 サービス 理容・美容業 5%

71,493 東京都 中央区 アイマジック銀座店 サービス 理容・美容業 5%

71,494 東京都 中央区 アイラス　本社 サービス その他サービス 5%

71,495 東京都 中央区 アイラッシュＡＱＵＡ三丁目店 サービス 理容・美容業 5%

71,496 東京都 中央区 Ｗｉｎｋ　勝どき サービス 理容・美容業 5%

71,497 東京都 中央区 ｗａｔｅｒｌｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

71,498 東京都 中央区 Ｉｓｌａｎｄ　Ｇａｌｌｅｒｙ 小売業 その他小売 5%

71,499 東京都 中央区 ＩｓｌａｎｄＧａｌｌｅｒｙ サービス その他サービス 5%

71,500 東京都 中央区 アイリスメガネ　八重洲店 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,501 東京都 中央区 ａｖｅｌｏ　Ｂｉｃｙｃｌｅ　ｓｈｏｐ　アヴェロ　バイシクル　ショップ 小売業 その他小売 5%

71,502 東京都 中央区 灯屋２銀座店 小売業 衣料品 5%

71,503 東京都 中央区 ａｋｉｋｏｔａｍａｉ 小売業 衣料品 5%

71,504 東京都 中央区 ＡＫＩＴＡ　ＤＩＮＩＮＧ　なまはげ サービス 飲食業 5%

71,505 東京都 中央区 秋山 サービス 飲食業 5%

71,506 東京都 中央区 秋吉　銀座店 サービス 飲食業 5%

71,507 東京都 中央区 株式会社アクセル・モード サービス その他サービス 5%

71,508 東京都 中央区 ＨａｉｒＮａｃｅｒ サービス 理容・美容業 5%

71,509 東京都 中央区 有限会社　朝日製菓 小売業 食料品 5%

71,510 東京都 中央区 朝日ドラッグストア 小売業 その他小売 5%

71,511 東京都 中央区 アザブ　ザ　カスタムシャツ　銀座 小売業 衣料品 5%

71,512 東京都 中央区 麻布テーラー　銀座　３ｒｄ 小売業 衣料品 5%

71,513 東京都 中央区 麻布テーラー　銀座７ｔｈ 小売業 衣料品 5%

71,514 東京都 中央区 アザブテーラークレスト 小売業 衣料品 5%

71,515 東京都 中央区 麻布テーラー日本橋 小売業 衣料品 5%

71,516 東京都 中央区 アジアンキッチン　銀座コリドー サービス 飲食業 5%

71,517 東京都 中央区 アジアンキッチン　パレ銀座 サービス 飲食業 5%

71,518 東京都 中央区 アジアンダイニングシータ八丁掘 サービス 飲食業 5%

71,519 東京都 中央区 ＡＪＩＴＯ．Ｎ サービス 飲食業 5%

71,520 東京都 中央区 味の店乃だや サービス 飲食業 5%

71,521 東京都 中央区 味のよねくら 小売業 食料品 5%

71,522 東京都 中央区 味ひろ サービス 飲食業 5%

71,523 東京都 中央区 足もみ　ほっこり家　足もみ　ほっこり家 サービス その他サービス 5%

71,524 東京都 中央区 アストリア　八重洲店 小売業 衣料品 5%

71,525 東京都 中央区 東／鳥銀 サービス 飲食業 5%

71,526 東京都 中央区 ａ’ｔｈｒｅｅｍ サービス 理容・美容業 5%
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71,527 東京都 中央区 アソスプロショップトキョー 小売業 その他小売 5%

71,528 東京都 中央区 ａｈｃｈｊｏｏｈ サービス 理容・美容業 5%

71,529 東京都 中央区 アッサンブレトウキョウ勝どき サービス 理容・美容業 5%

71,530 東京都 中央区 あったか惣菜　水天宮店 小売業 食料品 5%

71,531 東京都 中央区 ア・テストー二銀座本店 小売業 その他小売 5%

71,532 東京都 中央区 ア・テストーニ 小売業 衣料品 5%

71,533 東京都 中央区 Ａｒｔ　Ｇａｌｌｅｒｙ　Ｍ８４ 小売業 家具・調度品 5%

71,534 東京都 中央区 アトランティス銀座店 小売業 衣料品 5%

71,535 東京都 中央区 ＡｔｅｌｉｅｒＨ．Ｒ．Ｋ（アトリエアシェルカ） 小売業 衣料品 5%

71,536 東京都 中央区 ａｄｏｒｉｔ サービス その他サービス 5%

71,537 東京都 中央区 ＡＮＡＴＯＭＩＣＡ 小売業 衣料品 5%

71,538 東京都 中央区 日本橋店 小売業 衣料品 5%

71,539 東京都 中央区 アニーマどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

71,540 東京都 中央区 ａｎｎｅｌｏｕｐ　ＧＩＮＺＡ 小売業 衣料品 5%

71,541 東京都 中央区 ＡｎｅｌａＧａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

71,542 東京都 中央区 Ａｂｏｖｅ　Ｇｉｎｚａ サービス 理容・美容業 5%

71,543 東京都 中央区 Ａｂｈｉ サービス 飲食業 5%

71,544 東京都 中央区 アフィックスヘアー サービス 理容・美容業 5%

71,545 東京都 中央区 Ａｆｆｅｃｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

71,546 東京都 中央区 アフロートフラワー 小売業 その他小売 5%

71,547 東京都 中央区 アベールソリューションズ株式会社 サービス その他サービス 5%

71,548 東京都 中央区 あぺたいと馬喰町店 サービス 飲食業 5%

71,549 東京都 中央区 アポセオシス サービス その他サービス 5%

71,550 東京都 中央区 甘酒横丁　鳥忠 小売業 食料品 5%

71,551 東京都 中央区 ａｍｉｓｂｙａｉｒ サービス 理容・美容業 2%

71,552 東京都 中央区 ＡｍｒｔａＬａｂｏｒａｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

71,553 東京都 中央区 ＡＭＯ サービス その他サービス 5%

71,554 東京都 中央区 アモーレ銀座ギャラリー 小売業 その他小売 5%

71,555 東京都 中央区 株式会社アラセ 小売業 衣料品 5%

71,556 東京都 中央区 アラセ　銀座ナイン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,557 東京都 中央区 ａｌｌｉｅｒ アリエ ａｌｌｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

71,558 東京都 中央区 ａＲｉｅｔｔａ　ＧＩＮＺＡ サービス 理容・美容業 5%

71,559 東京都 中央区 Ｒ＆ＢＬＵＥＳ 小売業 衣料品 5%

71,560 東京都 中央区 ＲＦ２８　アンチエイジングラボ 小売業 その他小売 5%

71,561 東京都 中央区 アルケミスト 小売業 その他小売 5%

71,562 東京都 中央区 Ｈａｌｃｏ サービス 飲食業 5%

71,563 東京都 中央区 ａｒｃｉｎａ 小売業 食料品 5%

71,564 東京都 中央区 Ａ’ｒ２２７２４ 小売業 衣料品 5%

71,565 東京都 中央区 Ａｌｌｅｇｒｅｔｔｏ 銀座本店 小売業 衣料品 5%

71,566 東京都 中央区 アレグレット 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,567 東京都 中央区 アレグレット銀座本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,568 東京都 中央区 アロマエステＲｅｐｏｓ サービス 理容・美容業 5%
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71,569 東京都 中央区 アロマフレスカ銀座／サーラアマービレ サービス 飲食業 5%

71,570 東京都 中央区 あをによし サービス 飲食業 5%

71,571 東京都 中央区 鮟鱇　篠げん サービス 飲食業 5%

71,572 東京都 中央区 ＆Ｇ　銀座店 小売業 衣料品 5%

71,573 東京都 中央区 Ａｎｇｅｖｏｇｕｅ　銀座店 サービス その他サービス 5%

71,574 東京都 中央区 アンジェロ サービス 飲食業 5%

71,575 東京都 中央区 ＡｎｔｉｑｕｅｓＥＤＥＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,576 東京都 中央区 アンティークティアドロップ（株式会社ウラニア） 小売業 その他小売 5%

71,577 東京都 中央区 アンティＱ 小売業 家具・調度品 5%

71,578 東京都 中央区 アンティＱ 小売業 家具・調度品 5%

71,579 東京都 中央区 安藤七宝店　東京支店 小売業 その他小売 5%

71,580 東京都 中央区 ＆Ｂ麻布テーラー銀座６ 小売業 衣料品 5%

71,581 東京都 中央区 アンファンユニック サービス 理容・美容業 5%

71,582 東京都 中央区 イーーート サービス 飲食業 5%

71,583 東京都 中央区 いいオフィス日本橋 サービス その他サービス 5%

71,584 東京都 中央区 イーコールズ サービス その他サービス 5%

71,585 東京都 中央区 イエロースパイス サービス 飲食業 5%

71,586 東京都 中央区 ｉｋｉ日本橋本店 サービス 理容・美容業 5%

71,587 東京都 中央区 出光池尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

71,588 東京都 中央区 いけ増日本橋店 サービス 飲食業 5%

71,589 東京都 中央区 居酒場　肉寅 サービス 飲食業 5%

71,590 東京都 中央区 居酒屋　もみじ サービス 飲食業 5%

71,591 東京都 中央区 居酒屋根　日本橋 サービス 飲食業 5%

71,592 東京都 中央区 居酒屋レストラン香味亭 サービス 飲食業 5%

71,593 東京都 中央区 有限会社　石井折箱店 小売業 その他小売 5%

71,594 東京都 中央区 ＩＳＨＩＩ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

71,595 東京都 中央区 いし竹 サービス 飲食業 5%

71,596 東京都 中央区 石挽 サービス 飲食業 5%

71,597 東京都 中央区 いしわた鍼灸院 いしわた鍼灸院 サービス その他サービス 5%

71,598 東京都 中央区 居心伝　銀座三丁目店 サービス 飲食業 2%

71,599 東京都 中央区 伊勢重 サービス 飲食業 5%

71,600 東京都 中央区 株式会社ピーケア サービス その他サービス 5%

71,601 東京都 中央区 イタリア料理　アッラマーノ サービス 飲食業 5%

71,602 東京都 中央区 市川バラ園メゾン銀座 小売業 その他小売 5%

71,603 東京都 中央区 いちにぃさん　銀座店 サービス 飲食業 5%

71,604 東京都 中央区 1861 サービス 飲食業 5%

71,605 東京都 中央区 一不二 小売業 その他小売 5%

71,606 東京都 中央区 一花 サービス 飲食業 5%

71,607 東京都 中央区 一般社団法人銀座カウンセリングルーム サービス その他サービス 5%

71,608 東京都 中央区 一般社団法人ジャパンエレガンススタイル協会 サービス その他サービス 5%

71,609 東京都 中央区 いづみ 小売業 食料品 5%

71,610 東京都 中央区 出光日本橋カズヲスタンドＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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71,611 東京都 中央区 株式会社伊藤製作所 小売業 電化製品 5%

71,612 東京都 中央区 井上電気商会合同会社 小売業 電化製品 5%

71,613 東京都 中央区 イマージュ　銀座店 サービス その他サービス 5%

71,614 東京都 中央区 イマージュ　銀座コア店 サービス その他サービス 5%

71,615 東京都 中央区 今半　精肉部本店 サービス 飲食業 5%

71,616 東京都 中央区 今半　人形町店 サービス 飲食業 5%

71,617 東京都 中央区 芋蔵　銀座店 サービス 飲食業 5%

71,618 東京都 中央区 イヤホンガイド サービス その他サービス 5%

71,619 東京都 中央区 イル　ポネンティーノ サービス 飲食業 5%

71,620 東京都 中央区 ｉｌ　ｌｕｏｇｏ銀座 サービス 飲食業 5%

71,621 東京都 中央区 イルキャンティ日本橋 サービス 飲食業 5%

71,622 東京都 中央区 イルキャンティ　日本橋店 サービス 飲食業 5%

71,623 東京都 中央区 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ　銀座 サービス その他サービス 5%

71,624 東京都 中央区 イルピエーノ サービス 飲食業 5%

71,625 東京都 中央区 岩尾對山窯　東京店 小売業 家具・調度品 5%

71,626 東京都 中央区 イワキ　銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,627 東京都 中央区 岩崎眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,628 東京都 中央区 ＩＮＣＴＡＳ 小売業 その他小売 5%

71,629 東京都 中央区 インクボックス　ジャパン 小売業 その他小売 5%

71,630 東京都 中央区 インディッグ サービス その他サービス 5%

71,631 東京都 中央区 インド料理ボンベイカフェ サービス 飲食業 5%

71,632 東京都 中央区 ＩＮＦＩＳ　ＩＮＦＩＳ　銀座 サービス 理容・美容業 5%

71,633 東京都 中央区 Ｉｎｆｉｎｉｔｙ水天宮前 サービス 理容・美容業 5%

71,634 東京都 中央区 ＩＭＰＥＲＩＯ　ＡＲＩＳＡＷＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,635 東京都 中央区 インポートバイシクルファクトリーギンザ 小売業 その他小売 5%

71,636 東京都 中央区 ＶｉｎｄｅＲｅｖｅ サービス 飲食業 5%

71,637 東京都 中央区 ｖｉｎｎａｔｕｒｅａ（ヴァンナチュールアー） サービス 飲食業 5%

71,638 東京都 中央区 ヴァンピックル サービス 飲食業 5%

71,639 東京都 中央区 ヴァンピックル サービス 飲食業 5%

71,640 東京都 中央区 ヴァンピックル　丸の内 サービス 飲食業 5%

71,641 東京都 中央区 ヴァンピックル銀座 サービス 飲食業 5%

71,642 東京都 中央区 ｖｉｎｉ　ｅ　ｃｉｂｉ　ＢＡＮＣＯ サービス 飲食業 5%

71,643 東京都 中央区 ｖｉｖａｃｅ月島 サービス 理容・美容業 5%

71,644 東京都 中央区 ｖｉｖａｃｅ月島 サービス その他サービス 5%

71,645 東京都 中央区 ヴィオーデ有楽町店 サービス 理容・美容業 5%

71,646 東京都 中央区 ｗｉｔｈＧｉＧｉ 小売業 衣料品 5%

71,647 東京都 中央区 ｖｉｎｉｅｃｉｂｉＢＡＮＣＯ サービス 飲食業 5%

71,648 東京都 中央区 ヴィラモウラ　銀座本店 サービス 飲食業 5%

71,649 東京都 中央区 ＶＥＳＴＡｂｙＪｏｈｎＦｏｒｄ 小売業 衣料品 5%

71,650 東京都 中央区 上松 サービス 理容・美容業 5%

71,651 東京都 中央区 ＶｅｌｏＳｔｙｌｅ　ＴＩＣＫＥＴ 小売業 その他小売 5%

71,652 東京都 中央区 ＶＥＮＴＩ　ＰＩＮＯ 小売業 食料品 5%
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71,653 東京都 中央区 うおがし銘茶　総本店 小売業 食料品 5%

71,654 東京都 中央区 魚がし銘茶　築地本店 小売業 食料品 5%

71,655 東京都 中央区 うおがし銘茶茶・銀座１Ｆ 小売業 食料品 5%

71,656 東京都 中央区 うおがし銘茶茶・銀座２Ｆ 小売業 食料品 5%

71,657 東京都 中央区 うおがし銘茶茶の実倶楽部１Ｆ 小売業 食料品 5%

71,658 東京都 中央区 うおがし銘茶茶の実倶楽部２Ｆ 小売業 食料品 5%

71,659 東京都 中央区 魚釜 サービス 飲食業 5%

71,660 東京都 中央区 魚釜日本橋横山町店 サービス 飲食業 5%

71,661 東京都 中央区 魚久 サービス 飲食業 5%

71,662 東京都 中央区 魚久　人形町店 小売業 食料品 5%

71,663 東京都 中央区 魚久　本店 小売業 食料品 5%

71,664 東京都 中央区 魚久あじみせ銀座店 サービス 飲食業 5%

71,665 東京都 中央区 魚然銀座三丁目店 サービス 飲食業 5%

71,666 東京都 中央区 魚豊　八丁堀店 サービス 飲食業 5%

71,667 東京都 中央区 うお秀／美禄 サービス 飲食業 5%

71,668 東京都 中央区 ｖｏｌｇａｖｏｌｇａ 小売業 衣料品 5%

71,669 東京都 中央区 ＷａｌｌｅｔｅｒｉａＹＡＭＡＴＯＵ 小売業 家具・調度品 5%

71,670 東京都 中央区 動きのコツ研究所 サービス その他サービス 5%

71,671 東京都 中央区 宴千房銀座コリドー店ＢＲＡＮＣ サービス 飲食業 5%

71,672 東京都 中央区 歌茶屋 サービス 飲食業 5%

71,673 東京都 中央区 歌広場　銀座外堀通り店 サービス 飲食業 5%

71,674 東京都 中央区 宇宙堂八木書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

71,675 東京都 中央区 ＵＭＩ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

71,676 東京都 中央区 海人酒房　八重洲 サービス 飲食業 5%

71,677 東京都 中央区 裏ＮＯ庭　銀座店 サービス 飲食業 5%

71,678 東京都 中央区 うわのそら サービス 飲食業 5%

71,679 東京都 中央区 英会話プライマリー　東京銀座校 サービス その他サービス 5%

71,680 東京都 中央区 ＡＱＤＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,681 東京都 中央区 英國屋　銀座一丁目レンガ通り店 小売業 衣料品 5%

71,682 東京都 中央区 英國屋　銀座本店 小売業 衣料品 5%

71,683 東京都 中央区 エイジェイビズテック合同会社 サービス その他サービス 5%

71,684 東京都 中央区 エイジング ビーフ 銀座焼肉 Ｓａｌｏｎ ｄｅ ＡｇｉｎｇＢｅｅｆ サービス 飲食業 5%

71,685 東京都 中央区 エイジング・ビーフ銀座店 サービス 飲食業 5%

71,686 東京都 中央区 ８ＶＡＰＥＳ 小売業 その他小売 5%

71,687 東京都 中央区 株式会社エース・マーチャンダイズ 小売業 衣料品 5%

71,688 東京都 中央区 エーデル サービス 飲食業 2%

71,689 東京都 中央区 ＡｔｏＺＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

71,690 東京都 中央区 エールホーム サービス その他サービス 5%

71,691 東京都 中央区 エクサスパートナーズ株式会社 サービス その他サービス 5%

71,692 東京都 中央区 ＥＣＬＯＲＥ サービス 飲食業 5%

71,693 東京都 中央区 エコレスキュー　東京日本橋店 サービス その他サービス 5%

71,694 東京都 中央区 エス・アイ・ピー 小売業 衣料品 5%
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71,695 東京都 中央区 エスカイヤクラブ　銀座店 サービス 飲食業 5%

71,696 東京都 中央区 エスケイ・コーポレーション サービス 飲食業 5%

71,697 東京都 中央区 ＳＨＫ株式会社 サービス その他サービス 5%

71,698 東京都 中央区 エスプリ　銀座店 サービス 飲食業 5%

71,699 東京都 中央区 エスプリ　狐狸道店 サービス 飲食業 5%

71,700 東京都 中央区 えぞ料理ユック銀座店 サービス 飲食業 5%

71,701 東京都 中央区 ｅｔｅｒｎａｌ サービス 理容・美容業 5%

71,702 東京都 中央区 越後屋 小売業 衣料品 5%

71,703 東京都 中央区 越前かに職人甲羅組　築地店 小売業 食料品 5%

71,704 東京都 中央区 越前かに職人甲羅組　築地２号店 小売業 食料品 5%

71,705 東京都 中央区 越前若狭　鯖街道 サービス 飲食業 5%

71,706 東京都 中央区 エッセンシュアルズ　銀座店 サービス 理容・美容業 5%

71,707 東京都 中央区 ＥＴＴＩＮＧＥＲ　銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,708 東京都 中央区 ｅｄｕ．銀座店 サービス 理容・美容業 5%

71,709 東京都 中央区 江戸前肉割烹宮下 サービス 飲食業 5%

71,710 東京都 中央区 エドワードグリーン銀座店 小売業 衣料品 5%

71,711 東京都 中央区 えどわん サービス 飲食業 5%

71,712 東京都 中央区 ＮＩＰＴ事務局 サービス その他サービス 5%

71,713 東京都 中央区 ｎｆ５２８ サービス その他サービス 5%

71,714 東京都 中央区 ＮＫ２パートナーズ株式会社 サービス その他サービス 5%

71,715 東京都 中央区 Ｅｎｏｔｅｃａ　Ｓｈｉｎ サービス 飲食業 5%

71,716 東京都 中央区 エバンス 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,717 東京都 中央区 エビータ サービス 飲食業 5%

71,718 東京都 中央区 Ｆ・Ｋラボ株式会社 サービス その他サービス 5%

71,719 東京都 中央区 Ｆ’ｓコーポレーション サービス 理容・美容業 5%

71,720 東京都 中央区 ＦＰサテライト株式会社 サービス その他サービス 5%

71,721 東京都 中央区 ＥＭＡＮＯＮ銀座 サービス 理容・美容業 5%

71,722 東京都 中央区 ＭＧＭコンサルティング合同会社 小売業 衣料品 5%

71,723 東京都 中央区 Ｍ　ｓ　ＢＡＲ　ＫＡＲＡＣＡＳＩ　Ｍ　ｓ　ＢＡＲ　ＫＡＲＡＣＡＳＩ サービス 飲食業 5%

71,724 東京都 中央区 エムズシステム 小売業 その他小売 5%

71,725 東京都 中央区 Ｍｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

71,726 東京都 中央区 エムズボディー サービス その他サービス 5%

71,727 東京都 中央区 ＭＤＣ　銀座店 サービス 理容・美容業 5%

71,728 東京都 中央区 ＭＢＡＲ サービス 飲食業 5%

71,729 東京都 中央区 Ｍｌｕｃｅ（エムルーチェ） サービス 理容・美容業 5%

71,730 東京都 中央区 絵里香 サービス 飲食業 5%

71,731 東京都 中央区 ゑり菊　銀座本店 小売業 衣料品 5%

71,732 東京都 中央区 ゑり菊　銀座南店 小売業 衣料品 5%

71,733 東京都 中央区 ゑり善 小売業 衣料品 5%

71,734 東京都 中央区 ＥＲＩＣＫ ＳＯＵＴＨ 八重洲店 サービス 飲食業 5%

71,735 東京都 中央区 ＬＤ　ＥＤＩＦＩＣＥ／ＩＥＮＡ銀座 小売業 衣料品 5%

71,736 東京都 中央区 エルベ サービス 飲食業 5%
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71,737 東京都 中央区 エルメドボーテ銀座店 小売業 その他小売 5%

71,738 東京都 中央区 エルメドボーテ２ 小売業 その他小売 5%

71,739 東京都 中央区 エルメドボーテ銀座店 小売業 その他小売 5%

71,740 東京都 中央区 エルメドボーテ２ 小売業 その他小売 5%

71,741 東京都 中央区 エレノアギンザ サービス 理容・美容業 5%

71,742 東京都 中央区 エンカツ サービス その他サービス 5%

71,743 東京都 中央区 エンジェリー銀座 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,744 東京都 中央区 遠重 小売業 食料品 5%

71,745 東京都 中央区 Ｅｎｊｏｙ！ＷｉｎｅＳＨＯＰ サービス その他サービス 5%

71,746 東京都 中央区 ｅｎＷＳＰ　銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,747 東京都 中央区 櫻庵 サービス 飲食業 5%

71,748 東京都 中央区 大澤慶子 小売業 衣料品 5%

71,749 東京都 中央区 ＡｕｓｔｈａｉｒＧＩＮＺＡ サービス 理容・美容業 5%

71,750 東京都 中央区 オートジュエラー　アキオ・モリ 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,751 東京都 中央区 オートジュエラー　アキオ・モリ 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,752 東京都 中央区 鳳凰軒 サービス 飲食業 5%

71,753 東京都 中央区 オーフラワーアンティーク銀座 小売業 その他小売 5%

71,754 東京都 中央区 大海 サービス 飲食業 5%

71,755 東京都 中央区 近江屋　東京店 小売業 衣料品 5%

71,756 東京都 中央区 ＯＬＤＮＥＷＩＮＣ 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,757 東京都 中央区 オーガニックマーケットフルール 小売業 その他小売 5%

71,758 東京都 中央区 おさかな本舗　たいこ茶屋 サービス 飲食業 5%

71,759 東京都 中央区 お酒の大学 サービス その他サービス 5%

71,760 東京都 中央区 オザミ サービス 飲食業 5%

71,761 東京都 中央区 オザミレストランズ サービス 飲食業 5%

71,762 東京都 中央区 オザミレストランズ サービス 飲食業 5%

71,763 東京都 中央区 小沢 小売業 衣料品 5%

71,764 東京都 中央区 小沢　２Ｆ 小売業 衣料品 5%

71,765 東京都 中央区 小沢８Ｆ 小売業 衣料品 5%

71,766 東京都 中央区 御食事処いち サービス 飲食業 5%

71,767 東京都 中央区 オゼキ東京営業所 小売業 家具・調度品 5%

71,768 東京都 中央区 御膳処柚 サービス 飲食業 5%

71,769 東京都 中央区 オゾンロックス　銀座マロニエ店 小売業 衣料品 5%

71,770 東京都 中央区 おたからや６銀座店 サービス その他サービス 5%

71,771 東京都 中央区 オッジハウス　鹿島田店 小売業 衣料品 5%

71,772 東京都 中央区 小津和紙博物舗 小売業 その他小売 5%

71,773 東京都 中央区 オトコネイル　有楽町店 サービス 理容・美容業 5%

71,774 東京都 中央区 オトコネイル　東銀座店 サービス 理容・美容業 5%

71,775 東京都 中央区 乙女屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

71,776 東京都 中央区 乙女屋 乙女屋 小売業 その他小売 5%

71,777 東京都 中央区 踊る魚／京祭 サービス 飲食業 5%

71,778 東京都 中央区 おにく花柳 サービス 飲食業 5%

1711



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

71,779 東京都 中央区 ｏｂｊｃｔｓ．ｉｏＳｈｏｗｒｏｏｍ 小売業 衣料品 5%

71,780 東京都 中央区 オフィスヤマト サービス その他サービス 5%

71,781 東京都 中央区 オブジェイースト 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,782 東京都 中央区 おまっとさん　絆 サービス 飲食業 5%

71,783 東京都 中央区 オメガショップギンザ 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,784 東京都 中央区 おもき 銀座店 サービス 飲食業 5%

71,785 東京都 中央区 おもき　離れ　銀座店 サービス 飲食業 5%

71,786 東京都 中央区 ＯＲＡＮＧＥ　ＣＯＶＯ サービス 飲食業 5%

71,787 東京都 中央区 オリエンタルエステエスプリ銀座店 サービス 理容・美容業 5%

71,788 東京都 中央区 オリジナルダイニング　かまくら　池袋店 サービス 飲食業 5%

71,789 東京都 中央区 オリジナルダイニングかまくら　仙台店 サービス 飲食業 5%

71,790 東京都 中央区 オリファイ サービス その他サービス 5%

71,791 東京都 中央区 ＯＲＴＵＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,792 東京都 中央区 オルレアン サービス 飲食業 5%

71,793 東京都 中央区 オレッキオ　銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,794 東京都 中央区 ＯＲＡＮＧＥ サービス 理容・美容業 5%

71,795 東京都 中央区 オレンジスカッシュ日本橋横山町店 小売業 衣料品 5%

71,796 東京都 中央区 ｏｎ　ａｎｄ　ｏｎ 小売業 電化製品 5%

71,797 東京都 中央区 オングラム サービス その他サービス 5%

71,798 東京都 中央区 Ｏｎ　ｔｈｅ　Ｄｅｓｋ 小売業 その他小売 5%

71,799 東京都 中央区 オンズマリネット 小売業 その他小売 5%

71,800 東京都 中央区 温野菜八丁堀店 サービス 飲食業 2%

71,801 東京都 中央区 カアツトレーニングスタジオＢ?ｈｏｌｉｃ　日本橋人形町店 サービス その他サービス 5%

71,802 東京都 中央区 ＧＡＲＤＥＮＴｏｋｙｏ サービス 理容・美容業 5%

71,803 東京都 中央区 ガイア－ス サービス その他サービス 5%

71,804 東京都 中央区 外商部 小売業 ガソリンスタンド 2%

71,805 東京都 中央区 懐石料理はし本 サービス 飲食業 5%

71,806 東京都 中央区 海鮮もんじゃ　もへじ　月島本店 サービス 飲食業 5%

71,807 東京都 中央区 海鮮もんじゃ　もへじ　はなれ サービス 飲食業 5%

71,808 東京都 中央区 海藻サイエンスの会 小売業 食料品 5%

71,809 東京都 中央区 カーヴ　フジキ 小売業 食料品 5%

71,810 東京都 中央区 顔ジムＦａｃｅｂａｒ サービス 理容・美容業 5%

71,811 東京都 中央区 かおん サービス その他サービス 5%

71,812 東京都 中央区 加賀屋　銀座店 サービス 飲食業 5%

71,813 東京都 中央区 蛎殻町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

71,814 東京都 中央区 カキ小屋　築地食堂 サービス 飲食業 5%

71,815 東京都 中央区 牡蠣Ｂａｒ サービス 飲食業 5%

71,816 東京都 中央区 カクヤス　神田店 小売業 食料品 5%

71,817 東京都 中央区 カクヤス　築地店 小売業 食料品 5%

71,818 東京都 中央区 カクヤス　日本橋小網町店 小売業 食料品 5%

71,819 東京都 中央区 ＫＡＫＵＹＡＳＵ　ＣＬＡＳＳ銀座Ｗｉｎｅ 小売業 食料品 5%

71,820 東京都 中央区 神楽庵 サービス 飲食業 5%
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71,821 東京都 中央区 カザマランドセル　銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,822 東京都 中央区 カシュカシュ サービス 飲食業 5%

71,823 東京都 中央区 CA4LA銀座 小売業 衣料品 5%

71,824 東京都 中央区 カスケード銀座店 サービス 飲食業 5%

71,825 東京都 中央区 カスピタ サービス 飲食業 5%

71,826 東京都 中央区 カスピタ サービス 飲食業 5%

71,827 東京都 中央区 カスピタ　新橋店 サービス 飲食業 5%

71,828 東京都 中央区 和もと サービス 飲食業 5%

71,829 東京都 中央区 片岡愛之助後援会 サービス その他サービス 5%

71,830 東京都 中央区 片桐社内販売 小売業 食料品 5%

71,831 東京都 中央区 片山文三郎商店　銀座店 小売業 衣料品 5%

71,832 東京都 中央区 セブン－イレブン勝どき駅前店 小売業 食料品 2%

71,833 東京都 中央区 勝どきカトルセ サービス 飲食業 5%

71,834 東京都 中央区 セブン－イレブン勝どきグロウスタウン店 小売業 食料品 2%

71,835 東京都 中央区 セブン－イレブン勝どき５丁目店 小売業 食料品 2%

71,836 東京都 中央区 勝どき動物病院 サービス その他サービス 5%

71,837 東京都 中央区 勝どきマリーナ サービス その他サービス 5%

71,838 東京都 中央区 かちどき森のおんがく教室 サービス その他サービス 5%

71,839 東京都 中央区 勝どきワイン食堂ＭＩＫＩ サービス 飲食業 5%

71,840 東京都 中央区 ＣＵＦＦＡ サービス 理容・美容業 5%

71,841 東京都 中央区 割烹　とよだ サービス 飲食業 5%

71,842 東京都 中央区 カツミ堂写真機店 小売業 電化製品 5%

71,843 東京都 中央区 かつ好 サービス 飲食業 5%

71,844 東京都 中央区 ガ－デン 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,845 東京都 中央区 カドー　東京店 小売業 衣料品 5%

71,846 東京都 中央区 金井画廊 小売業 家具・調度品 5%

71,847 東京都 中央区 金山杏佑子 サービス その他サービス 5%

71,848 東京都 中央区 かに福 サービス 飲食業 5%

71,849 東京都 中央区 Ｋａｎｅｋｉ－Ｔｅｉ サービス 飲食業 5%

71,850 東京都 中央区 かねまつ 小売業 衣料品 5%

71,851 東京都 中央区 かねまつ　銀座５丁目店 小売業 衣料品 5%

71,852 東京都 中央区 かねまつ　東急日本橋店 小売業 衣料品 5%

71,853 東京都 中央区 かふぇ　ぺしゃわーる サービス 飲食業 5%

71,854 東京都 中央区 ＣＡＦＥ　ＬＩＦＥ サービス 飲食業 5%

71,855 東京都 中央区 Ｃａｆｅ　ａｎｄ　ｂａｒ　Ｒｕｍａｈ　ｋｕｐｕ　ｋｕｐｕ サービス 飲食業 5%

71,856 東京都 中央区 カフェカボサンルーカス サービス 飲食業 5%

71,857 東京都 中央区 カフェスト サービス 飲食業 5%

71,858 東京都 中央区 ｃａｆｅ　ｌｉｆｅ サービス 飲食業 5%

71,859 東京都 中央区 セブン－イレブン歌舞伎座タワー店 小売業 食料品 2%

71,860 東京都 中央区 株式会社プリミエール 小売業 その他小売 5%

71,861 東京都 中央区 株式会社ザハミルトンバーザハミルトン サービス 飲食業 5%

71,862 東京都 中央区 株式会社アイスリィー サービス 理容・美容業 5%
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71,863 東京都 中央区 株式会社糸編 小売業 衣料品 5%

71,864 東京都 中央区 インスペック 小売業 衣料品 5%

71,865 東京都 中央区 株式会社ウォッチ・ホスピタル　八重洲口店 サービス その他サービス 5%

71,866 東京都 中央区 株式会社Ｘプラス サービス その他サービス 5%

71,867 東京都 中央区 株式会社Ｅｍｐａｔｈｙコンサルティング サービス その他サービス 5%

71,868 東京都 中央区 株式会社懐石料理はし本 サービス 飲食業 5%

71,869 東京都 中央区 ＫＡＭＩＹＡＣｏ．，Ｌｔｄ． サービス その他サービス 5%

71,870 東京都 中央区 株式会社キエン サービス その他サービス 5%

71,871 東京都 中央区 ギャラリーおおくぼ サービス その他サービス 5%

71,872 東京都 中央区 株式会社ギャルリー・コパンダール 小売業 家具・調度品 5%

71,873 東京都 中央区 株式会社京橋画廊 サービス その他サービス 5%

71,874 東京都 中央区 株式会社ギルド 小売業 衣料品 5%

71,875 東京都 中央区 株式会社グローバルエームズ サービス その他サービス 5%

71,876 東京都 中央区 株式会社景星 小売業 衣料品 5%

71,877 東京都 中央区 株式会社ケイファシリティーズ サービス その他サービス 5%

71,878 東京都 中央区 株式会社こきん東京本店 サービス その他サービス 5%

71,879 東京都 中央区 株式会社国土ブレーンワーク サービス その他サービス 5%

71,880 東京都 中央区 株式会社サカヱ商会 小売業 食料品 5%

71,881 東京都 中央区 株式会社ジーアール サービス その他サービス 5%

71,882 東京都 中央区 株式会社ジェニュイン サービス その他サービス 5%

71,883 東京都 中央区 株式会社システムリング サービス その他サービス 5%

71,884 東京都 中央区 株式会社情報創研 サービス その他サービス 5%

71,885 東京都 中央区 株式会社新国際通信社 サービス その他サービス 5%

71,886 東京都 中央区 株式会社新星堂　京橋店 小売業 その他小売 5%

71,887 東京都 中央区 株式会社新陽トレーディング 小売業 衣料品 5%

71,888 東京都 中央区 株式会社ＳｔｏｒｙＥｆｆｅｃｔ サービス その他サービス 5%

71,889 東京都 中央区 株式会社晴花堂 小売業 衣料品 5%

71,890 東京都 中央区 株式会社ゼンマイワークス サービス その他サービス 5%

71,891 東京都 中央区 株式会社創客営業研究所 サービス その他サービス 5%

71,892 東京都 中央区 株式会社総宣アド サービス その他サービス 5%

71,893 東京都 中央区 株式会社ｓｏｗａ 小売業 その他小売 5%

71,894 東京都 中央区 株式会社ＳｏｆｔＢａｙ サービス その他サービス 5%

71,895 東京都 中央区 株式会社タカコー 小売業 衣料品 5%

71,896 東京都 中央区 株式会社　ＷＳＰ 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,897 東京都 中央区 株式会社つゞれ屋　銀座店 小売業 衣料品 5%

71,898 東京都 中央区 株式会社つゞれ屋　日本橋本店 小売業 衣料品 5%

71,899 東京都 中央区 株式会社東京ナップ サービス その他サービス 5%

71,900 東京都 中央区 株式会社ＴＯＲＵＳ 小売業 その他小売 5%

71,901 東京都 中央区 株式会社ドローンエンタープライズ サービス その他サービス 5%

71,902 東京都 中央区 株式会社ナカガワ漬物　ナカガワ漬物築地店 小売業 食料品 5%

71,903 東京都 中央区 中村堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

71,904 東京都 中央区 株式会社　錦や 小売業 衣料品 5%
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71,905 東京都 中央区 株式会社ＮＥＸＴ サービス その他サービス 5%

71,906 東京都 中央区 株式会社ＦＡＩＴＨ サービス その他サービス 5%

71,907 東京都 中央区 穂ｍｉ．ｎｏ．ｒｉ． 小売業 家具・調度品 5%

71,908 東京都 中央区 富士越カメラ サービス その他サービス 5%

71,909 東京都 中央区 プレゼンス サービス その他サービス 5%

71,910 東京都 中央区 株式会社ＰＲＯＣＥＳＳＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ サービス その他サービス 5%

71,911 東京都 中央区 ＭＡＲＵＫＡＳａｌｏｎｄｅＳｈａｎｔｉｈ 小売業 衣料品 5%

71,912 東京都 中央区 株式会社村越画廊 小売業 家具・調度品 5%

71,913 東京都 中央区 株式会社明生 サービス その他サービス 5%

71,914 東京都 中央区 株式会社洋生堂 小売業 衣料品 5%

71,915 東京都 中央区 株式会社吉本東京営業所 サービス その他サービス 5%

71,916 東京都 中央区 株式会社万画廊 サービス その他サービス 5%

71,917 東京都 中央区 株式会社ラグエルジャパン　本社 サービス その他サービス 5%

71,918 東京都 中央区 株式会社Ｒｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

71,919 東京都 中央区 株式会社りんどう　りんどう サービス その他サービス 5%

71,920 東京都 中央区 株式会社リンパ美容化粧品 サービス 理容・美容業 5%

71,921 東京都 中央区 株式会社ロコ・アラモード 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,922 東京都 中央区 株式会社ＹＣＤＩ・コーチングアカデミー サービス その他サービス 5%

71,923 東京都 中央区 株式会社渡菊 サービス その他サービス 5%

71,924 東京都 中央区 セブン－イレブン兜町東証前店 小売業 食料品 2%

71,925 東京都 中央区 カプリチョーザ　銀座店 サービス 飲食業 5%

71,926 東京都 中央区 ＧＡＢＵＲＩＢＥＥＦ　ＴＥＮ　ＧＩＮＺＡ サービス 飲食業 5%

71,927 東京都 中央区 ガムランボール　銀座店 サービス 飲食業 5%

71,928 東京都 中央区 ガムランボール　ロンボク　銀座店 サービス 飲食業 5%

71,929 東京都 中央区 cameo サービス 飲食業 5%

71,930 東京都 中央区 カメラの三和　築地店 小売業 その他小売 5%

71,931 東京都 中央区 嘉茂　ｂａｒ　ｋａｍｏ サービス 飲食業 5%

71,932 東京都 中央区 鴨屋ＳＵＮ サービス 飲食業 5%

71,933 東京都 中央区 セブン－イレブン茅場町駅前店 小売業 食料品 2%

71,934 東京都 中央区 茅場町更科 サービス 飲食業 5%

71,935 東京都 中央区 かやば町鳥徳 サービス 飲食業 5%

71,936 東京都 中央区 カヤバヤ サービス 飲食業 5%

71,937 東京都 中央区 ＫＯＬＯＲ サービス 理容・美容業 5%

71,938 東京都 中央区 カラオケパセラ銀座 サービス 飲食業 5%

71,939 東京都 中央区 カラオケパセラ銀座 サービス 飲食業 5%

71,940 東京都 中央区 カラオケパセラ銀座 サービス 飲食業 5%

71,941 東京都 中央区 カラオケパセラ銀座 サービス 飲食業 5%

71,942 東京都 中央区 カラオケパワービート サービス その他サービス 5%

71,943 東京都 中央区 カラオケルーム　銀座八丁目 サービス 飲食業 5%

71,944 東京都 中央区 ガラシャ　銀座店 サービス 理容・美容業 5%

71,945 東京都 中央区 カラダキュア東京銀座 サービス 理容・美容業 5%

71,946 東京都 中央区 からだの杜 サービス その他サービス 5%
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71,947 東京都 中央区 カラダファクトリー逗子駅前店 サービス その他サービス 5%

71,948 東京都 中央区 ＣＨＡＲＩＳ 銀座 サービス 理容・美容業 5%

71,949 東京都 中央区 ＣＨＡＲＩＳ銀座 サービス 理容・美容業 5%

71,950 東京都 中央区 カリーナ　イルキャンティ サービス 飲食業 5%

71,951 東京都 中央区 カレイドスコープ サービス 理容・美容業 5%

71,952 東京都 中央区 レンタルキャンピングカーカレントシステム サービス その他サービス 5%

71,953 東京都 中央区 画廊宮坂 小売業 家具・調度品 5%

71,954 東京都 中央区 カワイイブレッド＆コーヒー サービス 飲食業 5%

71,955 東京都 中央区 川田 サービス 飲食業 5%

71,956 東京都 中央区 かわはら サービス 飲食業 5%

71,957 東京都 中央区 ＪＭ／瓦Ｔｏｋｙｏ茅場町本店 サービス 飲食業 5%

71,958 東京都 中央区 ＪＭ／瓦Ｔｏｋｙｏ神田Ｙ－ＳＴＹＬＥ サービス 飲食業 5%

71,959 東京都 中央区 元祖紙やき ホルモサ 日本橋店 サービス 飲食業 5%

71,960 東京都 中央区 元祖札幌や東銀座店 サービス 飲食業 5%

71,961 東京都 中央区 漢方リラクゼーションＤｅｍｅｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

71,962 東京都 中央区 キウイラボ サービス その他サービス 5%

71,963 東京都 中央区 キオキータ サービス 飲食業 5%

71,964 東京都 中央区 祇園／和歌葉 サービス 飲食業 5%

71,965 東京都 中央区 菊岡寿司　菊岡寿司 サービス 飲食業 5%

71,966 東京都 中央区 菊寿司 サービス 飲食業 5%

71,967 東京都 中央区 杵しま サービス 飲食業 5%

71,968 東京都 中央区 季節料理小伝馬 サービス 飲食業 5%

71,969 東京都 中央区 北○銀座店 サービス 飲食業 5%

71,970 東京都 中央区 ＫＩＣＨＩＲＩ銀座 サービス 飲食業 5%

71,971 東京都 中央区 喫茶館仏蘭西屋銀座店 サービス 飲食業 5%

71,972 東京都 中央区 キッズナオフィス サービス その他サービス 5%

71,973 東京都 中央区 キートン銀座店 小売業 衣料品 5%

71,974 東京都 中央区 ｋｉ．ｈａ．ｄａ　【キ．ハ．ダ】 サービス その他サービス 5%

71,975 東京都 中央区 喜八堂　東京駅八重洲地下街店 小売業 食料品 5%

71,976 東京都 中央区 輝美 サービス 理容・美容業 5%

71,977 東京都 中央区 きものいちは 小売業 衣料品 5%

71,978 東京都 中央区 きものＯｌｄ＆Ｎｅｗたんす屋　銀座店 小売業 衣料品 5%

71,979 東京都 中央区 ＫＩＭＯＮＯさかもと 小売業 衣料品 5%

71,980 東京都 中央区 株式会社大松 小売業 衣料品 5%

71,981 東京都 中央区 キモノモード日本橋店 小売業 衣料品 5%

71,982 東京都 中央区 きもの白 小売業 衣料品 5%

71,983 東京都 中央区 キャシーズＧｉｎｚａ 小売業 その他小売 5%

71,984 東京都 中央区 株式会社ギャラリー　こちゅうきょ 小売業 家具・調度品 5%

71,985 東京都 中央区 ギャラリーアルバ 小売業 家具・調度品 5%

71,986 東京都 中央区 Ｇａｌｌｅｒｙ　うぇすと サービス その他サービス 5%

71,987 東京都 中央区 ギャラリー枝香庵 サービス その他サービス 5%

71,988 東京都 中央区 ギャラリーカメリア サービス その他サービス 5%
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71,989 東京都 中央区 ＧａｌｌｅｒｙＳｅｅｋ サービス その他サービス 5%

71,990 東京都 中央区 ギャラリー北欧器 小売業 その他小売 5%

71,991 東京都 中央区 ギャラリー夢幻庵　銀座店 小売業 その他小売 5%

71,992 東京都 中央区 ギャラリー田中 小売業 家具・調度品 5%

71,993 東京都 中央区 ギャラリー戸村 小売業 家具・調度品 5%

71,994 東京都 中央区 ギャラリー新居東京 小売業 家具・調度品 5%

71,995 東京都 中央区 ｇａｌｅｒｉｅ　ｎｏｎ 小売業 衣料品 5%

71,996 東京都 中央区 キャンディー 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,997 東京都 中央区 キャンディー（催事） 小売業 貴金属・服飾品 5%

71,998 東京都 中央区 キュアハウス鍼灸治療院 サービス その他サービス 5%

71,999 東京都 中央区 牛角八重洲店 サービス 飲食業 2%

72,000 東京都 中央区 居酒屋かてて 九州産直 炉端かてて 八丁堀はなれ サービス 飲食業 5%

72,001 東京都 中央区 ＱＴＴＯ　八重洲地下街 サービス その他サービス 5%

72,002 東京都 中央区 Ｑｔｔｏ銀座並木通り店 サービス その他サービス 5%

72,003 東京都 中央区 行政書士横山国際法務事務所 サービス その他サービス 5%

72,004 東京都 中央区 行政書士横山国際法務事務所　外国人のＶＩＳＡ専門オフィス サービス その他サービス 5%

72,005 東京都 中央区 京都　左近太郎　銀座店 サービス 飲食業 5%

72,006 東京都 中央区 京都勝牛神田中央通り店 サービス 飲食業 5%

72,007 東京都 中央区 京都　瓢喜　京橋店 サービス 飲食業 5%

72,008 東京都 中央区 京都　瓢喜　銀座三丁目店 サービス 飲食業 5%

72,009 東京都 中央区 京都　瓢喜　銀座本店 サービス 飲食業 5%

72,010 東京都 中央区 京都　瓢喜　八重洲店 サービス 飲食業 5%

72,011 東京都 中央区 セブン－イレブン京橋駅前店 小売業 食料品 2%

72,012 東京都 中央区 セブンーイレブン京橋エドグランフロアスリー店 小売業 食料品 2%

72,013 東京都 中央区 京橋建物管理株式会社 サービス その他サービス 5%

72,014 東京都 中央区 京橋　薬味屋　日本橋店 サービス 飲食業 5%

72,015 東京都 中央区 ギョバー　茅場町店 サービス 飲食業 5%

72,016 東京都 中央区 ギョバー　京橋 サービス 飲食業 5%

72,017 東京都 中央区 ギョバー　八重洲 サービス 飲食業 5%

72,018 東京都 中央区 綺羅化粧品　銀座店 小売業 その他小売 5%

72,019 東京都 中央区 きりしまフラワー人形町店 小売業 その他小売 5%

72,020 東京都 中央区 きりしまフラワー人形町店 小売業 その他小売 5%

72,021 東京都 中央区 ｋｉｗａ 小売業 衣料品 5%

72,022 東京都 中央区 ＧＩＮＺＡ　ＥＩＧＨＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,023 東京都 中央区 銀座　かがやき サービス 飲食業 5%

72,024 東京都 中央区 銀座　篝　グループ　銀座本店 サービス 飲食業 5%

72,025 東京都 中央区 ＧＩＮＺＡ　ｋａｎｓｅｉ サービス 飲食業 5%

72,026 東京都 中央区 銀座　熊本館 小売業 家具・調度品 5%

72,027 東京都 中央区 銀座　真田 サービス 飲食業 5%

72,028 東京都 中央区 銀座　正泰苑 サービス 飲食業 5%

72,029 東京都 中央区 銀座　タカゲン 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,030 東京都 中央区 銀座　花大根 サービス 飲食業 5%
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72,031 東京都 中央区 銀座　林屋新兵衛 サービス 飲食業 5%

72,032 東京都 中央区 ＧＩＮＺＡ　ＰＥＥＫ－Ａ－ＢＯＯ　並木 サービス 理容・美容業 5%

72,033 東京都 中央区 銀座　福禄寿 サービス 飲食業 5%

72,034 東京都 中央区 銀座　美しょう サービス 飲食業 5%

72,035 東京都 中央区 銀座　皆美 サービス 飲食業 5%

72,036 東京都 中央区 銀座リム 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,037 東京都 中央区 ＧＩＮＺＡ　ＬＯＮＤＯＨ 小売業 食料品 5%

72,038 東京都 中央区 ＧＩＮＺＡ　和貴 小売業 衣料品 5%

72,039 東京都 中央区 銀座和食　紬 サービス 飲食業 5%

72,040 東京都 中央区 銀座アントレサロン サービス その他サービス 5%

72,041 東京都 中央区 銀座池田 サービス 飲食業 5%

72,042 東京都 中央区 銀座いさみ サービス 飲食業 5%

72,043 東京都 中央区 ぎんざ磯むら サービス 飲食業 5%

72,044 東京都 中央区 ぎんざ磯むら　四丁目店 サービス 飲食業 5%

72,045 東京都 中央区 銀座イタリー亭 サービス 飲食業 5%

72,046 東京都 中央区 銀座イタリー亭 サービス 飲食業 5%

72,047 東京都 中央区 セブン－イレブン銀座１丁目中央店 小売業 食料品 2%

72,048 東京都 中央区 セブン－イレブン銀座１丁目店 小売業 食料品 2%

72,049 東京都 中央区 銀座ＦＧダイアモンド 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,050 東京都 中央区 銀座エミール サービス その他サービス 5%

72,051 東京都 中央区 銀座エルアモール サービス その他サービス 5%

72,052 東京都 中央区 銀座ＥＮＪＵＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,053 東京都 中央区 銀座近江屋洋菓子店銀座本店 小売業 食料品 5%

72,054 東京都 中央区 銀座オサダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,055 東京都 中央区 銀座カーサクラーレ サービス その他サービス 5%

72,056 東京都 中央区 銀座貝新 小売業 食料品 5%

72,057 東京都 中央区 銀座輝き堂薬舗 小売業 その他小売 5%

72,058 東京都 中央区 銀座かつかみ サービス 飲食業 5%

72,059 東京都 中央区 ｇｉｎｚａ我歩 サービス 飲食業 5%

72,060 東京都 中央区 銀座かなわ サービス 飲食業 5%

72,061 東京都 中央区 銀座かねまつ　銀座４丁目店 小売業 衣料品 5%

72,062 東京都 中央区 銀座かねまつ　銀座６丁目本店 小売業 衣料品 5%

72,063 東京都 中央区 銀座かねまつ　催事 小売業 衣料品 5%

72,064 東京都 中央区 銀座かわの屋 小売業 衣料品 5%

72,065 東京都 中央区 銀座岩盤温浴　暖 サービス その他サービス 5%

72,066 東京都 中央区 銀座九丁目 サービス 飲食業 5%

72,067 東京都 中央区 銀座共同法律事務所弁護士吉能平 サービス その他サービス 5%

72,068 東京都 中央区 銀座　黒田陶苑 小売業 その他小売 5%

72,069 東京都 中央区 銀座血液検査ラボ サービス その他サービス 5%

72,070 東京都 中央区 銀座古郁 サービス 飲食業 5%

72,071 東京都 中央区 銀座ごだいご サービス 飲食業 5%

72,072 東京都 中央区 銀座小はれ日より サービス 飲食業 5%
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72,073 東京都 中央区 銀座　御用達 サービス 飲食業 5%

72,074 東京都 中央区 銀座古来家匠郭 サービス 飲食業 5%

72,075 東京都 中央区 銀座ゴルフアカデミー サービス その他サービス 5%

72,076 東京都 中央区 銀座酒蔵　検校店 小売業 食料品 5%

72,077 東京都 中央区 銀座酒場 サービス 飲食業 5%

72,078 東京都 中央区 銀座さくら桟敷 小売業 衣料品 5%

72,079 東京都 中央区 ギンザ　サトウジュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,080 東京都 中央区 銀座　佐藤養助１Ｆ サービス 飲食業 5%

72,081 東京都 中央区 セブン－イレブン銀座３丁目店 小売業 食料品 2%

72,082 東京都 中央区 銀座サンボア サービス 飲食業 5%

72,083 東京都 中央区 銀座しのはら サービス 飲食業 5%

72,084 東京都 中央区 銀座じゃのめ銀座三丁目店 サービス 飲食業 5%

72,085 東京都 中央区 銀座　しゃぶ輝 サービス 飲食業 5%

72,086 東京都 中央区 銀座十字屋ハープ＆フルートサロン 小売業 その他小売 5%

72,087 東京都 中央区 銀座十字屋ハープ＆フルートサロン 小売業 その他小売 5%

72,088 東京都 中央区 銀座十字屋　ハープ＆フルートサロン 小売業 その他小売 5%

72,089 東京都 中央区 ＧＩＮＺＡｓｉｒｉｕｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,090 東京都 中央区 ＧＩＮＺＡ　Ｓｉｒｉｕｓ　ＧＩＮＺＡ　Ｓｉｒｉｕｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,091 東京都 中央区 ぎんざ姿 サービス 飲食業 5%

72,092 東京都 中央区 銀座鮨一 サービス 飲食業 5%

72,093 東京都 中央区 銀座スプラッシュ サービス 飲食業 5%

72,094 東京都 中央区 銀座　３００ＢＡＲ　５丁目店 サービス 飲食業 5%

72,095 東京都 中央区 銀座　３００ＢＡＲ　８丁目店 サービス 飲食業 5%

72,096 東京都 中央区 銀座・背骨コンディショニング サービス その他サービス 5%

72,097 東京都 中央区 銀座　瀬里奈 サービス 飲食業 5%

72,098 東京都 中央区 銀座　壮石　新 サービス 飲食業 5%

72,099 東京都 中央区 銀座ソレイユ サービス その他サービス 5%

72,100 東京都 中央区 セブン－イレブン銀座地下街店 小売業 食料品 2%

72,101 東京都 中央区 銀座中央ギャラリー サービス その他サービス 5%

72,102 東京都 中央区 銀座つむぎや 小売業 衣料品 5%

72,103 東京都 中央区 銀座てあん サービス 飲食業 5%

72,104 東京都 中央区 銀座天春 サービス 飲食業 5%

72,105 東京都 中央区 セブン－イレブン銀座通り口店 小売業 食料品 2%

72,106 東京都 中央区 銀座とみひろ 小売業 衣料品 5%

72,107 東京都 中央区 銀座鳥繁 サービス 飲食業 5%

72,108 東京都 中央区 銀座トレオン１６区 サービス 飲食業 5%

72,109 東京都 中央区 セブン－イレブン銀座７丁目中央店 小売業 食料品 2%

72,110 東京都 中央区 セブン－イレブン銀座７丁目店 小売業 食料品 2%

72,111 東京都 中央区 セブン－イレブン銀座７丁目東店 小売業 食料品 2%

72,112 東京都 中央区 セブン－イレブン銀座２丁目店 小売業 食料品 2%

72,113 東京都 中央区 セブン－イレブン銀座８丁目店 小売業 食料品 2%

72,114 東京都 中央区 銀座伴助銀座本店 サービス 飲食業 5%
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72,115 東京都 中央区 銀座美院 サービス 理容・美容業 5%

72,116 東京都 中央区 ギンザビビ　銀座店 小売業 その他小売 5%

72,117 東京都 中央区 銀座ビュートロジー サービス 理容・美容業 5%

72,118 東京都 中央区 銀座美容室Ｓｗｉｐ サービス 理容・美容業 5%

72,119 東京都 中央区 銀座ひらやま サービス 飲食業 5%

72,120 東京都 中央区 銀座ブラッセリー本店グランブルー 小売業 食料品 5%

72,121 東京都 中央区 銀座ＢＵＬＬＤＯＧ　銀座ＢＵＬＬＤＯＧ サービス 飲食業 5%

72,122 東京都 中央区 銀座ボニー東日本橋 サービス 理容・美容業 5%

72,123 東京都 中央区 銀座ホルミス健康館 サービス その他サービス 5%

72,124 東京都 中央区 銀座ほんじん　本店　本店 サービス 飲食業 5%

72,125 東京都 中央区 銀座聖起 サービス 飲食業 5%

72,126 東京都 中央区 銀座マツナガ東京駅店 サービス 理容・美容業 5%

72,127 東京都 中央区 ヘアーサロン銀座マツナガ日本橋店 サービス 理容・美容業 5%

72,128 東京都 中央区 銀座マツナガ　箱崎店 サービス 理容・美容業 5%

72,129 東京都 中央区 銀座マティノス 小売業 衣料品 5%

72,130 東京都 中央区 銀座丸英 サービス その他サービス 5%

72,131 東京都 中央区 銀座みもざ館カフェ サービス 飲食業 5%

72,132 東京都 中央区 銀座もーず サービス 理容・美容業 5%

72,133 東京都 中央区 銀座モンパーレ本店 小売業 衣料品 5%

72,134 東京都 中央区 銀座ゆきざき 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,135 東京都 中央区 ＧＩＮＺＡ　ＲＡＳＩＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,136 東京都 中央区 ＧＩＮＺＡ　ＲＡＳＩＮ　銀座ナイン店 小売業 その他小売 5%

72,137 東京都 中央区 銀座らん月 サービス 飲食業 5%

72,138 東京都 中央区 銀座ＲＯＯＭ サービス 飲食業 5%

72,139 東京都 中央区 セブン－イレブン銀座６丁目中央店 小売業 食料品 2%

72,140 東京都 中央区 ＧＩＮＺＡ和貴　東急プラザ銀座店 小売業 衣料品 5%

72,141 東京都 中央区 銀座　和久多 サービス 飲食業 5%

72,142 東京都 中央区 銀座和心 サービス その他サービス 5%

72,143 東京都 中央区 キントトレコード 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

72,144 東京都 中央区 銀はち　銀座店 サービス 飲食業 5%

72,145 東京都 中央区 クイーンズウェイ サービス その他サービス 5%

72,146 東京都 中央区 クイーンズウェイ サービス その他サービス 5%

72,147 東京都 中央区 クイーンズウェイ　銀座並木通り店Ｑｔｔｏ サービス その他サービス 5%

72,148 東京都 中央区 クークロワッサン銀座サロン 小売業 衣料品 5%

72,149 東京都 中央区 空中庭園・弥生・風鈴 サービス 飲食業 5%

72,150 東京都 中央区 クエストコウベ　銀座ファイブ店 小売業 衣料品 5%

72,151 東京都 中央区 串揚げなかや サービス 飲食業 5%

72,152 東京都 中央区 串あげＢＡＮＺＡＩ　八重洲 サービス 飲食業 5%

72,153 東京都 中央区 串かつ　でんがな　八重洲店 サービス 飲食業 5%

72,154 東京都 中央区 串特急　新日本橋店 サービス 飲食業 5%

72,155 東京都 中央区 串特急　八重洲仲通店 サービス 飲食業 5%

72,156 東京都 中央区 串の坊　銀座本店 サービス 飲食業 5%
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72,157 東京都 中央区 串バー　ＴＨＥあ・うん サービス 飲食業 5%

72,158 東京都 中央区 串バーあ・うん サービス 飲食業 5%

72,159 東京都 中央区 孔雀画廊 サービス その他サービス 5%

72,160 東京都 中央区 鯨の登美粋 サービス 飲食業 5%

72,161 東京都 中央区 クッチーナディイタリア　パレ銀座 サービス 飲食業 5%

72,162 東京都 中央区 クッチーナディイタリア　銀座国際ホテル サービス 飲食業 5%

72,163 東京都 中央区 ＫＵＢＯＴＡ’ｓ　ＢａｒＢｅｒ サービス 理容・美容業 5%

72,164 東京都 中央区 グムンドナーショップ 小売業 その他小売 5%

72,165 東京都 中央区 雲の上のほぐし仙人 サービス その他サービス 5%

72,166 東京都 中央区 グラシオン　日本橋店 サービス その他サービス 5%

72,167 東京都 中央区 クラッティーニ サービス 飲食業 5%

72,168 東京都 中央区 グラナータ サービス 飲食業 5%

72,169 東京都 中央区 グラナータ　銀座店 サービス 飲食業 5%

72,170 東京都 中央区 くらのすけ　数寄屋店 サービス 飲食業 5%

72,171 東京都 中央区 CLUB　REEX サービス 飲食業 5%

72,172 東京都 中央区 ＧＲＡＭＡＳ　ＧＩＮＺＡ　ＯＮＥ 小売業 その他小売 5%

72,173 東京都 中央区 クラリティアカデミー サービス 理容・美容業 5%

72,174 東京都 中央区 ＣＬＩＰＰＥＲ サービス 飲食業 5%

72,175 東京都 中央区 ＣＬＩＰＰＥＲ サービス 飲食業 5%

72,176 東京都 中央区 クリンシェルジュあ・らって サービス その他サービス 5%

72,177 東京都 中央区 ＧＲＯＯＶＥＸ サービス その他サービス 5%

72,178 東京都 中央区 クルチアーニ銀座店 小売業 衣料品 5%

72,179 東京都 中央区 ＣＬＥＭＡＴＩＳ 小売業 衣料品 5%

72,180 東京都 中央区 Ｃｌｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

72,181 東京都 中央区 黒川タクシー サービス 運輸業 5%

72,182 東京都 中央区 Ｋｕｒｏｍｅ 小売業 衣料品 5%

72,183 東京都 中央区 ケイ・ウノ銀座ブライダルギャラリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,184 東京都 中央区 ケイ・ウノ銀座本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,185 東京都 中央区 Ｋｅｉｋｏ．Ｔニューヨーク 小売業 その他小売 5%

72,186 東京都 中央区 Ｋ－ｔｗｏ　ＧＩＮＺＡ サービス 理容・美容業 5%

72,187 東京都 中央区 Ｋ＇ｓＣｈｅｅｒＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

72,188 東京都 中央区 玄 サービス 飲食業 5%

72,189 東京都 中央区 原価ＢＡＲ　ＧＩＮＺＡ サービス 飲食業 5%

72,190 東京都 中央区 ＧＥＮＫＩラボ 小売業 衣料品 5%

72,191 東京都 中央区 乾山　銀座七丁目店 サービス 飲食業 5%

72,192 東京都 中央区 Ｋｅｎ’ｓ珈琲店 サービス 飲食業 5%

72,193 東京都 中央区 玄品ふぐ　銀座一丁目の関 サービス 飲食業 5%

72,194 東京都 中央区 庫 小売業 その他小売 5%

72,195 東京都 中央区 Ｃｏｉｆｆｕｒｅ　ＴＡＫＩ サービス 理容・美容業 5%

72,196 東京都 中央区 娘芋 サービス 飲食業 5%

72,197 東京都 中央区 ｃｏｉｎｃｉｄｅｎｃｅ 小売業 その他小売 5%

72,198 東京都 中央区 コインバーべろんちょ サービス 飲食業 5%
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72,199 東京都 中央区 酵素風呂ボラボラ サービス その他サービス 5%

72,200 東京都 中央区 幸田　銀座１号店 小売業 その他小売 5%

72,201 東京都 中央区 光澤堂眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,202 東京都 中央区 幸田　東京支店 小売業 その他小売 5%

72,203 東京都 中央区 合同会社エスリンク サービス 理容・美容業 5%

72,204 東京都 中央区 合同会社オフィスＴＡＲＵ 小売業 衣料品 5%

72,205 東京都 中央区 ｎｅｃｏｃａｎ サービス その他サービス 5%

72,206 東京都 中央区 神戸ビーフ食品直営店 サービス 飲食業 5%

72,207 東京都 中央区 セブンーイレブンＫＯＹＯがんセンター中央病院店 小売業 食料品 2%

72,208 東京都 中央区 紅琳飯店 サービス 飲食業 5%

72,209 東京都 中央区 廣和荘 サービス 飲食業 5%

72,210 東京都 中央区 コージーセンツ サービス 理容・美容業 5%

72,211 東京都 中央区 珈琲Ａ館 サービス 飲食業 5%

72,212 東京都 中央区 ＧＯＬＤＥＮＧＯＡＴ 小売業 衣料品 5%

72,213 東京都 中央区 ＧＯＬＤＷｏｒｋｓ 小売業 その他小売 5%

72,214 東京都 中央区 中国名菜処　悟空 サービス 飲食業 5%

72,215 東京都 中央区 悟空のきもち　銀座店 サービス その他サービス 5%

72,216 東京都 中央区 ＣｏＣｏ壱番屋中央区小伝馬町店 サービス 飲食業 2%

72,217 東京都 中央区 ＣｏＣｏ壱番屋中央区人形町店 サービス 飲食業 2%

72,218 東京都 中央区 ＣｏＣｏ壱番屋中央区馬喰町店 サービス 飲食業 2%

72,219 東京都 中央区 ＣｏＣｏ壱番屋中央区八丁堀店 サービス 飲食業 2%

72,220 東京都 中央区 CoCoRo サービス 飲食業 5%

72,221 東京都 中央区 個室居酒屋もみじ八重洲本店 サービス 飲食業 5%

72,222 東京都 中央区 五十音 小売業 家具・調度品 5%

72,223 東京都 中央区 小次郎 サービス 飲食業 5%

72,224 東京都 中央区 ＩＳＨＩＩＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

72,225 東京都 中央区 五代庵　ＧＩＮＺＡ 小売業 食料品 5%

72,226 東京都 中央区 ごだいご　コリドー サービス 飲食業 5%

72,227 東京都 中央区 セブン－イレブン小伝馬町駅前店 小売業 食料品 2%

72,228 東京都 中央区 小伝馬町ドラッグ 小売業 その他小売 5%

72,229 東京都 中央区 ＣＯＮＮＯＬＬＹ　銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,230 東京都 中央区 古美術　鼎 小売業 家具・調度品 5%

72,231 東京都 中央区 古美術いけのは 小売業 家具・調度品 5%

72,232 東京都 中央区 古美術いづみ 小売業 家具・調度品 5%

72,233 東京都 中央区 小舟町　みやび サービス 飲食業 5%

72,234 東京都 中央区 ＣＯＶＯｎａｉｌｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

72,235 東京都 中央区 コモンウェルス 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,236 東京都 中央区 小山酒店 小売業 その他小売 5%

72,237 東京都 中央区 コルテーゼ日本橋 小売業 衣料品 5%

72,238 東京都 中央区 ゴールド佐野カントリークラブ サービス その他サービス 5%

72,239 東京都 中央区 ゴールドパーム銀座店 サービス その他サービス 5%

72,240 東京都 中央区 コワーキングスペース茅場町　Ｃｏ?Ｅｄｏ サービス その他サービス 5%
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72,241 東京都 中央区 コワーキングスペース茅場町Ｃｏ－Ｅｄｏ サービス その他サービス 5%

72,242 東京都 中央区 ＣＯＩＦＦ１ＲＳＴ　銀座店 サービス 理容・美容業 5%

72,243 東京都 中央区 ゴンツ会 サービス 飲食業 5%

72,244 東京都 中央区 権之介　銀座 サービス 飲食業 5%

72,245 東京都 中央区 ザ・クロークルームトウキョウ 小売業 衣料品 5%

72,246 東京都 中央区 ザ・ブラシアントエンタープライズ サービス その他サービス 5%

72,247 東京都 中央区 サードエージェンシー サービス その他サービス 5%

72,248 東京都 中央区 彩きもの学院　銀座校 小売業 衣料品 5%

72,249 東京都 中央区 最新オイル温熱サロン銀座 サービス 理容・美容業 5%

72,250 東京都 中央区 最新オイル温熱サロン銀座 サービス 理容・美容業 5%

72,251 東京都 中央区 新リンパサロン梶が谷 サービス 理容・美容業 5%

72,252 東京都 中央区 サカエ商会 小売業 食料品 5%

72,253 東京都 中央区 阪田屋 サービス その他サービス 5%

72,254 東京都 中央区 魚党東日本橋店 サービス 飲食業 5%

72,255 東京都 中央区 魚や日本橋店 サービス 飲食業 5%

72,256 東京都 中央区 魚屋の居酒屋 魚錠 日本橋店 サービス 飲食業 5%

72,257 東京都 中央区 魚屋の居酒屋日本橋魚錠 サービス 飲食業 5%

72,258 東京都 中央区 Ｓａｇａｙａ サービス 飲食業 5%

72,259 東京都 中央区 サキナビューティーラウンジ銀座 小売業 その他小売 5%

72,260 東京都 中央区 ザギンｄｅホワイトニング サービス 理容・美容業 5%

72,261 東京都 中央区 さくら桟敷　歌舞伎座劇場内店 小売業 衣料品 5%

72,262 東京都 中央区 さくらドラッグ 小売業 その他小売 5%

72,263 東京都 中央区 ざくろ　日本橋店 サービス 飲食業 5%

72,264 東京都 中央区 ざくろ　室町店 サービス 飲食業 5%

72,265 東京都 中央区 ざくろアンテナショップ サービス 飲食業 5%

72,266 東京都 中央区 ざくろ京橋店 サービス 飲食業 5%

72,267 東京都 中央区 ざくろ　銀座店 サービス 飲食業 5%

72,268 東京都 中央区 ざくろチェーン サービス 飲食業 5%

72,269 東京都 中央区 ざくろ日本橋店 サービス 飲食業 5%

72,270 東京都 中央区 サケショップ　福光屋 小売業 食料品 5%

72,271 東京都 中央区 酒のソクハイ銀座並木通店 小売業 その他小売 5%

72,272 東京都 中央区 酒のソクハイ　銀座本店 小売業 その他小売 5%

72,273 東京都 中央区 酒龍馬 サービス 飲食業 5%

72,274 東京都 中央区 酒龍馬 サービス 飲食業 5%

72,275 東京都 中央区 ザ・コレクション サービス その他サービス 5%

72,276 東京都 中央区 笹二 サービス 飲食業 5%

72,277 東京都 中央区 刺身ＢＡＲ　河岸頭 サービス 飲食業 5%

72,278 東京都 中央区 Ｓｓａｔｕｒｄａｙ 小売業 衣料品 5%

72,279 東京都 中央区 札幌ドミニカ サービス 飲食業 5%

72,280 東京都 中央区 サトウジュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,281 東京都 中央区 ＴＨＥ　ＢＡＲ　Ｇ２ サービス 飲食業 5%

72,282 東京都 中央区 THE　HAMILTON　龍神 サービス 飲食業 5%
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72,283 東京都 中央区 ザ・ペニーワイズ勝どき 小売業 家具・調度品 5%

72,284 東京都 中央区 ＳＡＲＡＥＭＩＬＹ銀座店 サービス 理容・美容業 2%

72,285 東京都 中央区 更科丸屋京橋 サービス 飲食業 5%

72,286 東京都 中央区 更科丸屋日本橋 サービス 飲食業 5%

72,287 東京都 中央区 サラマヒナ サービス その他サービス 5%

72,288 東京都 中央区 ＴＨＥＬＩＢＥＲＴＹｎａｔｕｒａｌｋｉｔｃｈｅｎ＆ｂａｒ サービス 飲食業 5%

72,289 東京都 中央区 ｓａｒｔｏｒｉａｉｃｏａ 小売業 衣料品 5%

72,290 東京都 中央区 サルトリア　イプシロン 小売業 衣料品 5%

72,291 東京都 中央区 ザ・ロイヤル　銀座店 サービス 飲食業 5%

72,292 東京都 中央区 Ｓａｌｏｎ　Ｏｍｍ サービス 理容・美容業 5%

72,293 東京都 中央区 Ｓａｌｏｎ　ベラール サービス 理容・美容業 5%

72,294 東京都 中央区 サロン＆スクール　Ｋｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

72,295 東京都 中央区 ｓａｌｏｎｄｅｋｏｋｏ サービス 理容・美容業 5%

72,296 東京都 中央区 ＳａｌｏｎｄｅＡｐａｓ サービス 理容・美容業 5%

72,297 東京都 中央区 ｓａｌｏｎｄｅｌａ＇ サービス その他サービス 5%

72,298 東京都 中央区 ザ・ワインバ－銀座 サービス 飲食業 5%

72,299 東京都 中央区 ザ・ワインバー　銀座国際ホテル サービス 飲食業 5%

72,300 東京都 中央区 ザ・ワインバー　銀座みゆきビル サービス 飲食業 5%

72,301 東京都 中央区 澤富技術株式会社 サービス その他サービス 5%

72,302 東京都 中央区 山陰　家富良 サービス 飲食業 5%

72,303 東京都 中央区 三亀 サービス 飲食業 5%

72,304 東京都 中央区 三響會 サービス その他サービス 5%

72,305 東京都 中央区 ＳＡＮＫＯ 小売業 食料品 5%

72,306 東京都 中央区 サンテキュア サービス 理容・美容業 5%

72,307 東京都 中央区 サンフラワーショップ 小売業 その他小売 5%

72,308 東京都 中央区 三陸天海のろばた サービス 飲食業 5%

72,309 東京都 中央区 ＳＩＡＣＣＡ サービス その他サービス 5%

72,310 東京都 中央区 ジーエスアンドティー株式会社 小売業 その他小売 5%

72,311 東京都 中央区 シーコンパス サービス 飲食業 5%

72,312 東京都 中央区 ｓｅｅｄ  Ｓｅｅｄ サービス 理容・美容業 5%

72,313 東京都 中央区 ＺＩＮＡ　ＧＩＮＺＡ サービス 理容・美容業 5%

72,314 東京都 中央区 Ｚｉｎａ　ＣＥＮＴＲＡＬ サービス 理容・美容業 5%

72,315 東京都 中央区 Ｚｉｎａ　ＴＯＫＹＯ サービス 理容・美容業 5%

72,316 東京都 中央区 Ｃ＋Ａ サービス その他サービス 5%

72,317 東京都 中央区 ｓｈｉｗｕ人形町 サービス 理容・美容業 5%

72,318 東京都 中央区 ジェー・シー・エー サービス その他サービス 5%

72,319 東京都 中央区 ジェイエイシーエンタープライズ サービス その他サービス 5%

72,320 東京都 中央区 ＪＫＰｌａｎｅｔ銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,321 東京都 中央区 ジェイビーエム日本橋事務所 サービス その他サービス 5%

72,322 東京都 中央区 Ｊｐｌａｎｎｉｎｇ サービス その他サービス 5%

72,323 東京都 中央区 ＪＥＸ　東京銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,324 東京都 中央区 ＪＥＸ宝石ギャラリー　東京銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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72,325 東京都 中央区 ｊｅｔｂａｋｅｒ サービス 飲食業 5%

72,326 東京都 中央区 ジェニスタ 小売業 衣料品 5%

72,327 東京都 中央区 ジェニスタ２ 小売業 衣料品 5%

72,328 東京都 中央区 ＣｉｅｌｅｔＴｅｒｒｅ サービス その他サービス 5%

72,329 東京都 中央区 ＳｈｅｌｌＢｅａｒ サービス 理容・美容業 5%

72,330 東京都 中央区 シーオーシー サービス 理容・美容業 5%

72,331 東京都 中央区 四季彩舎 小売業 家具・調度品 5%

72,332 東京都 中央区 Ｊｉｇｅ築地店 サービス 飲食業 5%

72,333 東京都 中央区 重盛永信堂 小売業 食料品 5%

72,334 東京都 中央区 自習室デスクスポット サービス その他サービス 5%

72,335 東京都 中央区 Ｇ－ＳＴＡＲ　ＳＴＯＲＥ　ＧＩＮＺＡ 小売業 衣料品 5%

72,336 東京都 中央区 Ｇ－ＳＴＡＲＲＡＷＳＴＯＲＥ　ＧＩＮＺＡ 小売業 衣料品 5%

72,337 東京都 中央区 システムサービス サービス その他サービス 5%

72,338 東京都 中央区 四川火鍋　天丹　銀座本店 サービス 飲食業 5%

72,339 東京都 中央区 下町おもしろ工芸館 小売業 その他小売 5%

72,340 東京都 中央区 シティペンション　ゼム サービス 宿泊業 5%

72,341 東京都 中央区 しなのや サービス 飲食業 5%

72,342 東京都 中央区 信濃屋　銀座店 小売業 食料品 5%

72,343 東京都 中央区 ＪＩＮＥＮＧＡＬＬＥＲＹ サービス その他サービス 5%

72,344 東京都 中央区 しののめ／よつば サービス 飲食業 5%

72,345 東京都 中央区 ＣｂｙＣＡＬＩＳＴＡ銀座店 サービス その他サービス 5%

72,346 東京都 中央区 柴田株式会社 小売業 電化製品 5%

72,347 東京都 中央区 思文閣　銀座店 小売業 家具・調度品 5%

72,348 東京都 中央区 司法書士事務所Ａｓｗｅｌ サービス その他サービス 5%

72,349 東京都 中央区 ＳＳＳＭ 小売業 その他小売 5%

72,350 東京都 中央区 シモーヌ　マレー銀座店 サービス 理容・美容業 5%

72,351 東京都 中央区 Ｓｈｉｎｙ 小売業 衣料品 5%

72,352 東京都 中央区 小姐颱風　銀座 サービス 飲食業 5%

72,353 東京都 中央区 小姐颱風　パレ銀座 サービス 飲食業 5%

72,354 東京都 中央区 写真電気工業株式会社 サービス その他サービス 5%

72,355 東京都 中央区 ＪＡＺＺ　ＣＬＵＢ　銀座　スウィング サービス 飲食業 5%

72,356 東京都 中央区 ジャスティス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

72,357 東京都 中央区 ジャパンラーニング株式会社 サービス その他サービス 5%

72,358 東京都 中央区 しゃぶせん　銀座２階店 サービス 飲食業 5%

72,359 東京都 中央区 しゃぶせん　銀座地下二階店 サービス 飲食業 5%

72,360 東京都 中央区 しゃぶせん　銀座二階店 サービス 飲食業 5%

72,361 東京都 中央区 ジャーマンペットハウス銀座店 小売業 その他小売 5%

72,362 東京都 中央区 写楽銀座第一店 サービス 飲食業 5%

72,363 東京都 中央区 Ｓｈａｒｏｎ　Ｓｔｙｌｅ 小売業 衣料品 5%

72,364 東京都 中央区 ジャンヌダルク サービス 飲食業 5%

72,365 東京都 中央区 ジャンヌダルクⅢ 小売業 その他小売 5%

72,366 東京都 中央区 ジャンヌダルクⅡ サービス 飲食業 5%
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72,367 東京都 中央区 秋華洞 小売業 家具・調度品 5%

72,368 東京都 中央区 ＪｕｉｃｙＪｕｉｃｙＴｓｕｋｉｓｈｉｍａ サービス 飲食業 5%

72,369 東京都 中央区 シュヴー築地店 サービス 理容・美容業 5%

72,370 東京都 中央区 ｓｃｈｕｌａｎｄｂｅｒｇｔｏｋｙｏ 小売業 衣料品 5%

72,371 東京都 中央区 手芸の越前屋 小売業 その他小売 5%

72,372 東京都 中央区 シューズメイト小伝馬町店 小売業 衣料品 5%

72,373 東京都 中央区 シューズメイト人形町店 小売業 衣料品 5%

72,374 東京都 中央区 ＪＹＵＮＥＳＵ銀座店 サービス 理容・美容業 5%

72,375 東京都 中央区 Ｓｈｕｍｏｒｅ ＣＲＥＡＲ サービス 理容・美容業 5%

72,376 東京都 中央区 ＳＨＵＮＧＯＵＲＭＡＮＤ サービス 飲食業 5%

72,377 東京都 中央区 旬菜真柏 サービス 飲食業 5%

72,378 東京都 中央区 匠苑にくいち サービス 飲食業 5%

72,379 東京都 中央区 勝僖梅　東京支店 小売業 食料品 5%

72,380 東京都 中央区 醸造屋 サービス 飲食業 5%

72,381 東京都 中央区 食と農の交流エクセレントローカル サービス 飲食業 5%

72,382 東京都 中央区 書肆逆光 小売業 その他小売 5%

72,383 東京都 中央区 叙々苑　銀座みゆき通り店 サービス 飲食業 5%

72,384 東京都 中央区 叙々苑銀座コリドー店 サービス 飲食業 5%

72,385 東京都 中央区 叙々苑　游玄亭　銀座並木通り店 サービス 飲食業 5%

72,386 東京都 中央区 志良田 サービス 飲食業 2%

72,387 東京都 中央区 シルクランド画廊 小売業 家具・調度品 5%

72,388 東京都 中央区 ＳＩＲＥＮＡＫＩＲＡＲＩＴＯＧＩＮＺＡ サービス 理容・美容業 5%

72,389 東京都 中央区 新川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

72,390 東京都 中央区 新川長寿庵 サービス 飲食業 5%

72,391 東京都 中央区 シンクビー銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,392 東京都 中央区 一般社団法人人材教育支援機構 サービス その他サービス 5%

72,393 東京都 中央区 新時代銀座コリドー店 サービス 飲食業 5%

72,394 東京都 中央区 新富町躍金楼 サービス 飲食業 5%

72,395 東京都 中央区 新日本焼肉党　東日本橋店 サービス 飲食業 5%

72,396 東京都 中央区 真不同　飲茶倶楽部　茅場町店 サービス 飲食業 5%

72,397 東京都 中央区 シンメトリー銀座 サービス その他サービス 5%

72,398 東京都 中央区 シンメトリー銀座 小売業 その他小売 5%

72,399 東京都 中央区 信和薬品株式会社 小売業 その他小売 5%

72,400 東京都 中央区 瑞勝 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,401 東京都 中央区 水素浴サロン銀座４丁目プレミアム店 サービス その他サービス 5%

72,402 東京都 中央区 吹田商店 小売業 食料品 5%

72,403 東京都 中央区 水天宮酒場ゴチ 水天宮酒場ゴチ サービス 飲食業 5%

72,404 東京都 中央区 セブン－イレブン水天宮前店 小売業 食料品 2%

72,405 東京都 中央区 翠波画廊 小売業 家具・調度品 5%

72,406 東京都 中央区 ＳＷＥＥＮＥＹ　ＢＡＲＢＥＲ サービス 理容・美容業 5%

72,407 東京都 中央区 スカイラ 小売業 電化製品 5%

72,408 東京都 中央区 スキー　フィギアスケート　ＰＲＯＴＯＴＹＰＥ　ＰＲＯＴＯＴＹＰＥ 小売業 その他小売 5%
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72,409 東京都 中央区 スキヤカメラ 小売業 その他小売 5%

72,410 東京都 中央区 すき焼割烹　吉澤 サービス 飲食業 5%

72,411 東京都 中央区 すき焼割烹　吉澤 サービス 飲食業 5%

72,412 東京都 中央区 すきやきの若松 サービス 飲食業 5%

72,413 東京都 中央区 数寄屋橋れんずコーナー 小売業 その他小売 5%

72,414 東京都 中央区 合資会社杉山モ－タ－ス サービス その他サービス 5%

72,415 東京都 中央区 すし　柿崎 サービス 飲食業 5%

72,416 東京都 中央区 鮨　ふくじゅ サービス 飲食業 5%

72,417 東京都 中央区 鮨池澤 サービス 飲食業 5%

72,418 東京都 中央区 すし縁 サービス 飲食業 5%

72,419 東京都 中央区 鮨からく サービス 飲食業 5%

72,420 東京都 中央区 鮨　銀座まつだ サービス 飲食業 5%

72,421 東京都 中央区 海昌産業株式会社 サービス 飲食業 5%

72,422 東京都 中央区 寿司幸別館　ＩＫＫＹＵ サービス 飲食業 5%

72,423 東京都 中央区 鮨　心　ｂｙ　Ｍｉｙａｋａｗａ サービス 飲食業 5%

72,424 東京都 中央区 鮨鈴木 サービス 飲食業 5%

72,425 東京都 中央区 すし善　銀座店 サービス 飲食業 5%

72,426 東京都 中央区 寿司田　銀座並木通店 サービス 飲食業 5%

72,427 東京都 中央区 寿司処　日本 サービス 飲食業 5%

72,428 東京都 中央区 鮨處　八千代　築地場外店 サービス 飲食業 5%

72,429 東京都 中央区 鮨弁慶　海　銀座店 サービス 飲食業 5%

72,430 東京都 中央区 鮨ほづみ サービス 飲食業 5%

72,431 東京都 中央区 すしまる サービス 飲食業 5%

72,432 東京都 中央区 すしやの助六　銀座７丁目店 サービス 飲食業 5%

72,433 東京都 中央区 すしやの助六　銀座７丁目店 サービス 飲食業 5%

72,434 東京都 中央区 鮨ゆい　銀座店 サービス 飲食業 5%

72,435 東京都 中央区 すずめの学校　銀座 サービス 飲食業 5%

72,436 東京都 中央区 スター美容室 スター美容室 サービス 理容・美容業 5%

72,437 東京都 中央区 スタイルチューン サービス その他サービス 5%

72,438 東京都 中央区 スタジオインディ　東京駅前店 サービス その他サービス 5%

72,439 東京都 中央区 ｓｔｕｄｉｏ　ＳＥＡ サービス その他サービス 5%

72,440 東京都 中央区 ＳＴＵＤＩＯＺＯＵＳＡＮ サービス その他サービス 5%

72,441 東京都 中央区 ＳｔｕｄｉｏＤ サービス その他サービス 5%

72,442 東京都 中央区 スタンド上松 サービス 飲食業 5%

72,443 東京都 中央区 Ｓｔａｎｄ　Ｂ．Ｖ． サービス 飲食業 5%

72,444 東京都 中央区 ｓｔａｉｒ：ｃａｓｅ サービス 理容・美容業 5%

72,445 東京都 中央区 ｓｔｉｌｅｌａｖｉｔａ 小売業 衣料品 5%

72,446 東京都 中央区 ステーキキッチンファクトリー日本橋茅場町店 サービス 飲食業 5%

72,447 東京都 中央区 ステーキバルＲＹＯ サービス 飲食業 5%

72,448 東京都 中央区 株式会社ステージライン銀座 サービス その他サービス 5%

72,449 東京都 中央区 素敵庵　銀座店 小売業 その他小売 5%

72,450 東京都 中央区 素敵庵　東京銀座店 サービス 飲食業 5%
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72,451 東京都 中央区 ｓｔｅｓｓｏｅＭａｇａｒｉＣＨＩＣ サービス 飲食業 5%

72,452 東京都 中央区 ストラスブルゴ銀座店ウィメンズ 小売業 衣料品 5%

72,453 東京都 中央区 ストラスブルゴ銀座店メンズ 小売業 衣料品 5%

72,454 東京都 中央区 ストリーマーコーヒーカンパニー茅場町 サービス 飲食業 5%

72,455 東京都 中央区 スナッパー＆グルーパー サービス 飲食業 5%

72,456 東京都 中央区 ＳＰＩＣＥ ＨＡＲＶＥＳＴ サービス 飲食業 5%

72,457 東京都 中央区 ＳＰＡＴＩＵＭ　ＧＩＮＺＡ サービス 宿泊業 5%

72,458 東京都 中央区 ＳｐａｎｉｓｈＢａｒＣａｚｕｅｌａ サービス 飲食業 5%

72,459 東京都 中央区 スパンアートギャラリー サービス その他サービス 5%

72,460 東京都 中央区 ＳｐｉｃｋａｎｄＳｐａｎｎｏｂｌｅ日本橋 小売業 衣料品 5%

72,461 東京都 中央区 ＳＰＩＬＡ　ＴＥＡ　ＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

72,462 東京都 中央区 スピングルムーヴ　ＳＰＩＮＧＬＥＭＯＶＥ　銀座店 小売業 その他小売 5%

72,463 東京都 中央区 スープストックトーキョー八重洲地下街店 サービス 飲食業 5%

72,464 東京都 中央区 スプリングリバーフィールド 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

72,465 東京都 中央区 スペインクラブ銀座 サービス 飲食業 5%

72,466 東京都 中央区 ＬＯＢＯＳ銀座店 サービス 飲食業 5%

72,467 東京都 中央区 ＳＰＥＣＩＵＭ 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,468 東京都 中央区 スペシャルビューティスペース サービス 理容・美容業 5%

72,469 東京都 中央区 スペースグッドタイム 小売業 その他小売 5%

72,470 東京都 中央区 スポーティゴルフスタジオ 小売業 その他小売 5%

72,471 東京都 中央区 ＳＭＡＲＴＦＩＸ サービス その他サービス 5%

72,472 東京都 中央区 スマイルホテル日本橋三越前 サービス 宿泊業 5%

72,473 東京都 中央区 炭車 サービス 飲食業 5%

72,474 東京都 中央区 炭手前鷽 サービス 飲食業 5%

72,475 東京都 中央区 炭火焼　今半万窯 サービス 飲食業 5%

72,476 東京都 中央区 炭火焼鳥　おおさか サービス 飲食業 5%

72,477 東京都 中央区 炭火焼肉　ＫＯＭＡ　ＧＩＮＺＡ サービス 飲食業 5%

72,478 東京都 中央区 炭火ワインバル八十郎新富二丁目 サービス 飲食業 5%

72,479 東京都 中央区 スリア銀座店 小売業 その他小売 5%

72,480 東京都 中央区 Ｓｒｉｅｌ サービス その他サービス 5%

72,481 東京都 中央区 ＴｈｒｅｅＲｏｓｅｓ 小売業 その他小売 5%

72,482 東京都 中央区 駿河屋酒店 小売業 食料品 5%

72,483 東京都 中央区 生活彩家新川ダイヤビル店 小売業 その他小売 2%

72,484 東京都 中央区 生活彩家浜離宮三井ビル店 小売業 その他小売 2%

72,485 東京都 中央区 Ｓａｙ銀座教室 小売業 その他小売 5%

72,486 東京都 中央区 盛香園 サービス 飲食業 5%

72,487 東京都 中央区 靖山画廊 小売業 家具・調度品 5%

72,488 東京都 中央区 誠心堂　漢方館　銀座店 小売業 その他小売 5%

72,489 東京都 中央区 整体院　人の手 サービス その他サービス 5%

72,490 東京都 中央区 西洋菓子鹿鳴館　銀座本店 小売業 食料品 5%

72,491 東京都 中央区 ＳｅｃｏｎｄＳｔａｔｉｏｎ　東京 小売業 その他小売 5%

72,492 東京都 中央区 ゼットウィル 小売業 その他小売 5%
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72,493 東京都 中央区 ＲｆｏｒＨ サービス その他サービス 5%

72,494 東京都 中央区 セレンシー銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,495 東京都 中央区 ＳＥＮＪＵ サービス その他サービス 5%

72,496 東京都 中央区 染織　田宮 小売業 衣料品 5%

72,497 東京都 中央区 ｓｅｎｓｅ 小売業 その他小売 5%

72,498 東京都 中央区 ＣＥＮＴＵＲＹＤＥＮＩＭ銀座木挽 小売業 衣料品 5%

72,499 東京都 中央区 ＣＥＮＴＵＲＹＤＥＮＩＭ銀座木挽町店 小売業 衣料品 5%

72,500 東京都 中央区 ＣＥＮＴＲＥ サービス 飲食業 5%

72,501 東京都 中央区 千疋屋　フェスタ店 サービス 飲食業 5%

72,502 東京都 中央区 千疋屋總本店 サービス 飲食業 5%

72,503 東京都 中央区 千疋屋ネット通販 サービス その他サービス 5%

72,504 東京都 中央区 ゼンニュートリション 小売業 その他小売 5%

72,505 東京都 中央区 草心書道会東京校 サービス その他サービス 5%

72,506 東京都 中央区 爽．ＬＩＦＥＪＡＰＡＮ 小売業 その他小売 5%

72,507 東京都 中央区 ソシエ サービス 飲食業 5%

72,508 東京都 中央区 ソティス　インストティテュート　ギンザ サービス 理容・美容業 5%

72,509 東京都 中央区 ソティスブティック 小売業 その他小売 5%

72,510 東京都 中央区 安べえ サービス 飲食業 5%

72,511 東京都 中央区 蕎麦きり京橋山茂登 サービス 飲食業 5%

72,512 東京都 中央区 蕎麦処うさぎや サービス 飲食業 5%

72,513 東京都 中央区 そば処　松月 サービス 飲食業 5%

72,514 東京都 中央区 染と織　つぼみ 小売業 衣料品 5%

72,515 東京都 中央区 ターブルドット サービス 飲食業 5%

72,516 東京都 中央区 ダイコクドラッグ銀座一丁目駅前店 小売業 その他小売 5%

72,517 東京都 中央区 大衆料理　つきじ サービス 飲食業 5%

72,518 東京都 中央区 ｔｉｎｙｆｉｓｈｃｏｍｐａｎｙ 小売業 衣料品 5%

72,519 東京都 中央区 ＤｉｎｉｎｇＢａｒＴｏｋｙｏ サービス 飲食業 5%

72,520 東京都 中央区 泰明画廊 小売業 家具・調度品 5%

72,521 東京都 中央区 ダイヤモンドアイズ銀座店 サービス 理容・美容業 5%

72,522 東京都 中央区 大連菜館 サービス 飲食業 5%

72,523 東京都 中央区 ＴＡＶＥＲＮＡ　ＵＯＫＩＮ　京橋店 サービス 飲食業 5%

72,524 東京都 中央区 タカゲン 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,525 東京都 中央区 高島屋海苔店 小売業 食料品 5%

72,526 東京都 中央区 ＴＡＫＵＳＯＭＥＴＡＮＩＧＡＬＬＥＲＹ サービス その他サービス 5%

72,527 東京都 中央区 タグチファインアート サービス その他サービス 5%

72,528 東京都 中央区 竹口三正堂 小売業 その他小売 5%

72,529 東京都 中央区 たけだ美術 サービス その他サービス 5%

72,530 東京都 中央区 竹虎 サービス 飲食業 5%

72,531 東京都 中央区 たけや 小売業 衣料品 5%

72,532 東京都 中央区 ダコタ　銀座店 小売業 その他小売 5%

72,533 東京都 中央区 たちばな銀座店 小売業 衣料品 5%

72,534 東京都 中央区 Ｄａｘ　Ｄａｃｈｓ 小売業 その他小売 5%

1729



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

72,535 東京都 中央区 舘田珈琲焙煎所／アイラ島 サービス 飲食業 5%

72,536 東京都 中央区 ダナエビューティスタジオ サービス その他サービス 5%

72,537 東京都 中央区 Ｄａｎｉｅｌ　Ｗｅｌｌｉｎｇｔｏｎ　銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,538 東京都 中央区 ＷＳＰ　Ｓｔｏｒｅ　Ｇｉｎｚａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,539 東京都 中央区 玉海力　銀座店 サービス 飲食業 5%

72,540 東京都 中央区 玉木 サービス 飲食業 5%

72,541 東京都 中央区 株式会社タロー書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

72,542 東京都 中央区 舌菜魚 サービス 飲食業 5%

72,543 東京都 中央区 ダンスク　ムーベル　ギャラリー 小売業 家具・調度品 5%

72,544 東京都 中央区 たん助六 サービス 飲食業 5%

72,545 東京都 中央区 ＴＡＮＺＯ　東京店 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,546 東京都 中央区 ダンディハウス銀座本店 サービス その他サービス 5%

72,547 東京都 中央区 だんない サービス 飲食業 5%

72,548 東京都 中央区 ｄｕｎｈｉｌｌ　ｂａｒ サービス 飲食業 5%

72,549 東京都 中央区 小さなくらのすけ サービス 飲食業 5%

72,550 東京都 中央区 ＣＥＮＴＯＡＮＮＩＧＩＮＺＡ サービス 飲食業 5%

72,551 東京都 中央区 力鮨 サービス 飲食業 5%

72,552 東京都 中央区 竺仙 小売業 衣料品 5%

72,553 東京都 中央区 竹葉亭　銀座店 サービス 飲食業 5%

72,554 東京都 中央区 ＴｉｃｋｅｔｓＴｏｄａｙＧＩＮＺＡ サービス その他サービス 5%

72,555 東京都 中央区 チケッツトゥデイＴｏｋｙｏＣｈｕｏＣｉｔ サービス その他サービス 5%

72,556 東京都 中央区 ＣｈｉｎｅｓｅＲｅｓｔａｕｒａｎｔ大申 サービス 飲食業 5%

72,557 東京都 中央区 セブン－イレブン中央区明石町店 小売業 食料品 2%

72,558 東京都 中央区 セブン－イレブン中央区入船３丁目店 小売業 食料品 2%

72,559 東京都 中央区 セブン－イレブン中央区月島１丁目店 小売業 食料品 2%

72,560 東京都 中央区 セブン－イレブン中央区佃２丁目店 小売業 食料品 2%

72,561 東京都 中央区 セブン－イレブン中央区八丁堀４丁目店 小売業 食料品 2%

72,562 東京都 中央区 セブン－イレブン中央区湊１丁目店 小売業 食料品 2%

72,563 東京都 中央区 セブン－イレブン中央区役所前店 小売業 食料品 2%

72,564 東京都 中央区 中央タオル株式会社 小売業 その他小売 5%

72,565 東京都 中央区 中央不動産鑑定所 サービス その他サービス 5%

72,566 東京都 中央区 中央わしや 小売業 その他小売 5%

72,567 東京都 中央区 中央堂模型 サービス その他サービス 5%

72,568 東京都 中央区 中華料理福 サービス 飲食業 5%

72,569 東京都 中央区 中国四川料理天然居日本橋店 サービス 飲食業 5%

72,570 東京都 中央区 ちゅるちゅる居酒屋大吾郎３５ サービス 飲食業 5%

72,571 東京都 中央区 築地　熊ごろう　築地　熊ごろう サービス 飲食業 5%

72,572 東京都 中央区 つきじ　常陸屋 小売業 その他小売 5%

72,573 東京都 中央区 つきじ植むら　本店 サービス 飲食業 5%

72,574 東京都 中央区 つきじ植むら　本店 サービス 飲食業 5%

72,575 東京都 中央区 （有）新海商事築地営業所 サービス その他サービス 5%

72,576 東京都 中央区 築地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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72,577 東京都 中央区 秋山商店 小売業 その他小売 5%

72,578 東京都 中央区 築地十干?ＪＩＫＫＡＮ? サービス 飲食業 5%

72,579 東京都 中央区 セブン－イレブン築地７丁目店 小売業 食料品 2%

72,580 東京都 中央区 セブン－イレブン築地日刊スポーツ本社店 小売業 食料品 2%

72,581 東京都 中央区 つきじ常陸屋 小売業 その他小売 5%

72,582 東京都 中央区 つきじ藤田 サービス 飲食業 5%

72,583 東京都 中央区 築地ホクエイ 小売業 食料品 5%

72,584 東京都 中央区 月島ＳＳ　株式会社橋本富士商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

72,585 東京都 中央区 セブン－イレブン月島駅前店 小売業 食料品 2%

72,586 東京都 中央区 つきしま小町　新館 サービス 飲食業 5%

72,587 東京都 中央区 つきしま　小町　別館 サービス 飲食業 5%

72,588 東京都 中央区 月島スペインクラブ サービス 飲食業 5%

72,589 東京都 中央区 月島もんじゃ くうや サービス 飲食業 5%

72,590 東京都 中央区 月島もんじゃ もへじ 月島もんじゃ もへじ 本店 サービス 飲食業 5%

72,591 東京都 中央区 月島もんじゃ　くうや サービス 飲食業 5%

72,592 東京都 中央区 月島もんじゃ　くうや　はなれ サービス 飲食業 5%

72,593 東京都 中央区 月島もんじゃこぼれや本店 サービス 飲食業 5%

72,594 東京都 中央区 月島もんじゃこぼれや結 サービス 飲食業 5%

72,595 東京都 中央区 月島もんじゃ　もへじ　はなれのはなれ サービス 飲食業 5%

72,596 東京都 中央区 月島もんじゃもへじ両国 サービス 飲食業 5%

72,597 東京都 中央区 月島ラヴィーニャ スペイン料理 サービス 飲食業 5%

72,598 東京都 中央区 ＴＳＵＫＩＪＩＲｏｄｏｌｆｏＫｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

72,599 東京都 中央区 つきぢ尾粂 つきじ尾粂 小売業 食料品 5%

72,600 東京都 中央区 つきぢ田村 サービス 飲食業 5%

72,601 東京都 中央区 土田公認会計士事務所 サービス その他サービス 5%

72,602 東京都 中央区 爪切り屋足楽　日本橋三越前店 サービス その他サービス 5%

72,603 東京都 中央区 合資会社ノアール・ブラン サービス その他サービス 5%

72,604 東京都 中央区 つるとかめ サービス 飲食業 5%

72,605 東京都 中央区 徒然茶寮 サービス 飲食業 5%

72,606 東京都 中央区 Ｔ　ＣＯ　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　Ｔ　ＣＯ　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

72,607 東京都 中央区 ネイルアンドアイラッシュＴ’ｓ サービス その他サービス 5%

72,608 東京都 中央区 ｔｅａ　ｒｏｏｍ　ａｐｏｌｌｏ サービス 飲食業 5%

72,609 東京都 中央区 ＴＡＴ　銀座店 小売業 その他小売 5%

72,610 東京都 中央区 ｔｃｃカフェ サービス 飲食業 5%

72,611 東京都 中央区 ＴＨＩＤＡ サービス その他サービス 5%

72,612 東京都 中央区 ＤＰＧ　銀座店 サービス 理容・美容業 5%

72,613 東京都 中央区 ティリスインターナショナル 小売業 衣料品 5%

72,614 東京都 中央区 手打ち蕎麦たむら東日本橋店 サービス 飲食業 5%

72,615 東京都 中央区 デーメテール千疋屋 サービス 飲食業 5%

72,616 東京都 中央区 デーメテール千疋屋フェスタ サービス 飲食業 5%

72,617 東京都 中央区 デーメテール千疋屋フルーツパーラー サービス 飲食業 5%

72,618 東京都 中央区 テクキチ サービス その他サービス 5%
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72,619 東京都 中央区 デザインワークス銀座店 小売業 衣料品 5%

72,620 東京都 中央区 株式会社デジタル・クリエイティブ・ネット サービス その他サービス 5%

72,621 東京都 中央区 デジタルラボＰａｐｙｒｕｓ サービス その他サービス 5%

72,622 東京都 中央区 ＴＥＴＳＵＪＩＹＡ 小売業 その他小売 5%

72,623 東京都 中央区 鉄板懐石ふく サービス 飲食業 5%

72,624 東京都 中央区 鉄板焼紫野 サービス 飲食業 5%

72,625 東京都 中央区 ＴＥＰＰＡＮ‐ＹＡＫＩ　１０　ＧＩＮＺＡ サービス 飲食業 5%

72,626 東京都 中央区 鉄板焼　天　銀座８丁目店 サービス 飲食業 5%

72,627 東京都 中央区 鉄板焼　天　銀座６丁目店 サービス 飲食業 5%

72,628 東京都 中央区 鐵砲洲鮨一行 サービス 飲食業 5%

72,629 東京都 中央区 鐡砲洲鮨一行 サービス 飲食業 5%

72,630 東京都 中央区 デビュー　ヘアー　デビューヘアー サービス 理容・美容業 5%

72,631 東京都 中央区 ＤｅｖｉｌＣｒａｆｔ　神田店 サービス 飲食業 5%

72,632 東京都 中央区 ｔｅｒｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

72,633 東京都 中央区 テーラーフィールズ銀座並木通り 小売業 衣料品 5%

72,634 東京都 中央区 デリー銀座店 サービス 飲食業 5%

72,635 東京都 中央区 田園調布倶楽部 サービス 飲食業 5%

72,636 東京都 中央区 デンカコスメティクス 小売業 衣料品 5%

72,637 東京都 中央区 天空ＹＡＭ　ＣＨＡ酒家 サービス 飲食業 5%

72,638 東京都 中央区 天串にしおか サービス 飲食業 5%

72,639 東京都 中央区 てんとう虫 サービス 飲食業 5%

72,640 東京都 中央区 てんぷら近藤 サービス 飲食業 5%

72,641 東京都 中央区 天ぷら左膳　銀座店 小売業 その他小売 5%

72,642 東京都 中央区 てん茂 サービス 飲食業 5%

72,643 東京都 中央区 ドイツパンの店　タンネ サービス 飲食業 5%

72,644 東京都 中央区 Ｄｏｕｘ　Ｄｏｕｘ サービス 理容・美容業 5%

72,645 東京都 中央区 ＴＯＫＹＯ　ＫＩＭＯＮＯ　ＳＴＡＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

72,646 東京都 中央区 ＴＯＫＹＯ　ＣＲＡＦＴ　ＬＡＮＤ サービス 飲食業 5%

72,647 東京都 中央区 東京アントレサロン サービス その他サービス 5%

72,648 東京都 中央区 一般社団法人ＴＯＫＹＯＩＮＳＴＩＴＵＴＥＯＦＰＨＯＴＯＧＲＡＰＨＹ サービス その他サービス 5%

72,649 東京都 中央区 東京カンパネラ　銀座本店 小売業 食料品 5%

72,650 東京都 中央区 ＴＯＫＹＯＧＲＡＣＥ株式会社 サービス 理容・美容業 5%

72,651 東京都 中央区 ＴｏｋｙｏＧｕｅｓｔ日本橋 サービス その他サービス 5%

72,652 東京都 中央区 東京呉服専門店協同組合 小売業 その他小売 5%

72,653 東京都 中央区 ＴＯＫＹＯ　ＳＡＫＥ　ＤＥＰＴ サービス 飲食業 5%

72,654 東京都 中央区 東京真珠 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,655 東京都 中央区 東京真珠銀座ショールーム 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,656 東京都 中央区 東京製旗株式会社 小売業 その他小売 5%

72,657 東京都 中央区 東京洋菓子タングラム サービス 飲食業 5%

72,658 東京都 中央区 東京Ｌｉｌｙ サービス その他サービス 5%

72,659 東京都 中央区 東京ワインバル　八十郎 サービス 飲食業 5%

72,660 東京都 中央区 東京和食ｉｃｈｉ サービス 飲食業 5%
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72,661 東京都 中央区 刀剣柴田 小売業 家具・調度品 5%

72,662 東京都 中央区 とうとう サービス 飲食業 5%

72,663 東京都 中央区 東八　八重洲地下街店 サービス 飲食業 5%

72,664 東京都 中央区 東龍軒　日本橋箱崎店 サービス 飲食業 5%

72,665 東京都 中央区 東龍軒銀座三丁目店 サービス 飲食業 5%

72,666 東京都 中央区 ＴｒｕｅＲｉｃｈＨｉｌｌ 小売業 衣料品 5%

72,667 東京都 中央区 ＴＯＫＹＯ　ｈａｉｒ　ＧＩＮＺＡ サービス 理容・美容業 5%

72,668 東京都 中央区 ＴＡＬＬ　ＳＨＯＥＳ　銀座本店 小売業 衣料品 5%

72,669 東京都 中央区 トーキョーグレートサイクリングツアー サービス その他サービス 5%

72,670 東京都 中央区 セブン－イレブン常盤橋店 小売業 食料品 2%

72,671 東京都 中央区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ永代橋エコステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

72,672 東京都 中央区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ茅場町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

72,673 東京都 中央区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ月島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

72,674 東京都 中央区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ本石町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

72,675 東京都 中央区 土佐料理祢保希銀座店 サービス 飲食業 5%

72,676 東京都 中央区 土佐料理祢保希日本橋店 サービス 飲食業 5%

72,677 東京都 中央区 ドッグスタジオラブワン銀座新富 サービス その他サービス 5%

72,678 東京都 中央区 トップス銀座店 サービス 飲食業 5%

72,679 東京都 中央区 トップス室町店 サービス 飲食業 5%

72,680 東京都 中央区 外村　東京支店 小売業 衣料品 5%

72,681 東京都 中央区 トミタプロデュース サービス その他サービス 5%

72,682 東京都 中央区 とよ田／三舟 サービス 飲食業 5%

72,683 東京都 中央区 トライアンフギャラリー 小売業 家具・調度品 5%

72,684 東京都 中央区 ｄｒｉｖｅｆｏｒｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

72,685 東京都 中央区 ＤＲＹ　ＢＯＮＳＡＩ　銀座サロン 小売業 その他小売 5%

72,686 東京都 中央区 ＤＡ　ＦＥＬＩＣＥ サービス 飲食業 5%

72,687 東京都 中央区 トラットリア　コルポ　デラ　ストレーガ　銀座店 サービス 飲食業 5%

72,688 東京都 中央区 トラヤカフェ・あんスタンド銀座店 サービス 飲食業 5%

72,689 東京都 中央区 虎屋菓寮銀座店 サービス 飲食業 5%

72,690 東京都 中央区 とらや銀座店 小売業 食料品 5%

72,691 東京都 中央区 とらや日本橋店 小売業 食料品 5%

72,692 東京都 中央区 とり健 サービス 飲食業 5%

72,693 東京都 中央区 トリシア　銀座店 サービス 理容・美容業 5%

72,694 東京都 中央区 鶏十兵衛　人形町店 サービス 飲食業 5%

72,695 東京都 中央区 鳥恒 サービス 飲食業 5%

72,696 東京都 中央区 とり鉄　京橋店 サービス 飲食業 5%

72,697 東京都 中央区 鶏鬨勝どき店 サービス 飲食業 5%

72,698 東京都 中央区 鶏鬨新川店 サービス 飲食業 5%

72,699 東京都 中央区 鶏鬨はなれ　勝どき清澄通り店 サービス 飲食業 5%

72,700 東京都 中央区 鶏鬨はなれ勝どき清澄通り店 サービス 飲食業 5%

72,701 東京都 中央区 トリトン・アーツ・ネットワーク 小売業 その他小売 5%

72,702 東京都 中央区 鳥番長小伝馬町店 サービス 飲食業 5%
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72,703 東京都 中央区 鳥番長総本店 サービス 飲食業 5%

72,704 東京都 中央区 やきとり鳥福 サービス 飲食業 5%

72,705 東京都 中央区 とり藤 サービス 飲食業 5%

72,706 東京都 中央区 ＤＲＥＳＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,707 東京都 中央区 ドロサツ 東京中央店 小売業 電化製品 5%

72,708 東京都 中央区 トロワフレーシュ サービス 飲食業 5%

72,709 東京都 中央区 とんかつ　和食　吉 サービス 飲食業 5%

72,710 東京都 中央区 とんかつ茅 サービス 飲食業 5%

72,711 東京都 中央区 豚大門市場馬喰町店 サービス 飲食業 5%

72,712 東京都 中央区 ナイル　レストラン サービス 飲食業 5%

72,713 東京都 中央区 メガネのナカヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,714 東京都 中央区 マダムシュリンプ サービス 飲食業 5%

72,715 東京都 中央区 マダムシュリンプグレイス サービス 飲食業 5%

72,716 東京都 中央区 名倉堂　銀座治療院 サービス その他サービス 5%

72,717 東京都 中央区 和味 サービス 飲食業 5%

72,718 東京都 中央区 なごみ サービス 飲食業 5%

72,719 東京都 中央区 ナチュラル・ハーモニー銀座店 小売業 食料品 5%

72,720 東京都 中央区 株式会社七紡 サービス その他サービス 5%

72,721 東京都 中央区 ｎａｎｏＸ サービス その他サービス 5%

72,722 東京都 中央区 並木ひいらぎ サービス 飲食業 5%

72,723 東京都 中央区 鳴門鯛焼本舗　日本橋人形町店 サービス 飲食業 5%

72,724 東京都 中央区 なんだかんだ サービス 飲食業 5%

72,725 東京都 中央区 ＮＵＭＢＥＲ ６ サービス 飲食業 5%

72,726 東京都 中央区 新潟中央水産市場（株）　築地支店 小売業 食料品 5%

72,727 東京都 中央区 肉酒場ビストロ男前　日本橋三越前店 サービス 飲食業 5%

72,728 東京都 中央区 肉鮮問屋佐々木 サービス 飲食業 5%

72,729 東京都 中央区 肉の万世　日本橋店 サービス 飲食業 5%

72,730 東京都 中央区 肉バル　エルトラゴン　日本橋店 サービス 飲食業 5%

72,731 東京都 中央区 肉バルＣｏ?Ｌａｂ（コラボ）銀座 サービス 飲食業 5%

72,732 東京都 中央区 肉バルバーグマン　銀座店 サービス 飲食業 5%

72,733 東京都 中央区 ＮＩＣＯ’Ｓ サービス 飲食業 5%

72,734 東京都 中央区 ニコ　バインミー サービス 飲食業 5%

72,735 東京都 中央区 ＮｉｃｏＨｏｕｓｅ サービス 理容・美容業 5%

72,736 東京都 中央区 西川商店 サービス その他サービス 5%

72,737 東京都 中央区 錦や 小売業 衣料品 5%

72,738 東京都 中央区 西銀座駐車場 サービス その他サービス 5%

72,739 東京都 中央区 ＪＭ／西むら サービス 飲食業 5%

72,740 東京都 中央区 日月潭 サービス その他サービス 5%

72,741 東京都 中央区 日月潭　銀座中央通り店 サービス その他サービス 5%

72,742 東京都 中央区 日武剣道具本舗　東京店 小売業 その他小売 5%

72,743 東京都 中央区 日個連　岡田タクシー サービス 運輸業 5%

72,744 東京都 中央区 日個連　今野タクシー サービス 運輸業 5%
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72,745 東京都 中央区 日個連　中山タクシー サービス 運輸業 5%

72,746 東京都 中央区 日個連　福元タクシー サービス 運輸業 5%

72,747 東京都 中央区 日本弦楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

72,748 東京都 中央区 一 サービス 飲食業 5%

72,749 東京都 中央区 有限会社日本書芸 サービス その他サービス 5%

72,750 東京都 中央区 日本橋　魚党 サービス 飲食業 5%

72,751 東京都 中央区 日本橋　舟寿し サービス 飲食業 5%

72,752 東京都 中央区 日本橋　皆美 サービス 飲食業 5%

72,753 東京都 中央区 日本橋伊勢龍 小売業 その他小売 5%

72,754 東京都 中央区 セブン－イレブン日本橋１丁目昭和通り店 小売業 食料品 2%

72,755 東京都 中央区 日本橋ＯＩＫＡＷＡ サービス 飲食業 5%

72,756 東京都 中央区 日本橋カイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

72,757 東京都 中央区 セブン－イレブン日本橋兜町店 小売業 食料品 2%

72,758 東京都 中央区 セブン－イレブン日本橋茅場町２丁目店 小売業 食料品 2%

72,759 東京都 中央区 日本橋茅場町不二楼総本店 サービス 飲食業 5%

72,760 東京都 中央区 セブン－イレブン日本橋小網町店 小売業 食料品 2%

72,761 東京都 中央区 セブン－イレブン日本橋小伝馬町店 小売業 食料品 2%

72,762 東京都 中央区 書道のはなみち サービス その他サービス 5%

72,763 東京都 中央区 セブン－イレブン日本橋３丁目店 小売業 食料品 2%

72,764 東京都 中央区 にほんばし島根館 小売業 家具・調度品 5%

72,765 東京都 中央区 日本橋寿司幸 サービス 飲食業 5%

72,766 東京都 中央区 日本橋動物病院 サービス その他サービス 5%

72,767 東京都 中央区 セブン－イレブン日本橋人形町３丁目店 小売業 食料品 2%

72,768 東京都 中央区 セブン－イレブン日本橋人形町２丁目店 小売業 食料品 2%

72,769 東京都 中央区 日本橋海苔店 小売業 食料品 5%

72,770 東京都 中央区 セブン－イレブン日本橋馬喰町店 小売業 食料品 2%

72,771 東京都 中央区 日本橋パック 小売業 その他小売 5%

72,772 東京都 中央区 日本橋花蝶 小売業 その他小売 5%

72,773 東京都 中央区 日本橋浜町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

72,774 東京都 中央区 セブン－イレブン日本橋浜町店 小売業 食料品 2%

72,775 東京都 中央区 セブン－イレブン日本橋久松町店 小売業 食料品 2%

72,776 東京都 中央区 日本橋　日山 サービス 飲食業 5%

72,777 東京都 中央区 日本橋　日山　本店 小売業 食料品 5%

72,778 東京都 中央区 日本橋　鮒佐 小売業 食料品 5%

72,779 東京都 中央区 セブン－イレブン日本橋堀留町２丁目店 小売業 食料品 2%

72,780 東京都 中央区 セブン－イレブン日本橋本町１丁目店 小売業 食料品 2%

72,781 東京都 中央区 セブン－イレブン日本橋本町３丁目店 小売業 食料品 2%

72,782 東京都 中央区 セブンーイレブン日本橋室町４丁目店 小売業 食料品 2%

72,783 東京都 中央区 日本橋屋長兵衛　日本橋本店 小売業 食料品 5%

72,784 東京都 中央区 日本ばし　やぶ久　銀座店 サービス 飲食業 5%

72,785 東京都 中央区 ファーストキャビン日本橋よこやま町 サービス 宿泊業 5%

72,786 東京都 中央区 日本ビーエフ株式会社 日本ビーエフ 小売業 その他小売 5%
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72,787 東京都 中央区 日本ラムダ株式会社 サービス その他サービス 5%

72,788 東京都 中央区 日本料理　綾 サービス 飲食業 5%

72,789 東京都 中央区 日本料理いいじま サービス 飲食業 5%

72,790 東京都 中央区 ニューズプランニング株式会社 サービス その他サービス 5%

72,791 東京都 中央区 ニューみ乃り屋 小売業 その他小売 5%

72,792 東京都 中央区 俄　銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,793 東京都 中央区 俄　銀座店　別館 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,794 東京都 中央区 人形町　今半 サービス 飲食業 5%

72,795 東京都 中央区 人形町　なかむら サービス 飲食業 5%

72,796 東京都 中央区 人形町今半　銀座店 サービス 飲食業 5%

72,797 東京都 中央区 人形町今半　人形町本店 サービス 飲食業 5%

72,798 東京都 中央区 人形町今半惣菜本店 小売業 食料品 5%

72,799 東京都 中央区 セブン－イレブン人形町駅西店 小売業 食料品 2%

72,800 東京都 中央区 にんぎょう町　草加屋 小売業 食料品 5%

72,801 東京都 中央区 人形町　ぽんしゅ家 サービス 飲食業 5%

72,802 東京都 中央区 にんにく鍋や サービス 飲食業 5%

72,803 東京都 中央区 ＭｏｔｉｏｎＣｏｍｐｏｓｅｒ サービス 理容・美容業 5%

72,804 東京都 中央区 ＱＲＥＳＴＩＡ　銀座 サービス その他サービス 5%

72,805 東京都 中央区 ネイル＆アイラッシュサロンルベラール サービス その他サービス 5%

72,806 東京都 中央区 ｎａｉｌ　Ａｍｂｉｃｉａ銀座店 サービス その他サービス 5%

72,807 東京都 中央区 ネイルクロエ サービス 理容・美容業 5%

72,808 東京都 中央区 ネイルサロン　ジンジャー サービス その他サービス 5%

72,809 東京都 中央区 ネイルサロンスイーブル サービス その他サービス 5%

72,810 東京都 中央区 ネイルサロンＥｒｆｏｌｇ銀座 サービス 理容・美容業 5%

72,811 東京都 中央区 ＥＯＳ銀座 サービス 理容・美容業 5%

72,812 東京都 中央区 ネイルサロンＣＲＡＹＯＮ サービス その他サービス 5%

72,813 東京都 中央区 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｄｉｖａ　銀座店 サービス 理容・美容業 5%

72,814 東京都 中央区 ＮａｉｌＰａｌｅｔｔｅ銀座店 サービス 理容・美容業 5%

72,815 東京都 中央区 ネオ・スナッパー　カルナヴァル サービス 飲食業 5%

72,816 東京都 中央区 ＮＥＳＴ サービス 理容・美容業 5%

72,817 東京都 中央区 ＮｅＲｕｋｋａＮｅ サービス その他サービス 5%

72,818 東京都 中央区 ｎｅｌｌｂｙｍａｋａｒａ　銀座 サービス 理容・美容業 5%

72,819 東京都 中央区 野うさぎ サービス 飲食業 5%

72,820 東京都 中央区 野沢酒店 小売業 食料品 5%

72,821 東京都 中央区 野澤酒店　野澤酒店 小売業 食料品 5%

72,822 東京都 中央区 野島タオル株式会社 小売業 その他小売 5%

72,823 東京都 中央区 野末公認会計士・税理士事務所 サービス その他サービス 5%

72,824 東京都 中央区 野田工業株式会社 サービス その他サービス 5%

72,825 東京都 中央区 のっけ　日本橋人形町店 サービス 飲食業 5%

72,826 東京都 中央区 能登輪島 サービス 飲食業 5%

72,827 東京都 中央区 登處八丁堀　登處八丁堀 サービス その他サービス 5%

72,828 東京都 中央区 ｎｏｒａ サービス 理容・美容業 5%
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72,829 東京都 中央区 Ｂａｒ　オーパ サービス 飲食業 5%

72,830 東京都 中央区 バー　スイッチ サービス 飲食業 5%

72,831 東京都 中央区 Ｂａｒ　銀杏庵 サービス 飲食業 5%

72,832 東京都 中央区 Ｐａｒｋｂｙｔｏｋｙｏ銀座店 サービス その他サービス 5%

72,833 東京都 中央区 ＢＡＲ９６馬喰町店 サービス 飲食業 5%

72,834 東京都 中央区 パーセントジム サービス その他サービス 5%

72,835 東京都 中央区 パーソナルトレーニングＬＩＮＤＡ サービス その他サービス 5%

72,836 東京都 中央区 ＢＡＲ　ＴＯＮＥ サービス 飲食業 5%

72,837 東京都 中央区 ＢＡＲｙｕ－ｎａｇｉ サービス 飲食業 5%

72,838 東京都 中央区 バーンラック人形町店 サービス その他サービス 5%

72,839 東京都 中央区 ＨｏｕｓｅｏｆＰａｌａ 小売業 衣料品 5%

72,840 東京都 中央区 羽織 サービス 飲食業 5%

72,841 東京都 中央区 博多 なぎの木 銀座店 サービス 飲食業 5%

72,842 東京都 中央区 博多慶州　銀座店 サービス 飲食業 5%

72,843 東京都 中央区 博多慶州　銀中店 サービス 飲食業 5%

72,844 東京都 中央区 博多とりかわ長政人形町店 サービス 飲食業 5%

72,845 東京都 中央区 ＪＭ／博品館トイパーク 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

72,846 東京都 中央区 はぐみっく子連れコワーキングスペース サービス その他サービス 5%

72,847 東京都 中央区 Ｂａｒ９６ サービス 飲食業 5%

72,848 東京都 中央区 馬喰一代　銀座店 サービス 飲食業 5%

72,849 東京都 中央区 セブン－イレブン馬喰横山駅前店 小売業 食料品 2%

72,850 東京都 中央区 ＨａｃｏａＶＩＬＬＡＧＥ 小売業 その他小売 5%

72,851 東京都 中央区 方舟大吟醸いろり サービス 飲食業 5%

72,852 東京都 中央区 方舟大吟醸しずく サービス 飲食業 5%

72,853 東京都 中央区 パザパ２ｅＦＯＲＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥＵＰ サービス 理容・美容業 5%

72,854 東京都 中央区 バシカレ 小売業 食料品 5%

72,855 東京都 中央区 一 サービス 飲食業 5%

72,856 東京都 中央区 橋本司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

72,857 東京都 中央区 ＰＡＳＥＬＡ　ＲＥＳＯＲＴＳ　ＧＩＮＺＡ サービス その他サービス 5%

72,858 東京都 中央区 パソコン教室・修理ステーション月島店 サービス その他サービス 5%

72,859 東京都 中央区 パーソナル・グラス・アイックス　銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,860 東京都 中央区 ＰＡＴＡＮＥＧＲＡ サービス 飲食業 5%

72,861 東京都 中央区 Ｐａｄａｍ サービス 飲食業 5%

72,862 東京都 中央区 八代目儀兵衛 サービス 飲食業 5%

72,863 東京都 中央区 蜂の家 サービス 飲食業 5%

72,864 東京都 中央区 Ｂａｃｃｈｕｓのさら． サービス 飲食業 5%

72,865 東京都 中央区 白金堂有限会社 サービス その他サービス 5%

72,866 東京都 中央区 セブン－イレブン八丁堀２丁目店 小売業 食料品 2%

72,867 東京都 中央区 八丁堀ワイン食堂パパン サービス 飲食業 5%

72,868 東京都 中央区 ＨＡＰＰＹＦＯＯＴ銀座店 サービス その他サービス 5%

72,869 東京都 中央区 ＢＡＲ鶴亀 サービス 飲食業 5%

72,870 東京都 中央区 ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥ　Ｈａｔｔ 小売業 食料品 5%
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72,871 東京都 中央区 ｂｕｄ サービス 理容・美容業 5%

72,872 東京都 中央区 バードランド サービス 飲食業 5%

72,873 東京都 中央区 花栞 小売業 その他小売 5%

72,874 東京都 中央区 アトリエ花風里 サービス その他サービス 5%

72,875 東京都 中央区 花嫁きものｓｅｌｌｅｃｔｉｏｎ銀座 サービス その他サービス 5%

72,876 東京都 中央区 バラクーダ サービス 飲食業 5%

72,877 東京都 中央区 ＨＡＲＩＯ　ＣＡＦＥ　室町店 サービス 飲食業 5%

72,878 東京都 中央区 パリのワイン食堂 サービス 飲食業 5%

72,879 東京都 中央区 巴里　夕顔 サービス 飲食業 5%

72,880 東京都 中央区 Ｈａｒｕ　Ｅｓｔｈｅｔｉｃ　Ｍｉｃｈｉｋｏ　Ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

72,881 東京都 中央区 Ｂａｒｃｏｓ サービス 飲食業 5%

72,882 東京都 中央区 ＢａｌｃｏＮＹ サービス 理容・美容業 5%

72,883 東京都 中央区 バールシー サービス 飲食業 5%

72,884 東京都 中央区 ＢＡＲＤＩＧＯ　バルディゴ サービス 飲食業 5%

72,885 東京都 中央区 ＢＡＲＢＩＥＲ ＹＡＭＡＭＯＴＯ ＢＡＲＢＩＥＲ ＹＡＭＡＭＯＴＯ サービス 理容・美容業 5%

72,886 東京都 中央区 セブン－イレブン晴海トリトンスクエア店 小売業 食料品 2%

72,887 東京都 中央区 はんこスーパー　八丁堀 小売業 その他小売 5%

72,888 東京都 中央区 盤古殿　コレド日本橋店 サービス 飲食業 5%

72,889 東京都 中央区 はんこ広場日本橋人形町店 小売業 その他小売 5%

72,890 東京都 中央区 食卓萬酔縁 サービス その他サービス 5%

72,891 東京都 中央区 ＰＡＮＤＡ　ＣＡＦＦＥＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

72,892 東京都 中央区 ｂａｎｇｂａｎｇｂａｎｇｋｏｋ小 サービス その他サービス 5%

72,893 東京都 中央区 バンビ サービス 飲食業 5%

72,894 東京都 中央区 株式会社トライアンフ 小売業 衣料品 5%

72,895 東京都 中央区 飯家くーた　銀座店 サービス 飲食業 5%

72,896 東京都 中央区 ビアーチェ 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,897 東京都 中央区 ピアノサロン遊樹 サービス 飲食業 5%

72,898 東京都 中央区 Ｂｅｅ銀座 サービス 飲食業 5%

72,899 東京都 中央区 ビーフかつれつ そよいち サービス 飲食業 5%

72,900 東京都 中央区 ｈｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

72,901 東京都 中央区 Ｂｅｅｒ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　創作居酒屋　Ｎｏａｈ サービス 飲食業 5%

72,902 東京都 中央区 Ｂｅａｎｓ　ｏｎ　Ｂｅａｎｓ サービス 飲食業 5%

72,903 東京都 中央区 東日本橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

72,904 東京都 中央区 セブン－イレブン東日本橋駅前店 小売業 食料品 2%

72,905 東京都 中央区 セブン－イレブン東日本橋３丁目店 小売業 食料品 2%

72,906 東京都 中央区 東日本橋ドラッグ 小売業 その他小売 5%

72,907 東京都 中央区 ＰＥＡＫ　Ｓ　ＰＥＡＫ　ＣＡＦ サービス 飲食業 5%

72,908 東京都 中央区 ピグレット サービス 飲食業 5%

72,909 東京都 中央区 ビジネスホテル　バン サービス 宿泊業 5%

72,910 東京都 中央区 ビジュアルアップ銀座 サービス その他サービス 5%

72,911 東京都 中央区 ビジュアルアップ銀座 ビジュアルアップ銀座 サービス その他サービス 5%

72,912 東京都 中央区 株式会社美裳三松 小売業 衣料品 5%
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72,913 東京都 中央区 ｂ－ＳｔｕｄｉｏｉｎＧＩＮＺＡ サービス その他サービス 5%

72,914 東京都 中央区 ヒステリックグラマー　銀座店 小売業 衣料品 5%

72,915 東京都 中央区 ＢＩＳＴＲＯ　ＢＡＲＮＹＡＲＤ サービス 飲食業 5%

72,916 東京都 中央区 ＢＩＳＴＲＯＳＡＢＬＩＥＲ サービス 飲食業 5%

72,917 東京都 中央区 ビストロじゅうじゅう サービス 飲食業 5%

72,918 東京都 中央区 Ｂｉｓｔｒｏｂｏｉｓｄｅｐｉｎ サービス 飲食業 5%

72,919 東京都 中央区 Ｂｅｓｐｏｋｅ　Ｈ　＆　Ｓｏｎｓ 小売業 衣料品 5%

72,920 東京都 中央区 飛騨牛一頭家　馬喰一代　銀座 サービス 飲食業 5%

72,921 東京都 中央区 ビデオエイペックス　東京中央 サービス その他サービス 5%

72,922 東京都 中央区 ヒトコト・モノコト サービス その他サービス 5%

72,923 東京都 中央区 Ｈｉｎａｔａ　銀座日向 サービス 飲食業 5%

72,924 東京都 中央区 ヒナタノオト 小売業 その他小売 5%

72,925 東京都 中央区 日乃屋カレー　茅場町店 小売業 食料品 5%

72,926 東京都 中央区 Ｂ－ｂｙ－Ｃ銀座 サービス 理容・美容業 5%

72,927 東京都 中央区 ＢＥＥＦ　ＵＰ　ＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

72,928 東京都 中央区 日山 サービス 飲食業 5%

72,929 東京都 中央区 日山　築地店 小売業 食料品 5%

72,930 東京都 中央区 ｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎ　ｈａｒｕ サービス 理容・美容業 5%

72,931 東京都 中央区 瓢喜　香水亭 サービス 飲食業 5%

72,932 東京都 中央区 美容室 ちえのわ 美容室 ちえのわ サービス 理容・美容業 5%

72,933 東京都 中央区 平山法律事務所 サービス その他サービス 5%

72,934 東京都 中央区 広島お好み焼　鯉々 サービス 飲食業 5%

72,935 東京都 中央区 廣瀬電気 サービス その他サービス 5%

72,936 東京都 中央区 ピンクエレファント サービス 飲食業 5%

72,937 東京都 中央区 ＰｉｎｋＣｒｏｓｓＧＩＮＺＡＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

72,938 東京都 中央区 ビンチェ サービス 飲食業 5%

72,939 東京都 中央区 備長炭火焼き鳥義常 サービス 飲食業 5%

72,940 東京都 中央区 ファーストデザイン サービス その他サービス 5%

72,941 東京都 中央区 ファイテンＩＰサロン　東銀座店 サービス その他サービス 5%

72,942 東京都 中央区 ファイテンショップ　銀座店 小売業 その他小売 5%

72,943 東京都 中央区 Ｂａｒｂｅ サービス 飲食業 5%

72,944 東京都 中央区 ＦＡＩＬＡ サービス その他サービス 5%

72,945 東京都 中央区 ＰｈｙｓｉｏＧｏｌｆ サービス その他サービス 5%

72,946 東京都 中央区 Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｂ　銀座 サービス その他サービス 5%

72,947 東京都 中央区 フィットラボ　２ 小売業 その他小売 5%

72,948 東京都 中央区 フィル サービス 飲食業 5%

72,949 東京都 中央区 ＦＩＬＭＳ サービス 理容・美容業 5%

72,950 東京都 中央区 ふう サービス その他サービス 5%

72,951 東京都 中央区 ＦＥＲＥ　ＢＲＩＧＨＴ　銀座店 サービス 理容・美容業 5%

72,952 東京都 中央区 ＦｅｒｅＢｒｉｇｈｔ有楽町銀座並木通り店 サービス 理容・美容業 5%

72,953 東京都 中央区 ＦＥＥＲＩＥ ＧＩＮＺＡ 銀座店 サービス 理容・美容業 5%

72,954 東京都 中央区 ＦＥＥＲＩＥ　ｔｈｅ　ｔｏｋｙｏ　ｔｏｗｅｒｓ　ザ　トウキョウタワーズ　リラクゼーションルーム店 サービス 理容・美容業 5%
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72,955 東京都 中央区 ＦＥＥＲＩＥ ｅｓｔ エスト店 サービス 理容・美容業 5%

72,956 東京都 中央区 ＦＥＥＲＩＥ ｌａ ｍｅｒ ラ メール店 サービス 理容・美容業 5%

72,957 東京都 中央区 ＦＥＥＲＩＥ ｔｓｕｋｕｄａ 佃店 サービス 理容・美容業 5%

72,958 東京都 中央区 ＦＥＥＲＩＥ　ｆｒａｎｃｏｉｓｅ　フランソワーズ店 サービス 理容・美容業 5%

72,959 東京都 中央区 ｆｅｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

72,960 東京都 中央区 ｆｅｌｉｘ サービス 飲食業 5%

72,961 東京都 中央区 Ｆｅｌｉｚ 小売業 衣料品 5%

72,962 東京都 中央区 フェルーシュ銀座 サービス 理容・美容業 5%

72,963 東京都 中央区 フォクシー銀座本店 小売業 衣料品 5%

72,964 東京都 中央区 ＰｈｏｔｏＳｔｕｄｉｏ１７８ サービス その他サービス 5%

72,965 東京都 中央区 ４Ｕ銀座店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

72,966 東京都 中央区 ＦＯＲＴＥＧＩＮＺＡ サービス 理容・美容業 5%

72,967 東京都 中央区 フォルトゥーナ サービス 理容・美容業 5%

72,968 東京都 中央区 福栄組合 サービス 飲食業 5%

72,969 東京都 中央区 ｆｕｋｕｓａｋｏ サービス 飲食業 5%

72,970 東京都 中央区 福の音 サービス 飲食業 5%

72,971 東京都 中央区 フクヤ 八丁堀店 小売業 その他小売 5%

72,972 東京都 中央区 フクヤ　八丁堀店 小売業 その他小売 5%

72,973 東京都 中央区 ふげん社 小売業 家具・調度品 5%

72,974 東京都 中央区 伏健 サービス その他サービス 5%

72,975 東京都 中央区 フジマ－ト月島店 小売業 食料品 5%

72,976 東京都 中央区 藤屋画廊 サービス その他サービス 5%

72,977 東京都 中央区 不二楼日本橋茅場町総本店 サービス 飲食業 5%

72,978 東京都 中央区 フット専門店ロワ サービス 理容・美容業 5%

72,979 東京都 中央区 ＦｏｏｔＦｒｅｅ日本橋サロン サービス その他サービス 5%

72,980 東京都 中央区 ＦｏｏｔＦｒｅｅ日本橋サロン 小売業 衣料品 5%

72,981 東京都 中央区 フットブルー　銀座店 サービス その他サービス 5%

72,982 東京都 中央区 フットママａｉ銀座店 サービス その他サービス 5%

72,983 東京都 中央区 ブティック・ロッサ　みゆき通り店 小売業 衣料品 5%

72,984 東京都 中央区 ブティックロッサ銀座並木通店 小売業 衣料品 5%

72,985 東京都 中央区 ブティックロッサ銀座みゆき通店 小売業 衣料品 5%

72,986 東京都 中央区 村松 サービス その他サービス 5%

72,987 東京都 中央区 不室屋　日本橋店 小売業 食料品 5%

72,988 東京都 中央区 ｐｌｙｗｏｏｄ 小売業 家具・調度品 5%

72,989 東京都 中央区 ｐｌｙｗｏｏｄ日本橋店 小売業 その他小売 5%

72,990 東京都 中央区 ブライダルハウスＢＩＢＩ　東京店 サービス その他サービス 5%

72,991 東京都 中央区 Ｂｌａｕｅｒ　ショールーム 小売業 衣料品 5%

72,992 東京都 中央区 ＢＲＯＷＮ＆ＳＥＥＤＬＩＮＧ 小売業 衣料品 5%

72,993 東京都 中央区 ｐｒａｇｍａｔａ サービス その他サービス 5%

72,994 東京都 中央区 ＦＵＲＲＥＲＪＡＣＯＴＢＯＵＴＩＱＵ 小売業 貴金属・服飾品 5%

72,995 東京都 中央区 ｐｌａｔｉｎｕｍ　ｖｕｖｕ 小売業 その他小売 5%

72,996 東京都 中央区 ＦＬＡＴＴＯ サービス 飲食業 5%
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72,997 東京都 中央区 ＨｕｌａＬｏｔＭａｒｔ 小売業 衣料品 5%

72,998 東京都 中央区 フラワーサークルｆｌｏｒａｍｅｓｓａｇｅ（フローラメサージュ） 小売業 その他小売 5%

72,999 東京都 中央区 フラワーウエッジハウス　銀座店 小売業 その他小売 5%

73,000 東京都 中央区 フランクリン・プランナー・ジャパン株式会社 小売業 家具・調度品 5%

73,001 東京都 中央区 ブリアント　銀座店 サービス 理容・美容業 5%

73,002 東京都 中央区 ブリアント　銀座店 サービス 理容・美容業 5%

73,003 東京都 中央区 ＦＲＩＤＡ　【フリーダ】 サービス 理容・美容業 5%

73,004 東京都 中央区 Ｂｒｉｄｇｅ サービス 飲食業 5%

73,005 東京都 中央区 ＢＲＩＤＧＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,006 東京都 中央区 ｆｒｅｅｍａ 小売業 その他小売 5%

73,007 東京都 中央区 ブリリアンス東京 銀座店 サービス 理容・美容業 5%

73,008 東京都 中央区 ブリリアンス東京　銀座店 サービス 理容・美容業 5%

73,009 東京都 中央区 ＢＲＩＬＬＩＡＮＤＲＯＰ サービス その他サービス 5%

73,010 東京都 中央区 ＢＵＬＶＡＲ　ＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

73,011 東京都 中央区 Ｂｌｕｅ　ｄｏｏｒ　ワインバー　ブルードア サービス 飲食業 5%

73,012 東京都 中央区 プールサイド　八重洲地下街店 小売業 衣料品 5%

73,013 東京都 中央区 プールサイド　催事 小売業 衣料品 5%

73,014 東京都 中央区 フルスイング サービス 飲食業 5%

73,015 東京都 中央区 ブル－ドア サービス 飲食業 5%

73,016 東京都 中央区 ブルーリーフ銀座店 サービス 理容・美容業 5%

73,017 東京都 中央区 ぷれじでんと千房　銀座コリドー店 サービス 飲食業 5%

73,018 東京都 中央区 ＰＲＥＪＯＲＮＡＩＬ　銀座店 サービス その他サービス 5%

73,019 東京都 中央区 ＢＬＥＳＳ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

73,020 東京都 中央区 フレッシュネスバーガー日本橋明治座前 サービス 飲食業 2%

73,021 東京都 中央区 プレミアム　銀座店 サービス その他サービス 5%

73,022 東京都 中央区 ＰＲＥＭＩＵＭＬＩＦＥＦＩＴＮＥＳＳ サービス その他サービス 5%

73,023 東京都 中央区 ＰＲＥＭＩＵＭＬＩＦＥＦＩＴＮＥＳＳ東銀座店 サービス その他サービス 5%

73,024 東京都 中央区 ＰＲＯＴＯＴＹＰＥ 小売業 その他小売 5%

73,025 東京都 中央区 文化堂　勝どき店 小売業 食料品 5%

73,026 東京都 中央区 文化堂　月島店 小売業 食料品 5%

73,027 東京都 中央区 文具道 小売業 その他小売 5%

73,028 東京都 中央区 文新堂 小売業 その他小売 5%

73,029 東京都 中央区 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＴＯＯＬ サービス 理容・美容業 5%

73,030 東京都 中央区 ｈａｉｒ　ｌｉｆｅ　ｄｅｓｉｇｎ　ＴＲＥＥ サービス 理容・美容業 5%

73,031 東京都 中央区 Ｈａｉｒ＆ＬｉｆｅＤｅｓｉｇｎ　ＴＲＥＥ サービス 理容・美容業 5%

73,032 東京都 中央区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ＋ａｒｔｉｓｔａ×ｂｉａｕｔｙｓａｌｏｎ＋ａｐｐｅａｒａｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

73,033 東京都 中央区 Ｈａｉｒ　Ｆａｖｏｒｉｔｅ　銀座 サービス 理容・美容業 5%

73,034 東京都 中央区 ヘアーレヴィジョン　ヘアーレヴィジョン サービス 理容・美容業 5%

73,035 東京都 中央区 Ｈａｉｒ　＆　ｓｐａ　Ｋ サービス 理容・美容業 5%

73,036 東京都 中央区 ｃｏｃｏｌｅ サービス 理容・美容業 5%

73,037 東京都 中央区 ヘアサロン　クレスト サービス 理容・美容業 5%

73,038 東京都 中央区 Hair salon VaSO サービス 理容・美容業 5%
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73,039 東京都 中央区 Ｈａｉｒｓａｌｏｎ　Ｓａｓａｋｉ サービス 理容・美容業 5%

73,040 東京都 中央区 ヘアメイクアッシュ　銀座店 サービス 理容・美容業 5%

73,041 東京都 中央区 ＢａｋｅｒＳｔｒｅｅｔ２ｎｄ サービス 飲食業 5%

73,042 東京都 中央区 ベーカリーポム サービス 飲食業 5%

73,043 東京都 中央区 ベーネ銀座サロン 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,044 東京都 中央区 ペコラ銀座 小売業 衣料品 5%

73,045 東京都 中央区 ＢＥＳＴ　ＳＴＹＬＥ　ＦＩＴＮＥＳＳ銀座 サービス その他サービス 5%

73,046 東京都 中央区 ベスパ 小売業 その他小売 5%

73,047 東京都 中央区 ベッテンスタジオ 小売業 家具・調度品 5%

73,048 東京都 中央区 ペットサロン　Ｃａｐｒｉ サービス その他サービス 5%

73,049 東京都 中央区 Ｂｅｌｌａ　Ｂａｍｂｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

73,050 東京都 中央区 紅花グリル サービス 飲食業 5%

73,051 東京都 中央区 紅花別館 サービス 飲食業 5%

73,052 東京都 中央区 ＢＥＮＯＡ　ＤＡＲＴＳ＆ＰＡＲＴＹ サービス 飲食業 5%

73,053 東京都 中央区 ＨＥＭＡＶＡＴＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,054 東京都 中央区 ヘアサロン彩 サービス 理容・美容業 5%

73,055 東京都 中央区 Ｎ＆Ｒ合同会社 小売業 その他小売 5%

73,056 東京都 中央区 ベルジアンカフェアントワープシックス サービス 飲食業 5%

73,057 東京都 中央区 Ｂｅｌｌｅ　ｐｒｅｍｉｅｒ サービス その他サービス 5%

73,058 東京都 中央区 Ｂｅｌｂｅ 小売業 衣料品 5%

73,059 東京都 中央区 ＰＥＲＭＡＮＯ 小売業 衣料品 5%

73,060 東京都 中央区 Ｂｅｌｌｅ　Ｍｉｒａｎｄａ サービス 理容・美容業 5%

73,061 東京都 中央区 ベローチェ茅場町駅前店 サービス 飲食業 5%

73,062 東京都 中央区 ベローチェ銀座一丁目店 サービス 飲食業 5%

73,063 東京都 中央区 ベローチェ銀座二丁目店 サービス 飲食業 5%

73,064 東京都 中央区 ベローチェ銀座みゆき通り店 サービス 飲食業 5%

73,065 東京都 中央区 ベローチェ小伝馬町店 サービス 飲食業 5%

73,066 東京都 中央区 ベローチェ新川店 サービス 飲食業 5%

73,067 東京都 中央区 ベローチェ築地店 サービス 飲食業 5%

73,068 東京都 中央区 ベローチェ東京駅八重洲口店 サービス 飲食業 5%

73,069 東京都 中央区 ベローチェ日本橋一丁目店 サービス 飲食業 5%

73,070 東京都 中央区 ベローチェ日本橋店 サービス 飲食業 5%

73,071 東京都 中央区 ベローチェ日本橋堀留町店 サービス 飲食業 5%

73,072 東京都 中央区 ベローチェ人形町店 サービス 飲食業 5%

73,073 東京都 中央区 ベローチェ八丁堀一丁目店 サービス 飲食業 5%

73,074 東京都 中央区 ベローチェ室町一丁目店 サービス 飲食業 5%

73,075 東京都 中央区 ペンクラスター 小売業 その他小売 5%

73,076 東京都 中央区 ペントハウス－Ｇ サービス 飲食業 5%

73,077 東京都 中央区 宝章堂　宝章堂 小売業 その他小売 5%

73,078 東京都 中央区 豊年萬福 サービス 飲食業 5%

73,079 東京都 中央区 宝満堂 サービス その他サービス 5%

73,080 東京都 中央区 芳味亭　人形町本店 サービス 飲食業 5%
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73,081 東京都 中央区 芳味亭人形町本店 サービス 飲食業 5%

73,082 東京都 中央区 ホームラボ サービス その他サービス 5%

73,083 東京都 中央区 ボクデン　銀座店 サービス 飲食業 5%

73,084 東京都 中央区 ポケットカルチャー サービス その他サービス 5%

73,085 東京都 中央区 ポケットカルチャー サービス その他サービス 5%

73,086 東京都 中央区 ポケットカルチャー サービス その他サービス 5%

73,087 東京都 中央区 ポケットカルチャー サービス その他サービス 5%

73,088 東京都 中央区 ポケットカルチャー サービス その他サービス 5%

73,089 東京都 中央区 Ｂ．ＣＳｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

73,090 東京都 中央区 檜垣翔太 サービス その他サービス 5%

73,091 東京都 中央区 ＨＯＳＨＩＮＯ 小売業 衣料品 5%

73,092 東京都 中央区 星野印房 小売業 その他小売 5%

73,093 東京都 中央区 ポータークラシック銀座 小売業 衣料品 5%

73,094 東京都 中央区 ＨＯＴ　ＨＡＮＤＳ　勝どき店 サービス その他サービス 5%

73,095 東京都 中央区 ＢｏｄｙＡｘｉｓ サービス その他サービス 5%

73,096 東京都 中央区 ＢｏｄｙｗｏｒｋｓＴｏｋｙｏ サービス 理容・美容業 5%

73,097 東京都 中央区 ボデガスペインクラブ サービス 飲食業 5%

73,098 東京都 中央区 ぼてぢゅう八重洲地下街店 サービス 飲食業 5%

73,099 東京都 中央区 ＨＯＴＥＬ ＡＸＡＳ日本橋 サービス 宿泊業 5%

73,100 東京都 中央区 ホテル　庵築地 サービス 宿泊業 5%

73,101 東京都 中央区 ホテル　ハイマート サービス 宿泊業 5%

73,102 東京都 中央区 ホテル　マリナーズコート東京 サービス 宿泊業 5%

73,103 東京都 中央区 ホテルアベスト銀座京橋 サービス 宿泊業 5%

73,104 東京都 中央区 ホテルアマネク銀座イースト サービス 宿泊業 5%

73,105 東京都 中央区 ホテル銀座ダイエー サービス 宿泊業 5%

73,106 東京都 中央区 ホテルサイボー サービス 宿泊業 5%

73,107 東京都 中央区 ホテルサンルート銀座 サービス 宿泊業 2%

73,108 東京都 中央区 ホテルセブンシーズ銀座 サービス 宿泊業 5%

73,109 東京都 中央区 ホテル奉仕会館 サービス 宿泊業 5%

73,110 東京都 中央区 ホテル堀留ヴィラ サービス 宿泊業 5%

73,111 東京都 中央区 ホテルマリナーズコート東京 サービス 宿泊業 5%

73,112 東京都 中央区 ホテル龍名館東京 サービス 宿泊業 5%

73,113 東京都 中央区 ボネール銀座 サービス 理容・美容業 5%

73,114 東京都 中央区 ホビーランドぽち　東京八重洲店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

73,115 東京都 中央区 ポプラ勝どき店 小売業 その他小売 2%

73,116 東京都 中央区 ポプラ茅場町店 小売業 その他小売 2%

73,117 東京都 中央区 ＰａｕｍｅＢｏｎｈｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

73,118 東京都 中央区 ＨｏｌｉｓｔｉｃｃａｒｅｓａｌｏｎＳｈａｎｔｉｈ サービス 理容・美容業 5%

73,119 東京都 中央区 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

73,120 東京都 中央区 本社 小売業 その他小売 2%

73,121 東京都 中央区 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

73,122 東京都 中央区 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%
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73,123 東京都 中央区 土佐しらす食堂二万匹 サービス 飲食業 5%

73,124 東京都 中央区 ボンジュール 小売業 その他小売 5%

73,125 東京都 中央区 エムディワール株式会社 小売業 衣料品 5%

73,126 東京都 中央区 本店 サービス その他サービス 5%

73,127 東京都 中央区 ポンパドウル　銀座店 小売業 食料品 5%

73,128 東京都 中央区 マイアミヴィラ　銀座店 サービス 飲食業 5%

73,129 東京都 中央区 マイアミヴィラ　銀座店 サービス 飲食業 5%

73,130 東京都 中央区 マイケースカバーズ サービス その他サービス 5%

73,131 東京都 中央区 毎日新聞　日本橋販売所 サービス その他サービス 5%

73,132 東京都 中央区 マイネイル　銀座店 サービス その他サービス 5%

73,133 東京都 中央区 マイルストーン サービス 飲食業 5%

73,134 東京都 中央区 Ｍｉｎｄｂｅｎｄｅｒｓ＆Ｃｌａｓｓｉｃｓ 小売業 衣料品 5%

73,135 東京都 中央区 ＭＡＵＲＯ　ＧＲＩＦＯＮＩ　銀座店 小売業 衣料品 5%

73,136 東京都 中央区 ＭＡＵＲＯ　ＧＲＩＦＯＮＩ　銀座店 小売業 衣料品 5%

73,137 東京都 中央区 マキタ生花店 小売業 その他小売 5%

73,138 東京都 中央区 牧原本店 小売業 食料品 5%

73,139 東京都 中央区 マーク・ケイン銀座本店 サービス その他サービス 5%

73,140 東京都 中央区 ＭＡＲＫＳ＆ＷＥＢ　日本橋コレドショップ 小売業 その他小売 5%

73,141 東京都 中央区 誠眼鏡店　銀座 小売業 その他小売 5%

73,142 東京都 中央区 ｍａｓａｔｏ 小売業 その他小売 5%

73,143 東京都 中央区 ｍａｓａｔｏ サービス その他サービス 5%

73,144 東京都 中央区 ＭＭ八重洲地下２番通り店 サービス その他サービス 5%

73,145 東京都 中央区 真じま着物 小売業 衣料品 5%

73,146 東京都 中央区 マスターウォール銀座 小売業 家具・調度品 5%

73,147 東京都 中央区 増田勇 サービス 飲食業 5%

73,148 東京都 中央区 マスミアート サービス その他サービス 5%

73,149 東京都 中央区 マスミアート サービス その他サービス 5%

73,150 東京都 中央区 マチカタ サービス 飲食業 5%

73,151 東京都 中央区 町山公認会計士・税理士事務所 サービス その他サービス 5%

73,152 東京都 中央区 マチルダ 小売業 その他小売 5%

73,153 東京都 中央区 ＭａＱｕｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

73,154 東京都 中央区 まつげエクステ ネイル アイエスト 銀座店 サービス 理容・美容業 5%

73,155 東京都 中央区 まつ毛エクステ専門店ラフラ銀座店 サービス 理容・美容業 5%

73,156 東京都 中央区 まつげエクステ専門店らふら サービス 理容・美容業 5%

73,157 東京都 中央区 マッサージ整体院なごみや　銀座店 サービス その他サービス 5%

73,158 東京都 中央区 松本深圧院 サービス 理容・美容業 5%

73,159 東京都 中央区 Ｍａｔｉｅ サービス 理容・美容業 5%

73,160 東京都 中央区 ＭＡＴＥＲＩＡＬ サービス 理容・美容業 5%

73,161 東京都 中央区 ｍａｔｏｒｉｃａｒｉａ サービス 理容・美容業 5%

73,162 東京都 中央区 ＭＡＮＡ 小売業 その他小売 5%

73,163 東京都 中央区 マネーライフプランニング サービス その他サービス 5%

73,164 東京都 中央区 マリアアマリア 小売業 家具・調度品 5%
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73,165 東京都 中央区 Ｍａｒｒｉａｇｅ　Ｌｉｎｋ サービス その他サービス 5%

73,166 東京都 中央区 ＭＡＨＲ銀座店 サービス 理容・美容業 5%

73,167 東京都 中央区 万願寺店 小売業 食料品 5%

73,168 東京都 中央区 まんだら サービス 飲食業 5%

73,169 東京都 中央区 萬年堂本店 サービス その他サービス 5%

73,170 東京都 中央区 三重テラス 小売業 その他小売 5%

73,171 東京都 中央区 三重テラス サービス 飲食業 5%

73,172 東京都 中央区 美郷錦／八坂 サービス 飲食業 5%

73,173 東京都 中央区 ミス・パリ・ジェイピ－エヌ　本社 サービス 理容・美容業 5%

73,174 東京都 中央区 ミス・パリ銀座本店 サービス その他サービス 5%

73,175 東京都 中央区 ＭｉｃｈｉｏＮｏｚａｗａＨＡＩＲＳＡＬＯＮ×ＫＢＬ銀座店 サービス 理容・美容業 5%

73,176 東京都 中央区 みちのく サービス 飲食業 5%

73,177 東京都 中央区 三越　マミカ店 小売業 衣料品 5%

73,178 東京都 中央区 味道 サービス 飲食業 5%

73,179 東京都 中央区 ミドリヤ銀座店 小売業 その他小売 5%

73,180 東京都 中央区 ＭＩＮＡＣＯＥｓｔａｔｅ サービス その他サービス 5%

73,181 東京都 中央区 湊どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

73,182 東京都 中央区 穂 ｍｉ ｎｏ ｒｉ 小売業 その他小売 5%

73,183 東京都 中央区 三原堂本店 小売業 食料品 5%

73,184 東京都 中央区 三原橋銀九郎 サービス 飲食業 5%

73,185 東京都 中央区 Ｍｉｈｉｌｙ＆Ｎｉｒｖａｎａ サービス 理容・美容業 5%

73,186 東京都 中央区 美作 サービス 飲食業 5%

73,187 東京都 中央区 ｍｉｍｅ サービス 理容・美容業 5%

73,188 東京都 中央区 みやげ亭 小売業 食料品 5%

73,189 東京都 中央区 三好弥 サービス 飲食業 5%

73,190 東京都 中央区 美和子 サービス 飲食業 5%

73,191 東京都 中央区 みを木 サービス 飲食業 5%

73,192 東京都 中央区 ムーンシャイン サービス 飲食業 5%

73,193 東京都 中央区 むぎとオリーブ　グループ　日本橋店 サービス 飲食業 5%

73,194 東京都 中央区 むげんだい銀座店 小売業 食料品 5%

73,195 東京都 中央区 武蔵 サービス 飲食業 5%

73,196 東京都 中央区 武蔵別邸巌流島 サービス 飲食業 5%

73,197 東京都 中央区 六雁 サービス 飲食業 5%

73,198 東京都 中央区 無法松 サービス 飲食業 5%

73,199 東京都 中央区 村越画廊 小売業 家具・調度品 5%

73,200 東京都 中央区 ｍｕｒｕｃｈｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

73,201 東京都 中央区 室町　三谷屋 サービス 飲食業 5%

73,202 東京都 中央区 ＭＯＯＮ　ＰＨＡＳＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,203 東京都 中央区 メガネの田中　銀座店 小売業 その他小売 5%

73,204 東京都 中央区 目利きの達人世界の築地商店 サービス その他サービス 5%

73,205 東京都 中央区 めぐるからだ サービス 理容・美容業 5%

73,206 東京都 中央区 メゾンドネコ 小売業 家具・調度品 5%
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73,207 東京都 中央区 ＭＥＤＩＫ　ＳＨＯＰ０１ 小売業 その他小売 5%

73,208 東京都 中央区 メディスキン・ザ・銀座 サービス 理容・美容業 5%

73,209 東京都 中央区 メディプロインターナショナル サービス その他サービス 5%

73,210 東京都 中央区 メロンパンファクトリー 小売業 食料品 5%

73,211 東京都 中央区 ｍｅｎ＇ｓｇｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

73,212 東京都 中央区 Members'Kym サービス 飲食業 5%

73,213 東京都 中央区 ｍｏｉ－ｍｅｍｅ サービス 理容・美容業 5%

73,214 東京都 中央区 もち吉　東京銀座本店 小売業 食料品 5%

73,215 東京都 中央区 木? 小売業 その他小売 5%

73,216 東京都 中央区 もつ千　日本橋兜町店 サービス 飲食業 5%

73,217 東京都 中央区 もつ千　八丁堀店 サービス 飲食業 5%

73,218 東京都 中央区 Ｍｏｔｏｒｉｍｏｄａ銀座店 小売業 衣料品 5%

73,219 東京都 中央区 モニシャン銀座店 小売業 衣料品 5%

73,220 東京都 中央区 モリイチ 京橋店 モリイチ京橋店 小売業 その他小売 5%

73,221 東京都 中央区 森ッ田 サービス 飲食業 5%

73,222 東京都 中央区 森武道具株式会社 小売業 その他小売 5%

73,223 東京都 中央区 ｍｏｎｃｈｉｃｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

73,224 東京都 中央区 もんじゃしなのや別邸 サービス 飲食業 5%

73,225 東京都 中央区 もんじゃ夢や サービス 飲食業 5%

73,226 東京都 中央区 ＭｏｎｂａＭ サービス その他サービス 5%

73,227 東京都 中央区 モンロワール　銀座みゆき通り店 小売業 食料品 5%

73,228 東京都 中央区 八重洲大飯店 サービス 飲食業 5%

73,229 東京都 中央区 八重洲ターミナルホテル サービス 宿泊業 5%

73,230 東京都 中央区 セブン－イレブン八重洲柳通り店 小売業 食料品 2%

73,231 東京都 中央区 焼肉匠　勝善　焼肉匠勝善 サービス 飲食業 5%

73,232 東京都 中央区 焼肉正剛 サービス 飲食業 5%

73,233 東京都 中央区 焼肉ＤＩＮＩＮＧ ＧＲＯＷ 日本橋店 サービス 飲食業 5%

73,234 東京都 中央区 焼肉レストラン　徳寿 サービス 飲食業 5%

73,235 東京都 中央区 薬味屋 サービス 飲食業 5%

73,236 東京都 中央区 櫓茶屋　銀座　コリドー２Ｆ サービス 飲食業 5%

73,237 東京都 中央区 櫓茶屋　銀座 サービス 飲食業 5%

73,238 東京都 中央区 櫓茶屋　銀座並木通 サービス 飲食業 5%

73,239 東京都 中央区 櫓茶屋　銀座８丁目 サービス 飲食業 5%

73,240 東京都 中央区 安井 小売業 衣料品 5%

73,241 東京都 中央区 やすらぎ銀座 サービス その他サービス 5%

73,242 東京都 中央区 薮伊豆総本店 サービス 飲食業 5%

73,243 東京都 中央区 ヤマガタサンダンデロ サービス 飲食業 5%

73,244 東京都 中央区 山形山 サービス 飲食業 5%

73,245 東京都 中央区 山形山月島店 サービス 飲食業 5%

73,246 東京都 中央区 山小屋バルＲｏｏｔ７合目　銀座店 サービス 飲食業 5%

73,247 東京都 中央区 やまと サービス 飲食業 5%

73,248 東京都 中央区 大和屋シャツ店 小売業 衣料品 5%
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73,249 東京都 中央区 杜?やまなし? サービス 飲食業 5%

73,250 東京都 中央区 侑 サービス 飲食業 5%

73,251 東京都 中央区 ＵＫストアルーム 小売業 その他小売 5%

73,252 東京都 中央区 有限会社　ｏｐｓ 小売業 その他小売 5%

73,253 東京都 中央区 有限会社歌茶屋　歌茶屋 サービス 飲食業 5%

73,254 東京都 中央区 有限会社ガイスト 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,255 東京都 中央区 ＪＭ／（有）ギャラリーアルバ 小売業 その他小売 5%

73,256 東京都 中央区 有限会社キュウ・コンセプト サービス その他サービス 5%

73,257 東京都 中央区 有限会社ティ エイブル ラ コンセルジュ サービス 飲食業 5%

73,258 東京都 中央区 ユーゴヘア 勝どき サービス 理容・美容業 5%

73,259 東京都 中央区 遊食豚彩いちにいさん　銀座店 小売業 その他小売 5%

73,260 東京都 中央区 癒楽園 サービス その他サービス 5%

73,261 東京都 中央区 ユーロカーサ東京 小売業 家具・調度品 5%

73,262 東京都 中央区 ユキベルファム　銀座本店 小売業 衣料品 5%

73,263 東京都 中央区 ＹＵＧＯ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

73,264 東京都 中央区 ユザワヤ銀座コア店 小売業 その他小売 5%

73,265 東京都 中央区 ユニオンワークス銀座 小売業 衣料品 5%

73,266 東京都 中央区 ＵＮＩＸＫＩＲＡＲＩＴＯＧＩＮＺＡ店 サービス 理容・美容業 5%

73,267 東京都 中央区 Ｕ－ＲＥＡＬＭ　ｇｉｎｚａ サービス 理容・美容業 5%

73,268 東京都 中央区 ユーロクラシクス 小売業 家具・調度品 5%

73,269 東京都 中央区 洋菓子舗ウエスト 小売業 食料品 5%

73,270 東京都 中央区 洋菓子舗ウエスト銀座店 小売業 食料品 5%

73,271 東京都 中央区 ヨシザワ 小売業 衣料品 5%

73,272 東京都 中央区 吉宗 サービス 飲食業 5%

73,273 東京都 中央区 吉野鮨本店 サービス 飲食業 5%

73,274 東京都 中央区 ＹＯＮＩＰｉｃｈｕ外来 小売業 その他小売 5%

73,275 東京都 中央区 ラ　カーヴ　デ　ランパール サービス 飲食業 5%

73,276 東京都 中央区 ラ・シュセット サービス 飲食業 5%

73,277 東京都 中央区 ｌａ　ｒａｄｉｃｅ サービス 飲食業 5%

73,278 東京都 中央区 ＬＡＢＯＴＴＥＧＡＤＥＬＭＡＲＥ サービス 飲食業 5%

73,279 東京都 中央区 ＬＡ　ＢＯＴＴＥＧＡＩＡ サービス 飲食業 5%

73,280 東京都 中央区 らーめん 豊樹 サービス 飲食業 5%

73,281 東京都 中央区 ライツフォル銀座 サービス 理容・美容業 5%

73,282 東京都 中央区 ライラ銀座店 サービス その他サービス 5%

73,283 東京都 中央区 ラウンジバーうな サービス 飲食業 5%

73,284 東京都 中央区 ラウンジ３８５ サービス 飲食業 5%

73,285 東京都 中央区 ＬａＣａｃｈｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

73,286 東京都 中央区 ラカルト・セジュール サービス 飲食業 5%

73,287 東京都 中央区 楽山 サービス 飲食業 5%

73,288 東京都 中央区 ＬＡＣＵＣＩＮＡＱＢＥ久兵衛 サービス 飲食業 5%

73,289 東京都 中央区 Ｒｕｇｂｙ　Ｏｎｌｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

73,290 東京都 中央区 ＬａＪｅｗｅｌＴａｌｅ 小売業 衣料品 5%
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73,291 東京都 中央区 ラテン坂本 サービス 理容・美容業 5%

73,292 東京都 中央区 Ｒａｂｂｉｃｏｕｒ サービス 理容・美容業 5%

73,293 東京都 中央区 ＬＡＰＩＳ　ＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

73,294 東京都 中央区 隆鼻矯正専門店ラプリビジュー サービス 理容・美容業 5%

73,295 東京都 中央区 ＬａＰｌｕｍｅ鍼灸マッサージ治療院 サービス その他サービス 5%

73,296 東京都 中央区 Ｌａ　ｐａｉｘ サービス 飲食業 5%

73,297 東京都 中央区 Ｌａ　Ｂｅｌｌｅ　Ｌｕｎｅ サービス 飲食業 5%

73,298 東京都 中央区 ラボラトワール 小売業 食料品 5%

73,299 東京都 中央区 ｌａｍｏｕｒ サービス 飲食業 5%

73,300 東京都 中央区 Ｌａ　ＹＡＭＡＮＯ サービス 理容・美容業 5%

73,301 東京都 中央区 ＬＵＬＬＡＢＹ　銀座並木通り店 サービス 理容・美容業 5%

73,302 東京都 中央区 ＬＵＬＬＡＢＹ銀座並木通り店 サービス 理容・美容業 5%

73,303 東京都 中央区 Ｌ’ＡＬＬＵＲＥ銀座店 サービス 理容・美容業 5%

73,304 東京都 中央区 ｌａｒｇｏ 小売業 その他小売 5%

73,305 東京都 中央区 ラ・ルーチェ 小売業 衣料品 5%

73,306 東京都 中央区 Ｒ！　八重洲地下２番通り店 サービス その他サービス 5%

73,307 東京都 中央区 リアット！銀座一丁目店 サービス その他サービス 5%

73,308 東京都 中央区 リアット人形町店 サービス その他サービス 5%

73,309 東京都 中央区 リーフ　水天宮店 サービス その他サービス 5%

73,310 東京都 中央区 リーンロゼ銀座 小売業 家具・調度品 5%

73,311 東京都 中央区 株式会社戸田屋商店 小売業 衣料品 5%

73,312 東京都 中央区 リカーショップ　宮田屋 小売業 食料品 5%

73,313 東京都 中央区 リカーズハセガワ　北口店 小売業 食料品 5%

73,314 東京都 中央区 リカーズハセガワ　本店 小売業 食料品 5%

73,315 東京都 中央区 ＲＥ　ＣＵＥ サービス 飲食業 5%

73,316 東京都 中央区 利久庵 サービス 飲食業 5%

73,317 東京都 中央区 リコスタ サービス 理容・美容業 5%

73,318 東京都 中央区 リサイクルきもの　たんす屋　人形町店 小売業 衣料品 5%

73,319 東京都 中央区 リサイクルきもの　たんす屋　東銀座店 小売業 衣料品 5%

73,320 東京都 中央区 リサイクルきものたんす屋　東日本橋店 小売業 衣料品 5%

73,321 東京都 中央区 Ｒｉｃｈａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

73,322 東京都 中央区 ＲＩＣＨＡＲＤ　ＭＩＬＬＥ　ＧＩＮＺＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,323 東京都 中央区 Ｌｉｓｓｅ（リセ）　銀座本店 サービス その他サービス 5%

73,324 東京都 中央区 ＲＩＴＡ　ＧＩＮＺＡ サービス 理容・美容業 5%

73,325 東京都 中央区 ＬＩＢＥＲＴＹＨＯＵＳＥ 小売業 衣料品 5%

73,326 東京都 中央区 Ｒｅ：Ｆｉｎｅ月島店 サービス 理容・美容業 5%

73,327 東京都 中央区 リフォームスタジオ［催事］ サービス その他サービス 5%

73,328 東京都 中央区 Ｌｉｂｒａ　Ｌｉｂｒａ サービス 飲食業 5%

73,329 東京都 中央区 ＬＩＢＥＲＴＥ サービス 理容・美容業 5%

73,330 東京都 中央区 リモートワーク サービス その他サービス 5%

73,331 東京都 中央区 隆鼻矯正専門店ラプリビジュー サービス 理容・美容業 5%

73,332 東京都 中央区 理容室Ｈｏｎｕ サービス 理容・美容業 5%
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73,333 東京都 中央区 Ｒｅｌａｘｉａ銀座ベルビューホテ サービス その他サービス 5%

73,334 東京都 中央区 Ｒｅ：Ｒｅ： サービス 理容・美容業 5%

73,335 東京都 中央区 りんご茶屋 サービス 飲食業 5%

73,336 東京都 中央区 リンパケアサロンレジェンズ サービス 理容・美容業 5%

73,337 東京都 中央区 株式会社ＪＣＳスクールズ サービス その他サービス 5%

73,338 東京都 中央区 ル　クリック　ギンザ サービス 理容・美容業 5%

73,339 東京都 中央区 ル・ノーブル銀座店 小売業 家具・調度品 5%

73,340 東京都 中央区 ル・ブラン サービス 飲食業 5%

73,341 東京都 中央区 ル・ブラン　銀座店 サービス 飲食業 5%

73,342 東京都 中央区 ＬＥ　ＶＩＮ　ＥＴ　ＬＡ　ＶＩＡＮＤＥ（ルヴァン　エ・ラ・ヴィアンド　） サービス 飲食業 5%

73,343 東京都 中央区 ＬＥ　ＶＩＮ　２　ＤＥＵＸ サービス 飲食業 5%

73,344 東京都 中央区 ルーニィ　２４７ファインアーツ 小売業 その他小売 5%

73,345 東京都 中央区 ルーニィ２４７ファインアーツ サービス その他サービス 5%

73,346 東京都 中央区 Ｒｏ?ｏｍ　ＧＩＮＺＡ　Ｒｏ?ｏｍ　ＧＩＮＺＡ サービス その他サービス 5%

73,347 東京都 中央区 ＬＵＫＥ’Ｓ銀座店 サービス 飲食業 5%

73,348 東京都 中央区 ＬＵＣＩＥ　銀座本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,349 東京都 中央区 ｌｕｃｉｄａ サービス 理容・美容業 5%

73,350 東京都 中央区 ｌｕｃｉｄａ　ｇｉｎｚａ　ｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

73,351 東京都 中央区 ｌｕｃｉｄａ　ｇｉｎｚａｅｓｔ　ｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

73,352 東京都 中央区 Ｌｅ　ｄｏｍｅ　ＩＥＮＡ　銀座店 小売業 衣料品 5%

73,353 東京都 中央区 ルネ銀座 小売業 衣料品 5%

73,354 東京都 中央区 ルネ　銀座店 小売業 衣料品 5%

73,355 東京都 中央区 Ｌｕ’ｍｉｎｅ　るみん サービス 飲食業 5%

73,356 東京都 中央区 ルリビオ　東京サロン 小売業 その他小売 5%

73,357 東京都 中央区 Ｌｏｕｒｄｅｓ サービス 飲食業 5%

73,358 東京都 中央区 レイコレクション 小売業 衣料品 5%

73,359 東京都 中央区 ＲＥＩＪＩＮＳＨＡ　ＧＡＬＬＥＲＹ 小売業 家具・調度品 5%

73,360 東京都 中央区 Ｌ’ｅｓｓｅｎｔｉｅｌ サービス 飲食業 5%

73,361 東京都 中央区 レジスタ合同会社 サービス その他サービス 5%

73,362 東京都 中央区 レストラン　オザミ サービス 飲食業 5%

73,363 東京都 中央区 レストラン日勝亭 サービス 飲食業 5%

73,364 東京都 中央区 ｃａｔｏｒａ サービス 飲食業 5%

73,365 東京都 中央区 レストラン木村家 サービス 飲食業 5%

73,366 東京都 中央区 レストラン・ノア サービス 飲食業 5%

73,367 東京都 中央区 レストラン日水土 小売業 食料品 5%

73,368 東京都 中央区 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ山内 サービス 飲食業 5%

73,369 東京都 中央区 ＬＴＰＳ 小売業 その他小売 5%

73,370 東京都 中央区 Ｒｅｍｉｓｓｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

73,371 東京都 中央区 レモン社　銀座教会店 小売業 電化製品 5%

73,372 東京都 中央区 レモン社　銀座教会店 小売業 その他小売 5%

73,373 東京都 中央区 ロイドフットウェア・ギンザ 小売業 衣料品 5%

73,374 東京都 中央区 ロイヤル・アッシャーダイヤモンド銀座本店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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73,375 東京都 中央区 ロイヤルパーク美容室　日本橋店 サービス 理容・美容業 5%

73,376 東京都 中央区 ローカル・レンタカー サービス その他サービス 5%

73,377 東京都 中央区 ローズチッププレミアム サービス 理容・美容業 5%

73,378 東京都 中央区 ローカル・レンタカー八丁堀本店 サービス その他サービス 5%

73,379 東京都 中央区 鹿野苑 サービス 飲食業 5%

73,380 東京都 中央区 ロコ・アラモ－ド 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,381 東京都 中央区 ロコシーラ　銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,382 東京都 中央区 ロコシーラ　銀座通り店 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,383 東京都 中央区 ロコシーラ　銀座本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,384 東京都 中央区 ローズブランシュ サービス 理容・美容業 5%

73,385 東京都 中央区 緑花堂 小売業 食料品 5%

73,386 東京都 中央区 Ｒｏｃｋ　Ｂａｒ　ＶＯＸ サービス 飲食業 5%

73,387 東京都 中央区 ＬＯＣＭＡＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,388 東京都 中央区 炉端くざん 炉端くざん サービス 飲食業 5%

73,389 東京都 中央区 炉端横山馬喰町店 サービス 飲食業 5%

73,390 東京都 中央区 ロフテー枕工房　本店ショップ 小売業 家具・調度品 5%

73,391 東京都 中央区 ＲＯＢＯＴＳ．ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

73,392 東京都 中央区 ロボットマート　日本橋店 小売業 食料品 5%

73,393 東京都 中央区 ロワールブティック銀座店 小売業 その他小売 5%

73,394 東京都 中央区 ロンシャン　銀座 小売業 衣料品 5%

73,395 東京都 中央区 ロンシャン　ラ　メゾン銀座 小売業 衣料品 5%

73,396 東京都 中央区 ＷＯＲＫＡＨＯＬＩＣ ＷＯＲＫＡＨＯＬＩＣ 小売業 家具・調度品 5%

73,397 東京都 中央区 ＷｉｎｅａｎｄＷｅｅｋｅｎｄ サービス その他サービス 5%

73,398 東京都 中央区 ワインショップ・シーン 小売業 食料品 5%

73,399 東京都 中央区 ワインセラーローゼンタール サービス 飲食業 5%

73,400 東京都 中央区 ワインバー池田 サービス 飲食業 5%

73,401 東京都 中央区 ＷｉｎｅＢａｒＲＩＫＡＬＩＱＲ サービス 飲食業 5%

73,402 東京都 中央区 若林佛具製作所　築地店 小売業 家具・調度品 5%

73,403 東京都 中央区 ワクト サービス その他サービス 5%

73,404 東京都 中央区 ワシントン靴店　本店 小売業 衣料品 5%

73,405 東京都 中央区 ワシントン靴店　本店　Ｂ１ 小売業 衣料品 5%

73,406 東京都 中央区 ワシントン靴店　本店Ｂ２Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,407 東京都 中央区 ワシントン靴店　本店Ｂ１Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,408 東京都 中央区 ＷＡＳＰＡ銀座本店 サービス その他サービス 5%

73,409 東京都 中央区 早稲田大学生協日本橋ＮＥＯ サービス その他サービス 5%

73,410 東京都 中央区 和膳いい田 サービス 飲食業 5%

73,411 東京都 中央区 渡文東京店 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,412 東京都 中央区 ワッツアップフィットネス サービス その他サービス 5%

73,413 東京都 中央区 和の専門店　小林宝林堂 小売業 家具・調度品 5%

73,414 東京都 中央区 和楽庵　本店 小売業 衣料品 5%

73,415 東京都 中央区 ワールズビスポーク　１９１９ 小売業 衣料品 5%

73,416 東京都 中央区 １％ｅｒｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ サービス 理容・美容業 5%
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73,417 東京都 調布市 出光アイスペース深大寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

73,418 東京都 調布市 相田文具店 小売業 家具・調度品 5%

73,419 東京都 調布市 ａｏｎａ サービス 飲食業 5%

73,420 東京都 調布市 青山フラワーマーケット仙川店 小売業 その他小売 5%

73,421 東京都 調布市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｔｔｙｓａｒｋ調布 サービス 理容・美容業 5%

73,422 東京都 調布市 アジタイ食堂 サービス 飲食業 5%

73,423 東京都 調布市 ａｓ運転代行 サービス 運輸業 5%

73,424 東京都 調布市 飛鳥書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

73,425 東京都 調布市 あずまや　　　調布駅前店 サービス 飲食業 5%

73,426 東京都 調布市 あずまや　調布南口店 サービス 飲食業 5%

73,427 東京都 調布市 アトリエアンドカフェトップスセンガワ店 サービス 飲食業 5%

73,428 東京都 調布市 アトリエアンドカフェトップスセンガワ店 サービス 飲食業 5%

73,429 東京都 調布市 Ｌ＇ａｔｅｌｉｅｒｂｌｕｅ サービス 理容・美容業 5%

73,430 東京都 調布市 Ｌ’ＡＰＰＡＲＴＥＭＥＮＴ－Ｕ サービス 理容・美容業 5%

73,431 東京都 調布市 あふぎ サービス 飲食業 5%

73,432 東京都 調布市 アベコ サービス その他サービス 5%

73,433 東京都 調布市 アメリカン動物病院 サービス その他サービス 5%

73,434 東京都 調布市 アメリカン動物病院 サービス その他サービス 5%

73,435 東京都 調布市 アメリカン動物病院 サービス その他サービス 5%

73,436 東京都 調布市 ＡｙａＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

73,437 東京都 調布市 ａｌｐｈａｌｉｅｚ サービス その他サービス 5%

73,438 東京都 調布市 Ｈａｒｍｏｎｉｅ　Ｔｅａ　　　ｓｗｅｅｔｓ サービス 飲食業 5%

73,439 東京都 調布市 ＡＲＯ　調布店 サービス 理容・美容業 5%

73,440 東京都 調布市 ＡＲＯ　つつじヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

73,441 東京都 調布市 アロマリー　ハーブリー 小売業 その他小売 5%

73,442 東京都 調布市 ＥＡＳＥｈａｉｒｄｉｒｅｃｔ サービス 理容・美容業 5%

73,443 東京都 調布市 イグレック・パリ　仙川店 サービス 理容・美容業 5%

73,444 東京都 調布市 居酒屋　鳥清 サービス 飲食業 5%

73,445 東京都 調布市 い志井２－Ｋａｉ サービス 飲食業 5%

73,446 東京都 調布市 イタリア料理ポルトディマーレ サービス 飲食業 5%

73,447 東京都 調布市 イルキャンティ　調布店 サービス 飲食業 5%

73,448 東京都 調布市 ＩＬＬ　ＦＲＯＧＳ サービス 飲食業 5%

73,449 東京都 調布市 イロイロラボ 小売業 その他小売 5%

73,450 東京都 調布市 ウインク佐野 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,451 東京都 調布市 歌広場　調布天神通り店 サービス 飲食業 5%

73,452 東京都 調布市 ＥＸ・Ｆａｃｔｏｒｙ 小売業 家具・調度品 5%

73,453 東京都 調布市 エステサロンカムイ サービス 理容・美容業 5%

73,454 東京都 調布市 エステサロンさくら調布店 サービス 理容・美容業 5%

73,455 東京都 調布市 エステル国領店 小売業 衣料品 5%

73,456 東京都 調布市 江戸一たい焼き鯛幸房 小売業 食料品 5%

73,457 東京都 調布市 Ｍ－ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

73,458 東京都 調布市 Ｍ２ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

1751



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

73,459 東京都 調布市 ｍ．Ｒｏｏｍ 小売業 衣料品 5%

73,460 東京都 調布市 ｍ．ｙ．ｓｔｙｌｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,461 東京都 調布市 おーさか屋 小売業 食料品 5%

73,462 東京都 調布市 お好み処　みっちゃん仙川本店　みっちゃん仙川本店 サービス 飲食業 5%

73,463 東京都 調布市 お茶の田中園 小売業 食料品 5%

73,464 東京都 調布市 オートガレージＲＯＭ サービス その他サービス 5%

73,465 東京都 調布市 お花処　昌山園 小売業 家具・調度品 5%

73,466 東京都 調布市 オルソ サービス 飲食業 5%

73,467 東京都 調布市 株式会社カーズジャパン 小売業 その他小売 5%

73,468 東京都 調布市 カーテン・アイ調布店 小売業 家具・調度品 5%

73,469 東京都 調布市 Ｋａｊａ　スタジオ＆ファクトリー 小売業 家具・調度品 5%

73,470 東京都 調布市 和季 サービス その他サービス 5%

73,471 東京都 調布市 ｋａｔａｋａｔａ 小売業 衣料品 5%

73,472 東京都 調布市 ｃａｆｅ　ＡｉＲ 小売業 食料品 5%

73,473 東京都 調布市 株式会社アーティミス 小売業 その他小売 5%

73,474 東京都 調布市 株式会社内田平和堂 サービス その他サービス 5%

73,475 東京都 調布市 株式会社ＴＯＭＯＴＯＭＯ　お好み焼き　ＴＯＭＯＴＯＭＯ サービス 飲食業 5%

73,476 東京都 調布市 株式会社　ミヤビコーポレーション　サーティー東京 小売業 その他小売 5%

73,477 東京都 調布市 石原工務店 サービス その他サービス 5%

73,478 東京都 調布市 株式会社エビナ 小売業 その他小売 5%

73,479 東京都 調布市 Ｐａｌｏｕｒｄｅ 小売業 その他小売 5%

73,480 東京都 調布市 株式会社平村珈琲 サービス 飲食業 5%

73,481 東京都 調布市 ＭａｒｔｉｎＢａｉｌｅｙＰｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ サービス その他サービス 5%

73,482 東京都 調布市 株式会社メディカルセミナーズ サービス その他サービス 5%

73,483 東京都 調布市 株式会社緑興 サービス その他サービス 5%

73,484 東京都 調布市 株式会社深大寺モータース サービス その他サービス 5%

73,485 東京都 調布市 亀乃子本舗 小売業 食料品 5%

73,486 東京都 調布市 カラオケサーカス サービス その他サービス 5%

73,487 東京都 調布市 カラオケシースター サービス その他サービス 5%

73,488 東京都 調布市 ＫＡＲＡＤＡ・ストレッチ サービス その他サービス 5%

73,489 東京都 調布市 カルタ・デイ・ヴィーニ サービス その他サービス 5%

73,490 東京都 調布市 カレーハウスｃｏｃｏ壱番屋京王仙川駅前通店 サービス 飲食業 2%

73,491 東京都 調布市 カレーハウスｃｏｃｏ壱番屋調布つつじヶ丘 サービス 飲食業 2%

73,492 東京都 調布市 河合塾マナビス調布校 サービス その他サービス 2%

73,493 東京都 調布市 川上楽器　調布センター サービス その他サービス 5%

73,494 東京都 調布市 川上楽器　調布店 サービス その他サービス 5%

73,495 東京都 調布市 川上楽器　ロイヤルプラザ店 サービス その他サービス 5%

73,496 東京都 調布市 鬼太郎茶屋　鬼太郎茶屋 小売業 その他小売 5%

73,497 東京都 調布市 ぎょうざの満洲　つつじヶ丘北口店 サービス 飲食業 5%

73,498 東京都 調布市 ぎょうざ家　飛田給店 サービス 飲食業 5%

73,499 東京都 調布市 ＫＩＲＡＲＩ　ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

73,500 東京都 調布市 キリン商会 小売業 その他小売 5%
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73,501 東京都 調布市 ＱＯＯＬ仙川マッサージルーム サービス 理容・美容業 5%

73,502 東京都 調布市 くすりのダイイチ後楽園ショッピングセンタ 小売業 その他小売 5%

73,503 東京都 調布市 グラスメイト 小売業 その他小売 5%

73,504 東京都 調布市 クリア サービス 理容・美容業 5%

73,505 東京都 調布市 クリーニングエイト サービス 理容・美容業 5%

73,506 東京都 調布市 クリーニングオリオン サービス 理容・美容業 5%

73,507 東京都 調布市 クリーニングＮＥＯ サービス 理容・美容業 5%

73,508 東京都 調布市 クリーニングプラザ サービス 理容・美容業 5%

73,509 東京都 調布市 クリーニングフリージア サービス 理容・美容業 5%

73,510 東京都 調布市 クリック サービス 理容・美容業 5%

73,511 東京都 調布市 クリーニングみやお　柴崎店 サービス その他サービス 5%

73,512 東京都 調布市 クリーニングみやお　つつじヶ丘店 サービス その他サービス 5%

73,513 東京都 調布市 グリーン＆フラワースタジオＬｉ－ 小売業 その他小売 5%

73,514 東京都 調布市 クルーズ動物病院 サービス その他サービス 5%

73,515 東京都 調布市 株式会社クレアート 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,516 東京都 調布市 ｃｒｅｏ サービス 理容・美容業 5%

73,517 東京都 調布市 株式会社クロダン・デポ 小売業 衣料品 5%

73,518 東京都 調布市 ｋｅｉｇｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,519 東京都 調布市 ケーキ工房　いづみの森 小売業 食料品 5%

73,520 東京都 調布市 セブン－イレブン晃華学園前店 小売業 食料品 2%

73,521 東京都 調布市 国領動物病院 サービス その他サービス 5%

73,522 東京都 調布市 ｃｏｑｕｅｔｔｅ　【コケット】 サービス 理容・美容業 5%

73,523 東京都 調布市 ＣｏＣｏｓｅｌｅｃｔｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

73,524 東京都 調布市 こころメンテナンス サービス その他サービス 5%

73,525 東京都 調布市 小平商店 小売業 その他小売 5%

73,526 東京都 調布市 コバック調布仙川店 サービス その他サービス 5%

73,527 東京都 調布市 こばとメディカル治療院 サービス その他サービス 5%

73,528 東京都 調布市 ごはんＣａｆｅ　空彩 サービス 飲食業 5%

73,529 東京都 調布市 こるてぃーれ サービス 理容・美容業 5%

73,530 東京都 調布市 ＴＨＥ　ラーメン　ばち魂 サービス 飲食業 5%

73,531 東京都 調布市 サクシード サービス 理容・美容業 5%

73,532 東京都 調布市 ｔｈｅＳＴＡＮＤＡＲＤ サービス 理容・美容業 5%

73,533 東京都 調布市 サトウデンキ 小売業 電化製品 5%

73,534 東京都 調布市 サトーデンキ 小売業 電化製品 5%

73,535 東京都 調布市 佐野時計眼鏡店　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,536 東京都 調布市 サムソン＆デリラ調布店 サービス 理容・美容業 5%

73,537 東京都 調布市 さわんアジア衣料雑貨店 小売業 衣料品 5%

73,538 東京都 調布市 サンエスエンジニアリング株式会社 小売業 電化製品 5%

73,539 東京都 調布市 三幸舎クリーニング 仙川店 サービス その他サービス 5%

73,540 東京都 調布市 三五自動車工業 小売業 その他小売 5%

73,541 東京都 調布市 三代目肉処貴八 サービス 飲食業 5%

73,542 東京都 調布市 サンマロー サービス 飲食業 5%

1753



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

73,543 東京都 調布市 サンマロー サービス 飲食業 5%

73,544 東京都 調布市 サンライズ 小売業 その他小売 5%

73,545 東京都 調布市 see サービス 理容・美容業 5%

73,546 東京都 調布市 ＪＴＳ サービス その他サービス 5%

73,547 東京都 調布市 ＳＨＡＥＬＡ 小売業 その他小売 5%

73,548 東京都 調布市 四季楽　調布店 サービス その他サービス 5%

73,549 東京都 調布市 自習室てなーす サービス その他サービス 5%

73,550 東京都 調布市 静かなじかん サービス 飲食業 5%

73,551 東京都 調布市 ｓｈｉｎｏ サービス 飲食業 5%

73,552 東京都 調布市 セブン－イレブン柴崎駅北店 小売業 食料品 2%

73,553 東京都 調布市 セブン－イレブン柴崎駅南口店 小売業 食料品 2%

73,554 東京都 調布市 車検　ハギワラオート サービス その他サービス 5%

73,555 東京都 調布市 シャノアール調布店 サービス 飲食業 5%

73,556 東京都 調布市 城南カワサキ調布ショップ 小売業 その他小売 5%

73,557 東京都 調布市 ショップ　ポルン 小売業 その他小売 5%

73,558 東京都 調布市 しんす 小売業 その他小売 5%

73,559 東京都 調布市 深大寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

73,560 東京都 調布市 深大寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

73,561 東京都 調布市 深大寺オーキット 小売業 その他小売 5%

73,562 東京都 調布市 神代書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

73,563 東京都 調布市 トレーニングスタジオＳｕＡｉ サービス その他サービス 5%

73,564 東京都 調布市 ＳｗｅｅｔＤｒｅａｍｓＰｒｅｓｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

73,565 東京都 調布市 スギヤマ薬品 小売業 その他小売 5%

73,566 東京都 調布市 朱雀堂薬局 小売業 その他小売 5%

73,567 東京都 調布市 朱雀堂薬局 小売業 その他小売 5%

73,568 東京都 調布市 鈴木 サービス 飲食業 5%

73,569 東京都 調布市 セオサイクル　調布国領店 小売業 その他小売 5%

73,570 東京都 調布市 ＳｅｔＹｏｕＦｒｅｅ サービス 飲食業 5%

73,571 東京都 調布市 セルフ調布ＳＳ　日之出石油販売株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

73,572 東京都 調布市 仙川パスタ サービス 飲食業 5%

73,573 東京都 調布市 センス理容室　センス理容室 サービス 理容・美容業 5%

73,574 東京都 調布市 千里堂 サービス その他サービス 5%

73,575 東京都 調布市 千里堂治療院 サービス その他サービス 5%

73,576 東京都 調布市 Ｚｏｕ?ｃａｆｅ　ｚｏｕ?ｃａｆｅ 小売業 食料品 5%

73,577 東京都 調布市 創作居酒屋やまだや　つつじヶ丘店 サービス 飲食業 5%

73,578 東京都 調布市 SOHOnewyork　つつじヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

73,579 東京都 調布市 蕎麦や　いりま増田屋 サービス 飲食業 5%

73,580 東京都 調布市 そめの近江　調布店 小売業 衣料品 5%

73,581 東京都 調布市 ＳＯＬＴＣＯＮＴＲＯＬＬＳＨＯＰ サービス その他サービス 5%

73,582 東京都 調布市 ＳＯＬＥ調布店 サービス 理容・美容業 5%

73,583 東京都 調布市 ソワンつつじヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

73,584 東京都 調布市 Ｔａｉｐｅｉｓ　９１　ＧＩＮＺＡ サービス 飲食業 5%
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73,585 東京都 調布市 ダイヤモンドアイズ調布パルコ店 サービス 理容・美容業 5%

73,586 東京都 調布市 高桑千栄 サービス その他サービス 5%

73,587 東京都 調布市 高坂デンキ商会多摩川住宅店 小売業 電化製品 5%

73,588 東京都 調布市 タカチホメディカル 小売業 その他小売 5%

73,589 東京都 調布市 竹とんぼ　柴崎店 サービス 飲食業 5%

73,590 東京都 調布市 タジマヤ 調布支店 サービス その他サービス 5%

73,591 東京都 調布市 タニタフィッツミー調布駅前店 小売業 その他小売 5%

73,592 東京都 調布市 タビー動物病院 サービス その他サービス 5%

73,593 東京都 調布市 ＣＨＵＡ サービス 理容・美容業 5%

73,594 東京都 調布市 中華 麺王 京王多摩川 サービス 飲食業 5%

73,595 東京都 調布市 中華麺房　栄福記　国領店 サービス 飲食業 5%

73,596 東京都 調布市 中国菜館福寿 サービス 飲食業 5%

73,597 東京都 調布市 セブン－イレブン調布入間町１丁目店 小売業 食料品 2%

73,598 東京都 調布市 セブン－イレブン調布インター南店 小売業 食料品 2%

73,599 東京都 調布市 調布営業所 サービス その他サービス 5%

73,600 東京都 調布市 セブン－イレブン調布駅北口店 小売業 食料品 2%

73,601 東京都 調布市 調布駅前美顔教室　調布美顔教室 小売業 その他小売 5%

73,602 東京都 調布市 セブン－イレブン調布ヶ丘３丁目店 小売業 食料品 2%

73,603 東京都 調布市 セブン－イレブン調布ヶ丘２丁目店 小売業 食料品 2%

73,604 東京都 調布市 調布　かつ元 サービス 飲食業 5%

73,605 東京都 調布市 セブン－イレブン調布上石原３丁目店 小売業 食料品 2%

73,606 東京都 調布市 セブン－イレブン調布菊野台２丁目店 小売業 食料品 2%

73,607 東京都 調布市 調布警察署前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

73,608 東京都 調布市 セブン－イレブン調布国領町１丁目店 小売業 食料品 2%

73,609 東京都 調布市 セブン－イレブン調布国領町５丁目店 小売業 食料品 2%

73,610 東京都 調布市 セブン－イレブン調布小島３丁目店 小売業 食料品 2%

73,611 東京都 調布市 調布自動車工業 サービス その他サービス 5%

73,612 東京都 調布市 セブン－イレブン調布品川通り店 小売業 食料品 2%

73,613 東京都 調布市 セブン－イレブン調布柴崎２丁目店 小売業 食料品 2%

73,614 東京都 調布市 セブン－イレブン調布下石原２丁目店 小売業 食料品 2%

73,615 東京都 調布市 セブン－イレブン調布深大寺東５丁目店 小売業 食料品 2%

73,616 東京都 調布市 セブン－イレブン調布仙川１丁目店 小売業 食料品 2%

73,617 東京都 調布市 セブン－イレブン調布仙川駅南店 小売業 食料品 2%

73,618 東京都 調布市 セブン－イレブン調布仙川店 小売業 食料品 2%

73,619 東京都 調布市 セブン－イレブン調布染地２丁目店 小売業 食料品 2%

73,620 東京都 調布市 セブン－イレブン調布飛田給１丁目店 小売業 食料品 2%

73,621 東京都 調布市 セブン－イレブン調布飛田給駅北口店 小売業 食料品 2%

73,622 東京都 調布市 セブン－イレブン調布野川大橋南店 小売業 食料品 2%

73,623 東京都 調布市 調布東山病院売店 小売業 その他小売 5%

73,624 東京都 調布市 セブン－イレブン調布富士見町店 小売業 食料品 2%

73,625 東京都 調布市 セブン－イレブン調布富士見２丁目店 小売業 食料品 2%

73,626 東京都 調布市 セブン－イレブン調布布田駅前店 小売業 食料品 2%
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73,627 東京都 調布市 セブン－イレブン調布布田４丁目店 小売業 食料品 2%

73,628 東京都 調布市 セブン－イレブン調布八雲台店 小売業 食料品 2%

73,629 東京都 調布市 調布ランドリー本店 サービス その他サービス 5%

73,630 東京都 調布市 調布　レコーディングスタジオ サービス その他サービス 5%

73,631 東京都 調布市 つくばクリーニング仙川店 サービス その他サービス 5%

73,632 東京都 調布市 つつじヶ丘整体ＧＵＣＣＨＹ’Ｓ サービス その他サービス 5%

73,633 東京都 調布市 セブン－イレブンつつじヶ丘店 小売業 食料品 2%

73,634 東京都 調布市 セブン－イレブンつつじヶ丘南口店 小売業 食料品 2%

73,635 東京都 調布市 ＴＭＡ１ サービス その他サービス 5%

73,636 東京都 調布市 ティーレックス株式会社 小売業 その他小売 5%

73,637 東京都 調布市 手しごとや 小売業 その他小売 5%

73,638 東京都 調布市 ｄｅｕｘｃｌｅｆｓ 小売業 衣料品 5%

73,639 東京都 調布市 テーラーサクライ 小売業 衣料品 5%

73,640 東京都 調布市 ＤＥＬＩＶＩＲＤ 小売業 その他小売 5%

73,641 東京都 調布市 テルル 仙川店 小売業 その他小売 2%

73,642 東京都 調布市 高坂デンキ商会国領店 小売業 電化製品 5%

73,643 東京都 調布市 電気通信大学生活協同組合 サービス その他サービス 5%

73,644 東京都 調布市 電気通信大学生活協同組合 サービス その他サービス 5%

73,645 東京都 調布市 セブン－イレブン電気通信大学前店 小売業 食料品 2%

73,646 東京都 調布市 デンゾウ・バー サービス 飲食業 5%

73,647 東京都 調布市 電通大生協　購買部 サービス その他サービス 5%

73,648 東京都 調布市 電通大生協　購買部 サービス その他サービス 5%

73,649 東京都 調布市 電通大生協食堂 サービス その他サービス 5%

73,650 東京都 調布市 電通大生協　書籍部 サービス その他サービス 5%

73,651 東京都 調布市 ＴＵＯ電通大生協食堂 サービス その他サービス 5%

73,652 東京都 調布市 ＴＵＯ電通大生協　書籍部 サービス その他サービス 5%

73,653 東京都 調布市 陶工房みかガマ サービス その他サービス 5%

73,654 東京都 調布市 トゥルーラブ株式会社 サービス 理容・美容業 5%

73,655 東京都 調布市 トーシン株式会社 サービス その他サービス 5%

73,656 東京都 調布市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ仙川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

73,657 東京都 調布市 Ｄｏｇｉｎｄｅｘ サービス その他サービス 5%

73,658 東京都 調布市 トップフレッシュマーケット深大寺店 小売業 食料品 5%

73,659 東京都 調布市 ＴＯＮＥＵＰ サービス その他サービス 5%

73,660 東京都 調布市 とみざわサイクル 小売業 その他小売 5%

73,661 東京都 調布市 ＴＲｉ－ＳＣｈｉｒｏｐｒａｃｔｉｃＢｏｄｙｃａｒｅＳｔｕｄｉｏ サービス 理容・美容業 5%

73,662 東京都 調布市 トラットリア　ジリオロッソ サービス 飲食業 5%

73,663 東京都 調布市 ＴＲＩＣＯ 仙川 サービス その他サービス 5%

73,664 東京都 調布市 なかざわ文具店 なかざわ文具店 小売業 その他小売 5%

73,665 東京都 調布市 中野スポーツ 小売業 その他小売 5%

73,666 東京都 調布市 中山産業　テニスサポートセンター　仙川店 小売業 その他小売 5%

73,667 東京都 調布市 ナスキースペース サービス その他サービス 5%

73,668 東京都 調布市 ナチュラルダイニングアラパンス サービス 飲食業 5%
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73,669 東京都 調布市 セブン－イレブン新座西堀３丁目店 小売業 食料品 2%

73,670 東京都 調布市 セブン－イレブン新座西堀２丁目店 小売業 食料品 2%

73,671 東京都 調布市 肉バル　ちび九炉調布　中央口店 サービス 飲食業 5%

73,672 東京都 調布市 Ｎｉｃｏｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

73,673 東京都 調布市 ニシウミタクシー サービス 運輸業 5%

73,674 東京都 調布市 西村はちみつ調布店 小売業 食料品 5%

73,675 東京都 調布市 日個連　印南タクシー サービス 運輸業 5%

73,676 東京都 調布市 日個連　宇治野タクシー サービス 運輸業 5%

73,677 東京都 調布市 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

73,678 東京都 調布市 日個連　髙橋タクシー サービス 運輸業 5%

73,679 東京都 調布市 日個連　平川タクシー サービス 運輸業 5%

73,680 東京都 調布市 日個連　藤本タクシー サービス 運輸業 5%

73,681 東京都 調布市 Ｎａｉｌ　Ｆｏｏｔ　ｃａｒｅ　Ｌｉｌａｓ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

73,682 東京都 調布市 Ｎａｉｌ Ｓａｌｏｎ Ｄｉｖａ 調布店 サービス 理容・美容業 5%

73,683 東京都 調布市 ＮａｉｌＬｕｆｔ サービス その他サービス 5%

73,684 東京都 調布市 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ｔｅｒｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

73,685 東京都 調布市 ＮＥＳＴｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘ サービス 理容・美容業 5%

73,686 東京都 調布市 セブン－イレブン野ヶ谷三鷹通り店 小売業 食料品 2%

73,687 東京都 調布市 ＢＡＲ　ｊｅｉ　ＢＡＲ　ｊｅｉ サービス 飲食業 5%

73,688 東京都 調布市 ＢＡＲ　ｊｅｉ サービス 飲食業 5%

73,689 東京都 調布市 ｐａｒｋ サービス その他サービス 5%

73,690 東京都 調布市 バースト 小売業 その他小売 5%

73,691 東京都 調布市 Ｈａｓｉｅ 小売業 衣料品 5%

73,692 東京都 調布市 Ｐａｎｔａ　ｒｈｅｉ サービス 飲食業 5%

73,693 東京都 調布市 ビィーメイト 小売業 電化製品 5%

73,694 東京都 調布市 ＰＩＫＯ サービス その他サービス 5%

73,695 東京都 調布市 ビバーチェ サービス 理容・美容業 5%

73,696 東京都 調布市 ヒーローズ　調布店 サービス 飲食業 5%

73,697 東京都 調布市 ファーストポップ 小売業 その他小売 5%

73,698 東京都 調布市 ファイテンショップ　調布店 小売業 その他小売 5%

73,699 東京都 調布市 ファミリー動物病院 サービス その他サービス 5%

73,700 東京都 調布市 ｆｅｅｌｋａｂ サービス 理容・美容業 5%

73,701 東京都 調布市 Ｂｏｕｑｕｅｔ サービス 理容・美容業 5%

73,702 東京都 調布市 ＦＵＳＨＡ　ｔｅａ　ｌｏｕｎｇｅ サービス 飲食業 5%

73,703 東京都 調布市 ｆｅｌｉｃｉｔｅ ｆｅｌｉｃｉｔｅ 小売業 食料品 5%

73,704 東京都 調布市 ＦＵＪＩＭＩ　ＬＯＵＮＧＥ サービス 飲食業 5%

73,705 東京都 調布市 布田駅前薬局　オズファーマシー 小売業 その他小売 5%

73,706 東京都 調布市 ブラームス整体　調布国領 サービス その他サービス 5%

73,707 東京都 調布市 フラワーショップはなひろ西調布店 小売業 その他小売 5%

73,708 東京都 調布市 ＢＲＡＮＤ７ 小売業 その他小売 5%

73,709 東京都 調布市 ＦＲＥＥＤＯＭ整体治療院 サービス その他サービス 5%

73,710 東京都 調布市 フルーヴ サービス 理容・美容業 5%
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73,711 東京都 調布市 ブルーム４１１ 小売業 その他小売 5%

73,712 東京都 調布市 フレッシュネスバーガー仙川 サービス 飲食業 2%

73,713 東京都 調布市 Ｐｒｏｖｅｎｃｅｂｙｇｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

73,714 東京都 調布市 Ｈａｉｒ Ｍａｋｅ Ｐａｓｓａｇｅ 調布南口店 サービス その他サービス 5%

73,715 東京都 調布市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｃｏａｒａ サービス 理容・美容業 5%

73,716 東京都 調布市 ＨＡＩＲＭＡＫＥＢＯＮＯ サービス 理容・美容業 5%

73,717 東京都 調布市 ヘアメイク アンリ 仙川店 サービス 理容・美容業 5%

73,718 東京都 調布市 ヘアメーク　パッセージ　仙川店 サービス 理容・美容業 5%

73,719 東京都 調布市 ヘアメイクアッシュ仙川店 サービス 理容・美容業 5%

73,720 東京都 調布市 ｈａｉｒｍａｋｅＬＡＬＡ サービス 理容・美容業 5%

73,721 東京都 調布市 ヘアルーム　コットン　ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ｃｏｔｏｎ サービス 理容・美容業 5%

73,722 東京都 調布市 ペコリ　調布店 サービス 飲食業 5%

73,723 東京都 調布市 ベストメガネコンタクト国領店 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,724 東京都 調布市 ペットサロン　トゥトゥブラン サービス その他サービス 5%

73,725 東京都 調布市 ベンリー調布駅店 サービス その他サービス 5%

73,726 東京都 調布市 ほぐしのテッペン サービス その他サービス 5%

73,727 東京都 調布市 ほほえみ動物病院 サービス その他サービス 5%

73,728 東京都 調布市 ポポラマーマ調布店 サービス 飲食業 5%

73,729 東京都 調布市 ホリスティックライフサポートセンターＨＡＮＤＳ サービス 理容・美容業 5%

73,730 東京都 調布市 まいど　柴崎店 サービス 飲食業 5%

73,731 東京都 調布市 マークスガーデンアート サービス その他サービス 5%

73,732 東京都 調布市 マクドナルド国領イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

73,733 東京都 調布市 マクドナルド国領マルエツ店 サービス 飲食業 2%

73,734 東京都 調布市 マクドナルド調布北口店 サービス 飲食業 2%

73,735 東京都 調布市 マクドナルド飛田給駅前店 サービス 飲食業 2%

73,736 東京都 調布市 マクドナルド２０号調布店 サービス 飲食業 2%

73,737 東京都 調布市 マゴノテプロダクツ 小売業 その他小売 5%

73,738 東京都 調布市 増井技術士事務所 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

73,739 東京都 調布市 マツダ商店 小売業 衣料品 5%

73,740 東京都 調布市 マルカワクロスガーデン調布店 小売業 衣料品 5%

73,741 東京都 調布市 丸鈴工芸 小売業 家具・調度品 5%

73,742 東京都 調布市 マルホランド 小売業 その他小売 5%

73,743 東京都 調布市 マルホランド 小売業 その他小売 5%

73,744 東京都 調布市 ミシンランドＭＯＧＧＹ　調布店 小売業 電化製品 5%

73,745 東京都 調布市 みなとや 小売業 その他小売 5%

73,746 東京都 調布市 ＭＩＮＥＲＶＡ 小売業 衣料品 5%

73,747 東京都 調布市 御林商店 小売業 食料品 5%

73,748 東京都 調布市 民間救急東京 サービス 運輸業 5%

73,749 東京都 調布市 みんなの木動物病院 サービス その他サービス 5%

73,750 東京都 調布市 ｍｅｕｊｅｗｅｌｒｙ 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,751 東京都 調布市 メガネストアークロスガーデン調布店 小売業 その他小売 5%

73,752 東京都 調布市 メガネストアー仙川 小売業 その他小売 5%
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73,753 東京都 調布市 メガネストアー仙川店 小売業 その他小売 5%

73,754 東京都 調布市 メガネストアークロスガーデン調布 小売業 その他小売 5%

73,755 東京都 調布市 メルボ　シンス　１９１８　調布パルコ店 小売業 衣料品 5%

73,756 東京都 調布市 もつやき処い志井　国領駅前 サービス 飲食業 5%

73,757 東京都 調布市 もつやき処い志井　本店 サービス 飲食業 5%

73,758 東京都 調布市 もつ焼き処　竹次 サービス 飲食業 5%

73,759 東京都 調布市 ＭＯＮＡ サービス 理容・美容業 5%

73,760 東京都 調布市 焼鳥　一灯 サービス 飲食業 5%

73,761 東京都 調布市 やきとり　鳥Ｆｕｊｉ サービス 飲食業 5%

73,762 東京都 調布市 やきとり処い志井　東口店 サービス 飲食業 5%

73,763 東京都 調布市 やきとり処い志井Ｔｈｉｒｄｇｅｎｅ サービス 飲食業 5%

73,764 東京都 調布市 やきとりと新鮮野菜の店満○ サービス 飲食業 5%

73,765 東京都 調布市 焼肉ほれぼれ サービス 飲食業 5%

73,766 東京都 調布市 有限会社久保商会 サービス その他サービス 5%

73,767 東京都 調布市 有限会社田村正三商店 小売業 その他小売 5%

73,768 東京都 調布市 有限会社調布モータース サービス その他サービス 5%

73,769 東京都 調布市 有限会社西村クリーニング サービス 理容・美容業 5%

73,770 東京都 調布市 ［ＨＣ］（有）ムトウ電器つつじヶ 小売業 電化製品 5%

73,771 東京都 調布市 有限会社ユタカファクトリー サービス その他サービス 5%

73,772 東京都 調布市 Ｙｕｍｉｎｇ１０８ サービス 飲食業 5%

73,773 東京都 調布市 ユタカ薬局 小売業 その他小売 5%

73,774 東京都 調布市 ユニフォームスタジオ〔チョウフテン〕 小売業 衣料品 5%

73,775 東京都 調布市 ゆらりら サービス その他サービス 5%

73,776 東京都 調布市 洋食屋あじゅーる サービス 飲食業 5%

73,777 東京都 調布市 ＬＡ　ＣＡＮＤＥＵＲ サービス 飲食業 5%

73,778 東京都 調布市 ライク サービス その他サービス 5%

73,779 東京都 調布市 らかんスタジオ三鷹東八店 サービス その他サービス 5%

73,780 東京都 調布市 Ｌａｄｅｖｏｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

73,781 東京都 調布市 ｌａｎｉｋａｉ 小売業 衣料品 5%

73,782 東京都 調布市 ＬＡＲＩ　ＧＯ　手作り雑貨とお花の店　Ｌａｒｉ　ｇｏ 小売業 その他小売 5%

73,783 東京都 調布市 ＬＡＲＩ－ＧＯ 小売業 その他小売 5%

73,784 東京都 調布市 ＬａＲａｉｎｅｔｔｅ 小売業 衣料品 5%

73,785 東京都 調布市 リアット！仙川店 サービス その他サービス 5%

73,786 東京都 調布市 リアット！調布駅南口店 サービス その他サービス 5%

73,787 東京都 調布市 ＲＥＡＬ－ＩＺＥ サービス その他サービス 5%

73,788 東京都 調布市 リサイクルブティックＡＢＣ仙川町店 小売業 その他小売 5%

73,789 東京都 調布市 リサイクルブティックＡＢＣ仙川店 小売業 その他小売 5%

73,790 東京都 調布市 Ｒｅ Ｒａ Ｋｕ クロスガーデン調布店 サービス その他サービス 5%

73,791 東京都 調布市 ＬｉｌａｓＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

73,792 東京都 調布市 ｒｉｒｉ　Ｆｒｅｅ サービス 理容・美容業 5%

73,793 東京都 調布市 ル・カナール 小売業 食料品 5%

73,794 東京都 調布市 Ｌｅ　Ｃｏｕｐｌｅ サービス その他サービス 5%
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73,795 東京都 調布市 Ｒｅｎｅ サービス 理容・美容業 5%

73,796 東京都 調布市 ロイヤル写真室 サービス その他サービス 5%

73,797 東京都 調布市 ＲＯＢＡＴＡ　だんだん　ＲＯＢＡＴＡだんだん サービス 飲食業 5%

73,798 東京都 調布市 ＹＳＰ三鷹 小売業 その他小売 5%

73,799 東京都 調布市 わいん場 サービス 飲食業 5%

73,800 東京都 調布市 若葉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

73,801 東京都 千代田区 アーティスティック　アンド　シーオー 小売業 その他小売 5%

73,802 東京都 千代田区 アーティファクトミュージックスクール サービス その他サービス 5%

73,803 東京都 千代田区 株式会社アートクリフ サービス その他サービス 5%

73,804 東京都 千代田区 ＡＲＴＤＹＮＥ サービス その他サービス 5%

73,805 東京都 千代田区 アイキュー サービス その他サービス 5%

73,806 東京都 千代田区 愛三電機ーＡ 愛三電機 サービス その他サービス 5%

73,807 東京都 千代田区 アイデアの城 サービス その他サービス 5%

73,808 東京都 千代田区 アイ・ティ・コム サービス その他サービス 5%

73,809 東京都 千代田区 ｉＰｈｏｎｅ修理救急便　秋葉原店 サービス その他サービス 5%

73,810 東京都 千代田区 アイム鍼灸院 サービス その他サービス 5%

73,811 東京都 千代田区 ＯＵＴＰＵＴ　ＬＩＦＥ 小売業 その他小売 5%

73,812 東京都 千代田区 赤帽　ハンディー急便 サービス 運輸業 5%

73,813 東京都 千代田区 秋コミ 秋コミ 秋葉原 小売業 その他小売 5%

73,814 東京都 千代田区 昭島　卸 小売業 その他小売 5%

73,815 東京都 千代田区 秋田ふるさと館 小売業 家具・調度品 5%

73,816 東京都 千代田区 アキバアイドルドットライブ サービス その他サービス 5%

73,817 東京都 千代田区 ＡｋｉｂａＬＥＤピカリ館 小売業 電化製品 5%

73,818 東京都 千代田区 アキバカート サービス その他サービス 5%

73,819 東京都 千代田区 Ａｋｉｂａ卓球スタイル サービス その他サービス 5%

73,820 東京都 千代田区 秋葉原　串助 サービス 飲食業 5%

73,821 東京都 千代田区 秋葉原魚金 サービス 飲食業 5%

73,822 東京都 千代田区 セブン－イレブン秋葉原駅北店 小売業 食料品 2%

73,823 東京都 千代田区 秋葉原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

73,824 東京都 千代田区 セブン－イレブン秋葉原昭和通り店 小売業 食料品 2%

73,825 東京都 千代田区 セブン－イレブン秋葉原センタープレイス店 小売業 食料品 2%

73,826 東京都 千代田区 ハイファイ堂　秋葉原店 小売業 電化製品 5%

73,827 東京都 千代田区 秋葉原トリプルセブン サービス 飲食業 5%

73,828 東京都 千代田区 秋葉原パセラ　電気街店 サービス その他サービス 5%

73,829 東京都 千代田区 秋葉原　真澄酒蔵　秋葉原　真澄酒蔵 サービス 飲食業 5%

73,830 東京都 千代田区 秋葉原メイドリフレクソロジィＦｅｌｉｃｉｅ サービス その他サービス 5%

73,831 東京都 千代田区 秋吉　神田店 サービス 飲食業 5%

73,832 東京都 千代田区 Ａｑｕａｄｕｋｔ　Ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

73,833 東京都 千代田区 アコースティックステーションリボレ秋葉原 小売業 その他小売 5%

73,834 東京都 千代田区 朝日電機商事 小売業 電化製品 5%

73,835 東京都 千代田区 麻布テーラー　神田店 小売業 衣料品 5%

73,836 東京都 千代田区 阿さま サービス 飲食業 5%
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73,837 東京都 千代田区 アジアンキッチン　日比谷 サービス 飲食業 5%

73,838 東京都 千代田区 アジアンビストロＤａｉ東京ガーデンテラス店 サービス 飲食業 5%

73,839 東京都 千代田区 アシストオン 小売業 その他小売 5%

73,840 東京都 千代田区 アズテックス サービス その他サービス 5%

73,841 東京都 千代田区 アストップＡＫＩＢＡカルチャーズＺＯＮＥ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

73,842 東京都 千代田区 アストップ　ラジオ会館店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

73,843 東京都 千代田区 東酒類 小売業 食料品 5%

73,844 東京都 千代田区 アスリートクラブ東京神田店 小売業 その他小売 5%

73,845 東京都 千代田区 あそび割烹さん葉か サービス 飲食業 5%

73,846 東京都 千代田区 アゾンレーベルショップ　秋葉原 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

73,847 東京都 千代田区 あて サービス 飲食業 5%

73,848 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア 小売業 家具・調度品 5%

73,849 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１１ 小売業 家具・調度品 5%

73,850 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１９ 小売業 家具・調度品 5%

73,851 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１５ 小売業 家具・調度品 5%

73,852 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１３ 小売業 家具・調度品 5%

73,853 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１０ 小売業 家具・調度品 5%

73,854 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１７ 小売業 家具・調度品 5%

73,855 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１２ 小売業 家具・調度品 5%

73,856 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１８ 小売業 家具・調度品 5%

73,857 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１４ 小売業 家具・調度品 5%

73,858 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１６ 小売業 家具・調度品 5%

73,859 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　３０ 小売業 家具・調度品 5%

73,860 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１０ 小売業 家具・調度品 5%

73,861 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１１ 小売業 家具・調度品 5%

73,862 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１９ 小売業 家具・調度品 5%

73,863 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１５ 小売業 家具・調度品 5%

73,864 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１３ 小売業 家具・調度品 5%

73,865 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１７ 小売業 家具・調度品 5%

73,866 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１２ 小売業 家具・調度品 5%

73,867 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１８ 小売業 家具・調度品 5%

73,868 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１４ 小売業 家具・調度品 5%

73,869 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　１６ 小売業 家具・調度品 5%

73,870 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャルストア　０１ 小売業 家具・調度品 5%

73,871 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　０９ 小売業 家具・調度品 5%

73,872 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　０９ 小売業 家具・調度品 5%

73,873 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　０５ 小売業 家具・調度品 5%

73,874 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア０５ 小売業 家具・調度品 5%

73,875 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　０３ 小売業 家具・調度品 5%

73,876 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　０７ 小売業 家具・調度品 5%

73,877 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　０７ 小売業 家具・調度品 5%

73,878 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　０２ 小売業 家具・調度品 5%
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73,879 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　０８ 小売業 家具・調度品 5%

73,880 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　０８ 小売業 家具・調度品 5%

73,881 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　０４ 小売業 家具・調度品 5%

73,882 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　０６ 小売業 家具・調度品 5%

73,883 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　０６ 小売業 家具・調度品 5%

73,884 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　２１ 小売業 家具・調度品 5%

73,885 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　２９ 小売業 家具・調度品 5%

73,886 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　２５ 小売業 家具・調度品 5%

73,887 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　２３ 小売業 家具・調度品 5%

73,888 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　２４ 小売業 家具・調度品 5%

73,889 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　２７ 小売業 家具・調度品 5%

73,890 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　２０ 小売業 家具・調度品 5%

73,891 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　２１ 小売業 家具・調度品 5%

73,892 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　２２ 小売業 家具・調度品 5%

73,893 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　２０ 小売業 家具・調度品 5%

73,894 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　２２ 小売業 家具・調度品 5%

73,895 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　２８ 小売業 家具・調度品 5%

73,896 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャル　ストア　２６ 小売業 家具・調度品 5%

73,897 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャルストア　３１ 小売業 家具・調度品 5%

73,898 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャルストア　３９ 小売業 家具・調度品 5%

73,899 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャルストア　３５ 小売業 家具・調度品 5%

73,900 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャルストア　３３ 小売業 家具・調度品 5%

73,901 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャルストア　３７ 小売業 家具・調度品 5%

73,902 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャルストア　３２ 小売業 家具・調度品 5%

73,903 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャルストア　３８ 小売業 家具・調度品 5%

73,904 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャルストア　３４ 小売業 家具・調度品 5%

73,905 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャルストア　３６ 小売業 家具・調度品 5%

73,906 東京都 千代田区 アーティスト　オフィシャルストア　４０ 小売業 家具・調度品 5%

73,907 東京都 千代田区 アーティストリー＆アイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,908 東京都 千代田区 ＡＴＩＲＯ－ＣＲＥＡＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

73,909 東京都 千代田区 アトム・ビット サービス その他サービス 5%

73,910 東京都 千代田区 アトリエ・サガン帝国ホテル店 小売業 衣料品 5%

73,911 東京都 千代田区 アトリエサガンホテルニューオータニ店 小売業 衣料品 5%

73,912 東京都 千代田区 アトリエトレビ 小売業 衣料品 5%

73,913 東京都 千代田区 Ａｎｉｍｅｇａｎｅ 小売業 衣料品 5%

73,914 東京都 千代田区 姉川書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

73,915 東京都 千代田区 アパルトモン　東京 小売業 衣料品 5%

73,916 東京都 千代田区 株式会社ＡＥＶＩＣ サービス その他サービス 5%

73,917 東京都 千代田区 アフェクション サービス その他サービス 5%

73,918 東京都 千代田区 ＡｂＨｅｒｉ　ｗｏｒｋ×ｓｈｏｐ 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,919 東京都 千代田区 甘栗太郎　秋葉原店 小売業 食料品 5%

73,920 東京都 千代田区 甘栗太郎 小売業 食料品 5%
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73,921 東京都 千代田区 アマルフィー 小売業 衣料品 5%

73,922 東京都 千代田区 アムトランス株式会社神田淡路町店 小売業 その他小売 5%

73,923 東京都 千代田区 アライブエンタープライズ サービス その他サービス 5%

73,924 東京都 千代田区 ＡＲＡＳＥ 小売業 衣料品 5%

73,925 東京都 千代田区 有賀園ゴルフ御茶ノ水神保町店 小売業 その他小売 5%

73,926 東京都 千代田区 アリゴ サービス 飲食業 5%

73,927 東京都 千代田区 アリババ　秋葉原店 小売業 その他小売 5%

73,928 東京都 千代田区 あるけみすと２．０ サービス 飲食業 5%

73,929 東京都 千代田区 アルゴファイルホビー部 小売業 その他小売 5%

73,930 東京都 千代田区 アールジェイジュエリーサービス有楽町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,931 東京都 千代田区 アルタクラッセ 小売業 電化製品 5%

73,932 東京都 千代田区 アルパーコンサルティング株式会社 サービス その他サービス 5%

73,933 東京都 千代田区 アルページュストーリー 小売業 衣料品 5%

73,934 東京都 千代田区 Ｒｗｏｒｋ　秋葉原整体院 サービス その他サービス 5%

73,935 東京都 千代田区 アレクサンドル　ズ　アリ　丸の内 小売業 衣料品 5%

73,936 東京都 千代田区 アレクサンドル　ズアリ　丸の内店 小売業 貴金属・服飾品 5%

73,937 東京都 千代田区 アロムヴェールザ・ペニンシュラ東京店 小売業 食料品 5%

73,938 東京都 千代田区 Ａｗａｊｉカフェアンドギャラリー サービス 飲食業 5%

73,939 東京都 千代田区 淡路町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

73,940 東京都 千代田区 泡貝 サービス 飲食業 5%

73,941 東京都 千代田区 Ａｎｃｈｏｒ　Ｐｏｉｎｔ サービス 飲食業 5%

73,942 東京都 千代田区 アン・コトン　有楽町店 サービス その他サービス 5%

73,943 東京都 千代田区 安心お宿　秋葉原 サービス 宿泊業 5%

73,944 東京都 千代田区 安心お宿秋葉原電気街 サービス 宿泊業 5%

73,945 東京都 千代田区 アンティークＴＥＩ 小売業 家具・調度品 5%

73,946 東京都 千代田区 ｉｎｔｅｓｕｃｒｅルミネ有楽町店 小売業 衣料品 5%

73,947 東京都 千代田区 安藤税理士事務所 サービス その他サービス 5%

73,948 東京都 千代田区 アンドビジョン株式会社 ＡｎｄＶｉｓｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ Ｍｕｓｉｃ Ｓｃｈｏｏｌ サービス その他サービス 5%

73,949 東京都 千代田区 アンナサッカ東京 小売業 その他小売 5%

73,950 東京都 千代田区 アンプステーション 小売業 その他小売 5%

73,951 東京都 千代田区 イー・エス・ピー 小売業 その他小売 5%

73,952 東京都 千代田区 ＥＳＰ　オールド　ギター　ガレージ 小売業 その他小売 5%

73,953 東京都 千代田区 ＥＳＰテクニカルハウス 小売業 その他小売 5%

73,954 東京都 千代田区 ｅーｓｔｒｅｔｃｈ大手町 サービス その他サービス 5%

73,955 東京都 千代田区 飯田橋スペインバルＡＬＢＡ サービス 飲食業 5%

73,956 東京都 千代田区 セブン－イレブン飯田橋アイガーデンテラス店 小売業 食料品 2%

73,957 東京都 千代田区 飯田橋健美整体院 サービス その他サービス 5%

73,958 東京都 千代田区 セブン－イレブン飯田橋４丁目店 小売業 食料品 2%

73,959 東京都 千代田区 飯田橋ワインバル八十郎 サービス 飲食業 5%

73,960 東京都 千代田区 いい波水道橋西口店 サービス 飲食業 5%

73,961 東京都 千代田区 ＥＬＤＴＯＫＹＯＳＨＯＷＲＯＯＭ 小売業 家具・調度品 5%

73,962 東京都 千代田区 ＩＥＮＡ　丸ノ内 小売業 衣料品 5%
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73,963 東京都 千代田区 ＥＭＳ　東京校 サービス その他サービス 5%

73,964 東京都 千代田区 いきいき物産　東京営業所 小売業 家具・調度品 5%

73,965 東京都 千代田区 イケショップ秋葉原店 小売業 電化製品 5%

73,966 東京都 千代田区 池部楽器店 小売業 その他小売 5%

73,967 東京都 千代田区 池部楽器店　ギターステーション 小売業 その他小売 5%

73,968 東京都 千代田区 池部楽器店　〔催時〕 小売業 その他小売 5%

73,969 東京都 千代田区 池部楽器店　リボレ秋葉原店 小売業 その他小売 5%

73,970 東京都 千代田区 イケベ鍵盤堂 小売業 その他小売 5%

73,971 東京都 千代田区 ｅ－工房　神田店 サービス その他サービス 5%

73,972 東京都 千代田区 Ｅ－ｃｏｍｆｏｒｔ　東京支店 小売業 家具・調度品 5%

73,973 東京都 千代田区 居酒屋　あがらっし サービス 飲食業 5%

73,974 東京都 千代田区 居酒屋パパ料理　じんた サービス 飲食業 5%

73,975 東京都 千代田区 居酒屋ぷちあん サービス 飲食業 5%

73,976 東京都 千代田区 居酒屋萬屋天狗 サービス 飲食業 5%

73,977 東京都 千代田区 石ばし／ブリアン サービス 飲食業 5%

73,978 東京都 千代田区 石橋楽器　御茶ノ水ＳＯＵＴＨ 小売業 その他小売 5%

73,979 東京都 千代田区 石橋楽器　オンラインショップ 小売業 その他小売 5%

73,980 東京都 千代田区 石橋楽器　ファイネストギターズ 小売業 その他小売 5%

73,981 東京都 千代田区 石橋楽器　御茶ノ水本店 小売業 その他小売 5%

73,982 東京都 千代田区 石橋楽器店 小売業 その他小売 5%

73,983 東京都 千代田区 石橋楽器店 小売業 その他小売 5%

73,984 東京都 千代田区 石橋楽器店ＨＡＲＶＥＳＴＧＵＩＴＡ 小売業 その他小売 5%

73,985 東京都 千代田区 石橋楽器店ＦＩＮＥＳＴＧＵＩＴＡＲ 小売業 その他小売 5%

73,986 東京都 千代田区 石橋楽器　ハーヴェストギターズ 小売業 その他小売 5%

73,987 東京都 千代田区 石橋楽器　ユーボックスメガスト 小売業 その他小売 5%

73,988 東京都 千代田区 ｉｓｔＶｉｌｌａｇｅ東京 サービス その他サービス 5%

73,989 東京都 千代田区 いずみカリー水道橋店 サービス 飲食業 5%

73,990 東京都 千代田区 いずみカリー　水道橋店 サービス 飲食業 5%

73,991 東京都 千代田区 伊勢　本店 サービス 飲食業 5%

73,992 東京都 千代田区 伊勢ろく　本店 サービス 飲食業 5%

73,993 東京都 千代田区 イタリアン酒場Ｐ サービス 飲食業 5%

73,994 東京都 千代田区 イタリアンバル２５３８　神田店 サービス 飲食業 5%

73,995 東京都 千代田区 伊太利屋　サンローゼ赤坂店 小売業 衣料品 5%

73,996 東京都 千代田区 市ヶ谷魚金 サービス 飲食業 5%

73,997 東京都 千代田区 セブン－イレブン市ヶ谷駅西店 小売業 食料品 2%

73,998 東京都 千代田区 セブン－イレブン市ヶ谷駅前店 小売業 食料品 2%

73,999 東京都 千代田区 市ヶ谷テキサス サービス 飲食業 5%

74,000 東京都 千代田区 いちにぃさん　日比谷店 サービス 飲食業 5%

74,001 東京都 千代田区 一凛四ツ谷店 サービス 飲食業 5%

74,002 東京都 千代田区 一献豚　神田洞門 サービス 飲食業 5%

74,003 東京都 千代田区 一世館 小売業 衣料品 5%

74,004 東京都 千代田区 一世館　有楽町店 小売業 衣料品 5%
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74,005 東京都 千代田区 一世館　丸の内店 小売業 衣料品 5%

74,006 東京都 千代田区 一頭 サービス 飲食業 5%

74,007 東京都 千代田区 一般財団法人全日本情報学習振興協会 サービス その他サービス 5%

74,008 東京都 千代田区 いづもや　神田本店 サービス 飲食業 5%

74,009 東京都 千代田区 出光昭島給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

74,010 東京都 千代田区 出光池袋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

74,011 東京都 千代田区 井上農産フードサービス サービス 飲食業 5%

74,012 東京都 千代田区 Ｉｂｅｒｉｃｏ Ｂａｒ Ｄｉｃｈａ サービス 飲食業 5%

74,013 東京都 千代田区 芋蔵　霞ヶ関店 サービス 飲食業 5%

74,014 東京都 千代田区 イールドインテリアプロダクツ東京 小売業 家具・調度品 5%

74,015 東京都 千代田区 イワキ　神保町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,016 東京都 千代田区 いわま餃子　?ＥＸＯＴＩＣ　ＤＩＮＩＮＧ? サービス 飲食業 5%

74,017 東京都 千代田区 インターナショナル・セキュリティ・アンド・ディフェンス株式会社 サービス その他サービス 5%

74,018 東京都 千代田区 インタ－ナショナルビジネスネットワ－ク 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,019 東京都 千代田区 インティアズ・カメラマーケット サービス その他サービス 5%

74,020 東京都 千代田区 インテリジェンスインダストリー株式会社 サービス その他サービス 5%

74,021 東京都 千代田区 インド料理　ザ・タンドール サービス 飲食業 5%

74,022 東京都 千代田区 ヴァレンティノ 小売業 衣料品 5%

74,023 東京都 千代田区 ヴァン町バール サービス 飲食業 5%

74,024 東京都 千代田区 ヴァンピックル　丸の内 サービス 飲食業 5%

74,025 東京都 千代田区 ヴィノスやまざき　有楽町店 小売業 食料品 5%

74,026 東京都 千代田区 ウイリーピート 小売業 その他小売 5%

74,027 東京都 千代田区 ウインクデジタル秋葉原店 小売業 電化製品 5%

74,028 東京都 千代田区 ウインクデジタル秋葉原店 小売業 電化製品 5%

74,029 東京都 千代田区 ＷｉＮＫ　ＰＲＥＭＩＵＭ 小売業 電化製品 5%

74,030 東京都 千代田区 プレミアムシェアリング サービス その他サービス 2%

74,031 東京都 千代田区 ウインドブロス 小売業 その他小売 5%

74,032 東京都 千代田区 ｖｅｋｔ 小売業 衣料品 5%

74,033 東京都 千代田区 ヴェジェトゥスプラス 小売業 食料品 5%

74,034 東京都 千代田区 ウエダ　ジュエラー 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,035 東京都 千代田区 魚がし旨いもん酒場どまん中秋葉原店 サービス 飲食業 5%

74,036 東京都 千代田区 魚食家　きんき　パレスビル店 サービス 飲食業 5%

74,037 東京都 千代田区 魚鐵 サービス 飲食業 5%

74,038 東京都 千代田区 ＵＯＭＡＮ　ＤＩＮＩＮＧ サービス 飲食業 5%

74,039 東京都 千代田区 ｖｏｌｇａ　ｖｏｌｇａ 小売業 衣料品 5%

74,040 東京都 千代田区 ウクレレプラネット 小売業 その他小売 5%

74,041 東京都 千代田区 歌広場神田西口駅前店 サービス 飲食業 5%

74,042 東京都 千代田区 内神田　うてな サービス 飲食業 5%

74,043 東京都 千代田区 セブン－イレブン内神田２丁目店 小売業 食料品 2%

74,044 東京都 千代田区 セブン－イレブン内幸町２丁目店 小売業 食料品 2%

74,045 東京都 千代田区 うなぎ炙一徹 サービス 飲食業 5%

74,046 東京都 千代田区 うまい処　放心亭 サービス 飲食業 5%
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74,047 東京都 千代田区 うめ八有楽町店 小売業 食料品 5%

74,048 東京都 千代田区 梅本合同会社 小売業 その他小売 5%

74,049 東京都 千代田区 ウルフギャング　ステーキハウス丸の サービス 飲食業 5%

74,050 東京都 千代田区 ウルフギャング・ステーキハウス丸の内 サービス 飲食業 5%

74,051 東京都 千代田区 エアコンパーク　九段店 小売業 電化製品 5%

74,052 東京都 千代田区 ＥＩＫＩ サービス 飲食業 5%

74,053 東京都 千代田区 勉誠出版株式会社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,054 東京都 千代田区 英國屋　赤坂東急店 小売業 衣料品 5%

74,055 東京都 千代田区 エイジング ビーフ エイジング ビーフ ワテラス 神田秋葉原店 サービス 飲食業 5%

74,056 東京都 千代田区 エイジング ビーフ グリルド エイジング ビーフ デリカテッセン 淡路町店 サービス 飲食業 5%

74,057 東京都 千代田区 エイジング・ビーフワテラス サービス 飲食業 5%

74,058 東京都 千代田区 ＡＴＳソフトウェア サービス その他サービス 5%

74,059 東京都 千代田区 笑酒 サービス 飲食業 5%

74,060 東京都 千代田区 エコモバイル秋葉原ラジオ会館１Ｆ 小売業 電化製品 5%

74,061 東京都 千代田区 エスカイヤクラブ　ヒビヤ サービス 飲食業 5%

74,062 東京都 千代田区 エスジー　ゴトー 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,063 東京都 千代田区 エスジーゴトー　サンローゼ赤坂店 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,064 東京都 千代田区 エスジーゴトー　帝国ホテル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,065 東京都 千代田区 エスジーゴトー　ニューオータニ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,066 東京都 千代田区 エスジーゴトーニューオータニ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,067 東京都 千代田区 エスデミック サービス 飲食業 5%

74,068 東京都 千代田区 エスデミックカフェ サービス 飲食業 5%

74,069 東京都 千代田区 エスプリ　日比谷店 サービス 飲食業 5%

74,070 東京都 千代田区 えぞ会席はまなす亭 サービス 飲食業 5%

74,071 東京都 千代田区 えぞ料理ユック竹橋店 サービス 飲食業 5%

74,072 東京都 千代田区 エターナル六号店 サービス 飲食業 5%

74,073 東京都 千代田区 ｅｔａｐｅ 小売業 その他小売 5%

74,074 東京都 千代田区 エターナル弐号店 サービス 飲食業 5%

74,075 東京都 千代田区 エターナル本店 サービス 飲食業 5%

74,076 東京都 千代田区 ＥＤＷＩＮ 有楽町マルイ店 小売業 衣料品 5%

74,077 東京都 千代田区 ＥＤＯＣＣＯＣＡＦＥＭＡＳＵＭＡＳＵ サービス 飲食業 5%

74,078 東京都 千代田区 江戸ッ子寿司 サービス 飲食業 5%

74,079 東京都 千代田区 ＥＤＯＣＣＯ　ＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

74,080 東京都 千代田区 ＮＧＣニューゴルフクリック サービス 理容・美容業 5%

74,081 東京都 千代田区 ＮＧＣニューゴルフクリニック 神田道場 サービス その他サービス 5%

74,082 東京都 千代田区 ＮＣＢ　Ｌａｂ． 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,083 東京都 千代田区 セブン－イレブンＮＴＴＣｏｍ大手町プレイス店 小売業 食料品 2%

74,084 東京都 千代田区 ＮＢショップ日比谷 小売業 その他小売 5%

74,085 東京都 千代田区 ｅｍｍｉ有楽町ルミネ 小売業 衣料品 5%

74,086 東京都 千代田区 ＭＣＳ　グランスタ丸の内店 小売業 その他小売 5%

74,087 東京都 千代田区 ＭＣＳ　新丸ビル店 小売業 その他小売 5%

74,088 東京都 千代田区 ＭＣＳマルシェ　新東京ビル店 小売業 その他小売 5%
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74,089 東京都 千代田区 ＭＣコピーサービス サービス その他サービス 5%

74,090 東京都 千代田区 ＭＪスクール株式会社 サービス その他サービス 5%

74,091 東京都 千代田区 Ｍマート　衆議院店 小売業 食料品 5%

74,092 東京都 千代田区 Ｅｌｉｘｉｒ　神田 サービス その他サービス 5%

74,093 東京都 千代田区 ＨＥＲＧＯ サービス その他サービス 5%

74,094 東京都 千代田区 ＬＤ　ＥＤＩＦＩＣＥ／ＩＥＮＡ丸の内 小売業 衣料品 5%

74,095 東京都 千代田区 Ｌ?ｂａｓｅ　Ｔｏｋｙｏ 小売業 衣料品 5%

74,096 東京都 千代田区 エルベート　赤坂店 小売業 衣料品 5%

74,097 東京都 千代田区 ＥＲＯＴＩＣＡ有楽町店 小売業 その他小売 5%

74,098 東京都 千代田区 ｗｅｂｓｈｏｐ艶惨 小売業 衣料品 5%

74,099 東京都 千代田区 エンゼルフォース サービス その他サービス 5%

74,100 東京都 千代田区 ＆ＭＯＢＩＬＥ 小売業 電化製品 5%

74,101 東京都 千代田区 オアシス日比谷店 サービス その他サービス 5%

74,102 東京都 千代田区 ＡＵＸ　ＰＡＲＡＤＩＳ有楽町店 小売業 その他小売 5%

74,103 東京都 千代田区 欧風カレー　ソレイユ サービス 飲食業 5%

74,104 東京都 千代田区 欧明社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,105 東京都 千代田区 株式会社オオイワスポーツ 小売業 その他小売 5%

74,106 東京都 千代田区 オーインクメディアサービス サービス その他サービス 5%

74,107 東京都 千代田区 オオギ薬局 小売業 その他小売 5%

74,108 東京都 千代田区 オークスピード サービス その他サービス 5%

74,109 東京都 千代田区 セブン－イレブン大手町カンファレンスセンター店 小売業 食料品 2%

74,110 東京都 千代田区 大手町スペースパートナー サービス その他サービス 5%

74,111 東京都 千代田区 セブン－イレブン大手町野村ビル店 小売業 食料品 2%

74,112 東京都 千代田区 大手町ビル店 小売業 その他小売 5%

74,113 東京都 千代田区 大手町ビルドラッグ 小売業 その他小売 5%

74,114 東京都 千代田区 大手町ファーストスクエアドラッグ 小売業 その他小売 5%

74,115 東京都 千代田区 大手町ホトリアドラッグ 小売業 その他小売 5%

74,116 東京都 千代田区 大手町ワインバル八十郎商店 サービス 飲食業 5%

74,117 東京都 千代田区 オールフォーエスピー サービス その他サービス 5%

74,118 東京都 千代田区 岡本商会　東京店（ＣＨ） サービス その他サービス 5%

74,119 東京都 千代田区 小川町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

74,120 東京都 千代田区 ＯＸＡｂｙＨＯＭＭＥＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

74,121 東京都 千代田区 ＯＸＡｂｙＨＯＭＭＥＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

74,122 東京都 千代田区 オグラ眼鏡店市ヶ谷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,123 東京都 千代田区 オグラ眼鏡店宇都宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,124 東京都 千代田区 オグラ眼鏡店亀有店 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,125 東京都 千代田区 オグラ眼鏡店吉祥寺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,126 東京都 千代田区 オグラ眼鏡店渋谷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,127 東京都 千代田区 オグラ眼鏡店新宿三丁目店 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,128 東京都 千代田区 オグラ眼鏡店高崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,129 東京都 千代田区 オグラ眼鏡店高崎店（田中眼科内） 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,130 東京都 千代田区 オグラ眼鏡店八王子店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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74,131 東京都 千代田区 小倉充子 サービス その他サービス 5%

74,132 東京都 千代田区 オザミトーキョー サービス 飲食業 5%

74,133 東京都 千代田区 お宝中古市場　赤道店 小売業 その他小売 5%

74,134 東京都 千代田区 お宝中古市場　沼津店 小売業 その他小売 5%

74,135 東京都 千代田区 お宝中古市場秋葉原店 小売業 その他小売 5%

74,136 東京都 千代田区 おたちゅう　　秋葉原トレカ館 小売業 その他小売 5%

74,137 東京都 千代田区 おたちゅう  秋葉原店 小売業 その他小売 5%

74,138 東京都 千代田区 おたちゅう。秋葉原店トレカ館 小売業 その他小売 5%

74,139 東京都 千代田区 おだやか堂 サービス その他サービス 5%

74,140 東京都 千代田区 おだやか堂 サービス 理容・美容業 5%

74,141 東京都 千代田区 お茶漬け膳八十八楽日比谷店 サービス 飲食業 5%

74,142 東京都 千代田区 お茶の水駅前薬局 小売業 その他小売 5%

74,143 東京都 千代田区 お茶の水ホテル昇龍館 サービス 宿泊業 5%

74,144 東京都 千代田区 御茶ノ水本店ＨＡＲＶＥＳＴＧＵＩＴＡＲＳ 小売業 その他小売 5%

74,145 東京都 千代田区 御茶ノ水本店　ＦＩＮＥＳＴＧＵＩＴＡＲＳ 小売業 その他小売 5%

74,146 東京都 千代田区 オッジハウス　神田店 小売業 衣料品 5%

74,147 東京都 千代田区 ＯＧＧＩＨＯＵＳＥ神田店 小売業 衣料品 5%

74,148 東京都 千代田区 オーディオユニオン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,149 東京都 千代田区 オーディオユニオンお茶の水アクセサリー館 小売業 電化製品 5%

74,150 東京都 千代田区 オーディオユニオンお茶の水アクセサ 小売業 電化製品 5%

74,151 東京都 千代田区 オーディオユニオンお茶の水店 小売業 電化製品 5%

74,152 東京都 千代田区 オーディオユニオンお茶の水ハイエン 小売業 電化製品 5%

74,153 東京都 千代田区 おでん　なか川 サービス 飲食業 5%

74,154 東京都 千代田区 オトコネイル市ヶ谷店 サービス 理容・美容業 5%

74,155 東京都 千代田区 オノデン 小売業 電化製品 5%

74,156 東京都 千代田区 オハナオクル サービス 飲食業 5%

74,157 東京都 千代田区 オハナオクル サービス 飲食業 5%

74,158 東京都 千代田区 おばんざいとお酒　京乃菜 サービス 飲食業 5%

74,159 東京都 千代田区 オフィシャルストア 小売業 衣料品 5%

74,160 東京都 千代田区 オフィスサキ サービス その他サービス 5%

74,161 東京都 千代田区 オプティックオグラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,162 東京都 千代田区 おむすびのＧＡＢＡ サービス 飲食業 5%

74,163 東京都 千代田区 Ｏｌｉｏ　ｓｐｅｃ 小売業 その他小売 5%

74,164 東京都 千代田区 オリックスレンタカー新橋内幸町店 サービス その他サービス 2%

74,165 東京都 千代田区 オリックスレンタカー東京丸の内店 サービス その他サービス 2%

74,166 東京都 千代田区 オルビータ　帝国ホテル店 小売業 その他小売 5%

74,167 東京都 千代田区 温石庵　神保町店 サービス その他サービス 5%

74,168 東京都 千代田区 ＫＵＦＵＫＵ± サービス 飲食業 5%

74,169 東京都 千代田区 カードショップビームス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,170 東京都 千代田区 カードショップビームス 秋葉原2号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,171 東京都 千代田区 カードラボ　秋葉原ラジオ会館本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,172 東京都 千代田区 カードラボ秋葉原ラジオ会館本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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74,173 東京都 千代田区 株式会社カイエ 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,174 東京都 千代田区 海鮮　うにくら サービス 飲食業 5%

74,175 東京都 千代田区 海鮮　さば鉄 サービス 飲食業 5%

74,176 東京都 千代田区 回転寿司江戸ッ子　神田店 サービス 飲食業 5%

74,177 東京都 千代田区 買取販売市場ムーラン 小売業 その他小売 5%

74,178 東京都 千代田区 買取販売市場ムーランＡＫＩＢＡ中央通り店 小売業 その他小売 5%

74,179 東京都 千代田区 買取りまっくす　アキバ駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,180 東京都 千代田区 買取りまっくす　神保町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,181 東京都 千代田区 Ｃａｖａ亭 サービス 飲食業 5%

74,182 東京都 千代田区 化学同人 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,183 東京都 千代田区 牡蠣市場　九段下エリゼ店 サービス 飲食業 5%

74,184 東京都 千代田区 かき小屋　新橋 サービス 飲食業 5%

74,185 東京都 千代田区 かき小屋新橋２号店 サービス 飲食業 5%

74,186 東京都 千代田区 牡蠣鉄　神田店 サービス 飲食業 5%

74,187 東京都 千代田区 カギロイ サービス 飲食業 5%

74,188 東京都 千代田区 カクヤス　浅草橋店 小売業 食料品 5%

74,189 東京都 千代田区 かごしま鍼灸治療院 サービス その他サービス 5%

74,190 東京都 千代田区 カスタムショップ 小売業 その他小売 5%

74,191 東京都 千代田区 霞ヶ関　別亭桂 サービス 飲食業 5%

74,192 東京都 千代田区 霞が関コモンゲートドラッグ 小売業 その他小売 5%

74,193 東京都 千代田区 霞が関ナレッジスクエア サービス その他サービス 5%

74,194 東京都 千代田区 かつ吉日比谷国際ビル店 サービス 飲食業 5%

74,195 東京都 千代田区 カットスタジオ　スナヤマ サービス 理容・美容業 5%

74,196 東京都 千代田区 カツミ有楽町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,197 東京都 千代田区 ｇａａｒｄｅｎ サービス 飲食業 5%

74,198 東京都 千代田区 ＧＡＲＤＥＮＳ サービス 飲食業 5%

74,199 東京都 千代田区 カードラボ　秋葉原ラジオ会館本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,200 東京都 千代田区 カードラボ　ラジオ会館店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,201 東京都 千代田区 カードラボ秋葉原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,202 東京都 千代田区 鹿沼カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

74,203 東京都 千代田区 鹿沼７２カントリークラブ サービス その他サービス 5%

74,204 東京都 千代田区 兼坂／美門や サービス 飲食業 5%

74,205 東京都 千代田区 かねまつ　日比谷シャンテ店 小売業 衣料品 5%

74,206 東京都 千代田区 ｃａｆｅ　ａ　ｌａ　ｔｉｅｎｎｅ サービス 飲食業 5%

74,207 東京都 千代田区 カフェうれしの サービス 飲食業 5%

74,208 東京都 千代田区 ｃａｆｅ　ＧＬＯＢＥ サービス 飲食業 5%

74,209 東京都 千代田区 ＣＡＦＥ ｄｏ ＣＥＮＴＲＯ サービス 飲食業 5%

74,210 東京都 千代田区 ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　ｋａｋｏｉ サービス 飲食業 5%

74,211 東京都 千代田区 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ｈｅａｒｔｓ サービス 飲食業 5%

74,212 東京都 千代田区 カフェエアペロ サービス 飲食業 5%

74,213 東京都 千代田区 カフェカルディーノ サービス 飲食業 5%

74,214 東京都 千代田区 カフェクレープ　有楽町イトシア店 サービス 飲食業 5%
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74,215 東京都 千代田区 ＣａｆｅＪＯＪＩ’Ｓ サービス 飲食業 5%

74,216 東京都 千代田区 カフェ　ジョージズ サービス 飲食業 5%

74,217 東京都 千代田区 カフェドセントロ丸の内店 サービス 飲食業 5%

74,218 東京都 千代田区 カフェ　トリオンプ サービス 飲食業 5%

74,219 東京都 千代田区 株式会社ＫＩＢＩＲＯＩ 小売業 家具・調度品 5%

74,220 東京都 千代田区 株式会社ＭＡＫＥ　ＡＮＤ　ＳＥＥ サービス その他サービス 5%

74,221 東京都 千代田区 株式会社明石書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,222 東京都 千代田区 株式会社アクティブディフェンス研究所 サービス その他サービス 5%

74,223 東京都 千代田区 株式会社アズテックスシステム サービス その他サービス 5%

74,224 東京都 千代田区 株式会社Ａｐｐｌｕｘ 小売業 その他小売 5%

74,225 東京都 千代田区 株式会社ｅ．ａｒｔコンサルティング サービス その他サービス 5%

74,226 東京都 千代田区 株式会社池部楽器店 スタジオリボレ 小売業 その他小売 5%

74,227 東京都 千代田区 株式会社池部楽器店 ドラムステーションリボレ秋葉原 小売業 その他小売 5%

74,228 東京都 千代田区 株式会社池部楽器店 アコースティックステーションリボレ秋葉原 小売業 その他小売 5%

74,229 東京都 千代田区 株式会社池部楽器店 システム室 小売業 その他小売 5%

74,230 東京都 千代田区 株式会社石橋楽器店　御茶ノ水本店 小売業 その他小売 5%

74,231 東京都 千代田区 株式会社石橋楽器店 ＦＩＮＥＳＴＧＵＩＴＡＲＳ 小売業 その他小売 5%

74,232 東京都 千代田区 イタリア書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,233 東京都 千代田区 株式会社一世館 小売業 衣料品 5%

74,234 東京都 千代田区 株式会社インターブックス サービス その他サービス 5%

74,235 東京都 千代田区 株式会社ウォッチ・ホスピタル　神田店 サービス その他サービス 5%

74,236 東京都 千代田区 株式会社エダンブールパリ 小売業 衣料品 5%

74,237 東京都 千代田区 株式会社ａｉｌｅｒｏｎ サービス その他サービス 5%

74,238 東京都 千代田区 株式会社キチベエ 小売業 衣料品 5%

74,239 東京都 千代田区 株式会社クロステック サービス その他サービス 5%

74,240 東京都 千代田区 月子屋 サービス その他サービス 5%

74,241 東京都 千代田区 株式会社サンファーム商事　Ｈｅｒｂ　Ｃｅｎｔｅｒ 小売業 その他小売 5%

74,242 東京都 千代田区 株式会社サンレー 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,243 東京都 千代田区 株式会社システムファイブ 小売業 その他小売 5%

74,244 東京都 千代田区 株式会社写真館フジ サービス その他サービス 5%

74,245 東京都 千代田区 （株）Ｓｐａｃｅ－Ｍａｒｋｅｔ 小売業 衣料品 5%

74,246 東京都 千代田区 株式会社ＳｏＬａｂｏ サービス その他サービス 5%

74,247 東京都 千代田区 ＤＩＹＣＩＴＹ サービス その他サービス 5%

74,248 東京都 千代田区 株式会社ダイナミックオーディオ 小売業 家具・調度品 5%

74,249 東京都 千代田区 株式会社デューティフル サービス その他サービス 5%

74,250 東京都 千代田区 株式会社日商 サービス その他サービス 5%

74,251 東京都 千代田区 株式会社ｈａｃｏ． サービス その他サービス 5%

74,252 東京都 千代田区 株式会社８８エンタテインメント 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,253 東京都 千代田区 株式会社ファシオ・コンサルティング サービス その他サービス 5%

74,254 東京都 千代田区 株式会社ＶＪＩＩＣ－Ｊａｐａｎ サービス その他サービス 5%

74,255 東京都 千代田区 フレアジェム 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,256 東京都 千代田区 株式会社リミテッドアローズ サービス その他サービス 5%
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74,257 東京都 千代田区 株式会社ＲｏＫｕ サービス その他サービス 5%

74,258 東京都 千代田区 株式会社さらら サービス その他サービス 5%

74,259 東京都 千代田区 カプセルバリュー神田 サービス 宿泊業 5%

74,260 東京都 千代田区 かまくら・もつ道　秋葉原店 サービス 飲食業 5%

74,261 東京都 千代田区 ＫＡＭＩＫＡＺＥＳＴＹＬＥ カミカゼスタイル秋葉原店 小売業 衣料品 5%

74,262 東京都 千代田区 ＫＡＭＯＳ日比谷 サービス 飲食業 5%

74,263 東京都 千代田区 カラオケパセラ秋葉原昭和通り館 サービス 飲食業 5%

74,264 東京都 千代田区 カラオケパセラ秋葉原電気街 サービス 飲食業 5%

74,265 東京都 千代田区 カラオケパセラ秋葉原電気街 サービス 飲食業 5%

74,266 東京都 千代田区 カラオケパセラアキバマルチエンターテインメント サービス 飲食業 5%

74,267 東京都 千代田区 カラオケパセラアキバマルチエンターテインメント サービス 飲食業 5%

74,268 東京都 千代田区 カラオケパセラアキバマルチエンターテインメント サービス 飲食業 5%

74,269 東京都 千代田区 カラオケパセラアキバマルチエンターテインメント サービス 飲食業 5%

74,270 東京都 千代田区 カラオケパセラアキバマルチエンターテインメント サービス 飲食業 5%

74,271 東京都 千代田区 カラオケパセラアキバマルチエンターテインメント サービス 飲食業 5%

74,272 東京都 千代田区 ＫＡＲＡＫＵＲＩ　ＫＡＲＡＫＵＲＩ　?　Ｃｒａｆｔ　Ｂｅｅｒ　　　Ｏｄｅｎ　　　Ｓａｋｅ　? サービス 飲食業 5%

74,273 東京都 千代田区 カラコンショップチェルシー サービス その他サービス 5%

74,274 東京都 千代田区 カラダファクトリー サービス その他サービス 5%

74,275 東京都 千代田区 カラダファクトリー　大手町プレイス店 サービス その他サービス 5%

74,276 東京都 千代田区 からつ サービス 飲食業 5%

74,277 東京都 千代田区 カラマツトレイン　神田駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,278 東京都 千代田区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ＪＲ秋葉原駅昭和通り口店 サービス 飲食業 2%

74,279 東京都 千代田区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ＪＲ飯田橋駅西口店 サービス 飲食業 2%

74,280 東京都 千代田区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋千代田区麹町店 サービス 飲食業 2%

74,281 東京都 千代田区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋千代田区専大通店 サービス 飲食業 2%

74,282 東京都 千代田区 ＧＡＬＬＥＲＩＡ　ｅｓｐｏｒｔｓ　Ｌｏｕｎｇｅ 小売業 電化製品 5%

74,283 東京都 千代田区 カワイモデル 小売業 その他小売 5%

74,284 東京都 千代田区 川口産業 小売業 電化製品 5%

74,285 東京都 千代田区 眼鏡店オグラ　市ケ谷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,286 東京都 千代田区 ガンキング秋葉原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,287 東京都 千代田区 元祖札幌や丸の内店 サービス 飲食業 5%

74,288 東京都 千代田区 神田 江戸ッ子寿司 中店 サービス 飲食業 5%

74,289 東京都 千代田区 神田あじぐらなまこ屋 サービス 飲食業 5%

74,290 東京都 千代田区 セブン－イレブン神田和泉町店 小売業 食料品 2%

74,291 東京都 千代田区 セブン－イレブン神田岩本町店 小売業 食料品 2%

74,292 東京都 千代田区 神田魚金 サービス 飲食業 5%

74,293 東京都 千代田区 セブン－イレブン神田駅北口店 小売業 食料品 2%

74,294 東京都 千代田区 セブン－イレブン神田駅南口店 小売業 食料品 2%

74,295 東京都 千代田区 神田江戸銀 サービス 飲食業 5%

74,296 東京都 千代田区 神田江戸銀　九段北店 サービス 飲食業 5%

74,297 東京都 千代田区 神田江戸銀　九段店 サービス 飲食業 5%

74,298 東京都 千代田区 神田江戸銀　本店 サービス 飲食業 5%
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74,299 東京都 千代田区 神田江戸ッ子寿司　彩 サービス 飲食業 5%

74,300 東京都 千代田区 神田江戸ッ子寿司　中店 サービス 飲食業 5%

74,301 東京都 千代田区 神田江戸ッ子寿司　西口店 サービス 飲食業 5%

74,302 東京都 千代田区 神田江戸之家 サービス 飲食業 5%

74,303 東京都 千代田区 神田炎蔵　秋葉原 サービス 飲食業 5%

74,304 東京都 千代田区 セブン－イレブン神田小川町２丁目店 小売業 食料品 2%

74,305 東京都 千代田区 セブン－イレブン神田鍛冶町３丁目店 小売業 食料品 2%

74,306 東京都 千代田区 神田Ｋ－ＢＯＸ 小売業 その他小売 5%

74,307 東京都 千代田区 神田酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

74,308 東京都 千代田区 神田事務用品 小売業 家具・調度品 5%

74,309 東京都 千代田区 セブン－イレブン神田神保町１丁目店 小売業 食料品 2%

74,310 東京都 千代田区 セブン－イレブン神田神保町３丁目店 小売業 食料品 2%

74,311 東京都 千代田区 セブン－イレブン神田神保町２丁目店 小売業 食料品 2%

74,312 東京都 千代田区 セブン－イレブン神田すずらん通り店 小売業 食料品 2%

74,313 東京都 千代田区 セブン－イレブン神田須田町中央通り店 小売業 食料品 2%

74,314 東京都 千代田区 神田大喜靴店 小売業 衣料品 5%

74,315 東京都 千代田区 セブン－イレブン神田錦町千代田通り店 小売業 食料品 2%

74,316 東京都 千代田区 セブン－イレブン神田錦町２丁目店 小売業 食料品 2%

74,317 東京都 千代田区 神田パック 小売業 その他小売 5%

74,318 東京都 千代田区 神田ＰＩＣＯ サービス その他サービス 5%

74,319 東京都 千代田区 神田仏蘭西料理　聖橋亭 サービス 飲食業 5%

74,320 東京都 千代田区 セブン－イレブン神田三崎町２丁目店 小売業 食料品 2%

74,321 東京都 千代田区 神田三原堂 小売業 食料品 5%

74,322 東京都 千代田区 神田明神下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

74,323 東京都 千代田区 神田明神下みやび サービス 飲食業 5%

74,324 東京都 千代田区 神田よしかめ サービス 飲食業 5%

74,325 東京都 千代田区 神田ワイン食堂パパン サービス 飲食業 5%

74,326 東京都 千代田区 広東炒麺南国酒家東京駅店 サービス 飲食業 5%

74,327 東京都 千代田区 紀尾井町サロンホール＆スタジオ サービス その他サービス 5%

74,328 東京都 千代田区 Ｃｈｉｏｃｃｉｏｌ＠ｐｉｚｚｅｒｉａ サービス 飲食業 5%

74,329 東京都 千代田区 北井画廊 小売業 家具・調度品 5%

74,330 東京都 千代田区 北の国バル神保町店 サービス 飲食業 5%

74,331 東京都 千代田区 セブン－イレブン北の丸スクエア店 小売業 食料品 2%

74,332 東京都 千代田区 ギタープラネット 小売業 その他小売 5%

74,333 東京都 千代田区 ギタープラネット 小売業 その他小売 5%

74,334 東京都 千代田区 ギターワークショップ 小売業 その他小売 5%

74,335 東京都 千代田区 吉座紀尾井町 サービス 飲食業 5%

74,336 東京都 千代田区 ＫＩＣＨＩＲＩ秋葉原 サービス 飲食業 5%

74,337 東京都 千代田区 橘昌文銭堂 小売業 食料品 5%

74,338 東京都 千代田区 キッチン晴 サービス 飲食業 5%

74,339 東京都 千代田区 喜道庵　神保町店 サービス 飲食業 5%

74,340 東京都 千代田区 株式会社甲子屋酒店 小売業 食料品 5%
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74,341 東京都 千代田区 竹ノ輪 小売業 衣料品 5%

74,342 東京都 千代田区 キモノ里親さがし 小売業 衣料品 5%

74,343 東京都 千代田区 キャピック　ショップ サービス その他サービス 5%

74,344 東京都 千代田区 木山／清壽 サービス 飲食業 5%

74,345 東京都 千代田区 キャメルダイナー サービス 飲食業 5%

74,346 東京都 千代田区 ギャラリーそうめい堂 小売業 その他小売 5%

74,347 東京都 千代田区 キャンティ・デュエ サービス 飲食業 5%

74,348 東京都 千代田区 キャンティ・デュエ サービス 飲食業 5%

74,349 東京都 千代田区 キャンディフルーツオプティカル 小売業 その他小売 5%

74,350 東京都 千代田区 ｃｕｒｅ?ｔｏｋｙｏ サービス 理容・美容業 5%

74,351 東京都 千代田区 ｃｕｉ－ｃｕｉルミネ有楽町店 サービス 飲食業 5%

74,352 東京都 千代田区 牛角飯田橋店 サービス 飲食業 2%

74,353 東京都 千代田区 牛角飯田橋西口駅前店 サービス 飲食業 2%

74,354 東京都 千代田区 牛かすうどんりっちゃん神保町店 サービス 飲食業 5%

74,355 東京都 千代田区 牛たん伊地知 サービス 飲食業 5%

74,356 東京都 千代田区 杏雲堂病院売店 小売業 その他小売 5%

74,357 東京都 千代田区 協栄産業 小売業 その他小売 5%

74,358 東京都 千代田区 協栄産業　東京店 小売業 その他小売 5%

74,359 東京都 千代田区 餃子の郷 サービス 飲食業 5%

74,360 東京都 千代田区 協伸商会 サービス その他サービス 5%

74,361 東京都 千代田区 行政書士関くらま事務所 サービス その他サービス 5%

74,362 東京都 千代田区 京膳 サービス 飲食業 5%

74,363 東京都 千代田区 京都勝牛秋葉原 サービス 飲食業 5%

74,364 東京都 千代田区 京都勝牛小川町店 サービス 飲食業 5%

74,365 東京都 千代田区 玉川堂 小売業 その他小売 5%

74,366 東京都 千代田区 魚菜すし小袖 サービス 飲食業 5%

74,367 東京都 千代田区 魚匠屋 飯田橋本店 サービス 飲食業 5%

74,368 東京都 千代田区 ギラロッシュブティック 小売業 衣料品 5%

74,369 東京都 千代田区 きりしまフラワー川崎店 小売業 その他小売 5%

74,370 東京都 千代田区 ギル　神田店 小売業 その他小売 5%

74,371 東京都 千代田区 銀座篝大手町店 サービス 飲食業 5%

74,372 東京都 千代田区 銀座　３００ＢＡＲ　ＮＥＸＴ サービス 飲食業 5%

74,373 東京都 千代田区 吟まる サービス 飲食業 5%

74,374 東京都 千代田区 金融デザイン株式会社 東京本店 サービス その他サービス 5%

74,375 東京都 千代田区 クアアイナ　神田駿河台店 サービス 飲食業 5%

74,376 東京都 千代田区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ秋葉原店 小売業 その他小売 5%

74,377 東京都 千代田区 ＱＵＥＥＮ　ＤＯＬＣＥ サービス 飲食業 5%

74,378 東京都 千代田区 食右衛門　朝霞台店 サービス 飲食業 5%

74,379 東京都 千代田区 クオ－レ　ド－ロ サービス 飲食業 5%

74,380 東京都 千代田区 ＫＵＯＮ（久遠） サービス 飲食業 5%

74,381 東京都 千代田区 串かつ　でんがな　大手町店 サービス 飲食業 5%

74,382 東京都 千代田区 串かつ　でんがな　神田西口店 サービス 飲食業 5%

1773



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

74,383 東京都 千代田区 串かつ　でんがな　神田南口店 サービス 飲食業 5%

74,384 東京都 千代田区 串吟 １号店 サービス 飲食業 5%

74,385 東京都 千代田区 串吟　３号店 サービス 飲食業 5%

74,386 東京都 千代田区 串吟３号店 サービス 飲食業 5%

74,387 東京都 千代田区 串吟２号店 サービス 飲食業 5%

74,388 東京都 千代田区 串神坊 サービス 飲食業 5%

74,389 東京都 千代田区 串特急　神田店 サービス 飲食業 5%

74,390 東京都 千代田区 串焼きうどの サービス 飲食業 5%

74,391 東京都 千代田区 串よし　お茶の水店 サービス 飲食業 5%

74,392 東京都 千代田区 グストディマサノブ　東京店 小売業 衣料品 5%

74,393 東京都 千代田区 くすの木 サービス 飲食業 5%

74,394 東京都 千代田区 九段ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

74,395 東京都 千代田区 セブン－イレブン九段北靖国通り店 小売業 食料品 2%

74,396 東京都 千代田区 セブン－イレブン九段北４丁目店 小売業 食料品 2%

74,397 東京都 千代田区 九段下藤井屋餃子専門店 サービス 飲食業 5%

74,398 東京都 千代田区 セブン－イレブン九段南３丁目店 小売業 食料品 2%

74,399 東京都 千代田区 倉木 サービス 飲食業 5%

74,400 東京都 千代田区 クラシカルカコ帝国ホテルプラザ店 サービス その他サービス 5%

74,401 東京都 千代田区 ＫＵＲＡＭＯＴＯ　ＳＴＡＮＤ 小売業 食料品 5%

74,402 東京都 千代田区 グランドセントラルホテル サービス 宿泊業 5%

74,403 東京都 千代田区 ＧＲＡＮＤ　ｐｅｏｎｙ サービス その他サービス 5%

74,404 東京都 千代田区 クリエイティブ・メディア株式会社 小売業 電化製品 5%

74,405 東京都 千代田区 クリスプ・サラダワ－クス丸の内店 サービス 飲食業 5%

74,406 東京都 千代田区 ＧＬＩＴＣＨ＿ＪＩＭＢＯＣＨＯ サービス 飲食業 5%

74,407 東京都 千代田区 グリルドエイジング・ビーフ＆デリカテッセ サービス 飲食業 5%

74,408 東京都 千代田区 グリーンテラス サービス 飲食業 5%

74,409 東京都 千代田区 Ｃｌｅ－Ｃｌｅ秋葉原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,410 東京都 千代田区 ＱＬＱＬ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

74,411 東京都 千代田区 くるり サービス 飲食業 5%

74,412 東京都 千代田区 グロースマネジメント サービス その他サービス 5%

74,413 東京都 千代田区 ｇｒｏｗＢ　ｆｉｔ　ｊａｍ サービス その他サービス 5%

74,414 東京都 千代田区 羣青出版社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,415 東京都 千代田区 株式会社ＫＩＴ 小売業 その他小売 5%

74,416 東京都 千代田区 セブン－イレブンＫＤＤＩ大手町ビル店 小売業 食料品 2%

74,417 東京都 千代田区 セブン－イレブンＫＤＤＩ本社店 小売業 食料品 2%

74,418 東京都 千代田区 ＫａｔｅＲｏｓｅ皇居前店 小売業 その他小売 5%

74,419 東京都 千代田区 Ｋ．マサコ 小売業 衣料品 5%

74,420 東京都 千代田区 ＫＫＡＧ サービス その他サービス 5%

74,421 東京都 千代田区 Ｋ－ＳＴＹＬＥＨＡＩＲＳＴＵＤＩＯ神保町店 サービス 理容・美容業 5%

74,422 東京都 千代田区 ケータイラボ サービス その他サービス 5%

74,423 東京都 千代田区 ＧＡＵＧＥ サービス 飲食業 5%

74,424 東京都 千代田区 ゲラルディーニ　丸ノ内店 小売業 衣料品 5%
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74,425 東京都 千代田区 弦楽器Ｔｏｎｉｃａ 小売業 その他小売 5%

74,426 東京都 千代田区 健康指導師会 サービス その他サービス 5%

74,427 東京都 千代田区 健康夢空間 サービス 理容・美容業 5%

74,428 東京都 千代田区 虔十書林 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,429 東京都 千代田区 Ｋｅｎｔ　Ａｖｅ．大手町店 小売業 衣料品 5%

74,430 東京都 千代田区 源来酒家 サービス 飲食業 5%

74,431 東京都 千代田区 コアスタジオ サービス その他サービス 5%

74,432 東京都 千代田区 小粋酒場 サービス 飲食業 5%

74,433 東京都 千代田区 コイズミ無線　ミツウロコ店５Ｆ 小売業 電化製品 5%

74,434 東京都 千代田区 ｃｏｉｎｂｕｓ サービス その他サービス 5%

74,435 東京都 千代田区 工具のさいとう 小売業 家具・調度品 5%

74,436 東京都 千代田区 セブン－イレブン麹町日テレ通り店 小売業 食料品 2%

74,437 東京都 千代田区 麹町治はり灸指圧治療院 サービス 理容・美容業 5%

74,438 東京都 千代田区 麹町ＢＩＳＴＲＯ　階段の途中 サービス 飲食業 5%

74,439 東京都 千代田区 麹町マリーノ 小売業 その他小売 5%

74,440 東京都 千代田区 興生堂薬局 小売業 その他小売 5%

74,441 東京都 千代田区 合同会社かぴばら サービス その他サービス 5%

74,442 東京都 千代田区 合同出版 サービス その他サービス 5%

74,443 東京都 千代田区 合同出版株式会社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,444 東京都 千代田区 Ｋｏｍｉｎｋａｎ 小売業 その他小売 5%

74,445 東京都 千代田区 国際クリーニング　大手町店 サービス その他サービス 5%

74,446 東京都 千代田区 ＣｏＣｏ壱番屋神田駅北口店 サービス 飲食業 2%

74,447 東京都 千代田区 ここくらふと サービス 飲食業 5%

74,448 東京都 千代田区 ココナッツ　東京本店 小売業 その他小売 5%

74,449 東京都 千代田区 ゴシックホリック 小売業 衣料品 5%

74,450 東京都 千代田区 越村税理士事務所 サービス その他サービス 5%

74,451 東京都 千代田区 五拾画廊 小売業 家具・調度品 5%

74,452 東京都 千代田区 ＣｏｓｍｅＫｉｔｃｈｅｎルミネ有楽町店 小売業 衣料品 5%

74,453 東京都 千代田区 古典版画　東洲斎 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,454 東京都 千代田区 古美術鼎 小売業 家具・調度品 5%

74,455 東京都 千代田区 八十八楽　日比谷店 サービス 飲食業 5%

74,456 東京都 千代田区 こめらく　有楽町店 サービス 飲食業 5%

74,457 東京都 千代田区 コモンドライブ サービス その他サービス 5%

74,458 東京都 千代田区 小山弓具 小売業 その他小売 5%

74,459 東京都 千代田区 煌蘭　丸の内店 サービス 飲食業 5%

74,460 東京都 千代田区 コルネリアーニ　丸の内店 小売業 衣料品 5%

74,461 東京都 千代田区 これいい和　イベント用 小売業 その他小売 5%

74,462 東京都 千代田区 コロナール戸部 小売業 衣料品 5%

74,463 東京都 千代田区 コンタクト・ナウ 小売業 その他小売 5%

74,464 東京都 千代田区 コンディショニングサロン　リモア サービス その他サービス 5%

74,465 東京都 千代田区 株式会社コンピュータリブ 小売業 衣料品 5%

74,466 東京都 千代田区 ＴＨＥ　ＳＵＮＳ　神田小川町店 小売業 その他小売 5%

1775



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

74,467 東京都 千代田区 ザ・ペニンシュラ東京ウェディング サービス その他サービス 5%

74,468 東京都 千代田区 ＳｙＷｅｌｌ サービス その他サービス 5%

74,469 東京都 千代田区 Ｚｉｏｎ株式会社 サービス その他サービス 5%

74,470 東京都 千代田区 さかいやスポーツ 小売業 その他小売 5%

74,471 東京都 千代田区 さかいやスポーツ　シューズ館 小売業 その他小売 5%

74,472 東京都 千代田区 さかいやスポーツ３号館 小売業 その他小売 5%

74,473 東京都 千代田区 （有）栄家 サービス 飲食業 5%

74,474 東京都 千代田区 さかぐち 小売業 食料品 5%

74,475 東京都 千代田区 さかなさま　さかなさま大手町店 サービス 飲食業 5%

74,476 東京都 千代田区 株式会社　相模屋平助商店 小売業 食料品 5%

74,477 東京都 千代田区 サクラカフェ　神保町 サービス 飲食業 5%

74,478 東京都 千代田区 櫻組製靴 小売業 その他小売 5%

74,479 東京都 千代田区 サクラホテル神保町 サービス 宿泊業 5%

74,480 東京都 千代田区 株式会社　櫻屋 小売業 その他小売 5%

74,481 東京都 千代田区 咲蘭房 サービス 飲食業 5%

74,482 東京都 千代田区 酒処米俵吟蔵 サービス 飲食業 5%

74,483 東京都 千代田区 ザ・コンランショップ　丸の内店 小売業 家具・調度品 5%

74,484 東京都 千代田区 笹川 サービス 飲食業 5%

74,485 東京都 千代田区 ササキレコード社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,486 東京都 千代田区 笹一葉本舗 小売業 食料品 5%

74,487 東京都 千代田区 ＺＡＰＰＡ サービス 飲食業 5%

74,488 東京都 千代田区 佐藤養助赤坂店 サービス 飲食業 5%

74,489 東京都 千代田区 ザ ビーお茶の水 ザ ビーお茶の水 サービス 宿泊業 5%

74,490 東京都 千代田区 サブウェイ日比谷シティ店 サービス 飲食業 5%

74,491 東京都 千代田区 座楽　神保町店 サービス 飲食業 5%

74,492 東京都 千代田区 茶らく東京駅キッチンストリート店 サービス 飲食業 5%

74,493 東京都 千代田区 Ｓａｒｔｏｒｉｎａ 小売業 衣料品 5%

74,494 東京都 千代田区 Ｓａｒｔｏｒｉｎａ　帝国店 小売業 衣料品 5%

74,495 東京都 千代田区 サルトリーナ　ブティック 小売業 衣料品 5%

74,496 東京都 千代田区 ＳａｌｏｎｄｅＧａｕｃｈｏ 小売業 衣料品 5%

74,497 東京都 千代田区 Ｓａｗａｄｅｅ麹町店 サービス 飲食業 5%

74,498 東京都 千代田区 燦 サービス 飲食業 5%

74,499 東京都 千代田区 三喜商事　ＴＡＰ’Ｓ　ＢＯＸ サービス その他サービス 5%

74,500 東京都 千代田区 サンクレールコンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,501 東京都 千代田区 サンクレールメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,502 東京都 千代田区 三恵書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,503 東京都 千代田区 サンコーレアモノショップ 小売業 電化製品 5%

74,504 東京都 千代田区 サンコーレアモノショップ本店 小売業 電化製品 5%

74,505 東京都 千代田区 サンザ　川崎支店 サービス 宿泊業 5%

74,506 東京都 千代田区 三蔵　秋葉原総本店 サービス 飲食業 5%

74,507 東京都 千代田区 三蔵　岩本町店 サービス 飲食業 5%

74,508 東京都 千代田区 ＳＵＮＤＡＹ サービス 飲食業 5%
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74,509 東京都 千代田区 ＳＡＮＴＥ＇ＬＡＢ サービス その他サービス 5%

74,510 東京都 千代田区 三徳飯田橋店 小売業 食料品 5%

74,511 東京都 千代田区 ３２０ｄｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

74,512 東京都 千代田区 しあつ村 サービス その他サービス 5%

74,513 東京都 千代田区 ジーエフセカンド 小売業 電化製品 5%

74,514 東京都 千代田区 ジーエフセカンド 小売業 電化製品 5%

74,515 東京都 千代田区 ＪＡ　Ｍｏｂｉｌｅ秋葉原店 小売業 電化製品 5%

74,516 東京都 千代田区 Ｊ　ＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

74,517 東京都 千代田区 ジェイブリッジ サービス 飲食業 5%

74,518 東京都 千代田区 ＧＥＮＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,519 東京都 千代田区 四季の味　大鉄 サービス 飲食業 5%

74,520 東京都 千代田区 四季の味　おかず家 サービス 飲食業 5%

74,521 東京都 千代田区 シグマプランニングサービス サービス その他サービス 5%

74,522 東京都 千代田区 自炊の森　秋葉原店 サービス その他サービス 5%

74,523 東京都 千代田区 ＴａｍａｔｅｂａｃｏＳｔｏｒｅ 小売業 その他小売 5%

74,524 東京都 千代田区 ＳＨＩ?ＴＥＮ サービス 飲食業 5%

74,525 東京都 千代田区 自動車技術会 サービス その他サービス 5%

74,526 東京都 千代田区 地鶏や水道橋店 サービス 飲食業 5%

74,527 東京都 千代田区 品川甚作本店 サービス 飲食業 5%

74,528 東京都 千代田区 シナコバ赤坂店 小売業 衣料品 5%

74,529 東京都 千代田区 暫亭 サービス 飲食業 5%

74,530 東京都 千代田区 西伯利亜毛皮店 小売業 衣料品 5%

74,531 東京都 千代田区 西伯利亜毛皮　帝国ホテル店 小売業 衣料品 5%

74,532 東京都 千代田区 西伯利亜毛皮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,533 東京都 千代田区 司法書士原田照三事務所 サービス その他サービス 5%

74,534 東京都 千代田区 シーボニアメンズクラブ サービス 飲食業 5%

74,535 東京都 千代田区 ＪａｇｕａｒＢｒｏｗｎ　秋葉原店 サービス 飲食業 5%

74,536 東京都 千代田区 ＪＡＧＡＴ株式会社 サービス その他サービス 5%

74,537 東京都 千代田区 株式会社写真館フジ　写真館フジ サービス その他サービス 5%

74,538 東京都 千代田区 ジャックポット　国際ビル サービス 飲食業 5%

74,539 東京都 千代田区 ジャックポット　丸の内 サービス 飲食業 5%

74,540 東京都 千代田区 ＳＨＩＡＴＺＹ　ＣＨＥＮ　有楽町 小売業 衣料品 5%

74,541 東京都 千代田区 Ｊａｐａｎｅｓｅ　ＳＡＫＥ　ＳＴＡＮＤ　８５　ハッコー サービス 飲食業 5%

74,542 東京都 千代田区 ＪＡＰＡＮＳＡＫＥＣＯＬＬＥＣＴＩＯｎ サービス その他サービス 5%

74,543 東京都 千代田区 ＪａｐａｎＢｌｕｅＣｒａｆｔ サービス その他サービス 5%

74,544 東京都 千代田区 ＪＭＣコンディショ二ングｌａｂ サービス その他サービス 5%

74,545 東京都 千代田区 しゃぶ吟 サービス 飲食業 5%

74,546 東京都 千代田区 しゃぶせん　市ヶ谷店 サービス 飲食業 5%

74,547 東京都 千代田区 Ｃｈａｍｐ　ｄｅ　Ｓｏｌｅｉｌ サービス 飲食業 5%

74,548 東京都 千代田区 ＳＨＡＮＧＳ ＣＡＦＥ  シャンズカフェ サービス 飲食業 5%

74,549 東京都 千代田区 シャンテクレール東京店 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,550 東京都 千代田区 じゃんぱら 小売業 電化製品 5%
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74,551 東京都 千代田区 じゃんぱら　秋葉原５号店 小売業 電化製品 5%

74,552 東京都 千代田区 じゃんぱら　秋葉原３号店 小売業 電化製品 5%

74,553 東京都 千代田区 じゃんぱら　秋葉原２号店 小売業 電化製品 5%

74,554 東京都 千代田区 じゃんぱら　秋葉原本店 小売業 電化製品 5%

74,555 東京都 千代田区 じゃんぱら　秋葉原４号店 小売業 電化製品 5%

74,556 東京都 千代田区 じゃんぱら　神田西口店 小売業 電化製品 5%

74,557 東京都 千代田区 じゃんぱら　神保町店 小売業 電化製品 5%

74,558 東京都 千代田区 じゃんぱら　Ｄ－Ｓｔｙｌｅ 小売業 電化製品 5%

74,559 東京都 千代田区 じゃんぱら　パウきたいけぶくろ店 小売業 電化製品 5%

74,560 東京都 千代田区 セブン－イレブン衆議院第一議員会館店 小売業 食料品 2%

74,561 東京都 千代田区 セブン－イレブン衆議院第二議員会館店 小売業 食料品 2%

74,562 東京都 千代田区 ジューシーロック・ルミネ有楽町店 小売業 衣料品 5%

74,563 東京都 千代田区 ＳｈｏｅＳｈｉｎｅＷＯＲＫＳ合同会社 サービス その他サービス 5%

74,564 東京都 千代田区 十々 サービス 飲食業 5%

74,565 東京都 千代田区 シューズメイト神保町店 小売業 衣料品 5%

74,566 東京都 千代田区 シューズメイト秋葉原店 小売業 衣料品 5%

74,567 東京都 千代田区 Ａｋｉｂａ　Ｂａｓｅ サービス 飲食業 5%

74,568 東京都 千代田区 修ボクシングジム サービス その他サービス 5%

74,569 東京都 千代田区 ＳＨＯＥ?ＲＥ 日比谷シティ店 サービス その他サービス 5%

74,570 東京都 千代田区 ｃｈｏｕｃｈｏｕ／一凛四ツ谷店 サービス 飲食業 5%

74,571 東京都 千代田区 シューズメイト神田北口店 小売業 衣料品 5%

74,572 東京都 千代田区 シューティングレンジターゲットワ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,573 東京都 千代田区 シュフリー サービス その他サービス 5%

74,574 東京都 千代田区 春秋　つぎはぎ サービス 飲食業 5%

74,575 東京都 千代田区 春秋ツギハギ日比谷店 サービス 飲食業 5%

74,576 東京都 千代田区 ジョアン＆ディヴィッド 小売業 衣料品 5%

74,577 東京都 千代田区 セブン－イレブン上智大学店 小売業 食料品 2%

74,578 東京都 千代田区 少年写真新聞社 株式会社少年写真新聞社 サービス その他サービス 5%

74,579 東京都 千代田区 賞美堂本店東京店 小売業 家具・調度品 5%

74,580 東京都 千代田区 叙々苑　游玄亭　有楽町マリオン店 サービス 飲食業 5%

74,581 東京都 千代田区 女性専門フィットネスショップＬＥＡＮＭＡＫＥ 小売業 その他小売 5%

74,582 東京都 千代田区 書泉グランデ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,583 東京都 千代田区 書泉ブックタワー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,584 東京都 千代田区 Ｓｈｏｐ　チロルチョコ 小売業 食料品 5%

74,585 東京都 千代田区 しらとりスポーツサポート　しらとりスポーツサポート サービス その他サービス 5%

74,586 東京都 千代田区 私立輝羅星学院アイドル部 サービス 飲食業 5%

74,587 東京都 千代田区 Ｇ－ｒｅｃスタジオ 小売業 その他小売 5%

74,588 東京都 千代田区 城山ひかる サービス 理容・美容業 5%

74,589 東京都 千代田区 シンクファクトリー 小売業 電化製品 5%

74,590 東京都 千代田区 新時代秋葉原本店 サービス 飲食業 5%

74,591 東京都 千代田区 伸商事株式会社 小売業 電化製品 5%

74,592 東京都 千代田区 晋善ＩＮＢ株式会社 サービス その他サービス 5%
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74,593 東京都 千代田区 新台北 サービス 飲食業 5%

74,594 東京都 千代田区 新東京ビルドラッグ 小売業 その他小売 5%

74,595 東京都 千代田区 新日本補聴器センター　水道橋店 小売業 その他小売 5%

74,596 東京都 千代田区 神保町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

74,597 東京都 千代田区 神保町　美容院　ｌｉｖｒｅ サービス 理容・美容業 5%

74,598 東京都 千代田区 神保町魚金　弐 サービス 飲食業 5%

74,599 東京都 千代田区 神保町画廊 小売業 家具・調度品 5%

74,600 東京都 千代田区 神保町第一ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

74,601 東京都 千代田区 神保町どまん中 サービス 飲食業 5%

74,602 東京都 千代田区 神保町まる幸 サービス 飲食業 5%

74,603 東京都 千代田区 神保町ミスティ サービス 飲食業 5%

74,604 東京都 千代田区 ｊｉｍｂｏｃｈｏ サービス 飲食業 5%

74,605 東京都 千代田区 新丸の内センタービルドラッグ 小売業 その他小売 5%

74,606 東京都 千代田区 シンメトリー秋葉原店 サービス その他サービス 5%

74,607 東京都 千代田区 深夜料亭あかり サービス 飲食業 5%

74,608 東京都 千代田区 新有楽町ビルドラッグ 小売業 その他小売 5%

74,609 東京都 千代田区 水素サロンＲ　Ｄ サービス その他サービス 5%

74,610 東京都 千代田区 水道橋黒龍／鳥弦 サービス 飲食業 5%

74,611 東京都 千代田区 スーパーポテト　秋葉原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,612 東京都 千代田区 ＳＯＵＰ　ＤＥＬＩ サービス 飲食業 5%

74,613 東京都 千代田区 スカイ大手町プレイス店 サービス 理容・美容業 5%

74,614 東京都 千代田区 スカイ有楽町店 サービス 理容・美容業 5%

74,615 東京都 千代田区 杉山商店 小売業 その他小売 5%

74,616 東京都 千代田区 スキャンマン株式会社 サービス その他サービス 5%

74,617 東京都 千代田区 ＳｑｕｅｅｚｅＰｌａｙ サービス その他サービス 5%

74,618 東京都 千代田区 スクニッツォ サービス 飲食業 5%

74,619 東京都 千代田区 スケール 小売業 衣料品 5%

74,620 東京都 千代田区 助七 サービス 飲食業 5%

74,621 東京都 千代田区 すごろくや神保町店 小売業 その他小売 5%

74,622 東京都 千代田区 鮨今よし麹町 サービス 飲食業 5%

74,623 東京都 千代田区 寿司・割烹　鈴政　東京麹町店 サービス 飲食業 5%

74,624 東京都 千代田区 すし割烹ふる里 サービス 飲食業 5%

74,625 東京都 千代田区 すし京辰東京駅八重洲口店 サービス 飲食業 5%

74,626 東京都 千代田区 寿司田東急プラザ赤坂店 サービス 飲食業 5%

74,627 東京都 千代田区 すし処　よね山 サービス 飲食業 5%

74,628 東京都 千代田区 寿司バル弁慶神田店 サービス 飲食業 5%

74,629 東京都 千代田区 鮨ひで サービス 飲食業 5%

74,630 東京都 千代田区 鈴木正巳法律事務所 サービス その他サービス 5%

74,631 東京都 千代田区 スタジオ　リボレ サービス その他サービス 5%

74,632 東京都 千代田区 スタジオシモカワ サービス その他サービス 5%

74,633 東京都 千代田区 スタジオリボレ サービス その他サービス 5%

74,634 東京都 千代田区 スタジオリボレ・パート２ サービス その他サービス 5%
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74,635 東京都 千代田区 すた～ず＠ＡＫＩＢＡ サービス 飲食業 5%

74,636 東京都 千代田区 スタディＰＣネット秋葉原末広町 サービス その他サービス 5%

74,637 東京都 千代田区 ステーキハウス　蛮々 サービス 飲食業 5%

74,638 東京都 千代田区 ステーキ屋暖手　秋葉原本店 サービス 飲食業 5%

74,639 東京都 千代田区 ステラコリス サービス 飲食業 5%

74,640 東京都 千代田区 スパッチオ 小売業 その他小売 5%

74,641 東京都 千代田区 スパニッシュダイナーＤｅｌｊｕｅｇｏ サービス 飲食業 5%

74,642 東京都 千代田区 スープストックトーキョーお茶の水店 サービス 飲食業 5%

74,643 東京都 千代田区 スマイリークレープ秋葉原店 小売業 食料品 5%

74,644 東京都 千代田区 スマッシュコア 小売業 電化製品 5%

74,645 東京都 千代田区 スマホ修理工房　秋葉原店 サービス その他サービス 5%

74,646 東京都 千代田区 セブン－イレブン住友商事竹橋ビル店 小売業 食料品 2%

74,647 東京都 千代田区 炭火焼鳥　高くら サービス 飲食業 5%

74,648 東京都 千代田区 スリーエイト神田東店 小売業 その他小売 2%

74,649 東京都 千代田区 スリーモンキーズカフェ　ＡＫＩＢＡ サービス 飲食業 5%

74,650 東京都 千代田区 駿河屋　秋葉原店　ゲーム館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,651 東京都 千代田区 駿河屋　秋葉原トレカ　ボードゲーム館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,652 東京都 千代田区 駿河屋秋葉原アニメ・ホビー館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,653 東京都 千代田区 駿河屋秋葉原駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,654 東京都 千代田区 駿河屋秋葉原ゲーム館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,655 東京都 千代田区 駿河屋秋葉原トレカ・ボードゲーム館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,656 東京都 千代田区 駿河屋秋葉原プラモデル館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,657 東京都 千代田区 駿河屋秋葉原本館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,658 東京都 千代田区 スロウカーブ サービス その他サービス 5%

74,659 東京都 千代田区 すわ庵 サービス 飲食業 5%

74,660 東京都 千代田区 生活彩家アーバンネット大手町店 小売業 その他小売 2%

74,661 東京都 千代田区 生活彩家御茶の水駅前店 小売業 その他小売 2%

74,662 東京都 千代田区 生活彩家神田錦町店 小売業 その他小売 2%

74,663 東京都 千代田区 清雅堂 小売業 その他小売 5%

74,664 東京都 千代田区 セイショップ 小売業 その他小売 5%

74,665 東京都 千代田区 清楚な子猫ちゃんのｃａｆｅ ｂａｒみゃおみゃお 清楚な子猫ちゃんのｃａｆｅ ｂａｒみゃおみゃお サービス 飲食業 5%

74,666 東京都 千代田区 整体アロマサロンＬＯＴＵＳ サービス その他サービス 5%

74,667 東京都 千代田区 整体骨盤調整コネクト九段下 サービス その他サービス 5%

74,668 東京都 千代田区 成文堂　国会議事堂店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,669 東京都 千代田区 税理士法人串田会計事務所 サービス その他サービス 5%

74,670 東京都 千代田区 税理士法人熊谷事務所 サービス その他サービス 5%

74,671 東京都 千代田区 税理士法人ＴＯＫＩＺＡＷＡ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ サービス その他サービス 5%

74,672 東京都 千代田区 税理士法人早川平会計 サービス その他サービス 5%

74,673 東京都 千代田区 税理士法人ファシオ・コンサルティング サービス その他サービス 5%

74,674 東京都 千代田区 星陵会館シーボニア サービス 飲食業 5%

74,675 東京都 千代田区 ＴＡＩＬＯＲ＆ＣＬＥＡＮＩＮＧＳＥＣＯＮＤＨＯＵＳＥ 小売業 衣料品 5%

74,676 東京都 千代田区 セカンドハンズ　お茶ノ水１号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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74,677 東京都 千代田区 セカンドハンズお茶ノ水２号店 小売業 電化製品 5%

74,678 東京都 千代田区 セカンドハンズお茶ノ水２号 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,679 東京都 千代田区 ＺｅＣＴｂｙＬｍ藤枝勇 サービス 飲食業 5%

74,680 東京都 千代田区 セシュエット サービス 飲食業 5%

74,681 東京都 千代田区 ＳＥＶ　ＳＰＯＲＴＳ 小売業 その他小売 5%

74,682 東京都 千代田区 ７Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

74,683 東京都 千代田区 セルフィユ軽井沢　有楽町イトシア 小売業 食料品 5%

74,684 東京都 千代田区 千石電商　秋葉原本店２Ｆ 小売業 その他小売 5%

74,685 東京都 千代田区 千石電商　秋葉原　２号店 小売業 その他小売 5%

74,686 東京都 千代田区 千石電商　ラジオデパート店 小売業 その他小売 5%

74,687 東京都 千代田区 千石電商　ラジオデパート店 サービス その他サービス 5%

74,688 東京都 千代田区 全国のおはこ料理と希少酒のお店地産十八番 サービス 飲食業 5%

74,689 東京都 千代田区 センチュリー法律事務所弁護士小澤亜季子 サービス その他サービス 5%

74,690 東京都 千代田区 セントラルウェルス株式会社 丸の内オフィス サービス その他サービス 5%

74,691 東京都 千代田区 セントラルホテル サービス 宿泊業 5%

74,692 東京都 千代田区 千疋屋総本店　飯野ビル店 サービス 飲食業 5%

74,693 東京都 千代田区 象彦 小売業 家具・調度品 5%

74,694 東京都 千代田区 セブン－イレブン外神田２丁目妻恋坂店 小売業 食料品 2%

74,695 東京都 千代田区 セブン－イレブン外神田４丁目店 小売業 食料品 2%

74,696 東京都 千代田区 蕎麦・酒膳　貴石 サービス 飲食業 5%

74,697 東京都 千代田区 蕎麦＆日本酒バル凪ワテラス店 サービス 飲食業 5%

74,698 東京都 千代田区 蕎麦小路さわらび サービス 飲食業 5%

74,699 東京都 千代田区 そば酒房福島 サービス 飲食業 5%

74,700 東京都 千代田区 ＳＯＲＡＮＯＩＲＯ サービス 飲食業 5%

74,701 東京都 千代田区 ＳＯＮＧＸＳＨＯＰ サービス その他サービス 5%

74,702 東京都 千代田区 ダーツカフェデルタ神田店 サービス 飲食業 5%

74,703 東京都 千代田区 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　秋葉原店 小売業 その他小売 5%

74,704 東京都 千代田区 大衆食堂幸村 サービス 飲食業 5%

74,705 東京都 千代田区 泰南飯店神保町店 サービス 飲食業 5%

74,706 東京都 千代田区 Ｄｉｎｉｎｇ Ｃａｆｅ Ｅｓｐｅｒｉａ ダイニングカフェ エスペリア サービス 飲食業 5%

74,707 東京都 千代田区 ダイニングカフェエスペリア サービス 飲食業 5%

74,708 東京都 千代田区 タイの食卓 オールドタイランド ＧＥＭＳ市ヶ谷店 サービス 飲食業 5%

74,709 東京都 千代田区 タイの食卓　オールド　タイランド　飯田橋店 サービス 飲食業 5%

74,710 東京都 千代田区 ダイビングショップ　ＡＱＵＯＳ 小売業 その他小売 5%

74,711 東京都 千代田区 ダイブ　クラップス 小売業 その他小売 5%

74,712 東京都 千代田区 タイヤ市場　本部 小売業 その他小売 5%

74,713 東京都 千代田区 ダイヤモンドカメラ　霞が関ビル店 小売業 電化製品 5%

74,714 東京都 千代田区 大陽出版　秋葉原営業所 サービス その他サービス 5%

74,715 東京都 千代田区 セブン－イレブン大和ハウス九段ビル店 小売業 食料品 2%

74,716 東京都 千代田区 台湾ＭＡＣＨＩ サービス 飲食業 5%

74,717 東京都 千代田区 高田眼鏡店　イイノビル本店 小売業 その他小売 5%

74,718 東京都 千代田区 高田眼鏡店　フコクビル店 小売業 その他小売 5%
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74,719 東京都 千代田区 宝塚アン　有楽町駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,720 東京都 千代田区 宝塚アン　有楽町駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,721 東京都 千代田区 タクミバイ国際クリーニング サービス その他サービス 5%

74,722 東京都 千代田区 たけがみ一轍そば サービス 飲食業 5%

74,723 東京都 千代田区 匡／瞬 サービス 飲食業 5%

74,724 東京都 千代田区 立食い　弁慶　神田店 サービス 飲食業 5%

74,725 東京都 千代田区 タックイン　秋葉原店 小売業 電化製品 5%

74,726 東京都 千代田区 株式会社タッドファー サービス その他サービス 5%

74,727 東京都 千代田区 ダーツハイブ　秋葉原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,728 東京都 千代田区 ＴＡＰ×ＴＡＰ　神田店 サービス 飲食業 5%

74,729 東京都 千代田区 伊達の牛たん本舗グランルーフ店 サービス 飲食業 5%

74,730 東京都 千代田区 タニタカフェ有楽町店 サービス 飲食業 5%

74,731 東京都 千代田区 ダブルフロンティア サービス その他サービス 5%

74,732 東京都 千代田区 田まる 田まる サービス 飲食業 5%

74,733 東京都 千代田区 溜池山王聘珍樓 サービス 飲食業 5%

74,734 東京都 千代田区 チーズミーツミート水道橋 サービス 飲食業 5%

74,735 東京都 千代田区 地下のスペインバルＡＬＢＡ サービス 飲食業 5%

74,736 東京都 千代田区 近松／亘 サービス 飲食業 5%

74,737 東京都 千代田区 チケッツトゥディ　ＴｏｋｙｏＣｉｔｙ　ｉ サービス その他サービス 5%

74,738 東京都 千代田区 千虎 サービス 飲食業 5%

74,739 東京都 千代田区 千房　有楽町ビックカメラ支店 サービス 飲食業 5%

74,740 東京都 千代田区 千房　有楽町ビックカメラ店 サービス 飲食業 5%

74,741 東京都 千代田区 ちゃくら サービス 飲食業 5%

74,742 東京都 千代田区 ＣｈａｔＢａｓｅ サービス 飲食業 5%

74,743 東京都 千代田区 中華料理 楼蘭 中華料理 楼蘭 サービス 飲食業 5%

74,744 東京都 千代田区 中華料理華福 サービス 飲食業 5%

74,745 東京都 千代田区 中国割烹泰南飯店日比谷店 サービス 飲食業 5%

74,746 東京都 千代田区 中国飯店市ヶ谷店 サービス 飲食業 5%

74,747 東京都 千代田区 中国料理　東園 サービス 飲食業 5%

74,748 東京都 千代田区 中国料理金陵 サービス 飲食業 5%

74,749 東京都 千代田区 張家麹町店 サービス 飲食業 5%

74,750 東京都 千代田区 張家虎ノ門店 サービス 飲食業 5%

74,751 東京都 千代田区 セブン－イレブン千代田一番町店 小売業 食料品 2%

74,752 東京都 千代田区 セブン－イレブン千代田岩本町１丁目店 小売業 食料品 2%

74,753 東京都 千代田区 セブン－イレブン千代田岩本町２丁目店 小売業 食料品 2%

74,754 東京都 千代田区 セブン－イレブン千代田区麹町３丁目店 小売業 食料品 2%

74,755 東京都 千代田区 セブン－イレブン千代田区麹町４丁目店 小売業 食料品 2%

74,756 東京都 千代田区 セブン－イレブン千代田五番町店 小売業 食料品 2%

74,757 東京都 千代田区 セブン－イレブン千代田三番町店 小売業 食料品 2%

74,758 東京都 千代田区 セブン－イレブン千代田大神宮通り店 小売業 食料品 2%

74,759 東京都 千代田区 セブン－イレブン千代田一ツ橋２丁目店 小売業 食料品 2%

74,760 東京都 千代田区 セブン－イレブン千代田平河町１丁目店 小売業 食料品 2%
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74,761 東京都 千代田区 セブン－イレブン千代田平河町２丁目店 小売業 食料品 2%

74,762 東京都 千代田区 セブン－イレブン千代田富士見１丁目店 小売業 食料品 2%

74,763 東京都 千代田区 セブン－イレブン千代田三崎町白山通り店 小売業 食料品 2%

74,764 東京都 千代田区 陳麻婆豆腐　東急プラザ赤坂店 サービス 飲食業 5%

74,765 東京都 千代田区 陳麻家 サービス 飲食業 5%

74,766 東京都 千代田区 Ｔｗｉｎａｎｇｅ 小売業 衣料品 5%

74,767 東京都 千代田区 Ｔｗｉｎａｎｇｅ 小売業 衣料品 5%

74,768 東京都 千代田区 つきじ植むら　山王茶寮店 サービス 飲食業 5%

74,769 東京都 千代田区 つけ蕎麦わびすけ サービス 飲食業 5%

74,770 東京都 千代田区 繋 サービス その他サービス 5%

74,771 東京都 千代田区 ツバキ　神田鍛冶町 サービス 飲食業 5%

74,772 東京都 千代田区 ツリーハウス肉バルジャックトマメノキ神田 サービス 飲食業 5%

74,773 東京都 千代田区 ティーエヌ神保町店 サービス その他サービス 5%

74,774 東京都 千代田区 ＴＬＳ出版社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,775 東京都 千代田区 Ｔ＇ｓＧＹＭ サービス その他サービス 5%

74,776 東京都 千代田区 ティーヌン　市ヶ谷 サービス 飲食業 5%

74,777 東京都 千代田区 ティーヌン　神保町 サービス 飲食業 5%

74,778 東京都 千代田区 ＴＨＰ法律事務所 サービス その他サービス 5%

74,779 東京都 千代田区 ディスクユニオン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,780 東京都 千代田区 ディスクユニオン　お茶の水ＨＲ／ＨＭ館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,781 東京都 千代田区 ディスクユニオン　お茶の水駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,782 東京都 千代田区 ディスクユニオン　クラフトショップ 小売業 電化製品 5%

74,783 東京都 千代田区 ｄｉｓｋｕｎｉｏｎ　Ｊａｚｚ　ＴＯＫＹＯ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,784 東京都 千代田区 ディスクユニオン　神保町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,785 東京都 千代田区 ディスクユニオン　飲食 サービス 飲食業 5%

74,786 東京都 千代田区 Ｄｉｐ　ｇａｒｄｅｎ サービス 飲食業 5%

74,787 東京都 千代田区 ＤｉｐｇａｒｄｅｎＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

74,788 東京都 千代田区 ＤｉＶｉｎｏ サービス 飲食業 5%

74,789 東京都 千代田区 適正休憩所霞が関ビル店 サービス 理容・美容業 5%

74,790 東京都 千代田区 テクノホールディングス サービス その他サービス 5%

74,791 東京都 千代田区 テクノマーケティング サービス その他サービス 5%

74,792 東京都 千代田区 デザインルーム中川 小売業 衣料品 5%

74,793 東京都 千代田区 デジタル特選館ＰＣコンフル秋葉原２号店 小売業 電化製品 5%

74,794 東京都 千代田区 テスト店舗 サービス 飲食業 5%

74,795 東京都 千代田区 テスタ 小売業 その他小売 5%

74,796 東京都 千代田区 鉄道模型ＳＨＯＰディーピー有限会社ディープランニング 小売業 その他小売 5%

74,797 東京都 千代田区 鉄板酒場　鐡一大手町店 サービス 飲食業 5%

74,798 東京都 千代田区 鉄板ＢＩＳＴＲＯｊｅｕｊｅｕ神田 サービス 飲食業 5%

74,799 東京都 千代田区 Ｔｅｎａｎｇーテナンー半蔵門店 サービス 理容・美容業 5%

74,800 東京都 千代田区 ての字　大手町店 サービス 飲食業 5%

74,801 東京都 千代田区 テレオン　第一店 小売業 電化製品 5%

74,802 東京都 千代田区 テレオン　第３店 小売業 電化製品 5%
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74,803 東京都 千代田区 テレオン　第二店 小売業 電化製品 5%

74,804 東京都 千代田区 テレオン　第２店　２Ｆ 小売業 電化製品 5%

74,805 東京都 千代田区 テレコムスクエア サービス その他サービス 5%

74,806 東京都 千代田区 テレコムスクエア　ＨＮＯ１ サービス その他サービス 5%

74,807 東京都 千代田区 天喜代 サービス 飲食業 5%

74,808 東京都 千代田区 天津飯店 サービス 飲食業 5%

74,809 東京都 千代田区 でんてつ工房　展示会 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,810 東京都 千代田区 天ぷら　瓢 サービス 飲食業 5%

74,811 東京都 千代田区 デンマート 小売業 電化製品 5%

74,812 東京都 千代田区 ＤｅｕｘｉｅｍｅＣｌａｓｓｅルミネ有楽町店 小売業 衣料品 5%

74,813 東京都 千代田区 ＴＵＯ法政大学生協市ヶ谷フォレストガーデ サービス その他サービス 5%

74,814 東京都 千代田区 ＴＵＯ法政大学生協富士見坂食堂 サービス その他サービス 5%

74,815 東京都 千代田区 セブン－イレブン東急キャピトルタワー店 小売業 食料品 2%

74,816 東京都 千代田区 Ｔｏｋｙｏ　Ｌ?ｂａｓｅ 小売業 衣料品 5%

74,817 東京都 千代田区 東京イタリア酒場Ｐ神保町 サービス 飲食業 5%

74,818 東京都 千代田区 東京オーブン プチ サービス 飲食業 5%

74,819 東京都 千代田区 東京オーブン　本店 サービス 飲食業 5%

74,820 東京都 千代田区 東京海上日動ビルドラッグ 小売業 その他小売 5%

74,821 東京都 千代田区 東京ｇｙｏ?ｚａあかり　はなれ サービス 飲食業 5%

74,822 東京都 千代田区 ブライトトップ株式会社 サービス 運輸業 5%

74,823 東京都 千代田区 東京セミナースタジオ サービス その他サービス 5%

74,824 東京都 千代田区 東京トリキン株式会社 小売業 衣料品 5%

74,825 東京都 千代田区 東京西支店 小売業 その他小売 5%

74,826 東京都 千代田区 東京燃料林産株式会社青梅営業所 小売業 その他小売 5%

74,827 東京都 千代田区 東京ファミリーホテル サービス 宿泊業 5%

74,828 東京都 千代田区 セブン－イレブン東京ミッドタウン日比谷店 小売業 食料品 2%

74,829 東京都 千代田区 セブン－イレブン東京ミッドタウン日比谷ラウンジ店 小売業 食料品 2%

74,830 東京都 千代田区 東京ラスク有楽町イトシア店 小売業 食料品 5%

74,831 東京都 千代田区 ウントウショウドラック 小売業 その他小売 5%

74,832 東京都 千代田区 東方書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,833 東京都 千代田区 東洋計測器　本店 小売業 その他小売 5%

74,834 東京都 千代田区 東洋計測器ＰＣランド 小売業 その他小売 5%

74,835 東京都 千代田区 東洋計測器　ラジオセンター 小売業 その他小売 5%

74,836 東京都 千代田区 東洋計測器　ラジオセンター　１号店 小売業 その他小売 5%

74,837 東京都 千代田区 東陽堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,838 東京都 千代田区 洞良倶 サービス 飲食業 5%

74,839 東京都 千代田区 東龍軒水道橋店 サービス 飲食業 5%

74,840 東京都 千代田区 トゥールズお茶の水店 小売業 その他小売 5%

74,841 東京都 千代田区 トータルマリンカンパニー秋吉清隆 サービス その他サービス 5%

74,842 東京都 千代田区 特式足道 サービス その他サービス 5%

74,843 東京都 千代田区 徳島・香川トモニ市場 サービス その他サービス 5%

74,844 東京都 千代田区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東神田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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74,845 東京都 千代田区 徳兵衛　御茶ノ水　徳兵衛 サービス 飲食業 5%

74,846 東京都 千代田区 時計修理専門店ウォッチ・ホスピタルルミネ有楽町ルミネストリート店 サービス その他サービス 5%

74,847 東京都 千代田区 土佐料理祢保希丸の内店 サービス 飲食業 5%

74,848 東京都 千代田区 豊國アトリエ 小売業 衣料品 5%

74,849 東京都 千代田区 豊島屋本店 小売業 食料品 5%

74,850 東京都 千代田区 ＴＯＳＣＡＮＡ大手町店 サービス 飲食業 5%

74,851 東京都 千代田区 ドスパラ秋葉原別館 小売業 電化製品 5%

74,852 東京都 千代田区 ドスパラ秋葉原本店 小売業 電化製品 5%

74,853 東京都 千代田区 株式会社ｄｏｔ２ｄｏｔ サービス その他サービス 5%

74,854 東京都 千代田区 ドーナッツプラント有楽町店 サービス 飲食業 5%

74,855 東京都 千代田区 どまん中ＨＡＮＡＲＥ サービス 飲食業 5%

74,856 東京都 千代田区 ＴＯＭＩＺ富澤商店 小売業 食料品 5%

74,857 東京都 千代田区 とめ手羽　神田南口店 サービス 飲食業 5%

74,858 東京都 千代田区 トモカ電気　５階店 小売業 電化製品 5%

74,859 東京都 千代田区 トモカ電気　プロショップ 小売業 電化製品 5%

74,860 東京都 千代田区 トモカ電気　本店 小売業 電化製品 5%

74,861 東京都 千代田区 トモカ電気　ラジオセンタ－店 小売業 電化製品 5%

74,862 東京都 千代田区 トモカ電気　ラジオデパート店 小売業 電化製品 5%

74,863 東京都 千代田区 株式会社Ｄｒｅｉｅｃｋ サービス その他サービス 5%

74,864 東京都 千代田区 トライギャラリーおちゃのみず サービス その他サービス 5%

74,865 東京都 千代田区 トラットリア　カンティーニ サービス 飲食業 5%

74,866 東京都 千代田区 トラットリアアリオリ秋葉原 サービス 飲食業 5%

74,867 東京都 千代田区 トラットリアレモン サービス 飲食業 5%

74,868 東京都 千代田区 とらのあな 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,869 東京都 千代田区 とらのあな　秋葉原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,870 東京都 千代田区 とらのあな　秋葉原店Ｃ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,871 東京都 千代田区 とらのあな　秋葉原店Ｂ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,872 東京都 千代田区 とらのあな　秋葉原店Ｂ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,873 東京都 千代田区 とらのあな　２ｎｄ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,874 東京都 千代田区 とらのあな　２ｎｄ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,875 東京都 千代田区 とらのあな　町田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,876 東京都 千代田区 とらのあな秋葉原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,877 東京都 千代田区 とらのあな秋葉原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,878 東京都 千代田区 とらのあな２ｎｄ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,879 東京都 千代田区 ドラムステーション渋谷 小売業 その他小売 5%

74,880 東京都 千代田区 とらや帝国ホテル店 サービス 飲食業 5%

74,881 東京都 千代田区 ３１Ｓｏｎｓ　ｄｅ　ｍｏｄｅルミネ有楽町店 小売業 衣料品 5%

74,882 東京都 千代田区 トランペットステーション 小売業 その他小売 5%

74,883 東京都 千代田区 とり一 サービス 飲食業 5%

74,884 東京都 千代田区 ＴＲＩＧＧＥＲ　ＨＡＰＰＹ サービス 飲食業 5%

74,885 東京都 千代田区 鳥魚料理八羽 サービス 飲食業 5%

74,886 東京都 千代田区 鳥菜 サービス 飲食業 5%

1785



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

74,887 東京都 千代田区 鳥乃井／アストロ サービス 飲食業 5%

74,888 東京都 千代田区 鳥のかけ橋 サービス 飲食業 5%

74,889 東京都 千代田区 鳥松 サービス 飲食業 5%

74,890 東京都 千代田区 ＴＲＩＭ　神田駅前店 サービス 飲食業 5%

74,891 東京都 千代田区 ＤＯＬＫ東京１階店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,892 東京都 千代田区 ＤＯＬＫ東京２階店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,893 東京都 千代田区 ＤＯＬＫ東京ラジオ会館店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,894 東京都 千代田区 トルコ料理 トプカプ 丸の内店 サービス 飲食業 5%

74,895 東京都 千代田区 ドールポイントホビースクエア秋葉原 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,896 東京都 千代田区 トレカカードワールドタワーアキ 小売業 その他小売 5%

74,897 東京都 千代田区 トレカの洞窟カードワールド 小売業 その他小売 5%

74,898 東京都 千代田区 とれじゃらす　アキバ駅前店 小売業 その他小売 5%

74,899 東京都 千代田区 内定スタート面接塾 サービス その他サービス 5%

74,900 東京都 千代田区 中尾総合法務事務所 サービス その他サービス 5%

74,901 東京都 千代田区 和ｓｔｙｌｅ．ｃａｆｅ サービス その他サービス 5%

74,902 東京都 千代田区 ｎａｐｇａｌｌｅｒｙ サービス その他サービス 5%

74,903 東京都 千代田区 ナノチャイナ サービス 飲食業 5%

74,904 東京都 千代田区 鳴門鯛焼本舗　飯田橋駅前店 サービス 飲食業 5%

74,905 東京都 千代田区 鳴門鯛焼本舗　神田西口店 サービス 飲食業 5%

74,906 東京都 千代田区 鳴門鯛焼本舗　末広町店 サービス 飲食業 5%

74,907 東京都 千代田区 南信堂文具店 小売業 その他小売 5%

74,908 東京都 千代田区 なんでも酒やカクヤス内神田 小売業 食料品 5%

74,909 東京都 千代田区 ＪＭ／南甫園 サービス 飲食業 5%

74,910 東京都 千代田区 新潟バル　醸造屋　ジェムズ店 サービス 飲食業 5%

74,911 東京都 千代田区 肉菜　麹町店 サービス 飲食業 5%

74,912 東京都 千代田区 肉の匠　将泰庵　新日本橋店 サービス 飲食業 5%

74,913 東京都 千代田区 肉の万世　飯田橋ラムラ店 サービス 飲食業 5%

74,914 東京都 千代田区 肉の万世　本店 サービス 飲食業 5%

74,915 東京都 千代田区 肉の万世　お茶の水店 サービス 飲食業 5%

74,916 東京都 千代田区 肉の万世　本店１階ＴＲＩＭ サービス 飲食業 5%

74,917 東京都 千代田区 肉の万世　本店１階販売 サービス 飲食業 5%

74,918 東京都 千代田区 肉の万世　本店９階味香華 サービス 飲食業 5%

74,919 東京都 千代田区 肉の万世　本店５階万世牧場 サービス 飲食業 5%

74,920 東京都 千代田区 肉の万世　本店３階 サービス 飲食業 5%

74,921 東京都 千代田区 肉の万世　本店１０階千代田 サービス 飲食業 5%

74,922 東京都 千代田区 肉の万世　本店７階七福神 サービス 飲食業 5%

74,923 東京都 千代田区 肉の万世　本店２階ステーキハウス サービス 飲食業 5%

74,924 東京都 千代田区 肉の万世　本店８階ＴＩＡＲＡ サービス 飲食業 5%

74,925 東京都 千代田区 肉の万世　本店Ｂ１呉越同舟 サービス 飲食業 5%

74,926 東京都 千代田区 肉の万世　本店４階 サービス 飲食業 5%

74,927 東京都 千代田区 肉の万世　お茶の水店 サービス 飲食業 5%

74,928 東京都 千代田区 肉の万世　神田駅前店 サービス 飲食業 5%
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74,929 東京都 千代田区 肉の万世　本店１階ＴＲＩＭ サービス 飲食業 5%

74,930 東京都 千代田区 肉の万世　本店入口売店 サービス 飲食業 5%

74,931 東京都 千代田区 肉の万世　本店３階 サービス 飲食業 5%

74,932 東京都 千代田区 肉の万世　本店７階七福神 サービス 飲食業 5%

74,933 東京都 千代田区 肉もつ屋　神坊 サービス 飲食業 5%

74,934 東京都 千代田区 肉屋の近江／魚久 サービス 飲食業 5%

74,935 東京都 千代田区 肉屋のＴａｋｕｍｉ サービス 飲食業 5%

74,936 東京都 千代田区 ニシザワ薬局 小売業 その他小売 5%

74,937 東京都 千代田区 クレアシス サービス その他サービス 5%

74,938 東京都 千代田区 二松学舎サービス サービス その他サービス 5%

74,939 東京都 千代田区 28 サービス 飲食業 5%

74,940 東京都 千代田区 ニッピン神田店 小売業 その他小売 5%

74,941 東京都 千代田区 日本エコエネシステム株式会社 サービス その他サービス 5%

74,942 東京都 千代田区 にほんご書店そうがく社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,943 東京都 千代田区 日本酒セルフ飲み放題　地酒処神田弥八 サービス 飲食業 5%

74,944 東京都 千代田区 にほんしゅほたる サービス 飲食業 5%

74,945 東京都 千代田区 日本大学経済学部購買部 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,946 東京都 千代田区 日本郵便株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

74,947 東京都 千代田区 日本料理　おかもと サービス 飲食業 5%

74,948 東京都 千代田区 ２４６ギターズ 小売業 その他小売 5%

74,949 東京都 千代田区 二◯加屋長介　大手町店 サービス 飲食業 5%

74,950 東京都 千代田区 人形町　今半　有楽町店 サービス 飲食業 5%

74,951 東京都 千代田区 人形町今半　東京ガーデンテラス紀尾井町店 サービス 飲食業 5%

74,952 東京都 千代田区 ｎｕｃａ サービス 理容・美容業 5%

74,953 東京都 千代田区 ネイルサロンｅｔｅｒｎａｌ サービス 理容・美容業 5%

74,954 東京都 千代田区 株式会社ネオクリエーション サービス その他サービス 5%

74,955 東京都 千代田区 Ｎｅｏｌｉｖｅ　７ サービス 理容・美容業 5%

74,956 東京都 千代田区 ねぎま三ぞう　市ヶ谷店 サービス 飲食業 5%

74,957 東京都 千代田区 ｎｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

74,958 東京都 千代田区 ネストホテル東京半蔵門 サービス 宿泊業 5%

74,959 東京都 千代田区 ノイシュタットブルーダー　大手町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,960 東京都 千代田区 ノイシュタットブルーダー　グランスタ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,961 東京都 千代田区 能作　パレスホテル東京店 小売業 その他小売 5%

74,962 東京都 千代田区 農林生協　印章売場 小売業 その他小売 5%

74,963 東京都 千代田区 農林生協　家電品売場 小売業 電化製品 5%

74,964 東京都 千代田区 農林生協　金物雑貨売場 小売業 その他小売 5%

74,965 東京都 千代田区 農林生協　カバン売場 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,966 東京都 千代田区 農林生協　カメラＣＤ売場 小売業 電化製品 5%

74,967 東京都 千代田区 農林生協　カメラビデオ売場 小売業 電化製品 5%

74,968 東京都 千代田区 農林生協　くつ売場 小売業 衣料品 5%

74,969 東京都 千代田区 農林生協　クリーニング部 サービス その他サービス 5%

74,970 東京都 千代田区 農林生協　食品コーナー第６売店 小売業 食料品 5%
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74,971 東京都 千代田区 農林生協　書籍売場 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

74,972 東京都 千代田区 農林生協　紳士服売場 小売業 衣料品 5%

74,973 東京都 千代田区 農林生協　スポーツ用品売場 小売業 その他小売 5%

74,974 東京都 千代田区 農林生協　総合売店 小売業 その他小売 5%

74,975 東京都 千代田区 農林生協　時計メガネ売場 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,976 東京都 千代田区 農林生協　パン食品売場 小売業 食料品 5%

74,977 東京都 千代田区 農林生協　婦人服売場 小売業 衣料品 5%

74,978 東京都 千代田区 農林生協　文具売場 小売業 その他小売 5%

74,979 東京都 千代田区 農林生協　宝石装身具売場 小売業 貴金属・服飾品 5%

74,980 東京都 千代田区 農林生協　薬粧売場 小売業 その他小売 5%

74,981 東京都 千代田区 農林生協　洋品売場 小売業 衣料品 5%

74,982 東京都 千代田区 農林生協　和洋酒売場 小売業 食料品 5%

74,983 東京都 千代田区 Ｎｏｅｌａルミネ有楽町店 小売業 衣料品 5%

74,984 東京都 千代田区 ＮＯＳＴＲＥＴＣＨＮＯＬＩＦＥ サービス その他サービス 5%

74,985 東京都 千代田区 ノーリーズルミネ有楽町店 小売業 衣料品 5%

74,986 東京都 千代田区 ＮＯＲＲＬＡＮＤ 小売業 その他小売 5%

74,987 東京都 千代田区 呑み処　ＫＩＣＨＩ サービス 飲食業 5%

74,988 東京都 千代田区 ノンストップ 小売業 その他小売 5%

74,989 東京都 千代田区 バー　リズム サービス 飲食業 5%

74,990 東京都 千代田区 Ｂａｒ　ＲＥＹＡＤＯＨＯＴＥＬ サービス 飲食業 5%

74,991 東京都 千代田区 ＢＡＲ官兵衛 サービス 飲食業 5%

74,992 東京都 千代田区 パーソナルトレーニングスタジオＢｅｅ サービス その他サービス 5%

74,993 東京都 千代田区 ハートビートプロモーション サービス その他サービス 5%

74,994 東京都 千代田区 バーバーセントラル日比谷店 サービス 理容・美容業 5%

74,995 東京都 千代田区 バーバー東京 サービス 飲食業 5%

74,996 東京都 千代田区 ｂｉｋｅｓｈｏｐ玄武 小売業 その他小売 5%

74,997 東京都 千代田区 ハイファイブ株式会社 サービス その他サービス 5%

74,998 東京都 千代田区 Ｂａｕｈａｕｓｃｏ．，ｌｔｄ． サービス その他サービス 5%

74,999 東京都 千代田区 ｐａｗｍａｔｅ サービス その他サービス 5%

75,000 東京都 千代田区 ハオ中国語アカデミー　神田校 サービス その他サービス 5%

75,001 東京都 千代田区 芳賀書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,002 東京都 千代田区 博多とりかわ長政　神田東口店 サービス 飲食業 5%

75,003 東京都 千代田区 博多とりかわ長政神田西口店 サービス 飲食業 5%

75,004 東京都 千代田区 白ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ 小売業 家具・調度品 5%

75,005 東京都 千代田区 Ｂａｋｕｒｏｃｃｈｏ サービス 飲食業 5%

75,006 東京都 千代田区 芭蕉／百々屋 サービス 飲食業 5%

75,007 東京都 千代田区 季節料理はせ部 サービス 飲食業 5%

75,008 東京都 千代田区 パセラ　秋葉原店 サービス その他サービス 5%

75,009 東京都 千代田区 パセラ　お茶の水店 サービス その他サービス 5%

75,010 東京都 千代田区 パセラのコワーク　東神田 サービス その他サービス 5%

75,011 東京都 千代田区 パセラリゾーツ　ＡＫＩＢＡ サービス その他サービス 5%

75,012 東京都 千代田区 パセラリゾーツＡＫＩＢＡ　ダイニング サービス 飲食業 5%
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75,013 東京都 千代田区 パソコンショップアーク 小売業 電化製品 5%

75,014 東京都 千代田区 ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ　ＥＦＦＥＣＴ サービス 飲食業 5%

75,015 東京都 千代田区 蜂の家 大手町フィナンシャルシティ店 サービス 飲食業 5%

75,016 東京都 千代田区 はちまる サービス 飲食業 5%

75,017 東京都 千代田区 はちまる　サイドＢ　小川町店 サービス 飲食業 5%

75,018 東京都 千代田区 ハーツ サービス 飲食業 5%

75,019 東京都 千代田区 パーツランド 小売業 電化製品 5%

75,020 東京都 千代田区 ＨＡＤＯイベント サービス その他サービス 5%

75,021 東京都 千代田区 Ｈｅａｒｔｍａｎ　Ｇｕｉｔａｒｓ 小売業 その他小売 5%

75,022 東京都 千代田区 ＢＡＮＡｃｏｃｏ． サービス 飲食業 5%

75,023 東京都 千代田区 花蝶 サービス 飲食業 5%

75,024 東京都 千代田区 ＨＡＮＡＴＯＳＨＩ 小売業 その他小売 5%

75,025 東京都 千代田区 ハニトーカフェ＆ベーカリー サービス 飲食業 5%

75,026 東京都 千代田区 パームステージ（ＰａｌｍＳｔａｇｅ） サービス 理容・美容業 5%

75,027 東京都 千代田区 はりねずみ屋ぽった サービス 飲食業 5%

75,028 東京都 千代田区 巴里の介 サービス 飲食業 5%

75,029 東京都 千代田区 ＢａＲｕＲｕ　ａｗａｊｉｃｈｏ サービス 飲食業 5%

75,030 東京都 千代田区 セブン－イレブンパレスサイドビル店 小売業 食料品 2%

75,031 東京都 千代田区 パレスサイドメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

75,032 東京都 千代田区 パワーディージェイズ 小売業 その他小売 5%

75,033 東京都 千代田区 パワーＤＪ’ｓ池袋 小売業 その他小売 5%

75,034 東京都 千代田区 パワーレック 小売業 その他小売 5%

75,035 東京都 千代田区 ハングリーヘブン　麹町店 サービス 飲食業 5%

75,036 東京都 千代田区 盤古殿　秋葉原ＵＤＸ店 サービス 飲食業 5%

75,037 東京都 千代田区 幡随院長兵衛 サービス 飲食業 5%

75,038 東京都 千代田区 半蔵門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

75,039 東京都 千代田区 半蔵門和療院 サービス その他サービス 5%

75,040 東京都 千代田区 Ｂｉａｎｃａ　Ｉｃｈｉｇａｙａ サービス 理容・美容業 5%

75,041 東京都 千代田区 Ｂｉａｎｃａ　Ｉｋｅｂｕｋｕｒｏ サービス 理容・美容業 5%

75,042 東京都 千代田区 株式会社ピーシーオーワークス サービス その他サービス 5%

75,043 東京都 千代田区 Ｂ．ｄ．Ｏ帝国ホテルプラザ店 小売業 その他小売 5%

75,044 東京都 千代田区 ｖｉｖｏ　ｄａｉｌｙ　ｓｔａｎｄ サービス 飲食業 5%

75,045 東京都 千代田区 Ｂｅｅ有楽町 サービス 飲食業 5%

75,046 東京都 千代田区 ヒーリングサロン　Ｒａｘｙ（ラクシー）秋葉原店 サービス その他サービス 5%

75,047 東京都 千代田区 ビギンボーテ サービス 理容・美容業 5%

75,048 東京都 千代田区 Ｂｑｕｅｅｎ サービス その他サービス 5%

75,049 東京都 千代田区 ＰＣコンフル秋葉原店 小売業 電化製品 5%

75,050 東京都 千代田区 ＰＣ　ＳＴＡＴＩＯＮ　ＣＡＰＴＡＩＮ 小売業 電化製品 5%

75,051 東京都 千代田区 Ｐ．Ｃ．フレンズ 小売業 その他小売 5%

75,052 東京都 千代田区 Ｂｓｈｏｐ有楽町ルミネ店 小売業 衣料品 5%

75,053 東京都 千代田区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ阪急ＭＥＮ 小売業 衣料品 5%

75,054 東京都 千代田区 ヒステリックグラマー阪急メンズトウキョウ 小売業 衣料品 5%
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75,055 東京都 千代田区 Ｂｉｓｔｒｏ　Ａｌｌｉａｎｃｅ サービス 飲食業 5%

75,056 東京都 千代田区 ビストロ＆バル　フラスピリア サービス 飲食業 5%

75,057 東京都 千代田区 びすとろ　ＵＯＫＩＮ　秋葉原 サービス 飲食業 5%

75,058 東京都 千代田区 ＢＩＳＴＲＯ　ＫＵＵ　神保町 サービス 飲食業 5%

75,059 東京都 千代田区 ビストロＴＥＲＩＹＡＫＩ　秋葉原店 サービス 飲食業 5%

75,060 東京都 千代田区 ＢｉｓｔｒｏＴｏｋｕ サービス 飲食業 5%

75,061 東京都 千代田区 ビストロプルミエプチ サービス 飲食業 5%

75,062 東京都 千代田区 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｕ サービス 飲食業 5%

75,063 東京都 千代田区 常陸野ブルーイング・ラボ神田万世橋 サービス 飲食業 5%

75,064 東京都 千代田区 常陸野ブルーイング・ラボＴｏｋｙｏＳｔａｔｉｏｎ サービス 飲食業 5%

75,065 東京都 千代田区 ビーチャイニーズ神田校 サービス その他サービス 5%

75,066 東京都 千代田区 ビッグボス　福岡店 小売業 その他小売 5%

75,067 東京都 千代田区 ＢＩＧＢＯＳＳお茶の水駅前店 小売業 その他小売 5%

75,068 東京都 千代田区 ＢＩＧＢＯＳＳお茶の水駅前店別館 小売業 その他小売 5%

75,069 東京都 千代田区 ビッグボス東京 小売業 その他小売 5%

75,070 東京都 千代田区 ＢＩＧ　ＭＡＧＩＣ　秋葉原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,071 東京都 千代田区 BIG MAGIC 秋葉原店① 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,072 東京都 千代田区 BIG MAGIC 秋葉原店② 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,073 東京都 千代田区 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｄ．Ｆ　Ａｚｚｕｒｒｏ サービス 飲食業 5%

75,074 東京都 千代田区 ピッツェリア　ルミーノ サービス 飲食業 5%

75,075 東京都 千代田区 日ノモトビアパーラー サービス 飲食業 5%

75,076 東京都 千代田区 響き　水道橋店 サービス 飲食業 5%

75,077 東京都 千代田区 日比谷インベストメント　日比谷インベストメント サービス その他サービス 5%

75,078 東京都 千代田区 日比谷国際ビルドラッグ 小売業 その他小売 5%

75,079 東京都 千代田区 日比谷サロー サービス 飲食業 5%

75,080 東京都 千代田区 セブン－イレブン日比谷パークフロント店 小売業 食料品 2%

75,081 東京都 千代田区 日比谷聘珍樓 サービス 飲食業 5%

75,082 東京都 千代田区 日比谷松本楼　デリバリー事業部 サービス 飲食業 5%

75,083 東京都 千代田区 白虹 サービス 飲食業 5%

75,084 東京都 千代田区 ピュア サービス その他サービス 5%

75,085 東京都 千代田区 平河町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

75,086 東京都 千代田区 ピロースタンドイプノス秋葉原店 小売業 その他小売 5%

75,087 東京都 千代田区 広島大衆鉄板酒場ちんちくりん神田駅南口店 サービス 飲食業 5%

75,088 東京都 千代田区 ヒーローズ　秋葉原店 サービス 飲食業 5%

75,089 東京都 千代田区 ヒロプリモ サービス 飲食業 5%

75,090 東京都 千代田区 ファーストキャビン秋葉原 サービス 宿泊業 5%

75,091 東京都 千代田区 Ｆａｒｍｅｒｓ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

75,092 東京都 千代田区 ＦＡＲＭＥＲＳ　ＣＡＦＥ　ＴＯＫＹＯ 小売業 食料品 5%

75,093 東京都 千代田区 ファイテンショップゼビオ御茶ノ水本店 小売業 その他小売 5%

75,094 東京都 千代田区 ファイブリング株式会社 小売業 衣料品 5%

75,095 東京都 千代田区 ＦＩＮＥ’Ｓ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

75,096 東京都 千代田区 ファインズバル サービス 飲食業 5%
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75,097 東京都 千代田区 ファニーティップス サービス 飲食業 5%

75,098 東京都 千代田区 フィールドカフェ　ＪＭ サービス 飲食業 5%

75,099 東京都 千代田区 Ｖ．ギャラリー　東京　ヴァグリエ 小売業 貴金属・服飾品 5%

75,100 東京都 千代田区 フィンガーズ神保町 サービス 飲食業 5%

75,101 東京都 千代田区 フェアビンデン サービス 飲食業 5%

75,102 東京都 千代田区 フェイズプランニング サービス その他サービス 5%

75,103 東京都 千代田区 福井自動車　株式会社 サービス その他サービス 5%

75,104 東京都 千代田区 福明順 サービス 飲食業 5%

75,105 東京都 千代田区 フクモリマーチエキュート神田万世橋店 サービス 飲食業 5%

75,106 東京都 千代田区 藤井商事 小売業 その他小売 5%

75,107 東京都 千代田区 藤井屋餃子専門店 サービス 飲食業 5%

75,108 東京都 千代田区 富士無線電機　秋葉原店 小売業 電化製品 5%

75,109 東京都 千代田区 富士メガネ　東京大手町ビル店 小売業 その他小売 5%

75,110 東京都 千代田区 フジリビング 小売業 その他小売 5%

75,111 東京都 千代田区 武膳神田小川町本店 サービス 飲食業 5%

75,112 東京都 千代田区 フットケア香蓮 サービス その他サービス 5%

75,113 東京都 千代田区 Ｂｏｕｔｉｑｕｅ　Ｋ　帝国ホテル店 小売業 衣料品 5%

75,114 東京都 千代田区 ブティックルル 小売業 衣料品 5%

75,115 東京都 千代田区 ブティックロッサ　帝国ホテルアーケード店 小売業 衣料品 5%

75,116 東京都 千代田区 ブティックロッサ帝国ホテルアーケー 小売業 衣料品 5%

75,117 東京都 千代田区 葡萄の木 サービス 飲食業 5%

75,118 東京都 千代田区 ブライダルカトレア サービス その他サービス 5%

75,119 東京都 千代田区 ＰＲＩＭＡＲＴ 小売業 その他小売 5%

75,120 東京都 千代田区 フライング・スコッツマン御徒町店 サービス 飲食業 5%

75,121 東京都 千代田区 フライング・スコッツマン　秋葉原店 サービス 飲食業 5%

75,122 東京都 千代田区 ブラザーズ株式会社 ｂｒｏｇ水道橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,123 東京都 千代田区 ブラッスリーオザミ サービス 飲食業 5%

75,124 東京都 千代田区 ブリアント　九段店 サービス 理容・美容業 5%

75,125 東京都 千代田区 プリンセスカフェ秋葉原　１号館 サービス その他サービス 5%

75,126 東京都 千代田区 プリンセスカフェ秋葉原　２号館　３号館 サービス その他サービス 5%

75,127 東京都 千代田区 プリンセスカフェ秋葉原１号館 サービス 飲食業 5%

75,128 東京都 千代田区 プリンセスカフェ秋葉原２号館 サービス 飲食業 5%

75,129 東京都 千代田区 ブルージーコーポレーション 小売業 その他小売 5%

75,130 東京都 千代田区 Ｂｒｕｓｃｈｅｔｔｅｒｉａｄｅｌ サービス 飲食業 5%

75,131 東京都 千代田区 セブン－イレブンプルデンシャルタワー店 小売業 食料品 2%

75,132 東京都 千代田区 ブレインサポート株式会社 サービス その他サービス 5%

75,133 東京都 千代田区 Ｆｌａｖｏｒ－Ｋｉｔｃｈｅｎ サービス その他サービス 5%

75,134 東京都 千代田区 フレッシュネスバーガー大手町 サービス 飲食業 2%

75,135 東京都 千代田区 フレッシュネスバーガー神田須田町 サービス 飲食業 2%

75,136 東京都 千代田区 プレミアム秋葉原店 小売業 電化製品 5%

75,137 東京都 千代田区 フレンド四季 小売業 食料品 5%

75,138 東京都 千代田区 プロースト東京　秋葉原店 サービス 飲食業 5%
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75,139 東京都 千代田区 ＢＲＯＧ水道橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,140 東京都 千代田区 フロンティア サービス その他サービス 5%

75,141 東京都 千代田区 ｆｕｗａｔ サービス 理容・美容業 5%

75,142 東京都 千代田区 文具の日乃出 小売業 その他小売 5%

75,143 東京都 千代田区 ヘアーアートサロン　トップ サービス 理容・美容業 5%

75,144 東京都 千代田区 ヘアーアートサロン　トップ サービス 理容・美容業 5%

75,145 東京都 千代田区 ヘアーサロンヤング サービス 理容・美容業 5%

75,146 東京都 千代田区 ヘアメイクマーサ　有楽町店 サービス 理容・美容業 5%

75,147 東京都 千代田区 ヘアメディカルサロン サービス 理容・美容業 5%

75,148 東京都 千代田区 ヘアモード サービス 理容・美容業 5%

75,149 東京都 千代田区 ＶａｐｅＳｔａｎｄ Ｓｍｏｋｅｒ ｓ Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

75,150 東京都 千代田区 ペーパーグラス　東京　帝国ホテル店 小売業 その他小売 5%

75,151 東京都 千代田区 北京料理　南甫園 サービス 飲食業 5%

75,152 東京都 千代田区 ペコリ飯田橋駅前店 サービス 飲食業 5%

75,153 東京都 千代田区 Ｖｅｇｅ サービス 飲食業 5%

75,154 東京都 千代田区 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

75,155 東京都 千代田区 ベストメガネコンタクト有楽町駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

75,156 東京都 千代田区 ｐａｐｅｒｇｌａｓｓＴｏｋｙｏ帝国ホテル 小売業 貴金属・服飾品 5%

75,157 東京都 千代田区 ペルシャンギャラリー帝国ホテルプラザ 小売業 家具・調度品 5%

75,158 東京都 千代田区 ベローチェ秋葉原駅東口店 サービス 飲食業 5%

75,159 東京都 千代田区 ベローチェ秋葉原駅前広場店 サービス 飲食業 5%

75,160 東京都 千代田区 ベローチェ淡路町駅前店 サービス 飲食業 5%

75,161 東京都 千代田区 ベローチェ一番町店 サービス 飲食業 5%

75,162 東京都 千代田区 ベローチェ岩本町駅前店 サービス 飲食業 5%

75,163 東京都 千代田区 ベローチェ岩本町店 サービス 飲食業 5%

75,164 東京都 千代田区 ベローチェ鍛冶町店 サービス 飲食業 5%

75,165 東京都 千代田区 ベローチェ神田駅北口店 サービス 飲食業 5%

75,166 東京都 千代田区 ベローチェ神田須田町店 サービス 飲食業 5%

75,167 東京都 千代田区 ベローチェ神田店 サービス 飲食業 5%

75,168 東京都 千代田区 ベローチェ神田美土代町店 サービス 飲食業 5%

75,169 東京都 千代田区 ベローチェ麹町店 サービス 飲食業 5%

75,170 東京都 千代田区 ベローチェ新御茶ノ水店 サービス 飲食業 5%

75,171 東京都 千代田区 ベローチェ神保町店 サービス 飲食業 5%

75,172 東京都 千代田区 ベローチェ水道橋店 サービス 飲食業 5%

75,173 東京都 千代田区 ベローチェ末広町店 サービス 飲食業 5%

75,174 東京都 千代田区 ベローチェ三崎町店 サービス 飲食業 5%

75,175 東京都 千代田区 勉強カフェ飯田橋スタジオ サービス その他サービス 5%

75,176 東京都 千代田区 弁護士会館ブックセンター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,177 東京都 千代田区 ベンテン　ドン・キホーテ秋葉原店 小売業 その他小売 5%

75,178 東京都 千代田区 邦光堂専修大学内売店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,179 東京都 千代田区 法政大学オリジナルグッズショップ 小売業 その他小売 5%

75,180 東京都 千代田区 法政大学生活協同組合 小売業 その他小売 5%
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75,181 東京都 千代田区 法政大学生協富士見坂食堂 サービス その他サービス 5%

75,182 東京都 千代田区 法政大学生協市ヶ谷フォレストガーデン サービス その他サービス 5%

75,183 東京都 千代田区 法大生協　市ケ谷購買部 サービス その他サービス 5%

75,184 東京都 千代田区 法大生協　市ヶ谷購買部 サービス その他サービス 5%

75,185 東京都 千代田区 法大生協　市ケ谷書籍部 サービス その他サービス 5%

75,186 東京都 千代田区 法大生協　市ヶ谷書籍部 サービス その他サービス 5%

75,187 東京都 千代田区 法大生協　市ケ谷プレイガイド サービス その他サービス 5%

75,188 東京都 千代田区 法大生協　市ヶ谷プレイ サービス その他サービス 5%

75,189 東京都 千代田区 芳味亭　大手町ホトリア店 サービス 飲食業 5%

75,190 東京都 千代田区 ＰＯＲＴＡＬＦＩＥＬＤ サービス その他サービス 5%

75,191 東京都 千代田区 ボークス秋葉原ホビー天国 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,192 東京都 千代田区 ボグナー　帝国ホテルプラザ店 サービス その他サービス 5%

75,193 東京都 千代田区 ＢＯＳＣＯ　本館 サービス 飲食業 5%

75,194 東京都 千代田区 ボタニック・ラボラトリー 小売業 その他小売 5%

75,195 東京都 千代田区 北海道ジンギスカン良夢 サービス 飲食業 5%

75,196 東京都 千代田区 ほっこり　霞が関店 サービス 飲食業 5%

75,197 東京都 千代田区 ほっこり　有楽町店 サービス 飲食業 5%

75,198 東京都 千代田区 ボディーガード　アキバ店 小売業 その他小売 5%

75,199 東京都 千代田区 市ヶ谷整体院 サービス その他サービス 5%

75,200 東京都 千代田区 ＨＯＴＥＬ　ＮＥＷ　ＴＯＷＮ　秋葉原 サービス 宿泊業 5%

75,201 東京都 千代田区 ホテルニューオータニ　ガーデンタワー店 サービス 理容・美容業 5%

75,202 東京都 千代田区 ホテルニューオータニ　ザ・メイン店 サービス 理容・美容業 5%

75,203 東京都 千代田区 ホテルメイン神田 サービス 宿泊業 5%

75,204 東京都 千代田区 Ｈｏｂｂｙ’ｓ　Ｗｏｒｌｄ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,205 東京都 千代田区 ホビーショップタムタム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,206 東京都 千代田区 ホビーステーション　秋葉原駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,207 東京都 千代田区 ホビーステーション秋葉原３ｒｄ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,208 東京都 千代田区 ホビーステーション秋葉原ＤＴ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,209 東京都 千代田区 ホビーステーション秋葉原本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,210 東京都 千代田区 ホビーステーション秋葉原ラジオ会館店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,211 東京都 千代田区 ホビーランドぽち　秋葉原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,212 東京都 千代田区 ホビーランド　ぽち　秋葉原　３号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,213 東京都 千代田区 ホビーランドぽち秋葉原２号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,214 東京都 千代田区 ポプラ麹町店 小売業 その他小売 2%

75,215 東京都 千代田区 ポプラ三崎町１丁目店 小売業 その他小売 2%

75,216 東京都 千代田区 ホーボーズトレーディングカンパニー 小売業 その他小売 5%

75,217 東京都 千代田区 Ｐｏｌｋａ　Ｐｏｌｋａ 小売業 衣料品 5%

75,218 東京都 千代田区 ＢＯＵＬＣＯＭ　ＴＯＫＹＯ サービス その他サービス 5%

75,219 東京都 千代田区 ボルドーワインバー　レピック サービス 飲食業 5%

75,220 東京都 千代田区 香港厨房 サービス 飲食業 5%

75,221 東京都 千代田区 ジェイネッツ株式会社 サービス その他サービス 5%

75,222 東京都 千代田区 本社 サービス その他サービス 5%
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75,223 東京都 千代田区 本社 小売業 その他小売 5%

75,224 東京都 千代田区 株式会社アカウンタックス サービス その他サービス 5%

75,225 東京都 千代田区 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

75,226 東京都 千代田区 本社　１Ｇ 小売業 ガソリンスタンド 2%

75,227 東京都 千代田区 本社　１Ｇ拓洋 小売業 ガソリンスタンド 2%

75,228 東京都 千代田区 本社　１Ｇ東急 小売業 ガソリンスタンド 2%

75,229 東京都 千代田区 本社　３Ｇ 小売業 ガソリンスタンド 2%

75,230 東京都 千代田区 本店 サービス その他サービス 5%

75,231 東京都 千代田区 本店 小売業 その他小売 5%

75,232 東京都 千代田区 ＭＡＲＫＳ＆ＷＥＢルミネ有楽町ショップ 小売業 その他小売 5%

75,233 東京都 千代田区 マイアミヴイッラ有楽町イトシアプラザ店 サービス 飲食業 5%

75,234 東京都 千代田区 マコスオフィス 小売業 衣料品 5%

75,235 東京都 千代田区 誠鮨 サービス 飲食業 5%

75,236 東京都 千代田区 ＭｏｔｈｅｒＩｎｄｉａ半蔵門店 サービス 飲食業 5%

75,237 東京都 千代田区 マスターズクラフトパレスホテル東京店 小売業 その他小売 5%

75,238 東京都 千代田区 増辰海苔店九段店 小売業 食料品 5%

75,239 東京都 千代田区 まつエクサロン　Ｆｅｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

75,240 東京都 千代田区 松尾楽器商会　本店 小売業 その他小売 5%

75,241 東京都 千代田区 まつき動物病院 サービス その他サービス 5%

75,242 東京都 千代田区 松島清光堂 小売業 その他小売 5%

75,243 東京都 千代田区 マドモアゼル　有楽町支店 小売業 衣料品 5%

75,244 東京都 千代田区 マドモアゼル有楽町店 小売業 衣料品 5%

75,245 東京都 千代田区 マネーディアセオリー サービス その他サービス 5%

75,246 東京都 千代田区 マハラジャお茶の水店 サービス 飲食業 5%

75,247 東京都 千代田区 マハラジャ丸の内店 サービス 飲食業 5%

75,248 東京都 千代田区 魔法堂 小売業 衣料品 5%

75,249 東京都 千代田区 ｍａｙｕｍｉ　ｋｏｎｄｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

75,250 東京都 千代田区 マリアージュ　赤坂 小売業 衣料品 5%

75,251 東京都 千代田区 マリアージュ・ニューオータニ店 小売業 衣料品 5%

75,252 東京都 千代田区 マルツ秋葉原２号店 小売業 電化製品 5%

75,253 東京都 千代田区 マルツ秋葉原本店 小売業 電化製品 5%

75,254 東京都 千代田区 セブン－イレブン丸の内永楽ビル店 小売業 食料品 2%

75,255 東京都 千代田区 セブン－イレブン丸の内東京ビル店 小売業 食料品 2%

75,256 東京都 千代田区 セブン－イレブン丸の内二重橋ビル店 小売業 食料品 2%

75,257 東京都 千代田区 セブン－イレブン丸の内パレスビル店 小売業 食料品 2%

75,258 東京都 千代田区 丸の内マイプラザドラッグ 小売業 その他小売 5%

75,259 東京都 千代田区 丸の内マイプラザドラッグ 小売業 その他小売 5%

75,260 東京都 千代田区 まる宏商店 小売業 食料品 5%

75,261 東京都 千代田区 マルモシャツ 小売業 衣料品 5%

75,262 東京都 千代田区 万世 サービス 飲食業 5%

75,263 東京都 千代田区 万世　神田駅前拉麺焼肉コーナー サービス 飲食業 5%

75,264 東京都 千代田区 万世本店　デリバリー サービス 飲食業 5%
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75,265 東京都 千代田区 万世　本店　９階 サービス 飲食業 5%

75,266 東京都 千代田区 万世　本店　５階 サービス 飲食業 5%

75,267 東京都 千代田区 万世　本店　１０階 サービス 飲食業 5%

75,268 東京都 千代田区 万世　本店新館 サービス 飲食業 5%

75,269 東京都 千代田区 万世　本店　地階 サービス 飲食業 5%

75,270 東京都 千代田区 万世　本店　７階 サービス 飲食業 5%

75,271 東京都 千代田区 万世　本店　８階 サービス 飲食業 5%

75,272 東京都 千代田区 万世　本店　販売 サービス 飲食業 5%

75,273 東京都 千代田区 万世麺店　日比谷店 サービス 飲食業 5%

75,274 東京都 千代田区 ｍｅａｔ　ｗｉｎｅ　ＢＡＣＣＨＵＳ サービス 飲食業 5%

75,275 東京都 千代田区 みしまＦＰ事務所 サービス その他サービス 5%

75,276 東京都 千代田区 みずさわ管楽器工房 サービス その他サービス 5%

75,277 東京都 千代田区 ミナトグリル サービス 飲食業 5%

75,278 東京都 千代田区 Ｍｉｍｉｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

75,279 東京都 千代田区 みゃおみゃお サービス 飲食業 5%

75,280 東京都 千代田区 宮地楽器　神田店 小売業 その他小売 5%

75,281 東京都 千代田区 ミリオンアロー株式会社 小売業 衣料品 5%

75,282 東京都 千代田区 ミリオンアロー 小売業 衣料品 5%

75,283 東京都 千代田区 Ｍｙｒｏｄｉａ サービス その他サービス 5%

75,284 東京都 千代田区 Ｍｉｎｋｓｔｙｌｅ飯田橋店 サービス 理容・美容業 5%

75,285 東京都 千代田区 みんなのてもみ　水道橋駅西口店 サービス その他サービス 5%

75,286 東京都 千代田区 みんなのてもみ 神田駅北口店 サービス その他サービス 5%

75,287 東京都 千代田区 みんなのてもみ　神田中央通り店 サービス その他サービス 5%

75,288 東京都 千代田区 みんなのてもみ　小川町駅前店 サービス その他サービス 5%

75,289 東京都 千代田区 みんなのてもみ　神保町駅前店 サービス その他サービス 5%

75,290 東京都 千代田区 みんなのてもみ　半蔵門駅前店 サービス その他サービス 5%

75,291 東京都 千代田区 みんなのてもみ　淡路町駅前店 サービス その他サービス 5%

75,292 東京都 千代田区 みんなのてもみ　秋葉原駅昭和通り店 サービス その他サービス 5%

75,293 東京都 千代田区 みんなのてもみ 神田駅前店 サービス その他サービス 5%

75,294 東京都 千代田区 ～結ぶ食房～　しまゆし サービス 飲食業 5%

75,295 東京都 千代田区 ＭＯＶＥ 小売業 その他小売 5%

75,296 東京都 千代田区 村上カウンセリングオフィス サービス その他サービス 5%

75,297 東京都 千代田区 むらからまちから館 小売業 家具・調度品 5%

75,298 東京都 千代田区 ムラサキスポーツ　神田小川町店 小売業 その他小売 5%

75,299 東京都 千代田区 むらた サービス 飲食業 5%

75,300 東京都 千代田区 ムーラン　トレカの洞窟 小売業 その他小売 5%

75,301 東京都 千代田区 ＭＡＫＥＲＳＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

75,302 東京都 千代田区 メイン 小売業 衣料品 5%

75,303 東京都 千代田区 めがね食堂 サービス 飲食業 5%

75,304 東京都 千代田区 メガネのイノウエ 小売業 貴金属・服飾品 5%

75,305 東京都 千代田区 メガネの富士　大手町店 小売業 その他小売 5%

75,306 東京都 千代田区 Ｍａｉｓｏｎｄｅｃｈｏｕｃｈｏｕ サービス 飲食業 5%
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75,307 東京都 千代田区 メソン・セルバンテス サービス 飲食業 5%

75,308 東京都 千代田区 メゾンデリス三番町 小売業 食料品 5%

75,309 東京都 千代田区 Ｍｅｌｔ　ａｓｌｅｅｐ サービス 飲食業 5%

75,310 東京都 千代田区 メルボメンズウエアー株式会社　東京 小売業 衣料品 5%

75,311 東京都 千代田区 Ｍｏａｎａ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

75,312 東京都 千代田区 ＭｏａｎａＫｉｔｃｈｅｎＣａｆｅ有楽町イトシア店 サービス 飲食業 5%

75,313 東京都 千代田区 もじ焼や サービス 飲食業 5%

75,314 東京都 千代田区 望月哲三税理士事務所 サービス その他サービス 5%

75,315 東京都 千代田区 もつ千　水道橋店　水道橋店 サービス 飲食業 5%

75,316 東京都 千代田区 もつ千　神田西口店 サービス 飲食業 5%

75,317 東京都 千代田区 Ｍｏｔｔａｉｎａｉｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

75,318 東京都 千代田区 モデルカステン 小売業 その他小売 5%

75,319 東京都 千代田区 ＭＯＭＩ＆ＴＯＹ’Ｓ　日比谷シティ店 サービス 飲食業 5%

75,320 東京都 千代田区 もみじどう整体院 サービス その他サービス 5%

75,321 東京都 千代田区 ＭＯＲＡＬＴＥＸ・ＬＡＢ 小売業 その他小売 5%

75,322 東京都 千代田区 森ライストア サービス その他サービス 5%

75,323 東京都 千代田区 モロッコ　タジンや サービス 飲食業 5%

75,324 東京都 千代田区 もんきーそふと秋葉原店１Ｆ 小売業 電化製品 5%

75,325 東京都 千代田区 もんきーそふと秋葉原店２Ｆ 小売業 電化製品 5%

75,326 東京都 千代田区 もんきーねっとアキバ店 サービス その他サービス 5%

75,327 東京都 千代田区 モンスターズ・ラボ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,328 東京都 千代田区 ホテル　八重洲龍名館 サービス 宿泊業 5%

75,329 東京都 千代田区 焼鳥　とりねこ サービス 飲食業 5%

75,330 東京都 千代田区 焼きとり　旬菜　ゆかり酉 サービス 飲食業 5%

75,331 東京都 千代田区 焼鳥とりねこ サービス 飲食業 5%

75,332 東京都 千代田区 やきとり宮川　四ッ谷店 サービス 飲食業 5%

75,333 東京都 千代田区 やきとり宮川大手町 サービス 飲食業 5%

75,334 東京都 千代田区 焼肉　笑 サービス 飲食業 5%

75,335 東京都 千代田区 焼肉京城水道橋店 サービス 飲食業 5%

75,336 東京都 千代田区 焼肉酒場牛恋神田店 サービス 飲食業 5%

75,337 東京都 千代田区 焼肉処　三幸園 サービス 飲食業 5%

75,338 東京都 千代田区 焼肉凛半蔵門 サービス 飲食業 5%

75,339 東京都 千代田区 やさいと揚げもん屋「享。」 サービス 飲食業 5%

75,340 東京都 千代田区 Ｙａｈｏｏ！社員レストラン サービス 飲食業 5%

75,341 東京都 千代田区 山形酒菜一 サービス 飲食業 5%

75,342 東京都 千代田区 小倉ヤス子 サービス その他サービス 5%

75,343 東京都 千代田区 山本テスト用 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,344 東京都 千代田区 山本無線株式会社 小売業 電化製品 5%

75,345 東京都 千代田区 Ｕ＆ＪＭａｃ’ｓ 小売業 電化製品 5%

75,346 東京都 千代田区 Ｕ＆ＪＭａｃ’ｓｐｌｕｓ 小売業 電化製品 5%

75,347 東京都 千代田区 有限会社　悠久堂書店　悠久堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,348 東京都 千代田区 有限会社あぼ電機 小売業 電化製品 5%
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75,349 東京都 千代田区 有限会社アンフィニ 本店 サービス その他サービス 5%

75,350 東京都 千代田区 有限会社ヴィスリー角谷 Ｖ３カドヤ 小売業 その他小売 5%

75,351 東京都 千代田区 有限会社ＭＩＴ赤坂游ギャラリー 小売業 その他小売 5%

75,352 東京都 千代田区 有限会社大森商店 小売業 衣料品 5%

75,353 東京都 千代田区 有限会社オリオスペック 小売業 電化製品 5%

75,354 東京都 千代田区 有限会社大宝堂藤巻印房 小売業 その他小売 5%

75,355 東京都 千代田区 （有）つかさ無線 小売業 電化製品 5%

75,356 東京都 千代田区 （有）つかさ無線　１号店 小売業 その他小売 5%

75,357 東京都 千代田区 （有）ヘルスプロモーション 小売業 衣料品 5%

75,358 東京都 千代田区 有限会社レコード社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,359 東京都 千代田区 有限会社レコード社１Ｆ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,360 東京都 千代田区 遊食豚彩いちにいさん　日比谷店 小売業 その他小売 5%

75,361 東京都 千代田区 ユース・情報システム開発株式会社 サービス その他サービス 5%

75,362 東京都 千代田区 セブン－イレブン有楽町イトシア店 小売業 食料品 2%

75,363 東京都 千代田区 セブン－イレブン有楽町駅前店 小売業 食料品 2%

75,364 東京都 千代田区 Ｕ－ＡＵＤＩＯ 小売業 その他小売 5%

75,365 東京都 千代田区 ＵＮＩＴＹ 小売業 その他小売 5%

75,366 東京都 千代田区 ＵＮＩＶＥＲＳＡＬＣＲＡＦＴＪＡＰＡＮ サービス 飲食業 5%

75,367 東京都 千代田区 合同会社ユビキタスライフスタイル研究所 サービス その他サービス 5%

75,368 東京都 千代田区 夢野書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,369 東京都 千代田区 ｙｕｒｕｌｉｋｕ 小売業 衣料品 5%

75,370 東京都 千代田区 酔い子　酔い子 サービス 飲食業 5%

75,371 東京都 千代田区 溶岩窯のパン屋　さくらベーカリー 小売業 食料品 5%

75,372 東京都 千代田区 ヨーヨーショップスピンギア 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,373 東京都 千代田区 吉葉無線電機　本社 小売業 電化製品 5%

75,374 東京都 千代田区 吉宗指圧治療院 サービス 理容・美容業 5%

75,375 東京都 千代田区 セブン－イレブン読売新聞東京本社ビル店 小売業 食料品 2%

75,376 東京都 千代田区 読売センター麹町 サービス その他サービス 5%

75,377 東京都 千代田区 読売センター神保町 サービス その他サービス 5%

75,378 東京都 千代田区 ラ・カスターニャ サービス 飲食業 5%

75,379 東京都 千代田区 ＬＩＦＵＬＬ　Ｔａｂｌｅ サービス 飲食業 5%

75,380 東京都 千代田区 ラヴィーチ有楽町店 サービス 理容・美容業 5%

75,381 東京都 千代田区 ラーエミクニ サービス 飲食業 5%

75,382 東京都 千代田区 ラ・カンパーニュ サービス 飲食業 5%

75,383 東京都 千代田区 ラグーナ サービス 飲食業 5%

75,384 東京都 千代田区 ラケットハウス　Ｔ－ＯＮＥ 小売業 その他小売 5%

75,385 東京都 千代田区 ラ・コルテ神保町店 サービス 飲食業 5%

75,386 東京都 千代田区 ＬａＳｕｃｒｅ（ラシュクレ） サービス 理容・美容業 5%

75,387 東京都 千代田区 らしんばん　秋葉原店　１Ｆ 小売業 その他小売 5%

75,388 東京都 千代田区 らしんばん　秋葉原店　２Ｆ 小売業 その他小売 5%

75,389 東京都 千代田区 ラックベア サービス その他サービス 5%

75,390 東京都 千代田区 ＬＥＴＯＵＲＨＯＴＥＬ秋葉原 サービス その他サービス 5%
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75,391 東京都 千代田区 Ｌｏｖｅ　Ｕ　ｄａｉｓｙ サービス 飲食業 5%

75,392 東京都 千代田区 ラポール　富士メガネ 小売業 その他小売 5%

75,393 東京都 千代田区 ラムタラ　秋葉原店 小売業 その他小売 5%

75,394 東京都 千代田区 ＬａｍｍｔａｒｒａＥｐｉｘｉｓＡｋｉｂａ 小売業 その他小売 5%

75,395 東京都 千代田区 ラムタラ　メディアワールド　アキバ 小売業 その他小売 5%

75,396 東京都 千代田区 拉麺・焼肉　神田駅前店 サービス 飲食業 5%

75,397 東京都 千代田区 ＬａＬａ　さかいや 小売業 その他小売 5%

75,398 東京都 千代田区 ラ・ルーチェ 小売業 衣料品 5%

75,399 東京都 千代田区 ラルディーニ　東京店 小売業 衣料品 5%

75,400 東京都 千代田区 ＲＵＮ　ＤＥＳＩＧＮ　東京店 小売業 その他小売 5%

75,401 東京都 千代田区 Ｒｕｎ ｂｏｙｓ！ Ｒｕｎ ｇｉｒｌｓ！ 小売業 衣料品 5%

75,402 東京都 千代田区 リアット！東京サンケイビル店 サービス その他サービス 5%

75,403 東京都 千代田区 リアット！四谷麹町店 サービス その他サービス 5%

75,404 東京都 千代田区 リアット！市ヶ谷店 サービス その他サービス 5%

75,405 東京都 千代田区 Ｒ！神田駅西口商店街店 サービス その他サービス 5%

75,406 東京都 千代田区 リアット！神保町店 サービス その他サービス 5%

75,407 東京都 千代田区 リアット！水道橋店 サービス その他サービス 5%

75,408 東京都 千代田区 リアット！ＴＸ秋葉原店 サービス その他サービス 5%

75,409 東京都 千代田区 ＬＥＡＮＭＡＫＥ 小売業 その他小売 5%

75,410 東京都 千代田区 ＲＧＵＩＬＤ 小売業 その他小売 5%

75,411 東京都 千代田区 株式会社リコレクト サービス その他サービス 5%

75,412 東京都 千代田区 リスニングラボ 小売業 その他小売 5%

75,413 東京都 千代田区 リセール計測器販売センター 小売業 その他小売 5%

75,414 東京都 千代田区 リトル　マルコ サービス 飲食業 5%

75,415 東京都 千代田区 リブ・コンサルティング サービス その他サービス 5%

75,416 東京都 千代田区 ＲＥＦＩＮＥ柚木鍼灸マッサージ治療院 サービス その他サービス 5%

75,417 東京都 千代田区 リフレッシュサロン和 サービス 理容・美容業 5%

75,418 東京都 千代田区 リペア王あきばゲッチュ店 サービス その他サービス 5%

75,419 東京都 千代田区 リベルテ サービス 飲食業 5%

75,420 東京都 千代田区 リボレ秋葉原 小売業 その他小売 5%

75,421 東京都 千代田区 ＲＥ・　ＢＯＲＮ サービス その他サービス 5%

75,422 東京都 千代田区 ホテル龍名館お茶の水本店 サービス 宿泊業 5%

75,423 東京都 千代田区 理容田中 サービス 理容・美容業 5%

75,424 東京都 千代田区 Ｒｅ　Ｒａ　Ｋｕ　日比谷シティ店 サービス その他サービス 2%

75,425 東京都 千代田区 リラクゼーション秋葉原デルフィーノ サービス その他サービス 5%

75,426 東京都 千代田区 リラランチアンドカクテル サービス 飲食業 5%

75,427 東京都 千代田区 Ｌｅ　ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｍｉｎｏｕ 小売業 衣料品 5%

75,428 東京都 千代田区 Ｌｅ　ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｍｉｎｏｕ 小売業 衣料品 5%

75,429 東京都 千代田区 ル．ノーブル有楽町店 小売業 家具・調度品 5%

75,430 東京都 千代田区 Ｌｅ　ＦＡＶＯＲＩ サービス 飲食業 5%

75,431 東京都 千代田区 Ｌｕｚｌａｔｈ サービス 理容・美容業 5%

75,432 東京都 千代田区 ＬＯＯＰ サービス 飲食業 5%
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75,433 東京都 千代田区 ＬｅＦＡＶＯＲＩ サービス 飲食業 5%

75,434 東京都 千代田区 ＬｕＬｕ 小売業 衣料品 5%

75,435 東京都 千代田区 ＬｕＬｕ丸の内店 小売業 衣料品 5%

75,436 東京都 千代田区 レオ　マカラズヤ 小売業 衣料品 5%

75,437 東京都 千代田区 レコード社３Ｆ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,438 東京都 千代田区 レストラン　うれしの サービス 飲食業 5%

75,439 東京都 千代田区 レストランストックホルム サービス 飲食業 5%

75,440 東京都 千代田区 レモンサワーバル　ウオキン サービス 飲食業 5%

75,441 東京都 千代田区 レモン社　秋葉原店 小売業 電化製品 5%

75,442 東京都 千代田区 れんてつかふぇ サービス 飲食業 5%

75,443 東京都 千代田区 六一書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,444 東京都 千代田区 六番町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

75,445 東京都 千代田区 ロコシーラ　戎橋店 小売業 衣料品 5%

75,446 東京都 千代田区 ロコシーラ　銀座店 小売業 貴金属・服飾品 5%

75,447 東京都 千代田区 ロッシ サービス 飲食業 5%

75,448 東京都 千代田区 ロボットロボット秋葉原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,449 東京都 千代田区 ロボットロボット秋葉原ラジオ会館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,450 東京都 千代田区 Ｒｏｌｅ＆ＲｏｌｌＳｔａｔｉｏｎ　秋葉原 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,451 東京都 千代田区 ワールドビュウ サービス その他サービス 5%

75,452 東京都 千代田区 ＹＫＣ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,453 東京都 千代田区 ワイン　Ｓａｋｅビストロ　Ａｌｌｉａｎｃｅ サービス 飲食業 5%

75,454 東京都 千代田区 ワイン食堂旅する子ブタ サービス 飲食業 5%

75,455 東京都 千代田区 ワイン食堂八十郎神田鍛冶町 サービス 飲食業 5%

75,456 東京都 千代田区 ワイン専門店ソレイユ サービス その他サービス 5%

75,457 東京都 千代田区 ワイン処　Ｏａｓｉ サービス 飲食業 5%

75,458 東京都 千代田区 若林佛具製作所　神田店 小売業 家具・調度品 5%

75,459 東京都 千代田区 和酒 くんせい バル シシニイク サービス 飲食業 5%

75,460 東京都 千代田区 和酒彩菜　遊月亭 サービス 飲食業 5%

75,461 東京都 千代田区 和食懐石京　丸の内店 サービス 飲食業 5%

75,462 東京都 千代田区 和の旬　輝咲 サービス 飲食業 5%

75,463 東京都 千代田区 和風バル　小千谷 サービス 飲食業 5%

75,464 東京都 千代田区 ｗａｆｕｒｕ　南信州菓子工房　帝国ホテルプラザ店 小売業 食料品 5%

75,465 東京都 千代田区 ワンゲルスポーツ 小売業 その他小売 5%

75,466 東京都 豊島区 ａ?ｒｉａ　【アーリア】 サービス 理容・美容業 5%

75,467 東京都 豊島区 ＲＨーｌｏｖｅａｄｄｉｃｔｉｏｎ サービス 飲食業 5%

75,468 東京都 豊島区 アールエデュケーション サービス その他サービス 5%

75,469 東京都 豊島区 あーる工房巣鴨駅前店 サービス その他サービス 5%

75,470 東京都 豊島区 Ａｒｌｅｌ サービス 理容・美容業 5%

75,471 東京都 豊島区 アイエスト池袋店 サービス 理容・美容業 5%

75,472 東京都 豊島区 アイノアユーチャリスサロン サービス 理容・美容業 5%

75,473 東京都 豊島区 ｉＰｈｏｎｅ修理救急便　池袋西口店 サービス その他サービス 5%

75,474 東京都 豊島区 ｉＰｈｏｎｅ修理工房　池袋本店 サービス その他サービス 5%
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75,475 東京都 豊島区 アイマジック池袋店 サービス 理容・美容業 5%

75,476 東京都 豊島区 有限会社やったるいモード サービス その他サービス 5%

75,477 東京都 豊島区 株式会社アイムシングルエージェンシー サービス その他サービス 5%

75,478 東京都 豊島区 アウトバックステーキハウス　池袋店 サービス 飲食業 5%

75,479 東京都 豊島区 あうるぱーく　フクロウカフェ池袋 サービス その他サービス 5%

75,480 東京都 豊島区 青いとりきもの学院　池袋校 サービス その他サービス 5%

75,481 東京都 豊島区 青山フラワーマーケットルミネ池袋店 小売業 その他小売 5%

75,482 東京都 豊島区 アガイ商事 小売業 電化製品 5%

75,483 東京都 豊島区 赤ちり亭　池袋東店 サービス 飲食業 5%

75,484 東京都 豊島区 秋元自動車本社 サービス その他サービス 5%

75,485 東京都 豊島区 秋吉　池袋東口店 サービス 飲食業 5%

75,486 東京都 豊島区 秋吉　赤羽店 サービス 飲食業 5%

75,487 東京都 豊島区 秋吉　池袋店 サービス 飲食業 5%

75,488 東京都 豊島区 秋吉　銀座店 サービス 飲食業 5%

75,489 東京都 豊島区 秋吉　中野店 サービス 飲食業 5%

75,490 東京都 豊島区 ａｑｕａ　ＱＵＥＳＴ サービス その他サービス 5%

75,491 東京都 豊島区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｉｖｅｔ池袋 サービス 理容・美容業 5%

75,492 東京都 豊島区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ池袋 サービス 理容・美容業 5%

75,493 東京都 豊島区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ池袋 サービス 理容・美容業 5%

75,494 東京都 豊島区 Ａｇｕ ｈａｉｒ ｒｅｎｔ巣鴨 サービス 理容・美容業 5%

75,495 東京都 豊島区 ＡＱＲＯＳ　池袋 小売業 その他小売 5%

75,496 東京都 豊島区 あさひ商店 サービス 飲食業 5%

75,497 東京都 豊島区 麻布テーラー　池袋 小売業 衣料品 5%

75,498 東京都 豊島区 あしあと動物病院 サービス その他サービス 5%

75,499 東京都 豊島区 アジアンキッチン　池袋 サービス 飲食業 5%

75,500 東京都 豊島区 アジアンキッチン　池袋東口 サービス 飲食業 5%

75,501 東京都 豊島区 ａｇｉｒ　ｈａｉｒ　池袋東口 サービス 理容・美容業 5%

75,502 東京都 豊島区 ＡＳＩＬＥ サービス 理容・美容業 5%

75,503 東京都 豊島区 ａｈｓｉｎ　ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

75,504 東京都 豊島区 あすかソフト整体院 サービス その他サービス 5%

75,505 東京都 豊島区 アストリア　池袋店 小売業 衣料品 5%

75,506 東京都 豊島区 アストリアオディールルミネ池袋店 小売業 衣料品 5%

75,507 東京都 豊島区 安曇野 サービス 飲食業 5%

75,508 東京都 豊島区 アゾンレーベルショップ　池袋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,509 東京都 豊島区 頭ほぐし専門店Ｒｅｌａｌａ サービス その他サービス 5%

75,510 東京都 豊島区 アッシュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

75,511 東京都 豊島区 アッシュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

75,512 東京都 豊島区 ａｈｓｉｎ　ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

75,513 東京都 豊島区 アットワン　池袋西口店 サービス その他サービス 5%

75,514 東京都 豊島区 ａｔｅｌｉｅｒＧｅａｍｌ 小売業 貴金属・服飾品 5%

75,515 東京都 豊島区 ｃｉ－ｐｕ 小売業 衣料品 5%

75,516 東京都 豊島区 アトリエ東長崎 サービス 理容・美容業 5%
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75,517 東京都 豊島区 アトリエモーリスヘアー巣鴨店 サービス 理容・美容業 5%

75,518 東京都 豊島区 あはちゃ５０５ サービス 飲食業 5%

75,519 東京都 豊島区 炙りＤｉｎｉｎｇガブリス サービス 飲食業 5%

75,520 東京都 豊島区 アペルト サービス 宿泊業 5%

75,521 東京都 豊島区 天海 サービス 飲食業 5%

75,522 東京都 豊島区 アラカンパーニュ　池袋店 サービス 飲食業 5%

75,523 東京都 豊島区 アルシーヴ 小売業 衣料品 5%

75,524 東京都 豊島区 あるはーと サービス 運輸業 5%

75,525 東京都 豊島区 アルモテック サービス 飲食業 5%

75,526 東京都 豊島区 あれ屋これ家　ひろ喜 サービス 飲食業 5%

75,527 東京都 豊島区 arrows サービス 理容・美容業 5%

75,528 東京都 豊島区 ＡＲＯＮＡ サービス 理容・美容業 5%

75,529 東京都 豊島区 アロマ＆ヒーリングサロンＮｅｏ サービス その他サービス 5%

75,530 東京都 豊島区 ＡｎｇｅＮａｉｌ　ｗｅｓｔ サービス その他サービス 5%

75,531 東京都 豊島区 アンティーク　ローズ 小売業 その他小売 5%

75,532 東京都 豊島区 アンティコカフェアルアビス池袋店 小売業 食料品 5%

75,533 東京都 豊島区 ｉｎｔｅｓｕｃｒｅルミネ池袋店 小売業 衣料品 5%

75,534 東京都 豊島区 アンテンドゥ 目白店 小売業 食料品 5%

75,535 東京都 豊島区 ＆Ｍ サービス 理容・美容業 5%

75,536 東京都 豊島区 アンドローフ 小売業 食料品 5%

75,537 東京都 豊島区 ＡｎｆｉｄａＰｅｒｓｏｎａｌＧｙｍ サービス その他サービス 5%

75,538 東京都 豊島区 ＡＮＦＩＤＡＢＥＡＵＴＹＦＩＴＮＥＳＳ サービス その他サービス 5%

75,539 東京都 豊島区 Ｅｍｂｅｌｌｉｒ サービス 理容・美容業 5%

75,540 東京都 豊島区 五十嵐 小売業 衣料品 5%

75,541 東京都 豊島区 池袋　ペコリ サービス 飲食業 5%

75,542 東京都 豊島区 池袋アントレサロン サービス その他サービス 5%

75,543 東京都 豊島区 池袋一龍庵 サービス 飲食業 5%

75,544 東京都 豊島区 いけふくろうカフェ 小売業 その他小売 5%

75,545 東京都 豊島区 池袋栄章 小売業 その他小売 5%

75,546 東京都 豊島区 いけぶくろ楽器　池袋西口店 小売業 その他小売 5%

75,547 東京都 豊島区 セブン－イレブン池袋北口平和通り店 小売業 食料品 2%

75,548 東京都 豊島区 ＦＯＲＥＳＴ サービス その他サービス 5%

75,549 東京都 豊島区 池袋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

75,550 東京都 豊島区 池袋酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

75,551 東京都 豊島区 セブン－イレブン池袋３丁目店 小売業 食料品 2%

75,552 東京都 豊島区 池袋ジュニア 小売業 その他小売 5%

75,553 東京都 豊島区 セブン－イレブン池袋東京芸術劇場前店 小売業 食料品 2%

75,554 東京都 豊島区 いけぶくろ動物病院 サービス その他サービス 5%

75,555 東京都 豊島区 鳥然海然 サービス 飲食業 5%

75,556 東京都 豊島区 セブン－イレブン池袋西一番街中央通り店 小売業 食料品 2%

75,557 東京都 豊島区 セブン－イレブン池袋西一番街店 小売業 食料品 2%

75,558 東京都 豊島区 セブン－イレブン池袋２丁目劇場通り店 小売業 食料品 2%
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75,559 東京都 豊島区 セブン－イレブン池袋２丁目店 小売業 食料品 2%

75,560 東京都 豊島区 セブン－イレブン池袋２丁目トキワ通り店 小売業 食料品 2%

75,561 東京都 豊島区 セブン－イレブン池袋２丁目東店 小売業 食料品 2%

75,562 東京都 豊島区 池袋パック 小売業 その他小売 5%

75,563 東京都 豊島区 セブン－イレブン池袋東口店 小売業 食料品 2%

75,564 東京都 豊島区 池袋東口法律事務所 サービス その他サービス 5%

75,565 東京都 豊島区 池袋ひりゅう鍼灸院 サービス その他サービス 5%

75,566 東京都 豊島区 池袋不動産ＦＰ事務所 サービス その他サービス 5%

75,567 東京都 豊島区 株式会社ドリームＯＮＥ サービス その他サービス 5%

75,568 東京都 豊島区 セブン－イレブン池袋本町店 小売業 食料品 2%

75,569 東京都 豊島区 池袋三原堂 サービス その他サービス 5%

75,570 東京都 豊島区 池袋Ｍｉｒａｇｅ サービス その他サービス 5%

75,571 東京都 豊島区 セブン－イレブン池袋４丁目店 小売業 食料品 2%

75,572 東京都 豊島区 池袋ランドセル館 小売業 その他小売 5%

75,573 東京都 豊島区 池部楽器店　ロックハウス 小売業 その他小売 5%

75,574 東京都 豊島区 池部楽器店池袋エリア 小売業 その他小売 5%

75,575 東京都 豊島区 株式会社池部楽器店ブラウンギターズ 小売業 その他小売 5%

75,576 東京都 豊島区 池部楽器店ユーズドギターベース専門ＧＥＴ 小売業 その他小売 5%

75,577 東京都 豊島区 石橋楽器　池袋店 小売業 その他小売 5%

75,578 東京都 豊島区 イースタン千代田（株）６ サービス 宿泊業 5%

75,579 東京都 豊島区 いたりあ酒場ＰＥＲＮＯ サービス 飲食業 5%

75,580 東京都 豊島区 イタリア食堂なかた　＃０１２ サービス 飲食業 5%

75,581 東京都 豊島区 イタリアダイニング　何駄感駄 サービス 飲食業 5%

75,582 東京都 豊島区 イタリアンバル　ＵＯＫＩＮ　池袋店 サービス 飲食業 5%

75,583 東京都 豊島区 イタリアンレストランＬＵＣＥ サービス 飲食業 5%

75,584 東京都 豊島区 １７９／ＷＧ　ＮＩＣＯＬＥ　ＣＬＵＢ 小売業 衣料品 5%

75,585 東京都 豊島区 石庵　池袋店 サービス 飲食業 5%

75,586 東京都 豊島区 一般財団法人口腔保健協会 サービス その他サービス 5%

75,587 東京都 豊島区 一般社団法人日本アイスボックスクッキー協会 サービス その他サービス 5%

75,588 東京都 豊島区 一般社団法人日本ラグビーリーグ協会 サービス その他サービス 5%

75,589 東京都 豊島区 伊東園ホテルズ サービス 宿泊業 5%

75,590 東京都 豊島区 井上潔 サービス その他サービス 5%

75,591 東京都 豊島区 井上時計店 小売業 その他小売 5%

75,592 東京都 豊島区 イベントグッズ・スマイル館 小売業 その他小売 5%

75,593 東京都 豊島区 芋蔵　池袋東口店 サービス 飲食業 5%

75,594 東京都 豊島区 癒しの郷　池袋店 サービス その他サービス 5%

75,595 東京都 豊島区 イルキャンティ・オベスト サービス 飲食業 5%

75,596 東京都 豊島区 イルキャンティ・エスト サービス 飲食業 5%

75,597 東京都 豊島区 イリスネイル サービス 理容・美容業 5%

75,598 東京都 豊島区 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ　池袋 サービス その他サービス 5%

75,599 東京都 豊島区 ＥＬＥＶＥＮ ＣＹＣＬＥ 巣鴨店 小売業 その他小売 5%

75,600 東京都 豊島区 ｉｒｏｄｏｒｉ　いろどり 小売業 その他小売 5%
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75,601 東京都 豊島区 いろは いろは 池袋東口店 小売業 食料品 5%

75,602 東京都 豊島区 いろは いろは千早店 小売業 食料品 5%

75,603 東京都 豊島区 本店 サービス その他サービス 5%

75,604 東京都 豊島区 インスペクション株式会社 サービス その他サービス 5%

75,605 東京都 豊島区 インドサラサの店 小売業 衣料品 5%

75,606 東京都 豊島区 ヴァースコミックス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,607 東京都 豊島区 VANQUISH 池袋P’PARCO 小売業 衣料品 5%

75,608 東京都 豊島区 ヴィオーデ池袋店 サービス 理容・美容業 5%

75,609 東京都 豊島区 ウィッシュセレネ　池袋店 サービス 理容・美容業 5%

75,610 東京都 豊島区 ＷｅＢＡＲＷｉｓｈ サービス 飲食業 5%

75,611 東京都 豊島区 ｖｉｍｕｓｅ サービス 理容・美容業 5%

75,612 東京都 豊島区 魚金池袋店 サービス 飲食業 5%

75,613 東京都 豊島区 魚串炙縁 サービス 飲食業 5%

75,614 東京都 豊島区 魚錠池袋店 サービス 飲食業 5%

75,615 東京都 豊島区 魚沼畜産 肉のサトウ 小売業 食料品 5%

75,616 東京都 豊島区 歌広場　池袋北口駅前店 サービス 飲食業 5%

75,617 東京都 豊島区 歌広場　池袋北口店 サービス 飲食業 5%

75,618 東京都 豊島区 歌広場　池袋サンシャイン通り店 サービス 飲食業 5%

75,619 東京都 豊島区 歌広場　池袋サンシャイン通り２号店 サービス 飲食業 5%

75,620 東京都 豊島区 歌広場　池袋サンシャイン通り新店 サービス 飲食業 5%

75,621 東京都 豊島区 歌広場　池袋西武口店 サービス 飲食業 5%

75,622 東京都 豊島区 歌広場　池袋西口店 サービス 飲食業 5%

75,623 東京都 豊島区 歌広場　池袋東口店 サービス 飲食業 5%

75,624 東京都 豊島区 歌広場　池袋東口駅前店 サービス 飲食業 5%

75,625 東京都 豊島区 歌広場　大塚店 サービス 飲食業 5%

75,626 東京都 豊島区 歌広場　駒込店 サービス 飲食業 5%

75,627 東京都 豊島区 歌広場　巣鴨店 サービス 飲食業 5%

75,628 東京都 豊島区 うどん酒場 香川一福 池袋 サービス 飲食業 5%

75,629 東京都 豊島区 うな菊 サービス 飲食業 5%

75,630 東京都 豊島区 うな鐵大塚店 サービス 飲食業 5%

75,631 東京都 豊島区 うまいもん処 よしの サービス 飲食業 5%

75,632 東京都 豊島区 永幸不動産株式会社 サービス その他サービス 5%

75,633 東京都 豊島区 ＨＭ　ｈａｉｒ　池袋店 サービス 理容・美容業 5%

75,634 東京都 豊島区 ＨＢカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

75,635 東京都 豊島区 ＥＩＧＨＴ　ｉｋｅｂｕｋｕｒｏ サービス 理容・美容業 5%

75,636 東京都 豊島区 ＡＳＫアカデミー・ジャパン株式会社 サービス その他サービス 5%

75,637 東京都 豊島区 ＡＢＣデジカメプリント サービス その他サービス 5%

75,638 東京都 豊島区 Ａ　ＰＩＺＺＡ　池袋東通り本店 サービス 飲食業 5%

75,639 東京都 豊島区 ＡｌｅＨｏｕｓｅ サービス 飲食業 5%

75,640 東京都 豊島区 セブン－イレブンＥＱＵｉＡ池袋駅改札内店 小売業 食料品 2%

75,641 東京都 豊島区 ＳＳＣマッサージ　池袋西口店 サービス その他サービス 5%

75,642 東京都 豊島区 ＳＳＣマッサージ 池袋東口店 サービス その他サービス 5%

1803



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

75,643 東京都 豊島区 ＳＳＣマッサージ 池袋南口店 サービス その他サービス 5%

75,644 東京都 豊島区 エスエスリライフ サービス その他サービス 5%

75,645 東京都 豊島区 エスカイヤクラブ　池袋 サービス 飲食業 5%

75,646 東京都 豊島区 エステサロン　さくら池袋西口店 サービス 理容・美容業 5%

75,647 東京都 豊島区 エステサロンさくら　池袋東口店 サービス 理容・美容業 5%

75,648 東京都 豊島区 エステソワンロイヤル サービス 理容・美容業 5%

75,649 東京都 豊島区 ＥｓｔｈｅｔｉｃｓａｌｏｎＡｉｍｅ サービス 理容・美容業 5%

75,650 東京都 豊島区 Ｓ・Ｂ・Ｆなまちゃんブリューイング サービス 飲食業 5%

75,651 東京都 豊島区 エスペランス サービス 理容・美容業 5%

75,652 東京都 豊島区 越後屋 小売業 その他小売 5%

75,653 東京都 豊島区 エニータイム　アカツキ 小売業 電化製品 5%

75,654 東京都 豊島区 エニータイムオオゼキ 小売業 電化製品 5%

75,655 東京都 豊島区 エニ－タイムとみざわ 小売業 電化製品 5%

75,656 東京都 豊島区 ＡＮｅｌｌ（エネル） サービス 理容・美容業 5%

75,657 東京都 豊島区 ＦＣＡ　Ｄｒｉｖｉｎｇ　Ｓｃｈｏｏｌ サービス その他サービス 5%

75,658 東京都 豊島区 ＭＭ　ｍｙａｎｍａｒ　ｒｅｓｔａｎｔ 小売業 食料品 5%

75,659 東京都 豊島区 Ｍ．Ｄ．Ｓ 小売業 その他小売 5%

75,660 東京都 豊島区 ｎｏａｍ 小売業 衣料品 5%

75,661 東京都 豊島区 エモーション エモーション 小売業 衣料品 5%

75,662 東京都 豊島区 エリートフィットネス　東池袋店 サービス その他サービス 5%

75,663 東京都 豊島区 ＥＬ?ｂｌａｃｋ【エルブラック】 サービス 理容・美容業 5%

75,664 東京都 豊島区 ＥＬＬＥ　ｂｅａｕｔｅ サービス その他サービス 5%

75,665 東京都 豊島区 ｅｌｅｎａ サービス 理容・美容業 5%

75,666 東京都 豊島区 Ｏａｓｉｓ サービス 飲食業 5%

75,667 東京都 豊島区 近江の館　巣鴨店 小売業 食料品 5%

75,668 東京都 豊島区 オーガニック・ライフ サービス その他サービス 5%

75,669 東京都 豊島区 オーダーメイド美骨サロン和乃間 サービス 理容・美容業 5%

75,670 東京都 豊島区 ｏｔａｖｅｇｅｔａｂｌｅｓｔｏｒ 小売業 食料品 5%

75,671 東京都 豊島区 大塚海然鳥然 サービス 飲食業 5%

75,672 東京都 豊島区 大塚　Ｃａｆｅ　ＡＮＡＮＡ サービス 飲食業 5%

75,673 東京都 豊島区 大塚タウンホテル サービス 宿泊業 5%

75,674 東京都 豊島区 大塚長寿庵 サービス 飲食業 5%

75,675 東京都 豊島区 ＯＴＳＵＫＡ　ＰＩＺＺＡ サービス 飲食業 5%

75,676 東京都 豊島区 大塚へきそば然 サービス 飲食業 5%

75,677 東京都 豊島区 大野園茶店 小売業 その他小売 5%

75,678 東京都 豊島区 Ａｌｌ　ｉｎ　Ｆｕｎ サービス 飲食業 5%

75,679 東京都 豊島区 オールマイティー サービス 理容・美容業 5%

75,680 東京都 豊島区 オーガニックスタイルジャパン 小売業 その他小売 5%

75,681 東京都 豊島区 お好み焼てな サービス 飲食業 5%

75,682 東京都 豊島区 ＪＭ／お酒のますあい 小売業 食料品 5%

75,683 東京都 豊島区 おそうじ本舗千川店 サービス その他サービス 5%

75,684 東京都 豊島区 ｏｔｔｏａｌｂｅｒｏ サービス 飲食業 5%
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75,685 東京都 豊島区 オフィスワーク サービス その他サービス 5%

75,686 東京都 豊島区 おめしや 小売業 衣料品 5%

75,687 東京都 豊島区 オリックスレンタカー池袋西口店 サービス その他サービス 2%

75,688 東京都 豊島区 オリックスレンタカー大塚駅前店 サービス その他サービス 2%

75,689 東京都 豊島区 折戸電機商会 小売業 電化製品 5%

75,690 東京都 豊島区 俺たちの　とりとん サービス 飲食業 5%

75,691 東京都 豊島区 オレンジマートオークラ雑司が谷店 小売業 その他小売 5%

75,692 東京都 豊島区 ｏｎｔｈｅＬｉｌｙｐａｄ 小売業 衣料品 5%

75,693 東京都 豊島区 温Ｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

75,694 東京都 豊島区 温熱サロンなおみや サービス 理容・美容業 5%

75,695 東京都 豊島区 会議通訳者吉岡裕子 サービス その他サービス 5%

75,696 東京都 豊島区 ＫＡＩＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

75,697 東京都 豊島区 牡蠣と魚　海宝 サービス 飲食業 5%

75,698 東京都 豊島区 カギの救急車池袋店 サービス その他サービス 5%

75,699 東京都 豊島区 カクシンツイン 小売業 電化製品 5%

75,700 東京都 豊島区 カクシン電機　大塚店 小売業 電化製品 5%

75,701 東京都 豊島区 学生服の店三共豊島店 小売業 衣料品 5%

75,702 東京都 豊島区 カクヤス　大塚店 小売業 食料品 5%

75,703 東京都 豊島区 カクヤス　上池袋店 小売業 食料品 5%

75,704 東京都 豊島区 カクヤス　駒込駅前店 小売業 食料品 5%

75,705 東京都 豊島区 カクヤス　千川店 小売業 食料品 5%

75,706 東京都 豊島区 カクヤス　雑司が谷店 小売業 食料品 5%

75,707 東京都 豊島区 カクヤス　西池袋店 小売業 食料品 5%

75,708 東京都 豊島区 カクヤス　西巣鴨店 小売業 食料品 5%

75,709 東京都 豊島区 カクヤス　南長崎店 小売業 食料品 5%

75,710 東京都 豊島区 Ｋａｋｕｌｕｌｕ サービス 飲食業 5%

75,711 東京都 豊島区 仮説社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,712 東京都 豊島区 片岡米穀店 小売業 食料品 5%

75,713 東京都 豊島区 カットショップシバタ サービス 理容・美容業 5%

75,714 東京都 豊島区 カットショップシバタ サービス 理容・美容業 5%

75,715 東京都 豊島区 カツミ池袋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,716 東京都 豊島区 かないたくろう行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

75,717 東京都 豊島区 かねたや巣鴨店 小売業 家具・調度品 5%

75,718 東京都 豊島区 かねまつ　東武池袋マミカ店 小売業 衣料品 5%

75,719 東京都 豊島区 かねまつ　メトロポリタンプラザ店 小売業 衣料品 5%

75,720 東京都 豊島区 ｇａｂ サービス 飲食業 5%

75,721 東京都 豊島区 ｃａｆｅ藤香想 サービス 飲食業 5%

75,722 東京都 豊島区 ｃａｆｅ＋ｂａｒＬｅａｎｄｒｏ サービス 飲食業 5%

75,723 東京都 豊島区 Ｃａｆｅ ＰＲＥＧＯ サービス その他サービス 5%

75,724 東京都 豊島区 株式会社アルバン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,725 東京都 豊島区 株式会社　平喜屋　池袋店　平喜屋 小売業 食料品 5%

75,726 東京都 豊島区 株式会社Ｒ－ｂｅｌｌ サービス その他サービス 5%
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75,727 東京都 豊島区 株式会社足立金物店 小売業 その他小売 5%

75,728 東京都 豊島区 株式会社あのころコミュニケーションズ サービス その他サービス 5%

75,729 東京都 豊島区 ＥａｓｙｇｏＪａｐａｎ サービス その他サービス 5%

75,730 東京都 豊島区 株式会社池部楽器店 イケベユーズドギターズゲット 小売業 その他小売 5%

75,731 東京都 豊島区 株式会社池部楽器店 パワーＤＪ ｓ池袋 小売業 その他小売 5%

75,732 東京都 豊島区 株式会社池部楽器店 ゲットストンプ 小売業 その他小売 5%

75,733 東京都 豊島区 株式会社泉屋ノザキ サービス その他サービス 5%

75,734 東京都 豊島区 株式会社オールサポートセンター 小売業 その他小売 5%

75,735 東京都 豊島区 株式会社オールワンズライフ サービス その他サービス 5%

75,736 東京都 豊島区 株式会社オリオン堂 小売業 衣料品 5%

75,737 東京都 豊島区 イーハンズ池袋店 サービス その他サービス 5%

75,738 東京都 豊島区 ［ＨＣ］株式会社巣鴨電器 小売業 電化製品 5%

75,739 東京都 豊島区 株式会社ソーケンメディカル 小売業 その他小売 5%

75,740 東京都 豊島区 株式会社東音企画 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,741 東京都 豊島区 株式会社トリプル サービス その他サービス 5%

75,742 東京都 豊島区 株式会社日本ハーベスト サービス その他サービス 5%

75,743 東京都 豊島区 株式会社ビックフロー 小売業 その他小売 5%

75,744 東京都 豊島区 株式会社ｆｌｏｗｅｒｓｈｏｐ３１５ 小売業 その他小売 5%

75,745 東京都 豊島区 株式会社フルーク サービス その他サービス 5%

75,746 東京都 豊島区 株式会社メディエイター パソコン市場 巣鴨店 小売業 電化製品 5%

75,747 東京都 豊島区 株式会社メディカルユニバース 小売業 その他小売 5%

75,748 東京都 豊島区 株式会社ユーリアコーポレーション 小売業 衣料品 5%

75,749 東京都 豊島区 株式会社ＬＩＢＥＲＴＹ サービス その他サービス 5%

75,750 東京都 豊島区 株式会社レイワテック 小売業 電化製品 5%

75,751 東京都 豊島区 株式会社Ｙ．ｏ．Ｎ サービス その他サービス 5%

75,752 東京都 豊島区 カプセルイン大塚 サービス 宿泊業 5%

75,753 東京都 豊島区 カプセルきぬやホテル サービス 宿泊業 5%

75,754 東京都 豊島区 かぶと サービス 飲食業 5%

75,755 東京都 豊島区 かぶと　桂 サービス 飲食業 5%

75,756 東京都 豊島区 がブリチキン。池袋西口駅前店 サービス 飲食業 5%

75,757 東京都 豊島区 がブリチキン。西池袋店 サービス 飲食業 5%

75,758 東京都 豊島区 かまくら　池袋店 サービス 飲食業 5%

75,759 東京都 豊島区 セブン－イレブン上池袋２丁目店 小売業 食料品 2%

75,760 東京都 豊島区 公認会計士・税理士上出亮事務所 サービス その他サービス 5%

75,761 東京都 豊島区 ＫＡＭＩＹＵ サービス 理容・美容業 5%

75,762 東京都 豊島区 仮面ライダー・ザ・ダイナー サービス 飲食業 5%

75,763 東京都 豊島区 カモマイルクラブセレクトフーズ 小売業 食料品 5%

75,764 東京都 豊島区 カラオケパセラ池袋西口 サービス 飲食業 5%

75,765 東京都 豊島区 カラオケパセラ池袋西口 サービス 飲食業 5%

75,766 東京都 豊島区 カラオケパセラ池袋本店 サービス 飲食業 5%

75,767 東京都 豊島区 カラオケパセラ池袋本店 サービス 飲食業 5%

75,768 東京都 豊島区 カラオケパセラ池袋本店 サービス 飲食業 5%
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75,769 東京都 豊島区 カラオケパセラ池袋本店 サービス 飲食業 5%

75,770 東京都 豊島区 カラオケパセラ池袋本店 サービス 飲食業 5%

75,771 東京都 豊島区 カラオケワールド サービス その他サービス 5%

75,772 東京都 豊島区 からげんき　高田馬場店 サービス 飲食業 5%

75,773 東京都 豊島区 カラダファクトリールミネ池袋店 サービス その他サービス 5%

75,774 東京都 豊島区 カラＮＥＴ２４　池袋西口公園前店 サービス 飲食業 5%

75,775 東京都 豊島区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ巣鴨駅南口店 サービス 飲食業 2%

75,776 東京都 豊島区 カレーハウスｃｏｃｏ壱番屋西武東長崎駅前店 小売業 食料品 2%

75,777 東京都 豊島区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋東京メトロ東池袋駅前店 サービス 飲食業 2%

75,778 東京都 豊島区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋　豊島区大塚店 サービス 飲食業 2%

75,779 東京都 豊島区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋豊島区駒込店 サービス 飲食業 2%

75,780 東京都 豊島区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋豊島区西池袋店 サービス 飲食業 2%

75,781 東京都 豊島区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋豊島区南池袋店 サービス 飲食業 2%

75,782 東京都 豊島区 ガレコレクション．ガレ展示即売会事務 小売業 家具・調度品 5%

75,783 東京都 豊島区 河合塾マナビス巣鴨校 サービス その他サービス 2%

75,784 東京都 豊島区 喜々 サービス 飲食業 5%

75,785 東京都 豊島区 キク薬局 小売業 その他小売 5%

75,786 東京都 豊島区 セブン－イレブン北池袋店 小売業 食料品 2%

75,787 東京都 豊島区 セブン－イレブン北大塚１丁目西店 小売業 食料品 2%

75,788 東京都 豊島区 ＫＩＣＨＩＲＩｏｒａｎｇｅｌａｂｅｌ池袋 サービス 飲食業 5%

75,789 東京都 豊島区 Ｋｉｍ’ｓｌｉｆｅフットケア サービス 理容・美容業 5%

75,790 東京都 豊島区 きもの学院　池袋校 サービス その他サービス 5%

75,791 東京都 豊島区 きもの桔梗屋 小売業 衣料品 5%

75,792 東京都 豊島区 株式会社　キモノモード　池袋店 小売業 衣料品 5%

75,793 東京都 豊島区 牛兵衛草庵　池袋西口店 サービス 飲食業 5%

75,794 東京都 豊島区 牛兵衛草庵　池袋ロマンス通り店 サービス 飲食業 5%

75,795 東京都 豊島区 牛兵衛池袋駅前店 サービス 飲食業 5%

75,796 東京都 豊島区 セブン－イレブンキュープラザ池袋店 小売業 食料品 2%

75,797 東京都 豊島区 ぎょうざの満洲　椎名町駅店 サービス 飲食業 5%

75,798 東京都 豊島区 ぎょうざの満洲　千川駅前店 サービス 飲食業 5%

75,799 東京都 豊島区 ぎょうざの満洲東長崎南口店 サービス 飲食業 5%

75,800 東京都 豊島区 行政書士法人ふたば サービス その他サービス 5%

75,801 東京都 豊島区 京都勝牛池袋東口 サービス 飲食業 5%

75,802 東京都 豊島区 京都さがの館　池袋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

75,803 東京都 豊島区 キョウワインテリア　コージースペース 小売業 家具・調度品 5%

75,804 東京都 豊島区 極 和牛焼肉やざわ 極 焼肉 やざわ 池袋店 サービス 飲食業 5%

75,805 東京都 豊島区 銀座　篝　グループ　エチカ池袋店 サービス 飲食業 5%

75,806 東京都 豊島区 喰喰　池袋店 サービス 飲食業 5%

75,807 東京都 豊島区 クイックリフォームサービス池袋店 サービス その他サービス 5%

75,808 東京都 豊島区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ池袋西口店 小売業 その他小売 5%

75,809 東京都 豊島区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ豊島店 小売業 その他小売 5%

75,810 東京都 豊島区 串かつ　でんがな　池袋東口店 サービス 飲食業 5%
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75,811 東京都 豊島区 串かつ　でんがな　大塚店 サービス 飲食業 5%

75,812 東京都 豊島区 串かつ揚げ揚げ池袋店 サービス 飲食業 5%

75,813 東京都 豊島区 串カツ焼鳥　若まる　巣鴨店 サービス 飲食業 5%

75,814 東京都 豊島区 串焼きとお酒　かんむり サービス 飲食業 5%

75,815 東京都 豊島区 くし家串猿　西巣鴨店 サービス 飲食業 5%

75,816 東京都 豊島区 九条／満天 サービス 飲食業 5%

75,817 東京都 豊島区 薬のタサキ アトレヴィ大塚店 小売業 その他小売 5%

75,818 東京都 豊島区 グッドヘアー東長崎 サービス 理容・美容業 5%

75,819 東京都 豊島区 クニテック株式会社 小売業 電化製品 5%

75,820 東京都 豊島区 久保木サイクル 小売業 その他小売 5%

75,821 東京都 豊島区 くまざわ書店　エミオ池袋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,822 東京都 豊島区 ＣｕＭＡＲｉ サービス 理容・美容業 5%

75,823 東京都 豊島区 グランパーク・イン巣鴨 サービス 宿泊業 5%

75,824 東京都 豊島区 クリアックス　本部 サービス 飲食業 5%

75,825 東京都 豊島区 ｇｌｉｓｔｅｎｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

75,826 東京都 豊島区 ｇｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　ｓｅｌｅｃｔｓｈｏｐ　ｇｌｉｓｔｅｎｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

75,827 東京都 豊島区 ｇｌｉｔｔｅｒ　池袋西口店 サービス その他サービス 5%

75,828 東京都 豊島区 Ｇｒｉｐ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

75,829 東京都 豊島区 グリント 小売業 貴金属・服飾品 5%

75,830 東京都 豊島区 グルメの森 サービス その他サービス 5%

75,831 東京都 豊島区 Ｃｌｅｍａｔｉｓ サービス 理容・美容業 5%

75,832 東京都 豊島区 Ｃｌｅｍａｔｉｓ サービス 理容・美容業 5%

75,833 東京都 豊島区 ＧｌｏｂａｌＳｔａｎｄａｒｄ 小売業 その他小売 5%

75,834 東京都 豊島区 クロスハウス　千川２ サービス 宿泊業 5%

75,835 東京都 豊島区 クロロフイル池袋美顔教室 小売業 その他小売 5%

75,836 東京都 豊島区 クワトロ弦楽器 小売業 その他小売 5%

75,837 東京都 豊島区 ＣａｒｅｓＩｋｅｂｕｋｕｒｏ サービス 理容・美容業 5%

75,838 東京都 豊島区 ケアタクシー　ローズマリー１ サービス その他サービス 5%

75,839 東京都 豊島区 ケアタクシー　ローズマリー２ サービス 飲食業 5%

75,840 東京都 豊島区 Ｋ＆Ｙ’ｓ 小売業 その他小売 5%

75,841 東京都 豊島区 軽食喫茶 ポニー サービス 飲食業 5%

75,842 東京都 豊島区 Ｋ－ｔｗｏＥｓｏｌａＩＫＥＢＵＫＵ サービス 理容・美容業 5%

75,843 東京都 豊島区 ＫＢＬ池袋サンシャイン通店 サービス 理容・美容業 5%

75,844 東京都 豊島区 ＫＢＬ池袋店 サービス 理容・美容業 5%

75,845 東京都 豊島区 京北自動車交通 サービス 運輸業 5%

75,846 東京都 豊島区 化粧品＆エステの清水屋 サービス その他サービス 5%

75,847 東京都 豊島区 ゲストハウスみずもり サービス その他サービス 5%

75,848 東京都 豊島区 ゲットストンプ 小売業 その他小売 5%

75,849 東京都 豊島区 けむり屋 サービス 飲食業 5%

75,850 東京都 豊島区 コアコンシェル スマホのコンシェルジュ 巣鴨店 サービス その他サービス 5%

75,851 東京都 豊島区 鯉幟 サービス 飲食業 5%

75,852 東京都 豊島区 光音堂 小売業 電化製品 5%
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75,853 東京都 豊島区 高興リラックス空間池袋店 サービス その他サービス 5%

75,854 東京都 豊島区 合同会社ＧｏｌｄｅｎＤａｍ 小売業 家具・調度品 5%

75,855 東京都 豊島区 合同会社Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅ サービス その他サービス 5%

75,856 東京都 豊島区 合同会社テンミア 小売業 衣料品 5%

75,857 東京都 豊島区 ゴーゴーファイブ サービス 飲食業 5%

75,858 東京都 豊島区 コーニーズ サービス その他サービス 5%

75,859 東京都 豊島区 小顔Ｎａｔｕｒａｌ サービス その他サービス 5%

75,860 東京都 豊島区 小顔ｎａｔｕｒａｌ サービス その他サービス 5%

75,861 東京都 豊島区 ｃｏｃｏ　ｄｅ　ｔｅａ サービス 飲食業 5%

75,862 東京都 豊島区 こせり サービス 飲食業 5%

75,863 東京都 豊島区 Ｇｏｔｔｉｅ’ｓＢＥＥＦ池袋西口店 サービス 飲食業 5%

75,864 東京都 豊島区 コツメイト 小売業 その他小売 5%

75,865 東京都 豊島区 後藤本店葬祭 サービス その他サービス 5%

75,866 東京都 豊島区 ことぶきインテリア 小売業 家具・調度品 5%

75,867 東京都 豊島区 寿や　巣鴨店 サービス 飲食業 5%

75,868 東京都 豊島区 小林タクシー サービス 運輸業 5%

75,869 東京都 豊島区 珈琲茶館　集　池袋店 サービス 飲食業 5%

75,870 東京都 豊島区 ｋｏｂｕｔｓｕｔｏ（展示室ｓｈｏｗｒｏｏｍ内） サービス その他サービス 5%

75,871 東京都 豊島区 こまごめ腰痛治療室 サービス その他サービス 5%

75,872 東京都 豊島区 コミックとらのあな　池袋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,873 東京都 豊島区 コミュニティサロン　と和 サービス 理容・美容業 5%

75,874 東京都 豊島区 こめらくルミネ池袋店 サービス 飲食業 5%

75,875 東京都 豊島区 ごもごも サービス 理容・美容業 5%

75,876 東京都 豊島区 コリアンダイニングＳＩＯＮ サービス 飲食業 5%

75,877 東京都 豊島区 ゴルフクラブスカイリゾート サービス その他サービス 5%

75,878 東京都 豊島区 コロコショップ 小売業 その他小売 5%

75,879 東京都 豊島区 金剛苑 サービス 飲食業 5%

75,880 東京都 豊島区 金剛堂　巣鴨店 小売業 家具・調度品 5%

75,881 東京都 豊島区 ＴＨＥ　ＢＲＯＳＥＬＥＹ サービス 飲食業 5%

75,882 東京都 豊島区 座・ガモール　神の国から　２階 サービス 飲食業 5%

75,883 東京都 豊島区 Ｓａｊｉ サービス その他サービス 5%

75,884 東京都 豊島区 彩きもの学院　池袋校 小売業 衣料品 5%

75,885 東京都 豊島区 最強のバターコーヒー　池袋店 サービス 飲食業 5%

75,886 東京都 豊島区 Ｓｉｌｅｎｔ　Ｂｌｕｅ　池袋　　【サイレントブルー】 サービス その他サービス 5%

75,887 東京都 豊島区 酒井将人税理士事務所 サービス その他サービス 5%

75,888 東京都 豊島区 酒蔵力池袋西口店 サービス 飲食業 5%

75,889 東京都 豊島区 さかつうギャラリー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,890 東京都 豊島区 魚屋の居酒屋 魚錠 池袋店 サービス 飲食業 5%

75,891 東京都 豊島区 座・ガモール１号店 小売業 食料品 5%

75,892 東京都 豊島区 座・ガモール二号店 小売業 食料品 5%

75,893 東京都 豊島区 サクラカフェ＆レストラン池袋（ダミー） サービス 飲食業 5%

75,894 東京都 豊島区 桜キッチンカフェ サービス 飲食業 5%
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75,895 東京都 豊島区 さくらサ－ビスＪＡＰＡＮ サービス その他サービス 5%

75,896 東京都 豊島区 サクラホテル池袋 サービス 宿泊業 5%

75,897 東京都 豊島区 ＳＡＫＵＲＡ ＭＯＮＳＴＥＲ サービス 飲食業 5%

75,898 東京都 豊島区 ＳＡＫＵＲＡ　ＭＯＮＳＴＥＲ サービス 飲食業 5%

75,899 東京都 豊島区 酒バルｇｕｉｇｕｉ サービス 飲食業 5%

75,900 東京都 豊島区 笹屋本舗薬局 小売業 その他小売 5%

75,901 東京都 豊島区 ［ＨＣ］サトー電気 小売業 電化製品 5%

75,902 東京都 豊島区 さのや　バーゲンホール 小売業 貴金属・服飾品 5%

75,903 東京都 豊島区 さのや Ｂｏｕｔｉｑｕｅ Ｊ Ｂ 小売業 衣料品 5%

75,904 東京都 豊島区 さのや デポパンド 小売業 衣料品 5%

75,905 東京都 豊島区 さのや ジュエリーＪ Ｂ 小売業 貴金属・服飾品 5%

75,906 東京都 豊島区 さのや　ＬＶモノグラム館プラス 小売業 貴金属・服飾品 5%

75,907 東京都 豊島区 さのや　大塚駅前店 小売業 電化製品 5%

75,908 東京都 豊島区 ｔｈｅ　ＢＡＲ　ＡＣＥ サービス 飲食業 5%

75,909 東京都 豊島区 ザ　ビー池袋　ザ　ビー池袋 サービス 宿泊業 5%

75,910 東京都 豊島区 ｓａｌｏｎ　ｇｏｔｏ サービス 理容・美容業 5%

75,911 東京都 豊島区 サロンタエン サービス 理容・美容業 5%

75,912 東京都 豊島区 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＨＡＮＡ－ＰＥＣＨＡ サービス その他サービス 5%

75,913 東京都 豊島区 ｓａｗａｎ　目白店 サービス その他サービス 5%

75,914 東京都 豊島区 さをりの森　東京 小売業 その他小売 5%

75,915 東京都 豊島区 サン・ホセ・デルカボ　池袋店 サービス 飲食業 5%

75,916 東京都 豊島区 酸素屋さん サービス その他サービス 5%

75,917 東京都 豊島区 サンダーバード　池袋東口店 サービス 飲食業 5%

75,918 東京都 豊島区 サン・まつみや 小売業 衣料品 5%

75,919 東京都 豊島区 三洋薬品ＨＢＣ　２３ 小売業 その他小売 5%

75,920 東京都 豊島区 サンライズ サービス その他サービス 5%

75,921 東京都 豊島区 サンロード電機 小売業 電化製品 5%

75,922 東京都 豊島区 ＣＷＳ 小売業 その他小売 5%

75,923 東京都 豊島区 ｃｉｉｔｏ 小売業 衣料品 5%

75,924 東京都 豊島区 シーナと一平 サービス 宿泊業 5%

75,925 東京都 豊島区 椎名町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

75,926 東京都 豊島区 シーフード居酒屋ピスケス サービス 飲食業 5%

75,927 東京都 豊島区 ｓｃｅｎｅ． サービス 理容・美容業 5%

75,928 東京都 豊島区 ｓｃｅｎｅ  ｓｃｅｎｅ サービス 理容・美容業 5%

75,929 東京都 豊島区 Ｊ＆Ｂ　さのや 小売業 電化製品 5%

75,930 東京都 豊島区 Ｊ．Ｓ．　ＢＵＲＧＥＲＳ　ＣＡＦＥ池袋店 サービス 飲食業 5%

75,931 東京都 豊島区 紫垣敬子 サービス その他サービス 5%

75,932 東京都 豊島区 紫垣敬子 サービス その他サービス 5%

75,933 東京都 豊島区 ＧＧショップ 小売業 その他小売 5%

75,934 東京都 豊島区 ＧＧショップ 小売業 その他小売 5%

75,935 東京都 豊島区 時習堂 小売業 その他小売 5%

75,936 東京都 豊島区 自然形体療法整体院爽快 サービス その他サービス 5%
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75,937 東京都 豊島区 自然野菜レストラン　ナーリッシュ駒込店 サービス 飲食業 5%

75,938 東京都 豊島区 執事眼鏡ｅｙｅｍｉｒｒｏｒ 小売業 衣料品 5%

75,939 東京都 豊島区 信濃屋　池袋店 小売業 食料品 5%

75,940 東京都 豊島区 信濃屋　池袋店 小売業 食料品 5%

75,941 東京都 豊島区 ＣｂｙＣＡＬＩＳＴＡ池袋店 サービス その他サービス 5%

75,942 東京都 豊島区 司法書士木田事務所 サービス その他サービス 5%

75,943 東京都 豊島区 セブン－イレブン下板橋駅前店 小売業 食料品 2%

75,944 東京都 豊島区 ジャパンＯＮＯミュージックアカデミー サービス その他サービス 5%

75,945 東京都 豊島区 しゃぶしゃぶ温野菜池袋西武口店 サービス 飲食業 2%

75,946 東京都 豊島区 しゃぶしゃぶ温野菜池袋メトロポリタン口店 サービス 飲食業 2%

75,947 東京都 豊島区 シャペウ駒込 サービス 理容・美容業 5%

75,948 東京都 豊島区 ＪＡＭ　ＴＨＥ　ＨＵＴＴ サービス 理容・美容業 5%

75,949 東京都 豊島区 Ｓｈａｎｇｒｉ－Ｌａ／バードラボ サービス 飲食業 5%

75,950 東京都 豊島区 ＳＨＡＮＴｉ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＳＨＡＮＴｉ サービス 理容・美容業 5%

75,951 東京都 豊島区 じゃんぱら　池袋東口店 小売業 電化製品 5%

75,952 東京都 豊島区 シュヴァル　ドゥ　ヒョータン サービス 飲食業 5%

75,953 東京都 豊島区 酒菜ほくら サービス 飲食業 5%

75,954 東京都 豊島区 酒肴やさくら サービス 飲食業 5%

75,955 東京都 豊島区 酒蔵鞍 サービス 飲食業 5%

75,956 東京都 豊島区 シューマックス　篠崎店 小売業 衣料品 5%

75,957 東京都 豊島区 小劇場てあとるらぽう 小劇場てあとるらぽう サービス その他サービス 5%

75,958 東京都 豊島区 松月堂 小売業 食料品 5%

75,959 東京都 豊島区 祥龍株式会社 サービス その他サービス 5%

75,960 東京都 豊島区 松露ことぶきや 小売業 食料品 5%

75,961 東京都 豊島区 叙々苑　池袋サンシャイン通り店 サービス 飲食業 5%

75,962 東京都 豊島区 叙々苑　池袋東口駅前店 サービス 飲食業 5%

75,963 東京都 豊島区 ショットバーターミナル サービス 飲食業 5%

75,964 東京都 豊島区 ショップドイ 小売業 電化製品 5%

75,965 東京都 豊島区 ＪＯＬＩＥＳＵＧＡＲ サービス 理容・美容業 5%

75,966 東京都 豊島区 指ラックス　池袋店 サービス その他サービス 5%

75,967 東京都 豊島区 セブン－イレブン新大塚駅前店 小売業 食料品 2%

75,968 東京都 豊島区 新健勝苑池袋ショールーム 小売業 衣料品 5%

75,969 東京都 豊島区 新日本補聴器センター　巣鴨店 小売業 その他小売 5%

75,970 東京都 豊島区 スーパーシマダヤ大塚店 小売業 食料品 5%

75,971 東京都 豊島区 スーパーポテト　池袋ゲーム横丁 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

75,972 東京都 豊島区 スカイスクレイパーレコーズ サービス その他サービス 5%

75,973 東京都 豊島区 セブン－イレブン巣鴨駅北口店 小売業 食料品 2%

75,974 東京都 豊島区 巣鴨グランドキャニオン サービス 飲食業 5%

75,975 東京都 豊島区 巣鴨整体院ＭＩＫＡＴＡ サービス その他サービス 5%

75,976 東京都 豊島区 巣鴨養蜂園 サービス その他サービス 5%

75,977 東京都 豊島区 スキンフード 小売業 その他小売 5%

75,978 東京都 豊島区 スクールプラザ　和田や 小売業 衣料品 5%
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75,979 東京都 豊島区 ｓｕｃｒｅｅ サービス 理容・美容業 5%

75,980 東京都 豊島区 鮨　渓山 サービス 飲食業 5%

75,981 東京都 豊島区 寿司　高はし サービス 飲食業 5%

75,982 東京都 豊島区 寿司　高はし サービス 飲食業 5%

75,983 東京都 豊島区 すし椿　池袋西口店 サービス 飲食業 5%

75,984 東京都 豊島区 寿司田 サービス 飲食業 5%

75,985 東京都 豊島区 すずきでんき 小売業 電化製品 5%

75,986 東京都 豊島区 鈴木ラヂオ商会 小売業 電化製品 5%

75,987 東京都 豊島区 鈴忠 小売業 その他小売 5%

75,988 東京都 豊島区 すずちゅう　浅草店 小売業 衣料品 5%

75,989 東京都 豊島区 すずちゅう　池袋店 小売業 衣料品 5%

75,990 東京都 豊島区 すずちゅう　池袋店 小売業 衣料品 5%

75,991 東京都 豊島区 すずちゅう　王子サンスクエア店 小売業 衣料品 5%

75,992 東京都 豊島区 すずちゅう　サンシャイン通り店 小売業 衣料品 5%

75,993 東京都 豊島区 すずちゅう　サンシャイン通り店 小売業 衣料品 5%

75,994 東京都 豊島区 すずちゅう　新宿２号店 小売業 衣料品 5%

75,995 東京都 豊島区 すた～ず＠ＩＫＥＢＵＫＵＲＯ サービス 飲食業 5%

75,996 東京都 豊島区 スタイル　インデックス サービス 理容・美容業 5%

75,997 東京都 豊島区 ＳＴＹＬＥ　ＩＮＤＥＸ　茗荷谷 サービス 理容・美容業 5%

75,998 東京都 豊島区 ＳＴＹＬＥ　ＩＮＤＥＸ　新大塚 サービス 理容・美容業 5%

75,999 東京都 豊島区 ＳＴＹＬＥ－ＩＮＤＥＸ新大塚店 サービス 理容・美容業 5%

76,000 東京都 豊島区 ｓｔｕｄｉｏｗｏｒｃｌｅ　ｉｋｅｂｕｋｕｒｏ サービス その他サービス 5%

76,001 東京都 豊島区 ｓｔｕｄｉｏｗｏｒｃｌｅ　ｔａｋａｄａｎｏ－ｂａｂａ サービス その他サービス 5%

76,002 東京都 豊島区 ＳｔａｒＭａｋｅｒＳｔｕｄｉｏ池袋 サービス その他サービス 5%

76,003 東京都 豊島区 頭痛専門　結 サービス その他サービス 5%

76,004 東京都 豊島区 ＳＴＥＥＬ　【スティール】 サービス 理容・美容業 5%

76,005 東京都 豊島区 須藤石材 小売業 家具・調度品 5%

76,006 東京都 豊島区 スドウダンスクリエイション サービス その他サービス 5%

76,007 東京都 豊島区 ＳｐａｒｋｌｅＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

76,008 東京都 豊島区 スパニッシュ　バル　パシオン サービス 飲食業 5%

76,009 東京都 豊島区 スプリングスピラティススタジオ サービス その他サービス 5%

76,010 東京都 豊島区 ｓｐａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

76,011 東京都 豊島区 スマイルホテル巣鴨 サービス 宿泊業 5%

76,012 東京都 豊島区 炭火串焼　げんき屋　池袋店 サービス 飲食業 5%

76,013 東京都 豊島区 炭火焼肉　虎徹 サービス 飲食業 5%

76,014 東京都 豊島区 ＳｍａｌｌＳｕｎ サービス その他サービス 5%

76,015 東京都 豊島区 駿河屋池袋ゲーム館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,016 東京都 豊島区 Ｓｗａｇ． サービス 理容・美容業 5%

76,017 東京都 豊島区 成文堂　巣鴨駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,018 東京都 豊島区 西洋菓子おだふじ南長崎店 小売業 食料品 5%

76,019 東京都 豊島区 ＳＥＣＯＮＤＳ 小売業 家具・調度品 5%

76,020 東京都 豊島区 セキネ池袋西口店 小売業 その他小売 5%
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76,021 東京都 豊島区 セルフ池袋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

76,022 東京都 豊島区 セレクトショップｔａＱｕｏ． 小売業 衣料品 5%

76,023 東京都 豊島区 聖ジュリアーノ音楽院 サービス 飲食業 5%

76,024 東京都 豊島区 ｓｏｙ?ｋｕｆｕ　高田馬場店 サービス 理容・美容業 5%

76,025 東京都 豊島区 ＡＧＥＸｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ サービス その他サービス 5%

76,026 東京都 豊島区 ＪＭ／ソウルバードケース 小売業 その他小売 5%

76,027 東京都 豊島区 ソウルバードケース 小売業 家具・調度品 5%

76,028 東京都 豊島区 ソーケン鍼灸マッサージ院 サービス その他サービス 5%

76,029 東京都 豊島区 蕎麦切り つるみ サービス 飲食業 5%

76,030 東京都 豊島区 そば処　田中屋 サービス 飲食業 5%

76,031 東京都 豊島区 ソフトバンク 大塚北口 サービス その他サービス 2%

76,032 東京都 豊島区 そめの近江　市川店 小売業 衣料品 5%

76,033 東京都 豊島区 そめの近江　江古田店 小売業 衣料品 5%

76,034 東京都 豊島区 そめの近江　経堂店 小売業 衣料品 5%

76,035 東京都 豊島区 そめの近江　駒込店 小売業 衣料品 5%

76,036 東京都 豊島区 そめの近江　調布店 小売業 衣料品 5%

76,037 東京都 豊島区 そめの近江　所沢店 小売業 衣料品 5%

76,038 東京都 豊島区 そめの近江　浜田山店 小売業 衣料品 5%

76,039 東京都 豊島区 ソラノイロ食堂 サービス 飲食業 5%

76,040 東京都 豊島区 ＳＯＬＥ池袋北口店 サービス 理容・美容業 5%

76,041 東京都 豊島区 装和麗 サービス その他サービス 5%

76,042 東京都 豊島区 ＴＡＲＧＥＴ サービス その他サービス 5%

76,043 東京都 豊島区 タイ古式マクリラル タイ古式マクリラル サービス その他サービス 5%

76,044 東京都 豊島区 ダイシャリン巣鴨店 小売業 その他小売 5%

76,045 東京都 豊島区 ＤｉＣＥ　池袋北口店 サービス その他サービス 5%

76,046 東京都 豊島区 Ｄｉｃｅ池袋店 サービス その他サービス 5%

76,047 東京都 豊島区 ＤｉＣＥ池袋北口店 サービス その他サービス 5%

76,048 東京都 豊島区 Ｄｉｎｉｎｇｋａｚｅ 池袋の風 サービス 飲食業 5%

76,049 東京都 豊島区 ダイマル水産池袋店 サービス 飲食業 5%

76,050 東京都 豊島区 ダイマル水産池袋店 サービス 飲食業 5%

76,051 東京都 豊島区 タイヨー池袋店　タイヨー池袋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,052 東京都 豊島区 ダヴィネスルミネ池袋店 小売業 その他小売 5%

76,053 東京都 豊島区 Ｔａｏ サービス 飲食業 5%

76,054 東京都 豊島区 高田眼鏡店　池袋メガネサロン店 小売業 その他小売 5%

76,055 東京都 豊島区 武医整体院 サービス その他サービス 5%

76,056 東京都 豊島区 たけやま　お食事と甘味　たけやま サービス 飲食業 5%

76,057 東京都 豊島区 タサキ薬局　大塚本店 小売業 その他小売 5%

76,058 東京都 豊島区 タサキ薬局 大塚駅前店 小売業 その他小売 5%

76,059 東京都 豊島区 ダーツハイブ池袋西口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,060 東京都 豊島区 脱力集中整体 サービス 理容・美容業 5%

76,061 東京都 豊島区 脱力集中整体 サービス その他サービス 5%

76,062 東京都 豊島区 田中法律事務所 サービス その他サービス 5%
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76,063 東京都 豊島区 タニタフィッツミー池袋店 サービス その他サービス 5%

76,064 東京都 豊島区 玉金　西池袋店 サービス 飲食業 5%

76,065 東京都 豊島区 ＴＡＬＩＯＮＧＡＬＬＥＲＹ 小売業 家具・調度品 5%

76,066 東京都 豊島区 ＤＡＨ　ＭＳＰ　池袋店 サービス 理容・美容業 5%

76,067 東京都 豊島区 チーク 小売業 衣料品 5%

76,068 東京都 豊島区 ちはや動物病院 サービス その他サービス 5%

76,069 東京都 豊島区 千房Ｅｓｏｌａ池袋支店 サービス 飲食業 5%

76,070 東京都 豊島区 チャキ弦楽器 小売業 その他小売 5%

76,071 東京都 豊島区 中古パソコン市場　巣鴨店 小売業 電化製品 5%

76,072 東京都 豊島区 長寿庵 サービス 飲食業 5%

76,073 東京都 豊島区 長寿庵 北池袋 サービス 飲食業 5%

76,074 東京都 豊島区 築地玉寿司池袋店 サービス 飲食業 5%

76,075 東京都 豊島区 月のＧｌａｓｓ工房 サービス その他サービス 5%

76,076 東京都 豊島区 つくね十番　池袋店 サービス 飲食業 5%

76,077 東京都 豊島区 つばめグリル サービス 飲食業 5%

76,078 東京都 豊島区 ティーエヌ池袋店 サービス その他サービス 5%

76,079 東京都 豊島区 ＤＥＥＫＡ サービス その他サービス 5%

76,080 東京都 豊島区 ディヴォーション 小売業 衣料品 5%

76,081 東京都 豊島区 ＴｉｇｅｌｌｅｒｉａＧａｔａｒ? サービス 飲食業 5%

76,082 東京都 豊島区 ＤＰＧ　ＭＳＰ池袋サンシャイン通り６０店 サービス 理容・美容業 5%

76,083 東京都 豊島区 ティファナイン サービス 宿泊業 5%

76,084 東京都 豊島区 ディプリーズ サービス その他サービス 5%

76,085 東京都 豊島区 ティンタジェル株式会社 サービス その他サービス 5%

76,086 東京都 豊島区 テオリア 小売業 衣料品 5%

76,087 東京都 豊島区 デジタルジュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

76,088 東京都 豊島区 テックス大塚 サービス その他サービス 5%

76,089 東京都 豊島区 鉄板Ｄｉｎｅｒ　ＪＡＫＥＮ　池袋本店 サービス 飲食業 5%

76,090 東京都 豊島区 鉄板焼味千 サービス 飲食業 5%

76,091 東京都 豊島区 鉄板焼焔ＥＮ サービス 飲食業 5%

76,092 東京都 豊島区 ＴＥＲＲＥ事業部 サービス その他サービス 5%

76,093 東京都 豊島区 天ぷら割烹　天山 サービス 飲食業 5%

76,094 東京都 豊島区 ＴＯＫＹＯ ＧＯＢ サービス 理容・美容業 5%

76,095 東京都 豊島区 ＴＯＫＹＯＧＯＢ サービス 理容・美容業 5%

76,096 東京都 豊島区 東京大塚法律事務所 サービス その他サービス 5%

76,097 東京都 豊島区 有限会社有限会社ワンダークエスト サービス その他サービス 5%

76,098 東京都 豊島区 東京柏屋　大塚店 小売業 食料品 5%

76,099 東京都 豊島区 ＴＯＫＹＯ　ＮＯ．１茶房 サービス 飲食業 5%

76,100 東京都 豊島区 東京ボディセラピストサロン サービス その他サービス 5%

76,101 東京都 豊島区 陶芸．ｃｏｍ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,102 東京都 豊島区 陶芸．ｃｏｍ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,103 東京都 豊島区 ｔｏｕｊｏｕｒｓ＿ｅｎｓｅｍｂｌｅ 小売業 衣料品 5%

76,104 東京都 豊島区 東都タクシー無線協同組合 サービス 運輸業 5%
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76,105 東京都 豊島区 東都秩父カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

76,106 東京都 豊島区 東明飯店 サービス 飲食業 5%

76,107 東京都 豊島区 時に団欒 サービス 飲食業 5%

76,108 東京都 豊島区 時計の玄人 小売業 貴金属・服飾品 5%

76,109 東京都 豊島区 トサカモミジ　池袋店 サービス 飲食業 5%

76,110 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島池袋本町３丁目店 小売業 食料品 2%

76,111 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島要町１丁目店 小売業 食料品 2%

76,112 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島要町駅前店 小売業 食料品 2%

76,113 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島上池袋１丁目店 小売業 食料品 2%

76,114 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島北大塚３丁目店 小売業 食料品 2%

76,115 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島北大塚２丁目店 小売業 食料品 2%

76,116 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島劇場通り東店 小売業 食料品 2%

76,117 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島駒込１丁目店 小売業 食料品 2%

76,118 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島地蔵通り店 小売業 食料品 2%

76,119 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島巣鴨１丁目店 小売業 食料品 2%

76,120 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島巣鴨新田店 小売業 食料品 2%

76,121 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島巣鴨白山通り店 小売業 食料品 2%

76,122 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島千川駅北店 小売業 食料品 2%

76,123 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島千川駅前店 小売業 食料品 2%

76,124 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島雑司が谷２丁目店 小売業 食料品 2%

76,125 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島高田３丁目店 小売業 食料品 2%

76,126 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島高田２丁目店 小売業 食料品 2%

76,127 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島高松１丁目店 小売業 食料品 2%

76,128 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島高松３丁目店 小売業 食料品 2%

76,129 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島千早１丁目店 小売業 食料品 2%

76,130 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島長崎２丁目店 小売業 食料品 2%

76,131 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島西池袋１丁目店 小売業 食料品 2%

76,132 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島東池袋５丁目店 小売業 食料品 2%

76,133 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島南池袋１丁目店 小売業 食料品 2%

76,134 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島南池袋明治通り店 小売業 食料品 2%

76,135 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島南大塚１丁目店 小売業 食料品 2%

76,136 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島南大塚１丁目南店 小売業 食料品 2%

76,137 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島南大塚２丁目店 小売業 食料品 2%

76,138 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島南長崎５丁目店 小売業 食料品 2%

76,139 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島南長崎５丁目東店 小売業 食料品 2%

76,140 東京都 豊島区 セブン－イレブン豊島南長崎６丁目店 小売業 食料品 2%

76,141 東京都 豊島区 トータルビューティー　フィールド サービス 理容・美容業 5%

76,142 東京都 豊島区 整えーる サービス その他サービス 5%

76,143 東京都 豊島区 土間土間池袋西口駅前店 サービス 飲食業 2%

76,144 東京都 豊島区 土間土間池袋西口店 サービス 飲食業 2%

76,145 東京都 豊島区 どまん中 サービス 飲食業 5%

76,146 東京都 豊島区 ＴＯＭＯＮ 小売業 家具・調度品 5%
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76,147 東京都 豊島区 ＴＯＹＯＭＡ サービス その他サービス 5%

76,148 東京都 豊島区 トライトーンアートラボ サービス その他サービス 5%

76,149 東京都 豊島区 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｌａ　Ｐａｄｅｌｌａ サービス 飲食業 5%

76,150 東京都 豊島区 とらのあな　池袋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,151 東京都 豊島区 とらのあな　池袋店Ｂ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,152 東京都 豊島区 とらのあな池袋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,153 東京都 豊島区 ＤＯＲＡＭＡ　池袋１号館 サービス その他サービス 5%

76,154 東京都 豊島区 ＤＯＲＡＭＡ　池袋０号館 サービス その他サービス 5%

76,155 東京都 豊島区 ＤＯＲＡＭＡ　池袋２号館 サービス その他サービス 5%

76,156 東京都 豊島区 ドラマカフェ池袋館 サービス 飲食業 5%

76,157 東京都 豊島区 ＴＯＲＡＹＡ 池袋 トラヤ帽子店 小売業 衣料品 5%

76,158 東京都 豊島区 ３１Ｓｏｎｓ　ｄｅ　ｍｏｄｅルミネ池袋店 小売業 衣料品 5%

76,159 東京都 豊島区 酉あき サービス 飲食業 5%

76,160 東京都 豊島区 セブン－イレブン都立文京高校前店 小売業 食料品 2%

76,161 東京都 豊島区 トレーニングピット 小売業 その他小売 5%

76,162 東京都 豊島区 トレカのバンコク 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,163 東京都 豊島区 セブン－イレブン長崎店 小売業 食料品 2%

76,164 東京都 豊島区 中根自動車工業 サービス その他サービス 5%

76,165 東京都 豊島区 ナチュラルオリエント目白院 サービス 理容・美容業 5%

76,166 東京都 豊島区 ナチュラルナイン 池袋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,167 東京都 豊島区 七七舎 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,168 東京都 豊島区 なな福　池袋店 サービス 飲食業 5%

76,169 東京都 豊島区 鳴門鯛焼本舗　池袋西口店 サービス 飲食業 5%

76,170 東京都 豊島区 ＮＡＲＵＹＡ サービス 飲食業 5%

76,171 東京都 豊島区 何駄感駄 サービス 飲食業 5%

76,172 東京都 豊島区 ニキータ４音楽事務所 小売業 その他小売 5%

76,173 東京都 豊島区 肉のササき　肉のササき 小売業 食料品 5%

76,174 東京都 豊島区 セブン－イレブン西池袋３丁目店 小売業 食料品 2%

76,175 東京都 豊島区 セブン－イレブン西池袋二又店 小売業 食料品 2%

76,176 東京都 豊島区 セブン－イレブン西池袋４丁目店 小売業 食料品 2%

76,177 東京都 豊島区 セブン－イレブン西池袋立教通り前店 小売業 食料品 2%

76,178 東京都 豊島区 セブン－イレブン西巣鴨駅前店 小売業 食料品 2%

76,179 東京都 豊島区 日個連　相原タクシー サービス 運輸業 5%

76,180 東京都 豊島区 日個連　天内タクシー サービス 運輸業 5%

76,181 東京都 豊島区 日個連　安藤タクシー サービス 運輸業 5%

76,182 東京都 豊島区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

76,183 東京都 豊島区 日個連　上野タクシー サービス 運輸業 5%

76,184 東京都 豊島区 日個連　宇留野タクシー サービス 運輸業 5%

76,185 東京都 豊島区 日個連　香取タクシー サービス 運輸業 5%

76,186 東京都 豊島区 日個連　岸タクシー サービス 運輸業 5%

76,187 東京都 豊島区 日個連　君島タクシー サービス 運輸業 5%

76,188 東京都 豊島区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%
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76,189 東京都 豊島区 日個連　桑野タクシー サービス 運輸業 5%

76,190 東京都 豊島区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

76,191 東京都 豊島区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

76,192 東京都 豊島区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

76,193 東京都 豊島区 日個連　椎谷タクシー サービス 運輸業 5%

76,194 東京都 豊島区 日個連　清水タクシー サービス 運輸業 5%

76,195 東京都 豊島区 日個連　関タクシー サービス 運輸業 5%

76,196 東京都 豊島区 日個連　添田タクシー サービス 運輸業 5%

76,197 東京都 豊島区 日個連　近田タクシー サービス 運輸業 5%

76,198 東京都 豊島区 日個連　原タクシー サービス 運輸業 5%

76,199 東京都 豊島区 日個連　増田タクシー サービス 運輸業 5%

76,200 東京都 豊島区 日個連　松山タクシー サービス 運輸業 5%

76,201 東京都 豊島区 日個連　宮内タクシー サービス 運輸業 5%

76,202 東京都 豊島区 日個連　湯原タクシー サービス 運輸業 5%

76,203 東京都 豊島区 ニッセイト英語専門教室 サービス その他サービス 5%

76,204 東京都 豊島区 ニッセンシェイプファンデサロンラーフィン 小売業 衣料品 5%

76,205 東京都 豊島区 日本酒はなおか サービス 飲食業 5%

76,206 東京都 豊島区 人形町今半　池袋東武店 サービス 飲食業 5%

76,207 東京都 豊島区 にんたま屋台 サービス 飲食業 5%

76,208 東京都 豊島区 ＮＵＵ－ＮＵＲＩＹＡ 小売業 衣料品 5%

76,209 東京都 豊島区 ＮＵＲＩＹＡ 小売業 衣料品 5%

76,210 東京都 豊島区 ネイリスト真砂亜矢子 サービス 理容・美容業 5%

76,211 東京都 豊島区 ネイル＆アイフルール池袋 サービス 理容・美容業 5%

76,212 東京都 豊島区 Ｌｉｏｎ　池袋 サービス その他サービス 5%

76,213 東京都 豊島区 ネイルサロンナーズ サービス その他サービス 5%

76,214 東京都 豊島区 Ｍｉｊａ　Ｆｌｕｒａ　池袋店 サービス その他サービス 5%

76,215 東京都 豊島区 ＮａｉｌＳａｌｏｎＥｌｓａ サービス 理容・美容業 5%

76,216 東京都 豊島区 ｙｏｕ?Ｂｅ サービス その他サービス 5%

76,217 東京都 豊島区 ネイルスタジオキャメロット サービス その他サービス 5%

76,218 東京都 豊島区 ネイルリボン サービス 理容・美容業 5%

76,219 東京都 豊島区 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ａｐｉ サービス 理容・美容業 5%

76,220 東京都 豊島区 ねぎま三ぞう　池袋西口店 サービス 飲食業 5%

76,221 東京都 豊島区 猫の居る休憩所２９９ サービス 飲食業 5%

76,222 東京都 豊島区 Ｎｏｅｌａルミネ池袋店 小売業 衣料品 5%

76,223 東京都 豊島区 ＴＨＥ　ＢＡＲ　ＯＣＥＡＮ’Ｓ サービス 飲食業 5%

76,224 東京都 豊島区 ＪＭ／バー厶ー サービス 飲食業 5%

76,225 東京都 豊島区 Ｂａｒ　由利彩 サービス 飲食業 5%

76,226 東京都 豊島区 BAR K’S AVE. サービス 飲食業 5%

76,227 東京都 豊島区 ＨＥＡＮＥＣＴ 小売業 衣料品 5%

76,228 東京都 豊島区 ＢＡＲ　ＢＥＲ　ＧＯＴＯＨ サービス 理容・美容業 5%

76,229 東京都 豊島区 ハイアーブリッジ合同会社 サービス その他サービス 5%

76,230 東京都 豊島区 ８１９便 サービス 運輸業 5%
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76,231 東京都 豊島区 HIGHSOX SKATEBOARDS 小売業 衣料品 5%

76,232 東京都 豊島区 ハオ中国語アカデミー　池袋校 サービス その他サービス 5%

76,233 東京都 豊島区 博多かわ屋　池袋店 サービス 飲食業 5%

76,234 東京都 豊島区 はかた地どり屋　福栄組合 サービス 飲食業 5%

76,235 東京都 豊島区 博多食市場 ぶあいそ 池袋西口店 サービス 飲食業 5%

76,236 東京都 豊島区 ＢＵＧ サービス 飲食業 5%

76,237 東京都 豊島区 有限会社白十字クリーニング サービス その他サービス 5%

76,238 東京都 豊島区 パセラ　池袋西口店 サービス その他サービス 5%

76,239 東京都 豊島区 パセラ　池袋本店 サービス その他サービス 5%

76,240 東京都 豊島区 パセラ珈琲店 サービス その他サービス 5%

76,241 東京都 豊島区 パセラ珈琲　南池袋 サービス 飲食業 5%

76,242 東京都 豊島区 八五郎　池袋西口店 サービス 飲食業 5%

76,243 東京都 豊島区 バッカス サービス 飲食業 5%

76,244 東京都 豊島区 発酵キッチンｔｏｋｏｔｏｋｏ サービス 飲食業 5%

76,245 東京都 豊島区 はとやホテル サービス その他サービス 5%

76,246 東京都 豊島区 パトラ駒込店 サービス その他サービス 5%

76,247 東京都 豊島区 花紡 サービス その他サービス 5%

76,248 東京都 豊島区 華姐私房菜 サービス 飲食業 5%

76,249 東京都 豊島区 ＨＡＮＡＢＡＲ サービス 飲食業 5%

76,250 東京都 豊島区 ＨＡＮＡ－ＰＥＣＨＡ　Ａｎｉｍａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ サービス その他サービス 5%

76,251 東京都 豊島区 ＨＡＮＡ?ＰＥＣＨＡ　ＨＯＴＥＬ サービス その他サービス 5%

76,252 東京都 豊島区 ＨＡＮＥＤＡｃａｒｏｆｆｉｃｅ サービス その他サービス 5%

76,253 東京都 豊島区 パノラマジック 小売業 その他小売 5%

76,254 東京都 豊島区 ｈａ－ｈａ サービス 飲食業 5%

76,255 東京都 豊島区 羽山進一 サービス その他サービス 5%

76,256 東京都 豊島区 Ｈａｒｒｙｓｅｍｂｏｎアクセサリ 小売業 衣料品 5%

76,257 東京都 豊島区 晴 サービス 飲食業 5%

76,258 東京都 豊島区 はる壱 サービス 飲食業 5%

76,259 東京都 豊島区 ＢＡＲ　ＳＥＥＤ サービス 飲食業 5%

76,260 東京都 豊島区 バル４１７ サービス 飲食業 5%

76,261 東京都 豊島区 パワーＤＪ’ｓ池袋 小売業 その他小売 5%

76,262 東京都 豊島区 はんこ広場　池袋西口店 小売業 その他小売 5%

76,263 東京都 豊島区 はんこ屋「吉報堂」 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,264 東京都 豊島区 ハンズ前店 サービス 飲食業 5%

76,265 東京都 豊島区 Ｂｉａｎｃａ　Ｉｋｅｂｕｋｕｒｏ サービス 理容・美容業 5%

76,266 東京都 豊島区 Ｂｅｅ池袋 サービス 飲食業 5%

76,267 東京都 豊島区 Ｂｅｅ池袋ＷＥＳＴ サービス 飲食業 5%

76,268 東京都 豊島区 ｖｉｖｏ　ｄａｉｌｙ　ｓｔａｎｄ サービス 飲食業 5%

76,269 東京都 豊島区 ＢＥＡＭ サービス その他サービス 5%

76,270 東京都 豊島区 セブン－イレブン東池袋１丁目店 小売業 食料品 2%

76,271 東京都 豊島区 東池袋魚金 サービス 飲食業 5%

76,272 東京都 豊島区 セブン－イレブン東池袋エアライズタワー店 小売業 食料品 2%
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76,273 東京都 豊島区 セブン－イレブン東池袋３丁目店 小売業 食料品 2%

76,274 東京都 豊島区 セブン－イレブン東池袋３丁目南店 小売業 食料品 2%

76,275 東京都 豊島区 セブン－イレブン東池袋２丁目店 小売業 食料品 2%

76,276 東京都 豊島区 セブン－イレブン東池袋明治通り店 小売業 食料品 2%

76,277 東京都 豊島区 セブン－イレブン東池袋４丁目春日通り店 小売業 食料品 2%

76,278 東京都 豊島区 セブン－イレブン東池袋４丁目店 小売業 食料品 2%

76,279 東京都 豊島区 ビクラムヨガ要町 サービス その他サービス 5%

76,280 東京都 豊島区 Ｂｓｈｏｐ池袋ルミネ店 小売業 衣料品 5%

76,281 東京都 豊島区 ヒステリックグラマー　池袋パルコ店 小売業 衣料品 5%

76,282 東京都 豊島区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ池袋パルコ 小売業 衣料品 5%

76,283 東京都 豊島区 ｂｉｓｔｒｏＧＥＴ サービス 飲食業 5%

76,284 東京都 豊島区 びすとろ　ＵＯＫＩＮ　池袋 サービス 飲食業 5%

76,285 東京都 豊島区 ｂｉｓｔｒｏＧＥＴ サービス 飲食業 5%

76,286 東京都 豊島区 ＢｉｇＩｓｌａｎｄＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

76,287 東京都 豊島区 ビッグサービス運輸　０１ サービス 運輸業 5%

76,288 東京都 豊島区 ＢＩＧ　ＭＡＧＩＣ　池袋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,289 東京都 豊島区 BIG MAGIC 池袋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,290 東京都 豊島区 ビックユニフォーム　池袋店 小売業 衣料品 5%

76,291 東京都 豊島区 ピーディーフィノ　池袋 サービス 理容・美容業 5%

76,292 東京都 豊島区 雛鮨　池袋ＬＡＢＩ サービス 飲食業 5%

76,293 東京都 豊島区 Ｖｉｖａ　ｌａ　Ｂｕｒｇｅｒ サービス 飲食業 5%

76,294 東京都 豊島区 日比谷松本楼　学習院大学店 サービス 飲食業 5%

76,295 東京都 豊島区 ピポパーク　池袋６０階通り店 小売業 その他小売 5%

76,296 東京都 豊島区 ピポパーク　池袋東口店 小売業 その他小売 5%

76,297 東京都 豊島区 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＫａ．ｒｅｌａ サービス 理容・美容業 5%

76,298 東京都 豊島区 ＢｅａｕｔｙＲｏｏｍ２５ サービス 理容・美容業 5%

76,299 東京都 豊島区 美容室　髪遊 サービス 理容・美容業 5%

76,300 東京都 豊島区 美容室マリーローランサン サービス 理容・美容業 5%

76,301 東京都 豊島区 平喜屋 小売業 食料品 5%

76,302 東京都 豊島区 Ｐｉｌａｔｅｓ　ｔｉｍｅ サービス その他サービス 5%

76,303 東京都 豊島区 ｂｉｌａｎｃｉａ サービス その他サービス 5%

76,304 東京都 豊島区 ｂｉｌａｎｃｉａ サービス 理容・美容業 5%

76,305 東京都 豊島区 ｂｉｌｓｓｏｎ　ｒｏｌｌｅｒｓ サービス 飲食業 5%

76,306 東京都 豊島区 ｐｉｎｇ－ｐｏｎｇ　ｂａ 小売業 食料品 5%

76,307 東京都 豊島区 ファイテンショップ　巣鴨店 小売業 その他小売 5%

76,308 東京都 豊島区 ファセテラピーサロンＦｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

76,309 東京都 豊島区 ファミリーイン西向 サービス 宿泊業 5%

76,310 東京都 豊島区 ファンタジスタジオ サービス その他サービス 5%

76,311 東京都 豊島区 Ｆｉｅｌｄ サービス 理容・美容業 5%

76,312 東京都 豊島区 フィットちゃんランドセル池袋ショールーム 小売業 貴金属・服飾品 5%

76,313 東京都 豊島区 フィットボックス サービス その他サービス 5%

76,314 東京都 豊島区 ｂｏｏｍ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%
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76,315 東京都 豊島区 ＦｅｒｅＢｒｉｇｈｔ池袋店 サービス 理容・美容業 5%

76,316 東京都 豊島区 Ｆｅｌｉｃｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

76,317 東京都 豊島区 フォトスタジオ　プリンセス池袋店 サービス その他サービス 5%

76,318 東京都 豊島区 フォルツァグラン サービス その他サービス 5%

76,319 東京都 豊島区 Ｊｕｇａｒ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

76,320 東京都 豊島区 福井電器店 小売業 電化製品 5%

76,321 東京都 豊島区 福田タクシー サービス 運輸業 5%

76,322 東京都 豊島区 婦人之友社 サービス その他サービス 5%

76,323 東京都 豊島区 プチモンブラン サービス その他サービス 5%

76,324 東京都 豊島区 ＢＯＯＫＡＮＤＢＥＤＴＯＫＹＯ池袋本店 サービス 宿泊業 5%

76,325 東京都 豊島区 ブックギャラリーポポタム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,326 東京都 豊島区 ブティック　みさち 小売業 衣料品 5%

76,327 東京都 豊島区 （有限会社）ブティックフォルティーノ 小売業 衣料品 5%

76,328 東京都 豊島区 プティバリ池袋 サービス 宿泊業 5%

76,329 東京都 豊島区 ｐｒｉｚｅ　ｌｒｉｓ　池袋東口 サービス 理容・美容業 5%

76,330 東京都 豊島区 Ｂｒｉｄａｌチューリップ サービス その他サービス 5%

76,331 東京都 豊島区 プライベートサロンＬａ－ｓｈｒｉ サービス 理容・美容業 5%

76,332 東京都 豊島区 ＰｒｉｖａｔｅＮａｉｌＳａｌｏｎ＆ＳｃｈｏｏｌＥｕｒｅｋａ サービス 理容・美容業 5%

76,333 東京都 豊島区 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｏ’－ｆａ サービス 理容・美容業 5%

76,334 東京都 豊島区 プラザアイ　池袋店 小売業 その他小売 5%

76,335 東京都 豊島区 ｐｒｉｚｅ　池袋西口店 サービス 理容・美容業 5%

76,336 東京都 豊島区 ブラッキーＰｅｒｓｏｎａｌ池袋店 サービス 理容・美容業 5%

76,337 東京都 豊島区 ブラッスリーラ・ムジカ サービス 飲食業 5%

76,338 東京都 豊島区 ｐｌａｔｅａｕｘ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,339 東京都 豊島区 ｆｌｏｗｅｒ　ｓｈｏｐ３１５ 小売業 その他小売 5%

76,340 東京都 豊島区 ｆｌｏｗｅｒルミネ池袋店 小売業 衣料品 5%

76,341 東京都 豊島区 ブランエミュ サービス 理容・美容業 5%

76,342 東京都 豊島区 ブランドピース　池袋店 小売業 その他小売 5%

76,343 東京都 豊島区 ブリアント　池袋Ⅱ店 サービス 理容・美容業 5%

76,344 東京都 豊島区 ブリアント　池袋店 サービス 理容・美容業 5%

76,345 東京都 豊島区 ブリアント　大塚店 サービス 理容・美容業 5%

76,346 東京都 豊島区 Ｐｒｉｓｍ サービス 理容・美容業 5%

76,347 東京都 豊島区 プリナチュール池袋店 サービス その他サービス 5%

76,348 東京都 豊島区 プリンセスカフェ池袋　新館 サービス その他サービス 5%

76,349 東京都 豊島区 ドラマ池袋１号館 サービス 飲食業 5%

76,350 東京都 豊島区 プリンセスカフェ池袋キャラクター館 サービス 飲食業 5%

76,351 東京都 豊島区 プリンセスカフェ池袋新館 サービス 飲食業 5%

76,352 東京都 豊島区 ドラマ池袋２号館 サービス 飲食業 5%

76,353 東京都 豊島区 Ｐｒｉｎｃｅｓｓ　Ｆｉｚｚ サービス 理容・美容業 5%

76,354 東京都 豊島区 ｆｌｅｕｒｌｉａ 小売業 衣料品 5%

76,355 東京都 豊島区 Ｐｌｕｍｉｅｒ サービス 飲食業 5%

76,356 東京都 豊島区 フルールクレール サービス 理容・美容業 5%
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76,357 東京都 豊島区 フルールメサージュ　アイテラス店 小売業 その他小売 5%

76,358 東京都 豊島区 フレッシュネスバーガー池袋グリーン大通 サービス 飲食業 2%

76,359 東京都 豊島区 フレッシュネスバーガー大塚 サービス 飲食業 2%

76,360 東京都 豊島区 フレッシュネスバーガー要町 サービス 飲食業 2%

76,361 東京都 豊島区 フレッシュネスバーガー東池袋 サービス 飲食業 2%

76,362 東京都 豊島区 フローリスト櫻澤 小売業 その他小売 5%

76,363 東京都 豊島区 ＰＲＯＧＲＥＳＳ　池袋店 サービス 理容・美容業 5%

76,364 東京都 豊島区 ブロッサム　池袋店 サービス 理容・美容業 5%

76,365 東京都 豊島区 ブロッサム　大塚店 サービス 理容・美容業 5%

76,366 東京都 豊島区 株式会社フロンテ 小売業 その他小売 5%

76,367 東京都 豊島区 Ｈａｉｒｓａｌｏｎ・ｒｕｋｋａ・ サービス 理容・美容業 5%

76,368 東京都 豊島区 ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ Ａｅｒｅ ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ Ａｅｒｅ サービス 理容・美容業 5%

76,369 東京都 豊島区 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｆｉｒｓｔ　【ヘアーサロン　ファースト】 サービス 理容・美容業 5%

76,370 東京都 豊島区 ｈａｉｒｓｙｎｃ サービス 理容・美容業 5%

76,371 東京都 豊島区 ヘアーデザインノエル サービス 理容・美容業 2%

76,372 東京都 豊島区 ｈａｉｒ ｍｏｎｄｅ ｍｏｎｄｅ サービス 理容・美容業 5%

76,373 東京都 豊島区 Ｈａｉｒ　Ｒｅｓｏｒｔ　ＬＩＦＥ サービス 理容・美容業 5%

76,374 東京都 豊島区 ｈａｉｒｌｉｖｉｎｇＬｉｋｏ サービス 理容・美容業 5%

76,375 東京都 豊島区 ｈａｉｒｒｏｏｍｋ サービス 理容・美容業 5%

76,376 東京都 豊島区 ヘアサロンマスカワ サービス 理容・美容業 5%

76,377 東京都 豊島区 ｈａｉｒｓｈｏｐｒｅｓｔｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

76,378 東京都 豊島区 髪ファッション四季　巣鴨店 サービス 理容・美容業 5%

76,379 東京都 豊島区 Ｈａｉｒ　ｍａｔｅｒｉａｌ サービス 理容・美容業 5%

76,380 東京都 豊島区 ヘアメイクアッシュ池袋店 サービス 理容・美容業 5%

76,381 東京都 豊島区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＳＨＡＮＴＩ サービス 理容・美容業 5%

76,382 東京都 豊島区 ヘアメークマーサ　巣鴨駅店 サービス 理容・美容業 5%

76,383 東京都 豊島区 ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ　Ｂａｌｂｏａ　Ｉｓｌａｎｄ サービス 理容・美容業 5%

76,384 東京都 豊島区 Ｈａｉｒ　Ｒｅｓｏｒｔ　ｆｒｏｍＣｏＣｏ サービス 理容・美容業 5%

76,385 東京都 豊島区 ヘアルーム　プリズム サービス 理容・美容業 5%

76,386 東京都 豊島区 ヘアワークスミスト サービス 理容・美容業 5%

76,387 東京都 豊島区 米穀商　関口明商店 小売業 食料品 5%

76,388 東京都 豊島区 ベーカリーＮＡＯ 小売業 食料品 5%

76,389 東京都 豊島区 ＰＥＴＳＨＯＰ　ＭＥＲＲＩＬＹ サービス その他サービス 5%

76,390 東京都 豊島区 ペットニュートリション 小売業 その他小売 5%

76,391 東京都 豊島区 ペットン駒込店 小売業 その他小売 5%

76,392 東京都 豊島区 ｂｅｌｌｅ　ｐｅａｕ 小売業 その他小売 5%

76,393 東京都 豊島区 ベローチェ池袋サンシャイン前店 サービス 飲食業 5%

76,394 東京都 豊島区 ベローチェ池袋西口店 サービス 飲食業 5%

76,395 東京都 豊島区 ベローチェ池袋東口店 サービス 飲食業 5%

76,396 東京都 豊島区 ベローチェ東池袋一丁目店 サービス 飲食業 5%

76,397 東京都 豊島区 ベローチェ東池袋店 サービス 飲食業 5%

76,398 東京都 豊島区 ベローチェ南池袋一丁目店 サービス 飲食業 5%
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76,399 東京都 豊島区 ベローチェ南池袋店 サービス 飲食業 5%

76,400 東京都 豊島区 ベローチェ南池袋二丁目店 サービス 飲食業 5%

76,401 東京都 豊島区 勉強カフェ池袋スタジオ サービス その他サービス 5%

76,402 東京都 豊島区 ペンシーズキッチンルミネ池袋 サービス 飲食業 5%

76,403 東京都 豊島区 豊興自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

76,404 東京都 豊島区 豊興自動車巡回サービス サービス その他サービス 5%

76,405 東京都 豊島区 芳林堂書店東長崎店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,406 東京都 豊島区 ポートフォリオ サービス 飲食業 5%

76,407 東京都 豊島区 ｈｏｍｅ　ＨＭ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

76,408 東京都 豊島区 ほぐし処Ｃｈｏｕｅｔｔｅ サービス その他サービス 5%

76,409 東京都 豊島区 ほぐし．ＣＯＭ サービス その他サービス 5%

76,410 東京都 豊島区 Ｂｏｄｙｓｈ　池袋東口駅前店 サービス その他サービス 5%

76,411 東京都 豊島区 ｂｏｄｙ　ｂａｌａｎｃｅ　ＭＯＡ サービス その他サービス 5%

76,412 東京都 豊島区 ホテル・スペランザ サービス 宿泊業 5%

76,413 東京都 豊島区 ホテル　プルミエ サービス 宿泊業 5%

76,414 東京都 豊島区 ホテルアイム　巣鴨　巣鴨 サービス 宿泊業 5%

76,415 東京都 豊島区 ホテルエアーズロック サービス 宿泊業 5%

76,416 東京都 豊島区 ホテル　サンシティ　池袋 サービス 宿泊業 5%

76,417 東京都 豊島区 ホテルシャッフル サービス 宿泊業 5%

76,418 東京都 豊島区 ホテルスカイロード サービス 宿泊業 5%

76,419 東京都 豊島区 ホテルメンテルス大塚 サービス 宿泊業 5%

76,420 東京都 豊島区 ホテルリフレイン サービス 宿泊業 5%

76,421 東京都 豊島区 ボナスパジオ池袋店 小売業 衣料品 5%

76,422 東京都 豊島区 ホビーステーション池袋本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,423 東京都 豊島区 ポプラ面影橋店 小売業 その他小売 2%

76,424 東京都 豊島区 ホワイトアウルスタジオ池袋 サービス その他サービス 5%

76,425 東京都 豊島区 ホワイト急便ファミール店 サービス その他サービス 5%

76,426 東京都 豊島区 本社 サービス その他サービス 5%

76,427 東京都 豊島区 株式会社青山国際 サービス その他サービス 5%

76,428 東京都 豊島区 本社 サービス その他サービス 5%

76,429 東京都 豊島区 ポンパドウル　池袋店 小売業 食料品 5%

76,430 東京都 豊島区 ＢＯＮＦＩＭ落合南長崎 サービス その他サービス 5%

76,431 東京都 豊島区 Ｐｅａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

76,432 東京都 豊島区 Ｍａｋａｌｉｉ池袋東口駅前店 サービス 理容・美容業 5%

76,433 東京都 豊島区 マクドナルド駒込駅南口店 サービス 飲食業 2%

76,434 東京都 豊島区 ＭＡＧＮＯＬＩＡ サービス 理容・美容業 5%

76,435 東京都 豊島区 まつげやＲｉｂｏｎ サービス 理容・美容業 5%

76,436 東京都 豊島区 マネケン  エミオ池袋店 小売業 食料品 5%

76,437 東京都 豊島区 マムエモア 小売業 衣料品 5%

76,438 東京都 豊島区 マリアージュ　メトロポリタン店 小売業 衣料品 5%

76,439 東京都 豊島区 ＭＡＨＲ　池袋店 サービス 理容・美容業 5%

76,440 東京都 豊島区 丸昌 小売業 衣料品 5%
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76,441 東京都 豊島区 丸昌　池袋店 小売業 衣料品 5%

76,442 東京都 豊島区 丸昌　池袋展示場 小売業 衣料品 5%

76,443 東京都 豊島区 丸昌　池袋店　１階 サービス その他サービス 5%

76,444 東京都 豊島区 丸昌　池袋店　４階 サービス その他サービス 5%

76,445 東京都 豊島区 マレーチャン２ サービス 飲食業 5%

76,446 東京都 豊島区 ｍａｒｏｃｅ サービス 理容・美容業 5%

76,447 東京都 豊島区 Ｍａｒｒｏｎ サービス 理容・美容業 5%

76,448 東京都 豊島区 まんがランド 巣鴨店 サービス その他サービス 5%

76,449 東京都 豊島区 マンチーズ　店舗 小売業 衣料品 5%

76,450 東京都 豊島区 ミカタ整体院駒込院 サービス その他サービス 5%

76,451 東京都 豊島区 ｍｉｃｏ株式会社 サービス その他サービス 5%

76,452 東京都 豊島区 ミシンショップタケダ　池袋ショールーム 小売業 電化製品 5%

76,453 東京都 豊島区 ミックヘア＆メイク　大塚店 サービス 理容・美容業 5%

76,454 東京都 豊島区 ミックヘア＆メイク　駒込店 サービス 理容・美容業 5%

76,455 東京都 豊島区 セブン－イレブン南池袋１丁目西店 小売業 食料品 2%

76,456 東京都 豊島区 セブン－イレブン南池袋１丁目南店 小売業 食料品 2%

76,457 東京都 豊島区 セブン－イレブン南池袋３丁目店 小売業 食料品 2%

76,458 東京都 豊島区 セブン－イレブン南池袋３丁目明治通り店 小売業 食料品 2%

76,459 東京都 豊島区 ＭＩＨＯ　ＭＡＴＳＵＤＡ 小売業 衣料品 5%

76,460 東京都 豊島区 ミミエデン サービス 理容・美容業 5%

76,461 東京都 豊島区 宮坂治療院 サービス その他サービス 5%

76,462 東京都 豊島区 ｍｉｌｌｉｅ　ａｉｎｅｅ サービス 理容・美容業 5%

76,463 東京都 豊島区 みわエキゾチック動物病院 サービス その他サービス 5%

76,464 東京都 豊島区 民俗村 サービス 飲食業 5%

76,465 東京都 豊島区 ムーヤンレン サービス 飲食業 5%

76,466 東京都 豊島区 競馬ｃａｆｅ＆ｂａｒメイクデビュー サービス 飲食業 5%

76,467 東京都 豊島区 めおと株式会社　めおと株式会社　配達用 小売業 その他小売 5%

76,468 東京都 豊島区 メガネ　ミラール 小売業 貴金属・服飾品 5%

76,469 東京都 豊島区 メガネストアー巣鴨 小売業 その他小売 5%

76,470 東京都 豊島区 メガネストアー巣鴨店 小売業 その他小売 5%

76,471 東京都 豊島区 メガネストアー千川 小売業 その他小売 5%

76,472 東京都 豊島区 メガネストアー千川店 小売業 その他小売 5%

76,473 東京都 豊島区 メガネ・補聴器のミラール 小売業 貴金属・服飾品 5%

76,474 東京都 豊島区 ｍｅｇｕｒｕ サービス 理容・美容業 5%

76,475 東京都 豊島区 セブン－イレブン目白５丁目目白通り店 小売業 食料品 2%

76,476 東京都 豊島区 目白鮨おざき サービス 飲食業 5%

76,477 東京都 豊島区 メモリープレイス サービス その他サービス 5%

76,478 東京都 豊島区 麺や いま村 サービス 飲食業 5%

76,479 東京都 豊島区 ＭＯＡ サービス 理容・美容業 5%

76,480 東京都 豊島区 Ｍｏ’ｓＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

76,481 東京都 豊島区 Ｂａｒ＆Ｇｒｉｌｌｍｏｔｔｏ サービス 飲食業 5%

76,482 東京都 豊島区 モトヨシ 小売業 衣料品 5%
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76,483 東京都 豊島区 もみの気ハウス池袋店 サービス その他サービス 5%

76,484 東京都 豊島区 もりた電器 小売業 電化製品 5%

76,485 東京都 豊島区 森山電気商会 小売業 電化製品 5%

76,486 東京都 豊島区 紋池袋店 サービス 飲食業 5%

76,487 東京都 豊島区 もんじゃや 紋 池袋店 サービス 飲食業 5%

76,488 東京都 豊島区 もんじゃや池袋西口駅前店 サービス 飲食業 5%

76,489 東京都 豊島区 ｍｏｎｄｅ サービス 理容・美容業 5%

76,490 東京都 豊島区 やき鳥居酒屋　笑楽 サービス 飲食業 5%

76,491 東京都 豊島区 やきとり大吉 西池袋支店 サービス 飲食業 5%

76,492 東京都 豊島区 焼肉市場げんかや巣鴨店 サービス 飲食業 5%

76,493 東京都 豊島区 焼肉５５ サービス 飲食業 5%

76,494 東京都 豊島区 焼肉三福 サービス 飲食業 5%

76,495 東京都 豊島区 焼肉叙々苑燦々亭池袋南口店 サービス 飲食業 5%

76,496 東京都 豊島区 焼肉　叙々苑　燦々亭　東池袋店 サービス 飲食業 5%

76,497 東京都 豊島区 焼肉ファイブ サービス 飲食業 5%

76,498 東京都 豊島区 焼肉風風亭池袋東口駅前店 小売業 食料品 5%

76,499 東京都 豊島区 薬林堂薬局　要町店 サービス 理容・美容業 5%

76,500 東京都 豊島区 山貴佐野屋 小売業 電化製品 5%

76,501 東京都 豊島区 山崎玲 サービス その他サービス 5%

76,502 東京都 豊島区 山吹 サービス 飲食業 5%

76,503 東京都 豊島区 ＹｕａｎＨｏｕｓｅ サービス 飲食業 5%

76,504 東京都 豊島区 有限会社容山銘尺八 サービス その他サービス 5%

76,505 東京都 豊島区 有限会社イワタメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

76,506 東京都 豊島区 有限会社ジャパントータルサービス サービス 飲食業 5%

76,507 東京都 豊島区 有限会社フェディックス サービス その他サービス 5%

76,508 東京都 豊島区 ユザワヤ　ＷＡＣＣＡ池袋店 小売業 その他小売 5%

76,509 東京都 豊島区 ＵＮｉＣＯ　【ユニコ】 サービス 理容・美容業 5%

76,510 東京都 豊島区 ユニバーサルドラッグ　駒込六義園店 小売業 その他小売 5%

76,511 東京都 豊島区 洋食　小林 サービス 飲食業 5%

76,512 東京都 豊島区 吉田ハウス サービス その他サービス 5%

76,513 東京都 豊島区 米川整体院 サービス その他サービス 5%

76,514 東京都 豊島区 夜パフェ専門店 モモブクロ サービス 飲食業 5%

76,515 東京都 豊島区 ラーメン凪池袋店 サービス 飲食業 5%

76,516 東京都 豊島区 ＬＩＦＥミュージックスクール サービス その他サービス 5%

76,517 東京都 豊島区 ラグーン 小売業 貴金属・服飾品 5%

76,518 東京都 豊島区 ＲＡＣＣＯＯＮＣＡＦＥ　池袋店 サービス 飲食業 5%

76,519 東京都 豊島区 ＬｕｘｙＢｒｏｎｚｅ サービス 理容・美容業 5%

76,520 東京都 豊島区 樂旬堂　坐唯杏 サービス 飲食業 5%

76,521 東京都 豊島区 らしんばん 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,522 東京都 豊島区 らしんばん　大阪店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,523 東京都 豊島区 らしんばん　岡山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,524 東京都 豊島区 らしんばん　札幌店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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76,525 東京都 豊島区 らしんばん　仙台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,526 東京都 豊島区 らしんばん　名古屋駅西店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,527 東京都 豊島区 らしんばん　松山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,528 東京都 豊島区 らしんばん池袋本店　５号館　Ｂ１階 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,529 東京都 豊島区 らしんばん池袋本店　５号館　４階 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,530 東京都 豊島区 らしんばん池袋本店　衣装館 小売業 その他小売 5%

76,531 東京都 豊島区 らしんばん池袋本店５号館　５階 小売業 その他小売 5%

76,532 東京都 豊島区 らしんばん　池袋本店５号館　２Ｆ 小売業 その他小売 5%

76,533 東京都 豊島区 らしんばん　池袋本店５号館　Ｂ１Ｆ 小売業 その他小売 5%

76,534 東京都 豊島区 らしんばん　池袋本店５号館　４Ｆ 小売業 その他小売 5%

76,535 東京都 豊島区 らしんばん　池袋本店（２Ｆ） 小売業 その他小売 5%

76,536 東京都 豊島区 らしんばん　池袋本店２号館 小売業 その他小売 5%

76,537 東京都 豊島区 らしんばん　池袋本店　本館 小売業 その他小売 5%

76,538 東京都 豊島区 らしんばん本部 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,539 東京都 豊島区 ラフィネ サービス その他サービス 5%

76,540 東京都 豊島区 ラフィネ サービス 理容・美容業 5%

76,541 東京都 豊島区 ラポールヘア巣鴨店 サービス 理容・美容業 5%

76,542 東京都 豊島区 ラムセス サービス 宿泊業 5%

76,543 東京都 豊島区 ラムセスクラシック サービス 宿泊業 5%

76,544 東京都 豊島区 ラムセスクラブ サービス 宿泊業 5%

76,545 東京都 豊島区 ラムセスクラブ サービス 宿泊業 5%

76,546 東京都 豊島区 ラムセスセブン サービス 宿泊業 5%

76,547 東京都 豊島区 ラムセスセブン サービス 宿泊業 5%

76,548 東京都 豊島区 リアット！池袋店 サービス その他サービス 5%

76,549 東京都 豊島区 リアンナ東池袋店　リアンナ東池袋店 サービス 理容・美容業 5%

76,550 東京都 豊島区 Ｒｅ・コーポレーション サービス その他サービス 5%

76,551 東京都 豊島区 リールズ サービス 飲食業 5%

76,552 東京都 豊島区 リーガル　池袋パルコ４Ｆ店 小売業 衣料品 2%

76,553 東京都 豊島区 Ｒｉｃｃａ 小売業 衣料品 5%

76,554 東京都 豊島区 ＬＩＢＯＮＡ サービス その他サービス 5%

76,555 東京都 豊島区 リュドヴィンテージ目白 サービス その他サービス 5%

76,556 東京都 豊島区 Ｒｅ　Ｒａ　Ｋｕ　駒込東口店 サービス その他サービス 5%

76,557 東京都 豊島区 リラクゼションサロンＭｏｍＵ サービス 理容・美容業 5%

76,558 東京都 豊島区 リラク宮 サービス その他サービス 5%

76,559 東京都 豊島区 リランドチュール 小売業 衣料品 5%

76,560 東京都 豊島区 燐ウェブショップ 小売業 衣料品 5%

76,561 東京都 豊島区 ｌｅｇｏｕｔｅｒル・グテ 小売業 衣料品 5%

76,562 東京都 豊島区 ルージュ　池袋店 小売業 その他小売 5%

76,563 東京都 豊島区 ルートデザイン 株式会社ルートデザイン サービス その他サービス 5%

76,564 東京都 豊島区 ＲｅｃｈｅＲｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

76,565 東京都 豊島区 Ｌｕｓｓｏ　ｃａｎａａｎ　【ルッソ　カナン】 サービス 理容・美容業 5%

76,566 東京都 豊島区 Ｌｅａｎａｌｕ サービス 理容・美容業 5%
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76,567 東京都 豊島区 ｒｅ：Ｒｅｌｉｅ サービス 理容・美容業 5%

76,568 東京都 豊島区 Ｒｅ　Ｌｉｓｈ サービス その他サービス 5%

76,569 東京都 豊島区 レリッシュラフ 小売業 食料品 5%

76,570 東京都 豊島区 レリッシュラフ レリッシュラフ 小売業 食料品 5%

76,571 東京都 豊島区 ６０Ｆ通り店 サービス 飲食業 5%

76,572 東京都 豊島区 ＬＯＧ　ｈａｉｒ　ｏｏｔｕｋａ サービス 理容・美容業 5%

76,573 東京都 豊島区 Ｒｏｊｉ サービス 理容・美容業 5%

76,574 東京都 豊島区 ＲＯＳＥ　ＭＵＳＥ　ｐｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

76,575 東京都 豊島区 ロミーチェ サービス その他サービス 5%

76,576 東京都 豊島区 ロミーチェ サービス その他サービス 5%

76,577 東京都 豊島区 ＬｏｍｉｌｏｍｉｓａｌｏｎＫＡＬＡＥ サービス その他サービス 5%

76,578 東京都 豊島区 まつり引越サービス サービス 運輸業 5%

76,579 東京都 豊島区 ワールドスペック 小売業 その他小売 5%

76,580 東京都 豊島区 ワインカフェ　サン　ヴァンサン サービス 飲食業 5%

76,581 東京都 豊島区 ワインの森 サービス 飲食業 5%

76,582 東京都 豊島区 ワインバーマイアミパティオ大塚北口店 サービス 飲食業 5%

76,583 東京都 豊島区 若井綜合法律事務所 サービス その他サービス 5%

76,584 東京都 豊島区 吉粋 サービス 飲食業 5%

76,585 東京都 豊島区 和バル縁 サービス 飲食業 5%

76,586 東京都 豊島区 ONE. サービス 理容・美容業 5%

76,587 東京都 利島村 東海汽船　利島営業所 サービス その他サービス 5%

76,588 東京都 中野区 ｉｃｏｎｉｃｆｌｏｗｅｒ 小売業 その他小売 5%

76,589 東京都 中野区 ｉＰｈｏｎｅｄｏｃｔｏｒ中野店 サービス その他サービス 5%

76,590 東京都 中野区 ｉｅ＇ｅＨＡＩＲＢＯＴＡＮＩＣＡＬＣＯＦＦＥＥ サービス 理容・美容業 5%

76,591 東京都 中野区 Ａｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

76,592 東京都 中野区 ＩＳＬＥＴ サービス 飲食業 5%

76,593 東京都 中野区 アヴァンギャルド サービス その他サービス 5%

76,594 東京都 中野区 ａｖａｎｃｅｒ サービス 理容・美容業 5%

76,595 東京都 中野区 青山一品　中野坂上店 サービス 飲食業 5%

76,596 東京都 中野区 秋吉　中野店 サービス 飲食業 5%

76,597 東京都 中野区 アサヒソニック 小売業 電化製品 5%

76,598 東京都 中野区 味王中野 サービス 飲食業 5%

76,599 東京都 中野区 味の茶　大新 小売業 食料品 5%

76,600 東京都 中野区 Ｈａｓｔａ Ｌｕｅｇｏ サービス 飲食業 5%

76,601 東京都 中野区 アストップ　中野出張所 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,602 東京都 中野区 アタリマ 小売業 その他小売 5%

76,603 東京都 中野区 アディダスコンバットスポーツ 小売業 衣料品 5%

76,604 東京都 中野区 ａｔｔｉｃｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

76,605 東京都 中野区 ａｔｅｌｉｅｒＨｏｎｕ サービス その他サービス 5%

76,606 東京都 中野区 アプラウド サービス 理容・美容業 5%

76,607 東京都 中野区 阿部個人タクシー サービス 運輸業 5%

76,608 東京都 中野区 Ａ．Ｖ．Ｃ サービス 飲食業 5%
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76,609 東京都 中野区 Ａｍｏｒｏｓｏ サービス その他サービス 5%

76,610 東京都 中野区 Ａｍｏｒｏｓｏ サービス 理容・美容業 5%

76,611 東京都 中野区 ＡＡＹＡＡ 小売業 衣料品 5%

76,612 東京都 中野区 アラセ 小売業 貴金属・服飾品 5%

76,613 東京都 中野区 Ａｌｏ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

76,614 東京都 中野区 Ａｒｏｍａｔｅｒｉａｌ　?アロマテリアル?　中野富士見町支店 サービス 理容・美容業 5%

76,615 東京都 中野区 アンドトイ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,616 東京都 中野区 ａｎｄｔｏｒｅｄｏ． サービス その他サービス 5%

76,617 東京都 中野区 ｉｅ ｅ ＨＡＩＲ ＢＯＴＡＮＩＣＡＬ ＣＯＦＦＥＥ サービス 理容・美容業 5%

76,618 東京都 中野区 ｉｅ ｅ ＨＡＩＲ ＢＯＴＡＮＩＣＡＬ ＣＯＦＦＥＥ ｃｏｆｆｅｅ ｓｔａｎｄ サービス 飲食業 5%

76,619 東京都 中野区 イエッテ サービス その他サービス 5%

76,620 東京都 中野区 イエロービーム 小売業 その他小売 5%

76,621 東京都 中野区 居酒屋なべちゃん サービス 飲食業 5%

76,622 東京都 中野区 居酒屋　もんし サービス 飲食業 5%

76,623 東京都 中野区 居酒屋　藤吉郎 サービス 飲食業 5%

76,624 東京都 中野区 居酒屋龍 サービス 飲食業 5%

76,625 東京都 中野区 韋駄天 サービス 飲食業 5%

76,626 東京都 中野区 伊藤精米店 伊藤精米店 小売業 食料品 5%

76,627 東京都 中野区 伊藤真寛商店 サービス その他サービス 5%

76,628 東京都 中野区 ｉｎｅｃｅ　Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　Ｕｐ サービス 理容・美容業 5%

76,629 東京都 中野区 今村タクシー サービス 運輸業 5%

76,630 東京都 中野区 ｉｌＣｒｅｓｃｅｎｔｅ サービス 飲食業 5%

76,631 東京都 中野区 イールーム サービス その他サービス 5%

76,632 東京都 中野区 インクリーズヘアー　中野店 サービス 理容・美容業 5%

76,633 東京都 中野区 インテリアポピー 小売業 家具・調度品 5%

76,634 東京都 中野区 インビック　ＩＭＢＩＣ サービス その他サービス 5%

76,635 東京都 中野区 Ｉｍｐｒｏｖｅ　Ｔｏｋｙｏ　Ｉｍｐｒｏｖｅ　Ｔｏｋｙｏ サービス 理容・美容業 5%

76,636 東京都 中野区 ＶＩＮＳＹ 小売業 食料品 5%

76,637 東京都 中野区 ウスイサイクル 小売業 その他小売 5%

76,638 東京都 中野区 歌広場　中野店 サービス 飲食業 5%

76,639 東京都 中野区 内山工芸染色株式会社 小売業 衣料品 5%

76,640 東京都 中野区 ａｕショップ野方 サービス その他サービス 5%

76,641 東京都 中野区 江古田ＳＳ　株式会社長谷川 小売業 ガソリンスタンド 2%

76,642 東京都 中野区 ＳｍＢＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

76,643 東京都 中野区 エステサロンさくら中野マルイ店 サービス 理容・美容業 5%

76,644 東京都 中野区 エッセンシャルゴルフ サービス その他サービス 5%

76,645 東京都 中野区 エヌアンドブイ 小売業 衣料品 5%

76,646 東京都 中野区 ＡＢＣクラフト　東中野店 小売業 その他小売 5%

76,647 東京都 中野区 ｍｒｔｈａｉｒｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

76,648 東京都 中野区 ＭＣＳ　中野マルイ店 小売業 その他小売 5%

76,649 東京都 中野区 ＥＬＩＮＥ中野店 サービス 理容・美容業 5%

76,650 東京都 中野区 中野坂上縁 サービス 飲食業 5%
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76,651 東京都 中野区 大賀ショールーム催事２ 小売業 その他小売 5%

76,652 東京都 中野区 大賀ショールーム　催事１ 小売業 その他小売 5%

76,653 東京都 中野区 大賀ショールーム催事３ 小売業 その他小売 5%

76,654 東京都 中野区 大賀東京 ファミリーセール 小売業 衣料品 5%

76,655 東京都 中野区 大竹餃子 サービス 飲食業 5%

76,656 東京都 中野区 オーチモ合同会社 サービス その他サービス 5%

76,657 東京都 中野区 大政小政 サービス 飲食業 5%

76,658 東京都 中野区 大和田電機サービス 小売業 電化製品 5%

76,659 東京都 中野区 ＯＫＡ ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

76,660 東京都 中野区 お好み焼かつみ サービス 飲食業 5%

76,661 東京都 中野区 おそうじ本舗世田谷桜新町店 サービス その他サービス 5%

76,662 東京都 中野区 オッチモ 小売業 衣料品 5%

76,663 東京都 中野区 音屋 音屋 サービス その他サービス 5%

76,664 東京都 中野区 おまとめ東京 サービス その他サービス 5%

76,665 東京都 中野区 オリーヴ サービス 理容・美容業 5%

76,666 東京都 中野区 オリエントスパゲティ サービス 飲食業 5%

76,667 東京都 中野区 Ｃａｇｎａ　Ｐａｓｓｏ サービス 飲食業 5%

76,668 東京都 中野区 海鮮と地酒の店 ま心 サービス 飲食業 5%

76,669 東京都 中野区 海鮮・かき・沖縄料理　わ サービス 飲食業 5%

76,670 東京都 中野区 海鮮と地酒の店ま心 サービス 飲食業 5%

76,671 東京都 中野区 カクヤス　新井薬師店 小売業 食料品 5%

76,672 東京都 中野区 カクヤス　白鷺店 小売業 食料品 5%

76,673 東京都 中野区 カクヤス　新中野店 小売業 食料品 5%

76,674 東京都 中野区 カクヤス　中野中央店 小売業 食料品 5%

76,675 東京都 中野区 カクヤス　中野東店 小売業 食料品 5%

76,676 東京都 中野区 カクヤス　野方南口店 小売業 食料品 5%

76,677 東京都 中野区 かごの屋鷺宮店 サービス 飲食業 5%

76,678 東京都 中野区 鹿島商事株式会社 サービス その他サービス 5%

76,679 東京都 中野区 菓匠清閑院　新井薬師店 小売業 食料品 5%

76,680 東京都 中野区 かしわや サービス 飲食業 5%

76,681 東京都 中野区 カットハウス玄志郎’６５ サービス 理容・美容業 5%

76,682 東京都 中野区 カットルーム　イシノ サービス 理容・美容業 5%

76,683 東京都 中野区 カットルームイシノ サービス 理容・美容業 5%

76,684 東京都 中野区 割烹大将 サービス 飲食業 5%

76,685 東京都 中野区 加藤会計事務所 サービス その他サービス 5%

76,686 東京都 中野区 かどや酒店 小売業 食料品 5%

76,687 東京都 中野区 Ｃａｆｅ　ＢＡＳＡＲＡ サービス 飲食業 5%

76,688 東京都 中野区 カフェ ランダーブルー サービス 飲食業 5%

76,689 東京都 中野区 カフェ　バー　ミートコ　オージーカフェアンドバー　ミートコ サービス 飲食業 5%

76,690 東京都 中野区 株式会社アイワ 小売業 家具・調度品 5%

76,691 東京都 中野区 株式会社アクアビット　未来予測コミュニティ　株式会社アクアビット サービス その他サービス 5%

76,692 東京都 中野区 株式会社アドスリー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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76,693 東京都 中野区 株式会社ガレージ 小売業 衣料品 5%

76,694 東京都 中野区 株式会社ＧＯＥＮ サービス 運輸業 5%

76,695 東京都 中野区 ここつぐ サービス その他サービス 5%

76,696 東京都 中野区 株式会社ＳｕｎｎｙＰｌａｃｅ サービス その他サービス 5%

76,697 東京都 中野区 株式会社ビーフレッシュ　ビーフレッシュ サービス その他サービス 5%

76,698 東京都 中野区 株式会社ブリヂストンケンネル 小売業 その他小売 5%

76,699 東京都 中野区 株式会社吉本　中野店 サービス その他サービス 5%

76,700 東京都 中野区 ＲＵＭＢＬＥ 小売業 衣料品 5%

76,701 東京都 中野区 ｇｌａｓｓａｃｃｅｓｓｏｒｙ押野 小売業 衣料品 5%

76,702 東京都 中野区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋西武野方駅前店 サービス 飲食業 2%

76,703 東京都 中野区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東京メトロ中野坂上駅前店 サービス 飲食業 2%

76,704 東京都 中野区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋中野区新中野駅前店 サービス 飲食業 2%

76,705 東京都 中野区 カレーハウスココ壱番屋東中野駅前店 サービス 飲食業 2%

76,706 東京都 中野区 ｇａｒｒｅｔ サービス 飲食業 5%

76,707 東京都 中野区 ガレット・バン サービス 飲食業 5%

76,708 東京都 中野区 きさたに経営法務事務所 サービス その他サービス 5%

76,709 東京都 中野区 ギターエキスポ 小売業 その他小売 5%

76,710 東京都 中野区 キャピック　１ サービス その他サービス 5%

76,711 東京都 中野区 キャピック　９ サービス その他サービス 5%

76,712 東京都 中野区 キャピック　５ サービス その他サービス 5%

76,713 東京都 中野区 キャピック　３ サービス その他サービス 5%

76,714 東京都 中野区 キャピック　１０ サービス その他サービス 5%

76,715 東京都 中野区 キャピック　ナカノ サービス その他サービス 5%

76,716 東京都 中野区 キャピック　７ サービス その他サービス 5%

76,717 東京都 中野区 キャピック　２ サービス その他サービス 5%

76,718 東京都 中野区 キャピック　８ サービス その他サービス 5%

76,719 東京都 中野区 キャピックホンブ サービス その他サービス 5%

76,720 東京都 中野区 ＣＡＰＩＣ　ホンブ（催事） サービス その他サービス 5%

76,721 東京都 中野区 キャピック　４ サービス その他サービス 5%

76,722 東京都 中野区 キャピック　６ サービス その他サービス 5%

76,723 東京都 中野区 キャラヴァン サービス 飲食業 5%

76,724 東京都 中野区 ｇａｌｌｅｒｙ２５４９ サービス その他サービス 5%

76,725 東京都 中野区 キャンティ・ピエトラ サービス 飲食業 5%

76,726 東京都 中野区 キャンティ　ＰＰバール サービス 飲食業 5%

76,727 東京都 中野区 キャンティ・ピエトラ サービス 飲食業 5%

76,728 東京都 中野区 九州亭 サービス 飲食業 5%

76,729 東京都 中野区 キョウカ サービス 飲食業 5%

76,730 東京都 中野区 ぎょうざの満洲　中野南口店 サービス 飲食業 5%

76,731 東京都 中野区 ぎょうざの満洲　練馬富士見台店 サービス 飲食業 5%

76,732 東京都 中野区 ぎょうざの満洲　野方南口店 サービス 飲食業 5%

76,733 東京都 中野区 餃子や獅丸　東中野店 サービス 飲食業 5%

76,734 東京都 中野区 株式会社ＫＩＮＴＯＫＩ 金時せんべい 小売業 食料品 5%
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76,735 東京都 中野区 ＫＵＳＨＩＹＡＫＩｓｏｒａ サービス 飲食業 5%

76,736 東京都 中野区 クッキーサービス サービス その他サービス 5%

76,737 東京都 中野区 ＧｏｏｄＷａｔｃｈ 小売業 その他小売 5%

76,738 東京都 中野区 暮らしリフォーム株式会社 サービス その他サービス 5%

76,739 東京都 中野区 クラフトマン　鷺宮 サービス その他サービス 5%

76,740 東京都 中野区 クリーニング富澤 サービス その他サービス 5%

76,741 東京都 中野区 クレオトレード サービス その他サービス 5%

76,742 東京都 中野区 株式会社クレスト サービス その他サービス 5%

76,743 東京都 中野区 インテリア雑貨クレソン鷺ノ宮店 小売業 衣料品 5%

76,744 東京都 中野区 クロシェット　カフェ サービス 飲食業 5%

76,745 東京都 中野区 黒猫メイド魔法カフェ サービス 飲食業 5%

76,746 東京都 中野区 ケアタクシー　はまゆう サービス 運輸業 5%

76,747 東京都 中野区 Ｋ’ＳＷＡＶＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

76,748 東京都 中野区 小池真珠宝石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

76,749 東京都 中野区 高円寺　直平 小売業 家具・調度品 5%

76,750 東京都 中野区 光画社 小売業 その他小売 5%

76,751 東京都 中野区 工芸大生協中野食堂ルネッサンス サービス その他サービス 5%

76,752 東京都 中野区 合同会社ＥｎＺｉｎ サービス その他サービス 5%

76,753 東京都 中野区 光明電機 小売業 電化製品 5%

76,754 東京都 中野区 コーノ新井薬師店 小売業 その他小売 5%

76,755 東京都 中野区 コーノ中野店 小売業 その他小売 5%

76,756 東京都 中野区 ＣｏｒａｌＡｑｕａｔｉｃ 小売業 その他小売 5%

76,757 東京都 中野区 ＣＯＲＡＬ　ＡＱＵＡＴＩＣ　ＣＯＲＡＬ　ＡＱＵＡＴＩＣ 小売業 その他小売 5%

76,758 東京都 中野区 こぐま動物病院 サービス その他サービス 5%

76,759 東京都 中野区 コスメティックキュア サービス 理容・美容業 5%

76,760 東京都 中野区 コスメハウス　すずや 小売業 その他小売 5%

76,761 東京都 中野区 ｇｏｃｈｉｓｏｕ 小売業 衣料品 5%

76,762 東京都 中野区 こどものあそびば 野方店 サービス その他サービス 5%

76,763 東京都 中野区 こばゃし商店 小売業 衣料品 5%

76,764 東京都 中野区 小林輪業 小売業 その他小売 5%

76,765 東京都 中野区 ＣＯＰＡＮ サービス 理容・美容業 5%

76,766 東京都 中野区 コポ　中野店 小売業 衣料品 5%

76,767 東京都 中野区 ｃｏｍａ サービス 理容・美容業 5%

76,768 東京都 中野区 駒忠 サービス 飲食業 5%

76,769 東京都 中野区 小料理ダイニング　クレバ サービス 飲食業 5%

76,770 東京都 中野区 ｃｏｒｎｉｃｅ サービス 飲食業 5%

76,771 東京都 中野区 ＣＯＮＴＡＤＩＮＯ サービス 飲食業 5%

76,772 東京都 中野区 近藤鍼灸院 サービス その他サービス 5%

76,773 東京都 中野区 Ｔｈｅ　Ｓｈｏｅ　Ｗｏｒｋ　Ｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

76,774 東京都 中野区 サイクルショップＴＲＣＫＳ 小売業 その他小売 5%

76,775 東京都 中野区 サイクルショップ　ＴＲＡＣＫＳ 小売業 その他小売 5%

76,776 東京都 中野区 ＳＩＤＥ－Ｂ 小売業 その他小売 5%
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76,777 東京都 中野区 ＳｏｕｔｈＷｉｎｄ サービス 理容・美容業 5%

76,778 東京都 中野区 サウレ サービス 飲食業 5%

76,779 東京都 中野区 ｓａｗＲｅ サービス 飲食業 5%

76,780 東京都 中野区 酒場食堂とんてき－中野坂上 サービス 飲食業 5%

76,781 東京都 中野区 坂本商店 薬師あいロード店 坂本商店薬師あいロード店 小売業 食料品 5%

76,782 東京都 中野区 ｔｈｅｓｈｏｅｗｏｒｋｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

76,783 東京都 中野区 サバイディー新中野店 サービス 理容・美容業 5%

76,784 東京都 中野区 サバイディー中野店 サービス 理容・美容業 5%

76,785 東京都 中野区 Ｓａｐｉｎ リラクゼーション 雑貨 サービス その他サービス 5%

76,786 東京都 中野区 Ｓａｐｉｎ　リラクゼーション＆雑貨 サービス その他サービス 5%

76,787 東京都 中野区 サブラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

76,788 東京都 中野区 サブラ　ショールーム 小売業 貴金属・服飾品 5%

76,789 東京都 中野区 三夢羅居 サービス 飲食業 5%

76,790 東京都 中野区 サルキッチン　サルキッチン サービス 飲食業 5%

76,791 東京都 中野区 サロン　ド　キンタロウ サービス 理容・美容業 5%

76,792 東京都 中野区 三幸舎クリーニング 新中野店 サービス その他サービス 5%

76,793 東京都 中野区 サンコーアール 小売業 その他小売 5%

76,794 東京都 中野区 サンテ動物病院 サービス その他サービス 5%

76,795 東京都 中野区 三徳新中野店 小売業 食料品 5%

76,796 東京都 中野区 自意識過剰 サービス 飲食業 5%

76,797 東京都 中野区 ＣＰサロン　あい 小売業 その他小売 5%

76,798 東京都 中野区 Ｊｓｐａｎｃａｋｅ中野セントラルパーク店 サービス 飲食業 5%

76,799 東京都 中野区 シェイクハンズ研究所 サービス その他サービス 5%

76,800 東京都 中野区 ジェイプランニング サービス その他サービス 5%

76,801 東京都 中野区 ＳＨＡＤＥＴＲＥＥ 小売業 衣料品 5%

76,802 東京都 中野区 Ｓｉｅｓｔａ－Ｓｉｅｓｔａ サービス 理容・美容業 5%

76,803 東京都 中野区 シークス 小売業 その他小売 5%

76,804 東京都 中野区 Ｊｉｇｅ東中野店 サービス 飲食業 5%

76,805 東京都 中野区 ＳＨＩＮＯＴＯＭＥ 小売業 その他小売 5%

76,806 東京都 中野区 ｓｃｈａｆ＊ 小売業 衣料品 5%

76,807 東京都 中野区 Ｓｙａｉｎ　Ｂａｒ サービス 飲食業 5%

76,808 東京都 中野区 ＪＡＣＫ　ＲＯＡＤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

76,809 東京都 中野区 ＪＡＣＫ　ＲＯＡＤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

76,810 東京都 中野区 Ｓｈａｎｔｉ サービス 理容・美容業 5%

76,811 東京都 中野区 じゃんぱら　中野ブロードウェイ店 小売業 電化製品 5%

76,812 東京都 中野区 じゃんぼ總本店　新井薬師前駅前店 サービス 飲食業 5%

76,813 東京都 中野区 寿苑 サービス 飲食業 5%

76,814 東京都 中野区 酒道庵之吟 サービス その他サービス 5%

76,815 東京都 中野区 ジュピター　野方店 小売業 食料品 5%

76,816 東京都 中野区 旬彩酒肴　ひな田 サービス 飲食業 5%

76,817 東京都 中野区 旬菜和膳　左がわ サービス 飲食業 5%

76,818 東京都 中野区 焼酎彩菜　はる吉 サービス 飲食業 5%
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76,819 東京都 中野区 女性専門整体サロン Ｓｔｕｄｉｏ ｄｅ ｂｅａｕｔｅ ＨＡＣＨＩＧＡ 東中野店 サービス その他サービス 5%

76,820 東京都 中野区 しらさぎ動物病院 サービス その他サービス 5%

76,821 東京都 中野区 シルクラブ中野山田屋 小売業 衣料品 5%

76,822 東京都 中野区 進藤税理士事務所 サービス その他サービス 5%

76,823 東京都 中野区 Ｓｈｉｎ中野マッサージ サービス その他サービス 5%

76,824 東京都 中野区 スーパー松本 小売業 その他小売 5%

76,825 東京都 中野区 スキップホーム サービス その他サービス 5%

76,826 東京都 中野区 すずき電気 小売業 電化製品 5%

76,827 東京都 中野区 ｋａａｉ 小売業 衣料品 5%

76,828 東京都 中野区 ＳＵＺＵＴＡＮ中野サンモール店 小売業 衣料品 5%

76,829 東京都 中野区 Ｓｔｙｌｅ－Ｋ サービス その他サービス 5%

76,830 東京都 中野区 ＧＥＭ　ＧＡＲＡＧＥ サービス その他サービス 5%

76,831 東京都 中野区 ｓｔｕｄｉｏ　ＭＡＳＳ サービス その他サービス 5%

76,832 東京都 中野区 ｓｔａｎｏｔｔｅ サービス 飲食業 5%

76,833 東京都 中野区 ＳＰＩＣＵＬＥ サービス 理容・美容業 5%

76,834 東京都 中野区 スポーツショップＫＡＺＵ 小売業 その他小売 5%

76,835 東京都 中野区 スマートハウスホテル東京 サービス その他サービス 5%

76,836 東京都 中野区 スマートハウスホテル東京 サービス その他サービス 5%

76,837 東京都 中野区 スマホ修理工房　中野ブロードウェイ店 サービス その他サービス 5%

76,838 東京都 中野区 炭火鮮鳥こうざん サービス 飲食業 5%

76,839 東京都 中野区 炭火焼きとん焼鳥出陣 サービス 飲食業 5%

76,840 東京都 中野区 炭火焼肉　にくやくし　にくやくし サービス 飲食業 5%

76,841 東京都 中野区 すりいでぃ中野 小売業 その他小売 5%

76,842 東京都 中野区 整体技術のもみ処 トントン サービス その他サービス 5%

76,843 東京都 中野区 清和デンキ江原店 小売業 電化製品 5%

76,844 東京都 中野区 有限会社上高田清和電機 小売業 電化製品 5%

76,845 東京都 中野区 セオサイクル　中野店 小売業 その他小売 5%

76,846 東京都 中野区 ｓｏｉ６１ サービス 飲食業 5%

76,847 東京都 中野区 掃除屋ヒビキ サービス その他サービス 5%

76,848 東京都 中野区 株式会社綜天 サービス その他サービス 5%

76,849 東京都 中野区 ｓｏｈｏ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

76,850 東京都 中野区 ＳＯ－ＫＵＴＳＵ 小売業 衣料品 5%

76,851 東京都 中野区 Ｚｏｎａｒａｓ サービス その他サービス 5%

76,852 東京都 中野区 染と織和か菜 小売業 衣料品 5%

76,853 東京都 中野区 ＳＯＬＥ中野店 サービス 理容・美容業 5%

76,854 東京都 中野区 ジョージ サービス 飲食業 5%

76,855 東京都 中野区 大衆酒場だるま サービス 飲食業 5%

76,856 東京都 中野区 第ニ力酒蔵 サービス 飲食業 5%

76,857 東京都 中野区 大日本プロレス　ＢＪ?Ｘ　大日本プロレス　ＢＪ?Ｘ　ＢＩＧ　ＪＡＰＡＮ　ＥＸＴＲＥＭＥ　ＳＴＯＲＥ 小売業 その他小売 5%

76,858 東京都 中野区 ＤＡＩＮＥＳＥ　Ｄ－ＳＴＯＲＥＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

76,859 東京都 中野区 ダイビングショップ　セブンエース サービス その他サービス 5%

76,860 東京都 中野区 太陽 サービス 飲食業 5%
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76,861 東京都 中野区 台湾料理味王 サービス 飲食業 5%

76,862 東京都 中野区 匠屋あいべ サービス 飲食業 5%

76,863 東京都 中野区 タコシェ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,864 東京都 中野区 脱毛・アイラッシュサロンｆｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

76,865 東京都 中野区 個人田中タクシー サービス 運輸業 5%

76,866 東京都 中野区 Ｔｕｂ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

76,867 東京都 中野区 玉金 中野店 サービス 飲食業 5%

76,868 東京都 中野区 駄民具ダミラ サービス その他サービス 5%

76,869 東京都 中野区 タムラ 小売業 衣料品 5%

76,870 東京都 中野区 たんす屋　中野店 小売業 衣料品 5%

76,871 東京都 中野区 ｃｈａｎｇｉｎｇｍｏｏｄｓＣＡＦＥ／ＤＩＮＥＲａｎｄＢＡＲ サービス 飲食業 5%

76,872 東京都 中野区 ちぐさ化粧品店 小売業 その他小売 5%

76,873 東京都 中野区 ぢどり亭　新井薬師店 サービス 飲食業 5%

76,874 東京都 中野区 ぢどり屋中野店 サービス 飲食業 5%

76,875 東京都 中野区 ＣＨＩＭＮＥＹ　ＣＡＫＥ＠東京 サービス 飲食業 5%

76,876 東京都 中野区 チャイナキッチン　なる サービス 飲食業 5%

76,877 東京都 中野区 中華ｄｉｎｉｎｇ天鳳 サービス 飲食業 5%

76,878 東京都 中野区 中華名菜貴族堂 サービス 飲食業 5%

76,879 東京都 中野区 中国料亭　天祥 サービス 飲食業 5%

76,880 東京都 中野区 張国際法務行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

76,881 東京都 中野区 ＣＨＩＬＬ　ＣＨＡＩＲ　中野店 サービス 理容・美容業 5%

76,882 東京都 中野区 Ｔｓｕｉ－ｔｅｒｕ！ サービス 飲食業 5%

76,883 東京都 中野区 幸運豚人 サービス 飲食業 5%

76,884 東京都 中野区 Ｔｓｕｉ－ｔｅｒｕ！和 サービス 飲食業 5%

76,885 東京都 中野区 ＴＵＫＡＳＡ企画 サービス その他サービス 5%

76,886 東京都 中野区 つな八　中野店 サービス 飲食業 5%

76,887 東京都 中野区 つな八　凛　中野店 サービス 飲食業 5%

76,888 東京都 中野区 生粉蕎麦バル『つるかめ』 サービス 飲食業 5%

76,889 東京都 中野区 ２１動物病院方南通り院 サービス その他サービス 5%

76,890 東京都 中野区 ディアシュピール サービス 飲食業 5%

76,891 東京都 中野区 Ｔ・Ｈグラス工房 サービス その他サービス 5%

76,892 東京都 中野区 ＪＭ／ディーズ 小売業 その他小売 5%

76,893 東京都 中野区 Ｔ－ＷＡＶＥ美容室 サービス 理容・美容業 5%

76,894 東京都 中野区 ＤＡＨ　ＭＤＣ　中野マルイ店 サービス 理容・美容業 5%

76,895 東京都 中野区 ディグランド株式会社 サービス その他サービス 5%

76,896 東京都 中野区 ディスクユニオン　中野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

76,897 東京都 中野区 ディーズ中野サンプラザ店 小売業 その他小売 5%

76,898 東京都 中野区 Ｔｉｍ　Ｔｏｇａｗａ サービス 理容・美容業 5%

76,899 東京都 中野区 デイリーチコ　デイリーチコ サービス 飲食業 5%

76,900 東京都 中野区 デジタル救命 サービス その他サービス 5%

76,901 東京都 中野区 鉄魂模型 小売業 その他小売 5%

76,902 東京都 中野区 ＴＥＮＨＯ餃子酒場 サービス 飲食業 5%
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76,903 東京都 中野区 ＴＵＯ工芸大生協中野食堂ルネッサンス サービス その他サービス 5%

76,904 東京都 中野区 東京工芸大学生協　中野店 サービス その他サービス 5%

76,905 東京都 中野区 東京工芸大学生協　中野店 サービス その他サービス 5%

76,906 東京都 中野区 Ｄｒ．ストレッチ中野ブロードウェイ店 サービス その他サービス 5%

76,907 東京都 中野区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東中野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

76,908 東京都 中野区 とくちゃん サービス 飲食業 5%

76,909 東京都 中野区 魚屋　ひろし サービス 飲食業 5%

76,910 東京都 中野区 Ｔｏｎｉ＆Ｌｉｍｓ 小売業 家具・調度品 5%

76,911 東京都 中野区 土間土間中野新橋弥生町店 サービス 飲食業 2%

76,912 東京都 中野区 トラットリア　イル　フォルネッロ サービス 飲食業 5%

76,913 東京都 中野区 鶏ジロー　東中野店 サービス 飲食業 5%

76,914 東京都 中野区 ＴＲＩＣＫ サービス 理容・美容業 5%

76,915 東京都 中野区 鳥本楽器 小売業 その他小売 5%

76,916 東京都 中野区 トルムスイニシエイトカブシキカイシャ 小売業 家具・調度品 5%

76,917 東京都 中野区 中井 サービス その他サービス 5%

76,918 東京都 中野区 中野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

76,919 東京都 中野区 中野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

76,920 東京都 中野区 中野アイルはりきゅう院 サービス 理容・美容業 5%

76,921 東京都 中野区 セブン－イレブン中野新井薬師前駅北店 小売業 食料品 2%

76,922 東京都 中野区 セブンーイレブン中野新井４丁目店 小売業 食料品 2%

76,923 東京都 中野区 セブン－イレブン中野一丁目店 小売業 食料品 2%

76,924 東京都 中野区 セブン－イレブン中野駅北口店 小売業 食料品 2%

76,925 東京都 中野区 セブン－イレブン中野江古田１丁目店 小売業 食料品 2%

76,926 東京都 中野区 セブン－イレブン中野江古田店 小売業 食料品 2%

76,927 東京都 中野区 セブン－イレブン中野上高田１丁目店 小売業 食料品 2%

76,928 東京都 中野区 セブン－イレブン中野上高田３丁目店 小売業 食料品 2%

76,929 東京都 中野区 セブン－イレブン中野上高田店 小売業 食料品 2%

76,930 東京都 中野区 セブン－イレブン中野上高田２丁目店 小売業 食料品 2%

76,931 東京都 中野区 セブン－イレブン中野５丁目店 小売業 食料品 2%

76,932 東京都 中野区 中野さいころ サービス 飲食業 5%

76,933 東京都 中野区 セブン－イレブン中野坂上駅西店 小売業 食料品 2%

76,934 東京都 中野区 セブン－イレブン中野坂上駅南店 小売業 食料品 2%

76,935 東京都 中野区 中野坂上支店 サービス その他サービス 5%

76,936 東京都 中野区 セブン－イレブン中野鷺宮１丁目店 小売業 食料品 2%

76,937 東京都 中野区 セブン－イレブン中野鷺ノ宮駅前店 小売業 食料品 2%

76,938 東京都 中野区 セブン－イレブン中野鷺宮店 小売業 食料品 2%

76,939 東京都 中野区 セブン－イレブン中野鷺宮６丁目店 小売業 食料品 2%

76,940 東京都 中野区 セブン－イレブン中野サンモール店 小売業 食料品 2%

76,941 東京都 中野区 中野食堂（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

76,942 東京都 中野区 セブン－イレブン中野新橋店 小売業 食料品 2%

76,943 東京都 中野区 セブンーイレブン中野中央５丁目店 小売業 食料品 2%

76,944 東京都 中野区 セブン－イレブン中野中央３丁目店 小売業 食料品 2%
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76,945 東京都 中野区 セブン－イレブン中野中央店 小売業 食料品 2%

76,946 東京都 中野区 セブン－イレブン中野中央中野通り店 小売業 食料品 2%

76,947 東京都 中野区 セブン－イレブン中野中央４丁目店 小売業 食料品 2%

76,948 東京都 中野区 なかの中華！Ｓａｉ サービス 飲食業 5%

76,949 東京都 中野区 セブン－イレブン中野都立家政店 小売業 食料品 2%

76,950 東京都 中野区 セブンーイレブン中野沼袋駅前店 小売業 食料品 2%

76,951 東京都 中野区 セブン－イレブン中野野方５丁目店 小売業 食料品 2%

76,952 東京都 中野区 セブン－イレブン中野野方２丁目店 小売業 食料品 2%

76,953 東京都 中野区 セブン－イレブン中野野方６丁目店 小売業 食料品 2%

76,954 東京都 中野区 中野ホルイチ サービス 飲食業 5%

76,955 東京都 中野区 セブンーイレブン中野本町４丁目店 小売業 食料品 2%

76,956 東京都 中野区 中野本店　２階店　つよせ中野本店 小売業 その他小売 5%

76,957 東京都 中野区 セブン－イレブン中野もみじ山通り店 小売業 食料品 2%

76,958 東京都 中野区 セブン－イレブン中野桃園店 小売業 食料品 2%

76,959 東京都 中野区 セブン－イレブン中野大和町中央通り店 小売業 食料品 2%

76,960 東京都 中野区 セブン－イレブン中野弥生町２丁目店 小売業 食料品 2%

76,961 東京都 中野区 中野ゆるゆる整体院 サービス その他サービス 5%

76,962 東京都 中野区 セブンーイレブン中野６丁目店 小売業 食料品 2%

76,963 東京都 中野区 中村電気商会 小売業 電化製品 5%

76,964 東京都 中野区 中村電設 小売業 電化製品 5%

76,965 東京都 中野区 Ｎａｇｏｍｉ－ｍａｓｕ サービス 理容・美容業 5%

76,966 東京都 中野区 ナチュラルケアセンター サービス 理容・美容業 5%

76,967 東京都 中野区 ナチュラルケアセンター　テヅカジュンコ　ナチュラルケアセンター サービス その他サービス 5%

76,968 東京都 中野区 ７１６ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

76,969 東京都 中野区 ナミキ 小売業 衣料品 5%

76,970 東京都 中野区 Ｎ??４ サービス 理容・美容業 5%

76,971 東京都 中野区 Ｎ°４ サービス 理容・美容業 5%

76,972 東京都 中野区 ニクスケ サービス 飲食業 5%

76,973 東京都 中野区 肉薬師 サービス 飲食業 5%

76,974 東京都 中野区 にこにこ整体治療院 サービス その他サービス 5%

76,975 東京都 中野区 日個連　東タクシー サービス 運輸業 5%

76,976 東京都 中野区 日個連　安倍タクシー サービス 運輸業 5%

76,977 東京都 中野区 日個連　井垣タクシー サービス 運輸業 5%

76,978 東京都 中野区 日個連　石井タクシー サービス 運輸業 5%

76,979 東京都 中野区 日個連　石原タクシー サービス 運輸業 5%

76,980 東京都 中野区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

76,981 東京都 中野区 日個連　今出タクシー サービス 運輸業 5%

76,982 東京都 中野区 日個連　岩﨑タクシー サービス 運輸業 5%

76,983 東京都 中野区 日個連　岩瀬タクシー サービス 運輸業 5%

76,984 東京都 中野区 日個連　上野タクシー サービス 運輸業 5%

76,985 東京都 中野区 日個連　及川タクシー サービス 運輸業 5%

76,986 東京都 中野区 日個連　太田タクシー サービス 運輸業 5%
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76,987 東京都 中野区 日個連　太田タクシー サービス 運輸業 5%

76,988 東京都 中野区 日個連　大塚タクシー サービス 運輸業 5%

76,989 東京都 中野区 日個連　大野タクシー サービス 運輸業 5%

76,990 東京都 中野区 日個連　岡崎タクシー サービス 運輸業 5%

76,991 東京都 中野区 日個連　小椋タクシー サービス 運輸業 5%

76,992 東京都 中野区 日個連　忍田タクシー サービス 運輸業 5%

76,993 東京都 中野区 日個連　小幡タクシー サービス 運輸業 5%

76,994 東京都 中野区 日個連　柿本タクシー サービス 運輸業 5%

76,995 東京都 中野区 日個連　笠間タクシー サービス 運輸業 5%

76,996 東京都 中野区 日個連　葛城タクシー サービス 運輸業 5%

76,997 東京都 中野区 日個連　金澤タクシー サービス 運輸業 5%

76,998 東京都 中野区 日個連　上岡タクシー サービス 運輸業 5%

76,999 東京都 中野区 日個連　鴨下タクシー サービス 運輸業 5%

77,000 東京都 中野区 日個連　川内タクシー サービス 運輸業 5%

77,001 東京都 中野区 日個連　木次谷タクシー サービス 運輸業 5%

77,002 東京都 中野区 日個連　喜多タクシー サービス 運輸業 5%

77,003 東京都 中野区 日個連　木元タクシー サービス 運輸業 5%

77,004 東京都 中野区 日個連　小沼タクシー サービス 運輸業 5%

77,005 東京都 中野区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

77,006 東京都 中野区 日個連　小松タクシー サービス 運輸業 5%

77,007 東京都 中野区 日個連　斉藤タクシー サービス 運輸業 5%

77,008 東京都 中野区 日個連　坂原タクシー サービス 運輸業 5%

77,009 東京都 中野区 日個連　相楽タクシー サービス 運輸業 5%

77,010 東京都 中野区 日個連　佐合タクシー サービス 運輸業 5%

77,011 東京都 中野区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

77,012 東京都 中野区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

77,013 東京都 中野区 日個連　島崎タクシー サービス 運輸業 5%

77,014 東京都 中野区 日個連　菅谷タクシー サービス 運輸業 5%

77,015 東京都 中野区 日個連　菅原タクシー サービス 運輸業 5%

77,016 東京都 中野区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

77,017 東京都 中野区 日個連　関タクシー サービス 運輸業 5%

77,018 東京都 中野区 日個連　平タクシー サービス 運輸業 5%

77,019 東京都 中野区 日個連　高瀬タクシー サービス 運輸業 5%

77,020 東京都 中野区 日個連　髙野タクシー サービス 運輸業 5%

77,021 東京都 中野区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

77,022 東京都 中野区 日個連　谷本タクシー サービス 運輸業 5%

77,023 東京都 中野区 日個連　田村タクシー サービス 運輸業 5%

77,024 東京都 中野区 日個連　鶴水タクシー サービス 運輸業 5%

77,025 東京都 中野区 日個連　都澤タクシー サービス 運輸業 5%

77,026 東京都 中野区 日個連　富永タクシー サービス 運輸業 5%

77,027 東京都 中野区 日個連　富永タクシー サービス 運輸業 5%

77,028 東京都 中野区 日個連　永田タクシー サービス 運輸業 5%
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77,029 東京都 中野区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

77,030 東京都 中野区 日個連　成田タクシー サービス 運輸業 5%

77,031 東京都 中野区 日個連　西田タクシー サービス 運輸業 5%

77,032 東京都 中野区 日個連　西山タクシー サービス 運輸業 5%

77,033 東京都 中野区 日個連　西脇タクシー サービス 運輸業 5%

77,034 東京都 中野区 日個連　濱口タクシー サービス 運輸業 5%

77,035 東京都 中野区 日個連　濱畑タクシー サービス 運輸業 5%

77,036 東京都 中野区 日個連　早見タクシー サービス 運輸業 5%

77,037 東京都 中野区 日個連　早見タクシー サービス 運輸業 5%

77,038 東京都 中野区 日個連　平田タクシー サービス 運輸業 5%

77,039 東京都 中野区 日個連　藤澤タクシー サービス 運輸業 5%

77,040 東京都 中野区 日個連　堀川タクシー サービス 運輸業 5%

77,041 東京都 中野区 日個連　松野下タクシー サービス 運輸業 5%

77,042 東京都 中野区 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%

77,043 東京都 中野区 日個連　南澤タクシー サービス 運輸業 5%

77,044 東京都 中野区 日個連　村上タクシー サービス 運輸業 5%

77,045 東京都 中野区 日個連　安平タクシー サービス 運輸業 5%

77,046 東京都 中野区 日個連　山木タクシー サービス 運輸業 5%

77,047 東京都 中野区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

77,048 東京都 中野区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

77,049 東京都 中野区 日本自動車交通株式会社 小売業 その他小売 5%

77,050 東京都 中野区 株式会社日本水素技術開発 サービス その他サービス 5%

77,051 東京都 中野区 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ｐａｒａｇｒａｐｈ サービス 理容・美容業 5%

77,052 東京都 中野区 ｎａｉｌｂｉｏｓ サービス 理容・美容業 5%

77,053 東京都 中野区 ネオダイビング 小売業 その他小売 5%

77,054 東京都 中野区 Ｎｅｘｔ　ＤＥＳＫ サービス その他サービス 5%

77,055 東京都 中野区 野方餃子 サービス 飲食業 5%

77,056 東京都 中野区 野方薬局 北原店 小売業 その他小売 5%

77,057 東京都 中野区 野方薬局 野方本店 ２レジ 小売業 その他小売 5%

77,058 東京都 中野区 野崎コイン 小売業 その他小売 5%

77,059 東京都 中野区 ＢＡＲ　Ｋｖａｓｉｒ サービス 飲食業 5%

77,060 東京都 中野区 ＢＩＲＴＨ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

77,061 東京都 中野区 ＢＡＲ２３ サービス 飲食業 5%

77,062 東京都 中野区 ＢＹ　ＴＨＥ　ＷＡＹ　新中野店 サービス 飲食業 5%

77,063 東京都 中野区 ＨＩ！ＥＬＴＯＮＧ サービス 飲食業 5%

77,064 東京都 中野区 バイクプラザ中野 小売業 その他小売 5%

77,065 東京都 中野区 バイタルジム２４中野新橋店 サービス その他サービス 5%

77,066 東京都 中野区 Ｈａｏｓｈｉ　Ｊａｐａｎ 小売業 家具・調度品 5%

77,067 東京都 中野区 パオツアー サービス その他サービス 5%

77,068 東京都 中野区 ｐａｓｓｅｒｏ サービス その他サービス 5%

77,069 東京都 中野区 服部電気商会 小売業 電化製品 5%

77,070 東京都 中野区 ＨＡＴＯＹＡ　ＴＯＫＹＯ 小売業 食料品 5%
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77,071 東京都 中野区 Ｄｅａｒｓ高円寺 サービス 理容・美容業 5%

77,072 東京都 中野区 Ｂｕｎｎｙ＇ｓＨｅｒｂ サービス その他サービス 5%

77,073 東京都 中野区 はらだ電機 小売業 電化製品 5%

77,074 東京都 中野区 ＨＲＱＲＥＣＯＲＤＳ 小売業 衣料品 5%

77,075 東京都 中野区 ｈａｒｕｍｉｏｆｆｉｃｅ サービス その他サービス 5%

77,076 東京都 中野区 明屋書店　東京中野店 小売業 その他小売 5%

77,077 東京都 中野区 明屋書店 中野ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

77,078 東京都 中野区 明屋書店　中野ブロードウェ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

77,079 東京都 中野区 はんこ広場　野方店 小売業 その他小売 5%

77,080 東京都 中野区 半田モータース サービス その他サービス 5%

77,081 東京都 中野区 ビアホイチョップ サービス 飲食業 5%

77,082 東京都 中野区 ＢＥＣＡＲＥ サービス その他サービス 5%

77,083 東京都 中野区 ＢＥＣＡＲＥ サービス 理容・美容業 5%

77,084 東京都 中野区 ｖｉｖｏ　ｄａｉｌｙ　ｓｔａｎｄ サービス 飲食業 5%

77,085 東京都 中野区 Ｐ－ｍｏｍ 小売業 衣料品 5%

77,086 東京都 中野区 ビーラボ中野北口店 サービス 理容・美容業 2%

77,087 東京都 中野区 Ｈｅａｌｉｎｇ ｓｐａ ＤＡＮＡ サービス その他サービス 5%

77,088 東京都 中野区 セブン－イレブン東中野駅南店 小売業 食料品 2%

77,089 東京都 中野区 セブン－イレブン東中野銀座通り店 小売業 食料品 2%

77,090 東京都 中野区 東中野ＧＲＩＬＬ サービス 飲食業 5%

77,091 東京都 中野区 セブン－イレブン東中野末広橋店 小売業 食料品 2%

77,092 東京都 中野区 株式会社ライフ・イズ サービス 理容・美容業 5%

77,093 東京都 中野区 セブン－イレブン東中野２丁目店 小売業 食料品 2%

77,094 東京都 中野区 ＰＣエコサービス サービス その他サービス 5%

77,095 東京都 中野区 ビジカツドットコム サービス その他サービス 5%

77,096 東京都 中野区 ＢＩＳＴＲＯ　ＴＲＵＮＫ サービス 飲食業 5%

77,097 東京都 中野区 ＢＩＧ　ＹＡＲＤ　中野ブロードウェイ 小売業 その他小売 5%

77,098 東京都 中野区 Ｂｅａｕｔｙ・Ｉ サービス 理容・美容業 5%

77,099 東京都 中野区 Ｂｅａｕｔｙ　Ｒｅｓｏｒｔ　Ａｒｙａ サービス 理容・美容業 5%

77,100 東京都 中野区 美容室　ａｇｏｒａ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

77,101 東京都 中野区 美容室ｍ－ｆｌｅｃｋ サービス 理容・美容業 5%

77,102 東京都 中野区 美容室ガーデン サービス 理容・美容業 5%

77,103 東京都 中野区 美容室 サービス その他サービス 5%

77,104 東京都 中野区 天然１００％ヘナ＆ハーブ専門店自然派美容室ＴＲＡＮＳＦＯＲＭ サービス 理容・美容業 5%

77,105 東京都 中野区 ｇｉｒａｓｏｌ【ヒラソル】 サービス 理容・美容業 5%

77,106 東京都 中野区 弘盛 小売業 家具・調度品 5%

77,107 東京都 中野区 Ｐｉｎｋ　Ｔｉｇｅｒ サービス 飲食業 5%

77,108 東京都 中野区 Ｐｉｎｋ　Ｔｉｇｅｒ　Ｐｉｎｋ　Ｔｉｇｅｒ サービス 飲食業 5%

77,109 東京都 中野区 ファッションヘアＷＡＴＡＢＥ サービス 理容・美容業 5%

77,110 東京都 中野区 ＦＡＬＣＯＮＨＩＬＬＳ 小売業 衣料品 5%

77,111 東京都 中野区 ＬＥＢＯＩＳ 小売業 食料品 5%

77,112 東京都 中野区 ４　Ｓｅａｓｏｎｓ　ＬＤＫ サービス 飲食業 5%
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77,113 東京都 中野区 ｆｏｒｔｕｎｅ サービス 理容・美容業 5%

77,114 東京都 中野区 フォトスタジオ　ワーブ サービス その他サービス 5%

77,115 東京都 中野区 福祉移送サービスｒｅｌｉｅｆ サービス 運輸業 5%

77,116 東京都 中野区 ふく田 サービス 飲食業 5%

77,117 東京都 中野区 富士見台長岡屋 サービス 飲食業 5%

77,118 東京都 中野区 フジヤ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

77,119 東京都 中野区 フジヤエービック 小売業 その他小売 5%

77,120 東京都 中野区 フジヤエービック 小売業 その他小売 5%

77,121 東京都 中野区 フジヤエービック　Ｐａｒｔ．１ 小売業 その他小売 5%

77,122 東京都 中野区 フジヤカメラ　用品館 小売業 電化製品 5%

77,123 東京都 中野区 フジヤカメラ本店 小売業 電化製品 5%

77,124 東京都 中野区 フタバフルーツ 小売業 食料品 5%

77,125 東京都 中野区 ｆｕｋｋａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

77,126 東京都 中野区 峯岸洋祐 サービス その他サービス 5%

77,127 東京都 中野区 ＦＵＭＩＭＯＮＯ 小売業 衣料品 5%

77,128 東京都 中野区 ＦＲＥＩＥ サービス その他サービス 5%

77,129 東京都 中野区 ＰｒｉｖａｔｅＳａｌｏｎｒａｍａｇｅｓ サービス 理容・美容業 5%

77,130 東京都 中野区 フライングソーサー 小売業 家具・調度品 5%

77,131 東京都 中野区 プラスパ サービス その他サービス 5%

77,132 東京都 中野区 プラチナエフ フラチナエフ サービス 理容・美容業 5%

77,133 東京都 中野区 ブラックチェリーマーケット 小売業 その他小売 5%

77,134 東京都 中野区 プラビット 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

77,135 東京都 中野区 フラワーポートデザインスタジオ 小売業 その他小売 5%

77,136 東京都 中野区 ブリアント　中野店 サービス 理容・美容業 5%

77,137 東京都 中野区 古着屋ｈａｉｋａｒａ　野方店 小売業 衣料品 5%

77,138 東京都 中野区 古着屋ｈａｉｋａｒａ　東中野店 小売業 衣料品 5%

77,139 東京都 中野区 ＢＵＬＬ’Ｓ　ＣＡＦＥ　新井薬師店 サービス 飲食業 5%

77,140 東京都 中野区 プレザント プレザント サービス 理容・美容業 5%

77,141 東京都 中野区 ｐｌａｉｓｉｒ サービス その他サービス 5%

77,142 東京都 中野区 フレッシュネスバーガー中野北口 サービス 飲食業 2%

77,143 東京都 中野区 ＰＲＯＧＲＥＳＳ　中野店 サービス 理容・美容業 5%

77,144 東京都 中野区 ブロッサム　東中野店 サービス 理容・美容業 5%

77,145 東京都 中野区 Ｈａｉｒ　Ｏｒａｎｇ サービス 理容・美容業 5%

77,146 東京都 中野区 ヘアーサロン★シノザキ サービス 理容・美容業 5%

77,147 東京都 中野区 ヘアーサロンオオウチ サービス 理容・美容業 5%

77,148 東京都 中野区 ヘアーメイクアップサロンチェリー サービス 理容・美容業 5%

77,149 東京都 中野区 ヘア＆エステ　キャロット サービス 理容・美容業 5%

77,150 東京都 中野区 Ｈａｉｒ＆ＥｓｔｈｅｔｉｃＳａｌｏｎヴィ サービス 理容・美容業 5%

77,151 東京都 中野区 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

77,152 東京都 中野区 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎｒｏｏｍｗｏｏｄ サービス 理容・美容業 5%

77,153 東京都 中野区 ヘアメイクアッシュ　中野坂上店 サービス 理容・美容業 5%

77,154 東京都 中野区 ヘアメイクアッシュ中野店 サービス 理容・美容業 5%
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77,155 東京都 中野区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＰＵＲＥ サービス 理容・美容業 5%

77,156 東京都 中野区 ヘアーメイクフーパー サービス 理容・美容業 5%

77,157 東京都 中野区 ＨＥＹＤＡＹ中野スタジオ サービス その他サービス 5%

77,158 東京都 中野区 ベーカリー　オリーブ サービス 飲食業 5%

77,159 東京都 中野区 ベジ居酒屋ＦＵＪＩＫＩＮ サービス 飲食業 5%

77,160 東京都 中野区 ベティーロード 小売業 貴金属・服飾品 5%

77,161 東京都 中野区 ベローチェ新中野店 サービス 飲食業 5%

77,162 東京都 中野区 ベローチェ中野駅南口店 サービス 飲食業 5%

77,163 東京都 中野区 ベローチェ中野店 サービス 飲食業 5%

77,164 東京都 中野区 便利屋 お助け本舗 中野坂上店 サービス その他サービス 5%

77,165 東京都 中野区 豊作ストア サービス その他サービス 5%

77,166 東京都 中野区 宝石市場ＴＡＮＴＡＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

77,167 東京都 中野区 ほぐしテラス サービス 理容・美容業 5%

77,168 東京都 中野区 ｐｏｔａｔｏ サービス 理容・美容業 5%

77,169 東京都 中野区 Ｐｏｒｔ　Ｐｏｒｔｏ 小売業 衣料品 5%

77,170 東京都 中野区 ホリスティキュア　栄養ケアスタンド 小売業 食料品 5%

77,171 東京都 中野区 ホワイト急便ふれあい店 サービス その他サービス 5%

77,172 東京都 中野区 本社中野店 小売業 その他小売 5%

77,173 東京都 中野区 毎日皮革 小売業 衣料品 5%

77,174 東京都 中野区 前川秀和税理士事務所 サービス その他サービス 5%

77,175 東京都 中野区 前原事務所 サービス その他サービス 5%

77,176 東京都 中野区 マクドナルド新中野店 サービス 飲食業 2%

77,177 東京都 中野区 マクドナルド中野北口サンモール店 サービス 飲食業 2%

77,178 東京都 中野区 マクドナルド中野坂上店 サービス 飲食業 2%

77,179 東京都 中野区 ＭＡＸＨＡＲＤ サービス その他サービス 5%

77,180 東京都 中野区 まつげ専門店ｍｉｎｅｔｅｙｅ サービス 理容・美容業 5%

77,181 東京都 中野区 マッサージはり・灸ユーカリ サービス その他サービス 5%

77,182 東京都 中野区 松本湯 サービス その他サービス 5%

77,183 東京都 中野区 ｍａｎｕｓ 小売業 衣料品 5%

77,184 東京都 中野区 マリコ眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

77,185 東京都 中野区 マルカワ中野店 小売業 衣料品 5%

77,186 東京都 中野区 丸幸水産　新井薬師店 サービス 飲食業 5%

77,187 東京都 中野区 ミオンミュージックスクール・ボイトレ館 サービス その他サービス 5%

77,188 東京都 中野区 ミオンミュージックスクール サービス その他サービス 5%

77,189 東京都 中野区 ミナト矢崎サービス　西部営業所 小売業 その他小売 5%

77,190 東京都 中野区 セブン－イレブン南台店 小売業 食料品 2%

77,191 東京都 中野区 南台どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

77,192 東京都 中野区 ミハエル　ネグリン　ショールーム 小売業 貴金属・服飾品 5%

77,193 東京都 中野区 宮城漁師酒場　魚谷屋 サービス 飲食業 5%

77,194 東京都 中野区 ミヤコ洋品店 小売業 衣料品 5%

77,195 東京都 中野区 宮田家具　稲城店 小売業 家具・調度品 5%

77,196 東京都 中野区 ＭＵＳＩＣ　ＲＥＱＵＥＳＴ　ＢＡＲ　創る サービス 飲食業 5%
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77,197 東京都 中野区 ＭＩＲＵＣＯ サービス 理容・美容業 5%

77,198 東京都 中野区 Ｍｙｒｔｅ サービス その他サービス 5%

77,199 東京都 中野区 Ｍｏｏｏｏｏｎ サービス 理容・美容業 5%

77,200 東京都 中野区 むさしの玉屋 小売業 食料品 5%

77,201 東京都 中野区 むさしの玉屋　和菓子司　むさしの玉屋 小売業 食料品 5%

77,202 東京都 中野区 武蔵屋 小売業 衣料品 5%

77,203 東京都 中野区 メガネサロンルック　東中野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

77,204 東京都 中野区 メガネの宮本 小売業 貴金属・服飾品 5%

77,205 東京都 中野区 メダム　中野店 サービス 理容・美容業 5%

77,206 東京都 中野区 ＭＥＳＳＡＧＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

77,207 東京都 中野区 ＭｅｌｔＨｅａｒｔ 小売業 衣料品 5%

77,208 東京都 中野区 メロディランド メロディランド 薬師駅前店 サービス 飲食業 5%

77,209 東京都 中野区 メロディランド　薬師駅前店 サービス 飲食業 5%

77,210 東京都 中野区 メンズサロン　エクシア サービス 理容・美容業 5%

77,211 東京都 中野区 メンズサロンエクシアーｂｒａｔー サービス 理容・美容業 5%

77,212 東京都 中野区 めん屋　桔梗　沼袋店 サービス 飲食業 5%

77,213 東京都 中野区 中野支店 サービス その他サービス 5%

77,214 東京都 中野区 もつ鍋　無二彩 サービス 飲食業 5%

77,215 東京都 中野区 モノ・モノ 小売業 家具・調度品 5%

77,216 東京都 中野区 もみーな田無店　野方店 サービス その他サービス 5%

77,217 東京都 中野区 もみの匠中野店 サービス 理容・美容業 5%

77,218 東京都 中野区 森田園 小売業 食料品 5%

77,219 東京都 中野区 彌いち サービス 飲食業 5%

77,220 東京都 中野区 八木タクシー サービス 運輸業 5%

77,221 東京都 中野区 焼鳥酒場　六や　中野店 サービス 飲食業 5%

77,222 東京都 中野区 やきとり大吉中野中央店 サービス 飲食業 5%

77,223 東京都 中野区 焼鳥なべちゃん サービス 飲食業 5%

77,224 東京都 中野区 やきとりにしだ屋 鷺宮店 サービス 飲食業 5%

77,225 東京都 中野区 やきとり柳田屋 サービス 飲食業 5%

77,226 東京都 中野区 焼肉酒場　ゑえやん サービス 飲食業 5%

77,227 東京都 中野区 焼肉　寿苑 サービス 飲食業 5%

77,228 東京都 中野区 焼肉未来台所 サービス 飲食業 5%

77,229 東京都 中野区 焼肉屋マルキ市場中野店 サービス 飲食業 5%

77,230 東京都 中野区 薬師　いちまる サービス 飲食業 5%

77,231 東京都 中野区 弥生交通株式会社 サービス 運輸業 5%

77,232 東京都 中野区 有限会社サンコーマート 小売業 食料品 5%

77,233 東京都 中野区 有限会社中安商店 小売業 電化製品 5%

77,234 東京都 中野区 有限会社芭蕉堂印房 芭蕉堂印房 小売業 その他小売 5%

77,235 東京都 中野区 有限会社坂入商店 小売業 食料品 5%

77,236 東京都 中野区 御茶　ブロードウェイ本店 サービス 飲食業 5%

77,237 東京都 中野区 遊ゆう サービス 飲食業 5%

77,238 東京都 中野区 ＹＵＫＡＫＡＷＡＩ サービス その他サービス 5%
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77,239 東京都 中野区 ヨガヘヤ／マリールー サービス その他サービス 5%

77,240 東京都 中野区 よろずや サービス 飲食業 5%

77,241 東京都 中野区 らーめん人間ばんざい サービス 飲食業 5%

77,242 東京都 中野区 雷神堂 新井薬師店 小売業 食料品 5%

77,243 東京都 中野区 楽だボディ サービス 理容・美容業 5%

77,244 東京都 中野区 らしんばん中野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

77,245 東京都 中野区 らしんばん中野店　１号館 小売業 その他小売 5%

77,246 東京都 中野区 らしんばん中野店　３号館 小売業 その他小売 5%

77,247 東京都 中野区 らしんばん中野店　２号館 小売業 その他小売 5%

77,248 東京都 中野区 ラ・フェリア　中野坂上店 サービス 飲食業 5%

77,249 東京都 中野区 ＬｏｖｅＲａｂｂｉｔ 小売業 その他小売 5%

77,250 東京都 中野区 ランタン　ルージュ　アンドラ サービス 飲食業 5%

77,251 東京都 中野区 ＬＩＡＥＳＳＥ サービス 理容・美容業 5%

77,252 東京都 中野区 リアット！野方店 サービス その他サービス 5%

77,253 東京都 中野区 リアット！中野新橋店 サービス その他サービス 5%

77,254 東京都 中野区 リーベルミー サービス その他サービス 5%

77,255 東京都 中野区 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　明成建設工業　中野店 サービス その他サービス 2%

77,256 東京都 中野区 リサイクルきもの　たんす屋 小売業 衣料品 5%

77,257 東京都 中野区 リサイクルショップ　フレンズ 小売業 その他小売 5%

77,258 東京都 中野区 リサイクルブティックＡＢＣ中野店 小売業 その他小売 5%

77,259 東京都 中野区 リトルピース動物病院 サービス その他サービス 5%

77,260 東京都 中野区 リフレッシュセンターリラックス中野新橋店 サービス その他サービス 5%

77,261 東京都 中野区 理容マツビシ サービス 理容・美容業 5%

77,262 東京都 中野区 リンキィディンクスタジオ中野 サービス その他サービス 5%

77,263 東京都 中野区 Ｌｕｏｈｔｓ 小売業 家具・調度品 5%

77,264 東京都 中野区 レイジーキャット 小売業 衣料品 5%

77,265 東京都 中野区 レコミンツ　パート３ 小売業 その他小売 5%

77,266 東京都 中野区 レコミンツ　パート２ 小売業 その他小売 5%

77,267 東京都 中野区 ＲＥＣＯＭＩＮＴＳ　Ｐａｒｔ．１ 小売業 その他小売 5%

77,268 東京都 中野区 レーディースファッションロア 小売業 衣料品 5%

77,269 東京都 中野区 レディースショップ　Ｃｏｏ 小売業 衣料品 5%

77,270 東京都 中野区 レディースショップ　Ｃｏｏ　新店 小売業 衣料品 5%

77,271 東京都 中野区 ロイスダール中野本店 小売業 食料品 5%

77,272 東京都 中野区 ロイドグランデ サービス 飲食業 5%

77,273 東京都 中野区 ＲＯＳＥＡＴＥ 小売業 衣料品 5%

77,274 東京都 中野区 ＬＯＣＯＨＡＩＲＲＥＳＯＲＴ サービス 理容・美容業 5%

77,275 東京都 中野区 ロジック サービス 理容・美容業 5%

77,276 東京都 中野区 ロボットロボット１号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

77,277 東京都 中野区 ロボットロボット３号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

77,278 東京都 中野区 ロボットロボット２号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

77,279 東京都 中野区 ワールドトレード本社 サービス その他サービス 5%

77,280 東京都 中野区 ＹｓＦｅｌｔＡｒｔ 小売業 衣料品 5%
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77,281 東京都 中野区 ワインバルＬＤＫ サービス 飲食業 5%

77,282 東京都 中野区 わくわくステーション鷺宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

77,283 東京都 中野区 わげんせ株式会社 サービス その他サービス 5%

77,284 東京都 西東京市 アイラッシュルームルチアひばり サービス 理容・美容業 5%

77,285 東京都 西東京市 青山フラワーマーケット　エミオ田無店 小売業 その他小売 5%

77,286 東京都 西東京市 あかねや サービス 飲食業 5%

77,287 東京都 西東京市 アクアトライクリーニング サービス その他サービス 5%

77,288 東京都 西東京市 アクアトライシステム サービス その他サービス 5%

77,289 東京都 西東京市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｕｔｔｙひばりヶ丘 サービス 理容・美容業 5%

77,290 東京都 西東京市 Ａｇｕ ｈａｉｒ ｔａｓｔｅｒ保谷 サービス 理容・美容業 5%

77,291 東京都 西東京市 アッシュ　ひばりヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

77,292 東京都 西東京市 アドコンタクト田無店 田無店 小売業 その他小売 5%

77,293 東京都 西東京市 アドコンタクト　田無店 小売業 その他小売 5%

77,294 東京都 西東京市 アドコンタクト　田無店 小売業 その他小売 5%

77,295 東京都 西東京市 アトリエひばりヶ丘 サービス 理容・美容業 5%

77,296 東京都 西東京市 アネア動物病院 サービス その他サービス 5%

77,297 東京都 西東京市 ＲＫＢＡＲ サービス 飲食業 5%

77,298 東京都 西東京市 アロマ＆ボディケア　ルクラ サービス その他サービス 5%

77,299 東京都 西東京市 アロマ＆ボディケア　ルクラ サービス その他サービス 5%

77,300 東京都 西東京市 アロマニーズ 小売業 その他小売 5%

77,301 東京都 西東京市 一文字本舗 小売業 食料品 5%

77,302 東京都 西東京市 イドヨコ 小売業 その他小売 5%

77,303 東京都 西東京市 ２ｕｂｅｒ サービス 運輸業 5%

77,304 東京都 西東京市 鰻のまこと 小売業 食料品 5%

77,305 東京都 西東京市 エーワンブック 保谷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

77,306 東京都 西東京市 エステサロンさくら　ひばりが丘パルコ店 サービス 理容・美容業 5%

77,307 東京都 西東京市 ＥＳＳＥＣＩ 小売業 衣料品 5%

77,308 東京都 西東京市 ＮＢＣ司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

77,309 東京都 西東京市 ＥＮＥＯＳカートピア田無 サービス その他サービス 5%

77,310 東京都 西東京市 ＥＮＥＯＳカートピア向台 サービス その他サービス 5%

77,311 東京都 西東京市 エムシーアシスト サービス その他サービス 5%

77,312 東京都 西東京市 Ｍ’ｓ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

77,313 東京都 西東京市 Ｍ’ｓ　ｏｖｅｎ 小売業 食料品 5%

77,314 東京都 西東京市 王子クリーニング サービス その他サービス 5%

77,315 東京都 西東京市 岡庭建設株式会社 サービス その他サービス 5%

77,316 東京都 西東京市 有限会社小田桐電気 サービス その他サービス 5%

77,317 東京都 西東京市 ＯｆｆｉｃｅＩＳＨＩＮ合同会社 サービス その他サービス 5%

77,318 東京都 西東京市 オフィスハロー サービス その他サービス 5%

77,319 東京都 西東京市 Ｏｍｏｒｆｉひばりヶ丘 サービス 理容・美容業 5%

77,320 東京都 西東京市 オリックスレンタカー田無店 サービス その他サービス 2%

77,321 東京都 西東京市 ＯＲＧＡ　ＡＩＲＳＯＦＴ 小売業 その他小売 5%

77,322 東京都 西東京市 カーテン・アイ西東京店 小売業 家具・調度品 5%
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77,323 東京都 西東京市 ＣｈｉｒｏＳａｌｏｎｅＳｏｌａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

77,324 東京都 西東京市 割烹よしむら サービス 飲食業 5%

77,325 東京都 西東京市 ＣＡＮＯＰＥ 小売業 衣料品 5%

77,326 東京都 西東京市 カフェとバーアヌビアスナナ サービス 飲食業 5%

77,327 東京都 西東京市 株式会社トップアート　フラウ柳沢店 サービス 理容・美容業 5%

77,328 東京都 西東京市 （株）ヘビーメタル サービス その他サービス 5%

77,329 東京都 西東京市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋西武ひばりが丘北口店 サービス 飲食業 2%

77,330 東京都 西東京市 貴晴堂　田無本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

77,331 東京都 西東京市 キャットハンズジャパン 小売業 電化製品 5%

77,332 東京都 西東京市 キャットハンズジャパン 小売業 その他小売 5%

77,333 東京都 西東京市 ぎょうざの満洲　田無北口店 サービス 飲食業 5%

77,334 東京都 西東京市 ぎょうざの満洲　ひばりヶ丘北口店 サービス 飲食業 5%

77,335 東京都 西東京市 串かつ　でんがな　ひばりヶ丘店 サービス 飲食業 5%

77,336 東京都 西東京市 くすりのダイイチ 小売業 その他小売 5%

77,337 東京都 西東京市 くすりのダイイチ　保谷店 小売業 その他小売 5%

77,338 東京都 西東京市 くすりのダイイチ西武柳沢北口店 小売業 その他小売 5%

77,339 東京都 西東京市 くすりのダイイチ西部柳沢北口店 小売業 その他小売 5%

77,340 東京都 西東京市 くすりのダイイチソレイユ保谷店 小売業 その他小売 5%

77,341 東京都 西東京市 くすりのダイイチ東伏見店 小売業 その他小売 5%

77,342 東京都 西東京市 くすりのダイイチ東町店 小売業 その他小売 5%

77,343 東京都 西東京市 クスリのダイイチ保谷駅前店 小売業 その他小売 5%

77,344 東京都 西東京市 くらきや 小売業 その他小売 5%

77,345 東京都 西東京市 ｇｒａｍ サービス 理容・美容業 5%

77,346 東京都 西東京市 クリーニングの和光 サービス その他サービス 5%

77,347 東京都 西東京市 ＧＬＥＡＭＳ サービス 理容・美容業 5%

77,348 東京都 西東京市 グリ多国籍料理とお酒のお店 サービス 飲食業 5%

77,349 東京都 西東京市 ぐるぐる サービス 飲食業 5%

77,350 東京都 西東京市 グレイシーエメ サービス 理容・美容業 5%

77,351 東京都 西東京市 ＫＷＡＮ サービス その他サービス 5%

77,352 東京都 西東京市 ケーキとアイスクリーム 蘭花車 小売業 食料品 5%

77,353 東京都 西東京市 小杉スケート　東伏見店 小売業 その他小売 5%

77,354 東京都 西東京市 坂上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

77,355 東京都 西東京市 佐々総合病院売店 小売業 その他小売 5%

77,356 東京都 西東京市 ［ＨＣ］サンエー電化 小売業 電化製品 5%

77,357 東京都 西東京市 ＪＡ東京みらい　田無支店 小売業 食料品 5%

77,358 東京都 西東京市 ＪＡ東京みらい　保谷支店 小売業 食料品 5%

77,359 東京都 西東京市 シカマキ写真館 サービス その他サービス 5%

77,360 東京都 西東京市 地頭山 サービス 飲食業 5%

77,361 東京都 西東京市 ｕｃｏｕ 小売業 衣料品 5%

77,362 東京都 西東京市 ＪＡＴ《ねこ媛》 小売業 その他小売 5%

77,363 東京都 西東京市 しゃぶしゃぶ温野菜田無店 サービス 飲食業 2%

77,364 東京都 西東京市 十字屋平蔵薬局 小売業 その他小売 5%
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77,365 東京都 西東京市 【居酒屋】　酒膳よさく サービス 飲食業 5%

77,366 東京都 西東京市 正札堂洋品店 小売業 衣料品 5%

77,367 東京都 西東京市 食助 サービス 飲食業 5%

77,368 東京都 西東京市 ショットバーブラーニーストーン サービス 飲食業 5%

77,369 東京都 西東京市 ＪｉｎＫｏｎｄｏＰｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ サービス その他サービス 5%

77,370 東京都 西東京市 スケット サービス その他サービス 5%

77,371 東京都 西東京市 ＳＵＺＵＴＡＮ田無アスタ店 小売業 衣料品 5%

77,372 東京都 西東京市 ステラ音楽教室第２教室 サービス その他サービス 5%

77,373 東京都 西東京市 ＳＴＲＥＥＴひばりが丘店 サービス 理容・美容業 5%

77,374 東京都 西東京市 すみゑもん 田無南口店 サービス 飲食業 5%

77,375 東京都 西東京市 諏訪 イタリアンまぜそば ＢＡＲ麺屋諏訪 サービス 飲食業 5%

77,376 東京都 西東京市 セオサイクルひばりヶ丘店 小売業 その他小売 5%

77,377 東京都 西東京市 Ｓｅｒｅｎｄｉｐｉｔｙ サービス 理容・美容業 5%

77,378 東京都 西東京市 ＳＯＹ－ＫＵＦＵ サービス 理容・美容業 5%

77,379 東京都 西東京市 ソーイングハウス 小売業 衣料品 5%

77,380 東京都 西東京市 ＳｏｒａＴｅｒｒａｃｅ サービス その他サービス 5%

77,381 東京都 西東京市 大まる田無芝久保店 サービス 飲食業 5%

77,382 東京都 西東京市 ＴＩＭＥＺＩＰＳ２４ ＴｉｍｅＺｉｐｓ２４ サービス その他サービス 5%

77,383 東京都 西東京市 ダイワサイクル　田無店 小売業 その他小売 5%

77,384 東京都 西東京市 セブン－イレブン田無駅北口店 小売業 食料品 2%

77,385 東京都 西東京市 セブン－イレブン田無駅南口店 小売業 食料品 2%

77,386 東京都 西東京市 セブン－イレブン田無芝久保２丁目店 小売業 食料品 2%

77,387 東京都 西東京市 田無地区酒販協同組合 小売業 その他小売 5%

77,388 東京都 西東京市 セブン－イレブン田無本町４丁目店 小売業 食料品 2%

77,389 東京都 西東京市 セブン－イレブン田無谷戸店 小売業 食料品 2%

77,390 東京都 西東京市 セブン－イレブン田無谷戸２丁目店 小売業 食料品 2%

77,391 東京都 西東京市 ちゃりんこ屋ちゅう 小売業 その他小売 5%

77,392 東京都 西東京市 中華料理上海菜館 サービス 飲食業 5%

77,393 東京都 西東京市 つかの社会保険労務士行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

77,394 東京都 西東京市 つばさ薬局 小売業 その他小売 5%

77,395 東京都 西東京市 ツールオフ　西東京店 小売業 その他小売 5%

77,396 東京都 西東京市 ＴＵＲＵＹＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

77,397 東京都 西東京市 データ復旧西東京 小売業 電化製品 5%

77,398 東京都 西東京市 Ｔｅｃｈｏｖｅｒｒａｔｅｄ サービス その他サービス 5%

77,399 東京都 西東京市 デルマヤ物産株式会社 小売業 食料品 5%

77,400 東京都 西東京市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅカ－トピア田無ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

77,401 東京都 西東京市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅカ－トピア向台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

77,402 東京都 西東京市 ＴＯＭＯＦＩＮ サービス その他サービス 5%

77,403 東京都 西東京市 鶏　豚七輪焼　けむりや サービス 飲食業 5%

77,404 東京都 西東京市 鶏・豚七輪焼　けむりや サービス 飲食業 5%

77,405 東京都 西東京市 Ｎａｔｕｒａｌ ひばりヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

77,406 東京都 西東京市 にくきゅうカフェ にくきゅうカフェ サービス 飲食業 5%
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77,407 東京都 西東京市 セブン－イレブン西東京北町３丁目店 小売業 食料品 2%

77,408 東京都 西東京市 セブン－イレブン西東京芝久保５丁目店 小売業 食料品 2%

77,409 東京都 西東京市 セブン－イレブン西東京新町６丁目店 小売業 食料品 2%

77,410 東京都 西東京市 セブン－イレブン西東京住吉町６丁目店 小売業 食料品 2%

77,411 東京都 西東京市 セブン－イレブン西東京田無３丁目店 小売業 食料品 2%

77,412 東京都 西東京市 西東京田無巻き爪矯正センター サービス 理容・美容業 5%

77,413 東京都 西東京市 セブン－イレブン西東京中町２丁目店 小売業 食料品 2%

77,414 東京都 西東京市 セブン－イレブン西東京西原１丁目店 小売業 食料品 2%

77,415 東京都 西東京市 セブン－イレブン西東京東町４丁目店 小売業 食料品 2%

77,416 東京都 西東京市 セブン－イレブン西東京ひばりが丘北３丁目店 小売業 食料品 2%

77,417 東京都 西東京市 セブン－イレブン西東京富士町３丁目店 小売業 食料品 2%

77,418 東京都 西東京市 セブン－イレブン西東京緑町２丁目店 小売業 食料品 2%

77,419 東京都 西東京市 セブン－イレブン西東京南町１丁目店 小売業 食料品 2%

77,420 東京都 西東京市 セブン－イレブン西東京南町３丁目店 小売業 食料品 2%

77,421 東京都 西東京市 セブン－イレブン西東京向台５丁目店 小売業 食料品 2%

77,422 東京都 西東京市 セブン－イレブン西東京向台２丁目店 小売業 食料品 2%

77,423 東京都 西東京市 セブン－イレブン西東京向台４丁目店 小売業 食料品 2%

77,424 東京都 西東京市 セブン－イレブン西東京柳沢２丁目店 小売業 食料品 2%

77,425 東京都 西東京市 日本一　エミオ田無店 小売業 食料品 5%

77,426 東京都 西東京市 日本橋屋長兵衛　ひばりヶ丘店 小売業 食料品 5%

77,427 東京都 西東京市 日本舞踊創舞流 サービス その他サービス 5%

77,428 東京都 西東京市 ネイルサロンＰｅｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

77,429 東京都 西東京市 Ｂａｒ　Ｏｒｕ サービス 飲食業 5%

77,430 東京都 西東京市 ＢＡＲＢＥＲ ＨＡＧＩＷＡＲＡ サービス 理容・美容業 5%

77,431 東京都 西東京市 パナピット　きたむら 小売業 電化製品 5%

77,432 東京都 西東京市 パナピット　タカイシ 小売業 電化製品 5%

77,433 東京都 西東京市 パナピット　アオヤマ 小売業 電化製品 5%

77,434 東京都 西東京市 パナピットいいだ 小売業 電化製品 5%

77,435 東京都 西東京市 はやし動物病院 サービス その他サービス 5%

77,436 東京都 西東京市 ＰａＬａＮ　田無北口店 サービス 理容・美容業 5%

77,437 東京都 西東京市 ＰａＬａＮ　田無店　【パラン】 サービス 理容・美容業 5%

77,438 東京都 西東京市 はり・きゅう好生堂 サービス その他サービス 5%

77,439 東京都 西東京市 はり・きゅう好生堂 サービス その他サービス 5%

77,440 東京都 西東京市 バルーチョ　志木店 サービス 飲食業 5%

77,441 東京都 西東京市 バルーチョ　田無店 サービス 飲食業 5%

77,442 東京都 西東京市 Ｐｉｖｏｔｅ サービス 理容・美容業 5%

77,443 東京都 西東京市 セブン－イレブンひばりが丘駅北口店 小売業 食料品 2%

77,444 東京都 西東京市 セブン－イレブンひばりヶ丘駅南口店 小売業 食料品 2%

77,445 東京都 西東京市 ひばりが丘スポーツ 小売業 その他小売 5%

77,446 東京都 西東京市 ひばりこーひー株式会社 小売業 食料品 5%

77,447 東京都 西東京市 ひばりプラス電気 小売業 電化製品 5%

77,448 東京都 西東京市 ビューティックトミ サービス 理容・美容業 5%
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77,449 東京都 西東京市 美容室　Ｋｕｋｋａ サービス 理容・美容業 5%

77,450 東京都 西東京市 美容室　Ｃｏｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

77,451 東京都 西東京市 美容室Ｋｕｋｋａ　美容室　Ｋｕｋｋａ サービス 理容・美容業 5%

77,452 東京都 西東京市 美容室コラル サービス 理容・美容業 5%

77,453 東京都 西東京市 美容室ＰａＬａＮ サービス 理容・美容業 5%

77,454 東京都 西東京市 美容室マキシム サービス 理容・美容業 5%

77,455 東京都 西東京市 美容室モナ サービス 理容・美容業 5%

77,456 東京都 西東京市 Ｂｅｅ　Ｒｉｓｅ 小売業 食料品 5%

77,457 東京都 西東京市 ＦＩＮＥＷＯＯＤ ＦＩＮＥＷＯＯＤウェアハウス店 小売業 その他小売 5%

77,458 東京都 西東京市 風風ラーメン　田無店 サービス 飲食業 5%

77,459 東京都 西東京市 風風ラーメン　ひばりヶ丘店 サービス 飲食業 5%

77,460 東京都 西東京市 福盛堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

77,461 東京都 西東京市 ふくや洋品店 小売業 衣料品 5%

77,462 東京都 西東京市 ふくや洋品店　フレンドリー店 小売業 衣料品 5%

77,463 東京都 西東京市 フジタ電気 小売業 電化製品 5%

77,464 東京都 西東京市 ブランドヒルズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

77,465 東京都 西東京市 ＰｌａｙＰｏｉｎｔ サービス その他サービス 5%

77,466 東京都 西東京市 プロジェクション 小売業 その他小売 5%

77,467 東京都 西東京市 Ｂｌｏｓｓｏｍひばりケ丘店 サービス 理容・美容業 5%

77,468 東京都 西東京市 ブロッサム　ひばりが丘店 サービス 理容・美容業 5%

77,469 東京都 西東京市 ＰＲＯＰＥＬＬＥＲ サービス 理容・美容業 5%

77,470 東京都 西東京市 ヘアーサロンアベ サービス 理容・美容業 5%

77,471 東京都 西東京市 ヘアーサロンアルタ サービス 理容・美容業 5%

77,472 東京都 西東京市 ｈａｉｒｍａｋｅｃｏｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

77,473 東京都 西東京市 Ｈａｉｒ　Ｂａｓｅ サービス 理容・美容業 5%

77,474 東京都 西東京市 ヘアメイクアッシュ　田無店 サービス 理容・美容業 5%

77,475 東京都 西東京市 ＨＥＡＶＥＮＳＴＯＲＥ．Ｂ 小売業 その他小売 5%

77,476 東京都 西東京市 ベーカリーピヨピヨ 小売業 食料品 5%

77,477 東京都 西東京市 ｂｅｂｅ サービス 理容・美容業 5%

77,478 東京都 西東京市 ベローチェひばりが丘店 サービス 飲食業 5%

77,479 東京都 西東京市 セブン－イレブン保谷ひばりが丘駅北店 小売業 食料品 2%

77,480 東京都 西東京市 セブン－イレブン保谷ひばりが丘北２丁目店 小売業 食料品 2%

77,481 東京都 西東京市 セブン－イレブン保谷本町店 小売業 食料品 2%

77,482 東京都 西東京市 ポポラマーマひばりヶ丘店 サービス 飲食業 5%

77,483 東京都 西東京市 ポポラマーマ保谷店 サービス 飲食業 5%

77,484 東京都 西東京市 本社事務所 サービス 運輸業 5%

77,485 東京都 西東京市 ｍａｒｇｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

77,486 東京都 西東京市 毎日ほるもん サービス 飲食業 5%

77,487 東京都 西東京市 マクドナルド新青梅田無店 サービス 飲食業 2%

77,488 東京都 西東京市 マクドナルド田無駅前店 サービス 飲食業 2%

77,489 東京都 西東京市 マクドナルド東伏見駅前店 サービス 飲食業 2%

77,490 東京都 西東京市 マクドナルドひばりが丘店 サービス 飲食業 2%
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77,491 東京都 西東京市 マクドナルド保谷新町店 サービス 飲食業 2%

77,492 東京都 西東京市 まこと屋 田無店 サービス 飲食業 5%

77,493 東京都 西東京市 まっさーじかよい　まっさーじかよい サービス その他サービス 5%

77,494 東京都 西東京市 真野眼鏡 小売業 その他小売 5%

77,495 東京都 西東京市 マンマラボ託児所 サービス その他サービス 5%

77,496 東京都 西東京市 水野（株） 小売業 その他小売 5%

77,497 東京都 西東京市 武蔵野清運 サービス 運輸業 5%

77,498 東京都 西東京市 メガネのアド　田無店 小売業 その他小売 5%

77,499 東京都 西東京市 メガネのアド　田無店 小売業 貴金属・服飾品 5%

77,500 東京都 西東京市 Ｍａｉｓｏｎｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

77,501 東京都 西東京市 モーターサイクル・フルスロットル 小売業 その他小売 5%

77,502 東京都 西東京市 もみーな サービス その他サービス 5%

77,503 東京都 西東京市 もみーな田無店 サービス その他サービス 5%

77,504 東京都 西東京市 もみーな田無店 サービス その他サービス 5%

77,505 東京都 西東京市 もみーなひばりヶ丘店 サービス その他サービス 5%

77,506 東京都 西東京市 セブン－イレブン柳沢店 小売業 食料品 2%

77,507 東京都 西東京市 やきとり にしだ場 西武柳沢店 サービス 飲食業 5%

77,508 東京都 西東京市 焼鳥チキチキ 田無店 サービス 飲食業 5%

77,509 東京都 西東京市 焼肉ゆうちゃん サービス 飲食業 5%

77,510 東京都 西東京市 やまき 小売業 衣料品 5%

77,511 東京都 西東京市 有　モトスポーツノジマ　有限会社　モトスポーツノジマ 小売業 その他小売 5%

77,512 東京都 西東京市 有限会社東邦木工所 サービス その他サービス 5%

77,513 東京都 西東京市 有限会社新倉工業 サービス その他サービス 5%

77,514 東京都 西東京市 ユザワヤ　ひばりが丘パルコ店 小売業 その他小売 5%

77,515 東京都 西東京市 溶岩窯のパン工房グラスハープ 小売業 食料品 5%

77,516 東京都 西東京市 ＹＯＳＡ　ＰＡＲＫ　ｆｅｌｉｚ サービス その他サービス 5%

77,517 東京都 西東京市 米山酒店 小売業 食料品 5%

77,518 東京都 西東京市 ライフセラピー サービス その他サービス 5%

77,519 東京都 西東京市 ランカシャ 小売業 食料品 5%

77,520 東京都 西東京市 リップ　ヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

77,521 東京都 西東京市 ｒｉｐｖａｎｗｉｎｋｌｅ 小売業 衣料品 5%

77,522 東京都 西東京市 リプルヘアーウエスト サービス 理容・美容業 5%

77,523 東京都 西東京市 ＬＩＢＥＲＡＬ 小売業 衣料品 5%

77,524 東京都 西東京市 アロマ＆ボディケアＬｅｃｕｒａルクラ サービス その他サービス 5%

77,525 東京都 西東京市 和牛焼肉 幸 サービス 飲食業 5%

77,526 東京都 練馬区 アートルーム 小売業 その他小売 5%

77,527 東京都 練馬区 ＲＣＧＥＡＲ 小売業 衣料品 5%

77,528 東京都 練馬区 Ｒ＇ｓｐａｒｔｓ 小売業 衣料品 5%

77,529 東京都 練馬区 ａｖｒｉｌ サービス その他サービス 5%

77,530 東京都 練馬区 青山企画 サービス その他サービス 5%

77,531 東京都 練馬区 青山フラワーマーケットエミオ石神井公園店 小売業 その他小売 5%

77,532 東京都 練馬区 青山フラワーマーケット　エミオ練馬店 小売業 その他小売 5%
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77,533 東京都 練馬区 赤から練馬店 サービス 飲食業 5%

77,534 東京都 練馬区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｏｎｔｅ大泉学園 サービス 理容・美容業 5%

77,535 東京都 練馬区 あけみ保育園 サービス その他サービス 5%

77,536 東京都 練馬区 アサヒヤワインセラー 小売業 食料品 5%

77,537 東京都 練馬区 味彩庵　練馬高野台駅 小売業 食料品 5%

77,538 東京都 練馬区 きゃらＯＮ 小売業 その他小売 5%

77,539 東京都 練馬区 あそびば！ サービス その他サービス 5%

77,540 東京都 練馬区 頭ほぐしサロンゆめゆら サービス その他サービス 5%

77,541 東京都 練馬区 ＵＰＰＥＲＥＤＧＥ サービス その他サービス 5%

77,542 東京都 練馬区 アートプリントジャパン　美術展物販 小売業 その他小売 5%

77,543 東京都 練馬区 アートメイク・トキ　東武練馬駅前店 サービス 理容・美容業 5%

77,544 東京都 練馬区 アトリエ翔 小売業 衣料品 5%

77,545 東京都 練馬区 アトリエシルビア 小売業 衣料品 5%

77,546 東京都 練馬区 アニー動物病院 サービス その他サービス 5%

77,547 東京都 練馬区 Ａｐｐｒｉｖｏｉｓｅｒ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

77,548 東京都 練馬区 阿部タクシー サービス 運輸業 5%

77,549 東京都 練馬区 安部とうふ店 小売業 食料品 5%

77,550 東京都 練馬区 ａｖｅｒａｇｅ ３６３ サービス 飲食業 5%

77,551 東京都 練馬区 Ａｐｏｌｌｏｎ’ｓＧｏｌｄ サービス 飲食業 5%

77,552 東京都 練馬区 あまぎモデリングイデア 小売業 その他小売 5%

77,553 東京都 練馬区 ａｙａｍｅ サービス 理容・美容業 5%

77,554 東京都 練馬区 ａｙａｍｅ サービス 理容・美容業 5%

77,555 東京都 練馬区 アライ電機産業 サービス その他サービス 5%

77,556 東京都 練馬区 アルテミスモーターサイクル サービス その他サービス 5%

77,557 東京都 練馬区 アロハメレ サービス その他サービス 5%

77,558 東京都 練馬区 アロマネット株式会社 サービス その他サービス 5%

77,559 東京都 練馬区 アン・コトン　ライフ平和台店 サービス その他サービス 5%

77,560 東京都 練馬区 アンコトンＬＩＶＩＮＯＺ大泉店 サービス その他サービス 5%

77,561 東京都 練馬区 アンテンドゥ 赤塚店 小売業 食料品 5%

77,562 東京都 練馬区 アンテンドゥ 氷川台店 小売業 食料品 5%

77,563 東京都 練馬区 アンテンドゥ　エミオ富士見台店 小売業 食料品 5%

77,564 東京都 練馬区 あんふぁん 小売業 衣料品 5%

77,565 東京都 練馬区 アンブレラ株式会社 サービス その他サービス 5%

77,566 東京都 練馬区 イーサービス サービス その他サービス 5%

77,567 東京都 練馬区 伊落タクシー サービス その他サービス 5%

77,568 東京都 練馬区 イグレックパリ　小竹向原店 サービス 理容・美容業 5%

77,569 東京都 練馬区 イグレック・パリ　練馬店 サービス 理容・美容業 5%

77,570 東京都 練馬区 居酒家あきば サービス 飲食業 5%

77,571 東京都 練馬区 いしかわ設備 サービス その他サービス 5%

77,572 東京都 練馬区 石田設備 サービス その他サービス 5%

77,573 東京都 練馬区 石野竜三・語り芝居プロジェクト サービス その他サービス 5%

77,574 東京都 練馬区 石焼アンテンドゥ　エミオ石神井公園店 小売業 食料品 5%
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77,575 東京都 練馬区 Ｉｃｈｉｅ 小売業 家具・調度品 5%

77,576 東京都 練馬区 ＩＣＨＮＯＫＡＷＡ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

77,577 東京都 練馬区 いちょう通りランゲージ サービス その他サービス 5%

77,578 東京都 練馬区 一球酒場　東武練馬店 サービス 飲食業 5%

77,579 東京都 練馬区 出光セルフ石神井台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

77,580 東京都 練馬区 出光練馬中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

77,581 東京都 練馬区 伊藤個人タクシー サービス 運輸業 5%

77,582 東京都 練馬区 井野口進 サービス 理容・美容業 5%

77,583 東京都 練馬区 犬の店ワタナベ 小売業 その他小売 5%

77,584 東京都 練馬区 イマイ電気 小売業 電化製品 5%

77,585 東京都 練馬区 岩下タクシー サービス 運輸業 5%

77,586 東京都 練馬区 ＢＡＲＯＡ　石神井店 サービス 理容・美容業 5%

77,587 東京都 練馬区 ＢＡＲＯＡ　中村橋店 サービス 理容・美容業 5%

77,588 東京都 練馬区 ＢＡＲＯＡ　保谷店 サービス 理容・美容業 5%

77,589 東京都 練馬区 ウィルコムカウンター　吉祥寺店 小売業 電化製品 5%

77,590 東京都 練馬区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　ＷＥ’ＬＬヌクイ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

77,591 東京都 練馬区 上原酒店 小売業 食料品 5%

77,592 東京都 練馬区 ＷＥＬＤＥＲＳ　ＤＩＮＥＲ サービス 飲食業 5%

77,593 東京都 練馬区 ＶｅｎｔｒｉｌｏｑｕｉｓｔＯｎｌｉｎｅＳｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

77,594 東京都 練馬区 魚又 小売業 その他小売 5%

77,595 東京都 練馬区 うなぎ松村 サービス 飲食業 5%

77,596 東京都 練馬区 梅原タクシー サービス 運輸業 5%

77,597 東京都 練馬区 占い中橋 サービス その他サービス 5%

77,598 東京都 練馬区 運勢心理学杏樹庵 サービス その他サービス 5%

77,599 東京都 練馬区 ＡＮＮ サービス その他サービス 5%

77,600 東京都 練馬区 セブン－イレブン江古田駅南店 小売業 食料品 2%

77,601 東京都 練馬区 エスヘアーサロン サービス 理容・美容業 5%

77,602 東京都 練馬区 エニータイムロッコウ 小売業 電化製品 5%

77,603 東京都 練馬区 ＮＳＫジャパン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

77,604 東京都 練馬区 ｎ＇ｓ水道設計事務所 サービス その他サービス 5%

77,605 東京都 練馬区 ＮＰＯ法人たしざん サービス 飲食業 5%

77,606 東京都 練馬区 タッポスト　チャオ サービス 飲食業 5%

77,607 東京都 練馬区 Ｅｐｈｅｍｅｒａｌ サービス 飲食業 5%

77,608 東京都 練馬区 エミリオン サービス 理容・美容業 5%

77,609 東京都 練馬区 エムクール　石神井公園店 サービス 理容・美容業 5%

77,610 東京都 練馬区 エムクール　大泉学園店 サービス 理容・美容業 5%

77,611 東京都 練馬区 エムコンタクト 小売業 その他小売 5%

77,612 東京都 練馬区 エムズココ 小売業 衣料品 5%

77,613 東京都 練馬区 ＭＴＣライフカレッジ サービス その他サービス 5%

77,614 東京都 練馬区 エルマーどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

77,615 東京都 練馬区 圓 サービス 飲食業 5%

77,616 東京都 練馬区 エンズヘアー サービス 理容・美容業 5%
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77,617 東京都 練馬区 Ｏａｓｉｓ Ｎａｔｕｒａｌ 練馬店 サービス 理容・美容業 5%

77,618 東京都 練馬区 オイルライフグレース 小売業 その他小売 5%

77,619 東京都 練馬区 大泉学園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

77,620 東京都 練馬区 大泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

77,621 東京都 練馬区 大木タクシー サービス 運輸業 5%

77,622 東京都 練馬区 ＯＫ　ＭＡＲＩＮＥ　ＰＲＯ サービス その他サービス 5%

77,623 東京都 練馬区 大谷更生総合研究所合同会社 サービス その他サービス 5%

77,624 東京都 練馬区 太田屋 小売業 衣料品 5%

77,625 東京都 練馬区 大塚屋 サービス 飲食業 5%

77,626 東京都 練馬区 大迪商事合同会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

77,627 東京都 練馬区 大野無線電気 小売業 電化製品 5%

77,628 東京都 練馬区 大森電器商会　ＰＡＲＫおおもり光ヶ丘 小売業 電化製品 5%

77,629 東京都 練馬区 岡部タクシー サービス 運輸業 5%

77,630 東京都 練馬区 オギノルーム サービス 理容・美容業 5%

77,631 東京都 練馬区 尾瀬戸倉フリースキースクール サービス その他サービス 5%

77,632 東京都 練馬区 おそうざい　リサ・マリー サービス 飲食業 5%

77,633 東京都 練馬区 おつけもの　おか田 小売業 食料品 5%

77,634 東京都 練馬区 おとなのＡｕｌａ サービス その他サービス 5%

77,635 東京都 練馬区 お直しコンシェルジュ　ビック・ママ　石神井公園店 サービス その他サービス 5%

77,636 東京都 練馬区 お直しサロン　アン・コトン上石神井店 サービス その他サービス 5%

77,637 東京都 練馬区 オフィスカタヤマ サービス その他サービス 5%

77,638 東京都 練馬区 ＯＢＥＲ サービス 飲食業 5%

77,639 東京都 練馬区 オモニ亭 サービス 飲食業 5%

77,640 東京都 練馬区 Ｏｍｏｒｆｉ サービス 理容・美容業 5%

77,641 東京都 練馬区 Ｏｒｉｅｎｔａｌ　Ｈｅａｒｔ 小売業 その他小売 5%

77,642 東京都 練馬区 織工おきぬ 小売業 衣料品 5%

77,643 東京都 練馬区 オリックスレンタカー上井草駅前店 サービス その他サービス 2%

77,644 東京都 練馬区 オリックスレンタカー練馬北町店 サービス その他サービス 2%

77,645 東京都 練馬区 オリックスレンタカー光が丘店 サービス その他サービス 2%

77,646 東京都 練馬区 御菓子司木村家 小売業 食料品 5%

77,647 東京都 練馬区 カーテン・アイ練馬店 小売業 家具・調度品 5%

77,648 東京都 練馬区 海鮮居酒屋湊丸 サービス 飲食業 5%

77,649 東京都 練馬区 カイラックス大泉学園院 サービス その他サービス 5%

77,650 東京都 練馬区 カウンターパブ Ｏｒａｎｇｅ サービス 飲食業 5%

77,651 東京都 練馬区 カオスな居酒屋ケイちゅん宅 サービス 飲食業 5%

77,652 東京都 練馬区 カクヤス　大泉学園店 小売業 食料品 5%

77,653 東京都 練馬区 カクヤス　下赤塚店 小売業 食料品 5%

77,654 東京都 練馬区 カクヤス　石神井台店 小売業 食料品 5%

77,655 東京都 練馬区 カクヤス　豊玉店 小売業 食料品 5%

77,656 東京都 練馬区 カクヤス　中村橋店 小売業 食料品 5%

77,657 東京都 練馬区 カクヤス　練馬北町店 小売業 食料品 5%

77,658 東京都 練馬区 カクヤス　光が丘店 小売業 食料品 5%
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77,659 東京都 練馬区 かごの屋石神井公園駅前店 サービス 飲食業 5%

77,660 東京都 練馬区 かごの屋　成増店 サービス 飲食業 5%

77,661 東京都 練馬区 かごの屋練馬区役所前店 サービス 飲食業 5%

77,662 東京都 練馬区 カーショップ・トム 小売業 その他小売 5%

77,663 東京都 練馬区 春日自動車 サービス その他サービス 5%

77,664 東京都 練馬区 春日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

77,665 東京都 練馬区 かすみ薬局 小売業 その他小売 5%

77,666 東京都 練馬区 ガッツスーパー関町店 小売業 その他小売 5%

77,667 東京都 練馬区 がってん寿司土支田店 サービス 飲食業 5%

77,668 東京都 練馬区 がってん寿司としまえん店 サービス 飲食業 5%

77,669 東京都 練馬区 かつ敏土支田店 サービス 飲食業 5%

77,670 東京都 練馬区 カットルームカラー 上石神井店 サービス 理容・美容業 5%

77,671 東京都 練馬区 カットルームカラー　カットルームカラー上井草店 サービス 理容・美容業 5%

77,672 東京都 練馬区 カティングエッジ サービス 理容・美容業 5%

77,673 東京都 練馬区 かど３６ サービス 飲食業 5%

77,674 東京都 練馬区 カドワキ 小売業 衣料品 5%

77,675 東京都 練馬区 金沢屋練馬インター店 サービス その他サービス 5%

77,676 東京都 練馬区 ＣＡＲＮＩＶＡＬ サービス 理容・美容業 5%

77,677 東京都 練馬区 我風庵やかた サービス 飲食業 5%

77,678 東京都 練馬区 ｃａｆｅ　Ｅｓｃａｐｅ サービス 飲食業 5%

77,679 東京都 練馬区 カフェぐるぐる サービス 飲食業 5%

77,680 東京都 練馬区 ＣＡＦＥ５－５ 小売業 衣料品 5%

77,681 東京都 練馬区 ＣＡＦＥ５－５－５ サービス 飲食業 5%

77,682 東京都 練馬区 カフェコメコ　上石神井店 サービス 飲食業 5%

77,683 東京都 練馬区 株式会社　石神井写真 サービス その他サービス 5%

77,684 東京都 練馬区 株式会社アクティブオート 小売業 その他小売 5%

77,685 東京都 練馬区 株式会社あづまや家具店 小売業 その他小売 5%

77,686 東京都 練馬区 株式会社いく蔵 サービス その他サービス 5%

77,687 東京都 練馬区 株式会社ＯＳＢ サービス その他サービス 5%

77,688 東京都 練馬区 株式会社オフィス・及川 サービス その他サービス 5%

77,689 東京都 練馬区 株式会社ギフタス 小売業 その他小売 5%

77,690 東京都 練馬区 株式会社琥珀 サービス その他サービス 5%

77,691 東京都 練馬区 株式会社ソリット ナカノ 小売業 電化製品 5%

77,692 東京都 練馬区 株式会社大晴 小売業 その他小売 5%

77,693 東京都 練馬区 株式会社トップアート　ボイストゥルース上石神井店 サービス 理容・美容業 5%

77,694 東京都 練馬区 株　ニシムラ電器 小売業 電化製品 5%

77,695 東京都 練馬区 株式会社日本テクノス 小売業 電化製品 5%

77,696 東京都 練馬区 株式会社日本ピアノギャラリー東京店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

77,697 東京都 練馬区 株式会社福樹園 サービス その他サービス 5%

77,698 東京都 練馬区 コアリファイン サービス その他サービス 5%

77,699 東京都 練馬区 ホカリ サービス その他サービス 5%

77,700 東京都 練馬区 株式会社メンティア サービス その他サービス 5%
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77,701 東京都 練馬区 株式会社ライティング・タッチ サービス その他サービス 5%

77,702 東京都 練馬区 株式会社リバイブ サービス その他サービス 5%

77,703 東京都 練馬区 株式会社Ｏｎｅ’ｓＳｍｉｌｌｅ サービス その他サービス 5%

77,704 東京都 練馬区 髪造　髪造 サービス 理容・美容業 5%

77,705 東京都 練馬区 カラオケサウンドスクエア 富士見台 サービス その他サービス 5%

77,706 東京都 練馬区 カラダファクトリー　石神井公園店 サービス その他サービス 5%

77,707 東京都 練馬区 ＧＡＲＡＧＥ　ＢＲＯＴＨＥＲＳ 小売業 家具・調度品 5%

77,708 東京都 練馬区 カレーハウスココ壱番屋 サービス その他サービス 2%

77,709 東京都 練馬区 カレーハウスココ壱番屋西武江古田駅南口店 サービス 飲食業 2%

77,710 東京都 練馬区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋西武石神井公園駅前店 サービス 飲食業 2%

77,711 東京都 練馬区 ＭＥＮ’Ｓ　ＨＯＵＳＥカワグチ 小売業 衣料品 5%

77,712 東京都 練馬区 河内屋学園店 小売業 食料品 5%

77,713 東京都 練馬区 漢方薬局＋Ｃ 小売業 その他小売 5%

77,714 東京都 練馬区 漢方薬局いけだや 小売業 その他小売 5%

77,715 東京都 練馬区 菊池タクシー サービス 運輸業 5%

77,716 東京都 練馬区 杉本木工々房／ピアノ調律師 サービス その他サービス 5%

77,717 東京都 練馬区 北嶋タクシー サービス 運輸業 5%

77,718 東京都 練馬区 きたぞの動物病院 サービス その他サービス 5%

77,719 東京都 練馬区 ｋｉｔｃｈｅｎ　ＮＡＧＯＭＩ サービス 飲食業 5%

77,720 東京都 練馬区 キッチンロックポット サービス 飲食業 5%

77,721 東京都 練馬区 気の泉整体 サービス その他サービス 5%

77,722 東京都 練馬区 気の泉整体 サービス その他サービス 5%

77,723 東京都 練馬区 ＣＨＩＭＥＲＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

77,724 東京都 練馬区 着物の越田 小売業 その他小売 5%

77,725 東京都 練馬区 ギャラリーＤＯＭＡ 小売業 その他小売 5%

77,726 東京都 練馬区 キャンピングカーゲート サービス その他サービス 5%

77,727 東京都 練馬区 有限会社フジヤマ サービス その他サービス 5%

77,728 東京都 練馬区 牛角中村橋店 サービス 飲食業 2%

77,729 東京都 練馬区 牛角練馬店 サービス 飲食業 2%

77,730 東京都 練馬区 牛角練馬谷原店 サービス 飲食業 2%

77,731 東京都 練馬区 キュリオステーション大泉学園店 小売業 その他小売 5%

77,732 東京都 練馬区 蕎庵　あおい サービス 飲食業 5%

77,733 東京都 練馬区 ぎょうざの満洲　大泉学園南口店 サービス 飲食業 5%

77,734 東京都 練馬区 ぎょうざの満洲　上石神井南口店 サービス 飲食業 5%

77,735 東京都 練馬区 ぎょうざの満洲　東武練馬南口店 サービス 飲食業 5%

77,736 東京都 練馬区 業務スーパー石神井台店 小売業 食料品 2%

77,737 東京都 練馬区 季寄庵　和歌里 サービス 飲食業 5%

77,738 東京都 練馬区 極ダイニング清水 サービス 飲食業 5%

77,739 東京都 練馬区 極ダイニング清水石神井公園店 サービス 飲食業 5%

77,740 東京都 練馬区 ＫＩＮＰＡＲＹ　ＫＩＮＰＡＲＹ石神井店 サービス 理容・美容業 5%

77,741 東京都 練馬区 ＫＩＮＰＡＲＹ サービス 理容・美容業 5%

77,742 東京都 練馬区 ＫＩＮＰＡＲＹ下石神井店　ＫＩＮＰＡＲＹ下石神井店 サービス その他サービス 5%
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77,743 東京都 練馬区 クードクール サービス 飲食業 5%

77,744 東京都 練馬区 Ｑｕｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

77,745 東京都 練馬区 くすりのダイイチ　大泉学園店 小売業 その他小売 5%

77,746 東京都 練馬区 くすりのダイイチ　石神井公園店 小売業 その他小売 5%

77,747 東京都 練馬区 くすりのダイイチ吉祥寺通り店 小売業 その他小売 5%

77,748 東京都 練馬区 くすりの早宮 小売業 その他小売 5%

77,749 東京都 練馬区 グッドヘアー石神井公園 サービス 理容・美容業 5%

77,750 東京都 練馬区 グッドヘアー中村橋 サービス 理容・美容業 5%

77,751 東京都 練馬区 工藤タクシー サービス その他サービス 5%

77,752 東京都 練馬区 工藤タクシー サービス 運輸業 5%

77,753 東京都 練馬区 窪田屋商店 小売業 食料品 5%

77,754 東京都 練馬区 暮らしを美しむ小道具の店環 小売業 その他小売 5%

77,755 東京都 練馬区 ＧＬＡＳＳＪＡＭ サービス その他サービス 5%

77,756 東京都 練馬区 クラフトマン　本店 サービス その他サービス 5%

77,757 東京都 練馬区 クリーニングすずき サービス その他サービス 5%

77,758 東京都 練馬区 クリーニングの和光　学園店 サービス その他サービス 5%

77,759 東京都 練馬区 クリーニングの和光　桜台店 サービス その他サービス 5%

77,760 東京都 練馬区 クリーニングの和光　中島橋店 サービス その他サービス 5%

77,761 東京都 練馬区 グリーン＆フルーツムサシヤ 小売業 その他小売 5%

77,762 東京都 練馬区 ＣｒｙｓｔａｌＰＡＬ 小売業 衣料品 5%

77,763 東京都 練馬区 クリスタルベリー 小売業 衣料品 5%

77,764 東京都 練馬区 栗田電機商会 小売業 電化製品 5%

77,765 東京都 練馬区 クリーニング　リ・ブランド サービス その他サービス 5%

77,766 東京都 練馬区 グローバルワークス サービス その他サービス 5%

77,767 東京都 練馬区 けやき治療院 サービス その他サービス 5%

77,768 東京都 練馬区 元気堂 小売業 その他小売 5%

77,769 東京都 練馬区 元気堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

77,770 東京都 練馬区 健康美容サロンブルーム サービス 理容・美容業 5%

77,771 東京都 練馬区 酵素練馬 サービス 理容・美容業 5%

77,772 東京都 練馬区 コクーン サービス その他サービス 5%

77,773 東京都 練馬区 ＣｏＣｏ壱番屋西武保谷駅前店 サービス 飲食業 2%

77,774 東京都 練馬区 ＣｏＣｏ壱番屋練馬区目白通店 サービス 飲食業 2%

77,775 東京都 練馬区 コサカ 小売業 その他小売 5%

77,776 東京都 練馬区 （個人）菊川タクシー サービス 運輸業 5%

77,777 東京都 練馬区 （個人）後藤タクシー サービス その他サービス 5%

77,778 東京都 練馬区 （個人）林崎タクシー サービス 運輸業 5%

77,779 東京都 練馬区 個人和田タクシー サービス 運輸業 5%

77,780 東京都 練馬区 ごっつい大泉 サービス 飲食業 5%

77,781 東京都 練馬区 個人後藤タクシー サービス 運輸業 5%

77,782 東京都 練馬区 ｃｏｔｏ．ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

77,783 東京都 練馬区 ＣＯＮＮＥＣＴ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

77,784 東京都 練馬区 こばやし屋 サービス その他サービス 5%
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77,785 東京都 練馬区 米粉の焼菓子屋ｍａｉーｂａｋｅ！ＭＯＭＯ 小売業 食料品 5%

77,786 東京都 練馬区 ｃｏｍｏｄｏ　Ｃｈｉｒｏｐｒａｃ サービス その他サービス 5%

77,787 東京都 練馬区 コルテーゼ練馬 小売業 衣料品 5%

77,788 東京都 練馬区 ＣＯＲＮＯ　ＢｉＡＮＣＯ サービス 飲食業 5%

77,789 東京都 練馬区 コルノビアンコ サービス 飲食業 5%

77,790 東京都 練馬区 金剛堂　練馬店 小売業 家具・調度品 5%

77,791 東京都 練馬区 コンサルティングオフィスＫＥＮ サービス その他サービス 5%

77,792 東京都 練馬区 近藤個人タクシー サービス 運輸業 5%

77,793 東京都 練馬区 有限会社近藤食品 小売業 食料品 5%

77,794 東京都 練馬区 コンドルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

77,795 東京都 練馬区 有限会社内山工業 小売業 その他小売 5%

77,796 東京都 練馬区 斎藤容子 サービス 理容・美容業 5%

77,797 東京都 練馬区 サウンドサカタ 小売業 電化製品 5%

77,798 東京都 練馬区 ＳｏｕｎｄＳｈｏｔ サービス その他サービス 5%

77,799 東京都 練馬区 サウンドスクエア石神井店 サービス 飲食業 5%

77,800 東京都 練馬区 サウンドスタジオ・クオリア サービス その他サービス 5%

77,801 東京都 練馬区 サカイ美装 サービス その他サービス 5%

77,802 東京都 練馬区 栄町ペットクリニック サービス その他サービス 5%

77,803 東京都 練馬区 さかた電気 小売業 電化製品 5%

77,804 東京都 練馬区 櫻咲絆行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

77,805 東京都 練馬区 ＥｎｅＪｅｔ桜台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

77,806 東京都 練馬区 さくら和楽器 小売業 その他小売 5%

77,807 東京都 練馬区 サテライト・ウェイブ 小売業 電化製品 5%

77,808 東京都 練馬区 讃岐うどんさかえ サービス 飲食業 5%

77,809 東京都 練馬区 サレーヌ練馬営業所 サービス 理容・美容業 2%

77,810 東京都 練馬区 ＳＡＬＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

77,811 東京都 練馬区 サロンドアンジェ サービス 理容・美容業 5%

77,812 東京都 練馬区 ｓａｌｏｎｄｅｅｎｃｈａｎｔｅ サービス 理容・美容業 5%

77,813 東京都 練馬区 ＳａｌｏｎｄｅＰｒｅｃｉｏｕｓ サービス 理容・美容業 5%

77,814 東京都 練馬区 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｐｒｅｃｉｏｕｓ サービス 理容・美容業 5%

77,815 東京都 練馬区 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｍａｋｅ　ｅｓｐａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

77,816 東京都 練馬区 澤田屋 小売業 家具・調度品 5%

77,817 東京都 練馬区 合同会社サワムラガク サービス その他サービス 5%

77,818 東京都 練馬区 三栄クリーニング サービス その他サービス 5%

77,819 東京都 練馬区 三徳関町店 小売業 食料品 5%

77,820 東京都 練馬区 三宝身体均整院リーブラ サービス 理容・美容業 5%

77,821 東京都 練馬区 三又酒店 小売業 食料品 5%

77,822 東京都 練馬区 サンマルシェ 練馬北町店 サービス その他サービス 5%

77,823 東京都 練馬区 三結商事合同会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

77,824 東京都 練馬区 ＳＥＡｄｒｅａｍ 小売業 衣料品 5%

77,825 東京都 練馬区 ジー・ファン　石神井公園店 小売業 その他小売 5%

77,826 東京都 練馬区 ジェイオートサービス 小売業 その他小売 5%
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77,827 東京都 練馬区 Ｇｅｍｍｙｅｙｅ サービス 理容・美容業 5%

77,828 東京都 練馬区 Ｊｅｌｌｙｂｅａｎｓｐｏｏ?モルモットの床屋さん? サービス その他サービス 5%

77,829 東京都 練馬区 四季料理奈良 サービス 飲食業 5%

77,830 東京都 練馬区 信濃路 サービス 飲食業 5%

77,831 東京都 練馬区 シフィ練馬 サービス 理容・美容業 5%

77,832 東京都 練馬区 しまテストジャパン サービス その他サービス 5%

77,833 東京都 練馬区 志村電機珈琲焙煎所 サービス 飲食業 5%

77,834 東京都 練馬区 シャイニーこいけ本店 小売業 電化製品 5%

77,835 東京都 練馬区 シャイニーマイコニック 小売業 電化製品 5%

77,836 東京都 練馬区 石神井ＳＳ　大沢石油販売株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

77,837 東京都 練馬区 セブン－イレブン石神井南店 小売業 食料品 2%

77,838 東京都 練馬区 車検　服部自動車鈑金工業 サービス その他サービス 5%

77,839 東京都 練馬区 ジャッセン サービス その他サービス 5%

77,840 東京都 練馬区 シャノアール江古田店 サービス 飲食業 5%

77,841 東京都 練馬区 シャノアール中村橋店 サービス 飲食業 5%

77,842 東京都 練馬区 シャレー美容室 サービス 理容・美容業 5%

77,843 東京都 練馬区 十一屋酒店 小売業 食料品 5%

77,844 東京都 練馬区 十一屋酒店（角打ち処・十一屋） 小売業 食料品 5%

77,845 東京都 練馬区 十兵衛 サービス 飲食業 5%

77,846 東京都 練馬区 シュン 小売業 食料品 5%

77,847 東京都 練馬区 旬菜創心膳 サービス 飲食業 5%

77,848 東京都 練馬区 ＪｕｎＳａｓａｋｉ サービス その他サービス 5%

77,849 東京都 練馬区 城西電気サービス サービス その他サービス 5%

77,850 東京都 練馬区 森田の置き薬広貫堂 小売業 その他小売 5%

77,851 東京都 練馬区 食材研究ＬＡＢＯニャーリッシュ サービス その他サービス 5%

77,852 東京都 練馬区 叙々苑　オズ　スタジオシティ店 サービス 飲食業 5%

77,853 東京都 練馬区 叙々苑　練馬関町店 サービス 飲食業 5%

77,854 東京都 練馬区 ＳＹＲＵＰ サービス 理容・美容業 5%

77,855 東京都 練馬区 和菓子処　新盛堂 小売業 食料品 5%

77,856 東京都 練馬区 スーパーみらべる下赤塚店 小売業 食料品 5%

77,857 東京都 練馬区 スーパーみらべる江古田店 小売業 食料品 5%

77,858 東京都 練馬区 スーパーみらべる練馬春日町店 小売業 食料品 5%

77,859 東京都 練馬区 杉本木工々房 サービス その他サービス 5%

77,860 東京都 練馬区 杉山タクシー サービス 運輸業 5%

77,861 東京都 練馬区 すずめベーカリー 小売業 食料品 5%

77,862 東京都 練馬区 ＳｔｕｄｉｏＤｅｌｔａＷａｖｅ 小売業 その他小売 5%

77,863 東京都 練馬区 ＳＴＥＰｂｙＳＴＥＰ サービス その他サービス 5%

77,864 東京都 練馬区 ＳＴＥＰ　ＢＹ　ＳＴＥＰ サービス 理容・美容業 5%

77,865 東京都 練馬区 ストレンジガーデン 小売業 衣料品 5%

77,866 東京都 練馬区 有限会社スペース９６ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

77,867 東京都 練馬区 炭火焼肉ホルモン牛じろう サービス 飲食業 5%

77,868 東京都 練馬区 スリービー電子管販売 小売業 電化製品 5%
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77,869 東京都 練馬区 セイオーホーム サービス その他サービス 5%

77,870 東京都 練馬区 西洋菓子おだふじ大泉学園店 小売業 食料品 5%

77,871 東京都 練馬区 西洋館　富士見台店 サービス その他サービス 5%

77,872 東京都 練馬区 セオサイクル　大泉学園店 小売業 その他小売 5%

77,873 東京都 練馬区 セオサイクル大泉学園店 小売業 その他小売 5%

77,874 東京都 練馬区 セオサイクル上石神井店 小売業 その他小売 5%

77,875 東京都 練馬区 セオサイクル上石神井店 小売業 その他小売 5%

77,876 東京都 練馬区 セオサイクル吉祥寺青梅街道店 小売業 その他小売 5%

77,877 東京都 練馬区 セオサイクル吉祥寺青梅街道店 小売業 その他小売 5%

77,878 東京都 練馬区 セオサイクル桜台店 小売業 その他小売 5%

77,879 東京都 練馬区 セオサイクル練馬旭丘店 小売業 その他小売 5%

77,880 東京都 練馬区 セカンド　ストア　セカンドストア 小売業 その他小売 5%

77,881 東京都 練馬区 セカンドセレクト サービス その他サービス 5%

77,882 東京都 練馬区 関測量事務所 サービス その他サービス 5%

77,883 東京都 練馬区 セルモ中村南教室 サービス その他サービス 5%

77,884 東京都 練馬区 善行 サービス その他サービス 5%

77,885 東京都 練馬区 創作おうちダイニングｍａｒｉａｇｅ サービス 飲食業 5%

77,886 東京都 練馬区 ｓｏｋｉｔ 小売業 衣料品 5%

77,887 東京都 練馬区 ソノベ電機商会 小売業 電化製品 5%

77,888 東京都 練馬区 ＳｏｍＯＯ 小売業 衣料品 5%

77,889 東京都 練馬区 そめの近江　江古田店 小売業 衣料品 5%

77,890 東京都 練馬区 大黒鮨 サービス 飲食業 5%

77,891 東京都 練馬区 ダイニングバー　イノセント サービス 飲食業 5%

77,892 東京都 練馬区 株式会社ダイバーシティ サービス その他サービス 5%

77,893 東京都 練馬区 タカ・グリーゼ サービス 理容・美容業 5%

77,894 東京都 練馬区 タカグリーゼ・アトリエ サービス 理容・美容業 5%

77,895 東京都 練馬区 高野園 小売業 その他小売 5%

77,896 東京都 練馬区 寳田タクシー サービス 運輸業 5%

77,897 東京都 練馬区 田柄動物病院 サービス その他サービス 5%

77,898 東京都 練馬区 たけいし　中華たけいし サービス 飲食業 5%

77,899 東京都 練馬区 竹花 サービス その他サービス 5%

77,900 東京都 練馬区 楯電気 小売業 電化製品 5%

77,901 東京都 練馬区 楽 サービス 飲食業 5%

77,902 東京都 練馬区 多来福 サービス 飲食業 5%

77,903 東京都 練馬区 ｔａｒｉ 小売業 衣料品 5%

77,904 東京都 練馬区 株式会社千曲テクノクリエイト 小売業 家具・調度品 5%

77,905 東京都 練馬区 秩父そば　上石神井駅店 サービス 飲食業 5%

77,906 東京都 練馬区 秩父そば　武蔵関駅店 サービス 飲食業 5%

77,907 東京都 練馬区 茶月　東武練馬 小売業 その他小売 5%

77,908 東京都 練馬区 ＣｈａｃｏＨｏｕｓｅ大泉学園店 サービス その他サービス 5%

77,909 東京都 練馬区 茶の丸美屋　茶の丸美屋　江古田店 小売業 食料品 5%

77,910 東京都 練馬区 茶ポンポンカフェ サービス 飲食業 5%
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77,911 東京都 練馬区 中央電化練馬店 小売業 電化製品 5%

77,912 東京都 練馬区 中国旬菜　彩宮 サービス 飲食業 5%

77,913 東京都 練馬区 ツーカーショップ　ＳＳ　渋谷道玄坂 小売業 電化製品 5%

77,914 東京都 練馬区 つきじ海賓　大泉学園店 サービス 飲食業 5%

77,915 東京都 練馬区 津坂テイラー 小売業 衣料品 5%

77,916 東京都 練馬区 土金練馬店 小売業 家具・調度品 5%

77,917 東京都 練馬区 つつじ薬局 つつじ薬局 小売業 食料品 5%

77,918 東京都 練馬区 ＪｏｈｎｎｙＢｕｓｉｎｅｓｓ 小売業 衣料品 5%

77,919 東京都 練馬区 定食や中華そば代一元 サービス 飲食業 5%

77,920 東京都 練馬区 ディンカム・ジャパン サービス その他サービス 5%

77,921 東京都 練馬区 Ｔｗｉｎｋｌｅ　Ｗｈｉｔｅ　練馬駅前店 小売業 家具・調度品 5%

77,922 東京都 練馬区 Ｔｅｃｈｎｉｃｌｅ 小売業 電化製品 5%

77,923 東京都 練馬区 ＤＥＳＩＧＮＷＯＲＫＳ サービス その他サービス 5%

77,924 東京都 練馬区 手仕上げクリーニングの白信舎　白信舎 サービス その他サービス 5%

77,925 東京都 練馬区 手作り石鹸教室 Ｃｉａｏ ｓｏａｐ サービス その他サービス 5%

77,926 東京都 練馬区 手造りパン　仙桂 小売業 食料品 5%

77,927 東京都 練馬区 デュ・アン漢方薬局 小売業 その他小売 5%

77,928 東京都 練馬区 デンキショップ　どりーむ館 小売業 電化製品 5%

77,929 東京都 練馬区 でんきのアルファー平和台店 小売業 電化製品 5%

77,930 東京都 練馬区 でんきのこだま（本店） 小売業 電化製品 5%

77,931 東京都 練馬区 天然酵母のパン　オオナミ　天然酵母のパン　オオナミ 小売業 食料品 5%

77,932 東京都 練馬区 トゥー・ザ・ハーブズ　大泉学園店 サービス 飲食業 5%

77,933 東京都 練馬区 トゥールパン 小売業 衣料品 5%

77,934 東京都 練馬区 ＴＵＯ武蔵学園生協　食堂 サービス その他サービス 5%

77,935 東京都 練馬区 ＴＵＯ　早稲田大学生協　早稲田高等学院店 サービス その他サービス 5%

77,936 東京都 練馬区 （株）東音楽器桜台センター 小売業 その他小売 5%

77,937 東京都 練馬区 ネクストマネジメント サービス その他サービス 5%

77,938 東京都 練馬区 東京練馬巻き爪センター サービス その他サービス 5%

77,939 東京都 練馬区 東京ミート酒場石神井公園店 サービス 飲食業 5%

77,940 東京都 練馬区 東京レッカー練馬支店 サービス その他サービス 5%

77,941 東京都 練馬区 ＴＯＴＨＥＨＥＲＢＳ大泉学園店 サービス 飲食業 5%

77,942 東京都 練馬区 東名電氣株式会社 小売業 電化製品 5%

77,943 東京都 練馬区 Ｄｏｌｌｓ　江古田店 サービス 理容・美容業 5%

77,944 東京都 練馬区 Ｄｏｌｌｓ　石神井店 サービス 理容・美容業 5%

77,945 東京都 練馬区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ石神井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

77,946 東京都 練馬区 ドコモスポット　立川駅北口店 小売業 電化製品 5%

77,947 東京都 練馬区 ドコモスポット　立川駅南口店 小売業 電化製品 5%

77,948 東京都 練馬区 セブン－イレブン豊島園駅前店 小売業 食料品 2%

77,949 東京都 練馬区 ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ　ＭＡＲＩＯ サービス その他サービス 5%

77,950 東京都 練馬区 トップビューティー美容室 サービス 理容・美容業 5%

77,951 東京都 練馬区 土間土間保谷店 サービス 飲食業 2%

77,952 東京都 練馬区 戸村タクシー サービス 運輸業 5%
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77,953 東京都 練馬区 とも新 サービス 飲食業 5%

77,954 東京都 練馬区 友野屋酒店 小売業 食料品 5%

77,955 東京都 練馬区 セブンーイレブン豊玉上店 小売業 食料品 2%

77,956 東京都 練馬区 豊玉タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

77,957 東京都 練馬区 トリイ電気商会 小売業 電化製品 5%

77,958 東京都 練馬区 鶏からあげ　きんどり サービス 飲食業 5%

77,959 東京都 練馬区 ドルジャマフセン サービス 飲食業 5%

77,960 東京都 練馬区 とんかつ　まるとし サービス 飲食業 5%

77,961 東京都 練馬区 長岡タクシー サービス 運輸業 5%

77,962 東京都 練馬区 セブン－イレブン中野坂上駅前店 小売業 食料品 2%

77,963 東京都 練馬区 中野タクシー サービス 運輸業 5%

77,964 東京都 練馬区 中俣タクシー サービス 運輸業 5%

77,965 東京都 練馬区 中村橋Ａ Ｆダンススタジオ サービス その他サービス 5%

77,966 東京都 練馬区 ナガワ動物病院 サービス その他サービス 5%

77,967 東京都 練馬区 無兵衛　練馬店 サービス 飲食業 5%

77,968 東京都 練馬区 南信建設株式会社 サービス その他サービス 5%

77,969 東京都 練馬区 なんちゃら酒場ともえ サービス 飲食業 5%

77,970 東京都 練馬区 肉の万世　環七豊玉店 サービス 飲食業 5%

77,971 東京都 練馬区 西村タクシー サービス その他サービス 5%

77,972 東京都 練馬区 日個連　相川タクシー サービス 運輸業 5%

77,973 東京都 練馬区 日個連　相原タクシー サービス 運輸業 5%

77,974 東京都 練馬区 日個連　青木タクシー サービス 運輸業 5%

77,975 東京都 練馬区 日個連　青柳タクシー サービス 運輸業 5%

77,976 東京都 練馬区 日個連　赤石タクシー サービス 運輸業 5%

77,977 東京都 練馬区 日個連　秋元タクシー サービス 運輸業 5%

77,978 東京都 練馬区 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

77,979 東京都 練馬区 日個連　安部タクシー サービス 運輸業 5%

77,980 東京都 練馬区 日個連　安部タクシー サービス 運輸業 5%

77,981 東京都 練馬区 日個連　天野タクシー サービス 運輸業 5%

77,982 東京都 練馬区 日個連　天野タクシー サービス 運輸業 5%

77,983 東京都 練馬区 日個連　新井タクシー サービス 運輸業 5%

77,984 東京都 練馬区 日個連　新垣タクシー サービス 運輸業 5%

77,985 東京都 練馬区 日個連　新垣タクシー サービス 運輸業 5%

77,986 東京都 練馬区 日個連　荒武タクシー サービス 運輸業 5%

77,987 東京都 練馬区 日個連　有輪タクシー サービス 運輸業 5%

77,988 東京都 練馬区 日個連　淡路タクシー サービス 運輸業 5%

77,989 東京都 練馬区 日個連　安藤タクシー サービス 運輸業 5%

77,990 東京都 練馬区 日個連　飯沼タクシー サービス 運輸業 5%

77,991 東京都 練馬区 日個連　五十嵐タクシー サービス 運輸業 5%

77,992 東京都 練馬区 日個連　池宮城タクシー サービス 運輸業 5%

77,993 東京都 練馬区 日個連　石川タクシー サービス 運輸業 5%

77,994 東京都 練馬区 日個連　石川タクシー サービス 運輸業 5%
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77,995 東京都 練馬区 日個連　石川タクシー サービス 運輸業 5%

77,996 東京都 練馬区 日個連　石久保タクシー サービス 運輸業 5%

77,997 東京都 練馬区 日個連　石橋タクシー サービス 運輸業 5%

77,998 東京都 練馬区 日個連　伊勢崎タクシー サービス 運輸業 5%

77,999 東京都 練馬区 日個連　市川タクシー サービス 運輸業 5%

78,000 東京都 練馬区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

78,001 東京都 練馬区 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

78,002 東京都 練馬区 日個連　稲崎タクシー サービス 運輸業 5%

78,003 東京都 練馬区 日個連　井上タクシー サービス 運輸業 5%

78,004 東京都 練馬区 日個連　井上タクシー サービス 運輸業 5%

78,005 東京都 練馬区 日個連　今泉タクシー サービス 運輸業 5%

78,006 東京都 練馬区 日個連　今井タクシー サービス 運輸業 5%

78,007 東京都 練馬区 日個連　今井タクシー サービス 運輸業 5%

78,008 東京都 練馬区 日個連　岩立タクシー サービス 運輸業 5%

78,009 東京都 練馬区 日個連　上原タクシー サービス 運輸業 5%

78,010 東京都 練馬区 日個連　上原タクシー サービス 運輸業 5%

78,011 東京都 練馬区 日個連　上原タクシー サービス 運輸業 5%

78,012 東京都 練馬区 日個連　魚永タクシー サービス 運輸業 5%

78,013 東京都 練馬区 日個連　牛口タクシー サービス 運輸業 5%

78,014 東京都 練馬区 日個連　薄田タクシー サービス 運輸業 5%

78,015 東京都 練馬区 日個連　内野タクシー サービス 運輸業 5%

78,016 東京都 練馬区 日個連　海野タクシー サービス 運輸業 5%

78,017 東京都 練馬区 日個連　榎本タクシー サービス 運輸業 5%

78,018 東京都 練馬区 日個連　鰭沼タクシー サービス 運輸業 5%

78,019 東京都 練馬区 日個連　圓乗タクシー サービス 運輸業 5%

78,020 東京都 練馬区 日個連　大石タクシー サービス 運輸業 5%

78,021 東京都 練馬区 日個連　大出タクシー サービス 運輸業 5%

78,022 東京都 練馬区 日個連　大上タクシー サービス 運輸業 5%

78,023 東京都 練馬区 日個連　大木タクシー サービス 運輸業 5%

78,024 東京都 練馬区 日個連　大澤タクシー サービス 運輸業 5%

78,025 東京都 練馬区 日個連　大城タクシー サービス 運輸業 5%

78,026 東京都 練馬区 日個連　太田タクシー サービス 運輸業 5%

78,027 東京都 練馬区 日個連　大村タクシー サービス 運輸業 5%

78,028 東京都 練馬区 日個連　大森タクシー サービス 運輸業 5%

78,029 東京都 練馬区 日個連　緒方タクシー サービス 運輸業 5%

78,030 東京都 練馬区 日個連　岡本タクシー サービス 運輸業 5%

78,031 東京都 練馬区 日個連　岡本タクシー サービス 運輸業 5%

78,032 東京都 練馬区 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

78,033 東京都 練馬区 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

78,034 東京都 練馬区 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

78,035 東京都 練馬区 日個連　荻野タクシー サービス 運輸業 5%

78,036 東京都 練馬区 日個連　奥川タクシー サービス 運輸業 5%
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78,037 東京都 練馬区 日個連　奥野タクシー サービス 運輸業 5%

78,038 東京都 練馬区 日個連　小倉タクシー サービス 運輸業 5%

78,039 東京都 練馬区 日個連　尾崎タクシー サービス 運輸業 5%

78,040 東京都 練馬区 日個連　小野寺タクシー サービス 運輸業 5%

78,041 東京都 練馬区 日個連　小原タクシー サービス 運輸業 5%

78,042 東京都 練馬区 日個連　甲斐タクシー サービス 運輸業 5%

78,043 東京都 練馬区 日個連　梶田タクシー サービス 運輸業 5%

78,044 東京都 練馬区 日個連　鍛冶谷タクシー サービス 運輸業 5%

78,045 東京都 練馬区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

78,046 東京都 練馬区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

78,047 東京都 練馬区 日個連　角濱タクシー サービス 運輸業 5%

78,048 東京都 練馬区 日個連　金井タクシー サービス 運輸業 5%

78,049 東京都 練馬区 日個連　金子タクシー サービス 運輸業 5%

78,050 東京都 練馬区 日個連　金子タクシー サービス 運輸業 5%

78,051 東京都 練馬区 日個連　神長タクシー サービス 運輸業 5%

78,052 東京都 練馬区 日個連　川久保タクシー サービス 運輸業 5%

78,053 東京都 練馬区 日個連　川島タクシー サービス 運輸業 5%

78,054 東京都 練馬区 日個連　川田タクシー サービス 運輸業 5%

78,055 東京都 練馬区 日個連　川田タクシー サービス 運輸業 5%

78,056 東京都 練馬区 日個連　簡タクシー サービス 運輸業 5%

78,057 東京都 練馬区 日個連　神田タクシー サービス 運輸業 5%

78,058 東京都 練馬区 日個連　神田タクシー サービス 運輸業 5%

78,059 東京都 練馬区 日個連　木内タクシー サービス 運輸業 5%

78,060 東京都 練馬区 日個連　木内タクシー サービス 運輸業 5%

78,061 東京都 練馬区 日個連　菊地タクシー サービス 運輸業 5%

78,062 東京都 練馬区 日個連　菊池タクシー サービス 運輸業 5%

78,063 東京都 練馬区 日個連　菊地タクシー サービス 運輸業 5%

78,064 東京都 練馬区 日個連　菊地タクシー サービス 運輸業 5%

78,065 東京都 練馬区 日個連　北村タクシー サービス 運輸業 5%

78,066 東京都 練馬区 日個連　木村タクシー サービス 運輸業 5%

78,067 東京都 練馬区 日個連　瘧師タクシー サービス 運輸業 5%

78,068 東京都 練馬区 日個連　工藤タクシー サービス 運輸業 5%

78,069 東京都 練馬区 日個連　久保タクシー サービス 運輸業 5%

78,070 東京都 練馬区 日個連　久保田タクシー サービス 運輸業 5%

78,071 東京都 練馬区 日個連　熊谷タクシー サービス 運輸業 5%

78,072 東京都 練馬区 日個連　倉園タクシー サービス 運輸業 5%

78,073 東京都 練馬区 日個連　倉田タクシー サービス 運輸業 5%

78,074 東京都 練馬区 日個連　座間タクシー サービス 運輸業 5%

78,075 東京都 練馬区 日個連　黒川タクシー サービス 運輸業 5%

78,076 東京都 練馬区 日個連　小泉タクシー サービス 運輸業 5%

78,077 東京都 練馬区 日個連　小出タクシー サービス 運輸業 5%

78,078 東京都 練馬区 日個連　小出タクシー サービス 運輸業 5%
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78,079 東京都 練馬区 日個連　小糸タクシー サービス 運輸業 5%

78,080 東京都 練馬区 日個連　小暮タクシー サービス 運輸業 5%

78,081 東京都 練馬区 日個連　小柴タクシー サービス 運輸業 5%

78,082 東京都 練馬区 日個連　小滝タクシー サービス 運輸業 5%

78,083 東京都 練馬区 日個連　後藤タクシー サービス 運輸業 5%

78,084 東京都 練馬区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

78,085 東京都 練馬区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

78,086 東京都 練馬区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

78,087 東京都 練馬区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

78,088 東京都 練馬区 日個連　小堀タクシー サービス 運輸業 5%

78,089 東京都 練馬区 日個連　小谷地タクシー サービス 運輸業 5%

78,090 東京都 練馬区 日個連　小山タクシー サービス 運輸業 5%

78,091 東京都 練馬区 日個連　西條タクシー サービス 運輸業 5%

78,092 東京都 練馬区 日個連　斎藤タクシー サービス 運輸業 5%

78,093 東京都 練馬区 日個連　斎藤タクシー サービス 運輸業 5%

78,094 東京都 練馬区 日個連　坂元タクシー サービス 運輸業 5%

78,095 東京都 練馬区 日個連　崎浜タクシー サービス 運輸業 5%

78,096 東京都 練馬区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

78,097 東京都 練馬区 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

78,098 東京都 練馬区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

78,099 東京都 練馬区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

78,100 東京都 練馬区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

78,101 東京都 練馬区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

78,102 東京都 練馬区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

78,103 東京都 練馬区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

78,104 東京都 練馬区 日個連　佐野タクシー サービス 運輸業 5%

78,105 東京都 練馬区 日個連　澤田タクシー サービス 運輸業 5%

78,106 東京都 練馬区 日個連　塩月タクシー サービス 運輸業 5%

78,107 東京都 練馬区 日個連　塩旗タクシー サービス 運輸業 5%

78,108 東京都 練馬区 日個連　篠原タクシー サービス 運輸業 5%

78,109 東京都 練馬区 日個連　柴田タクシー サービス 運輸業 5%

78,110 東京都 練馬区 日個連　島村タクシー サービス 運輸業 5%

78,111 東京都 練馬区 日個連　〆野タクシー サービス 運輸業 5%

78,112 東京都 練馬区 日個連　下原タクシー サービス 運輸業 5%

78,113 東京都 練馬区 日個連　東海林タクシー サービス 運輸業 5%

78,114 東京都 練馬区 日個連　勝瑞タクシー サービス 運輸業 5%

78,115 東京都 練馬区 日個連　白木タクシー サービス 運輸業 5%

78,116 東京都 練馬区 日個連　白鳥タクシー サービス 運輸業 5%

78,117 東京都 練馬区 日個連　白濱タクシー サービス 運輸業 5%

78,118 東京都 練馬区 日個連　進藤タクシー サービス 運輸業 5%

78,119 東京都 練馬区 日個連　末永タクシー サービス 運輸業 5%

78,120 東京都 練馬区 日個連　末吉タクシー サービス 運輸業 5%
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78,121 東京都 練馬区 日個連　菅井タクシー サービス 運輸業 5%

78,122 東京都 練馬区 日個連　菅沼タクシー サービス 運輸業 5%

78,123 東京都 練馬区 日個連　杉崎タクシー サービス 運輸業 5%

78,124 東京都 練馬区 日個連　杉田タクシー サービス 運輸業 5%

78,125 東京都 練馬区 日個連　杉田タクシー サービス 運輸業 5%

78,126 東京都 練馬区 日個連　洲﨑タクシー サービス 運輸業 5%

78,127 東京都 練馬区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

78,128 東京都 練馬区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

78,129 東京都 練馬区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

78,130 東京都 練馬区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

78,131 東京都 練馬区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

78,132 東京都 練馬区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

78,133 東京都 練馬区 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

78,134 東京都 練馬区 日個連　添田タクシー サービス 運輸業 5%

78,135 東京都 練馬区 日個連　園田タクシー サービス 運輸業 5%

78,136 東京都 練馬区 日個連　髙木タクシー サービス 運輸業 5%

78,137 東京都 練馬区 日個連　多賀タクシー サービス 運輸業 5%

78,138 東京都 練馬区 日個連　鷹取タクシー サービス 運輸業 5%

78,139 東京都 練馬区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

78,140 東京都 練馬区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

78,141 東京都 練馬区 日個連　髙橋タクシー サービス 運輸業 5%

78,142 東京都 練馬区 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

78,143 東京都 練馬区 日個連　高松タクシー サービス 運輸業 5%

78,144 東京都 練馬区 日個連　高森タクシー サービス 運輸業 5%

78,145 東京都 練馬区 日個連　滝沢タクシー サービス 運輸業 5%

78,146 東京都 練馬区 日個連　瀧本タクシー サービス 運輸業 5%

78,147 東京都 練馬区 日個連　田口タクシー サービス 運輸業 5%

78,148 東京都 練馬区 日個連　竹内タクシー サービス 運輸業 5%

78,149 東京都 練馬区 日個連　竹内タクシー サービス 運輸業 5%

78,150 東京都 練馬区 日個連　竹田タクシー サービス 運輸業 5%

78,151 東京都 練馬区 日個連　田島タクシー サービス 運輸業 5%

78,152 東京都 練馬区 日個連　田代タクシー サービス 運輸業 5%

78,153 東京都 練馬区 日個連　立原タクシー サービス 運輸業 5%

78,154 東京都 練馬区 日個連　舘山タクシー サービス 運輸業 5%

78,155 東京都 練馬区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

78,156 東京都 練馬区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

78,157 東京都 練馬区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

78,158 東京都 練馬区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

78,159 東京都 練馬区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

78,160 東京都 練馬区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

78,161 東京都 練馬区 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

78,162 東京都 練馬区 日個連　田部井タクシー サービス 運輸業 5%
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78,163 東京都 練馬区 日個連　千葉タクシー サービス 運輸業 5%

78,164 東京都 練馬区 日個連　千葉タクシー サービス 運輸業 5%

78,165 東京都 練馬区 日個連　土屋タクシー サービス 運輸業 5%

78,166 東京都 練馬区 日個連　土屋タクシー サービス 運輸業 5%

78,167 東京都 練馬区 日個連　筒井タクシー サービス 運輸業 5%

78,168 東京都 練馬区 日個連　角田タクシー サービス 運輸業 5%

78,169 東京都 練馬区 日個連　手塚タクシー サービス 運輸業 5%

78,170 東京都 練馬区 日個連　寺川タクシー サービス 運輸業 5%

78,171 東京都 練馬区 日個連　寺沢タクシー サービス 運輸業 5%

78,172 東京都 練馬区 日個連　土井タクシー サービス 運輸業 5%

78,173 東京都 練馬区 日個連　徳田タクシー サービス 運輸業 5%

78,174 東京都 練馬区 日個連　栃木タクシー サービス 運輸業 5%

78,175 東京都 練馬区 日個連　戸塚タクシー サービス 運輸業 5%

78,176 東京都 練馬区 日個連　殿谷タクシー サービス 運輸業 5%

78,177 東京都 練馬区 日個連　冨岡タクシー サービス 運輸業 5%

78,178 東京都 練馬区 日個連　仲岡タクシー サービス 運輸業 5%

78,179 東京都 練馬区 日個連　中尾タクシー サービス 運輸業 5%

78,180 東京都 練馬区 日個連　中島タクシー サービス 運輸業 5%

78,181 東京都 練馬区 日個連　中島タクシー サービス 運輸業 5%

78,182 東京都 練馬区 日個連　中島タクシー サービス 運輸業 5%

78,183 東京都 練馬区 日個連　長島タクシー サービス 運輸業 5%

78,184 東京都 練馬区 日個連　長田タクシー サービス 運輸業 5%

78,185 東京都 練馬区 日個連　中根タクシー サービス 運輸業 5%

78,186 東京都 練馬区 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

78,187 東京都 練馬区 日個連　中山タクシー サービス 運輸業 5%

78,188 東京都 練馬区 日個連　長山タクシー サービス 運輸業 5%

78,189 東京都 練馬区 日個連　成田タクシー サービス 運輸業 5%

78,190 東京都 練馬区 日個連　西岡タクシー サービス 運輸業 5%

78,191 東京都 練馬区 日個連　西澤タクシー サービス 運輸業 5%

78,192 東京都 練馬区 日個連　新田タクシー サービス 運輸業 5%

78,193 東京都 練馬区 日個連　根岸タクシー サービス 運輸業 5%

78,194 東京都 練馬区 日個連　野口タクシー サービス 運輸業 5%

78,195 東京都 練馬区 日個連　野澤タクシー サービス 運輸業 5%

78,196 東京都 練馬区 日個連　野島タクシー サービス 運輸業 5%

78,197 東京都 練馬区 日個連　野島タクシー サービス 運輸業 5%

78,198 東京都 練馬区 日個連　野中タクシー サービス 運輸業 5%

78,199 東京都 練馬区 日個連　野中タクシー サービス 運輸業 5%

78,200 東京都 練馬区 日個連　萩元タクシー サービス 運輸業 5%

78,201 東京都 練馬区 日個連　橋本タクシー サービス 運輸業 5%

78,202 東京都 練馬区 日個連　蓮見タクシー サービス 運輸業 5%

78,203 東京都 練馬区 日個連　長谷川タクシー サービス 運輸業 5%

78,204 東京都 練馬区 日個連　長谷川タクシー サービス 運輸業 5%
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78,205 東京都 練馬区 日個連　長谷川タクシー サービス 運輸業 5%

78,206 東京都 練馬区 日個連　畠山タクシー サービス 運輸業 5%

78,207 東京都 練馬区 日個連　秦タクシー サービス 運輸業 5%

78,208 東京都 練馬区 日個連　畠中タクシー サービス 運輸業 5%

78,209 東京都 練馬区 日個連　八文字タクシー サービス 運輸業 5%

78,210 東京都 練馬区 日個連　濵本タクシー サービス 運輸業 5%

78,211 東京都 練馬区 日個連　早坂タクシー サービス 運輸業 5%

78,212 東京都 練馬区 日個連　林タクシー サービス 運輸業 5%

78,213 東京都 練馬区 日個連　早間タクシー サービス 運輸業 5%

78,214 東京都 練馬区 日個連　原タクシー サービス 運輸業 5%

78,215 東京都 練馬区 日個連　原田タクシー サービス 運輸業 5%

78,216 東京都 練馬区 日個連　日高タクシー サービス 運輸業 5%

78,217 東京都 練馬区 日個連　日向タクシー サービス 運輸業 5%

78,218 東京都 練馬区 日個連　平井タクシー サービス 運輸業 5%

78,219 東京都 練馬区 日個連　弘兼タクシー サービス 運輸業 5%

78,220 東京都 練馬区 日個連　日渡タクシー サービス 運輸業 5%

78,221 東京都 練馬区 日個連　福島タクシー サービス 運輸業 5%

78,222 東京都 練馬区 日個連　福田タクシー サービス 運輸業 5%

78,223 東京都 練馬区 日個連　藤田タクシー サービス 運輸業 5%

78,224 東京都 練馬区 日個連　船越タクシー サービス 運輸業 5%

78,225 東京都 練馬区 日個連　古内タクシー サービス 運輸業 5%

78,226 東京都 練馬区 日個連　古川タクシー サービス 運輸業 5%

78,227 東京都 練馬区 日個連　細田タクシー サービス 運輸業 5%

78,228 東京都 練馬区 日個連　細見タクシー サービス 運輸業 5%

78,229 東京都 練馬区 日個連　堀口タクシー サービス 運輸業 5%

78,230 東京都 練馬区 日個連　堀タクシー サービス 運輸業 5%

78,231 東京都 練馬区 日個連　前島タクシー サービス 運輸業 5%

78,232 東京都 練馬区 日個連　間下タクシー サービス 運輸業 5%

78,233 東京都 練馬区 日個連　増子タクシー サービス 運輸業 5%

78,234 東京都 練馬区 日個連　松岡タクシー サービス 運輸業 5%

78,235 東京都 練馬区 日個連　松尾タクシー サービス 運輸業 5%

78,236 東京都 練馬区 日個連　松島タクシー サービス 運輸業 5%

78,237 東京都 練馬区 日個連　松田タクシー サービス 運輸業 5%

78,238 東京都 練馬区 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%

78,239 東京都 練馬区 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%

78,240 東京都 練馬区 日個連　松山タクシー サービス 運輸業 5%

78,241 東京都 練馬区 日個連　丸山タクシー サービス 運輸業 5%

78,242 東京都 練馬区 日個連　三浦タクシー サービス 運輸業 5%

78,243 東京都 練馬区 日個連　水沼タクシー サービス 運輸業 5%

78,244 東京都 練馬区 日個連　溝口タクシー サービス 運輸業 5%

78,245 東京都 練馬区 日個連　水口タクシー サービス 運輸業 5%

78,246 東京都 練馬区 日個連　峰岸タクシー サービス 運輸業 5%
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78,247 東京都 練馬区 日個連　峰松タクシー サービス 運輸業 5%

78,248 東京都 練馬区 日個連　宮坂タクシー サービス 運輸業 5%

78,249 東京都 練馬区 日個連　宮島タクシー サービス 運輸業 5%

78,250 東京都 練馬区 日個連　宮田タクシー サービス 運輸業 5%

78,251 東京都 練馬区 日個連　武藤タクシー サービス 運輸業 5%

78,252 東京都 練馬区 日個連　茂木タクシー サービス 運輸業 5%

78,253 東京都 練馬区 日個連　森タクシー サービス 運輸業 5%

78,254 東京都 練馬区 日個連　森タクシー サービス 運輸業 5%

78,255 東京都 練馬区 日個連　屋敷タクシー サービス 運輸業 5%

78,256 東京都 練馬区 日個連　八代タクシー サービス 運輸業 5%

78,257 東京都 練馬区 日個連　安田タクシー サービス 運輸業 5%

78,258 東京都 練馬区 日個連　栁タクシー サービス 運輸業 5%

78,259 東京都 練馬区 日個連　山内タクシー サービス 運輸業 5%

78,260 東京都 練馬区 日個連　山口タクシー サービス 運輸業 5%

78,261 東京都 練馬区 日個連　山口タクシー サービス 運輸業 5%

78,262 東京都 練馬区 日個連　山崎タクシー サービス 運輸業 5%

78,263 東京都 練馬区 日個連　山路タクシー サービス 運輸業 5%

78,264 東京都 練馬区 日個連　山下タクシー サービス 運輸業 5%

78,265 東京都 練馬区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

78,266 東京都 練馬区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

78,267 東京都 練馬区 日個連　山近タクシー サービス 運輸業 5%

78,268 東京都 練馬区 日個連　山中タクシー サービス 運輸業 5%

78,269 東京都 練馬区 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

78,270 東京都 練馬区 日個連　山師タクシー サービス 運輸業 5%

78,271 東京都 練馬区 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

78,272 東京都 練馬区 日個連　吉野タクシー サービス 運輸業 5%

78,273 東京都 練馬区 日個連　渡木タクシー サービス 運輸業 5%

78,274 東京都 練馬区 日個連　和田タクシー サービス 運輸業 5%

78,275 東京都 練馬区 日個連　和田タクシー サービス 運輸業 5%

78,276 東京都 練馬区 日個連　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

78,277 東京都 練馬区 日個連　渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

78,278 東京都 練馬区 日本防犯研究所 サービス その他サービス 5%

78,279 東京都 練馬区 日本料理まつい サービス 飲食業 5%

78,280 東京都 練馬区 ニュー練馬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

78,281 東京都 練馬区 人情酒場　練馬店 サービス 飲食業 5%

78,282 東京都 練馬区 ネイルサロンＳｈｅｒｒｙ　Ｄｏｌｃｅ サービス 理容・美容業 5%

78,283 東京都 練馬区 ＮａｉｌｓＡｋｉｅ サービス 理容・美容業 5%

78,284 東京都 練馬区 ＮＥＸＥＬ サービス その他サービス 5%

78,285 東京都 練馬区 猫カフェもふにゃん サービス 飲食業 5%

78,286 東京都 練馬区 ネコ店長のオリジナル絵本屋さん サービス その他サービス 5%

78,287 東京都 練馬区 練馬　魚たか　二号店 サービス 飲食業 5%

78,288 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬旭丘文化通り店 小売業 食料品 2%
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78,289 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬旭町店 小売業 食料品 2%

78,290 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬インター店 小売業 食料品 2%

78,291 東京都 練馬区 練馬魚たか サービス 飲食業 5%

78,292 東京都 練馬区 練馬　魚たか サービス 飲食業 5%

78,293 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬駅北口店 小売業 食料品 2%

78,294 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬江古田銀座店 小売業 食料品 2%

78,295 東京都 練馬区 練馬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

78,296 東京都 練馬区 ネリマオイスターバー サービス 飲食業 5%

78,297 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬大泉町４丁目店 小売業 食料品 2%

78,298 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬大泉学園駅北店 小売業 食料品 2%

78,299 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬大泉学園町７丁目店 小売業 食料品 2%

78,300 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬春日町５丁目店 小売業 食料品 2%

78,301 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬春日町４丁目店 小売業 食料品 2%

78,302 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬春日町６丁目店 小売業 食料品 2%

78,303 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬上石神井２丁目店 小売業 食料品 2%

78,304 東京都 練馬区 練馬北町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

78,305 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬北町１丁目店 小売業 食料品 2%

78,306 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬北町３丁目店 小売業 食料品 2%

78,307 東京都 練馬区 セブンーイレブン練馬北町６丁目店 小売業 食料品 2%

78,308 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬小竹町１丁目店 小売業 食料品 2%

78,309 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬小竹町交番前店 小売業 食料品 2%

78,310 東京都 練馬区 練馬酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

78,311 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬桜台２丁目店 小売業 食料品 2%

78,312 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬３丁目店 小売業 食料品 2%

78,313 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬下石神井２丁目店 小売業 食料品 2%

78,314 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬石神井高校前店 小売業 食料品 2%

78,315 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬石神井５丁目店 小売業 食料品 2%

78,316 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬石神井台５丁目南店 小売業 食料品 2%

78,317 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬石神井町７丁目店 小売業 食料品 2%

78,318 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬関町北３丁目店 小売業 食料品 2%

78,319 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬関町北２丁目店 小売業 食料品 2%

78,320 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬関町庚申通り店 小売業 食料品 2%

78,321 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬関町東２丁目店 小売業 食料品 2%

78,322 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬関町南２丁目店 小売業 食料品 2%

78,323 東京都 練馬区 英会話教室グローバル・ラスカルズ サービス その他サービス 5%

78,324 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬高野台４丁目店 小売業 食料品 2%

78,325 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬高松３丁目店 小売業 食料品 2%

78,326 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬高松４丁目店 小売業 食料品 2%

78,327 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬高松６丁目店 小売業 食料品 2%

78,328 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬田柄５丁目店 小売業 食料品 2%

78,329 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬田柄３丁目店 小売業 食料品 2%

78,330 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬田柄通り店 小売業 食料品 2%
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78,331 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬立野町店 小売業 食料品 2%

78,332 東京都 練馬区 ねりま中古カメラ きつね堂 ねりま中古カメラきつね堂 小売業 電化製品 5%

78,333 東京都 練馬区 練馬テイルズ動物病院 サービス その他サービス 5%

78,334 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬土支田３丁目店 小売業 食料品 2%

78,335 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬土支田店 小売業 食料品 2%

78,336 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬豊島園通り店 小売業 食料品 2%

78,337 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬豊玉中３丁目店 小売業 食料品 2%

78,338 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬豊玉南店 小売業 食料品 2%

78,339 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬中村かしわ公園前店 小売業 食料品 2%

78,340 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬中村北３丁目店 小売業 食料品 2%

78,341 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬中村北千川通り店 小売業 食料品 2%

78,342 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬中村北４丁目店 小売業 食料品 2%

78,343 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬中村３丁目北店 小売業 食料品 2%

78,344 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬中村橋駅北店 小売業 食料品 2%

78,345 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬西大泉５丁目店 小売業 食料品 2%

78,346 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬西大泉２丁目店 小売業 食料品 2%

78,347 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬西大泉４丁目店 小売業 食料品 2%

78,348 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬西大泉６丁目店 小売業 食料品 2%

78,349 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬貫井５丁目店 小売業 食料品 2%

78,350 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬羽沢３丁目店 小売業 食料品 2%

78,351 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬早宮１丁目店 小売業 食料品 2%

78,352 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬早宮３丁目店 小売業 食料品 2%

78,353 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬早宮中央通り店 小売業 食料品 2%

78,354 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬早宮２丁目店 小売業 食料品 2%

78,355 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬早宮４丁目店 小売業 食料品 2%

78,356 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬東大泉ＮＴＴビル店 小売業 食料品 2%

78,357 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬東大泉２丁目店 小売業 食料品 2%

78,358 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬光が丘西大通り店 小売業 食料品 2%

78,359 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬光が丘２丁目店 小売業 食料品 2%

78,360 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬富士見台駅南店 小売業 食料品 2%

78,361 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬富士見台２丁目店 小売業 食料品 2%

78,362 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬富士見台４丁目店 小売業 食料品 2%

78,363 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬保谷駅南店 小売業 食料品 2%

78,364 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬南大泉１丁目店 小売業 食料品 2%

78,365 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬南大泉富士街道店 小売業 食料品 2%

78,366 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬南田中３丁目店 小売業 食料品 2%

78,367 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬三原台１丁目店 小売業 食料品 2%

78,368 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬三原台店 小売業 食料品 2%

78,369 東京都 練馬区 セブン－イレブン練馬谷原４丁目店 小売業 食料品 2%

78,370 東京都 練馬区 練馬Ｌｉｂｒｅ サービス その他サービス 5%

78,371 東京都 練馬区 ノイエアイザワ 小売業 電化製品 5%

78,372 東京都 練馬区 ノイエ　パナック　エム 小売業 電化製品 5%
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78,373 東京都 練馬区 ｎｏｅｃａｆｅ サービス その他サービス 5%

78,374 東京都 練馬区 ＮＯＬＮＯＬＢＲＯＴＨＥＲＳ 小売業 その他小売 5%

78,375 東京都 練馬区 ＢＡＲ　ＷＩＬＤ サービス 飲食業 5%

78,376 東京都 練馬区 有限会社大森電器商会 小売業 衣料品 5%

78,377 東京都 練馬区 パークタウン光ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

78,378 東京都 練馬区 ＢＡＲ　ＳＮＹＬＥ サービス 飲食業 5%

78,379 東京都 練馬区 ＰｅｒｓｏｎａｌＢｏｄｙＣａｒｅＮ サービス 理容・美容業 5%

78,380 東京都 練馬区 ｈｅａｒｔｆｒｅｅ サービス 理容・美容業 5%

78,381 東京都 練馬区 Ｂａｒ　ｈｉｋａｇｅ サービス 飲食業 5%

78,382 東京都 練馬区 ブレッド＆カフェ　ハーベスト サービス 飲食業 5%

78,383 東京都 練馬区 パーラーさか江（九州屋蒲鉾店） 小売業 食料品 5%

78,384 東京都 練馬区 ＢＡＲ　ＷＩＬＤ サービス 飲食業 5%

78,385 東京都 練馬区 セブン－イレブン羽沢店 小売業 食料品 2%

78,386 東京都 練馬区 橋本ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

78,387 東京都 練馬区 長谷川　寿司 サービス 飲食業 5%

78,388 東京都 練馬区 ｈａｃｃｏ サービス 理容・美容業 5%

78,389 東京都 練馬区 服部自動車鈑金工業 サービス その他サービス 5%

78,390 東京都 練馬区 ＶＥＲＴクロロフィル練馬美顔教室 小売業 その他小売 5%

78,391 東京都 練馬区 花の共和国 小売業 その他小売 5%

78,392 東京都 練馬区 花園電気 小売業 電化製品 5%

78,393 東京都 練馬区 パパズ サービス 飲食業 5%

78,394 東京都 練馬区 ｐａｐａ・ｍａｍａ　練馬北町 サービス 理容・美容業 5%

78,395 東京都 練馬区 ＰＵＦＦＤＩＳＣＲＥＣＯＲＤＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

78,396 東京都 練馬区 浜焼太郎　中村橋店 サービス 飲食業 5%

78,397 東京都 練馬区 速飯 サービス 飲食業 5%

78,398 東京都 練馬区 林タクシー サービス 運輸業 5%

78,399 東京都 練馬区 ＰａＬａＮ　大泉本店　【パラン】 サービス 理容・美容業 5%

78,400 東京都 練馬区 ＰａＬａＮ上石神井店【パラン】 サービス 理容・美容業 5%

78,401 東京都 練馬区 ＰａＬａＮ　２ｎｄ サービス 理容・美容業 5%

78,402 東京都 練馬区 バリューフラワー 小売業 その他小売 5%

78,403 東京都 練馬区 ＢＡＲ　ｎｅｒｉｍａ サービス 飲食業 5%

78,404 東京都 練馬区 バレエスタジオ クレシェンド サービス その他サービス 5%

78,405 東京都 練馬区 ＶＡＬＯＲ サービス 理容・美容業 5%

78,406 東京都 練馬区 ハロー！パソコン教室　練馬校 サービス その他サービス 5%

78,407 東京都 練馬区 ハワイアンリラクゼーションサロンｎｏａ サービス 理容・美容業 5%

78,408 東京都 練馬区 Ｈａｎｇ 小売業 衣料品 5%

78,409 東京都 練馬区 ピアノ調律師　杉本豊 サービス その他サービス 5%

78,410 東京都 練馬区 Ｐスタジオ サービス その他サービス 5%

78,411 東京都 練馬区 ｖｉｖｏ　ｄａｉｌｙ　ｓｔａｎｄ サービス 飲食業 5%

78,412 東京都 練馬区 ＢＥＡＮＳ　Ａｃｔ 小売業 食料品 5%

78,413 東京都 練馬区 ビーンズギター教室 サービス その他サービス 5%

78,414 東京都 練馬区 ヒカリナオーガニック 小売業 食料品 5%
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78,415 東京都 練馬区 ヒカリナオーガニック 小売業 食料品 5%

78,416 東京都 練馬区 ｐｉｃｎｉｃ 小売業 衣料品 5%

78,417 東京都 練馬区 美術梵堂 小売業 その他小売 5%

78,418 東京都 練馬区 ビストロ割烹　酒場留　ビストロ割烹　酒場留 サービス 飲食業 5%

78,419 東京都 練馬区 Ｐｉｃｃｏｌｏ　Ｐｉａｚｚａ サービス 飲食業 5%

78,420 東京都 練馬区 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＧＴＡＬＩＡ　ＤＡ　ＦＩＬＩＰＰＯ サービス 飲食業 5%

78,421 東京都 練馬区 ピッツェリアアンドバールリオーネ サービス 飲食業 5%

78,422 東京都 練馬区 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　　ＷｉｎｅＢａｒ　ＬｕｎａＬｕｃｃａ サービス 飲食業 5%

78,423 東京都 練馬区 Ｐｉｔ サービス 飲食業 5%

78,424 東京都 練馬区 Ｐｕｒｅｄｉｓｔａｎｃｅｊａｐａｎｅ－ｓｔｏｒｅ サービス その他サービス 5%

78,425 東京都 練馬区 ピュアディスタンスジャパン 小売業 その他小売 5%

78,426 東京都 練馬区 ｂｅａｕｔｙ＠ｃｕｒｅＵＬＵＲＵ サービス その他サービス 5%

78,427 東京都 練馬区 ビューティーショップしみず 小売業 その他小売 5%

78,428 東京都 練馬区 ｂｅａｕｔｙ＆ｃｕｒｅ　ＵＬＵＲＵ サービス 理容・美容業 5%

78,429 東京都 練馬区 ＨＵＭＡＮ サービス 理容・美容業 5%

78,430 東京都 練馬区 美容室　Ｖｉｎｔａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

78,431 東京都 練馬区 美容室ア?ムズ サービス その他サービス 5%

78,432 東京都 練馬区 美容室クーリエ サービス 理容・美容業 5%

78,433 東京都 練馬区 美容室デビュー本店 サービス 理容・美容業 5%

78,434 東京都 練馬区 ファイテンショップ　西友練馬店 小売業 その他小売 5%

78,435 東京都 練馬区 ファッションパークベベ 小売業 衣料品 5%

78,436 東京都 練馬区 ファッションパークベベ 小売業 衣料品 5%

78,437 東京都 練馬区 フィッツミー東武練馬店 サービス その他サービス 5%

78,438 東京都 練馬区 ＦｉｔｎｅｓｓＧａｒａｇｅｅｘｅ サービス その他サービス 5%

78,439 東京都 練馬区 フイルウ光ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

78,440 東京都 練馬区 フィレンツェ サービス その他サービス 5%

78,441 東京都 練馬区 ふぐ若杉 サービス 飲食業 5%

78,442 東京都 練馬区 株式会社フジ電気商会 サービス その他サービス 5%

78,443 東京都 練馬区 藤巻治療所 サービス 理容・美容業 5%

78,444 東京都 練馬区 武州庵いぐち 小売業 食料品 5%

78,445 東京都 練馬区 武州庵いぐち サービス 飲食業 5%

78,446 東京都 練馬区 フットケアサロン歩っぷ サービス その他サービス 5%

78,447 東京都 練馬区 リボンズバー 小売業 衣料品 5%

78,448 東京都 練馬区 筆工房　亀井 小売業 その他小売 5%

78,449 東京都 練馬区 ふとん＆婦人服　河口 小売業 家具・調度品 5%

78,450 東京都 練馬区 ふとんのマキタ 本店 ふとんのマキタ 小売業 家具・調度品 5%

78,451 東京都 練馬区 ブライト 小売業 家具・調度品 5%

78,452 東京都 練馬区 プラザトキワ 小売業 衣料品 5%

78,453 東京都 練馬区 プラザトキワ大泉店 小売業 その他小売 5%

78,454 東京都 練馬区 プラザトキワ　練馬店 小売業 その他小売 5%

78,455 東京都 練馬区 プラザトキワ富士見台店 小売業 その他小売 5%

78,456 東京都 練馬区 ＋ｇｉｆｔ 小売業 衣料品 5%
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78,457 東京都 練馬区 Ｆｌａｍｉｎｇｏ　ｂｙ　ｃａｒｎｉｖａｌ サービス 理容・美容業 5%

78,458 東京都 練馬区 Ｆｌｏｗｅｒ＆ｇｒｅｅｎたちばな 小売業 その他小売 5%

78,459 東京都 練馬区 ブランケットヘアー サービス 理容・美容業 5%

78,460 東京都 練馬区 ブランコ　大泉学園店 小売業 衣料品 5%

78,461 東京都 練馬区 ブランドブティックセキネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

78,462 東京都 練馬区 プリモ動物病院練馬 サービス その他サービス 5%

78,463 東京都 練馬区 株式会社フルーツ 小売業 家具・調度品 5%

78,464 東京都 練馬区 フレンド 小売業 貴金属・服飾品 5%

78,465 東京都 練馬区 フローリストムラカミ 小売業 その他小売 5%

78,466 東京都 練馬区 プロショップ　エリート 小売業 その他小売 5%

78,467 東京都 練馬区 プロショップタカムラ製作所 小売業 その他小売 5%

78,468 東京都 練馬区 ブロッサム　保谷店 サービス 理容・美容業 5%

78,469 東京都 練馬区 ｌｕａｎａ サービス 理容・美容業 5%

78,470 東京都 練馬区 ＨＡＩＲ　ＣＵＢＥ サービス 理容・美容業 5%

78,471 東京都 練馬区 ヘアークラフト ヘアークラフト サービス 理容・美容業 5%

78,472 東京都 練馬区 ヘアーサロンタキガミ サービス 理容・美容業 5%

78,473 東京都 練馬区 ｈａｉｒｓａｌｏｎＲＯＭＩ サービス 理容・美容業 5%

78,474 東京都 練馬区 ＨＡＩＲ　ＳＴＹＬＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ サービス 理容・美容業 5%

78,475 東京都 練馬区 ヘアサロン　ｒａｍｕｕｕ． サービス 理容・美容業 5%

78,476 東京都 練馬区 ヘアスタイルアーツ サービス 理容・美容業 5%

78,477 東京都 練馬区 ヘアスタジオ　ＣＯＭＯ サービス 理容・美容業 5%

78,478 東京都 練馬区 Ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　１ｓｔ サービス 理容・美容業 5%

78,479 東京都 練馬区 ヘアメイクアッシュ大泉学園店 サービス 理容・美容業 5%

78,480 東京都 練馬区 ヘアメイクアッシュ　石神井公園店 サービス 理容・美容業 5%

78,481 東京都 練馬区 ヘアメイクアッシュ練馬店 サービス 理容・美容業 5%

78,482 東京都 練馬区 ＨａｉｒＭＡＫＥＧＲＯＯＶＹ サービス 理容・美容業 5%

78,483 東京都 練馬区 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ＺＵーＫＡ サービス 理容・美容業 5%

78,484 東京都 練馬区 ペアン動物病院 サービス その他サービス 5%

78,485 東京都 練馬区 ぺいふぉわーど サービス その他サービス 5%

78,486 東京都 練馬区 平和台ＭｏｇｕＭｏｇｕダイニング サービス 飲食業 5%

78,487 東京都 練馬区 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

78,488 東京都 練馬区 ベストメガネコンタクト練馬駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

78,489 東京都 練馬区 ＢＡＳＥＢＡＬＬ　ＳＥＬＥＣＴ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

78,490 東京都 練馬区 ベルグレイヴ・イングリッシュスクール サービス その他サービス 5%

78,491 東京都 練馬区 ベローチェ練馬春日町駅前店 サービス 飲食業 5%

78,492 東京都 練馬区 ベンリー練馬豊玉店 サービス その他サービス 5%

78,493 東京都 練馬区 ＨｏｍｅｓａｌｏｎＶｉｏｌａ サービス その他サービス 5%

78,494 東京都 練馬区 ほぐし堂練馬店 サービス 理容・美容業 5%

78,495 東京都 練馬区 細野商事株式会社 サービス その他サービス 5%

78,496 東京都 練馬区 ホテル　マーキュリー サービス 宿泊業 5%

78,497 東京都 練馬区 ホテルＭＩ・ＹＡ・ＫＯ サービス 宿泊業 5%

78,498 東京都 練馬区 ＨＯＬＩＤＡＹＳ サービス 理容・美容業 5%
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78,499 東京都 練馬区 （有）ボロライディングショップ 小売業 その他小売 5%

78,500 東京都 練馬区 株式会社ジャッセン サービス その他サービス 5%

78,501 東京都 練馬区 ホンダオート練馬 サービス その他サービス 5%

78,502 東京都 練馬区 ｍａｉｂａｋｅ！ＭＯＭＯ サービス 飲食業 5%

78,503 東京都 練馬区 マクドナルド青梅街道関町店 サービス 飲食業 2%

78,504 東京都 練馬区 マクドナルド大泉学園店 サービス 飲食業 2%

78,505 東京都 練馬区 マクドナルド上石神井駅前店 サービス 飲食業 2%

78,506 東京都 練馬区 マクドナルド高野台ピーコックストア店 サービス 飲食業 2%

78,507 東京都 練馬区 マクドナルド富士街道石神井店 サービス 飲食業 2%

78,508 東京都 練馬区 マチダ電器 サービス その他サービス 5%

78,509 東京都 練馬区 マツエク専門サロン ｅｃｌａｔ 東武練馬店 サービス 理容・美容業 5%

78,510 東京都 練馬区 まつエク専門店Ｓｕｐｅｒｉｏｒ サービス 理容・美容業 5%

78,511 東京都 練馬区 マツエク専門サロン　ｅｃｌａｔ　光が丘店 サービス 理容・美容業 5%

78,512 東京都 練馬区 松澤酒店 小売業 食料品 5%

78,513 東京都 練馬区 マツダジャパン サービス その他サービス 5%

78,514 東京都 練馬区 ｍａｎｉ 小売業 衣料品 5%

78,515 東京都 練馬区 真野商店 小売業 その他小売 5%

78,516 東京都 練馬区 まめせん サービス 飲食業 5%

78,517 東京都 練馬区 ＭＡＲＩＮ サービス 理容・美容業 5%

78,518 東京都 練馬区 丸石化粧品店 小売業 その他小売 5%

78,519 東京都 練馬区 ミオカイロ サービス その他サービス 5%

78,520 東京都 練馬区 三毛ラボラトリー サービス その他サービス 5%

78,521 東京都 練馬区 三角社会保険労務士事務所 サービス その他サービス 5%

78,522 東京都 練馬区 南大泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

78,523 東京都 練馬区 南大泉せき動物病院 サービス その他サービス 5%

78,524 東京都 練馬区 南田中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

78,525 東京都 練馬区 武蔵学園生活協同組合 小売業 その他小売 5%

78,526 東京都 練馬区 武蔵学園生協購買・書籍部 サービス その他サービス 5%

78,527 東京都 練馬区 武蔵学園生協　購買・書籍部 サービス その他サービス 5%

78,528 東京都 練馬区 武蔵学園生協　食堂 サービス その他サービス 5%

78,529 東京都 練馬区 セブン－イレブン武蔵関駅北口店 小売業 食料品 2%

78,530 東京都 練馬区 ｍｕｓｉｃａ－ｅｆ サービス その他サービス 5%

78,531 東京都 練馬区 村上宗義 サービス その他サービス 5%

78,532 東京都 練馬区 メガネストアー江古田 小売業 その他小売 5%

78,533 東京都 練馬区 メガネストアー江古田店 小売業 その他小売 5%

78,534 東京都 練馬区 メガネストアー石神井公園 小売業 その他小売 5%

78,535 東京都 練馬区 メガネストアー石神井公園店 小売業 その他小売 5%

78,536 東京都 練馬区 メガネストアー練馬 小売業 その他小売 5%

78,537 東京都 練馬区 メガネストアー練馬店 小売業 その他小売 5%

78,538 東京都 練馬区 メガネストアー練馬光ヶ丘 小売業 その他小売 5%

78,539 東京都 練馬区 メガネストアー氷川台 小売業 その他小売 5%

78,540 東京都 練馬区 メガネストアー氷川台店 小売業 その他小売 5%
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78,541 東京都 練馬区 メガネストアー富士見台 小売業 その他小売 5%

78,542 東京都 練馬区 メガネストアー富士見台店 小売業 その他小売 5%

78,543 東京都 練馬区 メガネストアー平和台 小売業 その他小売 5%

78,544 東京都 練馬区 メガネストアー平和台店 小売業 その他小売 5%

78,545 東京都 練馬区 ｍｅ ｍｅ サービス 理容・美容業 5%

78,546 東京都 練馬区 ＭＯＣＨＩＤＡ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

78,547 東京都 練馬区 Ｍｏｃｋｉｎｇｂｉｒｄ 小売業 食料品 5%

78,548 東京都 練馬区 もてなし処鈴ひろ サービス 飲食業 5%

78,549 東京都 練馬区 ＭＯＢＯ サービス 理容・美容業 5%

78,550 東京都 練馬区 もみーな田無店　武蔵関店 サービス その他サービス 5%

78,551 東京都 練馬区 もみーな武蔵関店 サービス その他サービス 5%

78,552 東京都 練馬区 もみほぐしＤＥ優心 サービス 理容・美容業 5%

78,553 東京都 練馬区 ＭＡＬＴＨＯＵＳＥ　ＩＳＬＡＹ サービス 飲食業 5%

78,554 東京都 練馬区 やきとり　にしだ家　東武練馬店 サービス 飲食業 5%

78,555 東京都 練馬区 やきとり にしだ家 武蔵関店 サービス 飲食業 5%

78,556 東京都 練馬区 やきとり大吉 江古田店 サービス 飲食業 5%

78,557 東京都 練馬区 やきとり大吉　大泉学園店 サービス 飲食業 5%

78,558 東京都 練馬区 やきとりだるまさん武蔵関店 サービス 飲食業 5%

78,559 東京都 練馬区 焼き鳥武士 サービス 飲食業 5%

78,560 東京都 練馬区 焼き鳥武士 焼き鳥武士 サービス 飲食業 5%

78,561 東京都 練馬区 やきとり・やきとん　鶏と豚 サービス 飲食業 5%

78,562 東京都 練馬区 焼肉　一都 サービス 飲食業 5%

78,563 東京都 練馬区 焼肉　ここから　大泉学園駅前店 サービス 飲食業 5%

78,564 東京都 練馬区 焼肉きん肉屋　焼肉　きん肉屋　練馬 サービス 飲食業 5%

78,565 東京都 練馬区 焼肉　山河　江古田店 サービス 飲食業 5%

78,566 東京都 練馬区 焼肉　山河　豊島園店 サービス 飲食業 5%

78,567 東京都 練馬区 焼肉山陽 サービス 飲食業 5%

78,568 東京都 練馬区 焼肉茶々 サービス 飲食業 5%

78,569 東京都 練馬区 谷原電機 小売業 電化製品 5%

78,570 東京都 練馬区 山賀電気株式会社 小売業 電化製品 5%

78,571 東京都 練馬区 有限会社山下園 サービス その他サービス 5%

78,572 東京都 練馬区 山下神仏具店 小売業 家具・調度品 5%

78,573 東京都 練馬区 山手酸素商会 サービス その他サービス 5%

78,574 東京都 練馬区 山中勇樹 小売業 その他小売 5%

78,575 東京都 練馬区 山本興業 サービス 理容・美容業 5%

78,576 東京都 練馬区 山本タクシー サービス 運輸業 5%

78,577 東京都 練馬区 ＹｕｋｉＯＧＡＷＡ サービス その他サービス 5%

78,578 東京都 練馬区 有限会社　まめせん　まめせん 小売業 食料品 5%

78,579 東京都 練馬区 ［ＨＣ］有限会社あらい電機 小売業 電化製品 5%

78,580 東京都 練馬区 有限会社石塚タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

78,581 東京都 練馬区 有限会社今井建装 サービス その他サービス 5%

78,582 東京都 練馬区 有限会社いわくらでんき 小売業 電化製品 5%
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78,583 東京都 練馬区 エムツ―ワン 小売業 衣料品 5%

78,584 東京都 練馬区 有 桑名屋酒店  有 桑名屋酒店 小売業 その他小売 5%

78,585 東京都 練馬区 有限会社さつき 小売業 その他小売 5%

78,586 東京都 練馬区 有）宝オフィス サービス その他サービス 5%

78,587 東京都 練馬区 ［ＨＣ］有限会社でんきショップ栄町 小売業 電化製品 5%

78,588 東京都 練馬区 有限会社富沢精米店 小売業 その他小売 5%

78,589 東京都 練馬区 有限会社中伸商店 小売業 電化製品 5%

78,590 東京都 練馬区 有限会社丸金自転車商会 小売業 その他小売 5%

78,591 東京都 練馬区 ［ＨＣ］有限会社ヤマト家庭電器サービス 小売業 電化製品 5%

78,592 東京都 練馬区 ＹｕｓｕｋｅＵｃｈｉｄａ 小売業 衣料品 5%

78,593 東京都 練馬区 ＹＵＭＩ’ＳＨＵＭＵＨＵＭＵ サービス その他サービス 5%

78,594 東京都 練馬区 ＹＯＨＥＩＮＯＧＵＣＨＩ 小売業 衣料品 5%

78,595 東京都 練馬区 陽山タクシー サービス 運輸業 5%

78,596 東京都 練馬区 吉岡自動車興業 サービス その他サービス 5%

78,597 東京都 練馬区 ＬＡ　ＢＯＢ　武蔵関店 サービス 理容・美容業 5%

78,598 東京都 練馬区 ライセント 小売業 電化製品 5%

78,599 東京都 練馬区 ライト・サービス株式会社 小売業 電化製品 5%

78,600 東京都 練馬区 ［ＨＣ］ライフティックアトム桜台店 小売業 電化製品 5%

78,601 東京都 練馬区 ［ＨＣ］ライフテックアトム赤塚店 小売業 電化製品 5%

78,602 東京都 練馬区 ［ＨＣ］ライフテックアトム中村橋店 小売業 電化製品 5%

78,603 東京都 練馬区 ＬａｖｅｎｕＰｒｅｍｉｕｍ練馬 サービス 理容・美容業 5%

78,604 東京都 練馬区 ラメール サービス 理容・美容業 5%

78,605 東京都 練馬区 ＲＥＮＣＯＮＴＲＥ 小売業 衣料品 5%

78,606 東京都 練馬区 ｒｉｋｏｌｅｋｔＯＮＬＩＮＥＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

78,607 東京都 練馬区 リサイクルショップフレンズ練馬店 小売業 その他小売 5%

78,608 東京都 練馬区 ＲＩＴＡ サービス 理容・美容業 5%

78,609 東京都 練馬区 ＬＩＴＴＬＥ　ＰＩＮＥＴＲＥＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

78,610 東京都 練馬区 ＲｅｐａｉｒＦａｓｔ サービス その他サービス 5%

78,611 東京都 練馬区 Ｌｉｂｅｒｔａｄ サービス 理容・美容業 5%

78,612 東京都 練馬区 理容キヨタ サービス その他サービス 5%

78,613 東京都 練馬区 Ｒｅ　Ｒａ　Ｋｕ　グランエミオ大泉学園店 サービス その他サービス 5%

78,614 東京都 練馬区 リラクゼーションハウススピリア サービス 理容・美容業 5%

78,615 東京都 練馬区 リラックスカフェ サービス 飲食業 5%

78,616 東京都 練馬区 ＬｉｌｙＣｌｏｔｈｅｓ 小売業 衣料品 5%

78,617 東京都 練馬区 リンパケアＬａＱｏｏ　桜台本店 サービス その他サービス 5%

78,618 東京都 練馬区 ＬＵＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

78,619 東京都 練馬区 ＲＯＯＣＵＳ９ 小売業 衣料品 5%

78,620 東京都 練馬区 ＬＵＣＥＮＴＥ サービス 理容・美容業 5%

78,621 東京都 練馬区 Ｌｕｐｉｎｕｓ サービス 理容・美容業 5%

78,622 東京都 練馬区 令和ホテル サービス その他サービス 5%

78,623 東京都 練馬区 Ｒｅｖｅ【レーヴ】 サービス 理容・美容業 5%

78,624 東京都 練馬区 レストラン　ケネス サービス 飲食業 5%
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78,625 東京都 練馬区 レッツ・ゴーイイダ 小売業 電化製品 5%

78,626 東京都 練馬区 レッドサービス 小売業 その他小売 5%

78,627 東京都 練馬区 レデースショップアイボリー 小売業 衣料品 5%

78,628 東京都 練馬区 ＲＥＭＩＬＩＯ サービス 理容・美容業 5%

78,629 東京都 練馬区 ＬＯＧＥ田柄 サービス 理容・美容業 5%

78,630 東京都 練馬区 ワイエス社会保険労務士事務所 サービス その他サービス 5%

78,631 東京都 練馬区 ＹＣＳ サービス その他サービス 5%

78,632 東京都 練馬区 早稲田大学生協　早稲田高等学院店 サービス その他サービス 5%

78,633 東京都 練馬区 わたなべ サービス 飲食業 5%

78,634 東京都 練馬区 和兎庵 小売業 衣料品 5%

78,635 東京都 練馬区 和風れすとらん　とりみき サービス 飲食業 5%

78,636 東京都 練馬区 和フレンチ　Ｋｏｍｏｒｅｂｉ サービス 飲食業 5%

78,637 東京都 練馬区 ワンオーワンオー株式会社 サービス その他サービス 5%

78,638 東京都 練馬区 ワンダーラボアジア サービス その他サービス 5%

78,639 東京都 練馬区 ワンワンｃｉａｏ 小売業 その他小売 5%

78,640 東京都 八王子市 ＡＲＭＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 その他小売 5%

78,641 東京都 八王子市 ＲＤＰｉ サービス その他サービス 5%

78,642 東京都 八王子市 Ｅｙｅ’ｓＭｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

78,643 東京都 八王子市 アイズモア　京王八王子店 小売業 電化製品 5%

78,644 東京都 八王子市 ｉＰｈｏｎｅ修理救急便　八王子店 サービス その他サービス 5%

78,645 東京都 八王子市 ｉＰｈｏｎｅ修理ゼロガレージ 小売業 その他小売 5%

78,646 東京都 八王子市 アオキ住宅機材販売株式会社 サービス その他サービス 5%

78,647 東京都 八王子市 アオバ電機 小売業 電化製品 5%

78,648 東京都 八王子市 赤い鳥 小売業 家具・調度品 5%

78,649 東京都 八王子市 秋吉　八王子店 サービス 飲食業 5%

78,650 東京都 八王子市 Ａｘｉａ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

78,651 東京都 八王子市 朝日物産株式会社 小売業 その他小売 5%

78,652 東京都 八王子市 有限会社　味の昌久 サービス 飲食業 5%

78,653 東京都 八王子市 あずさ珈琲八王子店 サービス 飲食業 5%

78,654 東京都 八王子市 アストリア　八王子店 小売業 衣料品 5%

78,655 東京都 八王子市 頭ほぐしとお顔ほぐしの店ゆほ楽 サービス その他サービス 5%

78,656 東京都 八王子市 アッシュ　八王子みなみ野店 サービス 理容・美容業 5%

78,657 東京都 八王子市 アドコンタクト　八王子店 小売業 その他小売 5%

78,658 東京都 八王子市 ア－トプレゼンス有限会社 小売業 家具・調度品 5%

78,659 東京都 八王子市 アトリエパンセ 小売業 衣料品 5%

78,660 東京都 八王子市 Ａｎｅｌａ 小売業 その他小売 5%

78,661 東京都 八王子市 アバンティスポルトクラブ サービス その他サービス 5%

78,662 東京都 八王子市 有限会社アビリティーホーム サービス その他サービス 5%

78,663 東京都 八王子市 アビリティ－ホ－ム サービス その他サービス 5%

78,664 東京都 八王子市 アーベントホテル　厚木 サービス 宿泊業 5%

78,665 東京都 八王子市 あむーる動物病院 サービス その他サービス 5%

78,666 東京都 八王子市 ＡＭＥＲＩＣＡＮ　ＣＬＵＢ サービス 飲食業 5%
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78,667 東京都 八王子市 アモーレフィオーレ 小売業 その他小売 5%

78,668 東京都 八王子市 荒井呉服店 小売業 衣料品 5%

78,669 東京都 八王子市 ＡＬＳＴ【アルスト】 サービス 理容・美容業 5%

78,670 東京都 八王子市 ＡＬＥＳＶＥＲＴ　アレスヴェール サービス 理容・美容業 5%

78,671 東京都 八王子市 Ａｌｏｈａ　Ｖｅｎｕｓ サービス 飲食業 5%

78,672 東京都 八王子市 アン サービス 飲食業 5%

78,673 東京都 八王子市 Ａｎｇｅｌｉｃ 小売業 その他小売 5%

78,674 東京都 八王子市 いきな黒塀八王子狭間店　１０７３ サービス 飲食業 5%

78,675 東京都 八王子市 イグレック・パリ　南大沢店 サービス 理容・美容業 5%

78,676 東京都 八王子市 憩いの場 サービス 飲食業 5%

78,677 東京都 八王子市 居酒屋　さくら サービス 飲食業 5%

78,678 東京都 八王子市 居酒屋むぅ サービス 飲食業 5%

78,679 東京都 八王子市 いずみサイクル 小売業 その他小売 5%

78,680 東京都 八王子市 磯沼牧場 小売業 食料品 5%

78,681 東京都 八王子市 市川商会 小売業 その他小売 5%

78,682 東京都 八王子市 一澤 サービス 飲食業 5%

78,683 東京都 八王子市 いっぱしや サービス 飲食業 5%

78,684 東京都 八王子市 出光大塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

78,685 東京都 八王子市 伊藤自転車店 小売業 その他小売 5%

78,686 東京都 八王子市 犬と人の学び場ポケット サービス その他サービス 5%

78,687 東京都 八王子市 イマージュ　イマージュアヴェダ　八王子店 サービス 理容・美容業 5%

78,688 東京都 八王子市 いまい動物病院 サービス その他サービス 5%

78,689 東京都 八王子市 今熊の郷 小売業 食料品 5%

78,690 東京都 八王子市 いろりの里　髙尾山名主　ごん助 サービス 飲食業 5%

78,691 東京都 八王子市 イワキ　八王子店 小売業 貴金属・服飾品 5%

78,692 東京都 八王子市 イワタ薬品株式会社　八王子営業所 小売業 その他小売 5%

78,693 東京都 八王子市 ＶＩＢＥＳ ＲＥＰＵＢＬＩＣ サービス 飲食業 5%

78,694 東京都 八王子市 Ｗｉｌｌどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

78,695 東京都 八王子市 ヴォーノ・イタリア八王子店 サービス 飲食業 5%

78,696 東京都 八王子市 歌広場　八王子駅前店 サービス 飲食業 5%

78,697 東京都 八王子市 歌広場　八王子西放射線通り店 サービス 飲食業 5%

78,698 東京都 八王子市 打越浜寿司 サービス 飲食業 5%

78,699 東京都 八王子市 うめ八本店 小売業 食料品 5%

78,700 東京都 八王子市 羽毛工房　ふとんの小池 小売業 衣料品 5%

78,701 東京都 八王子市 Ｈ＆Ｃ サービス その他サービス 5%

78,702 東京都 八王子市 ＨＭ　Ｊｏｕｅｔ サービス 理容・美容業 5%

78,703 東京都 八王子市 ＨＣ 小売業 衣料品 5%

78,704 東京都 八王子市 ８Ｂｅａｔ サービス その他サービス 5%

78,705 東京都 八王子市 エール テール メール サービス 飲食業 5%

78,706 東京都 八王子市 エール・テール・メール サービス 飲食業 5%

78,707 東京都 八王子市 ＳＰＤスクール サービス その他サービス 5%

78,708 東京都 八王子市 恵多利中華物産 小売業 その他小売 5%
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78,709 東京都 八王子市 越後そば　弥彦 サービス 飲食業 5%

78,710 東京都 八王子市 Ｍ２　ｂｙ　ｓｅｎｓｏｕｎｉｃｏ　八王子 小売業 衣料品 5%

78,711 東京都 八王子市 ＡｎｇｅｌＫｉｄｓＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ サービス その他サービス 5%

78,712 東京都 八王子市 ｅｎｓ． サービス 理容・美容業 5%

78,713 東京都 八王子市 オイスターバーＷ サービス 飲食業 5%

78,714 東京都 八王子市 ＯＫ代行 サービス その他サービス 5%

78,715 東京都 八王子市 オートガレージ　ケーズ 小売業 その他小売 5%

78,716 東京都 八王子市 オ―トジョイ八王子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

78,717 東京都 八王子市 オート・ディテーリング・ファクトリー・マックス サービス その他サービス 5%

78,718 東京都 八王子市 オートボディーニシムラ サービス その他サービス 5%

78,719 東京都 八王子市 大問屋西東京店 サービス その他サービス 5%

78,720 東京都 八王子市 セブン－イレブン大谷店 小売業 食料品 2%

78,721 東京都 八王子市 小勝タバコ店　小勝タバコ店 小売業 食料品 5%

78,722 東京都 八王子市 オーガニック居酒屋魯仁庵 サービス 飲食業 5%

78,723 東京都 八王子市 お身体トータルケア サービス 理容・美容業 5%

78,724 東京都 八王子市 株式会社オキセ総合企画 サービス その他サービス 5%

78,725 東京都 八王子市 奥芝商店　八王子片倉城 サービス 飲食業 5%

78,726 東京都 八王子市 奥芝商店　八王子田代城 サービス 飲食業 5%

78,727 東京都 八王子市 おくやま写真館 サービス その他サービス 5%

78,728 東京都 八王子市 ＯＫＡＹ　八王子店 小売業 家具・調度品 5%

78,729 東京都 八王子市 おこのみ　よっちゃん サービス 飲食業 5%

78,730 東京都 八王子市 おしゃれの店ひまわり 小売業 その他小売 5%

78,731 東京都 八王子市 おそうざい　おべんとう　ユタカ 小売業 食料品 5%

78,732 東京都 八王子市 オートクラフト サービス その他サービス 5%

78,733 東京都 八王子市 お坊さん特急便　本社 サービス その他サービス 5%

78,734 東京都 八王子市 オリックスレンタカー多摩ニュータウン店 サービス その他サービス 2%

78,735 東京都 八王子市 オリックスレンタカー八王子駅南口店 サービス その他サービス 2%

78,736 東京都 八王子市 オレンジマートわかばやし 小売業 その他小売 5%

78,737 東京都 八王子市 温野菜八王子大和田店 サービス 飲食業 2%

78,738 東京都 八王子市 温野菜八王子店 サービス 飲食業 2%

78,739 東京都 八王子市 カードショップ 竜星のＰＡＯ 八王子店 小売業 その他小売 5%

78,740 東京都 八王子市 カードラボ八王子店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

78,741 東京都 八王子市 カーライフハギワラ サービス その他サービス 5%

78,742 東京都 八王子市 中国料理海苑 サービス 飲食業 5%

78,743 東京都 八王子市 甲斐犬　御殿山犬舎 小売業 その他小売 5%

78,744 東京都 八王子市 カウンセリングルーム　ハルモニア サービス その他サービス 5%

78,745 東京都 八王子市 かきぬま酒店 配達用 小売業 食料品 5%

78,746 東京都 八王子市 かごの屋八王子店 サービス 飲食業 5%

78,747 東京都 八王子市 ＫｈａｚａｎａＣｏｆｆｅｅ サービス その他サービス 5%

78,748 東京都 八王子市 ＣｕｔＳａｌｏｎＷＡＫＡＢＡ サービス 理容・美容業 5%

78,749 東京都 八王子市 カットサロンＷＡＫＡＢＡ　カットサロンＷＡＫＡＢＡ サービス 理容・美容業 5%

78,750 東京都 八王子市 割烹　橋本屋 サービス 飲食業 5%
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78,751 東京都 八王子市 カーテンじゅうたん王国　八王子店 小売業 家具・調度品 5%

78,752 東京都 八王子市 ＧＡＲＤＥＮ　ＨＯＵＳＥ　ＳＡＬＵＴＥ サービス 飲食業 5%

78,753 東京都 八王子市 カネマン　片倉店 小売業 その他小売 5%

78,754 東京都 八王子市 （株）青木染色研究所 サービス その他サービス 5%

78,755 東京都 八王子市 カフェギャラリーＢＯＪＯ サービス 飲食業 5%

78,756 東京都 八王子市 カフェグラーノ サービス 飲食業 5%

78,757 東京都 八王子市 ｋａｆｕ－ｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

78,758 東京都 八王子市 株式会社アルザータ　プロフィットラボラトリー サービス その他サービス 5%

78,759 東京都 八王子市 カブシキガイシャカーライフハギワラ サービス その他サービス 5%

78,760 東京都 八王子市 株式会社新日本電化サービス サービス その他サービス 5%

78,761 東京都 八王子市 株式会社旅のデザインラボ サービス その他サービス 5%

78,762 東京都 八王子市 株式会社つかさや商店 小売業 食料品 5%

78,763 東京都 八王子市 株式会社Ｔｏｍｏ＇ｓＰｉｔ サービス その他サービス 5%

78,764 東京都 八王子市 株式会社Ｔｏｍｏ’ｓ　Ｐｉｔ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

78,765 東京都 八王子市 株式会社ナカガワ漬物　ナカガワ漬物八王子店 小売業 食料品 5%

78,766 東京都 八王子市 株式会社日本の心八王子店 小売業 家具・調度品 5%

78,767 東京都 八王子市 株式会社ノベリップ サービス その他サービス 5%

78,768 東京都 八王子市 株式会社ピコの手 サービス その他サービス 5%

78,769 東京都 八王子市 堀之内出版 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

78,770 東京都 八王子市 株式会社ＭＩＣ　ニコニコステーション堀之内 小売業 ガソリンスタンド 2%

78,771 東京都 八王子市 株式会社ライフアーキテクチャ サービス その他サービス 5%

78,772 東京都 八王子市 カミーノ　ヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

78,773 東京都 八王子市 ＫＡＭＩＹＵＩ　ＢＯＯ サービス 理容・美容業 5%

78,774 東京都 八王子市 カムイ　　八王子二輪館 小売業 その他小売 5%

78,775 東京都 八王子市 カムイ八王子ニ輪館 小売業 その他小売 2%

78,776 東京都 八王子市 がむしゃら サービス 飲食業 5%

78,777 東京都 八王子市 唐木屋石材工芸　八王子店 小売業 その他小売 5%

78,778 東京都 八王子市 カール動物病院 サービス その他サービス 5%

78,779 東京都 八王子市 ガレージ・ユーズ 小売業 その他小売 5%

78,780 東京都 八王子市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋八王子駅南口店 サービス 飲食業 2%

78,781 東京都 八王子市 カレーハウスＣｏｃｏ壱番屋八王子帝京大前店 サービス 飲食業 2%

78,782 東京都 八王子市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋八王子楢原店 サービス 飲食業 2%

78,783 東京都 八王子市 カレッツァ八王子店 小売業 その他小売 5%

78,784 東京都 八王子市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ西八王子駅前店 サービス 飲食業 2%

78,785 東京都 八王子市 川口町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

78,786 東京都 八王子市 カワサキプラザ八王子 小売業 その他小売 5%

78,787 東京都 八王子市 眼鏡店オグラ　八王子店 小売業 貴金属・服飾品 5%

78,788 東京都 八王子市 燗鶏道 サービス 飲食業 5%

78,789 東京都 八王子市 キコリ サービス 理容・美容業 5%

78,790 東京都 八王子市 木崎オートサービス サービス その他サービス 5%

78,791 東京都 八王子市 北野メガネ館 小売業 その他小売 5%

78,792 東京都 八王子市 セブン－イレブン北八王子駅西口店 小売業 食料品 2%
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78,793 東京都 八王子市 キ－マジック サービス その他サービス 5%

78,794 東京都 八王子市 木村専門研究所 サービス その他サービス 5%

78,795 東京都 八王子市 きものの西室 小売業 衣料品 5%

78,796 東京都 八王子市 キャナリィ・ロウ八王子店 サービス 飲食業 5%

78,797 東京都 八王子市 キャメルオート 小売業 その他小売 5%

78,798 東京都 八王子市 ギャラリーエヌ 小売業 衣料品 5%

78,799 東京都 八王子市 ギャラリーＮ 小売業 その他小売 5%

78,800 東京都 八王子市 ギャラリー　むらうち 小売業 家具・調度品 5%

78,801 東京都 八王子市 ｃａｎｄｙｎｏｉｒ 小売業 衣料品 5%

78,802 東京都 八王子市 久恵フォトワークス サービス その他サービス 5%

78,803 東京都 八王子市 久恵フォトワークス サービス その他サービス 5%

78,804 東京都 八王子市 牛角八王子大和田店 サービス 飲食業 2%

78,805 東京都 八王子市 牛角八王子北口店 サービス 飲食業 2%

78,806 東京都 八王子市 牛角八王子万町店 サービス 飲食業 2%

78,807 東京都 八王子市 餃子のさんくみ　八王子店 サービス 飲食業 5%

78,808 東京都 八王子市 業務スーパー高倉店 小売業 食料品 2%

78,809 東京都 八王子市 業務スーパー田町店 小売業 食料品 2%

78,810 東京都 八王子市 業務スーパー寺田店 小売業 食料品 2%

78,811 東京都 八王子市 業務スーパー西八王子店 小売業 食料品 2%

78,812 東京都 八王子市 業務スーパー八王子店 小売業 食料品 2%

78,813 東京都 八王子市 業務スーパー四谷店 小売業 食料品 2%

78,814 東京都 八王子市 業務スーパーリカーキング堀之内店 小売業 食料品 2%

78,815 東京都 八王子市 雪花菜 サービス 飲食業 5%

78,816 東京都 八王子市 きらら亭　１ サービス 飲食業 5%

78,817 東京都 八王子市 銀座秋紀枝　刺子の店　高尾店 小売業 衣料品 5%

78,818 東京都 八王子市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ八王子西店 小売業 その他小売 5%

78,819 東京都 八王子市 串かつ　でんがな　パオレ南大沢店 サービス 飲食業 5%

78,820 東京都 八王子市 串亭 サービス 飲食業 5%

78,821 東京都 八王子市 クラフトアイ サービス その他サービス 5%

78,822 東京都 八王子市 グランデセオ サービス 飲食業 5%

78,823 東京都 八王子市 Ｇｒｅｅｄｙ サービス 理容・美容業 5%

78,824 東京都 八王子市 ＣＲＥＡＰＳＴＯＲＥ 小売業 家具・調度品 5%

78,825 東京都 八王子市 グリーン サービス その他サービス 5%

78,826 東京都 八王子市 くるまのハチオウジ 小売業 その他小売 5%

78,827 東京都 八王子市 ＣＲＥＳＣＥＮＤＯ サービス 理容・美容業 5%

78,828 東京都 八王子市 くればやし　絲の店 小売業 その他小売 5%

78,829 東京都 八王子市 ｇｌｏｂｅ サービス 飲食業 5%

78,830 東京都 八王子市 くろぬま健康カイロ院 サービス 理容・美容業 5%

78,831 東京都 八王子市 Ｋ・Ｂショップ　八王子 小売業 家具・調度品 5%

78,832 東京都 八王子市 Ｋ・Ｂショップ　八王子 小売業 家具・調度品 5%

78,833 東京都 八王子市 セブン－イレブン京王八王子駅前店 小売業 食料品 2%

78,834 東京都 八王子市 セブン－イレブン京王山田駅前店 小売業 食料品 2%
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78,835 東京都 八王子市 ＫＢ－ショップ サービス その他サービス 5%

78,836 東京都 八王子市 けむりの サービス 飲食業 5%

78,837 東京都 八王子市 ケルブジャパンインターナショナル サービス その他サービス 5%

78,838 東京都 八王子市 ＧＥＮＫＩｎｏＭＩＫＡＴＡ サービス その他サービス 5%

78,839 東京都 八王子市 コインランドリー上野町 サービス その他サービス 5%

78,840 東京都 八王子市 工学院生協　八王子食堂 サービス その他サービス 5%

78,841 東京都 八王子市 工学院大学生協　八王子購買部 サービス その他サービス 5%

78,842 東京都 八王子市 工学院大学生協　八王子購 サービス その他サービス 5%

78,843 東京都 八王子市 高級呉服　仲屋呉服店　仲屋呉服店 小売業 衣料品 5%

78,844 東京都 八王子市 ＲａｂｂｉｔＪａｐａｎ サービス その他サービス 5%

78,845 東京都 八王子市 珈琲倶楽部　田 サービス 飲食業 5%

78,846 東京都 八王子市 コーヒーライブ 小売業 食料品 5%

78,847 東京都 八王子市 コーヒーライブ　コーヒーライブ 小売業 食料品 5%

78,848 東京都 八王子市 ＧｏｌｄＢｅｒｒｙ サービス 理容・美容業 5%

78,849 東京都 八王子市 こころ味あじなお サービス 飲食業 5%

78,850 東京都 八王子市 小太郎 八王子店 サービス 飲食業 5%

78,851 東京都 八王子市 小手川和光 小売業 その他小売 5%

78,852 東京都 八王子市 コバック　八王子山田店 サービス その他サービス 5%

78,853 東京都 八王子市 小林友博税理士事務所 サービス その他サービス 5%

78,854 東京都 八王子市 こふく サービス 飲食業 5%

78,855 東京都 八王子市 コマショップ 小売業 衣料品 5%

78,856 東京都 八王子市 独楽寿司楢原店 サービス 飲食業 5%

78,857 東京都 八王子市 独楽寿司八王子店 サービス 飲食業 5%

78,858 東京都 八王子市 独楽寿司めじろ台店 サービス 飲食業 5%

78,859 東京都 八王子市 ごま処　権現茶屋 サービス 飲食業 5%

78,860 東京都 八王子市 小麦工房メリッサ サービス 飲食業 5%

78,861 東京都 八王子市 米蔵人 城定米店 本店 小売業 食料品 5%

78,862 東京都 八王子市 こりトリはうす サービス 理容・美容業 5%

78,863 東京都 八王子市 御陵ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

78,864 東京都 八王子市 ＣＯＬＴＡ サービス 飲食業 5%

78,865 東京都 八王子市 ｋｏｒｅｎａｎｄａ？ 小売業 衣料品 5%

78,866 東京都 八王子市 金剛堂　東京本店 小売業 家具・調度品 5%

78,867 東京都 八王子市 ＴＨＥ　ＧＵＬＬＩＶＥＲ サービス 飲食業 5%

78,868 東京都 八王子市 ＴＨＥ　ＧＵＬＬＩＶＥＲ サービス 飲食業 5%

78,869 東京都 八王子市 再来 再来 小売業 その他小売 5%

78,870 東京都 八王子市 さいくるさあびすＮＯ　１ 小売業 その他小売 5%

78,871 東京都 八王子市 サイクルワークス　マツザキ 小売業 その他小売 5%

78,872 東京都 八王子市 サイクルワークス　マツザキ 小売業 その他小売 5%

78,873 東京都 八王子市 サエラミュゼ サービス 理容・美容業 5%

78,874 東京都 八王子市 さがみ交通八王子 サービス その他サービス 5%

78,875 東京都 八王子市 ザ・ガリバー サービス 飲食業 5%

78,876 東京都 八王子市 サクセスオートＯＮＩＸ滝山店 小売業 その他小売 5%
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78,877 東京都 八王子市 ＳＡＫＵＲＡＹＡ ＦＯＲ ＭＥ ＳＡＫＵＲＡＹＡ ＦＯＲ ＭＥ 京王八王子店 小売業 その他小売 5%

78,878 東京都 八王子市 ザ　ビー八王子　ザ　ビー八王子 サービス 宿泊業 5%

78,879 東京都 八王子市 サロン・ド・ファミーユ 小売業 衣料品 5%

78,880 東京都 八王子市 ｓａｌｏｎＡＢＡ サービス 理容・美容業 5%

78,881 東京都 八王子市 サロン　ド　アヴァンセ サービス その他サービス 5%

78,882 東京都 八王子市 Ｓａｌｏｎｄｅｋｉｌｕｃｋ サービス 理容・美容業 5%

78,883 東京都 八王子市 三晃堂　ＳＫＤ　ＮＥＴＷＯＲＫ　三晃堂　ＳＫＤ　ＮＥＴＷＯＲＫ サービス その他サービス 5%

78,884 東京都 八王子市 三晃堂ＳＫＤＮＥＴＷＯＲＫ サービス その他サービス 5%

78,885 東京都 八王子市 さんたま南大沢店 サービス 飲食業 5%

78,886 東京都 八王子市 サンドイッチハウスメルヘン西八王子店 小売業 食料品 5%

78,887 東京都 八王子市 三徳南大沢店 小売業 食料品 5%

78,888 東京都 八王子市 サンホテル八王子 サービス 宿泊業 5%

78,889 東京都 八王子市 サンホテル八王子 サービス 宿泊業 5%

78,890 東京都 八王子市 三和交通アプリ　三和交通八王子営業所 サービス その他サービス 5%

78,891 東京都 八王子市 三和薬品 小売業 その他小売 5%

78,892 東京都 八王子市 三和薬品 小売業 その他小売 5%

78,893 東京都 八王子市 シーズイン八王子 サービス 宿泊業 5%

78,894 東京都 八王子市 ｃ．ｄ．ｓ サービス 理容・美容業 5%

78,895 東京都 八王子市 Ｓｙｅａｄ サービス 理容・美容業 5%

78,896 東京都 八王子市 ｇｉｎａ【ジーナ】 サービス 理容・美容業 5%

78,897 東京都 八王子市 ＪＥＹＥＳメガネ八王子みなみ野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

78,898 東京都 八王子市 ＪＡ八王子　園芸センター 小売業 食料品 5%

78,899 東京都 八王子市 ＪＡ八王子　経済センター川口 小売業 食料品 5%

78,900 東京都 八王子市 ＪＡ八王子　経済センターふれあい市場 小売業 食料品 5%

78,901 東京都 八王子市 ジェットセット有限会社 小売業 その他小売 5%

78,902 東京都 八王子市 ジェラテリア　レガリーノ サービス 飲食業 5%

78,903 東京都 八王子市 四季楽　八王子店 サービス その他サービス 5%

78,904 東京都 八王子市 重宗玉緒 小売業 衣料品 5%

78,905 東京都 八王子市 Ｇｉ－３Ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

78,906 東京都 八王子市 シナリーコパ サービス その他サービス 5%

78,907 東京都 八王子市 澁谷ジム サービス その他サービス 5%

78,908 東京都 八王子市 清水中世史研究所 サービス その他サービス 5%

78,909 東京都 八王子市 ＳＨＩＭＯ代行 サービス 運輸業 5%

78,910 東京都 八王子市 シモダディスカウントセンター　八王子店 小売業 食料品 5%

78,911 東京都 八王子市 シャーロックホームズ サービス 飲食業 5%

78,912 東京都 八王子市 シャイニング・レコーズエンタテインメント サービス その他サービス 5%

78,913 東京都 八王子市 株式会社シャインライフ 小売業 その他小売 5%

78,914 東京都 八王子市 ｊａｓｍｉｎｅｍａｓｃｏｔ 小売業 衣料品 5%

78,915 東京都 八王子市 シャノアール京王八王子店 サービス 飲食業 5%

78,916 東京都 八王子市 しゃぼん玉　東京ウエスト 小売業 その他小売 5%

78,917 東京都 八王子市 ジャンクロード・ビギン サービス 理容・美容業 5%

78,918 東京都 八王子市 ＳＨＵＥＩ　シューエイオンラインストア 小売業 その他小売 5%
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78,919 東京都 八王子市 シューエイ　八王子営業所 小売業 その他小売 5%

78,920 東京都 八王子市 手芸センタードリーム　八王子みなみ野店 小売業 その他小売 5%

78,921 東京都 八王子市 手芸センタードリーム　南大沢店 小売業 その他小売 5%

78,922 東京都 八王子市 手芸センタードリーム八王子みな 小売業 その他小売 5%

78,923 東京都 八王子市 シューズスクエア　八王子店 小売業 衣料品 5%

78,924 東京都 八王子市 シューズスクエア　みなみ野店 小売業 衣料品 5%

78,925 東京都 八王子市 首都大学生協　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

78,926 東京都 八王子市 首都大学生協　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

78,927 東京都 八王子市 首都大学生協　食堂 サービス その他サービス 5%

78,928 東京都 八王子市 旬・鮮・和膳　藤 サービス 飲食業 5%

78,929 東京都 八王子市 株式会社シライシ　西東京営業所 小売業 その他小売 5%

78,930 東京都 八王子市 城山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

78,931 東京都 八王子市 眞一館宇津木亭 サービス 飲食業 5%

78,932 東京都 八王子市 しん月 サービス 飲食業 5%

78,933 東京都 八王子市 新健勝苑八王子店 小売業 衣料品 5%

78,934 東京都 八王子市 有限会社アガワ サービス その他サービス 5%

78,935 東京都 八王子市 ｊｉｎｄａｉｊｉｍｏｕｎｔａｉｎｗｏｒｋｓ 小売業 その他小売 5%

78,936 東京都 八王子市 シンボリック サービス その他サービス 5%

78,937 東京都 八王子市 Ｏｐｔｉｍｙｓｔｉｋ 小売業 衣料品 5%

78,938 東京都 八王子市 Ｓｗｅｅｋｅｓ　八王子 サービス 飲食業 5%

78,939 東京都 八王子市 末広屋　有限会社小池商店 小売業 食料品 5%

78,940 東京都 八王子市 優流 サービス その他サービス 5%

78,941 東京都 八王子市 すし処海えん サービス 飲食業 5%

78,942 東京都 八王子市 ＳＵＺＵＴＡＮ南大沢ヨーカドー店 小売業 衣料品 5%

78,943 東京都 八王子市 スタジオＡＢＲ　北野店 サービス その他サービス 5%

78,944 東京都 八王子市 スタジオジャンパート　店 サービス 理容・美容業 5%

78,945 東京都 八王子市 ｓｔｕｄｉｏ　ＭＩＮＴ　ｄｅ　ｐｈｏｔｏ サービス その他サービス 5%

78,946 東京都 八王子市 ＳｔｕｄｉｏＲｏｓａｒｉｕｍ サービス その他サービス 5%

78,947 東京都 八王子市 すたみな太郎ＮＥＸＴ　八王子店 サービス 飲食業 5%

78,948 東京都 八王子市 すたみな太郎八王子堀之内店 サービス 飲食業 5%

78,949 東京都 八王子市 ステーキ　和 サービス 飲食業 5%

78,950 東京都 八王子市 スノードロップ 小売業 衣料品 5%

78,951 東京都 八王子市 スピンギア西八王子店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

78,952 東京都 八王子市 ｓｍｉｌｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

78,953 東京都 八王子市 澄花 サービス 飲食業 5%

78,954 東京都 八王子市 炭火食菜　まる サービス 飲食業 5%

78,955 東京都 八王子市 炭火食菜　まる サービス 飲食業 5%

78,956 東京都 八王子市 駿河 サービス 飲食業 5%

78,957 東京都 八王子市 誠秀技建 サービス その他サービス 5%

78,958 東京都 八王子市 整体サロン　らっく楽屋 サービス その他サービス 5%

78,959 東京都 八王子市 整体サロン　らっく楽屋 サービス その他サービス 5%

78,960 東京都 八王子市 西都ヤクルト販売 桜ヶ丘センター 小売業 食料品 5%
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78,961 東京都 八王子市 西都ヤクルト販売 稲城センター 小売業 食料品 5%

78,962 東京都 八王子市 西都ヤクルト販売 高幡センター 小売業 食料品 5%

78,963 東京都 八王子市 西都ヤクルト販売 立川北口センター 小売業 食料品 5%

78,964 東京都 八王子市 西都ヤクルト販売 昭島センター 小売業 食料品 5%

78,965 東京都 八王子市 西都ヤクルト販売 拝島センター 小売業 食料品 5%

78,966 東京都 八王子市 西都ヤクルト販売 国立西センター 小売業 食料品 5%

78,967 東京都 八王子市 西都ヤクルト販売 高倉センター 小売業 食料品 5%

78,968 東京都 八王子市 西都ヤクルト販売 諏訪センター 小売業 食料品 5%

78,969 東京都 八王子市 西都ヤクルト販売 西八王子センター 小売業 食料品 5%

78,970 東京都 八王子市 西都ヤクルト販売 南大沢センター 小売業 食料品 5%

78,971 東京都 八王子市 西都ヤクルト販売 八王子中央センター 小売業 食料品 5%

78,972 東京都 八王子市 ＳｅｃｏｎｄａＰａｔｒｉａ サービス その他サービス 5%

78,973 東京都 八王子市 ＳＥＶＥＮ＇ＳＲＯＯＭ サービス 飲食業 5%

78,974 東京都 八王子市 セラピールームアンシャンテ サービス 理容・美容業 5%

78,975 東京都 八王子市 ｃｅｒｉａｎ洋菓子店 小売業 食料品 5%

78,976 東京都 八王子市 セリアン洋菓子店 サービス その他サービス 5%

78,977 東京都 八王子市 出光セルフコンコース陣馬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

78,978 東京都 八王子市 セルフ八王子鑓水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

78,979 東京都 八王子市 セレクトショップ　ＴＲＵＥ 小売業 衣料品 5%

78,980 東京都 八王子市 ｚｅｒｏ サービス 飲食業 5%

78,981 東京都 八王子市 ＳＥＮＳＥＳ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ【センシズヘアーデザイン】 サービス 理容・美容業 5%

78,982 東京都 八王子市 ＳＥＮＳＥＳ　ａｎｎｅｘ サービス 理容・美容業 5%

78,983 東京都 八王子市 ＳＯＨＯニューヨーク八王子店 サービス 理容・美容業 5%

78,984 東京都 八王子市 蕎麦　坐忘 サービス 飲食業 5%

78,985 東京都 八王子市 蕎麦処 太光庵 蕎麦処 太光庵 サービス 飲食業 5%

78,986 東京都 八王子市 青空治療院 サービス その他サービス 5%

78,987 東京都 八王子市 ｓｏｒａ　ｈａｉｒ＆ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

78,988 東京都 八王子市 太極治療院 サービス その他サービス 5%

78,989 東京都 八王子市 タイズホーム株式会社 サービス その他サービス 5%

78,990 東京都 八王子市 大東　八王子店 小売業 その他小売 5%

78,991 東京都 八王子市 タイヤショップ　大和田 小売業 その他小売 5%

78,992 東京都 八王子市 セルフ楢原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

78,993 東京都 八王子市 八王子本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

78,994 東京都 八王子市 タイヨー模型 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

78,995 東京都 八王子市 ダイワサイクル　八王子店 小売業 その他小売 5%

78,996 東京都 八王子市 高尾山　ＦｕＭｏｔｏｙＡ サービス 飲食業 5%

78,997 東京都 八王子市 セブン－イレブン高尾山インター店 小売業 食料品 2%

78,998 東京都 八王子市 高尾山トリックアート美術館　高尾山トリックアート美術館 サービス その他サービス 5%

78,999 東京都 八王子市 高木畳店 サービス その他サービス 5%

79,000 東京都 八王子市 タカハシ　片倉町店 小売業 衣料品 5%

79,001 東京都 八王子市 タカハシ　南大沢店 小売業 衣料品 5%

79,002 東京都 八王子市 滝山ネイチャークラブ サービス その他サービス 5%
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79,003 東京都 八王子市 田島自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

79,004 東京都 八王子市 タジマヤ 八王子営業所 サービス その他サービス 5%

79,005 東京都 八王子市 橘屋 小売業 衣料品 5%

79,006 東京都 八王子市 ＴＡＳＳＥ 小売業 その他小売 5%

79,007 東京都 八王子市 株式会社タナカサイクル 小売業 その他小売 5%

79,008 東京都 八王子市 田中幸子 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

79,009 東京都 八王子市 田中屋商店 小売業 衣料品 5%

79,010 東京都 八王子市 多摩液体ガス商会 小売業 その他小売 5%

79,011 東京都 八王子市 多摩ニュータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,012 東京都 八王子市 タマ美容室（南口店） サービス 理容・美容業 5%

79,013 東京都 八王子市 ダンスショップＲｉｏ 小売業 その他小売 5%

79,014 東京都 八王子市 ダンパークリーニングアクロス店 サービス その他サービス 5%

79,015 東京都 八王子市 ダンパークリーニング大船店 サービス その他サービス 5%

79,016 東京都 八王子市 ダンパークリーニング恩方店 サービス その他サービス 5%

79,017 東京都 八王子市 ダンパークリーニング片倉店 サービス その他サービス 5%

79,018 東京都 八王子市 ダンパークリーニング北野店 サービス その他サービス 5%

79,019 東京都 八王子市 ダンパークリーニング諏訪店 サービス その他サービス 5%

79,020 東京都 八王子市 ダンパークリーニング高倉店 サービス その他サービス 5%

79,021 東京都 八王子市 ダンパークリーニング長房店 サービス その他サービス 5%

79,022 東京都 八王子市 ダンパークリーニング楢原店 サービス その他サービス 5%

79,023 東京都 八王子市 ダンパークリーニング西八王子駅南口店 サービス その他サービス 5%

79,024 東京都 八王子市 ダンパークリーニング堀之内店 サービス その他サービス 5%

79,025 東京都 八王子市 ダンパークリーニング本店 サービス その他サービス 5%

79,026 東京都 八王子市 ダンパークリーニングみなみ野店 サービス その他サービス 5%

79,027 東京都 八王子市 ダンパークリーニングゆりのき台店 サービス その他サービス 5%

79,028 東京都 八王子市 ダンパークリーニング横川店 サービス その他サービス 5%

79,029 東京都 八王子市 高尾の自然食品店「地球の木」 小売業 食料品 5%

79,030 東京都 八王子市 竹林 サービス 飲食業 5%

79,031 東京都 八王子市 チバラキ伸太郎酒場 サービス 飲食業 5%

79,032 東京都 八王子市 中央石油　セルフ堀之内 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,033 東京都 八王子市 中央大学生協　売店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

79,034 東京都 八王子市 中華そば松葉 サービス 飲食業 5%

79,035 東京都 八王子市 千代田ホテル サービス 宿泊業 5%

79,036 東京都 八王子市 ＴＵＢＯ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

79,037 東京都 八王子市 月の島八王子店もんじゃ焼き・お好み焼き サービス 飲食業 5%

79,038 東京都 八王子市 漬物の十一屋ジャパン 株式会社十一屋ジャパン 小売業 食料品 5%

79,039 東京都 八王子市 辻むら サービス 飲食業 5%

79,040 東京都 八王子市 ツールオフ　八王子店 小売業 その他小売 5%

79,041 東京都 八王子市 ＴＲＳ 小売業 その他小売 5%

79,042 東京都 八王子市 ティーコジー　ティーコジー 小売業 食料品 5%

79,043 東京都 八王子市 Ｔ－ＷＯＲＫＳ 小売業 その他小売 5%

79,044 東京都 八王子市 セブン－イレブン帝京大前店 小売業 食料品 2%
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79,045 東京都 八王子市 ＤｅｖｏｔｉｏｎＮａｉＬ八王子店 サービス 理容・美容業 5%

79,046 東京都 八王子市 手打ち蕎麦　つくし家 サービス 飲食業 5%

79,047 東京都 八王子市 テクニカルサ－ビス・オ－ビット 小売業 その他小売 5%

79,048 東京都 八王子市 サロンドラベルファム サービス 理容・美容業 5%

79,049 東京都 八王子市 電化ハウスヤマカワ 小売業 電化製品 5%

79,050 東京都 八王子市 ＴＯＵＭＡＩ サービス 飲食業 5%

79,051 東京都 八王子市 ＴＵＯ　工学院生協　八王子食堂 サービス その他サービス 5%

79,052 東京都 八王子市 Ｔｕｏ　東京高専生協購買書籍部 サービス その他サービス 5%

79,053 東京都 八王子市 東京・銀座リエジュ　コピオ北野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

79,054 東京都 八王子市 セブン－イレブン東京医科大学八王子医療センター店 小売業 食料品 2%

79,055 東京都 八王子市 東京インターカレッジコープ　八王子店 サービス その他サービス 5%

79,056 東京都 八王子市 東京高専生協購買書籍部 サービス その他サービス 5%

79,057 東京都 八王子市 東京薬科大学生協購買書籍 サービス その他サービス 5%

79,058 東京都 八王子市 東京薬科大学生協　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

79,059 東京都 八王子市 東京薬科大学生協　食堂部 サービス その他サービス 5%

79,060 東京都 八王子市 童具店南大沢 小売業 家具・調度品 5%

79,061 東京都 八王子市 東匠 小売業 その他小売 5%

79,062 東京都 八王子市 ドウラクダキッチン サービス 飲食業 5%

79,063 東京都 八王子市 TRUE サービス 飲食業 5%

79,064 東京都 八王子市 TRUE サービス 飲食業 5%

79,065 東京都 八王子市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八王子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,066 東京都 八王子市 ＴＯＣＯＢＡＲ サービス 理容・美容業 5%

79,067 東京都 八王子市 ドスパラ八王子店 小売業 その他小売 5%

79,068 東京都 八王子市 栃木家石材店　八王子支店 小売業 その他小売 5%

79,069 東京都 八王子市 とちの木薬局 小売業 その他小売 5%

79,070 東京都 八王子市 ｄｏｇｌｉｋｅ＠ｓａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

79,071 東京都 八王子市 杜々 サービス 飲食業 5%

79,072 東京都 八王子市 となりわダイニング６８ サービス 飲食業 5%

79,073 東京都 八王子市 鳶・土木斉藤 サービス その他サービス 5%

79,074 東京都 八王子市 戸吹鮨忠 本店 サービス 飲食業 5%

79,075 東京都 八王子市 ＴＯＭＯＥｘｐｒｅｓｓＳｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

79,076 東京都 八王子市 富山県氷見漁港直送　山本鮮魚店 小売業 食料品 5%

79,077 東京都 八王子市 ＤＯＲＡＭＡ　南大沢店 サービス その他サービス 5%

79,078 東京都 八王子市 ＤＯＲＡＭＡ　めじろ台店 サービス その他サービス 5%

79,079 東京都 八王子市 ドラマ高倉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

79,080 東京都 八王子市 ドラマ八王子高倉店 サービス その他サービス 5%

79,081 東京都 八王子市 ドラマ野猿店 サービス その他サービス 5%

79,082 東京都 八王子市 ＴＲＥＣＥＮＴＯ八王子 サービス 理容・美容業 5%

79,083 東京都 八王子市 とん丸 サービス 飲食業 5%

79,084 東京都 八王子市 長尾建 サービス その他サービス 5%

79,085 東京都 八王子市 中川商店 小売業 衣料品 5%

79,086 東京都 八王子市 中込畳店 サービス その他サービス 5%
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79,087 東京都 八王子市 中清 サービス 飲食業 5%

79,088 東京都 八王子市 ナカノ洋品店 小売業 その他小売 5%

79,089 東京都 八王子市 仲屋商事有限会社 小売業 衣料品 5%

79,090 東京都 八王子市 ＮＡＫＡＹＡＭＡＤＲＵＧ 小売業 その他小売 5%

79,091 東京都 八王子市 灘や／稲佐 サービス 飲食業 5%

79,092 東京都 八王子市 ＮＡＴＵＲＡＬＢＥＡＵＴＹＣＲＥＢＩＡ サービス 理容・美容業 5%

79,093 東京都 八王子市 ナトリ屋洋品店 小売業 衣料品 5%

79,094 東京都 八王子市 七彩 サービス その他サービス 5%

79,095 東京都 八王子市 奈良獣医科病院　奈良獣医科病院 サービス その他サービス 5%

79,096 東京都 八王子市 Ｎａｒｕｋａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

79,097 東京都 八王子市 なんやかんや サービス その他サービス 5%

79,098 東京都 八王子市 ２４８ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

79,099 東京都 八王子市 有限会社赤坂商店 小売業 その他小売 5%

79,100 東京都 八王子市 肉の山本 サービス 飲食業 5%

79,101 東京都 八王子市 セブン－イレブン西八王子駅南口店 小売業 食料品 2%

79,102 東京都 八王子市 ２４時間ｉＰｈｏｎｅ修理ｌａｂｏ サービス その他サービス 5%

79,103 東京都 八王子市 大問屋西東京 サービス その他サービス 5%

79,104 東京都 八王子市 日個連　石坂タクシー サービス 運輸業 5%

79,105 東京都 八王子市 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

79,106 東京都 八王子市 日個連　岩下タクシー サービス 運輸業 5%

79,107 東京都 八王子市 日個連　栫タクシー サービス 運輸業 5%

79,108 東京都 八王子市 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

79,109 東京都 八王子市 日個連　上村タクシー サービス 運輸業 5%

79,110 東京都 八王子市 日個連　小ヶ倉タクシー サービス 運輸業 5%

79,111 東京都 八王子市 日個連　古尾谷タクシー サービス 運輸業 5%

79,112 東京都 八王子市 日個連　小山タクシー サービス 運輸業 5%

79,113 東京都 八王子市 日個連　志村タクシー サービス 運輸業 5%

79,114 東京都 八王子市 日個連　関口タクシー サービス 運輸業 5%

79,115 東京都 八王子市 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

79,116 東京都 八王子市 日個連　茄子野タクシー サービス 運輸業 5%

79,117 東京都 八王子市 日個連　沼田タクシー サービス 運輸業 5%

79,118 東京都 八王子市 日個連　原タクシー サービス 運輸業 5%

79,119 東京都 八王子市 日個連　原田タクシー サービス 運輸業 5%

79,120 東京都 八王子市 日個連　深谷タクシー サービス 運輸業 5%

79,121 東京都 八王子市 日個連　藤田タクシー サービス 運輸業 5%

79,122 東京都 八王子市 日個連　三品タクシー サービス 運輸業 5%

79,123 東京都 八王子市 日個連　味田村タクシー サービス 運輸業 5%

79,124 東京都 八王子市 日個連　宮崎タクシー サービス 運輸業 5%

79,125 東京都 八王子市 日個連　宗像タクシー サービス 運輸業 5%

79,126 東京都 八王子市 日個連　村元タクシー サービス 運輸業 5%

79,127 東京都 八王子市 日個連　山川タクシー サービス 運輸業 5%

79,128 東京都 八王子市 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%
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79,129 東京都 八王子市 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

79,130 東京都 八王子市 ニッセンシェイプ・サロン　ＣＲＥＳＴ 小売業 衣料品 5%

79,131 東京都 八王子市 有限会社二宮商店 小売業 衣料品 5%

79,132 東京都 八王子市 日本仲人協会八王子東・多摩センター支部 サービス その他サービス 5%

79,133 東京都 八王子市 Ｎａｉｌ Ｓａｌｏｎ Ｄｉｖａ 八王子店 サービス 理容・美容業 5%

79,134 東京都 八王子市 ＮａｉｌＳａｌｏｎｅｌｎａ サービス 理容・美容業 5%

79,135 東京都 八王子市 音色 サービス 理容・美容業 5%

79,136 東京都 八王子市 ネクストゲート サービス その他サービス 5%

79,137 東京都 八王子市 根来商店 有限会社根来商店 小売業 その他小売 5%

79,138 東京都 八王子市 ｎｅｂｕｌａｖｏ 小売業 衣料品 5%

79,139 東京都 八王子市 呑み喰い処　かふ～ サービス 飲食業 5%

79,140 東京都 八王子市 バースデイ　バースデイ　高尾店 サービス 理容・美容業 5%

79,141 東京都 八王子市 バーバーショップエイト サービス 理容・美容業 5%

79,142 東京都 八王子市 ハープス 小売業 その他小売 5%

79,143 東京都 八王子市 ハーフバックス堀之内 サービス 理容・美容業 5%

79,144 東京都 八王子市 Ｂａｒ＆Ｌｏｕｎｇｅ　Ｚｅｒｏ サービス 飲食業 5%

79,145 東京都 八王子市 はいから亭　八王子堀之内店　１０８２ サービス 飲食業 5%

79,146 東京都 八王子市 バイクショップジャイロ屋 小売業 その他小売 5%

79,147 東京都 八王子市 ＰＡＯ　八王子店 小売業 その他小売 5%

79,148 東京都 八王子市 ＰＡＯ 堀之内店 小売業 その他小売 5%

79,149 東京都 八王子市 パークサイドカフェバーゼル 小売業 食料品 5%

79,150 東京都 八王子市 ｐａｓ　ａ　ｐａｓ　【パザパ】 サービス 理容・美容業 5%

79,151 東京都 八王子市 ＢＡＲ　深海魚 サービス 飲食業 5%

79,152 東京都 八王子市 バーゼル高倉店 小売業 食料品 5%

79,153 東京都 八王子市 バーゼル富士森公園店 小売業 食料品 5%

79,154 東京都 八王子市 パタティパタタ サービス 理容・美容業 5%

79,155 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子旭町店 小売業 食料品 2%

79,156 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子石川中入口店 小売業 食料品 2%

79,157 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子石川町店 小売業 食料品 2%

79,158 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子石川西店 小売業 食料品 2%

79,159 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子犬目店 小売業 食料品 2%

79,160 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子犬目西店 小売業 食料品 2%

79,161 東京都 八王子市 八王子インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,162 東京都 八王子市 八王子インタ―入口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,163 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子インター北店 小売業 食料品 2%

79,164 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子インター南店 小売業 食料品 2%

79,165 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子上野町店 小売業 食料品 2%

79,166 東京都 八王子市 八王子営業所 サービス その他サービス 5%

79,167 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子駅南店 小売業 食料品 2%

79,168 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子榎木店 小売業 食料品 2%

79,169 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子大塚店 小売業 食料品 2%

79,170 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子大和田７丁目店 小売業 食料品 2%
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79,171 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子大和田２丁目店 小売業 食料品 2%

79,172 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子片倉駅北口店 小売業 食料品 2%

79,173 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子片倉南店 小売業 食料品 2%

79,174 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子川口町東店 小売業 食料品 2%

79,175 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子北口店 小売業 食料品 2%

79,176 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子絹ヶ丘１丁目店 小売業 食料品 2%

79,177 東京都 八王子市 八王子急便 サービス 運輸業 5%

79,178 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子久保山１丁目店 小売業 食料品 2%

79,179 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子桑並木通り店 小売業 食料品 2%

79,180 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子京王片倉店 小売業 食料品 2%

79,181 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子小比企東店 小売業 食料品 2%

79,182 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子小宮店 小売業 食料品 2%

79,183 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子子安３丁目店 小売業 食料品 2%

79,184 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子サザンスカイタワー店 小売業 食料品 2%

79,185 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子散田１丁目店 小売業 食料品 2%

79,186 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子散田５丁目店 小売業 食料品 2%

79,187 東京都 八王子市 八王子山王病院売店 小売業 その他小売 5%

79,188 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子下柚木西店 小売業 食料品 2%

79,189 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子下柚木２丁目店 小売業 食料品 2%

79,190 東京都 八王子市 八王子スカイホテル サービス 宿泊業 5%

79,191 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子せきば店 小売業 食料品 2%

79,192 東京都 八王子市 八王子セントラルＳＳ　株式会社カーライフハギワラ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,193 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子大楽寺店 小売業 食料品 2%

79,194 東京都 八王子市 セブンーイレブン八王子高尾駅南口店 小売業 食料品 2%

79,195 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子高倉町店 小売業 食料品 2%

79,196 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子高倉南店 小売業 食料品 2%

79,197 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子田島橋店 小売業 食料品 2%

79,198 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子館町店 小売業 食料品 2%

79,199 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子丹木町店 小売業 食料品 2%

79,200 東京都 八王子市 八王子中央自動車学校 サービス その他サービス 5%

79,201 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子中央図書館前店 小売業 食料品 2%

79,202 東京都 八王子市 八王子店　シモダディスカウントセンター 小売業 食料品 5%

79,203 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子長沼東店 小売業 食料品 2%

79,204 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子中野山王１丁目店 小売業 食料品 2%

79,205 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子長房町店 小売業 食料品 2%

79,206 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子楢原店 小売業 食料品 2%

79,207 東京都 八王子市 八王子新堀ギター音楽院 サービス その他サービス 5%

79,208 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子西片倉３丁目店 小売業 食料品 2%

79,209 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子西寺方店 小売業 食料品 2%

79,210 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子弐分方町店 小売業 食料品 2%

79,211 東京都 八王子市 八王子の車の修理屋さん サービス その他サービス 5%

79,212 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子狭間町店 小売業 食料品 2%
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79,213 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子東中野店 小売業 食料品 2%

79,214 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子東楢原店 小売業 食料品 2%

79,215 東京都 八王子市 八王子補聴器相談室 サービス その他サービス 5%

79,216 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子堀之内３丁目店 小売業 食料品 2%

79,217 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子堀之内店 小売業 食料品 2%

79,218 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子松木店 小売業 食料品 2%

79,219 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子マルベリーブリッジ店 小売業 食料品 2%

79,220 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子南大沢店 小売業 食料品 2%

79,221 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子みなみ野駅前店 小売業 食料品 2%

79,222 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子みなみ野５丁目店 小売業 食料品 2%

79,223 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子みなみ野シティ店 小売業 食料品 2%

79,224 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子宮下町店 小売業 食料品 2%

79,225 東京都 八王子市 八王子美山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,226 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子明神町３丁目店 小売業 食料品 2%

79,227 東京都 八王子市 八王子メガネ 小売業 その他小売 5%

79,228 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子元本郷３丁目店 小売業 食料品 2%

79,229 東京都 八王子市 セブンーイレブン八王子元本郷町店 小売業 食料品 2%

79,230 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子元横山２丁目店 小売業 食料品 2%

79,231 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子谷野町店 小売業 食料品 2%

79,232 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子由木中央店 小売業 食料品 2%

79,233 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子ユーロード店 小売業 食料品 2%

79,234 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子八日町５丁目店 小売業 食料品 2%

79,235 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子八日町店 小売業 食料品 2%

79,236 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子横川東店 小売業 食料品 2%

79,237 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子横山町店 小売業 食料品 2%

79,238 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子四谷町店 小売業 食料品 2%

79,239 東京都 八王子市 セブン－イレブン八王子万町店 小売業 食料品 2%

79,240 東京都 八王子市 ８８ｂａｋｅｒｙ 小売業 食料品 5%

79,241 東京都 八王子市 パティスリーメゾンドゥース 小売業 食料品 5%

79,242 東京都 八王子市 Ｈｅａｒｔｉｍ　八王子 サービス 理容・美容業 5%

79,243 東京都 八王子市 バディワークス サービス その他サービス 5%

79,244 東京都 八王子市 花 サービス 飲食業 5%

79,245 東京都 八王子市 パナピット　あまの 小売業 電化製品 5%

79,246 東京都 八王子市 パナピットこやまでんき 小売業 電化製品 5%

79,247 東京都 八王子市 パナピットしもとり 小売業 電化製品 5%

79,248 東京都 八王子市 パナピットヒヨシ 小売業 電化製品 5%

79,249 東京都 八王子市 パナピットフジタ 小売業 電化製品 5%

79,250 東京都 八王子市 パナピット　みやかわ 小売業 電化製品 5%

79,251 東京都 八王子市 浜寿し サービス 飲食業 5%

79,252 東京都 八王子市 バランスビュー匠多摩センター サービス 理容・美容業 5%

79,253 東京都 八王子市 ｐａｌｉｓａ 小売業 家具・調度品 5%

79,254 東京都 八王子市 パルタナカ 小売業 電化製品 5%
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79,255 東京都 八王子市 パルテンツァ サービス 飲食業 5%

79,256 東京都 八王子市 ＨａｒｅＴｅｒｕ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

79,257 東京都 八王子市 パン工房グートワーズ 小売業 食料品 5%

79,258 東京都 八王子市 ＰＩＥＭＯＮＴＥ サービス 飲食業 5%

79,259 東京都 八王子市 株式会社東日本設備 サービス その他サービス 5%

79,260 東京都 八王子市 Ｂｉｇｕｉｎｅ南大沢　Ｂｉｇｕｉｎｅ南大沢　メイク サービス 理容・美容業 5%

79,261 東京都 八王子市 ひぐち化粧品店 小売業 その他小売 5%

79,262 東京都 八王子市 美コンシャス 小売業 その他小売 5%

79,263 東京都 八王子市 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｖａｇａｂｏｎｄ サービス 飲食業 5%

79,264 東京都 八王子市 ビストロ我流 サービス 飲食業 5%

79,265 東京都 八王子市 ビストロボンクール サービス 飲食業 5%

79,266 東京都 八王子市 飛騨の里　八王子店 サービス 飲食業 5%

79,267 東京都 八王子市 ＢＩＧＢＥＡＲ サービス その他サービス 5%

79,268 東京都 八王子市 美容室　ｏｒａｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

79,269 東京都 八王子市 美容室あそう君　美容室あそうくん サービス 理容・美容業 5%

79,270 東京都 八王子市 美容室アン、ドゥ サービス 理容・美容業 5%

79,271 東京都 八王子市 美容室クィーンⅡ サービス 理容・美容業 5%

79,272 東京都 八王子市 美容室ハシモト サービス 理容・美容業 5%

79,273 東京都 八王子市 美容室　パタティパタタ サービス 理容・美容業 5%

79,274 東京都 八王子市 美容室プライム サービス 理容・美容業 5%

79,275 東京都 八王子市 平本タクシー サービス 運輸業 5%

79,276 東京都 八王子市 ビリーザキッド八王子 サービス 飲食業 5%

79,277 東京都 八王子市 ファンナップネイチャー サービス その他サービス 5%

79,278 東京都 八王子市 ＢｏｏＭ　ｈａｉｒ　みなみ野店 サービス 理容・美容業 5%

79,279 東京都 八王子市 ブーランジェリーアツシ 小売業 食料品 5%

79,280 東京都 八王子市 フェニックスサポート サービス 運輸業 5%

79,281 東京都 八王子市 フォトスタジオプリンセス八王子店 サービス その他サービス 5%

79,282 東京都 八王子市 福島履物店 小売業 衣料品 5%

79,283 東京都 八王子市 福徳元本郷店　福徳元本郷店 サービス 飲食業 5%

79,284 東京都 八王子市 ｐｕｋｕ　ｐｕｋｕ サービス 飲食業 5%

79,285 東京都 八王子市 ふじむら珈琲 サービス 飲食業 5%

79,286 東京都 八王子市 ｐｅｔｉｔｆａｍｉｌｌｅ サービス その他サービス 5%

79,287 東京都 八王子市 ブックス　タマ　八王子店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

79,288 東京都 八王子市 ブラッキー八王子店 サービス 理容・美容業 5%

79,289 東京都 八王子市 Ｆｒａｎｇｉｐａｎｉ サービス 理容・美容業 5%

79,290 東京都 八王子市 ブリアント　八王子店 サービス 理容・美容業 5%

79,291 東京都 八王子市 ＢＬｉＣＣ【ブリック】 サービス 理容・美容業 5%

79,292 東京都 八王子市 ＢＬｉＣＣ サービス 理容・美容業 5%

79,293 東京都 八王子市 Ｐｒｉｍａラヴィエ サービス 理容・美容業 5%

79,294 東京都 八王子市 フルコンプ八王子店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

79,295 東京都 八王子市 Ｂｕｌｌ　ｓ　Ｃｏｆｆｅｅ 小売業 食料品 5%

79,296 東京都 八王子市 フルブルーム 小売業 電化製品 5%

1890



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

79,297 東京都 八王子市 ｆｕｌｌｂｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

79,298 東京都 八王子市 プレミアムリカーズ サービス 飲食業 5%

79,299 東京都 八王子市 八王子みなみ野高圧洗浄 サービス その他サービス 5%

79,300 東京都 八王子市 ヘアアトリエルフェリ サービス 理容・美容業 5%

79,301 東京都 八王子市 ＨＡＩＲ　ＭＩＺＵＫＯＳＨＩ サービス 理容・美容業 5%

79,302 東京都 八王子市 ＨＡＩＲ　ＡＩＣＩＳ サービス 理容・美容業 5%

79,303 東京都 八王子市 Ｈａ＆Ｎａｇｏｍｉ　ＴｏＭａｓ サービス 理容・美容業 5%

79,304 東京都 八王子市 ヘアーサロン　クシダ サービス 理容・美容業 5%

79,305 東京都 八王子市 ヘアーサロン　ＳＡＩＴＯ サービス 理容・美容業 5%

79,306 東京都 八王子市 ヘアーサロンオリジネ サービス 理容・美容業 5%

79,307 東京都 八王子市 ヘアーサロンクシダ サービス 理容・美容業 5%

79,308 東京都 八王子市 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎｄａＧｉｇｉ サービス 理容・美容業 5%

79,309 東京都 八王子市 ｈａｉｒｈｅａｒｔｓ ｈａｉｒ ｈｅａｒｔｓ サービス 理容・美容業 5%

79,310 東京都 八王子市 ヘアーハーツ サービス 理容・美容業 5%

79,311 東京都 八王子市 Ｈａｉｒ　ｈｙｍ サービス 理容・美容業 5%

79,312 東京都 八王子市 ＨａｉｒａｎｄＮａｉｌＢｅｊｕｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

79,313 東京都 八王子市 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ａｒｓ サービス 理容・美容業 5%

79,314 東京都 八王子市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｓａｌｖｅ！ サービス 理容・美容業 5%

79,315 東京都 八王子市 ヘアサロンミラー ヘアサロンミラー 八王子店 サービス 理容・美容業 5%

79,316 東京都 八王子市 ヘアサロンミラー ヘアサロンミラー 八王子店 アイラッシュルーム サービス 理容・美容業 5%

79,317 東京都 八王子市 ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　ＭＥＬＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%

79,318 東京都 八王子市 ヘアメイクアッシュ京王八王子店 サービス 理容・美容業 5%

79,319 東京都 八王子市 ヘアメイクアッシュ　八王子北口店 サービス 理容・美容業 5%

79,320 東京都 八王子市 ヘアリゾートジャン サービス 理容・美容業 5%

79,321 東京都 八王子市 ベーカリー カフェ ＫＯＧＵＭＡ 八王子店 小売業 食料品 5%

79,322 東京都 八王子市 合同会社ベストティント サービス その他サービス 5%

79,323 東京都 八王子市 ペットエコ　多摩　本店 小売業 その他小売 5%

79,324 東京都 八王子市 ヘナ・ファクトリー　八王子店 サービス 理容・美容業 5%

79,325 東京都 八王子市 ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ ＫＡＺＵ ヘアーサロンカズ サービス 理容・美容業 5%

79,326 東京都 八王子市 ベローチェ八王子店 サービス 飲食業 5%

79,327 東京都 八王子市 便利生活創造サービス サービス その他サービス 5%

79,328 東京都 八王子市 防長建設株式会社 サービス その他サービス 5%

79,329 東京都 八王子市 ほぐし屋本舗 サービス その他サービス 5%

79,330 東京都 八王子市 ｂｏｓｔｏｎ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

79,331 東京都 八王子市 ＢＯＤＹ　ＳＨＯＰ　エムテック サービス その他サービス 5%

79,332 東京都 八王子市 ホテル　ドルフィン サービス 宿泊業 5%

79,333 東京都 八王子市 ｂｏｍｓ　高尾店 サービス 理容・美容業 5%

79,334 東京都 八王子市 ホライズン　八王子駅前店 小売業 その他小売 5%

79,335 東京都 八王子市 ホライズン　八王子駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

79,336 東京都 八王子市 ｐｏｒｉｔｏｒｉｅ 小売業 衣料品 5%

79,337 東京都 八王子市 株式会社堀之内出版 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

79,338 東京都 八王子市 ホンダカーズ八王子南 サービス その他サービス 5%
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79,339 東京都 八王子市 ポンパドウル　八王子店 小売業 食料品 5%

79,340 東京都 八王子市 マアクン 小売業 衣料品 5%

79,341 東京都 八王子市 マアクン　高尾店 小売業 衣料品 5%

79,342 東京都 八王子市 マアクン　西八王子店 小売業 衣料品 5%

79,343 東京都 八王子市 マクドナルド片柳学園店 サービス 飲食業 2%

79,344 東京都 八王子市 マクドナルド北野店 サービス 飲食業 2%

79,345 東京都 八王子市 マクドナルドぐりーんうぉーく多摩店 サービス 飲食業 2%

79,346 東京都 八王子市 マクドナルド京王八王子店 サービス 飲食業 2%

79,347 東京都 八王子市 マクドナルド１６号八王子店 サービス 飲食業 2%

79,348 東京都 八王子市 マクドナルド高尾ダイエー店 サービス 飲食業 2%

79,349 東京都 八王子市 マクドナルド西八王子店 サービス 飲食業 2%

79,350 東京都 八王子市 マクドナルド２０号八王子並木町店 サービス 飲食業 2%

79,351 東京都 八王子市 マクドナルド八王子イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

79,352 東京都 八王子市 マクドナルド八王子宇津木台店 サービス 飲食業 2%

79,353 東京都 八王子市 マクドナルド八王子大和田店 サービス 飲食業 2%

79,354 東京都 八王子市 マクドナルド八王子高倉店 サービス 飲食業 2%

79,355 東京都 八王子市 マクドナルド八王子楢原店 サービス 飲食業 2%

79,356 東京都 八王子市 マクドナルド八王子三崎町店 サービス 飲食業 2%

79,357 東京都 八王子市 マクドナルド八王子みなみ野三和店 サービス 飲食業 2%

79,358 東京都 八王子市 マクドナルド堀之内三和店 サービス 飲食業 2%

79,359 東京都 八王子市 マクドナルド南大沢駅前店 サービス 飲食業 2%

79,360 東京都 八王子市 マクドナルド野猿街道越野店 サービス 飲食業 2%

79,361 東京都 八王子市 まつ毛エクステサロンＦｏｒａｌｌ　ＴＨＥＭＡＲＫＥＴＰＬＡＣＥ八王子店 サービス 理容・美容業 5%

79,362 東京都 八王子市 ＭＡＤＯショップ八王子いちょうホール通り店 小売業 その他小売 5%

79,363 東京都 八王子市 ママイクコ・イトーヨーカドー　南大沢 小売業 その他小売 5%

79,364 東京都 八王子市 マルエイクリーニング サービス その他サービス 5%

79,365 東京都 八王子市 マルカネ サービス その他サービス 5%

79,366 東京都 八王子市 丸善スポーツ 小売業 その他小売 5%

79,367 東京都 八王子市 ｍａｒｕｐｅｉｎｅｔ 小売業 その他小売 5%

79,368 東京都 八王子市 マロウドイン八王子 サービス 宿泊業 5%

79,369 東京都 八王子市 三神牧場 小売業 食料品 5%

79,370 東京都 八王子市 ミシン サービス 理容・美容業 5%

79,371 東京都 八王子市 ミゾグチサイテン サービス その他サービス 5%

79,372 東京都 八王子市 セブン－イレブン南大沢駅前店 小売業 食料品 2%

79,373 東京都 八王子市 みなみ野漢方薬局 小売業 その他小売 5%

79,374 東京都 八王子市 実柚季のまつげ 小売業 衣料品 5%

79,375 東京都 八王子市 味ん味ん　西八王子店 サービス 飲食業 5%

79,376 東京都 八王子市 味ん味ん　八王子大塚店 サービス 飲食業 5%

79,377 東京都 八王子市 味ん味ん　八王子片倉店 サービス 飲食業 5%

79,378 東京都 八王子市 味ん味ん　堀之内店 サービス 飲食業 5%

79,379 東京都 八王子市 ムササビ窯 サービス その他サービス 5%

79,380 東京都 八王子市 武蔵野ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%
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79,381 東京都 八王子市 ムサシノ商店　西八王子店 小売業 衣料品 5%

79,382 東京都 八王子市 村内美術館 小売業 家具・調度品 5%

79,383 東京都 八王子市 村内ファニチャーアクセス　南大沢店 小売業 家具・調度品 5%

79,384 東京都 八王子市 村内ファニチャーアクセス 小売業 家具・調度品 5%

79,385 東京都 八王子市 村内ファニチャーアクセス 小売業 家具・調度品 5%

79,386 東京都 八王子市 村内ファニチャーアクセス　特設店舗 小売業 家具・調度品 5%

79,387 東京都 八王子市 ムラサキスポーツ　八王子店 小売業 その他小売 5%

79,388 東京都 八王子市 メガネストアー西八王子 小売業 その他小売 5%

79,389 東京都 八王子市 メガネストアー西八王子店 小売業 その他小売 5%

79,390 東京都 八王子市 メガネストアー堀之内駅前 小売業 その他小売 5%

79,391 東京都 八王子市 メガネストアー元八王子 小売業 その他小売 5%

79,392 東京都 八王子市 メガネストアー元八王子店 小売業 その他小売 5%

79,393 東京都 八王子市 眼鏡処まどか サービス その他サービス 5%

79,394 東京都 八王子市 メガネのアド　八王子中央店 小売業 その他小売 5%

79,395 東京都 八王子市 メガネのアド　八王子中央店 小売業 貴金属・服飾品 5%

79,396 東京都 八王子市 めじろ台どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

79,397 東京都 八王子市 ｍｅｍｅ＆ｐｅｐｅ サービス 理容・美容業 5%

79,398 東京都 八王子市 メンズ脱毛ＮＡＸ八王子店 サービス 理容・美容業 5%

79,399 東京都 八王子市 ＭＯＴＯＷＮ　八王子 サービス 飲食業 5%

79,400 東京都 八王子市 ｍｏｊｏｊｏｊｏ 小売業 衣料品 5%

79,401 東京都 八王子市 Ｍｏｄａｎｉｃａ　【モダニカ】 サービス 理容・美容業 5%

79,402 東京都 八王子市 モダンパスタ八王子北野店１１１２ サービス 飲食業 5%

79,403 東京都 八王子市 ＭＯＤＥＳＴＥ 小売業 家具・調度品 5%

79,404 東京都 八王子市 ＭＯＤＥＳＴＥ サービス その他サービス 5%

79,405 東京都 八王子市 セブン－イレブン元八王子店 小売業 食料品 2%

79,406 東京都 八王子市 森田屋酒店 森田屋酒店 小売業 食料品 5%

79,407 東京都 八王子市 焼肉　藤吉郎 サービス 飲食業 5%

79,408 東京都 八王子市 焼肉牛島 サービス 飲食業 5%

79,409 東京都 八王子市 焼肉牛伝　八王子石川町店 サービス 飲食業 5%

79,410 東京都 八王子市 焼肉屋マルキ市場八王子店 サービス 飲食業 5%

79,411 東京都 八王子市 八木屋書店 小売業 その他小売 5%

79,412 東京都 八王子市 （有）谷嶋石材工業 小売業 家具・調度品 5%

79,413 東京都 八王子市 ヤスダ電器 小売業 電化製品 5%

79,414 東京都 八王子市 ヤマナカ武道具産業八王子店 小売業 その他小売 5%

79,415 東京都 八王子市 自家焙煎コーヒー　イーワイビーンズ　イーワイビーンズ 小売業 食料品 5%

79,416 東京都 八王子市 ウイッシュ サービス 理容・美容業 5%

79,417 東京都 八王子市 有限会社小倉屋酒店 小売業 食料品 5%

79,418 東京都 八王子市 有限会社埼玉屋本店 小売業 食料品 5%

79,419 東京都 八王子市 有限会社シャフト サービス その他サービス 5%

79,420 東京都 八王子市 有限会社城定商店 サービス その他サービス 5%

79,421 東京都 八王子市 有限会社ダイヤクリーン サービス その他サービス 5%

79,422 東京都 八王子市 東京相互葬祭 サービス その他サービス 5%
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79,423 東京都 八王子市 有限会社西東京ハーベスト サービス その他サービス 5%

79,424 東京都 八王子市 （有）丸吉 小売業 家具・調度品 5%

79,425 東京都 八王子市 有　鈴木商会 小売業 その他小売 5%

79,426 東京都 八王子市 ユザワヤ　八王子東急スクエア店 小売業 その他小売 5%

79,427 東京都 八王子市 ＹＵＭＩＹＯＳＨＩＭＯＴＯ 小売業 衣料品 5%

79,428 東京都 八王子市 洋服のタカハシ 片倉町店 小売業 衣料品 5%

79,429 東京都 八王子市 ＹＯＳＡＰＡＲＫＲｕｆｕ八王子本店 サービス 理容・美容業 5%

79,430 東京都 八王子市 ＬＩＫＥＡＴＴＲＡＣＴＳＬＩＫＥ 小売業 衣料品 5%

79,431 東京都 八王子市 リビング・プラマー サービス その他サービス 5%

79,432 東京都 八王子市 ライフテクト　イトウ 小売業 電化製品 5%

79,433 東京都 八王子市 ライフヘアー サービス 理容・美容業 5%

79,434 東京都 八王子市 ライラ八王子店 サービス その他サービス 5%

79,435 東京都 八王子市 文字工房楽善堂 小売業 その他小売 5%

79,436 東京都 八王子市 らしんばん　八王子店 小売業 その他小売 5%

79,437 東京都 八王子市 ラフェスタ八王子店 小売業 衣料品 5%

79,438 東京都 八王子市 ラムタラ　八王子駅前店 小売業 その他小売 5%

79,439 東京都 八王子市 リアット！京王高尾駅店 サービス その他サービス 5%

79,440 東京都 八王子市 ＲｅａｌＣｏｒｅＨａｗａｉｉ 小売業 衣料品 5%

79,441 東京都 八王子市 Ｌｉｅｎ サービス その他サービス 5%

79,442 東京都 八王子市 リエジュ北野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

79,443 東京都 八王子市 ＲＩＯ八王子店 サービス その他サービス 5%

79,444 東京都 八王子市 六花ガーデン 小売業 衣料品 5%

79,445 東京都 八王子市 Ｌｉｔｔｌｅ＿Ｍ サービス その他サービス 5%

79,446 東京都 八王子市 ＪＭ／Ｌｉｔｔｌｅ　Ｐｅｔｓ 小売業 その他小売 5%

79,447 東京都 八王子市 ＲＩＮＡＴＯ サービス 理容・美容業 5%

79,448 東京都 八王子市 リボーン サービス 理容・美容業 5%

79,449 東京都 八王子市 理容室 ｈａｎｄｓ サービス 理容・美容業 5%

79,450 東京都 八王子市 リラクゼーションカットサロンひなたぼっこ　リラクゼーション　カットサロン　ひなたぼっこ サービス 理容・美容業 5%

79,451 東京都 八王子市 リラクゼーション整体　ひびき サービス その他サービス 5%

79,452 東京都 八王子市 リンキィディンク八王子２ｎｄ サービス その他サービス 5%

79,453 東京都 八王子市 ｌｅｓｏｌｅｉｌ 小売業 食料品 5%

79,454 東京都 八王子市 ル・ジャルダン八王子店 サービス 理容・美容業 5%

79,455 東京都 八王子市 ルトン サービス 飲食業 5%

79,456 東京都 八王子市 Ｒｅｉｎｓ サービス その他サービス 5%

79,457 東京都 八王子市 レジャーハウスミヤザキ 小売業 その他小売 5%

79,458 東京都 八王子市 レシャンクラベル サービス 理容・美容業 5%

79,459 東京都 八王子市 レストラン＆バーＦＩＮＥ サービス 飲食業 5%

79,460 東京都 八王子市 ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ団欒 サービス 飲食業 5%

79,461 東京都 八王子市 レストラン　ルーブル 小売業 家具・調度品 5%

79,462 東京都 八王子市 Ｒｅｉｎｅ　八王子北口駅前店 小売業 その他小売 5%

79,463 東京都 八王子市 株式会社れんが書房新社 サービス その他サービス 5%

79,464 東京都 八王子市 蓮華茶屋 サービス 飲食業 5%
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79,465 東京都 八王子市 レンタルスペースＷａｋＵ２ サービス その他サービス 5%

79,466 東京都 八王子市 ローズバー サービス 飲食業 5%

79,467 東京都 八王子市 六文銭 サービス 飲食業 5%

79,468 東京都 八王子市 ローズ・バー サービス 飲食業 5%

79,469 東京都 八王子市 ＲＯＣＣＯ サービス 理容・美容業 5%

79,470 東京都 八王子市 ＲＯＣＣＯ サービス 理容・美容業 5%

79,471 東京都 八王子市 ＲＯＭＥＯ サービス 理容・美容業 5%

79,472 東京都 八王子市 ワ?ルドドラッグ 小売業 その他小売 5%

79,473 東京都 八王子市 Ｙ’ｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

79,474 東京都 八王子市 ワイズヘアースタジオ サービス 理容・美容業 5%

79,475 東京都 八王子市 若槻会計事務所 サービス その他サービス 5%

79,476 東京都 八王子市 わかば理容室パオレ店　わかば理容室パオレ店 サービス 理容・美容業 5%

79,477 東京都 八王子市 ＷＡＫＵＲＡＢＡ サービス 飲食業 5%

79,478 東京都 八王子市 和食バー　花 サービス 飲食業 5%

79,479 東京都 八王子市 わたなべカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

79,480 東京都 八王子市 Ｗ’ｓ　Ｈａｉｒ【ワッズヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

79,481 東京都 八王子市 和風居酒屋　我飯　本店 サービス 飲食業 5%

79,482 東京都 八王子市 和風居酒屋我飯 サービス 飲食業 5%

79,483 東京都 八王子市 ワールドグリーン サービス その他サービス 5%

79,484 東京都 八丈町 あさぬま　末吉店 小売業 食料品 5%

79,485 東京都 八丈町 雨森商店 小売業 その他小売 5%

79,486 東京都 八丈町 伊勢崎富次朗商店 小売業 その他小売 5%

79,487 東京都 八丈町 出光護神ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,488 東京都 八丈町 出光山下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,489 東京都 八丈町 魚八亭八丈店 サービス 飲食業 5%

79,490 東京都 八丈町 エムズ八丈 サービス 飲食業 5%

79,491 東京都 八丈町 長田商店 小売業 食料品 5%

79,492 東京都 八丈町 小沢電気 小売業 電化製品 5%

79,493 東京都 八丈町 お食事処通 サービス 飲食業 5%

79,494 東京都 八丈町 Ｃａｍｐｏ サービス 飲食業 5%

79,495 東京都 八丈町 キャンドゥ　八丈大賀郷店 小売業 その他小売 2%

79,496 東京都 八丈町 クラウンダイバース サービス その他サービス 5%

79,497 東京都 八丈町 国民宿舎サンマリーナ サービス その他サービス 5%

79,498 東京都 八丈町 雑貨屋ラミ 小売業 その他小売 5%

79,499 東京都 八丈町 サトウダイビング サービス その他サービス 5%

79,500 東京都 八丈町 スーパー　あさぬま 小売業 食料品 5%

79,501 東京都 八丈町 そこど荘 サービス 宿泊業 5%

79,502 東京都 八丈町 そこど荘 サービス 宿泊業 5%

79,503 東京都 八丈町 ニュー八丈島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,504 東京都 八丈町 八丈　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,505 東京都 八丈町 八丈坂上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,506 東京都 八丈町 八丈島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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79,507 東京都 八丈町 八丈エアポート逸品会 小売業 その他小売 5%

79,508 東京都 八丈町 八丈島乳業株式会社 サービス 飲食業 5%

79,509 東京都 八丈町 八丈島パークホテル サービス 宿泊業 5%

79,510 東京都 八丈町 八丈ストア 小売業 食料品 5%

79,511 東京都 八丈町 八丈ストアミニミニ 小売業 食料品 5%

79,512 東京都 八丈町 八丈　セルフ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,513 東京都 八丈町 八丈ビューホテル サービス 宿泊業 5%

79,514 東京都 八丈町 八丈マリンサービス サービス 運輸業 5%

79,515 東京都 八丈町 八丈マリンサービス　株式会社 サービス その他サービス 5%

79,516 東京都 八丈町 フリーダムレンタカー サービス その他サービス 5%

79,517 東京都 八丈町 マルタ水産加工場 小売業 食料品 5%

79,518 東京都 八丈町 リードパークリゾート八丈島 サービス 宿泊業 5%

79,519 東京都 羽村市 あずま　あづま食糧 小売業 食料品 5%

79,520 東京都 羽村市 アマリリス サービス 理容・美容業 5%

79,521 東京都 羽村市 アンブロシア サービス 理容・美容業 5%

79,522 東京都 羽村市 居酒屋じゃんか サービス 飲食業 5%

79,523 東京都 羽村市 伊吹石油ガス株式会社 小売業 その他小売 5%

79,524 東京都 羽村市 伊吹石油ガス株式会社B 小売業 その他小売 5%

79,525 東京都 羽村市 ウィルどうぶつクリニック サービス その他サービス 5%

79,526 東京都 羽村市 株式会社浦野建築 サービス その他サービス 5%

79,527 東京都 羽村市 株式会社　エーアイディー多摩店 小売業 家具・調度品 5%

79,528 東京都 羽村市 大西園 小売業 食料品 5%

79,529 東京都 羽村市 セブン－イレブン小作駅西口店 小売業 食料品 2%

79,530 東京都 羽村市 セブンーイレブン小作駅東口店 小売業 食料品 2%

79,531 東京都 羽村市 オレンジーズデリカキッチン サービス 飲食業 5%

79,532 東京都 羽村市 株式会社トップアート リファイン羽村店 サービス 理容・美容業 5%

79,533 東京都 羽村市 株式会社富士興業 サービス 運輸業 5%

79,534 東京都 羽村市 株式会社藤原鈑金塗装 サービス その他サービス 2%

79,535 東京都 羽村市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ羽村駅前店 サービス 飲食業 2%

79,536 東京都 羽村市 ぎょうざの満洲　羽村駅前店 サービス 飲食業 5%

79,537 東京都 羽村市 業務スーパーリカーキング小作店 小売業 食料品 2%

79,538 東京都 羽村市 魚粋亭 サービス 飲食業 5%

79,539 東京都 羽村市 キングドライオザム小作店 サービス その他サービス 5%

79,540 東京都 羽村市 キングドライ栄町店 サービス その他サービス 5%

79,541 東京都 羽村市 クサジマ電器 小売業 電化製品 5%

79,542 東京都 羽村市 ＫＵＳＨＩＹＡＫＩｇａｒａｇｅｄｉｎｅｒＣｈｉｃｋｅｎＤｒｉｖｅ サービス 飲食業 5%

79,543 東京都 羽村市 鉄馬 サービス 飲食業 5%

79,544 東京都 羽村市 佐野電気商会 小売業 電化製品 5%

79,545 東京都 羽村市 食彩処　かまど サービス 飲食業 5%

79,546 東京都 羽村市 ステーキハウスＴＡＫＡＲＡ サービス 飲食業 5%

79,547 東京都 羽村市 生活彩館フジデン 小売業 電化製品 5%

79,548 東京都 羽村市 ダイワサイクル　羽村店 小売業 その他小売 5%
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79,549 東京都 羽村市 タカハシ　小作台店 小売業 衣料品 5%

79,550 東京都 羽村市 ダンパークリーニング羽村店 サービス その他サービス 5%

79,551 東京都 羽村市 Ｄｏ　Ｓｔｙｌｅ　ハムラテン サービス その他サービス 5%

79,552 東京都 羽村市 ＤｒｅａｍＭｅｄｉｃａｌＬａｂｏ サービス 理容・美容業 5%

79,553 東京都 羽村市 ｎａｏ サービス 理容・美容業 5%

79,554 東京都 羽村市 中村販売所 小売業 食料品 5%

79,555 東京都 羽村市 はち動物病院 サービス その他サービス 5%

79,556 東京都 羽村市 セブン－イレブン羽村小作台２丁目店 小売業 食料品 2%

79,557 東京都 羽村市 セブン－イレブン羽村街道店 小売業 食料品 2%

79,558 東京都 羽村市 セブン－イレブン羽村川崎１丁目店 小売業 食料品 2%

79,559 東京都 羽村市 セブン－イレブン羽村栄町１丁目北店 小売業 食料品 2%

79,560 東京都 羽村市 セブン－イレブン羽村栄町１丁目店 小売業 食料品 2%

79,561 東京都 羽村市 セブン－イレブン羽村栄町３丁目店 小売業 食料品 2%

79,562 東京都 羽村市 出光羽村四面道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,563 東京都 羽村市 セブン－イレブン羽村神明台３丁目店 小売業 食料品 2%

79,564 東京都 羽村市 セブン－イレブン羽村神明台２丁目店 小売業 食料品 2%

79,565 東京都 羽村市 セブン－イレブン羽村富士見平１丁目店 小売業 食料品 2%

79,566 東京都 羽村市 ビックス 羽村店 小売業 その他小売 5%

79,567 東京都 羽村市 ピッツェリア馬車道羽村店１１９２ サービス 飲食業 5%

79,568 東京都 羽村市 美容室はだかの王様 サービス 理容・美容業 5%

79,569 東京都 羽村市 ブックス　タマ　小作店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

79,570 東京都 羽村市 ブティック　ミナ 小売業 衣料品 5%

79,571 東京都 羽村市 ＰｒｉｖａｔｅＮａｉｌＳａｌｏｎＬＩＰ＇Ｓ サービス 理容・美容業 5%

79,572 東京都 羽村市 プラザイン羽村 サービス 宿泊業 5%

79,573 東京都 羽村市 フラワーみやび小作駅前店 小売業 その他小売 5%

79,574 東京都 羽村市 ＨａｉｒＭａｋｅＣｌｉｐｐｅｒ サービス 理容・美容業 5%

79,575 東京都 羽村市 マクドナルド小作駅前店 サービス 飲食業 2%

79,576 東京都 羽村市 マルフジ羽村店 小売業 食料品 5%

79,577 東京都 羽村市 むさしの整体療術センター サービス その他サービス 5%

79,578 東京都 羽村市 やきとり杜 サービス 飲食業 5%

79,579 東京都 羽村市 洋服のタカハシ　小作台店 小売業 衣料品 5%

79,580 東京都 羽村市 有限会社ワイドアップ サービス その他サービス 5%

79,581 東京都 羽村市 和心ダイニング欒家 サービス 飲食業 5%

79,582 東京都 東久留米市 アキラ塗装 サービス その他サービス 5%

79,583 東京都 東久留米市 有限会社斉藤工務店 サービス その他サービス 5%

79,584 東京都 東久留米市 ａｔｅｌｉｅｒｍａｃｈｉｃｏ 小売業 衣料品 5%

79,585 東京都 東久留米市 アルスオートボデー サービス その他サービス 5%

79,586 東京都 東久留米市 アルスオートボデー サービス その他サービス 5%

79,587 東京都 東久留米市 電車ごっこ多摩 小売業 その他小売 5%

79,588 東京都 東久留米市 出光ひばりヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,589 東京都 東久留米市 イナガキ サービス その他サービス 5%

79,590 東京都 東久留米市 ウォーク　東久留米店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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79,591 東京都 東久留米市 ＥＸ・Ｆａｃｔｏｒｙ 小売業 家具・調度品 5%

79,592 東京都 東久留米市 エステソワンロイヤル　東久留米店 サービス 理容・美容業 5%

79,593 東京都 東久留米市 菓子処あかぎ　滝山店 小売業 食料品 5%

79,594 東京都 東久留米市 加瀬商会 サービス その他サービス 5%

79,595 東京都 東久留米市 Ｃａｆｅ　Ｊｉｎｄｏ サービス 飲食業 5%

79,596 東京都 東久留米市 株式会社ジャパネストパートナーズ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

79,597 東京都 東久留米市 株式会社ジャパネストフロンティア 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

79,598 東京都 東久留米市 ［ＨＣ］株式会社田中電機 小売業 電化製品 5%

79,599 東京都 東久留米市 株式会社ＨＩＳＣＯ 小売業 その他小売 5%

79,600 東京都 東久留米市 岸石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,601 東京都 東久留米市 ぎょうざの満洲　東久留米駅前店 サービス 飲食業 5%

79,602 東京都 東久留米市 ぎょうざの満洲　東久留米西口店 サービス 飲食業 5%

79,603 東京都 東久留米市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ東久留米店 小売業 その他小売 5%

79,604 東京都 東久留米市 薬ヒグチ　久留米西店 小売業 その他小売 5%

79,605 東京都 東久留米市 Ｃｏｕｔｕｒｉｅｒｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

79,606 東京都 東久留米市 グリ－ンプラザ久留米ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,607 東京都 東久留米市 久留米ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,608 東京都 東久留米市 くるめでんき 小売業 電化製品 5%

79,609 東京都 東久留米市 ＣｏＣｏ壱番屋東久留米幸町店 サービス 飲食業 2%

79,610 東京都 東久留米市 三共薬局 小売業 その他小売 5%

79,611 東京都 東久留米市 サンライズ東久留米ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,612 東京都 東久留米市 ＪＡ東京みらい　東久留米支店 小売業 食料品 5%

79,613 東京都 東久留米市 十文字オート商会 小売業 その他小売 5%

79,614 東京都 東久留米市 春花秋月ＨＡＲＵから サービス その他サービス 5%

79,615 東京都 東久留米市 ＪＯＹパソコンスクール　東久留米校 サービス その他サービス 5%

79,616 東京都 東久留米市 證文堂滝山店 小売業 その他小売 5%

79,617 東京都 東久留米市 ジラフヘア サービス 理容・美容業 5%

79,618 東京都 東久留米市 スーパーヤマザキ滝山店 小売業 食料品 5%

79,619 東京都 東久留米市 スーパーヤマザキ東久留米西口店 小売業 食料品 5%

79,620 東京都 東久留米市 スーパーヤマザキ東久留米東口店 小売業 食料品 5%

79,621 東京都 東久留米市 鮨処 橋本 サービス 飲食業 5%

79,622 東京都 東久留米市 スパジアムジャポン サービス その他サービス 5%

79,623 東京都 東久留米市 関根どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

79,624 東京都 東久留米市 第二喜多の湯 サービス その他サービス 5%

79,625 東京都 東久留米市 高野園滝山店 小売業 食料品 5%

79,626 東京都 東久留米市 タカハシ　南町店 小売業 衣料品 5%

79,627 東京都 東久留米市 たきのふとん店 小売業 家具・調度品 5%

79,628 東京都 東久留米市 滝山給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,629 東京都 東久留米市 滝山スズキサイクル 小売業 その他小売 5%

79,630 東京都 東久留米市 鶏むらエミオ東久留米店 小売業 食料品 5%

79,631 東京都 東久留米市 トレカの洞窟　東久留米店 小売業 その他小売 5%

79,632 東京都 東久留米市 ＮｉｃｅＭａｋｅ【包や本舗吉野商店】 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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79,633 東京都 東久留米市 ナインゲート 小売業 その他小売 5%

79,634 東京都 東久留米市 二本の剣 小売業 家具・調度品 5%

79,635 東京都 東久留米市 聖窯 サービス その他サービス 5%

79,636 東京都 東久留米市 ＮＯＡＡ サービス 理容・美容業 5%

79,637 東京都 東久留米市 Ｍ．ＹＡＳＵＨＩＫＯ サービス 飲食業 5%

79,638 東京都 東久留米市 パナピット　ササキ 小売業 電化製品 5%

79,639 東京都 東久留米市 パナピットマツオカ滝山 小売業 電化製品 5%

79,640 東京都 東久留米市 パナピット六光 小売業 電化製品 5%

79,641 東京都 東久留米市 東久留米ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,642 東京都 東久留米市 セブン－イレブン東久留米駅北口店 小売業 食料品 2%

79,643 東京都 東久留米市 セブン－イレブン東久留米幸町４丁目店 小売業 食料品 2%

79,644 東京都 東久留米市 セブン－イレブン東久留米下里５丁目店 小売業 食料品 2%

79,645 東京都 東久留米市 セブン－イレブン東久留米下里５丁目南店 小売業 食料品 2%

79,646 東京都 東久留米市 セブン－イレブン東久留米下里７丁目店 小売業 食料品 2%

79,647 東京都 東久留米市 東久留米店 小売業 その他小売 5%

79,648 東京都 東久留米市 セブン－イレブン東久留米八幡町３丁目店 小売業 食料品 2%

79,649 東京都 東久留米市 セブン－イレブン東久留米八幡町２丁目店 小売業 食料品 2%

79,650 東京都 東久留米市 セブン－イレブン東久留米柳窪１丁目店 小売業 食料品 2%

79,651 東京都 東久留米市 ピッツエリア馬車道　東久留米店　１１５３ サービス 飲食業 5%

79,652 東京都 東久留米市 美容室イレブンカット　イオンモール東久留米店 サービス 理容・美容業 5%

79,653 東京都 東久留米市 美容室デビュー東久留米店 サービス 理容・美容業 5%

79,654 東京都 東久留米市 ファッションリサイクルひまわり東久留米店 小売業 その他小売 5%

79,655 東京都 東久留米市 フィトナチュール　東久留米店 サービス その他サービス 5%

79,656 東京都 東久留米市 Ｂｏｏｎｄｏｃｋｓブーンドックス サービス 飲食業 5%

79,657 東京都 東久留米市 ＢＲＡＣＥ　ＢＲＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

79,658 東京都 東久留米市 ブロッサム　東久留米店 サービス 理容・美容業 5%

79,659 東京都 東久留米市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＣＵＢＥ サービス 理容・美容業 5%

79,660 東京都 東久留米市 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ＡＬＭＡ サービス 理容・美容業 5%

79,661 東京都 東久留米市 ヘアメイクトゥエンティワン東久留米本店 サービス 理容・美容業 5%

79,662 東京都 東久留米市 Ｐｏｌａｉｒｅ サービス その他サービス 5%

79,663 東京都 東久留米市 マーノマーノ サービス その他サービス 5%

79,664 東京都 東久留米市 マクドナルドイオンモール東久留米店 サービス 飲食業 2%

79,665 東京都 東久留米市 マクドナルド東久留米イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

79,666 東京都 東久留米市 マクドナルド東久留米店 サービス 飲食業 2%

79,667 東京都 東久留米市 マクドナルド東久留米マルフジ店 サービス 飲食業 2%

79,668 東京都 東久留米市 マリアアマリア 小売業 家具・調度品 5%

79,669 東京都 東久留米市 マルフジ東久留米店 小売業 食料品 5%

79,670 東京都 東久留米市 まるまふ～ず サービス その他サービス 5%

79,671 東京都 東久留米市 メガネストアー東久留米 小売業 その他小売 5%

79,672 東京都 東久留米市 メガネストアー東久留米店 小売業 その他小売 5%

79,673 東京都 東久留米市 やきとり　にしだ場　東久留米店 小売業 その他小売 5%

79,674 東京都 東久留米市 有限会社キヨミヤ キヨミヤ 小売業 その他小売 5%
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79,675 東京都 東久留米市 有限会社　キヨミヤ 小売業 その他小売 5%

79,676 東京都 東久留米市 有限会社いとう電気 小売業 電化製品 5%

79,677 東京都 東久留米市 有限会社ウィズセレモニー サービス その他サービス 5%

79,678 東京都 東久留米市 有限会社合同自動車 サービス その他サービス 5%

79,679 東京都 東久留米市 有限会社滝山自動車工業 サービス その他サービス 5%

79,680 東京都 東久留米市 洋服のタカハシ 南町店 小売業 衣料品 5%

79,681 東京都 東久留米市 包や本舗　吉野商店 小売業 その他小売 5%

79,682 東京都 東久留米市 らく動物病院 サービス その他サービス 5%

79,683 東京都 東久留米市 ラムタラ　東久留米店 小売業 その他小売 5%

79,684 東京都 東久留米市 ＬＩＤＳ ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

79,685 東京都 東久留米市 ローズアンシャンテ サービス 理容・美容業 2%

79,686 東京都 東久留米市 和光メガネ 小売業 その他小売 5%

79,687 東京都 東久留米市 和ぱすたぽぽらまーま東久留米店 サービス 飲食業 5%

79,688 東京都 東村山市 ＵＲＢＡＮＣＲＡＦＴ サービス 理容・美容業 5%

79,689 東京都 東村山市 ＡＶＡＥ 小売業 その他小売 5%

79,690 東京都 東村山市 赤帽バウカーゴ・ツー サービス その他サービス 5%

79,691 東京都 東村山市 秋津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,692 東京都 東村山市 秋津ヘアーメイクドーラ サービス 理容・美容業 5%

79,693 東京都 東村山市 アトリエ・ルクン 小売業 衣料品 5%

79,694 東京都 東村山市 ＡＰＩＳＳ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

79,695 東京都 東村山市 ＡＰＩＳＳ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

79,696 東京都 東村山市 アロマサロン　Ｍｅｅｔｓ サービス その他サービス 5%

79,697 東京都 東村山市 イー・エス・エー・イー サービス その他サービス 5%

79,698 東京都 東村山市 いきなり黒塀　東村山店１１８２ サービス 飲食業 5%

79,699 東京都 東村山市 イタリアンダイニングＳＡＴＯＲＵ サービス 飲食業 5%

79,700 東京都 東村山市 伊都の郷　藏 サービス 飲食業 5%

79,701 東京都 東村山市 うな正 サービス 飲食業 5%

79,702 東京都 東村山市 ＪＭ／ＵＲＩＺＵＮ サービス 理容・美容業 5%

79,703 東京都 東村山市 ＥＮＯＵＧＨＴＲＡＩＮＩＮＧ 小売業 衣料品 5%

79,704 東京都 東村山市 ＭＣＳ東村山 小売業 その他小売 5%

79,705 東京都 東村山市 ＭＴ商店 サービス その他サービス 5%

79,706 東京都 東村山市 エールメガネＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ東村山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

79,707 東京都 東村山市 お菓子屋　ｈｅｕｒｅｕｘ 小売業 食料品 5%

79,708 東京都 東村山市 菓子処あかぎ　久米川店 小売業 食料品 5%

79,709 東京都 東村山市 風時計 サービス 飲食業 5%

79,710 東京都 東村山市 ＣＵＴ　ＣＬＵＢ　１４０ サービス 理容・美容業 5%

79,711 東京都 東村山市 ＧＡＮＥＳＡ サービス 理容・美容業 5%

79,712 東京都 東村山市 株式会社クローバーフォー サービス その他サービス 5%

79,713 東京都 東村山市 株式会社ＫＲ６ サービス 運輸業 5%

79,714 東京都 東村山市 株式会社松葉 サービス その他サービス 5%

79,715 東京都 東村山市 株式会社しんせいどう サービス その他サービス 5%

79,716 東京都 東村山市 株式会社セイロモータース　西東京支店 サービス その他サービス 5%
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79,717 東京都 東村山市 株式会社ダイワ 小売業 その他小売 5%

79,718 東京都 東村山市 株式会社リーススレーニス　伊都の郷　藏 サービス 飲食業 5%

79,719 東京都 東村山市 カラオケ家　久米川店 サービス その他サービス 5%

79,720 東京都 東村山市 カラオケ家久米川店 サービス その他サービス 5%

79,721 東京都 東村山市 カラダファクトリー　クロスコート秋津店 サービス その他サービス 5%

79,722 東京都 東村山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋西武久米川駅前店 サービス 飲食業 2%

79,723 東京都 東村山市 ＫＩＴＣＨＥＮ　ＲＯＳＳＯ サービス 飲食業 5%

79,724 東京都 東村山市 きもの楽庵 小売業 衣料品 5%

79,725 東京都 東村山市 ギャラリーぱるけ＋Ｃａｆｅ サービス その他サービス 5%

79,726 東京都 東村山市 牛角東村山店 サービス 飲食業 2%

79,727 東京都 東村山市 ぎょうざの満洲　久米川南口店 サービス 飲食業 5%

79,728 東京都 東村山市 ぎょうざの満洲　東村山西口店 サービス 飲食業 5%

79,729 東京都 東村山市 きんせい堂　１Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

79,730 東京都 東村山市 きんせい堂　２Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

79,731 東京都 東村山市 株式会社クイックキャット サービス その他サービス 5%

79,732 東京都 東村山市 久米川ウィングホテル サービス 宿泊業 5%

79,733 東京都 東村山市 久米川駅前サロン 小売業 その他小売 5%

79,734 東京都 東村山市 セブン－イレブン久米川店 小売業 食料品 2%

79,735 東京都 東村山市 クリーニングの和光　秋津店 サービス その他サービス 5%

79,736 東京都 東村山市 クリーニングふらんせ　いなげや東村山秋津店 サービス その他サービス 5%

79,737 東京都 東村山市 公社多摩北部医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

79,738 東京都 東村山市 ごはん屋さくら木 サービス 飲食業 5%

79,739 東京都 東村山市 菜園場 小売業 食料品 5%

79,740 東京都 東村山市 サカエ塗装サービス サービス その他サービス 5%

79,741 東京都 東村山市 美容矯正サロンＳＡＱＵＩＡ サービス 理容・美容業 5%

79,742 東京都 東村山市 三幸交通（株）東村山営業所 サービス その他サービス 5%

79,743 東京都 東村山市 ＪＡ東京みらい　東村山支店 小売業 食料品 5%

79,744 東京都 東村山市 ＣＰ久米川駅前サロン 小売業 その他小売 5%

79,745 東京都 東村山市 有限会社島田商店 小売業 食料品 5%

79,746 東京都 東村山市 じゃんぼ總本店　久米川駅前店 サービス 飲食業 5%

79,747 東京都 東村山市 ＪＯＹパソコンスクール　八坂校 サービス その他サービス 5%

79,748 東京都 東村山市 Ｓｉ　Ｔｏｎｎｏ　久米川店 サービス 飲食業 5%

79,749 東京都 東村山市 Ｓｋｙ Ｂｅａｕｔｙ ｓａｌｏｎ スカイ ビューティ サロン サービス 理容・美容業 5%

79,750 東京都 東村山市 Ｓｋｙ　Ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

79,751 東京都 東村山市 スズキ東村山販売有限会社金子自動車工業 サービス その他サービス 5%

79,752 東京都 東村山市 スタジオ　東光 サービス その他サービス 5%

79,753 東京都 東村山市 西武鉄道研修センター食堂 サービス その他サービス 5%

79,754 東京都 東村山市 西洋館　秋津店 サービス その他サービス 5%

79,755 東京都 東村山市 税理士法人土田会計事務所　本店 サービス その他サービス 5%

79,756 東京都 東村山市 ＳＣＥＮＴＳ＆ＳＥＮＳＥＳ サービス その他サービス 5%

79,757 東京都 東村山市 ソウル サービス 飲食業 5%

79,758 東京都 東村山市 ダイナーＢＡＣＨＩクロスコート秋津 サービス 飲食業 5%
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79,759 東京都 東村山市 ダイナーＢＡＣＨＩ　クロスコート秋津店 サービス 飲食業 5%

79,760 東京都 東村山市 Ｄｉｎｉｎｇ　Ａｍｉｎａ サービス 飲食業 5%

79,761 東京都 東村山市 タイ料理レストランサワディー サービス 飲食業 5%

79,762 東京都 東村山市 竹田商店直営ショップ 小売業 食料品 5%

79,763 東京都 東村山市 多摩あおば病院売店 小売業 その他小売 5%

79,764 東京都 東村山市 秩父そば　東村山駅店 サービス 飲食業 5%

79,765 東京都 東村山市 つくば家石材　小平支店 サービス その他サービス 5%

79,766 東京都 東村山市 ディオス　久米川店 小売業 その他小売 5%

79,767 東京都 東村山市 ディオス　本店 小売業 その他小売 5%

79,768 東京都 東村山市 Ｄｉｎｏ　Ｒｅｓｐｉｒｏ サービス 理容・美容業 5%

79,769 東京都 東村山市 動物の園東村山支店 サービス その他サービス 5%

79,770 東京都 東村山市 とうまふとん店 小売業 家具・調度品 5%

79,771 東京都 東村山市 Ｄｒ．ストレッチ秋津店 サービス その他サービス 5%

79,772 東京都 東村山市 とこや　３ サービス 理容・美容業 5%

79,773 東京都 東村山市 とこや・３ サービス 理容・美容業 5%

79,774 東京都 東村山市 豊島屋 小売業 食料品 5%

79,775 東京都 東村山市 栃木屋要吉 小売業 食料品 5%

79,776 東京都 東村山市 巴屋本店 サービス 飲食業 5%

79,777 東京都 東村山市 ドラッグフォーユー　久米川店 小売業 その他小売 5%

79,778 東京都 東村山市 トロル 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

79,779 東京都 東村山市 仲輪業 小売業 その他小売 5%

79,780 東京都 東村山市 ナチュレルーム サービス その他サービス 5%

79,781 東京都 東村山市 にしむら犬猫病院 サービス その他サービス 5%

79,782 東京都 東村山市 日個連　辰島タクシー サービス 運輸業 5%

79,783 東京都 東村山市 日個連　松木タクシー サービス 運輸業 5%

79,784 東京都 東村山市 ニッセンシェイプファンデサロンブランシェ 小売業 衣料品 5%

79,785 東京都 東村山市 パナピット　シバタ 小売業 電化製品 5%

79,786 東京都 東村山市 パナピットツヅキ 小売業 電化製品 5%

79,787 東京都 東村山市 パナピットまつおか 小売業 電化製品 5%

79,788 東京都 東村山市 ＢＲＳ北多摩 サービス その他サービス 5%

79,789 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山青葉町２丁目店 小売業 食料品 2%

79,790 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山秋津駅前店 小売業 食料品 2%

79,791 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山秋津町３丁目店 小売業 食料品 2%

79,792 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山秋津２丁目店 小売業 食料品 2%

79,793 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山恩多町５丁目店 小売業 食料品 2%

79,794 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山恩多町３丁目店 小売業 食料品 2%

79,795 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山久米川町３丁目店 小売業 食料品 2%

79,796 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山栄町１丁目店 小売業 食料品 2%

79,797 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山栄町１丁目東店 小売業 食料品 2%

79,798 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山栄町店 小売業 食料品 2%

79,799 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山市役所通り店 小売業 食料品 2%

79,800 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山諏訪１丁目店 小売業 食料品 2%
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※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

79,801 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山野口町１丁目店 小売業 食料品 2%

79,802 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山野口２丁目店 小売業 食料品 2%

79,803 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山富士見町店 小売業 食料品 2%

79,804 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山本町２丁目店 小売業 食料品 2%

79,805 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山美住町２丁目店 小売業 食料品 2%

79,806 東京都 東村山市 セブン－イレブン東村山廻田町店 小売業 食料品 2%

79,807 東京都 東村山市 美容室アフェクト サービス 理容・美容業 5%

79,808 東京都 東村山市 Ｆｉｔ　　プラスワン　ホームズ東村山店 小売業 衣料品 5%

79,809 東京都 東村山市 福司商事 小売業 衣料品 5%

79,810 東京都 東村山市 ブックス　タマ　東村山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

79,811 東京都 東村山市 ブックスタマ ブックスタマ東村山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

79,812 東京都 東村山市 ｂｕｐｌｅｕｒｕｍ サービス 理容・美容業 5%

79,813 東京都 東村山市 ＰＲＯＧＲＥＳＳ　東村山店 サービス 理容・美容業 5%

79,814 東京都 東村山市 ヘアーサロン　ＳＵＮ サービス 理容・美容業 5%

79,815 東京都 東村山市 ヘアサロンオキノ サービス 理容・美容業 5%

79,816 東京都 東村山市 Ｈａｉｒ　Ｗｏｒｋ　Ｌｕｃｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

79,817 東京都 東村山市 ポウズ動物病院 サービス その他サービス 5%

79,818 東京都 東村山市 ホグスヘッド サービス 飲食業 5%

79,819 東京都 東村山市 ほしの家石材店 小売業 その他小売 5%

79,820 東京都 東村山市 Ｂｏｒｉｓ サービス その他サービス 5%

79,821 東京都 東村山市 マクドナルド秋津駅前店 サービス 飲食業 2%

79,822 東京都 東村山市 マクドナルド久米川店 サービス 飲食業 2%

79,823 東京都 東村山市 マクドナルド志木街道秋津店 サービス 飲食業 2%

79,824 東京都 東村山市 マクドナルド東村山店 サービス 飲食業 2%

79,825 東京都 東村山市 丸山書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

79,826 東京都 東村山市 Ｍａｎ’ｓＭａｎ サービス その他サービス 5%

79,827 東京都 東村山市 Ｍｉ－Ｎａ サービス 理容・美容業 5%

79,828 東京都 東村山市 廻田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,829 東京都 東村山市 モーリスどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

79,830 東京都 東村山市 やきとり　にしだ屋　新秋津店 サービス 飲食業 5%

79,831 東京都 東村山市 やきとんあさちゃんクロスコート秋津店 サービス 飲食業 5%

79,832 東京都 東村山市 ［ＨＣ］有限会社コイヌマ電気 小売業 電化製品 5%

79,833 東京都 東村山市 ＹｏｍａＢｅａｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

79,834 東京都 東村山市 Ｌａｔｉｍｅｒｉａ サービス その他サービス 5%

79,835 東京都 東村山市 ラ　フィーネサロンやよい 小売業 その他小売 5%

79,836 東京都 東村山市 １９ｅＬａｂｏｂ　久米川店 サービス 理容・美容業 5%

79,837 東京都 東村山市 ラムタラ　東村山店 小売業 その他小売 5%

79,838 東京都 東村山市 Ｒｉｇｕｎｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

79,839 東京都 東村山市 リラクゼーションサロンカンデーラ サービス 理容・美容業 5%

79,840 東京都 東村山市 ＷａｉｉＷａｉｉ水着 小売業 衣料品 5%

79,841 東京都 東村山市 コムネックス・ジャパン 小売業 衣料品 5%

79,842 東京都 東大和市 アセットエナジー サービス その他サービス 5%
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79,843 東京都 東大和市 アンフィニカスタムワークス藤岡光徳 サービス その他サービス 5%

79,844 東京都 東大和市 ＵＭＬＡＮＤ 小売業 衣料品 5%

79,845 東京都 東大和市 居酒屋一味 サービス 飲食業 5%

79,846 東京都 東大和市 いなりストアー 小売業 衣料品 5%

79,847 東京都 東大和市 イノウエ サービス その他サービス 5%

79,848 東京都 東大和市 ウッドキャンプ サービス 飲食業 5%

79,849 東京都 東大和市 ＵＭＥｂｙＣＨＩＨＩＲＯＯＰＰＡＴＡ 小売業 衣料品 5%

79,850 東京都 東大和市 運転代行　ＫＤサービス１ サービス その他サービス 5%

79,851 東京都 東大和市 運転代行　ＫＤサービス５ サービス その他サービス 5%

79,852 東京都 東大和市 運転代行　ＫＤサービス３ サービス その他サービス 5%

79,853 東京都 東大和市 運転代行　ＫＤサービス２ サービス その他サービス 5%

79,854 東京都 東大和市 運転代行　ＫＤサービス４ サービス その他サービス 5%

79,855 東京都 東大和市 運転代行　ＫＤサービス６ サービス その他サービス 5%

79,856 東京都 東大和市 エステ・デ・スールズ サービス 理容・美容業 5%

79,857 東京都 東大和市 ＥＮＥＯＳカートピア光ヶ丘 サービス その他サービス 5%

79,858 東京都 東大和市 Ｍ サービス 理容・美容業 5%

79,859 東京都 東大和市 菓子処あかぎ　仲原店 小売業 食料品 5%

79,860 東京都 東大和市 有限会社柏衣裳店 サービス その他サービス 5%

79,861 東京都 東大和市 カネマン　トーワ 小売業 その他小売 5%

79,862 東京都 東大和市 株式会社井上自工 小売業 その他小売 5%

79,863 東京都 東大和市 株式会社トップアート　リファイン東大和店 サービス 理容・美容業 5%

79,864 東京都 東大和市 株式会社マスターハウジング サービス その他サービス 5%

79,865 東京都 東大和市 ぎょうざの満洲東大和市駅前店 サービス 飲食業 5%

79,866 東京都 東大和市 Ｋ　ｓ　Ｈａｉｒ　Ｋ　ｓ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

79,867 東京都 東大和市 ゴールドステーション東大和店 小売業 その他小売 5%

79,868 東京都 東大和市 小嶋園 小売業 食料品 5%

79,869 東京都 東大和市 湖畔どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

79,870 東京都 東大和市 サンガレージ東大和 サービス その他サービス 5%

79,871 東京都 東大和市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフジョイフル東大和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,872 東京都 東大和市 新光舎 小売業 貴金属・服飾品 5%

79,873 東京都 東大和市 有限会社　鈴良 小売業 衣料品 5%

79,874 東京都 東大和市 西武鉄道新宿線車両所　玉川上水食堂 サービス その他サービス 5%

79,875 東京都 東大和市 セシル美容室 サービス 理容・美容業 5%

79,876 東京都 東大和市 そば処　清川 サービス 飲食業 5%

79,877 東京都 東大和市 タイ食堂カオチャイ サービス 飲食業 5%

79,878 東京都 東大和市 大好 サービス 飲食業 5%

79,879 東京都 東大和市 ダイワサイクル　東大和店 小売業 その他小売 5%

79,880 東京都 東大和市 出光高木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,881 東京都 東大和市 たたみ無双 サービス その他サービス 5%

79,882 東京都 東大和市 ちよだサイクル 小売業 その他小売 5%

79,883 東京都 東大和市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅカ―トピア光ケ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,884 東京都 東大和市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフカ－トピア東大和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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79,885 東京都 東大和市 ＤＯＧ　ＩＮＮ　ＮＡＯ サービス その他サービス 5%

79,886 東京都 東大和市 丼ＦＡＮ東大和店 サービス 飲食業 5%

79,887 東京都 東大和市 ナカジマ電機 小売業 電化製品 5%

79,888 東京都 東大和市 日個連　尾又タクシー サービス 運輸業 5%

79,889 東京都 東大和市 日個連　関田タクシー サービス 運輸業 5%

79,890 東京都 東大和市 日個連　髙橋タクシー サービス 運輸業 5%

79,891 東京都 東大和市 農産物直売所みどりっ子仲原店 小売業 食料品 5%

79,892 東京都 東大和市 ハート ｔｏ ハート 東大和店 サービス その他サービス 5%

79,893 東京都 東大和市 パナピットセキタ 小売業 電化製品 5%

79,894 東京都 東大和市 パナピットフタバ 小売業 電化製品 5%

79,895 東京都 東大和市 ＨＡＮＡ屋 小売業 その他小売 5%

79,896 東京都 東大和市 ＰＡＲＡＩＳＯ サービス 理容・美容業 5%

79,897 東京都 東大和市 セブン－イレブン東中神駅北口店 小売業 食料品 2%

79,898 東京都 東大和市 東大和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,899 東京都 東大和市 セブン－イレブン東大和上北台駅北店 小売業 食料品 2%

79,900 東京都 東大和市 東大和グランドボウル サービス その他サービス 5%

79,901 東京都 東大和市 セブン－イレブン東大和市駅北口店 小売業 食料品 2%

79,902 東京都 東大和市 セブン－イレブン東大和清水６丁目店 小売業 食料品 2%

79,903 東京都 東大和市 セブン－イレブン東大和高木１丁目店 小売業 食料品 2%

79,904 東京都 東大和市 セブン－イレブン東大和立野３丁目店 小売業 食料品 2%

79,905 東京都 東大和市 セブン－イレブン東大和立野４丁目店 小売業 食料品 2%

79,906 東京都 東大和市 セブン－イレブン東大和中央店 小売業 食料品 2%

79,907 東京都 東大和市 セブン－イレブン東大和仲原１丁目店 小売業 食料品 2%

79,908 東京都 東大和市 セブン－イレブン東大和奈良橋６丁目店 小売業 食料品 2%

79,909 東京都 東大和市 セブン－イレブン東大和南街４丁目店 小売業 食料品 2%

79,910 東京都 東大和市 東大和板金工場 サービス その他サービス 5%

79,911 東京都 東大和市 セブン－イレブン東大和向原４丁目店 小売業 食料品 2%

79,912 東京都 東大和市 フォトスタジオエム サービス その他サービス 5%

79,913 東京都 東大和市 ブックス　タマ　東大和店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

79,914 東京都 東大和市 ＰＬＡＹＧＲＯＵＮＤ 小売業 その他小売 5%

79,915 東京都 東大和市 ヘアプロデュース　キューブ サービス 理容・美容業 5%

79,916 東京都 東大和市 逸見工務店 サービス その他サービス 5%

79,917 東京都 東大和市 Ｐｏｋｉｔｏ　ａ　Ｐｏｋｏ 小売業 その他小売 5%

79,918 東京都 東大和市 マクドナルド新青梅東大和店 サービス 飲食業 2%

79,919 東京都 東大和市 マクドナルド東大和イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

79,920 東京都 東大和市 マクドナルド東大和清水店 サービス 飲食業 2%

79,921 東京都 東大和市 味噌屋蔵之介　東大和本店 サービス 飲食業 5%

79,922 東京都 東大和市 ミヤモト薬局（ＯＴＣ） 小売業 その他小売 5%

79,923 東京都 東大和市 美吉屋酒店 小売業 食料品 5%

79,924 東京都 東大和市 出口式みらい学習教室東大和中央教室 サービス その他サービス 5%

79,925 東京都 東大和市 薬師ゆま薬局 小売業 その他小売 5%

79,926 東京都 東大和市 有限会社高橋米穀店 有限会社高橋米穀店 小売業 食料品 5%
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79,927 東京都 東大和市 吉春吉 小売業 衣料品 5%

79,928 東京都 東大和市 ラトリエ・アンソレイエ 小売業 食料品 5%

79,929 東京都 東大和市 リサイクルブティックＡＢＣ東大和店 小売業 その他小売 5%

79,930 東京都 東大和市 理容西川 サービス 理容・美容業 5%

79,931 東京都 東大和市 ＬｏｔｕｓｂｙＭａｙ サービス 理容・美容業 5%

79,932 東京都 日野市 Ｒ　ａｎｄ　ｔａｍａｄａｉｒａ サービス その他サービス 5%

79,933 東京都 日野市 アールプロクジェクツ株式会社　アールプロクジェクツ株式会社 小売業 その他小売 5%

79,934 東京都 日野市 アイサンカーテクニック 小売業 その他小売 5%

79,935 東京都 日野市 ｏｕｔｄｏｏｒｓｔｏｒｅｎｅｒｏ 小売業 その他小売 5%

79,936 東京都 日野市 旭が丘釣り具センター 小売業 その他小売 5%

79,937 東京都 日野市 ＡＺＵＲＡ豊田【アズーラ】 サービス 理容・美容業 5%

79,938 東京都 日野市 ＡＺＵＲＡ豊田 サービス 理容・美容業 5%

79,939 東京都 日野市 アダム＆イヴ サービス 理容・美容業 5%

79,940 東京都 日野市 アンティム豊田 サービス 理容・美容業 5%

79,941 東京都 日野市 イゲタヤ　南平店 小売業 その他小売 5%

79,942 東京都 日野市 居酒屋魚一 サービス 飲食業 5%

79,943 東京都 日野市 石井電機 小売業 電化製品 5%

79,944 東京都 日野市 石澤工務店 サービス その他サービス 5%

79,945 東京都 日野市 セブン－イレブン泉塚店 小売業 食料品 2%

79,946 東京都 日野市 いづみ薬局 小売業 その他小売 5%

79,947 東京都 日野市 インド食堂アンジュナ サービス 飲食業 5%

79,948 東京都 日野市 ｖｉｃｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

79,949 東京都 日野市 打越浜寿司 サービス 飲食業 5%

79,950 東京都 日野市 ＭＭＤ Ｃａｒｒｙ Ｏｎ ＭＭＤ Ｃａｒｒｙ Ｏｎ 小売業 衣料品 5%

79,951 東京都 日野市 ＭＭＤ　ＣａｒｒｙＯｎ 小売業 衣料品 5%

79,952 東京都 日野市 エンジェルス サービス その他サービス 5%

79,953 東京都 日野市 大久保畳店 サービス その他サービス 5%

79,954 東京都 日野市 おおくぼ動物病院 サービス その他サービス 5%

79,955 東京都 日野市 オーケードライビングスクール サービス その他サービス 5%

79,956 東京都 日野市 オハナ サービス その他サービス 5%

79,957 東京都 日野市 かごの屋日野多摩平店 サービス 飲食業 5%

79,958 東京都 日野市 勝とうや サービス 飲食業 5%

79,959 東京都 日野市 ｃａｆｆｅｎｅｒｏ サービス 飲食業 5%

79,960 東京都 日野市 （株）阿川サイクルセンター 小売業 その他小売 5%

79,961 東京都 日野市 株式会社ナナオテレビ 小売業 電化製品 5%

79,962 東京都 日野市 株式会社新倉写真館 サービス その他サービス 5%

79,963 東京都 日野市 株式会社プラス・ユー サービス その他サービス 5%

79,964 東京都 日野市 株式会社森屋商店 小売業 食料品 5%

79,965 東京都 日野市 ＣａｒｒｙＯｎ 小売業 衣料品 5%

79,966 東京都 日野市 行政書士馬場孝宗事務所 サービス その他サービス 5%

79,967 東京都 日野市 ｃｕｉｉｊｉ サービス 飲食業 5%

79,968 東京都 日野市 くいどころばーあん サービス 飲食業 5%
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79,969 東京都 日野市 串屋横丁 サービス 飲食業 5%

79,970 東京都 日野市 串屋横丁高幡不動店 サービス 飲食業 5%

79,971 東京都 日野市 ｇｏｏｄｆｏｒｙｏｕｒｊｏｂ サービス その他サービス 5%

79,972 東京都 日野市 Ｇｒａｎｄ　Ｈｅａｒｔｓ サービス 理容・美容業 5%

79,973 東京都 日野市 クリック車検 サービス その他サービス 5%

79,974 東京都 日野市 Ｋ２　ＨＡＩＲ　?白いぼうし? サービス 理容・美容業 5%

79,975 東京都 日野市 ここっと サービス その他サービス 5%

79,976 東京都 日野市 越沼尚美 小売業 その他小売 5%

79,977 東京都 日野市 ｔｈｅ　ｂａｒｂｅｒ　ｓｈｏｐ サービス 理容・美容業 5%

79,978 東京都 日野市 ＴＨＥ　理容室　せんだい　ＴＨＥ　理容室　せんだい サービス 理容・美容業 5%

79,979 東京都 日野市 サカエヤ茶楼 サービス 飲食業 5%

79,980 東京都 日野市 Ｓａｐｌｉ【サプリ】 サービス 理容・美容業 5%

79,981 東京都 日野市 首都大学東京　日野　ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

79,982 東京都 日野市 首都大学東京　日野　ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

79,983 東京都 日野市 ＳＨＩＲＯ．／ＫＯＮ． 小売業 その他小売 5%

79,984 東京都 日野市 スーパーヤマザキ百草店 小売業 食料品 5%

79,985 東京都 日野市 鈴木瓦店本店 サービス その他サービス 5%

79,986 東京都 日野市 ＳＴＵＤＩＯ　ＰＯＳＩ 小売業 その他小売 5%

79,987 東京都 日野市 ｓｔｕｄｉｏＹ 小売業 貴金属・服飾品 5%

79,988 東京都 日野市 すみやき屋串陣高幡不動店 サービス 飲食業 5%

79,989 東京都 日野市 聖蹟桜ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,990 東京都 日野市 セルフ日野台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

79,991 東京都 日野市 そば処　開運そば サービス 飲食業 5%

79,992 東京都 日野市 ＴＡＫＡＤＥＮ 小売業 電化製品 5%

79,993 東京都 日野市 高幡まんじゅう　池田屋 小売業 食料品 5%

79,994 東京都 日野市 高幡まんじゅう　京王店 小売業 食料品 5%

79,995 東京都 日野市 高幡まんじゅう　工場店 小売業 食料品 5%

79,996 東京都 日野市 高幡まんじゅう　不動売店 小売業 食料品 5%

79,997 東京都 日野市 高幡まんじゅう　本店 小売業 食料品 5%

79,998 東京都 日野市 セブン－イレブン多摩動物公園店 小売業 食料品 2%

79,999 東京都 日野市 ダンパークリーニング豊田南店 サービス その他サービス 5%

80,000 東京都 日野市 ダンパークリーニング南平店 サービス その他サービス 5%

80,001 東京都 日野市 だんらん サービス 飲食業 5%

80,002 東京都 日野市 中央自動車工業 サービス その他サービス 5%

80,003 東京都 日野市 中国家庭料理 麒麟坊 サービス 飲食業 5%

80,004 東京都 日野市 塚越モータース サービス その他サービス 5%

80,005 東京都 日野市 とうふ処　三河屋　万願寺店 小売業 食料品 5%

80,006 東京都 日野市 トップパルケ甲州街道駅前店 小売業 食料品 5%

80,007 東京都 日野市 とよだペットクリニック サービス その他サービス 5%

80,008 東京都 日野市 ドラマ日野南平店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,009 東京都 日野市 トレボー百草店 サービス 理容・美容業 5%

80,010 東京都 日野市 ＮＩＣＨＯＬＡＳＫＡ 小売業 衣料品 5%
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80,011 東京都 日野市 日個連　今井タクシー サービス 運輸業 5%

80,012 東京都 日野市 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

80,013 東京都 日野市 日個連　橋本タクシー サービス 運輸業 5%

80,014 東京都 日野市 日個連　横田タクシー サービス 運輸業 5%

80,015 東京都 日野市 日本橋屋長兵衛　万願寺店 小売業 食料品 5%

80,016 東京都 日野市 バーゼル豊田店 小売業 食料品 5%

80,017 東京都 日野市 ｂａｃｋｓｔａｇｅ　高幡店 サービス 理容・美容業 5%

80,018 東京都 日野市 パナピットおがわ 小売業 電化製品 5%

80,019 東京都 日野市 パナピットさこう 小売業 電化製品 5%

80,020 東京都 日野市 パナピット日野 小売業 電化製品 5%

80,021 東京都 日野市 ＢＡＲ　ＬＯＵＮＧＥ　亀 サービス 飲食業 5%

80,022 東京都 日野市 ＰＩＴＴＳＵＲＵＯＫＡ 小売業 その他小売 5%

80,023 東京都 日野市 セブン－イレブン日野旭が丘１丁目店 小売業 食料品 2%

80,024 東京都 日野市 セブン－イレブン日野旭ケ丘店 小売業 食料品 2%

80,025 東京都 日野市 セブン－イレブン日野一番橋店 小売業 食料品 2%

80,026 東京都 日野市 セブンーイレブン日野駅前店 小売業 食料品 2%

80,027 東京都 日野市 セブン－イレブン日野大坂上店 小売業 食料品 2%

80,028 東京都 日野市 セブン－イレブン日野甲州街道駅前店 小売業 食料品 2%

80,029 東京都 日野市 セブンーイレブン日野栄町４丁目店 小売業 食料品 2%

80,030 東京都 日野市 日野市観光協会 サービス その他サービス 5%

80,031 東京都 日野市 セブン－イレブン日野市仲井店 小売業 食料品 2%

80,032 東京都 日野市 セブン－イレブン日野市日野台２丁目店 小売業 食料品 2%

80,033 東京都 日野市 日野台　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

80,034 東京都 日野市 セブン－イレブン日野高幡橋南店 小売業 食料品 2%

80,035 東京都 日野市 セブン－イレブン日野高幡不動駅前店 小売業 食料品 2%

80,036 東京都 日野市 セブン－イレブン日野豊田２丁目店 小売業 食料品 2%

80,037 東京都 日野市 セブン－イレブン日野東平山２丁目店 小売業 食料品 2%

80,038 東京都 日野市 セブン－イレブン日野平山６丁目店 小売業 食料品 2%

80,039 東京都 日野市 セブン－イレブン日野本町７丁目店 小売業 食料品 2%

80,040 東京都 日野市 セブン－イレブン日野万願寺２丁目店 小売業 食料品 2%

80,041 東京都 日野市 セブン－イレブン日野万願寺６丁目店 小売業 食料品 2%

80,042 東京都 日野市 セブン－イレブン日野三沢店 小売業 食料品 2%

80,043 東京都 日野市 セブン－イレブン日野南平２丁目店 小売業 食料品 2%

80,044 東京都 日野市 ファーストセレブレーション 小売業 食料品 5%

80,045 東京都 日野市 ファミリー写真館スマイル高幡不動店 サービス その他サービス 5%

80,046 東京都 日野市 藤森園 藤森園 小売業 食料品 5%

80,047 東京都 日野市 府中ランドリー サービス その他サービス 5%

80,048 東京都 日野市 府中ランドリー　日野店 サービス その他サービス 5%

80,049 東京都 日野市 フラワーショップ　バディー 小売業 その他小売 5%

80,050 東京都 日野市 フランヴェールヘアー　フランヴェール　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

80,051 東京都 日野市 ブルーブルーエ高幡不動店 小売業 貴金属・服飾品 5%

80,052 東京都 日野市 フレスコ フレスコ サービス 飲食業 5%
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80,053 東京都 日野市 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ＧＬａＮＺ　【グランツ】 サービス 理容・美容業 5%

80,054 東京都 日野市 ヘアーサロンやすどめ サービス 理容・美容業 5%

80,055 東京都 日野市 Ｈａｉｒ　Ｒｉｔ サービス 理容・美容業 5%

80,056 東京都 日野市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ａｃｏｔ サービス 理容・美容業 5%

80,057 東京都 日野市 ヘアサロンクレデュ サービス 理容・美容業 5%

80,058 東京都 日野市 ベアトリーチェ サービス 飲食業 5%

80,059 東京都 日野市 ヘアメイクアッシュ　高幡不動店 サービス 理容・美容業 5%

80,060 東京都 日野市 ヘアメイクアッシュ豊田店 サービス 理容・美容業 5%

80,061 東京都 日野市 ヘアメイクアッシュ　日野店 サービス 理容・美容業 5%

80,062 東京都 日野市 ペットのお世話係エンジェルス　エンジェルス サービス その他サービス 5%

80,063 東京都 日野市 マクドナルド旭ケ丘三和店 サービス 飲食業 2%

80,064 東京都 日野市 マクドナルド高幡不動店 サービス 飲食業 2%

80,065 東京都 日野市 マクドナルド豊田店 サービス 飲食業 2%

80,066 東京都 日野市 マクドナルド日野駅前店 サービス 飲食業 2%

80,067 東京都 日野市 まなべ整膚療院 本店 サービス その他サービス 5%

80,068 東京都 日野市 マムコレクション サービス その他サービス 5%

80,069 東京都 日野市 ＭＩＸＳ　ＢＩＫＥ　ＲＥＣＯＭＭＥＮＤ　ＳＴＵＤＩＯ　ＭＩＸＳ　日野店 小売業 その他小売 5%

80,070 東京都 日野市 ＭＩＸＳ 小売業 その他小売 5%

80,071 東京都 日野市 味ん味ん　日野店 サービス 飲食業 5%

80,072 東京都 日野市 メガネストアー高幡不動 小売業 その他小売 5%

80,073 東京都 日野市 メガネストアー高幡不動店 小売業 その他小売 5%

80,074 東京都 日野市 メガネストアー豊田 小売業 その他小売 5%

80,075 東京都 日野市 メガネストアー豊田店 小売業 その他小売 5%

80,076 東京都 日野市 メガネストアー日野駅前 小売業 その他小売 5%

80,077 東京都 日野市 メガネストアー日野駅前店 小売業 その他小売 5%

80,078 東京都 日野市 メダカフェ侘寂 サービス 飲食業 5%

80,079 東京都 日野市 ｍｏｋｕｍｕｋｕｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

80,080 東京都 日野市 ももんがカフェ ロースタリー サービス 飲食業 5%

80,081 東京都 日野市 森のエステサロンＳｍｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

80,082 東京都 日野市 森のエステサロンＳｍｉｌｙ　東京店 サービス 理容・美容業 5%

80,083 東京都 日野市 やきとり鷭家 サービス 飲食業 5%

80,084 東京都 日野市 焼肉　闘牛苑 サービス 飲食業 5%

80,085 東京都 日野市 焼肉レストランアンクルチャップ サービス 飲食業 5%

80,086 東京都 日野市 ヤマグチ百草店イシカワ電器 小売業 電化製品 5%

80,087 東京都 日野市 有限会社　渡辺管工 小売業 その他小売 5%

80,088 東京都 日野市 有限会社ジェックス サービス その他サービス 5%

80,089 東京都 日野市 Ｌａｎａ サービス 理容・美容業 5%

80,090 東京都 日野市 ｒｉｔ．ｓ サービス 理容・美容業 5%

80,091 東京都 日野市 リフレッシュハウスほぐしぃ サービス 理容・美容業 5%

80,092 東京都 日野市 理容一の宮 サービス 理容・美容業 5%

80,093 東京都 日野市 ｌｅ ｔｒｅｆｌｅ サービス 理容・美容業 5%

80,094 東京都 日野市 ＲｅＱｕｅＳｅｒａ サービス 理容・美容業 5%
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80,095 東京都 日野市 ロバーツ日野店 サービス 理容・美容業 5%

80,096 東京都 日野市 ＹＴ整体院 サービス その他サービス 5%

80,097 東京都 日の出町 セブン－イレブン阿伎留医療センター前店 小売業 食料品 2%

80,098 東京都 日の出町 オリックスレンタカーあきる野店 サービス その他サービス 2%

80,099 東京都 日の出町 カースクエア　プライム サービス その他サービス 5%

80,100 東京都 日の出町 株式会社ＺＥＸＴ サービス その他サービス 5%

80,101 東京都 日の出町 キングドライオザム日の出店 サービス その他サービス 5%

80,102 東京都 日の出町 愚陶庵　愚陶庵 サービス その他サービス 5%

80,103 東京都 日の出町 関根電機商会 小売業 電化製品 5%

80,104 東京都 日の出町 株式会社Ｚｅｒｏ サービス その他サービス 5%

80,105 東京都 日の出町 セブン－イレブン日の出インター店 小売業 食料品 2%

80,106 東京都 日の出町 日ノ出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

80,107 東京都 日の出町 セブンーイレブン日の出大久野店 小売業 食料品 2%

80,108 東京都 日の出町 セブン－イレブン日の出西平井店 小売業 食料品 2%

80,109 東京都 日の出町 美容室　ヒルトップ サービス 理容・美容業 5%

80,110 東京都 日の出町 ベルフローラ 小売業 その他小売 5%

80,111 東京都 日の出町 ＢｏｄｙＣａｒｅＳａｌｏｎＥｌｌｉｅ サービス 理容・美容業 5%

80,112 東京都 日の出町 ホビーゾーン日の出店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,113 東京都 日の出町 マクドナルドイオンモール日の出店 サービス 飲食業 2%

80,114 東京都 日の出町 ＭＤＣ　イオン日の出店 サービス 理容・美容業 5%

80,115 東京都 日の出町 ＡＣＯＳ平井店 小売業 電化製品 5%

80,116 東京都 日の出町 吉沢自動車 サービス その他サービス 5%

80,117 東京都 日の出町 吉沢自動車 サービス その他サービス 5%

80,118 東京都 日の出町 リヴィン　グッド サービス その他サービス 5%

80,119 東京都 檜原村 秋川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

80,120 東京都 檜原村 神戸国際マス釣場 サービス その他サービス 5%

80,121 東京都 檜原村 銀座亜紀枝　刺子館 小売業 貴金属・服飾品 5%

80,122 東京都 檜原村 古民家の宿山城 サービス 宿泊業 5%

80,123 東京都 檜原村 ショッピングストアかあべえ屋 小売業 その他小売 5%

80,124 東京都 檜原村 出光檜原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

80,125 東京都 檜原村 山ごはんカフェ　ヒノハラテラス サービス 飲食業 5%

80,126 東京都 檜原村 ロッヂ神戸岩 サービス 宿泊業 5%

80,127 東京都 府中市 Ａｒｔ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

80,128 東京都 府中市 ＩＰＵ引越しセンター サービス 運輸業 5%

80,129 東京都 府中市 アカシヤ 小売業 衣料品 5%

80,130 東京都 府中市 アキ動物病院 サービス その他サービス 5%

80,131 東京都 府中市 アキュパワーはりきゅう院 サービス 理容・美容業 5%

80,132 東京都 府中市 ａｓａ 小売業 衣料品 5%

80,133 東京都 府中市 アジアン雑貨トコ 小売業 その他小売 5%

80,134 東京都 府中市 アドコンタクト　府中店 小売業 その他小売 5%

80,135 東京都 府中市 アドコンタクト府中店　府中店 小売業 その他小売 5%

80,136 東京都 府中市 Ｌ’Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｂｉｒｄ サービス 理容・美容業 5%
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80,137 東京都 府中市 アプローズ サービス 理容・美容業 5%

80,138 東京都 府中市 彩冷えるＯＦＦＩＣＩＡＬＳＨＯＰ サービス その他サービス 5%

80,139 東京都 府中市 アライモータース 小売業 その他小売 5%

80,140 東京都 府中市 アラカラバル サービス 飲食業 5%

80,141 東京都 府中市 アルソアマインド 小売業 その他小売 5%

80,142 東京都 府中市 ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

80,143 東京都 府中市 アンソニー動物病院 サービス その他サービス 5%

80,144 東京都 府中市 ｕｎｐａｓｅｏ　京王府中ＳＣ 小売業 その他小売 5%

80,145 東京都 府中市 ＥＴＣダンススクール府中校 サービス その他サービス 5%

80,146 東京都 府中市 株式会社いいとも　西東京事業所 サービス その他サービス 5%

80,147 東京都 府中市 居酒屋　あん サービス 飲食業 5%

80,148 東京都 府中市 一力 サービス 飲食業 5%

80,149 東京都 府中市 イデオモータロボティクス 小売業 電化製品 5%

80,150 東京都 府中市 イトウフォト サービス その他サービス 5%

80,151 東京都 府中市 ＩＮ　ＶＩＮＯ　ＶＥＲＩＴＡＳ サービス 飲食業 5%

80,152 東京都 府中市 ウインドジャマーズ府中本店 小売業 その他小売 5%

80,153 東京都 府中市 ＵＯＹＡしげぞう ＵＯＹＡしげぞう府中店 サービス 飲食業 5%

80,154 東京都 府中市 梅企画西山千登勢 サービス その他サービス 5%

80,155 東京都 府中市 ｅｃｏＱ多摩ホーム電化サービス 小売業 電化製品 5%

80,156 東京都 府中市 エステソワンロイヤル　府中店 サービス 理容・美容業 5%

80,157 東京都 府中市 エステティックサロンＨａｐｐｙ サービス 理容・美容業 5%

80,158 東京都 府中市 株式会社Ｆ．Ｆ．Ｐ． 小売業 衣料品 5%

80,159 東京都 府中市 エフセラーズ サービス その他サービス 5%

80,160 東京都 府中市 おうち居酒屋よってこ サービス 飲食業 5%

80,161 東京都 府中市 大国自動車工業 サービス その他サービス 5%

80,162 東京都 府中市 太田進司税理士事務所 サービス その他サービス 5%

80,163 東京都 府中市 太田家 小売業 その他小売 5%

80,164 東京都 府中市 オリックスレンタカー府中駅前店 サービス その他サービス 2%

80,165 東京都 府中市 ガイドビーコン　ガイドビーコン サービス その他サービス 5%

80,166 東京都 府中市 角煮専門店そら サービス 飲食業 5%

80,167 東京都 府中市 カットブレイクＳＨＯＷ サービス 理容・美容業 5%

80,168 東京都 府中市 割烹阿吽 サービス 飲食業 5%

80,169 東京都 府中市 割烹秋与し サービス 飲食業 5%

80,170 東京都 府中市 可ナル舎 小売業 家具・調度品 5%

80,171 東京都 府中市 （株）内田電気車返店 小売業 電化製品 5%

80,172 東京都 府中市 株式会社カワサキオートバイ多摩ショップ　Ｔａｍａ　ｓｈｏｐ　Ｕｂｉｃ 小売業 その他小売 5%

80,173 東京都 府中市 株式会社ジェニー 小売業 衣料品 5%

80,174 東京都 府中市 株式会社篠原電気工業 サービス その他サービス 5%

80,175 東京都 府中市 株式会社Ｂｒｉｌｌｅｒ サービス その他サービス 5%

80,176 東京都 府中市 株　森田屋 小売業 食料品 5%

80,177 東京都 府中市 鎌田企画コンサルティングオフィス サービス その他サービス 5%

80,178 東京都 府中市 カラダファクトリー　ル・シーニュ府中店 サービス その他サービス 5%
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80,179 東京都 府中市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番府中宮西店 サービス 飲食業 2%

80,180 東京都 府中市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋府中四谷店 サービス 飲食業 2%

80,181 東京都 府中市 カワサキプラザ府中 小売業 その他小売 5%

80,182 東京都 府中市 木村屋製パン 小売業 食料品 5%

80,183 東京都 府中市 キャピック　フチュウ サービス その他サービス 5%

80,184 東京都 府中市 牛角府中店 サービス 飲食業 2%

80,185 東京都 府中市 ぎょうざの満洲　中河原駅前店 サービス 飲食業 5%

80,186 東京都 府中市 業務スーパー府中本宿店 小売業 食料品 2%

80,187 東京都 府中市 Ｋｉｙｏｍｉボディメイクカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

80,188 東京都 府中市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ府中店 小売業 その他小売 5%

80,189 東京都 府中市 Ｇｌｕｃｋｌｉｃｈ 小売業 その他小売 5%

80,190 東京都 府中市 Ｃｏｕｌｅｕｒｓ＿ｆ 小売業 衣料品 5%

80,191 東京都 府中市 黒毛和牛焼肉サラン サービス 飲食業 5%

80,192 東京都 府中市 光国クリーンＭ．Ａ．Ｃ本部 サービス その他サービス 5%

80,193 東京都 府中市 光国クリーンＭ．Ａ．Ｃ本部 サービス その他サービス 5%

80,194 東京都 府中市 株式会社　弘文社 小売業 その他小売 5%

80,195 東京都 府中市 ｇａｕｃｈｅ 小売業 衣料品 5%

80,196 東京都 府中市 こだわりの米屋「天地米店」 小売業 食料品 5%

80,197 東京都 府中市 Ｃｏｔｉ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

80,198 東京都 府中市 サーバジア・カフェ府中小柳店 小売業 食料品 5%

80,199 東京都 府中市 サイクルショップ　セキ 小売業 その他小売 5%

80,200 東京都 府中市 株式会社サイスミック サービス その他サービス 5%

80,201 東京都 府中市 SAKURAYAFORME　府中店 サービス 理容・美容業 5%

80,202 東京都 府中市 幸　春夏冬 サービス 飲食業 5%

80,203 東京都 府中市 さとうクリーニング　本店 サービス その他サービス 5%

80,204 東京都 府中市 さぼおる サービス その他サービス 5%

80,205 東京都 府中市 サロンドイブ サービス 理容・美容業 5%

80,206 東京都 府中市 サロンｄｅスリーセブン サービス 理容・美容業 5%

80,207 東京都 府中市 サロンｄｅスリーセブン サービス 理容・美容業 5%

80,208 東京都 府中市 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＮＩＳＳ美容室 サービス 理容・美容業 5%

80,209 東京都 府中市 サロンドボヌール サービス 理容・美容業 5%

80,210 東京都 府中市 サンソフト サンソフト 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,211 東京都 府中市 さんたま府中支店 サービス 飲食業 5%

80,212 東京都 府中市 三和交通アプリ　三和交通多摩府中営業所 サービス その他サービス 5%

80,213 東京都 府中市 シィルサロン サービス 理容・美容業 5%

80,214 東京都 府中市 ジェノワーズ　洋菓子店 サービス 飲食業 5%

80,215 東京都 府中市 四季のあじ　旬楽 サービス 飲食業 5%

80,216 東京都 府中市 シティテル府中 サービス 宿泊業 5%

80,217 東京都 府中市 柴田石材 小売業 その他小売 5%

80,218 東京都 府中市 セブン－イレブン清水ケ丘店 小売業 食料品 2%

80,219 東京都 府中市 志村電機商会 小売業 電化製品 5%

80,220 東京都 府中市 ジャスマン洋菓子店　押立店 小売業 食料品 5%
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80,221 東京都 府中市 しゃぶしゃぶ温野菜府中店 サービス 飲食業 2%

80,222 東京都 府中市 Ｊａｍ’ｓ　ｂａｒ サービス 飲食業 5%

80,223 東京都 府中市 Ｊａｍ　ｓ　ｂａｒ サービス 飲食業 5%

80,224 東京都 府中市 株式会社プライズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

80,225 東京都 府中市 春夏冬正 春夏冬正 サービス 飲食業 5%

80,226 東京都 府中市 新宿宮川　府中店 サービス 飲食業 5%

80,227 東京都 府中市 スーパーヤマザキ府中店 小売業 食料品 5%

80,228 東京都 府中市 鮨割烹　たちばな サービス 飲食業 5%

80,229 東京都 府中市 すし武 サービス 飲食業 5%

80,230 東京都 府中市 めんてな サービス その他サービス 5%

80,231 東京都 府中市 すばこ サービス その他サービス 5%

80,232 東京都 府中市 整体院 Ｋｅｅｐｅｒ 整体院 Ｋｅｅｐｅｒ サービス その他サービス 5%

80,233 東京都 府中市 府中いちご狩り園 サービス その他サービス 5%

80,234 東京都 府中市 高篠輪業 小売業 その他小売 5%

80,235 東京都 府中市 高橋メガネ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

80,236 東京都 府中市 たこ焼とほるもん酒場　ゑえやん サービス 飲食業 5%

80,237 東京都 府中市 駄駄羅亭 サービス 飲食業 5%

80,238 東京都 府中市 多磨酒仙・海らく サービス 飲食業 5%

80,239 東京都 府中市 ｑｉｌｉｎ 小売業 衣料品 5%

80,240 東京都 府中市 チコラ動物病院 サービス その他サービス 5%

80,241 東京都 府中市 馳走屋厨厨 サービス 飲食業 5%

80,242 東京都 府中市 中華レストラン　紅 サービス 飲食業 5%

80,243 東京都 府中市 中古車ギャラリー 小売業 その他小売 5%

80,244 東京都 府中市 チョットバー サービス 飲食業 5%

80,245 東京都 府中市 つき○ サービス 飲食業 5%

80,246 東京都 府中市 Ｄｅａｒ　Ｆｒｉｅｎｄｓ サービス 理容・美容業 5%

80,247 東京都 府中市 ＴＡＩＬＯＲＳＡＳＡＫＩ 小売業 衣料品 5%

80,248 東京都 府中市 ｔｅｃｈ２ 小売業 その他小売 5%

80,249 東京都 府中市 手づくり時計Ｕｃｈｉｄａ 小売業 衣料品 5%

80,250 東京都 府中市 （有）てんち 小売業 その他小売 5%

80,251 東京都 府中市 天然酵母の蒸しパン屋 しのぱん 小売業 食料品 5%

80,252 東京都 府中市 Ｔｕｏ　さぼおる サービス その他サービス 5%

80,253 東京都 府中市 ＴＵＯ　東京外語大学生協　パンショップ サービス その他サービス 5%

80,254 東京都 府中市 ＴＵＯ　農工大生協　農学部食堂 サービス その他サービス 5%

80,255 東京都 府中市 Ｔｕｏ　ミール サービス その他サービス 5%

80,256 東京都 府中市 東京外国語大学生協ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

80,257 東京都 府中市 東京外国語大学生協ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

80,258 東京都 府中市 東京外語大学生協　パンショップ サービス その他サービス 5%

80,259 東京都 府中市 東都自動車工業 サービス その他サービス 5%

80,260 東京都 府中市 東農工大生協　農学部ＳＢ サービス その他サービス 5%

80,261 東京都 府中市 東農工大生協　農学部ＳＢ サービス その他サービス 5%

80,262 東京都 府中市 フィル 小売業 衣料品 5%
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80,263 東京都 府中市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ府中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

80,264 東京都 府中市 栃木家石材店　本店 小売業 その他小売 5%

80,265 東京都 府中市 ドライブコンシェル サービス その他サービス 5%

80,266 東京都 府中市 ＤＲＡＧＯＮ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

80,267 東京都 府中市 とんかつ割烹やすいみ～と サービス 飲食業 5%

80,268 東京都 府中市 とんかつ山下 サービス 飲食業 5%

80,269 東京都 府中市 とんかつ山下 サービス 飲食業 5%

80,270 東京都 府中市 中河原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

80,271 東京都 府中市 南方郵便機 小売業 食料品 5%

80,272 東京都 府中市 西府ガレージ サービス その他サービス 5%

80,273 東京都 府中市 日個連　神戸タクシー サービス 運輸業 5%

80,274 東京都 府中市 日個連　柴崎タクシー サービス 運輸業 5%

80,275 東京都 府中市 日個連　杉浦タクシー サービス 運輸業 5%

80,276 東京都 府中市 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

80,277 東京都 府中市 日個連　米田タクシー サービス 運輸業 5%

80,278 東京都 府中市 日本メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

80,279 東京都 府中市 ニュー府中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

80,280 東京都 府中市 農工大生協　農学部食堂 サービス その他サービス 5%

80,281 東京都 府中市 呑みどころ鉄板焼食堂じゅんちゃん サービス 飲食業 5%

80,282 東京都 府中市 ハート　ｔｏ　ハート　府中店 サービス その他サービス 5%

80,283 東京都 府中市 パステルデザート京王府中店 小売業 食料品 5%

80,284 東京都 府中市 パソコン市民ＩＴ講座 サービス その他サービス 5%

80,285 東京都 府中市 パソコンドック２４　府中店 小売業 電化製品 5%

80,286 東京都 府中市 花岡商店 サービス 飲食業 5%

80,287 東京都 府中市 セブン－イレブン晴見町店 小売業 食料品 2%

80,288 東京都 府中市 ビアバーダンケ サービス 飲食業 5%

80,289 東京都 府中市 ビーフリー 東京府中店 小売業 その他小売 5%

80,290 東京都 府中市 セブン－イレブン東府中駅東店 小売業 食料品 2%

80,291 東京都 府中市 美．ＣＯＣＯ?府中 サービス 理容・美容業 5%

80,292 東京都 府中市 ビジネス・イン・グランド－ル府中　別館 サービス 宿泊業 5%

80,293 東京都 府中市 ビジネスホテルサンライト別館 サービス 宿泊業 5%

80,294 東京都 府中市 ビジネスホテルサンライト本館 サービス 宿泊業 5%

80,295 東京都 府中市 Ｐｉｚｚｅｒｉａ Ｂｅｌ ｌｉｎｏ サービス 飲食業 5%

80,296 東京都 府中市 ＰＩＮＫ サービス 理容・美容業 5%

80,297 東京都 府中市 ファミリー写真館スマイル　府中店 サービス その他サービス 5%

80,298 東京都 府中市 ブーランジェリー　アヤカ 小売業 食料品 5%

80,299 東京都 府中市 ブーランジェリー テール ヴィヴァン 朝日町店 小売業 食料品 5%

80,300 東京都 府中市 ブーランジェリー　テール　ヴィヴァン　是政店 小売業 食料品 5%

80,301 東京都 府中市 府中　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

80,302 東京都 府中市 府中ウェストＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

80,303 東京都 府中市 セブン－イレブン府中駅北口店 小売業 食料品 2%

80,304 東京都 府中市 府中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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80,305 東京都 府中市 セブン－イレブン府中押立町４丁目店 小売業 食料品 2%

80,306 東京都 府中市 セブン－イレブン府中片町２丁目店 小売業 食料品 2%

80,307 東京都 府中市 府中観光交通株式会社 サービス 運輸業 5%

80,308 東京都 府中市 セブン－イレブン府中北山店 小売業 食料品 2%

80,309 東京都 府中市 セブン－イレブン府中是政１丁目店 小売業 食料品 2%

80,310 東京都 府中市 セブン－イレブン府中是政３丁目店 小売業 食料品 2%

80,311 東京都 府中市 府中自動車教習所 サービス その他サービス 5%

80,312 東京都 府中市 セブン－イレブン府中白糸台５丁目店 小売業 食料品 2%

80,313 東京都 府中市 セブン－イレブン府中白糸台店 小売業 食料品 2%

80,314 東京都 府中市 セブン－イレブン府中白糸台４丁目店 小売業 食料品 2%

80,315 東京都 府中市 セブンーイレブン府中新町１丁目店 小売業 食料品 2%

80,316 東京都 府中市 セブン－イレブン府中新町２丁目店 小売業 食料品 2%

80,317 東京都 府中市 セブン－イレブン府中住吉４丁目店 小売業 食料品 2%

80,318 東京都 府中市 府中Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｂａｒレストハウス サービス 飲食業 5%

80,319 東京都 府中市 セブン－イレブン府中天神町店 小売業 食料品 2%

80,320 東京都 府中市 府中西国分寺角煮専門店そら サービス 飲食業 5%

80,321 東京都 府中市 府中の森動物病院 サービス その他サービス 5%

80,322 東京都 府中市 セブン－イレブン府中八幡町店 小売業 食料品 2%

80,323 東京都 府中市 セブン－イレブン府中八幡町２丁目店 小売業 食料品 2%

80,324 東京都 府中市 出光府中東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

80,325 東京都 府中市 セブン－イレブン府中分梅町２丁目店 小売業 食料品 2%

80,326 東京都 府中市 セブン－イレブン府中分梅店 小売業 食料品 2%

80,327 東京都 府中市 セブン－イレブン府中分梅通り店 小売業 食料品 2%

80,328 東京都 府中市 セブン－イレブン府中本町駅北店 小売業 食料品 2%

80,329 東京都 府中市 セブン－イレブン府中緑町３丁目店 小売業 食料品 2%

80,330 東京都 府中市 セブン－イレブン府中緑町２丁目店 小売業 食料品 2%

80,331 東京都 府中市 セブン－イレブン府中南町２丁目店 小売業 食料品 2%

80,332 東京都 府中市 セブン－イレブン府中宮西町２丁目店 小売業 食料品 2%

80,333 東京都 府中市 セブン－イレブン府中美好町１丁目店 小売業 食料品 2%

80,334 東京都 府中市 セブン－イレブン府中紅葉丘店 小売業 食料品 2%

80,335 東京都 府中市 府中聞弦坊 サービス 飲食業 5%

80,336 東京都 府中市 セブン－イレブン府中四谷４丁目店 小売業 食料品 2%

80,337 東京都 府中市 セブン－イレブン府中若松町３丁目店 小売業 食料品 2%

80,338 東京都 府中市 府中ワルツ　府中ワルツ サービス 理容・美容業 5%

80,339 東京都 府中市 フットウィング サービス その他サービス 5%

80,340 東京都 府中市 フットサルショップ ＰＡＮＮＡ 小売業 その他小売 5%

80,341 東京都 府中市 プティタンジュ サービス その他サービス 5%

80,342 東京都 府中市 ぶら日　ぶら日 サービス 飲食業 5%

80,343 東京都 府中市 Ｂｒｉｇｅｌａ府中ル・シーニュ店 サービス 飲食業 5%

80,344 東京都 府中市 ブルーブルーエ　ル・シーニュ武蔵府中 小売業 貴金属・服飾品 5%

80,345 東京都 府中市 フレッシュネスバーガー府中駅前 サービス 飲食業 2%

80,346 東京都 府中市 ＨＡＩＲ　Ｌｏｉ’ｓ サービス 理容・美容業 5%
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80,347 東京都 府中市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

80,348 東京都 府中市 ヘアメイクアッシュ　分倍河原店 サービス 理容・美容業 5%

80,349 東京都 府中市 Ｂｅｋｋｉｏ サービス 飲食業 5%

80,350 東京都 府中市 ペットサロンプリンス サービス その他サービス 5%

80,351 東京都 府中市 ペットショップ・サンキュー 小売業 その他小売 5%

80,352 東京都 府中市 ほぐし処イルカ サービス その他サービス 5%

80,353 東京都 府中市 ＢｏｄｙｍａｋｉｎｇＫＩＫＩ サービス 理容・美容業 5%

80,354 東京都 府中市 ＢｏｄｙｗｏｒｋｌａｂｏＰｏｎｏ サービス 理容・美容業 5%

80,355 東京都 府中市 ホテル朝日グランド－ル府中 サービス 宿泊業 5%

80,356 東京都 府中市 ホテルコンチネンタル サービス 宿泊業 5%

80,357 東京都 府中市 ホテルコンチネンタル　府中 サービス 宿泊業 5%

80,358 東京都 府中市 ホテルゼクス サービス 宿泊業 5%

80,359 東京都 府中市 ホテル中央館 サービス 宿泊業 5%

80,360 東京都 府中市 ポプラ府中西原店 小売業 その他小売 2%

80,361 東京都 府中市 ホンダドリーム府中 小売業 その他小売 5%

80,362 東京都 府中市 ボンバー サービス その他サービス 5%

80,363 東京都 府中市 マクドナルド府中中河原ライフ店 サービス 飲食業 2%

80,364 東京都 府中市 マクドナルド府中本宿町店 サービス 飲食業 2%

80,365 東京都 府中市 マクドナルド分倍河原駅前店 サービス 飲食業 2%

80,366 東京都 府中市 マクドナルド四谷橋通り府中店 サービス 飲食業 2%

80,367 東京都 府中市 丸正武蔵野台駅前店 小売業 食料品 2%

80,368 東京都 府中市 マロウドイン　東京 サービス 宿泊業 5%

80,369 東京都 府中市 ミール サービス その他サービス 5%

80,370 東京都 府中市 武蔵野うどん 武蔵野うどん サービス 飲食業 5%

80,371 東京都 府中市 セブン－イレブン武蔵野台駅南口店 小売業 食料品 2%

80,372 東京都 府中市 村内ファニチャーアクセス　府中店 小売業 家具・調度品 5%

80,373 東京都 府中市 ムラカミ電気商会 小売業 電化製品 5%

80,374 東京都 府中市 村山商事 サービス その他サービス 5%

80,375 東京都 府中市 メイプル動物病院 サービス その他サービス 5%

80,376 東京都 府中市 メガネサロンルック　府中中河原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

80,377 東京都 府中市 メガネストアー武蔵野台 小売業 その他小売 5%

80,378 東京都 府中市 メガネストアー武蔵野台店 小売業 その他小売 5%

80,379 東京都 府中市 メガネのアド　府中店 小売業 貴金属・服飾品 5%

80,380 東京都 府中市 メガネのアド府中店　府中店 小売業 その他小売 5%

80,381 東京都 府中市 麺処よっちゃん 麺処よっちゃん サービス 飲食業 5%

80,382 東京都 府中市 もっくん府中 サービス 飲食業 5%

80,383 東京都 府中市 もふもふ動物病院 サービス その他サービス 5%

80,384 東京都 府中市 もふもふ動物病院 サービス その他サービス 5%

80,385 東京都 府中市 焼肉サラン サービス 飲食業 5%

80,386 東京都 府中市 ヤマキ 小売業 食料品 5%

80,387 東京都 府中市 ［ＨＣ］山本でんき多磨店 小売業 電化製品 5%

80,388 東京都 府中市 山本でんき晴見店 小売業 電化製品 5%
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80,389 東京都 府中市 ［ＨＣ］山本でんき宮町店 小売業 電化製品 5%

80,390 東京都 府中市 大森茶屋 小売業 その他小売 5%

80,391 東京都 府中市 有限会社　出島 小売業 食料品 5%

80,392 東京都 府中市 有限会社水上畳店 サービス その他サービス 5%

80,393 東京都 府中市 有限会社加島屋商店 サービス 飲食業 5%

80,394 東京都 府中市 有　ワイ　エス　シー府中西部　読売センター府中西部 小売業 その他小売 5%

80,395 東京都 府中市 ゆみメディカル鍼灸サロン サービス その他サービス 5%

80,396 東京都 府中市 ヨサパークＰＩＮＫ　府中本店 サービス その他サービス 5%

80,397 東京都 府中市 よしだプロフィールラボ サービス その他サービス 5%

80,398 東京都 府中市 ライフテクト　ウチダ 小売業 電化製品 5%

80,399 東京都 府中市 Ｌａｒｉｍａｒ サービス 理容・美容業 5%

80,400 東京都 府中市 Ｌｉｋｏ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

80,401 東京都 府中市 Ｒｅ　Ｒａ　Ｋｕ　武蔵府中ル　シーニュ店 サービス その他サービス 5%

80,402 東京都 府中市 リラクゼーションサロン Ｋｉｒａｎａ サービス その他サービス 5%

80,403 東京都 府中市 ｒｅｌｅａｓｅｐｏｔ 小売業 衣料品 5%

80,404 東京都 府中市 リンガハウス サービス その他サービス 5%

80,405 東京都 府中市 ＬｅＣｈａｒｍｅ（ル　シャルム） サービス 理容・美容業 5%

80,406 東京都 府中市 Ｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

80,407 東京都 府中市 Ｒｏｏｔｓ Ｍｕｓｉｃ Ｓｃｈｏｏｌ サービス その他サービス 5%

80,408 東京都 府中市 Ｌｅ・ｃｈａｒｍｅ サービス 理容・美容業 5%

80,409 東京都 府中市 ルモンド理容室 サービス 理容・美容業 5%

80,410 東京都 府中市 レストラン　東北牧場 サービス 飲食業 5%

80,411 東京都 府中市 レストラン　フィリー サービス 飲食業 5%

80,412 東京都 府中市 ローズルーム 小売業 衣料品 5%

80,413 東京都 府中市 ロシアレストランペーチカ サービス 飲食業 5%

80,414 東京都 府中市 Ｗｉｎｅ　Ｔｅｒｒａｃｅ　Ｙｕｍｅ サービス 飲食業 5%

80,415 東京都 府中市 和楽酔竹 サービス 飲食業 5%

80,416 東京都 福生市 アトリエむべ サービス その他サービス 5%

80,417 東京都 福生市 ａｍｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

80,418 東京都 福生市 居酒屋まるちゃん サービス 飲食業 5%

80,419 東京都 福生市 石橋屋 小売業 その他小売 5%

80,420 東京都 福生市 いちごケアタクシー サービス 運輸業 5%

80,421 東京都 福生市 エステサロン　Ｃａｌｍ サービス その他サービス 5%

80,422 東京都 福生市 エステサロンさくら　福生店 サービス 理容・美容業 5%

80,423 東京都 福生市 Ｆの集会場 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,424 東京都 福生市 エールペットクリニック サービス その他サービス 5%

80,425 東京都 福生市 ＯＫリカー 小売業 食料品 5%

80,426 東京都 福生市 ＯＫリカー サービス その他サービス 5%

80,427 東京都 福生市 ＯＦＦ－１　オフワン 小売業 その他小売 5%

80,428 東京都 福生市 介護タクシーあっぷる福生 サービス 運輸業 5%

80,429 東京都 福生市 カイロ＆エステなごむん サービス 理容・美容業 5%

80,430 東京都 福生市 カイロプラクティックＳｏｕｎｄＢｏｄｙ サービス 理容・美容業 5%
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80,431 東京都 福生市 ＫＡＥＤＥ サービス 飲食業 5%

80,432 東京都 福生市 ＣＡＦＥＤ－１３ サービス 飲食業 5%

80,433 東京都 福生市 株式会社店舗開発 サービス その他サービス 5%

80,434 東京都 福生市 カラオケ家福生店 サービス その他サービス 5%

80,435 東京都 福生市 カレーハウスｃｏｃｏ壱番屋ＪＲ福生駅東口店 小売業 食料品 2%

80,436 東京都 福生市 きさらぎ サービス 飲食業 5%

80,437 東京都 福生市 きみ竹 サービス 飲食業 5%

80,438 東京都 福生市 ぎょうざの満洲　福生西口店 サービス 飲食業 5%

80,439 東京都 福生市 木を植えるレストランオーロラ サービス 飲食業 5%

80,440 東京都 福生市 キングドライいなげや福生店 サービス その他サービス 5%

80,441 東京都 福生市 キングドライ牛浜店 サービス その他サービス 5%

80,442 東京都 福生市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ福生店 小売業 その他小売 5%

80,443 東京都 福生市 玄米ごはんとお酒　ごしま　玄米ごはんとお酒　ごしま サービス 飲食業 5%

80,444 東京都 福生市 神戸ステーキハウス サービス 飲食業 5%

80,445 東京都 福生市 コスモスペース福生店 小売業 その他小売 5%

80,446 東京都 福生市 ごはんと酒菜　ごえん サービス 飲食業 5%

80,447 東京都 福生市 サイクルベースうちだ 小売業 その他小売 5%

80,448 東京都 福生市 ＳＡＫＥ・ＢＥＥＲ・ＯＭＵＳＵＢＩ　ぞうぐら サービス 飲食業 5%

80,449 東京都 福生市 さわ木庵 サービス 飲食業 5%

80,450 東京都 福生市 Ｃ２Ｇｉイマージョンセンター サービス その他サービス 5%

80,451 東京都 福生市 ジェシー・ジェイムス福生店 サービス 飲食業 5%

80,452 東京都 福生市 Ｓｔｒａｎ　Ｄ 小売業 衣料品 5%

80,453 東京都 福生市 セイブ補聴器 小売業 その他小売 5%

80,454 東京都 福生市 Ｃ＇ｅｓｔｍｉｇｎｏｎ 小売業 衣料品 5%

80,455 東京都 福生市 創作ダイニング　たつあん サービス 飲食業 5%

80,456 東京都 福生市 だいやめ　拝島店 サービス 飲食業 5%

80,457 東京都 福生市 だいやめ　拝島店 サービス 飲食業 5%

80,458 東京都 福生市 ＴｈａｉＲｅｓｔａｕｒａｎｔＪＥＡＮ サービス 飲食業 5%

80,459 東京都 福生市 寅善 サービス 飲食業 5%

80,460 東京都 福生市 Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ｎｏａｈ サービス その他サービス 5%

80,461 東京都 福生市 ＮＯＮＤＥ幸 サービス 飲食業 5%

80,462 東京都 福生市 拝島駅北口前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

80,463 東京都 福生市 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｐｒｅｎｄｒｅ 小売業 食料品 5%

80,464 東京都 福生市 ビアンカ サービス 理容・美容業 5%

80,465 東京都 福生市 ｂｅｈｏｕｓｅ 小売業 衣料品 5%

80,466 東京都 福生市 セブン－イレブン東福生駅南店 小売業 食料品 2%

80,467 東京都 福生市 ピクセリウム株式会社 サービス その他サービス 5%

80,468 東京都 福生市 ブックス　タマ　千ケ瀬店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,469 東京都 福生市 ブックス　タマ　福生店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,470 東京都 福生市 セブン－イレブン福生牛浜駅東店 小売業 食料品 2%

80,471 東京都 福生市 セブン－イレブン福生駅東店 小売業 食料品 2%

80,472 東京都 福生市 セブン－イレブン福生駅前東口店 小売業 食料品 2%
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80,473 東京都 福生市 福生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

80,474 東京都 福生市 セブン－イレブン福生加美平３丁目店 小売業 食料品 2%

80,475 東京都 福生市 セブン－イレブン福生北田園２丁目店 小売業 食料品 2%

80,476 東京都 福生市 セブン－イレブン福生熊川神社前店 小売業 食料品 2%

80,477 東京都 福生市 セブン－イレブン福生熊川店 小売業 食料品 2%

80,478 東京都 福生市 ＦＵＳＳＡＧＥＮＥＲＡＬＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

80,479 東京都 福生市 セブン－イレブン福生志茂店 小売業 食料品 2%

80,480 東京都 福生市 セブン－イレブン福生西口店 小売業 食料品 2%

80,481 東京都 福生市 セブン－イレブン福生南田園１丁目店 小売業 食料品 2%

80,482 東京都 福生市 セブン－イレブン福生武蔵野台１丁目店 小売業 食料品 2%

80,483 東京都 福生市 福生ランドリー サービス その他サービス 5%

80,484 東京都 福生市 ブティック　トコ 小売業 衣料品 5%

80,485 東京都 福生市 フラッグスアップ サービス その他サービス 5%

80,486 東京都 福生市 Ｂｒａｉｎ サービス 飲食業 5%

80,487 東京都 福生市 Ｆｌａｍｉｎｇｏ サービス 理容・美容業 5%

80,488 東京都 福生市 ヘアメイク　ピトゥサ　福生店 サービス 理容・美容業 5%

80,489 東京都 福生市 ヘルプ サービス その他サービス 5%

80,490 東京都 福生市 株式会社　ホッタ晴信堂薬局 小売業 その他小売 5%

80,491 東京都 福生市 マクドナルド東福生マルフジ店 サービス 飲食業 2%

80,492 東京都 福生市 マクドナルド福生店 サービス 飲食業 2%

80,493 東京都 福生市 マルフジ熊川南店 小売業 食料品 5%

80,494 東京都 福生市 マルフジ福生店 小売業 食料品 5%

80,495 東京都 福生市 マルフジ南田園店 小売業 食料品 5%

80,496 東京都 福生市 ＭＡＬＯＮ 小売業 衣料品 5%

80,497 東京都 福生市 みのりかわＰＲＯＨＡＮＤＳ みのりかわＰＲＯＨＡＮＤＳ 小売業 その他小売 5%

80,498 東京都 福生市 セブン－イレブン武蔵野台店 小売業 食料品 2%

80,499 東京都 福生市 メガネストアー福生 小売業 その他小売 5%

80,500 東京都 福生市 メガネストアー福生店 小売業 その他小売 5%

80,501 東京都 福生市 モダンパスタ西友福生店１１２９ サービス 飲食業 5%

80,502 東京都 福生市 焼肉ホルモン長者 サービス 飲食業 5%

80,503 東京都 福生市 有限会社いずみや商店 小売業 食料品 5%

80,504 東京都 福生市 有限会社宮寺タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

80,505 東京都 福生市 セブン－イレブン横田基地前店 小売業 食料品 2%

80,506 東京都 福生市 セブン－イレブン横田第２ゲート店 小売業 食料品 2%

80,507 東京都 福生市 ラウンジ姫 サービス 飲食業 5%

80,508 東京都 福生市 ｒｏｍａｎｔｉｃａａｎｔｉｑｕｅｓ 小売業 その他小売 5%

80,509 東京都 文京区 ＡＲＫＳＨＩＰ サービス その他サービス 5%

80,510 東京都 文京区 アートギャラリー８８４ サービス その他サービス 5%

80,511 東京都 文京区 Ｉｎｅｅｄ サービス 理容・美容業 5%

80,512 東京都 文京区 青い空駒込店 小売業 衣料品 5%

80,513 東京都 文京区 青森地酒専門店　あおもり湯島 サービス 飲食業 5%

80,514 東京都 文京区 秋吉　後楽園店 サービス 飲食業 5%
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80,515 東京都 文京区 ＡＳＡＭＩＷＩＮＥ茗荷谷店 小売業 食料品 5%

80,516 東京都 文京区 アストリア 小売業 衣料品 5%

80,517 東京都 文京区 アストリア 小売業 衣料品 5%

80,518 東京都 文京区 株式会社　アツザワ・プロテーゼ 小売業 その他小売 5%

80,519 東京都 文京区 ａｐｐｌｅ　ｊａｃｋ サービス 理容・美容業 5%

80,520 東京都 文京区 Ａｄｏｓｉｄａｌ２０１７ サービス 飲食業 5%

80,521 東京都 文京区 跡見学園生協文京書籍購買部 サービス その他サービス 5%

80,522 東京都 文京区 ＡｔｅｌｉｅｒＩＮＦＯＲＥＳＴ サービス 飲食業 5%

80,523 東京都 文京区 アトリエＭＹ 小売業 衣料品 5%

80,524 東京都 文京区 縁　本郷三丁目店 サービス 飲食業 5%

80,525 東京都 文京区 ａｍｉｔｉｅ サービス 理容・美容業 5%

80,526 東京都 文京区 アリエッタ アリエッタ サービス 飲食業 5%

80,527 東京都 文京区 アルティジャーノ サービス その他サービス 5%

80,528 東京都 文京区 アルボル サービス その他サービス 5%

80,529 東京都 文京区 Ａｎａｑｕａｒｉｕｍ． 小売業 その他小売 5%

80,530 東京都 文京区 ＡｎｇｉｅＬａＬａＶｉｎｔａｇｅ 小売業 衣料品 5%

80,531 東京都 文京区 セブン－イレブン飯田橋駅北店 小売業 食料品 2%

80,532 東京都 文京区 飯田橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

80,533 東京都 文京区 飯塚写真館 小売業 その他小売 5%

80,534 東京都 文京区 イエロージャケット千駄木店 サービス その他サービス 5%

80,535 東京都 文京区 Ｊｅｎｓ 小売業 衣料品 5%

80,536 東京都 文京区 医科歯科大生協　食堂 サービス その他サービス 5%

80,537 東京都 文京区 イグレックパリ　目白店 サービス 理容・美容業 5%

80,538 東京都 文京区 居酒屋ひょうたん池 サービス 飲食業 5%

80,539 東京都 文京区 石窯ダイニング　ダイ サービス 飲食業 5%

80,540 東京都 文京区 石ばし サービス 飲食業 5%

80,541 東京都 文京区 イースタン千代田（株）３ サービス 宿泊業 5%

80,542 東京都 文京区 板倉工務店 サービス その他サービス 5%

80,543 東京都 文京区 銀杏メトロ食堂 サービス その他サービス 5%

80,544 東京都 文京区 剣護身術 サービス その他サービス 5%

80,545 東京都 文京区 出光戸越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

80,546 東京都 文京区 出光本郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

80,547 東京都 文京区 インターネット　まんが喫茶ディーポケット　インターネット　まんが喫茶ディーポケット茗荷谷 サービス 飲食業 5%

80,548 東京都 文京区 インテグレーションアレクサンダーアカデミー サービス その他サービス 5%

80,549 東京都 文京区 インテリアハウス　ナカムラ　インテリアハウスナカムラ 小売業 その他小売 5%

80,550 東京都 文京区 ＴＮＴ合同会社 小売業 家具・調度品 5%

80,551 東京都 文京区 ｗｉｓｈ サービス その他サービス 5%

80,552 東京都 文京区 ウィミン サービス その他サービス 5%

80,553 東京都 文京区 ＷａｌｋＴｏｋｙｏ サービス その他サービス 5%

80,554 東京都 文京区 営業部 サービス その他サービス 5%

80,555 東京都 文京区 映劇ライヴエンタテイメント サービス その他サービス 5%

80,556 東京都 文京区 エイジングケアサロン　サンテキュア　サンテキュア サービス その他サービス 5%
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80,557 東京都 文京区 株式会社エイスクール サービス その他サービス 5%

80,558 東京都 文京区 Ｈ＿ＢＡＬＬＥＴ サービス その他サービス 5%

80,559 東京都 文京区 Ｓ．Ｉ．Ｐ． 小売業 衣料品 5%

80,560 東京都 文京区 Ｓ・Ｉ・Ｐ　３ 小売業 衣料品 5%

80,561 東京都 文京区 エステサロンマーキュリー サービス 理容・美容業 5%

80,562 東京都 文京区 エスビット 小売業 その他小売 5%

80,563 東京都 文京区 江知勝 サービス 飲食業 5%

80,564 東京都 文京区 セブン－イレブン江戸川橋店 小売業 食料品 2%

80,565 東京都 文京区 江戸金 サービス 飲食業 5%

80,566 東京都 文京区 江戸草葉 サービス その他サービス 5%

80,567 東京都 文京区 FIP&SA 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,568 東京都 文京区 ＭＬＢｃａｆｅＴＯＫＹＯ東京ドーム サービス 飲食業 5%

80,569 東京都 文京区 エリートイン東京 サービス その他サービス 5%

80,570 東京都 文京区 エルクルセ サービス 飲食業 5%

80,571 東京都 文京区 演奏家 サービス その他サービス 5%

80,572 東京都 文京区 ＯＹＳＴＥＲ＆ＲＯＴＩＳＳＲＥＧＡＬ サービス 飲食業 5%

80,573 東京都 文京区 王冠印雑貨店 小売業 衣料品 5%

80,574 東京都 文京区 欧風料理すいせん サービス 飲食業 5%

80,575 東京都 文京区 近江屋 小売業 食料品 5%

80,576 東京都 文京区 大賀大阪ショールーム　催事 小売業 衣料品 5%

80,577 東京都 文京区 扇屋　扇屋 小売業 食料品 5%

80,578 東京都 文京区 大坂や茶店 小売業 食料品 5%

80,579 東京都 文京区 沖縄料理　護佐丸 サービス 飲食業 5%

80,580 東京都 文京区 小田原屋 小売業 食料品 5%

80,581 東京都 文京区 小田原屋 小売業 食料品 5%

80,582 東京都 文京区 御茶ノ水　小川軒 サービス 飲食業 5%

80,583 東京都 文京区 お茶の水女子大学消費生活協同組合 小売業 その他小売 5%

80,584 東京都 文京区 お茶の水女子大学生協スパショップ サービス その他サービス 5%

80,585 東京都 文京区 お茶の水女子大学生協　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

80,586 東京都 文京区 お茶の水女子大学生協書籍 サービス その他サービス 5%

80,587 東京都 文京区 ｏｔｏｗａ ｃａｆｅ ｏｔｏｗａ ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

80,588 東京都 文京区 おにぎりｃａｆｅ利さく サービス 飲食業 5%

80,589 東京都 文京区 オフィスエコ秋葉原店 小売業 電化製品 5%

80,590 東京都 文京区 オリックスレンタカー本駒込店 サービス その他サービス 2%

80,591 東京都 文京区 オンベル 小売業 家具・調度品 5%

80,592 東京都 文京区 オンラインショップエークラス Ａ?Ｃｌａｓｓ 小売業 電化製品 5%

80,593 東京都 文京区 ＣＡＲＤ＆ＨＯＢＢＹＳｐｒｉｎｇ 小売業 その他小売 5%

80,594 東京都 文京区 海外天 サービス 飲食業 5%

80,595 東京都 文京区 カクヤス　駒込店 小売業 食料品 5%

80,596 東京都 文京区 カクヤス　千駄木店 小売業 食料品 5%

80,597 東京都 文京区 カクヤス　白山店 小売業 食料品 5%

80,598 東京都 文京区 カクヤス　湯島店 小売業 食料品 5%
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80,599 東京都 文京区 ＫＡＫＵＹＡＳＵＣＬＡＳＳ上野仲町通り店 小売業 食料品 5%

80,600 東京都 文京区 かごの屋文京千石店 サービス 飲食業 5%

80,601 東京都 文京区 オルセット サービス その他サービス 5%

80,602 東京都 文京区 ＣＡＴＡＬＯＧ＆ＢＯＯＫｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,603 東京都 文京区 Ｃｕｔ　＆　Ｓｈａｖｅ　Ｆｉｔ サービス 理容・美容業 5%

80,604 東京都 文京区 ＣＵＴＳＴＵＤＩＯ２５湯島店 サービス 理容・美容業 5%

80,605 東京都 文京区 金澤健二ＫｅｎＺ サービス その他サービス 5%

80,606 東京都 文京区 かのや食品 サービス 飲食業 5%

80,607 東京都 文京区 Ｇａｌｌｅｒｙ幻 サービス その他サービス 5%

80,608 東京都 文京区 株式会社アイ・コーポレーション 小売業 衣料品 5%

80,609 東京都 文京区 （株）アサオ工芸 小売業 貴金属・服飾品 5%

80,610 東京都 文京区 株式会社アシスト サービス その他サービス 5%

80,611 東京都 文京区 システマ東京 サービス その他サービス 5%

80,612 東京都 文京区 株式会社伊吹堂薬局 小売業 その他小売 5%

80,613 東京都 文京区 株式会社九櫻　東京ショールーム 小売業 衣料品 5%

80,614 東京都 文京区 株式会社耕 サービス 飲食業 5%

80,615 東京都 文京区 株式会社金剛出版 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,616 東京都 文京区 東王貿易 小売業 衣料品 5%

80,617 東京都 文京区 株式会社野生司環境設計 サービス その他サービス 5%

80,618 東京都 文京区 株式会社Ｐａｒａｋｅｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

80,619 東京都 文京区 ＣＡＴＡＬＯＧ＆ＢＯＯＫｓ・ＦＩＰ＆ＳＡ 小売業 その他小売 5%

80,620 東京都 文京区 株式会社プロックス サービス その他サービス 5%

80,621 東京都 文京区 上富士前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

80,622 東京都 文京区 かみもと文具 小売業 その他小売 5%

80,623 東京都 文京区 からあげ 善 からあげ善 本郷店 サービス 飲食業 5%

80,624 東京都 文京区 カラオケＷＡＶＥ　春日店 サービス 飲食業 5%

80,625 東京都 文京区 カラオケルーム　メトロ・エム　後楽園 サービス 飲食業 5%

80,626 東京都 文京区 カラダファクトリー　江戸川橋店 サービス その他サービス 5%

80,627 東京都 文京区 ｇｏｌｌｙ　ｇｅｅ 小売業 食料品 5%

80,628 東京都 文京区 ＣＡＲＶＩＮＯ サービス 飲食業 5%

80,629 東京都 文京区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東京メトロ江戸川橋駅前店 サービス 飲食業 2%

80,630 東京都 文京区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋文京区白山駅前店 サービス 飲食業 2%

80,631 東京都 文京区 カレーハウスココ壱番屋本郷三丁目駅前店 サービス 飲食業 2%

80,632 東京都 文京区 ｇａｌｏ サービス 理容・美容業 5%

80,633 東京都 文京区 ｇａｌｏ サービス 理容・美容業 5%

80,634 東京都 文京区 ＣＡＲＲＯＺＺＥ サービス 飲食業 5%

80,635 東京都 文京区 川窪万年筆店 小売業 家具・調度品 5%

80,636 東京都 文京区 河内屋　河内屋 小売業 その他小売 5%

80,637 東京都 文京区 革の文具と手製本［＆Ｂ］ 小売業 家具・調度品 5%

80,638 東京都 文京区 ｋｉｋｉ 小売業 衣料品 5%

80,639 東京都 文京区 桔梗堂 小売業 衣料品 5%

80,640 東京都 文京区 菊見せんべい総本店 小売業 食料品 5%
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80,641 東京都 文京区 喜三郎農場 サービス 飲食業 5%

80,642 東京都 文京区 ｋｉｔａｄｏｋｏ　東大店 サービス 理容・美容業 5%

80,643 東京都 文京区 木村時計店 木村時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

80,644 東京都 文京区 喜屋本店 小売業 その他小売 5%

80,645 東京都 文京区 ギャラリー・マルヒ 小売業 その他小売 5%

80,646 東京都 文京区 ＧＡＬＬＥＲＹ ＭＡＲＵＳＡＮ 小売業 その他小売 5%

80,647 東京都 文京区 牛タン＆ワインバルＳＨＩＴＡＮＳ サービス 飲食業 5%

80,648 東京都 文京区 ＫＹＯＥＩ 小売業 衣料品 5%

80,649 東京都 文京区 餃子の店おけ以 サービス 飲食業 5%

80,650 東京都 文京区 清村酒店　清村酒店 小売業 食料品 5%

80,651 東京都 文京区 銀はち 東大赤門店 サービス 飲食業 5%

80,652 東京都 文京区 ｇｏｏｍｏｍｅｎｔ サービス その他サービス 5%

80,653 東京都 文京区 串かつ　でんがな　江戸川橋店 サービス 飲食業 5%

80,654 東京都 文京区 串猿Ｚ サービス 飲食業 5%

80,655 東京都 文京区 串焼専門店山鶏 サービス 飲食業 5%

80,656 東京都 文京区 串焼専門店山鶏ＨＡＮＡＲＥ サービス 飲食業 5%

80,657 東京都 文京区 くし家串猿　根津店 サービス 飲食業 5%

80,658 東京都 文京区 くし家串猿　白山店 サービス 飲食業 5%

80,659 東京都 文京区 ＫＮＥＴＥＮ サービス 飲食業 5%

80,660 東京都 文京区 グラナータ根津店 サービス 飲食業 5%

80,661 東京都 文京区 ｇｒａｎｅｗ サービス 理容・美容業 5%

80,662 東京都 文京区 ｇｒａｎｄｉｒ ｍｕｓｅｅ 美容室グランディール ミュゼ サービス 理容・美容業 5%

80,663 東京都 文京区 ＧｒａｎｄＢｌｕｅＰｈｏｔｏＳｅｒｖｉｃｅ サービス その他サービス 5%

80,664 東京都 文京区 Ｃｒｕｉｓｅ　Ｂｉｃｙｃｌｅ　Ｃａｆｅ 小売業 その他小売 5%

80,665 東京都 文京区 Ｃｒｕｉｓｅ Ｂｉｃｙｃｌｅ Ｃａｆｅ Ｃｒｕｉｓｅ Ｂｉｃｙｃｌｅ Ｃａｆｅ 小売業 その他小売 5%

80,666 東京都 文京区 Ｃｒｕｉｓｅ Ｂｉｃｙｃｌｅ Ｃａｆｅ 小売用 Ｃｒｕｉｓｅ Ｂｉｃｙｃｌｅ Ｃａｆｅ 小売業 その他小売 5%

80,667 東京都 文京区 ｔｈｅＣＲＡＺＹＡＮＧＥＬＣＯＭＰＡＮＹ サービス その他サービス 5%

80,668 東京都 文京区 ＫＹＡＭインターナショナル サービス その他サービス 5%

80,669 東京都 文京区 ＧＥＮＡＣＡＤＥＭＹ サービス 理容・美容業 5%

80,670 東京都 文京区 小石川マリカ サービス 飲食業 5%

80,671 東京都 文京区 小石川福屋 サービス 飲食業 5%

80,672 東京都 文京区 合資会社甲月堂 サービス 飲食業 5%

80,673 東京都 文京区 幸寿司 サービス 飲食業 5%

80,674 東京都 文京区 合同会社オーナーズアシスト関根 サービス その他サービス 5%

80,675 東京都 文京区 合同会社Ｂｒｉｇｈｔ サービス その他サービス 5%

80,676 東京都 文京区 工房　布礼愛 小売業 衣料品 5%

80,677 東京都 文京区 後楽ガーデンホテル サービス 宿泊業 5%

80,678 東京都 文京区 後楽堂薬局 小売業 その他小売 5%

80,679 東京都 文京区 ゴールデン　レトリバー　ガーデン サービス その他サービス 5%

80,680 東京都 文京区 ゴールデンゲート サービス 飲食業 5%

80,681 東京都 文京区 ｃｏｓｍｏｓ 小売業 衣料品 5%

80,682 東京都 文京区 ＣＯＣＯ壱番屋文京区春日駅前店 サービス 飲食業 2%
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80,683 東京都 文京区 ココロノマンナカ サービス その他サービス 5%

80,684 東京都 文京区 骨盤矯正＆妊活＆ヨガサロンＣｏＣｏ サービス 理容・美容業 5%

80,685 東京都 文京区 コトトワ サービス 飲食業 5%

80,686 東京都 文京区 ＫＯＴＯＢＵＫＩ サービス 宿泊業 5%

80,687 東京都 文京区 小林芳彰公認会計士・税理士事務所 サービス その他サービス 5%

80,688 東京都 文京区 コルテーゼ駒込 小売業 衣料品 5%

80,689 東京都 文京区 コルテーゼ本郷 小売業 衣料品 5%

80,690 東京都 文京区 コルネリアーニ　丸の内店 小売業 衣料品 5%

80,691 東京都 文京区 ゴルフィスタ千石 サービス その他サービス 5%

80,692 東京都 文京区 コロナール戸部小石川店 小売業 衣料品 5%

80,693 東京都 文京区 ＴＨＥ　ＬＡＳＡＴＡ サービス 飲食業 5%

80,694 東京都 文京区 saga 御茶ノ水 サービス 理容・美容業 5%

80,695 東京都 文京区 Ｓｉｒｔｕｒｄａｙ 小売業 衣料品 5%

80,696 東京都 文京区 サイクルショップあしびな 小売業 その他小売 5%

80,697 東京都 文京区 魚肴酒場よし乃 サービス 飲食業 5%

80,698 東京都 文京区 肴町　長寿庵 サービス 飲食業 5%

80,699 東京都 文京区 坂ノ下ノオリゼ　根津 サービス 飲食業 5%

80,700 東京都 文京区 サクラカフェ　日暮里 サービス 飲食業 5%

80,701 東京都 文京区 サクラホテル日暮里 サービス 宿泊業 5%

80,702 東京都 文京区 ＴＨＥ　ＳＡＬＯＮ　／Ｈｏｍｅ サービス 理容・美容業 5%

80,703 東京都 文京区 佐世保ワシントンホテル サービス 宿泊業 2%

80,704 東京都 文京区 Ｔｈｅ　ＴＲＡＤ サービス 飲食業 5%

80,705 東京都 文京区 ザ　ビー水道橋　ザ　ビー水道橋 サービス 宿泊業 5%

80,706 東京都 文京区 サモサ本郷 サービス 飲食業 5%

80,707 東京都 文京区 Ｓａｌｏｎ　Ｗｏｒｋ　ｄｉｄｉ サービス 理容・美容業 5%

80,708 東京都 文京区 Ｓａｌｏｎ Ｗｏｒｋ ｄｉｄｉ サロンワークヂヂ サービス 理容・美容業 5%

80,709 東京都 文京区 サワノ酒店 小売業 その他小売 5%

80,710 東京都 文京区 三徳白山店 小売業 食料品 5%

80,711 東京都 文京区 三徳茗荷谷駅前店 小売業 食料品 5%

80,712 東京都 文京区 三徳茗荷谷店 小売業 食料品 5%

80,713 東京都 文京区 サンライズブルバード千駄木店 小売業 その他小売 5%

80,714 東京都 文京区 ＣＡＣ　ＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

80,715 東京都 文京区 Ｓｈｅｅｐ１　春日店 サービス 理容・美容業 5%

80,716 東京都 文京区 ＪＮＡＭ 小売業 衣料品 5%

80,717 東京都 文京区 ＪＮＡＭ 小売業 衣料品 5%

80,718 東京都 文京区 じぇびあん サービス 飲食業 5%

80,719 東京都 文京区 フレイヤ株式会社 小売業 衣料品 5%

80,720 東京都 文京区 ＣＩＳＳＹ 小売業 家具・調度品 5%

80,721 東京都 文京区 シシリア食堂 サービス 飲食業 5%

80,722 東京都 文京区 しぼり屋吉ゑ門 サービス 飲食業 5%

80,723 東京都 文京区 シマムラデンキ 小売業 電化製品 5%

80,724 東京都 文京区 ｓｉｍ サービス 理容・美容業 5%
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80,725 東京都 文京区 車検　三光自動車 サービス その他サービス 5%

80,726 東京都 文京区 十字屋商店 小売業 貴金属・服飾品 5%

80,727 東京都 文京区 シューズショップ　カメヤ 小売業 衣料品 5%

80,728 東京都 文京区 酒肴まさむら サービス 飲食業 5%

80,729 東京都 文京区 叙々苑　上野広小路店 サービス 飲食業 5%

80,730 東京都 文京区 叙々苑東京ドームシティミーツポート店 サービス 飲食業 5%

80,731 東京都 文京区 知るカフェ東京大学前店 サービス 飲食業 5%

80,732 東京都 文京区 知るカフェ東京大学留学生専門店 サービス 飲食業 5%

80,733 東京都 文京区 シンクエステート サービス その他サービス 5%

80,734 東京都 文京区 シンクシステム株式会社 サービス その他サービス 5%

80,735 東京都 文京区 シンクロニシティ サービス その他サービス 5%

80,736 東京都 文京区 神電コーポレーション サービス その他サービス 5%

80,737 東京都 文京区 ＮＥＶＥＲＭＩＮＤ 小売業 衣料品 5%

80,738 東京都 文京区 水道橋グランドホテル サービス 宿泊業 5%

80,739 東京都 文京区 ｓｏｕｐ　ｃｕｒｒｙ　Ｓｐｉｃｅ　Ｓｍｉｌｅ サービス 飲食業 5%

80,740 東京都 文京区 スカイテクノクリエイション サービス その他サービス 5%

80,741 東京都 文京区 株式会社満川 サービス 飲食業 5%

80,742 東京都 文京区 スクアールビストロ サービス 飲食業 5%

80,743 東京都 文京区 ＪＭ／すしの二葉 サービス 飲食業 5%

80,744 東京都 文京区 鈴木精肉店 小売業 食料品 5%

80,745 東京都 文京区 ＳＴＹＬＥ　ＩＮＤＥＸ　茗荷谷 サービス 理容・美容業 5%

80,746 東京都 文京区 ＳＴＹＬＥ　ＩＮＤＥＸ　茗荷谷 サービス 理容・美容業 5%

80,747 東京都 文京区 スタジオ４５ サービス その他サービス 5%

80,748 東京都 文京区 スティックサイズ　ジム サービス その他サービス 5%

80,749 東京都 文京区 スペイン酒場Ｐ サービス 飲食業 5%

80,750 東京都 文京区 スペールフルッタ サービス 飲食業 5%

80,751 東京都 文京区 ＳＰＥＲＡＮＺＡ サービス 飲食業 5%

80,752 東京都 文京区 ＳＰＥＲＡＮＺＡ サービス 飲食業 5%

80,753 東京都 文京区 ＳＰＯＸ　ＡＣＡＤＥＭＹ飯田橋校 サービス その他サービス 5%

80,754 東京都 文京区 ズボン堂 小売業 衣料品 5%

80,755 東京都 文京区 スミオラボ サービス その他サービス 5%

80,756 東京都 文京区 炭火焼鳥そかろ サービス 飲食業 5%

80,757 東京都 文京区 酢飯屋 サービス 飲食業 5%

80,758 東京都 文京区 ＳＯＵＬＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

80,759 東京都 文京区 スルガヤ本店 小売業 家具・調度品 5%

80,760 東京都 文京区 生活彩家千駄木店 小売業 その他小売 2%

80,761 東京都 文京区 誠信書房　１ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,762 東京都 文京区 誠信堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,763 東京都 文京区 成文堂　江戸川橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,764 東京都 文京区 セラミック工業株式会社 サービス その他サービス 5%

80,765 東京都 文京区 出光セルフ目白ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

80,766 東京都 文京区 セントセシリア サービス その他サービス 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

80,767 東京都 文京区 セントヒルズ サービス 宿泊業 5%

80,768 東京都 文京区 ソウルフードインディア水道橋店 サービス 飲食業 5%

80,769 東京都 文京区 蕎麦匠　もみじ サービス 飲食業 5%

80,770 東京都 文京区 ソレイユ　ドゥ　マタン サービス 飲食業 5%

80,771 東京都 文京区 Ｄａｒ．ｈａｒａ５１ サービス 理容・美容業 5%

80,772 東京都 文京区 高木税理士事務所 サービス その他サービス 5%

80,773 東京都 文京区 高木浩子 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,774 東京都 文京区 竹家 サービス 飲食業 5%

80,775 東京都 文京区 立川ワシントンホテル サービス 宿泊業 2%

80,776 東京都 文京区 タチョカ サービス 飲食業 5%

80,777 東京都 文京区 玉井写真館 サービス その他サービス 5%

80,778 東京都 文京区 章 サービス 飲食業 5%

80,779 東京都 文京区 中央食堂 サービス その他サービス 5%

80,780 東京都 文京区 中央大学生協　理工食堂 サービス 飲食業 5%

80,781 東京都 文京区 中央大学生協　理工店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,782 東京都 文京区 中華ビストロ龍藏 サービス 飲食業 5%

80,783 東京都 文京区 中国料理　瑩瑩 サービス 飲食業 5%

80,784 東京都 文京区 中国料理　豫園 サービス 飲食業 5%

80,785 東京都 文京区 つきじ植むら　湯島店 サービス 飲食業 5%

80,786 東京都 文京区 つくる。 サービス 飲食業 5%

80,787 東京都 文京区 株式会社槌屋服装店 小売業 衣料品 5%

80,788 東京都 文京区 つどい酒場えすと サービス 飲食業 5%

80,789 東京都 文京区 つり具すがも 小売業 その他小売 5%

80,790 東京都 文京区 Ｔ’ｓＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

80,791 東京都 文京区 鉄板焼ｇｒｏｗ 上野店 サービス 飲食業 5%

80,792 東京都 文京区 ＴｅＦ サービス 飲食業 5%

80,793 東京都 文京区 ＴＵＯ　マルシエ サービス その他サービス 5%

80,794 東京都 文京区 天しゃぶ サービス 飲食業 5%

80,795 東京都 文京区 天庄　別館 小売業 その他小売 5%

80,796 東京都 文京区 天仙 サービス 飲食業 5%

80,797 東京都 文京区 Ｔｅｎｄｅｒ サービス 理容・美容業 5%

80,798 東京都 文京区 ＴＵＯ医科歯科大生協　食堂 サービス その他サービス 5%

80,799 東京都 文京区 ＴＵＯ　ウィミン サービス その他サービス 5%

80,800 東京都 文京区 ＴＵＯ　お茶の水女子大学生協スパショップ サービス その他サービス 5%

80,801 東京都 文京区 ＴＵＯ　東京大学生協　赤門店 サービス その他サービス 5%

80,802 東京都 文京区 ＴＵＯ東洋大学生協　白山２　ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

80,803 東京都 文京区 ＴＵＯ日本女子大生協　ファーム サービス その他サービス 5%

80,804 東京都 文京区 ＴＵＯ　ランチェ サービス その他サービス 5%

80,805 東京都 文京区 ＴＯＫＹＯ　ＭＥＲＣＡＴＯ サービス 飲食業 5%

80,806 東京都 文京区 東京医科歯科大生協購買部 サービス その他サービス 5%

80,807 東京都 文京区 東京医科歯科大生協　書籍購買部 サービス その他サービス 5%

80,808 東京都 文京区 東京大学生協　赤門店 サービス その他サービス 5%
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80,809 東京都 文京区 東京ラスク本郷店 小売業 食料品 5%

80,810 東京都 文京区 東大生協　浅野店 サービス その他サービス 5%

80,811 東京都 文京区 東大生協　浅野店 サービス その他サービス 5%

80,812 東京都 文京区 東大生協　銀杏メトロ食堂 サービス その他サービス 5%

80,813 東京都 文京区 東大生協　シルフイド サービス その他サービス 5%

80,814 東京都 文京区 東大生協　スポーツ・薬局 サービス その他サービス 5%

80,815 東京都 文京区 東大生協　スポーツ・薬局 サービス その他サービス 5%

80,816 東京都 文京区 東大生協　第一購買Ａ サービス その他サービス 5%

80,817 東京都 文京区 東大生協　第一購買Ａ サービス その他サービス 5%

80,818 東京都 文京区 東大生協　中央食堂 サービス その他サービス 5%

80,819 東京都 文京区 東大生協　農学部食堂 サービス その他サービス 5%

80,820 東京都 文京区 東大生協　農学部店 サービス その他サービス 5%

80,821 東京都 文京区 東大生協　農学部店 サービス その他サービス 5%

80,822 東京都 文京区 東大生協　配達センター サービス その他サービス 5%

80,823 東京都 文京区 東大生協　本郷書籍部 サービス その他サービス 5%

80,824 東京都 文京区 東大生協　本郷書籍部 サービス その他サービス 5%

80,825 東京都 文京区 東大生協　本郷総務 サービス その他サービス 5%

80,826 東京都 文京区 東大生協　本郷第二購買 サービス その他サービス 5%

80,827 東京都 文京区 東大生協　本郷第二購買 サービス その他サービス 5%

80,828 東京都 文京区 東大生協　本郷第二食堂 サービス その他サービス 5%

80,829 東京都 文京区 東大生協本郷プレイガイドトラベルセンター サービス その他サービス 5%

80,830 東京都 文京区 東大トラベルセンター サービス その他サービス 5%

80,831 東京都 文京区 東大トラベルセンター（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

80,832 東京都 文京区 東洋館出版社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,833 東京都 文京区 東洋大学生協　白山店 サービス その他サービス 5%

80,834 東京都 文京区 東洋大学生協　白山２　ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

80,835 東京都 文京区 東洋大学生協　白山店 サービス その他サービス 5%

80,836 東京都 文京区 セブン－イレブン東洋大学白山キャンパス店 小売業 食料品 2%

80,837 東京都 文京区 ＴｏｔａｌｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎＹＯＩ サービス 理容・美容業 5%

80,838 東京都 文京区 ドールハウスギャラリーミシール 小売業 その他小売 5%

80,839 東京都 文京区 戸隠そば満寿美屋 サービス 飲食業 5%

80,840 東京都 文京区 ｍｏｎｓｉｅｕｒｍｏｎｓｉｅｕｒ 小売業 衣料品 5%

80,841 東京都 文京区 ともえ寿司 サービス 飲食業 5%

80,842 東京都 文京区 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ｄａ　ＣＯＶＩＮＯ サービス 飲食業 5%

80,843 東京都 文京区 トリコローレ サービス 飲食業 5%

80,844 東京都 文京区 鶏ットリア サービス 飲食業 5%

80,845 東京都 文京区 ＤＲＹＡＤＥＳ 小売業 食料品 5%

80,846 東京都 文京区 とりんと サービス 飲食業 5%

80,847 東京都 文京区 どるちぇ サービス 飲食業 5%

80,848 東京都 文京区 Ｄｏｌｐｈｉｎ サービス 理容・美容業 5%

80,849 東京都 文京区 どんぶり厨房　どるちぇ サービス 飲食業 5%

80,850 東京都 文京区 中村かえる整体院 サービス その他サービス 5%
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80,851 東京都 文京区 ナストロ目白店 小売業 貴金属・服飾品 5%

80,852 東京都 文京区 ナナガツ サービス 理容・美容業 5%

80,853 東京都 文京区 ＮａｍｉｏＨｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

80,854 東京都 文京区 なりきや 小売業 衣料品 5%

80,855 東京都 文京区 なりきや　２ 小売業 衣料品 5%

80,856 東京都 文京区 南蛮渡来 サービス 飲食業 5%

80,857 東京都 文京区 肉バルＯＬＡ サービス 飲食業 5%

80,858 東京都 文京区 二鷹 サービス 飲食業 5%

80,859 東京都 文京区 日個連　石井タクシー サービス 運輸業 5%

80,860 東京都 文京区 日個連　小河原タクシー サービス 運輸業 5%

80,861 東京都 文京区 日個連　斎藤タクシー サービス 運輸業 5%

80,862 東京都 文京区 日個連　白石タクシー サービス 運輸業 5%

80,863 東京都 文京区 日個連　杉田タクシー サービス 運輸業 5%

80,864 東京都 文京区 日個連　長岡タクシー サービス 運輸業 5%

80,865 東京都 文京区 日個連　二瓶タクシー サービス 運輸業 5%

80,866 東京都 文京区 日個連　萩原タクシー サービス 運輸業 5%

80,867 東京都 文京区 日個連　本田タクシー サービス 運輸業 5%

80,868 東京都 文京区 日個連　村山タクシー サービス 運輸業 5%

80,869 東京都 文京区 日個連　山崎タクシー サービス 運輸業 5%

80,870 東京都 文京区 日個連　山下タクシー サービス 運輸業 5%

80,871 東京都 文京区 日個連　好川タクシー サービス 運輸業 5%

80,872 東京都 文京区 日暮里食堂　プラスてん サービス 飲食業 5%

80,873 東京都 文京区 日本女子大生協　目白店 サービス その他サービス 5%

80,874 東京都 文京区 日本女子大生協　ファーム サービス その他サービス 5%

80,875 東京都 文京区 日本女子大生協　目白店 サービス その他サービス 5%

80,876 東京都 文京区 セブン－イレブン日本橋２丁目店 小売業 食料品 2%

80,877 東京都 文京区 ニンコム社 サービス その他サービス 5%

80,878 東京都 文京区 ｎａｉｌｓａｌｏｎｅＭｅｒａｌｄ サービス 理容・美容業 5%

80,879 東京都 文京区 ねぎま三ぞう　本郷三丁目店 サービス 飲食業 5%

80,880 東京都 文京区 ねこ専科 小売業 その他小売 5%

80,881 東京都 文京区 ネコノホテル サービス その他サービス 5%

80,882 東京都 文京区 セブン－イレブン根津駅前店 小売業 食料品 2%

80,883 東京都 文京区 根津松本 小売業 食料品 5%

80,884 東京都 文京区 能登美 サービス 飲食業 5%

80,885 東京都 文京区 能登美　はなれ サービス 飲食業 5%

80,886 東京都 文京区 能登美　別館 サービス 飲食業 5%

80,887 東京都 文京区 野村屋 小売業 その他小売 5%

80,888 東京都 文京区 Ｂａｒ　ＥＳＴ サービス 飲食業 5%

80,889 東京都 文京区 パーソナルトレーニングスタジオＫａｍｅ７ サービス その他サービス 5%

80,890 東京都 文京区 ｂａｒＰＵＲＧＥ サービス その他サービス 5%

80,891 東京都 文京区 バーバーチャンピオン サービス 理容・美容業 5%

80,892 東京都 文京区 ＢＡＩＤＡＭ サービス 飲食業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

80,893 東京都 文京区 ハイドラバド サービス 飲食業 5%

80,894 東京都 文京区 Ｈｉｇｈ∞Ｐｅｒｆｏ　ハイパフ サービス その他サービス 5%

80,895 東京都 文京区 バイブーンスタジオ 小売業 衣料品 5%

80,896 東京都 文京区 ＨＡＫＵＳＡＮ　ＰＩＺＺＡ サービス 飲食業 5%

80,897 東京都 文京区 パソコンＳＯＳ サービス その他サービス 5%

80,898 東京都 文京区 ＨＡＰＰＹ　ＫＯＡＬＡ 小売業 衣料品 5%

80,899 東京都 文京区 パティー 小売業 衣料品 5%

80,900 東京都 文京区 ＰＡＤＤＹＳ 小売業 家具・調度品 5%

80,901 東京都 文京区 ＰＡＴＩＯ サービス 宿泊業 5%

80,902 東京都 文京区 パティスリー　シモン サービス 飲食業 5%

80,903 東京都 文京区 ＢＡＲ　ＨＡＬＣＹＯＮ サービス 飲食業 5%

80,904 東京都 文京区 浜島商店 小売業 衣料品 5%

80,905 東京都 文京区 （文京区）林町南町会 サービス その他サービス 5%

80,906 東京都 文京区 株式会社　原書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,907 東京都 文京区 ＹＵＲＩＭＩＹＡＴＡ 小売業 衣料品 5%

80,908 東京都 文京区 Ｖａｎｇ　Ｆｉｅｌｄ サービス 飲食業 5%

80,909 東京都 文京区 ｂｉｅｒ．ｊｐ　ショップ 小売業 食料品 5%

80,910 東京都 文京区 ピアンタモッチ サービス 飲食業 5%

80,911 東京都 文京区 ｐｉｑｕｅ茗荷谷 サービス 理容・美容業 5%

80,912 東京都 文京区 ｂｅｓｐｏｋｅ　ｈａｉｒ　ｄｒｅｓｓｉｎｇ　ｂｅｓｐｏｋｅ　ｈａｉｒ　ｄｒｅｓｓｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

80,913 東京都 文京区 一人株式会社 サービス その他サービス 5%

80,914 東京都 文京区 ビューティーサロンイソヤ サービス 理容・美容業 5%

80,915 東京都 文京区 ひょうたん池 サービス 飲食業 5%

80,916 東京都 文京区 浩吉カフェ． サービス 飲食業 5%

80,917 東京都 文京区 ファスティングコーチ サービス 理容・美容業 5%

80,918 東京都 文京区 ファミリーレストラン大黒屋 ファミリーレストラン大黒屋 サービス 飲食業 5%

80,919 東京都 文京区 フィッツミー江戸川橋店 サービス その他サービス 5%

80,920 東京都 文京区 株式会社フェアリー 小売業 その他小売 5%

80,921 東京都 文京区 フェスタ 小売業 衣料品 5%

80,922 東京都 文京区 ブォングスタイオ　江戸川橋店 小売業 食料品 5%

80,923 東京都 文京区 ブォングスタイオ千駄木店 小売業 食料品 5%

80,924 東京都 文京区 ＢＯＵＱＵＥＴＩＮ 小売業 食料品 5%

80,925 東京都 文京区 ふくの鳥茅場町 サービス 飲食業 5%

80,926 東京都 文京区 福村出版株式会社 サービス その他サービス 5%

80,927 東京都 文京区 福呂庵 サービス 飲食業 5%

80,928 東京都 文京区 豚孔 サービス 飲食業 5%

80,929 東京都 文京区 ＢＯＯＫＯＦＦ 千駄木店 小売業 その他小売 2%

80,930 東京都 文京区 ＢＯＯＫＳ青いカバ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,931 東京都 文京区 ＦＵＺＰＰＡ 小売業 衣料品 5%

80,932 東京都 文京区 プライベートサロンアスエール サービス 理容・美容業 5%

80,933 東京都 文京区 プラスのみらいＬＡＢＯ サービス 理容・美容業 5%

80,934 東京都 文京区 プラスハワイ サービス その他サービス 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在
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80,935 東京都 文京区 プラスワン 本郷三丁目店 サービス その他サービス 5%

80,936 東京都 文京区 Ｐｌａｔｉｎｕｍ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

80,937 東京都 文京区 フランス菓子　エリティエ サービス 飲食業 5%

80,938 東京都 文京区 フランスカレー サービス 飲食業 5%

80,939 東京都 文京区 プリマヴェーラバレエ サービス その他サービス 5%

80,940 東京都 文京区 ＢＬＵＥ・ＦＬＡＭＩＮＧＯ サービス 飲食業 5%

80,941 東京都 文京区 フレッシュネスバーガー小伝馬町 サービス 飲食業 2%

80,942 東京都 文京区 フレッシュネスバーガー千石駅前 サービス 飲食業 2%

80,943 東京都 文京区 フレッシュネスバーガー白山駅前 サービス 飲食業 2%

80,944 東京都 文京区 株式会社プロアルテムジケ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

80,945 東京都 文京区 フロッグス 小売業 衣料品 5%

80,946 東京都 文京区 セブン－イレブン文京上野広小路西店 小売業 食料品 2%

80,947 東京都 文京区 セブン－イレブン文京音羽１丁目店 小売業 食料品 2%

80,948 東京都 文京区 セブン－イレブン文京神田明神下店 小売業 食料品 2%

80,949 東京都 文京区 セブン－イレブン文京グリーンコート店 小売業 食料品 2%

80,950 東京都 文京区 セブン－イレブン文京小石川１丁目店 小売業 食料品 2%

80,951 東京都 文京区 セブン－イレブン文京小石川４丁目店 小売業 食料品 2%

80,952 東京都 文京区 セブン－イレブン文京植物園前店 小売業 食料品 2%

80,953 東京都 文京区 セブンーイレブン文京水道１丁目店 小売業 食料品 2%

80,954 東京都 文京区 セブン－イレブン文京関口１丁目店 小売業 食料品 2%

80,955 東京都 文京区 セブン－イレブン文京千石１丁目店 小売業 食料品 2%

80,956 東京都 文京区 セブンーイレブン文京千駄木１丁目店 小売業 食料品 2%

80,957 東京都 文京区 セブン－イレブン文京千駄木店 小売業 食料品 2%

80,958 東京都 文京区 文京堂 小売業 家具・調度品 5%

80,959 東京都 文京区 セブン－イレブン文京動坂上店 小売業 食料品 2%

80,960 東京都 文京区 文京トラスティ サービス その他サービス 5%

80,961 東京都 文京区 セブン－イレブン文京西片１丁目店 小売業 食料品 2%

80,962 東京都 文京区 セブン－イレブン文京本郷１丁目店 小売業 食料品 2%

80,963 東京都 文京区 セブン－イレブン文京本郷３丁目店 小売業 食料品 2%

80,964 東京都 文京区 セブン－イレブン文京本郷４丁目店 小売業 食料品 2%

80,965 東京都 文京区 セブン－イレブン文京本駒込１丁目店 小売業 食料品 2%

80,966 東京都 文京区 セブン－イレブン文京本駒込２丁目店 小売業 食料品 2%

80,967 東京都 文京区 セブン－イレブン文京本駒込２の南店 小売業 食料品 2%

80,968 東京都 文京区 セブン－イレブン文京真砂坂上店 小売業 食料品 2%

80,969 東京都 文京区 セブン－イレブン文京向丘１丁目店 小売業 食料品 2%

80,970 東京都 文京区 セブン－イレブン文京目白台２丁目店 小売業 食料品 2%

80,971 東京都 文京区 セブン－イレブン文京湯島３丁目店 小売業 食料品 2%

80,972 東京都 文京区 セブンーイレブン文京湯島２丁目店 小売業 食料品 2%

80,973 東京都 文京区 文京療術センター サービス その他サービス 5%

80,974 東京都 文京区 ｋａｍｉｗａｚａ　ＣＡＬＭＥ サービス 理容・美容業 5%

80,975 東京都 文京区 ヘアデザインファブル サービス 理容・美容業 5%

80,976 東京都 文京区 髪ファッション四季 サービス 理容・美容業 5%
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80,977 東京都 文京区 髪ファッション四季　音羽店 サービス 理容・美容業 5%

80,978 東京都 文京区 ｈａｉｒｗｏｒｋｓｅｉｇｈｔ．ｃｏ サービス 理容・美容業 5%

80,979 東京都 文京区 Ｈｅｄｇｅ８ サービス 飲食業 5%

80,980 東京都 文京区 ペットキング新大塚店 小売業 その他小売 5%

80,981 東京都 文京区 ベラティーナ 小売業 食料品 5%

80,982 東京都 文京区 ｂｅｌｆｌｏｃ サービス 理容・美容業 5%

80,983 東京都 文京区 ベローチェ春日駅前店 サービス 飲食業 5%

80,984 東京都 文京区 鳳明館本館・台町別館 サービス 宿泊業 5%

80,985 東京都 文京区 鳳明館森川別館 サービス 宿泊業 5%

80,986 東京都 文京区 ほぐし＆ネイル　ＳＡＣＨＩ サービス その他サービス 5%

80,987 東京都 文京区 ホグレスト サービス 飲食業 5%

80,988 東京都 文京区 北海道すなお水産 小売業 食料品 5%

80,989 東京都 文京区 ＢＯＤＹＭＡＫＩＮＧＧＹＭＴＩＥＳ サービス その他サービス 5%

80,990 東京都 文京区 ｂｏｄｅｇａｓｐｅｐｉｔｏ サービス その他サービス 5%

80,991 東京都 文京区 ホテル機山館 サービス 宿泊業 5%

80,992 東京都 文京区 ｈｏｎｏｂｏｎｏ 小売業 その他小売 5%

80,993 東京都 文京区 ＨＯＰＩショップＳＵＮ＆ＲＡＩＮ 小売業 衣料品 5%

80,994 東京都 文京区 ポプラ千駄木駅前店 小売業 その他小売 2%

80,995 東京都 文京区 玻璃家 サービス 飲食業 5%

80,996 東京都 文京区 本郷花壇 小売業 その他小売 5%

80,997 東京都 文京区 本郷菊坂カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

80,998 東京都 文京区 本郷三丁目　トラウベ サービス 飲食業 5%

80,999 東京都 文京区 セブンーイレブン本郷三丁目駅前店 小売業 食料品 2%

81,000 東京都 文京区 セブンーイレブン本郷店 小売業 食料品 2%

81,001 東京都 文京区 ワイイー サービス その他サービス 5%

81,002 東京都 文京区 ビューティフルワンズ サービス その他サービス 5%

81,003 東京都 文京区 本店 小売業 その他小売 5%

81,004 東京都 文京区 ＢｏｎＦｉｒｅ サービス 飲食業 5%

81,005 東京都 文京区 ボンポアン サービス 飲食業 5%

81,006 東京都 文京区 マルシエ サービス その他サービス 5%

81,007 東京都 文京区 万定フルーツパーラー サービス 飲食業 5%

81,008 東京都 文京区 まんどりあし まんどりあし サービス 飲食業 5%

81,009 東京都 文京区 三浦ピアノ 本郷店 小売業 その他小売 5%

81,010 東京都 文京区 三田理化メディカル株式会社 小売業 家具・調度品 5%

81,011 東京都 文京区 みどりや化粧品店 小売業 その他小売 5%

81,012 東京都 文京区 ＭｉｎｉａｔｕｒｅＳｅｎＨａｎａ 小売業 その他小売 5%

81,013 東京都 文京区 ミニーナ サービス その他サービス 5%

81,014 東京都 文京区 宮田タクシー サービス 運輸業 5%

81,015 東京都 文京区 雅 サービス 飲食業 5%

81,016 東京都 文京区 雅 宅配用 サービス 飲食業 5%

81,017 東京都 文京区 ミューフル スウィッティー 小石川 サービス 理容・美容業 5%

81,018 東京都 文京区 Ｍｕｒｏｌ 小売業 その他小売 5%
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81,019 東京都 文京区 名酒センター御茶ノ水店 サービス 飲食業 5%

81,020 東京都 文京区 メイン 小売業 貴金属・服飾品 5%

81,021 東京都 文京区 メガネストアー西日暮里 小売業 その他小売 5%

81,022 東京都 文京区 メガネストアー西日暮里店 小売業 その他小売 5%

81,023 東京都 文京区 メガネファイブ 小売業 その他小売 5%

81,024 東京都 文京区 ＭＥＧＲＯ メグロ サービス 飲食業 5%

81,025 東京都 文京区 ｍａｉｓｏｎ　ｄｏｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

81,026 東京都 文京区 ｍａｉｓｏｎｄｏｕｃｅｈａｉｒｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

81,027 東京都 文京区 Ｍｅｌｏｎｄｅｍｅｌｏｎ千駄木店 サービス 飲食業 5%

81,028 東京都 文京区 モール 小売業 その他小売 5%

81,029 東京都 文京区 もじパラ東京ドームシティ店 小売業 その他小売 5%

81,030 東京都 文京区 もじパラ東京ドームシティ 小売業 貴金属・服飾品 5%

81,031 東京都 文京区 モティベーション サービス その他サービス 5%

81,032 東京都 文京区 モナドｍｏｎａｄ 小売業 衣料品 5%

81,033 東京都 文京区 百一薬品 小売業 その他小売 5%

81,034 東京都 文京区 モリゾウ株式会社 サービス その他サービス 5%

81,035 東京都 文京区 焼肉 炭聖 根津本店 サービス 飲食業 5%

81,036 東京都 文京区 焼肉牛勢駒込店 サービス 飲食業 5%

81,037 東京都 文京区 櫓茶屋　メトロ・エム　後楽園 サービス 飲食業 5%

81,038 東京都 文京区 ヤシロ　ヘアプロジェクト サービス 理容・美容業 5%

81,039 東京都 文京区 ヤシロ　ヘアプロジェクト サービス 理容・美容業 5%

81,040 東京都 文京区 ヤシロ　ヘアプロジェクト サービス 理容・美容業 5%

81,041 東京都 文京区 やすかわ 小売業 その他小売 5%

81,042 東京都 文京区 山口陽一税理士事務所　山口陽一税理士事務所 サービス その他サービス 5%

81,043 東京都 文京区 山崎印房　山崎印房 小売業 その他小売 5%

81,044 東京都 文京区 有限会社いとうや商店 小売業 その他小売 5%

81,045 東京都 文京区 有限会社グリーンハイツ本郷 サービス その他サービス 5%

81,046 東京都 文京区 有限会社高崎屋商店 小売業 食料品 5%

81,047 東京都 文京区 有限会社平野屋清太郎商店 小売業 家具・調度品 5%

81,048 東京都 文京区 ＵＣデザイン株式会社 サービス その他サービス 5%

81,049 東京都 文京区 ユカイハンズギャラリー サービス その他サービス 5%

81,050 東京都 文京区 湯島梅園 サービス 飲食業 5%

81,051 東京都 文京区 湯島天神横ラクレットグリル サービス 飲食業 5%

81,052 東京都 文京区 湯島マリカ サービス 飲食業 5%

81,053 東京都 文京区 湯島ワンズラクレット サービス 飲食業 5%

81,054 東京都 文京区 ＹＵＺＵＲＩＨＡ　千駄木店 小売業 その他小売 5%

81,055 東京都 文京区 ユニバーサルドラッグ動坂店 小売業 その他小売 5%

81,056 東京都 文京区 ユニバーサルドラッグ本駒込本郷通り店 小売業 その他小売 5%

81,057 東京都 文京区 酔処ちょこや サービス 飲食業 5%

81,058 東京都 文京区 洋食フレンチスクアールビストロ スクアールビストロ サービス 飲食業 5%

81,059 東京都 文京区 読売センター　湯島 小売業 その他小売 5%

81,060 東京都 文京区 ラ・ヴォーグ サービス 理容・美容業 5%
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81,061 東京都 文京区 Ｌａ　Ｃｏｌｌｉｎａ サービス 飲食業 5%

81,062 東京都 文京区 ＲＡＳＩＣ 小売業 その他小売 5%

81,063 東京都 文京区 ラピスコーポレーション 小売業 貴金属・服飾品 5%

81,064 東京都 文京区 ランチェ サービス その他サービス 5%

81,065 東京都 文京区 リアット！江戸川橋店 サービス その他サービス 5%

81,066 東京都 文京区 リアット！駒込店 サービス その他サービス 5%

81,067 東京都 文京区 リアット！根津店 サービス その他サービス 5%

81,068 東京都 文京区 リスト春日店 小売業 食料品 5%

81,069 東京都 文京区 リトルボイスショップ サービス その他サービス 5%

81,070 東京都 文京区 リビアナコンティ 小売業 衣料品 5%

81,071 東京都 文京区 理容シロタ サービス 理容・美容業 5%

81,072 東京都 文京区 理容ベーラ サービス 理容・美容業 5%

81,073 東京都 文京区 良米工房　　堀江米店 小売業 食料品 5%

81,074 東京都 文京区 リラクゼーションサロンぶた猫 サービス その他サービス 5%

81,075 東京都 文京区 整体サロンＳＩＬＫＹ サービス その他サービス 5%

81,076 東京都 文京区 りんごや サービス 飲食業 5%

81,077 東京都 文京区 ル・ボン・ヴィヴァン 小売業 その他小売 5%

81,078 東京都 文京区 合同会社ぽ サービス その他サービス 5%

81,079 東京都 文京区 ル ベカール サービス その他サービス 5%

81,080 東京都 文京区 Ｂａｒ　Ｌａｙｏｖｅｒ サービス 飲食業 5%

81,081 東京都 文京区 レクサス小石川販売レクサス小石川 小売業 その他小売 5%

81,082 東京都 文京区 れすとらん　べるで　れすとらんべるで サービス 飲食業 5%

81,083 東京都 文京区 レストラン　ツムラ サービス 飲食業 5%

81,084 東京都 文京区 Ｌ’ｅｓｓｅｎｔｉｅｌｌｅ サービス 飲食業 5%

81,085 東京都 文京区 レプロット 小売業 衣料品 5%

81,086 東京都 文京区 Ｙ２ＢＡＳＥ 小売業 その他小売 5%

81,087 東京都 文京区 ワイン食堂パパン サービス 飲食業 5%

81,088 東京都 文京区 和食純吟はなれ サービス 飲食業 5%

81,089 東京都 文京区 早稲田鶴巻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

81,090 東京都 文京区 アヤ 小売業 衣料品 5%

81,091 東京都 町田市 Ａｒｔ ｓ 小売業 その他小売 5%

81,092 東京都 町田市 ａｒｔｓ　町田店 サービス 理容・美容業 5%

81,093 東京都 町田市 ａｒｔｓ　ｌｉｔａ　町田 サービス 理容・美容業 5%

81,094 東京都 町田市 アイ・シー・エス サービス その他サービス 5%

81,095 東京都 町田市 アイ・トピア本部 小売業 その他小売 5%

81,096 東京都 町田市 あいのホームズ サービス その他サービス 5%

81,097 東京都 町田市 ｉＰｈｏｎｅ修理救急便　町田店 サービス その他サービス 5%

81,098 東京都 町田市 ＡＶＡＬＡＮＣＨＥ　町田店 小売業 衣料品 5%

81,099 東京都 町田市 青いとり町田店 サービス その他サービス 5%

81,100 東京都 町田市 ＡｃａｄｅｍｉｃＳｕｐｐｏｒｔ サービス その他サービス 5%

81,101 東京都 町田市 赤帽グザン運送 サービス 運輸業 5%

81,102 東京都 町田市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃａｎｄｙ町田 サービス 理容・美容業 5%

1933



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

81,103 東京都 町田市 あけぼの病院売店 小売業 その他小売 5%

81,104 東京都 町田市 ａｊｏｕｔｅｒ　【アジュテ】 サービス 理容・美容業 5%

81,105 東京都 町田市 アスカ設備 小売業 その他小売 5%

81,106 東京都 町田市 アストリア町田店 小売業 衣料品 5%

81,107 東京都 町田市 アストリア　町田店　ヘインレイツ 小売業 衣料品 5%

81,108 東京都 町田市 あたま工房 サービス 理容・美容業 5%

81,109 東京都 町田市 町田店 サービス 理容・美容業 5%

81,110 東京都 町田市 誂 サービス 飲食業 5%

81,111 東京都 町田市 ａｔｒｉ サービス 飲食業 5%

81,112 東京都 町田市 アトリエカズ 小売業 衣料品 5%

81,113 東京都 町田市 アトリエサリー 小売業 その他小売 5%

81,114 東京都 町田市 アトリエ・ブルーマジック サービス 理容・美容業 5%

81,115 東京都 町田市 ＡｔｅｌｉｅｒＬｅａｆＬｅａｆ サービス その他サービス 5%

81,116 東京都 町田市 ａｔｅｌｉｅｒ　ｒｅｐｏｓ サービス 理容・美容業 5%

81,117 東京都 町田市 アネラネイル サービス 理容・美容業 5%

81,118 東京都 町田市 ａｂ　ｏｖｏ　ａｄ　ｍａｌａ サービス その他サービス 5%

81,119 東京都 町田市 有）Ａ．Ｂ．Ｗ．Ｊ 小売業 その他小売 5%

81,120 東京都 町田市 アヤノ塗装 サービス その他サービス 5%

81,121 東京都 町田市 株　アユミ電機 サービス その他サービス 5%

81,122 東京都 町田市 アリゾナフリーダム町田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

81,123 東京都 町田市 アルゴー美容室トリトン サービス 理容・美容業 5%

81,124 東京都 町田市 アルシーヴ 小売業 衣料品 5%

81,125 東京都 町田市 アルバーロ動物病院 サービス その他サービス 5%

81,126 東京都 町田市 ＡＬＥＧＬＥ　ＴＨＥ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

81,127 東京都 町田市 Ａｌｏｈａ　ｋａｕａ サービス 理容・美容業 5%

81,128 東京都 町田市 Ａｌｏｈａｋａｕａ サービス 理容・美容業 5%

81,129 東京都 町田市 李家本舗 サービス 飲食業 5%

81,130 東京都 町田市 ｉｇｕ＆ｐｅａｃｅ　ＰＡＴＲＯＮ サービス 飲食業 5%

81,131 東京都 町田市 イーグル建創 サービス その他サービス 5%

81,132 東京都 町田市 株 イコープリント 小売業 その他小売 5%

81,133 東京都 町田市 石橋楽器　町田店 小売業 その他小売 5%

81,134 東京都 町田市 石橋楽器店町田店 小売業 その他小売 5%

81,135 東京都 町田市 イシバシミュージックキャッシュ町田店 小売業 その他小売 5%

81,136 東京都 町田市 磯ノ蔵／マリスコ サービス 飲食業 5%

81,137 東京都 町田市 ＩＳＯＮＯ　Ｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

81,138 東京都 町田市 イタミサインクラフト サービス その他サービス 5%

81,139 東京都 町田市 市川タクシー サービス 運輸業 5%

81,140 東京都 町田市 井上糀店　販売店 小売業 食料品 5%

81,141 東京都 町田市 イリオス町田店 サービス 理容・美容業 5%

81,142 東京都 町田市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ町田 サービス その他サービス 5%

81,143 東京都 町田市 いろは寿司 サービス 飲食業 5%

81,144 東京都 町田市 イワキ　町田店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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81,145 東京都 町田市 ウイングス　ガーデン サービス 理容・美容業 5%

81,146 東京都 町田市 ＷＩＮＧＳ ｇａｒｄｅｎ ウイングスガーデン サービス 理容・美容業 5%

81,147 東京都 町田市 ヴィンテージスポーツ町田店 小売業 衣料品 5%

81,148 東京都 町田市 植龍宮内造園 サービス その他サービス 5%

81,149 東京都 町田市 うぇる動物病院 サービス その他サービス 5%

81,150 東京都 町田市 うどん屋　開都 サービス 飲食業 5%

81,151 東京都 町田市 うむさん堂 小売業 その他小売 5%

81,152 東京都 町田市 ａｍ 小売業 衣料品 5%

81,153 東京都 町田市 Ｈ＆Ａ　Ｗｏｒｋｏｕｔ サービス その他サービス 5%

81,154 東京都 町田市 Ａｉｍｅｅ【エイミー】 サービス 理容・美容業 5%

81,155 東京都 町田市 ＥＸＯＴＩＣＡ サービス 理容・美容業 5%

81,156 東京都 町田市 ＳＴＳ サービス その他サービス 5%

81,157 東京都 町田市 エスポアなかのや 小売業 食料品 5%

81,158 東京都 町田市 えとせとら サービス その他サービス 5%

81,159 東京都 町田市 ＥｎｅＪｅｔ多摩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

81,160 東京都 町田市 えびちゃん保育 サービス その他サービス 5%

81,161 東京都 町田市 エフケアーアドバンス株式会社 小売業 電化製品 5%

81,162 東京都 町田市 ＦＣ町田ゼルビアグッズショップ 小売業 その他小売 5%

81,163 東京都 町田市 ＭＳＰ　町田マルイ店 サービス 理容・美容業 5%

81,164 東京都 町田市 Ｍ２クリーニング サービス その他サービス 5%

81,165 東京都 町田市 ＭＤＣ　町田店 サービス 理容・美容業 5%

81,166 東京都 町田市 エルヴェッタ サービス 飲食業 5%

81,167 東京都 町田市 エンカイ サービス その他サービス 5%

81,168 東京都 町田市 ＡＵＸ　ＰＡＲＡＤＩＳ町田店 小売業 その他小売 5%

81,169 東京都 町田市 桜美林学園生協 サービス その他サービス 5%

81,170 東京都 町田市 桜美林学園生協 サービス その他サービス 5%

81,171 東京都 町田市 Ｏｓｕｇｉｍｕｓｉｃｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ サービス その他サービス 5%

81,172 東京都 町田市 オールドヒッコリー町田境川 サービス 飲食業 5%

81,173 東京都 町田市 おてがる屋 サービス その他サービス 5%

81,174 東京都 町田市 ｏｔｏ 小売業 衣料品 5%

81,175 東京都 町田市 オートダック町田 サービス その他サービス 5%

81,176 東京都 町田市 お腹いっぱい頂まっす。 サービス 飲食業 5%

81,177 東京都 町田市 お弁当　喜文 サービス 飲食業 5%

81,178 東京都 町田市 オリエンタルムーン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

81,179 東京都 町田市 Ｏｌｕｏｌｕ　Ａｉｎａ サービス 飲食業 5%

81,180 東京都 町田市 音楽座ミュージカル 小売業 その他小売 5%

81,181 東京都 町田市 温野菜町田店 サービス 飲食業 2%

81,182 東京都 町田市 カーテン・ファクトリー　南町田店 小売業 家具・調度品 5%

81,183 東京都 町田市 カードショップ 竜星のＰＡＯ 町田店 小売業 その他小売 5%

81,184 東京都 町田市 パーソナルトレーニングジムＢｒａｉｎ サービス その他サービス 5%

81,185 東京都 町田市 かき小屋　町田店 サービス 飲食業 5%

81,186 東京都 町田市 家事ュアル サービス その他サービス 5%
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81,187 東京都 町田市 ｃｕｔ ｓｐａｃｅ ｓｏｌａｎｏ サービス 理容・美容業 5%

81,188 東京都 町田市 割烹蒲焼八十八　町田店 サービス 飲食業 5%

81,189 東京都 町田市 カーテンじゅうたん王国　町田小野路店 小売業 家具・調度品 5%

81,190 東京都 町田市 ＫａｎａｋｏＮｅｚｕ 小売業 衣料品 5%

81,191 東京都 町田市 ＣＡＦＥ ＤＩＮＥＲ８８ サービス 飲食業 5%

81,192 東京都 町田市 株式会社　マイド サービス その他サービス 5%

81,193 東京都 町田市 株式会社アヴァランチ町田店 小売業 その他小売 5%

81,194 東京都 町田市 株式会社エグゼス サービス その他サービス 5%

81,195 東京都 町田市 株式会社ガレージ城 ガレージ城 サービス その他サービス 5%

81,196 東京都 町田市 株式会社ガレージスペシャルズ 小売業 その他小売 5%

81,197 東京都 町田市 株式会社Ｇｒａｖｉｓ サービス その他サービス 5%

81,198 東京都 町田市 株式会社Ｋ Ｓ Ｋ 本店 サービス その他サービス 5%

81,199 東京都 町田市 株式会社スイコウ サービス その他サービス 5%

81,200 東京都 町田市 株式会社スイコウ サービス その他サービス 5%

81,201 東京都 町田市 株式会社生活園芸研究室 サービス その他サービス 5%

81,202 東京都 町田市 株式会社東京綜合造園 サービス その他サービス 5%

81,203 東京都 町田市 株式会社ブラスト 小売業 その他小売 5%

81,204 東京都 町田市 株式会社丸中コーポレーション サービス その他サービス 5%

81,205 東京都 町田市 上地タクシー サービス 運輸業 5%

81,206 東京都 町田市 カラダファクトリー　小田急マルシェ町田店 サービス その他サービス 5%

81,207 東京都 町田市 ｃａｒｉｎ町田店 サービス 理容・美容業 5%

81,208 東京都 町田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋町田木曽店 サービス 飲食業 2%

81,209 東京都 町田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋町田中町店 サービス 飲食業 2%

81,210 東京都 町田市 カレーハウスココ壱番屋町田成瀬店 サービス 飲食業 2%

81,211 東京都 町田市 ガレージトゥルース 小売業 その他小売 5%

81,212 東京都 町田市 ＧＡＲＡＧＥ６６ サービス その他サービス 5%

81,213 東京都 町田市 眼鏡店オグラ　町田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

81,214 東京都 町田市 北多摩モータース町田 小売業 その他小売 5%

81,215 東京都 町田市 ＫＩＣＨＩＲＩ　町田店 サービス 飲食業 5%

81,216 東京都 町田市 キッチンハウスたんぽぽ サービス 飲食業 5%

81,217 東京都 町田市 木乃蔵 サービス 飲食業 5%

81,218 東京都 町田市 キモノモード町田店 小売業 衣料品 5%

81,219 東京都 町田市 キャトル成瀬台店 小売業 食料品 5%

81,220 東京都 町田市 ＧＡＬＬＥＲＹ・２　町田店 小売業 その他小売 5%

81,221 東京都 町田市 ｃｕｉ－ｃｕｉルミネ町田店 サービス 飲食業 5%

81,222 東京都 町田市 Ｑ サービス 理容・美容業 5%

81,223 東京都 町田市 牛角小田急町田北口店 サービス 飲食業 2%

81,224 東京都 町田市 牛角町田木曽町店 サービス 飲食業 2%

81,225 東京都 町田市 牛角町田店 サービス 飲食業 2%

81,226 東京都 町田市 きゅうさん町田境川店 小売業 食料品 5%

81,227 東京都 町田市 京時雨 サービス 飲食業 5%

81,228 東京都 町田市 業務スーパー町田小山店 小売業 食料品 2%
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81,229 東京都 町田市 業務スーパー町田図師店 小売業 食料品 2%

81,230 東京都 町田市 キンビア　小田急　町田店 サービス 飲食業 5%

81,231 東京都 町田市 Ｇｏｏｉｔ！町田店 サービス その他サービス 5%

81,232 東京都 町田市 串かつ　でんがな　町田店 サービス 飲食業 5%

81,233 東京都 町田市 グッドロッキン 小売業 衣料品 5%

81,234 東京都 町田市 久保田陶器店 小売業 家具・調度品 5%

81,235 東京都 町田市 クラウドナインスタジオ町田店 サービス その他サービス 5%

81,236 東京都 町田市 クラスティーナインターファニチャー 小売業 家具・調度品 5%

81,237 東京都 町田市 クラスティーナインターファニチャー 小売業 家具・調度品 5%

81,238 東京都 町田市 グランドスラムＰＲＯ町田 小売業 その他小売 5%

81,239 東京都 町田市 クリーニングｓｈｏｐサクマ サービス その他サービス 5%

81,240 東京都 町田市 クリーニングショップフラット　本店 サービス 理容・美容業 5%

81,241 東京都 町田市 クリーンライフ サービス その他サービス 5%

81,242 東京都 町田市 グルーヴィーカーズ サービス その他サービス 5%

81,243 東京都 町田市 くれーぷすたんど 小売業 食料品 5%

81,244 東京都 町田市 クレディーブル サービス 理容・美容業 5%

81,245 東京都 町田市 黒瀬／三国庵 サービス 飲食業 5%

81,246 東京都 町田市 ケイ・ウノ町田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

81,247 東京都 町田市 Ｋ　ＧＯＬＦＣＬＵＢ　ＳＣＨＯＯＬ　Ｋゴルフクラブ　スクール サービス その他サービス 5%

81,248 東京都 町田市 Ｋ－ＦＲＯＮＴＩＥＲ株式会社 サービス その他サービス 5%

81,249 東京都 町田市 ＫＹリカー町田店 小売業 食料品 5%

81,250 東京都 町田市 セブンーイレブンＫＯＹＯ町田市民病院店 小売業 食料品 2%

81,251 東京都 町田市 国際卓球　町田店 小売業 その他小売 5%

81,252 東京都 町田市 ＣＯＣＯ壱番屋町田金森店 サービス 飲食業 2%

81,253 東京都 町田市 ＣＯＣＯ壱番屋小田急鶴川駅前店 サービス 飲食業 2%

81,254 東京都 町田市 ｃｏｃｏ＋ 小売業 その他小売 5%

81,255 東京都 町田市 こめたろうハウス サービス その他サービス 5%

81,256 東京都 町田市 米家きゅうさん町田総本店 小売業 食料品 5%

81,257 東京都 町田市 ＫＯＲＥＡＮ　居酒屋　はな サービス 飲食業 5%

81,258 東京都 町田市 坂本建設工業株式会社 小売業 その他小売 5%

81,259 東京都 町田市 酒喰楽さくら サービス 飲食業 5%

81,260 東京都 町田市 サクレクリーニング サービス その他サービス 5%

81,261 東京都 町田市 雑貨プロムナード 小売業 その他小売 5%

81,262 東京都 町田市 さとう動物病院 サービス その他サービス 5%

81,263 東京都 町田市 讃岐うどんかいと サービス 飲食業 5%

81,264 東京都 町田市 ｓａｙｕ 小売業 衣料品 5%

81,265 東京都 町田市 猿ｃａｆｅ　町田マルイ店 サービス 飲食業 5%

81,266 東京都 町田市 山海賊 サービス 飲食業 5%

81,267 東京都 町田市 三共スポーツ 小売業 その他小売 5%

81,268 東京都 町田市 三徳成瀬店 小売業 食料品 5%

81,269 東京都 町田市 三徳本町田店 小売業 食料品 5%

81,270 東京都 町田市 三徳町田北店 小売業 食料品 5%
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81,271 東京都 町田市 三徳町田山崎店 小売業 食料品 5%

81,272 東京都 町田市 ＣＥサロンアリア サービス 理容・美容業 5%

81,273 東京都 町田市 シーベレット町田ミスターマックス店 小売業 衣料品 5%

81,274 東京都 町田市 ＧＹＫ 小売業 電化製品 5%

81,275 東京都 町田市 信濃屋町田東急ツインズ店 小売業 その他小売 5%

81,276 東京都 町田市 シバヨガスタジオ サービス その他サービス 5%

81,277 東京都 町田市 ジャストオン 小売業 電化製品 5%

81,278 東京都 町田市 シャノアール町田店 サービス 飲食業 5%

81,279 東京都 町田市 ｓｈａｌｕ　町田　【シャル】 サービス 理容・美容業 5%

81,280 東京都 町田市 じゃんぱら　町田店 小売業 電化製品 5%

81,281 東京都 町田市 ジュエリーデザインスタジオ弥馬屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

81,282 東京都 町田市 ジュエリーデザインスタジオ弥馬屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

81,283 東京都 町田市 ｊｅｗｅｌ サービス その他サービス 5%

81,284 東京都 町田市 寿鳳人形の東芸 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

81,285 東京都 町田市 Ｊｕｎｅ　　Ｌｉｇｈｔ　Ｇａｒｄｅｎ 小売業 その他小売 5%

81,286 東京都 町田市 承知の助多摩境店 サービス 飲食業 5%

81,287 東京都 町田市 情熱串焼き小池屋 情熱串焼き小池屋 サービス 飲食業 5%

81,288 東京都 町田市 松洋 サービス 飲食業 5%

81,289 東京都 町田市 ＪｏｌｌｙＧｏｏｄＣｌｏｔｈｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

81,290 東京都 町田市 Ｓｗｅｅｋｅｓ サービス 飲食業 5%

81,291 東京都 町田市 ＳＵＰＥＲＣＯＯＬ　ａｎｄ　ＲＩＣＯ． サービス 理容・美容業 5%

81,292 東京都 町田市 スーパーヤマザキ鶴川店 小売業 食料品 5%

81,293 東京都 町田市 杉山介護タクシー サービス 運輸業 5%

81,294 東京都 町田市 すし処　金太郎 サービス 飲食業 5%

81,295 東京都 町田市 鈴木屋 小売業 食料品 5%

81,296 東京都 町田市 スタァエステ美容院 サービス 理容・美容業 5%

81,297 東京都 町田市 Ｓｔｕｄｉｏプラムライン サービス その他サービス 5%

81,298 東京都 町田市 すたみな太郎　町田木曽店 サービス 飲食業 5%

81,299 東京都 町田市 ステーキハンバーグけん町田成瀬店 サービス 飲食業 5%

81,300 東京都 町田市 ステップゴルフプラス町田店 サービス その他サービス 5%

81,301 東京都 町田市 Ｓｎａｐ－ｏｎ．Ｉｔｏ 小売業 電化製品 5%

81,302 東京都 町田市 スノーボードショップネオ 小売業 衣料品 5%

81,303 東京都 町田市 ｓｍａｒｔｗｈｉｐ サービス 理容・美容業 5%

81,304 東京都 町田市 スマイルカンパニー　大和店 小売業 その他小売 5%

81,305 東京都 町田市 スマートクロージングストア　町田店 小売業 衣料品 5%

81,306 東京都 町田市 スリフトモール　ミナミマチダ店 小売業 家具・調度品 5%

81,307 東京都 町田市 整体占いさる山さる子　町田店 サービス その他サービス 5%

81,308 東京都 町田市 成文堂　鶴川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

81,309 東京都 町田市 青嵐堂 小売業 衣料品 5%

81,310 東京都 町田市 ２ＮＤ－ＢＯＯＭ　ＡＳ－ＩＳ 小売業 衣料品 5%

81,311 東京都 町田市 セラピスト動物病院 サービス その他サービス 5%

81,312 東京都 町田市 セルフステーション成瀬 小売業 ガソリンスタンド 2%
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81,313 東京都 町田市 Ｃｅｌｅｂｙ Ｅｙｅ Ｍａｃｈｉｄａ 町田店 サービス 理容・美容業 5%

81,314 東京都 町田市 セントラヴィ サービス 理容・美容業 5%

81,315 東京都 町田市 ＳＯＹＳＫＩＣＨＥＮ 小売業 その他小売 5%

81,316 東京都 町田市 ＳｏｍａＳｏｍａ サービス その他サービス 5%

81,317 東京都 町田市 大衆割烹 たけもと サービス 飲食業 5%

81,318 東京都 町田市 タイヤ館　成瀬 小売業 その他小売 2%

81,319 東京都 町田市 タイヤ館多摩境 小売業 その他小売 2%

81,320 東京都 町田市 タイヤ館　町田 小売業 その他小売 2%

81,321 東京都 町田市 有限会社　北村タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

81,322 東京都 町田市 タイヤ安売王 サービス その他サービス 5%

81,323 東京都 町田市 タイヤ安売王 小売業 その他小売 5%

81,324 東京都 町田市 タカハシ　金井店 小売業 衣料品 5%

81,325 東京都 町田市 高橋浩之税理士事務所 サービス その他サービス 5%

81,326 東京都 町田市 タカハシ　森野店 小売業 衣料品 5%

81,327 東京都 町田市 たけだ整体院 サービス その他サービス 5%

81,328 東京都 町田市 武永タクシー サービス 運輸業 5%

81,329 東京都 町田市 タック指圧マッサージ　タック指圧マッサージ サービス その他サービス 5%

81,330 東京都 町田市 谷口動物病院 サービス その他サービス 5%

81,331 東京都 町田市 玉川学園鍼療所 サービス その他サービス 5%

81,332 東京都 町田市 セブン－イレブン玉川学園２丁目店 小売業 食料品 2%

81,333 東京都 町田市 タントネーネ 小売業 衣料品 5%

81,334 東京都 町田市 丹圃々 小売業 衣料品 5%

81,335 東京都 町田市 チャオベッラ サービス 飲食業 5%

81,336 東京都 町田市 中央石油　セルフ金井 小売業 ガソリンスタンド 2%

81,337 東京都 町田市 ｔｉｒｏｌ サービス 理容・美容業 5%

81,338 東京都 町田市 つきじ海賓　成瀬店 サービス 飲食業 5%

81,339 東京都 町田市 つくし野マロン 小売業 食料品 5%

81,340 東京都 町田市 土屋自動車 サービス その他サービス 5%

81,341 東京都 町田市 綱八　町田店 サービス 飲食業 5%

81,342 東京都 町田市 鶴川サイクル 小売業 その他小売 5%

81,343 東京都 町田市 鶴川住宅センター サービス その他サービス 5%

81,344 東京都 町田市 D.F.Service MACHIDA 小売業 その他小売 5%

81,345 東京都 町田市 ティーズ・コーポレーション 小売業 衣料品 5%

81,346 東京都 町田市 ＤＡＨ　町田店 サービス 理容・美容業 5%

81,347 東京都 町田市 ＴＳ?ＺＥＡＬ　成瀬店 サービス 理容・美容業 5%

81,348 東京都 町田市 ＴＩＴＴＩＢＯＵＴＩＱＵＥ 小売業 衣料品 5%

81,349 東京都 町田市 手造りハム・ソーセージ　独逸屋 小売業 食料品 5%

81,350 東京都 町田市 手もみｄｅスッキリ サービス その他サービス 5%

81,351 東京都 町田市 ｔｅｎ　ｔｉｎ　ｄｏｏｒｓ 小売業 家具・調度品 5%

81,352 東京都 町田市 でんきのイチカワ 小売業 電化製品 5%

81,353 東京都 町田市 デンキのしたら 小売業 電化製品 5%

81,354 東京都 町田市 デントリペアワイズファクトリー サービス その他サービス 5%

1939



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

81,355 東京都 町田市 てんぷら加藤 サービス 飲食業 5%

81,356 東京都 町田市 ドゥアルシーヴ 小売業 衣料品 5%

81,357 東京都 町田市 ＴＵＯ法政大学生協　多摩６号館パンＳ サービス その他サービス 5%

81,358 東京都 町田市 ＴＵＯ法政大学生協多摩社会６号館食堂 サービス その他サービス 5%

81,359 東京都 町田市 ＴＵＯ法政大学生協多摩現代福祉１７号館食 サービス その他サービス 5%

81,360 東京都 町田市 ＴＵＯ法政大学生協多摩経済１１号館食堂 サービス その他サービス 5%

81,361 東京都 町田市 ＴＵＯ和光学園生協食堂 サービス その他サービス 5%

81,362 東京都 町田市 東京国際ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

81,363 東京都 町田市 東京無限堂オフィス館 小売業 その他小売 5%

81,364 東京都 町田市 東京無限堂厨房館 小売業 その他小売 5%

81,365 東京都 町田市 東京無限堂本館 小売業 その他小売 5%

81,366 東京都 町田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ相原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

81,367 東京都 町田市 ドスパラ町田店 小売業 電化製品 5%

81,368 東京都 町田市 ト－タルビュ－ティ－ａ．ｓｏ サービス 理容・美容業 5%

81,369 東京都 町田市 とととりとん　町田店 サービス 飲食業 5%

81,370 東京都 町田市 とまと 小売業 衣料品 5%

81,371 東京都 町田市 富澤商店　本店 小売業 食料品 5%

81,372 東京都 町田市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｓｔｅｌｌａ サービス 飲食業 5%

81,373 東京都 町田市 トラットリア＆ピッツェリアＤａｉ町田店 サービス 飲食業 5%

81,374 東京都 町田市 ＴｒａｔｔｏｒｉａＳｔｅｌｌａ サービス 飲食業 5%

81,375 東京都 町田市 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡＴＥＲＲＡＭＡＧＩＣＡ サービス 飲食業 5%

81,376 東京都 町田市 とらのあな　町田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

81,377 東京都 町田市 とらのあな　町田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

81,378 東京都 町田市 とらのあな町田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

81,379 東京都 町田市 とらのあな町田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

81,380 東京都 町田市 ＴＲＵＮＫ　【トランク】 サービス 理容・美容業 5%

81,381 東京都 町田市 ｔｒｅａｔｍｅｎｔｒｏｏｍＬＯＣＡ サービス 理容・美容業 5%

81,382 東京都 町田市 とり澄／松弦 サービス 飲食業 5%

81,383 東京都 町田市 中西紙店　町田店 小売業 その他小売 5%

81,384 東京都 町田市 仲道工務店 サービス その他サービス 5%

81,385 東京都 町田市 なごみ庵恵 サービス 飲食業 5%

81,386 東京都 町田市 成瀬商店Ｍｏｍｏ 小売業 衣料品 5%

81,387 東京都 町田市 セブン－イレブン成瀬店 小売業 食料品 2%

81,388 東京都 町田市 鳴門鯛焼本舗　町田店 サービス 飲食業 5%

81,389 東京都 町田市 肉バルciao サービス 飲食業 5%

81,390 東京都 町田市 日個連　安藤タクシー サービス 運輸業 5%

81,391 東京都 町田市 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

81,392 東京都 町田市 日個連　浦野タクシー サービス 運輸業 5%

81,393 東京都 町田市 日個連　小川タクシー サービス 運輸業 5%

81,394 東京都 町田市 日個連　齊藤タクシー サービス 運輸業 5%

81,395 東京都 町田市 日個連　櫻井タクシー サービス 運輸業 5%

81,396 東京都 町田市 日個連　笹島タクシー サービス 運輸業 5%
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81,397 東京都 町田市 日個連　薩本タクシー サービス 運輸業 5%

81,398 東京都 町田市 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

81,399 東京都 町田市 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

81,400 東京都 町田市 日個連　島野タクシー サービス 運輸業 5%

81,401 東京都 町田市 日個連　清水タクシー サービス 運輸業 5%

81,402 東京都 町田市 日個連　杉山タクシー サービス 運輸業 5%

81,403 東京都 町田市 日個連　杉山タクシー サービス 運輸業 5%

81,404 東京都 町田市 日個連　千本タクシー サービス 運輸業 5%

81,405 東京都 町田市 日個連　中根タクシー サービス 運輸業 5%

81,406 東京都 町田市 日個連　橋本タクシー サービス 運輸業 5%

81,407 東京都 町田市 日個連　服部タクシー サービス 運輸業 5%

81,408 東京都 町田市 日個連　松宮タクシー サービス 運輸業 5%

81,409 東京都 町田市 日個連　松本タクシー サービス 運輸業 5%

81,410 東京都 町田市 日個連　宮澤タクシー サービス 運輸業 5%

81,411 東京都 町田市 日個連　守屋タクシー サービス 運輸業 5%

81,412 東京都 町田市 日個連　吉成タクシー サービス 運輸業 5%

81,413 東京都 町田市 日本聴覚障害者芸術協会 小売業 家具・調度品 5%

81,414 東京都 町田市 ネイチャーストーンズ 小売業 衣料品 5%

81,415 東京都 町田市 ネイルサロン＆スクール　マイア サービス その他サービス 5%

81,416 東京都 町田市 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ｃａｐｕ サービス 理容・美容業 5%

81,417 東京都 町田市 ねこのみせ サービス 飲食業 5%

81,418 東京都 町田市 ネット　ｆｏｒ　シニア サービス その他サービス 5%

81,419 東京都 町田市 Ｎｅｌｌｅｂｙｇｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

81,420 東京都 町田市 のづた動物病院 サービス その他サービス 5%

81,421 東京都 町田市 のづた動物病院トリミングルーム サービス その他サービス 5%

81,422 東京都 町田市 ＢＩＲＤ サービス 飲食業 5%

81,423 東京都 町田市 バイオリンショップ　パガニーニ 小売業 その他小売 5%

81,424 東京都 町田市 ＢＹＴＨＥＳＥＡｈａｎｄｃｒａｆｔｅｄ 小売業 衣料品 5%

81,425 東京都 町田市 ハイタイムコ－ポレ－ション サービス その他サービス 5%

81,426 東京都 町田市 はが動物病院 サービス その他サービス 5%

81,427 東京都 町田市 Ｂａｓａｒａ　【バサラ】 サービス 理容・美容業 5%

81,428 東京都 町田市 パティスリー インフィニティ パティスリー インフィニティ 小売業 食料品 5%

81,429 東京都 町田市 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ Ｆａｏｎ 小売業 食料品 5%

81,430 東京都 町田市 パティスリーインフィニティ 小売業 食料品 5%

81,431 東京都 町田市 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ＰＡＲＴＡＧＥ サービス 飲食業 5%

81,432 東京都 町田市 ＨＯＮＥＹＳＵＰＰＬＹ 小売業 衣料品 5%

81,433 東京都 町田市 セブン－イレブン原町田大通り店 小売業 食料品 2%

81,434 東京都 町田市 セブン－イレブン原町田５丁目店 小売業 食料品 2%

81,435 東京都 町田市 セブン－イレブン原町田３丁目店 小売業 食料品 2%

81,436 東京都 町田市 セブン－イレブン原町田店 小売業 食料品 2%

81,437 東京都 町田市 セブン－イレブン原町田４丁目店 小売業 食料品 2%

81,438 東京都 町田市 セブン－イレブン原町田６丁目店 小売業 食料品 2%
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81,439 東京都 町田市 はんこ家一番　町田店 小売業 その他小売 5%

81,440 東京都 町田市 はんこ家一番　鶴川店 小売業 その他小売 5%

81,441 東京都 町田市 パンプキン サービス 理容・美容業 5%

81,442 東京都 町田市 Ｂｅｅ町田 サービス 飲食業 5%

81,443 東京都 町田市 東日本タクシー サービス 運輸業 5%

81,444 東京都 町田市 ビッグヨーサン　成瀬本店 小売業 食料品 5%

81,445 東京都 町田市 ビッグヨーサン　町田小山店 小売業 食料品 5%

81,446 東京都 町田市 ビッグヨーサン　成瀬店 小売業 食料品 5%

81,447 東京都 町田市 ビッグヨーサン　町田小山店 小売業 食料品 5%

81,448 東京都 町田市 ひと息茶屋　町田店 サービス 飲食業 5%

81,449 東京都 町田市 美容室　ＣＲＥＳＣＥＮＴ サービス 理容・美容業 5%

81,450 東京都 町田市 美容室ｐｉｏ サービス 理容・美容業 5%

81,451 東京都 町田市 美容室モガ サービス 理容・美容業 5%

81,452 東京都 町田市 平野屋金物店 小売業 その他小売 5%

81,453 東京都 町田市 Ｆａｖｅｕｒ サービス その他サービス 5%

81,454 東京都 町田市 ｆａｎ　　ＨＡＩＲ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ｆａｎ サービス 理容・美容業 5%

81,455 東京都 町田市 ＶＭＥ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

81,456 東京都 町田市 フィッツミー　町田店 サービス その他サービス 5%

81,457 東京都 町田市 ＦＩＴコーポレーション町田店 小売業 その他小売 5%

81,458 東京都 町田市 ふうふや多摩境店 サービス 飲食業 5%

81,459 東京都 町田市 ＦＡＣＥ　町田店　【フェイス】 サービス 理容・美容業 5%

81,460 東京都 町田市 フォトスタジオプリンセス町田 サービス その他サービス 5%

81,461 東京都 町田市 深澤刺繍 サービス その他サービス 5%

81,462 東京都 町田市 芙蓉園売店 小売業 その他小売 5%

81,463 東京都 町田市 フライラッセン サービス その他サービス 5%

81,464 東京都 町田市 ｂｒａｚｉｌｉａｎｗａｘｍａｋａｎａ サービス 理容・美容業 5%

81,465 東京都 町田市 ＰＬＵＳ ＷＩＮＧ サービス 理容・美容業 5%

81,466 東京都 町田市 プラス　ウイング サービス 理容・美容業 5%

81,467 東京都 町田市 プラチナ　本町田本店 サービス 理容・美容業 5%

81,468 東京都 町田市 プラチナネオ　木曽西店 サービス 理容・美容業 5%

81,469 東京都 町田市 ブリアント　町田店 サービス 理容・美容業 5%

81,470 東京都 町田市 ＦＵＲＩＳＯＤＥＣＯＣＯ町田店 小売業 衣料品 5%

81,471 東京都 町田市 プルートン　ＡｕｄｉｏＳｔｏｒｅＰＬＵＴＯＮ 小売業 電化製品 5%

81,472 東京都 町田市 フルコンプ町田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

81,473 東京都 町田市 ＦＲＡＭｅＷＯＲＫルミネ町田店 小売業 衣料品 5%

81,474 東京都 町田市 ＰＲＯＳＨＯＰ和光町田街道店 小売業 衣料品 5%

81,475 東京都 町田市 Ｆｌｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

81,476 東京都 町田市 Ｈａｉｒ　ａｒ　【ヘアアール】 サービス 理容・美容業 5%

81,477 東京都 町田市 ヘアーゼル サービス 理容・美容業 5%

81,478 東京都 町田市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＭＡＫＡＮＡ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＭＡＫＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

81,479 東京都 町田市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＤＥＳＡＲＴ　【　デザート　】 サービス 理容・美容業 5%

81,480 東京都 町田市 ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ　ｄｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

1942



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

81,481 東京都 町田市 ｈａｉｒｏｌｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

81,482 東京都 町田市 ｄｏｔ．ｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

81,483 東京都 町田市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｋｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

81,484 東京都 町田市 ヘアーサロン　まつお サービス 理容・美容業 5%

81,485 東京都 町田市 ヘアメイクアッシュ成瀬店 サービス 理容・美容業 5%

81,486 東京都 町田市 ヘアメイクアッシュ町田駅前通店 サービス 理容・美容業 5%

81,487 東京都 町田市 ヘアメイクアッシュ町田店 サービス 理容・美容業 5%

81,488 東京都 町田市 ｈａｉｒＬＡ ＰＡＮ ＪＡ サービス 理容・美容業 5%

81,489 東京都 町田市 ベーカリーミルク 小売業 食料品 5%

81,490 東京都 町田市 ペコリ　町田店 サービス 飲食業 5%

81,491 東京都 町田市 ペットショップＫＡＫＯ カコトリミングスクール 小売業 その他小売 5%

81,492 東京都 町田市 ＰＥＲＩＣＯＬＯ サービス 飲食業 5%

81,493 東京都 町田市 ベルどうぶつクリニック サービス その他サービス 5%

81,494 東京都 町田市 ベローチェ原町田四丁目店 サービス 飲食業 5%

81,495 東京都 町田市 便利屋はっち　１ サービス その他サービス 5%

81,496 東京都 町田市 便利屋はっち　９ サービス その他サービス 5%

81,497 東京都 町田市 便利屋はっち　５ サービス その他サービス 5%

81,498 東京都 町田市 便利屋はっち　３ サービス その他サービス 5%

81,499 東京都 町田市 便利屋はっち　１０ サービス その他サービス 5%

81,500 東京都 町田市 便利屋はっち　１１ サービス その他サービス 5%

81,501 東京都 町田市 便利屋はっち　１２ サービス その他サービス 5%

81,502 東京都 町田市 便利屋はっち　７ サービス その他サービス 5%

81,503 東京都 町田市 便利屋はっち　２ サービス その他サービス 5%

81,504 東京都 町田市 便利屋はっち　８ サービス その他サービス 5%

81,505 東京都 町田市 便利屋はっち　４ サービス その他サービス 5%

81,506 東京都 町田市 便利屋はっち　６ サービス その他サービス 5%

81,507 東京都 町田市 宝永堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

81,508 東京都 町田市 法政大学生協多摩経済１１号館食堂 サービス その他サービス 5%

81,509 東京都 町田市 法政大学生協多摩現代福祉１７号館食堂 サービス その他サービス 5%

81,510 東京都 町田市 法政大学生協多摩社会６号館食堂 サービス その他サービス 5%

81,511 東京都 町田市 法政大学生協　多摩１１号館パンＳ サービス その他サービス 5%

81,512 東京都 町田市 法政大学生協　多摩６号館パンＳ サービス その他サービス 5%

81,513 東京都 町田市 法大生協　多摩購買部 サービス その他サービス 5%

81,514 東京都 町田市 法大生協　多摩購買部 サービス その他サービス 5%

81,515 東京都 町田市 法大生協　多摩書籍部 サービス その他サービス 5%

81,516 東京都 町田市 法大生協　多摩書籍部 サービス その他サービス 5%

81,517 東京都 町田市 ＰＡＷＮＳＨＯＰ　ＫＡＴＡＯＫＡ 小売業 その他小売 5%

81,518 東京都 町田市 ボークス町田ショールーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

81,519 東京都 町田市 ぽちプラザ町田店 小売業 その他小売 5%

81,520 東京都 町田市 ホビーステーション　町田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

81,521 東京都 町田市 ポポラマーマ町田店 サービス 飲食業 5%

81,522 東京都 町田市 ホライズン　小川店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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81,523 東京都 町田市 ホリスティックセラピーパチュリ サービス その他サービス 5%

81,524 東京都 町田市 ＷＨＩＴＥ　ＬＩＬＹ 小売業 その他小売 5%

81,525 東京都 町田市 大久保電機 サービス その他サービス 5%

81,526 東京都 町田市 ポンパドウル　町田店 小売業 食料品 5%

81,527 東京都 町田市 ボンボネーラ サービス 飲食業 5%

81,528 東京都 町田市 セブン－イレブン本町田店 小売業 食料品 2%

81,529 東京都 町田市 マームジャパン株式会社 サービス 飲食業 5%

81,530 東京都 町田市 Ｍａｋａｎａｎｉ　マカナニ サービス 理容・美容業 5%

81,531 東京都 町田市 マクドナルド桜美林学園前店 サービス 飲食業 2%

81,532 東京都 町田市 マクドナルド多摩境店 サービス 飲食業 2%

81,533 東京都 町田市 マクドナルド鶴川真光寺店 サービス 飲食業 2%

81,534 東京都 町田市 マクドナルド鶴川店 サービス 飲食業 2%

81,535 東京都 町田市 マクドナルド町田小川三和店 サービス 飲食業 2%

81,536 東京都 町田市 真心動物霊園 サービス その他サービス 5%

81,537 東京都 町田市 マザーマッサージ治療院 小売業 その他小売 5%

81,538 東京都 町田市 セブン－イレブン町田相原駅西店 小売業 食料品 2%

81,539 東京都 町田市 セブン－イレブン町田相原店 小売業 食料品 2%

81,540 東京都 町田市 町田営業所 サービス その他サービス 5%

81,541 東京都 町田市 セブン－イレブン町田駅北店 小売業 食料品 2%

81,542 東京都 町田市 セブン－イレブン町田駅東口店 小売業 食料品 2%

81,543 東京都 町田市 セブン－イレブン町田駅前通り店 小売業 食料品 2%

81,544 東京都 町田市 セブン－イレブン町田大蔵店 小売業 食料品 2%

81,545 東京都 町田市 セブン－イレブン町田小川２丁目店 小売業 食料品 2%

81,546 東京都 町田市 セブン－イレブン町田小川４丁目店 小売業 食料品 2%

81,547 東京都 町田市 セブン－イレブン町田小山ヶ丘４丁目店 小売業 食料品 2%

81,548 東京都 町田市 セブン－イレブン町田小山ヶ丘６丁目店 小売業 食料品 2%

81,549 東京都 町田市 セブン－イレブン町田街道小川店 小売業 食料品 2%

81,550 東京都 町田市 セブン－イレブン町田街道鶴間店 小売業 食料品 2%

81,551 東京都 町田市 セブン－イレブン町田金森店 小売業 食料品 2%

81,552 東京都 町田市 セブン－イレブン町田金森南店 小売業 食料品 2%

81,553 東京都 町田市 セブン－イレブン町田木曽東１丁目店 小売業 食料品 2%

81,554 東京都 町田市 町田健介　町田コンディショニングジム健介 サービス その他サービス 5%

81,555 東京都 町田市 セブン－イレブン町田高ヶ坂２丁目店 小売業 食料品 2%

81,556 東京都 町田市 セブン－イレブン町田芝溝街道店 小売業 食料品 2%

81,557 東京都 町田市 セブン－イレブン町田市民ホール前店 小売業 食料品 2%

81,558 東京都 町田市 セブン－イレブン町田多摩境駅前店 小売業 食料品 2%

81,559 東京都 町田市 セブン－イレブン町田鶴川駅北口店 小売業 食料品 2%

81,560 東京都 町田市 セブン－イレブン町田鶴川街道金井町店 小売業 食料品 2%

81,561 東京都 町田市 セブン－イレブン町田鶴川団地店 小売業 食料品 2%

81,562 東京都 町田市 セブン－イレブン町田中町２丁目店 小売業 食料品 2%

81,563 東京都 町田市 セブン－イレブン町田成瀬駅北店 小売業 食料品 2%

81,564 東京都 町田市 セブンーイレブン町田成瀬駅南口店 小売業 食料品 2%
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81,565 東京都 町田市 町田ニキビ研究所 小売業 その他小売 5%

81,566 東京都 町田市 セブン－イレブン町田能ヶ谷４丁目店 小売業 食料品 2%

81,567 東京都 町田市 セブン－イレブン町田野津田町店 小売業 食料品 2%

81,568 東京都 町田市 町田焙煎珈琲ヒルズ珈房 小売業 食料品 5%

81,569 東京都 町田市 セブン－イレブン町田藤の台東店 小売業 食料品 2%

81,570 東京都 町田市 セブン－イレブン町田ポプラヶ丘店 小売業 食料品 2%

81,571 東京都 町田市 セブン－イレブン町田南大谷店 小売業 食料品 2%

81,572 東京都 町田市 セブン－イレブン町田南成瀬さくら通り店 小売業 食料品 2%

81,573 東京都 町田市 セブン－イレブン町田森野３丁目店 小売業 食料品 2%

81,574 東京都 町田市 町田森野プリモ動物病院 サービス その他サービス 5%

81,575 東京都 町田市 セブン－イレブン町田矢部町店 小売業 食料品 2%

81,576 東京都 町田市 町田ワイン 小売業 その他小売 5%

81,577 東京都 町田市 町田ワイン サービス 飲食業 5%

81,578 東京都 町田市 まつ毛エクステ専門店ローズマリー サービス 理容・美容業 5%

81,579 東京都 町田市 まつげ専門店リトルマーメイド成瀬 サービス 理容・美容業 5%

81,580 東京都 町田市 まつもと治療院 サービス その他サービス 5%

81,581 東京都 町田市 まみ屋町田店 サービス 飲食業 5%

81,582 東京都 町田市 まみ屋町田店 サービス 飲食業 5%

81,583 東京都 町田市 マルカワ本店 小売業 衣料品 5%

81,584 東京都 町田市 丸昌商店 小売業 その他小売 5%

81,585 東京都 町田市 マンゴスチンホテル サービス 宿泊業 5%

81,586 東京都 町田市 みかんの花 サービス その他サービス 5%

81,587 東京都 町田市 ＭＩＸＳ　ＢＩＫＥ　ＲＥＣＯＭＭＥＮＤ　ＳＴＵＤＩＯ　ＭＩＸＳ　町田　相模原本店 小売業 その他小売 5%

81,588 東京都 町田市 ＭＩＸＳ 小売業 その他小売 5%

81,589 東京都 町田市 ｍｉｄ サービス 理容・美容業 5%

81,590 東京都 町田市 セブン－イレブン南町田駅北口店 小売業 食料品 2%

81,591 東京都 町田市 実り菓子　栗のみ堂 小売業 食料品 5%

81,592 東京都 町田市 ミノルインターナショナル 小売業 その他小売 5%

81,593 東京都 町田市 みやの森どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

81,594 東京都 町田市 三好寿司 サービス 飲食業 5%

81,595 東京都 町田市 味ん味ん　町田店 サービス 飲食業 5%

81,596 東京都 町田市 ムサシノ学生服町田店 小売業 衣料品 5%

81,597 東京都 町田市 ムサシノ商店　町田店 小売業 衣料品 5%

81,598 東京都 町田市 メガネストアー鶴川東 小売業 その他小売 5%

81,599 東京都 町田市 メガネストアー鶴川東店 小売業 その他小売 5%

81,600 東京都 町田市 メガネストアー成瀬 小売業 その他小売 5%

81,601 東京都 町田市 メガネストアー成瀬店 小売業 その他小売 5%

81,602 東京都 町田市 メガネストアー本店 小売業 その他小売 5%

81,603 東京都 町田市 ＭＥＮＥＨＵＮＥ　ＢＥＡＣＨ　ＳＴＯＲＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

81,604 東京都 町田市 ＭＥＮＥＨＵＮＥ　ＢＥＡＣＨ　ＳＴＯＲＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

81,605 東京都 町田市 麺匠　なべすけ　１号店 サービス 飲食業 5%

81,606 東京都 町田市 モアフル動物病院 サービス その他サービス 5%
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81,607 東京都 町田市 モーターステージ　東京 小売業 その他小売 5%

81,608 東京都 町田市 もつ鍋処さくら もつ鍋処さくら 本店 サービス 飲食業 5%

81,609 東京都 町田市 ももふく　ももふく 小売業 その他小売 5%

81,610 東京都 町田市 モリヤ動物病院 サービス その他サービス 5%

81,611 東京都 町田市 モリヤ動物病院 サービス その他サービス 5%

81,612 東京都 町田市 もんまるとる 小売業 食料品 5%

81,613 東京都 町田市 もんまるとる 小売業 食料品 5%

81,614 東京都 町田市 焼肉 牛苑 サービス 飲食業 5%

81,615 東京都 町田市 焼肉市場げんかや　町田店 サービス 飲食業 5%

81,616 東京都 町田市 焼肉風風亭町田店 小売業 食料品 5%

81,617 東京都 町田市 やきにくやさん町田店 サービス 飲食業 5%

81,618 東京都 町田市 焼肉やまと　町田店 サービス 飲食業 5%

81,619 東京都 町田市 焼肉屋マルキ市場ＮＥＸＴ町田店 サービス 飲食業 5%

81,620 東京都 町田市 薬師店 小売業 ガソリンスタンド 2%

81,621 東京都 町田市 ヤマグチ営業一課 小売業 電化製品 5%

81,622 東京都 町田市 ヤマグチ営業二課 小売業 電化製品 5%

81,623 東京都 町田市 ヤマグチ根岸店 小売業 電化製品 5%

81,624 東京都 町田市 有限会社青木商店　有限会社青木商店 小売業 食料品 5%

81,625 東京都 町田市 有限会社 小山モータース サービス その他サービス 5%

81,626 東京都 町田市 有限会社ガレージオートバート 小売業 その他小売 5%

81,627 東京都 町田市 有限会社　小池輪業 小売業 その他小売 5%

81,628 東京都 町田市 （有）寿鳳人形の東芸本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

81,629 東京都 町田市 有限会社パンの木 パンの木 小売業 食料品 5%

81,630 東京都 町田市 有限会社ビーエムシー 小売業 その他小売 5%

81,631 東京都 町田市 有限会社ホームエステート サービス その他サービス 5%

81,632 東京都 町田市 裕整体院 サービス その他サービス 5%

81,633 東京都 町田市 ユザワヤ　町田店 小売業 その他小売 5%

81,634 東京都 町田市 洋食航旅莉屋 サービス 飲食業 5%

81,635 東京都 町田市 マメゾン　鶴川店 サービス 飲食業 5%

81,636 東京都 町田市 洋服のタカハシ 金井店 小売業 衣料品 5%

81,637 東京都 町田市 洋服のタカハシ　森野店 小売業 衣料品 5%

81,638 東京都 町田市 吉川酒店　吉川酒店 小売業 食料品 5%

81,639 東京都 町田市 Ｌａ　Ｃａｓｅｔａ サービス その他サービス 5%

81,640 東京都 町田市 ライフモア町田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

81,641 東京都 町田市 日本ドットラインズ株式会社 サービス 運輸業 5%

81,642 東京都 町田市 らかんスタジオ　町田シエロ店 サービス その他サービス 5%

81,643 東京都 町田市 らしんばん　町田店 小売業 その他小売 5%

81,644 東京都 町田市 ラセゾンニシヤマ サービス 飲食業 5%

81,645 東京都 町田市 Ｌａｔｉｒ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

81,646 東京都 町田市 Ｈａｉｒ＆ＭａｋｅＬｕｍ サービス 理容・美容業 5%

81,647 東京都 町田市 ラムタラ　町田駅前店 小売業 その他小売 5%

81,648 東京都 町田市 リアット！東急ストア南町田店 サービス その他サービス 5%
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81,649 東京都 町田市 リーガルテーラー司法書士 行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

81,650 東京都 町田市 リカーポート蔵家　本店 小売業 その他小売 5%

81,651 東京都 町田市 リカーランドトップスリー　町田店 小売業 その他小売 5%

81,652 東京都 町田市 リフラック町田店 サービス その他サービス 5%

81,653 東京都 町田市 リフレッシュガーデン サービス その他サービス 5%

81,654 東京都 町田市 ＲＥＰｒｅｓｓｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

81,655 東京都 町田市 りゅう動物病院 サービス その他サービス 5%

81,656 東京都 町田市 ｒｙｕｒｏｒｕ 小売業 衣料品 5%

81,657 東京都 町田市 理容 ひまわり サービス 理容・美容業 5%

81,658 東京都 町田市 Ｒｅ Ｒａ Ｋｕ 小田急マルシェ玉川学園店 サービス その他サービス 5%

81,659 東京都 町田市 Ｌｉｌｉｕｍｓ 小売業 その他小売 5%

81,660 東京都 町田市 ルート２４６横浜インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

81,661 東京都 町田市 ル・ジャルダン町田店 サービス 理容・美容業 5%

81,662 東京都 町田市 Ｌｕｃｉａ　町田 サービス 理容・美容業 5%

81,663 東京都 町田市 ＨＡＩＲ＆ＡＲＴ　ＬＵＭＩＮＡ サービス 理容・美容業 5%

81,664 東京都 町田市 Ｒｅｓｃｕｅ－Ｈａｉｒ　町田店 サービス 理容・美容業 5%

81,665 東京都 町田市 レンタル＆フォト　イッツ町田店 サービス その他サービス 5%

81,666 東京都 町田市 ＹＳＰ　町田中央 小売業 その他小売 5%

81,667 東京都 町田市 ワイネクスト サービス 運輸業 5%

81,668 東京都 町田市 Ｗｉｎｅ＆ＢａｒＣｈｉｎｏｎ サービス 飲食業 5%

81,669 東京都 町田市 わかば介護タクシー　１ サービス その他サービス 5%

81,670 東京都 町田市 わかば介護タクシー　２ サービス その他サービス 5%

81,671 東京都 町田市 和牛専門店　闘牛門 サービス 飲食業 5%

81,672 東京都 町田市 和光学園生活協同組合 小売業 その他小売 5%

81,673 東京都 町田市 和光学園生協　購買・書籍部 サービス その他サービス 5%

81,674 東京都 町田市 和光学園生協購買・書籍部 サービス その他サービス 5%

81,675 東京都 町田市 和光学園生協食堂 サービス その他サービス 5%

81,676 東京都 町田市 和光学園生協　中学・高校店 サービス その他サービス 5%

81,677 東京都 町田市 和光学園生協中学・高校店 サービス その他サービス 5%

81,678 東京都 町田市 和食処けんけん サービス 飲食業 5%

81,679 東京都 町田市 和バルｂｉｒｏｋｕ サービス 飲食業 5%

81,680 東京都 町田市 和風ビストロ玄兎 和風ビストロ玄兎 サービス 飲食業 5%

81,681 東京都 町田市 ＯｕａｆＯｕａｆＣｌｕｂ サービス 飲食業 5%

81,682 東京都 町田市 ワールド電器 小売業 電化製品 5%

81,683 東京都 町田市 わんわんサロン・ｔａｋｅｏ サービス その他サービス 5%

81,684 東京都 町田市 ゑくぼ ゑくぼ 小売業 食料品 5%

81,685 東京都 御蔵島村 東海汽船御蔵島営業所 サービス 運輸業 5%

81,686 東京都 瑞穂町 明石タイヤー 小売業 その他小売 5%

81,687 東京都 瑞穂町 ＲＣ　ｃａｒ　ｐｒｏｓｈｏｐ　ＳＨＩＦＴ サービス その他サービス 5%

81,688 東京都 瑞穂町 ＡｕｔｏＭｏｂｉｌＡｓｓｉｓｔ　Ｂｌｅｓｓ　本店 小売業 その他小売 5%

81,689 東京都 瑞穂町 オートモービルアシスト・ブレス サービス その他サービス 5%

81,690 東京都 瑞穂町 カートータルショップリップス サービス その他サービス 5%
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81,691 東京都 瑞穂町 カレーハウスココ壱番屋東京瑞穂店 サービス 飲食業 2%

81,692 東京都 瑞穂町 シモダディスカウントセンター　瑞穂店 小売業 食料品 5%

81,693 東京都 瑞穂町 津軽三味線秋山 サービス その他サービス 5%

81,694 東京都 瑞穂町 ジョイタイム 小売業 電化製品 5%

81,695 東京都 瑞穂町 スーパーナカムラ 小売業 その他小売 5%

81,696 東京都 瑞穂町 ストラット サービス その他サービス 5%

81,697 東京都 瑞穂町 スポーツカムイザ・モールみずほ店 小売業 その他小売 5%

81,698 東京都 瑞穂町 タイヤセンター小川道　瑞穂店 小売業 その他小売 5%

81,699 東京都 瑞穂町 高瀬塗料株式会社 小売業 電化製品 5%

81,700 東京都 瑞穂町 タナカマサオ 小売業 衣料品 5%

81,701 東京都 瑞穂町 多摩液化ガス サービス その他サービス 5%

81,702 東京都 瑞穂町 土谷自動車 サービス その他サービス 5%

81,703 東京都 瑞穂町 鉄板居酒屋　ＡＭＥ’Ｓ　Ｋｉｔｃｈｅ サービス 飲食業 5%

81,704 東京都 瑞穂町 ＤＯＲＡＭＡ　瑞穂店 サービス その他サービス 5%

81,705 東京都 瑞穂町 ドラマ瑞穂店 サービス その他サービス 5%

81,706 東京都 瑞穂町 ノルドリンク 小売業 その他小売 5%

81,707 東京都 瑞穂町 花輝　花輝 小売業 その他小売 5%

81,708 東京都 瑞穂町 マクドナルド箱根ケ崎店 サービス 飲食業 2%

81,709 東京都 瑞穂町 マクドナルド瑞穂ジョイフル本田店 サービス 飲食業 2%

81,710 東京都 瑞穂町 セブン－イレブン瑞穂高根店 小売業 食料品 2%

81,711 東京都 瑞穂町 瑞穂店　シモダディスカウントセンター 小売業 食料品 5%

81,712 東京都 瑞穂町 セブン－イレブン瑞穂長岡４丁目店 小売業 食料品 2%

81,713 東京都 瑞穂町 セブン－イレブン瑞穂二本木東店 小売業 食料品 2%

81,714 東京都 瑞穂町 セブン－イレブン瑞穂箱根ケ崎西平店 小売業 食料品 2%

81,715 東京都 瑞穂町 セブン－イレブン瑞穂松原中央公園前店 小売業 食料品 2%

81,716 東京都 瑞穂町 セブン－イレブン瑞穂むさし野２丁目店 小売業 食料品 2%

81,717 東京都 瑞穂町 湊設備 サービス その他サービス 5%

81,718 東京都 瑞穂町 やさか引越センター サービス その他サービス 5%

81,719 東京都 瑞穂町 ラグステーション 小売業 その他小売 5%

81,720 東京都 瑞穂町 ラムタラ　瑞穂店 小売業 その他小売 5%

81,721 東京都 瑞穂町 リフレッシュセンターリラックスザ・モールみずほ店 サービス その他サービス 5%

81,722 東京都 三鷹市 アートフレミング　アイガ 小売業 その他小売 5%

81,723 東京都 三鷹市 ＡＩＺＡＷＡｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

81,724 東京都 三鷹市 アイラッシュサロンＬｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

81,725 東京都 三鷹市 アカデミアプラサマジョール サービス その他サービス 5%

81,726 東京都 三鷹市 アクアコンタクト 小売業 その他小売 5%

81,727 東京都 三鷹市 アッカ　ａｃｃａ サービス 理容・美容業 5%

81,728 東京都 三鷹市 アトリエＭａＲｉ サービス 理容・美容業 5%

81,729 東京都 三鷹市 天野酒店 小売業 食料品 5%

81,730 東京都 三鷹市 アヤ 小売業 衣料品 5%

81,731 東京都 三鷹市 ＡＲＡＩ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

81,732 東京都 三鷹市 Ａｒｙａｎ 小売業 家具・調度品 5%
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81,733 東京都 三鷹市 アンテンドゥ パン工房 三鷹コラル店 小売業 食料品 5%

81,734 東京都 三鷹市 ＹＶＡＮ． サービス 理容・美容業 5%

81,735 東京都 三鷹市 ＥＯＳ西三鷹ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

81,736 東京都 三鷹市 イシカワ衣料株式会社 小売業 その他小売 5%

81,737 東京都 三鷹市 一郎サービス 小売業 衣料品 5%

81,738 東京都 三鷹市 ｉｎＧｏｄｊｅｗｅｌｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

81,739 東京都 三鷹市 歌工房 小売業 その他小売 5%

81,740 東京都 三鷹市 歌広場　三鷹店 サービス 飲食業 5%

81,741 東京都 三鷹市 ウメヤ 小売業 衣料品 5%

81,742 東京都 三鷹市 Ｓ．ｏ．Ｋ サービス 飲食業 5%

81,743 東京都 三鷹市 ｅｓｃａｐａｄｅ 小売業 衣料品 5%

81,744 東京都 三鷹市 ㈱エスピキューレ サービス 理容・美容業 5%

81,745 東京都 三鷹市 お掃除本舗井の頭店 サービス その他サービス 5%

81,746 東京都 三鷹市 ＯＶＥ 小売業 衣料品 5%

81,747 東京都 三鷹市 おやつのうーお おやつのう お サービス 飲食業 5%

81,748 東京都 三鷹市 カーコンビニ倶楽部　境交通 サービス その他サービス 5%

81,749 東京都 三鷹市 カーコンビニ倶楽部　境交通 サービス その他サービス 5%

81,750 東京都 三鷹市 カイロプラクティックラクーン サービス 理容・美容業 5%

81,751 東京都 三鷹市 カイロプラクティック　ラクーン サービス その他サービス 5%

81,752 東京都 三鷹市 カクヤス　東八野崎店 小売業 食料品 5%

81,753 東京都 三鷹市 カクヤス　三鷹南口店 小売業 食料品 5%

81,754 東京都 三鷹市 かごの屋三鷹野崎店 サービス 飲食業 5%

81,755 東京都 三鷹市 片山タクシー サービス 運輸業 5%

81,756 東京都 三鷹市 ガッツレンタカー三鷹店 サービス その他サービス 5%

81,757 東京都 三鷹市 加藤タクシー サービス 運輸業 5%

81,758 東京都 三鷹市 カフェオランジュ サービス 飲食業 5%

81,759 東京都 三鷹市 Ｃａｆｅ　Ｈａｍｍｏｃｋ サービス 飲食業 5%

81,760 東京都 三鷹市 株式会社エアクラフトワークス サービス その他サービス 5%

81,761 東京都 三鷹市 株式会社コーデノロジスト サービス その他サービス 5%

81,762 東京都 三鷹市 株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ サービス その他サービス 5%

81,763 東京都 三鷹市 株式会社ＭＥＬＥ サービス 理容・美容業 5%

81,764 東京都 三鷹市 カラダファクトリー三鷹センター東急ストア サービス その他サービス 5%

81,765 東京都 三鷹市 かわせみ商会 サービス その他サービス 5%

81,766 東京都 三鷹市 漢方薬局　Ｂａｓｉｃ　Ｓｐａｃｅ サービス その他サービス 5%

81,767 東京都 三鷹市 牛角三鷹牟礼店 サービス 飲食業 2%

81,768 東京都 三鷹市 株式会社共栄電化 小売業 電化製品 5%

81,769 東京都 三鷹市 季寄せ　蕎麦　柏や サービス 飲食業 5%

81,770 東京都 三鷹市 ＫｉｌＯ　【キロ】 サービス 理容・美容業 5%

81,771 東京都 三鷹市 ククナモア サービス 理容・美容業 5%

81,772 東京都 三鷹市 クリーニングハウスひらまプラスワン サービス その他サービス 5%

81,773 東京都 三鷹市 クリーニングみやお　深大寺本店　持出用 サービス その他サービス 5%

81,774 東京都 三鷹市 クリーニングみやお　野崎店 サービス その他サービス 5%
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81,775 東京都 三鷹市 クリーニングみやお　三鷹駅南口店 サービス その他サービス 5%

81,776 東京都 三鷹市 栗原ストアー 栗原ストアー 小売業 食料品 5%

81,777 東京都 三鷹市 クレアタナカ 小売業 貴金属・服飾品 5%

81,778 東京都 三鷹市 ｃｏｆｆｅｅｓｋａｔｅｂｏａｒｄｓ サービス その他サービス 5%

81,779 東京都 三鷹市 国際自動車株式会社 サービス 運輸業 5%

81,780 東京都 三鷹市 ＫＯＺＡＫＩ美容室 サービス 理容・美容業 5%

81,781 東京都 三鷹市 個人荒井タクシー サービス 運輸業 5%

81,782 東京都 三鷹市 個人荒巻タクシー サービス 運輸業 5%

81,783 東京都 三鷹市 個人石橋タクシー サービス 運輸業 5%

81,784 東京都 三鷹市 個人大石タクシー サービス 運輸業 5%

81,785 東京都 三鷹市 個人　大石タクシー サービス 運輸業 5%

81,786 東京都 三鷹市 個人稲持タクシー サービス 運輸業 5%

81,787 東京都 三鷹市 個人タクシー　個人　阿南タクシー サービス 運輸業 5%

81,788 東京都 三鷹市 個人タクシー松口 サービス 運輸業 5%

81,789 東京都 三鷹市 個人藤田タクシー サービス 運輸業 5%

81,790 東京都 三鷹市 コットンハウス　アヤ　三鷹店 小売業 衣料品 5%

81,791 東京都 三鷹市 寿交通 サービス 運輸業 5%

81,792 東京都 三鷹市 米粉のお菓子屋 リリアン 小売業 食料品 5%

81,793 東京都 三鷹市 ＣＯＹＯＴＥ サービス 飲食業 5%

81,794 東京都 三鷹市 ささよし サービス 飲食業 5%

81,795 東京都 三鷹市 サンプライズ株式会社 サービス 理容・美容業 5%

81,796 東京都 三鷹市 ＪＸＫ 小売業 衣料品 5%

81,797 東京都 三鷹市 ジェーシーパートナーズ株式会社 サービス その他サービス 5%

81,798 東京都 三鷹市 ジェシージェイムス三鷹店 サービス 飲食業 5%

81,799 東京都 三鷹市 ＣＩＧＡＲ　ＳＨＯＰ　ＭＩＷＡＴＡ　シガーショップ　ミワタ 小売業 その他小売 5%

81,800 東京都 三鷹市 セブンーイレブン下連雀店 小売業 食料品 2%

81,801 東京都 三鷹市 ジュナック 小売業 その他小売 5%

81,802 東京都 三鷹市 松栄堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

81,803 東京都 三鷹市 ＳＨＩＲＡＩ ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

81,804 東京都 三鷹市 ｓｉｌｋｐｉｅｃｅ 小売業 衣料品 5%

81,805 東京都 三鷹市 シルクランド画廊 小売業 家具・調度品 5%

81,806 東京都 三鷹市 新川天神前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

81,807 東京都 三鷹市 シンク サービス その他サービス 5%

81,808 東京都 三鷹市 新晴園 小売業 家具・調度品 5%

81,809 東京都 三鷹市 粋　Ｓｕｉ　キッチンスタジオ＆カフェ サービス 飲食業 5%

81,810 東京都 三鷹市 スカイリミットスポーツ サービス その他サービス 5%

81,811 東京都 三鷹市 ＳＴＡＲＳ’ サービス 理容・美容業 5%

81,812 東京都 三鷹市 そば処善左衛門 サービス 飲食業 5%

81,813 東京都 三鷹市 高坂デンキ商会 小売業 電化製品 5%

81,814 東京都 三鷹市 オーダーメイドＤｉｅｔｃｌｕｂココペリ サービス その他サービス 5%

81,815 東京都 三鷹市 田村遊元堂 サービス その他サービス 5%

81,816 東京都 三鷹市 千粋 小売業 衣料品 5%
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81,817 東京都 三鷹市 中国料理　あＱ サービス 飲食業 5%

81,818 東京都 三鷹市 続橋電気商会 小売業 電化製品 5%

81,819 東京都 三鷹市 ＴＨＣ－Ａｎｎｅｘ　三鷹 サービス その他サービス 5%

81,820 東京都 三鷹市 デイリーズ 小売業 家具・調度品 5%

81,821 東京都 三鷹市 手織工房じょうた　吉祥寺本店 小売業 その他小売 5%

81,822 東京都 三鷹市 鐵鈑割烹りゅう サービス 飲食業 5%

81,823 東京都 三鷹市 テニスサポートセンター　三鷹店 小売業 その他小売 5%

81,824 東京都 三鷹市 でんきち　三鷹店 小売業 電化製品 5%

81,825 東京都 三鷹市 東大生協　天文台支所 サービス その他サービス 5%

81,826 東京都 三鷹市 東大生協　天文台支所 サービス その他サービス 5%

81,827 東京都 三鷹市 Ｄｒ．ストレッチ三鷹店 サービス その他サービス 5%

81,828 東京都 三鷹市 ｔｒｉａｌａｎｄｅｒｒｏｒ 小売業 衣料品 5%

81,829 東京都 三鷹市 ナポリの窯　三鷹店 サービス 飲食業 2%

81,830 東京都 三鷹市 肉の万世　三鷹店 サービス 飲食業 5%

81,831 東京都 三鷹市 日個連　阿久津タクシー サービス 運輸業 5%

81,832 東京都 三鷹市 日個連　浅羽タクシー サービス 運輸業 5%

81,833 東京都 三鷹市 日個連　渥美タクシー サービス 運輸業 5%

81,834 東京都 三鷹市 日個連　有村タクシー サービス 運輸業 5%

81,835 東京都 三鷹市 日個連　飯島タクシー サービス 運輸業 5%

81,836 東京都 三鷹市 日個連　池田タクシー サービス 運輸業 5%

81,837 東京都 三鷹市 日個連　石井タクシー サービス 運輸業 5%

81,838 東京都 三鷹市 日個連　石井タクシー サービス 運輸業 5%

81,839 東京都 三鷹市 日個連　石井タクシー サービス 運輸業 5%

81,840 東京都 三鷹市 日個連　石内タクシー サービス 運輸業 5%

81,841 東京都 三鷹市 日個連　市村タクシー サービス 運輸業 5%

81,842 東京都 三鷹市 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

81,843 東京都 三鷹市 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

81,844 東京都 三鷹市 日個連　稲持タクシー サービス 運輸業 5%

81,845 東京都 三鷹市 日個連　今井タクシー サービス 運輸業 5%

81,846 東京都 三鷹市 日個連　上村タクシー サービス 運輸業 5%

81,847 東京都 三鷹市 日個連　牛島タクシー サービス 運輸業 5%

81,848 東京都 三鷹市 日個連　江口タクシー サービス 運輸業 5%

81,849 東京都 三鷹市 日個連　大澤タクシー サービス 運輸業 5%

81,850 東京都 三鷹市 日個連　太田タクシー サービス 運輸業 5%

81,851 東京都 三鷹市 日個連　大野タクシー サービス 運輸業 5%

81,852 東京都 三鷹市 日個連　岡本タクシー サービス 運輸業 5%

81,853 東京都 三鷹市 日個連　尾中タクシー サービス 運輸業 5%

81,854 東京都 三鷹市 日個連　小幡タクシー サービス 運輸業 5%

81,855 東京都 三鷹市 日個連　金山タクシー サービス 運輸業 5%

81,856 東京都 三鷹市 日個連　川崎タクシー サービス 運輸業 5%

81,857 東京都 三鷹市 日個連　川股タクシー サービス 運輸業 5%

81,858 東京都 三鷹市 日個連　菊地タクシー サービス 運輸業 5%
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81,859 東京都 三鷹市 日個連　楠タクシー サービス 運輸業 5%

81,860 東京都 三鷹市 日個連　栗原タクシー サービス 運輸業 5%

81,861 東京都 三鷹市 日個連　古川タクシー サービス 運輸業 5%

81,862 東京都 三鷹市 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

81,863 東京都 三鷹市 日個連　寒河江タクシー サービス 運輸業 5%

81,864 東京都 三鷹市 日個連　澤井タクシー サービス 運輸業 5%

81,865 東京都 三鷹市 日個連　島田タクシー サービス 運輸業 5%

81,866 東京都 三鷹市 日個連　白井タクシー サービス 運輸業 5%

81,867 東京都 三鷹市 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

81,868 東京都 三鷹市 日個連　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

81,869 東京都 三鷹市 日個連　瀬賀タクシー サービス 運輸業 5%

81,870 東京都 三鷹市 日個連　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

81,871 東京都 三鷹市 日個連　高濱タクシー サービス 運輸業 5%

81,872 東京都 三鷹市 日個連　筒井タクシー サービス 運輸業 5%

81,873 東京都 三鷹市 日個連　登坂タクシー サービス 運輸業 5%

81,874 東京都 三鷹市 日個連　中村タクシー サービス 運輸業 5%

81,875 東京都 三鷹市 日個連　西岡タクシー サービス 運輸業 5%

81,876 東京都 三鷹市 日個連　福島タクシー サービス 運輸業 5%

81,877 東京都 三鷹市 日個連　藤浪タクシー サービス 運輸業 5%

81,878 東京都 三鷹市 日個連　古屋タクシー サービス 運輸業 5%

81,879 東京都 三鷹市 日個連　甫本タクシー サービス 運輸業 5%

81,880 東京都 三鷹市 日個連　水島タクシー サービス 運輸業 5%

81,881 東京都 三鷹市 日個連　南タクシー サービス 運輸業 5%

81,882 東京都 三鷹市 日個連　安川タクシー サービス 運輸業 5%

81,883 東京都 三鷹市 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

81,884 東京都 三鷹市 日個連　弓野タクシー サービス 運輸業 5%

81,885 東京都 三鷹市 日個連　横尾タクシー サービス 運輸業 5%

81,886 東京都 三鷹市 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

81,887 東京都 三鷹市 日個連　米花タクシー サービス 運輸業 5%

81,888 東京都 三鷹市 日個連　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

81,889 東京都 三鷹市 ネバアランド 小売業 衣料品 5%

81,890 東京都 三鷹市 野崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

81,891 東京都 三鷹市 ハーレーダビッドソン三鷹 小売業 その他小売 2%

81,892 東京都 三鷹市 ハイカーズデポ 小売業 その他小売 5%

81,893 東京都 三鷹市 ハイモジモジ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

81,894 東京都 三鷹市 はぐら茶屋 小売業 食料品 5%

81,895 東京都 三鷹市 長谷川病院売店 小売業 その他小売 5%

81,896 東京都 三鷹市 ＨａｐｐｙＤａｙＣｕｒｔａｉｎ三鷹店 小売業 家具・調度品 5%

81,897 東京都 三鷹市 はふや洋品店 小売業 衣料品 5%

81,898 東京都 三鷹市 林タクシー サービス 運輸業 5%

81,899 東京都 三鷹市 ピッツエリア馬車道　三鷹駅南口店１１６１ サービス 飲食業 5%

81,900 東京都 三鷹市 ビューティーサロンＳＯＮＧＳＯＮＧ サービス 理容・美容業 5%
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81,901 東京都 三鷹市 美容室プカシェル三鷹台店 サービス 理容・美容業 5%

81,902 東京都 三鷹市 評判堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

81,903 東京都 三鷹市 ヒロ 小売業 衣料品 5%

81,904 東京都 三鷹市 ファブスペースみたか 小売業 その他小売 5%

81,905 東京都 三鷹市 ＦａＢ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

81,906 東京都 三鷹市 ファーマーズ・コレクション 小売業 衣料品 5%

81,907 東京都 三鷹市 ＬｉｌｙＳｕｎｏｃｏｆｆ 小売業 衣料品 5%

81,908 東京都 三鷹市 ｂｕｏｍｉ サービス その他サービス 5%

81,909 東京都 三鷹市 ＦＵＪＩＩ ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

81,910 東京都 三鷹市 ふじもと動物病院 サービス その他サービス 5%

81,911 東京都 三鷹市 フラワーショップはなひろ三鷹Ｓ店 小売業 その他小売 5%

81,912 東京都 三鷹市 フランス菓子ルリス 小売業 食料品 5%

81,913 東京都 三鷹市 ブルーブルーエゼネラルストア三鷹コラル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

81,914 東京都 三鷹市 Ｆｒｅｓｈ　ＰＡＬ　Ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

81,915 東京都 三鷹市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｂｕｏｎｏ サービス 理容・美容業 5%

81,916 東京都 三鷹市 ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ ｃａｌｍ ヘアーデザインカーム サービス 理容・美容業 5%

81,917 東京都 三鷹市 Ｈａｉｒ　Ｐｌａｎ　ＣＨＯＩＣＥ サービス 理容・美容業 5%

81,918 東京都 三鷹市 ｈａｉｒｍａｋｅＨａＬＥ サービス 理容・美容業 5%

81,919 東京都 三鷹市 ヘアメイクアッシュ　三鷹店 サービス 理容・美容業 5%

81,920 東京都 三鷹市 ペットサロン＆カフェｆｕｒｉｆｕｒｉ サービス その他サービス 5%

81,921 東京都 三鷹市 ヘッドスパ　オアシス サービス 理容・美容業 5%

81,922 東京都 三鷹市 よぼトレ サービス 理容・美容業 5%

81,923 東京都 三鷹市 ホームベーカリーぐりむ 小売業 食料品 5%

81,924 東京都 三鷹市 ホワイト急便西野店 サービス その他サービス 5%

81,925 東京都 三鷹市 ｍａｉｋａ 小売業 その他小売 5%

81,926 東京都 三鷹市 マクドナルド東八道路野崎店 サービス 飲食業 2%

81,927 東京都 三鷹市 マクドナルド三鷹店 サービス 飲食業 2%

81,928 東京都 三鷹市 マルカワ三鷹店 小売業 衣料品 5%

81,929 東京都 三鷹市 万世　鹿乃子屋　三鷹店 サービス 飲食業 5%

81,930 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹駅前店 小売業 食料品 2%

81,931 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹大沢１丁目店 小売業 食料品 2%

81,932 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹大沢６丁目店 小売業 食料品 2%

81,933 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹上連雀店 小売業 食料品 2%

81,934 東京都 三鷹市 三鷹シティホテル サービス 宿泊業 5%

81,935 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹下連雀９丁目店 小売業 食料品 2%

81,936 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹下連雀３丁目店 小売業 食料品 2%

81,937 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹消研前店 小売業 食料品 2%

81,938 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹新川１丁目店 小売業 食料品 2%

81,939 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹新川２丁目店 小売業 食料品 2%

81,940 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹新川６丁目店 小売業 食料品 2%

81,941 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹新道北通り店 小売業 食料品 2%

81,942 東京都 三鷹市 三鷹ダーツ　三鷹ダーツ サービス 飲食業 5%
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81,943 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹台店 小売業 食料品 2%

81,944 東京都 三鷹市 三鷹台ボンジョリーナ サービス 飲食業 5%

81,945 東京都 三鷹市 三鷹中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

81,946 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹中央店 小売業 食料品 2%

81,947 東京都 三鷹市 三鷹通りどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

81,948 東京都 三鷹市 みたかのば みたかのば サービス 飲食業 5%

81,949 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹南原店 小売業 食料品 2%

81,950 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹牟礼７丁目店 小売業 食料品 2%

81,951 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹牟礼４丁目店 小売業 食料品 2%

81,952 東京都 三鷹市 三鷹メガネ・コンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

81,953 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹山中通り店 小売業 食料品 2%

81,954 東京都 三鷹市 セブン－イレブン三鷹連雀通り店 小売業 食料品 2%

81,955 東京都 三鷹市 緑ヶ丘テニスガーデン サービス その他サービス 5%

81,956 東京都 三鷹市 峰岸タクシー サービス 運輸業 5%

81,957 東京都 三鷹市 宮田酒店 サービス 飲食業 5%

81,958 東京都 三鷹市 宮原裕一税理士事務所 サービス その他サービス 5%

81,959 東京都 三鷹市 みんなの串揚げＢＯ サービス 飲食業 5%

81,960 東京都 三鷹市 メガネデパート三鷹店 小売業 その他小売 5%

81,961 東京都 三鷹市 ＭＯＴＩＯＮＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

81,962 東京都 三鷹市 モト・リエゾン 小売業 その他小売 5%

81,963 東京都 三鷹市 山本酒店 小売業 食料品 5%

81,964 東京都 三鷹市 有限会社鮨芳　三鷹深大寺鮨芳 サービス 飲食業 5%

81,965 東京都 三鷹市 有限会社 宮田酒店 小売業 その他小売 5%

81,966 東京都 三鷹市 有限会社ワカシマガラス 小売業 その他小売 5%

81,967 東京都 三鷹市 Ｌａ－Ｌｕｃｅ サービス その他サービス 5%

81,968 東京都 三鷹市 ｒｕｆｆｌｅｍａｌｔｅｓｅ 小売業 衣料品 5%

81,969 東京都 三鷹市 ＬａＬａ．ｔｅｌｌｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

81,970 東京都 三鷹市 ＲＥＪＯＹ三鷹コラル店 小売業 その他小売 5%

81,971 東京都 三鷹市 ＲＥＪＯＹ三鷹下連雀店 小売業 その他小売 5%

81,972 東京都 三鷹市 ＬｉｔｔｌｅＣａｆｅオキザリス サービス 飲食業 5%

81,973 東京都 三鷹市 理容イマムラ 理容イマムラ サービス 理容・美容業 5%

81,974 東京都 三鷹市 ＬＡＵＲＡ　ルーラ サービス 理容・美容業 5%

81,975 東京都 三鷹市 Ｌｕｎａ　ｅｔ　Ｓｏｌ　【ルナエソル】 サービス 理容・美容業 5%

81,976 東京都 三鷹市 レミルフォイユドゥリベルテアトレヴィ三鷹店 小売業 その他小売 5%

81,977 東京都 三鷹市 連雀でんき 小売業 電化製品 2%

81,978 東京都 三鷹市 ＲＯＬＥ． 小売業 衣料品 5%

81,979 東京都 三鷹市 炉端焼 じゅん サービス 飲食業 5%

81,980 東京都 三鷹市 ワールドオート新川 小売業 その他小売 5%

81,981 東京都 三鷹市 ＷＡＫＡＯＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

81,982 東京都 三鷹市 ＯＮＥ サービス 理容・美容業 5%

81,983 東京都 三鷹市 ＯｎｅＳｅｌＦ サービス その他サービス 5%

81,984 東京都 港区 アーガスプロダクション株式会社 サービス その他サービス 5%
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81,985 東京都 港区 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＲｅ．Ｓｅｔ サービス 理容・美容業 5%

81,986 東京都 港区 アイエフシ－・コ－ポレ－ション サービス その他サービス 5%

81,987 東京都 港区 ＭＡＯＩＱ サービス その他サービス 5%

81,988 東京都 港区 ＥＹＥ　ＣＡＮＤＹ　表参道店 サービス 理容・美容業 5%

81,989 東京都 港区 アイ・クレッドコンタクト 小売業 その他小売 5%

81,990 東京都 港区 相澤昌子 サービス その他サービス 5%

81,991 東京都 港区 アイスクリーム　ソーワ サービス 飲食業 5%

81,992 東京都 港区 アイデア基点 サービス その他サービス 5%

81,993 東京都 港区 ＩＮＩＴＹＢＯＤＹＴＯＮＩＮＧ赤坂 サービス 理容・美容業 5%

81,994 東京都 港区 ＩＢＥ サービス その他サービス 5%

81,995 東京都 港区 Ｉ．Ｐ．Ｌ サービス その他サービス 5%

81,996 東京都 港区 ｉｐ２０　Ｅｉｎｒｉｃｈｔｅｎ 小売業 家具・調度品 5%

81,997 東京都 港区 ｉｂｒｏｗｅｎ サービス 理容・美容業 5%

81,998 東京都 港区 ｉｂｒｏｗｅｎ　ｉｂｒｏｗｅｎ サービス 理容・美容業 5%

81,999 東京都 港区 アイボリー サービス 理容・美容業 5%

82,000 東京都 港区 ＩＲＩＳ サービス 理容・美容業 5%

82,001 東京都 港区 アイン株式会社 小売業 衣料品 5%

82,002 東京都 港区 ＡＩＮＹＵＵ サービス 理容・美容業 5%

82,003 東京都 港区 アヴェーク サービス 理容・美容業 5%

82,004 東京都 港区 アウトバックステーキハウス　品川店 サービス 飲食業 5%

82,005 東京都 港区 アウトバックステーキハウス　六本木店 サービス 飲食業 5%

82,006 東京都 港区 アウトバックバー＆グリル　品川店 サービス 飲食業 5%

82,007 東京都 港区 ａ．ｏｏ．ｉ．〔あおい〕 サービス 理容・美容業 5%

82,008 東京都 港区 青野総本舗 小売業 食料品 5%

82,009 東京都 港区 青柳亜由美 サービス 理容・美容業 5%

82,010 東京都 港区 青山 サービス 飲食業 5%

82,011 東京都 港区 セブン－イレブン青山１丁目駅前店 小売業 食料品 2%

82,012 東京都 港区 青山川上庵 サービス 飲食業 5%

82,013 東京都 港区 青山小西商店 サービス 飲食業 5%

82,014 東京都 港区 青山サロン サービス その他サービス 5%

82,015 東京都 港区 青山スタイル サービス その他サービス 5%

82,016 東京都 港区 青山長寿庵 サービス 飲食業 5%

82,017 東京都 港区 青山の橘屋 青山の橘屋 小売業 衣料品 5%

82,018 東京都 港区 青山フラワーマーケット　福岡天神店 小売業 その他小売 5%

82,019 東京都 港区 青山フラワーマーケット南青山本店 小売業 その他小売 5%

82,020 東京都 港区 青山ぼこい サービス 飲食業 5%

82,021 東京都 港区 青山三河屋川島商店 小売業 その他小売 5%

82,022 東京都 港区 青山三河屋川島商店 小売業 食料品 5%

82,023 東京都 港区 出光青山南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

82,024 東京都 港区 アガヴェ サービス 飲食業 5%

82,025 東京都 港区 赤坂　Ｏｌｄ　Ｔｉｍｅ サービス 飲食業 5%

82,026 東京都 港区 赤坂　おんがね サービス 飲食業 5%
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82,027 東京都 港区 赤坂　菊の井 サービス 飲食業 5%

82,028 東京都 港区 ＡＫＡＳＡＫＡ　ＣＲＡＦＴ　ＷＯＲＫＳ サービス 飲食業 5%

82,029 東京都 港区 赤坂青野　溜池店 小売業 食料品 5%

82,030 東京都 港区 赤坂青野サカスカフェ店 小売業 食料品 5%

82,031 東京都 港区 赤坂一龍　別館 サービス 飲食業 5%

82,032 東京都 港区 赤坂一龍　本店 サービス 飲食業 5%

82,033 東京都 港区 赤坂かこい サービス 飲食業 5%

82,034 東京都 港区 赤坂かこい新館 サービス 飲食業 5%

82,035 東京都 港区 赤坂グランベルホテル サービス 宿泊業 5%

82,036 東京都 港区 赤坂ごだいご サービス 飲食業 5%

82,037 東京都 港区 赤坂ごだいご　はなれ サービス 飲食業 5%

82,038 東京都 港区 セブン－イレブン赤坂３丁目一ツ木通り店 小売業 食料品 2%

82,039 東京都 港区 赤坂聳え サービス 飲食業 5%

82,040 東京都 港区 赤坂台クラブ サービス 飲食業 5%

82,041 東京都 港区 赤坂タプティム サービス その他サービス 5%

82,042 東京都 港区 赤坂てんほうスポーツ治療院 サービス 理容・美容業 5%

82,043 東京都 港区 赤坂と　や魚新 サービス 飲食業 5%

82,044 東京都 港区 セブン－イレブン赤坂２丁目店 小売業 食料品 2%

82,045 東京都 港区 セブン－イレブン赤坂８丁目店 小売業 食料品 2%

82,046 東京都 港区 赤坂バル サービス 飲食業 5%

82,047 東京都 港区 セブン－イレブン赤坂氷川坂下店 小売業 食料品 2%

82,048 東京都 港区 赤坂美食倶楽部 サービス 飲食業 5%

82,049 東京都 港区 セブン－イレブン赤坂Ｂｉｚタワー店 小売業 食料品 2%

82,050 東京都 港区 ＪＭ／赤坂ぽん輔 サービス 飲食業 5%

82,051 東京都 港区 赤坂見附長寿庵 サービス 飲食業 5%

82,052 東京都 港区 赤坂山ね家。 サービス 飲食業 5%

82,053 東京都 港区 セブン－イレブン赤坂４丁目店 小売業 食料品 2%

82,054 東京都 港区 赤坂ラプソディ サービス 飲食業 5%

82,055 東京都 港区 赤坂リラクゼーションＮＡＲＡ サービス その他サービス 5%

82,056 東京都 港区 セブン－イレブン赤坂６丁目店 小売業 食料品 2%

82,057 東京都 港区 ㈱アガサス 小売業 その他小売 5%

82,058 東京都 港区 赤星とくまがい サービス 飲食業 5%

82,059 東京都 港区 ＡＫＩＴＡ　ＤＩＮＩＮＧ　なまはげ サービス 飲食業 5%

82,060 東京都 港区 アクアビットジャパン サービス その他サービス 5%

82,061 東京都 港区 アクアリウムショップＧＩＮＳＵＩ 小売業 その他小売 5%

82,062 東京都 港区 アクアリウムショップＧＩＮＳＵＩ 小売業 その他小売 5%

82,063 東京都 港区 アクイール サービス 理容・美容業 5%

82,064 東京都 港区 ＡｃｔＦｉｔ サービス その他サービス 5%

82,065 東京都 港区 アクトホテル六本木 サービス 宿泊業 5%

82,066 東京都 港区 ａｋｕｒａｒｏｂｅ 小売業 衣料品 5%

82,067 東京都 港区 ＡＫＲＯＳ　ＢＩＺ　ＳＴＹＬＥ サービス 理容・美容業 5%

82,068 東京都 港区 朝日堂靴店 小売業 衣料品 5%
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82,069 東京都 港区 出光麻布ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

82,070 東京都 港区 麻布　Ｉ．Ｂ．ＫＡＮ サービス 理容・美容業 5%

82,071 東京都 港区 麻布アトリエ サービス その他サービス 5%

82,072 東京都 港区 ＡＺＡＢＵ　ＶＩＮＴＡＧＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,073 東京都 港区 株式会社サークランド サービス 運輸業 5%

82,074 東京都 港区 麻布ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

82,075 東京都 港区 麻布コート サービス その他サービス 5%

82,076 東京都 港区 麻布ザカスタムシャツ 小売業 衣料品 5%

82,077 東京都 港区 麻布秀 サービス 飲食業 5%

82,078 東京都 港区 麻布十番　楼慢亭 サービス 飲食業 5%

82,079 東京都 港区 麻布十番犬猫クリニック サービス その他サービス 5%

82,080 東京都 港区 セブン－イレブン麻布十番駅前店 小売業 食料品 2%

82,081 東京都 港区 麻布十番おざき サービス 飲食業 5%

82,082 東京都 港区 麻布十番おざき サービス 飲食業 5%

82,083 東京都 港区 麻布十番　杵屋 小売業 食料品 5%

82,084 東京都 港区 麻布十番　鉄板焼　嘉山 サービス 飲食業 5%

82,085 東京都 港区 麻布十番豚とんびょうし サービス 飲食業 5%

82,086 東京都 港区 麻布十番療術センター サービス その他サービス 5%

82,087 東京都 港区 麻布邸 サービス 飲食業 5%

82,088 東京都 港区 麻布動物病院 サービス その他サービス 5%

82,089 東京都 港区 麻布野菜菓子 小売業 食料品 5%

82,090 東京都 港区 麻布野菜菓子 小売業 食料品 5%

82,091 東京都 港区 Ａｚａｂｕ　Ｙａｍａｍｏｔｏ サービス 理容・美容業 5%

82,092 東京都 港区 アジア会館 サービス 宿泊業 5%

82,093 東京都 港区 アジア太平洋観光社 サービス その他サービス 5%

82,094 東京都 港区 アジア太平洋観光社 サービス その他サービス 5%

82,095 東京都 港区 芦田屋 サービス その他サービス 5%

82,096 東京都 港区 味よし蛸まる サービス 飲食業 5%

82,097 東京都 港区 足楽屋 サービス 理容・美容業 5%

82,098 東京都 港区 ＡＳＳＯＲＴ　ＴＯＫＹＯ サービス 理容・美容業 5%

82,099 東京都 港区 Ａｓｏｋ－Ｔｈａｉｍａｓｓａｇｅｓａｌｏｎ－ サービス その他サービス 5%

82,100 東京都 港区 株式会社愛宕小西 サービス 飲食業 5%

82,101 東京都 港区 安達治療室 サービス 理容・美容業 5%

82,102 東京都 港区 アタリー株式会社 小売業 衣料品 5%

82,103 東京都 港区 アーツ＆サイエンス 小売業 衣料品 5%

82,104 東京都 港区 ＡＲＴＳ＆ＳＣＩＥＮＣＥ２ 小売業 衣料品 5%

82,105 東京都 港区 ａｔ　ｔｈｅ　ｃｏｒｎｅｒ 小売業 衣料品 5%

82,106 東京都 港区 Ａｆｆｅｎ　ｂａｒ サービス 飲食業 5%

82,107 東京都 港区 アデール サービス 理容・美容業 5%

82,108 東京都 港区 アデール サービス 理容・美容業 5%

82,109 東京都 港区 アデライデ 小売業 衣料品 5%

82,110 東京都 港区 アデライデ 小売業 衣料品 5%
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82,111 東京都 港区 アド麻布 サービス 理容・美容業 5%

82,112 東京都 港区 アートメイク・トキ　青山サロン サービス 理容・美容業 5%

82,113 東京都 港区 Ａｒｔ－Ｕ　ｒｏｏｍ 小売業 家具・調度品 5%

82,114 東京都 港区 株式会社アトラクタ サービス その他サービス 5%

82,115 東京都 港区 アトリエキュイ サービス 飲食業 5%

82,116 東京都 港区 ａｔｅｌｉｅｒｓａｌｏｎ．ｍ サービス 理容・美容業 5%

82,117 東京都 港区 アトリエ・ド・フロマージュ南青山店 サービス 飲食業 5%

82,118 東京都 港区 アトリエべる サービス その他サービス 5%

82,119 東京都 港区 ａｔｅｌｉｅｒ　ＬＩＺＥＲＯ サービス 理容・美容業 5%

82,120 東京都 港区 ＡＮＡＴＯＭＩＣＡ青山店 小売業 衣料品 5%

82,121 東京都 港区 アニマルケアサロンＦＬＯＲＡ サービス その他サービス 5%

82,122 東京都 港区 アニメンタルスタジオ サービス その他サービス 5%

82,123 東京都 港区 アパホテル＜前橋駅北＞ サービス 宿泊業 2%

82,124 東京都 港区 Ｌ’ＡＰＰＡＲＴＥＭＥＮＴ 小売業 衣料品 5%

82,125 東京都 港区 アパルトモン　青山店 小売業 衣料品 5%

82,126 東京都 港区 ＵｒｂａｎＳｕｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

82,127 東京都 港区 Ａｂｉｌｉｔｙ 小売業 衣料品 5%

82,128 東京都 港区 ＡＨＩＬＹＡＩＮＤＩＡＮレストラ サービス 飲食業 5%

82,129 東京都 港区 Ａｂｓｏｌｕ　Ｈｅｒｂｅｅｎ　Ｔｏｋｙｏ サービス 理容・美容業 5%

82,130 東京都 港区 阿ぶらや化粧品店 小売業 その他小売 5%

82,131 東京都 港区 ＡＰＰｒｏｇ ＡＰＰｒｏｇ ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

82,132 東京都 港区 Ａｍａｎ　田町店 サービス 理容・美容業 5%

82,133 東京都 港区 ＪＭ／Ａｍｉｔａｙｕｓ白金高輪 サービス 理容・美容業 5%

82,134 東京都 港区 Ａｍｉｔ　Ｓａｎｎｏ　Ｇ＆Ａ　Ｐｅａｒｌｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,135 東京都 港区 アミットトレーディング 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,136 東京都 港区 美容矯正サロンアムール サービス 理容・美容業 5%

82,137 東京都 港区 ＡＭＵＬＥＴＯ　ＤＥ　ＯＲＯ 小売業 その他小売 5%

82,138 東京都 港区 Ａｍｏｌｉｒ サービス 理容・美容業 5%

82,139 東京都 港区 ｌｅ－ｕｎ六本木店 サービス 理容・美容業 5%

82,140 東京都 港区 綾・中尾行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

82,141 東京都 港区 ａｙｕｓ?ｌｉｎｏ サービス その他サービス 5%

82,142 東京都 港区 アラスカ物産 小売業 食料品 5%

82,143 東京都 港区 アラボンヌー サービス 飲食業 5%

82,144 東京都 港区 アラボンヌー　サカス店 サービス 飲食業 5%

82,145 東京都 港区 ａＲｉｅｔｔａ　ＡＺＡＢＵ サービス 理容・美容業 5%

82,146 東京都 港区 アリエル＆ウィッチムーン 小売業 その他小売 5%

82,147 東京都 港区 有賀園ゴルフ新橋ＴＯＫＹＯ店 小売業 その他小売 5%

82,148 東京都 港区 有栖川ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

82,149 東京都 港区 アルシミスト サービス 飲食業 5%

82,150 東京都 港区 ＨＡＲＤＹ　ＮＯＩＲ　青山店 小売業 衣料品 5%

82,151 東京都 港区 Ａｒｔｉｇｉａｎｏ ＲＩＣＫ サービス 飲食業 5%

82,152 東京都 港区 Ｒ．Ｂゴルフ倶楽部　田町 サービス その他サービス 5%
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82,153 東京都 港区 Ｒ．Ｂゴルフ倶楽部高輪 サービス その他サービス 5%

82,154 東京都 港区 アルファイン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

82,155 東京都 港区 Ａｌｅｘａｎｄｅｒ　Ｗａｎｇ青山店 サービス その他サービス 5%

82,156 東京都 港区 アレクサンドルドゥパリ　六本木ヒルズ店 小売業 衣料品 5%

82,157 東京都 港区 アレモスの器材販売 サービス その他サービス 5%

82,158 東京都 港区 ａｒｏｍｅ サービス 飲食業 5%

82,159 東京都 港区 ＡＬＯＨＡＳＡＬＡＤＳ泉ガーデン店 サービス 飲食業 5%

82,160 東京都 港区 アロマ　クラシコ サービス 飲食業 5%

82,161 東京都 港区 アロマクラシコ サービス 飲食業 5%

82,162 東京都 港区 アロマステーション凛々香 サービス その他サービス 5%

82,163 東京都 港区 ａｒｏｍａｔｒｅａｔｍｅｎｔ サービス 理容・美容業 5%

82,164 東京都 港区 アロマボーテ表参道 サービス 理容・美容業 5%

82,165 東京都 港区 ａｎａｎ　田町店 サービス 理容・美容業 5%

82,166 東京都 港区 ａｎａｎ三田店 サービス 理容・美容業 5%

82,167 東京都 港区 ．ＲＡＷ サービス 飲食業 5%

82,168 東京都 港区 アングラン 小売業 食料品 5%

82,169 東京都 港区 安心お宿新橋駅前 サービス 宿泊業 5%

82,170 東京都 港区 安心お宿新橋汐留 サービス 宿泊業 5%

82,171 東京都 港区 アンスナム 小売業 衣料品 5%

82,172 東京都 港区 アンソリット・ボーテ サービス 理容・美容業 5%

82,173 東京都 港区 ｕｎｄｅｒｔｈｅｂｌｕｅｂａｋｅｒｙ サービス 飲食業 5%

82,174 東京都 港区 ＡＮＴＩ サービス 理容・美容業 5%

82,175 東京都 港区 ディヴァン・クロ サービス 飲食業 5%

82,176 東京都 港区 ｕｎＴｉｅｎｓ　アンティアン サービス その他サービス 5%

82,177 東京都 港区 アンテルリネエール 小売業 衣料品 5%

82,178 東京都 港区 あんどう サービス 飲食業 5%

82,179 東京都 港区 安藤商店 小売業 その他小売 5%

82,180 東京都 港区 ＆Ｃ麻布テーラー表参道 小売業 衣料品 5%

82,181 東京都 港区 アンドモーメント白金台 サービス その他サービス 5%

82,182 東京都 港区 ＡＮＤＲＥＹ サービス 理容・美容業 5%

82,183 東京都 港区 ａｎ．ｂｙ．ａｎ サービス 飲食業 5%

82,184 東京都 港区 ａｎ．ｂｙ．ａｎ サービス 飲食業 5%

82,185 東京都 港区 ＡＭＢＩＧＲＡＭ サービス 飲食業 5%

82,186 東京都 港区 ＥＩＰ 小売業 衣料品 5%

82,187 東京都 港区 いいオフィス浜松町ｂｙ　ｗｅｄｏ サービス その他サービス 5%

82,188 東京都 港区 ｅーｓｔｒｅｔｃｈ　白金台 サービス その他サービス 5%

82,189 東京都 港区 ＥｓｓｅｎｔｉａｈｅｒｂｓＪａｐａｎ．Ｃｏ．，Ｌｔｄ． サービス その他サービス 5%

82,190 東京都 港区 Ｅｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

82,191 東京都 港区 イヴァンカ青山 サービス 理容・美容業 5%

82,192 東京都 港区 ｅ．ｍ． 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,193 東京都 港区 ｙｅｌｏ六本木本店 サービス 飲食業 5%

82,194 東京都 港区 医科研食堂 サービス その他サービス 5%
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82,195 東京都 港区 粋／醸 サービス 飲食業 5%

82,196 東京都 港区 ｉｋｉ青山店 サービス 理容・美容業 5%

82,197 東京都 港区 イクコ　青山店 小売業 衣料品 5%

82,198 東京都 港区 いけだ古美術 小売業 その他小売 5%

82,199 東京都 港区 イケダヤ　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

82,200 東京都 港区 池脇賛家 サービス その他サービス 5%

82,201 東京都 港区 居酒屋せせらぎ サービス 飲食業 5%

82,202 東京都 港区 伊澤商店 伊澤商店 小売業 食料品 5%

82,203 東京都 港区 石垣吉田 サービス 飲食業 5%

82,204 東京都 港区 石かわ サービス 飲食業 5%

82,205 東京都 港区 株）イシン・オタルチッコウ・オペレーショ サービス 宿泊業 5%

82,206 東京都 港区 ＩＺＵＭＩ＿ＤＥＳＩＧＮ 小売業 衣料品 5%

82,207 東京都 港区 アルベロネロ サービス 飲食業 5%

82,208 東京都 港区 五十六／ととや サービス 飲食業 5%

82,209 東京都 港区 イタリア自動車雑貨店 サービス その他サービス 5%

82,210 東京都 港区 イタリア食堂ファリーナ サービス 飲食業 5%

82,211 東京都 港区 イタリアン酒場　ＭＥＳＳＡ サービス 飲食業 5%

82,212 東京都 港区 イタリアンバル　ＵＯＫＩＮ サービス 飲食業 5%

82,213 東京都 港区 １１５１ＣＯＡＳＴ サービス 飲食業 5%

82,214 東京都 港区 一喜 サービス 飲食業 5%

82,215 東京都 港区 出光赤坂中央Ｓ 小売業 ガソリンスタンド 2%

82,216 東京都 港区 出光白金プラチナ通り 小売業 ガソリンスタンド 2%

82,217 東京都 港区 出光新橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

82,218 東京都 港区 出光六本木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

82,219 東京都 港区 イナカデリコ　ＳＭＳ１８階売店 小売業 食料品 5%

82,220 東京都 港区 ＩＢＵＳＡＮＴＯＣＯ サービス 飲食業 5%

82,221 東京都 港区 イベリコ屋 サービス 飲食業 5%

82,222 東京都 港区 イベントタウン サービス 飲食業 5%

82,223 東京都 港区 今治タオル南青山店 小売業 その他小売 5%

82,224 東京都 港区 芋蔵　青山店 サービス 飲食業 5%

82,225 東京都 港区 芋蔵　品川庭園 サービス 飲食業 5%

82,226 東京都 港区 芋蔵　品川店 サービス 飲食業 5%

82,227 東京都 港区 芋蔵　品川べつどころ サービス 飲食業 5%

82,228 東京都 港区 癒し処　マイボディ新橋店 サービス その他サービス 5%

82,229 東京都 港区 癒し処Ｍｙｂｏｄｙ新橋店　癒し処マイボディ　新橋店 サービス その他サービス 5%

82,230 東京都 港区 イル　バッティクオーレ サービス 飲食業 5%

82,231 東京都 港区 イルデジデリオ サービス 飲食業 5%

82,232 東京都 港区 ｉｌｂａｒＰＩＥＴＲＥＰＲＥＺＩＯＳＥ サービス 飲食業 5%

82,233 東京都 港区 イルマッジョ サービス 飲食業 5%

82,234 東京都 港区 イルミリオーレ 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,235 東京都 港区 ｉｒｏ． サービス 理容・美容業 5%

82,236 東京都 港区 いろは サービス 飲食業 5%

1960



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

82,237 東京都 港区 いろり庵　然 サービス 飲食業 5%

82,238 東京都 港区 岩井時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,239 東京都 港区 頤和園溜池山王店 サービス 飲食業 5%

82,240 東京都 港区 イワキ　青山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,241 東京都 港区 ｉｎｇ　【イング】 サービス 理容・美容業 5%

82,242 東京都 港区 ＥｎｇｌｉｓｈＰｌｕｓ サービス その他サービス 5%

82,243 東京都 港区 インターゴルフ工房 サービス その他サービス 5%

82,244 東京都 港区 ＩｎｔｅｒＰｌａｙＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓＩｎｃ． サービス その他サービス 5%

82,245 東京都 港区 インディアンレストラン嶮暮帰 サービス 飲食業 5%

82,246 東京都 港区 インディゴ サービス 理容・美容業 5%

82,247 東京都 港区 インディバサロンＷ サービス 理容・美容業 5%

82,248 東京都 港区 インテリアコレクション 小売業 家具・調度品 5%

82,249 東京都 港区 インド料理店チャンドラマ サービス 飲食業 5%

82,250 東京都 港区 アプライズ株式会社　Ｖｉｒｔｕｏｓｏ　ＡＫＡＳＡＫＡ サービス 飲食業 5%

82,251 東京都 港区 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所大川原紀之 サービス その他サービス 5%

82,252 東京都 港区 ＶＡＳＴＲＡＶＥＬＨＥＬＰＥＲ サービス その他サービス 5%

82,253 東京都 港区 ヴァレンティノ　ジャパン 小売業 衣料品 5%

82,254 東京都 港区 ヴァンクール サービス その他サービス 5%

82,255 東京都 港区 ヴァンクールサロン 小売業 衣料品 5%

82,256 東京都 港区 ２５ＪＡＮＶＩＥＲ 小売業 衣料品 5%

82,257 東京都 港区 ＶＩＮＧＴ　ＮＡＩＬ　青山 サービス その他サービス 5%

82,258 東京都 港区 Ｏｕｉ　【ウィ】 サービス 理容・美容業 5%

82,259 東京都 港区 Ｖｉａｇｅ美的デトックスサロン サービス 理容・美容業 5%

82,260 東京都 港区 ＶＩＡＧＧＩＯＶＩＮＯ サービス 飲食業 5%

82,261 東京都 港区 ヴィーヴ・ラ・マリエ！ サービス その他サービス 5%

82,262 東京都 港区 Ｗｉｔｈ サービス その他サービス 5%

82,263 東京都 港区 Ｖｉｔｔｏｒｉａ 小売業 衣料品 5%

82,264 東京都 港区 ｖｉｐｃｒｅａｔｉｖｅｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

82,265 東京都 港区 ＶｉｎｅｒｉａＬＵＮＡＬＵＣＥ サービス 飲食業 5%

82,266 東京都 港区 ヴィラモウラ赤坂サカス サービス 飲食業 5%

82,267 東京都 港区 ヴィラモウラ　赤坂サカス店 サービス 飲食業 5%

82,268 東京都 港区 ウイルスポ－ツ サービス その他サービス 5%

82,269 東京都 港区 ウエスト青山ガーデン 小売業 食料品 5%

82,270 東京都 港区 ヴェタエルーキス六本木 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,271 東京都 港区 ヴェルヴェットラウンジ 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,272 東京都 港区 ｖｅｒｄｅ サービス その他サービス 5%

82,273 東京都 港区 ＷｅｌｌＢｅ赤坂 サービス その他サービス 5%

82,274 東京都 港区 ＷＡＲＭ サービス 飲食業 5%

82,275 東京都 港区 魚がし旨いもん酒場どまん中赤坂店 サービス 飲食業 5%

82,276 東京都 港区 魚可津 サービス 飲食業 5%

82,277 東京都 港区 魚金３号店 サービス 飲食業 5%

82,278 東京都 港区 魚金新店 サービス 飲食業 5%
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82,279 東京都 港区 魚金田町店 サービス 飲食業 5%

82,280 東京都 港区 魚金浜松町店 サービス 飲食業 5%

82,281 東京都 港区 Ｕｏｋｉｎ　Ｐｉｃｃｏｌａ　Ｓｕｚｕｋｉ サービス 飲食業 5%

82,282 東京都 港区 ＵＯＫＩＮ　ＰＩＣＣＯＬＯ サービス 飲食業 5%

82,283 東京都 港区 魚金本店 サービス 飲食業 5%

82,284 東京都 港区 魚金４号店 サービス 飲食業 5%

82,285 東京都 港区 魚治鮨 サービス 飲食業 5%

82,286 東京都 港区 魚治鮨 サービス 飲食業 5%

82,287 東京都 港区 魚旬浜松町店 サービス 飲食業 5%

82,288 東京都 港区 ＷｏｄｋａＴｏｎｉｃ サービス 飲食業 5%

82,289 東京都 港区 うお天 サービス 飲食業 5%

82,290 東京都 港区 魚将／九兵衛 サービス 飲食業 5%

82,291 東京都 港区 ＵＧＵＩＳＵｔｈｅｌｉｔｔｌｅｓｈｏｐｐｅ 小売業 衣料品 5%

82,292 東京都 港区 臼杵ふぐ　山田屋 サービス 飲食業 5%

82,293 東京都 港区 歌広場　田町駅三田口店 サービス 飲食業 5%

82,294 東京都 港区 歌広場　六本木店 サービス 飲食業 5%

82,295 東京都 港区 うつわ大福 小売業 家具・調度品 5%

82,296 東京都 港区 うつわや涼一石 小売業 その他小売 5%

82,297 東京都 港区 ＵＴＯＷＡ 小売業 その他小売 5%

82,298 東京都 港区 ＵＤＯＮＢＵＺＥＮ麻布十番店 サービス 飲食業 5%

82,299 東京都 港区 うなぎ　本丸 サービス 飲食業 5%

82,300 東京都 港区 ＵＮＡＴＥＡＡＯＹＡＭＡ サービス その他サービス 5%

82,301 東京都 港区 ＵＰＬＡ　Ｊａｐａｎ 小売業 衣料品 5%

82,302 東京都 港区 梅田洋品店 小売業 衣料品 5%

82,303 東京都 港区 ＷＯＭＥＮ’Ｓ／ＭＥＮ’Ｓ　ＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

82,304 東京都 港区 ウル サービス 理容・美容業 5%

82,305 東京都 港区 ウルトラチョップ　プリュ サービス 飲食業 5%

82,306 東京都 港区 ウルフギャング　ステーキハウス六本 サービス 飲食業 5%

82,307 東京都 港区 ウルフギャング・ステーキハウス六本木 サービス 飲食業 5%

82,308 東京都 港区 ウルフギャングステーキハウス　シグニチャ サービス 飲食業 5%

82,309 東京都 港区 ウルフギャングステーキハウスシグニチャー サービス 飲食業 5%

82,310 東京都 港区 エアコンパーク　南麻布店 小売業 電化製品 5%

82,311 東京都 港区 エアル・ファーストＴＯＫＹＯショールーム 小売業 その他小売 5%

82,312 東京都 港区 えいき サービス 飲食業 5%

82,313 東京都 港区 英國屋　オークラ東京店 小売業 衣料品 5%

82,314 東京都 港区 ＥＩＺＯ【エイゾー】 サービス 理容・美容業 5%

82,315 東京都 港区 ＨＳＳＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ株式会社 サービス その他サービス 5%

82,316 東京都 港区 ａｉｄ　Ｈ サービス その他サービス 5%

82,317 東京都 港区 セブン－イレブンエイベックスビル店 小売業 食料品 2%

82,318 東京都 港区 栄来亭 サービス 飲食業 5%

82,319 東京都 港区 ＪＭ／エヴァーフォレスト合同会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,320 東京都 港区 ＡＭ　【エーエム】 サービス 理容・美容業 5%
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82,321 東京都 港区 Ａ．Ｍ．Ｉ．Ｉ サービス その他サービス 5%

82,322 東京都 港区 Ａ．Ｇ．Ａ．ｂｉｓ 小売業 その他小売 5%

82,323 東京都 港区 ＡＴＧ＆Ｔ株式会社 サービス 理容・美容業 5%

82,324 東京都 港区 株式会社ＡＢＣ店舗 サービス その他サービス 5%

82,325 東京都 港区 ＡＦｏｕｒＳ サービス 理容・美容業 5%

82,326 東京都 港区 ＡｌｅＬａｎｄ　ビアホフ サービス 飲食業 5%

82,327 東京都 港区 えがお法律事務所 サービス その他サービス 5%

82,328 東京都 港区 Ｘｏｔｉｑｕｅ　Ｊａｐａｎ　Ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

82,329 東京都 港区 ｅｃｕｒｅｃｏ サービス その他サービス 5%

82,330 東京都 港区 株式会社ｅｃｏｏ サービス その他サービス 5%

82,331 東京都 港区 ?ｃｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

82,332 東京都 港区 ｅｃｌａｔ サービス その他サービス 5%

82,333 東京都 港区 エクリュ サービス 理容・美容業 5%

82,334 東京都 港区 エコクラフト大門駅店 サービス その他サービス 5%

82,335 東京都 港区 エゴジ－ヌ サービス 飲食業 5%

82,336 東京都 港区 ＳＯＢ サービス 理容・美容業 5%

82,337 東京都 港区 エスカイヤクラブ　アカサカ６Ｆ サービス 飲食業 5%

82,338 東京都 港区 エスカイヤクラブ　城山ヒルズ サービス 飲食業 5%

82,339 東京都 港区 ＳＣＮＳ サービス その他サービス 5%

82,340 東京都 港区 エスジーゴトーＴｈｅＯｋｕｒａＴｏｋｙｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,341 東京都 港区 エスジーゴトー　品川プリンスホテル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,342 東京都 港区 エステインターナショナル サービス 理容・美容業 5%

82,343 東京都 港区 Ｃ．．Ｅｓｔ　ｎａｉｌ　表参道 サービス その他サービス 5%

82,344 東京都 港区 株式会社エストパートナー サービス 理容・美容業 5%

82,345 東京都 港区 地中海キッチンＲｅｙ サービス 飲食業 5%

82,346 東京都 港区 エスプリ　城山ヒルズ サービス 飲食業 5%

82,347 東京都 港区 ＥＳＰＲＩＴ　ＴＯＫＹＯ　（エスプリトーキョー）　六本木 サービス 飲食業 5%

82,348 東京都 港区 ｅｓｐｅｒｅｒーエスペレー【旧Ｐａｒｔｙ　ｎａｉｌ】 サービス その他サービス 5%

82,349 東京都 港区 えぞ料理ユック新橋店 サービス 飲食業 5%

82,350 東京都 港区 エタリーネ サービス その他サービス 5%

82,351 東京都 港区 ＡＩＸ：Ｓ サービス 飲食業 5%

82,352 東京都 港区 ＥＧＧＳ合同会社 サービス その他サービス 5%

82,353 東京都 港区 ＥＳＳＥＤＵＥ赤坂 サービス 飲食業 5%

82,354 東京都 港区 ＥＳＳＥＤＵＥ赤坂 サービス 飲食業 5%

82,355 東京都 港区 エド・サワヤ 小売業 衣料品 5%

82,356 東京都 港区 江戸小町 サービス 飲食業 5%

82,357 東京都 港区 江戸小町　赤坂店 サービス 飲食業 5%

82,358 東京都 港区 江戸前　服部　江戸前　服部 サービス 飲食業 5%

82,359 東京都 港区 エノテーカイプリミギンザ品川 サービス 飲食業 5%

82,360 東京都 港区 エビヤ サービス その他サービス 5%

82,361 東京都 港区 ＦＣＦミュージックスクール ＦＣＦミュージックスクール サービス その他サービス 5%

82,362 東京都 港区 Ｆ　ｂｙ　ＤＥＳＩＧＮＦ＋Ｃ 小売業 その他小売 5%
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82,363 東京都 港区 Ｆ．Ｐ．ＪＯＵＲＮＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,364 東京都 港区 株式会社エブリィ・エンタテインメント サービス その他サービス 5%

82,365 東京都 港区 ｅｐｏｃｈ サービス 飲食業 5%

82,366 東京都 港区 Ｅｍｉｌｉｅ　Ｂｅａｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

82,367 東京都 港区 エム＆アルファ サービス 理容・美容業 5%

82,368 東京都 港区 ＭＳ 六本木店 サービス その他サービス 5%

82,369 東京都 港区 ＭＫＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

82,370 東京都 港区 エムズビューティーサロン サービス 理容・美容業 5%

82,371 東京都 港区 ＣＡＬＯＢＹＥ サービス その他サービス 5%

82,372 東京都 港区 ＡＲＥＡＯｒｉｇｉｎａｌｆｕｒｎｉｔｕｒ 小売業 家具・調度品 5%

82,373 東京都 港区 ＡＲＥＡ　Ｔｏｋｙｏ 小売業 家具・調度品 5%

82,374 東京都 港区 エリートフィットネス　六本木店 サービス その他サービス 5%

82,375 東京都 港区 Ｒ～ｅｒｅａｍ サービス 理容・美容業 5%

82,376 東京都 港区 エリクサー赤坂 サービス その他サービス 5%

82,377 東京都 港区 エリクサー新橋 サービス その他サービス 5%

82,378 東京都 港区 リムジンサービスインターナショナル株式会社 サービス その他サービス 5%

82,379 東京都 港区 ＬＣデコーデ サービス その他サービス 5%

82,380 東京都 港区 エルディーシームーヴ サービス その他サービス 5%

82,381 東京都 港区 エルトラゴン サービス 飲食業 5%

82,382 東京都 港区 エルメ　ド．ボーテ 小売業 その他小売 5%

82,383 東京都 港区 エルメス専門ブティック　西麻布レクラン 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,384 東京都 港区 ｈｅｒｍｏｓａｅｓ サービス 理容・美容業 5%

82,385 東京都 港区 ｈｅｒｍｏｓａｅｓ サービス 理容・美容業 5%

82,386 東京都 港区 ＨＡＲＰ サービス 理容・美容業 5%

82,387 東京都 港区 縁 サービス その他サービス 5%

82,388 東京都 港区 Ｆｌｕｓｓｏ サービス その他サービス 5%

82,389 東京都 港区 Ｅｎ＋Ｃｈａｍ サービス 飲食業 5%

82,390 東京都 港区 ｏｒ サービス 理容・美容業 5%

82,391 東京都 港区 おあしすねいる サービス 理容・美容業 5%

82,392 東京都 港区 おいかわソフトカイロプラクティック院 サービス その他サービス 5%

82,393 東京都 港区 扇 サービス 飲食業 5%

82,394 東京都 港区 逢坂 サービス 飲食業 5%

82,395 東京都 港区 ＯｒｇａｎｉｃＴｏｋｙｏ サービス 飲食業 5%

82,396 東京都 港区 大川　リーンロゼ青山店 小売業 家具・調度品 5%

82,397 東京都 港区 大阪マドラスカレー サービス 飲食業 5%

82,398 東京都 港区 オーダーメイドトリートメントサロンＰＡＬＡ サービス 理容・美容業 5%

82,399 東京都 港区 大谷之鮨 サービス 飲食業 5%

82,400 東京都 港区 オーティー株式会社 サービス その他サービス 5%

82,401 東京都 港区 ＯＮＩＱＵ　ＴＯＫＹＯ　ＯＮＩＱＵＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

82,402 東京都 港区 ＯＰＵＳＴｏｋｙｏ サービス 理容・美容業 5%

82,403 東京都 港区 岡本太郎記念館 サービス その他サービス 5%

82,404 東京都 港区 岡山ラーメン後楽 サービス 飲食業 5%
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82,405 東京都 港区 小川書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

82,406 東京都 港区 おけい屋 サービス 飲食業 5%

82,407 東京都 港区 お好み　たまちゃん　青山店 サービス 飲食業 5%

82,408 東京都 港区 お好み焼　きじ　品川店 サービス 飲食業 5%

82,409 東京都 港区 ｏｚｉｅ オジエ 小売業 衣料品 5%

82,410 東京都 港区 オステリア・ドッピオグスト サービス 飲食業 5%

82,411 東京都 港区 オステリアエンメ サービス 飲食業 5%

82,412 東京都 港区 Ｏｓｔｅｒｉａｄｉｅｃｉ サービス 飲食業 5%

82,413 東京都 港区 オステリアラディーチ サービス 飲食業 5%

82,414 東京都 港区 ＣＡＳＡメンテナンスサービス サービス その他サービス 5%

82,415 東京都 港区 おそばの甲賀 サービス 飲食業 5%

82,416 東京都 港区 おだしと、おさけ。すずめ サービス 飲食業 5%

82,417 東京都 港区 ＯＰＰＯＤｉｇｉｔａｌＪａｐａｎ株式会社 小売業 電化製品 5%

82,418 東京都 港区 オトコネイル六本木店 サービス 理容・美容業 5%

82,419 東京都 港区 男の手料理ぶりきや サービス 飲食業 5%

82,420 東京都 港区 ｏｔｏｎａ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

82,421 東京都 港区 アクシス サービス その他サービス 5%

82,422 東京都 港区 大人美肌サロンＬｅｃｉｅｌ　ｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

82,423 東京都 港区 踊る魚／越後屋久保田 サービス 飲食業 5%

82,424 東京都 港区 セブン－イレブン御成門駅北店 小売業 食料品 2%

82,425 東京都 港区 ＯＶＥＲＡＬＬ サービス 飲食業 5%

82,426 東京都 港区 ＯＶＥＲ　ＴＨＥ　ＣＯＵＮＴＥＲ 小売業 衣料品 5%

82,427 東京都 港区 ｏｈａｎａ　表参道 サービス 理容・美容業 5%

82,428 東京都 港区 ＯｆｆｉｃｅＭＨ サービス その他サービス 5%

82,429 東京都 港区 オフィスＫ サービス 理容・美容業 5%

82,430 東京都 港区 オフィスファイブ サービス その他サービス 5%

82,431 東京都 港区 オフィス隆之介 サービス その他サービス 5%

82,432 東京都 港区 オプティカル　ブラン 小売業 その他小売 5%

82,433 東京都 港区 朧 サービス 飲食業 5%

82,434 東京都 港区 表参道　はんなり 小売業 その他小売 5%

82,435 東京都 港区 表参道ＢＡＣＣＨＵＳ サービス 飲食業 5%

82,436 東京都 港区 オリオン　新橋店 小売業 その他小売 5%

82,437 東京都 港区 オリジンヘアードレッシング サービス 理容・美容業 5%

82,438 東京都 港区 オリックスレンタカー品川駅港南口店 サービス その他サービス 2%

82,439 東京都 港区 オリックスレンタカー田町駅前店 サービス その他サービス 2%

82,440 東京都 港区 Ｏｌｉｖｉａ サービス 理容・美容業 5%

82,441 東京都 港区 オールぺットクリニック サービス その他サービス 5%

82,442 東京都 港区 オレッキオ　表参道店 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,443 東京都 港区 ｏｎＢｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

82,444 東京都 港区 ｏｎＢｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

82,445 東京都 港区 ㈱ＷＯＩ サービス その他サービス 5%

82,446 東京都 港区 Ｃａｖｅ　Ｃｉｎｄｅｒｅｌｌａ サービス 飲食業 5%
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82,447 東京都 港区 カーヴ・ド・リラックス サービス 飲食業 5%

82,448 東京都 港区 加圧ボディスタジオ　田町 サービス その他サービス 5%

82,449 東京都 港区 加圧ボディスタジオ　田町 サービス その他サービス 5%

82,450 東京都 港区 ＫＥＩＳＥＲ　ｆｉｔｎｅｓｓ 小売業 その他小売 5%

82,451 東京都 港区 ＫＡＩＮＯ　南青山店 サービス 理容・美容業 5%

82,452 東京都 港区 ＫＩＮＤ サービス 理容・美容業 5%

82,453 東京都 港区 ＧａＧａＭＩＬＡＮＯ　表参道店 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,454 東京都 港区 ＫＡＫＵＹＡＳＵ　ＣＬＡＳＳ　赤坂２丁目 小売業 食料品 5%

82,455 東京都 港区 ＫＡＫＵＹＡＳＵ　ＣＬＡＳＳ　六本木駅前 小売業 食料品 5%

82,456 東京都 港区 カクヤス　芝４丁目店 小売業 食料品 5%

82,457 東京都 港区 カクヤス　新橋店 小売業 食料品 5%

82,458 東京都 港区 カクヤス　西麻布店 小売業 食料品 5%

82,459 東京都 港区 カクヤス　三田店 小売業 食料品 5%

82,460 東京都 港区 カクヤス　六本木店 小売業 食料品 5%

82,461 東京都 港区 ＫＡＫＵＹＡＳＵＣＬＡＳＳ 小売業 食料品 5%

82,462 東京都 港区 ＫＡＫＵＹＡＳＵ　ＣＬＡＳＳ　六本木店 小売業 食料品 5%

82,463 東京都 港区 ＫＡＫＵＹＡＳＵＣＬＡＳＳ 小売業 食料品 5%

82,464 東京都 港区 隠れ家居酒屋とまとの部屋 サービス 飲食業 5%

82,465 東京都 港区 かこい別邸　彩華 サービス 飲食業 5%

82,466 東京都 港区 ｃａｃｈｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

82,467 東京都 港区 カシミヤシルクコレクション－２ 小売業 衣料品 5%

82,468 東京都 港区 カシミヤシルクコレクション１ 小売業 衣料品 5%

82,469 東京都 港区 楮山 サービス 飲食業 5%

82,470 東京都 港区 ＧＡＣＩＲＯＮ サービス その他サービス 5%

82,471 東京都 港区 嘉陣 サービス 飲食業 5%

82,472 東京都 港区 カスクストレングス サービス 飲食業 5%

82,473 東京都 港区 一鳥 サービス 飲食業 5%

82,474 東京都 港区 ＧＡＳ　ＢＩＪＯＵＸ　青山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,475 東京都 港区 カスピタ　新橋店 サービス 飲食業 5%

82,476 東京都 港区 カスピタカフェ サービス 飲食業 5%

82,477 東京都 港区 克 サービス 飲食業 5%

82,478 東京都 港区 ＣＡＳＳＩＮＡ　ＩＸＣ．青山本店 小売業 家具・調度品 5%

82,479 東京都 港区 カッシーナ・イクスシー　青山本店３Ｆ 小売業 家具・調度品 5%

82,480 東京都 港区 カッシーナ・イクスシー　青山本店２Ｆ 小売業 家具・調度品 5%

82,481 東京都 港区 Ｃａｓｓｉｎａ　ＩＸＣ．青山本店 小売業 家具・調度品 5%

82,482 東京都 港区 Ｇａｔｔｏ　Ｎｅｒｏ サービス 飲食業 5%

82,483 東京都 港区 割烹　真ゆき サービス 飲食業 5%

82,484 東京都 港区 株式会社ＫＡＴＴＩＴＵＤＥ サービス その他サービス 5%

82,485 東京都 港区 角の蛸笑 サービス 飲食業 5%

82,486 東京都 港区 かなざわ サービス 飲食業 5%

82,487 東京都 港区 ・奏・ サービス 理容・美容業 5%

82,488 東京都 港区 Ｃａｎａａｎ青山 サービス 理容・美容業 5%
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82,489 東京都 港区 蟹ふく サービス 飲食業 5%

82,490 東京都 港区 Ｋａｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

82,491 東京都 港区 ＣＡＦＥ　ＫＩＴＳＵＮＥ 小売業 衣料品 5%

82,492 東京都 港区 カフェ　フランジパニ サービス 飲食業 5%

82,493 東京都 港区 カフェ・ゴダール 小売業 食料品 5%

82,494 東京都 港区 カフェ＆ビアル・テンプス・ドール サービス 飲食業 5%

82,495 東京都 港区 ＣＡＦＥ　ＳＡＮＳ　ＮＯＭ サービス 飲食業 5%

82,496 東京都 港区 Ｃａｆｅ　Ｓｕｃｒｅ　ＡＯＹＡＭＡ サービス 飲食業 5%

82,497 東京都 港区 カフェドカナール サービス 飲食業 5%

82,498 東京都 港区 ＣＡＦＥ　ＬＯＵＮＧＥ　ＣＯＬＯＮ サービス 飲食業 5%

82,499 東京都 港区 株式会社青山レンタル サービス その他サービス 5%

82,500 東京都 港区 ＪｉｍｄｏＣａｆｅ表参道 サービス その他サービス 5%

82,501 東京都 港区 株式会社アトリエ・アッシュ 小売業 衣料品 5%

82,502 東京都 港区 ＡＰＰｒｏｇ サービス その他サービス 5%

82,503 東京都 港区 株式会社アルティス 小売業 その他小売 5%

82,504 東京都 港区 株式会社安藤商店 安藤商店 小売業 その他小売 5%

82,505 東京都 港区 株式会社イントロ サービス 飲食業 5%

82,506 東京都 港区 株式会社ヴィーナスプロジェクト サービス 理容・美容業 5%

82,507 東京都 港区 株式会社ＷｉＳＤＯＭ サービス その他サービス 5%

82,508 東京都 港区 株式会社エイトワン サービス その他サービス 5%

82,509 東京都 港区 株式会社Ｓ．Ｋ サービス その他サービス 5%

82,510 東京都 港区 ｅｓｏｌａＡＯＹＡＭＡ サービス 飲食業 5%

82,511 東京都 港区 株式会社演 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

82,512 東京都 港区 株式会社小倉 サービス その他サービス 5%

82,513 東京都 港区 Ｏｚ上野 サービス その他サービス 5%

82,514 東京都 港区 株式会社オフィスアウイ サービス その他サービス 5%

82,515 東京都 港区 株式会社カナイ サービス その他サービス 5%

82,516 東京都 港区 株式会社カルシウム サービス その他サービス 5%

82,517 東京都 港区 甘美堂 サービス 飲食業 5%

82,518 東京都 港区 株式会社個性心理學研究所 サービス その他サービス 5%

82,519 東京都 港区 株式会社クラリア サービス その他サービス 5%

82,520 東京都 港区 株式会社グローバルツアー・ジャパン サービス その他サービス 5%

82,521 東京都 港区 株式会社ＣＨＯＲＤ 小売業 その他小売 5%

82,522 東京都 港区 株式会社個コラボ サービス その他サービス 5%

82,523 東京都 港区 株式会社コンパクト サービス その他サービス 5%

82,524 東京都 港区 株式会社シェイピングルーム サービス その他サービス 5%

82,525 東京都 港区 株式会社ジェムオオノ 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,526 東京都 港区 株式会社シャガ サービス その他サービス 5%

82,527 東京都 港区 株式会社ＪＡＳＰＡＲ 小売業 衣料品 5%

82,528 東京都 港区 株式会社住宅サービス 小売業 電化製品 5%

82,529 東京都 港区 株式会社新京自動車 サービス その他サービス 5%

82,530 東京都 港区 株式会社セレンディピティ サービス その他サービス 5%
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82,531 東京都 港区 株式会社センス サービス その他サービス 5%

82,532 東京都 港区 ＳＴＳＳＴＯＲＥ 小売業 その他小売 5%

82,533 東京都 港区 株式会社タチカワ　東京支店　亀井昌行 サービス その他サービス 5%

82,534 東京都 港区 株式会社知育ラボ サービス その他サービス 5%

82,535 東京都 港区 株式会社継枝幸枝 小売業 衣料品 5%

82,536 東京都 港区 株式会社ＤＥＯｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

82,537 東京都 港区 株式会社トータルビューティー東京 サービス 理容・美容業 5%

82,538 東京都 港区 株式会社Ｎａｏｃａｓｔｌｅ 小売業 その他小売 5%

82,539 東京都 港区 ナチュラルハーティーマーケット 小売業 その他小売 5%

82,540 東京都 港区 株式会社夏野剛事務所 サービス その他サービス 5%

82,541 東京都 港区 株式会社日本中央研修会 サービス その他サービス 5%

82,542 東京都 港区 株式会社布 サービス その他サービス 5%

82,543 東京都 港区 株式会社ハイランダー サービス その他サービス 5%

82,544 東京都 港区 株式会社ハタノ 小売業 電化製品 5%

82,545 東京都 港区 株式会社ヒーリンクスジャパン 小売業 その他小売 5%

82,546 東京都 港区 株式会社福 サービス その他サービス 5%

82,547 東京都 港区 株式会社フルール・シャンタン 小売業 その他小売 5%

82,548 東京都 港区 株式会社プレシャスジャパン サービス その他サービス 5%

82,549 東京都 港区 株式会社プロジェクト　オン サービス その他サービス 5%

82,550 東京都 港区 Ｂａｂｙ，Ｉｌｏｖｅｙｏｕ サービス その他サービス 5%

82,551 東京都 港区 株式会社ベネフィットプロパティーズ サービス その他サービス 5%

82,552 東京都 港区 ＭＡＩＡＭ サービス 飲食業 5%

82,553 東京都 港区 株式会社マイプロファイル サービス その他サービス 5%

82,554 東京都 港区 株式会社三鈴エージェンシー サービス その他サービス 5%

82,555 東京都 港区 株式会社結 サービス その他サービス 5%

82,556 東京都 港区 株式会社吉本南青山店 サービス その他サービス 5%

82,557 東京都 港区 株式会社ラヴェセル サービス その他サービス 5%

82,558 東京都 港区 株式会社ラブ　六本木店 小売業 衣料品 5%

82,559 東京都 港区 株式会社レガルシィ サービス その他サービス 5%

82,560 東京都 港区 株式会社ローレルファッション 小売業 衣料品 5%

82,561 東京都 港区 株式会社ワールド・リクエスト 小売業 衣料品 5%

82,562 東京都 港区 株式会社ｗａｃｌｅ 小売業 その他小売 5%

82,563 東京都 港区 かぷせる　イン　赤坂 サービス 宿泊業 5%

82,564 東京都 港区 がブリチキン。赤坂店 サービス 飲食業 5%

82,565 東京都 港区 ＣＡＢＯＴＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

82,566 東京都 港区 カマタメイクアップスクール表参道校 小売業 その他小売 5%

82,567 東京都 港区 セブン－イレブン神谷町駅東店 小売業 食料品 2%

82,568 東京都 港区 セブン－イレブン神谷町オランダヒルズ店 小売業 食料品 2%

82,569 東京都 港区 Ｋｏｌｏｒ 小売業 衣料品 5%

82,570 東京都 港区 カラードホワイト株式会社 小売業 衣料品 5%

82,571 東京都 港区 カラオケパセラ赤坂 サービス 飲食業 5%

82,572 東京都 港区 カラオケパセラ六本木 サービス 飲食業 5%
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82,573 東京都 港区 カラオケパセラ六本木 サービス 飲食業 5%

82,574 東京都 港区 カラオケパセラ六本木 サービス 飲食業 5%

82,575 東京都 港区 カラオケルーム　城山ヒルズ サービス 飲食業 5%

82,576 東京都 港区 カラオケルーム　ニュー新橋ビル サービス 飲食業 5%

82,577 東京都 港区 カラーズ サービス 理容・美容業 5%

82,578 東京都 港区 鴉森工業株式会社 サービス その他サービス 5%

82,579 東京都 港区 カラダエクスプレス赤坂店 サービス その他サービス 5%

82,580 東京都 港区 株式会社身体協会 サービス 理容・美容業 5%

82,581 東京都 港区 ＫＡ・ＲＡ・ＤＡ　ｐｅｏｎｙ　白金台店 サービス その他サービス 5%

82,582 東京都 港区 カラダファクトリー　赤坂店 サービス その他サービス 5%

82,583 東京都 港区 カラダファクトリー　赤坂見附店 サービス その他サービス 5%

82,584 東京都 港区 カラダファクトリー　新橋原ビル店 サービス その他サービス 5%

82,585 東京都 港区 からだフィズ サービス その他サービス 5%

82,586 東京都 港区 からだフィズ サービス その他サービス 5%

82,587 東京都 港区 カラダメンテナンスとロミロミの店ｐｉｌｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

82,588 東京都 港区 ＣＡＲＰＥＤＩＥＭＢｒａｚｉｌｉａｎｊｉｕ－ｊｉｔｓｕ サービス その他サービス 5%

82,589 東京都 港区 ＧＡＲＢＯ 小売業 衣料品 5%

82,590 東京都 港区 雅嶺 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,591 東京都 港区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ浜松町駅北口店 サービス 飲食業 2%

82,592 東京都 港区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東京メトロ広尾駅前店 サービス 飲食業 2%

82,593 東京都 港区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋港区青山一丁目店 サービス 飲食業 2%

82,594 東京都 港区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋港区ヴィータイタリア店 サービス 飲食業 2%

82,595 東京都 港区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋港区御成門駅前店 サービス 宿泊業 2%

82,596 東京都 港区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋港区溜池山王駅前店 サービス 飲食業 2%

82,597 東京都 港区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋港区三田店 サービス 飲食業 2%

82,598 東京都 港区 カレーショップトップスＴＢＳ店 サービス 飲食業 5%

82,599 東京都 港区 セブン－イレブンカレッタ汐留店 小売業 食料品 2%

82,600 東京都 港区 ガレッチャ江東店 小売業 その他小売 5%

82,601 東京都 港区 ｋａｗａｉｉ　小町カフェ サービス 飲食業 5%

82,602 東京都 港区 川上庵　麻布十番店 サービス 飲食業 5%

82,603 東京都 港区 川上楽器　青山センター サービス その他サービス 5%

82,604 東京都 港区 川野加圧 サービス その他サービス 5%

82,605 東京都 港区 寛 サービス 飲食業 5%

82,606 東京都 港区 韓韓市場品川グランパサージュ店 サービス 飲食業 5%

82,607 東京都 港区 韓食酒場本家ＤＯＯＯＮ！ サービス 飲食業 5%

82,608 東京都 港区 韓食酒場本家ドゥーン！！ サービス 飲食業 5%

82,609 東京都 港区 元祖頭・こころほぐしスクール＆エステサロンＣｈａｒｕＬｕ表参道店 サービス 理容・美容業 5%

82,610 東京都 港区 元祖札幌や青山店 サービス 飲食業 5%

82,611 東京都 港区 元祖札幌や溜池店 サービス 飲食業 5%

82,612 東京都 港区 カンティーヌ　アリ・バブ サービス 飲食業 5%

82,613 東京都 港区 カンディハウス東京支店 小売業 家具・調度品 5%

82,614 東京都 港区 ＣＯＵＮＴＲＹＨＡＲＶＥＳＴ 小売業 その他小売 5%
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82,615 東京都 港区 広東厨房赤坂櫻花亭 サービス 飲食業 5%

82,616 東京都 港区 かんのん苑 サービス 理容・美容業 5%

82,617 東京都 港区 祇園邸 サービス 飲食業 5%

82,618 東京都 港区 きく元 サービス 飲食業 5%

82,619 東京都 港区 キコニア サービス その他サービス 5%

82,620 東京都 港区 北の国バル浜松町店 サービス 飲食業 5%

82,621 東京都 港区 ＬｉｆｅＦｏｒｃｅＣｈｉｒｏｐｒａｃｔｉｃライフフォースカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

82,622 東京都 港区 ＫＩＳＳＡＫＯ サービス 飲食業 5%

82,623 東京都 港区 木と水と土と サービス 飲食業 5%

82,624 東京都 港区 Ｋｉｔｏｎ　六本木ヒルズ店 小売業 衣料品 5%

82,625 東京都 港区 木の紙ショップ サービス その他サービス 5%

82,626 東京都 港区 喜春 サービス 飲食業 5%

82,627 東京都 港区 キャスタリア株式会社 サービス その他サービス 5%

82,628 東京都 港区 キャッスル サービス その他サービス 5%

82,629 東京都 港区 ＫＡＰＩＴＡＬ　白金台店 小売業 衣料品 5%

82,630 東京都 港区 キャフェグラフィック 小売業 衣料品 5%

82,631 東京都 港区 ＧＡＬＬＥＲＹＴ．Ｋ．ＡＲＴＴＯＫＹＯ 小売業 家具・調度品 5%

82,632 東京都 港区 ＧＡＬＬＥＲＹ表参道ＲＯＪＩ サービス その他サービス 5%

82,633 東京都 港区 ギャラリー玉英 サービス その他サービス 5%

82,634 東京都 港区 ＧＡＬＬＥＲＹＣＵＯＲＥ（ギャラリー・クオーレ） サービス その他サービス 5%

82,635 東京都 港区 ＧａｌｌｅｒｙＳｔｏｒｋｓ 小売業 その他小売 5%

82,636 東京都 港区 ギャラリーメートランドスミス白金台 小売業 家具・調度品 5%

82,637 東京都 港区 ＣＡＬＩ　【キャリ】 サービス 理容・美容業 5%

82,638 東京都 港区 牛角品川店 サービス 飲食業 2%

82,639 東京都 港区 牛角田町芝浦店 サービス 飲食業 2%

82,640 東京都 港区 牛角浜松町店 サービス 飲食業 2%

82,641 東京都 港区 九兵／由布院 サービス 飲食業 5%

82,642 東京都 港区 ＣｕｒｉｏｕｓＣｕｒｉｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,643 東京都 港区 Ｇｙｏｚａ Ｂａｒ Ｃｈａｏｚｕ サービス 飲食業 5%

82,644 東京都 港区 行政書士ワールドペンギン事務所 サービス その他サービス 5%

82,645 東京都 港区 京都　瓢喜　新橋店 サービス 飲食業 5%

82,646 東京都 港区 京都勝牛六本木グランドタワー サービス 飲食業 5%

82,647 東京都 港区 京都銀閣寺　ますたにラーメン　田町店 サービス 飲食業 5%

82,648 東京都 港区 京都　瓢喜　赤坂店 サービス 飲食業 5%

82,649 東京都 港区 京都　瓢喜　西麻布店 サービス 飲食業 5%

82,650 東京都 港区 餃包　六本木 サービス 飲食業 5%

82,651 東京都 港区 ＧＹＯＺＡ　ＩＴ． サービス 飲食業 5%

82,652 東京都 港区 清アートスペース サービス その他サービス 5%

82,653 東京都 港区 着物レンタル清ら サービス その他サービス 5%

82,654 東京都 港区 セブン－イレブン魚籃坂店 小売業 食料品 2%

82,655 東京都 港区 煌 サービス 飲食業 5%

82,656 東京都 港区 きりしまフラワー麻布店 小売業 その他小売 5%
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82,657 東京都 港区 きりしまフラワー新橋店 小売業 その他小売 5%

82,658 東京都 港区 ｋｉｗａｓａｌｏｎＮｅｗＹｏｒｋ サービス 理容・美容業 5%

82,659 東京都 港区 きわみ鶏 サービス 飲食業 5%

82,660 東京都 港区 キングスアームス サービス 飲食業 5%

82,661 東京都 港区 銀細工の店鈴木荘 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,662 東京都 港区 金山 サービス 飲食業 5%

82,663 東京都 港区 筋肉飲料 サービス 飲食業 5%

82,664 東京都 港区 銀之丞合同会社 サービス その他サービス 5%

82,665 東京都 港区 ＫＩＮ　ＨＡＮ 小売業 食料品 5%

82,666 東京都 港区 金福園 サービス 飲食業 5%

82,667 東京都 港区 金福園　御成門店 サービス 飲食業 5%

82,668 東京都 港区 吟味／肉の松坂 サービス 飲食業 5%

82,669 東京都 港区 クアアイナ　青山本店 サービス 飲食業 5%

82,670 東京都 港区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ赤坂店 小売業 その他小売 5%

82,671 東京都 港区 ぐあんば～るア－ティストグッズ サービス その他サービス 5%

82,672 東京都 港区 Ｑｕｅｅｎ’ｓ?Ｑ サービス 飲食業 5%

82,673 東京都 港区 Ｇｏｏ?ｉｔ　　新橋店 サービス その他サービス 5%

82,674 東京都 港区 ｃｏｕｐ－ｄｅ－ｐｉｅｄ 小売業 衣料品 5%

82,675 東京都 港区 CUUMA青山 サービス その他サービス 5%

82,676 東京都 港区 久遠／篤媛 サービス 飲食業 5%

82,677 東京都 港区 久緒羅珈琲 サービス 飲食業 5%

82,678 東京都 港区 串かつ　でんがな　新橋店 サービス 飲食業 5%

82,679 東京都 港区 串かつ　でんがな　田町店 サービス 飲食業 5%

82,680 東京都 港区 串カツ団　新橋 サービス 飲食業 5%

82,681 東京都 港区 串かつ　でんがな サービス 飲食業 5%

82,682 東京都 港区 串特急 三田店 サービス 飲食業 5%

82,683 東京都 港区 串特急 浜松町店 サービス 飲食業 5%

82,684 東京都 港区 串特急　赤坂３丁目店 サービス 飲食業 5%

82,685 東京都 港区 串特急　神谷町店 サービス 飲食業 5%

82,686 東京都 港区 串特急　慶応大学前店 サービス 飲食業 5%

82,687 東京都 港区 串特急　新橋店 サービス 飲食業 5%

82,688 東京都 港区 串特急　虎壱横丁店 サービス 飲食業 5%

82,689 東京都 港区 串特急　浜松町店 サービス 飲食業 5%

82,690 東京都 港区 串特急　三田店 サービス 飲食業 5%

82,691 東京都 港区 くし家 サービス 飲食業 5%

82,692 東京都 港区 串屋　松吉 サービス 飲食業 5%

82,693 東京都 港区 九州まる サービス 飲食業 5%

82,694 東京都 港区 Ｇｕｚｍａｎ　ｙ　Ｇｏｍｅｚ　アトレ品川店 サービス 飲食業 5%

82,695 東京都 港区 グッドウィル 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,696 東京都 港区 くつろぎ処　一乃川 サービス 飲食業 5%

82,697 東京都 港区 久保田屋 サービス 飲食業 5%

82,698 東京都 港区 くまざわ書店アクアシティお台場店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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82,699 東京都 港区 熊本郷土料理うまと サービス 飲食業 5%

82,700 東京都 港区 グラースメール サービス 理容・美容業 5%

82,701 東京都 港区 海月 サービス 飲食業 5%

82,702 東京都 港区 ＣＬＡＣＩＥＲ 小売業 その他小売 5%

82,703 東京都 港区 ＣＬＡＳＩＣＯ サービス 理容・美容業 5%

82,704 東京都 港区 ＣＬＡＳＩＣＯ　ＣＬＡＳＩＣＯ サービス 理容・美容業 5%

82,705 東京都 港区 クラシックスポーツ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

82,706 東京都 港区 ｃｌａｓｓｙｎａ ｃｌａｓｓｙｎａ 小売業 その他小売 5%

82,707 東京都 港区 ＣＬＡＳＳ　ＡＯＹＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

82,708 東京都 港区 グラナ－タ サービス 飲食業 5%

82,709 東京都 港区 グラナーダ　ＴＢＳ店 サービス 飲食業 5%

82,710 東京都 港区 グラニースミス　青山店 サービス 飲食業 5%

82,711 東京都 港区 蔵乃家 サービス 飲食業 5%

82,712 東京都 港区 ＧＬＡＭ芝浦店 サービス 理容・美容業 5%

82,713 東京都 港区 ＧＬＡＭ白金店 サービス 理容・美容業 5%

82,714 東京都 港区 倶楽湾 サービス 飲食業 5%

82,715 東京都 港区 ＧｒａｎｄＡｚｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

82,716 東京都 港区 グランティグ サービス その他サービス 5%

82,717 東京都 港区 グランディング サービス その他サービス 5%

82,718 東京都 港区 セブン－イレブングランドプリンスホテル新高輪店 小売業 食料品 2%

82,719 東京都 港区 グランプラス東京支店 小売業 食料品 5%

82,720 東京都 港区 Ｃｒｅａｒ　Ｂａｃｃｈｕｓ サービス 飲食業 5%

82,721 東京都 港区 ＣＬＥＡＤ サービス 理容・美容業 5%

82,722 東京都 港区 ｇｌｅａｍ麻布店 小売業 家具・調度品 5%

82,723 東京都 港区 グリーンシューズ 小売業 その他小売 5%

82,724 東京都 港区 ＧｒｅｅｎＢａｓｅＬＬＣ 小売業 その他小売 5%

82,725 東京都 港区 株式会社パラレル 小売業 衣料品 5%

82,726 東京都 港区 ＫＲＩＳＴＡＬ＆ＧＬＡＭ合同会社 小売業 その他小売 5%

82,727 東京都 港区 クリスプ・サラダワークス麻布十番店 サービス 飲食業 5%

82,728 東京都 港区 クリスプ・サラダワ－クス広尾店 サービス 飲食業 5%

82,729 東京都 港区 クリスプサラダワ－クス六本木ヒルズ店 サービス 飲食業 5%

82,730 東京都 港区 グリット サービス その他サービス 5%

82,731 東京都 港区 株式会社クリップクロップ 小売業 衣料品 5%

82,732 東京都 港区 ＣＲＵＺ　ＦＵＪＩＮＯＨＡＮＡ 小売業 その他小売 5%

82,733 東京都 港区 クルチアーニＣ　ポップアップストア 小売業 衣料品 5%

82,734 東京都 港区 くるり　青山店 小売業 衣料品 5%

82,735 東京都 港区 くるり　ａｇａｒｕ 小売業 衣料品 5%

82,736 東京都 港区 くるり　催事 小売業 衣料品 5%

82,737 東京都 港区 ぐるり赤坂 サービス 飲食業 5%

82,738 東京都 港区 ＣＲＥＡＦＥＲＶＥＵＲ 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,739 東京都 港区 ＧＲＡＹＢＥＡＲ 小売業 その他小売 5%

82,740 東京都 港区 ＧＲＡＹＢＥＡＲ＠麻布十番 小売業 衣料品 5%
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82,741 東京都 港区 グレースフィオーレ麻布十番店 サービス 理容・美容業 5%

82,742 東京都 港区 ＣＬＡＩＲ Ｈａｉｒ Ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

82,743 東京都 港区 ＣＬＥＯ サービス 理容・美容業 5%

82,744 東京都 港区 ＣＲＥＳＴＩＰＳ 小売業 家具・調度品 5%

82,745 東京都 港区 Ｃｒｅｓｃｅｎｔ サービス 飲食業 5%

82,746 東京都 港区 クレール南青山店 サービス その他サービス 5%

82,747 東京都 港区 ＣｒｏｓｓｃｌｕｅＰｈｙｓｉｃａｌＣｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇＯｆｆｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

82,748 東京都 港区 グロッセ　青山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,749 東京都 港区 グロッセ　本社プレスルーム 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,750 東京都 港区 黒鶏 サービス 飲食業 5%

82,751 東京都 港区 グローバルスタイル サービス その他サービス 5%

82,752 東京都 港区 グロリアスミート サービス 飲食業 5%

82,753 東京都 港区 くんくんＴｏｋｙｏ サービス 飲食業 5%

82,754 東京都 港区 ケイ・ウノ　表参道店 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,755 東京都 港区 慶應生協芝共立書籍購買部 サービス その他サービス 5%

82,756 東京都 港区 慶応生協　三田購買部 サービス その他サービス 5%

82,757 東京都 港区 慶応生協　三田購買部 サービス その他サービス 5%

82,758 東京都 港区 慶応生協　三田食堂 サービス その他サービス 5%

82,759 東京都 港区 慶応生協　三田書籍部 サービス その他サービス 5%

82,760 東京都 港区 慶応生協　三田書籍部 サービス その他サービス 5%

82,761 東京都 港区 慶応生協　三田プレイ サービス その他サービス 5%

82,762 東京都 港区 慶応生協　三田プレイガイド サービス その他サービス 5%

82,763 東京都 港区 Ｋ．Ｇａｌｌｅｒｙ　外苑前 小売業 衣料品 5%

82,764 東京都 港区 閨匠 サービス その他サービス 5%

82,765 東京都 港区 慶珍楼 サービス 飲食業 5%

82,766 東京都 港区 Ｋ－ＴＷＯ　ｅｍｅ サービス 理容・美容業 5%

82,767 東京都 港区 ＫＢＬ六本木Ｐｒｅｍｉｕｍ店 サービス 理容・美容業 5%

82,768 東京都 港区 ＫＥＩＨＩＮ芝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

82,769 東京都 港区 慶賓楼 サービス 飲食業 5%

82,770 東京都 港区 Ｋ?ｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

82,771 東京都 港区 ＫＣＳセンター六本木 サービス 理容・美容業 5%

82,772 東京都 港区 Ｋ＇ｓＧａｒｄｅｎ サービス その他サービス 5%

82,773 東京都 港区 Ｋ－ＳＴＹＬＥＨＡＩＲＳＴＵＤＩＯ虎ノ門店 サービス 理容・美容業 5%

82,774 東京都 港区 結婚相談所ラシック サービス その他サービス 5%

82,775 東京都 港区 ＫＦｏｒｃｅ サービス その他サービス 5%

82,776 東京都 港区 ゲラルディーニ　六本木ヒルズ店 小売業 衣料品 5%

82,777 東京都 港区 玄海／村山 サービス 飲食業 5%

82,778 東京都 港区 原価ＢＡＲ赤坂見附店 サービス 飲食業 5%

82,779 東京都 港区 げんき屋新橋店 サービス 飲食業 5%

82,780 東京都 港区 Ｋｅｎ＇ｓＣａｔｅｒｉｎｇ サービス 飲食業 5%

82,781 東京都 港区 健康サイエンス治療院 サービス その他サービス 5%

82,782 東京都 港区 乾山　ＡＮＡインタコンチネンタルホテル東京店 サービス 飲食業 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

82,783 東京都 港区 乾山　ＡＮＡインターコンチネンタル東京店 サービス 飲食業 5%

82,784 東京都 港区 ケントショップ　青山 小売業 衣料品 5%

82,785 東京都 港区 腱引き一伶庵 サービス 理容・美容業 5%

82,786 東京都 港区 健美和食　日本酒生もと造り専門店　ひとしずく　ひとしずく サービス 飲食業 5%

82,787 東京都 港区 健民ダイニング　六本木 サービス 飲食業 5%

82,788 東京都 港区 高會堂六本木 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,789 東京都 港区 幸田　六本木店 小売業 その他小売 5%

82,790 東京都 港区 合同会社Ｉｎｄｕｅｒｉｓ 小売業 衣料品 5%

82,791 東京都 港区 合同会社エスエーシー サービス その他サービス 5%

82,792 東京都 港区 合同会社カオティーク サービス その他サービス 5%

82,793 東京都 港区 合同会社群生 小売業 その他小売 5%

82,794 東京都 港区 合同会社ＺＥＲＯ サービス その他サービス 5%

82,795 東京都 港区 合同会社橋屋 サービス その他サービス 5%

82,796 東京都 港区 合同会社優本店 サービス その他サービス 5%

82,797 東京都 港区 合同会社ユニダリア ｕ ｓｐａｃｅ サービス その他サービス 5%

82,798 東京都 港区 幸福洗脳 小売業 衣料品 5%

82,799 東京都 港区 セブンーイレブンＫＯＹＯ北里大学北里研究所病院店 小売業 食料品 2%

82,800 東京都 港区 ＧＯＥＭＯＮ　ＲＥＣＯＲＤＳ 小売業 衣料品 5%

82,801 東京都 港区 Ｇｏｔｏｄａｙｓｈａｉｒｅｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

82,802 東京都 港区 珈琲れいの サービス 飲食業 5%

82,803 東京都 港区 古賀総合法律事務所 サービス その他サービス 5%

82,804 東京都 港区 極厚ポークステーキ ＰＯＫＵＰＯＫＵ サービス 飲食業 5%

82,805 東京都 港区 吾空 サービス 飲食業 5%

82,806 東京都 港区 悟空のきもち　表参道店 サービス その他サービス 5%

82,807 東京都 港区 国際クリーニング　芝公園店 サービス その他サービス 5%

82,808 東京都 港区 国際福祉健康管理センター サービス その他サービス 5%

82,809 東京都 港区 ＣｏＣｏＡｒｔｓａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

82,810 東京都 港区 此処上ル サービス 飲食業 5%

82,811 東京都 港区 ＣＯＣＯＫＡＲＡ サービス 理容・美容業 5%

82,812 東京都 港区 ココティエ／株式会社エリューセラ 小売業 衣料品 5%

82,813 東京都 港区 ｃｏｃｏｎｉｗａ サービス 理容・美容業 5%

82,814 東京都 港区 個室割烹　集 サービス 飲食業 5%

82,815 東京都 港区 ５２　Ｄ．Ｌ．　ＳＴＯＲＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,816 東京都 港区 小杉カントリークラブ サービス その他サービス 5%

82,817 東京都 港区 コソット サービス 飲食業 5%

82,818 東京都 港区 胡蝶 サービス その他サービス 5%

82,819 東京都 港区 ゴッサ サービス 飲食業 5%

82,820 東京都 港区 Ｇｏｔｔｉｅ’ｓ　ＢＥＥＦＧＥＭＳ大門 サービス 飲食業 5%

82,821 東京都 港区 コット サービス 飲食業 5%

82,822 東京都 港区 コップンカリー酒場 サービス 飲食業 5%

82,823 東京都 港区 コーディネートサロンライフプランディング 小売業 衣料品 5%

82,824 東京都 港区 ＣＯＡＴＥ 小売業 衣料品 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

82,825 東京都 港区 コトブキゴルフ　西新橋店 小売業 その他小売 5%

82,826 東京都 港区 こどものためのやおやさん 小売業 食料品 5%

82,827 東京都 港区 Ｋｏｄｏｍｏｐａｒａｄｉｓ 小売業 衣料品 5%

82,828 東京都 港区 コノシュア サービス その他サービス 5%

82,829 東京都 港区 ご飯と晩酌 いの吉 サービス 飲食業 5%

82,830 東京都 港区 ＫＯＦＦＩＣＥ サービス その他サービス 5%

82,831 東京都 港区 古母里 サービス 飲食業 5%

82,832 東京都 港区 古民家Ｂａｒ　書斎 サービス 飲食業 5%

82,833 東京都 港区 ＣＯＭＥＨＥＲＥ サービス 飲食業 5%

82,834 東京都 港区 八十八楽　赤坂アークヒルズ店 サービス 飲食業 5%

82,835 東京都 港区 こめらく　汐留シティセンター店 サービス 飲食業 5%

82,836 東京都 港区 八十八楽　日比谷店 サービス 飲食業 5%

82,837 東京都 港区 小山登美夫ギャラリー 小売業 家具・調度品 5%

82,838 東京都 港区 ｃｏｒｅｅ サービス 理容・美容業 5%

82,839 東京都 港区 ごりっぱスタジオ サービス その他サービス 5%

82,840 東京都 港区 小料理　ほそ川 サービス 飲食業 5%

82,841 東京都 港区 コルテーゼ三田 小売業 衣料品 5%

82,842 東京都 港区 ゴルフエフォート白金台店 小売業 その他小売 5%

82,843 東京都 港区 ゴルフエフォート新橋店 小売業 その他小売 5%

82,844 東京都 港区 ゴルフバーグリップ サービス 飲食業 5%

82,845 東京都 港区 ゴルフパラダイス サービス その他サービス 5%

82,846 東京都 港区 Ｋｏｒｕ－ｗｏｒｋｅｒｓ株式会社 サービス その他サービス 5%

82,847 東京都 港区 コンサートグッズＥＥ サービス その他サービス 5%

82,848 東京都 港区 コンセプション青山店 小売業 衣料品 5%

82,849 東京都 港区 コンセプトスタジオｖｅｄａ サービス その他サービス 5%

82,850 東京都 港区 コンテックスタオルガーデン　青山 小売業 その他小売 5%

82,851 東京都 港区 今野商店 小売業 電化製品 5%

82,852 東京都 港区 コンプレ サービス 飲食業 5%

82,853 東京都 港区 ｔｈｅ　ｓｉｍｐｌｅ　ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

82,854 東京都 港区 Ｔｈｅ　Ｔｉｐｐｌｅｒｓ　Ａｒｍｓ サービス 飲食業 5%

82,855 東京都 港区 ザ　グッドモーニング サービス 飲食業 5%

82,856 東京都 港区 ＴＨＥ　ＴＲＡＤＩＴＩＯＮＡＬ サービス 理容・美容業 5%

82,857 東京都 港区 ＣＩＲＣＬＥ（サークル） 小売業 衣料品 5%

82,858 東京都 港区 ３ｒｄ株式会社 小売業 衣料品 5%

82,859 東京都 港区 菜果麻布十番店 サービス その他サービス 5%

82,860 東京都 港区 菜果 小売業 食料品 5%

82,861 東京都 港区 菜果　麻布十番店 小売業 食料品 5%

82,862 東京都 港区 ＣＹＣＬＥ　ＹＯＳＨＩＤＡ　西麻布店 小売業 その他小売 5%

82,863 東京都 港区 埼玉営業所 小売業 その他小売 5%

82,864 東京都 港区 サイバービジネス サービス その他サービス 5%

82,865 東京都 港区 細胞浴サロン秀 サービス 理容・美容業 5%

82,866 東京都 港区 ＳＩＧＮ　ＰＯＳＴ サービス 理容・美容業 5%
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82,867 東京都 港区 佐伯印店 小売業 その他小売 5%

82,868 東京都 港区 魚と野菜のうまい店?伸信? サービス 飲食業 5%

82,869 東京都 港区 サカナバル　グリル サービス 飲食業 5%

82,870 東京都 港区 さかなや　哲 サービス 飲食業 5%

82,871 東京都 港区 魚屋の居酒屋 魚錠 赤坂店 サービス 飲食業 5%

82,872 東京都 港区 魚屋の居酒屋　魚錠　芝大門店 サービス 飲食業 5%

82,873 東京都 港区 魚屋の居酒屋魚錠芝大門店 サービス 飲食業 5%

82,874 東京都 港区 魚屋の居酒屋魚錠赤坂店 サービス 飲食業 5%

82,875 東京都 港区 サキナビューティーラウンジ青山 小売業 その他小売 5%

82,876 東京都 港区 桜坂　加とう サービス 飲食業 5%

82,877 東京都 港区 さくら整体院　ａｋａｓａｋａ サービス その他サービス 5%

82,878 東京都 港区 ざくろ　Ｔ・Ｂ・Ｓ店 サービス 飲食業 5%

82,879 東京都 港区 ざくろ赤坂店 サービス 飲食業 5%

82,880 東京都 港区 ざくろ商事 サービス 飲食業 5%

82,881 東京都 港区 酒ありき肴与一 サービス 飲食業 5%

82,882 東京都 港区 酒と季節の魚菜ふる サービス 飲食業 5%

82,883 東京都 港区 酒のソクハイ新橋店 小売業 その他小売 5%

82,884 東京都 港区 座魚場　まるこ サービス 飲食業 5%

82,885 東京都 港区 ｈａｃａｒｉ サービス その他サービス 5%

82,886 東京都 港区 ＴＨＥ　ＣＩＴＹ　ＢＡＫＥＲＹ品川 サービス 飲食業 5%

82,887 東京都 港区 ｓｉｍｐｌｅｋｉｔｃｈｅｎ南青山７丁目店 サービス 飲食業 5%

82,888 東京都 港区 札幌　ＭＲ．ＳＨＯＰ　Ｋｅｎｔ 小売業 衣料品 5%

82,889 東京都 港区 札幌本舗クレアタワー店 サービス 飲食業 5%

82,890 東京都 港区 薩摩／肉の神戸屋 サービス 飲食業 5%

82,891 東京都 港区 ＺＡＤＩＧ＆ＶＯＬＴＡＩＲＥ青山 小売業 衣料品 5%

82,892 東京都 港区 ＳａｔｏＴａｉｌｏｒ赤坂店 小売業 衣料品 5%

82,893 東京都 港区 佐藤養助日比谷店 サービス 飲食業 5%

82,894 東京都 港区 ＴｈｅＮｕｍｂｅｒＺｅｒｏ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

82,895 東京都 港区 サニーサイド 小売業 衣料品 5%

82,896 東京都 港区 Ｓａｎｏ－ｓａｎ－ｃｈｉ サービス その他サービス 5%

82,897 東京都 港区 ザ ビー赤坂 ザ ビー赤坂 サービス 宿泊業 5%

82,898 東京都 港区 ザ　ビー新橋　ザ　ビー新橋 サービス 宿泊業 5%

82,899 東京都 港区 ザ ビー六本木 ザ ビー六本木 サービス 宿泊業 5%

82,900 東京都 港区 サブウェイ青山一丁目ツインビル店 サービス 飲食業 5%

82,901 東京都 港区 ザ・ペニーワイズ白金 小売業 家具・調度品 5%

82,902 東京都 港区 サボア・ヴィーブル 小売業 家具・調度品 5%

82,903 東京都 港区 ｎｉｃｏｌａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,904 東京都 港区 さやか行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

82,905 東京都 港区 サラグレース青山店 小売業 家具・調度品 5%

82,906 東京都 港区 サルトカーサ赤坂店 サービス その他サービス 5%

82,907 東京都 港区 Ｓａｒｔｏｒｉａ　Ｃｉｃｃｉｏ 小売業 衣料品 5%

82,908 東京都 港区 さる山 サービス その他サービス 5%
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82,909 東京都 港区 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＤＩＡＶＡＮＴＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,910 東京都 港区 ｓａｌｏｎｄｅＲｅｍｅｒｃｉｅｒ サービス その他サービス 5%

82,911 東京都 港区 サロン・ド・ボナミ　南青山 サービス 理容・美容業 5%

82,912 東京都 港区 サロンシンシア・ハート 小売業 その他小売 5%

82,913 東京都 港区 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｏ サービス 飲食業 5%

82,914 東京都 港区 サロンドアダージョ サービス 理容・美容業 5%

82,915 東京都 港区 ｓａｌｏｎｄｅＡＹＡＭＥＮ サービス 理容・美容業 5%

82,916 東京都 港区 ＳａｌｏｎｄｅＢｅａｕｔｅＶｉｖａｎｔ サービス 理容・美容業 5%

82,917 東京都 港区 ＳＡＬＯＮ　ｄｅ　ＬＵＰＩＡ サービス 理容・美容業 5%

82,918 東京都 港区 Ｓａｌｏｎｄｅｒｅｖｅ サービス 理容・美容業 5%

82,919 東京都 港区 ＴｈｅＷｉｎｅｒｙＴｏｋｙｏ サービス その他サービス 5%

82,920 東京都 港区 サン・ビスタ東日本 サービス 宿泊業 5%

82,921 東京都 港区 三岳 サービス 飲食業 5%

82,922 東京都 港区 サンキエームセゾン サービス その他サービス 5%

82,923 東京都 港区 三喜商事 サービス その他サービス 5%

82,924 東京都 港区 サン共同税理士法人　青山オフィス サービス その他サービス 5%

82,925 東京都 港区 サングリア　青山店 サービス 飲食業 5%

82,926 東京都 港区 三光白衣　新橋店 小売業 衣料品 5%

82,927 東京都 港区 サンコロオル 小売業 衣料品 5%

82,928 東京都 港区 サンコロオル　ミサキ 小売業 衣料品 5%

82,929 東京都 港区 サンコロール 小売業 衣料品 5%

82,930 東京都 港区 Ｓａｎｓａｎ　ＯＮＥ サービス 飲食業 5%

82,931 東京都 港区 ＳＵＮＳＨＩＮＥ　ＪＵＩＣＥ サービス 飲食業 5%

82,932 東京都 港区 サンズ日の出　白金 小売業 電化製品 5%

82,933 東京都 港区 産直居酒屋ないす　浜松町店 サービス 飲食業 5%

82,934 東京都 港区 サンドイッチハウス　Ｈ サービス 飲食業 5%

82,935 東京都 港区 三と十 サービス 飲食業 5%

82,936 東京都 港区 サンライズプロモーション東京 サービス その他サービス 5%

82,937 東京都 港区 365 小売業 食料品 5%

82,938 東京都 港区 ＴＨＥＡＴＥＲ サービス 理容・美容業 5%

82,939 東京都 港区 ＣＩＡＲＯＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

82,940 東京都 港区 ＧＩＯエンターテインメント サービス その他サービス 5%

82,941 東京都 港区 Ｃ．Ｈ．Ａｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

82,942 東京都 港区 ＳＥＡＱＵＥＮＣＥ サービス 理容・美容業 5%

82,943 東京都 港区 ＣＣＦＪ語学センター サービス その他サービス 5%

82,944 東京都 港区 ＣＰサロン　青山 小売業 その他小売 5%

82,945 東京都 港区 ＴｈｅＥａｒＳａｌｏｎ南青山 サービス その他サービス 5%

82,946 東京都 港区 ＳＥＡＬ表参道本店 小売業 衣料品 5%

82,947 東京都 港区 ＪＳ　ＬＥＳＳＡＧＥ　青山 小売業 衣料品 5%

82,948 東京都 港区 ＪＳ　Ｌｕｘｅ　青山 小売業 衣料品 5%

82,949 東京都 港区 ＪＭＳ　医療・介護用品ショップ 小売業 その他小売 5%

82,950 東京都 港区 ＪＪ内原　ガレリア乃木坂３Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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82,951 東京都 港区 ＪＪガレリア　ＵＣＨＩＨＡＲＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,952 東京都 港区 Ｊ＇ｓＰＯＲＴ サービス その他サービス 5%

82,953 東京都 港区 ＪＴアセット サービス その他サービス 5%

82,954 東京都 港区 株式会社ジェイワールドトラベル　本社 サービス その他サービス 5%

82,955 東京都 港区 シェークスピア・アンド・カンパニー 小売業 貴金属・服飾品 5%

82,956 東京都 港区 ＪＣＡキャンドルスタジオ サービス その他サービス 5%

82,957 東京都 港区 ジェットコネクトリカーショップ サービス その他サービス 5%

82,958 東京都 港区 ＧＥＮＯＳ　ＲＯＰＰＯＮＧＩ サービス 理容・美容業 5%

82,959 東京都 港区 ジェラテリア・デルソーレ麻布ファブリカ サービス 飲食業 5%

82,960 東京都 港区 Ｃｉｅｌ　ｂｌｅｕ サービス 理容・美容業 5%

82,961 東京都 港区 シエンティア サービス その他サービス 5%

82,962 東京都 港区 ＧＥＮＴ＆ＨＯＮＥＹ サービス 理容・美容業 5%

82,963 東京都 港区 ＧＥＮＴ＋ＨＯＮＥＹＨＥＡＤＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

82,964 東京都 港区 汐彩 サービス 飲食業 5%

82,965 東京都 港区 汐留ドラッグ 小売業 その他小売 5%

82,966 東京都 港区 汐留バル　７ サービス 飲食業 5%

82,967 東京都 港区 汐留バル７　２階 サービス 飲食業 5%

82,968 東京都 港区 セブン－イレブン汐留ビルディング店 小売業 食料品 2%

82,969 東京都 港区 汐留ホール サービス その他サービス 5%

82,970 東京都 港区 紫玉蘭 サービス 飲食業 5%

82,971 東京都 港区 シグネット サービス その他サービス 5%

82,972 東京都 港区 姿勢治療院ｔｅｔｏｔｅ サービス その他サービス 5%

82,973 東京都 港区 四川小吃 雲辣坊 サービス 飲食業 5%

82,974 東京都 港区 七りん サービス 飲食業 5%

82,975 東京都 港区 地鶏道　大はし サービス 飲食業 5%

82,976 東京都 港区 Ｃｉｔｒｏｎ サービス 理容・美容業 5%

82,977 東京都 港区 セブン－イレブン品川イーストワンタワー店 小売業 食料品 2%

82,978 東京都 港区 セブン－イレブン品川駅前店 小売業 食料品 2%

82,979 東京都 港区 品川ナチュラルファースト サービス その他サービス 5%

82,980 東京都 港区 セブン－イレブン品川プリンスホテル店 小売業 食料品 2%

82,981 東京都 港区 信濃屋　新橋店 小売業 食料品 5%

82,982 東京都 港区 しのだうどん サービス 飲食業 5%

82,983 東京都 港区 シーバイカリスタ表参道店 サービス その他サービス 5%

82,984 東京都 港区 芝浦いりき サービス その他サービス 5%

82,985 東京都 港区 芝浦工業大学生協　豊洲店 サービス その他サービス 5%

82,986 東京都 港区 芝浦工業大学生協　豊洲店 サービス その他サービス 5%

82,987 東京都 港区 芝浦工業大学生協　豊洲店 サービス その他サービス 5%

82,988 東京都 港区 セブン－イレブン芝浦３丁目店 小売業 食料品 2%

82,989 東京都 港区 セブン－イレブン芝浦ベイワード店 小売業 食料品 2%

82,990 東京都 港区 芝片門前海山 サービス 飲食業 5%

82,991 東京都 港区 セブン－イレブン芝公園１丁目店 小売業 食料品 2%

82,992 東京都 港区 芝工大生協　豊洲ＳＢ サービス その他サービス 5%
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82,993 東京都 港区 芝工大生協　豊洲食堂 サービス その他サービス 5%

82,994 東京都 港区 芝崎プロポーション＆ボディケア サービス その他サービス 5%

82,995 東京都 港区 ＪＹＰＥＲ’Ｓ　新橋店 小売業 その他小売 5%

82,996 東京都 港区 芝園橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

82,997 東京都 港区 セブン－イレブン芝大門１丁目店 小売業 食料品 2%

82,998 東京都 港区 芝大門　さくら サービス 飲食業 5%

82,999 東京都 港区 セブン－イレブン芝大門２丁目店 小売業 食料品 2%

83,000 東京都 港区 芝虎　西新橋店　西新橋店 サービス 飲食業 5%

83,001 東京都 港区 セブン－イレブン芝フロントビル店 小売業 食料品 2%

83,002 東京都 港区 ＳｈｉｂｕｙａＨｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

83,003 東京都 港区 司法書士法人アスミール合同事務所 サービス その他サービス 5%

83,004 東京都 港区 下村タクシー サービス 運輸業 5%

83,005 東京都 港区 じゃじゃ馬　　新橋店 サービス 飲食業 5%

83,006 東京都 港区 ＪＡＳＭＩＮＥＴＨＡＩ六本木店 サービス 飲食業 5%

83,007 東京都 港区 ジャックポット品川 サービス 飲食業 5%

83,008 東京都 港区 ジャパンふじ 小売業 家具・調度品 5%

83,009 東京都 港区 しゃぶせん サービス 飲食業 5%

83,010 東京都 港区 しゃぶせん　赤坂店 サービス 飲食業 5%

83,011 東京都 港区 しゃぶせん　ＴＢＳ店 サービス 飲食業 5%

83,012 東京都 港区 シャポン青山店 小売業 食料品 5%

83,013 東京都 港区 ＪＡＭＩＮ　ＰＵＥＣＨ 小売業 衣料品 5%

83,014 東京都 港区 写楽　赤坂店 サービス 飲食業 5%

83,015 東京都 港区 しゃらら亭ａｎｄａゴリラ サービス 飲食業 5%

83,016 東京都 港区 ＣＨＡＲＣＵＴ〔シャルキュ〕 サービス 飲食業 5%

83,017 東京都 港区 ジャングルＧＹＭ サービス その他サービス 5%

83,018 東京都 港区 ｓｈａｎｔｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

83,019 東京都 港区 じゃんぱら　新橋店 小売業 電化製品 5%

83,020 東京都 港区 シャンパンカフェラ・ブルー サービス 飲食業 5%

83,021 東京都 港区 シャンボール株式会社　焼肉しゃぶしゃぶシャンボール サービス 飲食業 5%

83,022 東京都 港区 自由が丘バーガー　青山店 サービス 飲食業 5%

83,023 東京都 港区 重慶飯店　麻布賓館 サービス 飲食業 5%

83,024 東京都 港区 シューズメイト　赤坂見附店 小売業 衣料品 5%

83,025 東京都 港区 株式会社寿英実 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,026 東京都 港区 ジュエリー工房Ｏｒｅｆｉｃｅ 表参道店 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,027 東京都 港区 ジュエリー幸 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,028 東京都 港区 ジュエリー服部 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,029 東京都 港区 ジュエリー舞 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,030 東京都 港区 Ｊｅｗｅｌ サービス 理容・美容業 5%

83,031 東京都 港区 ｊｇ 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,032 東京都 港区 Ｊｅｗｅｌ美容室 サービス 理容・美容業 5%

83,033 東京都 港区 シュオリーエステティック＆ネイル サービス その他サービス 5%

83,034 東京都 港区 熟成古酒処 小売業 食料品 5%
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83,035 東京都 港区 酒肴ほたる　赤坂 サービス 飲食業 5%

83,036 東京都 港区 ＳＨＯＥＳ　ａｎｄ　ＴＨＩＮＧＳ 小売業 衣料品 5%

83,037 東京都 港区 シューズメイト新橋店 小売業 衣料品 5%

83,038 東京都 港区 酒蔵季赤坂見附店 サービス 飲食業 5%

83,039 東京都 港区 出張マッサージ ＧＡＩＡ治療院 出張マッサージ ＧＡＩＡ治療院 サービス その他サービス 5%

83,040 東京都 港区 酒亭　穂椋 サービス 飲食業 5%

83,041 東京都 港区 Ｓｈｕｍｏｒｅ ｐｉｅｒｓ サービス 理容・美容業 5%

83,042 東京都 港区 酒遊　亭久五 サービス 飲食業 5%

83,043 東京都 港区 朱里 サービス 飲食業 5%

83,044 東京都 港区 株式会社　春秋 サービス 飲食業 5%

83,045 東京都 港区 正泰苑　芝大門 サービス 飲食業 5%

83,046 東京都 港区 小天地 サービス 飲食業 5%

83,047 東京都 港区 食彩ガーデン サービス 飲食業 5%

83,048 東京都 港区 叙々苑　赤坂田町通り店 サービス 飲食業 5%

83,049 東京都 港区 叙々苑　麻布十番店 サービス 飲食業 5%

83,050 東京都 港区 叙々苑　游玄亭　赤坂 サービス 飲食業 5%

83,051 東京都 港区 叙々苑　游玄亭　西麻布本館 サービス 飲食業 5%

83,052 東京都 港区 叙々苑　六本木店 サービス 飲食業 5%

83,053 東京都 港区 叙々苑　六本木本店 サービス 飲食業 5%

83,054 東京都 港区 叙々苑キッチン　麻布十番店 サービス 飲食業 5%

83,055 東京都 港区 叙々苑品川プリンスホテル店 サービス 飲食業 5%

83,056 東京都 港区 祥瑞 サービス 飲食業 5%

83,057 東京都 港区 ｇｉｒｒａ　ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ サービス 理容・美容業 5%

83,058 東京都 港区 知るカフェ慶応義塾大学前店 サービス 飲食業 5%

83,059 東京都 港区 ＳＩＫＶＥＲＢＡＣＫＴＯＫＹＯ サービス その他サービス 5%

83,060 東京都 港区 代市作次郎商店 小売業 その他小売 5%

83,061 東京都 港区 白金ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

83,062 東京都 港区 白金イマカラ サービス 飲食業 5%

83,063 東京都 港区 白金　可呂久 サービス 飲食業 5%

83,064 東京都 港区 株式会社イロんな学校ドットコム サービス その他サービス 2%

83,065 東京都 港区 セブン－イレブン白金台駅前店 小売業 食料品 2%

83,066 東京都 港区 白金はなぞの霊園 小売業 その他小売 5%

83,067 東京都 港区 ＧｉｒｏＳｔｕｄｉｏＴｏｋｙｏ 小売業 衣料品 5%

83,068 東京都 港区 ジローモンドスポーツ　青山店 小売業 その他小売 5%

83,069 東京都 港区 ＤＯＫＵＳＯ映画館 サービス その他サービス 5%

83,070 東京都 港区 新橋亭 新橋亭新館 サービス 飲食業 5%

83,071 東京都 港区 シンシア・ガーデンカフェ サービス 飲食業 5%

83,072 東京都 港区 シンシアガーデン 小売業 その他小売 5%

83,073 東京都 港区 シンシア・ハート 小売業 その他小売 5%

83,074 東京都 港区 新時代新橋銀座口店 サービス 飲食業 5%

83,075 東京都 港区 新時代新橋店 サービス 飲食業 5%

83,076 東京都 港区 新時代虎ノ門駅改札口店 サービス 飲食業 5%

1980



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

83,077 東京都 港区 新時代はなれ新橋店 サービス 飲食業 5%

83,078 東京都 港区 新橋なもバー サービス 飲食業 5%

83,079 東京都 港区 新橋魚金　六本木店 サービス 飲食業 5%

83,080 東京都 港区 セブン－イレブン新橋駅前店 小売業 食料品 2%

83,081 東京都 港区 セブン－イレブン新橋５丁目店 小売業 食料品 2%

83,082 東京都 港区 新橋酒場　酒津屋 サービス 飲食業 5%

83,083 東京都 港区 ダイナトラップ新橋 サービス その他サービス 5%

83,084 東京都 港区 新橋正泰苑 サービス 飲食業 5%

83,085 東京都 港区 新橋書店 新橋書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

83,086 東京都 港区 セブン－イレブン新橋第一京浜店 小売業 食料品 2%

83,087 東京都 港区 新橋ビジネスガーデン サービス その他サービス 5%

83,088 東京都 港区 新橋四丁目酒場　わっつり サービス 飲食業 5%

83,089 東京都 港区 新橋　炉ばたや サービス 飲食業 5%

83,090 東京都 港区 甚六 サービス 飲食業 5%

83,091 東京都 港区 瑞華楼 サービス 飲食業 5%

83,092 東京都 港区 ｓｗｉｔｃｈ（ｓｏｒｒｉｓｏ） サービス 理容・美容業 5%

83,093 東京都 港区 ｓｗｉｔｃｈ サービス 理容・美容業 5%

83,094 東京都 港区 たるかわ サービス 理容・美容業 5%

83,095 東京都 港区 ｓｗｉｔｃｈ ｓｗｉｔｃｈ サービス 理容・美容業 2%

83,096 東京都 港区 ＳｗｅａｔＤｅｓｉｇｎｓ 小売業 衣料品 5%

83,097 東京都 港区 スカイ赤坂ビューレックス店 サービス 理容・美容業 5%

83,098 東京都 港区 スカイ第一ホテル店 サービス 理容・美容業 5%

83,099 東京都 港区 スキーショップ　ジロー 小売業 その他小売 5%

83,100 東京都 港区 Ｓｋｉｎｎｉｅ サービス 理容・美容業 5%

83,101 東京都 港区 ＳｑｕａｒｅＳｋｉＳｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

83,102 東京都 港区 ｍｏｎｔａｇｅ 小売業 衣料品 5%

83,103 東京都 港区 鮨　葵 サービス 飲食業 5%

83,104 東京都 港区 鮨　葵 サービス 飲食業 5%

83,105 東京都 港区 鮨いまむら サービス 飲食業 5%

83,106 東京都 港区 鮨かくの サービス 飲食業 5%

83,107 東京都 港区 ＳＵＳＨＩ　ＫＩＳＡＲＡＧＩ サービス 飲食業 5%

83,108 東京都 港区 鮨きのした サービス 飲食業 5%

83,109 東京都 港区 すし龍尚 サービス 飲食業 5%

83,110 東京都 港区 すし　龍尚 サービス 飲食業 5%

83,111 東京都 港区 鮨真喜 サービス 飲食業 5%

83,112 東京都 港区 鮨十 サービス 飲食業 5%

83,113 東京都 港区 寿司處　金兵衛 サービス 飲食業 5%

83,114 東京都 港区 寿司勇 サービス 飲食業 5%

83,115 東京都 港区 ＳＵＺＵ　ＣＡＦＥ　六本木 サービス 飲食業 5%

83,116 東京都 港区 鈴木和夫 サービス その他サービス 5%

83,117 東京都 港区 ｓｕｚｕｋｉ　ｔａｋａｙｕｋｉ 小売業 衣料品 5%

83,118 東京都 港区 鈴木三河屋 本店 小売業 食料品 5%

1981



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

83,119 東京都 港区 すずなり サービス その他サービス 5%

83,120 東京都 港区 すずのき サービス 飲食業 5%

83,121 東京都 港区 ＳＴＡＲＳ　表参道 サービス 理容・美容業 5%

83,122 東京都 港区 ＳＴＹＬＥＳＨＯＷＮ サービス その他サービス 5%

83,123 東京都 港区 ＳＴＵＤＩＯ　ＴＲＯＮ サービス その他サービス 5%

83,124 東京都 港区 スタジオ　ビーツ サービス その他サービス 5%

83,125 東京都 港区 ＳＴＵＤＩＯ　ＩＮＳＩＮＹＵＲ 小売業 衣料品 5%

83,126 東京都 港区 スタジオコフレ　南青山スタジオ サービス その他サービス 5%

83,127 東京都 港区 スタジオ創赤坂店 サービス その他サービス 5%

83,128 東京都 港区 スタジオ２３六本木 サービス その他サービス 5%

83,129 東京都 港区 スタジオトロン サービス その他サービス 5%

83,130 東京都 港区 スタジオベイド　高輪店 サービス その他サービス 5%

83,131 東京都 港区 ＳＴＵＤＩＯ　ＷＨＩＴＥ サービス 宿泊業 5%

83,132 東京都 港区 スタジオ・マリィアンヌ サービス その他サービス 5%

83,133 東京都 港区 株式会社レイヴァリー サービス その他サービス 5%

83,134 東京都 港区 スターメーカー 小売業 その他小売 5%

83,135 東京都 港区 スターメーカースタジオ　芝浦スタジオ サービス その他サービス 5%

83,136 東京都 港区 スタンドシャン食－ＴＯＫＹＯ赤坂見附－ サービス 飲食業 5%

83,137 東京都 港区 スタンドシャン食－ＴＯＫＹＯ新橋虎ノ門－ サービス 飲食業 5%

83,138 東京都 港区 ＳｔａｎｄＢａｒ７ サービス 飲食業 5%

83,139 東京都 港区 ステーキモンスター六本木 サービス 飲食業 5%

83,140 東京都 港区 ステレオサウンド 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

83,141 東京都 港区 ストラスブルゴ　東京ミッドタウン店 小売業 衣料品 5%

83,142 東京都 港区 ストラスブルゴ南青山ウィメンズ 小売業 衣料品 5%

83,143 東京都 港区 ストラスブルゴ南青山メンズ 小売業 衣料品 5%

83,144 東京都 港区 ＳＴＲＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

83,145 東京都 港区 ストリ－マ－エスプレッソ外苑前 サービス 飲食業 5%

83,146 東京都 港区 ストリ－マ－エスプレッソ六本木 サービス 飲食業 5%

83,147 東京都 港区 ストリングスホテル東京インターコンチネンタル サービス 宿泊業 2%

83,148 東京都 港区 スナックａｅｒｕ サービス 飲食業 5%

83,149 東京都 港区 ＳＮＡＣＫ　ＣＩＴＹ　ＲＯＰＰＯＮＧＩ サービス 飲食業 5%

83,150 東京都 港区 ＳＰＡ　ＩＢＵＫＩ サービス その他サービス 5%

83,151 東京都 港区 ＳＰＡＪＩＯ　田町店 サービス 飲食業 5%

83,152 東京都 港区 ＳＰａＴｉｏ５６１０ サービス その他サービス 5%

83,153 東京都 港区 Ｓｐｏｒｔｓ Ｂａｒ ＳＰＡＬＴＩ サービス 飲食業 5%

83,154 東京都 港区 Ｓｐｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

83,155 東京都 港区 ＳｏｕｐＳｔｏｃｋＴｏｋｙｏ広尾店 サービス 飲食業 5%

83,156 東京都 港区 スフィア　パテックフィリップ　ギャラリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,157 東京都 港区 スフィア　パテックフィリップブティック 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,158 東京都 港区 スフィアパテックフィリップブティック東京 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,159 東京都 港区 ＳＰＨＥＲＥ　ＬＩＧＨＴ 小売業 その他小売 5%

83,160 東京都 港区 スブリム サービス 飲食業 5%

1982



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

83,161 東京都 港区 スプリーム サービス 理容・美容業 5%

83,162 東京都 港区 アイラッシュ＆ネイルサロンＳＰＲＩＮＧ サービス 理容・美容業 5%

83,163 東京都 港区 スプンティーノ　青山店 小売業 衣料品 5%

83,164 東京都 港区 スペインバルジャヌーラ サービス 飲食業 5%

83,165 東京都 港区 ＳＭＩＬＥＬＡＢＯ 小売業 食料品 5%

83,166 東京都 港区 墨篝 サービス その他サービス 5%

83,167 東京都 港区 炭匠／円居 サービス 飲食業 5%

83,168 東京都 港区 炭火ＢＡＲ　集　新橋店 サービス 飲食業 5%

83,169 東京都 港区 炭火や サービス 飲食業 5%

83,170 東京都 港区 ｓｍｏｏｃｈ六本木 サービス 理容・美容業 5%

83,171 東京都 港区 Ｓｍｏｏｔｈ．ｓｈａｐｉｎｇ サービス その他サービス 5%

83,172 東京都 港区 Ｓｕｍｕｌｉａ麻布十番店 サービス その他サービス 5%

83,173 東京都 港区 Ｔｈｒｅｅｅ サービス 理容・美容業 5%

83,174 東京都 港区 純豆腐　田舎家 サービス 飲食業 5%

83,175 東京都 港区 世阿弥 サービス 飲食業 5%

83,176 東京都 港区 生活彩家ヴェルエクール店 小売業 その他小売 2%

83,177 東京都 港区 生活彩家汐留ツインパークス店 小売業 その他小売 2%

83,178 東京都 港区 生活彩家虎ﾉ門JTビル店 小売業 その他小売 2%

83,179 東京都 港区 生活秘書 サービス その他サービス 5%

83,180 東京都 港区 Ｓｅｉｂｉｉ サービス その他サービス 5%

83,181 東京都 港区 セイビア麻布十番店 小売業 その他小売 5%

83,182 東京都 港区 清美堂真珠 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,183 東京都 港区 株式会社ＲＥＴＡＩＬＰＡＲＴＮＥＲ サービス その他サービス 5%

83,184 東京都 港区 税理士法人小谷会計 サービス その他サービス 5%

83,185 東京都 港区 ．２［セカンド］ サービス その他サービス 5%

83,186 東京都 港区 Ｚｅｋｔ サービス その他サービス 5%

83,187 東京都 港区 １６ａｖｅｎｕｅ 小売業 衣料品 5%

83,188 東京都 港区 ＷＥＬＬＮＥＳＳＳＡＬＯＮ銀座ＴＨＡＬＥＩＡ サービス その他サービス 5%

83,189 東京都 港区 瀬戸／ＭａｎｈａｔｔａｎＧｒｉｌｌ サービス 飲食業 5%

83,190 東京都 港区 ＣＥＲＡ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

83,191 東京都 港区 セラミカ青山 小売業 その他小売 5%

83,192 東京都 港区 瀬里奈　サロン サービス 飲食業 5%

83,193 東京都 港区 瀬里奈　本店 サービス 飲食業 5%

83,194 東京都 港区 ＣＥＬＦ サービス その他サービス 5%

83,195 東京都 港区 Ｓｅｌｅｃｔｉｖｉｔｙ． サービス その他サービス 5%

83,196 東京都 港区 セレクトサロンオバメイ 小売業 衣料品 5%

83,197 東京都 港区 セレクトショップ　京 小売業 家具・調度品 5%

83,198 東京都 港区 セブン－イレブンセレスティン芝三井ビル店 小売業 食料品 2%

83,199 東京都 港区 ＨＡＬＬｂｙＳｅｌｌｅｎａｔｅｌａ 小売業 衣料品 5%

83,200 東京都 港区 セレンディピティ 小売業 衣料品 5%

83,201 東京都 港区 306 サービス 飲食業 5%

83,202 東京都 港区 603 サービス 飲食業 5%

1983



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

83,203 東京都 港区 セブン－イレブン泉岳寺駅前店 小売業 食料品 2%

83,204 東京都 港区 禅指圧　居士会安陪治療院 サービス その他サービス 5%

83,205 東京都 港区 ＳＥＮＳＵＭＥＴＡＬＪＡＰＡＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,206 東京都 港区 Ｓｃｅｎｔ　　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

83,207 東京都 港区 ＺＥＮＮＯＡＳａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

83,208 東京都 港区 ＺＥＮＦＯＴＯＧＡＬＬＥＲＹ サービス その他サービス 5%

83,209 東京都 港区 ソイ六本木 サービス 飲食業 5%

83,210 東京都 港区 ＳＯＵ・ＳＯＵ　ＫＹＯＴＯ　青山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,211 東京都 港区 Ｓｏ　Ｂｅａｕｔｙ 小売業 衣料品 5%

83,212 東京都 港区 惣菜ダイニングてる サービス 飲食業 5%

83,213 東京都 港区 爪飾工房 サービス 理容・美容業 5%

83,214 東京都 港区 ソウプラス白金店 サービス その他サービス 5%

83,215 東京都 港区 ソウルフードバンコク溜池山王店 サービス 飲食業 5%

83,216 東京都 港区 鶴千　赤坂見附 サービス 飲食業 5%

83,217 東京都 港区 ＳＯＴＡ　ＪＡＰＡＮ 小売業 衣料品 5%

83,218 東京都 港区 ソクスポ サービス その他サービス 5%

83,219 東京都 港区 ソニアジョーンズ東京店 小売業 衣料品 5%

83,220 東京都 港区 ソニーショップ　テックスタッフ 小売業 電化製品 5%

83,221 東京都 港区 ソニーショップ　テックスタッフ 小売業 電化製品 5%

83,222 東京都 港区 そば雨滴声 サービス 飲食業 5%

83,223 東京都 港区 そば作　そば作 サービス 飲食業 5%

83,224 東京都 港区 そば処　大吉田 サービス 飲食業 5%

83,225 東京都 港区 蕎麦六本 サービス 飲食業 5%

83,226 東京都 港区 聳え別館となり サービス 飲食業 5%

83,227 東京都 港区 ＳＯＦＡ１００％ＮＯＹＥＳ東京 小売業 家具・調度品 5%

83,228 東京都 港区 ソフトバンク社内レストラン サービス 飲食業 5%

83,229 東京都 港区 ソフトバンク社内レストラン「Ｆｅｓｔａ」 サービス 飲食業 5%

83,230 東京都 港区 染一会 小売業 衣料品 5%

83,231 東京都 港区 ＳＯＲＡ　表参道 サービス 理容・美容業 5%

83,232 東京都 港区 空の灯 サービス 飲食業 5%

83,233 東京都 港区 ＳＯＲＲＩＳＯ サービス 理容・美容業 5%

83,234 東京都 港区 ＳＯＬＵＮＡ サービス その他サービス 5%

83,235 東京都 港区 ソレイユのワイン会 サービス その他サービス 5%

83,236 東京都 港区 ＳＯＬＥ外苑店 サービス 理容・美容業 5%

83,237 東京都 港区 株式会社ｓｏｒｅｋａｒａ サービス その他サービス 5%

83,238 東京都 港区 タート・ヴァン サービス 飲食業 5%

83,239 東京都 港区 ＴＡＢＬＥ　ＭＯＴＯＨ サービス 飲食業 5%

83,240 東京都 港区 ダイコクドラッグ赤坂みすじ通り店 小売業 その他小売 5%

83,241 東京都 港区 タイ式ボディケアｃｈａｉ六本木店 サービス その他サービス 5%

83,242 東京都 港区 ｄｉｎｉｎｇｂａｒＲｅｄｄ サービス 飲食業 5%

83,243 東京都 港区 ＢＡＲ　Ｈｉｄｄｅｎ　Ｌｏｕｎｇｅ サービス 飲食業 5%

83,244 東京都 港区 タイの食卓 オールドタイランド 新橋店 サービス 飲食業 5%
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83,245 東京都 港区 台場カザーナ 台場カザーナ サービス 飲食業 5%

83,246 東京都 港区 大門はしもと サービス 飲食業 5%

83,247 東京都 港区 ダイヤモンドカメラ　霞が関ビル店 小売業 電化製品 5%

83,248 東京都 港区 本格タイ料理バンセーン西新橋店 サービス 飲食業 5%

83,249 東京都 港区 タイレストラン　ブアデタイ サービス 飲食業 5%

83,250 東京都 港区 ＤＯＷＮ　ＴＨＥ　ＳＴＡＩＲＳ 小売業 衣料品 5%

83,251 東京都 港区 ＴＡＯＮＨＡ． 小売業 衣料品 5%

83,252 東京都 港区 高取焼宗家　東京店 小売業 家具・調度品 5%

83,253 東京都 港区 高輪　手島理髪店 サービス 理容・美容業 5%

83,254 東京都 港区 高輪赤のれん サービス 飲食業 5%

83,255 東京都 港区 高輪隠れ家サロン　池脇賛家 サービス その他サービス 5%

83,256 東京都 港区 セブン－イレブン高輪台駅前店 小売業 食料品 2%

83,257 東京都 港区 高野木工　東京ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

83,258 東京都 港区 宝屋 サービス 飲食業 5%

83,259 東京都 港区 田口 小売業 ガソリンスタンド 2%

83,260 東京都 港区 武和国際特許事務所 サービス その他サービス 5%

83,261 東京都 港区 ｄａｋｏｔａ　ｒａｃｙ サービス 理容・美容業 5%

83,262 東京都 港区 但馬屋／宇和乃島 サービス 飲食業 5%

83,263 東京都 港区 タチカワ東京支店（法人販売） サービス その他サービス 5%

83,264 東京都 港区 立喰いそば 丹波屋 サービス 飲食業 5%

83,265 東京都 港区 Ｔａｃｈｉ?Ｎｕ 小売業 衣料品 5%

83,266 東京都 港区 ＴＡＴＳＵＯＺＡＷＡ株式会社 サービス その他サービス 5%

83,267 東京都 港区 Ｔａｃｋｅｙ サービス 飲食業 5%

83,268 東京都 港区 ＢＲＥＡＫＳ サービス その他サービス 5%

83,269 東京都 港区 ダニエルシェイプ サービス 理容・美容業 5%

83,270 東京都 港区 Ｄａ　Ｐａｓｔａｍｉｓｔａ サービス 飲食業 5%

83,271 東京都 港区 ダブルウィズ サービス その他サービス 5%

83,272 東京都 港区 タマガワヤ 小売業 食料品 5%

83,273 東京都 港区 玉金　六本木店 サービス 飲食業 5%

83,274 東京都 港区 田町ゴルフレンジ サービス その他サービス 5%

83,275 東京都 港区 田町店 小売業 衣料品 5%

83,276 東京都 港区 たまゆら庵 サービス その他サービス 5%

83,277 東京都 港区 タマリヤ 小売業 その他小売 5%

83,278 東京都 港区 タマリヤ 小売業 その他小売 5%

83,279 東京都 港区 ＤＡＭＩＡ　【ダミア】 サービス 理容・美容業 5%

83,280 東京都 港区 タミヤプラモデルファクトリー新橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

83,281 東京都 港区 田村町　升本 サービス 飲食業 5%

83,282 東京都 港区 鱈腹魚金 サービス 飲食業 5%

83,283 東京都 港区 ＤＡＬ－ＭＡＴＴＯ　西麻布 サービス 飲食業 5%

83,284 東京都 港区 淡悦 サービス 飲食業 5%

83,285 東京都 港区 たんす屋　麻布十番店 小売業 衣料品 5%

83,286 東京都 港区 ｆｌｏｗｅｒ　ｓｈｏｐだんだん畑 小売業 その他小売 5%
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83,287 東京都 港区 ＤＡＨ　ＭＳＰ　赤坂店 サービス 理容・美容業 5%

83,288 東京都 港区 たんや又兵衛 サービス 飲食業 5%

83,289 東京都 港区 たんや又兵衛しゃぶしゃぶ店 サービス 飲食業 5%

83,290 東京都 港区 Ｃｅｓｋｙ麻布十番店 サービス 飲食業 5%

83,291 東京都 港区 Ｃｈｅｒｒｙｂｌｏｓｓｏｍｓ 小売業 家具・調度品 5%

83,292 東京都 港区 ＣＨＡＮＧＥ サービス 飲食業 5%

83,293 東京都 港区 Ｃｈｉｋａｒａフィットネス株式会社 サービス その他サービス 5%

83,294 東京都 港区 チキンワークス白金　田町芝浦店 小売業 食料品 5%

83,295 東京都 港区 Ｔｉｃｋｅｔｓ　Ｔｏｄａｙ　ＳＰＩＲＡＬ サービス その他サービス 5%

83,296 東京都 港区 Ｃｉｃｃｉ　Ｆａｎｔａｓｔｉｃｏ サービス 飲食業 5%

83,297 東京都 港区 ちとせ 小売業 その他小売 5%

83,298 東京都 港区 チポーラ サービス その他サービス 5%

83,299 東京都 港区 ＣＨＩＮＡ三丁目 サービス 飲食業 5%

83,300 東京都 港区 チャイナハウス來來 サービス 飲食業 5%

83,301 東京都 港区 チャヤマクロビオティックス　ロイヤルパークホテル東京汐留店 サービス 飲食業 5%

83,302 東京都 港区 ちゃんこ玉海力赤坂店 サービス 飲食業 5%

83,303 東京都 港区 中華菜館　源記 サービス 飲食業 5%

83,304 東京都 港区 中華東海飯店大門本店 サービス 飲食業 5%

83,305 東京都 港区 中華東海飯店浜松町駅前店 サービス 飲食業 5%

83,306 東京都 港区 中国家庭料理　春夏冬 サービス 飲食業 5%

83,307 東京都 港区 中国茶房８　赤坂店 サービス 飲食業 5%

83,308 東京都 港区 中国茶房８　麻布十番店 サービス 飲食業 5%

83,309 東京都 港区 中国茶房８　六本木店 サービス 飲食業 5%

83,310 東京都 港区 中国四川料理天然居 サービス 飲食業 5%

83,311 東京都 港区 中国珍味調鼎 サービス 飲食業 5%

83,312 東京都 港区 中国飯店 サービス 飲食業 5%

83,313 東京都 港区 中国飯店富麗華 サービス 飲食業 5%

83,314 東京都 港区 ＫＪＵＳ　ＳＨＯＰ　ＴＯＫＹＯ 小売業 その他小売 5%

83,315 東京都 港区 ＴＵＢＥライブグッズ サービス その他サービス 5%

83,316 東京都 港区 潮夢来 サービス 飲食業 5%

83,317 東京都 港区 ｃｈｉｌｌｏｕｔ 小売業 衣料品 5%

83,318 東京都 港区 ちんちくりん　新橋２丁目店 サービス 飲食業 5%

83,319 東京都 港区 ちんちくりん新橋本店 サービス 飲食業 5%

83,320 東京都 港区 つか本 サービス 飲食業 5%

83,321 東京都 港区 月 サービス 飲食業 5%

83,322 東京都 港区 つきじ植むら　竹芝店 サービス 飲食業 5%

83,323 東京都 港区 辻留 サービス 飲食業 5%

83,324 東京都 港区 辻政／ＦＯＲＭＡＧＧＩＯ サービス 飲食業 5%

83,325 東京都 港区 つながるサポート株式会社 サービス その他サービス 5%

83,326 東京都 港区 つばくらめ サービス 飲食業 5%

83,327 東京都 港区 つばめＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

83,328 東京都 港区 ツボショップ 小売業 その他小売 5%
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83,329 東京都 港区 鶴見功樹ゴルフアカデミーインドアスクール サービス その他サービス 5%

83,330 東京都 港区 Ｔ・イナバ　広尾店 小売業 その他小売 5%

83,331 東京都 港区 ティア青山店 サービス 理容・美容業 5%

83,332 東京都 港区 ＤｅａｒＦａｍｉｌｙ南青山 小売業 家具・調度品 5%

83,333 東京都 港区 ＤＩＡＲＡ～ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ～ サービス その他サービス 5%

83,334 東京都 港区 Ｄａｙ　＆　Ａｎｎｙ　Ｓｈｉｂａ 小売業 食料品 5%

83,335 東京都 港区 ＴＲＴＡ東京リメディアルセラピーアカデミー サービス 理容・美容業 5%

83,336 東京都 港区 ＴＯ＋ＣＨａｉｒＤｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

83,337 東京都 港区 ティーズゴルフアカデミー　赤坂 サービス その他サービス 5%

83,338 東京都 港区 ＴｅｅｔｈｓａｌｏｎＬＡＢＩＯ サービス 理容・美容業 5%

83,339 東京都 港区 Ｔ－ＳｐｏｒｔｓＭａｎａｇｅｍｅｎｔ サービス その他サービス 5%

83,340 東京都 港区 Ｄ’ｓ１ サービス 飲食業 5%

83,341 東京都 港区 Ｄ１　ＭＩＬＡＭＯ 小売業 その他小売 5%

83,342 東京都 港区 ＤＩＥＴＲＯＬＥＱＵＩＮＴＥ 小売業 衣料品 5%

83,343 東京都 港区 ディーエーピーネットワーク 小売業 その他小売 5%

83,344 東京都 港区 ディオーネ麻布十番店 サービス 理容・美容業 5%

83,345 東京都 港区 ＴＡＫＥＩＴＥＡＳＹ サービス その他サービス 5%

83,346 東京都 港区 株式会社アウローラ帝國食堂 サービス 飲食業 5%

83,347 東京都 港区 ＤＡＩＳＹＬＩＮ 小売業 衣料品 5%

83,348 東京都 港区 Ｔｈｉｓ　ｏｍｏｔｅｓａｎｄｏ サービス 理容・美容業 5%

83,349 東京都 港区 ＤＩＴＡ青山本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,350 東京都 港区 ＤｉｐｐａｌａｃｅＲｏｐｐｏｎｇｉ サービス 飲食業 5%

83,351 東京都 港区 ｄｉｐｍａｈａｌ青山店 サービス 飲食業 5%

83,352 東京都 港区 ｄｉｐｍａｈａｌ溜池山王店１階 サービス 飲食業 5%

83,353 東京都 港区 ｄｉｐｍａｈａｌ溜池山王店２階 サービス 飲食業 5%

83,354 東京都 港区 ディナルディ 小売業 衣料品 5%

83,355 東京都 港区 ＴＥＡＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

83,356 東京都 港区 デイフィット田町 サービス その他サービス 5%

83,357 東京都 港区 ティリーフ サービス 理容・美容業 5%

83,358 東京都 港区 ティリーフ表参道店 サービス 理容・美容業 5%

83,359 東京都 港区 Ｄ１　ＭＩＬＡＮＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,360 東京都 港区 手打ちそば　二丘 サービス 飲食業 5%

83,361 東京都 港区 Ｔｅｃｈｎｉｃａｌｄｅｓｉｇｎ　Ｈａｉｒ　Ｓｕｐｒｅｍｅ サービス 理容・美容業 5%

83,362 東京都 港区 テコセンター表参道店 サービス その他サービス 5%

83,363 東京都 港区 ｄｅｓｉｇｎｔｏｐｅ サービス その他サービス 5%

83,364 東京都 港区 てしごと家　銀座店 サービス 飲食業 5%

83,365 東京都 港区 テストキッチンＨ サービス 飲食業 5%

83,366 東京都 港区 ですぺら サービス 飲食業 5%

83,367 東京都 港区 Ｄｅ．ｓｏｔ．ｂａｒＮＯＺＡＫＩ サービス 飲食業 5%

83,368 東京都 港区 鉄板・お好み焼まえなか サービス 飲食業 5%

83,369 東京都 港区 鉄板・お好焼かねいし サービス 飲食業 5%

83,370 東京都 港区 鉄板バル　Ｇａｐｐｏ サービス 飲食業 5%
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83,371 東京都 港区 鉄板焼　炭焼き　斎藤 サービス 飲食業 5%

83,372 東京都 港区 鉄板焼ｇｒｏｗ 六本木店 サービス 飲食業 5%

83,373 東京都 港区 鉄板焼　黒田屋 サービス 飲食業 5%

83,374 東京都 港区 鉄板焼　天　青山庵 サービス 飲食業 5%

83,375 東京都 港区 鉄ぱん屋弁兵衛　芝浦店 サービス 飲食業 5%

83,376 東京都 港区 Ｄｅｔｏｘ－ｌａｂ サービス 理容・美容業 5%

83,377 東京都 港区 デパール 南青山 デパール 表参道 サービス 理容・美容業 5%

83,378 東京都 港区 ｄｅｐａｒｔ　南青山 サービス 理容・美容業 5%

83,379 東京都 港区 ｄｅｐａｒｔ表参道 サービス 理容・美容業 5%

83,380 東京都 港区 ＤＵＶＥＴＩＣＡＡＯＹＡＭＡ 小売業 衣料品 5%

83,381 東京都 港区 Ｔｅｒｒａ サービス 飲食業 5%

83,382 東京都 港区 テラス４２４８サロンクボ・タカコ 小売業 衣料品 5%

83,383 東京都 港区 テラットリアエッフェ サービス 飲食業 5%

83,384 東京都 港区 テーラーフィールズ　新橋 小売業 衣料品 5%

83,385 東京都 港区 Ｄｅｌｉｅ サービス その他サービス 5%

83,386 東京都 港区 ＃ｃｈａｔ－ｄｅｌｉｖｅｒｙｌｕｎｃｈ サービス 飲食業 5%

83,387 東京都 港区 ＴＥＲＵ　ｃｈａｎ サービス 飲食業 5%

83,388 東京都 港区 天現寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

83,389 東京都 港区 天現寺カフェ サービス 飲食業 5%

83,390 東京都 港区 天鮨 サービス 飲食業 5%

83,391 東京都 港区 天童木工東京ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

83,392 東京都 港区 天ぷら銀屋 サービス 飲食業 5%

83,393 東京都 港区 天ぷらバル　ｃｈｏｐｓｔｉｃｋｓ サービス 飲食業 5%

83,394 東京都 港区 てんぷら前平 サービス 飲食業 5%

83,395 東京都 港区 てんぷら味覚 サービス 飲食業 5%

83,396 東京都 港区 デンメアティーハウス サービス その他サービス 5%

83,397 東京都 港区 ＴＯＹＰＵＴＩｎｃ サービス その他サービス 2%

83,398 東京都 港区 ドゥーアール サービス 飲食業 5%

83,399 東京都 港区 Ｔｗｏ　Ｄｏｇｓ　Ｔａｐｒｏｏｍ サービス 飲食業 5%

83,400 東京都 港区 Ｔｕｌｌｉｏ サービス 飲食業 5%

83,401 東京都 港区 ＴｕｅｓｍｏｎＴＲＥＳＯＲ 小売業 その他小売 5%

83,402 東京都 港区 ＴＵＯ　慶応生協芝共立書籍購買部 サービス その他サービス 5%

83,403 東京都 港区 ＴＵＯ　芝工大生協　豊洲店　書籍購買店 サービス その他サービス 5%

83,404 東京都 港区 ＴＵＯ　芝工大生協　豊洲店　食堂 サービス その他サービス 5%

83,405 東京都 港区 ＴＵＯ　東京海洋大学生協 サービス その他サービス 5%

83,406 東京都 港区 ＴＵＯ　東京海洋大学生協 サービス その他サービス 5%

83,407 東京都 港区 東海汽船　熱海支店 サービス その他サービス 5%

83,408 東京都 港区 東海汽船　大島支店 サービス その他サービス 5%

83,409 東京都 港区 東海汽船　竹芝支店 サービス その他サービス 5%

83,410 東京都 港区 東海汽船　竹芝支店 サービス その他サービス 5%

83,411 東京都 港区 東海汽船　御蔵島営業所 サービス その他サービス 5%

83,412 東京都 港区 東海飯店 サービス 飲食業 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

83,413 東京都 港区 東海飯店　大門本店 サービス 飲食業 5%

83,414 東京都 港区 東海飯店　浜松町駅ビル店 サービス 飲食業 5%

83,415 東京都 港区 ＳＴＵＤＩＯＶＩＣ サービス その他サービス 5%

83,416 東京都 港区 東京オーブン　赤坂店 サービス 飲食業 5%

83,417 東京都 港区 東京海洋大学生協　食堂部 サービス その他サービス 5%

83,418 東京都 港区 東京海洋大学生協 サービス その他サービス 5%

83,419 東京都 港区 東京海洋大学生協 サービス その他サービス 5%

83,420 東京都 港区 東京ガスリビングエンジニアリング サービス その他サービス 5%

83,421 東京都 港区 東京ガーデン 小売業 その他小売 5%

83,422 東京都 港区 東京元気アップショップ 小売業 その他小売 5%

83,423 東京都 港区 ＴＯＫＹＯＣＩＲＣＵＳＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

83,424 東京都 港区 東京さぬき倶楽部 サービス 宿泊業 5%

83,425 東京都 港区 Ｔ＆Ｃジョージア サービス 飲食業 5%

83,426 東京都 港区 東京真珠　青山 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,427 東京都 港区 東京セントラルトレーディング サービス その他サービス 5%

83,428 東京都 港区 東京通信電設株式会社 サービス その他サービス 5%

83,429 東京都 港区 東京ヒアリングケアセンター青山店 小売業 電化製品 5%

83,430 東京都 港区 ｔｏｋｙｏｂｉｓｔｒｏｓｃｏｐ サービス 飲食業 5%

83,431 東京都 港区 東京プリント工房 小売業 その他小売 5%

83,432 東京都 港区 東京プリント工房 小売業 その他小売 5%

83,433 東京都 港区 東京ポートボウル サービス その他サービス 5%

83,434 東京都 港区 東京本社 サービス 飲食業 5%

83,435 東京都 港区 東京本社 サービス その他サービス 5%

83,436 東京都 港区 ＴＯＫＹＯＭｅｄｉａＳｕｐｐｏｒｔ サービス その他サービス 5%

83,437 東京都 港区 東京ゆきざき専門館 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,438 東京都 港区 東京ゆきざき　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,439 東京都 港区 東京ラスク麻布十番 小売業 食料品 5%

83,440 東京都 港区 陶香堂 小売業 その他小売 5%

83,441 東京都 港区 ＤＥＵＸＩＥＭＥＣＬＡＳＳＥ　青山店 小売業 衣料品 5%

83,442 東京都 港区 ＤＥＵＸＩＥＭＥＣＬＡＳＳＥ青山店　催事 小売業 衣料品 5%

83,443 東京都 港区 東大生協　麻布支所 サービス その他サービス 5%

83,444 東京都 港区 東大生協　医科研支所 サービス その他サービス 5%

83,445 東京都 港区 東大生協　医科研支所 サービス その他サービス 5%

83,446 東京都 港区 東大生協　医科研食堂 サービス その他サービス 5%

83,447 東京都 港区 ｔｕｋｋａ サービス 理容・美容業 5%

83,448 東京都 港区 ドゥッシュドゥッスゥ 小売業 その他小売 5%

83,449 東京都 港区 桃林堂　東京店 小売業 食料品 5%

83,450 東京都 港区 桃林堂青山店 小売業 家具・調度品 5%

83,451 東京都 港区 ＴＯＫＹＯＴＥＡＢＬＥＮＤＥＲＳＬＬＣ サービス その他サービス 5%

83,452 東京都 港区 トータル・フィジカル・マネジメント サービス その他サービス 5%

83,453 東京都 港区 ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＨａｒｉｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

83,454 東京都 港区 Ｄｏｇｇｉｅ－Ｄｏ麻布 サービス その他サービス 5%

1989



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

83,455 東京都 港区 Ｄｏｇｇｉｅ－Ｄｏ　白金台 サービス その他サービス 5%

83,456 東京都 港区 Ｄｒ．ＯＸＹ サービス その他サービス 5%

83,457 東京都 港区 ドクターズデザインプラスラボ 小売業 食料品 5%

83,458 東京都 港区 ＤＯＣＴＯＲＳＰＡＥＣＬＡＴ サービス 理容・美容業 5%

83,459 東京都 港区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

83,460 東京都 港区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西麻布ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

83,461 東京都 港区 土佐料理祢保希赤坂店 サービス 飲食業 5%

83,462 東京都 港区 ＴＯＳＣＡＮＡ神谷町店 サービス 飲食業 5%

83,463 東京都 港区 ドッグスタジオラブワン品川芝浦 サービス その他サービス 5%

83,464 東京都 港区 ＤｏｇＭａｎ　Ａｏｙａｍａ サービス その他サービス 5%

83,465 東京都 港区 Ｄｏｔ＋ＬＩＭ サービス 理容・美容業 5%

83,466 東京都 港区 トップス　ＴＢＳ売店 サービス 飲食業 5%

83,467 東京都 港区 トップス　ＴＢＳケーキ売店 サービス 飲食業 5%

83,468 東京都 港区 トップスＴＢＳ店 サービス 飲食業 5%

83,469 東京都 港区 ＴＯＤＯＳ　品川店 サービス 飲食業 5%

83,470 東京都 港区 ドーナッツプラント白金台店 サービス 飲食業 5%

83,471 東京都 港区 ＴＯＮＥＲＩＣＯ サービス その他サービス 5%

83,472 東京都 港区 土間土間新橋ＳＬ広場店 サービス 飲食業 2%

83,473 東京都 港区 土間土間新橋店 サービス 飲食業 2%

83,474 東京都 港区 とみひろ青山店 小売業 衣料品 5%

83,475 東京都 港区 富山県赤坂会館 サービス 宿泊業 5%

83,476 東京都 港区 ＴＲＩＢＥＣＡ サービス 飲食業 5%

83,477 東京都 港区 ＤｒａｇｏｎＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

83,478 東京都 港区 有限会社トラジェ・パフォーマンス サービス 理容・美容業 5%

83,479 東京都 港区 ドラッグストアベリー新青山 小売業 その他小売 5%

83,480 東京都 港区 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ｏｋｅｉ サービス 飲食業 5%

83,481 東京都 港区 トラディショナルウェザーウェア　青山店 小売業 衣料品 5%

83,482 東京都 港区 トラディショナルウェザーウェア青山店 小売業 衣料品 5%

83,483 東京都 港区 トラディショナルウェザーウェアウィメンズ 小売業 衣料品 5%

83,484 東京都 港区 トラディショナルウェザーウェアレディス 小売業 衣料品 5%

83,485 東京都 港区 セブン－イレブン虎ノ門駅前店 小売業 食料品 2%

83,486 東京都 港区 セブン－イレブン虎ノ門５丁目店 小売業 食料品 2%

83,487 東京都 港区 虎ノ門書房田町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

83,488 東京都 港区 虎ノ門書房本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

83,489 東京都 港区 新橋亭　虎ノ門新橋亭 サービス 飲食業 5%

83,490 東京都 港区 虎ノ門ＢＡＲ新海 サービス 飲食業 5%

83,491 東京都 港区 セブン－イレブン虎ノ門４丁目店 小売業 食料品 2%

83,492 東京都 港区 ＴＯＲＡＹＡ　ＡＯＹＡＭＡ 小売業 食料品 5%

83,493 東京都 港区 とらや赤坂店 小売業 食料品 5%

83,494 東京都 港区 虎屋菓寮　赤坂店 サービス 飲食業 5%

83,495 東京都 港区 虎屋菓寮　東京ミッドタウン店 サービス 飲食業 5%

83,496 東京都 港区 とらや東京ミッドタウン店 小売業 食料品 5%
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※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

83,497 東京都 港区 Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ：ＰｉｌａｔｅｓａｎｄＹｏｇａ サービス その他サービス 5%

83,498 東京都 港区 Ｔｏｒｅａｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

83,499 東京都 港区 鳥江戸小町 サービス 飲食業 5%

83,500 東京都 港区 ｔｒｉｃｏｔ サービス 理容・美容業 5%

83,501 東京都 港区 トリシア　表参道店 サービス 理容・美容業 5%

83,502 東京都 港区 鶏茂 サービス 飲食業 5%

83,503 東京都 港区 鶏匠　西麻布店 サービス 飲食業 5%

83,504 東京都 港区 Ｔｒｉｃｋｅｒ’ｓ青山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,505 東京都 港区 鳥とも サービス 飲食業 5%

83,506 東京都 港区 鶏の宮川　赤坂 サービス 飲食業 5%

83,507 東京都 港区 鳥廣／ミートセラー サービス 飲食業 5%

83,508 東京都 港区 鳥満 サービス 飲食業 5%

83,509 東京都 港区 鳥義 サービス 飲食業 5%

83,510 東京都 港区 Ｄｏｌｐｈｉｎ サービス 飲食業 5%

83,511 東京都 港区 ＴＲＡＩＮＥＲ＇ＳＬＡＢ サービス その他サービス 5%

83,512 東京都 港区 株式会社フレックス・ファーム 小売業 衣料品 5%

83,513 東京都 港区 トレフ　ミヤモト サービス 飲食業 5%

83,514 東京都 港区 ｔｒｏｉｓ　表参道 サービス その他サービス 5%

83,515 東京都 港区 十割蕎麦道菴 サービス 飲食業 5%

83,516 東京都 港区 とんかつ志味津 サービス 飲食業 5%

83,517 東京都 港区 とんかつ都 サービス 飲食業 5%

83,518 東京都 港区 どんどん本館 サービス 飲食業 5%

83,519 東京都 港区 １９Ｆａｃｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

83,520 東京都 港区 （株）ナオミ北海道 小売業 食料品 5%

83,521 東京都 港区 ｉＰａｄ初心者のための使い方入門 サービス その他サービス 5%

83,522 東京都 港区 中條／至 サービス 飲食業 5%

83,523 東京都 港区 長津裕樹税理士事務所 サービス その他サービス 5%

83,524 東京都 港区 ナカヤ事務器株式会社 小売業 その他小売 5%

83,525 東京都 港区 セブン－イレブンなぎさテラス店 小売業 食料品 2%

83,526 東京都 港区 なごみや　表参道店 サービス その他サービス 5%

83,527 東京都 港区 ＮＡＤＡＲ サービス その他サービス 5%

83,528 東京都 港区 ナチュラ サービス 理容・美容業 5%

83,529 東京都 港区 ナチュラ　アオラニ サービス 理容・美容業 5%

83,530 東京都 港区 ＮＡＴＵＲＡＬＩ 物販用 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,531 東京都 港区 ナチュラルキッチン　ｙｏｏｍｉ サービス 飲食業 5%

83,532 東京都 港区 ＮＡＴＵＲＡＬ　ＳＡＬＯＮ　ＴＲＥＥ サービス 理容・美容業 5%

83,533 東京都 港区 ＮＡＮＡＫＡ 小売業 衣料品 5%

83,534 東京都 港区 浪花 サービス 飲食業 5%

83,535 東京都 港区 ＮＡＲＩＳＡＷＡ サービス 飲食業 5%

83,536 東京都 港区 鳴門鯛焼本舗　東京ミッドタウン前店 サービス 飲食業 5%

83,537 東京都 港区 ナルト薬局　ナルト薬局 小売業 その他小売 5%

83,538 東京都 港区 なわ安 サービス 飲食業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

83,539 東京都 港区 なんさに食堂 サービス 飲食業 5%

83,540 東京都 港区 南翔饅頭店　六本木 サービス 飲食業 5%

83,541 東京都 港区 なんでも酒屋カクヤス　新橋三丁目店 小売業 食料品 5%

83,542 東京都 港区 ナンニーニ　表参道店 小売業 衣料品 5%

83,543 東京都 港区 肉食酒場らいどん サービス 飲食業 5%

83,544 東京都 港区 肉とワイン　ｂｏｎａｎｚａ サービス 飲食業 5%

83,545 東京都 港区 肉の万世　新橋店 サービス 飲食業 5%

83,546 東京都 港区 肉料理だいごろう サービス 飲食業 5%

83,547 東京都 港区 肉炉端ＴｏｋｙｏＢａｔ サービス 飲食業 5%

83,548 東京都 港区 西麻布イマドキ サービス 飲食業 5%

83,549 東京都 港区 西麻布エージェント サービス 飲食業 5%

83,550 東京都 港区 西麻布ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

83,551 東京都 港区 西麻布　かねいし サービス 飲食業 5%

83,552 東京都 港区 セブン－イレブン西麻布３丁目六本木通り店 小売業 食料品 2%

83,553 東京都 港区 ＡＩＭ サービス その他サービス 5%

83,554 東京都 港区 西麻布豚組 サービス 飲食業 5%

83,555 東京都 港区 セブン－イレブン西麻布４丁目店 小売業 食料品 2%

83,556 東京都 港区 にじいろ補聴器 小売業 その他小売 5%

83,557 東京都 港区 西新橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

83,558 東京都 港区 セブン－イレブン西新橋１丁目店 小売業 食料品 2%

83,559 東京都 港区 セブン－イレブン西新橋２丁目店 小売業 食料品 2%

83,560 東京都 港区 西野園 サービス その他サービス 5%

83,561 東京都 港区 ＮＩＣＫ　ＳＴＯＣＫｍｓｂＴａｍａｃｈｉ サービス 飲食業 5%

83,562 東京都 港区 日個連　青木タクシー サービス 運輸業 5%

83,563 東京都 港区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

83,564 東京都 港区 日個連　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

83,565 東京都 港区 日個連　武田タクシー サービス 運輸業 5%

83,566 東京都 港区 日個連　永吉タクシー サービス 運輸業 5%

83,567 東京都 港区 日個連　牧野タクシー サービス 運輸業 5%

83,568 東京都 港区 ｎｉｓｃｈｅｂｙｈｅｒｚｂｕｌｌｅｔ サービス 理容・美容業 5%

83,569 東京都 港区 日駐ビル石油販売株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

83,570 東京都 港区 ＮＩＢＵＮＮＯ サービス 宿泊業 5%

83,571 東京都 港区 日本酒 室 サービス 飲食業 5%

83,572 東京都 港区 日本酒専門店萬亮 サービス 飲食業 5%

83,573 東京都 港区 日本酒バル　トレジオン サービス 飲食業 5%

83,574 東京都 港区 日本新聞印刷株式会社 サービス その他サービス 5%

83,575 東京都 港区 日本の酒情報館 小売業 食料品 5%

83,576 東京都 港区 日本ハンドビューティー協会 サービス 理容・美容業 5%

83,577 東京都 港区 日本料理　和久良 サービス 飲食業 5%

83,578 東京都 港区 日本料理　和敬 サービス 飲食業 5%

83,579 東京都 港区 日本料理　そら サービス 飲食業 5%

83,580 東京都 港区 日本ワインの店かくはち サービス 飲食業 5%

1992



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

83,581 東京都 港区 ｎｅｗｅ 小売業 食料品 5%

83,582 東京都 港区 ｎｅｗＲｃｌｏｔｈｅｓ 小売業 衣料品 5%

83,583 東京都 港区 ＮＥＷＮＥＷＹＯＲＫＣＬＵＢ　ＡＺＡＢＵ サービス 飲食業 5%

83,584 東京都 港区 俄　南青山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,585 東京都 港区 ヌアボーラン・ブルー　麻布十番店 サービス その他サービス 5%

83,586 東京都 港区 ヌアボーラン・ブルー サービス その他サービス 5%

83,587 東京都 港区 ヌウボー　新高輪店 小売業 その他小売 5%

83,588 東京都 港区 株式会社堀本商事 サービス 飲食業 5%

83,589 東京都 港区 ネイル＆アイラッシュ　Ｔ’ｓ サービス その他サービス 5%

83,590 東京都 港区 ネイルサロン　ブレス　六本木本店 サービス 理容・美容業 5%

83,591 東京都 港区 ｎａｉｌｓａｌｏｎＣａｌｍｅ サービス 理容・美容業 5%

83,592 東京都 港区 ｎａｉｌｓａｌｏｎＣ サービス 理容・美容業 5%

83,593 東京都 港区 ネイルサロンディーネ サービス 理容・美容業 5%

83,594 東京都 港区 ネイルサロンＢｉｅｎｅ サービス 理容・美容業 5%

83,595 東京都 港区 ＮａｉｌＳａｌｏｎＰｕｎａ サービス 理容・美容業 5%

83,596 東京都 港区 Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ＰＲＥＳＳ サービス その他サービス 5%

83,597 東京都 港区 ネイルサロンブレス六本木本店 サービス 理容・美容業 5%

83,598 東京都 港区 ＮａｉｌＳａｌｏｎＬＩＦＥ＇ｄｓ サービス 理容・美容業 5%

83,599 東京都 港区 ＮａｉｌｓＯｔｔａｖａＡｌｔａ サービス 理容・美容業 5%

83,600 東京都 港区 Ｎａｉｌ＆ＭａｓｓａｇｅＫＮＭ サービス 理容・美容業 5%

83,601 東京都 港区 ネイル　ラ　ルーチェ　ネイルラルーチェ サービス 理容・美容業 5%

83,602 東京都 港区 ねぎま三ぞう　新橋店 サービス 飲食業 5%

83,603 東京都 港区 ＮＥＸＴＤＯＯＲ サービス 飲食業 5%

83,604 東京都 港区 ねじまき料理店 サービス 飲食業 5%

83,605 東京都 港区 ｎａｉｔｒｅ サービス 飲食業 5%

83,606 東京都 港区 ＿Ｎｅｍ＿Ｃｏｆｆｅｅ＆Ｅｓｐｒｅｓｓｏ サービス 飲食業 5%

83,607 東京都 港区 ㈱ノヴェリード サービス その他サービス 5%

83,608 東京都 港区 農家宴 サービス 飲食業 2%

83,609 東京都 港区 農林水産省職員生活協同組合 小売業 その他小売 5%

83,610 東京都 港区 ｎｏｅｕｄ　ｏｍｏｔｅｓａｎｄｏ サービス 理容・美容業 5%

83,611 東京都 港区 乃木會館 サービス 飲食業 5%

83,612 東京都 港区 能登美　新橋店 サービス 飲食業 5%

83,613 東京都 港区 能登美　新橋２号店 サービス 飲食業 5%

83,614 東京都 港区 Ｎｏｂｕ Ｔａｃｏｓ Ｓａｎ Ｄｉｅｇｏ ｎｏｂｕ ｔａｃｏｓ Ｓａｎ ｄｉｅｇｏ サービス 飲食業 5%

83,615 東京都 港区 Ｎｏｂｌｅ白金台店 サービス 理容・美容業 5%

83,616 東京都 港区 ｎｏｒｄ　ＡＯＹＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

83,617 東京都 港区 ｎｏｒｄ　ＡＯＹＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

83,618 東京都 港区 Ｂａｒ　Ｍ サービス 飲食業 5%

83,619 東京都 港区 Ｂａｒ　Ａｔｒｉｕｍ サービス 飲食業 5%

83,620 東京都 港区 バーイエローソウルフォース サービス 飲食業 5%

83,621 東京都 港区 Ｂｕｒｇｅｒ　Ｍａｎｉａ　白金 サービス 飲食業 5%

83,622 東京都 港区 Ｂｕｒｇｅｒ　Ｍａｎｉａ　広尾 サービス 飲食業 5%

1993



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

83,623 東京都 港区 ＢＡＲ 新橋停車場 サービス 飲食業 5%

83,624 東京都 港区 ＢＩＲＴＨ　ＬＡＢ サービス その他サービス 5%

83,625 東京都 港区 ＨＡＭＤＤ サービス 理容・美容業 5%

83,626 東京都 港区 ＢｉｒｄＤｉｎｅｒ サービス 飲食業 5%

83,627 東京都 港区 ＨＡＲＰ　ＳＴＡＲ． 小売業 その他小売 5%

83,628 東京都 港区 バー　フライングレディ サービス 飲食業 5%

83,629 東京都 港区 Ｂａｒ夜ＳＡＲＩ サービス 飲食業 5%

83,630 東京都 港区 パールブリーズ 小売業 衣料品 5%

83,631 東京都 港区 Ｂａｒ＆ＤｉｎｉｎｇＰｅｒｔｉｃａ サービス 飲食業 5%

83,632 東京都 港区 バイオリンリサーチ 小売業 その他小売 5%

83,633 東京都 港区 海南鶏飯食堂　麻布十番店 サービス 飲食業 5%

83,634 東京都 港区 ハイパーリフレッシュ西麻布 サービス 理容・美容業 5%

83,635 東京都 港区 ＨＩーｂｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

83,636 東京都 港区 Ｂｅｒｗｉｃｋ　南青山店 小売業 衣料品 5%

83,637 東京都 港区 ハオ　中国語アカデミー　新橋校 サービス その他サービス 5%

83,638 東京都 港区 博多　田中田　西麻布 サービス 飲食業 5%

83,639 東京都 港区 博多 なぎの木 麻布十番店 サービス 飲食業 5%

83,640 東京都 港区 博多慶州　浜松町店 サービス 飲食業 5%

83,641 東京都 港区 博多とりかわ長政新橋店 サービス 飲食業 5%

83,642 東京都 港区 博多ほたる　麻布十番店 サービス 飲食業 5%

83,643 東京都 港区 ハギワラタカシ サービス その他サービス 5%

83,644 東京都 港区 白山陶器　東京ショールーム 小売業 その他小売 5%

83,645 東京都 港区 箱庭 サービス 飲食業 5%

83,646 東京都 港区 方舟新橋店 サービス 飲食業 5%

83,647 東京都 港区 葉鹿町 小売業 ガソリンスタンド 2%

83,648 東京都 港区 橋の下 サービス 飲食業 5%

83,649 東京都 港区 橋本ギフトショップ 小売業 家具・調度品 5%

83,650 東京都 港区 ｖｉｒｔｈ＋ＬＩＭ サービス 理容・美容業 5%

83,651 東京都 港区 はすむかい サービス 飲食業 5%

83,652 東京都 港区 長谷川栄雅六本木 小売業 食料品 5%

83,653 東京都 港区 長谷川稔 サービス 飲食業 5%

83,654 東京都 港区 パセラリゾーツ赤坂店 サービス その他サービス 5%

83,655 東京都 港区 パセラ六本木店 サービス その他サービス 5%

83,656 東京都 港区 ｂａｃｋｓｔａｇｅ青山店 サービス 理容・美容業 5%

83,657 東京都 港区 八山　六本木 サービス 飲食業 5%

83,658 東京都 港区 株式会社パッショントラスト サービス その他サービス 5%

83,659 東京都 港区 ＨＡＰＰＹＰＲＩＣＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,660 東京都 港区 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ・ｌｅ－３３３ サービス 飲食業 5%

83,661 東京都 港区 パティスリー　ポール　サンセー サービス 飲食業 5%

83,662 東京都 港区 バーディ仁美ゴルフスクール 小売業 その他小売 5%

83,663 東京都 港区 パトラ麻布サロン サービス その他サービス 5%

83,664 東京都 港区 パトラ麻布店 サービス その他サービス 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

83,665 東京都 港区 Ｈａｎａーｋｉｃｈｉ 小売業 その他小売 5%

83,666 東京都 港区 ＢＡＲ７５５７ サービス 飲食業 5%

83,667 東京都 港区 ＨＡＮＡＮＯＹＡ サービス その他サービス 5%

83,668 東京都 港区 ＨｏｎｅｙＴｅａＲｏｏｍ サービス 飲食業 5%

83,669 東京都 港区 跳魚 サービス 飲食業 5%

83,670 東京都 港区 跳魚　別館 サービス 飲食業 5%

83,671 東京都 港区 ｐｕｒｐｏｓｅ サービス その他サービス 5%

83,672 東京都 港区 パブＭ サービス 飲食業 5%

83,673 東京都 港区 ｈｕｂｓｙｎｃｈ サービス その他サービス 5%

83,674 東京都 港区 ハプティ　カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

83,675 東京都 港区 Ｐｕｂｌｉｃ　Ｈｏｕｓｅ　ＧＡＮＧ サービス 飲食業 5%

83,676 東京都 港区 パブリックハウスワーム サービス 飲食業 5%

83,677 東京都 港区 ＢＵＢＢＬＥＳ サービス 飲食業 5%

83,678 東京都 港区 浜野無線 小売業 電化製品 5%

83,679 東京都 港区 浜野無線　麻布十番店 小売業 電化製品 5%

83,680 東京都 港区 浜野無線　南青山店 小売業 電化製品 5%

83,681 東京都 港区 浜松町 大門 焼鳥 ふくなが ふくなが サービス 飲食業 5%

83,682 東京都 港区 セブン－イレブン浜松町１丁目北店 小売業 食料品 2%

83,683 東京都 港区 浜松町サービスセンター サービス その他サービス 5%

83,684 東京都 港区 ＢＡＲＭＡＲＵＩＣＨＩ サービス 飲食業 5%

83,685 東京都 港区 葉山パブリック　ゴルフコース サービス その他サービス 5%

83,686 東京都 港区 パラダイス サービス 理容・美容業 5%

83,687 東京都 港区 パラブーツ青山店 小売業 衣料品 5%

83,688 東京都 港区 ＢＡＬＡＮｃｅ サービス 理容・美容業 5%

83,689 東京都 港区 バランス整体 サービス その他サービス 5%

83,690 東京都 港区 ＨＡＬ　ＰＩＮＯＴ サービス 飲食業 5%

83,691 東京都 港区 ハルカゼフラワー 小売業 その他小売 5%

83,692 東京都 港区 ＨＵＬＳＧａｌｌｅｒｙＴｏｋｙｏ サービス その他サービス 5%

83,693 東京都 港区 バルドラール浦安グッズショップ 小売業 衣料品 5%

83,694 東京都 港区 ＨＡＬＰＩＮＯＴ サービス 飲食業 5%

83,695 東京都 港区 パルファンサトリ サービス その他サービス 5%

83,696 東京都 港区 ＢＡＲＢＥＳ　ＴＯＫＹＯ サービス 理容・美容業 5%

83,697 東京都 港区 ＢＡＲレモン サービス 飲食業 5%

83,698 東京都 港区 株式会社ハロー・トーキョー サービス 運輸業 5%

83,699 東京都 港区 ＢＡＮＧ＆ＯＬＵＦＳＥＮ六本木 小売業 電化製品 5%

83,700 東京都 港区 ＢＡＮＧＫＯＫ サービス 飲食業 5%

83,701 東京都 港区 はんこ広場麻布十番店 小売業 その他小売 5%

83,702 東京都 港区 バーンタイ　新橋店 サービス その他サービス 5%

83,703 東京都 港区 パンテレリア 小売業 衣料品 5%

83,704 東京都 港区 ｈａｎｄ＆ｐｒｏｄｕｃｔ サービス 理容・美容業 5%

83,705 東京都 港区 ｈａｎｄ ｐｒｏｄｕｃｔ サービス 理容・美容業 5%

83,706 東京都 港区 ハンドメイドクリエイティヴ 小売業 その他小売 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

83,707 東京都 港区 Ｖａｎｄｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

83,708 東京都 港区 ハンナシグラ 小売業 衣料品 5%

83,709 東京都 港区 ハンバーグビストロ．ｖｉｎＷ サービス 飲食業 5%

83,710 東京都 港区 バンブーリラクゼーション　麻布十番 サービス その他サービス 5%

83,711 東京都 港区 萬里鮮 サービス 飲食業 5%

83,712 東京都 港区 パンレックス サービス その他サービス 5%

83,713 東京都 港区 Ｂ－ＣＯＭＰＡＮＹ 小売業 その他小売 5%

83,714 東京都 港区 pier69 サービス 飲食業 5%

83,715 東京都 港区 Ｂｉａｎｃａ　Ｔａｍａｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

83,716 東京都 港区 ＢＥＥＳ　ＢＡＲ　ｂｙ　ＮＡＲＩＳＡＷＡ サービス 飲食業 5%

83,717 東京都 港区 Ｂ．Ｂ．ｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

83,718 東京都 港区 ｖｉｖｏ　ｄａｉｌｙ　ｓｔａｎｄ新橋店 小売業 食料品 5%

83,719 東京都 港区 Ｂｂｅｙ南青山 サービス 理容・美容業 5%

83,720 東京都 港区 ビオス株式会社 サービス その他サービス 5%

83,721 東京都 港区 ｂｉｏｔｏｋｙｏ サービス 理容・美容業 5%

83,722 東京都 港区 東麻布ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

83,723 東京都 港区 ＰＥＥＫ－Ａ－ＢＯＯ　青山店 サービス 理容・美容業 5%

83,724 東京都 港区 樋口 サービス 飲食業 5%

83,725 東京都 港区 ＰｉｃｔｕｒｅｓＳｔｕｄｉｏ赤坂 サービス その他サービス 5%

83,726 東京都 港区 ＢＩＣＯ・ＧＨＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,727 東京都 港区 ひこうき雲 サービス 飲食業 5%

83,728 東京都 港区 ひごの屋　青山店 サービス 飲食業 5%

83,729 東京都 港区 ひごの屋　表参道店 サービス 飲食業 5%

83,730 東京都 港区 ひごの屋　外苑前店 サービス 飲食業 5%

83,731 東京都 港区 ビジューワタナベ・白金台オルロジュリ 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,732 東京都 港区 ビスタホテル蒲田 サービス 宿泊業 5%

83,733 東京都 港区 ヒステリックグラマー　六本木ヒルズ店 小売業 衣料品 5%

83,734 東京都 港区 ＨＹＳＴＥＲＩＣ　ＧＬＡＭＯＵＲ　青山店 小売業 衣料品 5%

83,735 東京都 港区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ六本木ヒル 小売業 衣料品 5%

83,736 東京都 港区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＳ　青山店 小売業 衣料品 5%

83,737 東京都 港区 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｑｕａｌｉｔｅ　Ｐｒｉｘ サービス 飲食業 5%

83,738 東京都 港区 Bistro Champagne Tr?sors サービス 飲食業 5%

83,739 東京都 港区 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｂｕｚｚ サービス 飲食業 5%

83,740 東京都 港区 ＢＩＳＴＲＯ Ｂｏｒｒａｃｈｏ サービス 飲食業 5%

83,741 東京都 港区 ビストロ　ル　シャノワール サービス 飲食業 5%

83,742 東京都 港区 ブラマーレ サービス 飲食業 5%

83,743 東京都 港区 びすとろ　ＵＯＫＩＮ　ボン・ポテ サービス 飲食業 5%

83,744 東京都 港区 ビストロネスト サービス 飲食業 5%

83,745 東京都 港区 Ｂｉｓｔｒｏｐｌｅｉｎ サービス 飲食業 5%

83,746 東京都 港区 ビストロミヤマス サービス 飲食業 5%

83,747 東京都 港区 ＢｉｓｔｒｏヨシミチＢａｒａＶｉｎ サービス 飲食業 5%

83,748 東京都 港区 Ｂｅ－Ｓｐａ サービス その他サービス 5%
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

83,749 東京都 港区 ＢｅｓｐｏｋｅＴａｉｌｏｒ　Ｄｉ 小売業 衣料品 5%

83,750 東京都 港区 ＢＩＳＬＥＹ　ＣＯＭＢＯ 小売業 家具・調度品 5%

83,751 東京都 港区 ピッコロ・グランデ サービス 飲食業 5%

83,752 東京都 港区 ピッコロ・グランデ サービス 飲食業 5%

83,753 東京都 港区 ピッザニア サービス 飲食業 5%

83,754 東京都 港区 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｔｅｒｚｏ　ｏｋｅｉ サービス 飲食業 5%

83,755 東京都 港区 Ｐｉｔｉｎ サービス その他サービス 5%

83,756 東京都 港区 ｐｅｅｐ－ＰＥＥＰ サービス 理容・美容業 5%

83,757 東京都 港区 ビデオ激安王 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

83,758 東京都 港区 ＨＩＤＥＫＩ サービス 飲食業 5%

83,759 東京都 港区 秀よし サービス 飲食業 5%

83,760 東京都 港区 秀よし サービス 飲食業 5%

83,761 東京都 港区 美天 サービス その他サービス 5%

83,762 東京都 港区 ひとしずく サービス 飲食業 5%

83,763 東京都 港区 ひとり会議室 サービス その他サービス 5%

83,764 東京都 港区 雛鮨　六本木 サービス 飲食業 5%

83,765 東京都 港区 日の出電機　白金店 小売業 電化製品 5%

83,766 東京都 港区 日乃屋カレー　溜池山王店 サービス 飲食業 5%

83,767 東京都 港区 Ｖｉｖａ　ｏｋｅｉ サービス 飲食業 5%

83,768 東京都 港区 ビーバイイー　催事決済 小売業 その他小売 5%

83,769 東京都 港区 Ｖｉｖａ　ｓｔｕｄｉｏ 小売業 その他小売 5%

83,770 東京都 港区 Ｂｉｂａｎ サービス 飲食業 5%

83,771 東京都 港区 Ｂｉｂａｎ　Ｂｉｂａｎ サービス 飲食業 5%

83,772 東京都 港区 日比谷シティホテル サービス 宿泊業 5%

83,773 東京都 港区 美・ｆｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

83,774 東京都 港区 ビブロス　六本木ヒルズ店 小売業 衣料品 5%

83,775 東京都 港区 ＰＵＲＥＬＵＸＥ サービス その他サービス 5%

83,776 東京都 港区 ビューティーセラピーマジック青山店 サービス 理容・美容業 5%

83,777 東京都 港区 ビューティープラス サービス その他サービス 5%

83,778 東京都 港区 ビューテジオ　青山 サービス 理容・美容業 5%

83,779 東京都 港区 ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　ｐｅｏｐｌｅ 小売業 衣料品 5%

83,780 東京都 港区 ビューティフルナノコーティング サービス その他サービス 5%

83,781 東京都 港区 ｂｅａｕｔｉｆｕｌｐｅｏｐｌｅａｏｙａｍ 小売業 衣料品 5%

83,782 東京都 港区 瓢喜　香水亭　新橋店 サービス 飲食業 5%

83,783 東京都 港区 ヒョウキ香水亭　六本木本店 サービス 飲食業 5%

83,784 東京都 港区 美容調整ＹＡＺＡＷＡ サービス 理容・美容業 5%

83,785 東京都 港区 日吉 サービス 飲食業 5%

83,786 東京都 港区 日吉寿し サービス 飲食業 5%

83,787 東京都 港区 ＢｅｙｏｎｄＴｈｅＢｏｄｙ サービス その他サービス 5%

83,788 東京都 港区 平木商店 サービス 飲食業 5%

83,789 東京都 港区 ピラティススタジオ　アコア サービス その他サービス 5%

83,790 東京都 港区 ピラティススタジオＢ＆Ｂ南青山 小売業 その他小売 5%
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83,791 東京都 港区 ヒーリングサロン・アロマボーテ サービス その他サービス 5%

83,792 東京都 港区 ＨＩＬＬＳ サービス 理容・美容業 5%

83,793 東京都 港区 ＢＵＩＬＤＩＮＧ 小売業 家具・調度品 5%

83,794 東京都 港区 ヒロオスタイル 小売業 その他小売 5%

83,795 東京都 港区 ピンポイントギャラリー 小売業 その他小売 5%

83,796 東京都 港区 ファイテンショップ　汐留シオサイト店 小売業 その他小売 5%

83,797 東京都 港区 ファイテンユーコシステム　青山店 小売業 その他小売 5%

83,798 東京都 港区 ５　ＳＣＥＮＥ　ＡＯＹＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

83,799 東京都 港区 ファサード 小売業 その他小売 5%

83,800 東京都 港区 ファーストキャビン　赤坂 サービス 宿泊業 5%

83,801 東京都 港区 Ｆａｔｉｍａ　Ｍｏｒｏｃｃｏ 小売業 衣料品 5%

83,802 東京都 港区 ファナティクス・ジャパン合同会社 小売業 その他小売 5%

83,803 東京都 港区 ｆａｍｉｌｌｅ　【ファミーユ】 サービス 理容・美容業 5%

83,804 東京都 港区 ｆａｍｉｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

83,805 東京都 港区 Ｆａｌｓｅｔｔｏ サービス 理容・美容業 5%

83,806 東京都 港区 Ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ サービス その他サービス 5%

83,807 東京都 港区 株式会社ファンクション 小売業 衣料品 5%

83,808 東京都 港区 ファンクラブ サービス その他サービス 5%

83,809 東京都 港区 株式会社ファンラインやどかん サービス その他サービス 5%

83,810 東京都 港区 ｆｅｅｌｅｒｓ 小売業 電化製品 5%

83,811 東京都 港区 ＰＨＹＳＩＤＡ サービス その他サービス 5%

83,812 東京都 港区 ｆｉｓｈｃｏｏｐスタンド サービス 飲食業 5%

83,813 東京都 港区 エリムガーデン サービス その他サービス 5%

83,814 東京都 港区 ｆｅｅ　ｆｅｅ サービス 飲食業 5%

83,815 東京都 港区 フィル合同会社 サービス その他サービス 5%

83,816 東京都 港区 ＦＩＬＭＳ田町芝浦 サービス 理容・美容業 5%

83,817 東京都 港区 Ｆｉｌｍｗｏｒｋｓ 小売業 家具・調度品 5%

83,818 東京都 港区 ｐｈｉｌｏｓ サービス 理容・美容業 5%

83,819 東京都 港区 フィロソフィア サービス その他サービス 5%

83,820 東京都 港区 ｆａｉｔ　ｍａｉｓｏｎ サービス その他サービス 5%

83,821 東京都 港区 フェアリーテイル サービス 理容・美容業 5%

83,822 東京都 港区 フェアリーペットクリニック サービス その他サービス 5%

83,823 東京都 港区 ＦＡＣＥ?Ｔ　【フェイスティ】 サービス 理容・美容業 5%

83,824 東京都 港区 フェィバリットアオヤマ サービス 理容・美容業 5%

83,825 東京都 港区 フェイバリットアオヤマ サービス 理容・美容業 5%

83,826 東京都 港区 フェルミエ愛宕店 小売業 食料品 5%

83,827 東京都 港区 フェルミンチョ サービス 飲食業 5%

83,828 東京都 港区 株式会社フォーランナー サービス その他サービス 5%

83,829 東京都 港区 フォークランド 小売業 衣料品 5%

83,830 東京都 港区 フォークランド 小売業 衣料品 5%

83,831 東京都 港区 フォーシーズ外食事業本部 サービス 飲食業 5%

83,832 東京都 港区 フォトスタジオＦｅｅｒｉｑｕｅ サービス その他サービス 5%
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83,833 東京都 港区 ＦＯＲＴＥ　ＡＯＹＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

83,834 東京都 港区 フォルティアコミュニケーションズメーカー直販 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

83,835 東京都 港区 フォルティアコミュニケーションズ サービス その他サービス 5%

83,836 東京都 港区 ＦＯＲＴＥＬｅｉＡＯＹＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

83,837 東京都 港区 ＦＯＲＮＯ サービス 飲食業 5%

83,838 東京都 港区 Ｆｏｒｍａ サービス その他サービス 5%

83,839 東京都 港区 ｆｏｒｍａｃｈｉｋａ サービス 理容・美容業 5%

83,840 東京都 港区 フォレスト　エムズ サービス その他サービス 5%

83,841 東京都 港区 Ｆｏｒｅｓｔ　Ｍ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

83,842 東京都 港区 Ｆｏｎｄｕｅ　Ｈｏｕｓｅ表参道 サービス 飲食業 5%

83,843 東京都 港区 ＦＵＫＩＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,844 東京都 港区 ふくい、望洋楼 サービス 飲食業 5%

83,845 東京都 港区 フクヤ　新橋店 小売業 その他小売 5%

83,846 東京都 港区 フクヤ　虎ノ門店 小売業 その他小売 5%

83,847 東京都 港区 ＦＵＫＵＬＵＬＵｓａｌｏｎｄｅｃｏｉｆｆｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

83,848 東京都 港区 双子のライオン堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

83,849 東京都 港区 豚しゃぶ　ひなた サービス 飲食業 5%

83,850 東京都 港区 豚肉創作料理やまと　南青山店 サービス 飲食業 5%

83,851 東京都 港区 ＢＯＵＴＡＲＹＪＡＰＡＮ株式会社 サービス 飲食業 5%

83,852 東京都 港区 ブ－タン松茸ＳＨＯＰ 小売業 食料品 5%

83,853 東京都 港区 フットブルー　青山店 サービス その他サービス 5%

83,854 東京都 港区 ブティック　Ｋ　帝国ホテル店 小売業 衣料品 5%

83,855 東京都 港区 Ｂｏｕｔｉｑｕｅ　Ｋ　ホテルオークラ店 小売業 衣料品 5%

83,856 東京都 港区 Ｂｏｕｔｉｑｕｅ　Ｓａａｙａ 小売業 衣料品 5%

83,857 東京都 港区 ブティック　ヒデ 小売業 衣料品 5%

83,858 東京都 港区 ブティックカノン 小売業 衣料品 5%

83,859 東京都 港区 有限会社オートモード平田 小売業 衣料品 5%

83,860 東京都 港区 有限会社オフィスナカムラ 小売業 衣料品 5%

83,861 東京都 港区 ブティックシーン青山店 小売業 衣料品 5%

83,862 東京都 港区 ブティック　ナストロ白金店 小売業 衣料品 5%

83,863 東京都 港区 ｆｕｔｏ 小売業 その他小売 5%

83,864 東京都 港区 ＦＯＯＤ／ＤＡＹＳ サービス 飲食業 5%

83,865 東京都 港区 ぶどう酒食堂さくら サービス 飲食業 5%

83,866 東京都 港区 ＦＵＥＧＵＩＡ１８３３ 小売業 家具・調度品 5%

83,867 東京都 港区 ブライダルヘアメイク　エクリュ サービス 理容・美容業 5%

83,868 東京都 港区 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎＧＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%

83,869 東京都 港区 ＰＲＩＶＡＴＥＧＹＭＫＯＴＯＢＵＫＩ サービス その他サービス 5%

83,870 東京都 港区 プライベートスタジオ　ＡＸＩＳ サービス その他サービス 5%

83,871 東京都 港区 ｂｒｏｗｎｉｅａｎｄｔｅａｒｏｏｍ 小売業 家具・調度品 5%

83,872 東京都 港区 Ｐｌｕｇ　【プラグ】 サービス 理容・美容業 5%

83,873 東京都 港区 パラアモール サービス 理容・美容業 5%

83,874 東京都 港区 ブラッキーｈｉｄｅａｗａｙ麻布十番店 サービス 理容・美容業 5%
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83,875 東京都 港区 Ｆｌａｇ サービス 飲食業 5%

83,876 東京都 港区 ブラッセリー　ヴァトウ サービス 飲食業 5%

83,877 東京都 港区 ｐｌａｔ　ｇｙｍ サービス その他サービス 5%

83,878 東京都 港区 プラネタリウムＢＡＲ サービス 飲食業 5%

83,879 東京都 港区 プラネタリウムＢＡＲ サービス 飲食業 5%

83,880 東京都 港区 フラマン東京 小売業 その他小売 5%

83,881 東京都 港区 フラミンゴカフェ　グラッセリア　青山 サービス 飲食業 5%

83,882 東京都 港区 フラムリングス麻布 サービス 理容・美容業 5%

83,883 東京都 港区 フラワーショップＰＩＴＺ 小売業 その他小売 5%

83,884 東京都 港区 ＢＵＲＡＮ 小売業 衣料品 5%

83,885 東京都 港区 フランセ洋装店 小売業 衣料品 5%

83,886 東京都 港区 ＦＲＡＮＺ サービス 飲食業 5%

83,887 東京都 港区 ブランドハウス 小売業 その他小売 5%

83,888 東京都 港区 ブリアント　表参道青山店 サービス 理容・美容業 5%

83,889 東京都 港区 ＦＲＥＥＤＡ サービス 飲食業 5%

83,890 東京都 港区 ｂｒｉｃｏｌａｇｅ　ｂｒｅａｄ サービス 飲食業 5%

83,891 東京都 港区 ｂｒｉｓａ青山 サービス 理容・美容業 5%

83,892 東京都 港区 ＰｒｅｔｔｙＢａｌｌｅｒｉｎａｓ 小売業 衣料品 5%

83,893 東京都 港区 フリホーレス六本木 サービス 飲食業 5%

83,894 東京都 港区 フリホーレス汐留 サービス 飲食業 5%

83,895 東京都 港区 ブリリアンス東京　田町店 サービス 理容・美容業 5%

83,896 東京都 港区 ブリリアンス東京 田町店 サービス 理容・美容業 5%

83,897 東京都 港区 プリンセス　ミニモ 小売業 その他小売 5%

83,898 東京都 港区 Ｐｒｉｎｔｓｈｏｐ　ＧＲＡＰ 小売業 その他小売 5%

83,899 東京都 港区 ＰＵＬＬＯＵＴ サービス その他サービス 5%

83,900 東京都 港区 ＢＬＵＥＳＴＡＲ サービス 理容・美容業 5%

83,901 東京都 港区 Ｂｌｕｅｂａｏｂａｂａｆｒｉｃａ サービス 飲食業 5%

83,902 東京都 港区 ブルーフェーセス表参道 サービス 理容・美容業 5%

83,903 東京都 港区 Ｂｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

83,904 東京都 港区 古川橋電気商会 小売業 電化製品 5%

83,905 東京都 港区 古田電気商会 小売業 電化製品 5%

83,906 東京都 港区 プルドゥ 小売業 衣料品 5%

83,907 東京都 港区 ＦｕｌｌＢｏｄｙＷｏｒｋｏｕｔパーソナル サービス その他サービス 5%

83,908 東京都 港区 プルミエ南青山 小売業 衣料品 5%

83,909 東京都 港区 ＦＬＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

83,910 東京都 港区 プレジール株式会社 小売業 その他小売 5%

83,911 東京都 港区 プレジール　２ 小売業 その他小売 5%

83,912 東京都 港区 ＰＬＡＩＳＩＴＥＲ（プレジテール） 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,913 東京都 港区 ぷれじでんと　千房　広尾店 サービス 飲食業 5%

83,914 東京都 港区 ぷれじでんと千房　六本木店 サービス 飲食業 5%

83,915 東京都 港区 株式会社フレッシュデリ サービス 飲食業 5%

83,916 東京都 港区 フレッシュデリ　赤坂店 サービス 飲食業 5%
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83,917 東京都 港区 プレミアキャットホテル東京 サービス その他サービス 5%

83,918 東京都 港区 株式会社グラオブ サービス その他サービス 5%

83,919 東京都 港区 Ｐｒｅｌｏｖｅｄ 小売業 衣料品 5%

83,920 東京都 港区 ＳＩＡＲＴＥ サービス 理容・美容業 5%

83,921 東京都 港区 ＦＲＯＭＡＧＥ　ＣＡＦＥ　ＦＥＲＭＩＥＲ 小売業 食料品 5%

83,922 東京都 港区 ＦＬＯＲＥＴＴＡ サービス その他サービス 5%

83,923 東京都 港区 プロワン・ドック 小売業 その他小売 5%

83,924 東京都 港区 ヘアーサロンタナカ サービス 理容・美容業 5%

83,925 東京都 港区 ヘアアンドメイクラルテ サービス 理容・美容業 5%

83,926 東京都 港区 ヘアサロン　ワタナベ サービス 理容・美容業 5%

83,927 東京都 港区 ヘアセットサロンひまり サービス 理容・美容業 5%

83,928 東京都 港区 ヘアメイク＆フォトスタジオラフ サービス その他サービス 5%

83,929 東京都 港区 Ｐａｉｒｉｎｇ サービス その他サービス 5%

83,930 東京都 港区 ｂａｂｙｂａｂｙ 小売業 衣料品 5%

83,931 東京都 港区 Ｂａｒ　【ベーア】 サービス 理容・美容業 5%

83,932 東京都 港区 Ｂａｒ　ｍｅｌｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

83,933 東京都 港区 へぎ蕎麦村瀬～田町本店～ サービス 飲食業 5%

83,934 東京都 港区 Ｖｅｃｔｏｒ　Ｂｅｅｒ　虎ノ門店 サービス 飲食業 5%

83,935 東京都 港区 ｖｅｇｇｉｅｔｅｍｐｏ サービス 飲食業 5%

83,936 東京都 港区 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

83,937 東京都 港区 ベストメガネコンタクト愛宕神社前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,938 東京都 港区 ベストメガネコンタクト御成門駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,939 東京都 港区 ベーセッツ　アオヤマテン 小売業 衣料品 5%

83,940 東京都 港区 ヘッドスパ専門サロンスカルクイック表参道 サービス その他サービス 5%

83,941 東京都 港区 ペットライフ動物病院 サービス その他サービス 5%

83,942 東京都 港区 紅ミュージアム 小売業 その他小売 5%

83,943 東京都 港区 Ｂａｂｙ　Ｒｏｏｍ　かわい サービス その他サービス 5%

83,944 東京都 港区 ベビーフローリスト　パート２ 小売業 その他小売 5%

83,945 東京都 港区 ＢＥＢＥ表参道 サービス 理容・美容業 5%

83,946 東京都 港区 ＢＥＢＥＲ サービス 飲食業 5%

83,947 東京都 港区 ＢＥＬＡ サービス 理容・美容業 5%

83,948 東京都 港区 Ｂｅｌｌａｓ Ｃｕｐｃａｋｅｓ 小売業 食料品 5%

83,949 東京都 港区 ベリーズパーティー＆バルーンカンパニー 小売業 衣料品 5%

83,950 東京都 港区 ヘリオキューブ サービス その他サービス 5%

83,951 東京都 港区 Ｂｅｌｌｉｓｓｉｍａ サービス その他サービス 5%

83,952 東京都 港区 ペリドットコレクション　白金 小売業 衣料品 5%

83,953 東京都 港区 ヘルシーガーデン清彩 サービス その他サービス 5%

83,954 東京都 港区 ＢＥＬＦＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

83,955 東京都 港区 ＨｅｅｌＭｏｏｉ 小売業 その他小売 5%

83,956 東京都 港区 ペルラ 小売業 その他小売 5%

83,957 東京都 港区 ベローチェ外苑前店 サービス 飲食業 5%

83,958 東京都 港区 ベローチェ新橋三丁目店 サービス 飲食業 5%
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83,959 東京都 港区 ベローチェ新橋店 サービス 飲食業 5%

83,960 東京都 港区 ベローチェ新橋四丁目店 サービス 飲食業 5%

83,961 東京都 港区 ベローチェ田町店 サービス 飲食業 5%

83,962 東京都 港区 ベローチェ虎ノ門店 サービス 飲食業 5%

83,963 東京都 港区 ベローチェ西新橋店 サービス 飲食業 5%

83,964 東京都 港区 ベローチェ三田店 サービス 飲食業 5%

83,965 東京都 港区 勉強カフェ　田町スタジオ サービス その他サービス 5%

83,966 東京都 港区 法技研横浜法律事務所 サービス その他サービス 5%

83,967 東京都 港区 弁護士法人ＩＴＪ法律事務所 サービス その他サービス 5%

83,968 東京都 港区 ホイヘンス・トウキョウ 小売業 その他小売 5%

83,969 東京都 港区 宝石大陸 小売業 衣料品 5%

83,970 東京都 港区 宝石のまつや 小売業 貴金属・服飾品 5%

83,971 東京都 港区 引越のホームレンジャー サービス 運輸業 5%

83,972 東京都 港区 ポールダンス東京 サービス その他サービス 5%

83,973 東京都 港区 北陸王　品川イーストワンタワー店 サービス 飲食業 5%

83,974 東京都 港区 Ｐｏｓｉｄｏｎｉａ　Ｊａｐａｎ 小売業 食料品 5%

83,975 東京都 港区 ポスターラボ　東京新橋店 サービス その他サービス 5%

83,976 東京都 港区 ほそ川 サービス 飲食業 5%

83,977 東京都 港区 Ｂｏｒｄｅｒ サービス 理容・美容業 5%

83,978 東京都 港区 北海道焼き鳥いっき サービス 飲食業 5%

83,979 東京都 港区 ＢＯＴＴＥＧＡ　ＪＩＲＯ 小売業 その他小売 5%

83,980 東京都 港区 ホットマン　六本木店 小売業 その他小売 5%

83,981 東京都 港区 ボディクラシック サービス 理容・美容業 5%

83,982 東京都 港区 ＢＯＤＹ　ＣＡＲＥ　ＳＴＵＤＩＯ　ＫＡＭＩＹＵＢＩ サービス その他サービス 5%

83,983 東京都 港区 ボディメイクサロン　アンスリウム サービス その他サービス 5%

83,984 東京都 港区 ぼてぢゅう赤坂店 サービス 飲食業 5%

83,985 東京都 港区 ホテルアドネス サービス 宿泊業 5%

83,986 東京都 港区 ホテルアルカトーレ六本木 サービス 宿泊業 5%

83,987 東京都 港区 ホテル１８９９東京 サービス 宿泊業 5%

83,988 東京都 港区 ホテルビスタ厚木 サービス 宿泊業 5%

83,989 東京都 港区 ホテルビスタプレミオ東京［赤坂］ サービス 宿泊業 5%

83,990 東京都 港区 ボナ・キッチン サービス 飲食業 5%

83,991 東京都 港区 ボヌールモード株式会社 サービス 理容・美容業 5%

83,992 東京都 港区 ボネール三田店 サービス 理容・美容業 5%

83,993 東京都 港区 ホバーズ 小売業 その他小売 5%

83,994 東京都 港区 Ｈｏｂｇｏｂｌｉｎ　Ｒｏｐｐｏｎｇｉ サービス 飲食業 5%

83,995 東京都 港区 ポプラ青山２丁目店 小売業 その他小売 2%

83,996 東京都 港区 ＨＯＭＥ　ＤＥＣＯＲ 小売業 家具・調度品 5%

83,997 東京都 港区 ｂｏｒｇｏ２４３０ サービス 飲食業 5%

83,998 東京都 港区 ＨＯＬＤＥＲ株式会社 サービス その他サービス 5%

83,999 東京都 港区 ホルモン本舗　新橋店 サービス 飲食業 5%

84,000 東京都 港区 ＨＯＬＯＳ麻布十番 サービス 理容・美容業 5%
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84,001 東京都 港区 ＷＨＩＴＥ　ＨＯＵＳＥ　ＨＩＲＯＯ サービス 理容・美容業 5%

84,002 東京都 港区 ポワンタージュ サービス 飲食業 5%

84,003 東京都 港区 ＶｏｎｅｓｔｉｓＴｏｋｙｏ サービス 理容・美容業 5%

84,004 東京都 港区 本格タイ料理バンセーン新橋店 サービス 飲食業 5%

84,005 東京都 港区 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

84,006 東京都 港区 本社 サービス その他サービス 5%

84,007 東京都 港区 株式会社フューチャー・コンサルティング サービス その他サービス 5%

84,008 東京都 港区 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

84,009 東京都 港区 ＢＯＮＤＺＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

84,010 東京都 港区 本店 サービス その他サービス 5%

84,011 東京都 港区 ポンパドウル　麻布十番店 小売業 食料品 5%

84,012 東京都 港区 ポンパドウル　六本木店 小売業 食料品 5%

84,013 東京都 港区 ポンパドウル　六本木本店 小売業 食料品 5%

84,014 東京都 港区 東京 小売業 衣料品 5%

84,015 東京都 港区 ボン・ボン 小売業 衣料品 5%

84,016 東京都 港区 ＭａｒｃｙｓＪａｐａｎ サービス 理容・美容業 5%

84,017 東京都 港区 ＭＡＲＢＹ　ＣＯＵＲＴ 小売業 衣料品 5%

84,018 東京都 港区 株式会社狩野グラス サービス その他サービス 5%

84,019 東京都 港区 舞／三河邸 サービス 飲食業 5%

84,020 東京都 港区 マイアミガーデン　赤坂見附店 サービス 飲食業 5%

84,021 東京都 港区 マイアミガーデン　赤坂見附店 サービス 飲食業 5%

84,022 東京都 港区 ＦＩＳＩ 小売業 衣料品 5%

84,023 東京都 港区 ＭｉｃｒｏＳｏｌｕｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

84,024 東京都 港区 ＭｙＳｔｙｌｅＰａｒｔｎｅｒｓ サービス その他サービス 5%

84,025 東京都 港区 ＭＡＩＴＯＮ?ＹＡ サービス 飲食業 5%

84,026 東京都 港区 ＭＹ　ＢＡＳＩＣ　ＯＦＦＩＣＥ サービス その他サービス 5%

84,027 東京都 港区 Ｍａｉｍｉａ株式会社 小売業 衣料品 5%

84,028 東京都 港区 株式会社 小売業 衣料品 5%

84,029 東京都 港区 マクラ－レン東京ショ－ル－ム 小売業 その他小売 5%

84,030 東京都 港区 ＭＡＧＩＣ．ＩＮＤＩＡ サービス 飲食業 5%

84,031 東京都 港区 マスターウォール東京 小売業 家具・調度品 5%

84,032 東京都 港区 マスタリングスタジオ サービス その他サービス 5%

84,033 東京都 港区 マ・ストレッチ麻布十番店 サービス その他サービス 5%

84,034 東京都 港区 マゼルヘア　表参道 サービス 理容・美容業 5%

84,035 東京都 港区 マゼルヘア サービス 理容・美容業 5%

84,036 東京都 港区 ｍａｃｈｕ サービス 理容・美容業 5%

84,037 東京都 港区 松吉 サービス 飲食業 5%

84,038 東京都 港区 ＭｃＣＡＮＮ サービス 飲食業 5%

84,039 東京都 港区 マッキントッシュ　青山店 小売業 衣料品 5%

84,040 東京都 港区 マッキントッシュジャパン（催事） 小売業 衣料品 5%

84,041 東京都 港区 中華食べ飲み放題　ＭＡＸ味仙 サービス 飲食業 5%

84,042 東京都 港区 松下事務所 サービス 理容・美容業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

84,043 東京都 港区 マツダ　ハヤマ 小売業 ガソリンスタンド 2%

84,044 東京都 港区 マティエ・マリー サービス 理容・美容業 5%

84,045 東京都 港区 マドモアゼル 小売業 衣料品 5%

84,046 東京都 港区 マドモアゼル 小売業 衣料品 5%

84,047 東京都 港区 ＭＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

84,048 東京都 港区 ｍａｎｉｂｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

84,049 東京都 港区 マハラジャ　品川港南口店 サービス 飲食業 5%

84,050 東京都 港区 ＭＡＭＡＮＯ赤坂見附本店 サービス 飲食業 5%

84,051 東京都 港区 ｍａｍｕ サービス 理容・美容業 5%

84,052 東京都 港区 豆源本店 小売業 食料品 5%

84,053 東京都 港区 マリアージュ　メトロポリタン店 小売業 衣料品 5%

84,054 東京都 港区 マリアージュ 小売業 衣料品 5%

84,055 東京都 港区 マリアージュ・ニューオータニ店 小売業 衣料品 5%

84,056 東京都 港区 マリンジェイ　８０’Ｓ　カフェ サービス 飲食業 5%

84,057 東京都 港区 Ｍａｒｉｎｅ?ｊ８０’ｓＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

84,058 東京都 港区 まるかつ水産　汐留店 サービス 飲食業 5%

84,059 東京都 港区 マルシェロッポンギ西麻布店 小売業 食料品 5%

84,060 東京都 港区 マルチ救急２４新橋駅前店 サービス その他サービス 5%

84,061 東京都 港区 マロウドイン　赤坂 サービス 宿泊業 5%

84,062 東京都 港区 Ｍａｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｍｏｏｎ サービス 飲食業 5%

84,063 東京都 港区 ＭＡＮＨＯＬＥ 小売業 衣料品 5%

84,064 東京都 港区 まんみ西麻布 サービス 飲食業 5%

84,065 東京都 港区 ｍｅｅ． サービス 理容・美容業 5%

84,066 東京都 港区 Ｍｅ．ｂｙｌｏｖｅｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

84,067 東京都 港区 ｍｅ．ｒｏｏｍ サービス その他サービス 5%

84,068 東京都 港区 みかさ サービス 飲食業 5%

84,069 東京都 港区 ＭＩＫＡＹＡＭＡＧＵＣＨＩ サービス 理容・美容業 5%

84,070 東京都 港区 三河屋鈴木勘十商店 小売業 食料品 5%

84,071 東京都 港区 三河屋鈴木勘十商店 小売業 食料品 5%

84,072 東京都 港区 美木屋 サービス 飲食業 5%

84,073 東京都 港区 みくり／金閣 サービス 飲食業 5%

84,074 東京都 港区 ＭＩＳＡＩｍａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

84,075 東京都 港区 ｍｉｚｕｉｒｏ　ｉｎｄ 小売業 衣料品 5%

84,076 東京都 港区 Ｍｒ．ＳＨＯＰ　Ｋｅｎｔ 小売業 衣料品 5%

84,077 東京都 港区 水炊き 馬刺し あんど サービス 飲食業 5%

84,078 東京都 港区 ミズナラカスク サービス 飲食業 5%

84,079 東京都 港区 セブン－イレブン三田駅北店 小売業 食料品 2%

84,080 東京都 港区 三田中国飯店 サービス 飲食業 5%

84,081 東京都 港区 セブン－イレブン三田ベルジュビル店 小売業 食料品 2%

84,082 東京都 港区 陸奥／Ｇグリル サービス 飲食業 5%

84,083 東京都 港区 三井温熱療法院　赤坂店Ｒａｒｅ（ラーレ） サービス その他サービス 5%

84,084 東京都 港区 水月 サービス 飲食業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

84,085 東京都 港区 三辻百貨店 小売業 その他小売 5%

84,086 東京都 港区 ミッドタウン前ゆきざき 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,087 東京都 港区 ミッドナイトラッシュ サービス 理容・美容業 5%

84,088 東京都 港区 みつばちトート 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,089 東京都 港区 ｍｉｎａｓ サービス 飲食業 5%

84,090 東京都 港区 ＭＩＮＡＴＯ 小売業 衣料品 5%

84,091 東京都 港区 セブン－イレブン港区麻布十番３丁目店 小売業 食料品 2%

84,092 東京都 港区 セブン－イレブン港区麻布十番２丁目店 小売業 食料品 2%

84,093 東京都 港区 セブン－イレブン港区飯倉店 小売業 食料品 2%

84,094 東京都 港区 セブン－イレブン港区一の橋店 小売業 食料品 2%

84,095 東京都 港区 セブン－イレブン港区海岸１丁目店 小売業 食料品 2%

84,096 東京都 港区 セブン－イレブン港区海岸３丁目店 小売業 食料品 2%

84,097 東京都 港区 セブン－イレブン港区北青山３丁目店 小売業 食料品 2%

84,098 東京都 港区 セブン－イレブン港区港南１丁目店 小売業 食料品 2%

84,099 東京都 港区 セブン－イレブン港区港南２丁目店 小売業 食料品 2%

84,100 東京都 港区 セブン－イレブン港区汐彩橋店 小売業 食料品 2%

84,101 東京都 港区 セブン－イレブン港区芝１丁目店 小売業 食料品 2%

84,102 東京都 港区 セブン－イレブン港区芝浦１丁目店 小売業 食料品 2%

84,103 東京都 港区 セブン－イレブン港区芝浦３なぎさ通り店 小売業 食料品 2%

84,104 東京都 港区 セブン－イレブン港区芝浦ふ頭店 小売業 食料品 2%

84,105 東京都 港区 セブン－イレブン港区芝５丁目北店 小売業 食料品 2%

84,106 東京都 港区 セブン－イレブン港区芝２丁目店 小売業 食料品 2%

84,107 東京都 港区 セブン－イレブン港区芝４丁目店 小売業 食料品 2%

84,108 東京都 港区 セブン－イレブン港区白金１丁目南店 小売業 食料品 2%

84,109 東京都 港区 セブン－イレブン港区溜池山王店 小売業 食料品 2%

84,110 東京都 港区 セブン－イレブン港区西麻布３丁目店 小売業 食料品 2%

84,111 東京都 港区 セブン－イレブン港区広尾駅北店 小売業 食料品 2%

84,112 東京都 港区 セブン－イレブン港区三田１丁目店 小売業 食料品 2%

84,113 東京都 港区 セブン－イレブン港区三田５丁目店 小売業 食料品 2%

84,114 東京都 港区 セブン－イレブン港区三田３丁目店 小売業 食料品 2%

84,115 東京都 港区 セブン－イレブン港区南青山７丁目中央店 小売業 食料品 2%

84,116 東京都 港区 セブン－イレブン港区南青山７丁目店 小売業 食料品 2%

84,117 東京都 港区 セブン－イレブン港区南青山２丁目店 小売業 食料品 2%

84,118 東京都 港区 みなと健整院 サービス 理容・美容業 5%

84,119 東京都 港区 みなとムービング サービス その他サービス 5%

84,120 東京都 港区 ミナト矢崎サービス　城南営業所 小売業 その他小売 5%

84,121 東京都 港区 ミナトライトクラノ 小売業 電化製品 5%

84,122 東京都 港区 南青山足から治療院　クレアーレ サービス その他サービス 5%

84,123 東京都 港区 南青山Ｍ＇ｓ法律会計事務所 サービス その他サービス 5%

84,124 東京都 港区 セブン－イレブン南青山５丁目店 小売業 食料品 2%

84,125 東京都 港区 南青山コンタクト 小売業 その他小売 5%

84,126 東京都 港区 南青山楽 サービス 飲食業 5%
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84,127 東京都 港区 セブン－イレブン南麻布５丁目店 小売業 食料品 2%

84,128 東京都 港区 セブン－イレブン南麻布店 小売業 食料品 2%

84,129 東京都 港区 峯クラウド会計事務所 サービス その他サービス 5%

84,130 東京都 港区 みのり サービス 飲食業 5%

84,131 東京都 港区 Ｍｉ　Ｆａｍｉｌｉａ サービス 飲食業 5%

84,132 東京都 港区 三服屋 小売業 衣料品 5%

84,133 東京都 港区 三弥井書店　三弥井書店　書店部 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

84,134 東京都 港区 みやけしん サービス その他サービス 5%

84,135 東京都 港区 ＭＵＥＺＳＴＯＲＥ サービス その他サービス 5%

84,136 東京都 港区 ＭＩＬＬＥ サービス 理容・美容業 5%

84,137 東京都 港区 Ｍｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

84,138 東京都 港区 Ｍｉｌｌｅａｂｙｈ 小売業 衣料品 5%

84,139 東京都 港区 Ｍｉｎｋｓｔｙｌｅ赤坂店 サービス 理容・美容業 5%

84,140 東京都 港区 Ｍｉｎｋｓｔｙｌｅ浜松町店 サービス 理容・美容業 5%

84,141 東京都 港区 ＭｏｏｖｅＴｉｍｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

84,142 東京都 港区 Ｍｕｕ　Ｔｏｋｙｏ サービス 飲食業 5%

84,143 東京都 港区 無垢 サービス 飲食業 5%

84,144 東京都 港区 無垢 サービス 飲食業 5%

84,145 東京都 港区 無尽蔵 汐留家 サービス 飲食業 5%

84,146 東京都 港区 ムスブ田町魚金 サービス 飲食業 5%

84,147 東京都 港区 村田翔 サービス その他サービス 5%

84,148 東京都 港区 メイクス　表参道店 サービス 理容・美容業 5%

84,149 東京都 港区 明治学院生協　白金購買　書籍部 サービス その他サービス 5%

84,150 東京都 港区 明治学院生協白金購買書籍 サービス その他サービス 5%

84,151 東京都 港区 Ｍｅｉ－ＨｕｉＬｉｎ 小売業 衣料品 5%

84,152 東京都 港区 明文館書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

84,153 東京都 港区 Ｍｅｉｌｌｅｕｒ　Ａｖｅｎｉｒ サービス 飲食業 5%

84,154 東京都 港区 めうが サービス 飲食業 5%

84,155 東京都 港区 めうが サービス 飲食業 5%

84,156 東京都 港区 メガネのヒラタ ピアタ店 小売業 その他小売 5%

84,157 東京都 港区 メガネのヒラタ　ピアタ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,158 東京都 港区 ＭＡＩＳＯＮ　ＫＩＴＳＵＮＥ 小売業 衣料品 5%

84,159 東京都 港区 メゾンドゥファミーユ青山本店 小売業 家具・調度品 5%

84,160 東京都 港区 ＭａｉｓｏｎｄｅＮｉｊｉｒｏ 小売業 その他小売 5%

84,161 東京都 港区 Ｍａｉｓｏｎ　Ｙｏｓｈｉｍｉ 小売業 衣料品 5%

84,162 東京都 港区 メッドコミュニケーションズ４３５６ 小売業 その他小売 5%

84,163 東京都 港区 メディアトール 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,164 東京都 港区 ＭｅｄｉｃａｌＰｅｒｓｏｎａｌＧｙｍＳｍｉｌｅ サービス その他サービス 5%

84,165 東京都 港区 メヒコリンド サービス 飲食業 5%

84,166 東京都 港区 ＭＥＬＡＮＧＥ　南青山 サービス 理容・美容業 5%

84,167 東京都 港区 ｍｅｒ　ｂｙ　ＰＵＵＲ サービス 理容・美容業 5%

84,168 東京都 港区 メルセデスベンツ　麻布 サービス その他サービス 5%

2006



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

84,169 東京都 港区 メルセデスベンツ麻布　ＡＭＧ　ＰＣ サービス その他サービス 5%

84,170 東京都 港区 Ｍｅｒｃｅｄｅｓ　ｍｅ　Ｔｏｋｙｏ　／　ＵＰＳＴＡＩＲＳ サービス 飲食業 5%

84,171 東京都 港区 麺屋　武一 サービス 飲食業 5%

84,172 東京都 港区 モイスティーヌ白金台サロン サービス 理容・美容業 5%

84,173 東京都 港区 モイスティーヌ　六本木サロン 小売業 その他小売 5%

84,174 東京都 港区 ＭＯＴＯＷＮ　ＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

84,175 東京都 港区 もつ千　虎ノ門店 サービス 飲食業 5%

84,176 東京都 港区 もつ千　赤坂店 サービス 飲食業 5%

84,177 東京都 港区 もつ千　溜池店 サービス 飲食業 5%

84,178 東京都 港区 ＭＯＤＩＳＴＥ 小売業 衣料品 5%

84,179 東京都 港区 モディスト 小売業 衣料品 5%

84,180 東京都 港区 物部法律事務所 サービス その他サービス 5%

84,181 東京都 港区 ＭｏｊｉｔｏＴｅｒｒａｃｅＬｏｕｎｇｅＡＨＩＮＡＭＡ サービス 飲食業 5%

84,182 東京都 港区 もみの気ハウス六本木店 サービス その他サービス 5%

84,183 東京都 港区 Ｍｏｍｏ サービス その他サービス 5%

84,184 東京都 港区 もんきち高輪店 サービス 飲食業 5%

84,185 東京都 港区 モンシェル．トントン サービス 飲食業 5%

84,186 東京都 港区 ＭＯＮＳＴＹＬＥ弘前店 小売業 衣料品 5%

84,187 東京都 港区 モンロワール　麻布十番店 小売業 食料品 5%

84,188 東京都 港区 モンロワール　青山店 小売業 食料品 5%

84,189 東京都 港区 八木通商グループ〔催事〕 小売業 衣料品 5%

84,190 東京都 港区 焼とり　いちかわ サービス 飲食業 5%

84,191 東京都 港区 やきとりのほっと屋　赤坂店 サービス 飲食業 5%

84,192 東京都 港区 焼肉スタミナ横丁 サービス 飲食業 5%

84,193 東京都 港区 焼肉　だいもん サービス 飲食業 5%

84,194 東京都 港区 焼肉　ＢＥＥＦＭＡＮ　六本木本店 サービス 飲食業 5%

84,195 東京都 港区 焼肉　綾小路 サービス 飲食業 5%

84,196 東京都 港区 焼肉　天　がむしゃら サービス 飲食業 5%

84,197 東京都 港区 焼肉２　９ サービス 飲食業 5%

84,198 東京都 港区 焼肉みやび サービス 飲食業 5%

84,199 東京都 港区 焼肉やよい サービス 飲食業 5%

84,200 東京都 港区 櫓茶屋　城山ヒルズ サービス 飲食業 5%

84,201 東京都 港区 櫓茶屋　ニュー新橋ビル サービス 飲食業 5%

84,202 東京都 港区 やさい村大地本店 サービス 飲食業 5%

84,203 東京都 港区 やぶ国 サービス 飲食業 5%

84,204 東京都 港区 酔郷やぶ高輪口店 サービス 飲食業 5%

84,205 東京都 港区 酔郷やぶ東口店 サービス 飲食業 5%

84,206 東京都 港区 株式会社ＹＡＭＡＫＯ サービス その他サービス 5%

84,207 東京都 港区 山﨑 サービス 飲食業 5%

84,208 東京都 港区 大和の美癒さろんそらみつ サービス 理容・美容業 5%

84,209 東京都 港区 ヤマノデイスパ＆ビューティ　赤坂店 サービス 理容・美容業 5%

84,210 東京都 港区 ヤマノビューティウェルネス　ＡＮＡインタ サービス 理容・美容業 5%

2007
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84,211 東京都 港区 Ｕ－ＲＥＡＬＭ サービス 理容・美容業 5%

84,212 東京都 港区 （有）アートアンリミテッド サービス その他サービス 5%

84,213 東京都 港区 有限会社エコファクトリー サービス その他サービス 5%

84,214 東京都 港区 有限会社キコリ サービス その他サービス 5%

84,215 東京都 港区 有限会社窪田園 小売業 その他小売 5%

84,216 東京都 港区 有限会社クロスギャラリー　クロスギャラリー 小売業 衣料品 5%

84,217 東京都 港区 有限会社小峰米店 小売業 食料品 5%

84,218 東京都 港区 ＲＥＳＩＳＴＡＮＴ 小売業 衣料品 5%

84,219 東京都 港区 有限会社サラサドットコム　ｓａｒａｓａ　ｄｅｓｉｇｎ　ｌａｂ 小売業 その他小売 5%

84,220 東京都 港区 有 中央機工商会 小売業 その他小売 5%

84,221 東京都 港区 ナルト薬局 小売業 その他小売 5%

84,222 東京都 港区 有限会社パーツスペシャリスト山口 サービス その他サービス 5%

84,223 東京都 港区 有限会社港屋総本店 サービス その他サービス 5%

84,224 東京都 港区 有職本店 小売業 食料品 5%

84,225 東京都 港区 Ｕ－２５　巣立つ魚金　赤坂 サービス 飲食業 5%

84,226 東京都 港区 優美レンタル サービス その他サービス 5%

84,227 東京都 港区 湯川・佐原法律事務所 サービス その他サービス 5%

84,228 東京都 港区 ユキコキミジマ 小売業 衣料品 5%

84,229 東京都 港区 Ｕｎｉｔ株式会社 サービス その他サービス 5%

84,230 東京都 港区 ユニットブルー（外） 小売業 衣料品 5%

84,231 東京都 港区 夢吉きもの 小売業 衣料品 5%

84,232 東京都 港区 ゆめのまくら サービス その他サービス 5%

84,233 東京都 港区 ＥＵＲＯＺ　ＧＯＬＦ 小売業 その他小売 5%

84,234 東京都 港区 よくバル酒場 サービス 飲食業 5%

84,235 東京都 港区 吉乃／うお徳 サービス 飲食業 5%

84,236 東京都 港区 ヨックモック 小売業 食料品 5%

84,237 東京都 港区 よつば健康管理センター サービス その他サービス 5%

84,238 東京都 港区 よつば健康管理センター　オーグ溜池山王店 サービス 理容・美容業 5%

84,239 東京都 港区 四谷しゃぶ禅 サービス 飲食業 5%

84,240 東京都 港区 読売センター麻布 サービス その他サービス 5%

84,241 東京都 港区 四方 小売業 食料品 5%

84,242 東京都 港区 Ｌａ　Ｔｒａｔｔｏｒｉａｃｃｉａ サービス 飲食業 5%

84,243 東京都 港区 Ｌａ　ｎａｔｕｒｅ サービス その他サービス 5%

84,244 東京都 港区 ラーメン凪田町店 サービス 飲食業 5%

84,245 東京都 港区 ライトボックスギャラリー サービス その他サービス 5%

84,246 東京都 港区 Ｌｉｆｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

84,247 東京都 港区 Ｌａｕ　【ラウ】 サービス 理容・美容業 5%

84,248 東京都 港区 ラヴィエベール麻布ホテル＆レジデンス六本木店 サービス 理容・美容業 5%

84,249 東京都 港区 銀座和食紬 サービス 飲食業 5%

84,250 東京都 港区 ＬＯＵＤ　ＧＡＲＤＥＮ　ＬＯＵＤ　ＧＡＲＤＥＮ 小売業 衣料品 5%

84,251 東京都 港区 楽山居 サービス 飲食業 5%

84,252 東京都 港区 ｒａｄｓｔｏｃｋ（株式会社ｉｘａｉｄ） サービス その他サービス 5%
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84,253 東京都 港区 Ｌ＇ａｐｐａｒｔａｍｅｎｔｏ　ｄｉ　ＮＡＯＫＩ サービス 飲食業 5%

84,254 東京都 港区 ラビラント サービス 飲食業 5%

84,255 東京都 港区 ＬＯＶＥ サービス 飲食業 5%

84,256 東京都 港区 Ｒａｆｅｌｉｔｅ品川店 サービス 理容・美容業 5%

84,257 東京都 港区 ＬＯＶＥ　ＮＡＩＬ（ラブネイル） サービス その他サービス 5%

84,258 東京都 港区 ＬＡＰＯ サービス 飲食業 5%

84,259 東京都 港区 Ｒａｍｉｅ　ｏｍｏｔｅｓａｎｄｏ サービス 理容・美容業 5%

84,260 東京都 港区 Ｌ’ａｒｔｅ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

84,261 東京都 港区 Ｌａ　Ｒｅｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

84,262 東京都 港区 リアット！都営麻布十番駅店 サービス その他サービス 5%

84,263 東京都 港区 リアット！麻布十番店 サービス その他サービス 5%

84,264 東京都 港区 リアット！神谷町店 サービス その他サービス 5%

84,265 東京都 港区 リアット！三田店 サービス その他サービス 5%

84,266 東京都 港区 リアリーシンク合同会社 サービス その他サービス 5%

84,267 東京都 港区 Ｒｅａｌ　Ｒｅｓｕｌｔ サービス その他サービス 5%

84,268 東京都 港区 莉庵 サービス 理容・美容業 5%

84,269 東京都 港区 リーデル青山本店 小売業 その他小売 5%

84,270 東京都 港区 株式会社リープル サービス 理容・美容業 5%

84,271 東京都 港区 ＬＩＢＥＲ株式会社　ＬＩＢＥＲ　Ｗｉｎｅ　Ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

84,272 東京都 港区 株式会社リーン サービス その他サービス 5%

84,273 東京都 港区 リーンロゼ東京 小売業 家具・調度品 5%

84,274 東京都 港区 ｌｉｕ 小売業 衣料品 5%

84,275 東京都 港区 株式会社リヴィエール 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,276 東京都 港区 リーウェイジャパン 小売業 食料品 5%

84,277 東京都 港区 リエルブランシュ２１ 小売業 その他小売 5%

84,278 東京都 港区 リオグランデグリル六本木 サービス 飲食業 5%

84,279 東京都 港区 ＲＥＣＯＶＥＲ サービス 飲食業 5%

84,280 東京都 港区 ＲＥＳＨＡＰＥ－ＴＯＫＹＯ サービス その他サービス 5%

84,281 東京都 港区 利助　浜松町店 サービス 飲食業 5%

84,282 東京都 港区 リスティ 小売業 家具・調度品 5%

84,283 東京都 港区 リストランテ　アカーチェ サービス 飲食業 5%

84,284 東京都 港区 リストランテ　アルポルト サービス 飲食業 5%

84,285 東京都 港区 リストランテイルバンビナッチョ サービス 飲食業 5%

84,286 東京都 港区 リストランテ・コルテジーア サービス 飲食業 5%

84,287 東京都 港区 ＲｉｓｔｏｒａｎｔｅＰｅｌｌｉｎｉＡｄａｇｉｏ サービス 飲食業 5%

84,288 東京都 港区 リストランテ　ホンダ サービス 飲食業 5%

84,289 東京都 港区 Ｌｉｘ　麻布十番【リックス】 サービス 理容・美容業 5%

84,290 東京都 港区 リデア　株式会社 小売業 衣料品 5%

84,291 東京都 港区 リードオフジャパン　株式会社 サービス 飲食業 5%

84,292 東京都 港区 ｒｉｄＣｒｅａｔｏｒｓ サービス その他サービス 5%

84,293 東京都 港区 リトルアジア　赤坂 サービス 飲食業 5%

84,294 東京都 港区 リトルスターキッズクラブ サービス その他サービス 5%
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84,295 東京都 港区 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｄａｒｌｉｎｇ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｒｏａｓｔｅｒｓ サービス 飲食業 5%

84,296 東京都 港区 ｌｉｔｔｌｅｍｏｎｓｔｅｒ 小売業 その他小売 5%

84,297 東京都 港区 リネアウィッグ　東京サロン サービス 理容・美容業 5%

84,298 東京都 港区 ＬＩＢＥＲＴＹ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＡＣＡＤＥＭＹ サービス その他サービス 5%

84,299 東京都 港区 ｒｅｆｕｍｅ【リフューム】 サービス 理容・美容業 5%

84,300 東京都 港区 リフレクソロジー宝来　赤坂店 サービス その他サービス 5%

84,301 東京都 港区 リフレ・リラクゼーションサロン「アットフィーリング」三軒茶屋 サービス 理容・美容業 5%

84,302 東京都 港区 株式会社カラーセレクション サービス その他サービス 5%

84,303 東京都 港区 Ｌｉｅｕ 小売業 衣料品 5%

84,304 東京都 港区 中華食べ飲み放題　隆盛園 サービス 飲食業 5%

84,305 東京都 港区 リュディック 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,306 東京都 港区 リラクザ・プリンスパークタワー東京 サービス その他サービス 5%

84,307 東京都 港区 Ｒｅｌａｘｉａ　六本木店 サービス その他サービス 5%

84,308 東京都 港区 ＲＥＬＵＸ ＬＡＢＯ 鍼灸院リラクスラボ サービス その他サービス 5%

84,309 東京都 港区 リラクゼーションサロンプレシャス サービス その他サービス 5%

84,310 東京都 港区 Ｒｅ　Ｒａ　Ｋｕ浜松町シーバンス店　Ｒｅ　Ｒａ　Ｋｕ浜松町シーバンス店 サービス その他サービス 5%

84,311 東京都 港区 ｒｅｌａｘ サービス 飲食業 5%

84,312 東京都 港区 ＲＥＬＡＸＸ　表参道　ＲＥＬＡＸＸ サービス 理容・美容業 5%

84,313 東京都 港区 Ｌｉｌｙ　Ｇｉｎｚａ サービス 理容・美容業 5%

84,314 東京都 港区 Ｌｉｎｄａ サービス 理容・美容業 5%

84,315 東京都 港区 リンパ骨盤調整専門店レガロ サービス 理容・美容業 5%

84,316 東京都 港区 ｌｉｇｎｅ　ｒｏｓｅｔ　ａｏｙａｍａ 小売業 家具・調度品 5%

84,317 東京都 港区 ＬＵＩＤＡ’ＳＢＡＲ サービス 飲食業 5%

84,318 東京都 港区 ルイーダの酒場　六本木店 サービス 飲食業 5%

84,319 東京都 港区 Ｒｏｕｘｄａ’ サービス 理容・美容業 5%

84,320 東京都 港区 ＬＯＯＳＥＪＯＩＮＴＳ 小売業 衣料品 5%

84,321 東京都 港区 Ｌｕｃｅ サービス その他サービス 5%

84,322 東京都 港区 ルーディア サービス その他サービス 5%

84,323 東京都 港区 ループスタジオ鎌倉大船 サービス 理容・美容業 5%

84,324 東京都 港区 Ｌｕｃａ’ｓＫｉｔｃｈｅｎ８６番 サービス 飲食業 5%

84,325 東京都 港区 ルクール サービス 飲食業 5%

84,326 東京都 港区 ＬｅＣｏｎｔｅ サービス 飲食業 5%

84,327 東京都 港区 ルシアン白金台 サービス その他サービス 5%

84,328 東京都 港区 ルシェオ サービス 理容・美容業 5%

84,329 東京都 港区 Ｌｕｃｉｅｏ サービス 理容・美容業 5%

84,330 東京都 港区 ＬＵＣＩＥＯ サービス 理容・美容業 5%

84,331 東京都 港区 Ｌｅ　ｃｈａｒｍｅ　ｄｅ　ｆｉｆｉ　ｅｔ　ｆａｆａ 小売業 衣料品 5%

84,332 東京都 港区 ルージュブラン 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,333 東京都 港区 Ｌｕｃｅ サービス その他サービス 5%

84,334 東京都 港区 月華茶 サービス 飲食業 5%

84,335 東京都 港区 ルビコン・リアルティ サービス その他サービス 5%

84,336 東京都 港区 ル・プティ・マルシェ サービス 飲食業 5%
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84,337 東京都 港区 ルミエールプラチナム サービス その他サービス 5%

84,338 東京都 港区 ｒｏｏｍｓ催事６ 小売業 衣料品 5%

84,339 東京都 港区 ＬｅＬｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

84,340 東京都 港区 ＬＥＡＭＡＮＡＷＡ サービス その他サービス 5%

84,341 東京都 港区 礼 サービス 飲食業 5%

84,342 東京都 港区 （有）レイジィー 小売業 衣料品 5%

84,343 東京都 港区 Ｒａｉｌｌｙ　赤坂店 サービス 飲食業 5%

84,344 東京都 港区 レインボ－ブリッジＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

84,345 東京都 港区 Ｒｅｖｅ 小売業 衣料品 5%

84,346 東京都 港区 レオニダス麻布十番店 小売業 食料品 5%

84,347 東京都 港区 ＬＥＧＵＭＥ サービス 飲食業 5%

84,348 東京都 港区 Ｒｅｇｉｌｏ　【レジーロ】 サービス 理容・美容業 5%

84,349 東京都 港区 Ｒｅｇｉｌｏ サービス 理容・美容業 5%

84,350 東京都 港区 レストラン・カラバッシュ サービス 飲食業 5%

84,351 東京都 港区 レストランコア サービス 飲食業 5%

84,352 東京都 港区 レストランバー　卑弥呼 サービス 飲食業 5%

84,353 東京都 港区 レストランバー　卑弥呼 サービス 飲食業 5%

84,354 東京都 港区 レストランランスヤナギダテ サービス 飲食業 5%

84,355 東京都 港区 ＲｅｄＷｉｔｃｈ サービス その他サービス 5%

84,356 東京都 港区 Ｌｅｓ　ｄ?ｓ サービス 飲食業 5%

84,357 東京都 港区 ＲＡＤＩＯ サービス 飲食業 5%

84,358 東京都 港区 Ｌａｄｙ．Ｋａｋｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,359 東京都 港区 レミルフォイユ　ドゥ　リベルテ 小売業 その他小売 5%

84,360 東京都 港区 レン 小売業 その他小売 5%

84,361 東京都 港区 ＲＥＮＪＩＳＨＩＡＯＹＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

84,362 東京都 港区 ＲＯＡＲＳＯＲＩＧＩＮＡＬＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

84,363 東京都 港区 ＲＯＹＡＬＬＥＡＦＴＥＡ サービス その他サービス 5%

84,364 東京都 港区 ＲｏｓｅＭａｒｉａｇｅ サービス その他サービス 5%

84,365 東京都 港区 ローラポンポニー サービス その他サービス 5%

84,366 東京都 港区 ＬＯＲＥ サービス 飲食業 5%

84,367 東京都 港区 １／６０ サービス 飲食業 5%

84,368 東京都 港区 ＫＡＺＯＫＵＪＥＷＥＬＬＥＲＹ 小売業 衣料品 5%

84,369 東京都 港区 株式会社ロコムーブ サービス 理容・美容業 5%

84,370 東京都 港区 ＲＯＣＩＯ 小売業 衣料品 5%

84,371 東京都 港区 ロスカボス　六本木 サービス 飲食業 5%

84,372 東京都 港区 ローズマリーミュージックスクール サービス その他サービス 5%

84,373 東京都 港区 ロッソ・エ・ビアンコ サービス 飲食業 5%

84,374 東京都 港区 六本木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

84,375 東京都 港区 六本木　すし巽 サービス 飲食業 5%

84,376 東京都 港区 六本木　とんちゃん サービス 飲食業 5%

84,377 東京都 港区 六本木　とんちゃん サービス 飲食業 5%

84,378 東京都 港区 六本木　モンシェルトントン サービス 飲食業 5%
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84,379 東京都 港区 セブン－イレブン六本木駅北店 小売業 食料品 2%

84,380 東京都 港区 六本木割烹料亭ｓａｂｕ サービス 飲食業 5%

84,381 東京都 港区 六本木グランドタワードラッグ 小売業 その他小売 5%

84,382 東京都 港区 セブン－イレブン六本木５丁目店 小売業 食料品 2%

84,383 東京都 港区 セブン－イレブン六本木３丁目店 小売業 食料品 2%

84,384 東京都 港区 六本木　酒饗　ほたる サービス 飲食業 5%

84,385 東京都 港区 六本木ダイニングバー　流雲 サービス 飲食業 5%

84,386 東京都 港区 セブン－イレブン六本木ティーキューブ店 小売業 食料品 2%

84,387 東京都 港区 Ｄｉｏｎｅ六本木店 Ｄｉｏｎｅ六本木店 サービス 理容・美容業 5%

84,388 東京都 港区 セブン－イレブン六本木７丁目店 小売業 食料品 2%

84,389 東京都 港区 六本木パック 小売業 その他小売 5%

84,390 東京都 港区 六本木凜 サービス 飲食業 5%

84,391 東京都 港区 セブン－イレブン六本木６丁目店 小売業 食料品 2%

84,392 東京都 港区 ロハスビューティ 小売業 衣料品 5%

84,393 東京都 港区 ＭＥＨＡＮＡ サービス その他サービス 5%

84,394 東京都 港区 ＬｏＬＬｙ サービス 理容・美容業 5%

84,395 東京都 港区 ＬＯＮＥＯＮＥＳＴＯＫＹＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,396 東京都 港区 わ・かく田 サービス 飲食業 5%

84,397 東京都 港区 ＷＯＲＫＣＡＮＶＡＳ株式会社 サービス その他サービス 5%

84,398 東京都 港区 ｗｏｒｍ サービス 飲食業 5%

84,399 東京都 港区 ワールド・ペットペア・プロダクツ株式会社 サービス その他サービス 5%

84,400 東京都 港区 ワイズグレース 小売業 衣料品 5%

84,401 東京都 港区 ワイン食堂竹若 サービス 飲食業 5%

84,402 東京都 港区 ワインショップソムリエ 小売業 食料品 5%

84,403 東京都 港区 ワインブティック　ヴァンシュールヴァン 小売業 食料品 5%

84,404 東京都 港区 Ｗａｋａｓａ　Ｂｏｏｋｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

84,405 東京都 港区 ワガヤ電気商会 小売業 電化製品 5%

84,406 東京都 港区 ワタナベ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

84,407 東京都 港区 和韓 サービス 飲食業 5%

84,408 東京都 港区 ＷＡＧＹＵ＋ サービス 飲食業 5%

84,409 東京都 港区 和牛焼肉　うし成　新橋 サービス 飲食業 5%

84,410 東京都 港区 和牛焼肉ＫＩＭ白金本店 サービス 飲食業 5%

84,411 東京都 港区 ＷＯＲＫＳＡｚａｂｕ－ｊｕｂａｎ サービス 理容・美容業 5%

84,412 東京都 港区 和合堂 小売業 その他小売 5%

84,413 東京都 港区 和酒旬菜　縷々 サービス 飲食業 5%

84,414 東京都 港区 和酒旬菜　縷々 サービス 飲食業 5%

84,415 東京都 港区 和食バル　わころん　田町店 サービス 飲食業 5%

84,416 東京都 港区 ワシントン靴店 小売業 衣料品 5%

84,417 東京都 港区 和風フレンチ　ｉｃｈｉＲｙｕ サービス 飲食業 5%

84,418 東京都 港区 和風れすとらん高輪赤のれん　　有　和風れすとらん高輪赤のれん サービス 飲食業 5%

84,419 東京都 港区 ワミレスマイ サービス 理容・美容業 5%

84,420 東京都 港区 藁焼きと茶碗蒸し　西新橋魚金 サービス 飲食業 5%
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84,421 東京都 港区 １ＬＤＫ　ＡＯＹＡＭＡ　ＨＯＴＥＬ 小売業 衣料品 5%

84,422 東京都 三宅村 さくまタクシー サービス 運輸業 5%

84,423 東京都 三宅村 スナッパー　ダイビングセンター サービス 宿泊業 5%

84,424 東京都 三宅村 正大ストアー 小売業 その他小売 5%

84,425 東京都 三宅村 東海汽船　三宅島営業所　阿古港 サービス その他サービス 5%

84,426 東京都 三宅村 東海汽船　三宅島営業所　伊ヶ谷港 サービス その他サービス 5%

84,427 東京都 三宅村 東海汽船　三宅島営業所　三池港 サービス その他サービス 5%

84,428 東京都 三宅村 三宅島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

84,429 東京都 武蔵野市 アートサロン和錆 小売業 衣料品 5%

84,430 東京都 武蔵野市 株式会社フリーポジション サービス その他サービス 5%

84,431 東京都 武蔵野市 あいナチュラル鍼灸院　あいナチュラル鍼灸院 サービス その他サービス 5%

84,432 東京都 武蔵野市 aivee サービス 理容・美容業 5%

84,433 東京都 武蔵野市 アウトバック サービス 飲食業 5%

84,434 東京都 武蔵野市 青山クリーニング　有限会社青山クリーニング サービス その他サービス 5%

84,435 東京都 武蔵野市 青山フラワーマーケットアトレ吉祥寺店 小売業 その他小売 5%

84,436 東京都 武蔵野市 赤坂柿山アトレ吉祥寺店 小売業 食料品 5%

84,437 東京都 武蔵野市 赤身焼肉　寿香苑　あかつき サービス 飲食業 5%

84,438 東京都 武蔵野市 ｎａｋｅｄａｐｅ サービス その他サービス 5%

84,439 東京都 武蔵野市 アクセス　吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,440 東京都 武蔵野市 麻布テーラー吉祥寺 小売業 衣料品 5%

84,441 東京都 武蔵野市 ＡＺＡＢＵ屋 サービス 飲食業 5%

84,442 東京都 武蔵野市 アストリア　吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,443 東京都 武蔵野市 アッシュアカマツ サービス 飲食業 5%

84,444 東京都 武蔵野市 ａｔｅｌｉｅｒ　ｈａｒｕｋａアトレ吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,445 東京都 武蔵野市 アニマルシッター６３４ サービス その他サービス 5%

84,446 東京都 武蔵野市 アヒル 小売業 その他小売 5%

84,447 東京都 武蔵野市 あぶらや 小売業 衣料品 5%

84,448 東京都 武蔵野市 アプリールクッキングスタジオ サービス その他サービス 5%

84,449 東京都 武蔵野市 アムリタ整体室 サービス その他サービス 5%

84,450 東京都 武蔵野市 ＡＬＩＶＥ　Ｋｉｃｈｉｊｏｊｉ サービス 理容・美容業 5%

84,451 東京都 武蔵野市 アライ屋 小売業 食料品 5%

84,452 東京都 武蔵野市 ア・ラ・カンパーニュ吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,453 東京都 武蔵野市 アリババ　吉祥寺店 小売業 その他小売 5%

84,454 東京都 武蔵野市 ＡＬ 小売業 衣料品 5%

84,455 東京都 武蔵野市 Ｒ－Ｃｒｅｅ 小売業 衣料品 5%

84,456 東京都 武蔵野市 アルビータ サービス 飲食業 5%

84,457 東京都 武蔵野市 Ｕｎ　ａｍｉ　ｋｉｃｈｉｊｏｊｉ サービス 理容・美容業 5%

84,458 東京都 武蔵野市 アンテンドゥ 吉祥寺店 小売業 食料品 5%

84,459 東京都 武蔵野市 アンテンドゥアトレ吉祥寺店 小売業 食料品 5%

84,460 東京都 武蔵野市 イイノタカユキ サービス 理容・美容業 5%

84,461 東京都 武蔵野市 イエスタデー　クロス 小売業 衣料品 5%

84,462 東京都 武蔵野市 井口　タクシー サービス 運輸業 5%
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84,463 東京都 武蔵野市 井関個人タクシー サービス 運輸業 5%

84,464 東京都 武蔵野市 一圓三鷹北口店 サービス 飲食業 5%

84,465 東京都 武蔵野市 一岳堂 小売業 その他小売 5%

84,466 東京都 武蔵野市 一肉十菜　吉祥寺 サービス 飲食業 5%

84,467 東京都 武蔵野市 イマージュ イマージュアヴェダ 丸井吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,468 東京都 武蔵野市 イリオスＰｅｒｓｏｎａｌ吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,469 東京都 武蔵野市 入倉康ジュエリー工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,470 東京都 武蔵野市 イルカプリッチョ サービス 飲食業 5%

84,471 東京都 武蔵野市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ　吉祥寺 サービス その他サービス 5%

84,472 東京都 武蔵野市 イワキ　サンロード店 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,473 東京都 武蔵野市 インテリアブティックｈａｌ　インテリアブティックｈａｌ 小売業 衣料品 5%

84,474 東京都 武蔵野市 ＩｎＶｉｖｏ 小売業 その他小売 5%

84,475 東京都 武蔵野市 ヴィネリアハーヴェスト サービス 飲食業 5%

84,476 東京都 武蔵野市 ウィルコムカウンター　吉祥寺店 小売業 電化製品 5%

84,477 東京都 武蔵野市 ヴィンテージスポーツ吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,478 東京都 武蔵野市 ウインドジャマーズ吉祥寺店 小売業 その他小売 5%

84,479 東京都 武蔵野市 ウーマンリミックス吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,480 東京都 武蔵野市 ＷＥＬＬ吉祥寺店 小売業 その他小売 5%

84,481 東京都 武蔵野市 ＳｅｉｋｏＵｓａｍｉ サービス その他サービス 5%

84,482 東京都 武蔵野市 歌広場　吉祥寺北口店 サービス 飲食業 5%

84,483 東京都 武蔵野市 歌広場　吉祥寺サンロード サービス 飲食業 5%

84,484 東京都 武蔵野市 梅川堂 サービス その他サービス 5%

84,485 東京都 武蔵野市 ＵＲＯＯＴＳ吉祥寺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,486 東京都 武蔵野市 ウルフハウス 小売業 衣料品 5%

84,487 東京都 武蔵野市 エイシーズ　ギャラリー 小売業 家具・調度品 5%

84,488 東京都 武蔵野市 エイジング　ビーフ　エイジング　ビーフ　吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,489 東京都 武蔵野市 エイジング・ビーフ吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,490 東京都 武蔵野市 ＨＩＣ　ＴＯＫＹＯ　ＳＴＯＲＥ 小売業 その他小売 5%

84,491 東京都 武蔵野市 ＨＭ　　ｈａｉｒ　吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,492 東京都 武蔵野市 ＡＣＤＣ 小売業 電化製品 5%

84,493 東京都 武蔵野市 ＳＭＴＡＲＴ 小売業 その他小売 5%

84,494 東京都 武蔵野市 エステサロンさくら　吉祥寺東急店 サービス 理容・美容業 5%

84,495 東京都 武蔵野市 エステサロンＲｏｕｇｅ サービス その他サービス 5%

84,496 東京都 武蔵野市 エスネイル吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,497 東京都 武蔵野市 ＸＢＯＤＹＬａｂ吉祥寺 サービス その他サービス 5%

84,498 東京都 武蔵野市 ｅｔｃ．ＪＯＵＲＮＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ サービス 飲食業 5%

84,499 東京都 武蔵野市 Ａｎｙｔｈｉｎｇ　Ｎａｉｌ＆Ｃａｒｅ【エニシング　ネイル＆ケア】 サービス その他サービス 5%

84,500 東京都 武蔵野市 Ｎ．ｖｉｎｔａｇｅ 小売業 衣料品 5%

84,501 東京都 武蔵野市 Ｎ（ｌｉｎｅ） サービス 理容・美容業 5%

84,502 東京都 武蔵野市 ＦＴ２ｗｏｒｋｓ 小売業 衣料品 5%

84,503 東京都 武蔵野市 ＥＭＡＮＯＮ吉祥寺 サービス 理容・美容業 5%

84,504 東京都 武蔵野市 Ｍ－ＷａｔｃｈＳｔｕｄｉｏ 小売業 衣料品 5%
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84,505 東京都 武蔵野市 エメフィール　吉祥寺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,506 東京都 武蔵野市 ＥＬＩＮＥ吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,507 東京都 武蔵野市 ＬＵＡ　ｂｙ　ａｉｖｅｅ　ＬＵＡ　ｂｙ　ａｉｖｅｅ サービス 理容・美容業 5%

84,508 東京都 武蔵野市 LUA by aivee サービス 理容・美容業 5%

84,509 東京都 武蔵野市 Ｌｂ．ｓｉｓｔｅｒｓアトレ吉祥寺店 小売業 家具・調度品 5%

84,510 東京都 武蔵野市 ｅｎｅ サービス その他サービス 5%

84,511 東京都 武蔵野市 ｅｎ サービス 理容・美容業 5%

84,512 東京都 武蔵野市 Ｅｎｚｏ吉祥寺 小売業 衣料品 5%

84,513 東京都 武蔵野市 Ｅｎｚｏ＋Ｉｔａｌｉａ吉祥寺 小売業 衣料品 5%

84,514 東京都 武蔵野市 Ｏａｓｉｓ Ｎａｔｕｒａｌ 吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,515 東京都 武蔵野市 Ｏ?ＯＷＬＵＬＵ サービス 理容・美容業 5%

84,516 東京都 武蔵野市 フロー サービス その他サービス 5%

84,517 東京都 武蔵野市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅオートジョイ吉祥寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

84,518 東京都 武蔵野市 大むら サービス 飲食業 5%

84,519 東京都 武蔵野市 オールドクロウ サービス 飲食業 5%

84,520 東京都 武蔵野市 オグラ眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,521 東京都 武蔵野市 お好み焼むら吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,522 東京都 武蔵野市 しろやま 小売業 食料品 5%

84,523 東京都 武蔵野市 おこめのしろやま 小売業 食料品 5%

84,524 東京都 武蔵野市 お酒と料理えいよう サービス 飲食業 5%

84,525 東京都 武蔵野市 オステリア　ダ　ヒロキ サービス 飲食業 5%

84,526 東京都 武蔵野市 おそうじ革命　武蔵野吉祥寺本町店 サービス その他サービス 5%

84,527 東京都 武蔵野市 オニグンソー 小売業 その他小売 5%

84,528 東京都 武蔵野市 ＯＰＵＳ　ＡＭＩＣＡ． サービス 理容・美容業 5%

84,529 東京都 武蔵野市 ＯＰＵＳ　ＣＲＥＥＲ サービス 理容・美容業 5%

84,530 東京都 武蔵野市 おへそ書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

84,531 東京都 武蔵野市 オリッククリーニング　本店 サービス その他サービス 5%

84,532 東京都 武蔵野市 オリックスレンタカー吉祥寺駅前店 サービス その他サービス 2%

84,533 東京都 武蔵野市 ＯＲＩＮＡＳ サービス 理容・美容業 5%

84,534 東京都 武蔵野市 Ｏｒｆｅｏ 小売業 衣料品 5%

84,535 東京都 武蔵野市 オルレアカメラ 小売業 その他小売 5%

84,536 東京都 武蔵野市 ＫＡＪＡ　吉祥寺本店 小売業 家具・調度品 5%

84,537 東京都 武蔵野市 カジュアルゴルフスクール武蔵境 小売業 その他小売 5%

84,538 東京都 武蔵野市 カジュアルゴルフスクール武蔵境イベント サービス その他サービス 5%

84,539 東京都 武蔵野市 カスケードロックス 小売業 その他小売 5%

84,540 東京都 武蔵野市 カスピアン 小売業 家具・調度品 5%

84,541 東京都 武蔵野市 花泉 サービス 飲食業 5%

84,542 東京都 武蔵野市 かっぱい サービス 飲食業 5%

84,543 東京都 武蔵野市 金井米穀店 小売業 食料品 5%

84,544 東京都 武蔵野市 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ｄｉｚｚｌｅ サービス 飲食業 5%

84,545 東京都 武蔵野市 カフェ海猫山猫 サービス 飲食業 5%

84,546 東京都 武蔵野市 カフェ芙蓉 サービス 飲食業 5%
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84,547 東京都 武蔵野市 株式会社ブライトコンパス　販売 小売業 その他小売 5%

84,548 東京都 武蔵野市 株式会社パドヴァ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,549 東京都 武蔵野市 株式会社ｃｏｂｉｓｍ サービス その他サービス 5%

84,550 東京都 武蔵野市 株式会社新橋玉木屋 小売業 食料品 5%

84,551 東京都 武蔵野市 株式会社浜地 サービス その他サービス 5%

84,552 東京都 武蔵野市 ＣＯＬＯＲＤＯＬＰＨＩＮ サービス その他サービス 5%

84,553 東京都 武蔵野市 カラオケディープブルー武蔵境店 サービス その他サービス 5%

84,554 東京都 武蔵野市 カラダファクトリー　武蔵境店 サービス その他サービス 5%

84,555 東京都 武蔵野市 カラダファクトリー吉祥寺ロフト店 サービス その他サービス 5%

84,556 東京都 武蔵野市 ＧＡＲＡＴＥＩＡ サービス 理容・美容業 5%

84,557 東京都 武蔵野市 ＫＡＲＡＮＳＡ 小売業 衣料品 5%

84,558 東京都 武蔵野市 ｑｕａｌｉｔｅ　ｓｃａｐｅアトレ吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,559 東京都 武蔵野市 カレーハウスCoCo壱番屋　西武武蔵境駅店 サービス 飲食業 2%

84,560 東京都 武蔵野市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋三鷹駅北口店 サービス 飲食業 2%

84,561 東京都 武蔵野市 カレルチャペック紅茶店吉祥寺本店 小売業 その他小売 5%

84,562 東京都 武蔵野市 カワサキプラザ吉祥寺店 小売業 その他小売 5%

84,563 東京都 武蔵野市 カワナミゴルフ 小売業 その他小売 5%

84,564 東京都 武蔵野市 カワナミゴルフスクール　吉祥寺 小売業 その他小売 5%

84,565 東京都 武蔵野市 カワナミゴルフスクールイベント　吉祥寺 サービス その他サービス 5%

84,566 東京都 武蔵野市 河原宝飾三鷹店 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,567 東京都 武蔵野市 ｃａｎｔｅ１ 小売業 衣料品 5%

84,568 東京都 武蔵野市 株式会社キシル　吉祥寺店 小売業 家具・調度品 5%

84,569 東京都 武蔵野市 吉祥寺　アロマージュ サービス その他サービス 5%

84,570 東京都 武蔵野市 吉祥寺　じげもんとん サービス 飲食業 5%

84,571 東京都 武蔵野市 吉祥寺　Ｐｅｃｏｒｉ サービス 飲食業 5%

84,572 東京都 武蔵野市 吉祥寺井上寝具 小売業 その他小売 5%

84,573 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン吉祥寺井の頭公園入口店 小売業 食料品 2%

84,574 東京都 武蔵野市 吉祥寺魚金 サービス 飲食業 5%

84,575 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン吉祥寺駅中央店 小売業 食料品 2%

84,576 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン吉祥寺北町５丁目店 小売業 食料品 2%

84,577 東京都 武蔵野市 吉祥寺ギャラリーアイ 小売業 衣料品 5%

84,578 東京都 武蔵野市 吉祥寺矯正丸 サービス 理容・美容業 5%

84,579 東京都 武蔵野市 吉祥寺コンチェルト 小売業 衣料品 5%

84,580 東京都 武蔵野市 吉祥寺　ＳＫＩＴ 小売業 衣料品 5%

84,581 東京都 武蔵野市 高田パール株式会社 小売業 衣料品 5%

84,582 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン吉祥寺大正通り店 小売業 食料品 2%

84,583 東京都 武蔵野市 吉祥寺多奈加亭本店 サービス 飲食業 5%

84,584 東京都 武蔵野市 吉祥寺千恵蔵さん 小売業 食料品 5%

84,585 東京都 武蔵野市 吉祥寺てあて院 サービス 理容・美容業 5%

84,586 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン吉祥寺通り東店 小売業 食料品 2%

84,587 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン吉祥寺中町店 小売業 食料品 2%

84,588 東京都 武蔵野市 吉祥寺ニキビ研究所 小売業 その他小売 5%
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84,589 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン吉祥寺東町１丁目店 小売業 食料品 2%

84,590 東京都 武蔵野市 吉祥寺聘珍樓 サービス 飲食業 5%

84,591 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン吉祥寺本町１丁目店 小売業 食料品 2%

84,592 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン吉祥寺本町３丁目店 小売業 食料品 2%

84,593 東京都 武蔵野市 吉祥寺ＭＡＴＳＵＨＩＲＯ サービス 飲食業 5%

84,594 東京都 武蔵野市 セブンーイレブン吉祥寺南町２丁目店 小売業 食料品 2%

84,595 東京都 武蔵野市 吉祥寺モスクワ 小売業 その他小売 5%

84,596 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン吉祥寺立教通り店 小売業 食料品 2%

84,597 東京都 武蔵野市 吉祥寺虎屋ダイヤ店 サービス 飲食業 5%

84,598 東京都 武蔵野市 合資会社吉祥寺虎屋 サービス 飲食業 5%

84,599 東京都 武蔵野市 Ｋｉｎｏ．Ｑ 小売業 衣料品 5%

84,600 東京都 武蔵野市 キモノモード吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,601 東京都 武蔵野市 ギャラリーアイ　吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,602 東京都 武蔵野市 Ｇａｌｌｅｒｙ惺ＳＡＴＯＲＵ サービス その他サービス 5%

84,603 東京都 武蔵野市 ＧＡＬＬＥＲＹ・２　吉祥寺店 小売業 その他小売 5%

84,604 東京都 武蔵野市 ぎょうざの満洲　武蔵境北口店 サービス 飲食業 5%

84,605 東京都 武蔵野市 京都勝牛吉祥寺北口 サービス 飲食業 5%

84,606 東京都 武蔵野市 銀座十字屋スタジオクローチェ サービス その他サービス 5%

84,607 東京都 武蔵野市 銀座十字屋ハープ＆フルートサロン吉祥寺 小売業 その他小売 5%

84,608 東京都 武蔵野市 銀座若菜アトレ吉祥寺店 小売業 食料品 5%

84,609 東京都 武蔵野市 金の猿 サービス 飲食業 5%

84,610 東京都 武蔵野市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ吉祥寺店 小売業 その他小売 5%

84,611 東京都 武蔵野市 串しん坊三鷹 サービス 飲食業 5%

84,612 東京都 武蔵野市 串屋横丁　吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,613 東京都 武蔵野市 くじらｔｉｍｅ 小売業 衣料品 5%

84,614 東京都 武蔵野市 クッキーコンタクト 小売業 その他小売 5%

84,615 東京都 武蔵野市 ｇ．ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

84,616 東京都 武蔵野市 グランアッシュ　吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,617 東京都 武蔵野市 ＧＲＥＥＮ　ＰＥＰＰＥＲ サービス 飲食業 5%

84,618 東京都 武蔵野市 クリーニングみやお　三鷹駅北口店 サービス その他サービス 5%

84,619 東京都 武蔵野市 グリーンパークゴルフセンター サービス その他サービス 5%

84,620 東京都 武蔵野市 クレイジーワイン 小売業 食料品 5%

84,621 東京都 武蔵野市 ｇｒａｃｅ－ｆｉｏｒｅ吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,622 東京都 武蔵野市 京企画 小売業 衣料品 5%

84,623 東京都 武蔵野市 ＫＢＬ吉祥寺駅前店 サービス 理容・美容業 5%

84,624 東京都 武蔵野市 ＫＢＬ吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,625 東京都 武蔵野市 ｋｅｓａ 小売業 衣料品 5%

84,626 東京都 武蔵野市 健康サロンなごみ サービス その他サービス 5%

84,627 東京都 武蔵野市 コアド整体院 サービス その他サービス 5%

84,628 東京都 武蔵野市 珈琲楽団 小売業 その他小売 5%

84,629 東京都 武蔵野市 小顔美肌骨気専門店ｓｅｎｔｉｄｏ サービス その他サービス 5%

84,630 東京都 武蔵野市 小顔美肌コルギ専門店 ｓｅｎｔｉｄｏ 小顔美肌コルギｓｅｎｔｉｄｏ サービス 理容・美容業 5%
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84,631 東京都 武蔵野市 ココカラ サービス 理容・美容業 5%

84,632 東京都 武蔵野市 ｋｏｋｏｃｈｉ－ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

84,633 東京都 武蔵野市 ここね 小売業 食料品 5%

84,634 東京都 武蔵野市 Ｃｏｓ?　Ｃｏｓ? サービス 飲食業 5%

84,635 東京都 武蔵野市 五宿不動産 サービス その他サービス 5%

84,636 東京都 武蔵野市 個人坂本タクシー サービス 運輸業 5%

84,637 東京都 武蔵野市 ＣＯＴＳ　ＷＯＬＤＳ 小売業 その他小売 5%

84,638 東京都 武蔵野市 ＣＯＴＳ　ＷＯＬＤＳ 小売業 その他小売 5%

84,639 東京都 武蔵野市 コポ　吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,640 東京都 武蔵野市 ＣＯＭイスズ 小売業 電化製品 5%

84,641 東京都 武蔵野市 こめひろ 小売業 食料品 5%

84,642 東京都 武蔵野市 ＣＯＬＯ サービス 理容・美容業 5%

84,643 東京都 武蔵野市 ころくや武蔵境店 小売業 食料品 5%

84,644 東京都 武蔵野市 コンチェルト　吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,645 東京都 武蔵野市 ＴＨＥ　ＳＥＡ　【ザ・シー】 サービス 理容・美容業 5%

84,646 東京都 武蔵野市 サイトウタクシー サービス 運輸業 5%

84,647 東京都 武蔵野市 Ｓｉｇｎ　ＫＩＣＨＩＪＯＪＩ サービス 飲食業 5%

84,648 東京都 武蔵野市 サウンドスタジオキッカ サービス その他サービス 5%

84,649 東京都 武蔵野市 桜堤　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

84,650 東京都 武蔵野市 錆猫ギャラリー サービス その他サービス 5%

84,651 東京都 武蔵野市 サムタイム サービス 飲食業 5%

84,652 東京都 武蔵野市 さわやか武蔵野関前店 サービス その他サービス 5%

84,653 東京都 武蔵野市 ＣＩＮＱ 小売業 衣料品 5%

84,654 東京都 武蔵野市 サンコー 小売業 衣料品 5%

84,655 東京都 武蔵野市 サンドイッチハウスメルヘンアトレ吉祥寺店 小売業 食料品 5%

84,656 東京都 武蔵野市 Ｃｈｉｅｎ　ｄｅ　ｃｈｏｕｃｈｏｕ　Ｃｈｉｅｎ　ｄｅ　ｃｈｏｕｃｈｏｕ 小売業 その他小売 5%

84,657 東京都 武蔵野市 ｃｉｉａ【シーア】 サービス 理容・美容業 5%

84,658 東京都 武蔵野市 ＳＥＡＳＯＮＳ 小売業 衣料品 5%

84,659 東京都 武蔵野市 Ｃ・Ｗ・Ｓ　吉祥寺 小売業 その他小売 5%

84,660 東京都 武蔵野市 ＣＰサロンＭＡＧＡＲＩ サービス 理容・美容業 5%

84,661 東京都 武蔵野市 ジェシカ吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,662 東京都 武蔵野市 ｓｈｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

84,663 東京都 武蔵野市 じげもんとん　ｈａｎａｒｅ サービス 飲食業 5%

84,664 東京都 武蔵野市 四柱推命ＡＫＩＺＵＫＩ サービス その他サービス 5%

84,665 東京都 武蔵野市 四歩 サービス 飲食業 5%

84,666 東京都 武蔵野市 シティテル武蔵境 サービス 宿泊業 5%

84,667 東京都 武蔵野市 シドニーアトレ吉祥寺店 小売業 その他小売 5%

84,668 東京都 武蔵野市 四宮写真事務所 サービス その他サービス 5%

84,669 東京都 武蔵野市 ｇｙｐｓｏｐｈｉｌａ 小売業 衣料品 5%

84,670 東京都 武蔵野市 ｇｙｐｓｏｐｈｉｌａ　吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,671 東京都 武蔵野市 司法書士法人Ａｓｂｉｒｄｓ サービス その他サービス 5%

84,672 東京都 武蔵野市 シャッターズ吉祥寺 サービス 飲食業 5%
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84,673 東京都 武蔵野市 ＪｏｕｒｎａｌｓｔａｎｄａｒｄＦｕｒｎｉ 小売業 家具・調度品 5%

84,674 東京都 武蔵野市 しゃぶしゃぶ温野菜吉祥寺店 サービス 飲食業 2%

84,675 東京都 武蔵野市 シャンドゥブレ　吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,676 東京都 武蔵野市 じゃんぱら　吉祥寺店 小売業 電化製品 5%

84,677 東京都 武蔵野市 じゃんばら吉祥寺南口店 小売業 電化製品 5%

84,678 東京都 武蔵野市 ｊｏｕｉｒ　【ジュイール】 サービス 理容・美容業 5%

84,679 東京都 武蔵野市 シュシュ 吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,680 東京都 武蔵野市 ｃｈｏｕｃｈｏｕ吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,681 東京都 武蔵野市 ｓｈｒｉ サービス 理容・美容業 5%

84,682 東京都 武蔵野市 ｓｈｒｉ　吉祥寺　【シュリ】 サービス 理容・美容業 5%

84,683 東京都 武蔵野市 小動物園　ＨＡＲＲＹ　ＰＩＧＧＹ 小売業 その他小売 5%

84,684 東京都 武蔵野市 食堂部 サービス その他サービス 5%

84,685 東京都 武蔵野市 食堂部（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

84,686 東京都 武蔵野市 ｇｉｒａｆ サービス 理容・美容業 5%

84,687 東京都 武蔵野市 すたみな太郎ＮＥＸＴ　吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,688 東京都 武蔵野市 ストロベリーフィールズアトレ吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,689 東京都 武蔵野市 Ｓｎｏｗｄｒｏｐ　吉祥寺 サービス 理容・美容業 5%

84,690 東京都 武蔵野市 株式会社スピカ サービス その他サービス 5%

84,691 東京都 武蔵野市 スマートファボ サービス その他サービス 5%

84,692 東京都 武蔵野市 ＳＭＩＬＥ 小売業 衣料品 5%

84,693 東京都 武蔵野市 スマイルサロン サービス その他サービス 5%

84,694 東京都 武蔵野市 セオサイクル武蔵境店 小売業 その他小売 5%

84,695 東京都 武蔵野市 セオサイクル武蔵境店　セオサイクル　武蔵境店 小売業 その他小売 5%

84,696 東京都 武蔵野市 セカンドギア サービス その他サービス 5%

84,697 東京都 武蔵野市 蕎麦処　ささい サービス 飲食業 5%

84,698 東京都 武蔵野市 ＳＯＬＯ サービス 理容・美容業 5%

84,699 東京都 武蔵野市 ＳＯＬＯ サービス 理容・美容業 5%

84,700 東京都 武蔵野市 ＳＯＬＯ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

84,701 東京都 武蔵野市 大衆ビストロ煮ジル　吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,702 東京都 武蔵野市 タイの食卓　クルン　サイアム　吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,703 東京都 武蔵野市 ダイビングハウス　トラウムスクーバ サービス その他サービス 5%

84,704 東京都 武蔵野市 大夢工房 サービス その他サービス 5%

84,705 東京都 武蔵野市 タイ料理店ＨｉｕＭａｉ サービス 飲食業 5%

84,706 東京都 武蔵野市 高田パール吉祥寺第一ホテル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,707 東京都 武蔵野市 ＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥ　吉祥寺 小売業 家具・調度品 5%

84,708 東京都 武蔵野市 茶の木 サービス その他サービス 5%

84,709 東京都 武蔵野市 ＣＨＩＬＬ　ＣＨＡＩＲ　吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,710 東京都 武蔵野市 ＴＳＵＮＥＭＩ 小売業 衣料品 5%

84,711 東京都 武蔵野市 Ｔｓｕｂａｍｅ　Ｍａｒｋｔ 小売業 家具・調度品 5%

84,712 東京都 武蔵野市 ＴＮＫ サービス その他サービス 5%

84,713 東京都 武蔵野市 Ｔｅａ　Ｓｈｏｐ　Ｐａｒｖａｔｉ サービス 飲食業 5%

84,714 東京都 武蔵野市 ＴＨＣ－Ａｎｎｅｘ　吉祥寺 サービス その他サービス 5%

2019



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

84,715 東京都 武蔵野市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　吉祥寺パルコ店 サービス 理容・美容業 5%

84,716 東京都 武蔵野市 ｄｉｇＫｉｃｈｉｊｏｊｉ サービス 飲食業 5%

84,717 東京都 武蔵野市 ディスクユニオン　吉祥寺クラシック館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

84,718 東京都 武蔵野市 ディスクユニオン吉祥寺ジャズ＆クラ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

84,719 東京都 武蔵野市 Ｄｅｎｉａｌ／ＢｌｅｓｓｅｄＣｒｏｗ 小売業 衣料品 5%

84,720 東京都 武蔵野市 デコラータ 小売業 衣料品 5%

84,721 東京都 武蔵野市 手刺繍屋えのもと 小売業 その他小売 5%

84,722 東京都 武蔵野市 手染め手ぬぐい屋ともぞう本舗 小売業 衣料品 5%

84,723 東京都 武蔵野市 天きち サービス 飲食業 5%

84,724 東京都 武蔵野市 ドゥアルシーヴ 小売業 衣料品 5%

84,725 東京都 武蔵野市 ｔｏｕｌｏｕｓｅ 小売業 衣料品 5%

84,726 東京都 武蔵野市 ｂｏｕｔｉｑｕｅｔｏｋｙｏｄｒｅｓｓ 小売業 衣料品 5%

84,727 東京都 武蔵野市 東洋館吉祥寺南口店すこやか館 サービス その他サービス 5%

84,728 東京都 武蔵野市 ＴｏｋｙｏＤｒｅｓｓＬａｂ． 小売業 その他小売 5%

84,729 東京都 武蔵野市 ＴＯＳＣＡＮＡ吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,730 東京都 武蔵野市 トップスエミオ武蔵境店 サービス 飲食業 5%

84,731 東京都 武蔵野市 砥部焼ＴＯＢＥＹＡ 小売業 その他小売 5%

84,732 東京都 武蔵野市 ＴＯＭＩＺ富澤商店 小売業 食料品 5%

84,733 東京都 武蔵野市 ＴＲＩＵＭＰＨ　ＴＯＫＹＯ 小売業 その他小売 5%

84,734 東京都 武蔵野市 ＤＯＲＡＭＡ　吉祥寺サンロード店 サービス その他サービス 5%

84,735 東京都 武蔵野市 ＤＯＲＡＭＡ　吉祥寺店 サービス その他サービス 5%

84,736 東京都 武蔵野市 トリートメントルームｓａｔｏｗａ サービス 理容・美容業 5%

84,737 東京都 武蔵野市 鶏陣エミオ武蔵境店 小売業 食料品 5%

84,738 東京都 武蔵野市 とりとん　吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,739 東京都 武蔵野市 トレーニングピット 小売業 その他小売 5%

84,740 東京都 武蔵野市 トレジャ－ハウス 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,741 東京都 武蔵野市 和みハンバーグダイニングＫｅｎｂｏ　和みハンバーグダイニングＫｅｎｂｏ サービス 飲食業 5%

84,742 東京都 武蔵野市 ＮＡＭＩＫＩ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

84,743 東京都 武蔵野市 ニームエニームアトレ吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,744 東京都 武蔵野市 西一条魚金 サービス 飲食業 5%

84,745 東京都 武蔵野市 日個連　入野タクシー サービス 運輸業 5%

84,746 東京都 武蔵野市 日個連　岩越タクシー サービス 運輸業 5%

84,747 東京都 武蔵野市 日個連　上野タクシー サービス 運輸業 5%

84,748 東京都 武蔵野市 日個連　荻島タクシー サービス 運輸業 5%

84,749 東京都 武蔵野市 日個連　桶川タクシー サービス 運輸業 5%

84,750 東京都 武蔵野市 日個連　金子タクシー サービス 運輸業 5%

84,751 東京都 武蔵野市 日個連　小坪タクシー サービス 運輸業 5%

84,752 東京都 武蔵野市 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

84,753 東京都 武蔵野市 日個連　嶋田タクシー サービス 運輸業 5%

84,754 東京都 武蔵野市 日個連　玉利タクシー サービス 運輸業 5%

84,755 東京都 武蔵野市 日個連　寺澤タクシー サービス 運輸業 5%

84,756 東京都 武蔵野市 日個連　富タクシー サービス 運輸業 5%
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84,757 東京都 武蔵野市 日個連　戸谷タクシー サービス 運輸業 5%

84,758 東京都 武蔵野市 日個連　中西タクシー サービス 運輸業 5%

84,759 東京都 武蔵野市 日個連　比良タクシー サービス 運輸業 5%

84,760 東京都 武蔵野市 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

84,761 東京都 武蔵野市 日本一アトレ吉祥寺店 小売業 食料品 5%

84,762 東京都 武蔵野市 日本遺伝子ダイエット＆美容協会 サービス その他サービス 5%

84,763 東京都 武蔵野市 日本獣医生命科学大学　ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

84,764 東京都 武蔵野市 日本獣医生命科学大学ＳＢ サービス その他サービス 5%

84,765 東京都 武蔵野市 日本橋屋長兵衛　Ｅｍｉｏ武蔵境店 小売業 食料品 5%

84,766 東京都 武蔵野市 ｎｙｖｉｎｄ 小売業 衣料品 5%

84,767 東京都 武蔵野市 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｄｉｖａ　吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,768 東京都 武蔵野市 アンクローチェ サービス 理容・美容業 5%

84,769 東京都 武蔵野市 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ｔａｒａ サービス 理容・美容業 5%

84,770 東京都 武蔵野市 ＮａｉｌｓａｌｏｎＬｉｃ サービス 理容・美容業 5%

84,771 東京都 武蔵野市 ねじめ 小売業 その他小売 5%

84,772 東京都 武蔵野市 ｎｏｋａ 小売業 衣料品 5%

84,773 東京都 武蔵野市 Ｂａｒ　Ａｌｌｅｙ サービス 飲食業 5%

84,774 東京都 武蔵野市 Ｂａｒ　ｆｅｒｍａｔａ サービス 飲食業 5%

84,775 東京都 武蔵野市 Ｂｉｒｔｈｄａｙ緑町 サービス その他サービス 5%

84,776 東京都 武蔵野市 パーソナルトレーニングスタジオＡｎｃｈｏｒ サービス その他サービス 5%

84,777 東京都 武蔵野市 ｈａｔｗｏｒｋ　ＭＩＤＯＬＩＮＯ 小売業 食料品 5%

84,778 東京都 武蔵野市 ＢＡＲＢＥＲｃｏｔｃｈ サービス 理容・美容業 5%

84,779 東京都 武蔵野市 ハーブスアトレ吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,780 東京都 武蔵野市 白山眼鏡店　吉祥寺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,781 東京都 武蔵野市 ｐａｓ　ａ　ｐａｓ 小売業 衣料品 5%

84,782 東京都 武蔵野市 ハチイチホルモン サービス 飲食業 5%

84,783 東京都 武蔵野市 パティシエジュンホンマ サービス 飲食業 5%

84,784 東京都 武蔵野市 パティスリー　ティアレ サービス 飲食業 5%

84,785 東京都 武蔵野市 Ｂｅａｕｔｙ－ｒｅｌａｘａｔｉｏｎｓａｌｏｎＰａｄｏｍａ サービス 理容・美容業 5%

84,786 東京都 武蔵野市 ハナマーケットバディ 小売業 その他小売 5%

84,787 東京都 武蔵野市 パミエアトレ吉祥寺店 小売業 食料品 5%

84,788 東京都 武蔵野市 ハモニカ・クイナ サービス 飲食業 5%

84,789 東京都 武蔵野市 ＰＡＬＨＡＩＲ吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,790 東京都 武蔵野市 Ｐａｌｅんｔｔｅ 小売業 その他小売 5%

84,791 東京都 武蔵野市 ＨａｎｄｔｏＨｅａｒｔ サービス 理容・美容業 5%

84,792 東京都 武蔵野市 Ｂ－ＣＯＭＰＡＮＹＴｒａｎｓｉｔ吉祥寺中道通り店 小売業 家具・調度品 5%

84,793 東京都 武蔵野市 ＰＥＯＮＹＳＡＬＯＮ サービス その他サービス 5%

84,794 東京都 武蔵野市 ＰＩＣＯ サービス その他サービス 5%

84,795 東京都 武蔵野市 ｂｉｓ３８ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

84,796 東京都 武蔵野市 ヒステリックグラマー　吉祥寺パルコ店 小売業 衣料品 5%

84,797 東京都 武蔵野市 びすとろ　ＵＯＫＩＮ　吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,798 東京都 武蔵野市 ｖｉｃ２ 小売業 その他小売 5%
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84,799 東京都 武蔵野市 ひとみのまつげ屋さん サービス 理容・美容業 5%

84,800 東京都 武蔵野市 ひないや吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,801 東京都 武蔵野市 Ｂｉｎｅｅ　ｂｙ　小顔名人ＣＨＡＲＭＥ　吉祥寺店 サービス その他サービス 5%

84,802 東京都 武蔵野市 プライベートエステルームレイ サービス 理容・美容業 5%

84,803 東京都 武蔵野市 Ｂｅａｕｔｙ　ＰＡＬ サービス 理容・美容業 5%

84,804 東京都 武蔵野市 Ｂｅａｕｔｙ?Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｓａｌｏｎ　ｓｃｈｏｏｌ　Ｐａｄｏｍａ サービス 理容・美容業 5%

84,805 東京都 武蔵野市 美容室サイエ サービス 理容・美容業 5%

84,806 東京都 武蔵野市 美容室プカシェル吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,807 東京都 武蔵野市 ひょうたんなべ　吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,808 東京都 武蔵野市 ひより サービス 飲食業 5%

84,809 東京都 武蔵野市 平山モータース 小売業 その他小売 5%

84,810 東京都 武蔵野市 ピロースタンドイプノス中道通り店 小売業 その他小売 5%

84,811 東京都 武蔵野市 ヒーローズ　吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,812 東京都 武蔵野市 ファイテンショップ　吉祥寺中央口店 小売業 その他小売 5%

84,813 東京都 武蔵野市 ファンキー サービス 飲食業 5%

84,814 東京都 武蔵野市 ＶＩＣ　イベントスペ－ス 小売業 その他小売 5%

84,815 東京都 武蔵野市 ＶＩＣ３ 小売業 その他小売 5%

84,816 東京都 武蔵野市 ＶＩＣＳＯＣＯ 小売業 その他小売 5%

84,817 東京都 武蔵野市 風らい坊 サービス その他サービス 5%

84,818 東京都 武蔵野市 ブーランジェリーラ・テール 小売業 食料品 5%

84,819 東京都 武蔵野市 ＦＯＵＲ　ＢＵＴＴＯＮＳ 小売業 衣料品 5%

84,820 東京都 武蔵野市 ＦＯＣＣＯ サービス 理容・美容業 5%

84,821 東京都 武蔵野市 富士メガネ　武蔵境店 小売業 その他小売 5%

84,822 東京都 武蔵野市 フジワラ電器 小売業 電化製品 5%

84,823 東京都 武蔵野市 ｐｅｔｉｔｆｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

84,824 東京都 武蔵野市 プチフローラ 小売業 その他小売 5%

84,825 東京都 武蔵野市 落日酒楽 サービス 飲食業 5%

84,826 東京都 武蔵野市 ネイルサロンリフロム サービス 理容・美容業 5%

84,827 東京都 武蔵野市 フラワーショップはなひろ　三鷹店 小売業 その他小売 5%

84,828 東京都 武蔵野市 フラワーショップはなひろ武蔵境店 小売業 その他小売 5%

84,829 東京都 武蔵野市 ブランクレ－ル吉祥寺 サービス 理容・美容業 5%

84,830 東京都 武蔵野市 プランドゥヘアーリップル武蔵境 サービス 理容・美容業 5%

84,831 東京都 武蔵野市 ブリアント　吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,832 東京都 武蔵野市 プリスティン吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,833 東京都 武蔵野市 ぷりずむ館　吉祥寺店 サービス その他サービス 5%

84,834 東京都 武蔵野市 ＦＵＲＩＳＯＤＥＣＯＣＯ吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,835 東京都 武蔵野市 ＦＬＹＣＫＡ　【フリッカ】 サービス 理容・美容業 5%

84,836 東京都 武蔵野市 ＢＲＩＮＧ　by snowdrop サービス 理容・美容業 5%

84,837 東京都 武蔵野市 フルーツクチュールタカノ 小売業 食料品 5%

84,838 東京都 武蔵野市 フルコンプ吉祥寺店 小売業 その他小売 5%

84,839 東京都 武蔵野市 プレステージ Ｉ ＢＥ サービス 理容・美容業 5%

84,840 東京都 武蔵野市 フレッシュネスバーガー三鷹北口 サービス 飲食業 2%
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84,841 東京都 武蔵野市 ＰＲＯＧＲＥＳＳ　吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,842 東京都 武蔵野市 ＢＲＯＴＵＲＥＳＫＩＣＨＩＪＯＵＪＩ 小売業 その他小売 5%

84,843 東京都 武蔵野市 Ｐｒｏｍｅｎａｄｅ 小売業 衣料品 5%

84,844 東京都 武蔵野市 フローリストアルティザン 小売業 その他小売 5%

84,845 東京都 武蔵野市 ブロンティベイパリス吉祥寺ルエスト店 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,846 東京都 武蔵野市 ＢＵＮＴＡ　ＤＥＳＩＧＮｓ 小売業 衣料品 5%

84,847 東京都 武蔵野市 文明堂アトレ吉祥寺店 小売業 食料品 5%

84,848 東京都 武蔵野市 ｈａｉｒａｇｒｅａｂｌｅ サービス 理容・美容業 5%

84,849 東京都 武蔵野市 ＨＡＩＲ＆ＳＰＡ　Ｌ’ＴＬＹＬ サービス 理容・美容業 5%

84,850 東京都 武蔵野市 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ＳｅｅＫ吉祥寺 サービス 理容・美容業 5%

84,851 東京都 武蔵野市 ヘアーズモッカ サービス 理容・美容業 5%

84,852 東京都 武蔵野市 ヘア・メイク　ファースト サービス 理容・美容業 5%

84,853 東京都 武蔵野市 ヘアメイクアッシュ　吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,854 東京都 武蔵野市 ヘアメイクアッシュ武蔵境店 サービス 理容・美容業 5%

84,855 東京都 武蔵野市 ヘアメイクカラーズ サービス 理容・美容業 5%

84,856 東京都 武蔵野市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＫＡＮＮ＋ｆ サービス 理容・美容業 5%

84,857 東京都 武蔵野市 ｈａｉｒｍａｋｅｆｌｅｎｃｉａ サービス 理容・美容業 5%

84,858 東京都 武蔵野市 ヘアーワーク　オーパス サービス 理容・美容業 5%

84,859 東京都 武蔵野市 Ｐａｉｇｅ　ｂｙ　Ｎｅｏｌｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

84,860 東京都 武蔵野市 ノ貫 サービス 飲食業 5%

84,861 東京都 武蔵野市 ベッカライカフェ　リンデ サービス 飲食業 5%

84,862 東京都 武蔵野市 Ｂｅｌｌネイルスクール＆サロン サービス 理容・美容業 5%

84,863 東京都 武蔵野市 ベルベット吉祥寺店 小売業 家具・調度品 5%

84,864 東京都 武蔵野市 ベローチェ吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,865 東京都 武蔵野市 ｖｅｌｏ　ｃｒａｆｔ 小売業 その他小売 5%

84,866 東京都 武蔵野市 宝石加工の店　Ｙｕｋｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,867 東京都 武蔵野市 ＢＯＷＲＯＯＭＨＡＩＲＭＡＫＥ サービス 理容・美容業 5%

84,868 東京都 武蔵野市 Ｂｏ－ｐｅｅｐ サービス 飲食業 5%

84,869 東京都 武蔵野市 ホシノクリーニング サービス その他サービス 5%

84,870 東京都 武蔵野市 ホビーラホビーレアトレ吉祥寺店 小売業 その他小売 5%

84,871 東京都 武蔵野市 堀井聡 小売業 衣料品 5%

84,872 東京都 武蔵野市 ＰｏｌｅＰｏｌｅ サービス 理容・美容業 5%

84,873 東京都 武蔵野市 ＶＯＬＯ 小売業 衣料品 5%

84,874 東京都 武蔵野市 ホワイト急便ナリタ西店 サービス その他サービス 5%

84,875 東京都 武蔵野市 ＢＯＮＦＩＭ三鷹平沼園 サービス その他サービス 5%

84,876 東京都 武蔵野市 ＭＡＲＫＳ＆ＷＥＢアトレ吉祥寺ショップ 小売業 その他小売 5%

84,877 東京都 武蔵野市 ＭＡＲＫＳ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

84,878 東京都 武蔵野市 Ｍａｒｃｈ 小売業 衣料品 5%

84,879 東京都 武蔵野市 ｍａｕｎｇａ　吉祥寺店 小売業 その他小売 5%

84,880 東京都 武蔵野市 マクドナルドグリーンパーク店 サービス 飲食業 2%

84,881 東京都 武蔵野市 マクドナルド武蔵境イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

84,882 東京都 武蔵野市 マクドナルド武蔵境北口店 サービス 飲食業 2%
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84,883 東京都 武蔵野市 ｍａｇｏ サービス 理容・美容業 5%

84,884 東京都 武蔵野市 まさ志 サービス 飲食業 5%

84,885 東京都 武蔵野市 ｍａｃａｍｍａｃａｍ 小売業 その他小売 5%

84,886 東京都 武蔵野市 まつおか 小売業 その他小売 5%

84,887 東京都 武蔵野市 ＭａｈａｒｉＱ　吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,888 東京都 武蔵野市 ＭＡＲＶＥＬＣＲＯＳＳｂｙＦＵＫＵＹＡ 小売業 衣料品 5%

84,889 東京都 武蔵野市 ＭＡＹＵ　ａｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓ 小売業 衣料品 5%

84,890 東京都 武蔵野市 ｍａｒｉｓａｗｅｓｔ サービス その他サービス 5%

84,891 東京都 武蔵野市 ＭＡ－ＲＩ－ＮＯ 小売業 衣料品 5%

84,892 東京都 武蔵野市 マル サービス 飲食業 5%

84,893 東京都 武蔵野市 ＭＡＲＣＨＥ　ＤＥ　ＢｌｅｕＢｌｅｕｅｔ 小売業 家具・調度品 5%

84,894 東京都 武蔵野市 ｍｉｅｌｈａｉｒ＆Ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

84,895 東京都 武蔵野市 澪 サービス 飲食業 5%

84,896 東京都 武蔵野市 御門屋アトレ吉祥寺店 小売業 食料品 5%

84,897 東京都 武蔵野市 ｍｉｓｔ∞ 小売業 その他小売 5%

84,898 東京都 武蔵野市 三鷹ジム サービス その他サービス 5%

84,899 東京都 武蔵野市 三鷹ジム サービス その他サービス 5%

84,900 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン三鷹中央通り店 小売業 食料品 2%

84,901 東京都 武蔵野市 三鷹モスクワ 小売業 その他小売 5%

84,902 東京都 武蔵野市 ＭＩＣＨＩ サービス 理容・美容業 5%

84,903 東京都 武蔵野市 ｍｉｃｈｉｋａｋｅ　【ミチカケ】 サービス 理容・美容業 5%

84,904 東京都 武蔵野市 三井孔夏堂 サービス 理容・美容業 5%

84,905 東京都 武蔵野市 Ｍｉｄｅａｒｙ サービス 理容・美容業 5%

84,906 東京都 武蔵野市 三桝家 サービス 飲食業 5%

84,907 東京都 武蔵野市 ミマツ吉祥寺 小売業 衣料品 5%

84,908 東京都 武蔵野市 ｍｉｍｉ刺繍 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,909 東京都 武蔵野市 ミュンヘン サービス 飲食業 5%

84,910 東京都 武蔵野市 １００１ｍｉｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

84,911 東京都 武蔵野市 ｍｉｌｅｓ　ｂｙ　ＴＨＥ’ＲＡ サービス 理容・美容業 5%

84,912 東京都 武蔵野市 むさし境駅前サロン 小売業 その他小売 5%

84,913 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン武蔵境駅前店 小売業 食料品 2%

84,914 東京都 武蔵野市 武蔵境大むら サービス 飲食業 5%

84,915 東京都 武蔵野市 武蔵境店 小売業 その他小売 5%

84,916 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン武蔵野アジア大学通り店 小売業 食料品 2%

84,917 東京都 武蔵野市 ムサシノ学生服吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,918 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン武蔵野境５丁目店 小売業 食料品 2%

84,919 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン武蔵野境２丁目店 小売業 食料品 2%

84,920 東京都 武蔵野市 ムサシノ商店 小売業 衣料品 5%

84,921 東京都 武蔵野市 ムサシノ商店　吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,922 東京都 武蔵野市 むさしの税理士法人 サービス その他サービス 5%

84,923 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン武蔵野関前３丁目店 小売業 食料品 2%

84,924 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン武蔵野中央店 小売業 食料品 2%
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84,925 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン武蔵野西久保２丁目店 小売業 食料品 2%

84,926 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン武蔵野郵便局前店 小売業 食料品 2%

84,927 東京都 武蔵野市 ムーブマン サービス 理容・美容業 5%

84,928 東京都 武蔵野市 メリーランド教育研究所 サービス その他サービス 5%

84,929 東京都 武蔵野市 ｍｅｌｇｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

84,930 東京都 武蔵野市 麺ハチイチ／８１ＮＯＯＤＬＥ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

84,931 東京都 武蔵野市 もっくん サービス 飲食業 5%

84,932 東京都 武蔵野市 やきとり井の頭さかもと サービス 飲食業 5%

84,933 東京都 武蔵野市 焼肉ＢＡＲ　さんたま　吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,934 東京都 武蔵野市 焼肉やまと　吉祥寺南店 サービス 飲食業 5%

84,935 東京都 武蔵野市 焼肉屋マルキ市場吉祥寺店 サービス 飲食業 5%

84,936 東京都 武蔵野市 やすらぎの手 サービス その他サービス 5%

84,937 東京都 武蔵野市 セブン－イレブン柳橋店 小売業 食料品 2%

84,938 東京都 武蔵野市 山幸 小売業 その他小売 5%

84,939 東京都 武蔵野市 ヤマノビューティウェルネス　吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,940 東京都 武蔵野市 ＹＡＲＲＡ　吉祥寺 小売業 衣料品 5%

84,941 東京都 武蔵野市 ＹＯＵＮＧＢＬＯＯＤＳ 小売業 衣料品 5%

84,942 東京都 武蔵野市 幸宝飾工芸 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,943 東京都 武蔵野市 ユザワヤキラリナ京王吉祥寺店 小売業 その他小売 5%

84,944 東京都 武蔵野市 横浜サハシ 小売業 その他小売 5%

84,945 東京都 武蔵野市 ラ・ベファーナ吉祥寺 サービス 飲食業 5%

84,946 東京都 武蔵野市 ＬＩＧＨＴ　ＢＵＬＢ 小売業 衣料品 5%

84,947 東京都 武蔵野市 ライトアップコ－ヒ－　下北沢店 サービス 飲食業 5%

84,948 東京都 武蔵野市 ＬＩＧＨＴ　ＢＵＬＢ 小売業 衣料品 5%

84,949 東京都 武蔵野市 ラウズ 小売業 その他小売 5%

84,950 東京都 武蔵野市 らかんスタジオＮＹ店 サービス その他サービス 5%

84,951 東京都 武蔵野市 らかんスタジオホンテン サービス その他サービス 5%

84,952 東京都 武蔵野市 ラ　ジルエット サービス 飲食業 5%

84,953 東京都 武蔵野市 らしんばん　吉祥寺店 小売業 その他小売 5%

84,954 東京都 武蔵野市 ＬｏｖｅＴｉａｒａ 小売業 衣料品 5%

84,955 東京都 武蔵野市 ランフリー武蔵境店 小売業 その他小売 5%

84,956 東京都 武蔵野市 ｒｉｒｅ　ｅｔ． サービス 理容・美容業 5%

84,957 東京都 武蔵野市 Ｒｉｚａｒｄ　Ｈｅａｄ 小売業 衣料品 5%

84,958 東京都 武蔵野市 リサイクルきものたんす屋　吉祥寺店 小売業 衣料品 5%

84,959 東京都 武蔵野市 リサイクルショップ　ワンポイント 小売業 その他小売 5%

84,960 東京都 武蔵野市 リサイクルショップワンポイント 小売業 その他小売 5%

84,961 東京都 武蔵野市 リサイクルブティックＡＢＣ吉祥寺店 小売業 その他小売 5%

84,962 東京都 武蔵野市 リサイクルブティックＡＢＣ武蔵境店 小売業 その他小売 5%

84,963 東京都 武蔵野市 ＬｅｅＴｈｅａｔｅｒ サービス 理容・美容業 5%

84,964 東京都 武蔵野市 リストランテイマイ サービス 飲食業 5%

84,965 東京都 武蔵野市 ｌｉｔｔｌｅｍｉｉ サービス 理容・美容業 5%

84,966 東京都 武蔵野市 ｌｉｎｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%
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84,967 東京都 武蔵野市 ＲＥＭＩＴＥ 小売業 衣料品 5%

84,968 東京都 武蔵野市 ｌｉｅｕ　ｄｅ　ＰＡＲＴＩＬ サービス 理容・美容業 5%

84,969 東京都 武蔵野市 ｌｉｅｕ．ｄｅ　ＰＡＲＴＩＬ サービス 理容・美容業 5%

84,970 東京都 武蔵野市 Ｌｉｌｙ　Ｂｅｒｒｙ 小売業 衣料品 5%

84,971 東京都 武蔵野市 Ｌｉｌｙ Ｂｅｒｒｙ ＬｉｌｙＢｅｒｒｙ 小売業 衣料品 5%

84,972 東京都 武蔵野市 凛々家 サービス 飲食業 5%

84,973 東京都 武蔵野市 リンキィディンクスタジオ吉祥寺 サービス その他サービス 5%

84,974 東京都 武蔵野市 ル・ヴィラージュ 小売業 衣料品 5%

84,975 東京都 武蔵野市 レ　ミルフォイユ　ドゥ　リベルテ 小売業 その他小売 5%

84,976 東京都 武蔵野市 Ｒｅｉｒ　吉祥寺 サービス 理容・美容業 5%

84,977 東京都 武蔵野市 Ｒｅｉｒ吉祥寺 サービス 理容・美容業 5%

84,978 東京都 武蔵野市 ＬＥＴ’Ｓ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

84,979 東京都 武蔵野市 レディア サービス 理容・美容業 5%

84,980 東京都 武蔵野市 レディア吉祥寺店 サービス 理容・美容業 5%

84,981 東京都 武蔵野市 レミルフォイユドゥリベルテアトレ吉祥寺店 小売業 その他小売 5%

84,982 東京都 武蔵野市 檸檬庵 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

84,983 東京都 武蔵野市 レモンドロップ本店 サービス 飲食業 5%

84,984 東京都 武蔵野市 ＲＥＮＪＩＳＨＩＫＩＣＨＩＪＯＪＩ サービス 理容・美容業 5%

84,985 東京都 武蔵野市 ロケット吉祥寺 小売業 衣料品 5%

84,986 東京都 武蔵野市 ロバーツヘアー サービス 理容・美容業 5%

84,987 東京都 武蔵野市 ＲＯＬ 小売業 衣料品 5%

84,988 東京都 武蔵野市 和菓子紀の国屋アトレ吉祥寺店 小売業 食料品 5%

84,989 東京都 武蔵野市 ワッフル・ケーキの店Ｒ．Ｌ（エール・エル）アトレ吉祥寺店 小売業 食料品 5%

84,990 東京都 武蔵野市 わらべ吉祥寺 サービス 飲食業 5%

84,991 東京都 武蔵村山市 ヴァンドーム 小売業 貴金属・服飾品 5%

84,992 東京都 武蔵村山市 ＷＯＫレストラン サービス 飲食業 5%

84,993 東京都 武蔵村山市 ＮＳオート サービス その他サービス 5%

84,994 東京都 武蔵村山市 エフマート　いしはら 小売業 その他小売 5%

84,995 東京都 武蔵村山市 エルドラド 小売業 その他小売 5%

84,996 東京都 武蔵村山市 荻原商事株式会社 小売業 その他小売 5%

84,997 東京都 武蔵村山市 オリックスレンタカー武蔵村山店 サービス その他サービス 2%

84,998 東京都 武蔵村山市 カーテン＆じゅうたん王国　武蔵村山店 小売業 家具・調度品 5%

84,999 東京都 武蔵村山市 株式会社コーワフィックス サービス その他サービス 5%

85,000 東京都 武蔵村山市 株式会社マイ・システム サービス その他サービス 5%

85,001 東京都 武蔵村山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ新秋津駅前通り店 サービス 飲食業 2%

85,002 東京都 武蔵村山市 牛角武蔵村山店 サービス 飲食業 2%

85,003 東京都 武蔵村山市 業務スーパーリカーキング武蔵村山店 小売業 食料品 2%

85,004 東京都 武蔵村山市 キングドライ村山店 サービス その他サービス 5%

85,005 東京都 武蔵村山市 Ｇｒｏｗｔｈ サービス その他サービス 5%

85,006 東京都 武蔵村山市 茶寮キクスイむさし村山店 小売業 食料品 5%

85,007 東京都 武蔵村山市 ＪＣＰａｒｔｎｅｒｓＴａｍａ サービス 運輸業 5%

85,008 東京都 武蔵村山市 シモダディスカウントセンター　中央店 小売業 食料品 5%
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85,009 東京都 武蔵村山市 シモダディスカウントセンター　三ツ木店 小売業 食料品 5%

85,010 東京都 武蔵村山市 シモダディスカウントセンター　緑が丘店 小売業 食料品 5%

85,011 東京都 武蔵村山市 ステラ音楽教室玉川上水第１教室 サービス その他サービス 5%

85,012 東京都 武蔵村山市 タカハシ　武蔵村山店 小売業 衣料品 5%

85,013 東京都 武蔵村山市 ダナ・チュラ サービス 飲食業 5%

85,014 東京都 武蔵村山市 中央店　シモダディスカウントセンター 小売業 食料品 5%

85,015 東京都 武蔵村山市 東京スリーアール　武蔵村山店 サービス その他サービス 5%

85,016 東京都 武蔵村山市 日個連　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

85,017 東京都 武蔵村山市 日個連　梅田タクシー サービス 運輸業 5%

85,018 東京都 武蔵村山市 日個連　済本タクシー サービス 運輸業 5%

85,019 東京都 武蔵村山市 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

85,020 東京都 武蔵村山市 日個連　田中タクシー サービス 運輸業 5%

85,021 東京都 武蔵村山市 日個連　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

85,022 東京都 武蔵村山市 ネオライフ サービス その他サービス 5%

85,023 東京都 武蔵村山市 農産物直売所みどりっ子村山店 小売業 食料品 5%

85,024 東京都 武蔵村山市 パソコンお助け隊 サービス その他サービス 5%

85,025 東京都 武蔵村山市 ピザ工房馬車道　武蔵村山店　１０２４ サービス 飲食業 5%

85,026 東京都 武蔵村山市 ひじかた畳店 サービス その他サービス 5%

85,027 東京都 武蔵村山市 ファッションハウス　マルキヤ サービス その他サービス 5%

85,028 東京都 武蔵村山市 ブティック・カレン 小売業 衣料品 5%

85,029 東京都 武蔵村山市 ｂｅｌｌｕｃｅ　ｙアクセサリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,030 東京都 武蔵村山市 マクドナルドイオンモールむさし村山店 サービス 飲食業 2%

85,031 東京都 武蔵村山市 マクドナルド新青梅武蔵村山店 サービス 飲食業 2%

85,032 東京都 武蔵村山市 三ッ木店　シモダディスカウントセンター 小売業 食料品 5%

85,033 東京都 武蔵村山市 緑が丘店　シモダディスカウントセンター 小売業 食料品 5%

85,034 東京都 武蔵村山市 宮園オート株式会社　村山店 小売業 その他小売 5%

85,035 東京都 武蔵村山市 セブン－イレブン武蔵村山伊奈平４丁目店 小売業 食料品 2%

85,036 東京都 武蔵村山市 セブン－イレブン武蔵村山大南１丁目店 小売業 食料品 2%

85,037 東京都 武蔵村山市 セブン－イレブン武蔵村山大南公園店 小売業 食料品 2%

85,038 東京都 武蔵村山市 セブン－イレブン武蔵村山学園５丁目店 小売業 食料品 2%

85,039 東京都 武蔵村山市 セブン－イレブン武蔵村山学園店 小売業 食料品 2%

85,040 東京都 武蔵村山市 セブン－イレブン武蔵村山岸１丁目店 小売業 食料品 2%

85,041 東京都 武蔵村山市 セブン－イレブン武蔵村山残堀１丁目店 小売業 食料品 2%

85,042 東京都 武蔵村山市 セブン－イレブン武蔵村山三本榎店 小売業 食料品 2%

85,043 東京都 武蔵村山市 武蔵村山市役所前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

85,044 東京都 武蔵村山市 セブン－イレブン武蔵村山平和通り店 小売業 食料品 2%

85,045 東京都 武蔵村山市 セブン－イレブン武蔵村山本町１丁目店 小売業 食料品 2%

85,046 東京都 武蔵村山市 セブン－イレブン武蔵村山三ツ藤１丁目店 小売業 食料品 2%

85,047 東京都 武蔵村山市 セブン－イレブン武蔵村山三ツ藤３丁目店 小売業 食料品 2%

85,048 東京都 武蔵村山市 ムラジオート サービス その他サービス 5%

85,049 東京都 武蔵村山市 村山ＳＳ　有限会社村山石油商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

85,050 東京都 武蔵村山市 村山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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85,051 東京都 武蔵村山市 村山第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

85,052 東京都 武蔵村山市 村山電気 小売業 その他小売 5%

85,053 東京都 武蔵村山市 メガネストアー武蔵村山 小売業 その他小売 5%

85,054 東京都 武蔵村山市 メガネストアー武蔵村山店 小売業 その他小売 5%

85,055 東京都 武蔵村山市 洋服のタカハシ 武蔵村山店 小売業 衣料品 5%

85,056 東京都 武蔵村山市 リサイクルファクトリーアネシス　武蔵村山本店 小売業 電化製品 5%

85,057 東京都 武蔵村山市 理容あ美 サービス 理容・美容業 5%

85,058 東京都 武蔵村山市 理容キング サービス 理容・美容業 5%

85,059 東京都 武蔵村山市 ワンダープライスむさし村山ミュー 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,060 東京都 目黒区 ａ?ｌａ?ｍｏｄｅ サービス 理容・美容業 5%

85,061 東京都 目黒区 Ａ．Ｕ．Ｓ東京 小売業 衣料品 5%

85,062 東京都 目黒区 ａｈ０ サービス その他サービス 5%

85,063 東京都 目黒区 あーる工房学芸大学店 サービス その他サービス 5%

85,064 東京都 目黒区 アーンズ 小売業 家具・調度品 5%

85,065 東京都 目黒区 Ｉ　ａｍ　【アイ　アム】 サービス 理容・美容業 5%

85,066 東京都 目黒区 クォーラ目黒柿の木坂 サービス その他サービス 5%

85,067 東京都 目黒区 ＡＮＤＶＩＶＩ サービス 理容・美容業 5%

85,068 東京都 目黒区 Ｉ　ＭＥ　ＭＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

85,069 東京都 目黒区 ＩＢＪ 小売業 衣料品 5%

85,070 東京都 目黒区 ＩＢＪ 小売業 衣料品 5%

85,071 東京都 目黒区 ＡＩＲＩ 小売業 その他小売 5%

85,072 東京都 目黒区 共栄電器　洗足店 小売業 電化製品 5%

85,073 東京都 目黒区 アウル 小売業 衣料品 5%

85,074 東京都 目黒区 青木石油商事　目黒本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

85,075 東京都 目黒区 ＡＯＢＡＹＡ サービス 飲食業 5%

85,076 東京都 目黒区 青山フラワーマーケット中目黒店 小売業 その他小売 5%

85,077 東京都 目黒区 アキノスキャビン 小売業 その他小売 5%

85,078 東京都 目黒区 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥＡＫＩＲＡＨＩＲＯＴＡＫＩ サービス 理容・美容業 5%

85,079 東京都 目黒区 アクアショップかのう 小売業 その他小売 5%

85,080 東京都 目黒区 ａｑｕａｒｉｕｍｓｈｏｐｐｏｒｔａｌ 小売業 その他小売 5%

85,081 東京都 目黒区 Ａｃｃｅｎｔ　Ｃｏｌｏｒ 小売業 衣料品 5%

85,082 東京都 目黒区 アクトホテル渋谷 サービス 宿泊業 2%

85,083 東京都 目黒区 ＡＣＭＥ／ＪＳ　Ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ　目黒 小売業 家具・調度品 5%

85,084 東京都 目黒区 ＡＣＭＥＦＵＲＮＩＴＵＲＥ自由が丘 小売業 家具・調度品 5%

85,085 東京都 目黒区 ＡＣＬＥＮＴ 小売業 衣料品 5%

85,086 東京都 目黒区 ａｇｅｈａ 小売業 衣料品 5%

85,087 東京都 目黒区 ａｇｅｈａ学芸大学 小売業 衣料品 5%

85,088 東京都 目黒区 アサヒ加圧パーソナルトレーニングスタジオ サービス その他サービス 5%

85,089 東京都 目黒区 旭クリーニング 旭クリーニング サービス その他サービス 5%

85,090 東京都 目黒区 セブン－イレブン朝日橋店 小売業 食料品 2%

85,091 東京都 目黒区 足つぼやさん　Ｒ’ｈ サービス その他サービス 5%

85,092 東京都 目黒区 ａｓｔｅｒｉａ サービス その他サービス 5%
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85,093 東京都 目黒区 あそ美や 小売業 その他小売 5%

85,094 東京都 目黒区 あそ美や 小売業 衣料品 5%

85,095 東京都 目黒区 アダルジャパン 小売業 衣料品 5%

85,096 東京都 目黒区 あつあつ　リ　カーリカ サービス 飲食業 5%

85,097 東京都 目黒区 ａｓｓＡｍ サービス 理容・美容業 5%

85,098 東京都 目黒区 アディクトオシュクル サービス 飲食業 5%

85,099 東京都 目黒区 ＡＲＴＩＳＭＴｏｋｙｏ サービス 理容・美容業 5%

85,100 東京都 目黒区 鷹美ＣＡＮＤＬＥオンラインショップ サービス その他サービス 5%

85,101 東京都 目黒区 ＫａｎａｅＥｎｔａｎｉ サービス その他サービス 5%

85,102 東京都 目黒区 アトリエペネロープ 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,103 東京都 目黒区 ａｒｔｌｅｓｓ　ｃｒａｆｔ サービス 飲食業 5%

85,104 東京都 目黒区 ＡＮＡＬＯＧ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ 小売業 衣料品 5%

85,105 東京都 目黒区 Ａｎｎｕａｌ　Ｒｉｎｇｓ サービス 飲食業 5%

85,106 東京都 目黒区 ＡＮＯＮＹＭＥ 小売業 衣料品 5%

85,107 東京都 目黒区 Ａｐｈｙｕ 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,108 東京都 目黒区 ＪＭ／ＡＢＵＲＡＢＡＲ サービス 飲食業 5%

85,109 東京都 目黒区 セブンーイレブン油面店 小売業 食料品 2%

85,110 東京都 目黒区 アプリーレ サービス 理容・美容業 5%

85,111 東京都 目黒区 ＡＭＯＮＧ 小売業 衣料品 5%

85,112 東京都 目黒区 アムス　テーブル＆チェアーズ 小売業 家具・調度品 5%

85,113 東京都 目黒区 アラカンパーニュ自由ヶ丘店 サービス 飲食業 5%

85,114 東京都 目黒区 ａ．ｌａｄｏｎｎａ．合同会社 小売業 衣料品 5%

85,115 東京都 目黒区 アラン工房 小売業 衣料品 5%

85,116 東京都 目黒区 ＡＲＡＮＣＩＡ サービス 飲食業 5%

85,117 東京都 目黒区 ａｌｋｕ サービス 理容・美容業 5%

85,118 東京都 目黒区 アルクァーテ 小売業 衣料品 5%

85,119 東京都 目黒区 アルティザン・アンド・アーティスト 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,120 東京都 目黒区 アルテカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

85,121 東京都 目黒区 アルファクラフト 小売業 家具・調度品 5%

85,122 東京都 目黒区 在り香 サービス その他サービス 5%

85,123 東京都 目黒区 アン・コトン　学芸大学駅前 サービス その他サービス 5%

85,124 東京都 目黒区 アンティーク雑貨ミュー 小売業 衣料品 5%

85,125 東京都 目黒区 宮脇モダン 小売業 その他小売 5%

85,126 東京都 目黒区 ＡＮＴＩＣＡＴＲＡＴＴＯＲＩＡＣＩＢＯ サービス 飲食業 5%

85,127 東京都 目黒区 ＡＮＴＩＮＯＭＹＯ　ＤＥＳＩＧＮ 小売業 衣料品 5%

85,128 東京都 目黒区 アンテンドゥ 学芸大学店 小売業 食料品 5%

85,129 東京都 目黒区 ＵＮＬＩＴＴＬＥＮａｉｌｓ サービス 理容・美容業 5%

85,130 東京都 目黒区 ＥＷＩＮＪＡＰＡＮ サービス その他サービス 5%

85,131 東京都 目黒区 いいオフィス中目黒ｂｙＡＢＣ店舗 サービス その他サービス 5%

85,132 東京都 目黒区 株式会社イースターエッグ サービス その他サービス 5%

85,133 東京都 目黒区 ＹＥＡＨ　ＲＩＧＨＴ！！ 小売業 衣料品 5%

85,134 東京都 目黒区 ｉｏＬａｎｉ サービス その他サービス 5%
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85,135 東京都 目黒区 育爪サロン　ラメリック自由が丘店 サービス その他サービス 5%

85,136 東京都 目黒区 伊倉鈑金塗装工業 サービス その他サービス 5%

85,137 東京都 目黒区 いしや 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,138 東京都 目黒区 石綿モータース サービス その他サービス 5%

85,139 東京都 目黒区 Ｅ－ｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

85,140 東京都 目黒区 泉商工社 小売業 その他小売 5%

85,141 東京都 目黒区 １７０１　ＴＵＲＡＮＤＯＴ　東京 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,142 東京都 目黒区 いつくし　いつくし サービス 理容・美容業 5%

85,143 東京都 目黒区 一弘堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

85,144 東京都 目黒区 いづみや 小売業 その他小売 5%

85,145 東京都 目黒区 イニティウム　ヘアサロン サービス 理容・美容業 5%

85,146 東京都 目黒区 ＩＮＩＴＩＵＭ　Ｈａｉｒｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

85,147 東京都 目黒区 イノウエスポーツマッサージ サービス その他サービス 5%

85,148 東京都 目黒区 いふう サービス 飲食業 5%

85,149 東京都 目黒区 イマージュ サービス その他サービス 5%

85,150 東京都 目黒区 イマージュ倶楽部 サービス その他サービス 5%

85,151 東京都 目黒区 イルレヴァンテ サービス 飲食業 5%

85,152 東京都 目黒区 ｉｒｏ 小売業 その他小売 5%

85,153 東京都 目黒区 ＩＲＯＲ 小売業 衣料品 5%

85,154 東京都 目黒区 ｉｒｏｄｏｒｉｂｙＹｏｕ＆Ｌｉｌｙ 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,155 東京都 目黒区 インターネットカフェ Ｌｅａｆ サービス その他サービス 5%

85,156 東京都 目黒区 インディゴボウル サービス 理容・美容業 5%

85,157 東京都 目黒区 インテグレーションセラピージリ サービス 理容・美容業 5%

85,158 東京都 目黒区 インテリアファクトリールドファン 小売業 家具・調度品 5%

85,159 東京都 目黒区 ｉｎｆｉｎｉｔｙ サービス 理容・美容業 5%

85,160 東京都 目黒区 ＶＡＴＨ【ヴァース】 サービス 理容・美容業 5%

85,161 東京都 目黒区 ヴィオーデ自由が丘店 サービス 理容・美容業 5%

85,162 東京都 目黒区 ヴィタエルーキス 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,163 東京都 目黒区 ヴィノスやまざき　中目黒店 小売業 食料品 5%

85,164 東京都 目黒区 ＶＩＮＴＡＧＥ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

85,165 東京都 目黒区 ＶＩＮＴＡＧＥｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

85,166 東京都 目黒区 Ｏｕｃａ　ＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

85,167 東京都 目黒区 ｕｒｏｓ． サービス 理容・美容業 5%

85,168 東京都 目黒区 ｗｅｌｌｋ サービス 飲食業 5%

85,169 東京都 目黒区 Ｖｅｒｄｅ サービス 理容・美容業 5%

85,170 東京都 目黒区 Ｖｅｒｄｅ目黒 サービス その他サービス 5%

85,171 東京都 目黒区 ＶＯＩＲＹ ＳＴＯＲＥ ＶＯＩＲＹ ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

85,172 東京都 目黒区 魚浜学芸大店 サービス 飲食業 5%

85,173 東京都 目黒区 ＷＡＮＴＳ サービス 飲食業 5%

85,174 東京都 目黒区 歌広場　池尻大橋店 サービス 飲食業 5%

85,175 東京都 目黒区 Ｓａｔｏｍｉｐｌａｔｚ 小売業 衣料品 5%

85,176 東京都 目黒区 Ｌｏｖｅｎａ都立大学店 サービス 理容・美容業 5%
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85,177 東京都 目黒区 エイド　自由が丘営業所 小売業 その他小売 5%

85,178 東京都 目黒区 ａｐｌａｃｅ サービス その他サービス 5%

85,179 東京都 目黒区 ＥＩＭＺ サービス 飲食業 5%

85,180 東京都 目黒区 ＡＭＧ　中目黒店 サービス 理容・美容業 5%

85,181 東京都 目黒区 エクスコアーズ 小売業 その他小売 5%

85,182 東京都 目黒区 エクトダーム サービス 理容・美容業 5%

85,183 東京都 目黒区 エコツミ サービス その他サービス 5%

85,184 東京都 目黒区 ｅｋｏｌｕ サービス 理容・美容業 5%

85,185 東京都 目黒区 エサケ サービス 飲食業 5%

85,186 東京都 目黒区 ＳＭＬ 小売業 その他小売 5%

85,187 東京都 目黒区 エステサロンＲｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

85,188 東京都 目黒区 越後料理　悪代官 サービス 飲食業 5%

85,189 東京都 目黒区 エチュード 小売業 衣料品 5%

85,190 東京都 目黒区 エチュード　学芸大店 小売業 衣料品 5%

85,191 東京都 目黒区 エチュード　中目黒店 小売業 衣料品 5%

85,192 東京都 目黒区 ＥＤＩＴＯＲＩＡＬ　自由が丘 小売業 衣料品 5%

85,193 東京都 目黒区 エノテカバール　プリモディーネ サービス 飲食業 5%

85,194 東京都 目黒区 海老民　本店 サービス 飲食業 5%

85,195 東京都 目黒区 ｅｆｆｏｒｔ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

85,196 東京都 目黒区 ｆｆｓｔｈ 小売業 衣料品 5%

85,197 東京都 目黒区 ＦＦＭ 小売業 衣料品 5%

85,198 東京都 目黒区 Ｆ　ｂｙ　ＤＥＳＩＧＮＦ＋Ｃ 小売業 その他小売 5%

85,199 東京都 目黒区 ＦＢＴＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

85,200 東京都 目黒区 ｅｐｕｌｏｒ サービス 飲食業 5%

85,201 東京都 目黒区 ｅｍａｍｉｍａ 小売業 衣料品 5%

85,202 東京都 目黒区 ｍ－ｅ．Ａｇｅｎｔ サービス その他サービス 5%

85,203 東京都 目黒区 ｍｍｓｕ－ｈａ中目黒本店 サービス その他サービス 5%

85,204 東京都 目黒区 ＭＤＰＧＡＬＬＥＲＹ サービス その他サービス 5%

85,205 東京都 目黒区 ＭＤ企画株式会社 サービス その他サービス 5%

85,206 東京都 目黒区 ｅｌａｍａ　ｈａｉｒｍａｉｓｏｎ サービス 理容・美容業 5%

85,207 東京都 目黒区 ＥＬ　ＣＥＢＩＣＨＥＲＯ サービス 飲食業 5%

85,208 東京都 目黒区 ｅｌｅｇａｎｔｅｄｅａ サービス 理容・美容業 5%

85,209 東京都 目黒区 Ｅｎｚｏｄｕｅ 小売業 衣料品 5%

85,210 東京都 目黒区 ＥｎｚｏＴｒｅ 小売業 衣料品 5%

85,211 東京都 目黒区 ＯＲＧ サービス 飲食業 5%

85,212 東京都 目黒区 太田屋 小売業 食料品 5%

85,213 東京都 目黒区 大西屋酒店 小売業 食料品 5%

85,214 東京都 目黒区 オカ理容室 サービス 理容・美容業 5%

85,215 東京都 目黒区 ＯＫＩＮＡＷＡＮＰＩＣＫＥＲＳ 小売業 衣料品 5%

85,216 東京都 目黒区 オーク・ヴィレッジ 小売業 家具・調度品 5%

85,217 東京都 目黒区 お好み酒場　茶ばな　中目黒店 サービス 飲食業 5%

85,218 東京都 目黒区 オーサワジャパン　池尻大橋店 小売業 食料品 5%
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85,219 東京都 目黒区 オーシャン動物病院 サービス その他サービス 5%

85,220 東京都 目黒区 おまもり サービス 飲食業 5%

85,221 東京都 目黒区 おもちゃのマミー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

85,222 東京都 目黒区 オラリマ　オラリマ サービス その他サービス 5%

85,223 東京都 目黒区 オランジュリ サービス 飲食業 5%

85,224 東京都 目黒区 ＯＲＩＥＮＴＡＬＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＩＮＣ サービス 飲食業 5%

85,225 東京都 目黒区 オリジンーヌ・カカオ　自由が丘本店 小売業 食料品 5%

85,226 東京都 目黒区 オリックスレンタカー学芸大学駅前店 サービス その他サービス 2%

85,227 東京都 目黒区 ＯｌｉＶｉｎｏ サービス 飲食業 5%

85,228 東京都 目黒区 オルジェイ 小売業 衣料品 5%

85,229 東京都 目黒区 オロール 小売業 その他小売 5%

85,230 東京都 目黒区 オンザ　テーブル 小売業 その他小売 2%

85,231 東京都 目黒区 加圧スタジオ整体Ｂ?３ サービス その他サービス 5%

85,232 東京都 目黒区 Ｇａｒｄｅｎ サービス 飲食業 5%

85,233 東京都 目黒区 カーテンファブリックＫＢ自由が丘 小売業 家具・調度品 5%

85,234 東京都 目黒区 ｋａｐｉｐａｒｌｏｒ サービス 飲食業 5%

85,235 東京都 目黒区 ｋａｐｉ　ｐａｒｌｏｒ　ｋａｐｉ　ｐａｒｌｏｒ　カーピーパーラー サービス 飲食業 5%

85,236 東京都 目黒区 快適リラク　自由が丘店 サービス その他サービス 5%

85,237 東京都 目黒区 学芸大 やぶそば 学芸大 やぶそば サービス 飲食業 5%

85,238 東京都 目黒区 学芸大学　三谷宮川 サービス 飲食業 5%

85,239 東京都 目黒区 学芸大学カイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

85,240 東京都 目黒区 学芸大学ＢＡＲ　　ＣＨＡ爛ＰＯ走 サービス 飲食業 5%

85,241 東京都 目黒区 学芸大学ゆらし療法院 サービス その他サービス 5%

85,242 東京都 目黒区 学芸大学ゆらし療法院 サービス 理容・美容業 5%

85,243 東京都 目黒区 カクヤス　下目黒店 小売業 食料品 5%

85,244 東京都 目黒区 カクヤス　目黒東山店 小売業 食料品 5%

85,245 東京都 目黒区 カクヤス　祐天寺店 小売業 食料品 5%

85,246 東京都 目黒区 ＣａｓｉｍｉｒＰｕｌａｓｋｉｄａｙ． 小売業 衣料品 5%

85,247 東京都 目黒区 カット　サロン　ピリカ サービス 理容・美容業 5%

85,248 東京都 目黒区 かっ飛びゴルフ塾 サービス その他サービス 5%

85,249 東京都 目黒区 Ｃｕｔ　Ｂｏｘ サービス 理容・美容業 5%

85,250 東京都 目黒区 カツミ池袋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

85,251 東京都 目黒区 カツミ目黒店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

85,252 東京都 目黒区 Ｃａｔｏｎａ　学芸大店 小売業 衣料品 5%

85,253 東京都 目黒区 Ｃａｔｏｎａ　都立大店 小売業 衣料品 5%

85,254 東京都 目黒区 Ｃａｔｏｎａ自由が丘 小売業 衣料品 5%

85,255 東京都 目黒区 ｃａｎａｒｉａ サービス 理容・美容業 5%

85,256 東京都 目黒区 カナリア サービス 理容・美容業 5%

85,257 東京都 目黒区 Ｃａｆｅ　ＣＯＣＯ?ＮＯＶＡ サービス 飲食業 5%

85,258 東京都 目黒区 ｃａｆｅｃａｒａｔ サービス 飲食業 5%

85,259 東京都 目黒区 株式会社ＮＯＡＧＥ パーソナルトレーニングジムＮＯＡＧＥ サービス その他サービス 5%

85,260 東京都 目黒区 株式会社アズ サービス 理容・美容業 5%
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85,261 東京都 目黒区 株式会社　岩佐商会 小売業 その他小売 5%

85,262 東京都 目黒区 株式会社アール・エッチ・エス 小売業 電化製品 5%

85,263 東京都 目黒区 株式会社Ｉ－７ サービス その他サービス 5%

85,264 東京都 目黒区 株式会社イチカワ サービス その他サービス 5%

85,265 東京都 目黒区 インターセプター サービス その他サービス 5%

85,266 東京都 目黒区 株式会社ウーサ Ｏｕｃａ 小売業 その他小売 5%

85,267 東京都 目黒区 株式会社大沢商店 小売業 食料品 5%

85,268 東京都 目黒区 株式会社カブ薬局 小売業 その他小売 5%

85,269 東京都 目黒区 Ｇｒｏｕｎｄｆｌｏｏｒ 小売業 衣料品 5%

85,270 東京都 目黒区 株式会社佐藤商会 サービス その他サービス 5%

85,271 東京都 目黒区 株式会社サンルイ・インターナッショナル サービス その他サービス 5%

85,272 東京都 目黒区 株式会社ジェイランド サービス その他サービス 5%

85,273 東京都 目黒区 フォトタカノスタジオプラス ＰＨＯＴＯ ＴＡＫＡＮＯ ＳＴＵＤＩＯ 小売業 その他小売 5%

85,274 東京都 目黒区 Ｃｈａｋａ（株式会社ＤＪＢ） 小売業 衣料品 5%

85,275 東京都 目黒区 株式会社テンアンドハーフ 小売業 家具・調度品 5%

85,276 東京都 目黒区 株式会社ナカザト 小売業 電化製品 5%

85,277 東京都 目黒区 株式会社橋本酒店 小売業 食料品 5%

85,278 東京都 目黒区 株式会社ハッタデザイン サービス その他サービス 5%

85,279 東京都 目黒区 株式会社刃物屋トギノン　株式会社刃物屋トギノン　東京営業所 小売業 その他小売 5%

85,280 東京都 目黒区 ＦＡＢＲＩＫ 小売業 衣料品 5%

85,281 東京都 目黒区 ＢＲＩＤＧＥＩＮＣ． 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

85,282 東京都 目黒区 株式会社マテ　Ｍａｔｅ　ＡＮＴＩＱＵＥ　ＩＮＴＥＲＩＯＲＳ 小売業 家具・調度品 5%

85,283 東京都 目黒区 株式会社マリリア都立大学駅前店 小売業 衣料品 5%

85,284 東京都 目黒区 株式会社マリリア西小山駅前店 小売業 衣料品 5%

85,285 東京都 目黒区 株式会社Ｍｉｎａｔｏ サービス その他サービス 5%

85,286 東京都 目黒区 ＡＲＣＨ∧ＢＥＳ（アークビス） 小売業 衣料品 5%

85,287 東京都 目黒区 株式会社ランチ 小売業 衣料品 5%

85,288 東京都 目黒区 カフネブックス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

85,289 東京都 目黒区 カフネブックス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

85,290 東京都 目黒区 ＣＡＰＲＡ　ＣＩＣＣＩＯ　自由が丘店 サービス 飲食業 5%

85,291 東京都 目黒区 Ｃａｂｌｏ　Ｃａｍｕｒｉｅ 小売業 衣料品 5%

85,292 東京都 目黒区 セブン－イレブン上目黒１丁目店 小売業 食料品 2%

85,293 東京都 目黒区 セブン－イレブン上目黒５丁目店 小売業 食料品 2%

85,294 東京都 目黒区 セブン－イレブン上目黒３丁目店 小売業 食料品 2%

85,295 東京都 目黒区 セブン－イレブン上目黒２丁目店 小売業 食料品 2%

85,296 東京都 目黒区 ｃａｍｙｕ サービス 理容・美容業 5%

85,297 東京都 目黒区 亀一貿易株式会社 サービス その他サービス 5%

85,298 東京都 目黒区 カラダファクトリー　学芸大学店 サービス その他サービス 5%

85,299 東京都 目黒区 カラダファクトリー　都立大学店 サービス その他サービス 5%

85,300 東京都 目黒区 カラダファクトリー　目黒店 サービス その他サービス 5%

85,301 東京都 目黒区 ＣＡＬＩＦＯＲＮＩＡＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

85,302 東京都 目黒区 Ｃｕｌ　ｄｅ　Ｓａｃ 小売業 衣料品 5%
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85,303 東京都 目黒区 Ｃａｒｒｅｆｏｕｒ 小売業 衣料品 5%

85,304 東京都 目黒区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東急都立大学駅前店 サービス 飲食業 2%

85,305 東京都 目黒区 カレーハウスｃｏｃｏ壱番屋東急祐天寺駅前店 サービス 飲食業 2%

85,306 東京都 目黒区 カレーハウスココ壱番屋目黒駅西口店 サービス 飲食業 2%

85,307 東京都 目黒区 ＣａＲｅＳ中目黒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

85,308 東京都 目黒区 川合鮮魚店 川合鮮魚店 サービス 飲食業 5%

85,309 東京都 目黒区 関興ハウス株式会社 サービス その他サービス 5%

85,310 東京都 目黒区 カンティーナ　カーリカ　リ　カンティーナカーリカ　リ サービス 飲食業 5%

85,311 東京都 目黒区 漢方鍼灸　和氣香風 小売業 その他小売 5%

85,312 東京都 目黒区 ＧＩＧＩ サービス 飲食業 5%

85,313 東京都 目黒区 喜口商店中目黒 サービス 飲食業 5%

85,314 東京都 目黒区 きくちまる　中目黒 サービス 飲食業 5%

85,315 東京都 目黒区 喜口屋　中目黒 サービス 飲食業 5%

85,316 東京都 目黒区 キシル　童具店中目黒 小売業 家具・調度品 5%

85,317 東京都 目黒区 北原電気商会 小売業 電化製品 5%

85,318 東京都 目黒区 キックボクシング　フィットネス　ＨＡＹＡＴＯ　ＧＹＭ　都立大ＧＹＭ サービス その他サービス 5%

85,319 東京都 目黒区 キックボクシング　フィットネス　ＨＡＹＡＴＯ　ＧＹＭ　学芸大ＧＹＭ サービス その他サービス 5%

85,320 東京都 目黒区 キッチンなおのコト サービス 飲食業 5%

85,321 東京都 目黒区 キッドブルー・アルカディア 小売業 衣料品 5%

85,322 東京都 目黒区 キッドブルー・ブルーストア 小売業 その他小売 5%

85,323 東京都 目黒区 ｋｉｍｉ　【キミ】 サービス 理容・美容業 5%

85,324 東京都 目黒区 木村尚樹ＦｉｎｅＡｒｔｓ サービス その他サービス 5%

85,325 東京都 目黒区 着物　あおし 小売業 衣料品 5%

85,326 東京都 目黒区 Ｃａｔｈｙ´ｓ　　Ｔｒａｔｔｏｒｉａ サービス 飲食業 5%

85,327 東京都 目黒区 オフィスＴＳＵＢＵ合同会社 小売業 その他小売 5%

85,328 東京都 目黒区 ４ｕａｔｒｅ－キャトル サービス 飲食業 5%

85,329 東京都 目黒区 キャトル　柿の木坂店 小売業 食料品 5%

85,330 東京都 目黒区 キャラット／クレール自由が丘店 サービス その他サービス 5%

85,331 東京都 目黒区 キャラットクレール自由が丘店 サービス その他サービス 5%

85,332 東京都 目黒区 ＧａｌｌｅｒｙＣＯＣＯ サービス その他サービス 5%

85,333 東京都 目黒区 キャンディ美容室 サービス 理容・美容業 5%

85,334 東京都 目黒区 ＣＡＭＰＥＲＳＰＡＲＡＤＩＳＥＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

85,335 東京都 目黒区 キャンパーズ　パラダイス　トーキョー　目黒店 サービス 飲食業 5%

85,336 東京都 目黒区 ｃａｍｂｒｏ 小売業 衣料品 5%

85,337 東京都 目黒区 ＣＵＩＳＩＮＥ サービス 飲食業 5%

85,338 東京都 目黒区 Ｃｕｖ?ｅｒ サービス 理容・美容業 5%

85,339 東京都 目黒区 牛角　池尻大橋店 サービス 飲食業 2%

85,340 東京都 目黒区 九貨堂 サービス その他サービス 5%

85,341 東京都 目黒区 九州藩 目黒大鳥店 サービス 飲食業 5%

85,342 東京都 目黒区 Ｑｆａｒｍ サービス 理容・美容業 5%

85,343 東京都 目黒区 餃苑 サービス 飲食業 5%

85,344 東京都 目黒区 業務スーパー目黒大橋店 小売業 食料品 2%
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85,345 東京都 目黒区 京家ＫＡＲＡＳＵＭＡ サービス 飲食業 5%

85,346 東京都 目黒区 ギリギリカフェ サービス 飲食業 5%

85,347 東京都 目黒区 銀座パリス自由が丘店 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,348 東京都 目黒区 ＪＭ／銀座パリス自由が丘店 小売業 その他小売 5%

85,349 東京都 目黒区 菌屋Ｖａｒｉａｔｉｏｎ サービス 飲食業 5%

85,350 東京都 目黒区 ＱｕａｎｔｕｍＧａｌｌｅｒｙ＆Ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

85,351 東京都 目黒区 クィーン・シーバ サービス 飲食業 5%

85,352 東京都 目黒区 クイック自由が丘店 小売業 その他小売 5%

85,353 東京都 目黒区 ｑｕｉｎｔ　ｎｅｏｌｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

85,354 東京都 目黒区 くう 小売業 衣料品 5%

85,355 東京都 目黒区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ自由が丘店 小売業 その他小売 5%

85,356 東京都 目黒区 Ｃｏｕｐｅ 小売業 その他小売 5%

85,357 東京都 目黒区 グエンコ（ＧＵＥＮＣＯ） サービス 理容・美容業 5%

85,358 東京都 目黒区 ＱＯＬＡ サービス その他サービス 5%

85,359 東京都 目黒区 串の坊　自由が丘店 サービス 飲食業 5%

85,360 東京都 目黒区 ｃｕｃｃｈｉａｉｏ サービス 飲食業 5%

85,361 東京都 目黒区 ＫＵＮＩＭＡ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

85,362 東京都 目黒区 ｋｕｎｕｔ 小売業 衣料品 5%

85,363 東京都 目黒区 KURA　中目黒店 サービス 飲食業 5%

85,364 東京都 目黒区 ＣｒｏｗｎＣｌｏｗｎ 小売業 衣料品 5%

85,365 東京都 目黒区 くらしサポートサービス サービス その他サービス 5%

85,366 東京都 目黒区 クラスティーナ　目黒店 小売業 家具・調度品 5%

85,367 東京都 目黒区 グラナダ サービス 飲食業 5%

85,368 東京都 目黒区 グラナダ サービス 飲食業 5%

85,369 東京都 目黒区 ｃｒａｆｔＳＴＡＲｌａｂｏｌａｔｏｒｙ サービス その他サービス 5%

85,370 東京都 目黒区 ＣｒａｆｔＢｅｅｒＤｉｎｅｒＴＡＫＩＥＹ サービス 飲食業 5%

85,371 東京都 目黒区 ＱＵｒａｍｏｔｏ　７５３ サービス 飲食業 5%

85,372 東京都 目黒区 Ｃｌａｒｔｅ　【クラルテ】 サービス 理容・美容業 5%

85,373 東京都 目黒区 グランツ サービス 理容・美容業 5%

85,374 東京都 目黒区 クリーニングアカシヤ サービス その他サービス 5%

85,375 東京都 目黒区 グリーム サービス その他サービス 5%

85,376 東京都 目黒区 ＣＬＥＡＮ 小売業 衣料品 5%

85,377 東京都 目黒区 グリーンスケープ 小売業 その他小売 5%

85,378 東京都 目黒区 クリスタルショップ　ＭＡＮＡ　ＭＡＨＡＬＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,379 東京都 目黒区 クリーニングぴゅあてるぼ学芸大学店 サービス その他サービス 5%

85,380 東京都 目黒区 Ｇｕｒｕ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

85,381 東京都 目黒区 ＣＲＥＡ サービス 理容・美容業 5%

85,382 東京都 目黒区 クレアクルール中目黒店 サービス その他サービス 5%

85,383 東京都 目黒区 ＧＲＡＣＥｐｉｌａｔｅｓ＆ｙｏｇａｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

85,384 東京都 目黒区 Ｇｒａｃｅｆｕｌｌｙグレイスフリー サービス 理容・美容業 5%

85,385 東京都 目黒区 Ｇｒａｃｅｓｂｅａｕｔ? サービス 理容・美容業 5%

85,386 東京都 目黒区 グレースフィオーレ自由が丘店 サービス 理容・美容業 5%
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85,387 東京都 目黒区 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＣｌｏｓｅｔ サービス 理容・美容業 5%

85,388 東京都 目黒区 Ｃｌｏｔｈ　＆　Ｃｒｏｓｓ 小売業 衣料品 5%

85,389 東京都 目黒区 クーロスバレエスタジオ サービス その他サービス 5%

85,390 東京都 目黒区 黒船自由が丘本店 小売業 食料品 5%

85,391 東京都 目黒区 ケイ・ウノ自由が丘店 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,392 東京都 目黒区 ＫＩ　ＳＴＯＲＹ 小売業 その他小売 5%

85,393 東京都 目黒区 桂林堂薬局 小売業 その他小売 5%

85,394 東京都 目黒区 ＧＥＣＫＯ 小売業 家具・調度品 5%

85,395 東京都 目黒区 月光舎 小売業 家具・調度品 5%

85,396 東京都 目黒区 ｋｅｎｏｈｉ サービス 飲食業 5%

85,397 東京都 目黒区 ケルセン自由が丘直営店 小売業 家具・調度品 5%

85,398 東京都 目黒区 株式会社ケンプラス サービス その他サービス 5%

85,399 東京都 目黒区 酵素中目黒ソルテ サービス 理容・美容業 5%

85,400 東京都 目黒区 合同会社アンドコー まつげエクス専門サロンシリーラッシュ自由が丘 サービス 理容・美容業 5%

85,401 東京都 目黒区 セブンーイレブンＫＯＹＯ東邦大学大橋病院店 小売業 食料品 2%

85,402 東京都 目黒区 ゴエン サービス 理容・美容業 5%

85,403 東京都 目黒区 トオク 小売業 衣料品 5%

85,404 東京都 目黒区 ＫＯＫＡＧＥ　ＳＡＫＡＢＡ サービス 飲食業 5%

85,405 東京都 目黒区 五感セラピーサロン　からだの美容室 小売業 衣料品 5%

85,406 東京都 目黒区 コクアプラス中目黒 サービス その他サービス 5%

85,407 東京都 目黒区 株式会社国領商店 サービス その他サービス 5%

85,408 東京都 目黒区 ＣＯＣＯ サービス 飲食業 5%

85,409 東京都 目黒区 ｃｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

85,410 東京都 目黒区 孤高のからあげ駒沢店 サービス 飲食業 5%

85,411 東京都 目黒区 ここちずむ 小売業 家具・調度品 5%

85,412 東京都 目黒区 ＣＯＣＯＮ サービス その他サービス 5%

85,413 東京都 目黒区 コジマ電器商会 小売業 その他小売 5%

85,414 東京都 目黒区 ＣＯＣＣＯＣＨＡ 小売業 食料品 5%

85,415 東京都 目黒区 ことこと サービス 飲食業 5%

85,416 東京都 目黒区 ＣＯＴＯＮ　ＤＯＵＸ　自由が丘店 小売業 衣料品 5%

85,417 東京都 目黒区 コノサーズ・コレクション東京 小売業 その他小売 5%

85,418 東京都 目黒区 木野花 小売業 その他小売 5%

85,419 東京都 目黒区 琥珀屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,420 東京都 目黒区 託児所こはるび サービス その他サービス 5%

85,421 東京都 目黒区 コピパナス 小売業 衣料品 5%

85,422 東京都 目黒区 ＣＯＰＥＲ中目黒 小売業 衣料品 5%

85,423 東京都 目黒区 セブン－イレブン五本木店 小売業 食料品 2%

85,424 東京都 目黒区 五本木ますもと 小売業 食料品 5%

85,425 東京都 目黒区 駒沢　東京園 サービス 飲食業 5%

85,426 東京都 目黒区 駒沢　東京園 サービス 飲食業 5%

85,427 東京都 目黒区 セブン－イレブン駒場大橋店 小売業 食料品 2%

85,428 東京都 目黒区 こまものと北欧家具の店Ｓａｌｕｔ 小売業 家具・調度品 5%
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85,429 東京都 目黒区 ｃｏｍｅｔ サービス 理容・美容業 5%

85,430 東京都 目黒区 米屋のおむすび　飯塚精米店 小売業 食料品 5%

85,431 東京都 目黒区 胡桃茶家 サービス 飲食業 5%

85,432 東京都 目黒区 ＫＯＹＡ サービス 理容・美容業 5%

85,433 東京都 目黒区 ＣＯＲＮＡＩＬＪＩＹＵＧＡＯＫＡ サービス 理容・美容業 5%

85,434 東京都 目黒区 ＴｏｔｈｅｓｅａＨＥＡＬＴＨＬＩＶＩＮＧ 小売業 衣料品 5%

85,435 東京都 目黒区 ゴルフキッズ目黒通り自由が丘店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

85,436 東京都 目黒区 コンサルティング干場進 サービス その他サービス 5%

85,437 東京都 目黒区 Ｃｏｍｆｏｒｔａｂｌｅ　ｓａｌｏｎ　ＣＬＡＲＩＳ サービス その他サービス 5%

85,438 東京都 目黒区 コンフォータブルサロンＣＬＡＲＩＳ サービス その他サービス 5%

85,439 東京都 目黒区 ＣＯＭＰＬＥＸ．Ｕ．Ｆ．Ｓ 小売業 家具・調度品 5%

85,440 東京都 目黒区 ザ　シティベーカリー　中目黒 サービス 飲食業 5%

85,441 東京都 目黒区 ＴＨＥ　ＳＨＯＰ　ＳＬＯＡＮＥ 小売業 衣料品 5%

85,442 東京都 目黒区 ＴＨＥ　ＢＡＮＦＦ サービス 飲食業 5%

85,443 東京都 目黒区 彩食美　仙波 サービス 飲食業 5%

85,444 東京都 目黒区 材木座海の家 サービス 飲食業 5%

85,445 東京都 目黒区 さか昭 小売業 食料品 5%

85,446 東京都 目黒区 魚と酒の旨い店 ウオツネ サービス 飲食業 5%

85,447 東京都 目黒区 酒菜と炭てりや サービス 飲食業 5%

85,448 東京都 目黒区 サカナバル　都立大学駅前店 サービス 飲食業 5%

85,449 東京都 目黒区 株式会社ｓａｋｕｍｏｔｔｏ 小売業 衣料品 5%

85,450 東京都 目黒区 ＨＩＤＡＲＩＵＭＡ サービス 飲食業 5%

85,451 東京都 目黒区 酒 肴サカツヤ サービス 飲食業 5%

85,452 東京都 目黒区 ＳＡＴＵＲＤＡＹＳ　ＮＹＣ 小売業 衣料品 5%

85,453 東京都 目黒区 佐藤商会グル－プ 小売業 その他小売 2%

85,454 東京都 目黒区 ｔｈｅ　Ｄｏｇ　ｔｈｅ　Ｄｏｇ 小売業 その他小売 5%

85,455 東京都 目黒区 Ｓａｔｏｗａ 小売業 衣料品 5%

85,456 東京都 目黒区 ＳＵＮＮＹＢＯＹＢＯＯＫＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

85,457 東京都 目黒区 Ｓａｎｉｔａｓ（ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙ＆ＨｅａｌｔｈＣａｒｅＳａｌｏｎ） サービス 理容・美容業 5%

85,458 東京都 目黒区 さぬきや サービス 飲食業 5%

85,459 東京都 目黒区 ｔｈｅＢＡＲ サービス 飲食業 5%

85,460 東京都 目黒区 ＴＨＥ　ＢＵＲＧＥＲ　ＶＯＷＳ サービス 飲食業 5%

85,461 東京都 目黒区 ＴＨＥ　ＢＵＲＧＥＲ　ＶＯＷＳ サービス 飲食業 5%

85,462 東京都 目黒区 ザバランス 小売業 衣料品 5%

85,463 東京都 目黒区 ＴＨＥＭＩＸ 小売業 衣料品 5%

85,464 東京都 目黒区 サラグレース自由が丘店 小売業 その他小売 5%

85,465 東京都 目黒区 更科　美やこ　更科　美やこ サービス 飲食業 5%

85,466 東京都 目黒区 美容サロン　マウロア サービス 理容・美容業 5%

85,467 東京都 目黒区 サロン・ド・ジュエリー秀宝 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,468 東京都 目黒区 三代目茂蔵 サービス 飲食業 5%

85,469 東京都 目黒区 サンデースタジオ サービス その他サービス 5%

85,470 東京都 目黒区 サンドイッチ　ストア サービス 飲食業 5%
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85,471 東京都 目黒区 ｓｙｍｐａ　自由が丘店 小売業 衣料品 5%

85,472 東京都 目黒区 ＳＵＮＢＬＯＯＭ サービス その他サービス 5%

85,473 東京都 目黒区 三宝カメラ 小売業 その他小売 5%

85,474 東京都 目黒区 三宝カメラ株式会社 小売業 電化製品 5%

85,475 東京都 目黒区 三陽本店 サービス 飲食業 5%

85,476 東京都 目黒区 ＳＵＮＬＩＴＭＥＭＯＲＹ サービス 理容・美容業 5%

85,477 東京都 目黒区 ＴＨＥ　ＥＳＳＥＮＣＥ　ＴＨＥ　ＥＳＳＥＮＣＥ サービス 飲食業 5%

85,478 東京都 目黒区 ｃａｌｏｈａ サービス 飲食業 5%

85,479 東京都 目黒区 ｃＬ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

85,480 東京都 目黒区 安永稔 小売業 衣料品 5%

85,481 東京都 目黒区 ＣＴｋｉｔｃｈｅｎ亀 サービス 飲食業 5%

85,482 東京都 目黒区 ＣＰサロン都立大店 小売業 衣料品 5%

85,483 東京都 目黒区 ジーンズ専門修理　ラントンレーブ 小売業 衣料品 5%

85,484 東京都 目黒区 株式会社ＪＳＧ サービス その他サービス 5%

85,485 東京都 目黒区 ジェオグラフィカ 小売業 家具・調度品 5%

85,486 東京都 目黒区 シェ・ソーマ　都立大学 サービス 飲食業 5%

85,487 東京都 目黒区 Ｃｈｅｚ－ｓｏｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,488 東京都 目黒区 ＣＦＰＤ サービス 飲食業 5%

85,489 東京都 目黒区 Ｓｈｅｍｏａ サービス 理容・美容業 5%

85,490 東京都 目黒区 Ｇｅｌ　Ｎａｉｌｓ　ａｃｏ サービス その他サービス 5%

85,491 東京都 目黒区 Ｓｈｅｌｂｙ 小売業 衣料品 5%

85,492 東京都 目黒区 ｓｈｅｌｆ サービス 理容・美容業 5%

85,493 東京都 目黒区 ｓｈｅｌｆ サービス 理容・美容業 5%

85,494 東京都 目黒区 ｃｋ’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

85,495 東京都 目黒区 シストルーム サービス 理容・美容業 5%

85,496 東京都 目黒区 シナモンスティック 小売業 家具・調度品 5%

85,497 東京都 目黒区 ｚｉｐａｎｇ サービス その他サービス 5%

85,498 東京都 目黒区 シフォンケーキフワリ サービス 飲食業 5%

85,499 東京都 目黒区 セブン－イレブン清水池店 小売業 食料品 2%

85,500 東京都 目黒区 セブン－イレブン下目黒１丁目店 小売業 食料品 2%

85,501 東京都 目黒区 セブン－イレブン下目黒６丁目店 小売業 食料品 2%

85,502 東京都 目黒区 ＳＨＯＵＴ　中目黒　【シャウト　ナカメグロ】 サービス 理容・美容業 5%

85,503 東京都 目黒区 蛇崩　柿の木坂　更科 サービス 飲食業 5%

85,504 東京都 目黒区 鮭オーケストラ サービス その他サービス 5%

85,505 東京都 目黒区 車検　ヤマダ自動車 サービス その他サービス 5%

85,506 東京都 目黒区 ＥＸＩＴＫＯＯＭＩＫＩＭ サービス その他サービス 5%

85,507 東京都 目黒区 ＪａｚｚＢａｒ＆ＤｉｎｅｒＡ－ＴＲＡＩＮ サービス 飲食業 5%

85,508 東京都 目黒区 シャッターズＬｕｚ自由が丘 サービス 飲食業 5%

85,509 東京都 目黒区 ＪＯＵＲＮＡＬＳＴＡＮＤＡＲＤ自由ヶ丘 小売業 衣料品 5%

85,510 東京都 目黒区 上海菜館 サービス 飲食業 5%

85,511 東京都 目黒区 シュー　オブ　ライフ サービス その他サービス 5%

85,512 東京都 目黒区 セブン－イレブン自由が丘駅前店 小売業 食料品 2%
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85,513 東京都 目黒区 セブン－イレブン自由が丘学園通り店 小売業 食料品 2%

85,514 東京都 目黒区 自由ケ丘ＣＯＣＯＯＣＥＮ サービス 飲食業 5%

85,515 東京都 目黒区 自由が丘美顔教室　クロロフイル自由が丘美顔教室 小売業 その他小売 5%

85,516 東京都 目黒区 ｓｈｕｓｈｕ　【シュシュ】 サービス 理容・美容業 5%

85,517 東京都 目黒区 Ｊｕｎｎｅｔｔｅ 小売業 衣料品 5%

85,518 東京都 目黒区 ジョエル　ロブション サービス 飲食業 5%

85,519 東京都 目黒区 ｊｏｅｌｌｅ自由が丘 小売業 その他小売 5%

85,520 東京都 目黒区 ＳｈｏｗＲｏｏｍ 小売業 衣料品 5%

85,521 東京都 目黒区 叙々苑　代官山店 サービス 飲食業 5%

85,522 東京都 目黒区 叙々苑　中目黒店 サービス 飲食業 5%

85,523 東京都 目黒区 叙々苑　目黒店 サービス 飲食業 5%

85,524 東京都 目黒区 叙々苑　代官山テイクアウトショップ 小売業 食料品 5%

85,525 東京都 目黒区 Ｓｉｒａｎ サービス 理容・美容業 5%

85,526 東京都 目黒区 シリーラッシュ サービス 理容・美容業 5%

85,527 東京都 目黒区 鍼灸院　爽快館　学芸大学店 サービス その他サービス 5%

85,528 東京都 目黒区 鍼灸院　爽快館　自由が丘店 サービス その他サービス 5%

85,529 東京都 目黒区 ＴＨＩＮＧＳ　Ｎ　ＴＨＡＮＫＳ 小売業 その他小売 5%

85,530 東京都 目黒区 Ｓｗｅｅｔｓ　さつき サービス 飲食業 5%

85,531 東京都 目黒区 ＳＷＩＴＣＨＣＯＦＦＥＥＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

85,532 東京都 目黒区 ＳＯＵＶＥＮＩＲｄｅＰＡＲＩＳ 小売業 その他小売 5%

85,533 東京都 目黒区 ＳＯＵＫＳ 小売業 家具・調度品 5%

85,534 東京都 目黒区 ＳｕＭｉｚｕｒａ 小売業 衣料品 5%

85,535 東京都 目黒区 ｓｏｕＲｉＬｅ サービス 理容・美容業 5%

85,536 東京都 目黒区 須賀自動車 サービス その他サービス 5%

85,537 東京都 目黒区 株式会社スカンジナビアサービス サービス その他サービス 5%

85,538 東京都 目黒区 寿し芳 サービス 飲食業 5%

85,539 東京都 目黒区 スズキサイクル 小売業 その他小売 5%

85,540 東京都 目黒区 スズキデンキ 小売業 電化製品 5%

85,541 東京都 目黒区 ＳｕｄａＫｅｉｋｏＡｒｏｍａｔｈｅｒａｐｙＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

85,542 東京都 目黒区 スタジオアラベスク サービス その他サービス 5%

85,543 東京都 目黒区 ＳＴＡＮＳＡＮＤＷＩＣＨＳＴＯＲＥ サービス 飲食業 5%

85,544 東京都 目黒区 スタンダード サービス その他サービス 5%

85,545 東京都 目黒区 ステップゴルフ　西小山店 サービス その他サービス 5%

85,546 東京都 目黒区 ステップゴルフ西小山店 サービス その他サービス 5%

85,547 東京都 目黒区 ステュディオモン・マルシェ サービス その他サービス 5%

85,548 東京都 目黒区 Ｓｔａｌｌ サービス 飲食業 5%

85,549 東京都 目黒区 ＳＴＯＮＥ　ＧＲＩＬＬ　ＮＩＣ サービス 飲食業 5%

85,550 東京都 目黒区 ＳＴＲＵＭ 小売業 衣料品 5%

85,551 東京都 目黒区 ストリングハウス　Ａｌｌｅｚ！！ 小売業 その他小売 5%

85,552 東京都 目黒区 ＳＰＡ　ＤＡＭＡＩ　代官山 サービス その他サービス 5%

85,553 東京都 目黒区 スパイシーフライヤーズ サービス 飲食業 5%

85,554 東京都 目黒区 ＳＰＡ　ＩＭＡＧＥ　本店 サービス その他サービス 5%
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85,555 東京都 目黒区 ＳＰＡＤＡＭＡＩ代官山 サービス 理容・美容業 5%

85,556 東京都 目黒区 Ｓｐｉｃｋ＆Ｓｐａｎ　自由が丘店 小売業 衣料品 5%

85,557 東京都 目黒区 Ｓｐｏｏｌ＋ＳＰｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ サービス その他サービス 5%

85,558 東京都 目黒区 スープストックトーキョー サービス 飲食業 5%

85,559 東京都 目黒区 スプレンドーレ自由が丘店 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,560 東京都 目黒区 Ｓｐｅｃｉａｌ サービス 理容・美容業 5%

85,561 東京都 目黒区 スマイリッシュ 小売業 衣料品 5%

85,562 東京都 目黒区 スモールアックスシューリペア サービス その他サービス 5%

85,563 東京都 目黒区 888 サービス その他サービス 5%

85,564 東京都 目黒区 ＣＥＲＩＳＩＥＲ７　【スリジェ】 サービス 理容・美容業 5%

85,565 東京都 目黒区 スワロウデイル・アンティークス 小売業 その他小売 5%

85,566 東京都 目黒区 ＳｗａｌｌｏｗＥｑｕｉｐｍｅｎｔｓ 小売業 衣料品 5%

85,567 東京都 目黒区 ＴＨＥＲＥ 小売業 衣料品 5%

85,568 東京都 目黒区 晴庵 サービス 飲食業 5%

85,569 東京都 目黒区 生活彩家目黒区役所 小売業 その他小売 2%

85,570 東京都 目黒区 誠心堂薬局　自由が丘店 小売業 その他小売 5%

85,571 東京都 目黒区 （株）誠心堂薬局学芸大学店 小売業 その他小売 5%

85,572 東京都 目黒区 整体院　癒快家 サービス その他サービス 5%

85,573 東京都 目黒区 ＳＥＫＩＧＯＬＦＣＬＵＢ目黒 小売業 その他小売 5%

85,574 東京都 目黒区 Ｃｅｌｉａ サービス その他サービス 5%

85,575 東京都 目黒区 セルズケア株式会社 サービス その他サービス 5%

85,576 東京都 目黒区 ＺＥＲＯ－ＪＩＮ株式会社 サービス その他サービス 5%

85,577 東京都 目黒区 セロトーレ 小売業 その他小売 5%

85,578 東京都 目黒区 セロン サービス 理容・美容業 5%

85,579 東京都 目黒区 仙豆のちから東京目黒店　東京目黒店 サービス 理容・美容業 5%

85,580 東京都 目黒区 セントスケープ・デザインスタジオ 小売業 その他小売 5%

85,581 東京都 目黒区 センプレ本店 小売業 家具・調度品 5%

85,582 東京都 目黒区 ＳＯＵ 小売業 衣料品 5%

85,583 東京都 目黒区 創作料理どんぐり サービス 飲食業 5%

85,584 東京都 目黒区 宗楽 サービス 飲食業 5%

85,585 東京都 目黒区 ソウルフードバンコク池尻大橋店 サービス 飲食業 5%

85,586 東京都 目黒区 ＳＡＷＳＣＯＭＰＡＮＹ 小売業 衣料品 5%

85,587 東京都 目黒区 ソーナベルデ サービス 理容・美容業 5%

85,588 東京都 目黒区 曽我自転車店 小売業 その他小売 5%

85,589 東京都 目黒区 曽我自転車店 小売業 その他小売 5%

85,590 東京都 目黒区 そば処 大むら サービス 飲食業 5%

85,591 東京都 目黒区 蕎や月心 サービス 飲食業 5%

85,592 東京都 目黒区 そま莉 サービス 飲食業 5%

85,593 東京都 目黒区 蒼樂 サービス 飲食業 5%

85,594 東京都 目黒区 ＳＯＬＵＺ サービス 理容・美容業 5%

85,595 東京都 目黒区 ＳＯＬＥ自由が丘店 サービス 理容・美容業 5%

85,596 東京都 目黒区 ＤＡＩＡＮ都立大学店 サービス その他サービス 5%
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85,597 東京都 目黒区 泰雅 サービス 飲食業 5%

85,598 東京都 目黒区 タイ古式＆ハーブボールＣｕｒｕｃｕｍａＮａ サービス 理容・美容業 5%

85,599 東京都 目黒区 タイ古式マッサージ シャーロム 自由が丘 サービス 理容・美容業 5%

85,600 東京都 目黒区 体質改善とスタイルアップの美容経絡リンパ　サロンドキキ サービス その他サービス 5%

85,601 東京都 目黒区 Ｄｉｃｅ自由が丘店 サービス その他サービス 5%

85,602 東京都 目黒区 タイの食卓　クルン　サイアム　アティック店 サービス 飲食業 5%

85,603 東京都 目黒区 タイの食卓 クルン サイアム 自由が丘店 サービス 飲食業 5%

85,604 東京都 目黒区 ダイヤモンドアイズ中目黒店 サービス 理容・美容業 5%

85,605 東京都 目黒区 ＤａＶｉｎ　Ｄａｖｉｎ　中目黒 サービス 理容・美容業 5%

85,606 東京都 目黒区 ＤａＶｉｎ　中目黒 サービス 理容・美容業 5%

85,607 東京都 目黒区 高木写真事務所 サービス その他サービス 5%

85,608 東京都 目黒区 髙室自動車興業 サービス その他サービス 5%

85,609 東京都 目黒区 ダスキン中目黒 サービス その他サービス 2%

85,610 東京都 目黒区 たちばな サービス 飲食業 5%

85,611 東京都 目黒区 ｔａｓｓｅｌｂｏｙ 小売業 衣料品 5%

85,612 東京都 目黒区 ＴＡＢＡＳＡ　中目黒店 小売業 衣料品 5%

85,613 東京都 目黒区 ＴＡＢＡＳＡ　中目黒店 小売業 衣料品 5%

85,614 東京都 目黒区 ＷＨＷ！ＫＩＯＳＫ サービス その他サービス 5%

85,615 東京都 目黒区 DULTON JIYUGAOKA 小売業 その他小売 5%

85,616 東京都 目黒区 ＣＨＥＣＫ ＳＴＲＩＰＥ 自由が丘店 小売業 その他小売 5%

85,617 東京都 目黒区 ＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥ　自由が丘店 小売業 家具・調度品 5%

85,618 東京都 目黒区 ＣＨＥＣＫ ＳＴＲＩＰＥ ｗｏｒｋｒｏｏｍ 小売業 その他小売 5%

85,619 東京都 目黒区 ＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥｗｏｒｋｒｏｏｍ 小売業 その他小売 5%

85,620 東京都 目黒区 チェリエカカオ 小売業 衣料品 5%

85,621 東京都 目黒区 ｔｉｃｒｏ．　【チクロ】 サービス 理容・美容業 5%

85,622 東京都 目黒区 チニャーレ サービス 飲食業 5%

85,623 東京都 目黒区 チボラボ サービス 飲食業 5%

85,624 東京都 目黒区 ＣＨＩＮＡＭＯＯＮ サービス 飲食業 5%

85,625 東京都 目黒区 チャガモクラフト 小売業 衣料品 5%

85,626 東京都 目黒区 茶舗大坂や 小売業 その他小売 5%

85,627 東京都 目黒区 ＴＵＴＵ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

85,628 東京都 目黒区 ＣＨＯＩＣＥ サービス 飲食業 5%

85,629 東京都 目黒区 ｃｈｏｃｏｌａｔｅｓｏｕｐ 小売業 衣料品 5%

85,630 東京都 目黒区 千代田クリーニング サービス その他サービス 5%

85,631 東京都 目黒区 治療院　空 サービス その他サービス 5%

85,632 東京都 目黒区 陳麻家　目黒店 サービス 飲食業 5%

85,633 東京都 目黒区 ｔｓｕｂａｓａ サービス その他サービス 5%

85,634 東京都 目黒区 ＴｒｅｅＨａｉｒＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

85,635 東京都 目黒区 つるさん薬局　つるさん薬局 小売業 その他小売 5%

85,636 東京都 目黒区 ティーズゴルフアカデミー サービス その他サービス 5%

85,637 東京都 目黒区 ティーマックスサロン サービス 理容・美容業 5%

85,638 東京都 目黒区 ＤＥＡＬＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%
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85,639 東京都 目黒区 ＤＡＨ　ＭＳＰ　Ｌｕｚ自由が丘店 サービス 理容・美容業 5%

85,640 東京都 目黒区 ｄａｙｓ ＣＯＦＦＥＥ ＲＯＡＳＴＥＲＹ サービス 飲食業 5%

85,641 東京都 目黒区 Ｔａｓｔｅ　ＡＮＤ　Ｓｅｎｓｅ 小売業 衣料品 5%

85,642 東京都 目黒区 Ｄｉｐｐａｌａｃｅ中目黒店 サービス 飲食業 5%

85,643 東京都 目黒区 ティープラス サービス その他サービス 5%

85,644 東京都 目黒区 手織工房じょうた　自由が丘 小売業 その他小売 5%

85,645 東京都 目黒区 ＤｅｓｉｇｎＥｘｐｒｅｓｓ サービス その他サービス 5%

85,646 東京都 目黒区 デザインエフショップ 小売業 その他小売 5%

85,647 東京都 目黒区 てつたろう サービス 飲食業 5%

85,648 東京都 目黒区 鉄板ＢＩＳＴＲＯ　Ａｋａｈｏｓｈｉ サービス 飲食業 5%

85,649 東京都 目黒区 ｄｅｐａｒｚ 小売業 衣料品 5%

85,650 東京都 目黒区 デビルクラフト自由が丘 サービス 飲食業 5%

85,651 東京都 目黒区 寺崎志野事務所 サービス 理容・美容業 5%

85,652 東京都 目黒区 ＴＥＲＲＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

85,653 東京都 目黒区 テルラネイル サービス 理容・美容業 5%

85,654 東京都 目黒区 田園調布ｍａｒｉｎａ 小売業 衣料品 5%

85,655 東京都 目黒区 テンオーワン　 自由が丘店 小売業 その他小売 5%

85,656 東京都 目黒区 テンオーワン 　中目黒店 小売業 その他小売 5%

85,657 東京都 目黒区 １０・０１自由が丘 小売業 その他小売 5%

85,658 東京都 目黒区 １０・０１中目黒 小売業 その他小売 5%

85,659 東京都 目黒区 電化のホシノ 小売業 電化製品 5%

85,660 東京都 目黒区 関戸電気商会 小売業 電化製品 5%

85,661 東京都 目黒区 株式会社トゥエルブトーン 小売業 その他小売 5%

85,662 東京都 目黒区 ＴＵＯ　東工大生協　第一食堂 サービス その他サービス 5%

85,663 東京都 目黒区 ＴＵＯ　東工大生協　第二食堂 サービス その他サービス 5%

85,664 東京都 目黒区 ＤＥＴＡＩＬｉｎｃ． 小売業 衣料品 5%

85,665 東京都 目黒区 東京ガーデン 小売業 家具・調度品 5%

85,666 東京都 目黒区 セブン－イレブン東京工業大学大岡山キャンパス店 小売業 食料品 2%

85,667 東京都 目黒区 東紅苑 サービス 飲食業 5%

85,668 東京都 目黒区 東工大生協　大岡山購買書籍部 サービス その他サービス 5%

85,669 東京都 目黒区 東工大生協　大岡山購買 サービス その他サービス 5%

85,670 東京都 目黒区 東工大生協　大岡山店 サービス その他サービス 5%

85,671 東京都 目黒区 東工大生協　第一食堂 サービス その他サービス 5%

85,672 東京都 目黒区 東工大生協　第二食堂 サービス その他サービス 5%

85,673 東京都 目黒区 東大生協　駒場購買Ｂ サービス その他サービス 5%

85,674 東京都 目黒区 東大生協　駒場購買Ａ サービス その他サービス 5%

85,675 東京都 目黒区 東大生協　駒場　購買（Ｍ） サービス その他サービス 5%

85,676 東京都 目黒区 東大生協　駒場食堂 サービス その他サービス 5%

85,677 東京都 目黒区 東大生協　駒場書籍 サービス その他サービス 5%

85,678 東京都 目黒区 東大生協　駒場書籍 サービス その他サービス 5%

85,679 東京都 目黒区 東大生協　生研・先端研食堂 サービス その他サービス 5%

85,680 東京都 目黒区 東大生協　先端研支所（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%
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85,681 東京都 目黒区 東大生協　先端研支所 サービス その他サービス 5%

85,682 東京都 目黒区 東大でんき 小売業 電化製品 5%

85,683 東京都 目黒区 藤八 サービス 飲食業 5%

85,684 東京都 目黒区 Ｄｏｌａｌａ 小売業 食料品 5%

85,685 東京都 目黒区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ中目黒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

85,686 東京都 目黒区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ目黒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

85,687 東京都 目黒区 ｄｏｇｏｌｄ　ｇｒｏｏｍｉｎｇ　ｓａｌｏｎ　Ｇｒｏｏｍｉｎｇ　ｓａｌｏｎ　ｄｏｇｏｌｄ サービス その他サービス 5%

85,688 東京都 目黒区 ドスコイ酒場ちゃんこ芝松中目黒 サービス 飲食業 5%

85,689 東京都 目黒区 ドスコイ酒場ちゃんこ芝松八雲 サービス 飲食業 5%

85,690 東京都 目黒区 戸高秀樹ボクシングジム サービス その他サービス 5%

85,691 東京都 目黒区 ドッグブティック　ブルブブ 小売業 その他小売 5%

85,692 東京都 目黒区 ＤｏｇＭａｎ サービス その他サービス 5%

85,693 東京都 目黒区 ＤＯＴ☆ＳＰＯＴ 小売業 衣料品 5%

85,694 東京都 目黒区 トニータナカ恵比寿店 サービス 理容・美容業 5%

85,695 東京都 目黒区 トマトキッチンヤネウラ サービス 飲食業 5%

85,696 東京都 目黒区 Ｔｒｉａｔｈｌｏｎ　Ｌｕｍｉｎａ 小売業 その他小売 5%

85,697 東京都 目黒区 ドライビングモールラグビー 小売業 衣料品 5%

85,698 東京都 目黒区 ドライビングモール 小売業 衣料品 5%

85,699 東京都 目黒区 ドラッグフタバ西小山店 小売業 その他小売 5%

85,700 東京都 目黒区 トラットリア・ピッツェリア・アミーチ サービス 飲食業 5%

85,701 東京都 目黒区 トラットリア　ラ　バラッカ サービス 飲食業 5%

85,702 東京都 目黒区 トラットリア　ラ　バラッカ サービス 飲食業 5%

85,703 東京都 目黒区 ＴｒａｎｓＪ サービス その他サービス 5%

85,704 東京都 目黒区 ＴＲＩＣＯＴＥ　ＯＮＥＲＯＯＭ 小売業 衣料品 5%

85,705 東京都 目黒区 ｔｒｉｃｋｙ’ｓ　学芸大学 サービス 飲食業 5%

85,706 東京都 目黒区 セブン－イレブン都立大学駅南店 小売業 食料品 2%

85,707 東京都 目黒区 鶏ノ屋 サービス 飲食業 5%

85,708 東京都 目黒区 ドリンカレー 小売業 食料品 5%

85,709 東京都 目黒区 Ｔｒａｉｎｉｎｇ－ｓｔｕｄｉｏ“ＭａｓｔｅｒＭｉｎｄ” サービス その他サービス 5%

85,710 東京都 目黒区 ドレスピープル 小売業 衣料品 5%

85,711 東京都 目黒区 トレラブＧＹＭ目黒店 サービス その他サービス 5%

85,712 東京都 目黒区 ＴＲＥＮＣＨ サービス その他サービス 5%

85,713 東京都 目黒区 ＤＲＯＰ 小売業 衣料品 5%

85,714 東京都 目黒区 ｄｒｏｐ　自由が丘店 小売業 衣料品 5%

85,715 東京都 目黒区 ＤＷＡＲＦ 小売業 家具・調度品 5%

85,716 東京都 目黒区 ナーナ サービス 飲食業 5%

85,717 東京都 目黒区 ｎａｏｎｃｈｉ サービス 飲食業 5%

85,718 東京都 目黒区 ａｒｃａｓ サービス 理容・美容業 5%

85,719 東京都 目黒区 中目黒　バール・デルソーレ サービス 飲食業 5%

85,720 東京都 目黒区 セブン－イレブン中目黒アトラスタワー店 小売業 食料品 2%

85,721 東京都 目黒区 中目黒カイロプラクティック整体院 サービス その他サービス 5%

85,722 東京都 目黒区 中目黒　彩 サービス 飲食業 5%
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85,723 東京都 目黒区 セブン－イレブン中目黒店 小売業 食料品 2%

85,724 東京都 目黒区 （株）日の出電機　中目黒店 小売業 電化製品 5%

85,725 東京都 目黒区 中目黒Ｌｉｎｋｓ鍼灸院 サービス その他サービス 5%

85,726 東京都 目黒区 中目卓球ラウンジ サービス 飲食業 5%

85,727 東京都 目黒区 ＮＡＧＯＭＩＨＯＵＳＥ サービス その他サービス 5%

85,728 東京都 目黒区 ＯｎｅＲｉｎｇワンリング手つくり指輪工房 小売業 衣料品 5%

85,729 東京都 目黒区 ナチュラルカイロプラクティック院 サービス 理容・美容業 5%

85,730 東京都 目黒区 Ｎａｔｕｒａｌｃａｆｅ＆ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅＴｅａｆｕｌ サービス 飲食業 5%

85,731 東京都 目黒区 Ｎａｔｕｌｌｙ サービス 理容・美容業 5%

85,732 東京都 目黒区 ＮＡＴＳＵＭＩ　ＺＡＭＡ 小売業 衣料品 5%

85,733 東京都 目黒区 ａｔｅｌｉｅｒｚａｍａ 小売業 衣料品 5%

85,734 東京都 目黒区 なな鍼灸院 サービス その他サービス 5%

85,735 東京都 目黒区 ＮＡＮＡＳＴＹＬＥ サービス その他サービス 5%

85,736 東京都 目黒区 なべ彦 サービス 飲食業 5%

85,737 東京都 目黒区 ナ・ムー　ヒーリングサロン サービス その他サービス 5%

85,738 東京都 目黒区 鳴門鯛焼本舗　中目黒店 サービス 飲食業 5%

85,739 東京都 目黒区 ナンカ堂　祐天寺店 小売業 衣料品 5%

85,740 東京都 目黒区 ナンカ堂祐天寺2号店 小売業 衣料品 5%

85,741 東京都 目黒区 ＮＶ７ サービス 理容・美容業 5%

85,742 東京都 目黒区 新潟酒バル吹溜（新） サービス 飲食業 5%

85,743 東京都 目黒区 西村ガラス 小売業 その他小売 5%

85,744 東京都 目黒区 ｎｉｔａｋｏ 小売業 衣料品 5%

85,745 東京都 目黒区 日個連　石井タクシー サービス 運輸業 5%

85,746 東京都 目黒区 日個連　石原タクシー サービス 運輸業 5%

85,747 東京都 目黒区 日個連　太田タクシー サービス 運輸業 5%

85,748 東京都 目黒区 日個連　岡野タクシー サービス 運輸業 5%

85,749 東京都 目黒区 日個連　尾崎タクシー サービス 運輸業 5%

85,750 東京都 目黒区 日個連　片山タクシー サービス 運輸業 5%

85,751 東京都 目黒区 日個連　川名タクシー サービス 運輸業 5%

85,752 東京都 目黒区 日個連　川原田タクシー サービス 運輸業 5%

85,753 東京都 目黒区 日個連　北原タクシー サービス 運輸業 5%

85,754 東京都 目黒区 日個連　久保タクシー サービス 運輸業 5%

85,755 東京都 目黒区 日個連　久保田タクシー サービス 運輸業 5%

85,756 東京都 目黒区 日個連　小杉タクシー サービス 運輸業 5%

85,757 東京都 目黒区 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

85,758 東京都 目黒区 日個連　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

85,759 東京都 目黒区 日個連　島村タクシー サービス 運輸業 5%

85,760 東京都 目黒区 日個連　高濱タクシー サービス 運輸業 5%

85,761 東京都 目黒区 日個連　田久タクシー サービス 運輸業 5%

85,762 東京都 目黒区 日個連　千葉タクシー サービス 運輸業 5%

85,763 東京都 目黒区 日個連　中島タクシー サービス 運輸業 5%

85,764 東京都 目黒区 日個連　西タクシー サービス 運輸業 5%
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85,765 東京都 目黒区 日個連　野町タクシー サービス 運輸業 5%

85,766 東京都 目黒区 日個連　林タクシー サービス 運輸業 5%

85,767 東京都 目黒区 日個連　山口タクシー サービス 運輸業 5%

85,768 東京都 目黒区 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

85,769 東京都 目黒区 日個連　與儀タクシー サービス 運輸業 5%

85,770 東京都 目黒区 日本同人誌コード管理センター 小売業 その他小売 5%

85,771 東京都 目黒区 日本民芸館 小売業 その他小売 5%

85,772 東京都 目黒区 ｎｉｍｕ サービス その他サービス 5%

85,773 東京都 目黒区 ＮＥＷ　ＮＥＷ　ＹＯＲＫ　ＣＬＵＢ サービス 飲食業 5%

85,774 東京都 目黒区 ｎｉｒａｉ?ｋａｎａｉ ニライカナイ自由が丘 小売業 その他小売 5%

85,775 東京都 目黒区 仁六 サービス 飲食業 5%

85,776 東京都 目黒区 Ｎｕ：Ｈａｎｄ　Ｗｏｒｋｓ 小売業 その他小売 5%

85,777 東京都 目黒区 ネイルジョルナーレ自由が丘店 サービス 理容・美容業 5%

85,778 東京都 目黒区 ネイルハウスＨＡＰＰＩＮＥＳＳ サービス 理容・美容業 5%

85,779 東京都 目黒区 ＮａｉｌｒｏｏｍＭｏｍｏ サービス 理容・美容業 5%

85,780 東京都 目黒区 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ｏｃｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

85,781 東京都 目黒区 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

85,782 東京都 目黒区 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ｂｉｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

85,783 東京都 目黒区 ねこと暮らせる静かな一軒家。 サービス 宿泊業 5%

85,784 東京都 目黒区 ｎｏｍａ?ｊｉｙｕｇａｏｋａ サービス 理容・美容業 5%

85,785 東京都 目黒区 ＮＯ　ＮＡＭＥ　ＰＡＲＩＳＨ 小売業 その他小売 5%

85,786 東京都 目黒区 野々花 小売業 その他小売 5%

85,787 東京都 目黒区 ＢＡＲ Ｈａｐｐｙ Ｄａｙｓ サービス 飲食業 5%

85,788 東京都 目黒区 パーソナルトレーニングＮＯＡＧＥ サービス その他サービス 5%

85,789 東京都 目黒区 ＰＡＲＴＮＥＲ： サービス 理容・美容業 5%

85,790 東京都 目黒区 ＢＡＲ２４１ サービス 飲食業 5%

85,791 東京都 目黒区 Ｂａｒ ? Ｖｉｎ ムッシュヨースケ サービス 飲食業 5%

85,792 東京都 目黒区 バイオメカニクス整体ヘルメス サービス その他サービス 5%

85,793 東京都 目黒区 ハイク 小売業 家具・調度品 5%

85,794 東京都 目黒区 バイクデラロッチャ中目黒店 小売業 その他小売 5%

85,795 東京都 目黒区 博多ほたる　中目黒 サービス 飲食業 5%

85,796 東京都 目黒区 ハカリ 小売業 食料品 5%

85,797 東京都 目黒区 莫 サービス その他サービス 5%

85,798 東京都 目黒区 ＨＵＧ　Ｏ　ＷＡＲ 小売業 衣料品 5%

85,799 東京都 目黒区 白山眼鏡店　自由が丘店 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,800 東京都 目黒区 博文堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

85,801 東京都 目黒区 バゲットラビット自由が丘店 小売業 食料品 5%

85,802 東京都 目黒区 バス・ポンド 小売業 その他小売 5%

85,803 東京都 目黒区 パソコンスクールアルト サービス その他サービス 5%

85,804 東京都 目黒区 パソコンスクールスキップ　武蔵小山 サービス その他サービス 5%

85,805 東京都 目黒区 ＢＡＣＫＡＴＴＡＣＫＥＲＳ サービス その他サービス 5%

85,806 東京都 目黒区 ＢａｓＳｈｕ 小売業 家具・調度品 5%
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85,807 東京都 目黒区 ＨａｐｐｙＥｖｅｒＡｆｔｅｒ 小売業 家具・調度品 5%

85,808 東京都 目黒区 ＢＡＢＢＯＡＮＧＥＬＯ サービス 飲食業 5%

85,809 東京都 目黒区 Ｈａｎａｃｏｍ サービス その他サービス 5%

85,810 東京都 目黒区 花定 小売業 その他小売 5%

85,811 東京都 目黒区 花のブラザーズ 小売業 その他小売 5%

85,812 東京都 目黒区 マタニティ＆産後専門アロマケアサロンはなみらん サービス その他サービス 5%

85,813 東京都 目黒区 Ｈｏｎｅｙ Ｈｏｎｅｙ ｘｏｘｏ 小売業 食料品 5%

85,814 東京都 目黒区 Ｈｏｎｅｙ×Ｈｏｎｅｙ　ｘｏｘｏ 小売業 食料品 5%

85,815 東京都 目黒区 Ｂａｂｏｌａｔ 小売業 その他小売 5%

85,816 東京都 目黒区 ハムスタースピン サービス その他サービス 5%

85,817 東京都 目黒区 ＢａｌＣｏｃｈｏｎｒｏｓｅ サービス 飲食業 5%

85,818 東京都 目黒区 ＢａｌＣｏｃｈｏｎｒｏｓｅ サービス 飲食業 5%

85,819 東京都 目黒区 ｈａａｒＨＡＩＲＳＴＵＤＩＯ サービス 理容・美容業 5%

85,820 東京都 目黒区 パワー再生企画　リーエルーム サービス その他サービス 5%

85,821 東京都 目黒区 パンカーダ自由が丘店 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,822 東京都 目黒区 はんこ太眞屋 サービス その他サービス 5%

85,823 東京都 目黒区 はんこ広場自由が丘店 小売業 その他小売 5%

85,824 東京都 目黒区 パンダ動物病院 サービス その他サービス 5%

85,825 東京都 目黒区 バンブーペットクリニック サービス その他サービス 5%

85,826 東京都 目黒区 ＰＩＡＴＴＩ 小売業 食料品 5%

85,827 東京都 目黒区 ピアノレシピ サービス その他サービス 5%

85,828 東京都 目黒区 Ｂ サービス 飲食業 5%

85,829 東京都 目黒区 ヒーリングサロンＬｉｌｙ サービス その他サービス 5%

85,830 東京都 目黒区 ビオス サービス その他サービス 5%

85,831 東京都 目黒区 東山ショールーム 小売業 その他小売 5%

85,832 東京都 目黒区 ＨＩＧＵＭＡＤｏｕｇｈｎｕｔｓ サービス 飲食業 5%

85,833 東京都 目黒区 ＢｉｊｏｕｘｄｅＲｉｃｏ 小売業 衣料品 5%

85,834 東京都 目黒区 ＶＩＳＩＯＮ中目黒店 小売業 衣料品 5%

85,835 東京都 目黒区 ビストロ１３区 サービス 飲食業 5%

85,836 東京都 目黒区 ビストロＵｒｕｓｈｉ サービス 飲食業 5%

85,837 東京都 目黒区 ＢｉｓｔｒｏＨｉＮＧＥ サービス 飲食業 5%

85,838 東京都 目黒区 ＢＩＳＴＲＯ　ＦＡＶＯＲＩ　代官山 サービス 飲食業 5%

85,839 東京都 目黒区 ＢＩＳＴＲＯＦＡＶＯＲＩ代官山 サービス 飲食業 5%

85,840 東京都 目黒区 ｂｅａｄ　ｂａｌａｎｃｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,841 東京都 目黒区 ＢＩＧＢＬＡＣＫＭＡＲＩＡ 小売業 衣料品 5%

85,842 東京都 目黒区 ＳＯＬＯ　ＮＯＩ サービス 飲食業 5%

85,843 東京都 目黒区 ピッツェリアダグランツァ サービス 飲食業 5%

85,844 東京都 目黒区 ＨＩＮＡＴＡ　ＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

85,845 東京都 目黒区 美肌工房 サービス 理容・美容業 5%

85,846 東京都 目黒区 Ｂｅｅｆ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　中目黒 サービス 飲食業 5%

85,847 東京都 目黒区 ビヤンネートル サービス その他サービス 5%

85,848 東京都 目黒区 Ｐｕｒｅｎｅ　【ピュアーネ】 サービス 理容・美容業 5%
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85,849 東京都 目黒区 ビューティーセラピーマジック自由が丘店 サービス 理容・美容業 5%

85,850 東京都 目黒区 ビヨンド　ベジ サービス 飲食業 5%

85,851 東京都 目黒区 ヒラクヤ サービス 飲食業 5%

85,852 東京都 目黒区 ＨＩＲＡＫＵＹＡ×ＬＥＧＡＲＥ サービス 飲食業 5%

85,853 東京都 目黒区 ビーランド 小売業 衣料品 5%

85,854 東京都 目黒区 ヒーリングショップ　ナ・ムー サービス その他サービス 5%

85,855 東京都 目黒区 ピロースタンドイプノス目黒店 小売業 その他小売 5%

85,856 東京都 目黒区 ＰｉｎｋＣａｍｉｌａ サービス 飲食業 5%

85,857 東京都 目黒区 ｆｏｕｒｓ サービス 飲食業 5%

85,858 東京都 目黒区 ｆａｒｖｅｒ 小売業 その他小売 5%

85,859 東京都 目黒区 ＦＩｇｈｔＢａｓｅ 都立大 サービス その他サービス 5%

85,860 東京都 目黒区 ＦｉｇｈｔＢａｓｅ都立大 サービス その他サービス 5%

85,861 東京都 目黒区 ファンガレージ サービス その他サービス 5%

85,862 東京都 目黒区 ＦｉｎｏＭ?ｏ 小売業 衣料品 5%

85,863 東京都 目黒区 フィネスタルト 小売業 家具・調度品 5%

85,864 東京都 目黒区 ブーランジェリーテラ 小売業 食料品 5%

85,865 東京都 目黒区 ＦｅｒｅＢｒｉｇｈｔ　中目黒店 サービス 理容・美容業 5%

85,866 東京都 目黒区 フェリーチェ 小売業 衣料品 5%

85,867 東京都 目黒区 フォーシーズ サービス 飲食業 5%

85,868 東京都 目黒区 ＩＦＪＴｒａｄｉｎｇｓ サービス その他サービス 5%

85,869 東京都 目黒区 ｐｈｏｔｏｓｔｕｄｉｏＪｏｙｆｕｌ サービス その他サービス 5%

85,870 東京都 目黒区 ＦＯＴＯ代官山 サービス その他サービス 5%

85,871 東京都 目黒区 ＰＨＯＴＯ　ＴＡＫＡＮＯ　ＳＴＵＤＩＯ＋ サービス その他サービス 5%

85,872 東京都 目黒区 ＦＯＲＲＥＳＴＥＲ サービス 飲食業 5%

85,873 東京都 目黒区 ふく割烹花家 サービス 飲食業 5%

85,874 東京都 目黒区 福寿司 サービス 飲食業 5%

85,875 東京都 目黒区 ＦｕＧｕＢｕＴａＳａＫａＢａ サービス 飲食業 5%

85,876 東京都 目黒区 ｆｕｊｉｍｉ　ｄｏ　２４３ サービス 飲食業 5%

85,877 東京都 目黒区 ｍｅｌｌｏｗ．．． サービス その他サービス 5%

85,878 東京都 目黒区 ブティックエスポワール 小売業 衣料品 5%

85,879 東京都 目黒区 ブティックリザ 小売業 衣料品 5%

85,880 東京都 目黒区 プティ・マーナ　学芸大学店 サービス その他サービス 5%

85,881 東京都 目黒区 駒澤大学 サービス その他サービス 5%

85,882 東京都 目黒区 株式会社ＦＵＭＩＫＯＤＡ 小売業 衣料品 5%

85,883 東京都 目黒区 Ｆｕｓｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｉｏｒｓ 小売業 家具・調度品 5%

85,884 東京都 目黒区 プライベ－トジムＧＷ サービス その他サービス 5%

85,885 東京都 目黒区 Ｒｅｓｅｔ＆Ｄｅｔｏｘ＋ｅ サービス 理容・美容業 5%

85,886 東京都 目黒区 ＋ＧＡＲＤＥＮＤＩＮＩＮＧ＆ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

85,887 東京都 目黒区 プラスワン　池尻大橋店 サービス その他サービス 5%

85,888 東京都 目黒区 ＰＬＵＣＫＹ 小売業 衣料品 5%

85,889 東京都 目黒区 Ａｕｔｏｕｒｄｅｓｆｌｅｕｒｓ花空間 小売業 その他小売 5%

85,890 東京都 目黒区 フランキンセンス＆ミルラ 小売業 衣料品 5%
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85,891 東京都 目黒区 Ｂａｌａｎｃｏｉｒｅ　自由が丘 小売業 衣料品 5%

85,892 東京都 目黒区 プリスティン自由ヶ丘店 小売業 衣料品 5%

85,893 東京都 目黒区 ＢＲＩＣＫ＆ＭＯＲＴＡＲ 小売業 衣料品 5%

85,894 東京都 目黒区 ＦＬＩＰＰＥＲ’Ｓ　自由が丘 サービス 飲食業 5%

85,895 東京都 目黒区 ＦＬＩＰＰＥＲ’ＳＳＴＡＮＤ　自由が丘 サービス 飲食業 5%

85,896 東京都 目黒区 ＦＬＩＰＰＥＲ’Ｓ中目黒店 サービス 飲食業 5%

85,897 東京都 目黒区 プリティヴィ サービス 飲食業 5%

85,898 東京都 目黒区 プリムローズ サービス 理容・美容業 5%

85,899 東京都 目黒区 プリモ芸術工房 サービス その他サービス 5%

85,900 東京都 目黒区 ＢｌｕｅＧａｒｂｅｒａ 小売業 その他小売 5%

85,901 東京都 目黒区 ブルーテラ 小売業 その他小売 5%

85,902 東京都 目黒区 ＢＲＥＡＫＳ　ＢＲＥＡＫＳ サービス その他サービス 5%

85,903 東京都 目黒区 プレシャス サービス 理容・美容業 5%

85,904 東京都 目黒区 フレッシュネスバーガー中目黒 サービス 飲食業 2%

85,905 東京都 目黒区 フレッシュネスバーガー中目黒駅前 サービス 飲食業 2%

85,906 東京都 目黒区 ＦＲＡＭｅＷＯＲＫ　自由が丘店 小売業 衣料品 5%

85,907 東京都 目黒区 ＰＲＥＲＹ サービス 理容・美容業 5%

85,908 東京都 目黒区 フローリスト花政 小売業 その他小売 5%

85,909 東京都 目黒区 ブロス　トウキョウ サービス 理容・美容業 5%

85,910 東京都 目黒区 プロスペル　西小山店 サービス 理容・美容業 5%

85,911 東京都 目黒区 ｐｒｏｓｐｅｒｅ サービス 理容・美容業 5%

85,912 東京都 目黒区 ＦＲＯＧＳ 小売業 その他小売 5%

85,913 東京都 目黒区 ＰＲＯＰＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,914 東京都 目黒区 ＲＥＰＧＹＭ サービス その他サービス 5%

85,915 東京都 目黒区 ＦＲＭＳ　【フロム】 サービス 理容・美容業 5%

85,916 東京都 目黒区 Ｐｕｒｏ，ｒａ サービス 理容・美容業 5%

85,917 東京都 目黒区 文化堂　緑ヶ丘店 小売業 食料品 5%

85,918 東京都 目黒区 ヘアーサロンウフ ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ Ｏｅｕｆ サービス 理容・美容業 5%

85,919 東京都 目黒区 Ｈａｉｒ　Ｒａｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

85,920 東京都 目黒区 ヘアーサロン　インビテーション サービス 理容・美容業 5%

85,921 東京都 目黒区 ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ ＳＨＯＵＴ サービス 理容・美容業 5%

85,922 東京都 目黒区 ヘアサロンイッツ自由が丘本店 サービス 理容・美容業 5%

85,923 東京都 目黒区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＤＡＨＡＢ サービス 理容・美容業 5%

85,924 東京都 目黒区 ＨａｉｒｓａｌｏｎＴＡＬＢＯＴ サービス 理容・美容業 5%

85,925 東京都 目黒区 ヘアーデザインズスウィッチ サービス 理容・美容業 5%

85,926 東京都 目黒区 ＨａｉｒＤｅｌＭａｒ サービス 理容・美容業 5%

85,927 東京都 目黒区 ＨａｉｒＤｅｌＭａｒ　学芸大学店 サービス 理容・美容業 5%

85,928 東京都 目黒区 ヘアメイク　バニアン サービス 理容・美容業 5%

85,929 東京都 目黒区 ヘアメイクアッシュ学芸大学店 サービス 理容・美容業 5%

85,930 東京都 目黒区 ヘアメイクアッシュ自由が丘店 サービス 理容・美容業 5%

85,931 東京都 目黒区 ヘアメイクアッシュ都立大学店 サービス 理容・美容業 5%

85,932 東京都 目黒区 ヘアメイクアッシュ中目黒店 サービス 理容・美容業 5%
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85,933 東京都 目黒区 ｈａｉｒｌｏｕｎｇｅａｒｔｅ サービス 理容・美容業 5%

85,934 東京都 目黒区 ｉｎｋ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

85,935 東京都 目黒区 Ｖａｓｅ 小売業 衣料品 5%

85,936 東京都 目黒区 Ｂｅｃｈｉｃｓ 小売業 衣料品 5%

85,937 東京都 目黒区 Ｕｎａ　ｐｅｓｃａ　ｂｉａｎｃａ サービス 飲食業 5%

85,938 東京都 目黒区 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

85,939 東京都 目黒区 ベストメガネコンタクト　自由が丘駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,940 東京都 目黒区 Ｂｉｒｔｈｄａｙ洗足 サービス その他サービス 5%

85,941 東京都 目黒区 ペットシッターまっとっと サービス その他サービス 5%

85,942 東京都 目黒区 ペットショップモグー サービス その他サービス 5%

85,943 東京都 目黒区 ＰＥＴＤＥＳＩＧＮ自由が丘 サービス その他サービス 5%

85,944 東京都 目黒区 ペットの専門店ダイアン都立大学店 小売業 その他小売 5%

85,945 東京都 目黒区 ベビーショップグレイベア 小売業 その他小売 5%

85,946 東京都 目黒区 ベベズアンティークス 小売業 その他小売 5%

85,947 東京都 目黒区 ベリーでナード！ サービス その他サービス 5%

85,948 東京都 目黒区 ＰＥＲＩＣＬＩＴＡＴＯＲＥＳ 小売業 衣料品 5%

85,949 東京都 目黒区 ｐｅｌ＇ｅ サービス 理容・美容業 5%

85,950 東京都 目黒区 ベローチェ池尻大橋店 サービス 飲食業 5%

85,951 東京都 目黒区 ベローチェ目黒店 サービス 飲食業 5%

85,952 東京都 目黒区 ＶＯＩＲＹ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

85,953 東京都 目黒区 Ｂｏｒｄｅｒ サービス 理容・美容業 5%

85,954 東京都 目黒区 ＨＯＰＥ　ＦＬＯＷＥＲ　ＨＯＰＥ　ＦＬＯＷＥＲ 小売業 その他小売 5%

85,955 東京都 目黒区 ＨＯＭＥ サービス 理容・美容業 5%

85,956 東京都 目黒区 ホーム商会 小売業 その他小売 5%

85,957 東京都 目黒区 Ｈｏｍｅｌｙ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

85,958 東京都 目黒区 ほぐし＆オイル圧眠りのまもり サービス その他サービス 5%

85,959 東京都 目黒区 ボズ・ワン　学芸大学店 小売業 貴金属・服飾品 5%

85,960 東京都 目黒区 ＨＯＴ　ＨＡＮＤＳ　中目黒店 サービス その他サービス 5%

85,961 東京都 目黒区 ＨＯＴ　ＨＡＮＤＳ　目黒店 サービス その他サービス 5%

85,962 東京都 目黒区 ＨＯＴ　ＷＩＮＧ　ＡＣ　新車　中古　修理 小売業 その他小売 5%

85,963 東京都 目黒区 ＨＯＴ　ＨＡＮＤＳ　自由が丘店 サービス その他サービス 5%

85,964 東京都 目黒区 ボディケアサロンｅｃｒｕ サービス その他サービス 5%

85,965 東京都 目黒区 ＢｏｄｙＣｏｏｒｄｉｎａｔｅ サービス その他サービス 5%

85,966 東京都 目黒区 ホテル　レオン目黒 サービス 宿泊業 5%

85,967 東京都 目黒区 ポプラ池尻大橋店 小売業 その他小売 2%

85,968 東京都 目黒区 ＢＯＨＥＭＩＡＮＳ 小売業 衣料品 5%

85,969 東京都 目黒区 ホームドライ・自由ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

85,970 東京都 目黒区 ホリイスポーツ 小売業 衣料品 5%

85,971 東京都 目黒区 ＨＯＬＩＤＡＹＷＯＲＫＳ 小売業 衣料品 5%

85,972 東京都 目黒区 ホリデー車検　福岡東 小売業 その他小売 5%

85,973 東京都 目黒区 本社 サービス その他サービス 5%

85,974 東京都 目黒区 ＨＱ サービス その他サービス 5%
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85,975 東京都 目黒区 ＢＯＮＤＹ洗足店 サービス 飲食業 5%

85,976 東京都 目黒区 ｍａａｃｈｉ＆ｓｏｎｓ 小売業 衣料品 5%

85,977 東京都 目黒区 マイアミガーデン　自由ケ丘駅前店 サービス 飲食業 5%

85,978 東京都 目黒区 ＭｙＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

85,979 東京都 目黒区 ｍｙ２４／７ 小売業 衣料品 5%

85,980 東京都 目黒区 ｍａｕｌａｎｉ サービス その他サービス 5%

85,981 東京都 目黒区 マーキーズ　自由が丘店 小売業 衣料品 5%

85,982 東京都 目黒区 ＭＡＲ　ｃｏｕｒｔ 小売業 衣料品 5%

85,983 東京都 目黒区 雅クリニカルルーム 小売業 その他小売 5%

85,984 東京都 目黒区 ｍａｓａｈｉｆ　Ｔｅｓｔ　Ｔｅａｍ 小売業 衣料品 5%

85,985 東京都 目黒区 マジックプライス　祐天寺店 小売業 その他小売 5%

85,986 東京都 目黒区 ＢｅｅＳｌｏｗ 小売業 その他小売 5%

85,987 東京都 目黒区 真下商事株式会社 小売業 衣料品 5%

85,988 東京都 目黒区 マシュマロベビー 小売業 衣料品 5%

85,989 東京都 目黒区 ＭａｃｈｉＭａｃｈｉ自由が丘店 サービス 飲食業 5%

85,990 東京都 目黒区 Ｍａｔｉｌｄａ 小売業 その他小売 5%

85,991 東京都 目黒区 まつげエクス専門サロンシリーラッシュ自由が丘　まつげエクステ専門サロン　シリーラッシュ自由が丘 サービス 理容・美容業 5%

85,992 東京都 目黒区 まつ毛エクステサロンＢｅｌｌＦｌｏｗｅｒ サービス 理容・美容業 5%

85,993 東京都 目黒区 松崎自転車店 小売業 その他小売 5%

85,994 東京都 目黒区 Ｍａｔ＆Ｒｕｇ　Ｆａｃｔｏｒｙ 小売業 その他小売 5%

85,995 東京都 目黒区 松葉寿司 サービス 飲食業 5%

85,996 東京都 目黒区 マニュアル サービス 理容・美容業 5%

85,997 東京都 目黒区 ＭＡＨＲＯ　マホロ サービス その他サービス 5%

85,998 東京都 目黒区 ＭＡＨＲＯ サービス 理容・美容業 5%

85,999 東京都 目黒区 ｍａｒｉｋｏｓｙｌｖｉｅ サービス 理容・美容業 5%

86,000 東京都 目黒区 Ｍａｌｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

86,001 東京都 目黒区 マリリア自由が丘店 小売業 その他小売 5%

86,002 東京都 目黒区 マルエ精肉店 小売業 食料品 5%

86,003 東京都 目黒区 満留賀 サービス 飲食業 5%

86,004 東京都 目黒区 マルカワ中目黒店 小売業 衣料品 5%

86,005 東京都 目黒区 マルシェドブルーエプリュスエトモ祐天寺 小売業 その他小売 5%

86,006 東京都 目黒区 マルシェドブルーエプリュス自由が丘 小売業 貴金属・服飾品 5%

86,007 東京都 目黒区 マルシェドブルーエプリュス祐天寺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

86,008 東京都 目黒区 ｍａｒｕｓｅＢ１ｇａｌｌｅｒｙ サービス その他サービス 5%

86,009 東京都 目黒区 Ｍｉａｃｉｓ 小売業 その他小売 5%

86,010 東京都 目黒区 ｍｅ－ｆｏｒ サービス 理容・美容業 5%

86,011 東京都 目黒区 ＭＩＧＲＡＴＯＲＹ 小売業 その他小売 5%

86,012 東京都 目黒区 ＭＩＧＯＬＡＢＯ 小売業 衣料品 5%

86,013 東京都 目黒区 水野久美子 小売業 衣料品 5%

86,014 東京都 目黒区 蜜月 サービス 飲食業 5%

86,015 東京都 目黒区 ミナスタジオ サービス その他サービス 5%

86,016 東京都 目黒区 ＭｕｓｉｃａｌＡｒｔＳｔａｇｅ サービス その他サービス 5%
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86,017 東京都 目黒区 コシゴエ サービス 理容・美容業 5%

86,018 東京都 目黒区 ムービングスクワッド サービス その他サービス 5%

86,019 東京都 目黒区 ｍｕ・ｍｕ目黒店 小売業 その他小売 5%

86,020 東京都 目黒区 武蔵小山 サービス その他サービス 5%

86,021 東京都 目黒区 セブンーイレブン武蔵小山西口店 小売業 食料品 2%

86,022 東京都 目黒区 村上四季枝 サービス その他サービス 5%

86,023 東京都 目黒区 メガネストアー自由ヶ丘 小売業 その他小売 5%

86,024 東京都 目黒区 メガネストアー自由ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

86,025 東京都 目黒区 メガネストアー都立大学駅前 小売業 その他小売 5%

86,026 東京都 目黒区 メガネストアー都立大学駅前店 小売業 その他小売 5%

86,027 東京都 目黒区 メガネストアー西小山 小売業 その他小売 5%

86,028 東京都 目黒区 ＭＥＧＭＩＵＲＡ 小売業 衣料品 5%

86,029 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒青葉台３丁目店 小売業 食料品 2%

86,030 東京都 目黒区 目黒いべ治療院 サービス 理容・美容業 5%

86,031 東京都 目黒区 目黒印房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

86,032 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒大橋２丁目店 小売業 食料品 2%

86,033 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒柿の木坂１丁目店 小売業 食料品 2%

86,034 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒環七柿の木坂店 小売業 食料品 2%

86,035 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒行人坂店 小売業 食料品 2%

86,036 東京都 目黒区 目黒グリーン珈琲焙煎所 サービス 飲食業 5%

86,037 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒駒場１丁目店 小売業 食料品 2%

86,038 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒自由が丘１丁目北店 小売業 食料品 2%

86,039 東京都 目黒区 セブンーイレブン目黒自由が丘１丁目東店 小売業 食料品 2%

86,040 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒洗足駅前店 小売業 食料品 2%

86,041 東京都 目黒区 ＭＥＧＲＯ　Ｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

86,042 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒中央１丁目店 小売業 食料品 2%

86,043 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒中町１丁目店 小売業 食料品 2%

86,044 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒東が丘２丁目店 小売業 食料品 2%

86,045 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒東山３丁目店 小売業 食料品 2%

86,046 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒碑文谷３丁目店 小売業 食料品 2%

86,047 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒平和通り店 小売業 食料品 2%

86,048 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒本町２丁目店 小売業 食料品 2%

86,049 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒南３丁目店 小売業 食料品 2%

86,050 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒南２丁目店 小売業 食料品 2%

86,051 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒元競馬場店 小売業 食料品 2%

86,052 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒祐天寺駅前店 小売業 食料品 2%

86,053 東京都 目黒区 セブン－イレブン目黒祐天寺店 小売業 食料品 2%

86,054 東京都 目黒区 MESEN-TIP 小売業 衣料品 5%

86,055 東京都 目黒区 ＭＡＩＳＯＮ　ＩＥＮＡ 小売業 衣料品 5%

86,056 東京都 目黒区 メゾン　ロミユニ 小売業 食料品 5%

86,057 東京都 目黒区 メゾン・イチ　東京都写真美術館店 サービス 飲食業 5%

86,058 東京都 目黒区 メデ・イタシ サービス 飲食業 5%
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86,059 東京都 目黒区 メヌード サービス 飲食業 5%

86,060 東京都 目黒区 ｍｅｍｅｎｔｏ 小売業 衣料品 5%

86,061 東京都 目黒区 ＭＥＲＣＩ サービス 理容・美容業 5%

86,062 東京都 目黒区 ＭｅｒｃｉＭｅｒｃｉ サービス その他サービス 5%

86,063 東京都 目黒区 ＭＯＵＶＥ 小売業 衣料品 5%

86,064 東京都 目黒区 ＭＯＧＡＭＩ サービス 理容・美容業 5%

86,065 東京都 目黒区 モノポール サービス 飲食業 5%

86,066 東京都 目黒区 もり山　学芸大学 サービス 飲食業 5%

86,067 東京都 目黒区 もる組 小売業 食料品 5%

86,068 東京都 目黒区 やきとりのほっと屋　都立大学駅前店 サービス 飲食業 5%

86,069 東京都 目黒区 焼肉東京パンチ サービス 飲食業 5%

86,070 東京都 目黒区 焼肉ＢＡＢＹ サービス 飲食業 5%

86,071 東京都 目黒区 薬膳スープカレー・シャナイア サービス 飲食業 5%

86,072 東京都 目黒区 八雲珈琲店 小売業 その他小売 5%

86,073 東京都 目黒区 八雲パソコンサービス サービス その他サービス 5%

86,074 東京都 目黒区 安田眼鏡店 サービス その他サービス 5%

86,075 東京都 目黒区 山崎眼鏡院 サービス その他サービス 5%

86,076 東京都 目黒区 Ｙａｍａｔｗｏ 小売業 衣料品 5%

86,077 東京都 目黒区 ヤマミカンパニー サービス その他サービス 5%

86,078 東京都 目黒区 Ｙｕｋｉｎｆｉｔｎｅｓｓ サービス その他サービス 5%

86,079 東京都 目黒区 有限会社　アントワーヌ・カレーム サービス 飲食業 5%

86,080 東京都 目黒区 有限会社　吉田商店 サービス その他サービス 5%

86,081 東京都 目黒区 有限会社アレクサンダー・テクニーク・アソシエイツ サービス その他サービス 5%

86,082 東京都 目黒区 有限会社飯尾眼鏡店 サービス その他サービス 5%

86,083 東京都 目黒区 共栄電器加藤店 小売業 電化製品 5%

86,084 東京都 目黒区 有限会社コジマ電器商会　自由が丘店 小売業 その他小売 5%

86,085 東京都 目黒区 有限会社花心 サービス その他サービス 5%

86,086 東京都 目黒区 有限会社マルニャ物産 小売業 衣料品 5%

86,087 東京都 目黒区 ［ＨＣ］有限会社みやでん 小売業 電化製品 5%

86,088 東京都 目黒区 有限会社名甲自動車整備工業 サービス その他サービス 5%

86,089 東京都 目黒区 有限会社メリーズカンパニー サービス 理容・美容業 5%

86,090 東京都 目黒区 有限会社安田 サービス その他サービス 5%

86,091 東京都 目黒区 Ｕ－ＳｔｅｌｌａＩｎｃ． サービス その他サービス 5%

86,092 東京都 目黒区 祐天寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,093 東京都 目黒区 遊民ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

86,094 東京都 目黒区 ｙｕｙｕｊｉｎ 小売業 その他小売 5%

86,095 東京都 目黒区 Ｙｕｍｔｓｏ 小売業 衣料品 5%

86,096 東京都 目黒区 Ｙｕｍｔｓｏ 学芸大学 小売業 衣料品 5%

86,097 東京都 目黒区 ゆるり サービス 理容・美容業 5%

86,098 東京都 目黒区 ゆるり サービス 理容・美容業 5%

86,099 東京都 目黒区 ヨシナリ商店 サービス 飲食業 5%

86,100 東京都 目黒区 Ｙｏｎａ　Ｓａｉｎｔ サービス 理容・美容業 5%
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86,101 東京都 目黒区 ヨハン 小売業 食料品 5%

86,102 東京都 目黒区 416ＧＲＩＬＬＩＮＧ サービス 飲食業 5%

86,103 東京都 目黒区 ラ・ターブル　ドゥ　ジョエル　ロブション サービス 飲食業 5%

86,104 東京都 目黒区 ラブティックドゥジョエルロブション恵比寿 小売業 食料品 5%

86,105 東京都 目黒区 ｌａ　ｐｌａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

86,106 東京都 目黒区 らーめん恵本将裕 サービス 飲食業 5%

86,107 東京都 目黒区 ライディングハイ 小売業 衣料品 5%

86,108 東京都 目黒区 ＬｉｇｈｔＨａｒｍｏｎｙ サービス その他サービス 5%

86,109 東京都 目黒区 ＬＩＦＥ’ｓ　＃２０３　代官山店 小売業 衣料品 5%

86,110 東京都 目黒区 ＬＩＦＥＳＴＹＬＥＯＲＤＥＲ 小売業 衣料品 5%

86,111 東京都 目黒区 ＬｉｆｅＢｏｄｙＦ サービス その他サービス 5%

86,112 東京都 目黒区 楽になるカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

86,113 東京都 目黒区 Ｌ’ａｔｅｌｉｅｒ　ＭＯＴＯＺＯ 小売業 食料品 5%

86,114 東京都 目黒区 Ｌａ－ＢａｎａＨａ 小売業 衣料品 5%

86,115 東京都 目黒区 オリヴィエ サービス 飲食業 5%

86,116 東京都 目黒区 Ｌａｍｉｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

86,117 東京都 目黒区 ラルテ　中目黒 サービス 理容・美容業 5%

86,118 東京都 目黒区 ＲａｎｋｏＢｅａｕｔｙＭａｎａｇｅｍｅｎｔ サービス 理容・美容業 5%

86,119 東京都 目黒区 ラントンレーブ 小売業 衣料品 5%

86,120 東京都 目黒区 ランフリー自由が丘店 小売業 その他小売 5%

86,121 東京都 目黒区 ＬＡＭＢＥＬＬ　ＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

86,122 東京都 目黒区 リアット！学芸大学東口店 サービス その他サービス 5%

86,123 東京都 目黒区 リアット！自由が丘店 サービス その他サービス 5%

86,124 東京都 目黒区 リアット！中目黒店 サービス その他サービス 5%

86,125 東京都 目黒区 Ｌｉａｎａ サービス その他サービス 5%

86,126 東京都 目黒区 Ｒｉａｎ サービス 理容・美容業 5%

86,127 東京都 目黒区 Ｌｉｎｏ　ｅ　Ｌｉｎａ 小売業 衣料品 5%

86,128 東京都 目黒区 ＲＩＥＬＥ 小売業 衣料品 5%

86,129 東京都 目黒区 リ カーリカ リ カーリカ サービス 飲食業 5%

86,130 東京都 目黒区 リガコレクション 小売業 その他小売 5%

86,131 東京都 目黒区 Ｌｉｃｕｅ サービス その他サービス 5%

86,132 東京都 目黒区 ｇ３ｐ中央町戦術工芸 小売業 衣料品 5%

86,133 東京都 目黒区 ＲｅｇｅｔｔａＣａｎｏｅ自由が丘店 小売業 衣料品 5%

86,134 東京都 目黒区 ｒｉｃｏｈａｉｒ＆ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

86,135 東京都 目黒区 リサイクルきもの　たんす屋　自由ケ丘店 小売業 衣料品 5%

86,136 東京都 目黒区 リサイクルブティックＡＢＣ学芸大学店 小売業 その他小売 5%

86,137 東京都 目黒区 リサイクルブティックＡＢＣ都立大学店 小売業 その他小売 5%

86,138 東京都 目黒区 Ｒｉｓｌｅｙ 小売業 衣料品 5%

86,139 東京都 目黒区 リゼッタ自由が丘 小売業 衣料品 5%

86,140 東京都 目黒区 ＬＩＴＡＬＩＣＯライフ サービス その他サービス 5%

86,141 東京都 目黒区 ＬｉｔｔｌｅＦｉｖｅＦｉｔｎｅｓｓ サービス その他サービス 5%

86,142 東京都 目黒区 ＬｉｂｅｔｙｈｉｌｌＣｌｕｂ サービス その他サービス 5%
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86,143 東京都 目黒区 リヒト 小売業 家具・調度品 5%

86,144 東京都 目黒区 リブコンテンツ サービス その他サービス 5%

86,145 東京都 目黒区 リフレア　中目黒店 サービス その他サービス 5%

86,146 東京都 目黒区 リミナーリ サービス 理容・美容業 5%

86,147 東京都 目黒区 隆鼻矯正専門店ラプリ サービス その他サービス 5%

86,148 東京都 目黒区 ＬＵＸＥプラス サービス 理容・美容業 5%

86,149 東京都 目黒区 ＬＩＬＡｎ’　ｃｉｔｔａ　自由ヶ丘店 小売業 衣料品 5%

86,150 東京都 目黒区 Ｌｉｌｉ 小売業 衣料品 5%

86,151 東京都 目黒区 Ｌｉｌｙｊｅｗｅｌｒｙ 小売業 衣料品 5%

86,152 東京都 目黒区 Ｌｉｒｉｍａｎａｂｅｌｌ中目黒 小売業 衣料品 5%

86,153 東京都 目黒区 リンキィディンクスタジオ都立大 サービス その他サービス 5%

86,154 東京都 目黒区 ＲｏｕｖｌｅＢａｌｌｏｏｎＳｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

86,155 東京都 目黒区 ＬＯＯＰ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

86,156 東京都 目黒区 Ｌｅ ｃｏｉｎ Ｄｉｓｃｒｅｔ サービス 理容・美容業 5%

86,157 東京都 目黒区 ＬＵＣＩＲ サービス 理容・美容業 5%

86,158 東京都 目黒区 ルージュ　バー サービス 飲食業 5%

86,159 東京都 目黒区 ルース サービス 理容・美容業 5%

86,160 東京都 目黒区 Ｌｕｃｃｉｃａ ＰＯＭＥ Ｌｕｃｃｉｃａ Ｐｏｍｅ 小売業 その他小売 5%

86,161 東京都 目黒区 Ｌｕｍｉｎｅｕｘｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

86,162 東京都 目黒区 ＬＥＭＯＭＥＮＴ サービス 飲食業 5%

86,163 東京都 目黒区 ＲＵＲＩ’Ｓ　ＤＯＧ　自由が丘 小売業 その他小売 5%

86,164 東京都 目黒区 Ｌａｙｏｕｔ 小売業 家具・調度品 5%

86,165 東京都 目黒区 レイガーデン サービス 理容・美容業 5%

86,166 東京都 目黒区 ＲＡＩＮＢＯＷＳＴＯＲＥ サービス その他サービス 5%

86,167 東京都 目黒区 レクラ　自由が丘店 小売業 貴金属・服飾品 5%

86,168 東京都 目黒区 Ｒｅｃｏｒｄ　Ｓｈｏｐ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　サテライト 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

86,169 東京都 目黒区 レストラン　ニコ サービス 飲食業 5%

86,170 東京都 目黒区 レストランルジャポン サービス 飲食業 5%

86,171 東京都 目黒区 ＴｈｅＬｅｔｔｅｒｓ 小売業 衣料品 5%

86,172 東京都 目黒区 レッカービッセン目黒本店 小売業 食料品 5%

86,173 東京都 目黒区 株式会社錬金術工房 小売業 その他小売 5%

86,174 東京都 目黒区 ＬｏｓｔＣｏｎｔｒｏｌ 小売業 衣料品 5%

86,175 東京都 目黒区 ロトンダ サービス 飲食業 5%

86,176 東京都 目黒区 ＲＯＦＴＨＯＴＥＬ 小売業 衣料品 5%

86,177 東京都 目黒区 ＬＯＦＴＨＯＴＥＬＴＯＫＹＯ サービス その他サービス 5%

86,178 東京都 目黒区 ロン・ナムチャ・チェンマイ 小売業 食料品 5%

86,179 東京都 目黒区 ＹＳＭ 小売業 衣料品 5%

86,180 東京都 目黒区 ワインファームＴＡＭＵＲＡ サービス 飲食業 5%

86,181 東京都 目黒区 我が家 サービス 飲食業 5%

86,182 東京都 目黒区 メアリーズボーテ サービス その他サービス 5%

86,183 東京都 目黒区 わっぱ飯いちや サービス 飲食業 5%

86,184 東京都 目黒区 和ＢＩＳＴＲＯじじ サービス 飲食業 5%
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86,185 東京都 目黒区 和琉ダイニング　あんのん　中目黒店 サービス 飲食業 5%

86,186 東京都 目黒区 ＯＮＥ＆ＳＬＯＷ サービス その他サービス 5%

86,187 東京都 目黒区 １ＬＤＫ 小売業 衣料品 5%

86,188 東京都 目黒区 １ＬＤＫ　ａｐａｒｔｍｅｎｔｓ 小売業 衣料品 5%

86,189 東京都 目黒区 ＷＯＮＤＥＲＯＵＳＥＹＥＷＥＡＲＲＥＳＯＲＴ サービス その他サービス 5%

86,190 東京都 目黒区 ラーメン 仙花 自由が丘店 サービス 飲食業 5%

86,191 神奈川県 愛川町 ＲＣエレファンテ サービス その他サービス 5%

86,192 神奈川県 愛川町 愛川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,193 神奈川県 愛川町 セブン－イレブン愛川菅原小学校前店 小売業 食料品 2%

86,194 神奈川県 愛川町 愛川スズキ販売 サービス 運輸業 5%

86,195 神奈川県 愛川町 セブン－イレブン愛川中津春日台店 小売業 食料品 2%

86,196 神奈川県 愛川町 セブン－イレブン愛川中津北店 小売業 食料品 2%

86,197 神奈川県 愛川町 セブン－イレブン愛川中津店 小売業 食料品 2%

86,198 神奈川県 愛川町 セブン－イレブン愛川中津西店 小売業 食料品 2%

86,199 神奈川県 愛川町 セブン－イレブン愛川半原店 小売業 食料品 2%

86,200 神奈川県 愛川町 愛川ＳＳ柳川商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,201 神奈川県 愛川町 ＲＨａｉｒ＆Ｍａｋｅ中津店 サービス 理容・美容業 5%

86,202 神奈川県 愛川町 出光愛川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,203 神奈川県 愛川町 出光セルフサンレイク愛川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,204 神奈川県 愛川町 海波商店 サービス 飲食業 5%

86,205 神奈川県 愛川町 オート企画野田　春日台店 小売業 その他小売 5%

86,206 神奈川県 愛川町 家具工房ひょうたん蔵 小売業 家具・調度品 5%

86,207 神奈川県 愛川町 菓匠土門 小売業 食料品 5%

86,208 神奈川県 愛川町 割烹旅館 大進館 サービス 宿泊業 5%

86,209 神奈川県 愛川町 株式会社アダプタ　カフェひとあし サービス 飲食業 5%

86,210 神奈川県 愛川町 観泉荘こまや サービス その他サービス 5%

86,211 神奈川県 愛川町 木下建設株式会社 サービス その他サービス 5%

86,212 神奈川県 愛川町 業務スーパーリカーキング愛川店 小売業 食料品 2%

86,213 神奈川県 愛川町 サンハーツ愛川店 小売業 電化製品 5%

86,214 神奈川県 愛川町 ＧＬＰ厚木Ⅱ売店 小売業 食料品 5%

86,215 神奈川県 愛川町 ＧＬＰ厚木Ⅰ売店 小売業 食料品 5%

86,216 神奈川県 愛川町 篠塚タクシー（２８８） サービス 運輸業 5%

86,217 神奈川県 愛川町 すみだＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,218 神奈川県 愛川町 セブンス薬局　愛川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

86,219 神奈川県 愛川町 セルフステーション春日台 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,220 神奈川県 愛川町 タカハシ　愛川町店 小売業 衣料品 5%

86,221 神奈川県 愛川町 たからやフレサ半原店 小売業 食料品 5%

86,222 神奈川県 愛川町 ［ＨＣ］千葉電気株式会社 小売業 電化製品 5%

86,223 神奈川県 愛川町 電化のきつぎ 小売業 電化製品 5%

86,224 神奈川県 愛川町 中村労働法務事務所 サービス その他サービス 5%

86,225 神奈川県 愛川町 中村労働法務事務所　中村労働法務事務所 サービス その他サービス 5%

86,226 神奈川県 愛川町 ＨａｎａｍａｒｕＡｕｔｏＰａｒｔｓ相模店 小売業 その他小売 5%

2055



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

86,227 神奈川県 愛川町 久美堂　愛川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

86,228 神奈川県 愛川町 ＦＵＺＥＥ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

86,229 神奈川県 愛川町 フォーアールクリーンサービス サービス その他サービス 5%

86,230 神奈川県 愛川町 フラワーランド愛川店 小売業 その他小売 5%

86,231 神奈川県 愛川町 マクドナルド愛川コピオ店 サービス 飲食業 2%

86,232 神奈川県 愛川町 マクドナルド愛川中津店 サービス 飲食業 2%

86,233 神奈川県 愛川町 味ん味ん　愛川店 サービス 飲食業 5%

86,234 神奈川県 愛川町 メガネストアー愛川中津 小売業 その他小売 5%

86,235 神奈川県 愛川町 メガネストアー愛川中津店 小売業 その他小売 5%

86,236 神奈川県 愛川町 洋服のタカハシ　愛川町店 小売業 衣料品 5%

86,237 神奈川県 厚木市 愛祭セレモニー サービス その他サービス 5%

86,238 神奈川県 厚木市 青砥タクシー サービス 運輸業 5%

86,239 神奈川県 厚木市 赤から 厚木小野店 サービス 飲食業 5%

86,240 神奈川県 厚木市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｅｎｔｒａｌ本厚木 サービス 理容・美容業 5%

86,241 神奈川県 厚木市 アジアンキッチン　ルークチン　アジアンキッチン　ルークチン サービス 飲食業 5%

86,242 神奈川県 厚木市 アストリア　厚木一番街店 小売業 衣料品 5%

86,243 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木愛甲石田駅前店 小売業 食料品 2%

86,244 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木愛甲北店 小売業 食料品 2%

86,245 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木愛甲西１丁目店 小売業 食料品 2%

86,246 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木愛甲東店 小売業 食料品 2%

86,247 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木愛甲東２丁目店 小売業 食料品 2%

86,248 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木愛甲南店 小売業 食料品 2%

86,249 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木愛名店 小売業 食料品 2%

86,250 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木旭町１丁目店 小売業 食料品 2%

86,251 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木旭町５丁目店 小売業 食料品 2%

86,252 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木旭町西店 小売業 食料品 2%

86,253 神奈川県 厚木市 厚木アーバンホテル サービス 宿泊業 5%

86,254 神奈川県 厚木市 厚木いいはちみつ 小売業 食料品 5%

86,255 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木飯山北店 小売業 食料品 2%

86,256 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木飯山黄金原店 小売業 食料品 2%

86,257 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木飯山南店 小売業 食料品 2%

86,258 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木石神店 小売業 食料品 2%

86,259 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木インター北店 小売業 食料品 2%

86,260 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木及川店 小売業 食料品 2%

86,261 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木岡田１丁目店 小売業 食料品 2%

86,262 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木岡田４丁目店 小売業 食料品 2%

86,263 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木岡津古久店 小売業 食料品 2%

86,264 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木恩名片岸店 小売業 食料品 2%

86,265 神奈川県 厚木市 セブンーイレブン厚木恩名３丁目店 小売業 食料品 2%

86,266 神奈川県 厚木市 厚木ガス サービス その他サービス 5%

86,267 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木金田店 小売業 食料品 2%

86,268 神奈川県 厚木市 厚木カプセルホテル サービス 宿泊業 5%
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86,269 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木上荻野北店 小売業 食料品 2%

86,270 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木上落合店 小売業 食料品 2%

86,271 神奈川県 厚木市 厚木キジュ動物病院 サービス その他サービス 5%

86,272 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木工業団地店 小売業 食料品 2%

86,273 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木寿町１丁目店 小売業 食料品 2%

86,274 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木栄町１丁目店 小売業 食料品 2%

86,275 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木三田中央店 小売業 食料品 2%

86,276 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木三田南店 小売業 食料品 2%

86,277 神奈川県 厚木市 厚木シティホテル サービス 宿泊業 5%

86,278 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木市戸田店 小売業 食料品 2%

86,279 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木下荻野北店 小売業 食料品 2%

86,280 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木下荻野店 小売業 食料品 2%

86,281 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木下川入店 小売業 食料品 2%

86,282 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木下川入東店 小売業 食料品 2%

86,283 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木市立病院前店 小売業 食料品 2%

86,284 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木関口店 小売業 食料品 2%

86,285 神奈川県 厚木市 厚木たちばな サービス 飲食業 5%

86,286 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木妻田北３丁目店 小売業 食料品 2%

86,287 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木妻田店 小売業 食料品 2%

86,288 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木妻田南１丁目店 小売業 食料品 2%

86,289 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木戸沢橋店 小売業 食料品 2%

86,290 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木戸室１丁目店 小売業 食料品 2%

86,291 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木戸室南店 小売業 食料品 2%

86,292 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木中荻野店 小売業 食料品 2%

86,293 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木中町３丁目店 小売業 食料品 2%

86,294 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木中町店 小売業 食料品 2%

86,295 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木中町４丁目店 小売業 食料品 2%

86,296 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木七沢北店 小売業 食料品 2%

86,297 神奈川県 厚木市 厚木長谷川電機 小売業 電化製品 5%

86,298 神奈川県 厚木市 厚木プリモ動物病院 サービス その他サービス 5%

86,299 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木坊中店 小売業 食料品 2%

86,300 神奈川県 厚木市 株式会社リンクホーム厚木本社 サービス その他サービス 5%

86,301 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木水引店 小売業 食料品 2%

86,302 神奈川県 厚木市 厚木緑ケ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,303 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木緑ケ丘店 小売業 食料品 2%

86,304 神奈川県 厚木市 厚木ヤクルト販売　厚木栄光センター 小売業 食料品 5%

86,305 神奈川県 厚木市 厚木ヤクルト販売　厚南センター 小売業 食料品 5%

86,306 神奈川県 厚木市 厚木ヤクルト販売　荻野センター 小売業 食料品 5%

86,307 神奈川県 厚木市 厚木ヤクルト販売　依知のぞみセンター 小売業 食料品 5%

86,308 神奈川県 厚木市 厚木ヤクルト販売　依知のぞみ拠点 小売業 その他小売 5%

86,309 神奈川県 厚木市 厚木ヤクルト販売　厚木栄光拠点 小売業 その他小売 5%

86,310 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木山際店 小売業 食料品 2%
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86,311 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン厚木山際南店 小売業 食料品 2%

86,312 神奈川県 厚木市 Ａｔｅｌｉｅｒ髪Ｋａｚｅ サービス 理容・美容業 5%

86,313 神奈川県 厚木市 アーベントホテル厚木 サービス 宿泊業 5%

86,314 神奈川県 厚木市 ＲＨａｉｒ＆Ｍａｋｅ厚木店 サービス 理容・美容業 5%

86,315 神奈川県 厚木市 ＲＨａｉｒ＆Ｍａｋｅ妻田店 サービス 理容・美容業 5%

86,316 神奈川県 厚木市 Ａｒｍｏｎｉａ?アルモニーア? サービス 飲食業 5%

86,317 神奈川県 厚木市 飯田コンニャク店 小売業 食料品 5%

86,318 神奈川県 厚木市 飯田屋 小売業 衣料品 5%

86,319 神奈川県 厚木市 飯山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,320 神奈川県 厚木市 居酒屋ながい サービス 飲食業 5%

86,321 神奈川県 厚木市 居酒屋ひろちゃん サービス 宿泊業 5%

86,322 神奈川県 厚木市 井澤タクシー サービス 運輸業 5%

86,323 神奈川県 厚木市 井澤ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

86,324 神奈川県 厚木市 石井どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

86,325 神奈川県 厚木市 イシケンスポーツ本店 小売業 その他小売 5%

86,326 神奈川県 厚木市 磯料理三ツ石 サービス 飲食業 5%

86,327 神奈川県 厚木市 いなげや三田 サービス その他サービス 5%

86,328 神奈川県 厚木市 今里タクシー　１６６ サービス 運輸業 5%

86,329 神奈川県 厚木市 岩崎人形総本店 小売業 その他小売 5%

86,330 神奈川県 厚木市 魚炭 サービス 飲食業 5%

86,331 神奈川県 厚木市 歌広場　本厚木北口駅前店 サービス 飲食業 5%

86,332 神奈川県 厚木市 エイド サービス その他サービス 5%

86,333 神奈川県 厚木市 エイド　厚木営業所 小売業 その他小売 5%

86,334 神奈川県 厚木市 エイド　大船営業所 小売業 その他小売 5%

86,335 神奈川県 厚木市 エイド　小田原営業所 小売業 その他小売 5%

86,336 神奈川県 厚木市 エイド　静岡営業所 小売業 その他小売 5%

86,337 神奈川県 厚木市 エイド　登戸営業所 小売業 その他小売 5%

86,338 神奈川県 厚木市 エイド　橋本営業所 小売業 その他小売 5%

86,339 神奈川県 厚木市 エイド　町田営業所 小売業 その他小売 5%

86,340 神奈川県 厚木市 エイド　三島営業所 小売業 その他小売 5%

86,341 神奈川県 厚木市 エイド　大和営業所 小売業 その他小売 5%

86,342 神奈川県 厚木市 エイド　横浜営業所 小売業 その他小売 5%

86,343 神奈川県 厚木市 エスパティオ下川入店 小売業 食料品 5%

86,344 神奈川県 厚木市 セブン－イレブンＮＴＴ厚木研究開発センター店 小売業 食料品 2%

86,345 神奈川県 厚木市 エーピーアールサービスセンター 小売業 その他小売 5%

86,346 神奈川県 厚木市 オートラヴィ サービス その他サービス 5%

86,347 神奈川県 厚木市 ＯＫＡＹ　あつぎ店 小売業 家具・調度品 5%

86,348 神奈川県 厚木市 ＯＫＡＹアミューあつぎ店 小売業 家具・調度品 5%

86,349 神奈川県 厚木市 ＡＵＴＯ　ＧＡＲＡＧＥ　ＶＯＬＡＮＴＥ サービス その他サービス 5%

86,350 神奈川県 厚木市 小野電気 小売業 電化製品 5%

86,351 神奈川県 厚木市 オプティックアイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

86,352 神奈川県 厚木市 オプティックアイ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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86,353 神奈川県 厚木市 オリックスレンタカー本厚木駅東口店 サービス その他サービス 2%

86,354 神奈川県 厚木市 Ｃａｒステージ厚木ＳＳ　株式会社原商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,355 神奈川県 厚木市 海湘丸本厚木一番街店 サービス 飲食業 5%

86,356 神奈川県 厚木市 かいせ　生ラム専門店　かいせ サービス 飲食業 5%

86,357 神奈川県 厚木市 ガイソ－　厚木店 サービス その他サービス 5%

86,358 神奈川県 厚木市 回転寿し活鮮　厚木店 サービス 飲食業 5%

86,359 神奈川県 厚木市 学生ホール食堂 サービス その他サービス 5%

86,360 神奈川県 厚木市 カクヤス　本厚木店 小売業 食料品 5%

86,361 神奈川県 厚木市 カーコンビニ倶楽部エムワイオート林店 サービス その他サービス 5%

86,362 神奈川県 厚木市 樫の木 サービス 飲食業 5%

86,363 神奈川県 厚木市 カチャーシー サービス 飲食業 5%

86,364 神奈川県 厚木市 Ｇａｔｔｉ サービス 飲食業 5%

86,365 神奈川県 厚木市 Ｇａｔｔｉ サービス 飲食業 5%

86,366 神奈川県 厚木市 合点じんのすけ サービス 飲食業 5%

86,367 神奈川県 厚木市 加藤俊明司法書士行政書士総合事務所 サービス その他サービス 5%

86,368 神奈川県 厚木市 神奈川リオネット販売（株）　厚木営業所 小売業 その他小売 5%

86,369 神奈川県 厚木市 カフェレストランベンガル サービス 飲食業 5%

86,370 神奈川県 厚木市 株式会社荒井タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

86,371 神奈川県 厚木市 株式会社コクピット厚木 小売業 その他小売 5%

86,372 神奈川県 厚木市 株式会社コルセ 小売業 その他小売 5%

86,373 神奈川県 厚木市 株式会社トラスト　ＴＲＵＳＴＹ 小売業 その他小売 5%

86,374 神奈川県 厚木市 株式会社マガキ厚木営業所 小売業 その他小売 5%

86,375 神奈川県 厚木市 株式会社淀商 サービス その他サービス 5%

86,376 神奈川県 厚木市 株式会社鈴木不動産 サービス その他サービス 5%

86,377 神奈川県 厚木市 亀井京染店 小売業 衣料品 5%

86,378 神奈川県 厚木市 カヤ電化サービス 小売業 電化製品 5%

86,379 神奈川県 厚木市 カラダファクトリー　本厚木ステーション サービス その他サービス 5%

86,380 神奈川県 厚木市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋本厚木駅前通り店 サービス 飲食業 2%

86,381 神奈川県 厚木市 木附沢タクシー（２１４） サービス 運輸業 5%

86,382 神奈川県 厚木市 Ｃａｎｄｙｓｍｉｌｅｆａｒｍ サービス その他サービス 5%

86,383 神奈川県 厚木市 牛角厚木妻田店 サービス 飲食業 2%

86,384 神奈川県 厚木市 九州侍 サービス 飲食業 5%

86,385 神奈川県 厚木市 業務スーパーリカーキング下荻野店 小売業 食料品 2%

86,386 神奈川県 厚木市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ厚木店 小売業 その他小売 5%

86,387 神奈川県 厚木市 ＫｕｈＮａｉｌｓ サービス その他サービス 5%

86,388 神奈川県 厚木市 クエストコウベ　厚木店 小売業 衣料品 5%

86,389 神奈川県 厚木市 串かつ　でんがな　本厚木ミロ－ドイ－スト サービス 飲食業 5%

86,390 神奈川県 厚木市 クース・ショップ本厚木店 小売業 衣料品 5%

86,391 神奈川県 厚木市 ヒロ・エフォートサービス サービス その他サービス 5%

86,392 神奈川県 厚木市 クラウドナインスタジオ本厚木店 サービス その他サービス 5%

86,393 神奈川県 厚木市 ＧｒｅｅｎＢｕｄ　Ｂｅｅｒ　Ｐｕ サービス 飲食業 5%

86,394 神奈川県 厚木市 クリーニング・リフォーム　フット　厚木店 サービス その他サービス 5%
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86,395 神奈川県 厚木市 ＫＹリカー本厚木店 小売業 食料品 5%

86,396 神奈川県 厚木市 ＣＯＣＯ壱番屋厚木関口店 サービス 飲食業 2%

86,397 神奈川県 厚木市 小林タクシー　２６９ サービス 運輸業 5%

86,398 神奈川県 厚木市 ゴルゴン９　本店 サービス 飲食業 5%

86,399 神奈川県 厚木市 コンピューターランド　シスコム 小売業 電化製品 5%

86,400 神奈川県 厚木市 コンピューターランド　シスコム 小売業 電化製品 5%

86,401 神奈川県 厚木市 Ｔｈｅ　Ｇｒｅｅｎ　Ｔａｒａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

86,402 神奈川県 厚木市 酒処さやか サービス 飲食業 5%

86,403 神奈川県 厚木市 サンダースネイク　ミュージック 小売業 その他小売 5%

86,404 神奈川県 厚木市 セブン－イレブン三田店 小売業 食料品 2%

86,405 神奈川県 厚木市 マルカワ湘南店 小売業 衣料品 5%

86,406 神奈川県 厚木市 四季旬菜まんま サービス 飲食業 5%

86,407 神奈川県 厚木市 四季の味　よも サービス 飲食業 5%

86,408 神奈川県 厚木市 四季の味　よも サービス 飲食業 5%

86,409 神奈川県 厚木市 有限会社重田ベアリング商会 小売業 その他小売 5%

86,410 神奈川県 厚木市 しゅえっと サービス 飲食業 5%

86,411 神奈川県 厚木市 ジュエリー工房　藤 小売業 貴金属・服飾品 5%

86,412 神奈川県 厚木市 酒肴　ほのぼの　本厚木 サービス 飲食業 5%

86,413 神奈川県 厚木市 シューズスクエア　厚木店 小売業 衣料品 5%

86,414 神奈川県 厚木市 旬の彩 サービス 飲食業 5%

86,415 神奈川県 厚木市 湘南厚木テック株式会社 サービス その他サービス 5%

86,416 神奈川県 厚木市 ＳｉｌｋｙＳｔｙｌｅ 小売業 その他小売 5%

86,417 神奈川県 厚木市 スイス菓子　ポニイ 小売業 食料品 5%

86,418 神奈川県 厚木市 ＳＵＰＥＲ ＲＡＧ 本厚木駅前店 小売業 衣料品 5%

86,419 神奈川県 厚木市 鮨と肴　みよし サービス 飲食業 5%

86,420 神奈川県 厚木市 すずのき　厚木店 小売業 衣料品 5%

86,421 神奈川県 厚木市 Ｓｔｕｄｉｏ　Ａｎｙｍｉｃｋｓ サービス その他サービス 5%

86,422 神奈川県 厚木市 スマイリ商店 サービス 飲食業 5%

86,423 神奈川県 厚木市 スマイルカンパニー　厚木店 小売業 その他小売 5%

86,424 神奈川県 厚木市 正確堂時計店 小売業 その他小売 5%

86,425 神奈川県 厚木市 西湘ハムセンター　厚木店 小売業 電化製品 5%

86,426 神奈川県 厚木市 整体院さくら堂 サービス その他サービス 5%

86,427 神奈川県 厚木市 西洋懐石じょ里ぃ サービス 飲食業 5%

86,428 神奈川県 厚木市 ＺＲＴＲＡＤＥＲＣＯ．，ＬＴＤ サービス その他サービス 5%

86,429 神奈川県 厚木市 セルフ中津サービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,430 神奈川県 厚木市 創作ダイニング市松 サービス 飲食業 5%

86,431 神奈川県 厚木市 双峰エンタープライズ株式会社 サービス その他サービス 5%

86,432 神奈川県 厚木市 総本家もり山　厚木妻田店 サービス 飲食業 5%

86,433 神奈川県 厚木市 そば天 サービス 飲食業 5%

86,434 神奈川県 厚木市 タイヤハイド サービス その他サービス 5%

86,435 神奈川県 厚木市 ダイワ時計店 小売業 その他小売 5%

86,436 神奈川県 厚木市 タカハシ　厚木店 小売業 衣料品 5%

2060



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

86,437 神奈川県 厚木市 髙橋タクシー（２３０） サービス 運輸業 5%

86,438 神奈川県 厚木市 タカハシ　長谷店 小売業 衣料品 5%

86,439 神奈川県 厚木市 たからやフレサ上荻野店 小売業 食料品 5%

86,440 神奈川県 厚木市 球スポーツ 小売業 その他小売 5%

86,441 神奈川県 厚木市 中央石油　セルフ愛甲 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,442 神奈川県 厚木市 中国料理揚州厨房 中華料理揚州厨房 サービス 飲食業 5%

86,443 神奈川県 厚木市 つきじ海賓　厚木店 サービス 飲食業 5%

86,444 神奈川県 厚木市 ＴＳＵＢＡＫＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

86,445 神奈川県 厚木市 妻田カレー サービス 飲食業 5%

86,446 神奈川県 厚木市 つり具のブンブン　厚木店 小売業 その他小売 5%

86,447 神奈川県 厚木市 鉄板料理頂 サービス 飲食業 5%

86,448 神奈川県 厚木市 デルオート厚木１ サービス その他サービス 5%

86,449 神奈川県 厚木市 天政 サービス 飲食業 5%

86,450 神奈川県 厚木市 ＴＵＯ東京農大生協　厚木サポートセ サービス その他サービス 5%

86,451 神奈川県 厚木市 ＴＵＯ東農大生協　厚木食堂けやき サービス その他サービス 5%

86,452 神奈川県 厚木市 東海補聴器センター厚木店 小売業 その他小売 5%

86,453 神奈川県 厚木市 東京工芸大学生協　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

86,454 神奈川県 厚木市 東京工芸大学生協購売書籍 サービス その他サービス 5%

86,455 神奈川県 厚木市 東京農大生協　厚木サポートセンター サービス その他サービス 5%

86,456 神奈川県 厚木市 東農大生協　厚木食堂けやき サービス その他サービス 5%

86,457 神奈川県 厚木市 トゥルデルニーク　トゥルデルニーク サービス 飲食業 5%

86,458 神奈川県 厚木市 十勝豚丼 なまらうまいっしょ  本厚木店 サービス 飲食業 5%

86,459 神奈川県 厚木市 Ｄｒ．ストレッチ本厚木店 サービス その他サービス 5%

86,460 神奈川県 厚木市 Ｄｏｇ　ｓｃｈｏｏｌ　犬道 サービス その他サービス 5%

86,461 神奈川県 厚木市 有限会社トップトレーディング 小売業 その他小売 5%

86,462 神奈川県 厚木市 とび蔵本厚木駅前店 サービス 飲食業 5%

86,463 神奈川県 厚木市 とび蔵本厚木本店 サービス 飲食業 5%

86,464 神奈川県 厚木市 とも動物病院 サービス その他サービス 5%

86,465 神奈川県 厚木市 トヨタ部品神奈川共販　厚木店 サービス その他サービス 5%

86,466 神奈川県 厚木市 ＴｒｉｐｌｅＳｔａｒＤｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

86,467 神奈川県 厚木市 Ｔｒｉｐｌｅ Ｓｔａｒ Ｄｅｓｉｇｎ Ｔｒｉｐｌｅ Ｓｔａｒ Ｄｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

86,468 神奈川県 厚木市 本場韓国料理　焼肉　どんちゃん サービス 飲食業 5%

86,469 神奈川県 厚木市 中屋旅館 サービス 宿泊業 5%

86,470 神奈川県 厚木市 なんのこれしき　酒処　やまだい サービス 飲食業 5%

86,471 神奈川県 厚木市 肉バルＢＩＳＯＮ　厚木店 サービス 飲食業 5%

86,472 神奈川県 厚木市 ｎｉｃｏ　ｄｏｇ　ｓａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

86,473 神奈川県 厚木市 日個連　麻生タクシー サービス 運輸業 5%

86,474 神奈川県 厚木市 日個連　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

86,475 神奈川県 厚木市 日個連　大野タクシー サービス 運輸業 5%

86,476 神奈川県 厚木市 日個連　岡田タクシー サービス 運輸業 5%

86,477 神奈川県 厚木市 日個連　河合タクシー サービス 運輸業 5%

86,478 神奈川県 厚木市 日個連　木元タクシー サービス 運輸業 5%
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86,479 神奈川県 厚木市 日個連　串田タクシー サービス 運輸業 5%

86,480 神奈川県 厚木市 日個連　小菅タクシー サービス 運輸業 5%

86,481 神奈川県 厚木市 日個連　嶋田タクシー サービス 運輸業 5%

86,482 神奈川県 厚木市 日個連　城後タクシー サービス 運輸業 5%

86,483 神奈川県 厚木市 日個連　築地タクシー サービス 運輸業 5%

86,484 神奈川県 厚木市 日個連　中山タクシー サービス 運輸業 5%

86,485 神奈川県 厚木市 日個連　牧田タクシー サービス 運輸業 5%

86,486 神奈川県 厚木市 日個連　和田タクシー サービス 運輸業 5%

86,487 神奈川県 厚木市 日個連　渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

86,488 神奈川県 厚木市 日個連　渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

86,489 神奈川県 厚木市 ニッセンシェイプ・サロン　ビビアン 小売業 衣料品 5%

86,490 神奈川県 厚木市 日本ペットシッターサービス厚木店わんつう　本部用　厚木店　わんつう サービス その他サービス 5%

86,491 神奈川県 厚木市 ネイルサロン　Ｇｒａｃｅ（グレイス） サービス その他サービス 5%

86,492 神奈川県 厚木市 ネイルサロン　Ｒ　ＧＲＡＮＤＥ サービス 理容・美容業 5%

86,493 神奈川県 厚木市 野田自動車 サービス その他サービス 5%

86,494 神奈川県 厚木市 バイクショップスペーサー 小売業 その他小売 5%

86,495 神奈川県 厚木市 Ｂａｒえん サービス 飲食業 5%

86,496 神奈川県 厚木市 パソコン修理　データ復旧専門店　パソコンドック２４　厚木店 サービス その他サービス 5%

86,497 神奈川県 厚木市 ８号館食堂（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

86,498 神奈川県 厚木市 パティスリー　ラガレット 小売業 食料品 5%

86,499 神奈川県 厚木市 パティスリーエスポワール 小売業 食料品 5%

86,500 神奈川県 厚木市 パナハートうるしばら 小売業 電化製品 5%

86,501 神奈川県 厚木市 ＰａｒｉＰａｒｉ サービス 飲食業 5%

86,502 神奈川県 厚木市 春色介護タクシー サービス 運輸業 5%

86,503 神奈川県 厚木市 はるひごはん サービス 飲食業 5%

86,504 神奈川県 厚木市 はるみ堂 サービス その他サービス 5%

86,505 神奈川県 厚木市 はんこ広場 本厚木店 小売業 その他小売 5%

86,506 神奈川県 厚木市 ヘアーサロンＦｕｎＢｒｉｄｇｅ サービス 理容・美容業 5%

86,507 神奈川県 厚木市 ＶＡＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥ サービス その他サービス 5%

86,508 神奈川県 厚木市 Ｆｉｇａｒｏ サービス 飲食業 5%

86,509 神奈川県 厚木市 ＦＩＴコーポレーション　厚木店 小売業 その他小売 5%

86,510 神奈川県 厚木市 ＦＩＴコーポレーション　厚木店 小売業 その他小売 5%

86,511 神奈川県 厚木市 フォトスタジオプリンセス本厚木店 サービス その他サービス 5%

86,512 神奈川県 厚木市 ＢＯＯＫＯＦＦ 厚木戸室店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

86,513 神奈川県 厚木市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　厚木妻田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

86,514 神奈川県 厚木市 ＢＯＯＫＯＦＦ　厚木戸室店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

86,515 神奈川県 厚木市 フット厚木戸室店 サービス その他サービス 5%

86,516 神奈川県 厚木市 太っぱら サービス 飲食業 5%

86,517 神奈川県 厚木市 プラザホテル厚木 サービス 宿泊業 5%

86,518 神奈川県 厚木市 フラミュ－ム　本厚木 サービス 理容・美容業 5%

86,519 神奈川県 厚木市 ふりそで３９　本厚木店 サービス その他サービス 5%

86,520 神奈川県 厚木市 プリモネイル サービス 理容・美容業 5%
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86,521 神奈川県 厚木市 プロショップ東名厚木インター店 小売業 その他小売 5%

86,522 神奈川県 厚木市 ＢＵＮＧＡ　ＢＵＮＧＡ サービス 飲食業 5%

86,523 神奈川県 厚木市 ヘアーサロン　ホリ サービス 理容・美容業 5%

86,524 神奈川県 厚木市 ヘアーサロン月華 サービス 理容・美容業 5%

86,525 神奈川県 厚木市 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅＲＧＲＡＮＤＥ サービス 理容・美容業 5%

86,526 神奈川県 厚木市 Ｈａｉｒ　Ｍｉｃｋｅｙ サービス 理容・美容業 5%

86,527 神奈川県 厚木市 ベーカリー チャバッタ Ｓｔｏｒｅ 小売業 食料品 5%

86,528 神奈川県 厚木市 ペットのデパート　東葛　厚木店 小売業 その他小売 5%

86,529 神奈川県 厚木市 ｂｅｌｉｎｄａ サービス 理容・美容業 5%

86,530 神奈川県 厚木市 ベローチェ厚木田村町通り店 サービス 飲食業 5%

86,531 神奈川県 厚木市 ベローチェ厚木中町店 サービス 飲食業 5%

86,532 神奈川県 厚木市 ベローチェ本厚木駅南口店 サービス 飲食業 5%

86,533 神奈川県 厚木市 ホクト電化 小売業 電化製品 5%

86,534 神奈川県 厚木市 ＢｏｄｙＳｈｏｐＢｒｏｔｈｅｒｓ サービス その他サービス 5%

86,535 神奈川県 厚木市 ＨＯＴＥＬ　ＴＯＨＫＡＩ サービス 宿泊業 5%

86,536 神奈川県 厚木市 ホテルビスタ厚木 サービス 宿泊業 5%

86,537 神奈川県 厚木市 ホビーステーション本厚木店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

86,538 神奈川県 厚木市 ポリッシュワークス サービス その他サービス 5%

86,539 神奈川県 厚木市 ポルトアズール サービス 理容・美容業 5%

86,540 神奈川県 厚木市 ホンダドリーム厚木 小売業 その他小売 5%

86,541 神奈川県 厚木市 Ｍａｖｉｅ サービス 理容・美容業 5%

86,542 神奈川県 厚木市 マクドナルド厚木鳶尾店 サービス 飲食業 2%

86,543 神奈川県 厚木市 マクドナルド厚木長谷フードワン店 サービス 飲食業 2%

86,544 神奈川県 厚木市 マクドナルド１２９山際店 サービス 飲食業 2%

86,545 神奈川県 厚木市 マクドナルド神奈川工科大学店 サービス 飲食業 2%

86,546 神奈川県 厚木市 マクドナルド妻田店 サービス 飲食業 2%

86,547 神奈川県 厚木市 マクドナルド２４６厚木店 サービス 飲食業 2%

86,548 神奈川県 厚木市 マクドナルド本厚木店 サービス 飲食業 2%

86,549 神奈川県 厚木市 まさのすけ本店愛甲石田 サービス 飲食業 5%

86,550 神奈川県 厚木市 有限会社　マスマティクス 小売業 衣料品 5%

86,551 神奈川県 厚木市 マスマティクス 小売業 衣料品 5%

86,552 神奈川県 厚木市 マッカーサーギャレッジ サービス 飲食業 5%

86,553 神奈川県 厚木市 〔ＨＣ〕マツノ電器 小売業 電化製品 5%

86,554 神奈川県 厚木市 まつもと動物病院 サービス その他サービス 5%

86,555 神奈川県 厚木市 まつもと動物病院 サービス その他サービス 5%

86,556 神奈川県 厚木市 川﨑まゆみ サービス その他サービス 5%

86,557 神奈川県 厚木市 ＭＡＲＮＯＮ 小売業 衣料品 5%

86,558 神奈川県 厚木市 ｍｉａ サービス 理容・美容業 5%

86,559 神奈川県 厚木市 三田生花店 小売業 その他小売 5%

86,560 神奈川県 厚木市 ミュー・リラクゼーション・スパ サービス 理容・美容業 5%

86,561 神奈川県 厚木市 みんなのセラピー サービス その他サービス 5%

86,562 神奈川県 厚木市 メガネストアー厚木妻田 小売業 その他小売 5%
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86,563 神奈川県 厚木市 メガネストアー厚木妻田店 小売業 その他小売 5%

86,564 神奈川県 厚木市 メガマックス　厚木店 小売業 家具・調度品 5%

86,565 神奈川県 厚木市 メディアポリス厚木店 小売業 その他小売 2%

86,566 神奈川県 厚木市 モウマンタイリペアサービス 小売業 その他小売 5%

86,567 神奈川県 厚木市 元湯旅館 サービス 宿泊業 5%

86,568 神奈川県 厚木市 モフハウス 小売業 衣料品 5%

86,569 神奈川県 厚木市 やきとり工房本厚木店 サービス 飲食業 5%

86,570 神奈川県 厚木市 休み屋ｃａｆｅサンフラワー　休み屋ｃａｆｅサンフラワー サービス 飲食業 5%

86,571 神奈川県 厚木市 八十Ｅｎｆｉｎ サービス 飲食業 5%

86,572 神奈川県 厚木市 山音製輪所 小売業 その他小売 5%

86,573 神奈川県 厚木市 山善自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

86,574 神奈川県 厚木市 山田米店 小売業 その他小売 5%

86,575 神奈川県 厚木市 やまと サービス 飲食業 5%

86,576 神奈川県 厚木市 有限会社漸エンタープライズ ＧｏｄＨａｎｄｓ Ｌａｆｕｅｎｔｅ サービス 理容・美容業 5%

86,577 神奈川県 厚木市 有限会社トマックス 小売業 家具・調度品 5%

86,578 神奈川県 厚木市 有限会社フリーダムオートサービス サービス その他サービス 5%

86,579 神奈川県 厚木市 有限会社マキ寝具店 小売業 家具・調度品 5%

86,580 神奈川県 厚木市 有限会社山下材木店ホームストアヤマシタ 小売業 その他小売 5%

86,581 神奈川県 厚木市 有限会社リサイクルガーデン　厚木店 小売業 その他小売 5%

86,582 神奈川県 厚木市 ユザワヤ　アミューあつぎ店 小売業 その他小売 5%

86,583 神奈川県 厚木市 ユニフォームショップＳｅｋｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

86,584 神奈川県 厚木市 洋服のタカハシ 長谷店 小売業 衣料品 5%

86,585 神奈川県 厚木市 洋服のタカハシ 厚木店 小売業 衣料品 5%

86,586 神奈川県 厚木市 ヨガスタジオアルモニ サービス その他サービス 5%

86,587 神奈川県 厚木市 横山タクシー サービス その他サービス 5%

86,588 神奈川県 厚木市 吉田石油店厚木北SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,589 神奈川県 厚木市 来来亭 厚木荻野店 サービス 飲食業 2%

86,590 神奈川県 厚木市 Ｌａｋｓｈｍｉ サービス 理容・美容業 5%

86,591 神奈川県 厚木市 ラディア＆レディアント サービス 理容・美容業 5%

86,592 神奈川県 厚木市 リエジュ　イオン厚木店 小売業 貴金属・服飾品 5%

86,593 神奈川県 厚木市 リエジュ厚木店 小売業 貴金属・服飾品 5%

86,594 神奈川県 厚木市 リンセイ サービス その他サービス 5%

86,595 神奈川県 厚木市 ＬＵＣＥ　ＨＡＩＲ　ＳＴＵＤＩＯ サービス 理容・美容業 5%

86,596 神奈川県 厚木市 ｌｅ　ｊａｒｄｉｎ　本厚木店 サービス 理容・美容業 5%

86,597 神奈川県 厚木市 Ｌｕｎｏｎｎａｉｌ＆ｓｃｈｏｏｌ サービス その他サービス 5%

86,598 神奈川県 厚木市 ＲＡＹ－Ｒ サービス その他サービス 5%

86,599 神奈川県 厚木市 ロコペットクリニック サービス その他サービス 5%

86,600 神奈川県 厚木市 ロペ本厚木店 サービス 理容・美容業 5%

86,601 神奈川県 厚木市 ローレルクリーニング　いなげや三田 サービス その他サービス 5%

86,602 神奈川県 厚木市 ローレルクリーニング　コープ戸室 サービス その他サービス 5%

86,603 神奈川県 厚木市 ｒｏｌｌｏｔ 小売業 衣料品 5%

86,604 神奈川県 厚木市 ｙ’ｓ　ｓｔｙｌｅ 小売業 その他小売 5%
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86,605 神奈川県 厚木市 若竹　本厚木ミロード店 サービス 飲食業 5%

86,606 神奈川県 厚木市 和風料理　おかめ サービス 飲食業 5%

86,607 神奈川県 綾瀬市 赤井タクシー サービス 運輸業 5%

86,608 神奈川県 綾瀬市 赤木タクシー（２３９） サービス 運輸業 5%

86,609 神奈川県 綾瀬市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ綾瀬中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,610 神奈川県 綾瀬市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ綾瀬中央整備センターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,611 神奈川県 綾瀬市 ＡＫＫＹＢＡＳＥ　ＡＫＫＹＢＡＳＥ サービス その他サービス 5%

86,612 神奈川県 綾瀬市 厚木ヤクルト販売 さがみ野センター 小売業 食料品 5%

86,613 神奈川県 綾瀬市 厚木ヤクルト販売 さがみ野拠点 小売業 その他小売 5%

86,614 神奈川県 綾瀬市 厚木ヤクルト販売　綾瀬センター 小売業 食料品 5%

86,615 神奈川県 綾瀬市 綾瀬ＳＳ　有限会社笠間商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,616 神奈川県 綾瀬市 綾瀬ＳＳ有限会社綾瀬石油商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,617 神奈川県 綾瀬市 セブン－イレブン綾瀬大上３丁目店 小売業 食料品 2%

86,618 神奈川県 綾瀬市 セブン－イレブン綾瀬大上８丁目店 小売業 食料品 2%

86,619 神奈川県 綾瀬市 綾瀬工業団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,620 神奈川県 綾瀬市 セブン－イレブン綾瀬工業団地店 小売業 食料品 2%

86,621 神奈川県 綾瀬市 セブン－イレブン綾瀬小園中央店 小売業 食料品 2%

86,622 神奈川県 綾瀬市 セブン－イレブン綾瀬蓼川２丁目店 小売業 食料品 2%

86,623 神奈川県 綾瀬市 セブン－イレブン綾瀬寺尾西店 小売業 食料品 2%

86,624 神奈川県 綾瀬市 あやせ電気 小売業 電化製品 5%

86,625 神奈川県 綾瀬市 セブン－イレブン綾瀬早川虚空蔵橋店 小売業 食料品 2%

86,626 神奈川県 綾瀬市 セブン－イレブン綾瀬早川城山店 小売業 食料品 2%

86,627 神奈川県 綾瀬市 セブン－イレブン綾瀬早川店 小売業 食料品 2%

86,628 神奈川県 綾瀬市 セブン－イレブン綾瀬深谷浅間橋店 小売業 食料品 2%

86,629 神奈川県 綾瀬市 セブン－イレブン綾瀬深谷中５丁目店 小売業 食料品 2%

86,630 神奈川県 綾瀬市 セブン－イレブン綾瀬深谷南１丁目店 小売業 食料品 2%

86,631 神奈川県 綾瀬市 セブン－イレブン綾瀬吉岡東店 小売業 食料品 2%

86,632 神奈川県 綾瀬市 アンドウカーコレクション 小売業 その他小売 5%

86,633 神奈川県 綾瀬市 井内ネットワークサービス サービス その他サービス 5%

86,634 神奈川県 綾瀬市 猪狩建装 サービス その他サービス 5%

86,635 神奈川県 綾瀬市 石原自動車修理工場 サービス その他サービス 5%

86,636 神奈川県 綾瀬市 １６６フォレストハート綾瀬店 小売業 衣料品 5%

86,637 神奈川県 綾瀬市 出光吉岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,638 神奈川県 綾瀬市 ウジハラ動物病院 サービス その他サービス 5%

86,639 神奈川県 綾瀬市 シマダ商事株式会社 サービス 運輸業 5%

86,640 神奈川県 綾瀬市 エントリーダイビングスクール サービス その他サービス 5%

86,641 神奈川県 綾瀬市 エントリーダイビングスクール 小売業 その他小売 5%

86,642 神奈川県 綾瀬市 大久保商店 小売業 食料品 5%

86,643 神奈川県 綾瀬市 有限会社　大綱自動車　ユウゲンガイシャ　オオツナジドウシャ サービス その他サービス 5%

86,644 神奈川県 綾瀬市 株式会社甲結 サービス その他サービス 5%

86,645 神奈川県 綾瀬市 牛角綾瀬深谷店 サービス 飲食業 2%

86,646 神奈川県 綾瀬市 業務スーパー綾瀬中央店 小売業 食料品 2%
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86,647 神奈川県 綾瀬市 ＳｅａＣａｔ 小売業 衣料品 5%

86,648 神奈川県 綾瀬市 小島タクシー（２００） サービス 運輸業 5%

86,649 神奈川県 綾瀬市 有限会社小宮商店 小売業 家具・調度品 5%

86,650 神奈川県 綾瀬市 さくら鮨 サービス 飲食業 5%

86,651 神奈川県 綾瀬市 Ｌｅｃｕｒａ サービス その他サービス 5%

86,652 神奈川県 綾瀬市 Ｓｅａ Ｃａｔ 小売業 その他小売 5%

86,653 神奈川県 綾瀬市 ｓｅｅｄｓｏｆｈａｐｐｉｎｅｓｓ サービス その他サービス 5%

86,654 神奈川県 綾瀬市 シーベレット綾瀬店 小売業 衣料品 5%

86,655 神奈川県 綾瀬市 ＣＳマイスタ－ サービス その他サービス 5%

86,656 神奈川県 綾瀬市 手芸センタードリーム　綾瀬タウンヒルズ店 小売業 その他小売 5%

86,657 神奈川県 綾瀬市 手芸センタードリーム綾瀬タウンヒル 小売業 その他小売 5%

86,658 神奈川県 綾瀬市 Ｓｗｅｅｔｓ　Ｈｏｕｓｅ　Ｐｕｒｅ　Ｂｅｒｒｙ 小売業 食料品 5%

86,659 神奈川県 綾瀬市 スズキオート大和 サービス その他サービス 5%

86,660 神奈川県 綾瀬市 すたみな太郎　ＰＡＴ綾瀬店 サービス 飲食業 5%

86,661 神奈川県 綾瀬市 セルフ綾瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,662 神奈川県 綾瀬市 タカハシ　深谷南店 小売業 衣料品 5%

86,663 神奈川県 綾瀬市 たちばな電化 小売業 電化製品 5%

86,664 神奈川県 綾瀬市 タートル サービス その他サービス 5%

86,665 神奈川県 綾瀬市 Ｔｉａｒａ 小売業 衣料品 5%

86,666 神奈川県 綾瀬市 トヨタ部品神奈川共販綾瀬藤沢店 サービス その他サービス 5%

86,667 神奈川県 綾瀬市 ニュー綾瀬ＳＳ　有限会社笠間商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,668 神奈川県 綾瀬市 パティスリーイロドリ サービス 飲食業 5%

86,669 神奈川県 綾瀬市 花飾りの店　スタジオ　ボレロ 小売業 その他小売 5%

86,670 神奈川県 綾瀬市 ｂａｍｂｏｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

86,671 神奈川県 綾瀬市 ＰｈｏｔｏｓｔｕｄｉｏＬａｐｉｎ サービス その他サービス 5%

86,672 神奈川県 綾瀬市 ブルーサンシャイン サービス 飲食業 5%

86,673 神奈川県 綾瀬市 ベンテン綾瀬タウンヒルズ店 小売業 その他小売 5%

86,674 神奈川県 綾瀬市 細谷自動車修理工場ダイハツ綾瀬 サービス その他サービス 5%

86,675 神奈川県 綾瀬市 ＢＯＮＯ　ＦＡＲＭ　ＭＡＲＣＨＥ サービス 飲食業 5%

86,676 神奈川県 綾瀬市 マクドナルド綾瀬大上店 サービス 飲食業 2%

86,677 神奈川県 綾瀬市 マクドナルド綾瀬市役所前店 サービス 飲食業 2%

86,678 神奈川県 綾瀬市 ママイクコ綾瀬タウンヒルズ 小売業 その他小売 5%

86,679 神奈川県 綾瀬市 みかみ電器 小売業 電化製品 5%

86,680 神奈川県 綾瀬市 味ん味ん　綾瀬店 サービス 飲食業 5%

86,681 神奈川県 綾瀬市 焼肉あばら亭 サービス 飲食業 5%

86,682 神奈川県 綾瀬市 有限会社井村自動車 サービス その他サービス 5%

86,683 神奈川県 綾瀬市 有限会社クロサワ 小売業 貴金属・服飾品 5%

86,684 神奈川県 綾瀬市 有限会社ＢＢＳアカギ サービス その他サービス 5%

86,685 神奈川県 綾瀬市 有限会社リサイクルガーデン　綾瀬店 小売業 その他小売 5%

86,686 神奈川県 綾瀬市 洋服のタカハシ　深谷南店 小売業 衣料品 5%

86,687 神奈川県 綾瀬市 綾南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,688 神奈川県 綾瀬市 ローレルクリーニング　エクセル サービス その他サービス 5%
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86,689 神奈川県 伊勢原市 赤帽石田運送 サービス 運輸業 5%

86,690 神奈川県 伊勢原市 ＲＨａｉｒ＆Ｍａｋｅ伊勢原店 サービス 理容・美容業 5%

86,691 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原池端店 小売業 食料品 2%

86,692 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原石田店 小売業 食料品 2%

86,693 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原板戸店 小売業 食料品 2%

86,694 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原１丁目店 小売業 食料品 2%

86,695 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原上粕屋店 小売業 食料品 2%

86,696 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原工業団地店 小売業 食料品 2%

86,697 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原神戸店 小売業 食料品 2%

86,698 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原桜台１丁目店 小売業 食料品 2%

86,699 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原桜台小学校前店 小売業 食料品 2%

86,700 神奈川県 伊勢原市 伊勢原自動車学校 サービス その他サービス 5%

86,701 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原下落合店 小売業 食料品 2%

86,702 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原下糟屋歌川店 小売業 食料品 2%

86,703 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原下糟屋店 小売業 食料品 2%

86,704 神奈川県 伊勢原市 伊勢原第一ホテル サービス その他サービス 5%

86,705 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原高森店 小売業 食料品 2%

86,706 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原高森２丁目店 小売業 食料品 2%

86,707 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原田中店 小売業 食料品 2%

86,708 神奈川県 伊勢原市 いせはら動物病院 サービス その他サービス 5%

86,709 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原西富岡店 小売業 食料品 2%

86,710 神奈川県 伊勢原市 伊勢原のミシンや 小売業 その他小売 5%

86,711 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原東大竹店 小売業 食料品 2%

86,712 神奈川県 伊勢原市 セブン－イレブン伊勢原峰岸店 小売業 食料品 2%

86,713 神奈川県 伊勢原市 ｉｂｅｅ サービス 飲食業 5%

86,714 神奈川県 伊勢原市 おおぞら介護タクシー サービス 運輸業 5%

86,715 神奈川県 伊勢原市 オリックスレンタカー伊勢原駅前店 サービス その他サービス 2%

86,716 神奈川県 伊勢原市 おれんちあがれや サービス 飲食業 5%

86,717 神奈川県 伊勢原市 おれんち　あがれや サービス 飲食業 5%

86,718 神奈川県 伊勢原市 回転寿し活鮮　伊勢原店 サービス 飲食業 5%

86,719 神奈川県 伊勢原市 Ｃａｔｏｎａ　伊勢原 小売業 衣料品 5%

86,720 神奈川県 伊勢原市 株式会社アールスタイル サービス その他サービス 5%

86,721 神奈川県 伊勢原市 株式会社渡辺工務店 サービス その他サービス 5%

86,722 神奈川県 伊勢原市 カルガモテラス サービス 飲食業 5%

86,723 神奈川県 伊勢原市 カント－ガス株式会社 小売業 その他小売 5%

86,724 神奈川県 伊勢原市 牛角伊勢原店 サービス 飲食業 2%

86,725 神奈川県 伊勢原市 ＫＹリカー　伊勢原高森店 小売業 食料品 5%

86,726 神奈川県 伊勢原市 国際園芸株式会社 サービス その他サービス 5%

86,727 神奈川県 伊勢原市 呉服の江戸屋 小売業 衣料品 5%

86,728 神奈川県 伊勢原市 米屋きゃらぶき本舗 小売業 食料品 5%

86,729 神奈川県 伊勢原市 三響電器商会 小売業 電化製品 5%

86,730 神奈川県 伊勢原市 山荘なぎさ サービス 宿泊業 5%
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86,731 神奈川県 伊勢原市 Ｃ．Ｈ．ＤＯＮＫＥＹ 小売業 その他小売 5%

86,732 神奈川県 伊勢原市 ジュリアーノ サービス 飲食業 5%

86,733 神奈川県 伊勢原市 湘南健康カイロプラクティック　伊勢原店 サービス その他サービス 5%

86,734 神奈川県 伊勢原市 湘南健康カイロプラクティック　伊勢原院 サービス その他サービス 5%

86,735 神奈川県 伊勢原市 食堂フレンチドゥジェム サービス 飲食業 5%

86,736 神奈川県 伊勢原市 杉山動物病院 サービス その他サービス 5%

86,737 神奈川県 伊勢原市 大昌 小売業 電化製品 5%

86,738 神奈川県 伊勢原市 タカハシ　伊勢原店 小売業 衣料品 5%

86,739 神奈川県 伊勢原市 高橋茂商店 小売業 その他小売 5%

86,740 神奈川県 伊勢原市 茶屋ながおか サービス 飲食業 5%

86,741 神奈川県 伊勢原市 つきじ海賓　伊勢原店 サービス 飲食業 5%

86,742 神奈川県 伊勢原市 鶴巻ＳＳ　有限会社落合石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,743 神奈川県 伊勢原市 鶴巻温泉治療院 サービス その他サービス 5%

86,744 神奈川県 伊勢原市 東学坊 サービス その他サービス 5%

86,745 神奈川県 伊勢原市 とうふゆば会席青木館 サービス 飲食業 5%

86,746 神奈川県 伊勢原市 有限会社虎尾木工所 サービス その他サービス 5%

86,747 神奈川県 伊勢原市 トラックショップジェット神奈川店 小売業 その他小売 5%

86,748 神奈川県 伊勢原市 とりうみ動物病院 サービス その他サービス 5%

86,749 神奈川県 伊勢原市 鳥忠伊勢原店 サービス 飲食業 5%

86,750 神奈川県 伊勢原市 日個連　大場タクシー サービス 運輸業 5%

86,751 神奈川県 伊勢原市 ＮＩＮＡ厨房 サービス 飲食業 5%

86,752 神奈川県 伊勢原市 ＮＩＮＡ厨房 サービス 飲食業 5%

86,753 神奈川県 伊勢原市 花小代 小売業 その他小売 5%

86,754 神奈川県 伊勢原市 花小代 小売業 その他小売 5%

86,755 神奈川県 伊勢原市 浜焼太郎伊勢原店 サービス 飲食業 5%

86,756 神奈川県 伊勢原市 久美堂　伊勢原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

86,757 神奈川県 伊勢原市 ＰＩＮＥＤＥ　伊勢原店 小売業 食料品 5%

86,758 神奈川県 伊勢原市 びびはなれ サービス 飲食業 5%

86,759 神奈川県 伊勢原市 ＢｕｏｎａＶｉｔａ伊勢原 小売業 その他小売 5%

86,760 神奈川県 伊勢原市 プラザアサヒ 小売業 衣料品 5%

86,761 神奈川県 伊勢原市 フラワーランド伊勢原店 小売業 その他小売 5%

86,762 神奈川県 伊勢原市 ヘアーサロン　サノ サービス 理容・美容業 5%

86,763 神奈川県 伊勢原市 ヘアーサロンダイア サービス 理容・美容業 5%

86,764 神奈川県 伊勢原市 ＨＡＩＲ?ＴＲＵＳＴ サービス 理容・美容業 5%

86,765 神奈川県 伊勢原市 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｅｚｅｌ サービス 理容・美容業 5%

86,766 神奈川県 伊勢原市 ｂａｙｄｒｅａｍＫＹＧ．合同会社 サービス 運輸業 5%

86,767 神奈川県 伊勢原市 芳甘菓　伊勢原店 小売業 食料品 5%

86,768 神奈川県 伊勢原市 北欧家具ｔａｌｏ 小売業 家具・調度品 5%

86,769 神奈川県 伊勢原市 マクドナルド伊勢原歌川店 サービス 飲食業 2%

86,770 神奈川県 伊勢原市 マクドナルド伊勢原エムアイプラザ店 サービス 飲食業 2%

86,771 神奈川県 伊勢原市 マクドナルド伊勢原店 サービス 飲食業 2%

86,772 神奈川県 伊勢原市 マクドナルド２４６伊勢原店 サービス 飲食業 2%
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86,773 神奈川県 伊勢原市 ミズシマ電機 小売業 電化製品 5%

86,774 神奈川県 伊勢原市 ＭａｋｅＵｐＭａｇｉｃＮＡＪＡ 小売業 その他小売 5%

86,775 神奈川県 伊勢原市 漢方相談ヤグチ薬品 小売業 その他小売 5%

86,776 神奈川県 伊勢原市 有限会社　　キクムラミート 小売業 食料品 5%

86,777 神奈川県 伊勢原市 有限会社伊勢原ときわ堂 小売業 家具・調度品 5%

86,778 神奈川県 伊勢原市 洋服のタカハシ 伊勢原店 小売業 衣料品 5%

86,779 神奈川県 伊勢原市 よろずや愛甲原店 小売業 その他小売 5%

86,780 神奈川県 伊勢原市 よろずや石田店 小売業 その他小売 5%

86,781 神奈川県 伊勢原市 ラーメンの店　めんや　ラーメンの店　めんや サービス 飲食業 5%

86,782 神奈川県 伊勢原市 リバ－スイト－ヨ－カド－伊勢原店 小売業 その他小売 5%

86,783 神奈川県 伊勢原市 竹中昌恵 サービス 理容・美容業 5%

86,784 神奈川県 伊勢原市 レブフラット サービス 飲食業 5%

86,785 神奈川県 伊勢原市 ＬＯＴＵＳ伊勢原店 サービス 理容・美容業 5%

86,786 神奈川県 伊勢原市 樓蘭 サービス 飲食業 5%

86,787 神奈川県 伊勢原市 ＬｏｎｄｏｎＬｅｏｐａ 小売業 その他小売 5%

86,788 神奈川県 海老名市 アウトバックステーキハウス　海老名店 サービス 飲食業 5%

86,789 神奈川県 海老名市 青雉 サービス 飲食業 5%

86,790 神奈川県 海老名市 赤から 海老名店 サービス 飲食業 5%

86,791 神奈川県 海老名市 アクセル サービス その他サービス 5%

86,792 神奈川県 海老名市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｖｉｎａ海老名 サービス 理容・美容業 5%

86,793 神奈川県 海老名市 朝倉メガネ海老名営業所 小売業 その他小売 5%

86,794 神奈川県 海老名市 アスプラン サービス その他サービス 5%

86,795 神奈川県 海老名市 セブン－イレブン厚木駅前店 小売業 食料品 2%

86,796 神奈川県 海老名市 厚木ヤクルト販売　海老名さつきセンター 小売業 食料品 5%

86,797 神奈川県 海老名市 厚木ヤクルト販売 海老名さつき拠点 小売業 その他小売 5%

86,798 神奈川県 海老名市 ａｌ　Ｍａｒｅ彩 サービス 飲食業 5%

86,799 神奈川県 海老名市 Ｎａｏカイロサロン サービス その他サービス 5%

86,800 神奈川県 海老名市 ＆ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

86,801 神奈川県 海老名市 ａｍｐｌｕｇ サービス 理容・美容業 5%

86,802 神奈川県 海老名市 居酒屋まる サービス 飲食業 5%

86,803 神奈川県 海老名市 市川電器 小売業 電化製品 5%

86,804 神奈川県 海老名市 Ｉｔ’ｓ海老名店 サービス その他サービス 5%

86,805 神奈川県 海老名市 Ｉｔ’ｓ海老名振袖館 サービス その他サービス 5%

86,806 神奈川県 海老名市 セブン－イレブン今泉店 小売業 食料品 2%

86,807 神奈川県 海老名市 癒しのａｋｕａ サービス その他サービス 5%

86,808 神奈川県 海老名市 うさぎのしっぽ　海老名ビナウォーク店 小売業 その他小売 5%

86,809 神奈川県 海老名市 英会話スクールＩｎｉｔｉａｔｅ サービス その他サービス 5%

86,810 神奈川県 海老名市 栄和ガーデン 小売業 その他小売 5%

86,811 神奈川県 海老名市 ＥＸＰＡＳＡ海老名上り店 小売業 食料品 5%

86,812 神奈川県 海老名市 エクリア サービス 理容・美容業 5%

86,813 神奈川県 海老名市 エヌケー錠硝 サービス その他サービス 5%

86,814 神奈川県 海老名市 セブン－イレブン海老名あゆみ橋店 小売業 食料品 2%
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86,815 神奈川県 海老名市 セブン－イレブン海老名駅前店 小売業 食料品 2%

86,816 神奈川県 海老名市 セブン－イレブン海老名大谷店 小売業 食料品 2%

86,817 神奈川県 海老名市 セブン－イレブン海老名柏ヶ谷店 小売業 食料品 2%

86,818 神奈川県 海老名市 セブン－イレブン海老名かしわ台駅前店 小売業 食料品 2%

86,819 神奈川県 海老名市 海老名北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,820 神奈川県 海老名市 セブン－イレブン海老名国分南店 小売業 食料品 2%

86,821 神奈川県 海老名市 海老名サウスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,822 神奈川県 海老名市 セブン－イレブン海老名社家店 小売業 食料品 2%

86,823 神奈川県 海老名市 セブン－イレブン海老名杉久保北店 小売業 食料品 2%

86,824 神奈川県 海老名市 セブン－イレブン海老名杉久保店 小売業 食料品 2%

86,825 神奈川県 海老名市 海老名整体院 サービス その他サービス 5%

86,826 神奈川県 海老名市 セブン－イレブン海老名中央１丁目店 小売業 食料品 2%

86,827 神奈川県 海老名市 セブン－イレブン海老名中央３丁目店 小売業 食料品 2%

86,828 神奈川県 海老名市 セブン－イレブン海老名中央２丁目店 小売業 食料品 2%

86,829 神奈川県 海老名市 海老名トーヨー住器 サービス その他サービス 5%

86,830 神奈川県 海老名市 セブン－イレブン海老名中新田２丁目店 小売業 食料品 2%

86,831 神奈川県 海老名市 セブン－イレブン海老名中野店 小売業 食料品 2%

86,832 神奈川県 海老名市 出光海老名東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,833 神奈川県 海老名市 セブン－イレブン海老名東柏ヶ谷４丁目店 小売業 食料品 2%

86,834 神奈川県 海老名市 海老名不動産情報館 サービス その他サービス 5%

86,835 神奈川県 海老名市 Ｍ　Ｌｉｖｉｎｇ サービス その他サービス 5%

86,836 神奈川県 海老名市 えん－ｅＮ－ 小売業 衣料品 5%

86,837 神奈川県 海老名市 西川チェーン　六つ美寝具　海老名店 小売業 その他小売 5%

86,838 神奈川県 海老名市 ｏｔｏｎａｄｅｋｏｄｏｍｏ 小売業 衣料品 5%

86,839 神奈川県 海老名市 オヤマ写真 サービス その他サービス 5%

86,840 神奈川県 海老名市 オリックスレンタカー海老名店 サービス その他サービス 2%

86,841 神奈川県 海老名市 カードラボマルイ海老名店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

86,842 神奈川県 海老名市 合点海老名店 サービス 飲食業 5%

86,843 神奈川県 海老名市 合点くろうさぎ サービス 飲食業 5%

86,844 神奈川県 海老名市 カーテンじゅうたん王国　海老名店 小売業 家具・調度品 5%

86,845 神奈川県 海老名市 門沢橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,846 神奈川県 海老名市 Ｃａｆ?くろすぽいんと　Ｃａｆ?くろすぽいんと サービス 飲食業 5%

86,847 神奈川県 海老名市 株式会社臼田住建 サービス その他サービス 5%

86,848 神奈川県 海老名市 株式会社オーケー サービス その他サービス 5%

86,849 神奈川県 海老名市 株式会社建築センター サービス その他サービス 5%

86,850 神奈川県 海老名市 カラダファクトリー　海老名ビナウォーク店 サービス その他サービス 5%

86,851 神奈川県 海老名市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋小田急海老名駅前店 サービス 飲食業 2%

86,852 神奈川県 海老名市 ＫｉｉｔｏＳ　ｈａｉｒ　ｓｅｓｓｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

86,853 神奈川県 海老名市 ＧＡＬＬＥＲＹ・２　海老名店 小売業 その他小売 5%

86,854 神奈川県 海老名市 崎陽軒ＥＸＰＡＳＡ海老名上り店 小売業 その他小売 5%

86,855 神奈川県 海老名市 Ｋｉｌｔ　　キルト サービス 飲食業 5%

86,856 神奈川県 海老名市 Ｑｕｅｕｅ　ｄｅ　Ｌａｐｉｎ 小売業 食料品 5%
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86,857 神奈川県 海老名市 クラスルーム　海老名店 小売業 衣料品 5%

86,858 神奈川県 海老名市 クリーニング・リフォームフット海老名店 サービス その他サービス 5%

86,859 神奈川県 海老名市 ｇｒａｎｇｅ　ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ【グレンジヘアリゾート】 サービス 理容・美容業 5%

86,860 神奈川県 海老名市 ｃａｒｅｏｆｈａｉｒＫｉｒｉ サービス 理容・美容業 5%

86,861 神奈川県 海老名市 建築センター サービス その他サービス 5%

86,862 神奈川県 海老名市 ココデリフォ－ム　かしわ台店 サービス その他サービス 5%

86,863 神奈川県 海老名市 ｃｏｚｙｈｏｕｓｅｔｏｋｙｏ 小売業 衣料品 5%

86,864 神奈川県 海老名市 こめらく　本日、おむすび日和。 小売業 その他小売 5%

86,865 神奈川県 海老名市 セブン－イレブンさがみ野中央店 小売業 食料品 2%

86,866 神奈川県 海老名市 ざんざクラブ サービス 飲食業 5%

86,867 神奈川県 海老名市 三田電気管理事務所 サービス その他サービス 5%

86,868 神奈川県 海老名市 ＳＡＮＴＯＭＩ設備 サービス その他サービス 5%

86,869 神奈川県 海老名市 ＴＨＩＮＫ　ＴＡＮＫ サービス 理容・美容業 5%

86,870 神奈川県 海老名市 シンセツ電気商会さがみ野店 小売業 電化製品 5%

86,871 神奈川県 海老名市 スクールショップオヤマ 小売業 衣料品 5%

86,872 神奈川県 海老名市 ｓｔｒｅａｍ　ｍａｒｋｅｔ　ビナウォーク 小売業 その他小売 5%

86,873 神奈川県 海老名市 スマップル海老名店 サービス その他サービス 5%

86,874 神奈川県 海老名市 チャイハネ　海老名ビナウォーク 小売業 衣料品 5%

86,875 神奈川県 海老名市 中国料理　福　海老名かしわ台店 サービス 飲食業 5%

86,876 神奈川県 海老名市 つきじ海賓　海老名店 サービス 飲食業 5%

86,877 神奈川県 海老名市 ＤＡＩＳＹ サービス 理容・美容業 5%

86,878 神奈川県 海老名市 東京・銀座リエジュ　イオン海老名店 小売業 貴金属・服飾品 5%

86,879 神奈川県 海老名市 ＴｏｋｙｏＲｉｃｅＷｉｎｅビナウォーク サービス 飲食業 5%

86,880 神奈川県 海老名市 土の香 サービス 飲食業 5%

86,881 神奈川県 海老名市 日本夜景オフィス 小売業 電化製品 5%

86,882 神奈川県 海老名市 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｄｉｖａ　海老名店 サービス 理容・美容業 5%

86,883 神奈川県 海老名市 ネイルサロン Ｄｉｖａ 海老名店 サービス その他サービス 5%

86,884 神奈川県 海老名市 ネイルランド海老名店 サービス 理容・美容業 5%

86,885 神奈川県 海老名市 ＰｅｒｓｏｎａｌｔｒａｉｎｉｎｇｈｏｕｓｅＰＨＹＳＥＳＴ サービス その他サービス 5%

86,886 神奈川県 海老名市 バズファクトリー 小売業 その他小売 5%

86,887 神奈川県 海老名市 はねざわや 小売業 衣料品 5%

86,888 神奈川県 海老名市 ハロー！パソコン教室 サービス その他サービス 5%

86,889 神奈川県 海老名市 美容室マーシ サービス 理容・美容業 5%

86,890 神奈川県 海老名市 平峰どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

86,891 神奈川県 海老名市 ファインクリーン サービス その他サービス 5%

86,892 神奈川県 海老名市 ブォーナ・ビィータビナフロント店 小売業 その他小売 5%

86,893 神奈川県 海老名市 ＰＲＩＮＴＥＭＰＳ海老名 サービス 理容・美容業 5%

86,894 神奈川県 海老名市 ＰＲＩＮＴＥＭＰＳｂｙｆｌａｍｍｅｕｍ サービス 理容・美容業 5%

86,895 神奈川県 海老名市 ＰＲＩＮＴＥＭＰＳｂｙＲｉｃｈｅｌｌｅｅ サービス 理容・美容業 5%

86,896 神奈川県 海老名市 ブルーブルーエ海老名店 小売業 その他小売 5%

86,897 神奈川県 海老名市 ｈａｉｒｓａｌｏｎｍａｈａｌｏ サービス 理容・美容業 5%

86,898 神奈川県 海老名市 弁慶 サービス 飲食業 5%
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86,899 神奈川県 海老名市 ホテルビスタ海老名 サービス 宿泊業 5%

86,900 神奈川県 海老名市 ボンヌマン サービス 飲食業 5%

86,901 神奈川県 海老名市 マクドナルド海老名上郷店 サービス 飲食業 2%

86,902 神奈川県 海老名市 マクドナルド海老名ショッパーズプラザ店 サービス 飲食業 2%

86,903 神奈川県 海老名市 マクドナルド海老名店 サービス 飲食業 2%

86,904 神奈川県 海老名市 マクドナルドさがみ野駅前店 サービス 飲食業 2%

86,905 神奈川県 海老名市 マルアキ商事 小売業 衣料品 5%

86,906 神奈川県 海老名市 マルヨシ水産 サービス 飲食業 5%

86,907 神奈川県 海老名市 ミヤシロデンキ 小売業 電化製品 5%

86,908 神奈川県 海老名市 味ん味ん　海老名店 サービス 飲食業 5%

86,909 神奈川県 海老名市 ムラサキスポーツ　ビナウォーク海老名店 小売業 その他小売 5%

86,910 神奈川県 海老名市 めいふぁんテクノロジー サービス その他サービス 5%

86,911 神奈川県 海老名市 Ｍｅｎ’ｓＨＡＭＡＮＯ 小売業 衣料品 5%

86,912 神奈川県 海老名市 焼肉ダイニングどんじゃら サービス 飲食業 5%

86,913 神奈川県 海老名市 焼肉ダイニングどんじゃら サービス 飲食業 5%

86,914 神奈川県 海老名市 ゆいアニマルクリニック サービス その他サービス 5%

86,915 神奈川県 海老名市 有限会社三協電機商会 小売業 電化製品 5%

86,916 神奈川県 海老名市 ［ＨＣ］有限会社古郡電器商会 小売業 電化製品 5%

86,917 神奈川県 海老名市 ユコークリーンテック　プチさがみの店 サービス その他サービス 5%

86,918 神奈川県 海老名市 読売センター　相模大塚 小売業 その他小売 5%

86,919 神奈川県 海老名市 リエジュ海老名店 小売業 貴金属・服飾品 5%

86,920 神奈川県 海老名市 リフレッシュスペース大和店 サービス 理容・美容業 5%

86,921 神奈川県 海老名市 リンク動物病院 サービス その他サービス 5%

86,922 神奈川県 海老名市 ル ジャルダン 海老名店 サービス 理容・美容業 5%

86,923 神奈川県 海老名市 Ｒｅｎｏｕｓ【レナス】 サービス 理容・美容業 5%

86,924 神奈川県 海老名市 六方きなりっしゅ サービス 飲食業 5%

86,925 神奈川県 海老名市 ロムロムパラソル 小売業 衣料品 5%

86,926 神奈川県 大磯町 ＩＮＧゴルフアカデミー サービス その他サービス 5%

86,927 神奈川県 大磯町 赤から 平塚桜ヶ丘店 サービス 飲食業 5%

86,928 神奈川県 大磯町 ＡｓａｎｕｍａＴａｋａｙｕｋｉ サービス その他サービス 5%

86,929 神奈川県 大磯町 アタック電器 小売業 電化製品 5%

86,930 神奈川県 大磯町 ＷｉＬＬＤ サービス 飲食業 5%

86,931 神奈川県 大磯町 ｅｔｅｌａ 小売業 その他小売 5%

86,932 神奈川県 大磯町 大磯生沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,933 神奈川県 大磯町 セブン－イレブン大磯生沢店 小売業 食料品 2%

86,934 神奈川県 大磯町 大磯酵素ぶろ サービス その他サービス 5%

86,935 神奈川県 大磯町 セブン－イレブン大磯国府本郷店 小売業 食料品 2%

86,936 神奈川県 大磯町 ＪＭ／大磯どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

86,937 神奈川県 大磯町 小田原ヤクルト販売株式会社 小売業 食料品 5%

86,938 神奈川県 大磯町 Ｃａｔｏｎａ　大磯店 小売業 衣料品 5%

86,939 神奈川県 大磯町 グッドワード サービス その他サービス 5%

86,940 神奈川県 大磯町 ［ＨＣ］さくらかでん大磯店 小売業 電化製品 5%
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86,941 神奈川県 大磯町 さくら整体リンパサロン サービス その他サービス 5%

86,942 神奈川県 大磯町 株式会社シーラ 小売業 その他小売 5%

86,943 神奈川県 大磯町 しまむらストアー大磯店 小売業 食料品 5%

86,944 神奈川県 大磯町 湘南家電 小売業 電化製品 5%

86,945 神奈川県 大磯町 湘南健康カイロプラクティック　大磯院 サービス その他サービス 5%

86,946 神奈川県 大磯町 Ｓｅｒａ Ｓｅｒａ サービス 飲食業 5%

86,947 神奈川県 大磯町 セルフステーション大磯 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,948 神奈川県 大磯町 たかはし治療院 サービス 理容・美容業 5%

86,949 神奈川県 大磯町 たまや大磯店 小売業 食料品 5%

86,950 神奈川県 大磯町 つきじ海賓　国府店 サービス 飲食業 5%

86,951 神奈川県 大磯町 ＴＥＡＲＤＲＯＰ サービス 理容・美容業 5%

86,952 神奈川県 大磯町 鉄板ダイニング龍 サービス 飲食業 5%

86,953 神奈川県 大磯町 なぎさ サービス 飲食業 5%

86,954 神奈川県 大磯町 蜂駆除屋 サービス その他サービス 5%

86,955 神奈川県 大磯町 バンザイ・モーター・ワークス 小売業 その他小売 5%

86,956 神奈川県 大磯町 ビーンズマート　オイコス 小売業 食料品 5%

86,957 神奈川県 大磯町 布う 小売業 家具・調度品 5%

86,958 神奈川県 大磯町 飯（ぼん） サービス 飲食業 5%

86,959 神奈川県 大磯町 マクドナルド１号線大磯店 サービス 飲食業 2%

86,960 神奈川県 大磯町 ヤオマサ大磯店 小売業 食料品 5%

86,961 神奈川県 大磯町 山口米店　山口米店 小売業 食料品 5%

86,962 神奈川県 大磯町 やまご電器 小売業 電化製品 5%

86,963 神奈川県 大磯町 有限会社アレシア 小売業 その他小売 5%

86,964 神奈川県 大磯町 １０１ＦＡＭＩＬＹ 小売業 その他小売 5%

86,965 神奈川県 大井町 いこいの村あしがら サービス 宿泊業 5%

86,966 神奈川県 大井町 井上農園直売所 サービス その他サービス 5%

86,967 神奈川県 大井町 うまけりゃいい屋 サービス 飲食業 5%

86,968 神奈川県 大井町 大井　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,969 神奈川県 大井町 セブン－イレブン大井町金子店 小売業 食料品 2%

86,970 神奈川県 大井町 セブン－イレブン大井松田インター店 小売業 食料品 2%

86,971 神奈川県 大井町 カーセンター足柄 サービス その他サービス 5%

86,972 神奈川県 大井町 グリーンオート サービス その他サービス 5%

86,973 神奈川県 大井町 スタシオン大井松田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,974 神奈川県 大井町 タカハシ　大井松田店 小売業 衣料品 5%

86,975 神奈川県 大井町 東名大井愛車センターフレンド サービス その他サービス 5%

86,976 神奈川県 大井町 パティスリ－ブル－シエル 小売業 食料品 5%

86,977 神奈川県 大井町 美容亭ｅｎ サービス 理容・美容業 5%

86,978 神奈川県 大井町 Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ サービス 飲食業 5%

86,979 神奈川県 大井町 マクドナルド２５５上大井店 サービス 飲食業 2%

86,980 神奈川県 大井町 三谷たたみ店 サービス その他サービス 5%

86,981 神奈川県 大井町 ヤオマサあしがらモール店 小売業 食料品 5%

86,982 神奈川県 大井町 ヤオマサ大井町店 小売業 食料品 5%
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86,983 神奈川県 大井町 洋服のタカハシ　大井松田店 小売業 衣料品 5%

86,984 神奈川県 大井町 和田電機大井店 小売業 電化製品 5%

86,985 神奈川県 小田原市 ＡＥＲ サービス 理容・美容業 5%

86,986 神奈川県 小田原市 ａｔｅｌｉｅｒ．ｐｌｕ．ｍ． 小売業 衣料品 5%

86,987 神奈川県 小田原市 アトリエミーム サービス 理容・美容業 5%

86,988 神奈川県 小田原市 Ａｎｚｙ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

86,989 神奈川県 小田原市 ＡｎｚｙＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

86,990 神奈川県 小田原市 五十嵐写真館 サービス その他サービス 5%

86,991 神奈川県 小田原市 居酒屋　花菱 サービス 飲食業 5%

86,992 神奈川県 小田原市 居酒屋 ほのり サービス 飲食業 5%

86,993 神奈川県 小田原市 伊正利王爵 サービス 飲食業 5%

86,994 神奈川県 小田原市 Ｉｔｔｏｋｕ サービス 飲食業 5%

86,995 神奈川県 小田原市 出光アドバンス扇町２５５ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,996 神奈川県 小田原市 出光セルフリーダー小田原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,997 神奈川県 小田原市 出光セルフリーダー風祭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,998 神奈川県 小田原市 出光セルフリーダー上大井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

86,999 神奈川県 小田原市 出光セルフリーダー鴨宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,000 神奈川県 小田原市 出光富水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,001 神奈川県 小田原市 出光箱根宮ノ下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,002 神奈川県 小田原市 イトウスボーツ 小売業 その他小売 5%

87,003 神奈川県 小田原市 入船　小田原駅前店 サービス 飲食業 5%

87,004 神奈川県 小田原市 入船　小田原店 サービス 飲食業 5%

87,005 神奈川県 小田原市 入船小田原駅前店１階 サービス 飲食業 5%

87,006 神奈川県 小田原市 入船　３Ｆ サービス 飲食業 5%

87,007 神奈川県 小田原市 ＩＬ ＢＡＣＩＯ サービス 飲食業 5%

87,008 神奈川県 小田原市 内田釣具店　内田釣具店 小売業 その他小売 5%

87,009 神奈川県 小田原市 旨かもん サービス 飲食業 5%

87,010 神奈川県 小田原市 ａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

87,011 神奈川県 小田原市 エイド小田原営業所 サービス その他サービス 5%

87,012 神奈川県 小田原市 ＡＳＴまかべ気功院 サービス 理容・美容業 5%

87,013 神奈川県 小田原市 エテルナ／ハピタス　ダイナシティ店 小売業 衣料品 5%

87,014 神奈川県 小田原市 エムシーライン 小売業 その他小売 5%

87,015 神奈川県 小田原市 えれんなごっそ 小売業 食料品 5%

87,016 神奈川県 小田原市 えん サービス 飲食業 5%

87,017 神奈川県 小田原市 エンジェル　リフレ サービス その他サービス 5%

87,018 神奈川県 小田原市 エンドウ商会 小売業 その他小売 5%

87,019 神奈川県 小田原市 扇町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,020 神奈川県 小田原市 ＯＫどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

87,021 神奈川県 小田原市 おしゃれ横丁店 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,022 神奈川県 小田原市 小田原　まると 小売業 家具・調度品 5%

87,023 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原飯泉店 小売業 食料品 2%

87,024 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原飯田岡駅南店 小売業 食料品 2%
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87,025 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原飯田岡店 小売業 食料品 2%

87,026 神奈川県 小田原市 小田原板橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,027 神奈川県 小田原市 小田原駅コインロッカー サービス その他サービス 5%

87,028 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原扇町２丁目店 小売業 食料品 2%

87,029 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原上新田店 小売業 食料品 2%

87,030 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原鴨宮駅前店 小売業 食料品 2%

87,031 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原鴨宮駅南店 小売業 食料品 2%

87,032 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原栢山駅前店 小売業 食料品 2%

87,033 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原栢山店 小売業 食料品 2%

87,034 神奈川県 小田原市 小田原柑橘倶楽部 サービス 飲食業 5%

87,035 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原久野店 小売業 食料品 2%

87,036 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原桑原北店 小売業 食料品 2%

87,037 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原国府津北店 小売業 食料品 2%

87,038 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原寿町３丁目店 小売業 食料品 2%

87,039 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原寿町町田店 小売業 食料品 2%

87,040 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原小八幡４丁目店 小売業 食料品 2%

87,041 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原酒匂店 小売業 食料品 2%

87,042 神奈川県 小田原市 小田原じてんしゃ工房　野地サイクル商会 小売業 その他小売 5%

87,043 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原下大井店 小売業 食料品 2%

87,044 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原下堀西店 小売業 食料品 2%

87,045 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原城山１丁目店 小売業 食料品 2%

87,046 神奈川県 小田原市 小田原鈴廣 サービス 飲食業 5%

87,047 神奈川県 小田原市 小田原鈴廣　石橋店 小売業 食料品 5%

87,048 神奈川県 小田原市 小田原鈴廣　江の浦店 小売業 家具・調度品 5%

87,049 神奈川県 小田原市 小田原鈴廣　風祭店 小売業 食料品 5%

87,050 神奈川県 小田原市 小田原鈴廣　駅前第一店舗 小売業 食料品 5%

87,051 神奈川県 小田原市 小田原鈴廣　駅前第二店舗 小売業 食料品 5%

87,052 神奈川県 小田原市 小田原鈴廣　こゆるぎ屋　駅前店 小売業 食料品 5%

87,053 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原曽我店 小売業 食料品 2%

87,054 神奈川県 小田原市 小田原ターミナルホテル サービス 宿泊業 5%

87,055 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原多古店 小売業 食料品 2%

87,056 神奈川県 小田原市 小田原店Ｗｅｅｋｌｙ　Ｓｗｅｅｔｓ 小売業 食料品 5%

87,057 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原富水店 小売業 食料品 2%

87,058 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原中里店 小売業 食料品 2%

87,059 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原中村原店 小売業 食料品 2%

87,060 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原成田北店 小売業 食料品 2%

87,061 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原２５５西大友店 小売業 食料品 2%

87,062 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原早川店 小売業 食料品 2%

87,063 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原東栢山店 小売業 食料品 2%

87,064 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原東町５丁目店 小売業 食料品 2%

87,065 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原東通り店 小売業 食料品 2%

87,066 神奈川県 小田原市 小田原百貨店　板橋店 小売業 食料品 5%
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87,067 神奈川県 小田原市 小田原百貨店　栢山店 小売業 食料品 5%

87,068 神奈川県 小田原市 小田原百貨店　ギフトカード集計用 小売業 食料品 5%

87,069 神奈川県 小田原市 小田原百貨店　寿町店 小売業 食料品 5%

87,070 神奈川県 小田原市 小田原ｆｉｓｈｉｎｇｂａｉｔｃｅｎｔｅｒ 小田原ＦＢＣ 小売業 その他小売 5%

87,071 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原別堀店 小売業 食料品 2%

87,072 神奈川県 小田原市 小田原ホルモン源屋 サービス 飲食業 5%

87,073 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原本町店 小売業 食料品 2%

87,074 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原南鴨宮店 小売業 食料品 2%

87,075 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原南町店 小売業 食料品 2%

87,076 神奈川県 小田原市 セブン－イレブン小田原蓮正寺店 小売業 食料品 2%

87,077 神奈川県 小田原市 おとなの隠れ家ダイニング　ゆらり小田原 サービス 飲食業 5%

87,078 神奈川県 小田原市 オリックスレンタカー小田原店 サービス その他サービス 2%

87,079 神奈川県 小田原市 回転寿司 沼津港 小田原店 サービス 飲食業 5%

87,080 神奈川県 小田原市 家具の瀬戸房 小売業 家具・調度品 5%

87,081 神奈川県 小田原市 柏木美術鋳物研究所（出店用） 小売業 家具・調度品 5%

87,082 神奈川県 小田原市 がってん寿司小田原店 サービス 飲食業 5%

87,083 神奈川県 小田原市 Ｃａｔｏｎａ　小田原店 小売業 衣料品 5%

87,084 神奈川県 小田原市 神奈川リオネット販売（株）　小田原営業所 小売業 その他小売 5%

87,085 神奈川県 小田原市 カフェ結 サービス 飲食業 5%

87,086 神奈川県 小田原市 （株）稲妻屋 小売業 その他小売 5%

87,087 神奈川県 小田原市 株式会社コバヤシ 小売業 衣料品 5%

87,088 神奈川県 小田原市 （株）田中金物 小売業 その他小売 5%

87,089 神奈川県 小田原市 株式会社丸江 ｓｏｔｏｓｏｔｏｄａｙｓ 小売業 その他小売 5%

87,090 神奈川県 小田原市 かまぼこ博物館 小売業 食料品 5%

87,091 神奈川県 小田原市 かめや釣具　小田原店 小売業 その他小売 5%

87,092 神奈川県 小田原市 鴨宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,093 神奈川県 小田原市 カラダファクトリー　小田原東口店 サービス その他サービス 5%

87,094 神奈川県 小田原市 かりゆし食堂酒場 サービス 飲食業 5%

87,095 神奈川県 小田原市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋小田原鴨宮店 サービス 飲食業 2%

87,096 神奈川県 小田原市 キカキカク サービス その他サービス 5%

87,097 神奈川県 小田原市 ＫｉｇｏｓｈｉＣｕｓｔｏｍＧｕｉｔａｒｓ 小売業 その他小売 5%

87,098 神奈川県 小田原市 きたはら動物病院 サービス その他サービス 5%

87,099 神奈川県 小田原市 喫茶マロン サービス 飲食業 5%

87,100 神奈川県 小田原市 きもの濱田屋 小売業 衣料品 5%

87,101 神奈川県 小田原市 キャステル 小売業 衣料品 5%

87,102 神奈川県 小田原市 ギャラリータキモト 小売業 衣料品 5%

87,103 神奈川県 小田原市 京呉服　嵯峨野 小売業 衣料品 5%

87,104 神奈川県 小田原市 ＫｉｎｇＰａｗ＇ｓ サービス その他サービス 5%

87,105 神奈川県 小田原市 きんじろうカフェ サービス 飲食業 5%

87,106 神奈川県 小田原市 吟味亭　ともや　吟味亭ともや サービス 飲食業 5%

87,107 神奈川県 小田原市 クイーンズマート・ヤオマサ店 小売業 食料品 5%

87,108 神奈川県 小田原市 くすのき薬局 小売業 その他小売 5%
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87,109 神奈川県 小田原市 Ｇｏｏｄ Ｔｒｉｐ Ｈｏｓｔｅｌ Ｂａｒ Ｇｏｏｄ Ｔｒｉｐ Ｈｏｓｔｅｌ   Ｂａｒ サービス 宿泊業 5%

87,110 神奈川県 小田原市 ＧＯＯＤ ＭＯＲＮＩＮＧ ＯＤＡＷＡＲＡ ＧＯＯＤＭＯＲＮＩＮＧＯＤＡＷＡＲＡ 小売業 食料品 5%

87,111 神奈川県 小田原市 クライミング　ウィステリア サービス その他サービス 5%

87,112 神奈川県 小田原市 クラスティーナ　インターファニチャー　ダイナシティ店 小売業 家具・調度品 5%

87,113 神奈川県 小田原市 クラスティーナ小田原ダイナシティ店 小売業 家具・調度品 5%

87,114 神奈川県 小田原市 ＧＬＡＤ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

87,115 神奈川県 小田原市 ぐるりくるり小田原 サービス 飲食業 5%

87,116 神奈川県 小田原市 ＫＫＭ サービス その他サービス 5%

87,117 神奈川県 小田原市 ＫＹリカー　小田原店 小売業 食料品 5%

87,118 神奈川県 小田原市 こころ犬猫病院 サービス その他サービス 5%

87,119 神奈川県 小田原市 こじまでんき 小売業 電化製品 5%

87,120 神奈川県 小田原市 コスナサイクル 小売業 その他小売 5%

87,121 神奈川県 小田原市 コスモ自動車 サービス その他サービス 5%

87,122 神奈川県 小田原市 小安畳店 サービス その他サービス 5%

87,123 神奈川県 小田原市 こゆるぎ屋　石橋店 小売業 家具・調度品 5%

87,124 神奈川県 小田原市 近藤車体 サービス その他サービス 2%

87,125 神奈川県 小田原市 さえんふーず鴨宮店 小売業 その他小売 5%

87,126 神奈川県 小田原市 さえんふーず久野店 小売業 その他小売 5%

87,127 神奈川県 小田原市 さえんふーず蛍田店 小売業 その他小売 5%

87,128 神奈川県 小田原市 小田原・早川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,129 神奈川県 小田原市 酒のトキワ サービス 飲食業 5%

87,130 神奈川県 小田原市 酒匂ＳＳ　有限会社星崎商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,131 神奈川県 小田原市 四季ぼーて　あん、そあん サービス その他サービス 5%

87,132 神奈川県 小田原市 しまむらストアーたちばな店 小売業 食料品 5%

87,133 神奈川県 小田原市 下大井ほし薬局 小売業 その他小売 5%

87,134 神奈川県 小田原市 ジュエリーシマノ　ＩＺＵＭＩ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,135 神奈川県 小田原市 ジュテーム・ホンダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,136 神奈川県 小田原市 湘南トレーナーズオフィス小田原拠り所 サービス その他サービス 5%

87,137 神奈川県 小田原市 食家でん助 サービス 飲食業 5%

87,138 神奈川県 小田原市 食樂庵　報徳 サービス 飲食業 5%

87,139 神奈川県 小田原市 白石自動車　白石自動車 サービス その他サービス 5%

87,140 神奈川県 小田原市 ＳＩＬＶＡＮＡ　Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ サービス 理容・美容業 5%

87,141 神奈川県 小田原市 新鮮館おだわら店 小売業 食料品 5%

87,142 神奈川県 小田原市 スーパー大丸かとう 小売業 食料品 5%

87,143 神奈川県 小田原市 すしや万采 サービス 飲食業 5%

87,144 神奈川県 小田原市 すたみな太郎　フレスポ小田原店 サービス 飲食業 5%

87,145 神奈川県 小田原市 ＳＰＯＰＩＡシラトリ　ダイナシティ店 小売業 その他小売 5%

87,146 神奈川県 小田原市 スポーツショップ　プロスワン 小売業 その他小売 5%

87,147 神奈川県 小田原市 スポーツショップ　プロスワン 小売業 その他小売 5%

87,148 神奈川県 小田原市 スマイル・ハンズ サービス その他サービス 5%

87,149 神奈川県 小田原市 すみや楽器ショップ　小田原なるだ店 小売業 その他小売 5%

87,150 神奈川県 小田原市 生活彩家小田原市役所店 小売業 その他小売 2%
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87,151 神奈川県 小田原市 西湘オートセンター　有限会社エスエイシー サービス その他サービス 5%

87,152 神奈川県 小田原市 セルフ足柄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,153 神奈川県 小田原市 セルフステーション小田原 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,154 神奈川県 小田原市 セルフステーションさかわ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,155 神奈川県 小田原市 大衆酒場　名なし サービス 飲食業 5%

87,156 神奈川県 小田原市 大成ト－ヨ－住器株式会社 サービス その他サービス 5%

87,157 神奈川県 小田原市 大八産業 大八産業 小売業 その他小売 5%

87,158 神奈川県 小田原市 タカハシクラフト サービス その他サービス 5%

87,159 神奈川県 小田原市 千世倭樓　潮の音 小売業 食料品 5%

87,160 神奈川県 小田原市 千世倭樓　美蔵 小売業 食料品 5%

87,161 神奈川県 小田原市 つきじ海賓　小田原店 サービス 飲食業 5%

87,162 神奈川県 小田原市 つきじ海賓　栢山店 サービス 飲食業 5%

87,163 神奈川県 小田原市 庭園　居酒屋　ふわり小田原 サービス 飲食業 5%

87,164 神奈川県 小田原市 ＴＡＬＥＯＦＡＮＮＥ 小売業 衣料品 5%

87,165 神奈川県 小田原市 東海補聴器センター小田原店 小売業 その他小売 5%

87,166 神奈川県 小田原市 トヨタ部品神奈川共販　小田原店 サービス その他サービス 5%

87,167 神奈川県 小田原市 トヨタ部品神奈川共販　小田原ａｕ取扱店 小売業 その他小売 5%

87,168 神奈川県 小田原市 どらやき屋・菜の花 小売業 食料品 5%

87,169 神奈川県 小田原市 ドルフィンアイズダイビングスクール 小売業 その他小売 5%

87,170 神奈川県 小田原市 とろせい サービス 飲食業 5%

87,171 神奈川県 小田原市 ＮａｋａｇａｗａＣｈｉｅｋｏ．ＡＲＴ サービス その他サービス 5%

87,172 神奈川県 小田原市 菜の花ヴィレッジ　ムーンカフェ サービス 飲食業 5%

87,173 神奈川県 小田原市 菜の花ヴィレッジ　和菓子菜の花 小売業 食料品 5%

87,174 神奈川県 小田原市 菜の花ヴィレッジムーンカフェ 小売業 食料品 5%

87,175 神奈川県 小田原市 菜の花ラスカ小田原店 小売業 食料品 5%

87,176 神奈川県 小田原市 ２階のレストラン サービス 飲食業 5%

87,177 神奈川県 小田原市 ｎｉｃｏＢａｂｙ 小売業 衣料品 5%

87,178 神奈川県 小田原市 にゃんた屋 サービス その他サービス 5%

87,179 神奈川県 小田原市 ｎａｉｌ　ｐｅｒｌｅ サービス 理容・美容業 5%

87,180 神奈川県 小田原市 ＮＡＩＬ　ＡＤＤＩＣＴＩＯＮ サービス その他サービス 5%

87,181 神奈川県 小田原市 ＮａｉｌＳｐａｃｅＦｌｅｕｒｉ＋ サービス 理容・美容業 5%

87,182 神奈川県 小田原市 ｎａｉｌｐｅｒｌｅ サービス 理容・美容業 5%

87,183 神奈川県 小田原市 ノア 小売業 衣料品 5%

87,184 神奈川県 小田原市 バーバーリキ サービス 理容・美容業 5%

87,185 神奈川県 小田原市 箱根　ビールショップ 小売業 食料品 5%

87,186 神奈川県 小田原市 箱根観光自動車株式会社 サービス 運輸業 5%

87,187 神奈川県 小田原市 箱根病院売店 小売業 その他小売 5%

87,188 神奈川県 小田原市 長谷川釣具店 小売業 その他小売 5%

87,189 神奈川県 小田原市 パソコンドック２４ 小田原店 サービス その他サービス 5%

87,190 神奈川県 小田原市 パソコンドック２４小田原店 サービス その他サービス 5%

87,191 神奈川県 小田原市 ＰＡＢＲＡＴＡ 小売業 食料品 5%

87,192 神奈川県 小田原市 早瀬のひもの 小売業 食料品 5%
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87,193 神奈川県 小田原市 ｂｅ－ｆｒｅｅ サービス 理容・美容業 5%

87,194 神奈川県 小田原市 ビーコレクション・ビス 小売業 衣料品 5%

87,195 神奈川県 小田原市 ビジネスホテル伊勢 サービス 宿泊業 5%

87,196 神奈川県 小田原市 ひな珈琲 サービス 飲食業 5%

87,197 神奈川県 小田原市 ｎａｉｌ＆ａｒｏｍａＰｉＰｉ サービス 理容・美容業 5%

87,198 神奈川県 小田原市 ファイテンショップ　小田原ＥＰＯ店 小売業 その他小売 5%

87,199 神奈川県 小田原市 ぷちまりー小田原店 小売業 その他小売 5%

87,200 神奈川県 小田原市 ぷちまりー小田原店 小売業 その他小売 5%

87,201 神奈川県 小田原市 復活書房小田原店 小売業 その他小売 5%

87,202 神奈川県 小田原市 ＰＬＡＴＩＮＵＭＵＭＡ 小売業 衣料品 5%

87,203 神奈川県 小田原市 ブランカスタ　小田原店 小売業 その他小売 5%

87,204 神奈川県 小田原市 古谷商事有限会社　お米のフルヤ 小売業 その他小売 5%

87,205 神奈川県 小田原市 フロマージュ 小売業 食料品 5%

87,206 神奈川県 小田原市 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ ＡＬ サービス 理容・美容業 5%

87,207 神奈川県 小田原市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｍｏｚａｍｉ小田原店 サービス 理容・美容業 5%

87,208 神奈川県 小田原市 ＶａｐｅＳｈｏｐＲｅｆｕｇｅ サービス その他サービス 5%

87,209 神奈川県 小田原市 ベローチェ小田原ダイヤ街店 サービス 飲食業 5%

87,210 神奈川県 小田原市 補聴器プラザ小田原 小売業 その他小売 5%

87,211 神奈川県 小田原市 ＢｏｄｙＣａｒｅＬａｂｏ小田原店 サービス その他サービス 5%

87,212 神奈川県 小田原市 ほのか　小田原店 サービス 飲食業 5%

87,213 神奈川県 小田原市 賄処　五右衛門 サービス 飲食業 5%

87,214 神奈川県 小田原市 真壁畳店 小売業 その他小売 5%

87,215 神奈川県 小田原市 マクドナルド飯泉店 サービス 飲食業 2%

87,216 神奈川県 小田原市 マクドナルド１号線酒匂店 サービス 飲食業 2%

87,217 神奈川県 小田原市 マクドナルド小田原荻窪マックスバリュ店 サービス 飲食業 2%

87,218 神奈川県 小田原市 マクドナルドフレスポ小田原シティモール店 サービス 飲食業 2%

87,219 神奈川県 小田原市 まちだ行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

87,220 神奈川県 小田原市 松崎屋家具店 小売業 家具・調度品 5%

87,221 神奈川県 小田原市 松下靴店 小売業 衣料品 5%

87,222 神奈川県 小田原市 松本テレビ商会　国府津店 小売業 電化製品 5%

87,223 神奈川県 小田原市 松山清ヘアサロン 松山清ヘアサロン サービス 理容・美容業 5%

87,224 神奈川県 小田原市 マティエ－ル　エフ サービス 飲食業 5%

87,225 神奈川県 小田原市 Ｍｉｕｒａ　Ｓｏｕｎｄｓ　Ｆｕｎ サービス その他サービス 5%

87,226 神奈川県 小田原市 ＭｉｕｒａＳｏｕｎｄｓＦｕｎ サービス その他サービス 5%

87,227 神奈川県 小田原市 水瓶座ＳＳ有限会社豊川商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,228 神奈川県 小田原市 ミニワールド 小売業 衣料品 5%

87,229 神奈川県 小田原市 みやま橋本呉服店 小売業 衣料品 5%

87,230 神奈川県 小田原市 メガネの愛和 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,231 神奈川県 小田原市 メガネの愛和 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,232 神奈川県 小田原市 メガネのシンコー 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,233 神奈川県 小田原市 ＭＥＣＩＭＯ サービス 飲食業 5%

87,234 神奈川県 小田原市 ＭＯＭＯ 小売業 衣料品 5%
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87,235 神奈川県 小田原市 森美容室 サービス 理容・美容業 5%

87,236 神奈川県 小田原市 ヤオマサ 小売業 食料品 5%

87,237 神奈川県 小田原市 ヤオマサ鴨宮店 小売業 食料品 5%

87,238 神奈川県 小田原市 ヤオマサ久野店 小売業 食料品 5%

87,239 神奈川県 小田原市 ヤオマサ中町店 小売業 食料品 5%

87,240 神奈川県 小田原市 ヤオマサ蛍田店 小売業 食料品 5%

87,241 神奈川県 小田原市 柳屋クリーニング店 サービス その他サービス 5%

87,242 神奈川県 小田原市 ヤマグチデンキ 小売業 電化製品 5%

87,243 神奈川県 小田原市 有限会社いいだ　ＩＩＤＡ　ＴＯＢＡＣＣＯ 小売業 その他小売 5%

87,244 神奈川県 小田原市 有限会社大友屋せきた 小売業 衣料品 5%

87,245 神奈川県 小田原市 有限会社オートボディー・カナイ サービス その他サービス 5%

87,246 神奈川県 小田原市 有限会社島旅ツーリスト サービス その他サービス 5%

87,247 神奈川県 小田原市 有限会社ジュエルフォーユー 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,248 神奈川県 小田原市 有限会社昇玉 Ｏｄａｗａｒａ Ｃｈｉｎｅｓｅ 昇玉 サービス 飲食業 5%

87,249 神奈川県 小田原市 有限会社瀧本商店 サービス その他サービス 5%

87,250 神奈川県 小田原市 有限会社長一商店 小売業 その他小売 5%

87,251 神奈川県 小田原市 有限会社中井　ぷちショップなかい 小売業 食料品 5%

87,252 神奈川県 小田原市 ［ＨＣ］有限会社ナカザト電器商会 小売業 電化製品 5%

87,253 神奈川県 小田原市 有限会社　平井書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

87,254 神奈川県 小田原市 有限会社平井書店　平井書店 小売業 ガソリンスタンド 5%

87,255 神奈川県 小田原市 ユザワヤ　小田原店 小売業 その他小売 5%

87,256 神奈川県 小田原市 ユザワヤ　ダイナシティ小田原店 小売業 その他小売 5%

87,257 神奈川県 小田原市 ユニオン商会 小売業 電化製品 5%

87,258 神奈川県 小田原市 ゆらり　酒愛人 小売業 食料品 5%

87,259 神奈川県 小田原市 養生スペースあすかた治療院 サービス 理容・美容業 5%

87,260 神奈川県 小田原市 アクター サービス その他サービス 5%

87,261 神奈川県 小田原市 Ｌｉｖｅ　Ｓｐａｃｅ　ＫＡ　ＢＯＳＳ　Ｌｉｖｅ　Ｓｐａｃｅ　ＫＡ　ＢＯＳＳ サービス 飲食業 5%

87,262 神奈川県 小田原市 欄干橋ちん里う 小売業 食料品 5%

87,263 神奈川県 小田原市 リシェル　アイラッシュ サービス 理容・美容業 5%

87,264 神奈川県 小田原市 Ｌｉｓ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

87,265 神奈川県 小田原市 Ｌｉｓｈａｉｒｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

87,266 神奈川県 小田原市 ray.鴨宮 サービス 理容・美容業 5%

87,267 神奈川県 小田原市 ＬＯＢＢＹ　ＯＤＡＷＡＲＡ 小売業 その他小売 5%

87,268 神奈川県 小田原市 ローレルクリーニング小田原荻窪店 サービス その他サービス 5%

87,269 神奈川県 小田原市 ローレルクリーニング　コープ寿 サービス その他サービス 5%

87,270 神奈川県 小田原市 ローレルマックスバリュ小田原荻窪店 サービス その他サービス 5%

87,271 神奈川県 小田原市 ＷｉｎｅＢａｒ サービス 飲食業 5%

87,272 神奈川県 小田原市 和田電機富水店 小売業 電化製品 5%

87,273 神奈川県 開成町 Ａｃｕｒｅ合同会社　鍼灸兪楽治療院　開成店 サービス その他サービス 5%

87,274 神奈川県 開成町 あしたばカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

87,275 神奈川県 開成町 アドバンス・ラボ 小売業 電化製品 5%

87,276 神奈川県 開成町 安樹 サービス その他サービス 5%
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87,277 神奈川県 開成町 ｕｒｕｋａ サービス 理容・美容業 5%

87,278 神奈川県 開成町 エムエフキッチン サービス 飲食業 5%

87,279 神奈川県 開成町 開成カイロプラクティック　ＳＩＯ サービス その他サービス 5%

87,280 神奈川県 開成町 かいせい動物病院 サービス その他サービス 5%

87,281 神奈川県 開成町 セブン－イレブン開成町牛島店 小売業 食料品 2%

87,282 神奈川県 開成町 開成町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,283 神奈川県 開成町 セブン－イレブン開成町円通寺店 小売業 食料品 2%

87,284 神奈川県 開成町 セブン－イレブン開成町宮台店 小売業 食料品 2%

87,285 神奈川県 開成町 セブン－イレブン開成吉田島店 小売業 食料品 2%

87,286 神奈川県 開成町 ［ＨＣ］株式会社足柄デンキ 小売業 電化製品 5%

87,287 神奈川県 開成町 牛角足柄開成町店 サービス 飲食業 2%

87,288 神奈川県 開成町 ＣＹＣＬＥ　ＳＨＯＰ　ＥＮＤＯ　開成店 小売業 その他小売 5%

87,289 神奈川県 開成町 食事処 きずな サービス 飲食業 5%

87,290 神奈川県 開成町 そば処たちばな サービス 飲食業 5%

87,291 神奈川県 開成町 テルル　開成店 小売業 その他小売 5%

87,292 神奈川県 開成町 中野電機商会 小売業 電化製品 5%

87,293 神奈川県 開成町 ｂｅａｕｔｙ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓａｒａｈ サービス 理容・美容業 5%

87,294 神奈川県 開成町 備長グリルもん サービス 飲食業 5%

87,295 神奈川県 開成町 マクドナルド開成店 サービス 飲食業 2%

87,296 神奈川県 開成町 マックスバリュー　開成駅前 サービス その他サービス 5%

87,297 神奈川県 開成町 ミクニ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

87,298 神奈川県 開成町 メガネストアー足柄開成 小売業 その他小売 5%

87,299 神奈川県 開成町 メガネストアー足柄開成店 小売業 その他小売 5%

87,300 神奈川県 開成町 有限会社佐藤修商店　　佐藤修商店　開成店 小売業 食料品 5%

87,301 神奈川県 開成町 ライジングネット サービス その他サービス 5%

87,302 神奈川県 開成町 ラビュー小田原店 サービス 理容・美容業 5%

87,303 神奈川県 開成町 ｌａ　Ｌｕｎｅ サービス 飲食業 5%

87,304 神奈川県 開成町 ローレルクリーニング　ＭＶ開成駅前 サービス その他サービス 5%

87,305 神奈川県 鎌倉市 Ａｒｔｉｓａｎｓ北鎌倉 サービス その他サービス 5%

87,306 神奈川県 鎌倉市 ＵＲＢＡＮＩＳＬＡＮＤＳＯＣＩＥＴＹ 小売業 衣料品 5%

87,307 神奈川県 鎌倉市 ＡａＨｂｉｔイベント サービス 飲食業 5%

87,308 神奈川県 鎌倉市 藍　ウィンディかまくら 小売業 衣料品 5%

87,309 神奈川県 鎌倉市 ＡＩＦＡ 小売業 その他小売 5%

87,310 神奈川県 鎌倉市 ＨＭＡＥＮ 小売業 衣料品 5%

87,311 神奈川県 鎌倉市 青いとり大船店 サービス その他サービス 5%

87,312 神奈川県 鎌倉市 青いとりきもの学院　鎌倉校 サービス その他サービス 5%

87,313 神奈川県 鎌倉市 灰汁／ａｋｕ 小売業 衣料品 5%

87,314 神奈川県 鎌倉市 アクアストーン　鎌倉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,315 神奈川県 鎌倉市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｅｒｒｙ大船 サービス 理容・美容業 5%

87,316 神奈川県 鎌倉市 アストリア　大船店 小売業 衣料品 5%

87,317 神奈川県 鎌倉市 Ａｔｅ サービス 理容・美容業 5%

87,318 神奈川県 鎌倉市 Ａｔｅｌｉｅｒ２３． 小売業 衣料品 5%
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87,319 神奈川県 鎌倉市 アトリエｅｎ 小売業 衣料品 5%

87,320 神奈川県 鎌倉市 アトリエゆうむ 小売業 衣料品 5%

87,321 神奈川県 鎌倉市 アトリエワイエス サービス その他サービス 5%

87,322 神奈川県 鎌倉市 アプリ薬局大船店 小売業 その他小売 5%

87,323 神奈川県 鎌倉市 アマテラス鎌倉 小売業 衣料品 5%

87,324 神奈川県 鎌倉市 ａｍａｎａ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

87,325 神奈川県 鎌倉市 ａｍａｎａ ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

87,326 神奈川県 鎌倉市 アマラ サービス 理容・美容業 5%

87,327 神奈川県 鎌倉市 アマルフィイ ドルチェ 小売業 食料品 5%

87,328 神奈川県 鎌倉市 アマルフィイキッチン サービス 飲食業 5%

87,329 神奈川県 鎌倉市 アマルフィイ　デラセーラ サービス 飲食業 5%

87,330 神奈川県 鎌倉市 アマルフィイドルチェカフェ サービス 飲食業 5%

87,331 神奈川県 鎌倉市 アマルフィイドルチェショップ 小売業 食料品 5%

87,332 神奈川県 鎌倉市 ＡＲＯＵＮＤ 小売業 衣料品 5%

87,333 神奈川県 鎌倉市 ＡＬＢＥＲＯＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

87,334 神奈川県 鎌倉市 ＡｌｏｈａＴａｉｌｏｒｏｆＷａｉｋｉｋｉ 小売業 衣料品 5%

87,335 神奈川県 鎌倉市 ＡＮＤＴ　ＫＡＭＡＫＵＲＡ 小売業 その他小売 5%

87,336 神奈川県 鎌倉市 石かわ珈琲 小売業 食料品 5%

87,337 神奈川県 鎌倉市 以志橋 サービス 飲食業 5%

87,338 神奈川県 鎌倉市 ｉｓ　大船店【イズ】 サービス 理容・美容業 5%

87,339 神奈川県 鎌倉市 一時預かり託児所 Ｆａｉｒｉｅｓ 一児預かり託児所Ｆａｉｒｉｅｓ サービス その他サービス 5%

87,340 神奈川県 鎌倉市 癒しの扉 サービス その他サービス 5%

87,341 神奈川県 鎌倉市 ＩＬＢＩＲＲＡＩＯ サービス 飲食業 5%

87,342 神奈川県 鎌倉市 いろは茶家 サービス 飲食業 5%

87,343 神奈川県 鎌倉市 いろは茶家 サービス 飲食業 5%

87,344 神奈川県 鎌倉市 岩座　鎌倉 小売業 衣料品 5%

87,345 神奈川県 鎌倉市 岩座　鎌倉小町 小売業 衣料品 5%

87,346 神奈川県 鎌倉市 イワタコーヒー店 サービス 飲食業 5%

87,347 神奈川県 鎌倉市 ｉｎｋ　ｇａｌｌｅｒｙ 小売業 衣料品 5%

87,348 神奈川県 鎌倉市 インビス鎌倉 小売業 食料品 5%

87,349 神奈川県 鎌倉市 ＶＩＶＡＨＤＥ 小売業 その他小売 5%

87,350 神奈川県 鎌倉市 ＶＩＶＡＨＤＥ 小売業 家具・調度品 5%

87,351 神奈川県 鎌倉市 ＶＩＶＡＨＤＥ 小売業 その他小売 5%

87,352 神奈川県 鎌倉市 Ｖｉｖｅ　ｅｌ　ｍｏｍｅｎｔｏ 小売業 衣料品 5%

87,353 神奈川県 鎌倉市 ＷＩＮ　Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｓａｌｏｎ　【ウィン　プレミアムサロン】 サービス 理容・美容業 5%

87,354 神奈川県 鎌倉市 ＷＩＮ　ＨＡＩＲ　【ウィン　ヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

87,355 神奈川県 鎌倉市 ウインドサーフィンジャパン 小売業 その他小売 5%

87,356 神奈川県 鎌倉市 ウエストビーチダイビングセンター サービス その他サービス 5%

87,357 神奈川県 鎌倉市 歌広場　大船東口店 サービス 飲食業 5%

87,358 神奈川県 鎌倉市 うつわ祥見ＫＡＭＡＫＵＲＡ サービス その他サービス 5%

87,359 神奈川県 鎌倉市 ｕｒａｍｉｃｈｉ 小売業 衣料品 5%

87,360 神奈川県 鎌倉市 ｕｌｕ　ｎａｉｌ　大船 サービス 理容・美容業 5%
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87,361 神奈川県 鎌倉市 ＨＭＴ 小売業 その他小売 5%

87,362 神奈川県 鎌倉市 エイド　大船営業所 小売業 その他小売 5%

87,363 神奈川県 鎌倉市 エース サービス 理容・美容業 5%

87,364 神奈川県 鎌倉市 枝村園 小売業 食料品 5%

87,365 神奈川県 鎌倉市 縁鎌倉ウェディング サービス その他サービス 5%

87,366 神奈川県 鎌倉市 ｎｍｒｊｐｎ 小売業 その他小売 5%

87,367 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン江ノ電鎌倉駅店 小売業 食料品 2%

87,368 神奈川県 鎌倉市 エバー 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,369 神奈川県 鎌倉市 Ｆかまくらカフェ サービス 飲食業 5%

87,370 神奈川県 鎌倉市 Ｆ・ａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

87,371 神奈川県 鎌倉市 エルバード サービス 理容・美容業 5%

87,372 神奈川県 鎌倉市 おいしいまぐろ屋 サービス 飲食業 5%

87,373 神奈川県 鎌倉市 おおいし動物病院 サービス その他サービス 5%

87,374 神奈川県 鎌倉市 オーキッド サービス その他サービス 5%

87,375 神奈川県 鎌倉市 大船倶楽部 サービス 飲食業 5%

87,376 神奈川県 鎌倉市 大船中央ＳＳ　有限会社兵藤商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,377 神奈川県 鎌倉市 ＯＦＵＮＡ　Ｂｕｒｏｓｓｏ サービス 飲食業 5%

87,378 神奈川県 鎌倉市 沖ラボ合同会社 サービス 飲食業 5%

87,379 神奈川県 鎌倉市 オクシロモン御成 サービス 飲食業 5%

87,380 神奈川県 鎌倉市 オクシモロン小町 サービス 飲食業 5%

87,381 神奈川県 鎌倉市 ＯＫＵＤＡＳＴＹＬＥＳＵＲＦＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

87,382 神奈川県 鎌倉市 オシャレ サービス 理容・美容業 5%

87,383 神奈川県 鎌倉市 オスコ七宝 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,384 神奈川県 鎌倉市 オステリアレジョナーレ サービス 飲食業 5%

87,385 神奈川県 鎌倉市 御成町　石川 サービス 飲食業 5%

87,386 神奈川県 鎌倉市 オハナ動物病院 サービス その他サービス 5%

87,387 神奈川県 鎌倉市 オリックスレンタカー鎌倉・大船駅前店 サービス その他サービス 2%

87,388 神奈川県 鎌倉市 懐石処峰本朝比奈店 サービス 飲食業 5%

87,389 神奈川県 鎌倉市 懐石処峰本小町通り店 サービス 飲食業 5%

87,390 神奈川県 鎌倉市 ガイダース サービス その他サービス 5%

87,391 神奈川県 鎌倉市 ｋａｉｎａ 小売業 家具・調度品 5%

87,392 神奈川県 鎌倉市 かいひん荘鎌倉 サービス 飲食業 5%

87,393 神奈川県 鎌倉市 ｃａ　ｃａ　ｏ大船ルミネウィング店 小売業 食料品 5%

87,394 神奈川県 鎌倉市 かきや本館 サービス 飲食業 5%

87,395 神奈川県 鎌倉市 かきや旅館 サービス 宿泊業 5%

87,396 神奈川県 鎌倉市 額工房ラセット サービス その他サービス 5%

87,397 神奈川県 鎌倉市 カシミヤカシミヤ　鎌倉 小売業 衣料品 5%

87,398 神奈川県 鎌倉市 カットクラブハシモト サービス 理容・美容業 5%

87,399 神奈川県 鎌倉市 割烹蕎麦波と風 サービス 飲食業 5%

87,400 神奈川県 鎌倉市 ＧＡＲＤＥＮＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

87,401 神奈川県 鎌倉市 カドキホール サービス その他サービス 5%

87,402 神奈川県 鎌倉市 かなや 小売業 食料品 5%
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87,403 神奈川県 鎌倉市 カフェ ひさき サービス 飲食業 5%

87,404 神奈川県 鎌倉市 ＣＡＦＥ　ＤＥ　ＦＬＥＵＲ サービス 飲食業 5%

87,405 神奈川県 鎌倉市 ｃａｆｅ ｋｉｔｃｈｅｎ ｗａｇｉ サービス 飲食業 5%

87,406 神奈川県 鎌倉市 カフェ四葩 サービス 飲食業 5%

87,407 神奈川県 鎌倉市 カフェリエッタ サービス 飲食業 5%

87,408 神奈川県 鎌倉市 ＣａｆｅＬｕｏｎｔｏ サービス 飲食業 5%

87,409 神奈川県 鎌倉市 カフェ和甘 サービス 飲食業 5%

87,410 神奈川県 鎌倉市 株式会社アイブローズ サービス その他サービス 5%

87,411 神奈川県 鎌倉市 株式会社アートフレーム 小売業 家具・調度品 5%

87,412 神奈川県 鎌倉市 株式会社茶ノ木 サービス その他サービス 5%

87,413 神奈川県 鎌倉市 株式会社フジタモータース サービス その他サービス 5%

87,414 神奈川県 鎌倉市 鎌倉御代川 サービス 飲食業 5%

87,415 神奈川県 鎌倉市 株式会社ユウジニアス サービス その他サービス 5%

87,416 神奈川県 鎌倉市 株式会社ライジング サービス その他サービス 5%

87,417 神奈川県 鎌倉市 株式会社ＷＡＫＩＴＡ サービス その他サービス 5%

87,418 神奈川県 鎌倉市 鎌倉長谷　栞庵　鎌倉長谷　栞庵 サービス 飲食業 5%

87,419 神奈川県 鎌倉市 鎌倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,420 神奈川県 鎌倉市 かまくら　篆助 小売業 その他小売 5%

87,421 神奈川県 鎌倉市 鎌倉あやせ電気 小売業 電化製品 5%

87,422 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン鎌倉稲村が崎店 小売業 食料品 2%

87,423 神奈川県 鎌倉市 かまくら犬と猫の病院 サービス その他サービス 5%

87,424 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン鎌倉岩瀬北店 小売業 食料品 2%

87,425 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン鎌倉岩瀬店 小売業 食料品 2%

87,426 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン鎌倉大船６丁目店 小売業 食料品 2%

87,427 神奈川県 鎌倉市 鎌倉小川軒ＣＩＡＬ鎌倉店 小売業 食料品 5%

87,428 神奈川県 鎌倉市 鎌倉小川軒ルミネ大船店 小売業 食料品 5%

87,429 神奈川県 鎌倉市 鎌倉かぐら 小売業 その他小売 5%

87,430 神奈川県 鎌倉市 鎌倉かつ亭あら珠総本店 サービス 飲食業 5%

87,431 神奈川県 鎌倉市 鎌倉画廊 サービス その他サービス 5%

87,432 神奈川県 鎌倉市 鎌倉観光会館　味亭 サービス 飲食業 5%

87,433 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン鎌倉観音前店 小売業 食料品 2%

87,434 神奈川県 鎌倉市 鎌倉餃子　ＵＭＩＮＥＣＯ サービス 飲食業 5%

87,435 神奈川県 鎌倉市 鎌倉倶楽部茶寮 小売業 食料品 5%

87,436 神奈川県 鎌倉市 鎌倉ゲストハウス サービス その他サービス 5%

87,437 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン鎌倉小袋谷店 小売業 食料品 2%

87,438 神奈川県 鎌倉市 鎌倉こまち市場　風凜 サービス 飲食業 5%

87,439 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン鎌倉小町２丁目店 小売業 食料品 2%

87,440 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン鎌倉七里ガ浜店 小売業 食料品 2%

87,441 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン鎌倉市役所通り店 小売業 食料品 2%

87,442 神奈川県 鎌倉市 鎌倉しゃぶしゃぶ庵 サービス 飲食業 5%

87,443 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン鎌倉湘南町屋駅前店 小売業 食料品 2%

87,444 神奈川県 鎌倉市 鎌倉食堂 サービス 飲食業 5%
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87,445 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン鎌倉城廻店 小売業 食料品 2%

87,446 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン鎌倉城廻東店 小売業 食料品 2%

87,447 神奈川県 鎌倉市 鎌倉スマイル株式会社 サービス 運輸業 5%

87,448 神奈川県 鎌倉市 鎌倉清雅堂 小売業 その他小売 5%

87,449 神奈川県 鎌倉市 鎌倉誠文堂 サービス 理容・美容業 5%

87,450 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン鎌倉玉縄店 小売業 食料品 2%

87,451 神奈川県 鎌倉市 鎌倉中央フローリスト 小売業 その他小売 5%

87,452 神奈川県 鎌倉市 鎌倉彫金工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,453 神奈川県 鎌倉市 鎌倉彫金工房　大町 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,454 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン鎌倉津西店 小売業 食料品 2%

87,455 神奈川県 鎌倉市 鎌倉てづくり屋 小売業 その他小売 5%

87,456 神奈川県 鎌倉市 鎌倉てづくり屋　小町通り店 小売業 その他小売 5%

87,457 神奈川県 鎌倉市 鎌倉てづくり屋　長谷店 小売業 その他小売 5%

87,458 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン鎌倉手広西店 小売業 食料品 2%

87,459 神奈川県 鎌倉市 鎌倉トキワパン サービス 飲食業 5%

87,460 神奈川県 鎌倉市 鎌倉トキワパン 小売業 食料品 5%

87,461 神奈川県 鎌倉市 鎌倉とも乃 小売業 食料品 5%

87,462 神奈川県 鎌倉市 鎌倉のごはん屋さん サービス 飲食業 5%

87,463 神奈川県 鎌倉市 鎌倉パークホテル サービス 宿泊業 5%

87,464 神奈川県 鎌倉市 鎌倉パークホテル（宴会） サービス 宿泊業 5%

87,465 神奈川県 鎌倉市 鎌倉長谷珈琲＆ガレット サービス 飲食業 5%

87,466 神奈川県 鎌倉市 鎌倉八座 小売業 その他小売 5%

87,467 神奈川県 鎌倉市 鎌倉フォーチュン 小売業 衣料品 5%

87,468 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン鎌倉深沢店 小売業 食料品 2%

87,469 神奈川県 鎌倉市 鎌倉紅谷長谷店 小売業 食料品 5%

87,470 神奈川県 鎌倉市 鎌倉紅谷八幡宮前本店 小売業 食料品 5%

87,471 神奈川県 鎌倉市 鎌倉紅谷雪ノ下店 小売業 食料品 5%

87,472 神奈川県 鎌倉市 鎌倉宝石 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,473 神奈川県 鎌倉市 鎌倉彫　山水堂 小売業 その他小売 5%

87,474 神奈川県 鎌倉市 鎌倉彫会館 小売業 家具・調度品 5%

87,475 神奈川県 鎌倉市 鎌倉彫陽堂 小売業 家具・調度品 5%

87,476 神奈川県 鎌倉市 鎌倉まめや 小売業 食料品 5%

87,477 神奈川県 鎌倉市 鎌倉まめや　小町通り店 小売業 食料品 5%

87,478 神奈川県 鎌倉市 鎌倉まめや　長谷本店 小売業 食料品 5%

87,479 神奈川県 鎌倉市 鎌倉木貨 小売業 衣料品 5%

87,480 神奈川県 鎌倉市 鎌倉屋 小売業 その他小売 5%

87,481 神奈川県 鎌倉市 セブン－イレブン鎌倉山崎店 小売業 食料品 2%

87,482 神奈川県 鎌倉市 鎌倉山下飯店 サービス 飲食業 5%

87,483 神奈川県 鎌倉市 鎌倉ラポール　鎌倉店 サービス その他サービス 5%

87,484 神奈川県 鎌倉市 鎌倉リズム 小売業 衣料品 5%

87,485 神奈川県 鎌倉市 鎌倉リズム 鎌倉リズム 小売業 衣料品 5%

87,486 神奈川県 鎌倉市 鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院売店 小売業 その他小売 5%
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87,487 神奈川県 鎌倉市 鎌倉レンタカー サービス その他サービス 5%

87,488 神奈川県 鎌倉市 鎌倉六弥太 サービス 飲食業 5%

87,489 神奈川県 鎌倉市 鎌茶屋 サービス 飲食業 5%

87,490 神奈川県 鎌倉市 鎌茶屋 サービス 飲食業 5%

87,491 神奈川県 鎌倉市 カラダファクトリー　大船店 サービス その他サービス 5%

87,492 神奈川県 鎌倉市 ガラ・ドゥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,493 神奈川県 鎌倉市 Ｃｏｌｏｒｆｕｌ 小売業 衣料品 5%

87,494 神奈川県 鎌倉市 元祖まぐろ漬　羽床総本店　鎌倉西口店 小売業 食料品 5%

87,495 神奈川県 鎌倉市 ｋａｎｎｏｎｃｏｆｆｅｅｋａｍａ サービス 飲食業 5%

87,496 神奈川県 鎌倉市 ＫＥＹＭＥＭＯＲＹ 小売業 衣料品 5%

87,497 神奈川県 鎌倉市 季節料理 あら珠 サービス 飲食業 5%

87,498 神奈川県 鎌倉市 季節料理　あら珠 サービス 飲食業 5%

87,499 神奈川県 鎌倉市 北鎌倉アガサッホ 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,500 神奈川県 鎌倉市 北鎌倉燻煙工房 小売業 食料品 5%

87,501 神奈川県 鎌倉市 きたかまくら日々響 小売業 食料品 5%

87,502 神奈川県 鎌倉市 キッチ 小売業 衣料品 5%

87,503 神奈川県 鎌倉市 ＫＩＢＡＣＯＷＯＲＫＳ 小売業 その他小売 5%

87,504 神奈川県 鎌倉市 きもの蔵人みやもと 小売業 衣料品 5%

87,505 神奈川県 鎌倉市 きもの　せいた 小売業 衣料品 5%

87,506 神奈川県 鎌倉市 ＧａｌｌｅｒｙＰｉｃｔｏｒ サービス その他サービス 5%

87,507 神奈川県 鎌倉市 牛角大船店 サービス 飲食業 2%

87,508 神奈川県 鎌倉市 牛まん喜八郎鎌倉店 小売業 食料品 5%

87,509 神奈川県 鎌倉市 餃子酒家 サービス 飲食業 5%

87,510 神奈川県 鎌倉市 京都勝牛鎌倉駅西口 サービス 飲食業 5%

87,511 神奈川県 鎌倉市 クアアイナ　鎌倉店 サービス 飲食業 5%

87,512 神奈川県 鎌倉市 くげ庵 サービス 飲食業 5%

87,513 神奈川県 鎌倉市 串かつ　でんがな　大船店 サービス 飲食業 5%

87,514 神奈川県 鎌倉市 串武 サービス 飲食業 5%

87,515 神奈川県 鎌倉市 楠療術院 サービス 理容・美容業 5%

87,516 神奈川県 鎌倉市 ＧＯＯＤＳＭＩＬＥ 小売業 衣料品 5%

87,517 神奈川県 鎌倉市 ＧＯＯＤＴＡＢＬＥ鎌倉 サービス 飲食業 5%

87,518 神奈川県 鎌倉市 Ｇｏｏｄ　Ｂｅｅ?Ｈｉｖｅ サービス 飲食業 5%

87,519 神奈川県 鎌倉市 靴のヨコハマヤ大船中央店 小売業 衣料品 5%

87,520 神奈川県 鎌倉市 蔵之介はなれ大船店 サービス 飲食業 5%

87,521 神奈川県 鎌倉市 蔵之介／はなれ サービス 飲食業 5%

87,522 神奈川県 鎌倉市 ＧｒａｎｄｉｒＥｎｓｅｍｂｌｅ サービス 飲食業 5%

87,523 神奈川県 鎌倉市 グリーンキャブ　大船営業所 サービス その他サービス 5%

87,524 神奈川県 鎌倉市 ＧＲＥＥＮＳＷＡＲＤ ＧＲＥＥＮＳＷＡＲＤ サービス 飲食業 5%

87,525 神奈川県 鎌倉市 久利波商店 小売業 その他小売 5%

87,526 神奈川県 鎌倉市 Ｃｒｅｗ サービス 理容・美容業 5%

87,527 神奈川県 鎌倉市 ぐるりくるり大船 サービス 飲食業 5%

87,528 神奈川県 鎌倉市 クレインポート鎌倉 サービス 飲食業 5%
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87,529 神奈川県 鎌倉市 ＧＲＡＰＥＶＩＮＥＳ　Ｋａｍａｋｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

87,530 神奈川県 鎌倉市 ｃｌｅａｎｓｅ サービス 理容・美容業 5%

87,531 神奈川県 鎌倉市 ＣＬＯＺ’Ｅ〔クロゼ〕 小売業 衣料品 5%

87,532 神奈川県 鎌倉市 グロリア・カフェ（イオン本牧店） サービス 飲食業 5%

87,533 神奈川県 鎌倉市 Ｑｕｉｅｔ　Ｖｉｌｌａｇｅ 小売業 その他小売 5%

87,534 神奈川県 鎌倉市 原始焼　梟 サービス 飲食業 5%

87,535 神奈川県 鎌倉市 幻董庵 サービス 飲食業 5%

87,536 神奈川県 鎌倉市 ＣＯＶＡ　鎌倉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,537 神奈川県 鎌倉市 合資会社荒井屋本店 小売業 食料品 5%

87,538 神奈川県 鎌倉市 香寿庵 小売業 食料品 5%

87,539 神奈川県 鎌倉市 航　北鎌倉 サービス 飲食業 5%

87,540 神奈川県 鎌倉市 コーヒー専門の店レスポアール サービス 飲食業 5%

87,541 神奈川県 鎌倉市 極楽とんぼ サービス 飲食業 5%

87,542 神奈川県 鎌倉市 コケーシカ鎌倉 小売業 その他小売 5%

87,543 神奈川県 鎌倉市 ＣＯＣＯＣＨ 小売業 衣料品 5%

87,544 神奈川県 鎌倉市 ｃｏｃｏｔｔｅ　３６５ サービス 理容・美容業 5%

87,545 神奈川県 鎌倉市 こ寿々シァル鎌倉店 小売業 食料品 5%

87,546 神奈川県 鎌倉市 Ｃｏｓｍｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ大船ルミネウィング店 小売業 衣料品 5%

87,547 神奈川県 鎌倉市 こまち茶屋 サービス 飲食業 5%

87,548 神奈川県 鎌倉市 ＫＯＹＡＭＡ ＫＯＹＡＭＡ サービス 飲食業 5%

87,549 神奈川県 鎌倉市 ＣＯＲＮＯ サービス 飲食業 5%

87,550 神奈川県 鎌倉市 Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｍａｒｋｅｔ 小売業 その他小売 5%

87,551 神奈川県 鎌倉市 コロナ堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,552 神奈川県 鎌倉市 コンサポート大船教室 サービス その他サービス 5%

87,553 神奈川県 鎌倉市 コンロラン 小売業 その他小売 5%

87,554 神奈川県 鎌倉市 Ｓｕｒｆｉｎ’Ｓｈｏｒｔｓ 小売業 衣料品 5%

87,555 神奈川県 鎌倉市 Ｓａｒｅ サービス 飲食業 5%

87,556 神奈川県 鎌倉市 Ｚａｉｍｏｋｕｚａ　ＳＯＬＡ サービス 飲食業 5%

87,557 神奈川県 鎌倉市 魚バル波間 サービス 飲食業 5%

87,558 神奈川県 鎌倉市 坂ノ下修道院 サービス その他サービス 5%

87,559 神奈川県 鎌倉市 さがや呉服店 小売業 衣料品 5%

87,560 神奈川県 鎌倉市 ＴＨＥＧＯＯＤＧＯＯＤＩＥＳ サービス 飲食業 5%

87,561 神奈川県 鎌倉市 サクラ　サーフ＆スポーツ 小売業 その他小売 5%

87,562 神奈川県 鎌倉市 さくらちゃ サービス その他サービス 5%

87,563 神奈川県 鎌倉市 さくらや サービス 飲食業 5%

87,564 神奈川県 鎌倉市 サロンコノハズク サービス 理容・美容業 5%

87,565 神奈川県 鎌倉市 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｋｕｒｕｍｉｃｃｏ店 サービス 飲食業 5%

87,566 神奈川県 鎌倉市 ｓａｌｏｎヨハク サービス 理容・美容業 5%

87,567 神奈川県 鎌倉市 ＳＵＮＴＲＡＰ サービス 理容・美容業 5%

87,568 神奈川県 鎌倉市 Ｃ’ｓ　Ｋａｍａｋｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

87,569 神奈川県 鎌倉市 ｃ’ｓ北鎌倉 サービス 理容・美容業 5%

87,570 神奈川県 鎌倉市 ＪＳ　ＢＵＲＧＥＲＳ　ＣＡＦＥ　鎌倉店 サービス 飲食業 5%
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87,571 神奈川県 鎌倉市 Ｇ．Ｈ　ＧＥＮＥＲＡＬＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

87,572 神奈川県 鎌倉市 ジェットスキープラザ　鎌倉 小売業 その他小売 5%

87,573 神奈川県 鎌倉市 ジェラテリア イル ブリガンテ ジェラテリア イル ブリガンテ サービス 飲食業 5%

87,574 神奈川県 鎌倉市 ＣＩＣＡＴＡ サービス 理容・美容業 5%

87,575 神奈川県 鎌倉市 ＣＩＣＡＴＡ　鎌倉 サービス 理容・美容業 5%

87,576 神奈川県 鎌倉市 四季旬彩やまと大船店 サービス 飲食業 5%

87,577 神奈川県 鎌倉市 Ｓｅａｇｒｅｅｎ鎌倉 小売業 食料品 5%

87,578 神奈川県 鎌倉市 四川厨房 サービス 飲食業 5%

87,579 神奈川県 鎌倉市 ＣＨＩＣ 小売業 その他小売 5%

87,580 神奈川県 鎌倉市 シナモン・アンド・モア サービス 飲食業 5%

87,581 神奈川県 鎌倉市 清水屋食料品店株式会社 小売業 食料品 5%

87,582 神奈川県 鎌倉市 写真室ＪＵＮ サービス その他サービス 5%

87,583 神奈川県 鎌倉市 社頭 小売業 その他小売 5%

87,584 神奈川県 鎌倉市 ジャーマンペットハウス鎌倉店 小売業 その他小売 5%

87,585 神奈川県 鎌倉市 シャングリラ鶴岡 サービス 宿泊業 5%

87,586 神奈川県 鎌倉市 絨毯の店シャーロム イベント販売 小売業 その他小売 5%

87,587 神奈川県 鎌倉市 手芸センタードリーム　鎌倉大船店 小売業 その他小売 5%

87,588 神奈川県 鎌倉市 手芸センタードリーム鎌倉大船店 小売業 その他小売 5%

87,589 神奈川県 鎌倉市 守成クラブ　湘南ＥＡＳＴ会場 サービス その他サービス 5%

87,590 神奈川県 鎌倉市 ＪＥＰＵＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,591 神奈川県 鎌倉市 栁澤昇 サービス その他サービス 5%

87,592 神奈川県 鎌倉市 湘南記念病院売店 小売業 その他小売 5%

87,593 神奈川県 鎌倉市 ＳＨＯＮＡＮＰＨＯＴＯ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

87,594 神奈川県 鎌倉市 湘南ボウル サービス 運輸業 5%

87,595 神奈川県 鎌倉市 湘南巻き爪矯正院　大船院 サービス その他サービス 5%

87,596 神奈川県 鎌倉市 湘南モノレール株式会社 大船駅 グッズ窓口 大船駅 グッズ窓口 サービス 運輸業 5%

87,597 神奈川県 鎌倉市 湘南モノレール株式会社　大船駅　定期口　大船駅　定期口 サービス 運輸業 5%

87,598 神奈川県 鎌倉市 湘南ワインセラー 小売業 食料品 5%

87,599 神奈川県 鎌倉市 湘南ワインセラー　鎌倉店 小売業 食料品 5%

87,600 神奈川県 鎌倉市 湘南ワインセラー葉山店 小売業 食料品 5%

87,601 神奈川県 鎌倉市 湘幕水産 サービス 飲食業 5%

87,602 神奈川県 鎌倉市 しらす問屋　山助　鎌倉本店 サービス 飲食業 5%

87,603 神奈川県 鎌倉市 しらたまや サービス 飲食業 5%

87,604 神奈川県 鎌倉市 白帆鎌倉 小売業 その他小売 5%

87,605 神奈川県 鎌倉市 ジリオン七里ヶ浜 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,606 神奈川県 鎌倉市 ＳＹＭＰＯＳＩＯＮ サービス 飲食業 5%

87,607 神奈川県 鎌倉市 すがお 小売業 食料品 5%

87,608 神奈川県 鎌倉市 須賀川電気商会 小売業 電化製品 5%

87,609 神奈川県 鎌倉市 スズキヤ西鎌倉店 小売業 食料品 5%

87,610 神奈川県 鎌倉市 すずのき　大船店 小売業 衣料品 5%

87,611 神奈川県 鎌倉市 スタジオＫ２ 小売業 その他小売 5%

87,612 神奈川県 鎌倉市 ｓｔｉｔｃｈ鎌倉店 小売業 衣料品 5%
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87,613 神奈川県 鎌倉市 ＳＴＯＶＥ 小売業 家具・調度品 5%

87,614 神奈川県 鎌倉市 ＳＵＭＩＹＯＳＨＩＹＡ 小売業 衣料品 5%

87,615 神奈川県 鎌倉市 スワニー 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,616 神奈川県 鎌倉市 スワニー 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,617 神奈川県 鎌倉市 セイタ　プラス 小売業 衣料品 5%

87,618 神奈川県 鎌倉市 セカンドハンズ　そうすけ 小売業 家具・調度品 5%

87,619 神奈川県 鎌倉市 セルフＤｒ．Ｄｒｉｖｅ鎌倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,620 神奈川県 鎌倉市 創作竹芸　やまご 小売業 その他小売 5%

87,621 神奈川県 鎌倉市 創作和料理近藤 サービス 飲食業 5%

87,622 神奈川県 鎌倉市 泰工房 サービス その他サービス 5%

87,623 神奈川県 鎌倉市 Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｂａｒ　月なみ屋 サービス 飲食業 5%

87,624 神奈川県 鎌倉市 駄菓子や　鎌倉長谷店 小売業 その他小売 5%

87,625 神奈川県 鎌倉市 タケイシ電気商会 小売業 電化製品 5%

87,626 神奈川県 鎌倉市 旅と写真教室 サービス その他サービス 5%

87,627 神奈川県 鎌倉市 たびの邸宅　鎌倉由比ガ浜 サービス 宿泊業 5%

87,628 神奈川県 鎌倉市 タベルナ　ロンディーノ サービス 飲食業 5%

87,629 神奈川県 鎌倉市 たまっこルーム サービス その他サービス 5%

87,630 神奈川県 鎌倉市 たまや　鎌倉　手広店 小売業 食料品 5%

87,631 神奈川県 鎌倉市 たまや鎌倉手広店 小売業 食料品 5%

87,632 神奈川県 鎌倉市 タムタム 小売業 その他小売 5%

87,633 神奈川県 鎌倉市 タムタム大仏前店 小売業 家具・調度品 5%

87,634 神奈川県 鎌倉市 タムタム大仏前店 小売業 家具・調度品 5%

87,635 神奈川県 鎌倉市 ＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥ　鎌倉店 小売業 その他小売 5%

87,636 神奈川県 鎌倉市 ＣＨＥＣＫ ＳＴＲＩＰＥ ｌｉｔｔｌｅ ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

87,637 神奈川県 鎌倉市 茅ヶ崎海ぶね大船店 サービス 飲食業 5%

87,638 神奈川県 鎌倉市 チャイナダイニング千馬 サービス 飲食業 5%

87,639 神奈川県 鎌倉市 ＣＨＡＢＡＫＫＡＴＥＡＰＡＲＫＳ サービス 飲食業 5%

87,640 神奈川県 鎌倉市 チャハットカマクラ 小売業 その他小売 5%

87,641 神奈川県 鎌倉市 チャヤ　鎌倉小町店 小売業 食料品 5%

87,642 神奈川県 鎌倉市 腸詰屋 小売業 食料品 5%

87,643 神奈川県 鎌倉市 腸詰屋鎌倉西口店 小売業 食料品 5%

87,644 神奈川県 鎌倉市 腸詰屋若宮大路店 小売業 食料品 5%

87,645 神奈川県 鎌倉市 つきじ海賓　大船店 サービス 飲食業 5%

87,646 神奈川県 鎌倉市 ツリープ由比ガ浜ストア 小売業 食料品 5%

87,647 神奈川県 鎌倉市 ツリープ由比ヶ浜ストア サービス その他サービス 5%

87,648 神奈川県 鎌倉市 鶴ハ サービス 飲食業 5%

87,649 神奈川県 鎌倉市 ドクタードルフィン松久正監修オリジナルショップ 小売業 衣料品 5%

87,650 神奈川県 鎌倉市 ティーサロン 鎌倉山倶楽部 サービス 飲食業 5%

87,651 神奈川県 鎌倉市 ｄｉｅ　Ｓｃｈｅｒｅ　Ｎｏｔｅ　【ディシェーレ　ノーテ】 サービス 理容・美容業 5%

87,652 神奈川県 鎌倉市 手広Ａ／Ｓ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,653 神奈川県 鎌倉市 デュプレックス サービス その他サービス 5%

87,654 神奈川県 鎌倉市 点心庵 サービス 飲食業 5%
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87,655 神奈川県 鎌倉市 天然や　大船店 サービス 飲食業 5%

87,656 神奈川県 鎌倉市 ＴＥＮＰＡＲＡＤＩＳＥ 小売業 衣料品 5%

87,657 神奈川県 鎌倉市 ドゥアルシーヴ 小売業 衣料品 5%

87,658 神奈川県 鎌倉市 ｔｕｚｉ 小売業 その他小売 5%

87,659 神奈川県 鎌倉市 東京ジンギスカン本舗 サービス 飲食業 5%

87,660 神奈川県 鎌倉市 ｔｏｔａｌｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎａｒｉａ サービス 理容・美容業 5%

87,661 神奈川県 鎌倉市 Ｄｒ．Ｒｅｂｏｄｙ サービス その他サービス 5%

87,662 神奈川県 鎌倉市 豊島屋 小売業 食料品 5%

87,663 神奈川県 鎌倉市 ドッグサロン　アンリー サービス その他サービス 5%

87,664 神奈川県 鎌倉市 ＴｏＢｏＲｕＣｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

87,665 神奈川県 鎌倉市 トラットリア　リサ－タ サービス 飲食業 5%

87,666 神奈川県 鎌倉市 トラナス サービス 飲食業 5%

87,667 神奈川県 鎌倉市 ドルチェヴィータ サービス 飲食業 5%

87,668 神奈川県 鎌倉市 トレジャーフレンズ 小売業 衣料品 5%

87,669 神奈川県 鎌倉市 とんかつ専門店　花むら サービス 飲食業 5%

87,670 神奈川県 鎌倉市 ナチュラルサポート 小売業 その他小売 5%

87,671 神奈川県 鎌倉市 ナル　プー　ラ サービス 飲食業 5%

87,672 神奈川県 鎌倉市 肉の石川鎌倉本店 小売業 食料品 5%

87,673 神奈川県 鎌倉市 西鎌倉ＣＯＮＮＥＣＴ サービス その他サービス 5%

87,674 神奈川県 鎌倉市 西鎌倉テニスクラブ サービス その他サービス 5%

87,675 神奈川県 鎌倉市 日本大漁物語　きじま サービス 飲食業 5%

87,676 神奈川県 鎌倉市 ネイルサロンマリキータ サービス 理容・美容業 5%

87,677 神奈川県 鎌倉市 ＮＥＫＴＯＮ大船 サービス その他サービス 5%

87,678 神奈川県 鎌倉市 ノースプレインファーム鎌倉ぎゅう舎 サービス 飲食業 5%

87,679 神奈川県 鎌倉市 Ｂａｒ　Ｓｈａｒｕｍａｎ サービス 飲食業 5%

87,680 神奈川県 鎌倉市 ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰＢＲＥＡＴＨ サービス 理容・美容業 5%

87,681 神奈川県 鎌倉市 ＢＡＲＢＥＲＷＡＴＡＮＡＢＥ サービス 理容・美容業 5%

87,682 神奈川県 鎌倉市 パサージュ 小売業 衣料品 5%

87,683 神奈川県 鎌倉市 Ｐａｓ?ｐａｓ 小売業 その他小売 5%

87,684 神奈川県 鎌倉市 箸専門店　和らく 小売業 家具・調度品 5%

87,685 神奈川県 鎌倉市 箸専門店　和らく　若宮大路店 小売業 家具・調度品 5%

87,686 神奈川県 鎌倉市 Ｐａｃｉｆｉｃ　ＤＲＩＶＥ－ＩＮ サービス 飲食業 5%

87,687 神奈川県 鎌倉市 Ｐａｃｉｆｉｃ　ＢＡＫＥＲＹ サービス 飲食業 5%

87,688 神奈川県 鎌倉市 葉っぱ小屋 サービス その他サービス 5%

87,689 神奈川県 鎌倉市 ハッピーデリカマクラ サービス 飲食業 5%

87,690 神奈川県 鎌倉市 パナステージしんこう鎌倉店 小売業 電化製品 5%

87,691 神奈川県 鎌倉市 バニヤンツリーコーヒーハウス サービス 飲食業 5%

87,692 神奈川県 鎌倉市 ハマヤ楽器ミュージックシティ大船 小売業 その他小売 5%

87,693 神奈川県 鎌倉市 浜料理あら珠 サービス 飲食業 5%

87,694 神奈川県 鎌倉市 早川薬局 小売業 その他小売 5%

87,695 神奈川県 鎌倉市 羽床総本店鎌倉店 小売業 食料品 5%

87,696 神奈川県 鎌倉市 ＢａｒＬａＬｕｚ サービス 飲食業 5%
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87,697 神奈川県 鎌倉市 ＨＡＬＥ　Ｓｕｒｆ サービス その他サービス 5%

87,698 神奈川県 鎌倉市 バーンロムサイ鎌倉店 小売業 衣料品 5%

87,699 神奈川県 鎌倉市 ビジネス旅館津久井 サービス 宿泊業 5%

87,700 神奈川県 鎌倉市 ビジョンサポート 小売業 その他小売 5%

87,701 神奈川県 鎌倉市 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｈｕｔｔｅ サービス 飲食業 5%

87,702 神奈川県 鎌倉市 Ｐｉｃｃｏｌｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,703 神奈川県 鎌倉市 ビューティーサロン　ＭＯＫＯ サービス 理容・美容業 5%

87,704 神奈川県 鎌倉市 びようしつ・あとりえ サービス 理容・美容業 5%

87,705 神奈川県 鎌倉市 美容室ビーアップ・クロード サービス 理容・美容業 5%

87,706 神奈川県 鎌倉市 ｂｉｌｌｓ　七里ガ浜 サービス 飲食業 5%

87,707 神奈川県 鎌倉市 広瀬電機商会 小売業 電化製品 5%

87,708 神奈川県 鎌倉市 ファーストリペアＫ２ トータルリペア ファーストリペアＫ２ サービス その他サービス 2%

87,709 神奈川県 鎌倉市 ファシオン 小売業 衣料品 5%

87,710 神奈川県 鎌倉市 ファミリーサロン　おぐり サービス 理容・美容業 5%

87,711 神奈川県 鎌倉市 上質家具ファンタス鎌倉ショールーム 小売業 その他小売 5%

87,712 神奈川県 鎌倉市 Ｆｉｅｒｔｅ サービス 飲食業 5%

87,713 神奈川県 鎌倉市 ＦＡＩＲ　ｂｙ　Ｕ－ＲＥＡＬＭ サービス 理容・美容業 5%

87,714 神奈川県 鎌倉市 フェアリーテイル サービス 飲食業 5%

87,715 神奈川県 鎌倉市 フェイシャルケア比呂 サービス 理容・美容業 5%

87,716 神奈川県 鎌倉市 ＦＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

87,717 神奈川県 鎌倉市 フォトスタジオプリンセス大船店 サービス その他サービス 5%

87,718 神奈川県 鎌倉市 深沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,719 神奈川県 鎌倉市 Ｂｒｉｇｈｔｏｎａｕｔｏｍｏｔｉｖｅｄｅｔａｉｌｅｒ サービス その他サービス 5%

87,720 神奈川県 鎌倉市 プライベートフォトスタジオホーム サービス その他サービス 5%

87,721 神奈川県 鎌倉市 ブランテージ 小売業 その他小売 5%

87,722 神奈川県 鎌倉市 ぷりずむ館大船 サービス その他サービス 5%

87,723 神奈川県 鎌倉市 Ｂｒｉｔｉｓｈｗａｘ－ｊａｃｋｅｔｍａｒｋｅｔ 小売業 衣料品 5%

87,724 神奈川県 鎌倉市 ＢＬＵＥ　ＢｅａｕｔｙａｎｄＲｅｌａｘ サービス その他サービス 5%

87,725 神奈川県 鎌倉市 Ｐｒｅｇｏ鎌倉店 小売業 その他小売 5%

87,726 神奈川県 鎌倉市 ＦＲＡＭｅＷＯＲＫ大船ルミネウィング店 小売業 衣料品 5%

87,727 神奈川県 鎌倉市 ＦＲＥＳＨ　ＳＴＯＲＥ　ＹＡＯＭＩＮＥ 小売業 その他小売 5%

87,728 神奈川県 鎌倉市 ＢｕｒｏｓｓｏＤｕｅ サービス 飲食業 5%

87,729 神奈川県 鎌倉市 ヘアーサロン いちかわ サービス 理容・美容業 5%

87,730 神奈川県 鎌倉市 ＨａｉｒＳａｌｏｎ?ＴａＫｅＤａ サービス 理容・美容業 5%

87,731 神奈川県 鎌倉市 ヘアーサロン きよし サービス 理容・美容業 5%

87,732 神奈川県 鎌倉市 ヘアーサロンすずき サービス 理容・美容業 5%

87,733 神奈川県 鎌倉市 ヘアーサロン ミヤケ サービス 理容・美容業 5%

87,734 神奈川県 鎌倉市 ＨＡＩＲ　ＴＲＩＰ　ＺＥＮ サービス 理容・美容業 5%

87,735 神奈川県 鎌倉市 ｈａｉｒ　Ｒａｖｏｌ サービス 理容・美容業 5%

87,736 神奈川県 鎌倉市 ヘアーサロンフェーベル サービス 理容・美容業 5%

87,737 神奈川県 鎌倉市 Ｈａｉｒｌｏｕｎｇｅｆｕｗａ サービス 理容・美容業 5%

87,738 神奈川県 鎌倉市 Ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ　ｆｕｗａ サービス 理容・美容業 5%
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87,739 神奈川県 鎌倉市 ベビーブーバ 小売業 家具・調度品 5%

87,740 神奈川県 鎌倉市 ＢＥＬＬＵＲＩＡ鎌倉店 小売業 衣料品 5%

87,741 神奈川県 鎌倉市 弁護士法人プロフェッション大船法律事務所 サービス その他サービス 5%

87,742 神奈川県 鎌倉市 ペンショングリーングラス サービス 宿泊業 5%

87,743 神奈川県 鎌倉市 ｈｏ ｏｎａｎｅａ整体 サービス その他サービス 5%

87,744 神奈川県 鎌倉市 有限会社星月写真企画 サービス その他サービス 5%

87,745 神奈川県 鎌倉市 ＢＯＴＡＮ 小売業 衣料品 5%

87,746 神奈川県 鎌倉市 ボディファシリテイト大船イースト サービス その他サービス 5%

87,747 神奈川県 鎌倉市 ボディファシリテイト大船本店 サービス その他サービス 5%

87,748 神奈川県 鎌倉市 ホテル鎌倉ＭＯＲＩ サービス 宿泊業 5%

87,749 神奈川県 鎌倉市 Ｈｏｔｅｌ鎌倉ｍｏｒｉ サービス 宿泊業 5%

87,750 神奈川県 鎌倉市 ＰＯＮＯ サービス 理容・美容業 5%

87,751 神奈川県 鎌倉市 ポプリ 小売業 衣料品 5%

87,752 神奈川県 鎌倉市 Ｂｏｎｎｅ　Ｎｏｕｖｅｌｌｅ． 小売業 衣料品 5%

87,753 神奈川県 鎌倉市 ＰＯＭＰＯＮＣＡＫＥＳＢＬＶＤ． サービス 飲食業 5%

87,754 神奈川県 鎌倉市 マクドナルド大船イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

87,755 神奈川県 鎌倉市 マクドナルド大船店 サービス 飲食業 2%

87,756 神奈川県 鎌倉市 マクドナルド環状４号線笠間店 サービス 飲食業 2%

87,757 神奈川県 鎌倉市 Ｍａｍｍｙ＇ｓＴｈｅｒａｐｙ サービス 理容・美容業 5%

87,758 神奈川県 鎌倉市 ｍａｒｉｌａｇｕｎａＣｏ． 小売業 衣料品 5%

87,759 神奈川県 鎌倉市 ＭＡＲ 小売業 その他小売 5%

87,760 神奈川県 鎌倉市 満月の夜は狼になる サービス 飲食業 5%

87,761 神奈川県 鎌倉市 ＭＩＳＯＲＡｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

87,762 神奈川県 鎌倉市 峰本本店 サービス 飲食業 5%

87,763 神奈川県 鎌倉市 ＭＩＭＯＺＡ 小売業 家具・調度品 5%

87,764 神奈川県 鎌倉市 みやげや　こほろ 小売業 その他小売 5%

87,765 神奈川県 鎌倉市 ミルコーヒー＆スタンド サービス 飲食業 5%

87,766 神奈川県 鎌倉市 メルカド サービス 飲食業 5%

87,767 神奈川県 鎌倉市 Ｍｏａｎａ 小売業 衣料品 5%

87,768 神奈川県 鎌倉市 森川眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,769 神奈川県 鎌倉市 焼鳥じらい屋大船店 サービス 飲食業 5%

87,770 神奈川県 鎌倉市 焼肉かまくら本店 サービス 飲食業 5%

87,771 神奈川県 鎌倉市 やまか鎌倉店 小売業 食料品 5%

87,772 神奈川県 鎌倉市 やまか津西店 小売業 食料品 5%

87,773 神奈川県 鎌倉市 やまクリーニング サービス その他サービス 5%

87,774 神奈川県 鎌倉市 有限会社円 サービス 飲食業 5%

87,775 神奈川県 鎌倉市 ［ＨＣ］有限会社オーク電気 小売業 電化製品 5%

87,776 神奈川県 鎌倉市 有限会社川村クリーニング店 サービス その他サービス 5%

87,777 神奈川県 鎌倉市 有限会社林建工 サービス その他サービス 5%

87,778 神奈川県 鎌倉市 有限会社パワースポーツ 小売業 その他小売 5%

87,779 神奈川県 鎌倉市 有限会社舞里菜 舞里菜 小売業 衣料品 5%

87,780 神奈川県 鎌倉市 雪ノ下治療院 サービス 理容・美容業 5%
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87,781 神奈川県 鎌倉市 ユザワヤ　西友大船店 小売業 その他小売 5%

87,782 神奈川県 鎌倉市 ユナイトビューティー鎌倉大船店 サービス 理容・美容業 5%

87,783 神奈川県 鎌倉市 湯前行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

87,784 神奈川県 鎌倉市 雷神堂長谷大仏店 小売業 食料品 5%

87,785 神奈川県 鎌倉市 Ｌａｖｉｅ サービス 飲食業 5%

87,786 神奈川県 鎌倉市 楽縁 サービス 飲食業 5%

87,787 神奈川県 鎌倉市 ラソックスショップ鎌倉御成店 小売業 衣料品 5%

87,788 神奈川県 鎌倉市 ラ・ドゥスール　鎌倉店 小売業 その他小売 5%

87,789 神奈川県 鎌倉市 リアット！大船店 サービス その他サービス 5%

87,790 神奈川県 鎌倉市 リクナビＢＥＡＣＨＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

87,791 神奈川県 鎌倉市 リサイクルショップＬＩＥＮ 小売業 その他小売 5%

87,792 神奈川県 鎌倉市 リサイクルブティック　ジュリアン サービス その他サービス 5%

87,793 神奈川県 鎌倉市 リストランテ　アマルフィイ　１Ｆ サービス 飲食業 5%

87,794 神奈川県 鎌倉市 リストランテ　アマルフィイ　２Ｆ サービス 飲食業 5%

87,795 神奈川県 鎌倉市 Ｌｉｓｅｔｔｅ鎌倉 小売業 衣料品 5%

87,796 神奈川県 鎌倉市 リゼッタ鎌倉 小売業 衣料品 5%

87,797 神奈川県 鎌倉市 リトルリオンリリイのお花やさん 小売業 その他小売 5%

87,798 神奈川県 鎌倉市 ＬｉｎｏＤｒｏｐｓＫａｍａｋｕｒａ 小売業 衣料品 5%

87,799 神奈川県 鎌倉市 リメッタバル サービス 飲食業 5%

87,800 神奈川県 鎌倉市 料理屋あがる サービス 飲食業 5%

87,801 神奈川県 鎌倉市 リラク大船店  なし サービス 理容・美容業 5%

87,802 神奈川県 鎌倉市 ル・マルカッサン　ドール サービス 飲食業 5%

87,803 神奈川県 鎌倉市 ＲＯＯＦＴＯＰＳ 小売業 その他小売 5%

87,804 神奈川県 鎌倉市 ル・ジャルダン大船店 サービス 理容・美容業 5%

87,805 神奈川県 鎌倉市 ＬＵＮＡ【ルナ】大船店 サービス 理容・美容業 5%

87,806 神奈川県 鎌倉市 ＬＵＮＡ　深沢店 サービス 理容・美容業 5%

87,807 神奈川県 鎌倉市 レインボーステイ サービス 飲食業 5%

87,808 神奈川県 鎌倉市 レストラン　ワタベ サービス 飲食業 5%

87,809 神奈川県 鎌倉市 Ｒｅ：ＣＨａｉｒＤｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

87,810 神奈川県 鎌倉市 Ｒｅｄ　Ｃａｂｉｎ 小売業 家具・調度品 5%

87,811 神奈川県 鎌倉市 レモングラス サービス その他サービス 5%

87,812 神奈川県 鎌倉市 レモングラスＴｈａｉ　Ｍａｓｓａｇｅ　Ｓ サービス その他サービス 5%

87,813 神奈川県 鎌倉市 蓮依 サービス その他サービス 5%

87,814 神奈川県 鎌倉市 ローカス鎌倉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

87,815 神奈川県 鎌倉市 ＬｏｃａｌＢｒａｎｄ鎌倉本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,816 神奈川県 鎌倉市 六方ＪＩＮＹＡ サービス 飲食業 5%

87,817 神奈川県 鎌倉市 ｒｏｍｉ－ｕｎｉｅ　ｃｏｎｆｉｔｕｒｅ 小売業 食料品 5%

87,818 神奈川県 鎌倉市 Ｗｉｎｅｂａｒ＆ｃａｆｅＩＮＡＭＵＲＡＳＴＲＥＥＴ サービス 飲食業 5%

87,819 神奈川県 鎌倉市 和ｃａｆｅ＆ぎゃらりー伊砂 小売業 その他小売 5%

87,820 神奈川県 鎌倉市 和食　真魚板 サービス 飲食業 5%

87,821 神奈川県 鎌倉市 和食ダイニングひととき　３号店 サービス 飲食業 5%

87,822 神奈川県 鎌倉市 和食ダイニング　ひととき　大船店 サービス 飲食業 5%
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87,823 神奈川県 鎌倉市 和食処　つきやま サービス 飲食業 5%

87,824 神奈川県 鎌倉市 倭物や　カヤ　鎌倉 小売業 衣料品 5%

87,825 神奈川県 川崎市 アイカーグループ 小売業 その他小売 5%

87,826 神奈川県 川崎市 ＡＩ　ＧＡＲＥＥＪＩ 小売業 その他小売 5%

87,827 神奈川県 川崎市 ＳＱＵＡＴＬａｂｏ サービス その他サービス 5%

87,828 神奈川県 川崎市 ｉふぉん太郎武蔵新城店 サービス その他サービス 5%

87,829 神奈川県 川崎市 ＡＯＩ国際ビアン サービス 飲食業 5%

87,830 神奈川県 川崎市 青いとりきもの学院川崎校 サービス その他サービス 5%

87,831 神奈川県 川崎市 青葉　マルイファミリー溝口店 サービス 飲食業 5%

87,832 神奈川県 川崎市 青山フラワーマーケット溝ノ口店 小売業 その他小売 5%

87,833 神奈川県 川崎市 赤帽　おひさま サービス 運輸業 5%

87,834 神奈川県 川崎市 あきら／肉の伊勢 サービス 飲食業 5%

87,835 神奈川県 川崎市 ａｃｒｏｓｓｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ武蔵小杉 サービス 理容・美容業 5%

87,836 神奈川県 川崎市 旭屋 サービス 飲食業 5%

87,837 神奈川県 川崎市 アセットライフ サービス その他サービス 5%

87,838 神奈川県 川崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ川崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,839 神奈川県 川崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ川崎大師ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,840 神奈川県 川崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅさぎ沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,841 神奈川県 川崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ下平間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,842 神奈川県 川崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ初山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,843 神奈川県 川崎市 ａｐｐｌｅ－ｓａｎｇｏ美容室 サービス 理容・美容業 5%

87,844 神奈川県 川崎市 アニパモード 小売業 衣料品 5%

87,845 神奈川県 川崎市 アプライドクリエイター 小売業 その他小売 5%

87,846 神奈川県 川崎市 アマゾン川崎売店 小売業 食料品 5%

87,847 神奈川県 川崎市 アルゴー美容室デウテロン サービス 理容・美容業 5%

87,848 神奈川県 川崎市 アールズフォレストイン サービス 宿泊業 5%

87,849 神奈川県 川崎市 アン・コトン　武蔵小杉１号店 サービス その他サービス 5%

87,850 神奈川県 川崎市 アンジェ　ボン・ルパス　武蔵小杉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

87,851 神奈川県 川崎市 アンジェリカミッシェル川崎店 サービス 理容・美容業 5%

87,852 神奈川県 川崎市 ａｎ‐ｃｉｅ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ＋ サービス 理容・美容業 5%

87,853 神奈川県 川崎市 アンテナフォーヘア サービス 理容・美容業 5%

87,854 神奈川県 川崎市 アンブレラグロウ株式会社 サービス その他サービス 5%

87,855 神奈川県 川崎市 生田病院売店 小売業 その他小売 5%

87,856 神奈川県 川崎市 池田動物病院 サービス その他サービス 5%

87,857 神奈川県 川崎市 居酒屋　八 サービス 飲食業 5%

87,858 神奈川県 川崎市 居酒屋　ちょいと サービス 飲食業 5%

87,859 神奈川県 川崎市 居酒屋ぽちゃ サービス 飲食業 5%

87,860 神奈川県 川崎市 石井タクシー サービス 運輸業 5%

87,861 神奈川県 川崎市 石臼挽き蕎麦　長寿庵 サービス 飲食業 5%

87,862 神奈川県 川崎市 石田ようこ犬と猫の歯科クリニック サービス その他サービス 5%

87,863 神奈川県 川崎市 石原園 小売業 食料品 5%

87,864 神奈川県 川崎市 １１５　近江タクシー サービス 運輸業 5%
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87,865 神奈川県 川崎市 １１７　土橋タクシー サービス 運輸業 5%

87,866 神奈川県 川崎市 １１８　綱本タクシー サービス 運輸業 5%

87,867 神奈川県 川崎市 １９２　巣立タクシー サービス 運輸業 5%

87,868 神奈川県 川崎市 １９８　野村タクシー サービス 運輸業 5%

87,869 神奈川県 川崎市 １９６　粟屋タクシー サービス 運輸業 5%

87,870 神奈川県 川崎市 １５４　林タクシー サービス 運輸業 5%

87,871 神奈川県 川崎市 １３６　山田タクシー サービス 運輸業 5%

87,872 神奈川県 川崎市 １７１　三谷タクシー サービス 運輸業 5%

87,873 神奈川県 川崎市 １７５　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

87,874 神奈川県 川崎市 １７０　板橋タクシー サービス 運輸業 5%

87,875 神奈川県 川崎市 １７２　小倉タクシー サービス 運輸業 5%

87,876 神奈川県 川崎市 一の酉 サービス 飲食業 5%

87,877 神奈川県 川崎市 １８９　橋立タクシー サービス 運輸業 5%

87,878 神奈川県 川崎市 １８６　永山タクシー サービス 運輸業 5%

87,879 神奈川県 川崎市 １４９　宮内タクシー サービス 運輸業 5%

87,880 神奈川県 川崎市 １４３　小川タクシー サービス 運輸業 5%

87,881 神奈川県 川崎市 １４０　荻原タクシー サービス 運輸業 5%

87,882 神奈川県 川崎市 １４７　小宮タクシー サービス 運輸業 5%

87,883 神奈川県 川崎市 １４８　石川タクシー サービス 運輸業 5%

87,884 神奈川県 川崎市 １６５　永濱タクシー サービス 運輸業 5%

87,885 神奈川県 川崎市 １６０　松田タクシー サービス 運輸業 5%

87,886 神奈川県 川崎市 １６７　石塚タクシー サービス 運輸業 5%

87,887 神奈川県 川崎市 １６２　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

87,888 神奈川県 川崎市 １６６　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

87,889 神奈川県 川崎市 Ｉｔ’ｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,890 神奈川県 川崎市 Ｉｔ’ｓ武蔵小杉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,891 神奈川県 川崎市 Ｉｔ’ｓ武蔵小杉店 サービス その他サービス 5%

87,892 神奈川県 川崎市 インフォーマルラーニング サービス その他サービス 5%

87,893 神奈川県 川崎市 魚浜　川崎店 サービス 飲食業 5%

87,894 神奈川県 川崎市 魚政宗　川崎分店 サービス 飲食業 5%

87,895 神奈川県 川崎市 うたの国ショップ サービス その他サービス 5%

87,896 神奈川県 川崎市 ＡＲどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

87,897 神奈川県 川崎市 ＮＩＫＯＭＩＳＴＴＯＫＹＯ サービス 飲食業 5%

87,898 神奈川県 川崎市 ｅｃｒｕ（えくる） サービス その他サービス 5%

87,899 神奈川県 川崎市 エステティックサロン　ケーテ サービス 理容・美容業 5%

87,900 神奈川県 川崎市 夜ノ森　川崎店 サービス 飲食業 5%

87,901 神奈川県 川崎市 ＦＰ＆Ｓ 小売業 電化製品 5%

87,902 神奈川県 川崎市 Ｍ．Ｋファクトリー サービス その他サービス 5%

87,903 神奈川県 川崎市 エムジー昭和 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,904 神奈川県 川崎市 桜華ハウジング サービス その他サービス 5%

87,905 神奈川県 川崎市 大塚電化サービス 小売業 電化製品 5%

87,906 神奈川県 川崎市 お顔そりエステ　ｃｏｋｏｌｏ サービス 理容・美容業 5%
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87,907 神奈川県 川崎市 ＯＡＫ鷺沼 サービス 理容・美容業 5%

87,908 神奈川県 川崎市 オグラ外商部　新百合ヶ丘営業所 小売業 貴金属・服飾品 5%

87,909 神奈川県 川崎市 小倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,910 神奈川県 川崎市 お好み焼　やむやむ サービス 飲食業 5%

87,911 神奈川県 川崎市 オダガワ動物病院 サービス その他サービス 5%

87,912 神奈川県 川崎市 小田栄　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,913 神奈川県 川崎市 小原仏具店　溝ノ口店 小売業 その他小売 5%

87,914 神奈川県 川崎市 オリーブネイル サービス 理容・美容業 5%

87,915 神奈川県 川崎市 オリガ動物病院 サービス その他サービス 5%

87,916 神奈川県 川崎市 ＯＮＤＵＬＡＴｉＯＮ サービス 理容・美容業 5%

87,917 神奈川県 川崎市 カーテン・ファクトリー　高津店 小売業 家具・調度品 5%

87,918 神奈川県 川崎市 カイロ鉄庵 サービス その他サービス 5%

87,919 神奈川県 川崎市 カクヤス　向ヶ丘店 小売業 食料品 5%

87,920 神奈川県 川崎市 カクヤス　武蔵小杉店 小売業 食料品 5%

87,921 神奈川県 川崎市 隠れ家ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＡｎｉｔａ サービス その他サービス 5%

87,922 神奈川県 川崎市 梶ヶ谷　楽山 サービス 飲食業 5%

87,923 神奈川県 川崎市 菓子工房　ラ・ベルージュ　鹿島田駅前店 サービス その他サービス 5%

87,924 神奈川県 川崎市 かしまだ　都鮨 サービス 飲食業 5%

87,925 神奈川県 川崎市 カーショップ　クールランニング サービス その他サービス 5%

87,926 神奈川県 川崎市 カーテンファクトリー　移動ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

87,927 神奈川県 川崎市 加藤商店 サービス その他サービス 5%

87,928 神奈川県 川崎市 カードラボ　武蔵小杉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

87,929 神奈川県 川崎市 神奈川リオネット販売（株）　川崎支店 小売業 その他小売 5%

87,930 神奈川県 川崎市 神奈川菱油第２ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,931 神奈川県 川崎市 かねまつ　川崎アゼリア店 小売業 衣料品 5%

87,932 神奈川県 川崎市 かねまつ　川崎ＢＥ店 小売業 衣料品 5%

87,933 神奈川県 川崎市 カフェアマルグラ サービス 飲食業 5%

87,934 神奈川県 川崎市 株式会社アプライドクリエイター サービス その他サービス 5%

87,935 神奈川県 川崎市 株式会社ｅｌｃｅｒｏ サービス 理容・美容業 5%

87,936 神奈川県 川崎市 株式会社ＣＯＡＲＺ－Ｈ サービス その他サービス 5%

87,937 神奈川県 川崎市 ［ＨＣ］株式会社田島電気 小売業 電化製品 5%

87,938 神奈川県 川崎市 株式会社玉衣 小売業 衣料品 5%

87,939 神奈川県 川崎市 髪工房ホンダ　向ヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

87,940 神奈川県 川崎市 カラオケスタジオ　オペラ　新百合ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

87,941 神奈川県 川崎市 カラオケドルーク サービス その他サービス 5%

87,942 神奈川県 川崎市 カラダストレッチ　武蔵小杉店 サービス その他サービス 5%

87,943 神奈川県 川崎市 ＫＡ・ＲＡ・ＤＡ　ｐｅｏｎｙ　川崎店 サービス その他サービス 5%

87,944 神奈川県 川崎市 カラダファクトリー　京王稲田堤店 サービス その他サービス 5%

87,945 神奈川県 川崎市 カラダファクトリーマーケットスクエア川崎 サービス その他サービス 5%

87,946 神奈川県 川崎市 カラダファクトリー　武蔵小杉店 サービス その他サービス 5%

87,947 神奈川県 川崎市 カラダファクトリー　元住吉店 サービス その他サービス 5%

87,948 神奈川県 川崎市 カルビの王国 サービス 飲食業 5%
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87,949 神奈川県 川崎市 ガレリア 小売業 その他小売 5%

87,950 神奈川県 川崎市 ＢＰＧＬＯＢＡＬ サービス その他サービス 5%

87,951 神奈川県 川崎市 川崎インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,952 神奈川県 川崎市 川崎グランドボウル サービス その他サービス 5%

87,953 神奈川県 川崎市 川崎グリーンプラザホテル サービス 宿泊業 5%

87,954 神奈川県 川崎市 川崎工場前 サービス その他サービス 5%

87,955 神奈川県 川崎市 川崎国際交流センターホテル サービス 宿泊業 5%

87,956 神奈川県 川崎市 川崎住吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,957 神奈川県 川崎市 川崎第一ホテル溝ノ口 サービス 宿泊業 5%

87,958 神奈川県 川崎市 川崎第一ホテル　武蔵新城 サービス 宿泊業 5%

87,959 神奈川県 川崎市 川崎大師ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,960 神奈川県 川崎市 川崎西口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,961 神奈川県 川崎市 川崎ホテルパーク サービス 宿泊業 5%

87,962 神奈川県 川崎市 川崎南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,963 神奈川県 川崎市 元祖ニュータンタン酒場　川崎東口店 サービス 飲食業 5%

87,964 神奈川県 川崎市 漢方の二葉堂 小売業 その他小売 5%

87,965 神奈川県 川崎市 ｋｉｋｉ　ｂｙ　ＫＥＮＪＥ サービス 理容・美容業 5%

87,966 神奈川県 川崎市 季節料理　すだち サービス 飲食業 5%

87,967 神奈川県 川崎市 生そば　入船 サービス 飲食業 5%

87,968 神奈川県 川崎市 ギターシェルター 小売業 その他小売 5%

87,969 神奈川県 川崎市 ＧｕｉｔａｒＳｈｏｐ　Ｂｌｕｅｂｉｒｄ 小売業 その他小売 5%

87,970 神奈川県 川崎市 木所本社ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

87,971 神奈川県 川崎市 ｃａｎｖａｓ． サービス 理容・美容業 5%

87,972 神奈川県 川崎市 牛兵衛　川崎ダイス店 サービス 飲食業 5%

87,973 神奈川県 川崎市 ｃｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

87,974 神奈川県 川崎市 行政書士白川事務所 サービス その他サービス 5%

87,975 神奈川県 川崎市 きりしまフラワー川崎店 小売業 その他小売 5%

87,976 神奈川県 川崎市 吟醸マグロ武蔵小杉 サービス 飲食業 5%

87,977 神奈川県 川崎市 串揚げ処串英 サービス 飲食業 5%

87,978 神奈川県 川崎市 串かつ　でんがな　稲田堤店 サービス 飲食業 5%

87,979 神奈川県 川崎市 串かつ　でんがな　川崎店 サービス 飲食業 5%

87,980 神奈川県 川崎市 串かつ　でんがな　パークタワー新川崎 サービス 飲食業 5%

87,981 神奈川県 川崎市 串かつ　でんがな　溝の口店 サービス 飲食業 5%

87,982 神奈川県 川崎市 串かつ　でんがな　武蔵新城店 サービス 飲食業 5%

87,983 神奈川県 川崎市 串かつ　でんがな　元住吉店 サービス 飲食業 5%

87,984 神奈川県 川崎市 串焼　のんき サービス 飲食業 5%

87,985 神奈川県 川崎市 くし家串猿　武蔵小杉店 サービス 飲食業 5%

87,986 神奈川県 川崎市 クラウドナインスタジオ登戸店 サービス その他サービス 5%

87,987 神奈川県 川崎市 クラウドナインスタジオ宮前平店 サービス その他サービス 5%

87,988 神奈川県 川崎市 Ｃｌａｓｓｙ’ｓ　Ｂａｒ サービス 飲食業 5%

87,989 神奈川県 川崎市 グラッドスタジオ　一級建築士事務所 サービス その他サービス 5%

87,990 神奈川県 川崎市 蔵屋生田店 小売業 その他小売 5%
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87,991 神奈川県 川崎市 クリーニングショップ　グッドＥ サービス その他サービス 5%

87,992 神奈川県 川崎市 クリーニングショップ　グッドＧ サービス その他サービス 5%

87,993 神奈川県 川崎市 クリーニングショップ　グッドＤ サービス その他サービス 5%

87,994 神奈川県 川崎市 栗田病院売店 小売業 その他小売 5%

87,995 神奈川県 川崎市 ＣＲＯＳＳ　ＡｕＴＯ サービス その他サービス 5%

87,996 神奈川県 川崎市 ＧＲＯＷＥＲ 小売業 衣料品 5%

87,997 神奈川県 川崎市 鶏炭 サービス 飲食業 5%

87,998 神奈川県 川崎市 Ｋ’ｓＵｐＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

87,999 神奈川県 川崎市 ＫＴＭ川崎中央 小売業 その他小売 5%

88,000 神奈川県 川崎市 Ｃｏｃｏｂａｒｉ 小売業 その他小売 5%

88,001 神奈川県 川崎市 ｃｏｔｏ サービス 理容・美容業 5%

88,002 神奈川県 川崎市 コープ井田三舞 サービス その他サービス 5%

88,003 神奈川県 川崎市 コープワン サービス 飲食業 5%

88,004 神奈川県 川崎市 コール新丸子 小売業 電化製品 5%

88,005 神奈川県 川崎市 ゴルフ家 小売業 その他小売 5%

88,006 神奈川県 川崎市 カーポート塩浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,007 神奈川県 川崎市 コンフォート中原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,008 神奈川県 川崎市 サイクランド　ナカザワ 小売業 その他小売 5%

88,009 神奈川県 川崎市 斉藤動物病院 サービス その他サービス 5%

88,010 神奈川県 川崎市 さいわい動物病院 サービス その他サービス 5%

88,011 神奈川県 川崎市 大師ＳＳ　栄石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,012 神奈川県 川崎市 サカナバル　川崎店 サービス 飲食業 5%

88,013 神奈川県 川崎市 東神燃料株式会社桜本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,014 神奈川県 川崎市 さつき橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,015 神奈川県 川崎市 ＳＡＴＯＵＮＩＣＯ サービス その他サービス 5%

88,016 神奈川県 川崎市 サミット南加瀬 サービス その他サービス 5%

88,017 神奈川県 川崎市 ＳａｍＳｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

88,018 神奈川県 川崎市 さわのＧｕｉｔａｒＬａｂ． サービス その他サービス 5%

88,019 神奈川県 川崎市 三共クリーニング サービス その他サービス 5%

88,020 神奈川県 川崎市 ３５７０　斉藤タクシー サービス 運輸業 5%

88,021 神奈川県 川崎市 サンザ　川崎支店 サービス 宿泊業 5%

88,022 神奈川県 川崎市 ３７０２　坂本タクシー サービス 運輸業 5%

88,023 神奈川県 川崎市 山王園 サービス その他サービス 5%

88,024 神奈川県 川崎市 サンパーキング　羽田 サービス その他サービス 5%

88,025 神奈川県 川崎市 ＧＬＰ川崎売店 小売業 食料品 5%

88,026 神奈川県 川崎市 シエル 小売業 衣料品 5%

88,027 神奈川県 川崎市 しおざわ治療院 サービス 理容・美容業 5%

88,028 神奈川県 川崎市 塩浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,029 神奈川県 川崎市 シグナルキャット 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

88,030 神奈川県 川崎市 島崎商店　馬絹店 小売業 家具・調度品 5%

88,031 神奈川県 川崎市 シマヤ釣具　川崎本店 小売業 その他小売 5%

88,032 神奈川県 川崎市 清水商会 小売業 その他小売 5%
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88,033 神奈川県 川崎市 下麻生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,034 神奈川県 川崎市 シャノアール向ヶ丘遊園店 サービス 飲食業 5%

88,035 神奈川県 川崎市 しゃむろっく 小売業 衣料品 5%

88,036 神奈川県 川崎市 じゃんぱら　川崎店 小売業 電化製品 5%

88,037 神奈川県 川崎市 手芸センタードリームクロスガーデン川崎店 小売業 その他小売 5%

88,038 神奈川県 川崎市 酒彩蕎麦楽　芳寿 サービス 飲食業 5%

88,039 神奈川県 川崎市 旬菜居酒屋なごみ サービス 飲食業 5%

88,040 神奈川県 川崎市 ジョイセルフ南加瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,041 神奈川県 川崎市 湘南堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

88,042 神奈川県 川崎市 湘南堂　向ヶ丘店 小売業 貴金属・服飾品 5%

88,043 神奈川県 川崎市 食道園 サービス 飲食業 5%

88,044 神奈川県 川崎市 Ｃ－ＬＯＯＰ　ＵＮＩＴＥＤ　ＶＩＶ サービス 理容・美容業 5%

88,045 神奈川県 川崎市 新川崎雲山堂 小売業 その他小売 5%

88,046 神奈川県 川崎市 しんゆり写真工房彩 サービス その他サービス 5%

88,047 神奈川県 川崎市 すがや 小売業 その他小売 5%

88,048 神奈川県 川崎市 寿司と肴　活はる サービス 飲食業 5%

88,049 神奈川県 川崎市 Ｓｕｓｈｉ橋口 サービス 飲食業 5%

88,050 神奈川県 川崎市 スズラン・アネックス サービス 理容・美容業 5%

88,051 神奈川県 川崎市 スズラン美容室ウィズ サービス 理容・美容業 5%

88,052 神奈川県 川崎市 スズラン美容室本店 サービス 理容・美容業 5%

88,053 神奈川県 川崎市 スタジオ・シモムラ サービス その他サービス 5%

88,054 神奈川県 川崎市 スタジオオプシス サービス 理容・美容業 5%

88,055 神奈川県 川崎市 Ｓｔａｎｄｉｎｇ　Ｂａｒ　けむり サービス 飲食業 5%

88,056 神奈川県 川崎市 スーパークリシマ　はるひ野店 小売業 食料品 5%

88,057 神奈川県 川崎市 スーパーヘアーヤング サービス 理容・美容業 5%

88,058 神奈川県 川崎市 炭焼きとワイン　ＰＥＱＵＥ サービス 飲食業 5%

88,059 神奈川県 川崎市 整体院ｓｏｅｌ サービス その他サービス 5%

88,060 神奈川県 川崎市 整体院　ｍｅｇｕｒｕ サービス その他サービス 5%

88,061 神奈川県 川崎市 セオサイクル　川崎店 小売業 その他小売 5%

88,062 神奈川県 川崎市 セオサイクル　新城店 小売業 その他小売 5%

88,063 神奈川県 川崎市 セオサイクル元住吉店 小売業 その他小売 5%

88,064 神奈川県 川崎市 ＳＥＰＲＯＯＭ サービス 飲食業 5%

88,065 神奈川県 川崎市 ０３５０　安齋タクシー サービス 運輸業 5%

88,066 神奈川県 川崎市 園部輪業 小売業 その他小売 5%

88,067 神奈川県 川崎市 そめの近江　武蔵新城 小売業 衣料品 5%

88,068 神奈川県 川崎市 ＳＯＬＥ溝の口店 サービス 理容・美容業 5%

88,069 神奈川県 川崎市 大栄建材 小売業 家具・調度品 5%

88,070 神奈川県 川崎市 ダイショウ 小売業 その他小売 5%

88,071 神奈川県 川崎市 Ｄｉｃｅ川崎チネチッタ店 サービス その他サービス 5%

88,072 神奈川県 川崎市 Ｄｉｃｅ川崎仲見世通店 サービス その他サービス 5%

88,073 神奈川県 川崎市 Ｄｉｃｅ溝口店 サービス その他サービス 5%

88,074 神奈川県 川崎市 第二京浜川崎　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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88,075 神奈川県 川崎市 平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,076 神奈川県 川崎市 台和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,077 神奈川県 川崎市 ダイワサイクル　川崎多摩店 小売業 その他小売 5%

88,078 神奈川県 川崎市 ダイワサイクル　川崎野川店 小売業 その他小売 5%

88,079 神奈川県 川崎市 ダイワサイクル　幸店 小売業 その他小売 5%

88,080 神奈川県 川崎市 ダイワサイクル　宮前店 小売業 その他小売 5%

88,081 神奈川県 川崎市 高砂交通株式会社 サービス 運輸業 5%

88,082 神奈川県 川崎市 髙瀬クリーニング　下新城店（店内） 小売業 衣料品 5%

88,083 神奈川県 川崎市 髙瀬クリーニング　中原店（店内） 小売業 衣料品 5%

88,084 神奈川県 川崎市 株式会社高津石油 小売業 その他小売 5%

88,085 神奈川県 川崎市 高津中央病院売店 小売業 その他小売 5%

88,086 神奈川県 川崎市 高野動物病院 サービス その他サービス 5%

88,087 神奈川県 川崎市 竹原獣医科医院 サービス その他サービス 5%

88,088 神奈川県 川崎市 たじま動物病院 サービス その他サービス 5%

88,089 神奈川県 川崎市 たちばなペットクリニック サービス その他サービス 5%

88,090 神奈川県 川崎市 ダーツハイブ川崎店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

88,091 神奈川県 川崎市 ダブルクラッチ合同会社 サービス その他サービス 5%

88,092 神奈川県 川崎市 多摩川ドグウッドクラブ 小売業 その他小売 5%

88,093 神奈川県 川崎市 多摩田園タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

88,094 神奈川県 川崎市 田村商事　川崎営業所 小売業 食料品 5%

88,095 神奈川県 川崎市 たんす屋　川崎店 小売業 衣料品 5%

88,096 神奈川県 川崎市 小さな庭 小売業 その他小売 5%

88,097 神奈川県 川崎市 Ｃｈｅｒｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%

88,098 神奈川県 川崎市 ちからこぶ サービス 飲食業 5%

88,099 神奈川県 川崎市 中華食堂かどや サービス 飲食業 5%

88,100 神奈川県 川崎市 都夏　溝ノ口店 サービス 飲食業 5%

88,101 神奈川県 川崎市 つな八　溝口店 サービス 飲食業 5%

88,102 神奈川県 川崎市 釣り助 小売業 その他小売 5%

88,103 神奈川県 川崎市 ツールオフ神奈川・川崎店 小売業 その他小売 5%

88,104 神奈川県 川崎市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　川崎ルフロン店 サービス 理容・美容業 5%

88,105 神奈川県 川崎市 ＤＩＰＰＩＥ 小売業 衣料品 5%

88,106 神奈川県 川崎市 有限会社　Ｄｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

88,107 神奈川県 川崎市 手打ちそば更科 サービス 飲食業 5%

88,108 神奈川県 川崎市 鉄板居酒屋すずらん サービス 飲食業 5%

88,109 神奈川県 川崎市 １０ＣＣｇｒｏｗｖｅ サービス 理容・美容業 5%

88,110 神奈川県 川崎市 東海大相模中等部３３期同窓会 サービス その他サービス 5%

88,111 神奈川県 川崎市 東京ＦＵＴＯＮカンパニー　小杉店 小売業 その他小売 5%

88,112 神奈川県 川崎市 Ｔｏｋｙｏ　Ｒｉｃｅ　Ｗｉｎｅ サービス 飲食業 5%

88,113 神奈川県 川崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ宿河原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,114 神奈川県 川崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新丸子店 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,115 神奈川県 川崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新百合ケ丘店 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,116 神奈川県 川崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ御幸店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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88,117 神奈川県 川崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ宮崎台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,118 神奈川県 川崎市 ドコモショップ鷺沼店 小売業 電化製品 2%

88,119 神奈川県 川崎市 ドコモショップ新城店 小売業 電化製品 2%

88,120 神奈川県 川崎市 ドコモショップ溝の口店 小売業 電化製品 2%

88,121 神奈川県 川崎市 トステム宮前平 サービス その他サービス 5%

88,122 神奈川県 川崎市 トップ小田店 小売業 食料品 5%

88,123 神奈川県 川崎市 トップパルケ久地店 小売業 食料品 5%

88,124 神奈川県 川崎市 Ｄｒｕｇｓｔｏｒｅ灰吹屋　高津西口店 小売業 その他小売 5%

88,125 神奈川県 川崎市 Ｄｒｕｇｓｔｏｒｅ灰吹屋　宮前平店 小売業 その他小売 5%

88,126 神奈川県 川崎市 Ｄｒｕｇｓｔｏｒｅ灰吹屋　宮崎台駅前店 小売業 その他小売 5%

88,127 神奈川県 川崎市 Ｄｒｕｇｓｔｏｒｅ灰吹屋　読売ランド店 小売業 その他小売 5%

88,128 神奈川県 川崎市 灰吹屋薬局ドラッグ溝口店 小売業 その他小売 5%

88,129 神奈川県 川崎市 トラットリア　アッラマーノ サービス 飲食業 5%

88,130 神奈川県 川崎市 鳥将 サービス 飲食業 5%

88,131 神奈川県 川崎市 とんかつの店　かつ善 サービス 飲食業 5%

88,132 神奈川県 川崎市 中丸子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,133 神奈川県 川崎市 なご美寿し サービス 飲食業 5%

88,134 神奈川県 川崎市 ７８８７　村田タクシー サービス 運輸業 5%

88,135 神奈川県 川崎市 ｎａｎｅａ～溝の口整体院 サービス その他サービス 5%

88,136 神奈川県 川崎市 なべ金 サービス 飲食業 5%

88,137 神奈川県 川崎市 並木自動車工業 サービス その他サービス 5%

88,138 神奈川県 川崎市 なんぺいの木 小売業 食料品 5%

88,139 神奈川県 川崎市 にぃしょうわしょう サービス 飲食業 5%

88,140 神奈川県 川崎市 ２１２　峯村タクシー サービス 運輸業 5%

88,141 神奈川県 川崎市 ２１４　大竹タクシー サービス 運輸業 5%

88,142 神奈川県 川崎市 ニコ・ドライブ 小売業 その他小売 5%

88,143 神奈川県 川崎市 ２５５　生方タクシー サービス 運輸業 5%

88,144 神奈川県 川崎市 ニコジェム サービス 理容・美容業 5%

88,145 神奈川県 川崎市 ２５７　前田タクシー サービス 運輸業 5%

88,146 神奈川県 川崎市 にこにこ助産院 小売業 その他小売 5%

88,147 神奈川県 川崎市 ２５６　貫井タクシー サービス 運輸業 5%

88,148 神奈川県 川崎市 ２３５０　加藤タクシー サービス 運輸業 5%

88,149 神奈川県 川崎市 にじいろカフェ サービス 飲食業 5%

88,150 神奈川県 川崎市 ２０８　野村タクシー サービス 運輸業 5%

88,151 神奈川県 川崎市 ニッセンシェイプファンデサロンドラメール 小売業 衣料品 5%

88,152 神奈川県 川崎市 ニッセンシェイプファンデサロンドルシア 小売業 衣料品 5%

88,153 神奈川県 川崎市 ２７３　小林タクシー サービス 運輸業 5%

88,154 神奈川県 川崎市 ２７２　石川タクシー サービス 運輸業 5%

88,155 神奈川県 川崎市 ２７４　安田タクシー サービス 運輸業 5%

88,156 神奈川県 川崎市 ２２３　青木タクシー サービス 運輸業 5%

88,157 神奈川県 川崎市 ２２６　滝沢タクシー サービス 運輸業 5%

88,158 神奈川県 川崎市 日本鋼管１Ｆ病院売店 小売業 その他小売 5%
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88,159 神奈川県 川崎市 日本大漁物語きじま　川崎店 サービス 飲食業 5%

88,160 神奈川県 川崎市 日本ペットシッターサービス麻生店 サービス その他サービス 5%

88,161 神奈川県 川崎市 ニューヤヒロパルケ稲田堤駅前店 小売業 食料品 5%

88,162 神奈川県 川崎市 ２４３　杉山タクシー サービス 運輸業 5%

88,163 神奈川県 川崎市 ２４２　﨑野タクシー サービス 運輸業 5%

88,164 神奈川県 川崎市 ２４４　市原タクシー サービス 運輸業 5%

88,165 神奈川県 川崎市 ２４６　内田タクシー サービス 運輸業 5%

88,166 神奈川県 川崎市 ２６１　泉タクシー サービス 運輸業 5%

88,167 神奈川県 川崎市 ２６５　八巻タクシー サービス 運輸業 5%

88,168 神奈川県 川崎市 ２６０　小髙タクシー サービス 運輸業 5%

88,169 神奈川県 川崎市 ２６８　宮田タクシー サービス 運輸業 5%

88,170 神奈川県 川崎市 ｎｅｕｅｍｅ サービス 理容・美容業 5%

88,171 神奈川県 川崎市 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ａｎ サービス 理容・美容業 5%

88,172 神奈川県 川崎市 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ｅｍ サービス 理容・美容業 5%

88,173 神奈川県 川崎市 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ｃａｌｍｅ サービス 理容・美容業 5%

88,174 神奈川県 川崎市 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ｃｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

88,175 神奈川県 川崎市 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ｍｏｃｃａ サービス 理容・美容業 5%

88,176 神奈川県 川崎市 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ｌｏｔｔａ サービス 理容・美容業 5%

88,177 神奈川県 川崎市 Ｎｅｏｌｉｖｅ３ サービス 理容・美容業 5%

88,178 神奈川県 川崎市 ノアテック サービス その他サービス 5%

88,179 神奈川県 川崎市 野上畳店 サービス その他サービス 5%

88,180 神奈川県 川崎市 野川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,181 神奈川県 川崎市 登戸カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

88,182 神奈川県 川崎市 ハートメンタルケア サービス その他サービス 5%

88,183 神奈川県 川崎市 ハイフキヤドラッグ鷺沼店 小売業 その他小売 5%

88,184 神奈川県 川崎市 灰吹屋ノクティ店 小売業 その他小売 5%

88,185 神奈川県 川崎市 ８６００　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

88,186 神奈川県 川崎市 Ｈａｐｐｙ川崎店 小売業 その他小売 5%

88,187 神奈川県 川崎市 ＨＥＡＲＴＩＥＳ　ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳ． サービス その他サービス 5%

88,188 神奈川県 川崎市 パティスリー　ノコノコ 小売業 食料品 5%

88,189 神奈川県 川崎市 パティスリーパーク サービス 飲食業 5%

88,190 神奈川県 川崎市 ＨｅｒｂＤｉｎｅｒ＆Ｂａｒジャックポット サービス 飲食業 5%

88,191 神奈川県 川崎市 ｈａｍｍ サービス 理容・美容業 5%

88,192 神奈川県 川崎市 はら酒店 小売業 食料品 5%

88,193 神奈川県 川崎市 はりきゅう院　ＬｉｔｔｌｅＦｏｏｔ サービス その他サービス 5%

88,194 神奈川県 川崎市 ＨＡＬ　ＩＭＰＯＲＴ　新丸子店 小売業 衣料品 5%

88,195 神奈川県 川崎市 パルミラ 小売業 衣料品 5%

88,196 神奈川県 川崎市 パワーズ サービス 飲食業 5%

88,197 神奈川県 川崎市 バンガローハウス元住吉店 サービス その他サービス 5%

88,198 神奈川県 川崎市 はんこ家一番溝の口店 小売業 その他小売 5%

88,199 神奈川県 川崎市 伴屋／禅 サービス 飲食業 5%

88,200 神奈川県 川崎市 Ｂｅ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｍａｒｋｅｔ 小売業 食料品 5%
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88,201 神奈川県 川崎市 ひない小町　川崎店 サービス 飲食業 5%

88,202 神奈川県 川崎市 日々薬 サービス 飲食業 5%

88,203 神奈川県 川崎市 ビューティサロン　フェアレディー サービス 理容・美容業 5%

88,204 神奈川県 川崎市 ビューテータナカ　川崎店 サービス 理容・美容業 5%

88,205 神奈川県 川崎市 美容室　ＨＡＩＲ＆ＬＩＶＩＮＧＰＯＳＴＡ サービス 理容・美容業 5%

88,206 神奈川県 川崎市 ひるた眼鏡店ｄｕｅｎｏｖｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

88,207 神奈川県 川崎市 ビンゴ動物病院 サービス その他サービス 5%

88,208 神奈川県 川崎市 ファイテンショップ　新丸子店 小売業 その他小売 5%

88,209 神奈川県 川崎市 ファッションガーデン・イケガミ川崎店 小売業 衣料品 5%

88,210 神奈川県 川崎市 ｐｈｉｇａｓｕｉ サービス その他サービス 5%

88,211 神奈川県 川崎市 福治 サービス 飲食業 5%

88,212 神奈川県 川崎市 ＢＯＯＫＯＦＦ　川崎長沢店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

88,213 神奈川県 川崎市 ブナの森動物病院 サービス その他サービス 5%

88,214 神奈川県 川崎市 ＦｕｔｕｒｅＣｈｏｉｃｅ学習ゼミ サービス その他サービス 5%

88,215 神奈川県 川崎市 プラザロード千年ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,216 神奈川県 川崎市 ブランカスタ　元住吉店 小売業 その他小売 5%

88,217 神奈川県 川崎市 ブランドリサイクルサロンドペーパ 小売業 その他小売 5%

88,218 神奈川県 川崎市 ＢＬＩＳＥ サービス 理容・美容業 5%

88,219 神奈川県 川崎市 ブレーメン通り　富士見庵 サービス 飲食業 5%

88,220 神奈川県 川崎市 プレジャ－ サービス その他サービス 5%

88,221 神奈川県 川崎市 プレミアム音楽教室 サービス その他サービス 5%

88,222 神奈川県 川崎市 フローラいとう 小売業 その他小売 5%

88,223 神奈川県 川崎市 ＦＬＯＲＡ　ＨＩＦＵ　川崎店 サービス 理容・美容業 5%

88,224 神奈川県 川崎市 フローラルグリーン 小売業 その他小売 5%

88,225 神奈川県 川崎市 文化堂　川崎店 小売業 食料品 5%

88,226 神奈川県 川崎市 ヘアーアトリエ　コロネ サービス 理容・美容業 5%

88,227 神奈川県 川崎市 ヘアーアレンジメントボガスティー サービス 理容・美容業 5%

88,228 神奈川県 川崎市 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　Ｒｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

88,229 神奈川県 川崎市 ヘアーコミュニティーティートゥリースター サービス 理容・美容業 5%

88,230 神奈川県 川崎市 ヘア－コレクションフル－ル サービス 理容・美容業 5%

88,231 神奈川県 川崎市 ＪＭ／ヘアサロン　コクブン サービス 理容・美容業 5%

88,232 神奈川県 川崎市 ヘアーサロンクジャク サービス 理容・美容業 5%

88,233 神奈川県 川崎市 ヘアーサロン　パルケ サービス 理容・美容業 5%

88,234 神奈川県 川崎市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ａｎｙ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

88,235 神奈川県 川崎市 ペットエコ　ＤＰＯ　元住吉店 小売業 その他小売 5%

88,236 神奈川県 川崎市 ベルライム　元住吉店 小売業 家具・調度品 5%

88,237 神奈川県 川崎市 ベローチェ川崎新川通り店 サービス 飲食業 5%

88,238 神奈川県 川崎市 ベローチェ新百合ヶ丘店 サービス 飲食業 5%

88,239 神奈川県 川崎市 Ｂｅｎｃｈ サービス 理容・美容業 5%

88,240 神奈川県 川崎市 ベンチマーク 小売業 衣料品 5%

88,241 神奈川県 川崎市 ホームセンタースズキ 小売業 その他小売 5%

88,242 神奈川県 川崎市 ＨＯＧＵＭＩ川崎店 サービス その他サービス 5%
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88,243 神奈川県 川崎市 ＨＯＴＥＬ　ｃｏｏｊｕ　ｋａｗａｓａｋｉ サービス 宿泊業 5%

88,244 神奈川県 川崎市 ホテル　ノアノア サービス 宿泊業 5%

88,245 神奈川県 川崎市 ホテルサンロイヤル川崎 サービス 宿泊業 5%

88,246 神奈川県 川崎市 ホテル精養軒 サービス 宿泊業 5%

88,247 神奈川県 川崎市 ホテルラムセスコート サービス 宿泊業 5%

88,248 神奈川県 川崎市 ホビーステーション溝口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

88,249 神奈川県 川崎市 ホビーステーション　川崎店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

88,250 神奈川県 川崎市 ホーム＆ガーデン　島崎商店 小売業 家具・調度品 5%

88,251 神奈川県 川崎市 ホームドライ武蔵小杉店 サービス その他サービス 5%

88,252 神奈川県 川崎市 ホームドライ元住吉店 サービス その他サービス 5%

88,253 神奈川県 川崎市 ｍａ－ｇａ サービス 理容・美容業 5%

88,254 神奈川県 川崎市 マークスアンドウェブ　新百合ヶ丘ショップ 小売業 その他小売 5%

88,255 神奈川県 川崎市 マーク動物病院 サービス その他サービス 5%

88,256 神奈川県 川崎市 マクドナルド稲田堤店 サービス 飲食業 2%

88,257 神奈川県 川崎市 マクドナルド小田急新百合ヶ丘店 サービス 飲食業 2%

88,258 神奈川県 川崎市 マクドナルド小田急読売ランド駅前店 サービス 飲食業 2%

88,259 神奈川県 川崎市 マクドナルド川崎初山店 サービス 飲食業 2%

88,260 神奈川県 川崎市 マクドナルド久地駅前店 サービス 飲食業 2%

88,261 神奈川県 川崎市 マクドナルド下麻生店 サービス 飲食業 2%

88,262 神奈川県 川崎市 マクドナルド新百合ヶ丘北口店 サービス 飲食業 2%

88,263 神奈川県 川崎市 マクドナルド高津駅前店 サービス 飲食業 2%

88,264 神奈川県 川崎市 マクドナルド東名川崎インター店 サービス 飲食業 2%

88,265 神奈川県 川崎市 マクドナルド２４６梶ヶ谷店 サービス 飲食業 2%

88,266 神奈川県 川崎市 マクドナルド登戸店 サービス 飲食業 2%

88,267 神奈川県 川崎市 マクドナルドはるひ野店 サービス 飲食業 2%

88,268 神奈川県 川崎市 マクドナルド府中街道生田店 サービス 飲食業 2%

88,269 神奈川県 川崎市 マクドナルドフレルさぎ沼店 サービス 飲食業 2%

88,270 神奈川県 川崎市 マクドナルド溝の口イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

88,271 神奈川県 川崎市 マクドナルド向ヶ丘遊園駅前店 サービス 飲食業 2%

88,272 神奈川県 川崎市 誠屋　梶ヶ谷店 サービス その他サービス 5%

88,273 神奈川県 川崎市 誠屋　上作店 サービス その他サービス 5%

88,274 神奈川県 川崎市 誠屋　鷺沼小台店 サービス その他サービス 5%

88,275 神奈川県 川崎市 誠屋　下作店 サービス その他サービス 5%

88,276 神奈川県 川崎市 誠屋　新百合ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

88,277 神奈川県 川崎市 誠屋　末長店 サービス その他サービス 5%

88,278 神奈川県 川崎市 誠屋　諏訪店 サービス その他サービス 5%

88,279 神奈川県 川崎市 誠屋　久本店 サービス その他サービス 5%

88,280 神奈川県 川崎市 誠屋　本店 サービス その他サービス 5%

88,281 神奈川県 川崎市 誠屋　宮崎店 サービス その他サービス 5%

88,282 神奈川県 川崎市 誠屋　宮前平店 サービス その他サービス 5%

88,283 神奈川県 川崎市 誠屋　リフォーム店 サービス その他サービス 5%

88,284 神奈川県 川崎市 まさきち サービス 飲食業 5%
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88,285 神奈川県 川崎市 正木屋 小売業 その他小売 5%

88,286 神奈川県 川崎市 マジックプライス　川崎店 小売業 その他小売 5%

88,287 神奈川県 川崎市 マジックプライス　新城駅前店 小売業 その他小売 5%

88,288 神奈川県 川崎市 マジックプライス　溝口店 小売業 その他小売 5%

88,289 神奈川県 川崎市 Ｍｕｓｔ＆ｃｏ． サービス 理容・美容業 5%

88,290 神奈川県 川崎市 まつげ家ｋｕｒｕｎ　川崎店 サービス 理容・美容業 5%

88,291 神奈川県 川崎市 株式会社ＭＡＲＵＺＥＮ 小売業 その他小売 5%

88,292 神奈川県 川崎市 ミスタービルド　生田 小売業 その他小売 5%

88,293 神奈川県 川崎市 ミズノカメラ 小売業 その他小売 5%

88,294 神奈川県 川崎市 瑞テクノ株式会社神奈川営業所 小売業 電化製品 5%

88,295 神奈川県 川崎市 みつはし動物病院 サービス その他サービス 5%

88,296 神奈川県 川崎市 ミドリ薬局 小売業 その他小売 5%

88,297 神奈川県 川崎市 ＭｕｓｅＥｋｏ サービス その他サービス 5%

88,298 神奈川県 川崎市 美好屋 サービス 飲食業 5%

88,299 神奈川県 川崎市 向河原ＳＳ　株式会社イトー 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,300 神奈川県 川崎市 村田写真館 サービス その他サービス 5%

88,301 神奈川県 川崎市 ムラヤマ 小売業 衣料品 5%

88,302 神奈川県 川崎市 ムーングロウダイナー サービス 飲食業 5%

88,303 神奈川県 川崎市 明生タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

88,304 神奈川県 川崎市 メガネサロンルック　向ヶ丘店 小売業 貴金属・服飾品 5%

88,305 神奈川県 川崎市 メガネストアー川崎大師店 小売業 その他小売 5%

88,306 神奈川県 川崎市 メガネストアー溝ノ口中央店 小売業 その他小売 5%

88,307 神奈川県 川崎市 メガネストアー溝ノ口店 小売業 その他小売 5%

88,308 神奈川県 川崎市 メガネストアー武蔵中原店 小売業 その他小売 5%

88,309 神奈川県 川崎市 メガネのコイヌマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

88,310 神奈川県 川崎市 メガネのコイヌマ　日航ビル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

88,311 神奈川県 川崎市 メガネのコイヌマ　パレール店 小売業 貴金属・服飾品 5%

88,312 神奈川県 川崎市 メガネの美光 小売業 貴金属・服飾品 5%

88,313 神奈川県 川崎市 Ｍｅｔａｍｏｒｐｈｏｓｉｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

88,314 神奈川県 川崎市 メリーランド宮崎台 サービス 理容・美容業 5%

88,315 神奈川県 川崎市 メンズヘアーサロンジュン サービス 理容・美容業 5%

88,316 神奈川県 川崎市 もつ鍋九一 サービス 飲食業 5%

88,317 神奈川県 川崎市 元住吉からき動物病院 サービス その他サービス 5%

88,318 神奈川県 川崎市 ＹＡｕｔｈ．ｊｐＬＬＣ サービス その他サービス 5%

88,319 神奈川県 川崎市 八百惣 小売業 その他小売 5%

88,320 神奈川県 川崎市 焼鳥　大鴻 サービス 飲食業 5%

88,321 神奈川県 川崎市 焼肉牛慶 サービス 飲食業 5%

88,322 神奈川県 川崎市 焼肉屋くいどん中原店 サービス 飲食業 5%

88,323 神奈川県 川崎市 山佐塗装店 サービス その他サービス 5%

88,324 神奈川県 川崎市 闇市肉酒場 サービス 飲食業 5%

88,325 神奈川県 川崎市 八幡園 小売業 その他小売 5%

88,326 神奈川県 川崎市 有限会社オートフォース サービス その他サービス 5%
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88,327 神奈川県 川崎市 ［ＨＣ］有限会社石野電気柿生店 小売業 電化製品 5%

88,328 神奈川県 川崎市 ［ＨＣ］（有）川崎家電 小売業 電化製品 5%

88,329 神奈川県 川崎市 ㈲靴の岳未 小売業 衣料品 5%

88,330 神奈川県 川崎市 有限会社クールランニング 小売業 その他小売 5%

88,331 神奈川県 川崎市 ［ＨＣ］有限会社マカナエ電気 小売業 電化製品 5%

88,332 神奈川県 川崎市 ユキベルファム　川崎店 小売業 衣料品 5%

88,333 神奈川県 川崎市 ユーズドカーレンタル サービス その他サービス 5%

88,334 神奈川県 川崎市 Ｙ’ｕｎａｍａｎｏ．３２ サービス 飲食業 5%

88,335 神奈川県 川崎市 ｕｎｉｏｎ　ｎａｉｌ　川崎店 サービス 理容・美容業 5%

88,336 神奈川県 川崎市 ゆりストア　百合丘本店 小売業 食料品 5%

88,337 神奈川県 川崎市 ゆりストア　生田店 小売業 食料品 5%

88,338 神奈川県 川崎市 ゆりストア　王禅寺店 小売業 食料品 5%

88,339 神奈川県 川崎市 ゆりストア　千代ヶ丘店 小売業 食料品 5%

88,340 神奈川県 川崎市 ゆりストア　星ヶ丘店 小売業 食料品 5%

88,341 神奈川県 川崎市 ＹＯＳＡＰＡＲＫ　鹿島田店 サービス その他サービス 5%

88,342 神奈川県 川崎市 吉澤電機 小売業 電化製品 5%

88,343 神奈川県 川崎市 ラ・クープ サービス 理容・美容業 5%

88,344 神奈川県 川崎市 雷音　溝ノ口店 サービス 飲食業 5%

88,345 神奈川県 川崎市 らくりん館川崎多摩店 小売業 その他小売 5%

88,346 神奈川県 川崎市 ＬＡＴＨＲＩＬＬＳ 小売業 衣料品 5%

88,347 神奈川県 川崎市 ラムセスコート サービス 宿泊業 5%

88,348 神奈川県 川崎市 りかペットクリニック サービス その他サービス 5%

88,349 神奈川県 川崎市 リサイクルセンターアールワン 小売業 その他小売 5%

88,350 神奈川県 川崎市 リサイクルセンターアールワン　登戸店 小売業 その他小売 5%

88,351 神奈川県 川崎市 リサイクルセンターアールワン柿生 小売業 その他小売 5%

88,352 神奈川県 川崎市 リサイクルセンターアールワン宿河 小売業 その他小売 5%

88,353 神奈川県 川崎市 リサイクルセンターアールワン登戸 小売業 その他小売 5%

88,354 神奈川県 川崎市 リサイクルセンターアールワン読売 小売業 その他小売 5%

88,355 神奈川県 川崎市 リバースイトーヨーカドー川崎店 小売業 その他小売 5%

88,356 神奈川県 川崎市 リファイン川崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

88,357 神奈川県 川崎市 リプル動物病院 サービス その他サービス 5%

88,358 神奈川県 川崎市 リフレッシュセンターリラックス元住吉店 サービス その他サービス 5%

88,359 神奈川県 川崎市 リボルト川崎 サービス その他サービス 5%

88,360 神奈川県 川崎市 理容室くどう サービス 理容・美容業 5%

88,361 神奈川県 川崎市 リラクゼーションサロン良圧　鹿島田店 サービス その他サービス 5%

88,362 神奈川県 川崎市 リラクゼーションサロン良圧　元住吉店 サービス その他サービス 5%

88,363 神奈川県 川崎市 Ｒｅｇａｌｏ サービス 理容・美容業 5%

88,364 神奈川県 川崎市 レストランアプローズ サービス 飲食業 5%

88,365 神奈川県 川崎市 れんがのいえ動物病院 サービス その他サービス 5%

88,366 神奈川県 川崎市 ＲＯＹ サービス その他サービス 5%

88,367 神奈川県 川崎市 ローゼプランテ小杉店 サービス 理容・美容業 5%

88,368 神奈川県 川崎市 ワイルドスタイルカスタムズ 小売業 その他小売 5%
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88,369 神奈川県 川崎市 ワイン食堂　ｏｒｅｃｃｈｉｏ サービス 飲食業 5%

88,370 神奈川県 川崎市 若竹鉄板酒場川崎店 サービス 飲食業 5%

88,371 神奈川県 川崎市 ワタナベ獣医科医院 サービス その他サービス 5%

88,372 神奈川県 川崎市 わたりだ動物病院 サービス その他サービス 5%

88,373 神奈川県 川崎市 ワ－ルドリンク サービス その他サービス 5%

88,374 神奈川県 川崎市 わんさか酒場 サービス 飲食業 5%

88,375 神奈川県 川崎市 ワンセイビア元住吉店 サービス 理容・美容業 5%

88,376 神奈川県 川崎市 わんちゃんねこちゃんランド 小売業 その他小売 5%

88,377 神奈川県 川崎市麻生区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｕｘ新百合ケ丘 サービス 理容・美容業 5%

88,378 神奈川県 川崎市麻生区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ新百合ケ丘 サービス 理容・美容業 5%

88,379 神奈川県 川崎市麻生区 あさおシルバータクシー サービス 運輸業 5%

88,380 神奈川県 川崎市麻生区 朝日電気商会千代ヶ丘店 小売業 電化製品 5%

88,381 神奈川県 川崎市麻生区 アジアンビストロＤＡＩ新百合ヶ丘店 サービス 飲食業 5%

88,382 神奈川県 川崎市麻生区 雨宮家庭電器本店 小売業 電化製品 5%

88,383 神奈川県 川崎市麻生区 アルテの食パン 小売業 食料品 5%

88,384 神奈川県 川崎市麻生区 アロマサロンロワゾブルー サービス 理容・美容業 5%

88,385 神奈川県 川崎市麻生区 居酒屋山ちゃん サービス 飲食業 5%

88,386 神奈川県 川崎市麻生区 イシムラ電気設備 サービス その他サービス 5%

88,387 神奈川県 川崎市麻生区 ウィンクス株式会社 サービス その他サービス 5%

88,388 神奈川県 川崎市麻生区 合同会社ＥＶＥＲＴＲＥＮＤ サービス その他サービス 5%

88,389 神奈川県 川崎市麻生区 革工房ＥＶＥＲＦＲＥＥ 小売業 衣料品 5%

88,390 神奈川県 川崎市麻生区 なし サービス その他サービス 5%

88,391 神奈川県 川崎市麻生区 王禅寺東治療室 サービス 理容・美容業 5%

88,392 神奈川県 川崎市麻生区 オリックスレンタカー柿生駅前店 サービス その他サービス 2%

88,393 神奈川県 川崎市麻生区 ＣＵＴＳＴＵＤＩＯＴＡＫＥ５ サービス 理容・美容業 5%

88,394 神奈川県 川崎市麻生区 株式会社ビュグラー サービス その他サービス 5%

88,395 神奈川県 川崎市麻生区 鎌倉ラポール　新百合ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

88,396 神奈川県 川崎市麻生区 Ｃａｌｌａ＆Ｃｏｌｏｒ サービス その他サービス 5%

88,397 神奈川県 川崎市麻生区 Ｃａｌｌａ Ｃｏｌｏｒ アトリエ百合丘 サービス その他サービス 5%

88,398 神奈川県 川崎市麻生区 ガレージネクスト サービス その他サービス 5%

88,399 神奈川県 川崎市麻生区 セブン－イレブン川崎麻生警察署前店 小売業 食料品 2%

88,400 神奈川県 川崎市麻生区 セブン－イレブン川崎王禅寺東４丁目店 小売業 食料品 2%

88,401 神奈川県 川崎市麻生区 セブン－イレブン川崎柿生駅前店 小売業 食料品 2%

88,402 神奈川県 川崎市麻生区 セブン－イレブン川崎下麻生団地店 小売業 食料品 2%

88,403 神奈川県 川崎市麻生区 セブン－イレブン川崎下麻生店 小売業 食料品 2%

88,404 神奈川県 川崎市麻生区 セブン－イレブン川崎新百合ヶ丘東店 小売業 食料品 2%

88,405 神奈川県 川崎市麻生区 セブン－イレブン川崎万福寺３丁目店 小売業 食料品 2%

88,406 神奈川県 川崎市麻生区 セブン－イレブン川崎百合丘店 小売業 食料品 2%

88,407 神奈川県 川崎市麻生区 セブン－イレブン川崎よみうりランド前店 小売業 食料品 2%

88,408 神奈川県 川崎市麻生区 株式会社きむらパソコン サービス その他サービス 5%

88,409 神奈川県 川崎市麻生区 キャンソフト株式会社 サービス その他サービス 5%

88,410 神奈川県 川崎市麻生区 牛角新百合ヶ丘店 サービス 飲食業 2%
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88,411 神奈川県 川崎市麻生区 牛角若葉台店 サービス 飲食業 2%

88,412 神奈川県 川崎市麻生区 ミツバチ 小売業 食料品 5%

88,413 神奈川県 川崎市麻生区 ゲキ塾。 サービス その他サービス 5%

88,414 神奈川県 川崎市麻生区 合同会社志庵 サービス その他サービス 5%

88,415 神奈川県 川崎市麻生区 小鳥と爬虫類のペット屋さん 小売業 その他小売 5%

88,416 神奈川県 川崎市麻生区 コンフォマックス　コンサルティング サービス その他サービス 5%

88,417 神奈川県 川崎市麻生区 斉藤動物病院 サービス その他サービス 5%

88,418 神奈川県 川崎市麻生区 ＳＡＫＵＲＡＹＡ　ＦＯＲ　ＭＥ　ＳＡＫＵＲＡＹＡ　ＦＯＲ　ＭＥ　新百合ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

88,419 神奈川県 川崎市麻生区 Ｓａｌｅｃｏ 小売業 衣料品 5%

88,420 神奈川県 川崎市麻生区 ＳａｌｏｎＭａｇｅｎｔａ サービス その他サービス 5%

88,421 神奈川県 川崎市麻生区 三和クリーニング白山店 麻生店 サービス その他サービス 5%

88,422 神奈川県 川崎市麻生区 三和クリーニング白山店 サービス その他サービス 5%

88,423 神奈川県 川崎市麻生区 三和クリーニング白山店 本店 サービス その他サービス 5%

88,424 神奈川県 川崎市麻生区 ｇｉｇｕｅ サービス 理容・美容業 5%

88,425 神奈川県 川崎市麻生区 塩沢圭子 サービス その他サービス 5%

88,426 神奈川県 川崎市麻生区 シシラボ サービス その他サービス 5%

88,427 神奈川県 川崎市麻生区 芝江電機王禅寺店 小売業 電化製品 5%

88,428 神奈川県 川崎市麻生区 新百合ヶ丘店　誠屋クリーニング　新百合ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

88,429 神奈川県 川崎市麻生区 ＳＱＵＡＴ　Ｌａｂｏ サービス その他サービス 5%

88,430 神奈川県 川崎市麻生区 炭焼き大新百合ヶ丘店 サービス 飲食業 5%

88,431 神奈川県 川崎市麻生区 炭焼きとワインＰＥＱＵＥ サービス 飲食業 5%

88,432 神奈川県 川崎市麻生区 プライベートサロンＳｏｕｌａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

88,433 神奈川県 川崎市麻生区 世界一周バルどうでしょう サービス 飲食業 5%

88,434 神奈川県 川崎市麻生区 世界一周バルどうでしょう サービス 飲食業 5%

88,435 神奈川県 川崎市麻生区 セルビノ 小売業 その他小売 5%

88,436 神奈川県 川崎市麻生区 ソムラーク サービス 理容・美容業 5%

88,437 神奈川県 川崎市麻生区 太寿堂薬局 小売業 その他小売 5%

88,438 神奈川県 川崎市麻生区 大勝軒 サービス 飲食業 5%

88,439 神奈川県 川崎市麻生区 単身引越しｐｃｓ サービス 運輸業 5%

88,440 神奈川県 川崎市麻生区 ｄｉｓｃｏｖｅｒ－ｔｏｋｙｏ サービス その他サービス 5%

88,441 神奈川県 川崎市麻生区 ＤｉＬＯ サービス その他サービス 5%

88,442 神奈川県 川崎市麻生区 ｄｅｃｏｒａ－ｄｅｐａｒｔ 小売業 家具・調度品 5%

88,443 神奈川県 川崎市麻生区 旬 ときめき 亭 ホルミシス健康館 サービス その他サービス 5%

88,444 神奈川県 川崎市麻生区 土間土間新百合ヶ丘店 サービス 飲食業 2%

88,445 神奈川県 川崎市麻生区 ｎａｋａｒａ　ａｖｅｃ　　Ｙ サービス 理容・美容業 5%

88,446 神奈川県 川崎市麻生区 ネイルサークル岡村 サービス その他サービス 5%

88,447 神奈川県 川崎市麻生区 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ｃｉｅｌ サービス その他サービス 5%

88,448 神奈川県 川崎市麻生区 ネイルマーナ サービス その他サービス 5%

88,449 神奈川県 川崎市麻生区 ネイルマジック サービス 理容・美容業 5%

88,450 神奈川県 川崎市麻生区 Ｈｅａｒｔｄａｎｃｅ新百合ヶ丘 小売業 衣料品 5%

88,451 神奈川県 川崎市麻生区 ハマデングリーンプラザ 小売業 電化製品 5%

88,452 神奈川県 川崎市麻生区 ハマデン三井店 小売業 電化製品 5%
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88,453 神奈川県 川崎市麻生区 はれま． 小売業 その他小売 5%

88,454 神奈川県 川崎市麻生区 ビッグ　バン　ＢＩＧ　ＢＡＮＧ 小売業 その他小売 5%

88,455 神奈川県 川崎市麻生区 ｐｕｒ サービス その他サービス 5%

88,456 神奈川県 川崎市麻生区 フライトシミュレーターカフェベストスカイコンディション サービス 理容・美容業 5%

88,457 神奈川県 川崎市麻生区 プログラミング広場 サービス その他サービス 5%

88,458 神奈川県 川崎市麻生区 プロジェクト上昇気流 サービス その他サービス 5%

88,459 神奈川県 川崎市麻生区 本間動物病院　百合ヶ丘分院 サービス その他サービス 5%

88,460 神奈川県 川崎市麻生区 誠屋　新百合ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

88,461 神奈川県 川崎市麻生区 みねや鮨　弘法の松店 サービス 飲食業 5%

88,462 神奈川県 川崎市麻生区 メガネストアー百合ヶ丘本店 小売業 その他小売 5%

88,463 神奈川県 川崎市麻生区 ｍｅｓａｆｍａｇｎｉｆｉｑｕｅ 小売業 衣料品 5%

88,464 神奈川県 川崎市麻生区 有限会社デコラボ サービス その他サービス 5%

88,465 神奈川県 川崎市麻生区 有限会社吉澤電機 小売業 電化製品 5%

88,466 神奈川県 川崎市麻生区 有限会社和田植木 サービス その他サービス 5%

88,467 神奈川県 川崎市麻生区 ゆりストア　王禅寺店 小売業 食料品 5%

88,468 神奈川県 川崎市麻生区 ゆりストア　千代ヶ丘店 小売業 食料品 5%

88,469 神奈川県 川崎市麻生区 ゆりストア　百合丘本店 小売業 食料品 5%

88,470 神奈川県 川崎市麻生区 空想旅行舎 サービス その他サービス 5%

88,471 神奈川県 川崎市麻生区 ＲｏａｓｔＤｅｓｉｇｎＣｏｆｆｅ サービス 飲食業 5%

88,472 神奈川県 川崎市麻生区 Ｒｏｍｙ． サービス その他サービス 5%

88,473 神奈川県 川崎市麻生区 ロン美容室 サービス 理容・美容業 5%

88,474 神奈川県 川崎市川崎区 ＩＢＩＳ サービス 飲食業 5%

88,475 神奈川県 川崎市川崎区 朝日電気商会浅田店 小売業 電化製品 5%

88,476 神奈川県 川崎市川崎区 アストリア　川崎店 小売業 衣料品 5%

88,477 神奈川県 川崎市川崎区 「ＡＴＳＵＳＨＩＩＮＯＵＥ」 サービス その他サービス 5%

88,478 神奈川県 川崎市川崎区 ＡＮＮＡＮ【アナン】 サービス 理容・美容業 5%

88,479 神奈川県 川崎市川崎区 アモル 川崎駅前店 サービス 理容・美容業 5%

88,480 神奈川県 川崎市川崎区 ＥＡＳＴＷＯＯＤ サービス 飲食業 5%

88,481 神奈川県 川崎市川崎区 出光浅田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,482 神奈川県 川崎市川崎区 出光豊田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,483 神奈川県 川崎市川崎区 出光溝の口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,484 神奈川県 川崎市川崎区 臼木 サービス その他サービス 5%

88,485 神奈川県 川崎市川崎区 歌広場　川崎銀柳街店 サービス 飲食業 5%

88,486 神奈川県 川崎市川崎区 歌広場　川崎第一京浜通り店 サービス 飲食業 5%

88,487 神奈川県 川崎市川崎区 歌広場　京急川崎駅前店 サービス 飲食業 5%

88,488 神奈川県 川崎市川崎区 ウチヤマデザイン株式会社 サービス その他サービス 5%

88,489 神奈川県 川崎市川崎区 ｓｔｄｙＰＣ．ＮＥＴ 小売業 電化製品 5%

88,490 神奈川県 川崎市川崎区 ＮＫＳＵＲＦ 小売業 その他小売 5%

88,491 神奈川県 川崎市川崎区 オウルカレン 小売業 貴金属・服飾品 5%

88,492 神奈川県 川崎市川崎区 ＯＳＫ 小売業 その他小売 5%

88,493 神奈川県 川崎市川崎区 大林商事 サービス 飲食業 2%

88,494 神奈川県 川崎市川崎区 有限会社オールドネイビー 小売業 衣料品 5%
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88,495 神奈川県 川崎市川崎区 おきがる煮　おきがる煮 サービス 飲食業 5%

88,496 神奈川県 川崎市川崎区 冲セキ サービス その他サービス 5%

88,497 神奈川県 川崎市川崎区 沖津屋 小売業 食料品 5%

88,498 神奈川県 川崎市川崎区 オクノ電器商会 小売業 電化製品 5%

88,499 神奈川県 川崎市川崎区 かごの屋川崎駅前大通り店 サービス 飲食業 5%

88,500 神奈川県 川崎市川崎区 割烹　うぶかた サービス 飲食業 5%

88,501 神奈川県 川崎市川崎区 門宿 サービス 宿泊業 5%

88,502 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社亀岡興業 サービス その他サービス 5%

88,503 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社紀ノ山サービス サービス その他サービス 5%

88,504 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社ケイツー 小売業 その他小売 5%

88,505 神奈川県 川崎市川崎区 スキルアップジム サービス その他サービス 5%

88,506 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社富士工房 サービス その他サービス 5%

88,507 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社ユニクリエイト 小売業 衣料品 5%

88,508 神奈川県 川崎市川崎区 壁家 ＫＡＢＥＹＡ 壁家 ボルダリングジム カベヤ サービス その他サービス 5%

88,509 神奈川県 川崎市川崎区 ｃａｒｉｎ　【カリン】　川崎店 サービス 理容・美容業 5%

88,510 神奈川県 川崎市川崎区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋川崎区小田栄店 サービス 飲食業 2%

88,511 神奈川県 川崎市川崎区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋川崎たちばなモール参番街店 サービス 飲食業 2%

88,512 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎浅田４丁目店 小売業 食料品 2%

88,513 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎アゼリア店 小売業 食料品 2%

88,514 神奈川県 川崎市川崎区 川崎アントレサロン サービス その他サービス 5%

88,515 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎砂子２丁目店 小売業 食料品 2%

88,516 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎浮島通り店 小売業 食料品 2%

88,517 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎駅北店 小売業 食料品 2%

88,518 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎駅前店 小売業 食料品 2%

88,519 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎駅前本町店 小売業 食料品 2%

88,520 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎追分店 小売業 食料品 2%

88,521 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎大島５丁目店 小売業 食料品 2%

88,522 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎大島東店 小売業 食料品 2%

88,523 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎小川町店 小売業 食料品 2%

88,524 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎小田栄１丁目店 小売業 食料品 2%

88,525 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎小田店 小売業 食料品 2%

88,526 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎小田７丁目店 小売業 食料品 2%

88,527 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎貝塚２丁目店 小売業 食料品 2%

88,528 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎川中島２丁目店 小売業 食料品 2%

88,529 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎京町１丁目店 小売業 食料品 2%

88,530 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎キングスカイフロント店 小売業 食料品 2%

88,531 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎銀柳街店 小売業 食料品 2%

88,532 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎競馬場前店 小売業 食料品 2%

88,533 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎鋼管通店 小売業 食料品 2%

88,534 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎鋼管通４丁目店 小売業 食料品 2%

88,535 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎国際病院前店 小売業 食料品 2%

88,536 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎境町店 小売業 食料品 2%
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88,537 神奈川県 川崎市川崎区 川崎　酒場　川崎本店 サービス 飲食業 5%

88,538 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎さつき橋店 小売業 食料品 2%

88,539 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎市電通り店 小売業 食料品 2%

88,540 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎市役所前店 小売業 食料品 2%

88,541 神奈川県 川崎市川崎区 川崎スタジオ サービス その他サービス 5%

88,542 神奈川県 川崎市川崎区 川崎ステーションイン サービス 宿泊業 5%

88,543 神奈川県 川崎市川崎区 川崎セントラルホテル サービス 宿泊業 5%

88,544 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎大師駅北店 小売業 食料品 2%

88,545 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎大師駅前２丁目店 小売業 食料品 2%

88,546 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎大師東門前店 小売業 食料品 2%

88,547 神奈川県 川崎市川崎区 川崎匠乃串Ｙｕｉ サービス 飲食業 5%

88,548 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎田島町店 小売業 食料品 2%

88,549 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎出来野店 小売業 食料品 2%

88,550 神奈川県 川崎市川崎区 川崎店 サービス その他サービス 5%

88,551 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎殿町３丁目店 小売業 食料品 2%

88,552 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎中島２丁目店 小売業 食料品 2%

88,553 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎仲見世通り店 小売業 食料品 2%

88,554 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎日進町南店 小売業 食料品 2%

88,555 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎八丁畷駅前店 小売業 食料品 2%

88,556 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎浜町３丁目店 小売業 食料品 2%

88,557 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎東扇島店 小売業 食料品 2%

88,558 神奈川県 川崎市川崎区 川崎ビッグ サービス 宿泊業 5%

88,559 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎藤崎店 小売業 食料品 2%

88,560 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎藤崎４丁目店 小売業 食料品 2%

88,561 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎南町店 小売業 食料品 2%

88,562 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎南渡田町店 小売業 食料品 2%

88,563 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎元木１丁目店 小売業 食料品 2%

88,564 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎元木２丁目店 小売業 食料品 2%

88,565 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎柳町店 小売業 食料品 2%

88,566 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎四ツ角店 小売業 食料品 2%

88,567 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎四谷上町北店 小売業 食料品 2%

88,568 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎渡田１丁目店 小売業 食料品 2%

88,569 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎渡田３丁目店 小売業 食料品 2%

88,570 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン川崎渡田東店 小売業 食料品 2%

88,571 神奈川県 川崎市川崎区 Ｃｕｒｅ２　ｃｕｒｅ２ サービス 理容・美容業 5%

88,572 神奈川県 川崎市川崎区 ぎゅうとん県 サービス 飲食業 5%

88,573 神奈川県 川崎市川崎区 行政書士白川事務所 サービス その他サービス 5%

88,574 神奈川県 川崎市川崎区 業務スーパー川崎駅前店 小売業 食料品 2%

88,575 神奈川県 川崎市川崎区 業務スーパー川崎店 小売業 食料品 2%

88,576 神奈川県 川崎市川崎区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ川崎新店 小売業 その他小売 5%

88,577 神奈川県 川崎市川崎区 ｃｏｏｊｕ　川崎　ｃｏｏｊｕ　川崎　クージュ　カワサキ　　ビジネスホテル サービス 宿泊業 5%

88,578 神奈川県 川崎市川崎区 ＣＯＯＪＵランドリー　ＣＯＯＪＵ　ランドリー　クージュランドリー サービス その他サービス 5%
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88,579 神奈川県 川崎市川崎区 クーペ サービス その他サービス 5%

88,580 神奈川県 川崎市川崎区 クッキーナッツ・スタジオ サービス その他サービス 5%

88,581 神奈川県 川崎市川崎区 グランデュールホテル サービス 宿泊業 5%

88,582 神奈川県 川崎市川崎区 ＣＲＥＣＥ　川崎店【クリース】 サービス 理容・美容業 5%

88,583 神奈川県 川崎市川崎区 クリニカルヘアーサロン　さどとも サービス 理容・美容業 5%

88,584 神奈川県 川崎市川崎区 ｃｒａｚｙ－ｎｏｉｓｅ 小売業 衣料品 5%

88,585 神奈川県 川崎市川崎区 劇団わたあめ工場 サービス その他サービス 5%

88,586 神奈川県 川崎市川崎区 ｃｏｃｃｏｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

88,587 神奈川県 川崎市川崎区 ＣＯＣＣＯ サービス 飲食業 5%

88,588 神奈川県 川崎市川崎区 コパカバーナ サービス 飲食業 5%

88,589 神奈川県 川崎市川崎区 ＧＯＬＦＢＥＳＴ 小売業 その他小売 5%

88,590 神奈川県 川崎市川崎区 斉藤自転車店 小売業 その他小売 5%

88,591 神奈川県 川崎市川崎区 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｂｏｎｉｔｏ サービス その他サービス 5%

88,592 神奈川県 川崎市川崎区 ｓａｌｏｎ・ｄｅ・ｅｌｅ美容室 サービス 理容・美容業 5%

88,593 神奈川県 川崎市川崎区 サンパーキング羽田浮島店 サービス その他サービス 5%

88,594 神奈川県 川崎市川崎区 サンライトゴルフガーデン 小売業 その他小売 5%

88,595 神奈川県 川崎市川崎区 ｓｈｅｌｌｙ 小売業 衣料品 5%

88,596 神奈川県 川崎市川崎区 ジャストイシバシ 小売業 電化製品 5%

88,597 神奈川県 川崎市川崎区 しょうたろう動物病院 サービス その他サービス 5%

88,598 神奈川県 川崎市川崎区 Ｊｏｌｉｅ サービス 理容・美容業 5%

88,599 神奈川県 川崎市川崎区 新健勝苑川崎ショールーム 小売業 衣料品 5%

88,600 神奈川県 川崎市川崎区 新興タクシー株式会社本社営業所 サービス 運輸業 5%

88,601 神奈川県 川崎市川崎区 新リンパサロン川崎南 サービス 理容・美容業 5%

88,602 神奈川県 川崎市川崎区 粋香園茶舗 京町店 小売業 食料品 5%

88,603 神奈川県 川崎市川崎区 ｓｏｕｒｉｒｅ サービス その他サービス 5%

88,604 神奈川県 川崎市川崎区 すたみな太郎マーケットスクエア川崎イース サービス 飲食業 5%

88,605 神奈川県 川崎市川崎区 スナミ電機商会 小売業 電化製品 5%

88,606 神奈川県 川崎市川崎区 炭火焼肉　大将軍 サービス 飲食業 5%

88,607 神奈川県 川崎市川崎区 センスボディデザインスタジオ サービス その他サービス 5%

88,608 神奈川県 川崎市川崎区 センチュリー２１明和コーポレーション サービス その他サービス 5%

88,609 神奈川県 川崎市川崎区 痩身専用サロンジプソフィラ サービス 理容・美容業 5%

88,610 神奈川県 川崎市川崎区 ＤｉＣＥ川崎チネチッタ通店 サービス その他サービス 5%

88,611 神奈川県 川崎市川崎区 ＤｉＣＥ川崎仲見世通店 サービス その他サービス 5%

88,612 神奈川県 川崎市川崎区 たかはし犬猫病院 サービス その他サービス 5%

88,613 神奈川県 川崎市川崎区 タマ無線電気商会 小売業 電化製品 5%

88,614 神奈川県 川崎市川崎区 椿 サービス 飲食業 5%

88,615 神奈川県 川崎市川崎区 ＤＩＲＥＣＴＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

88,616 神奈川県 川崎市川崎区 ＤＩＲＥＣＴＩＯＮ　ＤＩＲＥＣＴＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

88,617 神奈川県 川崎市川崎区 東海道ＢＥＥＲ川崎宿工場 サービス 飲食業 5%

88,618 神奈川県 川崎市川崎区 東横不動産株式会社 サービス その他サービス 5%

88,619 神奈川県 川崎市川崎区 ビューティーサロンカワニシ サービス 理容・美容業 5%

88,620 神奈川県 川崎市川崎区 ドスパラ川崎店 小売業 電化製品 5%
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88,621 神奈川県 川崎市川崎区 トヨタ部品神奈川共販　川崎店 サービス その他サービス 5%

88,622 神奈川県 川崎市川崎区 日進月歩 サービス 宿泊業 5%

88,623 神奈川県 川崎市川崎区 Ｂａｕｍｈａｕｓ　ＳＵＮ サービス 飲食業 5%

88,624 神奈川県 川崎市川崎区 ばすらばすら 小売業 衣料品 5%

88,625 神奈川県 川崎市川崎区 Ｐｕｂｌｉｃ　Ｈｏｕｓｅ　ぴあにしも サービス 飲食業 5%

88,626 神奈川県 川崎市川崎区 セブン－イレブン浜川崎店 小売業 食料品 2%

88,627 神奈川県 川崎市川崎区 盤古茶屋　川崎店 サービス 飲食業 5%

88,628 神奈川県 川崎市川崎区 Ｂｅｅ川崎 サービス 飲食業 5%

88,629 神奈川県 川崎市川崎区 飛翔株式会社 小売業 その他小売 5%

88,630 神奈川県 川崎市川崎区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ丸井川崎店 小売業 衣料品 5%

88,631 神奈川県 川崎市川崎区 日乃屋カレー　川崎たちばな通り店 サービス 飲食業 5%

88,632 神奈川県 川崎市川崎区 ＢＥＡＵＴＹＡＫＵＡ川崎店 サービス 理容・美容業 5%

88,633 神奈川県 川崎市川崎区 ビューティサロン安岡順子の店　ビューティサロン安岡順子の店 サービス 理容・美容業 5%

88,634 神奈川県 川崎市川崎区 Ｆｉｎｄｏｕｔ 小田銀座店 小売業 衣料品 5%

88,635 神奈川県 川崎市川崎区 ＦＩＮＤＯＵＴ小田銀座店 小売業 衣料品 5%

88,636 神奈川県 川崎市川崎区 ブライダルシステム サービス その他サービス 5%

88,637 神奈川県 川崎市川崎区 ブリアント　川崎店 サービス 理容・美容業 5%

88,638 神奈川県 川崎市川崎区 ブリーズ珈琲 サービス その他サービス 5%

88,639 神奈川県 川崎市川崎区 ヘアーサロン　イナオ サービス 理容・美容業 5%

88,640 神奈川県 川崎市川崎区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｃｒｏｎｕ サービス 理容・美容業 5%

88,641 神奈川県 川崎市川崎区 ヘアーサロンドルフィン サービス 理容・美容業 5%

88,642 神奈川県 川崎市川崎区 ヘアーショップ　アベ サービス 理容・美容業 5%

88,643 神奈川県 川崎市川崎区 ヘアメイクアッシュ川崎店 サービス 理容・美容業 5%

88,644 神奈川県 川崎市川崎区 ヘアメイト さんじょう サービス 理容・美容業 5%

88,645 神奈川県 川崎市川崎区 Ｂｏｄｙ Ｌａｂｏ Ｋａｗａｓａｋｉ サービス その他サービス 5%

88,646 神奈川県 川崎市川崎区 ＢｏｄｙＬａｂｏＫａｗａｓａｋｉ サービス 理容・美容業 5%

88,647 神奈川県 川崎市川崎区 ホテル　アイマーレ　羽田 サービス 宿泊業 5%

88,648 神奈川県 川崎市川崎区 香港龍 サービス 飲食業 5%

88,649 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社川商ホーム本店 サービス その他サービス 5%

88,650 神奈川県 川崎市川崎区 丸英　マルエイ 小売業 衣料品 5%

88,651 神奈川県 川崎市川崎区 Ｍｕｓｉｃ　Ｂａｒ　Ｔｅｅｎ　Ｓｐｉｒｉｔｓ サービス 飲食業 5%

88,652 神奈川県 川崎市川崎区 Ｍｉｌｋｙ　Ｗａｙ　ミルキーウェイ 小売業 衣料品 5%

88,653 神奈川県 川崎市川崎区 むつみやクリーニング サービス その他サービス 5%

88,654 神奈川県 川崎市川崎区 メガネストアー川崎追分 小売業 その他小売 5%

88,655 神奈川県 川崎市川崎区 メガネストアー川崎追分店 小売業 その他小売 5%

88,656 神奈川県 川崎市川崎区 メガネストアー川崎京町 小売業 その他小売 5%

88,657 神奈川県 川崎市川崎区 メガネストアー川崎京町店 小売業 その他小売 5%

88,658 神奈川県 川崎市川崎区 メガネストアー川崎大師 小売業 その他小売 5%

88,659 神奈川県 川崎市川崎区 メガネストアーマーケットスクエア 小売業 その他小売 5%

88,660 神奈川県 川崎市川崎区 メガネストアーマーケットスクエア川崎イースト店 小売業 その他小売 5%

88,661 神奈川県 川崎市川崎区 さくら車検ＭＯＴＯＧＡＲＡＧＥ サービス その他サービス 5%

88,662 神奈川県 川崎市川崎区 焼ジビエ罠川崎美俊 サービス 飲食業 5%
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88,663 神奈川県 川崎市川崎区 やきとり　Ｂａｍｂｏｏ！ サービス 飲食業 5%

88,664 神奈川県 川崎市川崎区 山下商店 小売業 その他小売 5%

88,665 神奈川県 川崎市川崎区 有限会社サイクルショップたしろ 小売業 その他小売 5%

88,666 神奈川県 川崎市川崎区 有限会社花辰 小売業 その他小売 5%

88,667 神奈川県 川崎市川崎区 ユコークリーンテック　川崎大島店 サービス その他サービス 5%

88,668 神奈川県 川崎市川崎区 ユザワヤ　ウイング川崎店 小売業 その他小売 5%

88,669 神奈川県 川崎市川崎区 夜ノ森川崎店 サービス 飲食業 5%

88,670 神奈川県 川崎市川崎区 よろづや旅館　よろづや旅館 サービス 宿泊業 5%

88,671 神奈川県 川崎市川崎区 合同会社ＬｉｆｅＤｒｏｎｅＪａｐａｎ サービス その他サービス 5%

88,672 神奈川県 川崎市川崎区 ランドリープレス　川崎砂子店 サービス その他サービス 5%

88,673 神奈川県 川崎市川崎区 ｍｉｃｏ＊ 小売業 衣料品 5%

88,674 神奈川県 川崎市川崎区 リカーショップ京町セソール 小売業 食料品 5%

88,675 神奈川県 川崎市川崎区 理容室くどう サービス 理容・美容業 5%

88,676 神奈川県 川崎市川崎区 リラクゼーショングラーシア サービス 理容・美容業 5%

88,677 神奈川県 川崎市川崎区 ＲｅｌａｘＢｏｄｙ玉 サービス 理容・美容業 5%

88,678 神奈川県 川崎市川崎区 ＲｅＧｏｄ サービス 理容・美容業 5%

88,679 神奈川県 川崎市川崎区 ＬＯＴＵＳ　ＫＡＷＡＳＡＫＩ サービス 理容・美容業 5%

88,680 神奈川県 川崎市川崎区 ローレルクリーニング　Ｉ・Ｙ港町 サービス その他サービス 5%

88,681 神奈川県 川崎市川崎区 Ｗｉｌｄ　Ｓｔｏｃｋ サービス 飲食業 5%

88,682 神奈川県 川崎市川崎区 若竹　川崎モアーズ店 サービス 飲食業 5%

88,683 神奈川県 川崎市川崎区 若竹　鉄板酒場　川崎店 サービス 飲食業 5%

88,684 神奈川県 川崎市川崎区 若人 サービス 飲食業 5%

88,685 神奈川県 川崎市幸区 あさひでんき河原町店 小売業 電化製品 5%

88,686 神奈川県 川崎市幸区 あさひでんき　塚越店 小売業 電化製品 5%

88,687 神奈川県 川崎市幸区 アミーゴ 鹿島田店 サービス 飲食業 5%

88,688 神奈川県 川崎市幸区 五十君商店　新川崎店 サービス その他サービス 5%

88,689 神奈川県 川崎市幸区 ｉｋｕ?ｐａｓｕｙ サービス 理容・美容業 5%

88,690 神奈川県 川崎市幸区 岩佐朋幸 サービス その他サービス 5%

88,691 神奈川県 川崎市幸区 うお源 サービス その他サービス 5%

88,692 神奈川県 川崎市幸区 魚政宗川崎分店 サービス 飲食業 5%

88,693 神奈川県 川崎市幸区 ｅｒｉｃｋ ｃｕｒｒｙ 川崎 サービス 飲食業 5%

88,694 神奈川県 川崎市幸区 おくすり屋さん　すみれ 小売業 その他小売 5%

88,695 神奈川県 川崎市幸区 お好み焼き もんじゃ焼 みのん お好み焼き もんじ焼 みのん サービス 飲食業 5%

88,696 神奈川県 川崎市幸区 おそうじのケアフル サービス その他サービス 5%

88,697 神奈川県 川崎市幸区 オリックスレンタカー川崎駅西口店 サービス その他サービス 2%

88,698 神奈川県 川崎市幸区 学生服専門店　いづみや　鹿島田店 小売業 衣料品 5%

88,699 神奈川県 川崎市幸区 鹿島田ＤＡＹＳコワーキングカフェ サービス その他サービス 5%

88,700 神奈川県 川崎市幸区 ＣＬＵＢ　ＫＥＹ鹿島田店 サービス 飲食業 5%

88,701 神奈川県 川崎市幸区 株式会社石川組 サービス 運輸業 5%

88,702 神奈川県 川崎市幸区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ鹿島田駅前店 サービス 飲食業 2%

88,703 神奈川県 川崎市幸区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ川崎駅西口通店 サービス 飲食業 2%

88,704 神奈川県 川崎市幸区 河合塾マナビス新川崎校 サービス その他サービス 2%
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88,705 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブン川崎小倉神社前店 小売業 食料品 2%

88,706 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブン川崎小倉店 小売業 食料品 2%

88,707 神奈川県 川崎市幸区 セブンーイレブン川崎鹿島田店 小売業 食料品 2%

88,708 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブン川崎鹿島田２丁目店 小売業 食料品 2%

88,709 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブン川崎北加瀬店 小売業 食料品 2%

88,710 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブン川崎小向店 小売業 食料品 2%

88,711 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブン川崎小向東店 小売業 食料品 2%

88,712 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブン川崎幸町１丁目店 小売業 食料品 2%

88,713 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブン川崎神明町店 小売業 食料品 2%

88,714 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブン川崎ソリッドスクエア店 小売業 食料品 2%

88,715 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブン川崎戸手町店 小売業 食料品 2%

88,716 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブン川崎中幸町店 小売業 食料品 2%

88,717 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブン川崎古川町店 小売業 食料品 2%

88,718 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブン川崎南加瀬５丁目店 小売業 食料品 2%

88,719 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブン川崎南加瀬３丁目店 小売業 食料品 2%

88,720 神奈川県 川崎市幸区 川崎みらい税理士法人 サービス その他サービス 5%

88,721 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブン川崎夢見ヶ崎店 小売業 食料品 2%

88,722 神奈川県 川崎市幸区 牛かすうどんりっちゃん サービス 飲食業 5%

88,723 神奈川県 川崎市幸区 業務スーパー南加瀬店 小売業 食料品 2%

88,724 神奈川県 川崎市幸区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵパウ川崎店 小売業 その他小売 5%

88,725 神奈川県 川崎市幸区 カラコール 小売業 その他小売 5%

88,726 神奈川県 川崎市幸区 ＺＡＫＫＡ　ａｒｉｎｋｏ 小売業 衣料品 5%

88,727 神奈川県 川崎市幸区 サトウサイクル 小売業 その他小売 5%

88,728 神奈川県 川崎市幸区 地酒や たけくま酒店 地酒や たけくま酒店 小売業 食料品 5%

88,729 神奈川県 川崎市幸区 手芸センタードリームクロスガーデン川崎店 小売業 その他小売 5%

88,730 神奈川県 川崎市幸区 新岩城菓子舗　有限会社新岩城菓子舗 小売業 食料品 5%

88,731 神奈川県 川崎市幸区 新川崎タウンカフェ サービス 飲食業 5%

88,732 神奈川県 川崎市幸区 ｔａｍａｙｕｒａ 小売業 衣料品 5%

88,733 神奈川県 川崎市幸区 中央石油株式会社 セルフ矢上 小売業 ガソリンスタンド 2%

88,734 神奈川県 川崎市幸区 つきじ海賓　下平間店 サービス 飲食業 5%

88,735 神奈川県 川崎市幸区 佃源 小売業 食料品 5%

88,736 神奈川県 川崎市幸区 手打ち　たけうち サービス 飲食業 5%

88,737 神奈川県 川崎市幸区 手打たけうち　手打たけうち サービス 飲食業 5%

88,738 神奈川県 川崎市幸区 凸凹イベント 小売業 その他小売 5%

88,739 神奈川県 川崎市幸区 海苔の鈴舟 小売業 その他小売 5%

88,740 神奈川県 川崎市幸区 ＢＡＲ　ＡＧＥ サービス 飲食業 5%

88,741 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブンパークタワー新川崎店 小売業 食料品 2%

88,742 神奈川県 川崎市幸区 パクチリ サービス 飲食業 5%

88,743 神奈川県 川崎市幸区 畠山電機小倉オーミズ 小売業 電化製品 5%

88,744 神奈川県 川崎市幸区 花笑み サービス その他サービス 5%

88,745 神奈川県 川崎市幸区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲラゾーナ川 小売業 衣料品 5%

88,746 神奈川県 川崎市幸区 ビューティーサロン　エース　ビューティーサロンエース サービス 理容・美容業 5%
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88,747 神奈川県 川崎市幸区 ＦＩＮＯ　?フィノ? サービス 理容・美容業 5%

88,748 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブン古市場店 小売業 食料品 2%

88,749 神奈川県 川崎市幸区 フレッシュネスバーガー新川崎スクエア サービス 飲食業 2%

88,750 神奈川県 川崎市幸区 ママとベビーの抱っこ・おんぶ講座 サービス その他サービス 5%

88,751 神奈川県 川崎市幸区 マリアボーテ サービス 理容・美容業 5%

88,752 神奈川県 川崎市幸区 セブン－イレブンミューザ川崎店 小売業 食料品 2%

88,753 神奈川県 川崎市幸区 メガネストアー鹿島田 小売業 その他小売 5%

88,754 神奈川県 川崎市幸区 メガネストアー鹿島田店 小売業 その他小売 5%

88,755 神奈川県 川崎市幸区 メガネストアー川崎南加瀬 小売業 その他小売 5%

88,756 神奈川県 川崎市幸区 メガネストアー川崎南加瀬店 小売業 その他小売 5%

88,757 神奈川県 川崎市幸区 ヤマザキ電化　鹿島田店 小売業 電化製品 5%

88,758 神奈川県 川崎市幸区 ｕａｉｒｏ サービス 理容・美容業 5%

88,759 神奈川県 川崎市幸区 有限会社佐藤商店 小売業 その他小売 5%

88,760 神奈川県 川崎市幸区 ＨＡＩＲ　ＳＨＯＥＳ　ＴｙｐｅＡＢ　ＨＡＩＲ　ＳＨＯＥＳ　ＴｙｂｅＡＢ サービス 理容・美容業 5%

88,761 神奈川県 川崎市幸区 ＵＮＩＯＮ　ＮＡＩＬ川崎 サービス その他サービス 5%

88,762 神奈川県 川崎市幸区 吉田屋 小売業 食料品 5%

88,763 神奈川県 川崎市幸区 読売センター　川崎駅西口 小売業 その他小売 5%

88,764 神奈川県 川崎市幸区 Ｒｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

88,765 神奈川県 川崎市幸区 Ｌａ　Ｆｌｅｕｒ 小売業 その他小売 5%

88,766 神奈川県 川崎市幸区 Ｌａｌａｌａ．．． サービス 理容・美容業 5%

88,767 神奈川県 川崎市幸区 リキシャカフェマユラ サービス 飲食業 5%

88,768 神奈川県 川崎市幸区 リビングショップ西富　リビングショップ西富 小売業 その他小売 5%

88,769 神奈川県 川崎市幸区 理容マルタ サービス 理容・美容業 5%

88,770 神奈川県 川崎市幸区 ｌｕｍｉｎｏｕｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

88,771 神奈川県 川崎市幸区 レ・コパン サービス 飲食業 5%

88,772 神奈川県 川崎市幸区 ロックヒルズガーデン サービス 飲食業 5%

88,773 神奈川県 川崎市幸区 ローレルクリーニング　サミット南加瀬 サービス その他サービス 5%

88,774 神奈川県 川崎市幸区 ワークショップよしの 小売業 衣料品 5%

88,775 神奈川県 川崎市幸区 ワールドリペア川崎 サービス その他サービス 5%

88,776 神奈川県 川崎市幸区 ワンネス動物病院 サービス その他サービス 5%

88,777 神奈川県 川崎市高津区 ＡＲＣＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

88,778 神奈川県 川崎市高津区 Ｒーｂｅａｕｔｅ溝の口店 サービス 理容・美容業 5%

88,779 神奈川県 川崎市高津区 シュシュ溝の口店 サービス 理容・美容業 5%

88,780 神奈川県 川崎市高津区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｂｅｌｌ溝ノ口 サービス 理容・美容業 5%

88,781 神奈川県 川崎市高津区 ａｔｅｌｉｅｒ１２３ 小売業 その他小売 5%

88,782 神奈川県 川崎市高津区 Ａｎａｇｒａｍ　二子新地店 サービス 理容・美容業 5%

88,783 神奈川県 川崎市高津区 ａｎａｌｏｇ サービス 理容・美容業 5%

88,784 神奈川県 川崎市高津区 ＡＮＥＬＡ サービス その他サービス 5%

88,785 神奈川県 川崎市高津区 ＡＭＡＬ サービス 理容・美容業 5%

88,786 神奈川県 川崎市高津区 ＡＹＡ’ｓ　ＳＡＬＯＮ サービス その他サービス 5%

88,787 神奈川県 川崎市高津区 株式会社アルアイン サービス その他サービス 5%

88,788 神奈川県 川崎市高津区 ａｎｔｉｌｅａｆ　アンティリーフ　溝の口 サービス 理容・美容業 5%
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88,789 神奈川県 川崎市高津区 イケダ薬品 小売業 その他小売 5%

88,790 神奈川県 川崎市高津区 いしがまやハンバーグマルイファミリー溝口 サービス 飲食業 5%

88,791 神奈川県 川崎市高津区 石塚 サービス その他サービス 5%

88,792 神奈川県 川崎市高津区 イシハラ　ｉ－ｂｏｘ 小売業 その他小売 5%

88,793 神奈川県 川崎市高津区 岩崎酒店 サービス 飲食業 5%

88,794 神奈川県 川崎市高津区 株式会社Ｖｏｌｕｍｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

88,795 神奈川県 川崎市高津区 歌広場　溝の口店 サービス 飲食業 5%

88,796 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ＨＤＭ サービス その他サービス 5%

88,797 神奈川県 川崎市高津区 ＥＩＧＨＴｍｉｚｏｎｏｋｕｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

88,798 神奈川県 川崎市高津区 ＥＤＷＩＮ マルイファミリー溝口店 小売業 衣料品 5%

88,799 神奈川県 川崎市高津区 ＦＡＢ サービス その他サービス 5%

88,800 神奈川県 川崎市高津区 ＥＭＩＲＡＩ サービス 理容・美容業 5%

88,801 神奈川県 川崎市高津区 エムライズオート サービス その他サービス 5%

88,802 神奈川県 川崎市高津区 ＥＬＶＡｊａｐａｎ 小売業 電化製品 5%

88,803 神奈川県 川崎市高津区 ｏｇｇｉｍｉｚｏｎｏｋｕｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

88,804 神奈川県 川崎市高津区 オフィスティーズ 小売業 衣料品 5%

88,805 神奈川県 川崎市高津区 オリックスレンタカー溝の口駅前店 サービス その他サービス 2%

88,806 神奈川県 川崎市高津区 カーテンファクトリー　移動ショールーム 小売業 その他小売 5%

88,807 神奈川県 川崎市高津区 カーテンファクトリー　高津店 小売業 その他小売 5%

88,808 神奈川県 川崎市高津区 外交２５　誠屋クリーニング　外交２５ サービス その他サービス 5%

88,809 神奈川県 川崎市高津区 外交２２　誠屋クリーニング　外交２２ サービス その他サービス 5%

88,810 神奈川県 川崎市高津区 外交２８　誠屋クリーニング　外交２８ サービス その他サービス 5%

88,811 神奈川県 川崎市高津区 外交２６　誠屋クリーニング　外交２６ サービス その他サービス 5%

88,812 神奈川県 川崎市高津区 カイロプラクティックニール　ティファニー溝の口駅前店 サービス その他サービス 5%

88,813 神奈川県 川崎市高津区 カイロプラクティックＬｉｇｈｔ－ｃｈｏｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

88,814 神奈川県 川崎市高津区 学生服専門店　いづみや 小売業 衣料品 5%

88,815 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン梶ケ谷大塚店 小売業 食料品 2%

88,816 神奈川県 川崎市高津区 株式会社　路川石材工業所 小売業 その他小売 5%

88,817 神奈川県 川崎市高津区 株式会社エストラスト　溝の口本店 サービス その他サービス 5%

88,818 神奈川県 川崎市高津区 株式会社光耀社 サービス その他サービス 5%

88,819 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ティーバード　マジックプライス溝の口店 小売業 その他小売 5%

88,820 神奈川県 川崎市高津区 株式会社マガキ川崎営業所 小売業 その他小売 5%

88,821 神奈川県 川崎市高津区 株式会社三島屋ハウジング サービス その他サービス 5%

88,822 神奈川県 川崎市高津区 上作店　誠屋クリーニング　溝の口上作店 サービス その他サービス 5%

88,823 神奈川県 川崎市高津区 川上楽器　溝ノ口店 サービス その他サービス 5%

88,824 神奈川県 川崎市高津区 川上楽器　溝ノ口第一センター サービス その他サービス 5%

88,825 神奈川県 川崎市高津区 川上楽器　溝ノ口第二センター サービス その他サービス 5%

88,826 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎明津店 小売業 食料品 2%

88,827 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎梶ヶ谷駅入口店 小売業 食料品 2%

88,828 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎梶ケ谷３丁目店 小売業 食料品 2%

88,829 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎蟹ヶ谷北店 小売業 食料品 2%

88,830 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎蟹ヶ谷店 小売業 食料品 2%
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88,831 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎坂戸２丁目店 小売業 食料品 2%

88,832 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ＡＭＵＳＥ．Ｇ サービス その他サービス 5%

88,833 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎子母口店 小売業 食料品 2%

88,834 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎子母口東店 小売業 食料品 2%

88,835 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎子母口南店 小売業 食料品 2%

88,836 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎下小田中１丁目店 小売業 食料品 2%

88,837 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎下作延店 小売業 食料品 2%

88,838 神奈川県 川崎市高津区 セブンーイレブン川崎下野毛３丁目店 小売業 食料品 2%

88,839 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎新作店 小売業 食料品 2%

88,840 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎末長店 小売業 食料品 2%

88,841 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎末長東店 小売業 食料品 2%

88,842 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎諏訪店 小売業 食料品 2%

88,843 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎高津諏訪店 小売業 食料品 2%

88,844 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎高津野川店 小売業 食料品 2%

88,845 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎千年新町店 小売業 食料品 2%

88,846 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎千年店 小売業 食料品 2%

88,847 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎津田山店 小売業 食料品 2%

88,848 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎野川くぬぎ坂店 小売業 食料品 2%

88,849 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎野川東店 小売業 食料品 2%

88,850 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎久末北店 小売業 食料品 2%

88,851 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎久末団地店 小売業 食料品 2%

88,852 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎久末店 小売業 食料品 2%

88,853 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎二子店 小売業 食料品 2%

88,854 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎二子６丁目店 小売業 食料品 2%

88,855 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎溝口１丁目店 小売業 食料品 2%

88,856 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎溝の口駅前店 小売業 食料品 2%

88,857 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎溝の口駅南口店 小売業 食料品 2%

88,858 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎溝口３丁目店 小売業 食料品 2%

88,859 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎溝の口中央店 小売業 食料品 2%

88,860 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン川崎溝口２丁目店 小売業 食料品 2%

88,861 神奈川県 川崎市高津区 キートス サービス その他サービス 5%

88,862 神奈川県 川崎市高津区 生そば　山中屋 サービス 飲食業 5%

88,863 神奈川県 川崎市高津区 ＫＩＳＳＹＯＳＥＬＥＣＴ丸井溝口店 小売業 食料品 5%

88,864 神奈川県 川崎市高津区 ｋｉｍｉｈｉｋｏ?ｙａｎｏ ｎｅｔ ｋｉｍｉｈｉｋｏ?ｙａｎｏ ｎｅｔ 小売業 その他小売 5%

88,865 神奈川県 川崎市高津区 キミヒコヤノネット 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

88,866 神奈川県 川崎市高津区 牛角　溝の口店 サービス 飲食業 2%

88,867 神奈川県 川崎市高津区 共新建設 サービス その他サービス 5%

88,868 神奈川県 川崎市高津区 靴の末広堂 小売業 衣料品 5%

88,869 神奈川県 川崎市高津区 ＴＡＬＫＩＥ’Ｓ サービス 飲食業 5%

88,870 神奈川県 川崎市高津区 クリーニングイノウエ 溝の口店 サービス その他サービス 5%

88,871 神奈川県 川崎市高津区 グリュン 小売業 衣料品 5%

88,872 神奈川県 川崎市高津区 合同会社ＣＲＥＡＲ サービス その他サービス 5%
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88,873 神奈川県 川崎市高津区 ｇｒｏｗ サービス 理容・美容業 5%

88,874 神奈川県 川崎市高津区 ｇｒｌｏｗパーソナルジム サービス その他サービス 5%

88,875 神奈川県 川崎市高津区 ＫＥＩ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓｈｏｐ サービス 理容・美容業 5%

88,876 神奈川県 川崎市高津区 ＫＯａＡ サービス 飲食業 5%

88,877 神奈川県 川崎市高津区 セブンーイレブンＫＯＹＯ帝京大学溝口病院店 小売業 食料品 2%

88,878 神奈川県 川崎市高津区 セブンーイレブンＫＯＹＯ虎の門病院分院店 小売業 食料品 2%

88,879 神奈川県 川崎市高津区 コガネ弁当 サービス 飲食業 5%

88,880 神奈川県 川崎市高津区 坂本屋酒店 小売業 食料品 5%

88,881 神奈川県 川崎市高津区 ＳＡＫＥバル遊家本店 サービス 飲食業 5%

88,882 神奈川県 川崎市高津区 ＳａｍＳｔｙｌｅ　ＳａｍＳｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

88,883 神奈川県 川崎市高津区 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＣＨＲＯＥ サービス 理容・美容業 5%

88,884 神奈川県 川崎市高津区 三徳溝の口店 小売業 食料品 5%

88,885 神奈川県 川崎市高津区 シーコネクション 小売業 その他小売 5%

88,886 神奈川県 川崎市高津区 ジェームス２４６玉川店 小売業 その他小売 2%

88,887 神奈川県 川崎市高津区 Ｓｈｅｌｌｙ　溝の口 サービス 理容・美容業 5%

88,888 神奈川県 川崎市高津区 ｃｈｅｒｃｈｅｕｓｅｓ 小売業 食料品 5%

88,889 神奈川県 川崎市高津区 ｃｈｅｒｃｈｅｕｓｅｓ サービス 飲食業 5%

88,890 神奈川県 川崎市高津区 下作店　誠屋クリーニング　溝の口下作店 サービス その他サービス 5%

88,891 神奈川県 川崎市高津区 シラハト商店 サービス 飲食業 5%

88,892 神奈川県 川崎市高津区 新生堂　二子玉川店 サービス その他サービス 5%

88,893 神奈川県 川崎市高津区 粋気者 小売業 その他小売 5%

88,894 神奈川県 川崎市高津区 スプリングウェーブ梶ヶ谷 サービス その他サービス 5%

88,895 神奈川県 川崎市高津区 Ｃｉａｏ！！Ｆａｌｚｏｎｉ サービス 飲食業 5%

88,896 神奈川県 川崎市高津区 セオサイクル溝ノ口店 小売業 その他小売 5%

88,897 神奈川県 川崎市高津区 関口商店 小売業 食料品 5%

88,898 神奈川県 川崎市高津区 関屋精米店　関屋精米店 小売業 食料品 5%

88,899 神奈川県 川崎市高津区 葬儀社田中屋 サービス その他サービス 5%

88,900 神奈川県 川崎市高津区 ＤｉＣＥ溝口店 サービス その他サービス 5%

88,901 神奈川県 川崎市高津区 ＤｉｎｉｎｇＢａｒＴｗｉｃｅｕｐ サービス 飲食業 5%

88,902 神奈川県 川崎市高津区 高津 サービス その他サービス 5%

88,903 神奈川県 川崎市高津区 あ サービス 理容・美容業 5%

88,904 神奈川県 川崎市高津区 武田和昭 小売業 貴金属・服飾品 5%

88,905 神奈川県 川崎市高津区 ＤＡＭＥＹＡ－ＮＥＴ 小売業 その他小売 5%

88,906 神奈川県 川崎市高津区 中華料理　芳蘭 サービス 飲食業 5%

88,907 神奈川県 川崎市高津区 つきじ海賓　川崎千年店 サービス 飲食業 5%

88,908 神奈川県 川崎市高津区 Ｄ．Ｒ．Ｐ．Ｒｅｃｏｒｄｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

88,909 神奈川県 川崎市高津区 ＴＭＣ サービス その他サービス 5%

88,910 神奈川県 川崎市高津区 ｔｏｃｃａ溝の口 サービス 理容・美容業 5%

88,911 神奈川県 川崎市高津区 とんかつ　後藤 サービス 飲食業 5%

88,912 神奈川県 川崎市高津区 ナガグツ サービス 飲食業 5%

88,913 神奈川県 川崎市高津区 なし 小売業 その他小売 5%

88,914 神奈川県 川崎市高津区 Ｎｕｍｂｅｒｔｈｒｅｅ サービス 理容・美容業 5%
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88,915 神奈川県 川崎市高津区 ＮＥＮＧＯ　おんぼろ不動産マーケット サービス その他サービス 5%

88,916 神奈川県 川崎市高津区 ｎｏｅｌ サービス 理容・美容業 5%

88,917 神奈川県 川崎市高津区 パーソナルビューティーオネシャス サービス 理容・美容業 5%

88,918 神奈川県 川崎市高津区 ハートフルヘアＺＩＴＴＡ サービス 理容・美容業 5%

88,919 神奈川県 川崎市高津区 はっぴーとーく樹音 小売業 その他小売 5%

88,920 神奈川県 川崎市高津区 Ｂａｒａｋａ サービス 飲食業 5%

88,921 神奈川県 川崎市高津区 パロット行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

88,922 神奈川県 川崎市高津区 ビアンドレ 小売業 食料品 5%

88,923 神奈川県 川崎市高津区 Ｂ Ｍａｒｋｅｔ Ｂ?Ｍａｒｋｅｔ サービス 理容・美容業 5%

88,924 神奈川県 川崎市高津区 久本店　誠屋クリーニング溝の口久本店 サービス その他サービス 5%

88,925 神奈川県 川崎市高津区 ファミリークリエイト 東京営業所 小売業 食料品 5%

88,926 神奈川県 川崎市高津区 フォトフォリー サービス その他サービス 5%

88,927 神奈川県 川崎市高津区 富士メガネ　溝ノ口店 小売業 その他小売 5%

88,928 神奈川県 川崎市高津区 ｈａｉｒ　ｔｒｅｅｓ サービス 理容・美容業 5%

88,929 神奈川県 川崎市高津区 ヘアクラフトエージェー　溝の口店 サービス 理容・美容業 5%

88,930 神奈川県 川崎市高津区 ヘアメイクアッシュ　高津店 サービス 理容・美容業 5%

88,931 神奈川県 川崎市高津区 Ｐｅｉｓｓｙ　溝の口店 サービス 理容・美容業 5%

88,932 神奈川県 川崎市高津区 ペコリ　溝の口店 サービス 飲食業 5%

88,933 神奈川県 川崎市高津区 ペットハウス　アン サービス 理容・美容業 5%

88,934 神奈川県 川崎市高津区 ペーパーフリークス 小売業 その他小売 5%

88,935 神奈川県 川崎市高津区 ｂｅｂｅ’ サービス 理容・美容業 5%

88,936 神奈川県 川崎市高津区 勉強カフェ溝の口スタジオ サービス その他サービス 5%

88,937 神奈川県 川崎市高津区 ほぐし処　もみ人 サービス その他サービス 5%

88,938 神奈川県 川崎市高津区 星のサロン サービス 飲食業 5%

88,939 神奈川県 川崎市高津区 北海寿し サービス 飲食業 5%

88,940 神奈川県 川崎市高津区 本店 誠屋クリーニング梶ヶ谷本店 サービス その他サービス 5%

88,941 神奈川県 川崎市高津区 誠屋　梶ヶ谷店 サービス その他サービス 5%

88,942 神奈川県 川崎市高津区 誠屋　上作店 サービス その他サービス 5%

88,943 神奈川県 川崎市高津区 誠屋クリーニング サービス その他サービス 5%

88,944 神奈川県 川崎市高津区 誠屋クリーニング　本社　誠屋クリーニング　本社 サービス その他サービス 5%

88,945 神奈川県 川崎市高津区 誠屋　下作店 サービス その他サービス 5%

88,946 神奈川県 川崎市高津区 誠屋　末長店 サービス その他サービス 5%

88,947 神奈川県 川崎市高津区 誠屋　諏訪店 サービス その他サービス 5%

88,948 神奈川県 川崎市高津区 誠屋　久本店 サービス その他サービス 5%

88,949 神奈川県 川崎市高津区 誠屋　本店 サービス その他サービス 5%

88,950 神奈川県 川崎市高津区 誠屋　リフォーム店 サービス その他サービス 5%

88,951 神奈川県 川崎市高津区 ＭＡＴＳＵＩＧＵＩＴＡＲＳＣＨＯＯＬ サービス その他サービス 5%

88,952 神奈川県 川崎市高津区 丸幸不動産 サービス その他サービス 5%

88,953 神奈川県 川崎市高津区 Ｍａｒｕｙｕｋｉ 小売業 衣料品 5%

88,954 神奈川県 川崎市高津区 セブン－イレブン溝の口店 小売業 食料品 2%

88,955 神奈川県 川崎市高津区 宮内無線 小売業 電化製品 5%

88,956 神奈川県 川崎市高津区 ミルメルシー 小売業 食料品 5%
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88,957 神奈川県 川崎市高津区 ミルメルシー サービス 飲食業 5%

88,958 神奈川県 川崎市高津区 ムサシボウル サービス その他サービス 5%

88,959 神奈川県 川崎市高津区 村上電気 小売業 電化製品 5%

88,960 神奈川県 川崎市高津区 村田フィルム サービス その他サービス 5%

88,961 神奈川県 川崎市高津区 メイフェアパークス溝の口店　誠屋クリーニングメイフェアパークス　溝の口店 サービス その他サービス 5%

88,962 神奈川県 川崎市高津区 メガネストアー梶ヶ谷 小売業 その他小売 5%

88,963 神奈川県 川崎市高津区 メガネストアー梶ヶ谷店 小売業 その他小売 5%

88,964 神奈川県 川崎市高津区 メガネストアー溝ノ口 小売業 その他小売 5%

88,965 神奈川県 川崎市高津区 メガネストアー溝ノ口中央 小売業 その他小売 5%

88,966 神奈川県 川崎市高津区 メーコーデンキ 小売業 電化製品 5%

88,967 神奈川県 川崎市高津区 焼肉やまと　溝口店 サービス 飲食業 5%

88,968 神奈川県 川崎市高津区 山形牛一頭買い焼肉　くろべこ　溝の口店 サービス 飲食業 5%

88,969 神奈川県 川崎市高津区 有限会社鈴木印舗 サービス その他サービス 5%

88,970 神奈川県 川崎市高津区 有限会社ネプチューン　ジャックインザボックス 小売業 その他小売 5%

88,971 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ユニオンワークス サービス その他サービス 5%

88,972 神奈川県 川崎市高津区 ＹｏｕｐｉＮａｉｌ ＹｏｕｐｉＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

88,973 神奈川県 川崎市高津区 米倉商店 サービス 飲食業 5%

88,974 神奈川県 川崎市高津区 Ｌａ　Ｍａｉｋａ 小売業 衣料品 5%

88,975 神奈川県 川崎市高津区 雷音 サービス 飲食業 5%

88,976 神奈川県 川崎市高津区 ラッキー理容店 サービス 理容・美容業 5%

88,977 神奈川県 川崎市高津区 ｌｏｖｅｌｌイベント店 小売業 その他小売 5%

88,978 神奈川県 川崎市高津区 Ｒｉｔｈ＋Ｍ サービス 理容・美容業 5%

88,979 神奈川県 川崎市高津区 リフォーム店 誠屋クリーニング リフォーム誠屋 梶ヶ谷店 サービス その他サービス 5%

88,980 神奈川県 川崎市高津区 Ｒｕｂａｎｃｏｕｔｕｒｅ 小売業 衣料品 5%

88,981 神奈川県 川崎市高津区 レジットデザイン サービス その他サービス 5%

88,982 神奈川県 川崎市高津区 レストランポモドーロ サービス 飲食業 5%

88,983 神奈川県 川崎市高津区 ロイヤルクイーン　溝の口教室 小売業 家具・調度品 5%

88,984 神奈川県 川崎市高津区 ローレルクリーニング　工場前 サービス その他サービス 5%

88,985 神奈川県 川崎市高津区 ローレルクリーニング　マルエツ坂戸 サービス その他サービス 5%

88,986 神奈川県 川崎市高津区 Ｙ?２１　久地店 サービス その他サービス 5%

88,987 神奈川県 川崎市高津区 若月電業有限会社 サービス その他サービス 5%

88,988 神奈川県 川崎市高津区 和弘商事株式会社 サービス その他サービス 5%

88,989 神奈川県 川崎市多摩区 青木貴広 サービス その他サービス 5%

88,990 神奈川県 川崎市多摩区 あさひでんき中野島店 小売業 電化製品 5%

88,991 神奈川県 川崎市多摩区 アッシュ　稲田堤店 サービス 理容・美容業 5%

88,992 神奈川県 川崎市多摩区 ＡｌｉｃＥ サービス 理容・美容業 5%

88,993 神奈川県 川崎市多摩区 アルモニーア アルモニーア サービス 飲食業 5%

88,994 神奈川県 川崎市多摩区 Ｅｘｓｔａｎ株式会社 サービス その他サービス 5%

88,995 神奈川県 川崎市多摩区 居酒屋博多 サービス 飲食業 5%

88,996 神奈川県 川崎市多摩区 居酒屋ピン サービス 飲食業 5%

88,997 神奈川県 川崎市多摩区 ｉｎ　ｔｈｅ　ｓｅａ サービス 理容・美容業 5%

88,998 神奈川県 川崎市多摩区 ＵｃｈｉｙａｍａＢｌｏｃｋ サービス その他サービス 5%
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88,999 神奈川県 川崎市多摩区 英気治療院 サービス 理容・美容業 5%

89,000 神奈川県 川崎市多摩区 ＡＲどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

89,001 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社　エコタ サービス その他サービス 5%

89,002 神奈川県 川崎市多摩区 ＯＷＬＨＯＵＳＥＴＯＫＹＯ 小売業 衣料品 5%

89,003 神奈川県 川崎市多摩区 大野屋長尾店 小売業 食料品 5%

89,004 神奈川県 川崎市多摩区 オリーブネイル サービス 理容・美容業 5%

89,005 神奈川県 川崎市多摩区 オルカジャパン 小売業 その他小売 5%

89,006 神奈川県 川崎市多摩区 ｇａｔｏ　ｂｙ　ｕｔａｔａ　　　ｎｅ サービス 理容・美容業 5%

89,007 神奈川県 川崎市多摩区 Ｃａｆｅ　ゆい?と サービス 飲食業 5%

89,008 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社生田不動産 サービス その他サービス 5%

89,009 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社ＭＳＷ サービス その他サービス 5%

89,010 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社佐藤自動車 サービス その他サービス 5%

89,011 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社ジョナサンライン サービス 運輸業 5%

89,012 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社フットボールシーン 小売業 その他小売 5%

89,013 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社フラワーショップヤマ 小売業 その他小売 5%

89,014 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社ライズホーム サービス その他サービス 5%

89,015 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社芸能 サービス その他サービス 5%

89,016 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎生田１丁目店 小売業 食料品 2%

89,017 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎栗谷３丁目店 小売業 食料品 2%

89,018 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎栗谷店 小売業 食料品 2%

89,019 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎京王稲田堤北口店 小売業 食料品 2%

89,020 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎宿河原３丁目店 小売業 食料品 2%

89,021 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎宿河原店 小売業 食料品 2%

89,022 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎宿河原４丁目店 小売業 食料品 2%

89,023 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎菅１丁目店 小売業 食料品 2%

89,024 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎菅野戸呂店 小売業 食料品 2%

89,025 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎菅馬場店 小売業 食料品 2%

89,026 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎菅６丁目店 小売業 食料品 2%

89,027 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎堰店 小売業 食料品 2%

89,028 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎多摩区役所前店 小売業 食料品 2%

89,029 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎長尾橋店 小売業 食料品 2%

89,030 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎中野島１丁目店 小売業 食料品 2%

89,031 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎中野島店 小売業 食料品 2%

89,032 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎中野島４丁目店 小売業 食料品 2%

89,033 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎西生田店 小売業 食料品 2%

89,034 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎野川台店 小売業 食料品 2%

89,035 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎登戸新町店 小売業 食料品 2%

89,036 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎東長澤店 小売業 食料品 2%

89,037 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎布田店 小売業 食料品 2%

89,038 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎枡形２丁目店 小売業 食料品 2%

89,039 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎枡形６丁目店 小売業 食料品 2%

89,040 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎三田１丁目店 小売業 食料品 2%
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89,041 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン川崎向ヶ丘遊園駅西店 小売業 食料品 2%

89,042 神奈川県 川崎市多摩区 牛角生田店 サービス 飲食業 2%

89,043 神奈川県 川崎市多摩区 牛角向ヶ丘遊園店 サービス 飲食業 2%

89,044 神奈川県 川崎市多摩区 ＫＹＯ サービス 理容・美容業 5%

89,045 神奈川県 川崎市多摩区 クリーニングフレンズ サービス 理容・美容業 5%

89,046 神奈川県 川崎市多摩区 クリーニングフレンド サービス 理容・美容業 5%

89,047 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン京王稲田堤駅前店 小売業 食料品 2%

89,048 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン京王稲田堤駅南口店 小売業 食料品 2%

89,049 神奈川県 川崎市多摩区 合同会社敦翔 サービス その他サービス 5%

89,050 神奈川県 川崎市多摩区 コスモウェーブ コスモウェーブ 小売業 その他小売 5%

89,051 神奈川県 川崎市多摩区 サイクランドヤマダ 小売業 その他小売 5%

89,052 神奈川県 川崎市多摩区 酒処どんぐり サービス 飲食業 5%

89,053 神奈川県 川崎市多摩区 サロンドユリ　百合丘店 サービス 理容・美容業 5%

89,054 神奈川県 川崎市多摩区 サンセットビーチ Ｓｔｅａｋ Ｇｒｉｌｌ ＳＵＮＳＥＴ ＢＥＡＣＨ サービス 飲食業 5%

89,055 神奈川県 川崎市多摩区 旬彩酒肴　恵月 サービス 飲食業 5%

89,056 神奈川県 川崎市多摩区 商標登録 藍染市場 小売業 衣料品 5%

89,057 神奈川県 川崎市多摩区 鍼灸院　至　鍼灸院　至 サービス その他サービス 5%

89,058 神奈川県 川崎市多摩区 寿司割烹　すし将 サービス 飲食業 5%

89,059 神奈川県 川崎市多摩区 寿々木 小売業 食料品 5%

89,060 神奈川県 川崎市多摩区 ＳＰＥＡ向ヶ丘遊園店 サービス 理容・美容業 5%

89,061 神奈川県 川崎市多摩区 炭焼酒房　青とうがらし　向ヶ丘遊園店 サービス 飲食業 5%

89,062 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン専修大学生田校舎店 小売業 食料品 2%

89,063 神奈川県 川崎市多摩区 爽亭登戸店 サービス 飲食業 5%

89,064 神奈川県 川崎市多摩区 大黒屋読売ランド店 サービス 飲食業 5%

89,065 神奈川県 川崎市多摩区 リラクゼーションサロン　メープル サービス その他サービス 5%

89,066 神奈川県 川崎市多摩区 旅カフェ　シャンティ サービス 飲食業 5%

89,067 神奈川県 川崎市多摩区 ＣＨＥＥＰ－ＣＨＥＥＰ サービス 理容・美容業 5%

89,068 神奈川県 川崎市多摩区 有限会社ティーエム設備工業 サービス その他サービス 5%

89,069 神奈川県 川崎市多摩区 テイクアウト　彩　彩 サービス 飲食業 5%

89,070 神奈川県 川崎市多摩区 手塚電機　友利店 小売業 電化製品 5%

89,071 神奈川県 川崎市多摩区 ＴＵＯ日本女子大生協　西生田食堂 サービス その他サービス 5%

89,072 神奈川県 川崎市多摩区 登喜和屋 サービス 飲食業 5%

89,073 神奈川県 川崎市多摩区 トスカーナエトスカーナ サービス その他サービス 5%

89,074 神奈川県 川崎市多摩区 トップスマルシマ 小売業 その他小売 5%

89,075 神奈川県 川崎市多摩区 トップスマルシマ 小売業 衣料品 5%

89,076 神奈川県 川崎市多摩区 土間土間登戸店 サービス 飲食業 2%

89,077 神奈川県 川崎市多摩区 鳥膳丸梅 サービス 飲食業 5%

89,078 神奈川県 川崎市多摩区 トリミングサロンモモ サービス その他サービス 5%

89,079 神奈川県 川崎市多摩区 丼丸 海宝 久地駅前店 丼丸 海宝 久地駅前店 サービス 飲食業 5%

89,080 神奈川県 川崎市多摩区 和みん サービス その他サービス 5%

89,081 神奈川県 川崎市多摩区 並木商店　並木商店 小売業 その他小売 5%

89,082 神奈川県 川崎市多摩区 ｔａｋｕｙａｕｅｈａｒａ サービス 理容・美容業 5%

2123



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

89,083 神奈川県 川崎市多摩区 ナリッシュ　よみうりランド店 小売業 衣料品 5%

89,084 神奈川県 川崎市多摩区 にじいろカフェ サービス 飲食業 5%

89,085 神奈川県 川崎市多摩区 日本女子大生協　西生田店 サービス その他サービス 5%

89,086 神奈川県 川崎市多摩区 日本女子大生協　西生田店（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

89,087 神奈川県 川崎市多摩区 日本女子大生協　西生田食堂 サービス その他サービス 5%

89,088 神奈川県 川崎市多摩区 日本女子大生協　西生田店 サービス その他サービス 5%

89,089 神奈川県 川崎市多摩区 ねもと整体＆ストレッチスタジオ サービス その他サービス 5%

89,090 神奈川県 川崎市多摩区 信田拓也 サービス 理容・美容業 5%

89,091 神奈川県 川崎市多摩区 ノワール動物病院 サービス その他サービス 5%

89,092 神奈川県 川崎市多摩区 焙煎珈琲ＳＥＮ サービス 飲食業 5%

89,093 神奈川県 川崎市多摩区 林晃久 サービス その他サービス 5%

89,094 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社ｈａｒｕ－Ｈｏｕｓｅ 小売業 食料品 5%

89,095 神奈川県 川崎市多摩区 半ざむ 小売業 家具・調度品 5%

89,096 神奈川県 川崎市多摩区 ＰＡＮＴＡＬＯＮＡＩＯ尾作隼人 サービス その他サービス 5%

89,097 神奈川県 川崎市多摩区 光 小売業 衣料品 5%

89,098 神奈川県 川崎市多摩区 ｈｉｔｅｌａｓ 小売業 衣料品 5%

89,099 神奈川県 川崎市多摩区 響 サービス 理容・美容業 5%

89,100 神奈川県 川崎市多摩区 美容室 ｉｍａｇｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

89,101 神奈川県 川崎市多摩区 美容室Ｄｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

89,102 神奈川県 川崎市多摩区 ＨｉｒｏｓｈｉＷａｔａｎａｂｅＡｒｔＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

89,103 神奈川県 川崎市多摩区 フィフティフィフティ サービス その他サービス 5%

89,104 神奈川県 川崎市多摩区 Ｆｅｔｅ　ｌｅ　ｍａｒｃｈｅ サービス 飲食業 5%

89,105 神奈川県 川崎市多摩区 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　川崎長沢店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

89,106 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社フラワーショップＹＡＭＡ 小売業 その他小売 5%

89,107 神奈川県 川崎市多摩区 フルリエ フラワーマーケット フルリエフラワーマーケット 小売業 その他小売 5%

89,108 神奈川県 川崎市多摩区 ＨａｉｒＳａｌｏｎＯＨＡＲＡ サービス 理容・美容業 5%

89,109 神奈川県 川崎市多摩区 ほぐしのチカラ サービス 理容・美容業 5%

89,110 神奈川県 川崎市多摩区 ホップ　ケア　タクシー サービス 運輸業 5%

89,111 神奈川県 川崎市多摩区 ボンデニッシュ 小売業 食料品 5%

89,112 神奈川県 川崎市多摩区 毬ゃ サービス 飲食業 5%

89,113 神奈川県 川崎市多摩区 セブン－イレブン向ヶ丘遊園店 小売業 食料品 2%

89,114 神奈川県 川崎市多摩区 メガネストアー生田 小売業 その他小売 5%

89,115 神奈川県 川崎市多摩区 メガネストアー生田店 小売業 その他小売 5%

89,116 神奈川県 川崎市多摩区 メガネストアー宿河原駅前 小売業 その他小売 5%

89,117 神奈川県 川崎市多摩区 メガネストアー宿河原駅前店 小売業 その他小売 5%

89,118 神奈川県 川崎市多摩区 メガネストアー向ヶ丘 小売業 その他小売 5%

89,119 神奈川県 川崎市多摩区 メガネストアー向ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

89,120 神奈川県 川崎市多摩区 本村昭人 小売業 その他小売 5%

89,121 神奈川県 川崎市多摩区 モリヤ サービス 飲食業 5%

89,122 神奈川県 川崎市多摩区 やすひで サービス 飲食業 5%

89,123 神奈川県 川崎市多摩区 有限会社スクランブル メガネナカジマ 小売業 その他小売 5%

89,124 神奈川県 川崎市多摩区 ゆりストア　生田店 小売業 食料品 5%
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89,125 神奈川県 川崎市多摩区 ゆりストア　星ヶ丘店 小売業 食料品 5%

89,126 神奈川県 川崎市多摩区 ヨロズヤ電器　登戸店 小売業 電化製品 5%

89,127 神奈川県 川崎市多摩区 ｒａｋｕｒａ サービス その他サービス 5%

89,128 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社ラピス サービス その他サービス 5%

89,129 神奈川県 川崎市多摩区 ｒａｌａ　ｄｅｓｉｇｎ 小売業 その他小売 5%

89,130 神奈川県 川崎市多摩区 Ｌｉａｉｓｏｎ　ｕｎ サービス 理容・美容業 5%

89,131 神奈川県 川崎市多摩区 料理サロンおかむら サービス 飲食業 5%

89,132 神奈川県 川崎市多摩区 ray.登戸 サービス 理容・美容業 5%

89,133 神奈川県 川崎市多摩区 レプロマネージメント合同会社 サービス その他サービス 5%

89,134 神奈川県 川崎市多摩区 ローレルクリーニング　洗い専科川崎 サービス その他サービス 5%

89,135 神奈川県 川崎市多摩区 ワールド電気 サービス その他サービス 5%

89,136 神奈川県 川崎市中原区 ＭＡＶＩＥ サービス 理容・美容業 5%

89,137 神奈川県 川崎市中原区 シュシュ元住吉店 サービス 理容・美容業 5%

89,138 神奈川県 川崎市中原区 アクアリスト 小売業 その他小売 5%

89,139 神奈川県 川崎市中原区 ａｃｒｏｓｓｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ武蔵小杉 サービス 理容・美容業 5%

89,140 神奈川県 川崎市中原区 浅井美恵子 小売業 衣料品 5%

89,141 神奈川県 川崎市中原区 あさひでんき中原店 小売業 電化製品 5%

89,142 神奈川県 川崎市中原区 アジアンビストロＤａｉ武蔵小杉店 サービス 飲食業 5%

89,143 神奈川県 川崎市中原区 アルファクリーニング サービス その他サービス 5%

89,144 神奈川県 川崎市中原区 Ａｒｍｅｌ８ サービス 理容・美容業 5%

89,145 神奈川県 川崎市中原区 アンジェボン　ルパス　グランツリー武蔵小杉店 小売業 その他小売 5%

89,146 神奈川県 川崎市中原区 ｉａｏｒａｎａ 小売業 その他小売 5%

89,147 神奈川県 川崎市中原区 居酒屋 環 サービス 飲食業 5%

89,148 神奈川県 川崎市中原区 居酒屋 はっちゃん サービス 飲食業 5%

89,149 神奈川県 川崎市中原区 イザカヤミドリ サービス 飲食業 5%

89,150 神奈川県 川崎市中原区 ｉｔａｎｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,151 神奈川県 川崎市中原区 イタリア家庭料理　ＡＺＺＵＲＲＯ サービス 飲食業 5%

89,152 神奈川県 川崎市中原区 伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

89,153 神奈川県 川崎市中原区 稲葉電器 小売業 電化製品 5%

89,154 神奈川県 川崎市中原区 入船 サービス 飲食業 5%

89,155 神奈川県 川崎市中原区 ＩＬ ＶＥＮＴＯ サービス 飲食業 5%

89,156 神奈川県 川崎市中原区 インターパシフィック サービス その他サービス 5%

89,157 神奈川県 川崎市中原区 ウェルネスサポート茶寮 サービス 理容・美容業 5%

89,158 神奈川県 川崎市中原区 ウスヤ 小売業 食料品 5%

89,159 神奈川県 川崎市中原区 ａＫ．Ｅｄａｔ 小売業 衣料品 5%

89,160 神奈川県 川崎市中原区 ＡＢＣカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

89,161 神奈川県 川崎市中原区 ＥＬＥＧＡＲ サービス 理容・美容業 5%

89,162 神奈川県 川崎市中原区 ＥＬＥＧＡＲ　ＥＬＥＧＡＲ サービス 理容・美容業 5%

89,163 神奈川県 川崎市中原区 大塚電化サービス 小売業 電化製品 5%

89,164 神奈川県 川崎市中原区 ＡＵＴＯＦＩＮＥＳＳＥＪＡＰＡＮ 小売業 その他小売 5%

89,165 神奈川県 川崎市中原区 大野屋小杉店 小売業 食料品 5%

89,166 神奈川県 川崎市中原区 大野屋元住吉店 小売業 食料品 5%
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89,167 神奈川県 川崎市中原区 御菓子所花ごろも サービス 飲食業 5%

89,168 神奈川県 川崎市中原区 おしょくじ処　天真爛漫 サービス 飲食業 5%

89,169 神奈川県 川崎市中原区 オリックスレンタカー武蔵中原店 サービス その他サービス 2%

89,170 神奈川県 川崎市中原区 ａｌ．．．ｈａｉｒｐｌａｎ サービス 理容・美容業 5%

89,171 神奈川県 川崎市中原区 オンベリール 小売業 衣料品 5%

89,172 神奈川県 川崎市中原区 カイロ鉄庵（くろがねあん） サービス その他サービス 5%

89,173 神奈川県 川崎市中原区 カイロ鉄庵 サービス その他サービス 5%

89,174 神奈川県 川崎市中原区 カウンセリングルームこころケア サービス その他サービス 5%

89,175 神奈川県 川崎市中原区 牡蠣とワインと魚と肉と元住吉にて サービス 飲食業 5%

89,176 神奈川県 川崎市中原区 加藤 サービス その他サービス 5%

89,177 神奈川県 川崎市中原区 Ｋａｎａｎｉ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

89,178 神奈川県 川崎市中原区 株式会社アイラホーム サービス その他サービス 5%

89,179 神奈川県 川崎市中原区 株式会社ブレイクスルー本店 サービス その他サービス 5%

89,180 神奈川県 川崎市中原区 株式会社ｍａｉ ｃｈａｉ ｍａｉ ０１ サービス その他サービス 5%

89,181 神奈川県 川崎市中原区 株式会社Ｒｉｖｅｒｅｄｇｅ サービス その他サービス 5%

89,182 神奈川県 川崎市中原区 がブリチキン。　武蔵小杉店 サービス 飲食業 5%

89,183 神奈川県 川崎市中原区 かまどか武蔵小杉店 サービス 飲食業 2%

89,184 神奈川県 川崎市中原区 髪工房 サービス 理容・美容業 5%

89,185 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン苅宿店 小売業 食料品 2%

89,186 神奈川県 川崎市中原区 ｃａｒｉｎ　元住吉店 サービス 理容・美容業 5%

89,187 神奈川県 川崎市中原区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ武蔵小杉駅北口店 サービス 飲食業 2%

89,188 神奈川県 川崎市中原区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ武蔵中原駅前店 サービス 飲食業 2%

89,189 神奈川県 川崎市中原区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中原区元住吉店 サービス 飲食業 2%

89,190 神奈川県 川崎市中原区 川上楽器　新城センター サービス その他サービス 5%

89,191 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎井田中ノ町店 小売業 食料品 2%

89,192 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎井田２丁目店 小売業 食料品 2%

89,193 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎市ノ坪南店 小売業 食料品 2%

89,194 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎ガス橋通り店 小売業 食料品 2%

89,195 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎上小田中１丁目店 小売業 食料品 2%

89,196 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎木月伊勢町店 小売業 食料品 2%

89,197 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎木月大町店 小売業 食料品 2%

89,198 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎木月祗園町店 小売業 食料品 2%

89,199 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎木月３丁目店 小売業 食料品 2%

89,200 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎木月店 小売業 食料品 2%

89,201 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎小杉法政通り店 小売業 食料品 2%

89,202 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎山王町１丁目店 小売業 食料品 2%

89,203 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎下小田中店 小売業 食料品 2%

89,204 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎下小田中東店 小売業 食料品 2%

89,205 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎下新城２丁目店 小売業 食料品 2%

89,206 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎新城１丁目店 小売業 食料品 2%

89,207 神奈川県 川崎市中原区 セブンーイレブン川崎新城店 小売業 食料品 2%

89,208 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎新丸子駅前店 小売業 食料品 2%
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89,209 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎田尻町店 小売業 食料品 2%

89,210 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎中原市ノ坪店 小売業 食料品 2%

89,211 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎中原今井南町店 小売業 食料品 2%

89,212 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎中原区役所前店 小売業 食料品 2%

89,213 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎中原店 小売業 食料品 2%

89,214 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎中丸子店 小売業 食料品 2%

89,215 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎西下橋店 小売業 食料品 2%

89,216 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎宮内１丁目店 小売業 食料品 2%

89,217 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎向河原駅前店 小売業 食料品 2%

89,218 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎武蔵小杉駅新南口店 小売業 食料品 2%

89,219 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎武蔵小杉駅前店 小売業 食料品 2%

89,220 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎武蔵中原店 小売業 食料品 2%

89,221 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン川崎元住吉オズ通り店 小売業 食料品 2%

89,222 神奈川県 川崎市中原区 ｋｉｔｃｈｅｎ３１０４ サービス 飲食業 5%

89,223 神奈川県 川崎市中原区 ギャラリーショップロクアット サービス その他サービス 5%

89,224 神奈川県 川崎市中原区 キャンパーズパラダイストーキョー 目黒店 サービス 飲食業 5%

89,225 神奈川県 川崎市中原区 牛角武蔵中原店 サービス 飲食業 2%

89,226 神奈川県 川崎市中原区 崎陽軒ビーンズ武蔵新城店 小売業 食料品 5%

89,227 神奈川県 川崎市中原区 行政書士法人シグマ サービス その他サービス 5%

89,228 神奈川県 川崎市中原区 串焼きうまいもん酒場　楽 サービス 飲食業 5%

89,229 神奈川県 川崎市中原区 Ｇ＇ｄａｙＥｎｇｌｉｓｈ サービス その他サービス 5%

89,230 神奈川県 川崎市中原区 倉形畳店 サービス その他サービス 5%

89,231 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブングランツリー武蔵小杉前店 小売業 食料品 2%

89,232 神奈川県 川崎市中原区 ｇｕｒｉ サービス 飲食業 5%

89,233 神奈川県 川崎市中原区 クリーニングＷｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

89,234 神奈川県 川崎市中原区 Ｇｌｅａｍ サービス その他サービス 5%

89,235 神奈川県 川崎市中原区 クリブキルト サービス その他サービス 5%

89,236 神奈川県 川崎市中原区 ＣＲＯＷＤＯＧ 小売業 衣料品 5%

89,237 神奈川県 川崎市中原区 合同会社ＦＲＯＮＴＩＥＲＴＲＡＤＥ 小売業 衣料品 5%

89,238 神奈川県 川崎市中原区 ＣＯＺＹｒｏｏｍ サービス その他サービス 5%

89,239 神奈川県 川崎市中原区 Ｃｏｃｏｂａｒｉ　Ｃｏｃｏｂａｒｉ　ココバリ 小売業 その他小売 5%

89,240 神奈川県 川崎市中原区 ＣＯＮＡ元住吉店 サービス 飲食業 5%

89,241 神奈川県 川崎市中原区 こばやしでんき 小売業 電化製品 5%

89,242 神奈川県 川崎市中原区 コンタクトレンズ専門店アクアビジョン武蔵小杉店 小売業 その他小売 5%

89,243 神奈川県 川崎市中原区 Ｓａｉ サービス 理容・美容業 5%

89,244 神奈川県 川崎市中原区 ＣＹＣＬＥＣＵＢＥ 小売業 その他小売 5%

89,245 神奈川県 川崎市中原区 さかなの台所 オリエンタル 東口店 サービス 飲食業 5%

89,246 神奈川県 川崎市中原区 さかなの台所オリエンタル　西口店 サービス 飲食業 5%

89,247 神奈川県 川崎市中原区 サケとサカナ サービス 飲食業 5%

89,248 神奈川県 川崎市中原区 シフク サービス 飲食業 5%

89,249 神奈川県 川崎市中原区 写真道場 サービス その他サービス 5%

89,250 神奈川県 川崎市中原区 じゃんぼ總本店　新丸子店 サービス 飲食業 5%
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89,251 神奈川県 川崎市中原区 じゃんぼ總本店　武蔵新城店 サービス 飲食業 5%

89,252 神奈川県 川崎市中原区 ジュエリーラボ 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,253 神奈川県 川崎市中原区 旬の味ゆう サービス 飲食業 5%

89,254 神奈川県 川崎市中原区 Ｓｈｏｗ　Ｎａｉｌ　武蔵小杉 サービス その他サービス 5%

89,255 神奈川県 川崎市中原区 シリーラッシュ武蔵小杉 サービス 理容・美容業 5%

89,256 神奈川県 川崎市中原区 シリウス犬猫病院 サービス その他サービス 5%

89,257 神奈川県 川崎市中原区 新光舎クリーニング 新光舎クリーニング サービス その他サービス 5%

89,258 神奈川県 川崎市中原区 新弥勒堂 小売業 家具・調度品 5%

89,259 神奈川県 川崎市中原区 新屋 中華料理 居酒屋 新屋 サービス 飲食業 5%

89,260 神奈川県 川崎市中原区 ＳｕＡｉ武蔵小杉 サービス その他サービス 5%

89,261 神奈川県 川崎市中原区 Ｓｗｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

89,262 神奈川県 川崎市中原区 すし屋銀蔵武蔵中原店 サービス 飲食業 5%

89,263 神奈川県 川崎市中原区 Ｓｔｕｄｉｏ　ｎｏｂ． サービス 理容・美容業 5%

89,264 神奈川県 川崎市中原区 スタジオポスト　武蔵小杉丸子橋店 サービス その他サービス 5%

89,265 神奈川県 川崎市中原区 すっとこどっこい ＪＲ武蔵新城店 サービス 飲食業 5%

89,266 神奈川県 川崎市中原区 ステップゴルフ元住吉店 サービス その他サービス 5%

89,267 神奈川県 川崎市中原区 ＳｐｒｉｎｇＣＵＥ！ サービス 理容・美容業 5%

89,268 神奈川県 川崎市中原区 炭火焼肉　くろべこ　武蔵小杉店 サービス 飲食業 5%

89,269 神奈川県 川崎市中原区 スリーエイト上小田中店 小売業 その他小売 2%

89,270 神奈川県 川崎市中原区 セオサイクル武蔵小杉店 小売業 その他小売 5%

89,271 神奈川県 川崎市中原区 セオサイクル　元住吉店 小売業 その他小売 5%

89,272 神奈川県 川崎市中原区 セレクトショップ　ハセガワ 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,273 神奈川県 川崎市中原区 Ｚｅｒｏ　ｄｅｇｒｅｅｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

89,274 神奈川県 川崎市中原区 ＳｅｎｓｅＯｆＵ 小売業 衣料品 5%

89,275 神奈川県 川崎市中原区 ＳＯＡＲ サービス 理容・美容業 5%

89,276 神奈川県 川崎市中原区 そうざい安田屋 小売業 食料品 5%

89,277 神奈川県 川崎市中原区 Ｄｅーｐａｓｓ サービス 飲食業 5%

89,278 神奈川県 川崎市中原区 ｄｕｓｋ サービス 理容・美容業 5%

89,279 神奈川県 川崎市中原区 ダッククリーンサービス サービス その他サービス 5%

89,280 神奈川県 川崎市中原区 帯刀ラボ サービス 理容・美容業 5%

89,281 神奈川県 川崎市中原区 ＴＡＭＭＹ サービス 理容・美容業 5%

89,282 神奈川県 川崎市中原区 ちゃめろうＤＯＧＷＡＹＳ（外） サービス その他サービス 5%

89,283 神奈川県 川崎市中原区 つだとけいてん 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,284 神奈川県 川崎市中原区 つるやクリーニング サービス その他サービス 5%

89,285 神奈川県 川崎市中原区 ｄａｙ’ｓ　ｅｙｅ サービス 理容・美容業 5%

89,286 神奈川県 川崎市中原区 天然素材蔵 サービス 飲食業 5%

89,287 神奈川県 川崎市中原区 トゥインクルキッズ サービス その他サービス 5%

89,288 神奈川県 川崎市中原区 ドラセナ薬局 小売業 その他小売 5%

89,289 神奈川県 川崎市中原区 本店 小売業 衣料品 5%

89,290 神奈川県 川崎市中原区 鶏ダイヤモンド　武蔵新城店 サービス 飲食業 5%

89,291 神奈川県 川崎市中原区 内藤金物店 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,292 神奈川県 川崎市中原区 中原園芸 小売業 その他小売 5%
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89,293 神奈川県 川崎市中原区 ｎａｋｏｏｌ 小売業 衣料品 5%

89,294 神奈川県 川崎市中原区 ＮＡＲＵＹＡクリーニング 向河原 サービス その他サービス 5%

89,295 神奈川県 川崎市中原区 肉のナカノ 小売業 食料品 5%

89,296 神奈川県 川崎市中原区 ＮＥＵＴＲＡＬ　ＤＯＯＲ サービス 理容・美容業 5%

89,297 神奈川県 川崎市中原区 ネイルサロンＫ ＰＬＵＳ サービス その他サービス 5%

89,298 神奈川県 川崎市中原区 ＮａｉｌＭＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

89,299 神奈川県 川崎市中原区 ネオクラウド サービス その他サービス 5%

89,300 神奈川県 川崎市中原区 のむら食堂 サービス 飲食業 5%

89,301 神奈川県 川崎市中原区 ＢＡＲ　Ｆｒｅｅ　Ｂｉｒｄ　?フリーバード? サービス 飲食業 5%

89,302 神奈川県 川崎市中原区 ハーベスト サービス 飲食業 5%

89,303 神奈川県 川崎市中原区 Ｂｉｃｙｃｌｅ　Ｓｈｏｐ　Ｐｉｎｏ 小売業 その他小売 5%

89,304 神奈川県 川崎市中原区 バグース サービス 理容・美容業 5%

89,305 神奈川県 川崎市中原区 白鴎電気商会 小売業 電化製品 5%

89,306 神奈川県 川崎市中原区 ＨａｎａＣＡＦＥ ｎａｐｐａ６９ ＨａｎａＣＡＦＥ ｎａｐｐａ６９ サービス 飲食業 5%

89,307 神奈川県 川崎市中原区 パナステ－シヨンウチダ 小売業 電化製品 5%

89,308 神奈川県 川崎市中原区 原酒店 小売業 食料品 5%

89,309 神奈川県 川崎市中原区 バランス サービス 理容・美容業 5%

89,310 神奈川県 川崎市中原区 ひこうせん 小売業 その他小売 5%

89,311 神奈川県 川崎市中原区 ＢｅＪｏｕｌｅ サービス 理容・美容業 5%

89,312 神奈川県 川崎市中原区 ＨＡＩＲＭＡＫＥｂｉｓｃｏヘアメイクビスコ サービス 理容・美容業 5%

89,313 神奈川県 川崎市中原区 Ｂｉｓｔｒｏ Ｃｌｏｃｈｅｔｔｅ サービス 飲食業 5%

89,314 神奈川県 川崎市中原区 Ｂｉｓｔｒｏ Ｌａｎｔｅｒｎ サービス 飲食業 5%

89,315 神奈川県 川崎市中原区 ビッグプラグ 小売業 電化製品 5%

89,316 神奈川県 川崎市中原区 ＦＵＧＡ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

89,317 神奈川県 川崎市中原区 ＢＯＯＫＯＦＦ　武蔵中原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

89,318 神奈川県 川崎市中原区 フラワーデンカ 小売業 電化製品 5%

89,319 神奈川県 川崎市中原区 プリバート サービス 理容・美容業 5%

89,320 神奈川県 川崎市中原区 プレミアム和牛の店　味蔵の杜 サービス 飲食業 5%

89,321 神奈川県 川崎市中原区 Ｐｒｏｓｔ サービス 理容・美容業 5%

89,322 神奈川県 川崎市中原区 ｈａｉｒ　ａｇｒｅａｆ サービス 理容・美容業 5%

89,323 神奈川県 川崎市中原区 ヘアーカットフリースタイル サービス 理容・美容業 5%

89,324 神奈川県 川崎市中原区 ｈａｉｒ　ｔｒｅｅｓ　武蔵小杉店 サービス 理容・美容業 5%

89,325 神奈川県 川崎市中原区 ＨａｉｒｓａｌｏｎＣＡＲＲＩＥ サービス 理容・美容業 5%

89,326 神奈川県 川崎市中原区 ヘアメイクアッシュ武蔵小杉店 サービス 理容・美容業 5%

89,327 神奈川県 川崎市中原区 ヘアメイクアッシュ　元住吉店 サービス 理容・美容業 5%

89,328 神奈川県 川崎市中原区 Ｈａｉｒ　Ｌｅａｆ【ヘアリーフ】 サービス 理容・美容業 5%

89,329 神奈川県 川崎市中原区 ペダルズアップ サービス その他サービス 5%

89,330 神奈川県 川崎市中原区 ペットエコ ＤＰＯ元住吉店 小売業 その他小売 5%

89,331 神奈川県 川崎市中原区 宝珍楼 サービス 飲食業 5%

89,332 神奈川県 川崎市中原区 ほぐし手ただし手 サービス その他サービス 5%

89,333 神奈川県 川崎市中原区 ホテルすがた サービス その他サービス 5%

89,334 神奈川県 川崎市中原区 ｍａｕｌｏａ サービス その他サービス 5%
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89,335 神奈川県 川崎市中原区 まつげエクステ専門サロン　シリーラッシュ武蔵小杉 サービス 理容・美容業 5%

89,336 神奈川県 川崎市中原区 ｍａｈａｎａ　ｎａｉｌ　武蔵新城 サービス その他サービス 5%

89,337 神奈川県 川崎市中原区 ｍｉｌｌｅｔ サービス 理容・美容業 5%

89,338 神奈川県 川崎市中原区 Ｍｕｉ サービス 飲食業 5%

89,339 神奈川県 川崎市中原区 セブン－イレブン武蔵中原駅前店 小売業 食料品 2%

89,340 神奈川県 川崎市中原区 メガネストアー武蔵中原 小売業 その他小売 5%

89,341 神奈川県 川崎市中原区 メナード武蔵小杉 サービス 理容・美容業 2%

89,342 神奈川県 川崎市中原区 持田電気商会 小売業 電化製品 5%

89,343 神奈川県 川崎市中原区 もっくん　武蔵小杉店 サービス 飲食業 5%

89,344 神奈川県 川崎市中原区 ｍｏｔｔａｎｏ サービス 飲食業 5%

89,345 神奈川県 川崎市中原区 もみーな　新丸子店 サービス その他サービス 5%

89,346 神奈川県 川崎市中原区 プライベートエステサロンｙａｓａｙａ サービス 理容・美容業 5%

89,347 神奈川県 川崎市中原区 ヤマザキ電化　なんぶ店 小売業 電化製品 5%

89,348 神奈川県 川崎市中原区 有機ゲルマニウム温浴 ｏｎｙｏｋｕ‐ｙａ おんよくや サービス その他サービス 5%

89,349 神奈川県 川崎市中原区 有機ゲルマニウム温浴ｏｎｙｏｋｕ－ｙａ（おんよくや） サービス その他サービス 5%

89,350 神奈川県 川崎市中原区 萱・ｋａｙａ サービス 飲食業 5%

89,351 神奈川県 川崎市中原区 有限会社　太田園 小売業 食料品 5%

89,352 神奈川県 川崎市中原区 ㈲出口住設 サービス その他サービス 5%

89,353 神奈川県 川崎市中原区 ラソビータ サービス 理容・美容業 5%

89,354 神奈川県 川崎市中原区 ラトリエヒロワキサカ 小売業 食料品 5%

89,355 神奈川県 川崎市中原区 ｒａｎａｍｕｓｉｃａ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

89,356 神奈川県 川崎市中原区 ラミカ 小売業 衣料品 5%

89,357 神奈川県 川崎市中原区 Ｌｅｅ 武蔵小杉店 小売業 衣料品 5%

89,358 神奈川県 川崎市中原区 Ｌｉａｉｓｏｎ　ｄｕｅ　武蔵新城 サービス 理容・美容業 5%

89,359 神奈川県 川崎市中原区 Ｒｉｃｃａ サービス 理容・美容業 5%

89,360 神奈川県 川崎市中原区 Ｒｅ?トレ　Ａｋｉｒａ サービス その他サービス 5%

89,361 神奈川県 川崎市中原区 Ｌｉｎｏ　ｂｙ　ＭｅｒｒｙＬａｎｄ サービス 理容・美容業 5%

89,362 神奈川県 川崎市中原区 Ｒｅ　Ｒａ　Ｋｕ　元住吉店 サービス その他サービス 5%

89,363 神奈川県 川崎市中原区 Ｌｉｌｙ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

89,364 神奈川県 川崎市中原区 Ｌｅ　Ｃｉｅｌ　武蔵新城 サービス 理容・美容業 5%

89,365 神奈川県 川崎市中原区 ＲｅｓｔａｕｒａｎｔＨｉｂｏｕ サービス 飲食業 5%

89,366 神奈川県 川崎市中原区 ローレルクリーニング　コープ井田三舞 サービス その他サービス 5%

89,367 神奈川県 川崎市中原区 ＹＫＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

89,368 神奈川県 川崎市中原区 ＹＣ武蔵小杉西部 小売業 その他小売 5%

89,369 神奈川県 川崎市中原区 ワインと炭火焼ｈａｒａｏ サービス 飲食業 5%

89,370 神奈川県 川崎市宮前区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｂｅｃｋｙ鷺沼 サービス 理容・美容業 5%

89,371 神奈川県 川崎市宮前区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｉｆｅ宮崎台駅前 サービス 理容・美容業 5%

89,372 神奈川県 川崎市宮前区 あさひでんきサギヌマ店 小売業 電化製品 5%

89,373 神奈川県 川崎市宮前区 味ぎん宮前店 サービス 飲食業 5%

89,374 神奈川県 川崎市宮前区 ＡＴＯＺｐｒｏｊｅｃｔ サービス その他サービス 5%

89,375 神奈川県 川崎市宮前区 ａｄｎ サービス 理容・美容業 5%

89,376 神奈川県 川崎市宮前区 アトリエリョウマ サービス その他サービス 5%
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89,377 神奈川県 川崎市宮前区 有賀園ゴルフ東名川崎店 小売業 その他小売 5%

89,378 神奈川県 川崎市宮前区 アルファコア サービス その他サービス 5%

89,379 神奈川県 川崎市宮前区 石田ようこ 犬と猫の歯科クリニック サービス その他サービス 5%

89,380 神奈川県 川崎市宮前区 エーケー有馬薬局鷺沼店 小売業 その他小売 5%

89,381 神奈川県 川崎市宮前区 ＥＮＥＲＧＹＰＲＯＴＥＩＮＢＡＲ サービス 飲食業 5%

89,382 神奈川県 川崎市宮前区 エブリマスミヤ 小売業 その他小売 5%

89,383 神奈川県 川崎市宮前区 ＯＡＫ　鷺沼 サービス 理容・美容業 5%

89,384 神奈川県 川崎市宮前区 お好み焼き　そうすけ サービス 飲食業 5%

89,385 神奈川県 川崎市宮前区 小澤幸雄 小売業 衣料品 5%

89,386 神奈川県 川崎市宮前区 炭火焼鳥Ｃａｓｉｔａ　サニー企画 サービス 飲食業 5%

89,387 神奈川県 川崎市宮前区 勝木書店 ＫａＢｏＳ宮前平店 小売業 その他小売 5%

89,388 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社千野 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,389 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社宮前関口電機 小売業 電化製品 5%

89,390 神奈川県 川崎市宮前区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東急鷺沼駅前通店 サービス 飲食業 2%

89,391 神奈川県 川崎市宮前区 川上楽器　宮前平センター サービス その他サービス 5%

89,392 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎有馬７丁目店 小売業 食料品 2%

89,393 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎有馬６丁目店 小売業 食料品 2%

89,394 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎犬蔵３丁目店 小売業 食料品 2%

89,395 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎犬蔵２丁目店 小売業 食料品 2%

89,396 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎鷺沼駅前店 小売業 食料品 2%

89,397 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎鷺沼中央店 小売業 食料品 2%

89,398 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎神木本町１丁目店 小売業 食料品 2%

89,399 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎神木本町２丁目店 小売業 食料品 2%

89,400 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎菅生１丁目店 小売業 食料品 2%

89,401 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎菅生５丁目店 小売業 食料品 2%

89,402 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎菅生２丁目店 小売業 食料品 2%

89,403 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎平３丁目店 小売業 食料品 2%

89,404 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎平店 小売業 食料品 2%

89,405 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎平４丁目店 小売業 食料品 2%

89,406 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎野川台西店 小売業 食料品 2%

89,407 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎野川店 小売業 食料品 2%

89,408 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎初山２丁目店 小売業 食料品 2%

89,409 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎東有馬店 小売業 食料品 2%

89,410 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎馬絹神社前店 小売業 食料品 2%

89,411 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎馬絹西店 小売業 食料品 2%

89,412 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎馬絹東店 小売業 食料品 2%

89,413 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎馬絹南店 小売業 食料品 2%

89,414 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎宮崎北店 小売業 食料品 2%

89,415 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎宮崎２丁目店 小売業 食料品 2%

89,416 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎宮前平駅西店 小売業 食料品 2%

89,417 神奈川県 川崎市宮前区 セブン－イレブン川崎向丘出張所前店 小売業 食料品 2%

89,418 神奈川県 川崎市宮前区 牛角鷺沼店 サービス 飲食業 2%
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89,419 神奈川県 川崎市宮前区 河井内燃機直販 サービス その他サービス 5%

89,420 神奈川県 川崎市宮前区 ｋｕｍｉ．ａｎｄｏ サービス その他サービス 5%

89,421 神奈川県 川崎市宮前区 Ｃｏｃｏｙ サービス 理容・美容業 5%

89,422 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社こどもとかめら サービス その他サービス 5%

89,423 神奈川県 川崎市宮前区 鷺沼小台店　誠屋クリーニング　鷺沼店 サービス その他サービス 5%

89,424 神奈川県 川崎市宮前区 Ｓａｂｂａｔｈ サービス 理容・美容業 5%

89,425 神奈川県 川崎市宮前区 ＳａｌｏｎｄｅＬａＭｅｒ サービス 理容・美容業 5%

89,426 神奈川県 川崎市宮前区 ｓａｌｏｎマロン 小売業 衣料品 5%

89,427 神奈川県 川崎市宮前区 三佐 小売業 電化製品 5%

89,428 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社シーマイル サービス その他サービス 5%

89,429 神奈川県 川崎市宮前区 Ｓｈｉｎｅ－心と身体のデトックスサロン－ サービス 理容・美容業 5%

89,430 神奈川県 川崎市宮前区 ＪＯＹ美容室　宮前平店 サービス 理容・美容業 5%

89,431 神奈川県 川崎市宮前区 新生ネットワーク 小売業 電化製品 5%

89,432 神奈川県 川崎市宮前区 寿司海鮮処せとぐち サービス 飲食業 5%

89,433 神奈川県 川崎市宮前区 然 小売業 その他小売 5%

89,434 神奈川県 川崎市宮前区 Ｓａｌｔｙ＇ｓＧａｒａｇｅ サービス その他サービス 5%

89,435 神奈川県 川崎市宮前区 たじま動物病院 サービス その他サービス 5%

89,436 神奈川県 川崎市宮前区 ちこのさんぽみち 小売業 その他小売 5%

89,437 神奈川県 川崎市宮前区 ｄｂ－ＴＥＣＨ 小売業 その他小売 5%

89,438 神奈川県 川崎市宮前区 テクニカルガレージササキ サービス その他サービス 5%

89,439 神奈川県 川崎市宮前区 鉄板焼　ｇｒｏｗ　後楽園店 サービス 飲食業 5%

89,440 神奈川県 川崎市宮前区 電化パートナー 小売業 電化製品 5%

89,441 神奈川県 川崎市宮前区 トヨタ部品神奈川共販　高津店 サービス その他サービス 5%

89,442 神奈川県 川崎市宮前区 鳥久 サービス その他サービス 5%

89,443 神奈川県 川崎市宮前区 鳥じぁる サービス 飲食業 5%

89,444 神奈川県 川崎市宮前区 日本国際バレエ協会 サービス その他サービス 5%

89,445 神奈川県 川崎市宮前区 ＨＡＶＥＦＵＮ 小売業 衣料品 5%

89,446 神奈川県 川崎市宮前区 ハッピーシューズ サービス その他サービス 5%

89,447 神奈川県 川崎市宮前区 パティスリーエルム サービス 飲食業 5%

89,448 神奈川県 川崎市宮前区 花ハウスブレントモア サービス その他サービス 5%

89,449 神奈川県 川崎市宮前区 ｈａｎａｍｉ 小売業 衣料品 5%

89,450 神奈川県 川崎市宮前区 葉山ガーデン　宮前店 小売業 家具・調度品 5%

89,451 神奈川県 川崎市宮前区 ＰＬＭアーキテクチャラボ サービス その他サービス 5%

89,452 神奈川県 川崎市宮前区 ＰＣＪ関東支部 サービス その他サービス 5%

89,453 神奈川県 川崎市宮前区 ピザハウスモッコ 東名川崎店 サービス 飲食業 5%

89,454 神奈川県 川崎市宮前区 美容室ＳＡＦＡＲＩ サービス 理容・美容業 5%

89,455 神奈川県 川崎市宮前区 ＢＯＯＢＯＯＨＯＵＳＥ サービス その他サービス 5%

89,456 神奈川県 川崎市宮前区 ＦＥＳＴＡ　ＰＩＡＺＺＡ サービス 飲食業 5%

89,457 神奈川県 川崎市宮前区 スーパーフーズトレーディング サービス その他サービス 5%

89,458 神奈川県 川崎市宮前区 ＨＡＩＲ　ＧＡＲＡＧＥ　ＢＥＡＴ サービス 理容・美容業 5%

89,459 神奈川県 川崎市宮前区 ヘアメイクアッシュ鷺沼店 サービス 理容・美容業 5%

89,460 神奈川県 川崎市宮前区 ヘアメイクアッシュ　宮前平店 サービス 理容・美容業 5%
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89,461 神奈川県 川崎市宮前区 ベビー＆ママサロンブルーバード サービス その他サービス 5%

89,462 神奈川県 川崎市宮前区 ヘルシーヘアー　アゲイン サービス 理容・美容業 5%

89,463 神奈川県 川崎市宮前区 ポシェットノマ 小売業 電化製品 5%

89,464 神奈川県 川崎市宮前区 ホテルバリアンリゾート東名川崎 サービス 宿泊業 5%

89,465 神奈川県 川崎市宮前区 ホリイ電機商会 小売業 電化製品 5%

89,466 神奈川県 川崎市宮前区 ＰＯＬＩＦＯＮＩＡ．ｄｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

89,467 神奈川県 川崎市宮前区 誠屋　鷺沼小台店 サービス その他サービス 5%

89,468 神奈川県 川崎市宮前区 誠屋　宮崎店 サービス その他サービス 5%

89,469 神奈川県 川崎市宮前区 誠屋　宮前平店 サービス その他サービス 5%

89,470 神奈川県 川崎市宮前区 ミキガーデン サービス その他サービス 5%

89,471 神奈川県 川崎市宮前区 三栖波子 サービス その他サービス 5%

89,472 神奈川県 川崎市宮前区 宮崎店　誠屋クリーニング　宮前平宮崎店 サービス その他サービス 5%

89,473 神奈川県 川崎市宮前区 ＭＩＹＡ’ｓＰｌｅａｓｕｒｅＢａ サービス その他サービス 5%

89,474 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社宮前関口電機　訪問先 小売業 電化製品 5%

89,475 神奈川県 川崎市宮前区 宮前平店　誠屋クリーニング　宮前平店 サービス その他サービス 5%

89,476 神奈川県 川崎市宮前区 ｍａｄｅ＿ｂｙ＿ｍａｙｕ 小売業 衣料品 5%

89,477 神奈川県 川崎市宮前区 メガネストアー鷺沼 小売業 その他小売 5%

89,478 神奈川県 川崎市宮前区 メガネストアー鷺沼店 小売業 その他小売 5%

89,479 神奈川県 川崎市宮前区 メガネストアー宮崎台 小売業 その他小売 5%

89,480 神奈川県 川崎市宮前区 メガネストアー宮崎台店 小売業 その他小売 5%

89,481 神奈川県 川崎市宮前区 メガネストアー向ヶ丘たいら 小売業 その他小売 5%

89,482 神奈川県 川崎市宮前区 メガネストアー向ヶ丘たいら店 小売業 その他小売 5%

89,483 神奈川県 川崎市宮前区 めぐみ焼菓子店 サービス 飲食業 5%

89,484 神奈川県 川崎市宮前区 メンズカットサロン ダンディ メンズカットサロンダンディ サービス 理容・美容業 5%

89,485 神奈川県 川崎市宮前区 谷戸の下 サービス 飲食業 5%

89,486 神奈川県 川崎市宮前区 有限会社青木商店 小売業 家具・調度品 5%

89,487 神奈川県 川崎市宮前区 有限会社青木萬吉商店　　有　青木萬吉商店 小売業 食料品 5%

89,488 神奈川県 川崎市宮前区 有限会社青山シートカバー製作所 小売業 衣料品 5%

89,489 神奈川県 川崎市宮前区 有限会社ポー・リー動物病院 サービス その他サービス 5%

89,490 神奈川県 川崎市宮前区 有限会社村木商会 小売業 その他小売 5%

89,491 神奈川県 川崎市宮前区 有限会社和光造花製作所 小売業 その他小売 5%

89,492 神奈川県 川崎市宮前区 遊家鷺沼駅前店 サービス 飲食業 5%

89,493 神奈川県 川崎市宮前区 らーめん濱辰家 サービス 飲食業 5%

89,494 神奈川県 川崎市宮前区 ＳＥ　ＲＡＦＦＩＮＥＲ サービス 理容・美容業 5%

89,495 神奈川県 川崎市宮前区 Ｌｅａｇｕｅ　宮崎台店 サービス 理容・美容業 5%

89,496 神奈川県 川崎市宮前区 リヨンコッペ館 小売業 食料品 5%

89,497 神奈川県 川崎市宮前区 ローレルクリーニング　ビバ・トステム サービス その他サービス 5%

89,498 神奈川県 川崎市宮前区 ワールドコレツィオーネ 本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,499 神奈川県 清川村 清川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,500 神奈川県 相模原市 ＡＲＴ　ＳＴＵＤＩＯ　彫茂 小売業 衣料品 5%

89,501 神奈川県 相模原市 青山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,502 神奈川県 相模原市 アクアストーン 小売業 貴金属・服飾品 5%
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89,503 神奈川県 相模原市 Ａｎｇｅｓ 小売業 その他小売 5%

89,504 神奈川県 相模原市 イグレック・パリ　橋本店 サービス 理容・美容業 5%

89,505 神奈川県 相模原市 池田どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

89,506 神奈川県 相模原市 石川タクシー　２１５ サービス 運輸業 5%

89,507 神奈川県 相模原市 石橋ホーム資材 小売業 その他小売 5%

89,508 神奈川県 相模原市 伊勢原書店　城山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

89,509 神奈川県 相模原市 一友ビルドテック株式会社 サービス その他サービス 5%

89,510 神奈川県 相模原市 Ｉｔ’ｓ相模大野店 サービス その他サービス 5%

89,511 神奈川県 相模原市 Ｉｔ’ｓ相模大野店２ サービス その他サービス 5%

89,512 神奈川県 相模原市 Ｉｔ’ｓ相模原店 サービス その他サービス 5%

89,513 神奈川県 相模原市 伊藤タクシー（２７３） サービス 運輸業 5%

89,514 神奈川県 相模原市 犬の専門店北川 小売業 その他小売 5%

89,515 神奈川県 相模原市 インドの恵み相模大野 小売業 食料品 5%

89,516 神奈川県 相模原市 インドの恵み橋本店 サービス 飲食業 5%

89,517 神奈川県 相模原市 ウィステリア・リブレ 小売業 電化製品 5%

89,518 神奈川県 相模原市 ウエハラ時計眼鏡宝飾店 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,519 神奈川県 相模原市 ウエルハウス サービス その他サービス 5%

89,520 神奈川県 相模原市 ウォッシュライン東林ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,521 神奈川県 相模原市 Ｕｇａｉ． 小売業 衣料品 5%

89,522 神奈川県 相模原市 エック 小売業 電化製品 5%

89,523 神奈川県 相模原市 江戸前寿司　まさき サービス 飲食業 5%

89,524 神奈川県 相模原市 ＥＶＥＲＹＤＡＹＳＵＮＤＡＹ 小売業 衣料品 5%

89,525 神奈川県 相模原市 大久保タクシー（０８４） サービス 運輸業 5%

89,526 神奈川県 相模原市 ＯＫＡＹ　相模原店 小売業 家具・調度品 5%

89,527 神奈川県 相模原市 オートショップ　あ・ら・もーど 小売業 その他小売 5%

89,528 神奈川県 相模原市 おかしの家 小売業 食料品 5%

89,529 神奈川県 相模原市 ＡＵＴＯ☆ＡＬＰＨＡ　ＫＯＩＤＥ 小売業 その他小売 5%

89,530 神奈川県 相模原市 オーピーパソコン教室 小売業 電化製品 5%

89,531 神奈川県 相模原市 おんがく教室やまもと サービス その他サービス 5%

89,532 神奈川県 相模原市 回転寿し活鮮　麻溝台店 サービス 飲食業 5%

89,533 神奈川県 相模原市 回転寿し活鮮　城山店 サービス 飲食業 5%

89,534 神奈川県 相模原市 隠れ家　　Ｐａｒｌｏｒ　Ｄｏｊｉ サービス その他サービス 5%

89,535 神奈川県 相模原市 飾屋 小売業 衣料品 5%

89,536 神奈川県 相模原市 ガスペック神奈川支店 小売業 その他小売 5%

89,537 神奈川県 相模原市 有限会社加寿屋 サービス 飲食業 5%

89,538 神奈川県 相模原市 加藤タクシー（１５８） サービス 運輸業 5%

89,539 神奈川県 相模原市 カトウ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,540 神奈川県 相模原市 神奈川リオネット販売（株）相模原 小売業 その他小売 5%

89,541 神奈川県 相模原市 金本タクシー（３０７） サービス 運輸業 5%

89,542 神奈川県 相模原市 カノカフルール サービス 理容・美容業 5%

89,543 神奈川県 相模原市 （株）カツノ 小売業 電化製品 5%

89,544 神奈川県 相模原市 株式会社日本の心相模原店 小売業 家具・調度品 5%
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89,545 神奈川県 相模原市 カープラン サービス その他サービス 5%

89,546 神奈川県 相模原市 鎌田タクシー（１４３） サービス 運輸業 5%

89,547 神奈川県 相模原市 かみみぞ動物病院 サービス その他サービス 5%

89,548 神奈川県 相模原市 からだケアルームクオリア サービス 理容・美容業 5%

89,549 神奈川県 相模原市 カラダストレッチイトーヨーカドー古淵店 サービス その他サービス 5%

89,550 神奈川県 相模原市 カラダファクトリー サービス その他サービス 5%

89,551 神奈川県 相模原市 カラダファクトリー　相模大野店 サービス その他サービス 5%

89,552 神奈川県 相模原市 川上タクシー　０５９ サービス 運輸業 5%

89,553 神奈川県 相模原市 眼鏡店オグラ相模大野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,554 神奈川県 相模原市 金城動物病院 サービス その他サービス 5%

89,555 神奈川県 相模原市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ相模原店 小売業 その他小売 5%

89,556 神奈川県 相模原市 くぅ サービス 飲食業 5%

89,557 神奈川県 相模原市 串川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,558 神奈川県 相模原市 久慈タクシー　１３０ サービス 運輸業 5%

89,559 神奈川県 相模原市 クライミングパークストーンマジック 小売業 その他小売 5%

89,560 神奈川県 相模原市 グランド工房　相模原店 小売業 その他小売 5%

89,561 神奈川県 相模原市 ＣＲＩＳＰＹ　ＥＧＧ　Ｇａｌｌｅｒｙ 小売業 家具・調度品 5%

89,562 神奈川県 相模原市 クルクル 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

89,563 神奈川県 相模原市 呉本瓦店 サービス その他サービス 5%

89,564 神奈川県 相模原市 黒岩タクシー（２３２） サービス 運輸業 5%

89,565 神奈川県 相模原市 ＧｕｒｏｍＧａｒｏｍ相模原ｉｔ’ 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,566 神奈川県 相模原市 クロロフイル相模大野駅前美顔教室 小売業 その他小売 5%

89,567 神奈川県 相模原市 玄鳥 サービス その他サービス 5%

89,568 神奈川県 相模原市 コサカ 小売業 その他小売 5%

89,569 神奈川県 相模原市 小島タクシー（３０９） サービス 運輸業 5%

89,570 神奈川県 相模原市 小嶋ライフ サービス その他サービス 5%

89,571 神奈川県 相模原市 個人　加藤タクシー（２４４） サービス 運輸業 5%

89,572 神奈川県 相模原市 個人　菊地タクシー（１４４） サービス 運輸業 5%

89,573 神奈川県 相模原市 個人　塩田タクシー（０４９） サービス 運輸業 5%

89,574 神奈川県 相模原市 個人　清水タクシー（１１６） サービス 運輸業 5%

89,575 神奈川県 相模原市 後藤タクシー（０７２） サービス 運輸業 5%

89,576 神奈川県 相模原市 このえ サービス 飲食業 5%

89,577 神奈川県 相模原市 小林タクシー（２８９） サービス 運輸業 5%

89,578 神奈川県 相模原市 相模大野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,579 神奈川県 相模原市 相模湖　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,580 神奈川県 相模原市 相模湖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,581 神奈川県 相模原市 さがみ総合どうぶつ医療センター サービス その他サービス 5%

89,582 神奈川県 相模原市 相模原清新ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,583 神奈川県 相模原市 相模原赤十字病院売店 小売業 その他小売 5%

89,584 神奈川県 相模原市 相模原バイパス　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,585 神奈川県 相模原市 相模原橋本 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,586 神奈川県 相模原市 相模原病院売店 小売業 その他小売 5%
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89,587 神奈川県 相模原市 相模レンタカー サービス その他サービス 5%

89,588 神奈川県 相模原市 佐藤タクシー（０６２） サービス 運輸業 5%

89,589 神奈川県 相模原市 ＳＡＬＯＮ　ＤＥ　ＣＨＩＣＡ サービス その他サービス 5%

89,590 神奈川県 相模原市 澤田タクシー（３００） サービス 運輸業 5%

89,591 神奈川県 相模原市 サンクラウドタイヤ 小売業 その他小売 5%

89,592 神奈川県 相模原市 サンサン堂 サービス 理容・美容業 5%

89,593 神奈川県 相模原市 ＳｕｎＲｏａｄ 小売業 その他小売 5%

89,594 神奈川県 相模原市 シーアールガレージ　テクニカルセンター サービス その他サービス 5%

89,595 神奈川県 相模原市 ＪＡ相模原市　農産物直売所　ベジたべーな 小売業 食料品 5%

89,596 神奈川県 相模原市 シエステ相模大野 サービス 理容・美容業 5%

89,597 神奈川県 相模原市 三菱重工前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,598 神奈川県 相模原市 住宅相談室心 サービス その他サービス 5%

89,599 神奈川県 相模原市 じゅうたん王国　相模原店 小売業 家具・調度品 5%

89,600 神奈川県 相模原市 ジュエリーカンダ　相模原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,601 神奈川県 相模原市 ジュエリ－　ラフィネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,602 神奈川県 相模原市 手芸センタードリーム　相模原イッツ店 小売業 その他小売 5%

89,603 神奈川県 相模原市 手芸センタードリーム　ニトリモール相模原 小売業 その他小売 5%

89,604 神奈川県 相模原市 ジュベール 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,605 神奈川県 相模原市 酒房　いせき サービス 飲食業 5%

89,606 神奈川県 相模原市 旬鮮酒場　ＮＯＢＵ サービス 飲食業 5%

89,607 神奈川県 相模原市 庄司タクシー（２６４） サービス 運輸業 5%

89,608 神奈川県 相模原市 城山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,609 神奈川県 相模原市 城山ＳＳ　有限会社宮嵜商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,610 神奈川県 相模原市 城山ニュータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,611 神奈川県 相模原市 シンエネ鵜野森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,612 神奈川県 相模原市 新備堂 サービス その他サービス 5%

89,613 神奈川県 相模原市 菅原タクシー　０８２ サービス 運輸業 5%

89,614 神奈川県 相模原市 杉浦タクシー　２２３ サービス 運輸業 5%

89,615 神奈川県 相模原市 鮨　ゆきむら サービス 飲食業 5%

89,616 神奈川県 相模原市 スズキアリーナ相模原 サービス その他サービス 5%

89,617 神奈川県 相模原市 鈴木タクシー　０２８ サービス 運輸業 5%

89,618 神奈川県 相模原市 すずのき　相模大野店 小売業 衣料品 5%

89,619 神奈川県 相模原市 Ｓｔｕｄｉｏ　Ａｎｇｅｓ サービス その他サービス 5%

89,620 神奈川県 相模原市 ＳＴＯＮＥＳ橋本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,621 神奈川県 相模原市 スーパーキッズ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

89,622 神奈川県 相模原市 スパゲティ屋　青山 サービス 飲食業 5%

89,623 神奈川県 相模原市 スマイルカンパニー上鶴間店 小売業 その他小売 5%

89,624 神奈川県 相模原市 スマイルワン生鮮館　相模原古淵店 小売業 食料品 5%

89,625 神奈川県 相模原市 炭火焼肉肉蔵 サービス 飲食業 5%

89,626 神奈川県 相模原市 スリープショップまくら屋 小売業 その他小売 5%

89,627 神奈川県 相模原市 スレイプニル サービス その他サービス 5%

89,628 神奈川県 相模原市 セイビア　相模原店 サービス 理容・美容業 5%
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89,629 神奈川県 相模原市 西洋菓子　海援隊 小売業 食料品 5%

89,630 神奈川県 相模原市 セルフケアラボ相模大野店 サービス その他サービス 5%

89,631 神奈川県 相模原市 セルフステーション田名 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,632 神奈川県 相模原市 ゼロマックス南関東店 小売業 その他小売 5%

89,633 神奈川県 相模原市 ソイガパオ サービス 飲食業 5%

89,634 神奈川県 相模原市 Ｄｉｃｅ相模大野モアーズ店 サービス その他サービス 5%

89,635 神奈川県 相模原市 大東　相模原店 小売業 その他小売 5%

89,636 神奈川県 相模原市 Ｄｉｎｉｎｇ Ｂａｒ きらり サービス 飲食業 5%

89,637 神奈川県 相模原市 ＤｉｎｉｎｇＢａｒきらり サービス 飲食業 5%

89,638 神奈川県 相模原市 ダイワサイクル　相模原店 小売業 その他小売 5%

89,639 神奈川県 相模原市 宅配のめがねやさん 小売業 その他小売 5%

89,640 神奈川県 相模原市 田名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,641 神奈川県 相模原市 タナカインテリア 小売業 家具・調度品 5%

89,642 神奈川県 相模原市 たんぽぽ　あだぷしょん　ぱぁく サービス その他サービス 5%

89,643 神奈川県 相模原市 千代田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,644 神奈川県 相模原市 ツアラテックジャパン 小売業 その他小売 5%

89,645 神奈川県 相模原市 つり具のブンブン相模原店 小売業 その他小売 5%

89,646 神奈川県 相模原市 ディスクユニオン　淵野辺中古センター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

89,647 神奈川県 相模原市 ディスクユニオン　淵野辺店 小売業 電化製品 5%

89,648 神奈川県 相模原市 Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｒｅｄｏ サービス 理容・美容業 5%

89,649 神奈川県 相模原市 トゥインクルビジョン　橋本 小売業 その他小売 5%

89,650 神奈川県 相模原市 ＴＯＫＩＡ　ボーノ相模大野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,651 神奈川県 相模原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ城山店 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,652 神奈川県 相模原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ清新店 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,653 神奈川県 相模原市 トップ相模台店 小売業 食料品 5%

89,654 神奈川県 相模原市 トマトハウス 小売業 衣料品 5%

89,655 神奈川県 相模原市 ＴＲＹ　ＨＡＲＤ　ＧＹＭ サービス その他サービス 5%

89,656 神奈川県 相模原市 鳥忠　さがみの亭 サービス 飲食業 5%

89,657 神奈川県 相模原市 Ｄｏｌｌａｒｔ　ＲｕｓＨ　ＨｏｕＲ サービス その他サービス 5%

89,658 神奈川県 相模原市 ＴＯＲＯ 小売業 家具・調度品 5%

89,659 神奈川県 相模原市 成田タクシー（２５４） サービス 運輸業 5%

89,660 神奈川県 相模原市 成井新聞店 小売業 電化製品 5%

89,661 神奈川県 相模原市 ２５２５　ＴＡＸｉ サービス その他サービス 5%

89,662 神奈川県 相模原市 二本松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,663 神奈川県 相模原市 Ｎｅｏｌｉｖｅ　Ｃａ　ｖａ サービス 理容・美容業 5%

89,664 神奈川県 相模原市 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ｓｏｌａ サービス 理容・美容業 5%

89,665 神奈川県 相模原市 Ｋｎｏｃｋｓ 小売業 その他小売 5%

89,666 神奈川県 相模原市 ハートランド新磯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,667 神奈川県 相模原市 バイクショップ二輪工房 小売業 その他小売 5%

89,668 神奈川県 相模原市 バ－ガ－ズカフェグリルフクヨシ橋本店 サービス 飲食業 5%

89,669 神奈川県 相模原市 パソコンドック24　相模大野ロビーファイブ店 小売業 電化製品 5%

89,670 神奈川県 相模原市 バッカス サービス 飲食業 5%
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89,671 神奈川県 相模原市 バディーヘアー サービス 理容・美容業 5%

89,672 神奈川県 相模原市 羽田タクシー（２１２） サービス 運輸業 5%

89,673 神奈川県 相模原市 はませい サービス 飲食業 5%

89,674 神奈川県 相模原市 浜田動物病院 サービス その他サービス 5%

89,675 神奈川県 相模原市 はり灸院こうえい サービス その他サービス 5%

89,676 神奈川県 相模原市 はんこ家一番相模原店 小売業 その他小売 5%

89,677 神奈川県 相模原市 ＢＭＯ相模原上溝店 小売業 衣料品 5%

89,678 神奈川県 相模原市 ＢＩＯＲＡ 小売業 その他小売 5%

89,679 神奈川県 相模原市 比嘉タクシー（２２９） サービス 運輸業 5%

89,680 神奈川県 相模原市 ピッツェリア馬車道相模原北里大前店１１６ サービス 飲食業 5%

89,681 神奈川県 相模原市 陽のあたる場所 サービス 理容・美容業 5%

89,682 神奈川県 相模原市 美容室　ユニティ　東急橋本店 サービス 理容・美容業 5%

89,683 神奈川県 相模原市 美容室　ユニティ　二本松店 サービス 理容・美容業 5%

89,684 神奈川県 相模原市 美容室　ユニティ　二本松店 サービス 理容・美容業 5%

89,685 神奈川県 相模原市 美容室　ユニティ　橋本店 サービス 理容・美容業 5%

89,686 神奈川県 相模原市 美容室ＣＡＲＯＬ・２１ サービス 理容・美容業 5%

89,687 神奈川県 相模原市 廣川タクシー（１３５） サービス 運輸業 5%

89,688 神奈川県 相模原市 ファイテンショップ　相模大野店 小売業 その他小売 5%

89,689 神奈川県 相模原市 ファイテンショップ　相模原駅ビル店 小売業 その他小売 5%

89,690 神奈川県 相模原市 ファミリーショップワタナベ 小売業 その他小売 5%

89,691 神奈川県 相模原市 フィッツミー　イオン橋本店 サービス その他サービス 5%

89,692 神奈川県 相模原市 ＦｕｕＨａｉｒＬｉｖｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

89,693 神奈川県 相模原市 フォトストーリー サービス その他サービス 5%

89,694 神奈川県 相模原市 福よし　古淵店 サービス 飲食業 5%

89,695 神奈川県 相模原市 藤澤個人タクシー（１２７） サービス 運輸業 5%

89,696 神奈川県 相模原市 藤野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,697 神奈川県 相模原市 藤野南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,698 神奈川県 相模原市 渕野辺病院売店 小売業 その他小売 5%

89,699 神奈川県 相模原市 ブティックギャラリーアイ　相模原店 小売業 衣料品 5%

89,700 神奈川県 相模原市 船津タクシー（２５８） サービス 運輸業 5%

89,701 神奈川県 相模原市 プライムローズ サービス その他サービス 5%

89,702 神奈川県 相模原市 プラザアイ　相模大野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,703 神奈川県 相模原市 ｆｌａｍｍｅｕｍ　相模大野店 サービス 理容・美容業 5%

89,704 神奈川県 相模原市 ＢＵＬＬＥＳ 小売業 衣料品 5%

89,705 神奈川県 相模原市 P ｒｅ ｃ ｉｓ サービス 理容・美容業 5%

89,706 神奈川県 相模原市 フレンドリーセルフ８８ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,707 神奈川県 相模原市 プログレス 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,708 神奈川県 相模原市 ＨＡＩＲ＆ＬＩＦＥ　Ｏｍｏｔｅ サービス 理容・美容業 5%

89,709 神奈川県 相模原市 ＨａｉｒＷａｖｅ サービス 理容・美容業 5%

89,710 神奈川県 相模原市 ヘアートリップ サービス 理容・美容業 5%

89,711 神奈川県 相模原市 Ｈａｉｒ　ｍｏｏｎ サービス 理容・美容業 5%

89,712 神奈川県 相模原市 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｋｅｓｈｉｋｉ サービス 理容・美容業 5%

2138



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

89,713 神奈川県 相模原市 ヘアメイク　プラスワン サービス 理容・美容業 5%

89,714 神奈川県 相模原市 ｈａｉｒｒｅｓｏｒｔＯＨＩＡｂｙｆｌａｍ サービス 理容・美容業 5%

89,715 神奈川県 相模原市 ペイルブルー 小売業 衣料品 5%

89,716 神奈川県 相模原市 ｖｅｌｖｅｔ　ｒｏｏｍ　ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

89,717 神奈川県 相模原市 ベレーザ サービス 理容・美容業 5%

89,718 神奈川県 相模原市 宝月堂文具店　配送用 小売業 その他小売 5%

89,719 神奈川県 相模原市 北神 サービス その他サービス 5%

89,720 神奈川県 相模原市 星ヶ丘メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,721 神奈川県 相模原市 ホテルサンエイト サービス 宿泊業 5%

89,722 神奈川県 相模原市 保土ヶ谷車輌整備株式会社　相模原 サービス その他サービス 5%

89,723 神奈川県 相模原市 ホビーショップタムタム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

89,724 神奈川県 相模原市 マクドナルド麻溝三和店 サービス 飲食業 2%

89,725 神奈川県 相模原市 マクドナルドイオン相模原店 サービス 飲食業 2%

89,726 神奈川県 相模原市 マクドナルドイオン橋本店 サービス 飲食業 2%

89,727 神奈川県 相模原市 マクドナルド小田急相模大野駅店 サービス 飲食業 2%

89,728 神奈川県 相模原市 マクドナルド小田急相模原駅店 サービス 飲食業 2%

89,729 神奈川県 相模原市 マクドナルド北里大学病院前店 サービス 飲食業 2%

89,730 神奈川県 相模原市 マクドナルド京王橋本駅店 サービス 飲食業 2%

89,731 神奈川県 相模原市 マクドナルド相模大野駅北口店 サービス 飲食業 2%

89,732 神奈川県 相模原市 マクドナルド相模原イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

89,733 神奈川県 相模原市 マクドナルド相模原田名店 サービス 飲食業 2%

89,734 神奈川県 相模原市 マクドナルド相模原陽光台店 サービス 飲食業 2%

89,735 神奈川県 相模原市 マクドナルド１６号上鶴間店 サービス 飲食業 2%

89,736 神奈川県 相模原市 マクドナルド１６号橋本ＴＳ店 サービス 飲食業 2%

89,737 神奈川県 相模原市 マクドナルド城山コピオ店 サービス 飲食業 2%

89,738 神奈川県 相模原市 マクドナルド城山店 サービス 飲食業 2%

89,739 神奈川県 相模原市 マクドナルド橋本アリオ店 サービス 飲食業 2%

89,740 神奈川県 相模原市 ＭＡＤＯショップ相模原相生店 サービス その他サービス 5%

89,741 神奈川県 相模原市 まみや動物病院 サービス その他サービス 5%

89,742 神奈川県 相模原市 南大野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,743 神奈川県 相模原市 箕輪タクシー（１５９） サービス 運輸業 5%

89,744 神奈川県 相模原市 宮田タクシー（１４２） サービス 運輸業 5%

89,745 神奈川県 相模原市 村内ファニチャーアクセス　相模原店 小売業 家具・調度品 5%

89,746 神奈川県 相模原市 メガネストアー小田急相模原店 小売業 その他小売 5%

89,747 神奈川県 相模原市 メガネストアー相模光が丘店 小売業 その他小売 5%

89,748 神奈川県 相模原市 メガネストアーJR相模原店 小売業 その他小売 5%

89,749 神奈川県 相模原市 メガネストアー津久井店 小売業 その他小売 5%

89,750 神奈川県 相模原市 モダンパスタ相模原横山台店１１８５ サービス 飲食業 5%

89,751 神奈川県 相模原市 ｍｏｔｏ　ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ 小売業 家具・調度品 5%

89,752 神奈川県 相模原市 モノゴコロ 小売業 その他小売 5%

89,753 神奈川県 相模原市 モバイアス相模原上溝店 サービス その他サービス 5%

89,754 神奈川県 相模原市 森タクシー サービス 運輸業 5%
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89,755 神奈川県 相模原市 焼肉アリラン サービス 飲食業 5%

89,756 神奈川県 相模原市 焼肉角蔵 サービス 飲食業 5%

89,757 神奈川県 相模原市 焼肉でん　相模原陽光台店 サービス 飲食業 5%

89,758 神奈川県 相模原市 焼肉レストラン　ＢＡＮ サービス 飲食業 5%

89,759 神奈川県 相模原市 矢島タクシー（０７１） サービス 運輸業 5%

89,760 神奈川県 相模原市 矢部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,761 神奈川県 相模原市 山口自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

89,762 神奈川県 相模原市 山口自動車株式会社西東京サービスセンター サービス その他サービス 5%

89,763 神奈川県 相模原市 有限会社津久井自動車 サービス その他サービス 5%

89,764 神奈川県 相模原市 有限会社ナカムラタイヤ 小売業 その他小売 5%

89,765 神奈川県 相模原市 ［ＨＣ］有限会社西山電気 小売業 電化製品 5%

89,766 神奈川県 相模原市 ユーズドショップクラウド相模原店 小売業 その他小売 5%

89,767 神奈川県 相模原市 洋食居酒屋ｄｅｅｐ サービス 飲食業 5%

89,768 神奈川県 相模原市 ラインスコープ サービス その他サービス 5%

89,769 神奈川県 相模原市 らくとーぼ相模原清新店１２２６ サービス 飲食業 5%

89,770 神奈川県 相模原市 リサイクルの達人 小売業 その他小売 5%

89,771 神奈川県 相模原市 株式会社リビック相模原 小売業 その他小売 5%

89,772 神奈川県 相模原市 リビングショップ安藤 小売業 その他小売 5%

89,773 神奈川県 相模原市 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｓａｌｏｎ　ｅａｓ サービス その他サービス 5%

89,774 神奈川県 相模原市 ｌｅ ｊａｒｄｉｎ 古淵店 サービス 理容・美容業 5%

89,775 神奈川県 相模原市 ル・ジャルダン橋本店 サービス 理容・美容業 5%

89,776 神奈川県 相模原市 ル　プティオルム サービス 飲食業 5%

89,777 神奈川県 相模原市 ＬＯＵ　ＬＯＵ サービス その他サービス 5%

89,778 神奈川県 相模原市 Ｒｅｓｃｕｅ－Ｈａｉｒ　小田急相模原店 サービス 理容・美容業 5%

89,779 神奈川県 相模原市 レストランＢａｎ サービス 飲食業 5%

89,780 神奈川県 相模原市 レストラン　プルニエ サービス 飲食業 5%

89,781 神奈川県 相模原市 ＷＩＮＥＬＡＮＤ　ＴＡＫＥＵＣＨＩ 小売業 食料品 5%

89,782 神奈川県 相模原市 渡邉タクシー　１０８ サービス 運輸業 5%

89,783 神奈川県 相模原市 和知電気 小売業 電化製品 5%

89,784 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相生店 小売業 食料品 2%

89,785 神奈川県 相模原市中央区 ＩｏＴシステムズ合同会社 サービス その他サービス 5%

89,786 神奈川県 相模原市中央区 愛晃電機商会 小売業 電化製品 5%

89,787 神奈川県 相模原市中央区 赤帽フューチャーカーゴ サービス 運輸業 5%

89,788 神奈川県 相模原市中央区 麻布大学生協　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

89,789 神奈川県 相模原市中央区 麻布大学生協　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

89,790 神奈川県 相模原市中央区 麻布大生協　食堂部 サービス その他サービス 5%

89,791 神奈川県 相模原市中央区 味処 羽前屋 サービス 飲食業 5%

89,792 神奈川県 相模原市中央区 厚木ヤクルト販売　上溝センター 小売業 食料品 5%

89,793 神奈川県 相模原市中央区 厚木ヤクルト販売　相模原小山拠点 小売業 その他小売 5%

89,794 神奈川県 相模原市中央区 厚木ヤクルト販売 相模原センター 小売業 食料品 5%

89,795 神奈川県 相模原市中央区 Ａーｓｈ　ＨＡＩＲ　宮下本店 サービス 理容・美容業 5%

89,796 神奈川県 相模原市中央区 アトリエＤ＆Ｒ 小売業 衣料品 5%
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89,797 神奈川県 相模原市中央区 α湘南カネコ 小売業 電化製品 5%

89,798 神奈川県 相模原市中央区 アロマ教室ＭｏｒｉＮｏｔｅ サービス その他サービス 5%

89,799 神奈川県 相模原市中央区 ａｒｏｍａｊｏｕｒｎｅｙ サービス その他サービス 5%

89,800 神奈川県 相模原市中央区 アン乗馬倶楽部 サービス その他サービス 5%

89,801 神奈川県 相模原市中央区 イグレックパリ　相模原店 サービス 理容・美容業 5%

89,802 神奈川県 相模原市中央区 居酒屋　妙 サービス 飲食業 5%

89,803 神奈川県 相模原市中央区 ｉｔｏｍａｎｉ 小売業 衣料品 5%

89,804 神奈川県 相模原市中央区 キタガワ　犬の専門店北川 小売業 その他小売 5%

89,805 神奈川県 相模原市中央区 色々ノイロ サービス 飲食業 5%

89,806 神奈川県 相模原市中央区 ＷｉｌｌＢｉｃｙｃｌｅ　ＷｉｌｌＢｉｃｙｃｌｅ 小売業 その他小売 5%

89,807 神奈川県 相模原市中央区 ＷＡＶＥＭＯＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

89,808 神奈川県 相模原市中央区 ヴォート　エスパース サービス 理容・美容業 5%

89,809 神奈川県 相模原市中央区 宇宙科学研究本部　ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

89,810 神奈川県 相模原市中央区 宇宙科学研究本部　ＳＢ店（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

89,811 神奈川県 相模原市中央区 宇宙科学研究本部　ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

89,812 神奈川県 相模原市中央区 ＦＰもぐ　住宅購入相談室ＦＰもぐ　パソコンスマホ快適設定　活用講師 サービス その他サービス 5%

89,813 神奈川県 相模原市中央区 エムピーエス サービス その他サービス 5%

89,814 神奈川県 相模原市中央区 ＡＵＴＯ ＡＬＰＨＡ ＫＯＩＤＥ ＡＵＴＯ ＡＬＰＨＡ ＫＯＩＤＥ 小売業 その他小売 5%

89,815 神奈川県 相模原市中央区 大森タクシー サービス 運輸業 5%

89,816 神奈川県 相模原市中央区 おかしの家 小売業 食料品 5%

89,817 神奈川県 相模原市中央区 オリックスレンタカー相模原清新店 サービス その他サービス 2%

89,818 神奈川県 相模原市中央区 温野菜淵野辺店 サービス 飲食業 2%

89,819 神奈川県 相模原市中央区 介護タクシーくま太郎 サービス 運輸業 5%

89,820 神奈川県 相模原市中央区 ｋａｉｍａｎａ サービス その他サービス 5%

89,821 神奈川県 相模原市中央区 がってん寿司相模原星が丘店 サービス 飲食業 5%

89,822 神奈川県 相模原市中央区 カットハウス　オオクボ サービス 理容・美容業 5%

89,823 神奈川県 相模原市中央区 Ｃａｔｕｓ 小売業 その他小売 5%

89,824 神奈川県 相模原市中央区 神錠 サービス その他サービス 5%

89,825 神奈川県 相模原市中央区 カフェトガシ サービス 飲食業 5%

89,826 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ケイ・アース サービス その他サービス 5%

89,827 神奈川県 相模原市中央区 株式会社タノワ計装 サービス その他サービス 5%

89,828 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ビムス サービス その他サービス 5%

89,829 神奈川県 相模原市中央区 株式会社宝月堂文具店 小売業 その他小売 5%

89,830 神奈川県 相模原市中央区 株式会社マガキ相模原営業所 小売業 その他小売 5%

89,831 神奈川県 相模原市中央区 株式会社リライト サービス その他サービス 5%

89,832 神奈川県 相模原市中央区 ｃａｐｒａ． サービス 理容・美容業 5%

89,833 神奈川県 相模原市中央区 かやま動物病院 サービス その他サービス 5%

89,834 神奈川県 相模原市中央区 カレー堂 サービス 飲食業 5%

89,835 神奈川県 相模原市中央区 カンノ電気 小売業 電化製品 5%

89,836 神奈川県 相模原市中央区 ｋｉｔｈａｉｒ ｋｉｔｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

89,837 神奈川県 相模原市中央区 木下動物病院 サービス その他サービス 5%

89,838 神奈川県 相模原市中央区 くつろぎ処　たか坊 サービス 飲食業 5%
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89,839 神奈川県 相模原市中央区 クボタ自動車 小売業 その他小売 5%

89,840 神奈川県 相模原市中央区 クラージュＡＱＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

89,841 神奈川県 相模原市中央区 クリーニング　ダブ サービス その他サービス 5%

89,842 神奈川県 相模原市中央区 ＧＬＯＳＳＹ サービス 理容・美容業 5%

89,843 神奈川県 相模原市中央区 ＣＯＣＯ壱番屋相模原清新店 サービス 飲食業 2%

89,844 神奈川県 相模原市中央区 ＣｏｔｏＣｏｔｏ サービス 飲食業 5%

89,845 神奈川県 相模原市中央区 小山電機 小売業 電化製品 5%

89,846 神奈川県 相模原市中央区 金剛堂　相模原店 小売業 家具・調度品 5%

89,847 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原１丁目店 小売業 食料品 2%

89,848 神奈川県 相模原市中央区 相模原駅前整体院 サービス その他サービス 5%

89,849 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原大野台３丁目店 小売業 食料品 2%

89,850 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原小山３丁目店 小売業 食料品 2%

89,851 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原鹿沼台南店 小売業 食料品 2%

89,852 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原上溝１丁目店 小売業 食料品 2%

89,853 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原上溝５丁目店 小売業 食料品 2%

89,854 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原上溝３丁目店 小売業 食料品 2%

89,855 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原上溝諏訪店 小売業 食料品 2%

89,856 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原上溝バイパス店 小売業 食料品 2%

89,857 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原上溝南小前店 小売業 食料品 2%

89,858 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原上溝６丁目店 小売業 食料品 2%

89,859 神奈川県 相模原市中央区 セブンーイレブン相模原上矢部店 小売業 食料品 2%

89,860 神奈川県 相模原市中央区 相模原ギャラリーアイ 小売業 衣料品 5%

89,861 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原共和２丁目店 小売業 食料品 2%

89,862 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原共和４丁目店 小売業 食料品 2%

89,863 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原５丁目店 小売業 食料品 2%

89,864 神奈川県 相模原市中央区 セブンーイレブン相模原小町通２丁目店 小売業 食料品 2%

89,865 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原市民会館前店 小売業 食料品 2%

89,866 神奈川県 相模原市中央区 セブンーイレブン相模原清新７丁目店 小売業 食料品 2%

89,867 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原高根１丁目店 小売業 食料品 2%

89,868 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原田名葛輪店 小売業 食料品 2%

89,869 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原田名塩田３丁目店 小売業 食料品 2%

89,870 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原田名豊原店 小売業 食料品 2%

89,871 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原田名望地店 小売業 食料品 2%

89,872 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原田名四ツ谷店 小売業 食料品 2%

89,873 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原中央店 小売業 食料品 2%

89,874 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原中央６丁目店 小売業 食料品 2%

89,875 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原千代田３丁目店 小売業 食料品 2%

89,876 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原並木２丁目店 小売業 食料品 2%

89,877 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原２丁目店 小売業 食料品 2%

89,878 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原東淵野辺５丁目店 小売業 食料品 2%

89,879 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原東淵野辺３丁目店 小売業 食料品 2%

89,880 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原東淵野辺４丁目店 小売業 食料品 2%
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89,881 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原光が丘１丁目店 小売業 食料品 2%

89,882 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原淵野辺駅北口店 小売業 食料品 2%

89,883 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原淵野辺本町４丁目店 小売業 食料品 2%

89,884 神奈川県 相模原市中央区 相模原プリモ動物医療センター サービス その他サービス 5%

89,885 神奈川県 相模原市中央区 相模原プリモ動物医療センター第２病院 サービス その他サービス 5%

89,886 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原緑が丘１丁目店 小売業 食料品 2%

89,887 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原南橋本店 小売業 食料品 2%

89,888 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原南橋本２丁目店 小売業 食料品 2%

89,889 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原宮下３丁目店 小売業 食料品 2%

89,890 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原宮下店 小売業 食料品 2%

89,891 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原宮之上店 小売業 食料品 2%

89,892 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原矢部１丁目店 小売業 食料品 2%

89,893 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原矢部駅北口店 小売業 食料品 2%

89,894 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原矢部店 小売業 食料品 2%

89,895 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原陽光台２丁目店 小売業 食料品 2%

89,896 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原横山３丁目店 小売業 食料品 2%

89,897 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン相模原横山台１丁目店 小売業 食料品 2%

89,898 神奈川県 相模原市中央区 佐々木宏人 サービス その他サービス 5%

89,899 神奈川県 相模原市中央区 ｓｕｎｎｙ　ｄａｙ　ｒｉｎｇ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

89,900 神奈川県 相模原市中央区 ｓａｌｏｎ?夢～ＦｏｒＹｏｕ～ サービス 理容・美容業 5%

89,901 神奈川県 相模原市中央区 ジェームス　相模原店 小売業 その他小売 2%

89,902 神奈川県 相模原市中央区 しみず電化 小売業 電化製品 5%

89,903 神奈川県 相模原市中央区 手芸センタードリーム相模原駅前イッツ店 小売業 その他小売 5%

89,904 神奈川県 相模原市中央区 Ｊｕｊｕ サービス その他サービス 5%

89,905 神奈川県 相模原市中央区 ジュベール　ネイルサロン　スクールｊｕｊｕ サービス 理容・美容業 5%

89,906 神奈川県 相模原市中央区 Ｋｉｔｃｈｅｎ　　　Ｓｙｕｎ サービス 飲食業 5%

89,907 神奈川県 相模原市中央区 ｓｔａｒｄｉｓｃｏ＆ｂａｒ サービス 飲食業 5%

89,908 神奈川県 相模原市中央区 砂川畳店本店 小売業 その他小売 5%

89,909 神奈川県 相模原市中央区 スポーツカムイ相模原店 小売業 その他小売 5%

89,910 神奈川県 相模原市中央区 整体サロン　Ｔａｋｕｍｉ サービス その他サービス 5%

89,911 神奈川県 相模原市中央区 整体サロン　Ｒｅ　Ｓｅｔ サービス その他サービス 5%

89,912 神奈川県 相模原市中央区 西洋菓子海援隊 小売業 食料品 5%

89,913 神奈川県 相模原市中央区 関口電機 小売業 電化製品 5%

89,914 神奈川県 相模原市中央区 Ｃｅｓ’ｔ　Ｌａ　ＳｏｂａＲ一眞 サービス 飲食業 5%

89,915 神奈川県 相模原市中央区 そばや　池乃家 サービス 飲食業 5%

89,916 神奈川県 相模原市中央区 タイヤセンターＪＥＩ 小売業 その他小売 5%

89,917 神奈川県 相模原市中央区 タカハシ　清新店 小売業 衣料品 5%

89,918 神奈川県 相模原市中央区 タカハシ　田名店 小売業 衣料品 5%

89,919 神奈川県 相模原市中央区 宅配のめがねやさん 小売業 貴金属・服飾品 5%

89,920 神奈川県 相模原市中央区 Ｃｈａｍｉ サービス 飲食業 5%

89,921 神奈川県 相模原市中央区 中央石油株式会社 相模原サービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

89,922 神奈川県 相模原市中央区 中華料理　秀楽 サービス 飲食業 5%
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89,923 神奈川県 相模原市中央区 中国料理道 サービス 飲食業 5%

89,924 神奈川県 相模原市中央区 つきじ海賓　上溝店 サービス 飲食業 5%

89,925 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ティー・トレード 小売業 その他小売 5%

89,926 神奈川県 相模原市中央区 てきとう 小売業 衣料品 5%

89,927 神奈川県 相模原市中央区 鉄板焼き　十十 サービス 飲食業 5%

89,928 神奈川県 相模原市中央区 でんきのライト　田名店 小売業 電化製品 5%

89,929 神奈川県 相模原市中央区 Ｔｕｏ　麻布大生協　食堂部 サービス その他サービス 5%

89,930 神奈川県 相模原市中央区 ＴｏＫｏＮｏ?ＭＡ サービス 理容・美容業 5%

89,931 神奈川県 相模原市中央区 土間土間淵野辺店 サービス 飲食業 2%

89,932 神奈川県 相模原市中央区 富田早央里 小売業 その他小売 5%

89,933 神奈川県 相模原市中央区 トヨタ部品神奈川共販　相模原店 サービス その他サービス 5%

89,934 神奈川県 相模原市中央区 ＴＲＩＵＭＰＨ　相模原 小売業 その他小売 5%

89,935 神奈川県 相模原市中央区 ドラマ淵野辺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

89,936 神奈川県 相模原市中央区 ドラマ星ヶ丘店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

89,937 神奈川県 相模原市中央区 酉処　九十 サービス 飲食業 5%

89,938 神奈川県 相模原市中央区 ｎａｏ． サービス 理容・美容業 5%

89,939 神奈川県 相模原市中央区 中渕ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

89,940 神奈川県 相模原市中央区 肉焼屋たるいち サービス 飲食業 5%

89,941 神奈川県 相模原市中央区 西尾 小売業 衣料品 5%

89,942 神奈川県 相模原市中央区 西尾システムコンサルタント サービス その他サービス 5%

89,943 神奈川県 相模原市中央区 有限会社西尾システムコンサルタント サービス その他サービス 5%

89,944 神奈川県 相模原市中央区 ｎｅｋｋａｈｊｅｗｅｌｒｙ 小売業 衣料品 5%

89,945 神奈川県 相模原市中央区 呑み食い処ふわふわ亭 サービス 飲食業 5%

89,946 神奈川県 相模原市中央区 バースデイ バースデイ 上溝店 サービス 理容・美容業 5%

89,947 神奈川県 相模原市中央区 バッカス サービス 飲食業 5%

89,948 神奈川県 相模原市中央区 はづき薬局下九沢店 小売業 その他小売 5%

89,949 神奈川県 相模原市中央区 Ｂｕｄｄｙ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

89,950 神奈川県 相模原市中央区 パティスリースーリール 小売業 その他小売 5%

89,951 神奈川県 相模原市中央区 パティスリー　　チャリンコ 小売業 食料品 5%

89,952 神奈川県 相模原市中央区 花の店輪 小売業 その他小売 5%

89,953 神奈川県 相模原市中央区 パナハートアサヒ 小売業 電化製品 5%

89,954 神奈川県 相模原市中央区 はり灸マッサージ院 ｗｉｔｈ Ｅａｒｔｈ サービス その他サービス 5%

89,955 神奈川県 相模原市中央区 はるいろ整体院／鍼灸院 サービス その他サービス 5%

89,956 神奈川県 相模原市中央区 ＰＡＲＣＨＥ　【　パルチェ　】 サービス 理容・美容業 5%

89,957 神奈川県 相模原市中央区 はんこ 名刺 はがき 美晶堂 相模原店 小売業 その他小売 5%

89,958 神奈川県 相模原市中央区 はんこ　名刺　はがき　美晶堂　西門本店 小売業 その他小売 5%

89,959 神奈川県 相模原市中央区 ビアダイニング　夢明家 サービス 飲食業 5%

89,960 神奈川県 相模原市中央区 ＢＭＯ相模原上溝店 小売業 衣料品 5%

89,961 神奈川県 相模原市中央区 Ｂｅａｎｓ   Ｃａｆｅ ＣＯＦＦＥＥ ＣＡＮＴＡＴＡＳ サービス 飲食業 5%

89,962 神奈川県 相模原市中央区 ＢｉｊｏｕｘＮａｉｌ サービス その他サービス 5%

89,963 神奈川県 相模原市中央区 ビック家具 小売業 家具・調度品 5%

89,964 神奈川県 相模原市中央区 美容室　モード サービス 理容・美容業 5%

2144



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

89,965 神奈川県 相模原市中央区 ドクターダイエットめぐり美人 サービス 理容・美容業 5%

89,966 神奈川県 相模原市中央区 フットスタンプ　ペットサロン　フットスタンプ サービス その他サービス 5%

89,967 神奈川県 相模原市中央区 ブティック絵美衣留 小売業 衣料品 5%

89,968 神奈川県 相模原市中央区 Ｐｌａａｔｊｅ 相模原店 サービス 理容・美容業 5%

89,969 神奈川県 相模原市中央区 プリモ動物病院相模原中央 サービス その他サービス 5%

89,970 神奈川県 相模原市中央区 Ｐｌｅａｓｕｒｅ　　　Ｈａｉｒ　Ｒｅｌａｘｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

89,971 神奈川県 相模原市中央区 Ｆｒｅｓｈｎｅｓｓ Ｃｏｆｆｅｅ Ｒｏａｓｔｅｒ 小売業 食料品 5%

89,972 神奈川県 相模原市中央区 ＢＬＯＷ 小売業 その他小売 5%

89,973 神奈川県 相模原市中央区 プロショップ和光　中央店 小売業 衣料品 5%

89,974 神奈川県 相模原市中央区 ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　ｂ　ｐｏｉｎｔ サービス 理容・美容業 5%

89,975 神奈川県 相模原市中央区 ｈａｉｒ　Ｔｒｕｅ サービス 理容・美容業 5%

89,976 神奈川県 相模原市中央区 ヘアートリップ サービス 理容・美容業 5%

89,977 神奈川県 相模原市中央区 Ｈａｉｒ Ｗａｖｅ Ｈａｉｒ Ｗａｖｅ サービス 理容・美容業 5%

89,978 神奈川県 相模原市中央区 ヘアサロンミラー ヘアサロンミラー 淵野辺店 サービス 理容・美容業 5%

89,979 神奈川県 相模原市中央区 ヘアメイクアッシュ淵野辺店 サービス 理容・美容業 5%

89,980 神奈川県 相模原市中央区 ヘルスケアさがみ 阿川 小売業 その他小売 5%

89,981 神奈川県 相模原市中央区 宝月堂文具店 小売業 その他小売 5%

89,982 神奈川県 相模原市中央区 ほぐしの達人相模原店 サービス その他サービス 5%

89,983 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン星ケ丘店 小売業 食料品 2%

89,984 神奈川県 相模原市中央区 星ケ丘メガネ 小売業 その他小売 5%

89,985 神奈川県 相模原市中央区 ホテルはなふじ サービス 宿泊業 5%

89,986 神奈川県 相模原市中央区 ＨＯＬＯＨＯＬＯｂｉｙｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

89,987 神奈川県 相模原市中央区 前田電器商会 小売業 電化製品 5%

89,988 神奈川県 相模原市中央区 ますや 小売業 食料品 5%

89,989 神奈川県 相模原市中央区 又兵衛 サービス 飲食業 5%

89,990 神奈川県 相模原市中央区 豆工房コーヒーロースト　相模原店 小売業 食料品 5%

89,991 神奈川県 相模原市中央区 マルカワ星が丘店 小売業 衣料品 5%

89,992 神奈川県 相模原市中央区 ミャンマー翡翠．ｃｏｍ 小売業 衣料品 5%

89,993 神奈川県 相模原市中央区 Ｍｉｒａｎａｉｌｓ　トータルケアｓａｌｏｎ　ブリエ サービス その他サービス 5%

89,994 神奈川県 相模原市中央区 味ん味ん　淵野辺店 サービス 飲食業 5%

89,995 神奈川県 相模原市中央区 味ん味ん　宮下店 サービス 飲食業 5%

89,996 神奈川県 相模原市中央区 味ん味ん　陽光台店 サービス 飲食業 5%

89,997 神奈川県 相模原市中央区 メガネストアー相模光が丘 小売業 その他小売 5%

89,998 神奈川県 相模原市中央区 メガネストアーＪＲ相模原 小売業 その他小売 5%

89,999 神奈川県 相模原市中央区 ｍｅｇｕｍｉｉｓｈｉｋａｗａｊｅｗｅｌｒｙ 小売業 貴金属・服飾品 5%

90,000 神奈川県 相模原市中央区 麺工房　笑門 サービス 飲食業 5%

90,001 神奈川県 相模原市中央区 メンズ脱毛ＭＡＸ相模原店 サービス 理容・美容業 5%

90,002 神奈川県 相模原市中央区 麺場田所商店相模原店 サービス 飲食業 5%

90,003 神奈川県 相模原市中央区 焼き菓子屋Ｓｕｃｒｅｃｏ 小売業 食料品 5%

90,004 神奈川県 相模原市中央区 やまんちうみんち サービス 飲食業 5%

90,005 神奈川県 相模原市中央区 有限会社オートサァビス千代 サービス その他サービス 5%

90,006 神奈川県 相模原市中央区 有限会社林自動車販売 サービス その他サービス 5%
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90,007 神奈川県 相模原市中央区 有限会社リサイクルガーデン　相模原店 小売業 その他小売 5%

90,008 神奈川県 相模原市中央区 ゆきゃの怪獣屋さん 小売業 その他小売 5%

90,009 神奈川県 相模原市中央区 洋服のタカハシ　清新店 小売業 衣料品 5%

90,010 神奈川県 相模原市中央区 洋服のタカハシ　田名店 小売業 衣料品 5%

90,011 神奈川県 相模原市中央区 セブン－イレブン横山店 小売業 食料品 2%

90,012 神奈川県 相模原市中央区 Ｌａ　Ｍａｈｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

90,013 神奈川県 相模原市中央区 ライト 小売業 電化製品 5%

90,014 神奈川県 相模原市中央区 ＲｕｓＨＨｏｕＲ 小売業 衣料品 5%

90,015 神奈川県 相模原市中央区 Ｌａ　ｍｅｍｅ サービス 理容・美容業 5%

90,016 神奈川県 相模原市中央区 Ｒｅｂｏｏｔ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

90,017 神奈川県 相模原市中央区 レインボー相模原店　レインボー相模原店 小売業 その他小売 5%

90,018 神奈川県 相模原市中央区 ＬＯＨＡＳ サービス その他サービス 5%

90,019 神奈川県 相模原市中央区 ワールドスポーツ 小売業 その他小売 5%

90,020 神奈川県 相模原市中央区 ワイエスデザイン 小売業 その他小売 5%

90,021 神奈川県 相模原市中央区 ＷＩＮＥＬＡＮＤ 小売業 食料品 5%

90,022 神奈川県 相模原市中央区 ワタナベ電化 小売業 電化製品 5%

90,023 神奈川県 相模原市中央区 ワンダフル 小売業 衣料品 5%

90,024 神奈川県 相模原市緑区 厚木ヤクルト販売　津久井やまもみじセン 小売業 食料品 5%

90,025 神奈川県 相模原市緑区 厚木ヤクルト販売　二本松センター 小売業 食料品 5%

90,026 神奈川県 相模原市緑区 アッシュ　橋本店 サービス 理容・美容業 5%

90,027 神奈川県 相模原市緑区 ｕｎ　ｊｏｕｒ　【アンジュール】 サービス 理容・美容業 5%

90,028 神奈川県 相模原市緑区 ＥＡＲＬＹＭＯＵＮＴＡＩＮＷＯＲＫＳ 小売業 衣料品 5%

90,029 神奈川県 相模原市緑区 イグレック・パリ　橋本店 サービス 理容・美容業 5%

90,030 神奈川県 相模原市緑区 池田どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

90,031 神奈川県 相模原市緑区 出光津久井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,032 神奈川県 相模原市緑区 イマージュ　イマージュアヴェダ　橋本店 サービス 理容・美容業 5%

90,033 神奈川県 相模原市緑区 榎本犬猫病院 サービス その他サービス 5%

90,034 神奈川県 相模原市緑区 エバーグリーンカフェ サービス 飲食業 5%

90,035 神奈川県 相模原市緑区 大島フラワーテニスガーデン　スクール サービス その他サービス 5%

90,036 神奈川県 相模原市緑区 太田施工 サービス その他サービス 5%

90,037 神奈川県 相模原市緑区 広島のお好み焼　やまちゃん　広島のお好み焼　やまちゃん サービス 飲食業 5%

90,038 神奈川県 相模原市緑区 カイロオフィス快楽院 サービス 理容・美容業 5%

90,039 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン神奈川藤野町店 小売業 食料品 2%

90,040 神奈川県 相模原市緑区 ｃａｎａｔｏｈａ サービス 理容・美容業 5%

90,041 神奈川県 相模原市緑区 カレーハウスｃｏｃｏ壱番屋ＪＲ橋本駅北口店 サービス 飲食業 2%

90,042 神奈川県 相模原市緑区 Ｋｉｅ． サービス 理容・美容業 5%

90,043 神奈川県 相模原市緑区 キャンディー 小売業 電化製品 5%

90,044 神奈川県 相模原市緑区 業務スーパーリカーキング城山店 小売業 食料品 2%

90,045 神奈川県 相模原市緑区 業務スーパーリカーキング橋本店 小売業 食料品 2%

90,046 神奈川県 相模原市緑区 魚菜市場　橋本店 サービス 飲食業 5%

90,047 神奈川県 相模原市緑区 ＣＬＡＹＭＡＮ　Ｓ　ＧＡＲＡＧＥ 小売業 その他小売 5%

90,048 神奈川県 相模原市緑区 ｃｒｅｄｏ サービス 理容・美容業 5%
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90,049 神奈川県 相模原市緑区 Ｋ－ＬＩＮＥ 小売業 衣料品 5%

90,050 神奈川県 相模原市緑区 絹麻?Ｋｅｎｍａ? 小売業 衣料品 5%

90,051 神奈川県 相模原市緑区 株式会社エーピーツー サービス その他サービス 5%

90,052 神奈川県 相模原市緑区 午後の食パン これ半端ないって  橋本本店 サービス 飲食業 5%

90,053 神奈川県 相模原市緑区 拵 小売業 衣料品 5%

90,054 神奈川県 相模原市緑区 独楽寿司　相模原橋本店 サービス 飲食業 5%

90,055 神奈川県 相模原市緑区 斉藤自動車整備工場　斉藤自動車 サービス その他サービス 5%

90,056 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模湖インター店 小売業 食料品 2%

90,057 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原あじさい通り店 小売業 食料品 2%

90,058 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原大沢店 小売業 食料品 2%

90,059 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原大島団地店 小売業 食料品 2%

90,060 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原大島店 小売業 食料品 2%

90,061 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原大島南店 小売業 食料品 2%

90,062 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原上大島店 小売業 食料品 2%

90,063 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原九沢小前店 小売業 食料品 2%

90,064 神奈川県 相模原市緑区 さがみはら自然形体院 サービス 理容・美容業 5%

90,065 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原城山小倉店 小売業 食料品 2%

90,066 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原城山川尻店 小売業 食料品 2%

90,067 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原城山川尻東店 小売業 食料品 2%

90,068 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原城山谷ヶ原２丁目店 小売業 食料品 2%

90,069 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原寸沢嵐店 小売業 食料品 2%

90,070 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原塚場店 小売業 食料品 2%

90,071 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原津久井青野原店 小売業 食料品 2%

90,072 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原津久井太井東店 小売業 食料品 2%

90,073 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原津久井三ヶ木店 小売業 食料品 2%

90,074 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原中ノ原店 小売業 食料品 2%

90,075 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原西橋本３丁目店 小売業 食料品 2%

90,076 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原西橋本店 小売業 食料品 2%

90,077 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原西橋本２丁目店 小売業 食料品 2%

90,078 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原二本松１丁目店 小売業 食料品 2%

90,079 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原二本松３丁目店 小売業 食料品 2%

90,080 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原二本松４丁目店 小売業 食料品 2%

90,081 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原橋本駅東店 小売業 食料品 2%

90,082 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原橋本台１丁目店 小売業 食料品 2%

90,083 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原東橋本１丁目店 小売業 食料品 2%

90,084 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン相模原六地蔵店 小売業 食料品 2%

90,085 神奈川県 相模原市緑区 相模前寿嘉 サービス 飲食業 5%

90,086 神奈川県 相模原市緑区 ３ｐｏ サービス 飲食業 5%

90,087 神奈川県 相模原市緑区 七輪炭火焼肉　焼くぞう サービス 飲食業 5%

90,088 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン城山原宿２丁目店 小売業 食料品 2%

90,089 神奈川県 相模原市緑区 ＳＫＹ　ｓｅｃｏｎｄ　ＳＫＹ　ｓｅｃｏｎｄ サービス 理容・美容業 5%

90,090 神奈川県 相模原市緑区 すぺーす和氣　Ｒ　Ｒ　ｔａｉ?ｃｈｉ 小売業 衣料品 5%
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90,091 神奈川県 相模原市緑区 すぺーす和氣 小売業 衣料品 5%

90,092 神奈川県 相模原市緑区 整体　ＧＩＦＴ サービス その他サービス 5%

90,093 神奈川県 相模原市緑区 ＳＥＶＥＮ【セブン】 サービス 理容・美容業 5%

90,094 神奈川県 相模原市緑区 タカハシ　城山店 小売業 衣料品 5%

90,095 神奈川県 相模原市緑区 タカハシ　三ケ木店 小売業 衣料品 5%

90,096 神奈川県 相模原市緑区 たからやフレサ相模湖店 小売業 食料品 5%

90,097 神奈川県 相模原市緑区 たからやフレサ津久井店 小売業 食料品 5%

90,098 神奈川県 相模原市緑区 月夜に遊ぶ。 サービス 飲食業 5%

90,099 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン津久井青山店 小売業 食料品 2%

90,100 神奈川県 相模原市緑区 セブン－イレブン津久井中野店 小売業 食料品 2%

90,101 神奈川県 相模原市緑区 床屋　ＫＡＴＯ サービス 理容・美容業 5%

90,102 神奈川県 相模原市緑区 ドラマ二本松店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

90,103 神奈川県 相模原市緑区 ネイルサロンドルチェ サービス 理容・美容業 5%

90,104 神奈川県 相模原市緑区 ノイロのネイル サービス 理容・美容業 5%

90,105 神奈川県 相模原市緑区 橋本パークホテル サービス 宿泊業 5%

90,106 神奈川県 相模原市緑区 はんこ　名刺　はがき　美晶堂　二本松店 小売業 その他小売 5%

90,107 神奈川県 相模原市緑区 美容室ユニティ　橋本店 サービス 理容・美容業 5%

90,108 神奈川県 相模原市緑区 ＦｒｅｅｗｉｎｄＰｈｏｔｏｓ サービス その他サービス 5%

90,109 神奈川県 相模原市緑区 なかみせ 焼き鳥屋 小売業 食料品 5%

90,110 神奈川県 相模原市緑区 Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ ＳＫＹ Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ ＳＫＹ サービス 理容・美容業 5%

90,111 神奈川県 相模原市緑区 ヘアーサロンバンブー サービス 理容・美容業 5%

90,112 神奈川県 相模原市緑区 華　【ハナ】 サービス 理容・美容業 5%

90,113 神奈川県 相模原市緑区 ＨａｉｒＳｔｕｄｉｏ　ｙｕｓｅ サービス 理容・美容業 5%

90,114 神奈川県 相模原市緑区 ｈａｉｒｓａｌｏｎｂｏｎｔｏｎ橋本店 サービス 理容・美容業 5%

90,115 神奈川県 相模原市緑区 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　ｙｕｓｅ サービス 理容・美容業 5%

90,116 神奈川県 相模原市緑区 本社 サービス その他サービス 5%

90,117 神奈川県 相模原市緑区 桝屋商店 小売業 食料品 5%

90,118 神奈川県 相模原市緑区 マルカワコピオ相模原インター店 小売業 衣料品 5%

90,119 神奈川県 相模原市緑区 味ん味ん　橋本店 サービス 飲食業 5%

90,120 神奈川県 相模原市緑区 ムルカスタジオ サービス その他サービス 5%

90,121 神奈川県 相模原市緑区 メガネストアー津久井 小売業 その他小売 5%

90,122 神奈川県 相模原市緑区 やまもと鶏卵 小売業 食料品 5%

90,123 神奈川県 相模原市緑区 洋服のタカハシ 三ヶ木店 小売業 衣料品 5%

90,124 神奈川県 相模原市緑区 洋服のタカハシ 城山店 小売業 衣料品 5%

90,125 神奈川県 相模原市緑区 Ｌａ．ｐｐｏｒｔ サービス その他サービス 5%

90,126 神奈川県 相模原市緑区 マーシャルアーツ＆フィットネスＬｕｍｉｎｏｕｓ サービス その他サービス 5%

90,127 神奈川県 相模原市緑区 Ｌｏｙ サービス 理容・美容業 5%

90,128 神奈川県 相模原市緑区 Ｒｏｉｊｅ サービス 理容・美容業 5%

90,129 神奈川県 相模原市緑区 ＬＯＫＩ＇Ｓ 小売業 衣料品 5%

90,130 神奈川県 相模原市南区 アートクリーニング　若松店 サービス その他サービス 5%

90,131 神奈川県 相模原市南区 アイメディカルソリューションＳＯＬＡ 小売業 その他小売 5%

90,132 神奈川県 相模原市南区 ＡＫＡＭＰＯａｎｄＳａｙａｋａ．ｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%
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90,133 神奈川県 相模原市南区 あじさい動物病院 サービス その他サービス 5%

90,134 神奈川県 相模原市南区 厚木ヤクルト販売　大沼センター 小売業 食料品 5%

90,135 神奈川県 相模原市南区 Ａｐｐｉａｓ　相模大野店 サービス 理容・美容業 5%

90,136 神奈川県 相模原市南区 ａｆｆｏｒｄａｎｃｅ サービス その他サービス 5%

90,137 神奈川県 相模原市南区 Ａｒｐｅｇｅ サービス 理容・美容業 5%

90,138 神奈川県 相模原市南区 井上電気商会 小売業 電化製品 5%

90,139 神奈川県 相模原市南区 ｗｉｔｈ サービス 理容・美容業 5%

90,140 神奈川県 相模原市南区 歌広場　相模大野店 サービス 飲食業 5%

90,141 神奈川県 相模原市南区 えいでん 小売業 電化製品 5%

90,142 神奈川県 相模原市南区 Ｅｒｉｎｏｒ サービス その他サービス 5%

90,143 神奈川県 相模原市南区 ＯＫＡＹ　相模原店 小売業 家具・調度品 5%

90,144 神奈川県 相模原市南区 お菓子商店　サウザンロード店 小売業 食料品 5%

90,145 神奈川県 相模原市南区 小野瀬タクシー サービス 運輸業 5%

90,146 神奈川県 相模原市南区 介護タクシーメルシィアイ サービス その他サービス 5%

90,147 神奈川県 相模原市南区 海鮮料理　魚さだ サービス 飲食業 5%

90,148 神奈川県 相模原市南区 かごの屋古淵店 サービス 飲食業 5%

90,149 神奈川県 相模原市南区 カットサロンシーワイツー サービス 理容・美容業 5%

90,150 神奈川県 相模原市南区 ｃｕｔｓｔａｇｅａｋｉｙａｍａ サービス 理容・美容業 5%

90,151 神奈川県 相模原市南区 カトウ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

90,152 神奈川県 相模原市南区 ｋａｎｏｋａｆｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

90,153 神奈川県 相模原市南区 株式会社桜川商会 小売業 その他小売 5%

90,154 神奈川県 相模原市南区 株式会社清幸リビング サービス その他サービス 5%

90,155 神奈川県 相模原市南区 喫茶 ナチュラル サービス 飲食業 5%

90,156 神奈川県 相模原市南区 ＫＩＳＳＹＯＳＥＬＥＣＴボーノ相模大野店 小売業 食料品 5%

90,157 神奈川県 相模原市南区 ｋｉｓｓｏ サービス 飲食業 5%

90,158 神奈川県 相模原市南区 ＱｕａｔｔｒｏＣｕｏｒｉボーノ相模大野店 サービス 飲食業 5%

90,159 神奈川県 相模原市南区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ相模原店 小売業 その他小売 5%

90,160 神奈川県 相模原市南区 くすりホワイト 小売業 その他小売 5%

90,161 神奈川県 相模原市南区 組紐あくせさりーｍｉｔｏｒｉｔ 小売業 衣料品 5%

90,162 神奈川県 相模原市南区 グローベジ合同会社 サービス その他サービス 5%

90,163 神奈川県 相模原市南区 ケーポッシュ サービス 飲食業 5%

90,164 神奈川県 相模原市南区 ケーポッシュ松が枝店 サービス 飲食業 5%

90,165 神奈川県 相模原市南区 ＣＯＣＯ壱番屋小田急相模大野店 サービス 飲食業 2%

90,166 神奈川県 相模原市南区 ＣＯＣＯ壱番屋相模原上鶴間店 サービス 飲食業 2%

90,167 神奈川県 相模原市南区 ＣＯＣＯ壱番屋相模原古淵駅前店 サービス 飲食業 2%

90,168 神奈川県 相模原市南区 ゴルフエフォート相模原店 小売業 その他小売 5%

90,169 神奈川県 相模原市南区 サイクルプラザヤジマ 小売業 その他小売 5%

90,170 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模大野駅北店 小売業 食料品 2%

90,171 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模大野駅南店 小売業 食料品 2%

90,172 神奈川県 相模原市南区 相模大野プリモ動物病院 サービス その他サービス 5%

90,173 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模大野４丁目店 小売業 食料品 2%

90,174 神奈川県 相模原市南区 相模海事代理士事務所 相模海事代理士事務所 サービス その他サービス 5%
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90,175 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原麻溝台店 小売業 食料品 2%

90,176 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原磯部店 小売業 食料品 2%

90,177 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原鵜野森１丁目店 小売業 食料品 2%

90,178 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原鵜野森中央店 小売業 食料品 2%

90,179 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原上鶴間２丁目店 小売業 食料品 2%

90,180 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原上鶴間本町６丁目店 小売業 食料品 2%

90,181 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原くぬぎ台小前店 小売業 食料品 2%

90,182 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原古渕北店 小売業 食料品 2%

90,183 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原古淵３丁目店 小売業 食料品 2%

90,184 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原古渕南店 小売業 食料品 2%

90,185 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原相模大野６丁目店 小売業 食料品 2%

90,186 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原相模台６丁目店 小売業 食料品 2%

90,187 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原下溝店 小売業 食料品 2%

90,188 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原相南１丁目店 小売業 食料品 2%

90,189 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原相武台小前店 小売業 食料品 2%

90,190 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原西大沼５丁目店 小売業 食料品 2%

90,191 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原東林間１丁目店 小売業 食料品 2%

90,192 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原東林間５丁目店 小売業 食料品 2%

90,193 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原東林間３丁目店 小売業 食料品 2%

90,194 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原東林間７丁目店 小売業 食料品 2%

90,195 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原双葉店 小売業 食料品 2%

90,196 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原松が枝町店 小売業 食料品 2%

90,197 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原南台２丁目店 小売業 食料品 2%

90,198 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原豊町店 小売業 食料品 2%

90,199 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相模原若松３丁目店 小売業 食料品 2%

90,200 神奈川県 相模原市南区 佐藤畳店 サービス その他サービス 5%

90,201 神奈川県 相模原市南区 Ｚｈｉ． サービス 理容・美容業 5%

90,202 神奈川県 相模原市南区 Ｚｈｉ． サービス 理容・美容業 5%

90,203 神奈川県 相模原市南区 手芸センタードリームニトリモール相模原店 小売業 その他小売 5%

90,204 神奈川県 相模原市南区 ＪＯＹ美容室　東林間店 サービス 理容・美容業 5%

90,205 神奈川県 相模原市南区 湘南巻き爪矯正院　相模原院 サービス その他サービス 5%

90,206 神奈川県 相模原市南区 白井産業株式会社 サービス その他サービス 5%

90,207 神奈川県 相模原市南区 シルバームーン彫金工房 小売業 衣料品 5%

90,208 神奈川県 相模原市南区 信頼文具舗 小売業 家具・調度品 5%

90,209 神奈川県 相模原市南区 有限会社スキンケアハウス横ちゃん 小売業 衣料品 5%

90,210 神奈川県 相模原市南区 Ｓｃａｒｂｓｔｅｒ サービス 飲食業 5%

90,211 神奈川県 相模原市南区 すし魚菜　かつまさ サービス 飲食業 5%

90,212 神奈川県 相模原市南区 涼海（すずみ）ダイビングセンター サービス その他サービス 5%

90,213 神奈川県 相模原市南区 ステンドグラスＭＩＬＬＥ 小売業 その他小売 5%

90,214 神奈川県 相模原市南区 スマホドック２４相模大野店 サービス その他サービス 5%

90,215 神奈川県 相模原市南区 スリープショップまくら屋 小売業 その他小売 5%

90,216 神奈川県 相模原市南区 株式会社聖興 サービス その他サービス 5%
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90,217 神奈川県 相模原市南区 セルフケアラボ相模大野店 サービス 理容・美容業 5%

90,218 神奈川県 相模原市南区 善吉醸し屋 サービス 飲食業 5%

90,219 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン相武台駅前店 小売業 食料品 2%

90,220 神奈川県 相模原市南区 相武台電化 小売業 電化製品 5%

90,221 神奈川県 相模原市南区 蕎麦切り　ほしの サービス 飲食業 5%

90,222 神奈川県 相模原市南区 ＤｉＣＥ相模大野モアーズ店 サービス その他サービス 5%

90,223 神奈川県 相模原市南区 タカハシ　当麻店 小売業 衣料品 5%

90,224 神奈川県 相模原市南区 たからやフレサ新磯野店 小売業 食料品 5%

90,225 神奈川県 相模原市南区 タカラヤフレサイソベテン 小売業 食料品 5%

90,226 神奈川県 相模原市南区 Ｗｔｒｅｅ 小売業 衣料品 5%

90,227 神奈川県 相模原市南区 Ｔａｎｔｏ サービス 飲食業 5%

90,228 神奈川県 相模原市南区 ちょきっず サービス 理容・美容業 5%

90,229 神奈川県 相模原市南区 つなぐ司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

90,230 神奈川県 相模原市南区 つむぐ指圧治療室 サービス その他サービス 5%

90,231 神奈川県 相模原市南区 つむぐ指圧治療室 サービス 理容・美容業 5%

90,232 神奈川県 相模原市南区 デフォルメ屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

90,233 神奈川県 相模原市南区 電化センターさがみ 小売業 電化製品 5%

90,234 神奈川県 相模原市南区 でんかはうすフタバ 小売業 電化製品 5%

90,235 神奈川県 相模原市南区 土間土間相模大野 サービス 飲食業 2%

90,236 神奈川県 相模原市南区 豊国屋 サービス その他サービス 5%

90,237 神奈川県 相模原市南区 中村電気商会 小売業 電化製品 5%

90,238 神奈川県 相模原市南区 ナリッシュ　相模原店 小売業 衣料品 5%

90,239 神奈川県 相模原市南区 日電社 小売業 電化製品 5%

90,240 神奈川県 相模原市南区 ヘアルーム　ニルバーナ サービス 理容・美容業 5%

90,241 神奈川県 相模原市南区 洗車王 サービス その他サービス 5%

90,242 神奈川県 相模原市南区 古賀大介パーソナルトレーニング サービス その他サービス 5%

90,243 神奈川県 相模原市南区 Ｈｉｇｈｌａｎｄ?ｃａｋｅ 小売業 食料品 5%

90,244 神奈川県 相模原市南区 パソコンドック２４相模大野ロビーファイブ店 サービス その他サービス 5%

90,245 神奈川県 相模原市南区 有限会社ハヤシ美掃 サービス その他サービス 5%

90,246 神奈川県 相模原市南区 パラディスイン相模原 サービス 宿泊業 5%

90,247 神奈川県 相模原市南区 ビストロおでんよなが サービス 飲食業 5%

90,248 神奈川県 相模原市南区 有限会社イデアファクトリーコーポレーション サービス 飲食業 5%

90,249 神奈川県 相模原市南区 陽のあたる場所 サービス 理容・美容業 5%

90,250 神奈川県 相模原市南区 美容室　フィットンチッド サービス 理容・美容業 5%

90,251 神奈川県 相模原市南区 美容室　アイ　スタイル　美容室　アイ　スタイル サービス 理容・美容業 5%

90,252 神奈川県 相模原市南区 美容室ＤＩＮＯ サービス 理容・美容業 5%

90,253 神奈川県 相模原市南区 美容室ナチュレ サービス 理容・美容業 5%

90,254 神奈川県 相模原市南区 美容室マイスター サービス 理容・美容業 5%

90,255 神奈川県 相模原市南区 ｆｕｕｈａｉｒｌｉｖｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

90,256 神奈川県 相模原市南区 Ｆｕｕ　Ｈａｉｒ　Ｌｉｖｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

90,257 神奈川県 相模原市南区 ＰＵＫＵ 小売業 衣料品 5%

90,258 神奈川県 相模原市南区 富士メガネ　古淵　イトーヨーカドー店 小売業 その他小売 5%

2151



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

90,259 神奈川県 相模原市南区 双葉寿司 サービス 飲食業 5%

90,260 神奈川県 相模原市南区 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　相模大野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

90,261 神奈川県 相模原市南区 Ｐｌａａｔｊｅ　相模大野店 サービス 理容・美容業 5%

90,262 神奈川県 相模原市南区 Ｐｒｅｃｉｓ サービス 理容・美容業 5%

90,263 神奈川県 相模原市南区 プロショップ和光　相模大野店 小売業 衣料品 5%

90,264 神奈川県 相模原市南区 ａｐｒｉｃｏｔ サービス 理容・美容業 5%

90,265 神奈川県 相模原市南区 ＨａｉｒＬｏｕｎｇｅａｌａｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

90,266 神奈川県 相模原市南区 ヘアーサロン　ナポリ サービス 理容・美容業 5%

90,267 神奈川県 相模原市南区 ＲＩＳＥ　ｎｅｘｔａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

90,268 神奈川県 相模原市南区 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮＢｏｉｓ サービス 理容・美容業 5%

90,269 神奈川県 相模原市南区 ヘアーショップサスナージュ サービス 理容・美容業 5%

90,270 神奈川県 相模原市南区 ヘアーショップサスナージュ サービス 理容・美容業 5%

90,271 神奈川県 相模原市南区 ｈａｉｒ＆ｓｐａｃｅ　ｖｅｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

90,272 神奈川県 相模原市南区 ＨａｉｒＳｔｙｌｅＣｈｏｕ－Ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

90,273 神奈川県 相模原市南区 ヘアメイクアッシュ　相模大野店 サービス 理容・美容業 5%

90,274 神奈川県 相模原市南区 ベーカリーＫＯＧＵＭＡ 相模原店 小売業 食料品 5%

90,275 神奈川県 相模原市南区 ペガサス代行社 サービス 運輸業 5%

90,276 神奈川県 相模原市南区 ＰＥＴ ＮＡＴＵＲＥ ＰＥＴ ＮＡＴＵＲＥ サービス その他サービス 5%

90,277 神奈川県 相模原市南区 訪問型足爪ケアセンター 小売業 その他小売 5%

90,278 神奈川県 相模原市南区 ほぐりえ相模大野店 サービス 理容・美容業 5%

90,279 神奈川県 相模原市南区 ホテルラポール　千寿閣 サービス 宿泊業 5%

90,280 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブンボーノ相模大野店 小売業 食料品 2%

90,281 神奈川県 相模原市南区 ポプラＤＰＬ相模原店 小売業 その他小売 2%

90,282 神奈川県 相模原市南区 ポポラス サービス その他サービス 2%

90,283 神奈川県 相模原市南区 ボンボネーラ・リコ サービス 飲食業 5%

90,284 神奈川県 相模原市南区 まほらＢｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

90,285 神奈川県 相模原市南区 ＭｉｎａｒｕＦａｃｔｏｒｙ 小売業 衣料品 5%

90,286 神奈川県 相模原市南区 味ん味ん　相模大野店 サービス 飲食業 5%

90,287 神奈川県 相模原市南区 村内ファニチャーアクセス　相模原店 小売業 家具・調度品 5%

90,288 神奈川県 相模原市南区 メガネストアー小田急相模原南台 小売業 その他小売 5%

90,289 神奈川県 相模原市南区 メガネストアー小田急相模原 小売業 その他小売 5%

90,290 神奈川県 相模原市南区 メガネストアー小田急相模原南台店 小売業 その他小売 5%

90,291 神奈川県 相模原市南区 メガネストアー原当麻 小売業 その他小売 5%

90,292 神奈川県 相模原市南区 メガネストアー原当麻店 小売業 その他小売 5%

90,293 神奈川県 相模原市南区 メガネストアー東林間 小売業 その他小売 5%

90,294 神奈川県 相模原市南区 メガネストアー東林間店 小売業 その他小売 5%

90,295 神奈川県 相模原市南区 メガネの一心堂 小売業 その他小売 5%

90,296 神奈川県 相模原市南区 Ｍｏｄｅ　ｙａｍａｇｉｓｈｉ 小売業 衣料品 5%

90,297 神奈川県 相模原市南区 モデストカーズ 小売業 その他小売 5%

90,298 神奈川県 相模原市南区 ｍｏｍｏｋｏ 小売業 衣料品 5%

90,299 神奈川県 相模原市南区 焼肉八起 サービス 飲食業 5%

90,300 神奈川県 相模原市南区 セブン－イレブン谷口店 小売業 食料品 2%
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90,301 神奈川県 相模原市南区 有限会社イシダ サービス その他サービス 5%

90,302 神奈川県 相模原市南区 有限会社エック 小売業 電化製品 5%

90,303 神奈川県 相模原市南区 有限会社CAR工房 小売業 その他小売 5%

90,304 神奈川県 相模原市南区 有限会社フルキサイクル 小売業 その他小売 5%

90,305 神奈川県 相模原市南区 有限会社林華苑 サービス 飲食業 5%

90,306 神奈川県 相模原市南区 洋服のタカハシ 当麻店 小売業 衣料品 5%

90,307 神奈川県 相模原市南区 ヨガスタジオＳｈａｎｔｉＭａｙ サービス その他サービス 5%

90,308 神奈川県 相模原市南区 ヨガ屋　エイト サービス その他サービス 5%

90,309 神奈川県 相模原市南区 横道明宏ダンスプラザ 小売業 衣料品 5%

90,310 神奈川県 相模原市南区 ライズネクステージ サービス 理容・美容業 5%

90,311 神奈川県 相模原市南区 ラウトデザイン サービス その他サービス 5%

90,312 神奈川県 相模原市南区 ラッキースポーツ 小売業 その他小売 5%

90,313 神奈川県 相模原市南区 リサイクルの達人 小売業 その他小売 5%

90,314 神奈川県 相模原市南区 リビングシヨツプ安藤　リビングショップ安藤 小売業 その他小売 5%

90,315 神奈川県 相模原市南区 理容たかはし サービス 理容・美容業 5%

90,316 神奈川県 相模原市南区 リングアルファ サービス その他サービス 5%

90,317 神奈川県 相模原市南区 Ｙ＇ｓＡｕｔｏｍｏｔｉｖｅｃｌｉｎｉｃ 小売業 その他小売 5%

90,318 神奈川県 相模原市南区 ｗａｋａｙａｍａ（ワカヤマ） 小売業 その他小売 5%

90,319 神奈川県 相模原市南区 ＷＡＫＩＹＡＭＡ　ＣＯＦＦＥＥ 小売業 食料品 5%

90,320 神奈川県 座間市 藍生窯 小売業 その他小売 5%

90,321 神奈川県 座間市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ相模が丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,322 神奈川県 座間市 厚木ヤクルト販売　相模が丘夢センター 小売業 食料品 5%

90,323 神奈川県 座間市 厚木ヤクルト販売　相模が丘夢拠点 小売業 その他小売 5%

90,324 神奈川県 座間市 厚木ヤクルト販売　座間ひまわりセンター 小売業 食料品 5%

90,325 神奈川県 座間市 アミューズメントパークネバーランド２ サービス その他サービス 5%

90,326 神奈川県 座間市 ｕｎｍｕｇｕｅｔ 小売業 衣料品 5%

90,327 神奈川県 座間市 イーネトランスポート サービス 運輸業 5%

90,328 神奈川県 座間市 一炭小田急相模原店 サービス 飲食業 5%

90,329 神奈川県 座間市 出光座間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,330 神奈川県 座間市 犬の出張シャンプー屋さん サンタ 相模が丘店 サービス その他サービス 5%

90,331 神奈川県 座間市 インフィニティー サービス その他サービス 5%

90,332 神奈川県 座間市 ＦＫサポート サービス その他サービス 5%

90,333 神奈川県 座間市 大勢寿し サービス 飲食業 5%

90,334 神奈川県 座間市 お菓子商店　相武台店 小売業 食料品 5%

90,335 神奈川県 座間市 小川電気商会 小売業 電化製品 5%

90,336 神奈川県 座間市 ＯｓｔｅｒｉａＧｉＧｉ サービス 飲食業 5%

90,337 神奈川県 座間市 オリックスレンタカー小田急相模原店 サービス その他サービス 2%

90,338 神奈川県 座間市 快眠具　まるとみ 小売業 その他小売 5%

90,339 神奈川県 座間市 株式会社ミスティックガーデン 小売業 衣料品 5%

90,340 神奈川県 座間市 木村屋　木村屋 サービス 飲食業 5%

90,341 神奈川県 座間市 業務スーパー相武台店 小売業 食料品 2%

90,342 神奈川県 座間市 くまの犬猫病院 サービス その他サービス 5%
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90,343 神奈川県 座間市 クリーニングウィン　バリュークリーニング相武台店 サービス その他サービス 5%

90,344 神奈川県 座間市 クロロフイル座間美顔教室 サービス 理容・美容業 5%

90,345 神奈川県 座間市 ｋｅｉｏ　圭央 サービス 理容・美容業 5%

90,346 神奈川県 座間市 ＣＯＣＯ壱番屋小田急相模原南口店 サービス 飲食業 2%

90,347 神奈川県 座間市 サイクル松村 小売業 その他小売 5%

90,348 神奈川県 座間市 相模原メガネ サービス その他サービス 5%

90,349 神奈川県 座間市 さとう動物病院 サービス その他サービス 5%

90,350 神奈川県 座間市 セブン－イレブン座間入谷５丁目店 小売業 食料品 2%

90,351 神奈川県 座間市 セブン－イレブン座間入谷３丁目店 小売業 食料品 2%

90,352 神奈川県 座間市 セブン－イレブン座間栗原中央店 小売業 食料品 2%

90,353 神奈川県 座間市 セブン－イレブン座間小松原２丁目店 小売業 食料品 2%

90,354 神奈川県 座間市 セブン－イレブン座間相模が丘１丁目店 小売業 食料品 2%

90,355 神奈川県 座間市 セブン－イレブン座間相模が丘南店 小売業 食料品 2%

90,356 神奈川県 座間市 有限会社フォト・デニーロ サービス その他サービス 5%

90,357 神奈川県 座間市 セブン－イレブン座間相武台店 小売業 食料品 2%

90,358 神奈川県 座間市 セブン－イレブン座間相武台東店 小売業 食料品 2%

90,359 神奈川県 座間市 セブン－イレブン座間立野台１丁目店 小売業 食料品 2%

90,360 神奈川県 座間市 座間立野台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,361 神奈川県 座間市 セブン－イレブン座間店 小売業 食料品 2%

90,362 神奈川県 座間市 セブン－イレブン座間２丁目店 小売業 食料品 2%

90,363 神奈川県 座間市 座間東原ＳＳ　有限会社笠間商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,364 神奈川県 座間市 セブン－イレブン座間ひばりが丘１丁目店 小売業 食料品 2%

90,365 神奈川県 座間市 セブン－イレブン座間ひばりが丘５丁目店 小売業 食料品 2%

90,366 神奈川県 座間市 セブン－イレブン座間ひばりが丘４丁目店 小売業 食料品 2%

90,367 神奈川県 座間市 セブン－イレブン座間南栗原３丁目店 小売業 食料品 2%

90,368 神奈川県 座間市 ＧＬＰ座間売店 小売業 食料品 5%

90,369 神奈川県 座間市 シーサイドコンドイ 小売業 その他小売 5%

90,370 神奈川県 座間市 マルカワ座間店 小売業 衣料品 5%

90,371 神奈川県 座間市 シエステ相武台前 サービス 理容・美容業 5%

90,372 神奈川県 座間市 しゃぶしゃぶ水車園 サービス 飲食業 5%

90,373 神奈川県 座間市 寝　生活館 小売業 家具・調度品 5%

90,374 神奈川県 座間市 ＳＵＳＨＩ５１ サービス 飲食業 5%

90,375 神奈川県 座間市 スポーツカムイ座間店 小売業 その他小売 5%

90,376 神奈川県 座間市 タイセイサービス サービス その他サービス 5%

90,377 神奈川県 座間市 たからや　フレサ　相模が丘店 小売業 食料品 5%

90,378 神奈川県 座間市 暖家の蔵 小売業 家具・調度品 5%

90,379 神奈川県 座間市 ｔｓｕｊｉ庵 小売業 その他小売 5%

90,380 神奈川県 座間市 ティーアンデム株式会社 サービス その他サービス 5%

90,381 神奈川県 座間市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ座間立野台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,382 神奈川県 座間市 ト－タルサポ－トサ－ビス 小売業 電化製品 5%

90,383 神奈川県 座間市 ＴＲＩＮＵＳ 小売業 衣料品 5%

90,384 神奈川県 座間市 ナチュラ動物病院 サービス その他サービス 5%

2154



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

90,385 神奈川県 座間市 二輪堂Ｈｉｂａーｓａｉ 小売業 その他小売 5%

90,386 神奈川県 座間市 ハコブカフウ サービス 理容・美容業 5%

90,387 神奈川県 座間市 はなおか電気 小売業 電化製品 5%

90,388 神奈川県 座間市 Ｈｅｌｌｏ赤ちゃんｃｏｔｏｒｉｓｓイオン 小売業 衣料品 5%

90,389 神奈川県 座間市 Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん　座間店 小売業 その他小売 5%

90,390 神奈川県 座間市 ＢＳＣ　Ｇｒａｖｉｔｙ サービス その他サービス 5%

90,391 神奈川県 座間市 ＰｅａｃｈＮａｉｌｓ サービス 理容・美容業 5%

90,392 神奈川県 座間市 美顔製作所　Ｒｅ：ｉｍ サービス 理容・美容業 5%

90,393 神奈川県 座間市 ビッグヨーサン　座間ひばりヶ丘店 小売業 食料品 5%

90,394 神奈川県 座間市 ビッグヨーサン　座間ひばりが丘店 小売業 食料品 5%

90,395 神奈川県 座間市 美容室ＺＡＺＡ サービス 理容・美容業 5%

90,396 神奈川県 座間市 美容室　Ｎｏａ－Ｎｏａ サービス 理容・美容業 5%

90,397 神奈川県 座間市 美容室Ｎｏａ?Ｎｏａ　美容室Ｎｏａ　Ｎｏａ サービス 理容・美容業 5%

90,398 神奈川県 座間市 美容室ユニティ　小田急相模原店 サービス 理容・美容業 5%

90,399 神奈川県 座間市 ファイテン＠元気ＵＰプラザ　座間店 小売業 その他小売 5%

90,400 神奈川県 座間市 フィッツミー　相武台店 サービス その他サービス 5%

90,401 神奈川県 座間市 プラフラ サービス 理容・美容業 5%

90,402 神奈川県 座間市 ブルーブルーエ相武台店 小売業 その他小売 5%

90,403 神奈川県 座間市 有限会社フレスト 小売業 家具・調度品 5%

90,404 神奈川県 座間市 ヘアメイクアッシュ　さがみ野店 サービス 理容・美容業 5%

90,405 神奈川県 座間市 マクドナルドイオンモール座間店 サービス 飲食業 2%

90,406 神奈川県 座間市 マクドナルド相模が丘三和店 サービス 飲食業 2%

90,407 神奈川県 座間市 マクドナルド座間店 サービス 飲食業 2%

90,408 神奈川県 座間市 マクドナルド２４６座間店 サービス 飲食業 2%

90,409 神奈川県 座間市 まさきや　全国の味噌　まさきや 小売業 食料品 5%

90,410 神奈川県 座間市 まさのすけ本店座間 サービス 飲食業 5%

90,411 神奈川県 座間市 松実苑 サービス 飲食業 5%

90,412 神奈川県 座間市 ミートプラザ肉の石川 小売業 食料品 5%

90,413 神奈川県 座間市 味ん味ん　座間相模ヶ丘店 サービス 飲食業 5%

90,414 神奈川県 座間市 メガネサロン　フジ 小売業 その他小売 5%

90,415 神奈川県 座間市 メガネストアーさがみ野 小売業 その他小売 5%

90,416 神奈川県 座間市 メガネストアーさがみ野店 小売業 その他小売 5%

90,417 神奈川県 座間市 メガネストアー座間 小売業 その他小売 5%

90,418 神奈川県 座間市 メガネストアー相武台前 小売業 その他小売 5%

90,419 神奈川県 座間市 メガネストアー相武台前店 小売業 その他小売 5%

90,420 神奈川県 座間市 有限会社座間スタンド 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,421 神奈川県 座間市 有限会社新生堂 小売業 家具・調度品 5%

90,422 神奈川県 座間市 有限会社皆川商会 小売業 その他小売 5%

90,423 神奈川県 座間市 ゆきん 小売業 衣料品 5%

90,424 神奈川県 座間市 読売センター　さがみ野 小売業 その他小売 5%

90,425 神奈川県 座間市 リサイクルショップＯｎｅ 小売業 その他小売 5%

90,426 神奈川県 座間市 Ｒｅ　Ｍｉｎｄ サービス 理容・美容業 5%
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90,427 神奈川県 座間市 Ｒｅ：Ｍｉｎｄ　【リマインド】 サービス 理容・美容業 5%

90,428 神奈川県 座間市 レストランカフェ Ｔａｋｅ Ｆｉｖｅ レストランカフェ テイクファイブ サービス 飲食業 5%

90,429 神奈川県 座間市 ＲＥＤＰＯＩＳＯＮＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

90,430 神奈川県 座間市 ワークデザイン サービス その他サービス 5%

90,431 神奈川県 座間市 ＹＣ相武台南部 小売業 その他小売 5%

90,432 神奈川県 座間市 和ダイニング　なな穂 サービス 飲食業 5%

90,433 神奈川県 寒川町 インテリア カナリヤ 一ノ宮店 小売業 衣料品 5%

90,434 神奈川県 寒川町 ウッディ動物病院 サービス その他サービス 5%

90,435 神奈川県 寒川町 ＳＳＢｐｒｏメンテナンス サービス その他サービス 5%

90,436 神奈川県 寒川町 ［ＨＣ］エフワン岡田西店 小売業 電化製品 5%

90,437 神奈川県 寒川町 オートキヨスク寒川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,438 神奈川県 寒川町 行政書士山本法務事務所 サービス その他サービス 5%

90,439 神奈川県 寒川町 具志堅の家?ぐしけんち? サービス 飲食業 5%

90,440 神奈川県 寒川町 Ｋｒｅｉｓ５ 小売業 その他小売 5%

90,441 神奈川県 寒川町 ＣＯＣＯ壱番屋寒川倉見店 サービス 飲食業 2%

90,442 神奈川県 寒川町 個人小林タクシー サービス 運輸業 5%

90,443 神奈川県 寒川町 佐藤タクシー　０６３ サービス 運輸業 5%

90,444 神奈川県 寒川町 寒川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,445 神奈川県 寒川町 セブン－イレブン寒川一之宮９丁目店 小売業 食料品 2%

90,446 神奈川県 寒川町 セブン－イレブン寒川一之宮３丁目店 小売業 食料品 2%

90,447 神奈川県 寒川町 セブン－イレブン寒川駅前店 小売業 食料品 2%

90,448 神奈川県 寒川町 セブン－イレブン寒川岡田４丁目店 小売業 食料品 2%

90,449 神奈川県 寒川町 セブン－イレブン寒川北倉見店 小売業 食料品 2%

90,450 神奈川県 寒川町 セブン－イレブン寒川倉見西店 小売業 食料品 2%

90,451 神奈川県 寒川町 セブン－イレブン寒川倉見南町店 小売業 食料品 2%

90,452 神奈川県 寒川町 セブン－イレブン寒川小谷１丁目店 小売業 食料品 2%

90,453 神奈川県 寒川町 寒川自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

90,454 神奈川県 寒川町 セブン－イレブン寒川田端店 小売業 食料品 2%

90,455 神奈川県 寒川町 セブン－イレブンさむかわ中央公園前店 小売業 食料品 2%

90,456 神奈川県 寒川町 寒川ホルモンかるべぇ サービス 飲食業 5%

90,457 神奈川県 寒川町 色彩工房 サービス その他サービス 5%

90,458 神奈川県 寒川町 Ｓｉｇｍａ 小売業 その他小売 5%

90,459 神奈川県 寒川町 セルフステーション寒川倉見 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,460 神奈川県 寒川町 大衆食堂たーさん サービス 飲食業 5%

90,461 神奈川県 寒川町 タイヤショップ　ティース 小売業 その他小売 5%

90,462 神奈川県 寒川町 つきじ海賓　香川店 サービス 飲食業 5%

90,463 神奈川県 寒川町 ｔｓｕｍｕｇｉ． 小売業 その他小売 5%

90,464 神奈川県 寒川町 露木生花 小売業 その他小売 5%

90,465 神奈川県 寒川町 ｈａｍｍｍｙ 小売業 衣料品 5%

90,466 神奈川県 寒川町 パンドラのはこ サービス その他サービス 5%

90,467 神奈川県 寒川町 パンドラのはこ 小売業 その他小売 5%

90,468 神奈川県 寒川町 ピッツェリアヴェルデ サービス 飲食業 5%
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90,469 神奈川県 寒川町 ＶＬＵＣＫＳ サービス その他サービス 5%

90,470 神奈川県 寒川町 ｆｌｅｕｒ　ｍｅｓｓａｇｅ　寒川店 小売業 その他小売 5%

90,471 神奈川県 寒川町 マクドナルド寒川大曲店 サービス 飲食業 2%

90,472 神奈川県 寒川町 メガネのルック 小売業 その他小売 5%

90,473 神奈川県 寒川町 ［ＨＣ］有限会社井出電器商会 小売業 電化製品 5%

90,474 神奈川県 寒川町 （有）オートクリニック サービス その他サービス 5%

90,475 神奈川県 寒川町 洋品店　シマノ 小売業 衣料品 5%

90,476 神奈川県 寒川町 ラパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,477 神奈川県 寒川町 Ｒ?ＲＡ サービス 理容・美容業 5%

90,478 神奈川県 寒川町 レストラン　イデ サービス 飲食業 5%

90,479 神奈川県 逗子市 Ａ?ｓｈｕ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

90,480 神奈川県 逗子市 アトリエメディテラネ サービス その他サービス 5%

90,481 神奈川県 逗子市 アリレイナ東逗子店 サービス 理容・美容業 5%

90,482 神奈川県 逗子市 石渡マリンクラブ サービス その他サービス 5%

90,483 神奈川県 逗子市 ＩＮＥＹＡ 小売業 衣料品 5%

90,484 神奈川県 逗子市 ＡＩＤ．ＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

90,485 神奈川県 逗子市 大澤珈琲店 サービス 飲食業 5%

90,486 神奈川県 逗子市 尾島写真館 サービス その他サービス 5%

90,487 神奈川県 逗子市 ｏｓｔｅｒｉａ　ｍｉｃｈｉ?ｋｕｓａ サービス 飲食業 5%

90,488 神奈川県 逗子市 ＯＳＳＯ サービス 飲食業 5%

90,489 神奈川県 逗子市 お直しサロン　アン・コトン東逗子店 サービス その他サービス 5%

90,490 神奈川県 逗子市 カイロのおうち サービス 理容・美容業 5%

90,491 神奈川県 逗子市 学生服のＴ＆Ｙ　ヤワタ逗子店 小売業 衣料品 5%

90,492 神奈川県 逗子市 カクヤス　逗子駅前店 小売業 食料品 5%

90,493 神奈川県 逗子市 カタヤマ理容館 サービス 理容・美容業 5%

90,494 神奈川県 逗子市 Ｃａｔｏｎａ　逗子駅前 小売業 衣料品 5%

90,495 神奈川県 逗子市 ＣＡＴＯＮＡ　逗子銀座通店 小売業 衣料品 5%

90,496 神奈川県 逗子市 Ｃａｔｏｎａ　逗子店 小売業 衣料品 5%

90,497 神奈川県 逗子市 カフェラ・シャット・ロンロン サービス 飲食業 5%

90,498 神奈川県 逗子市 株式会社ウインドプランニング サービス その他サービス 5%

90,499 神奈川県 逗子市 株式会社サイドインテリア 小売業 家具・調度品 5%

90,500 神奈川県 逗子市 株式会社ワイズ音楽出版 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

90,501 神奈川県 逗子市 カラダファクトリー逗子駅前店 サービス その他サービス 5%

90,502 神奈川県 逗子市 ｃｏｌｌｅｇｅ 小売業 衣料品 5%

90,503 神奈川県 逗子市 元祖まぐろ漬　羽床総本店　逗子店 小売業 食料品 5%

90,504 神奈川県 逗子市 キャットシッターねこはぴ　キャットシッターねこはぴ 小売業 その他小売 5%

90,505 神奈川県 逗子市 桐ケ谷商店 サービス その他サービス 5%

90,506 神奈川県 逗子市 小坪海岸　凛花 サービス 宿泊業 5%

90,507 神奈川県 逗子市 小坪マリーナ サービス その他サービス 5%

90,508 神奈川県 逗子市 ｋｏｔｏｒｉｂｅａｃｈ 小売業 衣料品 5%

90,509 神奈川県 逗子市 さかな食堂 サービス 飲食業 5%

90,510 神奈川県 逗子市 さすらいのカンテキ サービス 飲食業 5%
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90,511 神奈川県 逗子市 サナエ美容室 サービス 理容・美容業 5%

90,512 神奈川県 逗子市 Ｓｕｎｎｙｓｉｄｅ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

90,513 神奈川県 逗子市 g-room.R サービス 理容・美容業 5%

90,514 神奈川県 逗子市 ＧＹＰＳＹＡＮＴＩＱＵＥＳ 小売業 衣料品 5%

90,515 神奈川県 逗子市 シュエット 小売業 衣料品 5%

90,516 神奈川県 逗子市 食彩堂 サービス 飲食業 5%

90,517 神奈川県 逗子市 ＧｉｎｇｅｒＢｅａｃｈＩｎｎ 小売業 衣料品 5%

90,518 神奈川県 逗子市 逗子ＳＳ　エスビー石油有限会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,519 神奈川県 逗子市 セブン－イレブン逗子インター西店 小売業 食料品 2%

90,520 神奈川県 逗子市 セブン－イレブン逗子駅前店 小売業 食料品 2%

90,521 神奈川県 逗子市 セブン－イレブン逗子小坪店 小売業 食料品 2%

90,522 神奈川県 逗子市 セブン－イレブン逗子桜山３丁目店 小売業 食料品 2%

90,523 神奈川県 逗子市 セブン－イレブン逗子７丁目店 小売業 食料品 2%

90,524 神奈川県 逗子市 逗子久木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,525 神奈川県 逗子市 セブン－イレブン逗子久木４丁目店 小売業 食料品 2%

90,526 神奈川県 逗子市 逗子ヨコハマヤ 小売業 衣料品 5%

90,527 神奈川県 逗子市 スズキヤ　逗子銀座通り店 小売業 食料品 5%

90,528 神奈川県 逗子市 スズキヤ逗子駅前店 小売業 食料品 5%

90,529 神奈川県 逗子市 スズキヤ東逗子店 小売業 食料品 5%

90,530 神奈川県 逗子市 ＳｔｕｄｉｏＰａｃｉｆｉｃａ サービス その他サービス 5%

90,531 神奈川県 逗子市 ＳＯＬＩＴＯ 小売業 衣料品 5%

90,532 神奈川県 逗子市 ダービーアンドカンパニー 小売業 その他小売 5%

90,533 神奈川県 逗子市 ＤｉｎｉｎｇＢａｒ Ａｄａｇｉｏ サービス 飲食業 5%

90,534 神奈川県 逗子市 ｔａｐａ逗子店 小売業 衣料品 5%

90,535 神奈川県 逗子市 旅助旅造 小売業 貴金属・服飾品 5%

90,536 神奈川県 逗子市 珠屋株式会社 サービス 飲食業 5%

90,537 神奈川県 逗子市 珠屋株式会社 小売業 食料品 5%

90,538 神奈川県 逗子市 ちーマン サービス その他サービス 5%

90,539 神奈川県 逗子市 チャハット 小売業 その他小売 5%

90,540 神奈川県 逗子市 つきじ海賓　逗子店 サービス 飲食業 5%

90,541 神奈川県 逗子市 つく志 サービス 飲食業 5%

90,542 神奈川県 逗子市 ＴｉａｒａＵ サービス その他サービス 5%

90,543 神奈川県 逗子市 ＴＩＣＫＩＮＧＳＴＯＲＥ サービス その他サービス 5%

90,544 神奈川県 逗子市 鉄板とワインｃｏｍｉｃｈｉ サービス 飲食業 5%

90,545 神奈川県 逗子市 渚マリーナ サービス その他サービス 5%

90,546 神奈川県 逗子市 株式会社　ＮＯＬＡＳＡＰＳ サービス 理容・美容業 5%

90,547 神奈川県 逗子市 ＨａＫＵ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

90,548 神奈川県 逗子市 はせくらみゆき サービス その他サービス 5%

90,549 神奈川県 逗子市 花里 小売業 その他小売 5%

90,550 神奈川県 逗子市 パン販売 サービス その他サービス 5%

90,551 神奈川県 逗子市 Ｐａｎｙａ　Ｃｏｔｔｏ 小売業 食料品 5%

90,552 神奈川県 逗子市 Ｂｉｓｔｒｏ　ｃｏｐａｉｎ サービス 飲食業 5%
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90,553 神奈川県 逗子市 ひだか動物クリニック サービス その他サービス 5%

90,554 神奈川県 逗子市 美容室スターベリー サービス 理容・美容業 5%

90,555 神奈川県 逗子市 美容室ふぅ香。 サービス 理容・美容業 5%

90,556 神奈川県 逗子市 藤井美穂司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

90,557 神奈川県 逗子市 冨士屋牛肉店 小売業 食料品 5%

90,558 神奈川県 逗子市 フラワーショップこんの 小売業 その他小売 5%

90,559 神奈川県 逗子市 フリッパー動物病院 サービス その他サービス 5%

90,560 神奈川県 逗子市 ヘアーサロンマコ　東逗子駅前店 サービス 理容・美容業 5%

90,561 神奈川県 逗子市 ＢＥＴＴＥＩ サービス 飲食業 5%

90,562 神奈川県 逗子市 Ｂｅｌｌａ　Ｖｉｔａ サービス その他サービス 5%

90,563 神奈川県 逗子市 北欧屋台 小売業 家具・調度品 5%

90,564 神奈川県 逗子市 ホルトの木 サービス 飲食業 5%

90,565 神奈川県 逗子市 有限会社三上金物店 小売業 電化製品 5%

90,566 神奈川県 逗子市 牧田電気 小売業 電化製品 5%

90,567 神奈川県 逗子市 マクドナルド逗子駅前店 サービス 飲食業 2%

90,568 神奈川県 逗子市 マリンショップ　ブルーフリート 小売業 その他小売 5%

90,569 神奈川県 逗子市 三友技研 サービス その他サービス 5%

90,570 神奈川県 逗子市 めしやっちゃん サービス 飲食業 5%

90,571 神奈川県 逗子市 モナ動物病院 サービス その他サービス 5%

90,572 神奈川県 逗子市 Ｍｏｍｏｔｉｑｕｅ サービス その他サービス 5%

90,573 神奈川県 逗子市 やよい化粧品店 やよい化粧品店 小売業 その他小売 5%

90,574 神奈川県 逗子市 有限会社藤屋商店 小売業 その他小売 5%

90,575 神奈川県 逗子市 洋食ふたみ サービス 飲食業 5%

90,576 神奈川県 逗子市 Ｌｉｎｅｓ 小売業 衣料品 5%

90,577 神奈川県 逗子市 ラ・ヴェルデ サービス 飲食業 5%

90,578 神奈川県 逗子市 Ｌｏｕｎｇｅ　ＥＶＥＲ サービス その他サービス 5%

90,579 神奈川県 逗子市 ＬａＢｏｔｔｅｇａＡｒｔｉｓｔｉｃａ サービス その他サービス 5%

90,580 神奈川県 逗子市 ランテルナロッサ サービス 飲食業 5%

90,581 神奈川県 逗子市 ランテルナロッサ サービス 飲食業 5%

90,582 神奈川県 逗子市 Ｒｅｆｏｒｍｅｒ逗子院 サービス 理容・美容業 5%

90,583 神奈川県 逗子市 Ｒｅ：ｙ　ｙａｍａｚａｋｉ サービス 理容・美容業 5%

90,584 神奈川県 逗子市 ｗｏｎｄｅｒ　ｔａｉｌ 小売業 その他小売 5%

90,585 神奈川県 茅ヶ崎市 ａｒｇｕｅ 小売業 衣料品 5%

90,586 神奈川県 茅ヶ崎市 Ａｋｅｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

90,587 神奈川県 茅ヶ崎市 浅野タクシー　１８６ サービス 運輸業 5%

90,588 神奈川県 茅ヶ崎市 浅野屋 茅ヶ崎浅野屋 サービス 飲食業 5%

90,589 神奈川県 茅ヶ崎市 味の居酒屋道本店 サービス 飲食業 5%

90,590 神奈川県 茅ヶ崎市 あすか 小売業 電化製品 5%

90,591 神奈川県 茅ヶ崎市 アーネストロック サービス その他サービス 5%

90,592 神奈川県 茅ヶ崎市 海女小屋　茅ヶ崎店 サービス 飲食業 5%

90,593 神奈川県 茅ヶ崎市 ＃２ＡＲＯＵＮＤＩＮＤＩＡ サービス その他サービス 5%

90,594 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｒ＆ＳＳＴＯＲＥｃｈｉｇａｓａｋｉ 小売業 衣料品 5%
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90,595 神奈川県 茅ヶ崎市 α湘南あすか　南 小売業 電化製品 5%

90,596 神奈川県 茅ヶ崎市 あわくろ屋 サービス 飲食業 5%

90,597 神奈川県 茅ヶ崎市 アンジェス動物病院 サービス その他サービス 5%

90,598 神奈川県 茅ヶ崎市 飯島畳店 サービス その他サービス 5%

90,599 神奈川県 茅ヶ崎市 居酒屋 大家族 サービス 飲食業 5%

90,600 神奈川県 茅ヶ崎市 ＩＳＯＧＡＩＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

90,601 神奈川県 茅ヶ崎市 出光香川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,602 神奈川県 茅ヶ崎市 出光ルート１茅ヶ崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,603 神奈川県 茅ヶ崎市 イヌイ熊澤商店 小売業 その他小売 5%

90,604 神奈川県 茅ヶ崎市 イル・ド・ショコラ 小売業 食料品 5%

90,605 神奈川県 茅ヶ崎市 上野タクシー　０５９ サービス 運輸業 5%

90,606 神奈川県 茅ヶ崎市 ヴォーノ・イタリア茅ヶ崎店 サービス 飲食業 5%

90,607 神奈川県 茅ヶ崎市 歌広場茅ヶ崎北口駅前店 サービス 飲食業 5%

90,608 神奈川県 茅ヶ崎市 鰻のおかむら サービス 飲食業 5%

90,609 神奈川県 茅ヶ崎市 ＯＵＲＳＥＮＰＥＬＵＣＨＥ 小売業 衣料品 5%

90,610 神奈川県 茅ヶ崎市 上臺タクシー（１０２） サービス 運輸業 5%

90,611 神奈川県 茅ヶ崎市 エアカジ湘南 サービス その他サービス 5%

90,612 神奈川県 茅ヶ崎市 ＨＲＢＡＬＬＯＯＮ＆ＴＯＹＳ 小売業 その他小売 5%

90,613 神奈川県 茅ヶ崎市 エスニックファインド 小売業 衣料品 5%

90,614 神奈川県 茅ヶ崎市 エスパティオ小和田店 小売業 食料品 5%

90,615 神奈川県 茅ヶ崎市 エスパティオ　小和田店 小売業 食料品 5%

90,616 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｓ ４６ＢｅｅｒＭａｒｋｅｔ サービス 飲食業 5%

90,617 神奈川県 茅ヶ崎市 ｅｈａｗｅｅｊｅｗｅｌｒｙ 小売業 衣料品 5%

90,618 神奈川県 茅ヶ崎市 ＥＬＥＣＴＲＩＣＬＡＤＹ　ＳＴＯＲＥ サービス その他サービス 5%

90,619 神奈川県 茅ヶ崎市 ｅｗａｌｕ 小売業 その他小売 5%

90,620 神奈川県 茅ヶ崎市 ｅｗａｌｕ ２ｎｄ 鉄砲通り店 小売業 その他小売 5%

90,621 神奈川県 茅ヶ崎市 ＴＵＲＮ 小売業 家具・調度品 5%

90,622 神奈川県 茅ヶ崎市 ＯＡＳＩＳ サービス 理容・美容業 5%

90,623 神奈川県 茅ヶ崎市 オーガニック七菜 サービス 飲食業 5%

90,624 神奈川県 茅ヶ崎市 特定非営利活動法人Ｏｃｅａｎ＇ｓＬｏｖｅ 小売業 衣料品 5%

90,625 神奈川県 茅ヶ崎市 御菓子司村田屋 小売業 食料品 5%

90,626 神奈川県 茅ヶ崎市 奥野貴子 小売業 貴金属・服飾品 5%

90,627 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｏｓｔｅｒｉａ　ｅ　Ｂｏｔｔｅｇａ　Ｓ サービス 飲食業 5%

90,628 神奈川県 茅ヶ崎市 小野間印章店　有限会社　小野間印章店 小売業 その他小売 5%

90,629 神奈川県 茅ヶ崎市 おのまでんき 小売業 電化製品 5%

90,630 神奈川県 茅ヶ崎市 オプティシァン　ヤジマ 小売業 その他小売 5%

90,631 神奈川県 茅ヶ崎市 カギサン酒店 小売業 食料品 5%

90,632 神奈川県 茅ヶ崎市 カギサン酒店 小売業 その他小売 5%

90,633 神奈川県 茅ヶ崎市 ＫＡＺ ＵＭＩ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

90,634 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｃａｔｏｎａ　茅ケ崎店 小売業 衣料品 5%

90,635 神奈川県 茅ヶ崎市 かねまつ　茅ヶ崎ルミネ店 小売業 衣料品 5%

90,636 神奈川県 茅ヶ崎市 金丸電気 小売業 電化製品 5%
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90,637 神奈川県 茅ヶ崎市 ｃａｆｅ  ちょいのみ処 空 サービス 飲食業 5%

90,638 神奈川県 茅ヶ崎市 カフェのあるめがね屋さん 一丁目四番地 小売業 その他小売 5%

90,639 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社太陽商会 小売業 その他小売 5%

90,640 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社ＴＯＫＨＡＮ サービス その他サービス 5%

90,641 神奈川県 茅ヶ崎市 ＡｒｏｍａＳｐａｃｅＮｉｃｏ サービス その他サービス 5%

90,642 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社ニュートラルワークス サービス その他サービス 5%

90,643 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社ｐｌａｉｎ サービス その他サービス 5%

90,644 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社星藤 小売業 その他小売 5%

90,645 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社メイセイ自販 サービス その他サービス 5%

90,646 神奈川県 茅ヶ崎市 ＧＡＲＡｅｎｔｒａ サービス 飲食業 5%

90,647 神奈川県 茅ヶ崎市 カラット湘南茅ヶ崎店　湘南茅ヶ崎店 小売業 食料品 5%

90,648 神奈川県 茅ヶ崎市 カレーハウスｃｏｃｏ壱番屋茅ケ崎萩園店 サービス 飲食業 2%

90,649 神奈川県 茅ヶ崎市 カワムラ電器茅ケ崎店 小売業 電化製品 5%

90,650 神奈川県 茅ヶ崎市 ＣＡＮＶＡＳ＆ＣＬＯＴＨ 小売業 衣料品 5%

90,651 神奈川県 茅ヶ崎市 韓国料理とサムギョプサル　サム家 サービス 飲食業 5%

90,652 神奈川県 茅ヶ崎市 喜久家食堂 学食のカレー屋さん 小売業 食料品 5%

90,653 神奈川県 茅ヶ崎市 木村光太朗司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

90,654 神奈川県 茅ヶ崎市 ｇａｌｌｅｒｙ＆ｓｈｏｐ サービス 飲食業 5%

90,655 神奈川県 茅ヶ崎市 ＣＡＭＰＳＬＩＦＥ サービス その他サービス 5%

90,656 神奈川県 茅ヶ崎市 九州らーめん・長崎ちゃんぽん　霧しま サービス 飲食業 5%

90,657 神奈川県 茅ヶ崎市 九州らーめん　長崎ちゃんぽん　霧しま サービス 飲食業 5%

90,658 神奈川県 茅ヶ崎市 牛たんひらつか本店 サービス 飲食業 5%

90,659 神奈川県 茅ヶ崎市 キラーサーフ湘南 小売業 その他小売 5%

90,660 神奈川県 茅ヶ崎市 銀座美人塾株式会社 小売業 衣料品 5%

90,661 神奈川県 茅ヶ崎市 クーカイ サービス 飲食業 5%

90,662 神奈川県 茅ヶ崎市 ＫＵＭＡＪＩラスカ茅ヶ崎店 小売業 衣料品 5%

90,663 神奈川県 茅ヶ崎市 ｃｌｏｕｄ９　ｆｏｒｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

90,664 神奈川県 茅ヶ崎市 クラチョク サービス 飲食業 5%

90,665 神奈川県 茅ヶ崎市 蔵元料理　天青 サービス 飲食業 5%

90,666 神奈川県 茅ヶ崎市 ぐるぐるＤｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

90,667 神奈川県 茅ヶ崎市 ＣＲＥＳＳＯＮ　茅ヶ崎店 サービス 理容・美容業 5%

90,668 神奈川県 茅ヶ崎市 グローアップ サービス その他サービス 5%

90,669 神奈川県 茅ヶ崎市 クローバークローゼット 小売業 その他小売 5%

90,670 神奈川県 茅ヶ崎市 ｃｒｏｐ　ｅｓ　茅ヶ崎 サービス 理容・美容業 5%

90,671 神奈川県 茅ヶ崎市 ＣｒｏｐＣｕｂｉｃ サービス 理容・美容業 5%

90,672 神奈川県 茅ヶ崎市 ＫＡＴＥ’Ｓ 小売業 その他小売 5%

90,673 神奈川県 茅ヶ崎市 ＩｓｌａｎｄＹｏｇａ湘南茅ヶ崎駅前店 サービス その他サービス 5%

90,674 神奈川県 茅ヶ崎市 幸福餃子 サービス 飲食業 5%

90,675 神奈川県 茅ヶ崎市 セブンーイレブンＫＯＹＯ茅ヶ崎市立病院店 小売業 食料品 2%

90,676 神奈川県 茅ヶ崎市 黒糖茶房 サービス 飲食業 5%

90,677 神奈川県 茅ヶ崎市 黒糖茶房 サービス 飲食業 5%

90,678 神奈川県 茅ヶ崎市 こころとからだの健やかオアシスｂａｏｂａｂ　こころとからだの健やかオアシス　Ｂａｏｂａｂ サービス その他サービス 5%
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90,679 神奈川県 茅ヶ崎市 木の花之咲屋 サービス その他サービス 5%

90,680 神奈川県 茅ヶ崎市 コムロデンキ茅ヶ崎 小売業 電化製品 5%

90,681 神奈川県 茅ヶ崎市 ゴルフ・ドゥ湘南茅ケ崎Ｒ１号店 小売業 その他小売 2%

90,682 神奈川県 茅ヶ崎市 ３ｒｄ　ｐｌａｃｅ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

90,683 神奈川県 茅ヶ崎市 ３ｒｄ　ｐｌａｃｅ　ｃａｆｅ’ サービス 飲食業 5%

90,684 神奈川県 茅ヶ崎市 最来る館 小売業 その他小売 5%

90,685 神奈川県 茅ヶ崎市 サニーサイド茅ヶ崎店 サービス 理容・美容業 5%

90,686 神奈川県 茅ヶ崎市 ＳＡＹＵＣｈｉｇａｓａｋｉＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

90,687 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｓａｌｏｎ ｄｅ Ｃａｒｙ サービス 理容・美容業 5%

90,688 神奈川県 茅ヶ崎市 サロンハナミズキ サービス 理容・美容業 5%

90,689 神奈川県 茅ヶ崎市 ＳＥＥＰ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

90,690 神奈川県 茅ヶ崎市 ジェーズファクトリー 小売業 その他小売 5%

90,691 神奈川県 茅ヶ崎市 シーサイドアニマルクリニック サービス その他サービス 5%

90,692 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｊａｚｚ　ｂｏｏｚｅ　Ｓｔｏｒｙｖｉｌｌｅ サービス 飲食業 5%

90,693 神奈川県 茅ヶ崎市 ＪＡＴＳ湘南茅ヶ崎店 小売業 その他小売 5%

90,694 神奈川県 茅ヶ崎市 ジュエリー照國 小売業 貴金属・服飾品 5%

90,695 神奈川県 茅ヶ崎市 笑男酒場　や?まん サービス 飲食業 5%

90,696 神奈川県 茅ヶ崎市 湘南カイロ茅ヶ崎整体院 サービス その他サービス 5%

90,697 神奈川県 茅ヶ崎市 湘南カイロ緑が浜治療室 サービス その他サービス 5%

90,698 神奈川県 茅ヶ崎市 湘南菓子工房　ヒラオカ 小売業 食料品 5%

90,699 神奈川県 茅ヶ崎市 笑男酒場　Ｃｈｉｒｏｒｉ サービス 飲食業 5%

90,700 神奈川県 茅ヶ崎市 笑男酒場　寅寅 サービス 飲食業 5%

90,701 神奈川県 茅ヶ崎市 笑男酒場　Ｃｈｉｒｏｒｉ サービス 飲食業 5%

90,702 神奈川県 茅ヶ崎市 笑男酒場　寅寅 サービス 飲食業 5%

90,703 神奈川県 茅ヶ崎市 湘南花物語　　代表　佐藤　節男　湘南花物語 小売業 その他小売 5%

90,704 神奈川県 茅ヶ崎市 湘南巻き爪矯正院　茅ヶ崎院 サービス その他サービス 5%

90,705 神奈川県 茅ヶ崎市 湘南緑が浜動物病院 サービス その他サービス 5%

90,706 神奈川県 茅ヶ崎市 湘南メディカル整体院　ボディクラフト サービス その他サービス 5%

90,707 神奈川県 茅ヶ崎市 吉成カイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

90,708 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｓｈｏｎａｎ　Ｋａｉ　Ｄｏｇ　Ｄａｙｃａｒｅ サービス その他サービス 5%

90,709 神奈川県 茅ヶ崎市 食パン工房ｆｌｕｆｆｙ 小売業 食料品 5%

90,710 神奈川県 茅ヶ崎市 食パン工房ｆｌｕｆｆｙ　食パン工房ｆｌｕｆｆｙ 小売業 食料品 5%

90,711 神奈川県 茅ヶ崎市 シンセツ電器　茅ケ崎店 小売業 電化製品 5%

90,712 神奈川県 茅ヶ崎市 ＳＫＹ　ＳＵＲＦ　ＹＯＧＡ サービス その他サービス 5%

90,713 神奈川県 茅ヶ崎市 寿し優 サービス 飲食業 5%

90,714 神奈川県 茅ヶ崎市 スズキアクセサリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

90,715 神奈川県 茅ヶ崎市 スズキファクトリー サービス その他サービス 5%

90,716 神奈川県 茅ヶ崎市 すずのき　茅ヶ崎店 小売業 衣料品 5%

90,717 神奈川県 茅ヶ崎市 ＢＥＬＬＥＶＩＥ　湘南茅ヶ崎 サービス その他サービス 5%

90,718 神奈川県 茅ヶ崎市 スタジオ山田 サービス その他サービス 5%

90,719 神奈川県 茅ヶ崎市 ｓａｎｄｂａｒ サービス 飲食業 5%

90,720 神奈川県 茅ヶ崎市 ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｓａｎｄｂａｒ　茅ヶ崎サザン通り サービス 飲食業 5%
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90,721 神奈川県 茅ヶ崎市 スペインクラブ茅ヶ崎 サービス 飲食業 5%

90,722 神奈川県 茅ヶ崎市 ３ｐｅａｃｅ 小売業 衣料品 5%

90,723 神奈川県 茅ヶ崎市 セオサイクル茅ヶ崎店 小売業 その他小売 5%

90,724 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｓｅｒｅｎｄｉｐｉｔｙ Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

90,725 神奈川県 茅ヶ崎市 蕎麦処　榮家 サービス 飲食業 5%

90,726 神奈川県 茅ヶ崎市 ＳＯＦＡ サービス 理容・美容業 5%

90,727 神奈川県 茅ヶ崎市 ＳＯＦＡ サービス 理容・美容業 5%

90,728 神奈川県 茅ヶ崎市 ＴＵＲＮ 小売業 家具・調度品 5%

90,729 神奈川県 茅ヶ崎市 タイ古式マッサージクルーン サービス その他サービス 5%

90,730 神奈川県 茅ヶ崎市 大衆食堂 鳥嶺 サービス 飲食業 5%

90,731 神奈川県 茅ヶ崎市 ダイビングショップｏａｓｉｓ サービス その他サービス 5%

90,732 神奈川県 茅ヶ崎市 タカハシ　香川店 小売業 衣料品 5%

90,733 神奈川県 茅ヶ崎市 田島電機商会 小売業 電化製品 5%

90,734 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｗ＇ｓＭａｒｋｅｔダブズマーケット 小売業 衣料品 5%

90,735 神奈川県 茅ヶ崎市 たまや 小売業 食料品 5%

90,736 神奈川県 茅ヶ崎市 たまや　茅ヶ崎駅南店 小売業 食料品 5%

90,737 神奈川県 茅ヶ崎市 たまや　本部　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

90,738 神奈川県 茅ヶ崎市 たまや幸町店 小売業 食料品 5%

90,739 神奈川県 茅ヶ崎市 たまや茅ヶ崎駅南店 小売業 食料品 5%

90,740 神奈川県 茅ヶ崎市 たまや浜竹店 小売業 食料品 5%

90,741 神奈川県 茅ヶ崎市 たまや浜見平店 小売業 食料品 5%

90,742 神奈川県 茅ヶ崎市 セブン－イレブン茅ヶ崎今宿東店 小売業 食料品 2%

90,743 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,744 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎海岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,745 神奈川県 茅ヶ崎市 セブン－イレブン茅ヶ崎香川４丁目店 小売業 食料品 2%

90,746 神奈川県 茅ヶ崎市 セブン－イレブン茅ケ崎幸町店 小売業 食料品 2%

90,747 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎石材工業 小売業 その他小売 5%

90,748 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎チャンプルー サービス 飲食業 5%

90,749 神奈川県 茅ヶ崎市 セブン－イレブン茅ケ崎辻東店 小売業 食料品 2%

90,750 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ケ崎堤ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,751 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ケ崎店Ｗｅｅｋｌｙ　Ｓｗｅｅｔｓ 小売業 食料品 5%

90,752 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎動物病院 サービス その他サービス 5%

90,753 神奈川県 茅ヶ崎市 セブン－イレブン茅ヶ崎西久保店 小売業 食料品 2%

90,754 神奈川県 茅ヶ崎市 セブン－イレブン茅ヶ崎浜竹４丁目店 小売業 食料品 2%

90,755 神奈川県 茅ヶ崎市 ちがさき濱田屋南口店 サービス 飲食業 5%

90,756 神奈川県 茅ヶ崎市 セブン－イレブン茅ヶ崎本宿町店 小売業 食料品 2%

90,757 神奈川県 茅ヶ崎市 ちがそう サービス その他サービス 5%

90,758 神奈川県 茅ヶ崎市 チカディー 小売業 衣料品 5%

90,759 神奈川県 茅ヶ崎市 中華食堂まんぷく亭 サービス 飲食業 5%

90,760 神奈川県 茅ヶ崎市 つきじ海賓　茅ヶ崎店 サービス 飲食業 5%

90,761 神奈川県 茅ヶ崎市 辻堂湘南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,762 神奈川県 茅ヶ崎市 セブン－イレブン辻堂西口店 小売業 食料品 2%
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90,763 神奈川県 茅ヶ崎市 ｄｉａｒｂｌｕｅ サービス 理容・美容業 5%

90,764 神奈川県 茅ヶ崎市 ＴＥＳＨ　ＣＨＩＷＡＮ サービス 飲食業 5%

90,765 神奈川県 茅ヶ崎市 出前寿司　彩海　辻堂店 サービス 飲食業 5%

90,766 神奈川県 茅ヶ崎市 ＤＵＤＥＩＮＮ 小売業 衣料品 5%

90,767 神奈川県 茅ヶ崎市 天丼てんやラスカ茅ケ崎店 サービス 飲食業 2%

90,768 神奈川県 茅ヶ崎市 ドッグイベントクラブ 小売業 その他小売 5%

90,769 神奈川県 茅ヶ崎市 ドッグガーデン　マッキーズ サービス その他サービス 5%

90,770 神奈川県 茅ヶ崎市 巴屋 サービス 飲食業 5%

90,771 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｔｒｉａｎｇｌｅ サービス 理容・美容業 5%

90,772 神奈川県 茅ヶ崎市 とら吉 サービス 飲食業 5%

90,773 神奈川県 茅ヶ崎市 トラットリアラヴィッツォーネ サービス 飲食業 5%

90,774 神奈川県 茅ヶ崎市 中田米店 小売業 食料品 5%

90,775 神奈川県 茅ヶ崎市 永田設備 サービス その他サービス 5%

90,776 神奈川県 茅ヶ崎市 ナチュラルフーズ柳島キッチン サービス 飲食業 5%

90,777 神奈川県 茅ヶ崎市 にくどき　肉時々魚 サービス 飲食業 5%

90,778 神奈川県 茅ヶ崎市 虹色ＤＥＬＩにじまる サービス 飲食業 5%

90,779 神奈川県 茅ヶ崎市 日個連　小島タクシー サービス 運輸業 5%

90,780 神奈川県 茅ヶ崎市 日個連　中鉢タクシー サービス 運輸業 5%

90,781 神奈川県 茅ヶ崎市 ヌマタ電化センター 小売業 電化製品 5%

90,782 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｎａｔｕｒｅ Ｆｏｒｃｅ サービス その他サービス 5%

90,783 神奈川県 茅ヶ崎市 ＨＩＧＨ　ＡＮＤ　ＣＯＬＯＲ 小売業 食料品 5%

90,784 神奈川県 茅ヶ崎市 バウワウ 小売業 その他小売 5%

90,785 神奈川県 茅ヶ崎市 パシマニ サービス 理容・美容業 5%

90,786 神奈川県 茅ヶ崎市 長谷川楽器店 小売業 その他小売 5%

90,787 神奈川県 茅ヶ崎市 長谷川楽器店　北口店 小売業 その他小売 5%

90,788 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社長谷川書店　駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

90,789 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社長谷川書店　ネスパ茅ヶ崎店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

90,790 神奈川県 茅ヶ崎市 ８ＣＡＦＥ ＦＬＯＷＥＲ ｅｗａｌｕ サービス 飲食業 5%

90,791 神奈川県 茅ヶ崎市 バッグ工房ｎｉｍ 小売業 衣料品 5%

90,792 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｂａｓｓｏ１－２－１ サービス その他サービス 5%

90,793 神奈川県 茅ヶ崎市 パティオ サービス 飲食業 5%

90,794 神奈川県 茅ヶ崎市 パナハートみやざき 小売業 電化製品 5%

90,795 神奈川県 茅ヶ崎市 花政 小売業 その他小売 5%

90,796 神奈川県 茅ヶ崎市 ハナリマ 小売業 衣料品 5%

90,797 神奈川県 茅ヶ崎市 ぱぱっち サービス 飲食業 5%

90,798 神奈川県 茅ヶ崎市 濱時間 サービス 宿泊業 5%

90,799 神奈川県 茅ヶ崎市 パリナーマ茅ヶ崎 サービス その他サービス 5%

90,800 神奈川県 茅ヶ崎市 ＢａｌｉｎｅｓｅＡｒｏｍａＰｕｔｒｉ サービス 理容・美容業 5%

90,801 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｐｉｚｚｅｒｉａ＆Ｏｓｔｅｒｉａ　ＡＧＲＵＭＥ サービス 飲食業 5%

90,802 神奈川県 茅ヶ崎市 ＨＩＮＯＭＡＲＯ サービス その他サービス 5%

90,803 神奈川県 茅ヶ崎市 ＢｅａｕｔｙｓａｌｏｎＬｕｎａ サービス 理容・美容業 5%

90,804 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｍｅｌｉａ サービス 理容・美容業 5%
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90,805 神奈川県 茅ヶ崎市 ビューテータナカ　茅ヶ崎店 サービス 理容・美容業 5%

90,806 神奈川県 茅ヶ崎市 美容室ｈａｎｎａｒｉ サービス 理容・美容業 5%

90,807 神奈川県 茅ヶ崎市 美容室マムズ サービス 理容・美容業 5%

90,808 神奈川県 茅ヶ崎市 ファーマーズ テーブルたさき サービス 飲食業 5%

90,809 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｆｏｏｄｂａｒ　Ｒｏｕｔｅ サービス 飲食業 5%

90,810 神奈川県 茅ヶ崎市 藤沢大家 サービス その他サービス 5%

90,811 神奈川県 茅ヶ崎市 ＦＯＯＤＳ　ＧＡＲＤＥＮ サービス 飲食業 5%

90,812 神奈川県 茅ヶ崎市 プチアンジェ サービス 理容・美容業 5%

90,813 神奈川県 茅ヶ崎市 ｆｌｏｗｅｒｎａｇｉｒｌ（フラワーナガール） 小売業 衣料品 5%

90,814 神奈川県 茅ヶ崎市 ｆｌｅａｒ サービス 理容・美容業 5%

90,815 神奈川県 茅ヶ崎市 フリュードパワー　サーフクラフト 小売業 その他小売 5%

90,816 神奈川県 茅ヶ崎市 ブレッド　スタジオ　モグ 小売業 食料品 5%

90,817 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｂｒｅａｄｓｔｕｄｉｏ　ｍｏｇ 小売業 食料品 5%

90,818 神奈川県 茅ヶ崎市 プレンティーズ 茅ヶ崎本店 サービス 飲食業 5%

90,819 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｆｌｏｗ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

90,820 神奈川県 茅ヶ崎市 ヘアーサロンキタウラ サービス 理容・美容業 5%

90,821 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｈａｉｒ　Ｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

90,822 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｈａｉｒ　Ｒｏｏｍ　ＣＡＬＭ サービス 理容・美容業 5%

90,823 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｈａｉｒ   ｒｅｌａｘｉｎｇ Ｔｔｒｅｅ Ｈａｉｒ ｒｅｌａｘｉｎｇ Ｔｔｒｅｅ サービス 理容・美容業 5%

90,824 神奈川県 茅ヶ崎市 ｈａｉｒｓａｌｏｎ５２８ サービス 理容・美容業 5%

90,825 神奈川県 茅ヶ崎市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＳＯＦＡ サービス 理容・美容業 5%

90,826 神奈川県 茅ヶ崎市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｍｏｚａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

90,827 神奈川県 茅ヶ崎市 ＨａｉｒＲｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

90,828 神奈川県 茅ヶ崎市 ペットケアハウスわんこのうち中海岸 サービス その他サービス 5%

90,829 神奈川県 茅ヶ崎市 ペットメモリアル横浜湘南 サービス その他サービス 5%

90,830 神奈川県 茅ヶ崎市 ポークマン?肉の王子様? サービス 飲食業 5%

90,831 神奈川県 茅ヶ崎市 星のフラワー 小売業 その他小売 5%

90,832 神奈川県 茅ヶ崎市 ＨｏｓｏｉｉＳｕｒｆ＆Ｓｐｏｒｔｓ 小売業 その他小売 5%

90,833 神奈川県 茅ヶ崎市 ｓｅｖｅｎｓｅａｓ治療院 小売業 その他小売 5%

90,834 神奈川県 茅ヶ崎市 ホンダカーズ神奈川南　茅ヶ崎西店 小売業 その他小売 5%

90,835 神奈川県 茅ヶ崎市 ＭａｕＲｉｎ サービス 飲食業 5%

90,836 神奈川県 茅ヶ崎市 マクドナルドイオン茅ヶ崎中央店 サービス 飲食業 2%

90,837 神奈川県 茅ヶ崎市 マクドナルド１号線辻堂店 サービス 飲食業 2%

90,838 神奈川県 茅ヶ崎市 マクドナルド茅ヶ崎今宿店 サービス 飲食業 2%

90,839 神奈川県 茅ヶ崎市 マクドナルド茅ヶ崎店 サービス 飲食業 2%

90,840 神奈川県 茅ヶ崎市 マクドナルド茅ヶ崎マルエツ店 サービス 飲食業 2%

90,841 神奈川県 茅ヶ崎市 ＭａｃＫｅｎＤｙ　ＭａｃＫｅｎＤｙ サービス 飲食業 5%

90,842 神奈川県 茅ヶ崎市 ＭａｂｂｙＳＤｏｇＤｅｌｉ サービス その他サービス 5%

90,843 神奈川県 茅ヶ崎市 豆のさがみや　茅ヶ崎南口店 小売業 食料品 5%

90,844 神奈川県 茅ヶ崎市 豆のさがみや本店 小売業 食料品 5%

90,845 神奈川県 茅ヶ崎市 マルイチストア 小売業 その他小売 5%

90,846 神奈川県 茅ヶ崎市 丸岡屋 小売業 衣料品 5%
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90,847 神奈川県 茅ヶ崎市 丸和商事・レプラコーン合同会社 小売業 食料品 5%

90,848 神奈川県 茅ヶ崎市 三河屋茅ヶ崎店 小売業 食料品 5%

90,849 神奈川県 茅ヶ崎市 三河屋本店 小売業 食料品 5%

90,850 神奈川県 茅ヶ崎市 ＭＩＣＨＥＬＡＮＧＥＬＯＰＲＯＪＥＣＴ サービス その他サービス 5%

90,851 神奈川県 茅ヶ崎市 ミスタークリーニング サービス その他サービス 5%

90,852 神奈川県 茅ヶ崎市 みなみ薬局 小売業 その他小売 5%

90,853 神奈川県 茅ヶ崎市 三村養蜂場の 小売業 衣料品 5%

90,854 神奈川県 茅ヶ崎市 みやのサイエンス 小売業 衣料品 5%

90,855 神奈川県 茅ヶ崎市 ミュージックハウスウチダ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

90,856 神奈川県 茅ヶ崎市 ムラサキスポーツ　茅ヶ崎南口店 小売業 その他小売 5%

90,857 神奈川県 茅ヶ崎市 ＭＥＥＲ．Ｓ【メールズ】 サービス 理容・美容業 5%

90,858 神奈川県 茅ヶ崎市 メガネバスター辻堂店 小売業 貴金属・服飾品 5%

90,859 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｍｅｇａｍｅ サービス その他サービス 5%

90,860 神奈川県 茅ヶ崎市 ＭＯＫＩＣＨＩ　ＷＵＲＳＴ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

90,861 神奈川県 茅ヶ崎市 ＭＯＫＩＣＨＩ　ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ サービス 飲食業 5%

90,862 神奈川県 茅ヶ崎市 ＭＯＫＩＣＨＩ　Ｂａｋｅｒ＆Ｓｗｅｅｔｓ サービス 飲食業 5%

90,863 神奈川県 茅ヶ崎市 ＭＯＺＡＭＩ　ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ サービス 理容・美容業 5%

90,864 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｍｏｍｏｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

90,865 神奈川県 茅ヶ崎市 焼菓子 ｋｕｋｋａ クッカ 小売業 食料品 5%

90,866 神奈川県 茅ヶ崎市 やきとり居酒屋吉鳥 サービス 飲食業 5%

90,867 神奈川県 茅ヶ崎市 八城商店 サービス その他サービス 5%

90,868 神奈川県 茅ヶ崎市 山口無線 小売業 電化製品 5%

90,869 神奈川県 茅ヶ崎市 山田電気商会 小売業 電化製品 5%

90,870 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社　坪田　輪業 小売業 その他小売 5%

90,871 神奈川県 茅ヶ崎市 ［ＨＣ］有限会社石井電器 小売業 電化製品 5%

90,872 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社湘南印刷所 サービス その他サービス 5%

90,873 神奈川県 茅ヶ崎市 ［ＨＣ］有限会社長井電器商会 小売業 電化製品 5%

90,874 神奈川県 茅ヶ崎市 フォトグラフィックオオイ サービス その他サービス 5%

90,875 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社ホンダウイング公田 小売業 その他小売 5%

90,876 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社モリサイクル茅ヶ崎店 小売業 その他小売 5%

90,877 神奈川県 茅ヶ崎市 わかば薬局 小売業 その他小売 5%

90,878 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｙｏｕ遊パン サービス その他サービス 5%

90,879 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｙｏｕ遊パン サービス その他サービス 5%

90,880 神奈川県 茅ヶ崎市 ゆきや 小売業 家具・調度品 5%

90,881 神奈川県 茅ヶ崎市 洋服のタカハシ 香川店 小売業 衣料品 5%

90,882 神奈川県 茅ヶ崎市 ＢＡＮＫＳコレクション湘南ショールーム サービス その他サービス 5%

90,883 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎支店 サービス その他サービス 5%

90,884 神奈川県 茅ヶ崎市 よりみち食堂 サービス 飲食業 5%

90,885 神奈川県 茅ヶ崎市 ライクス株式会社 小売業 衣料品 5%

90,886 神奈川県 茅ヶ崎市 楽 サービス 飲食業 5%

90,887 神奈川県 茅ヶ崎市 ＲａｂｂｉｔＷｉｓｈ 小売業 その他小売 5%

90,888 神奈川県 茅ヶ崎市 リアット！茅ヶ崎店 サービス その他サービス 5%
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90,889 神奈川県 茅ヶ崎市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　ライファ茅ヶ崎 サービス その他サービス 2%

90,890 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｐａｇｅ 小売業 衣料品 5%

90,891 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｌｉｔｔｏｗａ 小売業 衣料品 5%

90,892 神奈川県 茅ヶ崎市 リュウグウ 小売業 衣料品 5%

90,893 神奈川県 茅ヶ崎市 理容水上 駅前店 サービス 理容・美容業 5%

90,894 神奈川県 茅ヶ崎市 ｒｕーｋａ．【ルーカ】 サービス 理容・美容業 5%

90,895 神奈川県 茅ヶ崎市 ＲｏｏｍＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

90,896 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｒａｄｉａｎｔｊｅｗｅｌｒｙ 小売業 衣料品 5%

90,897 神奈川県 茅ヶ崎市 レプラコーン 小売業 食料品 5%

90,898 神奈川県 茅ヶ崎市 ＲＯＳＥＣ　ｂ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

90,899 神奈川県 茅ヶ崎市 ロミロミサロンマルラニ サービス 理容・美容業 5%

90,900 神奈川県 茅ヶ崎市 Ｗｉｎｅ Ｗｈｉｓｋｙ Ｃｏｃｋｔａｉｌ ＫＯＵ サービス 飲食業 5%

90,901 神奈川県 茅ヶ崎市 脇山タクシー サービス 運輸業 5%

90,902 神奈川県 茅ヶ崎市 ワコールガーデンラスカ茅ヶ崎店 小売業 衣料品 2%

90,903 神奈川県 茅ヶ崎市 和酒すずき　和酒すずき サービス 飲食業 5%

90,904 神奈川県 茅ヶ崎市 ワンちゃんのお風呂屋さん　あぱらぎ サービス その他サービス 5%

90,905 神奈川県 中井町 出光中井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,906 神奈川県 中井町 ＡＵＴＯ　ＺＥＲＯ 小売業 その他小売 5%

90,907 神奈川県 中井町 セブン－イレブン神奈川中井町店 小売業 食料品 2%

90,908 神奈川県 中井町 コイズミ電器 小売業 電化製品 5%

90,909 神奈川県 中井町 セブン－イレブン中井町井ノ口店 小売業 食料品 2%

90,910 神奈川県 中井町 セブン－イレブン中井町遠藤店 小売業 食料品 2%

90,911 神奈川県 中井町 西村電機 小売業 電化製品 5%

90,912 神奈川県 中井町 二宮建装 サービス その他サービス 5%

90,913 神奈川県 二宮町 ＲＨａｉｒ＆Ｍａｋｅ二宮店 サービス 理容・美容業 5%

90,914 神奈川県 二宮町 居酒屋わいわい亭いなかもん サービス 飲食業 5%

90,915 神奈川県 二宮町 イナリヤト食文化研究所 小売業 食料品 5%

90,916 神奈川県 二宮町 井上電器商会 小売業 電化製品 5%

90,917 神奈川県 二宮町 ヴィーブ美容室二宮店 サービス 理容・美容業 5%

90,918 神奈川県 二宮町 ＷＡＴＥＲ　ＷＯＲＬＤ　二宮店 サービス 理容・美容業 5%

90,919 神奈川県 二宮町 Ｃａｔｏｎａ　二宮店 小売業 衣料品 5%

90,920 神奈川県 二宮町 金井ラジオ店 小売業 電化製品 5%

90,921 神奈川県 二宮町 ＴＨＥＣＡＭＰＣＡＦＥ＆ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

90,922 神奈川県 二宮町 西湘動物病院 サービス その他サービス 5%

90,923 神奈川県 二宮町 西湘動物病院 西湘動物病院 サービス その他サービス 5%

90,924 神奈川県 二宮町 ソガオートセンター 小売業 衣料品 5%

90,925 神奈川県 二宮町 トミタ陶房 サービス その他サービス 5%

90,926 神奈川県 二宮町 二宮一色ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,927 神奈川県 二宮町 セブン－イレブン二宮インター店 小売業 食料品 2%

90,928 神奈川県 二宮町 セブン－イレブン二宮駅南口店 小売業 食料品 2%

90,929 神奈川県 二宮町 野原量藏商店 小売業 食料品 5%

90,930 神奈川県 二宮町 浜井無線商会 小売業 電化製品 5%
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90,931 神奈川県 二宮町 原徳米店 小売業 食料品 5%

90,932 神奈川県 二宮町 美容室　プラタナスの樹 サービス 理容・美容業 5%

90,933 神奈川県 二宮町 フジノ電器商会 小売業 電化製品 5%

90,934 神奈川県 二宮町 ＢＬＡＮＫＡ　ｃｅｎｔｒｅ サービス 飲食業 5%

90,935 神奈川県 二宮町 ヘアーサロンアットホーム サービス 理容・美容業 5%

90,936 神奈川県 二宮町 Ｂｏｎ蔵　ウチヤマ 小売業 食料品 5%

90,937 神奈川県 二宮町 マクドナルド二宮店 サービス 飲食業 2%

90,938 神奈川県 二宮町 松本テレビ商会 小売業 電化製品 5%

90,939 神奈川県 二宮町 みもみよ 小売業 その他小売 5%

90,940 神奈川県 二宮町 株式会社　みやびきもの 小売業 衣料品 5%

90,941 神奈川県 二宮町 メガネストアー二宮 小売業 その他小売 5%

90,942 神奈川県 二宮町 メガネストアー二宮店 小売業 その他小売 5%

90,943 神奈川県 二宮町 メディアック二宮教室 サービス その他サービス 5%

90,944 神奈川県 二宮町 吉野綾染織工房 サービス その他サービス 5%

90,945 神奈川県 二宮町 ルスティカ サービス 飲食業 5%

90,946 神奈川県 二宮町 ローレルクリーニング　ザ・ビッグ二宮店 サービス その他サービス 5%

90,947 神奈川県 二宮町 ローレルクリーニング　ザ・ビッグ二 サービス その他サービス 5%

90,948 神奈川県 箱根町 アサンテアネックス サービス 宿泊業 5%

90,949 神奈川県 箱根町 アサンテイン サービス 宿泊業 5%

90,950 神奈川県 箱根町 芦の湖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,951 神奈川県 箱根町 芦ノ湖　一の湯 サービス 宿泊業 5%

90,952 神奈川県 箱根町 ＡＮＧＥＬＯ 小売業 衣料品 5%

90,953 神奈川県 箱根町 出光小涌園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,954 神奈川県 箱根町 出光箱根湖尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

90,955 神奈川県 箱根町 伊東園ホテル箱根湯本 サービス 宿泊業 5%

90,956 神奈川県 箱根町 オーベルジュ漣－Ｒｅｎ－ サービス 宿泊業 5%

90,957 神奈川県 箱根町 温泉旅館みたけ サービス 宿泊業 5%

90,958 神奈川県 箱根町 鶴井の宿ホテル紫雲荘 サービス 宿泊業 5%

90,959 神奈川県 箱根町 河鹿荘 サービス 宿泊業 5%

90,960 神奈川県 箱根町 ＣａｆｅＤｏｕｃｅ サービス 飲食業 5%

90,961 神奈川県 箱根町 花紋 サービス 宿泊業 5%

90,962 神奈川県 箱根町 ＫＡＲＡＴＴＯ サービス 飲食業 5%

90,963 神奈川県 箱根町 仮りの宿　羽衣 サービス その他サービス 5%

90,964 神奈川県 箱根町 季節の雑貨　折折 小売業 その他小売 5%

90,965 神奈川県 箱根町 季節の雑貨　折折　箱根 小売業 その他小売 5%

90,966 神奈川県 箱根町 きたの風茶寮 サービス 宿泊業 5%

90,967 神奈川県 箱根町 ぎゃらりー　風知草 小売業 その他小売 5%

90,968 神奈川県 箱根町 玉庭 サービス 宿泊業 5%

90,969 神奈川県 箱根町 グランヴェール強羅 サービス その他サービス 5%

90,970 神奈川県 箱根町 ＧＲＡＮＤＥＲＩＶＩＥＲＥ箱根店 小売業 食料品 5%

90,971 神奈川県 箱根町 グランリヴィエール箱根湯本店 小売業 食料品 5%

90,972 神奈川県 箱根町 源泉かけ流しの宿　櫻休庵 サービス 宿泊業 5%
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90,973 神奈川県 箱根町 源泉かけ流しの宿　櫻休庵　別亭　凛 サービス 宿泊業 5%

90,974 神奈川県 箱根町 源泉の宿千條 サービス 宿泊業 5%

90,975 神奈川県 箱根町 強羅　月の泉 サービス 宿泊業 5%

90,976 神奈川県 箱根町 強羅茶寮 サービス 宿泊業 5%

90,977 神奈川県 箱根町 強羅にごりの湯宿　のうのう箱根 サービス 宿泊業 5%

90,978 神奈川県 箱根町 強羅花扇 サービス 宿泊業 5%

90,979 神奈川県 箱根町 強羅花扇　早雲閣 サービス 宿泊業 5%

90,980 神奈川県 箱根町 強羅花扇　円かの杜 サービス 宿泊業 5%

90,981 神奈川県 箱根町 強羅ホテル　パイプのけむりプラス サービス 宿泊業 5%

90,982 神奈川県 箱根町 強羅　夢の湯 サービス 宿泊業 5%

90,983 神奈川県 箱根町 ｃｏｃｏ?Ｈａｋｏｎｅ サービス 飲食業 5%

90,984 神奈川県 箱根町 小林物産店 小売業 家具・調度品 5%

90,985 神奈川県 箱根町 山賊ホルモン サービス その他サービス 5%

90,986 神奈川県 箱根町 四季の湯座敷武蔵野別館 サービス 宿泊業 5%

90,987 神奈川県 箱根町 芝商店 小売業 その他小売 5%

90,988 神奈川県 箱根町 ジャパン・カントリーサイド箱根 サービス 宿泊業 5%

90,989 神奈川県 箱根町 翠光館 翠光館 サービス 宿泊業 5%

90,990 神奈川県 箱根町 ススキの原　一の湯 サービス 宿泊業 5%

90,991 神奈川県 箱根町 鈴廣かまぼこ　芦ノ湖　畔屋店 小売業 食料品 5%

90,992 神奈川県 箱根町 仙郷楼 サービス 宿泊業 5%

90,993 神奈川県 箱根町 仙石高原大箱根　一の湯 サービス 宿泊業 5%

90,994 神奈川県 箱根町 仙石高原大箱根　一の湯 サービス 宿泊業 5%

90,995 神奈川県 箱根町 仙石ゴルフコース サービス その他サービス 5%

90,996 神奈川県 箱根町 仙石原　品の木　一の湯 サービス 宿泊業 5%

90,997 神奈川県 箱根町 仙石原ススキの原　一の湯 サービス 宿泊業 5%

90,998 神奈川県 箱根町 仙石原はたご一の湯 サービス 宿泊業 5%

90,999 神奈川県 箱根町 匠の宿　佳松 サービス 宿泊業 5%

91,000 神奈川県 箱根町 田むら銀かつ亭　本店 サービス 飲食業 5%

91,001 神奈川県 箱根町 ちもと　駅前通り店 小売業 食料品 5%

91,002 神奈川県 箱根町 ちもと　滝通り本店・工場 小売業 その他小売 5%

91,003 神奈川県 箱根町 ちゃいなハウス サービス 飲食業 5%

91,004 神奈川県 箱根町 紬 サービス 宿泊業 5%

91,005 神奈川県 箱根町 天山 サービス その他サービス 5%

91,006 神奈川県 箱根町 天山 サービス その他サービス 5%

91,007 神奈川県 箱根町 塔ノ沢　一の湯　新館 サービス 宿泊業 5%

91,008 神奈川県 箱根町 塔ノ沢一の湯本館 サービス 宿泊業 5%

91,009 神奈川県 箱根町 塔ノ沢キャトルセゾン サービス 宿泊業 5%

91,010 神奈川県 箱根町 ドッグレストプレイス サービス 宿泊業 5%

91,011 神奈川県 箱根町 二の平渋谷荘 サービス 宿泊業 5%

91,012 神奈川県 箱根町 ヌウボー　箱根店 小売業 貴金属・服飾品 5%

91,013 神奈川県 箱根町 ヌウボー　箱根プリンス店 小売業 衣料品 5%

91,014 神奈川県 箱根町 箱根　藍瑠 サービス 宿泊業 5%
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91,015 神奈川県 箱根町 箱根　金湯苑 サービス 宿泊業 5%

91,016 神奈川県 箱根町 箱根　時の雫 サービス 宿泊業 5%

91,017 神奈川県 箱根町 箱根　時の雫 サービス 宿泊業 5%

91,018 神奈川県 箱根町 箱根　森のせせらぎ サービス 宿泊業 5%

91,019 神奈川県 箱根町 箱根駅伝ミュージアム サービス 宿泊業 5%

91,020 神奈川県 箱根町 箱根エレガンス サービス 宿泊業 5%

91,021 神奈川県 箱根町 箱根縁結び福久や 小売業 食料品 5%

91,022 神奈川県 箱根町 箱根温泉湯宿山の省 サービス 宿泊業 5%

91,023 神奈川県 箱根町 箱根かれー 心 サービス 飲食業 5%

91,024 神奈川県 箱根町 箱根弓庵 サービス 宿泊業 5%

91,025 神奈川県 箱根町 箱根ゲストハウスｇａｋｕ サービス 宿泊業 5%

91,026 神奈川県 箱根町 箱根光喜號新館 小売業 その他小売 5%

91,027 神奈川県 箱根町 箱根強羅　ホテルパイプのけむりプラス サービス 宿泊業 5%

91,028 神奈川県 箱根町 箱根強羅あおい荘 サービス 宿泊業 5%

91,029 神奈川県 箱根町 箱根強羅グアムドッグ サービス 宿泊業 5%

91,030 神奈川県 箱根町 箱根湖畔荘 サービス 飲食業 5%

91,031 神奈川県 箱根町 セブン－イレブン箱根小涌谷店 小売業 食料品 2%

91,032 神奈川県 箱根町 箱根路開雲 サービス 宿泊業 5%

91,033 神奈川県 箱根町 箱根じんりき　六さん人力車 サービス その他サービス 5%

91,034 神奈川県 箱根町 箱根水明荘 サービス 宿泊業 5%

91,035 神奈川県 箱根町 セブン－イレブン箱根仙石原北店 小売業 食料品 2%

91,036 神奈川県 箱根町 セブン－イレブン箱根仙石原店 小売業 食料品 2%

91,037 神奈川県 箱根町 箱根パークス吉野 サービス 宿泊業 5%

91,038 神奈川県 箱根町 箱根ふうら サービス 宿泊業 5%

91,039 神奈川県 箱根町 箱根フォンテーヌブロー　仙石亭 サービス 宿泊業 5%

91,040 神奈川県 箱根町 箱根ホテル サービス 宿泊業 5%

91,041 神奈川県 箱根町 セブン－イレブン箱根宮城野店 小売業 食料品 2%

91,042 神奈川県 箱根町 セブン－イレブン箱根宮ノ下店 小売業 食料品 2%

91,043 神奈川県 箱根町 箱根屋島 サービス 飲食業 5%

91,044 神奈川県 箱根町 箱根湯本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,045 神奈川県 箱根町 セブン－イレブン箱根湯本駅前店 小売業 食料品 2%

91,046 神奈川県 箱根町 セブン－イレブン箱根湯本店 小売業 食料品 2%

91,047 神奈川県 箱根町 箱根湯本　ホテル明日香 サービス 宿泊業 5%

91,048 神奈川県 箱根町 箱根・ルッカの森 小売業 食料品 5%

91,049 神奈川県 箱根町 箱根・和菓子菜の花 小売業 食料品 5%

91,050 神奈川県 箱根町 パーソンズスタジアム 小売業 衣料品 5%

91,051 神奈川県 箱根町 華の宿　ふくや サービス 宿泊業 5%

91,052 神奈川県 箱根町 フィールド箱根リゾート サービス 宿泊業 5%

91,053 神奈川県 箱根町 福住楼 サービス 宿泊業 5%

91,054 神奈川県 箱根町 富士屋ホテル サービス 宿泊業 5%

91,055 神奈川県 箱根町 カブ）ワールドヤマダ 小売業 その他小売 5%

91,056 神奈川県 箱根町 株式会社ＴＷＩＮＧＯ サービス 飲食業 5%
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91,057 神奈川県 箱根町 ホテルおかだ サービス 宿泊業 5%

91,058 神奈川県 箱根町 ホテルおくゆもと サービス 宿泊業 5%

91,059 神奈川県 箱根町 ホテル　河鹿荘 サービス 宿泊業 5%

91,060 神奈川県 箱根町 ホテルグリーンプラザ　箱根 サービス 宿泊業 5%

91,061 神奈川県 箱根町 ホテル仙景 サービス 宿泊業 5%

91,062 神奈川県 箱根町 ホテル　南風荘 サービス 宿泊業 5%

91,063 神奈川県 箱根町 ホテル箱根パウエル サービス 宿泊業 5%

91,064 神奈川県 箱根町 ホテル箱根パウエル サービス 宿泊業 5%

91,065 神奈川県 箱根町 ホテル　マイユクール祥月 サービス 宿泊業 5%

91,066 神奈川県 箱根町 ホテルマロウド箱根 サービス 宿泊業 5%

91,067 神奈川県 箱根町 マーミーキッチン サービス 飲食業 5%

91,068 神奈川県 箱根町 マウントビュー箱根 サービス 宿泊業 5%

91,069 神奈川県 箱根町 ままね湯　ますとみ旅館 サービス 宿泊業 5%

91,070 神奈川県 箱根町 真奈邸　箱根 サービス 宿泊業 5%

91,071 神奈川県 箱根町 まんじゅう屋・菜の花 小売業 食料品 5%

91,072 神奈川県 箱根町 まんじゅう屋・菜の花　茶房 サービス 飲食業 5%

91,073 神奈川県 箱根町 三河屋旅館 サービス 宿泊業 5%

91,074 神奈川県 箱根町 瑞の香り サービス 宿泊業 5%

91,075 神奈川県 箱根町 武蔵野本館　箱根吟遊 サービス 宿泊業 5%

91,076 神奈川県 箱根町 セブン－イレブン元箱根店 小売業 食料品 2%

91,077 神奈川県 箱根町 元湯環翠楼 サービス 宿泊業 5%

91,078 神奈川県 箱根町 百々茶 小売業 食料品 5%

91,079 神奈川県 箱根町 山家荘 サービス 宿泊業 5%

91,080 神奈川県 箱根町 夕霧荘 サービス 宿泊業 5%

91,081 神奈川県 箱根町 有限会社　静観荘 サービス 宿泊業 5%

91,082 神奈川県 箱根町 湯本富士屋ホテル サービス 宿泊業 5%

91,083 神奈川県 箱根町 湯本富士屋ホテル／Ｊ＆Ｊギフト サービス その他サービス 5%

91,084 神奈川県 箱根町 湯本富士屋ホテル／Ｊ＆Ｊギフト サービス その他サービス 5%

91,085 神奈川県 箱根町 湯本富士屋ホテル（駅前ピコット サービス 宿泊業 5%

91,086 神奈川県 箱根町 養生館　はるのひかり サービス 宿泊業 5%

91,087 神奈川県 箱根町 吉池旅館 サービス 宿泊業 5%

91,088 神奈川県 箱根町 楽々花 サービス 宿泊業 5%

91,089 神奈川県 箱根町 和松苑 サービス 飲食業 5%

91,090 神奈川県 箱根町 和心亭豊月 サービス 宿泊業 5%

91,091 神奈川県 秦野市 αオーキッド サービス その他サービス 5%

91,092 神奈川県 秦野市 アンチエイジングサロンｋ サービス 理容・美容業 5%

91,093 神奈川県 秦野市 アンティーブ 小売業 衣料品 5%

91,094 神奈川県 秦野市 ［ＨＣ］アンドーデンキ 小売業 電化製品 5%

91,095 神奈川県 秦野市 ＡＮ－ＮＡｉｌ サービス 理容・美容業 5%

91,096 神奈川県 秦野市 いずみストアー 小売業 その他小売 5%

91,097 神奈川県 秦野市 伊勢原書店　渋沢店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

91,098 神奈川県 秦野市 伊勢原書店　秦野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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91,099 神奈川県 秦野市 １３０３ｆａｎ 小売業 電化製品 5%

91,100 神奈川県 秦野市 出光秦野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,101 神奈川県 秦野市 エムエーコーポレーション サービス その他サービス 5%

91,102 神奈川県 秦野市 小川電気商会　大根店 小売業 電化製品 5%

91,103 神奈川県 秦野市 小田原百貨店　渋沢店 小売業 食料品 5%

91,104 神奈川県 秦野市 海鮮丼　Ｖｉｎｅｇａｒ　海鮮丼Ｖｉｎｅｇａｒ サービス 飲食業 5%

91,105 神奈川県 秦野市 学生服のＴ＆Ｙ　オーヤマ秦野店 小売業 衣料品 5%

91,106 神奈川県 秦野市 片倉商店 小売業 食料品 5%

91,107 神奈川県 秦野市 カットハウスおしゃれ東海大学前店 サービス 理容・美容業 5%

91,108 神奈川県 秦野市 Ｃａｔｏｎａ　秦野店 小売業 衣料品 5%

91,109 神奈川県 秦野市 神奈川病院売店 小売業 その他小売 5%

91,110 神奈川県 秦野市 ［ＨＣ］株式会社大根デンキ 小売業 電化製品 5%

91,111 神奈川県 秦野市 株式会社ＫＡＮＯＵＳＥＩ サービス 理容・美容業 5%

91,112 神奈川県 秦野市 株式会社杉浦 サービス その他サービス 5%

91,113 神奈川県 秦野市 かまか商店 小売業 食料品 5%

91,114 神奈川県 秦野市 ｋａｎｎａ サービス 理容・美容業 5%

91,115 神奈川県 秦野市 ｋｉｋｓ ｋａｆｆｅ サービス 飲食業 5%

91,116 神奈川県 秦野市 希望建創 サービス その他サービス 5%

91,117 神奈川県 秦野市 食Ｄｉｎｉｎｇ　渋沢本店 サービス 飲食業 5%

91,118 神奈川県 秦野市 食Ｄｉｎｉｎｇ　秦野店 サービス 飲食業 5%

91,119 神奈川県 秦野市 熊澤屋呉服店 小売業 衣料品 5%

91,120 神奈川県 秦野市 ｇＲａｎｄｅｅ サービス 理容・美容業 5%

91,121 神奈川県 秦野市 クリーニングイイダ戸川工場店 サービス その他サービス 5%

91,122 神奈川県 秦野市 クリーニング　きりやま サービス 運輸業 5%

91,123 神奈川県 秦野市 Ｇｒｅｅｎ　Ｇｒａｉｎ 小売業 その他小売 5%

91,124 神奈川県 秦野市 セブンーイレブンＫＯＹＯ秦野赤十字病院店 小売業 食料品 2%

91,125 神奈川県 秦野市 ＣＯＣＯ壱番屋小田急マルシェ秦野店 サービス 飲食業 2%

91,126 神奈川県 秦野市 小島タクシー（１６１） サービス 運輸業 5%

91,127 神奈川県 秦野市 ＣＯＳＭＯ－ＣＡＲＥ サービス 運輸業 5%

91,128 神奈川県 秦野市 ｋｏｒｅａ サービス 飲食業 5%

91,129 神奈川県 秦野市 嵯峨野　季節料理嵯峨野 サービス 飲食業 5%

91,130 神奈川県 秦野市 四季織々　藍 小売業 その他小売 5%

91,131 神奈川県 秦野市 じゅぴっく 小売業 衣料品 5%

91,132 神奈川県 秦野市 陣屋 サービス 宿泊業 5%

91,133 神奈川県 秦野市 すこやか整体院 サービス その他サービス 5%

91,134 神奈川県 秦野市 鮨市場春 サービス 飲食業 5%

91,135 神奈川県 秦野市 スペイン食堂ビバラーチョ サービス 飲食業 5%

91,136 神奈川県 秦野市 スポーツショップたまき 小売業 その他小売 5%

91,137 神奈川県 秦野市 ＳＥＬＥＣＴ　ＮＡＩＬ　ＣＯＣＯ　秦野店 サービス その他サービス 5%

91,138 神奈川県 秦野市 添田タクシー（２９３） サービス 運輸業 5%

91,139 神奈川県 秦野市 そば処　石庄庵 サービス 飲食業 5%

91,140 神奈川県 秦野市 ソフトバンク　秦野 サービス その他サービス 2%

2172



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

91,141 神奈川県 秦野市 ソフトバンク　秦野 小売業 電化製品 5%

91,142 神奈川県 秦野市 タケメガネイオン秦野店 小売業 その他小売 5%

91,143 神奈川県 秦野市 たちかわ動物病院 サービス その他サービス 5%

91,144 神奈川県 秦野市 脱毛サロンＯｌｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

91,145 神奈川県 秦野市 ＴＡＮＺＡＷＡ　ＡＵＴＯ サービス その他サービス 5%

91,146 神奈川県 秦野市 丹沢の森どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

91,147 神奈川県 秦野市 丹沢病院売店 小売業 その他小売 5%

91,148 神奈川県 秦野市 チャイナガーデン サービス 飲食業 5%

91,149 神奈川県 秦野市 チャイナガーデン チャイナガーデン サービス 飲食業 5%

91,150 神奈川県 秦野市 中国気功整体院 サービス その他サービス 5%

91,151 神奈川県 秦野市 北京館 サービス 飲食業 5%

91,152 神奈川県 秦野市 つきじ海賓　秦野店 サービス 飲食業 5%

91,153 神奈川県 秦野市 展翅屋工房 サービス その他サービス 5%

91,154 神奈川県 秦野市 トイプ－ドルブリ－ダ－直送センタ－ 小売業 その他小売 5%

91,155 神奈川県 秦野市 東名秦野インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,156 神奈川県 秦野市 ＴＯｋｉｗａ サービス 理容・美容業 5%

91,157 神奈川県 秦野市 とこやフジワラ サービス その他サービス 5%

91,158 神奈川県 秦野市 （株）飛附屋 小売業 その他小売 5%

91,159 神奈川県 秦野市 トラットリア：ピノーロ サービス 飲食業 5%

91,160 神奈川県 秦野市 トラットリア　フーコ サービス 飲食業 5%

91,161 神奈川県 秦野市 トリミングサロン うずたま サービス その他サービス 5%

91,162 神奈川県 秦野市 菜菜彩 サービス 飲食業 5%

91,163 神奈川県 秦野市 西秦野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,164 神奈川県 秦野市 日個連　井浦タクシー サービス 運輸業 5%

91,165 神奈川県 秦野市 日個連　大田タクシー サービス 運輸業 5%

91,166 神奈川県 秦野市 日個連　大原タクシー サービス 運輸業 5%

91,167 神奈川県 秦野市 秦野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,168 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野出雲大社入口店 小売業 食料品 2%

91,169 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野今泉店 小売業 食料品 2%

91,170 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野駅北口店 小売業 食料品 2%

91,171 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野尾尻店 小売業 食料品 2%

91,172 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野落合北店 小売業 食料品 2%

91,173 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野金目川店 小売業 食料品 2%

91,174 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野上大槻店 小売業 食料品 2%

91,175 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野河原町店 小売業 食料品 2%

91,176 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野工業団地前店 小売業 食料品 2%

91,177 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野幸町店 小売業 食料品 2%

91,178 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野渋沢２丁目店 小売業 食料品 2%

91,179 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野清水町店 小売業 食料品 2%

91,180 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野下大槻南店 小売業 食料品 2%

91,181 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野菖蒲店 小売業 食料品 2%

91,182 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野菖蒲東店 小売業 食料品 2%
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91,183 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野曽屋東店 小売業 食料品 2%

91,184 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野曽屋緑下店 小売業 食料品 2%

91,185 神奈川県 秦野市 秦野鶴巻ＳＳ有限会社関野栄治商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,186 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野鶴巻店 小売業 食料品 2%

91,187 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野鶴巻南２丁目店 小売業 食料品 2%

91,188 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野鶴巻南４丁目店 小売業 食料品 2%

91,189 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野東海大学前駅入口店 小売業 食料品 2%

91,190 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野戸川店 小売業 食料品 2%

91,191 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野戸川東店 小売業 食料品 2%

91,192 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野名古木店 小売業 食料品 2%

91,193 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野西大竹店 小売業 食料品 2%

91,194 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野平沢北店 小売業 食料品 2%

91,195 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野文化会館通り店 小売業 食料品 2%

91,196 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野菩提店 小売業 食料品 2%

91,197 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野堀西店 小売業 食料品 2%

91,198 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野堀山下店 小売業 食料品 2%

91,199 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野南矢名店 小売業 食料品 2%

91,200 神奈川県 秦野市 セブン－イレブン秦野南矢名南店 小売業 食料品 2%

91,201 神奈川県 秦野市 ハートフルカントリー 小売業 家具・調度品 5%

91,202 神奈川県 秦野市 パナクリークあいでん片岡店 小売業 電化製品 5%

91,203 神奈川県 秦野市 花の駅＊つぐみ工房 小売業 その他小売 5%

91,204 神奈川県 秦野市 ＰＡＮＤＯＬＡ ＰＰＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

91,205 神奈川県 秦野市 ＰＡＮＤＯＬＡ　寿町店 サービス 理容・美容業 5%

91,206 神奈川県 秦野市 ＰＡＮＤＯＬＡ東海大学前駅前店 サービス 理容・美容業 5%

91,207 神奈川県 秦野市 ＰＡＮＤＯＬＡ　秦野駅前店 サービス 理容・美容業 5%

91,208 神奈川県 秦野市 ＰＡＮＤＯＬＡ　本店 サービス 理容・美容業 5%

91,209 神奈川県 秦野市 ピオサトウ 小売業 その他小売 5%

91,210 神奈川県 秦野市 ＨｉＰ－Ｓｏｕｎｄ 小売業 その他小売 5%

91,211 神奈川県 秦野市 フィールズヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

91,212 神奈川県 秦野市 ＦＯＯＤ＆ＬＩＱＵＯＲ　はなや 小売業 その他小売 5%

91,213 神奈川県 秦野市 フォレストライフ サービス その他サービス 5%

91,214 神奈川県 秦野市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　秦野渋沢店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

91,215 神奈川県 秦野市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　秦野曽屋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

91,216 神奈川県 秦野市 ヘアーズ良夢インワンダーランド サービス 理容・美容業 5%

91,217 神奈川県 秦野市 ＨＡＩＲ　ＦＡＧＵＳ サービス 理容・美容業 5%

91,218 神奈川県 秦野市 ヘアサロン　おかこい サービス 理容・美容業 5%

91,219 神奈川県 秦野市 ベストパートナー サービス その他サービス 5%

91,220 神奈川県 秦野市 ベルグランディール サービス 理容・美容業 5%

91,221 神奈川県 秦野市 芳甘菓　鶴巻温泉駅前店 小売業 食料品 5%

91,222 神奈川県 秦野市 芳甘菓平沢店 小売業 食料品 5%

91,223 神奈川県 秦野市 有限会社ポーヨス・サクラ サービス その他サービス 5%

91,224 神奈川県 秦野市 北欧家具ｔａｌｏｔｏｏｌ＆ｔｏｏｌ 小売業 家具・調度品 5%
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91,225 神奈川県 秦野市 ぼくとわたしの動物病院 サービス その他サービス 5%

91,226 神奈川県 秦野市 ポプラ秦野戸川公園店 小売業 その他小売 2%

91,227 神奈川県 秦野市 マクドナルドイオン秦野ショッピングセンター店 サービス 飲食業 2%

91,228 神奈川県 秦野市 マクドナルド小田急秦野駅店 サービス 飲食業 2%

91,229 神奈川県 秦野市 マクドナルド鶴巻温泉店 サービス 飲食業 2%

91,230 神奈川県 秦野市 マクドナルド東海大学前マルシェ店 サービス 飲食業 2%

91,231 神奈川県 秦野市 マクドナルド２４６秦野店 サービス 飲食業 2%

91,232 神奈川県 秦野市 マクドナルド秦野渋沢マックスバリュ店 サービス 飲食業 2%

91,233 神奈川県 秦野市 マクドナルド秦野西大竹店 サービス 飲食業 2%

91,234 神奈川県 秦野市 Ｍａｇｉｃｈｏｕｒ（マジックアワー） サービス 理容・美容業 5%

91,235 神奈川県 秦野市 マルキュー サービス 飲食業 5%

91,236 神奈川県 秦野市 ミアミ サービス その他サービス 5%

91,237 神奈川県 秦野市 みやま橋本呉服店秦野店 小売業 衣料品 5%

91,238 神奈川県 秦野市 Ｍｉｙａｍａ　秦野店 小売業 衣料品 5%

91,239 神奈川県 秦野市 みらい堂整体院 サービス その他サービス 5%

91,240 神奈川県 秦野市 ＭａｙＳｅａ ｓ 小売業 食料品 5%

91,241 神奈川県 秦野市 メガネストアー渋沢 小売業 その他小売 5%

91,242 神奈川県 秦野市 メガネストアー渋沢店 小売業 その他小売 5%

91,243 神奈川県 秦野市 メガネのエドヤ秦野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

91,244 神奈川県 秦野市 メディアポリス　秦野渋沢店 小売業 その他小売 2%

91,245 神奈川県 秦野市 麺処　よつかど サービス 飲食業 5%

91,246 神奈川県 秦野市 持田車体工業 サービス その他サービス 5%

91,247 神奈川県 秦野市 モッズヘア渋沢店 サービス 理容・美容業 5%

91,248 神奈川県 秦野市 ヤオマサ渋沢店 小売業 食料品 5%

91,249 神奈川県 秦野市 焼肉恵美寿 サービス 飲食業 5%

91,250 神奈川県 秦野市 山岸畳店 サービス その他サービス 5%

91,251 神奈川県 秦野市 有限会社光栄写真 サービス その他サービス 5%

91,252 神奈川県 秦野市 ｙｕｚｕｃｏｃｏ　ｋｉｄｓ＆ｄｏｇ 小売業 衣料品 5%

91,253 神奈川県 秦野市 405 サービス 飲食業 5%

91,254 神奈川県 秦野市 ラウンドセブン秦野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,255 神奈川県 秦野市 ラグドール　東海大店 サービス その他サービス 5%

91,256 神奈川県 秦野市 Ｒｅ－Ｊ　秦野店 小売業 衣料品 5%

91,257 神奈川県 秦野市 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｈ サービス 理容・美容業 5%

91,258 神奈川県 秦野市 ＬＯＴＵＳ秦野店 サービス 理容・美容業 5%

91,259 神奈川県 秦野市 六方じんのすけ サービス 飲食業 5%

91,260 神奈川県 秦野市 ローレルクリーニング　ベア サービス その他サービス 5%

91,261 神奈川県 秦野市 和いず亭 サービス 飲食業 5%

91,262 神奈川県 秦野市 ワイモバイル　イオン秦野 サービス その他サービス 2%

91,263 神奈川県 秦野市 ［ＨＣ］若林電気店 小売業 電化製品 5%

91,264 神奈川県 葉山町 アリレイナ美容室葉山店 サービス 理容・美容業 5%

91,265 神奈川県 葉山町 ＡＭＢＥＲｐｌｕｓ（アンバープラス） 小売業 衣料品 5%

91,266 神奈川県 葉山町 石渡ラジオ店 小売業 電化製品 5%
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91,267 神奈川県 葉山町 一色ＯＵＴＤＯＯＲＳ サービス その他サービス 5%

91,268 神奈川県 葉山町 一色ＢＡＳＥ サービス 飲食業 5%

91,269 神奈川県 葉山町 うそみたいなコップ サービス その他サービス 5%

91,270 神奈川県 葉山町 友琉館 サービス 飲食業 5%

91,271 神奈川県 葉山町 惠土 サービス 飲食業 5%

91,272 神奈川県 葉山町 エムフォーユー 小売業 衣料品 5%

91,273 神奈川県 葉山町 えんじゅ サービス 理容・美容業 5%

91,274 神奈川県 葉山町 ＣＡＮＡ サービス 飲食業 5%

91,275 神奈川県 葉山町 Ｃａｆｅｔｉｅｒ 自家焙煎コーヒー豆焙煎の店 Ｃａｆｅｔｉｅｒ 小売業 食料品 5%

91,276 神奈川県 葉山町 豪花舎ａｎｎｅｘ サービス その他サービス 5%

91,277 神奈川県 葉山町 コウダスタイル 小売業 衣料品 5%

91,278 神奈川県 葉山町 さくらデザイン株式会社 サービス その他サービス 5%

91,279 神奈川県 葉山町 自家焙煎コーヒー豆の店Ｃａｆｅｔｉｅｒ 小売業 食料品 5%

91,280 神奈川県 葉山町 酒舗　大門 小売業 食料品 5%

91,281 神奈川県 葉山町 湘南ワインセラー葉山店 小売業 食料品 5%

91,282 神奈川県 葉山町 ＳｈｉｎＪｅｗｅｌｒｙ 小売業 貴金属・服飾品 5%

91,283 神奈川県 葉山町 寿し屋の小木 サービス 飲食業 5%

91,284 神奈川県 葉山町 スズキヤ葉山店 小売業 食料品 5%

91,285 神奈川県 葉山町 有限会社ＳＡＩＬＦＡＳＴ 小売業 その他小売 5%

91,286 神奈川県 葉山町 セルフステーション葉山 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,287 神奈川県 葉山町 セルフＤｒ．Ｄｒｉｖｅ葉山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,288 神奈川県 葉山町 滝の坂　吉乃寿司 サービス 飲食業 5%

91,289 神奈川県 葉山町 タルト専門店Ｍａｒｏｎ 小売業 食料品 5%

91,290 神奈川県 葉山町 チャヤ　鎌倉小町店 小売業 食料品 5%

91,291 神奈川県 葉山町 ＴＥＡＲＳ 小売業 その他小売 5%

91,292 神奈川県 葉山町 ＴＥＡＲＳ 小売業 その他小売 5%

91,293 神奈川県 葉山町 トリミングサロン　ぶぶはうす サービス その他サービス 5%

91,294 神奈川県 葉山町 ノガミプロジェクト サービス その他サービス 5%

91,295 神奈川県 葉山町 バウワウ葉山 小売業 その他小売 5%

91,296 神奈川県 葉山町 花ぬすびと 小売業 その他小売 5%

91,297 神奈川県 葉山町 セブン－イレブン葉山一色店 小売業 食料品 2%

91,298 神奈川県 葉山町 葉山ガーデン　参番館 小売業 家具・調度品 5%

91,299 神奈川県 葉山町 葉山ガーデン　本店 小売業 家具・調度品 5%

91,300 神奈川県 葉山町 葉山国際カンツリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

91,301 神奈川県 葉山町 葉山のバラ 小売業 その他小売 5%

91,302 神奈川県 葉山町 葉山パブリック　ゴルフコース サービス その他サービス 5%

91,303 神奈川県 葉山町 Ｈａｙａｍａひねもす サービス その他サービス 5%

91,304 神奈川県 葉山町 セブン－イレブン葉山町長柄店 小売業 食料品 2%

91,305 神奈川県 葉山町 セブン－イレブン葉山マリーナ店 小売業 食料品 2%

91,306 神奈川県 葉山町 日影　茶屋 サービス 飲食業 5%

91,307 神奈川県 葉山町 日影茶屋　久楽 サービス 飲食業 5%

91,308 神奈川県 葉山町 ＋Ｈ サービス その他サービス 5%
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91,309 神奈川県 葉山町 有限会社フリップ・フロップ 小売業 電化製品 5%

91,310 神奈川県 葉山町 ブレッツァディマーレ サービス 飲食業 5%

91,311 神奈川県 葉山町 ホテル　葉山館 サービス 宿泊業 5%

91,312 神奈川県 葉山町 ｍｙｄｙ サービス その他サービス 5%

91,313 神奈川県 葉山町 ＡｋｉｋｏＫｏｍａｉｍｉｚｕｎｏｈｏｓｈｉ サービス その他サービス 5%

91,314 神奈川県 葉山町 ＭＩＬＦＯＩＬ 小売業 衣料品 5%

91,315 神奈川県 葉山町 明風 小売業 衣料品 5%

91,316 神奈川県 葉山町 めばえ堂治療室 サービス 理容・美容業 5%

91,317 神奈川県 葉山町 有限会社新倉設備工業所 サービス その他サービス 5%

91,318 神奈川県 葉山町 有限会社リリーライン 小売業 その他小売 5%

91,319 神奈川県 葉山町 ｕｃａｃｏｃｅｒａｍｉｃｓ サービス その他サービス 5%

91,320 神奈川県 葉山町 ラ　マーレ　ド　チャヤ サービス 飲食業 5%

91,321 神奈川県 葉山町 Ｌｉｆｅ　ａｆａ　ｓｈｏｐ＆ｇａｌｌｅｒ 小売業 衣料品 5%

91,322 神奈川県 葉山町 ＬＩＦＥ＋ｓｈｏｐ 小売業 家具・調度品 5%

91,323 神奈川県 葉山町 ＬＩＶＥ　ＨＡＹＡＭＡ　ＮＡＴＵＲＡＬ　ＳＬＥＥＰ 小売業 家具・調度品 5%

91,324 神奈川県 葉山町 株式会社ＤＩＶＩＳＯ サービス 飲食業 5%

91,325 神奈川県 葉山町 リングザベル　葉山 小売業 その他小売 5%

91,326 神奈川県 葉山町 レストラン　ラマーレ サービス 飲食業 5%

91,327 神奈川県 平塚市 ＲＤショールーム 小売業 その他小売 5%

91,328 神奈川県 平塚市 アイボリー サービス 理容・美容業 5%

91,329 神奈川県 平塚市 赤から 南口店 サービス 飲食業 5%

91,330 神奈川県 平塚市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌａｌａｈ平塚 サービス 理容・美容業 5%

91,331 神奈川県 平塚市 アッシュ×エム サービス 飲食業 5%

91,332 神奈川県 平塚市 アニマルアートノーブランド サービス その他サービス 5%

91,333 神奈川県 平塚市 Ａｌｌｅｅ サービス 理容・美容業 5%

91,334 神奈川県 平塚市 ＲＨａｉｒ＆Ｍａｋｅ金目店 サービス 理容・美容業 5%

91,335 神奈川県 平塚市 ＨＡＲＭＯＮＩＥ サービス その他サービス 5%

91,336 神奈川県 平塚市 ＡｒｏｍａｔｈｅｒａｐｙＳａｌｏｎ香澄 サービス 理容・美容業 5%

91,337 神奈川県 平塚市 居酒屋つぼね サービス 飲食業 5%

91,338 神奈川県 平塚市 居酒屋どんどん サービス 飲食業 5%

91,339 神奈川県 平塚市 伊志川 サービス 飲食業 5%

91,340 神奈川県 平塚市 伊志川 サービス 飲食業 5%

91,341 神奈川県 平塚市 イズム 小売業 衣料品 5%

91,342 神奈川県 平塚市 いそざき動物病院 サービス その他サービス 5%

91,343 神奈川県 平塚市 磯っぺ サービス 飲食業 5%

91,344 神奈川県 平塚市 壱ふじ　壱ふじ サービス 飲食業 5%

91,345 神奈川県 平塚市 いづみ漢方 小売業 その他小売 5%

91,346 神奈川県 平塚市 いなげや四之宮 サービス その他サービス 5%

91,347 神奈川県 平塚市 Ｖｉｎｅｒｉａ　Ｄｏｐｐｉａ　Ｈ″Ｈ サービス 飲食業 5%

91,348 神奈川県 平塚市 Ｗｉｎｇｓ サービス その他サービス 5%

91,349 神奈川県 平塚市 馬王 サービス 飲食業 5%

91,350 神奈川県 平塚市 旨味処　章屋 サービス 飲食業 5%
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91,351 神奈川県 平塚市 うめぇ家　じゅじゅ　平塚店 サービス 飲食業 5%

91,352 神奈川県 平塚市 エアーズカフェ平塚 サービス 飲食業 5%

91,353 神奈川県 平塚市 Ａコープ　旭 サービス その他サービス 5%

91,354 神奈川県 平塚市 ｅｃｈｅｌｌｅ　【エシェル】 サービス 理容・美容業 5%

91,355 神奈川県 平塚市 エステサロンＨ＆Ｙ　平塚店 サービス 理容・美容業 5%

91,356 神奈川県 平塚市 エスパティオ　横内店 小売業 食料品 5%

91,357 神奈川県 平塚市 エスパティオ中原店 小売業 食料品 5%

91,358 神奈川県 平塚市 ＳＢＣ　大谷商会 小売業 その他小売 5%

91,359 神奈川県 平塚市 エナジー 小売業 その他小売 5%

91,360 神奈川県 平塚市 Ｆ℃－ｓｔｙｌｅ 小売業 その他小売 5%

91,361 神奈川県 平塚市 ＭＪＣｊａｐａｎ サービス その他サービス 5%

91,362 神奈川県 平塚市 ＬＤＫ Ｒａｒｆ ＬＤＫＲａｒｆ サービス 飲食業 5%

91,363 神奈川県 平塚市 えんの葉　平塚店 サービス その他サービス 5%

91,364 神奈川県 平塚市 オートキヨスク平塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,365 神奈川県 平塚市 オートミュージアム 小売業 その他小売 5%

91,366 神奈川県 平塚市 大野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,367 神奈川県 平塚市 御菓子司たかはし 小売業 食料品 5%

91,368 神奈川県 平塚市 岡本薬局 小売業 その他小売 5%

91,369 神奈川県 平塚市 お好み焼鉄板焼みくに サービス 飲食業 5%

91,370 神奈川県 平塚市 お好み焼き　もんじゃ焼き　くるり サービス 飲食業 5%

91,371 神奈川県 平塚市 オートプロバンクス サービス その他サービス 5%

91,372 神奈川県 平塚市 オリーブ サービス 飲食業 5%

91,373 神奈川県 平塚市 オリックスレンタカー平塚西口駅前店 サービス その他サービス 2%

91,374 神奈川県 平塚市 カーコンビニ倶楽部　ＳＢ湘南 サービス その他サービス 5%

91,375 神奈川県 平塚市 かたぎり洋品店 小売業 衣料品 5%

91,376 神奈川県 平塚市 がってん寿司平塚徳延店 サービス 飲食業 5%

91,377 神奈川県 平塚市 割烹　竹万 サービス 飲食業 5%

91,378 神奈川県 平塚市 Ｃａｔｏｎａ 小売業 衣料品 5%

91,379 神奈川県 平塚市 Ｃａｔｏｎａ　菫平店 小売業 衣料品 5%

91,380 神奈川県 平塚市 Ｃａｔｏｎａ　平塚店 小売業 衣料品 5%

91,381 神奈川県 平塚市 Ｃａｔｏｎａ　紅谷町店 小売業 衣料品 5%

91,382 神奈川県 平塚市 神奈川リオネット販売（株）　平塚営業所 小売業 その他小売 5%

91,383 神奈川県 平塚市 ＣＡＦＥ　ＳＡＢＡＤＯ サービス 飲食業 5%

91,384 神奈川県 平塚市 株式会社湘南マリーナ サービス その他サービス 5%

91,385 神奈川県 平塚市 株式会社スタジオ貴翔 サービス その他サービス 5%

91,386 神奈川県 平塚市 株式会社堀電巧 サービス その他サービス 5%

91,387 神奈川県 平塚市 株式会社マガキ平塚営業所 小売業 その他小売 5%

91,388 神奈川県 平塚市 カーメイク湘南 サービス その他サービス 5%

91,389 神奈川県 平塚市 かめや釣具 平塚店 小売業 その他小売 5%

91,390 神奈川県 平塚市 カルカルスポーツプラザ湘南平塚 サービス その他サービス 5%

91,391 神奈川県 平塚市 カルトデザインワークス 小売業 衣料品 5%

91,392 神奈川県 平塚市 ＣＡＲＮＥＶＡＬＥ サービス 飲食業 5%
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91,393 神奈川県 平塚市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ平塚駅北口 サービス 飲食業 2%

91,394 神奈川県 平塚市 かんだ電器 小売業 電化製品 5%

91,395 神奈川県 平塚市 木阪タクシー　２８３ サービス 運輸業 5%

91,396 神奈川県 平塚市 牛角平塚四之宮店 サービス 飲食業 2%

91,397 神奈川県 平塚市 緊急レッカー隊（ＢｏｔｔＹ） サービス その他サービス 5%

91,398 神奈川県 平塚市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ平塚ユーユー本館店 小売業 その他小売 5%

91,399 神奈川県 平塚市 串かつ　でんがな　平塚店 サービス 飲食業 5%

91,400 神奈川県 平塚市 ｃｒａｆｔｅｒｓ サービス 飲食業 5%

91,401 神奈川県 平塚市 グリーン 小売業 電化製品 5%

91,402 神奈川県 平塚市 ＫＥＩ?ＰＴ サービス その他サービス 5%

91,403 神奈川県 平塚市 けんしん堂 サービス その他サービス 5%

91,404 神奈川県 平塚市 ＬｉｔｈｅｒＢａｓｅ サービス その他サービス 5%

91,405 神奈川県 平塚市 セブンーイレブンＫＯＹＯ平塚市民病院店 小売業 食料品 2%

91,406 神奈川県 平塚市 御宴会御宿泊やまいち サービス 宿泊業 5%

91,407 神奈川県 平塚市 ＣＯＣＯ壱番屋平塚大神店 サービス 飲食業 2%

91,408 神奈川県 平塚市 こころ動物病院 サービス その他サービス 5%

91,409 神奈川県 平塚市 こばり 小売業 貴金属・服飾品 5%

91,410 神奈川県 平塚市 コープ　中原 サービス その他サービス 5%

91,411 神奈川県 平塚市 ゴルフスクエアジャスト 小売業 その他小売 5%

91,412 神奈川県 平塚市 肴一献 サービス 飲食業 5%

91,413 神奈川県 平塚市 相模鈑金工業 サービス その他サービス 5%

91,414 神奈川県 平塚市 相模屋海苔店 小売業 食料品 5%

91,415 神奈川県 平塚市 作業服のサムカワ平塚店 小売業 衣料品 5%

91,416 神奈川県 平塚市 佐々木行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

91,417 神奈川県 平塚市 ＴＨＥＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

91,418 神奈川県 平塚市 ｓａｌｌｙｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

91,419 神奈川県 平塚市 ｓａｌｏｎＯｎｅＨｅａｒｔＫａｚｕｋｏ サービス 理容・美容業 5%

91,420 神奈川県 平塚市 Ｃ　Ｃ?ＨＯＵＳＥ サービス その他サービス 5%

91,421 神奈川県 平塚市 ｇｅｍ サービス 理容・美容業 5%

91,422 神奈川県 平塚市 重田酒蔵庫 小売業 食料品 5%

91,423 神奈川県 平塚市 しっぽアニマルクリニック サービス その他サービス 5%

91,424 神奈川県 平塚市 しまむらストアー旭店 小売業 食料品 5%

91,425 神奈川県 平塚市 しまむらストアー駅前店 小売業 食料品 5%

91,426 神奈川県 平塚市 しまむらストアー大神店 小売業 食料品 5%

91,427 神奈川県 平塚市 しまむらストアーすみれ平店 小売業 食料品 5%

91,428 神奈川県 平塚市 しまむらストアー田村店 小売業 食料品 5%

91,429 神奈川県 平塚市 しまむらストアー徳延店 小売業 食料品 5%

91,430 神奈川県 平塚市 しまむらストアー中里店 小売業 食料品 5%

91,431 神奈川県 平塚市 しまむらストアー中原御殿店 小売業 食料品 5%

91,432 神奈川県 平塚市 しまむらストアー長持店 小売業 食料品 5%

91,433 神奈川県 平塚市 しまむら本部 小売業 食料品 5%

91,434 神奈川県 平塚市 ジャイアントストア平塚 小売業 その他小売 5%
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91,435 神奈川県 平塚市 ＳｈｉｎｉｎｇＰｌａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

91,436 神奈川県 平塚市 ＳＨＡＬＡＮ動物病院 サービス その他サービス 5%

91,437 神奈川県 平塚市 手芸センタードリーム　ユーユー本館平塚店 小売業 その他小売 5%

91,438 神奈川県 平塚市 手芸センタードリームユーユー本館平 小売業 その他小売 5%

91,439 神奈川県 平塚市 ｊｏｉＮ 小売業 その他小売 5%

91,440 神奈川県 平塚市 庄治郎丸 サービス 宿泊業 5%

91,441 神奈川県 平塚市 株式会社菊毬 小売業 食料品 5%

91,442 神奈川県 平塚市 湘南平塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,443 神奈川県 平塚市 湘南平塚車検 サービス その他サービス 5%

91,444 神奈川県 平塚市 湘南ひらつか整体院 サービス その他サービス 5%

91,445 神奈川県 平塚市 湘南ブラッシュ サービス その他サービス 5%

91,446 神奈川県 平塚市 湘南ベース サービス 飲食業 5%

91,447 神奈川県 平塚市 湘南リ－シュ動物病院 サービス その他サービス 5%

91,448 神奈川県 平塚市 ｓｗｉｔｃｈ サービス 理容・美容業 5%

91,449 神奈川県 平塚市 ｓｗｉｔｃｈ サービス 理容・美容業 5%

91,450 神奈川県 平塚市 すし屋の塾 サービス 飲食業 5%

91,451 神奈川県 平塚市 スタイル整体院 サービス 理容・美容業 5%

91,452 神奈川県 平塚市 Ｈ７１１０　Ｓｔｕｄｉｏ　写美人 小売業 その他小売 5%

91,453 神奈川県 平塚市 すたみな太郎　平塚店 サービス 飲食業 5%

91,454 神奈川県 平塚市 ストレート　湘南平塚店 小売業 その他小売 5%

91,455 神奈川県 平塚市 ＳＰＩＮＹ 小売業 その他小売 5%

91,456 神奈川県 平塚市 ＳｐｒｉｎｇＦｌａｖｏｒ 小売業 衣料品 5%

91,457 神奈川県 平塚市 すみや楽器ショップ　平塚山下店 小売業 その他小売 5%

91,458 神奈川県 平塚市 西湘ハムセンター 小売業 その他小売 5%

91,459 神奈川県 平塚市 西湘ハムセンター　本店 小売業 電化製品 5%

91,460 神奈川県 平塚市 セオサイクル　辻堂店 小売業 その他小売 5%

91,461 神奈川県 平塚市 セオサイクル平塚中原店 小売業 その他小売 5%

91,462 神奈川県 平塚市 セラスリーズ サービス 理容・美容業 5%

91,463 神奈川県 平塚市 セルフステーションレックス西真土 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,464 神奈川県 平塚市 ソル　ナシエンテ サービス 飲食業 5%

91,465 神奈川県 平塚市 （株）大成　湘南（営）ＳＳセンター 小売業 家具・調度品 5%

91,466 神奈川県 平塚市 大東　湘南平塚店 小売業 その他小売 5%

91,467 神奈川県 平塚市 大東　湘南平塚店 小売業 その他小売 5%

91,468 神奈川県 平塚市 ＴＩＭＥＳ　ＢＡＲ　ＮＥＸＵＳ サービス 飲食業 5%

91,469 神奈川県 平塚市 タイヤフェスタ湘南平塚店 サービス その他サービス 5%

91,470 神奈川県 平塚市 高砂産業株式会社 サービス その他サービス 5%

91,471 神奈川県 平塚市 高橋プロパン株式会社 小売業 その他小売 5%

91,472 神奈川県 平塚市 たかやま サービス 飲食業 5%

91,473 神奈川県 平塚市 タッパーウェアブランズ アンナサービスセンター 小売業 その他小売 5%

91,474 神奈川県 平塚市 ＷＡ　ｎａｉｌ　＆　ｂｅａｕｔｙ サービス その他サービス 5%

91,475 神奈川県 平塚市 たまや　梅屋店 小売業 食料品 5%

91,476 神奈川県 平塚市 たまや　虹ヶ浜店 小売業 食料品 5%
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91,477 神奈川県 平塚市 たまや　平塚店 小売業 食料品 5%

91,478 神奈川県 平塚市 ＣＨＩＰＰＥｒ サービス 理容・美容業 5%

91,479 神奈川県 平塚市 チバデン 小売業 電化製品 5%

91,480 神奈川県 平塚市 中華料理　華仙　中華料理　華　仙 サービス 飲食業 5%

91,481 神奈川県 平塚市 つきじ海賓　平塚店 サービス 飲食業 5%

91,482 神奈川県 平塚市 ＴＫＴＯＯＬＳ サービス その他サービス 5%

91,483 神奈川県 平塚市 デシグアル　ららぽーと湘南平塚店 小売業 衣料品 5%

91,484 神奈川県 平塚市 天輝 サービス その他サービス 5%

91,485 神奈川県 平塚市 天龍工芸株式会社 天龍工芸 小売業 家具・調度品 5%

91,486 神奈川県 平塚市 セブン－イレブン東海大学湘南キャンパス店 小売業 食料品 2%

91,487 神奈川県 平塚市 東海補聴器センター平塚店 小売業 その他小売 5%

91,488 神奈川県 平塚市 陶磁器工房　器楽　陶磁器工房　器楽 サービス その他サービス 5%

91,489 神奈川県 平塚市 東曜印房 小売業 その他小売 5%

91,490 神奈川県 平塚市 Ｄｏｇｃａｆｅ　Ｐａｔｔｙ　Ｄｏｇｃａｆｅ　Ｐａｔｔｙ サービス 飲食業 5%

91,491 神奈川県 平塚市 トリミングサロンＣａｌｉｎｅ　トリミングサロンＣａｌｉｎｅ サービス その他サービス 5%

91,492 神奈川県 平塚市 Ｄｌｅｓｓ　【ドレス】 サービス 理容・美容業 5%

91,493 神奈川県 平塚市 ＮＡＰ【ナップ】 サービス 理容・美容業 5%

91,494 神奈川県 平塚市 ＮＡＲＵＩ ｆｏｒ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

91,495 神奈川県 平塚市 鳴門鯛焼本舗　平塚駅前店 サービス 飲食業 5%

91,496 神奈川県 平塚市 にかいのおく サービス 飲食業 5%

91,497 神奈川県 平塚市 肉のユーダイ 小売業 食料品 5%

91,498 神奈川県 平塚市 パナクリークニコニコ電機本店 小売業 電化製品 5%

91,499 神奈川県 平塚市 日個連　岡山タクシー サービス 運輸業 5%

91,500 神奈川県 平塚市 日個連　横山タクシー サービス 運輸業 5%

91,501 神奈川県 平塚市 ニド　インスティチュート 小売業 その他小売 5%

91,502 神奈川県 平塚市 日本堂仏具店 小売業 家具・調度品 5%

91,503 神奈川県 平塚市 ＮＥＷＲＯＳＥ サービス 飲食業 5%

91,504 神奈川県 平塚市 ニュータイト工業 サービス その他サービス 5%

91,505 神奈川県 平塚市 ＮＡＩＬＳＡＬＯＮ１３１３ サービス 理容・美容業 5%

91,506 神奈川県 平塚市 Ｎａｉｌ　ｔｏｕｊｏｕｒｓ サービス その他サービス 5%

91,507 神奈川県 平塚市 ノヴァ株式会社 サービス その他サービス 5%

91,508 神奈川県 平塚市 バーテックスキー サービス 理容・美容業 5%

91,509 神奈川県 平塚市 ハウス　カフェデスポルパード 小売業 食料品 5%

91,510 神奈川県 平塚市 パソコンドック２４　平塚店 サービス その他サービス 5%

91,511 神奈川県 平塚市 有限会社服部石油東中原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,512 神奈川県 平塚市 ピクニックス 小売業 その他小売 5%

91,513 神奈川県 平塚市 ヒジカタサイクル 小売業 その他小売 5%

91,514 神奈川県 平塚市 美容室　ステラ サービス 理容・美容業 5%

91,515 神奈川県 平塚市 平塚アスカ商会 サービス その他サービス 5%

91,516 神奈川県 平塚市 平塚インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,517 神奈川県 平塚市 平塚オイルヤード 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,518 神奈川県 平塚市 平塚共済レストランビアンモール サービス 飲食業 5%
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91,519 神奈川県 平塚市 セブン－イレブン平塚銀河大橋店 小売業 食料品 2%

91,520 神奈川県 平塚市 セブン－イレブン平塚久領堤店 小売業 食料品 2%

91,521 神奈川県 平塚市 セブン－イレブン平塚河内店 小売業 食料品 2%

91,522 神奈川県 平塚市 平塚第一　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,523 神奈川県 平塚市 平塚第二　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,524 神奈川県 平塚市 セブン－イレブン平塚高村店 小売業 食料品 2%

91,525 神奈川県 平塚市 平塚田村ＳＳ　有限会社今井石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,526 神奈川県 平塚市 平塚店ＷｅｅＫｌｙ　Ｓｗｅｅｔｓ 小売業 食料品 5%

91,527 神奈川県 平塚市 セブン－イレブン平塚西口店 小売業 食料品 2%

91,528 神奈川県 平塚市 平塚八幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,529 神奈川県 平塚市 セブン－イレブン平塚東真土１丁目店 小売業 食料品 2%

91,530 神奈川県 平塚市 平塚ブラザーミシン販売 小売業 その他小売 5%

91,531 神奈川県 平塚市 ＨｉｒａｔｓｕｋａＢｕｒｏｓｓｏ サービス 飲食業 5%

91,532 神奈川県 平塚市 平塚松風町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,533 神奈川県 平塚市 平塚無線商会 小売業 電化製品 5%

91,534 神奈川県 平塚市 セブン－イレブン平塚桃浜町店 小売業 食料品 2%

91,535 神奈川県 平塚市 平塚ユニフォーム 小売業 衣料品 5%

91,536 神奈川県 平塚市 ＢｕｏｎａＶｉｔａラスカ平塚 小売業 その他小売 5%

91,537 神奈川県 平塚市 ＰｈｏｔｏＱｕａｔｒｅＳａｉｓｏｎｓ サービス その他サービス 5%

91,538 神奈川県 平塚市 福沢動物病院 サービス その他サービス 5%

91,539 神奈川県 平塚市 プラスワンイルマーレ サービス 理容・美容業 5%

91,540 神奈川県 平塚市 フラミューム サービス 理容・美容業 5%

91,541 神奈川県 平塚市 フランシスゴルフ湘南工房 小売業 その他小売 5%

91,542 神奈川県 平塚市 フランス料理マリー・ルイーズ サービス 飲食業 5%

91,543 神奈川県 平塚市 ＢＬＥＳＳ　ＭＥ サービス 理容・美容業 5%

91,544 神奈川県 平塚市 プレイボール プレイボール 小売業 その他小売 5%

91,545 神奈川県 平塚市 プロフェッション平塚八重咲町法律事務所 サービス その他サービス 5%

91,546 神奈川県 平塚市 ヘアーサロン峰　広川店 サービス 理容・美容業 5%

91,547 神奈川県 平塚市 ｈａｉｒ　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ａｎｔｉｂｅｓｏ　ｈａｉｒ　ｒｅｌａｘａｓｉｏｎ　ａｎｔｉｂｅｓｏ サービス 理容・美容業 5%

91,548 神奈川県 平塚市 ヘアサロン　りびんぐ サービス 理容・美容業 5%

91,549 神奈川県 平塚市 ヘアーサロンあさだ サービス 理容・美容業 5%

91,550 神奈川県 平塚市 ヘアービート サービス 理容・美容業 5%

91,551 神奈川県 平塚市 ヘアライヴ　ぷぺ　平塚店 サービス 理容・美容業 5%

91,552 神奈川県 平塚市 ベーカリーブルーリーフ 小売業 食料品 5%

91,553 神奈川県 平塚市 紅ふじ　紅ふじ サービス 飲食業 5%

91,554 神奈川県 平塚市 紅谷恵比寿 サービス 飲食業 5%

91,555 神奈川県 平塚市 紅谷町パラダイス サービス 飲食業 5%

91,556 神奈川県 平塚市 ｐｅｒｉｄｏｔ サービス 理容・美容業 5%

91,557 神奈川県 平塚市 ヘルスケア湘南　武谷 小売業 その他小売 5%

91,558 神奈川県 平塚市 便利屋お助け本舗神奈川厚木店 サービス その他サービス 5%

91,559 神奈川県 平塚市 Ｈｏｍｅカイロプラクティック　Ｈｏｍｅカイロプラクティック平塚整体院 サービス その他サービス 5%

91,560 神奈川県 平塚市 ＢｏｔｔＹ サービス その他サービス 5%
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91,561 神奈川県 平塚市 ＢｏｔｔＹ（ボッティー） 小売業 衣料品 5%

91,562 神奈川県 平塚市 ＨＯＴＵＰ サービス その他サービス 5%

91,563 神奈川県 平塚市 ホルモン酒場　丸笑 サービス 飲食業 5%

91,564 神奈川県 平塚市 ホルモン屋　十八本店 サービス 飲食業 5%

91,565 神奈川県 平塚市 ボンジュルネ 小売業 衣料品 5%

91,566 神奈川県 平塚市 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　神奈川南 小売業 その他小売 5%

91,567 神奈川県 平塚市 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　神奈川南平塚西店 小売業 その他小売 5%

91,568 神奈川県 平塚市 ポンパドウル平塚店 小売業 食料品 5%

91,569 神奈川県 平塚市 ｍａｒ　マール サービス 飲食業 5%

91,570 神奈川県 平塚市 マクドナルド１２９四之宮店 サービス 飲食業 2%

91,571 神奈川県 平塚市 マクドナルド平塚駅南口店 サービス 飲食業 2%

91,572 神奈川県 平塚市 マクドナルド平塚ＯＳＣ湘南シティ店 サービス 飲食業 2%

91,573 神奈川県 平塚市 マクドナルド平塚広川店 サービス 飲食業 2%

91,574 神奈川県 平塚市 マクドナルド平塚南豊田店 サービス 飲食業 2%

91,575 神奈川県 平塚市 マクドナルド平塚山下店 サービス 飲食業 2%

91,576 神奈川県 平塚市 マシーンエイジ 小売業 その他小売 5%

91,577 神奈川県 平塚市 松風ＳＡＮＤ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

91,578 神奈川県 平塚市 松風ＳＡＮＤ＆ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

91,579 神奈川県 平塚市 マックスバリュー　平塚河内 サービス その他サービス 5%

91,580 神奈川県 平塚市 丸文建材 サービス その他サービス 5%

91,581 神奈川県 平塚市 ＭＩＫＩＳＴＹＥ 小売業 衣料品 5%

91,582 神奈川県 平塚市 ｍｉｓｈｂｙＰＲＯＳ： サービス 理容・美容業 5%

91,583 神奈川県 平塚市 峰本平塚店 サービス 飲食業 5%

91,584 神奈川県 平塚市 ムロフシ電機 小売業 電化製品 5%

91,585 神奈川県 平塚市 メガネのマキノ 小売業 その他小売 5%

91,586 神奈川県 平塚市 モデュロールハラ 小売業 その他小売 5%

91,587 神奈川県 平塚市 もとよし サービス 飲食業 5%

91,588 神奈川県 平塚市 やきとり工房平塚店 サービス 飲食業 5%

91,589 神奈川県 平塚市 焼肉カルビチャンプ　平塚宮ノ前店 サービス 飲食業 5%

91,590 神奈川県 平塚市 焼肉・ホルモン　一笑 サービス 飲食業 5%

91,591 神奈川県 平塚市 山口商店 小売業 食料品 5%

91,592 神奈川県 平塚市 やまてつストアー 小売業 その他小売 5%

91,593 神奈川県 平塚市 有限会社金目自動車 サービス その他サービス 5%

91,594 神奈川県 平塚市 有限会社ギャロップ サービス その他サービス 5%

91,595 神奈川県 平塚市 有限会社サカモトエンジニアリング サービス その他サービス 5%

91,596 神奈川県 平塚市 有限会社三秀堂 小売業 食料品 5%

91,597 神奈川県 平塚市 有限会社スマイルモーター サービス その他サービス 5%

91,598 神奈川県 平塚市 有限会社天祥堂　豊原店 小売業 その他小売 5%

91,599 神奈川県 平塚市 有限会社大和屋本店 ユウゲンガイシャヤマトヤホンテン 小売業 食料品 5%

91,600 神奈川県 平塚市 夢工房かしわぎ 小売業 衣料品 5%

91,601 神奈川県 平塚市 株式会社吉川商事 小売業 電化製品 5%

91,602 神奈川県 平塚市 読売センター平塚北部 小売業 その他小売 5%
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91,603 神奈川県 平塚市 楽々亭 サービス 飲食業 5%

91,604 神奈川県 平塚市 リサイクルきものたんす屋　平塚ユーユー店 小売業 衣料品 5%

91,605 神奈川県 平塚市 リシェルアイラッシュ平塚店 サービス 理容・美容業 5%

91,606 神奈川県 平塚市 Ｌｉｎｏ【リノ】 サービス 理容・美容業 5%

91,607 神奈川県 平塚市 有限会社リョウシンリフォーム サービス その他サービス 5%

91,608 神奈川県 平塚市 レア サービス 理容・美容業 5%

91,609 神奈川県 平塚市 サンミッシェル サービス 飲食業 5%

91,610 神奈川県 平塚市 レストランみすたーらいおん サービス 飲食業 5%

91,611 神奈川県 平塚市 Ｒｅｎａｔｕｓ サービス 理容・美容業 5%

91,612 神奈川県 平塚市 ＬＯＴＵＳ平塚店 サービス 理容・美容業 5%

91,613 神奈川県 平塚市 Ｌｏｃｏａ サービス 理容・美容業 5%

91,614 神奈川県 平塚市 ローレルクリーニング　本社工場 サービス その他サービス 5%

91,615 神奈川県 平塚市 ローレルクリーニング　洗い専科平塚 サービス その他サービス 5%

91,616 神奈川県 平塚市 ローレルクリーニング　いなげや四宮 サービス その他サービス 5%

91,617 神奈川県 平塚市 ローレルクリーニング　Ａコープ サービス その他サービス 5%

91,618 神奈川県 平塚市 ローレルクリーニング　ＭＶ河内 サービス その他サービス 5%

91,619 神奈川県 平塚市 ローレルクリーニング　コープ中原 サービス その他サービス 5%

91,620 神奈川県 平塚市 ローレルクリーニング平塚唐ヶ原店 サービス その他サービス 5%

91,621 神奈川県 藤沢市 アーユルヴェーダサロン　アマネ サービス 理容・美容業 5%

91,622 神奈川県 藤沢市 アーユルヴェーダサロンａｍａｎｅ サービス 理容・美容業 5%

91,623 神奈川県 藤沢市 ｅｙｅ＆ｃ サービス その他サービス 5%

91,624 神奈川県 藤沢市 有限会社アイエヌジープラス サービス その他サービス 5%

91,625 神奈川県 藤沢市 ｉＳｃｈｏｏｌ合同会社 サービス その他サービス 5%

91,626 神奈川県 藤沢市 Ｂｌｏｏｍｉｎ’ サービス その他サービス 5%

91,627 神奈川県 藤沢市 赤から 藤沢店 サービス 飲食業 5%

91,628 神奈川県 藤沢市 赤れんが 小売業 衣料品 5%

91,629 神奈川県 藤沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ秋葉台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,630 神奈川県 藤沢市 株式会社アクアプロワン サービス その他サービス 5%

91,631 神奈川県 藤沢市 ａｃｔｂｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

91,632 神奈川県 藤沢市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｄｉａｒｙ辻堂 サービス 理容・美容業 5%

91,633 神奈川県 藤沢市 アジアンギャラリー　山帰来 小売業 衣料品 5%

91,634 神奈川県 藤沢市 ＡＳＵＮＡＲＯ サービス 理容・美容業 5%

91,635 神奈川県 藤沢市 ＡＳＵＮＡＲＯ サービス 理容・美容業 5%

91,636 神奈川県 藤沢市 あすなろ治療院 サービス 理容・美容業 5%

91,637 神奈川県 藤沢市 アスル湘南藤沢店 小売業 衣料品 5%

91,638 神奈川県 藤沢市 アゾンレーベルショップ　湘南 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

91,639 神奈川県 藤沢市 アートメガネ２１ サービス その他サービス 5%

91,640 神奈川県 藤沢市 ａｔｅｌｉｅｒｂｕｌａｎ 小売業 衣料品 5%

91,641 神奈川県 藤沢市 ａｔｅｌｉｅｒｌｉｌ（アトリエリル） サービス 飲食業 5%

91,642 神奈川県 藤沢市 ａｔｅｌｉｅｒ　ｌｉｌ サービス 飲食業 5%

91,643 神奈川県 藤沢市 アトレ辻堂店 サービス 理容・美容業 5%

91,644 神奈川県 藤沢市 ＡｎｉｍａｌＬｉｆｅＰａｒｔｎｅｒ サービス その他サービス 5%
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91,645 神奈川県 藤沢市 アネモネ湘南辻堂店 サービス 理容・美容業 5%

91,646 神奈川県 藤沢市 Ａｐｈｒｏｄｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

91,647 神奈川県 藤沢市 アフロディーテ サービス 理容・美容業 5%

91,648 神奈川県 藤沢市 ＡｐｏｌｌｏＷｅｄｄｉｎｇ サービス その他サービス 5%

91,649 神奈川県 藤沢市 ＡＭＡＩＲＯ フードデリ湘南ファクトリー 小売業 食料品 5%

91,650 神奈川県 藤沢市 藤沢焼肉いち サービス 飲食業 5%

91,651 神奈川県 藤沢市 ＡＬＡＩＮＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

91,652 神奈川県 藤沢市 ＡＬＡＩＮ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

91,653 神奈川県 藤沢市 アリスの森 小売業 食料品 5%

91,654 神奈川県 藤沢市 ＲＳサウス 小売業 その他小売 5%

91,655 神奈川県 藤沢市 アンジェリカミッシェル藤沢店 サービス 理容・美容業 5%

91,656 神奈川県 藤沢市 Ａｎｃｈｅｒｉｂｙｆｌａｍｍｅｕｍ サービス 理容・美容業 5%

91,657 神奈川県 藤沢市 アンテナ湘南 サービス その他サービス 5%

91,658 神奈川県 藤沢市 ａｎｄ　Ｋ サービス 飲食業 5%

91,659 神奈川県 藤沢市 ＆ＳＥＡ サービス その他サービス 5%

91,660 神奈川県 藤沢市 Ｅ－ｔｅｃｈ サービス その他サービス 5%

91,661 神奈川県 藤沢市 Ｙｅｓけんじ サービス 理容・美容業 5%

91,662 神奈川県 藤沢市 磯小屋 サービス 飲食業 5%

91,663 神奈川県 藤沢市 １９６４ＮｉｎｅｔｅｅｎＳｉｘｔｙ－ｆｏ 小売業 その他小売 5%

91,664 神奈川県 藤沢市 一炭湘南台店 サービス 飲食業 5%

91,665 神奈川県 藤沢市 一炭藤沢店 サービス 飲食業 5%

91,666 神奈川県 藤沢市 出光セルフ秋葉台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,667 神奈川県 藤沢市 イヌと暮らす サービス その他サービス 5%

91,668 神奈川県 藤沢市 ｉｆｔａｆ サービス その他サービス 5%

91,669 神奈川県 藤沢市 旬時季 サービス 飲食業 5%

91,670 神奈川県 藤沢市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ藤沢 サービス その他サービス 5%

91,671 神奈川県 藤沢市 岩本楼本館 サービス 宿泊業 5%

91,672 神奈川県 藤沢市 ｉｎｃｒｉ．ｃｏｍ 小売業 食料品 5%

91,673 神奈川県 藤沢市 インパクト サービス その他サービス 5%

91,674 神奈川県 藤沢市 Ｗｅｅｋｌｙ サービス その他サービス 5%

91,675 神奈川県 藤沢市 ウェットスーツラボ 小売業 その他小売 5%

91,676 神奈川県 藤沢市 上山誠也 サービス 理容・美容業 5%

91,677 神奈川県 藤沢市 ウチダ☆ダンススタジオ湘南 サービス その他サービス 5%

91,678 神奈川県 藤沢市 うちの動物病院 サービス その他サービス 5%

91,679 神奈川県 藤沢市 海の家ｍａｈａｌｏｈａ サービス 理容・美容業 5%

91,680 神奈川県 藤沢市 ｕｌｕ　ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

91,681 神奈川県 藤沢市 エアリファイン湘南 サービス その他サービス 5%

91,682 神奈川県 藤沢市 ｅｉｇｈＴー８【エイト】 サービス 理容・美容業 5%

91,683 神奈川県 藤沢市 ＡＳＡ湘南鵠沼 サービス 運輸業 5%

91,684 神奈川県 藤沢市 エコストア　パパラギ 小売業 その他小売 5%

91,685 神奈川県 藤沢市 エジソン 小売業 電化製品 5%

91,686 神奈川県 藤沢市 ＳＳＰＬＡＮＥＴ 小売業 電化製品 5%
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91,687 神奈川県 藤沢市 ＳＧＣ 小売業 衣料品 5%

91,688 神奈川県 藤沢市 ｅｓｔａ 小売業 その他小売 5%

91,689 神奈川県 藤沢市 エステサロンｈａｌｅｋｉｐａ鵠沼海岸 サービス 理容・美容業 5%

91,690 神奈川県 藤沢市 ＥｓｓｅＭａｒｅ 小売業 衣料品 5%

91,691 神奈川県 藤沢市 エヌジェーシー 小売業 その他小売 5%

91,692 神奈川県 藤沢市 ＥｎｅＪｅｔ鵠沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,693 神奈川県 藤沢市 ＥｎｅＪｅｔ辻堂太平台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,694 神奈川県 藤沢市 江ノ島タクシー株式会社　タクシー　　江ノ島タクシー サービス 運輸業 5%

91,695 神奈川県 藤沢市 江ノ島タクシー　トラベル　　江ノ島タクシー　江ノ島トラベル サービス その他サービス 5%

91,696 神奈川県 藤沢市 江の島ピーエフアイ サービス その他サービス 5%

91,697 神奈川県 藤沢市 江の島風花 小売業 家具・調度品 5%

91,698 神奈川県 藤沢市 ＦＫガレージ サービス その他サービス 5%

91,699 神奈川県 藤沢市 ｅ．ｍｏｔｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

91,700 神奈川県 藤沢市 えん サービス 飲食業 5%

91,701 神奈川県 藤沢市 大島薬局本店 小売業 その他小売 5%

91,702 神奈川県 藤沢市 オートボディー・カナイ サービス その他サービス 5%

91,703 神奈川県 藤沢市 お好み焼き　門　湘南台店 サービス 飲食業 5%

91,704 神奈川県 藤沢市 お好み焼き門 サービス 飲食業 5%

91,705 神奈川県 藤沢市 オーディオ専門店でんき堂スクェア 小売業 電化製品 5%

91,706 神奈川県 藤沢市 おでん屋　ひなた サービス 飲食業 5%

91,707 神奈川県 藤沢市 ＯＦＦ　ＳＥＡＳＯＮ 小売業 その他小売 5%

91,708 神奈川県 藤沢市 オプティックオグラ　藤沢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

91,709 神奈川県 藤沢市 オリックスレンタカー湘南台駅前店 サービス その他サービス 2%

91,710 神奈川県 藤沢市 オリバ　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

91,711 神奈川県 藤沢市 オンサイド サービス 理容・美容業 5%

91,712 神奈川県 藤沢市 海鮮料理　天海　江の島 サービス 飲食業 5%

91,713 神奈川県 藤沢市 カイロプラクティック＆エステレンゲ サービス その他サービス 5%

91,714 神奈川県 藤沢市 カイロプラクティック　赤心 サービス その他サービス 5%

91,715 神奈川県 藤沢市 ＣＯＵＮＴＥＲＡＴＴＲＡＣＴＩＯＮ 小売業 その他小売 5%

91,716 神奈川県 藤沢市 隠れ里車屋 サービス 飲食業 5%

91,717 神奈川県 藤沢市 かごの屋藤沢辻堂店 サービス 飲食業 5%

91,718 神奈川県 藤沢市 貸衣裳　錦 サービス その他サービス 5%

91,719 神奈川県 藤沢市 カシェット１５ 小売業 衣料品 5%

91,720 神奈川県 藤沢市 片瀬石政 サービス 飲食業 5%

91,721 神奈川県 藤沢市 かたせ江の島どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

91,722 神奈川県 藤沢市 片山靴店 小売業 衣料品 5%

91,723 神奈川県 藤沢市 勝浦酒店 小売業 食料品 5%

91,724 神奈川県 藤沢市 楽器屋ＢＯＷ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

91,725 神奈川県 藤沢市 Ｃｕｔ　Ｐｅｒｍ　Ｈ　Ｉ　Ｔ サービス 理容・美容業 5%

91,726 神奈川県 藤沢市 割烹かわはら サービス 飲食業 5%

91,727 神奈川県 藤沢市 ＣＡＴＯＮＡ　鵠沼石上店 小売業 衣料品 5%

91,728 神奈川県 藤沢市 Ｃａｔｏｎａ　鵠沼海岸店 小売業 衣料品 5%
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91,729 神奈川県 藤沢市 Ｃａｔｏｎａ　藤沢店 小売業 衣料品 5%

91,730 神奈川県 藤沢市 ファーストネーションズ 小売業 衣料品 5%

91,731 神奈川県 藤沢市 カナトク 小売業 家具・調度品 5%

91,732 神奈川県 藤沢市 Ｋａｈｉｋｏ　江ノ島 小売業 衣料品 5%

91,733 神奈川県 藤沢市 ＣＡＦＥ　ＮＯＢ サービス 飲食業 5%

91,734 神奈川県 藤沢市 Ｃａｆｅ　Ａｒｏｍａ サービス 飲食業 5%

91,735 神奈川県 藤沢市 ｃａｆ?　　　ｍｅａｌ　ｇｒｅｅｎｈｏｒｎ　ｃａｆｅ　ｍｅａｌ　ｇｒｅｅｎｈｏｒｎ サービス 飲食業 5%

91,736 神奈川県 藤沢市 Ｃａｆｅ　ＳｕｎｎｙＤａｙ サービス 飲食業 5%

91,737 神奈川県 藤沢市 株式会社クラウドクリエイションズ サービス その他サービス 5%

91,738 神奈川県 藤沢市 株式会社嵯峨造園土木 サービス その他サービス 5%

91,739 神奈川県 藤沢市 株式会社　湘南トラベルプラザ サービス その他サービス 5%

91,740 神奈川県 藤沢市 竹田 小売業 その他小売 5%

91,741 神奈川県 藤沢市 株式会社タイガー刻印製作所 小売業 その他小売 5%

91,742 神奈川県 藤沢市 株式会社藤興自動車 サービス その他サービス 5%

91,743 神奈川県 藤沢市 楽器部 サービス その他サービス 5%

91,744 神奈川県 藤沢市 ＶＵＵＵＭ 小売業 その他小売 5%

91,745 神奈川県 藤沢市 株式会社ワズモード サービス 理容・美容業 5%

91,746 神奈川県 藤沢市 カブリオ サービス 飲食業 5%

91,747 神奈川県 藤沢市 ＫａＢｏＳ＋ＧＥＯ藤沢店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

91,748 神奈川県 藤沢市 釜めし歳時記さき亭 サービス 飲食業 5%

91,749 神奈川県 藤沢市 ＫａｌａｅＲｉｂｓＫｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

91,750 神奈川県 藤沢市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋藤沢駅北口店 サービス 飲食業 2%

91,751 神奈川県 藤沢市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ヨークマート六会店 サービス 飲食業 2%

91,752 神奈川県 藤沢市 カワムラ電器 小売業 電化製品 5%

91,753 神奈川県 藤沢市 かん犬猫病院 サービス その他サービス 5%

91,754 神奈川県 藤沢市 Ｋｅｅｐ 小売業 その他小売 5%

91,755 神奈川県 藤沢市 キズカスカンパニー サービス その他サービス 5%

91,756 神奈川県 藤沢市 キタキ自動車 サービス その他サービス 5%

91,757 神奈川県 藤沢市 Ｋｉｔｃｈｅｎ　＆　Ｂａｒ　Ｄｅｃｏ２ サービス 飲食業 5%

91,758 神奈川県 藤沢市 ギフトショップセーラ 小売業 衣料品 5%

91,759 神奈川県 藤沢市 キヤアンティークス．藤沢店 小売業 家具・調度品 5%

91,760 神奈川県 藤沢市 ＧＡＬＬＥＲＹ・２　藤沢店 小売業 その他小売 5%

91,761 神奈川県 藤沢市 キャリアドライブ サービス その他サービス 5%

91,762 神奈川県 藤沢市 ＣａｍｐｕｓＷｅａｒＳｅｋｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

91,763 神奈川県 藤沢市 キャンパスショップヤワタ 小売業 衣料品 5%

91,764 神奈川県 藤沢市 牛角藤沢柄沢店 サービス 飲食業 2%

91,765 神奈川県 藤沢市 牛たん藤次郎辻堂店 サービス 飲食業 5%

91,766 神奈川県 藤沢市 崎陽軒ルミネ藤沢店 小売業 食料品 5%

91,767 神奈川県 藤沢市 行政書士黒河明広事務所 サービス その他サービス 5%

91,768 神奈川県 藤沢市 業務スーパー柄沢店 小売業 食料品 2%

91,769 神奈川県 藤沢市 クアアイナ　片瀬江ノ島店 サービス 飲食業 5%

91,770 神奈川県 藤沢市 Ｑｕａｔｔｒｏ　Ｓｐｏｒｔｓ 小売業 その他小売 5%
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91,771 神奈川県 藤沢市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ江の島店 小売業 その他小売 5%

91,772 神奈川県 藤沢市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ江の島店 小売業 その他小売 5%

91,773 神奈川県 藤沢市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ藤沢店 小売業 その他小売 5%

91,774 神奈川県 藤沢市 鵠庵 サービス 飲食業 5%

91,775 神奈川県 藤沢市 鵠沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,776 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン鵠沼海岸店 小売業 食料品 2%

91,777 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン鵠沼神明店 小売業 食料品 2%

91,778 神奈川県 藤沢市 ＫＵＧＥＮＵＭＡ ＲＩＣＥ サービス 飲食業 5%

91,779 神奈川県 藤沢市 串あげと煮込みの店ほたる サービス 飲食業 5%

91,780 神奈川県 藤沢市 くすりの大島ライフピア店 小売業 その他小売 5%

91,781 神奈川県 藤沢市 Ｇｏｏｄｗａｖｅ サービス その他サービス 5%

91,782 神奈川県 藤沢市 ｇｏｏｄ　ｄｅｓｉｇｎ　ｍａｒｋｅｔ　ＫＯＫ 小売業 衣料品 5%

91,783 神奈川県 藤沢市 ｇｏｏｄ　ｄｅｓｉｇｎ　ｍａｒｋｅｔ　ｋｏｋ 小売業 衣料品 5%

91,784 神奈川県 藤沢市 靴のみやざき 小売業 衣料品 5%

91,785 神奈川県 藤沢市 ＫＵＴＳＵＲＯ　ｇｕ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

91,786 神奈川県 藤沢市 ｇｒａｎｏ サービス 飲食業 5%

91,787 神奈川県 藤沢市 グラッドサーフ 小売業 その他小売 5%

91,788 神奈川県 藤沢市 クラロス 小売業 食料品 5%

91,789 神奈川県 藤沢市 クリーニング　シュリー サービス その他サービス 5%

91,790 神奈川県 藤沢市 クリーニングファクトリーアールベロ サービス その他サービス 5%

91,791 神奈川県 藤沢市 クリーンＤｒ サービス 運輸業 5%

91,792 神奈川県 藤沢市 ４８４　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

91,793 神奈川県 藤沢市 車屋ケータリングサービス サービス 飲食業 5%

91,794 神奈川県 藤沢市 クローバークローバー 小売業 食料品 5%

91,795 神奈川県 藤沢市 ｇｕｎｇｅｎｄｏ湘南Ｔ－ＳＩＴＥ店 小売業 衣料品 5%

91,796 神奈川県 藤沢市 薫風湘南 サービス 飲食業 5%

91,797 神奈川県 藤沢市 慶応義塾生活協同組合看護医療学部店 サービス その他サービス 5%

91,798 神奈川県 藤沢市 慶応生協　看護医療学部店 サービス その他サービス 5%

91,799 神奈川県 藤沢市 慶応生協　看護医療学部店（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

91,800 神奈川県 藤沢市 慶応生協　看護医療学部食堂 サービス その他サービス 5%

91,801 神奈川県 藤沢市 慶応生協　藤沢食堂 サービス その他サービス 5%

91,802 神奈川県 藤沢市 慶応生協　藤沢書籍購買部 サービス その他サービス 5%

91,803 神奈川県 藤沢市 慶応生協　藤沢書籍購買部 サービス その他サービス 5%

91,804 神奈川県 藤沢市 ＫＧＩＩｎｃ 小売業 その他小売 5%

91,805 神奈川県 藤沢市 Ｋ’ｓ サービス 飲食業 5%

91,806 神奈川県 藤沢市 ＫＹリカー　湘南ライフタウン店 小売業 食料品 5%

91,807 神奈川県 藤沢市 元気ハウス サービス その他サービス 5%

91,808 神奈川県 藤沢市 ＫＥＮＪＥ　ｅｎｏｓｈｉｍａ サービス 理容・美容業 5%

91,809 神奈川県 藤沢市 原付市場 藤沢店 小売業 その他小売 5%

91,810 神奈川県 藤沢市 江建株式会社 サービス その他サービス 5%

91,811 神奈川県 藤沢市 コーノロージー 小売業 食料品 5%

91,812 神奈川県 藤沢市 ＣＯＣＯ壱番屋藤沢長後店 サービス 飲食業 2%
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91,813 神奈川県 藤沢市 個人東海タクシー　０９６ サービス 運輸業 5%

91,814 神奈川県 藤沢市 個人中川タクシー サービス 運輸業 5%

91,815 神奈川県 藤沢市 個人 藤城タクシー サービス 運輸業 5%

91,816 神奈川県 藤沢市 こだわりビールの創作居酒屋 隠れ家 サービス 飲食業 5%

91,817 神奈川県 藤沢市 小鉢ＢＡＲ弓なり サービス 飲食業 5%

91,818 神奈川県 藤沢市 コミックバスター藤沢店 サービス その他サービス 2%

91,819 神奈川県 藤沢市 コムロデンキ藤沢 小売業 電化製品 5%

91,820 神奈川県 藤沢市 ゴルフエフォート藤沢店 小売業 その他小売 5%

91,821 神奈川県 藤沢市 金剛堂　湘南店 小売業 家具・調度品 5%

91,822 神奈川県 藤沢市 ＴＨＥ　ＵＳＡ　ＳＵＲＦ 小売業 その他小売 5%

91,823 神奈川県 藤沢市 蔵王車輌 サービス その他サービス 5%

91,824 神奈川県 藤沢市 ＳＡＫＡＴＡ　ＭＯＴＯＲＳ サービス その他サービス 5%

91,825 神奈川県 藤沢市 酒場イランカラプテ サービス 飲食業 5%

91,826 神奈川県 藤沢市 サクセス サービス 理容・美容業 5%

91,827 神奈川県 藤沢市 櫻 サービス 飲食業 5%

91,828 神奈川県 藤沢市 雑貨　ＬａｌＬａｌＰｏｎｓ 小売業 その他小売 5%

91,829 神奈川県 藤沢市 雑技工房 小売業 電化製品 5%

91,830 神奈川県 藤沢市 サニーサイド サービス 理容・美容業 5%

91,831 神奈川県 藤沢市 サニーサイド藤沢店 サービス 理容・美容業 5%

91,832 神奈川県 藤沢市 ＴＨＥＵＳＡＳＵＲＦ 小売業 その他小売 5%

91,833 神奈川県 藤沢市 ｓａｌｏｎｄｅｃｏｉｆｆｕｒｅ　ｓａｔａ サービス 理容・美容業 5%

91,834 神奈川県 藤沢市 三共自動車学校 サービス その他サービス 5%

91,835 神奈川県 藤沢市 サン写真スタジオ 小売業 その他小売 5%

91,836 神奈川県 藤沢市 Ｓａｎｄ　ＮＡＴＵＲＡＬ　　　ＢＥＡＵＴＹ サービス 理容・美容業 5%

91,837 神奈川県 藤沢市 サンワ設備 小売業 電化製品 5%

91,838 神奈川県 藤沢市 ジーンズショップモチヅキ 小売業 衣料品 5%

91,839 神奈川県 藤沢市 シヴァ サービス 理容・美容業 5%

91,840 神奈川県 藤沢市 ｓｈａｒｅ　ｓｕｒｆ　ｒｏｏｍ 小売業 その他小売 5%

91,841 神奈川県 藤沢市 ＪＳＰ 小売業 その他小売 5%

91,842 神奈川県 藤沢市 ジェームス湘南台店 小売業 その他小売 2%

91,843 神奈川県 藤沢市 シェキタ 小売業 衣料品 5%

91,844 神奈川県 藤沢市 ジェミーズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

91,845 神奈川県 藤沢市 ＣｈｅｚＭＯＭＯ サービス その他サービス 5%

91,846 神奈川県 藤沢市 シェリローズ サービス 理容・美容業 5%

91,847 神奈川県 藤沢市 Ｔｈｅ　Ａｕｌｄ　Ｂａｒ サービス 飲食業 5%

91,848 神奈川県 藤沢市 しまカフェ　江のまる サービス 飲食業 5%

91,849 神奈川県 藤沢市 ジャストカーテン　湘南台店 小売業 その他小売 5%

91,850 神奈川県 藤沢市 ジャストカーテン　藤沢店 小売業 その他小売 5%

91,851 神奈川県 藤沢市 ジャリネイル サービス 理容・美容業 5%

91,852 神奈川県 藤沢市 ＳＨＡＮＫＡＡＲ サービス 理容・美容業 5%

91,853 神奈川県 藤沢市 ジャンボペットランド　江の島店 サービス その他サービス 5%

91,854 神奈川県 藤沢市 ｓｕｇｅｒｆｉｖｅ サービス その他サービス 5%
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91,855 神奈川県 藤沢市 手芸センタードリーム湘南モールフィル店 小売業 その他小売 5%

91,856 神奈川県 藤沢市 酒肴彩　昇 サービス 飲食業 5%

91,857 神奈川県 藤沢市 純米酒料理屋　しぇんろん サービス 飲食業 5%

91,858 神奈川県 藤沢市 湘南江の島　御料理旅館　恵比寿屋 サービス 宿泊業 5%

91,859 神奈川県 藤沢市 湘南かたせ家 サービス 宿泊業 5%

91,860 神奈川県 藤沢市 湘南サイクル サービス その他サービス 5%

91,861 神奈川県 藤沢市 湘南ＳＵＰクラブ サービス その他サービス 5%

91,862 神奈川県 藤沢市 湘南台愛犬病院 サービス その他サービス 5%

91,863 神奈川県 藤沢市 湘南第一病院売店 小売業 その他小売 5%

91,864 神奈川県 藤沢市 湘南台第一ホテル サービス 宿泊業 5%

91,865 神奈川県 藤沢市 湘南台第一ホテル藤沢横浜 サービス 宿泊業 5%

91,866 神奈川県 藤沢市 湘南台富士見電気 小売業 電化製品 5%

91,867 神奈川県 藤沢市 湘南台富士見電気藤沢店 小売業 電化製品 5%

91,868 神奈川県 藤沢市 湘南　茅ヶ崎の家計コーチ　湘南おかねの相談室 サービス その他サービス 5%

91,869 神奈川県 藤沢市 湘南爪処 サービス 理容・美容業 5%

91,870 神奈川県 藤沢市 湘南ＤＲＯＮＥ ＳＴＡＴＩＯＮ サービス その他サービス 5%

91,871 神奈川県 藤沢市 湘南なぎさ動物病院 サービス その他サービス 5%

91,872 神奈川県 藤沢市 湘南ナネア サービス 理容・美容業 5%

91,873 神奈川県 藤沢市 湘南火鍋房 サービス 飲食業 5%

91,874 神奈川県 藤沢市 湘南ベルフラワー 小売業 その他小売 5%

91,875 神奈川県 藤沢市 湘南モノレール株式会社　湘南江の島駅　湘南江の島駅 サービス 運輸業 5%

91,876 神奈川県 藤沢市 湘南ローカルウェーブ サービス その他サービス 5%

91,877 神奈川県 藤沢市 ｇｏｏｄｄｅｓｉｇｎｍａｒｋｅｔＫＯＫ（ショーク） 小売業 衣料品 5%

91,878 神奈川県 藤沢市 ショップ　ショップ 小売業 その他小売 5%

91,879 神奈川県 藤沢市 シロネル 小売業 食料品 5%

91,880 神奈川県 藤沢市 新江ノ島水族館　オーシャンカフェ サービス 飲食業 5%

91,881 神奈川県 藤沢市 新江ノ島水族館　オーシャンバー サービス その他サービス 5%

91,882 神奈川県 藤沢市 新江ノ島水族館　オッターショップ 小売業 家具・調度品 5%

91,883 神奈川県 藤沢市 新江ノ島水族館　湘南カフェ サービス 飲食業 5%

91,884 神奈川県 藤沢市 新江ノ島水族館　メインショップ 小売業 家具・調度品 5%

91,885 神奈川県 藤沢市 神央自動車販売株式会社 サービス その他サービス 5%

91,886 神奈川県 藤沢市 Ｚｉｎｋ　Ｒａｃｉｎｇ 小売業 その他小売 5%

91,887 神奈川県 藤沢市 新健勝苑プラザ店 小売業 衣料品 5%

91,888 神奈川県 藤沢市 ＳＷｉＮＧＥＲＧＯＬＦＬＥＳＳＯ サービス その他サービス 5%

91,889 神奈川県 藤沢市 スーパースカルプ発毛センター藤沢駅南口店 サービス 理容・美容業 5%

91,890 神奈川県 藤沢市 寿司 澄風 サービス 飲食業 5%

91,891 神奈川県 藤沢市 鮨近藤 サービス 飲食業 5%

91,892 神奈川県 藤沢市 鮨処湘華 サービス 飲食業 5%

91,893 神奈川県 藤沢市 スズキヤ鵠沼店 小売業 食料品 5%

91,894 神奈川県 藤沢市 ＳＴＹＬＥ　横浜 サービス 理容・美容業 5%

91,895 神奈川県 藤沢市 スタイル・ギア サービス その他サービス 5%

91,896 神奈川県 藤沢市 ｓｔｕｄｉｏ ＮＡＶＩ 藤沢店 サービス その他サービス 5%
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91,897 神奈川県 藤沢市 ｓａｎｄｂａｒ サービス 飲食業 5%

91,898 神奈川県 藤沢市 ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｓａｎｄｂａｒ　辻堂海岸サーファー通り サービス 飲食業 5%

91,899 神奈川県 藤沢市 ステージコーチ サービス 飲食業 5%

91,900 神奈川県 藤沢市 スペックス　ワン 小売業 貴金属・服飾品 5%

91,901 神奈川県 藤沢市 スペッチオ　バイ　いなもとや 小売業 衣料品 5%

91,902 神奈川県 藤沢市 SPOPIA湘南藤沢店 小売業 衣料品 5%

91,903 神奈川県 藤沢市 ＳＰＯＰＩＡシラトリ湘南藤沢店 小売業 その他小売 5%

91,904 神奈川県 藤沢市 ｓｍｉｌｉｅ　ｈａｉｒ　ｈｏｕｓｅ サービス 理容・美容業 5%

91,905 神奈川県 藤沢市 炭バル　ｏｋａｗａｒｉ　湘南台 サービス 飲食業 5%

91,906 神奈川県 藤沢市 炭火焼肉えのもと サービス 飲食業 5%

91,907 神奈川県 藤沢市 西湘ハムセンター　藤沢店 小売業 電化製品 5%

91,908 神奈川県 藤沢市 セイビア　藤沢店 サービス 理容・美容業 5%

91,909 神奈川県 藤沢市 整備工場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,910 神奈川県 藤沢市 誠美堂　辻堂店 小売業 貴金属・服飾品 5%

91,911 神奈川県 藤沢市 ＳＡＩＬＢＯＡＲＤＥＲＳ 小売業 その他小売 5%

91,912 神奈川県 藤沢市 セオサイクル　湘南台店 小売業 その他小売 5%

91,913 神奈川県 藤沢市 セオサイクル辻堂店 小売業 その他小売 5%

91,914 神奈川県 藤沢市 Ｚ－ＯＮＥ湘南店 小売業 その他小売 5%

91,915 神奈川県 藤沢市 ＳＥＶＥＮ　【セブン】 サービス 理容・美容業 5%

91,916 神奈川県 藤沢市 セラフィーノ サービス 飲食業 5%

91,917 神奈川県 藤沢市 セルフＤｒ．Ｄｒｉｖｅ辻堂西海岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,918 神奈川県 藤沢市 Ｓｏｙ　Ｖａｒｉａｔｉｏｎｓ 小売業 食料品 5%

91,919 神奈川県 藤沢市 ＳＥＯＵＬ　ＧＡＴＥ　藤沢 サービス 飲食業 5%

91,920 神奈川県 藤沢市 ナシ サービス その他サービス 5%

91,921 神奈川県 藤沢市 ＳＯＮＩＤＯ サービス その他サービス 5%

91,922 神奈川県 藤沢市 そば?る　ひだまり　そばーる　ひだまり サービス 飲食業 5%

91,923 神奈川県 藤沢市 そばーる　ひだまり サービス 飲食業 5%

91,924 神奈川県 藤沢市 そば酒高島家 サービス 飲食業 5%

91,925 神奈川県 藤沢市 蕎麦兄 サービス 飲食業 5%

91,926 神奈川県 藤沢市 大衆肉バル肉林 サービス 飲食業 5%

91,927 神奈川県 藤沢市 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　ＬＩＮＫ サービス 飲食業 5%

91,928 神奈川県 藤沢市 Ｄｉｖｅｒ’ｓＣａｆｅ 小売業 その他小売 5%

91,929 神奈川県 藤沢市 Ｄｉｖｅｒ’ｓ　Ｃａｆｅ サービス その他サービス 5%

91,930 神奈川県 藤沢市 ダイビングショップ海友 事務所 サービス その他サービス 5%

91,931 神奈川県 藤沢市 太平台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,932 神奈川県 藤沢市 太平台病院売店 小売業 その他小売 5%

91,933 神奈川県 藤沢市 タイヤショップＦ１ 小売業 その他小売 5%

91,934 神奈川県 藤沢市 タイヤステージ湘南 小売業 その他小売 5%

91,935 神奈川県 藤沢市 タイレストラン　ゲンキョウワン サービス 飲食業 5%

91,936 神奈川県 藤沢市 ダイワサイクル　湘南台店 小売業 その他小売 5%

91,937 神奈川県 藤沢市 タカハシ　亀井野店 小売業 衣料品 5%

91,938 神奈川県 藤沢市 宅配クリーニング　ｃｏｍ サービス その他サービス 5%
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91,939 神奈川県 藤沢市 タコスマイル　湘南鵠沼海岸店 サービス 飲食業 5%

91,940 神奈川県 藤沢市 立ち飲み酒ＢＡＲ　一 サービス 飲食業 5%

91,941 神奈川県 藤沢市 獺祭 サービス 飲食業 5%

91,942 神奈川県 藤沢市 ＤａｐｓＡＬＬＧＯＯＤＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

91,943 神奈川県 藤沢市 男女関係研究所 サービス その他サービス 5%

91,944 神奈川県 藤沢市 ちいさな森のスイーツ　もくもく 小売業 食料品 5%

91,945 神奈川県 藤沢市 茅ヶ崎海ぶね湘南台店 サービス 飲食業 5%

91,946 神奈川県 藤沢市 ＣＨＡＰＳＴＯＣＫ　ＣＨＡＰＳＴＯＣＫ サービス 飲食業 5%

91,947 神奈川県 藤沢市 ＣＨＡＰＳＴＯＣＫ　湘南藤沢 小売業 電化製品 5%

91,948 神奈川県 藤沢市 茶の市　湘南台駅前店 小売業 食料品 5%

91,949 神奈川県 藤沢市 中国旬菜 茶馬燕 サービス 飲食業 5%

91,950 神奈川県 藤沢市 長後ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,951 神奈川県 藤沢市 長後モータース　本店 小売業 その他小売 5%

91,952 神奈川県 藤沢市 長寿園病院売店 小売業 その他小売 5%

91,953 神奈川県 藤沢市 つきじ海賓　片瀬店 サービス 飲食業 5%

91,954 神奈川県 藤沢市 つきじ海賓　湘南台店 サービス 飲食業 5%

91,955 神奈川県 藤沢市 つきじ海賓　藤沢店 サービス 飲食業 5%

91,956 神奈川県 藤沢市 つきじ海賓　ライフタウン店 サービス 飲食業 5%

91,957 神奈川県 藤沢市 月のかけら 小売業 衣料品 5%

91,958 神奈川県 藤沢市 辻堂ビヤホール サービス 飲食業 5%

91,959 神奈川県 藤沢市 坪井自動車 サービス その他サービス 5%

91,960 神奈川県 藤沢市 ｄｉａｒ サービス 理容・美容業 5%

91,961 神奈川県 藤沢市 ｄｉａｒ サービス 理容・美容業 5%

91,962 神奈川県 藤沢市 ｄｉａｒＳＰＡ サービス その他サービス 5%

91,963 神奈川県 藤沢市 ｄｉａｒ　ＳＰＡ　ｄｉａｒ藤沢店６Ｆ サービス 理容・美容業 5%

91,964 神奈川県 藤沢市 ｄｉａｒｂｌｕｅ サービス 理容・美容業 5%

91,965 神奈川県 藤沢市 ｄｉａｒ　ｈｏｍｅ サービス 理容・美容業 5%

91,966 神奈川県 藤沢市 Ｄｉｖｏ サービス 飲食業 5%

91,967 神奈川県 藤沢市 Ｔ　Ｓ　ｓｅｒｖｉｃｅ　リラクゼーションマッサージほぐします サービス その他サービス 5%

91,968 神奈川県 藤沢市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　テラスモ－ル湘南店 サービス 理容・美容業 5%

91,969 神奈川県 藤沢市 ＤＩＥＧＯ　ＢＹ　ＴＨＥ　ＲＩＶＥＲ サービス 飲食業 5%

91,970 神奈川県 藤沢市 Ｔ・ＳＨＯＰ　ＨＩＤＥ　ＢＯＲＮ 小売業 衣料品 5%

91,971 神奈川県 藤沢市 Ｄａｙｓ鵠沼 サービス 飲食業 5%

91,972 神奈川県 藤沢市 デイリーエコケアステーション サービス その他サービス 5%

91,973 神奈川県 藤沢市 ＤＥＡＤＫＯＯＫＳ　ＳＨＯＮＡＮ 小売業 その他小売 5%

91,974 神奈川県 藤沢市 ｔｅｎｏｈｉｒａＬＩＦＥＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

91,975 神奈川県 藤沢市 Ｔｙｔｔｏ【テュット】 サービス 理容・美容業 5%

91,976 神奈川県 藤沢市 デルフィス江ノ島 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

91,977 神奈川県 藤沢市 デンドー自動車 サービス その他サービス 5%

91,978 神奈川県 藤沢市 天佑ハウスクリーニングサービス サービス その他サービス 5%

91,979 神奈川県 藤沢市 ＴｗｉｎｋｌｅＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

91,980 神奈川県 藤沢市 東京電器商会 小売業 電化製品 5%
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91,981 神奈川県 藤沢市 東玉　藤沢店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

91,982 神奈川県 藤沢市 ＴＯ?Ｕ?ＳＨＡ サービス 飲食業 5%

91,983 神奈川県 藤沢市 ドゥーブレメゾン藤沢店 小売業 衣料品 5%

91,984 神奈川県 藤沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンリッチ石川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,985 神奈川県 藤沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンリッチ藤沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

91,986 神奈川県 藤沢市 Ｔｏｔａｌ　Ｂｏｄｙ湘南 サービス その他サービス 5%

91,987 神奈川県 藤沢市 ＤＯＧ　ＤＥＰＴ＋ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

91,988 神奈川県 藤沢市 トヨタ部品神奈川共販ａｕショップ湘南台 小売業 その他小売 5%

91,989 神奈川県 藤沢市 とらのあな　湘南藤沢店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

91,990 神奈川県 藤沢市 とらのあな　湘南藤沢店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

91,991 神奈川県 藤沢市 ドラマ藤沢店 サービス その他サービス 5%

91,992 神奈川県 藤沢市 トリイ電気商会 小売業 電化製品 5%

91,993 神奈川県 藤沢市 ＪＭ／ドリームルーム サービス 理容・美容業 5%

91,994 神奈川県 藤沢市 ドリームルーム サービス 理容・美容業 5%

91,995 神奈川県 藤沢市 トリートメントモール　亀吉 サービス その他サービス 5%

91,996 神奈川県 藤沢市 ドルフィンアイズダイビングスクール 小売業 その他小売 5%

91,997 神奈川県 藤沢市 とんかつ大関湘南台店 サービス 飲食業 5%

91,998 神奈川県 藤沢市 とんかつ水龍　湘南台 サービス 飲食業 5%

91,999 神奈川県 藤沢市 豚基地かつも サービス 飲食業 5%

92,000 神奈川県 藤沢市 豚基地 かつも サービス 飲食業 5%

92,001 神奈川県 藤沢市 韓国料理　　豚まる　藤沢店 サービス 飲食業 5%

92,002 神奈川県 藤沢市 中野養蜂園 サービス その他サービス 5%

92,003 神奈川県 藤沢市 ナクシェトラコス　ＮＡＱＳＨＴＲＡＱＳＥ 小売業 衣料品 5%

92,004 神奈川県 藤沢市 ＮＡＮＡＭＵＡ 小売業 衣料品 5%

92,005 神奈川県 藤沢市 肉のホドシマ 小売業 食料品 5%

92,006 神奈川県 藤沢市 肉料理専門店　瑞流　藤沢 サービス 飲食業 5%

92,007 神奈川県 藤沢市 ２５ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

92,008 神奈川県 藤沢市 西川動物病院 サービス その他サービス 5%

92,009 神奈川県 藤沢市 西山サイクル 小売業 その他小売 5%

92,010 神奈川県 藤沢市 西山電化サービス 小売業 電化製品 5%

92,011 神奈川県 藤沢市 ニッセンシェイプファンデ　Ｊアプローズ 小売業 衣料品 5%

92,012 神奈川県 藤沢市 日本一ルミネ藤沢店 小売業 食料品 5%

92,013 神奈川県 藤沢市 ｎｕｄｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

92,014 神奈川県 藤沢市 Ｎａｉｌ＆ＦｏｏｔＳａｌｏｎＬａｍｅｒ?ラ・メール? サービス 理容・美容業 5%

92,015 神奈川県 藤沢市 Ｎａｉｌｓｔｕｄｉｏ　Ｐｉｘｙ サービス その他サービス 5%

92,016 神奈川県 藤沢市 ＮＯＩＬＬＹ　ＰＲＡＴ サービス 飲食業 5%

92,017 神奈川県 藤沢市 農家レストラン　いぶき サービス 飲食業 5%

92,018 神奈川県 藤沢市 ノーブル美容室　ノーブル美容室 サービス その他サービス 5%

92,019 神奈川県 藤沢市 野原タクシー　０４５ サービス 運輸業 5%

92,020 神奈川県 藤沢市 ＨｏｕｓｅｏｆＦｏｒｅｖｅｒｆｒｅｅ 小売業 衣料品 5%

92,021 神奈川県 藤沢市 Ｂａｒ　Ｃａｍｐ サービス 飲食業 5%

92,022 神奈川県 藤沢市 パソコンドック24　イトーヨーカドー湘南台店 小売業 電化製品 5%
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92,023 神奈川県 藤沢市 パソコンドック２４　小田原店 サービス その他サービス 5%

92,024 神奈川県 藤沢市 ＨＡＰＰＹ　ＴｉＲＥ 小売業 その他小売 5%

92,025 神奈川県 藤沢市 Ｂｕｄｄｉｅｓ 小売業 その他小売 5%

92,026 神奈川県 藤沢市 花惣 小売業 その他小売 5%

92,027 神奈川県 藤沢市 ＨａｎａｆｕｆｓａＥ－Ｏｐｔｉｍｉｚｅ サービス その他サービス 5%

92,028 神奈川県 藤沢市 ｈａｎｅｕｌ サービス 飲食業 5%

92,029 神奈川県 藤沢市 パプリカヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

92,030 神奈川県 藤沢市 葉山ガーデン　湘南Ｔ－ＳＩＴＥ店 小売業 家具・調度品 5%

92,031 神奈川県 藤沢市 ハロ－！パソコン教室　ミスタ－マックス湘南藤沢校 サービス その他サービス 5%

92,032 神奈川県 藤沢市 はんこ屋さん２１　湘南台店 小売業 その他小売 2%

92,033 神奈川県 藤沢市 半田ピアノ教室 サービス その他サービス 5%

92,034 神奈川県 藤沢市 バンビちゃんのお目目 サービス 理容・美容業 5%

92,035 神奈川県 藤沢市 パン遊房亀吉 サービス 飲食業 5%

92,036 神奈川県 藤沢市 ＰＣＨ．ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

92,037 神奈川県 藤沢市 ＰＣＨ　ｃｏｆｆｅｅ　ＰＣＨ　ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

92,038 神奈川県 藤沢市 ピース・ワークス サービス その他サービス 5%

92,039 神奈川県 藤沢市 ピーチスポーツマート 小売業 その他小売 5%

92,040 神奈川県 藤沢市 Ｂｉｓ Ｋｅｔ 小売業 その他小売 5%

92,041 神奈川県 藤沢市 ＰＩＺＺＥＲＩＡ＆ＤＩＮＩＮＧＰＩＣＯ サービス 飲食業 5%

92,042 神奈川県 藤沢市 日の出寿司 サービス 飲食業 5%

92,043 神奈川県 藤沢市 ビューティーサロン　ｈ．ｕ サービス 理容・美容業 5%

92,044 神奈川県 藤沢市 ビューティーライフ湘南台店 サービス 理容・美容業 5%

92,045 神奈川県 藤沢市 ビューティーライフ善行店 サービス 理容・美容業 5%

92,046 神奈川県 藤沢市 ビューティーライフ長後 サービス 理容・美容業 5%

92,047 神奈川県 藤沢市 美容室イディ サービス 理容・美容業 5%

92,048 神奈川県 藤沢市 美容室ペニンシュラ サービス 理容・美容業 5%

92,049 神奈川県 藤沢市 美容室ワンズヘアー サービス 理容・美容業 5%

92,050 神奈川県 藤沢市 ファイテンショップホテル法華クラブ藤沢店 小売業 その他小売 5%

92,051 神奈川県 藤沢市 ファシオン 小売業 衣料品 5%

92,052 神奈川県 藤沢市 Ｆｉｇｕｅ 小売業 家具・調度品 5%

92,053 神奈川県 藤沢市 ｆｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

92,054 神奈川県 藤沢市 ｂｏｕｃｈｅｅ　藤沢店 小売業 衣料品 5%

92,055 神奈川県 藤沢市 ＦＯＯ～ｆｏｏ～ｆｏｕ サービス 飲食業 5%

92,056 神奈川県 藤沢市 フェリーチェヴェーダ湘南江の島 サービス 理容・美容業 5%

92,057 神奈川県 藤沢市 福祉観光送迎サービスＧＯＯＤＬＵＣＫ サービス 運輸業 5%

92,058 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢朝日町店 小売業 食料品 2%

92,059 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢石川３丁目店 小売業 食料品 2%

92,060 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢石川店 小売業 食料品 2%

92,061 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢駅北口店 小売業 食料品 2%

92,062 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢駅前店 小売業 食料品 2%

92,063 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢円行店 小売業 食料品 2%

92,064 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢遠藤滝の沢店 小売業 食料品 2%
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92,065 神奈川県 藤沢市 セブンーイレブン藤沢大庭店 小売業 食料品 2%

92,066 神奈川県 藤沢市 藤沢獺郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,067 神奈川県 藤沢市 ふじさわ街道動物病院 サービス その他サービス 5%

92,068 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢片瀬海岸１丁目店 小売業 食料品 2%

92,069 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢片瀬５丁目店 小売業 食料品 2%

92,070 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢片瀬店 小売業 食料品 2%

92,071 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢片瀬山店 小売業 食料品 2%

92,072 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢川名１丁目店 小売業 食料品 2%

92,073 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢川名店 小売業 食料品 2%

92,074 神奈川県 藤沢市 藤沢北口カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

92,075 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢北警察署前店 小売業 食料品 2%

92,076 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢鵠沼石上１丁目店 小売業 食料品 2%

92,077 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢鵠沼海岸５丁目店 小売業 食料品 2%

92,078 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢葛原店 小売業 食料品 2%

92,079 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢慶応大学前店 小売業 食料品 2%

92,080 神奈川県 藤沢市 藤沢酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

92,081 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢村岡東店 小売業 食料品 2%

92,082 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢下土棚店 小売業 食料品 2%

92,083 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢湘南台２丁目店 小売業 食料品 2%

92,084 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢湘南台６丁目店 小売業 食料品 2%

92,085 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢城南４丁目店 小売業 食料品 2%

92,086 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢菖蒲沢店 小売業 食料品 2%

92,087 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢菖蒲沢南店 小売業 食料品 2%

92,088 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢善行２丁目店 小売業 食料品 2%

92,089 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢高倉店 小売業 食料品 2%

92,090 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢長後北店 小売業 食料品 2%

92,091 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢長後東店 小売業 食料品 2%

92,092 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢長後南店 小売業 食料品 2%

92,093 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢辻堂駅東店 小売業 食料品 2%

92,094 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢辻堂熊の森店 小売業 食料品 2%

92,095 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢辻堂太平台２丁目店 小売業 食料品 2%

92,096 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢辻堂東海岸４丁目店 小売業 食料品 2%

92,097 神奈川県 藤沢市 藤沢釣具 小売業 その他小売 5%

92,098 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢テラスモール湘南店 小売業 食料品 2%

92,099 神奈川県 藤沢市 藤沢店 サービス その他サービス 5%

92,100 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢中高倉店 小売業 食料品 2%

92,101 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢羽鳥店 小売業 食料品 2%

92,102 神奈川県 藤沢市 藤沢Ｂｉｓｔｒｏハンバーグ サービス 飲食業 5%

92,103 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢藤が岡店 小売業 食料品 2%

92,104 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢本鵠沼５丁目店 小売業 食料品 2%

92,105 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢本鵠沼２丁目店 小売業 食料品 2%

92,106 神奈川県 藤沢市 藤沢本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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92,107 神奈川県 藤沢市 セブンーイレブン藤沢本町２丁目店 小売業 食料品 2%

92,108 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢宮原店 小売業 食料品 2%

92,109 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢遊行通り店 小売業 食料品 2%

92,110 神奈川県 藤沢市 藤沢用田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,111 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン藤沢４丁目店 小売業 食料品 2%

92,112 神奈川県 藤沢市 ふじむら犬と猫の病院 サービス その他サービス 5%

92,113 神奈川県 藤沢市 富士メガネ　藤沢ジャスコ店 小売業 その他小売 5%

92,114 神奈川県 藤沢市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　藤沢六会店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

92,115 神奈川県 藤沢市 ＢＯＯＫプラザ文華堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

92,116 神奈川県 藤沢市 ぶらうん サービス 理容・美容業 5%

92,117 神奈川県 藤沢市 ぶらうん サービス 理容・美容業 5%

92,118 神奈川県 藤沢市 ＋ｇｕａｒｄ サービス 飲食業 5%

92,119 神奈川県 藤沢市 ＦＬＯＷＥＲ サービス 理容・美容業 5%

92,120 神奈川県 藤沢市 ブランドリサイクルブティックミキ 小売業 その他小売 5%

92,121 神奈川県 藤沢市 ブリアント　藤沢店 サービス 理容・美容業 5%

92,122 神奈川県 藤沢市 フリーアール 小売業 家具・調度品 5%

92,123 神奈川県 藤沢市 ｗａｋａｌａｂｏ サービス 飲食業 5%

92,124 神奈川県 藤沢市 ＢＲＥＡＴＨ　ＨＯＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

92,125 神奈川県 藤沢市 プロバイド サービス 飲食業 5%

92,126 神奈川県 藤沢市 ＰＲＯＰＨＹＳＩＣＡＬ サービス その他サービス 5%

92,127 神奈川県 藤沢市 プロフェッション辻堂法律事務所 サービス その他サービス 5%

92,128 神奈川県 藤沢市 文華堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

92,129 神奈川県 藤沢市 ヘアーサロン亜桜 サービス 理容・美容業 5%

92,130 神奈川県 藤沢市 ＨＡＩＲ　ＳＬＥＥＫ　【ヘアースリーク】 サービス 理容・美容業 5%

92,131 神奈川県 藤沢市 【アルール　バイ　フェローズ】 サービス 理容・美容業 5%

92,132 神奈川県 藤沢市 ＨａｉｒｓａｌｏｎＣｏｃｏａ サービス 理容・美容業 5%

92,133 神奈川県 藤沢市 ＨＡＩＲＭＡＫＥＲＯＯＭｓｕｎｎｙｐｌａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

92,134 神奈川県 藤沢市 ベーカリーブラウン 小売業 食料品 5%

92,135 神奈川県 藤沢市 ペコリ　藤沢店 サービス 飲食業 5%

92,136 神奈川県 藤沢市 わんｄａニャー サービス 運輸業 5%

92,137 神奈川県 藤沢市 ベトナム料理オーラック 小売業 その他小売 5%

92,138 神奈川県 藤沢市 Ｖｅｎｉｃｅ　Ｂｅａｃｈ サービス 理容・美容業 5%

92,139 神奈川県 藤沢市 ベルフェーム　湘南台店 サービス 理容・美容業 5%

92,140 神奈川県 藤沢市 ベローチェ藤沢店 サービス 飲食業 5%

92,141 神奈川県 藤沢市 ベローチェ南藤沢店 サービス 飲食業 5%

92,142 神奈川県 藤沢市 Ｂｅｎｔ 小売業 衣料品 5%

92,143 神奈川県 藤沢市 弁理士二間瀬覚 サービス その他サービス 5%

92,144 神奈川県 藤沢市 ほたる動物病院 サービス その他サービス 5%

92,145 神奈川県 藤沢市 ポプラＭＱ藤沢店 小売業 その他小売 2%

92,146 神奈川県 藤沢市 ポプラ藤沢宮原店 小売業 その他小売 2%

92,147 神奈川県 藤沢市 ホームリフレ　ヒロセ サービス その他サービス 5%

92,148 神奈川県 藤沢市 ＰＯＲＴＥ　Ｈ　【ポルトユイ】 サービス 理容・美容業 5%
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92,149 神奈川県 藤沢市 ユニバーサルプロモーション株式会社 サービス その他サービス 5%

92,150 神奈川県 藤沢市 セブン－イレブン本藤沢２丁目店 小売業 食料品 2%

92,151 神奈川県 藤沢市 マーズヴィーナス 小売業 その他小売 5%

92,152 神奈川県 藤沢市 マクドナルド小田急湘南台店 サービス 飲食業 2%

92,153 神奈川県 藤沢市 マクドナルド小田急善行駅前店 サービス 飲食業 2%

92,154 神奈川県 藤沢市 マクドナルド湘南台西口店 サービス 飲食業 2%

92,155 神奈川県 藤沢市 マクドナルド湘南とうきゅう店 サービス 飲食業 2%

92,156 神奈川県 藤沢市 マクドナルド長後店 サービス 飲食業 2%

92,157 神奈川県 藤沢市 マクドナルド辻堂店 サービス 飲食業 2%

92,158 神奈川県 藤沢市 マクドナルド藤沢石川店 サービス 飲食業 2%

92,159 神奈川県 藤沢市 マクドナルド藤沢柄沢店 サービス 飲食業 2%

92,160 神奈川県 藤沢市 マクドナルド藤沢北口店 サービス 飲食業 2%

92,161 神奈川県 藤沢市 マクドナルド藤沢本町店 サービス 飲食業 2%

92,162 神奈川県 藤沢市 マクドナルド藤沢ミスターマックス店 サービス 飲食業 2%

92,163 神奈川県 藤沢市 マクドナルド藤沢南口店 サービス 飲食業 2%

92,164 神奈川県 藤沢市 マクドナルド六会店 サービス 飲食業 2%

92,165 神奈川県 藤沢市 Ｍａｇｎｏｌｉｅｒ 小売業 衣料品 5%

92,166 神奈川県 藤沢市 松川タクシー（２８６） サービス 運輸業 5%

92,167 神奈川県 藤沢市 松崎屋陶器店 小売業 その他小売 5%

92,168 神奈川県 藤沢市 株式会社松本商事 小売業 その他小売 5%

92,169 神奈川県 藤沢市 Ｍａ?ａｎａ サービス 理容・美容業 5%

92,170 神奈川県 藤沢市 ＭＡＮＯＡ 小売業 衣料品 5%

92,171 神奈川県 藤沢市 ＭａｎｏＭａｎａ 美容室ＭａｎｏＭａｎａ サービス 理容・美容業 5%

92,172 神奈川県 藤沢市 マフィンラボ 小売業 食料品 5%

92,173 神奈川県 藤沢市 マルカワ藤沢湘南台店 小売業 衣料品 5%

92,174 神奈川県 藤沢市 マルク駅前店 小売業 その他小売 5%

92,175 神奈川県 藤沢市 ＭＡＭＭＡ　ＭＩＡ サービス 飲食業 5%

92,176 神奈川県 藤沢市 御蓋木 サービス 飲食業 5%

92,177 神奈川県 藤沢市 三毛猫屋ロングスカート店 小売業 衣料品 5%

92,178 神奈川県 藤沢市 ＭＣミスターマックス湘南藤沢店 サービス その他サービス 5%

92,179 神奈川県 藤沢市 ＭＩＣＨＩＫＯ　ＥＹＥ 小売業 その他小売 5%

92,180 神奈川県 藤沢市 ｍｉｃｈｉｋｏ　ｅｙｅ　湘南台店 小売業 貴金属・服飾品 5%

92,181 神奈川県 藤沢市 ｍｉｃｈｉｋｏ　ｅｙｅ　藤沢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

92,182 神奈川県 藤沢市 ミッキーハウス サービス 飲食業 5%

92,183 神奈川県 藤沢市 みなづき動物病院 サービス その他サービス 5%

92,184 神奈川県 藤沢市 南藤沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,185 神奈川県 藤沢市 みやま橋本呉服店 小売業 衣料品 5%

92,186 神奈川県 藤沢市 ミラール　藤沢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

92,187 神奈川県 藤沢市 六会ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,188 神奈川県 藤沢市 六会珈琲　六会珈琲 小売業 食料品 5%

92,189 神奈川県 藤沢市 村岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,190 神奈川県 藤沢市 Ｍｅｉｌｉネイル＆アイラッシュ サービス 理容・美容業 5%
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92,191 神奈川県 藤沢市 メガネストアー湘南台 小売業 その他小売 5%

92,192 神奈川県 藤沢市 メガネストアー湘南台店 小売業 その他小売 5%

92,193 神奈川県 藤沢市 ＭＥＫ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

92,194 神奈川県 藤沢市 メモリアルガーデン藤沢 小売業 その他小売 5%

92,195 神奈川県 藤沢市 麺バル　ＨＡＣＨＩＫＩＮ サービス 飲食業 5%

92,196 神奈川県 藤沢市 ＭＯＫＩＣＨＩ　ＣＲＡＦＴ　ＢＥＥＲ サービス 飲食業 5%

92,197 神奈川県 藤沢市 モトショップＧＡＮＺ 小売業 その他小売 5%

92,198 神奈川県 藤沢市 モトファクトリーエア　シズメ 小売業 その他小売 5%

92,199 神奈川県 藤沢市 ｍｏｍｏｆｌｏｗｅｒ サービス その他サービス 5%

92,200 神奈川県 藤沢市 Ｍｏｌｉｓｓ　辻堂店 サービス その他サービス 5%

92,201 神奈川県 藤沢市 もるげん珈琲 サービス 飲食業 5%

92,202 神奈川県 藤沢市 ＭＯＮＫ サービス 飲食業 5%

92,203 神奈川県 藤沢市 ＹＡＯＦＵＫＵ 小売業 その他小売 5%

92,204 神奈川県 藤沢市 焼天狗藤沢南口本店 サービス 飲食業 5%

92,205 神奈川県 藤沢市 やきとり居酒屋吉鳥　藤沢店 サービス 飲食業 5%

92,206 神奈川県 藤沢市 焼肉駒形屋 サービス 飲食業 5%

92,207 神奈川県 藤沢市 焼肉れすとらんＳＨＯＮＡＮ サービス 飲食業 5%

92,208 神奈川県 藤沢市 薬師寺一彦 サービス その他サービス 5%

92,209 神奈川県 藤沢市 野菜直売所　風緑 小売業 食料品 5%

92,210 神奈川県 藤沢市 やすざみや サービス 飲食業 5%

92,211 神奈川県 藤沢市 株式会社ヤベ自動車工業 サービス その他サービス 5%

92,212 神奈川県 藤沢市 やまか江の島店 小売業 食料品 5%

92,213 神奈川県 藤沢市 やまか本鵠沼店 小売業 食料品 5%

92,214 神奈川県 藤沢市 やまか本町店 小売業 食料品 5%

92,215 神奈川県 藤沢市 やまもと電器ライフタウン店 小売業 電化製品 5%

92,216 神奈川県 藤沢市 ＪＵＷＥＥＬ サービス 理容・美容業 5%

92,217 神奈川県 藤沢市 ＵＳＡ ｇａｒａｇｅ 小売業 その他小売 5%

92,218 神奈川県 藤沢市 有限会社　アライファクトリー 小売業 その他小売 5%

92,219 神奈川県 藤沢市 有限会社湘南台富士見電気 サービス その他サービス 5%

92,220 神奈川県 藤沢市 有限会社鈴野農機 小売業 その他小売 5%

92,221 神奈川県 藤沢市 有限会社タイヤセンターマキ 小売業 その他小売 5%

92,222 神奈川県 藤沢市 有限会社西山畳店　有限会社西山畳店 小売業 その他小売 5%

92,223 神奈川県 藤沢市 （有）ハーヴィストカンパニー 小売業 衣料品 5%

92,224 神奈川県 藤沢市 ［ＨＣ］有限会社ハラデン 小売業 電化製品 5%

92,225 神奈川県 藤沢市 有限会社マーシュ 小売業 その他小売 5%

92,226 神奈川県 藤沢市 有限会社リサイクルガーデン　藤沢用田店 小売業 その他小売 5%

92,227 神奈川県 藤沢市 夕焼け小焼け サービス 飲食業 5%

92,228 神奈川県 藤沢市 ユザワヤ　湘南辻堂店 小売業 その他小売 5%

92,229 神奈川県 藤沢市 ユザワヤＯＤＡＫＹＵ湘南ＧＡＴＥ店 小売業 その他小売 5%

92,230 神奈川県 藤沢市 ユニバーサルソフト有限会社 小売業 衣料品 5%

92,231 神奈川県 藤沢市 洋服のタカハシ　亀井野店 小売業 衣料品 5%

92,232 神奈川県 藤沢市 ４１８ｈｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%
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92,233 神奈川県 藤沢市 らかんスタジオ藤沢トレアージュ白旗店 サービス その他サービス 5%

92,234 神奈川県 藤沢市 楽助 サービス 飲食業 5%

92,235 神奈川県 藤沢市 ＲＡＧ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

92,236 神奈川県 藤沢市 ラグーン湘南 小売業 その他小売 5%

92,237 神奈川県 藤沢市 Ｌａ　ｓｈｉｃ サービス 理容・美容業 5%

92,238 神奈川県 藤沢市 Ｌｕｃｋ サービス 理容・美容業 5%

92,239 神奈川県 藤沢市 ラ・ドゥスール 小売業 その他小売 5%

92,240 神奈川県 藤沢市 ラファイエット 小売業 衣料品 5%

92,241 神奈川県 藤沢市 Ｌａｆａｙｅｔｔｅ Ｌａｆａｙｅｔｔｅ ＦＵＪＩＳＡＷＡ 小売業 衣料品 5%

92,242 神奈川県 藤沢市 ラ プラージュ マイアミ ラ プラージュ マイアミ 小売業 食料品 5%

92,243 神奈川県 藤沢市 ラ・プラージュ・マイアミ 小売業 食料品 5%

92,244 神奈川県 藤沢市 ＬＡＢＯ?０１ サービス 理容・美容業 5%

92,245 神奈川県 藤沢市 ＬＡＲＡ サービス 理容・美容業 5%

92,246 神奈川県 藤沢市 ＬＡＮＤ サービス 理容・美容業 5%

92,247 神奈川県 藤沢市 リアット！湘南台ウエストプラザ一番地店 サービス その他サービス 5%

92,248 神奈川県 藤沢市 Ｒｅ＋Ｂｅａｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

92,249 神奈川県 藤沢市 Ｒｉｔｍｏ サービス 理容・美容業 5%

92,250 神奈川県 藤沢市 Ｌｉｔｔｌｅ　ＪＪ 小売業 衣料品 5%

92,251 神奈川県 藤沢市 ＲＩＮＯＳＨＯＲＥＳ サービス 理容・美容業 5%

92,252 神奈川県 藤沢市 リバースイトーヨーカドー藤沢店 小売業 その他小売 5%

92,253 神奈川県 藤沢市 Ｌｉｈｉｌｉｍａ サービス 理容・美容業 5%

92,254 神奈川県 藤沢市 リビングプラザ サービス その他サービス 5%

92,255 神奈川県 藤沢市 リフット　Ｌｕｚ湘南辻堂店 サービス その他サービス 5%

92,256 神奈川県 藤沢市 リボルト湘南 サービス その他サービス 5%

92,257 神奈川県 藤沢市 りょうま動物病院 サービス その他サービス 5%

92,258 神奈川県 藤沢市 相州第一ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,259 神奈川県 藤沢市 ｏｏｋａｗａ サービス その他サービス 5%

92,260 神奈川県 藤沢市 Ｒｉｌｌｓ　Ｗａｘｉｎｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｒｉｌｌｓ　Ｗａｘｉｎｇ　Ｓａｌｏｎ　ブラジリアンワックス　シ サービス その他サービス 5%

92,261 神奈川県 藤沢市 ルーツショップ 小売業 その他小売 5%

92,262 神奈川県 藤沢市 ルーフ湘南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,263 神奈川県 藤沢市 Ｌｕｇｎ サービス 理容・美容業 5%

92,264 神奈川県 藤沢市 ルフラン　ビジュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

92,265 神奈川県 藤沢市 レイテノール 小売業 その他小売 5%

92,266 神奈川県 藤沢市 Ｌｅｆｔ　Ｃｏａｓｔ サービス 飲食業 5%

92,267 神奈川県 藤沢市 ＲＯＳＥＰＲＩＮＣＥＳＳ 小売業 その他小売 5%

92,268 神奈川県 藤沢市 ＬｏｃｏｈａｎａＧｅｎｅｒａｌＳｔｏｒｅ 小売業 その他小売 5%

92,269 神奈川県 藤沢市 炉ばた・鮮魚　かげん サービス 飲食業 5%

92,270 神奈川県 藤沢市 ローレルクリーニング　コープ石川 サービス その他サービス 5%

92,271 神奈川県 藤沢市 ローレルクリーニング　コープ湘南台 サービス その他サービス 5%

92,272 神奈川県 藤沢市 ワイエスソリューションズ サービス その他サービス 5%

92,273 神奈川県 藤沢市 Ｙ’ｓ＆Ｖａｎｉｌｌａ 小売業 衣料品 5%

92,274 神奈川県 藤沢市 Ｙ ｓ Ｖａｎｉｌｌａ 小売業 衣料品 5%
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92,275 神奈川県 藤沢市 Ｙ’ｓ　湘南 サービス その他サービス 5%

92,276 神奈川県 藤沢市 Ｙ　ｓ湘南　人と犬の快体院　Ｙ　ｓ湘南人と犬の快体院 サービス その他サービス 5%

92,277 神奈川県 藤沢市 和伊まる サービス 飲食業 5%

92,278 神奈川県 藤沢市 若竹　藤沢駅前店 サービス 飲食業 5%

92,279 神奈川県 藤沢市 若竹藤沢駅前店 サービス 飲食業 5%

92,280 神奈川県 藤沢市 和食居酒屋　大海 サービス 飲食業 5%

92,281 神奈川県 藤沢市 和食　寒山 サービス 飲食業 5%

92,282 神奈川県 藤沢市 和食処八田　西口分家店 サービス 飲食業 5%

92,283 神奈川県 藤沢市 和食処八田　湘南台東口本家店 サービス 飲食業 5%

92,284 神奈川県 藤沢市 和田タクシー（１５６） サービス 運輸業 5%

92,285 神奈川県 松田町 犬猫自然療法動物病院 サービス その他サービス 5%

92,286 神奈川県 松田町 斎藤茶舗 小売業 食料品 5%

92,287 神奈川県 松田町 島村酒店 小売業 その他小売 5%

92,288 神奈川県 松田町 杉村電機商会 小売業 電化製品 5%

92,289 神奈川県 松田町 杉山酒店 小売業 食料品 5%

92,290 神奈川県 松田町 セブン－イレブン松田惣領店 小売業 食料品 2%

92,291 神奈川県 松田町 メガネのオオサワ 小売業 衣料品 5%

92,292 神奈川県 松田町 寄七つ星ドッグラン＆カフェ サービス 理容・美容業 5%

92,293 神奈川県 松田町 レディースキリヤマ 小売業 衣料品 5%

92,294 神奈川県 松田町 Ｗｉｎｅ＆Ｆｏｏｄｓヨコヤマ 小売業 食料品 5%

92,295 神奈川県 松田町 和田電機松田本店 小売業 電化製品 5%

92,296 神奈川県 真鶴町 青貫水産 小売業 食料品 5%

92,297 神奈川県 真鶴町 御菓子司 やない 御菓子司やない 小売業 食料品 5%

92,298 神奈川県 真鶴町 小田原百貨店　真鶴店 小売業 食料品 5%

92,299 神奈川県 真鶴町 ｓｃｒｕｍｐｃｉｏｕｓｓｏｊｉｂｏｋｅｎ 小売業 衣料品 5%

92,300 神奈川県 真鶴町 ｓｏｊｉ　ｂｏｋｅｎ 小売業 衣料品 5%

92,301 神奈川県 真鶴町 ニュー真鶴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,302 神奈川県 真鶴町 ｈｏｎｏｈｏｎｏ サービス 飲食業 5%

92,303 神奈川県 真鶴町 セブン－イレブン真鶴駅西店 小売業 食料品 2%

92,304 神奈川県 真鶴町 セブン－イレブン真鶴中央店 小売業 食料品 2%

92,305 神奈川県 真鶴町 有限会社ロッキーマリン サービス その他サービス 5%

92,306 神奈川県 真鶴町 ワイン・ラバーズ・ファクトリー サービス その他サービス 5%

92,307 神奈川県 三浦市 穐山タクシー　５２３ サービス 運輸業 5%

92,308 神奈川県 三浦市 ｅ－工房三浦店 小売業 その他小売 5%

92,309 神奈川県 三浦市 伊豆島　三浦海岸店 サービス 飲食業 5%

92,310 神奈川県 三浦市 出光セルフ三浦海岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,311 神奈川県 三浦市 井上タクシー　６０１ サービス 運輸業 5%

92,312 神奈川県 三浦市 魚音　うらり店 小売業 食料品 5%

92,313 神奈川県 三浦市 魚音　まぐろ食堂　七兵衛丸 サービス 飲食業 5%

92,314 神奈川県 三浦市 うみかぜサイクル サービス その他サービス 5%

92,315 神奈川県 三浦市 うらり管理事務所 サービス その他サービス 5%

92,316 神奈川県 三浦市 うらりマルシェやさい館 小売業 食料品 5%
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92,317 神奈川県 三浦市 オーキッドバレーミウラ 小売業 その他小売 5%

92,318 神奈川県 三浦市 海舟　海舟 サービス 飲食業 5%

92,319 神奈川県 三浦市 神奈川ハウスクリーニングセンター サービス その他サービス 5%

92,320 神奈川県 三浦市 カフェレストランＨＡＴＯＹＡ サービス 飲食業 5%

92,321 神奈川県 三浦市 カフェレストランＨＡＴＯＹＡ サービス 飲食業 5%

92,322 神奈川県 三浦市 株式会社　ケーエヌガレージ サービス その他サービス 5%

92,323 神奈川県 三浦市 ＪＭ／株式会社杉山洋品店 小売業 衣料品 5%

92,324 神奈川県 三浦市 元祖まぐろ漬　羽床総本店　栄町店 小売業 食料品 5%

92,325 神奈川県 三浦市 元祖まぐろ漬　羽床総本店　本店 小売業 食料品 5%

92,326 神奈川県 三浦市 元祖まぐろ漬　羽床総本店　三崎港店 小売業 食料品 5%

92,327 神奈川県 三浦市 ＧＲＡＣＥ２ サービス 理容・美容業 5%

92,328 神奈川県 三浦市 剣崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,329 神奈川県 三浦市 港楽亭 サービス 飲食業 5%

92,330 神奈川県 三浦市 ５５６６　田中タクシー サービス 運輸業 5%

92,331 神奈川県 三浦市 三電商事三浦海岸店 小売業 電化製品 5%

92,332 神奈川県 三浦市 椎名タクシー　５４９ サービス 運輸業 5%

92,333 神奈川県 三浦市 地魚料理潮風 サービス 飲食業 5%

92,334 神奈川県 三浦市 新港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,335 神奈川県 三浦市 スタシオン三浦海岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,336 神奈川県 三浦市 高木タクシー　６６２ サービス 運輸業 5%

92,337 神奈川県 三浦市 髙橋タクシー　６５７ サービス 運輸業 5%

92,338 神奈川県 三浦市 仲崎油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,339 神奈川県 三浦市 西川チェーン スリープハウスおおたに 小売業 その他小売 5%

92,340 神奈川県 三浦市 毘沙門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,341 神奈川県 三浦市 藤源商店 小売業 その他小売 5%

92,342 神奈川県 三浦市 フレッシュショップ　トミ 小売業 その他小売 5%

92,343 神奈川県 三浦市 マクドナルド三浦海岸店 サービス 飲食業 2%

92,344 神奈川県 三浦市 マホロバマインズ三浦 サービス 宿泊業 5%

92,345 神奈川県 三浦市 マリーノ　三浦店 サービス 理容・美容業 5%

92,346 神奈川県 三浦市 丸山タクシー　５０５ サービス 運輸業 5%

92,347 神奈川県 三浦市 セブン－イレブン三浦赤羽根店 小売業 食料品 2%

92,348 神奈川県 三浦市 セブン－イレブン三浦海岸店 小売業 食料品 2%

92,349 神奈川県 三浦市 セブン－イレブン三浦上宮田店 小売業 食料品 2%

92,350 神奈川県 三浦市 セブン－イレブン三浦小網代店 小売業 食料品 2%

92,351 神奈川県 三浦市 三浦電気商会 小売業 電化製品 5%

92,352 神奈川県 三浦市 セブン－イレブン三浦初声店 小売業 食料品 2%

92,353 神奈川県 三浦市 セブン－イレブン三浦三崎町店 小売業 食料品 2%

92,354 神奈川県 三浦市 三崎　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,355 神奈川県 三浦市 三崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,356 神奈川県 三浦市 三崎館本店 サービス 宿泊業 5%

92,357 神奈川県 三浦市 みさきクローバー動物病院 サービス その他サービス 5%

92,358 神奈川県 三浦市 宮川タクシー　６２４ サービス 運輸業 5%
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92,359 神奈川県 三浦市 民宿でぐち荘 サービス 宿泊業 5%

92,360 神奈川県 三浦市 有限会社八ッ星モータース 小売業 その他小売 5%

92,361 神奈川県 三浦市 ＹｏｕＤｅｎヨシダ 小売業 電化製品 5%

92,362 神奈川県 三浦市 わたつみ サービス 飲食業 5%

92,363 神奈川県 三浦市 渡辺建築店 サービス その他サービス 5%

92,364 神奈川県 南足柄市 Ｒ　Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　大雄山店 サービス 理容・美容業 5%

92,365 神奈川県 南足柄市 足柄中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,366 神奈川県 南足柄市 居酒屋雄美 サービス 飲食業 5%

92,367 神奈川県 南足柄市 うちの仔 サービス その他サービス 5%

92,368 神奈川県 南足柄市 オギノ大雄山店 小売業 衣料品 5%

92,369 神奈川県 南足柄市 小田原百貨店　大雄山店 小売業 食料品 5%

92,370 神奈川県 南足柄市 小田原百貨店　南足柄店 小売業 食料品 5%

92,371 神奈川県 南足柄市 釜めしと鉄板酒家　三好屋 サービス 飲食業 5%

92,372 神奈川県 南足柄市 クラフトマンシップ サービス その他サービス 5%

92,373 神奈川県 南足柄市 スワベ洋菓子店 小売業 食料品 5%

92,374 神奈川県 南足柄市 セルフ南足柄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,375 神奈川県 南足柄市 大雄山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,376 神奈川県 南足柄市 床屋　やました サービス 理容・美容業 5%

92,377 神奈川県 南足柄市 ＨＯＵＳＥラボ不動産 小売業 電化製品 5%

92,378 神奈川県 南足柄市 花のハナモリ 配達サービス サービス その他サービス 5%

92,379 神奈川県 南足柄市 ヘアサロン　わたべ サービス 理容・美容業 5%

92,380 神奈川県 南足柄市 本多ふとん店 小売業 衣料品 5%

92,381 神奈川県 南足柄市 南足柄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,382 神奈川県 南足柄市 セブン－イレブン南足柄岩原店 小売業 食料品 2%

92,383 神奈川県 南足柄市 南足柄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,384 神奈川県 南足柄市 セブン－イレブン南足柄大口橋店 小売業 食料品 2%

92,385 神奈川県 南足柄市 セブン－イレブン南足柄関本店 小売業 食料品 2%

92,386 神奈川県 南足柄市 セブン－イレブン南足柄千津島店 小売業 食料品 2%

92,387 神奈川県 南足柄市 セブン－イレブン南足柄大雄山駅前店 小売業 食料品 2%

92,388 神奈川県 南足柄市 セブン－イレブン南足柄竹松店 小売業 食料品 2%

92,389 神奈川県 南足柄市 ヤオマサ南足柄店 小売業 食料品 5%

92,390 神奈川県 南足柄市 有限会社江戸半 小売業 衣料品 5%

92,391 神奈川県 南足柄市 有限会社　かどや　かのかどや 小売業 食料品 5%

92,392 神奈川県 南足柄市 有限会社 山本精肉店 小売業 食料品 5%

92,393 神奈川県 南足柄市 有 大友屋せきた 岩原店 小売業 衣料品 5%

92,394 神奈川県 南足柄市 よしの よしの 小売業 食料品 5%

92,395 神奈川県 南足柄市 ローレルクリーニング　ＭＶイワハラ店 サービス その他サービス 5%

92,396 神奈川県 南足柄市 ローレルクリーニングＭＶ南足柄岩原店 サービス その他サービス 5%

92,397 神奈川県 山北町 居酒屋弥太一 サービス 飲食業 5%

92,398 神奈川県 山北町 小田原百貨店　山北店 小売業 食料品 5%

92,399 神奈川県 山北町 カットインドーム髪ｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

92,400 神奈川県 山北町 カットサロンツルミ サービス 理容・美容業 5%
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92,401 神奈川県 山北町 清水橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,402 神奈川県 山北町 信玄館 サービス 宿泊業 5%

92,403 神奈川県 山北町 瀬戸スッポン養殖場　瀬戸スッポン養殖場 サービス その他サービス 5%

92,404 神奈川県 山北町 まつざわ 小売業 その他小売 5%

92,405 神奈川県 山北町 メガネのオオサワ 小売業 貴金属・服飾品 5%

92,406 神奈川県 山北町 ヤオリン　ヤオリン１ 小売業 その他小売 5%

92,407 神奈川県 山北町 山北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,408 神奈川県 山北町 やまきたさくらカフェ サービス 飲食業 5%

92,409 神奈川県 山北町 ＹＡＭＡＫＩＴＡバル サービス 飲食業 5%

92,410 神奈川県 山北町 緑茶カフェ　茶ぁぼう サービス 飲食業 5%

92,411 神奈川県 大和市 株式会社アーバングリーンズ 小売業 電化製品 5%

92,412 神奈川県 大和市 有限会社　ＲＳＴ サービス その他サービス 5%

92,413 神奈川県 大和市 アイイロデニムワークス 小売業 衣料品 5%

92,414 神奈川県 大和市 アイコム サービス その他サービス 5%

92,415 神奈川県 大和市 アイビーペットクリニック サービス その他サービス 5%

92,416 神奈川県 大和市 ＡＵＧＵＳＴＡ サービス 理容・美容業 5%

92,417 神奈川県 大和市 青とうがらし　大和店 サービス 飲食業 5%

92,418 神奈川県 大和市 青山自動車 サービス その他サービス 5%

92,419 神奈川県 大和市 赤帽中野屋運送店 サービス 運輸業 5%

92,420 神奈川県 大和市 赤丸本店 サービス 飲食業 5%

92,421 神奈川県 大和市 アキヨシアニマルクリニック サービス その他サービス 5%

92,422 神奈川県 大和市 ＡｑｕａＬｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

92,423 神奈川県 大和市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｍｏｓｓ中央林間 サービス 理容・美容業 5%

92,424 神奈川県 大和市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ上和田南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,425 神奈川県 大和市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅつきみ野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,426 神奈川県 大和市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,427 神奈川県 大和市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大和西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,428 神奈川県 大和市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大和南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,429 神奈川県 大和市 厚木ヤクルト販売　大和中央センター 小売業 食料品 5%

92,430 神奈川県 大和市 厚木ヤクルト販売　福田センター 小売業 食料品 5%

92,431 神奈川県 大和市 厚木ヤクルト販売　林間センター 小売業 食料品 5%

92,432 神奈川県 大和市 アドワンサウンド サービス その他サービス 5%

92,433 神奈川県 大和市 ＡｐｒｉｃｏｔＲｏｏｍ 小売業 衣料品 5%

92,434 神奈川県 大和市 あぶり屋　きんとき サービス 飲食業 5%

92,435 神奈川県 大和市 阿門宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%

92,436 神奈川県 大和市 ＲＢ－ＮＥＴ 小売業 衣料品 5%

92,437 神奈川県 大和市 アロマキャリー 小売業 家具・調度品 5%

92,438 神奈川県 大和市 Ａｎｔｈｕｒｉｕｍ サービス 理容・美容業 5%

92,439 神奈川県 大和市 Ｅ Ｍａｓａｌａ イーマサラ サービス 飲食業 5%

92,440 神奈川県 大和市 いえうじ総合治療院 サービス 理容・美容業 5%

92,441 神奈川県 大和市 イオンモール大和 サービス その他サービス 5%

92,442 神奈川県 大和市 いざか家　たいよう サービス 飲食業 5%
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92,443 神奈川県 大和市 居酒屋　水無月 サービス 飲食業 5%

92,444 神奈川県 大和市 居酒屋いっせい サービス 飲食業 5%

92,445 神奈川県 大和市 一汁旬菜　はち サービス 飲食業 5%

92,446 神奈川県 大和市 一炭　南林間店 サービス 飲食業 5%

92,447 神奈川県 大和市 泉水 サービス その他サービス 5%

92,448 神奈川県 大和市 今村仏具店 小売業 家具・調度品 5%

92,449 神奈川県 大和市 ｉｎｇ　ＢＥＡＵＴＹ　ＨＡＩＲＳ サービス 理容・美容業 5%

92,450 神奈川県 大和市 ＶＩＤＡ サービス 理容・美容業 5%

92,451 神奈川県 大和市 ＶＩＤＡ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

92,452 神奈川県 大和市 エイド　大和営業所 小売業 その他小売 5%

92,453 神奈川県 大和市 Ｅｔｈｉｃａｌ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

92,454 神奈川県 大和市 ＥｔｅｒｎａｌＢｏｎｄｓ 小売業 その他小売 5%

92,455 神奈川県 大和市 エヌ・ビレッジ　プロス店 小売業 貴金属・服飾品 5%

92,456 神奈川県 大和市 オアシス動物病院 サービス その他サービス 5%

92,457 神奈川県 大和市 大谷タクシー サービス 運輸業 5%

92,458 神奈川県 大和市 御菓子司　松埜 小売業 食料品 5%

92,459 神奈川県 大和市 お菓子商店　鶴間駅前店 小売業 食料品 5%

92,460 神奈川県 大和市 ＯｓｔｅｒｉａｅＢａｒＥＬＢＡ サービス 飲食業 5%

92,461 神奈川県 大和市 オダギリ薬局　本店 小売業 その他小売 5%

92,462 神奈川県 大和市 オダギリ薬局　ライラック店 小売業 その他小売 5%

92,463 神奈川県 大和市 オプレ美容室 サービス 理容・美容業 5%

92,464 神奈川県 大和市 オムスクラブ サービス 飲食業 5%

92,465 神奈川県 大和市 ＧａｒｄｅｎＢａｕｍ サービス その他サービス 5%

92,466 神奈川県 大和市 ガイソー大和店マルセイテック サービス その他サービス 5%

92,467 神奈川県 大和市 ＫＡＶＡＩＮ サービス その他サービス 5%

92,468 神奈川県 大和市 学生服のＴ＆Ｙ　シナダ鶴間店 小売業 衣料品 5%

92,469 神奈川県 大和市 かごの屋　大和店 サービス 飲食業 5%

92,470 神奈川県 大和市 かごの屋りんかんモール店 サービス 飲食業 5%

92,471 神奈川県 大和市 和よし サービス 飲食業 5%

92,472 神奈川県 大和市 がってん寿司中央林間店 サービス 飲食業 5%

92,473 神奈川県 大和市 がってん寿司中央林間店 サービス 飲食業 5%

92,474 神奈川県 大和市 Ｃｕｔ　ＳＱＵＡＲＥ　３０ｔｈ サービス 理容・美容業 5%

92,475 神奈川県 大和市 カーテンミュージアム サービス その他サービス 5%

92,476 神奈川県 大和市 Ｃａｆｅ　Ａｐｒｉｃｏｔ サービス 飲食業 5%

92,477 神奈川県 大和市 カフェ ピースな時間 サービス 飲食業 5%

92,478 神奈川県 大和市 カフェダイニング　アフェット サービス 飲食業 5%

92,479 神奈川県 大和市 株式会社ＥＫＴ サービス その他サービス 5%

92,480 神奈川県 大和市 株式会社コマチ家具 小売業 家具・調度品 5%

92,481 神奈川県 大和市 株式会社サイトウカメラ 小売業 その他小売 5%

92,482 神奈川県 大和市 株式会社ＴＭＲ サービス その他サービス 5%

92,483 神奈川県 大和市 株式会社ディーメモリー サービス その他サービス 5%

92,484 神奈川県 大和市 株式会社刃物屋トギノン　株式会社刃物屋トギノン　相模原営業所 小売業 その他小売 5%

2204



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

92,485 神奈川県 大和市 株式会社ビュード サービス その他サービス 5%

92,486 神奈川県 大和市 株式会社マガキ大和営業所 小売業 その他小売 5%

92,487 神奈川県 大和市 カラダファクトリー　大和プロス店 サービス その他サービス 5%

92,488 神奈川県 大和市 吉日食堂　徳　吉日食堂　徳 サービス 飲食業 5%

92,489 神奈川県 大和市 有限会社オガワコーポレーション サービス その他サービス 5%

92,490 神奈川県 大和市 ギャラリー田辺 小売業 その他小売 5%

92,491 神奈川県 大和市 業務スーパーやまか大和中央店 小売業 食料品 2%

92,492 神奈川県 大和市 クイック大和本店 小売業 その他小売 5%

92,493 神奈川県 大和市 Ｇｌｅａｍ Ｇｌｅａｍ サービス その他サービス 5%

92,494 神奈川県 大和市 ＣｌｅａｎＷｏｒｋｓノリオン サービス その他サービス 5%

92,495 神奈川県 大和市 ＣｌｅａｎＷｏｒｋｓノリオン サービス その他サービス 5%

92,496 神奈川県 大和市 サトウコンサルタント サービス その他サービス 5%

92,497 神奈川県 大和市 グローバルホーム サービス その他サービス 5%

92,498 神奈川県 大和市 Ｋ’Ｓ美容室 サービス 理容・美容業 5%

92,499 神奈川県 大和市 ＫＹリカー　高座渋谷店 小売業 食料品 5%

92,500 神奈川県 大和市 ＣｏＣｏ壱番屋小田急鶴間駅前店 サービス 飲食業 2%

92,501 神奈川県 大和市 小林自動車 サービス その他サービス 5%

92,502 神奈川県 大和市 独楽寿司　大和本店 サービス 飲食業 5%

92,503 神奈川県 大和市 ｃｏｏｙａ　ｎｅｗ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

92,504 神奈川県 大和市 サイクルショップ山口 小売業 その他小売 5%

92,505 神奈川県 大和市 サイトウカメラデジタルプリント館 サイトウカメラ中央通り店 デジタルプリント館 小売業 その他小売 5%

92,506 神奈川県 大和市 サイトウカメラ新橋通り本店 小売業 その他小売 5%

92,507 神奈川県 大和市 サイトウカメラ中央通り店 小売業 その他小売 5%

92,508 神奈川県 大和市 桜ヶ丘中央病院売店 小売業 その他小売 5%

92,509 神奈川県 大和市 ＪＭ／笹倉鉄平版画ミュージアム 小売業 家具・調度品 5%

92,510 神奈川県 大和市 雑貨屋　フラン 小売業 家具・調度品 5%

92,511 神奈川県 大和市 薩摩自動車工業 サービス その他サービス 5%

92,512 神奈川県 大和市 サニーデイサイクル 小売業 その他小売 5%

92,513 神奈川県 大和市 さぼてんｃａｆｅ　さぼてんｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

92,514 神奈川県 大和市 サロンドフルベール大和 サービス 理容・美容業 5%

92,515 神奈川県 大和市 シーウェーブスタイルクラブ サービス 理容・美容業 5%

92,516 神奈川県 大和市 四季庵　大和店 サービス 飲食業 5%

92,517 神奈川県 大和市 四季庵大和店 サービス 飲食業 5%

92,518 神奈川県 大和市 自然食品の店ヘルスロード サービス 飲食業 5%

92,519 神奈川県 大和市 Ｊｏｕｒｎｅｙ サービス 理容・美容業 5%

92,520 神奈川県 大和市 写真箱高座渋谷店 サービス その他サービス 5%

92,521 神奈川県 大和市 ジュエリー輝 小売業 貴金属・服飾品 5%

92,522 神奈川県 大和市 酒肴ダイニング喰 サービス 飲食業 5%

92,523 神奈川県 大和市 Ｊｏｉａｓ サービス 理容・美容業 5%

92,524 神奈川県 大和市 Ｊｏｉａｓ　ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ サービス 理容・美容業 5%

92,525 神奈川県 大和市 湘南巻き爪矯正院　大和院 サービス その他サービス 5%

92,526 神奈川県 大和市 ショットバーレイドバック サービス 飲食業 5%
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92,527 神奈川県 大和市 ショッピングテンダイ 小売業 その他小売 5%

92,528 神奈川県 大和市 シンセツ電気 小売業 電化製品 5%

92,529 神奈川県 大和市 ＄ｕｅｋｋｏ サービス 飲食業 5%

92,530 神奈川県 大和市 Ｓｋ８ｔｕｂｅ 小売業 その他小売 5%

92,531 神奈川県 大和市 「整体＆スクール」　整体健康革命 サービス その他サービス 5%

92,532 神奈川県 大和市 整体　肩腰堂 サービス その他サービス 5%

92,533 神奈川県 大和市 セオサイクル　南林間店 小売業 その他小売 5%

92,534 神奈川県 大和市 セオサイクル　南林間店 小売業 その他小売 5%

92,535 神奈川県 大和市 セントルカオプティカル 小売業 その他小売 5%

92,536 神奈川県 大和市 太平焼肉 サービス 飲食業 5%

92,537 神奈川県 大和市 タイヤフェスタ大和店 サービス その他サービス 5%

92,538 神奈川県 大和市 Ｄｉａｍｏｎｄ サービス 理容・美容業 5%

92,539 神奈川県 大和市 太陽堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

92,540 神奈川県 大和市 台湾料理張輝 サービス 飲食業 5%

92,541 神奈川県 大和市 タカハシ　福田店 小売業 衣料品 5%

92,542 神奈川県 大和市 高柳デザイン事務所 小売業 衣料品 5%

92,543 神奈川県 大和市 田所サイクル 小売業 その他小売 5%

92,544 神奈川県 大和市 タバコショップオダギリ 小売業 その他小売 5%

92,545 神奈川県 大和市 茅ヶ崎海ぶね大和店 サービス 飲食業 5%

92,546 神奈川県 大和市 中央林間カイロプラクティック　オフィス　中央林間カイロプラクティック　オフィス サービス その他サービス 5%

92,547 神奈川県 大和市 調律治療院 サービス 理容・美容業 5%

92,548 神奈川県 大和市 つきじ　植むら　大和店 サービス 飲食業 5%

92,549 神奈川県 大和市 つきじ植むら　通大和店 サービス 飲食業 5%

92,550 神奈川県 大和市 つきみ野松崎動物病院 サービス その他サービス 5%

92,551 神奈川県 大和市 Ｄｅａｒ＊Ｆｌｏｗｅｒ＊ 小売業 その他小売 5%

92,552 神奈川県 大和市 鉄板餃子食堂こんがりきつね　鉄板餃子食堂こんがりきつね サービス 飲食業 5%

92,553 神奈川県 大和市 天麩羅天志 サービス 飲食業 5%

92,554 神奈川県 大和市 ｄｅｕｘ サービス 飲食業 5%

92,555 神奈川県 大和市 特撰呉服　こにし 小売業 衣料品 5%

92,556 神奈川県 大和市 Ｔ．ｏｔｏｍｏ′ｓＫｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

92,557 神奈川県 大和市 ｔｒａｔｔｒｉａ　ｐｉｕ サービス 飲食業 5%

92,558 神奈川県 大和市 ナンバーワンクラブ高座渋谷店 サービス 理容・美容業 5%

92,559 神奈川県 大和市 肉食系ワイン酒場ゴルゴン９大和店 サービス 飲食業 5%

92,560 神奈川県 大和市 日個連　池田タクシー サービス 運輸業 5%

92,561 神奈川県 大和市 日個連　及川タクシー サービス 運輸業 5%

92,562 神奈川県 大和市 日個連　戸村タクシー サービス 運輸業 5%

92,563 神奈川県 大和市 日個連　永野タクシー サービス 運輸業 5%

92,564 神奈川県 大和市 日個連　福田タクシー サービス 運輸業 5%

92,565 神奈川県 大和市 日本橋屋長兵衛　大和駅ビルプロス 小売業 食料品 5%

92,566 神奈川県 大和市 日本リファインウェーブ株式会社 小売業 電化製品 5%

92,567 神奈川県 大和市 ネイルサロンＳｏｕｒｉｒｅ　ネイルサロンＳｏｕｒｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

92,568 神奈川県 大和市 ネイルサロンＳｏｕｒｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%
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92,569 神奈川県 大和市 ｎｏｉｆａｍ サービス 理容・美容業 5%

92,570 神奈川県 大和市 バイシクルショップ　アクシス 小売業 その他小売 5%

92,571 神奈川県 大和市 マイオフィス サービス その他サービス 5%

92,572 神奈川県 大和市 花の風季 小売業 その他小売 5%

92,573 神奈川県 大和市 ＢＡＮＹＡＮＳ 小売業 衣料品 5%

92,574 神奈川県 大和市 薔薇クリーニング桜ヶ丘本店 サービス その他サービス 5%

92,575 神奈川県 大和市 薔薇クリーニング桜ヶ丘本店　ごまちゃんクリーニング サービス その他サービス 5%

92,576 神奈川県 大和市 薔薇クリーニング桜ヶ丘本店 薔薇クリーニング大和店 サービス その他サービス 5%

92,577 神奈川県 大和市 薔薇クリーニング桜ヶ丘本店 薔薇クリーニング高座渋谷店 サービス その他サービス 5%

92,578 神奈川県 大和市 原ミシン商会 小売業 電化製品 5%

92,579 神奈川県 大和市 ＢａｒｒｉＱｕｅ　ｓｔａｒ サービス 飲食業 5%

92,580 神奈川県 大和市 Ｂａｒ　Ｐａｌｏｍａ サービス 飲食業 5%

92,581 神奈川県 大和市 ハレショー 小売業 家具・調度品 5%

92,582 神奈川県 大和市 バロン設備 サービス その他サービス 5%

92,583 神奈川県 大和市 バンガローハウス大和駅前店 サービス その他サービス 5%

92,584 神奈川県 大和市 ｐａｉｎｔｅｔｅ サービス その他サービス 5%

92,585 神奈川県 大和市 ピースドルフィン サービス その他サービス 5%

92,586 神奈川県 大和市 Ｂｉｇ－Ｕｐ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎイオンモール大和 小売業 貴金属・服飾品 5%

92,587 神奈川県 大和市 ビッグヨーサン 高座渋谷店 小売業 食料品 5%

92,588 神奈川県 大和市 ビッグヨーサン　高座渋谷店 小売業 食料品 5%

92,589 神奈川県 大和市 ひなたぼっこ サービス その他サービス 5%

92,590 神奈川県 大和市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＣＨｌＣＯ サービス 理容・美容業 5%

92,591 神奈川県 大和市 ビューティーライフ上和田店 サービス 理容・美容業 5%

92,592 神奈川県 大和市 ビューティーライフ高座渋谷店 サービス 理容・美容業 5%

92,593 神奈川県 大和市 美容室ｃａｒＬｏｖｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

92,594 神奈川県 大和市 美容室 クリエル サービス 理容・美容業 5%

92,595 神奈川県 大和市 美容室ビ－プラス大和鶴間店 サービス 理容・美容業 5%

92,596 神奈川県 大和市 美容室ひまわり サービス 理容・美容業 5%

92,597 神奈川県 大和市 Ｐｉｌｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

92,598 神奈川県 大和市 藤田えみ 小売業 衣料品 5%

92,599 神奈川県 大和市 藤巻オート商会 サービス その他サービス 5%

92,600 神奈川県 大和市 二見電機商会 小売業 電化製品 5%

92,601 神奈川県 大和市 文子屋 小売業 その他小売 5%

92,602 神奈川県 大和市 ｐｕｙｏｐｕｙｏ本舗 小売業 衣料品 5%

92,603 神奈川県 大和市 株式会社ブラウニースタジオ サービス その他サービス 5%

92,604 神奈川県 大和市 フラッシュボディー サービス その他サービス 5%

92,605 神奈川県 大和市 ＰＲＩＮＴＥＭＰＳ大和店 サービス 理容・美容業 5%

92,606 神奈川県 大和市 フリースタイル 小売業 その他小売 5%

92,607 神奈川県 大和市 Ｆｌｅｕｒ サービス その他サービス 5%

92,608 神奈川県 大和市 ヘア?サロン　かに床 サービス 理容・美容業 5%

92,609 神奈川県 大和市 Ｈａｉｒ Ｎａｃｅｒ 美容室ＮＡＣＥＲ サービス 理容・美容業 5%

92,610 神奈川県 大和市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ａｉｒｙ サービス 理容・美容業 5%
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92,611 神奈川県 大和市 ヘアーサロンナンバーワン・クラブ サービス 理容・美容業 5%

92,612 神奈川県 大和市 ヘアースタジオシュプール サービス 理容・美容業 5%

92,613 神奈川県 大和市 ヘアメイク　アプリコット サービス 理容・美容業 5%

92,614 神奈川県 大和市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　健 サービス 理容・美容業 5%

92,615 神奈川県 大和市 ヘアーメイクサラ　相模大塚店 サービス 理容・美容業 5%

92,616 神奈川県 大和市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅサラ桜ヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

92,617 神奈川県 大和市 北京飯店 サービス 飲食業 5%

92,618 神奈川県 大和市 ペットのお風呂やさんロビン大和店 サービス その他サービス 5%

92,619 神奈川県 大和市 Ｈｅａｌｔｈ　Ｃａｆｅ　Ａｐｒｉｃｏｔ サービス 飲食業 5%

92,620 神奈川県 大和市 ほぐし堂大和店 サービス 理容・美容業 5%

92,621 神奈川県 大和市 ほぐし処Ｎａｇｏｍｉ サービス その他サービス 5%

92,622 神奈川県 大和市 ホンダプレミアヘアー　桜ヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

92,623 神奈川県 大和市 ホンダプレミアヘアー　鶴間店 サービス 理容・美容業 5%

92,624 神奈川県 大和市 ホンダプレミアヘアー　大和店 サービス 理容・美容業 5%

92,625 神奈川県 大和市 ＢＯＮＤ　ＨＯＮＤＡ サービス 理容・美容業 5%

92,626 神奈川県 大和市 ｍｉｃｒｏｂｏｕｑｕｅｔ 小売業 その他小売 5%

92,627 神奈川県 大和市 マクドナルド相模大塚いなげや店 サービス 飲食業 2%

92,628 神奈川県 大和市 マクドナルド大和つきみ野店 サービス 飲食業 2%

92,629 神奈川県 大和市 マクドナルド大和深見店 サービス 飲食業 2%

92,630 神奈川県 大和市 マツゲエクステサロンＭＹｕ?Ｔａ サービス 理容・美容業 5%

92,631 神奈川県 大和市 マツゲエクステサロンＭＹｕ－Ｔａ サービス 理容・美容業 5%

92,632 神奈川県 大和市 まめ サービス 飲食業 5%

92,633 神奈川県 大和市 丸越ふとん店 小売業 その他小売 5%

92,634 神奈川県 大和市 マルシェドブルーエプリュスエトモ中央林間 小売業 その他小売 5%

92,635 神奈川県 大和市 マルシェドブルーエプリュスエトモ中央林間 小売業 その他小売 5%

92,636 神奈川県 大和市 中央林間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,637 神奈川県 大和市 ＭＩＳＵＺＵ 小売業 衣料品 5%

92,638 神奈川県 大和市 ＭＩＭＩＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

92,639 神奈川県 大和市 味ん味ん　高座渋谷店 サービス 飲食業 5%

92,640 神奈川県 大和市 味ん味ん　鶴間店 サービス 飲食業 5%

92,641 神奈川県 大和市 Ｍｏｏｎ　ｉｎ　ｄｏｏｒ サービス 飲食業 5%

92,642 神奈川県 大和市 メガネストアー中央林間 小売業 その他小売 5%

92,643 神奈川県 大和市 メガネストアー中央林間店 小売業 その他小売 5%

92,644 神奈川県 大和市 モミヤマ 小売業 衣料品 5%

92,645 神奈川県 大和市 有限会社パームマーケティング サービス その他サービス 5%

92,646 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和いちょう団地店 小売業 食料品 2%

92,647 神奈川県 大和市 大和駅前カイロプラクティック 肩こり腰痛センター サービス その他サービス 5%

92,648 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和駅前店 小売業 食料品 2%

92,649 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和上草柳７丁目店 小売業 食料品 2%

92,650 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和高座渋谷駅東口店 小売業 食料品 2%

92,651 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和桜ヶ丘西口店 小売業 食料品 2%

92,652 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和桜ヶ丘東口店 小売業 食料品 2%
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92,653 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和桜森店 小売業 食料品 2%

92,654 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和渋谷３丁目店 小売業 食料品 2%

92,655 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和島津店 小売業 食料品 2%

92,656 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和下鶴間店 小売業 食料品 2%

92,657 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和下鶴間２丁目店 小売業 食料品 2%

92,658 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和下鶴間東店 小売業 食料品 2%

92,659 神奈川県 大和市 大和市立病院売店 小売業 その他小売 5%

92,660 神奈川県 大和市 やまと総合会計事務所 サービス その他サービス 5%

92,661 神奈川県 大和市 大和第一ホテル サービス 宿泊業 5%

92,662 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和代官４丁目店 小売業 食料品 2%

92,663 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和中央５丁目店 小売業 食料品 2%

92,664 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和中央林間１丁目店 小売業 食料品 2%

92,665 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和中央林間駅西店 小売業 食料品 2%

92,666 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和中央林間駅前店 小売業 食料品 2%

92,667 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和中央林間５丁目店 小売業 食料品 2%

92,668 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和中央林間３丁目店 小売業 食料品 2%

92,669 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和中央６丁目店 小売業 食料品 2%

92,670 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和つきみ野駅北店 小売業 食料品 2%

92,671 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和鶴間１丁目店 小売業 食料品 2%

92,672 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和鶴間駅西口店 小売業 食料品 2%

92,673 神奈川県 大和市 大和の薬売り サービス その他サービス 5%

92,674 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和東３丁目店 小売業 食料品 2%

92,675 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和深見店 小売業 食料品 2%

92,676 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和深見西６丁目店 小売業 食料品 2%

92,677 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和福田１丁目店 小売業 食料品 2%

92,678 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和福田中央店 小売業 食料品 2%

92,679 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和福田店 小売業 食料品 2%

92,680 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和南林間７丁目店 小売業 食料品 2%

92,681 神奈川県 大和市 大和・宮川 サービス 飲食業 5%

92,682 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和柳橋１丁目店 小売業 食料品 2%

92,683 神奈川県 大和市 大和ユザワヤ 小売業 その他小売 5%

92,684 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和林間１丁目店 小売業 食料品 2%

92,685 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和林間店 小売業 食料品 2%

92,686 神奈川県 大和市 セブン－イレブン大和林間２丁目店 小売業 食料品 2%

92,687 神奈川県 大和市 やまとんちゅ サービス 飲食業 5%

92,688 神奈川県 大和市 有限会社伊東商店 小売業 その他小売 5%

92,689 神奈川県 大和市 有限会社Ｓ・Ｋ・サポート サービス その他サービス 5%

92,690 神奈川県 大和市 有限会社小林自動車 サービス その他サービス 5%

92,691 神奈川県 大和市 有限会社広崎電器 小売業 電化製品 5%

92,692 神奈川県 大和市 有限会社リサイクルガーデン　大和店 小売業 その他小売 5%

92,693 神奈川県 大和市 ゆくり サービス その他サービス 5%

92,694 神奈川県 大和市 ユコークリーンテック　ＧＮ中央林間店 サービス その他サービス 5%
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92,695 神奈川県 大和市 ユコークリーンテック　ニューウエーブ店 サービス その他サービス 5%

92,696 神奈川県 大和市 ユコークリーンテック　南林間西口店 サービス その他サービス 5%

92,697 神奈川県 大和市 ユコークリーンテック　大和店 サービス その他サービス 5%

92,698 神奈川県 大和市 ユコークリーンテック本社 サービス その他サービス 5%

92,699 神奈川県 大和市 洋服のタカハシ 福田店 小売業 衣料品 5%

92,700 神奈川県 大和市 吉村酒店 小売業 食料品 5%

92,701 神奈川県 大和市 ｌａｐｉｎ　ｒｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

92,702 神奈川県 大和市 リーフズ大和店　リーフズヤマトテン サービス その他サービス 5%

92,703 神奈川県 大和市 リカープラザ越後屋 小売業 食料品 5%

92,704 神奈川県 大和市 リストランテ　リン サービス 飲食業 5%

92,705 神奈川県 大和市 リフレッシュスペース大和店 サービス その他サービス 5%

92,706 神奈川県 大和市 リモージュ 小売業 衣料品 5%

92,707 神奈川県 大和市 理容スマイル サービス 理容・美容業 5%

92,708 神奈川県 大和市 ｌｅｂｅａｕｔｅｍｐｓ 小売業 衣料品 5%

92,709 神奈川県 大和市 Ｌｅｖｅｒ　Ｆｒａｎｃ サービス その他サービス 5%

92,710 神奈川県 大和市 ルック　ジーンズショップルック 小売業 衣料品 5%

92,711 神奈川県 大和市 ルピナス サービス 宿泊業 5%

92,712 神奈川県 大和市 レスイズモア サービス 飲食業 5%

92,713 神奈川県 大和市 ローレルクリーニング　イオン大和 サービス その他サービス 5%

92,714 神奈川県 湯河原町 アポロ荘 サービス 宿泊業 5%

92,715 神奈川県 湯河原町 居酒屋　開く サービス 飲食業 5%

92,716 神奈川県 湯河原町 一番亭　湯河原店 サービス 飲食業 5%

92,717 神奈川県 湯河原町 出光セルフ湯河原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,718 神奈川県 湯河原町 伊藤屋旅館 サービス 宿泊業 5%

92,719 神奈川県 湯河原町 上野屋 サービス 宿泊業 5%

92,720 神奈川県 湯河原町 大滝ホテル サービス 宿泊業 5%

92,721 神奈川県 湯河原町 おしゃれの店　かどや 小売業 衣料品 5%

92,722 神奈川県 湯河原町 小田原百貨店　湯河原店 小売業 食料品 5%

92,723 神奈川県 湯河原町 おんやど惠 サービス 宿泊業 5%

92,724 神奈川県 湯河原町 快生堂薬局 小売業 その他小売 5%

92,725 神奈川県 湯河原町 割烹旅館　うおしづ サービス 宿泊業 5%

92,726 神奈川県 湯河原町 かどや　おしゃれの店　かどや 小売業 衣料品 5%

92,727 神奈川県 湯河原町 （株）サンロードサービス本社営業所 サービス その他サービス 5%

92,728 神奈川県 湯河原町 割烹旅館若松ゆがわら石亭 サービス その他サービス 5%

92,729 神奈川県 湯河原町 加満田 サービス 宿泊業 5%

92,730 神奈川県 湯河原町 Ｋａｙａ サービス その他サービス 5%

92,731 神奈川県 湯河原町 カランク サービス 飲食業 5%

92,732 神奈川県 湯河原町 韓味村 サービス 飲食業 5%

92,733 神奈川県 湯河原町 ＫＩＭＯＮＯ　ＳＨＯＰ　鈴木 小売業 衣料品 5%

92,734 神奈川県 湯河原町 グラスフィズ 小売業 その他小売 5%

92,735 神奈川県 湯河原町 源泉　ゆ宿　高すぎ サービス 宿泊業 5%

92,736 神奈川県 湯河原町 紅籠坊 サービス 飲食業 5%
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92,737 神奈川県 湯河原町 珈琲　宮上倶楽部 サービス 飲食業 5%

92,738 神奈川県 湯河原町 小松庵 サービス 飲食業 5%

92,739 神奈川県 湯河原町 斉藤商店 小売業 電化製品 5%

92,740 神奈川県 湯河原町 ＴｈｅＲｙｏｋａｎＴｏｋｙｏＹｕｇａｗａ サービス 宿泊業 5%

92,741 神奈川県 湯河原町 山翠楼　ＳＡＮＳＵＩＲＯ サービス 宿泊業 5%

92,742 神奈川県 湯河原町 写真箱湯河原店 サービス その他サービス 5%

92,743 神奈川県 湯河原町 ジュエリー奥山 小売業 貴金属・服飾品 5%

92,744 神奈川県 湯河原町 ステーキハウス亜伊由 サービス 飲食業 5%

92,745 神奈川県 湯河原町 ＳＴＥＰＳ サービス 飲食業 5%

92,746 神奈川県 湯河原町 スバルオート　イチムラ サービス その他サービス 5%

92,747 神奈川県 湯河原町 青巒荘 サービス 宿泊業 5%

92,748 神奈川県 湯河原町 ダムトラックスカフェ サービス 飲食業 5%

92,749 神奈川県 湯河原町 忠慶苑 サービス 飲食業 5%

92,750 神奈川県 湯河原町 海石榴 サービス 宿泊業 5%

92,751 神奈川県 湯河原町 どらやき 和果 小売業 食料品 5%

92,752 神奈川県 湯河原町 どら焼き　和果 小売業 食料品 5%

92,753 神奈川県 湯河原町 ｋｉｚｚｉｆａｂｒｉｃ 小売業 衣料品 5%

92,754 神奈川県 湯河原町 セルフ湯河原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,755 神奈川県 湯河原町 ふきや旅館 サービス 宿泊業 5%

92,756 神奈川県 湯河原町 Ｆｕｌｇｏｕｒａ 小売業 衣料品 5%

92,757 神奈川県 湯河原町 ブレッド＆サーカス 小売業 食料品 5%

92,758 神奈川県 湯河原町 ベア 小売業 衣料品 5%

92,759 神奈川県 湯河原町 ペシュ湯河原店 小売業 食料品 5%

92,760 神奈川県 湯河原町 ペンション　はな サービス 宿泊業 5%

92,761 神奈川県 湯河原町 ペンション真鶴 サービス 宿泊業 5%

92,762 神奈川県 湯河原町 ホテル城山 サービス 宿泊業 5%

92,763 神奈川県 湯河原町 ホテル眺望山荘 サービス 宿泊業 5%

92,764 神奈川県 湯河原町 ボンファム サービス 宿泊業 5%

92,765 神奈川県 湯河原町 まいきゃっと サービス 宿泊業 5%

92,766 神奈川県 湯河原町 マクドナルド１３５湯河原店 サービス 飲食業 2%

92,767 神奈川県 湯河原町 真鶴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,768 神奈川県 湯河原町 ｍａｍｉａｎｄｍｉｚｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ サービス その他サービス 5%

92,769 神奈川県 湯河原町 みかん堂 サービス その他サービス 5%

92,770 神奈川県 湯河原町 三桝家 サービス 宿泊業 5%

92,771 神奈川県 湯河原町 メガネの三洋 小売業 その他小売 5%

92,772 神奈川県 湯河原町 有限会社中島モータース サービス その他サービス 5%

92,773 神奈川県 湯河原町 ゆうでん 小売業 電化製品 5%

92,774 神奈川県 湯河原町 ゆがわら　万葉荘 サービス 宿泊業 5%

92,775 神奈川県 湯河原町 ゆがわら　水の香里 サービス 宿泊業 5%

92,776 神奈川県 湯河原町 湯河原　リトリート　ご縁の杜 サービス 宿泊業 5%

92,777 神奈川県 湯河原町 湯河原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,778 神奈川県 湯河原町 セブン－イレブン湯河原鍛冶屋店 小売業 食料品 2%
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92,779 神奈川県 湯河原町 セブン－イレブン湯河原城堀店 小売業 食料品 2%

92,780 神奈川県 湯河原町 セブン－イレブン湯河原中央２丁目店 小売業 食料品 2%

92,781 神奈川県 湯河原町 湯河原パッキーボウル サービス その他サービス 5%

92,782 神奈川県 湯河原町 湯河原ホテル　四季彩 サービス 宿泊業 5%

92,783 神奈川県 湯河原町 セブン－イレブン湯河原宮上店 小売業 食料品 2%

92,784 神奈川県 湯河原町 旅館魚判 サービス 宿泊業 5%

92,785 神奈川県 湯河原町 旅館グリーン荘 サービス 宿泊業 5%

92,786 神奈川県 湯河原町 旅館　水月 サービス 宿泊業 5%

92,787 神奈川県 湯河原町 旅館まんりょう サービス その他サービス 5%

92,788 神奈川県 湯河原町 和菓子処味楽庵 小売業 食料品 5%

92,789 神奈川県 横須賀市 アーク 小売業 その他小売 5%

92,790 神奈川県 横須賀市 ｉ?Ｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

92,791 神奈川県 横須賀市 Ｏｗｌ ｓ Ｄｒｅａｍ ＡＲＴ ＣＡＦＥ ＢＡＲ Ｏｗｌ ｓ Ｄｒｅａｍ ＡＲＴ ＣＡＦＥ ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

92,792 神奈川県 横須賀市 青木タクシー　２０１ サービス 運輸業 5%

92,793 神奈川県 横須賀市 赤平タクシー　７０９ サービス 運輸業 5%

92,794 神奈川県 横須賀市 アジアン雑貨トコ 小売業 その他小売 5%

92,795 神奈川県 横須賀市 麻生タクシー　６０２ サービス 運輸業 5%

92,796 神奈川県 横須賀市 穴久保タクシー　４２０ サービス 運輸業 5%

92,797 神奈川県 横須賀市 アフロディーテ サービス 理容・美容業 5%

92,798 神奈川県 横須賀市 阿部タクシー　６３６ サービス 運輸業 5%

92,799 神奈川県 横須賀市 アベニュー公郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,800 神奈川県 横須賀市 ＡＭＯＲ サービス 飲食業 5%

92,801 神奈川県 横須賀市 Ａｌａｃｅｒｐａｒ サービス 理容・美容業 5%

92,802 神奈川県 横須賀市 荒牧タクシー　７５５ サービス 運輸業 5%

92,803 神奈川県 横須賀市 アリスリー株式会社 小売業 その他小売 5%

92,804 神奈川県 横須賀市 アリレイナ久里浜店 サービス 理容・美容業 5%

92,805 神奈川県 横須賀市 アリレイナ美容室衣笠店 サービス 理容・美容業 5%

92,806 神奈川県 横須賀市 アリレイナ横須賀中央店 サービス 理容・美容業 5%

92,807 神奈川県 横須賀市 あんこ薬局 小売業 その他小売 5%

92,808 神奈川県 横須賀市 アンドショップ 小売業 その他小売 5%

92,809 神奈川県 横須賀市 株式会社ユーアンドアーカンパニー サービス その他サービス 5%

92,810 神奈川県 横須賀市 Ｉｖｅ＇Ｒｏｓｅ 小売業 その他小売 5%

92,811 神奈川県 横須賀市 ｙｑｕｉｍ サービス 理容・美容業 5%

92,812 神奈川県 横須賀市 池守タクシー７６０ サービス 運輸業 5%

92,813 神奈川県 横須賀市 居酒屋　いちえ サービス 飲食業 5%

92,814 神奈川県 横須賀市 石川タクシー　２０６ サービス 運輸業 5%

92,815 神奈川県 横須賀市 石川タクシー　４０７ サービス 運輸業 5%

92,816 神奈川県 横須賀市 有限会社石黒薬局 小売業 その他小売 5%

92,817 神奈川県 横須賀市 石田商店 小売業 その他小売 5%

92,818 神奈川県 横須賀市 石渡タクシー　４１５ サービス 運輸業 5%

92,819 神奈川県 横須賀市 磯貝タクシー　７０５ サービス 運輸業 5%

92,820 神奈川県 横須賀市 板子タクシー　１０１ サービス 運輸業 5%
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92,821 神奈川県 横須賀市 １９６９　沖タクシー サービス 運輸業 5%

92,822 神奈川県 横須賀市 １０００　飯島タクシー サービス 運輸業 5%

92,823 神奈川県 横須賀市 ＩＣＨＩ　ＢＡＬ　市場バル サービス 飲食業 5%

92,824 神奈川県 横須賀市 一国屋旅館 サービス 宿泊業 5%

92,825 神奈川県 横須賀市 井出鈑金 サービス その他サービス 5%

92,826 神奈川県 横須賀市 出光平成町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,827 神奈川県 横須賀市 出光森崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,828 神奈川県 横須賀市 伊東タクシー　２０５ サービス 運輸業 5%

92,829 神奈川県 横須賀市 医道の日本社店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

92,830 神奈川県 横須賀市 稲月タクシー　５０１ サービス 運輸業 5%

92,831 神奈川県 横須賀市 井上タクシー　７２６ サービス 運輸業 5%

92,832 神奈川県 横須賀市 今井タクシー　７５４ サービス 運輸業 5%

92,833 神奈川県 横須賀市 今関商店 小売業 その他小売 5%

92,834 神奈川県 横須賀市 岩永タクシー　４１６ サービス 運輸業 5%

92,835 神奈川県 横須賀市 ｗａｖｅｆｏｃｕｓ 小売業 衣料品 5%

92,836 神奈川県 横須賀市 暮らしと道具ｆｏｒｕｍ サービス その他サービス 5%

92,837 神奈川県 横須賀市 ウエーブフォーカス 小売業 衣料品 5%

92,838 神奈川県 横須賀市 歌広場　横須賀中央駅前店 サービス 飲食業 5%

92,839 神奈川県 横須賀市 内山タクシー　１０２ サービス 運輸業 5%

92,840 神奈川県 横須賀市 うみかぜ公園レンタルショップ サービス その他サービス 5%

92,841 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン浦賀店 小売業 食料品 2%

92,842 神奈川県 横須賀市 浦島タクシー　４０３ サービス 運輸業 5%

92,843 神奈川県 横須賀市 （有）永治堂 小売業 食料品 5%

92,844 神奈川県 横須賀市 ＡＣＢバスター サービス その他サービス 5%

92,845 神奈川県 横須賀市 エイチ・エイチ・エス 小売業 電化製品 5%

92,846 神奈川県 横須賀市 ＡＵＮＳｍｏｋｅ 小売業 家具・調度品 5%

92,847 神奈川県 横須賀市 ＥＸＣＬＵＳＩＶＥＨＩＰＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

92,848 神奈川県 横須賀市 エコ久里浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,849 神奈川県 横須賀市 エスピード 小売業 その他小売 5%

92,850 神奈川県 横須賀市 エヌワイスタンレイ 小売業 衣料品 5%

92,851 神奈川県 横須賀市 ＥＮＪＩ サービス 飲食業 5%

92,852 神奈川県 横須賀市 大内タクシー　７１１ サービス 運輸業 5%

92,853 神奈川県 横須賀市 大熊タクシー　３１４ サービス 運輸業 5%

92,854 神奈川県 横須賀市 大津　坂倉 小売業 食料品 5%

92,855 神奈川県 横須賀市 オーディオミズタニ 小売業 電化製品 5%

92,856 神奈川県 横須賀市 大林タクシー　３０８ サービス 運輸業 5%

92,857 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン大矢部店 小売業 食料品 2%

92,858 神奈川県 横須賀市 大渡タクシー　４０８ サービス 運輸業 5%

92,859 神奈川県 横須賀市 お好み焼き　ひろちゃん サービス 飲食業 5%

92,860 神奈川県 横須賀市 おしゃれの店　おだ 小売業 その他小売 5%

92,861 神奈川県 横須賀市 おしゃれの店おだ 小売業 衣料品 5%

92,862 神奈川県 横須賀市 追浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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92,863 神奈川県 横須賀市 オ－トマックス湘南南 小売業 その他小売 5%

92,864 神奈川県 横須賀市 オ－トマックス横須賀 小売業 その他小売 5%

92,865 神奈川県 横須賀市 おもちゃセンターナガシマ 小売業 その他小売 5%

92,866 神奈川県 横須賀市 オング株式会社 サービス その他サービス 5%

92,867 神奈川県 横須賀市 ＣａｒＰｏｌｉｓｈ＆ＣｏａｔｉｎｇＳＩＬＫ サービス その他サービス 5%

92,868 神奈川県 横須賀市 カギの救急車横須賀中央店 サービス その他サービス 5%

92,869 神奈川県 横須賀市 覚張タクシー　３１０ サービス 運輸業 5%

92,870 神奈川県 横須賀市 カクヤス　追浜１６号店 小売業 食料品 5%

92,871 神奈川県 横須賀市 影山輪業　横須賀店 小売業 その他小売 5%

92,872 神奈川県 横須賀市 加島タクシー　６１６ サービス 運輸業 5%

92,873 神奈川県 横須賀市 カシュカシュ洋菓子店 小売業 食料品 5%

92,874 神奈川県 横須賀市 片岡タクシー　４１０ サービス 運輸業 5%

92,875 神奈川県 横須賀市 割烹住よし サービス 飲食業 5%

92,876 神奈川県 横須賀市 カドヤアウトドアグッズ 小売業 その他小売 5%

92,877 神奈川県 横須賀市 門脇タクシー　５２４ サービス 運輸業 5%

92,878 神奈川県 横須賀市 門脇タクシー　７３７ サービス 運輸業 5%

92,879 神奈川県 横須賀市 神奈川リオネット販売（株）　横須賀営業所 小売業 その他小売 5%

92,880 神奈川県 横須賀市 金子タクシー　２０２ サービス 運輸業 5%

92,881 神奈川県 横須賀市 金子タクシー　３３１ サービス 運輸業 5%

92,882 神奈川県 横須賀市 カフェエカーネ サービス 飲食業 5%

92,883 神奈川県 横須賀市 株式会社アートコア サービス その他サービス 5%

92,884 神奈川県 横須賀市 ＡＲＪａｐａｎ サービス その他サービス 5%

92,885 神奈川県 横須賀市 株式会社伸内装 サービス その他サービス 5%

92,886 神奈川県 横須賀市 株式会社ゼーエーシー 小売業 電化製品 5%

92,887 神奈川県 横須賀市 ソレイユのワイン会 サービス 飲食業 5%

92,888 神奈川県 横須賀市 ［ＨＣ］株式会社原商会 小売業 電化製品 5%

92,889 神奈川県 横須賀市 髪風船　久里浜 サービス 理容・美容業 5%

92,890 神奈川県 横須賀市 髪風船　久里浜店 サービス 理容・美容業 5%

92,891 神奈川県 横須賀市 かもいファミリー電気 小売業 電化製品 5%

92,892 神奈川県 横須賀市 鴨田タクシー　５１７ サービス 運輸業 5%

92,893 神奈川県 横須賀市 嘉山タクシー　５５１ サービス 運輸業 5%

92,894 神奈川県 横須賀市 カラオケゴールド サービス その他サービス 5%

92,895 神奈川県 横須賀市 カラオケフォーラム追浜店 サービス その他サービス 5%

92,896 神奈川県 横須賀市 カラオケフォーラム本店 サービス その他サービス 5%

92,897 神奈川県 横須賀市 カラダファクトリー　追浜店 サービス その他サービス 5%

92,898 神奈川県 横須賀市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋京急追浜駅前店 サービス 飲食業 2%

92,899 神奈川県 横須賀市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋横須賀中央駅前店 サービス 飲食業 2%

92,900 神奈川県 横須賀市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋横須賀本町三丁目店 サービス 飲食業 2%

92,901 神奈川県 横須賀市 川合材木店 サービス その他サービス 5%

92,902 神奈川県 横須賀市 川﨑タクシー　６２８ サービス 運輸業 5%

92,903 神奈川県 横須賀市 かわしま 小売業 その他小売 5%

92,904 神奈川県 横須賀市 河田タクシー　４４３ サービス 運輸業 5%
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92,905 神奈川県 横須賀市 川畑動物病院 川畑動物病院 サービス その他サービス 5%

92,906 神奈川県 横須賀市 川畑動物病院 川畑動物病院 大津分院 サービス その他サービス 5%

92,907 神奈川県 横須賀市 川元商会 サービス その他サービス 5%

92,908 神奈川県 横須賀市 神戸タクシー　５１３ サービス 運輸業 5%

92,909 神奈川県 横須賀市 艦マニア横須賀　艦マニア横須賀 小売業 その他小売 5%

92,910 神奈川県 横須賀市 木川タクシー　６１１ サービス 運輸業 5%

92,911 神奈川県 横須賀市 菊秀刃物店 小売業 その他小売 5%

92,912 神奈川県 横須賀市 衣笠ＩＣ　ＳＳ　増田商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,913 神奈川県 横須賀市 杵鞭タクシー２１６ サービス 運輸業 5%

92,914 神奈川県 横須賀市 牛角追浜店 サービス 飲食業 2%

92,915 神奈川県 横須賀市 業務スーパー横須賀店 小売業 食料品 2%

92,916 神奈川県 横須賀市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ横須賀店 小売業 その他小売 5%

92,917 神奈川県 横須賀市 クールクランウラガ サービス 飲食業 5%

92,918 神奈川県 横須賀市 クオレ追浜店 小売業 その他小売 5%

92,919 神奈川県 横須賀市 草野タクシー　５０２ サービス 運輸業 5%

92,920 神奈川県 横須賀市 草場漢方薬局 小売業 その他小売 5%

92,921 神奈川県 横須賀市 草場漢方薬局 小売業 その他小売 5%

92,922 神奈川県 横須賀市 串かつ　でんがな　横須賀中央店 サービス 飲食業 5%

92,923 神奈川県 横須賀市 朽木タクシー サービス 運輸業 5%

92,924 神奈川県 横須賀市 工藤タクシー　６５６ サービス 運輸業 5%

92,925 神奈川県 横須賀市 グリーン 小売業 衣料品 5%

92,926 神奈川県 横須賀市 久里浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,927 神奈川県 横須賀市 久里浜医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

92,928 神奈川県 横須賀市 久里浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

92,929 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン久里浜店 小売業 食料品 2%

92,930 神奈川県 横須賀市 グリ－ンスタンド サービス 飲食業 5%

92,931 神奈川県 横須賀市 ＣＬＡＩＲＥ　ｂｙ　ＧＲＡＰＥＶＩＮＥＳ　Ｙｏｋｏｓｕｋａ サービス 理容・美容業 5%

92,932 神奈川県 横須賀市 クロロフイル美顔教室　マツダ横須賀店 小売業 その他小売 5%

92,933 神奈川県 横須賀市 京急観音崎　グリーンビーチＢＢＱ サービス 飲食業 5%

92,934 神奈川県 横須賀市 ゲームメイトリンク横須賀中央店 小売業 その他小売 5%

92,935 神奈川県 横須賀市 健優館　横須賀整体院 サービス その他サービス 5%

92,936 神奈川県 横須賀市 小磯タクシー　３１９ サービス 運輸業 5%

92,937 神奈川県 横須賀市 洸洋電気 小売業 電化製品 5%

92,938 神奈川県 横須賀市 コスタ・デル・ソル サービス その他サービス 5%

92,939 神奈川県 横須賀市 有限会社コスモス サービス 理容・美容業 5%

92,940 神奈川県 横須賀市 小平タクシー　２０３ サービス 運輸業 5%

92,941 神奈川県 横須賀市 小橋タクシー５１４ サービス 運輸業 5%

92,942 神奈川県 横須賀市 小堀タクシー　６２３ サービス 運輸業 5%

92,943 神奈川県 横須賀市 小松タクシー　６５３ サービス 運輸業 5%

92,944 神奈川県 横須賀市 小味タクシー　６０８ サービス 運輸業 5%

92,945 神奈川県 横須賀市 込山タクシー　２１５ サービス 運輸業 5%

92,946 神奈川県 横須賀市 こむぎのベーカリーキッチン サービス 飲食業 5%
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92,947 神奈川県 横須賀市 小森タクシー５２２ サービス 運輸業 5%

92,948 神奈川県 横須賀市 ゴルフ工房リバイヴ 小売業 その他小売 5%

92,949 神奈川県 横須賀市 ゴルフ工房リバイヴ　ゴルフ工房リバイヴ 小売業 その他小売 5%

92,950 神奈川県 横須賀市 金剛堂　横須賀店 小売業 家具・調度品 5%

92,951 神奈川県 横須賀市 斉藤タクシー　５３９ サービス 運輸業 5%

92,952 神奈川県 横須賀市 齋藤タクシー　４１１ サービス 運輸業 5%

92,953 神奈川県 横須賀市 齋藤タクシー　６２１ サービス 運輸業 5%

92,954 神奈川県 横須賀市 サイドキッチンオックス 小売業 その他小売 5%

92,955 神奈川県 横須賀市 坂下タクシー　５２５ サービス 運輸業 5%

92,956 神奈川県 横須賀市 魚処　東玉 サービス 飲食業 5%

92,957 神奈川県 横須賀市 坂本タクシー　３３２ サービス 運輸業 5%

92,958 神奈川県 横須賀市 笹島タクシー　６０４ サービス 運輸業 5%

92,959 神奈川県 横須賀市 佐島マリーナ〔ホテル〕 サービス 宿泊業 5%

92,960 神奈川県 横須賀市 サニークリーニング　本店 サービス その他サービス 5%

92,961 神奈川県 横須賀市 猿島売店 小売業 その他小売 5%

92,962 神奈川県 横須賀市 猿島発券場 サービス 運輸業 5%

92,963 神奈川県 横須賀市 サロンヒロ サービス 理容・美容業 5%

92,964 神奈川県 横須賀市 澤畠タクシー　２２０ サービス 運輸業 5%

92,965 神奈川県 横須賀市 ３５４５　小山タクシー サービス 運輸業 5%

92,966 神奈川県 横須賀市 ３３５３　小泉タクシー サービス 運輸業 5%

92,967 神奈川県 横須賀市 サンデンキ 小売業 電化製品 5%

92,968 神奈川県 横須賀市 ３６６０　齋田タクシー サービス 運輸業 5%

92,969 神奈川県 横須賀市 シーサイド三浦 小売業 その他小売 5%

92,970 神奈川県 横須賀市 シーズどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

92,971 神奈川県 横須賀市 ｃ’ｓｙｏｋｏｓｕｋａ サービス 理容・美容業 5%

92,972 神奈川県 横須賀市 ＪＥＬＬＹＮＡＩＬＳ サービス その他サービス 5%

92,973 神奈川県 横須賀市 シーズどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

92,974 神奈川県 横須賀市 信濃屋書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

92,975 神奈川県 横須賀市 篠塚タクシー　７２５ サービス 運輸業 5%

92,976 神奈川県 横須賀市 島﨑タクシー　５４７ サービス 運輸業 5%

92,977 神奈川県 横須賀市 ジャストビューティ サービス 理容・美容業 5%

92,978 神奈川県 横須賀市 ｊｕｓｔ　ｈａｉｒ　ＡＮＮＥＸ　ジャストヘアアネックス サービス 理容・美容業 5%

92,979 神奈川県 横須賀市 ｊｕｓｔ ｈａｉｒ ＲＡＰＰＯＲ ジャストヘアラポール サービス 理容・美容業 5%

92,980 神奈川県 横須賀市 ｊｕｓｔ ｈａｉｒ ＥＸ Ｔ ジャストヘア イーエックス サービス 理容・美容業 5%

92,981 神奈川県 横須賀市 ｊｕｓｔ　ｈａｉｒ　ＣＯＭＰ　ｊｕｓｔ　ｈａｉｒ　ＣＯＭＰ サービス 理容・美容業 5%

92,982 神奈川県 横須賀市 上海亭 サービス 飲食業 5%

92,983 神奈川県 横須賀市 Ｃｈｕｍ’ｓＢａｒ サービス その他サービス 5%

92,984 神奈川県 横須賀市 シューシャインチャムズバー サービス その他サービス 5%

92,985 神奈川県 横須賀市 ＳＵＣＲＥ サービス 理容・美容業 5%

92,986 神奈川県 横須賀市 湘南安全硝子 サービス その他サービス 5%

92,987 神奈川県 横須賀市 湘南病院売店 小売業 その他小売 5%

92,988 神奈川県 横須賀市 ショコラ・アン サービス 理容・美容業 5%
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92,989 神奈川県 横須賀市 ショコラアン サービス 理容・美容業 5%

92,990 神奈川県 横須賀市 白岩タクシー　５０８ サービス 運輸業 5%

92,991 神奈川県 横須賀市 伸幸電機 小売業 電化製品 5%

92,992 神奈川県 横須賀市 伸幸電機浦賀店 小売業 電化製品 5%

92,993 神奈川県 横須賀市 スキャット サービス 飲食業 5%

92,994 神奈川県 横須賀市 鈴木タクシー　５１１ サービス 運輸業 5%

92,995 神奈川県 横須賀市 鈴木タクシー　５２６ サービス 運輸業 5%

92,996 神奈川県 横須賀市 鈴木タクシー　４２７ サービス 運輸業 5%

92,997 神奈川県 横須賀市 鈴木タクシー　６１５ サービス 運輸業 5%

92,998 神奈川県 横須賀市 スズキヤ横須賀店 小売業 食料品 5%

92,999 神奈川県 横須賀市 スセキ電気商会 小売業 電化製品 5%

93,000 神奈川県 横須賀市 スセキ電気チェーン　大矢部店 小売業 電化製品 5%

93,001 神奈川県 横須賀市 スセキ電気馬堀店 小売業 電化製品 5%

93,002 神奈川県 横須賀市 スタシオン横須賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,003 神奈川県 横須賀市 炭火七輪焼肉　くり輪 サービス 飲食業 5%

93,004 神奈川県 横須賀市 炭火焼鳥串道 サービス 飲食業 5%

93,005 神奈川県 横須賀市 炭火焼肉　誠 サービス 飲食業 5%

93,006 神奈川県 横須賀市 誠美堂　追浜店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,007 神奈川県 横須賀市 関藤タクシー　６０５ サービス 運輸業 5%

93,008 神奈川県 横須賀市 関谷タクシー　６０９ サービス 運輸業 5%

93,009 神奈川県 横須賀市 Ｚ－ＯＮＥサクマ 小売業 その他小売 5%

93,010 神奈川県 横須賀市 セルフＤｒ．Ｄｒｉｖｅオートサービス・湘南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,011 神奈川県 横須賀市 セルフＤｒ．Ｄｒｉｖｅ１３４久里浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,012 神奈川県 横須賀市 セルフＤｒ．Ｄｒｉｖｅ佐原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,013 神奈川県 横須賀市 セルフステーションあわたＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,014 神奈川県 横須賀市 セルフステーション久里浜 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,015 神奈川県 横須賀市 セルフＤｒ．Ｄｒｉｖｅ田浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,016 神奈川県 横須賀市 セルフ長井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,017 神奈川県 横須賀市 セルフＤｒ．Ｄｒｉｖｅ長坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,018 神奈川県 横須賀市 セルフＤｒ．Ｄｒｉｖｅ日の出町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,019 神奈川県 横須賀市 ０１５０　秋山タクシー サービス 運輸業 5%

93,020 神奈川県 横須賀市 ０８０８　石橋タクシー サービス 運輸業 5%

93,021 神奈川県 横須賀市 ソフトバンク 横須賀モアーズシティ サービス その他サービス 2%

93,022 神奈川県 横須賀市 ソフトバンク　横須賀 小売業 電化製品 5%

93,023 神奈川県 横須賀市 Ｄｉｃｅ横須賀中央三笠店 サービス その他サービス 5%

93,024 神奈川県 横須賀市 ［ＨＣ］大洋テレビサービス 小売業 電化製品 5%

93,025 神奈川県 横須賀市 太陽ワーキング 小売業 その他小売 5%

93,026 神奈川県 横須賀市 タイレストラン　チェンマイ サービス 飲食業 5%

93,027 神奈川県 横須賀市 髙木タクシー　７６４ サービス 運輸業 5%

93,028 神奈川県 横須賀市 たかなし洋服店 小売業 衣料品 5%

93,029 神奈川県 横須賀市 髙橋タクシー　６４７ サービス 運輸業 5%

93,030 神奈川県 横須賀市 髙橋タクシー　７０２ サービス 運輸業 5%
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93,031 神奈川県 横須賀市 瀧口タクシー　５３５ サービス 運輸業 5%

93,032 神奈川県 横須賀市 滝本タクシー　１０３ サービス 運輸業 5%

93,033 神奈川県 横須賀市 たこ焼き　花車 サービス 飲食業 5%

93,034 神奈川県 横須賀市 田島タクシー　７３４ サービス 運輸業 5%

93,035 神奈川県 横須賀市 多田タクシー　７３０ サービス 運輸業 5%

93,036 神奈川県 横須賀市 橘タクシー　３２１ サービス 運輸業 5%

93,037 神奈川県 横須賀市 タテイシ建機リース 小売業 その他小売 5%

93,038 神奈川県 横須賀市 タテイシ建機リース 小売業 その他小売 5%

93,039 神奈川県 横須賀市 たてものデザイン工房 サービス その他サービス 5%

93,040 神奈川県 横須賀市 田幡タクシー５２９ サービス 運輸業 5%

93,041 神奈川県 横須賀市 太八ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,042 神奈川県 横須賀市 ｔａｐａ横須賀店 小売業 衣料品 5%

93,043 神奈川県 横須賀市 担担麺餃子工房北京 サービス 飲食業 5%

93,044 神奈川県 横須賀市 千葉タクシー　７２３ サービス 運輸業 5%

93,045 神奈川県 横須賀市 つきじ海賓　北久里浜店 サービス 飲食業 5%

93,046 神奈川県 横須賀市 つきじ海賓　横須賀南店 サービス 飲食業 5%

93,047 神奈川県 横須賀市 ｔｓｕｋｉｍｏｔｏ 小売業 衣料品 5%

93,048 神奈川県 横須賀市 ｔｓｕｋｉｍｏｔｏ 小売業 その他小売 5%

93,049 神奈川県 横須賀市 津嵜タクシー　４１８ サービス 運輸業 5%

93,050 神奈川県 横須賀市 葛籠貫タクシー　７３３ サービス 運輸業 5%

93,051 神奈川県 横須賀市 角井タクシー　４４７ サービス 運輸業 5%

93,052 神奈川県 横須賀市 つり具ヤギタ 小売業 その他小売 5%

93,053 神奈川県 横須賀市 ＤＩＳＣＯＮＣＨＩ 小売業 衣料品 5%

93,054 神奈川県 横須賀市 Table9 サービス 飲食業 5%

93,055 神奈川県 横須賀市 ＣＯＣＯＯＮ 小売業 衣料品 5%

93,056 神奈川県 横須賀市 てつぼっくり サービス 飲食業 5%

93,057 神奈川県 横須賀市 デビュー サービス 理容・美容業 5%

93,058 神奈川県 横須賀市 東海交通株式会社　タクシー４００６ サービス 運輸業 5%

93,059 神奈川県 横須賀市 東京ＳＢ株式会社 小売業 家具・調度品 5%

93,060 神奈川県 横須賀市 東京堂 サービス その他サービス 5%

93,061 神奈川県 横須賀市 東玉　横須賀店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

93,062 神奈川県 横須賀市 外山電器テクニカルサービス湘南国際村子安事業所 サービス その他サービス 5%

93,063 神奈川県 横須賀市 トヨタ部品神奈川共販　横須賀店 サービス その他サービス 5%

93,064 神奈川県 横須賀市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅトライアングル衣笠ニュータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,065 神奈川県 横須賀市 ＴＲＵＳＴＹ サービス 理容・美容業 5%

93,066 神奈川県 横須賀市 トリップサイクル 小売業 その他小売 5%

93,067 神奈川県 横須賀市 鳥の巣横須賀店 サービス 飲食業 5%

93,068 神奈川県 横須賀市 トリミングハウスジーニー サービス その他サービス 5%

93,069 神奈川県 横須賀市 ＮａｗｌｉｎｓＢＢＱｈｏｕｓｅナウリンズ サービス 飲食業 5%

93,070 神奈川県 横須賀市 中﨑タクシー　４２４ サービス 運輸業 5%

93,071 神奈川県 横須賀市 長澤タクシー　７４６ サービス 運輸業 5%

93,072 神奈川県 横須賀市 長島タクシー　６５１ サービス 運輸業 5%
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93,073 神奈川県 横須賀市 中田タクシー２２８ サービス 運輸業 5%

93,074 神奈川県 横須賀市 永野タクシー　５０３ サービス 運輸業 5%

93,075 神奈川県 横須賀市 永原園茶舗 小売業 食料品 5%

93,076 神奈川県 横須賀市 中村タクシー サービス 運輸業 5%

93,077 神奈川県 横須賀市 長山タクシー　６０７ サービス 運輸業 5%

93,078 神奈川県 横須賀市 中山タクシー　７２８ サービス 運輸業 5%

93,079 神奈川県 横須賀市 ７５０６　松島タクシー サービス 運輸業 5%

93,080 神奈川県 横須賀市 ＮＡＢＥＧＯＲＯ サービス 飲食業 5%

93,081 神奈川県 横須賀市 成冨タクシー　７５２ サービス 運輸業 5%

93,082 神奈川県 横須賀市 難波タクシー　２２７ サービス 運輸業 5%

93,083 神奈川県 横須賀市 ２９９３　朽木タクシー サービス 運輸業 5%

93,084 神奈川県 横須賀市 西村タクシー　５５０ サービス 運輸業 5%

93,085 神奈川県 横須賀市 ２８２８　北川タクシー サービス 運輸業 5%

93,086 神奈川県 横須賀市 日本茶専門店　茶井 小売業 食料品 5%

93,087 神奈川県 横須賀市 ニューニサンインディアンレストラン サービス 飲食業 5%

93,088 神奈川県 横須賀市 にんにく本舗みやび サービス 飲食業 5%

93,089 神奈川県 横須賀市 ＮＯＯＮＦＬＯＳ 小売業 その他小売 5%

93,090 神奈川県 横須賀市 ネイルサロン　Ｓｗｅｅｔスイート サービス 理容・美容業 5%

93,091 神奈川県 横須賀市 ネイルシェルター サービス 理容・美容業 5%

93,092 神奈川県 横須賀市 ネイルシェルター　本店 サービス 理容・美容業 5%

93,093 神奈川県 横須賀市 根倉タクシー　４３０ サービス 運輸業 5%

93,094 神奈川県 横須賀市 ノエビア化粧品販売 サービス 理容・美容業 5%

93,095 神奈川県 横須賀市 野村タクシー サービス 運輸業 5%

93,096 神奈川県 横須賀市 パシフィック・ホスピタル病院売店 小売業 その他小売 5%

93,097 神奈川県 横須賀市 橋本タクシー　４３３ サービス 運輸業 5%

93,098 神奈川県 横須賀市 パソコンドック２４ 横須賀店 サービス その他サービス 5%

93,099 神奈川県 横須賀市 パソコンドック２４横須賀店 サービス その他サービス 5%

93,100 神奈川県 横須賀市 パソコンドック２４　横須賀店 サービス その他サービス 5%

93,101 神奈川県 横須賀市 ８０１５　守部タクシー サービス 運輸業 5%

93,102 神奈川県 横須賀市 Ｐａｓｓｏ サービス 理容・美容業 5%

93,103 神奈川県 横須賀市 ＨＡＰ　Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ サービス 飲食業 5%

93,104 神奈川県 横須賀市 パティスリークロ 小売業 食料品 5%

93,105 神奈川県 横須賀市 パナポートハイランド 小売業 電化製品 5%

93,106 神奈川県 横須賀市 埴タクシー サービス 運輸業 5%

93,107 神奈川県 横須賀市 波能タクシー　４３６ サービス 運輸業 5%

93,108 神奈川県 横須賀市 ハマアーチェリーセンター 小売業 その他小売 5%

93,109 神奈川県 横須賀市 原タクシー３３０ サービス 運輸業 5%

93,110 神奈川県 横須賀市 原田ストアー 小売業 その他小売 5%

93,111 神奈川県 横須賀市 原田タクシー　５３７ サービス 運輸業 5%

93,112 神奈川県 横須賀市 はり　きゅうリラクゼーションサロンＷａｒｍ　ｓ サービス その他サービス 5%

93,113 神奈川県 横須賀市 ＢＡＲ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴＥ　ＡＭＯＲ　Ｂａｒ　　　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｅ　ＡＭＯＲ サービス 飲食業 5%

93,114 神奈川県 横須賀市 はるかぜ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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93,115 神奈川県 横須賀市 バンガローハウス追浜店 サービス その他サービス 5%

93,116 神奈川県 横須賀市 バンガローハウス衣笠店 サービス その他サービス 5%

93,117 神奈川県 横須賀市 ＨＡＮＧ　ＬＯＯＳＥ サービス 飲食業 5%

93,118 神奈川県 横須賀市 はんこ家一番　横須賀店 小売業 その他小売 5%

93,119 神奈川県 横須賀市 はんこ家一番北久里浜店 小売業 その他小売 5%

93,120 神奈川県 横須賀市 Ｐｉａｃｅｒｅ サービス 飲食業 5%

93,121 神奈川県 横須賀市 Ｂ　ｂｙ　Ｃ　ｊｕｓｔ　ｂｅａｕｔｙ　ビーバイシー　ジャストビューティ サービス 理容・美容業 5%

93,122 神奈川県 横須賀市 ＢＭＸｓｈｏｐＣＡＶＥ 小売業 その他小売 5%

93,123 神奈川県 横須賀市 ひかりや 本店 小売業 その他小売 5%

93,124 神奈川県 横須賀市 ビデオセンター横須賀　ビデオセンター横須賀 小売業 電化製品 5%

93,125 神奈川県 横須賀市 日比野タクシー５３３ サービス 運輸業 5%

93,126 神奈川県 横須賀市 ヒマラヤンベーカリー 小売業 食料品 5%

93,127 神奈川県 横須賀市 ビューティヒロミ　北久里浜駅前店 サービス 理容・美容業 5%

93,128 神奈川県 横須賀市 美容室ＳＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

93,129 神奈川県 横須賀市 美容室ナップス サービス 理容・美容業 5%

93,130 神奈川県 横須賀市 平坂書房　馬堀店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

93,131 神奈川県 横須賀市 平澤タクシー　４１７ サービス 運輸業 5%

93,132 神奈川県 横須賀市 ヒロミ・ベイスクエア　よこすか店 サービス 理容・美容業 5%

93,133 神奈川県 横須賀市 ヒロリギング サービス その他サービス 5%

93,134 神奈川県 横須賀市 ファーレ　リヴィンよこすか店 サービス 理容・美容業 5%

93,135 神奈川県 横須賀市 ファーレ　リヴィンよこすか店 サービス 理容・美容業 5%

93,136 神奈川県 横須賀市 Ｆｉｎｅ　Ｆｉｎｅ サービス 飲食業 5%

93,137 神奈川県 横須賀市 ファミリーストアーあおき 小売業 その他小売 5%

93,138 神奈川県 横須賀市 ファミリー電気商会 小売業 電化製品 5%

93,139 神奈川県 横須賀市 ファミリー電気商会大津店 小売業 電化製品 5%

93,140 神奈川県 横須賀市 ファミリ－電気商会野比店 小売業 電化製品 5%

93,141 神奈川県 横須賀市 ファミリー電気商会平坂店 小売業 電化製品 5%

93,142 神奈川県 横須賀市 ファーレ　北久里浜店 サービス 理容・美容業 5%

93,143 神奈川県 横須賀市 ファーレ　汐入店 サービス 理容・美容業 5%

93,144 神奈川県 横須賀市 ファーレＢＡＹＳＩＤＥショッパーズプラザ サービス 理容・美容業 5%

93,145 神奈川県 横須賀市 ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ 小売業 衣料品 5%

93,146 神奈川県 横須賀市 ＦＩＸ　ＲＯＯＭ サービス その他サービス 5%

93,147 神奈川県 横須賀市 フェアブライト横須賀衣笠店 サービス 理容・美容業 5%

93,148 神奈川県 横須賀市 ４ｓａｉｓｏｎ 小売業 衣料品 5%

93,149 神奈川県 横須賀市 ＦＯＲＥＳＴＨＯＵＳＥ 小売業 家具・調度品 5%

93,150 神奈川県 横須賀市 福家 サービス 飲食業 5%

93,151 神奈川県 横須賀市 フジ・ショップ 小売業 家具・調度品 5%

93,152 神奈川県 横須賀市 藤嵜タクシー　６３３ サービス 運輸業 5%

93,153 神奈川県 横須賀市 藤咲タクシー　６４０ サービス 運輸業 5%

93,154 神奈川県 横須賀市 藤澤タクシー　６４５ サービス 運輸業 5%

93,155 神奈川県 横須賀市 双葉貸衣裳店 サービス その他サービス 5%

93,156 神奈川県 横須賀市 プチモール　ミキ 小売業 その他小売 5%
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93,157 神奈川県 横須賀市 ブティックエルドア馬堀店 小売業 衣料品 5%

93,158 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン船越店 小売業 食料品 2%

93,159 神奈川県 横須賀市 プライムカワイ 小売業 衣料品 5%

93,160 神奈川県 横須賀市 ＦＬＯＷＥＲＳＨＯＰＡＳＡＨＩＹＡ中央店 小売業 その他小売 5%

93,161 神奈川県 横須賀市 フラワーショップ旭屋　米が浜通り 小売業 その他小売 5%

93,162 神奈川県 横須賀市 フラワーショップ旭屋中央店 小売業 その他小売 5%

93,163 神奈川県 横須賀市 ブリアント　横須賀中央店 サービス 理容・美容業 5%

93,164 神奈川県 横須賀市 ＢＬＵＥ　ＳＴＲＥＥＴ 小売業 衣料品 5%

93,165 神奈川県 横須賀市 フレンドマリンサービス 小売業 その他小売 5%

93,166 神奈川県 横須賀市 ［ＨＣ］文化テレビ追浜店 小売業 電化製品 5%

93,167 神奈川県 横須賀市 ヘアーサロン　ＴＡＫＡ サービス 理容・美容業 5%

93,168 神奈川県 横須賀市 Ｂｙａｋｋｏ　ａｔｒｉｕｍ サービス 理容・美容業 5%

93,169 神奈川県 横須賀市 ｈａｉｒ ｄａｙｓｐａ ＡＧＵ ヘアアンドデイスパアグー サービス 理容・美容業 5%

93,170 神奈川県 横須賀市 ＨＡＩＲ　ＳＴＡＧＥ　ＺＥＡＬ サービス 理容・美容業 5%

93,171 神奈川県 横須賀市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｒｅａｌｌｙ　ｊｕｓｔ　ｂｅａｕｔｙ　Ｒｅａｌｌｙ サービス 理容・美容業 5%

93,172 神奈川県 横須賀市 ベレッツァヘアーデザイン サービス 理容・美容業 5%

93,173 神奈川県 横須賀市 ベレッツァヘアーデザイン サービス 理容・美容業 5%

93,174 神奈川県 横須賀市 星野タクシー　７４２ サービス 運輸業 5%

93,175 神奈川県 横須賀市 細谷タクシー　７１７ サービス 運輸業 5%

93,176 神奈川県 横須賀市 ボディシェイプ　ボディシェイプ サービス その他サービス 5%

93,177 神奈川県 横須賀市 ホテル　ニューヨコスカ サービス 宿泊業 5%

93,178 神奈川県 横須賀市 ホテル　ニューヨコスカ サービス 宿泊業 5%

93,179 神奈川県 横須賀市 ホテル　横須賀 サービス 宿泊業 5%

93,180 神奈川県 横須賀市 ホテルニューヨコスカ サービス 宿泊業 5%

93,181 神奈川県 横須賀市 ホテルハーバー横須賀 サービス 宿泊業 5%

93,182 神奈川県 横須賀市 ホテルハーバー横須賀 サービス 宿泊業 5%

93,183 神奈川県 横須賀市 ホテル横須賀 サービス 宿泊業 5%

93,184 神奈川県 横須賀市 ホルモン焼き五郎　ホルモン焼き五郎 サービス 飲食業 5%

93,185 神奈川県 横須賀市 ＷｈｉｔｅｎｉｎｇＨｏｍｅ サービス 理容・美容業 5%

93,186 神奈川県 横須賀市 本社ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,187 神奈川県 横須賀市 マーリィ サービス 理容・美容業 5%

93,188 神奈川県 横須賀市 牧岡タクシー　２１８ サービス 運輸業 5%

93,189 神奈川県 横須賀市 牧野タクシー　１０７ サービス 運輸業 5%

93,190 神奈川県 横須賀市 マクドナルド追浜駅前店 サービス 飲食業 2%

93,191 神奈川県 横須賀市 マクドナルド衣笠駅前店 サービス 飲食業 2%

93,192 神奈川県 横須賀市 マクドナルド久里浜駅前店 サービス 飲食業 2%

93,193 神奈川県 横須賀市 マクドナルド久里浜街道舟倉店 サービス 飲食業 2%

93,194 神奈川県 横須賀市 マクドナルド久里浜ダイクマ店 サービス 飲食業 2%

93,195 神奈川県 横須賀市 マクドナルド佐原インター店 サービス 飲食業 2%

93,196 神奈川県 横須賀市 マクドナルド野比シティオ店 サービス 飲食業 2%

93,197 神奈川県 横須賀市 マクドナルド馬堀西友店 サービス 飲食業 2%

93,198 神奈川県 横須賀市 マクドナルド三笠通り店 サービス 飲食業 2%
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93,199 神奈川県 横須賀市 マクドナルド三春町店 サービス 飲食業 2%

93,200 神奈川県 横須賀市 マクドナルド横須賀武店 サービス 飲食業 2%

93,201 神奈川県 横須賀市 マクドナルド横須賀中央店 サービス 飲食業 2%

93,202 神奈川県 横須賀市 マクドナルド横須賀ホームズ店 サービス 飲食業 2%

93,203 神奈川県 横須賀市 松乃鮨 サービス 飲食業 5%

93,204 神奈川県 横須賀市 松本タクシー　６６０ サービス 運輸業 5%

93,205 神奈川県 横須賀市 松本タクシー　５２１ サービス 運輸業 5%

93,206 神奈川県 横須賀市 マハロハ サービス 飲食業 5%

93,207 神奈川県 横須賀市 ｍａｍａの広場　浦賀店 小売業 食料品 5%

93,208 神奈川県 横須賀市 ｍａｍａの広場　大津店 小売業 食料品 5%

93,209 神奈川県 横須賀市 ｍａｍａの広場　鴨居店 小売業 食料品 5%

93,210 神奈川県 横須賀市 ｍａｍ ｋｉｄｓ ｓａｌｏｎ 結?Ｙｕｉ? サービス その他サービス 5%

93,211 神奈川県 横須賀市 Ｍａｌｉｃｅｄｅｌ＇ａｎｇｅ 小売業 衣料品 5%

93,212 神奈川県 横須賀市 丸山タクシー　６２６ サービス 運輸業 5%

93,213 神奈川県 横須賀市 三浦電気商会　武山店 小売業 電化製品 5%

93,214 神奈川県 横須賀市 ミカサカフェ ＭＩＫＡＳＡ ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

93,215 神奈川県 横須賀市 ＭｉｋａｓａＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

93,216 神奈川県 横須賀市 ＭＩＫＡＳＡ　ｖｏｌ．２ 小売業 衣料品 5%

93,217 神奈川県 横須賀市 ミコノスリゾート・三浦 サービス 宿泊業 5%

93,218 神奈川県 横須賀市 Ｍｒ．ＶＡＰＥ横須賀 小売業 その他小売 5%

93,219 神奈川県 横須賀市 水谷タクシー　２３２ サービス 運輸業 5%

93,220 神奈川県 横須賀市 ミスターバックマン 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,221 神奈川県 横須賀市 ミスターバックマン 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,222 神奈川県 横須賀市 皆川タクシー サービス 運輸業 5%

93,223 神奈川県 横須賀市 ミニタリーショップヨコスカ三笠本店　ミリタリーショップ横須賀三笠本店 小売業 その他小売 5%

93,224 神奈川県 横須賀市 株式会社美濃屋山村電気 小売業 電化製品 5%

93,225 神奈川県 横須賀市 ＤＤ三春町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,226 神奈川県 横須賀市 ミリタリーショップ　ＦＵＪＩ 小売業 衣料品 5%

93,227 神奈川県 横須賀市 村井青果 小売業 食料品 5%

93,228 神奈川県 横須賀市 めい動物病院 サービス その他サービス 5%

93,229 神奈川県 横須賀市 明徳湯 サービス その他サービス 5%

93,230 神奈川県 横須賀市 メガネジャパン衣笠店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,231 神奈川県 横須賀市 メガネストアー北久里浜 小売業 その他小売 5%

93,232 神奈川県 横須賀市 メガネストアー北久里浜店 小売業 その他小売 5%

93,233 神奈川県 横須賀市 メガネストアー久里浜 小売業 その他小売 5%

93,234 神奈川県 横須賀市 メガネストアー久里浜店 小売業 その他小売 5%

93,235 神奈川県 横須賀市 メガネストアー横須賀武山 小売業 その他小売 5%

93,236 神奈川県 横須賀市 メガネストアー横須賀武山店 小売業 その他小売 5%

93,237 神奈川県 横須賀市 メガネのささき 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,238 神奈川県 横須賀市 メガネのシマダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,239 神奈川県 横須賀市 ＭＥＬＣＩ サービス 理容・美容業 5%

93,240 神奈川県 横須賀市 望月タクシー７１０ サービス 運輸業 5%
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93,241 神奈川県 横須賀市 盛根タクシー　７０７ サービス 運輸業 5%

93,242 神奈川県 横須賀市 焼肉　麗華 サービス 飲食業 5%

93,243 神奈川県 横須賀市 安尾タクシー　４４１ サービス 運輸業 5%

93,244 神奈川県 横須賀市 安田タクシー　５５７ サービス 運輸業 5%

93,245 神奈川県 横須賀市 やすらぎ温泉 サービス その他サービス 5%

93,246 神奈川県 横須賀市 やなせ本店 サービス 飲食業 5%

93,247 神奈川県 横須賀市 ［ＨＣ］山崎電気商会 小売業 電化製品 5%

93,248 神奈川県 横須賀市 山根タクシー　３２４ サービス 運輸業 5%

93,249 神奈川県 横須賀市 ヤマヨ　久保田商会 サービス その他サービス 5%

93,250 神奈川県 横須賀市 有限会社　小林家具店 小売業 家具・調度品 5%

93,251 神奈川県 横須賀市 有限会社ウラシマ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,252 神奈川県 横須賀市 有限会社カワイサッシ サービス その他サービス 5%

93,253 神奈川県 横須賀市 Ｃｏｌｅｔｔｅ 小売業 衣料品 5%

93,254 神奈川県 横須賀市 有限会社芹澤建設 サービス その他サービス 5%

93,255 神奈川県 横須賀市 有限会社タックル 小売業 その他小売 2%

93,256 神奈川県 横須賀市 有限会社とうがらし 焼肉とうがらし サービス 飲食業 5%

93,257 神奈川県 横須賀市 竹川ストアーミトミ 小売業 その他小売 5%

93,258 神奈川県 横須賀市 ＵＣＳ 小売業 衣料品 5%

93,259 神奈川県 横須賀市 ゆうでんいずみ 小売業 電化製品 5%

93,260 神奈川県 横須賀市 行森タクシー　３４１ サービス 運輸業 5%

93,261 神奈川県 横須賀市 ユザワヤ　横須賀店 小売業 その他小売 5%

93,262 神奈川県 横須賀市 溶岩窯パン工房　ブロートバウム 小売業 食料品 5%

93,263 神奈川県 横須賀市 溶岩窯パン工房　ブロートバウム サービス 飲食業 5%

93,264 神奈川県 横須賀市 ｊｏｋｉ サービス その他サービス 5%

93,265 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀芦名１丁目店 小売業 食料品 2%

93,266 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀芦名店 小売業 食料品 2%

93,267 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀インター店 小売業 食料品 2%

93,268 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀内川１丁目店 小売業 食料品 2%

93,269 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀浦賀駅前店 小売業 食料品 2%

93,270 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀浦賀５丁目店 小売業 食料品 2%

93,271 神奈川県 横須賀市 よこすか浦賀病院売店 小売業 その他小売 5%

93,272 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀上町店 小売業 食料品 2%

93,273 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀大津町店 小売業 食料品 2%

93,274 神奈川県 横須賀市 セブンーイレブン横須賀追浜駅前店 小売業 食料品 2%

93,275 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀追浜町店 小売業 食料品 2%

93,276 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀追浜本町店 小売業 食料品 2%

93,277 神奈川県 横須賀市 横須賀海軍カレー本舗　横須賀海軍カレー本舗 小売業 その他小売 5%

93,278 神奈川県 横須賀市 横須賀海軍カレー本舗レストラン　横須賀海軍カレー本舗レストラン サービス 飲食業 5%

93,279 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀金谷店 小売業 食料品 2%

93,280 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀北久里浜店 小売業 食料品 2%

93,281 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀公郷町２丁目店 小売業 食料品 2%

93,282 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀久比里店 小売業 食料品 2%
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93,283 神奈川県 横須賀市 横須賀グリーンゴルフ サービス その他サービス 5%

93,284 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀坂本店 小売業 食料品 2%

93,285 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀佐野町３丁目店 小売業 食料品 2%

93,286 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀佐原５丁目店 小売業 食料品 2%

93,287 神奈川県 横須賀市 横須賀市民病院売店 小売業 その他小売 5%

93,288 神奈川県 横須賀市 横須賀ジンギスカン本舗 サービス 飲食業 5%

93,289 神奈川県 横須賀市 横須賀スーベニアショッププライム店　ヨコスカスーベニアショッププライム店 小売業 その他小売 5%

93,290 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀須軽谷店 小売業 食料品 2%

93,291 神奈川県 横須賀市 横須賀ダイヤランドテニスクラブ サービス その他サービス 5%

93,292 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀武山店 小売業 食料品 2%

93,293 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀長井３丁目店 小売業 食料品 2%

93,294 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀長沢１丁目店 小売業 食料品 2%

93,295 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀長沢駅前店 小売業 食料品 2%

93,296 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀根岸町５丁目店 小売業 食料品 2%

93,297 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀根岸町４丁目店 小売業 食料品 2%

93,298 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀野比店 小売業 食料品 2%

93,299 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀野比２丁目店 小売業 食料品 2%

93,300 神奈川県 横須賀市 ヨコスカパドルクラブ サービス その他サービス 5%

93,301 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀林１丁目店 小売業 食料品 2%

93,302 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀林５丁目店 小売業 食料品 2%

93,303 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀日の出町３丁目店 小売業 食料品 2%

93,304 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀逸見店 小売業 食料品 2%

93,305 神奈川県 横須賀市 横須賀本社 サービス 運輸業 5%

93,306 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀本町２丁目店 小売業 食料品 2%

93,307 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀三春公園前店 小売業 食料品 2%

93,308 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀三春町５丁目店 小売業 食料品 2%

93,309 神奈川県 横須賀市 ヨコスカ模型 小売業 その他小売 5%

93,310 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀森崎１丁目店 小売業 食料品 2%

93,311 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀安浦店 小売業 食料品 2%

93,312 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀山科台店 小売業 食料品 2%

93,313 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀米ケ浜店 小売業 食料品 2%

93,314 神奈川県 横須賀市 セブン－イレブン横須賀若松町店 小売業 食料品 2%

93,315 神奈川県 横須賀市 横溝タクシー　５６０ サービス 運輸業 5%

93,316 神奈川県 横須賀市 吉川タクシー　４４２ サービス 運輸業 5%

93,317 神奈川県 横須賀市 ＳＨＩＮＲＹＯたけやまＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,318 神奈川県 横須賀市 吉田タクシー　６２０ サービス 運輸業 5%

93,319 神奈川県 横須賀市 米山商店　米山商店 小売業 食料品 5%

93,320 神奈川県 横須賀市 ４１４１　清水タクシー サービス 運輸業 5%

93,321 神奈川県 横須賀市 ４９１５　高城タクシー サービス 運輸業 5%

93,322 神奈川県 横須賀市 ４２３０　進藤タクシー サービス 運輸業 5%

93,323 神奈川県 横須賀市 ライトハウス サービス 飲食業 5%

93,324 神奈川県 横須賀市 Ｌｕｘｚｙ サービス 理容・美容業 5%
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93,325 神奈川県 横須賀市 ｌａｇｒｉｖｅ サービス 飲食業 5%

93,326 神奈川県 横須賀市 Ｒａｄｉａｎｚａ サービス 飲食業 5%

93,327 神奈川県 横須賀市 ｒａｎａ サービス 理容・美容業 5%

93,328 神奈川県 横須賀市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅリプレ岩戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,329 神奈川県 横須賀市 リペックス横須賀 サービス その他サービス 5%

93,330 神奈川県 横須賀市 リモデル サービス その他サービス 5%

93,331 神奈川県 横須賀市 リモデルプランニング 小売業 その他小売 5%

93,332 神奈川県 横須賀市 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ Ｓａｌｏｎ もみ蔵 サービス その他サービス 5%

93,333 神奈川県 横須賀市 ＬＯＯＫ　ＵＰ サービス 飲食業 5%

93,334 神奈川県 横須賀市 レストランカルディア サービス 飲食業 5%

93,335 神奈川県 横須賀市 Ｒｅｌｉｅ サービス 理容・美容業 5%

93,336 神奈川県 横須賀市 ６２１３　中原タクシー サービス 運輸業 5%

93,337 神奈川県 横須賀市 ＬｏｃｏＣｏｃｏ サービス 飲食業 5%

93,338 神奈川県 横須賀市 ロッキ－ サービス その他サービス 5%

93,339 神奈川県 横須賀市 ロボペ研究所　公郷神金パーク００１　コインパーキング サービス その他サービス 5%

93,340 神奈川県 横須賀市 Ｒｏｍｉ　Ｒｏｍｉ　ドブ板店 サービス 理容・美容業 5%

93,341 神奈川県 横須賀市 ＲＯＬＩＫＯ 小売業 衣料品 5%

93,342 神奈川県 横須賀市 和菓子司いづみや　大矢部店 小売業 食料品 5%

93,343 神奈川県 横須賀市 和菓子司いづみや 衣笠本店 小売業 食料品 5%

93,344 神奈川県 横須賀市 和菓子司いづみや 横須賀中央店 小売業 食料品 5%

93,345 神奈川県 横須賀市 和菓子司いづみや　大矢部店 小売業 食料品 5%

93,346 神奈川県 横須賀市 和菓子司いづみや　衣笠本店 小売業 食料品 5%

93,347 神奈川県 横須賀市 和菓子司いづみや　横須賀中央店 小売業 食料品 5%

93,348 神奈川県 横須賀市 和田タクシー６５９ サービス 運輸業 5%

93,349 神奈川県 横浜市 Ａｒｔ　Ｇａｌｌｅｒｙ　山手 小売業 家具・調度品 5%

93,350 神奈川県 横浜市 アートグラス横浜 サービス その他サービス 5%

93,351 神奈川県 横浜市 アーリーアメリカン サービス 飲食業 5%

93,352 神奈川県 横浜市 ＲｔｈｅＢｉｂｉｔｔｏ！ サービス 理容・美容業 5%

93,353 神奈川県 横浜市 Ｒ　ｔｈｅ　Ｂｉｂｉｔｔｏ サービス 理容・美容業 5%

93,354 神奈川県 横浜市 アイオン行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

93,355 神奈川県 横浜市 相澤タクシー　０７－０５６ サービス 運輸業 5%

93,356 神奈川県 横浜市 ｉｒｉｓ サービス 理容・美容業 5%

93,357 神奈川県 横浜市 アイリスメガネ　横浜コンタクト店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,358 神奈川県 横浜市 アイル新吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,359 神奈川県 横浜市 アヴァランチ　ゴールドアンドジュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,360 神奈川県 横浜市 アヴァランチ　渋谷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,361 神奈川県 横浜市 ＡＶＡＬＡＮＣＨＥ　町田店 小売業 衣料品 5%

93,362 神奈川県 横浜市 アヴァランチ　横浜新西口店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,363 神奈川県 横浜市 アヴァランチ　横浜西口店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,364 神奈川県 横浜市 アヴァランチ　横浜西口店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,365 神奈川県 横浜市 ＡｕＲＡ サービス 理容・美容業 5%

93,366 神奈川県 横浜市 青いとり横浜店 サービス その他サービス 5%
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93,367 神奈川県 横浜市 青木鮮魚店　鶴屋町店 サービス 飲食業 5%

93,368 神奈川県 横浜市 青木鮮魚店　南幸店 サービス 飲食業 5%

93,369 神奈川県 横浜市 青とうがらし　都筑店 サービス 飲食業 5%

93,370 神奈川県 横浜市 青とうがらし中山店 サービス 飲食業 5%

93,371 神奈川県 横浜市 あおばペットクリニック サービス その他サービス 5%

93,372 神奈川県 横浜市 青山自動車 サービス その他サービス 5%

93,373 神奈川県 横浜市 青山フラワーマーケット青葉台店 小売業 その他小売 5%

93,374 神奈川県 横浜市 青山フラワーマーケットあざみ野店 小売業 その他小売 5%

93,375 神奈川県 横浜市 青山フラワーマーケットセンター北店 小売業 その他小売 5%

93,376 神奈川県 横浜市 青山フラワーマーケット綱島店 小売業 その他小売 5%

93,377 神奈川県 横浜市 あお柚子 サービス 飲食業 5%

93,378 神奈川県 横浜市 アカフーボウル サービス その他サービス 5%

93,379 神奈川県 横浜市 赤帽　ホワットエバー運送 サービス 運輸業 5%

93,380 神奈川県 横浜市 あきカイロプラクティック治療室 サービス その他サービス 5%

93,381 神奈川県 横浜市 秋場タクシー　０９－０７４ サービス 運輸業 5%

93,382 神奈川県 横浜市 秋山畳店 サービス その他サービス 5%

93,383 神奈川県 横浜市 秋吉　横浜関内店 サービス 飲食業 5%

93,384 神奈川県 横浜市 ＡＱＵＡ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

93,385 神奈川県 横浜市 アクアテラス サービス 理容・美容業 5%

93,386 神奈川県 横浜市 ＡＸＩＳ　ＹＯＫＯＨＡＭＡ 小売業 その他小売 5%

93,387 神奈川県 横浜市 アクセサリーＡＪ 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,388 神奈川県 横浜市 アクティホーム 小売業 その他小売 5%

93,389 神奈川県 横浜市 ａｃｒｏｓｓｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ　関内店 サービス 理容・美容業 5%

93,390 神奈川県 横浜市 ａｃｒｏｓｓｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ東戸塚店 サービス 理容・美容業 5%

93,391 神奈川県 横浜市 あけぼの食堂鶴屋町店 サービス 飲食業 5%

93,392 神奈川県 横浜市 朝立タクシー　１２－１８１ サービス 運輸業 5%

93,393 神奈川県 横浜市 朝比奈インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,394 神奈川県 横浜市 麻布テーラー　みなとみらい 小売業 衣料品 5%

93,395 神奈川県 横浜市 麻布テーラー　横浜 小売業 衣料品 5%

93,396 神奈川県 横浜市 あざみ野どうぶつ医療センター サービス その他サービス 5%

93,397 神奈川県 横浜市 あざみ野ペットクリニック サービス その他サービス 5%

93,398 神奈川県 横浜市 アジアンビストロ横浜　バリバール サービス 飲食業 5%

93,399 神奈川県 横浜市 アスリード サービス その他サービス 5%

93,400 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ反町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,401 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東戸塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,402 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ元町・中華街ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,403 神奈川県 横浜市 アダチオート サービス その他サービス 5%

93,404 神奈川県 横浜市 ａｒｃｈ サービス 理容・美容業 5%

93,405 神奈川県 横浜市 ア－トジュエリ－ 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,406 神奈川県 横浜市 アートジュエリー馬車道サロン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,407 神奈川県 横浜市 アートディーラー　祥 小売業 家具・調度品 5%

93,408 神奈川県 横浜市 アートディーラー　祥 小売業 家具・調度品 5%
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93,409 神奈川県 横浜市 アート宝飾　シァル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,410 神奈川県 横浜市 アート宝飾　地下街店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,411 神奈川県 横浜市 Ａｄｏｒａｂｌｅ サービス 理容・美容業 5%

93,412 神奈川県 横浜市 ａｔｅｌｉｅｒｋｕｌｕｌｕ 小売業 衣料品 5%

93,413 神奈川県 横浜市 アトリエｃｏｂｏｚ サービス その他サービス 5%

93,414 神奈川県 横浜市 アトリエ雅子　横浜西店 サービス 理容・美容業 5%

93,415 神奈川県 横浜市 アートリックミュージアム サービス その他サービス 5%

93,416 神奈川県 横浜市 ＡＤＤＲＥＳＳ５３ 小売業 衣料品 5%

93,417 神奈川県 横浜市 ａｎｏｔｈｅｒｓｋｙ サービス その他サービス 5%

93,418 神奈川県 横浜市 ａｎｏｔｈｅｒ　ｓｋｙ サービス 理容・美容業 5%

93,419 神奈川県 横浜市 アバロン・ヒルサイドファーム サービス その他サービス 5%

93,420 神奈川県 横浜市 アビー　横浜店 サービス 理容・美容業 5%

93,421 神奈川県 横浜市 ＡＦＴＥＲ７ サービス 飲食業 5%

93,422 神奈川県 横浜市 アプリス サービス 理容・美容業 5%

93,423 神奈川県 横浜市 アボリータム サービス 飲食業 5%

93,424 神奈川県 横浜市 アポロ 小売業 衣料品 5%

93,425 神奈川県 横浜市 アミューズメントパークネバーランド サービス その他サービス 5%

93,426 神奈川県 横浜市 ＡＭＮＥＳＩＡ サービス 理容・美容業 5%

93,427 神奈川県 横浜市 アメニティーカーサービス サービス その他サービス 5%

93,428 神奈川県 横浜市 アメリカ屋 小売業 衣料品 5%

93,429 神奈川県 横浜市 ＮａｉｌＳａｌｏｎＡｍｏｕｚ サービス 理容・美容業 5%

93,430 神奈川県 横浜市 あらきや 小売業 その他小売 5%

93,431 神奈川県 横浜市 アラブルソイル 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,432 神奈川県 横浜市 アラブルソイル 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,433 神奈川県 横浜市 アリス動物病院 サービス その他サービス 5%

93,434 神奈川県 横浜市 アリババ サービス 飲食業 5%

93,435 神奈川県 横浜市 有村タクシー　０５－２５０ サービス 運輸業 5%

93,436 神奈川県 横浜市 アリラン飯店 サービス 飲食業 5%

93,437 神奈川県 横浜市 アリラン飯店 サービス 飲食業 5%

93,438 神奈川県 横浜市 アリラン飯店　岡野町交差点側 サービス 飲食業 5%

93,439 神奈川県 横浜市 Ｒ＆Ｂ サービス 飲食業 5%

93,440 神奈川県 横浜市 ＲＨＢ　東戸塚店 サービス 理容・美容業 5%

93,441 神奈川県 横浜市 アルペンジロー　本店 小売業 食料品 5%

93,442 神奈川県 横浜市 ａｒｏｍａ＆ｈｅｒｂＦＲＡＮ サービス その他サービス 5%

93,443 神奈川県 横浜市 アン・コトン　大船店 サービス その他サービス 5%

93,444 神奈川県 横浜市 アン・コトン　鶴見店 サービス その他サービス 5%

93,445 神奈川県 横浜市 アンジェリック サービス 理容・美容業 5%

93,446 神奈川県 横浜市 アンジェリックカーム サービス 理容・美容業 5%

93,447 神奈川県 横浜市 ＡｎｇｅＣｌｉｎｉｃ馬車道 サービス その他サービス 5%

93,448 神奈川県 横浜市 アンドウスポーツ 小売業 食料品 5%

93,449 神奈川県 横浜市 アンベットクリニック サービス その他サービス 5%

93,450 神奈川県 横浜市 飯吉タクシー　１５－０７８ サービス 運輸業 5%
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93,451 神奈川県 横浜市 イエローフラッグ 小売業 家具・調度品 5%

93,452 神奈川県 横浜市 育生会横浜病院売店 小売業 その他小売 5%

93,453 神奈川県 横浜市 井組自動車工業 サービス その他サービス 5%

93,454 神奈川県 横浜市 井組自動車工業都筑テクニカルショップ サービス その他サービス 5%

93,455 神奈川県 横浜市 井汲タクシー　０３－０８８ サービス 運輸業 5%

93,456 神奈川県 横浜市 居酒屋　ねこ兵衛 サービス 飲食業 5%

93,457 神奈川県 横浜市 居酒屋なつめ サービス 飲食業 5%

93,458 神奈川県 横浜市 イサベラ サービス 飲食業 5%

93,459 神奈川県 横浜市 井澤タクシー　０４－１４８ サービス 運輸業 5%

93,460 神奈川県 横浜市 石井タクシー　０３－０９２ サービス 運輸業 5%

93,461 神奈川県 横浜市 イシバシガッキ　ヨコハマテン 小売業 その他小売 5%

93,462 神奈川県 横浜市 いずみ野ニュータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,463 神奈川県 横浜市 イズリ サービス その他サービス 5%

93,464 神奈川県 横浜市 イズリフォームクラブ サービス その他サービス 5%

93,465 神奈川県 横浜市 磯くら市ヶ尾店 サービス 飲食業 5%

93,466 神奈川県 横浜市 板そば蒼ひ サービス 飲食業 5%

93,467 神奈川県 横浜市 イタリア商事１Ｆ 小売業 家具・調度品 5%

93,468 神奈川県 横浜市 イタリア商事２Ｆ 小売業 家具・調度品 5%

93,469 神奈川県 横浜市 イタリア料理　インコントロ サービス 飲食業 5%

93,470 神奈川県 横浜市 イタリアンダイニング金色の午後 サービス 飲食業 5%

93,471 神奈川県 横浜市 １１１１　石田タクシー サービス 運輸業 5%

93,472 神奈川県 横浜市 １１１０　石タクシー サービス 運輸業 5%

93,473 神奈川県 横浜市 １１９９ケアタクシー東京／神奈川１ サービス 運輸業 5%

93,474 神奈川県 横浜市 １１９９ケアタクシー東京／神奈川３ サービス 運輸業 5%

93,475 神奈川県 横浜市 １１９９ケアタクシー東京／神奈川２ サービス 運輸業 5%

93,476 神奈川県 横浜市 １１５１　岩崎タクシー サービス 運輸業 5%

93,477 神奈川県 横浜市 １１３０　石田タクシー サービス 運輸業 5%

93,478 神奈川県 横浜市 １１２０　岩澤タクシー サービス 運輸業 5%

93,479 神奈川県 横浜市 １１８４　岩澤タクシー サービス 運輸業 5%

93,480 神奈川県 横浜市 １１６０　井上タクシー サービス 運輸業 5%

93,481 神奈川県 横浜市 ＪＭ／１Ａ サービス 飲食業 5%

93,482 神奈川県 横浜市 １９５０　大野タクシー サービス 運輸業 5%

93,483 神奈川県 横浜市 １９３　橋本タクシー サービス 運輸業 5%

93,484 神奈川県 横浜市 １９０１　大西タクシー サービス 運輸業 5%

93,485 神奈川県 横浜市 １９８２　小田島タクシー サービス 運輸業 5%

93,486 神奈川県 横浜市 一吟 サービス 飲食業 5%

93,487 神奈川県 横浜市 一国サイクルワークス 小売業 その他小売 5%

93,488 神奈川県 横浜市 １５２５　大久保タクシー サービス 運輸業 5%

93,489 神奈川県 横浜市 １３９３　宇野タクシー サービス 運輸業 5%

93,490 神奈川県 横浜市 １３５０　上野タクシー サービス 運輸業 5%

93,491 神奈川県 横浜市 １３０５　碓井タクシー サービス 運輸業 5%

93,492 神奈川県 横浜市 １３８　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%
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93,493 神奈川県 横浜市 １０２１　石崎タクシー サービス 運輸業 5%

93,494 神奈川県 横浜市 市大センター病院売店 小売業 食料品 5%

93,495 神奈川県 横浜市 １７１９　大森タクシー サービス 運輸業 5%

93,496 神奈川県 横浜市 １７１０　大森タクシー サービス 運輸業 5%

93,497 神奈川県 横浜市 １７５０　大山タクシー サービス 運輸業 5%

93,498 神奈川県 横浜市 １７２０　小川タクシー サービス 運輸業 5%

93,499 神奈川県 横浜市 １７８０　落合タクシー サービス 運輸業 5%

93,500 神奈川県 横浜市 １７８４　大塚タクシー サービス 運輸業 5%

93,501 神奈川県 横浜市 １７６５　大野タクシー サービス 運輸業 5%

93,502 神奈川県 横浜市 １７６７　大野タクシー サービス 運輸業 5%

93,503 神奈川県 横浜市 １２１０　臼井タクシー サービス 運輸業 5%

93,504 神奈川県 横浜市 １８０１　大沼タクシー サービス 運輸業 5%

93,505 神奈川県 横浜市 １８６１　大滝タクシー サービス 運輸業 5%

93,506 神奈川県 横浜市 １４５０　遠藤タクシー サービス 運輸業 5%

93,507 神奈川県 横浜市 １４００　瓜田タクシー サービス 運輸業 5%

93,508 神奈川県 横浜市 一凛 サービス 飲食業 5%

93,509 神奈川県 横浜市 １６００　岡タクシー サービス 運輸業 5%

93,510 神奈川県 横浜市 １６７０　奥瀧タクシー サービス 運輸業 5%

93,511 神奈川県 横浜市 １６８０　小川タクシー サービス 運輸業 5%

93,512 神奈川県 横浜市 １６４　大内タクシー サービス 運輸業 5%

93,513 神奈川県 横浜市 一鶴　横浜西口店 サービス 飲食業 5%

93,514 神奈川県 横浜市 いっちゃが　関内店 サービス 飲食業 5%

93,515 神奈川県 横浜市 いっちゃが　桜木町店 サービス 飲食業 5%

93,516 神奈川県 横浜市 いっちゃが　横浜西口店 サービス 飲食業 5%

93,517 神奈川県 横浜市 Ｉｔ’ｓ サービス その他サービス 5%

93,518 神奈川県 横浜市 Ｉｔ’ｓ新横浜店 サービス その他サービス 5%

93,519 神奈川県 横浜市 Ｉｔ’ｓ横浜店 サービス その他サービス 5%

93,520 神奈川県 横浜市 Ｉｅｐｅ サービス 理容・美容業 5%

93,521 神奈川県 横浜市 いつもキレイヘ　イソガイ サービス 理容・美容業 5%

93,522 神奈川県 横浜市 伊藤タクシー　１４－０８７ サービス 運輸業 5%

93,523 神奈川県 横浜市 伊奈サイクル 小売業 その他小売 5%

93,524 神奈川県 横浜市 犬猫病院バディ サービス その他サービス 5%

93,525 神奈川県 横浜市 井上タクシー　０５－１５４ サービス 運輸業 5%

93,526 神奈川県 横浜市 井上動物病院 サービス その他サービス 5%

93,527 神奈川県 横浜市 イノケン サービス その他サービス 5%

93,528 神奈川県 横浜市 茨木動物病院 サービス その他サービス 5%

93,529 神奈川県 横浜市 伊吹／オルウェーブ サービス 飲食業 5%

93,530 神奈川県 横浜市 ｉｈｏｒｉ 小売業 その他小売 5%

93,531 神奈川県 横浜市 今井町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,532 神奈川県 横浜市 芋蔵　桜木町クロスゲート店 サービス 飲食業 5%

93,533 神奈川県 横浜市 芋蔵横浜鶴屋町店 サービス 飲食業 5%

93,534 神奈川県 横浜市 ＩＬｕ． サービス 理容・美容業 5%

2229



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

93,535 神奈川県 横浜市 イル・サッシオ サービス 飲食業 5%

93,536 神奈川県 横浜市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ上大岡 サービス その他サービス 5%

93,537 神奈川県 横浜市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ横浜 サービス その他サービス 5%

93,538 神奈川県 横浜市 ＩＲＥＮＥ サービス 理容・美容業 5%

93,539 神奈川県 横浜市 彩り動物病院 サービス その他サービス 5%

93,540 神奈川県 横浜市 イワキ　バーズ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,541 神奈川県 横浜市 イワキ　横浜関内店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,542 神奈川県 横浜市 岩太屋 小売業 食料品 5%

93,543 神奈川県 横浜市 岩脇自動車修理工場 サービス その他サービス 5%

93,544 神奈川県 横浜市 インクリーズヘアー　新横浜店 サービス 理容・美容業 5%

93,545 神奈川県 横浜市 ＩＮＤＯＯＲＣＬＡＳＳ 小売業 衣料品 5%

93,546 神奈川県 横浜市 インド料理　アマル サービス 飲食業 5%

93,547 神奈川県 横浜市 インナー・シティ・ズーノア 小売業 その他小売 5%

93,548 神奈川県 横浜市 Ｖｉｅｎｎｕｅたまプラーザ店 サービス 理容・美容業 5%

93,549 神奈川県 横浜市 ＷｉＺ サービス 理容・美容業 5%

93,550 神奈川県 横浜市 ウイル サービス その他サービス 5%

93,551 神奈川県 横浜市 ＷｉｎｋＯｚａｗａ 小売業 その他小売 5%

93,552 神奈川県 横浜市 ウインドジャマー サービス 飲食業 5%

93,553 神奈川県 横浜市 ウインドジャマー サービス 飲食業 5%

93,554 神奈川県 横浜市 ウェディングストーリー横浜山手館 サービス その他サービス 5%

93,555 神奈川県 横浜市 ＶＥＮＩ　ａｊｅ サービス 理容・美容業 5%

93,556 神奈川県 横浜市 上野町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,557 神奈川県 横浜市 ウェルネスサロンＮｉｃｏｙａｃａ サービス その他サービス 5%

93,558 神奈川県 横浜市 ウォーキングフィールドアルク 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

93,559 神奈川県 横浜市 魚参 サービス 飲食業 5%

93,560 神奈川県 横浜市 うお三昧きじま サービス 飲食業 5%

93,561 神奈川県 横浜市 魚鉄食堂綱島店 サービス 飲食業 5%

93,562 神奈川県 横浜市 魚寅食堂 サービス 飲食業 5%

93,563 神奈川県 横浜市 魚寅食堂　鶴屋町店 サービス 飲食業 5%

93,564 神奈川県 横浜市 魚寅本店 サービス 飲食業 5%

93,565 神奈川県 横浜市 魚浜　福富町店 サービス 飲食業 5%

93,566 神奈川県 横浜市 うさぎのしっぽ　横浜店 小売業 その他小売 5%

93,567 神奈川県 横浜市 うさぎのしっぽ　横浜店 小売業 その他小売 5%

93,568 神奈川県 横浜市 うさぎや 小売業 食料品 5%

93,569 神奈川県 横浜市 うさフェスタ 小売業 その他小売 5%

93,570 神奈川県 横浜市 潮田貴金属 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,571 神奈川県 横浜市 ウスイ靴店 小売業 その他小売 5%

93,572 神奈川県 横浜市 内田時計店 小売業 その他小売 5%

93,573 神奈川県 横浜市 うつわ屋まほろ 小売業 家具・調度品 5%

93,574 神奈川県 横浜市 うま六亭 サービス 飲食業 5%

93,575 神奈川県 横浜市 海幸料理　きじま サービス 飲食業 5%

93,576 神奈川県 横浜市 海凪 サービス 飲食業 5%
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93,577 神奈川県 横浜市 Ｕｍｉｎｅｋｏ　美容室 サービス 理容・美容業 5%

93,578 神奈川県 横浜市 Ｕｍｉｎｅｋｏ　美容室　センター南店 サービス 理容・美容業 5%

93,579 神奈川県 横浜市 占い処シポーケ サービス その他サービス 5%

93,580 神奈川県 横浜市 ＡＩＲ サービス 飲食業 5%

93,581 神奈川県 横浜市 エーアイディーお台場店 小売業 家具・調度品 5%

93,582 神奈川県 横浜市 ［ＨＣ］栄光電子上郷店 小売業 電化製品 5%

93,583 神奈川県 横浜市 エイジング・ビーフ横浜店 サービス 飲食業 5%

93,584 神奈川県 横浜市 Ｈ＆ＭＨＯＭＥ 小売業 その他小売 5%

93,585 神奈川県 横浜市 エイトピット 小売業 その他小売 5%

93,586 神奈川県 横浜市 エイベックエコ　（有）ワイズ・ワン サービス その他サービス 5%

93,587 神奈川県 横浜市 えいりぃ亭 サービス 飲食業 5%

93,588 神奈川県 横浜市 えいりい亭 サービス 飲食業 5%

93,589 神奈川県 横浜市 栄和自動車販売株式会社 小売業 その他小売 5%

93,590 神奈川県 横浜市 エーアイディー　新横浜店 小売業 家具・調度品 5%

93,591 神奈川県 横浜市 ａｕショップ新横浜 サービス その他サービス 5%

93,592 神奈川県 横浜市 エオニア 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,593 神奈川県 横浜市 Ａ　ｃｏｌｏｒ 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,594 神奈川県 横浜市 ＥＸＩＴｚ サービス 理容・美容業 5%

93,595 神奈川県 横浜市 オリエンステラエシカルビューティーラボ サービス 理容・美容業 5%

93,596 神奈川県 横浜市 Ａ．ｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

93,597 神奈川県 横浜市 エスカレード 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,598 神奈川県 横浜市 エスジー・ゴトー 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,599 神奈川県 横浜市 Ｓ．Ｊ．Ｂ．ｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

93,600 神奈川県 横浜市 ｓ－ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

93,601 神奈川県 横浜市 ＳＴ１ 小売業 その他小売 5%

93,602 神奈川県 横浜市 エステサロンさくら　日吉駅前店 サービス 理容・美容業 5%

93,603 神奈川県 横浜市 エステサロンさくら上大岡店 サービス 理容・美容業 5%

93,604 神奈川県 横浜市 エステサロンさくら　港南台店 サービス 理容・美容業 5%

93,605 神奈川県 横浜市 エステサロンさくら　新横浜プリンスペペ サービス 理容・美容業 5%

93,606 神奈川県 横浜市 エステサロンパルル サービス 理容・美容業 5%

93,607 神奈川県 横浜市 ＳＢＳ　金沢文庫 小売業 その他小売 5%

93,608 神奈川県 横浜市 ＳＢＳ　パワーズ 小売業 その他小売 5%

93,609 神奈川県 横浜市 エスプラス 小売業 電化製品 5%

93,610 神奈川県 横浜市 エスペランサ サービス 飲食業 5%

93,611 神奈川県 横浜市 えだ動物病院 サービス その他サービス 5%

93,612 神奈川県 横浜市 えちぜんや　るうむ 小売業 家具・調度品 5%

93,613 神奈川県 横浜市 エチュード　日吉店 小売業 衣料品 5%

93,614 神奈川県 横浜市 エッチアールティー 小売業 その他小売 5%

93,615 神奈川県 横浜市 ＥＮＩＳＨＩ 小売業 その他小売 5%

93,616 神奈川県 横浜市 ＥｎｅＪｅｔ　Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ青葉インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,617 神奈川県 横浜市 ＥｎｅＪｅｔ西寺尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,618 神奈川県 横浜市 ＥｎｅＪｅｔ元石川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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93,619 神奈川県 横浜市 榎タクシー　０２－１６２ サービス 運輸業 5%

93,620 神奈川県 横浜市 ＥＶＥＲ 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,621 神奈川県 横浜市 ａｉｍａｂｌｅ サービス 理容・美容業 5%

93,622 神奈川県 横浜市 ＭＲインター 小売業 その他小売 5%

93,623 神奈川県 横浜市 ＭＳＰ　ＤＡＨ　横浜店 サービス 理容・美容業 5%

93,624 神奈川県 横浜市 エムエスパ－トナ－ズ 小売業 その他小売 5%

93,625 神奈川県 横浜市 ＭＮＪＦ瑞亭 サービス 飲食業 5%

93,626 神奈川県 横浜市 エムサポート サービス その他サービス 5%

93,627 神奈川県 横浜市 Ｅｍｕ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

93,628 神奈川県 横浜市 Ｍ’ｓ　ｔａｂｌｅ 小売業 食料品 5%

93,629 神奈川県 横浜市 株式会社エムズリビング サービス その他サービス 5%

93,630 神奈川県 横浜市 Ｍ２　港南台店 小売業 衣料品 5%

93,631 神奈川県 横浜市 エムユーケイカメラサービス横浜関内 サービス その他サービス 5%

93,632 神奈川県 横浜市 ＭＹ整体院 サービス その他サービス 5%

93,633 神奈川県 横浜市 ＡＩＭＥ サービス 理容・美容業 5%

93,634 神奈川県 横浜市 ａｕショップ長津田 小売業 電化製品 5%

93,635 神奈川県 横浜市 ａｕショップマークタウン長津田駅前 小売業 電化製品 5%

93,636 神奈川県 横浜市 ＬＡＨＯＬＹ 小売業 衣料品 5%

93,637 神奈川県 横浜市 ＥＬＳＥＷＨＥＲＥ 小売業 衣料品 5%

93,638 神奈川県 横浜市 エルフラット 小売業 その他小売 5%

93,639 神奈川県 横浜市 エルベート　新横浜店 小売業 衣料品 5%

93,640 神奈川県 横浜市 エルムズヘアー　白楽店 サービス 理容・美容業 5%

93,641 神奈川県 横浜市 遠藤写真館 サービス その他サービス 5%

93,642 神奈川県 横浜市 遠藤タクシー　１５－０３５ サービス 運輸業 5%

93,643 神奈川県 横浜市 オイノス石川町 サービス 飲食業 5%

93,644 神奈川県 横浜市 オイノス新横浜 サービス 飲食業 5%

93,645 神奈川県 横浜市 オイノス野毛 サービス 飲食業 5%

93,646 神奈川県 横浜市 王流楊式太極拳 サービス その他サービス 5%

93,647 神奈川県 横浜市 ＯＷＬｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

93,648 神奈川県 横浜市 大石タクシー　０５－２５８ サービス 運輸業 5%

93,649 神奈川県 横浜市 大勝タクシー　１２－１３０ サービス 運輸業 5%

93,650 神奈川県 横浜市 大木タクシー　１２－１８９ サービス 運輸業 5%

93,651 神奈川県 横浜市 おおき動物病院 サービス その他サービス 5%

93,652 神奈川県 横浜市 ＯＡＫたまプラーザ サービス 理容・美容業 5%

93,653 神奈川県 横浜市 大口　ギャラリーアイ 小売業 衣料品 5%

93,654 神奈川県 横浜市 大口時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,655 神奈川県 横浜市 大倉山動物病院 サービス その他サービス 5%

93,656 神奈川県 横浜市 ＯＫＡＹ　みなとみらい店 小売業 家具・調度品 5%

93,657 神奈川県 横浜市 ［ＨＣ］おおたに家電 小売業 電化製品 5%

93,658 神奈川県 横浜市 大地商店 小売業 その他小売 5%

93,659 神奈川県 横浜市 大貫タクシー　０６－１１４ サービス 運輸業 5%

93,660 神奈川県 横浜市 大橋タクシー　０３－０７８ サービス 運輸業 5%
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93,661 神奈川県 横浜市 大村タクシー　０４－１４３ サービス 運輸業 5%

93,662 神奈川県 横浜市 岡沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,663 神奈川県 横浜市 御菓子司　名月 小売業 食料品 5%

93,664 神奈川県 横浜市 岡村町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,665 神奈川県 横浜市 オカモトジュエリーアトリエ＆ショップ 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,666 神奈川県 横浜市 小河タクシー　０５－２６２ サービス 運輸業 5%

93,667 神奈川県 横浜市 Ｏｋｕ－Ａｎｔｉｑｕｅｓ サービス その他サービス 5%

93,668 神奈川県 横浜市 オグラ眼鏡　横浜西口店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,669 神奈川県 横浜市 お好み焼　杏子 サービス 飲食業 5%

93,670 神奈川県 横浜市 お好み焼き　浜家 サービス 飲食業 5%

93,671 神奈川県 横浜市 ｏｃｏｍｏｃｏ 小売業 衣料品 5%

93,672 神奈川県 横浜市 オステリア　パーチェ サービス 飲食業 5%

93,673 神奈川県 横浜市 ＯＳＴＥＲＩＡ　ｉｌ　ＦＵＯＣＯ サービス 飲食業 5%

93,674 神奈川県 横浜市 小原佛具店市ヶ尾店 小売業 家具・調度品 5%

93,675 神奈川県 横浜市 ＯＰＥＮ　ＨＥＡＲＴ サービス 飲食業 5%

93,676 神奈川県 横浜市 オペラ　上大岡店 サービス その他サービス 5%

93,677 神奈川県 横浜市 おもしろ屋 小売業 衣料品 5%

93,678 神奈川県 横浜市 おもてなし館　きじま本陣 サービス 飲食業 5%

93,679 神奈川県 横浜市 折本屋 小売業 その他小売 5%

93,680 神奈川県 横浜市 御料理梅田 サービス 飲食業 5%

93,681 神奈川県 横浜市 卸売センターいずみ 小売業 家具・調度品 5%

93,682 神奈川県 横浜市 オーロラモール東戸塚 サービス その他サービス 5%

93,683 神奈川県 横浜市 音響商会 サービス その他サービス 5%

93,684 神奈川県 横浜市 可愛動物病院 サービス その他サービス 5%

93,685 神奈川県 横浜市 カースポット丸山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,686 神奈川県 横浜市 カーテン・ファクトリー　洋光台店 小売業 家具・調度品 5%

93,687 神奈川県 横浜市 カーテン・ファクトリー　横浜店 小売業 家具・調度品 5%

93,688 神奈川県 横浜市 海岸通酒場でざんじゅ サービス 飲食業 5%

93,689 神奈川県 横浜市 海鮮　磯料理　磯くら サービス 飲食業 5%

93,690 神奈川県 横浜市 ガイソー横浜店 サービス その他サービス 5%

93,691 神奈川県 横浜市 回徳堂薬局 小売業 その他小売 5%

93,692 神奈川県 横浜市 カイロプラクティック＆スウェディッシュセラピーテミス サービス その他サービス 5%

93,693 神奈川県 横浜市 買蔵　ブランド 小売業 その他小売 5%

93,694 神奈川県 横浜市 買蔵伊勢佐木モール店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,695 神奈川県 横浜市 買蔵時計ジュエリー館 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,696 神奈川県 横浜市 カウンセリングルーム泉 サービス その他サービス 5%

93,697 神奈川県 横浜市 加賀風料理　三っ橋 サービス 飲食業 5%

93,698 神奈川県 横浜市 牡蠣と魚　海宝　みなとみらい店 サービス 飲食業 5%

93,699 神奈川県 横浜市 かぎや盛岡べん サービス その他サービス 2%

93,700 神奈川県 横浜市 嘉宮 サービス 飲食業 5%

93,701 神奈川県 横浜市 学生服のＴ＆Ｙ　キタムラ杉田店 小売業 衣料品 5%

93,702 神奈川県 横浜市 カクヤス　池辺町店 小売業 食料品 5%
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93,703 神奈川県 横浜市 カクヤス　潮田店 小売業 食料品 5%

93,704 神奈川県 横浜市 カクヤス　翁町店 小売業 食料品 5%

93,705 神奈川県 横浜市 カクヤス　新桜ヶ丘店 小売業 食料品 5%

93,706 神奈川県 横浜市 カクヤス　反町駅前店 小売業 食料品 5%

93,707 神奈川県 横浜市 カクヤス　都筑中央店 小売業 食料品 5%

93,708 神奈川県 横浜市 カクヤス　鶴見下野谷町店 小売業 食料品 5%

93,709 神奈川県 横浜市 カクヤス　戸塚店 小売業 食料品 5%

93,710 神奈川県 横浜市 カクヤス　初音町本店 小売業 食料品 5%

93,711 神奈川県 横浜市 カクヤス　東神奈川店 小売業 食料品 5%

93,712 神奈川県 横浜市 カクヤス　保土ヶ谷岩間町店 小売業 食料品 5%

93,713 神奈川県 横浜市 カクヤス　吉野町店 小売業 食料品 5%

93,714 神奈川県 横浜市 影山輪業　杉田店 小売業 その他小売 5%

93,715 神奈川県 横浜市 華香閣 サービス 飲食業 5%

93,716 神奈川県 横浜市 河西タクシー　０８－２６１ サービス 運輸業 5%

93,717 神奈川県 横浜市 ｃａｓａ　ｄｏ　ａｎｊｏ　港南台店 小売業 家具・調度品 5%

93,718 神奈川県 横浜市 カザマランドセル　横浜ショールーム 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,719 神奈川県 横浜市 ＫＡＺＩＫＡ 小売業 その他小売 5%

93,720 神奈川県 横浜市 カジュアルゴルフスクール戸塚 小売業 その他小売 5%

93,721 神奈川県 横浜市 カジュアルゴルフスクール戸塚イベント サービス その他サービス 5%

93,722 神奈川県 横浜市 カジュアルダイニング　ＢＵＯＮＯ サービス 飲食業 5%

93,723 神奈川県 横浜市 カーショップ緑 小売業 その他小売 5%

93,724 神奈川県 横浜市 柏崎タクシー　０９－０７１ サービス 運輸業 5%

93,725 神奈川県 横浜市 ガッツリィジャパン港北ニュータウ 小売業 その他小売 5%

93,726 神奈川県 横浜市 カット　イン　アークス サービス 理容・美容業 5%

93,727 神奈川県 横浜市 カットハウスアイザワ サービス 理容・美容業 5%

93,728 神奈川県 横浜市 カット　ブレイク サービス 理容・美容業 5%

93,729 神奈川県 横浜市 Ｇａｐｐｏ　桜木町店 サービス 飲食業 5%

93,730 神奈川県 横浜市 割烹蒲焼八十八石川町店 サービス 飲食業 5%

93,731 神奈川県 横浜市 割烹蒲焼八十八吉田町店 サービス 飲食業 5%

93,732 神奈川県 横浜市 割烹ＳＯＵ サービス 飲食業 5%

93,733 神奈川県 横浜市 割烹万田作造 サービス 飲食業 5%

93,734 神奈川県 横浜市 割烹　味香佐 サービス 飲食業 5%

93,735 神奈川県 横浜市 ガ－ディアン サービス その他サービス 5%

93,736 神奈川県 横浜市 カーテンじゅうたん王国　瀬谷ひなた山店 小売業 家具・調度品 5%

93,737 神奈川県 横浜市 カーテンファクトリー　港北店 小売業 家具・調度品 5%

93,738 神奈川県 横浜市 加藤タクシー　０３－１０５ サービス 運輸業 5%

93,739 神奈川県 横浜市 Ｃａｔｏｎａ　杉田店 小売業 衣料品 5%

93,740 神奈川県 横浜市 カードファナティック横浜店 小売業 その他小売 5%

93,741 神奈川県 横浜市 かないや 小売業 衣料品 5%

93,742 神奈川県 横浜市 神奈川都市交通株式会社 サービス 運輸業 5%

93,743 神奈川県 横浜市 神奈川リオネット販売（株）　戸塚営業所 小売業 その他小売 5%

93,744 神奈川県 横浜市 神奈川リオネット販売（株）　本社 小売業 その他小売 5%
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93,745 神奈川県 横浜市 金沢文庫病院売店 小売業 その他小売 5%

93,746 神奈川県 横浜市 金山建装 サービス その他サービス 5%

93,747 神奈川県 横浜市 金子サイクル 小売業 その他小売 5%

93,748 神奈川県 横浜市 金子眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,749 神奈川県 横浜市 兼政／みのり サービス 飲食業 5%

93,750 神奈川県 横浜市 かねまつ　横浜ルミネ店 小売業 衣料品 5%

93,751 神奈川県 横浜市 かねまつ　横浜ルミネ店 小売業 衣料品 5%

93,752 神奈川県 横浜市 カバカバ サービス 飲食業 5%

93,753 神奈川県 横浜市 カ－フィックスカワチ サービス その他サービス 5%

93,754 神奈川県 横浜市 Ｃａｆｅ　ＯＲＥＯ サービス 飲食業 5%

93,755 神奈川県 横浜市 カフェドアンク サービス 飲食業 5%

93,756 神奈川県 横浜市 株式会社ワイドアルミ 小売業 その他小売 5%

93,757 神奈川県 横浜市 ［ＨＣ］株式会社伊東電機 小売業 電化製品 5%

93,758 神奈川県 横浜市 株式会社ウシオダスポーツ 小売業 その他小売 5%

93,759 神奈川県 横浜市 株式会社エコアース サービス その他サービス 5%

93,760 神奈川県 横浜市 株式会社小沢商店 小売業 その他小売 5%

93,761 神奈川県 横浜市 株式会社カーヒストリー サービス その他サービス 5%

93,762 神奈川県 横浜市 株式会社更生堂薬局 小売業 その他小売 5%

93,763 神奈川県 横浜市 ［ＨＣ］（株）三光電気 小売業 電化製品 5%

93,764 神奈川県 横浜市 株式会社セレモニー結 サービス その他サービス 5%

93,765 神奈川県 横浜市 株式会社　高木 小売業 その他小売 5%

93,766 神奈川県 横浜市 株式会社天神橋タイヤ 小売業 その他小売 5%

93,767 神奈川県 横浜市 株式会社ビジョンシステム 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,768 神奈川県 横浜市 ［ＨＣ］株式会社まるかね電機商会 小売業 電化製品 5%

93,769 神奈川県 横浜市 株式会社マルハチ本店 小売業 その他小売 5%

93,770 神奈川県 横浜市 株式会社マルハチミナール店 小売業 その他小売 5%

93,771 神奈川県 横浜市 株式会社吉田材木店 小売業 家具・調度品 5%

93,772 神奈川県 横浜市 カプリチョーザ　緑園都市店 サービス 飲食業 5%

93,773 神奈川県 横浜市 ＧＡＢＵＲＩＹＡ サービス 飲食業 5%

93,774 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ釜利谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,775 神奈川県 横浜市 上白根病院売店 小売業 その他小売 5%

93,776 神奈川県 横浜市 ＫＡＭＩＮＡＲＩ　ＹＯＫＯＨＡＭＡ サービス その他サービス 5%

93,777 神奈川県 横浜市 ＣＡＭＩＮＯ サービス 飲食業 5%

93,778 神奈川県 横浜市 髪風船　上大岡店 サービス 理容・美容業 5%

93,779 神奈川県 横浜市 上星川動物病院 サービス その他サービス 5%

93,780 神奈川県 横浜市 カームオブグレース サービス 理容・美容業 5%

93,781 神奈川県 横浜市 亀井タクシー　０８－２４５ サービス 運輸業 5%

93,782 神奈川県 横浜市 亀川タクシー　０８－２４０ サービス 運輸業 5%

93,783 神奈川県 横浜市 亀の甲 小売業 食料品 5%

93,784 神奈川県 横浜市 カメラはスズキ　ジョイナス店 小売業 電化製品 5%

93,785 神奈川県 横浜市 カメラはスズキ　反町駅前店 小売業 電化製品 5%

93,786 神奈川県 横浜市 カメラはスズキ横浜元町店 小売業 電化製品 5%
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93,787 神奈川県 横浜市 鴨居ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,788 神奈川県 横浜市 鴨居病院売店 小売業 その他小売 5%

93,789 神奈川県 横浜市 カモシカスポーツ　横浜店 小売業 その他小売 5%

93,790 神奈川県 横浜市 鴨志田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,791 神奈川県 横浜市 鴨下工業 サービス その他サービス 5%

93,792 神奈川県 横浜市 から揚げ本舗　からころ村 サービス 飲食業 5%

93,793 神奈川県 横浜市 カラオケスタジオ　セブンⅡ サービス 飲食業 5%

93,794 神奈川県 横浜市 カラオケフォーラム　金沢文庫店 サービス その他サービス 5%

93,795 神奈川県 横浜市 カラオケフォーラム　能見台店 サービス その他サービス 5%

93,796 神奈川県 横浜市 からだ工房 サービス その他サービス 5%

93,797 神奈川県 横浜市 カラダファクトリー　大倉山店 サービス その他サービス 5%

93,798 神奈川県 横浜市 カラダファクトリー　上大岡西店 サービス その他サービス 5%

93,799 神奈川県 横浜市 カラダファクトリー　上永谷店 サービス その他サービス 5%

93,800 神奈川県 横浜市 カラダファクトリー　菊名店 サービス その他サービス 5%

93,801 神奈川県 横浜市 カラダファクトリー　相鉄ライフ弥生台店 サービス その他サービス 5%

93,802 神奈川県 横浜市 カラダファクトリー　鶴見店 サービス その他サービス 5%

93,803 神奈川県 横浜市 カラダファクトリー　パルテ青葉台店 サービス その他サービス 5%

93,804 神奈川県 横浜市 カラダファクトリー　横浜ムービル店 サービス その他サービス 5%

93,805 神奈川県 横浜市 カラダファクトリー　横浜元町店 サービス その他サービス 5%

93,806 神奈川県 横浜市 カラダファクトリー　ロピア希望ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

93,807 神奈川県 横浜市 カラダファクトリー　センター北あいたい店 サービス その他サービス 5%

93,808 神奈川県 横浜市 カラダファクトリー綱島店 サービス その他サービス 5%

93,809 神奈川県 横浜市 カラマツトレイン横浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

93,810 神奈川県 横浜市 カランドリエ 小売業 衣料品 5%

93,811 神奈川県 横浜市 カランドリエ 小売業 衣料品 5%

93,812 神奈川県 横浜市 ガーリックテーブル サービス 飲食業 5%

93,813 神奈川県 横浜市 カリーノコンパーニョ 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,814 神奈川県 横浜市 狩場インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,815 神奈川県 横浜市 狩場町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,816 神奈川県 横浜市 カーリメイク工房 サービス その他サービス 5%

93,817 神奈川県 横浜市 かるかも整体院 サービス その他サービス 5%

93,818 神奈川県 横浜市 カルビの王国　港北ＮＴセンター南店 サービス 飲食業 5%

93,819 神奈川県 横浜市 Ｃａｌｍｅ サービス 理容・美容業 5%

93,820 神奈川県 横浜市 ガレージ　ヨシオカ サービス その他サービス 5%

93,821 神奈川県 横浜市 ガレージブル サービス その他サービス 5%

93,822 神奈川県 横浜市 川戸電機 小売業 電化製品 5%

93,823 神奈川県 横浜市 川戸電機　あざみ野店 小売業 電化製品 5%

93,824 神奈川県 横浜市 川戸電機　市沢店 小売業 電化製品 5%

93,825 神奈川県 横浜市 川戸電機　大口店 小売業 電化製品 5%

93,826 神奈川県 横浜市 川戸電機　三ツ沢店 小売業 電化製品 5%

93,827 神奈川県 横浜市 カワナミゴルフスクールイベント港北 サービス その他サービス 5%

93,828 神奈川県 横浜市 川端屋 小売業 その他小売 5%
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93,829 神奈川県 横浜市 河原宝飾横浜店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,830 神奈川県 横浜市 かんかん関内 小売業 家具・調度品 5%

93,831 神奈川県 横浜市 岩亀本店 サービス 飲食業 5%

93,832 神奈川県 横浜市 岩亀みなとみらい店 サービス 飲食業 5%

93,833 神奈川県 横浜市 眼精疲労ケア　アイクリーク　大倉 小売業 その他小売 5%

93,834 神奈川県 横浜市 元祖ひょうたん石川町店 サービス 飲食業 5%

93,835 神奈川県 横浜市 元祖ひょうたん弥生町店 サービス 飲食業 5%

93,836 神奈川県 横浜市 カンディハウス横浜 小売業 家具・調度品 5%

93,837 神奈川県 横浜市 関内酒場 サービス 飲食業 5%

93,838 神奈川県 横浜市 関内月本店 サービス 飲食業 5%

93,839 神奈川県 横浜市 関内陵苑 小売業 家具・調度品 5%

93,840 神奈川県 横浜市 菅野タクシー　０７－０８３ サービス 運輸業 5%

93,841 神奈川県 横浜市 かんの動物病院 サービス その他サービス 5%

93,842 神奈川県 横浜市 神林タクシー　０６－１８１ サービス 運輸業 5%

93,843 神奈川県 横浜市 ＫＡＮＰＯＲＯ松山漢方相談薬局 小売業 その他小売 5%

93,844 神奈川県 横浜市 ＫＡＮＰＯＲＯ松山漢方相談薬局 小売業 その他小売 5%

93,845 神奈川県 横浜市 菊名ドライビングスク－ル サービス その他サービス 5%

93,846 神奈川県 横浜市 菊屋寝装店 小売業 家具・調度品 5%

93,847 神奈川県 横浜市 岸商店 小売業 電化製品 5%

93,848 神奈川県 横浜市 岸根公園動物病院 サービス その他サービス 5%

93,849 神奈川県 横浜市 きじま サービス 飲食業 5%

93,850 神奈川県 横浜市 きしや サービス 飲食業 5%

93,851 神奈川県 横浜市 気錫 サービス 飲食業 5%

93,852 神奈川県 横浜市 木立タクシー　０７－０８５ サービス 運輸業 5%

93,853 神奈川県 横浜市 ［ＨＣ］キタムラデンキ 小売業 電化製品 5%

93,854 神奈川県 横浜市 北湯口タクシー　０５－２６６ サービス 運輸業 5%

93,855 神奈川県 横浜市 喫茶「シーガル」 サービス 飲食業 5%

93,856 神奈川県 横浜市 絹や 小売業 その他小売 5%

93,857 神奈川県 横浜市 キネヤ　岡野町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,858 神奈川県 横浜市 キネヤ　関内店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,859 神奈川県 横浜市 木下サイクルスポーツ 小売業 その他小売 5%

93,860 神奈川県 横浜市 季の旬彩　和心 サービス 飲食業 5%

93,861 神奈川県 横浜市 木村タクシー　０３－１０３ サービス 運輸業 5%

93,862 神奈川県 横浜市 きものサロン貴 小売業 衣料品 5%

93,863 神奈川県 横浜市 ＫＩＭＯＮＯ　ＳＴＹＬＥ　美矢 小売業 衣料品 5%

93,864 神奈川県 横浜市 キモノモード新横浜店 小売業 衣料品 5%

93,865 神奈川県 横浜市 きもの和五十鈴 小売業 衣料品 5%

93,866 神奈川県 横浜市 ＫＩＹＡ　ＡＮＴＩＱＵＥＳ 小売業 家具・調度品 5%

93,867 神奈川県 横浜市 キヤアンティークス．藤沢店 小売業 家具・調度品 5%

93,868 神奈川県 横浜市 キャットポ－ サービス その他サービス 5%

93,869 神奈川県 横浜市 キャデボックス サービス その他サービス 5%

93,870 神奈川県 横浜市 ＧＡＬＬＥＲＹ・２　海老名店 小売業 その他小売 5%
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93,871 神奈川県 横浜市 ＧＡＬＬＥＲＹ・２　港北店 小売業 その他小売 5%

93,872 神奈川県 横浜市 ギャラリーモリス 小売業 衣料品 5%

93,873 神奈川県 横浜市 久 サービス 飲食業 5%

93,874 神奈川県 横浜市 牛蔵 サービス 飲食業 5%

93,875 神奈川県 横浜市 九州とんこつのげらー サービス 飲食業 5%

93,876 神奈川県 横浜市 ９０５１　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

93,877 神奈川県 横浜市 ９０５０　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

93,878 神奈川県 横浜市 ９０３３　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

93,879 神奈川県 横浜市 ９０４５　渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

93,880 神奈川県 横浜市 京華樓　鶴屋町ＣＲＡＮＥ店 サービス 飲食業 5%

93,881 神奈川県 横浜市 京華樓大通り店 サービス 飲食業 5%

93,882 神奈川県 横浜市 京華樓本館 サービス 飲食業 5%

93,883 神奈川県 横浜市 崎陽軒　本店 サービス 飲食業 5%

93,884 神奈川県 横浜市 崎陽軒本店ショップ サービス 飲食業 5%

93,885 神奈川県 横浜市 崎陽軒本店 サービス 飲食業 5%

93,886 神奈川県 横浜市 崎陽軒本店　アボリータム サービス 飲食業 5%

93,887 神奈川県 横浜市 崎陽軒本店　亜利巴巴 サービス 飲食業 5%

93,888 神奈川県 横浜市 崎陽軒本店　イルサッジオ サービス 飲食業 5%

93,889 神奈川県 横浜市 崎陽軒本店　嘉宮 サービス 飲食業 5%

93,890 神奈川県 横浜市 共立自動車部品 小売業 その他小売 5%

93,891 神奈川県 横浜市 協和タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

93,892 神奈川県 横浜市 きらく屋 小売業 その他小売 5%

93,893 神奈川県 横浜市 吉良タクシー　１３－１３２ サービス 運輸業 5%

93,894 神奈川県 横浜市 キンコンカン サービス 飲食業 5%

93,895 神奈川県 横浜市 銀座亜紀枝刺子の店　横浜店 小売業 その他小売 5%

93,896 神奈川県 横浜市 ＧＩＮＺＡ　ＡＶＡＮＴ　ＣＯＣＯ　青葉台店 サービス 理容・美容業 5%

93,897 神奈川県 横浜市 Ｋｉｎｐｉｒａ　ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

93,898 神奈川県 横浜市 キンライサー 小売業 その他小売 5%

93,899 神奈川県 横浜市 クアドリモーター サービス その他サービス 5%

93,900 神奈川県 横浜市 ＱＵＡＴＲＯ青葉台店 サービス 理容・美容業 5%

93,901 神奈川県 横浜市 ＱＵＡＴＲＯ横浜ビブレ店 サービス 理容・美容業 5%

93,902 神奈川県 横浜市 くいもの屋　じんべえ サービス 飲食業 5%

93,903 神奈川県 横浜市 Ｑｕｉｌｌ　ＡＮＣＨＯＲ 小売業 その他小売 5%

93,904 神奈川県 横浜市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ横浜青葉店 小売業 その他小売 5%

93,905 神奈川県 横浜市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ横浜港南台店 小売業 その他小売 5%

93,906 神奈川県 横浜市 グゥオーン！アリーナ 小売業 その他小売 5%

93,907 神奈川県 横浜市 Ｋｕｕｓｅｎクーセン 小売業 その他小売 5%

93,908 神奈川県 横浜市 クエスト神戸 小売業 衣料品 5%

93,909 神奈川県 横浜市 Ｃｏｕｇａｒ サービス 飲食業 5%

93,910 神奈川県 横浜市 串かつ　でんがな　金沢文庫店 サービス 飲食業 5%

93,911 神奈川県 横浜市 串かつ　でんがな　桜木町店 サービス 飲食業 5%

93,912 神奈川県 横浜市 串かつ　でんがな　日の出町店 サービス 飲食業 5%
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93,913 神奈川県 横浜市 串かつ　でんがな　横浜西口店 サービス 飲食業 5%

93,914 神奈川県 横浜市 串ダイニング　はしごや サービス 飲食業 5%

93,915 神奈川県 横浜市 串と刺身　さんびょうし サービス 飲食業 5%

93,916 神奈川県 横浜市 串特急　関内仲通店 サービス 飲食業 5%

93,917 神奈川県 横浜市 串焼ろかば サービス 飲食業 5%

93,918 神奈川県 横浜市 クスリ・化粧品の宇田川 小売業 その他小売 5%

93,919 神奈川県 横浜市 ＣＵＣＩＮＡ サービス 飲食業 5%

93,920 神奈川県 横浜市 靴修理工房　黄月 小売業 衣料品 5%

93,921 神奈川県 横浜市 Ｇｏｏｄ　Ｆｅｌｌｏｗｓ サービス 飲食業 5%

93,922 神奈川県 横浜市 熊田タクシー　１４－０９８ サービス 運輸業 5%

93,923 神奈川県 横浜市 クライムヘアー サービス 理容・美容業 5%

93,924 神奈川県 横浜市 クラウドナインスタジオ横浜北口店 サービス その他サービス 5%

93,925 神奈川県 横浜市 クラウドナインスタジオ横浜店 サービス その他サービス 5%

93,926 神奈川県 横浜市 ＣＬＯＵＤ　Ｒｏｏｍ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

93,927 神奈川県 横浜市 倉木 サービス 飲食業 5%

93,928 神奈川県 横浜市 ＫＵＬＡ　ＫＵＬＡ　Ｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

93,929 神奈川県 横浜市 ＣＲＡＦＴＳＴＹＬＥ　ＦＬＡＴ サービス 飲食業 5%

93,930 神奈川県 横浜市 Ｃｒａｆｔｓｍａｎ横浜 サービス 飲食業 5%

93,931 神奈川県 横浜市 Ｇｒａｍａｇｅ　横浜 サービス 理容・美容業 5%

93,932 神奈川県 横浜市 クラルテ 小売業 その他小売 5%

93,933 神奈川県 横浜市 ＧｒａｎＣｉｅｕｘ青葉台店 サービス 理容・美容業 5%

93,934 神奈川県 横浜市 グランド工房　横浜北店 小売業 その他小売 5%

93,935 神奈川県 横浜市 グランパーク・イン横浜 サービス 宿泊業 5%

93,936 神奈川県 横浜市 ＣｌｅａｒＢｏｄｙＦｕｎｃｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

93,937 神奈川県 横浜市 グリーンキャブ　横浜営業所 サービス その他サービス 5%

93,938 神奈川県 横浜市 クリーンライフサービス サービス その他サービス 5%

93,939 神奈川県 横浜市 クリスタル 小売業 その他小売 5%

93,940 神奈川県 横浜市 クリームヘアー サービス 理容・美容業 5%

93,941 神奈川県 横浜市 クリームヘアー妙蓮寺 サービス 理容・美容業 5%

93,942 神奈川県 横浜市 クリヤマトケイ商会 小売業 その他小売 5%

93,943 神奈川県 横浜市 グリルドエイジング・ビーフ横浜店 サービス 飲食業 5%

93,944 神奈川県 横浜市 グリーンサイクルステーション 小売業 その他小売 5%

93,945 神奈川県 横浜市 Ｇｒｕｐｅｔｔｏ 小売業 その他小売 5%

93,946 神奈川県 横浜市 ＣＲＥＶＥ サービス その他サービス 5%

93,947 神奈川県 横浜市 グレース 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,948 神奈川県 横浜市 グレースバリ　横浜関内店 サービス 飲食業 5%

93,949 神奈川県 横浜市 グローカルスタンダードプロダクツ 小売業 その他小売 5%

93,950 神奈川県 横浜市 ＣＲＯＳＳ サービス 飲食業 5%

93,951 神奈川県 横浜市 ＣＲＯＳＳ サービス 飲食業 5%

93,952 神奈川県 横浜市 ＸＳＰＯＴ　スポーツカフェ サービス 飲食業 5%

93,953 神奈川県 横浜市 クロロフイル青葉台美顔教室 小売業 その他小売 5%

93,954 神奈川県 横浜市 クロロフイル文庫美顔教室 小売業 その他小売 5%
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93,955 神奈川県 横浜市 桑名タクシー　１４－０９７ サービス 運輸業 5%

93,956 神奈川県 横浜市 桑名屋 サービス 飲食業 5%

93,957 神奈川県 横浜市 ケイ・ウノ横浜本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,958 神奈川県 横浜市 ケイ・ウノ横浜元町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,959 神奈川県 横浜市 ＫＡＫ　ＭＯＴＯＲＳ サービス その他サービス 5%

93,960 神奈川県 横浜市 Ｋ．プリンス 小売業 衣料品 5%

93,961 神奈川県 横浜市 ケーズファクトリー サービス その他サービス 5%

93,962 神奈川県 横浜市 ケセラセラ横浜 サービス その他サービス 5%

93,963 神奈川県 横浜市 ＫＹリカー　磯子店 小売業 食料品 5%

93,964 神奈川県 横浜市 ＫＹリカー　上大岡店 小売業 食料品 5%

93,965 神奈川県 横浜市 ＫＹリカー　関内店 小売業 食料品 5%

93,966 神奈川県 横浜市 ＫＹリカー　港北店 小売業 食料品 5%

93,967 神奈川県 横浜市 ＫＹリカー弥生台店 小売業 食料品 5%

93,968 神奈川県 横浜市 弦楽器　サラサーテ 小売業 その他小売 5%

93,969 神奈川県 横浜市 Ｋｅｎｔ　Ａｖｅ．元町店 小売業 衣料品 5%

93,970 神奈川県 横浜市 兼六庭園　関内店 サービス 飲食業 5%

93,971 神奈川県 横浜市 ５１３５　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

93,972 神奈川県 横浜市 ５１２０　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

93,973 神奈川県 横浜市 ５１２６　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

93,974 神奈川県 横浜市 ５１８５　田口タクシー サービス 運輸業 5%

93,975 神奈川県 横浜市 ５１６５　龍野タクシー サービス 運輸業 5%

93,976 神奈川県 横浜市 ＣＯＶＡ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,977 神奈川県 横浜市 光栄物産 小売業 家具・調度品 5%

93,978 神奈川県 横浜市 港南台　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,979 神奈川県 横浜市 鉱物の館元町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

93,980 神奈川県 横浜市 港北インター第１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,981 神奈川県 横浜市 港北高田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

93,982 神奈川県 横浜市 煌蘭　横浜店 サービス 飲食業 5%

93,983 神奈川県 横浜市 Ｃｏａｄｎａｉｌ横浜プライベートサロン サービス 理容・美容業 5%

93,984 神奈川県 横浜市 珈琲園 サービス 飲食業 5%

93,985 神奈川県 横浜市 ５９９８　直井タクシー サービス 運輸業 5%

93,986 神奈川県 横浜市 ５９５０　戸田タクシー サービス 運輸業 5%

93,987 神奈川県 横浜市 ５９７０　富岡タクシー サービス 運輸業 5%

93,988 神奈川県 横浜市 ５９７７　戸嶋タクシー サービス 運輸業 5%

93,989 神奈川県 横浜市 ５９２０　遠山タクシー サービス 運輸業 5%

93,990 神奈川県 横浜市 ５９８１　富永タクシー サービス 運輸業 5%

93,991 神奈川県 横浜市 ５９８３　冨永タクシー サービス 運輸業 5%

93,992 神奈川県 横浜市 国際自動車株式会社 サービス 運輸業 5%

93,993 神奈川県 横浜市 国際卓球　上大岡店 小売業 その他小売 5%

93,994 神奈川県 横浜市 ５５３０　竹内タクシー サービス 運輸業 5%

93,995 神奈川県 横浜市 ５５３８　武田タクシー サービス 運輸業 5%

93,996 神奈川県 横浜市 ５５０１　瀧澤タクシー サービス 運輸業 5%
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93,997 神奈川県 横浜市 ５５０４　武政タクシー サービス 運輸業 5%

93,998 神奈川県 横浜市 ココナッツ　横浜店 小売業 その他小売 5%

93,999 神奈川県 横浜市 ５５７７　千葉タクシー サービス 運輸業 5%

94,000 神奈川県 横浜市 ５５７８　佃タクシー サービス 運輸業 5%

94,001 神奈川県 横浜市 ５５８０　角田タクシー サービス 運輸業 5%

94,002 神奈川県 横浜市 ５５４０　竹林タクシー サービス 運輸業 5%

94,003 神奈川県 横浜市 ５３５５　多田タクシー サービス 運輸業 5%

94,004 神奈川県 横浜市 ５３３５　高沢タクシー サービス 運輸業 5%

94,005 神奈川県 横浜市 小島写真館 サービス その他サービス 5%

94,006 神奈川県 横浜市 小杉スケート　横浜店・・・ 小売業 その他小売 5%

94,007 神奈川県 横浜市 ５０９０　曽我タクシー サービス 運輸業 5%

94,008 神奈川県 横浜市 ５０４１　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

94,009 神奈川県 横浜市 ＧＯＣＨＩ－ＹＡ サービス 飲食業 5%

94,010 神奈川県 横浜市 後藤タクシー　０５－２１８ サービス 運輸業 5%

94,011 神奈川県 横浜市 後藤タクシー　０７－０７０ サービス 運輸業 5%

94,012 神奈川県 横浜市 こどもの国通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,013 神奈川県 横浜市 ５７９０　手塚タクシー サービス 運輸業 5%

94,014 神奈川県 横浜市 ５７５７　土屋タクシー サービス 運輸業 5%

94,015 神奈川県 横浜市 ５２０３　田代タクシー サービス 運輸業 5%

94,016 神奈川県 横浜市 ５８３８　徳永タクシー サービス 運輸業 5%

94,017 神奈川県 横浜市 ５８６１　徳山タクシー サービス 運輸業 5%

94,018 神奈川県 横浜市 小林酒店 小売業 その他小売 5%

94,019 神奈川県 横浜市 小林タクシー　０４－１３１ サービス 運輸業 5%

94,020 神奈川県 横浜市 小福田タクシー サービス 運輸業 5%

94,021 神奈川県 横浜市 コープタマプラーザ サービス その他サービス 5%

94,022 神奈川県 横浜市 ５４１１　高原タクシー サービス 運輸業 5%

94,023 神奈川県 横浜市 ５４０４　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

94,024 神奈川県 横浜市 ５４２１　高橋タクシー サービス 運輸業 5%

94,025 神奈川県 横浜市 ゴルフキング 小売業 その他小売 5%

94,026 神奈川県 横浜市 ゴルフテック 小売業 その他小売 5%

94,027 神奈川県 横浜市 ５６３９　辻タクシー サービス 運輸業 5%

94,028 神奈川県 横浜市 ５６３０　月野タクシー サービス 運輸業 5%

94,029 神奈川県 横浜市 ５６０３　田邊タクシー サービス 運輸業 5%

94,030 神奈川県 横浜市 ５６０６　種橋タクシー サービス 運輸業 5%

94,031 神奈川県 横浜市 コンフォートシューズリリー 小売業 その他小売 5%

94,032 神奈川県 横浜市 コンブリオ 小売業 その他小売 5%

94,033 神奈川県 横浜市 ザ・ガーデン仙台 小売業 家具・調度品 5%

94,034 神奈川県 横浜市 ザ・ガーデン横浜　港北ＮＴ店 小売業 その他小売 5%

94,035 神奈川県 横浜市 ３ｒｄ　ヨツバコ店 小売業 家具・調度品 5%

94,036 神奈川県 横浜市 ＳａａＬａａ 小売業 衣料品 5%

94,037 神奈川県 横浜市 彩きもの学院　横浜校 小売業 衣料品 5%

94,038 神奈川県 横浜市 最終形美 サービス その他サービス 5%
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94,039 神奈川県 横浜市 齊藤タクシー　１４－０８２ サービス 運輸業 5%

94,040 神奈川県 横浜市 斉藤タクシー　０２－１３１ サービス 運輸業 5%

94,041 神奈川県 横浜市 齋藤タクシー　０４－１３６ サービス 運輸業 5%

94,042 神奈川県 横浜市 茶菓　あずきや 小売業 食料品 5%

94,043 神奈川県 横浜市 坂の上の動物病院 サービス その他サービス 5%

94,044 神奈川県 横浜市 さがみや サービス 飲食業 5%

94,045 神奈川県 横浜市 さくカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

94,046 神奈川県 横浜市 数数 サービス 飲食業 5%

94,047 神奈川県 横浜市 さくら　鶴見駅西口店 サービス 理容・美容業 5%

94,048 神奈川県 横浜市 櫻井弦楽器 小売業 その他小売 5%

94,049 神奈川県 横浜市 桜木町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,050 神奈川県 横浜市 さくらハ－トフルサ－ビス サービス その他サービス 5%

94,051 神奈川県 横浜市 サ－クルラボラトリ 小売業 その他小売 5%

94,052 神奈川県 横浜市 酒処いっとん サービス 飲食業 5%

94,053 神奈川県 横浜市 酒処いっとん サービス 飲食業 5%

94,054 神奈川県 横浜市 さこタクシー サービス 運輸業 5%

94,055 神奈川県 横浜市 笹下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,056 神奈川県 横浜市 笹野台店 小売業 その他小売 5%

94,057 神奈川県 横浜市 笹山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,058 神奈川県 横浜市 サスダ サービス その他サービス 5%

94,059 神奈川県 横浜市 ＴＨＥ　ＳＭＩＬＥ　ＣＯＭＰＡＮＹ サービス 理容・美容業 5%

94,060 神奈川県 横浜市 幸 サービス 飲食業 5%

94,061 神奈川県 横浜市 薩摩次郎／鱗 サービス 飲食業 5%

94,062 神奈川県 横浜市 さとうえいこ美容室 サービス 理容・美容業 5%

94,063 神奈川県 横浜市 佐藤商店 小売業 その他小売 5%

94,064 神奈川県 横浜市 佐藤タクシー　１１２ サービス 運輸業 5%

94,065 神奈川県 横浜市 佐藤タクシー　０８－１６２ サービス 運輸業 5%

94,066 神奈川県 横浜市 佐藤タクシー　０８－２４１ サービス 運輸業 5%

94,067 神奈川県 横浜市 ＳａｔｏＴａｉｌｏｒ横浜馬車道店 小売業 衣料品 5%

94,068 神奈川県 横浜市 ＪＭ／佐藤テレビ音響社 小売業 電化製品 5%

94,069 神奈川県 横浜市 サードルーム サービス 飲食業 5%

94,070 神奈川県 横浜市 サニーライフジャパン 小売業 その他小売 5%

94,071 神奈川県 横浜市 そば処のみ処和 サービス 飲食業 5%

94,072 神奈川県 横浜市 ｔｈｅ　Ｆｒｅｉ サービス 理容・美容業 5%

94,073 神奈川県 横浜市 サミット　菊名 サービス その他サービス 5%

94,074 神奈川県 横浜市 サロン　ブルーフェアリー 小売業 衣料品 5%

94,075 神奈川県 横浜市 ＳａｌｏｎｄｅｓＲｅｖｅｓ サービス 理容・美容業 5%

94,076 神奈川県 横浜市 ＳａｌｏｎｄｅＦｅｍｍｅｓ サービス その他サービス 5%

94,077 神奈川県 横浜市 サロンドレノマ　ＴＯ－ＢＥ サービス 理容・美容業 5%

94,078 神奈川県 横浜市 サン・アルファ　伊勢佐木モール１号店 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,079 神奈川県 横浜市 ３１９０　小池タクシー サービス 運輸業 5%

94,080 神奈川県 横浜市 サンガ写真工房 サービス その他サービス 5%
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94,081 神奈川県 横浜市 ３９９６　齋藤タクシー サービス 運輸業 5%

94,082 神奈川県 横浜市 ３９０１　佐竹タクシー サービス 運輸業 5%

94,083 神奈川県 横浜市 ３９０３　佐竹タクシー サービス 運輸業 5%

94,084 神奈川県 横浜市 ３９０７　佐井タクシー サービス 運輸業 5%

94,085 神奈川県 横浜市 三晃タイヤ商会 サービス その他サービス 5%

94,086 神奈川県 横浜市 ３５３０　小宮山タクシー サービス 運輸業 5%

94,087 神奈川県 横浜市 ３５７２　齊藤タクシー サービス 運輸業 5%

94,088 神奈川県 横浜市 ３５２１　小林タクシー サービス 運輸業 5%

94,089 神奈川県 横浜市 ３５８２　今タクシー サービス 運輸業 5%

94,090 神奈川県 横浜市 ３５６６　斉藤タクシー サービス 運輸業 5%

94,091 神奈川県 横浜市 サンザ　横浜支店 サービス 宿泊業 5%

94,092 神奈川県 横浜市 ３３７６　小鎚タクシー サービス 運輸業 5%

94,093 神奈川県 横浜市 燦星庵 サービス 飲食業 5%

94,094 神奈川県 横浜市 ３０９５　古田土タクシー サービス 運輸業 5%

94,095 神奈川県 横浜市 ３００１　功刀タクシー サービス 運輸業 5%

94,096 神奈川県 横浜市 ３０００　栗原タクシー サービス 運輸業 5%

94,097 神奈川県 横浜市 ３００２　栗田タクシー サービス 運輸業 5%

94,098 神奈川県 横浜市 ３０７２　黒田タクシー サービス 運輸業 5%

94,099 神奈川県 横浜市 ３０８０　桑原タクシー サービス 運輸業 5%

94,100 神奈川県 横浜市 ３０４０　久保タクシー サービス 運輸業 5%

94,101 神奈川県 横浜市 ３０４６　久保寺タクシー サービス 運輸業 5%

94,102 神奈川県 横浜市 ３０６１　倉井タクシー サービス 運輸業 5%

94,103 神奈川県 横浜市 ３０６５　黒田タクシー サービス 運輸業 5%

94,104 神奈川県 横浜市 三代目ハルク サービス 飲食業 5%

94,105 神奈川県 横浜市 ３７１０　坂本タクシー サービス 運輸業 5%

94,106 神奈川県 横浜市 ３７３１　杉並タクシー サービス 運輸業 5%

94,107 神奈川県 横浜市 ３７０４　坂田タクシー サービス 運輸業 5%

94,108 神奈川県 横浜市 ３７８７　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

94,109 神奈川県 横浜市 ３７４３　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

94,110 神奈川県 横浜市 ３８９７　佐野タクシー サービス 運輸業 5%

94,111 神奈川県 横浜市 ３８３３　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

94,112 神奈川県 横浜市 ３８００　崎村タクシー サービス 運輸業 5%

94,113 神奈川県 横浜市 ３８７１　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

94,114 神奈川県 横浜市 ３８２２　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

94,115 神奈川県 横浜市 ３８８４　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

94,116 神奈川県 横浜市 ３８６０　佐久間タクシー サービス 運輸業 5%

94,117 神奈川県 横浜市 三枚町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,118 神奈川県 横浜市 ３４８３　小柳タクシー サービス 運輸業 5%

94,119 神奈川県 横浜市 ３４４２　小松タクシー サービス 運輸業 5%

94,120 神奈川県 横浜市 ＳＵＮ・ＲＡＹＳ サービス 理容・美容業 5%

94,121 神奈川県 横浜市 ３６ゴルフアカデミー サービス その他サービス 5%

94,122 神奈川県 横浜市 ３６０１　小林タクシー サービス 運輸業 5%
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94,123 神奈川県 横浜市 ３６０７　越田タクシー サービス 運輸業 5%

94,124 神奈川県 横浜市 ３６０６　小泉タクシー サービス 運輸業 5%

94,125 神奈川県 横浜市 ３６２０　佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

94,126 神奈川県 横浜市 ３６８１　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

94,127 神奈川県 横浜市 幸せ届けたい サービス その他サービス 5%

94,128 神奈川県 横浜市 シーテーブル サービス 飲食業 5%

94,129 神奈川県 横浜市 ジーパンのトップ 小売業 衣料品 5%

94,130 神奈川県 横浜市 ＪＫＰｌａｎｅｔ横浜元町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,131 神奈川県 横浜市 Ｊｅｌｌｉｓｈ 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,132 神奈川県 横浜市 ＧＩＯＴＴＯ 小売業 衣料品 5%

94,133 神奈川県 横浜市 塩ホルモン焼肉　炭備 サービス 飲食業 5%

94,134 神奈川県 横浜市 シコーバイシクルサービス 小売業 その他小売 5%

94,135 神奈川県 横浜市 ＣＪ　ＣＡＦＥ 小売業 食料品 5%

94,136 神奈川県 横浜市 ＪＩＳＣＯＹＯＫＯＨＡＭＡ 小売業 その他小売 5%

94,137 神奈川県 横浜市 Ｇｓｅｎｓｅ 小売業 その他小売 5%

94,138 神奈川県 横浜市 四川厨房横浜西口店 サービス 飲食業 5%

94,139 神奈川県 横浜市 シータ サービス 理容・美容業 5%

94,140 神奈川県 横浜市 実家 サービス 飲食業 5%

94,141 神奈川県 横浜市 ＣＨＩＣＳ 小売業 その他小売 5%

94,142 神奈川県 横浜市 シナコバ横浜元町店 小売業 衣料品 5%

94,143 神奈川県 横浜市 信濃屋　横浜馬車道店 小売業 食料品 5%

94,144 神奈川県 横浜市 ジブセイルゲームズ 小売業 その他小売 5%

94,145 神奈川県 横浜市 澁谷タクシー　０４－０６６ サービス 運輸業 5%

94,146 神奈川県 横浜市 島﨑タクシー　０４－１５５ サービス 運輸業 5%

94,147 神奈川県 横浜市 シマミネ伊勢佐木町　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,148 神奈川県 横浜市 志村タクシー　０５－２６５ サービス 運輸業 5%

94,149 神奈川県 横浜市 下末吉赤塚犬猫病院 サービス その他サービス 5%

94,150 神奈川県 横浜市 ＳＨＩＭＯＭＵＲＡ サービス 飲食業 5%

94,151 神奈川県 横浜市 ジャイプールセンター南店 サービス 飲食業 5%

94,152 神奈川県 横浜市 車検のコバック　二俣川店 サービス その他サービス 5%

94,153 神奈川県 横浜市 ＪＡＳＭＩＮＥどうぶつ循環器病センター サービス その他サービス 5%

94,154 神奈川県 横浜市 シャッターズ　港北ニュータウン サービス 飲食業 5%

94,155 神奈川県 横浜市 シャノアール鶴見店 サービス 飲食業 5%

94,156 神奈川県 横浜市 ジャパンカイロプラクティック青葉 サービス その他サービス 5%

94,157 神奈川県 横浜市 ＪａｍＪａｍ　横浜元町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,158 神奈川県 横浜市 写楽　横浜関内店 サービス 飲食業 5%

94,159 神奈川県 横浜市 シャルール サービス その他サービス 5%

94,160 神奈川県 横浜市 Ｃｈａｒｍｅｂｅａｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

94,161 神奈川県 横浜市 Ｓｈｏｗｅｒｓ． サービス 理容・美容業 5%

94,162 神奈川県 横浜市 上海広場 サービス 飲食業 5%

94,163 神奈川県 横浜市 じゃんぱら戸塚トツカーナ店 小売業 電化製品 5%

94,164 神奈川県 横浜市 じゃんぱら　横浜店 小売業 電化製品 5%
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94,165 神奈川県 横浜市 重慶飯店 サービス 飲食業 5%

94,166 神奈川県 横浜市 重慶飯店　新館 サービス 飲食業 5%

94,167 神奈川県 横浜市 重慶茶樓　横浜中華街本店 サービス 飲食業 5%

94,168 神奈川県 横浜市 重慶茶樓　横浜中華街　本店 サービス 飲食業 5%

94,169 神奈川県 横浜市 重慶飯店　横浜中華街第一売店 小売業 食料品 5%

94,170 神奈川県 横浜市 重慶飯店　横浜中華街本館売店 小売業 食料品 5%

94,171 神奈川県 横浜市 重慶飯店　横浜中華街第二売店 小売業 食料品 5%

94,172 神奈川県 横浜市 ［ＨＣ］十字屋家電株式会社 小売業 電化製品 5%

94,173 神奈川県 横浜市 シューズショップカメヤ 小売業 衣料品 5%

94,174 神奈川県 横浜市 ジュエリー　キネヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,175 神奈川県 横浜市 ジュエリー工房　リファイン　若葉台店 サービス その他サービス 5%

94,176 神奈川県 横浜市 ジュエリー・カドヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,177 神奈川県 横浜市 ジュエリーキネヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,178 神奈川県 横浜市 ジュエル　ウエダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,179 神奈川県 横浜市 手芸センタードリーム　サクラス戸塚店 小売業 その他小売 5%

94,180 神奈川県 横浜市 酒彩麺房おおぎ サービス 飲食業 5%

94,181 神奈川県 横浜市 シュシュどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

94,182 神奈川県 横浜市 シューズスクエア　立場店 小売業 衣料品 5%

94,183 神奈川県 横浜市 シューズスクエア　綱島店 小売業 衣料品 5%

94,184 神奈川県 横浜市 出世居酒屋　いっすんぼうし　天王町本店 サービス 飲食業 5%

94,185 神奈川県 横浜市 出世居酒屋いっすんぼうし　横浜東口店 サービス 飲食業 5%

94,186 神奈川県 横浜市 Ｓｈｏｏｔｉｎｇ　Ｂａｒ　ＧＥＴ＠Ｃｉｔｙ サービス 飲食業 5%

94,187 神奈川県 横浜市 シュテルン サービス 理容・美容業 5%

94,188 神奈川県 横浜市 ＪＵＭＥＬＥＲ 小売業 衣料品 5%

94,189 神奈川県 横浜市 シュ－ルティ サービス 飲食業 5%

94,190 神奈川県 横浜市 ジョイセルフ関内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,191 神奈川県 横浜市 ジョイセルフ間門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,192 神奈川県 横浜市 祥 小売業 その他小売 5%

94,193 神奈川県 横浜市 湘南安全硝子　金沢営業所 サービス その他サービス 5%

94,194 神奈川県 横浜市 招福門 サービス 飲食業 5%

94,195 神奈川県 横浜市 正法タクシー　０６－１８９ サービス 運輸業 5%

94,196 神奈川県 横浜市 食ぱん道　横浜大倉山店 サービス 飲食業 5%

94,197 神奈川県 横浜市 ショコラ・ラテ サービス 理容・美容業 5%

94,198 神奈川県 横浜市 叙々苑　横浜港北店 サービス 飲食業 5%

94,199 神奈川県 横浜市 叙々苑　横浜ハマボール　イアス店 サービス 飲食業 5%

94,200 神奈川県 横浜市 ショップエンドショップス 小売業 衣料品 5%

94,201 神奈川県 横浜市 しら河 サービス 飲食業 5%

94,202 神奈川県 横浜市 シルクロード料理　ブドウエン サービス 飲食業 5%

94,203 神奈川県 横浜市 シルビア横浜 小売業 その他小売 5%

94,204 神奈川県 横浜市 ジンギスカン食堂ファム サービス 飲食業 5%

94,205 神奈川県 横浜市 鍼灸・ｃｏｃｏＬＵＡＮＡ サービス その他サービス 5%

94,206 神奈川県 横浜市 シンコウパーク南仲通 サービス その他サービス 5%
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94,207 神奈川県 横浜市 新子安ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,208 神奈川県 横浜市 Ｃｙｎｔｈｉａ 小売業 衣料品 5%

94,209 神奈川県 横浜市 シンシア動物病院 サービス その他サービス 5%

94,210 神奈川県 横浜市 新杉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,211 神奈川県 横浜市 ＳＨＩＮＳＥＩ 小売業 その他小売 5%

94,212 神奈川県 横浜市 シンセツ電器くぬぎ台 小売業 電化製品 5%

94,213 神奈川県 横浜市 新鮮地鶏と旨い酒　とりこ サービス 飲食業 5%

94,214 神奈川県 横浜市 新鶴見ドライビングスクール サービス その他サービス 5%

94,215 神奈川県 横浜市 新中川病院売店 小売業 その他小売 5%

94,216 神奈川県 横浜市 新日本環境 小売業 その他小売 5%

94,217 神奈川県 横浜市 新日本機工 小売業 その他小売 5%

94,218 神奈川県 横浜市 新聞折込のオリコメイト サービス その他サービス 5%

94,219 神奈川県 横浜市 シンメトリー横浜 サービス その他サービス 5%

94,220 神奈川県 横浜市 新横酒場 サービス 飲食業 5%

94,221 神奈川県 横浜市 新横浜国際ホテル サービス その他サービス 5%

94,222 神奈川県 横浜市 新横浜動物病院 サービス その他サービス 5%

94,223 神奈川県 横浜市 ｓｗｉｔｃｈ　ｂｏｘ　あけ／たて 小売業 その他小売 5%

94,224 神奈川県 横浜市 スーパーステーションＮＴ茅ヶ崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,225 神奈川県 横浜市 スーパーステーション仲町台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,226 神奈川県 横浜市 スーパーステーション仲町台フロントＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,227 神奈川県 横浜市 スーパーファミリア 小売業 その他小売 5%

94,228 神奈川県 横浜市 末吉町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,229 神奈川県 横浜市 スカイレンタカー東戸塚駅前店 サービス その他サービス 5%

94,230 神奈川県 横浜市 Ｓｋａｌｐｔ サービス 理容・美容業 5%

94,231 神奈川県 横浜市 菅原自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

94,232 神奈川県 横浜市 すがわら動物病院 サービス その他サービス 5%

94,233 神奈川県 横浜市 ＳｋｉｐＤｏｇ！ 小売業 その他小売 5%

94,234 神奈川県 横浜市 杉本畳店 サービス その他サービス 5%

94,235 神奈川県 横浜市 杉本タクシー　０５－２６０ サービス 運輸業 5%

94,236 神奈川県 横浜市 スケートショップ　アイススペース 小売業 その他小売 5%

94,237 神奈川県 横浜市 スケートショップ　アイススペース 小売業 その他小売 5%

94,238 神奈川県 横浜市 すし善 サービス 飲食業 5%

94,239 神奈川県 横浜市 すし処家城 サービス 飲食業 5%

94,240 神奈川県 横浜市 寿司処かぐら サービス 飲食業 5%

94,241 神奈川県 横浜市 すし処　元 サービス 飲食業 5%

94,242 神奈川県 横浜市 鮨処　益子 サービス 飲食業 5%

94,243 神奈川県 横浜市 鮨や魚鉄 サービス 飲食業 5%

94,244 神奈川県 横浜市 鈴木タクシー　１３－１８７ サービス 運輸業 5%

94,245 神奈川県 横浜市 鈴木タクシー　０３－０９５ サービス 運輸業 5%

94,246 神奈川県 横浜市 鈴木タクシー　０４－１５１ サービス 運輸業 5%

94,247 神奈川県 横浜市 スズキヤ　磯子店 小売業 食料品 5%

94,248 神奈川県 横浜市 スズキヤ　新杉田店 小売業 食料品 5%
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94,249 神奈川県 横浜市 スター引越センター横浜支店／７ サービス 飲食業 5%

94,250 神奈川県 横浜市 スタイリッシュ　イーズ　フリザー サービス 理容・美容業 5%

94,251 神奈川県 横浜市 スタイリングハウスサエグサ サービス 理容・美容業 5%

94,252 神奈川県 横浜市 ＳＴＹＬＥ　横浜 サービス 理容・美容業 5%

94,253 神奈川県 横浜市 Ｓｔｙｌｅ６９ サービス 飲食業 5%

94,254 神奈川県 横浜市 Ｓｔｕｄｉｏ　ｒ３ サービス その他サービス 5%

94,255 神奈川県 横浜市 ｓｔｕｄｉｏＳａｈａｎａ サービス その他サービス 5%

94,256 神奈川県 横浜市 スタジオ　ドゥー 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,257 神奈川県 横浜市 スタジオパセラ サービス その他サービス 5%

94,258 神奈川県 横浜市 スタジオフォーバレー　１ サービス その他サービス 5%

94,259 神奈川県 横浜市 ｓｔｕｄｉｏｙｕｍｍｙ サービス その他サービス 5%

94,260 神奈川県 横浜市 スタシオン鍛冶ヶ谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,261 神奈川県 横浜市 スタシオンせりがやＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,262 神奈川県 横浜市 スタシオン名瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,263 神奈川県 横浜市 スタシオン別所ＩＣＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,264 神奈川県 横浜市 スタシオン六ッ川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,265 神奈川県 横浜市 スタシオン横浜中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,266 神奈川県 横浜市 すた～ず＠Ｃｉｔｙ サービス 飲食業 5%

94,267 神奈川県 横浜市 すた～ず＠べる サービス 飲食業 5%

94,268 神奈川県 横浜市 Ｓｔｕｄｙ　Ｓｐａｃｅ　Ｍｉｎｕｔｅ サービス その他サービス 5%

94,269 神奈川県 横浜市 スターホテル横浜 サービス 宿泊業 5%

94,270 神奈川県 横浜市 ＳＴＥＡＫ　ＣＬＵＢ１８ サービス 飲食業 5%

94,271 神奈川県 横浜市 ステーキハウスチェロキー サービス 飲食業 5%

94,272 神奈川県 横浜市 ステ－キハウスＣａｄｄｙ青葉台店 サービス 飲食業 5%

94,273 神奈川県 横浜市 ＳＴＯＮＥ　ＳＰＡ　ＤＡＭＡＩ サービス その他サービス 5%

94,274 神奈川県 横浜市 ＳＰＡ　ＲＥＳＯＲＴ　ＯＨＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

94,275 神奈川県 横浜市 スポーツカムイ　長津田店 小売業 その他小売 5%

94,276 神奈川県 横浜市 スマイルボディ サービス その他サービス 5%

94,277 神奈川県 横浜市 スマイルワン　ベイタウン本牧店 小売業 食料品 5%

94,278 神奈川県 横浜市 炭と料理とワインＡＶＡＮＺＡＲＥ サービス 飲食業 5%

94,279 神奈川県 横浜市 炭火と地魚（魚）はまの風 サービス 飲食業 5%

94,280 神奈川県 横浜市 炭火焼鳥　仙雲 サービス 飲食業 5%

94,281 神奈川県 横浜市 炭火焼肉　みつまた サービス 飲食業 5%

94,282 神奈川県 横浜市 炭火焼きハンバーグレストラン　ぶる 小売業 家具・調度品 5%

94,283 神奈川県 横浜市 炭火焼ホルモンやざわ サービス 飲食業 5%

94,284 神奈川県 横浜市 炭焼酒家　とりぎゅたぶう サービス 飲食業 5%

94,285 神奈川県 横浜市 スモーキーモーターサイクルズ サービス その他サービス 5%

94,286 神奈川県 横浜市 Ｓｍｏｋｉｎ’　Ｂｌｕｅｍｏｏｎ 小売業 食料品 5%

94,287 神奈川県 横浜市 Ｓｒａｄｄ サービス 理容・美容業 5%

94,288 神奈川県 横浜市 スリーエス　伊勢佐木店 小売業 その他小売 5%

94,289 神奈川県 横浜市 スリーエス　都筑オンライン店 小売業 その他小売 5%

94,290 神奈川県 横浜市 スリーエス　鶴見店 小売業 その他小売 5%
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94,291 神奈川県 横浜市 スリーエス　横浜弘明寺店 小売業 その他小売 5%

94,292 神奈川県 横浜市 スリーモンキーズカフェ サービス 飲食業 5%

94,293 神奈川県 横浜市 スワニー　山下公園店 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,294 神奈川県 横浜市 セ・ピアーチェ サービス 理容・美容業 5%

94,295 神奈川県 横浜市 整体院　中澤 サービス その他サービス 5%

94,296 神奈川県 横浜市 整体院ＡＩＮ－アイン－ サービス その他サービス 5%

94,297 神奈川県 横浜市 セイビア　横浜店 サービス 理容・美容業 5%

94,298 神奈川県 横浜市 誠美堂　東神奈川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,299 神奈川県 横浜市 西洋館　希望が丘店 サービス その他サービス 5%

94,300 神奈川県 横浜市 世界長 サービス 飲食業 5%

94,301 神奈川県 横浜市 セクション サービス 理容・美容業 5%

94,302 神奈川県 横浜市 １６ｐｅｔａｌｅｓ サービス その他サービス 5%

94,303 神奈川県 横浜市 流音 サービス 飲食業 5%

94,304 神奈川県 横浜市 セットレスパーマサロン　友喜美粧 サービス 理容・美容業 5%

94,305 神奈川県 横浜市 瀬戸内 サービス 飲食業 5%

94,306 神奈川県 横浜市 瀬谷ＳＳ／有限会社守屋石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,307 神奈川県 横浜市 芹が谷ベース 小売業 その他小売 5%

94,308 神奈川県 横浜市 ＣＥＲＩＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,309 神奈川県 横浜市 セルフステーション泉 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,310 神奈川県 横浜市 セルフステーション磯子 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,311 神奈川県 横浜市 セルフステーション港北ニュータウン 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,312 神奈川県 横浜市 セルフステーション都筑インター第２ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,313 神奈川県 横浜市 セルフステーション八景島 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,314 神奈川県 横浜市 セルフ平戸 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,315 神奈川県 横浜市 セレクト 小売業 家具・調度品 5%

94,316 神奈川県 横浜市 ＺＥＲＯ サービス その他サービス 5%

94,317 神奈川県 横浜市 ０１３０　秋山タクシー サービス 運輸業 5%

94,318 神奈川県 横浜市 ０９１０　飯田タクシー サービス 運輸業 5%

94,319 神奈川県 横浜市 ０９９１　石川タクシー サービス 運輸業 5%

94,320 神奈川県 横浜市 ０９９３　石川タクシー サービス 運輸業 5%

94,321 神奈川県 横浜市 ０９７７　飯嶋タクシー サービス 運輸業 5%

94,322 神奈川県 横浜市 ０９８５　石川タクシー サービス 運輸業 5%

94,323 神奈川県 横浜市 ０５１０　阿見タクシー サービス 運輸業 5%

94,324 神奈川県 横浜市 ０５０６　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

94,325 神奈川県 横浜市 ０５２９　安藤タクシー サービス 運輸業 5%

94,326 神奈川県 横浜市 ０５２０　安部タクシー サービス 運輸業 5%

94,327 神奈川県 横浜市 ０５６０　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

94,328 神奈川県 横浜市 ０３５９　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

94,329 神奈川県 横浜市 ０３８５　荒木タクシー サービス 運輸業 5%

94,330 神奈川県 横浜市 ００９５　荒川タクシー サービス 運輸業 5%

94,331 神奈川県 横浜市 ００５９　青木タクシー サービス 運輸業 5%

94,332 神奈川県 横浜市 ００３０　會田タクシー サービス 運輸業 5%
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94,333 神奈川県 横浜市 ００３４　青柳タクシー サービス 運輸業 5%

94,334 神奈川県 横浜市 ００７５　足立タクシー サービス 運輸業 5%

94,335 神奈川県 横浜市 ００８３　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

94,336 神奈川県 横浜市 ００８０　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

94,337 神奈川県 横浜市 ００４３　雨宮タクシー サービス 運輸業 5%

94,338 神奈川県 横浜市 ０７９４　今津タクシー サービス 運輸業 5%

94,339 神奈川県 横浜市 ０２９１　葦埜タクシー サービス 運輸業 5%

94,340 神奈川県 横浜市 ０２５０　秋元タクシー サービス 運輸業 5%

94,341 神奈川県 横浜市 ０２６０　荒川タクシー サービス 運輸業 5%

94,342 神奈川県 横浜市 ０８３８　池田タクシー サービス 運輸業 5%

94,343 神奈川県 横浜市 ０８０１　石井タクシー サービス 運輸業 5%

94,344 神奈川県 横浜市 ０８０５　石井タクシー サービス 運輸業 5%

94,345 神奈川県 横浜市 ０８０３　石川タクシー サービス 運輸業 5%

94,346 神奈川県 横浜市 ０８７１　板子タクシー サービス 運輸業 5%

94,347 神奈川県 横浜市 ０８８１　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

94,348 神奈川県 横浜市 ０８８８　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

94,349 神奈川県 横浜市 ０４９７　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

94,350 神奈川県 横浜市 ０４５ｇｕｉｔａｒｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

94,351 神奈川県 横浜市 ０４５０　青島タクシー サービス 運輸業 5%

94,352 神奈川県 横浜市 ０４４８　青島タクシー サービス 運輸業 5%

94,353 神奈川県 横浜市 ０６１５　生田嶋タクシー サービス 運輸業 5%

94,354 神奈川県 横浜市 ０６５６　池田タクシー サービス 運輸業 5%

94,355 神奈川県 横浜市 ０６０８　家本タクシー サービス 運輸業 5%

94,356 神奈川県 横浜市 ０６７０　井口タクシー サービス 運輸業 5%

94,357 神奈川県 横浜市 ０６６０　池田タクシー サービス 運輸業 5%

94,358 神奈川県 横浜市 横浜浅間台店 小売業 その他小売 5%

94,359 神奈川県 横浜市 泉水工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,360 神奈川県 横浜市 センターきた動物病院 サービス その他サービス 5%

94,361 神奈川県 横浜市 センター南温泉　湯もみの里 サービス その他サービス 5%

94,362 神奈川県 横浜市 セントポーリア　こどもの国店 サービス 飲食業 5%

94,363 神奈川県 横浜市 善部町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,364 神奈川県 横浜市 創作菓子アトリ　こどもの国店 小売業 食料品 5%

94,365 神奈川県 横浜市 創作ジュエリーフック 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,366 神奈川県 横浜市 創作料理Ｏｋａｚａｋｉ一期一会 サービス 飲食業 5%

94,367 神奈川県 横浜市 ＳＯＵ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

94,368 神奈川県 横浜市 楚々屋 サービス 飲食業 5%

94,369 神奈川県 横浜市 ソニーショップセレック 小売業 電化製品 5%

94,370 神奈川県 横浜市 そば処「戸隠」 サービス 飲食業 5%

94,371 神奈川県 横浜市 ソフトバンク　あざみ野 小売業 電化製品 5%

94,372 神奈川県 横浜市 ソフトバンク　金沢文庫 小売業 電化製品 5%

94,373 神奈川県 横浜市 ソフトバンク　天王町 小売業 電化製品 5%

94,374 神奈川県 横浜市 ソフトバンク　二俣川 小売業 電化製品 5%
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94,375 神奈川県 横浜市 ソフトバンク伊勢佐木モール 小売業 電化製品 5%

94,376 神奈川県 横浜市 ソフトバンク横浜そごう 小売業 電化製品 5%

94,377 神奈川県 横浜市 ソフトバンク横浜西口 小売業 電化製品 5%

94,378 神奈川県 横浜市 蒼門 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,379 神奈川県 横浜市 ＳＯＬＥ横浜店 サービス 理容・美容業 5%

94,380 神奈川県 横浜市 孫悟空 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

94,381 神奈川県 横浜市 ＳＯＮＮＯ横浜店 サービス その他サービス 5%

94,382 神奈川県 横浜市 大黒埠頭 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,383 神奈川県 横浜市 株式会社大樹恒産 小売業 その他小売 5%

94,384 神奈川県 横浜市 大新園 サービス 飲食業 5%

94,385 神奈川県 横浜市 Ｄｉｃｅ伊勢佐木町店 サービス その他サービス 5%

94,386 神奈川県 横浜市 Ｄｉｃｅ新横浜店 サービス その他サービス 5%

94,387 神奈川県 横浜市 Ｄｉｃｅ戸塚店 サービス その他サービス 5%

94,388 神奈川県 横浜市 ＤｉＣＥ本部〔スマイルアップ〕 サービス その他サービス 5%

94,389 神奈川県 横浜市 大珍樓新館 サービス 飲食業 5%

94,390 神奈川県 横浜市 大珍樓　新館売店 小売業 食料品 5%

94,391 神奈川県 横浜市 大東　港北センター北店 小売業 その他小売 5%

94,392 神奈川県 横浜市 大東　センター北店 小売業 その他小売 5%

94,393 神奈川県 横浜市 ダイニングキッチン　Ｔｏｍｍｙ サービス 飲食業 5%

94,394 神奈川県 横浜市 ダイニングショットバーロックス サービス 飲食業 5%

94,395 神奈川県 横浜市 ダイニングバー　ｙｏｕ サービス 飲食業 5%

94,396 神奈川県 横浜市 ダイニング　和くら 小売業 食料品 5%

94,397 神奈川県 横浜市 大丸電機 小売業 電化製品 5%

94,398 神奈川県 横浜市 大丸電機大棚店 小売業 電化製品 5%

94,399 神奈川県 横浜市 タイヤハウスオカジマ 小売業 その他小売 5%

94,400 神奈川県 横浜市 太陽書店〔二俣川店〕 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

94,401 神奈川県 横浜市 セルフ青葉インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,402 神奈川県 横浜市 セルフ生麦ＪＣＴＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,403 神奈川県 横浜市 セルフ白楽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,404 神奈川県 横浜市 セルフ舞岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,405 神奈川県 横浜市 セルフ三ツ境ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,406 神奈川県 横浜市 ベイサイド大黒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,407 神奈川県 横浜市 ダイワサイクル　青葉店 小売業 その他小売 5%

94,408 神奈川県 横浜市 台湾式リラクゼーションすみか整体院 サービス その他サービス 5%

94,409 神奈川県 横浜市 田内タクシー　０２－１５６ サービス 運輸業 5%

94,410 神奈川県 横浜市 髙石タクシー　０２－１８３ サービス 運輸業 5%

94,411 神奈川県 横浜市 高木ミンク横浜店 小売業 衣料品 5%

94,412 神奈川県 横浜市 高田公認会計士・税理士事務所 サービス その他サービス 5%

94,413 神奈川県 横浜市 高橋タクシー サービス 運輸業 5%

94,414 神奈川県 横浜市 高橋タクシー　０３－１０６ サービス 運輸業 5%

94,415 神奈川県 横浜市 髙橋タクシー　０８－２３９ サービス 運輸業 5%

94,416 神奈川県 横浜市 高山 サービス 飲食業 5%
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94,417 神奈川県 横浜市 武井タクシー　０４－１５４ サービス 運輸業 5%

94,418 神奈川県 横浜市 武田タクシー　０２－１５７ サービス 運輸業 5%

94,419 神奈川県 横浜市 田代タクシー　０１－２３０ サービス 運輸業 5%

94,420 神奈川県 横浜市 ＴＡＳＣＡ サービス 飲食業 5%

94,421 神奈川県 横浜市 ただす動物病院 サービス その他サービス 5%

94,422 神奈川県 横浜市 立飲み屋　いっとん サービス 飲食業 5%

94,423 神奈川県 横浜市 たちばな台ＳＳ　株式会社長野商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,424 神奈川県 横浜市 橘家 サービス 飲食業 5%

94,425 神奈川県 横浜市 竪山タクシー　０５－２４０ サービス 運輸業 5%

94,426 神奈川県 横浜市 田中タクシー　１２－１４３ サービス 運輸業 5%

94,427 神奈川県 横浜市 田中動物病院 サービス その他サービス 5%

94,428 神奈川県 横浜市 谷口タクシー　０４－１０２ サービス 運輸業 5%

94,429 神奈川県 横浜市 タニヤ食堂 サービス 飲食業 5%

94,430 神奈川県 横浜市 タバコショップスギタ 小売業 その他小売 5%

94,431 神奈川県 横浜市 玉倉神仏具店 小売業 家具・調度品 5%

94,432 神奈川県 横浜市 〔たまや〕野庭店 小売業 食料品 5%

94,433 神奈川県 横浜市 たまや　深谷店 小売業 食料品 5%

94,434 神奈川県 横浜市 田村ワイン店 小売業 食料品 5%

94,435 神奈川県 横浜市 樽町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,436 神奈川県 横浜市 樽見タクシー　０７－０７９ サービス 運輸業 5%

94,437 神奈川県 横浜市 男子専科久保 小売業 衣料品 5%

94,438 神奈川県 横浜市 たんす屋　横浜元町店 小売業 衣料品 5%

94,439 神奈川県 横浜市 タンドゥース 小売業 その他小売 5%

94,440 神奈川県 横浜市 タンドゥース 小売業 その他小売 5%

94,441 神奈川県 横浜市 ＴＥＡＭ－ＳＴＥＰ’Ｓ サービス その他サービス 5%

94,442 神奈川県 横浜市 チーズカフェ サービス 飲食業 5%

94,443 神奈川県 横浜市 チーズカフェ　２ サービス 飲食業 5%

94,444 神奈川県 横浜市 千田タクシー　０６－１２２ サービス 運輸業 5%

94,445 神奈川県 横浜市 チャコールグリルグリーン サービス 飲食業 5%

94,446 神奈川県 横浜市 チャコールグリルグリーン馬車道 サービス 飲食業 5%

94,447 神奈川県 横浜市 Ｃａｎｔｉｋ サービス 理容・美容業 5%

94,448 神奈川県 横浜市 中華街　桂宮 サービス 飲食業 5%

94,449 神奈川県 横浜市 中華料理福源　鶴見中央店 サービス 飲食業 5%

94,450 神奈川県 横浜市 中華料理　林家樓別館 サービス 飲食業 5%

94,451 神奈川県 横浜市 中国小皿酒家 楽山 サービス 飲食業 5%

94,452 神奈川県 横浜市 中馬動物病院 サービス その他サービス 5%

94,453 神奈川県 横浜市 青海星 サービス 飲食業 5%

94,454 神奈川県 横浜市 ２Ｗｈｅｅｌｓ 小売業 その他小売 5%

94,455 神奈川県 横浜市 ツェッペリン横浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,456 神奈川県 横浜市 都岡　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,457 神奈川県 横浜市 月 サービス 飲食業 5%

94,458 神奈川県 横浜市 津田タクシー　０９－０９３ サービス 運輸業 5%
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94,459 神奈川県 横浜市 つつい　あざみ野店 小売業 衣料品 5%

94,460 神奈川県 横浜市 つつい　あざみ野店 小売業 衣料品 5%

94,461 神奈川県 横浜市 つつい　金沢文庫店 小売業 衣料品 5%

94,462 神奈川県 横浜市 つつい　金沢文庫店 小売業 衣料品 5%

94,463 神奈川県 横浜市 つつい　二俣川店 小売業 衣料品 5%

94,464 神奈川県 横浜市 つつい　二俣川店 小売業 衣料品 5%

94,465 神奈川県 横浜市 つつい　本店 小売業 衣料品 5%

94,466 神奈川県 横浜市 都筑二の丸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,467 神奈川県 横浜市 角田メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,468 神奈川県 横浜市 ツールオフ横浜店 小売業 その他小売 5%

94,469 神奈川県 横浜市 つるばやし動物病院 サービス その他サービス 5%

94,470 神奈川県 横浜市 鶴見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,471 神奈川県 横浜市 鶴見酒場 サービス 飲食業 5%

94,472 神奈川県 横浜市 鶴見酒場鶴見西口店 サービス 飲食業 5%

94,473 神奈川県 横浜市 鶴見田中屋 サービス 飲食業 5%

94,474 神奈川県 横浜市 ＪＭ／Ｄｅａｒｓ サービス 理容・美容業 5%

94,475 神奈川県 横浜市 Ｔ＆Ｎ サービス その他サービス 5%

94,476 神奈川県 横浜市 ＴＥＳ サービス その他サービス 5%

94,477 神奈川県 横浜市 ティーエムプランテック サービス その他サービス 5%

94,478 神奈川県 横浜市 Ｔ．Ｃ．ＤＢｏｄｙｍａｋｅｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

94,479 神奈川県 横浜市 Ｔシャツストアアンドコー 小売業 衣料品 5%

94,480 神奈川県 横浜市 ディーズ　コウナンダイ サービス 理容・美容業 5%

94,481 神奈川県 横浜市 ＴＡＴ　横浜店 小売業 その他小売 5%

94,482 神奈川県 横浜市 ディーエヌエイチ 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,483 神奈川県 横浜市 ディスクユニオン　横浜西口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

94,484 神奈川県 横浜市 ＤＶＭｓどうぶつ医療センター横浜 サービス その他サービス 5%

94,485 神奈川県 横浜市 ＤＶＭｓどうぶつ医療センター横浜 サービス その他サービス 5%

94,486 神奈川県 横浜市 テキスタイルハウスシーシーシーク 小売業 家具・調度品 5%

94,487 神奈川県 横浜市 デザインワン・シャムロック サービス その他サービス 5%

94,488 神奈川県 横浜市 てしごと家関内南口店 サービス 飲食業 5%

94,489 神奈川県 横浜市 ＴＥＳＳＨＯ サービス 飲食業 5%

94,490 神奈川県 横浜市 鉄板焼き　福むろ サービス 飲食業 5%

94,491 神奈川県 横浜市 ＴＥＰＰＡＮＹＡＫＩ　ＫＯＴＯＲＡ サービス 飲食業 5%

94,492 神奈川県 横浜市 てっぺん サービス 飲食業 5%

94,493 神奈川県 横浜市 ＤｕＶｉｎＨＡＣＨＩＳＣＨ サービス 飲食業 5%

94,494 神奈川県 横浜市 Ｄｕｄｅ サービス 理容・美容業 5%

94,495 神奈川県 横浜市 テーラーグランド 小売業 衣料品 5%

94,496 神奈川県 横浜市 テーラーフィールズ　横浜ビブレ 小売業 衣料品 5%

94,497 神奈川県 横浜市 ｄｅｒａｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

94,498 神奈川県 横浜市 てるてるてる行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

94,499 神奈川県 横浜市 ｄｅｎ 小売業 その他小売 5%

94,500 神奈川県 横浜市 天一書房大倉山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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94,501 神奈川県 横浜市 天一書房瀬谷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

94,502 神奈川県 横浜市 天一書房綱島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

94,503 神奈川県 横浜市 田園都市長生館 サービス その他サービス 5%

94,504 神奈川県 横浜市 伝兵衛 サービス 飲食業 5%

94,505 神奈川県 横浜市 伝兵衛・南 サービス 飲食業 5%

94,506 神奈川県 横浜市 ドイツ・欧風料理Ｄａｍｍ サービス 飲食業 5%

94,507 神奈川県 横浜市 東海汽船　横浜営業所 サービス その他サービス 5%

94,508 神奈川県 横浜市 Ｔｏｕｇｉ サービス その他サービス 5%

94,509 神奈川県 横浜市 東京・銀座リエジュ　イオン天王町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,510 神奈川県 横浜市 ＴｏｋｙｏＲｉｃｅＷｉｎｅたまプラーザ サービス 飲食業 5%

94,511 神奈川県 横浜市 東玉　横浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

94,512 神奈川県 横浜市 童具店　横浜 小売業 家具・調度品 5%

94,513 神奈川県 横浜市 ＤＦＩＮＯ サービス 理容・美容業 5%

94,514 神奈川県 横浜市 動物病院　カネコ サービス その他サービス 5%

94,515 神奈川県 横浜市 動物病院西谷 サービス その他サービス 5%

94,516 神奈川県 横浜市 東宝タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

94,517 神奈川県 横浜市 東北人家 サービス 飲食業 5%

94,518 神奈川県 横浜市 東北人家　新館 サービス 飲食業 5%

94,519 神奈川県 横浜市 東名横浜東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,520 神奈川県 横浜市 トータルカーショップ　ワイズエイト サービス その他サービス 5%

94,521 神奈川県 横浜市 季節の詩 サービス 飲食業 5%

94,522 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅあざみ野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,523 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　美しが丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,524 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　すみれが丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,525 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ磯子中里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,526 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ井土ヶ谷店 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,527 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ梅田橋店 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,528 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ金沢シーサイドＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,529 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ上郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,530 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅグロワール鶴見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,531 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅグロワール寺尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,532 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅグロワール平安ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,533 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ港南台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,534 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ小机店 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,535 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンリッチ磯子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,536 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンリッチ希望が丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,537 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンリッチ子安ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,538 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンリッチ瀬谷中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,539 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ福浦店 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,540 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ洋光台北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,541 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅルクレーン東寺尾店 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,542 神奈川県 横浜市 トケイ・メガネ・宝石　イシカワ 小売業 その他小売 5%
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94,543 神奈川県 横浜市 戸田タクシー　０８－２５９ サービス 運輸業 5%

94,544 神奈川県 横浜市 トータルチューニング事務局 サービス その他サービス 5%

94,545 神奈川県 横浜市 トータル美容ショップ世界　サロン 小売業 衣料品 5%

94,546 神奈川県 横浜市 トータル美容ショップ世界アメリカ店 サービス 理容・美容業 5%

94,547 神奈川県 横浜市 トータル美容ショップ世界イタリー店 サービス 理容・美容業 5%

94,548 神奈川県 横浜市 トータル美容ショップ世界ジャパン店 サービス 理容・美容業 5%

94,549 神奈川県 横浜市 戸塚　崎陽軒 サービス 飲食業 5%

94,550 神奈川県 横浜市 戸塚　崎陽軒 サービス 飲食業 5%

94,551 神奈川県 横浜市 戸塚和泉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,552 神奈川県 横浜市 戸塚柏尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,553 神奈川県 横浜市 戸塚共立第２病院売店 小売業 その他小売 5%

94,554 神奈川県 横浜市 戸塚汲沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,555 神奈川県 横浜市 Ｄｏｇ＆ＣａｔＪｏｋｅｒＷａｎｃｏｔｔ横 小売業 その他小売 5%

94,556 神奈川県 横浜市 ＤＯＧＤＥＰＴ　港の見える丘公園店 小売業 その他小売 5%

94,557 神奈川県 横浜市 ドット・ラインゴルフ株式会社 小売業 その他小売 5%

94,558 神奈川県 横浜市 トップパルケ反町店 小売業 食料品 5%

94,559 神奈川県 横浜市 トップパルケ山手店 小売業 食料品 5%

94,560 神奈川県 横浜市 トップフレッシュマーケット岸根店 小売業 食料品 5%

94,561 神奈川県 横浜市 魚鶏屋新横浜駅前店 サービス 飲食業 5%

94,562 神奈川県 横浜市 戸羽タクシー　０９－０８４ サービス 運輸業 5%

94,563 神奈川県 横浜市 鳶タクシー　０５－２３２ サービス 運輸業 5%

94,564 神奈川県 横浜市 戸部ウータン動物病院 サービス その他サービス 5%

94,565 神奈川県 横浜市 ＴＯＨＯメンテナンス サービス その他サービス 5%

94,566 神奈川県 横浜市 ともしび　緑園都市店 サービス 飲食業 5%

94,567 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅトライアングル上郷セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,568 神奈川県 横浜市 トラックスジャパン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

94,569 神奈川県 横浜市 トラットリア　ラ　パルテンツァ サービス 飲食業 5%

94,570 神奈川県 横浜市 とらのあな　横浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

94,571 神奈川県 横浜市 とらのあな　横浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

94,572 神奈川県 横浜市 とらべるわん サービス その他サービス 5%

94,573 神奈川県 横浜市 鶏匠 サービス 飲食業 5%

94,574 神奈川県 横浜市 鶏笑横浜希望ヶ丘店 小売業 食料品 5%

94,575 神奈川県 横浜市 鳥忠鴨居店 サービス 飲食業 5%

94,576 神奈川県 横浜市 鳥継 サービス 飲食業 5%

94,577 神奈川県 横浜市 トリートメントルーム　Ｖａｌｏｒ サービス その他サービス 5%

94,578 神奈川県 横浜市 とりとんくん横浜 サービス 飲食業 5%

94,579 神奈川県 横浜市 鳥の巣関内店 サービス 飲食業 5%

94,580 神奈川県 横浜市 鳥の巣馬車道店 サービス 飲食業 5%

94,581 神奈川県 横浜市 鳥廣 サービス 飲食業 5%

94,582 神奈川県 横浜市 とり平 サービス 飲食業 5%

94,583 神奈川県 横浜市 鳥よし サービス 飲食業 5%

94,584 神奈川県 横浜市 ドルフィンズ 小売業 その他小売 5%
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94,585 神奈川県 横浜市 ｄｒｏｐｃａｆｅ３７ 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,586 神奈川県 横浜市 ｔｏｎｅ．ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

94,587 神奈川県 横浜市 とんかつ　どーんとこい サービス 飲食業 5%

94,588 神奈川県 横浜市 豚ちんかん サービス 飲食業 5%

94,589 神奈川県 横浜市 長岡タクシー　１３－１７９ サービス 運輸業 5%

94,590 神奈川県 横浜市 中川会計事務所 サービス その他サービス 5%

94,591 神奈川県 横浜市 ナガサカ 小売業 衣料品 5%

94,592 神奈川県 横浜市 中里宝石 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,593 神奈川県 横浜市 中澤タクシー　０７－０６７ サービス 運輸業 5%

94,594 神奈川県 横浜市 長滝タクシー　０４－１４９ サービス 運輸業 5%

94,595 神奈川県 横浜市 中田タクシー　０８－２６３ サービス 運輸業 5%

94,596 神奈川県 横浜市 中田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,597 神奈川県 横浜市 永田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,598 神奈川県 横浜市 長田病院売店 小売業 その他小売 5%

94,599 神奈川県 横浜市 中臣タクシー　０４－１３７ サービス 運輸業 5%

94,600 神奈川県 横浜市 仲乃路 サービス 飲食業 5%

94,601 神奈川県 横浜市 中野タクシー　０４－１１８ サービス 運輸業 5%

94,602 神奈川県 横浜市 なが松／鮮 サービス 飲食業 5%

94,603 神奈川県 横浜市 中村真珠 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,604 神奈川県 横浜市 ＮａｔｕｒａｌＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎあかばな サービス 理容・美容業 5%

94,605 神奈川県 横浜市 ナチュラルファクトリー　１ サービス その他サービス 5%

94,606 神奈川県 横浜市 ＮａｔｕｒａｌＲｅｌｉｅｆ サービス 飲食業 5%

94,607 神奈川県 横浜市 ７１１７　藤原タクシー サービス 運輸業 5%

94,608 神奈川県 横浜市 ７１５３　伏木タクシー サービス 運輸業 5%

94,609 神奈川県 横浜市 ７１７０　保坂タクシー サービス 運輸業 5%

94,610 神奈川県 横浜市 ７９３３　本松タクシー サービス 運輸業 5%

94,611 神奈川県 横浜市 ７９２０　望月タクシー サービス 運輸業 5%

94,612 神奈川県 横浜市 ７９２８　元川タクシー サービス 運輸業 5%

94,613 神奈川県 横浜市 ７９６９　森タクシー サービス 運輸業 5%

94,614 神奈川県 横浜市 ７９６６　森タクシー サービス 運輸業 5%

94,615 神奈川県 横浜市 ７５１５　松崎タクシー サービス 運輸業 5%

94,616 神奈川県 横浜市 ７５１０　松島タクシー サービス 運輸業 5%

94,617 神奈川県 横浜市 ７５２５　松原タクシー サービス 運輸業 5%

94,618 神奈川県 横浜市 ７５２０　松田タクシー サービス 運輸業 5%

94,619 神奈川県 横浜市 ７５８５　三村タクシー サービス 運輸業 5%

94,620 神奈川県 横浜市 ７５６０　三浦タクシー サービス 運輸業 5%

94,621 神奈川県 横浜市 ７３５０　眞喜志タクシー サービス 運輸業 5%

94,622 神奈川県 横浜市 ７３３１　星野タクシー サービス 運輸業 5%

94,623 神奈川県 横浜市 ７３３５　増川タクシー サービス 運輸業 5%

94,624 神奈川県 横浜市 ７３４０　益村タクシー サービス 運輸業 5%

94,625 神奈川県 横浜市 ７０５０　藤田タクシー サービス 運輸業 5%

94,626 神奈川県 横浜市 ７０４１　藤岡タクシー サービス 運輸業 5%
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94,627 神奈川県 横浜市 ７２９０　本田タクシー サービス 運輸業 5%

94,628 神奈川県 横浜市 ７２７８　本田タクシー サービス 運輸業 5%

94,629 神奈川県 横浜市 ７２２０　細野タクシー サービス 運輸業 5%

94,630 神奈川県 横浜市 ７８９６　村田タクシー サービス 運輸業 5%

94,631 神奈川県 横浜市 ７８００　峯木タクシー サービス 運輸業 5%

94,632 神奈川県 横浜市 ７８７５　村上タクシー サービス 運輸業 5%

94,633 神奈川県 横浜市 ７８７２　村上タクシー サービス 運輸業 5%

94,634 神奈川県 横浜市 ７８２３　武藤タクシー サービス 運輸業 5%

94,635 神奈川県 横浜市 ７４７０　松岡タクシー サービス 運輸業 5%

94,636 神奈川県 横浜市 ７４４５　松林タクシー サービス 運輸業 5%

94,637 神奈川県 横浜市 ７６５０　宮崎タクシー サービス 運輸業 5%

94,638 神奈川県 横浜市 ７６４５　宮口タクシー サービス 運輸業 5%

94,639 神奈川県 横浜市 ７６６７　宮本タクシー サービス 運輸業 5%

94,640 神奈川県 横浜市 七海 サービス 飲食業 5%

94,641 神奈川県 横浜市 ＮＡＶＩＥ 小売業 衣料品 5%

94,642 神奈川県 横浜市 生麦海水魚センター 小売業 その他小売 5%

94,643 神奈川県 横浜市 並木タクシー　０６－１５７ サービス 運輸業 5%

94,644 神奈川県 横浜市 なみきリハビリテーション病院売店 小売業 その他小売 5%

94,645 神奈川県 横浜市 奈良原タクシー　０８－２２９ サービス 運輸業 5%

94,646 神奈川県 横浜市 なんでも酒やカクヤス　井土ヶ谷店 小売業 食料品 5%

94,647 神奈川県 横浜市 なんでも酒やカクヤス桜木町 小売業 食料品 5%

94,648 神奈川県 横浜市 なんでも酒やカクヤス横浜西 小売業 食料品 5%

94,649 神奈川県 横浜市 ナンバーワンＥＸＹ サービス 理容・美容業 5%

94,650 神奈川県 横浜市 ２１１５　大井タクシー サービス 運輸業 5%

94,651 神奈川県 横浜市 ２１５　荒井タクシー サービス 運輸業 5%

94,652 神奈川県 横浜市 ２１７１　川崎タクシー サービス 運輸業 5%

94,653 神奈川県 横浜市 ２１７４　笠井タクシー サービス 運輸業 5%

94,654 神奈川県 横浜市 ２１６０　風間タクシー サービス 運輸業 5%

94,655 神奈川県 横浜市 ２９４０　木村タクシー サービス 運輸業 5%

94,656 神奈川県 横浜市 Ｎｉｃｏ　Ｋａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

94,657 神奈川県 横浜市 ２５１　加賀美タクシー サービス 運輸業 5%

94,658 神奈川県 横浜市 ２５９５　神山タクシー サービス 運輸業 5%

94,659 神奈川県 横浜市 ２５９８　川上タクシー サービス 運輸業 5%

94,660 神奈川県 横浜市 ２５３５　金子タクシー サービス 運輸業 5%

94,661 神奈川県 横浜市 ２５３０　金巻タクシー サービス 運輸業 5%

94,662 神奈川県 横浜市 煮込みもつ焼き八郎酒場桜木町店 サービス 飲食業 5%

94,663 神奈川県 横浜市 煮込みもつ焼き八郎酒場新杉田店 サービス 飲食業 5%

94,664 神奈川県 横浜市 ２５４　富塚タクシー サービス 運輸業 5%

94,665 神奈川県 横浜市 ２３０３　郭タクシー サービス 運輸業 5%

94,666 神奈川県 横浜市 ２３８　村瀬タクシー サービス 運輸業 5%

94,667 神奈川県 横浜市 西川寝具専門店スリープスタイル上大岡店 小売業 その他小売 5%

94,668 神奈川県 横浜市 西川寝具専門店スリープスタイル藤が丘店 小売業 その他小売 5%
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94,669 神奈川県 横浜市 錦寿司 サービス 飲食業 5%

94,670 神奈川県 横浜市 西田ペットクリニック サービス その他サービス 5%

94,671 神奈川県 横浜市 西山タクシー　１３－１８０ サービス 運輸業 5%

94,672 神奈川県 横浜市 ２０９　小野寺タクシー サービス 運輸業 5%

94,673 神奈川県 横浜市 ２０７５　沖本タクシー サービス 運輸業 5%

94,674 神奈川県 横浜市 ２０７　山田タクシー サービス 運輸業 5%

94,675 神奈川県 横浜市 ２０８０　沖山タクシー サービス 運輸業 5%

94,676 神奈川県 横浜市 日動電設 小売業 電化製品 5%

94,677 神奈川県 横浜市 日産自動車グローバル本社２２Ｆ役員食堂 サービス 飲食業 5%

94,678 神奈川県 横浜市 日産自動車グローバル本社６Ｆ社員食堂ビュッフェ サービス 飲食業 5%

94,679 神奈川県 横浜市 日産自動車グローバル本社６Ｆ食堂 サービス 飲食業 5%

94,680 神奈川県 横浜市 日産自動車グローバル本社６Ｆ食堂・カフェ サービス 飲食業 5%

94,681 神奈川県 横浜市 ニッショウ横浜橋店 小売業 その他小売 5%

94,682 神奈川県 横浜市 日進堂 小売業 その他小売 5%

94,683 神奈川県 横浜市 新羽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,684 神奈川県 横浜市 新羽南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,685 神奈川県 横浜市 ２７３５　菊池タクシー サービス 運輸業 5%

94,686 神奈川県 横浜市 ２７０１　鎌倉タクシー サービス 運輸業 5%

94,687 神奈川県 横浜市 ２７０　仲野タクシー サービス 運輸業 5%

94,688 神奈川県 横浜市 ２７４０　菊地タクシー サービス 運輸業 5%

94,689 神奈川県 横浜市 ２２２　堀川タクシー サービス 運輸業 5%

94,690 神奈川県 横浜市 ２８３０　北島タクシー サービス 運輸業 5%

94,691 神奈川県 横浜市 ２８７０　木津谷タクシー サービス 運輸業 5%

94,692 神奈川県 横浜市 日本酒バルＵＭＡＭＩ サービス 飲食業 5%

94,693 神奈川県 横浜市 日本大漁物語　きじま　新横浜店 サービス 飲食業 5%

94,694 神奈川県 横浜市 日本大漁物語きじま　東戸塚店 サービス 飲食業 5%

94,695 神奈川県 横浜市 日本雪崩ネットワ－ク サービス その他サービス 5%

94,696 神奈川県 横浜市 日本料理　温石 サービス 飲食業 5%

94,697 神奈川県 横浜市 ＮＥＷＥＳＴ 小売業 衣料品 5%

94,698 神奈川県 横浜市 ＮＥＷＥＳＴ 小売業 衣料品 5%

94,699 神奈川県 横浜市 ＮＥＷＥＳＴ渋谷店 小売業 衣料品 5%

94,700 神奈川県 横浜市 ニュータウン犬猫病院 サービス その他サービス 5%

94,701 神奈川県 横浜市 ニューつどい サービス 理容・美容業 5%

94,702 神奈川県 横浜市 ニューツルミゴルフ練習場 サービス その他サービス 5%

94,703 神奈川県 横浜市 ニュートンカチ 小売業 家具・調度品 5%

94,704 神奈川県 横浜市 ２４８　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

94,705 神奈川県 横浜市 ２６１３　川浪タクシー サービス 運輸業 5%

94,706 神奈川県 横浜市 ２６１０　亀本タクシー サービス 運輸業 5%

94,707 神奈川県 横浜市 ２６５５　神田タクシー サービス 運輸業 5%

94,708 神奈川県 横浜市 ２６００　河原タクシー サービス 運輸業 5%

94,709 神奈川県 横浜市 ２６０６　上村タクシー サービス 運輸業 5%

94,710 神奈川県 横浜市 ２６７５　金綱タクシー サービス 運輸業 5%

2257



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

94,711 神奈川県 横浜市 ２６２０　川村タクシー サービス 運輸業 5%

94,712 神奈川県 横浜市 ２６４３　唐鎌タクシー サービス 運輸業 5%

94,713 神奈川県 横浜市 ２６６　阿部タクシー サービス 運輸業 5%

94,714 神奈川県 横浜市 ＮｏｏＫ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

94,715 神奈川県 横浜市 布浦タクシー　０５－１５６ サービス 運輸業 5%

94,716 神奈川県 横浜市 ＮＡＩＬ　ＳＡＬＯＮ　ＬＡＰＵＴＡ サービス 理容・美容業 5%

94,717 神奈川県 横浜市 ネイルパートナー　横浜店 小売業 その他小売 5%

94,718 神奈川県 横浜市 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ａｉｍ サービス 理容・美容業 5%

94,719 神奈川県 横浜市 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ｅａｓｔ サービス 理容・美容業 5%

94,720 神奈川県 横浜市 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ｃａｆｆ サービス 理容・美容業 5%

94,721 神奈川県 横浜市 Ｎｅｏｌｉｖｅ　Ｑｕａｔｔｒｏ サービス 理容・美容業 5%

94,722 神奈川県 横浜市 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ｃｏｐａｉｎ サービス 理容・美容業 5%

94,723 神奈川県 横浜市 Ｎｅｏｌｉｖｅ　ＣｉｒｏＬ サービス 理容・美容業 5%

94,724 神奈川県 横浜市 Ｎｅｏｌｉｖｅ　白楽店 サービス 理容・美容業 5%

94,725 神奈川県 横浜市 根岸橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,726 神奈川県 横浜市 ネクストホ－ム サービス その他サービス 5%

94,727 神奈川県 横浜市 ｎｅｍｏ サービス 飲食業 5%

94,728 神奈川県 横浜市 野口モータース 小売業 その他小売 5%

94,729 神奈川県 横浜市 ののはなカフェ サービス 飲食業 5%

94,730 神奈川県 横浜市 ののはな館売店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

94,731 神奈川県 横浜市 ノンノン 小売業 衣料品 5%

94,732 神奈川県 横浜市 Ｈａｒｂ　ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

94,733 神奈川県 横浜市 ハイウェイフォート 小売業 電化製品 5%

94,734 神奈川県 横浜市 バイクショップ・エムツー 小売業 その他小売 5%

94,735 神奈川県 横浜市 パイティティ 小売業 衣料品 5%

94,736 神奈川県 横浜市 売店「はまなす」 小売業 食料品 5%

94,737 神奈川県 横浜市 バーオパール サービス 飲食業 5%

94,738 神奈川県 横浜市 羽賀建材有限会社 小売業 その他小売 5%

94,739 神奈川県 横浜市 博多屋台村　天神 サービス 飲食業 5%

94,740 神奈川県 横浜市 萩丸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,741 神奈川県 横浜市 白山町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,742 神奈川県 横浜市 パクス・テルレーナ治療室 サービス その他サービス 5%

94,743 神奈川県 横浜市 馬刺と一品　禅 サービス 飲食業 5%

94,744 神奈川県 横浜市 橋本タクシー　１３－１７８ サービス 運輸業 5%

94,745 神奈川県 横浜市 Ｂａｒ招福堂 サービス 飲食業 5%

94,746 神奈川県 横浜市 蓮尾タクシー　０７－０６８ サービス 運輸業 5%

94,747 神奈川県 横浜市 ＢＩＲＴＨＤＡＹ サービス 理容・美容業 5%

94,748 神奈川県 横浜市 Ｐａｓｔｅｌ　Ａｒｔ　Ｓｈｉｎｙ　ｍｏｏｎ サービス その他サービス 5%

94,749 神奈川県 横浜市 パステルデザート京急金沢文庫店 小売業 食料品 5%

94,750 神奈川県 横浜市 パステルデザート新横浜店 小売業 食料品 5%

94,751 神奈川県 横浜市 ＢａｒＳｕｐｅｒＮｏｖａ サービス 飲食業 5%

94,752 神奈川県 横浜市 はせがわ サービス その他サービス 5%
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94,753 神奈川県 横浜市 パセラ珈琲　横浜関内店 サービス 飲食業 5%

94,754 神奈川県 横浜市 パセラリゾーツ　横浜店 サービス その他サービス 5%

94,755 神奈川県 横浜市 パセランド サービス 飲食業 5%

94,756 神奈川県 横浜市 パソコンドック２４　横浜・青葉　市ヶ尾店 小売業 電化製品 5%

94,757 神奈川県 横浜市 パソコンドック24　横浜・上大岡店 小売業 電化製品 5%

94,758 神奈川県 横浜市 パソコンドック２４　横浜・綱島店 サービス その他サービス 5%

94,759 神奈川県 横浜市 二十歳振袖館Ａｚ戸塚店 サービス その他サービス 5%

94,760 神奈川県 横浜市 二十歳振袖館Ａｚ横浜港南店 サービス その他サービス 5%

94,761 神奈川県 横浜市 畑中工業 小売業 その他小売 5%

94,762 神奈川県 横浜市 ８９１６　和田タクシー サービス 運輸業 5%

94,763 神奈川県 横浜市 ８９７０　渡邊タクシー サービス 運輸業 5%

94,764 神奈川県 横浜市 ８９２０　和田タクシー サービス 運輸業 5%

94,765 神奈川県 横浜市 ８５５７　横尾タクシー サービス 運輸業 5%

94,766 神奈川県 横浜市 ８５３７　湯本タクシー サービス 運輸業 5%

94,767 神奈川県 横浜市 ８５４０　横尾タクシー サービス 運輸業 5%

94,768 神奈川県 横浜市 ８３５０　山崎タクシー サービス 運輸業 5%

94,769 神奈川県 横浜市 ８３３０　山崎タクシー サービス 運輸業 5%

94,770 神奈川県 横浜市 ８３８８　山本タクシー サービス 運輸業 5%

94,771 神奈川県 横浜市 ８３４０　山岸タクシー サービス 運輸業 5%

94,772 神奈川県 横浜市 ８０５３　安田タクシー サービス 運輸業 5%

94,773 神奈川県 横浜市 ８０５０　八嶋タクシー サービス 運輸業 5%

94,774 神奈川県 横浜市 ８０６０　山下タクシー サービス 運輸業 5%

94,775 神奈川県 横浜市 ８７５３　吉村タクシー サービス 運輸業 5%

94,776 神奈川県 横浜市 ８７３０　横手タクシー サービス 運輸業 5%

94,777 神奈川県 横浜市 ８７０６　吉本タクシー サービス 運輸業 5%

94,778 神奈川県 横浜市 ８７４６　吉松タクシー サービス 運輸業 5%

94,779 神奈川県 横浜市 ８７６０　吉本タクシー サービス 運輸業 5%

94,780 神奈川県 横浜市 ８４５１　山田タクシー サービス 運輸業 5%

94,781 神奈川県 横浜市 ８４３９　山田タクシー サービス 運輸業 5%

94,782 神奈川県 横浜市 ８４０３　山本タクシー サービス 運輸業 5%

94,783 神奈川県 横浜市 ８４００　山本タクシー サービス 運輸業 5%

94,784 神奈川県 横浜市 ８４４７　山田タクシー サービス 運輸業 5%

94,785 神奈川県 横浜市 ８６９０　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

94,786 神奈川県 横浜市 ８６７２　吉澤タクシー サービス 運輸業 5%

94,787 神奈川県 横浜市 ８６６０　横山タクシー サービス 運輸業 5%

94,788 神奈川県 横浜市 ＢＡＣＣＯ サービス 飲食業 5%

94,789 神奈川県 横浜市 服部タクシー　０１－２２５ サービス 運輸業 5%

94,790 神奈川県 横浜市 初音ガーデン サービス その他サービス 5%

94,791 神奈川県 横浜市 パーツハウス 小売業 その他小売 5%

94,792 神奈川県 横浜市 ＨＡＰＰＹＢＲＡＮＤ 小売業 その他小売 5%

94,793 神奈川県 横浜市 ＨＡＰＰＹ　ｍｏ．ｍｏ サービス その他サービス 5%

94,794 神奈川県 横浜市 Ｂａｒ　Ｄ．ｊｒ サービス 飲食業 5%
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94,795 神奈川県 横浜市 パティスリー　シェ・イル 小売業 食料品 5%

94,796 神奈川県 横浜市 パティスリー　カフェ　エムロード サービス 飲食業 5%

94,797 神奈川県 横浜市 バトゥール　横浜関内店 サービス 飲食業 5%

94,798 神奈川県 横浜市 はなこ 小売業 衣料品 5%

94,799 神奈川県 横浜市 花のわきはら 小売業 その他小売 5%

94,800 神奈川県 横浜市 花菱自動車工業 サービス その他サービス 5%

94,801 神奈川県 横浜市 はなびや 小売業 食料品 5%

94,802 神奈川県 横浜市 ｈａｎａｈｏｕ 小売業 その他小売 5%

94,803 神奈川県 横浜市 ＨａｎａｍａｒｕＡｕｔｏＰａｒｔｓ横浜店 小売業 その他小売 5%

94,804 神奈川県 横浜市 パナモータース 小売業 その他小売 2%

94,805 神奈川県 横浜市 はな家 サービス 飲食業 5%

94,806 神奈川県 横浜市 ＶＡＮＥＳＳＡ サービス 理容・美容業 5%

94,807 神奈川県 横浜市 バーバーギンザ サービス 理容・美容業 5%

94,808 神奈川県 横浜市 馬場谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,809 神奈川県 横浜市 ＰＵＢ　ＪＯＫＥＲ サービス 飲食業 5%

94,810 神奈川県 横浜市 バベル横浜 サービス 飲食業 5%

94,811 神奈川県 横浜市 浜一 サービス 飲食業 5%

94,812 神奈川県 横浜市 濱膳 サービス 飲食業 5%

94,813 神奈川県 横浜市 はまの家 サービス 飲食業 5%

94,814 神奈川県 横浜市 ハマヤ楽器　いずみセンター 小売業 その他小売 5%

94,815 神奈川県 横浜市 ハマヤ楽器　港南台センター 小売業 その他小売 5%

94,816 神奈川県 横浜市 ハマヤ楽器　戸塚店 小売業 その他小売 5%

94,817 神奈川県 横浜市 ハマヤ楽器　戸塚東口センター 小売業 その他小売 5%

94,818 神奈川県 横浜市 ハマヤ楽器　東戸塚センター 小売業 その他小売 5%

94,819 神奈川県 横浜市 ハマヤ楽器　弥生台センター 小売業 その他小売 5%

94,820 神奈川県 横浜市 ＰＡＭＳ サービス その他サービス 5%

94,821 神奈川県 横浜市 パーム８／４ サービス 理容・美容業 5%

94,822 神奈川県 横浜市 ハーモス荏田 サービス その他サービス 5%

94,823 神奈川県 横浜市 早川畳店 サービス その他サービス 5%

94,824 神奈川県 横浜市 葉山動物病院 サービス その他サービス 5%

94,825 神奈川県 横浜市 原田タクシー　０４－１３３ サービス 運輸業 5%

94,826 神奈川県 横浜市 はら動物病院 サービス その他サービス 5%

94,827 神奈川県 横浜市 Ｂａｌａｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

94,828 神奈川県 横浜市 ＢＡＬＡＮＣＥＦＬＯＷＥＲＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

94,829 神奈川県 横浜市 はりきち 小売業 家具・調度品 5%

94,830 神奈川県 横浜市 ハワイアンヒーリングサロン＆スクールＬｅｉＭａｎａ サービス その他サービス 5%

94,831 神奈川県 横浜市 ＢａｎｋＡＲＴ１９２９ サービス その他サービス 5%

94,832 神奈川県 横浜市 バンガローハウス希望が丘店 サービス その他サービス 5%

94,833 神奈川県 横浜市 バンガローハウス中華街店 サービス その他サービス 5%

94,834 神奈川県 横浜市 バンガローハウス綱島店 サービス その他サービス 5%

94,835 神奈川県 横浜市 バンガローハウス鶴ヶ峰店 サービス その他サービス 5%

94,836 神奈川県 横浜市 バンガローハウス鶴見市場店 サービス その他サービス 5%
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94,837 神奈川県 横浜市 バンガローハウス鶴屋町店 サービス その他サービス 5%

94,838 神奈川県 横浜市 バンガローハウス天王町店 サービス その他サービス 5%

94,839 神奈川県 横浜市 バンガローハウス白楽店 サービス その他サービス 5%

94,840 神奈川県 横浜市 バンガローハウス日吉店 サービス その他サービス 5%

94,841 神奈川県 横浜市 バンガローハウス三ツ境店 サービス その他サービス 5%

94,842 神奈川県 横浜市 バンガローハウス妙蓮寺店 サービス その他サービス 5%

94,843 神奈川県 横浜市 鈑金のモドーリー・港北インター店 サービス その他サービス 5%

94,844 神奈川県 横浜市 はんこ家一番横浜中区店 小売業 その他小売 5%

94,845 神奈川県 横浜市 パンダ理容室 サービス 理容・美容業 5%

94,846 神奈川県 横浜市 …ハンドフェイシャルエステこばやし サービス 理容・美容業 5%

94,847 神奈川県 横浜市 伴野タクシー　０５－２００ サービス 運輸業 5%

94,848 神奈川県 横浜市 バンバン番長 サービス 飲食業 5%

94,849 神奈川県 横浜市 ＢＡＷＳｕｐｅｒｂｉａ 小売業 衣料品 5%

94,850 神奈川県 横浜市 Ｂｅ－Ｌｏｏｐ サービス 理容・美容業 5%

94,851 神奈川県 横浜市 東神奈川リハビリテーション病院売店 小売業 その他小売 5%

94,852 神奈川県 横浜市 東蒔田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,853 神奈川県 横浜市 美顔ＶＩＧＡＮ　横浜アレルギー専門院 サービス 理容・美容業 5%

94,854 神奈川県 横浜市 ビザ＆スパゲティＣＡＭＩＮＯ サービス 飲食業 5%

94,855 神奈川県 横浜市 ビジネス　イン　ニューシティー サービス その他サービス 5%

94,856 神奈川県 横浜市 ＨＹＳＴＥＲＩＣ　ＧＬＡＭＯＵＲ　横浜ジ 小売業 衣料品 5%

94,857 神奈川県 横浜市 ヒステリックグラマー横浜ジョイナス 小売業 衣料品 5%

94,858 神奈川県 横浜市 ビストロ　和芯 サービス 飲食業 5%

94,859 神奈川県 横浜市 ビストロマール サービス 飲食業 5%

94,860 神奈川県 横浜市 ｂ×３Ｒｏｉ サービス 理容・美容業 5%

94,861 神奈川県 横浜市 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｍａｓｓａ サービス 飲食業 5%

94,862 神奈川県 横浜市 ＰＩＴＷＯＲＫ 小売業 電化製品 5%

94,863 神奈川県 横浜市 ひとのわ サービス 理容・美容業 5%

94,864 神奈川県 横浜市 ｈｉｔｏＨｉｔｏ サービス 理容・美容業 5%

94,865 神奈川県 横浜市 ビートルビル サービス その他サービス 5%

94,866 神奈川県 横浜市 日野インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,867 神奈川県 横浜市 ピノキオ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

94,868 神奈川県 横浜市 日野交通株式会社 サービス 運輸業 5%

94,869 神奈川県 横浜市 ＢＥＥＦ 小売業 衣料品 5%

94,870 神奈川県 横浜市 Ｂｅｅｆｋｉｔｃｈｅｎ横浜 サービス 飲食業 5%

94,871 神奈川県 横浜市 ビブラビブレ 小売業 家具・調度品 5%

94,872 神奈川県 横浜市 ひまわり 小売業 衣料品 5%

94,873 神奈川県 横浜市 ひまわりレンタカー サービス その他サービス 5%

94,874 神奈川県 横浜市 ひまわりレンタカー サービス その他サービス 5%

94,875 神奈川県 横浜市 Ｐｉａｃｅｒｅ サービス 飲食業 5%

94,876 神奈川県 横浜市 ピュア動物病院 サービス その他サービス 5%

94,877 神奈川県 横浜市 ＰＵＩＳＳＡＮＣＥ 小売業 食料品 5%

94,878 神奈川県 横浜市 ビューティーサロン　ピオニー サービス その他サービス 5%
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94,879 神奈川県 横浜市 ビューティーハウス　美鈴 小売業 衣料品 5%

94,880 神奈川県 横浜市 ビューティーサロンタナカ　洋光台店 サービス 理容・美容業 5%

94,881 神奈川県 横浜市 ビューティファーレ　東戸塚店 サービス 理容・美容業 5%

94,882 神奈川県 横浜市 ビュ－ティフルエンジェル サービス その他サービス 5%

94,883 神奈川県 横浜市 ビューティーライフ中田店 サービス 理容・美容業 5%

94,884 神奈川県 横浜市 ＶＩＥＷ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

94,885 神奈川県 横浜市 美容室　ＳＡＬＯＮ　ＤＥ　ＪＯＥ サービス 理容・美容業 5%

94,886 神奈川県 横浜市 美容室　ビューテー・タナカ　横浜ロイヤ店 サービス 理容・美容業 5%

94,887 神奈川県 横浜市 美容室　ＢＯＮＥＣＣＡ サービス 理容・美容業 5%

94,888 神奈川県 横浜市 美容室ｅｍ サービス 理容・美容業 5%

94,889 神奈川県 横浜市 美容室エルグレコ サービス 理容・美容業 5%

94,890 神奈川県 横浜市 美容室クリスティ サービス 理容・美容業 5%

94,891 神奈川県 横浜市 美容室ジュノー サービス 理容・美容業 5%

94,892 神奈川県 横浜市 美容室ビ－プラス瀬谷店 サービス 理容・美容業 5%

94,893 神奈川県 横浜市 美容室ビ－プラス　洋光台店 サービス 理容・美容業 5%

94,894 神奈川県 横浜市 美容室　ベス サービス 理容・美容業 5%

94,895 神奈川県 横浜市 日吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

94,896 神奈川県 横浜市 ヒラタ　日吉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,897 神奈川県 横浜市 平野タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

94,898 神奈川県 横浜市 ひらりｔｈｅａｉｒｙｊｅｗｅｌｒｙ 小売業 衣料品 5%

94,899 神奈川県 横浜市 Ｈｉｌｆｅ サービス 理容・美容業 5%

94,900 神奈川県 横浜市 ファイテンショップ　関内店 小売業 その他小売 5%

94,901 神奈川県 横浜市 ファイテンショップ　横浜西口店 小売業 その他小売 5%

94,902 神奈川県 横浜市 ファイブ・テン 小売業 電化製品 5%

94,903 神奈川県 横浜市 ファイブ・テン 小売業 電化製品 5%

94,904 神奈川県 横浜市 ファイブポイント サービス 理容・美容業 5%

94,905 神奈川県 横浜市 ファインプロダクト　リフォームマスター サービス その他サービス 5%

94,906 神奈川県 横浜市 ＦＡＢＲＩＣ 小売業 その他小売 5%

94,907 神奈川県 横浜市 ファミリーサロンむかい サービス 理容・美容業 5%

94,908 神奈川県 横浜市 ファーレ サービス 理容・美容業 5%

94,909 神奈川県 横浜市 ３９°Ｆ サービス 飲食業 5%

94,910 神奈川県 横浜市 ファンキー サービス 飲食業 5%

94,911 神奈川県 横浜市 フィッツミー　井土ヶ谷店 サービス その他サービス 5%

94,912 神奈川県 横浜市 フィッツミー港北大倉山店 サービス その他サービス 5%

94,913 神奈川県 横浜市 ＦＩＴコーポレーション　都筑店 小売業 その他小売 5%

94,914 神奈川県 横浜市 ＦＩＴコーポレーション　横浜戸塚店 小売業 その他小売 5%

94,915 神奈川県 横浜市 フィル動物病院 サービス その他サービス 5%

94,916 神奈川県 横浜市 ＦＩＬＬＭＯＲＥＴＲＩＰＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

94,917 神奈川県 横浜市 フェアトレードショップ　ベルダ 小売業 家具・調度品 5%

94,918 神奈川県 横浜市 フェリース サービス 理容・美容業 5%

94,919 神奈川県 横浜市 フェリース サービス 理容・美容業 5%

94,920 神奈川県 横浜市 フェローワークス サービス その他サービス 5%
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94,921 神奈川県 横浜市 フォトエクボ サービス その他サービス 5%

94,922 神奈川県 横浜市 フォトスタジオＣｏｃｏａ新横浜店 サービス その他サービス 5%

94,923 神奈川県 横浜市 フォトスタジオＣｏｃｏａ横浜港南店 サービス その他サービス 5%

94,924 神奈川県 横浜市 フォトスタジオプリンセス山手 サービス その他サービス 5%

94,925 神奈川県 横浜市 フォトスタジオプリンセス横浜 サービス その他サービス 5%

94,926 神奈川県 横浜市 ＦＯＲＥＳＴＡＲＩＡ サービス 飲食業 5%

94,927 神奈川県 横浜市 福久 サービス 飲食業 5%

94,928 神奈川県 横浜市 福祉タクシー葵 サービス 運輸業 5%

94,929 神奈川県 横浜市 福祉タクシー菅野 サービス 運輸業 5%

94,930 神奈川県 横浜市 ［ＨＣ］フクダ家電サービス 小売業 電化製品 5%

94,931 神奈川県 横浜市 福々むすび関内不老町店 サービス 飲食業 5%

94,932 神奈川県 横浜市 福屋尾崎商店 小売業 食料品 5%

94,933 神奈川県 横浜市 袋井タクシー　０６－１９０ サービス 運輸業 5%

94,934 神奈川県 横浜市 藤が丘薬局 小売業 その他小売 5%

94,935 神奈川県 横浜市 藤工建装 サービス その他サービス 5%

94,936 神奈川県 横浜市 フジコンタクトハウス 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,937 神奈川県 横浜市 藤忠ストアー 小売業 その他小売 5%

94,938 神奈川県 横浜市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,939 神奈川県 横浜市 ふじやま亭イオン本牧店 サービス 飲食業 5%

94,940 神奈川県 横浜市 藤原メガネ 小売業 その他小売 5%

94,941 神奈川県 横浜市 ぷちまりー横浜元町店 小売業 その他小売 5%

94,942 神奈川県 横浜市 ブックスター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

94,943 神奈川県 横浜市 ＦＯＯＴＢＡＧ　ＭＡＮＩＡ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

94,944 神奈川県 横浜市 ＦＯＯＴ　ＢＬＵＥ サービス その他サービス 5%

94,945 神奈川県 横浜市 ＦＯＯＴ　ＢＬＵＥ　横浜店 サービス その他サービス 5%

94,946 神奈川県 横浜市 フットブルー横濱元町店 小売業 衣料品 5%

94,947 神奈川県 横浜市 ブティック　カプリッチ 小売業 衣料品 5%

94,948 神奈川県 横浜市 ブティック　ロレ－ヌ　ド　パリ 小売業 衣料品 5%

94,949 神奈川県 横浜市 ブティックアビエ 小売業 衣料品 5%

94,950 神奈川県 横浜市 ブティックロッサ　横浜元町店 小売業 衣料品 5%

94,951 神奈川県 横浜市 ブライトペットクリニック サービス その他サービス 5%

94,952 神奈川県 横浜市 フライフィッシングショップなごみ 小売業 その他小売 5%

94,953 神奈川県 横浜市 プライベートサロン癒しの処森家 サービス 理容・美容業 5%

94,954 神奈川県 横浜市 ＦＲＹＩＮＧＦＩＳＨ サービス 飲食業 5%

94,955 神奈川県 横浜市 プラウド　ビーピーオーエス サービス 理容・美容業 5%

94,956 神奈川県 横浜市 Ｐｌｕｇ　ｂｙ　ｎｅｏｌｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

94,957 神奈川県 横浜市 プラザアイ　上大岡店 小売業 その他小売 5%

94,958 神奈川県 横浜市 プラザグレース サービス 理容・美容業 5%

94,959 神奈川県 横浜市 ブラザーモータース サービス その他サービス 5%

94,960 神奈川県 横浜市 プラス サービス 運輸業 5%

94,961 神奈川県 横浜市 ブラッキーＰｅｒｓｏｎａｌ横浜店 サービス 理容・美容業 5%

94,962 神奈川県 横浜市 ｂｒｕｓｈｂｒｕｓｈ サービス その他サービス 5%
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94,963 神奈川県 横浜市 Ｂｒａｓｓｅｒｉｅ　ＡＭＩ サービス 飲食業 5%

94,964 神奈川県 横浜市 ＢｒａｓｓｅｒｉｅＡｒｔｉｓａｎ サービス 飲食業 5%

94,965 神奈川県 横浜市 ｆｌａｍｍｅｕｍ関内店 サービス 理容・美容業 5%

94,966 神奈川県 横浜市 フラワーショップＫ＆Ａ 小売業 その他小売 5%

94,967 神奈川県 横浜市 フラワーショップサン・テ・ローズ 小売業 その他小売 5%

94,968 神奈川県 横浜市 フラワーショップ　スパイラル 小売業 その他小売 5%

94,969 神奈川県 横浜市 フラワースタジオ　ア・トール 小売業 その他小売 5%

94,970 神奈川県 横浜市 ブランカスタ　伊勢佐木町店 小売業 その他小売 5%

94,971 神奈川県 横浜市 ブランカスタ　綱島店 小売業 その他小売 5%

94,972 神奈川県 横浜市 ブランカスタ　馬車道店 小売業 その他小売 5%

94,973 神奈川県 横浜市 ブランカスタ　浜松町店 小売業 その他小売 5%

94,974 神奈川県 横浜市 ブランカスタ　元町店 小売業 その他小売 5%

94,975 神奈川県 横浜市 ブランカスタ横浜橋店 小売業 その他小売 5%

94,976 神奈川県 横浜市 ブランカスタ　和田町店 小売業 その他小売 5%

94,977 神奈川県 横浜市 ブランド＆チケット　大黒屋　上大岡駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,978 神奈川県 横浜市 ブランドショップ山本 小売業 その他小売 5%

94,979 神奈川県 横浜市 ブランド楽市横浜西口店 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,980 神奈川県 横浜市 ＦＬＥＥＫ サービス 理容・美容業 5%

94,981 神奈川県 横浜市 ブリーズサーファーズ サービス 飲食業 5%

94,982 神奈川県 横浜市 ぷりずむ館横浜 サービス その他サービス 5%

94,983 神奈川県 横浜市 ふりそで３９　センター北店 サービス その他サービス 5%

94,984 神奈川県 横浜市 ＦＬＩＰＰＥＲ’Ｓ横浜元町 サービス 飲食業 5%

94,985 神奈川県 横浜市 Ｐｒｉｍａ サービス 理容・美容業 5%

94,986 神奈川県 横浜市 ＰＬＵＭＥ サービス 理容・美容業 5%

94,987 神奈川県 横浜市 プリントマン／寿　美術印刷 サービス その他サービス 5%

94,988 神奈川県 横浜市 Ｂｌｕｅ サービス 理容・美容業 5%

94,989 神奈川県 横浜市 ブルーパワーズ 小売業 衣料品 5%

94,990 神奈川県 横浜市 古着屋ＦｕｎｎｙＦａｃｅ 小売業 衣料品 5%

94,991 神奈川県 横浜市 プールサイド　相鉄ジョイナス店 小売業 衣料品 5%

94,992 神奈川県 横浜市 ブルーブルーエ　エトモ市が尾 小売業 貴金属・服飾品 5%

94,993 神奈川県 横浜市 ブルーブルーエゼネラルストア　杉 小売業 その他小売 5%

94,994 神奈川県 横浜市 Ｐｌｕｍｅｒｉａ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

94,995 神奈川県 横浜市 古屋モータース サービス その他サービス 5%

94,996 神奈川県 横浜市 Ｆｌｅｕｒ　ｅｎ　Ｃｌａｉｒ 小売業 その他小売 5%

94,997 神奈川県 横浜市 フルールメサージュ　尻手店 小売業 その他小売 5%

94,998 神奈川県 横浜市 ＦＬＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

94,999 神奈川県 横浜市 ふれあいの丘動物病院 サービス その他サービス 5%

95,000 神奈川県 横浜市 ＦＲＡＭＥ サービス 理容・美容業 5%

95,001 神奈川県 横浜市 プレジール 小売業 その他小売 5%

95,002 神奈川県 横浜市 ブレスグラス サービス 理容・美容業 5%

95,003 神奈川県 横浜市 プレステージュ横浜店 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,004 神奈川県 横浜市 フレッシュビーンズ本牧珈琲 小売業 その他小売 5%
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95,005 神奈川県 横浜市 プロショップ東名横浜青葉インター店 小売業 その他小売 5%

95,006 神奈川県 横浜市 ＢＲＯＴＵＲＥＳＹＯＫＯＨＡＭＡ 小売業 その他小売 5%

95,007 神奈川県 横浜市 フロルコロ－ル 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,008 神奈川県 横浜市 ブロンティベイパリス横浜元町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,009 神奈川県 横浜市 ［ＨＣ］文化テレビ金沢店 小売業 電化製品 5%

95,010 神奈川県 横浜市 文化堂　仲町台店 小売業 食料品 5%

95,011 神奈川県 横浜市 文化堂　馬場店 小売業 食料品 5%

95,012 神奈川県 横浜市 文化堂　横浜高島店 小売業 食料品 5%

95,013 神奈川県 横浜市 文具１０１大倉山店 小売業 その他小売 5%

95,014 神奈川県 横浜市 ヘアーラウンジオハナ サービス 理容・美容業 5%

95,015 神奈川県 横浜市 ヘアアンドエステ　ファイ サービス 理容・美容業 5%

95,016 神奈川県 横浜市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＤＩＧ サービス 理容・美容業 5%

95,017 神奈川県 横浜市 へあさろん　おおしま サービス 理容・美容業 5%

95,018 神奈川県 横浜市 ヘアーサロンかなざわ サービス 理容・美容業 5%

95,019 神奈川県 横浜市 ヘアサロン・スカット サービス 理容・美容業 5%

95,020 神奈川県 横浜市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＬＡＰＵＴＡ サービス 理容・美容業 5%

95,021 神奈川県 横浜市 Ｈａｉｒ　Ｚｉｐ サービス 理容・美容業 5%

95,022 神奈川県 横浜市 ヘアースタジオワーク　妙蓮寺店 サービス 理容・美容業 5%

95,023 神奈川県 横浜市 ｈａｉｒ’ｓｂ×３ サービス 理容・美容業 5%

95,024 神奈川県 横浜市 ヘアーズビースリー　西口店 サービス 理容・美容業 5%

95,025 神奈川県 横浜市 ヘアーデザインハープ サービス 理容・美容業 5%

95,026 神奈川県 横浜市 ヘアーメイク　アージェ サービス 理容・美容業 5%

95,027 神奈川県 横浜市 ヘアメイク＆サポートすずの木 サービス 理容・美容業 5%

95,028 神奈川県 横浜市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＣＬＥＡＲ サービス その他サービス 5%

95,029 神奈川県 横浜市 ヘア・モード・ブレス サービス 理容・美容業 5%

95,030 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅベイサイド新山下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

95,031 神奈川県 横浜市 ＰＡＧＥ サービス 飲食業 5%

95,032 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅベイブリッジ本牧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

95,033 神奈川県 横浜市 ベイブリッジ横浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

95,034 神奈川県 横浜市 ベーカリーカフェ　コペ サービス 飲食業 5%

95,035 神奈川県 横浜市 ベーカリー　南 小売業 食料品 5%

95,036 神奈川県 横浜市 北京亭 サービス 飲食業 5%

95,037 神奈川県 横浜市 北京亭　東北料理 サービス 飲食業 5%

95,038 神奈川県 横浜市 ペット・エコ・仙台 小売業 その他小売 5%

95,039 神奈川県 横浜市 ペット医療センター荏田南総合病院 サービス その他サービス 5%

95,040 神奈川県 横浜市 ペットエコ横浜　港北ＮＴ店 小売業 その他小売 5%

95,041 神奈川県 横浜市 ペットエコ横浜　湘南店 小売業 その他小売 5%

95,042 神奈川県 横浜市 ペットエコ横浜　都筑店 小売業 その他小売 5%

95,043 神奈川県 横浜市 ペットサロンアニー サービス その他サービス 5%

95,044 神奈川県 横浜市 ペットサロンドリス 小売業 その他小売 5%

95,045 神奈川県 横浜市 ペットシッターＰＯＯ横浜 サービス その他サービス 5%

95,046 神奈川県 横浜市 ペットショップＷ．Ａ．Ｏ 小売業 その他小売 5%
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95,047 神奈川県 横浜市 ペットのお風呂やさんロビン大倉山店 サービス その他サービス 5%

95,048 神奈川県 横浜市 ペットフード　りずむ サービス その他サービス 5%

95,049 神奈川県 横浜市 ＢＥＮＯＡ　横浜店 サービス 飲食業 5%

95,050 神奈川県 横浜市 Ｈｅｍｉｓｐｈｅｒｅ　ＴＯＫＹＯ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

95,051 神奈川県 横浜市 ベルダ 小売業 家具・調度品 5%

95,052 神奈川県 横浜市 ベルダ　催事 小売業 家具・調度品 5%

95,053 神奈川県 横浜市 ベル動物病院 サービス その他サービス 5%

95,054 神奈川県 横浜市 ベルフラワー緑園本店 小売業 その他小売 5%

95,055 神奈川県 横浜市 ベルライム　佃野店 小売業 家具・調度品 5%

95,056 神奈川県 横浜市 ベルライム　矢向店 小売業 家具・調度品 5%

95,057 神奈川県 横浜市 Ｈｅｒｅ　Ｍａｕ サービス その他サービス 5%

95,058 神奈川県 横浜市 ベローチェ伊勢佐木町店 サービス 飲食業 5%

95,059 神奈川県 横浜市 ベローチェ神奈川県庁前店 サービス 飲食業 5%

95,060 神奈川県 横浜市 ベローチェ鴨居店 サービス 飲食業 5%

95,061 神奈川県 横浜市 ベローチェ関内駅前店 サービス 飲食業 5%

95,062 神奈川県 横浜市 ベローチェ関内みなと大通店 サービス 飲食業 5%

95,063 神奈川県 横浜市 ベローチェ新横浜店 サービス 飲食業 5%

95,064 神奈川県 横浜市 ベローチェ鶴見店 サービス 飲食業 5%

95,065 神奈川県 横浜市 ベローチェみなとみらい店 サービス 飲食業 5%

95,066 神奈川県 横浜市 ベローチェ横浜駅西口店 サービス 飲食業 5%

95,067 神奈川県 横浜市 ｂｏｉｓｈａｉｒｄｅｓｉｇｎｅｒｓ サービス 理容・美容業 5%

95,068 神奈川県 横浜市 房屋 サービス 飲食業 5%

95,069 神奈川県 横浜市 ｈｏｍｅｓａｌｏｎＹＵＮＯ サービス 理容・美容業 5%

95,070 神奈川県 横浜市 ホームテック サービス その他サービス 5%

95,071 神奈川県 横浜市 ＶＯＧＵＥ サービス 飲食業 5%

95,072 神奈川県 横浜市 星川レオン動物病院 サービス その他サービス 5%

95,073 神奈川県 横浜市 星野タクシー　１０－０６１ サービス 運輸業 5%

95,074 神奈川県 横浜市 ＶＯＤＡＦＯＮＥ 小売業 電化製品 5%

95,075 神奈川県 横浜市 北海道産直館　ビアレヨコハマ 小売業 食料品 5%

95,076 神奈川県 横浜市 ポットアンドティー 小売業 衣料品 5%

95,077 神奈川県 横浜市 ホテル　トリアノン サービス 宿泊業 5%

95,078 神奈川県 横浜市 ホテル横浜ガーデン サービス 宿泊業 5%

95,079 神奈川県 横浜市 ホテル横浜ガーデン サービス 宿泊業 5%

95,080 神奈川県 横浜市 ホテル横浜ガーデン　ヴァンセーヌ サービス 飲食業 5%

95,081 神奈川県 横浜市 ホテル横浜ガーデン　上海酒家 サービス 飲食業 5%

95,082 神奈川県 横浜市 ホテル横浜ガーデン　ティーラウンジ サービス 飲食業 5%

95,083 神奈川県 横浜市 保土ヶ谷車輌整備株式会社 サービス その他サービス 5%

95,084 神奈川県 横浜市 ＢｏｎｉｔａｂｙＬａｆａｍｉｌｉａ サービス 理容・美容業 5%

95,085 神奈川県 横浜市 ポピー　たまプラーザ店 小売業 衣料品 5%

95,086 神奈川県 横浜市 ポピー　青葉台店 小売業 衣料品 5%

95,087 神奈川県 横浜市 ホビーステーション横浜 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

95,088 神奈川県 横浜市 ホビーランド　ぽち　横浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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95,089 神奈川県 横浜市 ＨＯＭＥ サービス 理容・美容業 5%

95,090 神奈川県 横浜市 ホームドライ・綱島店 サービス その他サービス 5%

95,091 神奈川県 横浜市 ほめほめホーム サービス その他サービス 5%

95,092 神奈川県 横浜市 ＰＯＬＡＲＩＳ サービス 理容・美容業 5%

95,093 神奈川県 横浜市 堀スポーツ 小売業 その他小売 5%

95,094 神奈川県 横浜市 ホルモン倶楽部　新杉田店 サービス 飲食業 5%

95,095 神奈川県 横浜市 香港厨房 サービス 飲食業 5%

95,096 神奈川県 横浜市 香港厨房伊勢佐木町 サービス 飲食業 5%

95,097 神奈川県 横浜市 香港厨房南幸店 サービス 飲食業 5%

95,098 神奈川県 横浜市 香港厨房南幸店２Ｆ サービス その他サービス 5%

95,099 神奈川県 横浜市 香港厨房横浜きた西口店 サービス 飲食業 5%

95,100 神奈川県 横浜市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

95,101 神奈川県 横浜市 ホンダドリーム新横浜 サービス その他サービス 5%

95,102 神奈川県 横浜市 ホンダプレミアヘアー　緑園都市店 サービス 理容・美容業 5%

95,103 神奈川県 横浜市 ポンパドウル 小売業 食料品 5%

95,104 神奈川県 横浜市 ポンパドウル　クイーンズスクエア店 小売業 食料品 5%

95,105 神奈川県 横浜市 ポンパドウルアピタテラス横浜綱島店 小売業 食料品 5%

95,106 神奈川県 横浜市 ポンパドウル伊勢佐木町店 小売業 食料品 5%

95,107 神奈川県 横浜市 ポンパドウルセンター北店 小売業 食料品 5%

95,108 神奈川県 横浜市 ポンパドウル元町本店 小売業 食料品 5%

95,109 神奈川県 横浜市 ＪＭ／マアル サービス 飲食業 5%

95,110 神奈川県 横浜市 舞岡どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

95,111 神奈川県 横浜市 まいきゃっと　横浜店 サービス 飲食業 5%

95,112 神奈川県 横浜市 ＭｉｇｈｔｙＳｕ サービス その他サービス 5%

95,113 神奈川県 横浜市 前川写真館 サービス その他サービス 5%

95,114 神奈川県 横浜市 マクドナルド１号線戸塚平戸店 サービス 飲食業 2%

95,115 神奈川県 横浜市 マクドナルド環状４号線日向山サニーアイル店 サービス 飲食業 2%

95,116 神奈川県 横浜市 マクドナルド希望が丘Ｋ－１ショッピングセンタ サービス 飲食業 2%

95,117 神奈川県 横浜市 マクドナルド京急サニーマート店 サービス 飲食業 2%

95,118 神奈川県 横浜市 マクドナルド港北東急店 サービス 飲食業 2%

95,119 神奈川県 横浜市 マクドナルド港北ニュータウン店 サービス 飲食業 2%

95,120 神奈川県 横浜市 マクドナルド港北ニュータウン中川店 サービス 飲食業 2%

95,121 神奈川県 横浜市 マクドナルド港北みなも店 サービス 飲食業 2%

95,122 神奈川県 横浜市 マクドナルド港北モザイクモール店 サービス 飲食業 2%

95,123 神奈川県 横浜市 マクドナルド下川井インター店 サービス 飲食業 2%

95,124 神奈川県 横浜市 マクドナルド瀬谷駅前店 サービス 飲食業 2%

95,125 神奈川県 横浜市 マクドナルドセンター南駅店 サービス 飲食業 2%

95,126 神奈川県 横浜市 マクドナルド立場イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

95,127 神奈川県 横浜市 マクドナルドたまプラーザテラス店 サービス 飲食業 2%

95,128 神奈川県 横浜市 マクドナルド都筑インター店 サービス 飲食業 2%

95,129 神奈川県 横浜市 マクドナルド戸塚上矢部店 サービス 飲食業 2%

95,130 神奈川県 横浜市 マクドナルド仲町台駅前店 サービス 飲食業 2%
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95,131 神奈川県 横浜市 マクドナルド能見台イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

95,132 神奈川県 横浜市 マクドナルド能見台西友店 サービス 飲食業 2%

95,133 神奈川県 横浜市 マクドナルド東戸塚店 サービス 飲食業 2%

95,134 神奈川県 横浜市 マクドナルド東戸塚西口プラザ店 サービス 飲食業 2%

95,135 神奈川県 横浜市 マクドナルド二俣川アルコット店 サービス 飲食業 2%

95,136 神奈川県 横浜市 マクドナルド星川店 サービス 飲食業 2%

95,137 神奈川県 横浜市 マクドナルド保土ヶ谷駅前店 サービス 飲食業 2%

95,138 神奈川県 横浜市 マクドナルド和田町店 サービス 飲食業 2%

95,139 神奈川県 横浜市 マスターウォール横浜 小売業 家具・調度品 5%

95,140 神奈川県 横浜市 増田タクシー　０５－１５０ サービス 運輸業 5%

95,141 神奈川県 横浜市 桝田タクシー　０６－１９１ サービス 運輸業 5%

95,142 神奈川県 横浜市 町のお宿　静浜 サービス 宿泊業 5%

95,143 神奈川県 横浜市 松尾タクシー　０３－０７１ サービス 運輸業 5%

95,144 神奈川県 横浜市 ＭＡＣ　ＴＯＯＬ　ＭＩＺＵＮＯ 小売業 家具・調度品 5%

95,145 神奈川県 横浜市 Ｍａｃ　Ｓｕｒｆ 小売業 その他小売 5%

95,146 神奈川県 横浜市 まつげエクステ専門店らふら サービス 理容・美容業 5%

95,147 神奈川県 横浜市 まつげ家Ｋｕｒｕｎ　横浜店 サービス 理容・美容業 5%

95,148 神奈川県 横浜市 松坂屋カバン店 小売業 その他小売 5%

95,149 神奈川県 横浜市 マツザキ商店 小売業 衣料品 5%

95,150 神奈川県 横浜市 松田タクシー　１２－１９０ サービス 運輸業 5%

95,151 神奈川県 横浜市 松葉寿し サービス 飲食業 5%

95,152 神奈川県 横浜市 松兵衛荘園芸 小売業 その他小売 5%

95,153 神奈川県 横浜市 松村タクシー　０５－２６３ サービス 運輸業 5%

95,154 神奈川県 横浜市 松本食品 小売業 食料品 5%

95,155 神奈川県 横浜市 松本タクシー　１２－１８８ サービス 運輸業 5%

95,156 神奈川県 横浜市 ＭＡＤＯショップ　横浜白根店 小売業 その他小売 5%

95,157 神奈川県 横浜市 ＭＡＨＡＬＯＨＡ サービス 理容・美容業 5%

95,158 神奈川県 横浜市 まみペットクリニック サービス その他サービス 5%

95,159 神奈川県 横浜市 マリアージュ・横浜ベイシェラトン店 小売業 衣料品 5%

95,160 神奈川県 横浜市 Ｍ’ＡＲＩＪＵＡＮ　横浜元町店 小売業 衣料品 5%

95,161 神奈川県 横浜市 ＭＡＲＩＮＥ サービス 飲食業 5%

95,162 神奈川県 横浜市 マリンジェイ　８０’Ｓ　カフェ サービス 飲食業 5%

95,163 神奈川県 横浜市 まるこ家具店 小売業 家具・調度品 5%

95,164 神奈川県 横浜市 Ｍａｒｕ’ｓｔａｂｌｅビストロ サービス 飲食業 5%

95,165 神奈川県 横浜市 マルタニホテル サービス 宿泊業 5%

95,166 神奈川県 横浜市 丸福　中華街店 小売業 その他小売 5%

95,167 神奈川県 横浜市 丸福　横浜店 小売業 家具・調度品 5%

95,168 神奈川県 横浜市 まる福酒場 サービス 飲食業 5%

95,169 神奈川県 横浜市 まる福酒場天王町店 サービス 飲食業 5%

95,170 神奈川県 横浜市 まるや化粧品店 小売業 衣料品 5%

95,171 神奈川県 横浜市 丸ヤ商事 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,172 神奈川県 横浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　ＣＳ丸山台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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95,173 神奈川県 横浜市 萬勝商事有限会社 小売業 食料品 5%

95,174 神奈川県 横浜市 萬丸 サービス 飲食業 5%

95,175 神奈川県 横浜市 まんまる亭 サービス 飲食業 5%

95,176 神奈川県 横浜市 ミート食楽部 サービス 飲食業 5%

95,177 神奈川県 横浜市 三浦タクシー　０８－１８１ サービス 運輸業 5%

95,178 神奈川県 横浜市 三浦タクシー　０４－１３４ サービス 運輸業 5%

95,179 神奈川県 横浜市 ミカド 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,180 神奈川県 横浜市 ＭｉｇｉｗａＹｏｇａＳｐａｃｅ サービス その他サービス 5%

95,181 神奈川県 横浜市 ミサジェム 小売業 衣料品 5%

95,182 神奈川県 横浜市 道 サービス 飲食業 5%

95,183 神奈川県 横浜市 みつばカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

95,184 神奈川県 横浜市 三峯産業 サービス その他サービス 5%

95,185 神奈川県 横浜市 株式会社みなとガス 小売業 その他小売 5%

95,186 神奈川県 横浜市 みなと寿司　関内店 サービス 飲食業 5%

95,187 神奈川県 横浜市 みなと寿司　総本店 サービス 飲食業 5%

95,188 神奈川県 横浜市 みなと寿司　馬車道店 サービス 飲食業 5%

95,189 神奈川県 横浜市 みなと寿司　本店 サービス 飲食業 5%

95,190 神奈川県 横浜市 みなと石油　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

95,191 神奈川県 横浜市 みなみ動物病院 サービス その他サービス 5%

95,192 神奈川県 横浜市 ｍｉｎｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

95,193 神奈川県 横浜市 美濃屋あられ製造本舗 小売業 食料品 5%

95,194 神奈川県 横浜市 三福屋 小売業 その他小売 5%

95,195 神奈川県 横浜市 美馬タクシー　０８－２６０ サービス 運輸業 5%

95,196 神奈川県 横浜市 ミマツ三ツ境店 小売業 衣料品 5%

95,197 神奈川県 横浜市 ミヤゴウ自動車 サービス その他サービス 5%

95,198 神奈川県 横浜市 みやざき地頭鶏　てげてげ サービス 飲食業 5%

95,199 神奈川県 横浜市 ＭＩＹＡＳＡＴＯ・ＴＹＲ サービス 理容・美容業 5%

95,200 神奈川県 横浜市 みやざわ動物病院 サービス その他サービス 5%

95,201 神奈川県 横浜市 みや田／肉シーナ悠 サービス 飲食業 5%

95,202 神奈川県 横浜市 宮田家具店 サービス 理容・美容業 5%

95,203 神奈川県 横浜市 Ｍｕｓｉｃｍａｒｔ 小売業 その他小売 5%

95,204 神奈川県 横浜市 ミュージアムショップ 小売業 食料品 5%

95,205 神奈川県 横浜市 ＭＵＳＥ サービス 理容・美容業 5%

95,206 神奈川県 横浜市 みらい サービス 理容・美容業 5%

95,207 神奈川県 横浜市 ＭＩＲＡＧＥ サービス その他サービス 5%

95,208 神奈川県 横浜市 ミルウォーキー 小売業 衣料品 5%

95,209 神奈川県 横浜市 ミルキーウェイ動物病院 サービス その他サービス 5%

95,210 神奈川県 横浜市 ｍｉＬｍｉＬ 小売業 衣料品 5%

95,211 神奈川県 横浜市 ムード?コア　関内店 サービス 理容・美容業 5%

95,212 神奈川県 横浜市 ムード?コア　横浜店 サービス 理容・美容業 5%

95,213 神奈川県 横浜市 ムサシヤ 小売業 衣料品 5%

95,214 神奈川県 横浜市 村石タクシー　１３－１７４ サービス 運輸業 5%
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95,215 神奈川県 横浜市 メーギ・テントーチ サービス 飲食業 5%

95,216 神奈川県 横浜市 メガネサロンルック　菊名店 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,217 神奈川県 横浜市 メガネサロンルック　二俣川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,218 神奈川県 横浜市 メガネジャパン　金沢八景店 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,219 神奈川県 横浜市 メガネストアー大口店 小売業 その他小売 5%

95,220 神奈川県 横浜市 メガネストアー大倉山店 小売業 その他小売 5%

95,221 神奈川県 横浜市 メガネストアー菊名店 小売業 その他小売 5%

95,222 神奈川県 横浜市 メガネストアー鶴見馬場店 小売業 その他小売 5%

95,223 神奈川県 横浜市 メガネストアードン･キホーテ二俣川店 小売業 その他小売 5%

95,224 神奈川県 横浜市 メガネストアー中山店 小売業 その他小売 5%

95,225 神奈川県 横浜市 メガネストアー妙蓮寺店 小売業 その他小売 5%

95,226 神奈川県 横浜市 メガネソムリエ山下眼鏡店 小売業 その他小売 5%

95,227 神奈川県 横浜市 メガネの金正堂 小売業 その他小売 5%

95,228 神奈川県 横浜市 メガネのコイヌマ　鶴見ミナール店 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,229 神奈川県 横浜市 メガネのツチヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,230 神奈川県 横浜市 メガネの美和 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,231 神奈川県 横浜市 メガネバスター　関内店 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,232 神奈川県 横浜市 メガネバスター　関内店 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,233 神奈川県 横浜市 メゾンドルボワ サービス 理容・美容業 5%

95,234 神奈川県 横浜市 メンズショップ　横浜ナウ 小売業 衣料品 5%

95,235 神奈川県 横浜市 木工　富山孝一 小売業 その他小売 5%

95,236 神奈川県 横浜市 モデルギャラリーＨＩＫＯ７ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

95,237 神奈川県 横浜市 元石川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

95,238 神奈川県 横浜市 モトショップ川口 サービス その他サービス 5%

95,239 神奈川県 横浜市 元町どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

95,240 神奈川県 横浜市 元町　ふた川 サービス 飲食業 5%

95,241 神奈川県 横浜市 ＭＯＴＯ　ＲＯＬＬＥＲ 小売業 その他小売 5%

95,242 神奈川県 横浜市 モバイルガレージ伊勢佐木モール 小売業 電化製品 5%

95,243 神奈川県 横浜市 もも動物クリニック サービス その他サービス 5%

95,244 神奈川県 横浜市 もものはな動物病院 サービス その他サービス 5%

95,245 神奈川県 横浜市 ネイルモモ サービス 理容・美容業 5%

95,246 神奈川県 横浜市 ＭＯＲＡＮ サービス 飲食業 5%

95,247 神奈川県 横浜市 ＭＯＲＩオートサービス サービス その他サービス 5%

95,248 神奈川県 横浜市 森タクシー　１５－０４９ サービス 運輸業 5%

95,249 神奈川県 横浜市 森タクシー　１４－０９９ サービス 運輸業 5%

95,250 神奈川県 横浜市 森タクシー　０４－０４８ サービス 運輸業 5%

95,251 神奈川県 横浜市 諸留誕税理士事務所 サービス その他サービス 5%

95,252 神奈川県 横浜市 門扇横浜みなとみらい店 サービス 飲食業 5%

95,253 神奈川県 横浜市 モンテバルキ　井土ヶ谷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,254 神奈川県 横浜市 焼き鳥　おんだ サービス 飲食業 5%

95,255 神奈川県 横浜市 やきとり工房　希望ヶ丘本店 サービス 飲食業 5%

95,256 神奈川県 横浜市 やきとり工房三ッ境店 サービス 飲食業 5%
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95,257 神奈川県 横浜市 やきとり大吉　弥生台店 サービス 飲食業 5%

95,258 神奈川県 横浜市 やきとりの拓 サービス 飲食業 5%

95,259 神奈川県 横浜市 焼肉市場げんかや　港北店 サービス 飲食業 5%

95,260 神奈川県 横浜市 焼肉市場げんかや　新羽店 サービス 飲食業 5%

95,261 神奈川県 横浜市 焼肉京城苑 サービス 飲食業 5%

95,262 神奈川県 横浜市 焼肉　軒軒 小売業 衣料品 5%

95,263 神奈川県 横浜市 焼肉とステーキ　牛くら サービス 飲食業 5%

95,264 神奈川県 横浜市 焼肉ハウス大滝 サービス 飲食業 5%

95,265 神奈川県 横浜市 焼肉ハウス　マンボウ サービス 飲食業 5%

95,266 神奈川県 横浜市 焼肉ハウスモーリー サービス 飲食業 5%

95,267 神奈川県 横浜市 焼肉祭り サービス 飲食業 5%

95,268 神奈川県 横浜市 焼肉レストラン　焼肉工房 サービス 飲食業 5%

95,269 神奈川県 横浜市 ＹＡＳ　ｅ サービス 飲食業 5%

95,270 神奈川県 横浜市 保田第２動物病院 サービス その他サービス 5%

95,271 神奈川県 横浜市 保田動物病院 サービス その他サービス 5%

95,272 神奈川県 横浜市 ヤスホームサービス サービス その他サービス 5%

95,273 神奈川県 横浜市 ＪＭ／弥平 サービス 飲食業 5%

95,274 神奈川県 横浜市 山一自動車販売 サービス その他サービス 5%

95,275 神奈川県 横浜市 山口自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

95,276 神奈川県 横浜市 山崎タクシー　０６－１７６ サービス 運輸業 5%

95,277 神奈川県 横浜市 山三 サービス 飲食業 5%

95,278 神奈川県 横浜市 山本タクシー　０４－１２５ サービス 運輸業 5%

95,279 神奈川県 横浜市 ｙａｒｎ サービス 理容・美容業 5%

95,280 神奈川県 横浜市 ｙｏｕ＆ｉ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

95,281 神奈川県 横浜市 結 サービス 飲食業 5%

95,282 神奈川県 横浜市 ゆいまーる サービス 理容・美容業 5%

95,283 神奈川県 横浜市 勇氣 サービス 飲食業 5%

95,284 神奈川県 横浜市 夕景 サービス 飲食業 5%

95,285 神奈川県 横浜市 有限会社アドバンスオート サービス その他サービス 5%

95,286 神奈川県 横浜市 ［ＨＣ］有限会社一之瀬電気商会 小売業 電化製品 5%

95,287 神奈川県 横浜市 有限会社エムエフプランニング サービス 宿泊業 5%

95,288 神奈川県 横浜市 有限会社カトウ獣医科クリニック サービス その他サービス 5%

95,289 神奈川県 横浜市 ［ＨＣ］有限会社カラサワ電器 小売業 電化製品 5%

95,290 神奈川県 横浜市 ［ＨＣ］（有）光和家電商会 小売業 電化製品 5%

95,291 神奈川県 横浜市 ［ＨＣ］有限会社佐野電気商会 小売業 電化製品 5%

95,292 神奈川県 横浜市 有限会社杉田スポーツ 小売業 その他小売 5%

95,293 神奈川県 横浜市 ［ＨＣ］有限会社でんきのサイトー 小売業 電化製品 5%

95,294 神奈川県 横浜市 （有）弁天屋 小売業 その他小売 5%

95,295 神奈川県 横浜市 有限会社ホリゾントデザイン事務所 サービス その他サービス 5%

95,296 神奈川県 横浜市 有限会社まるや 小売業 その他小売 5%

95,297 神奈川県 横浜市 有限会社貢工務店 サービス その他サービス 5%

95,298 神奈川県 横浜市 有限会社みらく サービス 飲食業 5%
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95,299 神奈川県 横浜市 有限会社ヤノハラサイクル 小売業 その他小売 5%

95,300 神奈川県 横浜市 ［ＨＣ］有限会社ヤマザキ家電 小売業 電化製品 5%

95,301 神奈川県 横浜市 有限会社ゆたか畳 小売業 家具・調度品 5%

95,302 神奈川県 横浜市 夕やけの丘動物病院 サービス その他サービス 5%

95,303 神奈川県 横浜市 ユキコキミジマ元町店 小売業 衣料品 5%

95,304 神奈川県 横浜市 雪田タクシー　０５－２５７ サービス 運輸業 5%

95,305 神奈川県 横浜市 ＹＯＵ　ＳＨＯＰ　レインボー 小売業 その他小売 5%

95,306 神奈川県 横浜市 ユーズドショップクラウド家具館 小売業 家具・調度品 5%

95,307 神奈川県 横浜市 ユーズドショップクラウド本館 小売業 その他小売 5%

95,308 神奈川県 横浜市 ゆとり屋 小売業 衣料品 5%

95,309 神奈川県 横浜市 ＵＮＩＶＥＲＳＥ 小売業 その他小売 5%

95,310 神奈川県 横浜市 ユニコーンジャパン 小売業 その他小売 5%

95,311 神奈川県 横浜市 ＵＮＩＸ　モザイクモール港北店 サービス 理容・美容業 5%

95,312 神奈川県 横浜市 ユニックス　横浜店 サービス 理容・美容業 5%

95,313 神奈川県 横浜市 ＵＮＩＸＢｅａｕｔｙＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

95,314 神奈川県 横浜市 ｙｕｈａ． 小売業 衣料品 5%

95,315 神奈川県 横浜市 ゆり根 サービス 飲食業 5%

95,316 神奈川県 横浜市 宵山むらさき サービス 飲食業 5%

95,317 神奈川県 横浜市 幼児教育研究所 小売業 その他小売 5%

95,318 神奈川県 横浜市 洋食ＢＡＲ　ＫｕｓｈｉＢａ サービス 飲食業 5%

95,319 神奈川県 横浜市 耀盛號　売店 小売業 食料品 5%

95,320 神奈川県 横浜市 羊肉酒場モンゴルアオキ サービス 飲食業 5%

95,321 神奈川県 横浜市 横浜　瀬里奈 サービス 飲食業 5%

95,322 神奈川県 横浜市 横浜　瀬里奈　浪漫茶屋 サービス 飲食業 5%

95,323 神奈川県 横浜市 横浜桃谷樓 サービス 飲食業 5%

95,324 神奈川県 横浜市 横浜相原病院売店 小売業 その他小売 5%

95,325 神奈川県 横浜市 横浜青葉どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

95,326 神奈川県 横浜市 横浜掖済会病院売店 小売業 その他小売 5%

95,327 神奈川県 横浜市 横浜往診どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

95,328 神奈川県 横浜市 横浜漢方サント薬局 小売業 その他小売 5%

95,329 神奈川県 横浜市 横濱漢方堂 小売業 その他小売 5%

95,330 神奈川県 横浜市 ヨコハマグッドファクトリー 小売業 その他小売 5%

95,331 神奈川県 横浜市 横浜黒川スポーツ　テスコ店 小売業 その他小売 5%

95,332 神奈川県 横浜市 山下埠頭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

95,333 神奈川県 横浜市 横濱工房馬車道関内店 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,334 神奈川県 横浜市 横浜国際プール　プロショップ 小売業 その他小売 5%

95,335 神奈川県 横浜市 横浜国際ホテル サービス 宿泊業 5%

95,336 神奈川県 横浜市 横浜栄共済カフェコア サービス 飲食業 5%

95,337 神奈川県 横浜市 横浜シャツ 小売業 衣料品 5%

95,338 神奈川県 横浜市 横浜ショールーム 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,339 神奈川県 横浜市 横浜心理トレーニングセンター サービス その他サービス 5%

95,340 神奈川県 横浜市 京浜工業株式会社 サービス その他サービス 5%
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95,341 神奈川県 横浜市 横浜スバル自動車 サービス その他サービス 5%

95,342 神奈川県 横浜市 横浜スバル自動車 サービス その他サービス 5%

95,343 神奈川県 横浜市 横浜瀬里奈　ステーキドーム サービス 飲食業 5%

95,344 神奈川県 横浜市 横浜総合病院売店 小売業 その他小売 5%

95,345 神奈川県 横浜市 横浜代行運転サービス　０１ 小売業 その他小売 5%

95,346 神奈川県 横浜市 横浜大世界マーケット 小売業 その他小売 5%

95,347 神奈川県 横浜市 横浜大飯店　大通り店 小売業 その他小売 5%

95,348 神奈川県 横浜市 横浜タイマッサージスクール サービス その他サービス 5%

95,349 神奈川県 横浜市 横浜田奈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

95,350 神奈川県 横浜市 横浜中華芸術学校 サービス その他サービス 5%

95,351 神奈川県 横浜市 横浜月 サービス 飲食業 5%

95,352 神奈川県 横浜市 横浜どうぶつ眼科 サービス その他サービス 5%

95,353 神奈川県 横浜市 ヨコハマトピックゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

95,354 神奈川県 横浜市 横浜Ｎｅｏｌｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

95,355 神奈川県 横浜市 横浜のすし勘 サービス 飲食業 5%

95,356 神奈川県 横浜市 横浜ＮＯＢＬＥ サービス 飲食業 5%

95,357 神奈川県 横浜市 横浜博覧館マーケット 小売業 その他小売 5%

95,358 神奈川県 横浜市 横浜パセラ関内店 サービス その他サービス 5%

95,359 神奈川県 横浜市 横濱美人ジャンヌ戸塚店 サービス 理容・美容業 5%

95,360 神奈川県 横浜市 横濱美人ジャンヌ保土ヶ谷店 サービス 理容・美容業 5%

95,361 神奈川県 横浜市 横濱美人ジャンヌ本店 サービス 理容・美容業 5%

95,362 神奈川県 横浜市 横浜ペコリ サービス 飲食業 5%

95,363 神奈川県 横浜市 横浜ほうゆう病院売店 小売業 その他小売 5%

95,364 神奈川県 横浜市 横浜本牧屋 小売業 その他小売 5%

95,365 神奈川県 横浜市 横浜南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

95,366 神奈川県 横浜市 横浜南共済カフェコア サービス 飲食業 5%

95,367 神奈川県 横浜市 横浜南どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

95,368 神奈川県 横浜市 横浜モトマチジャイロ 小売業 衣料品 5%

95,369 神奈川県 横浜市 横浜元町彫金工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,370 神奈川県 横浜市 横浜山手犬猫医療センター サービス その他サービス 5%

95,371 神奈川県 横浜市 横浜ロイヤルホテル サービス 宿泊業 2%

95,372 神奈川県 横浜市 ＹＯＳＡ＆ｔｏｔａｌ　ｂｅａｔｙ　ＨＥＲＢＳ サービス その他サービス 5%

95,373 神奈川県 横浜市 ＹＯＳＡ　ＰＡＲＫ　鶴見店 サービス その他サービス 5%

95,374 神奈川県 横浜市 ＹＯＳＡ　ＰＡＲＫ　Ｎｏａ　星川 サービス その他サービス 5%

95,375 神奈川県 横浜市 ＹＯＳＡ　ＰＡＲＫ　蒔田店 サービス その他サービス 5%

95,376 神奈川県 横浜市 ＹＯＳＡ　ＰＡＲＫ　矢向店 サービス その他サービス 5%

95,377 神奈川県 横浜市 ＷＩＮとつかＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

95,378 神奈川県 横浜市 ヨシト動物病院 サービス その他サービス 5%

95,379 神奈川県 横浜市 ヨネヤマプランテイション 小売業 その他小売 5%

95,380 神奈川県 横浜市 ヨネヤマプランテイション　本店 小売業 その他小売 5%

95,381 神奈川県 横浜市 ＹＯＲＯＺＵＹＡ サービス その他サービス 5%

95,382 神奈川県 横浜市 ヨーロピアンバル　ロカバル サービス 飲食業 5%
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95,383 神奈川県 横浜市 ４１３８　島村タクシー サービス 運輸業 5%

95,384 神奈川県 横浜市 ４１０１　島田タクシー サービス 運輸業 5%

95,385 神奈川県 横浜市 ４１００　塩見タクシー サービス 運輸業 5%

95,386 神奈川県 横浜市 ４１８０　篠原タクシー サービス 運輸業 5%

95,387 神奈川県 横浜市 ４１８８　庄司タクシー サービス 運輸業 5%

95,388 神奈川県 横浜市 ４１６０　清水タクシー サービス 運輸業 5%

95,389 神奈川県 横浜市 ４９２９　田中タクシー サービス 運輸業 5%

95,390 神奈川県 横浜市 ４５５３　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

95,391 神奈川県 横浜市 ４５０９　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

95,392 神奈川県 横浜市 ４５００　菅沼タクシー サービス 運輸業 5%

95,393 神奈川県 横浜市 ４５０８　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

95,394 神奈川県 横浜市 ４５６６　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

95,395 神奈川県 横浜市 ４３５５　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

95,396 神奈川県 横浜市 ４３７４　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

95,397 神奈川県 横浜市 ４３４３　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

95,398 神奈川県 横浜市 ４３４０　杉崎タクシー サービス 運輸業 5%

95,399 神奈川県 横浜市 ４０２８　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

95,400 神奈川県 横浜市 ４７１０　須山タクシー サービス 運輸業 5%

95,401 神奈川県 横浜市 ４７１２　須山タクシー サービス 運輸業 5%

95,402 神奈川県 横浜市 ４７９０　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

95,403 神奈川県 横浜市 ４７０７　須藤タクシー サービス 運輸業 5%

95,404 神奈川県 横浜市 ４７２１　関タクシー サービス 運輸業 5%

95,405 神奈川県 横浜市 ４７６５　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

95,406 神奈川県 横浜市 ４２１０　宍倉タクシー サービス 運輸業 5%

95,407 神奈川県 横浜市 ４２０７　白石タクシー サービス 運輸業 5%

95,408 神奈川県 横浜市 ４２２０　嶋タクシー サービス 運輸業 5%

95,409 神奈川県 横浜市 ４２４２　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

95,410 神奈川県 横浜市 ４８１０　関澤タクシー サービス 運輸業 5%

95,411 神奈川県 横浜市 ４８５３　瀬間タクシー サービス 運輸業 5%

95,412 神奈川県 横浜市 ４８００　關根タクシー サービス 運輸業 5%

95,413 神奈川県 横浜市 ４８４６　鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

95,414 神奈川県 横浜市 ４８６０　添田タクシー サービス 運輸業 5%

95,415 神奈川県 横浜市 ４４３２　菅谷タクシー サービス 運輸業 5%

95,416 神奈川県 横浜市 ４６３５　砂川タクシー サービス 運輸業 5%

95,417 神奈川県 横浜市 ４６８９　杉本タクシー サービス 運輸業 5%

95,418 神奈川県 横浜市 雷音 サービス 飲食業 5%

95,419 神奈川県 横浜市 ライフアップヒライ 小売業 その他小売 5%

95,420 神奈川県 横浜市 ライフサポートにこまる サービス その他サービス 5%

95,421 神奈川県 横浜市 ライラック治療院 サービス その他サービス 5%

95,422 神奈川県 横浜市 ライラック治療院　大庭 サービス その他サービス 5%

95,423 神奈川県 横浜市 ラヴィアンローズ サービス 理容・美容業 5%

95,424 神奈川県 横浜市 ラヴィエール サービス 理容・美容業 5%

2274



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

95,425 神奈川県 横浜市 ラウンジ サービス 理容・美容業 5%

95,426 神奈川県 横浜市 らかんスタジオ　たまプラーザ店 サービス その他サービス 5%

95,427 神奈川県 横浜市 らかんスタジオ　横浜店 サービス その他サービス 5%

95,428 神奈川県 横浜市 樂蔵 サービス 飲食業 5%

95,429 神奈川県 横浜市 ＲａｃｏｏｎＡｎｉｍａｌＣｌｉｎｉｃ サービス その他サービス 5%

95,430 神奈川県 横浜市 らしんばん　横浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

95,431 神奈川県 横浜市 Ｌａｋ．Ｌａｋ 小売業 衣料品 5%

95,432 神奈川県 横浜市 ラ・パッパ サービス 飲食業 5%

95,433 神奈川県 横浜市 ＬＡＦＡＹＥＴＴＥ 小売業 衣料品 5%

95,434 神奈川県 横浜市 ラファイエット 小売業 衣料品 5%

95,435 神奈川県 横浜市 ラ・ファーレ サービス 飲食業 5%

95,436 神奈川県 横浜市 ラフィネ横浜ピアノスタジオ サービス その他サービス 5%

95,437 神奈川県 横浜市 ラブリースペース サービス その他サービス 5%

95,438 神奈川県 横浜市 Ｌａｐｕｌｅ サービス 理容・美容業 5%

95,439 神奈川県 横浜市 ラブレアトレーディング 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

95,440 神奈川県 横浜市 ラーマヤナ　横浜西口店 サービス 飲食業 5%

95,441 神奈川県 横浜市 らーめん伏龍 サービス 飲食業 5%

95,442 神奈川県 横浜市 ララ　ファミ－ユ 小売業 衣料品 5%

95,443 神奈川県 横浜市 Ｌ’ＡＬＬＵＲＥ鶴見店 サービス 理容・美容業 5%

95,444 神奈川県 横浜市 ランドマークプラザドラッグハロー 小売業 その他小売 5%

95,445 神奈川県 横浜市 リアット！マルエツ井土ヶ谷店 サービス その他サービス 5%

95,446 神奈川県 横浜市 リアット上大岡店 サービス その他サービス 5%

95,447 神奈川県 横浜市 リアット！綱島店 サービス その他サービス 5%

95,448 神奈川県 横浜市 リアット！鶴見店 サービス その他サービス 5%

95,449 神奈川県 横浜市 ｒｅ－ｋａｒａｄａ　進盟ルーム・横浜 サービス その他サービス 5%

95,450 神奈川県 横浜市 ＲＥＧＡＬ横浜ポルタ店 小売業 衣料品 2%

95,451 神奈川県 横浜市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　アイムホーム サービス その他サービス 2%

95,452 神奈川県 横浜市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　明成建設工業　センター北店 サービス その他サービス 2%

95,453 神奈川県 横浜市 リサイクルきものたんす屋　伊勢佐木町店 小売業 衣料品 5%

95,454 神奈川県 横浜市 リサイクルきもの　たんす屋　二俣川店 小売業 衣料品 5%

95,455 神奈川県 横浜市 リサイクルブティックロイズ 小売業 その他小売 5%

95,456 神奈川県 横浜市 リサイクル横丁かないや 小売業 衣料品 5%

95,457 神奈川県 横浜市 リバース　ちぇるる野毛店 小売業 その他小売 5%

95,458 神奈川県 横浜市 リバースイオン本牧店 小売業 その他小売 5%

95,459 神奈川県 横浜市 ＬＥＡＦ 小売業 衣料品 5%

95,460 神奈川県 横浜市 Ｌｅａｐ 小売業 衣料品 5%

95,461 神奈川県 横浜市 リフレッシュセンターリラックスサクラス戸塚店 サービス その他サービス 5%

95,462 神奈川県 横浜市 リベルテ２１ サービス 理容・美容業 5%

95,463 神奈川県 横浜市 ＲｅｉｍＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

95,464 神奈川県 横浜市 リメイク サービス その他サービス 5%

95,465 神奈川県 横浜市 龍　紅龍店 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,466 神奈川県 横浜市 龍市場通り朱雀店 小売業 貴金属・服飾品 5%

2275



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

95,467 神奈川県 横浜市 龍　関帝廟通り青龍店 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,468 神奈川県 横浜市 隆記 小売業 食料品 5%

95,469 神奈川県 横浜市 琉球居酒屋　舞天　中山店 サービス 飲食業 5%

95,470 神奈川県 横浜市 隆泰商行 小売業 その他小売 5%

95,471 神奈川県 横浜市 龍　中華街大通り本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,472 神奈川県 横浜市 Ｌｕｘｅ サービス 理容・美容業 5%

95,473 神奈川県 横浜市 リュシエール サービス 理容・美容業 5%

95,474 神奈川県 横浜市 理容フルサワ～ａｌｉｖｉｎｇｒｏｏｍ～ サービス 理容・美容業 5%

95,475 神奈川県 横浜市 緑園カイロプラクティックオフィス サービス その他サービス 5%

95,476 神奈川県 横浜市 リラクセーション　モミアン サービス その他サービス 5%

95,477 神奈川県 横浜市 ＬＩＬＹ サービス 理容・美容業 5%

95,478 神奈川県 横浜市 輪生館 小売業 その他小売 5%

95,479 神奈川県 横浜市 ＲＵＫＡ　ＡＮＮＥＸ　ＧＡＬＬＥＲＹ 小売業 衣料品 5%

95,480 神奈川県 横浜市 Ｌｕ’ｓ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

95,481 神奈川県 横浜市 ルナサイクル 小売業 その他小売 5%

95,482 神奈川県 横浜市 ルパンバーラヴァン サービス 飲食業 5%

95,483 神奈川県 横浜市 Ｒｏｏｐ サービス 飲食業 5%

95,484 神奈川県 横浜市 ループス北山田店 サービス 理容・美容業 5%

95,485 神奈川県 横浜市 ループスプラザ大倉山店 サービス 理容・美容業 5%

95,486 神奈川県 横浜市 ループスプラザ白楽店 サービス 理容・美容業 5%

95,487 神奈川県 横浜市 ループスプラザ東白楽店 サービス 理容・美容業 5%

95,488 神奈川県 横浜市 ループスプラザ日吉店 サービス 理容・美容業 5%

95,489 神奈川県 横浜市 ループス妙蓮寺店 サービス 理容・美容業 5%

95,490 神奈川県 横浜市 ルメディエ治療院 サービス その他サービス 5%

95,491 神奈川県 横浜市 Ｌｕｌｕどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

95,492 神奈川県 横浜市 レ　エール サービス その他サービス 5%

95,493 神奈川県 横浜市 ＲＥＯ サービス その他サービス 5%

95,494 神奈川県 横浜市 Ｌｅｇｅｎｄ サービス 飲食業 5%

95,495 神奈川県 横浜市 ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ａｒｔｉｓａｎ サービス 飲食業 5%

95,496 神奈川県 横浜市 レストランマ．カシェット サービス 飲食業 5%

95,497 神奈川県 横浜市 Ｌｅｈｕａ サービス 理容・美容業 5%

95,498 神奈川県 横浜市 レモン社横浜店 サービス その他サービス 5%

95,499 神奈川県 横浜市 レンタル＆フォトＩｔ’ｓ新横浜 サービス その他サービス 5%

95,500 神奈川県 横浜市 ６１２２　長岡タクシー サービス 運輸業 5%

95,501 神奈川県 横浜市 ６９９０　福家タクシー サービス 運輸業 5%

95,502 神奈川県 横浜市 ６９０１　廣田タクシー サービス 運輸業 5%

95,503 神奈川県 横浜市 ６９０９　平出タクシー サービス 運輸業 5%

95,504 神奈川県 横浜市 ６９２４　平野タクシー サービス 運輸業 5%

95,505 神奈川県 横浜市 ６９８１　福本タクシー サービス 運輸業 5%

95,506 神奈川県 横浜市 ６９４０　廣田タクシー サービス 運輸業 5%

95,507 神奈川県 横浜市 ６５９５　林タクシー サービス 運輸業 5%

95,508 神奈川県 横浜市 ６５０２　林田タクシー サービス 運輸業 5%
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95,509 神奈川県 横浜市 ６５６９　原田タクシー サービス 運輸業 5%

95,510 神奈川県 横浜市 ６５６５　萩谷タクシー サービス 運輸業 5%

95,511 神奈川県 横浜市 ６３１５　新実タクシー サービス 運輸業 5%

95,512 神奈川県 横浜市 ６３３０　西口タクシー サービス 運輸業 5%

95,513 神奈川県 横浜市 ６３３６　西ヶ谷タクシー サービス 運輸業 5%

95,514 神奈川県 横浜市 ６３７５　庭山タクシー サービス 運輸業 5%

95,515 神奈川県 横浜市 ６０１０　長友タクシー サービス 運輸業 5%

95,516 神奈川県 横浜市 ６０１２　中倉タクシー サービス 運輸業 5%

95,517 神奈川県 横浜市 ６００９　永田タクシー サービス 運輸業 5%

95,518 神奈川県 横浜市 ６００３　成田タクシー サービス 運輸業 5%

95,519 神奈川県 横浜市 ６０００　中畑タクシー サービス 運輸業 5%

95,520 神奈川県 横浜市 ６００８　中嶋タクシー サービス 運輸業 5%

95,521 神奈川県 横浜市 ６０２３　中村タクシー サービス 運輸業 5%

95,522 神奈川県 横浜市 ６０６０　永澤タクシー サービス 運輸業 5%

95,523 神奈川県 横浜市 ６７９１　長谷川タクシー サービス 運輸業 5%

95,524 神奈川県 横浜市 ６７０８　橋本タクシー サービス 運輸業 5%

95,525 神奈川県 横浜市 ６２８０　夏目タクシー サービス 運輸業 5%

95,526 神奈川県 横浜市 ６２４０　並木タクシー サービス 運輸業 5%

95,527 神奈川県 横浜市 ６８３０　樋口タクシー サービス 運輸業 5%

95,528 神奈川県 横浜市 ６８３８　菱沼タクシー サービス 運輸業 5%

95,529 神奈川県 横浜市 ６８８２　廣澤タクシー サービス 運輸業 5%

95,530 神奈川県 横浜市 ６８４８　兵頭タクシー サービス 運輸業 5%

95,531 神奈川県 横浜市 鹿鳴 サービス 飲食業 5%

95,532 神奈川県 横浜市 ６４１７　根本タクシー サービス 運輸業 5%

95,533 神奈川県 横浜市 ６４３７　根本タクシー サービス 運輸業 5%

95,534 神奈川県 横浜市 ６４２０　根本タクシー サービス 運輸業 5%

95,535 神奈川県 横浜市 ６４８５　野崎タクシー サービス 運輸業 5%

95,536 神奈川県 横浜市 ６４４６　根保タクシー サービス 運輸業 5%

95,537 神奈川県 横浜市 ６６１０　波多野タクシー サービス 運輸業 5%

95,538 神奈川県 横浜市 ６６５５　長谷川タクシー サービス 運輸業 5%

95,539 神奈川県 横浜市 ６６０５　橋本タクシー サービス 運輸業 5%

95,540 神奈川県 横浜市 ６６０２　長谷川タクシー サービス 運輸業 5%

95,541 神奈川県 横浜市 ６６０８　畑中タクシー サービス 運輸業 5%

95,542 神奈川県 横浜市 ６６０６　橋本タクシー サービス 運輸業 5%

95,543 神奈川県 横浜市 ６６８０　橋本タクシー サービス 運輸業 5%

95,544 神奈川県 横浜市 ６６８４　橋本タクシー サービス 運輸業 5%

95,545 神奈川県 横浜市 ＬＯＣＯＳ サービス 飲食業 5%

95,546 神奈川県 横浜市 ローズホテルズ・インターナショナル サービス 宿泊業 5%

95,547 神奈川県 横浜市 ロータス　サトウ サービス その他サービス 5%

95,548 神奈川県 横浜市 Ｌｏｔｕｓ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

95,549 神奈川県 横浜市 六角橋アサクラメガネ 小売業 その他小売 5%

95,550 神奈川県 横浜市 ｒｏｔｉｓｓｅｒｉｅＡｒｔｉｓａｎ サービス 飲食業 5%
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95,551 神奈川県 横浜市 ロム三世 小売業 衣料品 5%

95,552 神奈川県 横浜市 ローレル動物病院 サービス その他サービス 5%

95,553 神奈川県 横浜市 ワークショップＴＡＭＵＲＡ 小売業 衣料品 5%

95,554 神奈川県 横浜市 ＤＥＣＫＷＯＲＫＳ サービス その他サービス 5%

95,555 神奈川県 横浜市 ＹＳロックあおば 小売業 その他小売 5%

95,556 神奈川県 横浜市 ワイショップ港南台 小売業 その他小売 5%

95,557 神奈川県 横浜市 Ｙ’ｓＣＩＲＣＬＥ サービス その他サービス 5%

95,558 神奈川県 横浜市 ワイズピット 小売業 その他小売 5%

95,559 神奈川県 横浜市 ワイバーン株式会社 小売業 その他小売 5%

95,560 神奈川県 横浜市 ワイモバイル天王町 小売業 電化製品 5%

95,561 神奈川県 横浜市 ワインバル青木酒店 サービス 飲食業 5%

95,562 神奈川県 横浜市 ワインバル青木酒店横浜西口店 サービス 飲食業 5%

95,563 神奈川県 横浜市 若竹新横浜駅前店 サービス 飲食業 5%

95,564 神奈川県 横浜市 若竹鶴見東口店 サービス 飲食業 5%

95,565 神奈川県 横浜市 若竹日吉駅前店 サービス 飲食業 5%

95,566 神奈川県 横浜市 若鳥焼　雅 サービス 飲食業 5%

95,567 神奈川県 横浜市 和牛炭火焼肉　横浜苑 サービス 飲食業 5%

95,568 神奈川県 横浜市 ワコー宝飾　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,569 神奈川県 横浜市 和食すゞき サービス 飲食業 5%

95,570 神奈川県 横浜市 和食と燻製　とりとうま サービス 飲食業 5%

95,571 神奈川県 横浜市 和装　鶴翔 サービス その他サービス 5%

95,572 神奈川県 横浜市 渡辺タクシー　０１－２３３ サービス 運輸業 5%

95,573 神奈川県 横浜市 ＷＡＳＳＯ サービス その他サービス 5%

95,574 神奈川県 横浜市 和楽いっぷく亭 小売業 衣料品 5%

95,575 神奈川県 横浜市 ワンステップ横浜店 サービス 理容・美容業 5%

95,576 神奈川県 横浜市 わんちゃんねこちゃんランド 小売業 その他小売 5%

95,577 神奈川県 横浜市 ＷＡＮＤＥＥ サービス その他サービス 5%

95,578 神奈川県 横浜市 ワンにゃんグッツとなりのアリス 小売業 その他小売 5%

95,579 神奈川県 横浜市青葉区 ＩＤＥＡＬＰｅｒｓｏｎａｌＴｒａｉｎｉｎｇＲｏｏｍ サービス その他サービス 5%

95,580 神奈川県 横浜市青葉区 ｉｖｙｒｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

95,581 神奈川県 横浜市青葉区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｇａｒａｇｅ青葉台 サービス 理容・美容業 5%

95,582 神奈川県 横浜市青葉区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｂｅｒｒｙたまプラ サービス 理容・美容業 5%

95,583 神奈川県 横浜市青葉区 公文式あざみ野三丁目教室 サービス その他サービス 2%

95,584 神奈川県 横浜市青葉区 アジアンビストロＤＡＩ青葉台店 サービス 飲食業 5%

95,585 神奈川県 横浜市青葉区 アジアンビストロＤａｉあざみ野店 サービス 飲食業 5%

95,586 神奈川県 横浜市青葉区 アジアンビストロＤＡＩたまプラーザ店 サービス 飲食業 5%

95,587 神奈川県 横浜市青葉区 ａｃｃａ【アッカ】 サービス 理容・美容業 5%

95,588 神奈川県 横浜市青葉区 ＡｔｅｌｉｅｒＲｏｃｃａ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

95,589 神奈川県 横浜市青葉区 Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙｚ サービス その他サービス 5%

95,590 神奈川県 横浜市青葉区 ａｎｅｌｌｏ　アネロ藤が丘店 サービス 理容・美容業 5%

95,591 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社アポストロフ サービス その他サービス 5%

95,592 神奈川県 横浜市青葉区 ａｌｂａ　ＳＵＰＰＬＹ 小売業 衣料品 5%
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95,593 神奈川県 横浜市青葉区 Ａｎｇｅｌｉｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

95,594 神奈川県 横浜市青葉区 アンジェリック サービス 理容・美容業 5%

95,595 神奈川県 横浜市青葉区 アンジェリックカーム サービス 理容・美容業 5%

95,596 神奈川県 横浜市青葉区 ＡｎｇｅＲｏ－ｓｅ 小売業 衣料品 5%

95,597 神奈川県 横浜市青葉区 ＝＋ｍａ．ｓｔｙｌｅ＊ サービス その他サービス 5%

95,598 神奈川県 横浜市青葉区 いくどん　あざみ野店 サービス 飲食業 5%

95,599 神奈川県 横浜市青葉区 一献 サービス 飲食業 5%

95,600 神奈川県 横浜市青葉区 出光クリエーション緑山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

95,601 神奈川県 横浜市青葉区 出光すすき野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

95,602 神奈川県 横浜市青葉区 出光松風台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

95,603 神奈川県 横浜市青葉区 ウェルネスカンセイたまプラーザ サービス その他サービス 5%

95,604 神奈川県 横浜市青葉区 ウォッシュテック サービス その他サービス 5%

95,605 神奈川県 横浜市青葉区 ＥＩＧＨＴ　ｔａｍａｐｌａ サービス 理容・美容業 5%

95,606 神奈川県 横浜市青葉区 エイプリルシャワーズ 小売業 衣料品 5%

95,607 神奈川県 横浜市青葉区 ｅｔｈｎｉｃａ 小売業 その他小売 5%

95,608 神奈川県 横浜市青葉区 エビス市が尾総本店 サービス 飲食業 5%

95,609 神奈川県 横浜市青葉区 ＦＣラボ サービス その他サービス 5%

95,610 神奈川県 横浜市青葉区 ＦＤＦコクリコ サービス 理容・美容業 5%

95,611 神奈川県 横浜市青葉区 エムスラッシュ市ヶ尾店 サービス 理容・美容業 5%

95,612 神奈川県 横浜市青葉区 ＭＹ整体院　横浜エムワイ企画合資会社 サービス その他サービス 5%

95,613 神奈川県 横浜市青葉区 ＯＣＥＡＮＤＯＧ サービス その他サービス 5%

95,614 神奈川県 横浜市青葉区 お食事処　もののふ サービス 飲食業 5%

95,615 神奈川県 横浜市青葉区 オフィスＡＭＰ サービス その他サービス 5%

95,616 神奈川県 横浜市青葉区 オフィスエムサピエンツァ サービス その他サービス 5%

95,617 神奈川県 横浜市青葉区 オフィスモリ 小売業 衣料品 5%

95,618 神奈川県 横浜市青葉区 オリックスレンタカー横浜青葉店 サービス その他サービス 2%

95,619 神奈川県 横浜市青葉区 カイロプラクティックあざみの院 サービス 理容・美容業 5%

95,620 神奈川県 横浜市青葉区 かごの屋江田駅前店 サービス 飲食業 5%

95,621 神奈川県 横浜市青葉区 カットスタジオ遊楽部　カットスタジオ遊楽部 サービス 理容・美容業 5%

95,622 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社アット折込　新聞折込のオリコメイト　株式会社アット折込 サービス その他サービス 5%

95,623 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社Ｋａｉ　ｌａ サービス その他サービス 5%

95,624 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社Ｋｅｙーｔｈ 小売業 その他小売 5%

95,625 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社グッドライフ サービス その他サービス 5%

95,626 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社大仲商事 サービス その他サービス 5%

95,627 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社トライト トライト 小売業 その他小売 5%

95,628 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社中村高淑建築設計事務所 サービス その他サービス 5%

95,629 神奈川県 横浜市青葉区 髪工房ＬＥＷＯＮ サービス 理容・美容業 5%

95,630 神奈川県 横浜市青葉区 唐揚げのお店 しあわせ サービス 飲食業 5%

95,631 神奈川県 横浜市青葉区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋青葉区青葉台店 サービス 飲食業 2%

95,632 神奈川県 横浜市青葉区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋東急市が尾駅前店 サービス 飲食業 2%

95,633 神奈川県 横浜市青葉区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東急藤が丘駅前店 サービス 飲食業 2%

95,634 神奈川県 横浜市青葉区 川戸電機商会あざみ野店 小売業 電化製品 5%
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95,635 神奈川県 横浜市青葉区 ＣａｎＣａｎ サービス 理容・美容業 5%

95,636 神奈川県 横浜市青葉区 北野エース　あざみ野ガーデンズ店 小売業 食料品 5%

95,637 神奈川県 横浜市青葉区 喫茶コカブ 純喫茶 喫茶コカブ サービス 飲食業 5%

95,638 神奈川県 横浜市青葉区 ｋｉｔｏｃａ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

95,639 神奈川県 横浜市青葉区 キャトルフイユ サービス 飲食業 5%

95,640 神奈川県 横浜市青葉区 牛角元石川店 サービス 飲食業 2%

95,641 神奈川県 横浜市青葉区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ横浜青葉店 小売業 その他小売 5%

95,642 神奈川県 横浜市青葉区 クーパーズ不動産 サービス その他サービス 5%

95,643 神奈川県 横浜市青葉区 グラウィス サービス 理容・美容業 5%

95,644 神奈川県 横浜市青葉区 ＣＲＡＦＴＳ　５０５ サービス その他サービス 5%

95,645 神奈川県 横浜市青葉区 ｃｒｅｓｃｅｒｅ サービス 飲食業 5%

95,646 神奈川県 横浜市青葉区 ｋ’ｓＰＥＴ サービス その他サービス 5%

95,647 神奈川県 横浜市青葉区 ＫｅｙｓＤｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

95,648 神奈川県 横浜市青葉区 Ｋｃｈａ【けーちゃ】 小売業 衣料品 5%

95,649 神奈川県 横浜市青葉区 ｇｅｔｗｉｔｈｉｔ 小売業 衣料品 5%

95,650 神奈川県 横浜市青葉区 健美空間 小売業 電化製品 5%

95,651 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン港北東急店 小売業 食料品 2%

95,652 神奈川県 横浜市青葉区 珈琲工房まめきち 小売業 食料品 5%

95,653 神奈川県 横浜市青葉区 ココソレイユ サービス その他サービス 5%

95,654 神奈川県 横浜市青葉区 個人下城タクシー サービス 運輸業 5%

95,655 神奈川県 横浜市青葉区 コレパン 小売業 衣料品 5%

95,656 神奈川県 横浜市青葉区 ＣＥサロンコピーヌ サービス 理容・美容業 5%

95,657 神奈川県 横浜市青葉区 ３丁目カフェ サービス 飲食業 5%

95,658 神奈川県 横浜市青葉区 三徳あざみ野店 小売業 食料品 5%

95,659 神奈川県 横浜市青葉区 ｇｄａｓｉａｎｄｉｎｉｎｇ＆ｂａｒ サービス 飲食業 5%

95,660 神奈川県 横浜市青葉区 治作寿し サービス 飲食業 5%

95,661 神奈川県 横浜市青葉区 Ｔｈｉｓｔｌｅ 小売業 その他小売 5%

95,662 神奈川県 横浜市青葉区 柴田音楽教室 サービス その他サービス 5%

95,663 神奈川県 横浜市青葉区 シフォンケーキのお店ｋａｈｏｎ 小売業 食料品 5%

95,664 神奈川県 横浜市青葉区 澁谷長生治療院 サービス 理容・美容業 5%

95,665 神奈川県 横浜市青葉区 司法書士伊藤あ サービス その他サービス 5%

95,666 神奈川県 横浜市青葉区 志村輪業 小売業 その他小売 5%

95,667 神奈川県 横浜市青葉区 しゃぶしゃぶ温野菜 あざみ野店 サービス 飲食業 2%

95,668 神奈川県 横浜市青葉区 シュリーズネイル サービス 理容・美容業 5%

95,669 神奈川県 横浜市青葉区 ＪＯＹ美容室　藤が丘本店 サービス 理容・美容業 5%

95,670 神奈川県 横浜市青葉区 Ｓｈｏｍａａｎｄｃｏｍｐａｎｙ サービス その他サービス 5%

95,671 神奈川県 横浜市青葉区 食堂ｐｏｃｏ　食堂ＰＯＣＯ サービス 飲食業 5%

95,672 神奈川県 横浜市青葉区 女性専門の治療院オリーヴボディケア サービス その他サービス 5%

95,673 神奈川県 横浜市青葉区 Ｊｏｈｎ＇ｓＫｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

95,674 神奈川県 横浜市青葉区 新生堂　青葉台店 サービス その他サービス 5%

95,675 神奈川県 横浜市青葉区 シンディ 小売業 衣料品 5%

95,676 神奈川県 横浜市青葉区 すし清 サービス 飲食業 5%
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95,677 神奈川県 横浜市青葉区 ｓｍａｒｔ－ｕｄ－ｌａｂ サービス その他サービス 5%

95,678 神奈川県 横浜市青葉区 炭火料理とイタリアン辻 サービス 飲食業 5%

95,679 神奈川県 横浜市青葉区 炭焼き大たまプラーザ店 サービス 飲食業 5%

95,680 神奈川県 横浜市青葉区 ３ＢＬＯＯＭＳ サービス その他サービス 5%

95,681 神奈川県 横浜市青葉区 ソーマコーポレーション株式会社 小売業 その他小売 5%

95,682 神奈川県 横浜市青葉区 ＳＯＣＯＲＡ サービス 飲食業 5%

95,683 神奈川県 横浜市青葉区 そばくろ サービス 飲食業 5%

95,684 神奈川県 横浜市青葉区 ソフトバンク あざみ野 サービス その他サービス 2%

95,685 神奈川県 横浜市青葉区 ダイマル水産青葉台店 サービス 飲食業 5%

95,686 神奈川県 横浜市青葉区 大丸電機荏田店 小売業 電化製品 5%

95,687 神奈川県 横浜市青葉区 ＨＯＢＢＹ・ＳＨＯＰたからばこ 小売業 その他小売 5%

95,688 神奈川県 横浜市青葉区 Ｃｉａｏ＊Ｃａｒｉｎａ 小売業 その他小売 5%

95,689 神奈川県 横浜市青葉区 中国酒菜さいゆうき サービス 飲食業 5%

95,690 神奈川県 横浜市青葉区 つつい　あざみ野店 小売業 衣料品 5%

95,691 神奈川県 横浜市青葉区 Ｄｉａｎｇｅ 小売業 その他小売 5%

95,692 神奈川県 横浜市青葉区 テニスショップ ＬＯＯＰ 小売業 その他小売 5%

95,693 神奈川県 横浜市青葉区 手毬洋品店 小売業 衣料品 5%

95,694 神奈川県 横浜市青葉区 ２ｂａｎａｎｅｉｒａ． サービス 飲食業 5%

95,695 神奈川県 横浜市青葉区 ｄｏｇｌｏｕｎｇｅＷａｂｓ サービス その他サービス 5%

95,696 神奈川県 横浜市青葉区 トラットリア　シャント サービス 飲食業 5%

95,697 神奈川県 横浜市青葉区 トリニティワインラウンジアンドカフェ サービス 飲食業 5%

95,698 神奈川県 横浜市青葉区 ＴＲＥＦＬＩＰＢＡＧＥＬ＆ＢＲＥＡＤＳ サービス 飲食業 5%

95,699 神奈川県 横浜市青葉区 豚匠 サービス 飲食業 5%

95,700 神奈川県 横浜市青葉区 なとり電化プラザ 小売業 電化製品 5%

95,701 神奈川県 横浜市青葉区 ナナコジャズ サービス その他サービス 5%

95,702 神奈川県 横浜市青葉区 ナマステエブリバディ サービス 飲食業 5%

95,703 神奈川県 横浜市青葉区 ナラ無線 小売業 電化製品 5%

95,704 神奈川県 横浜市青葉区 肉刺し酒場　和亭 サービス 飲食業 5%

95,705 神奈川県 横浜市青葉区 ニットスペースえむ サービス その他サービス 5%

95,706 神奈川県 横浜市青葉区 ＮＵＢＩＡ　【ヌビア】 サービス 理容・美容業 5%

95,707 神奈川県 横浜市青葉区 ネイルサロン　Ｋ サービス その他サービス 5%

95,708 神奈川県 横浜市青葉区 ねこの手メイドサービス株式会社 サービス その他サービス 5%

95,709 神奈川県 横浜市青葉区 のあざみ サービス その他サービス 5%

95,710 神奈川県 横浜市青葉区 野田電器 小売業 電化製品 5%

95,711 神奈川県 横浜市青葉区 Ｂａｒ　Ｌａ　Ｐｏｍｍｅ サービス 飲食業 5%

95,712 神奈川県 横浜市青葉区 パーソナルスタジオボディエンス サービス その他サービス 5%

95,713 神奈川県 横浜市青葉区 花の店チャコ 小売業 その他小売 5%

95,714 神奈川県 横浜市青葉区 パナピット・しむら 小売業 電化製品 5%

95,715 神奈川県 横浜市青葉区 パナピットみなとや 小売業 電化製品 5%

95,716 神奈川県 横浜市青葉区 花店花葉 サービス その他サービス 5%

95,717 神奈川県 横浜市青葉区 Ｈａｎｕｌ サービス 理容・美容業 5%

95,718 神奈川県 横浜市青葉区 ＢＡＢＯＮｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ サービス 飲食業 5%
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95,719 神奈川県 横浜市青葉区 ハマデン 小売業 電化製品 5%

95,720 神奈川県 横浜市青葉区 Ｈｕｍｉｕｍ サービス 理容・美容業 5%

95,721 神奈川県 横浜市青葉区 林屋精肉店 小売業 その他小売 5%

95,722 神奈川県 横浜市青葉区 ＢＡＲＩＥＴＡ サービス 飲食業 5%

95,723 神奈川県 横浜市青葉区 Ｈａｒｕ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

95,724 神奈川県 横浜市青葉区 はんなり和菓子ラボ サービス その他サービス 5%

95,725 神奈川県 横浜市青葉区 Ｂｅ　Ｐｒｏｕｄ　青葉台 サービス 理容・美容業 5%

95,726 神奈川県 横浜市青葉区 Ｖｉｔａｍｉｎ サービス 理容・美容業 5%

95,727 神奈川県 横浜市青葉区 美容室ＡＮＧＥＬ サービス 理容・美容業 5%

95,728 神奈川県 横浜市青葉区 ファクトリーギア横浜２４６店 小売業 その他小売 5%

95,729 神奈川県 横浜市青葉区 ファッションガーデン・イケガミ横浜店 小売業 衣料品 5%

95,730 神奈川県 横浜市青葉区 ｆｅｌｉｃｅａ サービス 理容・美容業 5%

95,731 神奈川県 横浜市青葉区 フクダデンキ　市ケ尾店 小売業 電化製品 5%

95,732 神奈川県 横浜市青葉区 Ｐｌａａｔｊｅ 青葉台店 サービス 理容・美容業 5%

95,733 神奈川県 横浜市青葉区 Ｆｌａｐ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

95,734 神奈川県 横浜市青葉区 フリーマーケット 小売業 その他小売 5%

95,735 神奈川県 横浜市青葉区 ｆｒｅｅｌｙ サービス 理容・美容業 5%

95,736 神奈川県 横浜市青葉区 ＰＲＥＣＯ　青葉台店 サービス 理容・美容業 5%

95,737 神奈川県 横浜市青葉区 古道具　半蔵 小売業 その他小売 5%

95,738 神奈川県 横浜市青葉区 ブルリ 小売業 衣料品 5%

95,739 神奈川県 横浜市青葉区 プレジャーゴルフ市ヶ尾 プレジャーゴルフ市ヶ尾 サービス その他サービス 5%

95,740 神奈川県 横浜市青葉区 フレッシュネスバーガー青葉台 サービス 飲食業 2%

95,741 神奈川県 横浜市青葉区 Ｂｌｅｎｄｉａ　ｃｏｆｆｅｅ 小売業 食料品 5%

95,742 神奈川県 横浜市青葉区 ｈａｉｒ＆ｓｐａｆｅａｔｈｅｒ サービス 理容・美容業 5%

95,743 神奈川県 横浜市青葉区 ｈａｉｒｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

95,744 神奈川県 横浜市青葉区 ヘアーサロン チェリー サービス 理容・美容業 5%

95,745 神奈川県 横浜市青葉区 ヘアクラフトエージェー　青葉台店 サービス 理容・美容業 5%

95,746 神奈川県 横浜市青葉区 ヘアメイクアッシュ青葉台店 サービス 理容・美容業 5%

95,747 神奈川県 横浜市青葉区 ヘアメイクアッシュ　あざみ野店 サービス 理容・美容業 5%

95,748 神奈川県 横浜市青葉区 ヘアメイクアッシュ市が尾店 サービス 理容・美容業 5%

95,749 神奈川県 横浜市青葉区 ヘアメイクアッシュたまプラーザ サービス 理容・美容業 5%

95,750 神奈川県 横浜市青葉区 ヘアメイクアッシュ　藤が丘店 サービス 理容・美容業 5%

95,751 神奈川県 横浜市青葉区 ボディーバランス サービス 理容・美容業 5%

95,752 神奈川県 横浜市青葉区 本社 サービス その他サービス 5%

95,753 神奈川県 横浜市青葉区 松田伊織 サービス 理容・美容業 5%

95,754 神奈川県 横浜市青葉区 ｍａｒｒｒｉ＊ｍａｋａｎａ 小売業 衣料品 5%

95,755 神奈川県 横浜市青葉区 マリンジャック 小売業 その他小売 5%

95,756 神奈川県 横浜市青葉区 ｍｉｋｉｋｕｒｏｔａ サービス その他サービス 5%

95,757 神奈川県 横浜市青葉区 メガネストアー青葉台本店 小売業 その他小売 5%

95,758 神奈川県 横浜市青葉区 メガネストアー藤ヶ丘 小売業 その他小売 5%

95,759 神奈川県 横浜市青葉区 メガネストアー藤ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

95,760 神奈川県 横浜市青葉区 Ｍｅｌｉａ サービス その他サービス 5%
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95,761 神奈川県 横浜市青葉区 望月寝具 小売業 その他小売 5%

95,762 神奈川県 横浜市青葉区 もみ楽　あざみ野店 サービス その他サービス 5%

95,763 神奈川県 横浜市青葉区 もみ楽　たまプラーザ店 サービス その他サービス 5%

95,764 神奈川県 横浜市青葉区 森谷商店 小売業 食料品 5%

95,765 神奈川県 横浜市青葉区 ｍｏｎｓｏｕｒｉｒｅ 小売業 衣料品 5%

95,766 神奈川県 横浜市青葉区 やきとり食堂　一鳥　ひとり　　やきとり食堂一鳥　ひとり サービス 飲食業 5%

95,767 神奈川県 横浜市青葉区 やさいや金次郎　やさいや金次郎 小売業 食料品 5%

95,768 神奈川県 横浜市青葉区 有限会社ヤマデン サービス その他サービス 5%

95,769 神奈川県 横浜市青葉区 （有）祥 小売業 衣料品 5%

95,770 神奈川県 横浜市青葉区 溶岩焼ダイニングＣａｍｐｕｓ サービス 飲食業 5%

95,771 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜青葉総合庁舎前店 小売業 食料品 2%

95,772 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜青葉台１丁目店 小売業 食料品 2%

95,773 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜青葉台駅前店 小売業 食料品 2%

95,774 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜あざみ野１丁目店 小売業 食料品 2%

95,775 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜あざみ野南３丁目店 小売業 食料品 2%

95,776 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜市ヶ尾店 小売業 食料品 2%

95,777 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜市ヶ尾東店 小売業 食料品 2%

95,778 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜美しが丘５丁目店 小売業 食料品 2%

95,779 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜美しが丘西３丁目店 小売業 食料品 2%

95,780 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜美しが丘西保木店 小売業 食料品 2%

95,781 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜美しが丘２丁目店 小売業 食料品 2%

95,782 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜梅が丘店 小売業 食料品 2%

95,783 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜荏田北３丁目店 小売業 食料品 2%

95,784 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜荏田町店 小売業 食料品 2%

95,785 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜榎が丘店 小売業 食料品 2%

95,786 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜恩田町店 小売業 食料品 2%

95,787 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜鉄町北店 小売業 食料品 2%

95,788 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜鉄町店 小売業 食料品 2%

95,789 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜こどもの国店 小売業 食料品 2%

95,790 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜新石川店 小売業 食料品 2%

95,791 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜すすき野２丁目店 小売業 食料品 2%

95,792 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜田奈駅東店 小売業 食料品 2%

95,793 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜田奈店 小売業 食料品 2%

95,794 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜たまプラーザ店 小売業 食料品 2%

95,795 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜奈良北団地店 小売業 食料品 2%

95,796 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜奈良３丁目店 小売業 食料品 2%

95,797 神奈川県 横浜市青葉区 セブン－イレブン横浜藤が丘１丁目店 小売業 食料品 2%

95,798 神奈川県 横浜市青葉区 雷音 サービス 飲食業 5%

95,799 神奈川県 横浜市青葉区 Ｌａｕｌｅ　ａ サービス その他サービス 5%

95,800 神奈川県 横浜市青葉区 らかんスタジオたまプラーザ店 サービス その他サービス 5%

95,801 神奈川県 横浜市青葉区 ラポンシュ サービス 理容・美容業 5%

95,802 神奈川県 横浜市青葉区 Ｌｅａｇｕｅ　青葉台店 サービス 理容・美容業 5%
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95,803 神奈川県 横浜市青葉区 Ｌｅａｇｕｅ　あざみ野店 サービス 理容・美容業 5%

95,804 神奈川県 横浜市青葉区 ＬｉｃｃａＢｏｄｙＭａｋｉｎｇＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

95,805 神奈川県 横浜市青葉区 Ｒｉｃｏｃｏ サービス その他サービス 5%

95,806 神奈川県 横浜市青葉区 Ｒｉｃｏｃｏ青葉台駅前店 サービス その他サービス 5%

95,807 神奈川県 横浜市青葉区 リッカ サービス 理容・美容業 5%

95,808 神奈川県 横浜市青葉区 リッカベルサ　たまプラーザ サービス 理容・美容業 5%

95,809 神奈川県 横浜市青葉区 リッカレンネたまプラーザ サービス 理容・美容業 5%

95,810 神奈川県 横浜市青葉区 リフレッシュメントクルー サービス 理容・美容業 5%

95,811 神奈川県 横浜市青葉区 理容ファミリー サービス 理容・美容業 5%

95,812 神奈川県 横浜市青葉区 ＬＩＬＩＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

95,813 神奈川県 横浜市青葉区 ルーミッション サービス 理容・美容業 5%

95,814 神奈川県 横浜市青葉区 ＬＥ’Ａ　ＬＵＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

95,815 神奈川県 横浜市青葉区 レザーアクセサリーＷＥＬＬ 小売業 衣料品 5%

95,816 神奈川県 横浜市青葉区 ロックスミス 小売業 電化製品 5%

95,817 神奈川県 横浜市青葉区 ＬＯＴＴＡ 小売業 衣料品 5%

95,818 神奈川県 横浜市青葉区 ローレルクリーニングコープたまプラ サービス その他サービス 5%

95,819 神奈川県 横浜市青葉区 ローレルクリーニング　ハーモス荏田 サービス その他サービス 5%

95,820 神奈川県 横浜市青葉区 Ｙ?２１　江田店 サービス 理容・美容業 5%

95,821 神奈川県 横浜市青葉区 Ｙ?２１　青葉台店 サービス 理容・美容業 5%

95,822 神奈川県 横浜市青葉区 ワインビストロＤａｉたまプラーザ店 サービス 飲食業 5%

95,823 神奈川県 横浜市青葉区 和菜食堂　秀 サービス 飲食業 5%

95,824 神奈川県 横浜市青葉区 わんにゃん工房青葉台店 サービス その他サービス 5%

95,825 神奈川県 横浜市旭区 ａｒｋ 二俣川店 サービス 飲食業 5%

95,826 神奈川県 横浜市旭区 Ｒ一工房 小売業 衣料品 5%

95,827 神奈川県 横浜市旭区 株式会社アストラエンタープライズ サービス その他サービス 5%

95,828 神奈川県 横浜市旭区 アヅマ電器鶴ヶ峰店 小売業 電化製品 5%

95,829 神奈川県 横浜市旭区 アマンデン洋菓子店　アマンデン洋菓子店 小売業 食料品 5%

95,830 神奈川県 横浜市旭区 淡路商店　淡路商店 小売業 食料品 5%

95,831 神奈川県 横浜市旭区 イズミ電化グリーンピアイズミ 小売業 電化製品 5%

95,832 神奈川県 横浜市旭区 ｖｉｓａｇｅ三ツ境店 サービス 理容・美容業 5%

95,833 神奈川県 横浜市旭区 エスブランケット サービス 理容・美容業 5%

95,834 神奈川県 横浜市旭区 おしゃれ館あおば サービス 理容・美容業 5%

95,835 神奈川県 横浜市旭区 温故知新珈琲 サービス 飲食業 5%

95,836 神奈川県 横浜市旭区 ＣａｒＣａｒＪａｐａｎ 小売業 その他小売 5%

95,837 神奈川県 横浜市旭区 かーこショップ サービス その他サービス 5%

95,838 神奈川県 横浜市旭区 カクセイ電機 小売業 電化製品 5%

95,839 神奈川県 横浜市旭区 菓匠寿々木 小売業 食料品 5%

95,840 神奈川県 横浜市旭区 華陶庵 小売業 衣料品 5%

95,841 神奈川県 横浜市旭区 神奈川恵友堂薬品株式会社 小売業 その他小売 5%

95,842 神奈川県 横浜市旭区 Ｃａｆｅ　二階 サービス 飲食業 5%

95,843 神奈川県 横浜市旭区 株式会社高木ミンク　横浜支店 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,844 神奈川県 横浜市旭区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋二俣川駅前店 サービス 飲食業 2%
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95,845 神奈川県 横浜市旭区 川戸電機商会市沢店 小売業 電化製品 5%

95,846 神奈川県 横浜市旭区 希望ヶ丘ホンダ販売 小売業 その他小売 5%

95,847 神奈川県 横浜市旭区 牛角鶴ヶ峰店 サービス 飲食業 2%

95,848 神奈川県 横浜市旭区 牛串酒場　きじま サービス 飲食業 5%

95,849 神奈川県 横浜市旭区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ横浜旭店 小売業 その他小売 5%

95,850 神奈川県 横浜市旭区 クマガイ工業 サービス その他サービス 5%

95,851 神奈川県 横浜市旭区 ＧＲＯＷ サービス その他サービス 5%

95,852 神奈川県 横浜市旭区 功和建設株式会社 サービス その他サービス 5%

95,853 神奈川県 横浜市旭区 個人石井タクシー サービス 運輸業 5%

95,854 神奈川県 横浜市旭区 昆虫ショップユウタン 小売業 その他小売 5%

95,855 神奈川県 横浜市旭区 左近山電化センター 小売業 電化製品 5%

95,856 神奈川県 横浜市旭区 ｊａｄｅ　?ジェイド? サービス 理容・美容業 5%

95,857 神奈川県 横浜市旭区 ジュエリージェム 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,858 神奈川県 横浜市旭区 水道工事のメンテマン サービス その他サービス 5%

95,859 神奈川県 横浜市旭区 スパイスネイルズ サービス 理容・美容業 5%

95,860 神奈川県 横浜市旭区 炭火焼鳥鳥人 サービス 飲食業 5%

95,861 神奈川県 横浜市旭区 盛光堂 小売業 食料品 5%

95,862 神奈川県 横浜市旭区 ソフトバンク 二俣川 サービス その他サービス 2%

95,863 神奈川県 横浜市旭区 ソフトバンク　二俣川 サービス その他サービス 2%

95,864 神奈川県 横浜市旭区 Ｓｏｍｅｙａ サービス その他サービス 5%

95,865 神奈川県 横浜市旭区 ダイハツ旭 小売業 その他小売 5%

95,866 神奈川県 横浜市旭区 高野健一 サービス その他サービス 5%

95,867 神奈川県 横浜市旭区 タカハシ　白根店 小売業 衣料品 5%

95,868 神奈川県 横浜市旭区 髙橋電気 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

95,869 神奈川県 横浜市旭区 ＴＡＲＯＩＭＯ サービス その他サービス 5%

95,870 神奈川県 横浜市旭区 つきじ海賓　鶴ヶ峰店 サービス 飲食業 5%

95,871 神奈川県 横浜市旭区 つつい　二俣川店 小売業 衣料品 5%

95,872 神奈川県 横浜市旭区 鶴ヶ峰めがね工房 小売業 その他小売 5%

95,873 神奈川県 横浜市旭区 手づくりの和菓子 若草 小売業 食料品 5%

95,874 神奈川県 横浜市旭区 でんき屋いのうえ金が谷店 小売業 電化製品 5%

95,875 神奈川県 横浜市旭区 Ｄｏｇサロン　タロイモ サービス その他サービス 5%

95,876 神奈川県 横浜市旭区 とよくにや 小売業 衣料品 5%

95,877 神奈川県 横浜市旭区 ハートピアタテヤマ若葉台店 小売業 電化製品 5%

95,878 神奈川県 横浜市旭区 バイクショップＭ２ 小売業 その他小売 5%

95,879 神奈川県 横浜市旭区 ハッピー サービス その他サービス 5%

95,880 神奈川県 横浜市旭区 パナステージ・エース 小売業 電化製品 5%

95,881 神奈川県 横浜市旭区 パナステージ・エース中沢 小売業 電化製品 5%

95,882 神奈川県 横浜市旭区 クラシックＰＣ研究会 サービス その他サービス 5%

95,883 神奈川県 横浜市旭区 土生智之 小売業 その他小売 5%

95,884 神奈川県 横浜市旭区 浜焼太郎　二俣川 サービス 飲食業 5%

95,885 神奈川県 横浜市旭区 薔薇クリーニング桜ヶ丘本店　希望ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

95,886 神奈川県 横浜市旭区 はりきち サービス その他サービス 5%
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95,887 神奈川県 横浜市旭区 はり灸治療室ここつ　二俣川院 サービス その他サービス 5%

95,888 神奈川県 横浜市旭区 ぱん工房　なちゅ?るロール 小売業 食料品 5%

95,889 神奈川県 横浜市旭区 ピッコロ サービス 飲食業 5%

95,890 神奈川県 横浜市旭区 陽のあたる道 サービス 飲食業 5%

95,891 神奈川県 横浜市旭区 平本電器 小売業 電化製品 5%

95,892 神奈川県 横浜市旭区 ファイブテン 小売業 電化製品 5%

95,893 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン二俣川店 小売業 食料品 2%

95,894 神奈川県 横浜市旭区 フードストアあおき　横浜都岡店 小売業 食料品 5%

95,895 神奈川県 横浜市旭区 ブルースカイ サービス 理容・美容業 5%

95,896 神奈川県 横浜市旭区 フレンチクーリエ サービス 飲食業 5%

95,897 神奈川県 横浜市旭区 ヘアメイクアッシュ鶴ヶ峰Ｉ店 サービス 理容・美容業 5%

95,898 神奈川県 横浜市旭区 ヘアメイクアッシュ鶴ヶ峰Ⅱ店 サービス 理容・美容業 5%

95,899 神奈川県 横浜市旭区 ヘアメイクアッシュ二俣川北口店 サービス 理容・美容業 5%

95,900 神奈川県 横浜市旭区 ヘアメイクアッシュ二俣川南口店 サービス 理容・美容業 5%

95,901 神奈川県 横浜市旭区 まみペットクリニック サービス その他サービス 5%

95,902 神奈川県 横浜市旭区 美慈工房　美慈 サービス 理容・美容業 5%

95,903 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン南本宿店 小売業 食料品 2%

95,904 神奈川県 横浜市旭区 メガネストアー希望ヶ丘 小売業 その他小売 5%

95,905 神奈川県 横浜市旭区 メガネストアー希望ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

95,906 神奈川県 横浜市旭区 メガネストアー　ドン・キホーテ二 小売業 その他小売 5%

95,907 神奈川県 横浜市旭区 ＭｏｒｎｉｎｇＳｔａｒＴｒａｄｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

95,908 神奈川県 横浜市旭区 やきとり処　い志井 サービス 飲食業 5%

95,909 神奈川県 横浜市旭区 山庄不動産管理 サービス その他サービス 5%

95,910 神奈川県 横浜市旭区 山田屋米店 今宿本店 小売業 食料品 5%

95,911 神奈川県 横浜市旭区 祐珈里 サービス 飲食業 5%

95,912 神奈川県 横浜市旭区 有限会社小西ワーキング サービス その他サービス 5%

95,913 神奈川県 横浜市旭区 ゆずり葉 サービス 理容・美容業 5%

95,914 神奈川県 横浜市旭区 洋菓子サンピア サービス 飲食業 5%

95,915 神奈川県 横浜市旭区 洋服のタカハシ　白根店 小売業 衣料品 5%

95,916 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜旭区川島町店 小売業 食料品 2%

95,917 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜旭南本宿町店 小売業 食料品 2%

95,918 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜市沢町店 小売業 食料品 2%

95,919 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜今宿東町店 小売業 食料品 2%

95,920 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜上川井町店 小売業 食料品 2%

95,921 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜上白根町店 小売業 食料品 2%

95,922 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜上白根２丁目店 小売業 食料品 2%

95,923 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜川井宿町店 小売業 食料品 2%

95,924 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜川島町西店 小売業 食料品 2%

95,925 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜希望ヶ丘店 小売業 食料品 2%

95,926 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜左近山団地店 小売業 食料品 2%

95,927 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜さちが丘店 小売業 食料品 2%

95,928 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜さちが丘西店 小売業 食料品 2%
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95,929 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜さちが丘南店 小売業 食料品 2%

95,930 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜鶴ケ峰駅北店 小売業 食料品 2%

95,931 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜鶴ヶ峰本町１丁目店 小売業 食料品 2%

95,932 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜東希望が丘店 小売業 食料品 2%

95,933 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜二俣川２丁目店 小売業 食料品 2%

95,934 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜本村店 小売業 食料品 2%

95,935 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜本村南店 小売業 食料品 2%

95,936 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜大和バイパス店 小売業 食料品 2%

95,937 神奈川県 横浜市旭区 セブン－イレブン横浜若葉台団地店 小売業 食料品 2%

95,938 神奈川県 横浜市旭区 ラズープリット サービス 理容・美容業 5%

95,939 神奈川県 横浜市旭区 リーフプランニング サービス その他サービス 5%

95,940 神奈川県 横浜市旭区 ＬｉｎｏＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

95,941 神奈川県 横浜市旭区 レリオ サービス 理容・美容業 5%

95,942 神奈川県 横浜市旭区 ワイモバイル　二俣川 サービス その他サービス 2%

95,943 神奈川県 横浜市旭区 ワイモバイル　二俣川 サービス その他サービス 2%

95,944 神奈川県 横浜市旭区 和田電機 小売業 電化製品 5%

95,945 神奈川県 横浜市泉区 アイラッシュサロンビーハピネス サービス 理容・美容業 5%

95,946 神奈川県 横浜市泉区 アッシュ　いずみ中央店 サービス 理容・美容業 5%

95,947 神奈川県 横浜市泉区 Ａｈ－ｙｅｏｎｅ＇ｓｓｔｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

95,948 神奈川県 横浜市泉区 ａｎｎｏｎ ｂｙ Ｍｉｋａ Ｔａｊｉｍａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

95,949 神奈川県 横浜市泉区 居酒屋つるちゃん サービス 飲食業 5%

95,950 神奈川県 横浜市泉区 インテリアウィル サービス その他サービス 5%

95,951 神奈川県 横浜市泉区 ＷＩＮＧキムラ電器領家店 小売業 電化製品 5%

95,952 神奈川県 横浜市泉区 エスカレラ横浜 小売業 その他小売 5%

95,953 神奈川県 横浜市泉区 かごの屋立場店 サービス 飲食業 5%

95,954 神奈川県 横浜市泉区 方波見タクシー サービス 運輸業 5%

95,955 神奈川県 横浜市泉区 Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　ｓｐａｒｅ　Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　ｓｐａｒｅ サービス 飲食業 5%

95,956 神奈川県 横浜市泉区 株式会社小川住建 サービス その他サービス 5%

95,957 神奈川県 横浜市泉区 株式会社誠建 サービス その他サービス 5%

95,958 神奈川県 横浜市泉区 Ｔｏｄ’ｓＰｏｉｎｔＭａｒｉｔｉｍｅ サービス その他サービス 5%

95,959 神奈川県 横浜市泉区 髪Ｋ２ サービス 理容・美容業 5%

95,960 神奈川県 横浜市泉区 ＫＥＹ　Ｓ　ＣＡＦＥ　緑園都市店 サービス 飲食業 5%

95,961 神奈川県 横浜市泉区 キッチン・お酒　菜々彩 サービス 飲食業 5%

95,962 神奈川県 横浜市泉区 牛角立場店 サービス 飲食業 2%

95,963 神奈川県 横浜市泉区 業務スーパー立場店 小売業 食料品 2%

95,964 神奈川県 横浜市泉区 健康空間　いずみ　健康空間いずみ サービス その他サービス 5%

95,965 神奈川県 横浜市泉区 本店 サービス その他サービス 5%

95,966 神奈川県 横浜市泉区 ｃｏｒ’ｂｅａｕ サービス 理容・美容業 5%

95,967 神奈川県 横浜市泉区 里のあさじろう 本店 小売業 食料品 5%

95,968 神奈川県 横浜市泉区 ＪＵＺＵＳＵＫＥ 小売業 衣料品 5%

95,969 神奈川県 横浜市泉区 Ｓｕｐｅｒｓｏｎｉｃｓ サービス その他サービス 5%

95,970 神奈川県 横浜市泉区 スエヒロ二俣川店 小売業 電化製品 5%
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95,971 神奈川県 横浜市泉区 ＳＣＡＲＥＣＲＯＷ サービス 飲食業 5%

95,972 神奈川県 横浜市泉区 鈴木設備 サービス その他サービス 5%

95,973 神奈川県 横浜市泉区 ＳＯＤｉＣＯＭ サービス その他サービス 5%

95,974 神奈川県 横浜市泉区 ダスキン中田北 サービス その他サービス 2%

95,975 神奈川県 横浜市泉区 つきじ海賓　中田店 サービス 飲食業 5%

95,976 神奈川県 横浜市泉区 炭火処どんとこい サービス 飲食業 5%

95,977 神奈川県 横浜市泉区 １９ストア 小売業 衣料品 5%

95,978 神奈川県 横浜市泉区 ニッカホーム　横浜泉営業所 サービス その他サービス 5%

95,979 神奈川県 横浜市泉区 ＮｏｏＫＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

95,980 神奈川県 横浜市泉区 ｎａｉｌｓ．ｇｉｆｔ サービス 理容・美容業 5%

95,981 神奈川県 横浜市泉区 ノースプレインファーム緑園 サービス 飲食業 5%

95,982 神奈川県 横浜市泉区 パナステージ・エース緑園店 小売業 電化製品 5%

95,983 神奈川県 横浜市泉区 美容室 レフュージ サービス 理容・美容業 5%

95,984 神奈川県 横浜市泉区 ＦＡＮＤＥＥＴＨＡＩＭＡＳＳＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

95,985 神奈川県 横浜市泉区 Ｆａｔｅｓ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

95,986 神奈川県 横浜市泉区 フォトスタジオ　ラ　フェット サービス その他サービス 5%

95,987 神奈川県 横浜市泉区 富士モーターサービス サービス その他サービス 5%

95,988 神奈川県 横浜市泉区 ヘアーサロンＳＫＩＰいずみ中央店 サービス 理容・美容業 5%

95,989 神奈川県 横浜市泉区 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮＡＭＥＲＩＣＡＤＲＥＡＭ サービス 理容・美容業 5%

95,990 神奈川県 横浜市泉区 ヘアーサロンＳＫＩＰ　中田店 サービス 理容・美容業 5%

95,991 神奈川県 横浜市泉区 ｈａｉｒｓａｌｏｎｃａｃｏ． サービス 理容・美容業 5%

95,992 神奈川県 横浜市泉区 ヘアメイクアッシュ緑園都市店 サービス 理容・美容業 5%

95,993 神奈川県 横浜市泉区 ｈｏｍｅｓａｌｏｎ ＹＵＮＯ サービス 理容・美容業 5%

95,994 神奈川県 横浜市泉区 ポラリス サービス その他サービス 5%

95,995 神奈川県 横浜市泉区 マージ・イマージュ サービス 理容・美容業 5%

95,996 神奈川県 横浜市泉区 松山清ヘアサロン　横浜泉店 サービス 理容・美容業 5%

95,997 神奈川県 横浜市泉区 株式会社ＭＯＯＮ３ サービス その他サービス 5%

95,998 神奈川県 横浜市泉区 ＭＯＯＮＢＯＷＩＬＬＵＳＴＲＡＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

95,999 神奈川県 横浜市泉区 メガネストアー緑園都市 小売業 その他小売 5%

96,000 神奈川県 横浜市泉区 メガネストアー緑園都市店 小売業 その他小売 5%

96,001 神奈川県 横浜市泉区 やわらか依存 サービス その他サービス 5%

96,002 神奈川県 横浜市泉区 セブン－イレブン横浜泉桂坂店 小売業 食料品 2%

96,003 神奈川県 横浜市泉区 セブン－イレブン横浜泉上飯田店 小売業 食料品 2%

96,004 神奈川県 横浜市泉区 セブン－イレブン横浜泉区役所前店 小売業 食料品 2%

96,005 神奈川県 横浜市泉区 セブン－イレブン横浜和泉町店 小売業 食料品 2%

96,006 神奈川県 横浜市泉区 セブン－イレブン横浜和泉町三ツ俣店 小売業 食料品 2%

96,007 神奈川県 横浜市泉区 セブン－イレブン横浜泉領家４丁目店 小売業 食料品 2%

96,008 神奈川県 横浜市泉区 横浜ゴルフプラザ サービス その他サービス 5%

96,009 神奈川県 横浜市泉区 セブン－イレブン横浜下飯田駅前店 小売業 食料品 2%

96,010 神奈川県 横浜市泉区 セブン－イレブン横浜立場駅前店 小売業 食料品 2%

96,011 神奈川県 横浜市泉区 セブン－イレブン横浜中田駅前店 小売業 食料品 2%

96,012 神奈川県 横浜市泉区 セブン－イレブン横浜中田東１丁目店 小売業 食料品 2%
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96,013 神奈川県 横浜市泉区 セブン－イレブン横浜西が岡店 小売業 食料品 2%

96,014 神奈川県 横浜市泉区 セブン－イレブン横浜緑園６丁目店 小売業 食料品 2%

96,015 神奈川県 横浜市泉区 吉羽和弘 サービス その他サービス 5%

96,016 神奈川県 横浜市泉区 リフレッシュサロン　りらく サービス 理容・美容業 5%

96,017 神奈川県 横浜市泉区 嶺華 サービス その他サービス 5%

96,018 神奈川県 横浜市泉区 ｌｅ　ｃａｆｅ　ｄｅ　ｎａｃｏ　Ｄｏｎｄｕｒｍａ サービス 飲食業 5%

96,019 神奈川県 横浜市磯子区 アサノ電器 小売業 電化製品 5%

96,020 神奈川県 横浜市磯子区 アッシュ　新杉田店 サービス 理容・美容業 5%

96,021 神奈川県 横浜市磯子区 居酒屋かもん杉田プラムロード店 サービス 飲食業 5%

96,022 神奈川県 横浜市磯子区 インドの布ナプキンのお店ＭＡＫＨＡＮＡ 小売業 衣料品 5%

96,023 神奈川県 横浜市磯子区 うんめえもん市 うんめえもん市 小売業 食料品 5%

96,024 神奈川県 横浜市磯子区 Ｏｌｉｖｅｉｒａ サービス 飲食業 5%

96,025 神奈川県 横浜市磯子区 オリオンスポーツ 小売業 その他小売 5%

96,026 神奈川県 横浜市磯子区 カーテンファクトリー　洋光台 小売業 その他小売 5%

96,027 神奈川県 横浜市磯子区 顔若えすて サービス 理容・美容業 5%

96,028 神奈川県 横浜市磯子区 株式会社アサテクス サービス その他サービス 5%

96,029 神奈川県 横浜市磯子区 株式会社アリエル サービス その他サービス 5%

96,030 神奈川県 横浜市磯子区 株式会社東都式典 サービス その他サービス 5%

96,031 神奈川県 横浜市磯子区 ガレージアネックス ＧＡＲＡＧＥアネックス 小売業 その他小売 5%

96,032 神奈川県 横浜市磯子区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ新杉田駅前店 サービス 飲食業 2%

96,033 神奈川県 横浜市磯子区 崎陽軒ビーンズ新杉田店 小売業 食料品 5%

96,034 神奈川県 横浜市磯子区 餃子の王様　本店 サービス 飲食業 2%

96,035 神奈川県 横浜市磯子区 行政書士浅川事務所 サービス その他サービス 5%

96,036 神奈川県 横浜市磯子区 ＧＲＥＥＮ　ＴＨＥ　ＢＡＲＢＥＲ サービス 理容・美容業 5%

96,037 神奈川県 横浜市磯子区 株式会社Ｋ２ドリームプロジェクト サービス その他サービス 5%

96,038 神奈川県 横浜市磯子区 国際交通株式会社 サービス その他サービス 5%

96,039 神奈川県 横浜市磯子区 ごろーロック・サービス サービス その他サービス 5%

96,040 神奈川県 横浜市磯子区 コロントラベル　本店 サービス その他サービス 5%

96,041 神奈川県 横浜市磯子区 金剛堂　横浜磯子店 小売業 家具・調度品 5%

96,042 神奈川県 横浜市磯子区 サロン・ド・ジュネス サービス 理容・美容業 5%

96,043 神奈川県 横浜市磯子区 スズキヤ磯子店 小売業 食料品 5%

96,044 神奈川県 横浜市磯子区 スズキヤ新杉田店 小売業 食料品 5%

96,045 神奈川県 横浜市磯子区 すっとこどっこい ＪＲ新杉田店 サービス 飲食業 5%

96,046 神奈川県 横浜市磯子区 スナップオンシバタ 小売業 電化製品 5%

96,047 神奈川県 横浜市磯子区 有限会社タートルシステム サービス その他サービス 5%

96,048 神奈川県 横浜市磯子区 タバコショップスギタ 小売業 その他小売 5%

96,049 神奈川県 横浜市磯子区 中華料理鳳蘭 サービス 飲食業 5%

96,050 神奈川県 横浜市磯子区 つきじ海賓　洋光台店 サービス 飲食業 5%

96,051 神奈川県 横浜市磯子区 ｄｉｅ　ｓｃｈｅｒｅ　磯子本店 サービス 理容・美容業 5%

96,052 神奈川県 横浜市磯子区 ディシェーレローブ サービス 理容・美容業 5%

96,053 神奈川県 横浜市磯子区 陶朋舎 サービス その他サービス 5%

96,054 神奈川県 横浜市磯子区 ドライフラワー花香 小売業 その他小売 5%
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96,055 神奈川県 横浜市磯子区 肉のコバヤシ 小売業 食料品 5%

96,056 神奈川県 横浜市磯子区 ＫｎｏｔＥｎｏｕｇｈ サービス その他サービス 5%

96,057 神奈川県 横浜市磯子区 バルクビーフ　新杉田店 サービス 飲食業 5%

96,058 神奈川県 横浜市磯子区 ピノ杉田センター サービス その他サービス 5%

96,059 神奈川県 横浜市磯子区 ひびきピアノ工房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

96,060 神奈川県 横浜市磯子区 ひまわり動物病院 サービス その他サービス 5%

96,061 神奈川県 横浜市磯子区 ＢｅａｕｔｙＰｏｐ サービス その他サービス 5%

96,062 神奈川県 横浜市磯子区 福田電気商会　岡村店 小売業 電化製品 5%

96,063 神奈川県 横浜市磯子区 プリントマン 小売業 その他小売 5%

96,064 神奈川県 横浜市磯子区 ＦＬＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

96,065 神奈川県 横浜市磯子区 ホリスティックエステサロンＳｏｌａｎｉ サービス 理容・美容業 5%

96,066 神奈川県 横浜市磯子区 増田アーツ＆クラフツ株式会社 サービス その他サービス 5%

96,067 神奈川県 横浜市磯子区 ｍａｍｉ．ｍａｎｏｊｅｗｅｌｒｙ 小売業 衣料品 5%

96,068 神奈川県 横浜市磯子区 皆川カメラ店　有限会社皆川カメラ店 サービス その他サービス 5%

96,069 神奈川県 横浜市磯子区 みなと制作ラボ 小売業 電化製品 5%

96,070 神奈川県 横浜市磯子区 ｍｉｍｉｐｅｒｕｒｕｌａｆｅｅ 小売業 衣料品 5%

96,071 神奈川県 横浜市磯子区 ＭＵＳＥ ＳｅｌｅｎｅＳｈｉｎｏ店 サービス 理容・美容業 5%

96,072 神奈川県 横浜市磯子区 Ｍｏｏｎｓｈｏｔｇｅａｒｓ 小売業 衣料品 5%

96,073 神奈川県 横浜市磯子区 名宝堂 小売業 その他小売 5%

96,074 神奈川県 横浜市磯子区 焼きたてパン屋磯子物語 サービス 飲食業 5%

96,075 神奈川県 横浜市磯子区 有限会社ウエハラ写真 サービス その他サービス 5%

96,076 神奈川県 横浜市磯子区 有限会社杉田スポーツ 小売業 その他小売 5%

96,077 神奈川県 横浜市磯子区 有限会社白亜建設 サービス その他サービス 5%

96,078 神奈川県 横浜市磯子区 洋光台バル・Ａｍｕ サービス 飲食業 5%

96,079 神奈川県 横浜市磯子区 横須賀電機 小売業 電化製品 5%

96,080 神奈川県 横浜市磯子区 セブン－イレブン横浜磯子３丁目店 小売業 食料品 2%

96,081 神奈川県 横浜市磯子区 セブン－イレブン横浜磯子新杉田店 小売業 食料品 2%

96,082 神奈川県 横浜市磯子区 セブン－イレブン横浜磯子西町店 小売業 食料品 2%

96,083 神奈川県 横浜市磯子区 セブン－イレブン横浜磯子原町店 小売業 食料品 2%

96,084 神奈川県 横浜市磯子区 セブン－イレブン横浜磯子森５丁目店 小売業 食料品 2%

96,085 神奈川県 横浜市磯子区 セブン－イレブン横浜岡村４丁目店 小売業 食料品 2%

96,086 神奈川県 横浜市磯子区 セブン－イレブン横浜上中里町店 小売業 食料品 2%

96,087 神奈川県 横浜市磯子区 セブン－イレブン横浜上中里南店 小売業 食料品 2%

96,088 神奈川県 横浜市磯子区 セブン－イレブン横浜笹堀店 小売業 食料品 2%

96,089 神奈川県 横浜市磯子区 セブン－イレブン横浜杉田４丁目店 小売業 食料品 2%

96,090 神奈川県 横浜市磯子区 セブンーイレブン横浜丸山町店 小売業 食料品 2%

96,091 神奈川県 横浜市磯子区 セブン－イレブン横浜森２丁目店 小売業 食料品 2%

96,092 神奈川県 横浜市磯子区 セブン－イレブン横浜洋光台中央店 小売業 食料品 2%

96,093 神奈川県 横浜市磯子区 セブン－イレブン横浜洋光台４丁目店 小売業 食料品 2%

96,094 神奈川県 横浜市磯子区 ｌｕｏｄａ 小売業 その他小売 5%

96,095 神奈川県 横浜市磯子区 レトワール　ポレール 小売業 食料品 5%

96,096 神奈川県 横浜市磯子区 レトワール・ポレール サービス 飲食業 5%

2290



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

96,097 神奈川県 横浜市磯子区 わたなべ薬局 小売業 その他小売 5%

96,098 神奈川県 横浜市神奈川区 アイフォンドクター横浜店 サービス その他サービス 5%

96,099 神奈川県 横浜市神奈川区 アイラッシュサロンべべ サービス 理容・美容業 5%

96,100 神奈川県 横浜市神奈川区 あかり サービス 飲食業 5%

96,101 神奈川県 横浜市神奈川区 アスリート中華ダイニングＹＩ?ＣＨＡＮＧ アスリート中華ダイニングイーチャン サービス 飲食業 5%

96,102 神奈川県 横浜市神奈川区 アッシュ　東神奈川店 サービス 理容・美容業 5%

96,103 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社アット・アップ サービス その他サービス 5%

96,104 神奈川県 横浜市神奈川区 アトリエ菓舎 サービス 飲食業 5%

96,105 神奈川県 横浜市神奈川区 アヌちゃん サービス 飲食業 5%

96,106 神奈川県 横浜市神奈川区 居酒屋まんぷく サービス 飲食業 5%

96,107 神奈川県 横浜市神奈川区 石川屋ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

96,108 神奈川県 横浜市神奈川区 イタリア料理ヴェルデ サービス 飲食業 5%

96,109 神奈川県 横浜市神奈川区 １９６０ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

96,110 神奈川県 横浜市神奈川区 一の宮写真館 サービス その他サービス 5%

96,111 神奈川県 横浜市神奈川区 五ツ木園茶舗 小売業 食料品 5%

96,112 神奈川県 横浜市神奈川区 出光港北ニュータウン東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

96,113 神奈川県 横浜市神奈川区 出光新秦野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

96,114 神奈川県 横浜市神奈川区 出光東名秦野中井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

96,115 神奈川県 横浜市神奈川区 糸川メガネ 小売業 その他小売 5%

96,116 神奈川県 横浜市神奈川区 伊奈サイクル 小売業 その他小売 5%

96,117 神奈川県 横浜市神奈川区 ｉｒｏ サービス 理容・美容業 5%

96,118 神奈川県 横浜市神奈川区 ＷｉＺ　【ウィズ】 サービス 理容・美容業 5%

96,119 神奈川県 横浜市神奈川区 ＷｅｌｌｎｅｓｓＳａｌｏｎＮｉｃｏｙａｃａ サービス 理容・美容業 5%

96,120 神奈川県 横浜市神奈川区 ＵＭＡＭＩ　日本酒弐番館 サービス 飲食業 5%

96,121 神奈川県 横浜市神奈川区 エイジング　ビーフ　エイジング　ビーフ　横浜店 サービス 飲食業 5%

96,122 神奈川県 横浜市神奈川区 エイジング　ビーフ　グリルド　エイジング　ビーフ　横浜店 サービス 飲食業 5%

96,123 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｓ＆Ｙフィットネス サービス その他サービス 5%

96,124 神奈川県 横浜市神奈川区 エス エム エス 西ウイング 小売業 その他小売 5%

96,125 神奈川県 横浜市神奈川区 ＮＳＮａｔｕｒｅＳｙｓｔｅｍ サービス その他サービス 5%

96,126 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｍ＇ｓＦａｒｍ サービス 飲食業 5%

96,127 神奈川県 横浜市神奈川区 黄土よもぎ蒸し横浜駅前サロン サービス 理容・美容業 5%

96,128 神奈川県 横浜市神奈川区 大問屋横浜東店 サービス その他サービス 5%

96,129 神奈川県 横浜市神奈川区 大西パール 小売業 貴金属・服飾品 5%

96,130 神奈川県 横浜市神奈川区 大むら サービス 飲食業 5%

96,131 神奈川県 横浜市神奈川区 おかめ寿司 サービス 飲食業 5%

96,132 神奈川県 横浜市神奈川区 小川タクシー サービス 運輸業 5%

96,133 神奈川県 横浜市神奈川区 おぎの治療院 サービス 理容・美容業 5%

96,134 神奈川県 横浜市神奈川区 お酒の横濱屋　松見町店 小売業 食料品 5%

96,135 神奈川県 横浜市神奈川区 小畑商事株式会社 サービス その他サービス 5%

96,136 神奈川県 横浜市神奈川区 オルウェイズ サービス その他サービス 5%

96,137 神奈川県 横浜市神奈川区 カーテンファクトリー　横浜店 小売業 家具・調度品 5%

96,138 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｃａｒｏ白楽店【カーロ】 サービス 理容・美容業 5%
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96,139 神奈川県 横浜市神奈川区 貝と炭火と日本酒　撓　たわわ サービス 飲食業 5%

96,140 神奈川県 横浜市神奈川区 かごの屋大口店 サービス 飲食業 5%

96,141 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｃｕｔ＆Ｓｔｙｌｅ　ＣＬＯＷＮ サービス 理容・美容業 5%

96,142 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川大学生活協同組合　購買部 小売業 食料品 5%

96,143 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　吉野町センター 小売業 電化製品 5%

96,144 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　浜松町センター 小売業 食料品 5%

96,145 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　天王町センター 小売業 食料品 5%

96,146 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売 市ノ沢センター 小売業 食料品 5%

96,147 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売 南万騎が原センター 小売業 食料品 5%

96,148 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　大口センター 小売業 食料品 5%

96,149 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売 幸ヶ谷センター 小売業 食料品 5%

96,150 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　六角橋センター 小売業 食料品 5%

96,151 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売 大倉山センター 小売業 食料品 5%

96,152 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　山手センター 小売業 食料品 5%

96,153 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売 中央センター 小売業 食料品 5%

96,154 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売 大池センター 小売業 食料品 5%

96,155 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　保土ヶ谷センター 小売業 食料品 5%

96,156 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　磯子センター 小売業 食料品 5%

96,157 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　南部市場前センター 小売業 食料品 5%

96,158 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　舞岡センター 小売業 食料品 5%

96,159 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　上郷センター 小売業 食料品 5%

96,160 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売 鍛冶ヶ谷センター 小売業 食料品 5%

96,161 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売 材木座センター 小売業 食料品 5%

96,162 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　米が浜センター 小売業 食料品 5%

96,163 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　富士見町センター 小売業 食料品 5%

96,164 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売 久里浜センター 小売業 食料品 5%

96,165 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　浦賀センター 小売業 食料品 5%

96,166 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売 野比センター 小売業 食料品 5%

96,167 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　衣笠センター 小売業 食料品 5%

96,168 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売 武山センター 小売業 食料品 5%

96,169 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売 追浜センター 小売業 食料品 5%

96,170 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　葉山センター 小売業 食料品 5%

96,171 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　三崎センター 小売業 食料品 5%

96,172 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売 上永谷センター 小売業 食料品 5%

96,173 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　金沢八景センター 小売業 食料品 5%

96,174 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　金沢文庫センター 小売業 食料品 5%

96,175 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売 井土ヶ谷センター 小売業 食料品 5%

96,176 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　上大岡センター 小売業 食料品 5%

96,177 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売 大船センター 小売業 食料品 5%

96,178 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売　笹下センター 小売業 食料品 5%

96,179 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売 上星川センター 小売業 食料品 5%

96,180 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売 梶原センター 小売業 食料品 5%
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96,181 神奈川県 横浜市神奈川区 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 サービス その他サービス 5%

96,182 神奈川県 横浜市神奈川区 カフェドゥドゥ　ｃａｆｅ　ｄｏｕｄｏｕ サービス 飲食業 5%

96,183 神奈川県 横浜市神奈川区 ＣＡＦＥ　ＢＬＯＯＭ サービス 飲食業 5%

96,184 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社アクシス サービス その他サービス 5%

96,185 神奈川県 横浜市神奈川区 ＣＥＲＩＳ 小売業 衣料品 5%

96,186 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社横濱屋酒販事業部 小売業 食料品 5%

96,187 神奈川県 横浜市神奈川区 かもめインターネット サービス その他サービス 5%

96,188 神奈川県 横浜市神奈川区 かやぎや 小売業 衣料品 5%

96,189 神奈川県 横浜市神奈川区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋東急白楽駅前通店 サービス 飲食業 2%

96,190 神奈川県 横浜市神奈川区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋横浜鶴屋町店 サービス 飲食業 2%

96,191 神奈川県 横浜市神奈川区 川島屋 サービス 飲食業 5%

96,192 神奈川県 横浜市神奈川区 川戸電機本店 小売業 電化製品 5%

96,193 神奈川県 横浜市神奈川区 川戸電機大口店 小売業 電化製品 5%

96,194 神奈川県 横浜市神奈川区 川戸電機商会本店 小売業 電化製品 5%

96,195 神奈川県 横浜市神奈川区 かんじクラウド株式会社 サービス その他サービス 5%

96,196 神奈川県 横浜市神奈川区 キープランナー株式会社 サービス その他サービス 5%

96,197 神奈川県 横浜市神奈川区 ＫＩＣＨＩＲＩ横浜 サービス 飲食業 5%

96,198 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｃａｓｓｍｙ サービス その他サービス 5%

96,199 神奈川県 横浜市神奈川区 くすりの大丸 小売業 その他小売 5%

96,200 神奈川県 横浜市神奈川区 ＧＲＩＮ　ＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

96,201 神奈川県 横浜市神奈川区 グルグルサイクル 小売業 その他小売 5%

96,202 神奈川県 横浜市神奈川区 Gaming+ サービス その他サービス 5%

96,203 神奈川県 横浜市神奈川区 腱エクササイズ サービス その他サービス 5%

96,204 神奈川県 横浜市神奈川区 こしらゑ サービス その他サービス 5%

96,205 神奈川県 横浜市神奈川区 こしらゑ　こしらゑ 小売業 その他小売 5%

96,206 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ＭＭＷ サービス 理容・美容業 5%

96,207 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ｃｏｔｏ１ 小売業 衣料品 5%

96,208 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブンコンカード横浜店 小売業 食料品 2%

96,209 神奈川県 横浜市神奈川区 今野賢実 サービス その他サービス 5%

96,210 神奈川県 横浜市神奈川区 コンフォートシューズリリー 小売業 その他小売 5%

96,211 神奈川県 横浜市神奈川区 コンフォートシューズリリー サービス その他サービス 5%

96,212 神奈川県 横浜市神奈川区 サーフショップクルーズ 小売業 その他小売 5%

96,213 神奈川県 横浜市神奈川区 酒井タクシー サービス 運輸業 5%

96,214 神奈川県 横浜市神奈川区 ＳｕｃｃｅｓｓＦｉｔｎｅｓｓ サービス その他サービス 5%

96,215 神奈川県 横浜市神奈川区 ｓａｋｕｒａ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

96,216 神奈川県 横浜市神奈川区 酒の辰己 小売業 食料品 5%

96,217 神奈川県 横浜市神奈川区 サロンマシェリ サービス 理容・美容業 5%

96,218 神奈川県 横浜市神奈川区 三蔵堂ＩＴコンサルティング サービス その他サービス 5%

96,219 神奈川県 横浜市神奈川区 サンフラワーカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

96,220 神奈川県 横浜市神奈川区 三陽茶荘 小売業 食料品 5%

96,221 神奈川県 横浜市神奈川区 三和交通アプリ　三和交通神奈川 サービス その他サービス 5%

96,222 神奈川県 横浜市神奈川区 塩澤商事株式会社 小売業 その他小売 5%

2293



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

96,223 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｓｈｉｎｏｎ＊ 小売業 衣料品 5%

96,224 神奈川県 横浜市神奈川区 ＣＨＩＰＩＥ サービス 理容・美容業 5%

96,225 神奈川県 横浜市神奈川区 旬菜はせ茂 サービス 飲食業 5%

96,226 神奈川県 横浜市神奈川区 （有）台浜物産商会 小売業 貴金属・服飾品 5%

96,227 神奈川県 横浜市神奈川区 食事処　モチマル サービス 飲食業 5%

96,228 神奈川県 横浜市神奈川区 シンエイデンキ本部 小売業 電化製品 5%

96,229 神奈川県 横浜市神奈川区 新横浜動物病院 サービス その他サービス 5%

96,230 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｓｕ’ｓ　Ｂ サービス その他サービス 5%

96,231 神奈川県 横浜市神奈川区 ＳＴＡＲＡＲＲＯＷＰＲＯＭＯＴＩＯＮ サービス その他サービス 5%

96,232 神奈川県 横浜市神奈川区 ＳｎａｐＯｎ齋藤 小売業 その他小売 2%

96,233 神奈川県 横浜市神奈川区 税理士法人アタックス横浜事務所 サービス その他サービス 5%

96,234 神奈川県 横浜市神奈川区 鮮と閑横浜西口ＴＳプラザビル店 サービス 飲食業 5%

96,235 神奈川県 横浜市神奈川区 セントラル楽器 小売業 その他小売 5%

96,236 神奈川県 横浜市神奈川区 セントラル楽器 小売業 その他小売 5%

96,237 神奈川県 横浜市神奈川区 セントラルＢｅｅ 小売業 その他小売 5%

96,238 神奈川県 横浜市神奈川区 ＣＥＮＴＲＡＬ　Ｒｅｐａｉｒ　Ｃｅｎｔｅｒ 小売業 その他小売 5%

96,239 神奈川県 横浜市神奈川区 ソウヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

96,240 神奈川県 横浜市神奈川区 ソフトバンク 東神奈川 小売業 その他小売 5%

96,241 神奈川県 横浜市神奈川区 大丸薬局 小売業 その他小売 5%

96,242 神奈川県 横浜市神奈川区 髙橋屋 三ツ沢下町店 小売業 その他小売 5%

96,243 神奈川県 横浜市神奈川区 ＴＡＮＯＪＩ サービス 飲食業 5%

96,244 神奈川県 横浜市神奈川区 ｔａｐａ横浜店 小売業 衣料品 5%

96,245 神奈川県 横浜市神奈川区 中華泰平楽 中華泰平楽 サービス 飲食業 5%

96,246 神奈川県 横浜市神奈川区 超高速プロバイダ 極 サービス その他サービス 5%

96,247 神奈川県 横浜市神奈川区 ちょっパヤ！ネット サービス その他サービス 5%

96,248 神奈川県 横浜市神奈川区 賃貸専門店　横浜　ＳＵＭＵ?ＳＵＭＵ　賃貸専門店　横浜ＳＵＭＵ?ＳＵＭＵ サービス その他サービス 5%

96,249 神奈川県 横浜市神奈川区 つきじ海賓　六角橋店 サービス 飲食業 5%

96,250 神奈川県 横浜市神奈川区 ＴｉａＢｅｌ サービス 理容・美容業 5%

96,251 神奈川県 横浜市神奈川区 天下鶏大口店 サービス 飲食業 5%

96,252 神奈川県 横浜市神奈川区 天下鶏 大口店 サービス 飲食業 5%

96,253 神奈川県 横浜市神奈川区 ｔｏｔｔｅ 小売業 家具・調度品 5%

96,254 神奈川県 横浜市神奈川区 トライフォース横浜 サービス その他サービス 2%

96,255 神奈川県 横浜市神奈川区 ＮＩＮＥ株式会社 サービス 飲食業 5%

96,256 神奈川県 横浜市神奈川区 ナガミ電機 小売業 電化製品 5%

96,257 神奈川県 横浜市神奈川区 ＮＡＧＩ ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

96,258 神奈川県 横浜市神奈川区 ＮＡＤＩＡ 小売業 その他小売 5%

96,259 神奈川県 横浜市神奈川区 七島時計店 小売業 その他小売 5%

96,260 神奈川県 横浜市神奈川区 ｎａｉｌｓａｌｏｎＡＶＡＮＣＥ サービス 理容・美容業 5%

96,261 神奈川県 横浜市神奈川区 ネイルサロンＷｕ－Ｔａｎｇ サービス その他サービス 5%

96,262 神奈川県 横浜市神奈川区 ネイルサロンＢｏｕｑｕｅｔ サービス その他サービス 5%

96,263 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｎｅｐｔｕｎｅ サービス 飲食業 5%

96,264 神奈川県 横浜市神奈川区 ＢＡＲ　ＬＡＤＤＩＥ サービス 飲食業 5%

2294



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

96,265 神奈川県 横浜市神奈川区 ｂｙｆｉｆｔｅｅｎ サービス 飲食業 5%

96,266 神奈川県 横浜市神奈川区 伯樂硝子 サービス その他サービス 5%

96,267 神奈川県 横浜市神奈川区 ｂａｌ４０４ サービス 飲食業 5%

96,268 神奈川県 横浜市神奈川区 /Bangarrow サービス その他サービス 5%

96,269 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｂａｎｇａｒｒｏｗ サービス その他サービス 5%

96,270 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ビーウェイブ 小売業 電化製品 5%

96,271 神奈川県 横浜市神奈川区 ピーシーメイト 横浜白楽教室 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

96,272 神奈川県 横浜市神奈川区 ビッグヨーサン 東神奈川店 小売業 食料品 5%

96,273 神奈川県 横浜市神奈川区 ビッグヨーサン　東神奈川店 小売業 食料品 5%

96,274 神奈川県 横浜市神奈川区 ＦｕａｎｇＦａ 小売業 衣料品 5%

96,275 神奈川県 横浜市神奈川区 府中インターネット サービス その他サービス 5%

96,276 神奈川県 横浜市神奈川区 葡萄とキツネ サービス 飲食業 5%

96,277 神奈川県 横浜市神奈川区 プライベートサロンＡＬＬＵＲＥ サービス 理容・美容業 5%

96,278 神奈川県 横浜市神奈川区 ＰｒｉｖａｔｅＳａｌｏｎＨｅｒｅＭａｕ サービス 理容・美容業 5%

96,279 神奈川県 横浜市神奈川区 フラワーショップ　みゆき　フラワーショップみゆき 小売業 その他小売 5%

96,280 神奈川県 横浜市神奈川区 ＢＬＩＳＳ　ｏｆ　ｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

96,281 神奈川県 横浜市神奈川区 ＦＲＡＭＥ　【フレーム】 サービス 理容・美容業 5%

96,282 神奈川県 横浜市神奈川区 ＢＬＥＳＳＧＬＥＳＳＨａｉｒＬｏｕｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

96,283 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｆｌｅｘ． サービス その他サービス 5%

96,284 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＳＬＯＯＰ サービス 理容・美容業 5%

96,285 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｈａｉｒ Ｍａｋｅ ＳＬＯＯＰ Ｈａｉｒ Ｍａｋｅ ＳＬＯＯＰ サービス 理容・美容業 5%

96,286 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｊｅｕｎｏ サービス 理容・美容業 5%

96,287 神奈川県 横浜市神奈川区 ＨＡＩＲＭＡＫＥＦＡＩＴＨ サービス 理容・美容業 5%

96,288 神奈川県 横浜市神奈川区 ヘアアンドエステ　ファイ サービス 理容・美容業 5%

96,289 神奈川県 横浜市神奈川区 ヘアメイクアッシュ新子安店 サービス 理容・美容業 5%

96,290 神奈川県 横浜市神奈川区 ヘアメイクアッシュ反町店 サービス 理容・美容業 5%

96,291 神奈川県 横浜市神奈川区 ヘアメイクアッシュ　白楽店 サービス 理容・美容業 5%

96,292 神奈川県 横浜市神奈川区 ヘアメイクアッシュ横浜店 サービス 理容・美容業 5%

96,293 神奈川県 横浜市神奈川区 ヘアメイクレガ サービス 理容・美容業 5%

96,294 神奈川県 横浜市神奈川区 ベンオートサービス サービス その他サービス 5%

96,295 神奈川県 横浜市神奈川区 ペンギンカメラ 小売業 その他小売 5%

96,296 神奈川県 横浜市神奈川区 ペンギンカメラ ２号店 小売業 その他小売 5%

96,297 神奈川県 横浜市神奈川区 ペンギンカメラ　白楽店 小売業 その他小売 5%

96,298 神奈川県 横浜市神奈川区 ボークス横浜ショールーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

96,299 神奈川県 横浜市神奈川区 ｂｏｄｙｍａｋｅＧＬＡＮＺ 小売業 衣料品 5%

96,300 神奈川県 横浜市神奈川区 ホルドナマーケット 小売業 衣料品 5%

96,301 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｌａｇｕｅｒｉｓｏｎ サービス 理容・美容業 5%

96,302 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社エフエージェンシー サービス その他サービス 5%

96,303 神奈川県 横浜市神奈川区 ＭａｒｊｏｒａｍＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

96,304 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｍａｒｊｏｒａｍ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

96,305 神奈川県 横浜市神奈川区 ＳＨＯＫＯ サービス 理容・美容業 5%

96,306 神奈川県 横浜市神奈川区 ＭａｍａＢｌｏｓｓｏｍ’ｓ 小売業 衣料品 5%
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96,307 神奈川県 横浜市神奈川区 マルワン　白楽店 小売業 その他小売 5%

96,308 神奈川県 横浜市神奈川区 宮崎料理 どんげね サービス 飲食業 5%

96,309 神奈川県 横浜市神奈川区 メガネストアー大口 小売業 その他小売 5%

96,310 神奈川県 横浜市神奈川区 メガネストアー東神奈川 小売業 その他小売 5%

96,311 神奈川県 横浜市神奈川区 メガネストアー東神奈川店 小売業 その他小売 5%

96,312 神奈川県 横浜市神奈川区 ｍｅｒｃｉ　ＴＯＴＡＬ　ＢＲＡＮＤＩＮＧ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

96,313 神奈川県 横浜市神奈川区 モティッシュ サービス 理容・美容業 5%

96,314 神奈川県 横浜市神奈川区 山田時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

96,315 神奈川県 横浜市神奈川区 有限会社佐藤テレビ音響社 小売業 電化製品 5%

96,316 神奈川県 横浜市神奈川区 有限会社春山モータース サービス その他サービス 5%

96,317 神奈川県 横浜市神奈川区 ユザワヤ　横浜店 小売業 その他小売 5%

96,318 神奈川県 横浜市神奈川区 有限会社 豊屋寝装店 小売業 その他小売 5%

96,319 神奈川県 横浜市神奈川区 横浜　反町　ＤＡ　ＨＯＲＩ サービス 飲食業 5%

96,320 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜内路店 小売業 食料品 2%

96,321 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜浦島町店 小売業 食料品 2%

96,322 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜恵比須町店 小売業 食料品 2%

96,323 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜大口駅東店 小売業 食料品 2%

96,324 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜大口駅前店 小売業 食料品 2%

96,325 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜大口駅南店 小売業 食料品 2%

96,326 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜大口通店 小売業 食料品 2%

96,327 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜大口仲町店 小売業 食料品 2%

96,328 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜片倉５丁目店 小売業 食料品 2%

96,329 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜片倉町店 小売業 食料品 2%

96,330 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜神奈川２丁目店 小売業 食料品 2%

96,331 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜上反町店 小売業 食料品 2%

96,332 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜神大寺４丁目店 小売業 食料品 2%

96,333 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜子安通２丁目店 小売業 食料品 2%

96,334 神奈川県 横浜市神奈川区 横浜ゴルフスクール中島 サービス その他サービス 5%

96,335 神奈川県 横浜市神奈川区 ＹＯＫＯＨＡＭＡ　Ｓ　Ｈ　Ｉ　Ｅ　Ｌ　Ｄ サービス 飲食業 5%

96,336 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜白幡南店 小売業 食料品 2%

96,337 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜新子安１丁目店 小売業 食料品 2%

96,338 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜菅田町北店 小売業 食料品 2%

96,339 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜高島台店 小売業 食料品 2%

96,340 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜反町駅前店 小売業 食料品 2%

96,341 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜鶴屋町２丁目店 小売業 食料品 2%

96,342 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜西大口店 小売業 食料品 2%

96,343 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜白楽駅前店 小売業 食料品 2%

96,344 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜八反橋店 小売業 食料品 2%

96,345 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜東白楽駅南店 小売業 食料品 2%

96,346 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜ポートサイドプレイス店 小売業 食料品 2%

96,347 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜松見町３丁目店 小売業 食料品 2%

96,348 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜三ツ沢上町店 小売業 食料品 2%
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96,349 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜三ツ沢下町店 小売業 食料品 2%

96,350 神奈川県 横浜市神奈川区 横濱屋スーパー　大口店 小売業 食料品 5%

96,351 神奈川県 横浜市神奈川区 横濱屋スーパー　松見町店 小売業 食料品 5%

96,352 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜六角橋店 小売業 食料品 2%

96,353 神奈川県 横浜市神奈川区 セブン－イレブン横浜六角橋２丁目店 小売業 食料品 2%

96,354 神奈川県 横浜市神奈川区 横浜ＹＭサロン サービス 理容・美容業 5%

96,355 神奈川県 横浜市神奈川区 ヨ　リ　フ　ネ 小売業 その他小売 5%

96,356 神奈川県 横浜市神奈川区 雷神堂六角橋店 雷神堂ー六角橋店 小売業 食料品 5%

96,357 神奈川県 横浜市神奈川区 ラティ 小売業 衣料品 5%

96,358 神奈川県 横浜市神奈川区 ラレンターレ サービス 飲食業 5%

96,359 神奈川県 横浜市神奈川区 ｌａｍｐ　【ランプ】 サービス 理容・美容業 5%

96,360 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｒｅｂｉｒｔｈ サービス その他サービス 5%

96,361 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｌｕｘｅ片倉店 サービス 理容・美容業 5%

96,362 神奈川県 横浜市神奈川区 ＥＳＴＩＥ【エスティエ】 サービス その他サービス 5%

96,363 神奈川県 横浜市神奈川区 ｌｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

96,364 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｌｕａｎａ サービス 理容・美容業 5%

96,365 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｌｕａｎ サービス 理容・美容業 5%

96,366 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｒｏｏｍ１３７４ 小売業 衣料品 5%

96,367 神奈川県 横浜市神奈川区 レース編みアクセサリーおやき 小売業 衣料品 5%

96,368 神奈川県 横浜市神奈川区 レンタルバイク８１９横浜 サービス その他サービス 5%

96,369 神奈川県 横浜市神奈川区 ローゼンボア 小売業 食料品 5%

96,370 神奈川県 横浜市神奈川区 ＲＯＬＬＥＲＳ 小売業 衣料品 5%

96,371 神奈川県 横浜市神奈川区 六角橋　あさがお サービス 飲食業 5%

96,372 神奈川県 横浜市神奈川区 ｒｏｄｉｎａ（ロディーナ） サービス 理容・美容業 5%

96,373 神奈川県 横浜市神奈川区 ＡｔｅｌｉｅｒＲｏｂｅｒｕ 小売業 衣料品 5%

96,374 神奈川県 横浜市神奈川区 ローレルクリーニング　ユーコープ片倉店 サービス その他サービス 5%

96,375 神奈川県 横浜市神奈川区 ワタナベ整体院 サービス その他サービス 5%

96,376 神奈川県 横浜市神奈川区 ワンアップ 小売業 その他小売 5%

96,377 神奈川県 横浜市神奈川区 ｏｎｅｄｒｏｐ 小売業 衣料品 5%

96,378 神奈川県 横浜市金沢区 足つぼナウアンドゼン サービス 理容・美容業 5%

96,379 神奈川県 横浜市金沢区 アズマヤ電気 小売業 電化製品 5%

96,380 神奈川県 横浜市金沢区 米国屋 小売業 衣料品 5%

96,381 神奈川県 横浜市金沢区 ＡＬＯＨＡ　ＢＥＡＮＳ　自家焙煎珈琲豆専門店　ＡＬＯＨＡ　ＢＥＡＮＳ 小売業 食料品 5%

96,382 神奈川県 横浜市金沢区 イーグルスター　南横浜 小売業 その他小売 5%

96,383 神奈川県 横浜市金沢区 ＹＥＬＬＯＷ　ＣＯＲＮ サービス 理容・美容業 5%

96,384 神奈川県 横浜市金沢区 居酒屋おぼろ　金沢八景店 サービス 飲食業 5%

96,385 神奈川県 横浜市金沢区 いぬねこ病院アール・ポウ サービス その他サービス 5%

96,386 神奈川県 横浜市金沢区 Ｖｌｉｃｉｌ　金沢文庫店 サービス 理容・美容業 5%

96,387 神奈川県 横浜市金沢区 ＳＳＫコーボレーション 小売業 衣料品 5%

96,388 神奈川県 横浜市金沢区 ＡＮＧＥＬ　ＤＯＧＳ　本店 サービス その他サービス 5%

96,389 神奈川県 横浜市金沢区 御菓子処菊月 サービス 飲食業 5%

96,390 神奈川県 横浜市金沢区 かいせき工房ききょう サービス 飲食業 5%
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96,391 神奈川県 横浜市金沢区 かごの屋金沢文庫店 サービス 飲食業 5%

96,392 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社津乃国屋材木店 株式会社津乃国屋材木店 小売業 その他小売 5%

96,393 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社ニュートンカチ 小売業 その他小売 5%

96,394 神奈川県 横浜市金沢区 鎌倉紅谷幸浦店 小売業 食料品 5%

96,395 神奈川県 横浜市金沢区 釜利谷米穀店 小売業 その他小売 5%

96,396 神奈川県 横浜市金沢区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋京急金沢八景駅前店 サービス 飲食業 2%

96,397 神奈川県 横浜市金沢区 Ｃａｌｍａｃｓ サービス その他サービス 5%

96,398 神奈川県 横浜市金沢区 珈琲豆＆癒し処ちろりや 小売業 食料品 5%

96,399 神奈川県 横浜市金沢区 婚トラスト サービス その他サービス 5%

96,400 神奈川県 横浜市金沢区 サロンＨＩＬＯ　エステティックサロンＨＩＬＯ サービス その他サービス 5%

96,401 神奈川県 横浜市金沢区 しおとめぐみ サービス 飲食業 5%

96,402 神奈川県 横浜市金沢区 芝浦商事富岡店 小売業 電化製品 5%

96,403 神奈川県 横浜市金沢区 ｊｏｕｅｒａｖｅｃｍｏａ？ サービス その他サービス 5%

96,404 神奈川県 横浜市金沢区 ジュエリークラフトサラーム 小売業 衣料品 5%

96,405 神奈川県 横浜市金沢区 Ｓｉｒｉｕｓ サービス 理容・美容業 5%

96,406 神奈川県 横浜市金沢区 ソフトバンク アピタ金沢文庫 サービス その他サービス 2%

96,407 神奈川県 横浜市金沢区 タカハシ　富岡西店 小売業 衣料品 5%

96,408 神奈川県 横浜市金沢区 チャイカフェ サービス 飲食業 5%

96,409 神奈川県 横浜市金沢区 チャイハネ　ＤＥＰＯ　横浜ベイ 小売業 衣料品 5%

96,410 神奈川県 横浜市金沢区 チャイハネ　ＤＥＰＯ　横浜ベイサイド 小売業 衣料品 5%

96,411 神奈川県 横浜市金沢区 つきじ海賓　金沢八景店 サービス 飲食業 5%

96,412 神奈川県 横浜市金沢区 つくし サービス 飲食業 5%

96,413 神奈川県 横浜市金沢区 つけ麺みなみ サービス 飲食業 5%

96,414 神奈川県 横浜市金沢区 つつい　金沢文庫店 小売業 衣料品 5%

96,415 神奈川県 横浜市金沢区 ツルマキ電化サービス 小売業 電化製品 5%

96,416 神奈川県 横浜市金沢区 伝 サービス 飲食業 5%

96,417 神奈川県 横浜市金沢区 ＴＵＯ横浜市立大学生協八景フードショップ サービス その他サービス 5%

96,418 神奈川県 横浜市金沢区 ＴＵＯ横浜市立大学生協　八景食堂 サービス その他サービス 5%

96,419 神奈川県 横浜市金沢区 ＴＵＯ横浜市立大学生協　福浦食堂 サービス その他サービス 5%

96,420 神奈川県 横浜市金沢区 ＴＵＯ横浜市立大学生協　看護短大食堂 サービス その他サービス 5%

96,421 神奈川県 横浜市金沢区 トヨタ部品神奈川共販ａｕショップ金沢文庫 小売業 その他小売 5%

96,422 神奈川県 横浜市金沢区 西柴動物病院 サービス その他サービス 5%

96,423 神奈川県 横浜市金沢区 ニッカホーム　横浜金沢営業所 サービス その他サービス 5%

96,424 神奈川県 横浜市金沢区 日本フェイスペイント協会 サービス その他サービス 5%

96,425 神奈川県 横浜市金沢区 日本ペットセレモ サービス その他サービス 5%

96,426 神奈川県 横浜市金沢区 ニュー日本観光 サービス その他サービス 5%

96,427 神奈川県 横浜市金沢区 ぱそラボ サービス その他サービス 5%

96,428 神奈川県 横浜市金沢区 パティスリー　シャーロン 小売業 食料品 5%

96,429 神奈川県 横浜市金沢区 番長 サービス 飲食業 5%

96,430 神奈川県 横浜市金沢区 Ｂ・Ｍａｃ サービス その他サービス 5%

96,431 神奈川県 横浜市金沢区 ｈｉｎａｐｈｏｔｏ サービス その他サービス 5%

96,432 神奈川県 横浜市金沢区 ビューティサロンブランシュ サービス 理容・美容業 5%
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96,433 神奈川県 横浜市金沢区 ｆａｒｂｉｇｅｒ　Ａｌｌｔａｇ サービス 飲食業 5%

96,434 神奈川県 横浜市金沢区 フランドール 小売業 食料品 5%

96,435 神奈川県 横浜市金沢区 ＢＲＥＥＤＥＮ 小売業 その他小売 5%

96,436 神奈川県 横浜市金沢区 ＦＬＯＯＲ　ＦＬＯＯＲ　ｈａｉｒ　ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

96,437 神奈川県 横浜市金沢区 ＢＡＹＳＩＤＥ ＢＡＳＥ ＢＡＹＳＩＤＥ ＢＡＳＥ サービス 飲食業 5%

96,438 神奈川県 横浜市金沢区 穂坂輪業 サービス その他サービス 5%

96,439 神奈川県 横浜市金沢区 町屋 サービス 飲食業 5%

96,440 神奈川県 横浜市金沢区 ＭＡＲＩＮ サービス 理容・美容業 5%

96,441 神奈川県 横浜市金沢区 マローブルー サービス その他サービス 5%

96,442 神奈川県 横浜市金沢区 ｍｉｓｔ サービス 理容・美容業 5%

96,443 神奈川県 横浜市金沢区 みなも薬局 小売業 その他小売 5%

96,444 神奈川県 横浜市金沢区 ミネラル サービス 飲食業 5%

96,445 神奈川県 横浜市金沢区 ｍｕ　ｄ　金沢文庫店 サービス 理容・美容業 5%

96,446 神奈川県 横浜市金沢区 メガネのオプティックオベロン 小売業 その他小売 5%

96,447 神奈川県 横浜市金沢区 メノポーズ サービス 理容・美容業 5%

96,448 神奈川県 横浜市金沢区 ＹＡＯＹＡ 小売業 衣料品 5%

96,449 神奈川県 横浜市金沢区 谷津坂電器 小売業 電化製品 5%

96,450 神奈川県 横浜市金沢区 ゆうきや 小売業 衣料品 5%

96,451 神奈川県 横浜市金沢区 有限会社三ツ木屋商店　ぷちショップ釜利谷 小売業 その他小売 5%

96,452 神奈川県 横浜市金沢区 洋服のタカハシ 富岡西店 小売業 衣料品 5%

96,453 神奈川県 横浜市金沢区 セブン－イレブン横浜朝比奈インター店 小売業 食料品 2%

96,454 神奈川県 横浜市金沢区 横浜市立大学生協　医学部店 サービス その他サービス 5%

96,455 神奈川県 横浜市金沢区 横浜市立大学生協医学部店（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

96,456 神奈川県 横浜市金沢区 横浜市立大学生協　本校店 サービス その他サービス 5%

96,457 神奈川県 横浜市金沢区 横浜市立大学生協　本校店 サービス その他サービス 5%

96,458 神奈川県 横浜市金沢区 セブンーイレブン横浜片吹店 小売業 食料品 2%

96,459 神奈川県 横浜市金沢区 ＬａＦｕｓｉｏｎ菜ｎａ能見台店 サービス 飲食業 5%

96,460 神奈川県 横浜市金沢区 セブン－イレブン横浜釜利谷店 小売業 食料品 2%

96,461 神奈川県 横浜市金沢区 セブン－イレブン横浜釜利谷東３丁目店 小売業 食料品 2%

96,462 神奈川県 横浜市金沢区 セブン－イレブン横浜釜利谷東７丁目店 小売業 食料品 2%

96,463 神奈川県 横浜市金沢区 セブン－イレブン横浜幸浦２丁目店 小売業 食料品 2%

96,464 神奈川県 横浜市金沢区 セブン－イレブン横浜市立大学金沢八景キャンパス店 小売業 食料品 2%

96,465 神奈川県 横浜市金沢区 横浜市立大学生協　看護短大食堂 サービス その他サービス 5%

96,466 神奈川県 横浜市金沢区 横浜市立大学生協　八景フードショップ サービス その他サービス 5%

96,467 神奈川県 横浜市金沢区 横浜市立大学生協　八景　食堂 サービス その他サービス 5%

96,468 神奈川県 横浜市金沢区 横浜市立大学生協　福浦　食堂 サービス その他サービス 5%

96,469 神奈川県 横浜市金沢区 セブン－イレブン横浜大道１丁目店 小売業 食料品 2%

96,470 神奈川県 横浜市金沢区 横浜テクノタワーホテル サービス 宿泊業 5%

96,471 神奈川県 横浜市金沢区 セブン－イレブン横浜寺前店 小売業 食料品 2%

96,472 神奈川県 横浜市金沢区 セブンーイレブン横浜富岡西１丁目店 小売業 食料品 2%

96,473 神奈川県 横浜市金沢区 セブン－イレブン横浜富岡東４丁目店 小売業 食料品 2%

96,474 神奈川県 横浜市金沢区 セブン－イレブン横浜鳥浜町店 小売業 食料品 2%
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96,475 神奈川県 横浜市金沢区 セブン－イレブン横浜並木２丁目店 小売業 食料品 2%

96,476 神奈川県 横浜市金沢区 セブン－イレブン横浜能見台東店 小売業 食料品 2%

96,477 神奈川県 横浜市金沢区 横浜ハーバリウム弐番店 小売業 家具・調度品 5%

96,478 神奈川県 横浜市金沢区 横浜南共済病院売店 小売業 その他小売 5%

96,479 神奈川県 横浜市金沢区 セブン－イレブン横浜六浦駅前店 小売業 食料品 2%

96,480 神奈川県 横浜市金沢区 セブン－イレブン横浜六浦２丁目店 小売業 食料品 2%

96,481 神奈川県 横浜市金沢区 横濱屋スーパー　大道店 小売業 食料品 5%

96,482 神奈川県 横浜市金沢区 ヨシト動物病院 サービス その他サービス 5%

96,483 神奈川県 横浜市金沢区 Ｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

96,484 神奈川県 横浜市金沢区 ＬａＦｕｓｉｏｎ菜ｎａデリバリー サービス 飲食業 5%

96,485 神奈川県 横浜市金沢区 Ｒｅ　Ｖｉｎｉ 小売業 食料品 5%

96,486 神奈川県 横浜市金沢区 Ｌｕｎａｒ Ｒａｂｂｉｔ Ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

96,487 神奈川県 横浜市金沢区 ＬｕｎａｒＲａｂｂｉｔ サービス 飲食業 5%

96,488 神奈川県 横浜市金沢区 話尽酒房　　ととや サービス 飲食業 5%

96,489 神奈川県 横浜市港南区 ｉＣｒａｃｋｅｄ Ｓｔｏｒｅ 上大岡 小売業 その他小売 5%

96,490 神奈川県 横浜市港南区 Ａｆｉｎａｒ上大岡 サービス 理容・美容業 5%

96,491 神奈川県 横浜市港南区 アリレイナ港南台店 サービス 理容・美容業 5%

96,492 神奈川県 横浜市港南区 一火 サービス 飲食業 5%

96,493 神奈川県 横浜市港南区 ウエノクリーニング　吉原店 サービス その他サービス 5%

96,494 神奈川県 横浜市港南区 魚河岸 小売業 食料品 5%

96,495 神奈川県 横浜市港南区 エムケーリフォーム サービス その他サービス 5%

96,496 神奈川県 横浜市港南区 ＯＷＬ　ＨＡＮＡＲＥ サービス 理容・美容業 5%

96,497 神奈川県 横浜市港南区 お好み焼き鉄板焼きよし田 サービス 飲食業 5%

96,498 神奈川県 横浜市港南区 カーサソラマメ サービス 理容・美容業 5%

96,499 神奈川県 横浜市港南区 加藤畳店出張用 サービス その他サービス 5%

96,500 神奈川県 横浜市港南区 株式会社アミティー サービス その他サービス 5%

96,501 神奈川県 横浜市港南区 株式会社ＤＩＡ 小売業 その他小売 5%

96,502 神奈川県 横浜市港南区 株式会社フェアベール パティスリーフェアベール 小売業 食料品 5%

96,503 神奈川県 横浜市港南区 髪風船　上大岡店 サービス 理容・美容業 5%

96,504 神奈川県 横浜市港南区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋港南区港南中央通店 サービス 飲食業 2%

96,505 神奈川県 横浜市港南区 喫煙具屋 小売業 その他小売 5%

96,506 神奈川県 横浜市港南区 ＫｉｔｃｈｅｎｓｔｕｄｉｏＫｉｅ サービス その他サービス 5%

96,507 神奈川県 横浜市港南区 キッチンマロニエ サービス 飲食業 5%

96,508 神奈川県 横浜市港南区 キャピック　ヨコハマ サービス その他サービス 5%

96,509 神奈川県 横浜市港南区 ＧＡＬＬＥＲＹ・２　港南台テスコ店 小売業 その他小売 5%

96,510 神奈川県 横浜市港南区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ横浜港南台店 小売業 その他小売 5%

96,511 神奈川県 横浜市港南区 Ｃｏｏｒｉａ サービス その他サービス 5%

96,512 神奈川県 横浜市港南区 Ｃｏｏｒｉａ サービス その他サービス 5%

96,513 神奈川県 横浜市港南区 久野屋 小売業 食料品 5%

96,514 神奈川県 横浜市港南区 グレースマーズ サービス 理容・美容業 5%

96,515 神奈川県 横浜市港南区 ＧＲＡＰＥＶＩＮＥＳ　Ｔｓｕｊｉｄｏｕ サービス 理容・美容業 5%

96,516 神奈川県 横浜市港南区 ケイワン・プランニング 小売業 衣料品 5%

2300



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

96,517 神奈川県 横浜市港南区 浩建 サービス その他サービス 5%

96,518 神奈川県 横浜市港南区 港南台タウンカフェ サービス 飲食業 5%

96,519 神奈川県 横浜市港南区 コンサポート港南台店 サービス その他サービス 5%

96,520 神奈川県 横浜市港南区 酒場　陽炎 サービス 飲食業 5%

96,521 神奈川県 横浜市港南区 佐藤商店　佐藤商店　上大岡支店 小売業 その他小売 5%

96,522 神奈川県 横浜市港南区 Ｂａｒｕｓａｇｕａｒｏ サービス 飲食業 5%

96,523 神奈川県 横浜市港南区 肴ＧＯＳＳＯ－ｙｏｒｉｍｏｎｏｙａ 小売業 その他小売 5%

96,524 神奈川県 横浜市港南区 実用衣料マルタカ（ド） 小売業 衣料品 5%

96,525 神奈川県 横浜市港南区 ｊｕｓｔ ｈａｉｒ ＣＩＮＱ ジャストヘアサンク サービス 理容・美容業 5%

96,526 神奈川県 横浜市港南区 Ｊｕｓｔｌｉｋｅｈｅｒｅ 小売業 衣料品 5%

96,527 神奈川県 横浜市港南区 シャルム フェイバリットビューティシャルム サービス 理容・美容業 5%

96,528 神奈川県 横浜市港南区 ショコララテ サービス 理容・美容業 5%

96,529 神奈川県 横浜市港南区 新栄工販株式会社 サービス その他サービス 5%

96,530 神奈川県 横浜市港南区 砂場 サービス 飲食業 5%

96,531 神奈川県 横浜市港南区 炭火焼肉　ビストロ　ペイジュ サービス 飲食業 5%

96,532 神奈川県 横浜市港南区 ゼクト サウス サービス 理容・美容業 5%

96,533 神奈川県 横浜市港南区 ゼクトサウス サービス 理容・美容業 5%

96,534 神奈川県 横浜市港南区 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃａｆｅ　台風 サービス 飲食業 5%

96,535 神奈川県 横浜市港南区 高商建材 小売業 その他小売 5%

96,536 神奈川県 横浜市港南区 たかや治療院 サービス 理容・美容業 5%

96,537 神奈川県 横浜市港南区 タネ金物の益田商店 小売業 その他小売 5%

96,538 神奈川県 横浜市港南区 タベルナｔａｃｏｄａ サービス 飲食業 5%

96,539 神奈川県 横浜市港南区 たまや港南台店 小売業 食料品 5%

96,540 神奈川県 横浜市港南区 たまや野庭店 小売業 食料品 5%

96,541 神奈川県 横浜市港南区 チック・リライアンス 小売業 電化製品 5%

96,542 神奈川県 横浜市港南区 パナポートニシオカ 小売業 電化製品 5%

96,543 神奈川県 横浜市港南区 ディアレスト サービス 理容・美容業 5%

96,544 神奈川県 横浜市港南区 ティーエヌ 港南台店 サービス 理容・美容業 5%

96,545 神奈川県 横浜市港南区 ティーエヌ港南台 サービス 理容・美容業 5%

96,546 神奈川県 横浜市港南区 ｄｉｅ－Ｓｃｈｅｒｅ　Ａｓｔ　ディシェーレ　アスト サービス 理容・美容業 5%

96,547 神奈川県 横浜市港南区 土居商店 サービス その他サービス 5%

96,548 神奈川県 横浜市港南区 有限会社銅長 サービス その他サービス 5%

96,549 神奈川県 横浜市港南区 特定非営利活動法人トータルビューティーカンパニー神奈川 サービス 理容・美容業 5%

96,550 神奈川県 横浜市港南区 トップス 小売業 電化製品 5%

96,551 神奈川県 横浜市港南区 土間土間上大岡店 サービス 飲食業 2%

96,552 神奈川県 横浜市港南区 鳥火 サービス 飲食業 5%

96,553 神奈川県 横浜市港南区 Ｔｒｉｍｍｉｎｇ＆ＨｏｔｅｌＳｅｐｔ サービス その他サービス 5%

96,554 神奈川県 横浜市港南区 内藤畳店 サービス その他サービス 5%

96,555 神奈川県 横浜市港南区 ナガサワ電機 小売業 電化製品 5%

96,556 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン中永谷店 小売業 食料品 2%

96,557 神奈川県 横浜市港南区 和揉 サービス その他サービス 5%

96,558 神奈川県 横浜市港南区 南部 サービス その他サービス 5%
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96,559 神奈川県 横浜市港南区 西川寝具専門店スリープスタイル上大岡店 小売業 その他小売 5%

96,560 神奈川県 横浜市港南区 大問屋南横浜店 サービス その他サービス 5%

96,561 神奈川県 横浜市港南区 ネイルサロンＨＯＭＥ サービス 理容・美容業 5%

96,562 神奈川県 横浜市港南区 ｎｏｎｊｉｅ 小売業 衣料品 5%

96,563 神奈川県 横浜市港南区 Ｂａｉｌｅｃｏｎｂｅｂｅ サービス その他サービス 5%

96,564 神奈川県 横浜市港南区 ぱねとんちーの サービス 飲食業 5%

96,565 神奈川県 横浜市港南区 パルやまいち 小売業 電化製品 5%

96,566 神奈川県 横浜市港南区 ひまわり市場 小売業 食料品 5%

96,567 神奈川県 横浜市港南区 美容室　グラージュ サービス 理容・美容業 5%

96,568 神奈川県 横浜市港南区 美容室　ハッピーデイズ サービス 理容・美容業 5%

96,569 神奈川県 横浜市港南区 美容室サエラ サービス 理容・美容業 5%

96,570 神奈川県 横浜市港南区 有限会社リオファミリーＲｉｏ美容室 サービス 理容・美容業 5%

96,571 神奈川県 横浜市港南区 フクダ家電サ－ビス 小売業 電化製品 5%

96,572 神奈川県 横浜市港南区 福谷電器 小売業 電化製品 5%

96,573 神奈川県 横浜市港南区 富士メガネ　横浜上永谷店 小売業 その他小売 5%

96,574 神奈川県 横浜市港南区 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　横浜港南丸山台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

96,575 神奈川県 横浜市港南区 ブックスキタミ　港南台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

96,576 神奈川県 横浜市港南区 フリマボックス　ミオカ店 小売業 その他小売 5%

96,577 神奈川県 横浜市港南区 フレア サービス 理容・美容業 5%

96,578 神奈川県 横浜市港南区 フレッシュネスバーガー上大岡京急 サービス 飲食業 2%

96,579 神奈川県 横浜市港南区 Ｆｌｏｒ　上大岡 サービス 理容・美容業 5%

96,580 神奈川県 横浜市港南区 ｈａｉｒ　ＡＲＫＳ　　上大岡店 サービス 理容・美容業 5%

96,581 神奈川県 横浜市港南区 ＨａｉｒＳａｌｏｎＥｉｇｈｔ サービス 理容・美容業 5%

96,582 神奈川県 横浜市港南区 Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ Ｅｉｇｈｔ サービス 理容・美容業 5%

96,583 神奈川県 横浜市港南区 ヘアーサロンみのり サービス 理容・美容業 5%

96,584 神奈川県 横浜市港南区 Ｈｅｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｒｅ　ｓ サービス 理容・美容業 5%

96,585 神奈川県 横浜市港南区 ヘアープレイスコルク サービス 理容・美容業 5%

96,586 神奈川県 横浜市港南区 ヘアスタジオ１０７ サービス 理容・美容業 5%

96,587 神奈川県 横浜市港南区 ヘアメイクアッシュ　上大岡店 サービス 理容・美容業 5%

96,588 神奈川県 横浜市港南区 ＢＥＮＴＯ　ＢＲＮＴＯ 小売業 食料品 5%

96,589 神奈川県 横浜市港南区 訪問マッサージエンゲルハント サービス 理容・美容業 5%

96,590 神奈川県 横浜市港南区 ほぐし処　ぷうちゃん サービス その他サービス 5%

96,591 神奈川県 横浜市港南区 マカロン ヘアアンドビューティマカロン サービス 理容・美容業 5%

96,592 神奈川県 横浜市港南区 丸ヤ商事　港南台店 小売業 貴金属・服飾品 5%

96,593 神奈川県 横浜市港南区 ミスティレイ サービス 理容・美容業 5%

96,594 神奈川県 横浜市港南区 ミングル サービス 理容・美容業 5%

96,595 神奈川県 横浜市港南区 Ｍａｋｅ【メイク】 サービス 理容・美容業 5%

96,596 神奈川県 横浜市港南区 メガネのオノ港南店 小売業 その他小売 5%

96,597 神奈川県 横浜市港南区 メディカルカイロ　スプリング サービス その他サービス 5%

96,598 神奈川県 横浜市港南区 柳下司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

96,599 神奈川県 横浜市港南区 焼鳥じらい屋上大岡店 サービス 飲食業 5%

96,600 神奈川県 横浜市港南区 弥三郎商店 小売業 その他小売 5%
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96,601 神奈川県 横浜市港南区 有限会社　足立塗装 サービス その他サービス 5%

96,602 神奈川県 横浜市港南区 有限会社カトウスポーツ　野球専門店 サービス 運輸業 5%

96,603 神奈川県 横浜市港南区 セリガヤシンセツ電器 小売業 電化製品 5%

96,604 神奈川県 横浜市港南区 ユザワヤ　上大岡店 小売業 その他小売 5%

96,605 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜大久保１丁目店 小売業 食料品 2%

96,606 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜大久保３丁目店 小売業 食料品 2%

96,607 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜上大岡駅前店 小売業 食料品 2%

96,608 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜上大岡西１丁目店 小売業 食料品 2%

96,609 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜上大岡西２丁目店 小売業 食料品 2%

96,610 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜上大岡東１丁目店 小売業 食料品 2%

96,611 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜港南台９丁目店 小売業 食料品 2%

96,612 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜港南台３丁目店 小売業 食料品 2%

96,613 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜港南台店 小売業 食料品 2%

96,614 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜港南台２丁目店 小売業 食料品 2%

96,615 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜最戸店 小売業 食料品 2%

96,616 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜笹下５丁目店 小売業 食料品 2%

96,617 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜下永谷駅前店 小売業 食料品 2%

96,618 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜下永谷２丁目店 小売業 食料品 2%

96,619 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜関店 小売業 食料品 2%

96,620 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜東芹が谷店 小売業 食料品 2%

96,621 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜日野５丁目店 小売業 食料品 2%

96,622 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜日野店 小売業 食料品 2%

96,623 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜日野２丁目店 小売業 食料品 2%

96,624 神奈川県 横浜市港南区 セブン－イレブン横浜日野南２丁目店 小売業 食料品 2%

96,625 神奈川県 横浜市港南区 Ｌｉｇｈｔ－Ｂｏｘ サービス その他サービス 5%

96,626 神奈川県 横浜市港南区 ラスティック　ラスティック 小売業 家具・調度品 5%

96,627 神奈川県 横浜市港南区 Ｌ　ａ　ｖ　ｉ　ｓ　ｏ　ｌ サービス 理容・美容業 5%

96,628 神奈川県 横浜市港南区 リトルヘルプ合同会社 サービス その他サービス 5%

96,629 神奈川県 横浜市港南区 Ｒｅ　ｂｅｒｔａ　上大岡店 サービス 理容・美容業 5%

96,630 神奈川県 横浜市港南区 龍ちゃん　龍ちゃん サービス 飲食業 5%

96,631 神奈川県 横浜市港南区 竜門 上永谷店 サービス 飲食業 5%

96,632 神奈川県 横浜市港南区 理容しらくら　理容しらくら サービス 理容・美容業 5%

96,633 神奈川県 横浜市港南区 ワイモバイル　港南台 サービス その他サービス 2%

96,634 神奈川県 横浜市港南区 和食ダイニング　八田 サービス 飲食業 5%

96,635 神奈川県 横浜市港南区 Ｏｎｅ　Ｄｒｏｐ　【ワンドロップ】 サービス 理容・美容業 5%

96,636 神奈川県 横浜市港北区 アイティーナビ サービス その他サービス 5%

96,637 神奈川県 横浜市港北区 シュシュ大倉山店 サービス 理容・美容業 5%

96,638 神奈川県 横浜市港北区 ａｕｒａｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

96,639 神奈川県 横浜市港北区 青木美幸 サービス その他サービス 5%

96,640 神奈川県 横浜市港北区 アジアンビストロＤＡＩ日吉店 サービス 飲食業 5%

96,641 神奈川県 横浜市港北区 Ａｎｅｍｏｉ 小売業 衣料品 5%

96,642 神奈川県 横浜市港北区 アポロ 小売業 衣料品 5%
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96,643 神奈川県 横浜市港北区 あまの屋　丼丸　綱島　あまの屋　丼丸　綱島店 サービス 飲食業 5%

96,644 神奈川県 横浜市港北区 有賀園ゴルフ新横浜店 小売業 その他小売 5%

96,645 神奈川県 横浜市港北区 ａｌｆａ　ｈａｉｒ サービス その他サービス 5%

96,646 神奈川県 横浜市港北区 アロマエステビーナスサロン サービス 理容・美容業 5%

96,647 神奈川県 横浜市港北区 居酒屋かもん大倉山店 サービス 飲食業 5%

96,648 神奈川県 横浜市港北区 石井タクシー サービス 運輸業 5%

96,649 神奈川県 横浜市港北区 出光新横浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

96,650 神奈川県 横浜市港北区 出光日吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

96,651 神奈川県 横浜市港北区 臼屋食堂 サービス 飲食業 5%

96,652 神奈川県 横浜市港北区 歌広場　新横浜アリーナ通り店 サービス 飲食業 5%

96,653 神奈川県 横浜市港北区 海彦山彦 日吉店 サービス 飲食業 5%

96,654 神奈川県 横浜市港北区 海んちょ　日吉　創作和食 サービス 飲食業 5%

96,655 神奈川県 横浜市港北区 エーアイディー　お台場店 小売業 家具・調度品 5%

96,656 神奈川県 横浜市港北区 エーアイディー　新横浜店 小売業 家具・調度品 5%

96,657 神奈川県 横浜市港北区 エアリーパーチメント サービス その他サービス 5%

96,658 神奈川県 横浜市港北区 Ａ－ｃｏｌｅｔｔｅ サービス その他サービス 5%

96,659 神奈川県 横浜市港北区 エコプロコート株式会社 サービス その他サービス 5%

96,660 神奈川県 横浜市港北区 ＥＳ サービス 理容・美容業 5%

96,661 神奈川県 横浜市港北区 エトー電機 小売業 電化製品 5%

96,662 神奈川県 横浜市港北区 Ｎ＆Ｓプレイス サービス その他サービス 5%

96,663 神奈川県 横浜市港北区 お家ごはんカフェ　ｕｎｗｉｎｄ サービス 飲食業 5%

96,664 神奈川県 横浜市港北区 オーガストヒーリングダーディマ サービス 理容・美容業 5%

96,665 神奈川県 横浜市港北区 大倉山鍼灸マッサージ治療院　大倉山鍼灸マッサージ治療院 サービス その他サービス 5%

96,666 神奈川県 横浜市港北区 Ｏ／ＯＶＡＬ 小売業 衣料品 5%

96,667 神奈川県 横浜市港北区 アンベルソ 小売業 その他小売 5%

96,668 神奈川県 横浜市港北区 ＯＬＤＲＯＡＲＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥ 小売業 その他小売 5%

96,669 神奈川県 横浜市港北区 おこのみ鉄板焼　竹蔵 サービス 飲食業 5%

96,670 神奈川県 横浜市港北区 おこのみ鉄板焼　竹蔵 サービス 飲食業 5%

96,671 神奈川県 横浜市港北区 お銚子もん サービス 飲食業 5%

96,672 神奈川県 横浜市港北区 オリックスレンタカー港北高田駅前店 サービス その他サービス 2%

96,673 神奈川県 横浜市港北区 温野菜新横浜店 サービス 飲食業 2%

96,674 神奈川県 横浜市港北区 かごの屋綱島店 サービス 飲食業 5%

96,675 神奈川県 横浜市港北区 カットハウス美杏館 サービス 理容・美容業 5%

96,676 神奈川県 横浜市港北区 角屋 小売業 食料品 5%

96,677 神奈川県 横浜市港北区 ＣＡＮＯ 小売業 衣料品 5%

96,678 神奈川県 横浜市港北区 カフェ キャリオカ サービス 飲食業 5%

96,679 神奈川県 横浜市港北区 Ｋｏｎｄｉｔｏｒｅｉ　Ｋａｌａｓ サービス 飲食業 5%

96,680 神奈川県 横浜市港北区 株式会社カーネルコーポレーション サービス その他サービス 5%

96,681 神奈川県 横浜市港北区 株式会社グルーヴゲート サービス その他サービス 5%

96,682 神奈川県 横浜市港北区 株式会社三輪舎 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

96,683 神奈川県 横浜市港北区 株式会社綱島質店 小売業 その他小売 5%

96,684 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＨａｐｐｙＣａｍｅｌｌｉａ サービス その他サービス 5%
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96,685 神奈川県 横浜市港北区 株式会社刃物屋トギノン　株式会社刃物屋トギノン　横浜営業所 小売業 その他小売 5%

96,686 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ファーイーストテクノロジー サービス その他サービス 5%

96,687 神奈川県 横浜市港北区 株式会社マリリア日吉駅前店 小売業 衣料品 5%

96,688 神奈川県 横浜市港北区 株式会社丸大寝具店 小売業 その他小売 5%

96,689 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ラスティック サービス その他サービス 5%

96,690 神奈川県 横浜市港北区 亀井茶舗 小売業 食料品 5%

96,691 神奈川県 横浜市港北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋港北区綱島駅前店 サービス 飲食業 2%

96,692 神奈川県 横浜市港北区 ｇｈｉｏｔｔｏ サービス 飲食業 5%

96,693 神奈川県 横浜市港北区 菊名カメラ 小売業 その他小売 5%

96,694 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン北新横浜駅前店 小売業 食料品 2%

96,695 神奈川県 横浜市港北区 ＫＩＳＳＹＯＳＥＬＥＣＴトレッサ横浜店 小売業 食料品 5%

96,696 神奈川県 横浜市港北区 ＫＩＳＳＹＯ本店 小売業 食料品 5%

96,697 神奈川県 横浜市港北区 キッチンママ サービス 飲食業 5%

96,698 神奈川県 横浜市港北区 キモノモード新横浜店 小売業 衣料品 5%

96,699 神奈川県 横浜市港北区 株式会社きものりぼん 小売業 衣料品 5%

96,700 神奈川県 横浜市港北区 牛角　新横浜店 サービス 飲食業 2%

96,701 神奈川県 横浜市港北区 牛角新横浜店 サービス 飲食業 2%

96,702 神奈川県 横浜市港北区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ日吉店 小売業 その他小売 5%

96,703 神奈川県 横浜市港北区 くすりの貝塚 小売業 その他小売 5%

96,704 神奈川県 横浜市港北区 ｑｂｅｍｅｄｉｕｍ サービス その他サービス 5%

96,705 神奈川県 横浜市港北区 慶應義塾生協新入生サポートセンター サービス その他サービス 5%

96,706 神奈川県 横浜市港北区 慶応生協　日吉喫茶 サービス その他サービス 5%

96,707 神奈川県 横浜市港北区 慶応生協　日吉喫茶 サービス その他サービス 5%

96,708 神奈川県 横浜市港北区 慶応生協　日吉喫茶 サービス その他サービス 5%

96,709 神奈川県 横浜市港北区 慶応生協　日吉購買部 サービス その他サービス 5%

96,710 神奈川県 横浜市港北区 慶応生協　日吉購買部（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

96,711 神奈川県 横浜市港北区 慶応生協　日吉食堂 サービス その他サービス 5%

96,712 神奈川県 横浜市港北区 慶応生協　日吉食堂 サービス その他サービス 5%

96,713 神奈川県 横浜市港北区 慶応生協　日吉書籍部 サービス その他サービス 5%

96,714 神奈川県 横浜市港北区 慶応生協　日吉プレイ サービス その他サービス 5%

96,715 神奈川県 横浜市港北区 慶応生協　日吉プレイガイド サービス その他サービス 5%

96,716 神奈川県 横浜市港北区 慶応生協　矢上食堂 サービス その他サービス 5%

96,717 神奈川県 横浜市港北区 慶応生協　矢上書籍購買部 サービス その他サービス 5%

96,718 神奈川県 横浜市港北区 慶応生協　矢上書籍購買部 サービス その他サービス 5%

96,719 神奈川県 横浜市港北区 桂林堂 サービス 理容・美容業 5%

96,720 神奈川県 横浜市港北区 Ｋ’ｓＢＡＲ サービス 飲食業 5%

96,721 神奈川県 横浜市港北区 弦楽器工房拓藏 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

96,722 神奈川県 横浜市港北区 合同会社ライフアシスト サービス その他サービス 5%

96,723 神奈川県 横浜市港北区 港北マッサージ 港北マッサージ サービス その他サービス 5%

96,724 神奈川県 横浜市港北区 加藤タクシー サービス 運輸業 5%

96,725 神奈川県 横浜市港北区 コトブキ獣医科 サービス その他サービス 5%

96,726 神奈川県 横浜市港北区 ころぼっくる工房 サービス その他サービス 5%
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96,727 神奈川県 横浜市港北区 婚活アドバイザーＭａｔｃｈｍａｋｅｒ サービス その他サービス 5%

96,728 神奈川県 横浜市港北区 桜山 サービス 飲食業 5%

96,729 神奈川県 横浜市港北区 酒＆煮込みシリキレジュバン サービス 飲食業 5%

96,730 神奈川県 横浜市港北区 サティア・ヨガ サービス その他サービス 5%

96,731 神奈川県 横浜市港北区 三徳高田店 小売業 食料品 5%

96,732 神奈川県 横浜市港北区 サンルイズホーム サービス その他サービス 5%

96,733 神奈川県 横浜市港北区 三和交通アプリ　三和交通横浜営業所 サービス その他サービス 5%

96,734 神奈川県 横浜市港北区 Ｇスパイス サービス 飲食業 5%

96,735 神奈川県 横浜市港北区 Ｇ＇ｓｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

96,736 神奈川県 横浜市港北区 ＣｉｄｒｅＬａｂ サービス その他サービス 5%

96,737 神奈川県 横浜市港北区 ジェームストレッサ横浜店 小売業 その他小売 2%

96,738 神奈川県 横浜市港北区 四季菓匠折本や 小売業 食料品 5%

96,739 神奈川県 横浜市港北区 ＣＨＩＣ　Ｓｈａｂｂｙ サービス 理容・美容業 5%

96,740 神奈川県 横浜市港北区 ＣＨＩＣ　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

96,741 神奈川県 横浜市港北区 ｓｈｉｆｔ サービス その他サービス 5%

96,742 神奈川県 横浜市港北区 ジャンボ酒場　綱島駅前店 サービス 飲食業 5%

96,743 神奈川県 横浜市港北区 ブーランジェリー１４区 小売業 食料品 5%

96,744 神奈川県 横浜市港北区 新横　酒場　新横本店 サービス 飲食業 5%

96,745 神奈川県 横浜市港北区 ＲＥＬＩＥＦ（リリーフ） サービス 飲食業 5%

96,746 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン新横浜１丁目店 小売業 食料品 2%

96,747 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン新横浜駅東店 小売業 食料品 2%

96,748 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン新横浜駅南口店 小売業 食料品 2%

96,749 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン新横浜環状２号店 小売業 食料品 2%

96,750 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン新横浜３丁目店 小売業 食料品 2%

96,751 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン新横浜スクエアビル店 小売業 食料品 2%

96,752 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン新横浜中央通り店 小売業 食料品 2%

96,753 神奈川県 横浜市港北区 新横浜店 サービス その他サービス 5%

96,754 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン新横浜２丁目店 小売業 食料品 2%

96,755 神奈川県 横浜市港北区 スーパースカルプ発毛センター横浜菊名店 サービス 理容・美容業 5%

96,756 神奈川県 横浜市港北区 ＳｔａｒｔｕｐＣｌｏｕｄ サービス その他サービス 5%

96,757 神奈川県 横浜市港北区 うつわ屋まほろ サービス その他サービス 5%

96,758 神奈川県 横浜市港北区 すたみな太郎　横浜綱島店 サービス 飲食業 5%

96,759 神奈川県 横浜市港北区 ステーキ　ハンバーグ　雷電 サービス 飲食業 5%

96,760 神奈川県 横浜市港北区 ｓｔｅｌｌａｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

96,761 神奈川県 横浜市港北区 Ｓｎｕｇｇｌｅ サービス 理容・美容業 5%

96,762 神奈川県 横浜市港北区 ｓｍｉｌｅｐｅｐ サービス その他サービス 5%

96,763 神奈川県 横浜市港北区 すみれ薬局 小売業 その他小売 5%

96,764 神奈川県 横浜市港北区 ＴＨＲＥＥ ＱＵＡＲＴＥＲ 小売業 衣料品 5%

96,765 神奈川県 横浜市港北区 整体院　一宇　ＩＴＩＵ　　整体院　一宇　ＩＴＩＵ サービス その他サービス 5%

96,766 神奈川県 横浜市港北区 税理士法人天照 サービス その他サービス 5%

96,767 神奈川県 横浜市港北区 セミトスＢｉｚ新横浜 サービス その他サービス 5%

96,768 神奈川県 横浜市港北区 セルツェアロマボディケアサロン サービス その他サービス 5%
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96,769 神奈川県 横浜市港北区 創作アジアンダイニングさーて サービス 飲食業 5%

96,770 神奈川県 横浜市港北区 ソフィアプロジェクツ株式会社 サービス その他サービス 5%

96,771 神奈川県 横浜市港北区 そら動物病院 サービス その他サービス 5%

96,772 神奈川県 横浜市港北区 そらのいろ鍼灸院 サービス その他サービス 5%

96,773 神奈川県 横浜市港北区 タイ式ボディケア　Ｃｈａｉ日吉店 サービス その他サービス 5%

96,774 神奈川県 横浜市港北区 ＤｉＣＥ新横浜店 サービス その他サービス 5%

96,775 神奈川県 横浜市港北区 ダイニングバーヨシハマ サービス 飲食業 5%

96,776 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ダイフブリッジ サービス その他サービス 5%

96,777 神奈川県 横浜市港北区 タイムステーション ＮＥＯトレッサ横浜店 小売業 貴金属・服飾品 5%

96,778 神奈川県 横浜市港北区 高安畳店 サービス その他サービス 5%

96,779 神奈川県 横浜市港北区 瀧ざわ サービス 飲食業 5%

96,780 神奈川県 横浜市港北区 タワー化粧品 小売業 その他小売 5%

96,781 神奈川県 横浜市港北区 小さな手芸屋さん サービス その他サービス 5%

96,782 神奈川県 横浜市港北区 茅ヶ崎海ぶね新横浜店 サービス 飲食業 5%

96,783 神奈川県 横浜市港北区 ちまじや サービス その他サービス 5%

96,784 神奈川県 横浜市港北区 中外電機 小売業 電化製品 5%

96,785 神奈川県 横浜市港北区 中国菜館　龍園 サービス 飲食業 5%

96,786 神奈川県 横浜市港北区 中国料理　餃子　珠鴻 サービス 飲食業 5%

96,787 神奈川県 横浜市港北区 鶴見ガレージロード サービス その他サービス 5%

96,788 神奈川県 横浜市港北区 てっぱん。 サービス 飲食業 5%

96,789 神奈川県 横浜市港北区 てもみスパ　ｖｉｔａｍｉｎ サービス その他サービス 5%

96,790 神奈川県 横浜市港北区 でんきのてづか　小林店 小売業 電化製品 5%

96,791 神奈川県 横浜市港北区 ＴＵＯ慶應義塾生協　新入生サポート サービス その他サービス 5%

96,792 神奈川県 横浜市港北区 ＴＵＯ慶應義塾生協新入生サポートセンター サービス その他サービス 5%

96,793 神奈川県 横浜市港北区 トウキョウジョウ 小売業 衣料品 5%

96,794 神奈川県 横浜市港北区 トキワ自動車工業有限会社 サービス その他サービス 5%

96,795 神奈川県 横浜市港北区 ｔｏｃｃａ サービス 理容・美容業 5%

96,796 神奈川県 横浜市港北区 魚鶏屋　新横浜駅前店 サービス 飲食業 5%

96,797 神奈川県 横浜市港北区 トムボウイ サービス その他サービス 5%

96,798 神奈川県 横浜市港北区 トヨタ部品神奈川共販　ａｕショップトレッ 小売業 その他小売 5%

96,799 神奈川県 横浜市港北区 トヨタ部品神奈川共販ａｕショップ綱島 小売業 その他小売 5%

96,800 神奈川県 横浜市港北区 とり平 サービス 飲食業 5%

96,801 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブントレッサ横浜店 小売業 食料品 2%

96,802 神奈川県 横浜市港北区 中川公登税理士事務所 サービス その他サービス 5%

96,803 神奈川県 横浜市港北区 ナチュラル整体ＣＯＭＦＹ サービス その他サービス 5%

96,804 神奈川県 横浜市港北区 ＭＡＶＣＯＭＣｏｎｓｕｌｔａｎｔｓ サービス その他サービス 5%

96,805 神奈川県 横浜市港北区 Ｎａｂｅｙａ サービス その他サービス 5%

96,806 神奈川県 横浜市港北区 ２輪の店 よしい 小売業 その他小売 5%

96,807 神奈川県 横浜市港北区 農家産直米すえひろ 小売業 食料品 5%

96,808 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン野村不動産新横浜ビル店 小売業 食料品 2%

96,809 神奈川県 横浜市港北区 バー・グローリー大倉山店 サービス 飲食業 5%

96,810 神奈川県 横浜市港北区 ＰＥＲＳｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ大倉山店 サービス 理容・美容業 5%
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96,811 神奈川県 横浜市港北区 パソコン救急センター　日吉店 サービス その他サービス 5%

96,812 神奈川県 横浜市港北区 パソコンドック２４　横浜　綱島店 サービス その他サービス 5%

96,813 神奈川県 横浜市港北区 パティスリーピオン 小売業 食料品 5%

96,814 神奈川県 横浜市港北区 パナステ－ションけいひん　鳥山店 小売業 電化製品 5%

96,815 神奈川県 横浜市港北区 江田電気商会 小売業 電化製品 5%

96,816 神奈川県 横浜市港北区 パナステーションカワムラ 小売業 電化製品 5%

96,817 神奈川県 横浜市港北区 花屋＆カフェラプティフルール サービス 飲食業 5%

96,818 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ぱん工房うらら サービス 飲食業 5%

96,819 神奈川県 横浜市港北区 盤古殿　新横浜プリンスホテル店 サービス 飲食業 5%

96,820 神奈川県 横浜市港北区 ＨＡＮＤＭＡＤＥＡＲＴＢＯＸＭ工房 サービス その他サービス 5%

96,821 神奈川県 横浜市港北区 ＢＥＡＣＨ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

96,822 神奈川県 横浜市港北区 ヒグチエリ 小売業 衣料品 5%

96,823 神奈川県 横浜市港北区 ビッグヨーサン 綱島樽町店 小売業 食料品 5%

96,824 神奈川県 横浜市港北区 ビッグヨーサン　綱島樽町店 小売業 食料品 5%

96,825 神奈川県 横浜市港北区 Ｐｉｚｚｅｒｉａ Ｒｅｇｉｓｔａ Ｐｉｚｚｅｒｉａ Ｒｅｇｉｓｔａ サービス 飲食業 5%

96,826 神奈川県 横浜市港北区 ＶＩＰ三晃妙蓮寺店 小売業 電化製品 5%

96,827 神奈川県 横浜市港北区 美肌プロ研究所 小売業 家具・調度品 5%

96,828 神奈川県 横浜市港北区 美容室Ｒｅ ｆｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

96,829 神奈川県 横浜市港北区 ＦａｍｉｇｌｉａＳａｌｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

96,830 神奈川県 横浜市港北区 ｆｅｅｌ．ｋ 小売業 家具・調度品 5%

96,831 神奈川県 横浜市港北区 フェリーチェ 小売業 衣料品 5%

96,832 神奈川県 横浜市港北区 ＦＯＣＡＳ サービス その他サービス 5%

96,833 神奈川県 横浜市港北区 Ｂｏｏｇｉｅ サービス その他サービス 5%

96,834 神奈川県 横浜市港北区 福田電気商会　大倉山店 小売業 電化製品 5%

96,835 神奈川県 横浜市港北区 福田電気商会 小売業 電化製品 5%

96,836 神奈川県 横浜市港北区 フジ薬局 小売業 その他小売 5%

96,837 神奈川県 横浜市港北区 ＢＯＯＫＯＦＦ　横浜日吉本町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

96,838 神奈川県 横浜市港北区 プルミエ　ココ　コワフュール　プルミエ　ココ　コワフュール サービス 理容・美容業 5%

96,839 神奈川県 横浜市港北区 Ｂｒｅａｋａｗａｙ（ブレイクアウェイ） 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

96,840 神奈川県 横浜市港北区 フレッシュネスバーガー新横浜 サービス 飲食業 2%

96,841 神奈川県 横浜市港北区 プログラミングスクールみんと サービス その他サービス 5%

96,842 神奈川県 横浜市港北区 ヘアメイクアッシュ大倉山店 サービス 理容・美容業 5%

96,843 神奈川県 横浜市港北区 ヘアメイクアッシュ菊名店 サービス 理容・美容業 5%

96,844 神奈川県 横浜市港北区 ヘアメイクアッシュ日吉店 サービス 理容・美容業 5%

96,845 神奈川県 横浜市港北区 ｐｅｃｏｓ 小売業 その他小売 5%

96,846 神奈川県 横浜市港北区 ペットエコ 本店 小売業 その他小売 5%

96,847 神奈川県 横浜市港北区 ペットショップ　ハート　ハート　ペットショップハート　ハート サービス その他サービス 5%

96,848 神奈川県 横浜市港北区 ベトナムの食卓　ＨＯＡＨＯＡ サービス 飲食業 5%

96,849 神奈川県 横浜市港北区 宝石　メガネ　時計　補聴器　ギフト　中森 小売業 その他小売 5%

96,850 神奈川県 横浜市港北区 ホームアシスタントサービス サービス その他サービス 5%

96,851 神奈川県 横浜市港北区 ホームセンターオカモト 小売業 食料品 5%

96,852 神奈川県 横浜市港北区 ポシェットおーくら 小売業 電化製品 5%
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96,853 神奈川県 横浜市港北区 ホシミズリサイクル サービス 運輸業 5%

96,854 神奈川県 横浜市港北区 横浜マネジメントコンサルティングＪＰＳ サービス その他サービス 5%

96,855 神奈川県 横浜市港北区 本田純子 サービス その他サービス 5%

96,856 神奈川県 横浜市港北区 ＭｙＷａｙ 小売業 その他小売 5%

96,857 神奈川県 横浜市港北区 真心処占い館なかよし サービス その他サービス 5%

96,858 神奈川県 横浜市港北区 街の屋根やさん横浜 サービス その他サービス 5%

96,859 神奈川県 横浜市港北区 松岡米店 小売業 食料品 5%

96,860 神奈川県 横浜市港北区 マツオカトラスト サービス 飲食業 5%

96,861 神奈川県 横浜市港北区 マックス建材株式会社 サービス その他サービス 5%

96,862 神奈川県 横浜市港北区 まつむらフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

96,863 神奈川県 横浜市港北区 マルカワ綱島店 小売業 衣料品 5%

96,864 神奈川県 横浜市港北区 マルチメディアステーションゼロワン　綱島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

96,865 神奈川県 横浜市港北区 マンアンドウーマン マンアンドウーマン サービス 理容・美容業 5%

96,866 神奈川県 横浜市港北区 味くり家 サービス 飲食業 5%

96,867 神奈川県 横浜市港北区 ミドリ薬品 小売業 その他小売 5%

96,868 神奈川県 横浜市港北区 パンのｍｉｍｉ サービス その他サービス 5%

96,869 神奈川県 横浜市港北区 ミヤタデンキ 小売業 電化製品 5%

96,870 神奈川県 横浜市港北区 ｍｕｒｉｒ［ミュリール］ サービス 理容・美容業 5%

96,871 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン妙蓮寺駅前店 小売業 食料品 2%

96,872 神奈川県 横浜市港北区 妙蓮寺きっちん 妙蓮寺きっちん サービス 飲食業 5%

96,873 神奈川県 横浜市港北区 ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＨＡＮＤＳ サービス 飲食業 5%

96,874 神奈川県 横浜市港北区 メガネ　宝飾　中森　イトーヨーカドー綱島店 小売業 その他小売 5%

96,875 神奈川県 横浜市港北区 メガネストアー大倉山 小売業 その他小売 5%

96,876 神奈川県 横浜市港北区 メガネストアー菊名 小売業 その他小売 5%

96,877 神奈川県 横浜市港北区 メガネストアー妙蓮寺 小売業 その他小売 5%

96,878 神奈川県 横浜市港北区 ＭｅｒｒｙＬａｎｄ　メリーランド日吉 サービス 理容・美容業 5%

96,879 神奈川県 横浜市港北区 もみーな綱島店 サービス その他サービス 5%

96,880 神奈川県 横浜市港北区 焼鳥じらい屋新横浜店 サービス 飲食業 5%

96,881 神奈川県 横浜市港北区 やまざきかずゆき サービス 理容・美容業 5%

96,882 神奈川県 横浜市港北区 有限会社　ユウジン社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

96,883 神奈川県 横浜市港北区 有限会社　東加工所 サービス その他サービス 5%

96,884 神奈川県 横浜市港北区 有限会社カクマン酒店 小売業 食料品 5%

96,885 神奈川県 横浜市港北区 有限会社コメノイ電機 小売業 電化製品 5%

96,886 神奈川県 横浜市港北区 有限会社ミナト商会 サービス その他サービス 5%

96,887 神奈川県 横浜市港北区 有限会社妙蓮寺レンタカー サービス その他サービス 5%

96,888 神奈川県 横浜市港北区 有限会社リサイクルガーデン　新横浜店 小売業 その他小売 5%

96,889 神奈川県 横浜市港北区 ユザワヤアピタテラス横浜綱島店 小売業 その他小売 5%

96,890 神奈川県 横浜市港北区 豊屋寝装店 小売業 その他小売 5%

96,891 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜アリーナ店 小売業 食料品 2%

96,892 神奈川県 横浜市港北区 セブンーイレブン横浜大倉山店 小売業 食料品 2%

96,893 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜大倉山２丁目店 小売業 食料品 2%

96,894 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜大綱橋店 小売業 食料品 2%
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96,895 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜菊名駅前店 小売業 食料品 2%

96,896 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜菊名３丁目店 小売業 食料品 2%

96,897 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜岸根公園店 小売業 食料品 2%

96,898 神奈川県 横浜市港北区 個人座間タクシー サービス 運輸業 5%

96,899 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜小机町店 小売業 食料品 2%

96,900 神奈川県 横浜市港北区 横浜支店 サービス 運輸業 5%

96,901 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜新吉田町貝塚店 小売業 食料品 2%

96,902 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜新吉田中町店 小売業 食料品 2%

96,903 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜新吉田東１丁目店 小売業 食料品 2%

96,904 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜新吉田東３丁目店 小売業 食料品 2%

96,905 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜高田小学校入口店 小売業 食料品 2%

96,906 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜高田東３丁目店 小売業 食料品 2%

96,907 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜樽町店 小売業 食料品 2%

96,908 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜樽町２丁目店 小売業 食料品 2%

96,909 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜樽町４丁目店 小売業 食料品 2%

96,910 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜地下鉄新横浜駅店 小売業 食料品 2%

96,911 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜綱島駅北口店 小売業 食料品 2%

96,912 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜綱島上町店 小売業 食料品 2%

96,913 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜綱島西３丁目店 小売業 食料品 2%

96,914 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜綱島西４丁目店 小売業 食料品 2%

96,915 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜綱島東６丁目店 小売業 食料品 2%

96,916 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜鳥山町東店 小売業 食料品 2%

96,917 神奈川県 横浜市港北区 ＹＯＫＯＨＡＭＡＴＲＡＩＮＩＮＧＧＹＭＣＯＲＥ サービス その他サービス 5%

96,918 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜日吉１丁目店 小売業 食料品 2%

96,919 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜日吉５丁目店 小売業 食料品 2%

96,920 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜日吉中央通り店 小売業 食料品 2%

96,921 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜日吉７丁目店 小売業 食料品 2%

96,922 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜日吉普通部通り店 小売業 食料品 2%

96,923 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜日吉本町駅前店 小売業 食料品 2%

96,924 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜日吉本町３丁目店 小売業 食料品 2%

96,925 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜日吉本町４丁目店 小売業 食料品 2%

96,926 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜日吉宮前店 小売業 食料品 2%

96,927 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜太尾町店 小売業 食料品 2%

96,928 神奈川県 横浜市港北区 セブン－イレブン横浜妙蓮寺店 小売業 食料品 2%

96,929 神奈川県 横浜市港北区 ザ ガーデン 本店 小売業 その他小売 5%

96,930 神奈川県 横浜市港北区 ＬＡ　ＮＥＩＧＥ 小売業 食料品 5%

96,931 神奈川県 横浜市港北区 ライフホーム サービス その他サービス 5%

96,932 神奈川県 横浜市港北区 ＲａｃｏｏｎＡｎｉｍａｌＣｌｉｎｉｃ サービス その他サービス 5%

96,933 神奈川県 横浜市港北区 ＬＡＴＥＬＩＥＲ サービス 理容・美容業 5%

96,934 神奈川県 横浜市港北区 ＲＡＰＵＣＡＬＵＳＯＮ 小売業 衣料品 5%

96,935 神奈川県 横浜市港北区 Ｌａｂｏフェールマヴィ 小売業 その他小売 5%

96,936 神奈川県 横浜市港北区 リサイクル運動推進事業協会本部 サービス その他サービス 5%
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96,937 神奈川県 横浜市港北区 携帯の王子様綱島駅前店 小売業 電化製品 5%

96,938 神奈川県 横浜市港北区 Ｌｕｘｅ大倉山 サービス 理容・美容業 5%

96,939 神奈川県 横浜市港北区 ｌｕｘｅ大倉山店 サービス 理容・美容業 5%

96,940 神奈川県 横浜市港北区 ＫＡＫＵＳ　ＲＯＯＭ サービス その他サービス 5%

96,941 神奈川県 横浜市港北区 ループ 小売業 衣料品 5%

96,942 神奈川県 横浜市港北区 ルームハント新横浜店 サービス その他サービス 5%

96,943 神奈川県 横浜市港北区 ＬＵＰＩＮＵＳ　Ｌｕｘｅ サービス その他サービス 5%

96,944 神奈川県 横浜市港北区 ルフラン武蔵境店 サービス 理容・美容業 5%

96,945 神奈川県 横浜市港北区 レナータ サービス 理容・美容業 5%

96,946 神奈川県 横浜市港北区 ロコン合同会社 サービス その他サービス 5%

96,947 神奈川県 横浜市港北区 ローレルクリーニング　サミット菊名 サービス その他サービス 5%

96,948 神奈川県 横浜市港北区 Ｒｏｎｄａｄｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

96,949 神奈川県 横浜市港北区 ＲＯＮＲＯＮ綱島店 サービス 理容・美容業 5%

96,950 神奈川県 横浜市港北区 若竹　新横浜駅前店 サービス 飲食業 5%

96,951 神奈川県 横浜市港北区 若竹　日吉駅前店 サービス 飲食業 5%

96,952 神奈川県 横浜市港北区 和肴　　黒よし サービス 飲食業 5%

96,953 神奈川県 横浜市港北区 和風ダイニング　澄仙　すみせん サービス 飲食業 5%

96,954 神奈川県 横浜市栄区 Ａｔｅｌｉｅｒ Ｋ 小売業 その他小売 5%

96,955 神奈川県 横浜市栄区 Ｖｉｆ【ヴィフ】 サービス 理容・美容業 5%

96,956 神奈川県 横浜市栄区 エクラ サービス 飲食業 5%

96,957 神奈川県 横浜市栄区 ＳＪコーポレーション株式会社 サービス その他サービス 5%

96,958 神奈川県 横浜市栄区 大船ドライ サービス その他サービス 5%

96,959 神奈川県 横浜市栄区 沖縄ショップがじゅまる サービス その他サービス 5%

96,960 神奈川県 横浜市栄区 カットハウス・シン サービス 理容・美容業 5%

96,961 神奈川県 横浜市栄区 カットハウス　シン サービス 理容・美容業 5%

96,962 神奈川県 横浜市栄区 Ｃａｆｅ Ｂａｒ   Ｌｕｎｃｈ Ｂｏｘ Ｓｍｉｌｅ サービス 飲食業 5%

96,963 神奈川県 横浜市栄区 株式会社刃物屋トギノン 株式会社刃物屋トギノン 湘南営業所 小売業 その他小売 5%

96,964 神奈川県 横浜市栄区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ大船駅笠間口店 サービス 飲食業 2%

96,965 神奈川県 横浜市栄区 きたむら 小売業 衣料品 5%

96,966 神奈川県 横浜市栄区 黒田屋 小売業 その他小売 5%

96,967 神奈川県 横浜市栄区 セブンーイレブンＫＯＹＯ横浜栄共済病院店 小売業 食料品 2%

96,968 神奈川県 横浜市栄区 ｃｏｍｐａｓｓｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

96,969 神奈川県 横浜市栄区 三徳長沼店 小売業 食料品 5%

96,970 神奈川県 横浜市栄区 さんぽみちーアートｄｅスマイル サービス 飲食業 5%

96,971 神奈川県 横浜市栄区 末広電気本郷台店 小売業 電化製品 5%

96,972 神奈川県 横浜市栄区 Ｓｔ．Ａｓｕｋａ合同会社 サービス その他サービス 5%

96,973 神奈川県 横浜市栄区 たまや上郷店 小売業 食料品 5%

96,974 神奈川県 横浜市栄区 デイリーホンダ株式会社 小売業 その他小売 5%

96,975 神奈川県 横浜市栄区 でんきのくりはら 小売業 電化製品 5%

96,976 神奈川県 横浜市栄区 デンサン本店 小売業 電化製品 5%

96,977 神奈川県 横浜市栄区 花空間 小売業 その他小売 5%

96,978 神奈川県 横浜市栄区 美容室　シェリオン サービス 理容・美容業 5%
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96,979 神奈川県 横浜市栄区 フォトショップＨＡＺＵＩ 小売業 電化製品 5%

96,980 神奈川県 横浜市栄区 ヘアーサロンＯＮＯ サービス 理容・美容業 5%

96,981 神奈川県 横浜市栄区 ヘアープラント サービス 理容・美容業 5%

96,982 神奈川県 横浜市栄区 ほんごうだい健康院 サービス その他サービス 5%

96,983 神奈川県 横浜市栄区 マネージュ サービス 理容・美容業 5%

96,984 神奈川県 横浜市栄区 結び屋虹園 小売業 衣料品 5%

96,985 神奈川県 横浜市栄区 モデルギャラリーＨＩＫＯ７ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

96,986 神奈川県 横浜市栄区 モデルギャラリーＨＩＫＯ７ モデルギャラリー ＨＩＫＯ７ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

96,987 神奈川県 横浜市栄区 焼肉家 サービス 飲食業 5%

96,988 神奈川県 横浜市栄区 焼肉家 サービス 飲食業 5%

96,989 神奈川県 横浜市栄区 矢乃寿司 サービス 飲食業 5%

96,990 神奈川県 横浜市栄区 有限会社アクティブリーズ サービス その他サービス 5%

96,991 神奈川県 横浜市栄区 有限会社モトプロジェクトノブ 小売業 その他小売 5%

96,992 神奈川県 横浜市栄区 ユタカ電器商会 小売業 電化製品 5%

96,993 神奈川県 横浜市栄区 セブン－イレブン横浜栄飯島店 小売業 食料品 2%

96,994 神奈川県 横浜市栄区 セブン－イレブン横浜栄笠間３丁目店 小売業 食料品 2%

96,995 神奈川県 横浜市栄区 セブン－イレブン横浜栄桂台南１丁目店 小売業 食料品 2%

96,996 神奈川県 横浜市栄区 セブン－イレブン横浜栄上郷町店 小売業 食料品 2%

96,997 神奈川県 横浜市栄区 セブン－イレブン横浜栄小菅ケ谷店 小売業 食料品 2%

96,998 神奈川県 横浜市栄区 セブン－イレブン横浜栄小山台２丁目店 小売業 食料品 2%

96,999 神奈川県 横浜市栄区 セブン－イレブン横浜栄長倉町店 小売業 食料品 2%

97,000 神奈川県 横浜市栄区 セブン－イレブン横浜栄長沼町店 小売業 食料品 2%

97,001 神奈川県 横浜市栄区 セブン－イレブン横浜栄紅葉橋店 小売業 食料品 2%

97,002 神奈川県 横浜市栄区 ｏｎｅｎｅｓｓｗｅａｒ 小売業 衣料品 5%

97,003 神奈川県 横浜市瀬谷区 味の散歩田舎路 サービス 飲食業 5%

97,004 神奈川県 横浜市瀬谷区 味の散歩道 田舎路 味の散歩道 田舎路 サービス 飲食業 5%

97,005 神奈川県 横浜市瀬谷区 Ａｔｔａｃｋｅｒ 小売業 その他小売 5%

97,006 神奈川県 横浜市瀬谷区 イシケンスポーツ瀬谷店 小売業 その他小売 5%

97,007 神奈川県 横浜市瀬谷区 伊太めし　こるて サービス 飲食業 5%

97,008 神奈川県 横浜市瀬谷区 出光セルフ阿久和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

97,009 神奈川県 横浜市瀬谷区 ＡＣＥ 小売業 その他小売 5%

97,010 神奈川県 横浜市瀬谷区 ＳＡＫカンパニー サービス その他サービス 5%

97,011 神奈川県 横浜市瀬谷区 ｍｓｍｏｔｏｒｓｃｏ サービス その他サービス 5%

97,012 神奈川県 横浜市瀬谷区 快眠専門ヘッドマッサージサロンＳｌｅｅｐｉｎｇ サービス その他サービス 5%

97,013 神奈川県 横浜市瀬谷区 株式会社サザンヴィラ ベーカリーサザンヴィラ 小売業 食料品 5%

97,014 神奈川県 横浜市瀬谷区 株式会社ダイレクトハウス サービス その他サービス 5%

97,015 神奈川県 横浜市瀬谷区 行政書士宮崎義実事務所 サービス その他サービス 5%

97,016 神奈川県 横浜市瀬谷区 ＫｕｕｌｅｉＨａｗａｉｉ 小売業 衣料品 5%

97,017 神奈川県 横浜市瀬谷区 ＡＬＣｏｌｌｅｇｅ サービス その他サービス 5%

97,018 神奈川県 横浜市瀬谷区 工房デグ・パーツ サービス その他サービス 5%

97,019 神奈川県 横浜市瀬谷区 ジップヘアーズギャラリー サービス その他サービス 5%

97,020 神奈川県 横浜市瀬谷区 シンセツ電器三ツ境 小売業 電化製品 5%
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97,021 神奈川県 横浜市瀬谷区 人力引越社　７３４０ サービス その他サービス 5%

97,022 神奈川県 横浜市瀬谷区 ＳＴＡＲＰＥＯＰＬＥ サービス その他サービス 5%

97,023 神奈川県 横浜市瀬谷区 Ｓｍａｌｌ Ｂａｒ Ｑｏｏ サービス 飲食業 5%

97,024 神奈川県 横浜市瀬谷区 タイヤ館瀬谷 小売業 その他小売 2%

97,025 神奈川県 横浜市瀬谷区 つきじ海賓　瀬谷店 サービス 飲食業 5%

97,026 神奈川県 横浜市瀬谷区 テラダ電器パナポートハシモト 小売業 電化製品 5%

97,027 神奈川県 横浜市瀬谷区 中村酒店 小売業 食料品 5%

97,028 神奈川県 横浜市瀬谷区 なごみ サービス 運輸業 5%

97,029 神奈川県 横浜市瀬谷区 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ｎｉｃｏｔｔ サービス その他サービス 5%

97,030 神奈川県 横浜市瀬谷区 ＮＡＩＬ　Ｃ’ｓ サービス その他サービス 5%

97,031 神奈川県 横浜市瀬谷区 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ Ｃｈｅｚ Ｉｌｅ パティスリー シェ イル 小売業 食料品 5%

97,032 神奈川県 横浜市瀬谷区 パティスリーシェ・イル サービス 飲食業 5%

97,033 神奈川県 横浜市瀬谷区 アヅマ電器三ツ境店 小売業 電化製品 5%

97,034 神奈川県 横浜市瀬谷区 パナタウンソトカワ 小売業 電化製品 5%

97,035 神奈川県 横浜市瀬谷区 薔薇クリーニング桜ヶ丘本店 薔薇クリーニング瀬谷店 サービス その他サービス 5%

97,036 神奈川県 横浜市瀬谷区 花ｎａｒｉ 小売業 衣料品 5%

97,037 神奈川県 横浜市瀬谷区 平川タクシー サービス 運輸業 5%

97,038 神奈川県 横浜市瀬谷区 ファーストライフ株式会社 サービス その他サービス 5%

97,039 神奈川県 横浜市瀬谷区 二ツ橋石井電器 小売業 電化製品 5%

97,040 神奈川県 横浜市瀬谷区 プレミアムストレージサービス株式会社 サービス その他サービス 5%

97,041 神奈川県 横浜市瀬谷区 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ｖｉｓａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

97,042 神奈川県 横浜市瀬谷区 ヘアメイクアッシュ瀬谷店 サービス 理容・美容業 5%

97,043 神奈川県 横浜市瀬谷区 ヘアメイクアッシュ　三ツ境店 サービス 理容・美容業 5%

97,044 神奈川県 横浜市瀬谷区 南台動物病院 サービス その他サービス 5%

97,045 神奈川県 横浜市瀬谷区 宮川電気商会 小売業 電化製品 5%

97,046 神奈川県 横浜市瀬谷区 味ん味ん　三ツ境店 サービス 飲食業 5%

97,047 神奈川県 横浜市瀬谷区 めいせい電器 小売業 電化製品 5%

97,048 神奈川県 横浜市瀬谷区 麺場田所商店瀬谷店 サービス 飲食業 5%

97,049 神奈川県 横浜市瀬谷区 有限会社フキ・プランニング 小売業 その他小売 5%

97,050 神奈川県 横浜市瀬谷区 セブン－イレブン横浜阿久和山谷店 小売業 食料品 2%

97,051 神奈川県 横浜市瀬谷区 セブンーイレブン横浜阿久和西３丁目店 小売業 食料品 2%

97,052 神奈川県 横浜市瀬谷区 セブン－イレブン横浜阿久和西店 小売業 食料品 2%

97,053 神奈川県 横浜市瀬谷区 セブンーイレブン横浜阿久和南４丁目店 小売業 食料品 2%

97,054 神奈川県 横浜市瀬谷区 セブン－イレブン横浜下瀬谷２丁目店 小売業 食料品 2%

97,055 神奈川県 横浜市瀬谷区 セブン－イレブン横浜瀬谷駅北口店 小売業 食料品 2%

97,056 神奈川県 横浜市瀬谷区 セブン－イレブン横浜瀬谷卸本町店 小売業 食料品 2%

97,057 神奈川県 横浜市瀬谷区 セブン－イレブン横浜瀬谷北新店 小売業 食料品 2%

97,058 神奈川県 横浜市瀬谷区 セブン－イレブン横浜瀬谷５丁目店 小売業 食料品 2%

97,059 神奈川県 横浜市瀬谷区 セブン－イレブン横浜瀬谷竹村町店 小売業 食料品 2%

97,060 神奈川県 横浜市瀬谷区 セブン－イレブン横浜瀬谷二ツ橋店 小売業 食料品 2%

97,061 神奈川県 横浜市瀬谷区 セブン－イレブン横浜瀬谷本郷４丁目店 小売業 食料品 2%

97,062 神奈川県 横浜市瀬谷区 セブン－イレブン横浜瀬谷南店 小売業 食料品 2%
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97,063 神奈川県 横浜市瀬谷区 セブン－イレブン横浜瀬谷目黒町店 小売業 食料品 2%

97,064 神奈川県 横浜市瀬谷区 セブン－イレブン横浜瀬谷４丁目店 小売業 食料品 2%

97,065 神奈川県 横浜市瀬谷区 ニッコウエステート サービス その他サービス 5%

97,066 神奈川県 横浜市瀬谷区 ＲｅｐｔｔｙＳａｕｒｕｓ 小売業 その他小売 5%

97,067 神奈川県 横浜市都筑区 あいらっしゅさろんふらう サービス 理容・美容業 5%

97,068 神奈川県 横浜市都筑区 ｉｒｉｓ サービス 理容・美容業 5%

97,069 神奈川県 横浜市都筑区 アヴェークボーテ サービス その他サービス 5%

97,070 神奈川県 横浜市都筑区 青とうがらし サービス 飲食業 5%

97,071 神奈川県 横浜市都筑区 あさひでんき川和店 小売業 電化製品 5%

97,072 神奈川県 横浜市都筑区 Ａｍａｒｅｔｔｅ 小売業 衣料品 5%

97,073 神奈川県 横浜市都筑区 アラボーイベースボール サービス その他サービス 5%

97,074 神奈川県 横浜市都筑区 ａｌｅｕｔｃａｆｅ サービス その他サービス 5%

97,075 神奈川県 横浜市都筑区 居心伝　センター北　プレミアヨコハマ店 サービス 飲食業 2%

97,076 神奈川県 横浜市都筑区 イタリアンバル バンビーノ サービス 飲食業 5%

97,077 神奈川県 横浜市都筑区 一陽軒 サービス 飲食業 5%

97,078 神奈川県 横浜市都筑区 インド家庭料理ラニ サービス 飲食業 5%

97,079 神奈川県 横浜市都筑区 ｗｉｔｈＨａｎｄ サービス 理容・美容業 5%

97,080 神奈川県 横浜市都筑区 urupool サービス 理容・美容業 5%

97,081 神奈川県 横浜市都筑区 ＨＡＰ横浜店 小売業 その他小売 5%

97,082 神奈川県 横浜市都筑区 Ｍａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

97,083 神奈川県 横浜市都筑区 ＥＳＯＬＡＢＯ サービス 飲食業 5%

97,084 神奈川県 横浜市都筑区 エムスラッシュ　ビス サービス その他サービス 5%

97,085 神奈川県 横浜市都筑区 Ａｎｇｅｌ＇ｓＳｈａｒｅ 小売業 家具・調度品 5%

97,086 神奈川県 横浜市都筑区 お好み焼き杏子 サービス 飲食業 5%

97,087 神奈川県 横浜市都筑区 お米とお酒の配達　越 小売業 その他小売 5%

97,088 神奈川県 横浜市都筑区 オズコーポレーション 小売業 その他小売 5%

97,089 神奈川県 横浜市都筑区 おとね屋 サービス その他サービス 5%

97,090 神奈川県 横浜市都筑区 オリックスレンタカー港北センター南店 サービス その他サービス 2%

97,091 神奈川県 横浜市都筑区 音楽サロン　Ａｒｉａ サービス その他サービス 5%

97,092 神奈川県 横浜市都筑区 カーテンファクトリー　港北店 小売業 家具・調度品 5%

97,093 神奈川県 横浜市都筑区 カーパーツギャラリーＹＡＺＡＷＡ 小売業 その他小売 5%

97,094 神奈川県 横浜市都筑区 勝田電化センター 小売業 電化製品 5%

97,095 神奈川県 横浜市都筑区 カフェハウオリ サービス 飲食業 5%

97,096 神奈川県 横浜市都筑区 ウェットブルー 小売業 衣料品 5%

97,097 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社グッドライフ サービス その他サービス 5%

97,098 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社Ｊスクエア サービス その他サービス 5%

97,099 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社タッキード サービス その他サービス 5%

97,100 神奈川県 横浜市都筑区 パーソナルスタジオボディエンス サービス その他サービス 5%

97,101 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社横浜ホームビルド サービス その他サービス 5%

97,102 神奈川県 横浜市都筑区 ワイズオンラインショップ サービス その他サービス 5%

97,103 神奈川県 横浜市都筑区 ＣＵＬＴ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

97,104 神奈川県 横浜市都筑区 ｋｉｉｒｏ サービス 理容・美容業 5%
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97,105 神奈川県 横浜市都筑区 ｋｉｖｉ　【キヴィ】 サービス 理容・美容業 5%

97,106 神奈川県 横浜市都筑区 ＧＡＬＬＥＲＹ・２　港北店 小売業 その他小売 5%

97,107 神奈川県 横浜市都筑区 牛角港北ニュータウンセンター南店 サービス 飲食業 2%

97,108 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン京セラ横浜事業所店 小売業 食料品 2%

97,109 神奈川県 横浜市都筑区 ＫＩＬＴＡｙｏｋｏｈａｍａ サービス その他サービス 5%

97,110 神奈川県 横浜市都筑区 銀蜘蛛海鼠 小売業 衣料品 5%

97,111 神奈川県 横浜市都筑区 銀巴里 サービス 理容・美容業 5%

97,112 神奈川県 横浜市都筑区 クアドリモーター サービス その他サービス 5%

97,113 神奈川県 横浜市都筑区 くいもの屋　じんべえ サービス 飲食業 5%

97,114 神奈川県 横浜市都筑区 ＣＬＯＵＤ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

97,115 神奈川県 横浜市都筑区 ＣＬＯＵＤ ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

97,116 神奈川県 横浜市都筑区 ＣＬＯＵＤ ＨＡＩＲ Ｃｌｏｕｄ ｒｏｏｍ ｓ サービス 理容・美容業 5%

97,117 神奈川県 横浜市都筑区 クラフトサービスファクトリー サービス その他サービス 5%

97,118 神奈川県 横浜市都筑区 クラフト展示場 サービス その他サービス 5%

97,119 神奈川県 横浜市都筑区 ＣＲＯＳＳＯＶＥＲ サービス 理容・美容業 5%

97,120 神奈川県 横浜市都筑区 燻製ダイニング　煙ぷらす サービス 飲食業 5%

97,121 神奈川県 横浜市都筑区 ＫＡＫ　ＭＯＴＯＲＳ　ＫＡＫ　ＭＯＴＯＲＳ 小売業 その他小売 5%

97,122 神奈川県 横浜市都筑区 ＫＮ企画 ＫＮ?ＹＯＫＯＨＡＭＡ 小売業 その他小売 5%

97,123 神奈川県 横浜市都筑区 健寿の京　センター北あいたい店 小売業 食料品 5%

97,124 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン港北サウスウッド店 小売業 食料品 2%

97,125 神奈川県 横浜市都筑区 ＧＯＴＯＤＡＹＳＨＡｉＲＥＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

97,126 神奈川県 横浜市都筑区 個人落合タクシー サービス 運輸業 5%

97,127 神奈川県 横浜市都筑区 個人落合タクシー サービス 運輸業 5%

97,128 神奈川県 横浜市都筑区 ｋｏｎｎｏｗｏｒｋｓＣｏ．，Ｌｔｄ． サービス その他サービス 5%

97,129 神奈川県 横浜市都筑区 ザ ガーデン 港北ＮＴ店 小売業 その他小売 5%

97,130 神奈川県 横浜市都筑区 さくカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

97,131 神奈川県 横浜市都筑区 さくら車検 小売業 その他小売 5%

97,132 神奈川県 横浜市都筑区 有限会社ライフ・アート サービス その他サービス 5%

97,133 神奈川県 横浜市都筑区 佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

97,134 神奈川県 横浜市都筑区 ＣＥサロンオルーネ サービス 理容・美容業 5%

97,135 神奈川県 横浜市都筑区 ＧＥＯＧＲＡＰＨＩＣＡ　ＫＯＨＯＫＵ　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＧＥＯＧＲＡＰＨＩＣＡ港北ファクトリー 小売業 その他小売 5%

97,136 神奈川県 横浜市都筑区 ジェオグラフィカ港北ファクトリー 小売業 家具・調度品 5%

97,137 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社アクアシステム サービス その他サービス 5%

97,138 神奈川県 横浜市都筑区 純金新リンパサロンｃｈｏａ 小売業 その他小売 5%

97,139 神奈川県 横浜市都筑区 ショコラ房 小売業 食料品 5%

97,140 神奈川県 横浜市都筑区 ショットヘアー ショットヘアー サービス 理容・美容業 5%

97,141 神奈川県 横浜市都筑区 新日本環境衛生 サービス その他サービス 5%

97,142 神奈川県 横浜市都筑区 人力引越社　７３３１ サービス その他サービス 5%

97,143 神奈川県 横浜市都筑区 ストレート　横浜店 小売業 その他小売 5%

97,144 神奈川県 横浜市都筑区 スプラウト 小売業 食料品 5%

97,145 神奈川県 横浜市都筑区 正巧社 サービス その他サービス 5%

97,146 神奈川県 横浜市都筑区 ０１５　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%
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97,147 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ＳＥＮＫ サービス その他サービス 5%

97,148 神奈川県 横浜市都筑区 ソルナ動物病院 サービス その他サービス 5%

97,149 神奈川県 横浜市都筑区 大日本プロレス 小売業 その他小売 5%

97,150 神奈川県 横浜市都筑区 ダイニングそこそこ サービス 飲食業 5%

97,151 神奈川県 横浜市都筑区 ダイニングそこそこ　センター南店 サービス 飲食業 5%

97,152 神奈川県 横浜市都筑区 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｚｅｎ サービス 飲食業 5%

97,153 神奈川県 横浜市都筑区 タカハシ　港北センター南店 小売業 衣料品 5%

97,154 神奈川県 横浜市都筑区 高橋住宅センター株式会社 サービス その他サービス 5%

97,155 神奈川県 横浜市都筑区 Ｄｅａｒｅｓｔ 小売業 貴金属・服飾品 5%

97,156 神奈川県 横浜市都筑区 ＴＫＬＡＢＯ サービス その他サービス 5%

97,157 神奈川県 横浜市都筑区 ＤＡＹ　ＳＰＡ　センター北 サービス 理容・美容業 5%

97,158 神奈川県 横浜市都筑区 カワムラジェネラルストア（ディスポーザーＫＧＳ） サービス その他サービス 5%

97,159 神奈川県 横浜市都筑区 デイリーエスケープコーヒー サービス 飲食業 5%

97,160 神奈川県 横浜市都筑区 天食来頼  Ｔｅｎｓｈｏｋｕｒａｉｒａｉ サービス 飲食業 5%

97,161 神奈川県 横浜市都筑区 ともこ均整院 サービス 理容・美容業 5%

97,162 神奈川県 横浜市都筑区 トヨタ部品神奈川共販　緑店 サービス その他サービス 5%

97,163 神奈川県 横浜市都筑区 トライアングルプラス サービス 理容・美容業 5%

97,164 神奈川県 横浜市都筑区 トラステック サービス その他サービス 5%

97,165 神奈川県 横浜市都筑区 ドラマ港北店 サービス その他サービス 5%

97,166 神奈川県 横浜市都筑区 中野 サービス その他サービス 5%

97,167 神奈川県 横浜市都筑区 ナチュラル自然治癒力ラボ サービス 理容・美容業 5%

97,168 神奈川県 横浜市都筑区 ナチュレ サービス 理容・美容業 5%

97,169 神奈川県 横浜市都筑区 ｎｅｗｌｉｆｅｎｅｘｕｓ サービス その他サービス 5%

97,170 神奈川県 横浜市都筑区 ＮＥＯＤＩＮＩＮＧ． サービス 飲食業 5%

97,171 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ＮＥＯＦＬＡＧ サービス その他サービス 5%

97,172 神奈川県 横浜市都筑区 ｙｏｕｅａｔ サービス その他サービス 5%

97,173 神奈川県 横浜市都筑区 二十歳振袖館Ａｚ横浜港北本店・フォトスタジオＣｏｃｏａ横浜港北店 サービス その他サービス 5%

97,174 神奈川県 横浜市都筑区 ＨｅａｌｉｎｇＯｆｆｉｃｅあすとらむ サービス 理容・美容業 5%

97,175 神奈川県 横浜市都筑区 美キャリアラボ サービス 理容・美容業 5%

97,176 神奈川県 横浜市都筑区 ＴＭＯピクニック サービス 飲食業 5%

97,177 神奈川県 横浜市都筑区 ＰｉｚｚａＨｏｕｓｅつくるよ サービス 飲食業 5%

97,178 神奈川県 横浜市都筑区 ビッグヨーサン　横浜都筑店 小売業 食料品 5%

97,179 神奈川県 横浜市都筑区 ビッグヨーサン　横浜都筑店 小売業 食料品 5%

97,180 神奈川県 横浜市都筑区 美容室フレール サービス 理容・美容業 5%

97,181 神奈川県 横浜市都筑区 ｆａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

97,182 神奈川県 横浜市都筑区 ＦＩＴコーポレーション　都筑店 小売業 その他小売 5%

97,183 神奈川県 横浜市都筑区 ＦＩＴコーポレーション　都筑店 小売業 その他小売 5%

97,184 神奈川県 横浜市都筑区 ｆａｖｏｒ 小売業 衣料品 5%

97,185 神奈川県 横浜市都筑区 フォーザビューティ サービス 理容・美容業 5%

97,186 神奈川県 横浜市都筑区 藤井タクシー サービス 運輸業 5%

97,187 神奈川県 横浜市都筑区 フライフィッシングショップなごみ　本店 サービス その他サービス 5%

97,188 神奈川県 横浜市都筑区 プラスワン港北みなも店 サービス その他サービス 5%

2316



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

97,189 神奈川県 横浜市都筑区 ふれあいの丘動物病院 サービス その他サービス 5%

97,190 神奈川県 横浜市都筑区 Ｈａｉｒ　ｓｐａ　Ｋａｉｗａ　ｈａｉｒ　Ｓｐａ　Ｋａｉｗａ サービス 理容・美容業 5%

97,191 神奈川県 横浜市都筑区 ＨＡＩＲＳ　ＧＯＴＴＩ サービス 理容・美容業 5%

97,192 神奈川県 横浜市都筑区 ｈａｉｒ　ａｔｅｌｉｅｒ　Ｖｉｆ サービス 理容・美容業 5%

97,193 神奈川県 横浜市都筑区 ヘアースタジオ　Ｒ サービス 理容・美容業 5%

97,194 神奈川県 横浜市都筑区 ヘアメイクアッシュ都筑ふれあいの丘店 サービス 理容・美容業 5%

97,195 神奈川県 横浜市都筑区 ヘアメイクビーズ　センター北店 サービス 理容・美容業 5%

97,196 神奈川県 横浜市都筑区 ペットエコ 港北ＮＴ店 小売業 その他小売 5%

97,197 神奈川県 横浜市都筑区 ペットエコ 都筑店 小売業 その他小売 5%

97,198 神奈川県 横浜市都筑区 ＳＧビジネス株式会社 サービス その他サービス 5%

97,199 神奈川県 横浜市都筑区 ｈｏｐｏｎｔｈｅｓａｄｄｌｅ サービス その他サービス 5%

97,200 神奈川県 横浜市都筑区 天食来頼 サービス 飲食業 5%

97,201 神奈川県 横浜市都筑区 マスターウォール　横浜店 小売業 家具・調度品 5%

97,202 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社まつえい畳店 サービス その他サービス 5%

97,203 神奈川県 横浜市都筑区 ｍａｒｏｃｏ＇ｓｒｏｏｍ サービス その他サービス 5%

97,204 神奈川県 横浜市都筑区 ミニ四駆処きんぎょ サービス 飲食業 5%

97,205 神奈川県 横浜市都筑区 もううまいハンバーグの店仲町台店 サービス 飲食業 5%

97,206 神奈川県 横浜市都筑区 もじや　センター南ＴＢ店 サービス 飲食業 5%

97,207 神奈川県 横浜市都筑区 もじや　センター南　センター南店 サービス 飲食業 5%

97,208 神奈川県 横浜市都筑区 もじや　仲町台　仲町台本店 サービス 飲食業 5%

97,209 神奈川県 横浜市都筑区 Ｍｏｔｏｂａｓｅ１／８ 小売業 その他小売 5%

97,210 神奈川県 横浜市都筑区 ヤナガワ仲町台店 小売業 その他小売 5%

97,211 神奈川県 横浜市都筑区 有限会社オールメン サービス その他サービス 5%

97,212 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ＵＣＴ 小売業 その他小売 5%

97,213 神奈川県 横浜市都筑区 Ｅｕｐｈｏｎｉｃａ 小売業 衣料品 5%

97,214 神奈川県 横浜市都筑区 ユザワヤ　センター北店 小売業 その他小売 5%

97,215 神奈川県 横浜市都筑区 洋服のタカハシ 港北センター南店 小売業 衣料品 5%

97,216 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜池辺町不動原店 小売業 食料品 2%

97,217 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜池辺町薮根店 小売業 食料品 2%

97,218 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜池辺町店 小売業 食料品 2%

97,219 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜牛久保東１丁目店 小売業 食料品 2%

97,220 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜荏田東４丁目店 小売業 食料品 2%

97,221 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜荏田南１丁目店 小売業 食料品 2%

97,222 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜大棚町店 小売業 食料品 2%

97,223 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜勝田南１丁目店 小売業 食料品 2%

97,224 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜川和台店 小売業 食料品 2%

97,225 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜川和町店 小売業 食料品 2%

97,226 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜葛が谷店 小売業 食料品 2%

97,227 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜すみれが丘店 小売業 食料品 2%

97,228 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜センター北駅店 小売業 食料品 2%

97,229 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜茅ヶ崎東３丁目店 小売業 食料品 2%

97,230 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜中川８丁目店 小売業 食料品 2%
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97,231 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜仲町台駅前店 小売業 食料品 2%

97,232 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜仲町台店 小売業 食料品 2%

97,233 神奈川県 横浜市都筑区 セブン－イレブン横浜東方町岩崎橋店 小売業 食料品 2%

97,234 神奈川県 横浜市都筑区 横浜ランドセル館 小売業 その他小売 5%

97,235 神奈川県 横浜市都筑区 ラーメンしらいし サービス 飲食業 5%

97,236 神奈川県 横浜市都筑区 Ｌａ・Ｐａｉｘ サービス 理容・美容業 5%

97,237 神奈川県 横浜市都筑区 Ｌｅｅ　ららぽーと横浜店 小売業 衣料品 5%

97,238 神奈川県 横浜市都筑区 Ｌｅａｆ サービス その他サービス 5%

97,239 神奈川県 横浜市都筑区 ｒｅＢａｌａｎｃｅ－ｂｏｄｙ サービス 理容・美容業 5%

97,240 神奈川県 横浜市都筑区 Ｌｙｒｉｃ サービス 理容・美容業 5%

97,241 神奈川県 横浜市都筑区 Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ サービス 理容・美容業 5%

97,242 神奈川県 横浜市都筑区 Ｌｏｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

97,243 神奈川県 横浜市都筑区 Ｌｏｏｐｓ　仲町台店 サービス 理容・美容業 5%

97,244 神奈川県 横浜市都筑区 ル　ジャルダン　ベント店 サービス 理容・美容業 5%

97,245 神奈川県 横浜市都筑区 ルジャルダン北山田 サービス 理容・美容業 5%

97,246 神奈川県 横浜市都筑区 れんが屋 サービス 飲食業 5%

97,247 神奈川県 横浜市都筑区 鹿鳴 サービス 飲食業 5%

97,248 神奈川県 横浜市都筑区 ワールドコレツィオーネ センター南 小売業 貴金属・服飾品 5%

97,249 神奈川県 横浜市都筑区 有限会社わたなべ電器　川和店 小売業 電化製品 5%

97,250 神奈川県 横浜市都筑区 和風だいにんぐ新 和風だいにんぐ新 サービス 飲食業 5%

97,251 神奈川県 横浜市鶴見区 ａｋａ　ａｋａ【アカアカ】 サービス 理容・美容業 5%

97,252 神奈川県 横浜市鶴見区 赤帽高浦運輸 サービス 運輸業 5%

97,253 神奈川県 横浜市鶴見区 あさひでんき市場店 小売業 電化製品 5%

97,254 神奈川県 横浜市鶴見区 味童天金 サービス 飲食業 5%

97,255 神奈川県 横浜市鶴見区 アティナーエンジニアリング サービス その他サービス 5%

97,256 神奈川県 横浜市鶴見区 ありあけシャル鶴見 小売業 食料品 5%

97,257 神奈川県 横浜市鶴見区 イシカワ 小売業 貴金属・服飾品 5%

97,258 神奈川県 横浜市鶴見区 磯田電材鶴見 小売業 その他小売 5%

97,259 神奈川県 横浜市鶴見区 いちごろう商店 サービス 飲食業 5%

97,260 神奈川県 横浜市鶴見区 一本堂　横浜矢向駅前店 小売業 食料品 5%

97,261 神奈川県 横浜市鶴見区 出光潮田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

97,262 神奈川県 横浜市鶴見区 イトウ商会 サービス その他サービス 5%

97,263 神奈川県 横浜市鶴見区 イトウ商会 サービス その他サービス 5%

97,264 神奈川県 横浜市鶴見区 井上書店　ミナール店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

97,265 神奈川県 横浜市鶴見区 いやさか湯 いやさか湯 サービス その他サービス 5%

97,266 神奈川県 横浜市鶴見区 ウシオダスポーツ ベースボールショップ 小売業 その他小売 5%

97,267 神奈川県 横浜市鶴見区 歌広場　鶴見東口駅前店 サービス 飲食業 5%

97,268 神奈川県 横浜市鶴見区 うみめしシァル鶴見店 サービス 飲食業 5%

97,269 神奈川県 横浜市鶴見区 エス エム エス 北ウイング 小売業 その他小売 5%

97,270 神奈川県 横浜市鶴見区 エス エム エス 南ウイング 小売業 その他小売 5%

97,271 神奈川県 横浜市鶴見区 エマ＆アグレアーブル 小売業 衣料品 5%

97,272 神奈川県 横浜市鶴見区 大阪たこ焼き　梅たこ サービス 飲食業 5%
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97,273 神奈川県 横浜市鶴見区 オリックスレンタカー生麦店 サービス その他サービス 2%

97,274 神奈川県 横浜市鶴見区 ｃａｓａｄｅｌａＤｉｏｓａ サービス 理容・美容業 5%

97,275 神奈川県 横浜市鶴見区 和 鶴見店 サービス 飲食業 5%

97,276 神奈川県 横浜市鶴見区 カットイン　ミヤザキ　カット　イン　ミヤザキ サービス 理容・美容業 5%

97,277 神奈川県 横浜市鶴見区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋鶴見中央店 サービス 飲食業 2%

97,278 神奈川県 横浜市鶴見区 ＫＩＩＴＯＳ 小売業 その他小売 5%

97,279 神奈川県 横浜市鶴見区 菊地フルーツ 小売業 その他小売 5%

97,280 神奈川県 横浜市鶴見区 きもの遊結 小売業 衣料品 5%

97,281 神奈川県 横浜市鶴見区 牛角鶴見店 サービス 飲食業 2%

97,282 神奈川県 横浜市鶴見区 牛角つるみ西口店 サービス 飲食業 2%

97,283 神奈川県 横浜市鶴見区 牛かすうどんりっちゃん鶴見店 サービス 飲食業 5%

97,284 神奈川県 横浜市鶴見区 崎陽軒シアル鶴見店 小売業 食料品 5%

97,285 神奈川県 横浜市鶴見区 グッチーネイル サービス 理容・美容業 5%

97,286 神奈川県 横浜市鶴見区 暮らしのお金の保健室 古川 みほ サービス その他サービス 5%

97,287 神奈川県 横浜市鶴見区 ＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅＫｏｎａ サービス その他サービス 5%

97,288 神奈川県 横浜市鶴見区 美容室コーラリーフ サービス 理容・美容業 5%

97,289 神奈川県 横浜市鶴見区 セルモ東寺尾教室 サービス その他サービス 5%

97,290 神奈川県 横浜市鶴見区 ゴルフキッズ　鶴見店 サービス その他サービス 5%

97,291 神奈川県 横浜市鶴見区 コンフェッティ サービス 理容・美容業 5%

97,292 神奈川県 横浜市鶴見区 ｓａｉ サービス 理容・美容業 5%

97,293 神奈川県 横浜市鶴見区 サイクルワンダー 小売業 その他小売 5%

97,294 神奈川県 横浜市鶴見区 肴巧房和ｎａｇｏｍｉ サービス 飲食業 5%

97,295 神奈川県 横浜市鶴見区 魚の旨い店　　　ほうぼう サービス 飲食業 5%

97,296 神奈川県 横浜市鶴見区 ｊａｄｅ鶴見店【ジェイド】 サービス 理容・美容業 5%

97,297 神奈川県 横浜市鶴見区 重寿司　重寿司　しげずし サービス 飲食業 5%

97,298 神奈川県 横浜市鶴見区 ＳｕｒＬｕｓｔｅｒＬａｂ サービス その他サービス 5%

97,299 神奈川県 横浜市鶴見区 Ｓｈｕ　ｈａｉｒ　ｍｏｄｅ サービス 理容・美容業 5%

97,300 神奈川県 横浜市鶴見区 シンコウ電化 小売業 電化製品 5%

97,301 神奈川県 横浜市鶴見区 スペインバル　クロ サービス 飲食業 5%

97,302 神奈川県 横浜市鶴見区 生活彩家鶴見駅西口店 小売業 その他小売 2%

97,303 神奈川県 横浜市鶴見区 生活彩家理化学横浜研究所店 小売業 その他小売 2%

97,304 神奈川県 横浜市鶴見区 セントラルスタジオ 小売業 その他小売 5%

97,305 神奈川県 横浜市鶴見区 創作ダイニングＡｗａｊｉ 鶴見 サービス 飲食業 5%

97,306 神奈川県 横浜市鶴見区 やきとり居酒屋醍醐馬 サービス 飲食業 5%

97,307 神奈川県 横浜市鶴見区 大衆居酒屋墨屋 サービス 飲食業 5%

97,308 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社タカラホーム サービス その他サービス 5%

97,309 神奈川県 横浜市鶴見区 橘屋株式会社 橘屋 小売業 衣料品 5%

97,310 神奈川県 横浜市鶴見区 ＣＨＡＰＴ１ サービス 理容・美容業 5%

97,311 神奈川県 横浜市鶴見区 中央石油株式会社　セルフ駒岡 小売業 ガソリンスタンド 2%

97,312 神奈川県 横浜市鶴見区 中華和食門前 サービス 飲食業 5%

97,313 神奈川県 横浜市鶴見区 中国料理クーリン サービス 飲食業 5%

97,314 神奈川県 横浜市鶴見区 つきじ海賓　鶴見市場店 サービス 飲食業 5%
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97,315 神奈川県 横浜市鶴見区 土屋整体院 カイロプラクティックメンテナンス土屋整体院 サービス その他サービス 5%

97,316 神奈川県 横浜市鶴見区 ＴＳＵＲＵＭＩ　ＤＩＮＩＮＧ サービス 飲食業 5%

97,317 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン鶴見市場東中店 小売業 食料品 2%

97,318 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン鶴見市場富士見町店 小売業 食料品 2%

97,319 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン鶴見岸谷店 小売業 食料品 2%

97,320 神奈川県 横浜市鶴見区 鶴見　酒場　鶴見西口店 サービス 飲食業 5%

97,321 神奈川県 横浜市鶴見区 鶴見　酒場　鶴見本店 サービス 飲食業 5%

97,322 神奈川県 横浜市鶴見区 鶴見写真機店 小売業 その他小売 5%

97,323 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン鶴見大学店 小売業 食料品 2%

97,324 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン鶴見中央店 小売業 食料品 2%

97,325 神奈川県 横浜市鶴見区 ディオーサ サービス 理容・美容業 5%

97,326 神奈川県 横浜市鶴見区 ＳＩＲＯ－Ａ サービス その他サービス 5%

97,327 神奈川県 横浜市鶴見区 ＤｅｒａＤ－４３ サービス 飲食業 5%

97,328 神奈川県 横浜市鶴見区 ｔｅｎｋａｒａｔｅｎ 小売業 その他小売 5%

97,329 神奈川県 横浜市鶴見区 でんきのてづか　坂本店 小売業 電化製品 5%

97,330 神奈川県 横浜市鶴見区 でんきのてづか　鶴見店 小売業 電化製品 5%

97,331 神奈川県 横浜市鶴見区 ドゥアルシーヴ 小売業 衣料品 5%

97,332 神奈川県 横浜市鶴見区 東京弓具製作所　横浜店 小売業 その他小売 5%

97,333 神奈川県 横浜市鶴見区 魚魚鮮　鶴見店 小売業 食料品 5%

97,334 神奈川県 横浜市鶴見区 ＮｉｃｏＲｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

97,335 神奈川県 横浜市鶴見区 ニッカホーム　横浜鶴見営業所 サービス その他サービス 5%

97,336 神奈川県 横浜市鶴見区 日本一シァル鶴見店 小売業 食料品 5%

97,337 神奈川県 横浜市鶴見区 ＢＡＴ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

97,338 神奈川県 横浜市鶴見区 ハッピーカフェいいトコ サービス 飲食業 5%

97,339 神奈川県 横浜市鶴見区 ハッピーカフェ　ｉｉｔｏｋｏ サービス 飲食業 5%

97,340 神奈川県 横浜市鶴見区 ハッピーバーバーマツノ サービス 理容・美容業 5%

97,341 神奈川県 横浜市鶴見区 ハッピーバーバーマツノ サービス 理容・美容業 5%

97,342 神奈川県 横浜市鶴見区 ハッピーバーバーマツノ　ハッピーバーバーマツノ サービス 理容・美容業 5%

97,343 神奈川県 横浜市鶴見区 パティスリーラプラス 小売業 食料品 5%

97,344 神奈川県 横浜市鶴見区 花工房オリーブ サービス その他サービス 5%

97,345 神奈川県 横浜市鶴見区 パナステーションけいひん 小売業 電化製品 5%

97,346 神奈川県 横浜市鶴見区 パナステーションエコー 小売業 電化製品 5%

97,347 神奈川県 横浜市鶴見区 パナハートショウエイ 小売業 電化製品 5%

97,348 神奈川県 横浜市鶴見区 パナハート東台松栄 小売業 電化製品 5%

97,349 神奈川県 横浜市鶴見区 ビッグヨーサン　鶴見店 小売業 食料品 5%

97,350 神奈川県 横浜市鶴見区 ビッグヨーサン　鶴見店 小売業 食料品 5%

97,351 神奈川県 横浜市鶴見区 ＶＩＰ三晃 小売業 電化製品 5%

97,352 神奈川県 横浜市鶴見区 晝間タクシー サービス 運輸業 5%

97,353 神奈川県 横浜市鶴見区 Ｆａｒｅ　ｔｓｕｒｕｍｉ サービス 理容・美容業 5%

97,354 神奈川県 横浜市鶴見区 ファンクスコア サービス その他サービス 5%

97,355 神奈川県 横浜市鶴見区 ふうふや　横浜駒岡店 サービス 飲食業 5%

97,356 神奈川県 横浜市鶴見区 フェアリーテイル サービス 理容・美容業 5%
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97,357 神奈川県 横浜市鶴見区 有限会社　福永商工 小売業 その他小売 5%

97,358 神奈川県 横浜市鶴見区 富士メガネ　駒岡店 小売業 その他小売 5%

97,359 神奈川県 横浜市鶴見区 葡萄屋鶴見店 小売業 食料品 5%

97,360 神奈川県 横浜市鶴見区 ブランドファイン サービス その他サービス 5%

97,361 神奈川県 横浜市鶴見区 文明堂シァル鶴見店 小売業 食料品 5%

97,362 神奈川県 横浜市鶴見区 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮｊｉｅ サービス 理容・美容業 5%

97,363 神奈川県 横浜市鶴見区 ｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘｃｈａｐｔ．１ サービス 理容・美容業 5%

97,364 神奈川県 横浜市鶴見区 ヘアメイクアッシュ鶴見店 サービス 理容・美容業 5%

97,365 神奈川県 横浜市鶴見区 ほってらこ サービス その他サービス 5%

97,366 神奈川県 横浜市鶴見区 ホワイト急便駒岡３丁目店 サービス その他サービス 5%

97,367 神奈川県 横浜市鶴見区 松田恵美 小売業 衣料品 5%

97,368 神奈川県 横浜市鶴見区 マツムラ電機 小売業 電化製品 5%

97,369 神奈川県 横浜市鶴見区 鰻々亭　駒岡店 サービス 飲食業 5%

97,370 神奈川県 横浜市鶴見区 鰻々亭　鶴見西口店 サービス 飲食業 5%

97,371 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン三ツ池店 小売業 食料品 2%

97,372 神奈川県 横浜市鶴見区 ミノコレクション 小売業 衣料品 5%

97,373 神奈川県 横浜市鶴見区 メガネストアー鶴見馬場 小売業 その他小売 5%

97,374 神奈川県 横浜市鶴見区 ｍＥｇＨａｉｒＣｒｅａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

97,375 神奈川県 横浜市鶴見区 メナードフェイシャルサロン鶴見中央 サービス 理容・美容業 5%

97,376 神奈川県 横浜市鶴見区 メナードフェイシャルサロン鶴見東口 サービス 理容・美容業 5%

97,377 神奈川県 横浜市鶴見区 Ｍｏｔｏｎｏｋｉ サービス 理容・美容業 5%

97,378 神奈川県 横浜市鶴見区 やきとり居酒屋醍醐馬場店 サービス 飲食業 5%

97,379 神奈川県 横浜市鶴見区 重寿司 サービス 飲食業 5%

97,380 神奈川県 横浜市鶴見区 ユニコレ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

97,381 神奈川県 横浜市鶴見区 セブンーイレブン横浜朝日町１丁目店 小売業 食料品 2%

97,382 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜上末吉３丁目店 小売業 食料品 2%

97,383 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜北寺尾７丁目店 小売業 食料品 2%

97,384 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜北寺尾４丁目店 小売業 食料品 2%

97,385 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜駒岡３丁目店 小売業 食料品 2%

97,386 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜獅子ヶ谷１丁目店 小売業 食料品 2%

97,387 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜尻手駅前店 小売業 食料品 2%

97,388 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜下末吉１丁目店 小売業 食料品 2%

97,389 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜下末吉４丁目店 小売業 食料品 2%

97,390 神奈川県 横浜市鶴見区 セブンーイレブン横浜鷹野橋店 小売業 食料品 2%

97,391 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜鶴見大学前店 小売業 食料品 2%

97,392 神奈川県 横浜市鶴見区 セブンーイレブン横浜鶴見大東店 小売業 食料品 2%

97,393 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜鶴見中央５丁目店 小売業 食料品 2%

97,394 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜鶴見中央３丁目店 小売業 食料品 2%

97,395 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜鶴見中央２丁目店 小売業 食料品 2%

97,396 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜鶴見中央４丁目店 小売業 食料品 2%

97,397 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜鶴見豊岡町店 小売業 食料品 2%

97,398 神奈川県 横浜市鶴見区 セブンーイレブン横浜鶴見仲通店 小売業 食料品 2%
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97,399 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜鶴見東寺尾３丁目店 小売業 食料品 2%

97,400 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜鶴見二ツ池店 小売業 食料品 2%

97,401 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜鶴見向井町３丁目店 小売業 食料品 2%

97,402 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜馬場５丁目店 小売業 食料品 2%

97,403 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜馬場４丁目店 小売業 食料品 2%

97,404 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜東寺尾１丁目店 小売業 食料品 2%

97,405 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜平安町２丁目店 小売業 食料品 2%

97,406 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜矢向１丁目店 小売業 食料品 2%

97,407 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜矢向３丁目店 小売業 食料品 2%

97,408 神奈川県 横浜市鶴見区 セブン－イレブン横浜矢向６丁目店 小売業 食料品 2%

97,409 神奈川県 横浜市鶴見区 ＬＡＮＡ サービス その他サービス 5%

97,410 神奈川県 横浜市鶴見区 ラブズ サービス その他サービス 5%

97,411 神奈川県 横浜市鶴見区 リアルアート 小売業 衣料品 5%

97,412 神奈川県 横浜市鶴見区 ローレルクリーニング　ミアクチーナ末吉店 サービス その他サービス 5%

97,413 神奈川県 横浜市鶴見区 若竹 鶴見東口店 サービス 飲食業 5%

97,414 神奈川県 横浜市戸塚区 Ａｒｔｌｅ サービス 理容・美容業 5%

97,415 神奈川県 横浜市戸塚区 相澤輪業　相澤輪業 サービス その他サービス 5%

97,416 神奈川県 横浜市戸塚区 シュシュ東戸塚店 サービス 理容・美容業 5%

97,417 神奈川県 横浜市戸塚区 Ｂｌａｎｃ　トツカーナモール店 サービス 理容・美容業 2%

97,418 神奈川県 横浜市戸塚区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｏｇ東戸塚 サービス 理容・美容業 5%

97,419 神奈川県 横浜市戸塚区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｂｅｙｏｎｄ戸塚 サービス 理容・美容業 5%

97,420 神奈川県 横浜市戸塚区 ａｃｒｏｓｓｈａｉｒｄｅｓｉｇｎｈｉｇ東戸塚 サービス 理容・美容業 5%

97,421 神奈川県 横浜市戸塚区 ＫＡＮＥＫＯ・Ａｒｅａ サービス その他サービス 5%

97,422 神奈川県 横浜市戸塚区 アヅマ 小売業 電化製品 5%

97,423 神奈川県 横浜市戸塚区 阿部商店 小売業 その他小売 5%

97,424 神奈川県 横浜市戸塚区 アルファスリー東戸塚 小売業 その他小売 5%

97,425 神奈川県 横浜市戸塚区 アロマ＆エステナチュラ サービス 理容・美容業 5%

97,426 神奈川県 横浜市戸塚区 Ａｎｃｈｅｒｉｂｙｆｌａｍｍｅｕｍ戸塚店 サービス 理容・美容業 5%

97,427 神奈川県 横浜市戸塚区 アンディ　ドレッサー　オブ　ヘア サービス 理容・美容業 5%

97,428 神奈川県 横浜市戸塚区 イズリフォームクラブ サービス その他サービス 5%

97,429 神奈川県 横浜市戸塚区 ｉｃｈｉｒｉｎ 小売業 その他小売 5%

97,430 神奈川県 横浜市戸塚区 Ｖｌｉｃｉｌ　踊場店 サービス 理容・美容業 5%

97,431 神奈川県 横浜市戸塚区 ＶＯＩＣＥ サービス 理容・美容業 5%

97,432 神奈川県 横浜市戸塚区 魚佐 サービス 飲食業 5%

97,433 神奈川県 横浜市戸塚区 オオエイコウギョウ サービス その他サービス 5%

97,434 神奈川県 横浜市戸塚区 ダンディライオンＣＩ サービス 理容・美容業 5%

97,435 神奈川県 横浜市戸塚区 Ｏｖｅｊａ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

97,436 神奈川県 横浜市戸塚区 オリックスレンタカー東戸塚駅前店 サービス その他サービス 2%

97,437 神奈川県 横浜市戸塚区 Ｏｒａｎｇｅ＊ｎａｎａ 小売業 衣料品 5%

97,438 神奈川県 横浜市戸塚区 温野菜戸塚店 サービス 飲食業 2%

97,439 神奈川県 横浜市戸塚区 カーサ・デ・プラノ 小売業 その他小売 5%

97,440 神奈川県 横浜市戸塚区 懐石処峰本東戸塚店 サービス 飲食業 5%
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97,441 神奈川県 横浜市戸塚区 和柴 小売業 その他小売 5%

97,442 神奈川県 横浜市戸塚区 ｃａｆｅ　Ｂｌｕｅｓｙ サービス 飲食業 5%

97,443 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社まるみハウス サービス その他サービス 5%

97,444 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社マガキ 小売業 その他小売 5%

97,445 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社マリリア戸塚店 小売業 衣料品 5%

97,446 神奈川県 横浜市戸塚区 鎌倉ラポール　戸塚店 サービス その他サービス 5%

97,447 神奈川県 横浜市戸塚区 ｃａｒｉｎａ　ｃａｒｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

97,448 神奈川県 横浜市戸塚区 キーレスキューサービス サービス その他サービス 5%

97,449 神奈川県 横浜市戸塚区 キーレスキューサービス サービス その他サービス 5%

97,450 神奈川県 横浜市戸塚区 業務スーパー山手台店 小売業 食料品 2%

97,451 神奈川県 横浜市戸塚区 錦清商会 小売業 家具・調度品 5%

97,452 神奈川県 横浜市戸塚区 ｃｌｅａｎｕｐ サービス その他サービス 5%

97,453 神奈川県 横浜市戸塚区 ＣＯＣＯ壱番屋戸塚区東俣野店 サービス 飲食業 2%

97,454 神奈川県 横浜市戸塚区 こころ安全・衛生事務所 サービス その他サービス 5%

97,455 神奈川県 横浜市戸塚区 込山仲次郎商店 酒の専門店 こみやま 小売業 その他小売 5%

97,456 神奈川県 横浜市戸塚区 コンソナンティア サービス その他サービス 5%

97,457 神奈川県 横浜市戸塚区 Ｃｙｃｌｅ Ｇａｒａｇｅ ＡＫＢ 小売業 その他小売 5%

97,458 神奈川県 横浜市戸塚区 ＳＡＣＴ サービス 理容・美容業 5%

97,459 神奈川県 横浜市戸塚区 サポートセンター横浜店 サービス その他サービス 5%

97,460 神奈川県 横浜市戸塚区 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 横浜営業所 小売業 その他小売 5%

97,461 神奈川県 横浜市戸塚区 Ｓｅｅ’ｓ サービス その他サービス 5%

97,462 神奈川県 横浜市戸塚区 ＣＴＳトレーディング 小売業 電化製品 5%

97,463 神奈川県 横浜市戸塚区 ＳＨＩＢＡ建築工房 サービス その他サービス 5%

97,464 神奈川県 横浜市戸塚区 手芸センタードリームサクラス戸塚店 小売業 その他小売 5%

97,465 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社春芳茶園 小売業 食料品 5%

97,466 神奈川県 横浜市戸塚区 スギフォートサービス サービス その他サービス 5%

97,467 神奈川県 横浜市戸塚区 ＳＰＡＬＡＢ サービス 理容・美容業 5%

97,468 神奈川県 横浜市戸塚区 生活彩家新戸塚病院店 小売業 その他小売 2%

97,469 神奈川県 横浜市戸塚区 ボディファシリテイト戸塚店 サービス その他サービス 5%

97,470 神奈川県 横浜市戸塚区 税理士法人山重会計事務所 サービス その他サービス 5%

97,471 神奈川県 横浜市戸塚区 総合ヘアーサロンかとう 総合ヘアーサロンかとう サービス 理容・美容業 5%

97,472 神奈川県 横浜市戸塚区 大衆酒場の晴れやか屋 サービス 飲食業 5%

97,473 神奈川県 横浜市戸塚区 大衆焼肉ヒノモト サービス 飲食業 5%

97,474 神奈川県 横浜市戸塚区 大進鮨 サービス 飲食業 5%

97,475 神奈川県 横浜市戸塚区 ＤｉＣＥ戸塚店 サービス その他サービス 5%

97,476 神奈川県 横浜市戸塚区 たまや深谷店 小売業 食料品 5%

97,477 神奈川県 横浜市戸塚区 茅ヶ崎海ぶねトツカーナ店 サービス 飲食業 5%

97,478 神奈川県 横浜市戸塚区 銚子屋　戸塚店 小売業 食料品 5%

97,479 神奈川県 横浜市戸塚区 つきじ海賓　東戸塚店 サービス 飲食業 5%

97,480 神奈川県 横浜市戸塚区 テニスインストラクター サービス その他サービス 5%

97,481 神奈川県 横浜市戸塚区 ＴＵＯ　明治学院生協横浜３Ｆ食堂 サービス その他サービス 5%

97,482 神奈川県 横浜市戸塚区 藤十郎 サービス 飲食業 5%
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97,483 神奈川県 横浜市戸塚区 ドライショップトミヤ サービス その他サービス 5%

97,484 神奈川県 横浜市戸塚区 ｔｒｉｃｏ　トリコ サービス 理容・美容業 5%

97,485 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン西戸塚店 小売業 食料品 2%

97,486 神奈川県 横浜市戸塚区 パナフジ電器 小売業 電化製品 5%

97,487 神奈川県 横浜市戸塚区 ハマコ サービス 飲食業 5%

97,488 神奈川県 横浜市戸塚区 三玄堂 サービス 理容・美容業 5%

97,489 神奈川県 横浜市戸塚区 Ｂｅａｕｔｙ　Ｂｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

97,490 神奈川県 横浜市戸塚区 美容カイロＣｌｏｖｅｒ サービス その他サービス 5%

97,491 神奈川県 横浜市戸塚区 ふわふわアパート＆石榴屋 小売業 その他小売 5%

97,492 神奈川県 横浜市戸塚区 ｈａｉｒ　＆　ｍａｋｅ　ｉｍｕｓ サービス 理容・美容業 5%

97,493 神奈川県 横浜市戸塚区 ヘアメイクアッシュ戸塚店 サービス 理容・美容業 5%

97,494 神奈川県 横浜市戸塚区 ヘアメイクアッシュ東戸塚店 サービス 理容・美容業 5%

97,495 神奈川県 横浜市戸塚区 ヘアメイクビーズ戸塚店 サービス 理容・美容業 5%

97,496 神奈川県 横浜市戸塚区 ペットエコ 湘南店 小売業 その他小売 5%

97,497 神奈川県 横浜市戸塚区 ポシェットじょうしん 小売業 電化製品 5%

97,498 神奈川県 横浜市戸塚区 ｐｏｃｈｅ サービス その他サービス 5%

97,499 神奈川県 横浜市戸塚区 マツミ電気 小売業 電化製品 5%

97,500 神奈川県 横浜市戸塚区 松本ダンススクール サービス その他サービス 5%

97,501 神奈川県 横浜市戸塚区 みつわクリーニング本店 サービス その他サービス 5%

97,502 神奈川県 横浜市戸塚区 峰本駅前店 サービス 飲食業 5%

97,503 神奈川県 横浜市戸塚区 明治学院生協横浜３Ｆ食堂 サービス その他サービス 5%

97,504 神奈川県 横浜市戸塚区 明治学院生協　横浜購買書籍部 サービス その他サービス 5%

97,505 神奈川県 横浜市戸塚区 明治学院生協横浜購買書籍（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

97,506 神奈川県 横浜市戸塚区 望月電機商会 小売業 その他小売 5%

97,507 神奈川県 横浜市戸塚区 モリデン 小売業 電化製品 5%

97,508 神奈川県 横浜市戸塚区 有　大黒屋横田商店　　有　大黒屋横田商店 小売業 食料品 5%

97,509 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社ニッコウハイテックインターナショナルジャパン サービス その他サービス 5%

97,510 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社プラステンＦＩＴコーポレーション横浜戸塚店 小売業 その他小売 5%

97,511 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社メンズ スマイル サービス 理容・美容業 5%

97,512 神奈川県 横浜市戸塚区 ヨコハマ・スタジオ サービス その他サービス 5%

97,513 神奈川県 横浜市戸塚区 横浜自動車学校 サービス その他サービス 5%

97,514 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜下倉田町店 小売業 食料品 2%

97,515 神奈川県 横浜市戸塚区 横浜食堂 サービス その他サービス 5%

97,516 神奈川県 横浜市戸塚区 横浜食堂（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

97,517 神奈川県 横浜市戸塚区 横浜食品 サービス その他サービス 5%

97,518 神奈川県 横浜市戸塚区 横浜食品（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

97,519 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜戸塚秋葉町店 小売業 食料品 2%

97,520 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜戸塚旭町通り店 小売業 食料品 2%

97,521 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜戸塚上倉田店 小売業 食料品 2%

97,522 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜戸塚汲沢１丁目店 小売業 食料品 2%

97,523 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜戸塚小学校南口店 小売業 食料品 2%

97,524 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜戸塚町中央店 小売業 食料品 2%
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97,525 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜戸塚町店 小売業 食料品 2%

97,526 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜戸塚町日之出橋店 小売業 食料品 2%

97,527 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜戸塚名瀬町店 小売業 食料品 2%

97,528 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜戸塚平戸店 小売業 食料品 2%

97,529 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜戸塚平戸東海道店 小売業 食料品 2%

97,530 神奈川県 横浜市戸塚区 横浜戸塚プリモ動物病院 サービス その他サービス 5%

97,531 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜戸塚矢部店 小売業 食料品 2%

97,532 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜戸塚吉田町店 小売業 食料品 2%

97,533 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜原宿３丁目店 小売業 食料品 2%

97,534 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜原宿店 小売業 食料品 2%

97,535 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜原宿４丁目店 小売業 食料品 2%

97,536 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜東戸塚駅西口店 小売業 食料品 2%

97,537 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜東戸塚駅東口店 小売業 食料品 2%

97,538 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜東俣野町店 小売業 食料品 2%

97,539 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜日の森店 小売業 食料品 2%

97,540 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜深谷町店 小売業 食料品 2%

97,541 神奈川県 横浜市戸塚区 セブン－イレブン横浜矢部店 小売業 食料品 2%

97,542 神奈川県 横浜市戸塚区 楽耕舎 サービス その他サービス 5%

97,543 神奈川県 横浜市戸塚区 リカーショップ松本屋 小売業 食料品 5%

97,544 神奈川県 横浜市戸塚区 Ｒｅｆｒｅｓｈ　Ｊａｍ サービス その他サービス 5%

97,545 神奈川県 横浜市戸塚区 リング　アンド　アーツ 小売業 貴金属・服飾品 5%

97,546 神奈川県 横浜市戸塚区 ｌｅ　ｊａｒｄｉｎ　戸塚店 サービス 理容・美容業 5%

97,547 神奈川県 横浜市戸塚区 ＬＯＤＩＷＯＲＫＳ 小売業 衣料品 5%

97,548 神奈川県 横浜市戸塚区 ローレルクリーニング　オーロラモール サービス その他サービス 5%

97,549 神奈川県 横浜市中区 Ａ?ＢＹ．のパソコン教室 サービス その他サービス 5%

97,550 神奈川県 横浜市中区 ｉｖｙ サービス 理容・美容業 5%

97,551 神奈川県 横浜市中区 愛ｍｏｍｏｄａ　ネイルサロン サービス その他サービス 5%

97,552 神奈川県 横浜市中区 アイラッシュサロンチル関内店 サービス 理容・美容業 5%

97,553 神奈川県 横浜市中区 ｉｎｔｅｇｒａｌ 小売業 衣料品 5%

97,554 神奈川県 横浜市中区 ａ?ｏ サービス 理容・美容業 5%

97,555 神奈川県 横浜市中区 Ａｏｎｏｈａ 小売業 衣料品 5%

97,556 神奈川県 横浜市中区 Ａｃｑｕａ サービス 理容・美容業 5%

97,557 神奈川県 横浜市中区 ＡＱＵＩＬＡ　ＶＯＬＡＮＳ サービス 飲食業 5%

97,558 神奈川県 横浜市中区 アクセサリーＡＪ 小売業 貴金属・服飾品 5%

97,559 神奈川県 横浜市中区 ａｃｒｏｓｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ａｃｒｏｓｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　関内店 サービス 理容・美容業 5%

97,560 神奈川県 横浜市中区 亜細亜箱 小売業 その他小売 5%

97,561 神奈川県 横浜市中区 アジアン和風居酒屋　バンブー　戸部駅前店 サービス 飲食業 5%

97,562 神奈川県 横浜市中区 Ａｓｔｒａｗｏｒｋｏｕｔ サービス その他サービス 5%

97,563 神奈川県 横浜市中区 アッシュ　関内店 サービス 理容・美容業 5%

97,564 神奈川県 横浜市中区 ＠Ｅａｓｅ　Ｋａｎｎａｉ サービス 飲食業 5%

97,565 神奈川県 横浜市中区 アートジュエリー　馬車道サロン 小売業 貴金属・服飾品 5%

97,566 神奈川県 横浜市中区 アート宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%
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97,567 神奈川県 横浜市中区 Ａｏｎｏｈａ 小売業 衣料品 5%

97,568 神奈川県 横浜市中区 ａｐｌｉｃｉｅ サービス その他サービス 5%

97,569 神奈川県 横浜市中区 ＡＦＲＯ　ＴＡＣＯＳ サービス 飲食業 5%

97,570 神奈川県 横浜市中区 アミナコレクション催事 小売業 衣料品 5%

97,571 神奈川県 横浜市中区 ＡｍＲｈｅｉｎ サービス 飲食業 5%

97,572 神奈川県 横浜市中区 アメツチテラス　横浜 小売業 衣料品 5%

97,573 神奈川県 横浜市中区 アルテリーベ横浜店 サービス 飲食業 5%

97,574 神奈川県 横浜市中区 アンジェリカミッシェル　関内店 サービス 理容・美容業 5%

97,575 神奈川県 横浜市中区 アンジェリカミッシェル関内２号店 サービス 理容・美容業 5%

97,576 神奈川県 横浜市中区 ｕｎ：ｔｅｎ 小売業 衣料品 5%

97,577 神奈川県 横浜市中区 アンフィーロ 小売業 衣料品 5%

97,578 神奈川県 横浜市中区 イー服商店合同会社 小売業 衣料品 5%

97,579 神奈川県 横浜市中区 居酒屋かもん伊勢佐木町店 サービス 飲食業 5%

97,580 神奈川県 横浜市中区 居酒屋かもん桜木町店 サービス 飲食業 5%

97,581 神奈川県 横浜市中区 居酒屋みえ蔵 みえ蔵 サービス 飲食業 5%

97,582 神奈川県 横浜市中区 石井電機商会 小売業 電化製品 5%

97,583 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン伊勢佐木長者町駅前店 小売業 食料品 2%

97,584 神奈川県 横浜市中区 Ｔｈｅ　Ｓｏｕｔｈ サービス 飲食業 5%

97,585 神奈川県 横浜市中区 イチバンライフ株式会社 サービス その他サービス 5%

97,586 神奈川県 横浜市中区 一石屋酒店　一石屋酒店 小売業 食料品 5%

97,587 神奈川県 横浜市中区 ＩＳＳＩＫＩ サービス 理容・美容業 5%

97,588 神奈川県 横浜市中区 岩座　横浜本店 小売業 衣料品 5%

97,589 神奈川県 横浜市中区 岩野陶器店 小売業 その他小売 5%

97,590 神奈川県 横浜市中区 ウインドジャマー サービス 飲食業 5%

97,591 神奈川県 横浜市中区 魚旬伊勢佐木町店 サービス 飲食業 5%

97,592 神奈川県 横浜市中区 魚旬野毛店 サービス 飲食業 5%

97,593 神奈川県 横浜市中区 ｖｏｌｅｒ　　ヴォレ サービス 理容・美容業 5%

97,594 神奈川県 横浜市中区 Ｖｏｉｌａ サービス 理容・美容業 5%

97,595 神奈川県 横浜市中区 歌広場　関内伊勢佐木モール店 サービス 飲食業 5%

97,596 神奈川県 横浜市中区 うらしま サービス 飲食業 5%

97,597 神奈川県 横浜市中区 エイトブリッヂ株式会社 サービス 宿泊業 5%

97,598 神奈川県 横浜市中区 ｅｉｇｈｔ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

97,599 神奈川県 横浜市中区 株式会社イース サービス その他サービス 5%

97,600 神奈川県 横浜市中区 ＥＳＴＥＫＡ サービス 飲食業 5%

97,601 神奈川県 横浜市中区 Ｅｓｓｅｎｔｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

97,602 神奈川県 横浜市中区 江戸清　大通り店 小売業 食料品 5%

97,603 神奈川県 横浜市中区 江戸清　関帝廟通り店 小売業 食料品 5%

97,604 神奈川県 横浜市中区 江戸清 りーろん市場通り本店 小売業 食料品 5%

97,605 神奈川県 横浜市中区 海老料理専門店シュリンプサンセット サービス 飲食業 5%

97,606 神奈川県 横浜市中区 Ｍ’ｓ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

97,607 神奈川県 横浜市中区 エムズサイクル 小売業 その他小売 5%

97,608 神奈川県 横浜市中区 エムズサイクル サービス その他サービス 5%
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97,609 神奈川県 横浜市中区 Ｅｌｌｅｎａｂｅａｕｔｙｗａｘ サービス 理容・美容業 5%

97,610 神奈川県 横浜市中区 欧州航路　本店 小売業 衣料品 5%

97,611 神奈川県 横浜市中区 Ω　Ｃａｆｅ　横浜　桜木町店 サービス 飲食業 5%

97,612 神奈川県 横浜市中区 大野電気商会 小売業 電化製品 5%

97,613 神奈川県 横浜市中区 ＡＵＢＲＥＹ サービス 理容・美容業 5%

97,614 神奈川県 横浜市中区 お菓子のアトリエ　ラ　ネージュ　ラ　ネージュ 小売業 食料品 5%

97,615 神奈川県 横浜市中区 ＯＫＡＹ 小売業 家具・調度品 5%

97,616 神奈川県 横浜市中区 お酒の横濱屋　野毛店 小売業 食料品 5%

97,617 神奈川県 横浜市中区 お酒の横濱屋　福富町店 小売業 食料品 5%

97,618 神奈川県 横浜市中区 ｏｂｓｃｕｒ サービス 飲食業 5%

97,619 神奈川県 横浜市中区 オレッキオ　横浜元町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

97,620 神奈川県 横浜市中区 Ｏｎ　ｔｈｅ　Ｅａｒｔｈ サービス 飲食業 5%

97,621 神奈川県 横浜市中区 温野菜伊勢佐木モール店 サービス 飲食業 2%

97,622 神奈川県 横浜市中区 カージュ サービス 理容・美容業 5%

97,623 神奈川県 横浜市中区 加圧スタジオｂｉｇマハロ サービス その他サービス 5%

97,624 神奈川県 横浜市中区 ガーデンテラスカフェ 小売業 その他小売 5%

97,625 神奈川県 横浜市中区 開華楼 サービス 飲食業 5%

97,626 神奈川県 横浜市中区 海鮮酒場　雅 サービス 飲食業 5%

97,627 神奈川県 横浜市中区 有限会社学習館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

97,628 神奈川県 横浜市中区 華蔵 サービス 飲食業 5%

97,629 神奈川県 横浜市中区 隠れ家　イタリアン　Ｃｏｖｏ　Ｒｉｃｃｏ　コーボ　リッコ サービス 飲食業 5%

97,630 神奈川県 横浜市中区 カサ・デ・フジモリ　関内店 サービス 飲食業 5%

97,631 神奈川県 横浜市中区 華正樓 新館 サービス 飲食業 5%

97,632 神奈川県 横浜市中区 華正樓 新館売店 小売業 食料品 5%

97,633 神奈川県 横浜市中区 華正樓 本店 サービス 飲食業 5%

97,634 神奈川県 横浜市中区 華正樓　南門シルクロード売店 小売業 食料品 5%

97,635 神奈川県 横浜市中区 華正樓　新館 サービス 飲食業 5%

97,636 神奈川県 横浜市中区 華正樓　新館売店 サービス 飲食業 5%

97,637 神奈川県 横浜市中区 華正樓　本店 サービス 飲食業 5%

97,638 神奈川県 横浜市中区 華正樓　南門シルクロード売店 サービス 飲食業 5%

97,639 神奈川県 横浜市中区 角清 サービス 飲食業 5%

97,640 神奈川県 横浜市中区 Ｋａｈｉｋｏ　本店 小売業 衣料品 5%

97,641 神奈川県 横浜市中区 ｃａｆｅ ａｐｌｉｃｉｅ サービス 飲食業 5%

97,642 神奈川県 横浜市中区 ＣＡＦＥ　ＧＥＥＫ サービス 飲食業 5%

97,643 神奈川県 横浜市中区 ｃａｆｅ Ｌｅ Ｈａｖｒｅ ｃａｆ? Ｌｅ Ｈａｖｒｅ サービス 飲食業 5%

97,644 神奈川県 横浜市中区 ｃａｆｅ ｓｈｏｐ ｋａｇｕｙａ サービス 飲食業 5%

97,645 神奈川県 横浜市中区 カフェドゥラプレス サービス 飲食業 5%

97,646 神奈川県 横浜市中区 株式会社石鵬 サービス その他サービス 5%

97,647 神奈川県 横浜市中区 株式会社佐々木商店 サービス その他サービス 5%

97,648 神奈川県 横浜市中区 株式会社ジープラン サービス その他サービス 5%

97,649 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＪＣＳスクールズ横浜校 サービス その他サービス 5%

97,650 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＳＲＩＪＡＮＡ　エミ　ネパール　ダイニング　アンド　バー サービス 飲食業 5%
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97,651 神奈川県 横浜市中区 株式会社パインバレー サービス その他サービス 5%

97,652 神奈川県 横浜市中区 株式会社マリリア関内店 小売業 衣料品 5%

97,653 神奈川県 横浜市中区 株式会社ライフビジョン サービス その他サービス 5%

97,654 神奈川県 横浜市中区 株式会社田中薬局 小売業 その他小売 5%

97,655 神奈川県 横浜市中区 カラオケパセラ横浜関内 サービス 飲食業 5%

97,656 神奈川県 横浜市中区 カラオケパセラ横浜関内 サービス 飲食業 5%

97,657 神奈川県 横浜市中区 カラオケパセラ横浜関内 サービス 飲食業 5%

97,658 神奈川県 横浜市中区 カラオケパセラ横浜関内 サービス 飲食業 5%

97,659 神奈川県 横浜市中区 カラオケパセラ横浜関内 サービス 飲食業 5%

97,660 神奈川県 横浜市中区 カラダメンテナンスサロン ＩＲＩＥ ＪＯＯＫＳ サービス その他サービス 5%

97,661 神奈川県 横浜市中区 カレーハウスＣｃＣｏ壱番屋中区本町店 サービス 飲食業 2%

97,662 神奈川県 横浜市中区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ桜木町駅前店 サービス 飲食業 2%

97,663 神奈川県 横浜市中区 関内会計 サービス その他サービス 5%

97,664 神奈川県 横浜市中区 元祖ニュータンタンメン本舗伊勢佐木店　イセザキテン サービス 飲食業 5%

97,665 神奈川県 横浜市中区 廣東飯店 サービス 飲食業 5%

97,666 神奈川県 横浜市中区 関内　酒場　関内本店 サービス 飲食業 5%

97,667 神奈川県 横浜市中区 関内バル３３３ サービス 飲食業 5%

97,668 神奈川県 横浜市中区 甘味処　いろり 小売業 食料品 5%

97,669 神奈川県 横浜市中区 キーストーン 小売業 その他小売 5%

97,670 神奈川県 横浜市中区 着付・ヘアセット専門店　横濱ｈａｉｋａｒａ美容院 サービス 理容・美容業 5%

97,671 神奈川県 横浜市中区 ＫＩＴＣＨＥＮ　ＪＯ’Ｓ　ＣＩＡＬ桜木町店 サービス 飲食業 5%

97,672 神奈川県 横浜市中区 ｇｉｍｍｅｇｉｍｍｅｇｉｍｍｅ サービス 飲食業 5%

97,673 神奈川県 横浜市中区 ｇａｌｌｅｒｙｆｕ サービス その他サービス 5%

97,674 神奈川県 横浜市中区 ＧａｌｌｅｒｙＳａｃｈｉｋｏ サービス その他サービス 5%

97,675 神奈川県 横浜市中区 Ｃａｎ　Ｉ　Ｄｒｅｓｓｙ　ヨコハマ元町店 サービス 理容・美容業 5%

97,676 神奈川県 横浜市中区 キャンドル工房Ａｏｔａｍａ－Ｔａｍａｒｉ 小売業 衣料品 5%

97,677 神奈川県 横浜市中区 牛角伊勢佐木モール店 サービス 飲食業 2%

97,678 神奈川県 横浜市中区 牛角横浜関内店 サービス 飲食業 2%

97,679 神奈川県 横浜市中区 Ｑ－Ｆｉｔ サービス その他サービス 5%

97,680 神奈川県 横浜市中区 崎陽軒シアル桜木町店 小売業 食料品 5%

97,681 神奈川県 横浜市中区 ＫＹＯＳＥＩ 小売業 衣料品 5%

97,682 神奈川県 横浜市中区 綺羅化粧品　馬車道店 小売業 その他小売 5%

97,683 神奈川県 横浜市中区 銀座パリス伊勢佐木町店 小売業 衣料品 5%

97,684 神奈川県 横浜市中区 金米堂本店 小売業 食料品 5%

97,685 神奈川県 横浜市中区 クープドジュール サービス 理容・美容業 5%

97,686 神奈川県 横浜市中区 Ｑｕｅｓｔｉｏｎ サービス 飲食業 5%

97,687 神奈川県 横浜市中区 ＫＵＳＨＩＴＡＮＩＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥＳＴＯＲＥ横浜 小売業 その他小売 5%

97,688 神奈川県 横浜市中区 串焼き居酒屋　ＫＡＺＵ サービス 飲食業 5%

97,689 神奈川県 横浜市中区 串焼き　　だるま サービス 飲食業 5%

97,690 神奈川県 横浜市中区 熊本馬料理うまかつ サービス 飲食業 5%

97,691 神奈川県 横浜市中区 久米電機商会 小売業 電化製品 5%

97,692 神奈川県 横浜市中区 ＧＬＡＭＯＲＯＵＳ　横浜関内店 サービス 理容・美容業 5%
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97,693 神奈川県 横浜市中区 クリーニングボニータ サービス その他サービス 5%

97,694 神奈川県 横浜市中区 ＣＲＩＢ サービス 飲食業 5%

97,695 神奈川県 横浜市中区 ＣＲＥＷ’Ｓ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

97,696 神奈川県 横浜市中区 ＧＬＯＷ サービス 飲食業 5%

97,697 神奈川県 横浜市中区 グロスターロードシューズショップ 小売業 その他小売 5%

97,698 神奈川県 横浜市中区 ｅｓｎｏｌｉｂａ サービス 理容・美容業 5%

97,699 神奈川県 横浜市中区 Ｋ?ＰＬＡＮＮＩＮＧ写真スタジオ サービス その他サービス 5%

97,700 神奈川県 横浜市中区 ＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅＦＵＴＡＲＥＮＯ サービス その他サービス 5%

97,701 神奈川県 横浜市中区 ケセラセラ横浜 サービス その他サービス 5%

97,702 神奈川県 横浜市中区 健康・野草茶センター本店 小売業 食料品 5%

97,703 神奈川県 横浜市中区 ＣＯＶＡ　横浜本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

97,704 神奈川県 横浜市中区 香水倶楽部　ＹＯＫＯＨＡＭＡ 小売業 その他小売 5%

97,705 神奈川県 横浜市中区 株式会社更生堂薬局 小売業 その他小売 5%

97,706 神奈川県 横浜市中区 合同会社イドコ サービス その他サービス 5%

97,707 神奈川県 横浜市中区 鉱物の館　元町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

97,708 神奈川県 横浜市中区 ゴールコンサルティング合同会社 サービス その他サービス 5%

97,709 神奈川県 横浜市中区 悟空１号店 小売業 食料品 5%

97,710 神奈川県 横浜市中区 悟空茶荘 小売業 食料品 5%

97,711 神奈川県 横浜市中区 Ｃｏｃ．ｂｙ　ｆｕｎｉｃ サービス 理容・美容業 5%

97,712 神奈川県 横浜市中区 個室居酒屋　四季彩（しきさい） サービス 飲食業 5%

97,713 神奈川県 横浜市中区 ＧＯＲＩＬＬＡ　ＢＩＳＣＵＩＴＳ サービス 理容・美容業 5%

97,714 神奈川県 横浜市中区 ゴールデン文具店 小売業 その他小売 5%

97,715 神奈川県 横浜市中区 こんどう 小売業 衣料品 5%

97,716 神奈川県 横浜市中区 ｔｈｅ　Ｓ　【ザ　エス】 サービス 理容・美容業 5%

97,717 神奈川県 横浜市中区 ３８　サーティエイト サービス 理容・美容業 5%

97,718 神奈川県 横浜市中区 菜香新館 サービス 飲食業 5%

97,719 神奈川県 横浜市中区 桜木町アントレサロン サービス その他サービス 5%

97,720 神奈川県 横浜市中区 ＴＨＥＰＥＡＲＬＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

97,721 神奈川県 横浜市中区 酒のソクハイ　関内店 小売業 その他小売 5%

97,722 神奈川県 横浜市中区 酒のソクハイ横浜本店 小売業 その他小売 5%

97,723 神奈川県 横浜市中区 酒呑んで飯食って蛙之介　野毛店 サービス 飲食業 5%

97,724 神奈川県 横浜市中区 ＴｈｅＧｅｎｔｌｅｍｅｎ＇ｓＣｌｕｂ サービス 飲食業 5%

97,725 神奈川県 横浜市中区 幸染め種井 サービス その他サービス 5%

97,726 神奈川県 横浜市中区 皐月商会 サービス その他サービス 5%

97,727 神奈川県 横浜市中区 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｆｅｍｍｅｓ サービス その他サービス 5%

97,728 神奈川県 横浜市中区 サンシャインサービス 小売業 電化製品 5%

97,729 神奈川県 横浜市中区 酸素カプセル＆コラーゲンマシン サービス その他サービス 5%

97,730 神奈川県 横浜市中区 三徳長者町店 小売業 食料品 5%

97,731 神奈川県 横浜市中区 ＳＹＭＰＡＴＨＩＱＵＥ（サンパティーク）ｖｉｎｔａｇｅ＆ｆｒｉｐｅｓ 小売業 衣料品 5%

97,732 神奈川県 横浜市中区 ＧＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＨｕｂＹｏｋｏｈａｍａ サービス その他サービス 5%

97,733 神奈川県 横浜市中区 Ｃ－ｅｓｓｅｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

97,734 神奈川県 横浜市中区 ＣＪ横浜元町 サービス その他サービス 5%
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97,735 神奈川県 横浜市中区 ＣＪ横浜元町店 サービス その他サービス 5%

97,736 神奈川県 横浜市中区 ＳＥＡＬ横浜店 小売業 衣料品 5%

97,737 神奈川県 横浜市中区 ｓｈｅｏｌ 小売業 衣料品 5%

97,738 神奈川県 横浜市中区 Ｇ．Ｋｅｌｌｙ 小売業 衣料品 5%

97,739 神奈川県 横浜市中区 じざいや 小売業 衣料品 5%

97,740 神奈川県 横浜市中区 信濃屋横浜馬車道店 小売業 その他小売 5%

97,741 神奈川県 横浜市中区 写楽　横浜関内店 サービス 飲食業 5%

97,742 神奈川県 横浜市中区 ｓｈａｎｔｉｓｐａ サービス その他サービス 5%

97,743 神奈川県 横浜市中区 重慶茶樓　横浜中華街本店 サービス 飲食業 5%

97,744 神奈川県 横浜市中区 重慶飯店　別館 サービス 飲食業 5%

97,745 神奈川県 横浜市中区 重慶飯店　本館 サービス 飲食業 5%

97,746 神奈川県 横浜市中区 重慶飯店　本館売店 サービス 飲食業 5%

97,747 神奈川県 横浜市中区 重慶飯店　第一売店 サービス 飲食業 5%

97,748 神奈川県 横浜市中区 重慶飯店　第２売店 サービス 飲食業 5%

97,749 神奈川県 横浜市中区 ジュエリーキネヤ　伊勢佐木町店 小売業 その他小売 5%

97,750 神奈川県 横浜市中区 ジュエリーキネヤ　関内店 小売業 その他小売 5%

97,751 神奈川県 横浜市中区 昭和堂　文具の昭和堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

97,752 神奈川県 横浜市中区 Ｓｈｏｐ　ＥＺＥ 小売業 その他小売 5%

97,753 神奈川県 横浜市中区 シルクショップ・マツムラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

97,754 神奈川県 横浜市中区 ＳＹＮＣＨＲＯＮＩＣＩＴＹ サービス 飲食業 5%

97,755 神奈川県 横浜市中区 新時代パソコンショップ 小売業 電化製品 5%

97,756 神奈川県 横浜市中区 Ｓｋａｌｐｔ サービス 理容・美容業 5%

97,757 神奈川県 横浜市中区 鮨ダイニングいづみ サービス 飲食業 5%

97,758 神奈川県 横浜市中区 鈴木商店 小売業 食料品 5%

97,759 神奈川県 横浜市中区 ＳＵＺＵＴＡＮ関内マリナード店 小売業 衣料品 5%

97,760 神奈川県 横浜市中区 スタジオパセラ　横浜関内 サービス その他サービス 5%

97,761 神奈川県 横浜市中区 すたみな太郎ＮＥＸＴ横浜伊勢佐木モール店 サービス 飲食業 5%

97,762 神奈川県 横浜市中区 すたみな太郎　ベイタウン本牧５番街店 サービス 飲食業 5%

97,763 神奈川県 横浜市中区 ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ＴＲＡＤＥ． 小売業 家具・調度品 5%

97,764 神奈川県 横浜市中区 すっとこどっこい ＪＲ石川町店 サービス 飲食業 5%

97,765 神奈川県 横浜市中区 ステーキハウス　リベロ サービス 飲食業 5%

97,766 神奈川県 横浜市中区 ＳＴＡＧＥＣＯＡＣＨ サービス 飲食業 5%

97,767 神奈川県 横浜市中区 ｓｔｅｌｌａｄｉＭａｒｅ サービス 飲食業 5%

97,768 神奈川県 横浜市中区 ストレッチアップ 元町中華街店 サービス 理容・美容業 5%

97,769 神奈川県 横浜市中区 ｓｕｍｉｃａ栖 サービス その他サービス 5%

97,770 神奈川県 横浜市中区 炭火焙煎珈琲 無 サービス 飲食業 5%

97,771 神奈川県 横浜市中区 炭焼きサロンヒフミ サービス 飲食業 5%

97,772 神奈川県 横浜市中区 整体＆足つぼサロン　らくだ サービス その他サービス 5%

97,773 神奈川県 横浜市中区 整体ｂｏｏｔｈ　ＮＩＣＥＴＩＭＥ サービス その他サービス 5%

97,774 神奈川県 横浜市中区 星羊社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

97,775 神奈川県 横浜市中区 セリシール サービス 飲食業 5%

97,776 神奈川県 横浜市中区 ｓｅｌｅｃｔｚａｋｋａ＆ｖｉｎｔａｇｅｃｌｏｔｈｉｎｇｐｏｒｔ． 小売業 衣料品 5%
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97,777 神奈川県 横浜市中区 ｃｅｎｔｒｏ　ｂｙ　ｚｅｃｔ サービス 理容・美容業 5%

97,778 神奈川県 横浜市中区 ＳＯＩ２０１ サービス その他サービス 5%

97,779 神奈川県 横浜市中区 ソクチョサムゲタン サービス 飲食業 5%

97,780 神奈川県 横浜市中区 ソフトバンク 伊勢佐木モール サービス その他サービス 2%

97,781 神奈川県 横浜市中区 ソルエマーレ鍼灸治療院 サービス その他サービス 5%

97,782 神奈川県 横浜市中区 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　横浜関内店 小売業 その他小売 5%

97,783 神奈川県 横浜市中区 ダイコクドラッグ横浜中華街店 小売業 その他小売 5%

97,784 神奈川県 横浜市中区 タイ古式マッサージタイもみ サービス 理容・美容業 5%

97,785 神奈川県 横浜市中区 ＤｉＣＥ伊勢佐木町店 サービス その他サービス 5%

97,786 神奈川県 横浜市中区 ｄｏｗｎｂｅａｔ サービス 飲食業 5%

97,787 神奈川県 横浜市中区 鷹一 サービス 飲食業 5%

97,788 神奈川県 横浜市中区 髙木漢方 小売業 その他小売 5%

97,789 神奈川県 横浜市中区 たかまつ東洋治療院 サービス 理容・美容業 5%

97,790 神奈川県 横浜市中区 有限会社田中印舗 小売業 その他小売 5%

97,791 神奈川県 横浜市中区 旅するコンフィチュール 小売業 その他小売 5%

97,792 神奈川県 横浜市中区 ダルジェントクローチェ サービス 飲食業 5%

97,793 神奈川県 横浜市中区 ちまき屋 サービス 飲食業 5%

97,794 神奈川県 横浜市中区 ｃｈａｉｄｅｅ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

97,795 神奈川県 横浜市中区 Ｃｈａｉ　Ｔｅａ　Ｃａｆｅ 小売業 衣料品 5%

97,796 神奈川県 横浜市中区 チャイハネ　パート２ 小売業 衣料品 5%

97,797 神奈川県 横浜市中区 チャイハネ　Ｐａｒｔ２ 小売業 衣料品 5%

97,798 神奈川県 横浜市中区 チャイハネ　パート１ 小売業 衣料品 5%

97,799 神奈川県 横浜市中区 チャイハネ　パート１ 小売業 衣料品 5%

97,800 神奈川県 横浜市中区 ちゃぶ サービス 飲食業 5%

97,801 神奈川県 横浜市中区 ｃｈａｂｏｌａ サービス 飲食業 5%

97,802 神奈川県 横浜市中区 中国料理　揚子江 サービス 飲食業 5%

97,803 神奈川県 横浜市中区 中国料理一楽 サービス 飲食業 5%

97,804 神奈川県 横浜市中区 銚子屋 伊勢佐木町本店 小売業 食料品 5%

97,805 神奈川県 横浜市中区 ＣＨＩＬＬＵＬＵ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

97,806 神奈川県 横浜市中区 つつい　本店 小売業 衣料品 5%

97,807 神奈川県 横浜市中区 てあて屋みわ整体 サービス その他サービス 5%

97,808 神奈川県 横浜市中区 ＴＥＡ　ＭＩＮＤ　ＭＯＴＯＭＡＣＨＩ 小売業 食料品 5%

97,809 神奈川県 横浜市中区 ｄｉｅ　Ｓｃｈｅｒｅ　Ｏｒｔ　【ディシェーレ　オルト】 サービス 理容・美容業 5%

97,810 神奈川県 横浜市中区 手打ち蕎麦切り　天空 サービス 飲食業 5%

97,811 神奈川県 横浜市中区 手音 サービス その他サービス 5%

97,812 神奈川県 横浜市中区 手作り家庭料理の店 みのり サービス 飲食業 5%

97,813 神奈川県 横浜市中区 寺子屋ジャパン合同会社 サービス その他サービス 5%

97,814 神奈川県 横浜市中区 テラスリンク サービス 飲食業 5%

97,815 神奈川県 横浜市中区 ｄｅｒａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

97,816 神奈川県 横浜市中区 東海汽船横浜営業所 サービス 運輸業 5%

97,817 神奈川県 横浜市中区 東海補聴器センター横浜店 小売業 その他小売 5%

97,818 神奈川県 横浜市中区 東北人家本館 サービス 飲食業 5%
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97,819 神奈川県 横浜市中区 ドクトカゲラヴァー 小売業 その他小売 5%

97,820 神奈川県 横浜市中区 トラックスジャパン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

97,821 神奈川県 横浜市中区 ドリーミン 小売業 その他小売 5%

97,822 神奈川県 横浜市中区 Ｔｒｉｐ サービス 飲食業 5%

97,823 神奈川県 横浜市中区 トルコ料理　ジェイハン サービス 飲食業 5%

97,824 神奈川県 横浜市中区 七草 サービス 飲食業 5%

97,825 神奈川県 横浜市中区 Ｎａｎａｒａ サービス 理容・美容業 5%

97,826 神奈川県 横浜市中区 肉屋の肉料理みずむら サービス 飲食業 5%

97,827 神奈川県 横浜市中区 ｎｉｃ? サービス その他サービス 5%

97,828 神奈川県 横浜市中区 日本一シァル桜木町店 小売業 食料品 5%

97,829 神奈川県 横浜市中区 日本料理　慶雲 サービス 飲食業 5%

97,830 神奈川県 横浜市中区 ＴｏｔａｌＨｅａｌｔｈｃａｒｅｓａｌｏｎＮｉｌｕｆａ サービス 理容・美容業 5%

97,831 神奈川県 横浜市中区 ＮＡＩＬＳＡＬＯＮ　ｇｉｆｔ サービス その他サービス 5%

97,832 神奈川県 横浜市中区 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ＢＥＡＵＴＥ サービス その他サービス 5%

97,833 神奈川県 横浜市中区 ＮｅｓｔＡｅｒｉａｌ サービス その他サービス 5%

97,834 神奈川県 横浜市中区 根っこの整体院　根っこの整体院 サービス その他サービス 5%

97,835 神奈川県 横浜市中区 野口サイクル　野口サイクル 小売業 その他小売 5%

97,836 神奈川県 横浜市中区 野毛とんちゃん サービス 飲食業 5%

97,837 神奈川県 横浜市中区 野毛若竹 サービス 飲食業 5%

97,838 神奈川県 横浜市中区 バー ウォーカー サービス 飲食業 5%

97,839 神奈川県 横浜市中区 Ｂａｒ＆Ｋｉｔｃｈｅｎ　ＦＵＺＺ サービス 飲食業 5%

97,840 神奈川県 横浜市中区 バー・グローリー桜木町店 サービス 飲食業 5%

97,841 神奈川県 横浜市中区 ＢＡＲＳＨＯＷＴＩＭＥ サービス 飲食業 5%

97,842 神奈川県 横浜市中区 ＢＡＲ ＭＯＪＯ サービス 飲食業 5%

97,843 神奈川県 横浜市中区 梅蘭　梅蘭　市場通り本店 サービス 飲食業 5%

97,844 神奈川県 横浜市中区 白牡丹 小売業 衣料品 5%

97,845 神奈川県 横浜市中区 方舟桜木町クロスゲート店 サービス 飲食業 5%

97,846 神奈川県 横浜市中区 馬車道入口のひもの屋関内店 サービス 飲食業 5%

97,847 神奈川県 横浜市中区 八郎ミート酒場 サービス 飲食業 5%

97,848 神奈川県 横浜市中区 パティスリー　レ　ビアン　エメ サービス 飲食業 5%

97,849 神奈川県 横浜市中区 ＨａｎａＵｔａ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

97,850 神奈川県 横浜市中区 ｈａｎａｓａｋｕ サービス 飲食業 5%

97,851 神奈川県 横浜市中区 浜志まん 小売業 食料品 5%

97,852 神奈川県 横浜市中区 パラダイス 小売業 その他小売 5%

97,853 神奈川県 横浜市中区 ｂａｒａｃｃａ サービス 飲食業 5%

97,854 神奈川県 横浜市中区 バール・エスパニョール サービス 飲食業 5%

97,855 神奈川県 横浜市中区 ＨＡＲＥ－ＴＡＢＩ 小売業 衣料品 5%

97,856 神奈川県 横浜市中区 Ｈａｌｌｅｌｕｊａｈ　Ｃｈｉｒｏｐｒａｃｔｉｃ サービス その他サービス 5%

97,857 神奈川県 横浜市中区 ぱんだや ぱんだや 小売業 その他小売 5%

97,858 神奈川県 横浜市中区 Ｂ　Ｗ サービス 飲食業 5%

97,859 神奈川県 横浜市中区 ビーコネクト株式会社 サービス その他サービス 5%

97,860 神奈川県 横浜市中区 ＢＢブラスト株式会社 小売業 その他小売 5%
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97,861 神奈川県 横浜市中区 ビジネスインニューシティー サービス 宿泊業 5%

97,862 神奈川県 横浜市中区 ビストロ　グランヴィラージュ サービス 飲食業 5%

97,863 神奈川県 横浜市中区 ひと息茶屋　中華街店 サービス 飲食業 5%

97,864 神奈川県 横浜市中区 ＨＩＴＯＨＡ 小売業 衣料品 5%

97,865 神奈川県 横浜市中区 ピポパーク 関内店 小売業 その他小売 5%

97,866 神奈川県 横浜市中区 ＴＩＡＲＡ サービス 理容・美容業 5%

97,867 神奈川県 横浜市中区 美女と野獣のカフェレストラン サービス 飲食業 5%

97,868 神奈川県 横浜市中区 タイ古式マッサージファーサイ サービス 理容・美容業 5%

97,869 神奈川県 横浜市中区 ＦＵＮＩＣ　ｓｔｙｌｅ?Ｇ サービス 理容・美容業 5%

97,870 神奈川県 横浜市中区 フェアトレードはちみつ オフィス五タラント 小売業 食料品 5%

97,871 神奈川県 横浜市中区 ｆａｖｏｒ 小売業 衣料品 5%

97,872 神奈川県 横浜市中区 フォトエクボ サービス その他サービス 5%

97,873 神奈川県 横浜市中区 フォトグラフィカ サービス その他サービス 5%

97,874 神奈川県 横浜市中区 福田電気商会 小売業 電化製品 5%

97,875 神奈川県 横浜市中区 ぷちまりー横浜元町店 小売業 その他小売 5%

97,876 神奈川県 横浜市中区 ＦＯＯＴ　ＰＲＩＮＴ サービス 飲食業 5%

97,877 神奈川県 横浜市中区 フットブルー　横濱元町店 サービス その他サービス 5%

97,878 神奈川県 横浜市中区 ブティックロッサ　横浜元町店 小売業 衣料品 5%

97,879 神奈川県 横浜市中区 葡萄屋関内店 小売業 食料品 5%

97,880 神奈川県 横浜市中区 プライベートサロンｌａｌａｍｏｕ サービス 理容・美容業 5%

97,881 神奈川県 横浜市中区 ＰＲＯＵＤ　Ｂ．Ｐ．Ｏ．Ｓ サービス 理容・美容業 5%

97,882 神奈川県 横浜市中区 ＢＬＡＣＫ　ＶＥＬＶＥＴ サービス 飲食業 5%

97,883 神奈川県 横浜市中区 プラネット 小売業 衣料品 5%

97,884 神奈川県 横浜市中区 ＦＲＥＥＷＡＹ４２８代官坂 小売業 衣料品 5%

97,885 神奈川県 横浜市中区 Ｂｒｅｗｐｕｂ　Ｅｒｇｏ　ｂｉｂａｍｕｓ サービス 飲食業 5%

97,886 神奈川県 横浜市中区 Ｈｅａｌｉｎｇｓｐａｃｅｐｕｒｎｉｍａ 小売業 その他小売 5%

97,887 神奈川県 横浜市中区 フレッシュネスバーガー山下 サービス 飲食業 2%

97,888 神奈川県 横浜市中区 ｌｅｍｉｄｉ サービス 飲食業 5%

97,889 神奈川県 横浜市中区 ｈａｉｒ　ｃａｐｅｌｉｓａ サービス 理容・美容業 5%

97,890 神奈川県 横浜市中区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｗ サービス 理容・美容業 5%

97,891 神奈川県 横浜市中区 ｍｉｌｋ＆ｃｏ サービス 理容・美容業 5%

97,892 神奈川県 横浜市中区 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｐａｓｓｏ サービス 理容・美容業 5%

97,893 神奈川県 横浜市中区 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＺＥＮ　ＹＯＫＯＨＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

97,894 神奈川県 横浜市中区 株式会社アイビス サービス 理容・美容業 5%

97,895 神奈川県 横浜市中区 ヘアメイクアッシュ サービス 理容・美容業 5%

97,896 神奈川県 横浜市中区 ヘアメイクアッシュ　桜木町店 サービス 理容・美容業 5%

97,897 神奈川県 横浜市中区 ヘアメイクアッシュ　本牧店 サービス 理容・美容業 5%

97,898 神奈川県 横浜市中区 ヘアメイクアッシュ元町店 サービス 理容・美容業 5%

97,899 神奈川県 横浜市中区 聘珍茶寮　中華街店 サービス 飲食業 5%

97,900 神奈川県 横浜市中区 聘珍茶寮　横浜ワールドポーターズ店 サービス 飲食業 5%

97,901 神奈川県 横浜市中区 聘珍樓　本店 サービス 飲食業 5%

97,902 神奈川県 横浜市中区 聘珍樓　横浜本店　売店 サービス 飲食業 5%
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97,903 神奈川県 横浜市中区 ＰｅｔＳａｌｏｎ　Ｌｅａｆ サービス その他サービス 5%

97,904 神奈川県 横浜市中区 ペットサロンＧＲＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

97,905 神奈川県 横浜市中区 ベル・クルールインテリア サービス その他サービス 5%

97,906 神奈川県 横浜市中区 市野裕明法律事務所 サービス その他サービス 5%

97,907 神奈川県 横浜市中区 ＢＥＡＵＴＥ サービス 理容・美容業 5%

97,908 神奈川県 横浜市中区 ボクノワタシノ 小売業 その他小売 5%

97,909 神奈川県 横浜市中区 ポスターラボ 横浜関内店 サービス その他サービス 5%

97,910 神奈川県 横浜市中区 ボディコンディショニング・マルギ サービス 理容・美容業 5%

97,911 神奈川県 横浜市中区 ホテル　パセラの森 サービス 宿泊業 5%

97,912 神奈川県 横浜市中区 ホテルバリアンリゾート横浜関内 サービス 宿泊業 5%

97,913 神奈川県 横浜市中区 ＶＯＬＥＩ 小売業 食料品 5%

97,914 神奈川県 横浜市中区 Ｍ?ＬＡＭＡＡｒｔ＆Ｄｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

97,915 神奈川県 横浜市中区 マウロアサーフ　マウロアサーフ 小売業 衣料品 5%

97,916 神奈川県 横浜市中区 マリンＦＭ石川町ＳＴＵＤＩＯ 小売業 衣料品 5%

97,917 神奈川県 横浜市中区 ｍａｒｄｉｐｒｉｖａｔｅｈａｉｒｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

97,918 神奈川県 横浜市中区 マルワン　元町店 小売業 その他小売 5%

97,919 神奈川県 横浜市中区 ＭｅｅｔＦｒｅｓｈ 鮮芋仙 横浜中華街店 サービス 飲食業 5%

97,920 神奈川県 横浜市中区 ＭｉｔｓｕＴｅａ 小売業 食料品 5%

97,921 神奈川県 横浜市中区 ミッドタウン　ヘアラインズ　ファ サービス その他サービス 5%

97,922 神奈川県 横浜市中区 Ｍｉｄｔｏｗｎ　ｈａｉｒｌｉｎｅｓ サービス 理容・美容業 5%

97,923 神奈川県 横浜市中区 ｍｉｄｔｏｗｎｈａｉｒｌｉｎｅｓ サービス 理容・美容業 5%

97,924 神奈川県 横浜市中区 ｍｉｄｔｏｗｎｈａｉｒｌｉｎｅｓｆａｖｏｒｉｔｅｓ サービス 理容・美容業 5%

97,925 神奈川県 横浜市中区 ミニャンゴス 小売業 衣料品 5%

97,926 神奈川県 横浜市中区 みらい サービス その他サービス 5%

97,927 神奈川県 横浜市中区 Ｍｉｒａｉ サービス 飲食業 5%

97,928 神奈川県 横浜市中区 Ｍｉｒａｂｙｇｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

97,929 神奈川県 横浜市中区 Ｍｉｒａｒｅｅｅ サービス 理容・美容業 5%

97,930 神奈川県 横浜市中区 味臨軒　中華料理　味臨軒 サービス 飲食業 5%

97,931 神奈川県 横浜市中区 ｍｉｎｇｌｅ 小売業 衣料品 5%

97,932 神奈川県 横浜市中区 Ｍｏｏｄｉｅｓ　ムーディーズ サービス 飲食業 5%

97,933 神奈川県 横浜市中区 夢源 サービス 飲食業 5%

97,934 神奈川県 横浜市中区 メディック横浜サロン サービス 理容・美容業 5%

97,935 神奈川県 横浜市中区 ＭＥＭＯＲＩＡＬＷＥＤＤＩＮＧ横浜サロン 小売業 衣料品 5%

97,936 神奈川県 横浜市中区 モークラウドミュージック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

97,937 神奈川県 横浜市中区 有限会社アトリエモモ 小売業 衣料品 5%

97,938 神奈川県 横浜市中区 ＹＡＥＣＯ サービス その他サービス 5%

97,939 神奈川県 横浜市中区 焼鳥じらい屋伊勢佐木町店 サービス 飲食業 5%

97,940 神奈川県 横浜市中区 焼肉　ＹＯＫＯＨＡＭＡ　０４５ サービス 飲食業 5%

97,941 神奈川県 横浜市中区 焼肉牛三郎横浜元町店 サービス 飲食業 5%

97,942 神奈川県 横浜市中区 薬膳ハリハリ鍋ごんじゅ　薬膳ハリハリ鍋　ごんじゅ サービス 飲食業 5%

97,943 神奈川県 横浜市中区 ＭＯＥＧＩＹＡＭＡＮＡＫＡＣＥＲＡＭＩＣＷＯＲＫＳ サービス その他サービス 5%

97,944 神奈川県 横浜市中区 山村商店 小売業 その他小売 5%
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97,945 神奈川県 横浜市中区 ＹｏｋｏｈａｍａＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅ１７０㎡ サービス その他サービス 5%

97,946 神奈川県 横浜市中区 有限会社リチェッタ サービス 理容・美容業 5%

97,947 神奈川県 横浜市中区 ｙｕｒｕｒｉ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

97,948 神奈川県 横浜市中区 揚州飯店 本店 サービス 飲食業 5%

97,949 神奈川県 横浜市中区 揚州飯店　本店 サービス 飲食業 5%

97,950 神奈川県 横浜市中区 養老乃瀧　野毛店 サービス 飲食業 2%

97,951 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜伊勢佐木町７丁目店 小売業 食料品 2%

97,952 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜伊勢佐木町４丁目店 小売業 食料品 2%

97,953 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜イセザキモール店 小売業 食料品 2%

97,954 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜上野町店 小売業 食料品 2%

97,955 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜太田町６丁目店 小売業 食料品 2%

97,956 神奈川県 横浜市中区 横浜おやつファクトリー 小売業 その他小売 5%

97,957 神奈川県 横浜市中区 横浜きものあそび サービス その他サービス 5%

97,958 神奈川県 横浜市中区 横濱牛ママ 関内店 サービス 飲食業 5%

97,959 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜クロスゲート店 小売業 食料品 2%

97,960 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜小港町１丁目店 小売業 食料品 2%

97,961 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜桜木町１丁目店 小売業 食料品 2%

97,962 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜桜木町駅前店 小売業 食料品 2%

97,963 神奈川県 横浜市中区 横浜桜木町タウンホテル サービス 宿泊業 5%

97,964 神奈川県 横浜市中区 横浜瀬里奈　ステーキドーム サービス 飲食業 5%

97,965 神奈川県 横浜市中区 横浜瀬里奈　浪漫茶屋 サービス 飲食業 5%

97,966 神奈川県 横浜市中区 横浜大飯店 サービス 飲食業 5%

97,967 神奈川県 横浜市中区 横浜大飯店大通り店 小売業 その他小売 5%

97,968 神奈川県 横浜市中区 横浜太郎殿 サービス 飲食業 5%

97,969 神奈川県 横浜市中区 横浜タウンホテル サービス 宿泊業 5%

97,970 神奈川県 横浜市中区 白百合荘 サービス その他サービス 5%

97,971 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜中華街朱雀門店 小売業 食料品 2%

97,972 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜中華街東門店 小売業 食料品 2%

97,973 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜長者町清正公通り店 小売業 食料品 2%

97,974 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜長者町店 小売業 食料品 2%

97,975 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜根岸３丁目店 小売業 食料品 2%

97,976 神奈川県 横浜市中区 横浜ガス サービス その他サービス 5%

97,977 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜羽衣町２丁目店 小売業 食料品 2%

97,978 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜日ノ出町駅前店 小売業 食料品 2%

97,979 神奈川県 横浜市中区 横浜骨付き鶏　まる金 サービス 飲食業 5%

97,980 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜本牧２丁目店 小売業 食料品 2%

97,981 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜本牧原店 小売業 食料品 2%

97,982 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜元浜町３丁目店 小売業 食料品 2%

97,983 神奈川県 横浜市中区 横浜野菜と日本酒 七草 サービス 飲食業 5%

97,984 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜山下町店 小売業 食料品 2%

97,985 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜山下町本町通り店 小売業 食料品 2%

97,986 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜山手駅前店 小売業 食料品 2%
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97,987 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜山手本牧通り店 小売業 食料品 2%

97,988 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜大和町店 小売業 食料品 2%

97,989 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜山元町店 小売業 食料品 2%

97,990 神奈川県 横浜市中区 セブン－イレブン横浜弥生町３丁目店 小売業 食料品 2%

97,991 神奈川県 横浜市中区 横濱ワイナリー サービス 飲食業 5%

97,992 神奈川県 横浜市中区 吉田電機 小売業 電化製品 5%

97,993 神奈川県 横浜市中区 よつばベーカリー　よつばベーカリー 小売業 食料品 5%

97,994 神奈川県 横浜市中区 よりみち サービス 飲食業 5%

97,995 神奈川県 横浜市中区 らかんスタジオ横浜店 サービス その他サービス 5%

97,996 神奈川県 横浜市中区 らくだ　　整体　足ツボ　ドイツ式フットケア サービス その他サービス 5%

97,997 神奈川県 横浜市中区 ラソックスショップ横浜元町店 小売業 衣料品 5%

97,998 神奈川県 横浜市中区 ラトリエ　ドゥ　アンティーク サービス 飲食業 5%

97,999 神奈川県 横浜市中区 ラフチュール サービス その他サービス 5%

98,000 神奈川県 横浜市中区 ラメゾンドレイル 小売業 その他小売 5%

98,001 神奈川県 横浜市中区 ランドリープレス　横浜日ノ出町店 サービス その他サービス 5%

98,002 神奈川県 横浜市中区 リセッテ サービス その他サービス 5%

98,003 神奈川県 横浜市中区 ＬＩＢＬａｂｏｒａｔｏｒｙ サービス その他サービス 5%

98,004 神奈川県 横浜市中区 リベルテ サービス 理容・美容業 5%

98,005 神奈川県 横浜市中区 合同会社でくまひくま サービス 理容・美容業 5%

98,006 神奈川県 横浜市中区 理容 ＣＵＴＳＨＯＰ シーキューブ 理容ＣＵＴＳＨＯＰシーキューブ サービス 理容・美容業 5%

98,007 神奈川県 横浜市中区 ＬＵＣＥ サービス 飲食業 5%

98,008 神奈川県 横浜市中区 Ｒｕｈｍ 小売業 衣料品 5%

98,009 神奈川県 横浜市中区 ルールブルー サービス その他サービス 5%

98,010 神奈川県 横浜市中区 横浜元町ＬｅＳｏｕｒｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

98,011 神奈川県 横浜市中区 レイグル 小売業 衣料品 5%

98,012 神奈川県 横浜市中区 Ｒｅｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

98,013 神奈川県 横浜市中区 レジーナ株式会社 サービス 理容・美容業 5%

98,014 神奈川県 横浜市中区 ＲＥＤＰｒｏｆｉｌｅ 小売業 衣料品 5%

98,015 神奈川県 横浜市中区 ＲＯＵＲＯＵ 小売業 衣料品 5%

98,016 神奈川県 横浜市中区 ワールドコレッツォーネ コレットマーレみなとみらい店 小売業 貴金属・服飾品 5%

98,017 神奈川県 横浜市中区 ＹＣ本牧 小売業 その他小売 5%

98,018 神奈川県 横浜市中区 ワヅカナヒカリ サービス その他サービス 5%

98,019 神奈川県 横浜市中区 ワヅカナヒカリ サービス その他サービス 5%

98,020 神奈川県 横浜市中区 倭物や　カヤ　本店 小売業 衣料品 5%

98,021 神奈川県 横浜市西区 有限会社アールキュービック サービス その他サービス 5%

98,022 神奈川県 横浜市西区 ＡＩＡＩＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

98,023 神奈川県 横浜市西区 Ａｃｕｒｅ合同会社　鍼灸兪楽治療院　横浜店 サービス その他サービス 5%

98,024 神奈川県 横浜市西区 アクアマイティー 小売業 その他小売 5%

98,025 神奈川県 横浜市西区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｐｅａｒｌ横浜 サービス 理容・美容業 5%

98,026 神奈川県 横浜市西区 アジアンキッチン　岡田屋 サービス 飲食業 5%

98,027 神奈川県 横浜市西区 アジアンキッチン　横浜西口 サービス 飲食業 5%

98,028 神奈川県 横浜市西区 ＡＪＩＴＯ サービス 理容・美容業 5%
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98,029 神奈川県 横浜市西区 ａｔｅｌｉｅｒＭｏｎｉｅ サービス その他サービス 5%

98,030 神奈川県 横浜市西区 ＡＰＰｉｉＳ　【アピィス】 サービス 理容・美容業 5%

98,031 神奈川県 横浜市西区 Ａｆｉｎａｒ サービス 理容・美容業 5%

98,032 神奈川県 横浜市西区 ａｐｏｌｌｏ　ｙｏｋｏｈａｍａ サービス 理容・美容業 5%

98,033 神奈川県 横浜市西区 甘利欣也税理士事務所 サービス その他サービス 5%

98,034 神奈川県 横浜市西区 有村コンサルティングオフィス　有村コンサルティングオフィス サービス その他サービス 5%

98,035 神奈川県 横浜市西区 アルページュストーリー 小売業 衣料品 5%

98,036 神奈川県 横浜市西区 アンディーヌ サービス 理容・美容業 5%

98,037 神奈川県 横浜市西区 ＡＮＴ　ｈａｉｒ　＋ サービス 理容・美容業 5%

98,038 神奈川県 横浜市西区 Ｅｍｂｅｌｌｉｒ　横浜店 サービス その他サービス 5%

98,039 神奈川県 横浜市西区 Ｅｍｂｅｌｌｉｒ横浜西口 サービス 理容・美容業 5%

98,040 神奈川県 横浜市西区 いいオフィス横浜 サービス その他サービス 5%

98,041 神奈川県 横浜市西区 ＹＥＬＬＯＷ　ＣＯＲＮ　横浜店 サービス 理容・美容業 5%

98,042 神奈川県 横浜市西区 石橋楽器　横浜店 小売業 その他小売 5%

98,043 神奈川県 横浜市西区 ｉｓ　横浜店【イズ】 サービス 理容・美容業 5%

98,044 神奈川県 横浜市西区 有限会社イソガヒ サービス 理容・美容業 5%

98,045 神奈川県 横浜市西区 ｅｖｏｌｖｅ　ｂｙ　ＴｙｐｅＡＢ サービス 理容・美容業 5%

98,046 神奈川県 横浜市西区 ｉＬｕ．【イル】 サービス 理容・美容業 5%

98,047 神奈川県 横浜市西区 ウェルネス　横浜店 サービス その他サービス 5%

98,048 神奈川県 横浜市西区 Ａｅｒｏｐｈｙｔｅ サービス その他サービス 5%

98,049 神奈川県 横浜市西区 ＡＣＥ　【エース】 サービス 理容・美容業 5%

98,050 神奈川県 横浜市西区 Ａｐｒ．ａｒｏｍａｓａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

98,051 神奈川県 横浜市西区 エスカイヤクラブ　横浜 サービス 飲食業 5%

98,052 神奈川県 横浜市西区 エスジーゴトー　シェラトンホテル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

98,053 神奈川県 横浜市西区 えぞ料理ユック横浜西口店 サービス 飲食業 5%

98,054 神奈川県 横浜市西区 折登自動車（株） 小売業 その他小売 5%

98,055 神奈川県 横浜市西区 ＯＮｔｈｅＣＯＲＮＥＲ 小売業 衣料品 5%

98,056 神奈川県 横浜市西区 買取販売市場ムーラン横浜西口店 小売業 その他小売 5%

98,057 神奈川県 横浜市西区 カザーナ横浜 サービス 飲食業 5%

98,058 神奈川県 横浜市西区 活魚回転寿司網元伊豆 サービス 飲食業 5%

98,059 神奈川県 横浜市西区 加藤米穀店 小売業 食料品 5%

98,060 神奈川県 横浜市西区 株式会社アヴァランチＮＥＷＥＳＴ横浜店 小売業 衣料品 5%

98,061 神奈川県 横浜市西区 株式会社アヴァランチ横浜本店 小売業 その他小売 5%

98,062 神奈川県 横浜市西区 株式会社エストラスト 横浜店 サービス その他サービス 5%

98,063 神奈川県 横浜市西区 株式会社スポーツプラス サービス その他サービス 5%

98,064 神奈川県 横浜市西区 株式会社滝本商店 サービス その他サービス 5%

98,065 神奈川県 横浜市西区 カモシカスポーツ横浜店 小売業 その他小売 5%

98,066 神奈川県 横浜市西区 カラオケパセラ横浜ハマボールイアス サービス 飲食業 5%

98,067 神奈川県 横浜市西区 カラオケパセラ横浜ハマボールイアス サービス 飲食業 5%

98,068 神奈川県 横浜市西区 カラオケパセラ横浜ハマボールイアス サービス 飲食業 5%

98,069 神奈川県 横浜市西区 カラオケパセラ横浜ハマボールイアス サービス 飲食業 5%

98,070 神奈川県 横浜市西区 ｃａｒｉｎ　横浜店【カリン】 サービス 理容・美容業 5%
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98,071 神奈川県 横浜市西区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋横浜駅西口店 サービス 飲食業 2%

98,072 神奈川県 横浜市西区 ｃｕｉ－ｃｕｉルミネ横浜店 サービス 飲食業 5%

98,073 神奈川県 横浜市西区 クオール サービス 理容・美容業 5%

98,074 神奈川県 横浜市西区 Ｇｒａｎｄｅ サービス 理容・美容業 5%

98,075 神奈川県 横浜市西区 Ｇｒａｎｄ　×　ＡｔｅｌｉｅｒＤｏｎｇｕｒｉ サービス 理容・美容業 5%

98,076 神奈川県 横浜市西区 グランラフィネ サービス その他サービス 5%

98,077 神奈川県 横浜市西区 ＧＲＡＰＥＶＩＮＥＳ　Ｙｏｋｏｈａｍａ サービス 理容・美容業 5%

98,078 神奈川県 横浜市西区 ＧｌｏｂａＬｉｆｅ サービス その他サービス 5%

98,079 神奈川県 横浜市西区 けいゆう病院内理容室 サービス 理容・美容業 5%

98,080 神奈川県 横浜市西区 合同会社アンドコー 横濱ＩＯＲＩ サービス その他サービス 5%

98,081 神奈川県 横浜市西区 Ｃｏｒｎ　Ｂａｒｌｅｙ　横浜店 サービス 飲食業 5%

98,082 神奈川県 横浜市西区 ｃｏｃｏｒｕ【ココル】 サービス 理容・美容業 5%

98,083 神奈川県 横浜市西区 こっぺわん工房 小売業 家具・調度品 5%

98,084 神奈川県 横浜市西区 金剛堂　横浜店 小売業 家具・調度品 5%

98,085 神奈川県 横浜市西区 サキナビューティーラウンジ横浜 小売業 その他小売 5%

98,086 神奈川県 横浜市西区 ザ・ダイヤモンド店 小売業 貴金属・服飾品 5%

98,087 神奈川県 横浜市西区 サムズアップ サービス 飲食業 5%

98,088 神奈川県 横浜市西区 ザ・ワインバー　岡田屋 サービス 飲食業 5%

98,089 神奈川県 横浜市西区 三和交通アプリ　三和交通神奈川横浜駅前営業所 サービス その他サービス 5%

98,090 神奈川県 横浜市西区 三和交通アプリ　三和交通統轄本部 サービス その他サービス 5%

98,091 神奈川県 横浜市西区 ＪＮＳ不動産 サービス その他サービス 5%

98,092 神奈川県 横浜市西区 シネマノヴェチェント サービス その他サービス 5%

98,093 神奈川県 横浜市西区 シモサコ電器 小売業 電化製品 5%

98,094 神奈川県 横浜市西区 しゃぶしゃぶ温野菜横浜西口鶴屋町店 サービス 飲食業 2%

98,095 神奈川県 横浜市西区 しゃぶしゃぶ温野菜横浜西口店 サービス 飲食業 2%

98,096 神奈川県 横浜市西区 しゃぶしゃぶ温野菜横浜西口２号店 サービス 飲食業 2%

98,097 神奈川県 横浜市西区 ｃｈａｍｂｒｅｐｒｉｖａｔｅｈａｉｒｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

98,098 神奈川県 横浜市西区 ジュエリーキネヤ　岡野町店 小売業 その他小売 5%

98,099 神奈川県 横浜市西区 ジョイテック 小売業 貴金属・服飾品 5%

98,100 神奈川県 横浜市西区 ショーケース 小売業 その他小売 5%

98,101 神奈川県 横浜市西区 【女性専用】横浜自然堂　美骨サロ サービス その他サービス 5%

98,102 神奈川県 横浜市西区 ＳＨＯＴ　ＢＡＲ　ＢＩＳＴＲＯ・ＥＺＥ サービス 飲食業 5%

98,103 神奈川県 横浜市西区 ＪＩＮＧＬＥ　ＢＥＥＲ　ＤＩＮＩＮＧ サービス 飲食業 5%

98,104 神奈川県 横浜市西区 新健勝苑横浜店 小売業 衣料品 5%

98,105 神奈川県 横浜市西区 スキンフード 小売業 その他小売 5%

98,106 神奈川県 横浜市西区 すし玉横浜ルミネ店 サービス 飲食業 5%

98,107 神奈川県 横浜市西区 スタジオインディ　横浜店 小売業 その他小売 5%

98,108 神奈川県 横浜市西区 Ｓｐｒｉｎｔ 小売業 その他小売 5%

98,109 神奈川県 横浜市西区 スリーアローズ税理士法人 サービス その他サービス 5%

98,110 神奈川県 横浜市西区 ＴＨＲＥＥ　ＮＩＮＥ　【スリーナイン】 サービス 理容・美容業 5%

98,111 神奈川県 横浜市西区 生活彩家みなとみらい店 小売業 その他小売 2%

98,112 神奈川県 横浜市西区 ソフトバンク　横浜西口 サービス その他サービス 2%
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98,113 神奈川県 横浜市西区 ソフトバンク 横浜そごう サービス その他サービス 2%

98,114 神奈川県 横浜市西区 ＳＯＬＩＤ株式会社　ｉＰｈｏｎｅ修理のクイック横浜西口店 サービス その他サービス 5%

98,115 神奈川県 横浜市西区 ＤＩＡＭＯＮＤ　ＥＹＥＳ サービス 理容・美容業 5%

98,116 神奈川県 横浜市西区 ダイヤモンドアイズルミネ横浜店 サービス 理容・美容業 5%

98,117 神奈川県 横浜市西区 タニヤ食堂 サービス 飲食業 5%

98,118 神奈川県 横浜市西区 茅ヶ崎海ぶね天理ビル店 サービス 飲食業 5%

98,119 神奈川県 横浜市西区 ｃｈａｉｋｈａ サービス その他サービス 5%

98,120 神奈川県 横浜市西区 つばめグリル サービス 飲食業 5%

98,121 神奈川県 横浜市西区 有限会社浜鶴木工所 サービス その他サービス 5%

98,122 神奈川県 横浜市西区 ＤＧＮ サービス 理容・美容業 5%

98,123 神奈川県 横浜市西区 ティーヌン　横浜ランドマークプラザ サービス 飲食業 5%

98,124 神奈川県 横浜市西区 ＴＡＴ　横浜店 サービス 理容・美容業 5%

98,125 神奈川県 横浜市西区 Ｔｐｌｕｓ１ 小売業 家具・調度品 5%

98,126 神奈川県 横浜市西区 伝統茶　ｔａｂｅｌ 小売業 食料品 5%

98,127 神奈川県 横浜市西区 東京コンタクト・スカイビルメガネ 小売業 その他小売 5%

98,128 神奈川県 横浜市西区 東京コンタクト・スカイビルメガネ 小売業 その他小売 5%

98,129 神奈川県 横浜市西区 ときわ サービス 飲食業 5%

98,130 神奈川県 横浜市西区 ときわ サービス 飲食業 5%

98,131 神奈川県 横浜市西区 ドスパラ横浜駅前店 小売業 電化製品 5%

98,132 神奈川県 横浜市西区 とらのあな　横浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

98,133 神奈川県 横浜市西区 とらのあな横浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

98,134 神奈川県 横浜市西区 ドンドンダウン　横浜西口店 小売業 その他小売 2%

98,135 神奈川県 横浜市西区 ナチュラルナイン　横浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

98,136 神奈川県 横浜市西区 ニューエベレストキッチン サービス 飲食業 5%

98,137 神奈川県 横浜市西区 ネイルアトリエゆーり サービス 理容・美容業 5%

98,138 神奈川県 横浜市西区 ネイル＆アイフルール横浜 サービス 理容・美容業 5%

98,139 神奈川県 横浜市西区 オープンセサミネイル＆アイラッシュ荻窪店 サービス 理容・美容業 5%

98,140 神奈川県 横浜市西区 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎＮｏｒｍ横浜 サービス 理容・美容業 5%

98,141 神奈川県 横浜市西区 Ｎｏｌａｎ サービス 理容・美容業 5%

98,142 神奈川県 横浜市西区 Ｂａｒｂｅｒ　ｓｈｏｐ　ＴＯＮＹ サービス 理容・美容業 5%

98,143 神奈川県 横浜市西区 ハオ中国語アカデミー　横浜校 サービス その他サービス 5%

98,144 神奈川県 横浜市西区 はりねずみびれっじ 小売業 その他小売 5%

98,145 神奈川県 横浜市西区 Ｂｓｈｏｐ横浜ルミネ店 小売業 衣料品 5%

98,146 神奈川県 横浜市西区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ横浜ジョイ 小売業 衣料品 5%

98,147 神奈川県 横浜市西区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲルミネ横浜 小売業 衣料品 5%

98,148 神奈川県 横浜市西区 ｈｉｐａｈｉｐａ！ サービス 理容・美容業 5%

98,149 神奈川県 横浜市西区 美容室マザヴェール サービス 理容・美容業 5%

98,150 神奈川県 横浜市西区 ＢＵＩＬＤ４６７ 小売業 衣料品 5%

98,151 神奈川県 横浜市西区 ＦＵＮＩＣ　【ファニック】 サービス 理容・美容業 5%

98,152 神奈川県 横浜市西区 ｆｉｔ サービス 理容・美容業 5%

98,153 神奈川県 横浜市西区 フットブルー　横浜店 サービス その他サービス 5%

98,154 神奈川県 横浜市西区 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎＭＯＭＯ サービス 理容・美容業 5%
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98,155 神奈川県 横浜市西区 ブラウ　ネイル　パーティー サービス その他サービス 5%

98,156 神奈川県 横浜市西区 ＋　Ａｅｒｏ サービス 理容・美容業 5%

98,157 神奈川県 横浜市西区 フラワー華実　けいゆう店 小売業 その他小売 5%

98,158 神奈川県 横浜市西区 ブリアント　横浜店 サービス 理容・美容業 5%

98,159 神奈川県 横浜市西区 ｂｌｏｏｍｉｅｎａｉｌｓ サービス 理容・美容業 5%

98,160 神奈川県 横浜市西区 フレイス　横浜本店 サービス 理容・美容業 5%

98,161 神奈川県 横浜市西区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｈａｋｕ サービス 理容・美容業 5%

98,162 神奈川県 横浜市西区 ヘアメイクアッシュ横浜西口店 サービス 理容・美容業 5%

98,163 神奈川県 横浜市西区 Ｈｅａｖｅｎｓ 小売業 衣料品 5%

98,164 神奈川県 横浜市西区 ボークス横浜ショールーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

98,165 神奈川県 横浜市西区 Ｐｏｓｉｎｇ　＆　Ｆｉｔｎｅｓｓ サービス その他サービス 5%

98,166 神奈川県 横浜市西区 ボディ＆フットケア　九宝庵 サービス その他サービス 5%

98,167 神奈川県 横浜市西区 ＨＯＴＥＬ Ｌａｆａｙｅｔｔｅ サービス 飲食業 5%

98,168 神奈川県 横浜市西区 ホテルビスタプレミオ横浜［みなとみらい］ サービス 宿泊業 5%

98,169 神奈川県 横浜市西区 ホビーランドぽち　横浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

98,170 神奈川県 横浜市西区 松川電器 小売業 電化製品 5%

98,171 神奈川県 横浜市西区 まつ毛エクステ専門店ラフラ横浜店 サービス 理容・美容業 5%

98,172 神奈川県 横浜市西区 招き猫 サービス 飲食業 5%

98,173 神奈川県 横浜市西区 マルカワ横浜中央店 小売業 衣料品 5%

98,174 神奈川県 横浜市西区 丸玉　岡田屋 サービス 飲食業 5%

98,175 神奈川県 横浜市西区 ミコノスリゾート・三浦 サービス その他サービス 5%

98,176 神奈川県 横浜市西区 Ｍｒ．ＶＡＰＥ横浜 小売業 その他小売 5%

98,177 神奈川県 横浜市西区 美どり　美どり和裁 サービス その他サービス 5%

98,178 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブンみなとみらい駅Ｂ２改札前店 小売業 食料品 2%

98,179 神奈川県 横浜市西区 もみじハウス サービス その他サービス 5%

98,180 神奈川県 横浜市西区 もみ楽　サミット横浜岡野店 サービス その他サービス 5%

98,181 神奈川県 横浜市西区 ヤグラヂャヤ　オカダヤテン サービス 飲食業 5%

98,182 神奈川県 横浜市西区 有限会社松 サービス 飲食業 5%

98,183 神奈川県 横浜市西区 横浜アントレサロン サービス その他サービス 5%

98,184 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜駅東口店 小売業 食料品 2%

98,185 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜ＳＴビル店 小売業 食料品 2%

98,186 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜北幸店 小売業 食料品 2%

98,187 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜北幸２丁目店 小売業 食料品 2%

98,188 神奈川県 横浜市西区 ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル サービス 宿泊業 5%

98,189 神奈川県 横浜市西区 横浜セブンアンダー サービス 飲食業 5%

98,190 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜浅間台店 小売業 食料品 2%

98,191 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜浅間町１丁目店 小売業 食料品 2%

98,192 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜浅間町５丁目店 小売業 食料品 2%

98,193 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜高島橋店 小売業 食料品 2%

98,194 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜中央２丁目店 小売業 食料品 2%

98,195 神奈川県 横浜市西区 横浜テレビサービス 小売業 電化製品 5%

98,196 神奈川県 横浜市西区 横浜店 サービス その他サービス 5%
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98,197 神奈川県 横浜市西区 セブンーイレブン横浜戸部店 小売業 食料品 2%

98,198 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜西戸部店 小売業 食料品 2%

98,199 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜平沼１丁目店 小売業 食料品 2%

98,200 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜平沼中央店 小売業 食料品 2%

98,201 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜平沼橋駅前店 小売業 食料品 2%

98,202 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜藤棚商店街店 小売業 食料品 2%

98,203 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜みなとみらい３丁目店 小売業 食料品 2%

98,204 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜みなとみらいパークビル店 小売業 食料品 2%

98,205 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜みなとみらい富士ゼロックス店 小売業 食料品 2%

98,206 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜南軽井沢店 小売業 食料品 2%

98,207 神奈川県 横浜市西区 セブン－イレブン横浜南幸２丁目店 小売業 食料品 2%

98,208 神奈川県 横浜市西区 横浜ミルバ 小売業 その他小売 5%

98,209 神奈川県 横浜市西区 吉川徳男税理士事務所 サービス その他サービス 5%

98,210 神奈川県 横浜市西区 楽トレショップ サービス その他サービス 5%

98,211 神奈川県 横浜市西区 Ｌａｕｇｈ サービス 飲食業 5%

98,212 神奈川県 横浜市西区 Ｌａｆａｙｅｔｔｅ Ｌａｆａｙｅｔｔｅ ＹＯＫＯＨＡＭＡ 小売業 衣料品 5%

98,213 神奈川県 横浜市西区 Ｌａｕｇｈ　ｃａｓｕａｌ　ｗｉｎｅ　ｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

98,214 神奈川県 横浜市西区 ラムタラ　横浜駅前店 小売業 その他小売 5%

98,215 神奈川県 横浜市西区 ランドマークプラザドラッグハロー＋ＭＣＳ 小売業 その他小売 5%

98,216 神奈川県 横浜市西区 リガーレ・カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

98,217 神奈川県 横浜市西区 リバティリバティ 小売業 衣料品 5%

98,218 神奈川県 横浜市西区 リフレッシュルミネ横浜店 サービス 理容・美容業 5%

98,219 神奈川県 横浜市西区 龍興楼 龍興楼 サービス 飲食業 5%

98,220 神奈川県 横浜市西区 理容たていし サービス 理容・美容業 5%

98,221 神奈川県 横浜市西区 ルームハント横浜店 サービス その他サービス 5%

98,222 神奈川県 横浜市西区 ＬｕｘｅＴｅｒｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

98,223 神奈川県 横浜市西区 Ｌｕｃｉａ　【ルチア】 サービス 理容・美容業 5%

98,224 神奈川県 横浜市西区 ＬＥ　ＤＯＭＥルミネ横浜店 小売業 衣料品 5%

98,225 神奈川県 横浜市西区 ＲＥＢＥＬ　レヴル サービス 理容・美容業 5%

98,226 神奈川県 横浜市西区 レオーネ・マルチアーノ サービス 飲食業 5%

98,227 神奈川県 横浜市西区 レモン社　横浜店 小売業 その他小売 5%

98,228 神奈川県 横浜市西区 Ｗａｎ 小売業 その他小売 5%

98,229 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 アイ　アイ　ティ　パソコン総合ショップ サービス その他サービス 5%

98,230 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 愛知屋（外） 小売業 食料品 5%

98,231 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 Ａｔｅｌｉｅｒｍｉｎｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

98,232 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 アンドＣネイル サービス 理容・美容業 5%

98,233 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 一成工業株式会社 サービス その他サービス 5%

98,234 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 有限会社　稲目畳店 サービス その他サービス 5%

98,235 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 トータルボディコンディショニングｉｍｐｒｏｖｅ サービス 理容・美容業 5%

98,236 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 植村タクシー サービス 運輸業 5%

98,237 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 うおがし紀文 サービス 飲食業 5%

98,238 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 かごの屋保土ヶ谷区役所前店 サービス 飲食業 5%
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98,239 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 帷子珈琲 ｋａｔａｂｉｒａ?ｃｏｆｆｅｅ 帷子珈琲 小売業 食料品 5%

98,240 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ＣＡＦＥ ＢＡＲ ＥＳＭＥＲＡＬＤＡ エスメラルダ サービス 飲食業 5%

98,241 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社ケーエスエンジニアリング サービス その他サービス 5%

98,242 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 星野消防設備 小売業 電化製品 5%

98,243 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社マガキ保土ケ谷営業所 小売業 その他小売 5%

98,244 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社モンズ 小売業 家具・調度品 5%

98,245 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ＫＡＭＡＡＩＮＡ　ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

98,246 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 漢字まとめくん研究会代表師尾喜代子 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

98,247 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 京町食品店菓子部　京町屋 小売業 食料品 5%

98,248 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 くすりアロー星川店 小売業 その他小売 5%

98,249 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 Ｋ　ｓ　ｄｅｌｉ サービス 飲食業 5%

98,250 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 小泉だるま薬局 小売業 その他小売 5%

98,251 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 合同会社エギーユ・クルーズ サービス その他サービス 5%

98,252 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 合同会社ゆうはん 小売業 衣料品 5%

98,253 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 個人　村田タクシー サービス 運輸業 5%

98,254 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ウッドハウス 小売業 電化製品 5%

98,255 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ｓｕｎ　ｓｈｉｐ サービス 理容・美容業 5%

98,256 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 三代目佐久良屋 サービス 飲食業 5%

98,257 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 シンセツ電器商会本店 小売業 電化製品 5%

98,258 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ＳｔｕｄｉｏＮｉｎｅｔｙＴｈｒｅｅ９３ 小売業 衣料品 5%

98,259 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ＳｐｉｃｅＰａｌａｃｅ 小売業 その他小売 5%

98,260 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 スペインバル　リコ サービス 飲食業 5%

98,261 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 炭屋饗 サービス 飲食業 5%

98,262 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 鮮魚ハリマ　上星川店 小売業 食料品 5%

98,263 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 爽爽 爽爽 サービス 飲食業 5%

98,264 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ソフトバンク　天王町 サービス その他サービス 2%

98,265 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 竹世寿司 サービス 飲食業 5%

98,266 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 つきじ海賓　星川店 サービス 飲食業 5%

98,267 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 土井内タクシー サービス 運輸業 5%

98,268 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ＴＵＯ　横浜国大生協　工学部　食堂 サービス その他サービス 5%

98,269 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ＴＵＯ　横浜国大生協　大学会館　食堂 サービス その他サービス 5%

98,270 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 とと家 小売業 食料品 5%

98,271 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 トヨタ部品神奈川共販　横浜店 サービス その他サービス 5%

98,272 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 トヨタ部品神奈川共販ａｕショップ横浜星川 小売業 その他小売 5%

98,273 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 エコグローブ 小売業 電化製品 5%

98,274 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 中川タクシー サービス その他サービス 5%

98,275 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ニッカホーム　横浜保土ケ谷営業所 サービス その他サービス 5%

98,276 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 Ｌａｎｉ‘ｅｋｏｌｕ サービス その他サービス 5%

98,277 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 のみ喰い処 龍亭?男の夢? 龍亭 男の夢 サービス 飲食業 5%

98,278 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ｂａｒｂｅｒ　ＳＯＲＵＮＥ サービス 理容・美容業 5%

98,279 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 はり・きゅう・マッサージ治療院ｆｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

98,280 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 Ｈａｎｄｍａｄｅ　ｃａｆｅ　ＵＳＡＧＩＵＭＡ サービス 飲食業 5%
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98,281 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 美容室ピコ・セコンド サービス 理容・美容業 5%

98,282 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｖｉｎ　Ｖｉｎｏ サービス 飲食業 5%

98,283 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 美容室おしゃれルーム サービス 理容・美容業 5%

98,284 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 美容室カノン サービス 理容・美容業 5%

98,285 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 プライベートサロンＵＫＩ サービス 理容・美容業 5%

98,286 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ｆｒａｇｒａｎｔｅｆｒａｇｏｌａ サービス 飲食業 5%

98,287 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 Ｓｃｒｏｌｌ サービス 理容・美容業 5%

98,288 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 Ｓｃｒｏｌｌ　和田町店 サービス 理容・美容業 5%

98,289 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ＨＡＩＲ ＮＩＸ 理容店 サービス 理容・美容業 5%

98,290 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 Ｈａｉｒｓａｌｏｎ　Ｆａｒｍ サービス 理容・美容業 5%

98,291 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 Ｈａｉｒｍａｋｅ　Ｗｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%

98,292 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ヘアメイクアッシュ保土ヶ谷店 サービス 理容・美容業 5%

98,293 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ペットサロンドリス 小売業 その他小売 5%

98,294 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 有限会社鉾立商店 小売業 食料品 5%

98,295 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ホテルコンチェルト長崎 サービス 宿泊業 5%

98,296 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン保土ケ谷元町橋店 小売業 食料品 2%

98,297 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 マルヨシ衣料 ふとんの店 小売業 衣料品 5%

98,298 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 宮本匡崇 サービス その他サービス 5%

98,299 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 向井畳店 サービス その他サービス 5%

98,300 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 メガネストアー洪福寺 小売業 その他小売 5%

98,301 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 メガネストアー洪福寺店 小売業 その他小売 5%

98,302 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 メガネのオノ星川本店 小売業 その他小売 5%

98,303 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 薬局ウラシマ 小売業 その他小売 5%

98,304 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブンＵＲくぬぎ台団地店 小売業 食料品 2%

98,305 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 有限会社福屋尾崎商店　福屋尾崎商店　酒屋 小売業 食料品 5%

98,306 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 有限会社ミナト家具センター 小売業 家具・調度品 5%

98,307 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ユニバーサルショップ保土ヶ谷 小売業 その他小売 5%

98,308 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜新井町店 小売業 食料品 2%

98,309 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜帷子町２丁目店 小売業 食料品 2%

98,310 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜釜台町店 小売業 食料品 2%

98,311 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜上菅田町店 小売業 食料品 2%

98,312 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜狩場町店 小売業 食料品 2%

98,313 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜川島町店 小売業 食料品 2%

98,314 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 横浜国大生協　工学部　食堂 サービス その他サービス 5%

98,315 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 横浜国大生協　大学会館　食堂 サービス その他サービス 5%

98,316 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 横浜国立大学生活協同組合 小売業 その他小売 5%

98,317 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 横浜国立大　工学部　書籍購買部 サービス その他サービス 5%

98,318 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 横浜国立大工学部書籍購買 サービス その他サービス 5%

98,319 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 横浜国立大　大学会館購買 サービス その他サービス 5%

98,320 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 横浜国立大　大学会館　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

98,321 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜境木町店 小売業 食料品 2%

98,322 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜坂本町店 小売業 食料品 2%
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98,323 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜笹山団地前店 小売業 食料品 2%

98,324 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜新桜ケ丘２丁目店 小売業 食料品 2%

98,325 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜西谷駅前店 小売業 食料品 2%

98,326 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜西谷町店 小売業 食料品 2%

98,327 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜ビジネスパーク前店 小売業 食料品 2%

98,328 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜保土ケ谷公園前店 小売業 食料品 2%

98,329 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜保土ケ谷２丁目店 小売業 食料品 2%

98,330 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜峰岡町店 小売業 食料品 2%

98,331 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜峰沢町店 小売業 食料品 2%

98,332 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜峰沢町西店 小売業 食料品 2%

98,333 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜和田１丁目店 小売業 食料品 2%

98,334 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 セブン－イレブン横浜和田町駅前店 小売業 食料品 2%

98,335 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 美容室ラ・ポチム サービス 理容・美容業 5%

98,336 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 リエジュ天王町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

98,337 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 理容クラウン　お顔そりエステｔｉａｒａ サービス 理容・美容業 5%

98,338 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 りらっくするーむｓｏｒａ サービス その他サービス 5%

98,339 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 レベル４ 小売業 衣料品 5%

98,340 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ロータスナミキ サービス その他サービス 5%

98,341 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ワイン食堂ツルカメ サービス 飲食業 5%

98,342 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社若林でんき 小売業 電化製品 5%

98,343 神奈川県 横浜市緑区 Ｒ サービス 理容・美容業 5%

98,344 神奈川県 横浜市緑区 アイデコルテ サービス 理容・美容業 5%

98,345 神奈川県 横浜市緑区 Ｉｐｈｏｎｅ＿Ｒｅｐａｉｒ 小売業 電化製品 5%

98,346 神奈川県 横浜市緑区 青とうがらし サービス 飲食業 5%

98,347 神奈川県 横浜市緑区 Ａｈａｒｕ サービス その他サービス 5%

98,348 神奈川県 横浜市緑区 アロマセラピーサロンＣＵＲＡＲ サービス その他サービス 5%

98,349 神奈川県 横浜市緑区 アンドロメダ屋模型店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

98,350 神奈川県 横浜市緑区 彩洋菓子店 サービス 飲食業 5%

98,351 神奈川県 横浜市緑区 打越屋竹井商店 小売業 その他小売 5%

98,352 神奈川県 横浜市緑区 打越屋竹井商店 サービス その他サービス 5%

98,353 神奈川県 横浜市緑区 ＯＫ整体院 サービス その他サービス 5%

98,354 神奈川県 横浜市緑区 奥津園 小売業 食料品 5%

98,355 神奈川県 横浜市緑区 カトウスタヂオ サービス その他サービス 5%

98,356 神奈川県 横浜市緑区 株式会社　ビルド サービス その他サービス 5%

98,357 神奈川県 横浜市緑区 株式会社キズキ ドゥカティ東名横浜 小売業 その他小売 5%

98,358 神奈川県 横浜市緑区 株式会社クオーレ 横浜支店 サービス その他サービス 5%

98,359 神奈川県 横浜市緑区 株式会社ベストサービス横浜 サービス 運輸業 5%

98,360 神奈川県 横浜市緑区 カラー専門店ＲＩＣＨＣＯＬＯＲ サービス 理容・美容業 5%

98,361 神奈川県 横浜市緑区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ＪＲ鴨居駅前店 サービス 飲食業 2%

98,362 神奈川県 横浜市緑区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋緑区中山店 サービス 飲食業 2%

98,363 神奈川県 横浜市緑区 河合塾マナビス長津田校 サービス その他サービス 2%

98,364 神奈川県 横浜市緑区 ギャラリー仲摩 サービス その他サービス 5%
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98,365 神奈川県 横浜市緑区 牛角中山店 サービス 飲食業 2%

98,366 神奈川県 横浜市緑区 崎陽軒ビーンズ中山店 小売業 食料品 5%

98,367 神奈川県 横浜市緑区 菌カフェ　７５３ サービス 飲食業 5%

98,368 神奈川県 横浜市緑区 串焼き居酒屋楽 サービス 飲食業 5%

98,369 神奈川県 横浜市緑区 グリーンステージ 小売業 その他小売 5%

98,370 神奈川県 横浜市緑区 ぐるめ亭　霧が丘店 サービス 飲食業 5%

98,371 神奈川県 横浜市緑区 醐醍 サービス 飲食業 5%

98,372 神奈川県 横浜市緑区 近藤薬局 小売業 その他小売 5%

98,373 神奈川県 横浜市緑区 炭火焼鳥はんぞう サービス 飲食業 5%

98,374 神奈川県 横浜市緑区 そば・うどん佐保多 サービス 飲食業 5%

98,375 神奈川県 横浜市緑区 Ｔｉｅｄｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

98,376 神奈川県 横浜市緑区 でんかのエニイ 小売業 電化製品 5%

98,377 神奈川県 横浜市緑区 ＴＵＯ　東工大生協　すずかけ台食堂 サービス その他サービス 5%

98,378 神奈川県 横浜市緑区 ＴＵＯ東工大生協すずかけ台購買書籍 サービス その他サービス 5%

98,379 神奈川県 横浜市緑区 東工大生協　すずかけ台購買書籍店 サービス その他サービス 5%

98,380 神奈川県 横浜市緑区 東工大生協　すずかけ台食堂 サービス その他サービス 5%

98,381 神奈川県 横浜市緑区 東工大生協　すずかけ台購買書籍店 サービス その他サービス 5%

98,382 神奈川県 横浜市緑区 登龍門　登龍門 サービス 飲食業 5%

98,383 神奈川県 横浜市緑区 ｔｒｕｔｈ サービス 理容・美容業 5%

98,384 神奈川県 横浜市緑区 ドクターネイル爪革命横浜長津田店 サービス 理容・美容業 5%

98,385 神奈川県 横浜市緑区 鳥小動物の店アミーゴ 小売業 その他小売 5%

98,386 神奈川県 横浜市緑区 セブン－イレブン長津田駅西口店 小売業 食料品 2%

98,387 神奈川県 横浜市緑区 中山商店街協同組合 サービス その他サービス 5%

98,388 神奈川県 横浜市緑区 中山バッティングセンター サービス その他サービス 5%

98,389 神奈川県 横浜市緑区 なかやまボディケアシンク サービス その他サービス 5%

98,390 神奈川県 横浜市緑区 西川チェーン はままつや ふとん店 西川チェーン はままつや ふとん店 小売業 その他小売 5%

98,391 神奈川県 横浜市緑区 西川チェーンはままつや 小売業 家具・調度品 5%

98,392 神奈川県 横浜市緑区 ニッカホーム　横浜緑営業所 サービス その他サービス 5%

98,393 神奈川県 横浜市緑区 ＮａｉｌＳａｌｏｎＨＡＬＵ サービス 理容・美容業 5%

98,394 神奈川県 横浜市緑区 野村総合 サービス その他サービス 5%

98,395 神奈川県 横浜市緑区 パティスリーパチオ サービス 飲食業 5%

98,396 神奈川県 横浜市緑区 パティスリーパチオ　パティスリーパチオ 小売業 食料品 5%

98,397 神奈川県 横浜市緑区 パナピットはっさく 小売業 電化製品 5%

98,398 神奈川県 横浜市緑区 葉山ガーデン　横浜長津田店 小売業 家具・調度品 5%

98,399 神奈川県 横浜市緑区 ビッグヨーサン　十日市場店 小売業 食料品 5%

98,400 神奈川県 横浜市緑区 ビッグヨーサン　十日市場店 小売業 食料品 5%

98,401 神奈川県 横浜市緑区 ビューティーサロン　ムツミ サービス 理容・美容業 5%

98,402 神奈川県 横浜市緑区 美容室パウサ サービス 理容・美容業 5%

98,403 神奈川県 横浜市緑区 有限会社あつくし サービス 理容・美容業 5%

98,404 神奈川県 横浜市緑区 藤井章典 サービス その他サービス 5%

98,405 神奈川県 横浜市緑区 ＢＯＯＫＯＦＦ　横浜緑警察署前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

98,406 神奈川県 横浜市緑区 ＢＯＯＫＯＦＦ　横浜十日市場店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

2345



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

98,407 神奈川県 横浜市緑区 ＰＲＥＣＯ　長津田店 サービス 理容・美容業 5%

98,408 神奈川県 横浜市緑区 プリントライ 小売業 家具・調度品 5%

98,409 神奈川県 横浜市緑区 フレンドパーク木下 小売業 電化製品 5%

98,410 神奈川県 横浜市緑区 フローリストジューセン 小売業 その他小売 5%

98,411 神奈川県 横浜市緑区 ヘアーサロンアート サービス 理容・美容業 5%

98,412 神奈川県 横浜市緑区 ヘアメイクアッシュ鴨居店 サービス 理容・美容業 5%

98,413 神奈川県 横浜市緑区 ヘアメイクアッシュ十日市場店 サービス 理容・美容業 5%

98,414 神奈川県 横浜市緑区 ヘアメイクアッシュ　長津田店 サービス 理容・美容業 5%

98,415 神奈川県 横浜市緑区 ヘアメイクアッシュ中山店 サービス 理容・美容業 5%

98,416 神奈川県 横浜市緑区 メガネストアー長津田 小売業 その他小売 5%

98,417 神奈川県 横浜市緑区 メガネストアー長津田店 小売業 その他小売 5%

98,418 神奈川県 横浜市緑区 メガネストアー中山 小売業 その他小売 5%

98,419 神奈川県 横浜市緑区 眼鏡のアイメーク 小売業 その他小売 5%

98,420 神奈川県 横浜市緑区 メガネのなかむら鴨井店 小売業 その他小売 5%

98,421 神奈川県 横浜市緑区 メガネのなかむら中山店 小売業 その他小売 5%

98,422 神奈川県 横浜市緑区 ＳｈａｍｐｏｏＳｏｍｍｅｌｉｅｒＳａｌｏｎＭＡＩＳＯＮＤＥＮＡＲＩＴＡ サービス 理容・美容業 5%

98,423 神奈川県 横浜市緑区 有限会社鴨居ロックセンター サービス その他サービス 5%

98,424 神奈川県 横浜市緑区 有限会社新治薬局　有限会社新治薬局 小売業 その他小売 5%

98,425 神奈川県 横浜市緑区 ＹＯＵ　ＳＨＯＰ　港北ニュータウン 小売業 その他小売 5%

98,426 神奈川県 横浜市緑区 ＹＵＲＩＱＬＯ サービス その他サービス 5%

98,427 神奈川県 横浜市緑区 セブン－イレブン横浜鴨居１丁目店 小売業 食料品 2%

98,428 神奈川県 横浜市緑区 セブン－イレブン横浜鴨居駅前店 小売業 食料品 2%

98,429 神奈川県 横浜市緑区 セブンーイレブン横浜鴨居５丁目店 小売業 食料品 2%

98,430 神奈川県 横浜市緑区 セブン－イレブン横浜鴨居東店 小売業 食料品 2%

98,431 神奈川県 横浜市緑区 セブン－イレブン横浜十日市場駅前店 小売業 食料品 2%

98,432 神奈川県 横浜市緑区 セブン－イレブン横浜十日市場店 小売業 食料品 2%

98,433 神奈川県 横浜市緑区 セブン－イレブン横浜十日市場東店 小売業 食料品 2%

98,434 神奈川県 横浜市緑区 セブン－イレブン横浜長津田南口店 小売業 食料品 2%

98,435 神奈川県 横浜市緑区 セブン－イレブン横浜長津田みなみ台店 小売業 食料品 2%

98,436 神奈川県 横浜市緑区 セブン－イレブン横浜長津田４丁目店 小売業 食料品 2%

98,437 神奈川県 横浜市緑区 セブン－イレブン横浜中山駅南口店 小売業 食料品 2%

98,438 神奈川県 横浜市緑区 セブン－イレブン横浜中山北店 小売業 食料品 2%

98,439 神奈川県 横浜市緑区 セブン－イレブン横浜中山南店 小売業 食料品 2%

98,440 神奈川県 横浜市緑区 セブン－イレブン横浜西八朔町店 小売業 食料品 2%

98,441 神奈川県 横浜市緑区 セブン－イレブン横浜白山２丁目店 小売業 食料品 2%

98,442 神奈川県 横浜市緑区 横浜花むら サービス 飲食業 5%

98,443 神奈川県 横浜市緑区 セブン－イレブン横浜東本郷５丁目店 小売業 食料品 2%

98,444 神奈川県 横浜市緑区 セブン－イレブン横浜森の台店 小売業 食料品 2%

98,445 神奈川県 横浜市緑区 リーガル学習塾 サービス その他サービス 5%

98,446 神奈川県 横浜市緑区 リビングみつぼり 小売業 その他小売 5%

98,447 神奈川県 横浜市緑区 Ｒｅ　Ｒａ　Ｋｕ　イトーヨーカドー大森店 サービス その他サービス 5%

98,448 神奈川県 横浜市緑区 ｌｉｌｙ 小売業 貴金属・服飾品 5%

2346



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

98,449 神奈川県 横浜市緑区 Ｌｕｍｉｅｒｅ サービス 理容・美容業 5%

98,450 神奈川県 横浜市緑区 Ｌｅｇｅｒ サービス 理容・美容業 5%

98,451 神奈川県 横浜市緑区 ＹＤＳ サービス その他サービス 5%

98,452 神奈川県 横浜市緑区 Ｙ?２１　十日市場店 サービス 理容・美容業 5%

98,453 神奈川県 横浜市緑区 Ｙ?２１　中山店 サービス 理容・美容業 5%

98,454 神奈川県 横浜市南区 株式会社ブルーストーム サービス その他サービス 5%

98,455 神奈川県 横浜市南区 アークランドスター 小売業 電化製品 5%

98,456 神奈川県 横浜市南区 ＮａｉｌｓａｌｏｎＬ’ａｇｒｕｍｅ サービス 理容・美容業 5%

98,457 神奈川県 横浜市南区 浅見金物店　浅見金物店 小売業 その他小売 5%

98,458 神奈川県 横浜市南区 アネックス末広 サービス 宿泊業 5%

98,459 神奈川県 横浜市南区 アマデウスカフェ アマデウスカフェ サービス 飲食業 5%

98,460 神奈川県 横浜市南区 彩工房 サービス その他サービス 5%

98,461 神奈川県 横浜市南区 いずみ電器 小売業 電化製品 5%

98,462 神奈川県 横浜市南区 いまい呉服店 小売業 衣料品 5%

98,463 神奈川県 横浜市南区 えのもと商店 えのもと商店 小売業 その他小売 5%

98,464 神奈川県 横浜市南区 エムエスシーカンパニー 小売業 電化製品 2%

98,465 神奈川県 横浜市南区 エムズサイクル　移動店 サービス その他サービス 5%

98,466 神奈川県 横浜市南区 お酒の横濱屋　蒔田店 小売業 食料品 5%

98,467 神奈川県 横浜市南区 オリエントクルーズ サービス 運輸業 5%

98,468 神奈川県 横浜市南区 隠れ家居酒屋わちゃわちゃ サービス 飲食業 5%

98,469 神奈川県 横浜市南区 カットルームＮ サービス 理容・美容業 5%

98,470 神奈川県 横浜市南区 株式会社　コムス サービス その他サービス 5%

98,471 神奈川県 横浜市南区 株式会社川上石材サービス サービス その他サービス 5%

98,472 神奈川県 横浜市南区 株式会社ＳＡＩＴＯ設備工業 サービス その他サービス 5%

98,473 神奈川県 横浜市南区 モリトモ サービス その他サービス 5%

98,474 神奈川県 横浜市南区 ＳｈａｒａｈＧｅｍｓ（株式会社ＲＯＹＡＬＬＯＴＵＳ） 小売業 貴金属・服飾品 5%

98,475 神奈川県 横浜市南区 ＫＡＢＯＯＴＴＯ 小売業 衣料品 5%

98,476 神奈川県 横浜市南区 有限会社かもめ設備 サービス その他サービス 5%

98,477 神奈川県 横浜市南区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋京急井土ヶ谷駅前店 サービス 飲食業 2%

98,478 神奈川県 横浜市南区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋南区吉野町店 サービス 飲食業 2%

98,479 神奈川県 横浜市南区 キムラ電器 小売業 電化製品 5%

98,480 神奈川県 横浜市南区 クリップ　ディップ サービス その他サービス 5%

98,481 神奈川県 横浜市南区 公珠 公珠 サービス 飲食業 5%

98,482 神奈川県 横浜市南区 コスメ エステ Ｈｅａｒｔ 小売業 その他小売 5%

98,483 神奈川県 横浜市南区 コンドーメガネ 小売業 その他小売 5%

98,484 神奈川県 横浜市南区 栄電気商会 小売業 電化製品 5%

98,485 神奈川県 横浜市南区 雑貨　ＡＬＢＡ 小売業 その他小売 5%

98,486 神奈川県 横浜市南区 シーエムスタッフ株式会社 サービス その他サービス 5%

98,487 神奈川県 横浜市南区 美容室　シータ サービス 理容・美容業 5%

98,488 神奈川県 横浜市南区 ｓｍａｌｌｒｉｇｈｔ 小売業 衣料品 5%

98,489 神奈川県 横浜市南区 盛光堂総本舗 小売業 食料品 5%

98,490 神奈川県 横浜市南区 セレモマイホール サービス その他サービス 5%
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98,491 神奈川県 横浜市南区 颯庵 サービス その他サービス 5%

98,492 神奈川県 横浜市南区 ｓｏｌ サービス 理容・美容業 5%

98,493 神奈川県 横浜市南区 ＴＩＥＳ サービス 飲食業 5%

98,494 神奈川県 横浜市南区 だんらん 家庭料理居酒屋 だんらん サービス 飲食業 5%

98,495 神奈川県 横浜市南区 Ｃｈａｃｏ　Ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

98,496 神奈川県 横浜市南区 つきじ海賓　阪東橋吉野町店 サービス 飲食業 5%

98,497 神奈川県 横浜市南区 Ｔｉａｍ サービス 理容・美容業 5%

98,498 神奈川県 横浜市南区 Ｔｅｎ　ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

98,499 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン通町店 小売業 食料品 2%

98,500 神奈川県 横浜市南区 中村電機商会 小売業 電化製品 5%

98,501 神奈川県 横浜市南区 ニッカホーム　大型事業部横浜 サービス その他サービス 5%

98,502 神奈川県 横浜市南区 ニッカホーム　横浜南営業所 サービス その他サービス 5%

98,503 神奈川県 横浜市南区 パソコン教室弘明寺駅前校 サービス その他サービス 5%

98,504 神奈川県 横浜市南区 ビオステリア　コマキネ サービス 飲食業 5%

98,505 神奈川県 横浜市南区 ＢＩＳＴＲＯＩｎｄｉｇｏｊａｍ サービス 飲食業 5%

98,506 神奈川県 横浜市南区 ひなた サービス 飲食業 5%

98,507 神奈川県 横浜市南区 ピュア企画 サービス その他サービス 2%

98,508 神奈川県 横浜市南区 美容室　ひまわり　美容室ひまわり サービス 理容・美容業 5%

98,509 神奈川県 横浜市南区 ヘアライフ枇杷 サービス 理容・美容業 5%

98,510 神奈川県 横浜市南区 ファミリーカット ファミリーカット サービス 理容・美容業 5%

98,511 神奈川県 横浜市南区 Ｆｅｌｉｃｅ サービス 飲食業 5%

98,512 神奈川県 横浜市南区 フクヤカフェ サービス 飲食業 5%

98,513 神奈川県 横浜市南区 フードストアあおき　横浜天神橋店 小売業 食料品 5%

98,514 神奈川県 横浜市南区 ＰＬＡＭＯＯＮ　ＰＬＡＭＯＯＮ サービス 飲食業 5%

98,515 神奈川県 横浜市南区 ぶんぐやサカミ 小売業 その他小売 5%

98,516 神奈川県 横浜市南区 有限会社細井電機商会 小売業 電化製品 5%

98,517 神奈川県 横浜市南区 ホテル　アイマーレ　横浜伊勢佐木町 サービス 宿泊業 5%

98,518 神奈川県 横浜市南区 ㈲ほまれや酒舗 サービス その他サービス 5%

98,519 神奈川県 横浜市南区 マイスターサービス サービス その他サービス 5%

98,520 神奈川県 横浜市南区 マイテック．ツツミ 小売業 電化製品 5%

98,521 神奈川県 横浜市南区 Ｍｙｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

98,522 神奈川県 横浜市南区 ＭＡＲＩＡ　ＣＲＯＳＳ サービス 理容・美容業 5%

98,523 神奈川県 横浜市南区 まんぼう サービス 飲食業 5%

98,524 神奈川県 横浜市南区 Ｍｒ．ＣｌｅａｎＹｏｋｏｈａｍａ 小売業 衣料品 5%

98,525 神奈川県 横浜市南区 味道苑 サービス 飲食業 5%

98,526 神奈川県 横浜市南区 ミナト電気商会 小売業 電化製品 5%

98,527 神奈川県 横浜市南区 ミルキーウェイ動物病院 サービス その他サービス 5%

98,528 神奈川県 横浜市南区 メガネストアー井土ヶ谷 小売業 その他小売 5%

98,529 神奈川県 横浜市南区 メガネストアー井土ヶ谷店 小売業 その他小売 5%

98,530 神奈川県 横浜市南区 メガネストアー南太田 小売業 その他小売 5%

98,531 神奈川県 横浜市南区 メガネストアー南太田店 小売業 その他小売 5%

98,532 神奈川県 横浜市南区 もつ鍋・やきとり　八起 サービス 飲食業 5%
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98,533 神奈川県 横浜市南区 有限会社ほまれや酒舗 小売業 食料品 5%

98,534 神奈川県 横浜市南区 有限会社リサイクルガーデン　宮元町店 小売業 その他小売 5%

98,535 神奈川県 横浜市南区 ユーピットセルフ宮元町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,536 神奈川県 横浜市南区 あわしまオンラインショップ サービス その他サービス 5%

98,537 神奈川県 横浜市南区 洋食狐狸庵 サービス 飲食業 5%

98,538 神奈川県 横浜市南区 洋風酒場まっちゃげ サービス 飲食業 5%

98,539 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜井土ヶ谷下町店 小売業 食料品 2%

98,540 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜井土ヶ谷中町店 小売業 食料品 2%

98,541 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜榎町２丁目店 小売業 食料品 2%

98,542 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜弘明寺駅前店 小売業 食料品 2%

98,543 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜弘明寺口店 小売業 食料品 2%

98,544 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜弘明寺町店 小売業 食料品 2%

98,545 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜白妙町２丁目店 小売業 食料品 2%

98,546 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜高砂町店 小売業 食料品 2%

98,547 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜中里店 小売業 食料品 2%

98,548 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜永田北３丁目店 小売業 食料品 2%

98,549 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜永田台店 小売業 食料品 2%

98,550 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜永田東３丁目店 小売業 食料品 2%

98,551 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜永田東２丁目店 小売業 食料品 2%

98,552 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブンよこはまばし店 小売業 食料品 2%

98,553 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜別所３丁目店 小売業 食料品 2%

98,554 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜別所南店 小売業 食料品 2%

98,555 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜前里町４丁目店 小売業 食料品 2%

98,556 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜南太田駅前店 小売業 食料品 2%

98,557 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜南太田店 小売業 食料品 2%

98,558 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜南吉田町４丁目店 小売業 食料品 2%

98,559 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜宮元町２丁目店 小売業 食料品 2%

98,560 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜三吉橋店 小売業 食料品 2%

98,561 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜六ツ川店 小売業 食料品 2%

98,562 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜六ッ川２丁目店 小売業 食料品 2%

98,563 神奈川県 横浜市南区 横濱屋スーパー　弘明寺店 小売業 食料品 5%

98,564 神奈川県 横浜市南区 横濱屋スーパー　蒔田店 小売業 食料品 5%

98,565 神奈川県 横浜市南区 セブン－イレブン横浜吉野町駅前店 小売業 食料品 2%

98,566 神奈川県 横浜市南区 らーめん　こだか サービス 飲食業 5%

98,567 神奈川県 横浜市南区 ラディウス サービス 理容・美容業 5%

98,568 神奈川県 横浜市南区 ラニカイ 小売業 その他小売 5%

98,569 神奈川県 横浜市南区 旅館松島 サービス 宿泊業 5%

98,570 神奈川県 横浜市南区 ル・メッサージュ サービス 飲食業 5%

98,571 神奈川県 横浜市南区 令和商店 小売業 食料品 5%

98,572 神奈川県 横浜市南区 ＲＡＩＮＢＯＷ サービス 理容・美容業 5%

98,573 神奈川県 横浜市南区 レインボー倉庫 サービス その他サービス 5%

98,574 新潟県 阿賀町 阿賀高原ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%
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98,575 新潟県 阿賀町 阿賀の里 小売業 家具・調度品 5%

98,576 新潟県 阿賀町 阿賀町天満ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,577 新潟県 阿賀町 出光津川バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,578 新潟県 阿賀町 セブン－イレブン下越津川店 小売業 食料品 2%

98,579 新潟県 阿賀町 セブン－イレブン下越三川店 小売業 食料品 2%

98,580 新潟県 阿賀町 鹿瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,581 新潟県 阿賀町 生鮮の杜カラオ 小売業 その他小売 5%

98,582 新潟県 阿賀町 津川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,583 新潟県 阿賀町 豊川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,584 新潟県 阿賀町 パナ・コスモス　ヤマイチ 小売業 電化製品 5%

98,585 新潟県 阿賀町 ホテル　福泉 サービス 宿泊業 5%

98,586 新潟県 阿賀町 古澤屋 サービス 宿泊業 5%

98,587 新潟県 阿賀町 三川観光きのこ園 小売業 食料品 5%

98,588 新潟県 阿賀町 レストラン河畔 小売業 その他小売 5%

98,589 新潟県 阿賀野市 阿賀野中島町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,590 新潟県 阿賀野市 セブン－イレブン阿賀野保田店 小売業 食料品 2%

98,591 新潟県 阿賀野市 いからし酒店 小売業 その他小売 5%

98,592 新潟県 阿賀野市 出光笹岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,593 新潟県 阿賀野市 カイロプラクティックｙａｍａ サービス 理容・美容業 5%

98,594 新潟県 阿賀野市 セブン－イレブン下越京ヶ瀬店 小売業 食料品 2%

98,595 新潟県 阿賀野市 絣Ｓｈｏｐ　西田 小売業 貴金属・服飾品 5%

98,596 新潟県 阿賀野市 カット　ゾーン　ラプソディ サービス 理容・美容業 5%

98,597 新潟県 阿賀野市 角屋旅館 サービス 宿泊業 5%

98,598 新潟県 阿賀野市 環翠楼 サービス 宿泊業 5%

98,599 新潟県 阿賀野市 神田理容所 サービス 理容・美容業 5%

98,600 新潟県 阿賀野市 ＫＩＹＡ　ＤＥＳＩＧＮ 小売業 家具・調度品 5%

98,601 新潟県 阿賀野市 ＫＩＹＡ　ＤＥＳＩＧＮ 小売業 その他小売 5%

98,602 新潟県 阿賀野市 クルマのハンシン 小売業 その他小売 5%

98,603 新潟県 阿賀野市 ＣＯＭＧ！　水原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

98,604 新潟県 阿賀野市 笹神ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,605 新潟県 阿賀野市 佐々木写真館 小売業 その他小売 5%

98,606 新潟県 阿賀野市 サトウデンキ 小売業 電化製品 5%

98,607 新潟県 阿賀野市 佐藤モータース サービス その他サービス 5%

98,608 新潟県 阿賀野市 Ｇ・Ｈ・エリカーノ 小売業 食料品 5%

98,609 新潟県 阿賀野市 庄司自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

98,610 新潟県 阿賀野市 食鮮館名古屋 小売業 その他小売 5%

98,611 新潟県 阿賀野市 寝具の和田 小売業 その他小売 5%

98,612 新潟県 阿賀野市 新光園 小売業 その他小売 5%

98,613 新潟県 阿賀野市 新笹神店 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,614 新潟県 阿賀野市 水原 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,615 新潟県 阿賀野市 セブン－イレブン水原市野山店 小売業 食料品 2%

98,616 新潟県 阿賀野市 水原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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98,617 新潟県 阿賀野市 水原車体整備工場 サービス その他サービス 5%

98,618 新潟県 阿賀野市 セブン－イレブン水原町北本町店 小売業 食料品 2%

98,619 新潟県 阿賀野市 スーパーひまわり京ヶ瀬店 小売業 その他小売 5%

98,620 新潟県 阿賀野市 スーパーマエタ 小売業 その他小売 5%

98,621 新潟県 阿賀野市 生活雑貨の店　スワン 小売業 その他小売 5%

98,622 新潟県 阿賀野市 生鮮の杜キッド 小売業 その他小売 5%

98,623 新潟県 阿賀野市 田村自動車 サービス その他サービス 5%

98,624 新潟県 阿賀野市 テクニカルファクトリー ミオタ 小売業 その他小売 5%

98,625 新潟県 阿賀野市 寺久保商店 小売業 食料品 5%

98,626 新潟県 阿賀野市 唐人　水原店 サービス 飲食業 5%

98,627 新潟県 阿賀野市 セブン－イレブン新潟竹尾３丁目店 小売業 食料品 2%

98,628 新潟県 阿賀野市 パナ・コスモスユキ 小売業 電化製品 5%

98,629 新潟県 阿賀野市 美容室ながさわ サービス 理容・美容業 5%

98,630 新潟県 阿賀野市 風雅の宿長生館 サービス 宿泊業 5%

98,631 新潟県 阿賀野市 ホテル　さきはな サービス 宿泊業 5%

98,632 新潟県 阿賀野市 メガネのいおか　阿賀野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

98,633 新潟県 阿賀野市 メガネのいおか　阿賀野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

98,634 新潟県 阿賀野市 メガネのいおか　豊栄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

98,635 新潟県 阿賀野市 メガネのいおか　六日町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

98,636 新潟県 阿賀野市 安田インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,637 新潟県 阿賀野市 安田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,638 新潟県 阿賀野市 安田バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,639 新潟県 阿賀野市 安田バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,640 新潟県 阿賀野市 山田モーターサービス 小売業 その他小売 5%

98,641 新潟県 阿賀野市 ［ＨＣ］有限会社デンキの吉村 小売業 電化製品 5%

98,642 新潟県 阿賀野市 湯本舘 サービス 宿泊業 5%

98,643 新潟県 阿賀野市 理容室ポップイン サービス 理容・美容業 5%

98,644 新潟県 出雲崎町 セブン－イレブン出雲崎バイパス店 小売業 食料品 2%

98,645 新潟県 出雲崎町 出雲崎松本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,646 新潟県 出雲崎町 ギルドハウスのぶ ギルドハウスのぶ サービス 宿泊業 5%

98,647 新潟県 出雲崎町 精電社出雲崎店 小売業 電化製品 5%

98,648 新潟県 出雲崎町 フードセンター出雲崎店 小売業 その他小売 5%

98,649 新潟県 出雲崎町 ヘアー＆フェイシャル　マツオカ サービス 理容・美容業 5%

98,650 新潟県 出雲崎町 ［ＨＣ］ＬＥＴ’Ｓタナックス 小売業 電化製品 5%

98,651 新潟県 糸魚川市 あやふ野 サービス 飲食業 5%

98,652 新潟県 糸魚川市 イチコ糸魚川店 小売業 食料品 5%

98,653 新潟県 糸魚川市 一作 サービス 飲食業 5%

98,654 新潟県 糸魚川市 一作 サービス 飲食業 5%

98,655 新潟県 糸魚川市 出光青海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,656 新潟県 糸魚川市 出光セルフ糸魚川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,657 新潟県 糸魚川市 糸魚川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,658 新潟県 糸魚川市 糸魚川 小売業 ガソリンスタンド 2%
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98,659 新潟県 糸魚川市 糸魚川 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,660 新潟県 糸魚川市 糸魚川インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,661 新潟県 糸魚川市 セブン－イレブン糸魚川上刈店 小売業 食料品 2%

98,662 新潟県 糸魚川市 セブン－イレブン糸魚川青海店 小売業 食料品 2%

98,663 新潟県 糸魚川市 セブン－イレブン糸魚川大野店 小売業 食料品 2%

98,664 新潟県 糸魚川市 セブン－イレブン糸魚川押上店 小売業 食料品 2%

98,665 新潟県 糸魚川市 糸魚川観光物産センター 小売業 家具・調度品 5%

98,666 新潟県 糸魚川市 セブン－イレブン糸魚川高校前店 小売業 食料品 2%

98,667 新潟県 糸魚川市 糸魚川支店 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,668 新潟県 糸魚川市 セブン－イレブン糸魚川中央店 小売業 食料品 2%

98,669 新潟県 糸魚川市 糸魚川バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,670 新潟県 糸魚川市 イトウ自動車販売 サービス その他サービス 5%

98,671 新潟県 糸魚川市 伊藤製麺所 小売業 食料品 5%

98,672 新潟県 糸魚川市 エスシーエム 小売業 電化製品 5%

98,673 新潟県 糸魚川市 ａｕショップ　糸魚川 小売業 電化製品 5%

98,674 新潟県 糸魚川市 青海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,675 新潟県 糸魚川市 セブン－イレブン青海八久保店 小売業 食料品 2%

98,676 新潟県 糸魚川市 お食事処　大瀬 サービス 飲食業 5%

98,677 新潟県 糸魚川市 親不知観光ホテル サービス 宿泊業 5%

98,678 新潟県 糸魚川市 オリックスレンタカー糸魚川店 サービス その他サービス 2%

98,679 新潟県 糸魚川市 御菓子司 紅久 小売業 食料品 5%

98,680 新潟県 糸魚川市 割烹　浜寿司 サービス 飲食業 5%

98,681 新潟県 糸魚川市 割烹 春よし サービス 飲食業 5%

98,682 新潟県 糸魚川市 株式会社　親不知マリンサービス　漁火 サービス 飲食業 5%

98,683 新潟県 糸魚川市 株式会社五十嵐商店 サービス その他サービス 5%

98,684 新潟県 糸魚川市 株式会社冨江洗心堂 小売業 家具・調度品 5%

98,685 新潟県 糸魚川市 ＣＡＰＲＩＮＯ サービス 飲食業 5%

98,686 新潟県 糸魚川市 ｋｏｋａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

98,687 新潟県 糸魚川市 コスメティックサロンすみれ サービス その他サービス 5%

98,688 新潟県 糸魚川市 コスメティックサロンすみれ サービス 理容・美容業 5%

98,689 新潟県 糸魚川市 コナヤ　スポーツ 小売業 その他小売 5%

98,690 新潟県 糸魚川市 斉藤電機商会 小売業 電化製品 5%

98,691 新潟県 糸魚川市 山茶花 サービス 飲食業 5%

98,692 新潟県 糸魚川市 里麻商店 小売業 食料品 5%

98,693 新潟県 糸魚川市 三愛旅行社 糸魚川本社 サービス その他サービス 5%

98,694 新潟県 糸魚川市 汐路駅前店 サービス 飲食業 5%

98,695 新潟県 糸魚川市 食楽厨房　あづま サービス 飲食業 5%

98,696 新潟県 糸魚川市 惣栄丸 小売業 食料品 5%

98,697 新潟県 糸魚川市 ダイマック　糸魚川店 小売業 電化製品 5%

98,698 新潟県 糸魚川市 大陸マーケット　大陸マーケット 小売業 衣料品 5%

98,699 新潟県 糸魚川市 滝川機械店整備工場 小売業 その他小売 5%

98,700 新潟県 糸魚川市 チクダ 小売業 電化製品 5%
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98,701 新潟県 糸魚川市 月徳飯店 サービス 飲食業 5%

98,702 新潟県 糸魚川市 伝宝丸　伝宝丸 小売業 食料品 5%

98,703 新潟県 糸魚川市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ糸魚川西店 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,704 新潟県 糸魚川市 所沢創寫舘 小売業 その他小売 5%

98,705 新潟県 糸魚川市 トヨタカローラ北越糸魚川店 小売業 その他小売 5%

98,706 新潟県 糸魚川市 ナイトビュー サービス 飲食業 5%

98,707 新潟県 糸魚川市 中田商事　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,708 新潟県 糸魚川市 なんじゃ村糸魚川店 小売業 その他小売 5%

98,709 新潟県 糸魚川市 肉のひらさわ支店 肉のひらさわ支店 小売業 食料品 5%

98,710 新潟県 糸魚川市 能生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,711 新潟県 糸魚川市 Ｂａｒｂｅｒ　たつがみ　０２ サービス 理容・美容業 5%

98,712 新潟県 糸魚川市 博宝 小売業 貴金属・服飾品 5%

98,713 新潟県 糸魚川市 パナ・コスモス　マツモト 小売業 電化製品 5%

98,714 新潟県 糸魚川市 早川 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,715 新潟県 糸魚川市 Ｐａｒａｄｅ糸魚川店 小売業 その他小売 5%

98,716 新潟県 糸魚川市 番屋 サービス 飲食業 5%

98,717 新潟県 糸魚川市 ピザテン・フォー　新潟糸魚川店　２ サービス その他サービス 5%

98,718 新潟県 糸魚川市 Ｐｉｚｚｅｒｉａ ｅ ｔｒａｔｔｏｒｉａ Ｄａ ＴＡＫＥ サービス 飲食業 5%

98,719 新潟県 糸魚川市 ヒノキヤ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

98,720 新潟県 糸魚川市 ＪＭ／ビヨウシツサイトウ サービス 理容・美容業 5%

98,721 新潟県 糸魚川市 美容室ボブマリー サービス 理容・美容業 5%

98,722 新潟県 糸魚川市 ふうらい サービス 飲食業 5%

98,723 新潟県 糸魚川市 二葉デンキ商会 小売業 電化製品 5%

98,724 新潟県 糸魚川市 ホテル　糸魚川インター サービス 宿泊業 5%

98,725 新潟県 糸魚川市 ホテルゑびや サービス 宿泊業 5%

98,726 新潟県 糸魚川市 ホテル國富翠泉閣 サービス 宿泊業 5%

98,727 新潟県 糸魚川市 ホビー サービス 飲食業 5%

98,728 新潟県 糸魚川市 ホンダカーズ糸魚川 小売業 その他小売 5%

98,729 新潟県 糸魚川市 マル三木島米穀店 マル三木島米穀店 小売業 その他小売 5%

98,730 新潟県 糸魚川市 丸仁商事株式会社 小売業 家具・調度品 5%

98,731 新潟県 糸魚川市 セブンーイレブン道の駅マリンドリーム能生店 小売業 食料品 2%

98,732 新潟県 糸魚川市 三好屋　御菓子司　三好屋 小売業 食料品 5%

98,733 新潟県 糸魚川市 山下 小売業 衣料品 5%

98,734 新潟県 糸魚川市 山下　本店 小売業 衣料品 5%

98,735 新潟県 糸魚川市 山仙　糸魚川支店 小売業 家具・調度品 5%

98,736 新潟県 糸魚川市 ヨコタ 小売業 電化製品 5%

98,737 新潟県 糸魚川市 リオネットセンター糸魚川 小売業 その他小売 5%

98,738 新潟県 糸魚川市 龍喜 サービス 飲食業 5%

98,739 新潟県 糸魚川市 Ｒａｇｇｅｄ　ｏｖｅｎ　薪のかまどのパン屋です　Ｒａｇｇｅｄ　ｏｖｅｎ 小売業 食料品 5%

98,740 新潟県 糸魚川市 渡辺エンジン サービス その他サービス 5%

98,741 新潟県 糸魚川市 渡辺輪店 小売業 その他小売 5%

98,742 新潟県 魚沼市 ａ　ｈａｉｒ’ｓ　ｓｈｏｐ サービス 理容・美容業 5%
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98,743 新潟県 魚沼市 五十嵐電機商会 小売業 電化製品 5%

98,744 新潟県 魚沼市 居酒屋　菊水 サービス 飲食業 5%

98,745 新潟県 魚沼市 出光小出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,746 新潟県 魚沼市 出光守門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,747 新潟県 魚沼市 出光セルフ小出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,748 新潟県 魚沼市 セブン－イレブン魚沼井口新田店 小売業 食料品 2%

98,749 新潟県 魚沼市 セブン－イレブン魚沼伊米ケ崎店 小売業 食料品 2%

98,750 新潟県 魚沼市 セブン－イレブン魚沼基幹病院店 小売業 食料品 2%

98,751 新潟県 魚沼市 セブン－イレブン魚沼小出病院前店 小売業 食料品 2%

98,752 新潟県 魚沼市 セブン－イレブン魚沼広神下田店 小売業 食料品 2%

98,753 新潟県 魚沼市 セブン－イレブン魚沼湯之谷店 小売業 食料品 2%

98,754 新潟県 魚沼市 越後ゆきくら館 小売業 食料品 5%

98,755 新潟県 魚沼市 吉田屋 小売業 食料品 5%

98,756 新潟県 魚沼市 岡部商事堀之内ＳＳカード用 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,757 新潟県 魚沼市 奥只見山荘 サービス 宿泊業 5%

98,758 新潟県 魚沼市 株式会社ホンダウイング高橋 小売業 その他小売 5%

98,759 新潟県 魚沼市 協栄自動車工場 サービス その他サービス 5%

98,760 新潟県 魚沼市 協栄自動車工場 サービス その他サービス 5%

98,761 新潟県 魚沼市 クリーニングの紺新 サービス その他サービス 5%

98,762 新潟県 魚沼市 小出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,763 新潟県 魚沼市 小出インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,764 新潟県 魚沼市 セブン－イレブン小出インター店 小売業 食料品 2%

98,765 新潟県 魚沼市 セブン－イレブン小出沢田店 小売業 食料品 2%

98,766 新潟県 魚沼市 小出スキー場 サービス その他サービス 5%

98,767 新潟県 魚沼市 小出南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,768 新潟県 魚沼市 合資会社タナカ薬局 小売業 その他小売 5%

98,769 新潟県 魚沼市 小西屋 サービス 宿泊業 5%

98,770 新潟県 魚沼市 サカキヤ 小売業 その他小売 5%

98,771 新潟県 魚沼市 酒匠地酒の　かねしん 小売業 食料品 5%

98,772 新潟県 魚沼市 水道　ガス　配管工事　さくらエンジニア サービス その他サービス 5%

98,773 新潟県 魚沼市 ダイニング砂礫 サービス 飲食業 5%

98,774 新潟県 魚沼市 サロンドフルベール大塚町店 小売業 衣料品 2%

98,775 新潟県 魚沼市 Ｓｉ－ｔａ サービス 理容・美容業 5%

98,776 新潟県 魚沼市 自在館 サービス 宿泊業 5%

98,777 新潟県 魚沼市 車検のコバック魚沼堀之内店 サービス その他サービス 5%

98,778 新潟県 魚沼市 旬食や香秀 サービス 飲食業 5%

98,779 新潟県 魚沼市 昭美軒 サービス 理容・美容業 5%

98,780 新潟県 魚沼市 スポーツショップヤマモト 小売業 その他小売 5%

98,781 新潟県 魚沼市 大吾菓子舗 小売業 食料品 5%

98,782 新潟県 魚沼市 てーぶるくろす　小出郷店 小売業 食料品 5%

98,783 新潟県 魚沼市 でんきと住まいのタマガワ 小売業 電化製品 5%

98,784 新潟県 魚沼市 友家ホテル サービス 宿泊業 5%
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98,785 新潟県 魚沼市 野村洋服店 小売業 衣料品 5%

98,786 新潟県 魚沼市 バーバーヒロシ サービス 理容・美容業 5%

98,787 新潟県 魚沼市 バーバーヒロシ サービス 理容・美容業 5%

98,788 新潟県 魚沼市 はりきゅう沈丁花 サービス 理容・美容業 5%

98,789 新潟県 魚沼市 ピアレＭａｒｔ　小出店 小売業 食料品 5%

98,790 新潟県 魚沼市 ふざわ小出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,791 新潟県 魚沼市 プレミアヘアディーバ サービス 理容・美容業 5%

98,792 新潟県 魚沼市 文具館タキザワ魚沼店 小売業 その他小売 5%

98,793 新潟県 魚沼市 文昌堂 小売業 その他小売 5%

98,794 新潟県 魚沼市 ヘアーワークス大道寺 サービス 理容・美容業 5%

98,795 新潟県 魚沼市 ヘアーワークス大道寺 サービス 理容・美容業 5%

98,796 新潟県 魚沼市 ホシ理容所 サービス 理容・美容業 5%

98,797 新潟県 魚沼市 ホテル湯元 サービス 宿泊業 5%

98,798 新潟県 魚沼市 堀之内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,799 新潟県 魚沼市 堀之内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,800 新潟県 魚沼市 ホワイトマジック サービス その他サービス 5%

98,801 新潟県 魚沼市 マルイ堀之内店 小売業 食料品 5%

98,802 新潟県 魚沼市 丸末書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

98,803 新潟県 魚沼市 マルセスポーツ 小売業 その他小売 5%

98,804 新潟県 魚沼市 丸由茶舗 小売業 食料品 5%

98,805 新潟県 魚沼市 見晴らしの湯　こまみ サービス その他サービス 5%

98,806 新潟県 魚沼市 明光電設 小売業 電化製品 5%

98,807 新潟県 魚沼市 諸長 小売業 電化製品 5%

98,808 新潟県 魚沼市 有限会社　松喜屋商店 小売業 食料品 5%

98,809 新潟県 魚沼市 有限会社磯部家具 小売業 家具・調度品 5%

98,810 新潟県 魚沼市 ［ＨＣ］有限会社大橋電機商会 小売業 電化製品 5%

98,811 新潟県 魚沼市 有限会社外山自動車商会 サービス その他サービス 5%

98,812 新潟県 魚沼市 湯元庄屋　和泉屋旅館 サービス 宿泊業 5%

98,813 新潟県 魚沼市 理容だいと サービス 理容・美容業 5%

98,814 新潟県 魚沼市 ＲＯＯＭ　ＲＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

98,815 新潟県 魚沼市 Ｌｏｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

98,816 新潟県 小千谷市 あかちょうちん　小千谷店 サービス 飲食業 5%

98,817 新潟県 小千谷市 嵐屋 サービス 理容・美容業 5%

98,818 新潟県 小千谷市 嵐屋　バーバーアラシヤ サービス 理容・美容業 5%

98,819 新潟県 小千谷市 ｅプラザ片貝店 小売業 電化製品 5%

98,820 新潟県 小千谷市 ＩＳＡ ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

98,821 新潟県 小千谷市 イチタ　電機 小売業 電化製品 5%

98,822 新潟県 小千谷市 一品香 サービス 飲食業 5%

98,823 新潟県 小千谷市 一品香 サービス 飲食業 5%

98,824 新潟県 小千谷市 ｅプラザセイブ店 小売業 電化製品 5%

98,825 新潟県 小千谷市 株式会社魚沼自工 サービス その他サービス 5%

98,826 新潟県 小千谷市 エアーズカフェ小千谷店　インターネットカフェ　エアーズカフェ小千谷店 サービス 飲食業 5%
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98,827 新潟県 小千谷市 越後片貝 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,828 新潟県 小千谷市 エビスヤスポーツ　小千谷店 小売業 その他小売 5%

98,829 新潟県 小千谷市 大竹会館 サービス 飲食業 5%

98,830 新潟県 小千谷市 おぢや北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,831 新潟県 小千谷市 岡村商店自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

98,832 新潟県 小千谷市 小千谷真人町 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,833 新潟県 小千谷市 小千谷インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,834 新潟県 小千谷市 おぢや上ノ山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,835 新潟県 小千谷市 セブン－イレブン小千谷上ノ山店 小売業 食料品 2%

98,836 新潟県 小千谷市 小千谷市総合産業会館　サンプラザ サービス その他サービス 5%

98,837 新潟県 小千谷市 セブン－イレブン小千谷城内１丁目店 小売業 食料品 2%

98,838 新潟県 小千谷市 セブン－イレブン小千谷千谷川店 小売業 食料品 2%

98,839 新潟県 小千谷市 セブン－イレブン小千谷東店 小売業 食料品 2%

98,840 新潟県 小千谷市 セブン－イレブン小千谷平沢店 小売業 食料品 2%

98,841 新潟県 小千谷市 ＤＡＩＮＩＣＨＩクリエイティブ 小売業 衣料品 5%

98,842 新潟県 小千谷市 カイロプラクティックセンタおぢや サービス その他サービス 5%

98,843 新潟県 小千谷市 ｃｕｔｓａｌｏｎ　ｓ２ サービス 理容・美容業 5%

98,844 新潟県 小千谷市 金子自動車 サービス その他サービス 5%

98,845 新潟県 小千谷市 株式会社西巻ソーゴウ自動車工業 サービス その他サービス 5%

98,846 新潟県 小千谷市 髪工房　ひで サービス 理容・美容業 5%

98,847 新潟県 小千谷市 髪工房　カノン サービス 理容・美容業 5%

98,848 新潟県 小千谷市 髪工房カノン サービス 理容・美容業 5%

98,849 新潟県 小千谷市 カメラショップユザワ　小千谷東店 小売業 電化製品 5%

98,850 新潟県 小千谷市 カメラショップユザワ　小千谷西店 小売業 電化製品 5%

98,851 新潟県 小千谷市 川井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,852 新潟県 小千谷市 きれいと癒しの店マルケー サービス 理容・美容業 5%

98,853 新潟県 小千谷市 キング理美容 サービス 理容・美容業 5%

98,854 新潟県 小千谷市 くいどころ里味　小千谷店 サービス 飲食業 5%

98,855 新潟県 小千谷市 ごっつぉ家　がみんち サービス 飲食業 5%

98,856 新潟県 小千谷市 佐藤テレビ電機 小売業 電化製品 5%

98,857 新潟県 小千谷市 山王デンキ 小売業 電化製品 5%

98,858 新潟県 小千谷市 三仏生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,859 新潟県 小千谷市 ＪＡＭ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

98,860 新潟県 小千谷市 松月堂　喜三兵衛 小売業 食料品 5%

98,861 新潟県 小千谷市 食堂カフェ　うえきｉｎｇ サービス 飲食業 5%

98,862 新潟県 小千谷市 ＣＩＲＣＵＬＯＨａｉｒ＆Ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

98,863 新潟県 小千谷市 高留商店 小売業 食料品 5%

98,864 新潟県 小千谷市 滝沢印刷小千谷店 小売業 その他小売 5%

98,865 新潟県 小千谷市 男子専科　平忠 小売業 衣料品 5%

98,866 新潟県 小千谷市 中越クリエイティブ サービス その他サービス 5%

98,867 新潟県 小千谷市 なんじゃ村小千谷店 小売業 その他小売 5%

98,868 新潟県 小千谷市 西小千谷油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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98,869 新潟県 小千谷市 西小千谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,870 新潟県 小千谷市 Ｂａｒｂｅｒせき サービス 理容・美容業 5%

98,871 新潟県 小千谷市 花のギャラリーＷＡＫＯＨ 小売業 その他小売 5%

98,872 新潟県 小千谷市 ｂｅーｃａｎ　小千谷本店 サービス 理容・美容業 5%

98,873 新潟県 小千谷市 東小千谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,874 新潟県 小千谷市 ＢｅａｕｔｙＬａｂｏＴ サービス 理容・美容業 5%

98,875 新潟県 小千谷市 美容室ＳＰＯＯＬ サービス 理容・美容業 5%

98,876 新潟県 小千谷市 髪又 サービス 理容・美容業 5%

98,877 新潟県 小千谷市 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎａｉｌ　Ｍ サービス その他サービス 5%

98,878 新潟県 小千谷市 ＰｒｉｖａｔｅＮａｉｌＭ サービス 理容・美容業 5%

98,879 新潟県 小千谷市 有限会社細貝商店 小売業 食料品 5%

98,880 新潟県 小千谷市 ホテルニュープラザ サービス 宿泊業 5%

98,881 新潟県 小千谷市 マクドナルドイオン小千谷店 サービス 飲食業 2%

98,882 新潟県 小千谷市 マルイ東小千谷店 小売業 食料品 5%

98,883 新潟県 小千谷市 宮脇書店　小千谷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

98,884 新潟県 小千谷市 メタルフォーゼびんしょう小千谷 サービス 理容・美容業 5%

98,885 新潟県 小千谷市 山理自動車商会 サービス その他サービス 5%

98,886 新潟県 小千谷市 有限会社片貝自動車商会 サービス その他サービス 5%

98,887 新潟県 小千谷市 有限会社都屋商店 小売業 その他小売 5%

98,888 新潟県 小千谷市 湯どころ ちぢみの里 Ｃｈｉｊｉｍｉ １ サービス その他サービス 5%

98,889 新潟県 小千谷市 レディース美容室 サービス 理容・美容業 5%

98,890 新潟県 小千谷市 ＷＨＥＲＥｄｅｓｉｇｎ 小売業 衣料品 5%

98,891 新潟県 小千谷市 わたや サービス 飲食業 5%

98,892 新潟県 小千谷市 わたや　平沢店 サービス 飲食業 5%

98,893 新潟県 小千谷市 わたや　平沢店 サービス 飲食業 5%

98,894 新潟県 小千谷市 渡雄商店 小売業 電化製品 5%

98,895 新潟県 柏崎市 Ｔｈｅ　ａｒｂｒｅ サービス 理容・美容業 5%

98,896 新潟県 柏崎市 ａｉ-ｗｉｌｌ サービス その他サービス 5%

98,897 新潟県 柏崎市 アトレ柏崎店 小売業 食料品 5%

98,898 新潟県 柏崎市 綾子舞本舗タカハシ 小売業 食料品 5%

98,899 新潟県 柏崎市 出光柏崎田尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,900 新潟県 柏崎市 出光柏崎土合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,901 新潟県 柏崎市 出光曽地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,902 新潟県 柏崎市 ｅプラザ柏崎店 小売業 電化製品 5%

98,903 新潟県 柏崎市 越後みそ西　西本町店 小売業 食料品 5%

98,904 新潟県 柏崎市 大崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,905 新潟県 柏崎市 おおみなと サービス 宿泊業 5%

98,906 新潟県 柏崎市 おとぎ屋珈琲店　柏崎店 サービス 飲食業 5%

98,907 新潟県 柏崎市 オリックスレンタカー柏崎駅前店 サービス その他サービス 2%

98,908 新潟県 柏崎市 オリックスレンタカー柏崎店 サービス その他サービス 2%

98,909 新潟県 柏崎市 カーポート松波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,910 新潟県 柏崎市 ｃａｃｔｕｓ サービス 理容・美容業 5%
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98,911 新潟県 柏崎市 菓子道楽 新野屋 小売業 食料品 5%

98,912 新潟県 柏崎市 セブン－イレブン柏崎茨目店 小売業 食料品 2%

98,913 新潟県 柏崎市 セブン－イレブン柏崎加納店 小売業 食料品 2%

98,914 新潟県 柏崎市 セブン－イレブン柏崎上田尻店 小売業 食料品 2%

98,915 新潟県 柏崎市 セブン－イレブン柏崎鯨波店 小売業 食料品 2%

98,916 新潟県 柏崎市 柏崎新バイパスセルフ１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,917 新潟県 柏崎市 セブン－イレブン柏崎新花町店 小売業 食料品 2%

98,918 新潟県 柏崎市 柏崎タクシー サービス その他サービス 5%

98,919 新潟県 柏崎市 セブン－イレブン柏崎田塚店 小売業 食料品 2%

98,920 新潟県 柏崎市 セブンーイレブン柏崎豊田橋店 小売業 食料品 2%

98,921 新潟県 柏崎市 セブン－イレブン柏崎錦町店 小売業 食料品 2%

98,922 新潟県 柏崎市 柏崎バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,923 新潟県 柏崎市 セブン－イレブン柏崎花田店 小売業 食料品 2%

98,924 新潟県 柏崎市 セブン－イレブン柏崎半田３丁目店 小売業 食料品 2%

98,925 新潟県 柏崎市 セブンーイレブン柏崎穂波町店 小売業 食料品 2%

98,926 新潟県 柏崎市 セブン－イレブン柏崎横山店 小売業 食料品 2%

98,927 新潟県 柏崎市 セブン－イレブン柏崎四谷３丁目店 小売業 食料品 2%

98,928 新潟県 柏崎市 セブン－イレブン柏崎若葉町店 小売業 食料品 2%

98,929 新潟県 柏崎市 門出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,930 新潟県 柏崎市 金子電機 小売業 電化製品 5%

98,931 新潟県 柏崎市 株式会社石塚組鯖石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,932 新潟県 柏崎市 株式会社インテリアメーク　谷根にじます釣堀 サービス 飲食業 5%

98,933 新潟県 柏崎市 ［ＨＣ］株式会社レッツウエノ 小売業 電化製品 5%

98,934 新潟県 柏崎市 ガラムマサラ サービス 飲食業 5%

98,935 新潟県 柏崎市 氣ｋｙｏ サービス 飲食業 5%

98,936 新潟県 柏崎市 北野屋スポーツ本店 小売業 その他小売 5%

98,937 新潟県 柏崎市 ギフトステーションリアン柏崎店 小売業 その他小売 5%

98,938 新潟県 柏崎市 牛角柏崎店 サービス 飲食業 2%

98,939 新潟県 柏崎市 久治 サービス 飲食業 5%

98,940 新潟県 柏崎市 （株）共栄電機 小売業 電化製品 5%

98,941 新潟県 柏崎市 くいどころ　里味　柏崎店 サービス 飲食業 5%

98,942 新潟県 柏崎市 ＣｌｅａｒＣＵＴ サービス 理容・美容業 5%

98,943 新潟県 柏崎市 光月堂 小売業 食料品 5%

98,944 新潟県 柏崎市 国立新潟病院売店 小売業 その他小売 5%

98,945 新潟県 柏崎市 小島輪店 小売業 その他小売 5%

98,946 新潟県 柏崎市 ザ・プエブロショップ　柏崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

98,947 新潟県 柏崎市 サイクル　マエカワ サービス その他サービス 5%

98,948 新潟県 柏崎市 サンワーズ サービス その他サービス 5%

98,949 新潟県 柏崎市 シナコー 小売業 電化製品 5%

98,950 新潟県 柏崎市 有限会社品田商会　原町営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,951 新潟県 柏崎市 品田商会カードコード 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,952 新潟県 柏崎市 寝具のやまとめ 小売業 その他小売 5%
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98,953 新潟県 柏崎市 スズキアリーナサンワーズ柏崎 サービス その他サービス 5%

98,954 新潟県 柏崎市 スナックＭＯＮＤ サービス 飲食業 5%

98,955 新潟県 柏崎市 スバル柏崎 サービス その他サービス 5%

98,956 新潟県 柏崎市 スバルショップ　柏崎 サービス その他サービス 5%

98,957 新潟県 柏崎市 スプリーム サービス 理容・美容業 5%

98,958 新潟県 柏崎市 精電社 小売業 電化製品 5%

98,959 新潟県 柏崎市 セヌマ電化 小売業 電化製品 5%

98,960 新潟県 柏崎市 SolanaHair サービス 理容・美容業 5%

98,961 新潟県 柏崎市 ダイニング　大志麻 サービス 飲食業 5%

98,962 新潟県 柏崎市 ダイマック　柏崎店 小売業 電化製品 5%

98,963 新潟県 柏崎市 高柳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,964 新潟県 柏崎市 たちばな柏崎店 小売業 衣料品 5%

98,965 新潟県 柏崎市 田辺工房 サービス その他サービス 5%

98,966 新潟県 柏崎市 谷根にじます釣堀（株）インテリアメーク サービス その他サービス 5%

98,967 新潟県 柏崎市 ＣＨＡＩＴＥ サービス 理容・美容業 5%

98,968 新潟県 柏崎市 セブン－イレブン中越西山二田店 小売業 食料品 2%

98,969 新潟県 柏崎市 中華料理　ハルビン サービス 飲食業 5%

98,970 新潟県 柏崎市 釣具の岸 小売業 その他小売 5%

98,971 新潟県 柏崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ柏崎中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,972 新潟県 柏崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ柏崎半田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,973 新潟県 柏崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ柏崎店 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,974 新潟県 柏崎市 トクマ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

98,975 新潟県 柏崎市 トヨタカローラ北越柏崎店 小売業 その他小売 5%

98,976 新潟県 柏崎市 トヨタ部品新潟共販柏崎営業所 サービス その他サービス 5%

98,977 新潟県 柏崎市 トヨタレンタリース新潟柏崎店 サービス その他サービス 2%

98,978 新潟県 柏崎市 中藤商店 小売業 食料品 5%

98,979 新潟県 柏崎市 無し サービス 宿泊業 5%

98,980 新潟県 柏崎市 なんじゃ村柏崎店 小売業 その他小売 5%

98,981 新潟県 柏崎市 西中通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

98,982 新潟県 柏崎市 ノマタ酒店 小売業 食料品 5%

98,983 新潟県 柏崎市 バイシクル　パーク 小売業 その他小売 5%

98,984 新潟県 柏崎市 Ｐａｒａｄｅ柏崎店 小売業 その他小売 5%

98,985 新潟県 柏崎市 ＰＩＡＮＯ　ＢＡＲ　未完成 サービス 飲食業 5%

98,986 新潟県 柏崎市 ピアレマート　柏崎店 小売業 食料品 5%

98,987 新潟県 柏崎市 ピアレＭａｒｔ　東原町店 小売業 食料品 5%

98,988 新潟県 柏崎市 ピアレＭａｒｔ　東原町店 小売業 食料品 5%

98,989 新潟県 柏崎市 ピアレＭａｒｔ　フォンジェ店 小売業 食料品 5%

98,990 新潟県 柏崎市 ピアレＭａｒｔプチ　安田店 小売業 食料品 5%

98,991 新潟県 柏崎市 美宝堂 小売業 衣料品 5%

98,992 新潟県 柏崎市 Ｂｉｗａｊｉｍａ　Ｂａｋｅｒｙ 小売業 食料品 5%

98,993 新潟県 柏崎市 Ｆｉｓｈｉｎｇ　みなと 小売業 その他小売 5%

98,994 新潟県 柏崎市 フォーラムムラタ サービス その他サービス 5%
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98,995 新潟県 柏崎市 藤崎電機 小売業 電化製品 5%

98,996 新潟県 柏崎市 船栄　柏崎店 サービス 飲食業 5%

98,997 新潟県 柏崎市 ヘアースタジオ拓人 サービス 理容・美容業 5%

98,998 新潟県 柏崎市 ベルライム　ＭＥＧＡドン・キホーテ柏崎店 小売業 家具・調度品 5%

98,999 新潟県 柏崎市 星野時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

99,000 新潟県 柏崎市 ホワイトスピリッツセルフ柏崎 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,001 新潟県 柏崎市 ［ＨＣ］前沢電気 小売業 電化製品 5%

99,002 新潟県 柏崎市 前沢電気 小売業 電化製品 5%

99,003 新潟県 柏崎市 マクドナルド８号線柏崎店 サービス 飲食業 2%

99,004 新潟県 柏崎市 マツウラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

99,005 新潟県 柏崎市 松波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,006 新潟県 柏崎市 マルイ尻店 小売業 食料品 5%

99,007 新潟県 柏崎市 マルイ横山店 小売業 食料品 5%

99,008 新潟県 柏崎市 三好屋商店電機部 小売業 電化製品 5%

99,009 新潟県 柏崎市 メトロポリタン松島 サービス 宿泊業 5%

99,010 新潟県 柏崎市 有限会社　オート倶楽部　有限会社オート倶楽部 小売業 その他小売 5%

99,011 新潟県 柏崎市 有限会社タナベスタジオ サービス その他サービス 5%

99,012 新潟県 柏崎市 有限会社年頭屋茶舗 小売業 食料品 5%

99,013 新潟県 柏崎市 有限会社丸山酒店　新潟の地酒とＷＩＮＥ　有限会社丸山酒店　新潟の地酒　ＷＩＮＥ 小売業 その他小売 5%

99,014 新潟県 柏崎市 雪ん子ダイブファクトリー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

99,015 新潟県 加茂市 朝倉家具 小売業 家具・調度品 5%

99,016 新潟県 加茂市 浅野タンス 小売業 家具・調度品 5%

99,017 新潟県 加茂市 アルマック　オノ 小売業 衣料品 5%

99,018 新潟県 加茂市 いば生花店 小売業 その他小売 5%

99,019 新潟県 加茂市 西加茂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,020 新潟県 加茂市 株式会社　大湊文吉商店 小売業 家具・調度品 5%

99,021 新潟県 加茂市 おのマミー 小売業 衣料品 5%

99,022 新潟県 加茂市 金子米店 小売業 その他小売 5%

99,023 新潟県 加茂市 株式会社浅間家具店　加茂店 小売業 家具・調度品 5%

99,024 新潟県 加茂市 カメラのアート　加茂店 小売業 電化製品 5%

99,025 新潟県 加茂市 セブン－イレブン加茂新田店 小売業 食料品 2%

99,026 新潟県 加茂市 加茂須田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,027 新潟県 加茂市 セブン－イレブン加茂大郷町店 小売業 食料品 2%

99,028 新潟県 加茂市 セブン－イレブン加茂本町店 小売業 食料品 2%

99,029 新潟県 加茂市 萱森自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

99,030 新潟県 加茂市 京家 加茂駅前本店 小売業 食料品 5%

99,031 新潟県 加茂市 京家　西加茂店 小売業 食料品 5%

99,032 新潟県 加茂市 くいどころ里味　大郷町店 サービス 飲食業 5%

99,033 新潟県 加茂市 くすりのやまハピ 小売業 その他小売 5%

99,034 新潟県 加茂市 くすりのやまハピ 小売業 その他小売 5%

99,035 新潟県 加茂市 加茂バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,036 新潟県 加茂市 桑田屋スポーツ 小売業 その他小売 5%
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99,037 新潟県 加茂市 コテージ　マム　喫茶店 サービス 飲食業 5%

99,038 新潟県 加茂市 齋藤電機商会 小売業 電化製品 5%

99,039 新潟県 加茂市 捧運次商店 小売業 その他小売 5%

99,040 新潟県 加茂市 玉木フードセンター 小売業 食料品 5%

99,041 新潟県 加茂市 土田商会　土田商会 小売業 その他小売 5%

99,042 新潟県 加茂市 ［ＨＣ］ナンバ電器 小売業 電化製品 5%

99,043 新潟県 加茂市 にいつフードセンター加茂五番町店 小売業 食料品 5%

99,044 新潟県 加茂市 にいつフードセンター加茂店 小売業 食料品 5%

99,045 新潟県 加茂市 日本料理　貴布禰 サービス 飲食業 5%

99,046 新潟県 加茂市 彦次郎商店 小売業 食料品 5%

99,047 新潟県 加茂市 ＨＩＳＡＹＡ 小売業 衣料品 5%

99,048 新潟県 加茂市 Ｂｅａｕｔｙ Ｓａｌｏｎ ＢＥＲＲＹ サービス 理容・美容業 5%

99,049 新潟県 加茂市 フォトスタジオクリエイト サービス その他サービス 5%

99,050 新潟県 加茂市 本所屋商店　テレビの本所屋 小売業 電化製品 5%

99,051 新潟県 加茂市 マクドナルド４０３加茂店 サービス 飲食業 2%

99,052 新潟県 加茂市 ミスター修理マン サービス その他サービス 5%

99,053 新潟県 加茂市 有限会社土田商会 小売業 その他小売 5%

99,054 新潟県 加茂市 ゆきつばきステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,055 新潟県 加茂市 よね蔵　加茂店 サービス 飲食業 5%

99,056 新潟県 加茂市 よね蔵　加茂店 サービス 飲食業 5%

99,057 新潟県 刈羽村 アガルライフ サービス その他サービス 5%

99,058 新潟県 刈羽村 アクアス刈羽 サービス 理容・美容業 5%

99,059 新潟県 刈羽村 刈羽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,060 新潟県 刈羽村 セブンーイレブン中越刈羽店 小売業 食料品 2%

99,061 新潟県 刈羽村 ノースカイロプラクティックかりわ サービス 理容・美容業 5%

99,062 新潟県 刈羽村 有限会社駒野自動車 サービス その他サービス 5%

99,063 新潟県 五泉市 阿賀のめぐみ　望川閣 サービス 宿泊業 5%

99,064 新潟県 五泉市 浅田電機商会 小売業 電化製品 5%

99,065 新潟県 五泉市 あんしんタクシー １４号車 サービス 運輸業 5%

99,066 新潟県 五泉市 ＳＯＬ　アンソル サービス 理容・美容業 5%

99,067 新潟県 五泉市 一包一心はまや サービス 飲食業 5%

99,068 新潟県 五泉市 出光五泉北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,069 新潟県 五泉市 出光五泉東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,070 新潟県 五泉市 出光五泉南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,071 新潟県 五泉市 イトウデンキ 小売業 電化製品 5%

99,072 新潟県 五泉市 イマイフォート サービス その他サービス 5%

99,073 新潟県 五泉市 ＳＲオート新潟 サービス その他サービス 5%

99,074 新潟県 五泉市 エスマート橋田店 小売業 その他小売 5%

99,075 新潟県 五泉市 エックスモバイル 五泉店 小売業 その他小売 5%

99,076 新潟県 五泉市 大阪屋　村松店 小売業 食料品 5%

99,077 新潟県 五泉市 ガーデンホテル　マリエール サービス 宿泊業 5%

99,078 新潟県 五泉市 海鮮茶屋　汐の華 サービス 飲食業 5%
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99,079 新潟県 五泉市 カットハウスサクマリミックス サービス 理容・美容業 5%

99,080 新潟県 五泉市 ＫＡＤＯＹＡ　五泉店 小売業 食料品 5%

99,081 新潟県 五泉市 河畔の宿　碧水荘 サービス 宿泊業 5%

99,082 新潟県 五泉市 株式会社 渡倉商会 サービス その他サービス 5%

99,083 新潟県 五泉市 株式会社イマイエネルギー ジュネス五泉営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,084 新潟県 五泉市 （株）中山自動車修理工場 サービス その他サービス 5%

99,085 新潟県 五泉市 ＣＡＭ?ＡＬＬ　タカナシカメラ　五泉店 小売業 その他小売 5%

99,086 新潟県 五泉市 カメラショップユザワ　五泉店 小売業 電化製品 5%

99,087 新潟県 五泉市 川藤洋品店 小売業 衣料品 5%

99,088 新潟県 五泉市 ＣＡＲＡＶＡＮ ＣＡＲＡＶＡＮ サービス 飲食業 5%

99,089 新潟県 五泉市 キューピット五泉店 サービス その他サービス 5%

99,090 新潟県 五泉市 京家　村松店 小売業 食料品 5%

99,091 新潟県 五泉市 金鵄盃酒造 小売業 食料品 5%

99,092 新潟県 五泉市 クレープ＊はなちゃん サービス 飲食業 5%

99,093 新潟県 五泉市 ｃｕｒｏｃｏ　ｂｒｉｌｌｉａｎｔｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

99,094 新潟県 五泉市 桑原宝石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

99,095 新潟県 五泉市 五泉 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,096 新潟県 五泉市 五泉曙ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,097 新潟県 五泉市 セブン－イレブン五泉石曽根店 小売業 食料品 2%

99,098 新潟県 五泉市 セブン－イレブン五泉泉町店 小売業 食料品 2%

99,099 新潟県 五泉市 五泉駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,100 新潟県 五泉市 セブン－イレブン五泉三本木店 小売業 食料品 2%

99,101 新潟県 五泉市 セブン－イレブン五泉下町歩店 小売業 食料品 2%

99,102 新潟県 五泉市 セブン－イレブン五泉城下店 小売業 食料品 2%

99,103 新潟県 五泉市 五泉中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,104 新潟県 五泉市 セブン－イレブン五泉寺沢店 小売業 食料品 2%

99,105 新潟県 五泉市 セブン－イレブン五泉東本町店 小売業 食料品 2%

99,106 新潟県 五泉市 セブン－イレブン五泉船越店 小売業 食料品 2%

99,107 新潟県 五泉市 セブン－イレブン五泉村松店 小売業 食料品 2%

99,108 新潟県 五泉市 セブン－イレブン五泉本田屋店 小売業 食料品 2%

99,109 新潟県 五泉市 セブン－イレブン五泉論瀬店 小売業 食料品 2%

99,110 新潟県 五泉市 ＣＯＭＧ！　五泉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

99,111 新潟県 五泉市 齋藤屋百貨店　郷屋川店 小売業 衣料品 5%

99,112 新潟県 五泉市 齋藤ラジオ店 小売業 電化製品 5%

99,113 新潟県 五泉市 サクマ動物クリニック サービス その他サービス 5%

99,114 新潟県 五泉市 ササキカデン 小売業 電化製品 5%

99,115 新潟県 五泉市 三代目　枡屋　三代目　枡屋 サービス 飲食業 5%

99,116 新潟県 五泉市 三の宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,117 新潟県 五泉市 新鮮市場ベアーズ 小売業 食料品 5%

99,118 新潟県 五泉市 北五泉 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,119 新潟県 五泉市 西村松 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,120 新潟県 五泉市 村松 小売業 ガソリンスタンド 2%
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99,121 新潟県 五泉市 佐取館 サービス 宿泊業 5%

99,122 新潟県 五泉市 スズキトラスト新潟株式会社 小売業 その他小売 5%

99,123 新潟県 五泉市 すみれサロン 小売業 その他小売 5%

99,124 新潟県 五泉市 せいの屋 小売業 その他小売 5%

99,125 新潟県 五泉市 そ・か・な 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

99,126 新潟県 五泉市 ｄａ ｐｏｐｐｉ サービス 飲食業 5%

99,127 新潟県 五泉市 田辺電機商会 小売業 電化製品 5%

99,128 新潟県 五泉市 ツチダオート・サービス サービス その他サービス 5%

99,129 新潟県 五泉市 トヨタカローラ新潟五泉店 小売業 その他小売 5%

99,130 新潟県 五泉市 とんかつ　かつ一　内野店 サービス 飲食業 5%

99,131 新潟県 五泉市 とんかつ　かつ一　白根店 サービス 飲食業 5%

99,132 新潟県 五泉市 にいつフードセンター五泉店 小売業 食料品 5%

99,133 新潟県 五泉市 獏ｂｙ寿司割烹さくま サービス 飲食業 5%

99,134 新潟県 五泉市 長谷川商会 小売業 その他小売 5%

99,135 新潟県 五泉市 羽田電器 小売業 電化製品 5%

99,136 新潟県 五泉市 花のマリヤ　本店 小売業 その他小売 5%

99,137 新潟県 五泉市 ピアレマート　五泉中央店 小売業 食料品 5%

99,138 新潟県 五泉市 樋口　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,139 新潟県 五泉市 ピザテン・フォー　新潟五泉店　２ サービス その他サービス 5%

99,140 新潟県 五泉市 ピレリアート 小売業 その他小売 5%

99,141 新潟県 五泉市 笹野町 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,142 新潟県 五泉市 フローリスト　カネコ　村松本店 小売業 その他小売 5%

99,143 新潟県 五泉市 ＢＡＳＥ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

99,144 新潟県 五泉市 ベルファーム 小売業 食料品 5%

99,145 新潟県 五泉市 ホテル一水荘 サービス 宿泊業 5%

99,146 新潟県 五泉市 ホテル平左ェ門 サービス 宿泊業 5%

99,147 新潟県 五泉市 マクドナルド五泉店 サービス 飲食業 2%

99,148 新潟県 五泉市 ミートフードせいの 小売業 その他小売 5%

99,149 新潟県 五泉市 村松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,150 新潟県 五泉市 村松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,151 新潟県 五泉市 村松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,152 新潟県 五泉市 村松ＳＳ　株式会社ツチダオートサービス 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,153 新潟県 五泉市 村松中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,154 新潟県 五泉市 メガネ９０ＫＵＷＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

99,155 新潟県 五泉市 めがね堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

99,156 新潟県 五泉市 めがね堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

99,157 新潟県 五泉市 メガネマート五泉店 小売業 その他小売 5%

99,158 新潟県 五泉市 ヤング　マルムラ 小売業 衣料品 5%

99,159 新潟県 五泉市 ヤングマルムラ　汎世店 小売業 衣料品 5%

99,160 新潟県 五泉市 有　岩村住設 サービス その他サービス 5%

99,161 新潟県 五泉市 有限会社下越自動車工業 サービス その他サービス 5%

99,162 新潟県 五泉市 有限会社佐々木電機店 小売業 電化製品 5%
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99,163 新潟県 五泉市 わくわく農場 小売業 食料品 5%

99,164 新潟県 五泉市 わくわく農場 小売業 食料品 5%

99,165 新潟県 佐渡市 相川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,166 新潟県 佐渡市 赤泊西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,167 新潟県 佐渡市 一般社団法人佐渡観光交流機構 サービス その他サービス 5%

99,168 新潟県 佐渡市 出光石花ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,169 新潟県 佐渡市 出光国仲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,170 新潟県 佐渡市 出光佐和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,171 新潟県 佐渡市 出光畑野西町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,172 新潟県 佐渡市 出光鷲崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,173 新潟県 佐渡市 エキスパート　ハギハラ 小売業 衣料品 5%

99,174 新潟県 佐渡市 大石鉄工所 サービス その他サービス 5%

99,175 新潟県 佐渡市 小川美容室 サービス 理容・美容業 5%

99,176 新潟県 佐渡市 おけさ観光タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

99,177 新潟県 佐渡市 おしゃれハウスナガオカ　おしゃれハウス　ナガオカ 小売業 その他小売 5%

99,178 新潟県 佐渡市 尾畑酒造株式会社 小売業 その他小売 5%

99,179 新潟県 佐渡市 御宿　花の木 サービス 宿泊業 5%

99,180 新潟県 佐渡市 廻転寿司　弁慶 サービス 飲食業 5%

99,181 新潟県 佐渡市 カットサロン ステップ サービス 理容・美容業 5%

99,182 新潟県 佐渡市 如月 サービス 飲食業 5%

99,183 新潟県 佐渡市 北沢売店 小売業 貴金属・服飾品 5%

99,184 新潟県 佐渡市 キッチンよろこんで原黒合同会社 サービス 飲食業 5%

99,185 新潟県 佐渡市 牛角佐和田店 サービス 飲食業 2%

99,186 新潟県 佐渡市 玉堂窯元 小売業 その他小売 5%

99,187 新潟県 佐渡市 金魚先生 サービス その他サービス 5%

99,188 新潟県 佐渡市 クズノデンキ 小売業 電化製品 5%

99,189 新潟県 佐渡市 クッチーナ サービス 飲食業 5%

99,190 新潟県 佐渡市 国仲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,191 新潟県 佐渡市 合資会社庄司屋商店 小売業 食料品 5%

99,192 新潟県 佐渡市 湖畔の宿　吉田家 サービス 宿泊業 5%

99,193 新潟県 佐渡市 小山電機商会 小売業 電化製品 5%

99,194 新潟県 佐渡市 佐渡 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,195 新潟県 佐渡市 佐渡温泉おぎの湯 サービス その他サービス 5%

99,196 新潟県 佐渡市 佐渡漁業協同組合　高千ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,197 新潟県 佐渡市 佐渡電化　サービス 小売業 電化製品 5%

99,198 新潟県 佐渡市 佐渡電機商会 小売業 電化製品 5%

99,199 新潟県 佐渡市 ＳＡＤＯ二ツ亀ビューホテル サービス 宿泊業 5%

99,200 新潟県 佐渡市 佐和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,201 新潟県 佐渡市 佐和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,202 新潟県 佐渡市 ジェラテリア　キキ サービス 飲食業 5%

99,203 新潟県 佐渡市 Ｊｅｌｌｙ－Ｂｅａｎｓ， サービス 理容・美容業 5%

99,204 新潟県 佐渡市 史跡佐渡金山　受付 サービス その他サービス 5%
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99,205 新潟県 佐渡市 しまや　夷本町店 小売業 食料品 5%

99,206 新潟県 佐渡市 ＳＨＩＭＡＹＡ　ＣＡＦＥ 小売業 食料品 5%

99,207 新潟県 佐渡市 しまや　バイパス店 小売業 食料品 5%

99,208 新潟県 佐渡市 シミズ電器 小売業 電化製品 5%

99,209 新潟県 佐渡市 車検のコバック両津店 サービス その他サービス 5%

99,210 新潟県 佐渡市 Ｊａｍ’ｓＣｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

99,211 新潟県 佐渡市 すしや　まるいし　本店 サービス 飲食業 5%

99,212 新潟県 佐渡市 すしや　まるいし　両津店 サービス 飲食業 5%

99,213 新潟県 佐渡市 鈴木ラジオ店 小売業 電化製品 5%

99,214 新潟県 佐渡市 すずのき　佐渡店 小売業 衣料品 5%

99,215 新潟県 佐渡市 太陽堂佐和田店 小売業 その他小売 5%

99,216 新潟県 佐渡市 太陽堂両津店 小売業 電化製品 5%

99,217 新潟県 佐渡市 高柳整体院 サービス その他サービス 5%

99,218 新潟県 佐渡市 カントリー 小売業 衣料品 5%

99,219 新潟県 佐渡市 たびのホテル佐渡 サービス 宿泊業 5%

99,220 新潟県 佐渡市 たんぽぽ 小売業 その他小売 5%

99,221 新潟県 佐渡市 千代富屋 小売業 食料品 5%

99,222 新潟県 佐渡市 陶工房弥七郎 サービス その他サービス 5%

99,223 新潟県 佐渡市 トヨタカローラ新潟佐渡店 小売業 その他小売 5%

99,224 新潟県 佐渡市 トヨタ部品新潟共販佐渡営業所 サービス その他サービス 5%

99,225 新潟県 佐渡市 トヨタレンタリース新潟佐渡店 サービス その他サービス 2%

99,226 新潟県 佐渡市 ニイガタエイド　佐渡店 小売業 その他小売 5%

99,227 新潟県 佐渡市 新穂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,228 新潟県 佐渡市 西三川 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,229 新潟県 佐渡市 ＮＡＩＬｃｌｏｓｅｒ サービス 理容・美容業 5%

99,230 新潟県 佐渡市 ＨＵＳＴＬＥＪＥＴ サービス 理容・美容業 5%

99,231 新潟県 佐渡市 パナコスモス　オキミヤ 小売業 電化製品 5%

99,232 新潟県 佐渡市 刃物屋　越乃一刀　本舗　佐渡店 小売業 家具・調度品 5%

99,233 新潟県 佐渡市 吹上農園 小売業 食料品 5%

99,234 新潟県 佐渡市 船場町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,235 新潟県 佐渡市 フリーウェイ　佐渡店 サービス その他サービス 5%

99,236 新潟県 佐渡市 ヘアーサロン　鹿島 サービス 理容・美容業 5%

99,237 新潟県 佐渡市 ペンション永倉 サービス 宿泊業 5%

99,238 新潟県 佐渡市 ＨＯＳＴＥＬ　ｐｅｒｃｈ サービス 宿泊業 5%

99,239 新潟県 佐渡市 ホテル志い屋 サービス 宿泊業 5%

99,240 新潟県 佐渡市 真野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,241 新潟県 佐渡市 真野自動車整備 サービス その他サービス 5%

99,242 新潟県 佐渡市 マルイ佐渡店 小売業 食料品 5%

99,243 新潟県 佐渡市 港タクシー１号車 サービス 運輸業 5%

99,244 新潟県 佐渡市 メガネのイマイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

99,245 新潟県 佐渡市 山田屋釣具店 小売業 その他小売 5%

99,246 新潟県 佐渡市 有限会社　中央自動車整備 サービス その他サービス 5%
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99,247 新潟県 佐渡市 有限会社花善 金井展示場 小売業 その他小売 5%

99,248 新潟県 佐渡市 夕日と湖の宿あおきや サービス 宿泊業 5%

99,249 新潟県 佐渡市 ＹＯＳＡＢＥＩ サービス 宿泊業 5%

99,250 新潟県 佐渡市 リカー＆フード庄司屋商店 小売業 食料品 5%

99,251 新潟県 佐渡市 Ｌｉｑｍｅｒ?ｙａ サービス 理容・美容業 5%

99,252 新潟県 佐渡市 両津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,253 新潟県 佐渡市 両津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,254 新潟県 佐渡市 両津無線電機販売 小売業 電化製品 5%

99,255 新潟県 佐渡市 両津やまきホテル サービス 宿泊業 5%

99,256 新潟県 佐渡市 Ｒｅｆａｉｒｅ佐渡 サービス 理容・美容業 5%

99,257 新潟県 佐渡市 Ｒｅｎａｔｕｓ サービス 理容・美容業 5%

99,258 新潟県 佐渡市 和食ダイニング中堀亭　和食ダイニング中堀亭 小売業 食料品 5%

99,259 新潟県 三条市 あいさぽ新潟三条店 サービス その他サービス 5%

99,260 新潟県 三条市 ｉ－ＤＨａｉｒ＆ＭａｋｅｆｏｒＡｒｏｍａ サービス 理容・美容業 5%

99,261 新潟県 三条市 アイラッシュサロンｍ　ｊ サービス 理容・美容業 5%

99,262 新潟県 三条市 アイラッシュサロン　ｍ．ｊ．三条 サービス 理容・美容業 5%

99,263 新潟県 三条市 アヴァンティ 小売業 衣料品 5%

99,264 新潟県 三条市 青空‐ＡＯＳＯＲＡ‐ソフト整体　足ツボ　青空　ＡＯＳＯＲＡ サービス その他サービス 5%

99,265 新潟県 三条市 アクアホテル燕三条駅前店 サービス 宿泊業 5%

99,266 新潟県 三条市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｖｉｇｏｒ三条 サービス 理容・美容業 5%

99,267 新潟県 三条市 旭町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,268 新潟県 三条市 アサマＫＡＧＵＫｏｂｏ 小売業 家具・調度品 5%

99,269 新潟県 三条市 あっぷるぐりむ　三条店 サービス 飲食業 5%

99,270 新潟県 三条市 アニーズスタジオ　県央館 小売業 電化製品 5%

99,271 新潟県 三条市 あぽろん　三条店 小売業 その他小売 5%

99,272 新潟県 三条市 アメニティカーショップフジタ サービス その他サービス 5%

99,273 新潟県 三条市 ａｌｅｇｒｅ サービス 理容・美容業 5%

99,274 新潟県 三条市 アンティークスタイル　ゴッホ 小売業 家具・調度品 5%

99,275 新潟県 三条市 イーコンペ 小売業 その他小売 5%

99,276 新潟県 三条市 石黒農園 果物物語 小売業 食料品 5%

99,277 新潟県 三条市 出光三条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,278 新潟県 三条市 出光三条県央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,279 新潟県 三条市 出光三条国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,280 新潟県 三条市 出光三条田島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,281 新潟県 三条市 出光三条嵐南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,282 新潟県 三条市 出光ベガ三条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,283 新潟県 三条市 ｅプラザ三条島田店 小売業 電化製品 5%

99,284 新潟県 三条市 今井畳店 サービス その他サービス 5%

99,285 新潟県 三条市 癒し髪処ＥＮＯＭＯＴＯ サービス 理容・美容業 5%

99,286 新潟県 三条市 ウインドボーイ 小売業 その他小売 5%

99,287 新潟県 三条市 ウオロク興野店 サービス その他サービス 5%

99,288 新潟県 三条市 ウオロク東新保店 サービス その他サービス 5%
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99,289 新潟県 三条市 エステティックサロンＢｒｉｌｌｉａ サービス 理容・美容業 5%

99,290 新潟県 三条市 Ｍ２ｈａｉｒｌｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

99,291 新潟県 三条市 大崎 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,292 新潟県 三条市 大嶋屋 サービス その他サービス 5%

99,293 新潟県 三条市 大手薬品三条本町店 小売業 その他小売 5%

99,294 新潟県 三条市 おへそ サービス 理容・美容業 5%

99,295 新潟県 三条市 オリックスレンタカー燕三条駅前店 サービス その他サービス 2%

99,296 新潟県 三条市 学生専門ＳＨＯＰマサヤ三条店 小売業 衣料品 5%

99,297 新潟県 三条市 ＫＵＴＴＺＯＮＥＦＬＥＵＲ サービス 理容・美容業 5%

99,298 新潟県 三条市 カットハウス　パワー サービス 理容・美容業 5%

99,299 新潟県 三条市 かつぼ屋 かつぼ屋 小売業 食料品 5%

99,300 新潟県 三条市 角吾酒店 小売業 食料品 5%

99,301 新潟県 三条市 株式会社タカハシ食材  株 タカハシ食材 サービス 飲食業 5%

99,302 新潟県 三条市 株式会社伊勢屋商店 マインドパークイセヤｓｓ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,303 新潟県 三条市 株式会社えちごホールディングス サービス その他サービス 5%

99,304 新潟県 三条市 株式会社テーエム サービス その他サービス 5%

99,305 新潟県 三条市 釜焼鳥本舗おやひなや三条中央店 サービス 飲食業 5%

99,306 新潟県 三条市 カメラショップユザワ　三条南店 小売業 電化製品 5%

99,307 新潟県 三条市 カメラのアート 小売業 電化製品 5%

99,308 新潟県 三条市 カメラのアート　三条店 小売業 電化製品 5%

99,309 新潟県 三条市 からだのメンテナンス雅（みやび） サービス その他サービス 5%

99,310 新潟県 三条市 ｃａｌｍｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

99,311 新潟県 三条市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋三条燕インター店 サービス 飲食業 2%

99,312 新潟県 三条市 神田板金 サービス その他サービス 5%

99,313 新潟県 三条市 北日本補聴器センター三条店 小売業 その他小売 5%

99,314 新潟県 三条市 きもの京紅　燕三条店 小売業 その他小売 5%

99,315 新潟県 三条市 くいどころ里味　荒町店 サービス 飲食業 5%

99,316 新潟県 三条市 くいどころ里味　須頃店 サービス 飲食業 5%

99,317 新潟県 三条市 熊倉自動車 サービス その他サービス 5%

99,318 新潟県 三条市 クリスタルサロンかざま　三条店 小売業 衣料品 5%

99,319 新潟県 三条市 クレオ サービス 飲食業 5%

99,320 新潟県 三条市 ｋｅｎ　ｈａｉｒ　ｃｒａｆｔ サービス 理容・美容業 5%

99,321 新潟県 三条市 神戸クックワールドビュッフェ燕三条店 サービス 飲食業 2%

99,322 新潟県 三条市 コスメティックハウスミズノ　イオン三条店内 小売業 その他小売 5%

99,323 新潟県 三条市 ゴッドハンド 小売業 その他小売 5%

99,324 新潟県 三条市 ゴッホ　ボン　クワン サービス 飲食業 5%

99,325 新潟県 三条市 小林モータース サービス その他サービス 5%

99,326 新潟県 三条市 ＣＯＭＧ！　三条四日町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

99,327 新潟県 三条市 ＣｏｎＳｅｎｓｅ サービス その他サービス 5%

99,328 新潟県 三条市 斉藤メガネ 小売業 その他小売 5%

99,329 新潟県 三条市 斉藤メガネ　東三条店 小売業 その他小売 5%

99,330 新潟県 三条市 酒の見桝屋 サービス その他サービス 5%
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99,331 新潟県 三条市 サルーン サービス 飲食業 5%

99,332 新潟県 三条市 サルーン　三条店 サービス 飲食業 5%

99,333 新潟県 三条市 三条 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,334 新潟県 三条市 セブン－イレブン三条荒町２丁目店 小売業 食料品 2%

99,335 新潟県 三条市 三条インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,336 新潟県 三条市 セブン－イレブン三条上保内店 小売業 食料品 2%

99,337 新潟県 三条市 セブン－イレブン三条下坂井店 小売業 食料品 2%

99,338 新潟県 三条市 セブン－イレブン三条下須頃店 小売業 食料品 2%

99,339 新潟県 三条市 三条市役所前 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,340 新潟県 三条市 三条中央自動車学校 サービス その他サービス 5%

99,341 新潟県 三条市 セブン－イレブン三条塚野目店 小売業 食料品 2%

99,342 新潟県 三条市 三条月岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,343 新潟県 三条市 セブン－イレブン三条新堀店 小売業 食料品 2%

99,344 新潟県 三条市 セブンーイレブン三条西裏館店 小売業 食料品 2%

99,345 新潟県 三条市 三条西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,346 新潟県 三条市 セブン－イレブン三条西本成寺店 小売業 食料品 2%

99,347 新潟県 三条市 セブン－イレブン三条林町１丁目店 小売業 食料品 2%

99,348 新潟県 三条市 セブン－イレブン三条林町店 小売業 食料品 2%

99,349 新潟県 三条市 セブン－イレブン三条東本成寺店 小売業 食料品 2%

99,350 新潟県 三条市 ＪＡにいがた南蒲　ただいまーと 小売業 食料品 5%

99,351 新潟県 三条市 ＪＥＮＴＥ サービス 理容・美容業 5%

99,352 新潟県 三条市 下田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,353 新潟県 三条市 下田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,354 新潟県 三条市 下田自動車株式会社　下田自動車　株式会社 サービス その他サービス 5%

99,355 新潟県 三条市 渋谷商店 小売業 その他小売 5%

99,356 新潟県 三条市 清水輪業　森町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,357 新潟県 三条市 清水輪業 株  桑切支店 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,358 新潟県 三条市 シューズショップ　イトー 小売業 衣料品 5%

99,359 新潟県 三条市 シューマート三条店 小売業 衣料品 5%

99,360 新潟県 三条市 旬菜厨房 和楽 県央店 サービス 飲食業 5%

99,361 新潟県 三条市 旬菜厨房和楽県央店 サービス 飲食業 5%

99,362 新潟県 三条市 旬鮮旬菜 鮮 旬鮮旬菜 鮮 サービス 飲食業 5%

99,363 新潟県 三条市 国道大島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,364 新潟県 三条市 鈴善 小売業 電化製品 5%

99,365 新潟県 三条市 鈴の音 サービス 飲食業 5%

99,366 新潟県 三条市 須藤凧屋 小売業 その他小売 5%

99,367 新潟県 三条市 スノーフェイス サービス 理容・美容業 5%

99,368 新潟県 三条市 スポーツサイクル　サカモト 小売業 その他小売 5%

99,369 新潟県 三条市 炭乃家　喜助 サービス 飲食業 5%

99,370 新潟県 三条市 ＳｌｉｍＤｅｔｏｘＨａｎｎａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

99,371 新潟県 三条市 美容室ｓｌｏｔｈ サービス 理容・美容業 5%

99,372 新潟県 三条市 セキド新潟県央 小売業 その他小売 5%
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99,373 新潟県 三条市 関根酒店 小売業 食料品 5%

99,374 新潟県 三条市 セルフ三条保内ＳＳ　あいせき 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,375 新潟県 三条市 総合ほちょうきセンター三条店 小売業 その他小売 5%

99,376 新潟県 三条市 そば処 今泉 サービス 飲食業 5%

99,377 新潟県 三条市 鯛Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

99,378 新潟県 三条市 大華フラワー 小売業 その他小売 5%

99,379 新潟県 三条市 中越交通株式会社 サービス 運輸業 5%

99,380 新潟県 三条市 セブン－イレブン中越栄善久寺店 小売業 食料品 2%

99,381 新潟県 三条市 セブン－イレブン中越栄町今井店 小売業 食料品 2%

99,382 新潟県 三条市 セブン－イレブン中越栄町北潟店 小売業 食料品 2%

99,383 新潟県 三条市 セブン－イレブン中越栄町店 小売業 食料品 2%

99,384 新潟県 三条市 塚野目油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,385 新潟県 三条市 燕三条酒場　かきもと サービス 飲食業 5%

99,386 新潟県 三条市 ＴＫＯ Ｓｅｌｅｃｔ Ｓｈｏｐ Ｃａｆｅ Ｂａｒ ＴＫＯ サービス 飲食業 5%

99,387 新潟県 三条市 電器のアキバ 小売業 電化製品 5%

99,388 新潟県 三条市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ三条国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,389 新潟県 三条市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三条南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,390 新潟県 三条市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフこうや店 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,391 新潟県 三条市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三条店 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,392 新潟県 三条市 飛岡理容所 サービス 理容・美容業 5%

99,393 新潟県 三条市 トヨタカローラ新潟三条店 小売業 その他小売 5%

99,394 新潟県 三条市 トヨタレンタリース新潟三条店 サービス その他サービス 2%

99,395 新潟県 三条市 とんかつ三条 サービス 飲食業 5%

99,396 新潟県 三条市 ナインオブヘアー サービス 理容・美容業 5%

99,397 新潟県 三条市 ナインオブヘアー ナインオブヘアー サービス 理容・美容業 5%

99,398 新潟県 三条市 Ｎａｙｕｔａ サービス 理容・美容業 5%

99,399 新潟県 三条市 ｎｅａｌ　ｓｔｒｅｅｔ サービス 理容・美容業 5%

99,400 新潟県 三条市 ヌーチェ サービス 理容・美容業 5%

99,401 新潟県 三条市 ハ―ツつかのめＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,402 新潟県 三条市 ハーティスヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

99,403 新潟県 三条市 ＢＡＲＳＡＬＯＮ サービス 飲食業 5%

99,404 新潟県 三条市 パティスリーＲＯＯＴＳ 小売業 食料品 5%

99,405 新潟県 三条市 パナ・コスモス　イシマル 小売業 電化製品 5%

99,406 新潟県 三条市 花てらす サービス その他サービス 5%

99,407 新潟県 三条市 Ｐａｒａｄｅ三条東新保店 小売業 その他小売 5%

99,408 新潟県 三条市 ｐａｌｅｔｔｅ　ｅｔ　ｒｉｚ 小売業 その他小売 5%

99,409 新潟県 三条市 ｍｏｔｈｅｒｎａｔｕｒｅ サービス その他サービス 5%

99,410 新潟県 三条市 東三条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,411 新潟県 三条市 日の出電器 小売業 電化製品 5%

99,412 新潟県 三条市 ＢＩＢＡ　ＪＡＭ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

99,413 新潟県 三条市 美肌脱毛専門店パールプラス三条店 サービス 理容・美容業 5%

99,414 新潟県 三条市 ｂｉｂａｎｏｎ 小売業 衣料品 5%
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99,415 新潟県 三条市 美容室ｎｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

99,416 新潟県 三条市 藤田自動車　本社工場 サービス その他サービス 5%

99,417 新潟県 三条市 古沢金物店　金物のフルサワ 小売業 その他小売 5%

99,418 新潟県 三条市 フレッシュ梅津 小売業 その他小売 5%

99,419 新潟県 三条市 フロー サービス 理容・美容業 5%

99,420 新潟県 三条市 ｈａｉｒ　ＢＲＡＮ サービス 理容・美容業 5%

99,421 新潟県 三条市 ヘアーサロンアベ サービス 理容・美容業 5%

99,422 新潟県 三条市 Ｈａｉｒａｔｅｌｉｅｒｖｉｄａ サービス 理容・美容業 5%

99,423 新潟県 三条市 Ｈａｉｒ　ｈｏｕｓｅ　Ｏｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

99,424 新潟県 三条市 ヘアストーリー　レオ サービス 理容・美容業 5%

99,425 新潟県 三条市 Ｈａｉｒ　ｓｔｏｒｙ　ＲＥ　Ｏ　Ｈａｉｒ　Ｓｔｏｒｙ　ＲＥ　Ｏ サービス 理容・美容業 5%

99,426 新潟県 三条市 へぎ蕎麦処　むろしま　へぎ蕎麦処むろしま サービス 飲食業 5%

99,427 新潟県 三条市 庖丁工房タダフサファクトリーショップ 小売業 電化製品 5%

99,428 新潟県 三条市 ホームファッションすみや　ホームファッションスミヤ 小売業 その他小売 5%

99,429 新潟県 三条市 ＶＯＧＵＥ サービス 飲食業 5%

99,430 新潟県 三条市 星野園 星野園イオン三条店 小売業 食料品 5%

99,431 新潟県 三条市 星野園　星野園本店 小売業 食料品 5%

99,432 新潟県 三条市 星野園　星野園大崎店 小売業 食料品 5%

99,433 新潟県 三条市 ホテルニューグリーン燕三条 サービス 宿泊業 5%

99,434 新潟県 三条市 マインドパークイセヤ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,435 新潟県 三条市 マギーアマドレーヌ サービス 飲食業 5%

99,436 新潟県 三条市 マギーアマドレーヌ　マギーア　マドレーヌ 小売業 食料品 5%

99,437 新潟県 三条市 マクドナルド８号線燕三条店 サービス 飲食業 2%

99,438 新潟県 三条市 マニッシュ サービス 理容・美容業 5%

99,439 新潟県 三条市 真野電機店 小売業 電化製品 5%

99,440 新潟県 三条市 ＭａｈｏＲａ サービス 理容・美容業 5%

99,441 新潟県 三条市 マルイ大崎店 小売業 食料品 5%

99,442 新潟県 三条市 マルイ三条月岡店 小売業 食料品 5%

99,443 新潟県 三条市 マルイ塚野目店 小売業 食料品 5%

99,444 新潟県 三条市 マルイ本成寺店 小売業 食料品 5%

99,445 新潟県 三条市 マルセン荒町店 小売業 その他小売 5%

99,446 新潟県 三条市 マルセン興野店 小売業 その他小売 5%

99,447 新潟県 三条市 マルチョー　家庭用品センター 小売業 その他小売 5%

99,448 新潟県 三条市 三本電機店 小売業 電化製品 5%

99,449 新潟県 三条市 見桝屋庭園の郷保内店 サービス その他サービス 5%

99,450 新潟県 三条市 メガネのＬＯＧＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

99,451 新潟県 三条市 メンズショップ　サトウ 小売業 衣料品 5%

99,452 新潟県 三条市 本宮自動車工場 サービス その他サービス 5%

99,453 新潟県 三条市 もろはし美術店 小売業 その他小売 5%

99,454 新潟県 三条市 焼肉天開 サービス 飲食業 5%

99,455 新潟県 三条市 野菜の食卓　ベジテーブル サービス 飲食業 5%

99,456 新潟県 三条市 山重酒店 サービス その他サービス 5%
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99,457 新潟県 三条市 ヤマトヤ 旭町店 小売業 食料品 5%

99,458 新潟県 三条市 有限会社コジマオート サービス その他サービス 5%

99,459 新潟県 三条市 有限会社本宮自動車工場 有限会社 本宮自動車工場 サービス その他サービス 5%

99,460 新潟県 三条市 遊プラザ栄 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,461 新潟県 三条市 ゆうむ いん サービス その他サービス 5%

99,462 新潟県 三条市 指輪工房ｃｅｒｃｈｉｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

99,463 新潟県 三条市 ＹＵＭＥＳＳＡ サービス 理容・美容業 5%

99,464 新潟県 三条市 横田精肉店 小売業 その他小売 5%

99,465 新潟県 三条市 ＬＩＦＥ サービス 飲食業 5%

99,466 新潟県 三条市 ベルジュ美容室 サービス 理容・美容業 5%

99,467 新潟県 三条市 嵐渓荘 サービス 宿泊業 5%

99,468 新潟県 三条市 嵐南バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,469 新潟県 三条市 理容室　たかはし サービス 理容・美容業 5%

99,470 新潟県 三条市 レストラン三宝　三条店 サービス 飲食業 5%

99,471 新潟県 三条市 わいわい肴屋　海老勢 サービス 飲食業 5%

99,472 新潟県 三条市 ワークショップ宝や 小売業 衣料品 5%

99,473 新潟県 新発田市 あかたにヒュッゲ サービス 飲食業 5%

99,474 新潟県 新発田市 茜ドライビングサービス サービス その他サービス 5%

99,475 新潟県 新発田市 アーキヘア サービス 理容・美容業 5%

99,476 新潟県 新発田市 アーキヘア　カリス サービス 理容・美容業 5%

99,477 新潟県 新発田市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｈｏｌｙ新発田 サービス 理容・美容業 5%

99,478 新潟県 新発田市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒｅｂｏｒｎ新発田 サービス 理容・美容業 5%

99,479 新潟県 新発田市 あげいし化粧品店 小売業 その他小売 5%

99,480 新潟県 新発田市 アトリエ・ムク 小売業 家具・調度品 5%

99,481 新潟県 新発田市 荒町とんとん前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,482 新潟県 新発田市 居酒屋　とらぞう　居酒屋とらぞう サービス 飲食業 5%

99,483 新潟県 新発田市 一心寿司新発田城北店 サービス 飲食業 5%

99,484 新潟県 新発田市 出光金塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,485 新潟県 新発田市 出光新発田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,486 新潟県 新発田市 出光新発田中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,487 新潟県 新発田市 出光セルフ豊浦 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,488 新潟県 新発田市 出光セルフ舟入ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,489 新潟県 新発田市 ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ［ウェルビーイング］ サービス 理容・美容業 5%

99,490 新潟県 新発田市 エンゼルコレクション 小売業 衣料品 5%

99,491 新潟県 新発田市 ＯＴ Ｅ?ｓｈｉｂａｔａ ＯＴ Ｅ?ｓｈｉｂａｔａ 小売業 衣料品 5%

99,492 新潟県 新発田市 オートピアマスイＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,493 新潟県 新発田市 お菓子処　月の丘 小売業 食料品 5%

99,494 新潟県 新発田市 おがわでんき 月岡温泉 小売業 電化製品 5%

99,495 新潟県 新発田市 小川電器商会 小売業 電化製品 5%

99,496 新潟県 新発田市 オリックスレンタカー新発田店 サービス その他サービス 2%

99,497 新潟県 新発田市 カイツ自動車株式会社 小売業 衣料品 5%

99,498 新潟県 新発田市 セブン－イレブン下越加治川店 小売業 食料品 2%
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99,499 新潟県 新発田市 加治ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,500 新潟県 新発田市 カットショップサクマ サービス 理容・美容業 5%

99,501 新潟県 新発田市 カットショップサクマ　カットショップサクマ サービス 理容・美容業 5%

99,502 新潟県 新発田市 株式会社五月女商会 小売業 その他小売 5%

99,503 新潟県 新発田市 上七軒 サービス 宿泊業 5%

99,504 新潟県 新発田市 カラオケバー　ルンルン サービス 宿泊業 5%

99,505 新潟県 新発田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋新発田インター店 サービス 飲食業 2%

99,506 新潟県 新発田市 川東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,507 新潟県 新発田市 菊水酒造 小売業 食料品 5%

99,508 新潟県 新発田市 きもの胡蝶 小売業 衣料品 5%

99,509 新潟県 新発田市 キャラット 小売業 衣料品 5%

99,510 新潟県 新発田市 牛角新発田店 サービス 飲食業 2%

99,511 新潟県 新発田市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵイオン新発田店 小売業 その他小売 5%

99,512 新潟県 新発田市 くいどころ里味　新発田店 サービス 飲食業 5%

99,513 新潟県 新発田市 串焼きとこころいき　Ｇｅｎ サービス 飲食業 5%

99,514 新潟県 新発田市 クラブ　マドンナ サービス 宿泊業 5%

99,515 新潟県 新発田市 クリニカルカイロプラクティックなかやま サービス 理容・美容業 5%

99,516 新潟県 新発田市 くるくるリサイクル新発田店 小売業 家具・調度品 5%

99,517 新潟県 新発田市 くるまのタートル サービス その他サービス 5%

99,518 新潟県 新発田市 グローバルサービス サービス その他サービス 5%

99,519 新潟県 新発田市 化粧品のあげいし 小売業 その他小売 5%

99,520 新潟県 新発田市 合同会社ＭＡＳＵＧＡＴＡ　バーベキュー王国 サービス 飲食業 5%

99,521 新潟県 新発田市 小林商店 小売業 その他小売 5%

99,522 新潟県 新発田市 ゴルフショップ　ホープ 小売業 その他小売 5%

99,523 新潟県 新発田市 ＣＯＭＧ！　新発田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

99,524 新潟県 新発田市 さるーん　新発田店 サービス 飲食業 5%

99,525 新潟県 新発田市 サルーン　新発田店 サービス 飲食業 5%

99,526 新潟県 新発田市 澤村酒店 小売業 その他小売 5%

99,527 新潟県 新発田市 ＳＵＮ．ｃｏ サービス 飲食業 5%

99,528 新潟県 新発田市 サンチャン写真館 緑町本店 サービス その他サービス 5%

99,529 新潟県 新発田市 三宝茶楼　新発田店 サービス 飲食業 5%

99,530 新潟県 新発田市 セブン－イレブン紫雲寺藤塚浜店 小売業 食料品 2%

99,531 新潟県 新発田市 じじちゃりカフェ サービス 飲食業 5%

99,532 新潟県 新発田市 したしみの宿　東栄館 サービス 宿泊業 5%

99,533 新潟県 新発田市 セブン－イレブン新発田五十公野店 小売業 食料品 2%

99,534 新潟県 新発田市 セブンーイレブン新発田カルチャーセンター前店 小売業 食料品 2%

99,535 新潟県 新発田市 セブン－イレブン新発田川東店 小売業 食料品 2%

99,536 新潟県 新発田市 新発田観光タクシー サービス その他サービス 5%

99,537 新潟県 新発田市 新発田北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,538 新潟県 新発田市 新発田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,539 新潟県 新発田市 新発田コンタクトレンズセンター 小売業 その他小売 5%

99,540 新潟県 新発田市 新発田シートン動物病院 サービス その他サービス 5%
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99,541 新潟県 新発田市 セブン－イレブン新発田城北町店 小売業 食料品 2%

99,542 新潟県 新発田市 セブン－イレブン新発田新富町２丁目店 小売業 食料品 2%

99,543 新潟県 新発田市 セブン－イレブン新発田住吉５丁目店 小売業 食料品 2%

99,544 新潟県 新発田市 セブン－イレブン新発田住吉店 小売業 食料品 2%

99,545 新潟県 新発田市 セブン－イレブン新発田月岡温泉店 小売業 食料品 2%

99,546 新潟県 新発田市 セブン－イレブン新発田東新町２丁目店 小売業 食料品 2%

99,547 新潟県 新発田市 セブン－イレブン新発田富塚町３丁目店 小売業 食料品 2%

99,548 新潟県 新発田市 セブン－イレブン新発田西大手町店 小売業 食料品 2%

99,549 新潟県 新発田市 新発田バイパス店 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,550 新潟県 新発田市 セブン－イレブン新発田日渡店 小売業 食料品 2%

99,551 新潟県 新発田市 セブン－イレブン新発田舟入３丁目店 小売業 食料品 2%

99,552 新潟県 新発田市 セブンーイレブン新発田三日市店 小売業 食料品 2%

99,553 新潟県 新発田市 新発田南 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,554 新潟県 新発田市 セブン－イレブン新発田南バイパス店 小売業 食料品 2%

99,555 新潟県 新発田市 セブン－イレブン新発田御幸町店 小売業 食料品 2%

99,556 新潟県 新発田市 新発田ヤクルト販売　加茂センター 小売業 食料品 5%

99,557 新潟県 新発田市 新発田ヤクルト販売 五泉センター 小売業 食料品 5%

99,558 新潟県 新発田市 新発田ヤクルト販売　坂町センター 小売業 食料品 5%

99,559 新潟県 新発田市 新発田ヤクルト販売　水原センター 小売業 食料品 5%

99,560 新潟県 新発田市 新発田ヤクルト販売　豊栄センター 小売業 食料品 5%

99,561 新潟県 新発田市 新発田ヤクルト販売 中条センター 小売業 食料品 5%

99,562 新潟県 新発田市 新発田ヤクルト販売　村上センター 小売業 食料品 5%

99,563 新潟県 新発田市 新発田ヤクルト販売　村松センター 小売業 食料品 5%

99,564 新潟県 新発田市 新発田ヤクルト販売 ヤクルト新発田センター 小売業 食料品 5%

99,565 新潟県 新発田市 セブン－イレブン新発田豊町４丁目店 小売業 食料品 2%

99,566 新潟県 新発田市 シブヤ電器 小売業 電化製品 5%

99,567 新潟県 新発田市 車検のコバック　新発田店 サービス その他サービス 5%

99,568 新潟県 新発田市 シャシン村　新発田店 サービス その他サービス 5%

99,569 新潟県 新発田市 白玉の湯　華鳳 サービス 宿泊業 5%

99,570 新潟県 新発田市 白玉の湯　泉慶 サービス 宿泊業 5%

99,571 新潟県 新発田市 新保酒店 小売業 その他小売 5%

99,572 新潟県 新発田市 スーパーいまがわ川東店 小売業 その他小売 5%

99,573 新潟県 新発田市 スーパーいまがわ紫雲寺店 小売業 その他小売 5%

99,574 新潟県 新発田市 鮨かっぽう桂 サービス 飲食業 5%

99,575 新潟県 新発田市 すたみな太郎　新発田店 サービス 飲食業 5%

99,576 新潟県 新発田市 炭火焼肉慶 サービス 飲食業 5%

99,577 新潟県 新発田市 Ｓｍｏｏｔｈ【スムース】 サービス 理容・美容業 5%

99,578 新潟県 新発田市 せいだ 小売業 食料品 5%

99,579 新潟県 新発田市 整体すった家 サービス その他サービス 5%

99,580 新潟県 新発田市 整体すった家 サービス その他サービス 5%

99,581 新潟県 新発田市 雪詩慕雲 サービス 飲食業 5%

99,582 新潟県 新発田市 曽我祐介商店 小売業 衣料品 5%
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99,583 新潟県 新発田市 梵－ｓｏｙｏｇｉ－ サービス 理容・美容業 5%

99,584 新潟県 新発田市 梵－ｓｏｙｏｇｉ－ サービス 理容・美容業 5%

99,585 新潟県 新発田市 ダイマック　新発田店 小売業 電化製品 5%

99,586 新潟県 新発田市 直売　新発田 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,587 新潟県 新発田市 直売県央 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,588 新潟県 新発田市 月岡 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,589 新潟県 新発田市 月岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,590 新潟県 新発田市 月岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,591 新潟県 新発田市 電化の越中屋 小売業 電化製品 5%

99,592 新潟県 新発田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新発田南バイパス店 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,593 新潟県 新発田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　ルート７新発田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,594 新潟県 新発田市 トヨタカローラ新潟新発田店 小売業 その他小売 5%

99,595 新潟県 新発田市 トヨタ部品新潟共販新発田営業所 サービス その他サービス 5%

99,596 新潟県 新発田市 トヨタレンタリース新潟新発田店 サービス その他サービス 2%

99,597 新潟県 新発田市 トラットリアオラ・ハラクチェ サービス 飲食業 5%

99,598 新潟県 新発田市 トラベル２１イオン新発田店 サービス その他サービス 5%

99,599 新潟県 新発田市 鳥はし サービス 飲食業 5%

99,600 新潟県 新発田市 とんとん市場　新発田店 小売業 食料品 5%

99,601 新潟県 新発田市 ＮＡＧＡＩロングオート　新発田店 サービス その他サービス 5%

99,602 新潟県 新発田市 なかまちでんき　五十公野店 小売業 電化製品 5%

99,603 新潟県 新発田市 なんじゃ村新発田店 小売業 その他小売 5%

99,604 新潟県 新発田市 ネイルサロンコフレ サービス その他サービス 5%

99,605 新潟県 新発田市 農家レストランぶどう畑 サービス 飲食業 5%

99,606 新潟県 新発田市 ノーブルウッドゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

99,607 新潟県 新発田市 ハードウェアマート イノウエ 小売業 その他小売 5%

99,608 新潟県 新発田市 ＯＮＥ　ＷＯＲＬＤ サービス 理容・美容業 5%

99,609 新潟県 新発田市 バーベキュー王国 サービス 飲食業 5%

99,610 新潟県 新発田市 パソコン修理のドクタードライバー サービス その他サービス 5%

99,611 新潟県 新発田市 パティスリーロレーヌ 小売業 食料品 5%

99,612 新潟県 新発田市 ハミングの宿　華灯 サービス 宿泊業 5%

99,613 新潟県 新発田市 Ｐａｒａｄｅ新発田店 小売業 その他小売 5%

99,614 新潟県 新発田市 ピザテン・フォー　新潟新発田店　２ サービス その他サービス 5%

99,615 新潟県 新発田市 百花の里　城山温泉 サービス 飲食業 5%

99,616 新潟県 新発田市 平野照子 サービス その他サービス 5%

99,617 新潟県 新発田市 風鈴屋 サービス 宿泊業 5%

99,618 新潟県 新発田市 風鈴屋 サービス 宿泊業 5%

99,619 新潟県 新発田市 ぶっちゃ家 サービス 飲食業 5%

99,620 新潟県 新発田市 フューチャーセキュリティ サービス その他サービス 5%

99,621 新潟県 新発田市 プレミアム酒　蔵 小売業 食料品 5%

99,622 新潟県 新発田市 ＨａｉｒＳａｌｏｎａｋａ´ａｋａ サービス 理容・美容業 5%

99,623 新潟県 新発田市 ヘアーオアシス　アーバービー サービス 理容・美容業 5%

99,624 新潟県 新発田市 ヘアーサロン　ＬＩＬＹ サービス 理容・美容業 5%
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99,625 新潟県 新発田市 ヘアーステージ　ソレイユ サービス 理容・美容業 5%

99,626 新潟県 新発田市 ペリカンクリーニング新発田工場前店 サービス その他サービス 5%

99,627 新潟県 新発田市 ベルシュヴー・ドゥー サービス 理容・美容業 5%

99,628 新潟県 新発田市 ベルシュヴー・ヒサオ サービス 理容・美容業 5%

99,629 新潟県 新発田市 ＢＥＬＬ　ＭＥＲ【ベル　メール】 サービス 理容・美容業 5%

99,630 新潟県 新発田市 ＨＯＴ ＢＯＸ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

99,631 新潟県 新発田市 ホテル　ひさご荘 サービス 宿泊業 5%

99,632 新潟県 新発田市 ホテル清風苑 サービス 宿泊業 5%

99,633 新潟県 新発田市 ホテルニューあけぼの サービス 宿泊業 5%

99,634 新潟県 新発田市 （株）ホテル摩周 サービス 宿泊業 5%

99,635 新潟県 新発田市 本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,636 新潟県 新発田市 ほんま商店 サービス 飲食業 5%

99,637 新潟県 新発田市 マクドナルドイオンモール新発田店 サービス 飲食業 2%

99,638 新潟県 新発田市 マクドナルド新発田店 サービス 飲食業 2%

99,639 新潟県 新発田市 マクドナルド７号線新発田店 サービス 飲食業 2%

99,640 新潟県 新発田市 ＭＡＳＵＧＡＴＡ　ねこの手号 小売業 食料品 5%

99,641 新潟県 新発田市 ＭＡＳＵＧＡＴＡ　白鳥の宿ますがた荘 サービス 宿泊業 5%

99,642 新潟県 新発田市 ますがた荘 サービス 宿泊業 5%

99,643 新潟県 新発田市 ますがた荘 サービス 宿泊業 5%

99,644 新潟県 新発田市 マツダオートザムシバタ サービス その他サービス 5%

99,645 新潟県 新発田市 ホテル　丸井 サービス 宿泊業 5%

99,646 新潟県 新発田市 マルゲン紫雲寺店 小売業 食料品 5%

99,647 新潟県 新発田市 マルゲン大栄町店 小売業 食料品 5%

99,648 新潟県 新発田市 ミツル電工 小売業 電化製品 5%

99,649 新潟県 新発田市 緑の森動物クリニック サービス その他サービス 5%

99,650 新潟県 新発田市 村上館湯伝 サービス 宿泊業 5%

99,651 新潟県 新発田市 モア美 小売業 衣料品 5%

99,652 新潟県 新発田市 モア美 小売業 衣料品 5%

99,653 新潟県 新発田市 焼肉　精香苑 サービス 飲食業 5%

99,654 新潟県 新発田市 焼肉　まんてん サービス 飲食業 5%

99,655 新潟県 新発田市 結城堂中央通店 サービス その他サービス 5%

99,656 新潟県 新発田市 結城堂月の丘店 サービス その他サービス 5%

99,657 新潟県 新発田市 結城堂本店 サービス その他サービス 5%

99,658 新潟県 新発田市 有限会社斉藤畳店 サービス その他サービス 5%

99,659 新潟県 新発田市 ＪＭ／有限会社菅原薬局 小売業 その他小売 5%

99,660 新潟県 新発田市 豊町 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,661 新潟県 新発田市 ［ＨＣ］吉田ラジオ店 小売業 電化製品 5%

99,662 新潟県 新発田市 ライフネット　今川 小売業 電化製品 5%

99,663 新潟県 新発田市 理容いとう サービス 理容・美容業 5%

99,664 新潟県 新発田市 レトロガール　イオンモール新発田店 小売業 衣料品 5%

99,665 新潟県 新発田市 六本木ｔｈｅカフェ サービス 飲食業 5%

99,666 新潟県 新発田市 わくわくファーム新発田店 小売業 食料品 5%
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99,667 新潟県 新発田市 わくわくファーム月岡店 小売業 食料品 5%

99,668 新潟県 新発田市 ＯＮＥ　ＷＯＲＬＤ サービス 理容・美容業 5%

99,669 新潟県 上越市 アイエムタクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

99,670 新潟県 上越市 有限会社アイビーオート 小売業 その他小売 5%

99,671 新潟県 上越市 ａｏｉ＋ サービス 理容・美容業 5%

99,672 新潟県 上越市 Ａｏｉ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

99,673 新潟県 上越市 アクアどうぶつ病院 サービス 飲食業 5%

99,674 新潟県 上越市 アジャストシステム サービス その他サービス 5%

99,675 新潟県 上越市 アットワーク サービス その他サービス 5%

99,676 新潟県 上越市 あっぷるぐりむ　上越北店 サービス 飲食業 5%

99,677 新潟県 上越市 あっぷるぐりむ　上越高田店 サービス 飲食業 5%

99,678 新潟県 上越市 Ａｔｔｒａｃｔ サービス その他サービス 5%

99,679 新潟県 上越市 アニーズスタジオ　上越館 小売業 電化製品 5%

99,680 新潟県 上越市 ＡＭＩＣＡＬ サービス 理容・美容業 5%

99,681 新潟県 上越市 アミング上越店 小売業 その他小売 5%

99,682 新潟県 上越市 ＡＬＩＣＥ　ｂｙ　Ｈａｉｒ　Ｍｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

99,683 新潟県 上越市 ＡＬＩＣＥｂｙＨａｉｒＭｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

99,684 新潟県 上越市 飯塚文具店 小売業 その他小売 5%

99,685 新潟県 上越市 居酒屋　謙信 サービス 飲食業 5%

99,686 新潟県 上越市 イシダデンキ 小売業 電化製品 5%

99,687 新潟県 上越市 板倉 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,688 新潟県 上越市 イタリア料理フルット サービス 飲食業 5%

99,689 新潟県 上越市 いちかわ 小売業 衣料品 5%

99,690 新潟県 上越市 イチコ幸店 小売業 食料品 5%

99,691 新潟県 上越市 イチコ高田西店 小売業 食料品 5%

99,692 新潟県 上越市 イチコ高田南店 小売業 食料品 5%

99,693 新潟県 上越市 イチコ直江津店 小売業 食料品 5%

99,694 新潟県 上越市 イチコ直江津西店 小売業 食料品 5%

99,695 新潟県 上越市 一作　上越インター店 サービス 飲食業 5%

99,696 新潟県 上越市 出光浦川原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,697 新潟県 上越市 出光かすがやまＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,698 新潟県 上越市 出光上越北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,699 新潟県 上越市 出光セルフ柿崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,700 新潟県 上越市 出光セルフ上越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,701 新潟県 上越市 出光セルフ高田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,702 新潟県 上越市 出光高田中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,703 新潟県 上越市 出光中郷インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,704 新潟県 上越市 出光安塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,705 新潟県 上越市 ｅプラザ大和店 小売業 電化製品 5%

99,706 新潟県 上越市 うしだ屋 サービス その他サービス 5%

99,707 新潟県 上越市 海の幸味どころ軍ちゃん　高田店 サービス 飲食業 5%

99,708 新潟県 上越市 海の幸味どころ軍ちゃん　直江津店 サービス 飲食業 5%
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99,709 新潟県 上越市 浦川原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,710 新潟県 上越市 Ａコープ牧店 小売業 その他小売 5%

99,711 新潟県 上越市 Ａコープ安塚店 小売業 その他小売 5%

99,712 新潟県 上越市 ｆｍｐ上越店 小売業 家具・調度品 5%

99,713 新潟県 上越市 大谷文具店 小売業 その他小売 5%

99,714 新潟県 上越市 お食事の館・旅人の宿わすけ サービス 宿泊業 5%

99,715 新潟県 上越市 おそうじ本舗直江津店 サービス その他サービス 5%

99,716 新潟県 上越市 お宝中古市場　上越店 小売業 その他小売 5%

99,717 新潟県 上越市 お茶の小酒井園本店 小売業 食料品 5%

99,718 新潟県 上越市 お庭工房 サービス その他サービス 5%

99,719 新潟県 上越市 オフィスジルベルト サービス その他サービス 5%

99,720 新潟県 上越市 お仏壇・京仏具・法衣の久家堂 小売業 家具・調度品 5%

99,721 新潟県 上越市 オリックスレンタカー上越店 サービス その他サービス 2%

99,722 新潟県 上越市 オリックスレンタカー上越妙高駅前店 サービス その他サービス 2%

99,723 新潟県 上越市 温泉の宿久比岐野 サービス 宿泊業 5%

99,724 新潟県 上越市 海鮮居酒屋　船栄　高田店 サービス 飲食業 5%

99,725 新潟県 上越市 カイロプラクティックおおがた サービス その他サービス 5%

99,726 新潟県 上越市 カイロプラクティックセンター上越 サービス 理容・美容業 5%

99,727 新潟県 上越市 加賀ＳＳ　ゼネラルオート株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,728 新潟県 上越市 貸衣装　京舞 サービス その他サービス 5%

99,729 新潟県 上越市 かじや サービス その他サービス 5%

99,730 新潟県 上越市 カスガ 小売業 家具・調度品 5%

99,731 新潟県 上越市 カット・ゾーンハレルヤ サービス 理容・美容業 5%

99,732 新潟県 上越市 カットサロンまるやま カットサロンまるやま サービス 理容・美容業 5%

99,733 新潟県 上越市 割烹　橋立　割烹橋立 サービス 飲食業 5%

99,734 新潟県 上越市 カーテック 小売業 その他小売 5%

99,735 新潟県 上越市 金井電器商会 小売業 電化製品 5%

99,736 新潟県 上越市 かな泉 サービス 飲食業 5%

99,737 新潟県 上越市 カフェ＆ダイニング　リラックス サービス 飲食業 5%

99,738 新潟県 上越市 ｃａｆｅＳｗｅｅｔｓＮｅｋｏｊｉ サービス 飲食業 5%

99,739 新潟県 上越市 ｃａｆｅダイニングＣｏＣｏ サービス 飲食業 5%

99,740 新潟県 上越市 株式会社　内藤倉吉商店　ブラーバ上越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,741 新潟県 上越市 株　いわしや薬局 小売業 その他小売 5%

99,742 新潟県 上越市 株式会社柿崎自動車学校 サービス その他サービス 5%

99,743 新潟県 上越市 株式会社タチカワ　上越支店　高野正洋 サービス その他サービス 5%

99,744 新潟県 上越市 かみじま美容室 サービス 理容・美容業 5%

99,745 新潟県 上越市 Ｋａｍｉｎ 小売業 衣料品 5%

99,746 新潟県 上越市 カメラショップユザワ　直江津店 小売業 電化製品 5%

99,747 新潟県 上越市 Ｃｕｌｔｓ サービス 理容・美容業 5%

99,748 新潟県 上越市 カルビ屋三夢上越店 サービス 飲食業 5%

99,749 新潟県 上越市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋上越アルカディアシティ店 サービス 飲食業 2%

99,750 新潟県 上越市 カンルー 小売業 貴金属・服飾品 5%
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99,751 新潟県 上越市 北日本補聴器センター上越店 小売業 その他小売 5%

99,752 新潟県 上越市 キマチ本町店 サービス その他サービス 5%

99,753 新潟県 上越市 ギャラリー謙信庵 サービス その他サービス 5%

99,754 新潟県 上越市 ＧＡＬＦＩＴ・ジニー直江津店 小売業 衣料品 5%

99,755 新潟県 上越市 牛角高田店 サービス 飲食業 2%

99,756 新潟県 上越市 牛角直江津店 サービス 飲食業 2%

99,757 新潟県 上越市 キューピットバレイ サービス その他サービス 5%

99,758 新潟県 上越市 ＣｕＢｉｓｍ　Ｌａｂ サービス 理容・美容業 5%

99,759 新潟県 上越市 くいどころ里味　飯店 サービス 飲食業 5%

99,760 新潟県 上越市 くいどころ里味　安江店 サービス 飲食業 5%

99,761 新潟県 上越市 セブン－イレブンくびき工業団地店 小売業 食料品 2%

99,762 新潟県 上越市 頸城ハイヤー株式会社 サービス 運輸業 5%

99,763 新潟県 上越市 クラフトハウスかわかみ 小売業 その他小売 5%

99,764 新潟県 上越市 ＣＲＥＡ サービス 理容・美容業 5%

99,765 新潟県 上越市 ケア・タク合同会社 サービス 運輸業 5%

99,766 新潟県 上越市 けいこばぁばの農園 小売業 食料品 5%

99,767 新潟県 上越市 ＣＯＲＥＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

99,768 新潟県 上越市 小池新聞店 小売業 その他小売 5%

99,769 新潟県 上越市 神戸クックワールドビュッフェ上越店 サービス 飲食業 2%

99,770 新潟県 上越市 コスメサロン　ベルピア 小売業 その他小売 5%

99,771 新潟県 上越市 コスメサロン　ベルピア 小売業 その他小売 5%

99,772 新潟県 上越市 五智ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,773 新潟県 上越市 こひなた家電 小売業 電化製品 5%

99,774 新潟県 上越市 こやま 小売業 電化製品 5%

99,775 新潟県 上越市 犀潟ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,776 新潟県 上越市 肴菜や 肴菜や サービス 飲食業 5%

99,777 新潟県 上越市 肴や　活等〔かつら〕 サービス 飲食業 5%

99,778 新潟県 上越市 さくら百嘉店　上越妙高駅店 小売業 家具・調度品 5%

99,779 新潟県 上越市 さくら百嘉店　上越観光物産センター店 小売業 家具・調度品 5%

99,780 新潟県 上越市 さるーん　上越店 サービス 飲食業 5%

99,781 新潟県 上越市 サロン　Ａｙｕ 小売業 衣料品 5%

99,782 新潟県 上越市 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｎｅｉ　寧　サロンドネイ サービス その他サービス 5%

99,783 新潟県 上越市 三栄オートサービス サービス その他サービス 5%

99,784 新潟県 上越市 汐彩の湯　みかく サービス 宿泊業 5%

99,785 新潟県 上越市 自然堂つるや薬局春日山店 小売業 その他小売 5%

99,786 新潟県 上越市 下荒浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,787 新潟県 上越市 合名会社春陽館書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

99,788 新潟県 上越市 上越　紺太 小売業 衣料品 5%

99,789 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越飯店 小売業 食料品 2%

99,790 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越板倉店 小売業 食料品 2%

99,791 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越稲田店 小売業 食料品 2%

99,792 新潟県 上越市 上越営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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99,793 新潟県 上越市 上越営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,794 新潟県 上越市 上越大橋　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,795 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越柿崎インター店 小売業 食料品 2%

99,796 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越春日野店 小売業 食料品 2%

99,797 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越かに池店 小売業 食料品 2%

99,798 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越川原町店 小売業 食料品 2%

99,799 新潟県 上越市 上越観光物産センター　ふるさとコーナー 小売業 家具・調度品 5%

99,800 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越教育大学前店 小売業 食料品 2%

99,801 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越頸城下中島店 小売業 食料品 2%

99,802 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越高土町店 小売業 食料品 2%

99,803 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越五智１丁目店 小売業 食料品 2%

99,804 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越小船津浜店 小売業 食料品 2%

99,805 新潟県 上越市 上越シティホテル サービス 宿泊業 5%

99,806 新潟県 上越市 上越司法書士事務所アイビス サービス その他サービス 5%

99,807 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越下稲塚店 小売業 食料品 2%

99,808 新潟県 上越市 セブンーイレブン上越下門前店 小売業 食料品 2%

99,809 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越新光町店 小売業 食料品 2%

99,810 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越大豆１丁目店 小売業 食料品 2%

99,811 新潟県 上越市 上越店 小売業 衣料品 5%

99,812 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越東雲町店 小売業 食料品 2%

99,813 新潟県 上越市 セブンーイレブン上越名立店 小売業 食料品 2%

99,814 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越西田中店 小売業 食料品 2%

99,815 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越福橋店 小売業 食料品 2%

99,816 新潟県 上越市 セブンーイレブン上越本町７丁目店 小売業 食料品 2%

99,817 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越南城店 小売業 食料品 2%

99,818 新潟県 上越市 上越無線上越営業所 小売業 その他小売 5%

99,819 新潟県 上越市 上越安塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,820 新潟県 上越市 セブン－イレブン上越大和店 小売業 食料品 2%

99,821 新潟県 上越市 上越リオネット補聴器 小売業 その他小売 5%

99,822 新潟県 上越市 上新バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,823 新潟県 上越市 城北自動車販売 小売業 その他小売 5%

99,824 新潟県 上越市 食卓市場　　かきや 小売業 その他小売 5%

99,825 新潟県 上越市 Ｓｗｅｅｔｓ　Ｎｅｋｏｊｉ サービス 飲食業 5%

99,826 新潟県 上越市 スイングシューズおおしま 小売業 衣料品 5%

99,827 新潟県 上越市 末野新田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,828 新潟県 上越市 杉田自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

99,829 新潟県 上越市 すずのき　絹絵屋上越店 小売業 衣料品 5%

99,830 新潟県 上越市 スタイリストコラボ 小売業 衣料品 5%

99,831 新潟県 上越市 有限会社スタジオアルファ サービス その他サービス 5%

99,832 新潟県 上越市 すたみな太郎　上越店 サービス 飲食業 5%

99,833 新潟県 上越市 ストックバスターズ上越店 小売業 その他小売 5%

99,834 新潟県 上越市 ストーンズハーモニー 小売業 貴金属・服飾品 5%
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99,835 新潟県 上越市 住まいのリフォーム専門店　アクト 小売業 その他小売 5%

99,836 新潟県 上越市 住まいのリフォーム専門店アクト高田北城店 小売業 その他小売 5%

99,837 新潟県 上越市 住まいのリフォーム専門店アクト　本店 小売業 その他小売 5%

99,838 新潟県 上越市 世伸堂薬局 小売業 その他小売 5%

99,839 新潟県 上越市 セルフ鵜の浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,840 新潟県 上越市 鮮魚センターあるるんの海 小売業 食料品 5%

99,841 新潟県 上越市 創庫生活館春日山店 小売業 その他小売 5%

99,842 新潟県 上越市 創庫生活館上越店 小売業 その他小売 5%

99,843 新潟県 上越市 曽根田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,844 新潟県 上越市 ダイマック　アコーレ上越店 小売業 電化製品 5%

99,845 新潟県 上越市 有限会社タイヤサポート　上越本店 小売業 その他小売 5%

99,846 新潟県 上越市 高田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,847 新潟県 上越市 高台の宿　三景 サービス 宿泊業 5%

99,848 新潟県 上越市 タカダキャッスルホテル サービス 宿泊業 5%

99,849 新潟県 上越市 高田ターミナルホテル サービス 宿泊業 5%

99,850 新潟県 上越市 高田藤巻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,851 新潟県 上越市 竹田酒造店 小売業 その他小売 5%

99,852 新潟県 上越市 武田電機商会 小売業 電化製品 5%

99,853 新潟県 上越市 タチカワ上越営業所（法人販売） サービス その他サービス 5%

99,854 新潟県 上越市 立原酒店 小売業 食料品 5%

99,855 新潟県 上越市 タックス上越　有限会社イワモト自動車販売 小売業 その他小売 5%

99,856 新潟県 上越市 ｔａｂｂｙ サービス 理容・美容業 5%

99,857 新潟県 上越市 中華食房ミーシャ サービス 飲食業 5%

99,858 新潟県 上越市 有限会社つかさ商会 小売業 電化製品 5%

99,859 新潟県 上越市 ｔｓｕｍｕｇｉ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

99,860 新潟県 上越市 有限会社寺瀬ラジオ商会 小売業 電化製品 5%

99,861 新潟県 上越市 ＤＥＮＴＳ サービス その他サービス 5%

99,862 新潟県 上越市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ上越店 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,863 新潟県 上越市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大学前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,864 新潟県 上越市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ高田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,865 新潟県 上越市 徳永自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

99,866 新潟県 上越市 東邦ラジオ商会 小売業 電化製品 5%

99,867 新潟県 上越市 土よう日はＫｏｎＴｉｋｉ サービス 飲食業 5%

99,868 新潟県 上越市 トヨタカローラ北越上越店 小売業 その他小売 5%

99,869 新潟県 上越市 トヨタ部品新潟共販上越営業所 サービス その他サービス 5%

99,870 新潟県 上越市 トヨタレンタリース新潟上越妙高駅前店 サービス その他サービス 2%

99,871 新潟県 上越市 ＴＲＹ（有）中央電気サービス 小売業 電化製品 5%

99,872 新潟県 上越市 ドラッグゲンちゃん 小売業 その他小売 5%

99,873 新潟県 上越市 直江津タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

99,874 新潟県 上越市 直江津福田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,875 新潟県 上越市 仲町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,876 新潟県 上越市 名立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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99,877 新潟県 上越市 名立 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,878 新潟県 上越市 名立モーター商会 サービス その他サービス 5%

99,879 新潟県 上越市 なんじゃ村上越インター店 小売業 その他小売 5%

99,880 新潟県 上越市 なんじゃ村上越店 小売業 その他小売 5%

99,881 新潟県 上越市 なんじゃ村南高田店 小売業 その他小売 5%

99,882 新潟県 上越市 西沢商店 小売業 食料品 5%

99,883 新潟県 上越市 西高田 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,884 新潟県 上越市 ニシヤマ電化 小売業 電化製品 5%

99,885 新潟県 上越市 ニッセンシェイプファンデ　サロン　Ｋｉｏ 小売業 衣料品 5%

99,886 新潟県 上越市 二本木 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,887 新潟県 上越市 ネイチャーリングホテル米本陣 サービス 宿泊業 5%

99,888 新潟県 上越市 ＮｅｉｔＷａｘ サービス 理容・美容業 5%

99,889 新潟県 上越市 ネイルズアジュール　アコーレ上越店 サービス 理容・美容業 5%

99,890 新潟県 上越市 アトムチェーン上越東店 小売業 電化製品 5%

99,891 新潟県 上越市 ｎｅｖｅｒｌａｎｄ 小売業 その他小売 5%

99,892 新潟県 上越市 白新商会上越店 小売業 その他小売 5%

99,893 新潟県 上越市 ハセガワ電化株式会社直江津店 小売業 電化製品 5%

99,894 新潟県 上越市 パティスリーオラランティ サービス 飲食業 5%

99,895 新潟県 上越市 パナ　コスモス　コヤマ 小売業 電化製品 5%

99,896 新潟県 上越市 パナコスモス　タマヤ 小売業 電化製品 5%

99,897 新潟県 上越市 花地蔵 小売業 その他小売 5%

99,898 新潟県 上越市 浜焼太郎上越高田店 サービス 飲食業 5%

99,899 新潟県 上越市 ぱるえむ 小売業 電化製品 5%

99,900 新潟県 上越市 Ｐａｒａｄｅ 上越インター店 小売業 その他小売 5%

99,901 新潟県 上越市 Ｐａｒａｄｅ上越インター店 小売業 その他小売 5%

99,902 新潟県 上越市 Ｐａｒａｄｅ上越高田店 小売業 その他小売 5%

99,903 新潟県 上越市 バーンズ　上越店 サービス 飲食業 5%

99,904 新潟県 上越市 バンテック新潟 小売業 その他小売 5%

99,905 新潟県 上越市 ビーチホテル竹清（たけせい） サービス その他サービス 5%

99,906 新潟県 上越市 ＢＥ’ＰＯＲＴ サービス その他サービス 5%

99,907 新潟県 上越市 ビックリペトロ上越 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,908 新潟県 上越市 ピッツェリア　上越店 サービス 飲食業 5%

99,909 新潟県 上越市 美容カイロサロンＭａｙｕｍｉ サービス 理容・美容業 5%

99,910 新潟県 上越市 美容室ｓｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

99,911 新潟県 上越市 廣瀬商会 サービス その他サービス 5%

99,912 新潟県 上越市 ファナー・イルーシー上越高田店 小売業 衣料品 5%

99,913 新潟県 上越市 ｆａｍｉｌｌｅ－ｋｙｏｂｉ サービス 理容・美容業 5%

99,914 新潟県 上越市 ＰｈｏｔｏＳｔｕｄｉｏＢＥ’ＰＯ サービス その他サービス 5%

99,915 新潟県 上越市 冨喜寄　大町店 サービス 飲食業 5%

99,916 新潟県 上越市 冨喜寄　木田新田店 サービス 飲食業 5%

99,917 新潟県 上越市 フジイホームサービス 小売業 電化製品 5%

99,918 新潟県 上越市 二葉楽器 小売業 その他小売 5%
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99,919 新潟県 上越市 二葉楽器店 小売業 その他小売 5%

99,920 新潟県 上越市 船栄　高田店 サービス 飲食業 5%

99,921 新潟県 上越市 ブラーバ上越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,922 新潟県 上越市 プリズム馬場電機 小売業 電化製品 5%

99,923 新潟県 上越市 ＨＡＩＲ　Ｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

99,924 新潟県 上越市 ＨＡＩＲ　Ｅ’ サービス 理容・美容業 5%

99,925 新潟県 上越市 Ｈａｉｒ　Ｏａｓｉｓ サービス 理容・美容業 5%

99,926 新潟県 上越市 ヘアーサロンふるかわ サービス 理容・美容業 5%

99,927 新潟県 上越市 Ｈａｉｒ　Ｍｏｒｅ　Ｅａｓｔ サービス 理容・美容業 5%

99,928 新潟県 上越市 Ｋｉｉｔｏ サービス 理容・美容業 5%

99,929 新潟県 上越市 ＨａｉｒｓｐａｃｅＣｏＮｔｒＡｉｌ サービス 理容・美容業 5%

99,930 新潟県 上越市 ベアトラック（ＢＥＡＲ　ＴＲＡＣＫ） 小売業 衣料品 5%

99,931 新潟県 上越市 ＨＡＩＲＭＯＲＥ サービス 理容・美容業 5%

99,932 新潟県 上越市 ＨＡＩＲＬＯＵＮＧＥＫｉｓｓ－Ａ－Ｃｏ． サービス 理容・美容業 5%

99,933 新潟県 上越市 ベルライム 小売業 家具・調度品 5%

99,934 新潟県 上越市 ベルライム　鴨島店 小売業 家具・調度品 5%

99,935 新潟県 上越市 ベルライム　木田商品センター 小売業 家具・調度品 5%

99,936 新潟県 上越市 ベルライム　上越店 小売業 家具・調度品 5%

99,937 新潟県 上越市 ホームスィートホーム 小売業 その他小売 5%

99,938 新潟県 上越市 細谷理容室 サービス 理容・美容業 5%

99,939 新潟県 上越市 ボディメイクサロンロハス サービス 理容・美容業 5%

99,940 新潟県 上越市 ホテル　ハイマート サービス 宿泊業 5%

99,941 新潟県 上越市 ホテル見はらし サービス 宿泊業 5%

99,942 新潟県 上越市 ホワイトスピリッツセルフ高田 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,943 新潟県 上越市 ホンダギャラリー越後 サービス その他サービス 5%

99,944 新潟県 上越市 牧絵輪店 小売業 その他小売 5%

99,945 新潟県 上越市 マクドナルド上越高田店 サービス 飲食業 2%

99,946 新潟県 上越市 マクドナルド上越高田西店 サービス 飲食業 2%

99,947 新潟県 上越市 マクドナルド上越店 サービス 飲食業 2%

99,948 新潟県 上越市 有限会社　松井酒舗 小売業 食料品 5%

99,949 新潟県 上越市 松ヶ峯ＳＳ　漆間石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,950 新潟県 上越市 松ヶ峯カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

99,951 新潟県 上越市 松村自動車工業 サービス その他サービス 5%

99,952 新潟県 上越市 まるとみ上越高田店 サービス 飲食業 5%

99,953 新潟県 上越市 南高田 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,954 新潟県 上越市 株式会社武蔵野酒造 小売業 食料品 5%

99,955 新潟県 上越市 村松酒店 小売業 食料品 5%

99,956 新潟県 上越市 めがね館 小売業 貴金属・服飾品 5%

99,957 新潟県 上越市 メンズアンドレディース　アザミ 小売業 衣料品 5%

99,958 新潟県 上越市 八木酒舗 小売業 食料品 5%

99,959 新潟県 上越市 山口建設 サービス その他サービス 5%

99,960 新潟県 上越市 やまざくら 小売業 その他小売 5%
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99,961 新潟県 上越市 ヤマシタ　上越店 小売業 家具・調度品 5%

99,962 新潟県 上越市 株式会社山仙 小売業 家具・調度品 5%

99,963 新潟県 上越市 山本自動車 サービス その他サービス 5%

99,964 新潟県 上越市 山本自動車 サービス その他サービス 5%

99,965 新潟県 上越市 有限会社越後石油柿崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,966 新潟県 上越市 有限会社小菅石油店高田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,967 新潟県 上越市 ［ＨＣ］有限会社城北電化 小売業 電化製品 5%

99,968 新潟県 上越市 有限会社　宮川ケンザイ サービス その他サービス 5%

99,969 新潟県 上越市 雪の香テラス 小売業 食料品 5%

99,970 新潟県 上越市 Ｙｏｇａ　Ｒｅｓｏｒｔ　禅じゅーる サービス その他サービス 5%

99,971 新潟県 上越市 ヨコタオートコーポレーション サービス その他サービス 5%

99,972 新潟県 上越市 四辻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,973 新潟県 上越市 米久肉店 小売業 食料品 5%

99,974 新潟県 上越市 よりあい処　わっしょい サービス 飲食業 5%

99,975 新潟県 上越市 楽眠の家ふとんの志なのや 小売業 家具・調度品 5%

99,976 新潟県 上越市 株式会社寺嶋商店 サービス その他サービス 5%

99,977 新潟県 上越市 リストランテサトウ サービス 飲食業 5%

99,978 新潟県 上越市 リフォームアウトレット　アコーレ店 小売業 家具・調度品 5%

99,979 新潟県 上越市 理容おきた サービス 理容・美容業 5%

99,980 新潟県 上越市 理容コバヤシ サービス 理容・美容業 5%

99,981 新潟県 上越市 旅館　越路荘 サービス 宿泊業 5%

99,982 新潟県 上越市 ＲＥＬＡＸ 小売業 衣料品 5%

99,983 新潟県 上越市 レジーナスイーツアンドベーカリー サービス 飲食業 5%

99,984 新潟県 上越市 ワイナリーレストラン金石の音 サービス 飲食業 5%

99,985 新潟県 上越市 ワコールガーデン上越べる・あみラフィーネ店 小売業 衣料品 5%

99,986 新潟県 上越市 和彩家　　きょうらく サービス 飲食業 5%

99,987 新潟県 聖籠町 網代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,988 新潟県 聖籠町 オリックスレンタカー東港店 サービス その他サービス 2%

99,989 新潟県 聖籠町 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＬＯＨＡＳ サービス 理容・美容業 5%

99,990 新潟県 聖籠町 諏訪山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,991 新潟県 聖籠町 聖籠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,992 新潟県 聖籠町 聖篭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

99,993 新潟県 聖籠町 セブン－イレブン聖籠諏訪山店 小売業 食料品 2%

99,994 新潟県 聖籠町 聖篭タクシー サービス 運輸業 5%

99,995 新潟県 聖籠町 セブン－イレブン聖籠蓮野インター店 小売業 食料品 2%

99,996 新潟県 聖籠町 セブン－イレブン聖籠真野店 小売業 食料品 2%

99,997 新潟県 聖籠町 ベルライム　プラント聖籠店 小売業 家具・調度品 5%

99,998 新潟県 聖籠町 ほうせい丸 サービス 飲食業 5%

99,999 新潟県 聖籠町 ルート７蓮野インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,000 新潟県 関川村 あらかわ荘 サービス 宿泊業 5%

100,001 新潟県 関川村 出光下関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,002 新潟県 関川村 出光セルフ関川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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100,003 新潟県 関川村 四季の郷　喜久屋 サービス 宿泊業 5%

100,004 新潟県 関川村 下関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,005 新潟県 関川村 スーパーＫマート関川店 小売業 その他小売 5%

100,006 新潟県 関川村 セブン－イレブン関川土沢店 小売業 食料品 2%

100,007 新潟県 関川村 鷹の巣館 サービス 宿泊業 5%

100,008 新潟県 関川村 高橋屋観山荘 サービス 宿泊業 5%

100,009 新潟県 胎内市 安城自動車 サービス その他サービス 5%

100,010 新潟県 胎内市 ａｔ！　ｉｎｎ　中条　村上屋旅館 サービス 宿泊業 5%

100,011 新潟県 胎内市 五十嵐車体 サービス その他サービス 5%

100,012 新潟県 胎内市 出光乙ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,013 新潟県 胎内市 大出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,014 新潟県 胎内市 黒川バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,015 新潟県 胎内市 小松自動車 サービス その他サービス 5%

100,016 新潟県 胎内市 女性専用お顔剃りサロン Ｃｈａｒｏ?ＯＤＡ サービス 理容・美容業 5%

100,017 新潟県 胎内市 ＳＬＩＣＫ ＨＯＵＳＥ 小売業 その他小売 5%

100,018 新潟県 胎内市 胎内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,019 新潟県 胎内市 セブン－イレブン胎内黒川店 小売業 食料品 2%

100,020 新潟県 胎内市 セブン－イレブン胎内新和店 小売業 食料品 2%

100,021 新潟県 胎内市 セブンーイレブン胎内中条店 小売業 食料品 2%

100,022 新潟県 胎内市 セブン－イレブン胎内長橋店 小売業 食料品 2%

100,023 新潟県 胎内市 十和自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

100,024 新潟県 胎内市 トヨタカローラ新潟中条店 小売業 その他小売 5%

100,025 新潟県 胎内市 中条ＳＳ　有限会社加藤興業 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,026 新潟県 胎内市 中条バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,027 新潟県 胎内市 中条自動車学校 サービス その他サービス 5%

100,028 新潟県 胎内市 中条自動車学校 サービス その他サービス 5%

100,029 新潟県 胎内市 セブン－イレブン中条本郷店 小売業 食料品 2%

100,030 新潟県 胎内市 南波電気店 小売業 電化製品 5%

100,031 新潟県 胎内市 ＢｅａｕｔｙＤｅｓｉｇｎＬＡＬＵＣＥ サービス 理容・美容業 5%

100,032 新潟県 胎内市 美容室 倉子 サービス 理容・美容業 5%

100,033 新潟県 胎内市 美容室倉子 サービス 理容・美容業 5%

100,034 新潟県 胎内市 フジイ自動車 サービス その他サービス 5%

100,035 新潟県 胎内市 HairResortJUN サービス 理容・美容業 5%

100,036 新潟県 胎内市 ミズサワ 小売業 電化製品 5%

100,037 新潟県 胎内市 やまだや 小売業 衣料品 5%

100,038 新潟県 胎内市 ［ＨＣ］有限会社菊谷電機 小売業 電化製品 5%

100,039 新潟県 胎内市 理容おだ サービス 理容・美容業 5%

100,040 新潟県 胎内市 理容タカハシ サービス 理容・美容業 5%

100,041 新潟県 胎内市 Ｌｉｎｘ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

100,042 新潟県 胎内市 ロイヤル胎内パークホテル サービス 宿泊業 5%

100,043 新潟県 田上町 出光ときめき翠台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,044 新潟県 田上町 栄八 小売業 その他小売 5%
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100,045 新潟県 田上町 セブン－イレブン越後田上店 小売業 食料品 2%

100,046 新潟県 田上町 越後のお宿わか竹 サービス 宿泊業 5%

100,047 新潟県 田上町 大塚行政書士社労士事務所 サービス その他サービス 5%

100,048 新潟県 田上町 セブン－イレブン加茂田上町店 小売業 食料品 2%

100,049 新潟県 田上町 京家　田上店 小売業 食料品 5%

100,050 新潟県 田上町 小池商店 小売業 その他小売 5%

100,051 新潟県 田上町 田上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,052 新潟県 田上町 田上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,053 新潟県 田上町 田巻輪店 サービス その他サービス 5%

100,054 新潟県 田上町 ノナカ自動車 サービス その他サービス 5%

100,055 新潟県 田上町 ｈａｉｒ　ＡＥＲ サービス 理容・美容業 5%

100,056 新潟県 田上町 ホテル小柳 サービス 宿泊業 5%

100,057 新潟県 田上町 羽生田 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,058 新潟県 津南町 旭商事株式会社 小売業 食料品 5%

100,059 新潟県 津南町 味処か久栄 サービス 飲食業 5%

100,060 新潟県 津南町 出光秋山郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,061 新潟県 津南町 大割野ＳＳ　株式会社大阪屋商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,062 新潟県 津南町 風巻タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

100,063 新潟県 津南町 Ｋｕｒａ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

100,064 新潟県 津南町 グリーンピア津南 サービス 宿泊業 5%

100,065 新潟県 津南町 サンバード・コトブキヤ 小売業 衣料品 5%

100,066 新潟県 津南町 シマダ理容所 サービス 理容・美容業 5%

100,067 新潟県 津南町 筒井電気商会 小売業 電化製品 5%

100,068 新潟県 津南町 津南観光物産館 小売業 その他小売 5%

100,069 新潟県 津南町 セブン－イレブン津南町十二ノ木店 小売業 食料品 2%

100,070 新潟県 津南町 セブン－イレブン津南町正面店 小売業 食料品 2%

100,071 新潟県 津南町 てーぶるくろす 津南店 小売業 食料品 5%

100,072 新潟県 津南町 ニュー・グリーンピア津南 サービス 宿泊業 5%

100,073 新潟県 津南町 ニュー・グリーンピア津南 サービス 宿泊業 5%

100,074 新潟県 津南町 花とほたる湯のさと雪国 サービス 宿泊業 5%

100,075 新潟県 津南町 福原時計メガネ店 小売業 その他小売 5%

100,076 新潟県 津南町 ヘアーサロンじゅん サービス 理容・美容業 5%

100,077 新潟県 津南町 ママのおやつ津南店 サービス 飲食業 5%

100,078 新潟県 津南町 メルシー大割野店 小売業 その他小売 5%

100,079 新潟県 津南町 メルシー津南 小売業 その他小売 5%

100,080 新潟県 津南町 山源木工 小売業 その他小売 5%

100,081 新潟県 津南町 ｗｏｒｋｓ結陶 ｗｏｒｋｓ結陶 小売業 その他小売 5%

100,082 新潟県 燕市 ＥＡＲＬ　ＧＲＥＹ　アールグレイ 小売業 その他小売 5%

100,083 新潟県 燕市 アイアイメガネ分水店 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,084 新潟県 燕市 アイアイメガネ　吉田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,085 新潟県 燕市 ｉ－ＤＨａｉｒ＆ＭａｋｅｆｏｒＡｒｏｍａ サービス 理容・美容業 5%

100,086 新潟県 燕市 アトレ燕店 小売業 食料品 5%
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100,087 新潟県 燕市 アミング燕三条店 小売業 その他小売 5%

100,088 新潟県 燕市 （有）飯塚石油　桜町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,089 新潟県 燕市 いかの墨 サービス 飲食業 5%

100,090 新潟県 燕市 居酒屋　夕凪 サービス 飲食業 5%

100,091 新潟県 燕市 石焼ステーキ贅　県央店 サービス 飲食業 5%

100,092 新潟県 燕市 板垣電器商会 小売業 電化製品 5%

100,093 新潟県 燕市 １１６吉田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,094 新潟県 燕市 出光燕ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,095 新潟県 燕市 出光分水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,096 新潟県 燕市 出光ボアール燕ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,097 新潟県 燕市 出光リベラルよしだＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,098 新潟県 燕市 ウオエイ　小中川店 小売業 食料品 5%

100,099 新潟県 燕市 ウオロク吉田店 サービス その他サービス 5%

100,100 新潟県 燕市 エブリーデリス 小売業 その他小売 5%

100,101 新潟県 燕市 Ｍ．Ｍ． 小売業 衣料品 5%

100,102 新潟県 燕市 Ｍ　Ｒオート 小売業 その他小売 5%

100,103 新潟県 燕市 ＭＲカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

100,104 新潟県 燕市 大岩時計店 小売業 その他小売 5%

100,105 新潟県 燕市 大手薬品燕チャレンジャー店 小売業 その他小売 5%

100,106 新潟県 燕市 オートショップ二輪館 小売業 その他小売 5%

100,107 新潟県 燕市 小川屋 サービス 飲食業 5%

100,108 新潟県 燕市 Ａｕｊｏｕｒｄ’ｈｕｉ 小売業 衣料品 5%

100,109 新潟県 燕市 セブン－イレブン下越北吉田店 小売業 食料品 2%

100,110 新潟県 燕市 セブン－イレブン下越吉田下粟生津店 小売業 食料品 2%

100,111 新潟県 燕市 セブン－イレブン下越吉田西太田店 小売業 食料品 2%

100,112 新潟県 燕市 ［ＨＣ］金子電機店 小売業 電化製品 5%

100,113 新潟県 燕市 株式会社あさのや 小売業 食料品 5%

100,114 新潟県 燕市 株式会社燕タクシー　１４号車 サービス 運輸業 5%

100,115 新潟県 燕市 株式会社燕中央自動車学校 サービス その他サービス 5%

100,116 新潟県 燕市 株式会社トーダイ 小売業 家具・調度品 5%

100,117 新潟県 燕市 株式会社　藤沢総業 サービス その他サービス 5%

100,118 新潟県 燕市 株式会社星野電業社　工事部 小売業 電化製品 5%

100,119 新潟県 燕市 嘉平豆腐店 小売業 食料品 5%

100,120 新潟県 燕市 髪家空音 サービス 理容・美容業 5%

100,121 新潟県 燕市 カメラのアート　吉田店 小売業 電化製品 5%

100,122 新潟県 燕市 カルビ牧場　燕三条店 サービス 飲食業 5%

100,123 新潟県 燕市 川本電器 小売業 電化製品 5%

100,124 新潟県 燕市 カンダストアー 小売業 その他小売 5%

100,125 新潟県 燕市 牛角燕三条店 サービス 飲食業 2%

100,126 新潟県 燕市 株式会社玉川堂 小売業 その他小売 5%

100,127 新潟県 燕市 くいしん坊や　よね蔵 サービス 飲食業 5%

100,128 新潟県 燕市 くいしん坊や　よね蔵　分水店 サービス 飲食業 5%
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100,129 新潟県 燕市 くいしん坊や　よね蔵　吉田店 サービス 飲食業 5%

100,130 新潟県 燕市 くいどころ里味　春日町店 サービス 飲食業 5%

100,131 新潟県 燕市 空創旬菜雷神県央店 サービス 飲食業 5%

100,132 新潟県 燕市 組曲 小売業 衣料品 5%

100,133 新潟県 燕市 クレープショップ　フランボワーズ　クレープショップフランボワーズ サービス 飲食業 5%

100,134 新潟県 燕市 コウエイ 小売業 電化製品 5%

100,135 新潟県 燕市 小嶋屋総本店　県央店 サービス 飲食業 5%

100,136 新潟県 燕市 ゴッドハンド株式会社 小売業 その他小売 5%

100,137 新潟県 燕市 小林自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

100,138 新潟県 燕市 ｃｉｒｃｌｏｏｐ サービス 理容・美容業 5%

100,139 新潟県 燕市 坂田時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,140 新潟県 燕市 酒スーパータカハシ　酒スーパー高橋 小売業 食料品 5%

100,141 新潟県 燕市 酒スーパーみどり　酒スーパーみどり 小売業 食料品 5%

100,142 新潟県 燕市 ｃｏｉｆｆｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

100,143 新潟県 燕市 セブン－イレブン三条月岡店 小売業 食料品 2%

100,144 新潟県 燕市 サンライズツバメＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,145 新潟県 燕市 ＪＡ越後中央　吉田農機車両センター サービス その他サービス 5%

100,146 新潟県 燕市 地蔵堂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,147 新潟県 燕市 シャイニヘアー サービス 理容・美容業 5%

100,148 新潟県 燕市 寿司割烹まる田 サービス 飲食業 5%

100,149 新潟県 燕市 ストックバスターズ燕本店 小売業 その他小売 5%

100,150 新潟県 燕市 セルフ燕工業団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,151 新潟県 燕市 セルフ燕吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,152 新潟県 燕市 セルフ燕吉田　フル 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,153 新潟県 燕市 ソロットオーディオ 小売業 電化製品 5%

100,154 新潟県 燕市 タイヤセンター　ヒラサワ 小売業 その他小売 5%

100,155 新潟県 燕市 タイヤ天国　分水店 小売業 その他小売 5%

100,156 新潟県 燕市 タイヤ天国　吉田店 小売業 その他小売 5%

100,157 新潟県 燕市 タイヤ天国　吉田店 小売業 その他小売 5%

100,158 新潟県 燕市 ［ＨＣ］高野電機商会 小売業 電化製品 5%

100,159 新潟県 燕市 株式会社タケダＴＡＫＥＤＡＤＥＳＩＧＮＰＲＯＪＥＣＴ 小売業 衣料品 5%

100,160 新潟県 燕市 燕営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,161 新潟県 燕市 セブン－イレブン燕井土巻店 小売業 食料品 2%

100,162 新潟県 燕市 セブン－イレブン燕笈ケ島店 小売業 食料品 2%

100,163 新潟県 燕市 燕北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,164 新潟県 燕市 燕健友館健和堂 サービス 理容・美容業 5%

100,165 新潟県 燕市 燕工業団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,166 新潟県 燕市 燕小高ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,167 新潟県 燕市 セブン－イレブン燕桜町店 小売業 食料品 2%

100,168 新潟県 燕市 セブン－イレブン燕佐渡店 小売業 食料品 2%

100,169 新潟県 燕市 セブン－イレブン燕水道町店 小売業 食料品 2%

100,170 新潟県 燕市 セブン－イレブン燕中央通店 小売業 食料品 2%
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100,171 新潟県 燕市 セブン－イレブン燕灰方店 小売業 食料品 2%

100,172 新潟県 燕市 セブン－イレブン燕八王寺店 小売業 食料品 2%

100,173 新潟県 燕市 セブン－イレブン燕東太田店 小売業 食料品 2%

100,174 新潟県 燕市 燕南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,175 新潟県 燕市 セブン－イレブン燕南７丁目店 小売業 食料品 2%

100,176 新潟県 燕市 セブン－イレブン燕吉田法花堂店 小売業 食料品 2%

100,177 新潟県 燕市 テクノプロタカイ サービス その他サービス 5%

100,178 新潟県 燕市 ＤＥＰＯＴ５０　燕店 小売業 家具・調度品 5%

100,179 新潟県 燕市 ｔｅｒｕａｕｔｏ 小売業 その他小売 5%

100,180 新潟県 燕市 電化のヤマダ 小売業 電化製品 5%

100,181 新潟県 燕市 でんきと住まいのアサヒドウ 小売業 電化製品 5%

100,182 新潟県 燕市 藤次郎ナイフギャラリー 小売業 その他小売 5%

100,183 新潟県 燕市 ドッグサロン　カレス サービス その他サービス 5%

100,184 新潟県 燕市 富真　本社　ショールーム店 小売業 家具・調度品 5%

100,185 新潟県 燕市 なんじゃ村燕三条店 小売業 その他小売 5%

100,186 新潟県 燕市 なんじゃ村燕店 小売業 その他小売 5%

100,187 新潟県 燕市 なんじゃ村吉田店 小売業 その他小売 5%

100,188 新潟県 燕市 西燕ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,189 新潟県 燕市 日光車体 サービス その他サービス 5%

100,190 新潟県 燕市 沼権ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,191 新潟県 燕市 ネイルリノ サービス 理容・美容業 5%

100,192 新潟県 燕市 野島自動車商会 サービス その他サービス 5%

100,193 新潟県 燕市 ぱーまはうすのぶこ サービス 理容・美容業 5%

100,194 新潟県 燕市 パシフィックモーター サービス その他サービス 5%

100,195 新潟県 燕市 長谷川自動車 サービス その他サービス 5%

100,196 新潟県 燕市 八王寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,197 新潟県 燕市 パティスリーアンジュ 小売業 食料品 5%

100,198 新潟県 燕市 パナ・コスモス　ウエキ 小売業 電化製品 5%

100,199 新潟県 燕市 パナ・コスモス　オカムラ 小売業 電化製品 5%

100,200 新潟県 燕市 パナ・コスモス　カネデン 小売業 電化製品 5%

100,201 新潟県 燕市 花見 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,202 新潟県 燕市 パワーズ燕ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,203 新潟県 燕市 バンビ　プライベート　サロン サービス 理容・美容業 5%

100,204 新潟県 燕市 ＢＢ．ＳＴＵＤＩＯ サービス 理容・美容業 5%

100,205 新潟県 燕市 ピカソ　シャンティ サービス 理容・美容業 5%

100,206 新潟県 燕市 ピカソ　ＲＩＯ サービス 理容・美容業 5%

100,207 新潟県 燕市 ピザテン・フォー　新潟燕三条店　２ サービス その他サービス 5%

100,208 新潟県 燕市 ピッツェリア　燕三条店 サービス 飲食業 5%

100,209 新潟県 燕市 美藤鍼灸院 サービス その他サービス 5%

100,210 新潟県 燕市 日野庄商店 小売業 その他小売 5%

100,211 新潟県 燕市 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　ｎｉｋａ サービス 理容・美容業 5%

100,212 新潟県 燕市 美容室Ｌｉｔｔｌｅｍｅ サービス 理容・美容業 5%
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100,213 新潟県 燕市 ひろ里 ひろ里 小売業 食料品 5%

100,214 新潟県 燕市 フー サービス 飲食業 5%

100,215 新潟県 燕市 ＦＩＮＤＬＯＯＰ サービス 理容・美容業 5%

100,216 新潟県 燕市 ＤＩＹＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 その他小売 5%

100,217 新潟県 燕市 ＦＡＣＴＯＲＹ　ＦＲＯＮＴ 小売業 その他小売 5%

100,218 新潟県 燕市 深海電機 小売業 電化製品 5%

100,219 新潟県 燕市 藤井石油　燕油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,220 新潟県 燕市 ブティックアップル 小売業 衣料品 5%

100,221 新潟県 燕市 プライベートサロン　アドール サービス 理容・美容業 5%

100,222 新潟県 燕市 フルハウス 小売業 衣料品 5%

100,223 新潟県 燕市 フルハウス 小売業 衣料品 5%

100,224 新潟県 燕市 分水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,225 新潟県 燕市 セブン－イレブン分水学校町店 小売業 食料品 2%

100,226 新潟県 燕市 分水東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,227 新潟県 燕市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＫＡＩＺＵ サービス 理容・美容業 5%

100,228 新潟県 燕市 ヘアーサロンホリ サービス 理容・美容業 5%

100,229 新潟県 燕市 紅屋呉服店 小売業 衣料品 5%

100,230 新潟県 燕市 ほぐしの名人　燕中央店 サービス その他サービス 5%

100,231 新潟県 燕市 星野電業社 小売業 電化製品 5%

100,232 新潟県 燕市 星薬局 小売業 その他小売 5%

100,233 新潟県 燕市 Ｂｏｔｔｌｅ　ｂａｒ　ｓｒｉ サービス 飲食業 5%

100,234 新潟県 燕市 本間石油店　小古津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,235 新潟県 燕市 マクドナルド１１６吉田店 サービス 飲食業 2%

100,236 新潟県 燕市 まつげエクステ専門店アイラ燕三条 サービス 理容・美容業 5%

100,237 新潟県 燕市 松崎自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

100,238 新潟県 燕市 松長ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,239 新潟県 燕市 マルイチ 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,240 新潟県 燕市 マルイ燕小池店 小売業 食料品 5%

100,241 新潟県 燕市 マルイ分水店 小売業 食料品 5%

100,242 新潟県 燕市 マルイ吉田店 小売業 食料品 5%

100,243 新潟県 燕市 まるかんのお店県央店 サービス 理容・美容業 5%

100,244 新潟県 燕市 丸山屋 小売業 その他小売 5%

100,245 新潟県 燕市 まんぷくログ勇 サービス 飲食業 5%

100,246 新潟県 燕市 まんぷくログ勇　まんぷくログ勇 サービス 飲食業 5%

100,247 新潟県 燕市 ミカレディ 小売業 衣料品 5%

100,248 新潟県 燕市 明道テレビサービス 小売業 電化製品 5%

100,249 新潟県 燕市 三好屋電器 小売業 電化製品 5%

100,250 新潟県 燕市 向町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,251 新潟県 燕市 メガネサロン　ヨゴ　燕三条店 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,252 新潟県 燕市 メルカート 小売業 衣料品 5%

100,253 新潟県 燕市 焼肉　虎 サービス 飲食業 5%

100,254 新潟県 燕市 山内会館 サービス その他サービス 5%
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100,255 新潟県 燕市 ヤマダガレージ サービス その他サービス 5%

100,256 新潟県 燕市 有　銀座美容商会 サービス その他サービス 5%

100,257 新潟県 燕市 有　さくら電機商会 小売業 電化製品 5%

100,258 新潟県 燕市 横田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,259 新潟県 燕市 吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,260 新潟県 燕市 吉田新国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,261 新潟県 燕市 ＬＡＶＡＮ サービス 理容・美容業 5%

100,262 新潟県 燕市 ｌａｐｉｚ美容室 サービス 理容・美容業 5%

100,263 新潟県 燕市 リオンドール燕北店 サービス その他サービス 5%

100,264 新潟県 燕市 リトルタウンホンダン 小売業 衣料品 5%

100,265 新潟県 燕市 リトルルーム美容室 サービス 理容・美容業 5%

100,266 新潟県 燕市 リロンデルアトリエ サービス 理容・美容業 5%

100,267 新潟県 燕市 Ｒｅｖｅ想 小売業 食料品 5%

100,268 新潟県 燕市 レストハウス華苑　レストハウス　華苑 サービス 飲食業 5%

100,269 新潟県 燕市 レストラン三宝　吉田店 サービス 飲食業 5%

100,270 新潟県 燕市 れんずかんぱにー 小売業 その他小売 5%

100,271 新潟県 燕市 和食カフェ　えん サービス 飲食業 5%

100,272 新潟県 燕市 ワタナベ電気 小売業 電化製品 5%

100,273 新潟県 十日町市 アーリオ サービス 飲食業 5%

100,274 新潟県 十日町市 朝日堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,275 新潟県 十日町市 飯塚テレビ電化 小売業 電化製品 5%

100,276 新潟県 十日町市 井川自動車 サービス その他サービス 5%

100,277 新潟県 十日町市 和泉屋 サービス 宿泊業 5%

100,278 新潟県 十日町市 出光セルフ十日町中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,279 新潟県 十日町市 出光十日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,280 新潟県 十日町市 出光四日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,281 新潟県 十日町市 ｅプラザ十日町店 小売業 電化製品 5%

100,282 新潟県 十日町市 ｅプラザひらさわ店 小売業 電化製品 5%

100,283 新潟県 十日町市 魚沼営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,284 新潟県 十日町市 魚沼ブラザー 小売業 電化製品 5%

100,285 新潟県 十日町市 ＡＬＥ　ｂｅｅｒ＆ｐｉｚｚａ サービス 飲食業 5%

100,286 新潟県 十日町市 越後十日町小嶋屋和亭 サービス 飲食業 5%

100,287 新潟県 十日町市 越後十日町小嶋屋本店 サービス 飲食業 5%

100,288 新潟県 十日町市 セブンーイレブン越後中里村田沢店 小売業 食料品 2%

100,289 新潟県 十日町市 エビスヤ 小売業 その他小売 5%

100,290 新潟県 十日町市 大塚屋商店 小売業 その他小売 5%

100,291 新潟県 十日町市 おみやげ処ふるさと 小売業 家具・調度品 5%

100,292 新潟県 十日町市 カットサロン２０１１ サービス 理容・美容業 5%

100,293 新潟県 十日町市 カネコ写真館 サービス その他サービス 5%

100,294 新潟県 十日町市 カネコ写真舘 小売業 その他小売 5%

100,295 新潟県 十日町市 株式会社　朝日堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,296 新潟県 十日町市 株式会社共和自動車 サービス その他サービス 5%
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100,297 新潟県 十日町市 （株）シーエス川西 サービス その他サービス 5%

100,298 新潟県 十日町市 （株）シーエス十日町 サービス その他サービス 5%

100,299 新潟県 十日町市 株式会社滝沢印刷 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

100,300 新潟県 十日町市 株式会社十日町自動車学校 サービス その他サービス 5%

100,301 新潟県 十日町市 （株）ナカサト共和 サービス その他サービス 5%

100,302 新潟県 十日町市 （株）ナカサト共和 サービス その他サービス 5%

100,303 新潟県 十日町市 株式会社美佐伝 小売業 電化製品 5%

100,304 新潟県 十日町市 釜と七厘 サービス 飲食業 5%

100,305 新潟県 十日町市 カメラショツプユザワ 小売業 電化製品 5%

100,306 新潟県 十日町市 カメラショップユザワ　柏崎店 小売業 電化製品 5%

100,307 新潟県 十日町市 カメラショップ　ユザワ　燕店 小売業 電化製品 5%

100,308 新潟県 十日町市 カメラショップユザワ　柏崎フォンジェ店 小売業 電化製品 5%

100,309 新潟県 十日町市 カメラショップユザワ　小出店 小売業 電化製品 5%

100,310 新潟県 十日町市 カメラショップユザワ　三条店 小売業 電化製品 5%

100,311 新潟県 十日町市 カメラショップユザワ　上越高田店 小売業 電化製品 5%

100,312 新潟県 十日町市 カメラショツプユザワ　津南店 小売業 電化製品 5%

100,313 新潟県 十日町市 カメラショップユザワ　十日町北店 小売業 電化製品 5%

100,314 新潟県 十日町市 カメラショップユザワ十日町シルクモール店 小売業 電化製品 5%

100,315 新潟県 十日町市 カメラショツプユザワ　十日町店 小売業 電化製品 5%

100,316 新潟県 十日町市 カメラショップユザワ　見附店 小売業 電化製品 5%

100,317 新潟県 十日町市 カメラショップユザワ　六日町店 小売業 電化製品 5%

100,318 新潟県 十日町市 醸す森 サービス 宿泊業 5%

100,319 新潟県 十日町市 川西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,320 新潟県 十日町市 川西町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,321 新潟県 十日町市 ギフトステーションリアン十日町店 小売業 その他小売 5%

100,322 新潟県 十日町市 きもの絵巻館 小売業 衣料品 5%

100,323 新潟県 十日町市 きもの　絹都　コモド 小売業 衣料品 5%

100,324 新潟県 十日町市 クラッチ　ヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

100,325 新潟県 十日町市 くりや商店 小売業 その他小売 5%

100,326 新潟県 十日町市 ｃｒｅａｄｏｒ サービス 理容・美容業 5%

100,327 新潟県 十日町市 ケーキハウスアプリコット サービス 飲食業 5%

100,328 新潟県 十日町市 ゲストハウス　ハチャネ サービス その他サービス 5%

100,329 新潟県 十日町市 ５２９ハンバーガー サービス 飲食業 5%

100,330 新潟県 十日町市 小嶋屋総本店 サービス 飲食業 5%

100,331 新潟県 十日町市 サウンドエース 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

100,332 新潟県 十日町市 サウンドエース・オプトニワノ 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,333 新潟県 十日町市 酒の宿玉城屋 サービス 宿泊業 5%

100,334 新潟県 十日町市 サバス サービス 飲食業 5%

100,335 新潟県 十日町市 サバス サービス 飲食業 5%

100,336 新潟県 十日町市 さんぽう電気 小売業 電化製品 5%

100,337 新潟県 十日町市 三洋自動車（株） 小売業 その他小売 5%

100,338 新潟県 十日町市 シーエス川西 小売業 その他小売 5%
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100,339 新潟県 十日町市 菓子工房シェ・ヤマザキ 小売業 食料品 5%

100,340 新潟県 十日町市 ＳｈａｒｅＳａｌｏｎＭＥＬＡＴＩ サービス 理容・美容業 5%

100,341 新潟県 十日町市 菓子工房シェ ヤマザキ 小売業 食料品 5%

100,342 新潟県 十日町市 自家焙煎珈琲ミールクラフト 小売業 食料品 5%

100,343 新潟県 十日町市 十一屋商店 小売業 その他小売 5%

100,344 新潟県 十日町市 食料品と惣菜の店だいも 小売業 その他小売 5%

100,345 新潟県 十日町市 スタジオ　ハトヤ 小売業 その他小売 5%

100,346 新潟県 十日町市 スポーツプラザ 小売業 その他小売 5%

100,347 新潟県 十日町市 スポーツプラザ 小売業 その他小売 5%

100,348 新潟県 十日町市 スポーツプラザ　エビスヤ 小売業 その他小売 5%

100,349 新潟県 十日町市 炭火焼肉　彩 サービス 飲食業 5%

100,350 新潟県 十日町市 関芳十日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,351 新潟県 十日町市 せともの屋　みさ伝 小売業 その他小売 5%

100,352 新潟県 十日町市 タイセイ自動車　株 サービス その他サービス 5%

100,353 新潟県 十日町市 大地の芸術祭　ＭＵＳＥＵＭＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

100,354 新潟県 十日町市 ダイマック　イオン十日町店 小売業 電化製品 5%

100,355 新潟県 十日町市 タオルのかみしん 小売業 その他小売 5%

100,356 新潟県 十日町市 田村自動車 小売業 その他小売 5%

100,357 新潟県 十日町市 セブン－イレブン中越松代店 小売業 食料品 2%

100,358 新潟県 十日町市 妻有ビール サービス その他サービス 5%

100,359 新潟県 十日町市 てーぶるくろす　十日町店 小売業 食料品 5%

100,360 新潟県 十日町市 でんきと住まいのユニックイワサキ 小売業 電化製品 5%

100,361 新潟県 十日町市 でんきのデンデンムシ 小売業 電化製品 5%

100,362 新潟県 十日町市 土市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,363 新潟県 十日町市 十日町ＳＳ　株式会社山松商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,364 新潟県 十日町市 十日町下条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,365 新潟県 十日町市 十日町伊達ＳＳ　山松商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,366 新潟県 十日町市 十日町バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,367 新潟県 十日町市 十日町春日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,368 新潟県 十日町市 セブン－イレブン十日町下条店 小売業 食料品 2%

100,369 新潟県 十日町市 セブン－イレブン十日町下島店 小売業 食料品 2%

100,370 新潟県 十日町市 十日町自動車学校 サービス その他サービス 5%

100,371 新潟県 十日町市 セブン－イレブン十日町高山店 小売業 食料品 2%

100,372 新潟県 十日町市 セブン－イレブン十日町千歳町２丁目店 小売業 食料品 2%

100,373 新潟県 十日町市 十日町中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,374 新潟県 十日町市 セブン－イレブン十日町中条店 小売業 食料品 2%

100,375 新潟県 十日町市 セブン－イレブン十日町西店 小売業 食料品 2%

100,376 新潟県 十日町市 セブン－イレブン十日町病院店 小売業 食料品 2%

100,377 新潟県 十日町市 セブン－イレブン十日町本町店 小売業 食料品 2%

100,378 新潟県 十日町市 床屋なおい サービス 理容・美容業 5%

100,379 新潟県 十日町市 トヨタカローラ北越十日町店 小売業 その他小売 5%

100,380 新潟県 十日町市 トヨタレンタリース新潟十日町店 サービス その他サービス 2%
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100,381 新潟県 十日町市 中里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,382 新潟県 十日町市 西野電化 小売業 電化製品 5%

100,383 新潟県 十日町市 Ｐａｒａｄｅ十日町店 小売業 その他小売 5%

100,384 新潟県 十日町市 パン工房スマイルＤ 小売業 食料品 5%

100,385 新潟県 十日町市 ピアレマート　十日町店 小売業 食料品 5%

100,386 新潟県 十日町市 光の館 サービス 宿泊業 5%

100,387 新潟県 十日町市 ひなの宿ちとせ サービス 宿泊業 5%

100,388 新潟県 十日町市 ピュアブリッヂなかさとＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,389 新潟県 十日町市 美容室ＳＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

100,390 新潟県 十日町市 ブックス平沢　妻有店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

100,391 新潟県 十日町市 ｈａｉｒ ｆａｃｅ イズミ サービス 理容・美容業 5%

100,392 新潟県 十日町市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｆａｌｎ サービス 理容・美容業 5%

100,393 新潟県 十日町市 星峠宿　ＣＨＡＹＡ サービス 飲食業 5%

100,394 新潟県 十日町市 ホテルしみず サービス 宿泊業 5%

100,395 新潟県 十日町市 マクドナルドイオン十日町店 サービス 飲食業 2%

100,396 新潟県 十日町市 松乃寿司 サービス 飲食業 5%

100,397 新潟県 十日町市 マリーナ 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,398 新潟県 十日町市 マリーナ十日町 小売業 衣料品 5%

100,399 新潟県 十日町市 丸喜食料品店 小売業 その他小売 5%

100,400 新潟県 十日町市 達商店 サービス 飲食業 5%

100,401 新潟県 十日町市 （有）マルミ電化サービス 小売業 電化製品 5%

100,402 新潟県 十日町市 ミールクラフト 小売業 食料品 5%

100,403 新潟県 十日町市 ミオンなかさと サービス 宿泊業 5%

100,404 新潟県 十日町市 ミークヘアーデザイン サービス 理容・美容業 5%

100,405 新潟県 十日町市 ミヤコヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,406 新潟県 十日町市 ミヤコヤ妻有ＳＣ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,407 新潟県 十日町市 むらけん酒店 小売業 その他小売 5%

100,408 新潟県 十日町市 村山理容院 サービス 理容・美容業 5%

100,409 新潟県 十日町市 めがね工房ハトヤ 小売業 その他小売 5%

100,410 新潟県 十日町市 メルシー土市 小売業 その他小売 5%

100,411 新潟県 十日町市 やきとり大吉 サービス 飲食業 5%

100,412 新潟県 十日町市 ヤナショウ 小売業 衣料品 5%

100,413 新潟県 十日町市 ヤマジン 総合衣料ヤマジン 小売業 衣料品 5%

100,414 新潟県 十日町市 山天渕岡商店　ヤマザキＹショップ松之山 小売業 食料品 2%

100,415 新潟県 十日町市 有限会社金盛自動車工業 サービス その他サービス 5%

100,416 新潟県 十日町市 有限会社はとり 小売業 衣料品 5%

100,417 新潟県 十日町市 ユーモールカミムラヤ 小売業 その他小売 5%

100,418 新潟県 十日町市 リホーム・ムラヤマ 小売業 その他小売 5%

100,419 新潟県 十日町市 リホーム・ムラヤマ 小売業 その他小売 5%

100,420 新潟県 十日町市 理容からさわ サービス 理容・美容業 5%

100,421 新潟県 十日町市 理容フタバ サービス 理容・美容業 5%

100,422 新潟県 十日町市 旅館　清水屋 サービス 宿泊業 5%
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100,423 新潟県 長岡市 ＡａｌｌａＺ長岡 サービス 飲食業 5%

100,424 新潟県 長岡市 セブン－イレブンアオーレ長岡店 小売業 食料品 2%

100,425 新潟県 長岡市 あかちょうちん　小千谷店 サービス 飲食業 5%

100,426 新潟県 長岡市 アクアーレ　長岡 サービス 宿泊業 5%

100,427 新潟県 長岡市 Ａｃｃｕｅｉｌｌｉｒ　ｇｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

100,428 新潟県 長岡市 あげ家　松兵衛 小売業 食料品 5%

100,429 新潟県 長岡市 ＡＺＩＴＯ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

100,430 新潟県 長岡市 ＵｐＳｅｔ サービス 飲食業 5%

100,431 新潟県 長岡市 ａｄｏｒａｂｌｅ長岡リップス旭岡店 サービス 理容・美容業 5%

100,432 新潟県 長岡市 アニーズ　スタジオ　長岡館 小売業 電化製品 5%

100,433 新潟県 長岡市 ＡＮＥＬＡ サービス 理容・美容業 5%

100,434 新潟県 長岡市 アフロディーテ サービス 飲食業 5%

100,435 新潟県 長岡市 アフロディーテ サービス 飲食業 5%

100,436 新潟県 長岡市 あぽろん　長岡店 小売業 その他小売 5%

100,437 新潟県 長岡市 アミング長岡店 小売業 その他小売 5%

100,438 新潟県 長岡市 Ａｍａｚｉｎｇ　ＨＡＩＲ　（アメイジング　ヘアー） サービス 理容・美容業 5%

100,439 新潟県 長岡市 ＡＬ　ＣＥＰＰＯ　サバン　（アルチェッポサバン） サービス 飲食業 5%

100,440 新潟県 長岡市 アルケミスト サービス その他サービス 5%

100,441 新潟県 長岡市 Ｒ’ｓ　アールズ サービス 理容・美容業 5%

100,442 新潟県 長岡市 ａｎｇｅｌｉＱｕｅ サービス 理容・美容業 5%

100,443 新潟県 長岡市 杏庵 サービス 飲食業 5%

100,444 新潟県 長岡市 安田屋 小売業 その他小売 5%

100,445 新潟県 長岡市 ｅｎｆａｎｔ／ａｍｉ 小売業 衣料品 5%

100,446 新潟県 長岡市 居酒屋　むら サービス 飲食業 5%

100,447 新潟県 長岡市 花月苑 サービス 飲食業 5%

100,448 新潟県 長岡市 石田商店 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,449 新潟県 長岡市 石焼ステーキ贅　長岡アクロスプラザ店 サービス 飲食業 5%

100,450 新潟県 長岡市 石焼ステーキ贅　長岡アクロスプラザテン サービス 飲食業 5%

100,451 新潟県 長岡市 石焼ステーキ贅　長岡古正寺店 サービス 飲食業 5%

100,452 新潟県 長岡市 いっさく長岡東店 サービス 飲食業 5%

100,453 新潟県 長岡市 壱勢　長岡店 サービス 飲食業 5%

100,454 新潟県 長岡市 出光表町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,455 新潟県 長岡市 出光くもいでＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,456 新潟県 長岡市 出光栄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,457 新潟県 長岡市 出光セルフ江陽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,458 新潟県 長岡市 出光セルフ古正寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,459 新潟県 長岡市 出光セルフひごしＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,460 新潟県 長岡市 出光セルフ美沢 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,461 新潟県 長岡市 出光栃尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,462 新潟県 長岡市 出光栃尾西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,463 新潟県 長岡市 出光長岡インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,464 新潟県 長岡市 出光長岡中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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100,465 新潟県 長岡市 出光南部今井町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,466 新潟県 長岡市 出光宮内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,467 新潟県 長岡市 出光山古志ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,468 新潟県 長岡市 ｅプラザ長岡栃尾店 小売業 電化製品 5%

100,469 新潟県 長岡市 ｅプラザ長岡光店 小売業 電化製品 5%

100,470 新潟県 長岡市 今町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,471 新潟県 長岡市 イワタ薬品株式会社　長岡営業所 小売業 その他小売 5%

100,472 新潟県 長岡市 いわふち写真館 サービス その他サービス 5%

100,473 新潟県 長岡市 インディ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

100,474 新潟県 長岡市 ｖａｒｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

100,475 新潟県 長岡市 ＷＩＬＬ　（ウィル） サービス 理容・美容業 5%

100,476 新潟県 長岡市 ウルマ電機　下々条工場 小売業 その他小売 5%

100,477 新潟県 長岡市 ウルマ電機　宮内営業所 小売業 その他小売 5%

100,478 新潟県 長岡市 営業部 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,479 新潟県 長岡市 営業部　卸 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,480 新潟県 長岡市 営業部　長岡直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,481 新潟県 長岡市 栄進堂 小売業 電化製品 5%

100,482 新潟県 長岡市 （株）ＨＭＡガスショップ越路店 小売業 ガソリンスタンド 5%

100,483 新潟県 長岡市 エヴァンジル 小売業 その他小売 5%

100,484 新潟県 長岡市 ＡＣＥ　Ｈａｉｒ　ＡＢＥ サービス 理容・美容業 5%

100,485 新潟県 長岡市 江口電気商会 小売業 電化製品 5%

100,486 新潟県 長岡市 エコサロン サービス 理容・美容業 5%

100,487 新潟県 長岡市 エスタ・ゴストーザ サービス 飲食業 5%

100,488 新潟県 長岡市 ＥＳＴＯＭＡＧＯ　ｅｓｔｏｍａｇｏ サービス 飲食業 5%

100,489 新潟県 長岡市 ＳＢＳ長岡東 小売業 その他小売 5%

100,490 新潟県 長岡市 ＥＳ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

100,491 新潟県 長岡市 越後十日町小嶋屋長岡店 サービス 飲食業 5%

100,492 新潟県 長岡市 越後の蔵あさひ山 サービス 飲食業 5%

100,493 新潟県 長岡市 越後屋珈兵衛 越後屋珈兵衛 サービス 飲食業 5%

100,494 新潟県 長岡市 株式会社　縁ｅｎｉｓｈｉ サービス その他サービス 5%

100,495 新潟県 長岡市 Ｎ．ｂｅ．．．ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

100,496 新潟県 長岡市 Ｅｐｉｓｏｄｅ 小売業 衣料品 5%

100,497 新潟県 長岡市 Ｍｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

100,498 新潟県 長岡市 大手交通 本社営業所 サービス 運輸業 5%

100,499 新潟県 長岡市 オートライフＳＲＳ 小売業 その他小売 5%

100,500 新潟県 長岡市 大橋車体 サービス その他サービス 5%

100,501 新潟県 長岡市 ＡＵＢＥ　（オーブ）　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

100,502 新潟県 長岡市 小国 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,503 新潟県 長岡市 小国新町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,504 新潟県 長岡市 株式会社　小熊勇商店 小売業 食料品 5%

100,505 新潟県 長岡市 お好み焼きもんじゃ　長岡アクロスプラザ店 サービス 飲食業 5%

100,506 新潟県 長岡市 お米のたかさか 小売業 食料品 5%
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100,507 新潟県 長岡市 おさかな亭ＣｏＣｏＬｏ長岡店 サービス 飲食業 5%

100,508 新潟県 長岡市 お茶の覚張 小売業 食料品 5%

100,509 新潟県 長岡市 おとぎ屋珈琲店　長岡インター店 サービス 飲食業 5%

100,510 新潟県 長岡市 おとぎ屋珈琲店　長岡店 サービス 飲食業 5%

100,511 新潟県 長岡市 お直しサロンアン・コトン サービス その他サービス 5%

100,512 新潟県 長岡市 オリエント・オート販売（株） サービス その他サービス 5%

100,513 新潟県 長岡市 オリックスレンタカー長岡駅前店 サービス その他サービス 2%

100,514 新潟県 長岡市 オリックスレンタカー長岡川崎店 サービス その他サービス 2%

100,515 新潟県 長岡市 恩田電機商会山田店 小売業 電化製品 5%

100,516 新潟県 長岡市 ＣＡＲ ＢＥＡＵＴＹ ＰＲＯ ＷＡＴＡＮＡＢＥ サービス その他サービス 5%

100,517 新潟県 長岡市 海鮮茶屋　汐の華 サービス 飲食業 5%

100,518 新潟県 長岡市 カイロプラクティックヘルスケアセンター下山店 サービス 理容・美容業 5%

100,519 新潟県 長岡市 カザマ東神田 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,520 新潟県 長岡市 ガスショップ　稽古町店 小売業 その他小売 5%

100,521 新潟県 長岡市 ガスショップ川口店 小売業 その他小売 5%

100,522 新潟県 長岡市 ガスショップ栃尾店 サービス その他サービス 5%

100,523 新潟県 長岡市 ガスショップ西長岡店 小売業 ガソリンスタンド 5%

100,524 新潟県 長岡市 ガスショップ三島与板店 小売業 その他小売 5%

100,525 新潟県 長岡市 ガスショップ宮内店 小売業 ガソリンスタンド 5%

100,526 新潟県 長岡市 加勢牧場わしま本店 小売業 食料品 5%

100,527 新潟県 長岡市 Ｃｕｔ Ｓａｌｏｎ ＡＴＡＲＵ Ｃｕｔ Ｓａｌｏｎ ＡＴＡＲＵ サービス 理容・美容業 5%

100,528 新潟県 長岡市 かつ久亭　総本店 サービス 飲食業 5%

100,529 新潟県 長岡市 割烹　魚権 サービス 飲食業 5%

100,530 新潟県 長岡市 要町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,531 新潟県 長岡市 かに料理　和風料理　甲羅本店 サービス 飲食業 5%

100,532 新潟県 長岡市 カネウチスポーツ 小売業 その他小売 5%

100,533 新潟県 長岡市 ｃａｆｅ　うーるー サービス 飲食業 5%

100,534 新潟県 長岡市 Ｃａｆｆｅ＆Ｂａｒ　ＰＡＳＳＡＧＥ サービス 飲食業 5%

100,535 新潟県 長岡市 株式会社アステラ サービス その他サービス 5%

100,536 新潟県 長岡市 株式会社イマイエネルギー　長岡東バイパス営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,537 新潟県 長岡市 株式会社イマイエネルギー 福道営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,538 新潟県 長岡市 株式会社高田屋商店 小売業 食料品 5%

100,539 新潟県 長岡市 株式会社タチカワ　長岡支店　内藤孝夫 サービス その他サービス 5%

100,540 新潟県 長岡市 （株式会社ティーエフニイガタ）美容室ＴＡＫＩ長岡東店 サービス 理容・美容業 5%

100,541 新潟県 長岡市 株式会社原田通機 サービス その他サービス 5%

100,542 新潟県 長岡市 髪工房フィーノ サービス 理容・美容業 5%

100,543 新潟県 長岡市 髪床らいと サービス 理容・美容業 5%

100,544 新潟県 長岡市 カメラショップユザワ　喜多町店 小売業 電化製品 5%

100,545 新潟県 長岡市 カメラショップユザワ　今朝白店 小売業 電化製品 5%

100,546 新潟県 長岡市 カメラショップユザワ　栃尾店 小売業 電化製品 5%

100,547 新潟県 長岡市 カメラショップユザワ　長岡川崎店 小売業 電化製品 5%

100,548 新潟県 長岡市 カラオケ　ファスター サービス その他サービス 5%
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100,549 新潟県 長岡市 カルバン長岡店 小売業 その他小売 5%

100,550 新潟県 長岡市 カルビ牧場長岡店 サービス 飲食業 5%

100,551 新潟県 長岡市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋イエローハットシティ長岡店 サービス 飲食業 2%

100,552 新潟県 長岡市 ガレージ・カワカミ サービス その他サービス 5%

100,553 新潟県 長岡市 川口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,554 新潟県 長岡市 川崎 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,555 新潟県 長岡市 川崎電化商会　川崎電化商会 小売業 電化製品 5%

100,556 新潟県 長岡市 川庄米穀店 小売業 食料品 5%

100,557 新潟県 長岡市 カンダプロセス サービス その他サービス 5%

100,558 新潟県 長岡市 神林精肉店 小売業 食料品 5%

100,559 新潟県 長岡市 きしん サービス 飲食業 5%

100,560 新潟県 長岡市 北日本補聴器センター長岡店 小売業 その他小売 5%

100,561 新潟県 長岡市 きねふち電機商会 小売業 電化製品 5%

100,562 新潟県 長岡市 Ｇｉｍｍｉｃｋ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

100,563 新潟県 長岡市 木村床や サービス 理容・美容業 5%

100,564 新潟県 長岡市 きもの京紅　長岡店 サービス 宿泊業 5%

100,565 新潟県 長岡市 牛角長岡店 サービス 飲食業 2%

100,566 新潟県 長岡市 Ｃｕｂｉｃ サービス 理容・美容業 5%

100,567 新潟県 長岡市 キンキラハイボール酒場 サービス 飲食業 5%

100,568 新潟県 長岡市 くいどころ　里味　川崎店 サービス 飲食業 5%

100,569 新潟県 長岡市 くいどころ里味　堺店 サービス 飲食業 5%

100,570 新潟県 長岡市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ長岡店 小売業 その他小売 5%

100,571 新潟県 長岡市 くすり　資生堂化粧品扇長 小売業 その他小売 5%

100,572 新潟県 長岡市 ＧＬＡＭ　ＨＡＩＲ　（グラムヘア） サービス 理容・美容業 5%

100,573 新潟県 長岡市 グランピエール 大石 小売業 食料品 5%

100,574 新潟県 長岡市 くるまの楽々車 サービス その他サービス 5%

100,575 新潟県 長岡市 クロエクロウ サービス その他サービス 5%

100,576 新潟県 長岡市 桑原電気 小売業 電化製品 5%

100,577 新潟県 長岡市 ｇａｍｅ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

100,578 新潟県 長岡市 ゲイムヘア サービス 理容・美容業 5%

100,579 新潟県 長岡市 セブンーイレブンＫＯＹＯ立川綜合病院店 小売業 食料品 2%

100,580 新潟県 長岡市 こしじ橋浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,581 新潟県 長岡市 小嶋屋　セゾン店 サービス 飲食業 5%

100,582 新潟県 長岡市 小嶋屋総本店　長岡喜多町店 サービス 飲食業 5%

100,583 新潟県 長岡市 コスモステージ三和 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,584 新潟県 長岡市 ごっつぉ厨房 和楽 長岡店 サービス 飲食業 5%

100,585 新潟県 長岡市 ごっつお厨房和楽長岡店 サービス 飲食業 5%

100,586 新潟県 長岡市 ごっつお厨房和楽長岡店 サービス 飲食業 5%

100,587 新潟県 長岡市 こども服のお店Ｌｉｎｋ８２ 小売業 衣料品 5%

100,588 新潟県 長岡市 ｋｏｎｏｔａｍｉ サービス その他サービス 5%

100,589 新潟県 長岡市 小林総本舗 小売業 食料品 5%

100,590 新潟県 長岡市 米屋　おおくら 小売業 食料品 5%
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100,591 新潟県 長岡市 小山工具 小売業 家具・調度品 5%

100,592 新潟県 長岡市 ゴルフファン長岡 小売業 その他小売 5%

100,593 新潟県 長岡市 ザ・プエブロ　長岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,594 新潟県 長岡市 ザ・プエブロショップ　柏崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,595 新潟県 長岡市 ＳＯＵＮＤＦＡＣＴＯＲＹ　Ｙｏｕ 小売業 その他小売 5%

100,596 新潟県 長岡市 サキナビューティーラウンジ長岡 小売業 その他小売 5%

100,597 新潟県 長岡市 さくらや釣具店 小売業 その他小売 5%

100,598 新潟県 長岡市 酒屋平成堂 酒屋平成堂 小売業 食料品 5%

100,599 新潟県 長岡市 佐藤豆腐店 小売業 食料品 5%

100,600 新潟県 長岡市 酒楽の里あさひ山長岡駅ナカ店 小売業 食料品 5%

100,601 新潟県 長岡市 Ｓａｌｕｄ Ｈａｉｒ ＳａｌｕｄＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

100,602 新潟県 長岡市 サルーン　長岡店 サービス 飲食業 5%

100,603 新潟県 長岡市 リサイクルショップサルフ 小売業 家具・調度品 5%

100,604 新潟県 長岡市 サロンドゥ・ディノ サービス 理容・美容業 5%

100,605 新潟県 長岡市 ビジネスホテル　サンパレス サービス 宿泊業 5%

100,606 新潟県 長岡市 三友電機工業所 小売業 電化製品 5%

100,607 新潟県 長岡市 Ｊーネットレンタカー長岡駅東口店 サービス その他サービス 5%

100,608 新潟県 長岡市 ＪＡＭＥＳ－長岡 小売業 衣料品 5%

100,609 新潟県 長岡市 ?Ｍｕ－ｔｅ サービス 理容・美容業 5%

100,610 新潟県 長岡市 ｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

100,611 新潟県 長岡市 地酒サンマート　地酒サンマート 小売業 食料品 5%

100,612 新潟県 長岡市 ＪｉＪＩ サービス 理容・美容業 5%

100,613 新潟県 長岡市 七福 サービス 飲食業 5%

100,614 新潟県 長岡市 七福 サービス 飲食業 5%

100,615 新潟県 長岡市 シートン動物病院長岡 サービス その他サービス 5%

100,616 新潟県 長岡市 しなのや 衣料品販売 小売業 衣料品 5%

100,617 新潟県 長岡市 渋海自動車 小売業 その他小売 5%

100,618 新潟県 長岡市 ジュピター長岡店 小売業 食料品 5%

100,619 新潟県 長岡市 シューマート　長岡マーケットモール店 小売業 衣料品 5%

100,620 新潟県 長岡市 ジョイコン 小売業 その他小売 5%

100,621 新潟県 長岡市 ＪＩＮＲＯＫＵ サービス 飲食業 5%

100,622 新潟県 長岡市 杉本米穀店 小売業 食料品 5%

100,623 新潟県 長岡市 すしｋｕｉ亭よってけ屋 サービス 飲食業 5%

100,624 新潟県 長岡市 スタイリッシュバー　マイガール サービス 飲食業 5%

100,625 新潟県 長岡市 スターダスト サービス 飲食業 5%

100,626 新潟県 長岡市 すたみな太郎　新長岡店 サービス 飲食業 5%

100,627 新潟県 長岡市 スポルト・ゴルフ　長岡店 小売業 その他小売 5%

100,628 新潟県 長岡市 スポルト・ゴルフスクール長岡 小売業 その他小売 5%

100,629 新潟県 長岡市 住まいのリフォーム専門店アクト　長岡店 小売業 その他小売 5%

100,630 新潟県 長岡市 炭吉商店　炭吉商店 小売業 食料品 5%

100,631 新潟県 長岡市 清造農園 小売業 食料品 5%

100,632 新潟県 長岡市 セジオ 小売業 衣料品 5%
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100,633 新潟県 長岡市 セシルヘアー Ｃ ＥＣＩＬＥ ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

100,634 新潟県 長岡市 セルフ寺泊大町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,635 新潟県 長岡市 セルフ長岡曙ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,636 新潟県 長岡市 セルフ長岡大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,637 新潟県 長岡市 セルフ長岡バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,638 新潟県 長岡市 セントラルコート　駅前店 サービス その他サービス 5%

100,639 新潟県 長岡市 セントラルコート　すずらん館 サービス その他サービス 5%

100,640 新潟県 長岡市 セントラルコート蓮潟店 サービス その他サービス 5%

100,641 新潟県 長岡市 セントラルコート　宮内店 サービス その他サービス 5%

100,642 新潟県 長岡市 全農 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,643 新潟県 長岡市 総合エネルギー 株  高見町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,644 新潟県 長岡市 総合電化正電 小売業 電化製品 5%

100,645 新潟県 長岡市 創作居酒屋繋 サービス 飲食業 5%

100,646 新潟県 長岡市 創作居酒屋蕾 サービス 飲食業 5%

100,647 新潟県 長岡市 第一楼長岡店 サービス その他サービス 5%

100,648 新潟県 長岡市 だいぜん 小売業 衣料品 5%

100,649 新潟県 長岡市 ダイニング・カラオケグランピア サービス その他サービス 5%

100,650 新潟県 長岡市 ダイマック　長岡店 小売業 電化製品 5%

100,651 新潟県 長岡市 タイヤショップ　ホシノ 小売業 その他小売 5%

100,652 新潟県 長岡市 タイヤ天国　長岡店 小売業 その他小売 5%

100,653 新潟県 長岡市 タイヤ天国　長岡店 小売業 その他小売 5%

100,654 新潟県 長岡市 田覚商店 小売業 食料品 5%

100,655 新潟県 長岡市 たかさかＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,656 新潟県 長岡市 滝谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,657 新潟県 長岡市 竹徳かまぼこ長岡駅店 小売業 食料品 5%

100,658 新潟県 長岡市 竹日電機商会 サービス その他サービス 5%

100,659 新潟県 長岡市 ［ＨＣ］竹日電機商会 小売業 電化製品 5%

100,660 新潟県 長岡市 たこの壺 サービス 飲食業 5%

100,661 新潟県 長岡市 たこの壺はなれ一壷庵 サービス 飲食業 5%

100,662 新潟県 長岡市 タチカワ長岡支店（法人販売） サービス その他サービス 5%

100,663 新潟県 長岡市 田中清助商店　田中清助商店本店 小売業 食料品 5%

100,664 新潟県 長岡市 玉源 小売業 電化製品 5%

100,665 新潟県 長岡市 たまご薬局駅ビル店 小売業 その他小売 5%

100,666 新潟県 長岡市 たわら家 サービス 飲食業 5%

100,667 新潟県 長岡市 ｃｈｅｅｒｆｕｌ サービス その他サービス 5%

100,668 新潟県 長岡市 ちゃーしゅうや武蔵長岡駅店 サービス 飲食業 5%

100,669 新潟県 長岡市 セブン－イレブン中越川口店 小売業 食料品 2%

100,670 新潟県 長岡市 セブン－イレブン中越中之島店 小売業 食料品 2%

100,671 新潟県 長岡市 セブン－イレブン中越来迎寺店 小売業 食料品 2%

100,672 新潟県 長岡市 中華大吉　今朝白店 サービス 飲食業 5%

100,673 新潟県 長岡市 中国酒ダイニング巴馬 サービス 飲食業 5%

100,674 新潟県 長岡市 つり具のトミー 小売業 その他小売 5%
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100,675 新潟県 長岡市 株式会社　ティックス 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,676 新潟県 長岡市 鉄工町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,677 新潟県 長岡市 ＤＥＰＯＴ５０　長岡店 小売業 家具・調度品 5%

100,678 新潟県 長岡市 寺沢動物病院 サービス その他サービス 5%

100,679 新潟県 長岡市 寺泊北新館 サービス 宿泊業 5%

100,680 新潟県 長岡市 寺泊Ｒ１１６ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,681 新潟県 長岡市 寺泊Ｒ１１６セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,682 新潟県 長岡市 セブン－イレブン寺泊大河津店 小売業 食料品 2%

100,683 新潟県 長岡市 寺泊倉庫 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,684 新潟県 長岡市 寺泊東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,685 新潟県 長岡市 寺泊岬温泉ホテル飛鳥 サービス 宿泊業 5%

100,686 新潟県 長岡市 デリカショップ　バーデンバーデン サービス 飲食業 5%

100,687 新潟県 長岡市 ＤＥＬＩ ＣＡＦＥ テッチーナ クッチーナ ＤＥＬＩ ＣＡＦＥ テッチーナ クッチーナ サービス 飲食業 5%

100,688 新潟県 長岡市 電化のヤマギシ 小売業 電化製品 5%

100,689 新潟県 長岡市 でんきと住まいのオオツカ 小売業 電化製品 5%

100,690 新潟県 長岡市 でんきと住まいのさとう 小売業 電化製品 5%

100,691 新潟県 長岡市 でんきと住まいのただ 小売業 電化製品 5%

100,692 新潟県 長岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ古正寺店 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,693 新潟県 長岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ長岡インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,694 新潟県 長岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ七日町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,695 新潟県 長岡市 ドクタードライブ長岡 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,696 新潟県 長岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ長岡蔵王ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,697 新潟県 長岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東長岡店 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,698 新潟県 長岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅブラーバ喜多町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,699 新潟県 長岡市 栃尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,700 新潟県 長岡市 トヨタカローラ北越長岡要町店 小売業 その他小売 5%

100,701 新潟県 長岡市 トヨタカローラ北越長岡西店 小売業 その他小売 5%

100,702 新潟県 長岡市 トヨタ部品新潟共販長岡営業所 サービス その他サービス 5%

100,703 新潟県 長岡市 トヨタレンタリース新潟長岡店 サービス その他サービス 2%

100,704 新潟県 長岡市 トヨタレンタリース新潟長岡インター店 サービス その他サービス 2%

100,705 新潟県 長岡市 トラットリア　ベルフィーゴ サービス 飲食業 5%

100,706 新潟県 長岡市 とりせい 小売業 食料品 5%

100,707 新潟県 長岡市 とんかつ太郎　小国店　とんかつ太郎小国店 サービス 飲食業 5%

100,708 新潟県 長岡市 長岡小嶋屋　本店 サービス 飲食業 5%

100,709 新潟県 長岡市 長岡曙ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,710 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡旭町店 小売業 食料品 2%

100,711 新潟県 長岡市 セブンーイレブン長岡新町店 小売業 食料品 2%

100,712 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡石動町店 小売業 食料品 2%

100,713 新潟県 長岡市 長岡営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,714 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡駅東口通り店 小売業 食料品 2%

100,715 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡大島本町３丁目店 小売業 食料品 2%

100,716 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡小国町店 小売業 食料品 2%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

100,717 新潟県 長岡市 セブンーイレブン長岡表町店 小売業 食料品 2%

100,718 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡上岩井店 小売業 食料品 2%

100,719 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡上富岡店 小売業 食料品 2%

100,720 新潟県 長岡市 長岡カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

100,721 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡喜多町店 小売業 食料品 2%

100,722 新潟県 長岡市 長岡甲羅　本店 サービス 飲食業 5%

100,723 新潟県 長岡市 長岡甲羅　本店 サービス 飲食業 5%

100,724 新潟県 長岡市 長岡小嶋屋 サービス 飲食業 5%

100,725 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡古正寺店 小売業 食料品 2%

100,726 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡下々条店 小売業 食料品 2%

100,727 新潟県 長岡市 長岡商品センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,728 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡新組町店 小売業 食料品 2%

100,729 新潟県 長岡市 長岡新産ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,730 新潟県 長岡市 長岡石材センター 小売業 その他小売 5%

100,731 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡関原南店 小売業 食料品 2%

100,732 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡高島町店 小売業 食料品 2%

100,733 新潟県 長岡市 長岡タクシー　本社 サービス 運輸業 5%

100,734 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡堤町店 小売業 食料品 2%

100,735 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡寺島町店 小売業 食料品 2%

100,736 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡豊田町店 小売業 食料品 2%

100,737 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡中沢４丁目店 小売業 食料品 2%

100,738 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡中島７丁目店 小売業 食料品 2%

100,739 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡永田店 小売業 食料品 2%

100,740 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡西千手店 小売業 食料品 2%

100,741 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡日赤町１丁目店 小売業 食料品 2%

100,742 新潟県 長岡市 長岡ニュ―タウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,743 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡蓮潟店 小売業 食料品 2%

100,744 新潟県 長岡市 長岡東バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,745 新潟県 長岡市 長岡文化ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,746 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡北陽店 小売業 食料品 2%

100,747 新潟県 長岡市 長岡南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,748 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡南七日町店 小売業 食料品 2%

100,749 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡宮内駅前通り店 小売業 食料品 2%

100,750 新潟県 長岡市 セブン－イレブン長岡宮関店 小売業 食料品 2%

100,751 新潟県 長岡市 長岡野菜加工研究会 小売業 食料品 5%

100,752 新潟県 長岡市 長岡やなぎ庵 サービス 飲食業 5%

100,753 新潟県 長岡市 中島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,754 新潟県 長岡市 中之島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,755 新潟県 長岡市 中之島東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,756 新潟県 長岡市 ナカムラ画材 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

100,757 新潟県 長岡市 なんじゃ村旭岡店 小売業 その他小売 5%

100,758 新潟県 長岡市 なんじゃ村喜多町店 小売業 その他小売 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

100,759 新潟県 長岡市 ニイガタエイド　長岡店 小売業 その他小売 5%

100,760 新潟県 長岡市 新潟中央部品長岡店 小売業 その他小売 5%

100,761 新潟県 長岡市 新潟日産自動車　長岡新産店 小売業 その他小売 5%

100,762 新潟県 長岡市 ニコラス サービス 飲食業 5%

100,763 新潟県 長岡市 西脇酒食品店 小売業 食料品 5%

100,764 新潟県 長岡市 西脇理容所 サービス 理容・美容業 5%

100,765 新潟県 長岡市 ニッセンシェイプサロン・ド・ディア 小売業 衣料品 5%

100,766 新潟県 長岡市 ネイルスタジオＡ サービス 理容・美容業 5%

100,767 新潟県 長岡市 Ｎａｉｌｂａｓｅ　ｍｉｃｈｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

100,768 新潟県 長岡市 ＮＯ（Ｎ）ＡＭＥ？ サービス 理容・美容業 5%

100,769 新潟県 長岡市 野上米穀 小売業 食料品 5%

100,770 新潟県 長岡市 能登電気商会 小売業 電化製品 5%

100,771 新潟県 長岡市 ＢＡＲＤＥＮーＢＡＲＤＥＮ（バーデンバーデン）長岡駅前店 サービス 飲食業 5%

100,772 新潟県 長岡市 Ｂａｒ　久保田 サービス 飲食業 5%

100,773 新潟県 長岡市 蓮潟ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,774 新潟県 長岡市 ＨＡＣＨＩＴＥＮ 小売業 衣料品 5%

100,775 新潟県 長岡市 ＨＡＣＨＩＴＥＮ 小売業 衣料品 5%

100,776 新潟県 長岡市 はな正ＣｏＣｏＬｏ長岡店 小売業 その他小売 5%

100,777 新潟県 長岡市 花のコメサン　喜多町店 小売業 家具・調度品 5%

100,778 新潟県 長岡市 花のコメサン千手本店 小売業 家具・調度品 5%

100,779 新潟県 長岡市 早川米穀店 小売業 食料品 5%

100,780 新潟県 長岡市 薔薇電化 小売業 電化製品 5%

100,781 新潟県 長岡市 Ｐａｒａｄｅ長岡アークガレリア店 小売業 その他小売 5%

100,782 新潟県 長岡市 Ｐａｒａｄｅ　長岡アークガレリア店 小売業 衣料品 5%

100,783 新潟県 長岡市 パワーフィッシング 小売業 その他小売 5%

100,784 新潟県 長岡市 パワーフィッシング 小売業 その他小売 5%

100,785 新潟県 長岡市 ＨａｎｇＬｏｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

100,786 新潟県 長岡市 Ｂａｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

100,787 新潟県 長岡市 日越 小売業 その他小売 5%

100,788 新潟県 長岡市 ＢｉｓｈｏｄｏＴＲＵＥ店 小売業 その他小売 5%

100,789 新潟県 長岡市 美食倶楽部　まる和 サービス 飲食業 5%

100,790 新潟県 長岡市 ピッツエリア長岡インター店 サービス 飲食業 5%

100,791 新潟県 長岡市 美味探究の宿　住吉屋 サービス 宿泊業 5%

100,792 新潟県 長岡市 ピュアやまざき 小売業 衣料品 5%

100,793 新潟県 長岡市 ビューティのあ サービス 理容・美容業 5%

100,794 新潟県 長岡市 美容室ａｍｕｓｅ【アミューズ】 サービス 理容・美容業 5%

100,795 新潟県 長岡市 美容室おぐに サービス 理容・美容業 5%

100,796 新潟県 長岡市 美容室ローランサン サービス 理容・美容業 5%

100,797 新潟県 長岡市 廣田建具店 サービス その他サービス 5%

100,798 新潟県 長岡市 備長炭焼肉てんてん長岡蓮潟店 サービス 飲食業 5%

100,799 新潟県 長岡市 ファイブワン 小売業 その他小売 5%

100,800 新潟県 長岡市 ファーストコンタクト長岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

100,801 新潟県 長岡市 ファッションショップ　ケラ 小売業 衣料品 5%

100,802 新潟県 長岡市 ファンタジー　ワールド サービス 飲食業 5%

100,803 新潟県 長岡市 ファンタジー　ワールド サービス 飲食業 5%

100,804 新潟県 長岡市 Ｂｏｏ ｓ Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

100,805 新潟県 長岡市 ｆｏｏｄ　ｐａｎｔｒｙ　寺泊　ひろた 小売業 その他小売 5%

100,806 新潟県 長岡市 フエキ・サウンド・クリエイト サービス その他サービス 5%

100,807 新潟県 長岡市 フォンテ サービス 飲食業 5%

100,808 新潟県 長岡市 深澤理容所 サービス 理容・美容業 5%

100,809 新潟県 長岡市 福寿園長岡駅店 小売業 食料品 5%

100,810 新潟県 長岡市 福原ミート 小売業 食料品 5%

100,811 新潟県 長岡市 福原ミート 小売業 食料品 5%

100,812 新潟県 長岡市 福道 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,813 新潟県 長岡市 フジヤマ果実店 サービス その他サービス 5%

100,814 新潟県 長岡市 豚専酒場　樹 サービス 飲食業 5%

100,815 新潟県 長岡市 ふとんのまるみや 小売業 家具・調度品 5%

100,816 新潟県 長岡市 船栄 サービス 飲食業 5%

100,817 新潟県 長岡市 ブラーバ千歳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,818 新潟県 長岡市 プライオリティ・オプティシャンズ 小売業 その他小売 5%

100,819 新潟県 長岡市 フランス酒場　ｍｅｌｉ?ｍｅｌｏ サービス 飲食業 5%

100,820 新潟県 長岡市 ブルーコーン サービス その他サービス 5%

100,821 新潟県 長岡市 ふるさと長岡店 小売業 その他小売 5%

100,822 新潟県 長岡市 フレンチダイニング　アシェット サービス 飲食業 5%

100,823 新潟県 長岡市 フレンドココロ長岡店 サービス 飲食業 5%

100,824 新潟県 長岡市 文具館タキザワ長岡店 小売業 その他小売 5%

100,825 新潟県 長岡市 文信堂書店　技大店 小売業 食料品 5%

100,826 新潟県 長岡市 文信堂長岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

100,827 新潟県 長岡市 ヘアーアンドフェイスカワサキ サービス 理容・美容業 5%

100,828 新潟県 長岡市 Ｈａｉｒ　ＳＴ　ＯＧＯＳＥ サービス 理容・美容業 5%

100,829 新潟県 長岡市 ｈａｉｒ ｇａｒｄｅｎ Ｒｏｌｄ 長岡店 サービス 理容・美容業 5%

100,830 新潟県 長岡市 Ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ Ｏｋａｗａ サービス 理容・美容業 5%

100,831 新潟県 長岡市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｏｋａｗａ サービス 理容・美容業 5%

100,832 新潟県 長岡市 ヘアーサロンやまだ サービス 理容・美容業 5%

100,833 新潟県 長岡市 Ｈａｉｒｓ　Ｄｏ？ サービス 理容・美容業 5%

100,834 新潟県 長岡市 ヘアーサロンヤマザキ サービス 理容・美容業 5%

100,835 新潟県 長岡市 ヘア×エステ　ＧａＤａＹ サービス 理容・美容業 5%

100,836 新潟県 長岡市 ｈａｉｒ　ｇａｒｄｅｎ　Ｒｏｌｄ　長岡 サービス 理容・美容業 5%

100,837 新潟県 長岡市 ヘアデザイン　ジョイ サービス 理容・美容業 5%

100,838 新潟県 長岡市 ベストメガネコンタクト 小売業 その他小売 5%

100,839 新潟県 長岡市 ペットステーションＳｈｉｎｙ サービス その他サービス 5%

100,840 新潟県 長岡市 ペリカンクリーニング福住店 サービス その他サービス 5%

100,841 新潟県 長岡市 ベルライム　長岡駅東口店 小売業 家具・調度品 5%

100,842 新潟県 長岡市 ベルライム長岡店 小売業 家具・調度品 5%
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100,843 新潟県 長岡市 ヘンテコ屋 小売業 衣料品 5%

100,844 新潟県 長岡市 ほぐしの名人 長岡蔵王店 サービス その他サービス 5%

100,845 新潟県 長岡市 ほぐしの名人　長岡アークガレリア店 サービス その他サービス 5%

100,846 新潟県 長岡市 北陸ホームエネルギー サービス その他サービス 5%

100,847 新潟県 長岡市 Ｂｏｓｃｏ サービス 飲食業 5%

100,848 新潟県 長岡市 ホットマンココロ長岡店 小売業 その他小売 5%

100,849 新潟県 長岡市 ほっとリラックスＮＩＣＯ サービス その他サービス 5%

100,850 新潟県 長岡市 株式会社ポラリス 小売業 電化製品 5%

100,851 新潟県 長岡市 ホワイトスピリッツセルフ長岡 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,852 新潟県 長岡市 本田電機商会 小売業 電化製品 5%

100,853 新潟県 長岡市 ホンダワークス サービス その他サービス 5%

100,854 新潟県 長岡市 マクドナルドイオン長岡店 サービス 飲食業 2%

100,855 新潟県 長岡市 マクドナルド長岡リップス店 サービス 飲食業 2%

100,856 新潟県 長岡市 マクドナルド宮内原信店 サービス 飲食業 2%

100,857 新潟県 長岡市 マクドナルドリバーサイド千秋店 サービス 飲食業 2%

100,858 新潟県 長岡市 増田理容所 サービス 理容・美容業 5%

100,859 新潟県 長岡市 ヘアースタジオマッシュ サービス 理容・美容業 5%

100,860 新潟県 長岡市 まとい鮨 サービス 飲食業 5%

100,861 新潟県 長岡市 ママイクコ　長岡 小売業 その他小売 5%

100,862 新潟県 長岡市 マリ－ナ長岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,863 新潟県 長岡市 マルイ新組店 小売業 食料品 5%

100,864 新潟県 長岡市 マルイ寺泊店 小売業 食料品 5%

100,865 新潟県 長岡市 マルイ栃尾店 小売業 食料品 5%

100,866 新潟県 長岡市 マルイ長岡学校町店 小売業 食料品 5%

100,867 新潟県 長岡市 マルイ中之島店 小売業 食料品 5%

100,868 新潟県 長岡市 マルイ与板店 小売業 食料品 5%

100,869 新潟県 長岡市 丸正無線電機商会 小売業 電化製品 5%

100,870 新潟県 長岡市 まんまらろ サービス 飲食業 5%

100,871 新潟県 長岡市 みさち 小売業 衣料品 5%

100,872 新潟県 長岡市 ミスタードーナツＣｏＣｏＬｏ長岡ショップ サービス 飲食業 2%

100,873 新潟県 長岡市 水村電機 小売業 電化製品 5%

100,874 新潟県 長岡市 南長岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,875 新潟県 長岡市 宮脇書店　長岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

100,876 新潟県 長岡市 ＪＭ／メガネのいたば 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,877 新潟県 長岡市 メガネの富士　長岡店 小売業 その他小売 5%

100,878 新潟県 長岡市 もみかる長岡古正寺店 サービス その他サービス 5%

100,879 新潟県 長岡市 焼肉しゃぶしゃぶＣＨＡ－ＣＨＡ長 サービス 飲食業 5%

100,880 新潟県 長岡市 ヤスダヨーグルトＣｏＣｏＬｏ長岡店 小売業 食料品 5%

100,881 新潟県 長岡市 やすらぎの宿 夕華 やすらぎの宿 夕華   ゆうはな サービス 宿泊業 5%

100,882 新潟県 長岡市 宿ＷＥＢコンシェル サービス その他サービス 5%

100,883 新潟県 長岡市 やなぎ味噌 小売業 食料品 5%

100,884 新潟県 長岡市 山崎自動車 サービス その他サービス 5%
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100,885 新潟県 長岡市 やまたい酒店 小売業 その他小売 5%

100,886 新潟県 長岡市 やまたに電機 小売業 電化製品 5%

100,887 新潟県 長岡市 山築 サービス その他サービス 5%

100,888 新潟県 長岡市 ヤマトモータース 小売業 その他小売 5%

100,889 新潟県 長岡市 ゆいまーる古正寺店 サービス その他サービス 5%

100,890 新潟県 長岡市 ゆいまーる川崎店 サービス その他サービス 5%

100,891 新潟県 長岡市 有限会社　三和米穀 小売業 食料品 5%

100,892 新潟県 長岡市 有限会社五十嵐酒店 小売業 食料品 5%

100,893 新潟県 長岡市 有限会社加坪屋時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,894 新潟県 長岡市 有限会社かわだ自動車 サービス その他サービス 5%

100,895 新潟県 長岡市 有限会社タイヤプラザ長岡 小売業 その他小売 5%

100,896 新潟県 長岡市 ＪＭ／有限会社高橋電光社 小売業 電化製品 5%

100,897 新潟県 長岡市 有限会社太刀川写真館 サービス その他サービス 5%

100,898 新潟県 長岡市 有限会社長岡ハムセンター 小売業 電化製品 5%

100,899 新潟県 長岡市 有限会社バイクワン 小売業 その他小売 5%

100,900 新潟県 長岡市 遊食居酒屋 なじらてい サービス 飲食業 5%

100,901 新潟県 長岡市 夢大陸　長岡店 小売業 その他小売 5%

100,902 新潟県 長岡市 与板南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,903 新潟県 長岡市 腰痛ケアスタジオＬｉｎｅｓ． サービス 理容・美容業 5%

100,904 新潟県 長岡市 吉田自動車 サービス その他サービス 5%

100,905 新潟県 長岡市 よもぎひら温泉　和泉屋 サービス 宿泊業 5%

100,906 新潟県 長岡市 らあめん天山　長岡店　らあめん天山　長岡店 サービス 飲食業 5%

100,907 新潟県 長岡市 ライトハウス 小売業 電化製品 5%

100,908 新潟県 長岡市 ライトハウスこしじ店 小売業 電化製品 5%

100,909 新潟県 長岡市 ライフナビ・ＥＮＤＯ 小売業 電化製品 5%

100,910 新潟県 長岡市 Ｌａｚｕｌｙ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

100,911 新潟県 長岡市 ＬＡ　ＰＯＲＴＡ　ＢＬＵ 小売業 食料品 5%

100,912 新潟県 長岡市 Ｒｉｚｕｍｕ　ｈａｉｒ　　　ｓｈａｖｅ　Ｒｉｚｕｍｕ　ｈａｉｒ　　　ｓｈａｖｅ サービス 理容・美容業 5%

100,913 新潟県 長岡市 リバーサイド千秋ショップ サービス その他サービス 5%

100,914 新潟県 長岡市 理容あづさ サービス 理容・美容業 5%

100,915 新潟県 長岡市 良食生活館　きたまち店 小売業 食料品 5%

100,916 新潟県 長岡市 リラックスルームスマイル サービス 理容・美容業 5%

100,917 新潟県 長岡市 Ｌｉｎｋ８２ 小売業 衣料品 5%

100,918 新潟県 長岡市 ル・クール川崎店 サービス 理容・美容業 5%

100,919 新潟県 長岡市 ＲＯＵＴＥ７１ サービス 理容・美容業 5%

100,920 新潟県 長岡市 ルナ・ニシワキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,921 新潟県 長岡市 レストラン三宝　長岡宮内店 サービス 飲食業 5%

100,922 新潟県 長岡市 ＬｏｃａｌＢａｒｂｅｒＣＯＮＴＯ サービス 理容・美容業 5%

100,923 新潟県 長岡市 ローズマリーガーデン サービス 飲食業 5%

100,924 新潟県 長岡市 脇野町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,925 新潟県 長岡市 和雑貨の店わがんせ 小売業 その他小売 5%

100,926 新潟県 長岡市 和ダイニング朔 サービス 飲食業 5%
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100,927 新潟県 長岡市 私の休日ＣｏＣｏＬｏ長岡店 小売業 その他小売 5%

100,928 新潟県 長岡市 ワタナベ靴店 小売業 衣料品 5%

100,929 新潟県 長岡市 渡辺仁税理士事務所　渡辺仁税理士事務所 サービス その他サービス 5%

100,930 新潟県 長岡市 和風創作居酒屋　道 サービス 飲食業 5%

100,931 新潟県 長岡市 和ＭＡＫＥダイニング月乃兎 サービス 飲食業 5%

100,932 新潟県 新潟市 アーベン 小売業 衣料品 5%

100,933 新潟県 新潟市 Ｉ．ｅｃｏ サービス その他サービス 5%

100,934 新潟県 新潟市 ＩＴＩｍｏｔｏｒｓ サービス その他サービス 5%

100,935 新潟県 新潟市 ＥＹＥＰＲＯＴＥＣＴＩＯＮ　ｅｙｅｃｕｅ 小売業 その他小売 5%

100,936 新潟県 新潟市 赤たぬき　駅南店 サービス 飲食業 5%

100,937 新潟県 新潟市 赤たぬき　古町店 サービス 飲食業 5%

100,938 新潟県 新潟市 赤たぬき　古町店 サービス 飲食業 5%

100,939 新潟県 新潟市 赤たぬき　弁天店 サービス 飲食業 5%

100,940 新潟県 新潟市 あかね動物病院 サービス その他サービス 5%

100,941 新潟県 新潟市 アキヤマ豊栄内島見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,942 新潟県 新潟市 秋吉　新潟西堀店 サービス その他サービス 5%

100,943 新潟県 新潟市 アクト　青山スタジオ 小売業 家具・調度品 5%

100,944 新潟県 新潟市 アクト万代店 小売業 家具・調度品 5%

100,945 新潟県 新潟市 アクト流通店 小売業 家具・調度品 5%

100,946 新潟県 新潟市 あさい動物病院 サービス その他サービス 5%

100,947 新潟県 新潟市 朝倉家具 小売業 家具・調度品 5%

100,948 新潟県 新潟市 朝日ライフサポート サービス その他サービス 5%

100,949 新潟県 新潟市 アシストＩＮＣ青山店 小売業 その他小売 5%

100,950 新潟県 新潟市 ＠ＨＯＭＥ サービス 理容・美容業 5%

100,951 新潟県 新潟市 アップル車検新潟　巻店 サービス その他サービス 5%

100,952 新潟県 新潟市 ＡＴＥＣ サービス その他サービス 5%

100,953 新潟県 新潟市 ア・ドゥヘアー サービス 理容・美容業 5%

100,954 新潟県 新潟市 ア・ドゥヘアーヴィス サービス 理容・美容業 5%

100,955 新潟県 新潟市 ａｄｏｒａｂｌｅ サービス 理容・美容業 5%

100,956 新潟県 新潟市 ａｄｏｒａｂｌｅ　ｄｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

100,957 新潟県 新潟市 ａｄｏｒａｂｌｅ　はなみずき店 サービス 理容・美容業 5%

100,958 新潟県 新潟市 ａｄｏｒａｂｌｅ　万代店 サービス 理容・美容業 5%

100,959 新潟県 新潟市 ａｄｏｒａｂｌｅ　女池店 サービス 理容・美容業 5%

100,960 新潟県 新潟市 アトリエ　ＦｕｌｕＦｕｌｕ 小売業 その他小売 5%

100,961 新潟県 新潟市 ａｆｆｅｔｔｏ サービス 理容・美容業 5%

100,962 新潟県 新潟市 ａｐｒｅｓ　はなみずき店 サービス 理容・美容業 5%

100,963 新潟県 新潟市 ａｐｒｅｓ　本店 サービス 理容・美容業 5%

100,964 新潟県 新潟市 阿部額縁店 小売業 家具・調度品 5%

100,965 新潟県 新潟市 あぽろん 小売業 その他小売 5%

100,966 新潟県 新潟市 あぽろん　イオン新潟西店 小売業 その他小売 5%

100,967 新潟県 新潟市 あぽろん　駅南店 小売業 その他小売 5%

100,968 新潟県 新潟市 あぽろんｅ－ｓｈｏｐ　新潟店 小売業 その他小売 5%
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100,969 新潟県 新潟市 アミング亀貝店 小売業 その他小売 5%

100,970 新潟県 新潟市 アミング新潟店 小売業 その他小売 5%

100,971 新潟県 新潟市 アミング牡丹山店 小売業 その他小売 5%

100,972 新潟県 新潟市 綾子舞本舗タカハシ 小売業 食料品 5%

100,973 新潟県 新潟市 ＡＬＬＥＹＳ　ＮＥＷＹＯＲＫ サービス 飲食業 5%

100,974 新潟県 新潟市 ＡＬＯＵ’ＳＨＡＩＲ＆ｎｉｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

100,975 新潟県 新潟市 ＡｒｔｉｓａｎＷｏｒｋｓｂｙＡｔｅｌｉｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

100,976 新潟県 新潟市 アルビレックスショップオレンジガーデン 小売業 その他小売 5%

100,977 新潟県 新潟市 アルプスジュエリー　Ｎｏ．１ 小売業 その他小売 5%

100,978 新潟県 新潟市 アンコトントキ工房 サービス その他サービス 5%

100,979 新潟県 新潟市 安藤整体療術院 サービス その他サービス 5%

100,980 新潟県 新潟市 イエストボディーショップ サービス その他サービス 5%

100,981 新潟県 新潟市 イエストボディーショップ サービス その他サービス 5%

100,982 新潟県 新潟市 イオン亀田店 サービス その他サービス 5%

100,983 新潟県 新潟市 イオン新潟青山店 小売業 衣料品 5%

100,984 新潟県 新潟市 （株）いかの墨　新潟駅前店 サービス 飲食業 5%

100,985 新潟県 新潟市 行形亭 サービス 飲食業 5%

100,986 新潟県 新潟市 イケダクリーニング　イケダクリーニング サービス その他サービス 5%

100,987 新潟県 新潟市 池乗酒店 小売業 食料品 5%

100,988 新潟県 新潟市 居酒屋　鳥金 サービス 飲食業 5%

100,989 新潟県 新潟市 イザワ靴店 小売業 衣料品 5%

100,990 新潟県 新潟市 イザワ靴店　出来島店 小売業 衣料品 5%

100,991 新潟県 新潟市 イザワ靴店　程島店 小売業 衣料品 5%

100,992 新潟県 新潟市 石焼ステーキ　贅　小新店 サービス 飲食業 5%

100,993 新潟県 新潟市 石焼ステーキ贅　亀田店 サービス 飲食業 5%

100,994 新潟県 新潟市 石焼ステーキ贅　新潟松崎店 サービス 飲食業 5%

100,995 新潟県 新潟市 いずみや 小売業 家具・調度品 5%

100,996 新潟県 新潟市 １１６セキヤＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,997 新潟県 新潟市 セルフ１１６西川店 小売業 ガソリンスタンド 2%

100,998 新潟県 新潟市 いちまん 小売業 食料品 5%

100,999 新潟県 新潟市 株式会社一真堂　新潟万代店 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,000 新潟県 新潟市 一真堂　桜木インター店 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,001 新潟県 新潟市 壱勢 サービス 飲食業 5%

101,002 新潟県 新潟市 ＩＰＰＵＫＵ酒家えん サービス 飲食業 5%

101,003 新潟県 新潟市 いなづき美容室 サービス 理容・美容業 5%

101,004 新潟県 新潟市 井ノ川漢方整体 サービス その他サービス 5%

101,005 新潟県 新潟市 イマージュ　新潟青山店 小売業 その他小売 5%

101,006 新潟県 新潟市 イマージュ　新潟本店 小売業 その他小売 5%

101,007 新潟県 新潟市 今代司酒造直販所 小売業 食料品 5%

101,008 新潟県 新潟市 岩室ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,009 新潟県 新潟市 インディオｂｙかざま 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,010 新潟県 新潟市 Ｉｎｔｅｌｉｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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101,011 新潟県 新潟市 ＩＮＴＥＮＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

101,012 新潟県 新潟市 ＩｎｔｅｎｔｉｏｎＬｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

101,013 新潟県 新潟市 上松モータース サービス その他サービス 5%

101,014 新潟県 新潟市 ウエルアップＦＣ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,015 新潟県 新潟市 ウオエイ　石山店 小売業 食料品 5%

101,016 新潟県 新潟市 ウオエイ　荻川店 小売業 食料品 5%

101,017 新潟県 新潟市 ウオエイ　金巻店 小売業 食料品 5%

101,018 新潟県 新潟市 ウオエイ　国道店 小売業 食料品 5%

101,019 新潟県 新潟市 ウォッチケア サービス その他サービス 5%

101,020 新潟県 新潟市 ウオロク馬越店 サービス その他サービス 5%

101,021 新潟県 新潟市 ウオロク牡丹山店 サービス その他サービス 5%

101,022 新潟県 新潟市 内野タクシー サービス その他サービス 5%

101,023 新潟県 新潟市 内野東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,024 新潟県 新潟市 海の洋館ネルソンの庭 サービス 飲食業 5%

101,025 新潟県 新潟市 株式会社　エーアイディー新潟店 小売業 家具・調度品 5%

101,026 新潟県 新潟市 エイブル・カー・ニイガタ サービス その他サービス 5%

101,027 新潟県 新潟市 駅前漁港 サービス 飲食業 5%

101,028 新潟県 新潟市 駅前漁港　炙りや サービス 飲食業 5%

101,029 新潟県 新潟市 駅前漁港　二階や サービス 飲食業 5%

101,030 新潟県 新潟市 ｅｋｉｍａｅＦｒｅｎｃｈＥｓｓａＥｓｓａ サービス 飲食業 5%

101,031 新潟県 新潟市 江口屋酒店 小売業 食料品 5%

101,032 新潟県 新潟市 江口屋酒店 小売業 食料品 5%

101,033 新潟県 新潟市 Ｅ’ＣＬＡＴ サービス 理容・美容業 5%

101,034 新潟県 新潟市 エコロン坂井東店 サービス その他サービス 5%

101,035 新潟県 新潟市 ＡＪ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

101,036 新潟県 新潟市 エスダイヤモンドネイル サービス 理容・美容業 5%

101,037 新潟県 新潟市 エスタブエナ 小売業 衣料品 5%

101,038 新潟県 新潟市 越後一会　十郎 サービス 飲食業 5%

101,039 新潟県 新潟市 越後ガスサービス 小売業 その他小売 5%

101,040 新潟県 新潟市 越後獅子のさかたやＣｏＣｏＬｏ万代店 小売業 食料品 5%

101,041 新潟県 新潟市 越後獅子のさかたやＣｏＣｏＬｏ本館店 小売業 食料品 5%

101,042 新潟県 新潟市 越後せんべい浜島 小売業 食料品 5%

101,043 新潟県 新潟市 越後茶屋 松崎店 サービス 飲食業 5%

101,044 新潟県 新潟市 越後茶屋 総本店 サービス 飲食業 5%

101,045 新潟県 新潟市 越後茶屋 古町酒房 サービス 飲食業 5%

101,046 新潟県 新潟市 越後の旬と地酒えびす鯛 サービス 飲食業 5%

101,047 新潟県 新潟市 越膳 サービス 宿泊業 5%

101,048 新潟県 新潟市 越前屋薬店 小売業 その他小売 5%

101,049 新潟県 新潟市 ＥＳＳＥＮＣＥ 小売業 衣料品 5%

101,050 新潟県 新潟市 ＥＳＳＥＮＣＥ２Ｆ 小売業 衣料品 5%

101,051 新潟県 新潟市 エービーエス新潟 サービス その他サービス 5%

101,052 新潟県 新潟市 えぷろん 小売業 食料品 5%
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101,053 新潟県 新潟市 ｍ・ｈｏｌｙ 小売業 衣料品 5%

101,054 新潟県 新潟市 ａｉｍｅｒｆｅｅｌイオンモール新潟南店 小売業 衣料品 5%

101,055 新潟県 新潟市 ａｕショップ　新潟亀貝 小売業 電化製品 5%

101,056 新潟県 新潟市 ａｕショップ新潟亀貝 小売業 電化製品 5%

101,057 新潟県 新潟市 ａｕショップ新津 小売業 電化製品 5%

101,058 新潟県 新潟市 オアズヘアービィグラッド サービス 理容・美容業 5%

101,059 新潟県 新潟市 大形ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,060 新潟県 新潟市 大阪屋ココロ万代店 小売業 食料品 5%

101,061 新潟県 新潟市 大阪屋ココロ本館店 小売業 食料品 5%

101,062 新潟県 新潟市 株式会社大島商会 サービス その他サービス 5%

101,063 新潟県 新潟市 大谷屋 小売業 衣料品 5%

101,064 新潟県 新潟市 大手薬品新潟和納店 小売業 その他小売 5%

101,065 新潟県 新潟市 オートサービス・イトウ サービス その他サービス 5%

101,066 新潟県 新潟市 大原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,067 新潟県 新潟市 オールディーズ サービス 飲食業 5%

101,068 新潟県 新潟市 ［ＨＣ］オガタデンキ 小売業 電化製品 5%

101,069 新潟県 新潟市 オカデンキ 小売業 電化製品 5%

101,070 新潟県 新潟市 小川 小売業 食料品 5%

101,071 新潟県 新潟市 おさかな亭 白根店 サービス 飲食業 5%

101,072 新潟県 新潟市 お宝中古市場　赤道店 小売業 その他小売 5%

101,073 新潟県 新潟市 お宝中古市場　赤道店 小売業 その他小売 5%

101,074 新潟県 新潟市 お宝中古市場　新潟本店 小売業 その他小売 5%

101,075 新潟県 新潟市 緒立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,076 新潟県 新潟市 オートガーデンサンスポット 小売業 その他小売 5%

101,077 新潟県 新潟市 おとぎ屋珈琲店 サービス 飲食業 5%

101,078 新潟県 新潟市 おとぎ屋珈琲店　亀貝店 サービス 飲食業 5%

101,079 新潟県 新潟市 おとぎ屋珈琲店　亀田店 サービス 飲食業 5%

101,080 新潟県 新潟市 お直しサロンアン・コトン サービス その他サービス 5%

101,081 新潟県 新潟市 お肉サロン　ヘラクレス サービス 飲食業 5%

101,082 新潟県 新潟市 小野自動車 サービス その他サービス 5%

101,083 新潟県 新潟市 ＯＲＩＳ　Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

101,084 新潟県 新潟市 御料理　京相模 サービス 飲食業 5%

101,085 新潟県 新潟市 御料理　京相模 サービス 飲食業 5%

101,086 新潟県 新潟市 カーペディエム新潟 小売業 その他小売 5%

101,087 新潟県 新潟市 海華亭かわい サービス 宿泊業 5%

101,088 新潟県 新潟市 会席　彩 サービス 飲食業 5%

101,089 新潟県 新潟市 懐石秀石菴 サービス 飲食業 5%

101,090 新潟県 新潟市 （個人）楓タクシー サービス 運輸業 5%

101,091 新潟県 新潟市 ＣＡＯＳ サービス 理容・美容業 5%

101,092 新潟県 新潟市 学生専門ＳＨＯＰマサヤ白根店 小売業 衣料品 5%

101,093 新潟県 新潟市 隠れや空間　夜座和 サービス 飲食業 5%

101,094 新潟県 新潟市 かざま 小売業 貴金属・服飾品 5%
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101,095 新潟県 新潟市 かざま本店 小売業 衣料品 5%

101,096 新潟県 新潟市 かじこじ サービス 理容・美容業 5%

101,097 新潟県 新潟市 ガスショップ　駅南店 小売業 ガソリンスタンド 5%

101,098 新潟県 新潟市 ガスショップ　豊栄店 小売業 ガソリンスタンド 5%

101,099 新潟県 新潟市 ガスショップ　早通店 小売業 ガソリンスタンド 5%

101,100 新潟県 新潟市 ガスショップ　万代店 小売業 ガソリンスタンド 5%

101,101 新潟県 新潟市 ガスショップ　松浜店 小売業 ガソリンスタンド 5%

101,102 新潟県 新潟市 ガスショップ　女池店 小売業 ガソリンスタンド 5%

101,103 新潟県 新潟市 ガスショップ　山木戸店 小売業 ガソリンスタンド 5%

101,104 新潟県 新潟市 ガスショップ　山の下店 小売業 ガソリンスタンド 5%

101,105 新潟県 新潟市 カスタム　セレクト 小売業 その他小売 5%

101,106 新潟県 新潟市 ガソリンショップ新潟亀田 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,107 新潟県 新潟市 ＣＵＴ サービス 理容・美容業 5%

101,108 新潟県 新潟市 CutCut新潟南 サービス 理容・美容業 5%

101,109 新潟県 新潟市 割烹　喜楽 サービス 飲食業 5%

101,110 新潟県 新潟市 割烹の宿　湖畔 サービス 宿泊業 5%

101,111 新潟県 新潟市 かとちゃんでんき　新潟店 小売業 電化製品 5%

101,112 新潟県 新潟市 ＫＡＤＯＹＡ　タウン４０３店 小売業 食料品 5%

101,113 新潟県 新潟市 カードラボ　新潟店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

101,114 新潟県 新潟市 寿司割烹　かね清 サービス 飲食業 5%

101,115 新潟県 新潟市 Ｃａｆｅ＆Ｂａｌ　Ｎａｔｕｒｅ サービス 飲食業 5%

101,116 新潟県 新潟市 ＣＡＦＥ　ＴＨＥ　ＲＡＤ サービス 飲食業 5%

101,117 新潟県 新潟市 カフェレストラン　シルフィード サービス 宿泊業 5%

101,118 新潟県 新潟市 株式会社エステック・ジャパン サービス その他サービス 5%

101,119 新潟県 新潟市 ［ＨＣ］株式会社コスモデンキ 小売業 電化製品 5%

101,120 新潟県 新潟市 株式会社小林石油ニュー白根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,121 新潟県 新潟市 株式会社三幸 小売業 食料品 5%

101,122 新潟県 新潟市 株式会社スペースアート サービス その他サービス 5%

101,123 新潟県 新潟市 株式会社タチカワ 小売業 その他小売 5%

101,124 新潟県 新潟市 株式会社ホクエー　ショールーム 小売業 その他小売 5%

101,125 新潟県 新潟市 株式会社リンクス 小売業 家具・調度品 5%

101,126 新潟県 新潟市 株式会社レリエンスメディケア サービス その他サービス 5%

101,127 新潟県 新潟市 カーブドッチ　アヴェダ サービス 理容・美容業 5%

101,128 新潟県 新潟市 カーブドッチ　ヴィネスパ サービス その他サービス 5%

101,129 新潟県 新潟市 カーブドッチ　とやの 小売業 食料品 5%

101,130 新潟県 新潟市 カーブドッチ　とやの 小売業 食料品 5%

101,131 新潟県 新潟市 カーブドッチ　マルシェ 小売業 食料品 5%

101,132 新潟県 新潟市 カーブドッチ　ガーデンレストラン サービス 飲食業 5%

101,133 新潟県 新潟市 カプリチョーザ　新潟駅南店 サービス 飲食業 5%

101,134 新潟県 新潟市 カマラード サービス 飲食業 5%

101,135 新潟県 新潟市 神谷内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,136 新潟県 新潟市 叶味家　本社　Ａ サービス 飲食業 5%
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101,137 新潟県 新潟市 亀田バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,138 新潟県 新潟市 カメダメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,139 新潟県 新潟市 カメラショップユザワ　新潟上木戸店 小売業 電化製品 5%

101,140 新潟県 新潟市 カメラショップユザワ　巻店 小売業 電化製品 5%

101,141 新潟県 新潟市 カメラショップユザワイオン白根店 小売業 電化製品 5%

101,142 新潟県 新潟市 柄沢 小売業 衣料品 5%

101,143 新潟県 新潟市 カラマツトレイン新潟店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

101,144 新潟県 新潟市 ガールトーク 小売業 衣料品 5%

101,145 新潟県 新潟市 ＫＡＲＥ　万代店 小売業 家具・調度品 5%

101,146 新潟県 新潟市 ガレージＳＴＭ サービス その他サービス 5%

101,147 新潟県 新潟市 ガレージ　ティックス サービス その他サービス 5%

101,148 新潟県 新潟市 ガレージＥ´ 小売業 その他小売 5%

101,149 新潟県 新潟市 カワチヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,150 新潟県 新潟市 カワバタＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,151 新潟県 新潟市 カワムラスポーツ 小売業 その他小売 5%

101,152 新潟県 新潟市 川村動物病院 サービス その他サービス 5%

101,153 新潟県 新潟市 函太郎　新潟紫竹山店 サービス 飲食業 5%

101,154 新潟県 新潟市 キティホーク 小売業 その他小売 5%

101,155 新潟県 新潟市 ＧＩＦＴ　ＨＯＵＳＥ　ＰＡＬ 小売業 その他小売 5%

101,156 新潟県 新潟市 きもの栗田イオン白根店 小売業 衣料品 5%

101,157 新潟県 新潟市 きもの胡蝶 小売業 衣料品 5%

101,158 新潟県 新潟市 きもの桜 小売業 衣料品 5%

101,159 新潟県 新潟市 きもの処　姫胡桃 小売業 衣料品 5%

101,160 新潟県 新潟市 きものほんだん 小売業 衣料品 5%

101,161 新潟県 新潟市 キャラット 小売業 衣料品 5%

101,162 新潟県 新潟市 キャンアイドレッシー新潟南店 サービス その他サービス 5%

101,163 新潟県 新潟市 キューピット石山店 サービス その他サービス 5%

101,164 新潟県 新潟市 キューピットかめだ三條岡店 サービス その他サービス 5%

101,165 新潟県 新潟市 キューピット豊栄店 サービス その他サービス 5%

101,166 新潟県 新潟市 キューピット中山店 サービス その他サービス 5%

101,167 新潟県 新潟市 キューピット松浜店 サービス その他サービス 5%

101,168 新潟県 新潟市 Ｑｕｒｉｏｕｓ 小売業 衣料品 5%

101,169 新潟県 新潟市 共栄車体 サービス その他サービス 5%

101,170 新潟県 新潟市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ新潟東店 小売業 その他小売 5%

101,171 新潟県 新潟市 くいどころ　里味　海老ケ瀬店 サービス 飲食業 5%

101,172 新潟県 新潟市 くいどころ里味　亀貝店 サービス 飲食業 5%

101,173 新潟県 新潟市 くいどころ里味　白根店 サービス 飲食業 5%

101,174 新潟県 新潟市 くいどころ里味　中野山店 サービス 飲食業 5%

101,175 新潟県 新潟市 くいどころ里味　程島店 サービス 飲食業 5%

101,176 新潟県 新潟市 くいどころ里味旗屋店 サービス 飲食業 5%

101,177 新潟県 新潟市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ新潟店 小売業 その他小売 5%

101,178 新潟県 新潟市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ新潟西店 小売業 その他小売 5%
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101,179 新潟県 新潟市 クサマ自転車商会 小売業 その他小売 5%

101,180 新潟県 新潟市 靴専科　新潟紫竹山店 サービス その他サービス 5%

101,181 新潟県 新潟市 グッドライフ新潟 サービス その他サービス 5%

101,182 新潟県 新潟市 靴のベル　亀田店 小売業 衣料品 5%

101,183 新潟県 新潟市 くまちゃん動物病院 サービス その他サービス 5%

101,184 新潟県 新潟市 クラブＣ サービス 理容・美容業 5%

101,185 新潟県 新潟市 クリスタルサロンかざま青山店 小売業 衣料品 5%

101,186 新潟県 新潟市 ＧＲＩＤ 小売業 その他小売 5%

101,187 新潟県 新潟市 グリーンランド・エデン　ＮＯ１ 小売業 その他小売 5%

101,188 新潟県 新潟市 くるくるリサイクル　笹口バラエティ館 小売業 その他小売 5%

101,189 新潟県 新潟市 くるくるリサイクル　笹口バラエティ館 小売業 その他小売 5%

101,190 新潟県 新潟市 くるくるリサイクル　東幸町店 小売業 その他小売 5%

101,191 新潟県 新潟市 くるくるリサイクル　東幸町店 小売業 その他小売 5%

101,192 新潟県 新潟市 クレール サービス 理容・美容業 5%

101,193 新潟県 新潟市 ＣＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%

101,194 新潟県 新潟市 クロロフイル　小針美顔教室 小売業 その他小売 5%

101,195 新潟県 新潟市 クロロフイル古町美顔教室 小売業 その他小売 5%

101,196 新潟県 新潟市 燻製工房まきごや 小売業 食料品 5%

101,197 新潟県 新潟市 競馬場前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,198 新潟県 新潟市 ＧＡＩＮＧＲＯＵＮＤ 小売業 衣料品 5%

101,199 新潟県 新潟市 ＫＥＬＬＹ 小売業 衣料品 5%

101,200 新潟県 新潟市 けんこう市場 小売業 食料品 5%

101,201 新潟県 新潟市 健康寿司海鮮家 サービス 飲食業 5%

101,202 新潟県 新潟市 県庁前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,203 新潟県 新潟市 亀田袋津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,204 新潟県 新潟市 小金町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,205 新潟県 新潟市 こがね牧農舎 小売業 食料品 5%

101,206 新潟県 新潟市 ＣｏＣｏＬｏ万代念吉 小売業 食料品 5%

101,207 新潟県 新潟市 コーザノストラ　新潟店 小売業 その他小売 5%

101,208 新潟県 新潟市 高志の宿　高島屋 サービス 宿泊業 5%

101,209 新潟県 新潟市 越乃雪本舗大和屋 小売業 食料品 5%

101,210 新潟県 新潟市 コジマ電器 小売業 電化製品 5%

101,211 新潟県 新潟市 小嶋動物病院 サービス その他サービス 5%

101,212 新潟県 新潟市 小島動物病院アニマルウェルネスセンター サービス その他サービス 5%

101,213 新潟県 新潟市 小島屋酒店 小売業 食料品 5%

101,214 新潟県 新潟市 小嶋屋総本店　亀田インター店 サービス 飲食業 5%

101,215 新潟県 新潟市 小嶋屋総本店　小針店 サービス 飲食業 5%

101,216 新潟県 新潟市 小嶋屋総本店　新津店 サービス 飲食業 5%

101,217 新潟県 新潟市 小嶋屋総本店　松崎店 サービス 飲食業 5%

101,218 新潟県 新潟市 （個人）ＳＡＴＯＵタクシー サービス 運輸業 5%

101,219 新潟県 新潟市 （個人）ゆたかタクシー サービス 運輸業 5%

101,220 新潟県 新潟市 天野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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101,221 新潟県 新潟市 小須戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,222 新潟県 新潟市 小須戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,223 新潟県 新潟市 五頭の山茂登 新潟店 サービス 飲食業 5%

101,224 新潟県 新潟市 コテアコテ 小売業 食料品 5%

101,225 新潟県 新潟市 こども写真館トム・ソーヤー サービス その他サービス 5%

101,226 新潟県 新潟市 小林石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,227 新潟県 新潟市 小日向電気 小売業 電化製品 5%

101,228 新潟県 新潟市 Ｃｏｌｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

101,229 新潟県 新潟市 ザ・プエブロ　新潟駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,230 新潟県 新潟市 サイトウスポーツ株式会社 小売業 その他小売 5%

101,231 新潟県 新潟市 栄組自動車 サービス その他サービス 5%

101,232 新潟県 新潟市 ＢＵＴＣＨＥＲ　ＨＯＲＬＹＳ サービス 飲食業 5%

101,233 新潟県 新潟市 さくら工房　米山店 小売業 衣料品 5%

101,234 新潟県 新潟市 酒のわんず 小売業 食料品 5%

101,235 新潟県 新潟市 笹祝酒造 小売業 食料品 5%

101,236 新潟県 新潟市 笹山モータース サービス その他サービス 5%

101,237 新潟県 新潟市 雑貨屋　紺 小売業 その他小売 5%

101,238 新潟県 新潟市 里仙ココロ本館店 小売業 食料品 5%

101,239 新潟県 新潟市 茶寮銘石亭 サービス 飲食業 5%

101,240 新潟県 新潟市 サルーン　桜木店 サービス 飲食業 5%

101,241 新潟県 新潟市 サルーン　新津店 サービス 飲食業 5%

101,242 新潟県 新潟市 サロンドケイ サービス 理容・美容業 5%

101,243 新潟県 新潟市 サロンドフルベ－ル新潟青山店 サービス 理容・美容業 5%

101,244 新潟県 新潟市 サロン・プレゴ 小売業 衣料品 5%

101,245 新潟県 新潟市 サントノーレ　新潟店 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,246 新潟県 新潟市 サン美容室 サービス 理容・美容業 5%

101,247 新潟県 新潟市 三宝茶楼　河渡店 サービス 飲食業 5%

101,248 新潟県 新潟市 三宝茶楼　河渡店 サービス 飲食業 5%

101,249 新潟県 新潟市 三宝茶楼　新発田店 サービス 飲食業 5%

101,250 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンロード荻川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,251 新潟県 新潟市 ｓｈｅｓｏ 小売業 衣料品 5%

101,252 新潟県 新潟市 Ｊ＆ＹＣＨＥＥＳＥＳＨＯＰ 小売業 食料品 5%

101,253 新潟県 新潟市 ＪＡ越後中央　巻農機車両センター サービス その他サービス 5%

101,254 新潟県 新潟市 ＪＡＭＥＳ 小売業 衣料品 5%

101,255 新潟県 新潟市 ＣＩＡＩＬＥ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ＣＩＡＩＬＥ サービス 理容・美容業 5%

101,256 新潟県 新潟市 ＪＡＭＥＳＳＴＡＮＤＡＲＤＬＩＦＥ 小売業 衣料品 5%

101,257 新潟県 新潟市 シエロ サービス その他サービス 5%

101,258 新潟県 新潟市 四季の味　志むら サービス 飲食業 5%

101,259 新潟県 新潟市 Ｃ．ＫＬＩＭＴ 小売業 衣料品 5%

101,260 新潟県 新潟市 四川飯店　新潟 サービス 飲食業 5%

101,261 新潟県 新潟市 紫竹ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,262 新潟県 新潟市 Ｃ２ＨＯＭＭＥ 小売業 衣料品 5%
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101,263 新潟県 新潟市 地鳥庵 中木戸店 サービス 飲食業 5%

101,264 新潟県 新潟市 地鳥庵 県庁前店 サービス 飲食業 5%

101,265 新潟県 新潟市 信濃町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,266 新潟県 新潟市 篠原商店 小売業 食料品 5%

101,267 新潟県 新潟市 島見自動車工業 サービス その他サービス 5%

101,268 新潟県 新潟市 下木戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,269 新潟県 新潟市 著莪の里　ゆめや サービス 宿泊業 5%

101,270 新潟県 新潟市 車検のコバック豊栄店 サービス その他サービス 5%

101,271 新潟県 新潟市 社内口座 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,272 新潟県 新潟市 しゃぶ鍋ビュッフェＮＳ＋ サービス 飲食業 5%

101,273 新潟県 新潟市 シャレニーアピタ新潟亀田店 小売業 その他小売 5%

101,274 新潟県 新潟市 シャレニーデッキィ４０１店 小売業 その他小売 5%

101,275 新潟県 新潟市 シュシュ 小売業 衣料品 5%

101,276 新潟県 新潟市 Ｓｈｏｅｓ　Ｓｈｏｐ　Ｖａｌｓ’　ほんだい 小売業 その他小売 5%

101,277 新潟県 新潟市 ジュピター新潟店 小売業 食料品 5%

101,278 新潟県 新潟市 シューフィッターの店　ＳＡＮＯ 小売業 衣料品 5%

101,279 新潟県 新潟市 シューフィッターの店　ＳＡＮＯ 小売業 衣料品 5%

101,280 新潟県 新潟市 シューマート新潟南店 小売業 衣料品 5%

101,281 新潟県 新潟市 趣味のきもの宇田 小売業 衣料品 5%

101,282 新潟県 新潟市 旬菜　籐や サービス 飲食業 5%

101,283 新潟県 新潟市 旬彩庵 サービス 飲食業 5%

101,284 新潟県 新潟市 白根ＳＳ　ゼネラルオート株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,285 新潟県 新潟市 白根丸潟 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,286 新潟県 新潟市 白根　直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,287 新潟県 新潟市 白根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,288 新潟県 新潟市 しろね動物病院 サービス その他サービス 5%

101,289 新潟県 新潟市 ＳＨＩＮ サービス 理容・美容業 5%

101,290 新潟県 新潟市 寝具工房よーくねった 小売業 家具・調度品 5%

101,291 新潟県 新潟市 新大前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,292 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新通セルフステーションＫｉＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,293 新潟県 新潟市 信和商会 小売業 その他小売 5%

101,294 新潟県 新潟市 関屋 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,295 新潟県 新潟市 スーパーウィング河渡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,296 新潟県 新潟市 スーパー魚庄 小売業 その他小売 5%

101,297 新潟県 新潟市 スキンキュア・ラボ 小売業 その他小売 5%

101,298 新潟県 新潟市 スクエアクライミングセンター　新潟店 サービス その他サービス 5%

101,299 新潟県 新潟市 諏佐養鯉場 小売業 その他小売 5%

101,300 新潟県 新潟市 寿司　かね清　空港店 サービス 飲食業 5%

101,301 新潟県 新潟市 寿司かね清ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟 サービス 飲食業 5%

101,302 新潟県 新潟市 寿司ダイニング　やまざき サービス 飲食業 5%

101,303 新潟県 新潟市 鮨弁慶　海 サービス 飲食業 5%

101,304 新潟県 新潟市 鮨家　むらさき サービス 飲食業 5%
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101,305 新潟県 新潟市 スタジオサカヅメ サービス その他サービス 5%

101,306 新潟県 新潟市 ＳＴＥＡＫ　ＦＩＶＥ サービス 飲食業 5%

101,307 新潟県 新潟市 ｓｔｏｒｅｒｏｏｍ 小売業 その他小売 5%

101,308 新潟県 新潟市 ＳＮＡＣＫ　やん サービス 飲食業 5%

101,309 新潟県 新潟市 スーパー　ダイマック　新津店 小売業 電化製品 5%

101,310 新潟県 新潟市 スーパーダイマック西新潟店 小売業 電化製品 5%

101,311 新潟県 新潟市 スポルト・ゴルフ　新潟店 小売業 その他小売 5%

101,312 新潟県 新潟市 住まいのリフォーム専門店アクト新潟中央店 小売業 その他小売 5%

101,313 新潟県 新潟市 スマホ修理王　西新潟店 小売業 電化製品 5%

101,314 新潟県 新潟市 ＴＨＲＥＥＣ　Ｎｉｉｇａｔａ　１Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,315 新潟県 新潟市 ＴＨＲＥＥＣ　Ｎｉｉｇａｔａ　３Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,316 新潟県 新潟市 ＴＨＲＥＥＣ　Ｎｉｉｇａｔａ　２Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,317 新潟県 新潟市 関新ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,318 新潟県 新潟市 関根自動車 サービス その他サービス 5%

101,319 新潟県 新潟市 セデュース 小売業 衣料品 5%

101,320 新潟県 新潟市 セデュース 小売業 衣料品 5%

101,321 新潟県 新潟市 セルフ五十嵐中島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,322 新潟県 新潟市 セルフ松崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,323 新潟県 新潟市 千屋 小売業 食料品 5%

101,324 新潟県 新潟市 ゾエトロープ 小売業 衣料品 5%

101,325 新潟県 新潟市 ＺＯＥＴＲＯＰＥ 小売業 衣料品 5%

101,326 新潟県 新潟市 亀田 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,327 新潟県 新潟市 そば酒菜一翔女池インター店 サービス 飲食業 5%

101,328 新潟県 新潟市 そば処　新ばし サービス 飲食業 5%

101,329 新潟県 新潟市 ＳＯＰＨ．ＮＩＩＧＡＴＡ 小売業 衣料品 5%

101,330 新潟県 新潟市 ｓｏｆａ サービス 理容・美容業 5%

101,331 新潟県 新潟市 ｓｏｆａ サービス 理容・美容業 5%

101,332 新潟県 新潟市 そよ風タクシー サービス 運輸業 5%

101,333 新潟県 新潟市 ターミナル・アートイン サービス 宿泊業 5%

101,334 新潟県 新潟市 ターミナル・アートイン サービス 宿泊業 5%

101,335 新潟県 新潟市 ターミナルイン サービス 宿泊業 5%

101,336 新潟県 新潟市 大郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,337 新潟県 新潟市 代行帰宅便 サービス 運輸業 5%

101,338 新潟県 新潟市 ダイマック　亀田店 小売業 電化製品 5%

101,339 新潟県 新潟市 ダイマック　小新インター店 小売業 電化製品 5%

101,340 新潟県 新潟市 ダイマック　白根店 小売業 電化製品 5%

101,341 新潟県 新潟市 ダイマック　西新潟店 小売業 電化製品 5%

101,342 新潟県 新潟市 鯛家　新潟店 サービス 飲食業 5%

101,343 新潟県 新潟市 タイヤ天国　新潟店 小売業 その他小売 5%

101,344 新潟県 新潟市 高田屋ココロ万代店 小売業 食料品 5%

101,345 新潟県 新潟市 高田屋ココロ本館店 小売業 食料品 5%

101,346 新潟県 新潟市 高野ガス　青山店 小売業 ガソリンスタンド 5%
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101,347 新潟県 新潟市 高野ガス　内野店 小売業 ガソリンスタンド 5%

101,348 新潟県 新潟市 高野ガス　下本町店 小売業 ガソリンスタンド 5%

101,349 新潟県 新潟市 高野ガス　寺尾店 小売業 ガソリンスタンド 5%

101,350 新潟県 新潟市 高野ガス　西内野店 小売業 ガソリンスタンド 5%

101,351 新潟県 新潟市 竹徳かまぼこ新潟駅店 小売業 食料品 5%

101,352 新潟県 新潟市 たちばな　デッキィ４０１店 小売業 衣料品 5%

101,353 新潟県 新潟市 田中屋本店イオン新潟青山店 小売業 食料品 5%

101,354 新潟県 新潟市 田中屋本店イオン新潟東店 小売業 食料品 5%

101,355 新潟県 新潟市 田中屋本店ＣｏＣｏＬｏ本館店 小売業 食料品 5%

101,356 新潟県 新潟市 田中屋本店大学前店 小売業 食料品 5%

101,357 新潟県 新潟市 田中屋本店本社 小売業 食料品 5%

101,358 新潟県 新潟市 ダビアス新潟 サービス その他サービス 5%

101,359 新潟県 新潟市 たまりｂａｒＰｅａｃｅ サービス 飲食業 5%

101,360 新潟県 新潟市 ターミナルイン サービス 宿泊業 5%

101,361 新潟県 新潟市 ダンスモード　シラクラ 小売業 衣料品 5%

101,362 新潟県 新潟市 Ｃｈａｉｉ サービス その他サービス 5%

101,363 新潟県 新潟市 中央代行新潟　０１ サービス その他サービス 5%

101,364 新潟県 新潟市 ＣＨＵＳ 小売業 その他小売 5%

101,365 新潟県 新潟市 チューリップライフ．カ サービス その他サービス 5%

101,366 新潟県 新潟市 直売新潟 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,367 新潟県 新潟市 直売部 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,368 新潟県 新潟市 ｄｅｒ　ｓｃｈｒｉｔｔ サービス 理容・美容業 5%

101,369 新潟県 新潟市 ｄｅａｆｌｏｒａ　ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ サービス 飲食業 5%

101,370 新潟県 新潟市 Ｄｉａｎａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

101,371 新潟県 新潟市 Ｔ－ＦＡＣＴＯＲＹ新潟 小売業 衣料品 5%

101,372 新潟県 新潟市 ＴＭプランニング サービス その他サービス 5%

101,373 新潟県 新潟市 ＤＡＹＳＰＡ　Ｋｏ　ｏｌｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

101,374 新潟県 新潟市 ｔｉｔｙ 小売業 衣料品 5%

101,375 新潟県 新潟市 寺山油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,376 新潟県 新潟市 天下一　駅前店 サービス 飲食業 5%

101,377 新潟県 新潟市 天下二駅前店 サービス 飲食業 5%

101,378 新潟県 新潟市 天地豊作 サービス 飲食業 5%

101,379 新潟県 新潟市 ＤＯ！ＦＡＭＩＬＹ 小売業 衣料品 5%

101,380 新潟県 新潟市 どうぶつの病院　レガーロ サービス その他サービス 5%

101,381 新潟県 新潟市 どうぶつの病院レガーロ サービス その他サービス 5%

101,382 新潟県 新潟市 動物病院ねこのて サービス その他サービス 5%

101,383 新潟県 新潟市 とうりゃんせ 小売業 衣料品 5%

101,384 新潟県 新潟市 とうりゃんせ 小売業 衣料品 5%

101,385 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅあぶみ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,386 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ駅南天神尾店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,387 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大堀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,388 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ亀田大月店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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101,389 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ空港前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,390 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ黒埼インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,391 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ小針店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,392 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ紫竹山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,393 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ青山店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,394 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岡山店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,395 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ亀貝店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,396 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ亀田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,397 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ小新インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,398 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新大駅前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,399 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ出来島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,400 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ長潟店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,401 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ中山店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,402 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新潟駅南店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,403 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新潟ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,404 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新津中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,405 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西川店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,406 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ女池店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,407 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフルート１１６店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,408 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフロードスワン店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,409 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ竹尾インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,410 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ竹尾店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,411 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ中木戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,412 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ女池インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,413 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ物見山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,414 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ八千代橋店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,415 新潟県 新潟市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅルート８白根店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,416 新潟県 新潟市 トータルカーライフステーション　イエスト 小売業 その他小売 5%

101,417 新潟県 新潟市 トップオート サービス その他サービス 5%

101,418 新潟県 新潟市 富寿し　新潟駅前店 サービス 飲食業 5%

101,419 新潟県 新潟市 富寿し　新潟万代店 サービス 飲食業 5%

101,420 新潟県 新潟市 とやの動物病院 サービス その他サービス 5%

101,421 新潟県 新潟市 豊栄中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,422 新潟県 新潟市 トラットリア　ノラ・クチーナ サービス 飲食業 5%

101,423 新潟県 新潟市 トラットリア・ノラ・クチーナ サービス 飲食業 5%

101,424 新潟県 新潟市 とらのあな　新潟店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

101,425 新潟県 新潟市 トラベル２１　イオン新潟青山店 サービス その他サービス 5%

101,426 新潟県 新潟市 トレド 小売業 家具・調度品 5%

101,427 新潟県 新潟市 とんかつ　かつ一　内野店 サービス 飲食業 5%

101,428 新潟県 新潟市 とんかつ　かつ一　白根店 サービス 飲食業 5%

101,429 新潟県 新潟市 とんとん市場　白根店 小売業 食料品 5%

101,430 新潟県 新潟市 とんとん市場　松崎店 小売業 食料品 5%
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101,431 新潟県 新潟市 とん八駅前本店 サービス 飲食業 5%

101,432 新潟県 新潟市 長井自動車販売 小売業 その他小売 5%

101,433 新潟県 新潟市 長岡小嶋屋ＣｏＣｏＬｏ新潟店 サービス 飲食業 5%

101,434 新潟県 新潟市 長岡屋自動車新潟工場 サービス その他サービス 5%

101,435 新潟県 新潟市 株式会社ナカザワ新潟ガス 小売業 その他小売 5%

101,436 新潟県 新潟市 長戸呂 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,437 新潟県 新潟市 中の口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,438 新潟県 新潟市 中野山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,439 新潟県 新潟市 中野山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,440 新潟県 新潟市 永松動物病院 サービス その他サービス 5%

101,441 新潟県 新潟市 ナチュレ片山 小売業 食料品 5%

101,442 新潟県 新潟市 鍋茶屋 サービス 飲食業 5%

101,443 新潟県 新潟市 なんじゃ村鐙店 小売業 その他小売 5%

101,444 新潟県 新潟市 なんじゃ村亀貝店 小売業 その他小売 5%

101,445 新潟県 新潟市 なんじゃ村小針店 小売業 その他小売 5%

101,446 新潟県 新潟市 なんじゃ村紫竹山店 小売業 その他小売 5%

101,447 新潟県 新潟市 なんじゃ村白根店 小売業 その他小売 5%

101,448 新潟県 新潟市 なんじゃ村関屋店 小売業 その他小売 5%

101,449 新潟県 新潟市 なんじゃ村寺尾店 小売業 その他小売 5%

101,450 新潟県 新潟市 なんじゃ村錦町店 小売業 その他小売 5%

101,451 新潟県 新潟市 なんじゃ村はなみずき店 小売業 その他小売 5%

101,452 新潟県 新潟市 なんじゃ村フレスポ赤道店 小売業 その他小売 5%

101,453 新潟県 新潟市 なんじゃ村巻店 小売業 その他小売 5%

101,454 新潟県 新潟市 Ｎｕｍｂｅｒ２ｈｅａｖｅｎ サービス 理容・美容業 5%

101,455 新潟県 新潟市 新潟イーストホテル　イーストホテル? サービス 宿泊業 5%

101,456 新潟県 新潟市 ニイガタエイド　佐渡店 小売業 その他小売 5%

101,457 新潟県 新潟市 ニイガタエイド青山店 小売業 その他小売 5%

101,458 新潟県 新潟市 ニイガタエイド白根店 小売業 その他小売 5%

101,459 新潟県 新潟市 ニイガタエイド新津店 小売業 その他小売 5%

101,460 新潟県 新潟市 にいがたエネルギー　ＤＤセンター 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,461 新潟県 新潟市 新潟小川屋ＣｏＣｏＬｏ本館店 小売業 食料品 5%

101,462 新潟県 新潟市 新潟小新ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,463 新潟県 新潟市 東新潟自動車学校 サービス その他サービス 5%

101,464 新潟県 新潟市 ニイガタステーションホテル サービス 宿泊業 5%

101,465 新潟県 新潟市 新潟鮮魚問屋　港食堂 サービス 飲食業 5%

101,466 新潟県 新潟市 新潟第一ホテル サービス 宿泊業 5%

101,467 新潟県 新潟市 新潟タイヤ 小売業 その他小売 5%

101,468 新潟県 新潟市 新潟ターミナルホテル サービス 宿泊業 5%

101,469 新潟県 新潟市 新潟中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,470 新潟県 新潟市 新潟中央自動車学校 サービス その他サービス 5%

101,471 新潟県 新潟市 新潟中央部品　新潟店 小売業 その他小売 5%

101,472 新潟県 新潟市 【新潟唐辛子工房】 小売業 食料品 5%
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101,473 新潟県 新潟市 新潟日産自動車　黒埼店 小売業 その他小売 5%

101,474 新潟県 新潟市 新潟日産自動車　ルノー新潟 小売業 その他小売 5%

101,475 新潟県 新潟市 新潟の酒朝日山 小売業 食料品 5%

101,476 新潟県 新潟市 新潟白山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,477 新潟県 新潟市 株式会社新潟ふるさと村 小売業 食料品 5%

101,478 新潟県 新潟市 新潟ペイント工業株式会社 サービス その他サービス 5%

101,479 新潟県 新潟市 新潟木材工業　本店 小売業 家具・調度品 5%

101,480 新潟県 新潟市 新潟米山薬品 小売業 その他小売 5%

101,481 新潟県 新潟市 新潟米山薬品 小売業 その他小売 5%

101,482 新潟県 新潟市 新潟ラジオ電器　万代店 小売業 電化製品 5%

101,483 新潟県 新潟市 新潟ラジオ電器株式会社 小売業 電化製品 5%

101,484 新潟県 新潟市 新潟ラジオ万代店 小売業 電化製品 5%

101,485 新潟県 新潟市 新崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,486 新潟県 新潟市 新津インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,487 新潟県 新潟市 新津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,488 新潟県 新潟市 新津中野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,489 新潟県 新潟市 新津七日町 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,490 新潟県 新潟市 新津バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,491 新潟県 新潟市 にいつフードセンター荻川 小売業 食料品 5%

101,492 新潟県 新潟市 にいつフードセンター小須戸店 小売業 食料品 5%

101,493 新潟県 新潟市 にいつフードセンター三の町店 小売業 食料品 5%

101,494 新潟県 新潟市 にいつフードセンター白根店 小売業 食料品 5%

101,495 新潟県 新潟市 にいつフードセンターパルス店 小売業 衣料品 5%

101,496 新潟県 新潟市 にいつフードセンターベルシティ店 小売業 食料品 5%

101,497 新潟県 新潟市 にくの玄天 サービス 飲食業 5%

101,498 新潟県 新潟市 Ｎｉｃｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

101,499 新潟県 新潟市 西内野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,500 新潟県 新潟市 西川千日 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,501 新潟県 新潟市 西川町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,502 新潟県 新潟市 錦屋酒店 小売業 食料品 5%

101,503 新潟県 新潟市 西湊町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,504 新潟県 新潟市 日個連　石井タクシー サービス 運輸業 5%

101,505 新潟県 新潟市 日個連　鎌田タクシー サービス 運輸業 5%

101,506 新潟県 新潟市 日個連　黒木タクシー サービス 運輸業 5%

101,507 新潟県 新潟市 日個連　村山タクシー サービス 運輸業 5%

101,508 新潟県 新潟市 日個連　矢引タクシー サービス 運輸業 5%

101,509 新潟県 新潟市 日個連　山岸タクシー サービス 運輸業 5%

101,510 新潟県 新潟市 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

101,511 新潟県 新潟市 日個連　吉田タクシー サービス 運輸業 5%

101,512 新潟県 新潟市 ニッセンシェイプ・サロン　アンシャンテ 小売業 衣料品 5%

101,513 新潟県 新潟市 日本料理　しまや サービス 飲食業 5%

101,514 新潟県 新潟市 日本ロードサービス（株） サービス その他サービス 5%
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101,515 新潟県 新潟市 ニューウィング新津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,516 新潟県 新潟市 ニューショップハル 小売業 その他小売 5%

101,517 新潟県 新潟市 ネイルルームＡｒｏａｒｏ サービス 理容・美容業 5%

101,518 新潟県 新潟市 のぶ サービス 飲食業 5%

101,519 新潟県 新潟市 ＮＯＶＥＬ 小売業 衣料品 5%

101,520 新潟県 新潟市 野本時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,521 新潟県 新潟市 バー　ア　ヴァン　アッシュ サービス 飲食業 5%

101,522 新潟県 新潟市 ｂｙ　ＩＮＴＥＮＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

101,523 新潟県 新潟市 ＢＹＫＥＬＬＹ 小売業 衣料品 5%

101,524 新潟県 新潟市 配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,525 新潟県 新潟市 ハイタイム サービス 理容・美容業 5%

101,526 新潟県 新潟市 ｂｙＣＨＯＣＯＡバイチョコア 小売業 衣料品 5%

101,527 新潟県 新潟市 ハクシン　しろねカイトタウン店 小売業 その他小売 5%

101,528 新潟県 新潟市 長谷川屋 小売業 食料品 5%

101,529 新潟県 新潟市 長谷川屋 小売業 食料品 5%

101,530 新潟県 新潟市 畑山整備 サービス その他サービス 5%

101,531 新潟県 新潟市 パティスリーグレヌ サービス 飲食業 5%

101,532 新潟県 新潟市 パナ・コスモスタカハシ 小売業 電化製品 5%

101,533 新潟県 新潟市 ｈａｎａ＊ｋｉｋｕ 小売業 その他小売 5%

101,534 新潟県 新潟市 花工房パレット 小売業 その他小売 5%

101,535 新潟県 新潟市 はな正ＣｏＣｏＬｏ万代店 小売業 その他小売 5%

101,536 新潟県 新潟市 花屋酒店 小売業 食料品 5%

101,537 新潟県 新潟市 パパママはうす 小売業 衣料品 5%

101,538 新潟県 新潟市 浜浦 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,539 新潟県 新潟市 早川オート サービス その他サービス 5%

101,540 新潟県 新潟市 早通北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,541 新潟県 新潟市 早通南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,542 新潟県 新潟市 原田貴金属工芸 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,543 新潟県 新潟市 パルコイカラシ 小売業 電化製品 5%

101,544 新潟県 新潟市 はる動物病院 サービス その他サービス 5%

101,545 新潟県 新潟市 パールプラス新潟店 サービス 理容・美容業 5%

101,546 新潟県 新潟市 パレスオートセンター サービス その他サービス 5%

101,547 新潟県 新潟市 ＢＡＲＯＬＯ　牡丹山店 サービス 飲食業 5%

101,548 新潟県 新潟市 はんこ新潟 小売業 その他小売 5%

101,549 新潟県 新潟市 伴自動車有限会社 サービス その他サービス 5%

101,550 新潟県 新潟市 バーンズ紫竹山店 サービス 飲食業 5%

101,551 新潟県 新潟市 万代コンタクト 小売業 その他小売 5%

101,552 新潟県 新潟市 万代島鮮魚センター 小売業 食料品 5%

101,553 新潟県 新潟市 万代タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

101,554 新潟県 新潟市 ピアレマート　新和店 小売業 食料品 5%

101,555 新潟県 新潟市 ビーズ・クオーレ新潟南 サービス 理容・美容業 5%

101,556 新潟県 新潟市 ビーズネイル新潟南 サービス 理容・美容業 5%
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101,557 新潟県 新潟市 ＢＭＯ新潟店 小売業 衣料品 5%

101,558 新潟県 新潟市 東出来島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,559 新潟県 新潟市 東新津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,560 新潟県 新潟市 ピカソ サービス 理容・美容業 5%

101,561 新潟県 新潟市 ピカソ　ＶＡＮ サービス 理容・美容業 5%

101,562 新潟県 新潟市 ピカソ　Ｆｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

101,563 新潟県 新潟市 ピカソ　Ｆｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

101,564 新潟県 新潟市 ピザテン・フォー　新潟白根能登店　２ サービス その他サービス 5%

101,565 新潟県 新潟市 ピザテン・フォー　新潟新津善道店　２ サービス その他サービス 5%

101,566 新潟県 新潟市 ピザテン・フォー　新潟巻店　２ サービス その他サービス 5%

101,567 新潟県 新潟市 ＢＩＪＯＵＸ　ＴＨＲＥＥＣ　１Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,568 新潟県 新潟市 ＢＩＪＯＵＸ　ＴＨＲＥＥＣ　２Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,569 新潟県 新潟市 Ｂｉｓｈｏｄｏ新潟駅ビル店 小売業 その他小売 5%

101,570 新潟県 新潟市 ビストロ　椿 サービス 飲食業 5%

101,571 新潟県 新潟市 ＢＩＳＴＲＯＭＡＲＱＵＥ サービス 飲食業 5%

101,572 新潟県 新潟市 ピッツェリア新潟中央インター店 サービス 飲食業 5%

101,573 新潟県 新潟市 ひまわり花壇 小売業 その他小売 5%

101,574 新潟県 新潟市 百花園 小売業 食料品 5%

101,575 新潟県 新潟市 ビューティーメイト彩 サービス 理容・美容業 5%

101,576 新潟県 新潟市 美容室　シャワー サービス 理容・美容業 5%

101,577 新潟県 新潟市 美容室　シャワー サービス 理容・美容業 5%

101,578 新潟県 新潟市 美容室　ｔ＆ｔ サービス 理容・美容業 5%

101,579 新潟県 新潟市 美容室　ｔ＆ｔ サービス 理容・美容業 5%

101,580 新潟県 新潟市 美容室　ノアノア サービス 理容・美容業 5%

101,581 新潟県 新潟市 美容室　ノアノア サービス 理容・美容業 5%

101,582 新潟県 新潟市 美容室　パリッシュ　亀田店 サービス 理容・美容業 5%

101,583 新潟県 新潟市 美容室　パリッシュ　亀田店 サービス 理容・美容業 5%

101,584 新潟県 新潟市 美容室　パリッシュ　牡丹山店 サービス 理容・美容業 5%

101,585 新潟県 新潟市 美容室　パリッシュ　牡丹山店 サービス 理容・美容業 5%

101,586 新潟県 新潟市 美容室　プリ・グラン サービス 理容・美容業 5%

101,587 新潟県 新潟市 美容室　ララ サービス 理容・美容業 5%

101,588 新潟県 新潟市 美容室　ララ サービス 理容・美容業 5%

101,589 新潟県 新潟市 美容室アイム サービス 理容・美容業 5%

101,590 新潟県 新潟市 美容室　ＡＱＵＡ サービス 理容・美容業 5%

101,591 新潟県 新潟市 美容室亜美香 サービス 理容・美容業 5%

101,592 新潟県 新潟市 美容室アンジェリック サービス 理容・美容業 5%

101,593 新潟県 新潟市 美容室　アンフィルヴェール サービス 理容・美容業 5%

101,594 新潟県 新潟市 美容室　アンフィルルージュ サービス 理容・美容業 5%

101,595 新潟県 新潟市 美容室ヴィサージュ サービス 理容・美容業 5%

101,596 新潟県 新潟市 美容室　Ｅｍｉ サービス 理容・美容業 5%

101,597 新潟県 新潟市 美容室エルミタージュ サービス 理容・美容業 5%

101,598 新潟県 新潟市 美容室エルミタージュ　シエル サービス 理容・美容業 5%
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101,599 新潟県 新潟市 美容室オークラ　寺尾店 サービス 理容・美容業 5%

101,600 新潟県 新潟市 美容室サクライ サービス 理容・美容業 5%

101,601 新潟県 新潟市 美容室シェリ サービス 理容・美容業 5%

101,602 新潟県 新潟市 美容室椿家 サービス 理容・美容業 5%

101,603 新潟県 新潟市 美容室t＆ｔ サービス 理容・美容業 5%

101,604 新潟県 新潟市 美容室トラスト サービス 理容・美容業 5%

101,605 新潟県 新潟市 美容室はなこ サービス 理容・美容業 5%

101,606 新潟県 新潟市 美容室　Ｂｌｕｅ　Ｄａｉｓｙ サービス 理容・美容業 5%

101,607 新潟県 新潟市 美容室マトリカリア サービス 理容・美容業 5%

101,608 新潟県 新潟市 美容室　ラヴィ サービス 理容・美容業 5%

101,609 新潟県 新潟市 美容室　Ｌａｐｉｓ サービス 理容・美容業 5%

101,610 新潟県 新潟市 備長炭焼肉てんてん亀貝店 サービス 飲食業 5%

101,611 新潟県 新潟市 備長炭焼肉てんてんけやき通店 サービス 飲食業 5%

101,612 新潟県 新潟市 備長炭焼肉てんてん新潟駅前店 サービス 飲食業 5%

101,613 新潟県 新潟市 備長炭焼肉てんてん松崎店 サービス 飲食業 5%

101,614 新潟県 新潟市 備長炭焼肉てんてん女池店 サービス 飲食業 5%

101,615 新潟県 新潟市 ＪＭ／ファースト電器 小売業 電化製品 5%

101,616 新潟県 新潟市 ＦＩＮＤ　ファッション会館店 小売業 その他小売 5%

101,617 新潟県 新潟市 ファーゴ サービス 理容・美容業 5%

101,618 新潟県 新潟市 ファボーラ サービス 飲食業 5%

101,619 新潟県 新潟市 フィックスダイヤモンド 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,620 新潟県 新潟市 風伯 万代店 サービス 飲食業 5%

101,621 新潟県 新潟市 ４５ｒｐｍ＆ 小売業 衣料品 5%

101,622 新潟県 新潟市 フォトスタジオプリンセス新潟青山イオン店 サービス その他サービス 5%

101,623 新潟県 新潟市 藤政自動車 サービス その他サービス 5%

101,624 新潟県 新潟市 富士屋 サービス 宿泊業 5%

101,625 新潟県 新潟市 プチ・ベル 小売業 その他小売 5%

101,626 新潟県 新潟市 ＪＭ／ＢООＫ　ＩＮＮ サービス 宿泊業 5%

101,627 新潟県 新潟市 フッコウ青山店 小売業 電化製品 5%

101,628 新潟県 新潟市 フッコウ本店 小売業 電化製品 5%

101,629 新潟県 新潟市 ブティック　フジ 小売業 衣料品 5%

101,630 新潟県 新潟市 Ｐｅｔｉｔ　ｐａｓ 小売業 その他小売 5%

101,631 新潟県 新潟市 ｆｕｌｌｅｒ 小売業 その他小売 5%

101,632 新潟県 新潟市 ＢＬＡＣＫ　ＤＩＡＭＯＮＤＳ サービス 飲食業 5%

101,633 新潟県 新潟市 Ｆｌｏｗｅｒ＆Ｓｏｎｓ 小売業 衣料品 5%

101,634 新潟県 新潟市 ブランニュー 小売業 衣料品 5%

101,635 新潟県 新潟市 フリーウェイ　新潟店 サービス その他サービス 5%

101,636 新潟県 新潟市 Ｐｒｉｅ 小売業 その他小売 5%

101,637 新潟県 新潟市 ｂｕｌｌｅ　ｄｅ　ｓａｖｏｎ 小売業 衣料品 5%

101,638 新潟県 新潟市 ブルーブランシェ 小売業 その他小売 5%

101,639 新潟県 新潟市 フルサト代行 サービス その他サービス 5%

101,640 新潟県 新潟市 ふるさと新潟店 小売業 その他小売 5%
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101,641 新潟県 新潟市 古町柳都カフェ サービス 飲食業 5%

101,642 新潟県 新潟市 ＢＲＯＯＣＨ 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,643 新潟県 新潟市 ＢＲＯＯＣＨ 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,644 新潟県 新潟市 フローリスト　ラリック・ビス 小売業 その他小売 5%

101,645 新潟県 新潟市 文具館タキザワ小針店 小売業 その他小売 5%

101,646 新潟県 新潟市 ｈａｉｒ　ｃｏｆｆｒｅｔ サービス 理容・美容業 5%

101,647 新潟県 新潟市 ヘアースペースサントラップ サービス 理容・美容業 5%

101,648 新潟県 新潟市 ｈａｉｒ　ｃｒａｆｔ　Ｃｒｉｓｐ サービス 理容・美容業 5%

101,649 新潟県 新潟市 ヘアーサロンヨシザワ サービス 理容・美容業 5%

101,650 新潟県 新潟市 ヘアーサロンＹｏｓｈｉｚａｗａ天 サービス 理容・美容業 5%

101,651 新潟県 新潟市 ヘアーサロンＹｏｓｈｉｚａｗａ花 サービス 理容・美容業 5%

101,652 新潟県 新潟市 ヘアーパレス　フタバ サービス 理容・美容業 5%

101,653 新潟県 新潟市 ヘアメイクスプラッシュ サービス 理容・美容業 5%

101,654 新潟県 新潟市 Ｈａｉｒ　Ｗｏｒｋ’ｓ　ｒ．Ｐｉｘｙ サービス 理容・美容業 5%

101,655 新潟県 新潟市 ｂａｂｙ’ｓ　ｂｒｅａｔｈ サービス その他サービス 5%

101,656 新潟県 新潟市 ｂａｋｅｒｙＰＡＯ 小売業 食料品 5%

101,657 新潟県 新潟市 Ｐｅｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

101,658 新潟県 新潟市 ベストチョイス 小売業 衣料品 5%

101,659 新潟県 新潟市 ＰＥＴＳＡＬＯＮ　ｐａｒｔｎｅｒ サービス その他サービス 5%

101,660 新潟県 新潟市 ペットサロンわんにゃん サービス その他サービス 5%

101,661 新潟県 新潟市 ペットブティック　ドッグパーティー 小売業 その他小売 5%

101,662 新潟県 新潟市 ペリカンクリーニング大形本町店 サービス その他サービス 5%

101,663 新潟県 新潟市 ペリカンクリーニング京王店 サービス その他サービス 5%

101,664 新潟県 新潟市 ペリカンクリーニング小針店 サービス その他サービス 5%

101,665 新潟県 新潟市 ペリカンクリーニング女池工場前店 サービス その他サービス 5%

101,666 新潟県 新潟市 ベルライム　小新店 小売業 家具・調度品 5%

101,667 新潟県 新潟市 ベルライム　竹尾インター店 小売業 家具・調度品 5%

101,668 新潟県 新潟市 ベルライム　巻店 小売業 家具・調度品 5%

101,669 新潟県 新潟市 宝石のダイヤ　ジャスコＬ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,670 新潟県 新潟市 北越コーポレーション売店 小売業 その他小売 5%

101,671 新潟県 新潟市 北陸自動車道　下り　黒埼パーキングエリアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,672 新潟県 新潟市 星野モータース サービス その他サービス 5%

101,673 新潟県 新潟市 ポセイドン サービス 飲食業 5%

101,674 新潟県 新潟市 ホテル　ディアモント新潟 サービス 宿泊業 5%

101,675 新潟県 新潟市 ほてる大橋館の湯 サービス 宿泊業 5%

101,676 新潟県 新潟市 ホテルディアモント新潟西 サービス 宿泊業 5%

101,677 新潟県 新潟市 ぼの動物病院 サービス その他サービス 5%

101,678 新潟県 新潟市 ほほえみコンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

101,679 新潟県 新潟市 ホーマー　旭町本店 サービス 理容・美容業 5%

101,680 新潟県 新潟市 ぽると　カ－ブドッチ サービス 飲食業 5%

101,681 新潟県 新潟市 ホワイトスピリッツセルフ木崎 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,682 新潟県 新潟市 ホワイトスピリッツセルフこ～ど 小売業 ガソリンスタンド 2%
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101,683 新潟県 新潟市 ホワイトスピリッツセルフ山木戸 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,684 新潟県 新潟市 ぼんさい屋とき 小売業 その他小売 5%

101,685 新潟県 新潟市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,686 新潟県 新潟市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,687 新潟県 新潟市 ホンダドリーム新潟東 小売業 その他小売 5%

101,688 新潟県 新潟市 本間商事株式会社 小売業 その他小売 5%

101,689 新潟県 新潟市 巻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,690 新潟県 新潟市 巻白山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,691 新潟県 新潟市 マクドナルド青山フォーラム店 サービス 飲食業 2%

101,692 新潟県 新潟市 マクドナルドイオンモール新潟南店 サービス 飲食業 2%

101,693 新潟県 新潟市 マクドナルド１１６新潟坂井店 サービス 飲食業 2%

101,694 新潟県 新潟市 マクドナルド河渡コメリ店 サービス 飲食業 2%

101,695 新潟県 新潟市 マクドナルド竹尾インター店 サービス 飲食業 2%

101,696 新潟県 新潟市 マクドナルドデッキー４０１店 サービス 飲食業 2%

101,697 新潟県 新潟市 マクドナルド豊栄ベイシア店 サービス 飲食業 2%

101,698 新潟県 新潟市 マクドナルド新潟アピタ店 サービス 飲食業 2%

101,699 新潟県 新潟市 マクドナルド新潟駅南店 サービス 飲食業 2%

101,700 新潟県 新潟市 マクドナルド新潟亀貝店 サービス 飲食業 2%

101,701 新潟県 新潟市 マクドナルド新潟万代店 サービス 飲食業 2%

101,702 新潟県 新潟市 マクドナルド８号線白根店 サービス 飲食業 2%

101,703 新潟県 新潟市 マクドナルドムサシ食品館新潟店 サービス 飲食業 2%

101,704 新潟県 新潟市 マクドナルド女池店 サービス 飲食業 2%

101,705 新潟県 新潟市 マクドナルド４９号横越店 サービス 飲食業 2%

101,706 新潟県 新潟市 マクドナルド４０３新津店 サービス 飲食業 2%

101,707 新潟県 新潟市 マスイ電器番場店 小売業 電化製品 5%

101,708 新潟県 新潟市 桝幸酒店 小売業 食料品 5%

101,709 新潟県 新潟市 マスターズ新潟 サービス その他サービス 5%

101,710 新潟県 新潟市 マスヤ味方店 小売業 その他小売 5%

101,711 新潟県 新潟市 マスヤ中之口店 小売業 その他小売 5%

101,712 新潟県 新潟市 松澤酒店 小売業 食料品 5%

101,713 新潟県 新潟市 ｍｕｓｈｒｏｏｍ サービス 飲食業 5%

101,714 新潟県 新潟市 ｍａｍｅ サービス 理容・美容業 5%

101,715 新潟県 新潟市 マリスコ サービス 飲食業 5%

101,716 新潟県 新潟市 マリーナ新潟店 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,717 新潟県 新潟市 マリヤ人形店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

101,718 新潟県 新潟市 マルイチ風間自動車 サービス その他サービス 5%

101,719 新潟県 新潟市 丸屋本店新潟駅ＣｏＣｏＬｏ万代 サービス その他サービス 5%

101,720 新潟県 新潟市 丸屋本店新潟駅ＣｏＣｏＬｏ本館 サービス その他サービス 5%

101,721 新潟県 新潟市 丸和自動車工業 サービス その他サービス 5%

101,722 新潟県 新潟市 ＭＩＯかざま 小売業 衣料品 5%

101,723 新潟県 新潟市 みさち 小売業 衣料品 5%

101,724 新潟県 新潟市 ミズカミ 小売業 家具・調度品 5%

2424



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

101,725 新潟県 新潟市 みずき野タクシー サービス その他サービス 5%

101,726 新潟県 新潟市 三ツ門　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,727 新潟県 新潟市 三ツ沢タクシー サービス その他サービス 5%

101,728 新潟県 新潟市 ミッシーサロン道楽屋 小売業 衣料品 5%

101,729 新潟県 新潟市 みなとや 小売業 食料品 5%

101,730 新潟県 新潟市 宮川動物病院 サービス その他サービス 5%

101,731 新潟県 新潟市 宮下動物病院 サービス その他サービス 5%

101,732 新潟県 新潟市 宮脇書店　新潟東店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

101,733 新潟県 新潟市 瑞雪楼 サービス 飲食業 5%

101,734 新潟県 新潟市 ミリオンペット 小売業 その他小売 5%

101,735 新潟県 新潟市 ミリオンペット　小新店 小売業 その他小売 5%

101,736 新潟県 新潟市 ｍｉｎｋａ 小売業 家具・調度品 5%

101,737 新潟県 新潟市 女池倉庫 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,738 新潟県 新潟市 メガネｉ工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,739 新潟県 新潟市 メガネサロン　ヨゴ　新潟西店 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,740 新潟県 新潟市 メガネのいおか　豊栄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,741 新潟県 新潟市 メガネマート青山店 小売業 その他小売 5%

101,742 新潟県 新潟市 メガネマート空港通り店 小売業 その他小売 5%

101,743 新潟県 新潟市 メナードグラミーナ代行店 サービス その他サービス 5%

101,744 新潟県 新潟市 メモリアルパレス愛美寿館 小売業 衣料品 5%

101,745 新潟県 新潟市 メル友　白山駅前店 小売業 電化製品 5%

101,746 新潟県 新潟市 メル友　古町店 小売業 電化製品 5%

101,747 新潟県 新潟市 メンズショップ　カトウ 小売業 衣料品 5%

101,748 新潟県 新潟市 メンズショップ　カネコ 小売業 衣料品 5%

101,749 新潟県 新潟市 モアレ　新潟小新店 小売業 その他小売 5%

101,750 新潟県 新潟市 モードアキ 小売業 衣料品 5%

101,751 新潟県 新潟市 モノクローム新潟 サービス その他サービス 5%

101,752 新潟県 新潟市 Ｍｏｍｏｅｔｕｙｕｌａｌａ 小売業 衣料品 5%

101,753 新潟県 新潟市 森田自動車 サービス その他サービス 5%

101,754 新潟県 新潟市 Ｍｏｎ　ｌｏｕ　ｌｏｕ サービス その他サービス 5%

101,755 新潟県 新潟市 焼肉　たっちゃん サービス 飲食業 5%

101,756 新潟県 新潟市 焼肉　藤虎 サービス 飲食業 5%

101,757 新潟県 新潟市 焼肉ざおう新潟東店 サービス 飲食業 5%

101,758 新潟県 新潟市 焼肉しゃぶしゃぶざおう サービス 飲食業 5%

101,759 新潟県 新潟市 焼肉食べ放題ＺＡＯ　新潟駅南店 サービス 飲食業 5%

101,760 新潟県 新潟市 焼肉道場　新潟古町店 サービス 飲食業 5%

101,761 新潟県 新潟市 野球工房北野屋新潟店 小売業 その他小売 5%

101,762 新潟県 新潟市 ヤスダヨーグルトＣｏＣｏＬｏ南館店 小売業 食料品 5%

101,763 新潟県 新潟市 ヤナギヤ商会 小売業 電化製品 5%

101,764 新潟県 新潟市 山内葬祭　本社 サービス その他サービス 5%

101,765 新潟県 新潟市 山木戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,766 新潟県 新潟市 ヤマシタ　亀田店 小売業 家具・調度品 5%
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101,767 新潟県 新潟市 山下家具店 小売業 家具・調度品 5%

101,768 新潟県 新潟市 有限会社アクティブ サービス その他サービス 5%

101,769 新潟県 新潟市 有限会社五十嵐工業所 サービス その他サービス 5%

101,770 新潟県 新潟市 有限会社栗田呉服店 小売業 衣料品 5%

101,771 新潟県 新潟市 有限会社清水自動車販売 小売業 その他小売 5%

101,772 新潟県 新潟市 有限会社シンシン商事 小売業 その他小売 5%

101,773 新潟県 新潟市 有限会社でんきらんどワタナベ 小売業 電化製品 5%

101,774 新潟県 新潟市 有限会社堀モータース サービス その他サービス 5%

101,775 新潟県 新潟市 有限会社小菅石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,776 新潟県 新潟市 遊楽市 小売業 衣料品 5%

101,777 新潟県 新潟市 雪花 サービス 飲食業 5%

101,778 新潟県 新潟市 ＵＱスポット　アピタ新潟西 小売業 電化製品 5%

101,779 新潟県 新潟市 ＹＯＧＡ　ＳＰＡ　ｙｏｇａｙｕＨ 小売業 その他小売 5%

101,780 新潟県 新潟市 曽野木 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,781 新潟県 新潟市 横木商事古津タンポポ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,782 新潟県 新潟市 よさこい　駅南店 サービス 飲食業 5%

101,783 新潟県 新潟市 よさ来い　古町店 サービス 飲食業 5%

101,784 新潟県 新潟市 よさ来い　古町店 サービス 飲食業 5%

101,785 新潟県 新潟市 ＹＯＮＥＫＵＲＡ　ＩＣＨＩＥ サービス 飲食業 5%

101,786 新潟県 新潟市 ライムヘアーデザイン サービス 理容・美容業 5%

101,787 新潟県 新潟市 ラグナグ　青山店 サービス 飲食業 5%

101,788 新潟県 新潟市 らしんばん　新潟店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

101,789 新潟県 新潟市 ラ・パティスリー・ムラカミ 小売業 食料品 5%

101,790 新潟県 新潟市 ラピスラズリー 小売業 衣料品 5%

101,791 新潟県 新潟市 ＬＡＶＩＳＨ 小売業 衣料品 5%

101,792 新潟県 新潟市 ラ・プリエール サービス その他サービス 5%

101,793 新潟県 新潟市 ＲＡＰＰＯＲＴ サービス 理容・美容業 5%

101,794 新潟県 新潟市 Ｌａｍａｒｉｎａ サービス 飲食業 5%

101,795 新潟県 新潟市 Ｒｅ：Ｂｉｒｔｈ サービス その他サービス 5%

101,796 新潟県 新潟市 リオンドール西川店 サービス その他サービス 5%

101,797 新潟県 新潟市 リサイクルきものたんす屋　新潟店 小売業 衣料品 5%

101,798 新潟県 新潟市 リバーサイド新潟ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,799 新潟県 新潟市 リフォームアウトレット　亀田店 小売業 家具・調度品 5%

101,800 新潟県 新潟市 リフォームアウトレット　とやの店 小売業 家具・調度品 5%

101,801 新潟県 新潟市 リフォームアウトレット　平島店 小売業 家具・調度品 5%

101,802 新潟県 新潟市 リフォームアウトレット　松崎店 小売業 家具・調度品 5%

101,803 新潟県 新潟市 流通店 小売業 その他小売 5%

101,804 新潟県 新潟市 料亭　一〆 サービス 飲食業 5%

101,805 新潟県 新潟市 旅館橋本屋 サービス 宿泊業 5%

101,806 新潟県 新潟市 Ｌｅ　ｃｈａｔ　２ｅｍ　ｅｔａｇｅ 小売業 衣料品 5%

101,807 新潟県 新潟市 ＲＯＯＴＳｍａｒｔｉｎ サービス 理容・美容業 5%

101,808 新潟県 新潟市 ｒｏｏｍ 小売業 衣料品 5%
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101,809 新潟県 新潟市 Ｌｅ　Ｃｈａｔ 小売業 衣料品 5%

101,810 新潟県 新潟市 Ｒｅｆｌｅｕｒｉｒ サービス その他サービス 5%

101,811 新潟県 新潟市 ＬＵＭＩＡ サービス 理容・美容業 5%

101,812 新潟県 新潟市 Ｌｅａ　ｂｙ　Ｉｎｔｅｎｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

101,813 新潟県 新潟市 Ｌｅｑｕｉｐｅ サービス 理容・美容業 5%

101,814 新潟県 新潟市 レコルタカーブドッチ サービス 飲食業 5%

101,815 新潟県 新潟市 レストラン　カーブドッチ サービス 飲食業 5%

101,816 新潟県 新潟市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｉｓｏ サービス 飲食業 5%

101,817 新潟県 新潟市 レストラン三宝　黒埼本店 サービス 飲食業 5%

101,818 新潟県 新潟市 レストラン三宝　黒埼本店 サービス 飲食業 5%

101,819 新潟県 新潟市 レストラン三宝　三条店 サービス 飲食業 5%

101,820 新潟県 新潟市 レストラン三宝　白根店 サービス 飲食業 5%

101,821 新潟県 新潟市 レストラン三宝　白根店 サービス 飲食業 5%

101,822 新潟県 新潟市 レストラン三宝　新津店 サービス 飲食業 5%

101,823 新潟県 新潟市 レストラン三宝　新津店 サービス 飲食業 5%

101,824 新潟県 新潟市 レストラン三宝　吉田店 サービス 飲食業 5%

101,825 新潟県 新潟市 レディースショップ　スワン 小売業 衣料品 5%

101,826 新潟県 新潟市 レトロガールイオンモール新潟南店 小売業 衣料品 5%

101,827 新潟県 新潟市 れんずかんぱにー大学前店 小売業 その他小売 5%

101,828 新潟県 新潟市 れんずかんぱにー山二ツ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

101,829 新潟県 新潟市 楼蘭 サービス 飲食業 5%

101,830 新潟県 新潟市 Ｒｏｓｅ＆Ｍｉｍｉ 小売業 衣料品 5%

101,831 新潟県 新潟市 ロケット　ランチャー サービス その他サービス 5%

101,832 新潟県 新潟市 ロジェ 小売業 衣料品 5%

101,833 新潟県 新潟市 Ｌｏｔｕｓ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

101,834 新潟県 新潟市 六花 小売業 衣料品 5%

101,835 新潟県 新潟市 ロビンソンサービス サービス その他サービス 5%

101,836 新潟県 新潟市 Ｌｏｂ－ｎｏｒ 小売業 その他小売 5%

101,837 新潟県 新潟市 和が家 サービス 飲食業 5%

101,838 新潟県 新潟市 わくわくファーム豊栄店 小売業 食料品 5%

101,839 新潟県 新潟市 わくわくファーム新潟ふるさと村店 小売業 食料品 5%

101,840 新潟県 新潟市 和座百布 小売業 衣料品 5%

101,841 新潟県 新潟市 私の休日ＣｏＣｏＬｏ新潟店 小売業 その他小売 5%

101,842 新潟県 新潟市 和風スナック舞夢 サービス 飲食業 5%

101,843 新潟県 新潟市 ＷＡＦＵきもの廣島 小売業 衣料品 5%

101,844 新潟県 新潟市 （株）割野屋商店 小売業 家具・調度品 5%

101,845 新潟県 新潟市秋葉区 ＵＲＢＥＮＥ　ＵＲＢＥＮＥ 小売業 衣料品 5%

101,846 新潟県 新潟市秋葉区 アイフォン修理ラボ　新津店 サービス その他サービス 5%

101,847 新潟県 新潟市秋葉区 秋葉鳥金 サービス 飲食業 5%

101,848 新潟県 新潟市秋葉区 出光さつき野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,849 新潟県 新潟市秋葉区 出光田家ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,850 新潟県 新潟市秋葉区 出光新津中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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101,851 新潟県 新潟市秋葉区 出光新津南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,852 新潟県 新潟市秋葉区 エステティックＭＯＲＩＺＵＭＩ サービス 理容・美容業 5%

101,853 新潟県 新潟市秋葉区 江戸屋クリーニング店 サービス その他サービス 5%

101,854 新潟県 新潟市秋葉区 小野　電気 小売業 電化製品 5%

101,855 新潟県 新潟市秋葉区 カイロプラクティック千野 サービス 理容・美容業 5%

101,856 新潟県 新潟市秋葉区 春日薬局本店 小売業 その他小売 5%

101,857 新潟県 新潟市秋葉区 きものや絲 小売業 衣料品 5%

101,858 新潟県 新潟市秋葉区 Ｇａｌｌｅｒｙ Ｃａｆｅ ＶＵＣＡ ＧＡＬＬＥＲＹ ＣＡＦＥ ＶＵＣＡ サービス 飲食業 5%

101,859 新潟県 新潟市秋葉区 髙野電器商会 小売業 電化製品 5%

101,860 新潟県 新潟市秋葉区 小島動物病院アニマルウェルネスセンター サービス その他サービス 5%

101,861 新潟県 新潟市秋葉区 ＣＯＭＧ！　新津店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

101,862 新潟県 新潟市秋葉区 さるーん　新津店 サービス 飲食業 5%

101,863 新潟県 新潟市秋葉区 住吉屋 小売業 衣料品 5%

101,864 新潟県 新潟市秋葉区 電化ショップ　ワタナベ 小売業 電化製品 5%

101,865 新潟県 新潟市秋葉区 電化のタザワ 小売業 電化製品 5%

101,866 新潟県 新潟市秋葉区 トヨタレンタリース新潟新津店 サービス その他サービス 2%

101,867 新潟県 新潟市秋葉区 セブン－イレブン新潟荻島店 小売業 食料品 2%

101,868 新潟県 新潟市秋葉区 セブン－イレブン新潟車場店 小売業 食料品 2%

101,869 新潟県 新潟市秋葉区 セブン－イレブン新潟古田店 小売業 食料品 2%

101,870 新潟県 新潟市秋葉区 セブン－イレブン新潟さつき野店 小売業 食料品 2%

101,871 新潟県 新潟市秋葉区 セブン－イレブン新潟滝谷町店 小売業 食料品 2%

101,872 新潟県 新潟市秋葉区 セブン－イレブン新津東町店 小売業 食料品 2%

101,873 新潟県 新潟市秋葉区 ｈａｕｏｌｉカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

101,874 新潟県 新潟市秋葉区 パナ・コスモス　タカハシ 小売業 電化製品 5%

101,875 新潟県 新潟市秋葉区 Ｐａｒａｄｅ新津店 小売業 その他小売 5%

101,876 新潟県 新潟市秋葉区 Ｂｅ　ｈａｐｐｙ　Ｌａｕｇｈ サービス 理容・美容業 5%

101,877 新潟県 新潟市秋葉区 Ｂｅ　ｈａｐｐｙ　Ｌａｕｇｈ サービス 理容・美容業 5%

101,878 新潟県 新潟市秋葉区 美車工房 サービス その他サービス 5%

101,879 新潟県 新潟市秋葉区 ｈａｉｒＶａｔｓ サービス 理容・美容業 5%

101,880 新潟県 新潟市秋葉区 ヘアー　ジャンクション サービス 理容・美容業 5%

101,881 新潟県 新潟市秋葉区 ＨＡＩＲ　ＶＩＮＣＵＬＵＭ（ヘアーウィンクルム） サービス 理容・美容業 5%

101,882 新潟県 新潟市秋葉区 ヘアーサロン　　クリヤマ サービス 理容・美容業 5%

101,883 新潟県 新潟市秋葉区 ヘアーサロン　クリヤマ サービス 理容・美容業 5%

101,884 新潟県 新潟市秋葉区 オーベリー サービス 理容・美容業 5%

101,885 新潟県 新潟市秋葉区 マスイ電器番場店 小売業 電化製品 5%

101,886 新潟県 新潟市秋葉区 マニュアルフィジオサロンあきは サービス その他サービス 5%

101,887 新潟県 新潟市秋葉区 ライフネット吉田 小売業 電化製品 5%

101,888 新潟県 新潟市北区 アオキハウジング 小売業 電化製品 5%

101,889 新潟県 新潟市北区 出光豊栄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,890 新潟県 新潟市北区 出光ニッシンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,891 新潟県 新潟市北区 出光ハイテクポートＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,892 新潟県 新潟市北区 ＷＩＳＴＥＲＩＡ サービス その他サービス 2%
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101,893 新潟県 新潟市北区 ＡＬａｍｐ 小売業 衣料品 5%

101,894 新潟県 新潟市北区 江口屋酒店 小売業 食料品 5%

101,895 新潟県 新潟市北区 オオワキでんき 小売業 電化製品 5%

101,896 新潟県 新潟市北区 株式会社　かみの井 小売業 その他小売 5%

101,897 新潟県 新潟市北区 曽我農園直売所 サービス その他サービス 5%

101,898 新潟県 新潟市北区 キリトリ サービス 理容・美容業 5%

101,899 新潟県 新潟市北区 久代電器商会 小売業 電化製品 5%

101,900 新潟県 新潟市北区 健友館きた整体院 サービス その他サービス 5%

101,901 新潟県 新潟市北区 考古堂書店 新潟医療福祉大学店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

101,902 新潟県 新潟市北区 幸田タクシー サービス 運輸業 5%

101,903 新潟県 新潟市北区 コミコミ１９．８プロセスオート 小売業 その他小売 5%

101,904 新潟県 新潟市北区 心希 サービス 理容・美容業 5%

101,905 新潟県 新潟市北区 整体調整Ｒｅｎａｔｕｓ豊栄店　Ｒｅｎａｔｕｓ豊栄店 サービス その他サービス 5%

101,906 新潟県 新潟市北区 太陽交通　１１４号 サービス 運輸業 5%

101,907 新潟県 新潟市北区 ＤＡＹＳＰＡ　Ｋｏ　ｏｌｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

101,908 新潟県 新潟市北区 田園サロンＢＩＡＮＣＡ　ビアンカ サービス その他サービス 5%

101,909 新潟県 新潟市北区 セブン－イレブン豊栄駅北店 小売業 食料品 2%

101,910 新潟県 新潟市北区 セブン－イレブン豊栄太田店 小売業 食料品 2%

101,911 新潟県 新潟市北区 とよさき時計店 小売業 その他小売 5%

101,912 新潟県 新潟市北区 ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｎｏｒａ　ｃｕｃｉｎａ　ＮｏｒａＣｕｃｉｎａ豊栄本店 サービス 飲食業 5%

101,913 新潟県 新潟市北区 鳥安 サービス 飲食業 5%

101,914 新潟県 新潟市北区 中常楼 サービス 飲食業 5%

101,915 新潟県 新潟市北区 ナカノサービス 小売業 電化製品 5%

101,916 新潟県 新潟市北区 セブン－イレブン新潟神谷内店 小売業 食料品 2%

101,917 新潟県 新潟市北区 セブン－イレブン新潟木崎店 小売業 食料品 2%

101,918 新潟県 新潟市北区 セブン－イレブン新潟競馬場前店 小売業 食料品 2%

101,919 新潟県 新潟市北区 セブン－イレブン新潟すみれ野店 小売業 食料品 2%

101,920 新潟県 新潟市北区 セブン－イレブン新潟太夫浜店 小売業 食料品 2%

101,921 新潟県 新潟市北区 セブン－イレブン新潟豊栄インター店 小売業 食料品 2%

101,922 新潟県 新潟市北区 セブン－イレブン新潟豊栄浦木店 小売業 食料品 2%

101,923 新潟県 新潟市北区 セブン－イレブン新潟濁川インター店 小売業 食料品 2%

101,924 新潟県 新潟市北区 セブン－イレブン新潟松浜６丁目店 小売業 食料品 2%

101,925 新潟県 新潟市北区 ハッピー 小売業 その他小売 5%

101,926 新潟県 新潟市北区 美容室ＷＡＬＫ サービス 理容・美容業 5%

101,927 新潟県 新潟市北区 平田酒店 小売業 食料品 5%

101,928 新潟県 新潟市北区 福翠園茶舗 小売業 食料品 5%

101,929 新潟県 新潟市北区 フランス食堂清水 サービス 飲食業 5%

101,930 新潟県 新潟市北区 ＢＲＥＡＤ ＣＯＭＰＡＮＹ ＭＥＲＲＹＺ 小売業 食料品 5%

101,931 新潟県 新潟市北区 味噌・醤油の蔵元　山田屋 小売業 食料品 5%

101,932 新潟県 新潟市北区 有限会社　新栄自動車工業 サービス その他サービス 5%

101,933 新潟県 新潟市北区 有 藤政自動車 サービス その他サービス 5%

101,934 新潟県 新潟市北区 夢ひとよ　呑み処夢ひとよ サービス 飲食業 5%
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101,935 新潟県 新潟市北区 米田塗装 サービス その他サービス 5%

101,936 新潟県 新潟市北区 ライフネット　タカノ 小売業 電化製品 5%

101,937 新潟県 新潟市北区 ライフネットガバキ 小売業 電化製品 5%

101,938 新潟県 新潟市北区 Ｒｅｎａｔｕｓ　豊栄店 サービス その他サービス 5%

101,939 新潟県 新潟市江南区 アシスト 小売業 その他小売 5%

101,940 新潟県 新潟市江南区 アベデンキ 小売業 電化製品 5%

101,941 新潟県 新潟市江南区 医学モデル工業 サービス その他サービス 5%

101,942 新潟県 新潟市江南区 出光亀田バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,943 新潟県 新潟市江南区 出光横越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,944 新潟県 新潟市江南区 出光横越二本木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

101,945 新潟県 新潟市江南区 稲田酒店 小売業 食料品 5%

101,946 新潟県 新潟市江南区 Ｗａｒｍｔｈ（ウォームス） サービス 理容・美容業 5%

101,947 新潟県 新潟市江南区 エーアイディー　新潟店 小売業 家具・調度品 5%

101,948 新潟県 新潟市江南区 エヴァ 亀田店 サービス 理容・美容業 5%

101,949 新潟県 新潟市江南区 越後の海侍 サービス 飲食業 5%

101,950 新潟県 新潟市江南区 ＮＫ交通 ００２５号車 サービス 運輸業 5%

101,951 新潟県 新潟市江南区 ＯＡＳＩＳ サービス 理容・美容業 5%

101,952 新潟県 新潟市江南区 お茶の立川屋 小売業 その他小売 5%

101,953 新潟県 新潟市江南区 オリックスレンタカー新潟亀田店 サービス その他サービス 2%

101,954 新潟県 新潟市江南区 セブン－イレブン下越横越店 小売業 食料品 2%

101,955 新潟県 新潟市江南区 楓タクシー サービス 運輸業 5%

101,956 新潟県 新潟市江南区 割烹やまよし サービス 飲食業 5%

101,957 新潟県 新潟市江南区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋新潟亀田店 サービス 飲食業 2%

101,958 新潟県 新潟市江南区 キャピックニイガタ サービス その他サービス 5%

101,959 新潟県 新潟市江南区 空創旬菜雷神亀田店 サービス 飲食業 5%

101,960 新潟県 新潟市江南区 ケーキハウスヨシダ 小売業 食料品 5%

101,961 新潟県 新潟市江南区 古泉電機商会 小売業 電化製品 5%

101,962 新潟県 新潟市江南区 コスモ電気館 小売業 電化製品 5%

101,963 新潟県 新潟市江南区 ことぶき寿司亀田店 サービス 飲食業 5%

101,964 新潟県 新潟市江南区 ことぶき寿司プラント５横越店 サービス 飲食業 5%

101,965 新潟県 新潟市江南区 小見電器 小売業 電化製品 5%

101,966 新潟県 新潟市江南区 サカイ電化センター 小売業 電化製品 5%

101,967 新潟県 新潟市江南区 佐藤ラジオテレビ商会 小売業 電化製品 5%

101,968 新潟県 新潟市江南区 シャレニーアピタ新潟亀田店 小売業 その他小売 5%

101,969 新潟県 新潟市江南区 鮨寿市場店 サービス 飲食業 5%

101,970 新潟県 新潟市江南区 鮮魚センターあるるんの海 小売業 食料品 5%

101,971 新潟県 新潟市江南区 唐人　横越店 サービス 飲食業 5%

101,972 新潟県 新潟市江南区 Ｄｏｕｃｅ　ｒｅｐｏｓ　ｄｏｕｃｅ　ｒｅｐｏｓ サービス 理容・美容業 5%

101,973 新潟県 新潟市江南区 ＤｏｇｃａｒｅＬａｂｏＨＯＰＥ 小売業 その他小売 5%

101,974 新潟県 新潟市江南区 トヨタカローラ新潟カーロッツ新潟 小売業 その他小売 5%

101,975 新潟県 新潟市江南区 トヨタカローラ新潟新潟亀田インター店 小売業 その他小売 5%

101,976 新潟県 新潟市江南区 トヨタレンタリース新潟新潟亀田インター店 サービス その他サービス 2%
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101,977 新潟県 新潟市江南区 セブン－イレブン新潟亀田大月店 小売業 食料品 2%

101,978 新潟県 新潟市江南区 セブン－イレブン新潟亀田四ツ興野店 小売業 食料品 2%

101,979 新潟県 新潟市江南区 セブン－イレブン新潟北山店 小売業 食料品 2%

101,980 新潟県 新潟市江南区 セブン－イレブン新潟鐘木店 小売業 食料品 2%

101,981 新潟県 新潟市江南区 セブン－イレブン新潟曽川店 小売業 食料品 2%

101,982 新潟県 新潟市江南区 セブン－イレブン新潟曽野木団地店 小売業 食料品 2%

101,983 新潟県 新潟市江南区 新潟中央部品新潟店用品館 小売業 その他小売 5%

101,984 新潟県 新潟市江南区 セブンーイレブン新潟丸山店 小売業 食料品 2%

101,985 新潟県 新潟市江南区 セブン－イレブン新潟元町店 小売業 食料品 2%

101,986 新潟県 新潟市江南区 ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

101,987 新潟県 新潟市江南区 ｈａｕｏｌｉカイロビューティー サービス その他サービス 5%

101,988 新潟県 新潟市江南区 Ｐａｒａｄｅ横越店 小売業 その他小売 5%

101,989 新潟県 新潟市江南区 ひかり畑 サービス 飲食業 5%

101,990 新潟県 新潟市江南区 ビューティデザイン　アンドナップ サービス 理容・美容業 5%

101,991 新潟県 新潟市江南区 美容カイロプラクティック華健 サービス 理容・美容業 5%

101,992 新潟県 新潟市江南区 ｈａｉｒｒｏｏｍ　ｔｉｌａ サービス 理容・美容業 5%

101,993 新潟県 新潟市江南区 ＨｏｎｄａＣａｒｓ新潟南　亀田店 小売業 その他小売 5%

101,994 新潟県 新潟市江南区 マルコ無線電機商会 小売業 電化製品 5%

101,995 新潟県 新潟市江南区 マルホン電気商会 小売業 電化製品 5%

101,996 新潟県 新潟市江南区 麺者風天 亀田店 サービス 飲食業 5%

101,997 新潟県 新潟市江南区 麺処阿吽新潟店 サービス 飲食業 5%

101,998 新潟県 新潟市江南区 ヤマシタ　亀田店 小売業 家具・調度品 5%

101,999 新潟県 新潟市江南区 有　小菅自動車販売 サービス その他サービス 5%

102,000 新潟県 新潟市江南区 よめな サービス その他サービス 5%

102,001 新潟県 新潟市江南区 リフレッシュサロン それいゆ リフレッシュサロン Ｓｏｌｅｉｌ?そ れ い ゆ? サービス その他サービス 5%

102,002 新潟県 新潟市江南区 リフレッシュサロンＳｏｌｅｉｌ?そ・れ・い・ゆ? サービス 理容・美容業 5%

102,003 新潟県 新潟市江南区 ＲＩＬＡｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘ サービス 理容・美容業 5%

102,004 新潟県 新潟市江南区 Ｌ’ｅｔｏｆｆｅ 小売業 家具・調度品 5%

102,005 新潟県 新潟市江南区 ローストカフェ サービス 飲食業 5%

102,006 新潟県 新潟市中央区 Ａｒｔ　Ｃａｆｅ　ＢＡＲ　ぺがさす荘 サービス 飲食業 5%

102,007 新潟県 新潟市中央区 アーバネックスイン新潟 サービス 宿泊業 5%

102,008 新潟県 新潟市中央区 ｒ Ｐｉｘｙ Ｈａｉｒ ｗｏｒｋｓ ｒ Ｐｉｘｙ サービス 理容・美容業 5%

102,009 新潟県 新潟市中央区 藍美 サービス その他サービス 5%

102,010 新潟県 新潟市中央区 ｉＰｈｏｎｅ修理 アイサポ 新潟ラブラ万代店 小売業 電化製品 5%

102,011 新潟県 新潟市中央区 ＯＵＴＲＥ【アウトロー】 サービス 理容・美容業 5%

102,012 新潟県 新潟市中央区 青人窯 サービス その他サービス 5%

102,013 新潟県 新潟市中央区 秋山　電気 小売業 電化製品 5%

102,014 新潟県 新潟市中央区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｉｂｅｒｔｅ女池 サービス 理容・美容業 5%

102,015 新潟県 新潟市中央区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｓａｎｇｏ新潟駅前 サービス 理容・美容業 5%

102,016 新潟県 新潟市中央区 あさどり菜園 小売業 食料品 5%

102,017 新潟県 新潟市中央区 アジアンキッチン　新潟ＮＥＸＴ２１ サービス 飲食業 5%

102,018 新潟県 新潟市中央区 あずまや本舗 サービス 飲食業 5%
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102,019 新潟県 新潟市中央区 Ａｋｋｙ　ｓ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

102,020 新潟県 新潟市中央区 天晴れＧＯ　ＧＯ　キッチンカー サービス 飲食業 2%

102,021 新潟県 新潟市中央区 ａｔｔｉｃ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

102,022 新潟県 新潟市中央区 アトス撮影会 サービス その他サービス 5%

102,023 新潟県 新潟市中央区 アトリエ　Ｆｕｌｕ　Ｆｕｌｕ 小売業 その他小売 5%

102,024 新潟県 新潟市中央区 アトリエｍａｓａ サービス 理容・美容業 5%

102,025 新潟県 新潟市中央区 ａ?ｎｏｂｌｅ 小売業 衣料品 5%

102,026 新潟県 新潟市中央区 ａｌｉｃｅ サービス 飲食業 5%

102,027 新潟県 新潟市中央区 ＡＬＥＴＴＡ　（アレッタ） サービス 理容・美容業 5%

102,028 新潟県 新潟市中央区 ＆ｎｉｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

102,029 新潟県 新潟市中央区 イーストモートストリートブルース 小売業 衣料品 5%

102,030 新潟県 新潟市中央区 カイロプラクティック骨骨 サービス その他サービス 5%

102,031 新潟県 新潟市中央区 飯原 酒店 飯原 酒店 小売業 食料品 5%

102,032 新潟県 新潟市中央区 イーンスパイア株式会社 イーンスパイア株式会社 サービス その他サービス 5%

102,033 新潟県 新潟市中央区 居酒屋　ＥＮＣＯＵＮＴＥＲ！！ サービス 飲食業 5%

102,034 新潟県 新潟市中央区 居酒屋　げらげら！！ サービス 飲食業 5%

102,035 新潟県 新潟市中央区 居酒屋やぶさか サービス 飲食業 5%

102,036 新潟県 新潟市中央区 居酒屋らくちゃん サービス 飲食業 5%

102,037 新潟県 新潟市中央区 出雲崎酒店 小売業 食料品 5%

102,038 新潟県 新潟市中央区 イタリア創作料理　酒場　頂　?ＩＴＡＤＡＫＩ? サービス 飲食業 5%

102,039 新潟県 新潟市中央区 出光泰平橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,040 新潟県 新潟市中央区 出光新潟ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,041 新潟県 新潟市中央区 出光新潟中央インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,042 新潟県 新潟市中央区 出光西堀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,043 新潟県 新潟市中央区 出光ベーシック新潟ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,044 新潟県 新潟市中央区 出光山二ツＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,045 新潟県 新潟市中央区 出光米山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,046 新潟県 新潟市中央区 ＥＴＯＮ　ＨＯＵＳＥ　新潟店 小売業 衣料品 5%

102,047 新潟県 新潟市中央区 イナガキ家電 小売業 電化製品 5%

102,048 新潟県 新潟市中央区 ｅプラザ新潟西堀店 小売業 電化製品 5%

102,049 新潟県 新潟市中央区 ｅプラザのぐち店 小売業 電化製品 5%

102,050 新潟県 新潟市中央区 １０１デザイン 小売業 家具・調度品 5%

102,051 新潟県 新潟市中央区 今代司酒造株式会社　今代司酒造直売店 小売業 食料品 5%

102,052 新潟県 新潟市中央区 イヤローブ サービス 理容・美容業 5%

102,053 新潟県 新潟市中央区 Ｉ・ＲＯ・ＨＡ【イロハ】 サービス 理容・美容業 5%

102,054 新潟県 新潟市中央区 イワタ薬品株式会社　新潟営業所 小売業 その他小売 5%

102,055 新潟県 新潟市中央区 ウォッチメンテナンス新潟　ウオッチメンテナンス新潟 サービス その他サービス 5%

102,056 新潟県 新潟市中央区 ｕｚｕｋｉｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

102,057 新潟県 新潟市中央区 ＥＶＡｈ　エヴァ　　鐙西店 サービス 理容・美容業 5%

102,058 新潟県 新潟市中央区 エヴァ 弁天橋店 サービス 理容・美容業 5%

102,059 新潟県 新潟市中央区 ＥＶＯＬＳ サービス 理容・美容業 5%

102,060 新潟県 新潟市中央区 駅前焼肉　しちりん亭 サービス 飲食業 5%
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102,061 新潟県 新潟市中央区 Ｓ．Ｈ．Ｓ　鳥屋野店 小売業 家具・調度品 5%

102,062 新潟県 新潟市中央区 エスカイヤクラブ　新潟ＮＥＸＴ２１ サービス 飲食業 5%

102,063 新潟県 新潟市中央区 エスプリ　新潟ＮＥＸＴ２１ サービス 飲食業 5%

102,064 新潟県 新潟市中央区 越後せんべい浜島 小売業 食料品 5%

102,065 新潟県 新潟市中央区 越後せんべい　浜島　越後せんべい浜島 小売業 食料品 5%

102,066 新潟県 新潟市中央区 越後十日町小嶋屋新潟店 サービス 飲食業 5%

102,067 新潟県 新潟市中央区 Ｈｅｒｍｉｔａｇｅ　Ｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

102,068 新潟県 新潟市中央区 オアズヘアービィグラッド サービス 理容・美容業 5%

102,069 新潟県 新潟市中央区 大坂酒店　大坂酒店 小売業 その他小売 5%

102,070 新潟県 新潟市中央区 お菓子工房?ｋｕｕ? 小売業 食料品 5%

102,071 新潟県 新潟市中央区 小川屋仏壇店 小売業 家具・調度品 5%

102,072 新潟県 新潟市中央区 オケショー 小売業 その他小売 5%

102,073 新潟県 新潟市中央区 ｖｉｎｏｌｅｎｔｏ サービス 飲食業 5%

102,074 新潟県 新潟市中央区 オタカラカン 小売業 その他小売 5%

102,075 新潟県 新潟市中央区 オーモンド 小売業 その他小売 5%

102,076 新潟県 新潟市中央区 オリエンタル整体院 サービス その他サービス 5%

102,077 新潟県 新潟市中央区 オリックスレンタカー新潟駅北口店 サービス その他サービス 2%

102,078 新潟県 新潟市中央区 オリックスレンタカー新潟駅万代口店 サービス その他サービス 2%

102,079 新潟県 新潟市中央区 オリックスレンタカー新潟駅南口店 サービス その他サービス 2%

102,080 新潟県 新潟市中央区 オリックスレンタカー新潟上所店 サービス その他サービス 2%

102,081 新潟県 新潟市中央区 オリックスレンタカー新潟県庁前店 サービス その他サービス 2%

102,082 新潟県 新潟市中央区 温野菜新潟新和店 サービス 飲食業 2%

102,083 新潟県 新潟市中央区 カードオブパラダイス桜木店 小売業 その他小売 5%

102,084 新潟県 新潟市中央区 カードラボ　新潟店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

102,085 新潟県 新潟市中央区 ｃｈｉｒｏｐｒａｃｔｉｃＹ＆Ｈ サービス 理容・美容業 5%

102,086 新潟県 新潟市中央区 かおり屋 サービス 飲食業 5%

102,087 新潟県 新潟市中央区 かおるや出来島店 サービス 飲食業 2%

102,088 新潟県 新潟市中央区 かおるや東大通店 サービス 飲食業 5%

102,089 新潟県 新潟市中央区 カシェット池上 サービス 飲食業 5%

102,090 新潟県 新潟市中央区 加島屋 サービス その他サービス 5%

102,091 新潟県 新潟市中央区 割烹渡真 サービス 飲食業 5%

102,092 新潟県 新潟市中央区 ＫＡＤＯ サービス 飲食業 5%

102,093 新潟県 新潟市中央区 カドフク サービス 飲食業 5%

102,094 新潟県 新潟市中央区 カドフク サービス 飲食業 5%

102,095 新潟県 新潟市中央区 ＳＥＡＳＯＮ サービス 飲食業 5%

102,096 新潟県 新潟市中央区 株式会社天晴れ 天晴れ サービス 飲食業 5%

102,097 新潟県 新潟市中央区 株式会社　大橋洋食器 小売業 その他小売 5%

102,098 新潟県 新潟市中央区 ＴＥＸＦＡＲＭ サービス その他サービス 5%

102,099 新潟県 新潟市中央区 株式会社天晴れ　ヤサイ串巻マグロしゃぶしゃぶアッパレ サービス 飲食業 5%

102,100 新潟県 新潟市中央区 株式会社天晴れ　天晴れファクトリー サービス 宿泊業 5%

102,101 新潟県 新潟市中央区 株式会社天晴れ　ホルモン酒場天晴れ精肉店 サービス 飲食業 5%

102,102 新潟県 新潟市中央区 株式会社大倉酒店 小売業 食料品 5%
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102,103 新潟県 新潟市中央区 株式会社頸城建工 アクト万代店 小売業 その他小売 5%

102,104 新潟県 新潟市中央区 株式会社ミズカミ 小売業 家具・調度品 5%

102,105 新潟県 新潟市中央区 株式会社やまざきコーポレイション サービス 飲食業 5%

102,106 新潟県 新潟市中央区 カマラード カマラード サービス 飲食業 5%

102,107 新潟県 新潟市中央区 ｋａｍｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

102,108 新潟県 新潟市中央区 カラオケルーム　新潟ＮＥＸＴ２１ サービス 飲食業 5%

102,109 新潟県 新潟市中央区 Ｋａｌｌｉｓｔｉ サービス 理容・美容業 5%

102,110 新潟県 新潟市中央区 韓国家庭料理　多来 サービス 飲食業 5%

102,111 新潟県 新潟市中央区 カントリーホテル新潟 サービス 宿泊業 5%

102,112 新潟県 新潟市中央区 キーパーラボ新潟県庁前店 サービス その他サービス 2%

102,113 新潟県 新潟市中央区 北日本補聴器センター新潟店 小売業 その他小売 5%

102,114 新潟県 新潟市中央区 喫茶　そらや サービス 飲食業 5%

102,115 新潟県 新潟市中央区 キッチンバル　Ｇｅｎ　Ｓｕｎ サービス 飲食業 5%

102,116 新潟県 新潟市中央区 ＣＡＴＨＥＲＩＮＥ 小売業 衣料品 5%

102,117 新潟県 新潟市中央区 ｃａｒａｗａｙ 小売業 その他小売 5%

102,118 新潟県 新潟市中央区 モリパワー・キャリアアップスクール サービス その他サービス 5%

102,119 新潟県 新潟市中央区 牛角米山店 サービス 飲食業 2%

102,120 新潟県 新潟市中央区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｑｕｉｌｔ サービス 理容・美容業 5%

102,121 新潟県 新潟市中央区 Ｇｒａｔｉａ サービス 理容・美容業 5%

102,122 新潟県 新潟市中央区 ＧＬＡＭＯＵＲ 小売業 衣料品 5%

102,123 新潟県 新潟市中央区 カイロプラクティックＣｈｉｈａｒｕ サービス 理容・美容業 5%

102,124 新潟県 新潟市中央区 ｇｌｉｎｔ美容室 サービス 理容・美容業 5%

102,125 新潟県 新潟市中央区 クレーシェル　クレーシェル 小売業 食料品 5%

102,126 新潟県 新潟市中央区 クワトロ梨庵 サービス 飲食業 5%

102,127 新潟県 新潟市中央区 Ｋ－Ｗｉｎｄｓ 小売業 その他小売 5%

102,128 新潟県 新潟市中央区 ゲストハウス　アンゴ荘 サービス 宿泊業 5%

102,129 新潟県 新潟市中央区 けやきジンギス　しちりん亭 サービス 飲食業 5%

102,130 新潟県 新潟市中央区 ＫＥＬＬＹ 小売業 貴金属・服飾品 5%

102,131 新潟県 新潟市中央区 ケンコウカン 小売業 その他小売 5%

102,132 新潟県 新潟市中央区 豪快やきとり　さごっちゃん サービス 飲食業 5%

102,133 新潟県 新潟市中央区 考古堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

102,134 新潟県 新潟市中央区 考古堂書店 古町本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

102,135 新潟県 新潟市中央区 紅茶のお店ひまわり サービス 飲食業 5%

102,136 新潟県 新潟市中央区 コーザノストラ新潟店 小売業 衣料品 5%

102,137 新潟県 新潟市中央区 ｃｏｃｏｅ　Ｈａｉｒ＆Ｒｅｌａｘ　（ココエ） サービス 理容・美容業 5%

102,138 新潟県 新潟市中央区 ＣＯＣＯ＊ＫＡＲＡ　?ココカラ? サービス その他サービス 5%

102,139 新潟県 新潟市中央区 後藤書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

102,140 新潟県 新潟市中央区 ことだまカフェ ちょっとバー リタ ことだまカフェ ちょっとバーリタ サービス 飲食業 5%

102,141 新潟県 新潟市中央区 金剛堂　新潟店 小売業 家具・調度品 5%

102,142 新潟県 新潟市中央区 権十楼　古町店 サービス 飲食業 5%

102,143 新潟県 新潟市中央区 ＴＨＥ　ＳＨＯＰＰＩＮＧ． 小売業 家具・調度品 5%

102,144 新潟県 新潟市中央区 ＴｈｅＬｉｆｆｅｙＴａｖｅｒｎ３ サービス 飲食業 5%
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102,145 新潟県 新潟市中央区 ＴＨＩＲＴＥＥＮ１３ サービス 理容・美容業 5%

102,146 新潟県 新潟市中央区 酒井健康整体 サービス その他サービス 5%

102,147 新潟県 新潟市中央区 酒と肴のぶ サービス 飲食業 5%

102,148 新潟県 新潟市中央区 佐渡廻転寿司弁慶ピア万代店 サービス 飲食業 5%

102,149 新潟県 新潟市中央区 Ｔｈｅ Ｂａｒｂｅｒ ３７ サービス その他サービス 5%

102,150 新潟県 新潟市中央区 さるーん　桜木店 サービス 飲食業 5%

102,151 新潟県 新潟市中央区 ＳＡＬＳＡ　（サルサ）　新潟店 サービス 理容・美容業 5%

102,152 新潟県 新潟市中央区 サロンヴィーナス サービス 理容・美容業 5%

102,153 新潟県 新潟市中央区 サロン　ド　セピア サービス 理容・美容業 5%

102,154 新潟県 新潟市中央区 さわ山 小売業 食料品 5%

102,155 新潟県 新潟市中央区 ＳｉｉＪｅ【シイジ】 サービス 理容・美容業 5%

102,156 新潟県 新潟市中央区 ジェラテリアポポロ 小売業 食料品 5%

102,157 新潟県 新潟市中央区 シェルタープロデュスドバイエムズ サービス 理容・美容業 5%

102,158 新潟県 新潟市中央区 ジェレミー Ｊｅｌｅｍｙ サービス 理容・美容業 5%

102,159 新潟県 新潟市中央区 視覚行動研究所 サービス その他サービス 5%

102,160 新潟県 新潟市中央区 Ｃｉｃｉｃａ（シシカ） サービス 理容・美容業 5%

102,161 新潟県 新潟市中央区 四川飯店 新潟 サービス 飲食業 5%

102,162 新潟県 新潟市中央区 地鶏と汁もん　汁平　　地鶏と汁もん　汁平 サービス 飲食業 5%

102,163 新潟県 新潟市中央区 自慢の一滴本舗　新潟醤油（株） 小売業 食料品 5%

102,164 新潟県 新潟市中央区 小姐颱風　新潟ＮＥＸＴ２１ サービス 飲食業 5%

102,165 新潟県 新潟市中央区 シャレニーデッキィ４０１店 小売業 その他小売 5%

102,166 新潟県 新潟市中央区 旬食酒好Ｙｕｕ サービス 飲食業 5%

102,167 新潟県 新潟市中央区 Ｊｙｏｚｏ サービス 飲食業 5%

102,168 新潟県 新潟市中央区 ショクサイカン 小売業 食料品 5%

102,169 新潟県 新潟市中央区 寝具工房よーくねった 小売業 その他小売 5%

102,170 新潟県 新潟市中央区 シングルイン新潟第一 サービス 宿泊業 5%

102,171 新潟県 新潟市中央区 シングルイン新潟第三 サービス 宿泊業 5%

102,172 新潟県 新潟市中央区 シングルイン新潟第二 サービス 宿泊業 5%

102,173 新潟県 新潟市中央区 シングルイン新潟第二新館 サービス 宿泊業 5%

102,174 新潟県 新潟市中央区 新健勝苑新潟店 小売業 衣料品 5%

102,175 新潟県 新潟市中央区 鮨　奈可久　星野 サービス 飲食業 5%

102,176 新潟県 新潟市中央区 鮨　やま坊し サービス 飲食業 5%

102,177 新潟県 新潟市中央区 鮨弁慶海 サービス 飲食業 5%

102,178 新潟県 新潟市中央区 ＳＴＯＲＥｆｏｒＢｅｔｔｅｒｈｏｌｉｄａｙ 小売業 その他小売 5%

102,179 新潟県 新潟市中央区 ストレート　新潟店 小売業 その他小売 5%

102,180 新潟県 新潟市中央区 ＳＮＩＰＳＣＡＯＳ サービス 理容・美容業 5%

102,181 新潟県 新潟市中央区 ＳＮＩＰＳＤＯＥＳ サービス 理容・美容業 5%

102,182 新潟県 新潟市中央区 ＳＮＩＰＳＬＩＦＥＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

102,183 新潟県 新潟市中央区 スマイリークレープ　新潟駅南口店 小売業 食料品 5%

102,184 新潟県 新潟市中央区 スマイルビューティ サービス 理容・美容業 5%

102,185 新潟県 新潟市中央区 炭鮮　?ｓｕｍｉｓｅｎ? サービス 飲食業 5%

102,186 新潟県 新潟市中央区 炭火焼居酒家つぼみ サービス 飲食業 5%
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102,187 新潟県 新潟市中央区 スワロー商事 サービス その他サービス 5%

102,188 新潟県 新潟市中央区 せかい鮨 サービス 飲食業 5%

102,189 新潟県 新潟市中央区 ｓｅｌｉｓｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

102,190 新潟県 新潟市中央区 創作居酒屋あさや　創作居酒屋あさや サービス 飲食業 5%

102,191 新潟県 新潟市中央区 創作ダイニング　　Ｓｈｕ?ｙａ（シューヤ） サービス 飲食業 5%

102,192 新潟県 新潟市中央区 ソウズ古町店 サービス 飲食業 5%

102,193 新潟県 新潟市中央区 ソウズ本町店 サービス 飲食業 5%

102,194 新潟県 新潟市中央区 草村動物病院 サービス その他サービス 5%

102,195 新潟県 新潟市中央区 大衆酒蔵　立呑み天下一　大衆酒蔵　立呑み天下一 サービス 飲食業 5%

102,196 新潟県 新潟市中央区 大衆酒場 天下二 大衆酒場天下二 駅前店 サービス 飲食業 5%

102,197 新潟県 新潟市中央区 株式会社ダイヤモンドジュビリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

102,198 新潟県 新潟市中央区 たちばなデッキィ４０１店 小売業 衣料品 5%

102,199 新潟県 新潟市中央区 たばこ　雑貨　佐藤商店　佐藤商店 小売業 その他小売 5%

102,200 新潟県 新潟市中央区 ｄａｌｌｉ サービス その他サービス 5%

102,201 新潟県 新潟市中央区 ＤａｎｃｅＳｃｈｏｏｌＬｙｄｉａ サービス その他サービス 5%

102,202 新潟県 新潟市中央区 暖欒和食　膳 サービス 飲食業 5%

102,203 新潟県 新潟市中央区 張園（ちょうえん）南店 サービス 飲食業 5%

102,204 新潟県 新潟市中央区 デアフローラ サービス 理容・美容業 5%

102,205 新潟県 新潟市中央区 ティーズパートナー　Ｈａｉｒ　Ｐｌａｎｔ サービス 理容・美容業 5%

102,206 新潟県 新潟市中央区 鉄板・炭焼ダイニング　Ｓｅｉ　（ サービス 飲食業 5%

102,207 新潟県 新潟市中央区 鉄板・炭焼ダイニング　Ｓｅｉけや サービス 飲食業 5%

102,208 新潟県 新潟市中央区 ＤＥＵＣＥ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

102,209 新潟県 新潟市中央区 ＤＥＬＩ＆ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴｐｉａｔｔｏｇｉｏｒｎｉ サービス 飲食業 5%

102,210 新潟県 新潟市中央区 電化のコヤマ 小売業 電化製品 5%

102,211 新潟県 新潟市中央区 天然酵母パン　ミーア 小売業 食料品 5%

102,212 新潟県 新潟市中央区 デンジャラスチキン サービス 飲食業 5%

102,213 新潟県 新潟市中央区 ＴＵＯ新潟青陵大学・短期大学生協 サービス その他サービス 5%

102,214 新潟県 新潟市中央区 ＴＵＯ　新潟大学生協　池原ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

102,215 新潟県 新潟市中央区 ドクターリッチＤｒＲｉｃｈ サービス その他サービス 5%

102,216 新潟県 新潟市中央区 ドスパラ新潟店 小売業 電化製品 5%

102,217 新潟県 新潟市中央区 富寿し 富寿し新潟万代店 サービス 飲食業 5%

102,218 新潟県 新潟市中央区 トヨタカローラ新潟新潟桜木店 小売業 その他小売 5%

102,219 新潟県 新潟市中央区 トヨタレンタリース新潟新潟駅南口店 サービス その他サービス 2%

102,220 新潟県 新潟市中央区 トヨタレンタリース新潟万代店 サービス その他サービス 2%

102,221 新潟県 新潟市中央区 トヨタレンタリース新潟女池インタ－店 サービス その他サービス 2%

102,222 新潟県 新潟市中央区 とらのあな　新潟店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

102,223 新潟県 新潟市中央区 とらのあな新潟店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

102,224 新潟県 新潟市中央区 ｔｒｕｎｃ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

102,225 新潟県 新潟市中央区 鳥忠　明石 サービス 飲食業 5%

102,226 新潟県 新潟市中央区 なり－ｎｕｔｔａｒｉＮＡＲＩ－ サービス その他サービス 5%

102,227 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟明石店 小売業 食料品 2%

102,228 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟愛宕店 小売業 食料品 2%
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102,229 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟入船店 小売業 食料品 2%

102,230 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟姥ヶ山店 小売業 食料品 2%

102,231 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟駅ＣｏＣｏＬｏ西館店 小売業 食料品 2%

102,232 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟駅前店 小売業 食料品 2%

102,233 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟上大川前通４番町店 小売業 食料品 2%

102,234 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟上所店 小売業 食料品 2%

102,235 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟上所２丁目店 小売業 食料品 2%

102,236 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟川岸町３丁目店 小売業 食料品 2%

102,237 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟神道寺店 小売業 食料品 2%

102,238 新潟県 新潟市中央区 新潟グランドホテル　リゾートガーデン サービス 宿泊業 5%

102,239 新潟県 新潟市中央区 新潟グランドホテル　ティーラウンジ　スパークル サービス 宿泊業 5%

102,240 新潟県 新潟市中央区 新潟グランドホテル フランス料理レストラン ベルビュー サービス 宿泊業 5%

102,241 新潟県 新潟市中央区 新潟グランドホテル　日本料理レストラン　静香庵 サービス 宿泊業 5%

102,242 新潟県 新潟市中央区 新潟グランドホテル　中国料理レストラン　慶楽 サービス 宿泊業 5%

102,243 新潟県 新潟市中央区 新潟グランドホテル　メンバーズバー　涵養倶楽部 サービス 宿泊業 5%

102,244 新潟県 新潟市中央区 新潟地酒ＢＡＳＥ　膳 サービス 飲食業 5%

102,245 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟新和１丁目店 小売業 食料品 2%

102,246 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟紫竹山店 小売業 食料品 2%

102,247 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟市民病院前店 小売業 食料品 2%

102,248 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟スタジアム前店 小売業 食料品 2%

102,249 新潟県 新潟市中央区 新潟住まいのお金相談室 サービス その他サービス 5%

102,250 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟住吉町店 小売業 食料品 2%

102,251 新潟県 新潟市中央区 新潟青陵大学・短期大学生協 サービス その他サービス 5%

102,252 新潟県 新潟市中央区 新潟大学生協　旭町店 サービス その他サービス 5%

102,253 新潟県 新潟市中央区 新潟大学生協　旭町店 サービス その他サービス 5%

102,254 新潟県 新潟市中央区 新潟大学生協　池原ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

102,255 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟天神店 小売業 食料品 2%

102,256 新潟県 新潟市中央区 新潟東映ホテル サービス 宿泊業 5%

102,257 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟鳥屋野店 小売業 食料品 2%

102,258 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟鳥屋野２丁目店 小売業 食料品 2%

102,259 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟ＮＥＸＴ２１店 小売業 食料品 2%

102,260 新潟県 新潟市中央区 新潟の地酒とうまいもの処 かもくら サービス 飲食業 5%

102,261 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟花園１丁目店 小売業 食料品 2%

102,262 新潟県 新潟市中央区 ＮＩＩＧＡＴＡ　ＢＡＬ　ＴＩＤＡ【ティダ】 サービス 飲食業 5%

102,263 新潟県 新潟市中央区 新潟万代病院売店 小売業 その他小売 5%

102,264 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟万代４丁目店 小売業 食料品 2%

102,265 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟東出来島店 小売業 食料品 2%

102,266 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟船場店 小売業 食料品 2%

102,267 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟弁天１丁目店 小売業 食料品 2%

102,268 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟弁天橋店 小売業 食料品 2%

102,269 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟水島町店 小売業 食料品 2%

102,270 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟女池店 小売業 食料品 2%
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102,271 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟女池西店 小売業 食料品 2%

102,272 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟本馬越店 小売業 食料品 2%

102,273 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟横七番町通店 小売業 食料品 2%

102,274 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟竜が島１丁目店 小売業 食料品 2%

102,275 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟和合町１丁目店 小売業 食料品 2%

102,276 新潟県 新潟市中央区 セブン－イレブン新潟和合町店 小売業 食料品 2%

102,277 新潟県 新潟市中央区 Ｎｉｃｏｒａ（ニコラ） サービス 理容・美容業 5%

102,278 新潟県 新潟市中央区 西村書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

102,279 新潟県 新潟市中央区 西山薬局 小売業 その他小売 5%

102,280 新潟県 新潟市中央区 ｋｎｉｔｔｙ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

102,281 新潟県 新潟市中央区 Ａ’ｖｉ サービス その他サービス 5%

102,282 新潟県 新潟市中央区 ネイルズアジュール ＤｅＫＫＹ４０１店 サービス 理容・美容業 5%

102,283 新潟県 新潟市中央区 ｎｅｍｏｎ 小売業 衣料品 5%

102,284 新潟県 新潟市中央区 ノーザンアイランド 小売業 衣料品 5%

102,285 新潟県 新潟市中央区 ｂａｒｂｅｒ　ｍｏ?ｚｏ サービス 理容・美容業 5%

102,286 新潟県 新潟市中央区 ＢＹ　ＫＥＬＬＹ 小売業 貴金属・服飾品 5%

102,287 新潟県 新潟市中央区 パナコスモス　ヒロカワ 小売業 電化製品 5%

102,288 新潟県 新潟市中央区 花森自然形体院 サービス その他サービス 5%

102,289 新潟県 新潟市中央区 はり糸　はり糸 小売業 食料品 5%

102,290 新潟県 新潟市中央区 ハリス　新潟店 小売業 衣料品 5%

102,291 新潟県 新潟市中央区 バリニーズ アロマテラピーゆるり サービス その他サービス 5%

102,292 新潟県 新潟市中央区 萬松堂本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

102,293 新潟県 新潟市中央区 パンション駅南 サービス 宿泊業 5%

102,294 新潟県 新潟市中央区 ＨＡＮＤｓ サービス 理容・美容業 5%

102,295 新潟県 新潟市中央区 万代鍼灸マッサージ院 サービス その他サービス 5%

102,296 新潟県 新潟市中央区 ＢＥＡＮＳ ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

102,297 新潟県 新潟市中央区 久千代?ＡＹＡＮＯ　ＹＡＭＡＤＡ サービス その他サービス 5%

102,298 新潟県 新潟市中央区 びすと炉　心平　　びすと炉　心平 サービス 飲食業 5%

102,299 新潟県 新潟市中央区 ＢＩＳＴＲＯ　ｆｌｅｕｆｌｅｕ サービス 飲食業 5%

102,300 新潟県 新潟市中央区 びっくりドンキー　新潟和合店 サービス 飲食業 2%

102,301 新潟県 新潟市中央区 ひのと サービス 飲食業 5%

102,302 新潟県 新潟市中央区 ＢｅａｕｔｉｆｕｌｓｔｙｌｅＦＥＥＬ サービス 理容・美容業 2%

102,303 新潟県 新潟市中央区 美容室ＯＫＵＲＡ　Ｄｅｋｋｙ４０１店 サービス 理容・美容業 5%

102,304 新潟県 新潟市中央区 美容室ＯＫＵＲＡ 万代シルバーホテル店 サービス 理容・美容業 5%

102,305 新潟県 新潟市中央区 美容室ｔ＆ｔ サービス 理容・美容業 5%

102,306 新潟県 新潟市中央区 美容室はなこ サービス 理容・美容業 5%

102,307 新潟県 新潟市中央区 美容室マトリカリア サービス 理容・美容業 5%

102,308 新潟県 新潟市中央区 ひらた整体院 サービス その他サービス 5%

102,309 新潟県 新潟市中央区 ヒロ　クランツ 小売業 食料品 5%

102,310 新潟県 新潟市中央区 ＦＩＮＤ　ファッション会館店 小売業 その他小売 5%

102,311 新潟県 新潟市中央区 ＦａｓｔＮａｉｌ　ＬＵＣＥ サービス その他サービス 5%

102,312 新潟県 新潟市中央区 ブーランジェリーリリッカ サービス 飲食業 5%
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102,313 新潟県 新潟市中央区 Ｆｅｌｉｃｅ サービス その他サービス 5%

102,314 新潟県 新潟市中央区 ＦＯＲＴＵＮＡ　ｂｙ　ＡＲＩＡＣＨＩＡＲ サービス その他サービス 5%

102,315 新潟県 新潟市中央区 フキ新潟　工事用 小売業 その他小売 5%

102,316 新潟県 新潟市中央区 富士メガネ新潟店 小売業 その他小売 5%

102,317 新潟県 新潟市中央区 福光産業関屋店 小売業 電化製品 5%

102,318 新潟県 新潟市中央区 Ｂｏｕｔｉｑｕｅ　ｌａ　ｃｏｍｐｔｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

102,319 新潟県 新潟市中央区 ｂｕｂｏｋｋｕ 小売業 衣料品 5%

102,320 新潟県 新潟市中央区 プライベートサロン安樹 サービス 理容・美容業 5%

102,321 新潟県 新潟市中央区 ＰＲＩＶＩＬＥＧＥ ＮＩＩＧＡＴＡ 小売業 衣料品 5%

102,322 新潟県 新潟市中央区 ＢＬＥＵＡＮＤＣＯ． 小売業 衣料品 5%

102,323 新潟県 新潟市中央区 ブルーカフェ サービス 飲食業 5%

102,324 新潟県 新潟市中央区 古川煙草専舗 アクセサリー 小売業 その他小売 5%

102,325 新潟県 新潟市中央区 古町糀製造所　古町本店 小売業 食料品 5%

102,326 新潟県 新潟市中央区 ＦＲＥＮＣＨ　ＴＥＰＰＡＮ　静香庵 サービス 飲食業 5%

102,327 新潟県 新潟市中央区 フロアブティック 小売業 衣料品 5%

102,328 新潟県 新潟市中央区 ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ ｄｅｒ ｓｃｈｒｉｔｔ サービス 理容・美容業 5%

102,329 新潟県 新潟市中央区 ヘアーサロン　ツチヤ サービス 理容・美容業 5%

102,330 新潟県 新潟市中央区 ＨａｉｒＰｌａｎｔ サービス 理容・美容業 5%

102,331 新潟県 新潟市中央区 hair room Laulea by Lucia サービス 理容・美容業 5%

102,332 新潟県 新潟市中央区 hair room Lucia 新潟駅南 サービス 理容・美容業 5%

102,333 新潟県 新潟市中央区 ヘア ビューティグリーンローズ サービス 理容・美容業 5%

102,334 新潟県 新潟市中央区 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＨＯＬＩＣ　（ヘアメイク　ホリック） サービス 理容・美容業 5%

102,335 新潟県 新潟市中央区 別館立ち食い弁慶 サービス 飲食業 5%

102,336 新潟県 新潟市中央区 ｖｅｌｕｄｏ　（ベルード） サービス 理容・美容業 5%

102,337 新潟県 新潟市中央区 弁天鳥金 サービス 飲食業 5%

102,338 新潟県 新潟市中央区 まつげサロンＷＩＬＬ　新潟駅南レクスン２店 サービス 理容・美容業 5%

102,339 新潟県 新潟市中央区 Ｍａｔｅ?Ｎ?Ｒａｗ 小売業 衣料品 5%

102,340 新潟県 新潟市中央区 マリヤ人形店 小売業 その他小売 5%

102,341 新潟県 新潟市中央区 マルイ女池店 小売業 食料品 5%

102,342 新潟県 新潟市中央区 Ｍｉｅｔｔａ Ｍｉｅｔｔａ 小売業 その他小売 5%

102,343 新潟県 新潟市中央区 宮本電化 小売業 電化製品 5%

102,344 新潟県 新潟市中央区 ＭＩＬＤ．（ミルト） サービス 理容・美容業 5%

102,345 新潟県 新潟市中央区 無尽蔵 花園家 サービス 飲食業 5%

102,346 新潟県 新潟市中央区 結び サービス 理容・美容業 5%

102,347 新潟県 新潟市中央区 Ｍｕｒａ’ｓ　ｗａｒｕｎｇ サービス 飲食業 5%

102,348 新潟県 新潟市中央区 美容カイロサロンＡｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

102,349 新潟県 新潟市中央区 Ｍａｙ　Ｓｈｉｒａｚ　Ｍａｙ　Ｓｈｉｒａｚ サービス 飲食業 5%

102,350 新潟県 新潟市中央区 ＭＯ’ＣＯＯＬ　ｈｏｍｍｅ サービス 理容・美容業 5%

102,351 新潟県 新潟市中央区 モードアキ 小売業 その他小売 5%

102,352 新潟県 新潟市中央区 もんじゃ　とやの店 サービス 飲食業 5%

102,353 新潟県 新潟市中央区 焼肉　藤虎 サービス 飲食業 5%

102,354 新潟県 新潟市中央区 櫓茶屋　新潟ＮＥＸＴ２１ サービス 飲食業 5%
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102,355 新潟県 新潟市中央区 山下家具店　催事 小売業 家具・調度品 5%

102,356 新潟県 新潟市中央区 山下家具店　本社 小売業 家具・調度品 5%

102,357 新潟県 新潟市中央区 有限会社菊屋家具本店 小売業 家具・調度品 5%

102,358 新潟県 新潟市中央区 有限会社雅美堂　有限会社雅美堂 小売業 その他小売 5%

102,359 新潟県 新潟市中央区 ＵＴＯＰＩＡ 小売業 衣料品 5%

102,360 新潟県 新潟市中央区 ユニゾン 小売業 貴金属・服飾品 5%

102,361 新潟県 新潟市中央区 ＹＯＧＡ　ＳＰＡ　ｙｏｇａｙｕＨ サービス 飲食業 5%

102,362 新潟県 新潟市中央区 吉田フローリスト 小売業 その他小売 5%

102,363 新潟県 新潟市中央区 米山ボディケアｆｌａｔ サービス その他サービス 5%

102,364 新潟県 新潟市中央区 ＬＡ　ＣＵＣＩＮＡ　ＬＩＢＥＲＡ サービス 飲食業 5%

102,365 新潟県 新潟市中央区 ライフネット　御園 小売業 電化製品 5%

102,366 新潟県 新潟市中央区 ＬＯＵＮＧＥ　ＬＯＯＰ サービス 飲食業 5%

102,367 新潟県 新潟市中央区 らしんばん　新潟店 小売業 その他小売 5%

102,368 新潟県 新潟市中央区 リカーズ　ハセガワ　リカーズ　ハセガワ 小売業 食料品 5%

102,369 新潟県 新潟市中央区 リラクゼーションスペースＣｈａｉｉ リラクゼーションスペースＣｈａｉｉ サービス 理容・美容業 5%

102,370 新潟県 新潟市中央区 ルドワ サービス 理容・美容業 5%

102,371 新潟県 新潟市中央区 Ｒｅｆｌｅｕｒｉｒ　Ｒｅｆｌｅｕｒｉｒ サービス 理容・美容業 5%

102,372 新潟県 新潟市中央区 Ｒｕｒｕｃｋ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 小売業 食料品 5%

102,373 新潟県 新潟市中央区 ｌｏｇ． サービス 理容・美容業 5%

102,374 新潟県 新潟市中央区 ロケットランチャー 小売業 その他小売 5%

102,375 新潟県 新潟市中央区 わいんばーあべ サービス 飲食業 5%

102,376 新潟県 新潟市中央区 和・酒・肴・菜　一・ＫＡＺＵ サービス 飲食業 5%

102,377 新潟県 新潟市中央区 Ｏｎｅ　Ｏ　Ｏｎｅ サービス 飲食業 5%

102,378 新潟県 新潟市西蒲区 アイヒコ理美容室 サービス 理容・美容業 5%

102,379 新潟県 新潟市西蒲区 灯りの食邸　ＫＯＫＡＪＩＹＡ サービス 飲食業 5%

102,380 新潟県 新潟市西蒲区 イエストサービス 車検 点検 小売業 その他小売 5%

102,381 新潟県 新潟市西蒲区 イエストサービス　整備　その他 小売業 その他小売 5%

102,382 新潟県 新潟市西蒲区 石崎電器 小売業 電化製品 5%

102,383 新潟県 新潟市西蒲区 出光岩室国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,384 新潟県 新潟市西蒲区 出光潟東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,385 新潟県 新潟市西蒲区 出光巻インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,386 新潟県 新潟市西蒲区 いばら サービス その他サービス 5%

102,387 新潟県 新潟市西蒲区 Ｗｅｓｔ ｂｏａｒｄ ｃｒｅｗ 小売業 その他小売 5%

102,388 新潟県 新潟市西蒲区 小川電器店 小売業 電化製品 5%

102,389 新潟県 新潟市西蒲区 オリックスレンタカー新潟西蒲店 サービス その他サービス 2%

102,390 新潟県 新潟市西蒲区 カーショップイエスト 小売業 その他小売 5%

102,391 新潟県 新潟市西蒲区 セブン－イレブン下越西川押付店 小売業 食料品 2%

102,392 新潟県 新潟市西蒲区 セブン－イレブン下越巻店 小売業 食料品 2%

102,393 新潟県 新潟市西蒲区 カットクラブモトイ サービス 理容・美容業 5%

102,394 新潟県 新潟市西蒲区 加藤電器 小売業 電化製品 5%

102,395 新潟県 新潟市西蒲区 （株式会社ティーエフニイガタ）美容室ＴＡＫＩ巻駅前店 サービス 理容・美容業 5%

102,396 新潟県 新潟市西蒲区 キュアフロウ・マキ サービス その他サービス 5%
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102,397 新潟県 新潟市西蒲区 髙志の宿　髙島屋 サービス 宿泊業 5%

102,398 新潟県 新潟市西蒲区 小林テレビ電化 小売業 電化製品 5%

102,399 新潟県 新潟市西蒲区 そら野ファーム 小売業 その他小売 5%

102,400 新潟県 新潟市西蒲区 そら野マルシェ そら野テラス 小売業 その他小売 5%

102,401 新潟県 新潟市西蒲区 Ｔａｉｂｏｗ　ｃｏｆｆｅｅ　　　ｇｅｌａｔｏ　ｓｏｆｔ サービス 飲食業 5%

102,402 新潟県 新潟市西蒲区 でんきのドリームマキタ 小売業 電化製品 5%

102,403 新潟県 新潟市西蒲区 ＴＯＮＥＲＩＫＯ 農園のカフェ厨房 ＴＯＮＥＲＩＫＯ サービス 飲食業 5%

102,404 新潟県 新潟市西蒲区 トヨタカローラ新潟巻店 小売業 その他小売 5%

102,405 新潟県 新潟市西蒲区 トヨタレンタリース新潟巻店 サービス その他サービス 2%

102,406 新潟県 新潟市西蒲区 内藤電機　内藤電機 小売業 電化製品 5%

102,407 新潟県 新潟市西蒲区 中澤理髪店 サービス 理容・美容業 5%

102,408 新潟県 新潟市西蒲区 新潟市岩室観光施設いわむろや 小売業 その他小売 5%

102,409 新潟県 新潟市西蒲区 新潟市岩室観光施設いわむろや いわむろマルシェ 小売業 食料品 5%

102,410 新潟県 新潟市西蒲区 セブン－イレブン新潟曽根店 小売業 食料品 2%

102,411 新潟県 新潟市西蒲区 セブン－イレブン新潟巻南店 小売業 食料品 2%

102,412 新潟県 新潟市西蒲区 セブン－イレブン新潟松野尾店 小売業 食料品 2%

102,413 新潟県 新潟市西蒲区 にいだや　巻店 小売業 その他小売 5%

102,414 新潟県 新潟市西蒲区 肉のなか心　肉のなか心 小売業 食料品 5%

102,415 新潟県 新潟市西蒲区 ネイチャーアクアリウムギャラリー 小売業 その他小売 5%

102,416 新潟県 新潟市西蒲区 パナ・コスモス　アマノ 小売業 電化製品 5%

102,417 新潟県 新潟市西蒲区 パナコスモスアマノ 小売業 電化製品 5%

102,418 新潟県 新潟市西蒲区 ビジョンカネコ 小売業 電化製品 5%

102,419 新潟県 新潟市西蒲区 美容室ＭＥＧＵ サービス 理容・美容業 5%

102,420 新潟県 新潟市西蒲区 広木電器 小売業 電化製品 5%

102,421 新潟県 新潟市西蒲区 富士屋 サービス 宿泊業 5%

102,422 新潟県 新潟市西蒲区 ヘアーイン　　タイム サービス 理容・美容業 5%

102,423 新潟県 新潟市西蒲区 ヘアーイン　タイム サービス 理容・美容業 5%

102,424 新潟県 新潟市西蒲区 ヘアーサロン天神 サービス 理容・美容業 5%

102,425 新潟県 新潟市西蒲区 ほぐしの名人 西蒲西川店 サービス その他サービス 5%

102,426 新潟県 新潟市西蒲区 星名五左衛門商店 サービス その他サービス 5%

102,427 新潟県 新潟市西蒲区 ホシノテラス 小売業 食料品 5%

102,428 新潟県 新潟市西蒲区 セブン－イレブン巻潟東インター店 小売業 食料品 2%

102,429 新潟県 新潟市西蒲区 マルイ巻店 小売業 食料品 5%

102,430 新潟県 新潟市西蒲区 ヤギサワデンキ 小売業 電化製品 5%

102,431 新潟県 新潟市西蒲区 吉川酒店 サービス その他サービス 5%

102,432 新潟県 新潟市西蒲区 Ｌａ　Ｂｉｓｔｅｃｃａ サービス 飲食業 5%

102,433 新潟県 新潟市西蒲区 ラ ナチュリッチ サービス 飲食業 5%

102,434 新潟県 新潟市西蒲区 理髪倶楽部ＴＡＧＡ サービス 理容・美容業 5%

102,435 新潟県 新潟市西蒲区 理容オガワ サービス 理容・美容業 5%

102,436 新潟県 新潟市西蒲区 ＬＥＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

102,437 新潟県 新潟市西蒲区 ワイズヘアー 巻店 サービス 理容・美容業 5%

102,438 新潟県 新潟市西蒲区 ワイズヘアー巻店 サービス 理容・美容業 5%
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102,439 新潟県 新潟市西区 ＡａｌｌａＺ新潟 サービス 飲食業 5%

102,440 新潟県 新潟市西区 ＩＣ水都 サービス 運輸業 5%

102,441 新潟県 新潟市西区 アイティービューティー　就活写真のフォトリラックス サービス その他サービス 5%

102,442 新潟県 新潟市西区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｄｏｕｃｅ小針 サービス 理容・美容業 5%

102,443 新潟県 新潟市西区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒｏｓａ青山イオン前 サービス 理容・美容業 5%

102,444 新潟県 新潟市西区 Ａｓｏｃｉａ行政書士法務事務所　Ａｓｏｃｉａ行政書士法務事務所 サービス その他サービス 5%

102,445 新潟県 新潟市西区 ＨＯＭＥ サービス 理容・美容業 5%

102,446 新潟県 新潟市西区 ａｍｐｌｉｆｉｅｒＨＡＩＲＳＴＵＤＩＯ サービス 理容・美容業 5%

102,447 新潟県 新潟市西区 ＥｖｅＴｒｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

102,448 新潟県 新潟市西区 居酒屋　カンゴシナ サービス 飲食業 5%

102,449 新潟県 新潟市西区 居酒屋呑人 サービス 飲食業 5%

102,450 新潟県 新潟市西区 出光セルフ黒埼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,451 新潟県 新潟市西区 出光セルフ新大前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,452 新潟県 新潟市西区 インテリアショップ　ガレリア 小売業 家具・調度品 5%

102,453 新潟県 新潟市西区 うめこまち サービス 飲食業 5%

102,454 新潟県 新潟市西区 ＡＣコンタクト株式会社 小売業 その他小売 5%

102,455 新潟県 新潟市西区 エムズヴァリエ サービス 理容・美容業 5%

102,456 新潟県 新潟市西区 カーペディエム新潟 小売業 その他小売 5%

102,457 新潟県 新潟市西区 カイロプラクティック笹川 サービス 理容・美容業 5%

102,458 新潟県 新潟市西区 カイロプラクティック中山 サービス 理容・美容業 5%

102,459 新潟県 新潟市西区 かとちゃり　かとちゃり 小売業 その他小売 5%

102,460 新潟県 新潟市西区 ｃａｆｅ　ｎｏｍａｄｏ サービス 飲食業 5%

102,461 新潟県 新潟市西区 株式会社頸城建工　アクト流通スタジオ サービス その他サービス 5%

102,462 新潟県 新潟市西区 株式会社頸城建工　アクト　ｗｉｔｈ　ＬＩＶＩＮＧ　ＨＯＵＳＥ 小売業 その他小売 5%

102,463 新潟県 新潟市西区 株式会社新潟カメラショップ　寺尾店 小売業 その他小売 5%

102,464 新潟県 新潟市西区 家寶 サービス 飲食業 5%

102,465 新潟県 新潟市西区 居酒屋　鳥太郎 サービス 飲食業 5%

102,466 新潟県 新潟市西区 からあげ専門店　とりっこ サービス 飲食業 5%

102,467 新潟県 新潟市西区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋新潟新通り店 サービス 飲食業 2%

102,468 新潟県 新潟市西区 牛角黒埼店 サービス 飲食業 2%

102,469 新潟県 新潟市西区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ新潟西店 小売業 その他小売 5%

102,470 新潟県 新潟市西区 クリーニングショップラヴァージュ クリーニングショップ ラヴァージュ サービス その他サービス 5%

102,471 新潟県 新潟市西区 ゲストハウスＯＲＩ　ＯＲＩ　ゲストハウスＯＲＩ　ＯＲＩ サービス 宿泊業 5%

102,472 新潟県 新潟市西区 Ｋｅｔｔｌｅ 小売業 衣料品 5%

102,473 新潟県 新潟市西区 現庭 サービス その他サービス 5%

102,474 新潟県 新潟市西区 工学部店 サービス その他サービス 5%

102,475 新潟県 新潟市西区 工学部店（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

102,476 新潟県 新潟市西区 神戸クックワールドビュッフェ新潟西店 サービス 飲食業 2%

102,477 新潟県 新潟市西区 ことぶき寿司 内野店 サービス 飲食業 5%

102,478 新潟県 新潟市西区 こばりサイクル 小売業 その他小売 5%

102,479 新潟県 新潟市西区 しなの川オート サービス その他サービス 5%

102,480 新潟県 新潟市西区 ＳＨＩＮ　（シン） サービス 理容・美容業 5%
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102,481 新潟県 新潟市西区 ＳＮＩＰＳＬＯＨＡＳ サービス 理容・美容業 5%

102,482 新潟県 新潟市西区 関屋米穀　セキベイ 小売業 食料品 5%

102,483 新潟県 新潟市西区 Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ２５　Ａｒｔ　Ｓｔｕｄｉｏ 小売業 その他小売 5%

102,484 新潟県 新潟市西区 そば処　山よし サービス 飲食業 5%

102,485 新潟県 新潟市西区 ｓｏｆａ サービス 理容・美容業 5%

102,486 新潟県 新潟市西区 ソフト整体１２　ソフト整体１２ サービス その他サービス 5%

102,487 新潟県 新潟市西区 第一学生食堂 サービス その他サービス 5%

102,488 新潟県 新潟市西区 第三学生食堂 サービス その他サービス 5%

102,489 新潟県 新潟市西区 第二学生食堂 サービス その他サービス 5%

102,490 新潟県 新潟市西区 第二学生食堂（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

102,491 新潟県 新潟市西区 太陽交通新潟　２１３号 サービス 運輸業 5%

102,492 新潟県 新潟市西区 ＴＡＫＵＭＩ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

102,493 新潟県 新潟市西区 竹竜タクシー サービス 運輸業 5%

102,494 新潟県 新潟市西区 ＤＩＧＷｅｌｆａｒｅＴａｘｉＤＩＧ福祉タクシー サービス 運輸業 5%

102,495 新潟県 新潟市西区 テラスルアナ サービス 理容・美容業 5%

102,496 新潟県 新潟市西区 Ｔｏａｎａ サービス 理容・美容業 5%

102,497 新潟県 新潟市西区 トヨタカローラ新潟青山フォーラム店 小売業 その他小売 5%

102,498 新潟県 新潟市西区 トヨタレンタリース新潟青山店 サービス その他サービス 2%

102,499 新潟県 新潟市西区 丼丸ＦＵＪＩ 小針店 丼丸ＦＵＪＩ小針店 サービス 飲食業 5%

102,500 新潟県 新潟市西区 和味屋　喜笑　ｋｉｓｈｏ サービス 飲食業 5%

102,501 新潟県 新潟市西区 バーバー波打ちぎわ（バーバー　ナミウチギワ） サービス 理容・美容業 5%

102,502 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟青山８丁目店 小売業 食料品 2%

102,503 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟内野町店 小売業 食料品 2%

102,504 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟上新栄町店 小売業 食料品 2%

102,505 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟黒埼インター店 小売業 食料品 2%

102,506 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟小新店 小売業 食料品 2%

102,507 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟小新４丁目店 小売業 食料品 2%

102,508 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟小針１丁目店 小売業 食料品 2%

102,509 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟小針８丁目店 小売業 食料品 2%

102,510 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟坂井店 小売業 食料品 2%

102,511 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟坂井東店 小売業 食料品 2%

102,512 新潟県 新潟市西区 新潟情報サービス　パソコン１１０番　西川 サービス その他サービス 5%

102,513 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟新通店 小売業 食料品 2%

102,514 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟善久店 小売業 食料品 2%

102,515 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟曽和インター店 小売業 食料品 2%

102,516 新潟県 新潟市西区 新潟大学生協　購買部 サービス その他サービス 5%

102,517 新潟県 新潟市西区 新潟大学生協　購買部 サービス その他サービス 5%

102,518 新潟県 新潟市西区 新潟大学生協　サービスセンター サービス その他サービス 5%

102,519 新潟県 新潟市西区 新潟大学生協　サービスセンター サービス その他サービス 5%

102,520 新潟県 新潟市西区 新潟大学生協　書籍部 サービス その他サービス 5%

102,521 新潟県 新潟市西区 新潟大学生協　書籍部 サービス その他サービス 5%

102,522 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟大学正門前店 小売業 食料品 2%
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102,523 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟大学前店 小売業 食料品 2%

102,524 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟寺尾台２丁目店 小売業 食料品 2%

102,525 新潟県 新潟市西区 新潟美人研究所 サービス 理容・美容業 5%

102,526 新潟県 新潟市西区 ニイガタビューティルーム　坂井店 小売業 その他小売 5%

102,527 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟平島２丁目店 小売業 食料品 2%

102,528 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟みずき野店 小売業 食料品 2%

102,529 新潟県 新潟市西区 セブン－イレブン新潟山田店 小売業 食料品 2%

102,530 新潟県 新潟市西区 ネイルズアジュール　アピタ新潟西店 サービス 理容・美容業 5%

102,531 新潟県 新潟市西区 呑みやえん　呑みや　えん サービス 飲食業 5%

102,532 新潟県 新潟市西区 ＢａｒＢｅｒＴＡＮＡＫＡ サービス 理容・美容業 5%

102,533 新潟県 新潟市西区 （個人）　　梅郷タクシー サービス 運輸業 5%

102,534 新潟県 新潟市西区 パソコンなんでも相談所 サービス その他サービス 5%

102,535 新潟県 新潟市西区 パナ・コスモス　キムラ 小売業 電化製品 5%

102,536 新潟県 新潟市西区 パナ・コスモスコダマ 小売業 電化製品 5%

102,537 新潟県 新潟市西区 パナコスモス　コバヤシ 小売業 電化製品 5%

102,538 新潟県 新潟市西区 はりま屋 サービス 飲食業 5%

102,539 新潟県 新潟市西区 パワープレートスタジオスリムライセンス サービス その他サービス 5%

102,540 新潟県 新潟市西区 パンショップ サービス その他サービス 5%

102,541 新潟県 新潟市西区 パンショップ（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

102,542 新潟県 新潟市西区 ｂｅーｃａｎ　（ビーキャン） サービス 理容・美容業 5%

102,543 新潟県 新潟市西区 Ｈｅａｌ　Ｇｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

102,544 新潟県 新潟市西区 びっくりドンキー　新潟亀貝店 サービス 飲食業 2%

102,545 新潟県 新潟市西区 美容室Ａｎｇｅ　美容室Ａｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

102,546 新潟県 新潟市西区 美容室キャトルセゾン サービス 理容・美容業 5%

102,547 新潟県 新潟市西区 フォトショップ　サムセング サービス その他サービス 5%

102,548 新潟県 新潟市西区 福光産業　青山店 小売業 電化製品 5%

102,549 新潟県 新潟市西区 プリーズヘアー サービス 理容・美容業 5%

102,550 新潟県 新潟市西区 Ｆｕｗａｒｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

102,551 新潟県 新潟市西区 hair room OHANA サービス 理容・美容業 5%

102,552 新潟県 新潟市西区 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　華 サービス 理容・美容業 5%

102,553 新潟県 新潟市西区 ＨＡＩＲ Ｕｎｉｘ  アピタ新潟西店 サービス 理容・美容業 5%

102,554 新潟県 新潟市西区 ＨＡＩＲ Ｕｎｉｘ  黒埼店 サービス 理容・美容業 5%

102,555 新潟県 新潟市西区 ほぐしの名人　黒埼インター店 サービス その他サービス 5%

102,556 新潟県 新潟市西区 本格沖縄料理　いちゃりば！！ サービス 飲食業 5%

102,557 新潟県 新潟市西区 まつげエクステ専門店アイラ小針店 サービス 理容・美容業 5%

102,558 新潟県 新潟市西区 マルイ寺尾台店 小売業 食料品 5%

102,559 新潟県 新潟市西区 みどりデザイン研究所 小売業 その他小売 5%

102,560 新潟県 新潟市西区 みやん化粧品店 小売業 その他小売 5%

102,561 新潟県 新潟市西区 麺者風天 小針店 サービス 飲食業 5%

102,562 新潟県 新潟市西区 モノクローム新潟 サービス その他サービス 5%

102,563 新潟県 新潟市西区 やしち酒店 小売業 食料品 5%

102,564 新潟県 新潟市西区 やなぎやサイクル 小売業 その他小売 5%
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102,565 新潟県 新潟市西区 結整体院【ユイセイタイイン】 サービス その他サービス 5%

102,566 新潟県 新潟市西区 有限会社小針荒川金物 小売業 その他小売 5%

102,567 新潟県 新潟市西区 ライフネット　イカラシ 小売業 電化製品 5%

102,568 新潟県 新潟市西区 ルイール サービス 理容・美容業 5%

102,569 新潟県 新潟市西区 ロータスワタベ サービス その他サービス 5%

102,570 新潟県 新潟市東区 あかねＹＡ サービス 理容・美容業 5%

102,571 新潟県 新潟市東区 ａｔｅｌｉｅｒ?ｋｉｙｏ 小売業 衣料品 5%

102,572 新潟県 新潟市東区 アトレ花かいどう店 小売業 食料品 5%

102,573 新潟県 新潟市東区 アルチア　Ａｒｃｈｉａｒ サービス 理容・美容業 5%

102,574 新潟県 新潟市東区 Ａｒｃｈｉａｒ サービス 理容・美容業 5%

102,575 新潟県 新潟市東区 出光石山団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,576 新潟県 新潟市東区 出光新潟バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,577 新潟県 新潟市東区 出光物見山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,578 新潟県 新潟市東区 出光山ノ下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,579 新潟県 新潟市東区 ｅプラザ石山店 小売業 電化製品 5%

102,580 新潟県 新潟市東区 ウィルハウス サービス その他サービス 5%

102,581 新潟県 新潟市東区 ＥＶＡｈ　エヴァ　　花かいどう店 サービス 理容・美容業 5%

102,582 新潟県 新潟市東区 エムズ　ヘア　スタイル サービス 理容・美容業 5%

102,583 新潟県 新潟市東区 大橋タクシー サービス 運輸業 5%

102,584 新潟県 新潟市東区 おとな髪の美容室　ＣＯＴＴＯＮ　おとな髪の美容室ｃｏｔｔｏｎ サービス 理容・美容業 5%

102,585 新潟県 新潟市東区 オリックスレンタカー新潟空港店 サービス その他サービス 2%

102,586 新潟県 新潟市東区 オリックスレンタカー新潟紫竹店 サービス その他サービス 2%

102,587 新潟県 新潟市東区 オリックスレンタカー新潟竹尾店 サービス その他サービス 2%

102,588 新潟県 新潟市東区 ＣＡＲ　ＢＯＸ 小売業 その他小売 5%

102,589 新潟県 新潟市東区 街道タクシー サービス 運輸業 5%

102,590 新潟県 新潟市東区 ガスショップ　大形店 小売業 その他小売 5%

102,591 新潟県 新潟市東区 ガスショップ　空港通店 小売業 その他小売 5%

102,592 新潟県 新潟市東区 株式会社タチカワ　新潟支店　和田勝太 サービス その他サービス 5%

102,593 新潟県 新潟市東区 株式会社畑山整備 オートテクノ はたけやま サービス その他サービス 5%

102,594 新潟県 新潟市東区 株式会社フリ－スタイル 小売業 その他小売 5%

102,595 新潟県 新潟市東区 株式会社レリエンスメディカル 小売業 衣料品 5%

102,596 新潟県 新潟市東区 キーパーラボ新潟東店 サービス その他サービス 2%

102,597 新潟県 新潟市東区 牛角赤道店 サービス 飲食業 2%

102,598 新潟県 新潟市東区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ新潟東店 小売業 その他小売 5%

102,599 新潟県 新潟市東区 空港通りの動物病院 サービス その他サービス 5%

102,600 新潟県 新潟市東区 クールワークス サービス その他サービス 5%

102,601 新潟県 新潟市東区 クリニカルカイロプラクティックなかやま サービス 理容・美容業 5%

102,602 新潟県 新潟市東区 トリミングサロンクローバー サービス その他サービス 5%

102,603 新潟県 新潟市東区 神戸クックワールドビュッフェ新潟東店 サービス 飲食業 2%

102,604 新潟県 新潟市東区 サービスピットサガミ 小売業 その他小売 5%

102,605 新潟県 新潟市東区 Ｓｙａｎｔｙ 小売業 衣料品 5%

102,606 新潟県 新潟市東区 すたみな太郎　新潟店 サービス 飲食業 5%

2445



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

102,607 新潟県 新潟市東区 Ｓｏｐｈｉａ 小売業 衣料品 5%

102,608 新潟県 新潟市東区 タチカワ新潟支店（法人販売） サービス その他サービス 5%

102,609 新潟県 新潟市東区 でんきハウス星野 小売業 電化製品 5%

102,610 新潟県 新潟市東区 でんきやＳＵＮ　タナカ 小売業 電化製品 5%

102,611 新潟県 新潟市東区 ＴＵＯ　新潟県立大学生協食堂部 サービス その他サービス 5%

102,612 新潟県 新潟市東区 トビヌケ新潟店 小売業 その他小売 5%

102,613 新潟県 新潟市東区 トヨタカローラ新潟大形店 小売業 その他小売 5%

102,614 新潟県 新潟市東区 トヨタ部品新潟共販新潟営業所 サービス その他サービス 5%

102,615 新潟県 新潟市東区 トヨタレンタリース新潟竹尾インタ－店 サービス その他サービス 2%

102,616 新潟県 新潟市東区 トヨタレンタリース新潟新潟空港店 サービス その他サービス 2%

102,617 新潟県 新潟市東区 ナカヤマデンキ 小売業 電化製品 5%

102,618 新潟県 新潟市東区 Ｎｕｍｂｅｒ２Ｈｅａｖｅｎ サービス 理容・美容業 5%

102,619 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟秋葉通店 小売業 食料品 2%

102,620 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟海老ケ瀬インター店 小売業 食料品 2%

102,621 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟逢谷内店 小売業 食料品 2%

102,622 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟卸新町１丁目店 小売業 食料品 2%

102,623 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟上木戸４丁目店 小売業 食料品 2%

102,624 新潟県 新潟市東区 新潟県立大学生協　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

102,625 新潟県 新潟市東区 新潟県立大学生協　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

102,626 新潟県 新潟市東区 新潟県立大学生協食堂部 サービス その他サービス 5%

102,627 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟幸栄店 小売業 食料品 2%

102,628 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟河渡店 小売業 食料品 2%

102,629 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟向陽２丁目店 小売業 食料品 2%

102,630 新潟県 新潟市東区 新潟自動車学校 新潟自動車学校 サービス その他サービス 5%

102,631 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟下木戸店 小売業 食料品 2%

102,632 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟下木戸２丁目店 小売業 食料品 2%

102,633 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟泰平橋店 小売業 食料品 2%

102,634 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟児池店 小売業 食料品 2%

102,635 新潟県 新潟市東区 ニイガタデンキ 小売業 電化製品 5%

102,636 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟東明１丁目店 小売業 食料品 2%

102,637 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟東明２丁目店 小売業 食料品 2%

102,638 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟浜町店 小売業 食料品 2%

102,639 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟東中野山店 小売業 食料品 2%

102,640 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟松崎店 小売業 食料品 2%

102,641 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟山木戸店 小売業 食料品 2%

102,642 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟山木戸７丁目店 小売業 食料品 2%

102,643 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟豊店 小売業 食料品 2%

102,644 新潟県 新潟市東区 セブン－イレブン新潟若葉町店 小売業 食料品 2%

102,645 新潟県 新潟市東区 美容室ハイタイム サービス 理容・美容業 5%

102,646 新潟県 新潟市東区 Ｐｉｎｅ Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

102,647 新潟県 新潟市東区 パナ・トップ 小売業 電化製品 5%

102,648 新潟県 新潟市東区 はり灸院兪堂 サービス 理容・美容業 5%
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102,649 新潟県 新潟市東区 Ｐａｒａｄｅ河渡店 小売業 その他小売 5%

102,650 新潟県 新潟市東区 ＰＡＮＳＴＡＧＥ　Ｍｅｒｒｙ　ｓ 小売業 食料品 5%

102,651 新潟県 新潟市東区 ＢＭＯ新潟店 小売業 衣料品 5%

102,652 新潟県 新潟市東区 ビーチドッグ サービス 理容・美容業 5%

102,653 新潟県 新潟市東区 ヒーリングサロン　ＭＡＮＯ（マーノ） サービス その他サービス 5%

102,654 新潟県 新潟市東区 美容室ＯＫＵＲＡ 河渡店 サービス 理容・美容業 5%

102,655 新潟県 新潟市東区 美容室ＦＥＭＭＥ サービス 理容・美容業 5%

102,656 新潟県 新潟市東区 Ｆｒｅｅｄｏｍ サービス 理容・美容業 5%

102,657 新潟県 新潟市東区 ブリストル サービス その他サービス 5%

102,658 新潟県 新潟市東区 ヘアーサロン　ハヤカワ サービス 理容・美容業 5%

102,659 新潟県 新潟市東区 ヘアーサロンニノ サービス 理容・美容業 5%

102,660 新潟県 新潟市東区 hair room Lucia 新潟松園 サービス 理容・美容業 5%

102,661 新潟県 新潟市東区 ヘアメイク　スプラッシュ サービス 理容・美容業 5%

102,662 新潟県 新潟市東区 ヘアメイクエース サービス 理容・美容業 5%

102,663 新潟県 新潟市東区 マチアケ 小売業 その他小売 5%

102,664 新潟県 新潟市東区 ｍａｒｉｌｏｕ 小売業 その他小売 5%

102,665 新潟県 新潟市東区 丸屋本店 本店 小売業 食料品 5%

102,666 新潟県 新潟市東区 ＭＩＮＯＲＵ　ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

102,667 新潟県 新潟市東区 メナードフェイシャルサロン東太平 サービス 理容・美容業 5%

102,668 新潟県 新潟市東区 ｍｏｎｔｅ　３ｒｄ　ｍｏｎｔｅ サービス 理容・美容業 5%

102,669 新潟県 新潟市東区 ヤマサ自転車店 小売業 その他小売 5%

102,670 新潟県 新潟市東区 山の下ペットクリニック サービス その他サービス 5%

102,671 新潟県 新潟市東区 ライフネット小林 小売業 電化製品 5%

102,672 新潟県 新潟市東区 ｒｏｕｇｈｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

102,673 新潟県 新潟市東区 Ｒｙｍ サービス 理容・美容業 5%

102,674 新潟県 新潟市南区 朝倉家具　白根店 小売業 家具・調度品 5%

102,675 新潟県 新潟市南区 アップル車検新潟　白根店 サービス その他サービス 5%

102,676 新潟県 新潟市南区 アップル車検新潟　月潟店 サービス その他サービス 5%

102,677 新潟県 新潟市南区 石田電機商会 小売業 電化製品 5%

102,678 新潟県 新潟市南区 石焼ステーキ贅　新潟亀田店 サービス 飲食業 5%

102,679 新潟県 新潟市南区 出光臼井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,680 新潟県 新潟市南区 出光大野国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,681 新潟県 新潟市南区 出光庄瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,682 新潟県 新潟市南区 出光白根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,683 新潟県 新潟市南区 出光白根東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,684 新潟県 新潟市南区 出光新飯田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,685 新潟県 新潟市南区 エムズ ヘアプレゼンス サービス 理容・美容業 5%

102,686 新潟県 新潟市南区 おさかな亭白根店 サービス 飲食業 5%

102,687 新潟県 新潟市南区 おそうじ工房新潟 サービス その他サービス 5%

102,688 新潟県 新潟市南区 学生専門ＳＨＯＰマサヤ　白根店 小売業 衣料品 5%

102,689 新潟県 新潟市南区 株式会社朝倉家具 小売業 家具・調度品 5%

102,690 新潟県 新潟市南区 空創旬菜 雷神 県央店 サービス 飲食業 5%
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102,691 新潟県 新潟市南区 セブン－イレブン白根茨曽根店 小売業 食料品 2%

102,692 新潟県 新潟市南区 セブン－イレブン白根大通黄金店 小売業 食料品 2%

102,693 新潟県 新潟市南区 セブン－イレブン白根親和町店 小売業 食料品 2%

102,694 新潟県 新潟市南区 炭火舎　佐助 サービス 飲食業 5%

102,695 新潟県 新潟市南区 トヨタ部品新潟共販本社営業所 サービス その他サービス 5%

102,696 新潟県 新潟市南区 セブン－イレブン新潟味方中央店 小売業 食料品 2%

102,697 新潟県 新潟市南区 セブン－イレブン新潟鯵潟店 小売業 食料品 2%

102,698 新潟県 新潟市南区 セブン－イレブン新潟臼井店 小売業 食料品 2%

102,699 新潟県 新潟市南区 新潟中央部品新潟店部品館 小売業 その他小売 5%

102,700 新潟県 新潟市南区 セブン－イレブン新潟戸石新田店 小売業 食料品 2%

102,701 新潟県 新潟市南区 新潟にこにこ市場 新潟にこにこ市場 小売業 食料品 5%

102,702 新潟県 新潟市南区 新潟日報ＮＩＣ黒埼南 サービス 飲食業 5%

102,703 新潟県 新潟市南区 ピザクル白根店 サービス 飲食業 5%

102,704 新潟県 新潟市南区 ひまわり花壇 小売業 その他小売 5%

102,705 新潟県 新潟市南区 ブルーライン サービス 運輸業 5%

102,706 新潟県 新潟市南区 （有）堀周商店 小売業 食料品 5%

102,707 新潟県 新潟市南区 麺屋Ｄｉｎｉｎｇ　オールディーズ サービス 飲食業 5%

102,708 新潟県 新潟市南区 山田七蔵茶舗 小売業 その他小売 5%

102,709 新潟県 新潟市南区 有限会社阿部車体 サービス その他サービス 5%

102,710 新潟県 新潟市南区 有限会社 保苅写真館 サービス その他サービス 5%

102,711 新潟県 新潟市南区 有限会社雪国家 サービス 飲食業 5%

102,712 新潟県 新潟市南区 ＬＡＫＵＴＴＺＯＮＥ サービス 理容・美容業 5%

102,713 新潟県 見附市 ＡＣＣＵＥＩＬＬＩＲ　　（アクイール） サービス 理容・美容業 5%

102,714 新潟県 見附市 アサト　　株　アサト商店 小売業 その他小売 5%

102,715 新潟県 見附市 あわづや 小売業 食料品 5%

102,716 新潟県 見附市 池田屋美容院 サービス 理容・美容業 5%

102,717 新潟県 見附市 出光セルフ見附ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,718 新潟県 見附市 出光見附駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,719 新潟県 見附市 エム・ワールド 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,720 新潟県 見附市 お食事処　ニュー小や松 サービス 飲食業 5%

102,721 新潟県 見附市 Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｉｎａｄａ　　稲田眼鏡店 小売業 その他小売 5%

102,722 新潟県 見附市 株式会社浅間家具店　見附店 小売業 家具・調度品 5%

102,723 新潟県 見附市 有限会社協和工業 サービス その他サービス 5%

102,724 新潟県 見附市 くいどころ　里味　海老ケ瀬店 サービス 飲食業 5%

102,725 新潟県 見附市 くいどころ　里味　柏崎店 サービス 飲食業 5%

102,726 新潟県 見附市 くいどころ　里味　川崎店 サービス 飲食業 5%

102,727 新潟県 見附市 くいどころ里味　新発田店 サービス 飲食業 5%

102,728 新潟県 見附市 くいどころ里味　荒町店 サービス 飲食業 5%

102,729 新潟県 見附市 くいどころ里味　飯店 サービス 飲食業 5%

102,730 新潟県 見附市 くいどころ里味　堺店 サービス 飲食業 5%

102,731 新潟県 見附市 くいどころ里味　白根店 サービス 飲食業 5%

102,732 新潟県 見附市 くいどころ里味　須頃店 サービス 飲食業 5%
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102,733 新潟県 見附市 くいどころ里味　程島店 サービス 飲食業 5%

102,734 新潟県 見附市 くいどころ里味　見附本店 小売業 その他小売 5%

102,735 新潟県 見附市 くいどころ里味　見附本店 小売業 その他小売 5%

102,736 新潟県 見附市 くいどころ里味　安江店 サービス 飲食業 5%

102,737 新潟県 見附市 寛 サービス 飲食業 5%

102,738 新潟県 見附市 ＣＬＩＰ　ＨＡＩＲ＆ＲＥＬＡＸ サービス 理容・美容業 5%

102,739 新潟県 見附市 ＣＯＩＦＦＵＲＥ　ｆｉｌｓ サービス 理容・美容業 5%

102,740 新潟県 見附市 小玉電機商会 小売業 電化製品 5%

102,741 新潟県 見附市 近藤商店 小売業 食料品 5%

102,742 新潟県 見附市 ザ・ガーデンプレイス小林樓 サービス 飲食業 5%

102,743 新潟県 見附市 産直マルシェ健幸めっけ 小売業 食料品 5%

102,744 新潟県 見附市 シンフォニーイケダヤ サービス 理容・美容業 5%

102,745 新潟県 見附市 西洋和菓子ドルチェ小川 小売業 食料品 5%

102,746 新潟県 見附市 せんたくかあさん見附店 サービス 理容・美容業 5%

102,747 新潟県 見附市 そば処　ほし乃 サービス 飲食業 5%

102,748 新潟県 見附市 高橋電機商会 小売業 電化製品 5%

102,749 新潟県 見附市 田の口屋 小売業 食料品 5%

102,750 新潟県 見附市 なでしこボディケアルーム サービス 理容・美容業 5%

102,751 新潟県 見附市 にぎやか鮮菜酒家　笑楽亭 サービス 飲食業 5%

102,752 新潟県 見附市 農家レストラン「もみの樹」 サービス 飲食業 5%

102,753 新潟県 見附市 早川屋旅館 サービス 宿泊業 5%

102,754 新潟県 見附市 Ｐａｒａｄｅ見附店 小売業 その他小売 5%

102,755 新潟県 見附市 ヒライデンキ 小売業 電化製品 5%

102,756 新潟県 見附市 ヒラセ酒店 小売業 食料品 5%

102,757 新潟県 見附市 ファッションハウス　ティファニー 小売業 衣料品 5%

102,758 新潟県 見附市 フットパーク・ヌシセ 小売業 衣料品 5%

102,759 新潟県 見附市 プラント５見附店セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,760 新潟県 見附市 ブルースカイジャパン 小売業 電化製品 5%

102,761 新潟県 見附市 ヘアーショップタサキ サービス 理容・美容業 5%

102,762 新潟県 見附市 ヘアーメイク　タカハシ サービス 理容・美容業 5%

102,763 新潟県 見附市 ＨａｉｒＲｏｏｍ　おおの サービス 理容・美容業 5%

102,764 新潟県 見附市 ヘアモードウエダ サービス 理容・美容業 5%

102,765 新潟県 見附市 ほぐしの名人　見附店 サービス その他サービス 5%

102,766 新潟県 見附市 マクドナルド見附プラント５店 サービス 飲食業 2%

102,767 新潟県 見附市 マルイ今町国道店 小売業 食料品 5%

102,768 新潟県 見附市 マルイ見附店 小売業 食料品 5%

102,769 新潟県 見附市 見附居酒屋　集 サービス 飲食業 5%

102,770 新潟県 見附市 見附今町酒場　魚屋鳥助 サービス 飲食業 5%

102,771 新潟県 見附市 セブン－イレブン見附今町４丁目店 小売業 食料品 2%

102,772 新潟県 見附市 見附ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,773 新潟県 見附市 セブン－イレブン見附上新田町店 小売業 食料品 2%

102,774 新潟県 見附市 見附葛巻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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102,775 新潟県 見附市 見附市役所通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,776 新潟県 見附市 セブン－イレブン見附新町３丁目店 小売業 食料品 2%

102,777 新潟県 見附市 ＭＩＴＳＵＫＥＫＮＩＴ事務局 小売業 衣料品 5%

102,778 新潟県 見附市 セブン－イレブン見附本所店 小売業 食料品 2%

102,779 新潟県 見附市 見附南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,780 新潟県 見附市 見附元町 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,781 新潟県 見附市 ｍｉｒｕＭ サービス 理容・美容業 5%

102,782 新潟県 見附市 メガネパーク 小売業 貴金属・服飾品 5%

102,783 新潟県 見附市 メガネパーク 小売業 貴金属・服飾品 5%

102,784 新潟県 見附市 有限会社 角田新聞店 ＮＩＣ今町 サービス その他サービス 5%

102,785 新潟県 見附市 有限会社紅竜飯店 サービス 飲食業 5%

102,786 新潟県 見附市 ＵＮＩ サービス 理容・美容業 5%

102,787 新潟県 見附市 らあめん天山　見附店　らあめん天山　見附店 サービス 飲食業 5%

102,788 新潟県 見附市 ＲＥＡＮＴ サービス 宿泊業 5%

102,789 新潟県 見附市 和食処海老名 サービス 飲食業 5%

102,790 新潟県 南魚沼市 ＡＯＫＩＫＡＥＮ　六日町本店 小売業 その他小売 5%

102,791 新潟県 南魚沼市 あざみ亭 サービス 宿泊業 5%

102,792 新潟県 南魚沼市 アルミュール サービス その他サービス 5%

102,793 新潟県 南魚沼市 五十沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,794 新潟県 南魚沼市 井口鈑金 サービス その他サービス 5%

102,795 新潟県 南魚沼市 石打自動車鈑金 サービス その他サービス 5%

102,796 新潟県 南魚沼市 石打丸山索道事業協同組合 サービス その他サービス 5%

102,797 新潟県 南魚沼市 石打丸山索道事業協同組合センター サービス その他サービス 5%

102,798 新潟県 南魚沼市 石打ユングパルナス サービス その他サービス 5%

102,799 新潟県 南魚沼市 石田電機商会 小売業 電化製品 5%

102,800 新潟県 南魚沼市 五日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,801 新潟県 南魚沼市 出光五十沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,802 新潟県 南魚沼市 出光セルフ塩沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,803 新潟県 南魚沼市 出光セルフ六日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,804 新潟県 南魚沼市 出光六日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,805 新潟県 南魚沼市 出光大和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,806 新潟県 南魚沼市 出光大和中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,807 新潟県 南魚沼市 ｅプラザ南魚沼店 小売業 電化製品 5%

102,808 新潟県 南魚沼市 Ｖｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

102,809 新潟県 南魚沼市 ＷＡＬＫ サービス その他サービス 5%

102,810 新潟県 南魚沼市 魚沼スイーツガーデンナトゥーラ魚野の里 小売業 その他小売 5%

102,811 新潟県 南魚沼市 ＶＯＬＴＥＸ サービス 飲食業 5%

102,812 新潟県 南魚沼市 浦佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,813 新潟県 南魚沼市 セブン－イレブン浦佐駅前店 小売業 食料品 2%

102,814 新潟県 南魚沼市 サロンドフルベール浦佐店 小売業 その他小売 5%

102,815 新潟県 南魚沼市 浦佐ホテルオカベ サービス 宿泊業 5%

102,816 新潟県 南魚沼市 エコー米穀 小売業 食料品 5%
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102,817 新潟県 南魚沼市 ａｕショップ六日町 小売業 電化製品 5%

102,818 新潟県 南魚沼市 お菓子処　さとや 小売業 食料品 5%

102,819 新潟県 南魚沼市 ｏｒｉｅｎｔａｌ理容室 サービス 理容・美容業 5%

102,820 新潟県 南魚沼市 俺オレＯｌｅ サービス 飲食業 5%

102,821 新潟県 南魚沼市 カーコンビニ?楽部ナカヤモータース 本店 サービス その他サービス 5%

102,822 新潟県 南魚沼市 カークラフトＮＡＭＩＫＩ サービス その他サービス 5%

102,823 新潟県 南魚沼市 門山電機店 小売業 電化製品 5%

102,824 新潟県 南魚沼市 株式会社中島商店 小売業 貴金属・服飾品 5%

102,825 新潟県 南魚沼市 かま炊きめしやこめ太郎 サービス 飲食業 5%

102,826 新潟県 南魚沼市 カメラショップユザワ　塩沢店 小売業 電化製品 5%

102,827 新潟県 南魚沼市 観光口　リフト券売場 サービス その他サービス 5%

102,828 新潟県 南魚沼市 キューピット大和 小売業 その他小売 5%

102,829 新潟県 南魚沼市 キルト・リサイクルきものちどりや塩沢本店 小売業 衣料品 5%

102,830 新潟県 南魚沼市 喰い処 飲み処 とん吉 サービス 飲食業 5%

102,831 新潟県 南魚沼市 Ｃｒｅａｍ サービス 理容・美容業 5%

102,832 新潟県 南魚沼市 グリーングラス 小売業 衣料品 5%

102,833 新潟県 南魚沼市 グリーングラス 小売業 衣料品 5%

102,834 新潟県 南魚沼市 クレブスポーツ　六日町 小売業 その他小売 5%

102,835 新潟県 南魚沼市 クローバー サービス 理容・美容業 5%

102,836 新潟県 南魚沼市 ケムズ 小売業 その他小売 5%

102,837 新潟県 南魚沼市 河野自動車 サービス その他サービス 5%

102,838 新潟県 南魚沼市 コーポレーション森 サービス その他サービス 5%

102,839 新潟県 南魚沼市 ごちそうお肉ビストロくう海 サービス 飲食業 5%

102,840 新潟県 南魚沼市 コマツ電気塩沢店 小売業 電化製品 5%

102,841 新潟県 南魚沼市 コマツ電気六日町店 小売業 電化製品 5%

102,842 新潟県 南魚沼市 雑貨と洋服やさんハイネ 小売業 衣料品 5%

102,843 新潟県 南魚沼市 佐藤時計店 小売業 その他小売 5%

102,844 新潟県 南魚沼市 さとやベーカリー 小売業 食料品 5%

102,845 新潟県 南魚沼市 里山十帖 サービス 宿泊業 5%

102,846 新潟県 南魚沼市 塩沢ＳＳ　有限会社大塚金物店 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,847 新潟県 南魚沼市 塩沢支店　直売 小売業 その他小売 5%

102,848 新潟県 南魚沼市 塩沢支店　直売（２） 小売業 その他小売 5%

102,849 新潟県 南魚沼市 シオベイ塩沢SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,850 新潟県 南魚沼市 シャルム サービス その他サービス 5%

102,851 新潟県 南魚沼市 旬彩の庄坂戸城 サービス 宿泊業 5%

102,852 新潟県 南魚沼市 松月 小売業 食料品 5%

102,853 新潟県 南魚沼市 城内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,854 新潟県 南魚沼市 城内東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,855 新潟県 南魚沼市 城内麓ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,856 新潟県 南魚沼市 ショッピングストアートダ 小売業 その他小売 5%

102,857 新潟県 南魚沼市 芯菜箸 芯菜箸 サービス 飲食業 5%

102,858 新潟県 南魚沼市 スタイルメイク　シーラ　ＳＥＥ?ＬＡ サービス 理容・美容業 5%
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102,859 新潟県 南魚沼市 スタイルメイクシーラ サービス 理容・美容業 5%

102,860 新潟県 南魚沼市 ＳＰＥＬＬ サービス 理容・美容業 5%

102,861 新潟県 南魚沼市 ＳｐｏｒｔｓＧａｌｌｅｒｙＶＯＲＴＥＸ 小売業 衣料品 5%

102,862 新潟県 南魚沼市 スポーツギャラリーヴォルテックス 小売業 衣料品 5%

102,863 新潟県 南魚沼市 スポーツギャラリーヴォルテックス 小売業 衣料品 5%

102,864 新潟県 南魚沼市 スマイル車検六日町店 小売業 その他小売 5%

102,865 新潟県 南魚沼市 泉住 小売業 食料品 5%

102,866 新潟県 南魚沼市 ヒルサイドインセンタークラブ サービス その他サービス 5%

102,867 新潟県 南魚沼市 ｓｏｌｉｔｔｌｅ 小売業 衣料品 5%

102,868 新潟県 南魚沼市 そば屋長森 サービス 飲食業 5%

102,869 新潟県 南魚沼市 ゾンネ 小売業 その他小売 5%

102,870 新潟県 南魚沼市 第一ヒュッテ サービス 宿泊業 5%

102,871 新潟県 南魚沼市 大正や 大正や 小売業 その他小売 5%

102,872 新潟県 南魚沼市 大丸屋茶舗 小売業 食料品 5%

102,873 新潟県 南魚沼市 高正洋装店 小売業 衣料品 5%

102,874 新潟県 南魚沼市 田中屋旅館 サービス 宿泊業 5%

102,875 新潟県 南魚沼市 チャールストン　ドラマティック 小売業 衣料品 5%

102,876 新潟県 南魚沼市 セブン－イレブン中越塩沢町店 小売業 食料品 2%

102,877 新潟県 南魚沼市 セブンーイレブン中越塩沢南店 小売業 食料品 2%

102,878 新潟県 南魚沼市 セブン－イレブン中越大和北里通り店 小売業 食料品 2%

102,879 新潟県 南魚沼市 中央口　リフト券売場 サービス その他サービス 5%

102,880 新潟県 南魚沼市 つつみや八蔵 小売業 食料品 5%

102,881 新潟県 南魚沼市 てーぶるくろす　塩沢店 小売業 食料品 5%

102,882 新潟県 南魚沼市 でんきと住まいのかむ 小売業 電化製品 5%

102,883 新潟県 南魚沼市 でんきの鈴木 小売業 電化製品 5%

102,884 新潟県 南魚沼市 ｆｕｗａｒｉ サービス 理容・美容業 5%

102,885 新潟県 南魚沼市 ときのや薬局 小売業 その他小売 5%

102,886 新潟県 南魚沼市 渡松 サービス 飲食業 5%

102,887 新潟県 南魚沼市 トヨタカローラ北越塩沢店 小売業 その他小売 5%

102,888 新潟県 南魚沼市 トヨタ部品新潟共販六日町営業所 サービス その他サービス 5%

102,889 新潟県 南魚沼市 トヨタレンタリース新潟六日町店 サービス その他サービス 2%

102,890 新潟県 南魚沼市 とん福 サービス 飲食業 5%

102,891 新潟県 南魚沼市 仲又鈑金 サービス その他サービス 5%

102,892 新潟県 南魚沼市 ナチュラル サービス 理容・美容業 5%

102,893 新潟県 南魚沼市 なにわ茶屋 サービス 飲食業 5%

102,894 新潟県 南魚沼市 二輪プラザ大塚 小売業 その他小売 5%

102,895 新潟県 南魚沼市 Ｎｉｌｅ　ｒｅｇｉａ　Ｎａｉｌ　ｒｅｇｉａ　ｓｃｈｏｏｌ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

102,896 新潟県 南魚沼市 ノースポイントロッヂ サービス 宿泊業 5%

102,897 新潟県 南魚沼市 ＨＩＧＨ　ＰＵＳＨ　ＨＩＧＨＰＵＳＨ　ｓｋａｔｅｂｏａｒｄ　ｓｎｏｗｂｏａｒｄ　ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

102,898 新潟県 南魚沼市 ハツカ石口　リフト券売場 サービス その他サービス 5%

102,899 新潟県 南魚沼市 ハックルベリー サービス 飲食業 5%

102,900 新潟県 南魚沼市 はらぜん 小売業 その他小売 5%
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102,901 新潟県 南魚沼市 はりまやスーパープライス店　スーパープライス店 小売業 食料品 5%

102,902 新潟県 南魚沼市 はりまや石打店　石打店 小売業 食料品 5%

102,903 新潟県 南魚沼市 はりまや石打店 小売業 その他小売 5%

102,904 新潟県 南魚沼市 はりまや塩沢店 小売業 その他小売 5%

102,905 新潟県 南魚沼市 ビジネスホテルライフ サービス 宿泊業 5%

102,906 新潟県 南魚沼市 ピッツァ タルト サービス 飲食業 5%

102,907 新潟県 南魚沼市 ピッツァ　タルト サービス 飲食業 5%

102,908 新潟県 南魚沼市 ピッツェリア薪と石 サービス 飲食業 5%

102,909 新潟県 南魚沼市 ファミリーダイニング　小玉屋 サービス 飲食業 5%

102,910 新潟県 南魚沼市 福井屋菓子店 小売業 食料品 5%

102,911 新潟県 南魚沼市 ふくや商店 小売業 食料品 5%

102,912 新潟県 南魚沼市 有 藤島コンタクトレンズ研究所 小売業 その他小売 5%

102,913 新潟県 南魚沼市 文具館タキザワ六日町店 小売業 その他小売 5%

102,914 新潟県 南魚沼市 ヘアー・リラックス　コスギ サービス 理容・美容業 5%

102,915 新潟県 南魚沼市 ベルーガ上田 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,916 新潟県 南魚沼市 ベルーガ塩沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,917 新潟県 南魚沼市 ベルーガ中之島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,918 新潟県 南魚沼市 ペンションカム サービス 宿泊業 5%

102,919 新潟県 南魚沼市 ペンションわかい サービス 宿泊業 5%

102,920 新潟県 南魚沼市 ホワイトハウス　マスエン サービス 宿泊業 5%

102,921 新潟県 南魚沼市 舞子高原ホテル サービス その他サービス 5%

102,922 新潟県 南魚沼市 舞子リゾート サービス 宿泊業 5%

102,923 新潟県 南魚沼市 マクドナルド１７号六日町店 サービス 飲食業 2%

102,924 新潟県 南魚沼市 丸山温泉古城館 サービス 宿泊業 5%

102,925 新潟県 南魚沼市 セブン－イレブン南魚沼青木新田店 小売業 食料品 2%

102,926 新潟県 南魚沼市 セブン－イレブン南魚沼泉店 小売業 食料品 2%

102,927 新潟県 南魚沼市 セブン－イレブン南魚沼坂戸店 小売業 食料品 2%

102,928 新潟県 南魚沼市 南魚沼市民病院売店 小売業 その他小売 5%

102,929 新潟県 南魚沼市 セブン－イレブン南魚沼竹俣新田店 小売業 食料品 2%

102,930 新潟県 南魚沼市 セブン－イレブン南魚沼寺尾店 小売業 食料品 2%

102,931 新潟県 南魚沼市 セブン－イレブン南魚沼早川店 小売業 食料品 2%

102,932 新潟県 南魚沼市 セブン－イレブン南魚沼余川店 小売業 食料品 2%

102,933 新潟県 南魚沼市 むいか温泉ホテル サービス その他サービス 5%

102,934 新潟県 南魚沼市 セブン－イレブン六日町駅西店 小売業 食料品 2%

102,935 新潟県 南魚沼市 六日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,936 新潟県 南魚沼市 六日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,937 新潟県 南魚沼市 村友産業 小売業 衣料品 5%

102,938 新潟県 南魚沼市 名月荘 サービス 宿泊業 5%

102,939 新潟県 南魚沼市 メガネのいおか　六日町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

102,940 新潟県 南魚沼市 八ツ峰養魚 サービス 宿泊業 5%

102,941 新潟県 南魚沼市 やましろや 小売業 その他小売 5%

102,942 新潟県 南魚沼市 大和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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102,943 新潟県 南魚沼市 やまとタクシー １号車 サービス 運輸業 5%

102,944 新潟県 南魚沼市 大和町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,945 新潟県 南魚沼市 雪国観光センター魚野の里 小売業 その他小売 5%

102,946 新潟県 南魚沼市 ラ・ブティックセレクション 小売業 衣料品 5%

102,947 新潟県 南魚沼市 ラ・ブティックセレクション 小売業 衣料品 5%

102,948 新潟県 南魚沼市 利七屋 小売業 食料品 5%

102,949 新潟県 南魚沼市 利七屋 利七屋 小売業 食料品 5%

102,950 新潟県 南魚沼市 龍言 サービス 宿泊業 5%

102,951 新潟県 南魚沼市 理容いまなり サービス 理容・美容業 5%

102,952 新潟県 南魚沼市 理容富士 サービス 理容・美容業 5%

102,953 新潟県 南魚沼市 ベアーズハウス サービス その他サービス 5%

102,954 新潟県 南魚沼市 ロッヂたかとし サービス 宿泊業 5%

102,955 新潟県 南魚沼市 ロッヂヤングメイト サービス 宿泊業 5%

102,956 新潟県 南魚沼市 和風いん越路 サービス 宿泊業 5%

102,957 新潟県 南魚沼市 ワンコイン食堂　Ｓａｄａ波 サービス 飲食業 5%

102,958 新潟県 妙高市 アーデン妙高 サービス 宿泊業 5%

102,959 新潟県 妙高市 青山スポーツつるや店 サービス その他サービス 5%

102,960 新潟県 妙高市 青山スポーツ本店 サービス その他サービス 5%

102,961 新潟県 妙高市 青山スポーツまつや横店 サービス その他サービス 5%

102,962 新潟県 妙高市 赤倉観光リゾートスキー場 サービス その他サービス 5%

102,963 新潟県 妙高市 赤倉ゴルフコース サービス その他サービス 5%

102,964 新潟県 妙高市 赤倉ゴルフコース サービス その他サービス 5%

102,965 新潟県 妙高市 赤倉ユアーズ・イン サービス 宿泊業 5%

102,966 新潟県 妙高市 ヨーデルスキー学校 サービス その他サービス 5%

102,967 新潟県 妙高市 赤倉ワクイホテル サービス 宿泊業 5%

102,968 新潟県 妙高市 朝日屋旅館 サービス 宿泊業 5%

102,969 新潟県 妙高市 アニーズ　スタジオ　長岡館 小売業 電化製品 5%

102,970 新潟県 妙高市 アニーズスタジオ　県央館 小売業 電化製品 5%

102,971 新潟県 妙高市 アニーズスタジオ　上越館 小売業 電化製品 5%

102,972 新潟県 妙高市 鮎正宗酒造株式会社 小売業 食料品 5%

102,973 新潟県 妙高市 新井 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,974 新潟県 妙高市 新井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,975 新潟県 妙高市 セブン－イレブン新井学校町店 小売業 食料品 2%

102,976 新潟県 妙高市 セブンーイレブン新井長森店 小売業 食料品 2%

102,977 新潟県 妙高市 新井斐太ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,978 新潟県 妙高市 アルシア サービス その他サービス 5%

102,979 新潟県 妙高市 イチコ新井店 小売業 食料品 5%

102,980 新潟県 妙高市 いっさく　妙高新井店 サービス 飲食業 5%

102,981 新潟県 妙高市 出光新井国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,982 新潟県 妙高市 出光新井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,983 新潟県 妙高市 ホテル　岩戸屋 サービス 宿泊業 5%

102,984 新潟県 妙高市 うぐいすの初音 サービス 宿泊業 5%
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102,985 新潟県 妙高市 うぐいすの初音 サービス その他サービス 5%

102,986 新潟県 妙高市 ヱビスヤ薬局 小売業 その他小売 5%

102,987 新潟県 妙高市 オーモリラーメン　オーモリラーメン新井店 サービス 飲食業 5%

102,988 新潟県 妙高市 お菓子のやまきんモンスメール 小売業 食料品 5%

102,989 新潟県 妙高市 お宿ふるや サービス 宿泊業 5%

102,990 新潟県 妙高市 カナディアンハウス サービス 飲食業 5%

102,991 新潟県 妙高市 かのうや　叶屋 小売業 その他小売 5%

102,992 新潟県 妙高市 株式会社東條造花店 サービス その他サービス 5%

102,993 新潟県 妙高市 窯右衛門 サービス 飲食業 5%

102,994 新潟県 妙高市 神の宮温泉　かわら亭 サービス 宿泊業 5%

102,995 新潟県 妙高市 上堀之内 小売業 ガソリンスタンド 2%

102,996 新潟県 妙高市 カメラショップユザワ　新井店 小売業 電化製品 5%

102,997 新潟県 妙高市 ゲストハウスボンク サービス その他サービス 5%

102,998 新潟県 妙高市 香嶽楼 サービス 宿泊業 5%

102,999 新潟県 妙高市 高原タクシー株式会社 １号車 サービス 運輸業 5%

103,000 新潟県 妙高市 高原ホテル対山 サービス 宿泊業 5%

103,001 新潟県 妙高市 ＣＯＮＯＭｉ　新潟新井店 小売業 衣料品 5%

103,002 新潟県 妙高市 コービドー　あらい店 小売業 電化製品 5%

103,003 新潟県 妙高市 コービドー　あらい店 小売業 電化製品 5%

103,004 新潟県 妙高市 サウンドニシワキ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

103,005 新潟県 妙高市 サカイサービス 小売業 電化製品 5%

103,006 新潟県 妙高市 さみず音響 サービス その他サービス 5%

103,007 新潟県 妙高市 四季の宿アルファイン秀雲荘 サービス 宿泊業 5%

103,008 新潟県 妙高市 ＳｈａｇｇｙＹａｋ サービス 飲食業 5%

103,009 新潟県 妙高市 Ｊａｐｏｗｈｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

103,010 新潟県 妙高市 セブン－イレブン上越新井国賀店 小売業 食料品 2%

103,011 新潟県 妙高市 上越無線 小売業 電化製品 5%

103,012 新潟県 妙高市 ＳｗｅｅｔｓＮｅｋｏｊｉ サービス 飲食業 5%

103,013 新潟県 妙高市 盛紋丸　あらい店 小売業 家具・調度品 5%

103,014 新潟県 妙高市 セカンドステップ　ＪＹ サービス 飲食業 5%

103,015 新潟県 妙高市 関山 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,016 新潟県 妙高市 空飛ブウサギ サービス 宿泊業 5%

103,017 新潟県 妙高市 ソルティのもと 小売業 その他小売 5%

103,018 新潟県 妙高市 第一スーパー　妙高店 小売業 食料品 5%

103,019 新潟県 妙高市 司自動車 サービス その他サービス 5%

103,020 新潟県 妙高市 天空 サービス 飲食業 5%

103,021 新潟県 妙高市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新井店 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,022 新潟県 妙高市 富真　新井店 小売業 家具・調度品 5%

103,023 新潟県 妙高市 ＤｏｒｅＤｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

103,024 新潟県 妙高市 ｎｉｉｎａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

103,025 新潟県 妙高市 ＨａｐｐｙＰａｄｓ ＨａｐｐｙＰａｄｓ サービス 宿泊業 5%

103,026 新潟県 妙高市 ハーミティジ 小売業 衣料品 5%
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103,027 新潟県 妙高市 ピアレマート　新井店 小売業 食料品 5%

103,028 新潟県 妙高市 ＰＣフィールド サービス その他サービス 5%

103,029 新潟県 妙高市 ビックリペトロ妙高プラザ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,030 新潟県 妙高市 ｈａｉｒ　ｄｏ　らんぼう サービス 理容・美容業 5%

103,031 新潟県 妙高市 ヘアデザインタカナミ サービス 理容・美容業 5%

103,032 新潟県 妙高市 ヘアードゥゼファーク サービス 理容・美容業 5%

103,033 新潟県 妙高市 ペンション　スノーグース サービス 宿泊業 5%

103,034 新潟県 妙高市 ペンションあっとＨＯＭＥ サービス その他サービス 5%

103,035 新潟県 妙高市 ペンション天使の翼 サービス 宿泊業 5%

103,036 新潟県 妙高市 ホテルアルペンブリック サービス 宿泊業 5%

103,037 新潟県 妙高市 ホテル太閤 サービス 宿泊業 5%

103,038 新潟県 妙高市 ホテルタケダ サービス 宿泊業 5%

103,039 新潟県 妙高市 ホテル無門 サービス 宿泊業 5%

103,040 新潟県 妙高市 マルニ　新井本店 小売業 衣料品 5%

103,041 新潟県 妙高市 宮本　電化 小売業 電化製品 5%

103,042 新潟県 妙高市 美雪荘 サービス 飲食業 5%

103,043 新潟県 妙高市 妙高高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,044 新潟県 妙高市 セブン－イレブン妙高高原店 小売業 食料品 2%

103,045 新潟県 妙高市 セブン－イレブン妙高下町店 小売業 食料品 2%

103,046 新潟県 妙高市 セブン－イレブン妙高関川町店 小売業 食料品 2%

103,047 新潟県 妙高市 セブン－イレブン妙高関山店 小売業 食料品 2%

103,048 新潟県 妙高市 セブン－イレブン妙高姫川原店 小売業 食料品 2%

103,049 新潟県 妙高市 妙高モータース サービス その他サービス 5%

103,050 新潟県 妙高市 妙高・山里の湯宿　香風館 サービス 宿泊業 5%

103,051 新潟県 妙高市 メガネサロン　ヨゴ　上越店 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,052 新潟県 妙高市 麺屋　吉祥 サービス 飲食業 5%

103,053 新潟県 妙高市 森の宿ビヨルク サービス その他サービス 5%

103,054 新潟県 妙高市 有限会社三和商事　学校町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,055 新潟県 妙高市 リオネットセンター新井 小売業 その他小売 5%

103,056 新潟県 妙高市 旅館　清風荘 サービス 宿泊業 5%

103,057 新潟県 妙高市 旅館おかやま サービス 宿泊業 5%

103,058 新潟県 妙高市 Ｌｏｄｇｅ Ｒａｖｅｎ サービス 宿泊業 5%

103,059 新潟県 妙高市 ＬｏｄｇｅＲａｖｅｎ サービス その他サービス 5%

103,060 新潟県 妙高市 ロッヂトロンコ サービス 宿泊業 5%

103,061 新潟県 村上市 会津屋 サービス その他サービス 5%

103,062 新潟県 村上市 朝日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,063 新潟県 村上市 朝日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,064 新潟県 村上市 朝日みどりの里　食堂 サービス 飲食業 5%

103,065 新潟県 村上市 朝日みどりの里　物産会館 小売業 食料品 5%

103,066 新潟県 村上市 朝日みどりの里　ほんわ館 サービス 宿泊業 5%

103,067 新潟県 村上市 アトリエ　シュシュ サービス 理容・美容業 5%

103,068 新潟県 村上市 アトリエ ル クール アトリエ ル クール 小売業 食料品 5%
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103,069 新潟県 村上市 ＡＢＡＬＬＩ 小売業 衣料品 5%

103,070 新潟県 村上市 アポロ サービス 理容・美容業 5%

103,071 新潟県 村上市 荒川支所前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,072 新潟県 村上市 Ａｎｔｉｑｕｅ　Ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

103,073 新潟県 村上市 イタリア家庭料理と洋食の店 Ｓｅｃｒｅｔ Ｆｒｕｉｔｓ サービス 飲食業 5%

103,074 新潟県 村上市 いづみや旅館 サービス 宿泊業 5%

103,075 新潟県 村上市 出光神林ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,076 新潟県 村上市 出光シーサイドＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,077 新潟県 村上市 出光塩屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,078 新潟県 村上市 出光セルフ荒川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,079 新潟県 村上市 出光セルフ村上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,080 新潟県 村上市 岩船 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,081 新潟県 村上市 岩船 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,082 新潟県 村上市 内山スポーツ 小売業 その他小売 5%

103,083 新潟県 村上市 ８　ｈｏｍｅ サービス 理容・美容業 5%

103,084 新潟県 村上市 越後村上うおや 小売業 食料品 5%

103,085 新潟県 村上市 エルピ－ガス 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,086 新潟県 村上市 大滝自動車工業 サービス その他サービス 5%

103,087 新潟県 村上市 お菓子屋さんｎｉｃｏ 小売業 食料品 5%

103,088 新潟県 村上市 小国町健幸堂 サービス その他サービス 5%

103,089 新潟県 村上市 奥村酒店 小売業 食料品 5%

103,090 新潟県 村上市 お食事処一休 サービス 飲食業 5%

103,091 新潟県 村上市 海岸線岩船ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,092 新潟県 村上市 海鮮一鰭うおや サービス 飲食業 5%

103,093 新潟県 村上市 勝木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,094 新潟県 村上市 勝木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,095 新潟県 村上市 割烹　新多久 サービス 飲食業 5%

103,096 新潟県 村上市 割烹食堂　いそべ サービス 飲食業 5%

103,097 新潟県 村上市 加藤商店 小売業 その他小売 5%

103,098 新潟県 村上市 加藤動物病院 サービス その他サービス 5%

103,099 新潟県 村上市 株式会社　吉野屋 小売業 食料品 5%

103,100 新潟県 村上市 放し飼い卵のオークリッチ サービス その他サービス 5%

103,101 新潟県 村上市 株式会社西坂家具店 小売業 家具・調度品 5%

103,102 新潟県 村上市 セブン－イレブン神林牧目店 小売業 食料品 2%

103,103 新潟県 村上市 革工房ＡＢＡＬＬＩ 小売業 その他小売 5%

103,104 新潟県 村上市 元祖きむらや 小売業 食料品 5%

103,105 新潟県 村上市 木野瀬酒店 小売業 その他小売 5%

103,106 新潟県 村上市 ぎふとｔｏｗｎ美越 小売業 その他小売 5%

103,107 新潟県 村上市 キムラトコヤ サービス 理容・美容業 5%

103,108 新潟県 村上市 ギャラリーペイジ 小売業 家具・調度品 5%

103,109 新潟県 村上市 業務 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,110 新潟県 村上市 栗山輪店 小売業 その他小売 5%
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103,111 新潟県 村上市 小杉漆器店 サービス その他サービス 5%

103,112 新潟県 村上市 肴町主食 小売業 食料品 5%

103,113 新潟県 村上市 坂町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,114 新潟県 村上市 さかまち動物病院 サービス その他サービス 5%

103,115 新潟県 村上市 猿沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,116 新潟県 村上市 さわど酒店 小売業 食料品 5%

103,117 新潟県 村上市 セブン－イレブン山北勝木店 小売業 食料品 2%

103,118 新潟県 村上市 Ｓｅｅｄ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

103,119 新潟県 村上市 地酒の店　たむら 小売業 食料品 5%

103,120 新潟県 村上市 四川飯店　村上 サービス 飲食業 5%

103,121 新潟県 村上市 食菜　和ごころ サービス 飲食業 5%

103,122 新潟県 村上市 須貝忍理容室 サービス 理容・美容業 5%

103,123 新潟県 村上市 寿し銭 サービス 飲食業 5%

103,124 新潟県 村上市 瀬波ビューホテル サービス 宿泊業 5%

103,125 新潟県 村上市 総合食品さいとう 小売業 食料品 5%

103,126 新潟県 村上市 相馬電機商会 小売業 電化製品 5%

103,127 新潟県 村上市 ソロモン１ サービス その他サービス 5%

103,128 新潟県 村上市 大観荘せなみの湯 サービス 宿泊業 5%

103,129 新潟県 村上市 たこ焼きのたこ吉 たこ焼きのたこ吉 サービス 飲食業 5%

103,130 新潟県 村上市 堆朱工芸舎 小売業 家具・調度品 5%

103,131 新潟県 村上市 椿の宿　吉田や サービス 宿泊業 5%

103,132 新潟県 村上市 電政社 小売業 電化製品 5%

103,133 新潟県 村上市 常盤園 小売業 食料品 5%

103,134 新潟県 村上市 富樫精肉店 サービス その他サービス 5%

103,135 新潟県 村上市 トヨタカローラ新潟村上店 小売業 その他小売 5%

103,136 新潟県 村上市 トヨタレンタリース新潟村上店 サービス その他サービス 2%

103,137 新潟県 村上市 ＤＲＵＧ　ナカヤス 小売業 その他小売 5%

103,138 新潟県 村上市 永徳　鮭乃蔵　本店 小売業 食料品 5%

103,139 新潟県 村上市 ナカムラ自動車 サービス その他サービス 5%

103,140 新潟県 村上市 なんじゃ村村上インター店 小売業 その他小売 5%

103,141 新潟県 村上市 なんじゃ村村上西店 小売業 その他小売 5%

103,142 新潟県 村上市 野澤食品 小売業 食料品 5%

103,143 新潟県 村上市 野天風呂 湯元龍泉 サービス その他サービス 5%

103,144 新潟県 村上市 パナ・コスモス　シンキョウ 小売業 電化製品 5%

103,145 新潟県 村上市 花平クリーニング サービス その他サービス 5%

103,146 新潟県 村上市 Ｐａｒａｄｅ村上インター店 小売業 その他小売 5%

103,147 新潟県 村上市 美容室　十色 サービス 理容・美容業 5%

103,148 新潟県 村上市 美容室グランジュ　美容室グランジュ サービス 理容・美容業 5%

103,149 新潟県 村上市 平方商事有限会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,150 新潟県 村上市 平林ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,151 新潟県 村上市 ＶＡパーツ サービス その他サービス 5%

103,152 新潟県 村上市 藤井折箱屋 小売業 その他小売 5%
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103,153 新潟県 村上市 藤井漆工株式会社 サービス その他サービス 5%

103,154 新潟県 村上市 冨士美園 冨士美園 小売業 食料品 5%

103,155 新潟県 村上市 ブティック　マダムコレクション 小売業 衣料品 5%

103,156 新潟県 村上市 ブティック　Ｌａｆｕ－Ｌａｆｕ 小売業 衣料品 5%

103,157 新潟県 村上市 ふとんのわたじん 小売業 家具・調度品 5%

103,158 新潟県 村上市 府屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,159 新潟県 村上市 府屋自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

103,160 新潟県 村上市 府屋バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,161 新潟県 村上市 ヘアーサロン音羽屋 サービス 理容・美容業 5%

103,162 新潟県 村上市 ヘアーサロン　かみむら サービス 理容・美容業 5%

103,163 新潟県 村上市 ペコリ ティータイムギャラリーぺこり サービス 飲食業 5%

103,164 新潟県 村上市 北越モーター サービス その他サービス 5%

103,165 新潟県 村上市 ホテル　汐美荘 サービス 宿泊業 5%

103,166 新潟県 村上市 前田デンキ店 小売業 電化製品 5%

103,167 新潟県 村上市 マクドナルド７号線村上店 サービス 飲食業 2%

103,168 新潟県 村上市 マルト鮮魚 小売業 食料品 5%

103,169 新潟県 村上市 ミネラル工房 サービス その他サービス 5%

103,170 新潟県 村上市 村上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,171 新潟県 村上市 村上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,172 新潟県 村上市 セブン－イレブン村上荒川店 小売業 食料品 2%

103,173 新潟県 村上市 セブン－イレブン村上荒川山口店 小売業 食料品 2%

103,174 新潟県 村上市 村上インターチェンジＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,175 新潟県 村上市 セブン－イレブン村上インター店 小売業 食料品 2%

103,176 新潟県 村上市 村上駅前 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,177 新潟県 村上市 村上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,178 新潟県 村上市 セブン－イレブン村上神林インター店 小売業 食料品 2%

103,179 新潟県 村上市 村上国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,180 新潟県 村上市 村上国道 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,181 新潟県 村上市 セブン－イレブン村上肴町店 小売業 食料品 2%

103,182 新潟県 村上市 セブン－イレブン村上山辺里インター店 小売業 食料品 2%

103,183 新潟県 村上市 セブン－イレブン村上山居町店 小売業 食料品 2%

103,184 新潟県 村上市 村上商工会議所 サービス その他サービス 5%

103,185 新潟県 村上市 村上プラザ インフォメーション 小売業 その他小売 5%

103,186 新潟県 村上市 セブン－イレブン村上南町店 小売業 食料品 2%

103,187 新潟県 村上市 開湯の宿　大和屋旅館 サービス 宿泊業 5%

103,188 新潟県 村上市 結城堂瀬波店 サービス その他サービス 5%

103,189 新潟県 村上市 有限会社能登新 サービス 飲食業 5%

103,190 新潟県 村上市 洋酒喫茶　木馬 サービス 飲食業 5%

103,191 新潟県 村上市 縁 サービス 理容・美容業 5%

103,192 新潟県 村上市 らーめん屋ひ１０４　らーめん屋ひ１０４ サービス 飲食業 5%

103,193 新潟県 村上市 ライフネットほんだ 小売業 電化製品 5%

103,194 新潟県 村上市 ライフネット光洋 小売業 電化製品 5%
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103,195 新潟県 村上市 らんらん亭 サービス 飲食業 5%

103,196 新潟県 村上市 リペア　クラフツ サービス その他サービス 5%

103,197 新潟県 村上市 和食処　悠流里　和食処　悠流里 サービス 飲食業 5%

103,198 新潟県 村上市 わら竹クリーニング 村上プラザ店 サービス その他サービス 5%

103,199 新潟県 弥彦村 阿部電器商会 小売業 電化製品 5%

103,200 新潟県 弥彦村 ａｉｒｈａｉｒｌｏｕｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

103,201 新潟県 弥彦村 越後みそ西　弥彦笹屋店 小売業 食料品 5%

103,202 新潟県 弥彦村 お宿だいろく サービス 宿泊業 5%

103,203 新潟県 弥彦村 カットスペース　いしばし サービス 理容・美容業 5%

103,204 新潟県 弥彦村 四季の宿みのや サービス 宿泊業 5%

103,205 新潟県 弥彦村 上州苑　弥彦の奥湯　上州苑 サービス 宿泊業 5%

103,206 新潟県 弥彦村 名代家 サービス 宿泊業 5%

103,207 新潟県 弥彦村 麓ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,208 新潟県 弥彦村 弥　彦 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,209 新潟県 弥彦村 弥彦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,210 新潟県 弥彦村 セブン－イレブン弥彦大鳥居店 小売業 食料品 2%

103,211 新潟県 弥彦村 弥彦東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,212 新潟県 弥彦村 セブン－イレブン弥彦麓店 小売業 食料品 2%

103,213 新潟県 湯沢町 Ａｒｉｍａｙａ サービス その他サービス 5%

103,214 新潟県 湯沢町 石打ユングパルナス サービス その他サービス 5%

103,215 新潟県 湯沢町 イタリア居酒屋食堂プロスペリタ サービス 飲食業 5%

103,216 新潟県 湯沢町 一望千里　御湯宿　中屋 サービス 宿泊業 5%

103,217 新潟県 湯沢町 出光苗場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,218 新潟県 湯沢町 岩原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,219 新潟県 湯沢町 魚沼らーめん雁舎 サービス 飲食業 5%

103,220 新潟県 湯沢町 駅の酒蔵 小売業 その他小売 5%

103,221 新潟県 湯沢町 越後とんかつ人参亭 サービス 飲食業 5%

103,222 新潟県 湯沢町 えちごのいぶき越織 小売業 衣料品 5%

103,223 新潟県 湯沢町 越後のお宿いなもと サービス 宿泊業 5%

103,224 新潟県 湯沢町 セブン－イレブン越後湯沢西口店 小売業 食料品 2%

103,225 新潟県 湯沢町 越後湯澤　ＨＡＴＡＧＯ井仙 サービス 宿泊業 5%

103,226 新潟県 湯沢町 セブン－イレブン越後湯沢東口店 小売業 食料品 2%

103,227 新潟県 湯沢町 音羽屋旅館 サービス 宿泊業 5%

103,228 新潟県 湯沢町 温泉民宿　髙野屋 サービス 宿泊業 5%

103,229 新潟県 湯沢町 温泉民宿　高野屋 サービス 宿泊業 5%

103,230 新潟県 湯沢町 貝掛温泉 サービス 宿泊業 5%

103,231 新潟県 湯沢町 ｋａｋａｉｉ ｋａｋａｉｉ サービス 飲食業 5%

103,232 新潟県 湯沢町 株式会社ガーラ湯沢 サービス その他サービス 5%

103,233 新潟県 湯沢町 株式会社ホップステップＪＡＰＡＮ サービス その他サービス 5%

103,234 新潟県 湯沢町 クレブスポーツ　六日町 小売業 その他小売 5%

103,235 新潟県 湯沢町 クレブリゾートショップ神立 小売業 その他小売 5%

103,236 新潟県 湯沢町 四季ＹＵＺＡＷＡ　ＱＵＡＴＴＲＯ（クワトロ） サービス 宿泊業 5%
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103,237 新潟県 湯沢町 ケムズ サービス その他サービス 5%

103,238 新潟県 湯沢町 小出タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

103,239 新潟県 湯沢町 合資会社高橋屋商店 小売業 食料品 5%

103,240 新潟県 湯沢町 糀らって サービス 飲食業 5%

103,241 新潟県 湯沢町 コマツチェーン湯沢店 小売業 電化製品 5%

103,242 新潟県 湯沢町 さくら亭 サービス 宿泊業 5%

103,243 新潟県 湯沢町 ＳａｎｓａｎＹｕｚａｗａ サービス その他サービス 5%

103,244 新潟県 湯沢町 松泉閣　花月 サービス 宿泊業 5%

103,245 新潟県 湯沢町 ショッピングセンターのぐち　湯沢ハーツ店 小売業 食料品 5%

103,246 新潟県 湯沢町 ショッピングセンターのぐち　本店 小売業 食料品 5%

103,247 新潟県 湯沢町 ＳｎｏｗＣｏｕｎｔｒｙＩｎｓｔｒｕｃｔｏｒｓ サービス その他サービス 5%

103,248 新潟県 湯沢町 仙山亭 サービス 宿泊業 5%

103,249 新潟県 湯沢町 大源太青少年旅行村 サービス その他サービス 5%

103,250 新潟県 湯沢町 匠の宿みやた サービス 宿泊業 5%

103,251 新潟県 湯沢町 セブン－イレブン中越湯沢神立店 小売業 食料品 2%

103,252 新潟県 湯沢町 鶴屋湯沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,253 新潟県 湯沢町 ティアン サービス 宿泊業 5%

103,254 新潟県 湯沢町 天地豊作 サービス 飲食業 5%

103,255 新潟県 湯沢町 トヨタレンタリース新潟越後湯沢駅前店 サービス その他サービス 2%

103,256 新潟県 湯沢町 苗場スプリングスホテル サービス 宿泊業 5%

103,257 新潟県 湯沢町 和みのお宿　滝乃湯 サービス 宿泊業 5%

103,258 新潟県 湯沢町 湯沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,259 新潟県 湯沢町 ｈａｉｒ ｇｒａｄ ＵＣＨＩＹＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

103,260 新潟県 湯沢町 雪処ＳＥＳＳＩＯＮ サービス その他サービス 5%

103,261 新潟県 湯沢町 ペンション　タケコシ サービス 宿泊業 5%

103,262 新潟県 湯沢町 ペンション　パセリの森 サービス 宿泊業 5%

103,263 新潟県 湯沢町 ホテルシャーレゆざわ銀水 サービス 宿泊業 5%

103,264 新潟県 湯沢町 ホテル双葉 サービス 宿泊業 5%

103,265 新潟県 湯沢町 ぽんしゅ館 小売業 その他小売 5%

103,266 新潟県 湯沢町 三葉屋 小売業 食料品 5%

103,267 新潟県 湯沢町 ミヤコヤ 小売業 その他小売 5%

103,268 新潟県 湯沢町 焼　牛 サービス 飲食業 5%

103,269 新潟県 湯沢町 保よし サービス 飲食業 5%

103,270 新潟県 湯沢町 やなぎ サービス 宿泊業 5%

103,271 新潟県 湯沢町 山新商店 サービス 飲食業 5%

103,272 新潟県 湯沢町 有限会社富士見屋酒店 小売業 その他小売 5%

103,273 新潟県 湯沢町 ユートピア苗場 サービス その他サービス 5%

103,274 新潟県 湯沢町 雪国の宿高半 サービス 宿泊業 5%

103,275 新潟県 湯沢町 湯沢釜蔵 サービス 飲食業 5%

103,276 新潟県 湯沢町 湯沢グランドホテル サービス 宿泊業 5%

103,277 新潟県 湯沢町 湯沢グランドホテル サービス 宿泊業 5%

103,278 新潟県 湯沢町 湯沢　玉城屋 サービス 宿泊業 5%
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103,279 新潟県 湯沢町 湯沢中里スキー場　ＶＯＬＣＯＭ サービス その他サービス 5%

103,280 新潟県 湯沢町 湯沢中里スキー場　スキーセンター１Ｆレンタル サービス その他サービス 5%

103,281 新潟県 湯沢町 湯沢中里スキー場 サービス その他サービス 5%

103,282 新潟県 湯沢町 湯沢中里スキー場　駅前リフト券売り場 サービス その他サービス 5%

103,283 新潟県 湯沢町 湯沢中里スキー場　中央レンタル店 サービス その他サービス 5%

103,284 新潟県 湯沢町 湯沢中里スキー場スキーセンター１Ｆレンタ サービス その他サービス 5%

103,285 新潟県 湯沢町 湯沢中里スキー場　スキーセンター３Ｆ売店 サービス その他サービス 5%

103,286 新潟県 湯沢町 湯沢中里スキー場第３ロマンス前リフト券売 サービス その他サービス 5%

103,287 新潟県 湯沢町 湯沢中里スノーリゾート中里スキー学校 サービス その他サービス 5%

103,288 新潟県 湯沢町 湯沢湯沢でんき屋 サービス 宿泊業 5%

103,289 新潟県 湯沢町 湯元眺望閣　湯居間蔵 サービス 宿泊業 5%

103,290 新潟県 湯沢町 レストラン　ゆざわ サービス 飲食業 5%

103,291 新潟県 湯沢町 ロッヂ政エ門 サービス 宿泊業 5%

103,292 新潟県 湯沢町 私の家中屋 サービス 宿泊業 5%

103,293 新潟県 湯沢町 私の家中屋　別館 サービス 宿泊業 5%

103,294 富山県 朝日町 朝日インタ－ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,295 富山県 朝日町 出光朝日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,296 富山県 朝日町 出光朝日国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,297 富山県 朝日町 小川温泉ホテルおがわ サービス 宿泊業 5%

103,298 富山県 朝日町 黒東タクシー　６０１号 サービス その他サービス 5%

103,299 富山県 朝日町 電化ショップしみず　電化ショップしみず 小売業 電化製品 5%

103,300 富山県 朝日町 セブン－イレブン富山朝日町月山店 小売業 食料品 2%

103,301 富山県 朝日町 坂東電器 小売業 電化製品 5%

103,302 富山県 朝日町 堀川オートサービス サービス その他サービス 5%

103,303 富山県 朝日町 堀川オートサービス 小売業 その他小売 5%

103,304 富山県 朝日町 ワークショップ　イワタ 小売業 衣料品 5%

103,305 富山県 射水市 アーノス サービス 理容・美容業 5%

103,306 富山県 射水市 アイビー動物病院 サービス その他サービス 5%

103,307 富山県 射水市 赤ちゃんデパート水谷　アルプラザ小杉店 小売業 衣料品 5%

103,308 富山県 射水市 秋吉　新湊店 サービス 飲食業 5%

103,309 富山県 射水市 秋吉　太閤山店 サービス 飲食業 5%

103,310 富山県 射水市 あまおか寝具店 小売業 衣料品 5%

103,311 富山県 射水市 Ａｙｕ夢Ｓｈｏｐ 小売業 電化製品 5%

103,312 富山県 射水市 アン・ルージュ サービス 理容・美容業 5%

103,313 富山県 射水市 アン ルージュ サービス 理容・美容業 5%

103,314 富山県 射水市 出光大島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,315 富山県 射水市 出光大島企業団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,316 富山県 射水市 出光白石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,317 富山県 射水市 出光新湊バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,318 富山県 射水市 出光作道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,319 富山県 射水市 セブン－イレブン射水小杉インター店 小売業 食料品 2%

103,320 富山県 射水市 セブン－イレブン射水七美店 小売業 食料品 2%
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103,321 富山県 射水市 セブン－イレブン射水昭和通店 小売業 食料品 2%

103,322 富山県 射水市 セブン－イレブン射水太閤山東店 小売業 食料品 2%

103,323 富山県 射水市 セブン－イレブン射水作道店 小売業 食料品 2%

103,324 富山県 射水市 セブン－イレブン射水ひばり店 小売業 食料品 2%

103,325 富山県 射水市 セブン－イレブン射水ひばり元町店 小売業 食料品 2%

103,326 富山県 射水市 セブン－イレブン射水広上店 小売業 食料品 2%

103,327 富山県 射水市 セブン－イレブン射水朴木口店 小売業 食料品 2%

103,328 富山県 射水市 セブン－イレブン射水八塚店 小売業 食料品 2%

103,329 富山県 射水市 セブン－イレブン射水鷲塚店 小売業 食料品 2%

103,330 富山県 射水市 魚源 小売業 食料品 5%

103,331 富山県 射水市 エステティック・ジュビラン サービス 理容・美容業 5%

103,332 富山県 射水市 エスポワール大門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,333 富山県 射水市 エスポワール大島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,334 富山県 射水市 ＥｎｅＪｅｔ太閤山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,335 富山県 射水市 大島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,336 富山県 射水市 エステサロンリセットアイ サービス 理容・美容業 5%

103,337 富山県 射水市 オカノ自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

103,338 富山県 射水市 オネスト小杉　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,339 富山県 射水市 家具再生工房 小売業 家具・調度品 5%

103,340 富山県 射水市 笠井電機錦町店 小売業 電化製品 5%

103,341 富山県 射水市 菓子処あん 小売業 食料品 5%

103,342 富山県 射水市 カネソ小杉営業所 小売業 その他小売 5%

103,343 富山県 射水市 株式会社小杉稔商店 小売業 その他小売 5%

103,344 富山県 射水市 ガラスのピラミッド サービス その他サービス 5%

103,345 富山県 射水市 カワサキプラザ富山 小売業 その他小売 5%

103,346 富山県 射水市 クリア家具　富山射水店 小売業 家具・調度品 5%

103,347 富山県 射水市 グローヴ サービス 理容・美容業 5%

103,348 富山県 射水市 光学堂　アプリオ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,349 富山県 射水市 こえだでんき 小売業 電化製品 5%

103,350 富山県 射水市 ここから サービス その他サービス 5%

103,351 富山県 射水市 小杉カントリークラブ サービス その他サービス 5%

103,352 富山県 射水市 小杉光電社 小売業 電化製品 5%

103,353 富山県 射水市 小杉光電社太閤山店 小売業 電化製品 5%

103,354 富山県 射水市 米三アプリオ店 小売業 家具・調度品 5%

103,355 富山県 射水市 菜香 サービス 飲食業 5%

103,356 富山県 射水市 酒のカワサキグループ　ブラボー店 小売業 食料品 5%

103,357 富山県 射水市 Ｓａｙａ　射水店 サービス 理容・美容業 5%

103,358 富山県 射水市 社労士オフィス・イイダ サービス その他サービス 5%

103,359 富山県 射水市 翔叶 サービス 飲食業 5%

103,360 富山県 射水市 新港の森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,361 富山県 射水市 新鮮市場　射北店 小売業 食料品 5%

103,362 富山県 射水市 有限会社シンプロ 小売業 その他小売 5%
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103,363 富山県 射水市 新湊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,364 富山県 射水市 新村電化 小売業 電化製品 5%

103,365 富山県 射水市 太閤山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,366 富山県 射水市 大門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,367 富山県 射水市 大門タクシー ５０１号 サービス その他サービス 5%

103,368 富山県 射水市 太陽堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,369 富山県 射水市 高原自動車　株式会社 小売業 その他小売 5%

103,370 富山県 射水市 竹内彩古堂 小売業 家具・調度品 5%

103,371 富山県 射水市 たま家 サービス 飲食業 5%

103,372 富山県 射水市 ＣＨＡＳＥ　Ｇｙｍ サービス その他サービス 5%

103,373 富山県 射水市 ツインカムさわはし 小売業 電化製品 5%

103,374 富山県 射水市 作道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,375 富山県 射水市 トータルビューティハウス　ミヤラビ　Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｈｏｕｓｅ　ｍｉｙａｒａｂｉ サービス 理容・美容業 5%

103,376 富山県 射水市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅくろかわ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,377 富山県 射水市 床屋　ＨＯＭＥ?ＢＡＳＥ サービス 理容・美容業 5%

103,378 富山県 射水市 戸田電化 小売業 電化製品 5%

103,379 富山県 射水市 利波電機商会 小売業 電化製品 5%

103,380 富山県 射水市 富山らーめん王国まるたかや射水店 サービス 飲食業 5%

103,381 富山県 射水市 中谷小杉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,382 富山県 射水市 株式会社中村燃料商店　大島事業所 小売業 その他小売 5%

103,383 富山県 射水市 日本海産商株式会社富山営業所 小売業 その他小売 5%

103,384 富山県 射水市 Ｎ．ＩＮＧ．かもの 小売業 電化製品 5%

103,385 富山県 射水市 ネイル＆カラーサロンステラ サービス 理容・美容業 5%

103,386 富山県 射水市 ｂａｒｂｅｒＬａｍｐ サービス 理容・美容業 5%

103,387 富山県 射水市 ８番らーめん小杉店 サービス 飲食業 2%

103,388 富山県 射水市 ８番らーめん新湊店 サービス 飲食業 2%

103,389 富山県 射水市 ８番らーめん太閤山店 サービス 飲食業 2%

103,390 富山県 射水市 パティスリール・クール 小売業 食料品 5%

103,391 富山県 射水市 パワープラスヘア サービス 理容・美容業 5%

103,392 富山県 射水市 ひまわりＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,393 富山県 射水市 ｆａｃｅ ｂｏｄｙ Ｒｅ Ａｎｔｏ サービス その他サービス 5%

103,394 富山県 射水市 ブティック　レスピラール 小売業 衣料品 5%

103,395 富山県 射水市 ブリヂストン富山臨港タイヤセンター 小売業 その他小売 5%

103,396 富山県 射水市 ふわりカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

103,397 富山県 射水市 ヘアースタジオ　ミナミ サービス 理容・美容業 5%

103,398 富山県 射水市 ｈａｉｒｒｏｏｍｍｉｓｓａ サービス 理容・美容業 5%

103,399 富山県 射水市 ほしの薬局 小売業 その他小売 5%

103,400 富山県 射水市 ボディケア華 サービス その他サービス 5%

103,401 富山県 射水市 ポプラ小杉インター店 小売業 その他小売 2%

103,402 富山県 射水市 マイム犬猫病院 サービス その他サービス 5%

103,403 富山県 射水市 マクドナルド大島イータウン前店 サービス 飲食業 2%

103,404 富山県 射水市 マクドナルド小杉アルプラザ店 サービス 飲食業 2%
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103,405 富山県 射水市 マリアシェル 小売業 衣料品 5%

103,406 富山県 射水市 丸昌昆布加工所 小売業 食料品 5%

103,407 富山県 射水市 ミートハウス　山ちゃん サービス 飲食業 5%

103,408 富山県 射水市 道の駅　カモンパーク新湊 小売業 家具・調度品 5%

103,409 富山県 射水市 メガネのハラダ　小杉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,410 富山県 射水市 メガネハウスイータウン 小売業 その他小売 5%

103,411 富山県 射水市 メガネハウス小杉 小売業 その他小売 5%

103,412 富山県 射水市 Ｍｏｓｈｋｉｎａ サービス その他サービス 5%

103,413 富山県 射水市 モリナガ酒　釣具店 小売業 その他小売 5%

103,414 富山県 射水市 ヤスブン小杉店 小売業 食料品 5%

103,415 富山県 射水市 山岡石材工業　射水店 小売業 その他小売 5%

103,416 富山県 射水市 有限会社　小杉タクシー サービス その他サービス 5%

103,417 富山県 射水市 ＹＵＩＣＨＩＲＯ ＨＡＩＲＨＯＵＳＥ ＹＵＩＣＨＩＲＯ ＨＡＩＲＨＯＵＳＥ サービス 理容・美容業 5%

103,418 富山県 射水市 リラクゼーションサロン　Ａｍｏｌｉｒ サービス その他サービス 5%

103,419 富山県 射水市 ｒｅｌａｘａｔｉｏｎｒｏｏｍｇｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

103,420 富山県 射水市 リリーベリー サービス 飲食業 5%

103,421 富山県 射水市 Ｌｉｌｏｕ　ｈａｉｒ． サービス 理容・美容業 5%

103,422 富山県 射水市 る ふっくらん 小売業 食料品 5%

103,423 富山県 射水市 Ｌｕｚ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

103,424 富山県 射水市 ロードイン　朴木 小売業 食料品 5%

103,425 富山県 射水市 Ｒｏｌｄ ｐｏｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

103,426 富山県 射水市 Ｒｏｌｄｐｏｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

103,427 富山県 魚津市 あいる あいる サービス その他サービス 5%

103,428 富山県 魚津市 秋吉　小さか店 サービス 飲食業 5%

103,429 富山県 魚津市 アメリカンスクエア　マツヤ　魚津店 小売業 衣料品 5%

103,430 富山県 魚津市 イシサキデンキ 小売業 電化製品 5%

103,431 富山県 魚津市 イシサキデンキ 小売業 電化製品 5%

103,432 富山県 魚津市 出光魚津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,433 富山県 魚津市 イマージュ　魚津店 小売業 その他小売 5%

103,434 富山県 魚津市 魚津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,435 富山県 魚津市 魚津ＳＳ　有限会社山崎石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,436 富山県 魚津市 魚津東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,437 富山県 魚津市 富山石油株式会社魚津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,438 富山県 魚津市 セブン－イレブン魚津インター店 小売業 食料品 2%

103,439 富山県 魚津市 セブン－イレブン魚津江口店 小売業 食料品 2%

103,440 富山県 魚津市 セブン－イレブン魚津上村木店 小売業 食料品 2%

103,441 富山県 魚津市 セブン－イレブン魚津吉島２丁目店 小売業 食料品 2%

103,442 富山県 魚津市 魚津交通 サービス その他サービス 5%

103,443 富山県 魚津市 セブン－イレブン魚津持光寺店 小売業 食料品 2%

103,444 富山県 魚津市 セブン－イレブン魚津釈迦堂１丁目店 小売業 食料品 2%

103,445 富山県 魚津市 魚津ダイニング　三三五五 サービス 飲食業 5%

103,446 富山県 魚津市 魚津バイパス　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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103,447 富山県 魚津市 魚津東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,448 富山県 魚津市 魚津本店　一笑庵 小売業 食料品 5%

103,449 富山県 魚津市 魚津マンテンホテル駅前 サービス 宿泊業 5%

103,450 富山県 魚津市 牛島屋　魚津店 小売業 衣料品 5%

103,451 富山県 魚津市 オセル・ヘアデザイナーズ サービス 理容・美容業 5%

103,452 富山県 魚津市 お宿いけがみ サービス その他サービス 5%

103,453 富山県 魚津市 温野菜魚津店 サービス 飲食業 2%

103,454 富山県 魚津市 ｃａｆｅ　Ｒａｙ サービス 飲食業 5%

103,455 富山県 魚津市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋魚津吉島店 サービス 飲食業 2%

103,456 富山県 魚津市 河内屋本店 小売業 食料品 5%

103,457 富山県 魚津市 きくら美容室　魚津店 サービス 理容・美容業 5%

103,458 富山県 魚津市 北山鉱泉　元祖　仁右衞門家 サービス 宿泊業 5%

103,459 富山県 魚津市 金太郎温泉 サービス 宿泊業 5%

103,460 富山県 魚津市 ＫＬＥＵＲ 小売業 衣料品 5%

103,461 富山県 魚津市 ＫＬＥＵＲ ＫＬＥＵＲ 小売業 衣料品 5%

103,462 富山県 魚津市 ぐる屋 サービス 飲食業 5%

103,463 富山県 魚津市 株式会社工房ヤマセン辻佛檀 小売業 家具・調度品 5%

103,464 富山県 魚津市 米三魚津店 小売業 家具・調度品 5%

103,465 富山県 魚津市 菜香厨房　魚津店 サービス 飲食業 5%

103,466 富山県 魚津市 酒場 みやっち食堂 サービス 飲食業 5%

103,467 富山県 魚津市 酒場みやっち食堂 サービス 飲食業 5%

103,468 富山県 魚津市 Ｓａｌｏｎ　Ｆａｖｅｕｒ 小売業 電化製品 5%

103,469 富山県 魚津市 ｊａｎｅ　ｓ　ｖｉｎｔａｇｅ 小売業 衣料品 5%

103,470 富山県 魚津市 ジータ 小売業 衣料品 5%

103,471 富山県 魚津市 シャンデールサロン　ヴィーレ 小売業 その他小売 5%

103,472 富山県 魚津市 シャンデールサロン　ラスール 小売業 その他小売 5%

103,473 富山県 魚津市 心月 サービス 理容・美容業 5%

103,474 富山県 魚津市 スカイホテル魚津 サービス 宿泊業 5%

103,475 富山県 魚津市 スカイホテル魚津アネックス サービス 宿泊業 5%

103,476 富山県 魚津市 スティルヘアー　ササキ サービス 理容・美容業 5%

103,477 富山県 魚津市 スパーク 小売業 衣料品 5%

103,478 富山県 魚津市 炭火焼肉　米沢亭　魚津店 サービス 飲食業 5%

103,479 富山県 魚津市 炭火焼肉　米沢亭　魚津店 サービス 飲食業 5%

103,480 富山県 魚津市 セレモニーセンター新川 サービス その他サービス 5%

103,481 富山県 魚津市 株　セントラル自動車 サービス その他サービス 5%

103,482 富山県 魚津市 太陽スポーツ　魚津店 小売業 その他小売 5%

103,483 富山県 魚津市 竹田電器商会 小売業 電化製品 5%

103,484 富山県 魚津市 太助鮨 サービス 飲食業 5%

103,485 富山県 魚津市 立山酒店　北鬼江店 小売業 食料品 5%

103,486 富山県 魚津市 立山酒店　サンプラザ店 小売業 食料品 5%

103,487 富山県 魚津市 立山酒店　中央店 小売業 食料品 5%

103,488 富山県 魚津市 辻わくわくランド サービス その他サービス 5%
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103,489 富山県 魚津市 Ｄｅａｒ　Ｆｒｉｅｎｄｓ　モフモフ サービス 理容・美容業 5%

103,490 富山県 魚津市 ＤＩＶＡ 小売業 衣料品 5%

103,491 富山県 魚津市 富山第一ドライ　魚津工場店 サービス その他サービス 5%

103,492 富山県 魚津市 富山ダイハツ販売魚津店 小売業 その他小売 5%

103,493 富山県 魚津市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｌａ　Ｌｕｃｅ サービス 飲食業 5%

103,494 富山県 魚津市 ニュ－イングランド　たかしま 小売業 電化製品 5%

103,495 富山県 魚津市 人形のまきの家 小売業 家具・調度品 5%

103,496 富山県 魚津市 ネッツトヨタ富山魚津店 小売業 その他小売 5%

103,497 富山県 魚津市 ＰＡＲＱＳ　ｕｏｚｕ 小売業 衣料品 5%

103,498 富山県 魚津市 ＢＡＲＢＥＲ ＳＨＯＰ サービス 理容・美容業 5%

103,499 富山県 魚津市 ８番らーめん魚津店 サービス 飲食業 2%

103,500 富山県 魚津市 浜多屋　本店 サービス 飲食業 5%

103,501 富山県 魚津市 ｈａｍａｄａｙａＬＡＢＯ サービス 飲食業 5%

103,502 富山県 魚津市 ＰＡＲＡＤＩＳ サービス 理容・美容業 5%

103,503 富山県 魚津市 ＰＡＲＡＤＩＳ サービス 理容・美容業 5%

103,504 富山県 魚津市 Ｐａｒａｄｅ魚津店 小売業 その他小売 5%

103,505 富山県 魚津市 はんこはんず　魚津店 小売業 その他小売 5%

103,506 富山県 魚津市 バーンズ魚津店 サービス 飲食業 5%

103,507 富山県 魚津市 ピザテン・フォー　富山魚津店　２ サービス その他サービス 5%

103,508 富山県 魚津市 美容室　多い夢 サービス 理容・美容業 5%

103,509 富山県 魚津市 美容室ファブリス サービス 理容・美容業 5%

103,510 富山県 魚津市 ＢＯＯＫ・ＯＦＦ魚津店 小売業 その他小売 2%

103,511 富山県 魚津市 ＢＯＯＫＳなかだ／ｏｆｆｉｃｅＶｏｘ魚津店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

103,512 富山県 魚津市 ＦＬＡＧＳＨＩＰ 小売業 衣料品 5%

103,513 富山県 魚津市 ペヨーテ サービス 飲食業 5%

103,514 富山県 魚津市 北陸補聴器センター魚津店 小売業 その他小売 5%

103,515 富山県 魚津市 ホテル　グランミラージュ サービス 宿泊業 5%

103,516 富山県 魚津市 マクドナルド魚津店 サービス 飲食業 2%

103,517 富山県 魚津市 まちかどイタリアンｆｒｏｎｔａｌｅ サービス 飲食業 5%

103,518 富山県 魚津市 丸本酒店 小売業 食料品 5%

103,519 富山県 魚津市 宮本みそ店 小売業 その他小売 5%

103,520 富山県 魚津市 メガネのハラダ　魚津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,521 富山県 魚津市 メガネハウス魚津 小売業 その他小売 5%

103,522 富山県 魚津市 有限会社ギャラップ関口自動車 サービス その他サービス 5%

103,523 富山県 魚津市 らーめん世界富山魚津店 サービス 飲食業 5%

103,524 富山県 魚津市 Ｌｕｘｕｒｙ　ｐｕｂ　杏ｓ サービス 飲食業 5%

103,525 富山県 魚津市 リカー　フーズ　キノシタ 小売業 食料品 5%

103,526 富山県 魚津市 Ｒｅ：Ｂｏｄｙ サービス その他サービス 5%

103,527 富山県 小矢部市 秋吉　小矢部店 サービス 飲食業 5%

103,528 富山県 小矢部市 石尾電機商会 小売業 電化製品 5%

103,529 富山県 小矢部市 石動ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,530 富山県 小矢部市 出光小矢部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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103,531 富山県 小矢部市 太田商会 小売業 その他小売 5%

103,532 富山県 小矢部市 小矢部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,533 富山県 小矢部市 小矢部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,534 富山県 小矢部市 小矢部インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,535 富山県 小矢部市 オヤベエースＳＳ　アブラ商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,536 富山県 小矢部市 セブン－イレブン小矢部市役所前店 小売業 食料品 2%

103,537 富山県 小矢部市 セブン－イレブン小矢部芹川店 小売業 食料品 2%

103,538 富山県 小矢部市 セブン－イレブン小矢部津沢店 小売業 食料品 2%

103,539 富山県 小矢部市 Ｋｉｉｒａ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

103,540 富山県 小矢部市 ｃａｓｅ サービス 飲食業 5%

103,541 富山県 小矢部市 三栄自動車　本社 小売業 その他小売 5%

103,542 富山県 小矢部市 ｓｔｕｄｉｏ－ｔａｏ 小売業 衣料品 5%

103,543 富山県 小矢部市 セルフ埴生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,544 富山県 小矢部市 滝乃荘 サービス 宿泊業 5%

103,545 富山県 小矢部市 多田自動車工業 サービス その他サービス 5%

103,546 富山県 小矢部市 津沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,547 富山県 小矢部市 有 殿山自動車 サービス その他サービス 5%

103,548 富山県 小矢部市 なかがわ珈琲 小売業 食料品 5%

103,549 富山県 小矢部市 ニューイングランドおりた 小売業 電化製品 5%

103,550 富山県 小矢部市 ＪＭ／ＮＵＭＡＤＡＴＡＴＡＭＩＮＡＩＳＯ 小売業 その他小売 5%

103,551 富山県 小矢部市 バイエルンスポーツ サービス その他サービス 5%

103,552 富山県 小矢部市 ８番らーめん小矢部店 サービス 飲食業 2%

103,553 富山県 小矢部市 Ｍａｒｃａｓｓｉｎ サービス 飲食業 5%

103,554 富山県 小矢部市 むらにしでんき 小売業 電化製品 5%

103,555 富山県 小矢部市 有限会社山本実燃料店 有限会社山本実燃料店 小売業 その他小売 2%

103,556 富山県 小矢部市 （有）米永商会 小売業 その他小売 5%

103,557 富山県 上市町 イイダ　パドラ 小売業 衣料品 5%

103,558 富山県 上市町 株式会社おみでんき 小売業 電化製品 5%

103,559 富山県 上市町 金沢ジンズシ サービス 飲食業 5%

103,560 富山県 上市町 上市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,561 富山県 上市町 かみいち総合病院売店 小売業 その他小売 5%

103,562 富山県 上市町 上市東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,563 富山県 上市町 クリーニング　ラボ サービス その他サービス 5%

103,564 富山県 上市町 クロダ電機　立山インター店 小売業 電化製品 5%

103,565 富山県 上市町 クロポッケ サービス 飲食業 5%

103,566 富山県 上市町 ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ　ドカイ 小売業 その他小売 5%

103,567 富山県 上市町 三栄時計 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,568 富山県 上市町 三栄時計 パル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,569 富山県 上市町 シャンデールサロン　ほがらか 小売業 衣料品 5%

103,570 富山県 上市町 シャンデールサロン ほほえみ 小売業 衣料品 5%

103,571 富山県 上市町 シャンデールサロン 夢歩 小売業 衣料品 5%

103,572 富山県 上市町 ＳＨＯＥＳ＆ＢＡＧ　ヒライ 小売業 衣料品 5%
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103,573 富山県 上市町 立山酒店　上市パル店 小売業 食料品 5%

103,574 富山県 上市町 つるぎ水産株式会社 湯崎乃屋鮮魚店 小売業 食料品 5%

103,575 富山県 上市町 株式会社ＴＡＭ 小売業 電化製品 5%

103,576 富山県 上市町 鉄板本舗　ココノ音 サービス 飲食業 5%

103,577 富山県 上市町 Ｈｅａｒｔ　Ｆｉｒｓｔ　ウイング 小売業 衣料品 5%

103,578 富山県 上市町 花マツ 小売業 その他小売 5%

103,579 富山県 上市町 ＶＩＳＩＯＮ　マツオカ 小売業 電化製品 5%

103,580 富山県 上市町 百歳工房　坪川昆布 小売業 食料品 5%

103,581 富山県 上市町 ふれあい元気市場つるぎ 小売業 その他小売 5%

103,582 富山県 上市町 ｐｒａｙｔｏｎａｍ 小売業 衣料品 5%

103,583 富山県 上市町 ポプラ上市広野店 小売業 その他小売 2%

103,584 富山県 上市町 ポプラ上市森尻店 小売業 その他小売 2%

103,585 富山県 上市町 マクドナルド上市ガイナシティ店 サービス 飲食業 2%

103,586 富山県 上市町 森尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,587 富山県 上市町 焼キトリ　ハナマル サービス 飲食業 5%

103,588 富山県 上市町 ヤマソ商店 小売業 その他小売 5%

103,589 富山県 上市町 有限会社広野自動車 サービス その他サービス 5%

103,590 富山県 黒部市 四十物昆布 小売業 食料品 5%

103,591 富山県 黒部市 浅野ヒッタ家具工業株式会社 小売業 家具・調度品 5%

103,592 富山県 黒部市 味処かつま 味処かつま サービス 飲食業 5%

103,593 富山県 黒部市 安達屋 サービス 飲食業 5%

103,594 富山県 黒部市 アロマ＆ヨガルブトン黒部スタジオ サービス その他サービス 5%

103,595 富山県 黒部市 淡雪 サービス 宿泊業 5%

103,596 富山県 黒部市 囲酒家　八方 サービス 飲食業 5%

103,597 富山県 黒部市 石田マリーンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,598 富山県 黒部市 出光大町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,599 富山県 黒部市 出光黒部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,600 富山県 黒部市 出光黒部インター前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,601 富山県 黒部市 出光若栗ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,602 富山県 黒部市 宇奈月国際ホテル　売店 サービス 宿泊業 5%

103,603 富山県 黒部市 宇奈月の里 サービス 宿泊業 5%

103,604 富山県 黒部市 うなづき薬局 小売業 その他小売 5%

103,605 富山県 黒部市 江口自動車 サービス その他サービス 5%

103,606 富山県 黒部市 延対寺荘 サービス 宿泊業 5%

103,607 富山県 黒部市 延楽 サービス 宿泊業 5%

103,608 富山県 黒部市 大越仏壇黒部店 小売業 家具・調度品 5%

103,609 富山県 黒部市 オートオアシス北辰くろべ中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,610 富山県 黒部市 お酒のお宿　喜泉 サービス 宿泊業 5%

103,611 富山県 黒部市 株式会社高岡商店 小売業 食料品 5%

103,612 富山県 黒部市 株式会社ニイカワポータル サービス その他サービス 5%

103,613 富山県 黒部市 ＫＩＫＩ 小売業 衣料品 5%

103,614 富山県 黒部市 黒部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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103,615 富山県 黒部市 黒部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,616 富山県 黒部市 黒部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,617 富山県 黒部市 黒部北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,618 富山県 黒部市 セブン－イレブン黒部沓掛店 小売業 食料品 2%

103,619 富山県 黒部市 セブン－イレブン黒部田家店 小売業 食料品 2%

103,620 富山県 黒部市 セブン－イレブン黒部堀切店 小売業 食料品 2%

103,621 富山県 黒部市 セブン－イレブン黒部牧野西店 小売業 食料品 2%

103,622 富山県 黒部市 セブン－イレブン黒部三日市店 小売業 食料品 2%

103,623 富山県 黒部市 ケーキ工房せせらぎ 小売業 食料品 5%

103,624 富山県 黒部市 魚の駅 生地  できたて館 サービス 飲食業 5%

103,625 富山県 黒部市 魚の駅 生地  とれたて館 小売業 食料品 5%

103,626 富山県 黒部市 桜井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,627 富山県 黒部市 桜井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,628 富山県 黒部市 サロン・ド・Ｓｕｇｉｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,629 富山県 黒部市 三渓社 サービス 運輸業 5%

103,630 富山県 黒部市 サンポート　たかやま 小売業 電化製品 5%

103,631 富山県 黒部市 サン柳亭 サービス 宿泊業 5%

103,632 富山県 黒部市 シャト－ サービス 宿泊業 5%

103,633 富山県 黒部市 シャンデールサロン　恵里夢 小売業 その他小売 5%

103,634 富山県 黒部市 シャンデールサロン　おうれん 小売業 その他小売 5%

103,635 富山県 黒部市 シャンデールサロン　紙ふうせん 小売業 その他小売 5%

103,636 富山県 黒部市 シャンデールサロン　結雲 小売業 その他小売 5%

103,637 富山県 黒部市 （株）昌栄堂 小売業 食料品 5%

103,638 富山県 黒部市 スーパーマーケットジャンプ　黒部店 小売業 食料品 5%

103,639 富山県 黒部市 電化のオオツボ 小売業 電化製品 5%

103,640 富山県 黒部市 富山トヨペットＧスクエア黒部店 小売業 その他小売 5%

103,641 富山県 黒部市 トヨタレンタリース富山黒部宇奈月温泉駅前店 サービス その他サービス 2%

103,642 富山県 黒部市 ハセガワ 小売業 電化製品 5%

103,643 富山県 黒部市 ８番らーめん黒部店 サービス 飲食業 2%

103,644 富山県 黒部市 パナタウンみやざき 小売業 電化製品 5%

103,645 富山県 黒部市 Ｐａｒａｄｅ黒部店 小売業 その他小売 5%

103,646 富山県 黒部市 バーンズ黒部店 サービス 飲食業 5%

103,647 富山県 黒部市 ファッションモアーズオギノ 小売業 衣料品 5%

103,648 富山県 黒部市 ファッションオギノラシュール 小売業 衣料品 5%

103,649 富山県 黒部市 ファリーヌ サービス 飲食業 5%

103,650 富山県 黒部市 ｆａｎｔａｓｉａ ｄｉ ＡＲＣＯ サービス 飲食業 5%

103,651 富山県 黒部市 フォーレモリ サービス その他サービス 5%

103,652 富山県 黒部市 ＢＯＯＫＳなかだ黒部店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

103,653 富山県 黒部市 Ｂｕｒｍａ－Ｓｈａｖｅ 小売業 衣料品 5%

103,654 富山県 黒部市 ボディーショップ　エス　クリエーターズ サービス その他サービス 5%

103,655 富山県 黒部市 ホテル黒部 サービス 宿泊業 5%

103,656 富山県 黒部市 ホテル桃源 サービス 宿泊業 5%
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103,657 富山県 黒部市 ポプラ宇奈月温泉店 小売業 その他小売 2%

103,658 富山県 黒部市 マクドナルド１５０黒部店 サービス 飲食業 2%

103,659 富山県 黒部市 まつざかや 小売業 その他小売 5%

103,660 富山県 黒部市 水の時計 小売業 食料品 5%

103,661 富山県 黒部市 ム－ンライト サービス 宿泊業 5%

103,662 富山県 黒部市 名水の里やすらぎの宿　芳の屋 サービス 宿泊業 5%

103,663 富山県 黒部市 メガネのシブタニ 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,664 富山県 黒部市 メガネのハラダ黒部店 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,665 富山県 黒部市 メガネハウス黒部 小売業 その他小売 5%

103,666 富山県 黒部市 もみかる黒部店 サービス その他サービス 5%

103,667 富山県 黒部市 山岡石材工業　黒部店 小売業 その他小売 5%

103,668 富山県 黒部市 山谷書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

103,669 富山県 黒部市 有限会社花水木 小売業 その他小売 5%

103,670 富山県 黒部市 吉田タイヤ 小売業 その他小売 5%

103,671 富山県 黒部市 ラ・ルージュ サービス 理容・美容業 5%

103,672 富山県 黒部市 雷鳥 サービス 宿泊業 5%

103,673 富山県 黒部市 レッドシティー 小売業 その他小売 5%

103,674 富山県 黒部市 有　若林カーサービス サービス その他サービス 5%

103,675 富山県 高岡市 アートワークスタディオ・アン サービス その他サービス 5%

103,676 富山県 高岡市 アイルック７５３ 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,677 富山県 高岡市 赤祖父ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,678 富山県 高岡市 秋吉　高岡駅前店 サービス 飲食業 5%

103,679 富山県 高岡市 ボディエステティックアクアオーラ高岡店 サービス 理容・美容業 5%

103,680 富山県 高岡市 アクセス 小売業 その他小売 5%

103,681 富山県 高岡市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｕｎａ富山高岡 サービス 理容・美容業 5%

103,682 富山県 高岡市 あさひＣｉｔｙ　Ｉｎｎ サービス 宿泊業 5%

103,683 富山県 高岡市 ａｔｅｌｉｅｒ　ｅＭｕ 小売業 衣料品 5%

103,684 富山県 高岡市 雨晴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,685 富山県 高岡市 ＡＭＡＮＤＡ ＡＭＡＮＤＡ サービス 理容・美容業 5%

103,686 富山県 高岡市 アミング高岡店 小売業 その他小売 5%

103,687 富山県 高岡市 ＡＭＥＬＩＥ サービス 理容・美容業 5%

103,688 富山県 高岡市 アメリカンスクエアマツヤ　高岡店 小売業 衣料品 5%

103,689 富山県 高岡市 アルプス 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,690 富山県 高岡市 ａｒＢｅｌｌｅｔ　ｏｆ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

103,691 富山県 高岡市 アレス動物医療センター サービス その他サービス 5%

103,692 富山県 高岡市 アレス動物病院 サービス その他サービス 5%

103,693 富山県 高岡市 ａｎ　ａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

103,694 富山県 高岡市 ａｎ　ａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

103,695 富山県 高岡市 ｅｎ　ｃａｃｈｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

103,696 富山県 高岡市 あんてぃーく凛 小売業 その他小売 5%

103,697 富山県 高岡市 粋鮨　高岡店 サービス 飲食業 5%

103,698 富山県 高岡市 居酒屋あじと 居酒屋あじと サービス 飲食業 5%
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103,699 富山県 高岡市 居酒屋たかまさ サービス 飲食業 5%

103,700 富山県 高岡市 居酒屋まんまる サービス 飲食業 2%

103,701 富山県 高岡市 いそべ家具 小売業 家具・調度品 5%

103,702 富山県 高岡市 一文銭 サービス 飲食業 5%

103,703 富山県 高岡市 １９ＨＩＴＯＹＡＳＵＭ高岡戸出店 サービス 飲食業 5%

103,704 富山県 高岡市 いっぽ堂 サービス 飲食業 5%

103,705 富山県 高岡市 出光一宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,706 富山県 高岡市 出光高岡インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,707 富山県 高岡市 出光伏木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,708 富山県 高岡市 出光二上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,709 富山県 高岡市 出光横田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,710 富山県 高岡市 衣料の髙島屋 小売業 衣料品 5%

103,711 富山県 高岡市 ＪＭ／ＩＮＳＰＥＣＴ 小売業 衣料品 5%

103,712 富山県 高岡市 インド料理ガンディー サービス 飲食業 5%

103,713 富山県 高岡市 インド料理デリー　あわら店 サービス 飲食業 5%

103,714 富山県 高岡市 インド料理デリー　駅南店 サービス 飲食業 5%

103,715 富山県 高岡市 ヴィラン サービス 飲食業 5%

103,716 富山県 高岡市 ウェルカム石油荻布 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,717 富山県 高岡市 牛島屋　高岡店 小売業 衣料品 5%

103,718 富山県 高岡市 ウール 小売業 衣料品 5%

103,719 富山県 高岡市 Ｓ．ｈｉｒｏｚ サービス 理容・美容業 5%

103,720 富山県 高岡市 Ｅｓｔｈｅｔｉｃ　ｓａｌｏｎ　ａｉｍｅｒ　ｂｙ　Ｒｏｌｄ　ａｉｍｅｒ高岡店 サービス 理容・美容業 5%

103,721 富山県 高岡市 越中居酒屋かざくら　高岡大和前店 サービス 飲食業 5%

103,722 富山県 高岡市 江出の月本舗 志乃原 小売業 食料品 5%

103,723 富山県 高岡市 江畑自動車工業所 小売業 その他小売 5%

103,724 富山県 高岡市 えぶち菓子舗 小売業 食料品 5%

103,725 富山県 高岡市 エル　サカエ　高岡本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,726 富山県 高岡市 荒井電機 小売業 電化製品 5%

103,727 富山県 高岡市 ＥＮＤＯＲ ＥＮＤＯＲ 小売業 衣料品 5%

103,728 富山県 高岡市 井波写真館 サービス その他サービス 5%

103,729 富山県 高岡市 （株）大越仏壇　本店 小売業 家具・調度品 5%

103,730 富山県 高岡市 大野屋　大野屋 小売業 食料品 5%

103,731 富山県 高岡市 大矢服装 小売業 衣料品 5%

103,732 富山県 高岡市 お好み焼きｒｕｒｕ サービス 飲食業 5%

103,733 富山県 高岡市 オータニ 小売業 家具・調度品 5%

103,734 富山県 高岡市 ｏｆｆｉｃｅＶｏｘ野村店 小売業 その他小売 5%

103,735 富山県 高岡市 雑貨屋　ｏｒａｃｈａ 小売業 衣料品 5%

103,736 富山県 高岡市 オリックスレンタカー新高岡駅前店 サービス その他サービス 2%

103,737 富山県 高岡市 カーコンビニ倶楽部 カートーク サービス その他サービス 5%

103,738 富山県 高岡市 カード高岡支店カード 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,739 富山県 高岡市 カジュアルダイニング　Ｂｏｎ サービス 宿泊業 5%

103,740 富山県 高岡市 カットワークスタイチ サービス 理容・美容業 5%
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103,741 富山県 高岡市 カナモリ　ゴルフ部　駅南店 小売業 その他小売 5%

103,742 富山県 高岡市 カネソ　高岡展示場 小売業 その他小売 5%

103,743 富山県 高岡市 カフェジュニアクルン高岡店 サービス 飲食業 5%

103,744 富山県 高岡市 株式会社　清水車両整備工場 サービス その他サービス 5%

103,745 富山県 高岡市 株式会社エヌケイディー 小売業 衣料品 5%

103,746 富山県 高岡市 株式会社コンショク サービス その他サービス 5%

103,747 富山県 高岡市 株式会社柴田漆器店 サービス その他サービス 5%

103,748 富山県 高岡市 株式会社刃物屋トギノン　株式会社刃物屋トギノン　富山営業所 小売業 その他小売 5%

103,749 富山県 高岡市 株）ヤナギヤ洋服店 小売業 衣料品 5%

103,750 富山県 高岡市 上四屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,751 富山県 高岡市 かめ蔵 サービス 飲食業 5%

103,752 富山県 高岡市 雅覧堂 小売業 家具・調度品 5%

103,753 富山県 高岡市 カルバン高岡店 小売業 その他小売 5%

103,754 富山県 高岡市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋高岡横田本町店 サービス 飲食業 2%

103,755 富山県 高岡市 カンコーメイト 小売業 衣料品 5%

103,756 富山県 高岡市 きくら美容室タピス店 サービス 理容・美容業 5%

103,757 富山県 高岡市 きくら美容室野村店 サービス 理容・美容業 5%

103,758 富山県 高岡市 北島　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,759 富山県 高岡市 木谷サイクル 小売業 その他小売 5%

103,760 富山県 高岡市 キタノ商事 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

103,761 富山県 高岡市 北山ナーセリー　高岡店 小売業 その他小売 5%

103,762 富山県 高岡市 Ｋｉｍｏｎｏ佳扇　高岡セリオ店 小売業 衣料品 5%

103,763 富山県 高岡市 ｃａｎｖａｓ サービス 理容・美容業 5%

103,764 富山県 高岡市 九谷屋 小売業 その他小売 5%

103,765 富山県 高岡市 国沢タンス本店 小売業 家具・調度品 5%

103,766 富山県 高岡市 くぼつり具センター高岡店 小売業 その他小売 5%

103,767 富山県 高岡市 クラシコ サービス その他サービス 5%

103,768 富山県 高岡市 クラブ　帝 サービス 飲食業 5%

103,769 富山県 高岡市 グルメプラザ・マルシン高岡店 小売業 食料品 5%

103,770 富山県 高岡市 セブン－イレブンクルン高岡店 小売業 食料品 2%

103,771 富山県 高岡市 クロロフィル美顔教室よねむら 小売業 その他小売 5%

103,772 富山県 高岡市 ＫＨＥＩＲ　カフェ サービス 飲食業 5%

103,773 富山県 高岡市 公益財団法人高岡地域地場産業センター サービス その他サービス 5%

103,774 富山県 高岡市 高福タイヤ商會 小売業 その他小売 5%

103,775 富山県 高岡市 ｃｏｃｏｎ サービス 理容・美容業 5%

103,776 富山県 高岡市 コーニッシュ 小売業 衣料品 5%

103,777 富山県 高岡市 米三　高岡サティ店 小売業 家具・調度品 5%

103,778 富山県 高岡市 ＣＯＭＰ・ＯＦＦ高岡鐘紡店 小売業 その他小売 5%

103,779 富山県 高岡市 ＣＯＭＰ・ＯＦＦ高岡西町店 小売業 その他小売 5%

103,780 富山県 高岡市 菜香厨房　高岡駅前店 サービス 飲食業 5%

103,781 富山県 高岡市 菜香厨房　高岡御旅屋通り店 サービス 飲食業 5%

103,782 富山県 高岡市 さかい自動車 サービス その他サービス 5%
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103,783 富山県 高岡市 坂井電化設備 小売業 その他小売 5%

103,784 富山県 高岡市 酒蔵　盛盛 サービス 飲食業 5%

103,785 富山県 高岡市 酒蔵　盛盛 サービス 飲食業 5%

103,786 富山県 高岡市 株式会社坂中商店 小売業 その他小売 5%

103,787 富山県 高岡市 茶寮　柿里 サービス 飲食業 5%

103,788 富山県 高岡市 シェアラ　高岡店 小売業 その他小売 5%

103,789 富山県 高岡市 Ｊ・サービス 小売業 その他小売 5%

103,790 富山県 高岡市 シェラ優華 高岡 サービス 理容・美容業 5%

103,791 富山県 高岡市 自家焙煎珈琲　くらうん サービス 飲食業 5%

103,792 富山県 高岡市 漆器くにもと 小売業 家具・調度品 5%

103,793 富山県 高岡市 しばたでんき 小売業 電化製品 5%

103,794 富山県 高岡市 しぶや整体院 サービス その他サービス 5%

103,795 富山県 高岡市 清水屋家具店 小売業 家具・調度品 5%

103,796 富山県 高岡市 ジュエリーアトリエハナシマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,797 富山県 高岡市 ジュンコ　タピス店 小売業 衣料品 5%

103,798 富山県 高岡市 ジョイカル 高岡福岡店 小売業 その他小売 5%

103,799 富山県 高岡市 高岡城東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,800 富山県 高岡市 昇龍香房 サービス 飲食業 5%

103,801 富山県 高岡市 白川屋酒店 小売業 食料品 5%

103,802 富山県 高岡市 新鮮市場高岡駅南店 小売業 食料品 5%

103,803 富山県 高岡市 新鮮市場ハンター福田店 小売業 食料品 5%

103,804 富山県 高岡市 新鮮市場四屋店 小売業 食料品 5%

103,805 富山県 高岡市 新鮮館せきもと 小売業 その他小売 5%

103,806 富山県 高岡市 有限会社新湊タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

103,807 富山県 高岡市 スーパーほしば 小売業 その他小売 5%

103,808 富山県 高岡市 スカイ源明 小売業 電化製品 5%

103,809 富山県 高岡市 すし貫 サービス 飲食業 5%

103,810 富山県 高岡市 すし食いねぇ！高岡南店 サービス 飲食業 5%

103,811 富山県 高岡市 すしダイニング サービス 飲食業 5%

103,812 富山県 高岡市 すたみな太郎　高岡店 サービス 飲食業 5%

103,813 富山県 高岡市 炭火焼鳥ちゃーぶだい サービス 飲食業 5%

103,814 富山県 高岡市 炭焼山海料理　しな乃 サービス 飲食業 5%

103,815 富山県 高岡市 セルフ高岡長慶寺ＳＳ　江幡石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,816 富山県 高岡市 セルフ　ワーキ志貴野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,817 富山県 高岡市 セレモニーセンター高岡 サービス その他サービス 5%

103,818 富山県 高岡市 ソフトバンク 戸出 小売業 その他小売 5%

103,819 富山県 高岡市 醍醐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,820 富山県 高岡市 大国屋 小売業 家具・調度品 5%

103,821 富山県 高岡市 ダイナミックヤギヤＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,822 富山県 高岡市 ダイワ自動車 サービス その他サービス 5%

103,823 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡赤祖父店 小売業 食料品 2%

103,824 富山県 高岡市 高岡駅南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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103,825 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡駅南４丁目店 小売業 食料品 2%

103,826 富山県 高岡市 高岡カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

103,827 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡佐野店 小売業 食料品 2%

103,828 富山県 高岡市 高岡支店 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,829 富山県 高岡市 高岡市民病院売店 小売業 その他小売 5%

103,830 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡下麻生店 小売業 食料品 2%

103,831 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡下老子店 小売業 食料品 2%

103,832 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡城東店 小売業 食料品 2%

103,833 富山県 高岡市 高岡中央商会 小売業 その他小売 5%

103,834 富山県 高岡市 高岡中央商会 小売業 その他小売 5%

103,835 富山県 高岡市 高岡長慶寺ＳＳ　株式会社江幡石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,836 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡戸出狼店 小売業 食料品 2%

103,837 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡内免３丁目店 小売業 食料品 2%

103,838 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡中曽根店 小売業 食料品 2%

103,839 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡能町店 小売業 食料品 2%

103,840 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡野村北店 小売業 食料品 2%

103,841 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡東海老坂店 小売業 食料品 2%

103,842 富山県 高岡市 高岡仏壇仏具センター 小売業 家具・調度品 5%

103,843 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡本郷２丁目店 小売業 食料品 2%

103,844 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡牧野大橋店 小売業 食料品 2%

103,845 富山県 高岡市 高岡マンテンホテル駅前 サービス 宿泊業 5%

103,846 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡米島店 小売業 食料品 2%

103,847 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡蓮花寺店 小売業 食料品 2%

103,848 富山県 高岡市 セブン－イレブン高岡六家店 小売業 食料品 2%

103,849 富山県 高岡市 タカハタ化粧品店 小売業 その他小売 5%

103,850 富山県 高岡市 タカバメガネ　オタヤ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,851 富山県 高岡市 タカバメガネ　美幸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,852 富山県 高岡市 匠の山海 サービス 飲食業 5%

103,853 富山県 高岡市 竹中銅器 小売業 家具・調度品 5%

103,854 富山県 高岡市 竹本タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

103,855 富山県 高岡市 田子電機商会 小売業 電化製品 5%

103,856 富山県 高岡市 ［ＨＣ］田代電化 小売業 電化製品 5%

103,857 富山県 高岡市 たなべ酒店 小売業 食料品 5%

103,858 富山県 高岡市 タナベ自動車 サービス その他サービス 5%

103,859 富山県 高岡市 地中海クラブ サービス 飲食業 5%

103,860 富山県 高岡市 チャイニーズデイズ サービス 飲食業 5%

103,861 富山県 高岡市 ＣＨＡＰＴＥＲ 小売業 衣料品 5%

103,862 富山県 高岡市 ちゃんぽん亭総本家高岡江尻店 ちゃんぽん亭総本家高岡江尻店 サービス 飲食業 5%

103,863 富山県 高岡市 Ｄｅａｒ　ＯＡＳＩＳ サービス 理容・美容業 5%

103,864 富山県 高岡市 ＴＭコーポレーション富山　ＴＭコーポレーション富山 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,865 富山県 高岡市 TMC高岡南 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,866 富山県 高岡市 Ｔ’ｓＨＡｉＲＩＮＡＧＡＫＩ サービス 理容・美容業 5%
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103,867 富山県 高岡市 Ｄ－ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

103,868 富山県 高岡市 てば壱　高岡内免店 サービス 飲食業 5%

103,869 富山県 高岡市 デュプレックス 小売業 衣料品 5%

103,870 富山県 高岡市 戸出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,871 富山県 高岡市 戸出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,872 富山県 高岡市 戸出合同ガス協業組合 小売業 その他小売 5%

103,873 富山県 高岡市 戸出タクシー ４０５号 サービス その他サービス 5%

103,874 富山県 高岡市 銅器の竹中 小売業 家具・調度品 5%

103,875 富山県 高岡市 東京堂 小売業 電化製品 5%

103,876 富山県 高岡市 動夢 サービス その他サービス 5%

103,877 富山県 高岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　野村店 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,878 富山県 高岡市 富山ダイハツ販売アクセル高岡店 小売業 その他小売 5%

103,879 富山県 高岡市 富山ダイハツ販売高岡店 小売業 その他小売 5%

103,880 富山県 高岡市 富山ダイハツ販売高岡南店 小売業 その他小売 5%

103,881 富山県 高岡市 富山トヨペットくるる高岡店 小売業 その他小売 5%

103,882 富山県 高岡市 富山トヨペットＧスクエア高岡中央店 小売業 その他小売 5%

103,883 富山県 高岡市 富山トヨペットＧスクエア高岡駅南店 小売業 その他小売 5%

103,884 富山県 高岡市 トヨタレンタリース富山新高岡駅前店 サービス その他サービス 2%

103,885 富山県 高岡市 トヨタレンタリース富山高岡店 サービス その他サービス 2%

103,886 富山県 高岡市 ドライブショップ　カーライフ 小売業 その他小売 5%

103,887 富山県 高岡市 なかしまファミリーヘアーサロン サービス 理容・美容業 5%

103,888 富山県 高岡市 中田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,889 富山県 高岡市 株式会社中村燃料商店　高岡本社 小売業 その他小売 5%

103,890 富山県 高岡市 なかやす酒販 小売業 食料品 5%

103,891 富山県 高岡市 なかやす酒販　エスポアなかやす 小売業 食料品 5%

103,892 富山県 高岡市 西高岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,893 富山県 高岡市 ｎｉｎｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

103,894 富山県 高岡市 日本海産商　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,895 富山県 高岡市 ニュ－イングランド　せきや 小売業 電化製品 5%

103,896 富山県 高岡市 ニューイングランドあかし 小売業 電化製品 5%

103,897 富山県 高岡市 Ｎ．ＩＮＧ．きょうどう 小売業 電化製品 5%

103,898 富山県 高岡市 ニューイングランドうえの 小売業 電化製品 5%

103,899 富山県 高岡市 ニューイングランドくした 小売業 電化製品 5%

103,900 富山県 高岡市 ニューイングランドくりもと 小売業 電化製品 5%

103,901 富山県 高岡市 ニューイングランド・しんや 小売業 電化製品 5%

103,902 富山県 高岡市 ニューイングランドなかよし 小売業 電化製品 5%

103,903 富山県 高岡市 ニュー高岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,904 富山県 高岡市 ｎａｉｌｓａｌｏｎｍａｕｒｕｕｒｕ サービス 理容・美容業 5%

103,905 富山県 高岡市 Ｎａｉｌ　Ｓｐａｃｅ　ＣＯＶＯ　Ｎａｉｌ　Ｓｐａｃｅ　ＣＯＶＯ サービス その他サービス 5%

103,906 富山県 高岡市 ネッツトヨタ富山高岡店 小売業 その他小売 5%

103,907 富山県 高岡市 ネッツトヨタ富山高岡西店 小売業 その他小売 5%

103,908 富山県 高岡市 ネッツトヨタノヴェルとやまＳｅｕｌ高岡店 小売業 その他小売 5%
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103,909 富山県 高岡市 野村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,910 富山県 高岡市 ＢＡＲ　ＢＥＲ　ＳＨＯＰ　Ｏｌｄ　Ｎｅｗ　ｂａｒｂｅｒｓｈｏｐｓ　ｏｌｄｎｅｗ サービス 理容・美容業 5%

103,911 富山県 高岡市 ハーブメロディ 小売業 食料品 5%

103,912 富山県 高岡市 ＢＩＣＹＣＬＥＬＡＮＤＭ－２ 小売業 その他小売 5%

103,913 富山県 高岡市 博労本町ＳＳ　中村石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,914 富山県 高岡市 ｂａｚｂａｚ 小売業 家具・調度品 5%

103,915 富山県 高岡市 ハスミ店 小売業 その他小売 5%

103,916 富山県 高岡市 ８番らーめん赤祖父店 サービス 飲食業 2%

103,917 富山県 高岡市 ８番らーめん北島店 サービス 飲食業 2%

103,918 富山県 高岡市 ８番らーめん佐野店 サービス 飲食業 2%

103,919 富山県 高岡市 ８番らーめん高岡熊野店 サービス 飲食業 2%

103,920 富山県 高岡市 ８番らーめん高岡万葉店 サービス 飲食業 2%

103,921 富山県 高岡市 ８番らーめん戸出店 サービス 飲食業 2%

103,922 富山県 高岡市 ８番らーめん中川店 サービス 飲食業 2%

103,923 富山県 高岡市 ハチロショップ 小売業 電化製品 5%

103,924 富山県 高岡市 ＨＡＰＰＹ ＤＩＮＮＩＮＧ ｊｏｉｅ サービス 飲食業 5%

103,925 富山県 高岡市 羽広整体院　羽広整体院 サービス その他サービス 5%

103,926 富山県 高岡市 Ｂａｂｏｏｓｈｋａ Ｂａｂｏｏｓｈｋａ 小売業 衣料品 5%

103,927 富山県 高岡市 林 時計店 林時計店 小売業 その他小売 5%

103,928 富山県 高岡市 Ｐａｒａｄｅ高岡店 小売業 その他小売 5%

103,929 富山県 高岡市 バーンズ　高岡四屋店 サービス 飲食業 5%

103,930 富山県 高岡市 バーンズ高岡駅南店 サービス 飲食業 5%

103,931 富山県 高岡市 ビズリアライズ株式会社 サービス その他サービス 5%

103,932 富山県 高岡市 びっくりドンキー高岡四屋店 サービス 飲食業 2%

103,933 富山県 高岡市 ピッツェリア　野村店 サービス 飲食業 5%

103,934 富山県 高岡市 美容室　Ｐｒｉｔｉ サービス 理容・美容業 5%

103,935 富山県 高岡市 美容室アイムズ サービス 理容・美容業 5%

103,936 富山県 高岡市 美容室ちょっきん サービス 理容・美容業 5%

103,937 富山県 高岡市 ＦＩＧＡＲＯ サービス 理容・美容業 5%

103,938 富山県 高岡市 ＦＩＸＥＲ 小売業 衣料品 5%

103,939 富山県 高岡市 フィッシュクラフト　マツモト 小売業 その他小売 5%

103,940 富山県 高岡市 風来坊　高岡店 サービス 飲食業 5%

103,941 富山県 高岡市 フェルヴェール　本店 小売業 食料品 5%

103,942 富山県 高岡市 フェルヴェール　本店 小売業 食料品 5%

103,943 富山県 高岡市 福岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,944 富山県 高岡市 伏木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,945 富山県 高岡市 二塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,946 富山県 高岡市 二塚サイクル 小売業 その他小売 5%

103,947 富山県 高岡市 ＢＯＯＫ・ＯＦＦ高岡鐘紡店 小売業 その他小売 2%

103,948 富山県 高岡市 ＢＯＯＫ・ＯＦＦ高岡西町店 小売業 その他小売 2%

103,949 富山県 高岡市 ブライダルハウスことぶき高岡店 サービス その他サービス 5%

103,950 富山県 高岡市 ブランシェ高岡店 小売業 その他小売 5%
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103,951 富山県 高岡市 Ｂｌｏｏｍ サービス その他サービス 5%

103,952 富山県 高岡市 ブルーコムブルー　デュプレックス 小売業 衣料品 5%

103,953 富山県 高岡市 古村電機 小売業 電化製品 5%

103,954 富山県 高岡市 フレッシュ佐武 小売業 食料品 5%

103,955 富山県 高岡市 プロジェクトＫ サービス その他サービス 5%

103,956 富山県 高岡市 不破福寿堂 小売業 食料品 5%

103,957 富山県 高岡市 ヘアーサロンみずほ サービス 理容・美容業 5%

103,958 富山県 高岡市 Ｈａｉｒ　Ｓｕ　Ｓｕ サービス 理容・美容業 5%

103,959 富山県 高岡市 ヘアーファクトリーＥ  ヘアーファクトリーＥ   イ ーダッシュ サービス 理容・美容業 5%

103,960 富山県 高岡市 ＨａｉｒｄｒｅｓｓｉｎｇＣｏｔｏ サービス 理容・美容業 5%

103,961 富山県 高岡市 ＨＡＩＲＭＡＫＥＳＴＵＤＩＯ　ｎ サービス 理容・美容業 5%

103,962 富山県 高岡市 べー ウエスト サービス 理容・美容業 5%

103,963 富山県 高岡市 ベビープラザ　サカヰヤ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

103,964 富山県 高岡市 ヘルシードラッグ　ホシノ 小売業 その他小売 5%

103,965 富山県 高岡市 弁慶鐘紡町店 小売業 衣料品 5%

103,966 富山県 高岡市 弁慶　豊田店 小売業 衣料品 5%

103,967 富山県 高岡市 弁慶野村店 小売業 衣料品 5%

103,968 富山県 高岡市 ペントハウス サービス 飲食業 5%

103,969 富山県 高岡市 北雄ホームサービス 小売業 その他小売 5%

103,970 富山県 高岡市 北陸健康センター、アラピア サービス その他サービス 5%

103,971 富山県 高岡市 北陸補聴器センター高岡店 小売業 その他小売 5%

103,972 富山県 高岡市 ホテルＫ＆Ｇ高岡 サービス 宿泊業 5%

103,973 富山県 高岡市 ポプラ戸出春日店 小売業 その他小売 2%

103,974 富山県 高岡市 本社倉庫 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,975 富山県 高岡市 マクドナルドイオンモール高岡店 サービス 飲食業 2%

103,976 富山県 高岡市 マクドナルド１５６戸出店 サービス 飲食業 2%

103,977 富山県 高岡市 マクドナルド高岡駅南店 サービス 飲食業 2%

103,978 富山県 高岡市 マクドナルド高岡中曽根店 サービス 飲食業 2%

103,979 富山県 高岡市 マツイ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,980 富山県 高岡市 ＭＡＮＯＡｈａｉｒｓｔｕｄｉｏ サービス 理容・美容業 5%

103,981 富山県 高岡市 丸の内電機 小売業 電化製品 5%

103,982 富山県 高岡市 味喜寿し サービス 飲食業 5%

103,983 富山県 高岡市 御車山会館ギャラリーショップ 小売業 家具・調度品 5%

103,984 富山県 高岡市 道の駅　万葉の里高岡 サービス その他サービス 5%

103,985 富山県 高岡市 宮腰 サービス その他サービス 5%

103,986 富山県 高岡市 宮田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

103,987 富山県 高岡市 美幸飯店　佐野店 サービス 飲食業 5%

103,988 富山県 高岡市 ＭＥＩーＳＵＮ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

103,989 富山県 高岡市 銘店くるん 小売業 食料品 5%

103,990 富山県 高岡市 メガネのハラダ　横田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,991 富山県 高岡市 メガネのハラダ　野村店 小売業 貴金属・服飾品 5%

103,992 富山県 高岡市 メガネのハラダ広小路店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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103,993 富山県 高岡市 メガネハウス高岡駅南 小売業 その他小売 5%

103,994 富山県 高岡市 メガネハウス高岡野村 小売業 その他小売 5%

103,995 富山県 高岡市 メガネハウス高岡横田 小売業 その他小売 5%

103,996 富山県 高岡市 メガネハウス姫野 小売業 その他小売 5%

103,997 富山県 高岡市 Ｍｅｎ ｓｈａｉｒＤｅｓｉｇｎＯＳＨＩＭＡ Ｍｅｎ ｓｈａｉｒＤｅｓｉｇｎＯＳＨＩＭＡ サービス 理容・美容業 5%

103,998 富山県 高岡市 もみかる　高岡リラックス館 サービス 理容・美容業 5%

103,999 富山県 高岡市 もみかる 高岡駅南店 サービス 理容・美容業 5%

104,000 富山県 高岡市 もみかる 高岡戸出店 サービス その他サービス 5%

104,001 富山県 高岡市 もみかる高岡駅南店 サービス 理容・美容業 5%

104,002 富山県 高岡市 もみかる高岡駅南リラックス館 サービス 理容・美容業 5%

104,003 富山県 高岡市 モメンタムファクトリー・オリイ 小売業 その他小売 5%

104,004 富山県 高岡市 ヤスブン　野村店 小売業 食料品 5%

104,005 富山県 高岡市 山岡石材工業 小売業 その他小売 5%

104,006 富山県 高岡市 山岡石材工業　二上店 小売業 その他小売 5%

104,007 富山県 高岡市 山田電化設備 小売業 電化製品 5%

104,008 富山県 高岡市 山田電業 小売業 電化製品 5%

104,009 富山県 高岡市 有限会社ホンダヒガシ 小売業 その他小売 5%

104,010 富山県 高岡市 有限会社ＭＩＳＨＩＭＡ高岡店 小売業 その他小売 5%

104,011 富山県 高岡市 有限会社コンフォート サービス その他サービス 5%

104,012 富山県 高岡市 有限会社高岡タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

104,013 富山県 高岡市 有限会社ホンゴウ商事　ベストワーク　ホンゴー 小売業 衣料品 5%

104,014 富山県 高岡市 （株）ユニフォームニシジマ 小売業 衣料品 5%

104,015 富山県 高岡市 高岡横田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,016 富山県 高岡市 横田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,017 富山県 高岡市 よつや動物病院 サービス その他サービス 5%

104,018 富山県 高岡市 ＲＨＩＮＯ ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

104,019 富山県 高岡市 ＲＨＩＮＯＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

104,020 富山県 高岡市 Ｌｉｆｅ　Ｔｉｍｅ　Ｐｉｙｏｋｏ 小売業 衣料品 5%

104,021 富山県 高岡市 Ｌａｔｔｉｃｅｗｏｒｋ　ＢＲＥＷＩＮＧ サービス 飲食業 5%

104,022 富山県 高岡市 ＬＡＦＯＲＴＵＮＡ サービス 飲食業 5%

104,023 富山県 高岡市 ＬＩＢＥＲＴＹ サービス 理容・美容業 5%

104,024 富山県 高岡市 株式会社リビック富山　高岡営業所 小売業 その他小売 5%

104,025 富山県 高岡市 ＲＩＶＥＲＯ サービス 理容・美容業 5%

104,026 富山県 高岡市 ｒｉｐｏｓａｒｅ サービス 飲食業 5%

104,027 富山県 高岡市 Ｒｕａｎａｒｅｅ 小売業 衣料品 5%

104,028 富山県 高岡市 レクサス サービス 飲食業 5%

104,029 富山県 高岡市 Ｒｏｌｄ　ｃｈｅｒｉ サービス 理容・美容業 5%

104,030 富山県 高岡市 ワーキ志貴野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,031 富山県 高岡市 若林電気株式会社 小売業 電化製品 5%

104,032 富山県 高岡市 脇田屋 サービス 飲食業 5%

104,033 富山県 高岡市 和光商事株式会社 小売業 その他小売 5%

104,034 富山県 高岡市 ワコールショップ　パル 小売業 衣料品 5%
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104,035 富山県 高岡市 和洋酒店清都 小売業 食料品 5%

104,036 富山県 立山町 出光有峰口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,037 富山県 立山町 岩峅寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,038 富山県 立山町 お食事　喫茶　あおき サービス 飲食業 5%

104,039 富山県 立山町 おにぎりの志鷹 サービス 飲食業 5%

104,040 富山県 立山町 カイロプラクティックＫｉｒａｒａ サービス 理容・美容業 5%

104,041 富山県 立山町 グリーンパーク吉峰 サービス 宿泊業 5%

104,042 富山県 立山町 黒部平駅構内売店 小売業 その他小売 5%

104,043 富山県 立山町 剣山荘 サービス 宿泊業 5%

104,044 富山県 立山町 五百石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,045 富山県 立山町 ３ｒｄ ｅｙｅ ３ｒｄ ｅｙｅ サービス 理容・美容業 5%

104,046 富山県 立山町 Ｊ－Ｓｔｙｌｅ　富山立山店 サービス その他サービス 5%

104,047 富山県 立山町 シャンデール　来人喜人サロン 小売業 衣料品 5%

104,048 富山県 立山町 シャンデールサロン みらころ シャンデールサロンみらころ 小売業 衣料品 5%

104,049 富山県 立山町 常願寺ゴルフ サービス その他サービス 5%

104,050 富山県 立山町 スーパーセンターシマヤ立山店 小売業 食料品 5%

104,051 富山県 立山町 生活彩家中越合金鋳工店 小売業 その他小売 2%

104,052 富山県 立山町 そば処　おきな サービス 飲食業 5%

104,053 富山県 立山町 大観峰駅構内売店 小売業 その他小売 5%

104,054 富山県 立山町 立山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,055 富山県 立山町 立山あるぺん村 小売業 その他小売 5%

104,056 富山県 立山町 セブン－イレブン立山あるぺん村店 小売業 食料品 2%

104,057 富山県 立山町 セブン－イレブン立山インター店 小売業 食料品 2%

104,058 富山県 立山町 立山駅構内売店 小売業 その他小売 5%

104,059 富山県 立山町 立山黒部アルペンルート　黒部平駅 サービス その他サービス 5%

104,060 富山県 立山町 立山黒部アルペンルート　大観峰駅 サービス その他サービス 5%

104,061 富山県 立山町 立山黒部アルペンルート　立山駅 サービス その他サービス 5%

104,062 富山県 立山町 立山黒部アルペンルート　立山バスセンター サービス その他サービス 5%

104,063 富山県 立山町 立山黒部アルペンルート　美女平駅 サービス その他サービス 5%

104,064 富山県 立山町 立山黒部アルペンルート黒部湖駅 サービス その他サービス 5%

104,065 富山県 立山町 立山黒部アルペンルート室堂駅 サービス その他サービス 5%

104,066 富山県 立山町 剣 サービス 宿泊業 5%

104,067 富山県 立山町 ニュ－立山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,068 富山県 立山町 美女平駅構内売店 小売業 その他小売 5%

104,069 富山県 立山町 ホテル　立山 サービス 宿泊業 5%

104,070 富山県 立山町 ＨＯＲＩ美容室 サービス 理容・美容業 5%

104,071 富山県 立山町 本社倉庫 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,072 富山県 立山町 有限会社ホンダフレンドリー福田 小売業 その他小売 5%

104,073 富山県 立山町 弥陀ケ原ホテル サービス 宿泊業 5%

104,074 富山県 立山町 弥陀ヶ原ホテル〔売店〕 小売業 家具・調度品 5%

104,075 富山県 立山町 弥陀ヶ原ホテル〔レストラン〕 サービス 飲食業 5%

104,076 富山県 立山町 利田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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104,077 富山県 立山町 レストラン黒部平 サービス 飲食業 5%

104,078 富山県 立山町 ローズガーデン 小売業 家具・調度品 5%

104,079 富山県 砺波市 秋吉　となみ店 サービス 飲食業 5%

104,080 富山県 砺波市 秋吉　となみ店 サービス その他サービス 5%

104,081 富山県 砺波市 天野餅店 小売業 食料品 5%

104,082 富山県 砺波市 石黒自動車工業株式会社　砺波支店 サービス その他サービス 5%

104,083 富山県 砺波市 石焼ステーキ贅富山砺波店 サービス 飲食業 5%

104,084 富山県 砺波市 １９ＨＩＴＯＹＡＳＵＭＩ砺波店 サービス 飲食業 5%

104,085 富山県 砺波市 ヴァローレ庄川店 小売業 食料品 5%

104,086 富山県 砺波市 ヴァローレ砺波店 小売業 食料品 5%

104,087 富山県 砺波市 ＷＯＲＭＳ サービス 理容・美容業 5%

104,088 富山県 砺波市 ＥｎｅＪｅｔニュー砺波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,089 富山県 砺波市 御菓蔵直売店 小売業 食料品 5%

104,090 富山県 砺波市 カイロ＊エステゆ～あん サービス 理容・美容業 5%

104,091 富山県 砺波市 柿里花御堂 サービス 飲食業 5%

104,092 富山県 砺波市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋アピタ砺波店 サービス 飲食業 2%

104,093 富山県 砺波市 きわみ?ｋｉｗａｍｉ? サービス 理容・美容業 5%

104,094 富山県 砺波市 窪田電気商会 小売業 電化製品 5%

104,095 富山県 砺波市 グルメどころ　タベタリーテ サービス 飲食業 5%

104,096 富山県 砺波市 黒田鮮魚店 小売業 食料品 5%

104,097 富山県 砺波市 こきりこ サービス 宿泊業 5%

104,098 富山県 砺波市 ここの音たこ楽 ここの音たこ楽 サービス 飲食業 5%

104,099 富山県 砺波市 菜香厨房　砺波店 サービス 飲食業 5%

104,100 富山県 砺波市 茶寮　柿里 サービス 飲食業 5%

104,101 富山県 砺波市 ＳＵＮＴＲＩＣＫ サービス 飲食業 5%

104,102 富山県 砺波市 ＪＡとなみ野　生活総合課 小売業 その他小売 5%

104,103 富山県 砺波市 ＳＨＯＥＳ　ＳＨＯＰ　ＴＡＫＡＹＡ 小売業 衣料品 5%

104,104 富山県 砺波市 じゅん 小売業 その他小売 5%

104,105 富山県 砺波市 庄川温泉風流味道座敷ゆめつづり サービス 宿泊業 5%

104,106 富山県 砺波市 翔凜館 サービス その他サービス 5%

104,107 富山県 砺波市 食・酒処ほたる サービス 飲食業 5%

104,108 富山県 砺波市 スーパーセンターシマヤ砺波店 小売業 食料品 5%

104,109 富山県 砺波市 スカイラボ サービス その他サービス 5%

104,110 富山県 砺波市 スポーツキャプテン 小売業 その他小売 5%

104,111 富山県 砺波市 スポーツキャプテン　砺波店 小売業 衣料品 5%

104,112 富山県 砺波市 生活彩家ホスピタルヴァローレ店 小売業 その他小売 2%

104,113 富山県 砺波市 ＺＥＰＰＥＴＴＯ サービス 理容・美容業 5%

104,114 富山県 砺波市 セレモニーセンター礪波 サービス その他サービス 5%

104,115 富山県 砺波市 千代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,116 富山県 砺波市 ソムリエ・ヨシオカ 小売業 食料品 5%

104,117 富山県 砺波市 太陽スポーツ　砺波店 小売業 その他小売 5%

104,118 富山県 砺波市 鷹屋商店 小売業 衣料品 5%
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104,119 富山県 砺波市 チュ－リップパ－ク　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,120 富山県 砺波市 Ｄｅａｒ ＮＥＸＵＳ Ｄｅａｒ ＮＥＸＵＳ サービス 理容・美容業 5%

104,121 富山県 砺波市 寺燃料店 小売業 その他小売 5%

104,122 富山県 砺波市 戸出屋釣具店 小売業 その他小売 5%

104,123 富山県 砺波市 砺波インターＣＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,124 富山県 砺波市 セブン－イレブン砺波インター店 小売業 食料品 2%

104,125 富山県 砺波市 セブン－イレブン砺波表町店 小売業 食料品 2%

104,126 富山県 砺波市 セブン－イレブン砺波千代店 小売業 食料品 2%

104,127 富山県 砺波市 トナミ電化センター 小売業 電化製品 5%

104,128 富山県 砺波市 セブン－イレブン砺波中神店 小売業 食料品 2%

104,129 富山県 砺波市 セブン－イレブン砺波苗加店 小売業 食料品 2%

104,130 富山県 砺波市 セブン－イレブン砺波三島町店 小売業 食料品 2%

104,131 富山県 砺波市 富山　柿里 サービス 飲食業 5%

104,132 富山県 砺波市 富山ダイハツ販売砺波店 小売業 その他小売 5%

104,133 富山県 砺波市 富山トヨペットＧスクエア砺波店 小売業 その他小売 5%

104,134 富山県 砺波市 鳥越の宿　三楽園 サービス 宿泊業 5%

104,135 富山県 砺波市 Ｎｅｗｉｎｇｌａｎｄかわしま 小売業 電化製品 5%

104,136 富山県 砺波市 ニューイングランドだいぞう 小売業 電化製品 5%

104,137 富山県 砺波市 ｎａｉｌ ｐｌａｃｅ Ｍｙｕ サービス 理容・美容業 5%

104,138 富山県 砺波市 ネッツトヨタ富山砺波店 小売業 その他小売 5%

104,139 富山県 砺波市 ８番らーめん砺波店 サービス 飲食業 2%

104,140 富山県 砺波市 ＨＥＡＲＴＳ 小売業 衣料品 5%

104,141 富山県 砺波市 花御堂 サービス 飲食業 5%

104,142 富山県 砺波市 Ｐａｒａｄｅ砺波店 小売業 その他小売 5%

104,143 富山県 砺波市 ｈｉｋａｒｉ Ｒｅｌａｘ Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ ｈｉｋａｒｉ サービス 理容・美容業 5%

104,144 富山県 砺波市 ピザテン・フォー　富山砺波店　１ サービス その他サービス 5%

104,145 富山県 砺波市 人肌の宿　川金 サービス 宿泊業 5%

104,146 富山県 砺波市 ふたつわ食品　太田工場 小売業 食料品 5%

104,147 富山県 砺波市 ＢＯＯＫ・ＯＦＦトナミ店 小売業 その他小売 2%

104,148 富山県 砺波市 ＢＯＯＫＳなかだ／ｏｆｆｉｃｅＶｏｘ砺波店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

104,149 富山県 砺波市 ヘアーサロンゲンツウ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｇｅｎｔｓｕ サービス 理容・美容業 5%

104,150 富山県 砺波市 ヘアーサロンゲンツウ サービス 理容・美容業 5%

104,151 富山県 砺波市 Ｈａｉｒ　ｎｏｎｏーｒｉｒｉ サービス 理容・美容業 5%

104,152 富山県 砺波市 弁慶砺波店 小売業 衣料品 5%

104,153 富山県 砺波市 ポプラ高波店 小売業 その他小売 2%

104,154 富山県 砺波市 ｖｏｌｅｒｏ サービス 理容・美容業 5%

104,155 富山県 砺波市 マクドナルド１５６砺波店 サービス 飲食業 2%

104,156 富山県 砺波市 道の駅　となみ野の郷 小売業 食料品 5%

104,157 富山県 砺波市 昔ながらの台処　色菜場 サービス 飲食業 5%

104,158 富山県 砺波市 メガネのハラダ　礪波店 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,159 富山県 砺波市 メガネハウス砺波 小売業 その他小売 5%

104,160 富山県 砺波市 めがねプロ 小売業 その他小売 5%
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104,161 富山県 砺波市 ＭＯＤＥ 小売業 衣料品 5%

104,162 富山県 砺波市 山岡石材工業　砺波店 小売業 その他小売 5%

104,163 富山県 砺波市 有限会社　鍋田自動車 小売業 その他小売 5%

104,164 富山県 砺波市 余西商会 小売業 その他小売 5%

104,165 富山県 砺波市 ＲＩＣＯＲＲＲＯＢＥ サービス その他サービス 5%

104,166 富山県 砺波市 渡辺フォト企画株式会社　写友光房 サービス その他サービス 5%

104,167 富山県 富山市 あ！！ホルモン サービス 飲食業 5%

104,168 富山県 富山市 アーク自動車 サービス その他サービス 5%

104,169 富山県 富山市 アーティ サービス その他サービス 5%

104,170 富山県 富山市 アーティ 山室店 サービス その他サービス 5%

104,171 富山県 富山市 アートスペースカワモト サービス その他サービス 5%

104,172 富山県 富山市 アールグレイ　小泉町 小売業 その他小売 5%

104,173 富山県 富山市 Ｉ’ｓ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　ＴＯＹＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

104,174 富山県 富山市 アイソシエ　ＪＪハシヅメ眼鏡　豊田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,175 富山県 富山市 ｅｙｅｄｅａｌ サービス 理容・美容業 5%

104,176 富山県 富山市 ｅｙｅ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｍｏｉ サービス 理容・美容業 5%

104,177 富山県 富山市 ｉ－ｂｏｒｎ サービス その他サービス 5%

104,178 富山県 富山市 ＩＶＯＲＹ 小売業 衣料品 5%

104,179 富山県 富山市 Ｉ’ｍ　ヘアークリエーティヴ サービス 理容・美容業 5%

104,180 富山県 富山市 Ｉ’ｍ　ヘアークリエーティヴ サービス 理容・美容業 5%

104,181 富山県 富山市 ＡＵＮＩＬ サービス 理容・美容業 5%

104,182 富山県 富山市 アオヤギ食堂 サービス 飲食業 5%

104,183 富山県 富山市 アオヤギ食堂 サービス 飲食業 5%

104,184 富山県 富山市 秋吉　大沢野店 サービス 飲食業 5%

104,185 富山県 富山市 秋吉　桜町店 サービス 飲食業 5%

104,186 富山県 富山市 秋吉　総曲輪店 サービス 飲食業 5%

104,187 富山県 富山市 秋吉　富山駅前店 サービス 飲食業 5%

104,188 富山県 富山市 秋吉　八尾店 サービス 飲食業 5%

104,189 富山県 富山市 ＡＣＴＩＶＥ　ＣＹＣＬＥ　８８４　ＡＣＴＩＶＥ　ＣＹＣＬＥ　８８４ 小売業 その他小売 5%

104,190 富山県 富山市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｍａｒｅ天正寺 サービス 理容・美容業 5%

104,191 富山県 富山市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｓｈｉｎｅ富山 サービス 理容・美容業 5%

104,192 富山県 富山市 Ａｚｉｚｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,193 富山県 富山市 Ａｊｉｔｏ　ｏｆ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

104,194 富山県 富山市 味の十字屋　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,195 富山県 富山市 味のなかだ　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,196 富山県 富山市 ＡｔｏＺｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

104,197 富山県 富山市 ＡＺＡＬＥＡ 小売業 衣料品 5%

104,198 富山県 富山市 逢月 サービス 飲食業 5%

104,199 富山県 富山市 アットイーズ 小売業 衣料品 5%

104,200 富山県 富山市 アップガレージ富山店 小売業 その他小売 2%

104,201 富山県 富山市 あっぷるぐりむ呉羽店 サービス 飲食業 5%

104,202 富山県 富山市 アップルサンショウ栄町店 小売業 食料品 5%
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104,203 富山県 富山市 アップルサンショウ新根塚町店 小売業 食料品 5%

104,204 富山県 富山市 ａｔｅｌｉｅｒ　ａｙａｎａｓ サービス 理容・美容業 5%

104,205 富山県 富山市 アトリエ・いざわ サービス 理容・美容業 5%

104,206 富山県 富山市 アトリエ　Ｎｏｅｌ サービス 理容・美容業 5%

104,207 富山県 富山市 あとりえティンカーベル サービス 理容・美容業 5%

104,208 富山県 富山市 炙り庵　とやま鮨 サービス 飲食業 5%

104,209 富山県 富山市 アプリコット花金　とやマルシェ店 小売業 その他小売 5%

104,210 富山県 富山市 ａｍａｒｅｎａ サービス 理容・美容業 5%

104,211 富山県 富山市 アミュ－ズ本郷町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,212 富山県 富山市 アミング藤の木店 小売業 その他小売 5%

104,213 富山県 富山市 アミング婦中店 小売業 その他小売 5%

104,214 富山県 富山市 亜米横館 小売業 衣料品 5%

104,215 富山県 富山市 アメリカンスクエア　マツヤ１ 小売業 衣料品 5%

104,216 富山県 富山市 アユーラ サービス 理容・美容業 5%

104,217 富山県 富山市 アリーナ ヘア アリーナヘア サービス 理容・美容業 5%

104,218 富山県 富山市 アリーナヘア サービス 理容・美容業 5%

104,219 富山県 富山市 アルカリ　マリエとやま店 小売業 衣料品 5%

104,220 富山県 富山市 アールグレイ　小泉町 小売業 その他小売 5%

104,221 富山県 富山市 ［ＨＣ］アルバ大黒 小売業 電化製品 5%

104,222 富山県 富山市 アルペン サービス 宿泊業 5%

104,223 富山県 富山市 ＡＸＣ　ＴＯＹＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

104,224 富山県 富山市 ａｎｇａｇａ サービス 理容・美容業 5%

104,225 富山県 富山市 アングラーズ　富山店 小売業 その他小売 5%

104,226 富山県 富山市 アングラーズ　富山根塚店 小売業 その他小売 5%

104,227 富山県 富山市 アンスペック 小売業 衣料品 5%

104,228 富山県 富山市 アンチーブ 小売業 衣料品 5%

104,229 富山県 富山市 アンド 小売業 その他小売 5%

104,230 富山県 富山市 ＡＮＤ　ＬＩＦＥ サービス 飲食業 5%

104,231 富山県 富山市 アンハーバー サービス 理容・美容業 5%

104,232 富山県 富山市 アンハーバー サービス 理容・美容業 5%

104,233 富山県 富山市 粋鮨　富山店 サービス 飲食業 5%

104,234 富山県 富山市 池田屋安兵衛商店 小売業 食料品 5%

104,235 富山県 富山市 石金ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,236 富山県 富山市 石焼ステーキ贅　富山高岡店 サービス 飲食業 5%

104,237 富山県 富山市 石焼ステーキ　贅　富山西店 サービス 飲食業 5%

104,238 富山県 富山市 石焼ステーキ　贅　富山山室店 サービス 飲食業 5%

104,239 富山県 富山市 イースタン自動車 サービス その他サービス 5%

104,240 富山県 富山市 和泉クリーニング店 サービス その他サービス 5%

104,241 富山県 富山市 Ｉｓｏｙａ　Ｉｓｏｙａ 小売業 食料品 5%

104,242 富山県 富山市 イタリア料理ケンタロウ サービス 飲食業 5%

104,243 富山県 富山市 株式会社市川 小売業 その他小売 5%

104,244 富山県 富山市 １０２Ｗｏｒｋｓ 小売業 その他小売 5%
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104,245 富山県 富山市 出光安養寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,246 富山県 富山市 出光梅沢町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,247 富山県 富山市 出光越前町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,248 富山県 富山市 出光大塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,249 富山県 富山市 出光天正寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,250 富山県 富山市 出光富山南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,251 富山県 富山市 出光不二越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,252 富山県 富山市 出光八尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,253 富山県 富山市 イートン　ハウス 小売業 衣料品 5%

104,254 富山県 富山市 イートンハウス　富山店 小売業 衣料品 5%

104,255 富山県 富山市 井上神通堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,256 富山県 富山市 猪谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,257 富山県 富山市 今井商店 小売業 食料品 5%

104,258 富山県 富山市 癒しの家　みなみ サービス その他サービス 5%

104,259 富山県 富山市 癒しのお香　香華楽 サービス その他サービス 5%

104,260 富山県 富山市 彩鶏食堂 サービス 飲食業 5%

104,261 富山県 富山市 岩瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,262 富山県 富山市 インセンス富山婦中店 小売業 衣料品 5%

104,263 富山県 富山市 インディオファクトリー 小売業 その他小売 5%

104,264 富山県 富山市 インド料理デリー　山室店 サービス 飲食業 5%

104,265 富山県 富山市 インド料理デリー　根塚店 サービス 飲食業 5%

104,266 富山県 富山市 ＩＮＦＡＣＥＳ 小売業 衣料品 5%

104,267 富山県 富山市 ヴァンキッシュ富山 サービス その他サービス 5%

104,268 富山県 富山市 ＶＡＮＱＵＩＳＨ富山 サービス その他サービス 5%

104,269 富山県 富山市 ヴィニ　ラコント サービス 飲食業 5%

104,270 富山県 富山市 ヴィラ・グランディス　富山店 サービス その他サービス 5%

104,271 富山県 富山市 ウィリーピート 小売業 その他小売 5%

104,272 富山県 富山市 ウィリーピート 小売業 その他小売 5%

104,273 富山県 富山市 Ｖｅｎｉｆｅｅｌ 小売業 衣料品 5%

104,274 富山県 富山市 うお清 サービス 飲食業 5%

104,275 富山県 富山市 魚富 サービス 飲食業 5%

104,276 富山県 富山市 牛島 小売業 電化製品 5%

104,277 富山県 富山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ富山牛島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,278 富山県 富山市 牛島屋　牛島屋　本店 小売業 衣料品 5%

104,279 富山県 富山市 牛島屋　舞夢館 小売業 衣料品 5%

104,280 富山県 富山市 内幸町雲鶴 サービス 飲食業 5%

104,281 富山県 富山市 内山工業 サービス その他サービス 5%

104,282 富山県 富山市 株式会社うまや 小売業 衣料品 5%

104,283 富山県 富山市 海幸山幸　越中茶屋　とやマルシェ店 サービス 飲食業 5%

104,284 富山県 富山市 梅かま　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,285 富山県 富山市 ＵＬＵＷＡＴＵＡＭＩＧＯ サービス 飲食業 5%

104,286 富山県 富山市 Ａ－ｓｐｅｃ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ 小売業 その他小売 5%
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104,287 富山県 富山市 エールロビン 小売業 衣料品 5%

104,288 富山県 富山市 ＳＴ　ＬＥＡＴＨＡＣ 小売業 衣料品 5%

104,289 富山県 富山市 ＳＴ　ＬＥＡＴＨＡＣ 小売業 衣料品 5%

104,290 富山県 富山市 エステサロン　スタジオＣＲＹＳＴＡＬ サービス その他サービス 5%

104,291 富山県 富山市 ボディエステティックアクアオーラ サービス 理容・美容業 5%

104,292 富山県 富山市 エスデン稲林店 小売業 電化製品 5%

104,293 富山県 富山市 ＳＢＳ富山 ＳＢＳ富山 小売業 その他小売 5%

104,294 富山県 富山市 エスポワ－ル大沢野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,295 富山県 富山市 エスポワ－ル呉羽茶屋町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,296 富山県 富山市 エスポワ－ル笹津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,297 富山県 富山市 エスポワール三郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,298 富山県 富山市 エスポワ－ルトヨタＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,299 富山県 富山市 越前町すし人 サービス 飲食業 5%

104,300 富山県 富山市 越中舞華 サービス 飲食業 5%

104,301 富山県 富山市 ＥｎｅＪｅｔ新庄銀座ＳＳ　南礪石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,302 富山県 富山市 ＥｎｅＪｅｔ富山南インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,303 富山県 富山市 ＥｎｅＪｅｔ中川原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,304 富山県 富山市 ＥｎｅＪｅｔニュー富山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,305 富山県 富山市 ＥｎｅＪｅｔ羽根ＳＳ　株式会社光神 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,306 富山県 富山市 ＥｎｅＪｅｔ藤木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,307 富山県 富山市 ＥｎｅＪｅｔ婦中町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,308 富山県 富山市 ＥｎｅＪｅｔ本郷町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,309 富山県 富山市 ＥｎｅＪｅｔ四方荒屋ＳＳ　南礪石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,310 富山県 富山市 ｅｎｏｔｅｃａ　祐 サービス 飲食業 5%

104,311 富山県 富山市 ＥＶＥＲ　ＧＲＥＥＮ 小売業 衣料品 5%

104,312 富山県 富山市 エル・サカエ　アピア店 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,313 富山県 富山市 エル・サカエ　グリーンモール　山室店 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,314 富山県 富山市 エル・サカエ　総曲輪店 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,315 富山県 富山市 エルサカエ　富山総本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,316 富山県 富山市 エルサカエ　フェリオ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,317 富山県 富山市 艶次郎 サービス 飲食業 5%

104,318 富山県 富山市 ＥＮＺＯ サービス 飲食業 5%

104,319 富山県 富山市 ｅｎｎｅ サービス 理容・美容業 5%

104,320 富山県 富山市 ＯＡＳＩＳ サービス 理容・美容業 5%

104,321 富山県 富山市 Ｏｖｉ 小売業 衣料品 5%

104,322 富山県 富山市 大内電機商会 小売業 電化製品 5%

104,323 富山県 富山市 オークスカナルパークホテル　富山 サービス 宿泊業 5%

104,324 富山県 富山市 オークスカナルパークホテル　富山 サービス 宿泊業 5%

104,325 富山県 富山市 大越仏壇富山店 小売業 家具・調度品 5%

104,326 富山県 富山市 大杉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,327 富山県 富山市 太田口通りカレー サービス 飲食業 5%

104,328 富山県 富山市 ＡＯ大久保ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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104,329 富山県 富山市 大野菓子店 小売業 食料品 5%

104,330 富山県 富山市 大町　月見 サービス 飲食業 5%

104,331 富山県 富山市 御菓蔵　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,332 富山県 富山市 岡万　マリエとやま店 サービス 飲食業 5%

104,333 富山県 富山市 おかもと呉服店 小売業 衣料品 5%

104,334 富山県 富山市 オークス（株）フラワー事業部 小売業 その他小売 5%

104,335 富山県 富山市 オークスカナルパークホテル富山　婚礼宴会 サービス その他サービス 5%

104,336 富山県 富山市 オークスカナルパークホテル富山　婚礼宴会 サービス その他サービス 5%

104,337 富山県 富山市 奥田ＳＳ　南礪石油ＫＫ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,338 富山県 富山市 おくりもの屋 小売業 その他小売 5%

104,339 富山県 富山市 お座敷とやま鮨 サービス 飲食業 5%

104,340 富山県 富山市 ｏｆｆｉｃｅＶｏｘ五福店 小売業 その他小売 5%

104,341 富山県 富山市 ｏｆｆｉｃｅＶｏｘ豊田店 小売業 その他小売 5%

104,342 富山県 富山市 オフコセト 小売業 その他小売 5%

104,343 富山県 富山市 ｏｌａｂｏ【オラボ】 サービス 理容・美容業 5%

104,344 富山県 富山市 オリックスレンタカー富山駅北口店 サービス その他サービス 2%

104,345 富山県 富山市 オリックスレンタカー富山駅南口店 サービス その他サービス 2%

104,346 富山県 富山市 オリックスレンタカー富山空港受付カウンター サービス その他サービス 2%

104,347 富山県 富山市 女傳蒲鉾　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,348 富山県 富山市 温野菜上飯野店 サービス 飲食業 2%

104,349 富山県 富山市 温野菜二口店 サービス 飲食業 2%

104,350 富山県 富山市 ｃａｓａ　ｈｉｒｕ　ｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

104,351 富山県 富山市 海産物販売北水　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,352 富山県 富山市 懐石松や　富山エクセルホテル東急店 サービス 宿泊業 5%

104,353 富山県 富山市 懐石椿亭 サービス 飲食業 5%

104,354 富山県 富山市 廻転　とやま鮨 サービス 飲食業 5%

104,355 富山県 富山市 回転寿司とらふぐ サービス 飲食業 5%

104,356 富山県 富山市 廻転とやま鮨　富山駅前店 サービス 飲食業 5%

104,357 富山県 富山市 カイロプラクティックｓｍｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

104,358 富山県 富山市 カウニス　ｎａｉｌｓ　ｋａｕｎｉｓ サービス 理容・美容業 5%

104,359 富山県 富山市 加賀の工芸匠の会 小売業 その他小売 5%

104,360 富山県 富山市 加賀棒茶丸八製茶場　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,361 富山県 富山市 額　美和食 サービス 飲食業 5%

104,362 富山県 富山市 貸衣裳の和楽 貸衣裳の和楽 サービス その他サービス 5%

104,363 富山県 富山市 菓子工房　こうげん 小売業 食料品 5%

104,364 富山県 富山市 菓子司　林昌堂 小売業 食料品 5%

104,365 富山県 富山市 カット　イン　サクセス　経堂店 サービス 理容・美容業 5%

104,366 富山県 富山市 カット　イン　サクセス　西町店 サービス 理容・美容業 5%

104,367 富山県 富山市 かど屋 サービス 飲食業 5%

104,368 富山県 富山市 金沢マンテンホテル サービス 宿泊業 5%

104,369 富山県 富山市 Ｃａｒｎａｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

104,370 富山県 富山市 かねまつ　マリエとやま店 小売業 衣料品 5%

2487



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

104,371 富山県 富山市 かねまつ　マリエとやま店 小売業 衣料品 5%

104,372 富山県 富山市 ｃａｆｅトワイエ サービス 飲食業 5%

104,373 富山県 富山市 カフェ・ラルゴ サービス 宿泊業 5%

104,374 富山県 富山市 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　Ｙ’ｓ サービス 飲食業 5%

104,375 富山県 富山市 カフェトワイエ サービス 飲食業 5%

104,376 富山県 富山市 株式会社佐波　富山支店 サービス その他サービス 5%

104,377 富山県 富山市 株式会社アンスイ サービス その他サービス 5%

104,378 富山県 富山市 株式会社　牛島 小売業 電化製品 5%

104,379 富山県 富山市 ［ＨＣ］株式会社菊屋電機商会 小売業 電化製品 5%

104,380 富山県 富山市 株式会社呉東カーセンター サービス その他サービス 5%

104,381 富山県 富山市 株式会社サンシックス 富山オフィス サービス その他サービス 5%

104,382 富山県 富山市 ［ＨＣ］株式会社デンキハウス 小売業 電化製品 5%

104,383 富山県 富山市 株式会社ペイフォワード サービス その他サービス 5%

104,384 富山県 富山市 ＫＡＨＵＮＥ【カフネ】 サービス 理容・美容業 5%

104,385 富山県 富山市 がブリチキン　　富山駅前店 サービス 飲食業 5%

104,386 富山県 富山市 ＣＯＬＯＲ サービス 理容・美容業 5%

104,387 富山県 富山市 カルバン新庄銀座店 小売業 その他小売 5%

104,388 富山県 富山市 カルバン富山本店 小売業 その他小売 5%

104,389 富山県 富山市 Ｃａｌｍ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

104,390 富山県 富山市 ガレージエレマ 小売業 その他小売 5%

104,391 富山県 富山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋富山西呉羽店 サービス 飲食業 2%

104,392 富山県 富山市 漢方こうのとり 小売業 その他小売 5%

104,393 富山県 富山市 きくら美容室　富山南店 サービス 理容・美容業 5%

104,394 富山県 富山市 きくら美容室　本店 サービス 理容・美容業 5%

104,395 富山県 富山市 きくら美容室アピア店 サービス 理容・美容業 5%

104,396 富山県 富山市 きくら美容室山室店 サービス 理容・美容業 5%

104,397 富山県 富山市 キタガワモデル 小売業 その他小売 5%

104,398 富山県 富山市 吉風家 サービス 飲食業 5%

104,399 富山県 富山市 ｋｉｔＥＮ カフェさくらとねこと サービス 飲食業 5%

104,400 富山県 富山市 ｋｉｔＥＮ わくわく空間ｋｉｔＥＮ サービス その他サービス 5%

104,401 富山県 富山市 きはち屋　富山駅前店 サービス 飲食業 5%

104,402 富山県 富山市 Ｋｉｍｏｎｏ　佳扇　富山店 小売業 衣料品 5%

104,403 富山県 富山市 きものの蔵島屋 小売業 衣料品 5%

104,404 富山県 富山市 キャピックトヤマ サービス その他サービス 5%

104,405 富山県 富山市 ＧＡＬＬＥＲＹＫＵＧＯ サービス その他サービス 5%

104,406 富山県 富山市 牛角布瀬けやき通り店 サービス 飲食業 2%

104,407 富山県 富山市 Ｋｙｏｔａｎｉ 小売業 衣料品 5%

104,408 富山県 富山市 キョーエイ　大沢野店 小売業 食料品 5%

104,409 富山県 富山市 キョーエイ　キャロット１店 小売業 食料品 5%

104,410 富山県 富山市 キョーエイ　月岡店 小売業 食料品 5%

104,411 富山県 富山市 キリイ電器 小売業 電化製品 5%

104,412 富山県 富山市 キルキル?着るきる生きる? 小売業 衣料品 5%
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104,413 富山県 富山市 ｋｉｌｔｏ． サービス 理容・美容業 5%

104,414 富山県 富山市 キレイ堂 小売業 家具・調度品 5%

104,415 富山県 富山市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ富山店 小売業 その他小売 5%

104,416 富山県 富山市 久郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,417 富山県 富山市 靴下屋　マリエとやま店 小売業 衣料品 2%

104,418 富山県 富山市 グッドライフサービス サービス その他サービス 5%

104,419 富山県 富山市 雲井商店　雲井商店 小売業 その他小売 5%

104,420 富山県 富山市 ｇｒｏｕｎｄＨ　理容室　ｇｒｏｕｎｄＨ サービス 理容・美容業 5%

104,421 富山県 富山市 クラシコ サービス その他サービス 5%

104,422 富山県 富山市 ＧｌａｓｓＷｏｒｋｓ西村青 サービス その他サービス 5%

104,423 富山県 富山市 ｇｒａｓｓｙ 小売業 衣料品 5%

104,424 富山県 富山市 クラブ　司 サービス 飲食業 5%

104,425 富山県 富山市 グランブルー 小売業 衣料品 5%

104,426 富山県 富山市 クリーニング フクサワ サービス その他サービス 5%

104,427 富山県 富山市 グリーンマーケット 富山南店 グリーンマーケット富山南店 小売業 その他小売 5%

104,428 富山県 富山市 ｃｌｅｃａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

104,429 富山県 富山市 グリュッケンベルグ サービス 飲食業 5%

104,430 富山県 富山市 グリーングローブ 小売業 その他小売 5%

104,431 富山県 富山市 グリーンルーム 小売業 衣料品 5%

104,432 富山県 富山市 グルメプラザ・マルシン富山店 小売業 食料品 5%

104,433 富山県 富山市 ｃｒａｎｅ 小売業 衣料品 5%

104,434 富山県 富山市 呉羽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,435 富山県 富山市 くれはコンタクトセンター　Ｋ 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,436 富山県 富山市 くれは製菓 小売業 食料品 5%

104,437 富山県 富山市 呉羽ハイツ サービス 宿泊業 5%

104,438 富山県 富山市 グローブ・ココ 小売業 衣料品 5%

104,439 富山県 富山市 黒瀬ＳＳ　南礪石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,440 富山県 富山市 ＫＵＲＯＢＵＴＡレンタカー サービス その他サービス 5%

104,441 富山県 富山市 くろべ サービス 宿泊業 5%

104,442 富山県 富山市 クロロフイル富山美顔教室 小売業 その他小売 5%

104,443 富山県 富山市 ケイ・ウノ　富山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,444 富山県 富山市 コアフュール　マツオ サービス 理容・美容業 5%

104,445 富山県 富山市 コアフュール・まつお サービス 理容・美容業 5%

104,446 富山県 富山市 光学堂眼鏡店　総曲輪店 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,447 富山県 富山市 Ｃｏｆｆｅｅ　ＭｉｃＴ サービス 飲食業 5%

104,448 富山県 富山市 小顔ケアサロン　Ｍ サービス その他サービス 5%

104,449 富山県 富山市 茸山ドライブイン サービス 飲食業 5%

104,450 富山県 富山市 互光自動車 サービス その他サービス 5%

104,451 富山県 富山市 ５５１０８こことわ サービス その他サービス 5%

104,452 富山県 富山市 ＧＯＳＨＵ　とやマルシェ店 サービス 飲食業 5%

104,453 富山県 富山市 個人　　Ｖ　ＴＡＸＩ　富山市 サービス 運輸業 5%

104,454 富山県 富山市 （個人）ニュータクシー サービス その他サービス 5%
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104,455 富山県 富山市 （個人）ひかりタクシー サービス 運輸業 5%

104,456 富山県 富山市 コスミックハ－ト山室ＳＳ株式会社日鉱産業 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,457 富山県 富山市 ｃｏｔｅａｃｏｔｅ 小売業 衣料品 5%

104,458 富山県 富山市 ＣＯＫＫＩＰＡＮ 小売業 食料品 5%

104,459 富山県 富山市 ゴッツォーネ サービス 飲食業 5%

104,460 富山県 富山市 小林ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

104,461 富山県 富山市 珈琲の木 小売業 食料品 5%

104,462 富山県 富山市 五万石 サービス 飲食業 5%

104,463 富山県 富山市 五万石　本店 サービス 飲食業 5%

104,464 富山県 富山市 五万石フーズサービス 小売業 食料品 5%

104,465 富山県 富山市 （株）米三 小売業 家具・調度品 5%

104,466 富山県 富山市 米三営業サービス部 小売業 家具・調度品 5%

104,467 富山県 富山市 米三　Ｄスクエア 小売業 家具・調度品 5%

104,468 富山県 富山市 米三　富山南店 小売業 家具・調度品 5%

104,469 富山県 富山市 ころがし 小売業 その他小売 5%

104,470 富山県 富山市 コンセプトホテル和休 サービス 宿泊業 5%

104,471 富山県 富山市 ＴＨＥ　ＫＩＳＳ　マリエとやま店 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,472 富山県 富山市 サイクルショップ伊藤 小売業 その他小売 5%

104,473 富山県 富山市 サイクルローマン本店 小売業 その他小売 5%

104,474 富山県 富山市 菜香厨房　富山店 サービス 飲食業 5%

104,475 富山県 富山市 酒井コンピュータサービス サービス その他サービス 5%

104,476 富山県 富山市 栄町リブラン総本店 小売業 食料品 5%

104,477 富山県 富山市 酒商　田尻本店 小売業 食料品 5%

104,478 富山県 富山市 サクセス サービス 理容・美容業 5%

104,479 富山県 富山市 サクセス　ａｇｒｅｅ　ａｂｌｅ サービス 理容・美容業 5%

104,480 富山県 富山市 酒のカワサキグループ　ウハウハ店 小売業 食料品 5%

104,481 富山県 富山市 酒のソクハイ　桜木町店 小売業 その他小売 5%

104,482 富山県 富山市 ささら屋　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,483 富山県 富山市 茶房ＰＯＰＯ　茶房ｐｏｐｏ サービス 飲食業 5%

104,484 富山県 富山市 Ｓａｙａ サービス 理容・美容業 5%

104,485 富山県 富山市 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｇｒｅｃｏ サービス 理容・美容業 5%

104,486 富山県 富山市 ＳＡＬＯＮＤＥＲＵＥ サービス その他サービス 5%

104,487 富山県 富山市 サロン　　ＬａＬａ サービス 理容・美容業 5%

104,488 富山県 富山市 サロン　松花 小売業 衣料品 5%

104,489 富山県 富山市 サロン・ＬａＬａ サービス 理容・美容業 5%

104,490 富山県 富山市 サンカレー＆Ｃａｒｎｅ サービス 飲食業 5%

104,491 富山県 富山市 さんじゅうまる サービス 飲食業 5%

104,492 富山県 富山市 サンデンチェーン中央店 小売業 電化製品 5%

104,493 富山県 富山市 サンデンチェーンホソダ 小売業 電化製品 5%

104,494 富山県 富山市 山王ペットクリニック サービス その他サービス 5%

104,495 富山県 富山市 Ｓｙｍｐａ　富山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,496 富山県 富山市 サンピネ 小売業 衣料品 5%
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104,497 富山県 富山市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　富山営業所 小売業 その他小売 5%

104,498 富山県 富山市 三和インフォメーションビーエムエス 小売業 電化製品 5%

104,499 富山県 富山市 しあわせ創庫 サービス その他サービス 5%

104,500 富山県 富山市 シーズ 小売業 食料品 5%

104,501 富山県 富山市 シーベレット富山婦中店 小売業 衣料品 5%

104,502 富山県 富山市 ＪＲ西日本レンタカー＆リース株式会社　富山駅前第一駐車場 サービス 運輸業 5%

104,503 富山県 富山市 ＪＪソシエハシヅメ　クレッシェンド婦中店 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,504 富山県 富山市 ＪＪ天正寺コンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,505 富山県 富山市 ＪＪハシヅメ眼鏡院　新庄経堂店 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,506 富山県 富山市 ＪＪハシヅメ眼鏡院　クレッシェンド婦中店 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,507 富山県 富山市 Ｊ－Ｓｔｙｌｅ　富山今泉店 サービス その他サービス 5%

104,508 富山県 富山市 Ｊ－Ｓｔｙｌｅ　富山呉羽町店 サービス その他サービス 5%

104,509 富山県 富山市 ジェームス富山東店 小売業 その他小売 2%

104,510 富山県 富山市 ＪＪハシヅメ眼鏡院　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,511 富山県 富山市 ＣＨＡＩＮＯＮ サービス 理容・美容業 5%

104,512 富山県 富山市 ジェリーズ サービス 飲食業 5%

104,513 富山県 富山市 ｃｈｅｒｉｍｂｏａｔ サービス 理容・美容業 5%

104,514 富山県 富山市 四川乃華富山飯野店 サービス 飲食業 5%

104,515 富山県 富山市 四川乃華二口店 サービス 飲食業 5%

104,516 富山県 富山市 シップス サービス 理容・美容業 5%

104,517 富山県 富山市 シップス　イール サービス 理容・美容業 5%

104,518 富山県 富山市 シップス　ラグーン サービス 理容・美容業 5%

104,519 富山県 富山市 ジーニーズ・フォーシーズン　太郎丸店 サービス 理容・美容業 5%

104,520 富山県 富山市 ジーニーズ４シーズン太田口通り サービス 理容・美容業 5%

104,521 富山県 富山市 ジーニーズ４シーズン太田口通り店 サービス 理容・美容業 5%

104,522 富山県 富山市 ジーニーズ４シーズン太郎丸店 サービス 理容・美容業 5%

104,523 富山県 富山市 Ｇｙｐｓｏ【ジプソ】 サービス 理容・美容業 5%

104,524 富山県 富山市 清水町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,525 富山県 富山市 示野珈琲　マリエとやま店 サービス 飲食業 5%

104,526 富山県 富山市 下赤江ＳＳ　東亜石油販売株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,527 富山県 富山市 小吃　荒町店 サービス 飲食業 5%

104,528 富山県 富山市 弱酸性美容室ラテラル サービス 理容・美容業 5%

104,529 富山県 富山市 釋永岳 サービス その他サービス 5%

104,530 富山県 富山市 シャポー ファッション サイト ＳＡＩＴＯ 小売業 衣料品 5%

104,531 富山県 富山市 写楽 サービス 飲食業 5%

104,532 富山県 富山市 シャルムユニフォーム 小売業 衣料品 5%

104,533 富山県 富山市 シャンデールサロン　魚津　有限会社ノーブルローズ 小売業 衣料品 5%

104,534 富山県 富山市 シャンデールサロン　花かご 小売業 衣料品 5%

104,535 富山県 富山市 シャンデールサロン　響 小売業 衣料品 5%

104,536 富山県 富山市 シャンデールサロン　街なか 小売業 衣料品 5%

104,537 富山県 富山市 シャンデールサロン　和十七 小売業 衣料品 5%

104,538 富山県 富山市 シャンデール　桃李サロン 小売業 衣料品 5%
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104,539 富山県 富山市 ＪＯＵＩＲＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

104,540 富山県 富山市 ジュエリーブティック　ＡＯＢＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,541 富山県 富山市 ジュエリーブティック　ＡＯＢＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,542 富山県 富山市 ＡｋａｒｉＶｉｎｔａｇｅ 小売業 衣料品 5%

104,543 富山県 富山市 ジュンコ　山室店 小売業 衣料品 5%

104,544 富山県 富山市 ジュンコグリーンバレー大沢野店 小売業 衣料品 5%

104,545 富山県 富山市 旬菜　靜加 サービス 飲食業 5%

104,546 富山県 富山市 旬善　葉椀 サービス 飲食業 5%

104,547 富山県 富山市 旬鮮酒場山ちゃん サービス 飲食業 5%

104,548 富山県 富山市 順風屋　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,549 富山県 富山市 ジョイフルクボＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,550 富山県 富山市 ジョイフル４１５ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,551 富山県 富山市 松電舎 小売業 その他小売 5%

104,552 富山県 富山市 食・癒・宴のスパ・アルプス サービス その他サービス 5%

104,553 富山県 富山市 食彩　えん サービス 飲食業 5%

104,554 富山県 富山市 食堂天保 サービス 飲食業 5%

104,555 富山県 富山市 食楽　彩 サービス 飲食業 5%

104,556 富山県 富山市 白えび専門店　白えび屋　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,557 富山県 富山市 白えび亭　とやマルシェ店 サービス 飲食業 5%

104,558 富山県 富山市 新光モータース サービス その他サービス 5%

104,559 富山県 富山市 新庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,560 富山県 富山市 新庄東ＳＳ　南砺石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,561 富山県 富山市 神通町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,562 富山県 富山市 Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ サービス 飲食業 5%

104,563 富山県 富山市 しんめい動物病院 サービス その他サービス 5%

104,564 富山県 富山市 スーパーフレック 小売業 その他小売 5%

104,565 富山県 富山市 末弘軒 サービス 飲食業 5%

104,566 富山県 富山市 末弘軒　本店 サービス 飲食業 5%

104,567 富山県 富山市 菅原昌仁税理士事務所　菅原昌仁税理士事務所 サービス その他サービス 5%

104,568 富山県 富山市 杉本電機商会 小売業 電化製品 5%

104,569 富山県 富山市 ＳｋｉｎＣａｒｅＳａｌｏｎＡＵＲＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

104,570 富山県 富山市 スクールエー　富山店 小売業 衣料品 5%

104,571 富山県 富山市 スクールショップみやざき 小売業 衣料品 5%

104,572 富山県 富山市 寿司栄掛尾店 サービス 飲食業 5%

104,573 富山県 富山市 寿司栄　華やぎ サービス 飲食業 5%

104,574 富山県 富山市 鮨蒲本舗　河内屋　かまぼこ専門店　お土産店　　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,575 富山県 富山市 すし食いねえ！富山天正寺店 サービス 飲食業 5%

104,576 富山県 富山市 すし食いねぇ！富山天正寺店 サービス 飲食業 5%

104,577 富山県 富山市 鮨し人 サービス 飲食業 5%

104,578 富山県 富山市 寿し処　佐々木 サービス 飲食業 5%

104,579 富山県 富山市 有限会社寿し処佐々木 サービス 飲食業 5%

104,580 富山県 富山市 すし福ちゃん サービス 飲食業 5%
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104,581 富山県 富山市 すし琉之輔 サービス 飲食業 5%

104,582 富山県 富山市 寿々屋　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,583 富山県 富山市 スタイリストゴトウ富山二口店 小売業 その他小売 5%

104,584 富山県 富山市 すたみな太郎　富山南店 サービス 飲食業 5%

104,585 富山県 富山市 ステーキハウスヌキエ サービス 飲食業 5%

104,586 富山県 富山市 スポーツのマンゾク 小売業 その他小売 5%

104,587 富山県 富山市 スマイル吉岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,588 富山県 富山市 ＴＨＲＩＦＴＥＲＳＦａｍ富山黒瀬店 小売業 その他小売 5%

104,589 富山県 富山市 諏訪川原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,590 富山県 富山市 生活彩家済生会富山病院店 小売業 その他小売 2%

104,591 富山県 富山市 生活彩家富山国際学園店 小売業 その他小売 2%

104,592 富山県 富山市 靜月 サービス 飲食業 5%

104,593 富山県 富山市 整体院京谷　富山店 サービス その他サービス 5%

104,594 富山県 富山市 精文館書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

104,595 富山県 富山市 精文館書店　精文館書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

104,596 富山県 富山市 清明堂書店　マリエとやま店 小売業 その他小売 5%

104,597 富山県 富山市 瀬戸 小売業 その他小売 5%

104,598 富山県 富山市 瀬戸　大泉店 小売業 その他小売 5%

104,599 富山県 富山市 瀬戸　奥田店 小売業 その他小売 5%

104,600 富山県 富山市 セプト 小売業 衣料品 5%

104,601 富山県 富山市 セポスターチス　マリエとやま店 小売業 衣料品 5%

104,602 富山県 富山市 ｃｈｅｒｐｉｅｒｒｅ サービス 理容・美容業 5%

104,603 富山県 富山市 セレモニーセンター礪波 サービス その他サービス 5%

104,604 富山県 富山市 セレモニーセンター新川 サービス その他サービス 5%

104,605 富山県 富山市 セレモニーセンター金沢 サービス その他サービス 5%

104,606 富山県 富山市 セレモニーセンター高岡 サービス その他サービス 5%

104,607 富山県 富山市 セレモニーセンター富山 サービス その他サービス 5%

104,608 富山県 富山市 セレモニーセンター富山 サービス その他サービス 5%

104,609 富山県 富山市 ゼロワン サービス 飲食業 5%

104,610 富山県 富山市 鮮心　よこた サービス 飲食業 5%

104,611 富山県 富山市 そば処　大庵 サービス 飲食業 5%

104,612 富山県 富山市 ソフトバンク 大広田 小売業 その他小売 5%

104,613 富山県 富山市 ソフトバンク 呉羽 小売業 その他小売 5%

104,614 富山県 富山市 ソフトバンク　アピタ富山 小売業 その他小売 5%

104,615 富山県 富山市 第３ＰＬＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

104,616 富山県 富山市 大衆個室居酒屋　本気家分家 サービス 飲食業 5%

104,617 富山県 富山市 ダイニング＆カフェ　呉音 サービス 飲食業 5%

104,618 富山県 富山市 ダイニングバー　ＳＨＡＲＥ サービス 飲食業 5%

104,619 富山県 富山市 鯛家 サービス 宿泊業 5%

104,620 富山県 富山市 タイヤ２４００プラス 小売業 その他小売 5%

104,621 富山県 富山市 太陽スポーツ　富山店 小売業 その他小売 5%

104,622 富山県 富山市 ＴＡＫＡＯ 高雄自動車 サービス その他サービス 5%
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104,623 富山県 富山市 高岡仏壇仏具センター　高岡仏壇仏具センター　今泉店 小売業 その他小売 5%

104,624 富山県 富山市 高岡マンテンホテル　駅前 サービス 宿泊業 5%

104,625 富山県 富山市 たかた　でんき 小売業 電化製品 5%

104,626 富山県 富山市 たかはしサイクル 小売業 その他小売 5%

104,627 富山県 富山市 高原鉱泉　高原鉱泉 サービス その他サービス 5%

104,628 富山県 富山市 高森自動車販売 サービス その他サービス 5%

104,629 富山県 富山市 高芳 ます寿し店 高芳鱒寿し店 小売業 食料品 5%

104,630 富山県 富山市 たからや分店　ひで 小売業 食料品 5%

104,631 富山県 富山市 たつみ自動車 サービス その他サービス 5%

104,632 富山県 富山市 立山黒部　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,633 富山県 富山市 立山酒店　粟島店 小売業 食料品 5%

104,634 富山県 富山市 谷自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

104,635 富山県 富山市 谷自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

104,636 富山県 富山市 ＴＡＰＩＴＡＰＩ サービス 飲食業 5%

104,637 富山県 富山市 玉旭酒造 玉生酒本店 小売業 食料品 5%

104,638 富山県 富山市 ちゃぶ有 サービス 飲食業 5%

104,639 富山県 富山市 チャンピオンカレー富山新庄店 サービス 飲食業 5%

104,640 富山県 富山市 中央電機商会 小売業 電化製品 5%

104,641 富山県 富山市 中央ドライ サービス その他サービス 5%

104,642 富山県 富山市 ＣＨＩＬＬＩＮＧ　ＳＴＹＬＥ 小売業 その他小売 5%

104,643 富山県 富山市 チロル 小売業 その他小売 5%

104,644 富山県 富山市 月見 本店 月見本店 サービス 飲食業 5%

104,645 富山県 富山市 土田コンタクトレンズセンター 小売業 その他小売 5%

104,646 富山県 富山市 ＴＭ＆ＳＯＮＳレディス２Ｆ 小売業 衣料品 5%

104,647 富山県 富山市 ＴＩＥＲＲＡ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

104,648 富山県 富山市 Ｔｉｐｓ サービス 理容・美容業 5%

104,649 富山県 富山市 ディライト花園町店 サービス 理容・美容業 5%

104,650 富山県 富山市 Ｄ－Ｒ サービス 理容・美容業 5%

104,651 富山県 富山市 手打ち蕎麦　和叶 サービス 飲食業 5%

104,652 富山県 富山市 テキサスハンズ　富山婦中店 小売業 食料品 5%

104,653 富山県 富山市 デジタルライフサポート サービス その他サービス 5%

104,654 富山県 富山市 テックみなみ サービス その他サービス 5%

104,655 富山県 富山市 てば壱 サービス 飲食業 5%

104,656 富山県 富山市 寺島酒店 小売業 その他小売 5%

104,657 富山県 富山市 電化のシゲル 小売業 電化製品 5%

104,658 富山県 富山市 ネットワークタカマツ 小売業 電化製品 5%

104,659 富山県 富山市 デンキペ－ジ　みつはし 小売業 電化製品 5%

104,660 富山県 富山市 でんきやＳＵＮはまもと 小売業 電化製品 5%

104,661 富山県 富山市 天ぷら小泉たかの サービス 飲食業 5%

104,662 富山県 富山市 天よし サービス 飲食業 5%

104,663 富山県 富山市 天米 掛尾店 サービス 飲食業 5%

104,664 富山県 富山市 ド・オーロ 小売業 衣料品 5%
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104,665 富山県 富山市 ドゥ　ファミリー 小売業 衣料品 5%

104,666 富山県 富山市 東亜配送センタ－ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,667 富山県 富山市 燈花 サービス 飲食業 5%

104,668 富山県 富山市 トータルヒーリング　メアリスト サービス 理容・美容業 5%

104,669 富山県 富山市 アユーラ　アユーラ サービス 理容・美容業 5%

104,670 富山県 富山市 トートーカフェ サービス 飲食業 5%

104,671 富山県 富山市 ドギーパラダイス 小売業 その他小売 5%

104,672 富山県 富山市 特撰弁当白えび亭　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,673 富山県 富山市 登山用品のオクトス富山店 小売業 その他小売 5%

104,674 富山県 富山市 栃山栄電社 小売業 電化製品 5%

104,675 富山県 富山市 ととやま 小売業 家具・調度品 5%

104,676 富山県 富山市 砺波平安閣 サービス その他サービス 5%

104,677 富山県 富山市 とべーぐる ファニチャーパークケースリー店 サービス 飲食業 5%

104,678 富山県 富山市 冨尾自動車 サービス その他サービス 5%

104,679 富山県 富山市 富タク旅行 サービス その他サービス 5%

104,680 富山県 富山市 富乃恵　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,681 富山県 富山市 富山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,682 富山県 富山市 セブン－イレブン富山赤田北店 小売業 食料品 2%

104,683 富山県 富山市 セブン－イレブン富山石坂店 小売業 食料品 2%

104,684 富山県 富山市 富山インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,685 富山県 富山市 セブン－イレブン富山インター南店 小売業 食料品 2%

104,686 富山県 富山市 富山駅前　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,687 富山県 富山市 富山ＯＡスクール サービス その他サービス 5%

104,688 富山県 富山市 セブン－イレブン富山小倉店 小売業 食料品 2%

104,689 富山県 富山市 富山柿里 サービス 飲食業 5%

104,690 富山県 富山市 富山学生協　１ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,691 富山県 富山市 セブン－イレブン富山掛尾店 小売業 食料品 2%

104,692 富山県 富山市 セブン－イレブン富山上飯野店 小売業 食料品 2%

104,693 富山県 富山市 セブン－イレブン富山上田島店 小売業 食料品 2%

104,694 富山県 富山市 セブン－イレブン富山上袋店 小売業 食料品 2%

104,695 富山県 富山市 セブン－イレブン富山上二杉店 小売業 食料品 2%

104,696 富山県 富山市 セブン－イレブン富山上本町店 小売業 食料品 2%

104,697 富山県 富山市 富山空港前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,698 富山県 富山市 セブン－イレブン富山窪新町店 小売業 食料品 2%

104,699 富山県 富山市 セブン－イレブン富山黒崎店 小売業 食料品 2%

104,700 富山県 富山市 富山県美術館ミュージアムショップ 小売業 その他小売 5%

104,701 富山県 富山市 富山交通　整備工場 サービス その他サービス 5%

104,702 富山県 富山市 富山サイクリングセンター 小売業 その他小売 5%

104,703 富山県 富山市 富山さかな処　みのり家 サービス 飲食業 5%

104,704 富山県 富山市 セブン－イレブン富山地角店 小売業 食料品 2%

104,705 富山県 富山市 とやま地酒本舗「蔵の香」　とやマルシェ店 小売業 その他小売 5%

104,706 富山県 富山市 富山市自然活用村古洞の森 サービス 宿泊業 5%
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104,707 富山県 富山市 セブン－イレブン富山下飯野店 小売業 食料品 2%

104,708 富山県 富山市 セブン－イレブン富山下くつわだ店 小売業 食料品 2%

104,709 富山県 富山市 セブン－イレブン富山城址公園前店 小売業 食料品 2%

104,710 富山県 富山市 セブン－イレブン富山城南公園前店 小売業 食料品 2%

104,711 富山県 富山市 富山大学杉谷キャンパス売店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

104,712 富山県 富山市 富山ダイハツ販売　グランジュエル富山今泉 小売業 その他小売 5%

104,713 富山県 富山市 富山ダイハツ販売アクセル富山店 小売業 その他小売 5%

104,714 富山県 富山市 富山ダイハツ販売富山店 小売業 その他小売 5%

104,715 富山県 富山市 富山ダイハツ販売富山南店 小売業 その他小売 5%

104,716 富山県 富山市 富山タウンホテル サービス 宿泊業 5%

104,717 富山県 富山市 セブン－イレブン富山太郎丸西町店 小売業 食料品 2%

104,718 富山県 富山市 富山中央税理士法人　いいもり事務所 サービス その他サービス 5%

104,719 富山県 富山市 セブン－イレブン富山つばめ野店 小売業 食料品 2%

104,720 富山県 富山市 セブン－イレブン富山天正寺店 小売業 食料品 2%

104,721 富山県 富山市 セブン－イレブン富山豊田本町１丁目店 小売業 食料品 2%

104,722 富山県 富山市 富山トヨペットくるる富山店 小売業 その他小売 5%

104,723 富山県 富山市 富山トヨペットくるる富山店テクノショッ 小売業 その他小売 5%

104,724 富山県 富山市 富山トヨペットＧスクエア稲荷店 小売業 その他小売 5%

104,725 富山県 富山市 富山トヨペットＧスクエア富山本店 小売業 その他小売 5%

104,726 富山県 富山市 富山トヨペットＧスクエア富山インター店 小売業 その他小売 5%

104,727 富山県 富山市 セブン－イレブン富山中市店 小売業 食料品 2%

104,728 富山県 富山市 セブン－イレブン富山中川原店 小売業 食料品 2%

104,729 富山県 富山市 セブン－イレブン富山西荒屋店 小売業 食料品 2%

104,730 富山県 富山市 セブン－イレブン富山西大泉店 小売業 食料品 2%

104,731 富山県 富山市 セブン－イレブン富山西大沢店 小売業 食料品 2%

104,732 富山県 富山市 富山の味早瀬　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,733 富山県 富山市 セブン－イレブン富山速星店 小売業 食料品 2%

104,734 富山県 富山市 富山百貨サクラスイーツ＆ポエム　マリエとやま店 小売業 食料品 5%

104,735 富山県 富山市 セブン－イレブン富山藤木店 小売業 食料品 2%

104,736 富山県 富山市 セブン－イレブン富山附属学園前店 小売業 食料品 2%

104,737 富山県 富山市 セブン－イレブン富山二口町４丁目店 小売業 食料品 2%

104,738 富山県 富山市 富山豚食堂かつたま サービス 飲食業 5%

104,739 富山県 富山市 セブン－イレブン富山婦中鉄工業団地前店 小売業 食料品 2%

104,740 富山県 富山市 セブン－イレブン富山古里小学校前店 小売業 食料品 2%

104,741 富山県 富山市 セブン－イレブン富山古沢店 小売業 食料品 2%

104,742 富山県 富山市 セブン－イレブン富山堀川町店 小売業 食料品 2%

104,743 富山県 富山市 セブン－イレブン富山本郷西部店 小売業 食料品 2%

104,744 富山県 富山市 セブン－イレブン富山本郷町店 小売業 食料品 2%

104,745 富山県 富山市 セブン－イレブン富山町村１丁目店 小売業 食料品 2%

104,746 富山県 富山市 富山マンテンホテル サービス 宿泊業 5%

104,747 富山県 富山市 セブン－イレブン富山水橋辻ヶ堂店 小売業 食料品 2%

104,748 富山県 富山市 とやま銘菓　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%
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104,749 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 小売業 食料品 5%

104,750 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 砺波センター 小売業 食料品 5%

104,751 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 滑川センター 小売業 食料品 5%

104,752 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 名水の里黒部店 小売業 食料品 5%

104,753 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 富山中央センター 小売業 食料品 5%

104,754 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 新湊センター 小売業 食料品 5%

104,755 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 豊田センター 小売業 食料品 5%

104,756 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 大沢野センター 小売業 食料品 5%

104,757 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 八尾センター 小売業 食料品 5%

104,758 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 福岡センター 小売業 食料品 5%

104,759 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 ヤクルトビル前店 小売業 食料品 5%

104,760 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 流杉センター 小売業 食料品 5%

104,761 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 入善センター 小売業 食料品 5%

104,762 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 氷見センター 小売業 食料品 5%

104,763 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 不二越店 小売業 食料品 5%

104,764 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 高岡中央センター 小売業 食料品 5%

104,765 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 高岡北部センター 小売業 食料品 5%

104,766 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 五福センター 小売業 食料品 5%

104,767 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 上市センター 小売業 食料品 5%

104,768 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 立山センター 小売業 食料品 5%

104,769 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 魚津センター 小売業 食料品 5%

104,770 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 きららか射水店 小売業 食料品 5%

104,771 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 高岡東部センター 小売業 食料品 5%

104,772 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 小矢部センター 小売業 食料品 5%

104,773 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 伏木センター 小売業 食料品 5%

104,774 富山県 富山市 富山ヤクルト販売 糸魚川 小売業 食料品 5%

104,775 富山県 富山市 セブン－イレブン富山八尾井田店 小売業 食料品 2%

104,776 富山県 富山市 セブンーイレブン富山八尾新田店 小売業 食料品 2%

104,777 富山県 富山市 セブン－イレブン富山四方荒屋店 小売業 食料品 2%

104,778 富山県 富山市 富山らーめん王国まるたかや駅前店 サービス 飲食業 5%

104,779 富山県 富山市 トヨタレンタリース富山双代町店 サービス その他サービス 2%

104,780 富山県 富山市 トヨタレンタリース富山富山駅前店 サービス その他サービス 2%

104,781 富山県 富山市 トヨタレンタリース富山富山空港店 サービス その他サービス 2%

104,782 富山県 富山市 トヨタレンタリース富山富山店 サービス その他サービス 2%

104,783 富山県 富山市 トヨタレンタリース富山二口店 サービス その他サービス 2%

104,784 富山県 富山市 ドラゴンレッドリバー　マリエとやま店 サービス 飲食業 2%

104,785 富山県 富山市 トラットリア　ジュスティーノ サービス 飲食業 5%

104,786 富山県 富山市 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡＥＮＺＯ サービス 飲食業 5%

104,787 富山県 富山市 ＴＲＵＮＫ１５ 小売業 衣料品 5%

104,788 富山県 富山市 カギのサプライズ サービス その他サービス 5%

104,789 富山県 富山市 トレンディー赤田ＳＳ株式会社日鉱産業 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,790 富山県 富山市 とんかつ粟島 サービス 飲食業 5%
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104,791 富山県 富山市 トンカツＤＡＩＮＩＮＧ　ビリケンさん サービス 飲食業 5%

104,792 富山県 富山市 トンカツＤＡＩＮＩＮＧ　ビリケンさん　萬や サービス 飲食業 5%

104,793 富山県 富山市 問屋センターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,794 富山県 富山市 ナイン自動車 サービス その他サービス 5%

104,795 富山県 富山市 長江東生園 小売業 食料品 5%

104,796 富山県 富山市 中田図書販売株式会社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

104,797 富山県 富山市 中野新町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,798 富山県 富山市 株式会社中村燃料商店　富山営業所 小売業 その他小売 5%

104,799 富山県 富山市 なご鶏 サービス 飲食業 5%

104,800 富山県 富山市 和処てつ サービス 飲食業 5%

104,801 富山県 富山市 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｌａｂｏ． サービス 理容・美容業 5%

104,802 富山県 富山市 Ｎａｐｓ　Ｎｏｔｅ 小売業 衣料品 5%

104,803 富山県 富山市 七越　とやマルシェ店 サービス 飲食業 5%

104,804 富山県 富山市 鯰第一温泉　ふじのや サービス 宿泊業 5%

104,805 富山県 富山市 なんでも鑑定局　富山本店 小売業 その他小売 5%

104,806 富山県 富山市 ２５ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

104,807 富山県 富山市 ｎｉｃｏｔｔ（ニコット） サービス 理容・美容業 5%

104,808 富山県 富山市 西町大喜とやマルシェ店 サービス 飲食業 5%

104,809 富山県 富山市 二代目赤鍋屋 サービス 飲食業 5%

104,810 富山県 富山市 日本酒スローフード　とやま方舟　とやマルシェ店 サービス 飲食業 5%

104,811 富山県 富山市 日本料理　かわうち サービス 飲食業 5%

104,812 富山県 富山市 日本料理山崎 サービス 飲食業 5%

104,813 富山県 富山市 ニューイングランド　ますやま 小売業 電化製品 5%

104,814 富山県 富山市 楡原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,815 富山県 富山市 喰い呑み処ぬくぬく サービス 飲食業 5%

104,816 富山県 富山市 布市ＳＳ　南礪石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,817 富山県 富山市 ネイルサロン　エミリオ サービス その他サービス 5%

104,818 富山県 富山市 ＮａｉｌＳａｌｏｎ　ｄｏｋｕｉｃｈｉｇｏ サービス 理容・美容業 5%

104,819 富山県 富山市 ＮＥＯＣＬＡＳＳＩＣ サービス 飲食業 5%

104,820 富山県 富山市 ＮＥＸＵＳ サービス 理容・美容業 5%

104,821 富山県 富山市 ネクスト ワン 株 サービス その他サービス 5%

104,822 富山県 富山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ根塚店 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,823 富山県 富山市 ネッツトヨタ富山　本店 小売業 その他小売 5%

104,824 富山県 富山市 ネッツトヨタ富山　Ｕ－Ｃａｒステーション 小売業 その他小売 5%

104,825 富山県 富山市 ネッツトヨタ富山富山西店 小売業 その他小売 5%

104,826 富山県 富山市 ネッツトヨタ富山富山南店 小売業 その他小売 5%

104,827 富山県 富山市 ネッツトヨタノヴェルとやま掛尾店 小売業 その他小売 5%

104,828 富山県 富山市 ネッツトヨタノヴェルとやまボデーセンター 小売業 その他小売 5%

104,829 富山県 富山市 ネッツトヨタノヴェルとやま本社 小売業 その他小売 5%

104,830 富山県 富山市 ネッツトヨタノヴェルとやまＵ－Ｃａｒラン 小売業 その他小売 5%

104,831 富山県 富山市 ネッツトヨタノヴェルとやまＹ－Ｔｏｗｎ山 小売業 その他小売 5%

104,832 富山県 富山市 ネットワークタカマツ　荏原店 小売業 電化製品 5%
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104,833 富山県 富山市 ネットワークタカマツ 小売業 電化製品 5%

104,834 富山県 富山市 ネットワークタカマツ荏原店 小売業 電化製品 5%

104,835 富山県 富山市 能作　マリエとやま店 小売業 その他小売 5%

104,836 富山県 富山市 ＮＯＳＡＫＡ富山店 小売業 衣料品 5%

104,837 富山県 富山市 Ｂａｒ　Ａｓｔｅｒ サービス 飲食業 5%

104,838 富山県 富山市 ＰＡＲＱＳ　ｔｏｙａｍａ 小売業 衣料品 5%

104,839 富山県 富山市 ＰＡＲＱＳ　ＭＥＮ’Ｓ 小売業 衣料品 5%

104,840 富山県 富山市 バークレー　マリエとやま店 小売業 その他小売 5%

104,841 富山県 富山市 ｂｕｒｄｅｎ 小売業 衣料品 5%

104,842 富山県 富山市 ＢＡＲＢＡＲサポーズ ｂａｒｂｅｒｓｕｐｐｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

104,843 富山県 富山市 ＢａｒｂｅｒｓｈｏｐＴｓ サービス 理容・美容業 5%

104,844 富山県 富山市 パーマネントデザインショップ 小売業 家具・調度品 5%

104,845 富山県 富山市 ＢＡＲ みやた サービス 飲食業 5%

104,846 富山県 富山市 バーラウンジ　プッチ サービス 飲食業 5%

104,847 富山県 富山市 パールクリーニング サービス その他サービス 5%

104,848 富山県 富山市 ハウジングスタジオＫＡＴＯ 小売業 電化製品 5%

104,849 富山県 富山市 博多ラーメンばたやん　駅前店 サービス 飲食業 5%

104,850 富山県 富山市 ＰＡＲＱＳ 小売業 衣料品 5%

104,851 富山県 富山市 ハシヅメ　ブライダルサロン 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,852 富山県 富山市 ハシヅメ眼鏡店　新根塚店 小売業 貴金属・服飾品 5%

104,853 富山県 富山市 ｈａｚｅｒｕ　ｃｏｆｆｅｅ　ｈａｚｅｒｕ　ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

104,854 富山県 富山市 ８番らーめん安養寺店 サービス 飲食業 2%

104,855 富山県 富山市 ８番らーめん飯野あらや店 サービス 飲食業 2%

104,856 富山県 富山市 ８番らーめん大泉店 サービス 飲食業 2%

104,857 富山県 富山市 ８番らーめん大沢野店 サービス 飲食業 2%

104,858 富山県 富山市 ８番らーめん奥田店 サービス 飲食業 2%

104,859 富山県 富山市 ８番らーめん呉羽本郷店 サービス 飲食業 2%

104,860 富山県 富山市 ８番らーめん黒瀬店 サービス 飲食業 2%

104,861 富山県 富山市 ８番らーめん新庄店 サービス 飲食業 2%

104,862 富山県 富山市 ８番らーめん太郎丸店 サービス 飲食業 2%

104,863 富山県 富山市 ８番らーめん富山呉羽店 サービス 飲食業 2%

104,864 富山県 富山市 ８番らーめん中川原店 サービス 飲食業 2%

104,865 富山県 富山市 ８番らーめん羽根店 サービス 飲食業 2%

104,866 富山県 富山市 ８番らーめん八尾店 サービス 飲食業 2%

104,867 富山県 富山市 八ぶんめ サービス 飲食業 5%

104,868 富山県 富山市 ハッピー食堂 中央通り店 サービス 飲食業 5%

104,869 富山県 富山市 ハーティ　富山店 小売業 その他小売 5%

104,870 富山県 富山市 パティスリーミレジム 小売業 食料品 5%

104,871 富山県 富山市 花園町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,872 富山県 富山市 パナパック・にしだ 小売業 電化製品 5%

104,873 富山県 富山市 花メイト 小売業 その他小売 5%

104,874 富山県 富山市 花メイト 小売業 その他小売 5%
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104,875 富山県 富山市 はなれ サービス 飲食業 5%

104,876 富山県 富山市 ＨＯＮＥＹ　Ａｎｉｍａｌ　Ｃｌｉ サービス その他サービス 5%

104,877 富山県 富山市 浜多屋　あまよっと横丁店 サービス 飲食業 5%

104,878 富山県 富山市 浜とみ サービス 飲食業 5%

104,879 富山県 富山市 速星中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,880 富山県 富山市 パラディアーナ 小売業 衣料品 5%

104,881 富山県 富山市 バルバンコ サービス 飲食業 5%

104,882 富山県 富山市 Ｐａｒａｄｅ今泉店 小売業 その他小売 5%

104,883 富山県 富山市 Ｐａｒａｄｅ北の森店 小売業 その他小売 5%

104,884 富山県 富山市 Ｐａｒａｄｅ総曲輪店 小売業 その他小売 5%

104,885 富山県 富山市 Ｐａｒａｄｅ天正寺店 小売業 その他小売 5%

104,886 富山県 富山市 Ｐａｒａｄｅ富山羽根店 小売業 その他小売 5%

104,887 富山県 富山市 Ｐａｒａｄｅ 小売業 衣料品 5%

104,888 富山県 富山市 ＰａｉｎＡｌｌｉｅｒ　パンアリエ 小売業 食料品 5%

104,889 富山県 富山市 パンオーレ掛尾店 小売業 食料品 5%

104,890 富山県 富山市 バーンズ飯野店 サービス 飲食業 5%

104,891 富山県 富山市 バーンズ呉羽店 サービス 飲食業 5%

104,892 富山県 富山市 バーンズ黒瀬店 サービス 飲食業 5%

104,893 富山県 富山市 ハンプティーダンプティー富山掛尾店 小売業 その他小売 5%

104,894 富山県 富山市 ＢＭＯ富山呉羽店 小売業 衣料品 5%

104,895 富山県 富山市 ピーク富山ファボーレ店 小売業 衣料品 5%

104,896 富山県 富山市 Ｐｃ’ｓ　ａｔａｍａｎｏｉｅ サービス 理容・美容業 5%

104,897 富山県 富山市 ｐｉｉｓｕ 小売業 衣料品 5%

104,898 富山県 富山市 美環 サービス その他サービス 5%

104,899 富山県 富山市 ビストロ　Ｄｏｎｎａ？ サービス 飲食業 5%

104,900 富山県 富山市 ビスページ富山婦中店 小売業 衣料品 5%

104,901 富山県 富山市 びっくりドンキー本郷店 サービス 飲食業 2%

104,902 富山県 富山市 ｐｉｚｚａ　ｉｓｍ サービス 飲食業 5%

104,903 富山県 富山市 ひばり快腸堂　ひばり快腸堂 小売業 その他小売 5%

104,904 富山県 富山市 １００円ショップポピア　婦中ショッピングセンターパピ店 小売業 その他小売 5%

104,905 富山県 富山市 百万石銘店　とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,906 富山県 富山市 ＰｕｒｅＮａｉｌ　マリエとやま店 サービス 理容・美容業 5%

104,907 富山県 富山市 Ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　あや サービス 理容・美容業 5%

104,908 富山県 富山市 Ｈｕｔｔｅ 小売業 衣料品 5%

104,909 富山県 富山市 ビューティプラザ　はまざき　本店 小売業 その他小売 5%

104,910 富山県 富山市 美容室ウィズ　水橋店 サービス 理容・美容業 5%

104,911 富山県 富山市 美容室デジール サービス 理容・美容業 5%

104,912 富山県 富山市 美容室ヘアーメイクリミックス　新 サービス 理容・美容業 5%

104,913 富山県 富山市 ＨＩＲＡＴＡ 小売業 その他小売 5%

104,914 富山県 富山市 ひらのでんか 小売業 電化製品 5%

104,915 富山県 富山市 平野電機 小売業 電化製品 5%

104,916 富山県 富山市 ＨＩＲＯ　Ｇｒａｎｄ　ｊｅｔｅ サービス 理容・美容業 5%
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104,917 富山県 富山市 Ｈ！ＲＯＣＯＮ　富山ＣｉＣ店 小売業 その他小売 5%

104,918 富山県 富山市 廣瀬動物病院 サービス その他サービス 5%

104,919 富山県 富山市 廣瀬洋服店 小売業 衣料品 5%

104,920 富山県 富山市 ファッションギャラリー・プロムナード 小売業 衣料品 5%

104,921 富山県 富山市 ファッションサロン・グレース 小売業 衣料品 5%

104,922 富山県 富山市 ファッションサロングレースインテック店 小売業 衣料品 5%

104,923 富山県 富山市 ファニチャーパーク　Ｋ３ 小売業 家具・調度品 5%

104,924 富山県 富山市 ファブリックジャム　富山店 小売業 衣料品 5%

104,925 富山県 富山市 ファミリーパークウエストＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,926 富山県 富山市 ＦａｒｍｚｕＴｉｓｃｈ サービス 飲食業 5%

104,927 富山県 富山市 ｈｕａｌｉ ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

104,928 富山県 富山市 Ｆｕｎ　Ｔｉｍｅ サービス 飲食業 5%

104,929 富山県 富山市 Ｆｅｅｌさかがみ 小売業 衣料品 5%

104,930 富山県 富山市 Ｆｉｃｕｓ【フィカス】 サービス 理容・美容業 5%

104,931 富山県 富山市 フェスタ４１金泉寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,932 富山県 富山市 フェリーチェ サービス 理容・美容業 5%

104,933 富山県 富山市 フェルヴェール富山駅店 サービス 飲食業 5%

104,934 富山県 富山市 フォルムプラス　マリエとやま店 小売業 衣料品 5%

104,935 富山県 富山市 ＶＯＮＤＯＴ 小売業 衣料品 5%

104,936 富山県 富山市 藤ノ木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,937 富山県 富山市 ＦＵＪＩＲＥＸ サービス その他サービス 5%

104,938 富山県 富山市 ＢＯＯＫ・ＯＦＦ富山黒瀬店 小売業 その他小売 2%

104,939 富山県 富山市 ＢＯＯＫ・ＯＦＦ富山山室店 小売業 その他小売 2%

104,940 富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ大沢野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

104,941 富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ奥田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

104,942 富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ掛尾本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

104,943 富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ北の森店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

104,944 富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだＣｏｍｉｃ－Ｌａｂｏ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

104,945 富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだファボーレ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

104,946 富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ婦中店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

104,947 富山県 富山市 ブティック　Ｒｅｉ 小売業 衣料品 5%

104,948 富山県 富山市 プティボヌール サービス 飲食業 5%

104,949 富山県 富山市 ぶどう不動産 サービス その他サービス 5%

104,950 富山県 富山市 ブライダルハウスことぶき富山店 サービス その他サービス 5%

104,951 富山県 富山市 Ｂｒｏｗｎｉｅ サービス 理容・美容業 5%

104,952 富山県 富山市 フラワーショップ　イランイラン 小売業 その他小売 5%

104,953 富山県 富山市 ブランシェ　富山店 小売業 その他小売 5%

104,954 富山県 富山市 ＦＲＡＮＧＩＰＡＮＩ中央通り本店 サービス 飲食業 5%

104,955 富山県 富山市 プリーズインターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,956 富山県 富山市 ｐｕｌｉｔｏ サービス 理容・美容業 5%

104,957 富山県 富山市 ブリヂストン金屋タイヤセンター 小売業 その他小売 5%

104,958 富山県 富山市 ＢＲＩＤＧＥｈａｉｒｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%
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104,959 富山県 富山市 フルーツよしおか 小売業 食料品 5%

104,960 富山県 富山市 Ｂｌｕｅ　Ｍｏｏｎ　Ｋ　ｓ 小売業 その他小売 5%

104,961 富山県 富山市 フルールリブラン　きときと市場とやマルシェ店 小売業 食料品 5%

104,962 富山県 富山市 ふるかじ２?１４ サービス 飲食業 5%

104,963 富山県 富山市 古里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

104,964 富山県 富山市 ふるまいや　とやマルシェ店 小売業 その他小売 5%

104,965 富山県 富山市 フレッシュネスバーガー富山婦中町 サービス 飲食業 2%

104,966 富山県 富山市 ｆｒｉｅｎｄｓ サービス 理容・美容業 5%

104,967 富山県 富山市 フレンチキッス  フレンチ キッス 小売業 その他小売 5%

104,968 富山県 富山市 ｆｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

104,969 富山県 富山市 プロント　マリエとやま店 サービス 飲食業 2%

104,970 富山県 富山市 ＨＡＩＲ　ＳＮＵＧ サービス 理容・美容業 5%

104,971 富山県 富山市 Ｈａｉｒ　Ｂｌｅｓｓ サービス 理容・美容業 5%

104,972 富山県 富山市 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ｐａｔｉｎａ　ｖｅｉｌ サービス 理容・美容業 5%

104,973 富山県 富山市 Ｈａｉｒ　ＲＯＪＪ サービス 理容・美容業 5%

104,974 富山県 富山市 ｈａｉｒ ｇａｒｄｅｎ Ｒｏｌｄ 黒瀬店 サービス 理容・美容業 5%

104,975 富山県 富山市 ｈａｉｒｃｒａｆｔＬａＢ サービス 理容・美容業 5%

104,976 富山県 富山市 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｒｅｆｕａ サービス 理容・美容業 5%

104,977 富山県 富山市 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

104,978 富山県 富山市 ヘアーメイク　アンシャンテ サービス 理容・美容業 5%

104,979 富山県 富山市 ヘアーガーデン　フィカス サービス 理容・美容業 5%

104,980 富山県 富山市 ｈａｉｒｇａｒｄｅｎＲｏｌｄ サービス 理容・美容業 5%

104,981 富山県 富山市 ＨＡＩＲcopain サービス その他サービス 5%

104,982 富山県 富山市 ｈａｉｒ’ｓ　ｍｉｎｔ サービス 理容・美容業 5%

104,983 富山県 富山市 ヘアーメイクプラセール サービス 理容・美容業 5%

104,984 富山県 富山市 ｈａｉｒｒｏｏｍＣｏｔｔａｎ サービス 理容・美容業 5%

104,985 富山県 富山市 ベーシック サービス 理容・美容業 5%

104,986 富山県 富山市 ＰＥＰＩＮ サービス 飲食業 5%

104,987 富山県 富山市 ヘルス ビューティーはなの木 はなの木薬局アピタ富山店 小売業 その他小売 5%

104,988 富山県 富山市 Ｖｅｒｔ富山店 サービス 理容・美容業 5%

104,989 富山県 富山市 ベルフォンス 小売業 食料品 5%

104,990 富山県 富山市 弁慶掛尾店 小売業 衣料品 5%

104,991 富山県 富山市 弁慶豊田店 小売業 衣料品 5%

104,992 富山県 富山市 ペンションホワイトベル サービス 宿泊業 5%

104,993 富山県 富山市 ＢＯＵＺ 小売業 その他小売 5%

104,994 富山県 富山市 法優法律事務所 サービス その他サービス 5%

104,995 富山県 富山市 Ｂｏｙｓ　＆　Ｇｉｒｌｓ サービス 飲食業 5%

104,996 富山県 富山市 北陸塩業株式会社 小売業 食料品 5%

104,997 富山県 富山市 北陸車研工業株式会社 サービス その他サービス 5%

104,998 富山県 富山市 北陸酒販株式会社 小売業 食料品 5%

104,999 富山県 富山市 北陸ビーエスタイヤ販売　富山営業所 小売業 その他小売 5%

105,000 富山県 富山市 北陸補聴器センター富山店 小売業 その他小売 5%
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105,001 富山県 富山市 ＰＯＣＯ　Ａ　ＰＯＣＯ サービス 理容・美容業 5%

105,002 富山県 富山市 ほし乃 サービス 飲食業 5%

105,003 富山県 富山市 北国観光　富山支店 サービス その他サービス 5%

105,004 富山県 富山市 ホテル　立山 サービス 宿泊業 5%

105,005 富山県 富山市 ホテル古志 サービス 宿泊業 5%

105,006 富山県 富山市 ㈱ホテル祥園 サービス 宿泊業 5%

105,007 富山県 富山市 仄香 サービス 飲食業 5%

105,008 富山県 富山市 ホームマート・ピエザ 小売業 家具・調度品 5%

105,009 富山県 富山市 ポルコロッソ サービス 理容・美容業 5%

105,010 富山県 富山市 ボンジュールＳＡＫＡＴＡ　富山駅前店 サービス 飲食業 5%

105,011 富山県 富山市 本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,012 富山県 富山市 マイルストーンズ 小売業 衣料品 5%

105,013 富山県 富山市 マクドナルド呉羽店 サービス 飲食業 2%

105,014 富山県 富山市 マクドナルド五福アリス店 サービス 飲食業 2%

105,015 富山県 富山市 マクドナルド下赤江店 サービス 飲食業 2%

105,016 富山県 富山市 マクドナルド富山インター店 サービス 飲食業 2%

105,017 富山県 富山市 マクドナルド富山空港通り店 サービス 飲食業 2%

105,018 富山県 富山市 マクドナルド富山中川原店 サービス 飲食業 2%

105,019 富山県 富山市 マクドナルド富山東アピタ店 サービス 飲食業 2%

105,020 富山県 富山市 マクドナルド８号線田尻店 サービス 飲食業 2%

105,021 富山県 富山市 マクドナルドフューチャーシティファボーレ店 サービス 飲食業 2%

105,022 富山県 富山市 マクドナルド４１号荒川店 サービス 飲食業 2%

105,023 富山県 富山市 マクドナルド４１号大沢野店 サービス 飲食業 2%

105,024 富山県 富山市 鱒寿し本舗　　株　今井商店 小売業 食料品 5%

105,025 富山県 富山市 ますのすしミュージアム 小売業 食料品 5%

105,026 富山県 富山市 ＭＡＴＳＵＩ　＋　ＥＵＲＯＰＡ 小売業 衣料品 5%

105,027 富山県 富山市 ＭＡＴＳＵＩ　＋　ＥＵＲＯＰＡ 小売業 衣料品 5%

105,028 富山県 富山市 株式会社　まつ川 小売業 食料品 5%

105,029 富山県 富山市 マッチングサポート サービス その他サービス 5%

105,030 富山県 富山市 ＭＡＴＳＵＹＡ　２Ｆ 小売業 衣料品 5%

105,031 富山県 富山市 マツヤグループ 小売業 衣料品 5%

105,032 富山県 富山市 マリブ サービス 宿泊業 5%

105,033 富山県 富山市 まるたかや　赤田店 サービス 飲食業 5%

105,034 富山県 富山市 まるたかや　牛島店 サービス 飲食業 5%

105,035 富山県 富山市 まるたかや　新庄店 サービス 飲食業 5%

105,036 富山県 富山市 まるたかや　豊田店 サービス 飲食業 5%

105,037 富山県 富山市 マルナミ 小売業 その他小売 5%

105,038 富山県 富山市 丸二電器商会 小売業 電化製品 5%

105,039 富山県 富山市 マルヒヤ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

105,040 富山県 富山市 マルフジ 小売業 電化製品 5%

105,041 富山県 富山市 マンガ倉庫　富山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

105,042 富山県 富山市 三沢電機商会 小売業 電化製品 5%
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105,043 富山県 富山市 水上芳一商店 小売業 食料品 5%

105,044 富山県 富山市 水橋ＳＳ　有限会社角川石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,045 富山県 富山市 味噌家 武べゑ サービス 飲食業 5%

105,046 富山県 富山市 弥陀ケ原ホテル サービス 宿泊業 5%

105,047 富山県 富山市 南富山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,048 富山県 富山市 宮田自動車工業 サービス その他サービス 5%

105,049 富山県 富山市 宮田旅館 サービス 宿泊業 5%

105,050 富山県 富山市 ミュージックマインド 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

105,051 富山県 富山市 Mule HAIR サービス 理容・美容業 5%

105,052 富山県 富山市 ムッシュー ジー Ｍｏｎｓｉｅｕｒ Ｊ 小売業 食料品 5%

105,053 富山県 富山市 ＭＯＯＮ　ｔｈｅ　ＭＯＯＮ　２ｎｄ サービス 飲食業 5%

105,054 富山県 富山市 メイクス 小売業 衣料品 5%

105,055 富山県 富山市 メガネのハラダ 小売業 その他小売 5%

105,056 富山県 富山市 メガネのハラダ 小売業 その他小売 5%

105,057 富山県 富山市 メガネのハラダ　大町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,058 富山県 富山市 メガネのハラダ　北の森店 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,059 富山県 富山市 メガネのハラダ　呉羽店 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,060 富山県 富山市 メガネのハラダ　下赤江店 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,061 富山県 富山市 メガネのハラダ　新庄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,062 富山県 富山市 メガネのハラダ　総曲輪店 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,063 富山県 富山市 メガネのハラダ　中教院前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,064 富山県 富山市 メガネのハラダ　中川原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,065 富山県 富山市 メガネのハラダ　婦中店 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,066 富山県 富山市 メガネのハラダ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,067 富山県 富山市 メガネのハラダ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,068 富山県 富山市 メガネハウス上飯野 小売業 その他小売 5%

105,069 富山県 富山市 メガネハウス富山奥田 小売業 その他小売 5%

105,070 富山県 富山市 メガネハウス富山北 小売業 その他小売 5%

105,071 富山県 富山市 メガネハウス富山下堀 小売業 その他小売 5%

105,072 富山県 富山市 メガネハウス富山大泉 小売業 その他小売 5%

105,073 富山県 富山市 メガネハウス富山本店 小売業 その他小売 5%

105,074 富山県 富山市 メガネハウス富山南 小売業 その他小売 5%

105,075 富山県 富山市 メガネハウス富山山室 小売業 その他小売 5%

105,076 富山県 富山市 メガネハウス婦中 小売業 その他小売 5%

105,077 富山県 富山市 メガネハウス水橋ミューズ 小売業 その他小売 5%

105,078 富山県 富山市 麺王 サービス 飲食業 5%

105,079 富山県 富山市 メンズ脱毛ＭＡＸ富山店 サービス 理容・美容業 5%

105,080 富山県 富山市 ヘアースタジオ　フォーティーワン サービス 理容・美容業 5%

105,081 富山県 富山市 めん家 めん家 サービス 飲食業 5%

105,082 富山県 富山市 麺家いろは ＣｉＣ店 サービス 飲食業 5%

105,083 富山県 富山市 Ｍｏｒｎｉｎｇ　Ｇｌｏｗ 小売業 衣料品 5%

105,084 富山県 富山市 ＭＯＭＩ＆ＴＯＹ’Ｓ　マリエとやま店 サービス 飲食業 2%
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105,085 富山県 富山市 もみかる　富山田中町店 サービス 理容・美容業 5%

105,086 富山県 富山市 もみかる　富山本店 サービス 理容・美容業 5%

105,087 富山県 富山市 もみかる　山室店 サービス 理容・美容業 5%

105,088 富山県 富山市 もみかる　上飯野店 サービス その他サービス 5%

105,089 富山県 富山市 もみケア富山 サービス その他サービス 5%

105,090 富山県 富山市 ＭＯＹＵ　８６　滝内厚子 小売業 その他小売 5%

105,091 富山県 富山市 森元プロパン店 小売業 その他小売 5%

105,092 富山県 富山市 やかもち蔵 小売業 食料品 5%

105,093 富山県 富山市 焼肉　牛若 サービス 飲食業 5%

105,094 富山県 富山市 焼肉牛寅二口店 サービス 飲食業 5%

105,095 富山県 富山市 焼肉ハウス　梨花苑 サービス 飲食業 5%

105,096 富山県 富山市 焼肉家こげたん　富山上飯野店 サービス 飲食業 5%

105,097 富山県 富山市 焼肉家こげたん　富山呉羽店 サービス 飲食業 5%

105,098 富山県 富山市 焼肉家こげたん　富山二口店 サービス 飲食業 5%

105,099 富山県 富山市 八尾井田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,100 富山県 富山市 八尾燃商有限会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,101 富山県 富山市 ｙａｃｃｈｉ 小売業 衣料品 5%

105,102 富山県 富山市 ヤットルゾー　五條 サービス 飲食業 5%

105,103 富山県 富山市 山岡石材工業　富山営業部 小売業 その他小売 5%

105,104 富山県 富山市 山岡石材工業　富山西番店 小売業 その他小売 5%

105,105 富山県 富山市 山岡石材工業　富山婦中店 小売業 その他小売 5%

105,106 富山県 富山市 山岡石材工業　富山山室店 小売業 その他小売 5%

105,107 富山県 富山市 山岸金物店 小売業 家具・調度品 5%

105,108 富山県 富山市 山口自動車工業　株 サービス その他サービス 5%

105,109 富山県 富山市 山口書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

105,110 富山県 富山市 山田温泉　玄猿楼 サービス 宿泊業 5%

105,111 富山県 富山市 やまむろ動物病院 サービス その他サービス 5%

105,112 富山県 富山市 （有）月世界本舗 小売業 食料品 5%

105,113 富山県 富山市 有限会社 河合デンキ 小売業 電化製品 5%

105,114 富山県 富山市 有限会社浅野電機商会　浅野電機 小売業 電化製品 5%

105,115 富山県 富山市 有 イワキ自動車サービス サービス その他サービス 5%

105,116 富山県 富山市 有　エールロビン 小売業 衣料品 5%

105,117 富山県 富山市 （有）川上商店 サービス 飲食業 5%

105,118 富山県 富山市 ［ＨＣ］有限会社電化のナカジマ 小売業 電化製品 5%

105,119 富山県 富山市 有限会社富山サイクリングセンター 小売業 その他小売 5%

105,120 富山県 富山市 ［ＨＣ］（有）丸山電機 小売業 電化製品 5%

105,121 富山県 富山市 有限会社横江写真館 サービス その他サービス 5%

105,122 富山県 富山市 有限会社若葉モータース サービス その他サービス 5%

105,123 富山県 富山市 ゆうらくざ・いいざわ 小売業 電化製品 5%

105,124 富山県 富山市 ゆうらくざこんぱす 小売業 電化製品 5%

105,125 富山県 富山市 ゆうらくざたかぎ 小売業 電化製品 5%

105,126 富山県 富山市 ゆうらくざ・たがみ 小売業 電化製品 5%
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105,127 富山県 富山市 ゆうらくざ つじさわ 小売業 電化製品 5%

105,128 富山県 富山市 ゆうらくざ・つじさわ 小売業 電化製品 5%

105,129 富山県 富山市 ゆうらくざ・まるやま 小売業 電化製品 5%

105,130 富山県 富山市 ゆうらくざ・やまもと 小売業 電化製品 5%

105,131 富山県 富山市 ＵＳ．ＭＡＴＳＵＹＡ 小売業 衣料品 5%

105,132 富山県 富山市 ユーエスファニチャー　上本町店 小売業 家具・調度品 5%

105,133 富山県 富山市 ユニテ サービス その他サービス 5%

105,134 富山県 富山市 ユニフォームスタジオコパン富山店 小売業 衣料品 5%

105,135 富山県 富山市 輸入家具のユーエスファニチャー 小売業 家具・調度品 5%

105,136 富山県 富山市 夢酒バル　ロジウラ サービス 飲食業 5%

105,137 富山県 富山市 洋食　だんらんや サービス 飲食業 5%

105,138 富山県 富山市 洋食　だんらんや サービス 飲食業 5%

105,139 富山県 富山市 株式会社吉田住宅設備 小売業 その他小売 5%

105,140 富山県 富山市 吉田陶器店 小売業 その他小売 5%

105,141 富山県 富山市 吉田屋鱒寿し本舗 サービス 飲食業 5%

105,142 富山県 富山市 四ツ葉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,143 富山県 富山市 米沢亭　富山店 サービス 飲食業 5%

105,144 富山県 富山市 米沢亭　富山羽根店 サービス 飲食業 5%

105,145 富山県 富山市 よねみち商会 小売業 衣料品 5%

105,146 富山県 富山市 Ｌａ　Ｓｅｅｄ サービス その他サービス 5%

105,147 富山県 富山市 ラ・ポンテ 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,148 富山県 富山市 らーめん世界富山呉羽店 サービス 飲食業 5%

105,149 富山県 富山市 らぁめん　めん丸　新庄銀座店 サービス 飲食業 5%

105,150 富山県 富山市 ラヴィヘアスペース サービス 理容・美容業 5%

105,151 富山県 富山市 ラウンジバー　ハーベスト サービス 飲食業 5%

105,152 富山県 富山市 らくやん天正寺店 サービス その他サービス 5%

105,153 富山県 富山市 らくやん富山インター店 サービス その他サービス 5%

105,154 富山県 富山市 らくやん山室店 サービス その他サービス 5%

105,155 富山県 富山市 ラケットショップ富山 小売業 その他小売 5%

105,156 富山県 富山市 ラケットスペース 小売業 その他小売 5%

105,157 富山県 富山市 ラフォルマ サービス 理容・美容業 5%

105,158 富山県 富山市 ラ・メゾン　ド　ジュン 小売業 食料品 5%

105,159 富山県 富山市 ラ・モード・シャロン 小売業 衣料品 5%

105,160 富山県 富山市 ランプジャック掛尾　ステージ２ 小売業 その他小売 5%

105,161 富山県 富山市 ランプジャック掛尾　ステージ１ 小売業 その他小売 5%

105,162 富山県 富山市 ランプジャック掛尾　ステージ１［マービス 小売業 その他小売 5%

105,163 富山県 富山市 ＲＡＭＰＪＡＣＫ　掛尾店ステージ２ 小売業 その他小売 5%

105,164 富山県 富山市 ＲＡＭＰＪＡＣＫ　掛尾店ステージ１ 小売業 その他小売 5%

105,165 富山県 富山市 Ｒｅ－ｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

105,166 富山県 富山市 Ｌｉｅｎ サービス 飲食業 5%

105,167 富山県 富山市 リーガルシューズ 小売業 衣料品 5%

105,168 富山県 富山市 ＲＥＧＡＬＳＨＯＥＳ富山店 小売業 その他小売 2%
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105,169 富山県 富山市 リカーランド　ドリーム　フジサワ酒店 小売業 食料品 5%

105,170 富山県 富山市 リカープラザことぶきや婦中店 小売業 食料品 5%

105,171 富山県 富山市 ｒｅ－ｇａｌａ サービス 理容・美容業 5%

105,172 富山県 富山市 リサイクルきもの　たんす屋　富山店 小売業 衣料品 5%

105,173 富山県 富山市 リッジラインボルダリングジム サービス その他サービス 5%

105,174 富山県 富山市 リバーリトリート　雅楽倶 サービス 宿泊業 5%

105,175 富山県 富山市 リバーリトリート雅楽倶　フロント サービス 宿泊業 5%

105,176 富山県 富山市 リバーリトリート雅楽倶　ラウンジ サービス 宿泊業 5%

105,177 富山県 富山市 リバーリトリート雅楽倶　レストラン サービス 宿泊業 5%

105,178 富山県 富山市 株式会社リビック富山　富山営業所 小売業 その他小売 5%

105,179 富山県 富山市 株式会社リビック富山　富山営業所２ 小売業 その他小売 5%

105,180 富山県 富山市 リプラス　マリエとやま店 サービス 理容・美容業 5%

105,181 富山県 富山市 リブラン　赤田店 小売業 食料品 5%

105,182 富山県 富山市 リブラン　北本店 小売業 食料品 5%

105,183 富山県 富山市 リブラン　空港通り店 小売業 食料品 5%

105,184 富山県 富山市 リブラン　五福店 小売業 食料品 5%

105,185 富山県 富山市 リブラン　婦中店 小売業 食料品 5%

105,186 富山県 富山市 ＰＥＡＰＡＩＲ　ＣＬＵＢ　Ｒｅｐａｉｒ　Ｃｌｕｂ サービス その他サービス 5%

105,187 富山県 富山市 リュテス　マリエとやま店 小売業 その他小売 5%

105,188 富山県 富山市 理容 うめざわ サービス 理容・美容業 5%

105,189 富山県 富山市 理容室いもり サービス 理容・美容業 5%

105,190 富山県 富山市 リラクゼーションサロンＴａｇｅ サービス その他サービス 5%

105,191 富山県 富山市 リラクゼーションスペース　ラフィネ　マリエとやま店 サービス その他サービス 5%

105,192 富山県 富山市 輪玖 サービス 理容・美容業 5%

105,193 富山県 富山市 Ｌｕ　Ｐａｒｑｓ サービス 飲食業 5%

105,194 富山県 富山市 Ｒｏｕｔｅ４６ サービス 飲食業 5%

105,195 富山県 富山市 ｒｕｓｃｅｌｌｏ サービス 飲食業 5%

105,196 富山県 富山市 ル・セジュール　ド　ジュン 小売業 食料品 5%

105,197 富山県 富山市 ルネファミーユ　マリエとやま店 小売業 その他小売 5%

105,198 富山県 富山市 ル・パティシェ　ジュン 小売業 食料品 5%

105,199 富山県 富山市 Ｌａｂｏｕｒ ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 小売業 家具・調度品 5%

105,200 富山県 富山市 ＬＥＡＴＨＡＣ 小売業 衣料品 5%

105,201 富山県 富山市 Ｌｅｇｉｔ サービス 理容・美容業 5%

105,202 富山県 富山市 ＬＥＤＭＡＴＩＣＳ 小売業 その他小売 5%

105,203 富山県 富山市 ＬＥＤＭＡＴＩＣＳ 小売業 その他小売 5%

105,204 富山県 富山市 Ｌｅｄｙ　【レディ】 サービス 理容・美容業 5%

105,205 富山県 富山市 ＲｅｐｔｉｍｅＤｅｓｉｇｎ 小売業 その他小売 5%

105,206 富山県 富山市 ローザ大成堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,207 富山県 富山市 ローズドメイ 小売業 衣料品 5%

105,208 富山県 富山市 Ｒｏｌｄ　ｓｏｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

105,209 富山県 富山市 Ｒｏｌｄ　ｆｉｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

105,210 富山県 富山市 Ｒｏｌｄ　ｌｅｖｅｎｄｅ サービス 理容・美容業 5%
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105,211 富山県 富山市 ワーム薬品株式会社 ワーム薬品株式会社 水橋店 小売業 その他小売 5%

105,212 富山県 富山市 ワイズドギー　富山店 サービス その他サービス 5%

105,213 富山県 富山市 ＷＩＮＩＳＴＡ サービス 飲食業 5%

105,214 富山県 富山市 我家的厨房　Ｂｉｇ５ サービス 飲食業 5%

105,215 富山県 富山市 和気あいあい サービス 飲食業 5%

105,216 富山県 富山市 和気アイアイ サービス 飲食業 5%

105,217 富山県 富山市 和具　ペリカン堂 小売業 その他小売 5%

105,218 富山県 富山市 和合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,219 富山県 富山市 和食飲楽だいこくや　マリエとやま店 サービス 飲食業 5%

105,220 富山県 富山市 ワシントン靴店　今泉店 小売業 衣料品 5%

105,221 富山県 富山市 ワシントン靴店　呉羽店 小売業 衣料品 5%

105,222 富山県 富山市 ワシントン靴店　富山南店 小売業 衣料品 5%

105,223 富山県 富山市 ワシントン靴店　配送センター 小売業 衣料品 5%

105,224 富山県 富山市 ワシントン靴店　南店 小売業 衣料品 5%

105,225 富山県 富山市 和洋旬菜　新 サービス 飲食業 5%

105,226 富山県 富山市 笑色 サービス 飲食業 5%

105,227 富山県 富山市 ワンダフル工房赤田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,228 富山県 富山市 ワンダフル工房窪店 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,229 富山県 富山市 ワンダフル工房布瀬店 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,230 富山県 富山市 ワンダフル工房　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,231 富山県 富山市 ワンダフルセルフ富山東 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,232 富山県 富山市 ワンダフルセルフ古沢 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,233 富山県 富山市 ワンダフルセルフ本郷 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,234 富山県 富山市 ワンダフルセルフ町村 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,235 富山県 滑川市 Ａｉ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

105,236 富山県 滑川市 秋吉滑川店 サービス 飲食業 5%

105,237 富山県 滑川市 （株）浅野モータース サービス その他サービス 5%

105,238 富山県 滑川市 出光滑川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,239 富山県 滑川市 出光滑川中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,240 富山県 滑川市 ＶＩＮＣＥＮＴ 小売業 衣料品 5%

105,241 富山県 滑川市 ＥｎｅＪｅｔ早月ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,242 富山県 滑川市 カネソ　滑川営業所 小売業 その他小売 5%

105,243 富山県 滑川市 ＣＡＦＥ　ＳＨＵ　ＢＥＡＮＳ　ＣＡＦＥ　ＳＨＵ　ＢＥＡＮＳ サービス 飲食業 5%

105,244 富山県 滑川市 ガレージアシスト 小売業 その他小売 5%

105,245 富山県 滑川市 ｇＲｉｎ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

105,246 富山県 滑川市 菜香厨房　滑川店 サービス 飲食業 5%

105,247 富山県 滑川市 シャンデールサロン　夢かぐら 小売業 その他小売 5%

105,248 富山県 滑川市 スーパーしまかわ 小売業 その他小売 5%

105,249 富山県 滑川市 スカイホテル滑川 サービス 宿泊業 5%

105,250 富山県 滑川市 宅配のあったかご飯　いなほ屋 小売業 食料品 5%

105,251 富山県 滑川市 立山酒店　滑川店 小売業 食料品 5%

105,252 富山県 滑川市 ＣＨＩＭＵＧＵＫＵＲＵ サービス 理容・美容業 5%

2508



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

105,253 富山県 滑川市 てっぱん居酒屋　まるさん サービス 飲食業 5%

105,254 富山県 滑川市 ドッグサロン　アントン サービス その他サービス 5%

105,255 富山県 滑川市 ＴＯＭＩＹＡ　ｏｂｅｎｔｏ＆ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

105,256 富山県 滑川市 ドリトル動物病院 サービス その他サービス 5%

105,257 富山県 滑川市 滑川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,258 富山県 滑川市 滑川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,259 富山県 滑川市 セブン－イレブン滑川上島店 小売業 食料品 2%

105,260 富山県 滑川市 セブン－イレブン滑川中村店 小売業 食料品 2%

105,261 富山県 滑川市 セブン－イレブン滑川早月店 小売業 食料品 2%

105,262 富山県 滑川市 セブンーイレブン滑川柳原店 小売業 食料品 2%

105,263 富山県 滑川市 ＮＥＴ?ＳＰＯＴでんき村 小売業 電化製品 5%

105,264 富山県 滑川市 ８番らーめん滑川店 サービス 飲食業 2%

105,265 富山県 滑川市 ８番らーめん早月店 サービス 飲食業 2%

105,266 富山県 滑川市 ピザテン・フォー　富山滑川店　２ サービス その他サービス 5%

105,267 富山県 滑川市 ひろまる サービス 飲食業 5%

105,268 富山県 滑川市 Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ ＧＲＯＷ サービス 理容・美容業 5%

105,269 富山県 滑川市 ＭＯＧＡ サービス 理容・美容業 5%

105,270 富山県 滑川市 ペットショップマーチ滑川店 小売業 その他小売 5%

105,271 富山県 滑川市 ＰｏｍｍＥ　ＰｏｉｓｏＮ サービス 理容・美容業 5%

105,272 富山県 滑川市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,273 富山県 滑川市 マクドナルド滑川パスタ店 サービス 飲食業 2%

105,274 富山県 滑川市 マコトントコ 小売業 家具・調度品 5%

105,275 富山県 滑川市 まるまん　エール店 小売業 食料品 5%

105,276 富山県 滑川市 まるまん　パスタ店 小売業 食料品 5%

105,277 富山県 滑川市 メガネのハラダ　滑川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,278 富山県 滑川市 メガネハウス滑川 小売業 その他小売 5%

105,279 富山県 滑川市 森本自動車有限会社　滑川店 サービス その他サービス 5%

105,280 富山県 滑川市 ゆうらくざ・いしかわ 小売業 電化製品 5%

105,281 富山県 滑川市 リバーサイド早月ＳＳ株式会社日鉱産業 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,282 富山県 滑川市 有限会社リビック松島 小売業 その他小売 5%

105,283 富山県 南砺市 あさのや 小売業 衣料品 5%

105,284 富山県 南砺市 あづちや 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,285 富山県 南砺市 お土産・お休み処あらい サービス 飲食業 5%

105,286 富山県 南砺市 池田 塔 木彫刻工房 小売業 その他小売 5%

105,287 富山県 南砺市 石黒自動車工業　株式会社 サービス その他サービス 5%

105,288 富山県 南砺市 有限会社石黒種麹店 小売業 食料品 5%

105,289 富山県 南砺市 石崎家具 小売業 家具・調度品 5%

105,290 富山県 南砺市 １９ＨＩＴＯＹＡＳＵＭＩ南砺店 サービス 飲食業 5%

105,291 富山県 南砺市 出光井波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,292 富山県 南砺市 出光福光旭町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,293 富山県 南砺市 井波国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,294 富山県 南砺市 エールラポア サービス 理容・美容業 5%
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105,295 富山県 南砺市 エル・プライム　なかだ 小売業 電化製品 5%

105,296 富山県 南砺市 櫻明堂 小売業 家具・調度品 5%

105,297 富山県 南砺市 お酒とギフト かたやま 小売業 食料品 5%

105,298 富山県 南砺市 理容　Ｃｈｉｃ　Ｗｏｒｋ　ｓ　Ｏｔｔｏ　オット サービス 理容・美容業 5%

105,299 富山県 南砺市 お土産お休み処　あらい 小売業 その他小売 5%

105,300 富山県 南砺市 オヤマ自動車 サービス その他サービス 5%

105,301 富山県 南砺市 カーリボン竹原自動車 サービス その他サービス 5%

105,302 富山県 南砺市 金田城端ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,303 富山県 南砺市 かぶらや 小売業 食料品 5%

105,304 富山県 南砺市 上平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,305 富山県 南砺市 カメラのマツエ 小売業 その他小売 5%

105,306 富山県 南砺市 川合田温泉山田家 サービス 宿泊業 5%

105,307 富山県 南砺市 かわい洋装 小売業 衣料品 5%

105,308 富山県 南砺市 季味の庵 サービス 飲食業 5%

105,309 富山県 南砺市 きよべ呉服店 小売業 衣料品 5%

105,310 富山県 南砺市 靴のタルミ 本店 小売業 その他小売 5%

105,311 富山県 南砺市 靴のタルミ 楽蔵店 小売業 その他小売 5%

105,312 富山県 南砺市 拳カイロプラクティック　拳カイロプラクティック２ サービス その他サービス 5%

105,313 富山県 南砺市 高文堂書店 高文堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

105,314 富山県 南砺市 五箇山荘 サービス 宿泊業 5%

105,315 富山県 南砺市 呉服安谷 小売業 衣料品 5%

105,316 富山県 南砺市 菜彩や　フジタストア 小売業 その他小売 5%

105,317 富山県 南砺市 桜ヶ池　クアガーデン サービス 宿泊業 5%

105,318 富山県 南砺市 里山のオーベルジュ　薪の音 サービス 宿泊業 5%

105,319 富山県 南砺市 サンテボーテ サービス 理容・美容業 5%

105,320 富山県 南砺市 蛇の目寿し サービス 飲食業 5%

105,321 富山県 南砺市 ジョアンナ靴カバン店 小売業 その他小売 5%

105,322 富山県 南砺市 城端ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,323 富山県 南砺市 西洋菓子ＴＡＫＥＵＭＡ サービス その他サービス 5%

105,324 富山県 南砺市 セルフ福野東部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,325 富山県 南砺市 総合衣料　池田屋 小売業 衣料品 5%

105,326 富山県 南砺市 タイヤガーデン　福光 小売業 その他小売 5%

105,327 富山県 南砺市 たいらスノーボードスクール サービス その他サービス 5%

105,328 富山県 南砺市 ＢＥＤＡＮＤＣＲＡＦＴ サービス その他サービス 5%

105,329 富山県 南砺市 タカシマ電化 小売業 電化製品 5%

105,330 富山県 南砺市 タカズーリ喜多 サービス その他サービス 5%

105,331 富山県 南砺市 竹原文林堂 小売業 家具・調度品 5%

105,332 富山県 南砺市 たこ楽福光店 サービス 飲食業 5%

105,333 富山県 南砺市 たんぱ薬局 小売業 その他小売 5%

105,334 富山県 南砺市 中華菜館　チュー福光店 サービス 飲食業 5%

105,335 富山県 南砺市 チューモク株式会社石油部 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,336 富山県 南砺市 珍品堂 小売業 その他小売 5%
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105,337 富山県 南砺市 鶴見燃料店 小売業 その他小売 5%

105,338 富山県 南砺市 ティーエスヨシモト サービス その他サービス 5%

105,339 富山県 南砺市 テ－ラ－モリタ 小売業 衣料品 5%

105,340 富山県 南砺市 となみ衛星通信テレビ　株 サービス その他サービス 5%

105,341 富山県 南砺市 トミイ写真館 小売業 その他小売 5%

105,342 富山県 南砺市 セブン－イレブン南砺角田店 小売業 食料品 2%

105,343 富山県 南砺市 なんと動物病院 サービス その他サービス 5%

105,344 富山県 南砺市 セブン－イレブン南砺二日町店 小売業 食料品 2%

105,345 富山県 南砺市 セブン－イレブン南砺やかた店 小売業 食料品 2%

105,346 富山県 南砺市 Ｎ．ＩＮＧ．たかた 小売業 電化製品 5%

105,347 富山県 南砺市 Ｎ．ＩＮＧ．マルエイ 小売業 電化製品 5%

105,348 富山県 南砺市 Ｎｅｗｉｎｇｌａｎｄやまでん 小売業 電化製品 5%

105,349 富山県 南砺市 ニューイングランドいしだ 小売業 電化製品 5%

105,350 富山県 南砺市 野村プロパン 小売業 その他小売 5%

105,351 富山県 南砺市 ８番らーめん福光店 サービス 飲食業 2%

105,352 富山県 南砺市 はな牛 はな牛 サービス 飲食業 5%

105,353 富山県 南砺市 坂東寝具店 小売業 その他小売 5%

105,354 富山県 南砺市 福野ＳＳ　石井石油有限会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,355 富山県 南砺市 福野東部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,356 富山県 南砺市 福光ＳＳ　南礪石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,357 富山県 南砺市 福光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,358 富山県 南砺市 福光農業協同組合　生活自燃部 サービス その他サービス 5%

105,359 富山県 南砺市 福光農業協同組合　生活部 小売業 その他小売 5%

105,360 富山県 南砺市 福光バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,361 富山県 南砺市 ふくみつ華山温泉 サービス 宿泊業 5%

105,362 富山県 南砺市 ふとんの大井 小売業 家具・調度品 5%

105,363 富山県 南砺市 Ｈａｉｒ　ｎｏｎｏーｒｉｒｉ　Ｐｕｃｃｉ サービス 理容・美容業 5%

105,364 富山県 南砺市 ｍｅａｔ　ｍｅｅｔ　ｃａｆｅ　勝乃屋 サービス 飲食業 5%

105,365 富山県 南砺市 みたに美容室 みたに美容室 サービス 理容・美容業 5%

105,366 富山県 南砺市 道の駅 いなみ木彫りの里 サービス その他サービス 5%

105,367 富山県 南砺市 ミッシュ ローゼ ミッシュローゼ砺波店 小売業 食料品 5%

105,368 富山県 南砺市 ｍｅｔｉｏ 小売業 衣料品 5%

105,369 富山県 南砺市 メディカルトリマーサロン　ピュア サービス その他サービス 5%

105,370 富山県 南砺市 麺屋ひろまる サービス 飲食業 5%

105,371 富山県 南砺市 有限会社　福野タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

105,372 富山県 南砺市 有限会社　村上自動車整備工場 小売業 その他小売 5%

105,373 富山県 南砺市 （有）ニシムラ電化 小売業 電化製品 5%

105,374 富山県 南砺市 有限会社吉田モータース サービス その他サービス 5%

105,375 富山県 南砺市 よしのや旅館 サービス 宿泊業 5%

105,376 富山県 入善町 出光入善ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,377 富山県 入善町 Ｃａｒ　Ｈｏｓｐｉｔａｌ　フナミ サービス その他サービス 5%

105,378 富山県 入善町 きもの京山　きもの京山入善店 小売業 衣料品 5%
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105,379 富山県 入善町 ＣＬＵＢ　ＣＵＴ　ＨＯＵＳＥ サービス 理容・美容業 5%

105,380 富山県 入善町 黒部フリートＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,381 富山県 入善町 こども服ちゃけ 小売業 衣料品 5%

105,382 富山県 入善町 彩泉 小売業 家具・調度品 5%

105,383 富山県 入善町 Ｊｕｌｙ　１ｓｔ サービス 理容・美容業 5%

105,384 富山県 入善町 とるくや サービス 飲食業 5%

105,385 富山県 入善町 入善ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,386 富山県 入善町 セブン－イレブン入善椚山店 小売業 食料品 2%

105,387 富山県 入善町 バーデン明日 サービス 宿泊業 5%

105,388 富山県 入善町 ８番らーめん入善店 サービス 飲食業 2%

105,389 富山県 入善町 ピザテン・フォー　富山入善店　２ サービス その他サービス 5%

105,390 富山県 入善町 Ｂ’ビーダッシュ 小売業 衣料品 5%

105,391 富山県 入善町 藤塚モータース 小売業 その他小売 5%

105,392 富山県 入善町 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｓａｌｏｎ　Ｋ サービス その他サービス 5%

105,393 富山県 入善町 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＡＢＨＡＶＡ サービス 理容・美容業 5%

105,394 富山県 入善町 マクドナルド８号線入善店 サービス 飲食業 2%

105,395 富山県 入善町 丸善醤油株式会社 小売業 食料品 5%

105,396 富山県 入善町 メガネハウス入善 小売業 その他小売 5%

105,397 富山県 入善町 株式会社リビック富山　入善営業所 小売業 その他小売 5%

105,398 富山県 入善町 株式会社リビック富山　入善営業所２ 小売業 その他小売 5%

105,399 富山県 入善町 リールミチイチ 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,400 富山県 入善町 ワシントン靴店　入善店 小売業 衣料品 5%

105,401 富山県 氷見市 秋吉　氷見店 サービス 飲食業 5%

105,402 富山県 氷見市 出光氷見バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,403 富山県 氷見市 ウイズ　ヤマイチ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,404 富山県 氷見市 江政　番屋街店 小売業 食料品 5%

105,405 富山県 氷見市 大野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,406 富山県 氷見市 おしゃれの店ムカイ 小売業 その他小売 5%

105,407 富山県 氷見市 おたんちん サービス 飲食業 5%

105,408 富山県 氷見市 おもちゃのベル 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

105,409 富山県 氷見市 株式会社　高澤酒造場 小売業 その他小売 5%

105,410 富山県 氷見市 （株）氷見前寿し サービス 飲食業 5%

105,411 富山県 氷見市 菓子処山崎 小売業 食料品 5%

105,412 富山県 氷見市 ［ＨＣ］株式会社紅井電機商会 小売業 電化製品 5%

105,413 富山県 氷見市 河元サイクル商会 小売業 その他小売 5%

105,414 富山県 氷見市 きときと寿し　氷見本店 サービス 飲食業 5%

105,415 富山県 氷見市 キュービック サービス 理容・美容業 5%

105,416 富山県 氷見市 久保 小売業 電化製品 5%

105,417 富山県 氷見市 くぼつり具センター 小売業 その他小売 5%

105,418 富山県 氷見市 幸町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,419 富山県 氷見市 酒のスーパーマックス 小売業 食料品 5%

105,420 富山県 氷見市 株式会社三ノ宮燃料 小売業 その他小売 5%
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105,421 富山県 氷見市 シーサイドハウス ボルカノ サービス 飲食業 5%

105,422 富山県 氷見市 Ｊ－Ｓｔｙｌｅ　富山氷見店 サービス その他サービス 5%

105,423 富山県 氷見市 シャトル　氷見店 小売業 その他小売 5%

105,424 富山県 氷見市 城山 サービス 宿泊業 5%

105,425 富山県 氷見市 新鮮市場ハッピータウン店 小売業 食料品 5%

105,426 富山県 氷見市 新鮮市場プラファ店 小売業 食料品 5%

105,427 富山県 氷見市 スカイオガワ 小売業 電化製品 5%

105,428 富山県 氷見市 ソフトバンク 氷見 小売業 その他小売 5%

105,429 富山県 氷見市 田中屋 小売業 その他小売 5%

105,430 富山県 氷見市 つりや　ひみ番屋街店 小売業 食料品 5%

105,431 富山県 氷見市 ツルセモータース 小売業 その他小売 5%

105,432 富山県 氷見市 小林電機商会 小売業 電化製品 5%

105,433 富山県 氷見市 ニューイングランドあめだ 小売業 電化製品 5%

105,434 富山県 氷見市 Ｎ．ＩＮＧ．せと 小売業 電化製品 5%

105,435 富山県 氷見市 ＨＯＵＳＥＨＯＬＤ サービス その他サービス 5%

105,436 富山県 氷見市 ８番らーめん氷見朝日丘店 サービス 飲食業 2%

105,437 富山県 氷見市 パピーくらぶ 小売業 その他小売 5%

105,438 富山県 氷見市 ＨＡＬＥ　Ｒｕ　ｈａｉｒ　ＨＡＬＥ　Ｒｕ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

105,439 富山県 氷見市 Ｂｅｅｒ　Ｃａｆｅ　ブルーミン サービス 飲食業 5%

105,440 富山県 氷見市 日名田屋餅店 小売業 食料品 5%

105,441 富山県 氷見市 氷見　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,442 富山県 氷見市 セブン－イレブン氷見インター店 小売業 食料品 2%

105,443 富山県 氷見市 氷見うどん美濃屋 サービス 飲食業 5%

105,444 富山県 氷見市 氷見大電 小売業 電化製品 5%

105,445 富山県 氷見市 氷見温泉郷くつろぎの宿　うみあかり サービス 宿泊業 5%

105,446 富山県 氷見市 セブン－イレブン氷見加納店 小売業 食料品 2%

105,447 富山県 氷見市 セブン－イレブン氷見加納南店 小売業 食料品 2%

105,448 富山県 氷見市 セブン－イレブン氷見上泉店 小売業 食料品 2%

105,449 富山県 氷見市 セブン－イレブン氷見窪店 小売業 食料品 2%

105,450 富山県 氷見市 氷見バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,451 富山県 氷見市 触坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,452 富山県 氷見市 ホユルＳＰＡ サービス 理容・美容業 5%

105,453 富山県 氷見市 ［ＨＣ］みずかみ電器 小売業 電化製品 5%

105,454 富山県 氷見市 向ストア 小売業 その他小売 5%

105,455 富山県 氷見市 メガネのハラダ　氷見店 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,456 富山県 氷見市 メガネハウス氷見 小売業 その他小売 5%

105,457 富山県 氷見市 森山電機 小売業 電化製品 5%

105,458 富山県 氷見市 山岡石材工業　氷見店 小売業 その他小売 5%

105,459 富山県 氷見市 山岸ちまき本舗 小売業 食料品 5%

105,460 富山県 氷見市 （有）こーざぶろー サービス 宿泊業 5%

105,461 富山県 氷見市 三権商店 小売業 その他小売 5%

105,462 富山県 氷見市 リブラン　プラファ店 小売業 食料品 5%
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105,463 富山県 氷見市 料理旅館　はしもと屋 サービス 宿泊業 5%

105,464 富山県 氷見市 ＪＭ／レストラン　トロイカ サービス 飲食業 5%

105,465 富山県 舟橋村 ｄａｉｔａｋａｓｅｊｅｗｅｌｒｙ 小売業 衣料品 5%

105,466 富山県 舟橋村 山口モータース 小売業 その他小売 5%

105,467 石川県 穴水町 穴水バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,468 石川県 穴水町 いろはストアー 小売業 食料品 5%

105,469 石川県 穴水町 鵜島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,470 石川県 穴水町 旨い魚とごはん処奥のと酒場ほそ川 サービス 飲食業 5%

105,471 石川県 穴水町 ウミネコパーラー サービス 飲食業 5%

105,472 石川県 穴水町 七海屋 小売業 その他小売 5%

105,473 石川県 穴水町 どんたく　穴水店 小売業 食料品 5%

105,474 石川県 穴水町 ニュー穴水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,475 石川県 穴水町 能登牡蠣の宿キャッスル真名井 サービス 宿泊業 5%

105,476 石川県 穴水町 能登ワイン　株式会社 小売業 食料品 5%

105,477 石川県 穴水町 ８番らーめん穴水店 サービス 飲食業 2%

105,478 石川県 穴水町 ふらんせ 穴水店 サービス その他サービス 5%

105,479 石川県 穴水町 Ｙａｈａｔａ すしべん 此木店 サービス 飲食業 5%

105,480 石川県 穴水町 有限会社泉花月堂 小売業 食料品 5%

105,481 石川県 内灘町 荒木自動車商会 小売業 その他小売 5%

105,482 石川県 内灘町 永 サービス 飲食業 5%

105,483 石川県 内灘町 おきの書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

105,484 石川県 内灘町 株式会社ジャンティールキタカミ 小売業 その他小売 5%

105,485 石川県 内灘町 九州台所ハ兵衞 サービス 飲食業 5%

105,486 石川県 内灘町 グレイス・からき内灘 小売業 電化製品 5%

105,487 石川県 内灘町 ｔｈｅ　１ｓｔ． 小売業 その他小売 5%

105,488 石川県 内灘町 シマノデンキ 小売業 電化製品 5%

105,489 石川県 内灘町 ジャンティール　ＫＩＴＡＫＡＭＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,490 石川県 内灘町 白帆台　プラス薬局 小売業 その他小売 5%

105,491 石川県 内灘町 スズヤうちなだ スズヤうちなだ 小売業 電化製品 5%

105,492 石川県 内灘町 天然温泉湯来・楽 サービス その他サービス 5%

105,493 石川県 内灘町 ８番らーめん内灘店 サービス 飲食業 2%

105,494 石川県 内灘町 花座　マルエー内灘店 サービス その他サービス 5%

105,495 石川県 内灘町 ビーチレストラン　ＡＰＲＥ サービス 飲食業 5%

105,496 石川県 内灘町 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ＰＵＬＳＥ サービス 理容・美容業 5%

105,497 石川県 内灘町 ヘアーサロン　髪匠 サービス 理容・美容業 5%

105,498 石川県 内灘町 ｈａｉｒｐｌｅａｓｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

105,499 石川県 内灘町 マクドナルド内灘店 サービス 飲食業 2%

105,500 石川県 内灘町 マルエー　内灘店 小売業 食料品 5%

105,501 石川県 内灘町 マルエー内灘店 小売業 その他小売 5%

105,502 石川県 内灘町 メイリョウ商事 小売業 電化製品 5%

105,503 石川県 内灘町 メガネの王様内灘店 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,504 石川県 内灘町 ヤスサキ　内灘店 小売業 食料品 5%
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105,505 石川県 内灘町 夢ミルク館　夢ミルク館 サービス 飲食業 5%

105,506 石川県 内灘町 レストランロンシャン サービス 飲食業 5%

105,507 石川県 内灘町 ロイヤルクリーニングコンフォモール内灘店 サービス その他サービス 5%

105,508 石川県 内灘町 ロイヤルクリーニング日光舎内灘店 サービス その他サービス 5%

105,509 石川県 内灘町 ロシ　向陽台店 サービス その他サービス 5%

105,510 石川県 内灘町 ＢＥＨＥＲＥＮＯＷ サービス 理容・美容業 5%

105,511 石川県 加賀市 あおくたに サービス 宿泊業 5%

105,512 石川県 加賀市 赤ちゃんデパート水谷　アルプラザ加賀店 小売業 衣料品 5%

105,513 石川県 加賀市 亜樹ビューティーサロン サービス 理容・美容業 5%

105,514 石川県 加賀市 秋吉　山代店 サービス 飲食業 5%

105,515 石川県 加賀市 アクティブハウス 小売業 電化製品 5%

105,516 石川県 加賀市 アクティブハウスＡｊｉｃｈｉ 小売業 電化製品 5%

105,517 石川県 加賀市 Ａｌｌａ　Ｃｏｎｔａｄｉｎａ サービス 飲食業 5%

105,518 石川県 加賀市 アレコレ サービス 飲食業 5%

105,519 石川県 加賀市 あろまな美容室　ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

105,520 石川県 加賀市 アンド・ふくおか 小売業 電化製品 5%

105,521 石川県 加賀市 アンド・やまはた 小売業 電化製品 5%

105,522 石川県 加賀市 ＹＥＬＬＯＷ　ＣＡＫＥ 小売業 衣料品 5%

105,523 石川県 加賀市 おばんざい今昔　いちごいちえ サービス 飲食業 5%

105,524 石川県 加賀市 出光東加賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,525 石川県 加賀市 出光山代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,526 石川県 加賀市 ｅＰＬＡＮＳ・ニシノ 小売業 電化製品 5%

105,527 石川県 加賀市 ｅＰＬＡＮＳ・電光館 小売業 電化製品 5%

105,528 石川県 加賀市 燻 サービス 飲食業 5%

105,529 石川県 加賀市 イルカの散歩 サービス 理容・美容業 5%

105,530 石川県 加賀市 印工房　英信堂 小売業 その他小売 5%

105,531 石川県 加賀市 浮世亭 サービス 宿泊業 5%

105,532 石川県 加賀市 浮蝶天 サービス 宿泊業 5%

105,533 石川県 加賀市 うどん・そば処　三津野 サービス 飲食業 5%

105,534 石川県 加賀市 漆工房ぬしや サービス その他サービス 5%

105,535 石川県 加賀市 エスカーブ　スタジオ 小売業 衣料品 5%

105,536 石川県 加賀市 Ｓ　Ｔ　ＲＵＫＩＡ　Ｓ　Ｔ　ＲＵＫＩＡ サービス 理容・美容業 5%

105,537 石川県 加賀市 ＮＳＳ山代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,538 石川県 加賀市 エノテカ　チェドロ　ステッラ 小売業 食料品 5%

105,539 石川県 加賀市 ＭＣ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

105,540 石川県 加賀市 大岡印房 小売業 その他小売 5%

105,541 石川県 加賀市 大下香仙工房 サービス その他サービス 5%

105,542 石川県 加賀市 御菓子調進所　山海堂 小売業 食料品 5%

105,543 石川県 加賀市 御菓子司　丸福 小売業 食料品 5%

105,544 石川県 加賀市 お食亊処　まんげつ サービス 飲食業 5%

105,545 石川県 加賀市 お花見久兵衛 サービス 宿泊業 5%

105,546 石川県 加賀市 おむすび銀のめし サービス 飲食業 5%
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105,547 石川県 加賀市 おようふくやさん　むろや 小売業 衣料品 5%

105,548 石川県 加賀市 温泉めい想倶楽部　冨士屋旅館 サービス 宿泊業 5%

105,549 石川県 加賀市 カ－ポ－ト分校ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,550 石川県 加賀市 回転寿し処太平 サービス 飲食業 5%

105,551 石川県 加賀市 カイロプラクティック悠 サービス その他サービス 5%

105,552 石川県 加賀市 加賀　山代温泉　吉田屋　山王閣 サービス 宿泊業 5%

105,553 石川県 加賀市 セブン－イレブン加賀河南店 小売業 食料品 2%

105,554 石川県 加賀市 加賀観光ホテル サービス 宿泊業 5%

105,555 石川県 加賀市 セブン－イレブン加賀作見町店 小売業 食料品 2%

105,556 石川県 加賀市 加賀自動車販売株式会社 サービス その他サービス 5%

105,557 石川県 加賀市 セブン－イレブン加賀市役所前店 小売業 食料品 2%

105,558 石川県 加賀市 加賀写真館 サービス その他サービス 5%

105,559 石川県 加賀市 セブン－イレブン加賀新保町店 小売業 食料品 2%

105,560 石川県 加賀市 加賀茶屋 サービス 宿泊業 5%

105,561 石川県 加賀市 セブン－イレブン加賀別所口店 小売業 食料品 2%

105,562 石川県 加賀市 加賀屋宝生亭 サービス 宿泊業 5%

105,563 石川県 加賀市 セブン－イレブン加賀山代温泉入口店 小売業 食料品 2%

105,564 石川県 加賀市 かがり吉祥亭 サービス 宿泊業 5%

105,565 石川県 加賀市 加賀料理ばん亭 サービス 飲食業 5%

105,566 石川県 加賀市 鶴仙庵 サービス 宿泊業 5%

105,567 石川県 加賀市 佳水郷こしのしらね 小売業 その他小売 5%

105,568 石川県 加賀市 ガソリンショップ加賀 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,569 石川県 加賀市 片山津バル　牡丹 サービス 飲食業 5%

105,570 石川県 加賀市 片山津バル牡丹 サービス 飲食業 5%

105,571 石川県 加賀市 割鮮しんとく サービス 飲食業 5%

105,572 石川県 加賀市 かっぱ茶屋 サービス 宿泊業 5%

105,573 石川県 加賀市 有限会社　加藤呉服店 小売業 衣料品 5%

105,574 石川県 加賀市 かに　磯料理　志麻 サービス 宿泊業 5%

105,575 石川県 加賀市 鹿野酒造株式会社 小売業 食料品 5%

105,576 石川県 加賀市 かのや光楽苑 サービス 宿泊業 5%

105,577 石川県 加賀市 カフェ　らら　カフェらら サービス 飲食業 5%

105,578 石川県 加賀市 Ｃａｆ?　Ｒｕｂａｔｏ サービス 飲食業 5%

105,579 石川県 加賀市 株式会社宮泉 小売業 食料品 5%

105,580 石川県 加賀市 株式会社ホリズワーカーズ サービス その他サービス 5%

105,581 石川県 加賀市 髪屋ｙｏｃｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

105,582 石川県 加賀市 亀寿司 サービス 飲食業 5%

105,583 石川県 加賀市 かよう亭 サービス 宿泊業 5%

105,584 石川県 加賀市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋加賀温泉駅前店 サービス 飲食業 2%

105,585 石川県 加賀市 ガレージプリンス 小売業 その他小売 5%

105,586 石川県 加賀市 有限会社キオン地所 サービス その他サービス 5%

105,587 石川県 加賀市 吉祥やまなか サービス 宿泊業 5%

105,588 石川県 加賀市 Ｋｉｄｓ Ｋｉｓｓ アビオシティ加賀店 小売業 衣料品 5%
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105,589 石川県 加賀市 きぬや 小売業 家具・調度品 5%

105,590 石川県 加賀市 ギャラリー＆茶房実生 小売業 食料品 5%

105,591 石川県 加賀市 ＧａｌｌｅｒｙＰＡＮＮＯＮＩＣＡ サービス その他サービス 5%

105,592 石川県 加賀市 喜楽めでた屋 サービス 飲食業 5%

105,593 石川県 加賀市 ＫｕＫｕＬｕ 小売業 衣料品 5%

105,594 石川県 加賀市 株式会社　九谷美陶園 小売業 その他小売 5%

105,595 石川県 加賀市 九谷焼体験ギャラリーＣｏＣｏ サービス その他サービス 5%

105,596 石川県 加賀市 クリスタルアイリス サービス 宿泊業 5%

105,597 石川県 加賀市 好秘庵 サービス 宿泊業 5%

105,598 石川県 加賀市 こどもの国 サービス 宿泊業 5%

105,599 石川県 加賀市 湖畔の宿　森本 サービス 宿泊業 5%

105,600 石川県 加賀市 コリヤンハウス山代店 サービス 飲食業 5%

105,601 石川県 加賀市 座・ＹＯＵ・ＭＯＲＥ サービス 宿泊業 5%

105,602 石川県 加賀市 彩華の宿多々見 サービス 宿泊業 5%

105,603 石川県 加賀市 坂上自動車 サービス その他サービス 5%

105,604 石川県 加賀市 榊和也 小売業 その他小売 5%

105,605 石川県 加賀市 ＳＡＱＵＡ サービス 理容・美容業 5%

105,606 石川県 加賀市 株式会社酒かどや商店 小売業 食料品 5%

105,607 石川県 加賀市 酒のカワサキグループ　ショック店 小売業 食料品 5%

105,608 石川県 加賀市 酒のカワサキグループ　松が丘店 小売業 食料品 5%

105,609 石川県 加賀市 サロン・ド・テ西洋菓子倶楽部高乃倉 小売業 食料品 5%

105,610 石川県 加賀市 カイロオフィスサンテ サービス その他サービス 5%

105,611 石川県 加賀市 Ｊ－Ｓｔｙｌｅ　石川加賀店 サービス その他サービス 5%

105,612 石川県 加賀市 時空堂 サービス その他サービス 5%

105,613 石川県 加賀市 しもつね 小売業 食料品 5%

105,614 石川県 加賀市 酒楽菜魚　芯 サービス 飲食業 5%

105,615 石川県 加賀市 松韻 サービス 宿泊業 5%

105,616 石川県 加賀市 有限会社白鷺木工 サービス その他サービス 5%

105,617 石川県 加賀市 白鷺湯　たわらや サービス 宿泊業 5%

105,618 石川県 加賀市 シルクロ陶芸体験工房 サービス その他サービス 5%

105,619 石川県 加賀市 シルクロ陶芸体験工房 サービス その他サービス 5%

105,620 石川県 加賀市 翠明 サービス 宿泊業 5%

105,621 石川県 加賀市 スーパーホームセンターヤマキシ新加賀店 小売業 その他小売 5%

105,622 石川県 加賀市 スギヤマ酒店 小売業 食料品 5%

105,623 石川県 加賀市 すゞや今日楼 サービス 宿泊業 5%

105,624 石川県 加賀市 須田菁華 小売業 家具・調度品 5%

105,625 石川県 加賀市 ＳＴＵＤＩＯ－ＭＥＳＳＥ 小売業 その他小売 5%

105,626 石川県 加賀市 すだに酒店 小売業 食料品 5%

105,627 石川県 加賀市 ｓｎｏｂｎｅｕ サービス 理容・美容業 5%

105,628 石川県 加賀市 炭焼チキン堂 サービス 飲食業 5%

105,629 石川県 加賀市 そば山背 サービス 飲食業 5%

105,630 石川県 加賀市 ソフトバンク　加賀 小売業 その他小売 5%
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105,631 石川県 加賀市 大聖寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,632 石川県 加賀市 大聖寺治療院 サービス その他サービス 5%

105,633 石川県 加賀市 タイヤガレージまえだ 小売業 その他小売 5%

105,634 石川県 加賀市 たちばな四季亭 サービス 宿泊業 5%

105,635 石川県 加賀市 谷口呉服店 小売業 衣料品 5%

105,636 石川県 加賀市 近安保好 サービス その他サービス 5%

105,637 石川県 加賀市 月ケーキ サービス 飲食業 5%

105,638 石川県 加賀市 土山ぶどう園 サービス その他サービス 5%

105,639 石川県 加賀市 椿宗善山中店 小売業 食料品 5%

105,640 石川県 加賀市 ｔ?ＳＴＹＬＥ サービス 理容・美容業 5%

105,641 石川県 加賀市 ティーハウス　Ｐｏｔｉｃｏ サービス 飲食業 5%

105,642 石川県 加賀市 ディテール 小売業 衣料品 5%

105,643 石川県 加賀市 ディテール 小売業 衣料品 5%

105,644 石川県 加賀市 手打ちそば　加賀上杉 サービス 飲食業 5%

105,645 石川県 加賀市 手作り餃子長楽　手作り餃子　長樂 サービス 飲食業 5%

105,646 石川県 加賀市 寺井製パン 小売業 食料品 5%

105,647 石川県 加賀市 ｄｏｇ＆ｃａｔＰＥＴＯＮ サービス その他サービス 5%

105,648 石川県 加賀市 トヨタレンタリース石川加賀温泉駅前店 サービス その他サービス 2%

105,649 石川県 加賀市 ナオトヘアースタジオ サービス 理容・美容業 5%

105,650 石川県 加賀市 なんでもござれ サービス 宿泊業 5%

105,651 石川県 加賀市 肉のはまなか 小売業 食料品 5%

105,652 石川県 加賀市 丹塗り屋 小売業 その他小売 5%

105,653 石川県 加賀市 ＮＥＵＴＲＡＬ　ＫＡＧＡ 小売業 家具・調度品 5%

105,654 石川県 加賀市 ＮＯＯＫ　Ｇｒｅｅｎ 小売業 その他小売 5%

105,655 石川県 加賀市 ハートアンドピース 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,656 石川県 加賀市 パインダイナー サービス 飲食業 5%

105,657 石川県 加賀市 白山小桜 サービス 宿泊業 5%

105,658 石川県 加賀市 白山りんどう サービス 宿泊業 5%

105,659 石川県 加賀市 畑漆器店 小売業 家具・調度品 5%

105,660 石川県 加賀市 ８番らーめん大聖寺店 サービス 飲食業 2%

105,661 石川県 加賀市 葉渡莉 サービス 宿泊業 5%

105,662 石川県 加賀市 花あかり サービス 宿泊業 5%

105,663 石川県 加賀市 はなのれん サービス 宿泊業 5%

105,664 石川県 加賀市 花紫 サービス 宿泊業 5%

105,665 石川県 加賀市 檜扇 サービス 宿泊業 5%

105,666 石川県 加賀市 東出自動車商会 サービス その他サービス 5%

105,667 石川県 加賀市 東山ボヌール サービス 飲食業 5%

105,668 石川県 加賀市 ビストロ　ラヴィーヴ サービス 飲食業 5%

105,669 石川県 加賀市 ひまわり片山津温泉店 小売業 その他小売 5%

105,670 石川県 加賀市 美容室キララ サービス 理容・美容業 5%

105,671 石川県 加賀市 ファッションギャラリー　ハラ 小売業 衣料品 5%

105,672 石川県 加賀市 ファッションギャラリーハラ 小売業 衣料品 5%
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105,673 石川県 加賀市 ＦＵＫＩ 小売業 衣料品 5%

105,674 石川県 加賀市 ＦＵＺＯＮ サービス 飲食業 5%

105,675 石川県 加賀市 ふるさと加賀店 サービス 飲食業 5%

105,676 石川県 加賀市 Ｐｒｅｍｉｅｒｅ 小売業 衣料品 5%

105,677 石川県 加賀市 フレッシュフ－ドはまだ 小売業 その他小売 5%

105,678 石川県 加賀市 フレッシュフードはまだ　フレッシュフードはまだ 小売業 食料品 5%

105,679 石川県 加賀市 フローラ サービス 宿泊業 5%

105,680 石川県 加賀市 べにや無何有 サービス 宿泊業 5%

105,681 石川県 加賀市 僕 サービス 理容・美容業 5%

105,682 石川県 加賀市 北國観光　加賀支店 サービス その他サービス 5%

105,683 石川県 加賀市 ホテルアローレ バー ベネオーレ サービス 飲食業 5%

105,684 石川県 加賀市 ホテルききょう サービス 宿泊業 5%

105,685 石川県 加賀市 ポプラ片山津温泉店 小売業 その他小売 2%

105,686 石川県 加賀市 株式会社ホリズワーカーズ サービス その他サービス 5%

105,687 石川県 加賀市 マクドナルド加賀アビオシティ店 サービス 飲食業 2%

105,688 石川県 加賀市 まちなか案内所 小売業 食料品 5%

105,689 石川県 加賀市 マルエー　動橋店 小売業 食料品 5%

105,690 石川県 加賀市 マルエー　片山津店 小売業 食料品 5%

105,691 石川県 加賀市 マルエー　加茂店 小売業 食料品 5%

105,692 石川県 加賀市 マルエー　大聖寺店 小売業 食料品 5%

105,693 石川県 加賀市 マルエー　山中店 小売業 食料品 5%

105,694 石川県 加賀市 マルエー動橋店 小売業 その他小売 5%

105,695 石川県 加賀市 マルエー片山津店 小売業 その他小売 5%

105,696 石川県 加賀市 マルエー加茂店 小売業 その他小売 5%

105,697 石川県 加賀市 マルエー大聖寺店 小売業 その他小売 5%

105,698 石川県 加賀市 マルエー山中店 小売業 その他小売 5%

105,699 石川県 加賀市 マルタ化粧品店 小売業 その他小売 5%

105,700 石川県 加賀市 ｍｉｅ　ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

105,701 石川県 加賀市 ミートヤマモト 小売業 食料品 5%

105,702 石川県 加賀市 みどりの宿萬松閣 サービス 宿泊業 5%

105,703 石川県 加賀市 南出陶苑 小売業 その他小売 5%

105,704 石川県 加賀市 みのり 小売業 衣料品 5%

105,705 石川県 加賀市 みやびの宿百万石売店 サービス 宿泊業 5%

105,706 石川県 加賀市 ｍｕｍｓ サービス その他サービス 5%

105,707 石川県 加賀市 有限会社ムラタフォトス サービス その他サービス 5%

105,708 石川県 加賀市 メイツ　かわしま 小売業 電化製品 5%

105,709 石川県 加賀市 ＭｏｏＭｏｏまきば サービス 飲食業 5%

105,710 石川県 加賀市 ＭＡＬＬ サービス 理容・美容業 5%

105,711 石川県 加賀市 ｍｏｋｕｍｅ 小売業 家具・調度品 5%

105,712 石川県 加賀市 焼肉酒場ＭａＤａ サービス 飲食業 5%

105,713 石川県 加賀市 山代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,714 石川県 加賀市 山田食堂 サービス 飲食業 5%
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105,715 石川県 加賀市 山利電器 小売業 電化製品 5%

105,716 石川県 加賀市 山中　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,717 石川県 加賀市 山中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,718 石川県 加賀市 山中温泉　花紫 サービス 宿泊業 5%

105,719 石川県 加賀市 山中漆器　伝統産業会館 小売業 家具・調度品 5%

105,720 石川県 加賀市 有限会社　潮津酒店 小売業 その他小売 5%

105,721 石川県 加賀市 （有）大尾嘉漆器 小売業 その他小売 5%

105,722 石川県 加賀市 （有）石川漆宝堂 サービス その他サービス 5%

105,723 石川県 加賀市 有限会社瑾齋 小売業 家具・調度品 5%

105,724 石川県 加賀市 有限会社平和電業社 小売業 電化製品 5%

105,725 石川県 加賀市 ゆけむり サービス 宿泊業 5%

105,726 石川県 加賀市 ユトリ珈琲店　加賀温泉駅前店 サービス 飲食業 5%

105,727 石川県 加賀市 ゆのくに天祥 サービス 宿泊業 5%

105,728 石川県 加賀市 ゆのくに茶屋 サービス 宿泊業 5%

105,729 石川県 加賀市 ゆのはな サービス 宿泊業 5%

105,730 石川県 加賀市 ゆ湯の宿　白山菖蒲亭 サービス 宿泊業 5%

105,731 石川県 加賀市 洋菓子ケルン 小売業 食料品 5%

105,732 石川県 加賀市 吉江精肉店 小売業 食料品 5%

105,733 石川県 加賀市 吉崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,734 石川県 加賀市 吉崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,735 石川県 加賀市 吉田屋ホテル　山王閣 サービス 宿泊業 5%

105,736 石川県 加賀市 らーめん世界加賀店 サービス 飲食業 5%

105,737 石川県 加賀市 ライノ・インタレストハウス 小売業 家具・調度品 5%

105,738 石川県 加賀市 楽市 サービス 宿泊業 5%

105,739 石川県 加賀市 リカーショップ　カワバタ 小売業 食料品 5%

105,740 石川県 加賀市 リビングきたの 小売業 その他小売 5%

105,741 石川県 加賀市 リブマックスリゾート加賀山代 サービス 宿泊業 5%

105,742 石川県 加賀市 りんず サービス 宿泊業 5%

105,743 石川県 加賀市 瑠璃光 サービス 宿泊業 5%

105,744 石川県 加賀市 レストラン　フェアレディー サービス 飲食業 5%

105,745 石川県 加賀市 れん永昌堂 小売業 食料品 5%

105,746 石川県 加賀市 ロイヤルクリーニング日光舎山代店 サービス その他サービス 5%

105,747 石川県 加賀市 ロイヤルクリーニング　山代店 サービス その他サービス 5%

105,748 石川県 加賀市 Ｒｏｃｋ　Ｄｉｎｅｒ　かどや喰堂 サービス 飲食業 5%

105,749 石川県 加賀市 和菓子　加賀陣屋 小売業 食料品 5%

105,750 石川県 加賀市 ワンダフルセルフ加賀 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,751 石川県 金沢市 ＡＲＴ　ＦＯＲＭＥＳ サービス 理容・美容業 5%

105,752 石川県 金沢市 アート薬局 小売業 その他小売 5%

105,753 石川県 金沢市 ＩＲ東金沢駅 サービス その他サービス 5%

105,754 石川県 金沢市 ＩＲ森本駅 サービス その他サービス 5%

105,755 石川県 金沢市 あいでんき 小売業 電化製品 5%

105,756 石川県 金沢市 あい動物病院 サービス その他サービス 5%
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105,757 石川県 金沢市 ＥＹＥ・トーク 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,758 石川県 金沢市 ｉＰｈｏｎｅ修理工房 サービス その他サービス 5%

105,759 石川県 金沢市 ｉＰｈｏｎｅレスキュー２４ サービス その他サービス 5%

105,760 石川県 金沢市 Ａｒｃａ サービス 理容・美容業 5%

105,761 石川県 金沢市 ａｋａ‘ａｋａ サービス 飲食業 5%

105,762 石川県 金沢市 赤い靴べら金沢工房 サービス その他サービス 5%

105,763 石川県 金沢市 赤い靴べら杜の里工房 サービス その他サービス 5%

105,764 石川県 金沢市 赤から サービス 飲食業 5%

105,765 石川県 金沢市 赤鶏　備長炭　塒 サービス 飲食業 5%

105,766 石川県 金沢市 あかり整体院 サービス その他サービス 5%

105,767 石川県 金沢市 秋吉　金沢片町店 サービス 飲食業 5%

105,768 石川県 金沢市 秋吉　香林坊店 サービス 飲食業 5%

105,769 石川県 金沢市 秋吉　香林坊店 サービス 飲食業 5%

105,770 石川県 金沢市 秋吉　新神田店 サービス 飲食業 5%

105,771 石川県 金沢市 秋吉　高柳店 サービス 飲食業 5%

105,772 石川県 金沢市 秋吉　竪町店 サービス 飲食業 5%

105,773 石川県 金沢市 秋吉　近岡店 サービス 飲食業 5%

105,774 石川県 金沢市 秋吉　福久店 サービス 飲食業 5%

105,775 石川県 金沢市 秋吉もりの里店 サービス 飲食業 5%

105,776 石川県 金沢市 Ａｑｕａ　Ｂｅａｕｔｙ サービス その他サービス 5%

105,777 石川県 金沢市 アクシス　株式会社 小売業 その他小売 5%

105,778 石川県 金沢市 アーク引越センター北陸（株）　本社 サービス その他サービス 5%

105,779 石川県 金沢市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒｕｐｉａ金沢 サービス 理容・美容業 5%

105,780 石川県 金沢市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃａｒｄｉｎａｌ金沢 サービス 理容・美容業 5%

105,781 石川県 金沢市 ＡＣＲＭＴＳＭ 小売業 衣料品 5%

105,782 石川県 金沢市 あさ井屋 小売業 衣料品 5%

105,783 石川県 金沢市 浅田屋旅館 サービス 宿泊業 5%

105,784 石川県 金沢市 アサノデンキ店 小売業 電化製品 5%

105,785 石川県 金沢市 アザレ化粧品グレース サービス その他サービス 5%

105,786 石川県 金沢市 味処　髙﨑 サービス 飲食業 5%

105,787 石川県 金沢市 味の十字屋　ひがし茶屋街店 小売業 食料品 5%

105,788 石川県 金沢市 味百珍　かさい 小売業 食料品 5%

105,789 石川県 金沢市 アズノウアズ　バズ　金沢百番街店 小売業 衣料品 5%

105,790 石川県 金沢市 アスペン サービス その他サービス 5%

105,791 石川県 金沢市 ＡＸＩＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,792 石川県 金沢市 ＡＸＩＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,793 石川県 金沢市 睦 サービス 宿泊業 5%

105,794 石川県 金沢市 ＠ｇｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

105,795 石川県 金沢市 ＠ｇｒａｃｅ【アットグレイス】 サービス 理容・美容業 5%

105,796 石川県 金沢市 ｇｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

105,797 石川県 金沢市 アップルフラワーズ 小売業 その他小売 5%

105,798 石川県 金沢市 アトム赤坂店 アトム赤坂店 小売業 電化製品 5%
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105,799 石川県 金沢市 ＡＴＲＩＵＭ サービス 理容・美容業 5%

105,800 石川県 金沢市 アトリエコレット サービス 理容・美容業 5%

105,801 石川県 金沢市 ａｎｉ ＨＡＩＲ ＤＥＳＩＧＮＩＧ アニーヘアーデザイニング サービス 理容・美容業 5%

105,802 石川県 金沢市 アニマルビューティーサロン　マック サービス その他サービス 5%

105,803 石川県 金沢市 アニマルビューティーサロン　マック サービス その他サービス 5%

105,804 石川県 金沢市 ＡＦＦＯＲＤ【アフォード】 サービス 理容・美容業 5%

105,805 石川県 金沢市 ａｐｔ　ｍｏｃａ　ｌａｂｅｌ サービス 理容・美容業 5%

105,806 石川県 金沢市 油与商店 小売業 食料品 5%

105,807 石川県 金沢市 アプレック サービス その他サービス 5%

105,808 石川県 金沢市 Ａ．Ｐ．Ｃ．　金沢店 小売業 衣料品 5%

105,809 石川県 金沢市 アマーレ サービス その他サービス 5%

105,810 石川県 金沢市 甘納豆かわむら 小売業 食料品 5%

105,811 石川県 金沢市 天野茶店 天野茶店 小売業 食料品 5%

105,812 石川県 金沢市 Ａｍｕｌｅｔ 小売業 衣料品 5%

105,813 石川県 金沢市 アミング金沢ベイ店 小売業 その他小売 5%

105,814 石川県 金沢市 アミング高尾店 小売業 その他小売 5%

105,815 石川県 金沢市 アミングモンファヴォリ 小売業 その他小売 5%

105,816 石川県 金沢市 アメリカンスクエアマツヤ　金沢店 小売業 衣料品 5%

105,817 石川県 金沢市 アユミセンス サービス 理容・美容業 5%

105,818 石川県 金沢市 アラフェルムドゥシンジロウ サービス 飲食業 5%

105,819 石川県 金沢市 Ａｒｕｋｕ【アルク】 サービス 理容・美容業 5%

105,820 石川県 金沢市 アルテシマダ　プレミエールアルテシマダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,821 石川県 金沢市 アルテシマダ　杜の里店 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,822 石川県 金沢市 ＡＸＣ　もりの里 サービス 理容・美容業 5%

105,823 石川県 金沢市 アレス サービス 理容・美容業 5%

105,824 石川県 金沢市 Ａｒｏｍａ＆ＦｌｏｗｅｒＤｕｏ 小売業 その他小売 5%

105,825 石川県 金沢市 アロマ香房焚屋 サービス その他サービス 5%

105,826 石川県 金沢市 株式会社喜楽石油　粟ヶ崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,827 石川県 金沢市 あんこ おやつＣｏｊｉ あんこ おやつ Ｃｏｊｉ 小売業 食料品 5%

105,828 石川県 金沢市 ｕｎｓｏｕｒｉｒｅ サービス その他サービス 5%

105,829 石川県 金沢市 ＵＮＤＥＲ　ＣＯＶＥＲ　Ｋａｎａｚａｗａ 小売業 衣料品 5%

105,830 石川県 金沢市 アンド・わかでん 小売業 電化製品 5%

105,831 石川県 金沢市 アンド・おおさき 小売業 電化製品 5%

105,832 石川県 金沢市 株式会社アンバーバス サービス 運輸業 5%

105,833 石川県 金沢市 Ｕｎ　Ｆｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

105,834 石川県 金沢市 あんまやさん　どっとこむ サービス その他サービス 5%

105,835 石川県 金沢市 いいとこ鳥　大豆田本店 サービス 飲食業 5%

105,836 石川県 金沢市 ＥＭＳミュージックスクール　金沢校 サービス その他サービス 5%

105,837 石川県 金沢市 ｉｏｍａｒｅ サービス 飲食業 5%

105,838 石川県 金沢市 池島マッサージ療院 サービス 理容・美容業 5%

105,839 石川県 金沢市 池田屋 サービス 宿泊業 5%

105,840 石川県 金沢市 居酒屋　和が家　（ワガヤ） サービス 飲食業 5%
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105,841 石川県 金沢市 居酒屋いたちゃん。　田上店 サービス 飲食業 5%

105,842 石川県 金沢市 居酒屋　カーサミア サービス 飲食業 5%

105,843 石川県 金沢市 居酒屋のがわ サービス 飲食業 5%

105,844 石川県 金沢市 石川県観光物産館 小売業 その他小売 5%

105,845 石川県 金沢市 石川県庁 職員食堂 サービス 飲食業 5%

105,846 石川県 金沢市 石川青果 小売業 食料品 5%

105,847 石川県 金沢市 石川ダイハツ販売　金沢駅西店 小売業 その他小売 5%

105,848 石川県 金沢市 石川ダイハツ販売高柳店 小売業 その他小売 5%

105,849 石川県 金沢市 石川ダイハツ販売横川店 小売業 その他小売 5%

105,850 石川県 金沢市 石川屋本舖　金沢百番街あんと店 小売業 食料品 5%

105,851 石川県 金沢市 石田漆器店　金沢百番街あんと店 小売業 その他小売 5%

105,852 石川県 金沢市 石田屋　金沢南店 小売業 家具・調度品 5%

105,853 石川県 金沢市 石田屋　犀川店 小売業 家具・調度品 5%

105,854 石川県 金沢市 石田屋犀川店 小売業 その他小売 5%

105,855 石川県 金沢市 石焼ステーキ贅 石川金沢店 サービス 飲食業 5%

105,856 石川県 金沢市 石焼ステーキ　贅　金沢店 サービス 飲食業 5%

105,857 石川県 金沢市 泉丘自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

105,858 石川県 金沢市 泉野ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,859 石川県 金沢市 いたちゃん。 サービス 飲食業 5%

105,860 石川県 金沢市 イタリア料理と自然派ワインＵｖａ?Ｕｖａ サービス 飲食業 5%

105,861 石川県 金沢市 一念大助 小売業 食料品 5%

105,862 石川県 金沢市 市安商店 小売業 食料品 5%

105,863 石川県 金沢市 一笑 小売業 食料品 5%

105,864 石川県 金沢市 逸味　潮屋　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

105,865 石川県 金沢市 逸味　潮屋　近江町店 小売業 食料品 5%

105,866 石川県 金沢市 出光金沢トラックステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,867 石川県 金沢市 イートンハウス　金沢店 小売業 衣料品 5%

105,868 石川県 金沢市 居乃一ＢＡＮ サービス 飲食業 5%

105,869 石川県 金沢市 いのちのくすり　ヴィータ 小売業 その他小売 5%

105,870 石川県 金沢市 ＩＮＯＶＡ　金沢駅前ホテル　ｓｕｉｔｅ サービス 宿泊業 5%

105,871 石川県 金沢市 ＩＭＡＧＥ　金沢西店 小売業 その他小売 5%

105,872 石川県 金沢市 今西泰赳 サービス その他サービス 5%

105,873 石川県 金沢市 入江コンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

105,874 石川県 金沢市 イルーシー３００　杜の里店 小売業 衣料品 5%

105,875 石川県 金沢市 岩内蒲鉾店 小売業 食料品 5%

105,876 石川県 金沢市 岩本清商店 小売業 その他小売 5%

105,877 石川県 金沢市 岩本清商店 小売業 家具・調度品 5%

105,878 石川県 金沢市 ＩｎＤ’ｓ サービス その他サービス 5%

105,879 石川県 金沢市 インディーズ　インディーズ 小売業 その他小売 5%

105,880 石川県 金沢市 インドレストランシャルマ示野本店 サービス 飲食業 5%

105,881 石川県 金沢市 ＶＩＢＥＳ 小売業 その他小売 5%

105,882 石川県 金沢市 ヴァケーション サービス その他サービス 5%
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105,883 石川県 金沢市 ヴァンベール　ビストロ　ヴァンベール サービス 飲食業 5%

105,884 石川県 金沢市 Ｗｙｓ サービス 理容・美容業 5%

105,885 石川県 金沢市 ｗｉｔｈ ドッグケアサロン店 サービス その他サービス 5%

105,886 石川県 金沢市 ヴィラ　金沢店 小売業 その他小売 5%

105,887 石川県 金沢市 ヴィラ・グランディス　金沢店 サービス その他サービス 5%

105,888 石川県 金沢市 ウイング モモサカ店 小売業 衣料品 5%

105,889 石川県 金沢市 ウィング　モモサカ店 小売業 衣料品 5%

105,890 石川県 金沢市 ウーヴァウーヴァ サービス 飲食業 5%

105,891 石川県 金沢市 ウエストヒルズテニスクラブ サービス その他サービス 5%

105,892 石川県 金沢市 ｗａｒｍｔｈｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

105,893 石川県 金沢市 烏鶏庵　百番街店 小売業 食料品 5%

105,894 石川県 金沢市 うしおや　ひがし茶屋街店 サービス 飲食業 5%

105,895 石川県 金沢市 うち美容室 サービス 理容・美容業 5%

105,896 石川県 金沢市 うつのみや　金沢香林坊店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

105,897 石川県 金沢市 うつのみや　小立野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

105,898 石川県 金沢市 ｕｎｏ　ｅ　ｓｏｌｏ　ＭＡＲＩＮ 小売業 衣料品 5%

105,899 石川県 金沢市 旨い魚と野菜の金澤じわもん料理波の花 サービス 飲食業 5%

105,900 石川県 金沢市 海彦 サービス 飲食業 5%

105,901 石川県 金沢市 浦田甘陽堂 小売業 食料品 5%

105,902 石川県 金沢市 ウルーウール サービス 理容・美容業 5%

105,903 石川県 金沢市 エーアイディー金沢店 小売業 家具・調度品 5%

105,904 石川県 金沢市 営業部 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,905 石川県 金沢市 ＥＩＧＨＴ　ｋａｎａｚａｗａ サービス 理容・美容業 5%

105,906 石川県 金沢市 エイトヘアー サービス 理容・美容業 5%

105,907 石川県 金沢市 エキセー電化 小売業 電化製品 5%

105,908 石川県 金沢市 駅前馳走酒場よいよい サービス 飲食業 5%

105,909 石川県 金沢市 ＥＸＣＥＬアラキＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,910 石川県 金沢市 ＥＣＯｓｅｒｖｉｃｅ（ネットショップ・有限会社エコサービス北陸） サービス その他サービス 5%

105,911 石川県 金沢市 エコチャージ 小売業 その他小売 5%

105,912 石川県 金沢市 ｅｃｏ　ｆｉｔ　金沢店 小売業 家具・調度品 5%

105,913 石川県 金沢市 ＥＳＣＡＰＥ 小売業 衣料品 5%

105,914 石川県 金沢市 ＥＳＴＡＣＩＯ　ＲＥＣＯＲＤＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

105,915 石川県 金沢市 エスニックビアガーデン　ＡＰＲＥ サービス 飲食業 5%

105,916 石川県 金沢市 エスプリ　シュロス サービス 飲食業 5%

105,917 石川県 金沢市 エスマーケット 小売業 その他小売 5%

105,918 石川県 金沢市 美容室ｅｔｉｌｌ　ｅｔｉｌｌ サービス 理容・美容業 5%

105,919 石川県 金沢市 Ｅｄｅｎ サービス 飲食業 5%

105,920 石川県 金沢市 縁煌 小売業 その他小売 5%

105,921 石川県 金沢市 ＥＮＯＭＯＴＯ　【エノモト】 サービス 理容・美容業 5%

105,922 石川県 金沢市 エビスヤ交通 サービス 運輸業 5%

105,923 石川県 金沢市 ＡＢホテル金沢 サービス 宿泊業 5%

105,924 石川県 金沢市 ＃FR2 柳 小売業 衣料品 5%
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105,925 石川県 金沢市 エブリデイ・レコード 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

105,926 石川県 金沢市 ｅｖｏｌｕｉｒｓｈｉｚｕｏｋａ 小売業 衣料品 5%

105,927 石川県 金沢市 エムオート サービス その他サービス 5%

105,928 石川県 金沢市 エム理容室 サービス 理容・美容業 5%

105,929 石川県 金沢市 エリア１ヒロカミ西念店 小売業 電化製品 5%

105,930 石川県 金沢市 ＡＲＥＡ－１　ライフサワダ 小売業 電化製品 5%

105,931 石川県 金沢市 ゑり虎 小売業 衣料品 5%

105,932 石川県 金沢市 株式会社ＬＩＴＭ サービス その他サービス 5%

105,933 石川県 金沢市 Ｌ．Ａ．ＤＥＰＯ 小売業 家具・調度品 5%

105,934 石川県 金沢市 エルサカエ　金沢本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

105,935 石川県 金沢市 Ｅｒｂａ サービス 理容・美容業 5%

105,936 石川県 金沢市 エレガンス サービス 飲食業 5%

105,937 石川県 金沢市 ＯｉｎｋＯｉｎｋ サービス 飲食業 5%

105,938 石川県 金沢市 近江町海鮮丼家ひら井いちば館店 サービス 飲食業 5%

105,939 石川県 金沢市 近江町海鮮丼家ひら井本店 サービス 飲食業 5%

105,940 石川県 金沢市 近江町旬彩焼 サービス 飲食業 5%

105,941 石川県 金沢市 ＯＫＡＮＮＥ 小売業 衣料品 5%

105,942 石川県 金沢市 Ｌａｇｏｏｎｃｏｍｍｕｎｉｔｙ＆ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

105,943 石川県 金沢市 オーシャンテーブル ｐｕｎｉ ｐｒｅｓｅｎｔｓ にんにくや 金沢店 サービス 飲食業 5%

105,944 石川県 金沢市 オーシャンテーブル ＭＡ なべや金沢店 サービス 飲食業 5%

105,945 石川県 金沢市 太田商事 小売業 その他小売 5%

105,946 石川県 金沢市 オートモ　有松店 小売業 衣料品 5%

105,947 石川県 金沢市 オートモ　城北店 小売業 衣料品 5%

105,948 石川県 金沢市 オートモ　のだ店 小売業 衣料品 5%

105,949 石川県 金沢市 オートモ　間明店 小売業 衣料品 5%

105,950 石川県 金沢市 大友楼新幹線金沢ホーム弁当 店 サービス 飲食業 5%

105,951 石川県 金沢市 大戸屋金沢松村店 サービス 飲食業 2%

105,952 石川県 金沢市 ＯＶＡＬパーキング　ガイモ サービス その他サービス 5%

105,953 石川県 金沢市 大屋会計事務所 サービス その他サービス 5%

105,954 石川県 金沢市 ｏｒｌｉｎｇｅｒｉｅ 小売業 衣料品 5%

105,955 石川県 金沢市 御菓子司　雅風堂　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

105,956 石川県 金沢市 岡ホテル サービス 宿泊業 5%

105,957 石川県 金沢市 お好み焼き　３６０° サービス 飲食業 5%

105,958 石川県 金沢市 お好み焼き　つくし　お好み焼　つくし サービス 飲食業 5%

105,959 石川県 金沢市 OJICO金沢リント店 小売業 衣料品 5%

105,960 石川県 金沢市 おすしと和食はた中 サービス 飲食業 5%

105,961 石川県 金沢市 オステリア　デル　カンパーニュ サービス 飲食業 5%

105,962 石川県 金沢市 織田寝具株式会社 サービス その他サービス 5%

105,963 石川県 金沢市 お多福　金沢百番街店 サービス 飲食業 5%

105,964 石川県 金沢市 〔ＨＣ〕オーツカ電機サービス 小売業 電化製品 5%

105,965 石川県 金沢市 オッペン化粧品　暁ポイント 小売業 その他小売 5%

105,966 石川県 金沢市 オッペン化粧品　ＡＱＵＡポイント 小売業 その他小売 5%
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105,967 石川県 金沢市 オートモ 小売業 衣料品 5%

105,968 石川県 金沢市 オートモ　笠市店 小売業 衣料品 5%

105,969 石川県 金沢市 （株）オートモ諸江店 小売業 衣料品 5%

105,970 石川県 金沢市 オートレグルス サービス その他サービス 5%

105,971 石川県 金沢市 お箸バルブルーチェ サービス 飲食業 5%

105,972 石川県 金沢市 オリエンタルブルーイング　金沢百番街 サービス 飲食業 5%

105,973 石川県 金沢市 オリックスレンタカー金沢駅兼六園口（東口）店 サービス その他サービス 2%

105,974 石川県 金沢市 オリックスレンタカー金沢駅西口店 サービス その他サービス 2%

105,975 石川県 金沢市 オリックスレンタカー金沢長田店 サービス その他サービス 2%

105,976 石川県 金沢市 オリックスレンタカー金沢東インター店 サービス その他サービス 2%

105,977 石川県 金沢市 オリベ動物病院 サービス その他サービス 5%

105,978 石川県 金沢市 ｏｌｅｈ－ｏｌｅｈ　金沢店 小売業 衣料品 5%

105,979 石川県 金沢市 尾張町ビヤスタンド サービス 飲食業 5%

105,980 石川県 金沢市 温野菜　金沢駅ビル店 サービス 飲食業 2%

105,981 石川県 金沢市 温野菜もりの里店 サービス 飲食業 2%

105,982 石川県 金沢市 株式会社今村本店 小売業 その他小売 5%

105,983 石川県 金沢市 株式会社にしき堂　八日市店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

105,984 石川県 金沢市 株式会社　プロサービス サービス その他サービス 5%

105,985 石川県 金沢市 株式会社本郷自動車 小売業 その他小売 5%

105,986 石川県 金沢市 カークラフト モトヤ サービス その他サービス 5%

105,987 石川県 金沢市 カーケアステーション二口 小売業 ガソリンスタンド 2%

105,988 石川県 金沢市 カーコンビニ倶楽部カートップ 小売業 その他小売 5%

105,989 石川県 金沢市 ＣａｓａＳａｎｐｏｎｄ サービス その他サービス 5%

105,990 石川県 金沢市 ガーラ金澤プレミナンス 小売業 その他小売 5%

105,991 石川県 金沢市 海鮮丼とちょいｓｕｓｈｉ　魚菜屋　あんと店 サービス 飲食業 5%

105,992 石川県 金沢市 快適視生活サポート　ＯｐｔＰａｌ 小売業 その他小売 5%

105,993 石川県 金沢市 カイロ＆セラピーｓｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

105,994 石川県 金沢市 かえでの木動物病院 サービス その他サービス 5%

105,995 石川県 金沢市 かえでの木動物病院 サービス その他サービス 5%

105,996 石川県 金沢市 加賀てまり　毬屋 小売業 家具・調度品 5%

105,997 石川県 金沢市 加賀藩御用菓子司　森八 小売業 食料品 5%

105,998 石川県 金沢市 加賀麩　不室屋　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

105,999 石川県 金沢市 加賀麩司　宮田　百番街店 小売業 食料品 5%

106,000 石川県 金沢市 加賀友禅　松村商店 小売業 衣料品 5%

106,001 石川県 金沢市 加賀友禅会館 小売業 衣料品 5%

106,002 石川県 金沢市 牡蠣小屋　侍　片町店 サービス 飲食業 5%

106,003 石川県 金沢市 カジ モータース 小売業 その他小売 5%

106,004 石川県 金沢市 菓匠まつ井　金沢百番街あんど店 小売業 食料品 5%

106,005 石川県 金沢市 菓匠みのや　金沢百番街あんと店 小売業 食料品 5%

106,006 石川県 金沢市 カシワギ電機 小売業 電化製品 5%

106,007 石川県 金沢市 和枝交通 サービス 運輸業 5%

106,008 石川県 金沢市 主計町　いち凛 サービス 飲食業 5%
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106,009 石川県 金沢市 かずえや サービス 宿泊業 5%

106,010 石川県 金沢市 片町ツアーホテル サービス 宿泊業 5%

106,011 石川県 金沢市 ｋａｔｚ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

106,012 石川県 金沢市 カット＆エステ　　アズアズ サービス 理容・美容業 5%

106,013 石川県 金沢市 カット＆エステ　ユキノ サービス 理容・美容業 5%

106,014 石川県 金沢市 ＣＵＴ　ＳＴＵＤＩＯ　ＳＵＮＤＡＹ サービス 理容・美容業 5%

106,015 石川県 金沢市 カットスタジオＷＨＯ？ＷＥＳＴ サービス 理容・美容業 5%

106,016 石川県 金沢市 カットスペース　ゲスト サービス 理容・美容業 5%

106,017 石川県 金沢市 カットスペースゲスト サービス 理容・美容業 5%

106,018 石川県 金沢市 カットスペースゲスト サービス 理容・美容業 5%

106,019 石川県 金沢市 ＣＵＴ　ＰＬＡＣＥ　しめの サービス 理容・美容業 5%

106,020 石川県 金沢市 活版印刷　眼鏡と猫ノ舎 小売業 その他小売 5%

106,021 石川県 金沢市 割烹　ゆづる サービス 飲食業 5%

106,022 石川県 金沢市 加藤皓陽堂　百番街店 小売業 食料品 5%

106,023 石川県 金沢市 金沢 サービス その他サービス 5%

106,024 石川県 金沢市 金沢　うら田　泉野店 小売業 食料品 5%

106,025 石川県 金沢市 金沢　うら田　百番街店 小売業 食料品 5%

106,026 石川県 金沢市 金沢　うら田　八日市出町店 小売業 食料品 5%

106,027 石川県 金沢市 金沢　ＣＡＳＡ　２ 小売業 衣料品 5%

106,028 石川県 金沢市 金沢　ＣＡＳＡ　１ 小売業 衣料品 5%

106,029 石川県 金沢市 金澤　斉や サービス 飲食業 5%

106,030 石川県 金沢市 金澤　福うさぎ　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

106,031 石川県 金沢市 金沢　Ｆｌｅｕｒ　ｄｅ　ｌｉｓ 小売業 衣料品 5%

106,032 石川県 金沢市 金沢　ヤマト醤油味噌　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

106,033 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢浅野本町店 小売業 食料品 2%

106,034 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢有松５丁目店 小売業 食料品 2%

106,035 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢池田町店 小売業 食料品 2%

106,036 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢泉野出町１丁目店 小売業 食料品 2%

106,037 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢泉野町店 小売業 食料品 2%

106,038 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢入江１丁目店 小売業 食料品 2%

106,039 石川県 金沢市 金沢営業所 サービス その他サービス 5%

106,040 石川県 金沢市 金沢駅ＩＲお客さまカウンター サービス その他サービス 5%

106,041 石川県 金沢市 金沢駅西ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,042 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ金沢駅西店 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,043 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢駅西本町３丁目店 小売業 食料品 2%

106,044 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢円光寺本町店 小売業 食料品 2%

106,045 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢大桑２丁目店 小売業 食料品 2%

106,046 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢大額３丁目店 小売業 食料品 2%

106,047 石川県 金沢市 金沢おでん・やきとり　吉月 サービス 飲食業 5%

106,048 石川県 金沢市 金澤尾張町　朝食茶屋　こかりあん サービス 飲食業 5%

106,049 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢片町中央店 小売業 食料品 2%

106,050 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢北安江４丁目店 小売業 食料品 2%
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106,051 石川県 金沢市 金沢きもの和音 小売業 衣料品 5%

106,052 石川県 金沢市 金澤牛かつ小林　横川店 サービス 飲食業 5%

106,053 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢京町店 小売業 食料品 2%

106,054 石川県 金沢市 金澤着楽々　ひがし茶屋街本店 小売業 衣料品 5%

106,055 石川県 金沢市 金沢ギルド サービス 飲食業 5%

106,056 石川県 金沢市 金沢クラーク動物病院 サービス その他サービス 5%

106,057 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢鞍月４丁目店 小売業 食料品 2%

106,058 石川県 金沢市 金沢　クラフト広坂　金沢　クラフト広坂 小売業 その他小売 5%

106,059 石川県 金沢市 金沢ケーブル サービス その他サービス 5%

106,060 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢小金町店 小売業 食料品 2%

106,061 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢古府３丁目店 小売業 食料品 2%

106,062 石川県 金沢市 金沢犀川峡温泉清流山水の宿滝亭 サービス 宿泊業 5%

106,063 石川県 金沢市 金沢彩の庭ホテル サービス 宿泊業 5%

106,064 石川県 金沢市 金澤直庵?結? サービス 宿泊業 5%

106,065 石川県 金沢市 金沢百番街　金沢地酒蔵 小売業 食料品 5%

106,066 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢寺中町店 小売業 食料品 2%

106,067 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢昭和町店 小売業 食料品 2%

106,068 石川県 金沢市 金沢市立病院売店 小売業 その他小売 5%

106,069 石川県 金沢市 かなざわ石亭 サービス 飲食業 5%

106,070 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢専光寺町店 小売業 食料品 2%

106,071 石川県 金沢市 金沢セントラルホテル サービス 宿泊業 5%

106,072 石川県 金沢市 金沢セントラルホテル　本館 サービス 宿泊業 5%

106,073 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢高岡町店 小売業 食料品 2%

106,074 石川県 金沢市 金澤玉寿司 サービス 飲食業 5%

106,075 石川県 金沢市 金澤玉寿司　金沢百番街あんと店 サービス 飲食業 5%

106,076 石川県 金沢市 金澤玉寿司総本店 サービス 飲食業 5%

106,077 石川県 金沢市 金澤田丸屋 サービス その他サービス 5%

106,078 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢近岡町店 小売業 食料品 2%

106,079 石川県 金沢市 金澤ちとせ珈琲 サービス 飲食業 5%

106,080 石川県 金沢市 金澤ちとせ珈琲　百番街店 サービス 飲食業 5%

106,081 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢中央郵便局前店 小売業 食料品 2%

106,082 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢問屋町２丁目店 小売業 食料品 2%

106,083 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢直江町店 小売業 食料品 2%

106,084 石川県 金沢市 金沢なごみ亭　北都 サービス 飲食業 5%

106,085 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢西泉２丁目店 小売業 食料品 2%

106,086 石川県 金沢市 金沢西インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,087 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ金沢西インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,088 石川県 金沢市 金沢２１世紀美術館ミュージアムショップ２ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

106,089 石川県 金沢市 金沢の味　風土菓　板屋　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

106,090 石川県 金沢市 金沢の着物レンタルあかり サービス その他サービス 5%

106,091 石川県 金沢市 金沢白鳥路　ホテル山楽 サービス 宿泊業 5%

106,092 石川県 金沢市 金澤八旅 サービス 宿泊業 5%
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106,093 石川県 金沢市 カナザワ鈑金 サービス その他サービス 5%

106,094 石川県 金沢市 金沢東山　鮨たかしま サービス 飲食業 5%

106,095 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢久安２丁目店 小売業 食料品 2%

106,096 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢平和町店 小売業 食料品 2%

106,097 石川県 金沢市 金澤紅屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

106,098 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢芳斉２丁目店 小売業 食料品 2%

106,099 石川県 金沢市 金澤北珍　肴の匠　金沢百番街店 サービス 飲食業 5%

106,100 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢保古３丁目店 小売業 食料品 2%

106,101 石川県 金沢市 金沢補聴器センター有松店 小売業 その他小売 5%

106,102 石川県 金沢市 金沢補聴器センター金沢店 小売業 その他小売 5%

106,103 石川県 金沢市 金沢町屋　はっち サービス 飲食業 5%

106,104 石川県 金沢市 金沢町家兼六 サービス その他サービス 5%

106,105 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢松村町店 小売業 食料品 2%

106,106 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢松村４丁目店 小売業 食料品 2%

106,107 石川県 金沢市 金沢マンテンホテル サービス 宿泊業 5%

106,108 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢三池店 小売業 食料品 2%

106,109 石川県 金沢市 金沢味食亭　よし久 サービス 飲食業 5%

106,110 石川県 金沢市 ＫａｎａｚａｗａＭｕｓｉｃＢａｒ サービス 飲食業 5%

106,111 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢三馬３丁目店 小売業 食料品 2%

106,112 石川県 金沢市 金沢もりの里レコード魔法陣 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

106,113 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢諸江町店 小売業 食料品 2%

106,114 石川県 金沢市 金沢家 サービス 宿泊業 5%

106,115 石川県 金沢市 金澤焼肉　せなら サービス 飲食業 5%

106,116 石川県 金沢市 金沢焼肉楽処　万場　駅前本店 サービス 飲食業 5%

106,117 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢矢木２丁目店 小売業 食料品 2%

106,118 石川県 金沢市 金沢焼ふぐ夢鉄砲 サービス 飲食業 5%

106,119 石川県 金沢市 金澤屋珈琲店　近江町市場店 小売業 食料品 5%

106,120 石川県 金沢市 金澤屋珈琲店本店 小売業 食料品 5%

106,121 石川県 金沢市 金沢湯涌温泉　百楽荘 サービス 宿泊業 5%

106,122 石川県 金沢市 金沢湯涌ゲストハウス サービス 宿泊業 5%

106,123 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢横川６丁目店 小売業 食料品 2%

106,124 石川県 金沢市 セブン－イレブン金沢吉原町店 小売業 食料品 2%

106,125 石川県 金沢市 かなざわ 凛や かなざわ 凛や サービス その他サービス 5%

106,126 石川県 金沢市 金沢わらじ屋 金沢百番街あんと店 小売業 その他小売 5%

106,127 石川県 金沢市 ＫａｎａｍｅＩＮＮＴａｔｅｍａｃｈｉ サービス 宿泊業 5%

106,128 石川県 金沢市 ＫＡＮＡＭＥ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

106,129 石川県 金沢市 Ｋａｎａｍｅ　ＨＯＳＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

106,130 石川県 金沢市 かなやキッチン サービス 飲食業 5%

106,131 石川県 金沢市 かねまつ　金沢１０９店 小売業 衣料品 5%

106,132 石川県 金沢市 かねまつ　金沢１０９店 小売業 衣料品 5%

106,133 石川県 金沢市 かねまつ　金沢スカイプラザ店 小売業 衣料品 5%

106,134 石川県 金沢市 かねまつ　金沢スカイプラザ店 小売業 衣料品 5%
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106,135 石川県 金沢市 金沢東インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,136 石川県 金沢市 カフェ　スミカグラス サービス 飲食業 5%

106,137 石川県 金沢市 Ｃａｆｅ　ＰＲＥＳＴＡＴ 小売業 食料品 5%

106,138 石川県 金沢市 カフェ　レンテ サービス 飲食業 5%

106,139 石川県 金沢市 カフェ・アルコ　プレーゴ サービス 飲食業 5%

106,140 石川県 金沢市 カフェ・アルコ　メルカート サービス 飲食業 5%

106,141 石川県 金沢市 Ｃａｆｅ　Ａｐａｃｈｅ サービス 飲食業 5%

106,142 石川県 金沢市 カフェ・アルコ　スタツイオーネ　金沢百番街 サービス 飲食業 5%

106,143 石川県 金沢市 カフェスミカグラス サービス 飲食業 5%

106,144 石川県 金沢市 ＣＡＦＥ多聞 サービス 飲食業 5%

106,145 石川県 金沢市 ＣＡＦＥ　ＤＵＭＢＯ サービス 飲食業 5%

106,146 石川県 金沢市 かーふコレクション 小売業 家具・調度品 5%

106,147 石川県 金沢市 株式会社 日本美装 わが家の主治医 日本美装 サービス その他サービス 5%

106,148 石川県 金沢市 株式会社　アイリー　アイリー サービス その他サービス 5%

106,149 石川県 金沢市 株式会社　一献 サービス 飲食業 5%

106,150 石川県 金沢市 佐波 サービス その他サービス 5%

106,151 石川県 金沢市 株式会社　島田モータース　株式会社　島田モータース サービス その他サービス 5%

106,152 石川県 金沢市 株式会社アイエーテック 小売業 その他小売 5%

106,153 石川県 金沢市 株式会社ｉＢａＲ サービス その他サービス 5%

106,154 石川県 金沢市 株式会社Ｅアンブレラジャパン サービス その他サービス 5%

106,155 石川県 金沢市 株式会社イガム 小売業 その他小売 5%

106,156 石川県 金沢市 株式会社今村　金沢南店 小売業 家具・調度品 5%

106,157 石川県 金沢市 株式会社クラモト・氷業 小売業 その他小売 5%

106,158 石川県 金沢市 ＩｎＫａｎａｚａｗａＨｏｕｓｅ サービス 理容・美容業 5%

106,159 石川県 金沢市 株式会社　タナカ　ジム 小売業 その他小売 5%

106,160 石川県 金沢市 （株）茶山金物　金沢店 小売業 その他小売 5%

106,161 石川県 金沢市 ＮＯＷＯＲＫ サービス 理容・美容業 5%

106,162 石川県 金沢市 株式会社フジカラー北陸 サービス その他サービス 5%

106,163 石川県 金沢市 株式会社ｆｕｔｕｒｅ サービス その他サービス 5%

106,164 石川県 金沢市 株式会社ホクチン 小売業 食料品 5%

106,165 石川県 金沢市 株式会社北陸車検 サービス その他サービス 5%

106,166 石川県 金沢市 株式会社北國寝具 小売業 家具・調度品 5%

106,167 石川県 金沢市 株式会社ボンシェリ サービス 理容・美容業 5%

106,168 石川県 金沢市 株式会社前田書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

106,169 石川県 金沢市 株式会社前田書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

106,170 石川県 金沢市 株式会社三崎ストアーパセオ店 小売業 食料品 5%

106,171 石川県 金沢市 株式会社三崎ストアーモモサカ店 小売業 食料品 5%

106,172 石川県 金沢市 株式会社三崎ストアー森本店 小売業 食料品 5%

106,173 石川県 金沢市 株式会社宮丸自動車 サービス その他サービス 5%

106,174 石川県 金沢市 株式会社　山根燃料 小売業 ガソリンスタンド 5%

106,175 石川県 金沢市 株式会社吉本金沢店 サービス その他サービス 5%

106,176 石川県 金沢市 株式会社リビック金沢　金沢営業所 小売業 その他小売 5%

2530



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

106,177 石川県 金沢市 （株）人楽 小売業 衣料品 5%

106,178 石川県 金沢市 株式会社バイセル　ＥＬＬＥ　ＣＡＲ　ＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

106,179 石川県 金沢市 ＪＭ／カブリオ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

106,180 石川県 金沢市 Ｃａｂｒｉｏ 小売業 その他小売 5%

106,181 石川県 金沢市 がブリチキン　　金沢東口店 サービス 飲食業 5%

106,182 石川県 金沢市 ＫａＢｏＳ大桑店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

106,183 石川県 金沢市 紙あさくら 小売業 家具・調度品 5%

106,184 石川県 金沢市 KAMIO-Coco　金沢百番街Rinto店 サービス 理容・美容業 5%

106,185 石川県 金沢市 髪工房ＦＵＫＵＤＡ サービス 理容・美容業 5%

106,186 石川県 金沢市 髪匠しろがね サービス 理容・美容業 5%

106,187 石川県 金沢市 髪物語 サービス 理容・美容業 5%

106,188 石川県 金沢市 Ｃａｍｉｎ サービス その他サービス 5%

106,189 石川県 金沢市 カメリアイン雪椿 サービス 宿泊業 5%

106,190 石川県 金沢市 かもめタクシー 金沢 ２０１ サービス 運輸業 5%

106,191 石川県 金沢市 カラオケパラダイス　金沢店 サービス 飲食業 5%

106,192 石川県 金沢市 からなしの上 サービス 飲食業 5%

106,193 石川県 金沢市 かりあげくん　高柳店エリアＣ サービス 理容・美容業 5%

106,194 石川県 金沢市 ＧＡＲＹＯ 小売業 衣料品 5%

106,195 石川県 金沢市 ＣＡＬＤＯ　【カルド】 サービス 理容・美容業 5%

106,196 石川県 金沢市 Ｃａｒｎｅ　ＧＲＡＮＤＥ　カナザワテン サービス 飲食業 5%

106,197 石川県 金沢市 カルバン金沢店 小売業 その他小売 5%

106,198 石川県 金沢市 カルバン問屋町店 小売業 その他小売 5%

106,199 石川県 金沢市 ガレージ　スペシャル サービス その他サービス 5%

106,200 石川県 金沢市 ガレージ　ガイム サービス その他サービス 5%

106,201 石川県 金沢市 ガレージ西泉 サービス 飲食業 5%

106,202 石川県 金沢市 ガレージボス　ガレージボス サービス その他サービス 5%

106,203 石川県 金沢市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋金沢西インター店 サービス 飲食業 2%

106,204 石川県 金沢市 ガレージカナメ 小売業 その他小売 5%

106,205 石川県 金沢市 ガレリアポンテ 小売業 家具・調度品 5%

106,206 石川県 金沢市 川島交通 サービス 運輸業 5%

106,207 石川県 金沢市 河内屋　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

106,208 石川県 金沢市 川原英税理士事務所　川原英税理士事務所 サービス その他サービス 5%

106,209 石川県 金沢市 河原タイヤ店 小売業 その他小売 5%

106,210 石川県 金沢市 カワベデンキ 小売業 電化製品 5%

106,211 石川県 金沢市 カンディハウス金沢支店 小売業 家具・調度品 5%

106,212 石川県 金沢市 上林金沢茶舗 小売業 食料品 5%

106,213 石川県 金沢市 甘路 サービス 飲食業 5%

106,214 石川県 金沢市 個人菊川タクシー サービス 運輸業 5%

106,215 石川県 金沢市 菊川町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,216 石川県 金沢市 木倉町酒場　ＯＲＩＧＡＭＩ サービス 飲食業 5%

106,217 石川県 金沢市 木倉や　金沢百番街店 小売業 その他小売 5%

106,218 石川県 金沢市 季節料理　おでん　黒百合 サービス 飲食業 5%
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106,219 石川県 金沢市 北川呉服店 小売業 衣料品 5%

106,220 石川県 金沢市 喜多ハウジング本社 サービス その他サービス 5%

106,221 石川県 金沢市 ?多也交通 サービス 運輸業 5%

106,222 石川県 金沢市 喫茶 Ｎ サービス 飲食業 5%

106,223 石川県 金沢市 木のおもちゃのお店　りぷか 小売業 その他小売 5%

106,224 石川県 金沢市 喜はな サービス 飲食業 5%

106,225 石川県 金沢市 Ｋｉｍｏｎｏ　佳扇　金沢イオン店 小売業 衣料品 5%

106,226 石川県 金沢市 Ｋｉｍｏｎｏ　佳扇　示野イオン店 小売業 衣料品 5%

106,227 石川県 金沢市 きものサロン金澤紅屋本社 小売業 衣料品 5%

106,228 石川県 金沢市 キャピックカナザワ サービス その他サービス 5%

106,229 石川県 金沢市 キャラバンサライ 小売業 食料品 5%

106,230 石川県 金沢市 キャラバンサライ　むさし店 小売業 食料品 5%

106,231 石川県 金沢市 キャラバンサライ　泉が丘店 小売業 食料品 5%

106,232 石川県 金沢市 キャラバンサライ泉が丘店 泉が丘店 小売業 食料品 5%

106,233 石川県 金沢市 キャラバンサライ武蔵店 武蔵店 小売業 食料品 5%

106,234 石川県 金沢市 キャラバンサライ　本店 小売業 食料品 5%

106,235 石川県 金沢市 キャラバンサライ松村店 小売業 食料品 5%

106,236 石川県 金沢市 ＣＡＮＶＡＳ 小売業 衣料品 5%

106,237 石川県 金沢市 ｃａｎｖａｓ サービス 理容・美容業 5%

106,238 石川県 金沢市 牛角金沢桜田店 サービス 飲食業 2%

106,239 石川県 金沢市 魚界人 サービス 飲食業 5%

106,240 石川県 金沢市 金銀箔工芸さくだ　町屋店 小売業 その他小売 5%

106,241 石川県 金沢市 キングオブステーション仙石 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,242 石川県 金沢市 金港堂 小売業 衣料品 5%

106,243 石川県 金沢市 銀座ビューティークリニーク　御経塚店 サービス 理容・美容業 5%

106,244 石川県 金沢市 銀座ビューティークリニーク　増泉店 サービス 理容・美容業 5%

106,245 石川県 金沢市 銀座ビューティークリニーク　増泉店 サービス 理容・美容業 5%

106,246 石川県 金沢市 金大カットサロン 金大カットサロン サービス 理容・美容業 5%

106,247 石川県 金沢市 きんつば中田屋　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

106,248 石川県 金沢市 金箔工芸　田じま サービス その他サービス 5%

106,249 石川県 金沢市 金箔屋さくだ　茶屋街支店 小売業 その他小売 5%

106,250 石川県 金沢市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ金沢店 小売業 その他小売 5%

106,251 石川県 金沢市 串こよみ　もりの里店 サービス 飲食業 5%

106,252 石川県 金沢市 串こよみ　諸江店 サービス 飲食業 5%

106,253 石川県 金沢市 串酒場大笑 サービス 飲食業 5%

106,254 石川県 金沢市 薬のライフ 小売業 その他小売 5%

106,255 石川県 金沢市 薬屋カフェ サービス 飲食業 5%

106,256 石川県 金沢市 九谷巴 小売業 家具・調度品 5%

106,257 石川県 金沢市 九谷焼 片岡光山堂 九谷焼 片岡光山堂 小売業 その他小売 5%

106,258 石川県 金沢市 靴下屋　金沢百番街RINTO店 小売業 衣料品 2%

106,259 石川県 金沢市 Ｔｒａｖｅｌｅｒ＇ｓｌｏｕｎｇｅＴＲＡＦＦＩＣ サービス 飲食業 5%

106,260 石川県 金沢市 靴のベル　高柳店 小売業 衣料品 5%
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106,261 石川県 金沢市 鞍月スポーツクラブ サービス その他サービス 5%

106,262 石川県 金沢市 ＣＬＵＢ　初色 サービス 飲食業 5%

106,263 石川県 金沢市 クラブ　帝 サービス 飲食業 5%

106,264 石川県 金沢市 グランリーナ金沢　ほぼ駅前ホテル サービス 宿泊業 5%

106,265 石川県 金沢市 グランリーナ金沢　ほぼ駅前ホテル サービス 宿泊業 5%

106,266 石川県 金沢市 クリア家具　ＫＳＰ金沢 小売業 家具・調度品 5%

106,267 石川県 金沢市 クリーニング・ロシ　藤江店 サービス その他サービス 5%

106,268 石川県 金沢市 グリーンオートサービス　株式会社 小売業 その他小売 5%

106,269 石川県 金沢市 Ｇｒｅｅｎ　Ｃｈｉｃｋ 小売業 衣料品 5%

106,270 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅグリーンポート金沢店 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,271 石川県 金沢市 クリエーションハウス サービス その他サービス 5%

106,272 石川県 金沢市 クリーニング・ロシ大徳店 サービス その他サービス 5%

106,273 石川県 金沢市 ＧＲＩＬＬ　ＧＲＡＬＬ サービス 飲食業 5%

106,274 石川県 金沢市 クール・カレ　アン　アルプラザ金沢店 小売業 衣料品 5%

106,275 石川県 金沢市 グルメプラザ・マルシン金沢店 小売業 食料品 5%

106,276 石川県 金沢市 グレイス・きたいち 小売業 電化製品 5%

106,277 石川県 金沢市 グレイス・みやでん 小売業 電化製品 5%

106,278 石川県 金沢市 グレイス・かみさか 小売業 電化製品 5%

106,279 石川県 金沢市 グレイス きたいち グレイス きたいち 小売業 電化製品 5%

106,280 石川県 金沢市 グレイス・なかやま 小売業 電化製品 5%

106,281 石川県 金沢市 グレイス・ひかり 小売業 電化製品 5%

106,282 石川県 金沢市 久連波 小売業 衣料品 5%

106,283 石川県 金沢市 ＢＡＬＡＮＣＥ サービス 理容・美容業 5%

106,284 石川県 金沢市 黒川仏檀店 小売業 家具・調度品 5%

106,285 石川県 金沢市 黒鶏 サービス 飲食業 5%

106,286 石川県 金沢市 Ｋｕｒｏｎｅｃｏ Ｊａｃｋ サービス 飲食業 5%

106,287 石川県 金沢市 クロロフイル美顔教室　アイ 小売業 その他小売 5%

106,288 石川県 金沢市 クロロフイル美顔教室　テル 小売業 その他小売 5%

106,289 石川県 金沢市 群青の月 サービス その他サービス 5%

106,290 石川県 金沢市 ＫＵＮ’ｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

106,291 石川県 金沢市 ケイ・ウノ　金沢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

106,292 石川県 金沢市 ＫＣＳセンター金沢院　ＫＣＳセンター金沢院 サービス その他サービス 5%

106,293 石川県 金沢市 ＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥＫＡＤＯＹＡＳＵ サービス その他サービス 5%

106,294 石川県 金沢市 ゲストハウス泊家 サービス その他サービス 5%

106,295 石川県 金沢市 ゲストハウスポンギー サービス その他サービス 5%

106,296 石川県 金沢市 ゲストルーム金沢心音 サービス 宿泊業 5%

106,297 石川県 金沢市 ケラショップ　カナザワテン 小売業 衣料品 5%

106,298 石川県 金沢市 玄羅アート 小売業 家具・調度品 5%

106,299 石川県 金沢市 兼六亭 小売業 その他小売 5%

106,300 石川県 金沢市 兼六鈑金塗装工場 サービス その他サービス 5%

106,301 石川県 金沢市 コイル サービス 飲食業 5%

106,302 石川県 金沢市 光学堂眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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106,303 石川県 金沢市 合同会社ドイツ振動医学研究所ザイオン サービス その他サービス 5%

106,304 石川県 金沢市 合同会社ネバーストップ　ＳＨＡＲＩＮ　Ｋａｎａｚａｗａ　Ｔｒａｖｅｌｅｒ　ｓ　Ｉｎｎ サービス 宿泊業 5%

106,305 石川県 金沢市 セブンーイレブンＫＯＹＯ石川県立中央病院店 小売業 食料品 2%

106,306 石川県 金沢市 セブンーイレブンＫＯＹＯ金沢医療センター店 小売業 食料品 2%

106,307 石川県 金沢市 コープおおぬか 小売業 食料品 5%

106,308 石川県 金沢市 コープたまぼこ 小売業 食料品 5%

106,309 石川県 金沢市 ゴールドカレー本店 サービス 飲食業 5%

106,310 石川県 金沢市 ＧｏｌｄーＫｎｏｔ 小売業 衣料品 5%

106,311 石川県 金沢市 小顔整顔サロンＮｏ．３?ｔｈｒｅｅ? サービス その他サービス 5%

106,312 石川県 金沢市 心結 サービス その他サービス 5%

106,313 石川県 金沢市 ＣＯＣＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

106,314 石川県 金沢市 ココロホーキ サービス 理容・美容業 5%

106,315 石川県 金沢市 ｋｏｓｈｉｄａ 小売業 その他小売 5%

106,316 石川県 金沢市 越山甘清堂 近江町店 小売業 食料品 5%

106,317 石川県 金沢市 越山甘清堂 杜の里店 小売業 食料品 5%

106,318 石川県 金沢市 越山甘清堂　武蔵本店 小売業 食料品 5%

106,319 石川県 金沢市 個人高戸交通 サービス 運輸業 5%

106,320 石川県 金沢市 （個人）めじろ交通 サービス 運輸業 5%

106,321 石川県 金沢市 コソバ・リビング 小売業 電化製品 5%

106,322 石川県 金沢市 有限会社　湖南自動車商会 サービス その他サービス 5%

106,323 石川県 金沢市 小西タイヤサービスセンター 小売業 その他小売 5%

106,324 石川県 金沢市 小西タイヤサービスセンター 小売業 その他小売 5%

106,325 石川県 金沢市 コニーズアイ 小売業 その他小売 5%

106,326 石川県 金沢市 古美術高辻 小売業 家具・調度品 5%

106,327 石川県 金沢市 小路 サービス 飲食業 5%

106,328 石川県 金沢市 香むぎ　香むぎ サービス 飲食業 5%

106,329 石川県 金沢市 ＣＯＭＯＮ サービス 理容・美容業 5%

106,330 石川県 金沢市 ｃｏｌｌａｂｏｎ 小売業 その他小売 5%

106,331 石川県 金沢市 ゴルフスタジオゾーン 小売業 その他小売 5%

106,332 石川県 金沢市 五郎八 サービス 飲食業 5%

106,333 石川県 金沢市 金剛堂　北陸本店 小売業 家具・調度品 5%

106,334 石川県 金沢市 コンディショニングＳＩＮ サービス その他サービス 5%

106,335 石川県 金沢市 ＣＯＭＦＹ 小売業 家具・調度品 5%

106,336 石川県 金沢市 コンフォートシューズ　のさか 小売業 衣料品 5%

106,337 石川県 金沢市 Ｔｈｅ　Ｇｏｄｂｕｒｇｅｒ サービス 飲食業 5%

106,338 石川県 金沢市 ＴＨＥ　ＴＥＡ　ＳＨＯＰ　ＣＨＡＮＯＭＩ　茶のみ　　金沢本店 サービス 飲食業 5%

106,339 石川県 金沢市 ＴＨＥ　ＰＥＲＦＥＣＴ　ＬＩＮＥ　金沢店 小売業 その他小売 5%

106,340 石川県 金沢市 彩花 サービス 飲食業 5%

106,341 石川県 金沢市 ＨＴＢ骨盤矯正 サービス 理容・美容業 5%

106,342 石川県 金沢市 サイクルショップ　タケベ 小売業 その他小売 5%

106,343 石川県 金沢市 サイクルショップ　みなみ サービス その他サービス 5%

106,344 石川県 金沢市 サイクルショップカガ サービス その他サービス 5%

2534



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

106,345 石川県 金沢市 菜香厨房　金沢店 サービス 飲食業 5%

106,346 石川県 金沢市 菜香樓　新館 サービス 飲食業 5%

106,347 石川県 金沢市 菜香楼　百番街店 サービス 飲食業 5%

106,348 石川県 金沢市 菜喰安心院 サービス 飲食業 5%

106,349 石川県 金沢市 催事和菓子　越山甘清堂 金沢百番街店 小売業 食料品 5%

106,350 石川県 金沢市 サインズショップ　金沢店 小売業 その他小売 5%

106,351 石川県 金沢市 左衛門 サービス 飲食業 5%

106,352 石川県 金沢市 坂上彫刻店 サービス その他サービス 5%

106,353 石川県 金沢市 茶菓工房たろう　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

106,354 石川県 金沢市 酒屋彌三郎 サービス 飲食業 5%

106,355 石川県 金沢市 サクマカデン 小売業 電化製品 5%

106,356 石川県 金沢市 さくら茶屋 サービス 飲食業 5%

106,357 石川県 金沢市 櫻日和　金沢店 小売業 その他小売 5%

106,358 石川県 金沢市 酒猿丸 小売業 その他小売 5%

106,359 石川県 金沢市 サケショップ　福光屋　金沢店 小売業 食料品 5%

106,360 石川県 金沢市 酒の井なみ屋 小売業 食料品 5%

106,361 石川県 金沢市 （株）酒のカワサキグループ　チャンス店 小売業 食料品 5%

106,362 石川県 金沢市 酒のしおだ　酒のしおだ 小売業 食料品 5%

106,363 石川県 金沢市 酒のたみや 小売業 その他小売 5%

106,364 石川県 金沢市 酒のぬまた 小売業 その他小売 5%

106,365 石川県 金沢市 刺身屋 サービス 飲食業 5%

106,366 石川県 金沢市 Ｔｈｅｓｏｌｏｉｓｔ．ＫＡＮＡＺＡＷＡ 小売業 衣料品 5%

106,367 石川県 金沢市 雑貨 カフェｍｏｍｏ 小売業 その他小売 5%

106,368 石川県 金沢市 サニー商会 小売業 その他小売 5%

106,369 石川県 金沢市 ザバーバーショップスピークイージー サービス 理容・美容業 5%

106,370 石川県 金沢市 ＴＨＥ　ＢＥＡＮＳ　ＢＯＸ サービス 飲食業 5%

106,371 石川県 金沢市 サムソン＆デリラ　三馬店 サービス 理容・美容業 5%

106,372 石川県 金沢市 サムソン＆デリラ　ＪＬ サービス 理容・美容業 5%

106,373 石川県 金沢市 レイベリンダ サービス 理容・美容業 5%

106,374 石川県 金沢市 Ｓａｌｏｎ－ａｎｅｍｏｎｅ サービス 理容・美容業 5%

106,375 石川県 金沢市 サロンドシュウ サービス 理容・美容業 5%

106,376 石川県 金沢市 サロンるーな　サロンるーな サービス 理容・美容業 5%

106,377 石川県 金沢市 ざわざわ サービス 飲食業 5%

106,378 石川県 金沢市 沢田神具・結納店 小売業 家具・調度品 5%

106,379 石川県 金沢市 茶和々　金沢店 小売業 その他小売 5%

106,380 石川県 金沢市 サングラスとカフェ　Ｍｉｔｏ 小売業 その他小売 5%

106,381 石川県 金沢市 サン　すいーと 小売業 電化製品 5%

106,382 石川県 金沢市 サンパ金沢店 小売業 家具・調度品 5%

106,383 石川県 金沢市 サンパ鞍月店 小売業 家具・調度品 5%

106,384 石川県 金沢市 三洋自動車 小売業 その他小売 5%

106,385 石川県 金沢市 三洋商店 小売業 食料品 5%

106,386 石川県 金沢市 ＣＩＡＲＴＯＲ サービス 理容・美容業 5%
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106,387 石川県 金沢市 Ｃ：ｈａｉｒ　【シーヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

106,388 石川県 金沢市 ＣＭＯＳ サービス その他サービス 5%

106,389 石川県 金沢市 シェアラ　金沢本店 小売業 その他小売 5%

106,390 石川県 金沢市 シェアラ　新潟青山店 小売業 その他小売 5%

106,391 石川県 金沢市 ＪＪアルテシマダ安江町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

106,392 石川県 金沢市 ＪＪハシヅメ９９９．９ｓｅｌｅｃｔｅｄ 小売業 貴金属・服飾品 5%

106,393 石川県 金沢市 Ｊ－Ｓｔｙｌｅ　金沢森本店 サービス その他サービス 5%

106,394 石川県 金沢市 Ｊ－Ｓｔｙｌｅ　金沢八日市店 サービス その他サービス 5%

106,395 石川県 金沢市 ジェームス鞍月店 小売業 その他小売 2%

106,396 石川県 金沢市 ＳｉｅｓｔａＫａｎａｚａｗａ サービス 理容・美容業 5%

106,397 石川県 金沢市 ｌｅ　ｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

106,398 石川県 金沢市 ｇｅｎｎｅ　金沢示野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

106,399 石川県 金沢市 シオタニ　本社 サービス その他サービス 5%

106,400 石川県 金沢市 塩屋印房 小売業 その他小売 5%

106,401 石川県 金沢市 ＪＩＧＧＥＲ　ＢＡＲ　Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ サービス 飲食業 5%

106,402 石川県 金沢市 自家焙煎ミステリーカフェ謎屋珈琲店　謎屋珈琲店 サービス 飲食業 5%

106,403 石川県 金沢市 四季追　ＨＩＫＡＲＩ サービス 飲食業 5%

106,404 石川県 金沢市 四季のテーブル サービス 飲食業 5%

106,405 石川県 金沢市 四季のテーブル　四季のテーブル サービス 飲食業 5%

106,406 石川県 金沢市 仕事人 小売業 その他小売 5%

106,407 石川県 金沢市 金沢炉端　肉る’ｓ－ミートルズ－ サービス 飲食業 5%

106,408 石川県 金沢市 四十万谷本舗　百番街あんと店 小売業 食料品 5%

106,409 石川県 金沢市 四十萬谷本舗　弥生本店 小売業 食料品 5%

106,410 石川県 金沢市 ６ｅｔｈａｎｂａｒｂｅｒｐｒｏｊｅｃｔ サービス その他サービス 5%

106,411 石川県 金沢市 芝寿し　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

106,412 石川県 金沢市 柴舟小出 小売業 食料品 5%

106,413 石川県 金沢市 柴舟小出　いなほ店 小売業 食料品 5%

106,414 石川県 金沢市 柴舟小出　金沢駅西店 小売業 食料品 5%

106,415 石川県 金沢市 柴舟小出　野町本店 小売業 食料品 5%

106,416 石川県 金沢市 柴舟小出　東山店 小売業 食料品 5%

106,417 石川県 金沢市 柴舟小出　百番街店 小売業 食料品 5%

106,418 石川県 金沢市 島崎燃料 小売業 その他小売 5%

106,419 石川県 金沢市 清水電機商会 小売業 電化製品 5%

106,420 石川県 金沢市 ＪＩＭ　ＨＡＬＬ　【ジムホール】 サービス 飲食業 5%

106,421 石川県 金沢市 ＪＯＵＲＮＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　金沢店 小売業 衣料品 5%

106,422 石川県 金沢市 ＳＨＡＲＩＮＫａｎａｚａｗａＴｒａｖｅｌｅｒ＇ｓＩｎｎ サービス その他サービス 5%

106,423 石川県 金沢市 ジャンティールキタカミタテマチ店 小売業 その他小売 5%

106,424 石川県 金沢市 シャンドゥラローズ 小売業 衣料品 5%

106,425 石川県 金沢市 シュヴァルツェ　カッツェ　ジジ サービス 飲食業 5%

106,426 石川県 金沢市 自遊花人 小売業 その他小売 5%

106,427 石川県 金沢市 舟楽 近江町本店 小売業 食料品 5%

106,428 石川県 金沢市 jouete 金沢百番街Rinto店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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106,429 石川県 金沢市 ＳＵＧＡＲＤＡＹＳ 小売業 衣料品 5%

106,430 石川県 金沢市 ＪＵＱＵＩ　ｋａｎａｚａｗａ 小売業 衣料品 5%

106,431 石川県 金沢市 酒千庵水上 酒千庵水上 小売業 食料品 5%

106,432 石川県 金沢市 シューフィッティング　ノサカ 小売業 衣料品 5%

106,433 石川県 金沢市 酒房 サービス 飲食業 5%

106,434 石川県 金沢市 酒味処 馬づら サービス 飲食業 5%

106,435 石川県 金沢市 旬彩和食　口福 サービス 飲食業 5%

106,436 石川県 金沢市 ジュンナパーク 小売業 その他小売 5%

106,437 石川県 金沢市 正直弁当 サービス 飲食業 5%

106,438 石川県 金沢市 城東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,439 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ城南店 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,440 石川県 金沢市 ［ＨＣ］上馬電器株式会社 小売業 電化製品 5%

106,441 石川県 金沢市 松風園茶舗 小売業 食料品 5%

106,442 石川県 金沢市 小立庵 サービス 飲食業 5%

106,443 石川県 金沢市 昭和ホルモン館　安原店 サービス 飲食業 5%

106,444 石川県 金沢市 叙々苑　金沢店 サービス 飲食業 5%

106,445 石川県 金沢市 ジョルノ サービス 理容・美容業 5%

106,446 石川県 金沢市 しらたまや 小売業 その他小売 5%

106,447 石川県 金沢市 新健勝苑金沢店 小売業 衣料品 5%

106,448 石川県 金沢市 ＪＩＮＪＵＲ 小売業 食料品 5%

106,449 石川県 金沢市 新鮮酒場キサラギ サービス 飲食業 5%

106,450 石川県 金沢市 神鮮和さび サービス 飲食業 5%

106,451 石川県 金沢市 新西自動車商会 小売業 その他小売 5%

106,452 石川県 金沢市 眞美堂 小売業 その他小売 5%

106,453 石川県 金沢市 真美堂　東山店 小売業 その他小売 5%

106,454 石川県 金沢市 ｚｕｉｕｎ　金沢店 小売業 家具・調度品 5%

106,455 石川県 金沢市 ｚｕｉｕｎ　金沢店　ダイニング サービス 飲食業 5%

106,456 石川県 金沢市 ｓｋｙ サービス 理容・美容業 5%

106,457 石川県 金沢市 スカイ三協 小売業 電化製品 5%

106,458 石川県 金沢市 スカイ中央 小売業 電化製品 5%

106,459 石川県 金沢市 スギタ 小売業 電化製品 5%

106,460 石川県 金沢市 杉野屋　与作　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

106,461 石川県 金沢市 杉原酒店 小売業 その他小売 5%

106,462 石川県 金沢市 数寄屋風旅館　からさわ サービス 宿泊業 5%

106,463 石川県 金沢市 Ｓｕｋｈｕｍｖｉｔ サービス 理容・美容業 5%

106,464 石川県 金沢市 鮨　えのめ サービス 飲食業 5%

106,465 石川県 金沢市 寿し　肴　菊屋 サービス 飲食業 5%

106,466 石川県 金沢市 すし食いねぇ！金沢高柳店 サービス 飲食業 5%

106,467 石川県 金沢市 すし食いねぇ！金沢寺地店 サービス 飲食業 5%

106,468 石川県 金沢市 すし食いねえ！県庁前店 サービス 飲食業 5%

106,469 石川県 金沢市 すし食いねぇ！県庁前店 サービス 飲食業 5%

106,470 石川県 金沢市 寿し駒兼六園店 寿し駒 兼六園店 サービス 飲食業 5%
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106,471 石川県 金沢市 すし捨 サービス 飲食業 5%

106,472 石川県 金沢市 鮨処　秀よし サービス 飲食業 5%

106,473 石川県 金沢市 すゞめ金沢百番街店 小売業 食料品 5%

106,474 石川県 金沢市 スタイリストゴトウ　元町店 小売業 その他小売 5%

106,475 石川県 金沢市 スタイリストゴトウ駅西店 小売業 その他小売 5%

106,476 石川県 金沢市 ＳｔｙｌｉｓｈＣｈｉｎｅｓｅ ＳＨＥＮＧ サービス 飲食業 5%

106,477 石川県 金沢市 すたみな太郎　金沢店 サービス 飲食業 5%

106,478 石川県 金沢市 ＳＴＥＡＫ　雄 サービス 飲食業 5%

106,479 石川県 金沢市 ステーキハウス　ＮＥＫＯＹＡＮＡＧＩ サービス 飲食業 5%

106,480 石川県 金沢市 ＳＴＯＣＫ 小売業 衣料品 5%

106,481 石川県 金沢市 Ｓｔｒａｄａｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

106,482 石川県 金沢市 ストロベリーコーンズ　ナポリの窯　金沢八日市店 サービス 飲食業 2%

106,483 石川県 金沢市 スピードショップファントム 小売業 その他小売 5%

106,484 石川県 金沢市 スプリングアニマルクリニック サービス その他サービス 5%

106,485 石川県 金沢市 スポーツショップＮＯＢＵ 小売業 その他小売 5%

106,486 石川県 金沢市 スマイルプラザ鈴見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,487 石川県 金沢市 ＳＭＡＰＰＬＥ金沢店 サービス その他サービス 5%

106,488 石川県 金沢市 炭火焼き鳥　桜屋 サービス 飲食業 5%

106,489 石川県 金沢市 炭火やきとり　どっかん。 サービス 飲食業 5%

106,490 石川県 金沢市 すみよしや旅館 サービス 宿泊業 5%

106,491 石川県 金沢市 すみれや 小売業 家具・調度品 5%

106,492 石川県 金沢市 ＳＬＯＷ　金沢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

106,493 石川県 金沢市 生活彩家済生会金沢病院店 小売業 その他小売 2%

106,494 石川県 金沢市 生活雑貨ＬＩＮＥ 小売業 衣料品 5%

106,495 石川県 金沢市 清香室町　金沢百番街あんと店 小売業 食料品 5%

106,496 石川県 金沢市 制服リユース　リクル 小売業 その他小売 5%

106,497 石川県 金沢市 西洋膳所　鏑木　【かぶらき】 サービス 飲食業 5%

106,498 石川県 金沢市 税理士法人エモーション金山事務所 サービス その他サービス 5%

106,499 石川県 金沢市 税理士法人中山会計 サービス その他サービス 5%

106,500 石川県 金沢市 税理士法人のむら会計 サービス その他サービス 5%

106,501 石川県 金沢市 ギャラリーセーブル サービス その他サービス 5%

106,502 石川県 金沢市 世界の食品　ダイヤモンド　塩干部 小売業 食料品 5%

106,503 石川県 金沢市 世界の食品　ダイヤモンド　青果部 小売業 食料品 5%

106,504 石川県 金沢市 世界の食品ダイヤモンド 小売業 食料品 5%

106,505 石川県 金沢市 関屋楽器 小売業 その他小売 5%

106,506 石川県 金沢市 セキュリティセンター　ジャイアント　セキュリティセンタージャイアント サービス その他サービス 5%

106,507 石川県 金沢市 セゼ 小売業 衣料品 5%

106,508 石川県 金沢市 Ｓａｉｓｏｎ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

106,509 石川県 金沢市 絶好鳥酒場　鳥びあ～の　三口新町店 サービス 飲食業 5%

106,510 石川県 金沢市 CEPO。。STATICE　金沢百番街Rinto店 小売業 衣料品 5%

106,511 石川県 金沢市 セルフ泉野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,512 石川県 金沢市 セルフ畝田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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106,513 石川県 金沢市 セルフ金沢駅西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,514 石川県 金沢市 セルフ戸板ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,515 石川県 金沢市 セルフ長坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,516 石川県 金沢市 セルフ福久東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,517 石川県 金沢市 セルフプラザ鳴和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,518 石川県 金沢市 セルフプラザ元町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,519 石川県 金沢市 セルフプラザ八日市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,520 石川県 金沢市 セルフ増泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,521 石川県 金沢市 セルフ松村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,522 石川県 金沢市 セルフみなとＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,523 石川県 金沢市 セルフ三馬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,524 石川県 金沢市 セレクトリサイクルムギ 小売業 その他小売 5%

106,525 石川県 金沢市 セレモニーセンター金沢 サービス その他サービス 5%

106,526 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセレンディピティ大河端店 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,527 石川県 金沢市 せんたく工房おてま サービス その他サービス 5%

106,528 石川県 金沢市 センダコーポレーション 小売業 電化製品 5%

106,529 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセントラル金石店 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,530 石川県 金沢市 ＪＩＧＧＥＲ　ＢＡＲＳＴ，ＬＯＵＩＳ サービス 飲食業 5%

106,531 石川県 金沢市 ｓｏｉ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

106,532 石川県 金沢市 ｓｏｕｃａ 小売業 その他小売 5%

106,533 石川県 金沢市 相互自動車商事　株式会社 小売業 その他小売 5%

106,534 石川県 金沢市 創作漆器わこう　金沢百番街店 小売業 その他小売 5%

106,535 石川県 金沢市 蒼風庵 サービス その他サービス 5%

106,536 石川県 金沢市 底曳き割烹もんぜん サービス 飲食業 5%

106,537 石川県 金沢市 Ｓｏｐｗｉｔｈｃａｍｅｌ 小売業 衣料品 5%

106,538 石川県 金沢市 Ｓｏｐｗｉｔｈ　ｃａｍｅｌ　Ｓｏｐｗｉｔｈ　ｃａｍｅｌ 小売業 衣料品 5%

106,539 石川県 金沢市 ＳＯＰＨ．ＫＡＮＡＺＡＷＡ 小売業 衣料品 5%

106,540 石川県 金沢市 ソフトバンク 有松 小売業 その他小売 5%

106,541 石川県 金沢市 ソフトバンク 金沢県庁前 小売業 その他小売 5%

106,542 石川県 金沢市 ソフトバンク 有松 小売業 その他小売 5%

106,543 石川県 金沢市 染工房石田 小売業 衣料品 5%

106,544 石川県 金沢市 ＳＯＲＡＭＡ 小売業 衣料品 5%

106,545 石川県 金沢市 そろばん サービス 飲食業 5%

106,546 石川県 金沢市 醍庵 サービス 飲食業 5%

106,547 石川県 金沢市 大気堂 小売業 その他小売 5%

106,548 石川県 金沢市 だいご　創作焼肉料理だいご サービス 飲食業 5%

106,549 石川県 金沢市 ダイコクドラッグ香林坊店 小売業 その他小売 5%

106,550 石川県 金沢市 大衆居酒屋ランタン サービス 飲食業 5%

106,551 石川県 金沢市 大徳自動車学校 サービス その他サービス 5%

106,552 石川県 金沢市 タイニーラビット 小売業 衣料品 5%

106,553 石川県 金沢市 ｄｉｎｉｎｇ　ｂａｒ　ＪＯＩＮＩＮＧ サービス 飲食業 5%

106,554 石川県 金沢市 Ｔａｉｎｅ 小売業 衣料品 5%
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106,555 石川県 金沢市 大松水産 小売業 食料品 5%

106,556 石川県 金沢市 大松水産 鮮魚部１０３ 小売業 食料品 5%

106,557 石川県 金沢市 タイヤハウスまきの 小売業 その他小売 5%

106,558 石川県 金沢市 ダイヤモンド 近江町コロッケ 小売業 食料品 5%

106,559 石川県 金沢市 ダイヤモンド精肉部 小売業 食料品 5%

106,560 石川県 金沢市 大漁居酒屋まぐろがんち サービス 飲食業 5%

106,561 石川県 金沢市 高尾台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,562 石川県 金沢市 高木屋　金沢百番街あんと店 小売業 食料品 5%

106,563 石川県 金沢市 高砂屋　百番街あんと店 小売業 食料品 5%

106,564 石川県 金沢市 高橋俊充デザイン室 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

106,565 石川県 金沢市 タカヤマ自動車 小売業 その他小売 5%

106,566 石川県 金沢市 ｔ．ａ．ｇ サービス 理容・美容業 5%

106,567 石川県 金沢市 竹雄自動車 小売業 その他小売 5%

106,568 石川県 金沢市 武部商会　観音堂店 小売業 その他小売 5%

106,569 石川県 金沢市 畳世 小売業 衣料品 5%

106,570 石川県 金沢市 忠村水産 小売業 食料品 5%

106,571 石川県 金沢市 忠村水産業務部 小売業 食料品 5%

106,572 石川県 金沢市 ＴＡＣＨＩＮＯ　ＣＨＩＥ サービス その他サービス 5%

106,573 石川県 金沢市 たちのみイタリアン バッカナーレ サービス 飲食業 5%

106,574 石川県 金沢市 立ち呑み餃子大笑 サービス 飲食業 5%

106,575 石川県 金沢市 株式会社田鶴酒店 小売業 食料品 5%

106,576 石川県 金沢市 たふた 小売業 衣料品 5%

106,577 石川県 金沢市 Ｗ＆Ｍ　Ｈｏｕｓｅ サービス 宿泊業 5%

106,578 石川県 金沢市 玉寿司 サービス 飲食業 5%

106,579 石川県 金沢市 多聞堂　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

106,580 石川県 金沢市 俵屋　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

106,581 石川県 金沢市 近岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,582 石川県 金沢市 ベイビーリック サービス 飲食業 5%

106,583 石川県 金沢市 近八書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

106,584 石川県 金沢市 茶舎觀壽 サービス その他サービス 5%

106,585 石川県 金沢市 茶屋美人 小売業 家具・調度品 5%

106,586 石川県 金沢市 チャンス 小売業 食料品 5%

106,587 石川県 金沢市 中華そば大勝　中華そば大勝 サービス 飲食業 5%

106,588 石川県 金沢市 中華そば処万味　中華そば処　万味 サービス 飲食業 5%

106,589 石川県 金沢市 鳥珍や　金沢駅前店 サービス 飲食業 5%

106,590 石川県 金沢市 チョキチョキなんぼ サービス 理容・美容業 5%

106,591 石川県 金沢市 辻クリーニング店 辻クリーニング店 サービス その他サービス 5%

106,592 石川県 金沢市 堤亭 小売業 その他小売 5%

106,593 石川県 金沢市 金沢百番街Rinto　ツナグカフェ　ＭＡＰＬＥ　ＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

106,594 石川県 金沢市 つば甚 サービス 飲食業 5%

106,595 石川県 金沢市 睡眠サロン頭 サービス 理容・美容業 5%

106,596 石川県 金沢市 剛＠交通 サービス 運輸業 5%
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106,597 石川県 金沢市 ティアラ サービス その他サービス 5%

106,598 石川県 金沢市 ティアラｂｙギャロ サービス 理容・美容業 5%

106,599 石川県 金沢市 Ｄ Ｆゴルフ倶楽部 ディーアンドエフゴルフ?楽部 サービス その他サービス 5%

106,600 石川県 金沢市 ＴＭコーポレーション　金沢店 小売業 その他小売 5%

106,601 石川県 金沢市 ＴＭコーポレーション　城北店 小売業 その他小売 5%

106,602 石川県 金沢市 ディーカラット 小売業 貴金属・服飾品 5%

106,603 石川県 金沢市 ＤＫ　ａｒｔ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

106,604 石川県 金沢市 ＴｅａＨｏｕｓｅ　ＳＡＫＵＲＡ サービス 飲食業 5%

106,605 石川県 金沢市 ＤＰ大桑 サービス 理容・美容業 5%

106,606 石川県 金沢市 ＤＥＴＡＩＬ 小売業 衣料品 5%

106,607 石川県 金沢市 ディレッタント 小売業 衣料品 5%

106,608 石川県 金沢市 ディンプル ディンプル 小売業 衣料品 5%

106,609 石川県 金沢市 テキサスハンズ　戸板店 小売業 食料品 5%

106,610 石川県 金沢市 テキサスハンズ　西泉店 小売業 食料品 5%

106,611 石川県 金沢市 ｄｅ＿ｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

106,612 石川県 金沢市 ｔｅｔｅはりきゅう院　笠舞店 サービス その他サービス 5%

106,613 石川県 金沢市 手取フィッシュランド　Ｐーぽ 小売業 その他小売 5%

106,614 石川県 金沢市 テニスプロショップ デュース 小売業 その他小売 5%

106,615 石川県 金沢市 Ｔａｂｌｅ７ サービス 飲食業 5%

106,616 石川県 金沢市 デューク自然療法クリニック サービス その他サービス 5%

106,617 石川県 金沢市 Ｄｕｍａｓ　Ｂｉｒａｋｕ サービス 理容・美容業 5%

106,618 石川県 金沢市 てらおか風舎　金沢店 サービス 飲食業 5%

106,619 石川県 金沢市 てらまちや　風心庵 サービス 宿泊業 5%

106,620 石川県 金沢市 テラロマ　テラロマ サービス 理容・美容業 5%

106,621 石川県 金沢市 テルメ金沢 サービス 宿泊業 5%

106,622 石川県 金沢市 電化シヨップ　みやした 小売業 電化製品 5%

106,623 石川県 金沢市 電化のとらや 小売業 電化製品 5%

106,624 石川県 金沢市 ＤＥＮＫＩ　１０ 小売業 電化製品 5%

106,625 石川県 金沢市 天狗中田本店 小売業 食料品 5%

106,626 石川県 金沢市 天狗中田本店　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

106,627 石川県 金沢市 天狗中田三馬店　天狗中田三馬乃店 小売業 食料品 5%

106,628 石川県 金沢市 天ぷら　かよう サービス 飲食業 5%

106,629 石川県 金沢市 東京テレビ 小売業 電化製品 5%

106,630 石川県 金沢市 東京堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

106,631 石川県 金沢市 東京堂　東京堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

106,632 石川県 金沢市 陶工房つばめ サービス その他サービス 5%

106,633 石川県 金沢市 東洋堂薬局 小売業 その他小売 5%

106,634 石川県 金沢市 東洋モータース 小売業 その他小売 5%

106,635 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東力町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,636 石川県 金沢市 トゥール・モンド・シュシュ鞍月本店 小売業 食料品 5%

106,637 石川県 金沢市 ＴＯＧＡ 小売業 衣料品 5%

106,638 石川県 金沢市 土火楽 サービス 飲食業 5%
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106,639 石川県 金沢市 時蔵金沢片町本店 小売業 その他小売 5%

106,640 石川県 金沢市 徳一商店 小売業 食料品 5%

106,641 石川県 金沢市 ドクターグラス金沢 サービス その他サービス 5%

106,642 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザ長田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,643 石川県 金沢市 トコトコ サービス 飲食業 5%

106,644 石川県 金沢市 床屋　日和 サービス 理容・美容業 5%

106,645 石川県 金沢市 土佐わら焼き酒場　いごっそう サービス 飲食業 5%

106,646 石川県 金沢市 登山用品のオクトス金沢店 小売業 その他小売 5%

106,647 石川県 金沢市 ドスパラ金沢店 小売業 電化製品 5%

106,648 石川県 金沢市 ドッグケアサロンｗｉｔｈ サービス その他サービス 5%

106,649 石川県 金沢市 ｄｏｇｓａｌｏｎ　ｃｏｌｃｈｅ サービス その他サービス 5%

106,650 石川県 金沢市 ＴＯＰスリ－ 小売業 電化製品 5%

106,651 石川県 金沢市 とと屋 サービス 飲食業 5%

106,652 石川県 金沢市 とのまち　とのまち サービス 飲食業 5%

106,653 石川県 金沢市 十万喜 サービス 飲食業 5%

106,654 石川県 金沢市 土間土間金沢片町店 サービス 飲食業 2%

106,655 石川県 金沢市 戸水倉庫 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,656 石川県 金沢市 トヨタレンタリース石川　金沢駅西口店 サービス その他サービス 2%

106,657 石川県 金沢市 トヨタレンタリース石川金沢駅東口店 サービス その他サービス 2%

106,658 石川県 金沢市 トヨタレンタリース石川金沢神田店 サービス その他サービス 2%

106,659 石川県 金沢市 トヨタレンタリース石川金沢鞍月店 サービス その他サービス 2%

106,660 石川県 金沢市 トヨタレンタリース石川金沢工大前店 サービス その他サービス 2%

106,661 石川県 金沢市 トヨタレンタリース石川金沢元町店 サービス その他サービス 2%

106,662 石川県 金沢市 トヨタレンタリース石川ピピットａｕショッ 小売業 その他小売 5%

106,663 石川県 金沢市 ドラッグストアコメヤ泉店 小売業 その他小売 5%

106,664 石川県 金沢市 ドラッグストアコメヤ塚崎店 小売業 その他小売 5%

106,665 石川県 金沢市 Ｔｒａｖｅｌｅｒ　ｓ　ｌｏｕｎｇｅ　ＴＲＡＦＦＩＣ サービス 宿泊業 5%

106,666 石川県 金沢市 トラベル愛ランド金沢駅西けやき通り店 サービス その他サービス 5%

106,667 石川県 金沢市 トラベル・エー サービス その他サービス 5%

106,668 石川県 金沢市 トラベル・エー　もりの里店 サービス その他サービス 5%

106,669 石川県 金沢市 ｔｒａｎｓｉｓｔａｒ 小売業 衣料品 5%

106,670 石川県 金沢市 鳥たけ サービス 飲食業 5%

106,671 石川県 金沢市 ＴＲＩＴＯＮ　ＭＯＲＴＯＲＳ 小売業 その他小売 5%

106,672 石川県 金沢市 どんたく　西南部店 小売業 食料品 5%

106,673 石川県 金沢市 どんたく　西金沢店 小売業 食料品 5%

106,674 石川県 金沢市 問屋センタ－ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,675 石川県 金沢市 ＮＯＷ 小売業 その他小売 5%

106,676 石川県 金沢市 ＮＡＯＵＭＩＨＯＵＳＥ サービス その他サービス 5%

106,677 石川県 金沢市 中川政七商店　金沢百番街　Rinto店 小売業 その他小売 5%

106,678 石川県 金沢市 中島めんや 小売業 その他小売 5%

106,679 石川県 金沢市 ながた生花店 小売業 その他小売 5%

106,680 石川県 金沢市 ながの交通 サービス 運輸業 5%
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106,681 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ長町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,682 石川県 金沢市 中村自販 サービス その他サービス 5%

106,683 石川県 金沢市 中安旅館 サービス 宿泊業 5%

106,684 石川県 金沢市 ナカヨシ鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

106,685 石川県 金沢市 中六 小売業 食料品 5%

106,686 石川県 金沢市 ｎａｔｉ【ナティ】 サービス 理容・美容業 5%

106,687 石川県 金沢市 ナニワ商会　北陸支店 小売業 その他小売 5%

106,688 石川県 金沢市 ナポリの窯　金沢けやき通り店　金沢けやき通り店 サービス 飲食業 2%

106,689 石川県 金沢市 成 サービス 飲食業 5%

106,690 石川県 金沢市 成 成 サービス 飲食業 5%

106,691 石川県 金沢市 なるせフラワー　なるせフラワー　近江町店 小売業 その他小売 5%

106,692 石川県 金沢市 なるせフラワーガーデン　本店 小売業 その他小売 5%

106,693 石川県 金沢市 なんば一番蛸佐ん 小売業 食料品 5%

106,694 石川県 金沢市 ｎａｍｂｕ サービス 理容・美容業 5%

106,695 石川県 金沢市 ナンブ－セントラル サービス 理容・美容業 5%

106,696 石川県 金沢市 ナンブ－ヒルズ サービス 理容・美容業 5%

106,697 石川県 金沢市 ナンブ・スカイ サービス 理容・美容業 5%

106,698 石川県 金沢市 Ｎｅｅ　ｓ　ｉｍａｇｅ　ｐｒｏｄｕｃｅ　Ｊａｐａｎ サービス 理容・美容業 5%

106,699 石川県 金沢市 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　２４６ サービス 理容・美容業 5%

106,700 石川県 金沢市 肉　ｍｏｍｉｇｉ サービス 飲食業 5%

106,701 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西大通店 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,702 石川県 金沢市 西風タクシー サービス 運輸業 5%

106,703 石川県 金沢市 株式会社　にしむら サービス 飲食業 5%

106,704 石川県 金沢市 ニュー金沢バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,705 石川県 金沢市 ニュー三久あかつき市場 小売業 食料品 5%

106,706 石川県 金沢市 ニュー三久泉が丘店 小売業 食料品 5%

106,707 石川県 金沢市 ニュー三久金沢西念店 小売業 食料品 5%

106,708 石川県 金沢市 ニュー三久三陽店 小売業 食料品 5%

106,709 石川県 金沢市 ニュー三久城南店 小売業 食料品 5%

106,710 石川県 金沢市 ニュー三久伏見台店 小売業 食料品 5%

106,711 石川県 金沢市 ＮＥＵＴＲＡＬ 小売業 家具・調度品 5%

106,712 石川県 金沢市 金沢ニューグランドホテル サービス 宿泊業 5%

106,713 石川県 金沢市 人形ミュージアム サービス 理容・美容業 5%

106,714 石川県 金沢市 Ｎｅｉｇｈｂｏｒｓ　Ｉｎｎ　Ｋａｎａｚａｗａ サービス 宿泊業 5%

106,715 石川県 金沢市 ＲｏｓｅＢｏｎＢｏｎ サービス その他サービス 5%

106,716 石川県 金沢市 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ＢＥＢＥ サービス その他サービス 5%

106,717 石川県 金沢市 ネイルサロンステラ サービス その他サービス 5%

106,718 石川県 金沢市 ＮａｉｌｓａｌｏｎＮｏｅ サービス 理容・美容業 5%

106,719 石川県 金沢市 ＮＥＯ　ＡＴＲＩＵＭ サービス 理容・美容業 5%

106,720 石川県 金沢市 能加万菜 市場屋 近江町総本店 サービス 飲食業 5%

106,721 石川県 金沢市 農家屋　かわに　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

106,722 石川県 金沢市 ノースウェスト 小売業 その他小売 5%
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106,723 石川県 金沢市 ｎＯＳＡＫＡ 小売業 衣料品 5%

106,724 石川県 金沢市 ＮＯＳＡＫＡアウトレットギャラリー 小売業 衣料品 5%

106,725 石川県 金沢市 のさか　駅西店 小売業 衣料品 5%

106,726 石川県 金沢市 ｋｎｏｐｕｅ． 小売業 衣料品 5%

106,727 石川県 金沢市 能登　車座 サービス 飲食業 5%

106,728 石川県 金沢市 のらくろ近岡店 小売業 その他小売 5%

106,729 石川県 金沢市 ｎｏｎｔａｎ サービス 飲食業 5%

106,730 石川県 金沢市 Ｂａｒ　Ｃａｄｅａｕ サービス 飲食業 5%

106,731 石川県 金沢市 ＰｅｒｓｏｎａｌＴｒａｉｎｉｎｇＳｐａｃｅＲｅｅｘ［パーソナルトレーニングスペースリークス］ サービス その他サービス 5%

106,732 石川県 金沢市 ＢＡＲＢＥＲ　ＤＥＡＬＳ サービス 理容・美容業 5%

106,733 石川県 金沢市 ＢＡＲＢＥＲＳＴＡＧＥＲＹＯＵＥＮ サービス 理容・美容業 5%

106,734 石川県 金沢市 Ｈａｒｖｅｓｔ　窪店 サービス 理容・美容業 5%

106,735 石川県 金沢市 バイオリンリサーチ　金沢 小売業 その他小売 5%

106,736 石川県 金沢市 バイカーズステーション金沢 小売業 その他小売 5%

106,737 石川県 金沢市 金沢百番街　はいから本舗 小売業 その他小売 5%

106,738 石川県 金沢市 バイクオン　田上の里店 小売業 その他小売 5%

106,739 石川県 金沢市 ハオ 小売業 衣料品 5%

106,740 石川県 金沢市 箔座 小売業 家具・調度品 5%

106,741 石川県 金沢市 箔座 小売業 家具・調度品 5%

106,742 石川県 金沢市 箔座　金の縁起屋 小売業 家具・調度品 5%

106,743 石川県 金沢市 箔座ひかり蔵 小売業 家具・調度品 5%

106,744 石川県 金沢市 ハグミトンワークス サービス 飲食業 5%

106,745 石川県 金沢市 馬喰ろう　金沢店 サービス 飲食業 5%

106,746 石川県 金沢市 はしば庵 サービス その他サービス 5%

106,747 石川県 金沢市 橋場交通 サービス 運輸業 5%

106,748 石川県 金沢市 Ｂｕｚｚ　Ｆａｃｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

106,749 石川県 金沢市 ［ＨＣ］ＰＳＰヨネット 小売業 電化製品 5%

106,750 石川県 金沢市 八十四番地 サービス 飲食業 5%

106,751 石川県 金沢市 ８番らーめん入江店 サービス 飲食業 2%

106,752 石川県 金沢市 ８番らーめん駅西本町店 サービス 飲食業 2%

106,753 石川県 金沢市 ８番らーめん笠舞店 サービス 飲食業 2%

106,754 石川県 金沢市 ８番らーめん金沢西インター店 サービス 飲食業 2%

106,755 石川県 金沢市 ８番らーめん鞍月店 サービス 飲食業 2%

106,756 石川県 金沢市 ８番らーめん古府南店 サービス 飲食業 2%

106,757 石川県 金沢市 ８番らーめん犀川大橋店 サービス 飲食業 2%

106,758 石川県 金沢市 ８番らーめん城北南店 サービス 飲食業 2%

106,759 石川県 金沢市 ８番らーめん大徳店 サービス 飲食業 2%

106,760 石川県 金沢市 ８番らーめん高柳店 サービス 飲食業 2%

106,761 石川県 金沢市 ８番らーめん福久店 サービス 飲食業 2%

106,762 石川県 金沢市 ８番らーめん御影店 サービス 飲食業 2%

106,763 石川県 金沢市 ８番らーめんみなと大橋店 サービス 飲食業 2%

106,764 石川県 金沢市 ８番らーめんもりの里店 サービス 飲食業 2%
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106,765 石川県 金沢市 ８番らーめん森本店 サービス 飲食業 2%

106,766 石川県 金沢市 ８番らーめん諸江店 サービス 飲食業 2%

106,767 石川県 金沢市 ８番らーめん安原店 サービス 飲食業 2%

106,768 石川県 金沢市 ８番らーめん横川店 サービス 飲食業 2%

106,769 石川県 金沢市 ８０?ｈａｃｈｉｍａｒｕ? 小売業 衣料品 5%

106,770 石川県 金沢市 バッグのあぶらや　アルプラザ金沢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

106,771 石川県 金沢市 ハーティ 小売業 その他小売 5%

106,772 石川県 金沢市 パティスリー　ヴェルジェ 小売業 食料品 5%

106,773 石川県 金沢市 ｐ?ｔｉｓｓｅｒｉｅｖｏｙａｇｅｓａｎｓｌａｆｉｎ 小売業 食料品 5%

106,774 石川県 金沢市 Ｂｕｄ ａｎｄ Ｂｌｏｏｍ Ｂｕｄ ａｎｄ Ｂｌｏｏｍ 小売業 その他小売 5%

106,775 石川県 金沢市 花明かり サービス 宿泊業 5%

106,776 石川県 金沢市 花とも　桜田店 小売業 その他小売 5%

106,777 石川県 金沢市 ハナブサデンキ 小売業 電化製品 5%

106,778 石川県 金沢市 濱上呉服店　金沢店 小売業 衣料品 5%

106,779 石川県 金沢市 はりきゅう５治療院　有松店 サービス その他サービス 5%

106,780 石川県 金沢市 パリミラ サービス 飲食業 5%

106,781 石川県 金沢市 ＰＥＡＲＬ 小売業 衣料品 5%

106,782 石川県 金沢市 ＰＥＡＲＬ 小売業 衣料品 5%

106,783 石川県 金沢市 パルファン 小売業 衣料品 5%

106,784 石川県 金沢市 Ｐａｒａｄｅ金沢高柳店 小売業 その他小売 5%

106,785 石川県 金沢市 Ｐａｒａｄｅ松村店 小売業 その他小売 5%

106,786 石川県 金沢市 ＢＡＮＧＫＯＫ サービス 飲食業 5%

106,787 石川県 金沢市 番飛 サービス 飲食業 5%

106,788 石川県 金沢市 ＢＩＡＮＫＡ金沢 サービス 理容・美容業 5%

106,789 石川県 金沢市 ＢＭＯ金沢伏見台店 小売業 衣料品 5%

106,790 石川県 金沢市 ＢＥＨＥＲＥＮＯＷ サービス 理容・美容業 5%

106,791 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東大通店 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,792 石川県 金沢市 東山　ロベール　デュマ サービス 飲食業 5%

106,793 石川県 金沢市 東山　わらじ屋 小売業 家具・調度品 5%

106,794 石川県 金沢市 ひがしやま酒楽 小売業 その他小売 5%

106,795 石川県 金沢市 疋田町ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,796 石川県 金沢市 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｌｅｇａｒｅ サービス 飲食業 5%

106,797 石川県 金沢市 ＢＩＳＴＲＯ ＢＡＲ ＡＮＣＨＯＲ サービス 飲食業 5%

106,798 石川県 金沢市 ビストロシャレ サービス 飲食業 5%

106,799 石川県 金沢市 ｂｉｓｔｒｏ　ｔｅｐｐａｎ　Ｊａｉ　ｆａｉｍ サービス 飲食業 5%

106,800 石川県 金沢市 Ｖｉｓ　ｖｉｖａ サービス その他サービス 5%

106,801 石川県 金沢市 日月 サービス 飲食業 5%

106,802 石川県 金沢市 ｂｉｇ　ｂｕｒｇ　ＢＡＲＢＥＲ サービス 理容・美容業 5%

106,803 石川県 金沢市 ＢＩＧ ＢＯＳＳ ＫＡＮＡＺＡＷＡ 小売業 その他小売 5%

106,804 石川県 金沢市 びっくりドンキー金沢元町店 サービス 飲食業 2%

106,805 石川県 金沢市 ビデオ激安王　示野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

106,806 石川県 金沢市 美々－ｂｉｂｉ－ サービス 理容・美容業 5%
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106,807 石川県 金沢市 ｖｉｖｉホーム　金沢東店 小売業 家具・調度品 5%

106,808 石川県 金沢市 ＰＢ－１　金沢片町店 小売業 衣料品 5%

106,809 石川県 金沢市 ビモータ野町店 小売業 衣料品 5%

106,810 石川県 金沢市 百番銘華　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

106,811 石川県 金沢市 百番屋 小売業 食料品 5%

106,812 石川県 金沢市 百万石商事 小売業 食料品 5%

106,813 石川県 金沢市 百萬商店 小売業 家具・調度品 5%

106,814 石川県 金沢市 百薬ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

106,815 石川県 金沢市 百椀　百膳　能作　金沢百番街店 小売業 その他小売 5%

106,816 石川県 金沢市 ＢＥＡＵＴＹ　ＤＲＹ サービス その他サービス 5%

106,817 石川県 金沢市 ビューティサロン幸 サービス 理容・美容業 5%

106,818 石川県 金沢市 ビュッフェレストランセントメリー サービス 飲食業 5%

106,819 石川県 金沢市 瓢箪町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,820 石川県 金沢市 ハリビューティー金沢 サービス 理容・美容業 5%

106,821 石川県 金沢市 ピラティススタジオ　ユウ　ピラティススタジオ　結 サービス その他サービス 5%

106,822 石川県 金沢市 ビルケンシュトック　金沢 小売業 衣料品 5%

106,823 石川県 金沢市 ヒロ動物病院 サービス その他サービス 5%

106,824 石川県 金沢市 ファイテンショップ　金沢入江店 小売業 その他小売 5%

106,825 石川県 金沢市 ファウルの家具店 小売業 家具・調度品 5%

106,826 石川県 金沢市 ファッションハウス　ルネ本店　２Ｆ 小売業 その他小売 5%

106,827 石川県 金沢市 ＰｕａｌａｎｉＳＰＡ サービス 理容・美容業 5%

106,828 石川県 金沢市 ＦＹＳＩＫＡ 小売業 衣料品 5%

106,829 石川県 金沢市 Ｆｉｔ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

106,830 石川県 金沢市 Ｆｉｔｎｅｓｓ　ｃｌｕｂ　Ａ－ｆｆｉｘ サービス その他サービス 5%

106,831 石川県 金沢市 ｆｉｌｌゴールデンドア サービス 理容・美容業 5%

106,832 石川県 金沢市 Ｆｙｌｌｕｍ 小売業 衣料品 5%

106,833 石川県 金沢市 ＰＵＳＨＰＡ 小売業 衣料品 5%

106,834 石川県 金沢市 フェイス サービス その他サービス 5%

106,835 石川県 金沢市 フォトクリエイトＧＡＬＡ サービス その他サービス 5%

106,836 石川県 金沢市 ふく桜 サービス 飲食業 5%

106,837 石川県 金沢市 福田電機株式会社 小売業 電化製品 5%

106,838 石川県 金沢市 ［ＨＣ］福富電器八日市店 小売業 電化製品 5%

106,839 石川県 金沢市 福久東ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,840 石川県 金沢市 福光屋　銀座店 小売業 食料品 5%

106,841 石川県 金沢市 福光屋　ひがし 小売業 その他小売 5%

106,842 石川県 金沢市 福光屋　ひがし 小売業 食料品 5%

106,843 石川県 金沢市 ふくら屋 小売業 食料品 5%

106,844 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ伏見台店 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,845 石川県 金沢市 藤村タクシー サービス 運輸業 5%

106,846 石川県 金沢市 富士やまとコーヒー サービス その他サービス 5%

106,847 石川県 金沢市 Ｂｏｏｋ　ｏｆｆ　金沢諸江店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

106,848 石川県 金沢市 ＨＯＯＤＳ 小売業 衣料品 5%
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106,849 石川県 金沢市 ぶった農産　金沢百番街あんと店 小売業 食料品 5%

106,850 石川県 金沢市 ｈｏｏｄｔｒａｉｎｉｎｇ サービス その他サービス 5%

106,851 石川県 金沢市 ブティックカキモト　ブティックカキモト 小売業 衣料品 5%

106,852 石川県 金沢市 ブティックｓｐｏｏｎ　ブティックｓｐｏｏｎ 小売業 衣料品 5%

106,853 石川県 金沢市 ブティックレイ 小売業 衣料品 5%

106,854 石川県 金沢市 Ｐｅｔｉｔ　Ｐａｓ サービス 理容・美容業 5%

106,855 石川県 金沢市 ぶどうの木　ルートパスタ洋菓子工房　金沢百番街 小売業 食料品 5%

106,856 石川県 金沢市 ふとんタナカ　金沢本店 小売業 その他小売 5%

106,857 石川県 金沢市 Ｐｕｎｉ　金沢店 サービス 飲食業 5%

106,858 石川県 金沢市 ｐｕｎｉ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　にんにくや　金沢店 サービス 飲食業 5%

106,859 石川県 金沢市 不室屋　本店 小売業 食料品 5%

106,860 石川県 金沢市 不室屋有松店 小売業 食料品 5%

106,861 石川県 金沢市 FUMUROYA CAF? 　金沢百番街店 サービス 飲食業 5%

106,862 石川県 金沢市 不室屋東山店 小売業 食料品 5%

106,863 石川県 金沢市 ｆｕｓｉｏｎ２１ サービス 飲食業 5%

106,864 石川県 金沢市 ｆｕｓｉｏｎ２１ サービス 飲食業 5%

106,865 石川県 金沢市 ＨＵＬＡ　ｓｔｕｄｉｏ　ＬｅｉＭｏｍｉ サービス その他サービス 5%

106,866 石川県 金沢市 ブライダルハウスことぶき金沢店 サービス その他サービス 5%

106,867 石川県 金沢市 ｓｅｒａｐｉａ サービス その他サービス 5%

106,868 石川県 金沢市 プラス薬局 小売業 その他小売 5%

106,869 石川県 金沢市 ブラックスミス 小売業 その他小売 5%

106,870 石川県 金沢市 Ｂｒａｔｓ　金沢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

106,871 石川県 金沢市 Ｆｌｅｕｒ　ｄｅ　ｌｉｓ　金沢店 小売業 衣料品 5%

106,872 石川県 金沢市 ＰＬＡＮＥＴ 小売業 衣料品 5%

106,873 石川県 金沢市 Ｆｌｏｗｅｒｓ蕾　Ｆｌｏｗｅｒｓ　蕾 小売業 その他小売 5%

106,874 石川県 金沢市 フラワースポットマキ 小売業 その他小売 5%

106,875 石川県 金沢市 フラワーズ　モト 小売業 その他小売 5%

106,876 石川県 金沢市 ｂｌａｎｋｅｔ ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

106,877 石川県 金沢市 ブランシェ　金沢店 小売業 その他小売 5%

106,878 石川県 金沢市 ブランシェ　金沢店 小売業 その他小売 5%

106,879 石川県 金沢市 ブランシェ　富山店 小売業 その他小売 5%

106,880 石川県 金沢市 ブランシェ　野々市店 小売業 その他小売 5%

106,881 石川県 金沢市 ブランシェ　もりの里店 小売業 その他小売 5%

106,882 石川県 金沢市 ブランシェ　もりの里店 小売業 その他小売 5%

106,883 石川県 金沢市 ＢｒａｎｄｃｌｕｂＲｅＢＯＲＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

106,884 石川県 金沢市 ｋａｔｚｆｒｅｅｌａｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

106,885 石川県 金沢市 プリンセス美貴 小売業 貴金属・服飾品 5%

106,886 石川県 金沢市 Ｂｌｕｅ　Ｈｏｕｒ　Ｋａｎａｚａｗａ サービス 宿泊業 5%

106,887 石川県 金沢市 フルーツ　むらはた 小売業 食料品 5%

106,888 石川県 金沢市 フルーツ　むらはた 小売業 食料品 5%

106,889 石川県 金沢市 フルーツ坂野　金沢近江町市場店 小売業 食料品 5%

106,890 石川県 金沢市 ブルーデザイン サービス その他サービス 5%
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106,891 石川県 金沢市 bleu bleuet 金沢百番街店 小売業 その他小売 5%

106,892 石川県 金沢市 ＢＬＵＥ　ＭＯＮＤＡＹ サービス 飲食業 5%

106,893 石川県 金沢市 プールサイド　金沢フォーラス店 小売業 衣料品 5%

106,894 石川県 金沢市 故郷ダイニングまれ サービス 飲食業 5%

106,895 石川県 金沢市 ＢＬＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

106,896 石川県 金沢市 古谷龍二税理士事務所 サービス その他サービス 5%

106,897 石川県 金沢市 フルールダモーレマリア 小売業 その他小売 5%

106,898 石川県 金沢市 ブレーク　スルー サービス その他サービス 5%

106,899 石川県 金沢市 ブレーク・スルー 小売業 その他小売 5%

106,900 石川県 金沢市 ｐｒｏｐｅｒＮｏｕｎ 小売業 衣料品 5%

106,901 石川県 金沢市 フローリスト　ビーズニーズ 小売業 その他小売 5%

106,902 石川県 金沢市 ＹＡＭＡＭＯＲＩ サービス 理容・美容業 5%

106,903 石川県 金沢市 ヘア　ディレクション　ギルダーツ サービス 理容・美容業 5%

106,904 石川県 金沢市 ヘアー・ディレクション　ナンブ サービス 理容・美容業 5%

106,905 石川県 金沢市 ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ　ｇａｍｅｌａｎ サービス 理容・美容業 5%

106,906 石川県 金沢市 ＨＡＩＲ　ＲＥＤＭＯＮＤ サービス 理容・美容業 5%

106,907 石川県 金沢市 ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　Ｒｕｃｙ サービス 理容・美容業 5%

106,908 石川県 金沢市 ＨＡＩＲ　ＡＬＥＳ サービス 理容・美容業 5%

106,909 石川県 金沢市 ヘアー　メイク　サヤン　Ｓａｙａｎｇ サービス 理容・美容業 5%

106,910 石川県 金沢市 ＨＡＩＲ．．．ｉｎＤ＇ｓ⑥ サービス 理容・美容業 5%

106,911 石川県 金沢市 ヘアーサロン　タカギ サービス 理容・美容業 5%

106,912 石川県 金沢市 ヘアーサロン　つかいち サービス 理容・美容業 5%

106,913 石川県 金沢市 ヘアーサロンさわむら サービス 理容・美容業 5%

106,914 石川県 金沢市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｂ サービス 理容・美容業 5%

106,915 石川県 金沢市 ヘアーサロンまつもと サービス 理容・美容業 5%

106,916 石川県 金沢市 ヘアーショップ　ＫＯＹＡ サービス 理容・美容業 5%

106,917 石川県 金沢市 Ｈａｉｒ　ｓｐｏｔ　Ｊａｍ サービス 理容・美容業 5%

106,918 石川県 金沢市 ＨＡＩＲＢＡＳＥｔａｍｕ サービス 理容・美容業 5%

106,919 石川県 金沢市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　器 サービス 理容・美容業 5%

106,920 石川県 金沢市 ヘアーメイク　スニップ サービス 理容・美容業 5%

106,921 石川県 金沢市 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ｂｏｌｅｒｏ サービス 理容・美容業 5%

106,922 石川県 金沢市 ヘアクラブ道 サービス 理容・美容業 5%

106,923 石川県 金沢市 ヘアメイク着付け美ＫＭＲ サービス 理容・美容業 5%

106,924 石川県 金沢市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＧｏＡ サービス 理容・美容業 5%

106,925 石川県 金沢市 ヘアメイクＳＯＹＯ サービス 理容・美容業 5%

106,926 石川県 金沢市 Ｒｕｌａｒｕ サービス 理容・美容業 5%

106,927 石川県 金沢市 Ｂｅｉｓｈｉｎおこめキッチン　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

106,928 石川県 金沢市 ベイパークラウド 金沢 小売業 その他小売 5%

106,929 石川県 金沢市 ベジキッチン サービス 飲食業 5%

106,930 石川県 金沢市 ペットショップｗｉｔｈ金沢示野店 小売業 その他小売 5%

106,931 石川県 金沢市 ペットフューネラルもみの木 サービス その他サービス 5%

106,932 石川県 金沢市 ペット　１ 小売業 その他小売 5%
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106,933 石川県 金沢市 べに屋 サービス 飲食業 5%

106,934 石川県 金沢市 ＢＥＬＩＮＤＡ 小売業 衣料品 5%

106,935 石川県 金沢市 ベルナール サービス 飲食業 5%

106,936 石川県 金沢市 便利屋　ねこの手 小売業 その他小売 5%

106,937 石川県 金沢市 ＰＡＵＳＥ ヘアーサロングリーン店 サービス 理容・美容業 5%

106,938 石川県 金沢市 ホームインホーマー 小売業 その他小売 5%

106,939 石川県 金沢市 ホ－ムイン・ホ－マ－　オレンジ館 小売業 その他小売 5%

106,940 石川県 金沢市 ホ－ムイン・ホ－マ－　グリ－ン館 小売業 その他小売 5%

106,941 石川県 金沢市 ほぐし処　らくもみ　ほぐし処らくもみ サービス その他サービス 5%

106,942 石川県 金沢市 ほぐし処らくもみ サービス その他サービス 5%

106,943 石川県 金沢市 ボークス金沢ショールーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

106,944 石川県 金沢市 保古町ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,945 石川県 金沢市 星崎運輸　湊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,946 石川県 金沢市 北国観光 サービス その他サービス 5%

106,947 石川県 金沢市 ほっこりゴハンたぬき サービス 飲食業 5%

106,948 石川県 金沢市 堀田めがね店 小売業 貴金属・服飾品 5%

106,949 石川県 金沢市 ＨｏｔＬｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

106,950 石川県 金沢市 Ｈｏｔ　Ｌｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

106,951 石川県 金沢市 ＢＯＤＹ　ａｒｔ　ｂｏｘｉｎｇ サービス その他サービス 5%

106,952 石川県 金沢市 ホテルパシフィック金沢 サービス 宿泊業 5%

106,953 石川県 金沢市 ホテルビスタ金沢 サービス 宿泊業 5%

106,954 石川県 金沢市 ｐｉ?ａｔａ 小売業 衣料品 5%

106,955 石川県 金沢市 ホビーステーション金沢店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

106,956 石川県 金沢市 ポプラ金沢沖町店 小売業 その他小売 2%

106,957 石川県 金沢市 ポプラ金沢もりの里店 小売業 その他小売 2%

106,958 石川県 金沢市 ほほ笑みカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

106,959 石川県 金沢市 ポポラマーマ　金沢もりの里店 サービス 飲食業 5%

106,960 石川県 金沢市 ホームイン 小売業 その他小売 5%

106,961 石川県 金沢市 堀他　近江町店 小売業 食料品 5%

106,962 石川県 金沢市 Ｂｏｌｄｏｒ サービス 飲食業 5%

106,963 石川県 金沢市 ｈｏｌｍｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

106,964 石川県 金沢市 ホロデックス サービス その他サービス 5%

106,965 石川県 金沢市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,966 石川県 金沢市 本社　ＥＮＥＲＩＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,967 石川県 金沢市 ＭＡ～なべや　金沢店 サービス 飲食業 5%

106,968 石川県 金沢市 まかない　こすめ　金沢駅あんと店 小売業 食料品 5%

106,969 石川県 金沢市 薪の音　金澤 サービス 宿泊業 5%

106,970 石川県 金沢市 マクドナルドイオン金沢店 サービス 飲食業 2%

106,971 石川県 金沢市 マクドナルドイオン杜の里店 サービス 飲食業 2%

106,972 石川県 金沢市 マクドナルド金沢有松店 サービス 飲食業 2%

106,973 石川県 金沢市 マクドナルド金沢アルプラザ店 サービス 飲食業 2%

106,974 石川県 金沢市 マクドナルド金沢片町店 サービス 飲食業 2%
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106,975 石川県 金沢市 マクドナルド金沢鞍月店 サービス 飲食業 2%

106,976 石川県 金沢市 マクドナルド金沢新神田店 サービス 飲食業 2%

106,977 石川県 金沢市 マクドナルド金沢田上店 サービス 飲食業 2%

106,978 石川県 金沢市 マクドナルド金沢西インター店 サービス 飲食業 2%

106,979 石川県 金沢市 マクドナルド金沢元町店 サービス 飲食業 2%

106,980 石川県 金沢市 マクドナルド８号線北町店 サービス 飲食業 2%

106,981 石川県 金沢市 マクドナルド福増町店 サービス 飲食業 2%

106,982 石川県 金沢市 ｍａｒｇｏｔ 小売業 衣料品 5%

106,983 石川県 金沢市 増泉給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,984 石川県 金沢市 マダム・ビモータ 小売業 衣料品 5%

106,985 石川県 金沢市 株式会社ジャパンエンタープライズ 小売業 その他小売 5%

106,986 石川県 金沢市 マダムビモータ　武蔵店 小売業 衣料品 5%

106,987 石川県 金沢市 マッコリプリンス１号店 サービス 飲食業 5%

106,988 石川県 金沢市 松平産業株式会社　ＭＧフィッシング 小売業 その他小売 5%

106,989 石川県 金沢市 松村物産ビル 小売業 ガソリンスタンド 2%

106,990 石川県 金沢市 ＭＡ?なべや　金沢店 サービス 飲食業 5%

106,991 石川県 金沢市 まめや金澤萬久　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

106,992 石川県 金沢市 マルエー　泉野店 小売業 食料品 5%

106,993 石川県 金沢市 マルエー　春日店 小売業 食料品 5%

106,994 石川県 金沢市 マルエー　小立野店 小売業 食料品 5%

106,995 石川県 金沢市 マルエー　久安店 小売業 食料品 5%

106,996 石川県 金沢市 マルエー　藤江北店 小売業 食料品 5%

106,997 石川県 金沢市 マルエー　間明店 小売業 食料品 5%

106,998 石川県 金沢市 マルエー　ｍｉｎｉ金石店 小売業 食料品 5%

106,999 石川県 金沢市 マルエー　ｍｉｎｉ香林坊店 小売業 食料品 5%

107,000 石川県 金沢市 マルエー　ｍｉｎｉ平和町店 小売業 食料品 5%

107,001 石川県 金沢市 マルエー　ｍｉｎｉライブ１店 小売業 食料品 5%

107,002 石川県 金沢市 マルエー　元菊店 小売業 食料品 5%

107,003 石川県 金沢市 マルエー泉野店 小売業 その他小売 5%

107,004 石川県 金沢市 マルエー春日店 小売業 その他小売 5%

107,005 石川県 金沢市 マルエー小立野店 小売業 その他小売 5%

107,006 石川県 金沢市 マルエー久安店 小売業 その他小売 5%

107,007 石川県 金沢市 マルエー間明店 小売業 その他小売 5%

107,008 石川県 金沢市 マルエーｍｉｎｉ香林坊店 小売業 その他小売 5%

107,009 石川県 金沢市 マルエーｍｉｎｉ平和町店 小売業 その他小売 5%

107,010 石川県 金沢市 マルエーｍｉｎｉライブ１店 小売業 その他小売 5%

107,011 石川県 金沢市 マルエー元菊店 小売業 その他小売 5%

107,012 石川県 金沢市 マルツ金沢西インター店 小売業 電化製品 5%

107,013 石川県 金沢市 丸年呉服店　近江町店 小売業 衣料品 5%

107,014 石川県 金沢市 丸年呉服店　ムサシ店 小売業 衣料品 5%

107,015 石川県 金沢市 丸八製茶場　金沢百番街店 サービス 飲食業 5%

107,016 石川県 金沢市 まるひな良縁堂 小売業 食料品 5%
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107,017 石川県 金沢市 マルヨシ電器製品販売株式会社 小売業 電化製品 5%

107,018 石川県 金沢市 丸六株式会社 小売業 衣料品 5%

107,019 石川県 金沢市 廻る富山湾すし玉　金沢駅店　金沢百番街 サービス 飲食業 5%

107,020 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅマンサーナ押野店 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,021 石川県 金沢市 Ｍｅａｌ サービス 飲食業 5%

107,022 石川県 金沢市 ミシンのナカガワ ひきだ店 小売業 その他小売 5%

107,023 石川県 金沢市 ミシンのナカガワ　有松店 小売業 電化製品 5%

107,024 石川県 金沢市 ミシンのナカガワ　片町店 小売業 電化製品 5%

107,025 石川県 金沢市 ミシンのナカガワ　疋田店 小売業 電化製品 5%

107,026 石川県 金沢市 Ｍｒ．トレンディ安原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,027 石川県 金沢市 水野増吉商店 小売業 その他小売 5%

107,028 石川県 金沢市 水ひき亭 サービス 飲食業 5%

107,029 石川県 金沢市 みずべ　百番街店 小売業 その他小売 5%

107,030 石川県 金沢市 Ｍｉｚｕｂｅ　本店 小売業 その他小売 5%

107,031 石川県 金沢市 道下カイロプラクティック整体院２階 サービス その他サービス 5%

107,032 石川県 金沢市 みなとＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,033 石川県 金沢市 みなみ 小売業 食料品 5%

107,034 石川県 金沢市 源　金沢百番街あんと店 小売業 食料品 5%

107,035 石川県 金沢市 ＭＩＹＡＢＩ 小売業 衣料品 5%

107,036 石川県 金沢市 三山写真館 サービス その他サービス 5%

107,037 石川県 金沢市 Ｍｏｕｉｌｌｅ 小売業 衣料品 5%

107,038 石川県 金沢市 武蔵コンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

107,039 石川県 金沢市 武蔵コンタクトレンズくらち眼科出張所 小売業 その他小売 5%

107,040 石川県 金沢市 武蔵屋食堂 サービス 飲食業 5%

107,041 石川県 金沢市 ムラサキスポーツ　金沢店 小売業 その他小売 5%

107,042 石川県 金沢市 ムラタ時計眼鏡店 小売業 その他小売 5%

107,043 石川県 金沢市 村松商事株式会社 旗の村松手芸の村松 小売業 衣料品 5%

107,044 石川県 金沢市 無量寺ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,045 石川県 金沢市 メープルハウス本店 サービス 飲食業 5%

107,046 石川県 金沢市 メガネギャラリーはった 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,047 石川県 金沢市 めがねのアイビー 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,048 石川県 金沢市 メガネの王様　三馬店 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,049 石川県 金沢市 メガネの王様　小立野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,050 石川県 金沢市 めがねのお店　Ｍｉｔｏ　めがねのお店Ｍｉｔｏ 小売業 その他小売 5%

107,051 石川県 金沢市 めがねのお店Ｍｉｔｏ 小売業 その他小売 5%

107,052 石川県 金沢市 メガネのシマダ 小売業 その他小売 5%

107,053 石川県 金沢市 メガネのハラダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,054 石川県 金沢市 メガネのハラダ有松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,055 石川県 金沢市 メガネのハラダ　桜町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,056 石川県 金沢市 メガネのハラダ　鳴和店 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,057 石川県 金沢市 メガネのハラダ駅西本町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,058 石川県 金沢市 メガネのハラダ北安江店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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107,059 石川県 金沢市 メガネのハラダ　増泉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,060 石川県 金沢市 メガネのハラダ　八日市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,061 石川県 金沢市 ｍｅｚｚａｎｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

107,062 石川県 金沢市 メゾン・ドゥ・ミズキ 小売業 食料品 5%

107,063 石川県 金沢市 Ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　Ｐｒｕｎｅ 小売業 衣料品 5%

107,064 石川県 金沢市 メープルハウス 小売業 衣料品 5%

107,065 石川県 金沢市 メルチェリーア　金沢百番街Rinto店 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,066 石川県 金沢市 有　めん工庵野路 サービス 飲食業 5%

107,067 石川県 金沢市 めん房つるつる長坂店 サービス 飲食業 5%

107,068 石川県 金沢市 ｍｏｒｅｆｕｎ　モアファン サービス 理容・美容業 5%

107,069 石川県 金沢市 モードサロン　つたや 小売業 衣料品 5%

107,070 石川県 金沢市 元湯石屋 サービス 宿泊業 5%

107,071 石川県 金沢市 ＭＯＮＥＴ サービス 飲食業 5%

107,072 石川県 金沢市 もみかる　金沢伏見台店 サービス 理容・美容業 5%

107,073 石川県 金沢市 ＭＯＹＵ ８６ 中村登代美 小売業 その他小売 5%

107,074 石川県 金沢市 ＭＯＹＵ ８６ 川端寛子 小売業 その他小売 5%

107,075 石川県 金沢市 ＭＯＹＵ ８６ ８６ 小売業 その他小売 5%

107,076 石川県 金沢市 森永宅配本舗　森永宅配本舗　金沢店 小売業 食料品 5%

107,077 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフもりの里店 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,078 石川県 金沢市 森本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,079 石川県 金沢市 モンキークラフト サービス 理容・美容業 5%

107,080 石川県 金沢市 ＭＯＮＳＴＥＲ　ＦＩＴＮＥＳＳ サービス その他サービス 5%

107,081 石川県 金沢市 焼鳥　てんてん サービス 飲食業 5%

107,082 石川県 金沢市 やきとり桜屋 サービス 飲食業 5%

107,083 石川県 金沢市 やきとり大吉　西金沢店 サービス 飲食業 5%

107,084 石川県 金沢市 やきとり 鳥珍や 片町本店 サービス 飲食業 5%

107,085 石川県 金沢市 金沢焼肉楽処　万場　金沢南店 サービス 飲食業 5%

107,086 石川県 金沢市 焼肉かなめ サービス 飲食業 5%

107,087 石川県 金沢市 焼肉酒場飛那 サービス 飲食業 5%

107,088 石川県 金沢市 焼肉厨房　びっく サービス 飲食業 5%

107,089 石川県 金沢市 焼肉戸板商店 サービス 飲食業 5%

107,090 石川県 金沢市 焼肉道場 サービス 飲食業 5%

107,091 石川県 金沢市 焼肉ＮＯＢＵ サービス 飲食業 5%

107,092 石川県 金沢市 焼き肉　ホルモン　だんだん サービス 飲食業 5%

107,093 石川県 金沢市 焼肉家こげたん　藤江北店 サービス 飲食業 5%

107,094 石川県 金沢市 焼肉家こげたん　もりの里店 サービス 飲食業 5%

107,095 石川県 金沢市 焼肉冷麺しちりん家有松店 サービス 飲食業 5%

107,096 石川県 金沢市 焼肉冷麺しちりん家桜田店 サービス 飲食業 5%

107,097 石川県 金沢市 ヤギヤ サービス 飲食業 5%

107,098 石川県 金沢市 ヤスブン　御経塚店 小売業 食料品 5%

107,099 石川県 金沢市 ヤスブン　金沢片町店 小売業 食料品 5%

107,100 石川県 金沢市 奴寿し サービス 飲食業 5%
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107,101 石川県 金沢市 Ｙａｈａｔａ すしべん 東インター店 サービス 飲食業 5%

107,102 石川県 金沢市 Ｙａｈａｔａ すしべん 高柳店 サービス 飲食業 5%

107,103 石川県 金沢市 Ｙａｈａｔａ すしべん 桂店 サービス 飲食業 5%

107,104 石川県 金沢市 Ｙａｈａｔａ すしべん 入江店 サービス 飲食業 5%

107,105 石川県 金沢市 Ｙａｈａｔａ すしべん 近岡店 サービス 飲食業 5%

107,106 石川県 金沢市 山内会計事務所 サービス その他サービス 5%

107,107 石川県 金沢市 山内会計事務所 サービス その他サービス 5%

107,108 石川県 金沢市 ヤマカ水産　あんと店 小売業 食料品 5%

107,109 石川県 金沢市 ヤマカ水産　近江町１号店 小売業 食料品 5%

107,110 石川県 金沢市 山さん寿司本店 サービス 飲食業 5%

107,111 石川県 金沢市 山田達也司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

107,112 石川県 金沢市 山の上洋菓子店 小売業 食料品 5%

107,113 石川県 金沢市 山本美術 サービス その他サービス 5%

107,114 石川県 金沢市 有限会社オートレグルス 小売業 その他小売 5%

107,115 石川県 金沢市 有限会社　小中自動車工業 小売業 その他小売 5%

107,116 石川県 金沢市 有限会社　瀬川刃物 小売業 その他小売 5%

107,117 石川県 金沢市 （有）ＴＯＲＩＩホールディング 小売業 その他小売 5%

107,118 石川県 金沢市 有限会社　長田自動車本社 小売業 その他小売 5%

107,119 石川県 金沢市 有限会社プロタクシー サービス その他サービス 5%

107,120 石川県 金沢市 柚〔ゆう〕 小売業 家具・調度品 5%

107,121 石川県 金沢市 有限会社　西部オート 小売業 その他小売 5%

107,122 石川県 金沢市 有限会社アスピラ 小売業 衣料品 5%

107,123 石川県 金沢市 有限会社ＥＣＯステージ サービス その他サービス 5%

107,124 石川県 金沢市 有限会社川木商店 小売業 食料品 5%

107,125 石川県 金沢市 有限会社 長田自動車 福久店 小売業 その他小売 5%

107,126 石川県 金沢市 有限会社ハーベスト サービス 理容・美容業 5%

107,127 石川県 金沢市 バイパスカーセンター 小売業 その他小売 5%

107,128 石川県 金沢市 有限会社Ｙｕｍｅｊｉｓｔ 厨彩 Ｙｕｍｅｊｉ サービス 飲食業 5%

107,129 石川県 金沢市 ＹＵＵ?ＳＩＮ　ｖｅｒ　ＮＯＥＶＩＲ 小売業 その他小売 5%

107,130 石川県 金沢市 友禅空間工房久恒 サービス その他サービス 5%

107,131 石川県 金沢市 金沢百番街　友禅工芸　すずらん 小売業 その他小売 5%

107,132 石川県 金沢市 友禅こもの　モリシタ 金沢百番街あんと店 小売業 その他小売 5%

107,133 石川県 金沢市 由屋るる犀々 サービス 宿泊業 5%

107,134 石川県 金沢市 ゆうらくざ・ござ 小売業 電化製品 5%

107,135 石川県 金沢市 ＵＮＩＴＥＤ　ＢＥＡＵＴＹ サービス 理容・美容業 5%

107,136 石川県 金沢市 ユニフォームスタジオコパン　金沢店 小売業 衣料品 5%

107,137 石川県 金沢市 夢屋 おそうざい屋  いちば館店 サービス 飲食業 5%

107,138 石川県 金沢市 Ｙｕｒｉｋａｇｏ サービス その他サービス 5%

107,139 石川県 金沢市 洋膳坊　楽の市 サービス 飲食業 5%

107,140 石川県 金沢市 洋膳坊　楽の市　片町店 サービス 飲食業 5%

107,141 石川県 金沢市 よこい青果 小売業 食料品 5%

107,142 石川県 金沢市 ＹＯＳＡＰＡＲＫｃｌｅａｒ サービス 理容・美容業 5%
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107,143 石川県 金沢市 ＹＯＳＡＰＡＲＫ　Ｌｕｎｏｎ サービス その他サービス 5%

107,144 石川県 金沢市 吉野家金沢百番街店 サービス 飲食業 2%

107,145 石川県 金沢市 吉村洋傘店 小売業 その他小売 5%

107,146 石川県 金沢市 よねもとクリーニング サービス その他サービス 5%

107,147 石川県 金沢市 ４ｃｍ 広坂店 サービス 理容・美容業 5%

107,148 石川県 金沢市 ４ｃｍ 諸江店 サービス 理容・美容業 5%

107,149 石川県 金沢市 ４ｃｍ 横川店 サービス 理容・美容業 5%

107,150 石川県 金沢市 Ｒａ．Ｃｕａ サービス 理容・美容業 5%

107,151 石川県 金沢市 Ｌａ　Ｐｅｉｎｔｕｒｅ 小売業 食料品 5%

107,152 石川県 金沢市 ラ　フォレスタ サービス 飲食業 5%

107,153 石川県 金沢市 らーめん風花 サービス 飲食業 5%

107,154 石川県 金沢市 ラーメン侍　金沢百番街 サービス 飲食業 5%

107,155 石川県 金沢市 らーめん世界桜田店 サービス 飲食業 5%

107,156 石川県 金沢市 らーめん世界西泉店 サービス 飲食業 5%

107,157 石川県 金沢市 らーめん世界福久店 サービス 飲食業 5%

107,158 石川県 金沢市 ラーメン太陽軒 サービス 飲食業 5%

107,159 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅライヴスクエア近岡店 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,160 石川県 金沢市 Ｌｉｆｅｉｎホ－プ 小売業 電化製品 5%

107,161 石川県 金沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅライフステージ泉台店 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,162 石川県 金沢市 ラインハイト　Ｒｅｉｎｈｅｉｔ サービス 飲食業 5%

107,163 石川県 金沢市 ＬＡＵＬＥ＇ＡＭＡＫＡＮＡ７２ 小売業 衣料品 5%

107,164 石川県 金沢市 落雁　諸江屋　金沢百番街 小売業 食料品 5%

107,165 石川県 金沢市 らくやん金沢福久店 サービス その他サービス 5%

107,166 石川県 金沢市 らしんばん　金沢店 小売業 その他小売 5%

107,167 石川県 金沢市 ＬＡＳＳＩＥ サービス 理容・美容業 5%

107,168 石川県 金沢市 Ｒａｔｔｌｅ　Ｔｒａｐ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

107,169 石川県 金沢市 ＲＡＴＯＮ サービス 飲食業 5%

107,170 石川県 金沢市 ラピド 小売業 その他小売 5%

107,171 石川県 金沢市 Ｒａｐｉｄ　ラピド 小売業 その他小売 5%

107,172 石川県 金沢市 Ｌａｕｇｈｇａｔｅ サービス 理容・美容業 5%

107,173 石川県 金沢市 ラ ベル ジャポネ 小売業 食料品 5%

107,174 石川県 金沢市 ラ・メール金沢店 サービス 理容・美容業 5%

107,175 石川県 金沢市 Ｒａｌｌｙｅ 小売業 衣料品 5%

107,176 石川県 金沢市 Ｌａｎｄ＆ｒｕｔｏ 小売業 その他小売 5%

107,177 石川県 金沢市 ＲＥＡＬ　Ｓｔｙｌｅ　金沢店 小売業 家具・調度品 5%

107,178 石川県 金沢市 Ｒｅ：ａｎ サービス 理容・美容業 5%

107,179 石川県 金沢市 Ｌｅｅ　金沢百番街店 小売業 衣料品 5%

107,180 石川県 金沢市 Ｌｅａｆ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

107,181 石川県 金沢市 ＬＩＸＩＬ　リフォームショップ　ＳＨＩＭＡＧＥＮ サービス その他サービス 2%

107,182 石川県 金沢市 Ｒｉｃｏ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

107,183 石川県 金沢市 株式会社リシュマリアローズ サービス その他サービス 5%

107,184 石川県 金沢市 ＲｉｖｅｒｓｉｄｅＳｔａｙＫａｎａｚａｗａ サービス その他サービス 5%
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107,185 石川県 金沢市 髪市 サービス 理容・美容業 5%

107,186 石川県 金沢市 金沢百番街Rinto　リバティーン 小売業 その他小売 5%

107,187 石川県 金沢市 リブラ・マージュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,188 石川県 金沢市 ｌｉｂｅｒｔｅ サービス 理容・美容業 5%

107,189 石川県 金沢市 Ｌｕｘｅ サービス 理容・美容業 5%

107,190 石川県 金沢市 理容かとう　理容かとう サービス 理容・美容業 5%

107,191 石川県 金沢市 りよう室しゃべりば　りよう室しゃべりば サービス 理容・美容業 5%

107,192 石川県 金沢市 理容つかた サービス 理容・美容業 5%

107,193 石川県 金沢市 理容つだ サービス 理容・美容業 5%

107,194 石川県 金沢市 料亭　大友楼 サービス 飲食業 5%

107,195 石川県 金沢市 理容なかむら サービス 理容・美容業 5%

107,196 石川県 金沢市 料理教室　中田料理学園 サービス その他サービス 5%

107,197 石川県 金沢市 料理旅館　金沢茶屋 サービス 宿泊業 5%

107,198 石川県 金沢市 ＲｙｏｋａｎＹａｍａｍｕｒｏ サービス その他サービス 5%

107,199 石川県 金沢市 リラクゼーションエステｎａｏ サービス 理容・美容業 5%

107,200 石川県 金沢市 リラックスの扉もくれん サービス 理容・美容業 5%

107,201 石川県 金沢市 林藤武道具店 小売業 その他小売 5%

107,202 石川県 金沢市 ル・ポン・ド・ショコラ　サンニコラ　香林坊店 小売業 食料品 5%

107,203 石川県 金沢市 LE MUSEE DE H 金沢百番街 小売業 食料品 5%

107,204 石川県 金沢市 ＬＯＵＶＲＥ サービス 理容・美容業 5%

107,205 石川県 金沢市 ＲＯＵＴＥ１８ サービス 飲食業 5%

107,206 石川県 金沢市 Ｒｏｏｍ 小売業 衣料品 5%

107,207 石川県 金沢市 エステティックサロンルクラ サービス 理容・美容業 5%

107,208 石川県 金沢市 ＬＥ　ＴＲＩＯ　ＡＢＡＨＯＵＳＥ　金沢百番街リント店 小売業 衣料品 5%

107,209 石川県 金沢市 ルネ　本店　３Ｆ 小売業 その他小売 5%

107,210 石川県 金沢市 ルネファミーユ　金沢駅西店 小売業 その他小売 5%

107,211 石川県 金沢市 金沢百番街Rinto　LUMAX-KAMIO サービス 理容・美容業 5%

107,212 石川県 金沢市 ルーム・ヘアー サービス 理容・美容業 5%

107,213 石川県 金沢市 Ｒｅｌｉｅ　ｂｙ　ｗｈｉｔｅ　ｒ 小売業 衣料品 5%

107,214 石川県 金沢市 ＲａｉｎＦｏｒｅｓｔ サービス その他サービス 5%

107,215 石川県 金沢市 レイン・フォレスト サービス その他サービス 5%

107,216 石川県 金沢市 Ｌｅｇａｒｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

107,217 石川県 金沢市 Ｌｅｃｔｕｒｅｄｅｍｉｎｕｉｔ サービス その他サービス 5%

107,218 石川県 金沢市 Ｌｅａｔｈｅｒ＆ＡｃｃｅｓｓｏｒｅＣｏｌ 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,219 石川県 金沢市 レストラン　ＡＰＲＥ サービス 飲食業 5%

107,220 石川県 金沢市 Ｒａｄｙ サービス 飲食業 5%

107,221 石川県 金沢市 ロアデザイン＆フォトスタジオ サービス その他サービス 5%

107,222 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニングアルビス畝田店 サービス その他サービス 5%

107,223 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング　入江店 サービス その他サービス 5%

107,224 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング　近江町店 サービス その他サービス 5%

107,225 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング　笠舞店 サービス その他サービス 5%

107,226 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング　金沢駅前店 サービス その他サービス 5%
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107,227 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング　小坂店 サービス その他サービス 5%

107,228 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング　西金沢店 サービス その他サービス 5%

107,229 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング日光舎アルビス畝田店 サービス その他サービス 5%

107,230 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング日光舎泉が丘店 サービス その他サービス 5%

107,231 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング日光舎入江店 サービス その他サービス 5%

107,232 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング日光舎近江町店 サービス その他サービス 5%

107,233 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング日光舎大桑店 サービス その他サービス 5%

107,234 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング日光舎笠舞店 サービス その他サービス 5%

107,235 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング日光舎高尾店 サービス その他サービス 5%

107,236 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング日光舎西金沢店 サービス その他サービス 5%

107,237 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング日光舎安原店 サービス その他サービス 5%

107,238 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング日光舎横川本店 サービス その他サービス 5%

107,239 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング　バロー大桑店 サービス その他サービス 5%

107,240 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング　安原店 サービス その他サービス 5%

107,241 石川県 金沢市 ロイヤルクリーニング　横川店 サービス その他サービス 5%

107,242 石川県 金沢市 緑青 小売業 その他小売 5%

107,243 石川県 金沢市 六枚カラオケ倶楽部Ｂ０Ｘ サービス その他サービス 5%

107,244 石川県 金沢市 ＲＯＣＯＣＯ　【ロココ】 サービス 理容・美容業 5%

107,245 石川県 金沢市 ロココヘア サービス 理容・美容業 5%

107,246 石川県 金沢市 ロシ 小立野店 サービス その他サービス 5%

107,247 石川県 金沢市 ロシ 東山店 サービス その他サービス 5%

107,248 石川県 金沢市 ロシ　疋田店 サービス その他サービス 5%

107,249 石川県 金沢市 ロシ　保古店 サービス その他サービス 5%

107,250 石川県 金沢市 炉と海 サービス 飲食業 5%

107,251 石川県 金沢市 炉と海 小売業 食料品 5%

107,252 石川県 金沢市 倫敦屋酒場 サービス 飲食業 5%

107,253 石川県 金沢市 ワイン食堂　オッチョ サービス 飲食業 5%

107,254 石川県 金沢市 Ｗｉｎｅｓｈｏｐ　Ｂｒ?ｃｋｅ 小売業 食料品 5%

107,255 石川県 金沢市 ワイン専門店　カーヴ　ド　ヴェレゾン 小売業 食料品 5%

107,256 石川県 金沢市 ワインと鉄板　かいどう サービス 飲食業 5%

107,257 石川県 金沢市 ワインバー　ワインショップこわん　ワインバー　ワインショップこわん サービス 飲食業 5%

107,258 石川県 金沢市 和菓子　末広堂　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

107,259 石川県 金沢市 和菓子加賀陣屋　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

107,260 石川県 金沢市 和菓子　村上　金沢百番街店 小売業 食料品 5%

107,261 石川県 金沢市 わ食　たまき サービス 飲食業 5%

107,262 石川県 金沢市 ｗａｘｃｌｏｔｈｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

107,263 石川県 金沢市 ワッツ金沢イオン店 小売業 その他小売 5%

107,264 石川県 金沢市 笑宿 サービス 飲食業 5%

107,265 石川県 金沢市 わらじ屋 小売業 家具・調度品 5%

107,266 石川県 金沢市 ワンダフルセルフ春日 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,267 石川県 金沢市 ワンダフルセルフ金石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,268 石川県 金沢市 ワンダフルセルフ西南部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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107,269 石川県 金沢市 ワンダフルセルフ高尾 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,270 石川県 金沢市 ワンダフルセルフ湊 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,271 石川県 金沢市 ワンダフルセルフ涌波 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,272 石川県 金沢市 ワンピース 中古 新品タイヤ ホイール販売買取専門店ワンピース 小売業 その他小売 5%

107,273 石川県 金沢市 ワンピース 小売業 その他小売 5%

107,274 石川県 かほく市 アメリカンスクエアマツヤ　イオンかほく店 小売業 衣料品 5%

107,275 石川県 かほく市 石川県立看護大学 売店 小売業 その他小売 5%

107,276 石川県 かほく市 イルーシー３００　かほく店 小売業 衣料品 5%

107,277 石川県 かほく市 宇ノ気ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,278 石川県 かほく市 エナジー 小売業 その他小売 5%

107,279 石川県 かほく市 Ｎ　ＧＡＲＡＧＥ サービス その他サービス 5%

107,280 石川県 かほく市 ＮＧＡＲＡＧＥ サービス その他サービス 5%

107,281 石川県 かほく市 ａｉｍｅｒｆｅｅｌイオンモールかほく店 小売業 衣料品 5%

107,282 石川県 かほく市 オイルプラザＤ１かほく店 サービス その他サービス 2%

107,283 石川県 かほく市 金沢カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

107,284 石川県 かほく市 セブン－イレブンかほく白尾インター店 小売業 食料品 2%

107,285 石川県 かほく市 セブン－イレブンかほく白尾店 小売業 食料品 2%

107,286 石川県 かほく市 セブン－イレブンかほく高松インター店 小売業 食料品 2%

107,287 石川県 かほく市 セブン－イレブンかほく長柄町店 小売業 食料品 2%

107,288 石川県 かほく市 木津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,289 石川県 かほく市 北市酒店 小売業 食料品 5%

107,290 石川県 かほく市 きもの京山　きもの京山かほく店 小売業 衣料品 5%

107,291 石川県 かほく市 靴下屋かほく店 小売業 衣料品 2%

107,292 石川県 かほく市 ＺＡＵｆｏｒＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

107,293 石川県 かほく市 さくらや 小売業 衣料品 5%

107,294 石川県 かほく市 食工房ファミーリエ 小売業 食料品 5%

107,295 石川県 かほく市 食楽庵かほく　さんまる サービス 飲食業 5%

107,296 石川県 かほく市 ダイヤモンドストア 小売業 その他小売 5%

107,297 石川県 かほく市 高松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,298 石川県 かほく市 テゾーロ・ディ・イタリア サービス その他サービス 5%

107,299 石川県 かほく市 ドモドモコーポレーション サービス その他サービス 5%

107,300 石川県 かほく市 ドラッグストアコメヤかほく店 小売業 その他小売 5%

107,301 石川県 かほく市 どんたく　かほく店 小売業 食料品 5%

107,302 石川県 かほく市 有限会社　中山燃料 小売業 その他小売 5%

107,303 石川県 かほく市 株式会社　にわ商店 小売業 その他小売 5%

107,304 石川県 かほく市 ８番らーめん宇ノ気店 サービス 飲食業 2%

107,305 石川県 かほく市 ８番らーめん高松店 サービス 飲食業 2%

107,306 石川県 かほく市 Ｐａｐｐｙ サービス 飲食業 2%

107,307 石川県 かほく市 ＰａｎｉＰａｎｉかほく店 小売業 その他小売 5%

107,308 石川県 かほく市 ハロー！パソコン教室かほく校 サービス その他サービス 5%

107,309 石川県 かほく市 ビックハウス 小売業 電化製品 5%

107,310 石川県 かほく市 ぷちまりーイオンモールかほく店 小売業 その他小売 5%
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107,311 石川県 かほく市 ＰｏｕｒＴｏｕｊｏｕｒｓ サービス 理容・美容業 5%

107,312 石川県 かほく市 ヘアーサロン　ひげもと　ヘアーサロンひげもと サービス 理容・美容業 5%

107,313 石川県 かほく市 マクドナルドイオンモールかほく店 サービス 飲食業 2%

107,314 石川県 かほく市 饅頭ＶＥＲＹＭＵＣＨ 小売業 衣料品 5%

107,315 石川県 かほく市 Ｙａｈａｔａ すしべん かほく店 サービス 飲食業 5%

107,316 石川県 かほく市 Ｙａｈａｔａ すしべん 白尾インター店 サービス 飲食業 5%

107,317 石川県 かほく市 リーフ動物病院 サービス その他サービス 5%

107,318 石川県 かほく市 リシェリエ＆リジェイ　かほく店 小売業 衣料品 5%

107,319 石川県 かほく市 ルネファミーユかほく店 小売業 衣料品 2%

107,320 石川県 かほく市 ロシ　かほく店 サービス その他サービス 5%

107,321 石川県 川北町 スーパーホームセンターヤマキシ川北店 小売業 その他小売 5%

107,322 石川県 小松市 アーク美容室 サービス 理容・美容業 5%

107,323 石川県 小松市 ＡｒｔＭｏｖｅ２４６　Ｍａｒｕｙａｍａ サービス 理容・美容業 5%

107,324 石川県 小松市 赤い靴べら小松工房 サービス その他サービス 5%

107,325 石川県 小松市 あかね　糸町本店 小売業 衣料品 5%

107,326 石川県 小松市 秋吉　粟津店 サービス 飲食業 5%

107,327 石川県 小松市 秋吉　小松店 サービス 飲食業 5%

107,328 石川県 小松市 朝本葬儀社 サービス その他サービス 5%

107,329 石川県 小松市 朝本やわらぎホール サービス その他サービス 5%

107,330 石川県 小松市 アップガレージ石川小松店 小売業 その他小売 2%

107,331 石川県 小松市 アネージ サービス 理容・美容業 5%

107,332 石川県 小松市 ｕｎａｇｅ　Ｌａｘｃｅ サービス 理容・美容業 5%

107,333 石川県 小松市 アミング小松店 小売業 その他小売 5%

107,334 石川県 小松市 アメリカンスクエアマツヤ　小松店 小売業 衣料品 5%

107,335 石川県 小松市 ＡＲＵ サービス 飲食業 5%

107,336 石川県 小松市 ａｎｔｉｑａ　ｅｍｂｅｌ サービス 理容・美容業 5%

107,337 石川県 小松市 ａｎｔｉｑａ　ｍａｎｏｂｅｌ サービス 理容・美容業 5%

107,338 石川県 小松市 アンド・いわい 小売業 電化製品 5%

107,339 石川県 小松市 アンド・たにぐち 小売業 電化製品 5%

107,340 石川県 小松市 アントワープ 小売業 家具・調度品 5%

107,341 石川県 小松市 イーストビレッジ株式会社 サービス その他サービス 5%

107,342 石川県 小松市 池田薬房　クロロフィル小松美顔教室 小売業 その他小売 5%

107,343 石川県 小松市 居酒屋　いもたこなんきん サービス 飲食業 5%

107,344 石川県 小松市 居酒屋かまど　本店　居酒屋　小松かまど本店 サービス 飲食業 5%

107,345 石川県 小松市 居酒や晴いち サービス 飲食業 5%

107,346 石川県 小松市 石川ダイハツ販売小松店 小売業 その他小売 5%

107,347 石川県 小松市 お料理・釜めし　一山楼 サービス 飲食業 5%

107,348 石川県 小松市 出光小松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,349 石川県 小松市 出光小松国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,350 石川県 小松市 出光小松南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,351 石川県 小松市 出光小松若杉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,352 石川県 小松市 伊藤電機 小売業 電化製品 5%
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107,353 石川県 小松市 犬丸屋　本店 小売業 食料品 5%

107,354 石川県 小松市 犬丸屋北浅井店 小売業 食料品 5%

107,355 石川県 小松市 ｅＰＬＡＮＳ・タカ 小売業 電化製品 5%

107,356 石川県 小松市 ｅＰＬＡＮＳ・タキ屋 小売業 電化製品 5%

107,357 石川県 小松市 ｅＰＬＡＮＳ・ホンボ 小売業 電化製品 5%

107,358 石川県 小松市 彩り長屋 小売業 その他小売 5%

107,359 石川県 小松市 ＷＩＺ サービス 理容・美容業 5%

107,360 石川県 小松市 ウイング　ウイング 小売業 その他小売 5%

107,361 石川県 小松市 ＷＩＮＧ小松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,362 石川県 小松市 うつのみや小松城南店サウンドイン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

107,363 石川県 小松市 うどん処 陣太鼓 サービス その他サービス 5%

107,364 石川県 小松市 エアーポートコスモ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,365 石川県 小松市 栄電 小売業 電化製品 5%

107,366 石川県 小松市 エイデン板津店 小売業 電化製品 5%

107,367 石川県 小松市 ＥＣＬＥＣＴＩＱＵＥ 小売業 衣料品 5%

107,368 石川県 小松市 Ｍ２　ｂｙ　ｓｅｎｓｏｕｎｉｃｏ　小松店 小売業 衣料品 5%

107,369 石川県 小松市 ＡＲＥＡ５１２ サービス その他サービス 5%

107,370 石川県 小松市 大杉屋ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

107,371 石川県 小松市 大戸屋小松沖店 サービス 飲食業 2%

107,372 石川県 小松市 ｏｆｆｉｃｅＶｏｘ小松店 小売業 その他小売 5%

107,373 石川県 小松市 オプトパレス小松 小売業 その他小売 5%

107,374 石川県 小松市 オプトパレス小松 小売業 その他小売 5%

107,375 石川県 小松市 オリックスレンタカー小松空港西店 サービス その他サービス 2%

107,376 石川県 小松市 オリックスレンタカー小松空港東店 サービス その他サービス 2%

107,377 石川県 小松市 折本薬局 小売業 その他小売 5%

107,378 石川県 小松市 御料理いち川 サービス 飲食業 5%

107,379 石川県 小松市 オルゴールの館 小売業 家具・調度品 5%

107,380 石川県 小松市 株式会社　太田モータース 小売業 その他小売 5%

107,381 石川県 小松市 株式会社岸商店 小売業 その他小売 5%

107,382 石川県 小松市 株式会社第一自動車 小売業 その他小売 5%

107,383 石川県 小松市 株式会社にしき堂　園町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

107,384 石川県 小松市 株式会社　Ｂｉｋｋｅ 小売業 食料品 5%

107,385 石川県 小松市 株式会社　ヒラシマ 小売業 その他小売 5%

107,386 石川県 小松市 株式会社ヒラシマ　パーツセンター 小売業 その他小売 5%

107,387 石川県 小松市 株式会社　ムラカミ自動車 小売業 その他小売 5%

107,388 石川県 小松市 カーケアステーション有明 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,389 石川県 小松市 ヘルス＆ビューティＫＡＪＩ 小売業 衣料品 5%

107,390 石川県 小松市 菓子工房Ｙｏｄｏｇａｗａよどがわ 小売業 食料品 5%

107,391 石川県 小松市 勝木書店　ＫａＢｏＳイオンモール新小松店 小売業 その他小売 5%

107,392 石川県 小松市 金沢補聴器センター小松店 小売業 その他小売 5%

107,393 石川県 小松市 カネソ　小松営業所 小売業 その他小売 5%

107,394 石川県 小松市 ｇａｂｕ 小売業 食料品 5%
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107,395 石川県 小松市 カフェ＆ビアレストラン　空門 サービス 飲食業 5%

107,396 石川県 小松市 牡舞蠣小松座 サービス 飲食業 5%

107,397 石川県 小松市 株式会社　ＡＫワークス サービス その他サービス 5%

107,398 石川県 小松市 （株）音楽工房ウインドージャム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

107,399 石川県 小松市 株式会社飯田計算センター サービス その他サービス 5%

107,400 石川県 小松市 株式会社加賀オート サービス その他サービス 5%

107,401 石川県 小松市 株式会社清水産業 小売業 電化製品 5%

107,402 石川県 小松市 株式会社松井モータース サービス その他サービス 5%

107,403 石川県 小松市 株式会社みやもと不動産　リクシル不動産ショップ　みやもと不動産 サービス その他サービス 5%

107,404 石川県 小松市 株式会社リビック金沢　小松営業所 小売業 その他小売 5%

107,405 石川県 小松市 ガラス工芸の館 小売業 家具・調度品 5%

107,406 石川県 小松市 カルバン小松店 小売業 その他小売 5%

107,407 石川県 小松市 カルバン小松店 小売業 その他小売 5%

107,408 石川県 小松市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋小松福乃宮店 サービス 飲食業 2%

107,409 石川県 小松市 喫茶　フローラ サービス 飲食業 5%

107,410 石川県 小松市 ｋｉｔｃｈｅｎ ｂａｌ ＯＲＩＧＡＭＩ サービス 飲食業 5%

107,411 石川県 小松市 木下石材　今江展示場 小売業 その他小売 5%

107,412 石川県 小松市 キミ美容室 サービス 理容・美容業 5%

107,413 石川県 小松市 Ｋｉｍｏｎｏ　佳扇　小松イオン店 小売業 衣料品 5%

107,414 石川県 小松市 きもの　つたや 小売業 衣料品 5%

107,415 石川県 小松市 ギャラリー祥 小売業 その他小売 5%

107,416 石川県 小松市 牛匠しまだ サービス 飲食業 5%

107,417 石川県 小松市 金箔の館 小売業 家具・調度品 5%

107,418 石川県 小松市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵフレスポ小松店 小売業 その他小売 5%

107,419 石川県 小松市 九谷セラミック・ラボラトリー サービス その他サービス 5%

107,420 石川県 小松市 九谷セラミック・ラボラトリー陶芸 サービス その他サービス 5%

107,421 石川県 小松市 九谷焼の館 小売業 家具・調度品 5%

107,422 石川県 小松市 九谷焼の館 小売業 その他小売 5%

107,423 石川県 小松市 ｃｏｅｕｒ　ａ’　ｃｏｅｕｒ！ サービス 理容・美容業 5%

107,424 石川県 小松市 グリーン　ノウト 小売業 その他小売 5%

107,425 石川県 小松市 グレイス サービス 理容・美容業 5%

107,426 石川県 小松市 桂花 サービス 飲食業 5%

107,427 石川県 小松市 ＫＥＳオフィシャルショップ 小売業 衣料品 5%

107,428 石川県 小松市 公益財団法人北陸体力科学研究所 ダイナミック サービス その他サービス 5%

107,429 石川県 小松市 河田ふたば 小売業 食料品 5%

107,430 石川県 小松市 ｇｏｓｓｉｐ 小売業 衣料品 5%

107,431 石川県 小松市 御朱印 小売業 食料品 5%

107,432 石川県 小松市 御朱印　八日市店 小売業 食料品 5%

107,433 石川県 小松市 セブン－イレブン小松今江３丁目店 小売業 食料品 2%

107,434 石川県 小松市 セブン－イレブン小松大島町店 小売業 食料品 2%

107,435 石川県 小松市 小松お多福 サービス 飲食業 5%

107,436 石川県 小松市 小松北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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107,437 石川県 小松市 セブン－イレブン小松串茶屋町店 小売業 食料品 2%

107,438 石川県 小松市 小松グリーンホテル サービス 宿泊業 5%

107,439 石川県 小松市 セブン－イレブン小松佐々木町店 小売業 食料品 2%

107,440 石川県 小松市 セブン－イレブン小松島町店 小売業 食料品 2%

107,441 石川県 小松市 小松水産 サービス その他サービス 5%

107,442 石川県 小松市 セブン－イレブン小松園町店 小売業 食料品 2%

107,443 石川県 小松市 小松パブリック サービス その他サービス 5%

107,444 石川県 小松市 セブン－イレブン小松日の出町２丁目店 小売業 食料品 2%

107,445 石川県 小松市 こまつ町家文庫 サービス 宿泊業 5%

107,446 石川県 小松市 セブン－イレブン小松矢崎町店 小売業 食料品 2%

107,447 石川県 小松市 セブン－イレブン小松矢田野町店 小売業 食料品 2%

107,448 石川県 小松市 米工房ますもと 小売業 食料品 5%

107,449 石川県 小松市 ゴルフクラブ　ツインフィールズ サービス その他サービス 5%

107,450 石川県 小松市 ゴルフクラブツインフィールズ自動精算機 サービス その他サービス 5%

107,451 石川県 小松市 コンディショニング　サポート　Ｍ サービス その他サービス 5%

107,452 石川県 小松市 菜香厨房　小松店 サービス 飲食業 5%

107,453 石川県 小松市 坂井獣医科 サービス その他サービス 5%

107,454 石川県 小松市 サテライトステーション小松ＳＳ　ノース石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,455 石川県 小松市 サロン　ド　ジョイ 小売業 衣料品 5%

107,456 石川県 小松市 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｌｉｓｓｅｒ サービス 理容・美容業 5%

107,457 石川県 小松市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 小松営業所 小売業 その他小売 5%

107,458 石川県 小松市 サンライズＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,459 石川県 小松市 サンロ－ド軽海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,460 石川県 小松市 幸せの黄金鯛焼き 小売業 食料品 5%

107,461 石川県 小松市 シェアラ　小松店 小売業 その他小売 5%

107,462 石川県 小松市 ジェームス小松店 小売業 その他小売 2%

107,463 石川県 小松市 ｇｅｍ　ｃｌｏｖｅｒ 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,464 石川県 小松市 Ｓｈｉｏｎ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

107,465 石川県 小松市 四季彩　粋庵 サービス 飲食業 5%

107,466 石川県 小松市 下粟津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,467 石川県 小松市 ジャマイカ サービス 飲食業 5%

107,468 石川県 小松市 Ｊｙｕｃｈｉｉｍｉｐｉａｃｉ サービス 理容・美容業 5%

107,469 石川県 小松市 商家の館 小売業 その他小売 5%

107,470 石川県 小松市 松陽ゴルフクラブ 松陽ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

107,471 石川県 小松市 食彩市 小売業 その他小売 5%

107,472 石川県 小松市 ＳＨＯＫＵＤＯ　ＹＡＲＮ サービス 飲食業 5%

107,473 石川県 小松市 シンカワデンキ 小売業 電化製品 5%

107,474 石川県 小松市 すし食いねえ！小松沖店 サービス 飲食業 5%

107,475 石川県 小松市 ステーキ西洋料理　Ｓｈｉｇｅｒｕ サービス 飲食業 5%

107,476 石川県 小松市 ＳＰＩＣＥ．ｃｃ サービス 理容・美容業 5%

107,477 石川県 小松市 ＳＰＩＣＥ　ｃｃ　ＳＰＩＣＥ　ｃｃ サービス 理容・美容業 5%

107,478 石川県 小松市 スパークリングダイヤモンド サービス 理容・美容業 5%
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107,479 石川県 小松市 ＳＰＥＣＳ 小売業 衣料品 5%

107,480 石川県 小松市 ７ｓｐｏｒｔｓ　小松バッティングセンター サービス その他サービス 5%

107,481 石川県 小松市 セルフプラザ大島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,482 石川県 小松市 セルフプラザ符津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,483 石川県 小松市 総合売店 小売業 家具・調度品 5%

107,484 石川県 小松市 ソフィ立志堂　アルプラザ小松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,485 石川県 小松市 ソフト整体院ＡＣＥ　【エース】 サービス その他サービス 5%

107,486 石川県 小松市 ソラーレ　東洋 小売業 その他小売 5%

107,487 石川県 小松市 第一鈑装 サービス その他サービス 5%

107,488 石川県 小松市 タイヤガーデンエス＆エス 小売業 その他小売 5%

107,489 石川県 小松市 タイヤセンターカトー 小売業 その他小売 5%

107,490 石川県 小松市 たたみのかおり サービス その他サービス 5%

107,491 石川県 小松市 谷川自動車 小売業 その他小売 5%

107,492 石川県 小松市 ＤａｎｄｙＧｉｒｌ サービス 飲食業 5%

107,493 石川県 小松市 Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ 小売業 その他小売 5%

107,494 石川県 小松市 辻のや　花乃庄 サービス 宿泊業 5%

107,495 石川県 小松市 ツチダ電機販売 小売業 電化製品 5%

107,496 石川県 小松市 肴屋３８　つまみやさんぱち サービス 飲食業 5%

107,497 石川県 小松市 ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｋｏｍａｔｓｕ 小売業 衣料品 5%

107,498 石川県 小松市 ディレッタント 小売業 衣料品 5%

107,499 石川県 小松市 テーエムワークス 小売業 その他小売 5%

107,500 石川県 小松市 テキサスハンズ　小松店 小売業 食料品 5%

107,501 石川県 小松市 鉄板焼肉　しんらえん サービス 飲食業 5%

107,502 石川県 小松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザ有明ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,503 石川県 小松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ浜田町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,504 石川県 小松市 徳田盛華堂 小売業 食料品 5%

107,505 石川県 小松市 トヨタレンタリース石川小松空港店 サービス その他サービス 2%

107,506 石川県 小松市 ナンブ・ガーデン サービス 理容・美容業 5%

107,507 石川県 小松市 ニッセンシェイプサロン・ド・ＡＮＧＥＬＹ 小売業 衣料品 5%

107,508 石川県 小松市 ニュ－イングランド　タナカ 小売業 電化製品 5%

107,509 石川県 小松市 のさか小松店 小売業 衣料品 5%

107,510 石川県 小松市 ハートアート工房神田 ハートアート工房神田 小売業 その他小売 5%

107,511 石川県 小松市 配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,512 石川県 小松市 ハイパーホテル　小松 サービス 宿泊業 5%

107,513 石川県 小松市 ハイパーホテル　小松 サービス 宿泊業 5%

107,514 石川県 小松市 ハイパーホテル小松２Ｆ　かまど サービス 宿泊業 5%

107,515 石川県 小松市 ハイパーホテル小松２Ｆ　かまど サービス 宿泊業 5%

107,516 石川県 小松市 橋本写真館 サービス その他サービス 5%

107,517 石川県 小松市 ＰＵＺＺＬＥ 小売業 衣料品 5%

107,518 石川県 小松市 ＰＵＺＺＬＥ　小松店 小売業 衣料品 5%

107,519 石川県 小松市 パソコン教室スマイル サービス その他サービス 5%

107,520 石川県 小松市 Ｂａｒ　橘 サービス 飲食業 5%
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107,521 石川県 小松市 ８番らーめん小松店 サービス 飲食業 2%

107,522 石川県 小松市 ８番らーめん城南末広店 サービス 飲食業 2%

107,523 石川県 小松市 ８番らーめん平面店 サービス 飲食業 2%

107,524 石川県 小松市 ハーティ　小松店 サービス 理容・美容業 5%

107,525 石川県 小松市 ｈａｎａｎｏｙａ 小売業 その他小売 5%

107,526 石川県 小松市 はなゆう 小売業 その他小売 5%

107,527 石川県 小松市 Ｐａｒａｄｅ　フレスポ小松店 小売業 衣料品 5%

107,528 石川県 小松市 白山そば小松店 サービス 飲食業 5%

107,529 石川県 小松市 ＢｉｓｔｒｏＤＥＵＸｅｔＤＥＵＸ サービス 飲食業 5%

107,530 石川県 小松市 びっくりドンキー小松店 サービス 飲食業 2%

107,531 石川県 小松市 ビデオ激安王　小松店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

107,532 石川県 小松市 ひまわり粟津店 小売業 その他小売 5%

107,533 石川県 小松市 ＰｕｒｅＮａｉｌＰｅｔｉｔ　イオンモール新小松店 サービス 理容・美容業 5%

107,534 石川県 小松市 美容室ウプス サービス 理容・美容業 5%

107,535 石川県 小松市 ひょっとこ サービス 飲食業 5%

107,536 石川県 小松市 ひろい動物病院 サービス その他サービス 5%

107,537 石川県 小松市 ＦＡＶＯＲＩＴＡ 小売業 衣料品 5%

107,538 石川県 小松市 Ｆｉｔｎｅｓｓ　ｃｌｕｂ　Ａ－ｆｆｉｘ サービス その他サービス 5%

107,539 石川県 小松市 ＦＡＶＯＲ 小売業 衣料品 5%

107,540 石川県 小松市 ＦＵＴＡＧＩ　小松店【フタギ】 サービス その他サービス 5%

107,541 石川県 小松市 ブライダルハウスことぶき小松店 サービス その他サービス 5%

107,542 石川県 小松市 プリュム 小売業 その他小売 5%

107,543 石川県 小松市 ブルーム サービス 理容・美容業 5%

107,544 石川県 小松市 文具のスーパーにしき堂　にしき堂　園町 小売業 その他小売 5%

107,545 石川県 小松市 Ｈａｉｒ　Ｅｓｔｈｅ　ＬＡＺＯＳ サービス 理容・美容業 5%

107,546 石川県 小松市 ヘアーギャラリーＭー２　北浅井店 サービス 理容・美容業 5%

107,547 石川県 小松市 ヘアーサロンあさひ サービス 理容・美容業 5%

107,548 石川県 小松市 ヘアーサロンあさひ サービス 理容・美容業 5%

107,549 石川県 小松市 ヘアーモードフープ サービス 理容・美容業 5%

107,550 石川県 小松市 ＨＡＩＲ　ＲＯＯＭ　ＬＡＮＤＹ サービス 理容・美容業 5%

107,551 石川県 小松市 ヘア＆リラクゼーション　Ｐｕｒ サービス 理容・美容業 5%

107,552 石川県 小松市 ヘアーズアーティスティックプロダクツ サービス 理容・美容業 5%

107,553 石川県 小松市 ヘルス＆ビューティＫＡＪＩ 小売業 その他小売 5%

107,554 石川県 小松市 ホームセンターヤマキシ小松店 小売業 その他小売 5%

107,555 石川県 小松市 ホクバン サービス その他サービス 5%

107,556 石川県 小松市 ＰＯＣＨＩＴＯＣＯ サービス その他サービス 5%

107,557 石川県 小松市 北国観光　小松支店 サービス その他サービス 5%

107,558 石川県 小松市 ほづみクリーニング サービス その他サービス 5%

107,559 石川県 小松市 ホテルエアポート小松 サービス 宿泊業 5%

107,560 石川県 小松市 ホテルビナリオＫＯＭＡＴＳＵセントレ サービス 宿泊業 5%

107,561 石川県 小松市 マクドナルドイオン小松店 サービス 飲食業 2%

107,562 石川県 小松市 マクドナルド小松粟津店 サービス 飲食業 2%
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107,563 石川県 小松市 マクドナルド小松店 サービス 飲食業 2%

107,564 石川県 小松市 御菓子司　松葉屋 小売業 食料品 5%

107,565 石川県 小松市 マルエー　土居原店 小売業 食料品 5%

107,566 石川県 小松市 マルエー　符津店 小売業 食料品 5%

107,567 石川県 小松市 マルエー　若杉店 小売業 食料品 5%

107,568 石川県 小松市 マルエー土居原店 小売業 その他小売 5%

107,569 石川県 小松市 マルエー符津店 小売業 その他小売 5%

107,570 石川県 小松市 マルエー若杉店 小売業 その他小売 5%

107,571 石川県 小松市 みどり美容室 サービス 理容・美容業 5%

107,572 石川県 小松市 みにょーる サービス 飲食業 5%

107,573 石川県 小松市 宮前精肉店 小売業 食料品 5%

107,574 石川県 小松市 メガネの王様　小松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,575 石川県 小松市 メガネの金光堂 小売業 その他小売 5%

107,576 石川県 小松市 メガネのハラダ小松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,577 石川県 小松市 モアレ　小松店 小売業 その他小売 5%

107,578 石川県 小松市 森立志堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,579 石川県 小松市 焼肉酒場　餤だん サービス 飲食業 5%

107,580 石川県 小松市 焼肉ざんまい サービス 飲食業 5%

107,581 石川県 小松市 焼肉レストラン　小松味道園　本店 サービス 飲食業 5%

107,582 石川県 小松市 矢田野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,583 石川県 小松市 山岡石材工業　小松店 小売業 その他小売 5%

107,584 石川県 小松市 山中漆器の館 小売業 家具・調度品 5%

107,585 石川県 小松市 やまや紙文具 小売業 その他小売 5%

107,586 石川県 小松市 有限会社　ヴァン自動車 小売業 その他小売 5%

107,587 石川県 小松市 ＹＵＩＭＡＲＬ ＹＵＩＭＡＲＬ サービス 理容・美容業 5%

107,588 石川県 小松市 有限会社　根上酒販 小売業 食料品 5%

107,589 石川県 小松市 有限会社ボデーショップエーアールピー サービス その他サービス 5%

107,590 石川県 小松市 ＹＯＵゴルフ工房 サービス その他サービス 5%

107,591 石川県 小松市 ＹＵ　ＳＷＥＥＴＳ　ｃａｋｅ　ａｎｄ　ｂａｋｅ 小売業 食料品 5%

107,592 石川県 小松市 ＵＮＩＴＥＤ　ＢＥＡＵＴＹ　小松 サービス 理容・美容業 5%

107,593 石川県 小松市 ゆのくにの森 小売業 家具・調度品 5%

107,594 石川県 小松市 ゆのくにの森　彩り長屋 小売業 家具・調度品 5%

107,595 石川県 小松市 ゆのくにの森　越前の館 小売業 家具・調度品 5%

107,596 石川県 小松市 ゆのくにの森　ギャラリー　祥 小売業 家具・調度品 5%

107,597 石川県 小松市 ゆのくにの森　総合売店・商家の館 小売業 家具・調度品 5%

107,598 石川県 小松市 ゆのくにの森　伝統美術の館 小売業 家具・調度品 5%

107,599 石川県 小松市 ゆのくにの森　友禅の館 小売業 家具・調度品 5%

107,600 石川県 小松市 ゆのくにの森お菓子の館 小売業 家具・調度品 5%

107,601 石川県 小松市 ゆのくにの森 入村受付窓口 サービス その他サービス 5%

107,602 石川県 小松市 ユフラ?ｙｕｆｌａ? サービス その他サービス 5%

107,603 石川県 小松市 ＹＯＳＡパーク麗 サービス 理容・美容業 5%

107,604 石川県 小松市 ヨシダ自動車　サービス サービス その他サービス 5%
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107,605 石川県 小松市 らーめん世界小松店 サービス 飲食業 5%

107,606 石川県 小松市 ライラックフローリスト 小売業 その他小売 5%

107,607 石川県 小松市 ラスタ－ＡＷＡＺＵＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,608 石川県 小松市 ラブ・シンヤ 小売業 衣料品 5%

107,609 石川県 小松市 リストランテ　ジン サービス 飲食業 5%

107,610 石川県 小松市 お食事処　漁師の館 サービス 飲食業 5%

107,611 石川県 小松市 料亭　小六庵 サービス 飲食業 5%

107,612 石川県 小松市 Ｒｅｌａｘ＆ＢｅａｕｔｙｓａｌｏｎＳＩＡＮ～しあん 小売業 その他小売 5%

107,613 石川県 小松市 リリー化粧品店 小売業 その他小売 5%

107,614 石川県 小松市 和餐　　伸 サービス 飲食業 5%

107,615 石川県 小松市 和餐 伸 サービス 飲食業 5%

107,616 石川県 小松市 和紙の館 小売業 家具・調度品 5%

107,617 石川県 小松市 和紙の館 そば処 白山 小売業 その他小売 5%

107,618 石川県 小松市 輪島塗の館 小売業 家具・調度品 5%

107,619 石川県 小松市 輪島塗の館 小売業 その他小売 5%

107,620 石川県 小松市 ワタリ電気 小売業 電化製品 5%

107,621 石川県 小松市 ワッツ小松イオン店 小売業 その他小売 5%

107,622 石川県 小松市 ワンダフルセルフイオン小松 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,623 石川県 小松市 ワンＢＯＸ本店 小売業 その他小売 5%

107,624 石川県 志賀町 アンド・まつうら 小売業 電化製品 5%

107,625 石川県 志賀町 いこいの村能登半島 サービス 宿泊業 5%

107,626 石川県 志賀町 ウイングのとや 小売業 衣料品 5%

107,627 石川県 志賀町 笠原健招堂薬局 小売業 その他小売 5%

107,628 石川県 志賀町 カネヨ醤油株式会社 小売業 食料品 5%

107,629 石川県 志賀町 Ｃａｆｅ　ｃｒｕｉｓｅ サービス 飲食業 5%

107,630 石川県 志賀町 株式会社上杉モータース サービス その他サービス 5%

107,631 石川県 志賀町 湖月館 サービス 宿泊業 5%

107,632 石川県 志賀町 さもん 小売業 その他小売 5%

107,633 石川県 志賀町 志加浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,634 石川県 志賀町 志賀徳田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,635 石川県 志賀町 志賀プリスケア薬局 小売業 その他小売 5%

107,636 石川県 志賀町 志賀町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,637 石川県 志賀町 ［ＨＣ］末吉電業有限会社 小売業 電化製品 5%

107,638 石川県 志賀町 高浜東ＳＳ　伴長商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,639 石川県 志賀町 旅の駅　巌門　遊覧船案内所 小売業 その他小売 5%

107,640 石川県 志賀町 デジャヴ サービス 宿泊業 5%

107,641 石川県 志賀町 てらおか風舎　金沢店 サービス 飲食業 5%

107,642 石川県 志賀町 てらおか風舎　富来本店 サービス 飲食業 5%

107,643 石川県 志賀町 電遊館おかべ 小売業 電化製品 5%

107,644 石川県 志賀町 富来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,645 石川県 志賀町 富来バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,646 石川県 志賀町 トレンディ志賀 小売業 ガソリンスタンド 2%
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107,647 石川県 志賀町 どんたく　高浜店 小売業 食料品 5%

107,648 石川県 志賀町 能登金剛センター 小売業 その他小売 5%

107,649 石川県 志賀町 ８番らーめん高浜店 サービス 飲食業 2%

107,650 石川県 志賀町 ８番らーめん富来店 サービス 飲食業 2%

107,651 石川県 志賀町 八郎商店 小売業 その他小売 5%

107,652 石川県 志賀町 ふらんせ　高浜店 サービス その他サービス 5%

107,653 石川県 志賀町 ペンションクルーズ サービス 宿泊業 5%

107,654 石川県 志賀町 ペンション夕凪 サービス 宿泊業 5%

107,655 石川県 志賀町 ホームセンターロッキー富来店 小売業 その他小売 5%

107,656 石川県 志賀町 スーパーセンターロッキー志賀の郷店 小売業 その他小売 5%

107,657 石川県 志賀町 ロッキー志賀の郷店 小売業 その他小売 5%

107,658 石川県 志賀町 ロッキー富来店 小売業 その他小売 5%

107,659 石川県 珠洲市 犬の美容室ベリー サービス その他サービス 5%

107,660 石川県 珠洲市 鍵主工業　七輪の里 小売業 その他小売 5%

107,661 石川県 珠洲市 カメラのはやし 小売業 その他小売 5%

107,662 石川県 珠洲市 仮（　） サービス 宿泊業 5%

107,663 石川県 珠洲市 サカデンキ 小売業 電化製品 5%

107,664 石川県 珠洲市 ＳＨＯ?ＴＡＴＳＵ サービス 飲食業 5%

107,665 石川県 珠洲市 珠洲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,666 石川県 珠洲市 珠洲飯田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,667 石川県 珠洲市 珠洲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,668 石川県 珠洲市 珠洲温泉のとじ荘 サービス 宿泊業 5%

107,669 石川県 珠洲市 珠洲ビーチホテル サービス 宿泊業 5%

107,670 石川県 珠洲市 蛸島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,671 石川県 珠洲市 トラベル愛ランド珠洲燈籠山通り店 サービス その他サービス 5%

107,672 石川県 珠洲市 ニュー珠洲 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,673 石川県 珠洲市 ＢＡＲＢＥＲ　ＳＡＤＯ サービス 理容・美容業 5%

107,674 石川県 珠洲市 ８番らーめん飯田店 サービス 飲食業 2%

107,675 石川県 珠洲市 広谷電機商会 小売業 電化製品 5%

107,676 石川県 珠洲市 フードはまおか 小売業 その他小売 5%

107,677 石川県 珠洲市 フレッシュフード＆リカーだいまる 小売業 食料品 5%

107,678 石川県 珠洲市 ヘアーサロンＨＥＩＳＨＩ サービス 理容・美容業 5%

107,679 石川県 珠洲市 ホテル海楽荘 サービス 宿泊業 5%

107,680 石川県 珠洲市 有限会社　スズトウシャドウ印刷 サービス その他サービス 5%

107,681 石川県 珠洲市 ランプの宿 サービス 宿泊業 5%

107,682 石川県 珠洲市 ロシ　飯田店 サービス その他サービス 5%

107,683 石川県 珠洲市 禄光旅館 サービス 宿泊業 5%

107,684 石川県 珠洲市 ろばた焼　あさ井 サービス 飲食業 5%

107,685 石川県 津幡町 ＩＲ津幡駅 サービス その他サービス 5%

107,686 石川県 津幡町 赤ちゃんデパート水谷　アルプラザ津幡店 小売業 衣料品 5%

107,687 石川県 津幡町 アンド・やまだ 小売業 電化製品 5%

107,688 石川県 津幡町 出光津幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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107,689 石川県 津幡町 株式会社　津幡石油 小売業 その他小売 2%

107,690 石川県 津幡町 カーメンテナンスＤ?１　アル　プラザ津幡店 サービス その他サービス 2%

107,691 石川県 津幡町 カジマート　みなみ店 小売業 食料品 5%

107,692 石川県 津幡町 勝崎館 サービス 宿泊業 5%

107,693 石川県 津幡町 勝崎館 サービス 宿泊業 5%

107,694 石川県 津幡町 勝崎館 サービス 宿泊業 5%

107,695 石川県 津幡町 勝崎の湯 サービス その他サービス 5%

107,696 石川県 津幡町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋石川津幡店 サービス 飲食業 2%

107,697 石川県 津幡町 ＧＡＬＬＥＲＹ＆ＷＯＲＫＳＨＯＰＣＯＬＯＮＹ サービス その他サービス 5%

107,698 石川県 津幡町 化粧ＳＣＥＮＥ　ＩＫＥＭＵＲＡ サービス その他サービス 5%

107,699 石川県 津幡町 サイクルショップしらい サービス その他サービス 5%

107,700 石川県 津幡町 酒井自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

107,701 石川県 津幡町 新宅石油店　新宅石油店　津幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,702 石川県 津幡町 スガイ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

107,703 石川県 津幡町 スカイスマイル 小売業 電化製品 5%

107,704 石川県 津幡町 すだに交通 サービス 運輸業 5%

107,705 石川県 津幡町 ソラナム サービス 飲食業 5%

107,706 石川県 津幡町 タニイ自動車 小売業 その他小売 5%

107,707 石川県 津幡町 ちゃんぽん亭総本家津幡店　ちゃんぽん亭総本家　津幡店 サービス 飲食業 5%

107,708 石川県 津幡町 つじトレーニングジム サービス その他サービス 5%

107,709 石川県 津幡町 津幡中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,710 石川県 津幡町 セブン－イレブン津幡横浜店 小売業 食料品 2%

107,711 石川県 津幡町 どんたく　津幡シグナス通り店 小売業 食料品 5%

107,712 石川県 津幡町 中田健二商店 小売業 その他小売 5%

107,713 石川県 津幡町 ８番らーめん津幡店 サービス 飲食業 2%

107,714 石川県 津幡町 ブヘサ中村固腸堂 小売業 その他小売 5%

107,715 石川県 津幡町 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　おきみ サービス 理容・美容業 5%

107,716 石川県 津幡町 牧場アイス工房ラグーン津幡店 小売業 食料品 5%

107,717 石川県 津幡町 マクドナルド津幡アルプラザ店 サービス 飲食業 2%

107,718 石川県 津幡町 めがねのアイビー　津幡店 小売業 その他小売 5%

107,719 石川県 津幡町 めがねのアイビー　津幡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,720 石川県 津幡町 Ｙａｈａｔａ すしべん 津幡店 サービス 宿泊業 5%

107,721 石川県 津幡町 山谷タクシー サービス 運輸業 5%

107,722 石川県 津幡町 寿司本舗たまや サービス 飲食業 5%

107,723 石川県 津幡町 レガートミュージックエージェント 小売業 その他小売 5%

107,724 石川県 津幡町 ロシ　加賀爪店 サービス その他サービス 5%

107,725 石川県 津幡町 ロシ　北中条店 サービス その他サービス 5%

107,726 石川県 中能登町 ａｔｅａｓｅ　アティーズ 小売業 その他小売 5%

107,727 石川県 中能登町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフアルプラザ鹿島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,728 石川県 中能登町 出光ＰＩＴＩＮ鹿西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,729 石川県 中能登町 鹿島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,730 石川県 中能登町 スマイルプラザ眉丈ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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107,731 石川県 中能登町 どんたく　エブリィ鳥屋店 小売業 食料品 5%

107,732 石川県 中能登町 セブン－イレブン中能登羽坂店 小売業 食料品 2%

107,733 石川県 中能登町 西村ストアー 小売業 その他小売 5%

107,734 石川県 中能登町 ８番らーめん鹿島店 サービス 飲食業 2%

107,735 石川県 中能登町 マクドナルド鹿島アルプラザ店 サービス 飲食業 2%

107,736 石川県 中能登町 みやしたストア 小売業 その他小売 5%

107,737 石川県 中能登町 Ｙａｈａｔａ すしべん 鹿島バイパス店 サービス 飲食業 5%

107,738 石川県 中能登町 Ｙａｈａｔａ すしべん 羽坂店 サービス 飲食業 5%

107,739 石川県 中能登町 やまざき 小売業 その他小売 5%

107,740 石川県 中能登町 ヨコヤマデンキ 小売業 電化製品 5%

107,741 石川県 中能登町 食文化新鮮館 小売業 食料品 5%

107,742 石川県 中能登町 ホームセンターロッキー鹿島店 小売業 その他小売 5%

107,743 石川県 中能登町 ロッキー鹿島店 小売業 その他小売 5%

107,744 石川県 七尾市 あえの風 サービス 宿泊業 5%

107,745 石川県 七尾市 あえの風　おみやげコーナー 小売業 家具・調度品 5%

107,746 石川県 七尾市 あえの風　おみやげコーナー 小売業 家具・調度品 5%

107,747 石川県 七尾市 赤ちゃんと子供のデパート　マリモ 小売業 衣料品 5%

107,748 石川県 七尾市 アンアン　ベイモール店 小売業 食料品 5%

107,749 石川県 七尾市 アンド・タモト 小売業 電化製品 5%

107,750 石川県 七尾市 いおりＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,751 石川県 七尾市 池亀 サービス 飲食業 5%

107,752 石川県 七尾市 石川ダイハツ販売七尾店 小売業 その他小売 5%

107,753 石川県 七尾市 岩城農機店 小売業 その他小売 5%

107,754 石川県 七尾市 梅屋常五郎　ナッピィモール店 小売業 食料品 5%

107,755 石川県 七尾市 梅屋常五郎　本店 小売業 食料品 5%

107,756 石川県 七尾市 漆陶舗　あらき 小売業 その他小売 5%

107,757 石川県 七尾市 エトランゼ サービス その他サービス 5%

107,758 石川県 七尾市 ＭＮＥＸＴ 小売業 衣料品 5%

107,759 石川県 七尾市 エムネクスト和倉店 小売業 衣料品 5%

107,760 石川県 七尾市 株式会社ｏ．ｆ．ｓ． 小売業 食料品 5%

107,761 石川県 七尾市 大塚プロパン店 小売業 その他小売 5%

107,762 石川県 七尾市 おくだや サービス 宿泊業 2%

107,763 石川県 七尾市 奥能登山海市場 小売業 食料品 5%

107,764 石川県 七尾市 お宿すず花 サービス 宿泊業 5%

107,765 石川県 七尾市 御料理五十番 サービス 飲食業 5%

107,766 石川県 七尾市 カイロプラクティック骨のほぐしや サービス その他サービス 5%

107,767 石川県 七尾市 加賀屋 サービス その他サービス 5%

107,768 石川県 七尾市 加賀屋　お土産コーナー 小売業 その他小売 5%

107,769 石川県 七尾市 加賀屋　おみやげコーナー 小売業 家具・調度品 5%

107,770 石川県 七尾市 かき処　海 サービス 飲食業 5%

107,771 石川県 七尾市 和倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,772 石川県 七尾市 株式会社コクブ本店 小売業 その他小売 5%
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107,773 石川県 七尾市 株　播摩建設　　株　播摩建設 サービス その他サービス 5%

107,774 石川県 七尾市 株式会社ミヤコ ヤマハ音楽教室 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

107,775 石川県 七尾市 かぶとやスポーツ 小売業 その他小売 5%

107,776 石川県 七尾市 革仕事のお店 ｔａｓｏｌａ 革仕事のお店 ｔａｓｏｌａ 小売業 その他小売 5%

107,777 石川県 七尾市 きくざわ書店　ナッピィ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

107,778 石川県 七尾市 木村電気 小売業 電化製品 5%

107,779 石川県 七尾市 きもの京山　きもの京山七尾店 小売業 衣料品 5%

107,780 石川県 七尾市 きもの処　森善　きもの処　森善 小売業 衣料品 5%

107,781 石川県 七尾市 クロロフイル　七尾美顔教室 小売業 その他小売 5%

107,782 石川県 七尾市 クロロフィル七尾美顔教室 小売業 その他小売 5%

107,783 石川県 七尾市 ケーキ　カフェ　Ｇｒｅｅｎ　Ｏｎｅ サービス 飲食業 5%

107,784 石川県 七尾市 ケーキハウス　アトリエ 小売業 食料品 5%

107,785 石川県 七尾市 弘法湯 サービス その他サービス 5%

107,786 石川県 七尾市 小丸山公園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,787 石川県 七尾市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフこまるやま台店 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,788 石川県 七尾市 ＳＡＲＴＯＲＩＡＣＡＶＵＴＯ 小売業 衣料品 5%

107,789 石川県 七尾市 坂口電器商会（七尾） 小売業 電化製品 5%

107,790 石川県 七尾市 サロン・ド　エスポワール サービス 理容・美容業 5%

107,791 石川県 七尾市 サンヒルズのと サービス 宿泊業 5%

107,792 石川県 七尾市 朱鷺 サービス 宿泊業 5%

107,793 石川県 七尾市 杉森菓子舗　本店 小売業 食料品 5%

107,794 石川県 七尾市 せがわ薬局　有限会社　瀬川薬局 小売業 その他小売 5%

107,795 石川県 七尾市 セレモニーセンター七尾 サービス その他サービス 5%

107,796 石川県 七尾市 千魚萬菜 サービス 飲食業 5%

107,797 石川県 七尾市 タイヤオール　七尾店 小売業 その他小売 5%

107,798 石川県 七尾市 たかご電機 小売業 電化製品 5%

107,799 石川県 七尾市 高澤ろうそく店 小売業 その他小売 5%

107,800 石川県 七尾市 髙田石材店　本店 小売業 その他小売 5%

107,801 石川県 七尾市 たけわら珈琲豆店 小売業 その他小売 5%

107,802 石川県 七尾市 多田屋 サービス 宿泊業 5%

107,803 石川県 七尾市 脱毛ＭＡＸ七尾店 サービス 理容・美容業 5%

107,804 石川県 七尾市 中央茶廊 サービス 飲食業 5%

107,805 石川県 七尾市 寺谷内獣医科病院 サービス その他サービス 5%

107,806 石川県 七尾市 電化のタカヒラ 小売業 電化製品 5%

107,807 石川県 七尾市 天空の宿　大観荘 サービス 宿泊業 5%

107,808 石川県 七尾市 電遊館　どうみ 小売業 電化製品 5%

107,809 石川県 七尾市 トヨタレンタリース石川七尾店 サービス その他サービス 2%

107,810 石川県 七尾市 トラベル愛ランド サービス その他サービス 5%

107,811 石川県 七尾市 鶏とまつば サービス 飲食業 5%

107,812 石川県 七尾市 鳥よし サービス 飲食業 5%

107,813 石川県 七尾市 どんたく　アスティ店 小売業 食料品 5%

107,814 石川県 七尾市 どんたく　新鮮館 小売業 食料品 5%
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107,815 石川県 七尾市 どんたく　タント店 小売業 食料品 5%

107,816 石川県 七尾市 どんたく　東部店 小売業 食料品 5%

107,817 石川県 七尾市 どんたく　ナッピィ店 小売業 食料品 5%

107,818 石川県 七尾市 どんたく　ベイモール店 小売業 食料品 5%

107,819 石川県 七尾市 中島ストアー 小売業 その他小売 5%

107,820 石川県 七尾市 中島町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,821 石川県 七尾市 中山薬局　パトリア中山薬局 小売業 その他小売 5%

107,822 石川県 七尾市 中山薬局本店 小売業 その他小売 5%

107,823 石川県 七尾市 七尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,824 石川県 七尾市 セブン－イレブン七尾大田店 小売業 食料品 2%

107,825 石川県 七尾市 七尾軍艦所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,826 石川県 七尾市 セブン－イレブン七尾国分町店 小売業 食料品 2%

107,827 石川県 七尾市 セブン－イレブン七尾小島町店 小売業 食料品 2%

107,828 石川県 七尾市 七尾城址ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,829 石川県 七尾市 セブン－イレブン七尾城山インター店 小売業 食料品 2%

107,830 石川県 七尾市 七尾直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,831 石川県 七尾市 セブン－イレブン七尾常盤町店 小売業 食料品 2%

107,832 石川県 七尾市 セブン－イレブン七尾古府町店 小売業 食料品 2%

107,833 石川県 七尾市 七尾ヤクルト販売　羽咋センター 小売業 食料品 5%

107,834 石川県 七尾市 七尾ヤクルト販売　中央センター 小売業 食料品 5%

107,835 石川県 七尾市 七尾ヤクルト販売　輪島センター 小売業 食料品 5%

107,836 石川県 七尾市 七尾ヤクルト販売　穴水センター 小売業 食料品 5%

107,837 石川県 七尾市 七尾ヤクルト販売　珠洲センター 小売業 食料品 5%

107,838 石川県 七尾市 セブン－イレブン七尾和倉温泉店 小売業 食料品 2%

107,839 石川県 七尾市 セブン－イレブン七尾和倉和歌崎店 小売業 食料品 2%

107,840 石川県 七尾市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ七尾湾店 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,841 石川県 七尾市 七音色 小売業 その他小売 5%

107,842 石川県 七尾市 なまこや なまこや 能登食祭市場店 小売業 食料品 5%

107,843 石川県 七尾市 なまこや 小売業 その他小売 5%

107,844 石川県 七尾市 虹と海　おみやげコーナー 小売業 家具・調度品 5%

107,845 石川県 七尾市 能州　いろは サービス 宿泊業 5%

107,846 石川県 七尾市 能州いろは サービス 宿泊業 5%

107,847 石川県 七尾市 能登島ガラス工房 小売業 その他小売 5%

107,848 石川県 七尾市 能登島ガラス工房 小売業 その他小売 5%

107,849 石川県 七尾市 能登島ゲストハウス葉波 サービス その他サービス 5%

107,850 石川県 七尾市 能登石油　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,851 石川県 七尾市 ノトノオト サービス その他サービス 5%

107,852 石川県 七尾市 能登ミルク サービス 飲食業 5%

107,853 石川県 七尾市 ８番らーめん田鶴浜店 サービス 飲食業 2%

107,854 石川県 七尾市 ８番らーめん七尾店 サービス 飲食業 2%

107,855 石川県 七尾市 ８番らーめん七尾西店 サービス 飲食業 2%

107,856 石川県 七尾市 パン工房　明治堂　一本杉店 小売業 食料品 5%
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107,857 石川県 七尾市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東みなと店 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,858 石川県 七尾市 ぴゅあロフティ 小売業 その他小売 5%

107,859 石川県 七尾市 ＦＵＮＮＹ七尾店 サービス 理容・美容業 5%

107,860 石川県 七尾市 ふらんせ 国分店 サービス その他サービス 5%

107,861 石川県 七尾市 ふらんせ　本府中店 サービス その他サービス 5%

107,862 石川県 七尾市 ヘアーブティックＭＩＲＥＩ サービス 理容・美容業 5%

107,863 石川県 七尾市 ペットサロン　アンジェラ 小売業 その他小売 5%

107,864 石川県 七尾市 ペンション　ｉｌ　Ｐｉｎｏ サービス 宿泊業 5%

107,865 石川県 七尾市 宝仙閣 サービス 宿泊業 5%

107,866 石川県 七尾市 宝仙閣別館　渡月庵 サービス 宿泊業 5%

107,867 石川県 七尾市 ホームセンターヤマキシ田鶴浜店 小売業 その他小売 5%

107,868 石川県 七尾市 ホテル　能洲 サービス 宿泊業 5%

107,869 石川県 七尾市 ホテル海望 サービス 宿泊業 5%

107,870 石川県 七尾市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,871 石川県 七尾市 松乃碧 サービス 宿泊業 5%

107,872 石川県 七尾市 松葉電器 小売業 電化製品 5%

107,873 石川県 七尾市 御祓川大学　ｂａｎｃｏ サービス その他サービス 5%

107,874 石川県 七尾市 ミネルヴァ七尾 サービス 宿泊業 5%

107,875 石川県 七尾市 ミネルヴァ七尾ふじのせ里山館 サービス 宿泊業 5%

107,876 石川県 七尾市 ミヤコ音楽堂 小売業 家具・調度品 5%

107,877 石川県 七尾市 ミヤコ音楽堂 小売業 電化製品 5%

107,878 石川県 七尾市 メガネのハラダ七尾店 小売業 貴金属・服飾品 5%

107,879 石川県 七尾市 モリ 小売業 その他小売 5%

107,880 石川県 七尾市 焼肉　寿美好 サービス 飲食業 5%

107,881 石川県 七尾市 宿守屋寿苑 サービス 宿泊業 5%

107,882 石川県 七尾市 Ｙａｈａｔａ すしべん 中島店 サービス 飲食業 5%

107,883 石川県 七尾市 Ｙａｈａｔａ すしべん 七尾東店 サービス 飲食業 5%

107,884 石川県 七尾市 やま岸 小売業 その他小売 5%

107,885 石川県 七尾市 山成水産 食祭市場店 小売業 食料品 5%

107,886 石川県 七尾市 山元テレビ電器 小売業 電化製品 5%

107,887 石川県 七尾市 有限会社　釜井自動車商会 小売業 その他小売 5%

107,888 石川県 七尾市 （有）坂本板金塗装 小売業 その他小売 5%

107,889 石川県 七尾市 有限会社元橋電機 小売業 電化製品 5%

107,890 石川県 七尾市 有限会社夢華 小売業 その他小売 5%

107,891 石川県 七尾市 ゆけむりの宿　美湾荘 サービス 宿泊業 5%

107,892 石川県 七尾市 らくらく車検工房 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,893 石川県 七尾市 リアルヘアカッティングＹＯＵ サービス 理容・美容業 5%

107,894 石川県 七尾市 株式会社リビック能登 小売業 その他小売 5%

107,895 石川県 七尾市 株式会社リビック能登　七尾 小売業 その他小売 5%

107,896 石川県 七尾市 理容みの　理容みの サービス 理容・美容業 5%

107,897 石川県 七尾市 旅亭　はまなす サービス 宿泊業 5%

107,898 石川県 七尾市 ロッキー七尾店 小売業 その他小売 5%
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107,899 石川県 七尾市 和倉ショッピングセンター 小売業 その他小売 5%

107,900 石川県 七尾市 和日遊日　はるなお 小売業 衣料品 5%

107,901 石川県 七尾市 Ｏｎｅ・Ｄａｙ・Ｆａｍ サービス 宿泊業 5%

107,902 石川県 能登町 鵜川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,903 石川県 能登町 鵜川駅前ＳＳ　洲崎順二商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,904 石川県 能登町 宇出津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,905 石川県 能登町 宇出津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,906 石川県 能登町 宇出津港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,907 石川県 能登町 大沢商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,908 石川県 能登町 オートオアシスつくも湾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,909 石川県 能登町 大脇昆布　大脇昆布 小売業 食料品 5%

107,910 石川県 能登町 小木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,911 石川県 能登町 かくだストア宇出津店 小売業 食料品 5%

107,912 石川県 能登町 数馬石油 小売業 ガソリンスタンド 5%

107,913 石川県 能登町 タバタ電化 小売業 電化製品 5%

107,914 石川県 能登町 直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,915 石川県 能登町 電遊館　かみたに 小売業 電化製品 5%

107,916 石川県 能登町 電遊館　十字屋 小売業 電化製品 5%

107,917 石川県 能登町 電遊館　つちかわ 小売業 電化製品 5%

107,918 石川県 能登町 どんたく　宇出津店 小売業 食料品 5%

107,919 石川県 能登町 ８番らーめん宇出津店 サービス 飲食業 2%

107,920 石川県 能登町 ８番らーめん能登柳田店 サービス 飲食業 2%

107,921 石川県 能登町 百楽荘 サービス 宿泊業 5%

107,922 石川県 能登町 百楽荘／Ｊ＆Ｊギフト サービス その他サービス 5%

107,923 石川県 能登町 ふらんせ　アルプ店 サービス その他サービス 5%

107,924 石川県 能登町 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,925 石川県 能登町 松波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,926 石川県 能登町 柳田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,927 石川県 能登町 有限会社三栄自動車工業 サービス その他サービス 5%

107,928 石川県 能登町 株式会社リビック能登　宇出津営業所 小売業 その他小売 5%

107,929 石川県 能登町 株式会社リビック能登　宇出津営業所２ 小売業 その他小売 5%

107,930 石川県 能登町 理容　おくなり サービス 理容・美容業 5%

107,931 石川県 野々市市 ｉｐ．ｒｅｐａｉｒ（アイピーリペア） サービス その他サービス 5%

107,932 石川県 野々市市 Ａｏｉ　Ｔｏｒｉ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

107,933 石川県 野々市市 赤い靴べら御経塚工房 サービス その他サービス 5%

107,934 石川県 野々市市 秋吉　金沢工大店 サービス 飲食業 5%

107,935 石川県 野々市市 秋吉　野々市店 サービス 飲食業 5%

107,936 石川県 野々市市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｉｚｚ野々市 サービス 理容・美容業 5%

107,937 石川県 野々市市 アップガレージ金沢店 小売業 その他小売 2%

107,938 石川県 野々市市 アトラス運転代行 サービス その他サービス 5%

107,939 石川県 野々市市 Ａｆｒａｉｎ アフレイン サービス その他サービス 5%

107,940 石川県 野々市市 ＡＸＣ　金沢 サービス 理容・美容業 5%
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107,941 石川県 野々市市 ａｎｚ　ｂｙ　ａｎｔｉｑａ サービス 理容・美容業 5%

107,942 石川県 野々市市 アンフェイス御経塚店 小売業 衣料品 5%

107,943 石川県 野々市市 いいとこ鳥　野々市店 サービス 飲食業 5%

107,944 石川県 野々市市 居酒屋　こよみ サービス 飲食業 5%

107,945 石川県 野々市市 いちいち サービス 飲食業 5%

107,946 石川県 野々市市 癒し処一福 サービス 理容・美容業 5%

107,947 石川県 野々市市 ＷＩＮＫＬＡＢ金沢野々市店 サービス 理容・美容業 5%

107,948 石川県 野々市市 Ｖｅｌｏｗ’ｓ 小売業 その他小売 5%

107,949 石川県 野々市市 ヴェローズ 小売業 その他小売 5%

107,950 石川県 野々市市 うつのみや　金沢工大前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

107,951 石川県 野々市市 うつのみや　上林店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

107,952 石川県 野々市市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅエコウィング御経塚店 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,953 石川県 野々市市 ＳＳリテール課 小売業 その他小売 2%

107,954 石川県 野々市市 ゑまひ寿し サービス 飲食業 5%

107,955 石川県 野々市市 ＡＲＥＡ－１コメット 小売業 電化製品 5%

107,956 石川県 野々市市 おうちごはんｋ３６ サービス 飲食業 5%

107,957 石川県 野々市市 オートモ　野々市店 小売業 衣料品 5%

107,958 石川県 野々市市 御経塚グランドボウル サービス その他サービス 5%

107,959 石川県 野々市市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ御経塚店 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,960 石川県 野々市市 ＯＬＴＩ【オルティ】 サービス 理容・美容業 5%

107,961 石川県 野々市市 温野菜御経塚店 サービス 飲食業 2%

107,962 石川県 野々市市 株式会社Ａｃａｃｉａ 小売業 衣料品 5%

107,963 石川県 野々市市 （株）キヌカワ金物 小売業 その他小売 5%

107,964 石川県 野々市市 カイロプラクティック爽ＲＹＵ サービス その他サービス 5%

107,965 石川県 野々市市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ加賀産業道店 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,966 石川県 野々市市 カーサモーダ 小売業 衣料品 5%

107,967 石川県 野々市市 ＫＤＳ金沢ドームスタジアム　金沢ドームスタジアム サービス その他サービス 5%

107,968 石川県 野々市市 株式会社ウインズクリエイト 小売業 電化製品 5%

107,969 石川県 野々市市 株式会社興和ゼックス　車検センター サービス その他サービス 5%

107,970 石川県 野々市市 株式会社北鉄航空 サービス その他サービス 5%

107,971 石川県 野々市市 株式会社ホンダテクニカル金沢　株式会社ホンダテクニカル金沢 小売業 その他小売 5%

107,972 石川県 野々市市 株式会社リョーテック 小売業 その他小売 5%

107,973 石川県 野々市市 嘉門タイヤサービス サービス その他サービス 5%

107,974 石川県 野々市市 カラーオン　金沢野々市店 サービス 理容・美容業 5%

107,975 石川県 野々市市 カルバン 小売業 その他小売 5%

107,976 石川県 野々市市 カルバン野々市本店 小売業 その他小売 5%

107,977 石川県 野々市市 カルバンバイパス店 小売業 その他小売 5%

107,978 石川県 野々市市 株式会社木谷プロパン 小売業 その他小売 5%

107,979 石川県 野々市市 Ｋｉｔｃｈｅｎ　ＣＡＲＬＯ サービス 飲食業 5%

107,980 石川県 野々市市 きときと寿し 野々市店 サービス 飲食業 5%

107,981 石川県 野々市市 ＫＩＭＯＮＯ・ＯＦＦ野々市店 小売業 その他小売 5%

107,982 石川県 野々市市 Ｃａｎｄａｙ サービス 理容・美容業 5%
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107,983 石川県 野々市市 銀座ビューティークリニーク　御経塚店 サービス 理容・美容業 5%

107,984 石川県 野々市市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵイオン野々市南店 小売業 その他小売 5%

107,985 石川県 野々市市 串こよみ　押越店 サービス 飲食業 5%

107,986 石川県 野々市市 くまだ理容院 サービス 理容・美容業 5%

107,987 石川県 野々市市 ケーキ工房 グーテ ケーキ工房グーテ 小売業 食料品 5%

107,988 石川県 野々市市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅコーディアルののいち店 小売業 ガソリンスタンド 2%

107,989 石川県 野々市市 ごちそう　こよみ サービス 飲食業 5%

107,990 石川県 野々市市 コメヤ薬局　富奥店 小売業 その他小売 5%

107,991 石川県 野々市市 ゴルフパートナー野々市店 小売業 その他小売 2%

107,992 石川県 野々市市 ＣＯＭＰ・ＯＦＦ野々市店 小売業 その他小売 5%

107,993 石川県 野々市市 サウンドクリエイト金沢 小売業 その他小売 5%

107,994 石川県 野々市市 魚菜と北陸の地酒　ほっぺ サービス 飲食業 5%

107,995 石川県 野々市市 酒のカワサキグループ　ギャラリア店 小売業 食料品 5%

107,996 石川県 野々市市 産業・生活エネルギー課 小売業 その他小売 2%

107,997 石川県 野々市市 ＳＡＩＮＴ?ＮＩＣＯＬＡＳ イベント 小売業 食料品 5%

107,998 石川県 野々市市 ＳＡＩＮＴ?ＮＩＣＯＬＡＳ　本店 小売業 食料品 5%

107,999 石川県 野々市市 サンパ・野々市店 小売業 家具・調度品 5%

108,000 石川県 野々市市 ジェームス野々市バイパス店 小売業 その他小売 2%

108,001 石川県 野々市市 ｃｈｅｒｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

108,002 石川県 野々市市 四十萬谷本舗　金沢南店 小売業 食料品 5%

108,003 石川県 野々市市 ジャイアントストア　金沢 小売業 その他小売 5%

108,004 石川県 野々市市 ＣｈａｍｐｄｅｌａＲｏｓｅ　Ｊｅｕｎｅ 小売業 衣料品 5%

108,005 石川県 野々市市 しんじょうコンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

108,006 石川県 野々市市 ＺＵｉＵＮ　野々市本店 小売業 家具・調度品 5%

108,007 石川県 野々市市 睡眠サロン頭 サービス その他サービス 5%

108,008 石川県 野々市市 スーパースカルプ御経塚 サービス その他サービス 5%

108,009 石川県 野々市市 寿司ゑまひ サービス 飲食業 5%

108,010 石川県 野々市市 スタイリストゴトウ野々市店 小売業 その他小売 5%

108,011 石川県 野々市市 ＴＨＲＩＦＴＥＲＳＦａｍ野々市店 小売業 その他小売 5%

108,012 石川県 野々市市 生活エネルギー課 小売業 その他小売 2%

108,013 石川県 野々市市 ｃｏｌｌｅｃｔ－ｖｉａ 小売業 衣料品 5%

108,014 石川県 野々市市 ソフトバンク　アクロスプラザ野々市 小売業 その他小売 5%

108,015 石川県 野々市市 大日自動車販売 小売業 その他小売 5%

108,016 石川県 野々市市 タケマツ家具 小売業 家具・調度品 5%

108,017 石川県 野々市市 千房自動車（株） 小売業 その他小売 5%

108,018 石川県 野々市市 つばきや 小売業 家具・調度品 5%

108,019 石川県 野々市市 ＤＰ野々市 サービス 理容・美容業 5%

108,020 石川県 野々市市 ＴＡＫＥＨＡＮＤＳ野々市店 小売業 その他小売 5%

108,021 石川県 野々市市 ＤＩＳＣＯＶＥＲＢＩＫＥＳ 小売業 その他小売 5%

108,022 石川県 野々市市 ｔｅｔｅ サービス 理容・美容業 5%

108,023 石川県 野々市市 動物病院　ｐｉａ サービス その他サービス 5%

108,024 石川県 野々市市 トゥール・モンド・シュシュ野々市店 小売業 食料品 5%
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108,025 石川県 野々市市 ナンブ－ウエスト サービス 理容・美容業 5%

108,026 石川県 野々市市 のっぽくん 小売業 その他小売 5%

108,027 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市扇が丘店 小売業 食料品 2%

108,028 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市押野１丁目店 小売業 食料品 2%

108,029 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市押野２丁目店 小売業 食料品 2%

108,030 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市上林４丁目店 小売業 食料品 2%

108,031 石川県 野々市市 野々市じょんからＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,032 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市新庄２丁目店 小売業 食料品 2%

108,033 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市住吉店 小売業 食料品 2%

108,034 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市高橋町店 小売業 食料品 2%

108,035 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市太平寺３丁目店 小売業 食料品 2%

108,036 石川県 野々市市 ホームイン　野々市店 小売業 その他小売 5%

108,037 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市二日市店 小売業 食料品 2%

108,038 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市本町６丁目店 小売業 食料品 2%

108,039 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市三日市店 小売業 食料品 2%

108,040 石川県 野々市市 野々市矢作ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,041 石川県 野々市市 セブン－イレブン野々市矢作北店 小売業 食料品 2%

108,042 石川県 野々市市 Ｂａｒｂｅｒ６ サービス その他サービス 5%

108,043 石川県 野々市市 ハウスブティック　プティリボン 小売業 衣料品 5%

108,044 石川県 野々市市 パソコンドック２４　金沢店 サービス その他サービス 5%

108,045 石川県 野々市市 ８番らーめん専福寺店 サービス 飲食業 2%

108,046 石川県 野々市市 ８番らーめん野々市粟田店 サービス 飲食業 2%

108,047 石川県 野々市市 バッグのあぶらや　サティ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

108,048 石川県 野々市市 ハーティ野々市店 小売業 その他小売 5%

108,049 石川県 野々市市 花　美?Ｈａｎａｂｉ? サービス 理容・美容業 5%

108,050 石川県 野々市市 Ｂａｒｂｅｒ　ｓｈｏｐ　Ｃｌｉｐｐｅｒｓ サービス 理容・美容業 5%

108,051 石川県 野々市市 パフ 小売業 その他小売 5%

108,052 石川県 野々市市 林さんち米餅 小売業 食料品 5%

108,053 石川県 野々市市 Ｐａｒａｄｅ 野々市三日市店 小売業 その他小売 5%

108,054 石川県 野々市市 Ｐａｒａｄｅ上林店 小売業 その他小売 5%

108,055 石川県 野々市市 Ｐａｒａｄｅ野々市三日市店 小売業 その他小売 5%

108,056 石川県 野々市市 ビストロウールー サービス 飲食業 5%

108,057 石川県 野々市市 びっくりドンキー御経塚店 サービス 飲食業 2%

108,058 石川県 野々市市 ＦＡＶＯＲＩＴＡ 小売業 衣料品 5%

108,059 石川県 野々市市 ファブール　ののいちサロン 小売業 その他小売 5%

108,060 石川県 野々市市 ぷちショップ ナカジマ 小売業 食料品 5%

108,061 石川県 野々市市 ＢＯＯＫ・ＯＦＦ野々市店 小売業 その他小売 2%

108,062 石川県 野々市市 ぶった農産 小売業 その他小売 5%

108,063 石川県 野々市市 ＢｌａｃｋＢｏａｒ サービス 理容・美容業 5%

108,064 石川県 野々市市 ブランシェ　野々市店 小売業 その他小売 5%

108,065 石川県 野々市市 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥｃｏｃｏｓｉａ サービス 理容・美容業 5%

108,066 石川県 野々市市 ヘアーサロンきの　ヘアーサロンきの サービス 理容・美容業 5%
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108,067 石川県 野々市市 ｈａｉｒ　Ｊｉｎ　野々市 サービス 理容・美容業 5%

108,068 石川県 野々市市 ヘアアトリエソノン サービス 理容・美容業 5%

108,069 石川県 野々市市 Ｈａｉｒ　Ｆａｍｉｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

108,070 石川県 野々市市 ヘアメイク　ヨーク サービス 理容・美容業 5%

108,071 石川県 野々市市 ｈａｉｒ　ｇａｒｄｅｎ　Ｒｏｌｄ　野々市 サービス 理容・美容業 5%

108,072 石川県 野々市市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｇｌｅａｎ サービス 理容・美容業 5%

108,073 石川県 野々市市 ＨＡＩＲ　ＳＴＯＲＹ　ＬＥＩＳＳ サービス 理容・美容業 5%

108,074 石川県 野々市市 ペットショップｗｉｔｈイオンタウン野々市店 小売業 その他小売 5%

108,075 石川県 野々市市 ベビーズブレス 小売業 その他小売 5%

108,076 石川県 野々市市 ベンチストア サービス その他サービス 5%

108,077 石川県 野々市市 ホームセンターヤマキシ野々市店 小売業 その他小売 5%

108,078 石川県 野々市市 ＰＡＵＳＥ サービス その他サービス 5%

108,079 石川県 野々市市 ボタニカルデッキ サービス 飲食業 5%

108,080 石川県 野々市市 北國リサイクルサービス サービス その他サービス 5%

108,081 石川県 野々市市 ボデーショップ　福久 サービス その他サービス 5%

108,082 石川県 野々市市 ホワイトニングオーグののいち店 サービス その他サービス 5%

108,083 石川県 野々市市 マクドナルドイオン御経塚店 サービス 飲食業 2%

108,084 石川県 野々市市 マクドナルド野々市新庄店 サービス 飲食業 2%

108,085 石川県 野々市市 松本日光舎住吉店 サービス その他サービス 5%

108,086 石川県 野々市市 松本日光舎　野々市二日市店 サービス その他サービス 5%

108,087 石川県 野々市市 ｍａｎｉｓ サービス 理容・美容業 5%

108,088 石川県 野々市市 マルエー　押野店 小売業 食料品 5%

108,089 石川県 野々市市 マルエー押野店 小売業 その他小売 5%

108,090 石川県 野々市市 満天の湯・道の宿 サービス 宿泊業 5%

108,091 石川県 野々市市 ＭＩＫＡＤＯ 小売業 衣料品 5%

108,092 石川県 野々市市 ムサク サービス 飲食業 5%

108,093 石川県 野々市市 ムッティ サービス その他サービス 5%

108,094 石川県 野々市市 メガネのハラダ　野々市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

108,095 石川県 野々市市 メゾン・ド・サンニコラ　アルビス明倫通り店 小売業 食料品 5%

108,096 石川県 野々市市 めん房つるつる御経塚店 サービス 飲食業 5%

108,097 石川県 野々市市 めん房つるつる矢作店 サービス 飲食業 5%

108,098 石川県 野々市市 ｍｏｗ＠♪ サービス その他サービス 5%

108,099 石川県 野々市市 焼肉びーとん サービス 飲食業 5%

108,100 石川県 野々市市 焼肉家こげたん　野々市矢作店 サービス 飲食業 5%

108,101 石川県 野々市市 Ｙａｈａｔａ すしべん 野々市市役所店 サービス 飲食業 5%

108,102 石川県 野々市市 Ｙａｈａｔａ すしべん 野々市店 サービス 飲食業 5%

108,103 石川県 野々市市 大和屋金沢店 サービス その他サービス 5%

108,104 石川県 野々市市 有限会社　カオス 小売業 その他小売 5%

108,105 石川県 野々市市 ＵＳオート サービス その他サービス 5%

108,106 石川県 野々市市 有限会社ヴァンワークス サービス その他サービス 5%

108,107 石川県 野々市市 （有）小崎鋸目立店 小売業 その他小売 5%

108,108 石川県 野々市市 有限会社ムラモト空調サービス 小売業 電化製品 5%
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108,109 石川県 野々市市 ４ｃｍ 野々市店 サービス 理容・美容業 5%

108,110 石川県 野々市市 ＲＩＦＵ サービス 理容・美容業 5%

108,111 石川県 野々市市 Ｒｅｐｈｌｅｘ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

108,112 石川県 野々市市 リペア革工場 サービス その他サービス 5%

108,113 石川県 野々市市 ルネ　ファミーユ　金沢店 小売業 その他小売 5%

108,114 石川県 野々市市 ＬＥＯＮＮｏｎｏｉｃｈｉ サービス その他サービス 5%

108,115 石川県 野々市市 レオン野々市スポーツスクエア サービス その他サービス 5%

108,116 石川県 野々市市 ロイヤルクリーニングイオンタウン野々市 サービス その他サービス 5%

108,117 石川県 野々市市 ロイヤルクリーニングイオン野々市店 サービス その他サービス 5%

108,118 石川県 野々市市 ロイヤルクリーニング大阪屋三納店 サービス その他サービス 5%

108,119 石川県 野々市市 ロイヤルクリーニング日光舎　バロー押越店 サービス その他サービス 5%

108,120 石川県 野々市市 ロイヤルクリーニング日光舎　住吉店 サービス その他サービス 5%

108,121 石川県 野々市市 ロイヤルクリーニング日光舎野々市二日市店 サービス その他サービス 5%

108,122 石川県 野々市市 ロイヤルクリーニング　バロー押越店 サービス その他サービス 5%

108,123 石川県 野々市市 浪漫遊　金沢本店 小売業 その他小売 5%

108,124 石川県 野々市市 ワイクラブ サービス その他サービス 5%

108,125 石川県 野々市市 ＷＯＲＤＲＯＢＥ サービス その他サービス 5%

108,126 石川県 野々市市 ワンダフルセルフ新庄 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,127 石川県 野々市市 ワンＢＯＸ野々市店 小売業 その他小売 5%

108,128 石川県 能美市 アーユルヴェディックハウス サービス その他サービス 5%

108,129 石川県 能美市 あすなろ 小売業 その他小売 5%

108,130 石川県 能美市 アンド・つじ 小売業 電化製品 5%

108,131 石川県 能美市 アンド　はとや 小売業 電化製品 5%

108,132 石川県 能美市 いいとこ鳥　寺井店 サービス 飲食業 5%

108,133 石川県 能美市 石田屋和座店 小売業 その他小売 5%

108,134 石川県 能美市 出光辰口公園前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,135 石川県 能美市 出光根上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,136 石川県 能美市 ヴァケーション　能美支店 サービス その他サービス 5%

108,137 石川県 能美市 お多福　梯川店 サービス 飲食業 5%

108,138 石川県 能美市 株式会社中西書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

108,139 石川県 能美市 カーコーティングショップ　スリースター 小売業 その他小売 5%

108,140 石川県 能美市 カーズねあがり 小売業 その他小売 5%

108,141 石川県 能美市 カイロプラクティックＣｏｃｏｎ小池 サービス その他サービス 5%

108,142 石川県 能美市 菓子工房日本堂　五彩庵 小売業 食料品 5%

108,143 石川県 能美市 株式会社山岸九谷焼相互社 サービス その他サービス 5%

108,144 石川県 能美市 株式会社三崎ストアーサンパーク店 小売業 食料品 5%

108,145 石川県 能美市 株 世界へ 小売業 その他小売 5%

108,146 石川県 能美市 ガレージ　イロハ サービス その他サービス 5%

108,147 石川県 能美市 クロス　ロ－ド　カ－ズ サービス その他サービス 5%

108,148 石川県 能美市 菜園生活　風来 小売業 食料品 5%

108,149 石川県 能美市 さくら鍼灸マッサージ院　能美店 サービス その他サービス 5%

108,150 石川県 能美市 シィ　エス株式会社 小売業 その他小売 5%
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108,151 石川県 能美市 シュポルト サービス その他サービス 5%

108,152 石川県 能美市 ＺＯＯショップエルザ 小売業 その他小売 5%

108,153 石川県 能美市 スタジオＯ　Ｐ　Ｓ サービス その他サービス 5%

108,154 石川県 能美市 大成どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

108,155 石川県 能美市 フィットネス＆カフェＤＡＤＡ サービス その他サービス 5%

108,156 石川県 能美市 辰口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,157 石川県 能美市 ＴＭコ－ポレ－ション 小売業 その他小売 5%

108,158 石川県 能美市 手取観光 小売業 その他小売 5%

108,159 石川県 能美市 寺井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,160 石川県 能美市 寺井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,161 石川県 能美市 ドラッグストア　コメヤ　寺井店 小売業 その他小売 5%

108,162 石川県 能美市 セブン－イレブン能美山田町店 小売業 食料品 2%

108,163 石川県 能美市 セブン－イレブン能美大長野町店 小売業 食料品 2%

108,164 石川県 能美市 セブン－イレブン能美五間堂店 小売業 食料品 2%

108,165 石川県 能美市 セブン－イレブン能美辰口店 小売業 食料品 2%

108,166 石川県 能美市 ８番らーめん手取店 サービス 飲食業 2%

108,167 石川県 能美市 ピザテン・フォー　石川能美店　２ サービス その他サービス 5%

108,168 石川県 能美市 風来 小売業 食料品 5%

108,169 石川県 能美市 フォトアトリエ　アディ サービス その他サービス 5%

108,170 石川県 能美市 Ａ４ＰＨＯＴＯＬＩＦＥ サービス その他サービス 5%

108,171 石川県 能美市 （有）藤井肉店 サービス その他サービス 5%

108,172 石川県 能美市 プライベ－トサロンセレナ サービス 理容・美容業 5%

108,173 石川県 能美市 フラワーショップ花靖 小売業 その他小売 5%

108,174 石川県 能美市 フレッシュフードひろかわ 小売業 その他小売 5%

108,175 石川県 能美市 ポプラ能美寺井店 小売業 その他小売 2%

108,176 石川県 能美市 マエダ自動車 サービス その他サービス 5%

108,177 石川県 能美市 まつさき サービス 宿泊業 5%

108,178 石川県 能美市 マルエー　寺井店 小売業 食料品 5%

108,179 石川県 能美市 マルエー　根上店 小売業 食料品 5%

108,180 石川県 能美市 マルエー寺井店 小売業 その他小売 5%

108,181 石川県 能美市 マルエー根上店 小売業 その他小売 5%

108,182 石川県 能美市 満る文 小売業 家具・調度品 5%

108,183 石川県 能美市 メルベーユ森 小売業 貴金属・服飾品 5%

108,184 石川県 能美市 ヤマダフォト サービス その他サービス 5%

108,185 石川県 能美市 有限会社岡元農場 小売業 食料品 5%

108,186 石川県 能美市 有限会社常橋モータース サービス その他サービス 5%

108,187 石川県 能美市 有　北野陶寿堂 小売業 その他小売 5%

108,188 石川県 能美市 リカー＆フーズヤマシタ 小売業 その他小売 5%

108,189 石川県 能美市 理容マルシン サービス 理容・美容業 5%

108,190 石川県 能美市 ＬＩＮＫＵＰＳＫＡＴＥＢＯＡＲＤＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

108,191 石川県 能美市 レストラン ビオ ダイニング サービス 飲食業 5%

108,192 石川県 能美市 ロイヤル商会 サービス その他サービス 5%
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108,193 石川県 羽咋市 秋吉　羽咋店 サービス 飲食業 5%

108,194 石川県 羽咋市 あんな整体院　あんな整体院 サービス その他サービス 5%

108,195 石川県 羽咋市 イーアンドエム サービス 飲食業 5%

108,196 石川県 羽咋市 一宮ＳＳ　大森石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,197 石川県 羽咋市 Ｍ＆Ｍ　羽咋店 サービス 理容・美容業 5%

108,198 石川県 羽咋市 オ－トピアはくいＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,199 石川県 羽咋市 鹿島路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,200 石川県 羽咋市 株式会社ホンダ羽咋販売 サービス その他サービス 5%

108,201 石川県 羽咋市 グリル　ハンバーグＮｉｎｏ サービス 飲食業 5%

108,202 石川県 羽咋市 ＫＣＳセンター千里浜なぎさ店 サービス 理容・美容業 5%

108,203 石川県 羽咋市 ｓａｌｏｎ ＡＩＬＹ サービス 理容・美容業 5%

108,204 石川県 羽咋市 柴垣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,205 石川県 羽咋市 千田電器商会 小売業 電化製品 5%

108,206 石川県 羽咋市 大一家具 小売業 家具・調度品 5%

108,207 石川県 羽咋市 タイヤオール 小売業 その他小売 5%

108,208 石川県 羽咋市 トレンディ羽咋 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,209 石川県 羽咋市 レディスショップのとや 小売業 衣料品 5%

108,210 石川県 羽咋市 セブン－イレブン羽咋千里浜インター店 小売業 食料品 2%

108,211 石川県 羽咋市 羽咋西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,212 石川県 羽咋市 ８番らーめん羽咋店 サービス 飲食業 2%

108,213 石川県 羽咋市 羽音碧々 サービス 宿泊業 5%

108,214 石川県 羽咋市 平野自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

108,215 石川県 羽咋市 ふらんせ　石野店 サービス その他サービス 5%

108,216 石川県 羽咋市 ふらんせ 羽咋店 サービス その他サービス 5%

108,217 石川県 羽咋市 ヘアーコーディネイトサロンＺＥＮ サービス 理容・美容業 5%

108,218 石川県 羽咋市 マクドナルドイオンタウン羽咋店 サービス 飲食業 2%

108,219 石川県 羽咋市 民宿はまなす サービス 宿泊業 5%

108,220 石川県 羽咋市 メガネの王様　羽咋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

108,221 石川県 羽咋市 焼肉家こげたん　羽咋鶴多店 サービス 飲食業 5%

108,222 石川県 羽咋市 Ｙａｈａｔａ すしべん 石野店 サービス 飲食業 5%

108,223 石川県 羽咋市 Ｙａｈａｔａ すしべん 一の宮店 サービス 飲食業 5%

108,224 石川県 羽咋市 有限会社　つり具センターあさの 小売業 その他小売 5%

108,225 石川県 羽咋市 ラ　クロシェット　ラ　　クロシェット サービス 飲食業 5%

108,226 石川県 羽咋市 理容なつしま サービス 理容・美容業 5%

108,227 石川県 羽咋市 ルーナ 小売業 衣料品 5%

108,228 石川県 羽咋市 ホームセンターロッキー羽咋店 小売業 その他小売 5%

108,229 石川県 羽咋市 ロッキー羽咋店 小売業 その他小売 5%

108,230 石川県 白山市 Ａ：ＳＨＵ サービス 理容・美容業 5%

108,231 石川県 白山市 秋吉　松任店 サービス 飲食業 5%

108,232 石川県 白山市 Ａ　Ｃｏ サービス 理容・美容業 5%

108,233 石川県 白山市 Ａ＆Ｃｏ サービス 理容・美容業 5%

108,234 石川県 白山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアサンテ宮永店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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108,235 石川県 白山市 味工房　Ｏｏｇｉｙａ サービス 飲食業 5%

108,236 石川県 白山市 ＡＴＴＡＣＨＭＥＮＴ　ＢＥＡＵＴＹ サービス 理容・美容業 5%

108,237 石川県 白山市 アミング松任店 小売業 その他小売 5%

108,238 石川県 白山市 アンド・スミダ 小売業 電化製品 5%

108,239 石川県 白山市 池内商店Ⅱ別当茶屋店 小売業 その他小売 5%

108,240 石川県 白山市 石川ダイハツ販売　白山店 小売業 その他小売 5%

108,241 石川県 白山市 石川伝統工芸フェア 小売業 家具・調度品 5%

108,242 石川県 白山市 石川伝統工芸フェア 小売業 家具・調度品 5%

108,243 石川県 白山市 石焼ステーキ贅 石川白山店 サービス 飲食業 5%

108,244 石川県 白山市 一里野高原ホテルろあん サービス 宿泊業 5%

108,245 石川県 白山市 壱染 小売業 衣料品 5%

108,246 石川県 白山市 ヴォーグ　イチノ　コア店 小売業 衣料品 5%

108,247 石川県 白山市 エリア１　マツエダ 小売業 電化製品 5%

108,248 石川県 白山市 エリーゼキッチン サービス 飲食業 5%

108,249 石川県 白山市 オーシャンドリーム 小売業 その他小売 5%

108,250 石川県 白山市 御菓子司　むらもと 小売業 食料品 5%

108,251 石川県 白山市 加賀商会 小売業 その他小売 5%

108,252 石川県 白山市 加賀乃織座 小売業 衣料品 5%

108,253 石川県 白山市 ｋａｔａｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

108,254 石川県 白山市 ｋａｔａｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

108,255 石川県 白山市 金沢直送　居酒屋応援隊 小売業 食料品 5%

108,256 石川県 白山市 金沢屋白山店 サービス その他サービス 5%

108,257 石川県 白山市 ｃａｆｅ　ｑｕａｐｒｉｃｈｏ サービス 飲食業 5%

108,258 石川県 白山市 株式会社奥田建設 サービス その他サービス 5%

108,259 石川県 白山市 株式会社高蔵自動車 小売業 その他小売 5%

108,260 石川県 白山市 株式会社ＤＲＥＡＭ　ＷＯＲＫＳ　石川パソコン修理センター サービス その他サービス 5%

108,261 石川県 白山市 嘉門タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

108,262 石川県 白山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋フェアモール松任店 サービス 飲食業 2%

108,263 石川県 白山市 かわさき 小売業 家具・調度品 5%

108,264 石川県 白山市 かわち　コメヤ薬局 小売業 その他小売 5%

108,265 石川県 白山市 カワチオート サービス その他サービス 5%

108,266 石川県 白山市 業務ス－パー松任店 小売業 その他小売 5%

108,267 石川県 白山市 グミ サービス 理容・美容業 5%

108,268 石川県 白山市 グルメプラザ・マルシン松任店 小売業 食料品 5%

108,269 石川県 白山市 コメヤ薬局　安養寺店 小売業 その他小売 5%

108,270 石川県 白山市 コメヤ薬局　本店 小売業 その他小売 5%

108,271 石川県 白山市 コメヤ薬局　水戸町店 小売業 その他小売 5%

108,272 石川県 白山市 犀与亭 サービス 飲食業 5%

108,273 石川県 白山市 犀与亭 サービス 飲食業 5%

108,274 石川県 白山市 さか喜　さか喜 サービス 飲食業 5%

108,275 石川県 白山市 汐井酒店 小売業 その他小売 5%

108,276 石川県 白山市 ｓｉｓｉｕｔｌ 小売業 その他小売 5%
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108,277 石川県 白山市 白峰コメヤ薬局 小売業 その他小売 5%

108,278 石川県 白山市 新別宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,279 石川県 白山市 スカイ獅子吼パラグライダースクール サービス その他サービス 5%

108,280 石川県 白山市 すし食いねぇ！本部 サービス 飲食業 5%

108,281 石川県 白山市 すし食いねえ！松任本店 サービス 飲食業 5%

108,282 石川県 白山市 すし食いねぇ！松任本店 サービス 飲食業 5%

108,283 石川県 白山市 すたみな太郎　松任店 サービス 飲食業 5%

108,284 石川県 白山市 すとらんじふぁるふぁる 小売業 その他小売 5%

108,285 石川県 白山市 スプリングフィールド サービス 宿泊業 5%

108,286 石川県 白山市 スミタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

108,287 石川県 白山市 スミヤ 小売業 食料品 5%

108,288 石川県 白山市 生活自動車 サービス その他サービス 5%

108,289 石川県 白山市 瀬川屋 小売業 衣料品 5%

108,290 石川県 白山市 瀬川屋プランニング 小売業 食料品 5%

108,291 石川県 白山市 竹松交通 サービス 運輸業 5%

108,292 石川県 白山市 チアフルドッグ サービス その他サービス 5%

108,293 石川県 白山市 茶山金物　松任店 小売業 家具・調度品 5%

108,294 石川県 白山市 ＤＤツインウェーブ松任セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,295 石川県 白山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅツインウェーブ松任店 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,296 石川県 白山市 ツカノマ 小売業 その他小売 5%

108,297 石川県 白山市 月橋　コメヤ薬局 小売業 その他小売 5%

108,298 石川県 白山市 鶴来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,299 石川県 白山市 鶴来ＳＳ　株式会社桜井油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,300 石川県 白山市 鶴来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,301 石川県 白山市 セブン－イレブン鶴来白山町店 小売業 食料品 2%

108,302 石川県 白山市 鶴の家 サービス 飲食業 5%

108,303 石川県 白山市 デジョイピザ サービス 飲食業 5%

108,304 石川県 白山市 デジョイピザ サービス 飲食業 5%

108,305 石川県 白山市 土井原農場 小売業 食料品 5%

108,306 石川県 白山市 とうふ　伝好 サービス 飲食業 5%

108,307 石川県 白山市 ｄｏｇｓａｌｏｎｃｏｃｏｎｉｃｏ サービス その他サービス 5%

108,308 石川県 白山市 トヨタレンタリース石川松任店 サービス その他サービス 2%

108,309 石川県 白山市 トラベル・エー　ラスパ白山店 サービス その他サービス 5%

108,310 石川県 白山市 Ｔｒａｎｓｉｔ Ｂｅａｎｓ ＴｒａｎｓｉｔＢｅａｎｓ 小売業 食料品 5%

108,311 石川県 白山市 ナオミヤ　コアナオミヤ 小売業 その他小売 5%

108,312 石川県 白山市 ナカムラ電器 小売業 電化製品 5%

108,313 石川県 白山市 ｎｏｔｔｏ 小売業 衣料品 5%

108,314 石川県 白山市 バーバージェントル サービス 理容・美容業 5%

108,315 石川県 白山市 バーバーショップループ サービス 理容・美容業 5%

108,316 石川県 白山市 パウパ サービス 飲食業 5%

108,317 石川県 白山市 セブン－イレブン白山安養寺店 小売業 食料品 2%

108,318 石川県 白山市 セブン－イレブン白山北安田南店 小売業 食料品 2%
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108,319 石川県 白山市 セブン－イレブン白山五歩市町店 小売業 食料品 2%

108,320 石川県 白山市 白山実業自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

108,321 石川県 白山市 セブン－イレブン白山中成２丁目店 小売業 食料品 2%

108,322 石川県 白山市 セブン－イレブン白山村井町店 小売業 食料品 2%

108,323 石川県 白山市 白山明光ＳＳ　株式会社桜井油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,324 石川県 白山市 セブン－イレブン白山八ツ矢町店 小売業 食料品 2%

108,325 石川県 白山市 セブン－イレブン白山横江町店 小売業 食料品 2%

108,326 石川県 白山市 ８番らーめん鶴来店 サービス 飲食業 2%

108,327 石川県 白山市 ８番らーめん松任店 サービス 飲食業 2%

108,328 石川県 白山市 濱上呉服店 小売業 衣料品 5%

108,329 石川県 白山市 濱上呉服店　松任店 小売業 衣料品 5%

108,330 石川県 白山市 Ｐａｒｔｎｅｒ サービス 理容・美容業 5%

108,331 石川県 白山市 バロー松任　相木店 サービス その他サービス 5%

108,332 石川県 白山市 バーンズ松任店 サービス 飲食業 5%

108,333 石川県 白山市 ひだインテリア 小売業 家具・調度品 5%

108,334 石川県 白山市 ビビホーム　松任店 小売業 家具・調度品 5%

108,335 石川県 白山市 美容室しゃん サービス 理容・美容業 5%

108,336 石川県 白山市 ひらた 小売業 衣料品 5%

108,337 石川県 白山市 ファッションライフイチノ　コア店 小売業 衣料品 5%

108,338 石川県 白山市 ファニチャー　エクスプレス 小売業 家具・調度品 5%

108,339 石川県 白山市 Ｆｏｏｄ＆ＨｅａｌｔｈＡｓ 小売業 その他小売 5%

108,340 石川県 白山市 和雪庵 サービス その他サービス 5%

108,341 石川県 白山市 福住屋 小売業 衣料品 5%

108,342 石川県 白山市 ふぐの糠漬粕漬　安新 小売業 食料品 5%

108,343 石川県 白山市 ふくふくらんどｂｙフクズミ 小売業 衣料品 5%

108,344 石川県 白山市 フジイチ サービス その他サービス 5%

108,345 石川県 白山市 ブティックにし 小売業 衣料品 5%

108,346 石川県 白山市 船江交通 サービス 運輸業 5%

108,347 石川県 白山市 ブライダルハウスことぶき松任店 サービス その他サービス 5%

108,348 石川県 白山市 ＨＡＩＲ　ＳＨＡＶＥ　ＡＤＡＴＩ サービス 理容・美容業 5%

108,349 石川県 白山市 ヘアーサロンゆうき サービス 理容・美容業 5%

108,350 石川県 白山市 ＨＡＩＲ　ＲＯＯＭ　ｑｕｕ＋ サービス 理容・美容業 5%

108,351 石川県 白山市 ほぐし屋ツル サービス その他サービス 5%

108,352 石川県 白山市 ボディリペア　ＯＳＡＮＡＩ サービス その他サービス 5%

108,353 石川県 白山市 ポポラマーマ　アピタ松任店 サービス 飲食業 5%

108,354 石川県 白山市 ポポラマーマ　アピタ松任店 サービス 飲食業 5%

108,355 石川県 白山市 Ｍｙリペアサービス松任工房 サービス その他サービス 5%

108,356 石川県 白山市 前越電化社 小売業 電化製品 5%

108,357 石川県 白山市 前越電化社 小売業 電化製品 5%

108,358 石川県 白山市 マクドナルドイオン松任店 サービス 飲食業 2%

108,359 石川県 白山市 マクドナルド松任アピタ店 サービス 飲食業 2%

108,360 石川県 白山市 マクドナルドまっとう車遊館店 サービス 飲食業 2%
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108,361 石川県 白山市 マクドナルド松任フェアモール店 サービス 飲食業 2%

108,362 石川県 白山市 まさみや 小売業 その他小売 5%

108,363 石川県 白山市 松任ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,364 石川県 白山市 セブンーイレブン松任石川中央病院店 小売業 食料品 2%

108,365 石川県 白山市 松任ターミナルホテル サービス 宿泊業 5%

108,366 石川県 白山市 松任バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,367 石川県 白山市 マツトウボウル サービス その他サービス 5%

108,368 石川県 白山市 マルエー　井口店 小売業 食料品 5%

108,369 石川県 白山市 マルエー　松任店 小売業 食料品 5%

108,370 石川県 白山市 マルエー　ｍｉｎｉ美川店 小売業 食料品 5%

108,371 石川県 白山市 マルエー井口店 小売業 その他小売 5%

108,372 石川県 白山市 マルエー鶴来店 小売業 その他小売 5%

108,373 石川県 白山市 マルエー松任店 小売業 その他小売 5%

108,374 石川県 白山市 マルエーｍｉｎｉ美川店 小売業 その他小売 5%

108,375 石川県 白山市 セブン－イレブン美川インター店 小売業 食料品 2%

108,376 石川県 白山市 美川どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

108,377 石川県 白山市 Ｍｒ．ファニー木津 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,378 石川県 白山市 みつき庵 サービス 飲食業 5%

108,379 石川県 白山市 メガネの王様 小売業 貴金属・服飾品 5%

108,380 石川県 白山市 メンズカットスタジアム サービス 理容・美容業 5%

108,381 石川県 白山市 メンズショップセブン　コア店 小売業 衣料品 5%

108,382 石川県 白山市 メンズショップセブン　鶴来店 小売業 衣料品 5%

108,383 石川県 白山市 麺処こよみ サービス 飲食業 5%

108,384 石川県 白山市 麺処こよみ サービス 飲食業 5%

108,385 石川県 白山市 めん房つるつる松任店 サービス 飲食業 5%

108,386 石川県 白山市 焼肉茶屋　恵比須　鶴来店 サービス 飲食業 5%

108,387 石川県 白山市 Ｙａｈａｔａ すしべん 鶴来店 サービス その他サービス 5%

108,388 石川県 白山市 Ｙａｈａｔａ すしべん 福留店 サービス 飲食業 5%

108,389 石川県 白山市 Ｙａｈａｔａ すしべん 松本店 サービス 飲食業 5%

108,390 石川県 白山市 山岡石材工業　白山店 小売業 その他小売 5%

108,391 石川県 白山市 山里の香りただよう宿ふらり サービス 宿泊業 5%

108,392 石川県 白山市 山猫 サービス 飲食業 5%

108,393 石川県 白山市 有限会社　中嶋茶舗 小売業 食料品 5%

108,394 石川県 白山市 有限会社ＥＣＯステージ サービス その他サービス 5%

108,395 石川県 白山市 有限会社ガレージジップ 小売業 その他小売 5%

108,396 石川県 白山市 有限会社小鍋商店 有限会社 小鍋商店 サービス その他サービス 5%

108,397 石川県 白山市 有限会社ばんば 小売業 食料品 5%

108,398 石川県 白山市 ゆうらくざ・はた 小売業 電化製品 5%

108,399 石川県 白山市 ユトリ珈琲店　松任店 サービス 飲食業 5%

108,400 石川県 白山市 ｙｕｒａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

108,401 石川県 白山市 養殖場「白山堂」 小売業 その他小売 5%

108,402 石川県 白山市 吉市醤油店　吉市醤油店 小売業 食料品 5%

2583



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

108,403 石川県 白山市 吉野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,404 石川県 白山市 米光自動車商会　株式会社 小売業 その他小売 5%

108,405 石川県 白山市 らーめん世界松任店 サービス 飲食業 5%

108,406 石川県 白山市 ＬＩＦＥ　ＩＮＤＥＸ 小売業 家具・調度品 5%

108,407 石川県 白山市 Ｌｏｖｅｒｓ　Ｄｏｇ サービス その他サービス 5%

108,408 石川県 白山市 理容　クツ サービス 理容・美容業 5%

108,409 石川県 白山市 理容クツ サービス 理容・美容業 5%

108,410 石川県 白山市 レオン白山フットサルガーデン サービス その他サービス 5%

108,411 石川県 白山市 レオン白山フットサルガーデン サービス その他サービス 5%

108,412 石川県 白山市 ロイヤルクリーニングバロー松任東店 サービス その他サービス 5%

108,413 石川県 白山市 ロイヤルクリーニング日光舎相木店 サービス その他サービス 5%

108,414 石川県 白山市 ロイヤルクリーニング日光舎鶴来店 サービス その他サービス 5%

108,415 石川県 白山市 ロイヤルクリーニング　松任店 サービス その他サービス 5%

108,416 石川県 白山市 旺徳福 サービス 飲食業 5%

108,417 石川県 白山市 ワンダフルセルフイオン松任 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,418 石川県 白山市 ワンダフルセルフ徳光インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,419 石川県 宝達志水町 居酒屋味好 サービス 飲食業 5%

108,420 石川県 宝達志水町 御菓子司たにぐち 本店 小売業 食料品 5%

108,421 石川県 宝達志水町 ＯｎＦｌｅｅｋ 小売業 衣料品 5%

108,422 石川県 宝達志水町 かっぱ鮨 サービス 飲食業 5%

108,423 石川県 宝達志水町 牛太郎 サービス 飲食業 5%

108,424 石川県 宝達志水町 古墳の湯 サービス その他サービス 5%

108,425 石川県 宝達志水町 寿し割烹かわばた サービス 飲食業 5%

108,426 石川県 宝達志水町 生鮮館ちゃれんじ 小売業 その他小売 5%

108,427 石川県 宝達志水町 タイヤオール　押水店 小売業 その他小売 5%

108,428 石川県 宝達志水町 宝湯 サービス その他サービス 5%

108,429 石川県 宝達志水町 電化ショップ　モトヤマ 小売業 電化製品 5%

108,430 石川県 宝達志水町 電化ショップ　モトヤマ 小売業 電化製品 5%

108,431 石川県 宝達志水町 能登カントリークラブ サービス その他サービス 5%

108,432 石川県 宝達志水町 ファッション＆リビング　ハシズメ 小売業 衣料品 5%

108,433 石川県 宝達志水町 ヘアーショップルック サービス 理容・美容業 5%

108,434 石川県 宝達志水町 宝達山本舗松月堂 小売業 食料品 5%

108,435 石川県 宝達志水町 Ｈｏｐｅ　ｈａｉｒ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

108,436 石川県 宝達志水町 Ｙａｈａｔａ すしべん 宝達店 サービス 飲食業 5%

108,437 石川県 宝達志水町 山岡石材工業　羽咋店 小売業 その他小売 5%

108,438 石川県 宝達志水町 有限会社　深井自動車サービス 小売業 その他小売 5%

108,439 石川県 宝達志水町 有 まつぼっくり まつぼっくり サービス 飲食業 5%

108,440 石川県 輪島市 Ａ　ＳＴＯＲＥ　ＷＡＪＩＭＡ 小売業 その他小売 5%

108,441 石川県 輪島市 朝市みやげ処 小売業 その他小売 5%

108,442 石川県 輪島市 ａｒｉ＊ｅｌ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

108,443 石川県 輪島市 出光曽々木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,444 石川県 輪島市 出光南輪島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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108,445 石川県 輪島市 出光門前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,446 石川県 輪島市 おおね動物病院 サービス その他サービス 5%

108,447 石川県 輪島市 大向カーオート サービス その他サービス 5%

108,448 石川県 輪島市 おみやげ処　高田 小売業 その他小売 5%

108,449 石川県 輪島市 （株）大向自動車整備工場 小売業 その他小売 5%

108,450 石川県 輪島市 海遊　能登の庄 サービス 宿泊業 5%

108,451 石川県 輪島市 株式会社森谷寝具店 小売業 その他小売 5%

108,452 石川県 輪島市 ぎふとかめだ　亀田進物店 小売業 その他小売 5%

108,453 石川県 輪島市 キロク（メガネ・ジュエリー） 小売業 貴金属・服飾品 5%

108,454 石川県 輪島市 有限会社小森商会 小売業 その他小売 5%

108,455 石川県 輪島市 酒のたかた 小売業 食料品 5%

108,456 石川県 輪島市 酒ブティックおくだ 小売業 食料品 5%

108,457 石川県 輪島市 沢田自動車 サービス その他サービス 5%

108,458 石川県 輪島市 サンライズ杉平 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,459 石川県 輪島市 塩の駅　輪島塩 小売業 家具・調度品 5%

108,460 石川県 輪島市 しおやす漆器工房 小売業 その他小売 5%

108,461 石川県 輪島市 旅サロン輪島 サービス その他サービス 5%

108,462 石川県 輪島市 蔦屋 蔦屋漆器店 小売業 その他小売 5%

108,463 石川県 輪島市 劔地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,464 石川県 輪島市 トヨタレンタリース石川能登空港店 サービス その他サービス 2%

108,465 石川県 輪島市 のと空港前給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,466 石川県 輪島市 のどぐろ総本店 サービス 飲食業 5%

108,467 石川県 輪島市 のと　能登　　輪島朝市食べ処 サービス 飲食業 5%

108,468 石川県 輪島市 能登・門前ファミリーインビュー・サンセッ サービス 宿泊業 5%

108,469 石川県 輪島市 ハコセ工房 サービス その他サービス 5%

108,470 石川県 輪島市 ８番らーめん輪島店 サービス 飲食業 2%

108,471 石川県 輪島市 ファッションハウスイヴ 小売業 衣料品 5%

108,472 石川県 輪島市 ファッションプラザ　輪島店 小売業 食料品 5%

108,473 石川県 輪島市 ファッションプラザ輪島店シューズショップ 小売業 食料品 5%

108,474 石川県 輪島市 ファミリエ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

108,475 石川県 輪島市 ふらんせ ワイプラザ店 サービス その他サービス 5%

108,476 石川県 輪島市 ＨＡＩＲ　ＳＴＵＤＩＯ　ｉｓ サービス 理容・美容業 5%

108,477 石川県 輪島市 ホテルメルカート輪島 サービス 宿泊業 5%

108,478 石川県 輪島市 蒔絵坂口 サービス その他サービス 5%

108,479 石川県 輪島市 町野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,480 石川県 輪島市 室金物店 小売業 電化製品 5%

108,481 石川県 輪島市 門前バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,482 石川県 輪島市 ヤスサキ　輪島店 小売業 食料品 5%

108,483 石川県 輪島市 山下時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

108,484 石川県 輪島市 有限会社　奥能登コンタクト 小売業 その他小売 5%

108,485 石川県 輪島市 Ｒａｐｐｏｒｔ　ｄｕ　ｐａｉｎ 小売業 食料品 5%

108,486 石川県 輪島市 リバーサイド二ツ屋 小売業 ガソリンスタンド 2%
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108,487 石川県 輪島市 ワイプラザグルメ館輪島店 小売業 食料品 5%

108,488 石川県 輪島市 ワイホーム　ワジマテン 小売業 食料品 5%

108,489 石川県 輪島市 輪島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,490 石川県 輪島市 輪島温泉八汐 サービス 宿泊業 5%

108,491 石川県 輪島市 輪島キリコ会館売店 小売業 その他小売 5%

108,492 石川県 輪島市 輪島漆器大雅堂株式会社 小売業 家具・調度品 5%

108,493 石川県 輪島市 輪島塗　太王 小売業 家具・調度品 5%

108,494 石川県 輪島市 輪島塗しおやす漆器工房 小売業 その他小売 5%

108,495 石川県 輪島市 和洋菓子島崎 小売業 食料品 5%

108,496 福井県 あわら市 秋吉　金津店 サービス 飲食業 5%

108,497 福井県 あわら市 セブン－イレブンあわら市姫店 小売業 食料品 2%

108,498 福井県 あわら市 芦原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,499 福井県 あわら市 芦原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,500 福井県 あわら市 セブン－イレブンあわら大溝店 小売業 食料品 2%

108,501 福井県 あわら市 あわら温泉　政竜閣 サービス 宿泊業 5%

108,502 福井県 あわら市 セブン－イレブンあわら国影店 小売業 食料品 2%

108,503 福井県 あわら市 あわらグランドホテルグループ合同会社 サービス その他サービス 5%

108,504 福井県 あわら市 芦原波松ＳＳ　坪田石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,505 福井県 あわら市 出光南金津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,506 福井県 あわら市 Ｗｏｏ　ｋＹｏｎ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

108,507 福井県 あわら市 越前 サービス 宿泊業 5%

108,508 福井県 あわら市 ＭＫパーツ 小売業 その他小売 5%

108,509 福井県 あわら市 小澤公順税理士事務所 サービス その他サービス 5%

108,510 福井県 あわら市 株式会社エーデン 小売業 電化製品 5%

108,511 福井県 あわら市 カメハメハ大農場の農家カフェ　カメハメハ大農場の農家カフェ　スイーツ サービス 飲食業 5%

108,512 福井県 あわら市 グランディア芳泉 サービス 宿泊業 5%

108,513 福井県 あわら市 月香 サービス その他サービス 5%

108,514 福井県 あわら市 国道金津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,515 福井県 あわら市 阪田薬局 小売業 その他小売 5%

108,516 福井県 あわら市 佐々木理容所　佐々木理容所 サービス 理容・美容業 5%

108,517 福井県 あわら市 瑞香園 サービス 飲食業 5%

108,518 福井県 あわら市 清風荘 サービス 宿泊業 5%

108,519 福井県 あわら市 つるや サービス 宿泊業 5%

108,520 福井県 あわら市 電気専科ダイデン 小売業 電化製品 5%

108,521 福井県 あわら市 伝統旅館のぬくもり灰屋 サービス 宿泊業 5%

108,522 福井県 あわら市 ＤＤセルフニューあわらＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,523 福井県 あわら市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフニューあわら店　金津 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,524 福井県 あわら市 トヨタレンタリース福井あわら温泉駅前店 サービス その他サービス 2%

108,525 福井県 あわら市 鳥ひろ サービス 飲食業 5%

108,526 福井県 あわら市 Ｎｅｗｉｎｇｌａｎｄ　かとう 小売業 電化製品 5%

108,527 福井県 あわら市 ８番らーめん芦原街道店 サービス 飲食業 2%

108,528 福井県 あわら市 花の宿　福寿 サービス 宿泊業 5%
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108,529 福井県 あわら市 ハニービッグベリーマーケット芦原 小売業 食料品 5%

108,530 福井県 あわら市 ハニービッグマート高塚店 小売業 食料品 5%

108,531 福井県 あわら市 ハニービッグマート金津店 小売業 食料品 5%

108,532 福井県 あわら市 ビッグベリーマーケット芦原 小売業 食料品 5%

108,533 福井県 あわら市 ビッグマート金津店 小売業 食料品 5%

108,534 福井県 あわら市 ビッグマート高塚店 小売業 食料品 5%

108,535 福井県 あわら市 福井トヨペットあわら店 小売業 その他小売 5%

108,536 福井県 あわら市 ＰＲＩＭＥ サービス 理容・美容業 5%

108,537 福井県 あわら市 ホームセンターヤマキシ金津店 小売業 その他小売 5%

108,538 福井県 あわら市 北陸　あわら温泉　美松 サービス 宿泊業 5%

108,539 福井県 あわら市 細呂木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,540 福井県 あわら市 ホテルぐらばあ亭 サービス 宿泊業 5%

108,541 福井県 あわら市 ホテル八木 サービス 宿泊業 5%

108,542 福井県 あわら市 ホテルゆ楽 サービス 宿泊業 5%

108,543 福井県 あわら市 まつや千千 サービス 宿泊業 5%

108,544 福井県 あわら市 みのや泰平閣 サービス 宿泊業 5%

108,545 福井県 あわら市 有限会社オートサービス上野 サービス その他サービス 5%

108,546 福井県 あわら市 有限会社山形屋 小売業 その他小売 5%

108,547 福井県 あわら市 ゆけむり珈琲店 小売業 食料品 5%

108,548 福井県 あわら市 夢屋華筑紫 サービス 宿泊業 5%

108,549 福井県 あわら市 ヨシムラ洋菓子店　ヨシムラ洋菓子店 小売業 食料品 5%

108,550 福井県 あわら市 レイクサイド　北潟湖畔荘 サービス 宿泊業 5%

108,551 福井県 池田町 池田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,552 福井県 池田町 Ｔｒｅｅ　Ｐｉｃｎｉｃ　Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ　ＩＫＥＤＡ サービス その他サービス 5%

108,553 福井県 池田町 まちの駅　こってコテいけだ 小売業 食料品 5%

108,554 福井県 永平寺町 アリーナ山王ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,555 福井県 永平寺町 アレナ福大病院前店 小売業 食料品 5%

108,556 福井県 永平寺町 井の上 小売業 家具・調度品 5%

108,557 福井県 永平寺町 永平寺ＳＳ　株式会社永伸商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,558 福井県 永平寺町 永平寺胡麻豆腐の里 小売業 家具・調度品 5%

108,559 福井県 永平寺町 越前手漉和紙　石甚 小売業 その他小売 5%

108,560 福井県 永平寺町 ［ＨＣ］尾崎電機株式会社 小売業 電化製品 5%

108,561 福井県 永平寺町 勝木書店 福井県立大売店 小売業 その他小売 5%

108,562 福井県 永平寺町 勝木書店　福井大学医学部売店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

108,563 福井県 永平寺町 Ｃｕｔ　　ｉｎ　　あさの サービス 理容・美容業 5%

108,564 福井県 永平寺町 スカイ　福島屋 小売業 電化製品 5%

108,565 福井県 永平寺町 （有）鈴木米穀・ＬＰガス 小売業 食料品 5%

108,566 福井県 永平寺町 Ｓａｇｅ 小売業 その他小売 5%

108,567 福井県 永平寺町 田辺酒造有限会社 小売業 食料品 5%

108,568 福井県 永平寺町 でんきランドハセガワ 小売業 電化製品 5%

108,569 福井県 永平寺町 トヨタ部品福井共販本社営業所 小売業 その他小売 5%

108,570 福井県 永平寺町 ハニーアレナ福大病院前店 小売業 食料品 5%
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108,571 福井県 永平寺町 ハニー松岡店 小売業 食料品 5%

108,572 福井県 永平寺町 セブン－イレブン福井県立大学前店 小売業 食料品 2%

108,573 福井県 永平寺町 北京荘 小売業 その他小売 5%

108,574 福井県 永平寺町 前田かしわ店 小売業 食料品 5%

108,575 福井県 永平寺町 松岡店 小売業 食料品 5%

108,576 福井県 永平寺町 メイトフード 小売業 その他小売 5%

108,577 福井県 永平寺町 ヤスサキ　松岡店 小売業 食料品 5%

108,578 福井県 永平寺町 ラブとるズガーデン サービス その他サービス 5%

108,579 福井県 越前市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザたけふ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,580 福井県 越前市 青木電気商会 小売業 電化製品 5%

108,581 福井県 越前市 青木電気商会　青木電気商会 小売業 電化製品 5%

108,582 福井県 越前市 青山電機商会 小売業 電化製品 5%

108,583 福井県 越前市 赤ちゃんデパートコマヤ武生家久店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

108,584 福井県 越前市 秋吉　瓜生店 サービス 飲食業 5%

108,585 福井県 越前市 秋吉　武生店 サービス 飲食業 5%

108,586 福井県 越前市 秋吉　武生西店 サービス 飲食業 5%

108,587 福井県 越前市 朝日軒 サービス 理容・美容業 5%

108,588 福井県 越前市 味真野店 小売業 その他小売 5%

108,589 福井県 越前市 ＡＲＴ　ＷＯＯＤ 小売業 家具・調度品 5%

108,590 福井県 越前市 アンドうの 小売業 電化製品 5%

108,591 福井県 越前市 イーストサバエＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,592 福井県 越前市 一般社団法人環境文化研究所 サービス その他サービス 5%

108,593 福井県 越前市 出光鯖江セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,594 福井県 越前市 出光セルフしばはらＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,595 福井県 越前市 出光武生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,596 福井県 越前市 出光武生家久ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,597 福井県 越前市 今立ガス株式会社 小売業 その他小売 5%

108,598 福井県 越前市 Ｉｎｓｉｄｅ　ｈｅｒ　ｈｅａｄ 小売業 衣料品 5%

108,599 福井県 越前市 梅田公認会計士事務所 梅田公認会計士事務所 サービス その他サービス 5%

108,600 福井県 越前市 セブン－イレブン越前粟田部店 小売業 食料品 2%

108,601 福井県 越前市 セブン－イレブン越前芝原４丁目店 小売業 食料品 2%

108,602 福井県 越前市 セブン－イレブン越前塚町店 小売業 食料品 2%

108,603 福井県 越前市 セブン－イレブン越前広瀬町店 小売業 食料品 2%

108,604 福井県 越前市 セブン－イレブン越前妙法寺町店 小売業 食料品 2%

108,605 福井県 越前市 ＥｎｅＪｅｔ武生インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,606 福井県 越前市 エムズネイル　武生店 サービス 理容・美容業 5%

108,607 福井県 越前市 ｏａｓｉｓ サービス 理容・美容業 5%

108,608 福井県 越前市 オッペン化粧品 武生ポイント 小売業 その他小売 5%

108,609 福井県 越前市 ｏｒｕｇａ サービス 理容・美容業 5%

108,610 福井県 越前市 カーボ武生店 サービス その他サービス 5%

108,611 福井県 越前市 総癒館越前中央院 サービス 理容・美容業 5%

108,612 福井県 越前市 かゞみやシピィ 小売業 家具・調度品 5%
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108,613 福井県 越前市 かゞみや　武生蔵の辻店 小売業 食料品 5%

108,614 福井県 越前市 有限会社菓子本陣月尾 サービス その他サービス 5%

108,615 福井県 越前市 カドでんき 小売業 電化製品 5%

108,616 福井県 越前市 ｃａｆｅ　ゆいまーる サービス 飲食業 5%

108,617 福井県 越前市 アンシャンテタナカ 小売業 家具・調度品 5%

108,618 福井県 越前市 ＫＡＲＡＮＧＯＳ サービス その他サービス 5%

108,619 福井県 越前市 カレーハウスココ壱番屋武生８号バイパス店 サービス 飲食業 2%

108,620 福井県 越前市 カワバタ電器 小売業 電化製品 5%

108,621 福井県 越前市 小柳タンス店 小売業 家具・調度品 5%

108,622 福井県 越前市 北日野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,623 福井県 越前市 キディランド　武生店 小売業 食料品 5%

108,624 福井県 越前市 器屋 小売業 その他小売 5%

108,625 福井県 越前市 くになかのケーキ屋さん 小売業 食料品 5%

108,626 福井県 越前市 ＣＲＥＡＭ＆ＳＯＤＡ 小売業 衣料品 5%

108,627 福井県 越前市 グルメ館武生南店 小売業 その他小売 5%

108,628 福井県 越前市 ゲストハウス　絆 サービス 宿泊業 5%

108,629 福井県 越前市 小林印章堂 小林印章堂 小売業 その他小売 5%

108,630 福井県 越前市 コマヤ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

108,631 福井県 越前市 コマヤ武生家久店 小売業 衣料品 5%

108,632 福井県 越前市 佐々木勘介商店 サービス 飲食業 5%

108,633 福井県 越前市 しきぶ温泉　湯楽里 サービス 宿泊業 5%

108,634 福井県 越前市 しちりん焼肉　ＭＯＭＯ蔵 サービス 飲食業 5%

108,635 福井県 越前市 Ｓｉｘｆｏｕｒ武生楽市店 小売業 その他小売 5%

108,636 福井県 越前市 ジャムスポーツ サービス その他サービス 5%

108,637 福井県 越前市 ジュエリー三好 小売業 貴金属・服飾品 5%

108,638 福井県 越前市 シュトラウス金進堂 小売業 食料品 5%

108,639 福井県 越前市 正午堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

108,640 福井県 越前市 正午堂　武生楽市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

108,641 福井県 越前市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ＋ＧＥＯ武生店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

108,642 福井県 越前市 スカイタケウチ 小売業 電化製品 5%

108,643 福井県 越前市 スクールショップイクラボ 小売業 衣料品 5%

108,644 福井県 越前市 炭火焼肉屋さかい武生店 サービス 飲食業 2%

108,645 福井県 越前市 清七しょう店　林石油店　清七しょう店 小売業 その他小売 5%

108,646 福井県 越前市 セキセイ武生楽市 小売業 その他小売 5%

108,647 福井県 越前市 セルフ武生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,648 福井県 越前市 アバンツァーレ 小売業 衣料品 5%

108,649 福井県 越前市 総癒館　越前中央院 小売業 その他小売 5%

108,650 福井県 越前市 ダイソー武生店 小売業 その他小売 2%

108,651 福井県 越前市 武生南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,652 福井県 越前市 タケフナイフビレッジ協同組合 小売業 その他小売 5%

108,653 福井県 越前市 タニグチオート 小売業 その他小売 5%

108,654 福井県 越前市 ＣＨＡＲＭＹ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%
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108,655 福井県 越前市 中央電化センター 小売業 電化製品 5%

108,656 福井県 越前市 ＣＨＯＯＳＥ 小売業 衣料品 5%

108,657 福井県 越前市 ツタヤ　武生店 小売業 食料品 5%

108,658 福井県 越前市 ツタヤ武生南店 小売業 食料品 5%

108,659 福井県 越前市 ディント 小売業 食料品 5%

108,660 福井県 越前市 テキサスハンズ　武生店 小売業 食料品 5%

108,661 福井県 越前市 でんきランド　タナカ 小売業 電化製品 5%

108,662 福井県 越前市 でんきランドくぼた 小売業 電化製品 5%

108,663 福井県 越前市 トヨタカローラ福井武生店 小売業 その他小売 5%

108,664 福井県 越前市 トヨタ部品福井共販武生営業所 小売業 その他小売 5%

108,665 福井県 越前市 トヨタレンタリース福井越前たけふ店 サービス その他サービス 2%

108,666 福井県 越前市 虎ノ門漢方堂 小売業 その他小売 5%

108,667 福井県 越前市 中西木材株式会社　中西木材株式会社 サービス その他サービス 5%

108,668 福井県 越前市 ［ＨＣ］中野商会 小売業 電化製品 5%

108,669 福井県 越前市 日本料理　しくら サービス 飲食業 5%

108,670 福井県 越前市 ニューイングランド　かみかわ 小売業 電化製品 5%

108,671 福井県 越前市 ネッツトヨタ福井武生店 小売業 その他小売 5%

108,672 福井県 越前市 ハーツ　たけふ店 小売業 食料品 5%

108,673 福井県 越前市 バイクショップ　モト　クラブ 小売業 その他小売 5%

108,674 福井県 越前市 Ｈａｉｊｉｎ　武生店 小売業 その他小売 5%

108,675 福井県 越前市 ８番らーめん国高店 サービス 飲食業 2%

108,676 福井県 越前市 ８番ラーメン国高店 サービス 飲食業 2%

108,677 福井県 越前市 ８番らーめん武生店 サービス 飲食業 2%

108,678 福井県 越前市 ８番ラーメン武生店 サービス 飲食業 2%

108,679 福井県 越前市 ハッピートラベル　武生店 サービス その他サービス 5%

108,680 福井県 越前市 パナパックみすみ 小売業 電化製品 5%

108,681 福井県 越前市 ハニービッグベリーマーケット芝原 小売業 食料品 5%

108,682 福井県 越前市 ハニービッグベリーマーケット王子保ＳＰ 小売業 食料品 5%

108,683 福井県 越前市 ハニービッグベリーマーケット新町 小売業 食料品 5%

108,684 福井県 越前市 パピルス館 小売業 家具・調度品 5%

108,685 福井県 越前市 林石油店 林石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,686 福井県 越前市 パリス美容室 サービス 理容・美容業 5%

108,687 福井県 越前市 はるむに武生店 サービス 飲食業 5%

108,688 福井県 越前市 ハンコ卸売センター　越前店 小売業 その他小売 5%

108,689 福井県 越前市 ＢＭＯ福井シピィ店 小売業 衣料品 5%

108,690 福井県 越前市 ｂｅ　ｆｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

108,691 福井県 越前市 株式会社ひしだい書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

108,692 福井県 越前市 ビッグベリーマーケット王子保ＳＰ 小売業 食料品 5%

108,693 福井県 越前市 ビッグベリーマーケット芝原 小売業 食料品 5%

108,694 福井県 越前市 ビッグベリーマーケット新町 小売業 食料品 5%

108,695 福井県 越前市 美容室　ｃｈａｔｔｙ サービス 理容・美容業 5%

108,696 福井県 越前市 美容室　ＨＥＡＲＴｉＳ サービス 理容・美容業 5%
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108,697 福井県 越前市 美容室クラフト 美容室ｋｒａｆｔ サービス 理容・美容業 5%

108,698 福井県 越前市 ファッションプラザ武生店 小売業 食料品 5%

108,699 福井県 越前市 ファニチャーホリック 小売業 家具・調度品 5%

108,700 福井県 越前市 福井ダイハツ販売　越前店 小売業 その他小売 5%

108,701 福井県 越前市 福井トヨタ自動車　サンドーム南店 小売業 その他小売 5%

108,702 福井県 越前市 福井トヨタ自動車Ｕ－Ｃａｒピアサンドー 小売業 その他小売 5%

108,703 福井県 越前市 福井トヨペット武生店 小売業 その他小売 5%

108,704 福井県 越前市 福井補聴器センター武生店 小売業 その他小売 5%

108,705 福井県 越前市 ブック・オフ　武生店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

108,706 福井県 越前市 プラスハート　武生店 小売業 食料品 5%

108,707 福井県 越前市 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＬｅＬｅＣａ サービス 理容・美容業 5%

108,708 福井県 越前市 ヘアーサロンバング　ヘアーサロンバング サービス 理容・美容業 5%

108,709 福井県 越前市 Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＬＩＮＫ　リンク サービス 理容・美容業 5%

108,710 福井県 越前市 ホームセンターみつわ　武生店 小売業 食料品 5%

108,711 福井県 越前市 ポケット・デイリーストアー 小売業 衣料品 5%

108,712 福井県 越前市 Ｈｏｓｔｅｌ２９１ サービス その他サービス 5%

108,713 福井県 越前市 ホテル赤星亭 サービス 宿泊業 5%

108,714 福井県 越前市 マイサポートカース サービス その他サービス 5%

108,715 福井県 越前市 マクドナルド武生シピィ店 サービス 飲食業 2%

108,716 福井県 越前市 マクドナルド武生楽市店 サービス 飲食業 2%

108,717 福井県 越前市 マルカワみそ株式会社　マルカワみそ 小売業 食料品 5%

108,718 福井県 越前市 まるくち　武生店 サービス 飲食業 5%

108,719 福井県 越前市 水上仙助商店　刃物プラザミズカミ　水上仙助商店 サービス その他サービス 5%

108,720 福井県 越前市 みどり整体院 サービス その他サービス 5%

108,721 福井県 越前市 箕輪漆行 小売業 その他小売 5%

108,722 福井県 越前市 メガネのハートランド 小売業 貴金属・服飾品 5%

108,723 福井県 越前市 免疫陶板浴きずな サービス その他サービス 5%

108,724 福井県 越前市 メンズヘア　バーブレス サービス 理容・美容業 5%

108,725 福井県 越前市 モータリングうえき サービス その他サービス 5%

108,726 福井県 越前市 焼肉　さんきち サービス 飲食業 5%

108,727 福井県 越前市 焼肉　三四郎 サービス 飲食業 5%

108,728 福井県 越前市 ヤスサキホームセンター　武生店 小売業 食料品 5%

108,729 福井県 越前市 山田英夫商店 小売業 家具・調度品 5%

108,730 福井県 越前市 ユトリ珈琲店　武生店 サービス 飲食業 5%

108,731 福井県 越前市 洋服の正札堂 小売業 衣料品 5%

108,732 福井県 越前市 ＬＡＭＰ サービス その他サービス 5%

108,733 福井県 越前市 リカーワールド華　越前店 小売業 食料品 5%

108,734 福井県 越前市 リカーマーケット　さかえや 小売業 食料品 5%

108,735 福井県 越前市 ｒｉｔα サービス 飲食業 5%

108,736 福井県 越前市 龍泉刃物 小売業 その他小売 5%

108,737 福井県 越前市 リラックススタジオシュン サービス 理容・美容業 5%

108,738 福井県 越前市 レヴェイユ サービス 理容・美容業 5%
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108,739 福井県 越前市 レディス河野 小売業 衣料品 5%

108,740 福井県 越前市 ＬＡＮＴＥＮ　ｂｙ　ｆｌｏｗｅｒ 小売業 その他小売 5%

108,741 福井県 越前市 Ｌｏｇｙ　ｓ　Ｐｉｃｎｉｃ　Ｍａｒｔ 小売業 食料品 5%

108,742 福井県 越前市 ロフティー 小売業 食料品 5%

108,743 福井県 越前市 ワイプラザ　武生店 小売業 食料品 5%

108,744 福井県 越前市 ワイプラザグルメ館武生店 小売業 食料品 5%

108,745 福井県 越前市 ワイワイプラザ　武生店 小売業 食料品 5%

108,746 福井県 越前市 和紙の里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,747 福井県 越前町 朝日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,748 福井県 越前町 朝日中央店 小売業 食料品 5%

108,749 福井県 越前町 朝日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,750 福井県 越前町 越前海岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,751 福井県 越前町 越前の宿　うおたけ サービス 宿泊業 5%

108,752 福井県 越前町 越前焼の館 小売業 家具・調度品 5%

108,753 福井県 越前町 織田国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,754 福井県 越前町 河瀬石油 小売業 その他小売 2%

108,755 福井県 越前町 きのした 小売業 衣料品 5%

108,756 福井県 越前町 江雲堂 小売業 食料品 5%

108,757 福井県 越前町 有限会社佐々木弥一郎商店 小売業 その他小売 5%

108,758 福井県 越前町 サンルート４１７ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,759 福井県 越前町 シナノスタジオ サービス その他サービス 5%

108,760 福井県 越前町 スーパーホームセンターヤマキシ朝日店 小売業 その他小売 5%

108,761 福井県 越前町 ニューイングランド　こつじ 小売業 電化製品 5%

108,762 福井県 越前町 ニュー宮崎ＳＳ　宮崎石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,763 福井県 越前町 ８番らーめん織田店 サービス 飲食業 2%

108,764 福井県 越前町 ハニー朝日中央店 小売業 食料品 5%

108,765 福井県 越前町 ふるさとの宿　こばせ サービス 宿泊業 5%

108,766 福井県 越前町 みずしま写真館　本店 サービス その他サービス 5%

108,767 福井県 越前町 みずしま写真館　メルシ店 サービス その他サービス 5%

108,768 福井県 越前町 ［ＨＣ］有限会社飛田電桟設備 小売業 電化製品 5%

108,769 福井県 越前町 料理宿やまざき サービス 宿泊業 5%

108,770 福井県 越前町 旅館金龍 サービス 宿泊業 5%

108,771 福井県 越前町 レストラン　こめや サービス 飲食業 5%

108,772 福井県 越前町 レディオガガ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

108,773 福井県 おおい町 居酒屋　月 サービス 飲食業 5%

108,774 福井県 おおい町 石山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,775 福井県 おおい町 大島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,776 福井県 おおい町 糀谷モータース本社 小売業 その他小売 5%

108,777 福井県 おおい町 サニーマートおおい店 小売業 食料品 5%

108,778 福井県 おおい町 有限会社島長商店久坂出張所 小売業 その他小売 5%

108,779 福井県 おおい町 パ－ムタウン本郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,780 福井県 おおい町 兵助株式会社 小売業 その他小売 5%
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108,781 福井県 おおい町 ほぐし処こころ サービス その他サービス 5%

108,782 福井県 おおい町 本郷ＳＳ　有限会社時岡石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,783 福井県 おおい町 松宮電器店 小売業 電化製品 5%

108,784 福井県 おおい町 みんなのうさロン サービス その他サービス 5%

108,785 福井県 おおい町 明和鈑金 小売業 その他小売 5%

108,786 福井県 おおい町 有限会社よごや 小売業 衣料品 5%

108,787 福井県 おおい町 リビングショップしむら 小売業 その他小売 5%

108,788 福井県 おおい町 若狭パールＭａｍｉｙａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

108,789 福井県 おおい町 ｗａｍｉｌｅｓ　ｓａｌｏｎ　ＬＵＣＥ 小売業 その他小売 5%

108,790 福井県 大野市 アイランドカフェ サービス 飲食業 5%

108,791 福井県 大野市 秋吉　大野店 サービス 飲食業 5%

108,792 福井県 大野市 芦原楽器 小売業 その他小売 5%

108,793 福井県 大野市 居酒屋　秀吉 サービス 飲食業 5%

108,794 福井県 大野市 泉酒店 小売業 食料品 5%

108,795 福井県 大野市 出光セルフ１５８ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,796 福井県 大野市 出光九頭竜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,797 福井県 大野市 出光パーク月美ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,798 福井県 大野市 ウスイモータース　株式会社ウスイモータース サービス その他サービス 5%

108,799 福井県 大野市 ＥＤＩＳＯＮ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

108,800 福井県 大野市 ＥｎｅＪｅｔ犬山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,801 福井県 大野市 ＥｎｅＪｅｔオートヴィオＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,802 福井県 大野市 扇屋旅館 サービス 宿泊業 5%

108,803 福井県 大野市 大野口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,804 福井県 大野市 大野市道の駅九頭竜 小売業 家具・調度品 5%

108,805 福井県 大野市 大野バイパス北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,806 福井県 大野市 奥越菓庵やまうち 小売業 食料品 5%

108,807 福井県 大野市 お好み焼　ひろの サービス 飲食業 5%

108,808 福井県 大野市 かじ惣ヴィオ店 小売業 食料品 5%

108,809 福井県 大野市 かじ惣リブレ店 小売業 食料品 5%

108,810 福井県 大野市 春日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,811 福井県 大野市 勝木書店大野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

108,812 福井県 大野市 株式会社セツコ ヴィオ サービス 理容・美容業 5%

108,813 福井県 大野市 共栄電機 小売業 電化製品 5%

108,814 福井県 大野市 九頭龍設備株式会社 サービス その他サービス 5%

108,815 福井県 大野市 久留美寿司 サービス 飲食業 5%

108,816 福井県 大野市 ゲストｉｎかべくら サービス 宿泊業 5%

108,817 福井県 大野市 ニュ－イングランド　さんけいどう 小売業 電化製品 5%

108,818 福井県 大野市 島田石油　越前大野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,819 福井県 大野市 新鮮館大野インター 小売業 食料品 5%

108,820 福井県 大野市 新鮮館こぶし通り 小売業 食料品 5%

108,821 福井県 大野市 新鮮館三番通り 小売業 食料品 5%

108,822 福井県 大野市 スカイミズカミ 小売業 電化製品 5%
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108,823 福井県 大野市 チポラ サービス 飲食業 5%

108,824 福井県 大野市 土田電機 小売業 電化製品 5%

108,825 福井県 大野市 手打そばお清水・居酒家ＯＳＨＯＺＵ サービス 飲食業 5%

108,826 福井県 大野市 でんきランドきのした 小売業 電化製品 5%

108,827 福井県 大野市 トヨタカローラ福井大野店 小売業 その他小売 5%

108,828 福井県 大野市 トヨタレンタリース福井大野店 サービス その他サービス 2%

108,829 福井県 大野市 中原設備 サービス その他サービス 5%

108,830 福井県 大野市 中村モータース サービス その他サービス 5%

108,831 福井県 大野市 ネッツトヨタ福井大野店 小売業 その他小売 5%

108,832 福井県 大野市 はいから茶屋 サービス 飲食業 5%

108,833 福井県 大野市 パークホテル　九頭竜 サービス 宿泊業 5%

108,834 福井県 大野市 ８番らーめん大野店 サービス 飲食業 2%

108,835 福井県 大野市 ハニー新鮮館おおの 小売業 食料品 5%

108,836 福井県 大野市 ハニー新鮮館こぶし通り 小売業 食料品 5%

108,837 福井県 大野市 ハニー新鮮館三番通り 小売業 食料品 5%

108,838 福井県 大野市 美容室Ａｎｇｅｌ サービス 理容・美容業 5%

108,839 福井県 大野市 福井和泉スキー場 サービス その他サービス 5%

108,840 福井県 大野市 福井ダイハツ販売大野店 小売業 その他小売 5%

108,841 福井県 大野市 福井トヨタ自動車大野店 小売業 その他小売 5%

108,842 福井県 大野市 福井トヨペット大野店 小売業 その他小売 5%

108,843 福井県 大野市 フラワーショップ アカネ 小売業 その他小売 5%

108,844 福井県 大野市 ぶらん ねーじゅ 小売業 食料品 5%

108,845 福井県 大野市 プロショップ　長岡 小売業 その他小売 5%

108,846 福井県 大野市 プロショップ　長岡 小売業 その他小売 5%

108,847 福井県 大野市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　Ｒ・ＵＰ サービス 理容・美容業 5%

108,848 福井県 大野市 ベルジュアダチ 小売業 衣料品 5%

108,849 福井県 大野市 ベルジュアダチ　陽明店 小売業 貴金属・服飾品 5%

108,850 福井県 大野市 ホームセンター　パルス 小売業 家具・調度品 5%

108,851 福井県 大野市 ホームセンターみつわ　九頭龍店 小売業 食料品 5%

108,852 福井県 大野市 毎川金花堂 サービス 飲食業 5%

108,853 福井県 大野市 毎川金花堂　毎川金花堂 小売業 食料品 5%

108,854 福井県 大野市 前坂キャンプ場 サービス 宿泊業 5%

108,855 福井県 大野市 マクドナルド大野ヴィオ店 サービス 飲食業 2%

108,856 福井県 大野市 マルダイ自工 サービス その他サービス 5%

108,857 福井県 大野市 三友靴店 小売業 衣料品 5%

108,858 福井県 大野市 モリナガ有限会社 モリナガ有限会社 小売業 その他小売 5%

108,859 福井県 大野市 やなぎや薬局 小売業 その他小売 5%

108,860 福井県 大野市 有限会社シャーク運転代行サービス　　有　シャーク運転代行サービス サービス 運輸業 5%

108,861 福井県 大野市 リカ―ワールド華　ヴィオ店 小売業 食料品 5%

108,862 福井県 大野市 リンパドレナージュのお店ｍｉｕ サービス 理容・美容業 5%

108,863 福井県 大野市 ルーシーズ　マッシュ　バーガー サービス 飲食業 5%

108,864 福井県 小浜市 Ｓｈｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%
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108,865 福井県 小浜市 秋吉　小浜店 サービス 飲食業 5%

108,866 福井県 小浜市 アトリエ　ＹＵＫＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

108,867 福井県 小浜市 有限会社　アンドウ 小売業 衣料品 5%

108,868 福井県 小浜市 居酒屋　大 サービス 飲食業 5%

108,869 福井県 小浜市 イタリア料理店　ａｒｃｏｂａｌｅｎｏ サービス 飲食業 5%

108,870 福井県 小浜市 出光小浜駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,871 福井県 小浜市 井上耕養庵 小売業 食料品 5%

108,872 福井県 小浜市 ＪＭ／インディゴ サービス 理容・美容業 5%

108,873 福井県 小浜市 Ｗｉｎｄ　Ｂｅｌｌ 小売業 その他小売 5%

108,874 福井県 小浜市 エフワン 小浜店 小売業 衣料品 5%

108,875 福井県 小浜市 お食事処　はまがわ サービス 飲食業 5%

108,876 福井県 小浜市 お直しこま　お直しこま サービス その他サービス 5%

108,877 福井県 小浜市 小浜海産物 小売業 食料品 5%

108,878 福井県 小浜市 小浜カーサービス サービス その他サービス 5%

108,879 福井県 小浜市 小浜国道ＳＳ　有限会社吉村油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,880 福井県 小浜市 オバママ サービス 飲食業 5%

108,881 福井県 小浜市 おもちゃとベビーの店ピノキオ 小売業 その他小売 5%

108,882 福井県 小浜市 オンユアマーク 小売業 その他小売 5%

108,883 福井県 小浜市 オンユアマーク 小売業 その他小売 5%

108,884 福井県 小浜市 オンユアマーク 小売業 その他小売 5%

108,885 福井県 小浜市 回転寿し　やまと サービス 飲食業 5%

108,886 福井県 小浜市 カド電器 小売業 電化製品 5%

108,887 福井県 小浜市 カフェ アルカンシェル カフェ アルカンシェル サービス 飲食業 5%

108,888 福井県 小浜市 ｃａｆｅ　ｃａｒｎａ サービス 飲食業 5%

108,889 福井県 小浜市 加福漆器店 小売業 その他小売 5%

108,890 福井県 小浜市 （株）津田孫兵衛うまし國小濱店 小売業 食料品 5%

108,891 福井県 小浜市 株式会社ママーストアー　おばまショッピングセンター店 小売業 食料品 5%

108,892 福井県 小浜市 株式会社ママーストアー　西津店 小売業 食料品 5%

108,893 福井県 小浜市 株式会社ママーストアー　東小浜店 小売業 食料品 5%

108,894 福井県 小浜市 株式会社明輪社 小売業 その他小売 5%

108,895 福井県 小浜市 株 若狭マリンハーバー 鉄板創作串ＪＩＮ サービス 飲食業 5%

108,896 福井県 小浜市 木村豊子結婚相談室 サービス その他サービス 5%

108,897 福井県 小浜市 喰いバル　大手町 サービス 飲食業 5%

108,898 福井県 小浜市 串酒場はっさく サービス 飲食業 5%

108,899 福井県 小浜市 栗本家具工房 小売業 家具・調度品 5%

108,900 福井県 小浜市 ゲストハウス小浜弐拾壱時 サービス 宿泊業 5%

108,901 福井県 小浜市 公立小浜病院売店 小売業 その他小売 5%

108,902 福井県 小浜市 五味焼 サービス 飲食業 5%

108,903 福井県 小浜市 五葉館薬局 小売業 その他小売 5%

108,904 福井県 小浜市 しあわせの家具　尾の新 小売業 家具・調度品 5%

108,905 福井県 小浜市 四季の宿ひろた サービス 宿泊業 5%

108,906 福井県 小浜市 有限会社島長商店 小売業 その他小売 5%
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108,907 福井県 小浜市 旬彩厨房　吉のぶ サービス 飲食業 5%

108,908 福井県 小浜市 ＪＩＮ サービス 飲食業 5%

108,909 福井県 小浜市 鮨一 サービス 飲食業 5%

108,910 福井県 小浜市 直売部 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,911 福井県 小浜市 津田自動車 サービス その他サービス 5%

108,912 福井県 小浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　小浜店 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,913 福井県 小浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンメイト小浜店 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,914 福井県 小浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ　フォルトゥーナ小浜店 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,915 福井県 小浜市 とば屋酢店 小売業 食料品 5%

108,916 福井県 小浜市 トヨタカローラ福井小浜店 小売業 その他小売 5%

108,917 福井県 小浜市 トヨタレンタリース福井小浜駅前店 サービス その他サービス 2%

108,918 福井県 小浜市 ２９ＢＡＲ　ｍｉｌｌｉｏｎ サービス 飲食業 5%

108,919 福井県 小浜市 ネッツトヨタ福井小浜店 小売業 その他小売 5%

108,920 福井県 小浜市 ハーツ　わかさ店 小売業 食料品 5%

108,921 福井県 小浜市 ８番らーめん小浜店 サービス 飲食業 2%

108,922 福井県 小浜市 花椿・ホテルアーバンポート サービス 宿泊業 5%

108,923 福井県 小浜市 はまがわ サービス 飲食業 5%

108,924 福井県 小浜市 ビック釣具店 小売業 その他小売 5%

108,925 福井県 小浜市 ひで屋だいにんぐ サービス 飲食業 5%

108,926 福井県 小浜市 福井ダイハツ販売小浜店 小売業 その他小売 5%

108,927 福井県 小浜市 福井トヨタ自動車小浜店 小売業 その他小売 5%

108,928 福井県 小浜市 福井トヨペット小浜店 小売業 その他小売 5%

108,929 福井県 小浜市 福井物産株式会社 おかし市場 小売業 食料品 5%

108,930 福井県 小浜市 ふじたや　コスメ　エステふじたや 小売業 その他小売 5%

108,931 福井県 小浜市 ＰＬＵＳ ＳＰＯＴ 小売業 家具・調度品 5%

108,932 福井県 小浜市 ＨａｉｒＳｐａｃｅＨＯＰＥ サービス 理容・美容業 5%

108,933 福井県 小浜市 ホテルせくみ屋 サービス 飲食業 5%

108,934 福井県 小浜市 ホテルナガタ サービス 宿泊業 5%

108,935 福井県 小浜市 ほり川　田村長 サービス 飲食業 5%

108,936 福井県 小浜市 ほり川　田村長 サービス 飲食業 5%

108,937 福井県 小浜市 マクドナルド２７号小浜店 サービス 飲食業 2%

108,938 福井県 小浜市 まことや電器 小売業 電化製品 5%

108,939 福井県 小浜市 マツダオ－トザム小浜 小売業 その他小売 5%

108,940 福井県 小浜市 ママーストアーおばま　ショッピンクセンター店 小売業 食料品 5%

108,941 福井県 小浜市 ママーストアー　東小浜店 小売業 食料品 5%

108,942 福井県 小浜市 ママーストアーショッピングセンター店 小売業 食料品 5%

108,943 福井県 小浜市 道の駅　若狭おばま　道の駅若狭おばま 小売業 その他小売 5%

108,944 福井県 小浜市 湊商会 サービス その他サービス 5%

108,945 福井県 小浜市 宮川商会 小売業 その他小売 5%

108,946 福井県 小浜市 宮脇書店　小浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

108,947 福井県 小浜市 民宿村上 サービス 宿泊業 5%

108,948 福井県 小浜市 メガネのアキヤマ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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108,949 福井県 小浜市 メガネの正視堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

108,950 福井県 小浜市 ｍｏｓｓａｇａｔｅ サービス 理容・美容業 5%

108,951 福井県 小浜市 宿　若杉 サービス 宿泊業 5%

108,952 福井県 小浜市 山天　リサイクル着物と古布のお店　やまてん 小売業 衣料品 5%

108,953 福井県 小浜市 やまと庵 サービス 飲食業 5%

108,954 福井県 小浜市 やまと寿し　本店 サービス 飲食業 5%

108,955 福井県 小浜市 洋菜酒場　マンモス サービス 飲食業 5%

108,956 福井県 小浜市 ヨシデンサービス 小売業 電化製品 5%

108,957 福井県 小浜市 リカーワールド華　小浜店 小売業 食料品 5%

108,958 福井県 小浜市 旅館若杉 サービス 宿泊業 5%

108,959 福井県 小浜市 若狭小浜丸海　小浜本店 小売業 食料品 5%

108,960 福井県 小浜市 若狭路の宿民宿さわ サービス 宿泊業 5%

108,961 福井県 小浜市 若狭フィッシャーマンズ・ワーフ 小売業 食料品 5%

108,962 福井県 小浜市 若狭ふぐの宿　下亟 サービス 宿泊業 5%

108,963 福井県 小浜市 若狭マリンプラザ サービス 宿泊業 5%

108,964 福井県 小浜市 ｗａｍｉｌｅｓ　ｓａｌｏｎ　ｓｈｕｋ蘭 小売業 その他小売 5%

108,965 福井県 小浜市 和洋菓子　志保重　おばまショッピングセンター店 小売業 食料品 5%

108,966 福井県 小浜市 和洋菓子　志保重　工場 小売業 食料品 5%

108,967 福井県 小浜市 和洋菓子　志保重　にしづ店 小売業 食料品 5%

108,968 福井県 勝山市 勝山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,969 福井県 勝山市 勝山バイパスセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,970 福井県 勝山市 あおい商事　勝山油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,971 福井県 勝山市 秋吉　勝山店 サービス 飲食業 5%

108,972 福井県 勝山市 伊波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,973 福井県 勝山市 ウイング　トキヤ店 小売業 衣料品 5%

108,974 福井県 勝山市 おいしい ちよ鶴 サービス 飲食業 5%

108,975 福井県 勝山市 お食事喫茶ゆかり サービス 飲食業 5%

108,976 福井県 勝山市 かじ惣勝山店 小売業 食料品 5%

108,977 福井県 勝山市 セブン－イレブン勝山郡町店 小売業 食料品 2%

108,978 福井県 勝山市 勝山酒舗 小売業 食料品 5%

108,979 福井県 勝山市 株式会社 滝本ホンダ 株式会社 滝本ホンダ サービス その他サービス 5%

108,980 福井県 勝山市 Ｋａｂｏｓ勝山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

108,981 福井県 勝山市 かわはら　電化　かわはら電化 小売業 電化製品 5%

108,982 福井県 勝山市 小寺ふとん　鯖江店 小売業 家具・調度品 5%

108,983 福井県 勝山市 ３姉妹のお花屋さんヒロミ 小売業 その他小売 5%

108,984 福井県 勝山市 サンプラザ店 小売業 食料品 5%

108,985 福井県 勝山市 スカイ鹿谷 小売業 電化製品 5%

108,986 福井県 勝山市 セルフタキナミ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,987 福井県 勝山市 玉木書店 ブックスたまき 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

108,988 福井県 勝山市 でんきランドさか 小売業 電化製品 5%

108,989 福井県 勝山市 長山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,990 福井県 勝山市 ８番らーめん勝山店 サービス 飲食業 2%
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108,991 福井県 勝山市 ハニーサンプラザ店 小売業 食料品 5%

108,992 福井県 勝山市 ファッションプラザ勝山店 小売業 食料品 5%

108,993 福井県 勝山市 ブックスたまき 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

108,994 福井県 勝山市 ホームセンター勝山店 小売業 その他小売 5%

108,995 福井県 勝山市 名物たこ焼きなっちゃんち サービス 飲食業 5%

108,996 福井県 勝山市 元町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

108,997 福井県 勝山市 ヤスサキ　勝山店 小売業 食料品 5%

108,998 福井県 勝山市 林檎のおうち サービス 理容・美容業 5%

108,999 福井県 坂井市 アイコー春江薬局 小売業 その他小売 5%

109,000 福井県 坂井市 秋吉　春江店 サービス 飲食業 5%

109,001 福井県 坂井市 秋吉　丸岡店 サービス 飲食業 5%

109,002 福井県 坂井市 秋吉　三国店 サービス 飲食業 5%

109,003 福井県 坂井市 あしや 小売業 家具・調度品 5%

109,004 福井県 坂井市 カイロプラクティックＡＳｍｏｒｅ サービス その他サービス 5%

109,005 福井県 坂井市 パナハウスイケダ 小売業 電化製品 5%

109,006 福井県 坂井市 いちしまミート 小売業 食料品 5%

109,007 福井県 坂井市 出光福井大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,008 福井県 坂井市 出光三国ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,009 福井県 坂井市 出光横地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,010 福井県 坂井市 入場タイヤ株式会社北営業所 小売業 その他小売 5%

109,011 福井県 坂井市 ｗｈｉｓｐｅｒ　春江店 小売業 衣料品 5%

109,012 福井県 坂井市 内湯の宿　おおとく サービス 宿泊業 5%

109,013 福井県 坂井市 海のレストランおおとく サービス 飲食業 5%

109,014 福井県 坂井市 Ａコ－プジェスタ　イ－ザ店 小売業 その他小売 5%

109,015 福井県 坂井市 エスパル丸岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,016 福井県 坂井市 越前蟹の坊 サービス 飲食業 5%

109,017 福井県 坂井市 エンゼルランドふくい前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,018 福井県 坂井市 大宮亭 サービス 飲食業 5%

109,019 福井県 坂井市 お菓子の店ひらい 小売業 食料品 5%

109,020 福井県 坂井市 カイロプラクティック骨優館 サービス 理容・美容業 5%

109,021 福井県 坂井市 カサシマ 小売業 家具・調度品 5%

109,022 福井県 坂井市 かじ惣丸岡インター店 小売業 食料品 5%

109,023 福井県 坂井市 割烹　とりや サービス 飲食業 5%

109,024 福井県 坂井市 かど宗 サービス 飲食業 5%

109,025 福井県 坂井市 カドヤ サービス その他サービス 5%

109,026 福井県 坂井市 （有）かとれや 小売業 衣料品 5%

109,027 福井県 坂井市 ｃａｆｅ　Ｓａｍａ　Ｓａｍａ サービス 飲食業 5%

109,028 福井県 坂井市 ＫａＢｏＳ＋ＧＥＯ三国店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

109,029 福井県 坂井市 カラオケ喫茶ｋｏｒｏｋｏｒｏ サービス 飲食業 5%

109,030 福井県 坂井市 きもの京山芦原店 小売業 衣料品 5%

109,031 福井県 坂井市 Ｇａｌｌｅｙ　砂や サービス 宿泊業 5%

109,032 福井県 坂井市 ｃｏｏｊｕ福井 ｃｏｏｊｕ 福井 クージュ フクイ  ビジネスホテル サービス 宿泊業 5%
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109,033 福井県 坂井市 黒目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,034 福井県 坂井市 合同会社ｎｏａｈ’ｓａｒｋ サービス その他サービス 5%

109,035 福井県 坂井市 こだま 小売業 衣料品 5%

109,036 福井県 坂井市 Ｃｏｒｎｕｓ　Ｋｏｕｓａ 小売業 その他小売 5%

109,037 福井県 坂井市 齊藤酒店 小売業 食料品 5%

109,038 福井県 坂井市 坂井町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,039 福井県 坂井市 坂井町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,040 福井県 坂井市 五月ヶ瀬　春江店 小売業 食料品 5%

109,041 福井県 坂井市 サンコーでんき 小売業 電化製品 5%

109,042 福井県 坂井市 サンシャインみつわＳＳ　みつわ商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,043 福井県 坂井市 サンデーマウンテン　ベースキャンプ 小売業 その他小売 5%

109,044 福井県 坂井市 シーライオン サービス その他サービス 5%

109,045 福井県 坂井市 潮騒の館やし楼 小売業 その他小売 5%

109,046 福井県 坂井市 地酒倶楽部大木商店 小売業 食料品 5%

109,047 福井県 坂井市 芝政ワールド サービス その他サービス 5%

109,048 福井県 坂井市 食彩館丸岡店 小売業 食料品 5%

109,049 福井県 坂井市 食彩館みくに店 小売業 食料品 5%

109,050 福井県 坂井市 新鮮館まるおか 小売業 食料品 5%

109,051 福井県 坂井市 スーパーステーションみくにＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,052 福井県 坂井市 すずきコンタクト 小売業 その他小売 5%

109,053 福井県 坂井市 スナック　美南 サービス 飲食業 5%

109,054 福井県 坂井市 ＳＰＯＲＴＳ　ＧＹＭ　ＬＩＢＥＲＴＹ サービス その他サービス 5%

109,055 福井県 坂井市 スマイ輪ＩＮＧスポーツクラブ サービス その他サービス 5%

109,056 福井県 坂井市 西洋菓子倶楽部ピアゴ丸岡店 小売業 食料品 5%

109,057 福井県 坂井市 セラピストハウス サービス その他サービス 5%

109,058 福井県 坂井市 ソーホー 小売業 衣料品 5%

109,059 福井県 坂井市 Ｓｏｌｌｕｎａ サービス 理容・美容業 5%

109,060 福井県 坂井市 タイムトラベル サービス その他サービス 5%

109,061 福井県 坂井市 たい焼き　えびす屋 サービス 飲食業 5%

109,062 福井県 坂井市 竹中商会 小売業 その他小売 5%

109,063 福井県 坂井市 たに屋カイロプラクティック院 サービス 理容・美容業 5%

109,064 福井県 坂井市 詰所三國 サービス その他サービス 5%

109,065 福井県 坂井市 鶴や サービス 飲食業 5%

109,066 福井県 坂井市 Ｔ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

109,067 福井県 坂井市 Ｔ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

109,068 福井県 坂井市 ティーブティック如庵 アミ店 小売業 食料品 5%

109,069 福井県 坂井市 出蔵テクノポートＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,070 福井県 坂井市 電化のクマガイ 小売業 電化製品 5%

109,071 福井県 坂井市 トゥールセツコ サービス 理容・美容業 5%

109,072 福井県 坂井市 東尋坊観光遊覧船 サービス その他サービス 5%

109,073 福井県 坂井市 東尋坊観光遊覧船 サービス 運輸業 5%

109,074 福井県 坂井市 東尋坊正太楼 小売業 その他小売 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

109,075 福井県 坂井市 ｔｏｊｉｎｂｏ２９１ サービス 飲食業 5%

109,076 福井県 坂井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフまるおか店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,077 福井県 坂井市 友吉製粉製麺 小売業 食料品 5%

109,078 福井県 坂井市 トヨタカローラ福井坂井店 小売業 その他小売 5%

109,079 福井県 坂井市 トヨタカローラ福井丸岡店 小売業 その他小売 5%

109,080 福井県 坂井市 トラックｓｈｏｐ　ＮＡＫＡＮＯ 小売業 その他小売 5%

109,081 福井県 坂井市 トラックＳＨＯＰ ＮＡＫＡＮＯ 小売業 その他小売 5%

109,082 福井県 坂井市 仲村家具 小売業 家具・調度品 5%

109,083 福井県 坂井市 肉のつるや　本店 小売業 食料品 5%

109,084 福井県 坂井市 人形の孫いち 小売業 衣料品 5%

109,085 福井県 坂井市 ネッツトヨタ福井春江店 小売業 その他小売 5%

109,086 福井県 坂井市 ネッツトヨタ福井丸岡店 小売業 その他小売 5%

109,087 福井県 坂井市 ハーツ　はるえ店 小売業 食料品 5%

109,088 福井県 坂井市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　福井坂井店 サービス その他サービス 5%

109,089 福井県 坂井市 橋本薬局 小売業 その他小売 5%

109,090 福井県 坂井市 パソコンドック２４　福井店 サービス その他サービス 5%

109,091 福井県 坂井市 ８番らーめんイーザ三国店 サービス 飲食業 2%

109,092 福井県 坂井市 ８番らーめん羽崎店 サービス 飲食業 2%

109,093 福井県 坂井市 ８番らーめん丸岡店 サービス 飲食業 2%

109,094 福井県 坂井市 ハッピートラベル春江店 サービス その他サービス 5%

109,095 福井県 坂井市 ハニー食彩館丸岡店 小売業 食料品 5%

109,096 福井県 坂井市 ハニー食彩館みくに店 小売業 食料品 5%

109,097 福井県 坂井市 ハニー新鮮館まるおか 小売業 食料品 5%

109,098 福井県 坂井市 ハニービッグベリーマーケット春江 小売業 食料品 5%

109,099 福井県 坂井市 林田家具センター　　林田家具センター 小売業 家具・調度品 5%

109,100 福井県 坂井市 ハルエ自動車 サービス その他サービス 5%

109,101 福井県 坂井市 はんしょの下 木村餅店 小売業 食料品 5%

109,102 福井県 坂井市 ビジネスホテルつるや サービス 宿泊業 5%

109,103 福井県 坂井市 ＢｅａｃｈＨｉｌｌＦｏｏｄＷｏｒｋｓ サービス 飲食業 5%

109,104 福井県 坂井市 ビッグベリーマーケット春江 小売業 食料品 5%

109,105 福井県 坂井市 美容室Ｃａｒｉｎｔｅ サービス 理容・美容業 5%

109,106 福井県 坂井市 美容室ＣＯＣＯ サービス 理容・美容業 5%

109,107 福井県 坂井市 美容室マーマ サービス 理容・美容業 5%

109,108 福井県 坂井市 ファッションプラザ　三国店 小売業 食料品 5%

109,109 福井県 坂井市 福井新港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,110 福井県 坂井市 福井ダイハツ販売　春江店 小売業 その他小売 5%

109,111 福井県 坂井市 福井ダイハツ販売丸岡店 小売業 その他小売 5%

109,112 福井県 坂井市 福井トヨタ自動車空港前店 小売業 その他小売 5%

109,113 福井県 坂井市 福井トヨタ自動車Ｕ－Ｃａｒピア空港前 小売業 その他小売 5%

109,114 福井県 坂井市 舟寄庵 小売業 食料品 5%

109,115 福井県 坂井市 ヘアーサロン　ＫＩＤＯ サービス 理容・美容業 5%

109,116 福井県 坂井市 ヘアスタジオ アートボックス サービス 理容・美容業 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

109,117 福井県 坂井市 ヘアースタジオ　Ｄｅｅｐ サービス 理容・美容業 5%

109,118 福井県 坂井市 ｈａｉｒ＊ｍａｋｅ　　ｒｏｏｔｓ サービス 理容・美容業 5%

109,119 福井県 坂井市 望洋楼 サービス 宿泊業 5%

109,120 福井県 坂井市 ホームセンターみつわ　丸岡店 小売業 食料品 5%

109,121 福井県 坂井市 ＰＯＳＳＥ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

109,122 福井県 坂井市 マクドナルド春江店 サービス 飲食業 2%

109,123 福井県 坂井市 マクドナルド三国店 サービス 飲食業 2%

109,124 福井県 坂井市 セブン－イレブン丸岡一本田福所店 小売業 食料品 2%

109,125 福井県 坂井市 丸岡インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,126 福井県 坂井市 セブン－イレブン丸岡インター店 小売業 食料品 2%

109,127 福井県 坂井市 セブン－イレブン丸岡上久米田店 小売業 食料品 2%

109,128 福井県 坂井市 セブン－イレブン丸岡下安田店 小売業 食料品 2%

109,129 福井県 坂井市 セブン－イレブン丸岡高柳店 小売業 食料品 2%

109,130 福井県 坂井市 丸岡バイパス安田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,131 福井県 坂井市 丸見屋 小売業 食料品 5%

109,132 福井県 坂井市 マンガ喫茶　ビィ・ドリーム春江店 サービス 飲食業 5%

109,133 福井県 坂井市 みくに隠居処 サービス 宿泊業 5%

109,134 福井県 坂井市 三国ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,135 福井県 坂井市 みくに園 サービス その他サービス 5%

109,136 福井県 坂井市 三国観光ホテル サービス 宿泊業 5%

109,137 福井県 坂井市 三国町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,138 福井県 坂井市 村上大理石株式会社 サービス その他サービス 5%

109,139 福井県 坂井市 メガネのスカイ　丸岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,140 福井県 坂井市 メディア館ニシムラ 小売業 電化製品 5%

109,141 福井県 坂井市 森八大名閣　エンゼルランド店 小売業 食料品 5%

109,142 福井県 坂井市 やきにくハウスあかね サービス 飲食業 5%

109,143 福井県 坂井市 八洲自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

109,144 福井県 坂井市 やそしま 小売業 その他小売 5%

109,145 福井県 坂井市 やま甚 小売業 食料品 5%

109,146 福井県 坂井市 有限会社　海道電機 小売業 電化製品 5%

109,147 福井県 坂井市 有限会社あしや サービス その他サービス 5%

109,148 福井県 坂井市 有限会社角重 小売業 その他小売 5%

109,149 福井県 坂井市 有限会社神戸屋 小売業 食料品 5%

109,150 福井県 坂井市 有限会社さんさん池見 小売業 食料品 5%

109,151 福井県 坂井市 雄福屋 小売業 衣料品 5%

109,152 福井県 坂井市 ゆうらくざ・まきた 小売業 電化製品 5%

109,153 福井県 坂井市 ヨコガワ電器 小売業 電化製品 5%

109,154 福井県 坂井市 リカーワールド華　坂井店 小売業 食料品 5%

109,155 福井県 坂井市 ｒｉｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

109,156 福井県 坂井市 理容室三田 サービス 理容・美容業 5%

109,157 福井県 坂井市 料亭　いたや サービス 飲食業 5%

109,158 福井県 坂井市 林檎林 サービス 飲食業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

109,159 福井県 坂井市 レゼール 小売業 その他小売 5%

109,160 福井県 坂井市 レゼ－ルサ－フ　本店 小売業 その他小売 5%

109,161 福井県 鯖江市 ＡＲＴＢＥＲＬＩＤＧＥ サービス 理容・美容業 5%

109,162 福井県 鯖江市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアップルしんめい店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,163 福井県 鯖江市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザさばえ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,164 福井県 鯖江市 ＥｎｅＪｅｔサンドームＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,165 福井県 鯖江市 秋吉　鯖江店 サービス 飲食業 5%

109,166 福井県 鯖江市 秋吉　神明店 サービス 飲食業 5%

109,167 福井県 鯖江市 ＡｓｉａｎｒｅｌａｘＷａｉＴｅａ サービス その他サービス 5%

109,168 福井県 鯖江市 足つぼ療術院　心花 サービス 理容・美容業 5%

109,169 福井県 鯖江市 美容室ａｐｐｌａｕｓｅ サービス 理容・美容業 5%

109,170 福井県 鯖江市 アルプラザボウル サービス その他サービス 5%

109,171 福井県 鯖江市 ａｎｑ サービス 理容・美容業 5%

109,172 福井県 鯖江市 ＪＭ／イーグルショップ　鯖江 小売業 その他小売 5%

109,173 福井県 鯖江市 勇寿し サービス 飲食業 5%

109,174 福井県 鯖江市 出光石田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,175 福井県 鯖江市 イマージュ　鯖江店 小売業 その他小売 5%

109,176 福井県 鯖江市 ｗｈｉｓｐｅｒ　鯖江店 小売業 衣料品 5%

109,177 福井県 鯖江市 Ｖｉｖｒａ　ｆｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

109,178 福井県 鯖江市 うるしの里会館　ミュージアムショップ 小売業 家具・調度品 5%

109,179 福井県 鯖江市 エトワール サービス 宿泊業 5%

109,180 福井県 鯖江市 ａｎｙ　ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

109,181 福井県 鯖江市 ａｎｙ?ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

109,182 福井県 鯖江市 恵美写真館　恵美写真館 小売業 その他小売 5%

109,183 福井県 鯖江市 オートザム　サバエ 小売業 その他小売 5%

109,184 福井県 鯖江市 御菓子処うさぎや 御菓子処うさぎや 小売業 食料品 5%

109,185 福井県 鯖江市 お好みハウス　セレネ　帛 サービス 飲食業 5%

109,186 福井県 鯖江市 ＯＦＦ・ＨＯＵＳＥ　長浜店 小売業 電化製品 5%

109,187 福井県 鯖江市 有限会社オプト．デュオ サービス その他サービス 5%

109,188 福井県 鯖江市 オレボステーション北鯖江ＰＡ下り 小売業 食料品 5%

109,189 福井県 鯖江市 オレボステーション北鯖江ＰＡ上り 小売業 食料品 5%

109,190 福井県 鯖江市 カーセンターしみず サービス その他サービス 5%

109,191 福井県 鯖江市 ｃａｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ＲＯＣ 小売業 その他小売 5%

109,192 福井県 鯖江市 介護医療院かがやき病院売店 小売業 その他小売 5%

109,193 福井県 鯖江市 カイロクリニカルセンターさばえ院 小売業 その他小売 5%

109,194 福井県 鯖江市 笠原電器商会 小売業 電化製品 5%

109,195 福井県 鯖江市 風の街わらべ鯖江店 サービス 飲食業 5%

109,196 福井県 鯖江市 カーセブン　鯖江店 サービス その他サービス 5%

109,197 福井県 鯖江市 がったねーら サービス 飲食業 5%

109,198 福井県 鯖江市 ＲＥＧＡＬＯ． サービス 飲食業 5%

109,199 福井県 鯖江市 割烹 三軒茶屋 割烹三軒茶屋 サービス 飲食業 5%

109,200 福井県 鯖江市 株式会社 加藤紙文具店 株式会社 加藤紙文具店 小売業 その他小売 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧
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109,201 福井県 鯖江市 株式会社乾レンズ鯖江支店 小売業 衣料品 5%

109,202 福井県 鯖江市 株式会社大橋モータース　マツダオートザム鯖江 サービス その他サービス 5%

109,203 福井県 鯖江市 ［ＨＣ］（株）佐々木家電 小売業 電化製品 5%

109,204 福井県 鯖江市 株式会社東信自動車 小売業 その他小売 5%

109,205 福井県 鯖江市 株式会社ヒロセ 小売業 その他小売 5%

109,206 福井県 鯖江市 河和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,207 福井県 鯖江市 きもの京山鯖江店 小売業 衣料品 5%

109,208 福井県 鯖江市 きものサロンまるよ 小売業 衣料品 5%

109,209 福井県 鯖江市 きもの専門店　はんなり屋 サービス その他サービス 5%

109,210 福井県 鯖江市 きもの専門店　はんなり屋 小売業 衣料品 5%

109,211 福井県 鯖江市 きもの和ギャラリー　染匠西むら 小売業 衣料品 5%

109,212 福井県 鯖江市 キャッチ．タマムラ 小売業 電化製品 5%

109,213 福井県 鯖江市 キャンパスショップ 小売業 衣料品 5%

109,214 福井県 鯖江市 九龍飯店 サービス 飲食業 5%

109,215 福井県 鯖江市 うるし工房錦壽 サービス その他サービス 5%

109,216 福井県 鯖江市 ｋｕｕ ジュビランｋｕｕ サービス 理容・美容業 5%

109,217 福井県 鯖江市 串政 サービス 飲食業 5%

109,218 福井県 鯖江市 久保田酒店 小売業 食料品 5%

109,219 福井県 鯖江市 グラス　ガーデン 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,220 福井県 鯖江市 グラス　ガーデン 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,221 福井県 鯖江市 グルービー 小売業 その他小売 5%

109,222 福井県 鯖江市 グローバル サービス その他サービス 5%

109,223 福井県 鯖江市 Ｋｓ　ＥＹＥ サービス その他サービス 5%

109,224 福井県 鯖江市 けーきやＹＡＮＡＧＩＭＯＴＯ 小売業 食料品 5%

109,225 福井県 鯖江市 ＧＥＮ‘ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

109,226 福井県 鯖江市 晃梅 小売業 その他小売 5%

109,227 福井県 鯖江市 公立丹南病院売店 小売業 その他小売 5%

109,228 福井県 鯖江市 ｃｏｆｆｅｅｓｈｏｐＨＯＮＡＮＯ サービス 飲食業 5%

109,229 福井県 鯖江市 小寺ふとん　鯖江店 小売業 家具・調度品 5%

109,230 福井県 鯖江市 コマヤ　鯖江店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

109,231 福井県 鯖江市 鯖江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,232 福井県 鯖江市 サバエ・シティーホテル［レストラン］ サービス 宿泊業 5%

109,233 福井県 鯖江市 サバエ・シティーホテル サービス 宿泊業 5%

109,234 福井県 鯖江市 サバエ・シティーホテル サービス 宿泊業 5%

109,235 福井県 鯖江市 鯖江アレックスシネマ 小売業 食料品 5%

109,236 福井県 鯖江市 セブン－イレブン鯖江石田上町店 小売業 食料品 2%

109,237 福井県 鯖江市 セブン－イレブン鯖江インター店 小売業 食料品 2%

109,238 福井県 鯖江市 鯖江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,239 福井県 鯖江市 セブン－イレブン鯖江北野町１丁目店 小売業 食料品 2%

109,240 福井県 鯖江市 鯖江タクシー　営業車１３ サービス 運輸業 5%

109,241 福井県 鯖江市 サロンｋｕｒｕ夢 サービス 理容・美容業 5%

109,242 福井県 鯖江市 Ｓｙｍｐａ　鯖江店 小売業 家具・調度品 5%
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109,243 福井県 鯖江市 さんぱつやタケダ サービス 理容・美容業 5%

109,244 福井県 鯖江市 漆遊館　澤田与三八堂 小売業 その他小売 5%

109,245 福井県 鯖江市 下野田中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,246 福井県 鯖江市 ＪＵＲＡＫＵ　ＢＥＡＵＴＹ　　　ＣＡＦＥ　ＪＵＲＡＫＵ サービス 飲食業 5%

109,247 福井県 鯖江市 旬亭　まつや サービス 飲食業 5%

109,248 福井県 鯖江市 昭和堂 小売業 食料品 5%

109,249 福井県 鯖江市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ＋ＧＥＯ鯖江店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

109,250 福井県 鯖江市 すぎもと サービス 飲食業 5%

109,251 福井県 鯖江市 ＺＵＫＯＵＳＨＩＴＵ 小売業 家具・調度品 5%

109,252 福井県 鯖江市 すたみな太郎　鯖江店 サービス 飲食業 5%

109,253 福井県 鯖江市 住吉店 小売業 食料品 5%

109,254 福井県 鯖江市 清雲堂 小売業 食料品 5%

109,255 福井県 鯖江市 ダイソー鯖江店 小売業 その他小売 2%

109,256 福井県 鯖江市 ダイモンデンキ 小売業 電化製品 5%

109,257 福井県 鯖江市 ターキーボウルサバエ サービス その他サービス 5%

109,258 福井県 鯖江市 竹内サイクル 小売業 その他小売 5%

109,259 福井県 鯖江市 タケベ無線　本店 小売業 電化製品 5%

109,260 福井県 鯖江市 田中眼鏡 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,261 福井県 鯖江市 タニグチ商会 小売業 その他小売 5%

109,262 福井県 鯖江市 近松 サービス 宿泊業 5%

109,263 福井県 鯖江市 チタン工房キムラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,264 福井県 鯖江市 テキサスハンズ　鯖江店 小売業 食料品 5%

109,265 福井県 鯖江市 でんきランドはやし 小売業 電化製品 5%

109,266 福井県 鯖江市 でんきランドひらざわ 小売業 電化製品 5%

109,267 福井県 鯖江市 東陽店 小売業 食料品 5%

109,268 福井県 鯖江市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鯖江店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,269 福井県 鯖江市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鯖江店　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,270 福井県 鯖江市 Ｎａｔｕｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

109,271 福井県 鯖江市 有限会社ニシザワ紙文具 小売業 その他小売 5%

109,272 福井県 鯖江市 ニューイングランド　かわばた 小売業 電化製品 5%

109,273 福井県 鯖江市 ネッツトヨタ福井鯖江店 小売業 その他小売 5%

109,274 福井県 鯖江市 ＢｏｄｙＭａｋｅＳｔｕｄｉｏｂｙＴａｋａｍｕｒａ サービス その他サービス 5%

109,275 福井県 鯖江市 ハーツ　さばえ店 小売業 食料品 5%

109,276 福井県 鯖江市 ＢＩＫＥＳＥＲＶＩＣＥＴＡＮＫ 小売業 その他小売 5%

109,277 福井県 鯖江市 Ｈａｉｊｉｎ　鯖江店 小売業 その他小売 5%

109,278 福井県 鯖江市 ８番らーめん鯖江店 サービス 飲食業 2%

109,279 福井県 鯖江市 ８番ラーメン鯖江店 サービス 飲食業 2%

109,280 福井県 鯖江市 ８番らーめん鯖江東店 サービス 飲食業 2%

109,281 福井県 鯖江市 ８番ラーメン鯖江東店 サービス 飲食業 2%

109,282 福井県 鯖江市 ８番らーめん神明店 サービス 飲食業 2%

109,283 福井県 鯖江市 ８番ラーメン神明店 サービス 飲食業 2%

109,284 福井県 鯖江市 ハーツ神中 小売業 食料品 5%
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109,285 福井県 鯖江市 ＰＡＳＳＩＯＮ Ｈａｉｒ ｃｕｓｔｏｍｉｚｅ ＰＡＳＳｉＯＮ Ｈａｉｒ ｃｕｓｔｏｍｉｚｅ サービス 理容・美容業 5%

109,286 福井県 鯖江市 ハードオフ　鯖江店 小売業 電化製品 2%

109,287 福井県 鯖江市 パナパック　いしざき 小売業 電化製品 5%

109,288 福井県 鯖江市 ハニー 住吉店 小売業 食料品 5%

109,289 福井県 鯖江市 ハニー住吉店 小売業 食料品 5%

109,290 福井県 鯖江市 ハニー東陽店 小売業 食料品 5%

109,291 福井県 鯖江市 ハニービッグベリーマーケット北野 小売業 食料品 5%

109,292 福井県 鯖江市 ハニーみゆき店 小売業 食料品 5%

109,293 福井県 鯖江市 Ｖａｌａｎｃｅ 小売業 衣料品 5%

109,294 福井県 鯖江市 はるむに鯖江店 サービス 飲食業 5%

109,295 福井県 鯖江市 Ｐａｒａｄｅ鯖江店 小売業 その他小売 5%

109,296 福井県 鯖江市 パワーシティワイプラザ鯖江店 小売業 その他小売 5%

109,297 福井県 鯖江市 東さばえ動物病院 サービス その他サービス 5%

109,298 福井県 鯖江市 セブン－イレブン東鯖江２丁目店 小売業 食料品 2%

109,299 福井県 鯖江市 ピソリーノ　鯖江店 サービス 飲食業 5%

109,300 福井県 鯖江市 ビッグベリーマーケット北野 小売業 食料品 5%

109,301 福井県 鯖江市 ピットステーションＳＡＢＡＥ サービス その他サービス 5%

109,302 福井県 鯖江市 美容室ＧＲＡＤＯ（グラード） サービス 理容・美容業 5%

109,303 福井県 鯖江市 美容室クリエイト鯖江店 サービス 理容・美容業 5%

109,304 福井県 鯖江市 美容室フラウ住吉店 サービス 理容・美容業 5%

109,305 福井県 鯖江市 美容室フラウ横江店 サービス 理容・美容業 5%

109,306 福井県 鯖江市 ファッションプラザ　鯖江店 小売業 食料品 5%

109,307 福井県 鯖江市 ファッションプラザ　鯖江店・ドナ 小売業 食料品 5%

109,308 福井県 鯖江市 ファッションプラザ よしむら 小売業 衣料品 5%

109,309 福井県 鯖江市 ＦＩＧ 小売業 その他小売 5%

109,310 福井県 鯖江市 福井トータルケア株式会社 小売業 その他小売 5%

109,311 福井県 鯖江市 藤本電機商会 小売業 電化製品 5%

109,312 福井県 鯖江市 富士屋会館 サービス 飲食業 5%

109,313 福井県 鯖江市 ブック・オフ　福井鯖江店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

109,314 福井県 鯖江市 プラスハート　鯖江店 小売業 食料品 5%

109,315 福井県 鯖江市 ＦＬＯＷＥＲ　ＳＨＯＰ　ＲＯＳＥ 小売業 その他小売 5%

109,316 福井県 鯖江市 ＰＵＮＴＯ サービス 飲食業 5%

109,317 福井県 鯖江市 ヘアークラフトナンボク サービス 理容・美容業 5%

109,318 福井県 鯖江市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｔｉ?ｐｏ サービス 理容・美容業 5%

109,319 福井県 鯖江市 ベラミ美容室　本町店 サービス 理容・美容業 5%

109,320 福井県 鯖江市 ベラミ美容室　メルピーチ店 サービス 理容・美容業 5%

109,321 福井県 鯖江市 ベラミ美容室　アルプラザ店 サービス 理容・美容業 5%

109,322 福井県 鯖江市 ホームセンターみつわ　鯖江店 小売業 食料品 5%

109,323 福井県 鯖江市 ぼてじゅう サービス 飲食業 5%

109,324 福井県 鯖江市 ｍｙｏｒｇａｎｉｃ サービス その他サービス 5%

109,325 福井県 鯖江市 槙山眼鏡株式会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,326 福井県 鯖江市 マクドナルド鯖江アルプラザ店 サービス 飲食業 2%
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109,327 福井県 鯖江市 マクドナルド鯖江神明店 サービス 飲食業 2%

109,328 福井県 鯖江市 マクドナルド西鯖江店 サービス 飲食業 2%

109,329 福井県 鯖江市 ｍａｍａｈｕｇ 小売業 衣料品 5%

109,330 福井県 鯖江市 満月 小売業 電化製品 5%

109,331 福井県 鯖江市 満月 小売業 電化製品 5%

109,332 福井県 鯖江市 御園飯店 サービス 飲食業 5%

109,333 福井県 鯖江市 道の駅 西山公園 道の駅 西山公園 小売業 食料品 5%

109,334 福井県 鯖江市 道の駅西山公園 小売業 食料品 5%

109,335 福井県 鯖江市 ミート＆デリカ　ささき 小売業 食料品 5%

109,336 福井県 鯖江市 メイツひらお 小売業 電化製品 5%

109,337 福井県 鯖江市 めがねのメーキョー堂 小売業 その他小売 5%

109,338 福井県 鯖江市 メンズ・ポート　ドド 小売業 衣料品 5%

109,339 福井県 鯖江市 めん房つるつる　水落店 サービス 飲食業 5%

109,340 福井県 鯖江市 ｍｏｄｕｕｌ 小売業 衣料品 5%

109,341 福井県 鯖江市 ヤスサキホームセンター　鯖江店 小売業 食料品 5%

109,342 福井県 鯖江市 ヤスサキホームセンター　鳥羽 小売業 食料品 5%

109,343 福井県 鯖江市 ［ＨＣ］山忠でんぱ 小売業 電化製品 5%

109,344 福井県 鯖江市 有限会社二谷商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,345 福井県 鯖江市 有限会社ぴーぷ留 サービス 飲食業 5%

109,346 福井県 鯖江市 有限会社浪慢館 小売業 食料品 5%

109,347 福井県 鯖江市 ラポーゼかわだ サービス 宿泊業 5%

109,348 福井県 鯖江市 リカーワールド華　サンドーム前店 小売業 食料品 5%

109,349 福井県 鯖江市 リトルデコ 小売業 食料品 5%

109,350 福井県 鯖江市 リトルデコ リトルデコ サービス 飲食業 5%

109,351 福井県 鯖江市 理容田野 サービス 理容・美容業 5%

109,352 福井県 鯖江市 理容田野 小売業 その他小売 5%

109,353 福井県 鯖江市 ルーツ 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,354 福井県 鯖江市 ワイプラザグルメ館鯖江店 小売業 食料品 5%

109,355 福井県 鯖江市 ワイプラザグルメ館東鯖江店 小売業 食料品 5%

109,356 福井県 鯖江市 ワイプラザグルメ館東鯖江店サービスカウン 小売業 食料品 5%

109,357 福井県 鯖江市 ワイホーム　鯖江店 小売業 食料品 5%

109,358 福井県 高浜町 イルマーレ サービス 飲食業 5%

109,359 福井県 高浜町 おうちサロン・デザートローズ サービス その他サービス 5%

109,360 福井県 高浜町 音海マリン サービス その他サービス 5%

109,361 福井県 高浜町 金の鱗 サービス 飲食業 5%

109,362 福井県 高浜町 サニーマート南店 小売業 食料品 5%

109,363 福井県 高浜町 城山荘　城山荘 サービス 宿泊業 5%

109,364 福井県 高浜町 得得高浜店 サービス 飲食業 2%

109,365 福井県 高浜町 ニュー高浜 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,366 福井県 高浜町 ブルーライトヨコヤマ サービス 飲食業 5%

109,367 福井県 高浜町 まちなか交流館 小売業 その他小売 5%

109,368 福井県 高浜町 まちなか交流館 小売業 その他小売 5%
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109,369 福井県 高浜町 有限会社増田商会 小売業 その他小売 5%

109,370 福井県 高浜町 ＹＵＨＡＳＵ サービス 理容・美容業 5%

109,371 福井県 敦賀市 赤ちゃん堂 小売業 衣料品 5%

109,372 福井県 敦賀市 赤レンガｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

109,373 福井県 敦賀市 秋吉　敦賀中央店 サービス 飲食業 5%

109,374 福井県 敦賀市 秋吉　敦賀本町店 サービス 飲食業 5%

109,375 福井県 敦賀市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｎｉｎａ敦賀 サービス 理容・美容業 5%

109,376 福井県 敦賀市 アサヒメガネ敦賀店 小売業 その他小売 5%

109,377 福井県 敦賀市 味世司 サービス 飲食業 5%

109,378 福井県 敦賀市 アピタ前 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,379 福井県 敦賀市 炙り厨房　こんろ家　敦賀店 サービス 飲食業 5%

109,380 福井県 敦賀市 ＡＮＴＩ サービス 理容・美容業 5%

109,381 福井県 敦賀市 生け簀の甲羅 小売業 食料品 5%

109,382 福井県 敦賀市 居酒屋　海馬 サービス 飲食業 5%

109,383 福井県 敦賀市 出光敦賀中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,384 福井県 敦賀市 出光松島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,385 福井県 敦賀市 ＶＩＡＬＥ　Ａｎｋ－ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

109,386 福井県 敦賀市 ｗｉｔｈ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

109,387 福井県 敦賀市 海の幸わが家 サービス 飲食業 5%

109,388 福井県 敦賀市 エフレ清水本店 小売業 食料品 5%

109,389 福井県 敦賀市 エフレ古田刈店 小売業 食料品 5%

109,390 福井県 敦賀市 エフレデイズ店 小売業 食料品 5%

109,391 福井県 敦賀市 エムズネイル　敦賀店 サービス 理容・美容業 5%

109,392 福井県 敦賀市 御菓子司　森本 小売業 食料品 5%

109,393 福井県 敦賀市 御菓子処　あさみ 小売業 食料品 5%

109,394 福井県 敦賀市 奥井海生堂 小売業 家具・調度品 5%

109,395 福井県 敦賀市 奥井海生堂　神楽本店 小売業 家具・調度品 5%

109,396 福井県 敦賀市 御食事処なかや サービス 飲食業 5%

109,397 福井県 敦賀市 オートバンク敦賀店 サービス その他サービス 5%

109,398 福井県 敦賀市 ＯＨＡＮＡ　Ｌｏｖｅ　Ｈｅａｒｔｓ　ＯＨＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

109,399 福井県 敦賀市 お仏壇のはしもと 小売業 家具・調度品 5%

109,400 福井県 敦賀市 おむすびや　穂んのり 小売業 食料品 5%

109,401 福井県 敦賀市 オリックスレンタカー敦賀駅前店 サービス その他サービス 2%

109,402 福井県 敦賀市 カーボ　敦賀店 サービス その他サービス 5%

109,403 福井県 敦賀市 勝木書店　ＫａＢｏＳアピタ敦賀店 小売業 その他小売 5%

109,404 福井県 敦賀市 割烹志野 サービス 飲食業 5%

109,405 福井県 敦賀市 ＣＡＦＥ＆ＤＩＮＩＮＧ　ＥｐｉｃＤａｙｓ サービス 飲食業 5%

109,406 福井県 敦賀市 株式会社　つるが大丸 小売業 家具・調度品 5%

109,407 福井県 敦賀市 株式会社オーディオ渡辺 小売業 電化製品 5%

109,408 福井県 敦賀市 株式会社ガスショップヤサカ 小売業 その他小売 5%

109,409 福井県 敦賀市 川島製菓 小売業 家具・調度品 5%

109,410 福井県 敦賀市 株式会社キハラ 小売業 その他小売 5%
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109,411 福井県 敦賀市 有限会社クワナ 小売業 衣料品 5%

109,412 福井県 敦賀市 ＣＯＥＵＲ サービス 理容・美容業 5%

109,413 福井県 敦賀市 ｇｒａｆ　ｈａｉｒｓ　ｌａｂ サービス 理容・美容業 5%

109,414 福井県 敦賀市 クリーニングハウスクレヨン　粟野店 サービス その他サービス 5%

109,415 福井県 敦賀市 クリーニングハウスクレヨン　津内店 サービス その他サービス 5%

109,416 福井県 敦賀市 グルメ館敦賀店 小売業 その他小売 5%

109,417 福井県 敦賀市 ケセラセラーみやもと ケセラセラーみやもと 小売業 食料品 5%

109,418 福井県 敦賀市 ｃｏｔｏ 小売業 家具・調度品 5%

109,419 福井県 敦賀市 ｃｏｔｏ 小売業 衣料品 5%

109,420 福井県 敦賀市 ＫＯＢＯＲＩ 小売業 食料品 5%

109,421 福井県 敦賀市 小堀日之出堂 小売業 食料品 5%

109,422 福井県 敦賀市 ＧＯＬＤ・ＪＡＰＡＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,423 福井県 敦賀市 ＣＯＲＥＳＴＥ 小売業 衣料品 5%

109,424 福井県 敦賀市 酒文化食文化ウタ 小売業 食料品 5%

109,425 福井県 敦賀市 ＪＸ日鉱日石エネルギーカーポート敦賀 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,426 福井県 敦賀市 地魚料理まるさん屋 サービス 飲食業 5%

109,427 福井県 敦賀市 旬菜ダイニング　拓 サービス 飲食業 5%

109,428 福井県 敦賀市 笑福堂 寿庵第１ 小売業 食料品 5%

109,429 福井県 敦賀市 新鮮組 サービス 飲食業 5%

109,430 福井県 敦賀市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ＋ＧＥＯ敦賀店　ＧＥＯ館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

109,431 福井県 敦賀市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ＋ＧＥＯ敦賀店　書籍・ＣＤ館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

109,432 福井県 敦賀市 スカイカネマス 小売業 電化製品 5%

109,433 福井県 敦賀市 杉原ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

109,434 福井県 敦賀市 スズキアリーナ　つるが 小売業 その他小売 5%

109,435 福井県 敦賀市 すたみな太郎　敦賀店 サービス 飲食業 5%

109,436 福井県 敦賀市 セルフアミューズいちのの 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,437 福井県 敦賀市 セルフＥＡＧＬＥ　ＳＴＡＴＩＯＮ　敦賀店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,438 福井県 敦賀市 ソニョーポリ サービス 飲食業 5%

109,439 福井県 敦賀市 タートルクラブ サービス 飲食業 5%

109,440 福井県 敦賀市 大洋自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

109,441 福井県 敦賀市 田辺獣医科病院 サービス その他サービス 5%

109,442 福井県 敦賀市 田原町Ｈ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,443 福井県 敦賀市 中華そば一力 サービス 飲食業 5%

109,444 福井県 敦賀市 ＣＨＩＬＬ　ＣＡＦＥ　　ＣＨＩＬＬ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

109,445 福井県 敦賀市 ツチモリ 小売業 電化製品 5%

109,446 福井県 敦賀市 敦賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,447 福井県 敦賀市 敦賀アレックスシネマ 小売業 食料品 5%

109,448 福井県 敦賀市 セブン－イレブン敦賀市野々町店 小売業 食料品 2%

109,449 福井県 敦賀市 敦賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,450 福井県 敦賀市 敦賀合同青果株式会社 サービス その他サービス 5%

109,451 福井県 敦賀市 セブン－イレブン敦賀昭和町１丁目店 小売業 食料品 2%

109,452 福井県 敦賀市 セブン－イレブン敦賀中央町２丁目店 小売業 食料品 2%
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109,453 福井県 敦賀市 セブン－イレブン敦賀布田町店 小売業 食料品 2%

109,454 福井県 敦賀市 敦賀マンテンホテル駅前 サービス 宿泊業 5%

109,455 福井県 敦賀市 敦賀港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,456 福井県 敦賀市 テキサスハンズ　敦賀店 小売業 食料品 5%

109,457 福井県 敦賀市 鉄板焼居酒屋笑兵衛 サービス 飲食業 5%

109,458 福井県 敦賀市 でんきぽ－と　おおかど 小売業 電化製品 5%

109,459 福井県 敦賀市 天勢 サービス 飲食業 5%

109,460 福井県 敦賀市 トウシヤ水上 小売業 電化製品 5%

109,461 福井県 敦賀市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ敦賀サンルート２７店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,462 福井県 敦賀市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ敦賀中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,463 福井県 敦賀市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフサンメイト敦賀店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,464 福井県 敦賀市 トヨタカローラ福井敦賀店 小売業 その他小売 5%

109,465 福井県 敦賀市 トヨタ部品福井共販敦賀営業所 小売業 その他小売 5%

109,466 福井県 敦賀市 トヨタレンタリース福井敦賀駅前店 サービス その他サービス 2%

109,467 福井県 敦賀市 中道源蔵茶舗 小売業 食料品 5%

109,468 福井県 敦賀市 株式会社西岡由商会 小売業 その他小売 5%

109,469 福井県 敦賀市 ニューサンピア敦賀 サービス 宿泊業 5%

109,470 福井県 敦賀市 ネッツトヨタ福井敦賀店 小売業 その他小売 5%

109,471 福井県 敦賀市 Ｂａｒ　ＣＯＣＯ　ＡＺＵＲＥ サービス 飲食業 5%

109,472 福井県 敦賀市 ハーツ　つるが店 小売業 食料品 5%

109,473 福井県 敦賀市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　敦賀店 サービス その他サービス 5%

109,474 福井県 敦賀市 ８番らーめん敦賀木崎店 サービス 飲食業 2%

109,475 福井県 敦賀市 ８番らーめん松島店 サービス 飲食業 2%

109,476 福井県 敦賀市 ハートランド　きたむら 小売業 電化製品 5%

109,477 福井県 敦賀市 ハニーエフレ清水本店 小売業 食料品 5%

109,478 福井県 敦賀市 ハニーエフレ古田刈店 小売業 食料品 5%

109,479 福井県 敦賀市 ハニーエフレデイズ店 小売業 食料品 5%

109,480 福井県 敦賀市 有限会社原田プロパン商会 小売業 その他小売 5%

109,481 福井県 敦賀市 覚明商会 小売業 電化製品 5%

109,482 福井県 敦賀市 ひまわりたばこ店 小売業 その他小売 5%

109,483 福井県 敦賀市 ビューティハウス　イカリ 小売業 その他小売 5%

109,484 福井県 敦賀市 美容室　ＶＩＡＬＥ サービス 理容・美容業 5%

109,485 福井県 敦賀市 美容室Ｂｌｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

109,486 福井県 敦賀市 ファッションハウス　みなみ 小売業 衣料品 5%

109,487 福井県 敦賀市 福井観光トラベルサービス　嶺南支店 サービス その他サービス 5%

109,488 福井県 敦賀市 福井ダイハツ販売敦賀店 小売業 その他小売 5%

109,489 福井県 敦賀市 福井トヨタ自動車敦賀店 小売業 その他小売 5%

109,490 福井県 敦賀市 福井トヨタ自動車Ｕ－Ｃａｒピア敦賀 小売業 その他小売 5%

109,491 福井県 敦賀市 福井トヨペット敦賀店 小売業 その他小売 5%

109,492 福井県 敦賀市 福井日野自動車敦賀営業所 小売業 その他小売 5%

109,493 福井県 敦賀市 ブック・オフ　敦賀木崎店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

109,494 福井県 敦賀市 ブティックミナミ　中央店 小売業 衣料品 5%
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109,495 福井県 敦賀市 フラワーショップひろ 小売業 その他小売 5%

109,496 福井県 敦賀市 プレス 小売業 衣料品 5%

109,497 福井県 敦賀市 ヘアーサロンクロダ ヘアーサロン クロダ サービス 理容・美容業 5%

109,498 福井県 敦賀市 ｈａｉｒ’ｓｂｏｎｔｅ サービス 理容・美容業 5%

109,499 福井県 敦賀市 ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ　ＦＬＯＷ　Ｃｒａｙｏｎ　ｃａｓｅ サービス 理容・美容業 5%

109,500 福井県 敦賀市 ペットショップｗｉｔｈアピタ敦賀店 小売業 その他小売 5%

109,501 福井県 敦賀市 ベビーフェイスプラネッツ敦賀店 サービス 飲食業 5%

109,502 福井県 敦賀市 ｐｅｐｅｒｉｎｏ サービス 飲食業 5%

109,503 福井県 敦賀市 ホームセンター敦賀店 小売業 その他小売 5%

109,504 福井県 敦賀市 ホームセンターみつわ　敦賀店 小売業 食料品 5%

109,505 福井県 敦賀市 ホテヤ洋品店 小売業 衣料品 5%

109,506 福井県 敦賀市 ホンダ販売敦賀 小売業 その他小売 5%

109,507 福井県 敦賀市 マクドナルド敦賀アクロスプラザ店 サービス 飲食業 2%

109,508 福井県 敦賀市 マクドナルド敦賀店 サービス 飲食業 2%

109,509 福井県 敦賀市 マップトラベル サービス その他サービス 5%

109,510 福井県 敦賀市 まるさん商店 小売業 食料品 5%

109,511 福井県 敦賀市 マルツ福井敦賀店 小売業 電化製品 5%

109,512 福井県 敦賀市 味’ｓ場 サービス 飲食業 5%

109,513 福井県 敦賀市 みどりオート サービス その他サービス 5%

109,514 福井県 敦賀市 港人浪漫喰楽舞 サービス 飲食業 5%

109,515 福井県 敦賀市 みなみ 小売業 衣料品 5%

109,516 福井県 敦賀市 Ｍｉｌｌｒｅｅｆ サービス 理容・美容業 5%

109,517 福井県 敦賀市 メガネ赤札堂　敦賀店 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,518 福井県 敦賀市 メガネのスカイ　敦賀店 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,519 福井県 敦賀市 メガネのハラダ敦賀店 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,520 福井県 敦賀市 もつ番長 サービス 飲食業 5%

109,521 福井県 敦賀市 モモ蔵　敦賀店 サービス 飲食業 5%

109,522 福井県 敦賀市 ヤスサキホームセンター　敦賀店 小売業 食料品 5%

109,523 福井県 敦賀市 やまおかアワノ店 小売業 衣料品 5%

109,524 福井県 敦賀市 やまおかエコノ　バロー木崎店 小売業 衣料品 5%

109,525 福井県 敦賀市 癒玄 サービス その他サービス 5%

109,526 福井県 敦賀市 有限会社ツルガ自販 サービス その他サービス 5%

109,527 福井県 敦賀市 （有）松原庵　野坂茶屋店 サービス 飲食業 5%

109,528 福井県 敦賀市 有限会社ツルガモータース サービス その他サービス 5%

109,529 福井県 敦賀市 よって家 サービス 飲食業 5%

109,530 福井県 敦賀市 らーめん世界福井敦賀店 サービス 飲食業 5%

109,531 福井県 敦賀市 ＬＩＦＥ　こうの 小売業 電化製品 5%

109,532 福井県 敦賀市 楽ちん館 小売業 電化製品 5%

109,533 福井県 敦賀市 リカーワールド華　敦賀店 小売業 食料品 5%

109,534 福井県 敦賀市 レディスファッション　プチ 小売業 衣料品 5%

109,535 福井県 敦賀市 敦賀ユニホーム 小売業 衣料品 5%

109,536 福井県 敦賀市 若狭小浜丸海　敦賀駅前店 小売業 食料品 5%
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109,537 福井県 福井市 ア　リトル　グッドガーデン 小売業 衣料品 5%

109,538 福井県 福井市 ｅａｒｔｈｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ福井ラブリーパートナーエルパ 小売業 衣料品 2%

109,539 福井県 福井市 アイデン 小売業 電化製品 5%

109,540 福井県 福井市 ＰＵＲ福井店 サービス 理容・美容業 5%

109,541 福井県 福井市 アウトクルーズ サービス その他サービス 5%

109,542 福井県 福井市 アオイ　駅前店 サービス 理容・美容業 5%

109,543 福井県 福井市 アオイ　新田塚店 サービス 理容・美容業 5%

109,544 福井県 福井市 あおい商事株式会社本社　純正 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,545 福井県 福井市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅあおいＳＳランド音楽堂前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,546 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ花月店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,547 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザしみず店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,548 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザ新日光店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,549 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザつくし野店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,550 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザ福井インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,551 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザふくい店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,552 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅまちや店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,553 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザわかすぎ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,554 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフプラザ新田塚店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,555 福井県 福井市 あおい商事　本社ＥＮＥＲＩＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,556 福井県 福井市 あおいフリート 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,557 福井県 福井市 赤尾酒店 サービス 飲食業 5%

109,558 福井県 福井市 赤坂電機 小売業 電化製品 5%

109,559 福井県 福井市 秋吉　一丁来店 サービス 飲食業 5%

109,560 福井県 福井市 秋吉　大和田店 サービス 飲食業 5%

109,561 福井県 福井市 秋吉　カラオケランド サービス 飲食業 5%

109,562 福井県 福井市 秋吉　橋南店 サービス 飲食業 5%

109,563 福井県 福井市 秋吉　種池店 サービス 飲食業 5%

109,564 福井県 福井市 秋吉　豊岡店 サービス 飲食業 5%

109,565 福井県 福井市 秋吉　新田塚店 サービス 飲食業 5%

109,566 福井県 福井市 秋吉　春江店 サービス 飲食業 5%

109,567 福井県 福井市 秋吉　福井駅前店 サービス 飲食業 5%

109,568 福井県 福井市 秋吉　福井片町店 サービス 飲食業 5%

109,569 福井県 福井市 秋吉グループ本部 サービス 飲食業 5%

109,570 福井県 福井市 秋吉グループ本部 サービス その他サービス 5%

109,571 福井県 福井市 アクアマリン福井店 サービス その他サービス 5%

109,572 福井県 福井市 ａｘｉａ　大和田店 サービス 理容・美容業 5%

109,573 福井県 福井市 ａｘｉａ　開発店 サービス 理容・美容業 5%

109,574 福井県 福井市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｏｎｄ福井 サービス 理容・美容業 5%

109,575 福井県 福井市 ａｋｅｒｕ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

109,576 福井県 福井市 アジア雑貨屋ＣＨＥＫＫＡ 小売業 衣料品 5%

109,577 福井県 福井市 アズイン半田インター サービス 宿泊業 5%

109,578 福井県 福井市 アズイン福井 サービス 宿泊業 5%
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109,579 福井県 福井市 ＡＳＴ－ＡＢＵＲＡＹＡ 小売業 その他小売 5%

109,580 福井県 福井市 足羽店 小売業 食料品 5%

109,581 福井県 福井市 足羽山デッキ サービス 飲食業 5%

109,582 福井県 福井市 麻生津店 小売業 食料品 5%

109,583 福井県 福井市 株式会社Ａｃｈｉｅｖｅ サービス その他サービス 5%

109,584 福井県 福井市 圧着DM専門店 サービス その他サービス 5%

109,585 福井県 福井市 ＡＤＥＯＳ 小売業 衣料品 5%

109,586 福井県 福井市 ＡＴＲＩＵＭ 小売業 衣料品 5%

109,587 福井県 福井市 ＡＮＩＳＩＥ 小売業 その他小売 5%

109,588 福井県 福井市 あぶらや 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,589 福井県 福井市 あぶり焼　もも蔵 サービス 飲食業 5%

109,590 福井県 福井市 アミング高柳店 小売業 その他小売 5%

109,591 福井県 福井市 アミング若杉店 小売業 その他小売 5%

109,592 福井県 福井市 アメリカンレストランイーワイズ サービス 飲食業 5%

109,593 福井県 福井市 アラヨ人形 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

109,594 福井県 福井市 アリーナ麻生津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,595 福井県 福井市 ａｌｉｔｔｌｅ，ｇｏｏｄｇａｒｄｅｎ 小売業 衣料品 5%

109,596 福井県 福井市 アルファ美容室　一番館 サービス 理容・美容業 5%

109,597 福井県 福井市 アルファ美容室　成和店 サービス 理容・美容業 5%

109,598 福井県 福井市 アルファ美容室　本店 サービス 理容・美容業 5%

109,599 福井県 福井市 アロマハウス アロマハウス 小売業 その他小売 5%

109,600 福井県 福井市 アンジュシュシュ 小売業 衣料品 5%

109,601 福井県 福井市 Ａｍｂｉｅｎｃｅ 小売業 衣料品 5%

109,602 福井県 福井市 アンマイユー 小売業 衣料品 5%

109,603 福井県 福井市 幾久屋 小売業 衣料品 5%

109,604 福井県 福井市 イクラボ社店 小売業 衣料品 5%

109,605 福井県 福井市 イーグルショップ　福井店 小売業 その他小売 5%

109,606 福井県 福井市 石焼ステーキ贅　福井飯塚店 サービス 飲食業 5%

109,607 福井県 福井市 板倉プロパン商会 小売業 その他小売 5%

109,608 福井県 福井市 いただき繕福井越廼 小売業 その他小売 5%

109,609 福井県 福井市 いちせ行政書士事務所　いちせ行政書士　社会保険労務士事務所 サービス その他サービス 5%

109,610 福井県 福井市 出光セルフかいほつＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,611 福井県 福井市 出光川西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,612 福井県 福井市 出光砂子坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,613 福井県 福井市 伊藤電機販売 小売業 電化製品 5%

109,614 福井県 福井市 今川焼本舗 小売業 食料品 5%

109,615 福井県 福井市 今庄そばコンコース店 サービス 飲食業 5%

109,616 福井県 福井市 癒しの隠れ家ＴＯＲＩＫＯ サービス その他サービス 5%

109,617 福井県 福井市 癒しのサロンＬｏｍｉＬｏｍｉ サービス その他サービス 5%

109,618 福井県 福井市 入場タイヤ株式会社本社 小売業 その他小売 5%

109,619 福井県 福井市 イルーシー３００福井大和田店 小売業 衣料品 5%

109,620 福井県 福井市 （株）いわほり　ＬＡＭＰ 小売業 家具・調度品 5%
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109,621 福井県 福井市 イワマ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,622 福井県 福井市 イワマ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,623 福井県 福井市 岩本貸衣裳店 サービス その他サービス 5%

109,624 福井県 福井市 Ｗｈｉｓｐｅｒ〔ウィスパー〕 小売業 衣料品 5%

109,625 福井県 福井市 Ｗｈｉｓｐｅｒ〔ウィスパー〕 小売業 衣料品 5%

109,626 福井県 福井市 Ｗｈｉｓｐｅｒ高木店 小売業 衣料品 5%

109,627 福井県 福井市 ウィスパー高木店 小売業 衣料品 5%

109,628 福井県 福井市 Ｗｉｔｈモリシタ サービス 理容・美容業 5%

109,629 福井県 福井市 ヴィラ・グランディス　ウエディングリゾート福井 サービス その他サービス 5%

109,630 福井県 福井市 ＶＥＮＧＡ！ＣＯＦＦＥＥ 小売業 食料品 5%

109,631 福井県 福井市 プリズム福井　栄太楼 小売業 食料品 5%

109,632 福井県 福井市 Ｈ＆Ｂ福井整体院 サービス その他サービス 5%

109,633 福井県 福井市 エーグル 福井エルパ店 小売業 衣料品 5%

109,634 福井県 福井市 エースイン福井 サービス 宿泊業 5%

109,635 福井県 福井市 ＳＳ事業部 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,636 福井県 福井市 エステｏｎサンセリテ サービス 理容・美容業 5%

109,637 福井県 福井市 ＥＴＡＭ 小売業 衣料品 5%

109,638 福井県 福井市 越前白浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,639 福井県 福井市 プリズム福井　越前田村屋 小売業 食料品 5%

109,640 福井県 福井市 エックスモバイル福井店 小売業 電化製品 5%

109,641 福井県 福井市 Ｎ．Ｋ．Ｂ 小売業 衣料品 5%

109,642 福井県 福井市 ＥｎｅＪｅｔ大町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,643 福井県 福井市 ＭＲＡ 小売業 衣料品 5%

109,644 福井県 福井市 エムズネイル　高木店 サービス 理容・美容業 5%

109,645 福井県 福井市 エムズネイル　福井店 サービス 理容・美容業 5%

109,646 福井県 福井市 エリナ 小売業 衣料品 5%

109,647 福井県 福井市 エリナ　パリオ店 小売業 衣料品 5%

109,648 福井県 福井市 エルピス本店 サービス その他サービス 5%

109,649 福井県 福井市 えん 小売業 衣料品 5%

109,650 福井県 福井市 エンジェル・シュー　パリオ店 小売業 食料品 5%

109,651 福井県 福井市 オーダースーツ専門店ＤｏＣｏｍｐａｎｙ 小売業 衣料品 5%

109,652 福井県 福井市 株式会社大谷プロパン 小売業 その他小売 5%

109,653 福井県 福井市 大森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,654 福井県 福井市 お好み焼き・鉄板焼き　田ご サービス 飲食業 5%

109,655 福井県 福井市 オザキスポーツ　アバックスタジアム店　アバックスタジアム店 小売業 その他小売 5%

109,656 福井県 福井市 オステリア　マーゴ サービス 飲食業 5%

109,657 福井県 福井市 御素麺屋　大和田店 小売業 食料品 5%

109,658 福井県 福井市 御素麺屋　毛矢店 小売業 食料品 5%

109,659 福井県 福井市 御素麺屋　ＢｉＭＹ店 小売業 食料品 5%

109,660 福井県 福井市 御素麺屋　堀の宮店 小売業 食料品 5%

109,661 福井県 福井市 御素麺屋　松本本店 小売業 食料品 5%

109,662 福井県 福井市 プリズム福井　おそばだうどんだ越前 サービス 飲食業 5%
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109,663 福井県 福井市 お多福 サービス 飲食業 5%

109,664 福井県 福井市 お茶の大三 ベル店 小売業 食料品 5%

109,665 福井県 福井市 お茶の林屋 小売業 食料品 5%

109,666 福井県 福井市 オフ　ハウス　福井北店 小売業 電化製品 5%

109,667 福井県 福井市 オフ　ハウス　福井北店 小売業 電化製品 5%

109,668 福井県 福井市 ｏｐｔ　ｅｙｅｂｉｓ　佐々木メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,669 福井県 福井市 織々屋 サービス 飲食業 5%

109,670 福井県 福井市 オリックスレンタカー福井駅前店 サービス その他サービス 2%

109,671 福井県 福井市 御料理　味真乃 サービス 飲食業 5%

109,672 福井県 福井市 お料理　こまつや サービス 飲食業 5%

109,673 福井県 福井市 オルロージュ 小売業 食料品 5%

109,674 福井県 福井市 御菓子司　栄太楼　本店 小売業 食料品 5%

109,675 福井県 福井市 ＣＵＲＬ　ＳＴＹＬＥ サービス 理容・美容業 5%

109,676 福井県 福井市 かいざきでんき 小売業 電化製品 5%

109,677 福井県 福井市 カイロハウスＬｅ’Ｌｉｅｎ?る・りあん? サービス 理容・美容業 5%

109,678 福井県 福井市 カイロプラクティックＰ’Ｓ福井院 サービス 理容・美容業 5%

109,679 福井県 福井市 カイロプラクティックりらいふ サービス 理容・美容業 5%

109,680 福井県 福井市 買う座呑む座 サービス 飲食業 5%

109,681 福井県 福井市 株式会社カウベル・コーポレーション サービス その他サービス 5%

109,682 福井県 福井市 かゞみや 小売業 食料品 5%

109,683 福井県 福井市 かゞみや　外商部 小売業 家具・調度品 5%

109,684 福井県 福井市 かゞみや　外商部 小売業 家具・調度品 5%

109,685 福井県 福井市 かゞみや　福井駅前角店 小売業 食料品 5%

109,686 福井県 福井市 かゞみや　みゆき店 小売業 食料品 5%

109,687 福井県 福井市 ＣＡＳＡ　ヴァイス 小売業 衣料品 5%

109,688 福井県 福井市 ＣＡＳＡ　Ｒｏｔ 小売業 衣料品 5%

109,689 福井県 福井市 カーセブン サービス その他サービス 5%

109,690 福井県 福井市 カーセブン　ＭＥＧＡ福井店 サービス その他サービス 5%

109,691 福井県 福井市 片山ピアノ調律所 サービス その他サービス 5%

109,692 福井県 福井市 勝木書店 外商部 小売業 その他小売 5%

109,693 福井県 福井市 勝木書店　本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

109,694 福井県 福井市 勝見モータース株式会社 サービス その他サービス 5%

109,695 福井県 福井市 かつ義 サービス 飲食業 5%

109,696 福井県 福井市 ｃａｆｅｎｏｔｅｓ サービス 飲食業 5%

109,697 福井県 福井市 カフェ　モントリオール サービス 飲食業 5%

109,698 福井県 福井市 カフェコロラド福井駅店 サービス 飲食業 2%

109,699 福井県 福井市 株　岡本吉之亟商店 小売業 食料品 5%

109,700 福井県 福井市 株式会社宇野　福井店 小売業 その他小売 5%

109,701 福井県 福井市 カイドージュエリー　カイドージュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,702 福井県 福井市 株式会社セツコ 順化 サービス 理容・美容業 5%

109,703 福井県 福井市 株式会社セツコ　リフレ サービス 理容・美容業 5%

109,704 福井県 福井市 株式会社セツコ アート ラ セツコ サービス 理容・美容業 5%
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109,705 福井県 福井市 株式会社セツコ 板垣 サービス 理容・美容業 5%

109,706 福井県 福井市 株式会社バイクガレージ福井 小売業 その他小売 5%

109,707 福井県 福井市 （株）福井観光トラベルサービス サービス その他サービス 5%

109,708 福井県 福井市 株式会社マツモトカーズ サービス その他サービス 5%

109,709 福井県 福井市 株式会社リビック福井 小売業 その他小売 5%

109,710 福井県 福井市 越前蕎麦倶楽部　越前蕎麦倶楽部 サービス 飲食業 5%

109,711 福井県 福井市 株 室次 セルフ呉服町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,712 福井県 福井市 ＫａＢｏＳベル店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

109,713 福井県 福井市 ＧｕｍＧｕｍ 小売業 衣料品 5%

109,714 福井県 福井市 ＣＡＭＥＬＬＩＡ サービス 飲食業 5%

109,715 福井県 福井市 カラオケ喫茶スナック　紅 サービス 飲食業 5%

109,716 福井県 福井市 ガラガラ山キャンプ場 サービス その他サービス 5%

109,717 福井県 福井市 Ｋａｒｔｅｌｌ　Ｆｕｋｕｉ 小売業 家具・調度品 5%

109,718 福井県 福井市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋福井江守店 サービス 飲食業 2%

109,719 福井県 福井市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋福井堀の宮店 サービス 飲食業 2%

109,720 福井県 福井市 河合税務会計事務所 サービス その他サービス 5%

109,721 福井県 福井市 川口洋菓子店 小売業 食料品 5%

109,722 福井県 福井市 川西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,723 福井県 福井市 韓国厨房　セナラ サービス 飲食業 5%

109,724 福井県 福井市 木田店 小売業 食料品 5%

109,725 福井県 福井市 北のおやじ　プリズム福井店 サービス 飲食業 5%

109,726 福井県 福井市 Ｋｉｄｓ Ｋｉｓｓ エルパ店 小売業 衣料品 5%

109,727 福井県 福井市 キディランド　福井店 小売業 食料品 5%

109,728 福井県 福井市 きはち屋　駅前店 サービス 飲食業 5%

109,729 福井県 福井市 きはち屋　学園店 サービス 飲食業 5%

109,730 福井県 福井市 きはちらくはち　大和田店 サービス 飲食業 5%

109,731 福井県 福井市 きはちらくはち　開発店 サービス 飲食業 5%

109,732 福井県 福井市 きはちらくはち　片町店 サービス 飲食業 5%

109,733 福井県 福井市 きはちらくはち　河増店 サービス 飲食業 5%

109,734 福井県 福井市 きはちらくはち　花堂店 サービス 飲食業 5%

109,735 福井県 福井市 きはちらくはち　やしろ店 サービス 飲食業 5%

109,736 福井県 福井市 きはちらくはち駅前店 サービス 飲食業 5%

109,737 福井県 福井市 きもの絹甚 小売業 衣料品 5%

109,738 福井県 福井市 きものギャラリー本嶋 サービス その他サービス 5%

109,739 福井県 福井市 きもの京山　きもの京山福井店 小売業 衣料品 5%

109,740 福井県 福井市 ＧＡＴＨＥＲＥＤ　福井駅前店 小売業 その他小売 5%

109,741 福井県 福井市 キャピックフクイ サービス その他サービス 5%

109,742 福井県 福井市 Ｃｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

109,743 福井県 福井市 牛角大和田店 サービス 飲食業 2%

109,744 福井県 福井市 九州道場　大和田藩 サービス 飲食業 5%

109,745 福井県 福井市 牛寅　開発店 サービス 飲食業 5%

109,746 福井県 福井市 牛寅　Ｎｅｏ　大和田店 サービス 飲食業 5%
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109,747 福井県 福井市 牛寅花堂店 サービス 飲食業 5%

109,748 福井県 福井市 京呉服　平田 小売業 衣料品 5%

109,749 福井県 福井市 ぎょうざ酒場だいきち サービス 飲食業 5%

109,750 福井県 福井市 綺麗屋ぱーしもん 小売業 その他小売 5%

109,751 福井県 福井市 キングラム福井本店 小売業 その他小売 2%

109,752 福井県 福井市 吟撰肉匠　立力 小売業 食料品 5%

109,753 福井県 福井市 錦梅堂　プリズム店 小売業 食料品 5%

109,754 福井県 福井市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ福井店 小売業 その他小売 5%

109,755 福井県 福井市 串揚げ処　ｋｉｊｕ サービス 飲食業 5%

109,756 福井県 福井市 串よろし サービス 飲食業 5%

109,757 福井県 福井市 くつろぎ倶楽部 サービス その他サービス 5%

109,758 福井県 福井市 くつろぎ倶楽部 サービス その他サービス 5%

109,759 福井県 福井市 ＫＵＲＡ　ＫＵＲＡ 小売業 衣料品 5%

109,760 福井県 福井市 グラスライン　福井ベル店 小売業 衣料品 5%

109,761 福井県 福井市 グラスライン福井パリオ店 小売業 衣料品 5%

109,762 福井県 福井市 グラン シェフ クーゼー グラン シェフ クーゼー サービス 飲食業 5%

109,763 福井県 福井市 クランデール二の宮店 小売業 食料品 5%

109,764 福井県 福井市 グラントイーワンズ　本店 小売業 衣料品 5%

109,765 福井県 福井市 クリップ 小売業 衣料品 5%

109,766 福井県 福井市 グルメプラザ・マルシン福井店 小売業 食料品 5%

109,767 福井県 福井市 グローブパリオ店 小売業 食料品 5%

109,768 福井県 福井市 クロロフィル美顔教室カイカドー 小売業 その他小売 5%

109,769 福井県 福井市 クロロフイル美顔教室サカヰヤ 小売業 その他小売 5%

109,770 福井県 福井市 ケィコレクション 小売業 衣料品 5%

109,771 福井県 福井市 Ｋ’ｓｂｏｒｓａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,772 福井県 福井市 ＣＯ 小売業 衣料品 5%

109,773 福井県 福井市 光夏 サービス 飲食業 5%

109,774 福井県 福井市 幸三郎　ウエディング サービス その他サービス 5%

109,775 福井県 福井市 神戸電化設備 小売業 電化製品 5%

109,776 福井県 福井市 ＣＯ 小売業 衣料品 5%

109,777 福井県 福井市 国民宿舎　鷹巣荘 サービス 宿泊業 5%

109,778 福井県 福井市 コスメティック浪華　浪華 小売業 その他小売 5%

109,779 福井県 福井市 ごちそう一乃松 小売業 食料品 5%

109,780 福井県 福井市 Ｃｏｎｎｅｃｔｏｒｓ　ｈｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

109,781 福井県 福井市 呉服町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,782 福井県 福井市 呉服町ＳＳ　株式会社室次 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,783 福井県 福井市 コマヤ福井文京店 小売業 衣料品 5%

109,784 福井県 福井市 五目亭 片町店 サービス 飲食業 5%

109,785 福井県 福井市 ゴルフパートナーＲ８金沢店 小売業 その他小売 2%

109,786 福井県 福井市 コレクションズＳ 小売業 衣料品 5%

109,787 福井県 福井市 ＣＯＭＰ・ＯＦＦ福井板垣店 小売業 その他小売 5%

109,788 福井県 福井市 Ｔｈｅ　Ｇｒａｎｄ　ｃｏｆｆｅｅ　Ｔｈｅ　Ｇｒａｎｄ　ｃｏｆｆｅｅ　ザ　グランドコーヒー 小売業 その他小売 5%
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109,789 福井県 福井市 Ｔｈｅ　Ｇｒａｎｄ　ｃｏｆｆｅｅ 小売業 その他小売 5%

109,790 福井県 福井市 ＴＨＥＧＡＴＥｂｙＳＵＮＤＡＹＭＯＵＮＴ 小売業 その他小売 5%

109,791 福井県 福井市 サイクルオート　サカイ 小売業 その他小売 5%

109,792 福井県 福井市 セブン－イレブン坂井町下兵庫店 小売業 食料品 2%

109,793 福井県 福井市 サキナビューティーラウンジ福井 小売業 その他小売 5%

109,794 福井県 福井市 サクラ住宅設計合同会社 サービス その他サービス 5%

109,795 福井県 福井市 桜寿司 サービス 飲食業 5%

109,796 福井県 福井市 プリズム福井　さくら茶屋 サービス 飲食業 5%

109,797 福井県 福井市 さくら通り動物病院 サービス その他サービス 5%

109,798 福井県 福井市 さくらの宮ランドセル　福井本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,799 福井県 福井市 桜むすび　プリズム店 小売業 食料品 5%

109,800 福井県 福井市 酒アルコ福井片町店 小売業 食料品 5%

109,801 福井県 福井市 酒＆業務スーパーワッセ店 小売業 食料品 2%

109,802 福井県 福井市 酒のソクハイ　福井片町店 小売業 その他小売 5%

109,803 福井県 福井市 ＳＵＲＰＲＩＳＥ 小売業 衣料品 5%

109,804 福井県 福井市 サン　二の宮店 小売業 家具・調度品 5%

109,805 福井県 福井市 三愛フィロリフィー　フクイベル店 小売業 衣料品 5%

109,806 福井県 福井市 三愛　マーブルインク　パリオ店 小売業 衣料品 5%

109,807 福井県 福井市 三愛マーブルインク福井ベル店 小売業 衣料品 5%

109,808 福井県 福井市 サンテラボ 小売業 家具・調度品 5%

109,809 福井県 福井市 サンパ 小売業 家具・調度品 5%

109,810 福井県 福井市 サンパ 小売業 家具・調度品 5%

109,811 福井県 福井市 Ｓｙｍｐａ　高柳店 小売業 家具・調度品 5%

109,812 福井県 福井市 シアターハウス 小売業 電化製品 5%

109,813 福井県 福井市 ＣＬＴＤ 小売業 衣料品 5%

109,814 福井県 福井市 シェアラ　福井店 小売業 その他小売 5%

109,815 福井県 福井市 ＪＪ益永 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,816 福井県 福井市 Ｊ　プロジェクト　福井 小売業 その他小売 5%

109,817 福井県 福井市 ジェームス福井大和田店 小売業 その他小売 2%

109,818 福井県 福井市 塩善茶舗　塩善茶舗 小売業 食料品 5%

109,819 福井県 福井市 ＸＩＯＮ サービス その他サービス 5%

109,820 福井県 福井市 じっぷじっぷ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

109,821 福井県 福井市 じっぷじっぷ　種池店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

109,822 福井県 福井市 シトロン　ｃｉｔｒｏｎ　　ｃｉｔｒｏｎ サービス 理容・美容業 5%

109,823 福井県 福井市 シマダデンキ 小売業 電化製品 5%

109,824 福井県 福井市 清水無線電気商会 小売業 電化製品 5%

109,825 福井県 福井市 シャディ　つぼた　本店 小売業 その他小売 5%

109,826 福井県 福井市 シャディつぼた　つくし野店 小売業 その他小売 5%

109,827 福井県 福井市 車両広告専門店 サービス その他サービス 5%

109,828 福井県 福井市 ＪＵＭＰＩＮ　ＢＥＡＮ 小売業 衣料品 5%

109,829 福井県 福井市 Ｓｈａｍｐｏｏ サービス 飲食業 5%

109,830 福井県 福井市 ジュエリータイム アサヒ ジュエリータイムアサヒ 小売業 その他小売 5%
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109,831 福井県 福井市 ジュエリー土屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,832 福井県 福井市 ジュエリーパリ 小売業 その他小売 5%

109,833 福井県 福井市 シューズショップ　ドナ店 小売業 食料品 5%

109,834 福井県 福井市 酒楽山おか サービス 飲食業 5%

109,835 福井県 福井市 旬彩肉焼居酒屋　ぼんた サービス 飲食業 5%

109,836 福井県 福井市 旬彩和厨　馬場 サービス 飲食業 5%

109,837 福井県 福井市 ＪＯＹ　すずわ 小売業 電化製品 5%

109,838 福井県 福井市 （有）正午堂　福井店 小売業 貴金属・服飾品 5%

109,839 福井県 福井市 食彩館大宮店 小売業 食料品 5%

109,840 福井県 福井市 食彩館東部店 小売業 食料品 5%

109,841 福井県 福井市 食彩館西福井 小売業 食料品 5%

109,842 福井県 福井市 食彩館やしろ店 小売業 食料品 5%

109,843 福井県 福井市 食彩館四ツ居店 小売業 食料品 5%

109,844 福井県 福井市 白崎行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

109,845 福井県 福井市 白浜荘 サービス 宿泊業 5%

109,846 福井県 福井市 城町アネックス サービス 宿泊業 5%

109,847 福井県 福井市 甚右衛門　新保店 サービス 飲食業 5%

109,848 福井県 福井市 新鮮館えもり 小売業 食料品 5%

109,849 福井県 福井市 新鮮館大安寺 小売業 食料品 5%

109,850 福井県 福井市 新鮮館つくし野 小売業 食料品 5%

109,851 福井県 福井市 新鮮館灯明寺 小売業 食料品 5%

109,852 福井県 福井市 新鮮館みのり 小売業 食料品 5%

109,853 福井県 福井市 水仙花 小売業 食料品 5%

109,854 福井県 福井市 スーパーカーボ開発店 小売業 その他小売 5%

109,855 福井県 福井市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ新二の宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

109,856 福井県 福井市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ＋ＧＥＯ大和田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

109,857 福井県 福井市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ＋ＧＥＯワッセ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

109,858 福井県 福井市 スカイハルカ 小売業 電化製品 5%

109,859 福井県 福井市 スカイやまだ 小売業 電化製品 5%

109,860 福井県 福井市 すかっとランド九頭竜 サービス 宿泊業 5%

109,861 福井県 福井市 鮨長 サービス 飲食業 5%

109,862 福井県 福井市 スタイリストゴトウ福井高木店 小売業 その他小売 5%

109,863 福井県 福井市 エステティックサロンｊｅｕｎｅｓｓｅ サービス 理容・美容業 5%

109,864 福井県 福井市 すたみな太郎　福井店 サービス 飲食業 5%

109,865 福井県 福井市 スナディッシュ 小売業 その他小売 5%

109,866 福井県 福井市 Ｓｎｏｗｃａｆｅ焙煎工房 サービス 飲食業 5%

109,867 福井県 福井市 ｓｆｒａ サービス 理容・美容業 5%

109,868 福井県 福井市 スペックスジム サービス その他サービス 5%

109,869 福井県 福井市 スポーツショップ　リオ 小売業 衣料品 5%

109,870 福井県 福井市 ＴＨＲＩＦＴＥＲＳＦａｍ福井やしろ店 小売業 その他小売 5%

109,871 福井県 福井市 生活雑貨ＨＡＮＡ下馬店 小売業 その他小売 5%

109,872 福井県 福井市 生活雑貨ＨＡＮＡ文京店 小売業 その他小売 5%
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109,873 福井県 福井市 生活雑貨ＨＡＮＡベル店 小売業 その他小売 5%

109,874 福井県 福井市 西部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,875 福井県 福井市 西部燃料株式会社 小売業 その他小売 5%

109,876 福井県 福井市 西洋菓子倶楽部アピタ大和田店 小売業 食料品 5%

109,877 福井県 福井市 西洋菓子倶楽部アピタ福井店 小売業 食料品 5%

109,878 福井県 福井市 石油事業部 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,879 福井県 福井市 株式会社　セツコ． サービス 理容・美容業 5%

109,880 福井県 福井市 Ｓｅｔｓｕｋｏ　ｌｉｆｅ×ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

109,881 福井県 福井市 セツコ美容室　順化店 サービス 理容・美容業 5%

109,882 福井県 福井市 セッション　オオミヤ サービス 理容・美容業 5%

109,883 福井県 福井市 セルフィッシュ 小売業 家具・調度品 5%

109,884 福井県 福井市 Ｃｅｌｅｂｏｕｒｇ福井やしろ店 小売業 その他小売 5%

109,885 福井県 福井市 選挙ポスター専門店 サービス その他サービス 5%

109,886 福井県 福井市 総癒館二の宮院中村 サービス 理容・美容業 5%

109,887 福井県 福井市 蕎麦　やすたけ サービス 飲食業 5%

109,888 福井県 福井市 蕎麦Ｄｉｎｉｎｇ　一福 サービス 飲食業 5%

109,889 福井県 福井市 蕎麦屋　十九 サービス 飲食業 5%

109,890 福井県 福井市 ソフトバンク　アピタ福井大和田 小売業 その他小売 5%

109,891 福井県 福井市 ソプラ 小売業 衣料品 5%

109,892 福井県 福井市 Ｓｏｒａｎｅ サービス 飲食業 5%

109,893 福井県 福井市 ＳｏＬｃｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

109,894 福井県 福井市 リラクゼーションサロンソルジェンテ サービス その他サービス 5%

109,895 福井県 福井市 大吉餅 小売業 食料品 5%

109,896 福井県 福井市 ｄａｉｃｈｏ 小売業 衣料品 5%

109,897 福井県 福井市 大長　文京店 小売業 衣料品 5%

109,898 福井県 福井市 大名町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,899 福井県 福井市 タイヤガーデンサカモト 小売業 その他小売 5%

109,900 福井県 福井市 タイヤガーデン福井 小売業 その他小売 5%

109,901 福井県 福井市 タイヤ館福井西 小売業 その他小売 2%

109,902 福井県 福井市 タイヤ館　福井文京 小売業 その他小売 2%

109,903 福井県 福井市 タウンホテル福井 サービス 宿泊業 5%

109,904 福井県 福井市 高井不動産株式会社 サービス その他サービス 5%

109,905 福井県 福井市 株式会社たからや商店 小売業 その他小売 5%

109,906 福井県 福井市 滝の川 サービス 飲食業 5%

109,907 福井県 福井市 多国籍居酒屋シャンガリ サービス 飲食業 5%

109,908 福井県 福井市 タルティーナ サービス 飲食業 5%

109,909 福井県 福井市 中央市場給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,910 福井県 福井市 直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,911 福井県 福井市 治療室　櫻　Ｓａｋｕｒａ サービス その他サービス 5%

109,912 福井県 福井市 佃の佃煮　プリズム福井店 サービス 飲食業 5%

109,913 福井県 福井市 つくも橋ピリケン本店 サービス 飲食業 5%

109,914 福井県 福井市 ツタヤ　福井パリオ店 小売業 食料品 5%
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109,915 福井県 福井市 ツタヤ書店 小売業 食料品 5%

109,916 福井県 福井市 ツチハシ電化 小売業 電化製品 5%

109,917 福井県 福井市 つぼた　江守中店 小売業 その他小売 5%

109,918 福井県 福井市 テアトルサンク　３ サービス その他サービス 5%

109,919 福井県 福井市 テアトルサンク　２ サービス その他サービス 5%

109,920 福井県 福井市 テアトルサンク　１ サービス その他サービス 5%

109,921 福井県 福井市 ＴＫＹカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

109,922 福井県 福井市 Ｔ．ＳＥＬＥＣＴ 小売業 衣料品 5%

109,923 福井県 福井市 ＴＭコーポレーション サービス その他サービス 5%

109,924 福井県 福井市 ｔａｓｔｅ サービス 飲食業 5%

109,925 福井県 福井市 テート テート 小売業 その他小売 5%

109,926 福井県 福井市 テキサスハンズ　大和田店 小売業 食料品 5%

109,927 福井県 福井市 テキサスハンズ　春江店 小売業 食料品 5%

109,928 福井県 福井市 テキサスハンズ　福井店 小売業 食料品 5%

109,929 福井県 福井市 テキサスハンズ　やしろ店 小売業 食料品 5%

109,930 福井県 福井市 テキサスハンズ　四ツ居店 小売業 食料品 5%

109,931 福井県 福井市 デザートスクエア パリオ店 小売業 食料品 5%

109,932 福井県 福井市 ｄｅｓｉｇｎｌａｂｏｃｈｉｃａ 小売業 衣料品 5%

109,933 福井県 福井市 鉄鍋屋 サービス 飲食業 5%

109,934 福井県 福井市 鉄板料理薫風　高木店 サービス 飲食業 5%

109,935 福井県 福井市 鉄板料理薫風　本店 サービス 飲食業 5%

109,936 福井県 福井市 手取フィッシュランド福井店 小売業 その他小売 5%

109,937 福井県 福井市 デボン熱帯魚館 小売業 その他小売 5%

109,938 福井県 福井市 てもみやてん サービス 理容・美容業 5%

109,939 福井県 福井市 ｄｅｗｗ　ｄｅｗｗ 小売業 食料品 5%

109,940 福井県 福井市 テリフリ 小売業 その他小売 5%

109,941 福井県 福井市 天下一品　福井二の宮店 サービス 飲食業 5%

109,942 福井県 福井市 電化の野路 小売業 電化製品 5%

109,943 福井県 福井市 でんき館とびやま 小売業 電化製品 5%

109,944 福井県 福井市 でんきランドよしむら 小売業 電化製品 5%

109,945 福井県 福井市 でんきランドでんえいしゃ 小売業 電化製品 5%

109,946 福井県 福井市 テンダ　ロッサ サービス 飲食業 5%

109,947 福井県 福井市 Ｔｅｎｄａ　Ｒｏｓｓａ サービス 飲食業 5%

109,948 福井県 福井市 天たつ 小売業 食料品 5%

109,949 福井県 福井市 天たつ　プリズム福井店 小売業 食料品 5%

109,950 福井県 福井市 DoCompany 小売業 衣料品 5%

109,951 福井県 福井市 東郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,952 福井県 福井市 堂下商店 サービス その他サービス 5%

109,953 福井県 福井市 Ｔ’ｕｔｔｏ／ｄａｉｃｈｏ 小売業 衣料品 5%

109,954 福井県 福井市 東部燃料 株  東部燃料株式会社 小売業 その他小売 5%

109,955 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアリーナ板垣店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,956 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ光陽店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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109,957 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサン勝見店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,958 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアリーナ板垣店　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,959 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大和田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,960 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフサン勝見店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,961 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフやしろ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,962 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅノース福井店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,963 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアミューズ上北野店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,964 福井県 福井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ毛矢店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,965 福井県 福井市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅＢｉＧエッグわかすぎ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,966 福井県 福井市 徳光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,967 福井県 福井市 とざわ　でんき 小売業 電化製品 5%

109,968 福井県 福井市 Ｄｏｔ．Ｇｒａｐｈ サービス その他サービス 5%

109,969 福井県 福井市 トヨタカローラ福井今市店 小売業 その他小売 5%

109,970 福井県 福井市 トヨタカローラ福井中央店 小売業 その他小売 5%

109,971 福井県 福井市 トヨタカローラ福井福井店 小売業 その他小売 5%

109,972 福井県 福井市 トヨタカローラ福井本部 小売業 その他小売 5%

109,973 福井県 福井市 トヨタレンタリース福井　福井ひがし店 サービス その他サービス 2%

109,974 福井県 福井市 トヨタレンタリース福井日光店 サービス その他サービス 2%

109,975 福井県 福井市 トヨタレンタリース福井福井駅東口店 サービス その他サービス 2%

109,976 福井県 福井市 トヨタレンタリース福井福井みなみ店 サービス その他サービス 2%

109,977 福井県 福井市 ドライクリーナース幾久 サービス その他サービス 5%

109,978 福井県 福井市 トラットリア　チャオ サービス 飲食業 5%

109,979 福井県 福井市 トラットリアトマト サービス 飲食業 5%

109,980 福井県 福井市 鳥山楽器 小売業 その他小売 5%

109,981 福井県 福井市 トレモロ トレモロ サービス 飲食業 5%

109,982 福井県 福井市 ＴＲＯＩＳ　ＲＯＣＨＥＳ 小売業 衣料品 5%

109,983 福井県 福井市 問屋センターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,984 福井県 福井市 ＮＯＷＨＥＲＥ福井フェアモール店 小売業 衣料品 5%

109,985 福井県 福井市 永田ラジオ電器商会 小売業 電化製品 5%

109,986 福井県 福井市 中西昆布 小売業 食料品 5%

109,987 福井県 福井市 ｎａｇｏｍｉ 小売業 その他小売 5%

109,988 福井県 福井市 ｎａｇｏｍｉ 小売業 その他小売 5%

109,989 福井県 福井市 なごみ家　こだま サービス 飲食業 5%

109,990 福井県 福井市 ナチュラルキッチンサール サービス 飲食業 5%

109,991 福井県 福井市 棗ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

109,992 福井県 福井市 似顔絵スタジオワンダーペイント 小売業 その他小売 5%

109,993 福井県 福井市 肉と韓国料理　たつりき サービス 飲食業 5%

109,994 福井県 福井市 にくにはにくの サービス 飲食業 5%

109,995 福井県 福井市 西本酒店 小売業 その他小売 5%

109,996 福井県 福井市 西元祐貴陶墨画ギャラリー サービス その他サービス 5%

109,997 福井県 福井市 新田塚アーク サービス その他サービス 5%

109,998 福井県 福井市 新田塚アークジョイやしろ サービス その他サービス 5%
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109,999 福井県 福井市 新田塚アークＤＯ！ サービス その他サービス 5%

110,000 福井県 福井市 ニュ－イングランド　つくしの 小売業 電化製品 5%

110,001 福井県 福井市 ニュ－イングランド　もりた 小売業 電化製品 5%

110,002 福井県 福井市 ＮＥＷ　秋吉 サービス 飲食業 5%

110,003 福井県 福井市 ｎａｉｌｓａｌｏｎａｒｃ サービス 理容・美容業 5%

110,004 福井県 福井市 ＮＡＩＬＳＡＬＯＮＲｅｊｏｕｉｒ サービス その他サービス 5%

110,005 福井県 福井市 ｎａｉｌｄｅｓｉｇｎ　Ｇｒａｃｅ　ｎａｉｌｄｅｓｉｇｎ　Ｇｒａｃｅ サービス その他サービス 5%

110,006 福井県 福井市 根來税理士事務所 サービス その他サービス 5%

110,007 福井県 福井市 ネッツトヨタ福井　本店 小売業 その他小売 5%

110,008 福井県 福井市 ネッツトヨタ福井中央店 小売業 その他小売 5%

110,009 福井県 福井市 ネッツトヨタ福井福井店 小売業 その他小売 5%

110,010 福井県 福井市 野路洋服店 小売業 衣料品 5%

110,011 福井県 福井市 野路洋服店　野路洋服店 小売業 衣料品 5%

110,012 福井県 福井市 ノベルティー専門店 サービス その他サービス 5%

110,013 福井県 福井市 Ｎｏｍａｄ 小売業 衣料品 5%

110,014 福井県 福井市 ＰｅｒｓｏｎａｌＴｒａｉｎｉｎｇＳｔｕｄｉｏＴｏｔｏｎｏｅ サービス その他サービス 5%

110,015 福井県 福井市 ハーツ 小売業 食料品 5%

110,016 福井県 福井市 ハーツ　羽水 小売業 食料品 5%

110,017 福井県 福井市 ハーツ　羽水店 小売業 食料品 5%

110,018 福井県 福井市 ハーツ　学園店 小売業 食料品 5%

110,019 福井県 福井市 ハーツ　志比口店 小売業 食料品 5%

110,020 福井県 福井市 ＢＡＲＢＥＲ　ＳＨＯＰ　樹の下　シェービングスペース　ｆｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

110,021 福井県 福井市 ＰＥＡＲＬ ＤＯＧＳ  台湾タピオカ専門店 ＰＥＡＲＬ ＤＯＧＳ 駅前店 サービス 飲食業 5%

110,022 福井県 福井市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　福井日之出店 サービス その他サービス 5%

110,023 福井県 福井市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　福井御幸店 サービス その他サービス 5%

110,024 福井県 福井市 博多若鳥 サービス 飲食業 5%

110,025 福井県 福井市 長谷川の家具 小売業 家具・調度品 5%

110,026 福井県 福井市 ８番らーめん足羽店 サービス 飲食業 2%

110,027 福井県 福井市 ８番らーめん開発店 サービス 飲食業 2%

110,028 福井県 福井市 ８番らーめん新保店 サービス 飲食業 2%

110,029 福井県 福井市 ８番らーめん灯明寺店 サービス 飲食業 2%

110,030 福井県 福井市 ８番らーめん二の宮店 サービス 飲食業 2%

110,031 福井県 福井市 ８番らーめん花堂店 サービス 飲食業 2%

110,032 福井県 福井市 ８番らーめん春江店 サービス 飲食業 2%

110,033 福井県 福井市 ８番らーめん福井駅店 サービス 飲食業 2%

110,034 福井県 福井市 ８番らーめん福井大学前店 サービス 飲食業 2%

110,035 福井県 福井市 ８番らーめん堀の宮店 サービス 飲食業 2%

110,036 福井県 福井市 ８番らーめん御幸店 サービス 飲食業 2%

110,037 福井県 福井市 ８番らーめん米松店 サービス 飲食業 2%

110,038 福井県 福井市 ８番らーめん若杉店 サービス 飲食業 2%

110,039 福井県 福井市 八葉　駅前店 サービス 飲食業 5%

110,040 福井県 福井市 ＪＭ／バッカス サービス 飲食業 5%
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110,041 福井県 福井市 バックのあぶらや 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,042 福井県 福井市 バッグのあぶらや　ワッセ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,043 福井県 福井市 バッグのあぶらやエルパ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,044 福井県 福井市 バッグのあぶらやベル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,045 福井県 福井市 発酵薬膳料理　禅ＺＥＮ サービス 飲食業 5%

110,046 福井県 福井市 ハッシュアッシュパリオ店 小売業 食料品 5%

110,047 福井県 福井市 バツタカハシ 小売業 衣料品 5%

110,048 福井県 福井市 バツタカハシ　花堂店 小売業 衣料品 5%

110,049 福井県 福井市 バツタカハシ　ルーツ店 小売業 衣料品 5%

110,050 福井県 福井市 バツタカハシ　パート２ 小売業 衣料品 5%

110,051 福井県 福井市 ハーティ　福井店 小売業 その他小売 5%

110,052 福井県 福井市 パティスリー　アン　ガトー 小売業 食料品 5%

110,053 福井県 福井市 ｐａｔｉｎａ サービス その他サービス 5%

110,054 福井県 福井市 ハード　オフ　福井北店 小売業 電化製品 2%

110,055 福井県 福井市 ハードオフ　福井南店 小売業 電化製品 2%

110,056 福井県 福井市 Ｂａｎａｎａ サービス その他サービス 5%

110,057 福井県 福井市 花の店　フルールホリ 小売業 その他小売 5%

110,058 福井県 福井市 はなみや サービス 飲食業 5%

110,059 福井県 福井市 花物語　花丸 小売業 その他小売 5%

110,060 福井県 福井市 花堂ＯＤ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,061 福井県 福井市 花堂ＯＤ　ＥＮＥＲＩＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,062 福井県 福井市 花堂南ＳＳ　福信商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,063 福井県 福井市 ハニー足羽店 小売業 食料品 5%

110,064 福井県 福井市 ハニー新鮮館大安寺 小売業 食料品 5%

110,065 福井県 福井市 ハニー木田店 小売業 食料品 5%

110,066 福井県 福井市 ハニークランデール二の宮店 小売業 食料品 5%

110,067 福井県 福井市 ハニー食彩館大宮店 小売業 食料品 5%

110,068 福井県 福井市 ハニー食彩館東部店 小売業 食料品 5%

110,069 福井県 福井市 ハニー食彩館西福井 小売業 食料品 5%

110,070 福井県 福井市 ハニー食彩館やしろ店 小売業 食料品 5%

110,071 福井県 福井市 ハニー食彩館四ツ居店 小売業 食料品 5%

110,072 福井県 福井市 ハニー新鮮館みのり 小売業 食料品 5%

110,073 福井県 福井市 ハニー新鮮館つくし野 小売業 食料品 5%

110,074 福井県 福井市 ハニー新鮮館灯明寺 小売業 食料品 5%

110,075 福井県 福井市 ハニー新鮮館えもり 小売業 食料品 5%

110,076 福井県 福井市 ハニー麻生津店 小売業 食料品 5%

110,077 福井県 福井市 羽二重餅総本舗松岡軒　プリズム福井店 サービス 飲食業 5%

110,078 福井県 福井市 ハマノ薬局 小売業 その他小売 5%

110,079 福井県 福井市 プリズム福井　はや川 小売業 食料品 5%

110,080 福井県 福井市 パリオ　インナー 小売業 食料品 5%

110,081 福井県 福井市 パリオ　催事 小売業 食料品 5%

110,082 福井県 福井市 パリオ　シンシ 小売業 食料品 5%
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110,083 福井県 福井市 パリオ　ナンファン 小売業 食料品 5%

110,084 福井県 福井市 パリオ　婦人服 小売業 食料品 5%

110,085 福井県 福井市 セブン－イレブン春江町為国店 小売業 食料品 2%

110,086 福井県 福井市 パワーシティ　新保店 小売業 食料品 5%

110,087 福井県 福井市 番匠本店　プリズム店 小売業 食料品 5%

110,088 福井県 福井市 ＰＡＮＴＥＳフェニックスプラザ前本店 サービス 飲食業 5%

110,089 福井県 福井市 ビアンモア 小売業 衣料品 5%

110,090 福井県 福井市 （有）ビアンモア 小売業 衣料品 5%

110,091 福井県 福井市 ＢＩＥＮＭＯＲＥ　ＧＯＬＦ 小売業 衣料品 5%

110,092 福井県 福井市 ＢＩＥＮＭＯＲＥ　Ｂｌｅｕ 小売業 衣料品 5%

110,093 福井県 福井市 ＢＩＥＮ　ＭＯＲＥ　ＣＡＳＡ　Ｗｅｉ 小売業 衣料品 5%

110,094 福井県 福井市 ＢＩＥＮ　ＭＯＲＥ　ＣＡＳＡ　Ｒｏｔ 小売業 衣料品 5%

110,095 福井県 福井市 ＢＩＥＮ ＭＯＲＥ Ｂｌｅｕ 小売業 衣料品 5%

110,096 福井県 福井市 ＢＭＯ福井大町店 小売業 衣料品 5%

110,097 福井県 福井市 ＢＭＯ福井開発店 小売業 衣料品 5%

110,098 福井県 福井市 東藤島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,099 福井県 福井市 美ＧＯＳＨ サービス 理容・美容業 5%

110,100 福井県 福井市 ビーズ屋さん 小売業 その他小売 5%

110,101 福井県 福井市 ピソリーノ　大和田店 サービス 飲食業 5%

110,102 福井県 福井市 びっくりドンキー福井開発店 サービス 飲食業 2%

110,103 福井県 福井市 ビデオ激安王　福井店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

110,104 福井県 福井市 日之出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,105 福井県 福井市 ビバ 小売業 衣料品 5%

110,106 福井県 福井市 ビビアン サービス 理容・美容業 2%

110,107 福井県 福井市 百 サービス 飲食業 5%

110,108 福井県 福井市 ｂｕｔ サービス 理容・美容業 5%

110,109 福井県 福井市 ｐｕ?ｐａ☆ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

110,110 福井県 福井市 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓｐａｃｅ　ＬＵＣＥ サービス 理容・美容業 5%

110,111 福井県 福井市 美容カイロのお店エルトラスト サービス その他サービス 5%

110,112 福井県 福井市 美容カイロサロンプチローズ サービス その他サービス 5%

110,113 福井県 福井市 美容室　幸愛 サービス 理容・美容業 5%

110,114 福井県 福井市 美容室　幸愛 サービス 理容・美容業 5%

110,115 福井県 福井市 美容室カプセル サービス 理容・美容業 5%

110,116 福井県 福井市 美容室クリエイト　ヴィサージュ店 サービス 理容・美容業 5%

110,117 福井県 福井市 美容室コジコジ サービス 理容・美容業 5%

110,118 福井県 福井市 ピレリー福井 小売業 その他小売 5%

110,119 福井県 福井市 ピレリー福井 小売業 その他小売 5%

110,120 福井県 福井市 ヒロトノワーク サービス 理容・美容業 5%

110,121 福井県 福井市 ファストフードあじもり　エルパ店 サービス 飲食業 5%

110,122 福井県 福井市 ファッションプラザ　新保店 小売業 食料品 5%

110,123 福井県 福井市 ファッションプラザパリオ店 小売業 食料品 5%

110,124 福井県 福井市 ファッションプラザ　福井南店 小売業 食料品 5%
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110,125 福井県 福井市 ファミリーサロン橋元 サービス 理容・美容業 5%

110,126 福井県 福井市 フィッシング　ポイント 小売業 その他小売 5%

110,127 福井県 福井市 フィットワン 小売業 衣料品 5%

110,128 福井県 福井市 封筒印刷専門店 サービス その他サービス 5%

110,129 福井県 福井市 フェローズ 小売業 その他小売 5%

110,130 福井県 福井市 ＰＨＯＴＯ１９ サービス その他サービス 5%

110,131 福井県 福井市 フォトスタジオ　スマイル サービス その他サービス 5%

110,132 福井県 福井市 フォトスタジオ　スマイル　写真の伸光 サービス その他サービス 5%

110,133 福井県 福井市 フォトスタジオスマイル サービス その他サービス 5%

110,134 福井県 福井市 フォルダ専門店 サービス その他サービス 5%

110,135 福井県 福井市 ｆｏｒｅｓｔ サービス その他サービス 5%

110,136 福井県 福井市 セブン－イレブン福井板垣３丁目店 小売業 食料品 2%

110,137 福井県 福井市 セブン－イレブン福井板垣２丁目店 小売業 食料品 2%

110,138 福井県 福井市 福井ウクレレクラスタ楽音 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

110,139 福井県 福井市 福井ウクレレクラスタ楽音 小売業 その他小売 5%

110,140 福井県 福井市 セブン－イレブン福井運動公園店 小売業 食料品 2%

110,141 福井県 福井市 セブン－イレブン福井大手３丁目店 小売業 食料品 2%

110,142 福井県 福井市 福井お土産ドットコム 小売業 家具・調度品 5%

110,143 福井県 福井市 セブン－イレブン福井開発３丁目店 小売業 食料品 2%

110,144 福井県 福井市 セブン－イレブン福井開発町店 小売業 食料品 2%

110,145 福井県 福井市 セブン－イレブン福井学園２丁目店 小売業 食料品 2%

110,146 福井県 福井市 セブン－イレブン福井経田１丁目店 小売業 食料品 2%

110,147 福井県 福井市 セブン－イレブン福井栗森町店 小売業 食料品 2%

110,148 福井県 福井市 福井ゲストハウスＳＡＭＭＩＥ’Ｓ サービス その他サービス 5%

110,149 福井県 福井市 福井厚生病院売店 小売業 その他小売 5%

110,150 福井県 福井市 セブン－イレブン福井三郎丸店 小売業 食料品 2%

110,151 福井県 福井市 福井市観光物産館　福福館 小売業 食料品 5%

110,152 福井県 福井市 セブン－イレブン福井志比口店 小売業 食料品 2%

110,153 福井県 福井市 セブン－イレブン福井清水町店 小売業 食料品 2%

110,154 福井県 福井市 福井市美山森林温泉　みらくる亭 サービス 宿泊業 5%

110,155 福井県 福井市 セブン－イレブン福井下河北町店 小売業 食料品 2%

110,156 福井県 福井市 セブン－イレブン福井城東４丁目店 小売業 食料品 2%

110,157 福井県 福井市 福井新聞社 サービス その他サービス 5%

110,158 福井県 福井市 ふくい鮮市場 手摘屋 小売業 食料品 5%

110,159 福井県 福井市 福井ダイハツ販売浅水店 小売業 その他小売 5%

110,160 福井県 福井市 福井ダイハツ販売高木中央店 小売業 その他小売 5%

110,161 福井県 福井市 セブン－イレブン福井高木町店 小売業 食料品 2%

110,162 福井県 福井市 セブン－イレブン福井高柳町店 小売業 食料品 2%

110,163 福井県 福井市 セブン－イレブン福井種池２丁目店 小売業 食料品 2%

110,164 福井県 福井市 福井中央カイロプラクティック院 サービス 理容・美容業 5%

110,165 福井県 福井市 セブン－イレブン福井問屋町１丁目店 小売業 食料品 2%

110,166 福井県 福井市 セブン－イレブン福井灯明寺１丁目店 小売業 食料品 2%
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110,167 福井県 福井市 福井トヨタ自動車開発店 小売業 その他小売 5%

110,168 福井県 福井市 福井トヨタ自動車管理本部 小売業 その他小売 5%

110,169 福井県 福井市 福井トヨタ自動車福井大仏前店 小売業 その他小売 5%

110,170 福井県 福井市 福井トヨタ自動車法人 小売業 その他小売 5%

110,171 福井県 福井市 福井トヨタ自動車本社 小売業 その他小売 5%

110,172 福井県 福井市 福井トヨタ自動車Ｕ－Ｃａｒピア本社 小売業 その他小売 5%

110,173 福井県 福井市 福井トヨタ自動車レクサス福井 小売業 その他小売 5%

110,174 福井県 福井市 福井トヨペット天菅生橋店 小売業 その他小売 5%

110,175 福井県 福井市 福井トヨペット東店 小売業 その他小売 5%

110,176 福井県 福井市 福井トヨペット本店 小売業 その他小売 5%

110,177 福井県 福井市 福井トヨペット南福井店 小売業 その他小売 5%

110,178 福井県 福井市 セブン－イレブン福井西谷３丁目店 小売業 食料品 2%

110,179 福井県 福井市 セブン－イレブン福井春山１丁目店 小売業 食料品 2%

110,180 福井県 福井市 福井パレスイン サービス 宿泊業 5%

110,181 福井県 福井市 福井パレスホテル サービス 宿泊業 5%

110,182 福井県 福井市 福井日野自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

110,183 福井県 福井市 福井フェニックスホテル サービス 宿泊業 5%

110,184 福井県 福井市 セブン－イレブン福井文京３丁目店 小売業 食料品 2%

110,185 福井県 福井市 福井補聴器センター福井店 小売業 その他小売 5%

110,186 福井県 福井市 福井マンテンホテル駅前 サービス 宿泊業 5%

110,187 福井県 福井市 セブン－イレブン福井みのり店 小売業 食料品 2%

110,188 福井県 福井市 セブン－イレブン福井米松２丁目店 小売業 食料品 2%

110,189 福井県 福井市 セブン－イレブン福井和田東店 小売業 食料品 2%

110,190 福井県 福井市 プリズム福井　福井わらじ屋 小売業 その他小売 5%

110,191 福井県 福井市 フク理容 サービス 理容・美容業 5%

110,192 福井県 福井市 ブシェリ片町 サービス 飲食業 5%

110,193 福井県 福井市 冨士屋玩具　冨士屋玩具 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

110,194 福井県 福井市 プジョー福井 サービス その他サービス 5%

110,195 福井県 福井市 プチモールうちやま 小売業 その他小売 5%

110,196 福井県 福井市 ＢＯＯＫ･ＯＦＦ福井二の宮店 小売業 その他小売 2%

110,197 福井県 福井市 ＢＯＯＫ・ＯＦＦ福井やしろ店 小売業 その他小売 2%

110,198 福井県 福井市 ＢＯＯＫ･ＯＦＦ福井米松店 小売業 その他小売 2%

110,199 福井県 福井市 ブティック　ルクール 小売業 衣料品 5%

110,200 福井県 福井市 ｂｒｏｗｎ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

110,201 福井県 福井市 美容カイロＰｌｕｓＣｌｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

110,202 福井県 福井市 プラスハート　パリオ店 小売業 食料品 5%

110,203 福井県 福井市 プラスハート　ワイプラザ店 小売業 食料品 5%

110,204 福井県 福井市 フラデリ 小売業 衣料品 5%

110,205 福井県 福井市 プリズム福井　プリズムマート 小売業 食料品 5%

110,206 福井県 福井市 ふりそで　日和 小売業 衣料品 5%

110,207 福井県 福井市 ふりそでの岩本 小売業 衣料品 5%

110,208 福井県 福井市 ＢＬＩＮＫ Ｈａｉｒ ｍａｋｅ ＢＬＩＮＫ サービス 理容・美容業 5%
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110,209 福井県 福井市 ブルーアース 小売業 その他小売 5%

110,210 福井県 福井市 ブルーバード理容室 サービス 理容・美容業 5%

110,211 福井県 福井市 ブルーバード理容室 サービス 理容・美容業 5%

110,212 福井県 福井市 ブレーズ 小売業 その他小売 5%

110,213 福井県 福井市 Ｂｒｓ．ＭＡＲＵＹＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

110,214 福井県 福井市 ｂｒｅａｔｈｏｆｔｈｅａｉｒ 小売業 衣料品 5%

110,215 福井県 福井市 ｆｌｏｗ．Ｎｅｘｕｓ 小売業 電化製品 5%

110,216 福井県 福井市 フローレンス サービス 理容・美容業 5%

110,217 福井県 福井市 プロモート　Ｓ　日之出店 サービス その他サービス 5%

110,218 福井県 福井市 Ｂｌｏｎｄｉｅ サービス 理容・美容業 5%

110,219 福井県 福井市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｌａｐｉｓ サービス 理容・美容業 5%

110,220 福井県 福井市 ＨＡＩＲ　　　ＳＰＡ　Ｎｉｃｏ　ＨＡＩＲ　　　ＳＰＡ　Ｎｉｃｏ サービス その他サービス 5%

110,221 福井県 福井市 ヘアーサロンアスワ サービス 理容・美容業 5%

110,222 福井県 福井市 ヘアーサロンさかした サービス 理容・美容業 5%

110,223 福井県 福井市 ＨＡＩＲ＆ＳＰＡＮｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

110,224 福井県 福井市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｂｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

110,225 福井県 福井市 ＨＡＩＲ　ＲＯＯＭ　いちごじゃむ サービス 理容・美容業 5%

110,226 福井県 福井市 米穀商杉山商店 小売業 食料品 5%

110,227 福井県 福井市 ベェレッザ 小売業 衣料品 5%

110,228 福井県 福井市 Ｖｅｇｇｉｅｓ サービス 飲食業 5%

110,229 福井県 福井市 ＶＥＳＴＡ サービス 飲食業 5%

110,230 福井県 福井市 ｐａｐｅｒｇｌａｓｓ　ＦＵＫＵＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,231 福井県 福井市 ＢＡＢＹＳＨＯＰＫＯＭＡＹＡ福井文京店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

110,232 福井県 福井市 べーる サービス 理容・美容業 5%

110,233 福井県 福井市 ＢＥＮＴＯ 小売業 衣料品 5%

110,234 福井県 福井市 宝永旅館 サービス 宿泊業 5%

110,235 福井県 福井市 ホームセンターみつわ 小売業 食料品 5%

110,236 福井県 福井市 ホームセンターみつわ　江守店 小売業 食料品 5%

110,237 福井県 福井市 ホームセンターみつわ　菅谷店 小売業 食料品 5%

110,238 福井県 福井市 ホームセンターみつわ　四ツ居店 小売業 食料品 5%

110,239 福井県 福井市 ホームセンターみつわ　鷲塚店 小売業 食料品 5%

110,240 福井県 福井市 ホームセンターヤマキシ開発店 小売業 その他小売 5%

110,241 福井県 福井市 ほがらか亭 サービス 飲食業 5%

110,242 福井県 福井市 ぽたぽたポタリー 小売業 その他小売 5%

110,243 福井県 福井市 ぽたぽたポタリー 小売業 その他小売 5%

110,244 福井県 福井市 ホットガレージ 小売業 その他小売 5%

110,245 福井県 福井市 ホテル割烹石丸 サービス 宿泊業 5%

110,246 福井県 福井市 ホテルフクイキャッスル サービス 宿泊業 5%

110,247 福井県 福井市 ホテルリバージュ　アケボノ サービス 宿泊業 5%

110,248 福井県 福井市 ＢＯＮＯＢＯＮＯ　プリズム店 小売業 食料品 5%

110,249 福井県 福井市 ホビーオフ福井南店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

110,250 福井県 福井市 ポルシェセンター福井 サービス その他サービス 5%
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110,251 福井県 福井市 ボルボ・カーズ福井 サービス その他サービス 5%

110,252 福井県 福井市 Ｂｏｎ　Ｖｏｙａｇｅ サービス 飲食業 5%

110,253 福井県 福井市 株式会社　ぼんた サービス 飲食業 5%

110,254 福井県 福井市 ＭＩＧＨＴＹ　ＧＬＯＷ 小売業 衣料品 5%

110,255 福井県 福井市 マインドＫＡＩＨＯＴＳＵ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,256 福井県 福井市 まえがわでんき 小売業 電化製品 5%

110,257 福井県 福井市 マクドナルド８号線福井店 サービス 飲食業 2%

110,258 福井県 福井市 マクドナルド花堂店 サービス 飲食業 2%

110,259 福井県 福井市 マクドナルド福井アピタ店 サービス 飲食業 2%

110,260 福井県 福井市 マクドナルド福井大和田アピタ店 サービス 飲食業 2%

110,261 福井県 福井市 マクドナルド福井新田塚店 サービス 飲食業 2%

110,262 福井県 福井市 マクドナルド福井南ワイプラザ店 サービス 飲食業 2%

110,263 福井県 福井市 マクドナルド福井ワイプラザ店 サービス 飲食業 2%

110,264 福井県 福井市 マクドナルド福井若杉店 サービス 飲食業 2%

110,265 福井県 福井市 増永眼鏡店 小売業 その他小売 5%

110,266 福井県 福井市 増永眼鏡店 サービス その他サービス 5%

110,267 福井県 福井市 まつだクリーニングショップ サービス その他サービス 5%

110,268 福井県 福井市 マツムラデンキ 小売業 電化製品 5%

110,269 福井県 福井市 松本自動車工業 サービス その他サービス 5%

110,270 福井県 福井市 Ｍａｄｏｒｏｍｉ サービス その他サービス 5%

110,271 福井県 福井市 学び舎Ｅｘｐｌｏｒｅｒ サービス その他サービス 5%

110,272 福井県 福井市 ママイクコ　福井 小売業 その他小売 5%

110,273 福井県 福井市 まるくち　福井店 サービス 飲食業 5%

110,274 福井県 福井市 まるこ屋洋品店 小売業 衣料品 5%

110,275 福井県 福井市 まるさん屋　福井片町 サービス 飲食業 5%

110,276 福井県 福井市 マルツエレック株式会社 小売業 電化製品 5%

110,277 福井県 福井市 マルツ福井二の宮店 小売業 電化製品 5%

110,278 福井県 福井市 丸松茶舗 小売業 食料品 5%

110,279 福井県 福井市 丸見電気商会 小売業 電化製品 5%

110,280 福井県 福井市 みけそん サービス 飲食業 5%

110,281 福井県 福井市 ＭＩＺＵＫＡＭＩ　ＧＹＭ サービス その他サービス 5%

110,282 福井県 福井市 Ｍｒ．Ｂｅｎウェアハウス 小売業 衣料品 5%

110,283 福井県 福井市 Ｍｉｓｓフラワー　高柳店 小売業 その他小売 5%

110,284 福井県 福井市 ｍｉｓｏｌａ サービス 飲食業 5%

110,285 福井県 福井市 みそ楽 小売業 食料品 5%

110,286 福井県 福井市 （株）ミツバ商会 小売業 電化製品 5%

110,287 福井県 福井市 みつわリフォーム 小売業 食料品 5%

110,288 福井県 福井市 ミヤザキ靴店 小売業 衣料品 5%

110,289 福井県 福井市 美山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,290 福井県 福井市 ミュウミュウ サービス 飲食業 5%

110,291 福井県 福井市 ミラドールトモダ ミラドールトモダ エルパ店 小売業 その他小売 5%

110,292 福井県 福井市 むらた精肉店 小売業 食料品 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

110,293 福井県 福井市 村中甘泉堂　プリズム福井店 サービス 飲食業 5%

110,294 福井県 福井市 明道館 サービス その他サービス 5%

110,295 福井県 福井市 プリズム福井　メープルハウス福井店 小売業 食料品 5%

110,296 福井県 福井市 メガネのハラダ新保店 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,297 福井県 福井市 メガネのハラダ花堂店 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,298 福井県 福井市 メナードフェィシャルサロンリールフィーク サービス 理容・美容業 5%

110,299 福井県 福井市 メナードフェイシャルサロンリールフィーク サービス 理容・美容業 5%

110,300 福井県 福井市 メナ－ド福井二の宮 サービス 理容・美容業 5%

110,301 福井県 福井市 メンズ　ヘア　マックス サービス 理容・美容業 5%

110,302 福井県 福井市 メンズショップ　つちだ 小売業 衣料品 5%

110,303 福井県 福井市 メンズスポットヨシカワ 小売業 衣料品 5%

110,304 福井県 福井市 メンズバツ 小売業 衣料品 5%

110,305 福井県 福井市 めん房つるつる　江戸店 サービス 飲食業 5%

110,306 福井県 福井市 めん房つるつる　開発店 サービス 飲食業 5%

110,307 福井県 福井市 めん房つるつる　明治店 サービス 飲食業 5%

110,308 福井県 福井市 めん房つるつる　明新館 サービス 飲食業 5%

110,309 福井県 福井市 もてなし居酒屋　みけそん サービス 飲食業 5%

110,310 福井県 福井市 ｍｏｍｏ ｍｏｍｏ駅前本店 小売業 その他小売 5%

110,311 福井県 福井市 ｍｏｍｏ ｍｏｍｏエルパ店 小売業 その他小売 5%

110,312 福井県 福井市 ｍｏｍｏ ｍｏｍｏワッセ店 小売業 その他小売 5%

110,313 福井県 福井市 森酒舗 小売業 食料品 5%

110,314 福井県 福井市 森八大名閣 小売業 食料品 5%

110,315 福井県 福井市 彌右衛門　プリズム福井店 小売業 食料品 5%

110,316 福井県 福井市 焼肉大河 サービス 飲食業 5%

110,317 福井県 福井市 焼肉処　新羅 サービス 飲食業 5%

110,318 福井県 福井市 焼肉処　新羅 サービス 飲食業 5%

110,319 福井県 福井市 焼肉まつもと サービス 飲食業 5%

110,320 福井県 福井市 焼肉料理ひばち サービス 飲食業 5%

110,321 福井県 福井市 焼肉冷麺しゃぶしゃぶ　福昌園 サービス 飲食業 5%

110,322 福井県 福井市 安井 小売業 家具・調度品 5%

110,323 福井県 福井市 ヤスサキ 小売業 食料品 5%

110,324 福井県 福井市 ヤスサキ 小売業 食料品 5%

110,325 福井県 福井市 ヤスサキ　パリオ店 小売業 食料品 5%

110,326 福井県 福井市 ヤスサキ　ワイホーム　新保店 小売業 食料品 5%

110,327 福井県 福井市 ヤスサキグルメ館パリオ店 小売業 食料品 5%

110,328 福井県 福井市 ヤスサキグルメギフトカード口 小売業 食料品 5%

110,329 福井県 福井市 ヤスサキパリオギフトショップ 小売業 食料品 5%

110,330 福井県 福井市 ヤスブン 小売業 食料品 5%

110,331 福井県 福井市 ヤスブン　業務卸 小売業 食料品 5%

110,332 福井県 福井市 ヤスブン　四ツ居店 小売業 食料品 5%

110,333 福井県 福井市 やなぎ町 サービス 飲食業 5%

110,334 福井県 福井市 ㈱山口伊三郎家具 小売業 家具・調度品 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

110,335 福井県 福井市 有　デューク福井　デューク福井 小売業 その他小売 5%

110,336 福井県 福井市 ユーグレナショップ 小売業 食料品 5%

110,337 福井県 福井市 有限会社アサダモータース サービス その他サービス 5%

110,338 福井県 福井市 有限会社ショーエー 小売業 その他小売 5%

110,339 福井県 福井市 有限会社橋本藤商店 小売業 衣料品 5%

110,340 福井県 福井市 有限会社はまや 肉のはまや 小売業 食料品 5%

110,341 福井県 福井市 ［ＨＣ］有限会社東山デンキ 小売業 電化製品 5%

110,342 福井県 福井市 ゆうらくざ・おおくら 小売業 電化製品 5%

110,343 福井県 福井市 ゆうらくざ・ごとう 小売業 電化製品 5%

110,344 福井県 福井市 ゆうらくざこだま 小売業 電化製品 5%

110,345 福井県 福井市 ゆうらくざ・はちや 小売業 電化製品 5%

110,346 福井県 福井市 ゆけむり温泉　ゆ～遊 サービス その他サービス 5%

110,347 福井県 福井市 ユトリ珈琲店　ＡＯＳＳＡ店 サービス 飲食業 5%

110,348 福井県 福井市 ユトリ珈琲店　開発店 サービス 飲食業 5%

110,349 福井県 福井市 ユトリ珈琲店　本店 サービス 飲食業 5%

110,350 福井県 福井市 ユトリ珈琲店　和田店 サービス 飲食業 5%

110,351 福井県 福井市 ゆびわ工房　Ｊ 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,352 福井県 福井市 ゆびわ工房　プレフェレ 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,353 福井県 福井市 横笛 サービス 飲食業 5%

110,354 福井県 福井市 横笛 サービス 飲食業 5%

110,355 福井県 福井市 よどえ動物病院 サービス その他サービス 5%

110,356 福井県 福井市 ４Ｃ サービス 理容・美容業 5%

110,357 福井県 福井市 美容室ラ．ボー サービス 理容・美容業 5%

110,358 福井県 福井市 らーめん世界福井開発店 サービス 飲食業 5%

110,359 福井県 福井市 ラァル　モリシタ 小売業 衣料品 5%

110,360 福井県 福井市 Ｌｉｇｈｔ　Ｐｌａｎｅ 小売業 衣料品 5%

110,361 福井県 福井市 ＲＡＶＩＴＡ サービス 理容・美容業 5%

110,362 福井県 福井市 ラ　テンダ　ロッサ サービス 飲食業 5%

110,363 福井県 福井市 ラビリッシュ 小売業 その他小売 5%

110,364 福井県 福井市 ラブポート　福井 小売業 食料品 5%

110,365 福井県 福井市 ラ　ブレーッザ　フェリーチェ 小売業 衣料品 5%

110,366 福井県 福井市 ララ・プリマドンナ サービス その他サービス 5%

110,367 福井県 福井市 ラルース 小売業 その他小売 5%

110,368 福井県 福井市 ランドセル専門店イクラボ 小売業 衣料品 5%

110,369 福井県 福井市 ｒｅａｌ 小売業 その他小売 5%

110,370 福井県 福井市 Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

110,371 福井県 福井市 リーガルシューズ　福井店 小売業 その他小売 5%

110,372 福井県 福井市 リカーワールド華　江守店 小売業 食料品 5%

110,373 福井県 福井市 リカーワールド華　光陽店 小売業 食料品 5%

110,374 福井県 福井市 リカーワールド華　二の宮店 小売業 食料品 5%

110,375 福井県 福井市 リカーワールド華　プラザ店 小売業 食料品 5%

110,376 福井県 福井市 リカーワールド　華　本店 小売業 食料品 5%
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110,377 福井県 福井市 リカーワールド　華　本店 小売業 食料品 5%

110,378 福井県 福井市 リサイクルトイショップ　ジョイント 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

110,379 福井県 福井市 Ｒｅｊｏｕｉｒ　ｒｅｖｅ サービス その他サービス 5%

110,380 福井県 福井市 リセスヘアエンターティナーズ サービス 理容・美容業 5%

110,381 福井県 福井市 柳庵 サービス 飲食業 5%

110,382 福井県 福井市 柳月亭 サービス 飲食業 5%

110,383 福井県 福井市 理容カルソル　二の宮店 サービス 理容・美容業 5%

110,384 福井県 福井市 料亭　開花亭 サービス 飲食業 5%

110,385 福井県 福井市 料理大むら サービス 飲食業 5%

110,386 福井県 福井市 料理屋　みや崎 サービス 飲食業 5%

110,387 福井県 福井市 リラクゼーションサロン　ソルジェンテ　リラクゼーションサロン　ソルジェンテ サービス その他サービス 5%

110,388 福井県 福井市 リラクゼーションサロンく．えるぽ サービス その他サービス 5%

110,389 福井県 福井市 リラクゼーションサロンひまわり サービス 理容・美容業 5%

110,390 福井県 福井市 Ｒｕｕａ　ｋｉｎｄ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

110,391 福井県 福井市 ル・ディアマンローズ サービス 飲食業 5%

110,392 福井県 福井市 レイズ 小売業 衣料品 5%

110,393 福井県 福井市 ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ　四ツ居店 サービス 理容・美容業 5%

110,394 福井県 福井市 レストラン トミー サービス 飲食業 5%

110,395 福井県 福井市 レディースファッションＫＯＢＥ　エルパ店 小売業 衣料品 5%

110,396 福井県 福井市 レディスマスダ 小売業 衣料品 5%

110,397 福井県 福井市 ｒｅｎｉ サービス その他サービス 5%

110,398 福井県 福井市 ｒｅｎｉ　ｆｏｒＭｅｎ サービス その他サービス 5%

110,399 福井県 福井市 ローズガーデン／ロイヤルグレース大聖堂 サービス その他サービス 5%

110,400 福井県 福井市 ローズカフェ サービス 飲食業 5%

110,401 福井県 福井市 ろばた焼　弥吉　片町店 サービス 飲食業 5%

110,402 福井県 福井市 浪漫遊福井店 小売業 その他小売 5%

110,403 福井県 福井市 ワールドタイヤ福井店 小売業 その他小売 5%

110,404 福井県 福井市 ワイズヘアーサカモト サービス 理容・美容業 5%

110,405 福井県 福井市 和イタリアンゆう サービス 飲食業 5%

110,406 福井県 福井市 ワイツー家具 小売業 家具・調度品 5%

110,407 福井県 福井市 ワイプラザグルメ館江守店 小売業 食料品 5%

110,408 福井県 福井市 ワイプラザグルメ館新保店 小売業 食料品 5%

110,409 福井県 福井市 ワイプラザグルメ館福井南店 小売業 食料品 5%

110,410 福井県 福井市 ワイプラザグルメ館松本店 小売業 食料品 5%

110,411 福井県 福井市 ワイホーム新保店 小売業 その他小売 5%

110,412 福井県 福井市 ワイワイプラザ　福井ディント 小売業 食料品 5%

110,413 福井県 福井市 ワイワイプラザ　福井メンズ 小売業 食料品 5%

110,414 福井県 福井市 ワイワイプラザ　福井ラブポート 小売業 食料品 5%

110,415 福井県 福井市 ワイワイプラザ　福井レディース 小売業 食料品 5%

110,416 福井県 福井市 ワイワイプラザ福井店 小売業 食料品 5%

110,417 福井県 福井市 若廣　プリズム福井店 小売業 食料品 5%

110,418 福井県 福井市 ワーキングショップやまほ 小売業 その他小売 5%
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110,419 福井県 福井市 和珈屋（イベント用） 小売業 食料品 5%

110,420 福井県 福井市 和装こでら 小売業 衣料品 5%

110,421 福井県 福井市 和洋菓子 志保重 東小浜店 小売業 食料品 5%

110,422 福井県 南越前町 有限会社金清堂 小売業 電化製品 5%

110,423 福井県 南越前町 金清堂 小売業 電化製品 5%

110,424 福井県 南越前町 南条店 小売業 食料品 5%

110,425 福井県 南越前町 ナショナルショップおかだ 小売業 電化製品 5%

110,426 福井県 南越前町 花はす温泉　そまやま サービス 宿泊業 5%

110,427 福井県 南越前町 ハニー南条店 小売業 食料品 5%

110,428 福井県 南越前町 ファッションハウスカトー 小売業 衣料品 5%

110,429 福井県 南越前町 三田村商会 サービス その他サービス 5%

110,430 福井県 南越前町 セブン－イレブン南越前町店 小売業 食料品 2%

110,431 福井県 美浜町 海のホテル　ひろせ サービス 宿泊業 5%

110,432 福井県 美浜町 沢井石油店　佐田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,433 福井県 美浜町 ＤＥＶＯ 小売業 その他小売 5%

110,434 福井県 美浜町 中西製菓 小売業 食料品 5%

110,435 福井県 美浜町 ななサロン サービス 理容・美容業 5%

110,436 福井県 美浜町 浪路 サービス 宿泊業 5%

110,437 福井県 美浜町 農協前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,438 福井県 美浜町 野原電化 小売業 電化製品 5%

110,439 福井県 美浜町 ＢＲＩＣＫ　ＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

110,440 福井県 美浜町 美浜町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,441 福井県 美浜町 美浜モーターサービスセンター サービス その他サービス 5%

110,442 福井県 若狭町 秋吉　上中店 サービス 飲食業 5%

110,443 福井県 若狭町 アルデーヌ　カナモリ サービス 飲食業 5%

110,444 福井県 若狭町 出光上中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,445 福井県 若狭町 出光ホープＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,446 福井県 若狭町 ギャルソン サービス 理容・美容業 5%

110,447 福井県 若狭町 湖上館パムコ サービス 宿泊業 5%

110,448 福井県 若狭町 コワフュール　デ　ギャルソン サービス 理容・美容業 5%

110,449 福井県 若狭町 ＳａｂａｋａｉｄｏＣｙｃｌｉｎｇＨｕｂ 小売業 その他小売 5%

110,450 福井県 若狭町 Ｓａｂａ　Ｈｕｂ　Ｓａｂａｋａｉｄｏ　Ｃｙｃｌｉｎｇ　Ｈｕｂ 小売業 その他小売 5%

110,451 福井県 若狭町 新上中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,452 福井県 若狭町 ＴＥＣ　タナカ 小売業 電化製品 5%

110,453 福井県 若狭町 天然みかた温泉　昭和館 サービス 宿泊業 5%

110,454 福井県 若狭町 ドール イワモト 小売業 その他小売 5%

110,455 福井県 若狭町 十村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,456 福井県 若狭町 波華楼 サービス 宿泊業 5%

110,457 福井県 若狭町 ハーツ　三方五湖店 小売業 食料品 5%

110,458 福井県 若狭町 はまと旅館 サービス 宿泊業 5%

110,459 福井県 若狭町 ホットスタイル　小浜店 小売業 その他小売 5%

110,460 福井県 若狭町 ホテル水月花 サービス 宿泊業 5%
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110,461 福井県 若狭町 まる志ん サービス 飲食業 5%

110,462 福井県 若狭町 和伊和伊亭 サービス 飲食業 5%

110,463 福井県 若狭町 若狭上中ＳＳ　有限会社吉村油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,464 福井県 若狭町 若狭路の宿やまや サービス 宿泊業 5%

110,465 山梨県 市川三郷町 アヴァンセ サービス その他サービス 5%

110,466 山梨県 市川三郷町 アキ電化 小売業 電化製品 5%

110,467 山梨県 市川三郷町 市川大門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,468 山梨県 市川三郷町 市川大門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,469 山梨県 市川三郷町 一瀬電化サービス 小売業 電化製品 5%

110,470 山梨県 市川三郷町 出光三珠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,471 山梨県 市川三郷町 太田屋和菓子店 小売業 食料品 5%

110,472 山梨県 市川三郷町 株式会社ヨダ兄弟商会 小売業 その他小売 5%

110,473 山梨県 市川三郷町 塩澤自動車 サービス その他サービス 5%

110,474 山梨県 市川三郷町 セルバ　市川三郷店 小売業 食料品 5%

110,475 山梨県 市川三郷町 はなびかん 小売業 その他小売 5%

110,476 山梨県 市川三郷町 美容室　エイム サービス 理容・美容業 5%

110,477 山梨県 市川三郷町 ファッションプラザ本店 小売業 衣料品 5%

110,478 山梨県 市川三郷町 セブン－イレブン山梨六郷店 小売業 食料品 2%

110,479 山梨県 市川三郷町 表現社 小売業 家具・調度品 5%

110,480 山梨県 上野原市 秋山 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,481 山梨県 上野原市 秋山中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,482 山梨県 上野原市 秋山電気 小売業 電化製品 5%

110,483 山梨県 上野原市 秋山東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,484 山梨県 上野原市 上野原 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,485 山梨県 上野原市 セブン－イレブン上野原インター北店 小売業 食料品 2%

110,486 山梨県 上野原市 セブン－イレブン上野原四方津店 小売業 食料品 2%

110,487 山梨県 上野原市 上野原タクシー　６０１号車 サービス 運輸業 5%

110,488 山梨県 上野原市 上野原どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

110,489 山梨県 上野原市 上野原西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,490 山梨県 上野原市 セブン－イレブン上野原松留店 小売業 食料品 2%

110,491 山梨県 上野原市 オギノ上野原店 小売業 食料品 5%

110,492 山梨県 上野原市 桔梗屋　東治郎　上野原店 小売業 家具・調度品 5%

110,493 山梨県 上野原市 桔梗屋　東次郎　上野原店 小売業 食料品 5%

110,494 山梨県 上野原市 ほぐし屋 サービス 理容・美容業 5%

110,495 山梨県 上野原市 せきもと 小売業 食料品 5%

110,496 山梨県 上野原市 セルフ上野原給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,497 山梨県 上野原市 株式会社富田 サービス その他サービス 5%

110,498 山梨県 上野原市 ネッツトヨタ山梨上野原店 小売業 その他小売 5%

110,499 山梨県 上野原市 羽佐間ＳＳ　橋本石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,500 山梨県 上野原市 細田無線電機 小売業 電化製品 5%

110,501 山梨県 上野原市 メイトプラザワタナベ 小売業 電化製品 5%

110,502 山梨県 上野原市 メガネストアー上野原 小売業 その他小売 5%
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110,503 山梨県 上野原市 メガネストアー上野原店 小売業 その他小売 5%

110,504 山梨県 上野原市 セブン－イレブン山梨上野原店 小売業 食料品 2%

110,505 山梨県 上野原市 有限会社みやがわ 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,506 山梨県 上野原市 吉田屋商店 小売業 食料品 5%

110,507 山梨県 上野原市 レイク相模カントリークラブ サービス その他サービス 5%

110,508 山梨県 上野原市 レイク相模カントリークラブ サービス その他サービス 5%

110,509 山梨県 大月市 出光とりさわＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,510 山梨県 大月市 ＯＳＳＣＬＯＴＨＩＮＧ 小売業 衣料品 5%

110,511 山梨県 大月市 大月ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,512 山梨県 大月市 大月ＳＳ　スギモト石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,513 山梨県 大月市 大月ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,514 山梨県 大月市 大月ＳＳ　東亜礦油有限会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,515 山梨県 大月市 大月インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,516 山梨県 大月市 セブン－イレブン大月インター店 小売業 食料品 2%

110,517 山梨県 大月市 セブン－イレブン大月猿橋駅北店 小売業 食料品 2%

110,518 山梨県 大月市 セブン－イレブン大月鳥沢店 小売業 食料品 2%

110,519 山梨県 大月市 セブン－イレブン大月初狩店 小売業 食料品 2%

110,520 山梨県 大月市 セブン－イレブン大月御太刀１丁目店 小売業 食料品 2%

110,521 山梨県 大月市 株式会社やおき サービス その他サービス 5%

110,522 山梨県 大月市 桔梗屋　東次郎　大月店 小売業 食料品 5%

110,523 山梨県 大月市 きもの＆ブティックしおざわ 小売業 衣料品 5%

110,524 山梨県 大月市 郷土料理信玄　大月駅前店 サービス 飲食業 5%

110,525 山梨県 大月市 コウハク　美容室 サービス 理容・美容業 5%

110,526 山梨県 大月市 コタカ電化 小売業 電化製品 5%

110,527 山梨県 大月市 相模川ゴルフガーデン サービス その他サービス 5%

110,528 山梨県 大月市 笹子 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,529 山梨県 大月市 猿橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,530 山梨県 大月市 山光石油株式会社大月営業所 小売業 その他小売 5%

110,531 山梨県 大月市 山光石油株式会社大月営業所２ 小売業 その他小売 5%

110,532 山梨県 大月市 ジープスパロー 小売業 その他小売 5%

110,533 山梨県 大月市 徳々市場 小売業 食料品 5%

110,534 山梨県 大月市 トヨタレンタリース山梨大月駅前店 サービス その他サービス 2%

110,535 山梨県 大月市 賑岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,536 山梨県 大月市 初狩ＰＡ（上り線） サービス その他サービス 5%

110,537 山梨県 大月市 真木温泉旅館 サービス 宿泊業 5%

110,538 山梨県 大月市 メタルカーズ　イシイ 小売業 その他小売 5%

110,539 山梨県 忍野村 アマノデンキ 小売業 電化製品 5%

110,540 山梨県 忍野村 忍野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,541 山梨県 忍野村 忍野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,542 山梨県 忍野村 セブン－イレブン忍野村内野店 小売業 食料品 2%

110,543 山梨県 忍野村 すやま電器 小売業 電化製品 5%

110,544 山梨県 忍野村 セルバ忍野店 小売業 食料品 5%
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110,545 山梨県 忍野村 一般社団法人テラ サービス その他サービス 5%

110,546 山梨県 忍野村 レストランＩＮＥＹＡ サービス 飲食業 5%

110,547 山梨県 甲斐市 アイネクシオ サービス その他サービス 5%

110,548 山梨県 甲斐市 Ａｕｄｉ　山梨 小売業 その他小売 5%

110,549 山梨県 甲斐市 アトリエビエンラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,550 山梨県 甲斐市 アマノパークス　甲府バイパス店 小売業 食料品 5%

110,551 山梨県 甲斐市 イスタナロゼ サービス その他サービス 5%

110,552 山梨県 甲斐市 ＋ＩＳＭ　ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ サービス 理容・美容業 5%

110,553 山梨県 甲斐市 出光玉幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,554 山梨県 甲斐市 ［ＨＣ］うえの電器 小売業 電化製品 5%

110,555 山梨県 甲斐市 エイト８電器 小売業 電化製品 5%

110,556 山梨県 甲斐市 ａｕショップラザウォーク双葉 サービス その他サービス 5%

110,557 山梨県 甲斐市 おかじま　敷島店 小売業 食料品 5%

110,558 山梨県 甲斐市 オギノ西八幡店 小売業 食料品 5%

110,559 山梨県 甲斐市 オギノ双葉店 小売業 食料品 5%

110,560 山梨県 甲斐市 オギノ竜王駅前店 小売業 食料品 5%

110,561 山梨県 甲斐市 長田自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

110,562 山梨県 甲斐市 セブン－イレブン甲斐大下条店 小売業 食料品 2%

110,563 山梨県 甲斐市 セブン－イレブン甲斐敷島東町店 小売業 食料品 2%

110,564 山梨県 甲斐市 セブン－イレブン甲斐島上条店 小売業 食料品 2%

110,565 山梨県 甲斐市 甲斐武 サービス 飲食業 5%

110,566 山梨県 甲斐市 セブン－イレブン甲斐富竹新田店 小売業 食料品 2%

110,567 山梨県 甲斐市 セブン－イレブン甲斐中下条店 小売業 食料品 2%

110,568 山梨県 甲斐市 セブン－イレブン甲斐長塚店 小売業 食料品 2%

110,569 山梨県 甲斐市 セブン－イレブン甲斐西八幡店 小売業 食料品 2%

110,570 山梨県 甲斐市 セブン－イレブン甲斐双葉赤坂台店 小売業 食料品 2%

110,571 山梨県 甲斐市 セブン－イレブン甲斐双葉岩森店 小売業 食料品 2%

110,572 山梨県 甲斐市 セブンーイレブン甲斐双葉宇津谷店 小売業 食料品 2%

110,573 山梨県 甲斐市 セブンーイレブン甲斐双葉龍地店 小売業 食料品 2%

110,574 山梨県 甲斐市 セブン－イレブン甲斐竜王駅前店 小売業 食料品 2%

110,575 山梨県 甲斐市 カットハウスクイック　竜王店 サービス その他サービス 5%

110,576 山梨県 甲斐市 ＣＡＦＥ ＴＲＥＴＡＲ サービス 飲食業 5%

110,577 山梨県 甲斐市 株式会社クリエイトオフィス サービス その他サービス 5%

110,578 山梨県 甲斐市 ［ＨＣ］株式会社もちでん 小売業 電化製品 5%

110,579 山梨県 甲斐市 カムイオート　双葉響ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

110,580 山梨県 甲斐市 カレーハウスｃｏｃｏ壱番屋甲府昭和インター店 サービス 飲食業 2%

110,581 山梨県 甲斐市 ギャラリー　インセンス 小売業 その他小売 5%

110,582 山梨県 甲斐市 牛角響が丘店 サービス 飲食業 2%

110,583 山梨県 甲斐市 クメイ電器 小売業 電化製品 5%

110,584 山梨県 甲斐市 グローバルコーポレーション 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,585 山梨県 甲斐市 Ｋ．ＦｉｅｌｄＷｏｒｋｓ　甲斐市小林農園 小売業 食料品 5%

110,586 山梨県 甲斐市 ケーキ アット クー 小売業 食料品 5%
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110,587 山梨県 甲斐市 甲州地どり庵一π サービス 飲食業 5%

110,588 山梨県 甲斐市 甲府建材　西支店 小売業 家具・調度品 5%

110,589 山梨県 甲斐市 甲府バイパス竜王ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,590 山梨県 甲斐市 甲府双葉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,591 山梨県 甲斐市 山興株式会社　整備課 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,592 山梨県 甲斐市 塩崎駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,593 山梨県 甲斐市 清水電化 小売業 電化製品 5%

110,594 山梨県 甲斐市 ＪＡＰＡＮ運転代行 サービス 運輸業 5%

110,595 山梨県 甲斐市 ＧＬＥＮＮ 小売業 衣料品 5%

110,596 山梨県 甲斐市 すし　礎 サービス 飲食業 5%

110,597 山梨県 甲斐市 すたみな太郎　甲府昭和インター店 サービス 飲食業 5%

110,598 山梨県 甲斐市 ＳＭＩＬＥＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ彩り サービス 理容・美容業 5%

110,599 山梨県 甲斐市 清りゅう サービス 飲食業 5%

110,600 山梨県 甲斐市 セルー・ソン・クール サービス 理容・美容業 5%

110,601 山梨県 甲斐市 セントラル・サービス サービス その他サービス 5%

110,602 山梨県 甲斐市 Ｄａｈｉｃａ（イベント用） 小売業 その他小売 5%

110,603 山梨県 甲斐市 ＴーＭＡＲＣ サービス その他サービス 5%

110,604 山梨県 甲斐市 ｔｅｄｄｙｈｏｕｓｅ 小売業 その他小売 5%

110,605 山梨県 甲斐市 トヨタカローラ山梨甲府本店 小売業 その他小売 5%

110,606 山梨県 甲斐市 トヨタカローラ山梨甲府Ｕ－Ｃａｒ店 小売業 その他小売 5%

110,607 山梨県 甲斐市 ＮａｇｗｏＮ 小売業 衣料品 5%

110,608 山梨県 甲斐市 ニッセンシェイプファンデサロンＣｈａｒｍ 小売業 衣料品 5%

110,609 山梨県 甲斐市 合同会社リスポ サービス その他サービス 5%

110,610 山梨県 甲斐市 パークＷＥＳＴ竜王ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,611 山梨県 甲斐市 ＢＡＳＫＥＴＣＯＵＮＴ 小売業 その他小売 5%

110,612 山梨県 甲斐市 ＢＡＳＴＡ サービス 理容・美容業 5%

110,613 山梨県 甲斐市 春木屋鳳玉　アルプス通り店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

110,614 山梨県 甲斐市 ピア竜王ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,615 山梨県 甲斐市 美容室ＱｕａｔｒｅＮｅｕｆ サービス 理容・美容業 5%

110,616 山梨県 甲斐市 美容室ハッピーヘアー　西八幡店 サービス 理容・美容業 5%

110,617 山梨県 甲斐市 ｂ－ｒｉｇｈｔ サービス 理容・美容業 5%

110,618 山梨県 甲斐市 ｆａｖｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

110,619 山梨県 甲斐市 フォーカルポイントＫ 小売業 家具・調度品 5%

110,620 山梨県 甲斐市 フラワーパラダイス 小売業 その他小売 5%

110,621 山梨県 甲斐市 ほぐし堂双葉店 サービス 理容・美容業 5%

110,622 山梨県 甲斐市 ほぐりえ竜王店 サービス 理容・美容業 5%

110,623 山梨県 甲斐市 ホテル神の湯温泉 サービス 宿泊業 5%

110,624 山梨県 甲斐市 マクドナルド２０号竜王店 サービス 飲食業 2%

110,625 山梨県 甲斐市 マクドナルド双葉イツモア店 サービス 飲食業 2%

110,626 山梨県 甲斐市 丸久ホテル神の湯温泉株式会社 サービス 宿泊業 5%

110,627 山梨県 甲斐市 ミュージック・コア・ミユキ サービス その他サービス 5%

110,628 山梨県 甲斐市 やきとり鶏まる 小売業 食料品 5%
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110,629 山梨県 甲斐市 焼肉　四季 サービス 飲食業 5%

110,630 山梨県 甲斐市 焼肉もう家 サービス 飲食業 5%

110,631 山梨県 甲斐市 セブン－イレブン山梨信玄橋店 小売業 食料品 2%

110,632 山梨県 甲斐市 山梨トヨペット竜王店 小売業 その他小売 5%

110,633 山梨県 甲斐市 セブン－イレブン山梨竜王店 小売業 食料品 2%

110,634 山梨県 甲斐市 ユウキ薬局 小売業 その他小売 5%

110,635 山梨県 甲斐市 有限会社名取自工 サービス その他サービス 5%

110,636 山梨県 甲斐市 湯ーとぴあ サービス 宿泊業 5%

110,637 山梨県 甲斐市 Ｌａｆａｔａ サービス 理容・美容業 5%

110,638 山梨県 甲斐市 竜王ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,639 山梨県 甲斐市 セブン－イレブン竜王玉川店 小売業 食料品 2%

110,640 山梨県 甲斐市 セブン－イレブン竜王西小前店 小売業 食料品 2%

110,641 山梨県 甲斐市 セブン－イレブン竜王バイパス富竹新田店 小売業 食料品 2%

110,642 山梨県 甲斐市 竜王ラドン温泉ホテル　湯ーとぴあ サービス 宿泊業 5%

110,643 山梨県 甲斐市 Ｌｏｈａｓ　Ｈａｉｒ　Ｓｍｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

110,644 山梨県 甲州市 ＡＲＡＩ　ＭＥＴＡＬ　ＷＯＲＫＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,645 山梨県 甲州市 一三堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

110,646 山梨県 甲州市 出光セルフ塩山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,647 山梨県 甲州市 癒しの家 小売業 衣料品 5%

110,648 山梨県 甲州市 ＶＩＣＥＬＬＡ サービス 理容・美容業 5%

110,649 山梨県 甲州市 エリソン・ダン・ジュール サービス 飲食業 5%

110,650 山梨県 甲州市 塩山駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,651 山梨県 甲州市 セブン－イレブン塩山上塩後店 小売業 食料品 2%

110,652 山梨県 甲州市 セブン－イレブン塩山三日市場店 小売業 食料品 2%

110,653 山梨県 甲州市 おかじま甲州店 小売業 食料品 5%

110,654 山梨県 甲州市 オギノ塩山店 小売業 食料品 5%

110,655 山梨県 甲州市 オギノ甲州店 小売業 食料品 5%

110,656 山梨県 甲州市 奥野田ワイナリー 小売業 食料品 5%

110,657 山梨県 甲州市 セブン－イレブン甲斐大和店 小売業 食料品 2%

110,658 山梨県 甲州市 甲斐ワイナリー株式会社 小売業 食料品 5%

110,659 山梨県 甲州市 カットハウスクイック　塩山店 サービス 理容・美容業 5%

110,660 山梨県 甲州市 勝沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,661 山梨県 甲州市 勝沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,662 山梨県 甲州市 勝沼 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,663 山梨県 甲州市 勝沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,664 山梨県 甲州市 勝沼ガラス工房　がらす屋 サービス その他サービス 5%

110,665 山梨県 甲州市 株式会社信玄食品　本社直売所 小売業 食料品 5%

110,666 山梨県 甲州市 桔梗屋　東治郎　塩山店 小売業 家具・調度品 5%

110,667 山梨県 甲州市 桔梗屋　東次郎　塩山店 小売業 食料品 5%

110,668 山梨県 甲州市 ９８ＷＩＮＥｓ サービス 飲食業 5%

110,669 山梨県 甲州市 グディーズナカヤ勝沼店 小売業 その他小売 5%

110,670 山梨県 甲州市 グディーズナカヤ三日市場店 小売業 その他小売 5%
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110,671 山梨県 甲州市 けあふぃっとふぁーむ 小売業 食料品 5%

110,672 山梨県 甲州市 セブン－イレブン甲州塩山千野店 小売業 食料品 2%

110,673 山梨県 甲州市 セブン－イレブン甲州勝沼東雲店 小売業 食料品 2%

110,674 山梨県 甲州市 セブン－イレブン甲州熊野橋西店 小売業 食料品 2%

110,675 山梨県 甲州市 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｃｈｅｒｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

110,676 山梨県 甲州市 三省堂　三省堂 小売業 食料品 5%

110,677 山梨県 甲州市 ＪＡフルーツ山梨　塩山支所 小売業 その他小売 5%

110,678 山梨県 甲州市 ＪＡフルーツ山梨　勝沼支所 小売業 その他小売 5%

110,679 山梨県 甲州市 昭和堂 小売業 その他小売 5%

110,680 山梨県 甲州市 寝装品のあきやま 小売業 家具・調度品 5%

110,681 山梨県 甲州市 炭火焼肉おおとり サービス 飲食業 5%

110,682 山梨県 甲州市 つじや 小売業 家具・調度品 5%

110,683 山梨県 甲州市 ハーブ庭園旅日記 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,684 山梨県 甲州市 ｂ　ｓｔｙｌｅ　柳本理容店 サービス 理容・美容業 5%

110,685 山梨県 甲州市 フラワーショップはなやさん 小売業 その他小売 5%

110,686 山梨県 甲州市 フルーツ直売所　勝沼店 小売業 食料品 5%

110,687 山梨県 甲州市 マクドナルド塩山店 サービス 飲食業 2%

110,688 山梨県 甲州市 松里 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,689 山梨県 甲州市 丸幸商店 小売業 衣料品 5%

110,690 山梨県 甲州市 メガネストアー塩山 小売業 その他小売 5%

110,691 山梨県 甲州市 メガネストアー塩山店 小売業 その他小売 5%

110,692 山梨県 甲州市 野菜とくだもの甲州屋 小売業 食料品 5%

110,693 山梨県 甲州市 有限会社矢崎住宅設備 小売業 その他小売 5%

110,694 山梨県 甲州市 大和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,695 山梨県 甲州市 山梨フルーツ王国 小売業 食料品 5%

110,696 山梨県 甲州市 山梨フルーツ王国　釈迦堂ＰＡ上り サービス その他サービス 5%

110,697 山梨県 甲州市 レストランテ風アルガ葡萄園直営 サービス 飲食業 5%

110,698 山梨県 甲府市 アーツデザイン 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,699 山梨県 甲府市 アート・アーカイブス サービス 飲食業 5%

110,700 山梨県 甲府市 愛車倶楽部ＡＱＵＡ サービス その他サービス 5%

110,701 山梨県 甲府市 あいせ税理士法人 サービス その他サービス 5%

110,702 山梨県 甲府市 ｉＢ　Ｍｕｓｉｃ　Ｓｃｈｏｏｌ サービス その他サービス 5%

110,703 山梨県 甲府市 秋吉　甲府店 サービス 飲食業 5%

110,704 山梨県 甲府市 アーク甲府店 小売業 衣料品 5%

110,705 山梨県 甲府市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｏｄｉｅｒ甲府 サービス 理容・美容業 5%

110,706 山梨県 甲府市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｗｉｎｄ国母 サービス 理容・美容業 5%

110,707 山梨県 甲府市 ＡｓｉａＦａｒｍ 小売業 衣料品 5%

110,708 山梨県 甲府市 アシザワデンキ 小売業 電化製品 5%

110,709 山梨県 甲府市 ＥＡＲＴＨＹ　ＮＯＴＥＳ 小売業 衣料品 5%

110,710 山梨県 甲府市 アップルカーコンビニ倶楽部 サービス その他サービス 5%

110,711 山梨県 甲府市 アップル車検美術館通り店 サービス その他サービス 5%

110,712 山梨県 甲府市 アフロディーテ♪ サービス 理容・美容業 5%
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110,713 山梨県 甲府市 アマノパークス　岡島店 小売業 食料品 5%

110,714 山梨県 甲府市 アルピット徳行ＳＳ株式会社佐渡屋油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,715 山梨県 甲府市 アルミーファイブエンジニアリング 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

110,716 山梨県 甲府市 Ａｒｏｍａ　Ｈａｐｙｔｙ サービス 理容・美容業 5%

110,717 山梨県 甲府市 ＥＣＳムラマツ電器 小売業 電化製品 5%

110,718 山梨県 甲府市 EC-Regalo 小売業 食料品 5%

110,719 山梨県 甲府市 飯田キャンパスＳＢ店（Ｔｕｏ） サービス その他サービス 5%

110,720 山梨県 甲府市 池田キャンパスＳＢ店 サービス その他サービス 5%

110,721 山梨県 甲府市 居酒屋　もちけん サービス 飲食業 5%

110,722 山梨県 甲府市 石川治療院 サービス 理容・美容業 5%

110,723 山梨県 甲府市 一休さんの開運堂 小売業 その他小売 5%

110,724 山梨県 甲府市 イッセイ サービス 飲食業 5%

110,725 山梨県 甲府市 出光アイネットセルフ甲府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,726 山梨県 甲府市 出光アイネット東青沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,727 山梨県 甲府市 出光上野原西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,728 山梨県 甲府市 出光酒折ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,729 山梨県 甲府市 出光セルフエイブル国母ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,730 山梨県 甲府市 出光玉諸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,731 山梨県 甲府市 煎豆屋 小売業 食料品 5%

110,732 山梨県 甲府市 インテリア東京　甲府店 小売業 衣料品 5%

110,733 山梨県 甲府市 ｖｉｅｉｌｌｅｓｖｉｇｎｅｓ サービス 飲食業 5%

110,734 山梨県 甲府市 ｖｉｅｉｌｌｅｓｖｉｇｎｅｓ サービス 飲食業 5%

110,735 山梨県 甲府市 Ｗｉｌｌ甲府店 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,736 山梨県 甲府市 魚幸よこもり サービス 飲食業 5%

110,737 山梨県 甲府市 内田電器商会 小売業 電化製品 5%

110,738 山梨県 甲府市 ＯＥＵＦ 小売業 家具・調度品 5%

110,739 山梨県 甲府市 ＯＥＵＦ　Ｆｅｒｉａ店 小売業 家具・調度品 5%

110,740 山梨県 甲府市 Ｅｍｍｙ’ｓ 小売業 その他小売 5%

110,741 山梨県 甲府市 エヴァ 小売業 衣料品 5%

110,742 山梨県 甲府市 ａｕショップ甲府 サービス その他サービス 5%

110,743 山梨県 甲府市 Ｓ．Ｄ．Ｓ車検代行ステーション サービス その他サービス 5%

110,744 山梨県 甲府市 エス・ピー・インターナショナル 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,745 山梨県 甲府市 エテルナ甲府店 小売業 その他小売 5%

110,746 山梨県 甲府市 エフ・ジェイオイルズ国母 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,747 山梨県 甲府市 エルク 小売業 その他小売 5%

110,748 山梨県 甲府市 ８Ｎ サービス 理容・美容業 5%

110,749 山梨県 甲府市 エンジェル 小売業 衣料品 5%

110,750 山梨県 甲府市 太田工業株式会社 サービス その他サービス 5%

110,751 山梨県 甲府市 オギノ朝日店 小売業 食料品 5%

110,752 山梨県 甲府市 オギノイーストモール店 小売業 その他小売 5%

110,753 山梨県 甲府市 オギノ伊勢店 小売業 食料品 5%

110,754 山梨県 甲府市 オギノ上今井店 小売業 食料品 5%
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110,755 山梨県 甲府市 オギノキャロット山宮店 小売業 食料品 5%

110,756 山梨県 甲府市 オギノ貢川店 小売業 食料品 5%

110,757 山梨県 甲府市 オギノ国母店 小売業 食料品 5%

110,758 山梨県 甲府市 オギノ下石田店 小売業 食料品 5%

110,759 山梨県 甲府市 オギノ城東店 小売業 食料品 5%

110,760 山梨県 甲府市 オギノ向町店 小売業 食料品 5%

110,761 山梨県 甲府市 オートプロデュース　ジョイ 小売業 その他小売 5%

110,762 山梨県 甲府市 オリックスレンタカー甲府駅前店 サービス その他サービス 2%

110,763 山梨県 甲府市 オリックスレンタカー甲府店 サービス その他サービス 2%

110,764 山梨県 甲府市 ガーネットファンズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,765 山梨県 甲府市 回転寿し活鮮　和戸店 サービス 飲食業 5%

110,766 山梨県 甲府市 カットハウスクイック　大里店 サービス 理容・美容業 5%

110,767 山梨県 甲府市 カットハウスクイック　池田店 サービス 理容・美容業 5%

110,768 山梨県 甲府市 カットハウスクイック　北口店 サービス その他サービス 5%

110,769 山梨県 甲府市 カットハウスクイック 中央店 サービス 理容・美容業 5%

110,770 山梨県 甲府市 割ぽうあめみや サービス 飲食業 5%

110,771 山梨県 甲府市 かっぽうぎ甲府店 サービス 飲食業 2%

110,772 山梨県 甲府市 割烹三井 サービス 飲食業 5%

110,773 山梨県 甲府市 カードラボ　甲府店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

110,774 山梨県 甲府市 ｋａｎｏｎ 小売業 衣料品 5%

110,775 山梨県 甲府市 株式会社　秋山製作所 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,776 山梨県 甲府市 ＣＡＦＥ　Ｍ サービス 飲食業 5%

110,777 山梨県 甲府市 ｃａｆｅｍｅｔａｎｔｉｌｏｐｅ 小売業 衣料品 5%

110,778 山梨県 甲府市 ＣＡＦＥ　ＭＯＡＬＡ サービス 飲食業 5%

110,779 山梨県 甲府市 株式会社エンヂニア　本社 小売業 その他小売 5%

110,780 山梨県 甲府市 株式会社ＧｒｅｐＰｌｕｓホビーツール魁 小売業 その他小売 5%

110,781 山梨県 甲府市 株式会社近藤モータース サービス その他サービス 5%

110,782 山梨県 甲府市 株式会社ジュエリーアイデス 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,783 山梨県 甲府市 株式会社中澤プロ企画 サービス その他サービス 5%

110,784 山梨県 甲府市 株式会社マツムラ酒販 小売業 食料品 5%

110,785 山梨県 甲府市 株式会社柳屋 サービス 宿泊業 5%

110,786 山梨県 甲府市 上九一色ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,787 山梨県 甲府市 カムイ　オート甲府店 小売業 その他小売 5%

110,788 山梨県 甲府市 カムイ　甲府二輪館 小売業 その他小売 5%

110,789 山梨県 甲府市 からあげ処　からまる サービス 飲食業 5%

110,790 山梨県 甲府市 ＧＡＬＡ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

110,791 山梨県 甲府市 ＣＡＬ甲府本店 サービス 理容・美容業 5%

110,792 山梨県 甲府市 ＣＡＬ＋ サービス 理容・美容業 5%

110,793 山梨県 甲府市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋甲府上阿原店 サービス 飲食業 2%

110,794 山梨県 甲府市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋甲府国母店 サービス 飲食業 2%

110,795 山梨県 甲府市 河合塾マナビス甲府校 サービス その他サービス 2%

110,796 山梨県 甲府市 韓国家庭料理　韓豚 サービス 飲食業 5%
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110,797 山梨県 甲府市 キーズカフェ時夢創屋 サービス 飲食業 5%

110,798 山梨県 甲府市 桔梗信玄 小売業 食料品 5%

110,799 山梨県 甲府市 桔梗屋　甲府本店 小売業 食料品 5%

110,800 山梨県 甲府市 桔梗屋　東次郎　美術館通り店 小売業 食料品 5%

110,801 山梨県 甲府市 桔梗屋　東次郎　和戸店 小売業 食料品 5%

110,802 山梨県 甲府市 ＫＩＺＵＫＩ サービス その他サービス 5%

110,803 山梨県 甲府市 吉字屋　履物店 小売業 その他小売 5%

110,804 山梨県 甲府市 スリープショップ　きむら 小売業 家具・調度品 5%

110,805 山梨県 甲府市 キャピックコウフ サービス その他サービス 5%

110,806 山梨県 甲府市 ギャラリー　インセンス 小売業 その他小売 5%

110,807 山梨県 甲府市 牛角甲府店 サービス 飲食業 2%

110,808 山梨県 甲府市 牛角甲府平和通店 サービス 飲食業 2%

110,809 山梨県 甲府市 九福国際開発株式会社 サービス その他サービス 5%

110,810 山梨県 甲府市 行政書士市川雄資事務所 サービス その他サービス 5%

110,811 山梨県 甲府市 株式会社ギリオン 小売業 その他小売 5%

110,812 山梨県 甲府市 桐山薬品 サービス 理容・美容業 5%

110,813 山梨県 甲府市 貢川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,814 山梨県 甲府市 貢川富竹ＳＳ　有限会社ヤマシタ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,815 山梨県 甲府市 串処　ほとり サービス 飲食業 5%

110,816 山梨県 甲府市 靴工場ＹｕｔａＭｉｔｓｕｍｏｒｉ サービス その他サービス 5%

110,817 山梨県 甲府市 窪田自動車鈑金塗装工場 サービス その他サービス 5%

110,818 山梨県 甲府市 窪田電気 小売業 電化製品 5%

110,819 山梨県 甲府市 クボタ電気商会 小売業 電化製品 5%

110,820 山梨県 甲府市 ＫＵＲＡ サービス 飲食業 5%

110,821 山梨県 甲府市 ＧＬＯＷ　［グロウ］ サービス 理容・美容業 5%

110,822 山梨県 甲府市 グローバルユニコム 小売業 その他小売 5%

110,823 山梨県 甲府市 黒富士 サービス 飲食業 5%

110,824 山梨県 甲府市 ｇａｔｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

110,825 山梨県 甲府市 ゲストハウスソノママ サービス 宿泊業 5%

110,826 山梨県 甲府市 コイチ堂電気 小売業 電化製品 5%

110,827 山梨県 甲府市 高原スタジオ サービス その他サービス 5%

110,828 山梨県 甲府市 甲州牛鍋料理　紅梅や サービス 飲食業 5%

110,829 山梨県 甲府市 甲州ちろり処　こいこい サービス 飲食業 5%

110,830 山梨県 甲府市 厚生会館　購買・書籍 サービス その他サービス 5%

110,831 山梨県 甲府市 厚生会館　購買・書籍（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

110,832 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府相生店 小売業 食料品 2%

110,833 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府青沼１丁目店 小売業 食料品 2%

110,834 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府朝気１丁目店 小売業 食料品 2%

110,835 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府朝気３丁目店 小売業 食料品 2%

110,836 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府伊勢１丁目店 小売業 食料品 2%

110,837 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府大里店 小売業 食料品 2%

110,838 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府大津町店 小売業 食料品 2%
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110,839 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府大手１丁目店 小売業 食料品 2%

110,840 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府音羽橋店 小売業 食料品 2%

110,841 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府上阿原店 小売業 食料品 2%

110,842 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府上石田３丁目店 小売業 食料品 2%

110,843 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府川田町店 小売業 食料品 2%

110,844 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府気象台西店 小売業 食料品 2%

110,845 山梨県 甲府市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ甲府北店 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,846 山梨県 甲府市 甲府記念日ホテル サービス 宿泊業 5%

110,847 山梨県 甲府市 セブンーイレブン甲府貢川店 小売業 食料品 2%

110,848 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府貢川本町店 小売業 食料品 2%

110,849 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府国玉店 小売業 食料品 2%

110,850 山梨県 甲府市 甲府ぐるめ横丁 サービス 飲食業 5%

110,851 山梨県 甲府市 セブンーイレブン甲府国母工業団地店 小売業 食料品 2%

110,852 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府国母店 小売業 食料品 2%

110,853 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府国母４丁目店 小売業 食料品 2%

110,854 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府寿町店 小売業 食料品 2%

110,855 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府幸町店 小売業 食料品 2%

110,856 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府桜井町店 小売業 食料品 2%

110,857 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府市城東４丁目店 小売業 食料品 2%

110,858 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府下石田２丁目店 小売業 食料品 2%

110,859 山梨県 甲府市 甲府城東 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,860 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府新田町店 小売業 食料品 2%

110,861 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府砂田町店 小売業 食料品 2%

110,862 山梨県 甲府市 甲府住吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,863 山梨県 甲府市 セブンーイレブン甲府住吉５丁目店 小売業 食料品 2%

110,864 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府住吉３丁目店 小売業 食料品 2%

110,865 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府武田店 小売業 食料品 2%

110,866 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府中央店 小売業 食料品 2%

110,867 山梨県 甲府市 甲府中央郵便局売店 小売業 その他小売 5%

110,868 山梨県 甲府市 甲府電商 小売業 電化製品 5%

110,869 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府西下条町店 小売業 食料品 2%

110,870 山梨県 甲府市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ甲府バイパス店 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,871 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府富士見通り店 小売業 食料品 2%

110,872 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府富士見２丁目店 小売業 食料品 2%

110,873 山梨県 甲府市 甲府プリンスホテル　朝日館 サービス 宿泊業 5%

110,874 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府万才橋店 小売業 食料品 2%

110,875 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府美咲店 小売業 食料品 2%

110,876 山梨県 甲府市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ甲府南インタ－風土記の丘店 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,877 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府南インター店 小売業 食料品 2%

110,878 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府宮原町店 小売業 食料品 2%

110,879 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府山城店 小売業 食料品 2%

110,880 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府山宮町店 小売業 食料品 2%

2642



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

110,881 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府湯村温泉郷店 小売業 食料品 2%

110,882 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府湯村店 小売業 食料品 2%

110,883 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府蓬沢店 小売業 食料品 2%

110,884 山梨県 甲府市 セブン－イレブン甲府和戸西店 小売業 食料品 2%

110,885 山梨県 甲府市 工房　雅 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,886 山梨県 甲府市 コーナーポケット甲府東店 小売業 食料品 5%

110,887 山梨県 甲府市 ゴミでんき 小売業 電化製品 5%

110,888 山梨県 甲府市 小料理哲 サービス 飲食業 5%

110,889 山梨県 甲府市 ゴールド島田 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,890 山梨県 甲府市 サイクルハンズ 小売業 その他小売 5%

110,891 山梨県 甲府市 サイクルハンズ　甲府東店 小売業 その他小売 5%

110,892 山梨県 甲府市 Ｔｈｅ　Ｖａｕｌｔ サービス 飲食業 5%

110,893 山梨県 甲府市 ＳＡＫＵＲＡ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

110,894 山梨県 甲府市 酒のディアーズ 小売業 食料品 5%

110,895 山梨県 甲府市 ｔｈｅ；Ｋｏｋｕｂｏ サービス 飲食業 5%

110,896 山梨県 甲府市 佐渡屋 サービス 飲食業 5%

110,897 山梨県 甲府市 サドヤ 小売業 食料品 5%

110,898 山梨県 甲府市 澤田屋　本店 小売業 食料品 5%

110,899 山梨県 甲府市 株式会社産業革新研究所 サービス その他サービス 5%

110,900 山梨県 甲府市 山光石油株式会社甲府　直売 小売業 その他小売 5%

110,901 山梨県 甲府市 山光石油株式会社甲府　簡易ガス 小売業 その他小売 5%

110,902 山梨県 甲府市 ＳＨＡＭＥＳ サービス その他サービス 5%

110,903 山梨県 甲府市 四季彩　甲府店 サービス 飲食業 5%

110,904 山梨県 甲府市 治作鮨 サービス 飲食業 5%

110,905 山梨県 甲府市 清水屋駒井米店 小売業 食料品 5%

110,906 山梨県 甲府市 シャトー酒折ワイナリー 小売業 その他小売 5%

110,907 山梨県 甲府市 シャトー・ドゥ・クープ サービス 理容・美容業 5%

110,908 山梨県 甲府市 ｃｈｏｕｅｔｔｅ． サービス 理容・美容業 5%

110,909 山梨県 甲府市 ジュエリー工房カズヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,910 山梨県 甲府市 ジュエリーコンシェルジェ 小売業 貴金属・服飾品 5%

110,911 山梨県 甲府市 Ｊｕｎｏ【ジュノ】 サービス 理容・美容業 5%

110,912 山梨県 甲府市 シューマート　甲府富士見店 小売業 衣料品 5%

110,913 山梨県 甲府市 シューマート甲府向町店 小売業 衣料品 5%

110,914 山梨県 甲府市 旬菜そばかさふじ サービス 飲食業 5%

110,915 山梨県 甲府市 旬菜厨房　奈のは　実りの郷 サービス 飲食業 5%

110,916 山梨県 甲府市 ショップ　湯村 小売業 家具・調度品 5%

110,917 山梨県 甲府市 寝具の望月 小売業 家具・調度品 5%

110,918 山梨県 甲府市 寝具の望月バイパス店 小売業 家具・調度品 5%

110,919 山梨県 甲府市 シンセラティ－住設 サービス その他サービス 5%

110,920 山梨県 甲府市 新日本補聴器センター甲府店 小売業 その他小売 5%

110,921 山梨県 甲府市 新平和通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,922 山梨県 甲府市 水琴酒堂 サービス 飲食業 5%
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110,923 山梨県 甲府市 スカイ通信 小売業 電化製品 5%

110,924 山梨県 甲府市 寿司処ちひろ サービス 飲食業 5%

110,925 山梨県 甲府市 Ｓｐｒｉｎｇ　Ｗｉｎｄ２３０ 小売業 その他小売 5%

110,926 山梨県 甲府市 スプリング・ブリーズ サービス 理容・美容業 5%

110,927 山梨県 甲府市 ＳＰＲＵＣＥ 小売業 衣料品 5%

110,928 山梨県 甲府市 スポーツカムイ甲府店 小売業 その他小売 5%

110,929 山梨県 甲府市 スマイル　１ 小売業 その他小売 5%

110,930 山梨県 甲府市 住吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,931 山梨県 甲府市 スリーピークス 小売業 食料品 5%

110,932 山梨県 甲府市 駿河健康ランド サービス 宿泊業 5%

110,933 山梨県 甲府市 生活彩館・みかみ 小売業 電化製品 5%

110,934 山梨県 甲府市 セルフ甲府店 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,935 山梨県 甲府市 相互タクシー　１４２４ サービス 運輸業 5%

110,936 山梨県 甲府市 （株）大成　甲府中央（営）ＳＳセンター 小売業 家具・調度品 5%

110,937 山梨県 甲府市 大成電気 小売業 電化製品 5%

110,938 山梨県 甲府市 タイヨー電気 小売業 電化製品 5%

110,939 山梨県 甲府市 高畑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,940 山梨県 甲府市 タナカタイヤサービス 小売業 その他小売 5%

110,941 山梨県 甲府市 ダンロカン サービス 宿泊業 5%

110,942 山梨県 甲府市 ＣＨＡＫＵＲＡ サービス 飲食業 5%

110,943 山梨県 甲府市 中央市場 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,944 山梨県 甲府市 中央市場東 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,945 山梨県 甲府市 中央ベニヤ株式会社 サービス その他サービス 5%

110,946 山梨県 甲府市 土屋国母 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,947 山梨県 甲府市 寺崎ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

110,948 山梨県 甲府市 ＤＥＬＩＳ 小売業 食料品 5%

110,949 山梨県 甲府市 ＴＵＯ　山梨大学生協　食堂部 サービス その他サービス 5%

110,950 山梨県 甲府市 ＴｒｕｅＴｒｕｓｔｕｎ下石田店 サービス 理容・美容業 5%

110,951 山梨県 甲府市 トールペイント ｅｍｉフラワーペイント サービス その他サービス 5%

110,952 山梨県 甲府市 常磐ホテル サービス 宿泊業 5%

110,953 山梨県 甲府市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅカーオアシス甲府南店 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,954 山梨県 甲府市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ甲府西店 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,955 山梨県 甲府市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ城東店 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,956 山梨県 甲府市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ向町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,957 山梨県 甲府市 ドコモスポット　甲府バリオ店 小売業 電化製品 5%

110,958 山梨県 甲府市 ドスパラ甲府店 小売業 電化製品 5%

110,959 山梨県 甲府市 トータルウェディングセラヴィ山梨 サービス その他サービス 5%

110,960 山梨県 甲府市 ＤＯＧＦＵＮ 小売業 その他小売 5%

110,961 山梨県 甲府市 ドバシデンキ 小売業 電化製品 5%

110,962 山梨県 甲府市 土間土間甲府店 サービス 飲食業 2%

110,963 山梨県 甲府市 トヨタカローラ山梨甲府東店 小売業 その他小売 5%

110,964 山梨県 甲府市 トヨタレンタリース山梨甲府駅前店 サービス その他サービス 2%
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110,965 山梨県 甲府市 トヨタレンタリース山梨甲府バイパス店 サービス その他サービス 2%

110,966 山梨県 甲府市 トヨタレンタリース山梨 サービス その他サービス 5%

110,967 山梨県 甲府市 Ｔｒｉｐｏｄ Ｔｒｉｐｏｄ サービス 理容・美容業 5%

110,968 山梨県 甲府市 ＴＯＲＡＮｈａｉｒｒｅｓｏｒｔ サービス 理容・美容業 5%

110,969 山梨県 甲府市 ドルチェビータ 小売業 その他小売 5%

110,970 山梨県 甲府市 トレンドフジミＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,971 山梨県 甲府市 とん吉 サービス 飲食業 5%

110,972 山梨県 甲府市 ナオル薬品 小売業 その他小売 5%

110,973 山梨県 甲府市 中澤プロショップ 小売業 その他小売 5%

110,974 山梨県 甲府市 ナカヤマ電気 小売業 電化製品 5%

110,975 山梨県 甲府市 ナチュラルグレース サービス 飲食業 5%

110,976 山梨県 甲府市 Ｎａｔｕｒａｌｇｒａｃｅケータリング 小売業 食料品 5%

110,977 山梨県 甲府市 ＮＡＰｂｅｄａｎｄｌｏｕｎｇｅ サービス 宿泊業 5%

110,978 山梨県 甲府市 南西ＳＳ　有限会社ヤマシタ 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,979 山梨県 甲府市 ｎｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

110,980 山梨県 甲府市 日本の匠と美ほさか サービス その他サービス 5%

110,981 山梨県 甲府市 ネッツトヨタ山梨セイリアｐｉｐｉｔ店 小売業 その他小売 5%

110,982 山梨県 甲府市 ネッツトヨタ山梨本社セイリア店 小売業 その他小売 5%

110,983 山梨県 甲府市 ネッツトヨタ山梨Ｕ－Ｃａｒセンター和戸 小売業 その他小売 5%

110,984 山梨県 甲府市 有限会社トアシステム サービス その他サービス 5%

110,985 山梨県 甲府市 ＢＡＣＣＨＵＳ　ＫＯＦＵ サービス 宿泊業 5%

110,986 山梨県 甲府市 ＨＡＮＡＩＣＨＩ?ハナイチ 小売業 その他小売 5%

110,987 山梨県 甲府市 花国 小売業 その他小売 5%

110,988 山梨県 甲府市 花春寿司 サービス 飲食業 5%

110,989 山梨県 甲府市 ＢＡＲＢＥＲ　ＤＡＺＥ サービス 理容・美容業 5%

110,990 山梨県 甲府市 Ｂ．Ａ．Ｌｂｅａｕｔｙｌａｂｏｒａｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

110,991 山梨県 甲府市 ＰＣドクター サービス その他サービス 5%

110,992 山梨県 甲府市 ビジネスホテルニシコー ビジネスホテルニシコー サービス 宿泊業 5%

110,993 山梨県 甲府市 ビジュ サービス 理容・美容業 5%

110,994 山梨県 甲府市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ美術館通り店 小売業 ガソリンスタンド 2%

110,995 山梨県 甲府市 美肌工房ＳＡＴＯＳＨＩＹＡ 小売業 その他小売 5%

110,996 山梨県 甲府市 ぴゅあはーと サービス 理容・美容業 5%

110,997 山梨県 甲府市 ＢＢＳ　ＤＩＡＭＯＮＤ　ＭＯＯＮ サービス その他サービス 5%

110,998 山梨県 甲府市 美容室Ａｅｒｎａ サービス 理容・美容業 5%

110,999 山梨県 甲府市 美容室ｅｎｊｏｙＮＥＷＹＯＲＫ　上今井店 サービス 理容・美容業 5%

111,000 山梨県 甲府市 ＨＩＲＯＯＫＡ　ＫＯＦＵ 小売業 その他小売 5%

111,001 山梨県 甲府市 ひろめ堂 サービス その他サービス 5%

111,002 山梨県 甲府市 ファイブスピード サービス その他サービス 5%

111,003 山梨県 甲府市 ファミーユ　朝日 小売業 衣料品 5%

111,004 山梨県 甲府市 ファミーユ　子供服　ファミーユ 小売業 衣料品 5%

111,005 山梨県 甲府市 ファミーユジュニア 小売業 衣料品 5%

111,006 山梨県 甲府市 Ｆｅｅｌ 小売業 その他小売 5%
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111,007 山梨県 甲府市 フィッシュランド　イシハラ 小売業 その他小売 5%

111,008 山梨県 甲府市 フォレ・ドゥ・クープ サービス 理容・美容業 5%

111,009 山梨県 甲府市 フカサワ宝石 小売業 貴金属・服飾品 5%

111,010 山梨県 甲府市 福寿司 サービス 飲食業 5%

111,011 山梨県 甲府市 富士地域商社 小売業 食料品 5%

111,012 山梨県 甲府市 Ｆｌｕｕｎｔ出店 サービス 飲食業 5%

111,013 山梨県 甲府市 ＰＲＯＳＨＯＰＲＥＯⅡ 小売業 その他小売 5%

111,014 山梨県 甲府市 ヘア メイク リタ ｈａｉｒ ｍａｋｅ ｒｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

111,015 山梨県 甲府市 ｈａｉｒｏｆＧａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

111,016 山梨県 甲府市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　　ＲＵＬＥＲ サービス 理容・美容業 5%

111,017 山梨県 甲府市 ＨａｉｒＳａｌｏｎＲＵＬＥＲ サービス 理容・美容業 5%

111,018 山梨県 甲府市 ＨａｉｒｒｏｏｍＮｏｅｌ サービス 理容・美容業 5%

111,019 山梨県 甲府市 ベーネ甲府ショップ 小売業 貴金属・服飾品 5%

111,020 山梨県 甲府市 ペットフィールド新平和通り店 小売業 その他小売 5%

111,021 山梨県 甲府市 ヘルシーＳＰＡサンロード サービス その他サービス 5%

111,022 山梨県 甲府市 ヘルシーレストラン　パセリ サービス 飲食業 5%

111,023 山梨県 甲府市 ほぐし堂甲府駅前店 サービス 理容・美容業 5%

111,024 山梨県 甲府市 ほぐし堂下石田店 サービス 理容・美容業 5%

111,025 山梨県 甲府市 ほぐし堂バイパス上町店 サービス その他サービス 5%

111,026 山梨県 甲府市 星野書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

111,027 山梨県 甲府市 ボディショップ　もど～る！ サービス その他サービス 5%

111,028 山梨県 甲府市 ホテル　シーラックパル　甲府 サービス 宿泊業 5%

111,029 山梨県 甲府市 ホテル談露館 サービス 宿泊業 5%

111,030 山梨県 甲府市 ホテル吉野 サービス 宿泊業 5%

111,031 山梨県 甲府市 ホテル１ー２ー３甲府・信玄温泉 サービス 宿泊業 5%

111,032 山梨県 甲府市 ほぐし堂山の手通り店 サービス 理容・美容業 5%

111,033 山梨県 甲府市 ボルボ・カーズ甲府 サービス その他サービス 5%

111,034 山梨県 甲府市 ボンスポーツ 小売業 その他小売 5%

111,035 山梨県 甲府市 甲府建材商会　本店 小売業 その他小売 5%

111,036 山梨県 甲府市 ボンマルシェ サービス 飲食業 5%

111,037 山梨県 甲府市 ｍｙ　ｐｒｅｓｅｎｔ． 小売業 食料品 5%

111,038 山梨県 甲府市 マクドナルド甲府朝気店 サービス 飲食業 2%

111,039 山梨県 甲府市 マクドナルド甲府アルプス通り店 サービス 飲食業 2%

111,040 山梨県 甲府市 マクドナルド甲府湯村店 サービス 飲食業 2%

111,041 山梨県 甲府市 マクドナルド甲府和戸店 サービス 飲食業 2%

111,042 山梨県 甲府市 マクドナルド国母店 サービス 飲食業 2%

111,043 山梨県 甲府市 マクドナルド中小河原店 サービス 飲食業 2%

111,044 山梨県 甲府市 マリー化粧品店 小売業 その他小売 5%

111,045 山梨県 甲府市 株式会社　マリコ　小瀬店 小売業 家具・調度品 5%

111,046 山梨県 甲府市 まるごとやまなし館 小売業 家具・調度品 5%

111,047 山梨県 甲府市 美咲タクシー　６１７０ サービス 運輸業 5%

111,048 山梨県 甲府市 みどりや洋菓子店 小売業 食料品 5%
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111,049 山梨県 甲府市 南甲府ＳＳ　山宝石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,050 山梨県 甲府市 ｍｉｍｉｎａｉｌ＆ｅｙｅ サービス 理容・美容業 5%

111,051 山梨県 甲府市 株式会社明治堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

111,052 山梨県 甲府市 メガネ・トケイ　ユキエ 小売業 貴金属・服飾品 5%

111,053 山梨県 甲府市 Ｍｅｔｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

111,054 山梨県 甲府市 焼肉　ばんばん サービス 飲食業 5%

111,055 山梨県 甲府市 山梨共栄石油　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,056 山梨県 甲府市 山梨クラリオン株式会社 サービス その他サービス 5%

111,057 山梨県 甲府市 セブンーイレブン山梨県立美術館前店 小売業 食料品 2%

111,058 山梨県 甲府市 山梨大学生協　食堂部 サービス その他サービス 5%

111,059 山梨県 甲府市 山梨通販 小売業 食料品 5%

111,060 山梨県 甲府市 山梨トヨペット国母店 小売業 その他小売 5%

111,061 山梨県 甲府市 山梨トヨペット本店 小売業 その他小売 5%

111,062 山梨県 甲府市 山梨トヨペットＵ－Ｃａｒ和戸店 小売業 その他小売 5%

111,063 山梨県 甲府市 山梨日野自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

111,064 山梨県 甲府市 山梨万年筆商会 小売業 その他小売 5%

111,065 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売　韮崎センター 小売業 食料品 5%

111,066 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売 北杜センター 小売業 食料品 5%

111,067 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売 貢川センター 小売業 食料品 5%

111,068 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売 中央センター 小売業 食料品 5%

111,069 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売 甲府南センター 小売業 食料品 5%

111,070 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売　美咲センター 小売業 食料品 5%

111,071 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売 石和センター 小売業 食料品 5%

111,072 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売 みだいセンター 小売業 食料品 5%

111,073 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売　国母西センター 小売業 食料品 5%

111,074 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売 敷島センター 小売業 食料品 5%

111,075 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売　竜王センター 小売業 食料品 5%

111,076 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売 南アルプスセンター 小売業 食料品 5%

111,077 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売　かのいわピーチセンター 小売業 食料品 5%

111,078 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売　塩山センター 小売業 食料品 5%

111,079 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売　都留センター 小売業 食料品 5%

111,080 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売 上野原センター 小売業 食料品 5%

111,081 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売 吉田センター 小売業 食料品 5%

111,082 山梨県 甲府市 山梨ヤクルト販売 船津センター 小売業 食料品 5%

111,083 山梨県 甲府市 山の手ホンダ株式会社 小売業 その他小売 5%

111,084 山梨県 甲府市 （有）稲屋 小売業 衣料品 5%

111,085 山梨県 甲府市 有限会社市川自動車工業 サービス その他サービス 5%

111,086 山梨県 甲府市 有限会社髙野牛肉店 小売業 食料品 5%

111,087 山梨県 甲府市 有限会社中野モーターサービス サービス その他サービス 5%

111,088 山梨県 甲府市 湯村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,089 山梨県 甲府市 湯村自動車学校 サービス その他サービス 5%

111,090 山梨県 甲府市 湯村ホテルＢ＆Ｂ サービス 宿泊業 5%
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111,091 山梨県 甲府市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ八日町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,092 山梨県 甲府市 ライフインナカゴミ 小売業 電化製品 5%

111,093 山梨県 甲府市 ラウンジ　信玄 サービス 飲食業 5%

111,094 山梨県 甲府市 らしんばん　甲府店 小売業 その他小売 5%

111,095 山梨県 甲府市 Ｌａｐｉｎ サービス 飲食業 5%

111,096 山梨県 甲府市 ラポール・沙羅 サービス 理容・美容業 5%

111,097 山梨県 甲府市 Ｒｅｇａｌｏ 小売業 食料品 5%

111,098 山梨県 甲府市 リーガルシューズ　甲府店 小売業 衣料品 5%

111,099 山梨県 甲府市 ＬＩＦＴ 小売業 衣料品 5%

111,100 山梨県 甲府市 Ｌｉｂｅｒａｒｅ サービス その他サービス 5%

111,101 山梨県 甲府市 竜宮館　ゆんたく サービス 飲食業 5%

111,102 山梨県 甲府市 りゆーす 小売業 家具・調度品 5%

111,103 山梨県 甲府市 リュッカ　ヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

111,104 山梨県 甲府市 ＲＵＴＩＬＥ 小売業 衣料品 5%

111,105 山梨県 甲府市 Ｌｕｐｉｎｕｓ 小売業 その他小売 5%

111,106 山梨県 甲府市 ＬＵＲＡ甲府店 小売業 その他小売 5%

111,107 山梨県 甲府市 レーヴ動物病院 サービス その他サービス 5%

111,108 山梨県 甲府市 レストランナスキノ サービス 飲食業 5%

111,109 山梨県 甲府市 レストランバー　ＳＡＩＫＩ サービス 飲食業 5%

111,110 山梨県 甲府市 ＹＫコンサルティング サービス その他サービス 5%

111,111 山梨県 甲府市 ワイ・ジュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

111,112 山梨県 甲府市 和カフェ　黒蜜庵きなこ亭 小売業 食料品 5%

111,113 山梨県 甲府市 和食あかざわ サービス 飲食業 5%

111,114 山梨県 甲府市 ワタナベ電器センター 小売業 電化製品 5%

111,115 山梨県 甲府市 和風焼肉　和志牛 サービス 飲食業 5%

111,116 山梨県 甲府市 わら焼き　熊鰹 サービス 飲食業 5%

111,117 山梨県 小菅村 出光小菅ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,118 山梨県 小菅村 うまカフェ サービス 理容・美容業 5%

111,119 山梨県 小菅村 広瀬屋旅館 サービス 宿泊業 5%

111,120 山梨県 昭和町 アマノＤＥＮＫＩ 小売業 電化製品 5%

111,121 山梨県 昭和町 イシイ補聴器 サービス その他サービス 5%

111,122 山梨県 昭和町 インクポット　昭和店 小売業 その他小売 5%

111,123 山梨県 昭和町 上野モータース サービス その他サービス 5%

111,124 山梨県 昭和町 栄光商事株式会社甲府ＤＣ 小売業 その他小売 5%

111,125 山梨県 昭和町 Ａ－ｍｏｔｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

111,126 山梨県 昭和町 ａｕショップイオンモール甲府昭和 サービス その他サービス 5%

111,127 山梨県 昭和町 ＥｎｅＪｅｔ昭和バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,128 山梨県 昭和町 お食事処　川　昭和本店 サービス 飲食業 5%

111,129 山梨県 昭和町 温野菜田富リバーサイド店 サービス 飲食業 2%

111,130 山梨県 昭和町 カットハウスクイック　昭和店 サービス 理容・美容業 5%

111,131 山梨県 昭和町 株式会社天商 小売業 貴金属・服飾品 5%

111,132 山梨県 昭和町 カムイ　オート昭和店 小売業 その他小売 5%
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111,133 山梨県 昭和町 カレーハウスココ壱番屋中巨摩昭和通り店 サービス 飲食業 2%

111,134 山梨県 昭和町 河合塾マナビス昭和校 サービス その他サービス 2%

111,135 山梨県 昭和町 ｋｉｉｔｏｓｂｙｓｅｅｋ サービス 理容・美容業 5%

111,136 山梨県 昭和町 ｋｉｉｔｏｓ ｂｙ ｓｅｅｋ サービス 理容・美容業 5%

111,137 山梨県 昭和町 ギフトセンターサクマ 小売業 その他小売 5%

111,138 山梨県 昭和町 牛角田富リバーサイド店 サービス 飲食業 2%

111,139 山梨県 昭和町 くいものやあん サービス 飲食業 5%

111,140 山梨県 昭和町 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ甲府昭和通り店 小売業 その他小売 5%

111,141 山梨県 昭和町 サイクルハンズ　昭和店 小売業 その他小売 5%

111,142 山梨県 昭和町 雑貨Ｓｏｕｐ． 小売業 衣料品 5%

111,143 山梨県 昭和町 ｓｈａｎＧ 小売業 衣料品 5%

111,144 山梨県 昭和町 シューマート　甲府昭和店 小売業 衣料品 5%

111,145 山梨県 昭和町 昭和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,146 山梨県 昭和町 セブン－イレブン昭和西条店 小売業 食料品 2%

111,147 山梨県 昭和町 セブン－イレブン昭和西条南店 小売業 食料品 2%

111,148 山梨県 昭和町 セブン－イレブン昭和町河西店 小売業 食料品 2%

111,149 山梨県 昭和町 セブン－イレブン昭和町清水新居店 小売業 食料品 2%

111,150 山梨県 昭和町 スーパーＴＡＣ甲府店 小売業 食料品 5%

111,151 山梨県 昭和町 すてないで　昭和店 小売業 その他小売 5%

111,152 山梨県 昭和町 ＳｐｉｃｙＲｏｃｃａ サービス 飲食業 5%

111,153 山梨県 昭和町 ソニーの専門店ＯＳＡＤＡ 小売業 電化製品 5%

111,154 山梨県 昭和町 （株）大成　甲府昭和（営）ＳＳセンター 小売業 家具・調度品 5%

111,155 山梨県 昭和町 高野どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

111,156 山梨県 昭和町 鶴田電化 小売業 電化製品 5%

111,157 山梨県 昭和町 ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ＆ｃｏ． サービス 理容・美容業 5%

111,158 山梨県 昭和町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ昭和バイパス店 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,159 山梨県 昭和町 トスカ 小売業 その他小売 5%

111,160 山梨県 昭和町 トヨタカローラ山梨昭和店 小売業 その他小売 5%

111,161 山梨県 昭和町 トヨタホ－ム山梨株式会社 サービス その他サービス 5%

111,162 山梨県 昭和町 トヨタレンタリース山梨　釜無工業団地店 サービス その他サービス 2%

111,163 山梨県 昭和町 トヨタレンタリース山梨営業本部 サービス その他サービス 2%

111,164 山梨県 昭和町 トヨタレンタリース山梨　営業本部 サービス その他サービス 5%

111,165 山梨県 昭和町 肉処寅竜 サービス 飲食業 5%

111,166 山梨県 昭和町 肉ビストロＫＡＧＵＲＡ サービス 飲食業 5%

111,167 山梨県 昭和町 ｐｅａｃｅ サービス その他サービス 5%

111,168 山梨県 昭和町 ヒノマルステーキ甲府店 サービス 飲食業 5%

111,169 山梨県 昭和町 ＢｅａｕｔｙＳｐａｃｅキリーク サービス 理容・美容業 5%

111,170 山梨県 昭和町 ＰＩＮＸ サービス 理容・美容業 5%

111,171 山梨県 昭和町 フェイスリノベーションサロンｔｕｔｕｍｕ　フェイスリノベーションサロンツツム サービス 理容・美容業 5%

111,172 山梨県 昭和町 ＰＲＯＧＲＥＳＳＩＶＥ　ＦＩＥＬＤ サービス その他サービス 5%

111,173 山梨県 昭和町 ボールド サービス 理容・美容業 5%

111,174 山梨県 昭和町 ほぐし堂昭和通り店 サービス 理容・美容業 5%
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111,175 山梨県 昭和町 北北西 サービス その他サービス 5%

111,176 山梨県 昭和町 ホテル昭和 サービス 宿泊業 5%

111,177 山梨県 昭和町 ホビーゾーン甲府昭和店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

111,178 山梨県 昭和町 マクドナルド甲府昭和イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

111,179 山梨県 昭和町 マクドナルド昭和通り飯喰店 サービス 飲食業 2%

111,180 山梨県 昭和町 沁株式会社 小売業 食料品 5%

111,181 山梨県 昭和町 向山美和子の料理教室 サービス その他サービス 5%

111,182 山梨県 昭和町 モッシーズ 小売業 その他小売 5%

111,183 山梨県 昭和町 有限会社イワトモ サービス その他サービス 5%

111,184 山梨県 昭和町 ユザワヤ　イオンモール甲府昭和店 小売業 その他小売 5%

111,185 山梨県 昭和町 ヨウメイコクサイカブシキカイシャ 小売業 その他小売 5%

111,186 山梨県 昭和町 ＲＡＤＩＣＡ　ｄｏｕｃｅ　Ｈａｒｍｏｎｉｅ　ＳＴＯＣＫ　甲府店 小売業 衣料品 5%

111,187 山梨県 昭和町 ＲＡＤＩＣＡｄｏｕｃｅｈａｒｍｏｎｉｅＳ 小売業 衣料品 5%

111,188 山梨県 昭和町 Ｗｒｅａｔｈ サービス 理容・美容業 5%

111,189 山梨県 昭和町 リストランテカントゥ サービス 飲食業 5%

111,190 山梨県 昭和町 リストランテカントゥ サービス 飲食業 5%

111,191 山梨県 昭和町 レストランシェ．ヒガシ サービス 飲食業 5%

111,192 山梨県 丹波山村 丹波山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,193 山梨県 丹波山村 丹波山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,194 山梨県 中央市 アウトブラン 小売業 その他小売 5%

111,195 山梨県 中央市 アップル車検　田富店 サービス その他サービス 5%

111,196 山梨県 中央市 イトウ 小売業 貴金属・服飾品 5%

111,197 山梨県 中央市 ウエデンリバーショップ 小売業 電化製品 5%

111,198 山梨県 中央市 エンジョイニューヨーク　リバーシ サービス 理容・美容業 5%

111,199 山梨県 中央市 オギノ田富店 小売業 食料品 5%

111,200 山梨県 中央市 オギノリバーシティー店 小売業 その他小売 5%

111,201 山梨県 中央市 おもちゃのイチノセ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

111,202 山梨県 中央市 おもちゃのイチノセ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

111,203 山梨県 中央市 株式会社清川自動車 サービス その他サービス 5%

111,204 山梨県 中央市 クール・カレアン　オギノリバーシティ店 小売業 衣料品 5%

111,205 山梨県 中央市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサラ国母店 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,206 山梨県 中央市 Ｊ．Ｓ．医大前　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,207 山梨県 中央市 新世館　田富店 サービス 飲食業 5%

111,208 山梨県 中央市 スタジオシエル山梨中央店 サービス その他サービス 5%

111,209 山梨県 中央市 Ｓｍｉｌｅ　２ 小売業 その他小売 5%

111,210 山梨県 中央市 スマイル　　スマイル 小売業 その他小売 5%

111,211 山梨県 中央市 田富店 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,212 山梨県 中央市 セブンーイレブン田富リバーサイド店 小売業 食料品 2%

111,213 山梨県 中央市 セブンーイレブン玉穂成島店 小売業 食料品 2%

111,214 山梨県 中央市 セブン－イレブン中央市西花輪店 小売業 食料品 2%

111,215 山梨県 中央市 ティアラオギノリバーシティ店 小売業 衣料品 5%

111,216 山梨県 中央市 電化のウエデン 小売業 電化製品 5%
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111,217 山梨県 中央市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ田富店 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,218 山梨県 中央市 豊富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,219 山梨県 中央市 豊富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,220 山梨県 中央市 とよとみＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,221 山梨県 中央市 花菓亭　イオンタウン　山梨中央店 小売業 食料品 5%

111,222 山梨県 中央市 花輪タクシー サービス その他サービス 5%

111,223 山梨県 中央市 東花輪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,224 山梨県 中央市 Ｆｒｅｎｃｈ　Ｂｕｌｌｄｏｇ サービス 飲食業 5%

111,225 山梨県 中央市 Ｈａｉｒ ＡＬＬＵＲＥ サービス 理容・美容業 5%

111,226 山梨県 中央市 ＰＯＬ サービス 理容・美容業 5%

111,227 山梨県 中央市 メイリールー　田富店 小売業 衣料品 5%

111,228 山梨県 中央市 モバイルファン 小売業 電化製品 5%

111,229 山梨県 中央市 セブン－イレブン山梨大学医学部前店 小売業 食料品 2%

111,230 山梨県 中央市 セブン－イレブン山梨田富店 小売業 食料品 2%

111,231 山梨県 中央市 山梨日野自動車田富営業所 小売業 その他小売 5%

111,232 山梨県 都留市 ａｕショップ都留 サービス その他サービス 5%

111,233 山梨県 都留市 おかじま　都留店 小売業 食料品 5%

111,234 山梨県 都留市 オギノ都留店 小売業 食料品 5%

111,235 山梨県 都留市 回転寿し活鮮　田野倉店 サービス 飲食業 5%

111,236 山梨県 都留市 禾生　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,237 山梨県 都留市 株式会社横田電器 サービス その他サービス 5%

111,238 山梨県 都留市 （株）タイヤ館田野倉 小売業 その他小売 2%

111,239 山梨県 都留市 桔梗屋　東次郎　都留店 小売業 食料品 5%

111,240 山梨県 都留市 コンフォート サービス 理容・美容業 5%

111,241 山梨県 都留市 サンアイＳＳプラザＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,242 山梨県 都留市 サン電気 小売業 電化製品 5%

111,243 山梨県 都留市 Ｊ－ＰＬＡＮＥＴ 小売業 その他小売 5%

111,244 山梨県 都留市 鹿留ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,245 山梨県 都留市 しゃしんのイソ サービス その他サービス 5%

111,246 山梨県 都留市 スーパーウスイ 小売業 その他小売 5%

111,247 山梨県 都留市 スーパーウスイ 小売業 食料品 5%

111,248 山梨県 都留市 すてないで都留店 小売業 その他小売 5%

111,249 山梨県 都留市 スマイル×スマイル都留店 サービス その他サービス 5%

111,250 山梨県 都留市 炭火焼肉牛角都留店 サービス 飲食業 2%

111,251 山梨県 都留市 セルバ　都留十日市場店 小売業 食料品 5%

111,252 山梨県 都留市 セルフ都留 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,253 山梨県 都留市 セルフ都留東桂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,254 山梨県 都留市 せんべいの泉屋 小売業 食料品 5%

111,255 山梨県 都留市 都留ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,256 山梨県 都留市 都留ＩＣＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,257 山梨県 都留市 セブン－イレブン都留井倉店 小売業 食料品 2%

111,258 山梨県 都留市 都留ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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111,259 山梨県 都留市 セブン－イレブン都留金井店 小売業 食料品 2%

111,260 山梨県 都留市 セブン－イレブン都留市駅前店 小売業 食料品 2%

111,261 山梨県 都留市 セブン－イレブン都留市役所前店 小売業 食料品 2%

111,262 山梨県 都留市 セブン－イレブン都留田野倉店 小売業 食料品 2%

111,263 山梨県 都留市 セブン－イレブン都留田原２丁目店 小売業 食料品 2%

111,264 山梨県 都留市 都留平光 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,265 山梨県 都留市 セブン－イレブン都留文大通り店 小売業 食料品 2%

111,266 山梨県 都留市 都留三吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,267 山梨県 都留市 トヨタカローラ山梨都留バイパス店 小売業 その他小売 5%

111,268 山梨県 都留市 ナカムラ薬局 小売業 その他小売 5%

111,269 山梨県 都留市 ネッツトヨタ山梨都留店 小売業 その他小売 5%

111,270 山梨県 都留市 美容室グレイス　田野倉店 サービス 理容・美容業 5%

111,271 山梨県 都留市 フォトプラザＴＳＵＲ サービス その他サービス 5%

111,272 山梨県 都留市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＴＡＫＡＯ サービス 理容・美容業 5%

111,273 山梨県 都留市 ヘアサロンカルネ サービス 理容・美容業 5%

111,274 山梨県 都留市 ホテルスターらんど サービス 宿泊業 5%

111,275 山梨県 都留市 マクドナルド都留店 サービス 飲食業 2%

111,276 山梨県 都留市 メガネストアー都留 小売業 その他小売 5%

111,277 山梨県 都留市 メガネストアー都留店 小売業 その他小売 5%

111,278 山梨県 都留市 ヤナイスポーツ 小売業 その他小売 5%

111,279 山梨県 都留市 山梨トヨペット都留店 小売業 その他小売 5%

111,280 山梨県 都留市 谷村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,281 山梨県 都留市 ＬＵＭＢＥＲ　ＲＯＯＭ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

111,282 山梨県 都留市 レストラン鎌倉　レストラン鎌倉 サービス 飲食業 5%

111,283 山梨県 都留市 渡辺燃料店 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,284 山梨県 道志村 株式会社リトル・トリー サービス その他サービス 5%

111,285 山梨県 道志村 渓流の宿 サービス 宿泊業 5%

111,286 山梨県 道志村 道志ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,287 山梨県 鳴沢村 株式会社かいしゃ　鳴沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,288 山梨県 鳴沢村 セブン－イレブン鳴沢大田和店 小売業 食料品 2%

111,289 山梨県 鳴沢村 なるさわ富士山博物館 小売業 貴金属・服飾品 5%

111,290 山梨県 鳴沢村 パディーフィールド サービス その他サービス 5%

111,291 山梨県 鳴沢村 林タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

111,292 山梨県 鳴沢村 林タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

111,293 山梨県 鳴沢村 富士満願ビレッジキャンプ場 サービス 宿泊業 5%

111,294 山梨県 鳴沢村 セブン－イレブン山梨鳴沢店 小売業 食料品 2%

111,295 山梨県 鳴沢村 ロッヂスタックポイント サービス その他サービス 5%

111,296 山梨県 南部町 オギノキャロット南部店 小売業 食料品 5%

111,297 山梨県 南部町 南部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,298 山梨県 南部町 南部バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,299 山梨県 南部町 船山温泉 サービス 宿泊業 5%

111,300 山梨県 西桂町 安眠堂　枕家 小売業 家具・調度品 5%
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111,301 山梨県 西桂町 カーショップ　ツルタ　西桂店 小売業 その他小売 5%

111,302 山梨県 西桂町 株式会社槙田商店 小売業 衣料品 5%

111,303 山梨県 西桂町 ＳＰＲＩＮＧ　ＧＡＬＬＥＲＹ サービス 飲食業 5%

111,304 山梨県 西桂町 スマイル×スマイル西桂店 サービス その他サービス 5%

111,305 山梨県 西桂町 ツルタ 小売業 その他小売 5%

111,306 山梨県 西桂町 セブン－イレブン都留西桂町店 小売業 食料品 2%

111,307 山梨県 西桂町 ナガノ電器 小売業 電化製品 5%

111,308 山梨県 西桂町 三ツ峠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,309 山梨県 韮崎市 ＡＭＵＳＥ韮崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,310 山梨県 韮崎市 イソベ電器 小売業 電化製品 5%

111,311 山梨県 韮崎市 衣料ストアータナベ 小売業 衣料品 5%

111,312 山梨県 韮崎市 エンジョイニューヨーク　韮崎店 サービス 理容・美容業 5%

111,313 山梨県 韮崎市 オギノ韮崎駅前店 小売業 その他小売 5%

111,314 山梨県 韮崎市 オギノ韮崎店 小売業 食料品 5%

111,315 山梨県 韮崎市 回転寿し活鮮　韮崎店 サービス 飲食業 5%

111,316 山梨県 韮崎市 ｇａｒａｇｅＢＥＲＵ’Ｓ 小売業 その他小売 5%

111,317 山梨県 韮崎市 桔梗屋　東次郎　韮崎店 小売業 食料品 5%

111,318 山梨県 韮崎市 ＧｉｍｍＡｒｇ サービス その他サービス 5%

111,319 山梨県 韮崎市 コーナーポケット 小売業 食料品 5%

111,320 山梨県 韮崎市 コーナーポケット韮崎駅前店 小売業 食料品 5%

111,321 山梨県 韮崎市 清水屋旅館 サービス 宿泊業 5%

111,322 山梨県 韮崎市 スタジオＳ サービス その他サービス 5%

111,323 山梨県 韮崎市 須玉インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,324 山梨県 韮崎市 セゾン桐の木　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,325 山梨県 韮崎市 タイヤ館韮崎 小売業 その他小売 2%

111,326 山梨県 韮崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ韮崎店 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,327 山梨県 韮崎市 トヨタカローラ山梨韮崎店 小売業 その他小売 5%

111,328 山梨県 韮崎市 トヨタレンタリース山梨韮崎駅前店 サービス その他サービス 2%

111,329 山梨県 韮崎市 セブン－イレブン韮崎旭町店 小売業 食料品 2%

111,330 山梨県 韮崎市 韮崎北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,331 山梨県 韮崎市 韮崎北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,332 山梨県 韮崎市 セブン－イレブン韮崎高校前店 小売業 食料品 2%

111,333 山梨県 韮崎市 セブン－イレブン韮崎竜岡店 小売業 食料品 2%

111,334 山梨県 韮崎市 セブン－イレブン韮崎中田店 小売業 食料品 2%

111,335 山梨県 韮崎市 韮崎西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,336 山梨県 韮崎市 セブン－イレブン韮崎一ツ谷店 小売業 食料品 2%

111,337 山梨県 韮崎市 セブン－イレブン韮崎藤井町店 小売業 食料品 2%

111,338 山梨県 韮崎市 セブン－イレブン韮崎円野店 小売業 食料品 2%

111,339 山梨県 韮崎市 ネッツトヨタ山梨韮崎店 小売業 その他小売 5%

111,340 山梨県 韮崎市 ヘアサロンチノ サービス 理容・美容業 5%

111,341 山梨県 韮崎市 ボンシイク サービス 飲食業 5%

111,342 山梨県 韮崎市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%
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111,343 山梨県 韮崎市 マクドナルド韮崎店 サービス 飲食業 2%

111,344 山梨県 韮崎市 セブン－イレブン御勅使工業団地入口店 小売業 食料品 2%

111,345 山梨県 韮崎市 宮脇書店　韮崎店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

111,346 山梨県 韮崎市 山本食肉有限会社 サービス その他サービス 5%

111,347 山梨県 韮崎市 ヤザキ　オート サービス その他サービス 5%

111,348 山梨県 韮崎市 山梨トヨペット韮崎店 小売業 その他小売 5%

111,349 山梨県 韮崎市 有限会社フカサワ 小売業 その他小売 5%

111,350 山梨県 韮崎市 ｗａｈｅｉｍａｒｉｏ サービス その他サービス 5%

111,351 山梨県 早川町 新倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,352 山梨県 早川町 ギャラリー　オゴン 小売業 家具・調度品 5%

111,353 山梨県 早川町 月夜見山荘／おすくに サービス その他サービス 5%

111,354 山梨県 笛吹市 Ｅａｒｌ 小売業 その他小売 5%

111,355 山梨県 笛吹市 アルファ・ペット・メモリアル サービス その他サービス 5%

111,356 山梨県 笛吹市 イオン石和店 小売業 食料品 5%

111,357 山梨県 笛吹市 石和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,358 山梨県 笛吹市 セブン－イレブン石和温泉駅前店 小売業 食料品 2%

111,359 山梨県 笛吹市 セブン－イレブン石和唐柏店 小売業 食料品 2%

111,360 山梨県 笛吹市 石和健康ランド サービス 宿泊業 5%

111,361 山梨県 笛吹市 有限会社　石和酒販 小売業 食料品 5%

111,362 山梨県 笛吹市 石和どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

111,363 山梨県 笛吹市 石和常磐ホテル サービス 宿泊業 5%

111,364 山梨県 笛吹市 石和西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,365 山梨県 笛吹市 石和びゅーほてる サービス 宿泊業 5%

111,366 山梨県 笛吹市 石和名湯館糸柳 サービス 宿泊業 5%

111,367 山梨県 笛吹市 一宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,368 山梨県 笛吹市 セブン－イレブン一宮御坂インター南店 小売業 食料品 2%

111,369 山梨県 笛吹市 一宮ＩＣ　ＳＳ　東亜砿油有限会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,370 山梨県 笛吹市 一宮御坂バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,371 山梨県 笛吹市 ｉｃｃｉｋａｗａｒａｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

111,372 山梨県 笛吹市 出光花鳥ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,373 山梨県 笛吹市 出光御坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,374 山梨県 笛吹市 インクポット　石和店 小売業 その他小売 5%

111,375 山梨県 笛吹市 ウイング１４０ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,376 山梨県 笛吹市 うまいもん処榎 サービス 飲食業 5%

111,377 山梨県 笛吹市 株式会社栄和交通 サービス 運輸業 5%

111,378 山梨県 笛吹市 ａｕショップ石和 サービス その他サービス 5%

111,379 山梨県 笛吹市 ＥＬＥＤＩＵＭ落合 小売業 電化製品 5%

111,380 山梨県 笛吹市 Ｏ＆Ｊすすき 小売業 その他小売 5%

111,381 山梨県 笛吹市 オギノ春日居店 小売業 食料品 5%

111,382 山梨県 笛吹市 オギノ笛吹店 小売業 食料品 5%

111,383 山梨県 笛吹市 お弁当激安コンビニ 小売業 食料品 5%

111,384 山梨県 笛吹市 温野菜石和店 サービス 飲食業 2%
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111,385 山梨県 笛吹市 春日居ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,386 山梨県 笛吹市 セブン－イレブン春日居鎮目北店 小売業 食料品 2%

111,387 山梨県 笛吹市 春日居びゅーほてる サービス 宿泊業 5%

111,388 山梨県 笛吹市 カットハウスクイック 石和店 サービス 理容・美容業 5%

111,389 山梨県 笛吹市 Ｃａｆｅ＆Ｃｒａｆｔ　Ｊｉｎｇ サービス 飲食業 5%

111,390 山梨県 笛吹市 カムイみさかスキー場 サービス その他サービス 5%

111,391 山梨県 笛吹市 革工房　アトリエ・ＳＨＯＵ 小売業 衣料品 5%

111,392 山梨県 笛吹市 桔梗屋　東次郎　一宮店 小売業 食料品 5%

111,393 山梨県 笛吹市 京水荘 サービス 宿泊業 5%

111,394 山梨県 笛吹市 くつろぎの邸くにたち サービス 宿泊業 5%

111,395 山梨県 笛吹市 グディーズナカヤ石和店 小売業 その他小売 5%

111,396 山梨県 笛吹市 グリーンアウトレット 小売業 食料品 5%

111,397 山梨県 笛吹市 グルーヴライン 小売業 電化製品 5%

111,398 山梨県 笛吹市 ケパサカフェ サービス 飲食業 5%

111,399 山梨県 笛吹市 コスモ春日居 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,400 山梨県 笛吹市 セブン－イレブン境川石橋店 小売業 食料品 2%

111,401 山梨県 笛吹市 境川ＰＡ（上り線） サービス その他サービス 5%

111,402 山梨県 笛吹市 境川東　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,403 山梨県 笛吹市 ＪＡフルーツ山梨　春日居支所 小売業 その他小売 5%

111,404 山梨県 笛吹市 釈迦堂ＰＡ（下り線） サービス その他サービス 5%

111,405 山梨県 笛吹市 食彩酒房　月のうさぎ　食彩酒房月のうさぎ サービス 飲食業 5%

111,406 山梨県 笛吹市 シンゲンカメラ　シンゲンカメラ 小売業 その他小売 5%

111,407 山梨県 笛吹市 新世館　石和店 サービス 飲食業 5%

111,408 山梨県 笛吹市 水琴茶堂　一宮店 サービス 飲食業 5%

111,409 山梨県 笛吹市 ステージアップコンサルティングサービス サービス その他サービス 5%

111,410 山梨県 笛吹市 すてないで　一宮店 小売業 その他小売 5%

111,411 山梨県 笛吹市 すてないで　一宮店 小売業 その他小売 5%

111,412 山梨県 笛吹市 Ｓｍｉｌｅ　Ｗｏｒｌｄ　石和店 小売業 その他小売 5%

111,413 山梨県 笛吹市 セルバ　御坂店 小売業 食料品 5%

111,414 山梨県 笛吹市 セルバ笛吹境川店 小売業 食料品 5%

111,415 山梨県 笛吹市 株式会社大成　ＳＳセンター石和店 小売業 家具・調度品 5%

111,416 山梨県 笛吹市 大和薬局 小売業 その他小売 5%

111,417 山梨県 笛吹市 ＴＡＫＥＩ！ サービス その他サービス 5%

111,418 山梨県 笛吹市 武井商事 小売業 その他小売 5%

111,419 山梨県 笛吹市 武井電気 小売業 電化製品 5%

111,420 山梨県 笛吹市 長寿村　権六 サービス 飲食業 5%

111,421 山梨県 笛吹市 鉄道ゲストハウス鐡ノ家 サービス その他サービス 5%

111,422 山梨県 笛吹市 鉄道ゲストハウス　鐡ノ家 サービス 宿泊業 5%

111,423 山梨県 笛吹市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ石和店 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,424 山梨県 笛吹市 トヨタレンタリース石和温泉駅前店 サービス その他サービス 2%

111,425 山梨県 笛吹市 トヨタレンタリース山梨石和温泉駅前店 サービス その他サービス 2%

111,426 山梨県 笛吹市 トヨタレンタリース山梨　石和温泉駅前店 サービス その他サービス 2%
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111,427 山梨県 笛吹市 日本観光　本社 サービス その他サービス 5%

111,428 山梨県 笛吹市 猫ガレージ 小売業 その他小売 5%

111,429 山梨県 笛吹市 ネッツトヨタ山梨石和店 小売業 その他小売 5%

111,430 山梨県 笛吹市 パナエース　ＩＺＵＭＩ 小売業 電化製品 5%

111,431 山梨県 笛吹市 華やぎの章　慶山 サービス 宿泊業 5%

111,432 山梨県 笛吹市 Ｂｉ髪 サービス 理容・美容業 5%

111,433 山梨県 笛吹市 日川中央葡萄酒 小売業 食料品 5%

111,434 山梨県 笛吹市 日之出観光自動車株式会社 サービス 運輸業 5%

111,435 山梨県 笛吹市 美容室　エイム　スマイフ サービス 理容・美容業 5%

111,436 山梨県 笛吹市 セブン－イレブン笛吹石和井戸店 小売業 食料品 2%

111,437 山梨県 笛吹市 セブン－イレブン笛吹石和小石和店 小売業 食料品 2%

111,438 山梨県 笛吹市 セブン－イレブン笛吹石和東高橋店 小売業 食料品 2%

111,439 山梨県 笛吹市 セブン－イレブン笛吹一宮小城店 小売業 食料品 2%

111,440 山梨県 笛吹市 セブン－イレブン笛吹一宮坪井店 小売業 食料品 2%

111,441 山梨県 笛吹市 セブン－イレブン笛吹春日居町小松店 小売業 食料品 2%

111,442 山梨県 笛吹市 セブン－イレブン笛吹高校前店 小売業 食料品 2%

111,443 山梨県 笛吹市 セブン－イレブン笛吹八代高家南店 小売業 食料品 2%

111,444 山梨県 笛吹市 セブン－イレブン笛吹八代南店 小売業 食料品 2%

111,445 山梨県 笛吹市 宝石庭園　信玄の里 小売業 貴金属・服飾品 5%

111,446 山梨県 笛吹市 ほぐし堂石和店 サービス 理容・美容業 5%

111,447 山梨県 笛吹市 Ｂｏｔｔｅｇａ　Ｇｌｉｃｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

111,448 山梨県 笛吹市 ＢＯＤＹ　ＳＨＯＰ　ＳＥＲＩＯＵＳ サービス その他サービス 5%

111,449 山梨県 笛吹市 ホテル　花いさわ サービス 宿泊業 5%

111,450 山梨県 笛吹市 ホテル　花いさわ サービス 宿泊業 5%

111,451 山梨県 笛吹市 ホテル石庭 サービス 宿泊業 5%

111,452 山梨県 笛吹市 ホテル虹 サービス その他サービス 5%

111,453 山梨県 笛吹市 ホテル八田 サービス 宿泊業 5%

111,454 山梨県 笛吹市 ホテル花いさわ サービス 宿泊業 5%

111,455 山梨県 笛吹市 ホテルふじ サービス 宿泊業 5%

111,456 山梨県 笛吹市 ホリデー車検　石和店 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,457 山梨県 笛吹市 マクドナルド石和アピタ店 サービス 飲食業 2%

111,458 山梨県 笛吹市 マクドナルド石和店 サービス 飲食業 2%

111,459 山梨県 笛吹市 馬込園 小売業 食料品 5%

111,460 山梨県 笛吹市 マルミフル－ツ 小売業 食料品 5%

111,461 山梨県 笛吹市 セブン－イレブン御坂夏目原店 小売業 食料品 2%

111,462 山梨県 笛吹市 御坂成田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,463 山梨県 笛吹市 御坂農園グレープハウス 小売業 その他小売 5%

111,464 山梨県 笛吹市 みなみ葡萄園 小売業 その他小売 5%

111,465 山梨県 笛吹市 酩庭の宿ホテル甲子園 サービス 宿泊業 5%

111,466 山梨県 笛吹市 メガネ　時計　宝飾　すすき 小売業 その他小売 5%

111,467 山梨県 笛吹市 メガネ・トケイ・ホウセキカモシタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

111,468 山梨県 笛吹市 薬石の湯　瑰泉 サービス その他サービス 5%
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111,469 山梨県 笛吹市 八代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,470 山梨県 笛吹市 矢野農園 小売業 食料品 5%

111,471 山梨県 笛吹市 セブン－イレブン山梨石和店 小売業 食料品 2%

111,472 山梨県 笛吹市 セブン－イレブン山梨一宮中央店 小売業 食料品 2%

111,473 山梨県 笛吹市 山梨日野自動車中古車センター 小売業 その他小売 5%

111,474 山梨県 笛吹市 有限会社　かげつ サービス 宿泊業 5%

111,475 山梨県 笛吹市 旅館キセン サービス 宿泊業 5%

111,476 山梨県 笛吹市 旅館泉山荘 サービス 宿泊業 5%

111,477 山梨県 笛吹市 旅館笛吹川 サービス 宿泊業 5%

111,478 山梨県 笛吹市 旅館　深雪温泉 サービス 宿泊業 5%

111,479 山梨県 笛吹市 ルミエールワイナリー 小売業 食料品 5%

111,480 山梨県 笛吹市 和風旅館峯 サービス 宿泊業 5%

111,481 山梨県 富士河口湖町 赤池薬局 小売業 その他小売 5%

111,482 山梨県 富士河口湖町 あかいし旅館 サービス 宿泊業 5%

111,483 山梨県 富士河口湖町 赤富士ワインセラー 小売業 食料品 5%

111,484 山梨県 富士河口湖町 セルフ三本杉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,485 山梨県 富士河口湖町 足和田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,486 山梨県 富士河口湖町 アシワダラウンジ サービス 宿泊業 5%

111,487 山梨県 富士河口湖町 ａｄｄ サービス 理容・美容業 5%

111,488 山梨県 富士河口湖町 居酒屋みなみ サービス 飲食業 5%

111,489 山梨県 富士河口湖町 出光河口湖北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,490 山梨県 富士河口湖町 出光スバルラインＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,491 山梨県 富士河口湖町 印傳館山澄園 小売業 その他小売 5%

111,492 山梨県 富士河口湖町 ウィークエンドシャッフル サービス その他サービス 5%

111,493 山梨県 富士河口湖町 ヴィラ本栖 サービス 宿泊業 5%

111,494 山梨県 富士河口湖町 うなぎ割烹力 サービス 飲食業 5%

111,495 山梨県 富士河口湖町 エフ・ラインワタトウ 小売業 電化製品 5%

111,496 山梨県 富士河口湖町 オギノ河口湖店 小売業 食料品 5%

111,497 山梨県 富士河口湖町 お好み焼き遊ゆう サービス 飲食業 5%

111,498 山梨県 富士河口湖町 オレンジ・キャビン サービス その他サービス 5%

111,499 山梨県 富士河口湖町 河口湖コテージｍｉｎａｍｉ サービス その他サービス 5%

111,500 山梨県 富士河口湖町 梶原生花店 小売業 その他小売 5%

111,501 山梨県 富士河口湖町 貸別荘ウルルン河口湖 サービス その他サービス 5%

111,502 山梨県 富士河口湖町 貸別荘ＫＯＫＯ サービス その他サービス 5%

111,503 山梨県 富士河口湖町 貸別荘ゆうしん サービス 宿泊業 5%

111,504 山梨県 富士河口湖町 花水庭おおや サービス 宿泊業 5%

111,505 山梨県 富士河口湖町 ガストホフ　メラージ サービス 宿泊業 5%

111,506 山梨県 富士河口湖町 ガストホフ　リュミエール サービス 宿泊業 5%

111,507 山梨県 富士河口湖町 風のテラス　ＫＵＫＵＮＡ サービス 宿泊業 5%

111,508 山梨県 富士河口湖町 合唱の家おおば 合唱の家 おおば サービス 宿泊業 5%

111,509 山梨県 富士河口湖町 割烹七草 サービス 飲食業 5%

111,510 山梨県 富士河口湖町 ＬａｋｅＳｉｄｅＣａｆｅｋｕ サービス 飲食業 5%
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111,511 山梨県 富士河口湖町 カフェ絃 サービス 飲食業 5%

111,512 山梨県 富士河口湖町 ＲＥＳＯ・ＫＹＯＥＩ河口湖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,513 山梨県 富士河口湖町 セブン－イレブン河口湖新倉トンネル店 小売業 食料品 2%

111,514 山梨県 富士河口湖町 セブン－イレブン河口湖駅東店 小売業 食料品 2%

111,515 山梨県 富士河口湖町 セブン－イレブン河口湖駅前店 小売業 食料品 2%

111,516 山梨県 富士河口湖町 河口湖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,517 山梨県 富士河口湖町 セブン－イレブン河口湖大橋南店 小売業 食料品 2%

111,518 山梨県 富士河口湖町 河口湖温泉寺　夢殿 サービス 宿泊業 5%

111,519 山梨県 富士河口湖町 セブン－イレブン河口湖勝山東店 小売業 食料品 2%

111,520 山梨県 富士河口湖町 セブン－イレブン河口湖河口店 小売業 食料品 2%

111,521 山梨県 富士河口湖町 河口湖チーズ工房 小売業 食料品 5%

111,522 山梨県 富士河口湖町 河口湖パークホテル サービス 宿泊業 5%

111,523 山梨県 富士河口湖町 セブン－イレブン河口湖船津登山道店 小売業 食料品 2%

111,524 山梨県 富士河口湖町 観光レストランみはらし亭 小売業 その他小売 5%

111,525 山梨県 富士河口湖町 カントリーレイクシステムズ サービス その他サービス 5%

111,526 山梨県 富士河口湖町 グリル白樺 サービス 宿泊業 5%

111,527 山梨県 富士河口湖町 ＣＬＡＹ　ＣＬＡＹ河口湖店 小売業 衣料品 5%

111,528 山梨県 富士河口湖町 クレッシェンド サービス 宿泊業 5%

111,529 山梨県 富士河口湖町 くろにゃん 小売業 衣料品 5%

111,530 山梨県 富士河口湖町 黒蜜庵　フォレストモール富士河口湖店 小売業 家具・調度品 5%

111,531 山梨県 富士河口湖町 ゲストハウスオレンジ・キャビン サービス その他サービス 5%

111,532 山梨県 富士河口湖町 ケンカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

111,533 山梨県 富士河口湖町 ＫＯＫＯ サービス 宿泊業 5%

111,534 山梨県 富士河口湖町 湖仙荘 サービス 飲食業 5%

111,535 山梨県 富士河口湖町 湖仙荘 小売業 食料品 5%

111,536 山梨県 富士河口湖町 コテージ・パストラーレ サービス 宿泊業 5%

111,537 山梨県 富士河口湖町 コテージトガワ サービス 宿泊業 5%

111,538 山梨県 富士河口湖町 湖南荘 サービス 宿泊業 5%

111,539 山梨県 富士河口湖町 コノハナサクヤカフェ 小売業 貴金属・服飾品 5%

111,540 山梨県 富士河口湖町 湖風の宿　あさふじ サービス 宿泊業 5%

111,541 山梨県 富士河口湖町 湖舞家 サービス 宿泊業 5%

111,542 山梨県 富士河口湖町 湖楽おんやど富士吟景 サービス 宿泊業 5%

111,543 山梨県 富士河口湖町 酒処　和ん サービス 飲食業 5%

111,544 山梨県 富士河口湖町 ｚａｋｋａ　ｍａｒｃｈｅ 小売業 その他小売 5%

111,545 山梨県 富士河口湖町 サニーデ・リゾート＜貸別荘＞ サービス 宿泊業 5%

111,546 山梨県 富士河口湖町 サニーデリゾート サービス 宿泊業 5%

111,547 山梨県 富士河口湖町 ３８ＫＡＷＡＧＵＣＨＩＫＯ サービス 飲食業 5%

111,548 山梨県 富士河口湖町 山水縁 サービス 飲食業 5%

111,549 山梨県 富士河口湖町 （有）サンセイトレーディング 小売業 電化製品 5%

111,550 山梨県 富士河口湖町 ｓｉｅｓｔａ 小売業 衣料品 5%

111,551 山梨県 富士河口湖町 四季の宿　富士山 サービス 宿泊業 5%

111,552 山梨県 富士河口湖町 七輪焼　ホルモンヌ サービス 飲食業 5%
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111,553 山梨県 富士河口湖町 精進マウントホテル サービス 宿泊業 5%

111,554 山梨県 富士河口湖町 食事処　里山 サービス 飲食業 5%

111,555 山梨県 富士河口湖町 ショッピングセンター　足和田 サービス 宿泊業 5%

111,556 山梨県 富士河口湖町 白かば荘 サービス 宿泊業 5%

111,557 山梨県 富士河口湖町 スーベニル・ショップ サービス 宿泊業 5%

111,558 山梨県 富士河口湖町 スカイラウンジ　芙蓉 サービス 宿泊業 5%

111,559 山梨県 富士河口湖町 有限会社　寿司善 サービス 飲食業 5%

111,560 山梨県 富士河口湖町 ＳＴＡＮＤＡＲＤｐｏｉｎｔ 小売業 その他小売 5%

111,561 山梨県 富士河口湖町 スパニッシュ・ラウンジ サービス 宿泊業 5%

111,562 山梨県 富士河口湖町 炭火焼肉牛角河口湖店 サービス 飲食業 2%

111,563 山梨県 富士河口湖町 西湖いやしの里富士炉漫窯 サービス 理容・美容業 5%

111,564 山梨県 富士河口湖町 関野商店 小売業 その他小売 5%

111,565 山梨県 富士河口湖町 セルバ　河口湖ＢＥＬＬ店 小売業 食料品 5%

111,566 山梨県 富士河口湖町 セルフ河口湖新倉トンネル店 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,567 山梨県 富士河口湖町 セルフ三本杉ＳＳ　ＰＩＴ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,568 山梨県 富士河口湖町 セルフ・ハイランドＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,569 山梨県 富士河口湖町 セルフ富士河口湖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,570 山梨県 富士河口湖町 卓示書店河口湖ＢＥＬＬ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

111,571 山梨県 富士河口湖町 タコドール サービス 飲食業 5%

111,572 山梨県 富士河口湖町 中国料理　観富亭 サービス 宿泊業 5%

111,573 山梨県 富士河口湖町 ちりめん細工・つるしかざり サービス その他サービス 5%

111,574 山梨県 富士河口湖町 ティ．エム．ワークス 小売業 その他小売 5%

111,575 山梨県 富士河口湖町 天下一 小売業 家具・調度品 5%

111,576 山梨県 富士河口湖町 天上山　河口湖荘 小売業 その他小売 5%

111,577 山梨県 富士河口湖町 時悠々楽游 サービス 宿泊業 5%

111,578 山梨県 富士河口湖町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅカーオアシス富士見店セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,579 山梨県 富士河口湖町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅカーオアシス富士見店 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,580 山梨県 富士河口湖町 富ノ湖ホテル サービス 宿泊業 5%

111,581 山梨県 富士河口湖町 トヨタレンタリース山梨富士河口湖店 サービス その他サービス 2%

111,582 山梨県 富士河口湖町 ｔｒｏｉｓｉｅｍｅ　ｍａｒｃｈｅ サービス 飲食業 5%

111,583 山梨県 富士河口湖町 ｔｒｏｉｓｉｅｍｅ ｍａｒｃｈｅ サービス 飲食業 5%

111,584 山梨県 富士河口湖町 バー　湖畔 サービス 宿泊業 5%

111,585 山梨県 富士河口湖町 ハーブの里コテージ サービス 宿泊業 5%

111,586 山梨県 富士河口湖町 カジュアルワインショップバディーズ サービス その他サービス 5%

111,587 山梨県 富士河口湖町 ＨａｎａＣａｆｅ　ｋｉｋｙｏｕ サービス 飲食業 5%

111,588 山梨県 富士河口湖町 ハーブ庭園旅日記河口湖庭園 小売業 貴金属・服飾品 5%

111,589 山梨県 富士河口湖町 ＨＡＬＥＬＵＹＡ サービス 宿泊業 5%

111,590 山梨県 富士河口湖町 晴家（ＨＡＬＥＬＵＹＡ）ＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥ サービス その他サービス 5%

111,591 山梨県 富士河口湖町 パワーマーケットＴＡＣ 小売業 食料品 5%

111,592 山梨県 富士河口湖町 ビジネス＆リゾート河口湖　ＳＡＷＡホテル サービス 宿泊業 5%

111,593 山梨県 富士河口湖町 ＨｉｄｄｅｎＪａｐａｎ サービス その他サービス 5%

111,594 山梨県 富士河口湖町 ファミリーオート 小売業 その他小売 5%
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111,595 山梨県 富士河口湖町 福禄寿 サービス 飲食業 5%

111,596 山梨県 富士河口湖町 富士レークホテル サービス 宿泊業 5%

111,597 山梨県 富士河口湖町 ふじさんデッキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

111,598 山梨県 富士河口湖町 富士ビューホテル サービス 宿泊業 5%

111,599 山梨県 富士河口湖町 フジプレミアムリゾート サービス 宿泊業 5%

111,600 山梨県 富士河口湖町 フランスの食堂キャフェドゥブローニュ サービス 飲食業 5%

111,601 山梨県 富士河口湖町 フレンドリーインぴ～ぷる サービス 宿泊業 5%

111,602 山梨県 富士河口湖町 ベルデ サービス 飲食業 5%

111,603 山梨県 富士河口湖町 ペンション　クレヨン サービス 宿泊業 5%

111,604 山梨県 富士河口湖町 ペンション　ペイネ サービス 宿泊業 5%

111,605 山梨県 富士河口湖町 ペンション湖水祭 サービス 宿泊業 5%

111,606 山梨県 富士河口湖町 ペンションＺｏｚａｎ サービス その他サービス 5%

111,607 山梨県 富士河口湖町 ペンションのーむ サービス その他サービス 5%

111,608 山梨県 富士河口湖町 ペンション　ラヴィン　スプーンフル サービス 宿泊業 5%

111,609 山梨県 富士河口湖町 ほうとう蔵　歩成　河口湖店 サービス 飲食業 5%

111,610 山梨県 富士河口湖町 ＨｏｋｕｒｏｋｕＷｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

111,611 山梨県 富士河口湖町 ＨＯＳＴＥＬみちくさや サービス その他サービス 5%

111,612 山梨県 富士河口湖町 本格メキシカンタコドール サービス 飲食業 5%

111,613 山梨県 富士河口湖町 三浦電気商会 小売業 電化製品 5%

111,614 山梨県 富士河口湖町 Ｍｉｕｒａ料理店 サービス 飲食業 5%

111,615 山梨県 富士河口湖町 湖のホテル サービス 宿泊業 5%

111,616 山梨県 富士河口湖町 ｍｉｎｕｒｅｃｒｙｓｔａｌ 小売業 その他小売 5%

111,617 山梨県 富士河口湖町 ミヤマ　河口湖店 小売業 衣料品 5%

111,618 山梨県 富士河口湖町 ミュージアムカフェ・トンボダマ 小売業 家具・調度品 5%

111,619 山梨県 富士河口湖町 民宿丸慶 サービス 宿泊業 5%

111,620 山梨県 富士河口湖町 民宿 富岳荘 サービス 宿泊業 5%

111,621 山梨県 富士河口湖町 ムスビ 小売業 衣料品 5%

111,622 山梨県 富士河口湖町 めでたや 小売業 その他小売 5%

111,623 山梨県 富士河口湖町 本栖びゅーほてる サービス 宿泊業 5%

111,624 山梨県 富士河口湖町 もみじ亭 サービス 飲食業 5%

111,625 山梨県 富士河口湖町 山梨トヨペット河口湖店 小売業 その他小売 5%

111,626 山梨県 富士河口湖町 湯けむり富士の宿　大池ホテル サービス 宿泊業 5%

111,627 山梨県 富士河口湖町 吉田のうどん蔵ノ介 サービス 飲食業 5%

111,628 山梨県 富士河口湖町 ＲＩＣＥＴＴＡ サービス 飲食業 5%

111,629 山梨県 富士河口湖町 Ｒｅｔｒｅａｔ　ｃａｍｐまほろば サービス その他サービス 5%

111,630 山梨県 富士河口湖町 旅館丸富荘 サービス 宿泊業 5%

111,631 山梨県 富士河口湖町 Ｌｏｕｇａ サービス 飲食業 5%

111,632 山梨県 富士河口湖町 レストラン富士乃蔵河口湖駅前店 サービス 飲食業 5%

111,633 山梨県 富士河口湖町 ロイヤルホテル河口湖 サービス 宿泊業 5%

111,634 山梨県 富士河口湖町 ローザンヌ サービス その他サービス 5%

111,635 山梨県 富士河口湖町 Ｙｓｈｏｐ大石店 小売業 その他小売 5%

111,636 山梨県 富士河口湖町 若草の宿　丸栄 サービス 宿泊業 5%

2660



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

111,637 山梨県 富士河口湖町 和牛焼肉よりとも サービス 飲食業 5%

111,638 山梨県 富士河口湖町 和膳屋　彩雲 サービス 飲食業 5%

111,639 山梨県 富士河口湖町 渡辺オート サービス その他サービス 5%

111,640 山梨県 富士川町 青柳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,641 山梨県 富士川町 いち柳ホテル サービス 宿泊業 5%

111,642 山梨県 富士川町 出光増穂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,643 山梨県 富士川町 おかげ染め藏屋 小売業 衣料品 5%

111,644 山梨県 富士川町 オギノ富士川店 小売業 食料品 5%

111,645 山梨県 富士川町 カットハウスクイック　増穂店 サービス 理容・美容業 5%

111,646 山梨県 富士川町 食彩しん坊 サービス 飲食業 5%

111,647 山梨県 富士川町 深沢電器商会 小売業 電化製品 5%

111,648 山梨県 富士川町 セブン－イレブン富士川鰍沢口店 小売業 食料品 2%

111,649 山梨県 富士川町 マクドナルド増穂店 サービス 飲食業 2%

111,650 山梨県 富士川町 セブン－イレブン増穂大椚店 小売業 食料品 2%

111,651 山梨県 富士川町 増穂中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,652 山梨県 富士川町 セブン－イレブン増穂長沢新町店 小売業 食料品 2%

111,653 山梨県 富士川町 セブン－イレブン増穂長沢店 小売業 食料品 2%

111,654 山梨県 富士川町 山梨トヨペット増穂店 小売業 その他小売 5%

111,655 山梨県 富士川町 有限会社アイ．タイム中沢 小売業 その他小売 5%

111,656 山梨県 富士川町 和田電気 小売業 電化製品 5%

111,657 山梨県 富士吉田市 明見ＳＳ／丸進産業株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,658 山梨県 富士吉田市 新倉 サービス 宿泊業 5%

111,659 山梨県 富士吉田市 イーグルショップ富士五湖店 サービス その他サービス 5%

111,660 山梨県 富士吉田市 出光吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,661 山梨県 富士吉田市 伊藤精肉店 小売業 食料品 5%

111,662 山梨県 富士吉田市 囲炉裏 サービス 飲食業 5%

111,663 山梨県 富士吉田市 えがおのひろば。富士吉田ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

111,664 山梨県 富士吉田市 ＥｎｅＪｅｔ新屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,665 山梨県 富士吉田市 オオタニデンカ 小売業 電化製品 5%

111,666 山梨県 富士吉田市 おおとり サービス 飲食業 5%

111,667 山梨県 富士吉田市 岡本屋履物店 小売業 衣料品 5%

111,668 山梨県 富士吉田市 オギノ富士吉田店 小売業 食料品 5%

111,669 山梨県 富士吉田市 オリックスレンタカー富士吉田店 サービス その他サービス 2%

111,670 山梨県 富士吉田市 ガーデンヴィラ サービス その他サービス 5%

111,671 山梨県 富士吉田市 カクヤス　横町バイパス店 小売業 食料品 5%

111,672 山梨県 富士吉田市 上吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,673 山梨県 富士吉田市 カムイ富士吉田店 小売業 その他小売 5%

111,674 山梨県 富士吉田市 カムイ　富士吉田二輪館 小売業 その他小売 5%

111,675 山梨県 富士吉田市 河口湖インターハイツ サービス 宿泊業 5%

111,676 山梨県 富士吉田市 セブン－イレブン河口湖インター東店 小売業 食料品 2%

111,677 山梨県 富士吉田市 韓一館 サービス 飲食業 5%

111,678 山梨県 富士吉田市 桔梗屋　東次郎　富士吉田店 小売業 食料品 5%
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111,679 山梨県 富士吉田市 小明見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,680 山梨県 富士吉田市 ココ壱番屋富士吉田店 サービス 飲食業 2%

111,681 山梨県 富士吉田市 コミヤマ電器 小売業 電化製品 5%

111,682 山梨県 富士吉田市 コルテージュ サービス その他サービス 5%

111,683 山梨県 富士吉田市 ゴルフショップ　ヒロセスポーツ 小売業 その他小売 5%

111,684 山梨県 富士吉田市 笹梅 サービス 飲食業 5%

111,685 山梨県 富士吉田市 侍ゲストハウス サービス その他サービス 5%

111,686 山梨県 富士吉田市 四川龍都 サービス 飲食業 5%

111,687 山梨県 富士吉田市 シフォン富士 シフォン富士 小売業 食料品 5%

111,688 山梨県 富士吉田市 さなだ サービス 飲食業 5%

111,689 山梨県 富士吉田市 ＪＯＫＥＲＳ ＴＡＩＬＯＲ 富士吉田店 小売業 衣料品 5%

111,690 山梨県 富士吉田市 スーパーＴＡＣ富士吉田店 小売業 食料品 5%

111,691 山梨県 富士吉田市 ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ｐｏｉｎｔ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

111,692 山梨県 富士吉田市 すてないで　富士吉田店 小売業 その他小売 5%

111,693 山梨県 富士吉田市 すてないで　富士吉田店 小売業 その他小売 5%

111,694 山梨県 富士吉田市 ＳＴＯＲＹ サービス 理容・美容業 5%

111,695 山梨県 富士吉田市 スマイリークレープ　河口湖インター店 サービス 飲食業 5%

111,696 山梨県 富士吉田市 すみれ商店 小売業 食料品 5%

111,697 山梨県 富士吉田市 株式会社セルバ　本店 小売業 食料品 5%

111,698 山梨県 富士吉田市 セルバ富士吉田店 小売業 食料品 5%

111,699 山梨県 富士吉田市 セルバ本社ギフト 小売業 食料品 5%

111,700 山梨県 富士吉田市 セルフ富士吉田城山 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,701 山梨県 富士吉田市 株式会社大成　富士吉田（営）ＳＳセンター 小売業 家具・調度品 5%

111,702 山梨県 富士吉田市 卓示書店　西町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

111,703 山梨県 富士吉田市 竜ケ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,704 山梨県 富士吉田市 タベルナ・ラ・クーラ サービス 飲食業 5%

111,705 山梨県 富士吉田市 茶舗おおむら 小売業 食料品 5%

111,706 山梨県 富士吉田市 東京屋製菓 小売業 食料品 5%

111,707 山梨県 富士吉田市 外川呉服店 小売業 衣料品 5%

111,708 山梨県 富士吉田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅカーオアシス富士吉田中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,709 山梨県 富士吉田市 ドコモスポット　甲府バリオ店 小売業 電化製品 5%

111,710 山梨県 富士吉田市 トヨタカローラ山梨吉田店 小売業 その他小売 5%

111,711 山梨県 富士吉田市 流しの洋裁人 小売業 衣料品 5%

111,712 山梨県 富士吉田市 なかの サービス 宿泊業 5%

111,713 山梨県 富士吉田市 ＮＡＤＡＹＡ 小売業 食料品 5%

111,714 山梨県 富士吉田市 ネイルルームハルハル サービス 理容・美容業 5%

111,715 山梨県 富士吉田市 ネッツトヨタ山梨　富士吉田店 小売業 その他小売 5%

111,716 山梨県 富士吉田市 呑み喰い　麦 サービス 飲食業 5%

111,717 山梨県 富士吉田市 ハタオリマチ案内所 小売業 衣料品 5%

111,718 山梨県 富士吉田市 ＨＡＤＡＣＨＵ 小売業 衣料品 5%

111,719 山梨県 富士吉田市 ハピネス 小売業 衣料品 5%

111,720 山梨県 富士吉田市 早川ストアー 小売業 食料品 5%
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111,721 山梨県 富士吉田市 春木屋富士吉田店 小売業 食料品 5%

111,722 山梨県 富士吉田市 パンの実 小売業 食料品 5%

111,723 山梨県 富士吉田市 美容室パームス　下吉田店 サービス 理容・美容業 5%

111,724 山梨県 富士吉田市 富士山海の家 サービス 飲食業 5%

111,725 山梨県 富士吉田市 富士山五合目　こみたけ売店 小売業 その他小売 5%

111,726 山梨県 富士吉田市 富士スバルライン 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,727 山梨県 富士吉田市 ＦｕｊｉＭａｔｓｕｙａｍａＢａｓｅ サービス その他サービス 5%

111,728 山梨県 富士吉田市 セブン－イレブン富士見バイパス中央店 小売業 食料品 2%

111,729 山梨県 富士吉田市 セブン－イレブン富士吉田旭３丁目店 小売業 食料品 2%

111,730 山梨県 富士吉田市 セブン－イレブン富士吉田おひめ坂通り店 小売業 食料品 2%

111,731 山梨県 富士吉田市 セブン－イレブン富士吉田上宿店 小売業 食料品 2%

111,732 山梨県 富士吉田市 セブン－イレブン富士吉田月江寺店 小売業 食料品 2%

111,733 山梨県 富士吉田市 セブン－イレブン富士吉田寿駅前店 小売業 食料品 2%

111,734 山梨県 富士吉田市 富士吉田昭和通　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,735 山梨県 富士吉田市 セブン－イレブン富士吉田昭和通り店 小売業 食料品 2%

111,736 山梨県 富士吉田市 富士吉田東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,737 山梨県 富士吉田市 セブン－イレブン富士吉田富士見バイパス南店 小売業 食料品 2%

111,738 山梨県 富士吉田市 セブン－イレブン富士吉田本町通り店 小売業 食料品 2%

111,739 山梨県 富士吉田市 ＢＲＵＳＣＨＥＴＴＡ サービス 飲食業 5%

111,740 山梨県 富士吉田市 ヘアーサロンムトウ サービス 理容・美容業 5%

111,741 山梨県 富士吉田市 ＨＡＩＲ　ＰＹＴＨＯＮ サービス 理容・美容業 5%

111,742 山梨県 富士吉田市 ｈａｉｒ　Ｒｅｍｉｘ サービス 理容・美容業 5%

111,743 山梨県 富士吉田市 へだもんＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,744 山梨県 富士吉田市 ｖｅｒｙ　ｎｉｃｅ　　カフェ　レストラン　　ｖｅｒｙ　ｎｉｃｅ　　カフェ　レストラン サービス 飲食業 5%

111,745 山梨県 富士吉田市 ほぐりえ富士吉田店 サービス 理容・美容業 5%

111,746 山梨県 富士吉田市 ＨＯＳＴＥＬ　１８８９ サービス 宿泊業 5%

111,747 山梨県 富士吉田市 ホテル鐘山苑 サービス 宿泊業 5%

111,748 山梨県 富士吉田市 ホテルベル鐘山　富士五湖リゾート＆ビジネス サービス 宿泊業 5%

111,749 山梨県 富士吉田市 堀内オートサービス サービス その他サービス 5%

111,750 山梨県 富士吉田市 堀内電気商会 小売業 電化製品 5%

111,751 山梨県 富士吉田市 マクドナルド１３９富士見バイパス店 サービス 飲食業 2%

111,752 山梨県 富士吉田市 マクドナルド１３９富士吉田店 サービス 飲食業 2%

111,753 山梨県 富士吉田市 ＭＡＤＯショップ上吉田店 小売業 その他小売 5%

111,754 山梨県 富士吉田市 まるさくたなべ 小売業 衣料品 5%

111,755 山梨県 富士吉田市 丸正電器 小売業 電化製品 5%

111,756 山梨県 富士吉田市 ＭＯＯＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

111,757 山梨県 富士吉田市 焼肉　亜羅人 サービス 飲食業 5%

111,758 山梨県 富士吉田市 山一支店　やまいちＬＩＱＵＯＲＳＴＯＲＥ 小売業 食料品 5%

111,759 山梨県 富士吉田市 山吉商店 小売業 その他小売 5%

111,760 山梨県 富士吉田市 山梨さえき本社ギフト 小売業 食料品 5%

111,761 山梨県 富士吉田市 有限会社シチフクサトー 小売業 衣料品 5%

111,762 山梨県 富士吉田市 ［ＨＣ］有限会社白須デンキ商会 小売業 電化製品 5%
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111,763 山梨県 富士吉田市 洋装のつちや 洋装のつちや 小売業 衣料品 5%

111,764 山梨県 富士吉田市 ＡＬＴ　ＳＴＹＬＥ 小売業 その他小売 5%

111,765 山梨県 富士吉田市 リーベン古奈家 サービス 宿泊業 5%

111,766 山梨県 富士吉田市 ｒｕｍｂｅｄｏｂｂｙ 小売業 衣料品 5%

111,767 山梨県 富士吉田市 ロストオブヘアー・そや 小売業 その他小売 5%

111,768 山梨県 富士吉田市 ＬＯＮＧＴＥＭＰＳ 小売業 家具・調度品 5%

111,769 山梨県 富士吉田市 有限会社渡小織物 小売業 衣料品 5%

111,770 山梨県 富士吉田市 渡邊肉店 小売業 食料品 5%

111,771 山梨県 富士吉田市 ワンステップクロージング 小売業 衣料品 5%

111,772 山梨県 北杜市 アクアリゾート清里 サービス その他サービス 5%

111,773 山梨県 北杜市 アクアリゾート清里 サービス その他サービス 5%

111,774 山梨県 北杜市 アクアリゾート清里 サービス その他サービス 5%

111,775 山梨県 北杜市 味のれん和信 サービス 飲食業 5%

111,776 山梨県 北杜市 アフリカンアートミュージアムショップ サービス その他サービス 5%

111,777 山梨県 北杜市 石あるく／伊藤石材工業 小売業 その他小売 5%

111,778 山梨県 北杜市 一本木 小売業 その他小売 5%

111,779 山梨県 北杜市 出光明野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,780 山梨県 北杜市 出光清里高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,781 山梨県 北杜市 出光高根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,782 山梨県 北杜市 鉄の造形スタジオ 小売業 家具・調度品 5%

111,783 山梨県 北杜市 ｅｎｇａｗａ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

111,784 山梨県 北杜市 丘の公園オートキャンプ場 サービス 宿泊業 5%

111,785 山梨県 北杜市 丘の公園清里ゴルフコース サービス その他サービス 5%

111,786 山梨県 北杜市 丘の公園レジャーハウス サービス その他サービス 5%

111,787 山梨県 北杜市 オギノ須玉店 小売業 食料品 5%

111,788 山梨県 北杜市 オギノ長坂店 小売業 食料品 5%

111,789 山梨県 北杜市 セブン－イレブン甲斐大泉西井出店 小売業 食料品 2%

111,790 山梨県 北杜市 甲斐駒ヶ岳七丈小屋 サービス 宿泊業 5%

111,791 山梨県 北杜市 懐石の宿アウル サービス 宿泊業 5%

111,792 山梨県 北杜市 ガストホフ　コメット清里 サービス 宿泊業 5%

111,793 山梨県 北杜市 （株）坂本電機 小売業 電化製品 5%

111,794 山梨県 北杜市 ディークレア 小売業 衣料品 5%

111,795 山梨県 北杜市 ＫＡＹＡ 小売業 衣料品 5%

111,796 山梨県 北杜市 桔梗屋 小売業 食料品 5%

111,797 山梨県 北杜市 キクミ電器 小売業 電化製品 5%

111,798 山梨県 北杜市 キッズペンションめーぷる サービス その他サービス 5%

111,799 山梨県 北杜市 清里ＳＳ　望月商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,800 山梨県 北杜市 清里高原ホテル サービス 宿泊業 5%

111,801 山梨県 北杜市 清里の森　ペンション　らふ　あんど　らふ サービス 宿泊業 5%

111,802 山梨県 北杜市 清里ハイランドパーク／スキー場 サービス その他サービス 5%

111,803 山梨県 北杜市 清里ブレーメンリゾートクラブ サービス 宿泊業 5%

111,804 山梨県 北杜市 清里ペンショングランデール サービス 宿泊業 5%
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111,805 山梨県 北杜市 銀の森 サービス 宿泊業 5%

111,806 山梨県 北杜市 ケルンコーヒー サービス 飲食業 5%

111,807 山梨県 北杜市 小荒間 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,808 山梨県 北杜市 高原のレース屋もんく 小売業 衣料品 5%

111,809 山梨県 北杜市 ＳＰＩＲＩＴ サービス その他サービス 5%

111,810 山梨県 北杜市 小淵沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,811 山梨県 北杜市 小淵沢　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,812 山梨県 北杜市 小淵沢インター　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,813 山梨県 北杜市 セブン－イレブン小淵沢インター店 小売業 食料品 2%

111,814 山梨県 北杜市 サントヴィラージュ サービス 宿泊業 5%

111,815 山梨県 北杜市 自然木工房ＯＮＯ 小売業 家具・調度品 5%

111,816 山梨県 北杜市 清水写真店 小売業 その他小売 5%

111,817 山梨県 北杜市 シュガープラム 小売業 その他小売 5%

111,818 山梨県 北杜市 Ｓｗｅｅｔｓ　＆　Ｂｒｅａ麦の家 サービス 飲食業 5%

111,819 山梨県 北杜市 ボディケアサロン　ＭＹＳＡ サービス その他サービス 5%

111,820 山梨県 北杜市 スーパーおの 小売業 その他小売 5%

111,821 山梨県 北杜市 スター・パーティ サービス 宿泊業 5%

111,822 山梨県 北杜市 スターラウンド八ヶ岳星つむぎの村 サービス その他サービス 5%

111,823 山梨県 北杜市 須玉ＳＳ　中田油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,824 山梨県 北杜市 須玉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,825 山梨県 北杜市 須玉ＳＳ　松野油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,826 山梨県 北杜市 須玉インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,827 山梨県 北杜市 須玉南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,828 山梨県 北杜市 セゾン武川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,829 山梨県 北杜市 セルバ　白州エブリ店 小売業 食料品 5%

111,830 山梨県 北杜市 台ヶ原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,831 山梨県 北杜市 タイヤーズ 小売業 その他小売 5%

111,832 山梨県 北杜市 高根バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,833 山梨県 北杜市 セブン－イレブン高根箕輪店 小売業 食料品 2%

111,834 山梨県 北杜市 谷櫻酒造 小売業 食料品 5%

111,835 山梨県 北杜市 忠兵衛 小売業 衣料品 5%

111,836 山梨県 北杜市 ツパイ工房 サービス その他サービス 5%

111,837 山梨県 北杜市 ツパイ工房展示室 小売業 その他小売 5%

111,838 山梨県 北杜市 手しごと屋ｔｕｋｕｒｕ＊ツクル 小売業 衣料品 5%

111,839 山梨県 北杜市 陶房のぎ 小売業 その他小売 5%

111,840 山梨県 北杜市 ＮＩＣＥ　ＴＩＭＥ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

111,841 山梨県 北杜市 長坂インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,842 山梨県 北杜市 セブン－イレブン長坂インター東店 小売業 食料品 2%

111,843 山梨県 北杜市 セブン－イレブン長坂駅前通り店 小売業 食料品 2%

111,844 山梨県 北杜市 長坂観光ホテル サービス 宿泊業 5%

111,845 山梨県 北杜市 農夫こさいたろう 小売業 その他小売 5%

111,846 山梨県 北杜市 ハイジのテーマ館 小売業 その他小売 5%
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111,847 山梨県 北杜市 ハイジの村クララ館 サービス 宿泊業 5%

111,848 山梨県 北杜市 白州 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,849 山梨県 北杜市 機屋 小売業 衣料品 5%

111,850 山梨県 北杜市 ＰＡＰＹＲＵＳ サービス その他サービス 5%

111,851 山梨県 北杜市 ピー・エス・ワイ サービス その他サービス 5%

111,852 山梨県 北杜市 合同会社ＨＩＰＳ サービス その他サービス 5%

111,853 山梨県 北杜市 ＢＩＳＴＲＯ　ＴＯＭＡＴＥ サービス 飲食業 5%

111,854 山梨県 北杜市 ひといき荘アウトドアサービス サービス その他サービス 5%

111,855 山梨県 北杜市 美容室ハッピーハート　長坂店 サービス 理容・美容業 5%

111,856 山梨県 北杜市 ファミリー写真館スマイル サービス その他サービス 5%

111,857 山梨県 北杜市 フェアーヘブン 小売業 その他小売 5%

111,858 山梨県 北杜市 フジデンキ 小売業 電化製品 5%

111,859 山梨県 北杜市 藤森電気 小売業 電化製品 5%

111,860 山梨県 北杜市 ふらここ食堂 サービス 飲食業 5%

111,861 山梨県 北杜市 べいくはうす　フェアリー 小売業 食料品 5%

111,862 山梨県 北杜市 ペンション　アムール サービス 宿泊業 5%

111,863 山梨県 北杜市 ペンション　ピースパイプ サービス 宿泊業 5%

111,864 山梨県 北杜市 ペンション　ＢＯＯＦＯＯＷＯＯ サービス 宿泊業 5%

111,865 山梨県 北杜市 ペンション　プリンスエドワード サービス 宿泊業 5%

111,866 山梨県 北杜市 ペンション風の季 サービス 宿泊業 5%

111,867 山梨県 北杜市 ペンション銀の道 サービス 宿泊業 5%

111,868 山梨県 北杜市 ペンションにちようび サービス 宿泊業 5%

111,869 山梨県 北杜市 ペンションフィールド サービス 宿泊業 5%

111,870 山梨県 北杜市 ペンション遊歩道 サービス 宿泊業 5%

111,871 山梨県 北杜市 ペンションユーリカ サービス 宿泊業 5%

111,872 山梨県 北杜市 セブン－イレブン北杜白州店 小売業 食料品 2%

111,873 山梨県 北杜市 セブン－イレブン北杜武川店 小売業 食料品 2%

111,874 山梨県 北杜市 セブン－イレブン北杜村山西割店 小売業 食料品 2%

111,875 山梨県 北杜市 細谷隆 小売業 貴金属・服飾品 5%

111,876 山梨県 北杜市 ホテルキーフォレスト北杜 サービス 宿泊業 5%

111,877 山梨県 北杜市 ＭａｋｉｇａｉＢａｇＳｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

111,878 山梨県 北杜市 まきばレストラン サービス 飲食業 5%

111,879 山梨県 北杜市 みずがき山森の農園キャンプ場 サービス 宿泊業 5%

111,880 山梨県 北杜市 みどり湖動物病院 サービス その他サービス 5%

111,881 山梨県 北杜市 メインスプリングゼンマイ屋 小売業 その他小売 5%

111,882 山梨県 北杜市 メガネの北杜 小売業 貴金属・服飾品 5%

111,883 山梨県 北杜市 メリーゴーラウンドカフェ メリーゴーラウンドカフェ サービス 飲食業 5%

111,884 山梨県 北杜市 八ヶ岳大泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,885 山梨県 北杜市 八ヶ岳ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

111,886 山梨県 北杜市 八ヶ岳ＰＡ（下り線） サービス その他サービス 5%

111,887 山梨県 北杜市 八ヶ岳ＰＡ（上り線） サービス その他サービス 5%

111,888 山梨県 北杜市 やつは　?八ヶ岳Ｌｉｆｅ　Ｓｈｏｐ?　やつは　?八ヶ岳Ｌｉｆｅ　Ｓｈｏｐ? 小売業 その他小売 5%
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111,889 山梨県 北杜市 やま里 サービス その他サービス 5%

111,890 山梨県 北杜市 セブン－イレブン山梨清里店 小売業 食料品 2%

111,891 山梨県 北杜市 装いの庭 小売業 衣料品 5%

111,892 山梨県 北杜市 ＹＯＤＡＲＡＬＬＹＩＮＧ サービス その他サービス 5%

111,893 山梨県 北杜市 レストランボルケーノ サービス 飲食業 5%

111,894 山梨県 北杜市 ロッテンマイヤーズカフェ 小売業 食料品 5%

111,895 山梨県 北杜市 炉辺荘 サービス 宿泊業 5%

111,896 山梨県 北杜市 和食処　ひな菊 サービス 飲食業 5%

111,897 山梨県 北杜市 ＷａｌｔｚＧｕｉｔａｒｓ サービス その他サービス 5%

111,898 山梨県 南アルプス市 芦安ＣａｍｐｓｉｔｅＮｏ．２ サービス その他サービス 5%

111,899 山梨県 南アルプス市 アルプス八田 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,900 山梨県 南アルプス市 アルマ サービス その他サービス 5%

111,901 山梨県 南アルプス市 アロラヴィ サービス 理容・美容業 5%

111,902 山梨県 南アルプス市 ＡｎＴｉｅ－ｈａｉｒｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

111,903 山梨県 南アルプス市 いしかわやゴルフ工房 サービス その他サービス 5%

111,904 山梨県 南アルプス市 市川タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

111,905 山梨県 南アルプス市 イチゴザンマイ サービス その他サービス 5%

111,906 山梨県 南アルプス市 イチムラボディーショップ サービス その他サービス 5%

111,907 山梨県 南アルプス市 ＩＮＮＯＣＥＮＣＥ　山梨店 サービス 理容・美容業 5%

111,908 山梨県 南アルプス市 今村写真館 サービス その他サービス 5%

111,909 山梨県 南アルプス市 ウエストリバーオートキャンプ場 サービス 宿泊業 5%

111,910 山梨県 南アルプス市 エルパドック浅原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,911 山梨県 南アルプス市 エントランス峡西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,912 山梨県 南アルプス市 おかじま　甲西店 小売業 食料品 5%

111,913 山梨県 南アルプス市 おかじま　白根店 小売業 食料品 5%

111,914 山梨県 南アルプス市 オギノ峡西店 小売業 食料品 5%

111,915 山梨県 南アルプス市 オギノ南アルプス八田店 小売業 食料品 5%

111,916 山梨県 南アルプス市 お食事処川　甲西本店 サービス 飲食業 5%

111,917 山梨県 南アルプス市 カットハウスクイック 桃園店 サービス その他サービス 5%

111,918 山梨県 南アルプス市 カムイオート　甲西店 小売業 その他小売 5%

111,919 山梨県 南アルプス市 カレーハウスココ壱番屋南アルプスガーデン店 サービス その他サービス 2%

111,920 山梨県 南アルプス市 Ｋｅｙｐｌｕｓ サービス その他サービス 5%

111,921 山梨県 南アルプス市 桔梗屋　東次郎　櫛形店 小売業 食料品 5%

111,922 山梨県 南アルプス市 ギグハウス サービス その他サービス 5%

111,923 山梨県 南アルプス市 きものと帯常盤 小売業 衣料品 5%

111,924 山梨県 南アルプス市 着物乃塩田 小売業 衣料品 5%

111,925 山梨県 南アルプス市 峡西 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,926 山梨県 南アルプス市 きよし　のうえん 小売業 その他小売 5%

111,927 山梨県 南アルプス市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ櫛形スポーツ公園通り店 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,928 山梨県 南アルプス市 甲西工業団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,929 山梨県 南アルプス市 五味電気サービス 小売業 電化製品 5%

111,930 山梨県 南アルプス市 Ｇ　ＲＥＮＴＡＬ サービス その他サービス 5%
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111,931 山梨県 南アルプス市 ＪＡ南アルプス市　Ａコープ甲西店 小売業 食料品 5%

111,932 山梨県 南アルプス市 ＪＡ南アルプス市　Ａコープ白根店 小売業 食料品 5%

111,933 山梨県 南アルプス市 ＪＡ南アルプス市アグリガーデン南部店 小売業 その他小売 5%

111,934 山梨県 南アルプス市 ＪＡ南アルプス市アグリガーデン北部店 小売業 その他小売 5%

111,935 山梨県 南アルプス市 シミズＫＡＤＥＮ 小売業 電化製品 5%

111,936 山梨県 南アルプス市 ＪＵＪＵ 小売業 衣料品 5%

111,937 山梨県 南アルプス市 セブン－イレブン白根町西野店 小売業 食料品 2%

111,938 山梨県 南アルプス市 スーパーホテル山梨・南アルプス サービス 宿泊業 5%

111,939 山梨県 南アルプス市 セゾン若草　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,940 山梨県 南アルプス市 総合電化小林 小売業 電化製品 5%

111,941 山梨県 南アルプス市 そらの詩 サービス その他サービス 5%

111,942 山梨県 南アルプス市 拓進商事　小笠原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,943 山梨県 南アルプス市 ＷＫＳｅｒｖｉｃｅ 小売業 その他小売 5%

111,944 山梨県 南アルプス市 トヨタカローラ山梨峡南店 小売業 その他小売 5%

111,945 山梨県 南アルプス市 長沼電器センター 小売業 電化製品 5%

111,946 山梨県 南アルプス市 新津モータース サービス その他サービス 5%

111,947 山梨県 南アルプス市 西野ＳＳアルプスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,948 山梨県 南アルプス市 ネッツトヨタ山梨南湖店 小売業 その他小売 5%

111,949 山梨県 南アルプス市 ネッツトヨタ山梨南アルプス店 小売業 その他小売 5%

111,950 山梨県 南アルプス市 農家の店　大地南アルプス店 小売業 その他小売 5%

111,951 山梨県 南アルプス市 バガボンド白根店 サービス 飲食業 5%

111,952 山梨県 南アルプス市 荊沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,953 山梨県 南アルプス市 ハラダ種苗 小売業 その他小売 5%

111,954 山梨県 南アルプス市 ハーレーダビッドソン　山梨 小売業 その他小売 5%

111,955 山梨県 南アルプス市 ヒシケイ文具店 小売業 その他小売 5%

111,956 山梨県 南アルプス市 ヒシケイ文具店 小売業 その他小売 5%

111,957 山梨県 南アルプス市 美容室エフォート　峡西店 サービス 理容・美容業 5%

111,958 山梨県 南アルプス市 ＦｉｓｈｉｎｇＴａｃｋｌｅＬｉｆｔ 小売業 その他小売 5%

111,959 山梨県 南アルプス市 ＪＯＵＲＳ サービス 理容・美容業 5%

111,960 山梨県 南アルプス市 ＋ＪＯＵＲＳ サービス 理容・美容業 5%

111,961 山梨県 南アルプス市 マクドナルド南アルプスガーデン店 サービス 飲食業 2%

111,962 山梨県 南アルプス市 株式会社　マリコ　本店 小売業 家具・調度品 5%

111,963 山梨県 南アルプス市 ＪＡ南アルプス市道の駅しらね農産物直売所 小売業 食料品 5%

111,964 山梨県 南アルプス市 セブン－イレブン南アルプス開国橋西店 小売業 食料品 2%

111,965 山梨県 南アルプス市 セブン－イレブン南アルプス櫛形総合公園店 小売業 食料品 2%

111,966 山梨県 南アルプス市 セブン－イレブン南アルプス曲輪田店 小売業 食料品 2%

111,967 山梨県 南アルプス市 セブン－イレブン南アルプス白根店 小売業 食料品 2%

111,968 山梨県 南アルプス市 セブン－イレブン南アルプス藤田店 小売業 食料品 2%

111,969 山梨県 南アルプス市 セブン－イレブン南アルプス徳永店 小売業 食料品 2%

111,970 山梨県 南アルプス市 セブン－イレブン南アルプス西南湖店 小売業 食料品 2%

111,971 山梨県 南アルプス市 セブン－イレブン南アルプス八田店 小売業 食料品 2%

111,972 山梨県 南アルプス市 六科ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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111,973 山梨県 南アルプス市 桃の木温泉　さんわそう サービス 宿泊業 5%

111,974 山梨県 南アルプス市 夜叉神ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,975 山梨県 南アルプス市 セブン－イレブン山梨御勅使南公園店 小売業 食料品 2%

111,976 山梨県 南アルプス市 有限会社カーセンター小宮山　有限会社カーセンター小宮山 サービス その他サービス 5%

111,977 山梨県 南アルプス市 遊布工房 小売業 衣料品 5%

111,978 山梨県 南アルプス市 ルート５２ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,979 山梨県 南アルプス市 若草町 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,980 山梨県 身延町 ＴＯＳＳ飯富橋 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,981 山梨県 身延町 いずみや旅館 サービス 宿泊業 5%

111,982 山梨県 身延町 梅ぞ乃 サービス 宿泊業 5%

111,983 山梨県 身延町 栄昇堂 小売業 食料品 5%

111,984 山梨県 身延町 オギノキャロット中富店 小売業 食料品 5%

111,985 山梨県 身延町 オートボディー峡南 サービス その他サービス 5%

111,986 山梨県 身延町 切石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,987 山梨県 身延町 健康・旬彩の宿ホテル守田 サービス 宿泊業 5%

111,988 山梨県 身延町 古湯坊源泉舘 サービス 宿泊業 5%

111,989 山梨県 身延町 有限会社武州屋 サービス その他サービス 5%

111,990 山梨県 身延町 下部ホテル サービス 宿泊業 5%

111,991 山梨県 身延町 下山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,992 山梨県 身延町 セルバ　みのぶ店 小売業 食料品 5%

111,993 山梨県 身延町 田中屋旅館 サービス 宿泊業 5%

111,994 山梨県 身延町 角打ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,995 山梨県 身延町 波木井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,996 山梨県 身延町 ＦＯＯＤＳ　ＢＡＲ　◯　?? サービス 飲食業 5%

111,997 山梨県 身延町 古関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

111,998 山梨県 身延町 丸善自動車工業 サービス その他サービス 5%

111,999 山梨県 身延町 セブン－イレブン身延甲南運動場前店 小売業 食料品 2%

112,000 山梨県 身延町 身延山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,001 山梨県 身延町 セブン－イレブン身延下山店 小売業 食料品 2%

112,002 山梨県 身延町 みやげ館 小売業 家具・調度品 5%

112,003 山梨県 身延町 望月電機商会 望月電機商会 小売業 電化製品 5%

112,004 山梨県 身延町 山田電気商会 小売業 電化製品 5%

112,005 山梨県 身延町 山梨水晶本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,006 山梨県 身延町 有限会社山十製紙 サービス その他サービス 5%

112,007 山梨県 身延町 湯元ホテル サービス 宿泊業 5%

112,008 山梨県 山中湖村 癒しと潤いの杜　空雲土（ｃｏｏｔｏ） サービス 宿泊業 5%

112,009 山梨県 山中湖村 癒しと潤いの杜空雲土 サービス 宿泊業 5%

112,010 山梨県 山中湖村 岩魚茶舎 サービス 宿泊業 5%

112,011 山梨県 山中湖村 ヴィラ季節風 サービス 宿泊業 5%

112,012 山梨県 山中湖村 オギノ山中湖店 小売業 食料品 5%

112,013 山梨県 山中湖村 カーオアシス山中湖店 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,014 山梨県 山中湖村 霞桃苑 サービス 宿泊業 5%
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112,015 山梨県 山中湖村 カフェ＆オーベルジュ里休 サービス 飲食業 5%

112,016 山梨県 山中湖村 ゲストハウスティータイム サービス その他サービス 5%

112,017 山梨県 山中湖村 湖雲荘 サービス その他サービス 5%

112,018 山梨県 山中湖村 コテージ　ペンション　まりも　コテージ　ペンション　まりも サービス 宿泊業 5%

112,019 山梨県 山中湖村 コテージ・ペンションまりも サービス その他サービス 5%

112,020 山梨県 山中湖村 ザパーク サービス 飲食業 5%

112,021 山梨県 山中湖村 さんさい サービス 飲食業 5%

112,022 山梨県 山中湖村 シーホース サービス 飲食業 5%

112,023 山梨県 山中湖村 禅 サービス 飲食業 5%

112,024 山梨県 山中湖村 郷土食と宿せんでゃー サービス 飲食業 5%

112,025 山梨県 山中湖村 タイニーハウスホテル森旅ぃ サービス その他サービス 5%

112,026 山梨県 山中湖村 茶居夢 サービス 宿泊業 5%

112,027 山梨県 山中湖村 手打そばやまさと サービス 飲食業 5%

112,028 山梨県 山中湖村 トヨタレンタリース山梨山中湖店 サービス その他サービス 2%

112,029 山梨県 山中湖村 Ｎａｌｕ サービス その他サービス 5%

112,030 山梨県 山中湖村 パウエルヤマナカコ サービス 宿泊業 5%

112,031 山梨県 山中湖村 ファイヤーライフ山中湖 小売業 その他小売 5%

112,032 山梨県 山中湖村 富士鵬欣会館 サービス 宿泊業 5%

112,033 山梨県 山中湖村 プライベートハウス　アースウインド サービス 宿泊業 5%

112,034 山梨県 山中湖村 ペンション　スターダスト サービス 宿泊業 5%

112,035 山梨県 山中湖村 ペンションアイビー サービス その他サービス 5%

112,036 山梨県 山中湖村 ペンションすももの木 サービス その他サービス 5%

112,037 山梨県 山中湖村 ペンションブルーリボン サービス その他サービス 5%

112,038 山梨県 山中湖村 マナハウス サービス 宿泊業 5%

112,039 山梨県 山中湖村 モンテラックガルニ＆コテージ サービス その他サービス 5%

112,040 山梨県 山中湖村 山中湖　ペンション　ぱうぜ サービス 宿泊業 5%

112,041 山梨県 山中湖村 セブン－イレブン山中湖旭ケ丘店 小売業 食料品 2%

112,042 山梨県 山中湖村 山中湖インタ―ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,043 山梨県 山中湖村 セブン－イレブン山中湖インター店 小売業 食料品 2%

112,044 山梨県 山中湖村 山中湖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,045 山梨県 山中湖村 山中湖畔荘　清渓 サービス 宿泊業 5%

112,046 山梨県 山中湖村 セブン－イレブン山中湖畔店 小売業 食料品 2%

112,047 山梨県 山中湖村 山中湖・ホテルフジヤマ サービス 宿泊業 5%

112,048 山梨県 山中湖村 セブン－イレブン山梨山中湖平野店 小売業 食料品 2%

112,049 山梨県 山中湖村 レイクサイドキャビン サービス 飲食業 5%

112,050 山梨県 山中湖村 ワイルドストロベリー サービス 宿泊業 5%

112,051 山梨県 山中湖村 ワインショップふじたや山中店 小売業 食料品 5%

112,052 山梨県 山梨市 ＡＮＤ　ＣＲＡＦＴＳ 小売業 家具・調度品 5%

112,053 山梨県 山梨市 出光万力ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,054 山梨県 山梨市 出光山梨ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,055 山梨県 山梨市 岩下温泉旅館 サービス 宿泊業 5%

112,056 山梨県 山梨市 ＷａｔｅｒＰｌａｎｔｓＳｈｏｐＷＰＳ 小売業 その他小売 5%
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112,057 山梨県 山梨市 大竹精肉店 小売業 食料品 5%

112,058 山梨県 山梨市 オオムラ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,059 山梨県 山梨市 おかじま　七日市場店 小売業 食料品 5%

112,060 山梨県 山梨市 オギノ山梨店 小売業 食料品 5%

112,061 山梨県 山梨市 小澤農機具商会 小売業 その他小売 5%

112,062 山梨県 山梨市 お食事処　歩成　本店 サービス 飲食業 5%

112,063 山梨県 山梨市 Ｃａｆｅ　三ツ葉 サービス 飲食業 5%

112,064 山梨県 山梨市 ガリバーハウス 小売業 衣料品 5%

112,065 山梨県 山梨市 川浦温泉山県館 サービス 宿泊業 5%

112,066 山梨県 山梨市 909 小売業 その他小売 5%

112,067 山梨県 山梨市 日下部ＳＳ坂本油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,068 山梨県 山梨市 ＣＲＡＦＴ　ＨＯＰ　ＳＴＡＳＮＤ サービス 飲食業 5%

112,069 山梨県 山梨市 ＧＯＭＩ?ＲＩＮ 五味輪業 ＧＯＭＩ?ＲＩＮ 五味 輪業 小売業 その他小売 5%

112,070 山梨県 山梨市 株式会社佐藤農園 小売業 食料品 5%

112,071 山梨県 山梨市 サンコー電化 小売業 電化製品 5%

112,072 山梨県 山梨市 ＪＡフルーツ山梨　加納岩支所 小売業 その他小売 5%

112,073 山梨県 山梨市 ＪＡフルーツ山梨ファーマーズマーケット店 小売業 食料品 5%

112,074 山梨県 山梨市 ＪＡフルーツ山梨　フルーツ直売所 小売業 食料品 5%

112,075 山梨県 山梨市 ＪＡフルーツ山梨　八幡支所 小売業 その他小売 5%

112,076 山梨県 山梨市 ＪＡフルーツ山梨　山梨支所 小売業 その他小売 5%

112,077 山梨県 山梨市 ジャミンアメリ店 サービス 理容・美容業 5%

112,078 山梨県 山梨市 食祭亭みかど サービス 飲食業 5%

112,079 山梨県 山梨市 鈴木園駅前店 鈴木園駅前店 小売業 その他小売 5%

112,080 山梨県 山梨市 スポーツショップ　オダギリ 小売業 その他小売 5%

112,081 山梨県 山梨市 ＴａｋａｎｏＦａｒｍ サービス その他サービス 5%

112,082 山梨県 山梨市 タケイ電機 小売業 電化製品 5%

112,083 山梨県 山梨市 中華 味平 サービス 飲食業 5%

112,084 山梨県 山梨市 中華　李白　中華　李白 サービス 飲食業 5%

112,085 山梨県 山梨市 中国料理　白楽天 サービス 飲食業 5%

112,086 山梨県 山梨市 中国料理白楽天 サービス その他サービス 5%

112,087 山梨県 山梨市 天下一 小売業 家具・調度品 5%

112,088 山梨県 山梨市 東晨洋酒株式会社 サービス 飲食業 5%

112,089 山梨県 山梨市 東部建機 小売業 その他小売 5%

112,090 山梨県 山梨市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ山梨店 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,091 山梨県 山梨市 トヨタカローラ山梨峡東店 小売業 その他小売 5%

112,092 山梨県 山梨市 トヨタレンタリース山梨　山梨市駅前店 サービス その他サービス 2%

112,093 山梨県 山梨市 整体サロンナチュラル サービス その他サービス 5%

112,094 山梨県 山梨市 楡の木整体　にれのきせいたい サービス その他サービス 5%

112,095 山梨県 山梨市 東山梨ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,096 山梨県 山梨市 広瀬土木 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,097 山梨県 山梨市 フルーツパーク　富士屋ホテル サービス 宿泊業 5%

112,098 山梨県 山梨市 フルーツ山梨農協　笛川支所 小売業 その他小売 5%
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112,099 山梨県 山梨市 古屋ペットクリニック サービス その他サービス 5%

112,100 山梨県 山梨市 ほうとう蔵　歩成　フルーツライン店 サービス 飲食業 5%

112,101 山梨県 山梨市 ポワール おきなや ポワール おきなや 小売業 食料品 5%

112,102 山梨県 山梨市 株式会社水地建設工業所 サービス その他サービス 5%

112,103 山梨県 山梨市 牧丘産業株式会社 小売業 その他小売 5%

112,104 山梨県 山梨市 マクドナルド山梨万力店 サービス 飲食業 2%

112,105 山梨県 山梨市 ＭａｓｔｅｒＰｅａｃｅ 小売業 食料品 5%

112,106 山梨県 山梨市 万力ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,107 山梨県 山梨市 餅菓子処こばやし製菓 小売業 食料品 5%

112,108 山梨県 山梨市 山梨ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,109 山梨県 山梨市 セブン－イレブン山梨歌田店 小売業 食料品 2%

112,110 山梨県 山梨市 セブン－イレブン山梨加納岩店 小売業 食料品 2%

112,111 山梨県 山梨市 セブン－イレブン山梨上石森店 小売業 食料品 2%

112,112 山梨県 山梨市 山梨北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,113 山梨県 山梨市 セブン－イレブン山梨北中学校前店 小売業 食料品 2%

112,114 山梨県 山梨市 セブン－イレブン山梨北店 小売業 食料品 2%

112,115 山梨県 山梨市 セブン－イレブン山梨三ヶ所北店 小売業 食料品 2%

112,116 山梨県 山梨市 山梨市中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,117 山梨県 山梨市 セブン－イレブン山梨下神内川店 小売業 食料品 2%

112,118 山梨県 山梨市 山梨トヨペット日川店 小売業 その他小売 5%

112,119 山梨県 山梨市 やまなしフルーツ温泉　ぷくぷく サービス その他サービス 5%

112,120 山梨県 山梨市 山梨南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,121 山梨県 山梨市 有限会社　鮨みはらし　食事処　みはらし サービス 飲食業 5%

112,122 山梨県 山梨市 ［ＨＣ］有限会社ＹＥＣ米倉電気 小売業 電化製品 5%

112,123 山梨県 山梨市 理容ヨシダ サービス 理容・美容業 5%

112,124 山梨県 山梨市 ルーラ 小売業 その他小売 5%

112,125 山梨県 山梨市 Ｏｎｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

112,126 長野県 青木村 出光青木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,127 長野県 青木村 片田美容室 サービス 理容・美容業 5%

112,128 長野県 青木村 叶屋旅館 サービス その他サービス 5%

112,129 長野県 青木村 滝沢モータース サービス その他サービス 5%

112,130 長野県 青木村 富士屋 サービス 宿泊業 5%

112,131 長野県 上松町 出光ルート１９セルフ上松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,132 長野県 上松町 セブン－イレブン木曽上松寝覚店 小売業 食料品 2%

112,133 長野県 上松町 ［ＨＣ］栗林電器 小売業 電化製品 5%

112,134 長野県 上松町 しょうきち 小売業 その他小売 5%

112,135 長野県 上松町 スーパーおおさわ 小売業 その他小売 5%

112,136 長野県 上松町 椿井木工舎 小売業 家具・調度品 5%

112,137 長野県 上松町 寝覚の床ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,138 長野県 上松町 ねざめホテル サービス 宿泊業 5%

112,139 長野県 上松町 株式会社原鉄木曽営業所 サービス その他サービス 5%

112,140 長野県 上松町 舎鳥木 小売業 家具・調度品 5%
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112,141 長野県 朝日村 愛品物流株式会社 サービス その他サービス 5%

112,142 長野県 朝日村 朝日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,143 長野県 朝日村 朝日配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,144 長野県 朝日村 そば処　もえぎ野 サービス 飲食業 5%

112,145 長野県 朝日村 吉平酒店 小売業 食料品 5%

112,146 長野県 朝日村 ＲＥＣＡＳＩＮ 小売業 衣料品 5%

112,147 長野県 安曇野市 ㈱愛ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

112,148 長野県 安曇野市 明科ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,149 長野県 安曇野市 セブン－イレブン明科中川手店 小売業 食料品 2%

112,150 長野県 安曇野市 セブン－イレブン明科七貴店 小売業 食料品 2%

112,151 長野県 安曇野市 明科町 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,152 長野県 安曇野市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ａｌｌｅｎ豊科 サービス 理容・美容業 5%

112,153 長野県 安曇野市 安曇観光タクシー　１ サービス 運輸業 5%

112,154 長野県 安曇野市 セブン－イレブン安曇野インター店 小売業 食料品 2%

112,155 長野県 安曇野市 安曇野くつ工房 サービス その他サービス 5%

112,156 長野県 安曇野市 安曇野天蚕工房 小売業 その他小売 5%

112,157 長野県 安曇野市 セブン－イレブン安曇野豊科光店 小売業 食料品 2%

112,158 長野県 安曇野市 安曇野ベジタブル株式会社 小売業 その他小売 5%

112,159 長野県 安曇野市 セブン－イレブン安曇野ゆたか店 小売業 食料品 2%

112,160 長野県 安曇野市 遊び心 サービス その他サービス 5%

112,161 長野県 安曇野市 ＡＰＰＬＥ＆ＲＯＳＥＳ サービス 飲食業 5%

112,162 長野県 安曇野市 安曇野インタ―ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,163 長野県 安曇野市 セブン－イレブン安曇野インター北店 小売業 食料品 2%

112,164 長野県 安曇野市 セブン－イレブン安曇野北穂高店 小売業 食料品 2%

112,165 長野県 安曇野市 セブン－イレブン安曇野住吉店 小売業 食料品 2%

112,166 長野県 安曇野市 セブン－イレブン安曇野穂高店 小売業 食料品 2%

112,167 長野県 安曇野市 あづみのヨガスタジオポコ☆スタ サービス その他サービス 5%

112,168 長野県 安曇野市 安曇野ワイナリー 小売業 食料品 5%

112,169 長野県 安曇野市 安曇ホンダ サービス その他サービス 5%

112,170 長野県 安曇野市 アトリエ・ネイチャーハウス サービス その他サービス 5%

112,171 長野県 安曇野市 有明ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,172 長野県 安曇野市 有明 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,173 長野県 安曇野市 有明ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,174 長野県 安曇野市 アンビエント安曇野コテージ サービス 宿泊業 5%

112,175 長野県 安曇野市 出光穂高東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,176 長野県 安曇野市 出光三郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,177 長野県 安曇野市 ウィル　豊科店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,178 長野県 安曇野市 エス・ディ・オ－ サービス その他サービス 5%

112,179 長野県 安曇野市 （株）エヌコーポレーション　東京銀座リエジュ　イオン豊科店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,180 長野県 安曇野市 ＬＳＧＯＬＦ 小売業 その他小売 5%

112,181 長野県 安曇野市 エーワンオートイワセ　Ａ－Ｃａｒ 小売業 その他小売 5%

112,182 長野県 安曇野市 オオハタスポーツ安曇野店 小売業 その他小売 5%
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112,183 長野県 安曇野市 オギノあづみ野店 小売業 衣料品 5%

112,184 長野県 安曇野市 オギノ穂高店 小売業 衣料品 5%

112,185 長野県 安曇野市 おくはら動物病院 サービス その他サービス 5%

112,186 長野県 安曇野市 奥村ラジオ店 小売業 電化製品 5%

112,187 長野県 安曇野市 オートテック サービス その他サービス 5%

112,188 長野県 安曇野市 お宿たんたん サービス その他サービス 5%

112,189 長野県 安曇野市 オリックスレンタカーあづみ野店 サービス その他サービス 2%

112,190 長野県 安曇野市 割烹旅館　山のたこ平 サービス 宿泊業 5%

112,191 長野県 安曇野市 株式会社ヤマサ　あづみ野産業団地給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,192 長野県 安曇野市 烏川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,193 長野県 安曇野市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋安曇野インター店 サービス 飲食業 2%

112,194 長野県 安曇野市 北穂高ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,195 長野県 安曇野市 きないね サービス 飲食業 5%

112,196 長野県 安曇野市 Ｇａｌｌｅｒｙｎａｓａｎ サービス その他サービス 5%

112,197 長野県 安曇野市 牛角豊科店 サービス 飲食業 2%

112,198 長野県 安曇野市 ククタナ サービス 理容・美容業 5%

112,199 長野県 安曇野市 ＧｏｏｄＯｌｄＬａｎｄ サービス 飲食業 5%

112,200 長野県 安曇野市 グリーンオート安曇野有明店 小売業 その他小売 5%

112,201 長野県 安曇野市 ｇｌｏｃａｌｆｏｏｄｓＮＡＶＥＬ サービス 飲食業 5%

112,202 長野県 安曇野市 Ｃｈｒｏｍａｇ　Ｊａｐａｎ 小売業 その他小売 5%

112,203 長野県 安曇野市 Ｋプラススタジオ サービス その他サービス 5%

112,204 長野県 安曇野市 心やすらぐ森の宿・ノーサイド サービス その他サービス 5%

112,205 長野県 安曇野市 元禄　吉田屋 サービス 飲食業 5%

112,206 長野県 安曇野市 コープ安曇野豊科店 小売業 食料品 5%

112,207 長野県 安曇野市 ｋｏｋａｇｅｙａ 小売業 その他小売 5%

112,208 長野県 安曇野市 小倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,209 長野県 安曇野市 ゴルフトレインコート松本 サービス その他サービス 5%

112,210 長野県 安曇野市 金剛寺　宿坊　成穂院 サービス 宿泊業 5%

112,211 長野県 安曇野市 酒一番どんぺり 小売業 食料品 5%

112,212 長野県 安曇野市 サントゥールムラカミ サントゥールムラカミ 小売業 食料品 5%

112,213 長野県 安曇野市 有限会社サン トノーレ サントノーレ 小売業 その他小売 5%

112,214 長野県 安曇野市 ＧＧ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ サービス その他サービス 5%

112,215 長野県 安曇野市 ＪＡあづみ灯油配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,216 長野県 安曇野市 してきなしごと サービス その他サービス 5%

112,217 長野県 安曇野市 しの３８９ サービス その他サービス 5%

112,218 長野県 安曇野市 安曇野コワーキングスペース サービス その他サービス 5%

112,219 長野県 安曇野市 森の漢方薬局芍薬堂 小売業 その他小売 5%

112,220 長野県 安曇野市 しゃぶしゃぶ温野菜安曇野店 サービス 飲食業 2%

112,221 長野県 安曇野市 シュテルン安曇野店 小売業 食料品 5%

112,222 長野県 安曇野市 シューマート　アミーホタカ店 小売業 衣料品 5%

112,223 長野県 安曇野市 進学塾メイツ 豊科教室 サービス その他サービス 5%

112,224 長野県 安曇野市 すたみな太郎　安曇野インター店 サービス 飲食業 5%
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112,225 長野県 安曇野市 ＳＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%

112,226 長野県 安曇野市 そば処　安留賀 サービス 飲食業 5%

112,227 長野県 安曇野市 竹の工芸よしだ サービス その他サービス 5%

112,228 長野県 安曇野市 たちばな松本あづみの店 小売業 衣料品 5%

112,229 長野県 安曇野市 腸詰屋　安曇野店 小売業 食料品 5%

112,230 長野県 安曇野市 月とビスケット． サービス 飲食業 5%

112,231 長野県 安曇野市 テクノトライ サービス 飲食業 5%

112,232 長野県 安曇野市 デザインコム サービス その他サービス 5%

112,233 長野県 安曇野市 てしごと雑貨ｋｏｍｏｒｅｂｉ 小売業 衣料品 5%

112,234 長野県 安曇野市 十色屋 サービス その他サービス 5%

112,235 長野県 安曇野市 東京・銀座リエジュ　イオン豊科店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,236 長野県 安曇野市 時計屋復刻堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,237 長野県 安曇野市 豊科ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,238 長野県 安曇野市 豊科ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,239 長野県 安曇野市 セブン－イレブン豊科合同庁舎前店 小売業 食料品 2%

112,240 長野県 安曇野市 セブン－イレブン豊科高家店 小売業 食料品 2%

112,241 長野県 安曇野市 セブン－イレブン豊科成相店 小売業 食料品 2%

112,242 長野県 安曇野市 セブン－イレブン豊科南穂高店 小売業 食料品 2%

112,243 長野県 安曇野市 トヨタカローラ南信穂高店 小売業 その他小売 5%

112,244 長野県 安曇野市 とをしや化粧品店 小売業 その他小売 5%

112,245 長野県 安曇野市 セブン－イレブン長野県立こども病院前店 小売業 食料品 2%

112,246 長野県 安曇野市 長野自動車道上り梓川サービスエリアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,247 長野県 安曇野市 長野トヨタ自動車安曇店 小売業 その他小売 5%

112,248 長野県 安曇野市 長野トヨペット穂高店 小売業 その他小売 5%

112,249 長野県 安曇野市 ナポリピッツァ ＴＡＳＵＫＵ サービス 飲食業 5%

112,250 長野県 安曇野市 ニッセンシェイプファンデサロンドＭｉｍｉ 小売業 衣料品 5%

112,251 長野県 安曇野市 ニッセンシェイプファンデサロン美翔 小売業 衣料品 5%

112,252 長野県 安曇野市 ＮＥＷあづみ野 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,253 長野県 安曇野市 ニューカントリー 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,254 長野県 安曇野市 ネッツトヨタ信州穂高店 小売業 その他小売 5%

112,255 長野県 安曇野市 ノセ　エルサあづみ野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,256 長野県 安曇野市 ノセ　豊科サティ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,257 長野県 安曇野市 バイクワールド安曇野 小売業 その他小売 5%

112,258 長野県 安曇野市 パソコン教室あづみ野 サービス その他サービス 5%

112,259 長野県 安曇野市 ｈａｎａｉｚｕｍｉ 小売業 その他小売 5%

112,260 長野県 安曇野市 パナメイトたつみ原電化 小売業 電化製品 5%

112,261 長野県 安曇野市 ＨＡＭＡフラワーパーク安曇野 小売業 その他小売 5%

112,262 長野県 安曇野市 林茂商店 サービス その他サービス 5%

112,263 長野県 安曇野市 ビジネスインあづみ野 サービス 宿泊業 5%

112,264 長野県 安曇野市 一日市場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,265 長野県 安曇野市 美容室タッチ　穂高店 サービス 理容・美容業 5%

112,266 長野県 安曇野市 Ｍｉｃｈａｌｅ＇ｓＳｔｏｖｅＳｈｏｐ サービス その他サービス 5%
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112,267 長野県 安曇野市 二木電器 小売業 電化製品 5%

112,268 長野県 安曇野市 キッチン＆やどぶたのしっぽ サービス その他サービス 5%

112,269 長野県 安曇野市 プモッシュ 小売業 衣料品 5%

112,270 長野県 安曇野市 平安堂　あづみ野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

112,271 長野県 安曇野市 ＢＥＬＬ　ＷＯＯＤ　ＣＯＦＦＥＥ　ＬＡＢ 小売業 食料品 5%

112,272 長野県 安曇野市 ＢＥＬＬＷＯＯＤＣＯＦＦＥＥＬＡＢ サービス 飲食業 5%

112,273 長野県 安曇野市 ペンション　ハーヴェスト サービス 宿泊業 5%

112,274 長野県 安曇野市 ペンションあるかす サービス 宿泊業 5%

112,275 長野県 安曇野市 ペンションメープル・リーフ サービス 宿泊業 5%

112,276 長野県 安曇野市 ほぐし処ヤマシゲ サービス 理容・美容業 5%

112,277 長野県 安曇野市 ほぐし処ヤマシゲ サービス その他サービス 5%

112,278 長野県 安曇野市 穂高ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,279 長野県 安曇野市 穂高自動車 サービス その他サービス 5%

112,280 長野県 安曇野市 セブン－イレブン穂高富田店 小売業 食料品 2%

112,281 長野県 安曇野市 穂高パノラマロードＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,282 長野県 安曇野市 穂高南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,283 長野県 安曇野市 セブン－イレブン堀金烏川店 小売業 食料品 2%

112,284 長野県 安曇野市 マクドナルド安曇野インター店 サービス 飲食業 2%

112,285 長野県 安曇野市 マクドナルドイオン豊科店 サービス 飲食業 2%

112,286 長野県 安曇野市 マクドナルドザ・ビッグ穂高店 サービス 飲食業 2%

112,287 長野県 安曇野市 松本明科中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,288 長野県 安曇野市 宮下塗装店 サービス その他サービス 5%

112,289 長野県 安曇野市 宮島電器 小売業 電化製品 5%

112,290 長野県 安曇野市 宮脇書店　安曇野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

112,291 長野県 安曇野市 Ｍｉｎｋ Ｓｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

112,292 長野県 安曇野市 メガネストアー穂高 小売業 その他小売 5%

112,293 長野県 安曇野市 メガネストアー穂高店 小売業 その他小売 5%

112,294 長野県 安曇野市 モバイルドック サービス その他サービス 5%

112,295 長野県 安曇野市 ヤバナ電器 小売業 電化製品 5%

112,296 長野県 安曇野市 矢花輪業商会 小売業 その他小売 5%

112,297 長野県 安曇野市 ヤマショー安曇野ショールーム サービス その他サービス 5%

112,298 長野県 安曇野市 有限会社青葉木工 小売業 家具・調度品 5%

112,299 長野県 安曇野市 有限会社ホテル紫山荘 サービス 宿泊業 5%

112,300 長野県 安曇野市 温ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,301 長野県 安曇野市 ラトリエ・デ・サンス　ショップ 小売業 食料品 5%

112,302 長野県 安曇野市 四川乃華安曇野店 サービス 飲食業 5%

112,303 長野県 安曇野市 リストランテ　こむぎ亭 サービス 飲食業 5%

112,304 長野県 安曇野市 リックスナガハシ 小売業 電化製品 5%

112,305 長野県 安曇野市 レストラン　ラトリエデサンス サービス 飲食業 5%

112,306 長野県 安曇野市 レストランあづみの サービス 飲食業 5%

112,307 長野県 安曇野市 ろっぢ　安曇野遊人 サービス 宿泊業 5%

112,308 長野県 安曇野市 ワイルドベリーフォト＆デザイン サービス その他サービス 5%
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112,309 長野県 阿智村 青木屋 サービス 飲食業 5%

112,310 長野県 阿智村 あまごの家パークランド サービス 飲食業 5%

112,311 長野県 阿智村 出光清内路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,312 長野県 阿智村 出光浪合バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,313 長野県 阿智村 Ａ・コープ　ラックあち店 小売業 食料品 5%

112,314 長野県 阿智村 大坂屋 大坂屋 サービス 飲食業 5%

112,315 長野県 阿智村 おとぎ亭光風 サービス 宿泊業 5%

112,316 長野県 阿智村 お宿　山翠 サービス 宿泊業 5%

112,317 長野県 阿智村 カーポートあちＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,318 長野県 阿智村 きたせんと　きたせんと サービス 飲食業 5%

112,319 長野県 阿智村 キッチンストーブ 小売業 食料品 5%

112,320 長野県 阿智村 キッチンストーブ　キッチンストーブ 小売業 食料品 5%

112,321 長野県 阿智村 ゲストハウス　みんなのいえ サービス 宿泊業 5%

112,322 長野県 阿智村 信濃比叡　門前屋 サービス 飲食業 5%

112,323 長野県 阿智村 信濃比叡門前屋 サービス 飲食業 5%

112,324 長野県 阿智村 下原衣料品店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,325 長野県 阿智村 ふるさと村自然園せいなの森キャン サービス 宿泊業 5%

112,326 長野県 阿智村 石苔亭いしだ サービス 宿泊業 5%

112,327 長野県 阿智村 そのはらエスエス株式会社ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,328 長野県 阿智村 園原ビジターセンターはゝき木館 サービス その他サービス 5%

112,329 長野県 阿智村 辻本屋商店 辻本屋商店 小売業 食料品 5%

112,330 長野県 阿智村 鶴巻荘 サービス 宿泊業 5%

112,331 長野県 阿智村 東山道 サービス 飲食業 5%

112,332 長野県 阿智村 南国飯店 サービス 飲食業 5%

112,333 長野県 阿智村 南国飯店 南国飯店 サービス 飲食業 5%

112,334 長野県 阿智村 日長庵　桂月 サービス 宿泊業 5%

112,335 長野県 阿智村 野熊の庄　月川 サービス 宿泊業 5%

112,336 長野県 阿智村 はなや サービス 宿泊業 5%

112,337 長野県 阿智村 昼神温泉朝市 星柿 小売業 食料品 5%

112,338 長野県 阿智村 昼神グランドホテル天心 サービス 宿泊業 5%

112,339 長野県 阿智村 昼神の棲　玄竹 サービス 宿泊業 5%

112,340 長野県 阿智村 満蒙開拓平和記念館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

112,341 長野県 阿智村 焼肉 辻乃園 焼肉 辻乃園 サービス 飲食業 5%

112,342 長野県 阿智村 やまびこ サービス 飲食業 5%

112,343 長野県 阿智村 湯多利の里　伊那華 サービス 宿泊業 5%

112,344 長野県 阿智村 湯元ホテル阿智川 サービス 宿泊業 5%

112,345 長野県 阿智村 癒楽の宿　清風苑 サービス 宿泊業 5%

112,346 長野県 阿智村 料理旅館むらさわ サービス 宿泊業 5%

112,347 長野県 阿南町 アイロードあなんＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,348 長野県 阿南町 阿　南 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,349 長野県 阿南町 合同会社薪 サービス その他サービス 5%

112,350 長野県 阿南町 お酒と本屋 小売業 その他小売 5%
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112,351 長野県 阿南町 ガソリンスタンドＫｏｍａ２８　新野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,352 長野県 阿南町 ショッピングランドナピカ 小売業 食料品 5%

112,353 長野県 阿南町 信愛新野ＰＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,354 長野県 阿南町 長野県立阿南病院売店 小売業 その他小売 5%

112,355 長野県 阿南町 パナメイトコニシ 小売業 電化製品 5%

112,356 長野県 阿南町 リックスムラマツ 小売業 電化製品 5%

112,357 長野県 飯田市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｓｏｒａ飯田 サービス 理容・美容業 5%

112,358 長野県 飯田市 足の健康と靴を考える店　カインド 小売業 衣料品 5%

112,359 長野県 飯田市 Ａｓ． サービス 理容・美容業 5%

112,360 長野県 飯田市 アップルロード 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,361 長野県 飯田市 ＡＬＬＵＲＥＲＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

112,362 長野県 飯田市 アルススポーツ 小売業 その他小売 5%

112,363 長野県 飯田市 アルテミーナ　アピタ　飯田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,364 長野県 飯田市 イーカンジ育良本店 小売業 衣料品 5%

112,365 長野県 飯田市 イーカンジ上郷店 小売業 衣料品 5%

112,366 長野県 飯田市 飯田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,367 長野県 飯田市 飯田 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,368 長野県 飯田市 飯田インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,369 長野県 飯田市 飯田インターチェンジＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,370 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田江戸町店 小売業 食料品 2%

112,371 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田大瀬木店 小売業 食料品 2%

112,372 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田鼎下山店 小売業 食料品 2%

112,373 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田上川路店 小売業 食料品 2%

112,374 長野県 飯田市 飯田上郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,375 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田上郷飯沼店 小売業 食料品 2%

112,376 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田上郷黒田店 小売業 食料品 2%

112,377 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田川路駅前店 小売業 食料品 2%

112,378 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田切石店 小売業 食料品 2%

112,379 長野県 飯田市 飯田市役所売店 小売業 食料品 5%

112,380 長野県 飯田市 飯田市立病院売店 小売業 食料品 5%

112,381 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田市立病院前店 小売業 食料品 2%

112,382 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田大門店 小売業 食料品 2%

112,383 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田殿岡店 小売業 食料品 2%

112,384 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田中村店 小売業 食料品 2%

112,385 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田白山町店 小売業 食料品 2%

112,386 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田羽場町店 小売業 食料品 2%

112,387 長野県 飯田市 飯田松尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,388 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田松尾上溝店 小売業 食料品 2%

112,389 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田松尾寺所店 小売業 食料品 2%

112,390 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田水の手店 小売業 食料品 2%

112,391 長野県 飯田市 飯田水引協同組合 小売業 その他小売 5%

112,392 長野県 飯田市 セブン－イレブン飯田山本店 小売業 食料品 2%
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112,393 長野県 飯田市 イオン飯田店 小売業 衣料品 5%

112,394 長野県 飯田市 石の晃和　飯田店 小売業 その他小売 5%

112,395 長野県 飯田市 一不二 サービス 飲食業 5%

112,396 長野県 飯田市 一真堂　鼎本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,397 長野県 飯田市 一真堂　座光寺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,398 長野県 飯田市 出光飯田インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,399 長野県 飯田市 出光飯田城東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,400 長野県 飯田市 出光駒場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,401 長野県 飯田市 出光喬木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,402 長野県 飯田市 出光高森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,403 長野県 飯田市 出光天龍ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,404 長野県 飯田市 出光弁天ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,405 長野県 飯田市 出光マイセルフ黒田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,406 長野県 飯田市 出光和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,407 長野県 飯田市 イトーデンキ 小売業 電化製品 5%

112,408 長野県 飯田市 稲垣来三郎匠 小売業 食料品 5%

112,409 長野県 飯田市 今井商店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

112,410 長野県 飯田市 株式会社ウェル・カム サービス 理容・美容業 5%

112,411 長野県 飯田市 ＶＯＧＵＥ ＩＩＤＡ店 サービス 理容・美容業 5%

112,412 長野県 飯田市 裏山しいちゃん 小売業 食料品 5%

112,413 長野県 飯田市 Ａ・コープ　あいぱんいいだ店 小売業 その他小売 5%

112,414 長野県 飯田市 Ａ・コープ　いいだ店 小売業 その他小売 5%

112,415 長野県 飯田市 エナジ－プラザ江戸町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,416 長野県 飯田市 絵布乃工房 小売業 衣料品 5%

112,417 長野県 飯田市 エルコンパスイプサ 小売業 電化製品 5%

112,418 長野県 飯田市 エルコンパスキタハラ 小売業 電化製品 5%

112,419 長野県 飯田市 おいでなんしょ 小売業 食料品 5%

112,420 長野県 飯田市 奥天竜不動温泉　佐和屋 サービス 宿泊業 5%

112,421 長野県 飯田市 尾沢動物病院 サービス その他サービス 5%

112,422 長野県 飯田市 おふとんのこいけ 小売業 家具・調度品 5%

112,423 長野県 飯田市 オリエントトラベル サービス その他サービス 5%

112,424 長野県 飯田市 オリックスレンタカー飯田店 サービス その他サービス 2%

112,425 長野県 飯田市 株式会社原鉄飯田営業所 サービス その他サービス 5%

112,426 長野県 飯田市 カーネットプラザ飯田店 小売業 その他小売 5%

112,427 長野県 飯田市 カイロプラクティックＳＡＮＴＥ サービス 理容・美容業 5%

112,428 長野県 飯田市 （有）カインド 小売業 衣料品 5%

112,429 長野県 飯田市 かなえ茶屋 サービス 飲食業 5%

112,430 長野県 飯田市 カフェレストセンジュ サービス 飲食業 5%

112,431 長野県 飯田市 株式会社日幸電気 小売業 電化製品 5%

112,432 長野県 飯田市 株式会社片桐美容商事 サービス その他サービス 5%

112,433 長野県 飯田市 株式会社旅プランナー サービス その他サービス 5%

112,434 長野県 飯田市 上飯田 小売業 ガソリンスタンド 2%
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112,435 長野県 飯田市 上郷 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,436 長野県 飯田市 カメレオンクラブ　飯田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

112,437 長野県 飯田市 カメレオンクラブ　座光寺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

112,438 長野県 飯田市 からあげビリー サービス 飲食業 5%

112,439 長野県 飯田市 かりたてのひつじ 小売業 衣料品 5%

112,440 長野県 飯田市 カレーの大原屋 サービス 飲食業 5%

112,441 長野県 飯田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋飯田座光寺店 サービス 飲食業 2%

112,442 長野県 飯田市 ｃａｎｎａ サービス 理容・美容業 5%

112,443 長野県 飯田市 金魚 サービス 飲食業 5%

112,444 長野県 飯田市 ベビー＆雑貨ｖｉｖｉ 小売業 家具・調度品 5%

112,445 長野県 飯田市 串屋長右衛門一色店 サービス 飲食業 5%

112,446 長野県 飯田市 グッドニュース 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,447 長野県 飯田市 グッドニュース 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,448 長野県 飯田市 クリーンセルフ飯田羽場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,449 長野県 飯田市 グリーンパーク桐林ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,450 長野県 飯田市 グリーンパーク座光寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,451 長野県 飯田市 小池ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

112,452 長野県 飯田市 コトブキ電気 小売業 電化製品 5%

112,453 長野県 飯田市 小林商店 小売業 その他小売 5%

112,454 長野県 飯田市 在来屋 小売業 食料品 5%

112,455 長野県 飯田市 酒＆業務スーパーモダンパック飯田店 小売業 その他小売 2%

112,456 長野県 飯田市 座光寺 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,457 長野県 飯田市 さすが家飯田店 サービス 飲食業 5%

112,458 長野県 飯田市 ｓａｌｅｅｐｅｐｅ（サレエぺぺ） サービス 飲食業 5%

112,459 長野県 飯田市 ＳａｌｏｎｄｅＳ サービス 理容・美容業 5%

112,460 長野県 飯田市 有限会社沢村屋商店 小売業 食料品 5%

112,461 長野県 飯田市 ジーンズショップ赤石　アップルロード店 小売業 衣料品 5%

112,462 長野県 飯田市 四季料理　亀山 サービス 飲食業 5%

112,463 長野県 飯田市 仕立屋甚五郎　長野アンテナハウス 小売業 衣料品 5%

112,464 長野県 飯田市 自転車のトライ　飯田店 小売業 その他小売 5%

112,465 長野県 飯田市 信濃補聴器センター飯田店 小売業 その他小売 5%

112,466 長野県 飯田市 ジャングル サービス 飲食業 5%

112,467 長野県 飯田市 ジュエリーパリエーヌ　一真堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,468 長野県 飯田市 ジュエリーパリエーヌ一真堂　座光寺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,469 長野県 飯田市 ジュエリーパリエーヌ　ジャスコ飯田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,470 長野県 飯田市 ジュエリーパリエーヌ　一真堂　かなえ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,471 長野県 飯田市 ジュエリーパリエーヌ一真堂　サティ飯田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,472 長野県 飯田市 シューマート　飯田インター店 小売業 衣料品 5%

112,473 長野県 飯田市 シューマート　飯田座光寺店 小売業 衣料品 5%

112,474 長野県 飯田市 春月 工場 小売業 食料品 5%

112,475 長野県 飯田市 春月売店 小売業 食料品 5%

112,476 長野県 飯田市 シルクホテル サービス 宿泊業 5%
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112,477 長野県 飯田市 寝具と枕の専門店もりたけ 小売業 その他小売 5%

112,478 長野県 飯田市 信州旨酒　加藤商店 小売業 食料品 5%

112,479 長野県 飯田市 スーパーホテル長野・飯田インター サービス 宿泊業 2%

112,480 長野県 飯田市 鮨処祥吉 サービス 飲食業 5%

112,481 長野県 飯田市 すし処魚魚魯 サービス 飲食業 5%

112,482 長野県 飯田市 炭火居酒屋のんべえ サービス 飲食業 5%

112,483 長野県 飯田市 生活菜園 サービス その他サービス 5%

112,484 長野県 飯田市 ゼベック 小売業 衣料品 5%

112,485 長野県 飯田市 相互車体 サービス その他サービス 5%

112,486 長野県 飯田市 創庫生活館　飯田店 小売業 その他小売 2%

112,487 長野県 飯田市 創庫生活館　飯田店 小売業 その他小売 2%

112,488 長野県 飯田市 だいこく家　飯田店 サービス 飲食業 5%

112,489 長野県 飯田市 第五宝船丸 サービス 飲食業 5%

112,490 長野県 飯田市 タイヤセンター桐林 小売業 その他小売 5%

112,491 長野県 飯田市 駄　科 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,492 長野県 飯田市 たちばな飯田店 小売業 衣料品 5%

112,493 長野県 飯田市 ＤＡＲＡ サービス 飲食業 5%

112,494 長野県 飯田市 馳走 かん田 サービス 飲食業 5%

112,495 長野県 飯田市 ちゃあしゅう屋飯田店 サービス 飲食業 5%

112,496 長野県 飯田市 ちゃぶや サービス 飲食業 5%

112,497 長野県 飯田市 千　代 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,498 長野県 飯田市 ツノダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,499 長野県 飯田市 ツノダ　アイル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,500 長野県 飯田市 ツノダ　ザコウジテン 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,501 長野県 飯田市 鉄板酒肴一夢庵 サービス 飲食業 5%

112,502 長野県 飯田市 鉄板ダイニングかぶき屋 サービス 飲食業 5%

112,503 長野県 飯田市 天空の城　三宜亭本館 サービス 宿泊業 5%

112,504 長野県 飯田市 東京庵本店 サービス 飲食業 5%

112,505 長野県 飯田市 トヨタカローラ南信飯田インタ－店 小売業 その他小売 5%

112,506 長野県 飯田市 トヨタカローラ南信飯田上郷店 小売業 その他小売 5%

112,507 長野県 飯田市 トヨタレンタリース長野飯田インター店 サービス その他サービス 2%

112,508 長野県 飯田市 とりきん サービス 飲食業 5%

112,509 長野県 飯田市 トロッコ動物病院 サービス その他サービス 5%

112,510 長野県 飯田市 ながぐつ サービス 飲食業 5%

112,511 長野県 飯田市 長野トヨタ自動車飯田店 小売業 その他小売 5%

112,512 長野県 飯田市 長野トヨペット飯田店 小売業 その他小売 5%

112,513 長野県 飯田市 長野日野自動車飯田支店 小売業 その他小売 5%

112,514 長野県 飯田市 ＮＡＴＵＤＥＣＯ サービス 理容・美容業 5%

112,515 長野県 飯田市 南味紀 小売業 家具・調度品 5%

112,516 長野県 飯田市 Ｎａｍｉｋｏｕｂｏｕ サービス その他サービス 5%

112,517 長野県 飯田市 ネッツトヨタ信州飯田店 小売業 その他小売 5%

112,518 長野県 飯田市 ネッツトヨタ信州ａｕショップ飯田 小売業 その他小売 5%
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112,519 長野県 飯田市 ノエル洋菓子店 小売業 食料品 5%

112,520 長野県 飯田市 ノエル洋菓子店 小売業 食料品 5%

112,521 長野県 飯田市 バイシクルトライ　運動公園店 小売業 その他小売 5%

112,522 長野県 飯田市 バイシクルトライ　川中島店 小売業 その他小売 5%

112,523 長野県 飯田市 バイシクルトライ　南松本店 小売業 その他小売 5%

112,524 長野県 飯田市 パステル サービス 飲食業 5%

112,525 長野県 飯田市 ８番らーめん飯田インター店 サービス 飲食業 2%

112,526 長野県 飯田市 パッケージプラザ飯田店 小売業 その他小売 2%

112,527 長野県 飯田市 パナメイトシロタ 小売業 電化製品 5%

112,528 長野県 飯田市 パナメイトミカサ 小売業 電化製品 5%

112,529 長野県 飯田市 ハーバル 小売業 その他小売 5%

112,530 長野県 飯田市 Ｐｉｚｚａ　ヒコノキ　Ｐｉｚｚａ　ヒコノキ サービス 飲食業 5%

112,531 長野県 飯田市 ビビアン 小売業 衣料品 5%

112,532 長野県 飯田市 ファッションスクエアオリヤマ 小売業 衣料品 5%

112,533 長野県 飯田市 フカザワスポーツ 小売業 その他小売 5%

112,534 長野県 飯田市 ふたつ矢 サービス 飲食業 5%

112,535 長野県 飯田市 船橋屋山本店 小売業 食料品 5%

112,536 長野県 飯田市 ブライダルサロンみや美 サービス 理容・美容業 5%

112,537 長野県 飯田市 ブルーポイント　飯田店 小売業 衣料品 5%

112,538 長野県 飯田市 ブルーポイント 小売業 衣料品 5%

112,539 長野県 飯田市 フレンズ　飯田店 小売業 衣料品 5%

112,540 長野県 飯田市 ヘアートーク サービス 理容・美容業 5%

112,541 長野県 飯田市 ｈａｉｒｍａｋｅ　Ｙ’ｚ サービス 理容・美容業 5%

112,542 長野県 飯田市 平安堂　アピタ飯田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

112,543 長野県 飯田市 平安堂　かなえ上山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

112,544 長野県 飯田市 平安堂　座光寺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

112,545 長野県 飯田市 紅屋呉服店 小売業 衣料品 5%

112,546 長野県 飯田市 ベビー　雑貨　ｖｉｖｉ　ベビー　雑貨　ｖｉｖｉ　飯田店 小売業 その他小売 5%

112,547 長野県 飯田市 ホープ名古熊店 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,548 長野県 飯田市 ポッキリ屋飯田店 小売業 その他小売 5%

112,549 長野県 飯田市 ホテルニューシルク サービス 宿泊業 5%

112,550 長野県 飯田市 ホルモン甲子園 サービス 飲食業 5%

112,551 長野県 飯田市 マクドナルドイオン飯田アップルロード店 サービス 飲食業 2%

112,552 長野県 飯田市 マクドナルド１５３飯田上郷店 サービス 飲食業 2%

112,553 長野県 飯田市 株式会社松本電子部品飯田 小売業 その他小売 5%

112,554 長野県 飯田市 丸正　イオン飯田店 小売業 衣料品 5%

112,555 長野県 飯田市 ミスタータイヤマン　飯田店 小売業 その他小売 2%

112,556 長野県 飯田市 ミスタータイヤマン　飯田店 小売業 その他小売 2%

112,557 長野県 飯田市 三日市場給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,558 長野県 飯田市 みつばつつじイオン飯田店 小売業 食料品 5%

112,559 長野県 飯田市 緑屋 サービス その他サービス 5%

112,560 長野県 飯田市 ミューテ サービス 理容・美容業 5%
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112,561 長野県 飯田市 ＭＯＮＤＯ サービス 飲食業 5%

112,562 長野県 飯田市 ヤマヨシ電器 小売業 電化製品 5%

112,563 長野県 飯田市 有限会社大野商店 サービス その他サービス 5%

112,564 長野県 飯田市 有限会社カネダ電気 小売業 電化製品 5%

112,565 長野県 飯田市 有）千代電機 小売業 電化製品 5%

112,566 長野県 飯田市 有限会社ランナバウト サービス その他サービス 5%

112,567 長野県 飯田市 湯～眠 サービス 宿泊業 5%

112,568 長野県 飯田市 Ｌａｋｓｈｍｉ サービス 理容・美容業 5%

112,569 長野県 飯田市 ラプリ 小売業 その他小売 5%

112,570 長野県 飯田市 ｒｉｐｐｉｎｇｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

112,571 長野県 飯田市 竜峡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,572 長野県 飯田市 リラクゼーション＆カフェ　Ｒｅｎ サービス その他サービス 5%

112,573 長野県 飯田市 ロボット教室 サービス その他サービス 5%

112,574 長野県 飯田市 和創酒遊うたげ サービス 飲食業 5%

112,575 長野県 飯綱町 カーサロン飯綱ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,576 長野県 飯綱町 セブン－イレブン三水普光寺店 小売業 食料品 2%

112,577 長野県 飯綱町 セブン－イレブン信州牟礼店 小売業 食料品 2%

112,578 長野県 飯綱町 第一スーパー　飯綱店 小売業 食料品 5%

112,579 長野県 飯綱町 とやさんちのりんご 小売業 その他小売 5%

112,580 長野県 飯綱町 長崎電機商会 小売業 電化製品 5%

112,581 長野県 飯綱町 牟礼ＳＳ　北信米油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,582 長野県 飯綱町 明月堂本店 小売業 食料品 5%

112,583 長野県 飯綱町 林檎学校醸造所 小売業 食料品 5%

112,584 長野県 飯山市 アーリーバード サービス その他サービス 5%

112,585 長野県 飯山市 ＡｋｉｓＰｕｂ　ａｎｄ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

112,586 長野県 飯山市 あぐりタウンセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,587 長野県 飯山市 アヅマ サービス 理容・美容業 5%

112,588 長野県 飯山市 アネックスアブラヤ サービス 宿泊業 5%

112,589 長野県 飯山市 ｃａｆｅ＆ｂａｒ＆ｍｕｓｉｃａｍｂｉｓ サービス 飲食業 5%

112,590 長野県 飯山市 セブン－イレブン飯山秋津店 小売業 食料品 2%

112,591 長野県 飯山市 飯山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,592 長野県 飯山市 飯山観光交流センター サービス その他サービス 5%

112,593 長野県 飯山市 セブン－イレブン飯山木島店 小売業 食料品 2%

112,594 長野県 飯山市 セブン－イレブン飯山静間店 小売業 食料品 2%

112,595 長野県 飯山市 飯山赤十字病院売店 小売業 その他小売 5%

112,596 長野県 飯山市 セブン－イレブン飯山常盤大橋店 小売業 食料品 2%

112,597 長野県 飯山市 セブン－イレブン飯山日赤前店 小売業 食料品 2%

112,598 長野県 飯山市 セブン－イレブン飯山本町店 小売業 食料品 2%

112,599 長野県 飯山市 いいやま湯滝温泉 サービス その他サービス 5%

112,600 長野県 飯山市 うらごん 小売業 その他小売 5%

112,601 長野県 飯山市 Ａ・コープ　みゆき店 小売業 その他小売 5%

112,602 長野県 飯山市 越後屋電器商会 小売業 電化製品 5%
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112,603 長野県 飯山市 太田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,604 長野県 飯山市 金森スポーツ　飯山支店 小売業 その他小売 5%

112,605 長野県 飯山市 カフェシエル サービス 飲食業 5%

112,606 長野県 飯山市 キシダオートガレージ サービス その他サービス 5%

112,607 長野県 飯山市 きもの処しみず 小売業 衣料品 5%

112,608 長野県 飯山市 ＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅｙｕｋｕｒｕ サービス 宿泊業 5%

112,609 長野県 飯山市 四季彩の宿かのえ サービス 宿泊業 5%

112,610 長野県 飯山市 旬菜料理はたの サービス 飲食業 5%

112,611 長野県 飯山市 そば処　幸輪 サービス 飲食業 5%

112,612 長野県 飯山市 タイヤセンター飯山 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,613 長野県 飯山市 高橋まゆみ人形館 サービス その他サービス 5%

112,614 長野県 飯山市 ドゥ・スポーツプラザ斑尾 サービス その他サービス 2%

112,615 長野県 飯山市 戸狩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,616 長野県 飯山市 長野トヨタ自動車飯山トヨタ自動車 小売業 その他小売 5%

112,617 長野県 飯山市 なべくら高原森の家 サービス 宿泊業 5%

112,618 長野県 飯山市 Ｎａｌｋｉｈａｉｒｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

112,619 長野県 飯山市 ニュー飯山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,620 長野県 飯山市 フジオペンション サービス 宿泊業 5%

112,621 長野県 飯山市 ぷちショップ北嶋屋 小売業 食料品 5%

112,622 長野県 飯山市 ヘアブティックロぺ サービス 理容・美容業 5%

112,623 長野県 飯山市 ペンションウッディヒル サービス 宿泊業 5%

112,624 長野県 飯山市 ペンション　シャイン サービス 宿泊業 5%

112,625 長野県 飯山市 ホテル　シルクイン斑尾 サービス 宿泊業 5%

112,626 長野県 飯山市 ホテル　ノーブル飯山 サービス 宿泊業 5%

112,627 長野県 飯山市 ホテルほていや サービス 宿泊業 5%

112,628 長野県 飯山市 ぽむ サービス 飲食業 5%

112,629 長野県 飯山市 ぽむ ぽむ サービス 飲食業 5%

112,630 長野県 飯山市 （有）本多うなぎ店 サービス 飲食業 5%

112,631 長野県 飯山市 本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,632 長野県 飯山市 斑尾高原キャンピングパーク サービス 宿泊業 5%

112,633 長野県 飯山市 斑尾高原どんぐり村 サービス 宿泊業 5%

112,634 長野県 飯山市 斑尾高原ホテル サービス 宿泊業 5%

112,635 長野県 飯山市 斑尾高原ホテル売店 小売業 食料品 5%

112,636 長野県 飯山市 ＭＡＤＯショップ飯山木島店 小売業 その他小売 5%

112,637 長野県 飯山市 道の駅花の駅千曲川 小売業 その他小売 5%

112,638 長野県 飯山市 深雪野パークプラザ サービス 宿泊業 5%

112,639 長野県 飯山市 メガネストアー　ベイシア飯山 小売業 その他小売 5%

112,640 長野県 飯山市 メガネストアーベイシア飯山店 小売業 その他小売 5%

112,641 長野県 飯山市 木工芸ｏｎｌｙｏｎｅｃｒａｆｔ 小売業 家具・調度品 5%

112,642 長野県 飯山市 柳原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,643 長野県 飯山市 有限会社阿藤ふとん店 小売業 衣料品 5%

112,644 長野県 飯山市 有限会社篠井商店 小売業 その他小売 5%
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112,645 長野県 飯山市 有限会社島田義雄商店 小売業 その他小売 5%

112,646 長野県 飯山市 有 関洋服店 小売業 衣料品 5%

112,647 長野県 飯山市 Ｌａｐｉｎノルディックスポーツ 小売業 その他小売 5%

112,648 長野県 飯山市 リフレ・イン福沢 サービス 宿泊業 5%

112,649 長野県 生坂村 下生坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,650 長野県 生坂村 ＨｅｌｌｏＲｏｃｋｅｔ サービス その他サービス 5%

112,651 長野県 池田町 セブン－イレブン安曇総合病院前店 小売業 食料品 2%

112,652 長野県 池田町 池田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,653 長野県 池田町 カネモト電器 小売業 電化製品 5%

112,654 長野県 池田町 花紋　大雪渓 小売業 食料品 5%

112,655 長野県 池田町 唐木屋石材工芸　あづみ野店 小売業 その他小売 5%

112,656 長野県 池田町 コスモハーブの里 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,657 長野県 池田町 シェアベースにぎわい サービス 飲食業 5%

112,658 長野県 池田町 セブン－イレブン信濃池田会染店 小売業 食料品 2%

112,659 長野県 池田町 清水理美容院 サービス 理容・美容業 5%

112,660 長野県 池田町 ドレッシーオールタイヤサービス 小売業 その他小売 5%

112,661 長野県 伊那市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｏｄｙ伊那 サービス 理容・美容業 5%

112,662 長野県 伊那市 アミティエ サービス 理容・美容業 5%

112,663 長野県 伊那市 新井印房 小売業 その他小売 5%

112,664 長野県 伊那市 アルファーステーツミカサ 小売業 電化製品 5%

112,665 長野県 伊那市 アルポート伊那ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,666 長野県 伊那市 ａｒｏｍａｒｅｌａｘ羊のルッカ サービス その他サービス 5%

112,667 長野県 伊那市 ＡＭＢＥＲ サービス 飲食業 5%

112,668 長野県 伊那市 池上電器 小売業 電化製品 5%

112,669 長野県 伊那市 居酒家だもの サービス 飲食業 5%

112,670 長野県 伊那市 石の晃和　伊那店 小売業 その他小売 5%

112,671 長野県 伊那市 一般社団法人信州伊那宙 サービス その他サービス 5%

112,672 長野県 伊那市 出光伊那ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,673 長野県 伊那市 出光伊那インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,674 長野県 伊那市 出光伊那北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,675 長野県 伊那市 出光伊那南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,676 長野県 伊那市 出光坂下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,677 長野県 伊那市 伊那ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,678 長野県 伊那市 伊那 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,679 長野県 伊那市 セブン－イレブン伊那荒井橋店 小売業 食料品 2%

112,680 長野県 伊那市 セブン－イレブン伊那伊那部店 小売業 食料品 2%

112,681 長野県 伊那市 伊那インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,682 長野県 伊那市 セブン－イレブン伊那笠原店 小売業 食料品 2%

112,683 長野県 伊那市 セブン－イレブン伊那上新田店 小売業 食料品 2%

112,684 長野県 伊那市 セブン－イレブン伊那狐島店 小売業 食料品 2%

112,685 長野県 伊那市 セブン－イレブン伊那警察署東店 小売業 食料品 2%

112,686 長野県 伊那市 伊那沢渡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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112,687 長野県 伊那市 セブン－イレブン伊那沢渡店 小売業 食料品 2%

112,688 長野県 伊那市 セブン－イレブン伊那高尾町店 小売業 食料品 2%

112,689 長野県 伊那市 セブン－イレブン伊那西春近店 小売業 食料品 2%

112,690 長野県 伊那市 セブン－イレブン伊那西町店 小売業 食料品 2%

112,691 長野県 伊那市 セブン－イレブン伊那東春近車屋店 小売業 食料品 2%

112,692 長野県 伊那市 セブン－イレブン伊那東春近店 小売業 食料品 2%

112,693 長野県 伊那市 セブン－イレブン伊那福島店 小売業 食料品 2%

112,694 長野県 伊那市 伊那美篤 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,695 長野県 伊那市 セブン－イレブン伊那みすず団地前店 小売業 食料品 2%

112,696 長野県 伊那市 セブン－イレブン伊那みすず店 小売業 食料品 2%

112,697 長野県 伊那市 梅垣家具センター 小売業 家具・調度品 5%

112,698 長野県 伊那市 Ａ・コープ　伊那中央店 小売業 その他小売 5%

112,699 長野県 伊那市 Ａ・コープ美すず店 小売業 食料品 5%

112,700 長野県 伊那市 エビスホテル サービス 宿泊業 5%

112,701 長野県 伊那市 エリース　キタノヤ 小売業 電化製品 5%

112,702 長野県 伊那市 エルモールヤハタ 小売業 電化製品 5%

112,703 長野県 伊那市 大沢屋自転車商会 小売業 その他小売 5%

112,704 長野県 伊那市 小木曽製粉所伊那店 サービス 飲食業 5%

112,705 長野県 伊那市 小木曽製粉所伊那店 サービス 飲食業 5%

112,706 長野県 伊那市 長藤 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,707 長野県 伊那市 ＯＧＧＩ　ＵＰ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

112,708 長野県 伊那市 オリックスレンタカー伊那店 サービス その他サービス 2%

112,709 長野県 伊那市 カーネットプラザ伊那店 小売業 その他小売 5%

112,710 長野県 伊那市 株）キタノヤ電器 小売業 電化製品 5%

112,711 長野県 伊那市 上伊那故人・安心サポートセンター サービス その他サービス 5%

112,712 長野県 伊那市 カラオケ空間ＡＮＯＮ サービス その他サービス 5%

112,713 長野県 伊那市 唐木屋石材工芸　ペットメモリアルパーク　やすらぎの丘 小売業 その他小売 5%

112,714 長野県 伊那市 唐木屋石材工芸　本店 小売業 その他小売 5%

112,715 長野県 伊那市 ｇｒａｐｈ サービス 理容・美容業 5%

112,716 長野県 伊那市 グリーンロード伊那ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,717 長野県 伊那市 グリーンロード西春近ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,718 長野県 伊那市 グリーンロード西箕輪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,719 長野県 伊那市 グリーンロード春富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,720 長野県 伊那市 グリーンロード美篶ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,721 長野県 伊那市 ｃｌｉｐ－ｃｌｏｐ 小売業 衣料品 5%

112,722 長野県 伊那市 クール・カレアン伊那店 小売業 衣料品 5%

112,723 長野県 伊那市 グロースエンタープライズ 小売業 その他小売 5%

112,724 長野県 伊那市 サカイ技研 サービス その他サービス 5%

112,725 長野県 伊那市 酒＆業務スーパーモダンパック伊那店 小売業 その他小売 2%

112,726 長野県 伊那市 サンパ－ク伊那　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,727 長野県 伊那市 山楽 サービス 飲食業 5%

112,728 長野県 伊那市 ＣＡＶいぐち 小売業 電化製品 5%
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112,729 長野県 伊那市 シーンズ赤石　伊那店 小売業 衣料品 5%

112,730 長野県 伊那市 ＪＡ上伊那中部ガスセンター 小売業 その他小売 5%

112,731 長野県 伊那市 ジュエリー　ファセット 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,732 長野県 伊那市 ジュエリー　ファセット 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,733 長野県 伊那市 ジュエリー　ファセット　ジュエリー　ファセットア　ピタ伊那店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,734 長野県 伊那市 酒舗にんべん 小売業 食料品 5%

112,735 長野県 伊那市 シューマート　伊那店 小売業 衣料品 5%

112,736 長野県 伊那市 しろとり化粧品店 小売業 その他小売 5%

112,737 長野県 伊那市 有 しろとり化粧品店 小売業 その他小売 5%

112,738 長野県 伊那市 寝具は一番　愛和 小売業 家具・調度品 5%

112,739 長野県 伊那市 信州愛和の森ホテル サービス 宿泊業 5%

112,740 長野県 伊那市 信州ＩＮＡセミナーハウス サービス 飲食業 5%

112,741 長野県 伊那市 信州伊那旅館花月 サービス 宿泊業 5%

112,742 長野県 伊那市 ｓｔａｒｃｕｔ サービス 理容・美容業 5%

112,743 長野県 伊那市 ストーブキッチン・ゲストハウス サービス その他サービス 5%

112,744 長野県 伊那市 Ｓｐｒｉｎｇ　　ｄａｙｓ サービス その他サービス 5%

112,745 長野県 伊那市 スポーツカムイ　伊那店 小売業 その他小売 5%

112,746 長野県 伊那市 炭火亭櫓 サービス 飲食業 5%

112,747 長野県 伊那市 セルフ・ナイスロード伊那 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,748 長野県 伊那市 ＳＯＵＩ サービス 理容・美容業 5%

112,749 長野県 伊那市 大十呉服店 小売業 衣料品 5%

112,750 長野県 伊那市 セブン－イレブン高遠小原店 小売業 食料品 2%

112,751 長野県 伊那市 たちばな伊那店 小売業 衣料品 5%

112,752 長野県 伊那市 中央道伊那スキーリゾート サービス その他サービス 5%

112,753 長野県 伊那市 中国菜　　木燕 サービス 飲食業 5%

112,754 長野県 伊那市 ＪＡ上伊那　中部燃料油配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,755 長野県 伊那市 テコリーヌ 小売業 衣料品 5%

112,756 長野県 伊那市 東部中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,757 長野県 伊那市 ナイスロードＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,758 長野県 伊那市 長野トヨタ自動車伊那店 小売業 その他小売 5%

112,759 長野県 伊那市 長野日野自動車伊那営業所 小売業 その他小売 5%

112,760 長野県 伊那市 中村時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,761 長野県 伊那市 （有）中村モーター 小売業 その他小売 5%

112,762 長野県 伊那市 ニシザワ高遠食彩館 小売業 食料品 5%

112,763 長野県 伊那市 ニシザワデパート店 小売業 その他小売 5%

112,764 長野県 伊那市 ニシザワ通り町食彩館 小売業 食料品 5%

112,765 長野県 伊那市 ニシザワ春近食彩館 小売業 食料品 5%

112,766 長野県 伊那市 ニシザワ双葉食彩館 小売業 食料品 5%

112,767 長野県 伊那市 ニシザワBOOKS＆ＣＡＦＥいなっせ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

112,768 長野県 伊那市 ニシザワベルシャイン伊那店 小売業 その他小売 5%

112,769 長野県 伊那市 ニッセンシェイプ・サロン　Ｇｒａｎｄｅ 小売業 衣料品 5%

112,770 長野県 伊那市 ニッセンシェイプ・サロン　Ｆｌｏｗｅｒ 小売業 衣料品 5%
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112,771 長野県 伊那市 ニッセンシェイプファンデ　Ｃｌｏｖｅｒ 小売業 衣料品 5%

112,772 長野県 伊那市 ニッセンシェイプファンデサロン夢モア 小売業 衣料品 5%

112,773 長野県 伊那市 ネッツトヨタ信州ａｕショップ伊那双葉 小売業 その他小売 5%

112,774 長野県 伊那市 ｎｅｎｗｏｒｋｓ 小売業 衣料品 5%

112,775 長野県 伊那市 ノセメガネ伊那店 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,776 長野県 伊那市 ハイアニスポート 小売業 衣料品 5%

112,777 長野県 伊那市 ハートデパートメントストア 小売業 衣料品 5%

112,778 長野県 伊那市 パナメイトイナムセン 小売業 電化製品 5%

112,779 長野県 伊那市 美容室ＮＡＧＡＲＥ サービス 理容・美容業 5%

112,780 長野県 伊那市 Ｖｉｌｌａｇｅ　Ｉｎａ サービス 宿泊業 5%

112,781 長野県 伊那市 ファミリーレストラン信濃路 サービス 飲食業 5%

112,782 長野県 伊那市 有限会社藤澤 小売業 その他小売 5%

112,783 長野県 伊那市 プティプランス サービス 飲食業 5%

112,784 長野県 伊那市 プティプランス サービス 飲食業 5%

112,785 長野県 伊那市 フレンズ　飯田店 小売業 衣料品 5%

112,786 長野県 伊那市 フレンズ伊那店 小売業 衣料品 5%

112,787 長野県 伊那市 文正堂スポーツ 小売業 その他小売 5%

112,788 長野県 伊那市 Ｈａｉｒ＆Ｒｅｌａｘ　ｉｎｋ サービス 理容・美容業 5%

112,789 長野県 伊那市 ヘアーサロン　オオネダ サービス 理容・美容業 5%

112,790 長野県 伊那市 ヘアーショップリミックス サービス 理容・美容業 5%

112,791 長野県 伊那市 ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　Ｒｅｇａｔｔａ サービス 理容・美容業 5%

112,792 長野県 伊那市 平安堂　伊那店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

112,793 長野県 伊那市 ほうせん サービス 飲食業 5%

112,794 長野県 伊那市 ボスキ 小売業 家具・調度品 2%

112,795 長野県 伊那市 ポッキリ屋伊那店 小売業 その他小売 5%

112,796 長野県 伊那市 ポンドショップ 小売業 衣料品 5%

112,797 長野県 伊那市 マクドナルド３６１伊那店 サービス 飲食業 2%

112,798 長野県 伊那市 ミツワ無線電機商会 小売業 電化製品 5%

112,799 長野県 伊那市 宮田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,800 長野県 伊那市 楽器店「ＭｕｓｉｋＰｌａｔｚ（ムジーク・プラッツ）」 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

112,801 長野県 伊那市 メガネストアー伊那ナイスロード 小売業 その他小売 5%

112,802 長野県 伊那市 メガネストアー伊那ナイスロード店 小売業 その他小売 5%

112,803 長野県 伊那市 モルフォ 小売業 衣料品 5%

112,804 長野県 伊那市 リオネットセンター　南信 小売業 その他小売 5%

112,805 長野県 伊那市 ＲｏｂｕｓｔｅＷｏｒｋｓ合同会社 サービス その他サービス 5%

112,806 長野県 上田市 ｉＰｈｏｎｅ修理専門店あいぱらアリオ上田本店 サービス その他サービス 5%

112,807 長野県 上田市 アイリック　アイリック サービス その他サービス 5%

112,808 長野県 上田市 青木モータース サービス その他サービス 5%

112,809 長野県 上田市 あきやま動物病院 サービス その他サービス 5%

112,810 長野県 上田市 秋和コスモス薬局 小売業 その他小売 5%

112,811 長野県 上田市 Ａｑｕｉｌａ サービス 理容・美容業 5%

112,812 長野県 上田市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒｉｖａ上田 サービス 理容・美容業 5%
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112,813 長野県 上田市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｈａｆ上田原 サービス 理容・美容業 5%

112,814 長野県 上田市 アグリカフェあまてる サービス 飲食業 5%

112,815 長野県 上田市 味の居酒屋　びくら　上田店 サービス 飲食業 5%

112,816 長野県 上田市 あぶりや　平平 サービス 飲食業 5%

112,817 長野県 上田市 Ａｂｒｏ Ａｂｒｏ サービス 理容・美容業 5%

112,818 長野県 上田市 アリオ上田店 小売業 衣料品 5%

112,819 長野県 上田市 ＡＬＥＴＴＡ　ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

112,820 長野県 上田市 生島足島神社写真室 サービス その他サービス 5%

112,821 長野県 上田市 石森良三商店 小売業 その他小売 5%

112,822 長野県 上田市 イチカビューティーガーデン　イチカビューティーガーデン サービス その他サービス 5%

112,823 長野県 上田市 一之瀬電器ガスサービス 小売業 電化製品 5%

112,824 長野県 上田市 一休さんのはなおか上田店 小売業 その他小売 5%

112,825 長野県 上田市 いづみや旅館 サービス 宿泊業 5%

112,826 長野県 上田市 合資会社岩井屋商店 サービス 飲食業 5%

112,827 長野県 上田市 ＷｉｔｈＮａｉｌ　上田店 サービス その他サービス 5%

112,828 長野県 上田市 セブン－イレブン上田秋和店 小売業 食料品 2%

112,829 長野県 上田市 セブン－イレブン上田岩門店 小売業 食料品 2%

112,830 長野県 上田市 上田インター店 小売業 衣料品 5%

112,831 長野県 上田市 セブン－イレブン上田大屋店 小売業 食料品 2%

112,832 長野県 上田市 セブン－イレブン上田上塩尻店 小売業 食料品 2%

112,833 長野県 上田市 上田川西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,834 長野県 上田市 上田観光自動車２ サービス その他サービス 5%

112,835 長野県 上田市 セブン－イレブン上田古里店 小売業 食料品 2%

112,836 長野県 上田市 セブン－イレブン上田小島店 小売業 食料品 2%

112,837 長野県 上田市 セブン－イレブン上田御所店 小売業 食料品 2%

112,838 長野県 上田市 セブン－イレブン上田小牧店 小売業 食料品 2%

112,839 長野県 上田市 上田ＳＳ　北信米油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,840 長野県 上田市 セブン－イレブン上田材木町店 小売業 食料品 2%

112,841 長野県 上田市 セブン－イレブン上田塩田店 小売業 食料品 2%

112,842 長野県 上田市 セブン－イレブン上田下丸子店 小売業 食料品 2%

112,843 長野県 上田市 上田車検センター サービス その他サービス 5%

112,844 長野県 上田市 上田市立美術館ミュージアムショップ１Ｆ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

112,845 長野県 上田市 上田新田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,846 長野県 上田市 セブン－イレブン上田新田東店 小売業 食料品 2%

112,847 長野県 上田市 セブン－イレブン上田住吉店 小売業 食料品 2%

112,848 長野県 上田市 セブン－イレブン上田千曲高校前店 小売業 食料品 2%

112,849 長野県 上田市 セブン－イレブン上田中央北店 小売業 食料品 2%

112,850 長野県 上田市 セブン－イレブン上田常田３丁目店 小売業 食料品 2%

112,851 長野県 上田市 セブン－イレブン上田常田店 小売業 食料品 2%

112,852 長野県 上田市 セブン－イレブン上田常田２丁目店 小売業 食料品 2%

112,853 長野県 上田市 セブン－イレブン上田長池店 小売業 食料品 2%

112,854 長野県 上田市 セブン－イレブン上田中之条店 小売業 食料品 2%
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112,855 長野県 上田市 セブン－イレブン上田中丸子店 小売業 食料品 2%

112,856 長野県 上田市 上田原 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,857 長野県 上田市 セブン－イレブン上田原店 小売業 食料品 2%

112,858 長野県 上田市 上田東営農センター 小売業 その他小売 5%

112,859 長野県 上田市 セブン－イレブン上田踏入２丁目店 小売業 食料品 2%

112,860 長野県 上田市 上田プラザホテル サービス 宿泊業 5%

112,861 長野県 上田市 上田山口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,862 長野県 上田市 セブン－イレブン上田芳田店 小売業 食料品 2%

112,863 長野県 上田市 うなぎ　浜せい サービス 飲食業 5%

112,864 長野県 上田市 ＡＶハウスナオ 小売業 電化製品 5%

112,865 長野県 上田市 ＡＶハウスナオ 小売業 電化製品 5%

112,866 長野県 上田市 Ａ・コープ　コアしおだ店 小売業 食料品 5%

112,867 長野県 上田市 エス ドット サービス その他サービス 5%

112,868 長野県 上田市 エルコンパスコヤマ 小売業 電化製品 5%

112,869 長野県 上田市 エンゼルパーク上田 小売業 家具・調度品 5%

112,870 長野県 上田市 えん舎 サービス 飲食業 5%

112,871 長野県 上田市 大久保銘酒店 小売業 食料品 5%

112,872 長野県 上田市 オーディオ・コア 小売業 その他小売 5%

112,873 長野県 上田市 オートライフ塩沢小牧店 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,874 長野県 上田市 おきな 小売業 その他小売 5%

112,875 長野県 上田市 お肌の専門店 わかまつや 小売業 その他小売 5%

112,876 長野県 上田市 オリックスレンタカー上田店 サービス その他サービス 2%

112,877 長野県 上田市 １１ｏｎｚｅ【オンズ】 サービス 理容・美容業 5%

112,878 長野県 上田市 セブン－イレブン鹿教湯温泉店 小売業 食料品 2%

112,879 長野県 上田市 かしわや本店 サービス 宿泊業 5%

112,880 長野県 上田市 株式会社ヤジマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

112,881 長野県 上田市 株式会社清水家具店 小売業 家具・調度品 5%

112,882 長野県 上田市 株式会社ＳＫＹエナジー上田原給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,883 長野県 上田市 株式会社テヅカデンキ 小売業 電化製品 5%

112,884 長野県 上田市 株式会社ヤスイ家具 小売業 家具・調度品 5%

112,885 長野県 上田市 亀山珈琲焙煎所 サービス 飲食業 5%

112,886 長野県 上田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋上田中央東店 サービス 飲食業 2%

112,887 長野県 上田市 河合塾マナビス上田校 サービス その他サービス 2%

112,888 長野県 上田市 かわせみの宿 サービス 宿泊業 5%

112,889 長野県 上田市 川西電気 小売業 電化製品 5%

112,890 長野県 上田市 北澤モータース サービス その他サービス 5%

112,891 長野県 上田市 木村電器 小売業 電化製品 5%

112,892 長野県 上田市 くらしの広場　あさかわ 小売業 衣料品 5%

112,893 長野県 上田市 クリーニングハウスみつみ　神畑本店 サービス その他サービス 5%

112,894 長野県 上田市 クリーニングハウスみつみ　常田店 サービス その他サービス 5%

112,895 長野県 上田市 グリーンファーム　しおだ店 小売業 その他小売 5%

112,896 長野県 上田市 グリーンファーム　しおだ店 小売業 その他小売 5%
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112,897 長野県 上田市 グリーンファーム　まるこ店 小売業 その他小売 5%

112,898 長野県 上田市 グリーンファーム西部店 小売業 その他小売 5%

112,899 長野県 上田市 グリーンファームよだくぼ南部店 小売業 その他小売 5%

112,900 長野県 上田市 黒岩旅館 サービス 宿泊業 5%

112,901 長野県 上田市 合資会社宮城商店 小売業 その他小売 5%

112,902 長野県 上田市 小平電機商会 小売業 電化製品 5%

112,903 長野県 上田市 Ｋｏｔｉｅ サービス 理容・美容業 5%

112,904 長野県 上田市 小林印房 小売業 その他小売 5%

112,905 長野県 上田市 小林自動車 サービス 運輸業 5%

112,906 長野県 上田市 コマセヘアワークス サービス 理容・美容業 5%

112,907 長野県 上田市 ゴールデン酒場おさけや上田駅前店 サービス 飲食業 5%

112,908 長野県 上田市 斎藤ホテル サービス 宿泊業 5%

112,909 長野県 上田市 犀の角 サービス その他サービス 5%

112,910 長野県 上田市 セブン－イレブン真田店 小売業 食料品 2%

112,911 長野県 上田市 セブン－イレブン真田本原店 小売業 食料品 2%

112,912 長野県 上田市 サブウェイ　イオン上田店 サービス 飲食業 5%

112,913 長野県 上田市 サラダ薬局 小売業 その他小売 5%

112,914 長野県 上田市 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｓ’ サービス 理容・美容業 5%

112,915 長野県 上田市 三栄電機株式会社 小売業 電化製品 5%

112,916 長野県 上田市 サンライズヒル 小売業 その他小売 5%

112,917 長野県 上田市 サンライズヒル　ＯＴショップ 小売業 その他小売 5%

112,918 長野県 上田市 ジェイ・ファクトリー サービス その他サービス 5%

112,919 長野県 上田市 ＪＡ信州うえだグリーンファーム　中央店 小売業 その他小売 5%

112,920 長野県 上田市 ＪＡ信州うえだグリーンファーム　さなだ店 小売業 その他小売 5%

112,921 長野県 上田市 Ｊプロジェクト上田 小売業 その他小売 5%

112,922 長野県 上田市 シナノエナジー染屋給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,923 長野県 上田市 信濃路うさぎや 小売業 食料品 5%

112,924 長野県 上田市 セブン－イレブンしなの鉄道上田駅店 小売業 食料品 2%

112,925 長野県 上田市 信濃補聴器センター上田店 小売業 その他小売 5%

112,926 長野県 上田市 清水敏彦司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

112,927 長野県 上田市 清水ホンダ 小売業 その他小売 5%

112,928 長野県 上田市 しゃくなげ 小売業 食料品 5%

112,929 長野県 上田市 シャトンヌ 小売業 その他小売 5%

112,930 長野県 上田市 シャレニー上田店 小売業 その他小売 5%

112,931 長野県 上田市 ジュネス　上田駅前店 小売業 衣料品 5%

112,932 長野県 上田市 シューマート　上田国分店 小売業 衣料品 5%

112,933 長野県 上田市 Ｊｏｙ＇ｎｔＦｒｅｅｄｏｍ 小売業 衣料品 5%

112,934 長野県 上田市 上小牛乳株式会社 小売業 その他小売 5%

112,935 長野県 上田市 信州イゲタ味噌醸造蔵元酒の原商店 サービス 飲食業 5%

112,936 長野県 上田市 信州大学生協　繊維学部店 サービス その他サービス 5%

112,937 長野県 上田市 信州大学生協　繊維学部店 サービス その他サービス 5%

112,938 長野県 上田市 ス－パ－ＯＺＡＫＩ 小売業 その他小売 5%
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112,939 長野県 上田市 ＳＫＹエナジー　上田原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,940 長野県 上田市 セブン－イレブン菅平高原店 小売業 食料品 2%

112,941 長野県 上田市 菅平プリンスホテル サービス 宿泊業 5%

112,942 長野県 上田市 すずらんオート サービス その他サービス 5%

112,943 長野県 上田市 スタジオケイナ 小売業 その他小売 5%

112,944 長野県 上田市 スノーボードショップ　サンライズヒル 小売業 その他小売 5%

112,945 長野県 上田市 セイビア　上田店 サービス 理容・美容業 5%

112,946 長野県 上田市 Ｓｅ?Ｌａ サービス 理容・美容業 5%

112,947 長野県 上田市 セキグチデンキ サービス その他サービス 5%

112,948 長野県 上田市 ＸＥＧＵＬＵＳ サービス 理容・美容業 5%

112,949 長野県 上田市 Ｓｅｌｆｉｓｈ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

112,950 長野県 上田市 繊維　食堂 サービス その他サービス 5%

112,951 長野県 上田市 染谷台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,952 長野県 上田市 ｓｏｉｎｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

112,953 長野県 上田市 だいこくや 小売業 衣料品 5%

112,954 長野県 上田市 大定商店 小売業 衣料品 5%

112,955 長野県 上田市 タイヤガーデン上田 小売業 その他小売 5%

112,956 長野県 上田市 タイヤショップ　アゲイン 小売業 その他小売 5%

112,957 長野県 上田市 タイヤショップ　アゲイン 小売業 その他小売 5%

112,958 長野県 上田市 ダイヤモンドダスト 小売業 家具・調度品 5%

112,959 長野県 上田市 武石 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,960 長野県 上田市 たちばな上田店 小売業 衣料品 5%

112,961 長野県 上田市 脱毛サロンｅｐｉ サービス 理容・美容業 5%

112,962 長野県 上田市 有限会社　玉井フルーツ店 小売業 食料品 5%

112,963 長野県 上田市 玉屋旅館 サービス 宿泊業 5%

112,964 長野県 上田市 茶色 サービス その他サービス 5%

112,965 長野県 上田市 中央電機サービス　　中央電機サービス株式会社 小売業 電化製品 5%

112,966 長野県 上田市 中央電機サービス株式会社 小売業 電化製品 5%

112,967 長野県 上田市 直売　上田一般 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,968 長野県 上田市 ツカダ電化サービス 小売業 電化製品 5%

112,969 長野県 上田市 Ｄ－１ 小売業 衣料品 5%

112,970 長野県 上田市 手作りケーキの店　Ｔａｒｔｅ サービス 飲食業 5%

112,971 長野県 上田市 ［ＨＣ］でんきのサポート・Ｃ和田店 小売業 電化製品 5%

112,972 長野県 上田市 でんきのノワ・シミズ 小売業 電化製品 5%

112,973 長野県 上田市 でんきの森忠 小売業 電化製品 5%

112,974 長野県 上田市 てんてけてん上田店 サービス 飲食業 5%

112,975 長野県 上田市 ＴＵＯ　繊維　食堂 サービス その他サービス 5%

112,976 長野県 上田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ上田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,977 長野県 上田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ上田南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,978 長野県 上田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ上田原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,979 長野県 上田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ上田東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,980 長野県 上田市 トヨタレンタリース長野上田店 サービス その他サービス 2%
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112,981 長野県 上田市 とりあえず吾平上田国分店 サービス 飲食業 2%

112,982 長野県 上田市 とり鉄　長野店 サービス 飲食業 2%

112,983 長野県 上田市 Ｎａｕｓｈｉｋａ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ サービス その他サービス 5%

112,984 長野県 上田市 長野大学生協 サービス その他サービス 5%

112,985 長野県 上田市 長野大学生協 サービス その他サービス 5%

112,986 長野県 上田市 ＮＡＧＡＮＯ２１’Ｓ　フジサワ 小売業 電化製品 5%

112,987 長野県 上田市 長野トヨタ自動車上田川西店 小売業 その他小売 5%

112,988 長野県 上田市 長野トヨタ自動車上田店 小売業 その他小売 5%

112,989 長野県 上田市 長野トヨタ自動車チューカーボックス上田店 小売業 その他小売 5%

112,990 長野県 上田市 長野トヨペット上田店 小売業 その他小売 5%

112,991 長野県 上田市 長野トヨペット上田西店 小売業 その他小売 5%

112,992 長野県 上田市 中丸子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,993 長野県 上田市 ななくさ サービス 飲食業 5%

112,994 長野県 上田市 七草の湯 サービス 宿泊業 5%

112,995 長野県 上田市 西澤書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

112,996 長野県 上田市 ニュー上田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

112,997 長野県 上田市 ノキロアートネット 小売業 衣料品 5%

112,998 長野県 上田市 パーソナルジムＥＦＦＥＣＴ サービス その他サービス 5%

112,999 長野県 上田市 箱山食糧販売店 小売業 食料品 5%

113,000 長野県 上田市 羽田時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

113,001 長野県 上田市 はなおか　古里店 小売業 衣料品 5%

113,002 長野県 上田市 はなおか　原町店 小売業 衣料品 5%

113,003 長野県 上田市 はなおか　緑が丘店 小売業 衣料品 5%

113,004 長野県 上田市 パナメイト　カネダ 小売業 電化製品 5%

113,005 長野県 上田市 浜せい サービス 飲食業 5%

113,006 長野県 上田市 有限会社原エンジニアリング サービス その他サービス 5%

113,007 長野県 上田市 張田屋眼鏡院 サービス その他サービス 5%

113,008 長野県 上田市 パルクタカハシ 小売業 電化製品 5%

113,009 長野県 上田市 ハーレスキーリゾート サービス その他サービス 5%

113,010 長野県 上田市 鈑金塗装センター サービス その他サービス 5%

113,011 長野県 上田市 ピッツェリア　しおだ野店 サービス 飲食業 5%

113,012 長野県 上田市 ピッツエリア上田店 サービス 飲食業 5%

113,013 長野県 上田市 日なた堂 小売業 食料品 5%

113,014 長野県 上田市 日なた堂 小売業 食料品 5%

113,015 長野県 上田市 美容室ＭＣＬ サービス 理容・美容業 5%

113,016 長野県 上田市 ファイテンショップ　イオン上田店 小売業 その他小売 5%

113,017 長野県 上田市 婦人服たきぜん 小売業 衣料品 5%

113,018 長野県 上田市 プチホテルちょっと屋ガーデン サービス その他サービス 5%

113,019 長野県 上田市 プチホテル　りすの森 サービス 宿泊業 5%

113,020 長野県 上田市 プライム太陽 小売業 電化製品 5%

113,021 長野県 上田市 プライム太陽 小売業 電化製品 5%

113,022 長野県 上田市 フローリスト桜屋 小売業 その他小売 5%
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113,023 長野県 上田市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ぽれぽれ サービス 理容・美容業 5%

113,024 長野県 上田市 ヘアー　メイク　ＳＡＷＡ　天神店　ヘアー　メイク　ＳＡＷＡ天神店 サービス 理容・美容業 5%

113,025 長野県 上田市 ヘアーサロン　ホリウチ サービス 理容・美容業 5%

113,026 長野県 上田市 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｌｕｚｅｌ サービス 理容・美容業 5%

113,027 長野県 上田市 ヘアーズクラム サービス 理容・美容業 5%

113,028 長野県 上田市 ｐａｉｒｅｃｈｅｖｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

113,029 長野県 上田市 ｈａｉｒｒｏｏｍｎａｐｔｉｍｅ サービス 理容・美容業 5%

113,030 長野県 上田市 平安堂　上田しおだ野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

113,031 長野県 上田市 ベガ　ヘアーズ　ストーリー サービス 理容・美容業 5%

113,032 長野県 上田市 ペトロ上田国分店 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,033 長野県 上田市 ベルデ桜屋 小売業 その他小売 5%

113,034 長野県 上田市 ペンション　ブッガーブー サービス 宿泊業 5%

113,035 長野県 上田市 望山亭ことぶき サービス 宿泊業 5%

113,036 長野県 上田市 ホームバザー　上田店 小売業 その他小売 5%

113,037 長野県 上田市 ホッグハウス サービス その他サービス 5%

113,038 長野県 上田市 ホットン 小売業 その他小売 5%

113,039 長野県 上田市 ホテル亀屋 サービス 宿泊業 5%

113,040 長野県 上田市 ホテル城山館 サービス 宿泊業 5%

113,041 長野県 上田市 ホテル白樺荘 サービス 宿泊業 5%

113,042 長野県 上田市 本社１ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,043 長野県 上田市 マイ楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

113,044 長野県 上田市 マクドナルド１４３上田原店 サービス 飲食業 2%

113,045 長野県 上田市 マクドナルド上田バイパス店 サービス 飲食業 2%

113,046 長野県 上田市 マクドナルド丸子フレスポ店 サービス 飲食業 2%

113,047 長野県 上田市 松尾カメラ 小売業 電化製品 5%

113,048 長野県 上田市 松山自動車ｉｎｖｔ サービス その他サービス 5%

113,049 長野県 上田市 丸子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,050 長野県 上田市 セブン－イレブン丸子生田店 小売業 食料品 2%

113,051 長野県 上田市 マルコポーロ　焼肉の家　丸子ベルプラザ店 サービス 飲食業 5%

113,052 長野県 上田市 セブン－イレブン丸子和子店 小売業 食料品 2%

113,053 長野県 上田市 萬寿すし サービス 飲食業 5%

113,054 長野県 上田市 みすず飴本舗　飯島商店 小売業 食料品 5%

113,055 長野県 上田市 宮沢電器商会 小売業 電化製品 5%

113,056 長野県 上田市 めがね館アイール 小売業 貴金属・服飾品 5%

113,057 長野県 上田市 メガネストアー上田常磐城南 小売業 その他小売 5%

113,058 長野県 上田市 メガネストアー上田常磐城南店 小売業 その他小売 5%

113,059 長野県 上田市 メガネの板垣　上田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

113,060 長野県 上田市 メナードフェイシャルサロン神科 小売業 その他小売 5%

113,061 長野県 上田市 森川家 サービス 理容・美容業 5%

113,062 長野県 上田市 守田屋商店 小売業 衣料品 5%

113,063 長野県 上田市 やおふく秋和店 小売業 食料品 5%

113,064 長野県 上田市 やおふく古里店 小売業 食料品 5%
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113,065 長野県 上田市 やおふく塩田店 小売業 食料品 5%

113,066 長野県 上田市 焼肉の家　マルコポーロ サービス 飲食業 5%

113,067 長野県 上田市 柳町屋 サービス 飲食業 5%

113,068 長野県 上田市 山口ラジオ店 小売業 電化製品 5%

113,069 長野県 上田市 ヤマショー上田本社ショールーム サービス その他サービス 5%

113,070 長野県 上田市 ＹＡＭＡＭＯＴＯＭＯＴＯＲＩＮＧ サービス その他サービス 5%

113,071 長野県 上田市 八幡屋アロマブルーム 小売業 その他小売 5%

113,072 長野県 上田市 八幡屋　人形センター 小売業 その他小売 5%

113,073 長野県 上田市 八幡屋百貨店 小売業 その他小売 5%

113,074 長野県 上田市 八幡屋本店 小売業 その他小売 5%

113,075 長野県 上田市 有限会社うめや料理店 うめや サービス 飲食業 5%

113,076 長野県 上田市 有限会社オートスペース サービス その他サービス 5%

113,077 長野県 上田市 有限会社北村商店 小売業 その他小売 5%

113,078 長野県 上田市 有限会社ハイテックウエダ 小売業 電化製品 5%

113,079 長野県 上田市 ラーメン居酒屋なおきゅう サービス 飲食業 5%

113,080 長野県 上田市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　上田 サービス その他サービス 2%

113,081 長野県 上田市 りょうか サービス その他サービス 5%

113,082 長野県 上田市 理容サクライ サービス 理容・美容業 5%

113,083 長野県 上田市 旅館　花屋 サービス 宿泊業 5%

113,084 長野県 上田市 旅館つるや サービス 宿泊業 5%

113,085 長野県 上田市 リラクゼーション　ルポゼ サービス その他サービス 5%

113,086 長野県 上田市 ＬＥＶＲＥａｎｄＢＯＮ サービス 飲食業 5%

113,087 長野県 上田市 Ｌｅｍｏｎ【レモン】 サービス 理容・美容業 5%

113,088 長野県 上田市 六花堂工販 小売業 電化製品 2%

113,089 長野県 上田市 若林陶器 小売業 その他小売 5%

113,090 長野県 上田市 和洋菓子さわむら サービス 飲食業 5%

113,091 長野県 上田市 和楽座 小売業 衣料品 5%

113,092 長野県 売木村 うるぎ６００給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,093 長野県 王滝村 オールドブリック サービス 宿泊業 5%

113,094 長野県 王滝村 御嶽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,095 長野県 王滝村 株式会社卯野薬房 小売業 その他小売 5%

113,096 長野県 王滝村 たかの湯 サービス その他サービス 5%

113,097 長野県 大町市 あづみ動物病院 サービス その他サービス 5%

113,098 長野県 大町市 あづみの公園レストラン サービス 飲食業 5%

113,099 長野県 大町市 アネックス　立山プリンス サービス 宿泊業 5%

113,100 長野県 大町市 ＡＬＰＳＴＹＬＥＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

113,101 長野県 大町市 出光南大町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,102 長野県 大町市 追分肉店 小売業 食料品 5%

113,103 長野県 大町市 大町 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,104 長野県 大町市 セブン－イレブン大町アルペンライン店 小売業 食料品 2%

113,105 長野県 大町市 大町駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,106 長野県 大町市 セブン－イレブン大町九日町店 小売業 食料品 2%
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113,107 長野県 大町市 セブン－イレブン大町上橋店 小売業 食料品 2%

113,108 長野県 大町市 セブン－イレブン大町常盤店 小売業 食料品 2%

113,109 長野県 大町市 セブン－イレブン大町南原店 小売業 食料品 2%

113,110 長野県 大町市 オギノ信濃大町店 小売業 衣料品 5%

113,111 長野県 大町市 小日向製菓舗 サービス 飲食業 5%

113,112 長野県 大町市 カーライフステーション大町南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,113 長野県 大町市 大町北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,114 長野県 大町市 くつろぎ庵まろーど サービス 理容・美容業 5%

113,115 長野県 大町市 ｋｕｎｉ’ｓカントリーキッチン サービス 飲食業 5%

113,116 長野県 大町市 黒部ビューホテル サービス 宿泊業 5%

113,117 長野県 大町市 ＣＯＣＯ－ＳＯＲＡ サービス その他サービス 5%

113,118 長野県 大町市 信光実業　大町支店 小売業 その他小売 5%

113,119 長野県 大町市 ＳＭＩＬＥ－ＬＡＢＯ サービス その他サービス 5%

113,120 長野県 大町市 西武八坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,121 長野県 大町市 大北石油株式会社　大町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,122 長野県 大町市 タイヤセンター大町 小売業 その他小売 5%

113,123 長野県 大町市 立山サンバレーホテル サービス 宿泊業 5%

113,124 長野県 大町市 立山プリンスホテル サービス 宿泊業 5%

113,125 長野県 大町市 立山プリンスホテル サービス 宿泊業 5%

113,126 長野県 大町市 立山プリンスホテル　売店 サービス 宿泊業 5%

113,127 長野県 大町市 立山プリンスホテル　別館 サービス 宿泊業 5%

113,128 長野県 大町市 トヨタレンタリース長野大町店 サービス その他サービス 2%

113,129 長野県 大町市 どらやき　Ｃｏｎａ 小売業 食料品 5%

113,130 長野県 大町市 長野トヨタ自動車大町店 小売業 その他小売 5%

113,131 長野県 大町市 長野トヨペット大町店 小売業 その他小売 5%

113,132 長野県 大町市 菜の花ステーション地場産品 小売業 その他小売 5%

113,133 長野県 大町市 南部燃料配送基地 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,134 長野県 大町市 ノセ眼鏡店　大町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

113,135 長野県 大町市 八星 サービス その他サービス 5%

113,136 長野県 大町市 パノラマロードときわＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,137 長野県 大町市 合資会社一ミツ星福嶋商店 小売業 電化製品 5%

113,138 長野県 大町市 フリハタ家電 小売業 電化製品 5%

113,139 長野県 大町市 ふる里村ゲストハウス　浮世絵 サービス 宿泊業 5%

113,140 長野県 大町市 Ｈａｉｒ　Ｓｐａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

113,141 長野県 大町市 ヘアプレイス　イマージュ サービス 理容・美容業 5%

113,142 長野県 大町市 ペットサロンジーナ 小売業 その他小売 5%

113,143 長野県 大町市 ボディーショップ荒井 サービス その他サービス 5%

113,144 長野県 大町市 ホテルからまつ荘 サービス 宿泊業 5%

113,145 長野県 大町市 本社ダミー 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,146 長野県 大町市 ＨｏｎｄａＣａｒｓ大町大町店 小売業 その他小売 5%

113,147 長野県 大町市 マウンテンロッジＷｉｚ サービス 宿泊業 5%

113,148 長野県 大町市 マクドナルド１４７大町店 サービス 飲食業 2%
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113,149 長野県 大町市 南のうお座 サービス 飲食業 5%

113,150 長野県 大町市 メガネストアー大町 小売業 その他小売 5%

113,151 長野県 大町市 メガネストアー大町店 小売業 その他小売 5%

113,152 長野県 大町市 メガネのタカハシ 小売業 その他小売 5%

113,153 長野県 大町市 山猫屋 サービス その他サービス 5%

113,154 長野県 大町市 ＹＯＲＩＤＯＲＩ 小売業 衣料品 5%

113,155 長野県 大町市 ラウム山荘 サービス 宿泊業 5%

113,156 長野県 大町市 立田屋 小売業 食料品 5%

113,157 長野県 大町市 旅館七倉荘 サービス その他サービス 5%

113,158 長野県 岡谷市 ａｒｎａｉｌｓ＊ サービス 理容・美容業 5%

113,159 長野県 岡谷市 アベニュー 小売業 その他小売 5%

113,160 長野県 岡谷市 今井ガラス建材 サービス その他サービス 5%

113,161 長野県 岡谷市 セブンーイレブン今井店 小売業 食料品 2%

113,162 長野県 岡谷市 イルフ岡谷食品館 小売業 その他小売 5%

113,163 長野県 岡谷市 Ｍ２　フォレストモール岡谷店 小売業 衣料品 5%

113,164 長野県 岡谷市 岡谷 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,165 長野県 岡谷市 岡谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,166 長野県 岡谷市 岡谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,167 長野県 岡谷市 岡谷インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,168 長野県 岡谷市 岡谷駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,169 長野県 岡谷市 岡谷駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,170 長野県 岡谷市 岡谷ＳＳ／株式会社信和商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,171 長野県 岡谷市 セブン－イレブン岡谷長地店 小売業 食料品 2%

113,172 長野県 岡谷市 岡谷川岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,173 長野県 岡谷市 セブンーイレブン岡谷川岸店 小売業 食料品 2%

113,174 長野県 岡谷市 岡谷北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,175 長野県 岡谷市 セブン－イレブン岡谷郷田２丁目店 小売業 食料品 2%

113,176 長野県 岡谷市 セブンーイレブン岡谷市役所前店 小売業 食料品 2%

113,177 長野県 岡谷市 セブン－イレブン岡谷天竜町店 小売業 食料品 2%

113,178 長野県 岡谷市 セブン－イレブン岡谷西堀店 小売業 食料品 2%

113,179 長野県 岡谷市 セブン－イレブン岡谷湊５丁目店 小売業 食料品 2%

113,180 長野県 岡谷市 セブン－イレブン岡谷若宮１丁目店 小売業 食料品 2%

113,181 長野県 岡谷市 オギノ岡谷店 小売業 食料品 5%

113,182 長野県 岡谷市 小口電気商会 小売業 電化製品 5%

113,183 長野県 岡谷市 笠原書店岡谷本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

113,184 長野県 岡谷市 笠原書店レイクウォーク店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

113,185 長野県 岡谷市 カサハラスポーツ 小売業 その他小売 5%

113,186 長野県 岡谷市 カタクラ自動車 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,187 長野県 岡谷市 カフェ＆ショップ沙羅桑 サービス 飲食業 5%

113,188 長野県 岡谷市 喫茶ラムラム サービス 飲食業 5%

113,189 長野県 岡谷市 カプチーノ サービス 飲食業 5%

113,190 長野県 岡谷市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋岡谷長地権現町店 サービス 飲食業 2%
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113,191 長野県 岡谷市 カンビオ サービス その他サービス 5%

113,192 長野県 岡谷市 ｋｉｎｕｒｉ 小売業 衣料品 5%

113,193 長野県 岡谷市 ギフトショップ　パルク 小売業 その他小売 5%

113,194 長野県 岡谷市 きもの屋そねはら 小売業 衣料品 5%

113,195 長野県 岡谷市 ギャラリーカネキュウ 小売業 衣料品 5%

113,196 長野県 岡谷市 ＧＬＡＭＯＵＲ ＳＴＯＣＫ Ｏｋａｙａ サービス 理容・美容業 5%

113,197 長野県 岡谷市 ＧＬＡＭＯＵＲＳＴＯＣＫＯＫＡＹＡ サービス 理容・美容業 5%

113,198 長野県 岡谷市 ケアホームＰｏｏｃｈ サービス その他サービス 5%

113,199 長野県 岡谷市 コリアダイニング 眞礼 サービス 飲食業 5%

113,200 長野県 岡谷市 サキナビューティーラウンジ蓼科 小売業 その他小売 5%

113,201 長野県 岡谷市 サスナカイルフプラザ店 小売業 電化製品 5%

113,202 長野県 岡谷市 東郁美 小売業 衣料品 5%

113,203 長野県 岡谷市 サロン　Ｆｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

113,204 長野県 岡谷市 ＧＣやまさき 小売業 その他小売 5%

113,205 長野県 岡谷市 写真のイチオカ 小売業 その他小売 5%

113,206 長野県 岡谷市 住宅設備課 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,207 長野県 岡谷市 旬魚と和食　太助 サービス 飲食業 5%

113,208 長野県 岡谷市 スナック一　ｉｃｈｉ サービス 飲食業 5%

113,209 長野県 岡谷市 炭火焼肉牛角岡谷店 サービス 飲食業 2%

113,210 長野県 岡谷市 生活クラブ生活協同組合　催事 小売業 その他小売 5%

113,211 長野県 岡谷市 セルフステーション川岸ＳＳ／株式会社信和商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,212 長野県 岡谷市 せんたく家族　岡谷今井店 サービス その他サービス 5%

113,213 長野県 岡谷市 千成鮨 サービス 飲食業 5%

113,214 長野県 岡谷市 大成堂 小売業 その他小売 5%

113,215 長野県 岡谷市 たまりら薬店 小売業 その他小売 5%

113,216 長野県 岡谷市 ＤＡＮ　ＦＬＯＷＥＲＳ 小売業 その他小売 5%

113,217 長野県 岡谷市 中央自動車道　下り　諏訪湖サービスエリアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,218 長野県 岡谷市 直売給油所課 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,219 長野県 岡谷市 徳弥電気 小売業 電化製品 5%

113,220 長野県 岡谷市 ドンテック岡谷 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,221 長野県 岡谷市 長野トヨタ自動車岡谷店 小売業 その他小売 5%

113,222 長野県 岡谷市 長野トヨペット岡谷店 小売業 その他小売 5%

113,223 長野県 岡谷市 ニッセンシェイプ・サロン　デイジー 小売業 衣料品 5%

113,224 長野県 岡谷市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・Ｐａｒｔｙ 小売業 衣料品 5%

113,225 長野県 岡谷市 ニッセンシェイプファンデサロンＲｉｓｅ 小売業 衣料品 5%

113,226 長野県 岡谷市 ヌーベル梅林堂　茅野店 小売業 食料品 5%

113,227 長野県 岡谷市 ヌーベル梅林堂　岡谷本店 小売業 食料品 5%

113,228 長野県 岡谷市 ヌーベル梅林堂　ヌーベル店 小売業 食料品 5%

113,229 長野県 岡谷市 ヌーベル梅林堂プリュニエ店 小売業 食料品 5%

113,230 長野県 岡谷市 橋渡 小売業 電化製品 5%

113,231 長野県 岡谷市 八電社 小売業 電化製品 5%

113,232 長野県 岡谷市 ピア　若宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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113,233 長野県 岡谷市 美容室マルシェ サービス 理容・美容業 5%

113,234 長野県 岡谷市 美容みどり サービス 理容・美容業 5%

113,235 長野県 岡谷市 フードトラック　ザ　シーズン サービス 飲食業 5%

113,236 長野県 岡谷市 富士電機商会 小売業 電化製品 5%

113,237 長野県 岡谷市 ヘアーサロン小松 サービス 理容・美容業 5%

113,238 長野県 岡谷市 ヘアーサロン荘司 サービス 理容・美容業 5%

113,239 長野県 岡谷市 Hairs24 小売業 その他小売 5%

113,240 長野県 岡谷市 マイン 小売業 衣料品 5%

113,241 長野県 岡谷市 ＭＡＫＩＲＡ サービス 理容・美容業 5%

113,242 長野県 岡谷市 学び塾深学校 サービス その他サービス 5%

113,243 長野県 岡谷市 丸三商会 小売業 その他小売 5%

113,244 長野県 岡谷市 ミラノ・サローネ サービス 飲食業 5%

113,245 長野県 岡谷市 美和 サービス 飲食業 5%

113,246 長野県 岡谷市 メナードフェイシャルサロン権現町 サービス 理容・美容業 5%

113,247 長野県 岡谷市 麺屋蔵人岡谷道場 サービス 飲食業 5%

113,248 長野県 岡谷市 焼肉 縁結 サービス 飲食業 5%

113,249 長野県 岡谷市 有限会社丸中浜モータース サービス その他サービス 5%

113,250 長野県 岡谷市 リペア工房　ケイコム サービス その他サービス 5%

113,251 長野県 小谷村 エスポワールみさわ サービス 宿泊業 5%

113,252 長野県 小谷村 小谷 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,253 長野県 小谷村 小谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,254 長野県 小谷村 信濃荘 白馬乗鞍 サービス 宿泊業 5%

113,255 長野県 小谷村 栂池丘の上ホテル宮川 サービス 宿泊業 5%

113,256 長野県 小谷村 栂池高原プチホテルシャンツェ サービス 宿泊業 5%

113,257 長野県 小谷村 白馬アルプスホテル サービス 宿泊業 5%

113,258 長野県 小谷村 白馬荘 サービス 宿泊業 5%

113,259 長野県 小谷村 はっぴいハウス サービス その他サービス 5%

113,260 長野県 小谷村 フロントスージ サービス その他サービス 5%

113,261 長野県 小谷村 ペンション神戸っ子 サービス 宿泊業 5%

113,262 長野県 小谷村 星降る高原の小さなホテル　白馬ベルグハウス サービス 宿泊業 5%

113,263 長野県 小谷村 ホテルグリーンプラザ　白馬 サービス 宿泊業 5%

113,264 長野県 小谷村 ホテルニューベルニナ サービス 宿泊業 5%

113,265 長野県 小谷村 ホテル白馬荘 サービス 宿泊業 5%

113,266 長野県 小谷村 ホテル白馬ベルグハウス サービス 宿泊業 5%

113,267 長野県 小谷村 ミスティマウンテンホップ合同会社 サービス その他サービス 5%

113,268 長野県 小谷村 リリカル サービス 飲食業 5%

113,269 長野県 小谷村 ろまん　ろまん 小売業 その他小売 5%

113,270 長野県 小谷村 鷲の家 サービス 宿泊業 5%

113,271 長野県 小谷村 わらび平山荘 サービス 宿泊業 5%

113,272 長野県 小布施町 小布施 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,273 長野県 小布施町 小布施　寄り付き料理　蔵部 サービス 飲食業 5%

113,274 長野県 小布施町 小布施ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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113,275 長野県 小布施町 セブン－イレブン小布施雁田店 小売業 食料品 2%

113,276 長野県 小布施町 小布施薬局 小売業 その他小売 5%

113,277 長野県 小布施町 カーメーク小布施 小売業 その他小売 5%

113,278 長野県 小布施町 クレハ建材有限会社 小売業 その他小売 5%

113,279 長野県 小布施町 さわやかステーション小布施ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,280 長野県 小布施町 信濃屋 サービス 飲食業 5%

113,281 長野県 小布施町 松仙堂 小売業 食料品 5%

113,282 長野県 小布施町 セキヤ不動産情報センター サービス その他サービス 5%

113,283 長野県 小布施町 ひろはし電器サービス 小売業 電化製品 5%

113,284 長野県 小布施町 風味堂 小売業 食料品 5%

113,285 長野県 小布施町 まある サービス その他サービス 5%

113,286 長野県 小布施町 マロンジーヌ小布施 小売業 その他小売 5%

113,287 長野県 小布施町 有 根岸自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

113,288 長野県 麻績村 いぶしや サービス 飲食業 5%

113,289 長野県 麻績村 Ａ・コープ　おみ店 小売業 食料品 5%

113,290 長野県 麻績村 麻績ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,291 長野県 麻績村 筑北配送基地 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,292 長野県 軽井沢町 アート　ホテル　ドッグレッグ　軽井沢 サービス 宿泊業 5%

113,293 長野県 軽井沢町 アウトレットストア軽井沢店 小売業 衣料品 5%

113,294 長野県 軽井沢町 青山川上庵 サービス 飲食業 5%

113,295 長野県 軽井沢町 浅間高原農場　軽井沢店 小売業 食料品 5%

113,296 長野県 軽井沢町 味蔵ウエスト店 小売業 食料品 5%

113,297 長野県 軽井沢町 味蔵旧軽井沢店 小売業 食料品 5%

113,298 長野県 軽井沢町 ａｔＴｅｒｒａｃｅカフェ ｋａｒｕｉｚａｗａｇａｒｄｅｎｆａｒｍｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

113,299 長野県 軽井沢町 アトリエ・ド・フロマージュ軽井沢売店 小売業 食料品 5%

113,300 長野県 軽井沢町 アトリエ・ド・フロマージュ軽井沢発地市庭 小売業 食料品 5%

113,301 長野県 軽井沢町 アトリエ・ド・フロマージュ旧軽井沢店 小売業 食料品 5%

113,302 長野県 軽井沢町 ＡＰＩＴＳａｒｔｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ サービス その他サービス 5%

113,303 長野県 軽井沢町 炙家風土軽井沢 サービス 飲食業 5%

113,304 長野県 軽井沢町 アンジェリカ軽井沢 小売業 衣料品 5%

113,305 長野県 軽井沢町 アンシェントホテル浅間軽井沢 サービス 宿泊業 5%

113,306 長野県 軽井沢町 アンドール サービス その他サービス 5%

113,307 長野県 軽井沢町 いこいヴィラ サービス 宿泊業 5%

113,308 長野県 軽井沢町 市村輪店　市村輪店 サービス その他サービス 5%

113,309 長野県 軽井沢町 インターフェスタ　軽井沢店 小売業 衣料品 5%

113,310 長野県 軽井沢町 エイジング　ビーフ　エイジング　ビーフ　軽井沢 サービス 飲食業 5%

113,311 長野県 軽井沢町 ＡＥプランニング サービス その他サービス 5%

113,312 長野県 軽井沢町 エホンゴホン堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

113,313 長野県 軽井沢町 エルツおもちゃ博物館 小売業 家具・調度品 5%

113,314 長野県 軽井沢町 エルツおもちゃ博物館 小売業 家具・調度品 5%

113,315 長野県 軽井沢町 大城レース　夏の店 小売業 その他小売 5%

113,316 長野県 軽井沢町 オリオン美容室 サービス 理容・美容業 5%
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113,317 長野県 軽井沢町 ｃａｆｅ　ｈｉｐ サービス 飲食業 5%

113,318 長野県 軽井沢町 カフェレストランＰａｏｍｕ サービス 飲食業 5%

113,319 長野県 軽井沢町 株式会社軽井沢直売所軽井沢発地市庭 小売業 食料品 5%

113,320 長野県 軽井沢町 株式会社つちや 小売業 食料品 5%

113,321 長野県 軽井沢町 株式会社林百貨店　株式会社　林百貨店 小売業 その他小売 5%

113,322 長野県 軽井沢町 かるいざわ・ガラスの森 小売業 その他小売 5%

113,323 長野県 軽井沢町 軽井沢川上庵 サービス 飲食業 5%

113,324 長野県 軽井沢町 セブン－イレブン軽井沢浅間サンライン入口店 小売業 食料品 2%

113,325 長野県 軽井沢町 軽井沢　庵大嶋 サービス 飲食業 5%

113,326 長野県 軽井沢町 軽井沢絵本の森美術館 小売業 家具・調度品 5%

113,327 長野県 軽井沢町 軽井沢オーガニックラボ 小売業 その他小売 5%

113,328 長野県 軽井沢町 軽井沢ガーデンテラス サービス 飲食業 5%

113,329 長野県 軽井沢町 長野県軽井沢会館 サービス 宿泊業 5%

113,330 長野県 軽井沢町 軽井沢ガイドサービス サービス その他サービス 5%

113,331 長野県 軽井沢町 軽井沢現代美術館 小売業 家具・調度品 5%

113,332 長野県 軽井沢町 軽井沢紅茶館サンビーム 小売業 食料品 5%

113,333 長野県 軽井沢町 軽井沢ＣＦ　ＣＳ軽井沢店 小売業 食料品 5%

113,334 長野県 軽井沢町 軽井沢ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

113,335 長野県 軽井沢町 軽井沢千ヶ滝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,336 長野県 軽井沢町 軽井沢チョコレートファクトリー 小売業 食料品 5%

113,337 長野県 軽井沢町 軽井沢デニムストリート 小売業 家具・調度品 5%

113,338 長野県 軽井沢町 軽井沢デニムストリート３ 小売業 家具・調度品 5%

113,339 長野県 軽井沢町 軽井沢デニムストリート２ 小売業 家具・調度品 5%

113,340 長野県 軽井沢町 軽井沢デリカテッセン 小売業 食料品 5%

113,341 長野県 軽井沢町 軽井沢テレビサービス 小売業 電化製品 5%

113,342 長野県 軽井沢町 軽井沢ドギーハウス 小売業 家具・調度品 5%

113,343 長野県 軽井沢町 軽井沢トラベル＆コンサルティング サービス その他サービス 5%

113,344 長野県 軽井沢町 セブン－イレブン軽井沢長倉店 小売業 食料品 2%

113,345 長野県 軽井沢町 軽井沢ＢＵＲＧＥＲＣＯＭＰＡＮＹ サービス 飲食業 5%

113,346 長野県 軽井沢町 ＫＡＲＵＩＺＡＷＡ　ＢＩＲＤＩＥ 小売業 その他小売 5%

113,347 長野県 軽井沢町 セブン－イレブン軽井沢プリンス通り店 小売業 食料品 2%

113,348 長野県 軽井沢町 軽井沢ペンション佐藤のぬくもり サービス その他サービス 5%

113,349 長野県 軽井沢町 軽井沢ペンションば～ば＆パパ サービス 宿泊業 5%

113,350 長野県 軽井沢町 軽井沢ホテル　ロンギングハウス サービス 宿泊業 5%

113,351 長野県 軽井沢町 軽井沢ホテルパイプのけむり サービス 宿泊業 5%

113,352 長野県 軽井沢町 軽井沢ＬｏｇＨＯＴＥＬ塩沢の森 サービス 宿泊業 5%

113,353 長野県 軽井沢町 軽井沢ＬｏｇＨＯＴＥＬ塩沢の森 サービス 宿泊業 5%

113,354 長野県 軽井沢町 軽井沢ローストチキン　カスターニエ サービス 飲食業 5%

113,355 長野県 軽井沢町 カワンルマーコーヒー サービス 飲食業 5%

113,356 長野県 軽井沢町 カントリーショップ　アプリコット　軽井沢 小売業 家具・調度品 5%

113,357 長野県 軽井沢町 ギャラリー　欅 小売業 家具・調度品 5%

113,358 長野県 軽井沢町 キャディタフト サービス 宿泊業 5%
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113,359 長野県 軽井沢町 キャンディタフト サービス 宿泊業 5%

113,360 長野県 軽井沢町 牛角軽井沢店 サービス 飲食業 2%

113,361 長野県 軽井沢町 Ｑｃｕｌ　アトリエ 小売業 家具・調度品 5%

113,362 長野県 軽井沢町 銀座かねまつ軽井沢プリンスショッピングプ 小売業 衣料品 5%

113,363 長野県 軽井沢町 草軽交通　整備工場 サービス その他サービス 5%

113,364 長野県 軽井沢町 草軽交通株式会社　軽井沢営業所 サービス 運輸業 5%

113,365 長野県 軽井沢町 串の坊　軽井澤店 サービス 飲食業 5%

113,366 長野県 軽井沢町 クチュール軽井沢 小売業 家具・調度品 5%

113,367 長野県 軽井沢町 栗庵風味堂　軽井沢店 小売業 食料品 5%

113,368 長野県 軽井沢町 ＧＲＥＥＮ　ＦＯＧ 小売業 食料品 5%

113,369 長野県 軽井沢町 ケーズビレッジカルイザワ サービス 宿泊業 5%

113,370 長野県 軽井沢町 ゲレスポ　軽井沢店 小売業 その他小売 5%

113,371 長野県 軽井沢町 小瀬温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

113,372 長野県 軽井沢町 小瀬温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

113,373 長野県 軽井沢町 骨董マルヨシ美術 小売業 家具・調度品 5%

113,374 長野県 軽井沢町 ｙｏｉｔｏ 小売業 家具・調度品 5%

113,375 長野県 軽井沢町 木の花屋軽井沢店 小売業 食料品 5%

113,376 長野県 軽井沢町 小林酒店　小林酒店 小売業 食料品 5%

113,377 長野県 軽井沢町 ｃｏｒｉｓｓ 小売業 その他小売 5%

113,378 長野県 軽井沢町 ＣＯＮＳＴＡＮＴＩＮＡ 小売業 衣料品 5%

113,379 長野県 軽井沢町 コンチネンタル サービス 飲食業 5%

113,380 長野県 軽井沢町 桜井甘精堂軽井沢駅店 小売業 食料品 5%

113,381 長野県 軽井沢町 桜井甘精堂　茶菓幾右衛門 サービス 飲食業 5%

113,382 長野県 軽井沢町 サブウェイ　ツルヤ軽井沢店 サービス 飲食業 5%

113,383 長野県 軽井沢町 サロン・ド・ヴェール 小売業 家具・調度品 5%

113,384 長野県 軽井沢町 沢屋　軽井沢駅店 小売業 食料品 5%

113,385 長野県 軽井沢町 沢屋　軽井沢バイパス店 小売業 食料品 5%

113,386 長野県 軽井沢町 沢屋　旧軽井沢店　喫茶サロン 小売業 食料品 5%

113,387 長野県 軽井沢町 沢屋　旧軽ロータリー店 小売業 食料品 5%

113,388 長野県 軽井沢町 沢屋　こどうテラス サービス 飲食業 5%

113,389 長野県 軽井沢町 沢屋　ジャムファクトリー 小売業 食料品 5%

113,390 長野県 軽井沢町 沢屋　新軽井沢店 小売業 食料品 5%

113,391 長野県 軽井沢町 沢屋　プリンスショッピングプラザ店 小売業 食料品 5%

113,392 長野県 軽井沢町 沢屋　森の中のレストランこどう サービス 飲食業 5%

113,393 長野県 軽井沢町 茶和々　軽井沢店 小売業 家具・調度品 5%

113,394 長野県 軽井沢町 ＳｕｎＣａｆｅ軽井沢 サービス 飲食業 5%

113,395 長野県 軽井沢町 シー・ノウズ・ビーズアート サービス その他サービス 5%

113,396 長野県 軽井沢町 ＳＨＩＰＳ　ＯＵＴＬＥＴ　軽井沢店 小売業 衣料品 5%

113,397 長野県 軽井沢町 シップス　アウトレット　軽井沢店 小売業 衣料品 5%

113,398 長野県 軽井沢町 シナノノカタチ サービス 飲食業 5%

113,399 長野県 軽井沢町 ＣＰサロン　Ｇａｉｎ軽井沢 小売業 その他小売 5%

113,400 長野県 軽井沢町 シャコンヌ軽井沢 サービス その他サービス 5%
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113,401 長野県 軽井沢町 ＪＡＣＫ＆ＥＡＲＴＨ 小売業 食料品 5%

113,402 長野県 軽井沢町 Ｊｕｎｇｌｅ　軽井沢店 小売業 その他小売 5%

113,403 長野県 軽井沢町 手工藝佐や 小売業 家具・調度品 5%

113,404 長野県 軽井沢町 シルバーフォックス軽井沢 サービス 宿泊業 5%

113,405 長野県 軽井沢町 ジローモンドスポーツ　軽井沢 小売業 その他小売 5%

113,406 長野県 軽井沢町 スカップ軽井沢トレーニングルーム サービス その他サービス 5%

113,407 長野県 軽井沢町 スキーショップジローアンドコアサイド 小売業 その他小売 5%

113,408 長野県 軽井沢町 ステーキアンドハンバーグアサマ サービス 飲食業 5%

113,409 長野県 軽井沢町 ＳＥＣＯＮＤ 小売業 家具・調度品 5%

113,410 長野県 軽井沢町 そば蔵丁子庵　プリンスホテル店 サービス 飲食業 5%

113,411 長野県 軽井沢町 タイムトワイス 小売業 衣料品 5%

113,412 長野県 軽井沢町 チャイハネ　ＤＥＰＯ　軽井沢 小売業 衣料品 5%

113,413 長野県 軽井沢町 つるや旅館 サービス 宿泊業 5%

113,414 長野県 軽井沢町 手作りジュエリー金の日辻 手作りジュエリー金の日辻 小売業 その他小売 5%

113,415 長野県 軽井沢町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ軽井沢追分ＴＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,416 長野県 軽井沢町 ＤＯＧＤＥＰＴＧＡＲＤＥＮＨＯＴＥＬ軽井 サービス 宿泊業 5%

113,417 長野県 軽井沢町 ＤＯＧＤＥＰＴ軽井沢チャーチ店 小売業 衣料品 5%

113,418 長野県 軽井沢町 ＤＯＧＤＥＰＴ南軽井沢店 小売業 衣料品 5%

113,419 長野県 軽井沢町 トヨタレンタリース長野軽井沢駅前店 サービス その他サービス 2%

113,420 長野県 軽井沢町 中軽井沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,421 長野県 軽井沢町 長野トヨタ自動車軽井沢トヨタ自動車 小売業 その他小売 5%

113,422 長野県 軽井沢町 ＳＢＨＮａｊａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

113,423 長野県 軽井沢町 ニッセンシェイプファンデサロン涼香 小売業 衣料品 5%

113,424 長野県 軽井沢町 ハイジクラブｉｎ軽井沢 小売業 その他小売 5%

113,425 長野県 軽井沢町 パピオカメラ 小売業 電化製品 5%

113,426 長野県 軽井沢町 Ｂａｒｍａｎ サービス 飲食業 5%

113,427 長野県 軽井沢町 ビストロ・プロヴァンス サービス 飲食業 5%

113,428 長野県 軽井沢町 ビストロ　モン．シュマン サービス 飲食業 5%

113,429 長野県 軽井沢町 ピッコロホテル　オペラ軽井沢 サービス 宿泊業 5%

113,430 長野県 軽井沢町 ピッツェリアカフェ 小売業 食料品 5%

113,431 長野県 軽井沢町 ＶＩＬＬＡ　ＦＥＬＩＣＥ サービス 宿泊業 5%

113,432 長野県 軽井沢町 ビューティフル　アンティーク 小売業 家具・調度品 5%

113,433 長野県 軽井沢町 美容室　ステラ サービス 理容・美容業 5%

113,434 長野県 軽井沢町 美容室Ａｈｎｙｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

113,435 長野県 軽井沢町 フェアウインドコレクション 小売業 衣料品 5%

113,436 長野県 軽井沢町 ブティックミモザ 小売業 衣料品 5%

113,437 長野県 軽井沢町 布遊舎　軽井沢店 小売業 家具・調度品 5%

113,438 長野県 軽井沢町 ブライダルサロンオリオン 小売業 衣料品 5%

113,439 長野県 軽井沢町 プライベート ヘア アトリエ プロスペル ＫＡＲＵＩＺＡＷＡ店 サービス 理容・美容業 5%

113,440 長野県 軽井沢町 ブラッスリーシュエット サービス 飲食業 5%

113,441 長野県 軽井沢町 フルール 小売業 衣料品 5%

113,442 長野県 軽井沢町 プログレイス軽井沢 小売業 その他小売 5%
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113,443 長野県 軽井沢町 ベーカリー＆レストラン沢村　旧軽井沢 サービス 飲食業 5%

113,444 長野県 軽井沢町 ペンション　ぱる サービス 宿泊業 5%

113,445 長野県 軽井沢町 ペンションあいあい サービス 宿泊業 5%

113,446 長野県 軽井沢町 ペンション＆コテージ　アザミ サービス 宿泊業 5%

113,447 長野県 軽井沢町 ペンション＆ログコテージ　星の子 サービス 宿泊業 5%

113,448 長野県 軽井沢町 ペンション軽井沢フォーレスト サービス 宿泊業 5%

113,449 長野県 軽井沢町 ペンション軽井沢フォーレスト サービス 宿泊業 5%

113,450 長野県 軽井沢町 ぺンションすばる サービス 宿泊業 5%

113,451 長野県 軽井沢町 ペンション千ヶ滝 サービス 宿泊業 5%

113,452 長野県 軽井沢町 ペンションメモリーズ サービス 宿泊業 5%

113,453 長野県 軽井沢町 ホームバザー　上田店 小売業 その他小売 5%

113,454 長野県 軽井沢町 ホームバザー　佐久店 小売業 その他小売 5%

113,455 長野県 軽井沢町 ホームバザー　高崎店 小売業 その他小売 5%

113,456 長野県 軽井沢町 ホームバザー　前橋店 小売業 その他小売 5%

113,457 長野県 軽井沢町 ホームバザー　吉岡店 小売業 その他小売 5%

113,458 長野県 軽井沢町 ホテル鹿島ノ森 サービス 宿泊業 5%

113,459 長野県 軽井沢町 ホテル　そよかぜ サービス 宿泊業 5%

113,460 長野県 軽井沢町 ホテル　そよかぜ サービス 宿泊業 5%

113,461 長野県 軽井沢町 ホテルグランヴェール旧軽井沢 サービス 宿泊業 5%

113,462 長野県 軽井沢町 ホテルそよかぜ　ビストロプロヴァンス サービス 飲食業 5%

113,463 長野県 軽井沢町 ホテルマロウド軽井沢 サービス 宿泊業 5%

113,464 長野県 軽井沢町 ホテルロッソ軽井沢 サービス 宿泊業 5%

113,465 長野県 軽井沢町 ＢＯＮＡＮＺＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

113,466 長野県 軽井沢町 ボンパパ サービス 飲食業 5%

113,467 長野県 軽井沢町 ぽんぽん サービス その他サービス 5%

113,468 長野県 軽井沢町 マクドナルド１８号軽井沢店 サービス 飲食業 2%

113,469 長野県 軽井沢町 ミス　アナベラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

113,470 長野県 軽井沢町 みちくさ　蕎麦粉のガレットのお店 サービス 飲食業 5%

113,471 長野県 軽井沢町 ミネルバ茶房 サービス 飲食業 5%

113,472 長野県 軽井沢町 メゾンドココン サービス その他サービス 5%

113,473 長野県 軽井沢町 森Ｑ サービス 飲食業 5%

113,474 長野県 軽井沢町 森の小部屋 小売業 食料品 5%

113,475 長野県 軽井沢町 モンテ・クッチーナ サービス 飲食業 5%

113,476 長野県 軽井沢町 やまと薬局 小売業 その他小売 5%

113,477 長野県 軽井沢町 有限会社　土屋設備 小売業 その他小売 5%

113,478 長野県 軽井沢町 遊膳　軽井沢店 小売業 家具・調度品 5%

113,479 長野県 軽井沢町 ユキ電化 小売業 電化製品 5%

113,480 長野県 軽井沢町 楽仁左衛門 サービス 飲食業 5%

113,481 長野県 軽井沢町 ラ・ルーチェ　軽井沢店 小売業 衣料品 5%

113,482 長野県 軽井沢町 リカーショップ つちや 小売業 食料品 5%

113,483 長野県 軽井沢町 リブマックスリゾート軽井沢フォレスト サービス 宿泊業 5%

113,484 長野県 軽井沢町 リリホテル＆新ハワイ料理　カパルア軽井沢 サービス 宿泊業 5%
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113,485 長野県 軽井沢町 ル・ボン・ヴィボン軽井沢 サービス 飲食業 5%

113,486 長野県 軽井沢町 ル・モンヴェール サービス 宿泊業 5%

113,487 長野県 軽井沢町 レストランカズラベ サービス 飲食業 5%

113,488 長野県 軽井沢町 レストランスイヤルド サービス 飲食業 5%

113,489 長野県 軽井沢町 レストラン酢重正之 サービス 飲食業 5%

113,490 長野県 軽井沢町 ＬＯＮＧＨＯＵＳＥＰＲＯＪＥＣＴ サービス 飲食業 5%

113,491 長野県 軽井沢町 倭物や　カヤ　軽井沢 小売業 衣料品 5%

113,492 長野県 川上村 居倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,493 長野県 川上村 出光川上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,494 長野県 川上村 岩根山荘 サービス 宿泊業 5%

113,495 長野県 川上村 カラファテ　川上店 小売業 その他小売 5%

113,496 長野県 川上村 川上御所平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,497 長野県 木島平村 インターラーケンスポーツアカデミー サービス その他サービス 5%

113,498 長野県 木島平村 岡本商店 小売業 食料品 5%

113,499 長野県 木島平村 オーベルジュ・グルービー サービス 宿泊業 5%

113,500 長野県 木島平村 木島平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,501 長野県 木島平村 木島平セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,502 長野県 木島平村 コテージ　フィオーレ サービス 宿泊業 5%

113,503 長野県 木島平村 窓月まつしまや サービス その他サービス 5%

113,504 長野県 木島平村 パティスリーレーヴ 小売業 食料品 5%

113,505 長野県 木島平村 ペンション紙ふうせん サービス 宿泊業 5%

113,506 長野県 木島平村 ホテル　レイジャント サービス 宿泊業 5%

113,507 長野県 木曽町 ａａｌｔｏ　ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

113,508 長野県 木曽町 イケイデンキ 小売業 電化製品 5%

113,509 長野県 木曽町 出光木曽駒高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,510 長野県 木曽町 出光セルフ福島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,511 長野県 木曽町 Ａ・コープ　きそ店 小売業 食料品 5%

113,512 長野県 木曽町 オオハタスポーツ 小売業 その他小売 5%

113,513 長野県 木曽町 おんたけＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,514 長野県 木曽町 おんたけ燃料配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,515 長野県 木曽町 開田高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,516 長野県 木曽町 街道浪漫　おん宿蔦屋 サービス 宿泊業 5%

113,517 長野県 木曽町 家電ショップナカムラ 小売業 電化製品 5%

113,518 長野県 木曽町 木曾開田高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,519 長野県 木曽町 木曽日義ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,520 長野県 木曽町 木曽福島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,521 長野県 木曽町 セブン－イレブン木曽町神谷入口店 小売業 食料品 2%

113,522 長野県 木曽町 セブン－イレブン木曽町日義店 小売業 食料品 2%

113,523 長野県 木曽町 セブン－イレブン木曽町福島店 小売業 食料品 2%

113,524 長野県 木曽町 ｃｏｔｔａｇｅ　ＡＭＡＧＯＹＡ サービス 宿泊業 5%

113,525 長野県 木曽町 サロン・ド・ピュアティ 小売業 衣料品 5%

113,526 長野県 木曽町 重野ＬＰガス株式会社 サービス その他サービス 5%
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113,527 長野県 木曽町 昭和産業株式会社　木曽ミスズ 小売業 その他小売 5%

113,528 長野県 木曽町 すずき商店 小売業 その他小売 5%

113,529 長野県 木曽町 トヨタカローラ南信木曽店 小売業 その他小売 5%

113,530 長野県 木曽町 長野トヨタ自動車木曽店 小売業 その他小売 5%

113,531 長野県 木曽町 長野トヨペット木曽店 小売業 その他小売 5%

113,532 長野県 木曽町 ぬくもりの宿　駒の湯 サービス 宿泊業 5%

113,533 長野県 木曽町 ＨａｔａｋｅｙａｍａＴｏｍｏａｋｉ 小売業 衣料品 5%

113,534 長野県 木曽町 ブックガーデンＹＡＭＡＪＩ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

113,535 長野県 木曽町 ぺんしょんのらくろ サービス 宿泊業 5%

113,536 長野県 木曽町 マルミ 小売業 衣料品 5%

113,537 長野県 木曽町 三岳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,538 長野県 木曽町 森のホテル サービス 宿泊業 5%

113,539 長野県 木曽町 やまか商店 小売業 食料品 5%

113,540 長野県 木曽町 山田衣料品店 小売業 衣料品 5%

113,541 長野県 木曽町 山田衣料品店 小売業 衣料品 5%

113,542 長野県 木曽町 有限会社春日自動車 サービス その他サービス 5%

113,543 長野県 木曽町 有限会社やま路書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

113,544 長野県 木曽町 旅館やまかの湯 小売業 食料品 5%

113,545 長野県 木祖村 オカダデンキ 小売業 電化製品 5%

113,546 長野県 木祖村 カフェ　缶づめバル　ＲｉｖｅｒｓｉｄｅＯａｓｉｓ　ＷＡＫＵ　ＷＡＫＵ サービス 飲食業 5%

113,547 長野県 木祖村 コガイト管球サービス 小売業 電化製品 5%

113,548 長野県 木祖村 こだまの森管理事務所 サービス 宿泊業 5%

113,549 長野県 木祖村 十石屋米酒店 小売業 食料品 5%

113,550 長野県 木祖村 スーパーマーケットまると 小売業 その他小売 5%

113,551 長野県 木祖村 ナルカリクラフト 小売業 その他小売 5%

113,552 長野県 木祖村 やぶはらＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,553 長野県 北相木村 北相木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,554 長野県 小海町 内田孔建設株式会社 サービス その他サービス 5%

113,555 長野県 小海町 小海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,556 長野県 小海町 セブン－イレブン小海店 小売業 食料品 2%

113,557 長野県 小海町 セブン－イレブン小海豊里店 小売業 食料品 2%

113,558 長野県 小海町 小海本村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,559 長野県 小海町 千代里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,560 長野県 小海町 メモリアルホールみつわ サービス その他サービス 5%

113,561 長野県 小海町 ヤナショウホーム 小売業 家具・調度品 5%

113,562 長野県 小海町 リゾートインボンシック サービス 宿泊業 5%

113,563 長野県 小海町 レストハウス ふるさと 小売業 その他小売 5%

113,564 長野県 駒ヶ根市 アミィ 小売業 衣料品 5%

113,565 長野県 駒ヶ根市 居酒屋　とりや サービス 飲食業 5%

113,566 長野県 駒ヶ根市 いな垣 サービス 飲食業 5%

113,567 長野県 駒ヶ根市 Ａ・コープ　こまがね店 小売業 その他小売 5%

113,568 長野県 駒ヶ根市 エスパル駒ケ根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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113,569 長野県 駒ヶ根市 ｎ?ｗｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

113,570 長野県 駒ヶ根市 エルコンパスハラ 小売業 電化製品 5%

113,571 長野県 駒ヶ根市 圓月堂 小売業 食料品 5%

113,572 長野県 駒ヶ根市 オリエントトラベル駒ケ根店 サービス その他サービス 5%

113,573 長野県 駒ヶ根市 カイロプラクティックひよこ サービス 理容・美容業 5%

113,574 長野県 駒ヶ根市 カイロプラクティック熊谷 サービス 理容・美容業 5%

113,575 長野県 駒ヶ根市 カイロプラクティックひよこ サービス その他サービス 5%

113,576 長野県 駒ヶ根市 カフェ駒ヶ根リビング サービス 飲食業 5%

113,577 長野県 駒ヶ根市 ヤマサン宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%

113,578 長野県 駒ヶ根市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋駒ヶ根インター店 サービス 飲食業 2%

113,579 長野県 駒ヶ根市 キガサワ サービス その他サービス 5%

113,580 長野県 駒ヶ根市 喜多方らーめんめんこい サービス 飲食業 5%

113,581 長野県 駒ヶ根市 ギフトギャラリーとしまや 小売業 その他小売 5%

113,582 長野県 駒ヶ根市 クォーク　駒ヶ根店 小売業 衣料品 5%

113,583 長野県 駒ヶ根市 クォーク　駒ヶ根店 小売業 衣料品 5%

113,584 長野県 駒ヶ根市 ＣＬＡＰ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

113,585 長野県 駒ヶ根市 セブン－イレブン駒ヶ根インター店 小売業 食料品 2%

113,586 長野県 駒ヶ根市 セブン－イレブン駒ヶ根上穂栄町店 小売業 食料品 2%

113,587 長野県 駒ヶ根市 駒ケ根北町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,588 長野県 駒ヶ根市 セブン－イレブン駒ケ根大徳原店 小売業 食料品 2%

113,589 長野県 駒ヶ根市 セブン－イレブン駒ケ根梨の木店 小売業 食料品 2%

113,590 長野県 駒ヶ根市 駒ヶ根バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,591 長野県 駒ヶ根市 セブン－イレブン駒ヶ根古田切店 小売業 食料品 2%

113,592 長野県 駒ヶ根市 駒ケ根南町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,593 長野県 駒ヶ根市 山野草の宿　二人静 サービス 飲食業 5%

113,594 長野県 駒ヶ根市 信州駒ケ根いちご園 小売業 食料品 5%

113,595 長野県 駒ヶ根市 生月 小売業 食料品 5%

113,596 長野県 駒ヶ根市 セルフ西駒店 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,597 長野県 駒ヶ根市 タック 小売業 電化製品 5%

113,598 長野県 駒ヶ根市 中央アルプス花の道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,599 長野県 駒ヶ根市 ティブロン 小売業 電化製品 5%

113,600 長野県 駒ヶ根市 ＴｏｔａｌＲｅｐａｉｒ　バントヴェルカー サービス その他サービス 2%

113,601 長野県 駒ヶ根市 中沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,602 長野県 駒ヶ根市 中島屋洋品店 小売業 衣料品 5%

113,603 長野県 駒ヶ根市 長野看護大学生協　　ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

113,604 長野県 駒ヶ根市 長野トヨタ自動車駒ケ根トヨタ自動車 小売業 その他小売 5%

113,605 長野県 駒ヶ根市 和みの湯宿なかやま サービス 宿泊業 5%

113,606 長野県 駒ヶ根市 南部燃料油配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,607 長野県 駒ヶ根市 ニシザワ福岡食彩館 小売業 食料品 5%

113,608 長野県 駒ヶ根市 ニシザワベルシャイン駒ヶ根店 小売業 その他小売 5%

113,609 長野県 駒ヶ根市 ＮＥＷ駒ヶ根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,610 長野県 駒ヶ根市 バグース！ サービス その他サービス 5%
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113,611 長野県 駒ヶ根市 ｂｉｅｎｂｉｅｎ サービス 飲食業 5%

113,612 長野県 駒ヶ根市 ふとんのオクムラ 小売業 家具・調度品 5%

113,613 長野県 駒ヶ根市 フラワーロード駒ケ岳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,614 長野県 駒ヶ根市 フラワーロード駒ケ岳セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,615 長野県 駒ヶ根市 ブルーポイント 小売業 衣料品 5%

113,616 長野県 駒ヶ根市 フローリスト むかしや サービス その他サービス 5%

113,617 長野県 駒ヶ根市 Ｈａｉｒ　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｌｉａｎ サービス 理容・美容業 5%

113,618 長野県 駒ヶ根市 ボディーショップキガサワ サービス その他サービス 5%

113,619 長野県 駒ヶ根市 Ｍａｒｇａｒｉｎ 小売業 衣料品 5%

113,620 長野県 駒ヶ根市 マクドナルド駒ヶ根ベルシャイン店 サービス 飲食業 2%

113,621 長野県 駒ヶ根市 マルトシ駅前駒ヶ根店 小売業 その他小売 5%

113,622 長野県 駒ヶ根市 万葉 サービス 飲食業 5%

113,623 長野県 駒ヶ根市 合資会社　三澤電気商会 小売業 電化製品 5%

113,624 長野県 駒ヶ根市 南信州ビール　味わい工房 サービス 飲食業 5%

113,625 長野県 駒ヶ根市 メガネストアー駒ヶ根 小売業 その他小売 5%

113,626 長野県 駒ヶ根市 メガネストアー駒ヶ根店 小売業 その他小売 5%

113,627 長野県 駒ヶ根市 モデルショップ　サンライズ 小売業 その他小売 5%

113,628 長野県 駒ヶ根市 有限会社　馬見塚旅館 サービス 宿泊業 5%

113,629 長野県 駒ヶ根市 ＲＩＤＧＥＬＩＮＥ 小売業 その他小売 5%

113,630 長野県 小諸市 うまいもんや ちゃんちき サービス 飲食業 5%

113,631 長野県 小諸市 エースカメラ 小売業 電化製品 5%

113,632 長野県 小諸市 ａｂｏｘ　ａｂｏｘ 小売業 その他小売 5%

113,633 長野県 小諸市 エルコンパスセンター 小売業 電化製品 5%

113,634 長野県 小諸市 エルコンパス　ヤマザキ 小売業 電化製品 5%

113,635 長野県 小諸市 遠州家 サービス 飲食業 5%

113,636 長野県 小諸市 オヌマ家具店 小売業 家具・調度品 5%

113,637 長野県 小諸市 オプティカルワークスコミヤマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

113,638 長野県 小諸市 株式会社オートメカ・エフケイ サービス その他サービス 5%

113,639 長野県 小諸市 木内石油 小諸南給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,640 長野県 小諸市 ギャラリーまきの サービス その他サービス 5%

113,641 長野県 小諸市 牛角小諸店 サービス 飲食業 2%

113,642 長野県 小諸市 くすりのほしまん小諸八満店 小売業 その他小売 5%

113,643 長野県 小諸市 靴のアゲハヤ 小売業 衣料品 5%

113,644 長野県 小諸市 粂屋 サービス 宿泊業 5%

113,645 長野県 小諸市 蔵の粉屋　大西製粉 小売業 食料品 5%

113,646 長野県 小諸市 クレッセント サービス 飲食業 5%

113,647 長野県 小諸市 ご馳走家　火付盗賊 サービス 飲食業 5%

113,648 長野県 小諸市 セブン－イレブン小諸芦原店 小売業 食料品 2%

113,649 長野県 小諸市 セブン－イレブン小諸柏木店 小売業 食料品 2%

113,650 長野県 小諸市 小諸グランドキャッスルホテル サービス 宿泊業 5%

113,651 長野県 小諸市 小諸高原病院売店 小売業 その他小売 5%

113,652 長野県 小諸市 セブン－イレブン小諸小原店 小売業 食料品 2%
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113,653 長野県 小諸市 セブン－イレブン小諸新家店 小売業 食料品 2%

113,654 長野県 小諸市 セブン－イレブン小諸店 小売業 食料品 2%

113,655 長野県 小諸市 小諸なる小宮山酒店  有 小宮山商店 小売業 食料品 5%

113,656 長野県 小諸市 セブン－イレブン小諸八満店 小売業 食料品 2%

113,657 長野県 小諸市 小諸八満ほしまん薬局 小売業 その他小売 5%

113,658 長野県 小諸市 セブン－イレブン小諸御影新田店 小売業 食料品 2%

113,659 長野県 小諸市 セブン－イレブン小諸御影店 小売業 食料品 2%

113,660 長野県 小諸市 セブン－イレブン小諸水押店 小売業 食料品 2%

113,661 長野県 小諸市 セブン－イレブン小諸三岡店 小売業 食料品 2%

113,662 長野県 小諸市 セブン－イレブン小諸三和１丁目店 小売業 食料品 2%

113,663 長野県 小諸市 小諸南町 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,664 長野県 小諸市 セブン－イレブン小諸南町店 小売業 食料品 2%

113,665 長野県 小諸市 セブン－イレブン小諸耳取店 小売業 食料品 2%

113,666 長野県 小諸市 近藤サイクル　近藤サイクル 小売業 その他小売 5%

113,667 長野県 小諸市 佐藤自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

113,668 長野県 小諸市 Ｓａｌｏｎ’ｄｅ　ＰＡＴＣＨ サービス 理容・美容業 5%

113,669 長野県 小諸市 章文堂 小売業 その他小売 5%

113,670 長野県 小諸市 シルバーオート 小売業 その他小売 5%

113,671 長野県 小諸市 セゾン　Ａ 小売業 衣料品 5%

113,672 長野県 小諸市 そば蔵　丁子庵 サービス 飲食業 5%

113,673 長野県 小諸市 そば蔵　丁子庵 サービス 飲食業 5%

113,674 長野県 小諸市 そば七 サービス 飲食業 5%

113,675 長野県 小諸市 高峰高原ホテル サービス 宿泊業 5%

113,676 長野県 小諸市 だんとコーヒー サービス 飲食業 5%

113,677 長野県 小諸市 中華杏亭 サービス 飲食業 5%

113,678 長野県 小諸市 Ｔｅｒｒｅ　ｄｅ　ｃｉｅｌ 小売業 食料品 5%

113,679 長野県 小諸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ小諸店 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,680 長野県 小諸市 中棚荘 サービス 宿泊業 5%

113,681 長野県 小諸市 長野トヨタ自動車小諸店 小売業 その他小売 5%

113,682 長野県 小諸市 長野トヨペット小諸店 小売業 その他小売 5%

113,683 長野県 小諸市 長野日野自動車小諸支店 小売業 その他小売 5%

113,684 長野県 小諸市 ニッセンシェイプファンデ　ベティブープ 小売業 衣料品 5%

113,685 長野県 小諸市 ニュー小諸ＳＳ　北信米油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,686 長野県 小諸市 ＨＵＧ　ＴＡＰ　ＲＯＯＭ サービス 飲食業 5%

113,687 長野県 小諸市 橋詰理容館 サービス 理容・美容業 5%

113,688 長野県 小諸市 パナメイト　タケハナ 小売業 電化製品 5%

113,689 長野県 小諸市 菱野温泉　薬師館 サービス 宿泊業 5%

113,690 長野県 小諸市 菱野温泉常盤館 サービス 宿泊業 5%

113,691 長野県 小諸市 ピッツエリア小諸店 サービス 飲食業 5%

113,692 長野県 小諸市 雲雀亭 サービス 飲食業 5%

113,693 長野県 小諸市 ビューティスペースＲＩＢＯＮ サービス 理容・美容業 5%

113,694 長野県 小諸市 美容室　ちゃちゃ サービス 理容・美容業 5%
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113,695 長野県 小諸市 ４ｌｅｇｓ 小売業 家具・調度品 5%

113,696 長野県 小諸市 有限会社富士屋醸造 小売業 食料品 5%

113,697 長野県 小諸市 マクドナルド１８号小諸店 サービス 飲食業 2%

113,698 長野県 小諸市 麺賊　夢我夢中 サービス 飲食業 5%

113,699 長野県 小諸市 麺賊 夢我夢中 本店 サービス 飲食業 5%

113,700 長野県 小諸市 焼肉の家　マルコポーロ　小諸店 サービス 飲食業 5%

113,701 長野県 小諸市 有限会社小諸動物病院 サービス その他サービス 5%

113,702 長野県 小諸市 有限会社タマオートスクエア 小売業 その他小売 5%

113,703 長野県 小諸市 りんご家ＳＵＫＥＧＡＷＡ サービス その他サービス 5%

113,704 長野県 小諸市 レストラン車留夢・兎月 サービス 飲食業 5%

113,705 長野県 坂城町 あすなろサービス長野出張所 小売業 その他小売 5%

113,706 長野県 坂城町 出光村上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,707 長野県 坂城町 Ａ・コープ　びんぐし店 小売業 その他小売 5%

113,708 長野県 坂城町 川島モータース 小売業 その他小売 5%

113,709 長野県 坂城町 広栄ペイント株式会社 小売業 その他小売 5%

113,710 長野県 坂城町 坂城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,711 長野県 坂城町 坂城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,712 長野県 坂城町 セブン－イレブン坂城中之条店 小売業 食料品 2%

113,713 長野県 坂城町 セブン－イレブン坂城南条店 小売業 食料品 2%

113,714 長野県 坂城町 セブン－イレブン坂城村上店 小売業 食料品 2%

113,715 長野県 坂城町 セブン－イレブン坂城四ツ屋店 小売業 食料品 2%

113,716 長野県 坂城町 セブン－イレブン千曲川さかきＰＡ下り店 小売業 食料品 2%

113,717 長野県 坂城町 セブン－イレブン千曲川さかきＰＡ上り店 小売業 食料品 2%

113,718 長野県 坂城町 中之条セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,719 長野県 坂城町 新田醸造 小売業 食料品 5%

113,720 長野県 坂城町 パルみやじま 小売業 電化製品 5%

113,721 長野県 坂城町 山根屋書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

113,722 長野県 坂城町 有限会社鈴木商会 小売業 その他小売 5%

113,723 長野県 佐久市 アイテック サービス その他サービス 5%

113,724 長野県 佐久市 ＡＩｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

113,725 長野県 佐久市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｌａｇ佐久 サービス 理容・美容業 5%

113,726 長野県 佐久市 あけぼのラジオ 小売業 電化製品 5%

113,727 長野県 佐久市 浅科ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,728 長野県 佐久市 セブン－イレブン浅科バイパス店 小売業 食料品 2%

113,729 長野県 佐久市 セブン－イレブン浅科八幡店 小売業 食料品 2%

113,730 長野県 佐久市 朝日オーム株式会社 サービス その他サービス 5%

113,731 長野県 佐久市 浅間佐久自動車学校 サービス その他サービス 5%

113,732 長野県 佐久市 安土倍組 小売業 その他小売 5%

113,733 長野県 佐久市 炙り屋銀次 サービス 飲食業 5%

113,734 長野県 佐久市 ＡＲＴＥＭＩＳ 小売業 その他小売 5%

113,735 長野県 佐久市 アルファト－ヨ－住器 小売業 その他小売 2%

113,736 長野県 佐久市 アルプスデンキ 小売業 電化製品 5%
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113,737 長野県 佐久市 Ｒ－Ｆｌｏｏｒ　ＲＯＧＵＥ サービス 飲食業 5%

113,738 長野県 佐久市 メガネのイタガキ　イオンモール佐久平店 小売業 その他小売 5%

113,739 長野県 佐久市 一萬里ホテルゴールデンセンチュリー サービス 宿泊業 5%

113,740 長野県 佐久市 一休さんのはなおか佐久店 小売業 その他小売 5%

113,741 長野県 佐久市 出光青沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,742 長野県 佐久市 出光上田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,743 長野県 佐久市 出光軽井沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,744 長野県 佐久市 出光小諸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,745 長野県 佐久市 出光佐久野沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,746 長野県 佐久市 出光望月ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,747 長野県 佐久市 イル－シ－３００　佐久平店 小売業 衣料品 5%

113,748 長野県 佐久市 ヴィーナスコート佐久平 サービス 飲食業 5%

113,749 長野県 佐久市 ヴィーナスコート佐久平 サービス 飲食業 5%

113,750 長野県 佐久市 セブン－イレブン臼田田口店 小売業 食料品 2%

113,751 長野県 佐久市 臼田バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,752 長野県 佐久市 臼田バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,753 長野県 佐久市 臼田ほしまん薬局 小売業 その他小売 5%

113,754 長野県 佐久市 内山峡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,755 長野県 佐久市 ウルフローブ 小売業 衣料品 5%

113,756 長野県 佐久市 ＦＰ事務所ｆ－ｄｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

113,757 長野県 佐久市 エムズライン サービス その他サービス 5%

113,758 長野県 佐久市 エルコンパス　アマリ 小売業 電化製品 5%

113,759 長野県 佐久市 おいまつえん サービス その他サービス 5%

113,760 長野県 佐久市 大阪屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

113,761 長野県 佐久市 大司治療院 サービス 理容・美容業 5%

113,762 長野県 佐久市 オートライフ塩沢佐久店ＳＳ　株式会社塩沢産業 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,763 長野県 佐久市 オフィス４０３ 小売業 その他小売 5%

113,764 長野県 佐久市 オリジナルシルバー　工房浮草 小売業 貴金属・服飾品 5%

113,765 長野県 佐久市 オリックスレンタカー佐久店 サービス その他サービス 2%

113,766 長野県 佐久市 柏屋旅館 サービス その他サービス 5%

113,767 長野県 佐久市 柏屋旅館 サービス 宿泊業 5%

113,768 長野県 佐久市 家族想邸宅みつわ サービス その他サービス 5%

113,769 長野県 佐久市 家族想邸宅みつわ サービス その他サービス 5%

113,770 長野県 佐久市 株式会社丸喜 小売業 貴金属・服飾品 5%

113,771 長野県 佐久市 カレーハウスココ壱番屋佐久ステーションパーク店 サービス 飲食業 2%

113,772 長野県 佐久市 河合塾マナビス佐久平駅前校 サービス その他サービス 2%

113,773 長野県 佐久市 木内石油 小田井給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,774 長野県 佐久市 木内石油 佐久第一給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,775 長野県 佐久市 木内石油 佐久第二給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,776 長野県 佐久市 牛角佐久平店 サービス 飲食業 2%

113,777 長野県 佐久市 きらら動物クリニック サービス その他サービス 5%

113,778 長野県 佐久市 串庵　こうじや サービス 飲食業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

113,779 長野県 佐久市 くすりのほしまん　佐久中央店 小売業 その他小売 5%

113,780 長野県 佐久市 くすりのほしまん臼田店 小売業 その他小売 5%

113,781 長野県 佐久市 くすりのほしまん佐久中央店 小売業 その他小売 5%

113,782 長野県 佐久市 くすりのほしまん佐久中央店 小売業 その他小売 5%

113,783 長野県 佐久市 くつろぎイタリアンほのＢｕｏｎｏ サービス 飲食業 5%

113,784 長野県 佐久市 くつろぎイタリアンほのＢｕｏｎｏ サービス 飲食業 5%

113,785 長野県 佐久市 クリーニングひまわり サービス その他サービス 5%

113,786 長野県 佐久市 黒沢電機 小売業 電化製品 5%

113,787 長野県 佐久市 クロワサンス サービス 飲食業 5%

113,788 長野県 佐久市 ［ＨＣ］こうず電器 小売業 電化製品 5%

113,789 長野県 佐久市 サイクルショップリンテーヂ 小売業 その他小売 5%

113,790 長野県 佐久市 セブン－イレブン佐久新子田店 小売業 食料品 2%

113,791 長野県 佐久市 セブン－イレブン佐久石神店 小売業 食料品 2%

113,792 長野県 佐久市 セブン－イレブン佐久岩村田相生店 小売業 食料品 2%

113,793 長野県 佐久市 セブン－イレブン佐久岩村田店 小売業 食料品 2%

113,794 長野県 佐久市 セブン－イレブン佐久インター店 小売業 食料品 2%

113,795 長野県 佐久市 セブン－イレブン佐久インター西店 小売業 食料品 2%

113,796 長野県 佐久市 セブン－イレブン佐久臼田店 小売業 食料品 2%

113,797 長野県 佐久市 セブン－イレブン佐久駒場公園前店 小売業 食料品 2%

113,798 長野県 佐久市 セブン－イレブン佐久平駅北店 小売業 食料品 2%

113,799 長野県 佐久市 佐久平カードダミー 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,800 長野県 佐久市 佐久中央ほしまん薬局 小売業 その他小売 5%

113,801 長野県 佐久市 佐久伴野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,802 長野県 佐久市 セブン－イレブン佐久中込駅前店 小売業 食料品 2%

113,803 長野県 佐久市 セブン－イレブン佐久中込中央店 小売業 食料品 2%

113,804 長野県 佐久市 セブン－イレブン佐久中込店 小売業 食料品 2%

113,805 長野県 佐久市 セブン－イレブン佐久長土呂店 小売業 食料品 2%

113,806 長野県 佐久市 セブン－イレブン佐久根々井店 小売業 食料品 2%

113,807 長野県 佐久市 セブン－イレブン佐久野沢店 小売業 食料品 2%

113,808 長野県 佐久市 セブン－イレブン佐久野沢西店 小売業 食料品 2%

113,809 長野県 佐久市 メガネのイタガキ　佐久本店 小売業 その他小売 5%

113,810 長野県 佐久市 セブン－イレブン佐久南インター店 小売業 食料品 2%

113,811 長野県 佐久市 桜井テレビ商会 小売業 電化製品 5%

113,812 長野県 佐久市 酒処　ねこまんま サービス 飲食業 5%

113,813 長野県 佐久市 Ｓａｌｏｎ　輝 サービス その他サービス 5%

113,814 長野県 佐久市 じぱんぐ美容室 サービス 理容・美容業 5%

113,815 長野県 佐久市 シャレニー佐久店 サービス その他サービス 5%

113,816 長野県 佐久市 ＳＨＯＥＳ．ｍｏａ 小売業 衣料品 5%

113,817 長野県 佐久市 シューマート　佐久平店 小売業 衣料品 5%

113,818 長野県 佐久市 ＳＹＲＩＮＧ 小売業 衣料品 5%

113,819 長野県 佐久市 新海タクシー　５５ サービス 運輸業 5%

113,820 長野県 佐久市 セブン－イレブン信州望月店 小売業 食料品 2%
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113,821 長野県 佐久市 鮨Ｄｉｎｉｎｇ庵地杜 サービス 飲食業 5%

113,822 長野県 佐久市 すたみな太郎　佐久店 サービス 飲食業 5%

113,823 長野県 佐久市 セルフ野沢北店 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,824 長野県 佐久市 武重本家酒造小売部 小売業 食料品 5%

113,825 長野県 佐久市 たちばな佐久店 小売業 衣料品 5%

113,826 長野県 佐久市 暖家　望月店 サービス 飲食業 5%

113,827 長野県 佐久市 千曲商会 小売業 その他小売 5%

113,828 長野県 佐久市 中国料理 山水 サービス 飲食業 5%

113,829 長野県 佐久市 電化センター　ヤナギサワ 小売業 電化製品 5%

113,830 長野県 佐久市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ佐久ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,831 長野県 佐久市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ佐久中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,832 長野県 佐久市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ佐久インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,833 長野県 佐久市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ野沢店 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,834 長野県 佐久市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ望月ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,835 長野県 佐久市 トマトード サービス その他サービス 5%

113,836 長野県 佐久市 トヨタレンタリース長野佐久平駅前店 サービス その他サービス 2%

113,837 長野県 佐久市 トラットリア　ＳＩＮ サービス 飲食業 5%

113,838 長野県 佐久市 鶏バルワインのぐっさん サービス 飲食業 5%

113,839 長野県 佐久市 中込ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,840 長野県 佐久市 長野トヨタ自動車ＧＲＧａｒａｇｅ長野 小売業 その他小売 5%

113,841 長野県 佐久市 長野トヨタ自動車佐久店 小売業 その他小売 5%

113,842 長野県 佐久市 長野トヨタ自動車チューカーボックス佐久店 小売業 その他小売 5%

113,843 長野県 佐久市 長野トヨペット佐久店 小売業 その他小売 5%

113,844 長野県 佐久市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・Ｒｉａｎｇ 小売業 衣料品 5%

113,845 長野県 佐久市 ニッセンシェイプファンデサロンＹｕｉ 小売業 衣料品 5%

113,846 長野県 佐久市 ニッセンシェイプファンデサロンＲＯＣＣＡ 小売業 衣料品 5%

113,847 長野県 佐久市 Ｎａｉｌ＆Ｂｅａｕｔｙ　クリスタル サービス 理容・美容業 5%

113,848 長野県 佐久市 農家の店大地　佐久店 小売業 その他小売 5%

113,849 長野県 佐久市 バックステージ佐久平店 小売業 貴金属・服飾品 5%

113,850 長野県 佐久市 はなおか　野沢店 小売業 衣料品 5%

113,851 長野県 佐久市 Ｐａｒａｄｅ佐久店 小売業 その他小売 5%

113,852 長野県 佐久市 Ｂａｍｂｉｎａ（バンビーナ） サービス 飲食業 5%

113,853 長野県 佐久市 ＰＳ代行ドライビングサービス２１５ サービス 運輸業 5%

113,854 長野県 佐久市 ＰＳ代行ドライビングサービス２１３ サービス 運輸業 5%

113,855 長野県 佐久市 ＰＳ代行ドライビングサービス２１２ サービス 運輸業 5%

113,856 長野県 佐久市 美容室チャンティ サービス 理容・美容業 5%

113,857 長野県 佐久市 ｐｉｌｌｉｎｇ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

113,858 長野県 佐久市 Ｆｉｋａ サービス 理容・美容業 5%

113,859 長野県 佐久市 フィッツＯＮＥ サービス その他サービス 5%

113,860 長野県 佐久市 フェリーチェ サービス 理容・美容業 5%

113,861 長野県 佐久市 ｆｅｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

113,862 長野県 佐久市 ｆｅｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%
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113,863 長野県 佐久市 布施ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,864 長野県 佐久市 古間ラジオテレビ商会 小売業 電化製品 5%

113,865 長野県 佐久市 プロショップシャミル サービス その他サービス 5%

113,866 長野県 佐久市 Ｆｕｗａｌｙ サービス 理容・美容業 5%

113,867 長野県 佐久市 ヘアメイク　ドゥプロ サービス 理容・美容業 5%

113,868 長野県 佐久市 ヘアメイクサロン慧比須 サービス 理容・美容業 5%

113,869 長野県 佐久市 平安堂佐久インターウェーブ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

113,870 長野県 佐久市 ｐａｙｆｏｒｗａｒｄ 小売業 衣料品 5%

113,871 長野県 佐久市 ペトロ佐久平店 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,872 長野県 佐久市 ベリーベリースープ紅屋 サービス 飲食業 5%

113,873 長野県 佐久市 ホームバザー　佐久店 小売業 その他小売 5%

113,874 長野県 佐久市 マクドナルドイオンモール佐久平店 サービス 飲食業 2%

113,875 長野県 佐久市 マクドナルド佐久インター店 サービス 飲食業 2%

113,876 長野県 佐久市 マスタカスポーツ　中込店 小売業 その他小売 5%

113,877 長野県 佐久市 マスタカスポーツ　佐久平店 小売業 その他小売 5%

113,878 長野県 佐久市 マルゴ電器設備 小売業 電化製品 5%

113,879 長野県 佐久市 ミシンのももい 小売業 電化製品 5%

113,880 長野県 佐久市 ミツワデンキ 小売業 電化製品 5%

113,881 長野県 佐久市 みどりや 小売業 食料品 5%

113,882 長野県 佐久市 めがねタイム 小売業 その他小売 5%

113,883 長野県 佐久市 メガネの板垣　佐久野沢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

113,884 長野県 佐久市 メガネの板垣　佐久本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

113,885 長野県 佐久市 メンズ　ヘアー　コマムラ サービス 理容・美容業 5%

113,886 長野県 佐久市 望月温泉みどりの村 サービス 宿泊業 5%

113,887 長野県 佐久市 望月ハイヤー　３ サービス 運輸業 5%

113,888 長野県 佐久市 焼肉の家　マルコポーロ　佐久中込店 サービス 飲食業 5%

113,889 長野県 佐久市 ヤンキー　佐久平店 小売業 衣料品 5%

113,890 長野県 佐久市 ヤンキー本店 小売業 衣料品 5%

113,891 長野県 佐久市 ゆい自然農園 サービス 飲食業 5%

113,892 長野県 佐久市 （有）小平電化サービス 小売業 電化製品 5%

113,893 長野県 佐久市 有限会社佐久オートエンジニア サービス その他サービス 5%

113,894 長野県 佐久市 岩村田ＳＳ　有限会社佐久燃料 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,895 長野県 佐久市 有限会社フェニックス自動車 サービス その他サービス 5%

113,896 長野県 佐久市 ＲＩＳＥ　ＧＡＲＡＧＥ サービス その他サービス 5%

113,897 長野県 佐久市 ライフ越中屋 小売業 その他小売 5%

113,898 長野県 佐久市 Ｌａ・ｒｉｍａｒ サービス 理容・美容業 5%

113,899 長野県 佐久市 リシェリエ　佐久平店 小売業 衣料品 5%

113,900 長野県 佐久市 リゾートアイランド　佐久平店 小売業 衣料品 5%

113,901 長野県 佐久市 ハワイアンロミロミサロンｌｕｌｕｍａｌｕ サービス 理容・美容業 5%

113,902 長野県 佐久市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　さんざ サービス 飲食業 5%

113,903 長野県 佐久市 レストランマルシェ サービス 飲食業 5%

113,904 長野県 佐久市 和食屋あい膳 サービス 飲食業 5%
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113,905 長野県 佐久穂町 セブン－イレブン佐久穂町店 小売業 食料品 2%

113,906 長野県 佐久穂町 佐久町宿岩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,907 長野県 佐久穂町 山村テラス サービス その他サービス 5%

113,908 長野県 佐久穂町 嶋屋住設株式会社 サービス その他サービス 5%

113,909 長野県 佐久穂町 須田農園 小売業 食料品 5%

113,910 長野県 佐久穂町 ニッセンシェイプファンデサロンウィングス 小売業 衣料品 5%

113,911 長野県 佐久穂町 ファッションハウスあさかわ 小売業 衣料品 5%

113,912 長野県 佐久穂町 八千穂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,913 長野県 佐久穂町 りんごやＳＵＤＡ サービス 飲食業 5%

113,914 長野県 塩尻市 エスエルイー サービス 運輸業 5%

113,915 長野県 塩尻市 秋吉　塩尻広丘店 サービス 飲食業 5%

113,916 長野県 塩尻市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｕｋａ塩尻 サービス 理容・美容業 5%

113,917 長野県 塩尻市 あさひ館 サービス 宿泊業 5%

113,918 長野県 塩尻市 あっぷるぐりむ　塩尻北インター店 サービス 飲食業 5%

113,919 長野県 塩尻市 アトリエ　ナンフェア 小売業 食料品 5%

113,920 長野県 塩尻市 アビックオザワ 小売業 電化製品 5%

113,921 長野県 塩尻市 アロマテラピーサロン　木乃香 サービス その他サービス 5%

113,922 長野県 塩尻市 １９ショップ 小売業 衣料品 5%

113,923 長野県 塩尻市 出光塩尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,924 長野県 塩尻市 ｖｉｖｉ　Ａｉｌｅｓ塩尻広丘店 サービス 理容・美容業 5%

113,925 長野県 塩尻市 ゑちごや旅館 サービス その他サービス 5%

113,926 長野県 塩尻市 オートショップアオ サービス その他サービス 5%

113,927 長野県 塩尻市 オギノ塩尻店 小売業 衣料品 5%

113,928 長野県 塩尻市 おしゃれショップ　ヒラカワ 小売業 その他小売 5%

113,929 長野県 塩尻市 御宿　伊勢屋 サービス 宿泊業 5%

113,930 長野県 塩尻市 御宿伊勢屋　御宿伊勢屋 サービス 宿泊業 5%

113,931 長野県 塩尻市 オリックスレンタカー塩尻店 サービス その他サービス 2%

113,932 長野県 塩尻市 カーショップ　Ｎエース 小売業 その他小売 5%

113,933 長野県 塩尻市 片丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,934 長野県 塩尻市 片丘北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,935 長野県 塩尻市 カーテンショップゆうあい 小売業 家具・調度品 5%

113,936 長野県 塩尻市 株式会社マルシン 小売業 その他小売 5%

113,937 長野県 塩尻市 株式会社ヤマサ　学園通り給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,938 長野県 塩尻市 カラマツトレイン塩尻店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

113,939 長野県 塩尻市 カルビ屋三夢塩尻店 サービス 飲食業 5%

113,940 長野県 塩尻市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋塩尻大門並木町店 サービス 飲食業 2%

113,941 長野県 塩尻市 革道工房 小売業 衣料品 5%

113,942 長野県 塩尻市 桔梗ケ原　武居電器 小売業 電化製品 5%

113,943 長野県 塩尻市 北小野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,944 長野県 塩尻市 木下商店ちごちご店 小売業 食料品 5%

113,945 長野県 塩尻市 牛角塩尻店 サービス 飲食業 2%

113,946 長野県 塩尻市 串坊 サービス 飲食業 5%
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113,947 長野県 塩尻市 ｃｒｅａｔｕｒｕ 小売業 その他小売 5%

113,948 長野県 塩尻市 ケア移送サービスしえんた サービス 運輸業 5%

113,949 長野県 塩尻市 湖月堂　湖月堂 小売業 その他小売 5%

113,950 長野県 塩尻市 サロン・ド・Ｌａｐｉｓ 小売業 衣料品 5%

113,951 長野県 塩尻市 ＳＵＮＰＲＯ 小売業 その他小売 5%

113,952 長野県 塩尻市 シェフが恋した塩尻野菜のスープ 小売業 食料品 5%

113,953 長野県 塩尻市 セブン－イレブン塩尻大小屋店 小売業 食料品 2%

113,954 長野県 塩尻市 セブン－イレブン塩尻木曽平沢店 小売業 食料品 2%

113,955 長野県 塩尻市 セブン－イレブン塩尻北小野店 小売業 食料品 2%

113,956 長野県 塩尻市 塩尻市灯油配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,957 長野県 塩尻市 セブン－イレブン塩尻洗馬店 小売業 食料品 2%

113,958 長野県 塩尻市 塩尻第一 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,959 長野県 塩尻市 セブン－イレブン塩尻高出店 小売業 食料品 2%

113,960 長野県 塩尻市 塩尻灯油配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,961 長野県 塩尻市 セブン－イレブン塩尻並木町店 小売業 食料品 2%

113,962 長野県 塩尻市 塩尻東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,963 長野県 塩尻市 セブン－イレブン塩尻日ノ出町店 小売業 食料品 2%

113,964 長野県 塩尻市 セブン－イレブン塩尻広丘野村店 小売業 食料品 2%

113,965 長野県 塩尻市 セブン－イレブン塩尻広丘吉田店 小売業 食料品 2%

113,966 長野県 塩尻市 セブン－イレブン塩尻牧野店 小売業 食料品 2%

113,967 長野県 塩尻市 セブン－イレブン塩尻吉田原店 小売業 食料品 2%

113,968 長野県 塩尻市 十字屋 小売業 衣料品 5%

113,969 長野県 塩尻市 じゅうじや本店 小売業 衣料品 5%

113,970 長野県 塩尻市 城取うるし工芸　木曽本店 小売業 その他小売 5%

113,971 長野県 塩尻市 信州アルプス大学校 サービス その他サービス 5%

113,972 長野県 塩尻市 信州健康ランド サービス 宿泊業 5%

113,973 長野県 塩尻市 心創 小売業 衣料品 5%

113,974 長野県 塩尻市 Ｓｗｅｅｔ　Ｃｈａｒｍ 小売業 その他小売 5%

113,975 長野県 塩尻市 すがの旅館 サービス その他サービス 5%

113,976 長野県 塩尻市 洗馬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,977 長野県 塩尻市 洗馬配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,978 長野県 塩尻市 セルフ塩尻 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,979 長野県 塩尻市 たちばな塩尻ＧＡＺＡ店 小売業 衣料品 5%

113,980 長野県 塩尻市 タミヤロボットスクール塩尻 サービス その他サービス 5%

113,981 長野県 塩尻市 ちえてらすコンサルティング サービス その他サービス 5%

113,982 長野県 塩尻市 中華レスト破天荒 サービス 飲食業 5%

113,983 長野県 塩尻市 中信会館 サービス 飲食業 5%

113,984 長野県 塩尻市 中部家具ホームセンター 小売業 家具・調度品 5%

113,985 長野県 塩尻市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　塩尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

113,986 長野県 塩尻市 友絵工房 小売業 その他小売 5%

113,987 長野県 塩尻市 友絵工房 小売業 家具・調度品 5%

113,988 長野県 塩尻市 トヨタカローラ南信塩尻店 小売業 その他小売 5%
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113,989 長野県 塩尻市 トヨタレンタリース長野塩尻駅前店 サービス その他サービス 2%

113,990 長野県 塩尻市 ボアソルチ塩尻店 サービス その他サービス 5%

113,991 長野県 塩尻市 長野トヨタ自動車塩尻店 小売業 その他小売 5%

113,992 長野県 塩尻市 長野トヨペット塩尻店 小売業 その他小売 5%

113,993 長野県 塩尻市 ニッセンシェイプファンデ・サロン　シルク 小売業 衣料品 5%

113,994 長野県 塩尻市 温 小売業 貴金属・服飾品 5%

113,995 長野県 塩尻市 ノセメガネ　広丘店 小売業 貴金属・服飾品 5%

113,996 長野県 塩尻市 ノセ眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

113,997 長野県 塩尻市 有限会社野田屋 小売業 食料品 5%

113,998 長野県 塩尻市 ノムラデンキ 小売業 電化製品 5%

113,999 長野県 塩尻市 Ｈａｒｌｅｙ　Ｄａｖｉｄｓｏｎ　Ｎａｇａｎｏ 小売業 その他小売 5%

114,000 長野県 塩尻市 はだ生花店 小売業 その他小売 5%

114,001 長野県 塩尻市 花野屋　花野屋　宿場店 小売業 その他小売 5%

114,002 長野県 塩尻市 花野屋　花野屋本店 小売業 その他小売 5%

114,003 長野県 塩尻市 花野屋 サービス その他サービス 5%

114,004 長野県 塩尻市 Ｂｅａｎｓ　ｃａｆｅ　３号店 小売業 食料品 5%

114,005 長野県 塩尻市 平出家具 小売業 家具・調度品 5%

114,006 長野県 塩尻市 セブン－イレブン広丘駅前店 小売業 食料品 2%

114,007 長野県 塩尻市 ＨＩＲＯＯＫＡ　本店 小売業 その他小売 5%

114,008 長野県 塩尻市 ブーランジェリー カフェ セドル サービス 飲食業 5%

114,009 長野県 塩尻市 ＢｏｕｔｉｑｕｅＪＵＪＩＹＡ 小売業 衣料品 5%

114,010 長野県 塩尻市 ヘア?スタジオｗｉｎ サービス 理容・美容業 5%

114,011 長野県 塩尻市 ヘアーメイクリリー サービス 理容・美容業 5%

114,012 長野県 塩尻市 平安堂　塩尻店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

114,013 長野県 塩尻市 平安堂　塩尻広丘店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

114,014 長野県 塩尻市 平和自動車 サービス その他サービス 5%

114,015 長野県 塩尻市 ペットサロンＣＯＲＩＥ サービス その他サービス 5%

114,016 長野県 塩尻市 ペット火葬の久遠 サービス その他サービス 5%

114,017 長野県 塩尻市 ペットの店こいけ ペットの店こいけ 小売業 その他小売 5%

114,018 長野県 塩尻市 ペットの店こいけ 小売業 その他小売 5%

114,019 長野県 塩尻市 ホンダ．モトピット．ヒオキ 小売業 その他小売 5%

114,020 長野県 塩尻市 マクドナルド１９号塩尻店 サービス 飲食業 2%

114,021 長野県 塩尻市 マクドナルド１９号塩尻広丘店 サービス 飲食業 2%

114,022 長野県 塩尻市 三澤珈琲　塩尻店 小売業 食料品 5%

114,023 長野県 塩尻市 みなと喫茶部　みなと喫茶部 サービス 飲食業 5%

114,024 長野県 塩尻市 ミムラオート サービス その他サービス 5%

114,025 長野県 塩尻市 ＭＩＮＧＬＥ サービス 飲食業 5%

114,026 長野県 塩尻市 ＭＵＵ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ サービス その他サービス 5%

114,027 長野県 塩尻市 メガネストアー塩尻 小売業 その他小売 5%

114,028 長野県 塩尻市 メガネストアー塩尻店 小売業 その他小売 5%

114,029 長野県 塩尻市 本山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,030 長野県 塩尻市 モトラッド　長野 小売業 その他小売 5%
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114,031 長野県 塩尻市 モナミ美容室 サービス 理容・美容業 5%

114,032 長野県 塩尻市 株式会社山加荻村漆器店 サービス その他サービス 5%

114,033 長野県 塩尻市 有限会社アフターサービスタナカ 小売業 電化製品 5%

114,034 長野県 塩尻市 有限会社ジェイ・エフ・エイラク サービス その他サービス 5%

114,035 長野県 塩尻市 有限会社ムラカミ自動車 サービス その他サービス 5%

114,036 長野県 塩尻市 リボルト松本 サービス その他サービス 5%

114,037 長野県 塩尻市 レンタルトラックサービスことれん サービス 運輸業 5%

114,038 長野県 塩尻市 炉ばた焼うず潮 サービス 飲食業 5%

114,039 長野県 塩尻市 Ｒｏｍｐ サービス 理容・美容業 5%

114,040 長野県 信濃町 エナジーハウス富士里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,041 長野県 信濃町 オプトコバヤシ 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,042 長野県 信濃町 黒姫ライジングサンホテル サービス 宿泊業 5%

114,043 長野県 信濃町 セブン－イレブン信州信濃町野尻店 小売業 食料品 2%

114,044 長野県 信濃町 セブン－イレブン信州信濃町古間店 小売業 食料品 2%

114,045 長野県 信濃町 銘木一枚板工房信州・黒姫のとっこやさん サービス その他サービス 5%

114,046 長野県 信濃町 スピンネーカー サービス 理容・美容業 5%

114,047 長野県 信濃町 ＳＬＯＰＥＰＬＡＮＮＩＮＧ サービス その他サービス 5%

114,048 長野県 信濃町 第一スーパー　古間店 小売業 食料品 5%

114,049 長野県 信濃町 ＴＡＢＩＹＡＤＯＲａｎｔａｎ サービス その他サービス 5%

114,050 長野県 信濃町 野尻湖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,051 長野県 信濃町 バートンホテル サービス 宿泊業 5%

114,052 長野県 信濃町 ファームかずと 小売業 その他小売 5%

114,053 長野県 信濃町 ペンション　風のうた サービス 宿泊業 5%

114,054 長野県 信濃町 ペンション黒姫高原ふふはり亭 サービス 宿泊業 5%

114,055 長野県 信濃町 ペンション竜の子 サービス 宿泊業 5%

114,056 長野県 信濃町 ホテル　若月 サービス 宿泊業 5%

114,057 長野県 信濃町 ＷｈｉｔｅＴｒｅｅＬｏｄｇｅ サービス その他サービス 5%

114,058 長野県 信濃町 マウンテンリゾート・マルガンタ サービス 宿泊業 5%

114,059 長野県 信濃町 道の駅しなの 小売業 食料品 5%

114,060 長野県 信濃町 宮川旅館 サービス 宿泊業 5%

114,061 長野県 信濃町 やなぎさわ美容室 サービス 理容・美容業 5%

114,062 長野県 信濃町 ラボランドくろひめ ラボランドくろひめ サービス 宿泊業 5%

114,063 長野県 下條村 エルコンパス　ナカガワ 小売業 電化製品 5%

114,064 長野県 下條村 下　条 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,065 長野県 下條村 スーパーさかや 小売業 食料品 5%

114,066 長野県 下條村 仲川石材 サービス その他サービス 5%

114,067 長野県 下條村 ＮＡＧＡＮＯ２１’Ｓオリヤマ 小売業 電化製品 5%

114,068 長野県 下條村 浪漫の館月下美人 サービス 宿泊業 5%

114,069 長野県 下諏訪町 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｐａｇｅ下諏訪 サービス 理容・美容業 5%

114,070 長野県 下諏訪町 うなぎ林屋 サービス 飲食業 5%

114,071 長野県 下諏訪町 大野田酒店　おおのだ酒店 小売業 その他小売 5%

114,072 長野県 下諏訪町 割烹岩八鮨 サービス 飲食業 5%
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114,073 長野県 下諏訪町 株式会社花岡家具センター 小売業 家具・調度品 5%

114,074 長野県 下諏訪町 Ｃａｆｕｎｅ Ｃａｆｕｎｅ サービス 理容・美容業 5%

114,075 長野県 下諏訪町 上島住設 サービス その他サービス 5%

114,076 長野県 下諏訪町 栄寿司 サービス 飲食業 5%

114,077 長野県 下諏訪町 栄寿司 サービス 飲食業 5%

114,078 長野県 下諏訪町 サロン　Ｎａｃｈｉ 小売業 衣料品 5%

114,079 長野県 下諏訪町 サロンＮａｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

114,080 長野県 下諏訪町 セブン－イレブン下諏訪湖岸通り店 小売業 食料品 2%

114,081 長野県 下諏訪町 セブン－イレブン下諏訪湖浜店 小売業 食料品 2%

114,082 長野県 下諏訪町 セブン－イレブン下諏訪大社通り店 小売業 食料品 2%

114,083 長野県 下諏訪町 下諏訪店 小売業 衣料品 5%

114,084 長野県 下諏訪町 セブン－イレブン下諏訪西大路店 小売業 食料品 2%

114,085 長野県 下諏訪町 しろ妙 サービス 飲食業 5%

114,086 長野県 下諏訪町 信州しもすわ温泉　ぎん月 サービス 宿泊業 5%

114,087 長野県 下諏訪町 有限会社諏訪冷熱 サービス その他サービス 5%

114,088 長野県 下諏訪町 たちばな諏訪店 小売業 衣料品 5%

114,089 長野県 下諏訪町 タロウ珈琲弐号店 サービス 飲食業 5%

114,090 長野県 下諏訪町 だんらん サービス 飲食業 5%

114,091 長野県 下諏訪町 中華そば専門店　大石家　諏訪店 サービス 飲食業 5%

114,092 長野県 下諏訪町 聴泉閣かめや サービス 宿泊業 5%

114,093 長野県 下諏訪町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　湖浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,094 長野県 下諏訪町 時計企画工房ＳＵＷＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,095 長野県 下諏訪町 トヨタカローラ南信諏訪店 小売業 その他小売 5%

114,096 長野県 下諏訪町 ニッセンシェイプファンデサロンドりぶ 小売業 衣料品 5%

114,097 長野県 下諏訪町 ニッセンシェイプファンデサロンＬｉｎ 小売業 衣料品 5%

114,098 長野県 下諏訪町 Ｂａｐｐａ４．５ 小売業 衣料品 5%

114,099 長野県 下諏訪町 Ｈａｍａフラワーパーク諏訪 小売業 その他小売 5%

114,100 長野県 下諏訪町 ビッグ１岡谷店 小売業 食料品 5%

114,101 長野県 下諏訪町 ｆａ－ｐｈａ サービス 理容・美容業 5%

114,102 長野県 下諏訪町 ブル－ウイング一ツ浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,103 長野県 下諏訪町 マクドナルド下諏訪店 サービス 飲食業 2%

114,104 長野県 下諏訪町 マスヤゲストハウス サービス 宿泊業 5%

114,105 長野県 下諏訪町 株式会社ますりん 小売業 衣料品 5%

114,106 長野県 下諏訪町 メガネの２１下諏訪店 小売業 その他小売 5%

114,107 長野県 下諏訪町 ＴＸＹ合同会社 小売業 その他小売 5%

114,108 長野県 下諏訪町 諏訪冷熱 サービス その他サービス 5%

114,109 長野県 須坂市 相之島セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,110 長野県 須坂市 あっぷるアイビー サービス 飲食業 5%

114,111 長野県 須坂市 イチムラ電器商会 小売業 電化製品 5%

114,112 長野県 須坂市 出光セルフ相森 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,113 長野県 須坂市 犬処ケンケン 須坂本店 移動トリミングカー サービス その他サービス 5%

114,114 長野県 須坂市 井上セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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114,115 長野県 須坂市 Ｗｉｌｌ　須坂インター店 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,116 長野県 須坂市 Ａ・コープ　すこう店 小売業 その他小売 5%

114,117 長野県 須坂市 ＮＮＧＯＬＦＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

114,118 長野県 須坂市 ｎ?ｓｔｙｌｅ（インテリア雑貨） 小売業 家具・調度品 5%

114,119 長野県 須坂市 エヌピーウォンツ サービス その他サービス 5%

114,120 長野県 須坂市 遠藤酒造場 小売業 食料品 5%

114,121 長野県 須坂市 大島電機 小売業 電化製品 5%

114,122 長野県 須坂市 オーケービーコンタクト 小売業 その他小売 5%

114,123 長野県 須坂市 カットショップ１４１ サービス 理容・美容業 5%

114,124 長野県 須坂市 （株）ミワ電機商会 小売業 電化製品 5%

114,125 長野県 須坂市 株式会社山岸建築 サービス その他サービス 5%

114,126 長野県 須坂市 神戸電器 小売業 電化製品 5%

114,127 長野県 須坂市 キタザワ美容室 サービス 理容・美容業 5%

114,128 長野県 須坂市 セブン－イレブン北須坂駅前店 小売業 食料品 2%

114,129 長野県 須坂市 キャピックナガノ１ サービス その他サービス 5%

114,130 長野県 須坂市 キャピックナガノ２ サービス その他サービス 5%

114,131 長野県 須坂市 牛角須坂店 サービス 飲食業 2%

114,132 長野県 須坂市 清原自動車 サービス その他サービス 5%

114,133 長野県 須坂市 楠ワイナリー 小売業 食料品 5%

114,134 長野県 須坂市 くらら動物病院 サービス その他サービス 5%

114,135 長野県 須坂市 グリーンポートマツモト 小売業 電化製品 5%

114,136 長野県 須坂市 合同会社ケイ　アイ　ナーセリー 小売業 その他小売 5%

114,137 長野県 須坂市 光臨閣 サービス その他サービス 5%

114,138 長野県 須坂市 珈琲城　フィレンツェ サービス 飲食業 5%

114,139 長野県 須坂市 コモリ餅店 小売業 食料品 5%

114,140 長野県 須坂市 シュプール須坂　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,141 長野県 須坂市 シューマート　須坂店 小売業 衣料品 5%

114,142 長野県 須坂市 旬彩八寸 サービス 飲食業 5%

114,143 長野県 須坂市 松仙堂　須坂インター店 小売業 食料品 5%

114,144 長野県 須坂市 食肉の店ふくだや 小売業 食料品 5%

114,145 長野県 須坂市 スイーツマーケットカフェ サービス 飲食業 5%

114,146 長野県 須坂市 須坂ＳＳ　株式会社キタモリ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,147 長野県 須坂市 須坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,148 長野県 須坂市 セブン－イレブン須坂井上店 小売業 食料品 2%

114,149 長野県 須坂市 セブン－イレブン須坂インター店 小売業 食料品 2%

114,150 長野県 須坂市 セブン－イレブン須坂運動公園店 小売業 食料品 2%

114,151 長野県 須坂市 セブン－イレブン須坂塩川町店 小売業 食料品 2%

114,152 長野県 須坂市 セブン－イレブン須坂市役所前店 小売業 食料品 2%

114,153 長野県 須坂市 セブン－イレブン須坂新町店 小売業 食料品 2%

114,154 長野県 須坂市 有限会社Ｙ・Ｆ サービス 理容・美容業 5%

114,155 長野県 須坂市 セブン－イレブン須坂馬場町店 小売業 食料品 2%

114,156 長野県 須坂市 セブン－イレブン須坂春木町店 小売業 食料品 2%
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114,157 長野県 須坂市 セブン－イレブン須坂南店 小売業 食料品 2%

114,158 長野県 須坂市 須坂南原 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,159 長野県 須坂市 すたみな太郎　須坂インター店 サービス 飲食業 5%

114,160 長野県 須坂市 セルフ塩川 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,161 長野県 須坂市 ダイニングこころみ サービス 飲食業 5%

114,162 長野県 須坂市 太陽電気 小売業 電化製品 5%

114,163 長野県 須坂市 たかの須坂店 小売業 衣料品 5%

114,164 長野県 須坂市 タクミエイト株式会社 サービス 理容・美容業 5%

114,165 長野県 須坂市 田中酒類販売有限会社 小売業 食料品 5%

114,166 長野県 須坂市 ツインズ北須坂 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,167 長野県 須坂市 Ｔ．ＢＲＩＤＧＥｌｉｆｅｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

114,168 長野県 須坂市 電化のナカジマ 小売業 電化製品 5%

114,169 長野県 須坂市 でんきパークおおば 小売業 電化製品 5%

114,170 長野県 須坂市 Ｔｒｉｃｏｌｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

114,171 長野県 須坂市 長野トヨタ自動車須坂店 小売業 その他小売 5%

114,172 長野県 須坂市 長野トヨタ自動車ｃｈｕ－ｃａｒ商品化セン 小売業 その他小売 5%

114,173 長野県 須坂市 長野トヨペット須坂店 小売業 その他小売 5%

114,174 長野県 須坂市 中村電音 小売業 電化製品 5%

114,175 長野県 須坂市 ナカムラミュージック 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,176 長野県 須坂市 ニュー須坂 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,177 長野県 須坂市 ネイルアトリエＡｐｒｉｃｏｔ サービス 理容・美容業 5%

114,178 長野県 須坂市 ハタ電器 小売業 電化製品 5%

114,179 長野県 須坂市 バーンズ須坂インター店 サービス 飲食業 5%

114,180 長野県 須坂市 ビアーハーツ サービス 飲食業 5%

114,181 長野県 須坂市 美容室りんごの木　須坂店 サービス 理容・美容業 5%

114,182 長野県 須坂市 ファミリア長野　ベラミ 小売業 その他小売 5%

114,183 長野県 須坂市 フジサワ電器 小売業 電化製品 5%

114,184 長野県 須坂市 二葉堂 小売業 食料品 5%

114,185 長野県 須坂市 二葉堂　須坂店 小売業 食料品 5%

114,186 長野県 須坂市 ＨＡｌＲ’Ｓ　Ｌａ－ｔａｔａ サービス 理容・美容業 5%

114,187 長野県 須坂市 ペンションハーフトーン サービス その他サービス 5%

114,188 長野県 須坂市 ＰＯＴＴＥＲＹＳＴＵＤＩＯＫ 小売業 衣料品 5%

114,189 長野県 須坂市 ボディー　フットケアＳａｗａｄｅｅｃｈａｏ サービス その他サービス 5%

114,190 長野県 須坂市 マクドナルド須坂ツルヤ店 サービス 飲食業 2%

114,191 長野県 須坂市 丸源鋸工場 小売業 その他小売 5%

114,192 長野県 須坂市 丸越ガラス店 サービス その他サービス 5%

114,193 長野県 須坂市 有限会社丸本酒店 サービス その他サービス 5%

114,194 長野県 須坂市 ｍｙｕ 小売業 衣料品 5%

114,195 長野県 須坂市 ミュージックシティ　ナカムラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,196 長野県 須坂市 メガネストアー須坂 小売業 その他小売 5%

114,197 長野県 須坂市 メガネストアー須坂店 小売業 その他小売 5%

114,198 長野県 須坂市 メガネストアー須坂西 小売業 その他小売 5%
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114,199 長野県 須坂市 メガネストアー須坂西店 小売業 その他小売 5%

114,200 長野県 須坂市 山久プロパン株式会社 小売業 その他小売 5%

114,201 長野県 須坂市 山口　宝飾時計の店 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,202 長野県 須坂市 山口時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,203 長野県 須坂市 やまろく　旭ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,204 長野県 須坂市 有限会社クリーニング黒岩 サービス その他サービス 5%

114,205 長野県 須坂市 有限会社塩屋醸造 小売業 食料品 5%

114,206 長野県 須坂市 有限会社　丸本酒店 小売業 食料品 5%

114,207 長野県 須坂市 有限会社丸和自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

114,208 長野県 須坂市 有限会社ラインナップ 小売業 その他小売 5%

114,209 長野県 須坂市 Ｒｉｖｖｙ サービス 理容・美容業 5%

114,210 長野県 須坂市 ｌｅｃｉｅｌ サービス その他サービス 5%

114,211 長野県 須坂市 ロッジアボリア サービス その他サービス 5%

114,212 長野県 須坂市 ロッジＥｒｓｔｅＬｉｅｂｅ サービス 宿泊業 5%

114,213 長野県 諏訪市 株式会社アクアテック杉村 サービス その他サービス 5%

114,214 長野県 諏訪市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｄｏｖｅｒ諏訪 サービス 理容・美容業 5%

114,215 長野県 諏訪市 遊び心 サービス その他サービス 5%

114,216 長野県 諏訪市 アベニュー 小売業 その他小売 5%

114,217 長野県 諏訪市 アルピコ自工株式会社　諏訪事業所 サービス その他サービス 5%

114,218 長野県 諏訪市 居食酒屋朱珠 サービス 飲食業 5%

114,219 長野県 諏訪市 板前キッチン兎 サービス 飲食業 5%

114,220 長野県 諏訪市 出光諏訪湖サービスエリア上りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,221 長野県 諏訪市 出光諏訪南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,222 長野県 諏訪市 イトウヤ電気店 小売業 電化製品 5%

114,223 長野県 諏訪市 ウィル 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,224 長野県 諏訪市 魚魚亭 サービス 飲食業 5%

114,225 長野県 諏訪市 牛山鉄工所 サービス その他サービス 5%

114,226 長野県 諏訪市 うなぎ小林諏訪本店 サービス 飲食業 5%

114,227 長野県 諏訪市 旨いもんや　和かし サービス 飲食業 5%

114,228 長野県 諏訪市 えのっぷる サービス その他サービス 5%

114,229 長野県 諏訪市 エルティーキャンパーズ サービス その他サービス 5%

114,230 長野県 諏訪市 エンレース サービス その他サービス 5%

114,231 長野県 諏訪市 オギノ諏訪店 小売業 食料品 5%

114,232 長野県 諏訪市 カーライフステーション諏訪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,233 長野県 諏訪市 海鮮の國 サービス 飲食業 5%

114,234 長野県 諏訪市 かけ流し源泉の宿　渋の湯 サービス 宿泊業 5%

114,235 長野県 諏訪市 金子電化 小売業 電化製品 5%

114,236 長野県 諏訪市 カフェ　グリーンレンジ サービス 飲食業 5%

114,237 長野県 諏訪市 株式会社アルファオート サービス その他サービス 5%

114,238 長野県 諏訪市 株式会社日報ツーリスト サービス その他サービス 5%

114,239 長野県 諏訪市 上諏訪温泉　油屋旅館 サービス 宿泊業 5%

114,240 長野県 諏訪市 カラオケスタジオ時遊館 サービス 飲食業 5%
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114,241 長野県 諏訪市 カルビ屋三夢諏訪店 サービス 飲食業 5%

114,242 長野県 諏訪市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋諏訪ステーションパーク店 サービス 飲食業 2%

114,243 長野県 諏訪市 ギフトショップ　パルク 小売業 その他小売 5%

114,244 長野県 諏訪市 金鵄園茶店 小売業 食料品 5%

114,245 長野県 諏訪市 串焼き　串せん サービス 飲食業 5%

114,246 長野県 諏訪市 ＧＬＡＭＯＵＲＳＴＯＣＫＳＵＷＡ サービス 理容・美容業 5%

114,247 長野県 諏訪市 Ｃｌａｒｔｅ′ヒラバヤシ 小売業 電化製品 5%

114,248 長野県 諏訪市 クレープショップサニーズ　諏訪店 サービス 飲食業 5%

114,249 長野県 諏訪市 ＣＯＣＯＫＩＤＳ 小売業 衣料品 5%

114,250 長野県 諏訪市 ココパーム諏訪本店 小売業 その他小売 5%

114,251 長野県 諏訪市 コスモシブサキ諏訪湖 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,252 長野県 諏訪市 湖泉荘 サービス 宿泊業 5%

114,253 長野県 諏訪市 ごちそう処　きむら サービス 飲食業 5%

114,254 長野県 諏訪市 こどもや　諏訪店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

114,255 長野県 諏訪市 木花咲屋 小売業 その他小売 5%

114,256 長野県 諏訪市 サロンＰｕｒｉｔｙ 小売業 その他小売 5%

114,257 長野県 諏訪市 詩仙堂諏訪店 小売業 衣料品 5%

114,258 長野県 諏訪市 シューマート　諏訪赤沼店 小売業 衣料品 5%

114,259 長野県 諏訪市 城南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,260 長野県 諏訪市 神秘なる諏訪湖に心癒される宿 サービス 宿泊業 5%

114,261 長野県 諏訪市 萃ＳＵＩー諏訪湖 サービス 宿泊業 5%

114,262 長野県 諏訪市 スカイシープロジェクト合同会社 小売業 その他小売 5%

114,263 長野県 諏訪市 諏訪インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,264 長野県 諏訪市 諏訪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,265 長野県 諏訪市 諏訪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,266 長野県 諏訪市 セブン－イレブン諏訪上社前店 小売業 食料品 2%

114,267 長野県 諏訪市 諏訪かりん動物病院 サービス その他サービス 5%

114,268 長野県 諏訪市 諏訪交通 サービス 運輸業 5%

114,269 長野県 諏訪市 セブン－イレブン諏訪四賀桑原店 小売業 食料品 2%

114,270 長野県 諏訪市 諏訪シティホテル成田屋 サービス 宿泊業 5%

114,271 長野県 諏訪市 セブン－イレブン諏訪中洲福島店 小売業 食料品 2%

114,272 長野県 諏訪市 セブン－イレブン諏訪２丁目店 小売業 食料品 2%

114,273 長野県 諏訪市 セキデンキ 小売業 電化製品 5%

114,274 長野県 諏訪市 ＣＥＬＬＡ　ＭＡＳＵＭＩ 小売業 食料品 5%

114,275 長野県 諏訪市 せんたく家族豊田店 サービス その他サービス 5%

114,276 長野県 諏訪市 ＸＯＲ サービス その他サービス 5%

114,277 長野県 諏訪市 そば処　徳八 サービス 飲食業 5%

114,278 長野県 諏訪市 ダイフジ 小売業 電化製品 5%

114,279 長野県 諏訪市 旅宿 岡村政庁跡 壱番館 サービス 宿泊業 5%

114,280 長野県 諏訪市 中国茶　好茶工房 小売業 食料品 5%

114,281 長野県 諏訪市 治療院藤森 サービス その他サービス 5%

114,282 長野県 諏訪市 ＴＥＸＩＳＴＹＬＥ 小売業 その他小売 5%
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114,283 長野県 諏訪市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　エナジープラザ諏訪インタ－ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,284 長野県 諏訪市 豊田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,285 長野県 諏訪市 トヨタレンタリース長野上諏訪駅前店 サービス その他サービス 2%

114,286 長野県 諏訪市 トヨタレンタリース長野諏訪店 サービス その他サービス 2%

114,287 長野県 諏訪市 ドライブアシスト運転代行 サービス 運輸業 5%

114,288 長野県 諏訪市 中洲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,289 長野県 諏訪市 長野トヨタ自動車諏訪店 小売業 その他小売 5%

114,290 長野県 諏訪市 長野日野自動車諏訪営業所 小売業 その他小売 5%

114,291 長野県 諏訪市 並木　はちコー サービス 飲食業 5%

114,292 長野県 諏訪市 ニッセンシェイプファンデサロンＷｉｓｈ 小売業 衣料品 5%

114,293 長野県 諏訪市 ニッセンシェイプファンデサロンｃｌｅａｒ 小売業 衣料品 5%

114,294 長野県 諏訪市 ニッセンシェイプファンデサロン　グレープ 小売業 衣料品 5%

114,295 長野県 諏訪市 ニッセンシェイプファンデサロンドショコラ 小売業 衣料品 5%

114,296 長野県 諏訪市 ニッセンシェイプファンデサロンＰｅａｒｌ 小売業 衣料品 5%

114,297 長野県 諏訪市 ぬのはん サービス 宿泊業 5%

114,298 長野県 諏訪市 ヌーベル梅林堂　諏訪店 小売業 食料品 5%

114,299 長野県 諏訪市 ネッツトヨタ信州諏訪店 小売業 その他小売 5%

114,300 長野県 諏訪市 飲み食い処　ひなた サービス 飲食業 5%

114,301 長野県 諏訪市 ぱおず屋　陽太 サービス 飲食業 5%

114,302 長野県 諏訪市 パソコン修理販売　諏訪アーバンクリエイト 小売業 その他小売 5%

114,303 長野県 諏訪市 浜の湯 サービス 宿泊業 5%

114,304 長野県 諏訪市 ＰａｒａＢｏｓｓａ 小売業 衣料品 5%

114,305 長野県 諏訪市 美容室カミング サービス 理容・美容業 5%

114,306 長野県 諏訪市 二葉薬局 小売業 その他小売 5%

114,307 長野県 諏訪市 Ｈａｉｒｓ ＣＲＥＷ 城南店 サービス 理容・美容業 5%

114,308 長野県 諏訪市 ヘアースタジオｃｐ サービス 理容・美容業 5%

114,309 長野県 諏訪市 ヘアーズルームクレコ サービス 理容・美容業 5%

114,310 長野県 諏訪市 ベーカリーカフェモーツアルト サービス 飲食業 5%

114,311 長野県 諏訪市 ベルアンジュ サービス その他サービス 5%

114,312 長野県 諏訪市 ホテル　鷺乃湯 サービス 宿泊業 5%

114,313 長野県 諏訪市 Ｐｏｎｇａ． 小売業 その他小売 5%

114,314 長野県 諏訪市 マクドナルド諏訪インター店 サービス 飲食業 2%

114,315 長野県 諏訪市 松尾商店　ヨットハーバー店 小売業 食料品 5%

114,316 長野県 諏訪市 松野屋 サービス その他サービス 5%

114,317 長野県 諏訪市 マリールー 小売業 衣料品 5%

114,318 長野県 諏訪市 まんぷく家族 サービス 飲食業 5%

114,319 長野県 諏訪市 ミラノ・サローネ サービス 飲食業 5%

114,320 長野県 諏訪市 民宿　あひる サービス 宿泊業 5%

114,321 長野県 諏訪市 メイク家電設備 小売業 電化製品 5%

114,322 長野県 諏訪市 メガネ２１　諏訪赤沼店 小売業 その他小売 5%

114,323 長野県 諏訪市 メガネのヤマザキ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,324 長野県 諏訪市 メナードフェイシャルサロン諏訪豊田 サービス 理容・美容業 5%
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114,325 長野県 諏訪市 モータースポーツスタジオＴＡＫＡ 小売業 その他小売 5%

114,326 長野県 諏訪市 森の工房 あかね舎 小売業 その他小売 5%

114,327 長野県 諏訪市 ｍｏｌ サービス 理容・美容業 5%

114,328 長野県 諏訪市 焼とり酒房鳥せん サービス 飲食業 5%

114,329 長野県 諏訪市 ヤマザキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,330 長野県 諏訪市 ヤマザキ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,331 長野県 諏訪市 有限会社オリジン サービス その他サービス 5%

114,332 長野県 諏訪市 有限会社川上美顔教室 小売業 その他小売 5%

114,333 長野県 諏訪市 ｑ－ｈｏｒｓｅ 小売業 衣料品 5%

114,334 長野県 諏訪市 ホテルヤマダ サービス その他サービス 5%

114,335 長野県 諏訪市 有限会社やまだい銘酒店 小売業 食料品 5%

114,336 長野県 諏訪市 ＲＡＫＯ　華乃井ホテル サービス 宿泊業 5%

114,337 長野県 諏訪市 ららくま薬局 小売業 その他小売 5%

114,338 長野県 諏訪市 ラルバ諏訪湖 サービス 宿泊業 5%

114,339 長野県 諏訪市 Ｒｅｌａｘ   Ｂｅａｕｔｙ Ｓａｌｏｎ ＧＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%

114,340 長野県 大桑村 出光野尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,341 長野県 大桑村 出光ルート１９セルフ須原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,342 長野県 大桑村 大桑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,343 長野県 大桑村 セブン－イレブン大桑須原店 小売業 食料品 2%

114,344 長野県 大桑村 ニッセンシェイプ・サロン　ｉｌｏｒｒｙ 小売業 衣料品 5%

114,345 長野県 大桑村 ニッセンシェイプファンデサロンおおくわ 小売業 衣料品 5%

114,346 長野県 大桑村 マルトシ生鮮食品館木曽須原店 小売業 その他小売 5%

114,347 長野県 大桑村 有限会社中村モーター商会 サービス その他サービス 5%

114,348 長野県 大鹿村 有限会社松山油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,349 長野県 喬木村 阿　島 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,350 長野県 喬木村 内山鈑金 サービス その他サービス 5%

114,351 長野県 喬木村 Ａ・コープ　たかぎ店 小売業 その他小売 5%

114,352 長野県 喬木村 カリスたかぎＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,353 長野県 喬木村 キクリン堂ピカイチ薬局 小売業 その他小売 5%

114,354 長野県 喬木村 たかぎ農村交流研修センター サービス 飲食業 5%

114,355 長野県 喬木村 べんてん 小売業 食料品 5%

114,356 長野県 喬木村 有限会社信州建装 サービス その他サービス 5%

114,357 長野県 高森町 市田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,358 長野県 高森町 エルコンパス　シモダイラ 小売業 電化製品 5%

114,359 長野県 高森町 カイロプラクティックＳＡＮＴＥ原ふく子 サービス 理容・美容業 5%

114,360 長野県 高森町 カムイ　オート高森店 小売業 その他小売 5%

114,361 長野県 高森町 ぐー・すか・ぴー 小売業 家具・調度品 5%

114,362 長野県 高森町 乾光精機ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,363 長野県 高森町 小恋路 サービス 飲食業 5%

114,364 長野県 高森町 ジェイファン サービス 飲食業 5%

114,365 長野県 高森町 ＪＡＣＫ＆ＥＡＲＴＨ 小売業 食料品 5%

114,366 長野県 高森町 スポーツカムイ高森店 小売業 その他小売 5%
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114,367 長野県 高森町 高森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,368 長野県 高森町 高森自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

114,369 長野県 高森町 セブン－イレブン高森吉田店 小売業 食料品 2%

114,370 長野県 高森町 はらまち薬局 サービス その他サービス 5%

114,371 長野県 高森町 マクドナルド高森アピタ店 サービス 飲食業 2%

114,372 長野県 高森町 焼肉　まるよし サービス 飲食業 5%

114,373 長野県 高山村 梅の屋リゾート松川館 小売業 衣料品 5%

114,374 長野県 高山村 五色の湯旅館 サービス 宿泊業 5%

114,375 長野県 高山村 子安温泉株式会社 サービス 理容・美容業 5%

114,376 長野県 高山村 セブン－イレブン信州高山高井店 小売業 食料品 2%

114,377 長野県 高山村 高山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,378 長野県 高山村 風景館 サービス 宿泊業 5%

114,379 長野県 高山村 フォン明和荘 サービス その他サービス 5%

114,380 長野県 高山村 藤田屋酒店 小売業 食料品 5%

114,381 長野県 高山村 有限会社　清水ベーカリー 小売業 食料品 5%

114,382 長野県 高山村 フロット・モビール 小売業 その他小売 5%

114,383 長野県 高山村 松本木材株式会社 サービス その他サービス 5%

114,384 長野県 高山村 宮川オート 小売業 その他小売 5%

114,385 長野県 高山村 ｗｉｎｅ＆ｃａｆｅ　Ｖ？ｒａｉｓｏｎ サービス その他サービス 5%

114,386 長野県 辰野町 甘酒屋 ａｎ ｓ サービス 飲食業 5%

114,387 長野県 辰野町 イホク 小売業 電化製品 5%

114,388 長野県 辰野町 伊北インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,389 長野県 辰野町 伊北インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,390 長野県 辰野町 セブン－イレブン伊北インター店 小売業 食料品 2%

114,391 長野県 辰野町 入一電器 小売業 電化製品 5%

114,392 長野県 辰野町 旨いもん屋　兎? サービス 飲食業 5%

114,393 長野県 辰野町 オギノ辰野店 小売業 衣料品 5%

114,394 長野県 辰野町 小野給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,395 長野県 辰野町 カネカ辰野店 小売業 家具・調度品 5%

114,396 長野県 辰野町 株式会社ノザワ　辰野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,397 長野県 辰野町 くすりのひまわり 小売業 その他小売 5%

114,398 長野県 辰野町 澤屋酒店 小売業 食料品 5%

114,399 長野県 辰野町 シュシュロサ サービス その他サービス 5%

114,400 長野県 辰野町 スワ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,401 長野県 辰野町 瀬戸ライスファーム 小売業 食料品 5%

114,402 長野県 辰野町 辰野 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,403 長野県 辰野町 セブン－イレブン辰野伊那富店 小売業 食料品 2%

114,404 長野県 辰野町 辰野平出 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,405 長野県 辰野町 セブン－イレブン辰野平出店 小売業 食料品 2%

114,406 長野県 辰野町 ピンピンコロリ合同会社 小売業 その他小売 5%

114,407 長野県 辰野町 セブン－イレブン辰野宮木店 小売業 食料品 2%

114,408 長野県 辰野町 たのめ生鮮食品館 小売業 その他小売 5%
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114,409 長野県 辰野町 ニシザワ辰野食彩館 小売業 食料品 5%

114,410 長野県 辰野町 ハ―ティ―ウジ 小売業 電化製品 5%

114,411 長野県 辰野町 はやし動物病院 サービス その他サービス 5%

114,412 長野県 辰野町 三澤珈琲　辰野店 小売業 食料品 5%

114,413 長野県 辰野町 ｗｏｒｋｓＩＣＣＯ サービス その他サービス 5%

114,414 長野県 立科町 白樺湖　ビューホテル サービス 宿泊業 5%

114,415 長野県 立科町 酢屋茂 サービス その他サービス 5%

114,416 長野県 立科町 蓼科クラフトヴィレッジ陶仙房 小売業 その他小売 5%

114,417 長野県 立科町 立科西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,418 長野県 立科町 セブン－イレブン立科町店 小売業 食料品 2%

114,419 長野県 立科町 ツインパークガラス館 小売業 その他小売 5%

114,420 長野県 立科町 ＰｉｃｎｉｃｂａｓｅＨｏｓｔｅｌ サービス 宿泊業 5%

114,421 長野県 立科町 ペンション　る・ぐらん サービス 宿泊業 5%

114,422 長野県 立科町 ホテルアンビエント蓼科 サービス 宿泊業 5%

114,423 長野県 立科町 マーガレットリフレクパーク サービス その他サービス 5%

114,424 長野県 立科町 有限会社　児玉自動車工場 サービス その他サービス 5%

114,425 長野県 千曲市 アンズロードＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,426 長野県 千曲市 アンズロードセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,427 長野県 千曲市 ［ＨＣ］アンドウ電器 小売業 電化製品 5%

114,428 長野県 千曲市 一休さんのはなおか千曲店 小売業 その他小売 5%

114,429 長野県 千曲市 一宿一飯の湯坊　旬樹庵　湯本　柏屋 サービス 宿泊業 5%

114,430 長野県 千曲市 出光更埴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,431 長野県 千曲市 出光森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,432 長野県 千曲市 稲荷山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,433 長野県 千曲市 稲荷山温泉　ホテル杏泉閣 サービス 宿泊業 5%

114,434 長野県 千曲市 ウィル　更埴店 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,435 長野県 千曲市 上田館 サービス 宿泊業 5%

114,436 長野県 千曲市 Ａ・コープ　あんず店 小売業 その他小売 5%

114,437 長野県 千曲市 エコピー更級セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,438 長野県 千曲市 恵比寿 小売業 その他小売 5%

114,439 長野県 千曲市 オズホテルズ・グリーンプラザ サービス 宿泊業 5%

114,440 長野県 千曲市 オフィス　レッツ サービス その他サービス 5%

114,441 長野県 千曲市 カクマルラジオ店 小売業 電化製品 5%

114,442 長野県 千曲市 カットサロン　つねたに サービス 理容・美容業 5%

114,443 長野県 千曲市 株式会社荻原館 サービス 宿泊業 5%

114,444 長野県 千曲市 株式会社ＳＫＹエナジー戸倉セルフ給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,445 長野県 千曲市 髪工房アオキ 小売業 その他小売 5%

114,446 長野県 千曲市 上山田温泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,447 長野県 千曲市 セブン－イレブン上山田店 小売業 食料品 2%

114,448 長野県 千曲市 上山田燃料配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,449 長野県 千曲市 上山田病院売店 小売業 その他小売 5%

114,450 長野県 千曲市 カルビ屋三夢更埴店 サービス 飲食業 5%
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114,451 長野県 千曲市 小石の湯　正明館 サービス 宿泊業 5%

114,452 長野県 千曲市 更埴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,453 長野県 千曲市 セブン－イレブン更埴雨宮店 小売業 食料品 2%

114,454 長野県 千曲市 セブン－イレブン更埴稲荷山店 小売業 食料品 2%

114,455 長野県 千曲市 セブン－イレブン更埴インター南店 小売業 食料品 2%

114,456 長野県 千曲市 セブン－イレブン更埴市民体育館前店 小売業 食料品 2%

114,457 長野県 千曲市 木の花屋千曲本店 小売業 食料品 5%

114,458 長野県 千曲市 酒のスーパータカぎ　更埴店 小売業 食料品 5%

114,459 長野県 千曲市 山風荘 サービス 宿泊業 5%

114,460 長野県 千曲市 ジュネス　更埴店 小売業 衣料品 5%

114,461 長野県 千曲市 シューマート　更埴店 小売業 衣料品 5%

114,462 長野県 千曲市 旬樹案菊水 サービス 宿泊業 5%

114,463 長野県 千曲市 ジンギスカン万蔵 サービス 飲食業 5%

114,464 長野県 千曲市 セブン－イレブン千曲打沢店 小売業 食料品 2%

114,465 長野県 千曲市 千曲嵯峨屋 サービス 飲食業 5%

114,466 長野県 千曲市 ちくま西部セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,467 長野県 千曲市 ちくま燃料配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,468 長野県 千曲市 セブン－イレブン千曲八幡店 小売業 食料品 2%

114,469 長野県 千曲市 戸倉上山田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,470 長野県 千曲市 セブン－イレブン戸倉店 小売業 食料品 2%

114,471 長野県 千曲市 セブン－イレブン戸倉若宮店 小売業 食料品 2%

114,472 長野県 千曲市 中島醸造有限会社 小売業 食料品 5%

114,473 長野県 千曲市 長野トヨタ自動車更埴店 小売業 その他小売 5%

114,474 長野県 千曲市 長野トヨペット更埴店 小売業 その他小売 5%

114,475 長野県 千曲市 ナカヤマ電器 小売業 電化製品 5%

114,476 長野県 千曲市 ｎｉｃｈｉｎｉｃｈｉ 小売業 その他小売 5%

114,477 長野県 千曲市 ｎａｉｌ＆ｆｏｏｔプリエ・ドゥ・シェリ サービス 理容・美容業 5%

114,478 長野県 千曲市 パソコンサポートなかざわ サービス その他サービス 5%

114,479 長野県 千曲市 パリオＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,480 長野県 千曲市 ファイブシーズンズ 小売業 その他小売 5%

114,481 長野県 千曲市 ファッションプラザふじや 小売業 衣料品 5%

114,482 長野県 千曲市 Ｆｕｎｎｙ　Ｆａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

114,483 長野県 千曲市 フェイシャル専門店ブルーム サービス 理容・美容業 5%

114,484 長野県 千曲市 二葉堂　千曲店 小売業 食料品 5%

114,485 長野県 千曲市 プラネッツ戸倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,486 長野県 千曲市 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮＫＩＮＯＫＡ サービス 理容・美容業 5%

114,487 長野県 千曲市 平安堂　更埴店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

114,488 長野県 千曲市 ＢＡＢＹＳＨＯＰかわしま 小売業 衣料品 5%

114,489 長野県 千曲市 ホテル圓山荘 サービス 宿泊業 5%

114,490 長野県 千曲市 マクドナルド埴生原信店 サービス 飲食業 2%

114,491 長野県 千曲市 ＭＡＸドライビングスクール千曲 サービス その他サービス 5%

114,492 長野県 千曲市 ミルキーウエイ戸倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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114,493 長野県 千曲市 民芸の宿中央ホテル サービス 宿泊業 5%

114,494 長野県 千曲市 メガネストアー更埴 小売業 その他小売 5%

114,495 長野県 千曲市 メガネストアー更埴店 小売業 その他小売 5%

114,496 長野県 千曲市 株式会社モキ製作所 小売業 その他小売 5%

114,497 長野県 千曲市 セブン－イレブン屋代団地店 小売業 食料品 2%

114,498 長野県 千曲市 やすらぎの宿　旬樹庵　若の湯 サービス 宿泊業 5%

114,499 長野県 千曲市 柳沢テレビサービス 小売業 電化製品 5%

114,500 長野県 千曲市 遊子　千曲館 サービス 宿泊業 5%

114,501 長野県 千曲市 湯元　上山田ホテル サービス 宿泊業 5%

114,502 長野県 茅野市 アロマテラピーサロン サービス その他サービス 5%

114,503 長野県 茅野市 株式会社いちきゅう蓼科モン蓼科店 小売業 食料品 5%

114,504 長野県 茅野市 ｉｔｓｕｍｉ　ヘアーループ サービス 理容・美容業 5%

114,505 長野県 茅野市 出光タウンズ１５２ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,506 長野県 茅野市 出光蓼科ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,507 長野県 茅野市 彩 サービス 飲食業 5%

114,508 長野県 茅野市 いろり食事処渓声荘 サービス 飲食業 5%

114,509 長野県 茅野市 いろり亭鹿眠の庄 サービス 飲食業 5%

114,510 長野県 茅野市 ヴィーナス蓼科ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,511 長野県 茅野市 ＶＯＧＵＥ　ＣＨＩＮＯ店 サービス 理容・美容業 5%

114,512 長野県 茅野市 Ａ・コープ　サンライフ店 小売業 食料品 5%

114,513 長野県 茅野市 Ａ・コープ　ピアみどり店 小売業 その他小売 5%

114,514 長野県 茅野市 ＥｎｅＪｅｔ茅野城山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,515 長野県 茅野市 ＥｎｅＪｅｔ茅野宮川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,516 長野県 茅野市 エムエスユース サービス その他サービス 5%

114,517 長野県 茅野市 欧風料理アンファミーユ サービス 飲食業 5%

114,518 長野県 茅野市 オーベルジュ　つつじとかえで サービス 宿泊業 5%

114,519 長野県 茅野市 オーベルジュ　ボヌール　オーベルジュ　リゾートイン　ボヌール サービス 宿泊業 5%

114,520 長野県 茅野市 オーベルジュボヌール サービス 宿泊業 5%

114,521 長野県 茅野市 オーベルジュボヌール サービス その他サービス 5%

114,522 長野県 茅野市 オギノ茅野店 小売業 その他小売 5%

114,523 長野県 茅野市 オリックスレンタカー茅野駅西口 サービス その他サービス 2%

114,524 長野県 茅野市 カーヴ　ド　ユニソン 小売業 その他小売 5%

114,525 長野県 茅野市 Ｃａｆｅ　Ｔｏｕｊｏｕｒｓ サービス 飲食業 5%

114,526 長野県 茅野市 株式会社ライブラ 小売業 その他小売 5%

114,527 長野県 茅野市 珈琲＆ＢＥＡＮＳ　カリオモン サービス 飲食業 5%

114,528 長野県 茅野市 キッズルーム　ナーサリー サービス その他サービス 5%

114,529 長野県 茅野市 キッズワンダーランド サービス その他サービス 5%

114,530 長野県 茅野市 京風　しなの料理　きよみず サービス 飲食業 5%

114,531 長野県 茅野市 串の坊　三井の森店 サービス 飲食業 5%

114,532 長野県 茅野市 クリーニング専科　茅野塚原店 サービス その他サービス 5%

114,533 長野県 茅野市 グリーンポート　ササヤ 小売業 電化製品 5%

114,534 長野県 茅野市 車山高原リフト サービス その他サービス 5%
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114,535 長野県 茅野市 車山高原スカイパークホテル サービス 宿泊業 5%

114,536 長野県 茅野市 車山高原スカイプラザ 小売業 家具・調度品 5%

114,537 長野県 茅野市 車山高原リフト サービス その他サービス 5%

114,538 長野県 茅野市 車山高原リフト サービス その他サービス 5%

114,539 長野県 茅野市 車山ハイランドホテル サービス 宿泊業 5%

114,540 長野県 茅野市 車山リゾートホテルギャラクシー サービス 宿泊業 5%

114,541 長野県 茅野市 ゲストハウス　クロイツェル サービス 宿泊業 5%

114,542 長野県 茅野市 豪族の館大東園 サービス 宿泊業 5%

114,543 長野県 茅野市 ｃｏｃｏｔｔｅ 小売業 その他小売 5%

114,544 長野県 茅野市 コスモ南タテシナ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,545 長野県 茅野市 五味ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,546 長野県 茅野市 斎藤塗装 サービス その他サービス 5%

114,547 長野県 茅野市 サヴィー 小売業 衣料品 5%

114,548 長野県 茅野市 サンシャインロッジ サービス 宿泊業 5%

114,549 長野県 茅野市 ＪＥＣＴＷＯＲＫＳ サービス その他サービス 5%

114,550 長野県 茅野市 四季の宿　すばる サービス 宿泊業 5%

114,551 長野県 茅野市 詩仙堂　ＢＹ　ＨＩＴＯＳＨＩ　茅野店 小売業 衣料品 5%

114,552 長野県 茅野市 写真のはる 小売業 その他小売 5%

114,553 長野県 茅野市 シャレーグリンデル サービス 宿泊業 5%

114,554 長野県 茅野市 白樺湖畔の宿　君待荘 サービス 宿泊業 5%

114,555 長野県 茅野市 白樺湖ホテルパイプのけむり サービス 宿泊業 5%

114,556 長野県 茅野市 スカイゲート サービス その他サービス 5%

114,557 長野県 茅野市 スカイシティ サービス その他サービス 5%

114,558 長野県 茅野市 スカイプラザ サービス その他サービス 5%

114,559 長野県 茅野市 スカイプラザ サービス その他サービス 5%

114,560 長野県 茅野市 スカイプラザ 小売業 家具・調度品 5%

114,561 長野県 茅野市 ＳＴＥＡＫＥＨＯＵＳＥ　ＭＯＭＯ サービス 飲食業 5%

114,562 長野県 茅野市 炭火焼肉牛角諏訪インター店 サービス 飲食業 2%

114,563 長野県 茅野市 スミレネイル サービス 理容・美容業 5%

114,564 長野県 茅野市 諏訪９０ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,565 長野県 茅野市 ＳｅｖｅｎＤｏｇｓ 小売業 その他小売 5%

114,566 長野県 茅野市 セルフちのＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,567 長野県 茅野市 セレクトショップ　ブーケ 小売業 衣料品 5%

114,568 長野県 茅野市 せんたく家族　茅野上原店 サービス その他サービス 5%

114,569 長野県 茅野市 そば処　緑苑 サービス 飲食業 5%

114,570 長野県 茅野市 第９パラレルリフト サービス その他サービス 5%

114,571 長野県 茅野市 第５ロマンスペアリフト サービス その他サービス 5%

114,572 長野県 茅野市 第７ロマンスペアリフト サービス その他サービス 5%

114,573 長野県 茅野市 第８ロマンスペアリフト サービス その他サービス 5%

114,574 長野県 茅野市 第４ロマンスペアリフト サービス その他サービス 5%

114,575 長野県 茅野市 第６ロマンスペアリフト サービス その他サービス 5%

114,576 長野県 茅野市 たちばな茅野店 小売業 衣料品 5%
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114,577 長野県 茅野市 たてしな藍 サービス 宿泊業 5%

114,578 長野県 茅野市 蓼科温泉ホテル親湯 サービス 宿泊業 5%

114,579 長野県 茅野市 蓼科湖畔　蓼の花 サービス 飲食業 5%

114,580 長野県 茅野市 蓼科トライアングル 小売業 その他小売 5%

114,581 長野県 茅野市 蓼科パークホテル サービス 宿泊業 5%

114,582 長野県 茅野市 セブン－イレブンちの運動公園店 小売業 食料品 2%

114,583 長野県 茅野市 ちのＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,584 長野県 茅野市 茅野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,585 長野県 茅野市 茅野瓦斯株式会社 サービス その他サービス 5%

114,586 長野県 茅野市 セブン－イレブン茅野市ちの店 小売業 食料品 2%

114,587 長野県 茅野市 ちのスカイビューホテル サービス 宿泊業 5%

114,588 長野県 茅野市 茅野玉川 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,589 長野県 茅野市 セブン－イレブン茅野玉川店 小売業 食料品 2%

114,590 長野県 茅野市 ちの動物病院 サービス その他サービス 5%

114,591 長野県 茅野市 セブン－イレブン茅野長峰店 小売業 食料品 2%

114,592 長野県 茅野市 セブン－イレブン茅野堀店 小売業 食料品 2%

114,593 長野県 茅野市 セブン－イレブン茅野本町西店 小売業 食料品 2%

114,594 長野県 茅野市 セブン－イレブン茅野米沢店 小売業 食料品 2%

114,595 長野県 茅野市 長寿寒天館　信州八ヶ岳長寿寒天館 小売業 食料品 5%

114,596 長野県 茅野市 腸詰屋　蓼科店 小売業 食料品 5%

114,597 長野県 茅野市 腸詰屋蓼科店 小売業 食料品 5%

114,598 長野県 茅野市 ｔ．ｍ．ｐ．ｃｏｏｐ 小売業 衣料品 5%

114,599 長野県 茅野市 ｔ．ｍ．ｐ．ｃｏｏｐ 小売業 衣料品 5%

114,600 長野県 茅野市 手打ち蕎麦切り蓼山亭 サービス 飲食業 5%

114,601 長野県 茅野市 東陽モータース サービス その他サービス 5%

114,602 長野県 茅野市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　エナジープラザやすらぎＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,603 長野県 茅野市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　茅野本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,604 長野県 茅野市 としの店　ＨＡＩＲＳＴＵＤＩＯ サービス 理容・美容業 5%

114,605 長野県 茅野市 トヨタカローラ南信茅野店 小売業 その他小売 5%

114,606 長野県 茅野市 トヨタレンタリース長野茅野駅前店 サービス その他サービス 2%

114,607 長野県 茅野市 長野トヨペット茅野店 小売業 その他小売 5%

114,608 長野県 茅野市 長峰スポーツ 長峰スポーツ 小売業 その他小売 5%

114,609 長野県 茅野市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・さくら 小売業 衣料品 5%

114,610 長野県 茅野市 ニッセンシェイプ・サロン　Ｌｉｌｙ 小売業 衣料品 5%

114,611 長野県 茅野市 ニッセンシェイプファンデサロンＣｏｌｏｒ 小売業 衣料品 5%

114,612 長野県 茅野市 ニッセンシェイプファンデサロンＧｉｎｏ 小売業 衣料品 5%

114,613 長野県 茅野市 ニッセンシェイプファンデサロンドＭＯＭＯ 小売業 衣料品 5%

114,614 長野県 茅野市 ヌーベル梅林堂　茅野店 小売業 食料品 5%

114,615 長野県 茅野市 ノバ仲町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,616 長野県 茅野市 売店　サリュ 小売業 家具・調度品 5%

114,617 長野県 茅野市 ピザ＆パスタスパーダ サービス 飲食業 5%

114,618 長野県 茅野市 ビッグ１茅野横内店 小売業 食料品 5%
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114,619 長野県 茅野市 ＨＹＴＴＥＲ　ＬＯＤＧＥ　ＣＡＢＩＮＳ サービス 宿泊業 5%

114,620 長野県 茅野市 美容室Ｆｕ－Ｆｕ サービス 理容・美容業 5%

114,621 長野県 茅野市 プリムラ 小売業 衣料品 5%

114,622 長野県 茅野市 ヘアーエステＯｇａｗａ サービス 理容・美容業 5%

114,623 長野県 茅野市 ＨａｉｒＭａｋｅ　ＣＯＣＯＡ　ＨａｉｒＭａｋｅ　ＣＯＣＯＡ サービス 理容・美容業 5%

114,624 長野県 茅野市 ヘアカラー専門店　カラーグロス サービス 理容・美容業 5%

114,625 長野県 茅野市 ヘアメイクハウスみはる サービス 理容・美容業 5%

114,626 長野県 茅野市 平安堂　茅野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

114,627 長野県 茅野市 ペンション　プラネット サービス その他サービス 5%

114,628 長野県 茅野市 ペンションサンセット サービス 宿泊業 5%

114,629 長野県 茅野市 ペンションピラタス２ サービス その他サービス 5%

114,630 長野県 茅野市 ペンションベルクコット サービス 宿泊業 5%

114,631 長野県 茅野市 ホテル　親湯 サービス 宿泊業 5%

114,632 長野県 茅野市 ホテル君待荘 サービス 宿泊業 5%

114,633 長野県 茅野市 ホテルちの サービス 宿泊業 5%

114,634 長野県 茅野市 ホテル尖石 サービス その他サービス 5%

114,635 長野県 茅野市 マクドナルド茅野オギノ店 サービス 飲食業 2%

114,636 長野県 茅野市 松尾商店 小売業 食料品 5%

114,637 長野県 茅野市 松木寒天産業 直売店 小売業 食料品 5%

114,638 長野県 茅野市 マルエー・アダチ サービス その他サービス 5%

114,639 長野県 茅野市 マルモ 小売業 衣料品 5%

114,640 長野県 茅野市 メガネのコバヤシ 小売業 その他小売 5%

114,641 長野県 茅野市 八子ヶ峰ホテル サービス 宿泊業 5%

114,642 長野県 茅野市 山の宿　明治温泉 サービス 宿泊業 5%

114,643 長野県 茅野市 ゆうあい 小売業 その他小売 5%

114,644 長野県 茅野市 有限会社上原ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

114,645 長野県 茅野市 （有）ちの電化サービス 小売業 電化製品 5%

114,646 長野県 茅野市 有限会社ハイトスポーツ商会 小売業 その他小売 5%

114,647 長野県 茅野市 家具の倭屋 小売業 家具・調度品 5%

114,648 長野県 茅野市 ユウデン 小売業 電化製品 5%

114,649 長野県 茅野市 湯けむり小路 サービス 飲食業 5%

114,650 長野県 茅野市 らーめん亭 サービス 飲食業 5%

114,651 長野県 茅野市 リゾートイン　スクアミッシュ サービス 宿泊業 5%

114,652 長野県 茅野市 リゾートイン ミスティ サービス 宿泊業 5%

114,653 長野県 茅野市 リゾートペンション　プラネット サービス 宿泊業 5%

114,654 長野県 茅野市 リゾートホテル蓼科 サービス 宿泊業 5%

114,655 長野県 茅野市 リゾートインウィンズ サービス 宿泊業 5%

114,656 長野県 茅野市 ＲＯＯＭＳ サービス 理容・美容業 5%

114,657 長野県 茅野市 レイクサイドホステルジル白樺湖 サービス 宿泊業 5%

114,658 長野県 茅野市 レイクサイドホステルジル白樺湖 サービス 宿泊業 5%

114,659 長野県 茅野市 ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｂｉｅｎｖｅｎｕ サービス 飲食業 5%

114,660 長野県 茅野市 和食から木 サービス 飲食業 5%
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114,661 長野県 筑北村 出光坂北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,662 長野県 筑北村 工房山窩 小売業 家具・調度品 5%

114,663 長野県 筑北村 工房ととか サービス その他サービス 5%

114,664 長野県 筑北村 セブン－イレブン坂北聖南店 小売業 食料品 2%

114,665 長野県 筑北村 ラポール聖南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,666 長野県 筑北村 ＷＩＬＤＶＩＮＥ 小売業 衣料品 5%

114,667 長野県 東御市 アートヴィレッジ　明神館 サービス 宿泊業 5%

114,668 長野県 東御市 アトリエ・ド・フロマージュ 小売業 食料品 5%

114,669 長野県 東御市 アルカンヴィーニュ 小売業 食料品 5%

114,670 長野県 東御市 アルファタケダ 小売業 電化製品 5%

114,671 長野県 東御市 イタリア料理　ノンナジーニャ サービス 飲食業 5%

114,672 長野県 東御市 オーシャンネットワーク合同会社 サービス その他サービス 5%

114,673 長野県 東御市 オートライフ塩沢かのう店 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,674 長野県 東御市 ＯＪＡＳＰＵＲＥＲＡＷＣＨＯＣＯＬＡＴＥ サービス 飲食業 5%

114,675 長野県 東御市 カクマハイヤー サービス その他サービス 5%

114,676 長野県 東御市 カクマハイヤー　田中営業所　１ サービス 運輸業 5%

114,677 長野県 東御市 株式会社小林商会 小売業 その他小売 5%

114,678 長野県 東御市 ガラス工房橙 小売業 その他小売 5%

114,679 長野県 東御市 草軽観光　東御支店 サービス その他サービス 5%

114,680 長野県 東御市 クスリのサンアイ　クスリのサンアイ 小売業 その他小売 5%

114,681 長野県 東御市 グリーンファーム　東部店 小売業 その他小売 5%

114,682 長野県 東御市 清水ファーム サービス その他サービス 5%

114,683 長野県 東御市 上信越自動車道　上り　東部湯の丸サービスエリアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,684 長野県 東御市 セブン－イレブン信州北御牧村店 小売業 食料品 2%

114,685 長野県 東御市 セブン－イレブン信州鞍掛店 小売業 食料品 2%

114,686 長野県 東御市 太陽リビング サービス その他サービス 5%

114,687 長野県 東御市 田中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,688 長野県 東御市 中部和装株式会社　美保姿きもの総合学院 サービス その他サービス 5%

114,689 長野県 東御市 セブン－イレブン東部加沢店 小売業 食料品 2%

114,690 長野県 東御市 セブン－イレブン東部滋野店 小売業 食料品 2%

114,691 長野県 東御市 セブン－イレブン東部田中店 小売業 食料品 2%

114,692 長野県 東御市 東部町 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,693 長野県 東御市 セブン－イレブン東御和店 小売業 食料品 2%

114,694 長野県 東御市 とうみ自然総合療術院 サービス その他サービス 5%

114,695 長野県 東御市 とうみ自然総合療術院 サービス その他サービス 5%

114,696 長野県 東御市 ＴＯＭＩＷＩＮＥＣＨＡＰＥＬ サービス 飲食業 5%

114,697 長野県 東御市 トヨタ部品長野共販　上田営業所 小売業 その他小売 5%

114,698 長野県 東御市 ニューサンライン東部 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,699 長野県 東御市 布引観音温泉 サービス 宿泊業 5%

114,700 長野県 東御市 農家の店大地　佐久店 小売業 その他小売 5%

114,701 長野県 東御市 ＢＡＲＢＥＲＭＩＹＡＺＡＫＩ サービス 理容・美容業 5%

114,702 長野県 東御市 はすみふぁーむ＆ワイナリー 小売業 食料品 5%
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114,703 長野県 東御市 パンドゥース サービス 飲食業 5%

114,704 長野県 東御市 ビックリペトロ小諸 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,705 長野県 東御市 ファッションプラザちもと 小売業 衣料品 5%

114,706 長野県 東御市 フェアウインドコレクション 小売業 衣料品 5%

114,707 長野県 東御市 フジノデンキ 小売業 電化製品 5%

114,708 長野県 東御市 Ｐｈ．Ｄ． サービス その他サービス 5%

114,709 長野県 東御市 別府　安楽屋 小売業 その他小売 5%

114,710 長野県 東御市 民間救急 サービス その他サービス 5%

114,711 長野県 東御市 やおふく東御店 小売業 食料品 5%

114,712 長野県 東御市 焼肉厨　頂 サービス 飲食業 5%

114,713 長野県 東御市 湯楽里館物産センター 小売業 家具・調度品 5%

114,714 長野県 東御市 ラ・ヴエリテ　旅行センター サービス その他サービス 5%

114,715 長野県 東御市 リストランテフォルマッジオ サービス 飲食業 5%

114,716 長野県 豊丘村 喫茶ｅｎ サービス 飲食業 5%

114,717 長野県 豊丘村 喫茶ｅｎ　喫茶ｅｎ サービス 飲食業 5%

114,718 長野県 豊丘村 豊丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,719 長野県 豊丘村 セブン－イレブン豊丘神稲店 小売業 食料品 2%

114,720 長野県 豊丘村 豊丘中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,721 長野県 豊丘村 パソコン応援団 小売業 電化製品 5%

114,722 長野県 豊丘村 美容室シオザワ サービス 理容・美容業 5%

114,723 長野県 豊丘村 横浜ゴム生活協同組合　長野支部 小売業 食料品 5%

114,724 長野県 中川村 片桐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,725 長野県 中川村 坂戸峡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,726 長野県 中川村 セブン－イレブン信州中川村店 小売業 食料品 2%

114,727 長野県 中川村 チャオ生鮮食品館 小売業 その他小売 5%

114,728 長野県 中川村 中川観光開発株式会社 サービス 宿泊業 5%

114,729 長野県 中川村 ｂｉｊｉｎ サービス 理容・美容業 5%

114,730 長野県 中川村 南向ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,731 長野県 中野市 アートオブヘアーＫＳ サービス 理容・美容業 5%

114,732 長野県 中野市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｇｏａ中野 サービス その他サービス 5%

114,733 長野県 中野市 アトリエシェリー中野店 サービス 理容・美容業 5%

114,734 長野県 中野市 豊田飯山インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,735 長野県 中野市 イオン中野店 小売業 衣料品 5%

114,736 長野県 中野市 出光セルフ中野西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,737 長野県 中野市 出光中野駅南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,738 長野県 中野市 出光中野南宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,739 長野県 中野市 いなや サービス 飲食業 5%

114,740 長野県 中野市 エトワール金子 小売業 その他小売 5%

114,741 長野県 中野市 エルコンパス　トキダ 小売業 電化製品 5%

114,742 長野県 中野市 エルコンパスミヨシ 小売業 電化製品 5%

114,743 長野県 中野市 オリックスレンタカー信州中野店 サービス その他サービス 2%

114,744 長野県 中野市 カクアゲ 小売業 その他小売 5%
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114,745 長野県 中野市 ＫＡＧＵＹＡイーストフィールド 小売業 その他小売 5%

114,746 長野県 中野市 かすみ薬局トマト店 サービス その他サービス 5%

114,747 長野県 中野市 ｃａｆｅ．ｓｔａｙｇｏｌｄ サービス 飲食業 5%

114,748 長野県 中野市 カラー 小売業 衣料品 5%

114,749 長野県 中野市 甘精堂本店 小売業 食料品 5%

114,750 長野県 中野市 菊一屋本店 小売業 衣料品 5%

114,751 長野県 中野市 季節料理　和喜多 サービス 飲食業 5%

114,752 長野県 中野市 牛角信州中野店 サービス 飲食業 2%

114,753 長野県 中野市 グレ 小売業 衣料品 5%

114,754 長野県 中野市 セブンーイレブンＫＯＹＯ北信総合病院店 小売業 食料品 2%

114,755 長野県 中野市 ３ＲＤ　ＣＡＦＥ　＆　ＭＯＲＥ サービス 飲食業 5%

114,756 長野県 中野市 サウンドショップ　クロスロードギター　サウンドショップクロスロードギター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

114,757 長野県 中野市 ＴＨＥＦＩＶＥＳＥＡＳＯＮＳＮＡＫＡＮＯ サービス その他サービス 5%

114,758 長野県 中野市 シューマート　中野江部店 小売業 衣料品 5%

114,759 長野県 中野市 食彩レストラン　よって亭 サービス 飲食業 5%

114,760 長野県 中野市 信州中野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,761 長野県 中野市 セブン－イレブン信州中野インター店 小売業 食料品 2%

114,762 長野県 中野市 セブン－イレブン信州中野店 小売業 食料品 2%

114,763 長野県 中野市 信州フルーツランド　信州中野インター店 小売業 家具・調度品 5%

114,764 長野県 中野市 スマイルホワイトニング長野 サービス 理容・美容業 5%

114,765 長野県 中野市 善光寺屋酒店　善光寺屋酒店 小売業 食料品 5%

114,766 長野県 中野市 でんきハウスきよの 小売業 電化製品 5%

114,767 長野県 中野市 特定非営利活動法人北信州体操クラブ サービス その他サービス 5%

114,768 長野県 中野市 豊田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,769 長野県 中野市 内藤電気 小売業 電化製品 5%

114,770 長野県 中野市 中野市一本木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,771 長野県 中野市 セブン－イレブン中野市江部北店 小売業 食料品 2%

114,772 長野県 中野市 セブン－イレブン中野市高丘店 小売業 食料品 2%

114,773 長野県 中野市 セブン－イレブン中野市豊津店 小売業 食料品 2%

114,774 長野県 中野市 セブン－イレブン中野市南宮店 小売業 食料品 2%

114,775 長野県 中野市 セブン－イレブン中野市壁田店 小売業 食料品 2%

114,776 長野県 中野市 セブン－イレブン中野市吉田店 小売業 食料品 2%

114,777 長野県 中野市 セブン－イレブン中野市若宮店 小売業 食料品 2%

114,778 長野県 中野市 長野トヨタ自動車中野店 小売業 その他小売 5%

114,779 長野県 中野市 長野トヨペット中野店 小売業 その他小売 5%

114,780 長野県 中野市 中野東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,781 長野県 中野市 長野日野自動車中野営業所 小売業 その他小売 5%

114,782 長野県 中野市 ナカムラミュージック　中野駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,783 長野県 中野市 中村屋パン店 小売業 食料品 5%

114,784 長野県 中野市 西沢時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,785 長野県 中野市 農家の店大地中野インター店 小売業 その他小売 5%

114,786 長野県 中野市 パティスリーセルクル 小売業 食料品 5%
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114,787 長野県 中野市 はなおか　中野店 小売業 衣料品 5%

114,788 長野県 中野市 原豆腐園 小売業 食料品 5%

114,789 長野県 中野市 二葉堂　中野店 小売業 食料品 5%

114,790 長野県 中野市 蛍そば＆ｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

114,791 長野県 中野市 ホテル　ノーブル飯山 サービス 宿泊業 5%

114,792 長野県 中野市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,793 長野県 中野市 ＭＩＮＤＤＡＮＣＥ 小売業 衣料品 5%

114,794 長野県 中野市 マクドナルドイオン中野店 サービス 飲食業 2%

114,795 長野県 中野市 マクドナルド信州中野店 サービス 飲食業 2%

114,796 長野県 中野市 斑尾高原カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

114,797 長野県 中野市 マルニ家具センター 小売業 その他小売 5%

114,798 長野県 中野市 ミュージックショップ　ナカムラ中野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,799 長野県 中野市 メガネストアー中野 小売業 その他小売 5%

114,800 長野県 中野市 メガネストアー中野店 小売業 その他小売 5%

114,801 長野県 中野市 メガネの板垣　ジャスコ新中野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,802 長野県 中野市 焼肉カルビ屋　三夢　中野店 サービス 飲食業 5%

114,803 長野県 中野市 山久プロパン株式会社　中野店 小売業 その他小売 5%

114,804 長野県 中野市 有限会社市川自動車 サービス その他サービス 5%

114,805 長野県 中野市 有限会社ダイイチ サービス その他サービス 5%

114,806 長野県 中野市 有限会社バロンミヨシ 小売業 食料品 5%

114,807 長野県 中野市 有限会社藤益商会 小売業 電化製品 5%

114,808 長野県 中野市 ｒｅｆａｌｔ 小売業 衣料品 5%

114,809 長野県 長野市 アーク長野店 小売業 衣料品 5%

114,810 長野県 長野市 ＩＣＩＣＬＥ 小売業 衣料品 5%

114,811 長野県 長野市 アイズカーオーダー 小売業 衣料品 5%

114,812 長野県 長野市 アイデザイン サービス 理容・美容業 5%

114,813 長野県 長野市 ネイルサロンアイラス サービス 理容・美容業 5%

114,814 長野県 長野市 アイラッシュサロンマカナニ サービス 理容・美容業 5%

114,815 長野県 長野市 ＩＲＩＥ 小売業 衣料品 5%

114,816 長野県 長野市 青木島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,817 長野県 長野市 青木時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,818 長野県 長野市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｃｈｌｏｅ長野駅前 サービス 理容・美容業 5%

114,819 長野県 長野市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｂｅａｃｏｎ長野 サービス 理容・美容業 5%

114,820 長野県 長野市 浅井管楽器工房 小売業 その他小売 5%

114,821 長野県 長野市 浅井管楽器工房 サービス その他サービス 5%

114,822 長野県 長野市 朝陽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,823 長野県 長野市 アザレプロダクツ青木島 小売業 衣料品 5%

114,824 長野県 長野市 アシザワ眼鏡店 小売業 その他小売 5%

114,825 長野県 長野市 味の居酒屋　びくら　長野店 サービス 飲食業 5%

114,826 長野県 長野市 ａｓｔｅｒｉｓｍ 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,827 長野県 長野市 あっぷるぐりむ　長野運動公園店 サービス 飲食業 5%

114,828 長野県 長野市 あっぷるぐりむ小島田店 サービス 飲食業 5%
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114,829 長野県 長野市 あっぷるぐりむ栗田店 サービス 飲食業 5%

114,830 長野県 長野市 アトム通信工事 小売業 電化製品 5%

114,831 長野県 長野市 アドラーブル サービス 理容・美容業 5%

114,832 長野県 長野市 アトリエアニェリカ 小売業 衣料品 5%

114,833 長野県 長野市 アトリエシェリー東和田店 サービス 理容・美容業 5%

114,834 長野県 長野市 Ａｄｏｒｅｒ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

114,835 長野県 長野市 アミング稲里中央店 小売業 その他小売 5%

114,836 長野県 長野市 アミング南高田店 小売業 その他小売 5%

114,837 長野県 長野市 ＡＭＡＺＥｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

114,838 長野県 長野市 安茂里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,839 長野県 長野市 セブン－イレブン安茂里駅西店 小売業 食料品 2%

114,840 長野県 長野市 アリエス篠ノ井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,841 長野県 長野市 ＡＲＴＥＭＩＳ サービス 宿泊業 5%

114,842 長野県 長野市 アル・デンテ サービス 飲食業 5%

114,843 長野県 長野市 アルピコ自工株式会社　長野事業所 サービス その他サービス 5%

114,844 長野県 長野市 ＡＭＢＥＲ 小売業 その他小売 5%

114,845 長野県 長野市 ａｍｂｒｏｓｉａ サービス 飲食業 5%

114,846 長野県 長野市 飯綱高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,847 長野県 長野市 Ｅ９ｔｈＰＲＩＶＡＴＥＧＹＭ サービス その他サービス 5%

114,848 長野県 長野市 イオンタウン長野三輪店 小売業 衣料品 5%

114,849 長野県 長野市 五十里うどん麺味座 サービス 飲食業 5%

114,850 長野県 長野市 居酒屋べじた坊 サービス 飲食業 2%

114,851 長野県 長野市 居酒屋め組 サービス 飲食業 5%

114,852 長野県 長野市 ヒーリングスペース石家 小売業 衣料品 5%

114,853 長野県 長野市 石焼ステーキ贅　長野若槻店 サービス 飲食業 5%

114,854 長野県 長野市 イーストプラザ店メンズ 小売業 衣料品 5%

114,855 長野県 長野市 イーストプラザ店レディス 小売業 衣料品 5%

114,856 長野県 長野市 和泉屋深澤商店 小売業 その他小売 5%

114,857 長野県 長野市 ＩＳＯＬＡ【イソラ】 サービス 理容・美容業 5%

114,858 長野県 長野市 イタリア酒場わいん サービス 飲食業 5%

114,859 長野県 長野市 イタリアレストランドルチェヴィータ サービス 飲食業 5%

114,860 長野県 長野市 １１６６バックパッカーズ サービス その他サービス 5%

114,861 長野県 長野市 市場団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,862 長野県 長野市 一文字屋薬局 小売業 その他小売 5%

114,863 長野県 長野市 一休さんのはなおか川中島店 小売業 その他小売 5%

114,864 長野県 長野市 一休さんのはなおか長野店 小売業 その他小売 5%

114,865 長野県 長野市 一休さんのはなおか本店 小売業 家具・調度品 5%

114,866 長野県 長野市 一休さんのはなおか若槻店 小売業 その他小売 5%

114,867 長野県 長野市 出光アポロＪステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,868 長野県 長野市 出光アポロファミリー上松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,869 長野県 長野市 出光県庁通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,870 長野県 長野市 出光中条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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114,871 長野県 長野市 出光長野インター古戦場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,872 長野県 長野市 出光長野卸センターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,873 長野県 長野市 出光松代パーキングエリア上り線ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,874 長野県 長野市 犬処ケンケン　須坂本店　移動火葬車　やすらぎのあしあと サービス その他サービス 5%

114,875 長野県 長野市 Ｙｖｅｓ　Ｓａｉｎｔ　Ｌａｕｒｅｎｔ サービス 宿泊業 5%

114,876 長野県 長野市 いぶし銀 サービス 飲食業 5%

114,877 長野県 長野市 井堀電器商会 小売業 電化製品 5%

114,878 長野県 長野市 ＩＬ　ＭＡＲＥ 小売業 衣料品 5%

114,879 長野県 長野市 色空　【イロソラ】 サービス 理容・美容業 5%

114,880 長野県 長野市 いろは堂ＭＩＤＯＲＩ長野店 小売業 食料品 5%

114,881 長野県 長野市 ヴィーナスコート長野 サービス 飲食業 5%

114,882 長野県 長野市 ＷｅｅＤ 小売業 その他小売 5%

114,883 長野県 長野市 ウィル　川中島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

114,884 長野県 長野市 ウェイブ南長池ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,885 長野県 長野市 上野工販 小売業 その他小売 5%

114,886 長野県 長野市 梅田屋 サービス 飲食業 5%

114,887 長野県 長野市 Ｖｒｉｓｃｈｉｋａ サービス その他サービス 5%

114,888 長野県 長野市 漆舎 サービス 宿泊業 5%

114,889 長野県 長野市 Ａ・コープ　アピスせば店 小売業 食料品 5%

114,890 長野県 長野市 Ａ・コープ　あんず店 小売業 その他小売 5%

114,891 長野県 長野市 Ａ・コープ　おみ店 小売業 食料品 5%

114,892 長野県 長野市 Ａ・コープ　サンライフ店 小売業 食料品 5%

114,893 長野県 長野市 Ａ・コープ　篠ノ井店 小売業 その他小売 5%

114,894 長野県 長野市 Ａ・コープ　篠ノ井店 小売業 その他小売 5%

114,895 長野県 長野市 Ａ・コープ　しんまち店 小売業 食料品 5%

114,896 長野県 長野市 Ａ・コープ　しんまち店 小売業 食料品 5%

114,897 長野県 長野市 Ａ・コープ　七久保店 小売業 食料品 5%

114,898 長野県 長野市 Ａ・コープ　原村店 小売業 その他小売 5%

114,899 長野県 長野市 Ａ・コープ　ピアみどり店 小売業 その他小売 5%

114,900 長野県 長野市 Ａ・コープ　富士見店 小売業 その他小売 5%

114,901 長野県 長野市 Ａ・コープ美すず店 小売業 食料品 5%

114,902 長野県 長野市 Ａ・コープ　宮田店 小売業 食料品 5%

114,903 長野県 長野市 Ａ・コープ　リカまつかわ店 小売業 食料品 5%

114,904 長野県 長野市 永寿堂大門薬局 小売業 その他小売 5%

114,905 長野県 長野市 永寿堂大門薬局 小売業 その他小売 5%

114,906 長野県 長野市 永寿屋本店薬局 小売業 その他小売 5%

114,907 長野県 長野市 永寿屋本店薬局 小売業 その他小売 5%

114,908 長野県 長野市 エヴァンジル 小売業 その他小売 5%

114,909 長野県 長野市 Ａ・コープ　松代店 小売業 食料品 5%

114,910 長野県 長野市 Ａ・コープ　びんぐし店 小売業 その他小売 5%

114,911 長野県 長野市 Ａ・コープ　白馬店 小売業 食料品 5%

114,912 長野県 長野市 エースコンタクト 小売業 その他小売 5%
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114,913 長野県 長野市 エステティック　らぽーる サービス 理容・美容業 5%

114,914 長野県 長野市 ＮＩＣブライダルペーパーサポート 小売業 その他小売 5%

114,915 長野県 長野市 ＭＳエンタープライズ 小売業 その他小売 5%

114,916 長野県 長野市 エル・フローラ　れんげ屋 小売業 その他小売 5%

114,917 長野県 長野市 エルコンパスたいよう 小売業 電化製品 5%

114,918 長野県 長野市 エルコンパスやまざき 小売業 電化製品 5%

114,919 長野県 長野市 エルコンパスワカツキ 小売業 電化製品 5%

114,920 長野県 長野市 エル・シャンテ サービス その他サービス 5%

114,921 長野県 長野市 エルＨＯＫＵＳＨＩＮ 小売業 電化製品 5%

114,922 長野県 長野市 宴席　油や サービス 飲食業 5%

114,923 長野県 長野市 エントランス裾花ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,924 長野県 長野市 えんまる サービス その他サービス 5%

114,925 長野県 長野市 ＥＮＹＡ サービス 飲食業 5%

114,926 長野県 長野市 えん楽鶴賀店 サービス 飲食業 5%

114,927 長野県 長野市 えん楽東口店 サービス 飲食業 5%

114,928 長野県 長野市 オアーゾ　オアーゾ 小売業 その他小売 5%

114,929 長野県 長野市 大石堂写真舘 サービス その他サービス 5%

114,930 長野県 長野市 大岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,931 長野県 長野市 大川屋 小売業 電化製品 5%

114,932 長野県 長野市 ＯＶＥＲＣＡＰＴＡＩＮＮＡＫＥＤ サービス 理容・美容業 5%

114,933 長野県 長野市 オキツ電器 小売業 電化製品 5%

114,934 長野県 長野市 オキツ電器サービス 小売業 電化製品 5%

114,935 長野県 長野市 沖縄料理カリユシ長野店 サービス 飲食業 5%

114,936 長野県 長野市 お好み焼き　熱風 サービス 飲食業 5%

114,937 長野県 長野市 小島田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,938 長野県 長野市 ｏｈｉｓａｍａ 小売業 衣料品 5%

114,939 長野県 長野市 おもてなしイタリアン和伊ん サービス 宿泊業 5%

114,940 長野県 長野市 オランジェ 小売業 衣料品 5%

114,941 長野県 長野市 オリックスレンタカー長野駅前店 サービス その他サービス 2%

114,942 長野県 長野市 オリックスレンタカー長野店 サービス その他サービス 2%

114,943 長野県 長野市 尾張屋そば店 サービス 飲食業 5%

114,944 長野県 長野市 音楽堂平林 小売業 その他小売 5%

114,945 長野県 長野市 温野菜稲葉バイパス店 サービス 飲食業 2%

114,946 長野県 長野市 温野菜長野駅前店 サービス 飲食業 2%

114,947 長野県 長野市 カートップ川中島かどや商会 小売業 その他小売 5%

114,948 長野県 長野市 カードラボ長野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

114,949 長野県 長野市 カーフレンド 小売業 その他小売 5%

114,950 長野県 長野市 カイロプラクティック伊東 サービス その他サービス 5%

114,951 長野県 長野市 香り庵美癒 サービス 理容・美容業 5%

114,952 長野県 長野市 カギの救急車　長野稲里店 サービス その他サービス 5%

114,953 長野県 長野市 家具・インテリアアメニティーショップアイ 小売業 家具・調度品 5%

114,954 長野県 長野市 かくおか醸造 小売業 食料品 5%
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114,955 長野県 長野市 かくおか醸造　ながの東急ライフ店 小売業 食料品 5%

114,956 長野県 長野市 学生服のクライシ 小売業 衣料品 5%

114,957 長野県 長野市 角大薬局 小売業 その他小売 5%

114,958 長野県 長野市 家具の宮友 小売業 家具・調度品 5%

114,959 長野県 長野市 かくれ家　佐助 サービス 飲食業 5%

114,960 長野県 長野市 笠原十兵衛薬局 小売業 その他小売 5%

114,961 長野県 長野市 菓子工房クローバー 小売業 食料品 5%

114,962 長野県 長野市 が☆じゃもんや サービス 飲食業 5%

114,963 長野県 長野市 カジュアルファッション　マルマス安茂里店 小売業 衣料品 5%

114,964 長野県 長野市 カシワヤ 小売業 衣料品 5%

114,965 長野県 長野市 家族亭悟空 サービス 飲食業 5%

114,966 長野県 長野市 カットスペースＭ サービス 理容・美容業 5%

114,967 長野県 長野市 かに料理　和風料理　甲羅本店 サービス 飲食業 5%

114,968 長野県 長野市 かねまつ　東急長野店 小売業 衣料品 5%

114,969 長野県 長野市 かねまつ　長野ミドリ店 小売業 衣料品 5%

114,970 長野県 長野市 かねまつ　長野ミドリ店 小売業 衣料品 5%

114,971 長野県 長野市 ｃａｆｅ　ＩＬａｒｅ サービス 飲食業 5%

114,972 長野県 長野市 カフェ まち案内 えんがわ サービス 飲食業 5%

114,973 長野県 長野市 カフェレストランＳＡＩ　表参道 サービス 飲食業 5%

114,974 長野県 長野市 カフェレストランＳＡＩ表参道 サービス 飲食業 5%

114,975 長野県 長野市 株式会社　インターリンク 小売業 その他小売 5%

114,976 長野県 長野市 株式会社オート信州　株式会社オート信州 サービス その他サービス 5%

114,977 長野県 長野市 株式会社車屋Ｈｉｚｕｍｅふれ愛ランド サービス その他サービス 5%

114,978 長野県 長野市 株式会社ケイコーポレーション 小売業 その他小売 5%

114,979 長野県 長野市 株式会社タカコウ 小売業 衣料品 5%

114,980 長野県 長野市 株式会社タチカワ　長野支店　椛澤博樹 サービス その他サービス 5%

114,981 長野県 長野市 株式会社中澤屋 サービス その他サービス 5%

114,982 長野県 長野市 もくもく長野 小売業 その他小売 5%

114,983 長野県 長野市 株式会社ワダ電化センター 小売業 電化製品 5%

114,984 長野県 長野市 上条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,985 長野県 長野市 髪処　禅 サービス 理容・美容業 5%

114,986 長野県 長野市 カラマツトレイン長野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

114,987 長野県 長野市 カルビ屋三夢稲田店 サービス 飲食業 5%

114,988 長野県 長野市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋長野西和田店 サービス 飲食業 2%

114,989 長野県 長野市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋長野大豆島店 サービス 飲食業 2%

114,990 長野県 長野市 河合塾マナビス北長野校 サービス その他サービス 2%

114,991 長野県 長野市 川中島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,992 長野県 長野市 川中島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,993 長野県 長野市 川中島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

114,994 長野県 長野市 セブン－イレブン川中島中学校前店 小売業 食料品 2%

114,995 長野県 長野市 木島屋クリーニング 本店 サービス その他サービス 5%

114,996 長野県 長野市 北長野書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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114,997 長野県 長野市 北山補聴器 小売業 その他小売 5%

114,998 長野県 長野市 北山補聴器市役所前店 小売業 その他小売 5%

114,999 長野県 長野市 ＫＩＴＯＢＯＳＨＩＹＡ　ＫＩＴＯＢＯＳＨＩＹＡ 小売業 家具・調度品 5%

115,000 長野県 長野市 鬼無里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,001 長野県 長野市 木の生活道具ＭＷＣ．ＷＯＲＫＳＨＯＰ 小売業 家具・調度品 5%

115,002 長野県 長野市 きものサロンしみづや 小売業 衣料品 5%

115,003 長野県 長野市 Ｇａｌｌｅｒｙ一輪の薔薇 小売業 その他小売 5%

115,004 長野県 長野市 ギャルリ蓮 小売業 その他小売 5%

115,005 長野県 長野市 ｋａｍｐｔｅｍｐｓ 小売業 衣料品 5%

115,006 長野県 長野市 牛角青木島店 サービス 飲食業 2%

115,007 長野県 長野市 牛角アグリしののい店 サービス 飲食業 2%

115,008 長野県 長野市 牛角稲葉バイパス店 サービス 飲食業 2%

115,009 長野県 長野市 牛角長野石堂店 サービス 飲食業 2%

115,010 長野県 長野市 九州情熱酒場　がばい寅次郎 サービス 飲食業 5%

115,011 長野県 長野市 ｃｕｂｌｕｅ 小売業 その他小売 5%

115,012 長野県 長野市 教育　食堂 サービス その他サービス 5%

115,013 長野県 長野市 共和建設 サービス その他サービス 5%

115,014 長野県 長野市 嬉楽美容室 サービス 理容・美容業 5%

115,015 長野県 長野市 きらび　本店 サービス 飲食業 5%

115,016 長野県 長野市 キング代行　１ サービス その他サービス 5%

115,017 長野県 長野市 くいものやおおぜき サービス 飲食業 5%

115,018 長野県 長野市 くいものやおおぜき サービス 飲食業 5%

115,019 長野県 長野市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ長野店 小売業 その他小売 5%

115,020 長野県 長野市 串揚げ　只今 サービス 飲食業 5%

115,021 長野県 長野市 靴下屋長野ミドリ店 小売業 衣料品 2%

115,022 長野県 長野市 ｇｒａ　ＨＡＩＲ　ＳＴＯＲＹ サービス 理容・美容業 5%

115,023 長野県 長野市 ｇｒａ　ＨＡＩＲ　ＳＴＯＲＹ サービス 理容・美容業 5%

115,024 長野県 長野市 ｇｌａｍｃｒｅｗ サービス 理容・美容業 5%

115,025 長野県 長野市 ＪＥＷＥＬＲＹ＆ＷＡＴＣＨ　ＧｒａＬ 小売業 貴金属・服飾品 5%

115,026 長野県 長野市 グランド・スラム・リー 小売業 その他小売 5%

115,027 長野県 長野市 グリーンローズ 小売業 その他小売 5%

115,028 長野県 長野市 クリエーションヒロ 小売業 衣料品 5%

115,029 長野県 長野市 クリームクリーム 小売業 衣料品 5%

115,030 長野県 長野市 Ｇｒｏｏｖｅｒ　Ｌｅａｔｈｅｒ　グルーバーレザー 小売業 その他小売 5%

115,031 長野県 長野市 くれよんどーる　長野店 小売業 衣料品 5%

115,032 長野県 長野市 ケイエス自動車 小売業 その他小売 5%

115,033 長野県 長野市 Ｋカーショップオートテックユー サービス その他サービス 5%

115,034 長野県 長野市 景家 サービス 飲食業 5%

115,035 長野県 長野市 工学部　食堂 サービス その他サービス 5%

115,036 長野県 長野市 合資会社中澤薬局 小売業 その他小売 5%

115,037 長野県 長野市 光電社 小売業 電化製品 5%

115,038 長野県 長野市 購買書籍部 サービス その他サービス 5%
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115,039 長野県 長野市 更府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,040 長野県 長野市 コープ長野稲里店 小売業 食料品 5%

115,041 長野県 長野市 国立東長野病院売店 小売業 その他小売 5%

115,042 長野県 長野市 コケット サービス 理容・美容業 5%

115,043 長野県 長野市 個人あおぞらタクシー サービス 運輸業 5%

115,044 長野県 長野市 あおぞらタクシー サービス 運輸業 5%

115,045 長野県 長野市 個人中島タクシー サービス 運輸業 5%

115,046 長野県 長野市 コスメサロンアイーシャ サービス 理容・美容業 5%

115,047 長野県 長野市 ＣＯＮＥＫＴ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

115,048 長野県 長野市 ＣＯＮＥＫＴ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

115,049 長野県 長野市 木の花屋大門町店 小売業 食料品 5%

115,050 長野県 長野市 ＣＯＮＯＭｉＳＴＡＧＥ　長野アゲイン店 小売業 衣料品 5%

115,051 長野県 長野市 小林綿業株式会社　上松店 小売業 その他小売 5%

115,052 長野県 長野市 小林綿業株式会社本店 小売業 その他小売 5%

115,053 長野県 長野市 コピーサービス南長野 サービス その他サービス 5%

115,054 長野県 長野市 小松自動車修理工場 サービス その他サービス 5%

115,055 長野県 長野市 こまつや サービス 飲食業 5%

115,056 長野県 長野市 ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ サービス 宿泊業 5%

115,057 長野県 長野市 有限会社小山印刷所 サービス その他サービス 5%

115,058 長野県 長野市 ゴールデン酒場おさけや　長野駅前店 サービス 飲食業 5%

115,059 長野県 長野市 ＣＯＮＴＲＯＬ【コントロール】 サービス 理容・美容業 5%

115,060 長野県 長野市 ＴＨＥ　ＳＡＩＨＯＫＵＫＡＮ　ＨＯＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

115,061 長野県 長野市 ＴＨＥ ＢＡＲＢＥＲ ＮＡＫＡＹＡ サービス 理容・美容業 5%

115,062 長野県 長野市 サイクランドヤマダ 小売業 その他小売 5%

115,063 長野県 長野市 サイクルインフィニティ　サイクルインフィニティ 小売業 その他小売 5%

115,064 長野県 長野市 ＣＹＣＬＥＳＨＯＰ　Ｚｅｋｕ 小売業 その他小売 5%

115,065 長野県 長野市 更北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,066 長野県 長野市 犀北館 サービス 宿泊業 5%

115,067 長野県 長野市 酒井家電 小売業 電化製品 5%

115,068 長野県 長野市 酒井製麺 小売業 食料品 5%

115,069 長野県 長野市 ＳＡＫＡＫＩＹＡ 小売業 その他小売 5%

115,070 長野県 長野市 坂田商店　さかた宮沖店 小売業 食料品 5%

115,071 長野県 長野市 Ｓａｋｕｒａ　Ｂｉｋｅ　Ｓｔｏｒｅ 小売業 その他小売 5%

115,072 長野県 長野市 酒のスーパータカぎ　長野店 小売業 食料品 5%

115,073 長野県 長野市 ＴＨＥ　ＢＡＲＢＥＲ　ＮＡＫＡＹＡ サービス 理容・美容業 5%

115,074 長野県 長野市 茶寮　志もだ サービス 飲食業 5%

115,075 長野県 長野市 Ｓａｌｏｎｂｏｎｉｔｏ 小売業 その他小売 5%

115,076 長野県 長野市 サワディーカフェ サービス 飲食業 5%

115,077 長野県 長野市 ＳＵＮＳ日の出 小売業 電化製品 5%

115,078 長野県 長野市 サンポー　大橋南工場 サービス その他サービス 5%

115,079 長野県 長野市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 長野営業所 小売業 その他小売 5%

115,080 長野県 長野市 慈庵　慈庵 サービス その他サービス 5%

2742



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

115,081 長野県 長野市 シーライム　本店 小売業 衣料品 5%

115,082 長野県 長野市 ｓｃｅｎｅｂｙＤＩＧＳ 小売業 衣料品 5%

115,083 長野県 長野市 シェスタ　ファイテン 小売業 その他小売 5%

115,084 長野県 長野市 ジオグラフィー ジオグラフィー サービス 飲食業 5%

115,085 長野県 長野市 ＪＩＧＧＥＲ　ＣＬＵＢ サービス 飲食業 5%

115,086 長野県 長野市 ＳＩＧＮＡＬ サービス 飲食業 5%

115,087 長野県 長野市 姿勢矯正院 サービス 理容・美容業 5%

115,088 長野県 長野市 姿勢矯正院 サービス 理容・美容業 5%

115,089 長野県 長野市 じてんしゃ屋 小売業 その他小売 5%

115,090 長野県 長野市 信濃環境サニター サービス その他サービス 5%

115,091 長野県 長野市 しなのサ－ビスステ－ションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,092 長野県 長野市 信濃補聴器センター長野店 小売業 その他小売 5%

115,093 長野県 長野市 シナプシス サービス 理容・美容業 5%

115,094 長野県 長野市 ジニー長野店 小売業 衣料品 5%

115,095 長野県 長野市 篠ノ井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,096 長野県 長野市 セブン－イレブン篠ノ井さいなみ団地店 小売業 食料品 2%

115,097 長野県 長野市 セブン－イレブン篠ノ井塩崎店 小売業 食料品 2%

115,098 長野県 長野市 セブンーイレブン篠の井バイパス店 小売業 食料品 2%

115,099 長野県 長野市 セブン－イレブン篠ノ井布施五明店 小売業 食料品 2%

115,100 長野県 長野市 セブン－イレブン篠ノ井布施高田店 小売業 食料品 2%

115,101 長野県 長野市 セブン－イレブン篠ノ井南店 小売業 食料品 2%

115,102 長野県 長野市 島田りんご農園 小売業 その他小売 5%

115,103 長野県 長野市 霜田電機 小売業 電化製品 5%

115,104 長野県 長野市 霜田電機 霜田電機 小売業 電化製品 5%

115,105 長野県 長野市 しゃぶしゃぶ温野菜 稲葉バイパス店 サービス 飲食業 2%

115,106 長野県 長野市 ジャムヘアー サービス 理容・美容業 5%

115,107 長野県 長野市 ｊａｍ ｈａｉｒ ｊａｍ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

115,108 長野県 長野市 シャレニー長野店 小売業 その他小売 5%

115,109 長野県 長野市 シャレニー長野南店 小売業 その他小売 5%

115,110 長野県 長野市 シャレニー長野南店 小売業 その他小売 5%

115,111 長野県 長野市 シャレニーＭＥＧＡドン．キホーテ店 小売業 その他小売 5%

115,112 長野県 長野市 ｃｈｏｕａｌａｃｒｅｍｅ　ｒａｇａｚｚｏ 小売業 衣料品 5%

115,113 長野県 長野市 シューマート 小売業 衣料品 5%

115,114 長野県 長野市 十割そば大善 サービス 飲食業 5%

115,115 長野県 長野市 Ｃｈｏｕｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

115,116 長野県 長野市 酒菜やまざき駅前店 サービス 飲食業 5%

115,117 長野県 長野市 ジュネス　上田駅前店 小売業 衣料品 5%

115,118 長野県 長野市 シューマート　稲里店 小売業 衣料品 5%

115,119 長野県 長野市 シューマート　稲田店 小売業 衣料品 5%

115,120 長野県 長野市 シューマート　長野東和田店 小売業 衣料品 5%

115,121 長野県 長野市 旬宴酒場海せん山せん権堂店 サービス 飲食業 5%

115,122 長野県 長野市 旬菜居酒家　月あかり サービス 飲食業 5%

2743



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

115,123 長野県 長野市 情熱ダイニング　みらい酒房 サービス 飲食業 5%

115,124 長野県 長野市 ショップ　キコリ屋 小売業 家具・調度品 5%

115,125 長野県 長野市 シーライム　駅前店 小売業 衣料品 5%

115,126 長野県 長野市 信越デンキ 小売業 電化製品 5%

115,127 長野県 長野市 有限会社ジンギスカン荘 サービス 飲食業 5%

115,128 長野県 長野市 寝具のかしわや 小売業 その他小売 5%

115,129 長野県 長野市 新小路カフェ 新小路カフェ サービス 飲食業 5%

115,130 長野県 長野市 信州新町ＳＳ　北信米油株式会社　大和商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,131 長野県 長野市 セブン－イレブン信州新町店 小売業 食料品 2%

115,132 長野県 長野市 信州大学生協　長野教育学部店 サービス その他サービス 5%

115,133 長野県 長野市 信州大学生協　長野工学部店 サービス その他サービス 5%

115,134 長野県 長野市 信州大学生協　長野教育学部店 サービス その他サービス 5%

115,135 長野県 長野市 信州大学生協　長野工学部店 サービス その他サービス 5%

115,136 長野県 長野市 信州中尾山温泉　松仙閣 サービス 宿泊業 5%

115,137 長野県 長野市 セブン－イレブン信州中条村店 小売業 食料品 2%

115,138 長野県 長野市 信州りんご菓子工房　ＢＥＮＩ－ＢＥＮＩ 小売業 食料品 5%

115,139 長野県 長野市 新宿美容室西尾張部店 サービス 理容・美容業 5%

115,140 長野県 長野市 信旬酒肴　幸先 サービス 飲食業 5%

115,141 長野県 長野市 神明ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,142 長野県 長野市 新夜食堂エニシング　新夜食堂エニシング サービス 飲食業 5%

115,143 長野県 長野市 ｍａｉｋｅｄｏｏｎｅ心蘭 サービス その他サービス 5%

115,144 長野県 長野市 Ｓｕｉｔ　ＯＮＥ＆ＯＮＬＹ 小売業 衣料品 5%

115,145 長野県 長野市 スーパーあらい 小売業 その他小売 5%

115,146 長野県 長野市 ＳＫＹエナジー　長野店 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,147 長野県 長野市 スキーハウス長野 サービス その他サービス 5%

115,148 長野県 長野市 スケアリーモンスターズ 小売業 その他小売 5%

115,149 長野県 長野市 鮨処　月明かり サービス 宿泊業 5%

115,150 長野県 長野市 鮨湯もと サービス 飲食業 5%

115,151 長野県 長野市 スズキ電器 小売業 電化製品 5%

115,152 長野県 長野市 スタージュ サービス その他サービス 5%

115,153 長野県 長野市 ＳＴＹＬＩＳＨ サービス 宿泊業 5%

115,154 長野県 長野市 スタジオハローハットリ 小売業 電化製品 5%

115,155 長野県 長野市 スタジオマギー 小売業 その他小売 5%

115,156 長野県 長野市 ストレート　長野店 小売業 その他小売 5%

115,157 長野県 長野市 炭火焼きちどり サービス 飲食業 5%

115,158 長野県 長野市 炭火焼肉みやいり サービス 飲食業 5%

115,159 長野県 長野市 清広亭 サービス 飲食業 5%

115,160 長野県 長野市 セイビア　長野店 サービス 理容・美容業 5%

115,161 長野県 長野市 誠美堂　川中島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

115,162 長野県 長野市 西部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,163 長野県 長野市 瀬戸内天然魚ｏｓｔｅｒｉａＰｏｒｔ サービス 飲食業 5%

115,164 長野県 長野市 膳　ＺＥＮ サービス 飲食業 5%
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115,165 長野県 長野市 セブン－イレブン善光寺下店 小売業 食料品 2%

115,166 長野県 長野市 そば割烹葵 サービス 飲食業 5%

115,167 長野県 長野市 そば亭　油や サービス 飲食業 5%

115,168 長野県 長野市 そば亭　油や サービス 飲食業 5%

115,169 長野県 長野市 ソフィア 小売業 貴金属・服飾品 5%

115,170 長野県 長野市 そる亭 サービス 飲食業 5%

115,171 長野県 長野市 そる亭 サービス 飲食業 5%

115,172 長野県 長野市 第一企画株式会社 サービス その他サービス 5%

115,173 長野県 長野市 大商 小売業 その他小売 5%

115,174 長野県 長野市 台東食品　ＶＩＶＩＴＥＡ 小売業 食料品 5%

115,175 長野県 長野市 台東食品　アークス店 小売業 食料品 5%

115,176 長野県 長野市 台東食品　権堂店 小売業 食料品 5%

115,177 長野県 長野市 台東食品　Ｃ?ｏｎｅ店 小売業 食料品 5%

115,178 長野県 長野市 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　枡形　ダイニングバー枡形 サービス 飲食業 5%

115,179 長野県 長野市 ＤｉｎｉｎｇＢａｒ枡形 サービス 飲食業 5%

115,180 長野県 長野市 ダイニング晴はれる サービス 飲食業 5%

115,181 長野県 長野市 株式会社大丸屋 小売業 衣料品 5%

115,182 長野県 長野市 タイヤサポート長野 小売業 その他小売 5%

115,183 長野県 長野市 太陽　太陽 サービス 飲食業 5%

115,184 長野県 長野市 大和施設 サービス その他サービス 5%

115,185 長野県 長野市 高田屋銘産店 小売業 食料品 5%

115,186 長野県 長野市 たかの稲田店 小売業 衣料品 5%

115,187 長野県 長野市 たかの篠ノ井店 小売業 衣料品 5%

115,188 長野県 長野市 たちばな 小売業 衣料品 5%

115,189 長野県 長野市 たちばな長野本店 小売業 衣料品 5%

115,190 長野県 長野市 たちばな本社 小売業 衣料品 5%

115,191 長野県 長野市 たちばなＭＥＧＡドン．キホーテ店 小売業 衣料品 5%

115,192 長野県 長野市 タビタビミャンマー 小売業 衣料品 5%

115,193 長野県 長野市 Ｗｃｌｏｓｅｔ 小売業 衣料品 2%

115,194 長野県 長野市 田牧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,195 長野県 長野市 アトリエ・インドシン 小売業 衣料品 5%

115,196 長野県 長野市 グレース（有限会社丸大洋品店） 小売業 衣料品 5%

115,197 長野県 長野市 ダンスショップ　グレース 小売業 衣料品 5%

115,198 長野県 長野市 千穂美容室　千穂美容室 サービス 理容・美容業 5%

115,199 長野県 長野市 ＣＨＡＲＭｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘ サービス 理容・美容業 5%

115,200 長野県 長野市 ｃｈ ｂｏｏｋｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

115,201 長野県 長野市 中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,202 長野県 長野市 中華居酒屋上海人家 サービス 飲食業 5%

115,203 長野県 長野市 中華食堂一番館　長野駅前店 サービス 飲食業 5%

115,204 長野県 長野市 中華食堂一番館　長野東急ライフ店 サービス 飲食業 5%

115,205 長野県 長野市 中国料理　寒山拾得 サービス 宿泊業 5%

115,206 長野県 長野市 ＴＵＮＩＣＡ 小売業 衣料品 5%
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115,207 長野県 長野市 ＴＵＮＩＣＡ 小売業 衣料品 5%

115,208 長野県 長野市 長喜園 小売業 食料品 5%

115,209 長野県 長野市 長喜園 小売業 食料品 5%

115,210 長野県 長野市 治療院ＳＰ?ＣＡＲＥ サービス その他サービス 5%

115,211 長野県 長野市 つかさ サービス 飲食業 5%

115,212 長野県 長野市 ツカダカバン 小売業 衣料品 5%

115,213 長野県 長野市 塚田タクシー サービス 運輸業 5%

115,214 長野県 長野市 つくりたて生アイスの店ふるフル 小売業 食料品 5%

115,215 長野県 長野市 つばめタクシー　１ サービス 運輸業 5%

115,216 長野県 長野市 つぼみ 小売業 その他小売 5%

115,217 長野県 長野市 Ｔｉａｎａ　ｈａｉｒ＆ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

115,218 長野県 長野市 Ｄｉｓｃｏｖｅｒｅｄ サービス 理容・美容業 5%

115,219 長野県 長野市 ＤａｙＤｏｗｎＢｉｃｙｃｌｅｓ 小売業 その他小売 5%

115,220 長野県 長野市 ＤａｙＤｏｗｎＢｉｃｙｃｌｅｓ 小売業 その他小売 5%

115,221 長野県 長野市 手打ちそば　山笑 サービス 飲食業 5%

115,222 長野県 長野市 手打ちそば桜 サービス 飲食業 5%

115,223 長野県 長野市 テクニカルヒロ 小売業 電化製品 5%

115,224 長野県 長野市 Ｄｕｒｅｒ 小売業 衣料品 5%

115,225 長野県 長野市 寺町酒場ＹＡＫＩＹＡ サービス 飲食業 5%

115,226 長野県 長野市 Ｄｅｌｉｃａ鐵扇ＭＩＤＯＲＩ長野店 小売業 食料品 5%

115,227 長野県 長野市 ［ＨＣ］でんきのステップ・イン・チムラ 小売業 電化製品 5%

115,228 長野県 長野市 展望レストラン　青い銀河 サービス 飲食業 5%

115,229 長野県 長野市 ＴＵＯ　教育　食堂 サービス その他サービス 5%

115,230 長野県 長野市 ＴＵＯ　工学部　食堂 サービス その他サービス 5%

115,231 長野県 長野市 Ｔｕｏ　購買書籍部 サービス その他サービス 5%

115,232 長野県 長野市 戸隠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,233 長野県 長野市 戸隠小舎 サービス 宿泊業 5%

115,234 長野県 長野市 徳善院蕎麦宿坊　極意 サービス 宿泊業 5%

115,235 長野県 長野市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ長野大橋店 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,236 長野県 長野市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ長野バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,237 長野県 長野市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ若槻店 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,238 長野県 長野市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ長野居町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,239 長野県 長野市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ長野中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,240 長野県 長野市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅペトロ青木島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,241 長野県 長野市 ドックカフェＳｕｎｎｙ　ｔｅｒｒａｃｅ サービス 飲食業 5%

115,242 長野県 長野市 とまと食品館 小売業 食料品 5%

115,243 長野県 長野市 トヨタ部品長野共販　長野営業所 小売業 その他小売 5%

115,244 長野県 長野市 トヨタレンタリース長野長野店 サービス その他サービス 2%

115,245 長野県 長野市 豊野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,246 長野県 長野市 セブン－イレブン豊野蟹沢店 小売業 食料品 2%

115,247 長野県 長野市 とり鉄　長野店 サービス 飲食業 2%

115,248 長野県 長野市 トリニダードハウス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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115,249 長野県 長野市 トリミングルームＳｕｎｎｙ ｇａｒｄｅｎ トリミングルームＳｕｎｎｙ ｇａｒｄｅｎ サービス その他サービス 5%

115,250 長野県 長野市 鶏むら 小売業 食料品 5%

115,251 長野県 長野市 中沢電器 小売業 電化製品 5%

115,252 長野県 長野市 中澤時計本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

115,253 長野県 長野市 中谷旅館 サービス 宿泊業 5%

115,254 長野県 長野市 長門屋 サービス 飲食業 5%

115,255 長野県 長野市 セブンーイレブン長野青木島団地入口店 小売業 食料品 2%

115,256 長野県 長野市 セブンーイレブン長野青木島店 小売業 食料品 2%

115,257 長野県 長野市 セブン－イレブン長野浅川店 小売業 食料品 2%

115,258 長野県 長野市 セブン－イレブン長野アップルライン店 小売業 食料品 2%

115,259 長野県 長野市 セブン－イレブン長野荒木店 小売業 食料品 2%

115,260 長野県 長野市 セブン－イレブン長野石渡店 小売業 食料品 2%

115,261 長野県 長野市 セブン－イレブン長野稲里店 小売業 食料品 2%

115,262 長野県 長野市 セブン－イレブン長野稲葉店 小売業 食料品 2%

115,263 長野県 長野市 セブン－イレブン長野今里店 小売業 食料品 2%

115,264 長野県 長野市 セブン－イレブン長野インター店 小売業 食料品 2%

115,265 長野県 長野市 セブン－イレブン長野駅東口店 小売業 食料品 2%

115,266 長野県 長野市 長野大通りＳＳ　北信米油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,267 長野県 長野市 セブン－イレブン長野大通り店 小売業 食料品 2%

115,268 長野県 長野市 長野小島田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,269 長野県 長野市 セブン－イレブン長野御幣川店 小売業 食料品 2%

115,270 長野県 長野市 セブン－イレブン長野上千歳町店 小売業 食料品 2%

115,271 長野県 長野市 セブン－イレブン長野川中島駅前店 小売業 食料品 2%

115,272 長野県 長野市 セブン－イレブン長野川中島御厨店 小売業 食料品 2%

115,273 長野県 長野市 長野北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,274 長野県 長野市 セブン－イレブン長野桐原店 小売業 食料品 2%

115,275 長野県 長野市 長野銀座商店街振興組合 小売業 その他小売 5%

115,276 長野県 長野市 ｎａｇａ－ｎｏ－ｇｌａｓｓ サービス その他サービス 5%

115,277 長野県 長野市 長野グランドシネマズ サービス その他サービス 5%

115,278 長野県 長野市 セブン－イレブン長野栗田店 小売業 食料品 2%

115,279 長野県 長野市 長野県立大学生協ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

115,280 長野県 長野市 長野県立大学生協ＳＢ店 サービス その他サービス 5%

115,281 長野県 長野市 セブン－イレブン長野工業高校前店 小売業 食料品 2%

115,282 長野県 長野市 長野国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,283 長野県 長野市 セブン－イレブン長野権堂店 小売業 食料品 2%

115,284 長野県 長野市 長野ＳＳ　北信米油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,285 長野県 長野市 長野サウナ販売ショールーム サービス その他サービス 5%

115,286 長野県 長野市 セブンーイレブン長野里島店 小売業 食料品 2%

115,287 長野県 長野市 セブン－イレブン長野山王店 小売業 食料品 2%

115,288 長野県 長野市 セブン－イレブン長野上庭店 小売業 食料品 2%

115,289 長野県 長野市 長野第一ホテル サービス 宿泊業 5%

115,290 長野県 長野市 長野高田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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115,291 長野県 長野市 セブン－イレブン長野中央通り店 小売業 食料品 2%

115,292 長野県 長野市 長野綱島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,293 長野県 長野市 セブン－イレブン長野綱島店 小売業 食料品 2%

115,294 長野県 長野市 セブン－イレブン長野鶴賀店 小売業 食料品 2%

115,295 長野県 長野市 セブン－イレブン長野徳間店 小売業 食料品 2%

115,296 長野県 長野市 長野トヨタ自動車川中島店 小売業 その他小売 5%

115,297 長野県 長野市 長野トヨタ自動車サービスセンター 小売業 その他小売 5%

115,298 長野県 長野市 長野トヨタ自動車チューカーボックス川中島 小売業 その他小売 5%

115,299 長野県 長野市 長野トヨタ自動車長野店 小売業 その他小売 5%

115,300 長野県 長野市 長野トヨタ自動車プリズム店 小売業 その他小売 5%

115,301 長野県 長野市 長野トヨタ自動車レクサス長野 小売業 その他小売 5%

115,302 長野県 長野市 長野トヨタ自動車若槻店 小売業 その他小売 5%

115,303 長野県 長野市 セブン－イレブン長野豊野石店 小売業 食料品 2%

115,304 長野県 長野市 長野トヨペット徳間マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

115,305 長野県 長野市 長野トヨペット篠ノ井店 小売業 その他小売 5%

115,306 長野県 長野市 長野トヨペット徳間店 小売業 その他小売 5%

115,307 長野県 長野市 長野トヨペット長野店 小売業 その他小売 5%

115,308 長野県 長野市 長野トヨペット東和田店 小売業 その他小売 5%

115,309 長野県 長野市 セブン－イレブン長野とんとん通り店 小売業 食料品 2%

115,310 長野県 長野市 セブン－イレブン長野中御所３丁目店 小売業 食料品 2%

115,311 長野県 長野市 セブン－イレブン長野中御所店 小売業 食料品 2%

115,312 長野県 長野市 セブン－イレブン長野七瀬西店 小売業 食料品 2%

115,313 長野県 長野市 セブン－イレブン長野鍋屋店 小売業 食料品 2%

115,314 長野県 長野市 セブン－イレブン長野西尾張部店 小売業 食料品 2%

115,315 長野県 長野市 セブン－イレブン長野西和田店 小売業 食料品 2%

115,316 長野県 長野市 セブン－イレブン長野二線路通り店 小売業 食料品 2%

115,317 長野県 長野市 セブン－イレブン長野花咲町店 小売業 食料品 2%

115,318 長野県 長野市 セブン－イレブン長野東寺尾店 小売業 食料品 2%

115,319 長野県 長野市 セブン－イレブン長野東和田店 小売業 食料品 2%

115,320 長野県 長野市 長野日野自動車長野支店 小売業 その他小売 5%

115,321 長野県 長野市 セブン－イレブン長野平林店 小売業 食料品 2%

115,322 長野県 長野市 セブン－イレブン長野不動寺店 小売業 食料品 2%

115,323 長野県 長野市 セブン－イレブン長野古里店 小売業 食料品 2%

115,324 長野県 長野市 中野文具店 小売業 その他小売 5%

115,325 長野県 長野市 セブン－イレブン長野真島店 小売業 食料品 2%

115,326 長野県 長野市 セブン－イレブン長野松代清野店 小売業 食料品 2%

115,327 長野県 長野市 セブン－イレブン長野大豆島店 小売業 食料品 2%

115,328 長野県 長野市 長野南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,329 長野県 長野市 セブン－イレブン長野南石堂町店 小売業 食料品 2%

115,330 長野県 長野市 セブン－イレブン長野南千歳店 小売業 食料品 2%

115,331 長野県 長野市 セブン－イレブン長野南バイパス店 小売業 食料品 2%

115,332 長野県 長野市 セブンーイレブン長野南原店 小売業 食料品 2%

2748



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

115,333 長野県 長野市 セブン－イレブン長野南堀店 小売業 食料品 2%

115,334 長野県 長野市 セブン－イレブン長野三輪２丁目店 小売業 食料品 2%

115,335 長野県 長野市 セブン－イレブン長野村山店 小売業 食料品 2%

115,336 長野県 長野市 セブン－イレブン長野母袋店 小売業 食料品 2%

115,337 長野県 長野市 セブン－イレブン長野木工団地入口店 小売業 食料品 2%

115,338 長野県 長野市 セブン－イレブン長野柳原店 小売業 食料品 2%

115,339 長野県 長野市 セブン－イレブン長野柳町店 小売業 食料品 2%

115,340 長野県 長野市 セブン－イレブン長野吉田５丁目店 小売業 食料品 2%

115,341 長野県 長野市 セブン－イレブン長野吉田２丁目店 小売業 食料品 2%

115,342 長野県 長野市 セブン－イレブン長野若里店 小売業 食料品 2%

115,343 長野県 長野市 セブン－イレブン長野若槻店 小売業 食料品 2%

115,344 長野県 長野市 セブン－イレブン長野若穂西店 小売業 食料品 2%

115,345 長野県 長野市 セブン－イレブン長野若穂綿内店 小売業 食料品 2%

115,346 長野県 長野市 中村電業社 小売業 電化製品 5%

115,347 長野県 長野市 ＮＡＴＵＲＡＬＡＮＣＨＯＲＳ 小売業 その他小売 5%

115,348 長野県 長野市 七二会ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,349 長野県 長野市 Ｎａｐｕａ 小売業 衣料品 5%

115,350 長野県 長野市 南国食堂 くわっちー サービス 飲食業 5%

115,351 長野県 長野市 セブン－イレブン西長野店 小売業 食料品 2%

115,352 長野県 長野市 西村弘樹リフォームコンサルティング事務所 サービス その他サービス 5%

115,353 長野県 長野市 ｎｉｊｕｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

115,354 長野県 長野市 西和田ＳＳ　北信米油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,355 長野県 長野市 ニッセンシェイプ・サロン　リール 小売業 衣料品 5%

115,356 長野県 長野市 ニッセンシェイプファンデサロンプリンセス 小売業 衣料品 5%

115,357 長野県 長野市 ＪＭ／日本酒と炭火焼き　ちどり サービス 飲食業 5%

115,358 長野県 長野市 日本料理　紀元茶寮 サービス 宿泊業 5%

115,359 長野県 長野市 人形　そでやま　人形そでやま 小売業 その他小売 5%

115,360 長野県 長野市 人形の村田 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

115,361 長野県 長野市 ＮＯＵＶＥＬＬＥ　ＣＵＩＳＩＮＥ サービス 宿泊業 5%

115,362 長野県 長野市 ヌボー生花店　篠ノ井店 小売業 その他小売 5%

115,363 長野県 長野市 ヌボー生花店　ホテル国際２１店 小売業 その他小売 5%

115,364 長野県 長野市 ヌボー生花店　本店 小売業 その他小売 5%

115,365 長野県 長野市 Ｎｕｂｏｗ　×　Ｌ’ａｒｂｒｅ 小売業 その他小売 5%

115,366 長野県 長野市 ネイチャーズジュエル 小売業 その他小売 5%

115,367 長野県 長野市 ＮＡＶＹ　ｇｒａ　ＨＡＩＲ　ＳＴＯＲＹ サービス 理容・美容業 5%

115,368 長野県 長野市 ネイルサロン牡丹（ＰＥＯＮＹ） サービス 理容・美容業 5%

115,369 長野県 長野市 ネイルサロンライトウェ－ブ長野駅前店 サービス 理容・美容業 5%

115,370 長野県 長野市 Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　Ｌｙｎｘ サービス その他サービス 5%

115,371 長野県 長野市 ねこカフェなる　ねこカフェなる サービス 飲食業 5%

115,372 長野県 長野市 熱風 サービス 飲食業 5%

115,373 長野県 長野市 ノーノ分室 小売業 衣料品 5%

115,374 長野県 長野市 ｎａ－ｎａ分室コベヤ 小売業 衣料品 5%
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115,375 長野県 長野市 ノセメガネ長野本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

115,376 長野県 長野市 能登重鰹節店 小売業 食料品 5%

115,377 長野県 長野市 信田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,378 長野県 長野市 ＢＡＲ　ＲＯＣＫ　ＢＲＥＥＺＥ サービス 飲食業 5%

115,379 長野県 長野市 Ｈｅａｒｔ２　Ｄｏｇ　ハーツドッグ サービス 飲食業 5%

115,380 長野県 長野市 Ｈｅａｒｔ２Ｄｏｇ サービス 飲食業 5%

115,381 長野県 長野市 バーバーカトウ サービス 理容・美容業 2%

115,382 長野県 長野市 バーバーショップセキ サービス 理容・美容業 5%

115,383 長野県 長野市 ＢＡＲ５９９ サービス 飲食業 5%

115,384 長野県 長野市 ＢＡＲ５９９　ＢＡＲ５９９ サービス 飲食業 5%

115,385 長野県 長野市 バイカーズドリーム 小売業 その他小売 5%

115,386 長野県 長野市 バイシクルトライ　運動公園店 小売業 その他小売 5%

115,387 長野県 長野市 バイシクルトライ　川中島店 小売業 その他小売 5%

115,388 長野県 長野市 バイブ 小売業 衣料品 5%

115,389 長野県 長野市 博多屋台駅前店 サービス 飲食業 5%

115,390 長野県 長野市 ぱてぃお大門店 小売業 食料品 5%

115,391 長野県 長野市 パティスリー カズーリー パティスリーカズーリー 小売業 食料品 5%

115,392 長野県 長野市 パティスリー・オー・スガ サービス 飲食業 5%

115,393 長野県 長野市 ＨＡＮＡＩＣＨＩ 小売業 その他小売 5%

115,394 長野県 長野市 花職人しまだ 小売業 その他小売 5%

115,395 長野県 長野市 パナメイト　キタノ 小売業 電化製品 5%

115,396 長野県 長野市 Ｈｕｍｍｉｎｇｂｉｒｄ 小売業 衣料品 5%

115,397 長野県 長野市 パラボッセ 小売業 その他小売 5%

115,398 長野県 長野市 ハロープラザ大豆島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,399 長野県 長野市 バーンズ平林店 サービス 飲食業 5%

115,400 長野県 長野市 Ｐｉａｎｏ　Ｐｉａｎｏ サービス 飲食業 5%

115,401 長野県 長野市 ビアホール・トピ サービス 飲食業 5%

115,402 長野県 長野市 ＢＭＯ長野川中島店 小売業 衣料品 5%

115,403 長野県 長野市 ＰｉＥＤ　ＤＥ　ＰＯＵＬＥ サービス 理容・美容業 5%

115,404 長野県 長野市 Ｐｉ．Ｐ．ＰＯＣＨＥ サービス 理容・美容業 5%

115,405 長野県 長野市 東寺尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,406 長野県 長野市 東和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,407 長野県 長野市 ピクニック 小売業 食料品 5%

115,408 長野県 長野市 美倉 サービス 飲食業 5%

115,409 長野県 長野市 美倉　長野駅前店 サービス 飲食業 5%

115,410 長野県 長野市 飛翔塾元和道場 サービス その他サービス 5%

115,411 長野県 長野市 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｑｕｅｕｅ 小売業 食料品 5%

115,412 長野県 長野市 ビストロ　クエルド　クエル サービス 飲食業 5%

115,413 長野県 長野市 ピセ サービス その他サービス 5%

115,414 長野県 長野市 ピッツエリア　篠ノ井バイパス店 サービス 飲食業 5%

115,415 長野県 長野市 ピッツエリア東和田店 サービス 飲食業 5%

115,416 長野県 長野市 ピッツエリアヤングファラオ店 サービス 飲食業 5%
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115,417 長野県 長野市 ビデオ１　川中島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

115,418 長野県 長野市 ビデオ１　東和田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

115,419 長野県 長野市 ひとときｗｉｔｈＴｅａ　長野店 サービス 飲食業 5%

115,420 長野県 長野市 ｐｉｎａｔｉｓ サービス 飲食業 5%

115,421 長野県 長野市 ひふみよクレープ　ひふみよクレープ サービス 飲食業 5%

115,422 長野県 長野市 ＰｕｒｅＮａｉｌ サービス その他サービス 5%

115,423 長野県 長野市 ピュアハウスＭＩＤＯＲＩ長野店 小売業 衣料品 5%

115,424 長野県 長野市 ビューティサロンアネモネ サービス 理容・美容業 5%

115,425 長野県 長野市 美容カイロエステサロンＢｅｒｙｌ サービス 理容・美容業 5%

115,426 長野県 長野市 美容室アスカ 美容室アスカ サービス 理容・美容業 5%

115,427 長野県 長野市 美容室アドラーブル サービス 理容・美容業 5%

115,428 長野県 長野市 美容室ペルル サービス 理容・美容業 5%

115,429 長野県 長野市 美容室りんごの木　稲田店 サービス 理容・美容業 5%

115,430 長野県 長野市 美容室りんごの木　川中島店 サービス 理容・美容業 5%

115,431 長野県 長野市 美容室りんごの木　篠ノ井駅前店 サービス 理容・美容業 5%

115,432 長野県 長野市 美容室りんごの木　セントラル サービス 理容・美容業 5%

115,433 長野県 長野市 美容室りんごの木　本店 サービス 理容・美容業 5%

115,434 長野県 長野市 美容総合ディーラーＷＡＫＯ サービス その他サービス 5%

115,435 長野県 長野市 有限会社ファースト電気 小売業 電化製品 5%

115,436 長野県 長野市 Ｆａｒｖｅ サービス 理容・美容業 5%

115,437 長野県 長野市 ファナー長野店 小売業 衣料品 5%

115,438 長野県 長野市 ファミリーショップ上原屋 小売業 衣料品 5%

115,439 長野県 長野市 ｆｉｌａｔｏｈａｉｒｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

115,440 長野県 長野市 風心堂三輪整体鍼灸院 美和はりきゅう院 サービス その他サービス 5%

115,441 長野県 長野市 フェスタ 小売業 その他小売 5%

115,442 長野県 長野市 ＦｅｎＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

115,443 長野県 長野市 ＦＯＲＥＳＴ【フォレスト】 サービス 理容・美容業 5%

115,444 長野県 長野市 ＦＵＫＵｔｅｎｐｏ 小売業 衣料品 5%

115,445 長野県 長野市 Ｆｕｊｉｃｏｌｏｒ　ＰＨＯＴＯ　ＴＯＷＮ サービス その他サービス 5%

115,446 長野県 長野市 富士ホンダ 小売業 その他小売 5%

115,447 長野県 長野市 フタキ薬局 小売業 その他小売 5%

115,448 長野県 長野市 二澤旅館 サービス 宿泊業 5%

115,449 長野県 長野市 双葉電器商会 小売業 電化製品 5%

115,450 長野県 長野市 二葉堂　川中島店 小売業 食料品 5%

115,451 長野県 長野市 二葉堂　篠ノ井店 小売業 食料品 5%

115,452 長野県 長野市 二葉堂　総本店 小売業 食料品 5%

115,453 長野県 長野市 二葉堂　高田店 小売業 食料品 5%

115,454 長野県 長野市 二葉堂　まゆみだ通り店 小売業 食料品 5%

115,455 長野県 長野市 二葉堂高田店 小売業 食料品 5%

115,456 長野県 長野市 二葉堂ＭＩＤＯＲＩ店 小売業 食料品 5%

115,457 長野県 長野市 ブティックエリート篠ノ井店 小売業 衣料品 5%

115,458 長野県 長野市 ブティックエリート松代店 小売業 衣料品 5%
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115,459 長野県 長野市 ＦＵＴＯＮショップ　丸西 小売業 家具・調度品 5%

115,460 長野県 長野市 布遊舎　天山小路店 小売業 家具・調度品 5%

115,461 長野県 長野市 プライム　ド　エクレ 小売業 その他小売 5%

115,462 長野県 長野市 プラスフリー 小売業 衣料品 5%

115,463 長野県 長野市 Ｂｒａｓｓｅｒｉｅ　Ｅｐｉｓｄ’ｏｒ サービス 宿泊業 5%

115,464 長野県 長野市 Ｂｒａｔｓ　長野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

115,465 長野県 長野市 ブーランジェ　さくら サービス 飲食業 5%

115,466 長野県 長野市 ｂｌｕｍｅＬＡｇｌｕｃｋ 小売業 衣料品 5%

115,467 長野県 長野市 ブルージュ　一真堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

115,468 長野県 長野市 ＦｌｏｒｉｓｔＣｏｃｏｂｏｌｏ 小売業 その他小売 5%

115,469 長野県 長野市 ＢｌｏｃｋＡｔｅｌｉｅｒｆｕｒｎｉｔｕｒｅ 小売業 家具・調度品 5%

115,470 長野県 長野市 ＨａｉｒＤｅｓｉｇｎｒｈｙｔｈｍ サービス 理容・美容業 5%

115,471 長野県 長野市 ｈａｉｒ　リテイク サービス 理容・美容業 5%

115,472 長野県 長野市 ｙｏｒｋ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

115,473 長野県 長野市 Ｈａｉｒ　　　Ｂｅａｕｔｙ　ｍａｍａｃｏｒｔｅ　Ｈａｉｒ　Ｂｅａｕｔｙ　ｍａｍａｃｏｒｔｅ サービス 理容・美容業 5%

115,474 長野県 長野市 Ｏｒｉｇａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

115,475 長野県 長野市 ヘアーサロン　スリール サービス 理容・美容業 5%

115,476 長野県 長野市 Ｈａｉｒ　Ｈｏｕｓｅ　Ｃｈｏｕ　Ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

115,477 長野県 長野市 ＧＵＲＥＶＤＤＹＳ　ＰＯＩＮＴ サービス 理容・美容業 5%

115,478 長野県 長野市 ヘアクラスプ サービス 理容・美容業 5%

115,479 長野県 長野市 ヘアーサロン　リーティ サービス 理容・美容業 5%

115,480 長野県 長野市 ヘアセット＆アイラッシュ　エル サービス 理容・美容業 5%

115,481 長野県 長野市 ｈｉａｒｄｅｓｉｇｎＲＥＰＯＳ サービス 理容・美容業 5%

115,482 長野県 長野市 ベアニー 小売業 その他小売 5%

115,483 長野県 長野市 平安堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

115,484 長野県 長野市 平安堂　長野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

115,485 長野県 長野市 平安堂　南千歳店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

115,486 長野県 長野市 ペトロ小島田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,487 長野県 長野市 ペトロ中御所店 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,488 長野県 長野市 ペトロ本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,489 長野県 長野市 ペトロ南バイパス店 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,490 長野県 長野市 ぺんしょん遊山 サービス 宿泊業 5%

115,491 長野県 長野市 ＰＯＳＹ サービス その他サービス 5%

115,492 長野県 長野市 ｈｏｍｅ－ｄｅｃｏ 小売業 衣料品 5%

115,493 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 公園前センター 小売業 食料品 5%

115,494 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 長野高田センター 小売業 食料品 5%

115,495 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 長野中央センター 小売業 食料品 5%

115,496 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 中野センター 小売業 食料品 5%

115,497 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 宇木センター 小売業 食料品 5%

115,498 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 坂城センター 小売業 食料品 5%

115,499 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 小海センター 小売業 食料品 5%

115,500 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 望月センター 小売業 食料品 5%
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115,501 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 軽井沢センター 小売業 食料品 5%

115,502 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 飯綱センター 小売業 食料品 5%

115,503 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 小布施センター 小売業 食料品 5%

115,504 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 長野南センター 小売業 食料品 5%

115,505 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 佐久センター 小売業 食料品 5%

115,506 長野県 長野市 北信ヤクルト販売　東部センター 小売業 食料品 5%

115,507 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 上田東センター 小売業 食料品 5%

115,508 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 浅間センター 小売業 食料品 5%

115,509 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 信州新町センター 小売業 食料品 5%

115,510 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 小諸センター 小売業 食料品 5%

115,511 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 飯山センター 小売業 食料品 5%

115,512 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 戸倉上山田センター 小売業 食料品 5%

115,513 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 豊野センター 小売業 食料品 5%

115,514 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 上田ときわぎセンター 小売業 食料品 5%

115,515 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 更埴センター 小売業 食料品 5%

115,516 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 須坂センター 小売業 食料品 5%

115,517 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 千曲センター 小売業 食料品 5%

115,518 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 東福寺センター 小売業 食料品 5%

115,519 長野県 長野市 北信ヤクルト販売 丸子センター 小売業 食料品 5%

115,520 長野県 長野市 セブン－イレブンホクト文化ホール入口店 小売業 食料品 2%

115,521 長野県 長野市 ＢｏｄｙＭａｋｅＳｔｕｄｉｏＭｉｌａｎｏ サービス 理容・美容業 5%

115,522 長野県 長野市 ボディメイクスペースＫｏｔｏｒｉ　ボディメイクスペースｋｏｔｏｒｉ サービス 理容・美容業 5%

115,523 長野県 長野市 ホテルナガノアベニュー サービス 宿泊業 5%

115,524 長野県 長野市 ホテルニューナガノ サービス 宿泊業 5%

115,525 長野県 長野市 ホームバザー　長野南店 小売業 その他小売 5%

115,526 長野県 長野市 堀内タクシー サービス 運輸業 5%

115,527 長野県 長野市 Ｆｏｙｅｒ サービス 宿泊業 5%

115,528 長野県 長野市 ホンド－屋島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,529 長野県 長野市 前川理容店 サービス 理容・美容業 5%

115,530 長野県 長野市 まかない処 笹市 サービス 飲食業 5%

115,531 長野県 長野市 マクドナルド川中島店 サービス 飲食業 2%

115,532 長野県 長野市 マクドナルド１８号小島田店 サービス 飲食業 2%

115,533 長野県 長野市 マクドナルド１８号長野店 サービス 飲食業 2%

115,534 長野県 長野市 マクドナルドデリシア篠ノ井東店 サービス 飲食業 2%

115,535 長野県 長野市 マクドナルド長野ＳＢＣ通り店 サービス 飲食業 2%

115,536 長野県 長野市 マクドナルド長野トイザらス店 サービス 飲食業 2%

115,537 長野県 長野市 マクドナルド長野大豆島店 サービス 飲食業 2%

115,538 長野県 長野市 マクドナルド若里店 サービス 飲食業 2%

115,539 長野県 長野市 マーシィー　稲田薬局 小売業 その他小売 5%

115,540 長野県 長野市 マーシィー　メディカルルーム 小売業 その他小売 5%

115,541 長野県 長野市 松澤電器 小売業 電化製品 5%

115,542 長野県 長野市 マツザワ薬局 小売業 その他小売 5%
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115,543 長野県 長野市 松代陶苑 小売業 その他小売 5%

115,544 長野県 長野市 ＭＡＤＯショップ長野大橋店 サービス その他サービス 5%

115,545 長野県 長野市 ｍａｍａｃｏｒｔｅ サービス 理容・美容業 5%

115,546 長野県 長野市 丸銀自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

115,547 長野県 長野市 まるため 小売業 衣料品 5%

115,548 長野県 長野市 まるため 小売業 衣料品 5%

115,549 長野県 長野市 まるためジュエリーウィル長野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

115,550 長野県 長野市 マルデン 小売業 衣料品 5%

115,551 長野県 長野市 丸友自動車 サービス その他サービス 5%

115,552 長野県 長野市 丸八たきや 小売業 その他小売 5%

115,553 長野県 長野市 みーるマーマ本店 サービス 飲食業 5%

115,554 長野県 長野市 みすゞ飴本舗ＭＩＤＯＲＩ長野店 小売業 食料品 5%

115,555 長野県 長野市 みすずホールディングス（株）商事部 小売業 電化製品 5%

115,556 長野県 長野市 道の駅信州新町 小売業 食料品 5%

115,557 長野県 長野市 ミト電化センター 小売業 電化製品 5%

115,558 長野県 長野市 翠屋 小売業 衣料品 5%

115,559 長野県 長野市 ＭＩＮＩ　Ｎａｇａｎｏ 小売業 その他小売 5%

115,560 長野県 長野市 ミヤザワデンキ 小売業 電化製品 5%

115,561 長野県 長野市 ミューカーズ 小売業 その他小売 5%

115,562 長野県 長野市 美よしや 小売業 衣料品 5%

115,563 長野県 長野市 ミライ電機 小売業 電化製品 5%

115,564 長野県 長野市 蒸し料理　いち　蒸し料理いち サービス 飲食業 5%

115,565 長野県 長野市 明治屋 小売業 衣料品 5%

115,566 長野県 長野市 Ｍａｉｎ　Ｂａｒ　ＳＥＩＪＩ サービス 宿泊業 5%

115,567 長野県 長野市 めだか薬局 小売業 その他小売 5%

115,568 長野県 長野市 麺飯厨房 牡丹荘 サービス 飲食業 5%

115,569 長野県 長野市 麺屋蕪村　篠ノ井店 サービス 飲食業 5%

115,570 長野県 長野市 モーターサイクルジャパン 小売業 その他小売 5%

115,571 長野県 長野市 白玉蘭 サービス 飲食業 5%

115,572 長野県 長野市 本久　セルフ運動公園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,573 長野県 長野市 本久セルフ平林ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,574 長野県 長野市 もみじ茶屋 サービス 飲食業 5%

115,575 長野県 長野市 森下商会 小売業 その他小売 5%

115,576 長野県 長野市 森のうた 小売業 その他小売 5%

115,577 長野県 長野市 門前酒場　山里 サービス 飲食業 5%

115,578 長野県 長野市 やきとり　義経 サービス 飲食業 5%

115,579 長野県 長野市 やきとりおかめ サービス 飲食業 5%

115,580 長野県 長野市 ヤナギサワ電機 小売業 電化製品 5%

115,581 長野県 長野市 柳町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,582 長野県 長野市 山野愛子美容室　長野店 サービス 理容・美容業 5%

115,583 長野県 長野市 山の神温泉 サービス 宿泊業 5%

115,584 長野県 長野市 山本薬局 小売業 その他小売 5%
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115,585 長野県 長野市 有限会社 白馬自動車工業 サービス その他サービス 5%

115,586 長野県 長野市 有限会社赤塚酒店　赤塚酒店 小売業 食料品 5%

115,587 長野県 長野市 有限会社アサヒオート　有限会社　アサヒオート 小売業 その他小売 5%

115,588 長野県 長野市 有限会社石井モータース 小売業 その他小売 5%

115,589 長野県 長野市 有限会社河島屋 小売業 その他小売 5%

115,590 長野県 長野市 有限会社清滝商店 小売業 食料品 5%

115,591 長野県 長野市 ［ＨＣ］（有）クボタ電器サービス 小売業 電化製品 5%

115,592 長野県 長野市 有限会社滝沢板金塗装 サービス その他サービス 5%

115,593 長野県 長野市 有限会社武井工芸店 小売業 その他小売 5%

115,594 長野県 長野市 有限会社竹村モータース 小売業 その他小売 5%

115,595 長野県 長野市 （有）デンコー自動車機器 小売業 その他小売 5%

115,596 長野県 長野市 有限会社長野エスカルゴ サービス その他サービス 5%

115,597 長野県 長野市 有限会社長野ハムセンター 小売業 その他小売 5%

115,598 長野県 長野市 有限会社豊誠堂 サービス 飲食業 5%

115,599 長野県 長野市 有　丸泉モータース 小売業 その他小売 5%

115,600 長野県 長野市 有限会社丸富自工 サービス その他サービス 5%

115,601 長野県 長野市 有限会社森のうた 小売業 衣料品 5%

115,602 長野県 長野市 有限会社モンドール サービス 飲食業 5%

115,603 長野県 長野市 有　サンロク 小売業 その他小売 5%

115,604 長野県 長野市 ［ＨＣ］湯本電気店 小売業 電化製品 5%

115,605 長野県 長野市 ＫＥＮｚｏｃａｆｅ＆ｂａｒ サービス 飲食業 5%

115,606 長野県 長野市 横田自動車 サービス その他サービス 5%

115,607 長野県 長野市 よしのや 小売業 食料品 5%

115,608 長野県 長野市 よろづや 小売業 貴金属・服飾品 5%

115,609 長野県 長野市 ラ・ランコントル サービス 飲食業 5%

115,610 長野県 長野市 ｒｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

115,611 長野県 長野市 ライズインターナショナル 小売業 その他小売 5%

115,612 長野県 長野市 ライトパーク浅川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,613 長野県 長野市 ライフヘルパ－石橋 小売業 電化製品 5%

115,614 長野県 長野市 ＬＵＸＵＲＹ サービス 宿泊業 5%

115,615 長野県 長野市 ＲＡＧＬＥ 小売業 衣料品 5%

115,616 長野県 長野市 Ｌａｃｏｌｅｌｅ サービス 理容・美容業 5%

115,617 長野県 長野市 らしんばん　長野店 小売業 その他小売 5%

115,618 長野県 長野市 Ｌａｂｂｉ Ｈａｉｒａｔｅｌｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

115,619 長野県 長野市 らびっとタクシー サービス 運輸業 5%

115,620 長野県 長野市 ＲＡＰＴＵＲＥ 小売業 衣料品 5%

115,621 長野県 長野市 ラ ランコントル サービス 飲食業 5%

115,622 長野県 長野市 ＬＡＮＣＥＬ サービス 宿泊業 5%

115,623 長野県 長野市 ＲＩＣＨＥＳＳＥ 小売業 衣料品 5%

115,624 長野県 長野市 Ｒｉｓｅｔｔｅ 小売業 その他小売 5%

115,625 長野県 長野市 リックスオオハシ 小売業 電化製品 5%

115,626 長野県 長野市 理容くろいわ 有限会社黒岩理容所 サービス 理容・美容業 5%
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115,627 長野県 長野市 料亭　帰雁来燕 サービス 宿泊業 5%

115,628 長野県 長野市 料亭　静華堂 サービス 宿泊業 5%

115,629 長野県 長野市 理容マルミ サービス 理容・美容業 5%

115,630 長野県 長野市 リンクス サービス 理容・美容業 5%

115,631 長野県 長野市 ｌｉｎｎｅ　ｈａｉｒｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

115,632 長野県 長野市 ル・プレＡＴ長野三輪店 小売業 衣料品 5%

115,633 長野県 長野市 ルミアン長野店 サービス その他サービス 5%

115,634 長野県 長野市 株式会社ＲＡＶＥＮ サービス その他サービス 5%

115,635 長野県 長野市 レーヴルモリタ　川中島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

115,636 長野県 長野市 Ｌ　ｅｃｈｅｌｌｅ　ｈａｉｒ　ｏｒｇａｎｉｃ サービス 理容・美容業 5%

115,637 長野県 長野市 レストラン　Ａｕｘ　Ｄｅｌｉｃｅｓ サービス 宿泊業 5%

115,638 長野県 長野市 ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　Ｃｈｅｚ　Ｍａｓａ サービス 飲食業 5%

115,639 長野県 長野市 レストランさくら 小売業 食料品 5%

115,640 長野県 長野市 レストランバークーカイ サービス 飲食業 5%

115,641 長野県 長野市 レストランバー　リビアーモ サービス 飲食業 5%

115,642 長野県 長野市 レディースファッションマルマス 小売業 衣料品 5%

115,643 長野県 長野市 レンタル着物マイン長野店 サービス その他サービス 5%

115,644 長野県 長野市 楼蘭 小売業 家具・調度品 5%

115,645 長野県 長野市 ローズガーデン 小売業 その他小売 5%

115,646 長野県 長野市 ローマ軒　長野権堂店 サービス 飲食業 5%

115,647 長野県 長野市 ロックドクター株式会社 サービス その他サービス 5%

115,648 長野県 長野市 ＬＯＤＧＥぴこ サービス 宿泊業 5%

115,649 長野県 長野市 Ｌｏｐｕｔ サービス 理容・美容業 5%

115,650 長野県 長野市 ロン・都 小売業 衣料品 5%

115,651 長野県 長野市 ワイ・ディグレ サービス 理容・美容業 5%

115,652 長野県 長野市 ワイ・ディグレ サービス 理容・美容業 5%

115,653 長野県 長野市 若槻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,654 長野県 長野市 若槻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,655 長野県 長野市 若穂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,656 長野県 長野市 わしや 小売業 食料品 5%

115,657 長野県 長野市 和食処まえの サービス 飲食業 5%

115,658 長野県 長野市 綿内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,659 長野県 長野市 渡辺商事本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,660 長野県 長野市 和猫本舗 サービス 飲食業 5%

115,661 長野県 長野市 和ノ食　　るぼーの サービス 飲食業 5%

115,662 長野県 長和町 アングラーズハット サービス 宿泊業 5%

115,663 長野県 長和町 出光和田峠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,664 長野県 長和町 ヴィラ・アビエルタ サービス 宿泊業 5%

115,665 長野県 長和町 温泉山岳ホテル　アンダーマット サービス 宿泊業 5%

115,666 長野県 長和町 国保依田窪病院売店 小売業 その他小売 5%

115,667 長野県 長和町 ＳＣＨＯＮＥＲ　ＢＥＲＧ サービス 宿泊業 5%

115,668 長野県 長和町 セブン－イレブン信州長門バイパス店 小売業 食料品 2%
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115,669 長野県 長和町 でんかショップミドリカワ 小売業 電化製品 5%

115,670 長野県 長和町 長門町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,671 長野県 長和町 セブン－イレブン長和町店 小売業 食料品 2%

115,672 長野県 長和町 長和町四泊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,673 長野県 長和町 セブン－イレブン長和町和田店 小売業 食料品 2%

115,674 長野県 長和町 和みのペンション　ここっと　和みのペンション　ここっと サービス 宿泊業 5%

115,675 長野県 長和町 バケーションイン サービス 宿泊業 5%

115,676 長野県 長和町 バレブランシュ サービス 宿泊業 5%

115,677 長野県 長和町 姫木平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,678 長野県 長和町 ペンシオーネ　美し松 サービス 宿泊業 5%

115,679 長野県 長和町 ペンション　ラ・ヒュッテ サービス 宿泊業 5%

115,680 長野県 長和町 ペンションアンメモリー サービス 宿泊業 5%

115,681 長野県 長和町 ペンションハーモニー サービス 宿泊業 5%

115,682 長野県 長和町 星空へ続く宿　美ヶ原ふる里館 サービス 宿泊業 5%

115,683 長野県 長和町 モンゴル乗馬ノーサイド サービス その他サービス 5%

115,684 長野県 長和町 有限会社　渡辺自動車 サービス その他サービス 5%

115,685 長野県 南木曽町 アララギＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,686 長野県 南木曽町 出光三留野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,687 長野県 南木曽町 栄光自動車鈑金 サービス その他サービス 5%

115,688 長野県 南木曽町 鴨川桶店 小売業 家具・調度品 5%

115,689 長野県 南木曽町 木地師の里ヤマイチ 小売業 家具・調度品 5%

115,690 長野県 南木曽町 好日珈琲 サービス 飲食業 5%

115,691 長野県 南木曽町 タザワ電機　南木曽店 小売業 電化製品 5%

115,692 長野県 南木曽町 有限会社中島石油店 小売業 その他小売 5%

115,693 長野県 南木曽町 南木曽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,694 長野県 南木曽町 セブン－イレブン南木曽町店 小売業 食料品 2%

115,695 長野県 南木曽町 ニッセンシェイプサロンドＭＡＲＶＥＬＬＡ 小売業 衣料品 5%

115,696 長野県 南木曽町 有限会社　野原工芸 小売業 その他小売 5%

115,697 長野県 南木曽町 株式会社原鉄南木曽出張所 サービス その他サービス 5%

115,698 長野県 南木曽町 ホテル富貴の森 サービス 宿泊業 5%

115,699 長野県 南木曽町 株式会社松宮 小売業 その他小売 5%

115,700 長野県 南木曽町 丸正金沢屋 小売業 その他小売 5%

115,701 長野県 南木曽町 南木曽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,702 長野県 野沢温泉村 朝日屋旅館 サービス 宿泊業 5%

115,703 長野県 野沢温泉村 新屋 サービス 飲食業 5%

115,704 長野県 野沢温泉村 池田薬局 小売業 その他小売 5%

115,705 長野県 野沢温泉村 ウエハラ理容室 サービス 理容・美容業 5%

115,706 長野県 野沢温泉村 エスポワール・エビス サービス 宿泊業 5%

115,707 長野県 野沢温泉村 お宿　あけびや サービス 宿泊業 5%

115,708 長野県 野沢温泉村 お宿 たまゆら サービス 宿泊業 5%

115,709 長野県 野沢温泉村 お宿たまゆら サービス その他サービス 5%

115,710 長野県 野沢温泉村 お宿藤兵衛 サービス その他サービス 5%
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115,711 長野県 野沢温泉村 御宿野沢屋 サービス 宿泊業 5%

115,712 長野県 野沢温泉村 金森スポーツ　本店 小売業 その他小売 5%

115,713 長野県 野沢温泉村 Ｃａｒｔｅ サービス 飲食業 5%

115,714 長野県 野沢温泉村 河一屋旅館 サービス 宿泊業 5%

115,715 長野県 野沢温泉村 桐屋旅館 サービス 宿泊業 5%

115,716 長野県 野沢温泉村 げんたろう屋 サービス 宿泊業 5%

115,717 長野県 野沢温泉村 ＣＯＭＰＡＳＳＨＯＵＳＥ 小売業 その他小売 5%

115,718 長野県 野沢温泉村 ＳＵＮ市川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,719 長野県 野沢温泉村 ＳｃｈｎｅｉｄｅｒＨｏｔｅｌ サービス その他サービス 5%

115,720 長野県 野沢温泉村 すもう鍋 サービス 飲食業 5%

115,721 長野県 野沢温泉村 株式会社ドリームシップ 小売業 その他小売 5%

115,722 長野県 野沢温泉村 中島屋旅館 サービス 宿泊業 5%

115,723 長野県 野沢温泉村 長野屋酒店 小売業 食料品 5%

115,724 長野県 野沢温泉村 ながや電気 小売業 電化製品 5%

115,725 長野県 野沢温泉村 肉のわしの　鷲野商店 小売業 食料品 5%

115,726 長野県 野沢温泉村 野沢温泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,727 長野県 野沢温泉村 野沢温泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,728 長野県 野沢温泉村 野沢温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

115,729 長野県 野沢温泉村 農事組合法人　野沢農産生産組合 小売業 食料品 5%

115,730 長野県 野沢温泉村 萬里 サービス 飲食業 5%

115,731 長野県 野沢温泉村 百番商店 小売業 家具・調度品 5%

115,732 長野県 野沢温泉村 Ｆｕｊｉｙｏｓｈｉ サービス その他サービス 5%

115,733 長野県 野沢温泉村 ぶな サービス 飲食業 5%

115,734 長野県 野沢温泉村 フレッシュストアーレインボウ 小売業 食料品 5%

115,735 長野県 野沢温泉村 有限会社桝屋商店 サービス その他サービス 5%

115,736 長野県 野沢温泉村 丸見屋商店 小売業 その他小売 5%

115,737 長野県 野沢温泉村 村のホテル　住吉屋 サービス 宿泊業 5%

115,738 長野県 野沢温泉村 旅館　さかや サービス 宿泊業 5%

115,739 長野県 野沢温泉村 風の家 サービス 飲食業 5%

115,740 長野県 野沢温泉村 ロッジ　でんべえ サービス 宿泊業 5%

115,741 長野県 野沢温泉村 ロッヂ　ハーネンカム サービス 宿泊業 5%

115,742 長野県 野沢温泉村 若ぎり サービス 飲食業 5%

115,743 長野県 野沢温泉村 和風ペンションみやざわ サービス 宿泊業 5%

115,744 長野県 白馬村 アヴァンティシャレー サービス その他サービス 5%

115,745 長野県 白馬村 あぜくら山荘 サービス 宿泊業 5%

115,746 長野県 白馬村 あたらしや旅館 サービス 宿泊業 5%

115,747 長野県 白馬村 アリスの泉 サービス 宿泊業 5%

115,748 長野県 白馬村 ＡＬＵＴ 小売業 その他小売 5%

115,749 長野県 白馬村 ＡＬＰ　Ｌｏｄｇｅ サービス 宿泊業 5%

115,750 長野県 白馬村 アルペンロード神城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,751 長野県 白馬村 出光神城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,752 長野県 白馬村 出光シュプール白馬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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115,753 長野県 白馬村 出光白馬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,754 長野県 白馬村 移動屋台　ｉｋａｙａｋｉ　こやまん　移動屋台ｉｋａｙａｋｉこやまん サービス 飲食業 5%

115,755 長野県 白馬村 Ｉｎｄｙｍｏｍｏ サービス 飲食業 5%

115,756 長野県 白馬村 ヴィレッジボックススポーツ サービス その他サービス 5%

115,757 長野県 白馬村 Ａコープ　白馬店 小売業 食料品 5%

115,758 長野県 白馬村 ＭＳ白馬 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

115,759 長野県 白馬村 大根館 サービス 宿泊業 5%

115,760 長野県 白馬村 おひょっくり サービス 飲食業 5%

115,761 長野県 白馬村 岳園荘 サービス 宿泊業 5%

115,762 長野県 白馬村 貸別荘　白馬ロイヤルコテージ サービス 宿泊業 5%

115,763 長野県 白馬村 カンパーニュ白馬 サービス その他サービス 5%

115,764 長野県 白馬村 檪（Ｋｕｎｕｇｉ） サービス その他サービス 5%

115,765 長野県 白馬村 ＣｒｏｓｓＳｈｒｅｄＳｎｏｗＳｐｏｒｔｓ サービス その他サービス 5%

115,766 長野県 白馬村 源泉の宿　まるいし サービス 宿泊業 5%

115,767 長野県 白馬村 ＳＵＮＮＹＳＩＤＥＨＵＴ サービス 宿泊業 5%

115,768 長野県 白馬村 ３３０１　Ｈａｋｕｂａ サービス 飲食業 5%

115,769 長野県 白馬村 シルクウッドホテル サービス 宿泊業 5%

115,770 長野県 白馬村 シロウマアウトドアカンパニー サービス その他サービス 5%

115,771 長野県 白馬村 信州白馬八方温泉しろうま荘 サービス 宿泊業 5%

115,772 長野県 白馬村 ｓｋｌｏｎｉｔｌｅａｔｈｅｒｗｏｒｋｓ 小売業 衣料品 5%

115,773 長野県 白馬村 ｓｔｕｄｉｏｆｏｒｅｔ サービス その他サービス 5%

115,774 長野県 白馬村 ＳＮＯＷＢＩＲＤＰＥＮＳＩＯＮ サービス その他サービス 5%

115,775 長野県 白馬村 Ｔｈｒｅｅ　Ｐｅａｋｓ 小売業 その他小売 5%

115,776 長野県 白馬村 ＳｅｖｅｎｔｈＨｅａｖｅｎＨａｋｕｂａ サービス その他サービス 5%

115,777 長野県 白馬村 タロークラブ タロークラブ 小売業 食料品 5%

115,778 長野県 白馬村 手打ち蕎麦ちぇしあ サービス 飲食業 5%

115,779 長野県 白馬村 鉄板Ｄｉｎｉｎｇやまなみ サービス 飲食業 5%

115,780 長野県 白馬村 田園詩 サービス 宿泊業 5%

115,781 長野県 白馬村 ときわ亭 サービス 宿泊業 5%

115,782 長野県 白馬村 トヨタレンタリース長野白馬店 サービス その他サービス 2%

115,783 長野県 白馬村 ニッセンシェイプファンデサロンＳＨＩＭＡ 小売業 衣料品 5%

115,784 長野県 白馬村 ＮＥＯ”ＷＡ”ＳＨＯＫＵＤＯ一成 サービス 飲食業 5%

115,785 長野県 白馬村 白馬アルプスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,786 長野県 白馬村 セブン－イレブン白馬岩岳店 小売業 食料品 2%

115,787 長野県 白馬村 セブン－イレブン白馬神城店 小売業 食料品 2%

115,788 長野県 白馬村 白馬五竜ペンションくるみ サービス その他サービス 5%

115,789 長野県 白馬村 白馬さのさかスキー場 サービス その他サービス 5%

115,790 長野県 白馬村 白馬サンバレーホテル サービス その他サービス 5%

115,791 長野県 白馬村 白馬サンバレーホテルアネックス サービス 宿泊業 5%

115,792 長野県 白馬村 白馬スキー館 サービス 宿泊業 5%

115,793 長野県 白馬村 白馬雪龍 サービス その他サービス 5%

115,794 長野県 白馬村 白馬キングパパイアオートキャンプ場 サービス 理容・美容業 5%
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115,795 長野県 白馬村 白馬ハイランドホテル サービス 宿泊業 5%

115,796 長野県 白馬村 ＨａｋｕｂａＨｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

115,797 長野県 白馬村 白馬パークホテル サービス 宿泊業 5%

115,798 長野県 白馬村 ＨａｋｕｂａＰａｎｏｒａｍａ　Ｈｏｔｅｌ サービス 宿泊業 5%

115,799 長野県 白馬村 白馬プチホテル「みそら野」 サービス 宿泊業 5%

115,800 長野県 白馬村 白馬ペンションミーティア サービス その他サービス 5%

115,801 長野県 白馬村 白馬ベルグランド サービス 宿泊業 5%

115,802 長野県 白馬村 白馬ベルグランド サービス 宿泊業 5%

115,803 長野県 白馬村 白馬ベルグランド　白馬ベルグランド サービス 宿泊業 5%

115,804 長野県 白馬村 ペンション＆ログホテルミ－ティア サービス 宿泊業 5%

115,805 長野県 白馬村 白馬ホテル扇屋 サービス 宿泊業 5%

115,806 長野県 白馬村 白馬ホテルパイプのけむり サービス 宿泊業 5%

115,807 長野県 白馬村 セブン－イレブン白馬みそら野店 小売業 食料品 2%

115,808 長野県 白馬村 白馬リゾートホテル　ラネージュ サービス 宿泊業 5%

115,809 長野県 白馬村 白馬ロイヤルコテージ サービス 宿泊業 5%

115,810 長野県 白馬村 八方館 サービス 宿泊業 5%

115,811 長野県 白馬村 林ペンション サービス その他サービス 5%

115,812 長野県 白馬村 株式会社原鉄白馬営業所 サービス その他サービス 5%

115,813 長野県 白馬村 Ｂ＆ＢＳａｎｔａｎａＨａｋｕｂａ サービス その他サービス 5%

115,814 長野県 白馬村 ＢＬＴ サービス その他サービス 5%

115,815 長野県 白馬村 Ｈｉｇｅ サービス 飲食業 5%

115,816 長野県 白馬村 ＨＩＢＡＭａｉｎ サービス その他サービス 5%

115,817 長野県 白馬村 ピュアモール　ミモザ サービス 宿泊業 5%

115,818 長野県 白馬村 ヒュッテかもしか サービス その他サービス 5%

115,819 長野県 白馬村 ロッジファームステイ サービス その他サービス 5%

115,820 長野県 白馬村 ふきのとう サービス 飲食業 5%

115,821 長野県 白馬村 プチホテルアニスガーデン サービス その他サービス 5%

115,822 長野県 白馬村 プチホテルあるむ サービス 宿泊業 5%

115,823 長野県 白馬村 プチホテル志鷹 サービス 宿泊業 5%

115,824 長野県 白馬村 ブルークリフ 小売業 その他小売 5%

115,825 長野県 白馬村 ブレイズクラブ サービス その他サービス 5%

115,826 長野県 白馬村 Ａｂｌｅｓｓｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

115,827 長野県 白馬村 Ｐｒａｉｒｉｅ サービス 飲食業 5%

115,828 長野県 白馬村 ＨＥＡＤ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

115,829 長野県 白馬村 ペンション　オーバーグルグル サービス 宿泊業 5%

115,830 長野県 白馬村 ペンションたろうとくう サービス 宿泊業 5%

115,831 長野県 白馬村 ペンションノスタルジア サービス その他サービス 5%

115,832 長野県 白馬村 ペンション春告鳥 サービス その他サービス 5%

115,833 長野県 白馬村 ペンションマリオネット サービス 宿泊業 5%

115,834 長野県 白馬村 ペンション林檎の樹 サービス 宿泊業 5%

115,835 長野県 白馬村 望翠荘 サービス 宿泊業 5%

115,836 長野県 白馬村 北部燃料配送基地 小売業 ガソリンスタンド 2%
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115,837 長野県 白馬村 ホテル五龍館 サービス 宿泊業 5%

115,838 長野県 白馬村 ホテル　ステラベラ サービス 宿泊業 5%

115,839 長野県 白馬村 ホテル　セジュールミント サービス 宿泊業 5%

115,840 長野県 白馬村 ホテルそよ風 サービス 宿泊業 5%

115,841 長野県 白馬村 ホテル対岳館 サービス 宿泊業 5%

115,842 長野県 白馬村 ホテル白馬 サービス 宿泊業 5%

115,843 長野県 白馬村 ホテル萌樹 サービス 宿泊業 5%

115,844 長野県 白馬村 ホテルモンテローザ白馬 サービス 宿泊業 5%

115,845 長野県 白馬村 ホテルモンブラン白馬 サービス その他サービス 5%

115,846 長野県 白馬村 Ｍａｕｋａｏｕｔｄｏｏｒ サービス その他サービス 5%

115,847 長野県 白馬村 丸金旅館 サービス 宿泊業 5%

115,848 長野県 白馬村 まるに旅館 サービス その他サービス 5%

115,849 長野県 白馬村 木塵 サービス 宿泊業 5%

115,850 長野県 白馬村 Ｍｏｍｉｎｏｋｉ　Ｒｅｓｏｒｔ サービス 飲食業 5%

115,851 長野県 白馬村 森のピラティス サービス その他サービス 5%

115,852 長野県 白馬村 モンスタークリフ 小売業 その他小売 5%

115,853 長野県 白馬村 モンブラン白馬ファミリア サービス その他サービス 5%

115,854 長野県 白馬村 ヤマノオト サービス その他サービス 5%

115,855 長野県 白馬村 山の郷ホテル白馬ひふみ サービス 宿泊業 5%

115,856 長野県 白馬村 有限会社かじくら 小売業 その他小売 5%

115,857 長野県 白馬村 有限会社ティエヌサービス 小売業 電化製品 5%

115,858 長野県 白馬村 有限会社藤田コンビジャパン サービス その他サービス 5%

115,859 長野県 白馬村 癒幸堂 サービス 理容・美容業 5%

115,860 長野県 白馬村 ゆ宿　まるいし サービス 宿泊業 5%

115,861 長野県 白馬村 ｒｏｕｎｄＡｂｏｕｔ 小売業 その他小売 5%

115,862 長野県 白馬村 リゾートペンション　きんこん館 サービス 宿泊業 5%

115,863 長野県 白馬村 リゾートホテルローゼンハイム白馬 サービス その他サービス 5%

115,864 長野県 白馬村 ＨａｋｕｂａＲｏｙａｌＳｕｉｔｅｓ サービス その他サービス 5%

115,865 長野県 白馬村 リゾートユニオン サービス 宿泊業 5%

115,866 長野県 白馬村 ＬｉｔｔｌｅＡｌａｓｋａｎ サービス その他サービス 5%

115,867 長野県 白馬村 流星花園 サービス その他サービス 5%

115,868 長野県 白馬村 レストラン＆ホテル　トロイメライ サービス 宿泊業 5%

115,869 長野県 白馬村 ロッジあっぷるはうす サービス その他サービス 5%

115,870 長野県 白馬村 ロッジやまじう サービス その他サービス 5%

115,871 長野県 白馬村 ロンドール サービス 宿泊業 5%

115,872 長野県 白馬村 和牛　こうべ家 サービス 飲食業 5%

115,873 長野県 飯島町 飯島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,874 長野県 飯島町 セブン－イレブン飯島田切中央店 小売業 食料品 2%

115,875 長野県 飯島町 Ａ・コープ　七久保店 小売業 食料品 5%

115,876 長野県 飯島町 お宿陣屋 サービス 宿泊業 5%

115,877 長野県 飯島町 小さな宿 風楽里 サービス 宿泊業 5%

115,878 長野県 飯島町 七久保ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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115,879 長野県 飯島町 パナメイトハニュウ 小売業 電化製品 5%

115,880 長野県 飯島町 焼肉レストラン花月 サービス 飲食業 5%

115,881 長野県 原村 ａｔｅｌｉｅｒＹＡＡＣＨＯ サービス その他サービス 5%

115,882 長野県 原村 Ａ・コープ　原村店 小売業 その他小売 5%

115,883 長野県 原村 株式会社ユナイテッドフューチャーズ ペンションにんじん サービス 宿泊業 5%

115,884 長野県 原村 ジョバンニの小屋 サービス 宿泊業 5%

115,885 長野県 原村 中新田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,886 長野県 原村 粘土屋きのとり サービス その他サービス 5%

115,887 長野県 原村 原村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,888 長野県 原村 広谷ペンション　広谷ペンション サービス 宿泊業 5%

115,889 長野県 原村 ペンションセコイア サービス 宿泊業 5%

115,890 長野県 原村 ペンションわれもこう サービス 宿泊業 5%

115,891 長野県 原村 八ヶ岳自然文化園　アウトドア サービス その他サービス 5%

115,892 長野県 原村 八ヶ岳自然文化園　売店 小売業 その他小売 5%

115,893 長野県 平谷村 平谷高原スキー場 サービス その他サービス 5%

115,894 長野県 平谷村 有限会社みなみ信州平谷リゾート サービス その他サービス 5%

115,895 長野県 富士見町 アクシス進学ゼミ富士見校 サービス その他サービス 5%

115,896 長野県 富士見町 アサオカローズ サービス その他サービス 5%

115,897 長野県 富士見町 有賀畳商会 サービス その他サービス 5%

115,898 長野県 富士見町 イチジュウ 小売業 その他小売 5%

115,899 長野県 富士見町 出光諏訪南インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,900 長野県 富士見町 Ａ・コープ　富士見店 小売業 その他小売 5%

115,901 長野県 富士見町 久保田クリーニング商会 サービス その他サービス 5%

115,902 長野県 富士見町 仕草 小売業 衣料品 5%

115,903 長野県 富士見町 セブン－イレブン信州富士見役場上店 小売業 食料品 2%

115,904 長野県 富士見町 小さなホテル　メゾン・ド・ビュー八ヶ岳 サービス 宿泊業 5%

115,905 長野県 富士見町 デワシューポート　西友店 小売業 その他小売 5%

115,906 長野県 富士見町 デワショップ 小売業 その他小売 5%

115,907 長野県 富士見町 天然石工房石の花 サービス その他サービス 5%

115,908 長野県 富士見町 ニッセンシェイプファンデサロンＥｒｉ 小売業 衣料品 5%

115,909 長野県 富士見町 ＢＡＬＡｈｏｕｓｅ　アサオカローズ 小売業 食料品 5%

115,910 長野県 富士見町 ＭＡＵＮＡ　ＬＡＮＩ 小売業 衣料品 5%

115,911 長野県 富士見町 ＢＧＨ　Ｍｏｕｎｔａｉｎ サービス 飲食業 5%

115,912 長野県 富士見町 ｈｕｇｅｃｅｒａｍｉｃｓ サービス その他サービス 5%

115,913 長野県 富士見町 富士見高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,914 長野県 富士見町 富士見高原ハイジ・ロッジ サービス 宿泊業 5%

115,915 長野県 富士見町 セブン－イレブン富士見町富士見店 小売業 食料品 2%

115,916 長野県 富士見町 プチフルール風花舎 小売業 その他小売 5%

115,917 長野県 富士見町 プチペンションジョナサン サービス 宿泊業 5%

115,918 長野県 富士見町 ペンションＲＹＯＺＯ サービス 宿泊業 5%

115,919 長野県 富士見町 マナスル山荘本館 サービス 宿泊業 5%

115,920 長野県 富士見町 メナードフェイシャルサロンユフイール サービス 理容・美容業 5%
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115,921 長野県 富士見町 有限会社窪田モータース 諏訪南インターサービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,922 長野県 富士見町 洋菓子のルフラン 小売業 食料品 5%

115,923 長野県 富士見町 両国屋豆腐店 小売業 食料品 5%

115,924 長野県 富士見町 両国屋豆腐店 サービス その他サービス 5%

115,925 長野県 松川町 アップル薬局 小売業 その他小売 5%

115,926 長野県 松川町 有限会社イケノスポーツ 小売業 その他小売 5%

115,927 長野県 松川町 ＶｉｎＶｉｅ 小売業 食料品 5%

115,928 長野県 松川町 Ａ・コープ　リカまつかわ店 小売業 食料品 5%

115,929 長野県 松川町 おかしの国フカツ サービス 飲食業 5%

115,930 長野県 松川町 株式会社アヴニール ブティックアヴニール 小売業 衣料品 5%

115,931 長野県 松川町 久保田印房 サービス その他サービス 5%

115,932 長野県 松川町 けーきやペパン サービス 飲食業 5%

115,933 長野県 松川町 セブン－イレブン下伊那松川店 小売業 食料品 2%

115,934 長野県 松川町 スズキオートカヤマ 小売業 その他小売 5%

115,935 長野県 松川町 トヨタ部品長野共販　伊那営業所 小売業 その他小売 5%

115,936 長野県 松川町 ＮＥＷ　愛　ＬＡＮＤ　松川 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,937 長野県 松川町 ＢＡＲ＃１８０ サービス 飲食業 5%

115,938 長野県 松川町 フルーツガーデン北沢 小売業 食料品 5%

115,939 長野県 松川町 ホームセンタースマイル 小売業 家具・調度品 5%

115,940 長野県 松川町 まつかわＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,941 長野県 松川町 松川サービス株式会社 サービス その他サービス 5%

115,942 長野県 松川町 松川町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,943 長野県 松川町 セブン－イレブン松川町役場前店 小売業 食料品 2%

115,944 長野県 松川町 セブン－イレブン松川元大島店 小売業 食料品 2%

115,945 長野県 松川町 ＭＩＬＫ　ＢＯＸ サービス 飲食業 5%

115,946 長野県 松川町 ワット 小売業 電化製品 5%

115,947 長野県 松川村 アイダエナジー　松川給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,948 長野県 松川村 浅野電器商会 小売業 電化製品 5%

115,949 長野県 松川村 安曇野ＳＫＹ版画工房 小売業 その他小売 5%

115,950 長野県 松川村 インテリアショップヒラバヤシ 小売業 家具・調度品 5%

115,951 長野県 松川村 ＣＡＦＥ　Ｃｈａａｎａ サービス 飲食業 5%

115,952 長野県 松川村 セブン－イレブン信濃松川店 小売業 食料品 2%

115,953 長野県 松川村 ｓｏｌｎｔｅｓｈｉｍａｄａ－ｋａｇｕ 小売業 家具・調度品 5%

115,954 長野県 松川村 梨子田　松川店 小売業 食料品 5%

115,955 長野県 松川村 ニッセンシェイプファンデ・サロン　雅美 小売業 衣料品 5%

115,956 長野県 松川村 松川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,957 長野県 松川村 松川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,958 長野県 松川村 Ｕｎｅ　Ｒｅｎｃｏｎｔｒｅ サービス 飲食業 5%

115,959 長野県 松本市 Ａ・ＲＥ・ＫＯ・ＲＥ サービス 飲食業 5%

115,960 長野県 松本市 アール 小売業 衣料品 5%

115,961 長野県 松本市 会田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,962 長野県 松本市 ＩＴシステムサポート 小売業 電化製品 5%
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115,963 長野県 松本市 ｅｍｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

115,964 長野県 松本市 アウトバーン 小売業 その他小売 5%

115,965 長野県 松本市 秋吉　松本なぎさ店 サービス 飲食業 5%

115,966 長野県 松本市 秋吉　松本駅前店 サービス 飲食業 5%

115,967 長野県 松本市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｍｏａｎａ松本 サービス 理容・美容業 5%

115,968 長野県 松本市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｒｕｉｓｅ松本 サービス 理容・美容業 5%

115,969 長野県 松本市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ａｎｎ南松本 サービス 理容・美容業 5%

115,970 長野県 松本市 朝どれ旬魚　いなせ サービス 飲食業 5%

115,971 長野県 松本市 アジアの台所小吃松本駅前店 サービス 飲食業 5%

115,972 長野県 松本市 味蔵まつもと空港店 小売業 食料品 5%

115,973 長野県 松本市 味ごころ　やっちゃん 小売業 食料品 5%

115,974 長野県 松本市 Ａｊａｒｉｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

115,975 長野県 松本市 梓川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,976 長野県 松本市 梓川やまとＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,977 長野県 松本市 あずさ交通 サービス その他サービス 5%

115,978 長野県 松本市 あずみホール食堂 サービス その他サービス 5%

115,979 長野県 松本市 アップルハウス　松本店 小売業 衣料品 5%

115,980 長野県 松本市 アップルハウス　松本店 小売業 衣料品 5%

115,981 長野県 松本市 セブン－イレブン安曇野梓店 小売業 食料品 2%

115,982 長野県 松本市 ＡＴＥＬＩＥＲ　　ＤＥ　ＡＳＡＤＡ サービス 理容・美容業 5%

115,983 長野県 松本市 ａｐａｉｓｅｒ　【アペゼ】 サービス 理容・美容業 5%

115,984 長野県 松本市 網屋 サービス 飲食業 5%

115,985 長野県 松本市 アラカワ　ｈｏｍｍｅ サービス 理容・美容業 5%

115,986 長野県 松本市 アルピコ自工株式会社　松本事業所 サービス その他サービス 5%

115,987 長野県 松本市 アルプスロードはたＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,988 長野県 松本市 アルプホルン サービス 宿泊業 5%

115,989 長野県 松本市 ＥＳマイン　松本店 小売業 衣料品 5%

115,990 長野県 松本市 ＩＣＯＵ?衣香? サービス 理容・美容業 5%

115,991 長野県 松本市 石川犬猫病院 サービス その他サービス 5%

115,992 長野県 松本市 石芝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,993 長野県 松本市 一真堂松本渚店 小売業 貴金属・服飾品 5%

115,994 長野県 松本市 グローバルけん玉ネットワーク 小売業 その他小売 5%

115,995 長野県 松本市 出光神林西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,996 長野県 松本市 出光寿東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,997 長野県 松本市 出光沢村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,998 長野県 松本市 出光庄内町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

115,999 長野県 松本市 出光セルフ新村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,000 長野県 松本市 出光中央橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,001 長野県 松本市 出光並柳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,002 長野県 松本市 出光松本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,003 長野県 松本市 出光松本インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,004 長野県 松本市 出光松本空港通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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116,005 長野県 松本市 出光松本城北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,006 長野県 松本市 出光両島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,007 長野県 松本市 出光臨空団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,008 長野県 松本市 伊東園ホテル　浅間の湯 サービス 宿泊業 5%

116,009 長野県 松本市 稲核ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,010 長野県 松本市 癒し処倉田屋　イオンモール松本店 サービス 理容・美容業 5%

116,011 長野県 松本市 癒し処倉田屋　南松本店 サービス その他サービス 5%

116,012 長野県 松本市 入山辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,013 長野県 松本市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ　松本 サービス その他サービス 5%

116,014 長野県 松本市 ＩＲＯＲＩ ＥＸＰＲＥＳＳ イロリ エクスプレス サービス 飲食業 5%

116,015 長野県 松本市 いろり海鮮にんにく屋 サービス 飲食業 5%

116,016 長野県 松本市 岩田美容スポーツ整体院 サービス その他サービス 5%

116,017 長野県 松本市 岩波酒造合資会社 サービス 飲食業 5%

116,018 長野県 松本市 いんふる 小売業 家具・調度品 5%

116,019 長野県 松本市 ｖｉｖｉＡｉｌｅｓ サービス 理容・美容業 5%

116,020 長野県 松本市 ｗｉｔｈＡｆｒｉｃａ サービス その他サービス 5%

116,021 長野県 松本市 Ｗａｙｓ 小売業 衣料品 5%

116,022 長野県 松本市 ｖｅｓｓｏｎｅ サービス 飲食業 5%

116,023 長野県 松本市 ヴェッソーネ サービス 飲食業 5%

116,024 長野県 松本市 ＵＺＵ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

116,025 長野県 松本市 うす焼きカフェ 豆まめ サービス 飲食業 5%

116,026 長野県 松本市 美ケ原線 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,027 長野県 松本市 梅の湯 サービス 宿泊業 5%

116,028 長野県 松本市 ＨｂＫ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

116,029 長野県 松本市 栄電ナカノ店 小売業 電化製品 5%

116,030 長野県 松本市 エーワンオートイワセ　本社 小売業 その他小売 5%

116,031 長野県 松本市 エステ＆ネイル　輝 サービス その他サービス 5%

116,032 長野県 松本市 エルコンパス　ハラヤマ 小売業 電化製品 5%

116,033 長野県 松本市 ＬーＢＡＳＥ サービス 宿泊業 5%

116,034 長野県 松本市 エーワンオートイワセ 小売業 その他小売 5%

116,035 長野県 松本市 エンデザイン サービス その他サービス 5%

116,036 長野県 松本市 追分屋旅館 サービス 宿泊業 5%

116,037 長野県 松本市 ｏｕｍｉ サービス その他サービス 5%

116,038 長野県 松本市 Ｏ＇ＪＡＹＳ　ＧＯ　ＧＯ 小売業 衣料品 5%

116,039 長野県 松本市 大野川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,040 長野県 松本市 ｏｋｉｎａｗａ　ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

116,041 長野県 松本市 沖縄料理かりゆし サービス 飲食業 5%

116,042 長野県 松本市 おしゃれに花倶楽部 小売業 その他小売 5%

116,043 長野県 松本市 オニキス信州　松本店 小売業 その他小売 5%

116,044 長野県 松本市 オプトアルファ 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,045 長野県 松本市 お土産処　ゆめや サービス 宿泊業 5%

116,046 長野県 松本市 ＯＲＩＺＡ＋パン食堂 サービス 飲食業 5%
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116,047 長野県 松本市 オリックスレンタカー松本駅前店 サービス その他サービス 2%

116,048 長野県 松本市 オリックスレンタカー松本店 サービス その他サービス 2%

116,049 長野県 松本市 Ａｌｓｏ　ｏｋｉｎａｗａ サービス 飲食業 5%

116,050 長野県 松本市 音楽社 小売業 その他小売 5%

116,051 長野県 松本市 Ｃａｓａ　ｄｏ　Ｆｅｒｎａｎｄｏ サービス 飲食業 5%

116,052 長野県 松本市 ガーデンクラフトリブ サービス その他サービス 5%

116,053 長野県 松本市 介護福祉タクシーあいうえオレンジ　Ｎｏ　３　?１８８６ サービス 運輸業 5%

116,054 長野県 松本市 介護福祉タクシーあいうえオレンジ 出川営業所配車センター サービス 運輸業 5%

116,055 長野県 松本市 快食ダイニング匠彩 サービス 飲食業 5%

116,056 長野県 松本市 海鮮創作いざよい サービス 飲食業 5%

116,057 長野県 松本市 カギの救急車　松本店 サービス その他サービス 5%

116,058 長野県 松本市 額縁のタカハシ　松本店 小売業 家具・調度品 5%

116,059 長野県 松本市 茄青土 小売業 衣料品 5%

116,060 長野県 松本市 かつ玄　仕出し　配達部 サービス 飲食業 5%

116,061 長野県 松本市 かつ玄　本店 サービス 飲食業 5%

116,062 長野県 松本市 カットハウスクイック　笹部店 サービス 理容・美容業 5%

116,063 長野県 松本市 カットハウスクイック　筑摩店 サービス 理容・美容業 5%

116,064 長野県 松本市 かつらの湯丸永旅館 サービス 宿泊業 5%

116,065 長野県 松本市 かねまつ　松本ミドリ店 小売業 衣料品 5%

116,066 長野県 松本市 鞄のアトリエ　エスペディエンテ 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,067 長野県 松本市 カービューティープロエクセレント－Ｋ サービス その他サービス 5%

116,068 長野県 松本市 ｃａｆｅ＆ｓｔａｙ　ＣＡＳＴＡＮＡ サービス 飲食業 5%

116,069 長野県 松本市 株式会社ウィンバード　株式会社ウィンバード サービス その他サービス 5%

116,070 長野県 松本市 株式会社エムス サービス その他サービス 5%

116,071 長野県 松本市 株式会社おもや平出酒店 サービス その他サービス 5%

116,072 長野県 松本市 株式会社Car-Channeｌ2621 サービス その他サービス 5%

116,073 長野県 松本市 株式会社サンユー 小売業 電化製品 5%

116,074 長野県 松本市 株式会社ＳＫＹエナジー松本給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,075 長野県 松本市 株式会社ねこの病院 サービス その他サービス 5%

116,076 長野県 松本市 カミイターヤ　カミイターヤ サービス 理容・美容業 5%

116,077 長野県 松本市 上高地温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

116,078 長野県 松本市 上高地ホテル サービス 宿泊業 5%

116,079 長野県 松本市 髪処ありえ サービス 理容・美容業 5%

116,080 長野県 松本市 紙舘　島勇 小売業 その他小売 5%

116,081 長野県 松本市 カモシカスポーツ　松本店 小売業 その他小売 5%

116,082 長野県 松本市 カルビ屋三夢南松本店 サービス 飲食業 5%

116,083 長野県 松本市 ガレージ・ツー 小売業 その他小売 5%

116,084 長野県 松本市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋松本駅前店 サービス 飲食業 2%

116,085 長野県 松本市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋松本合庁前店 サービス 飲食業 2%

116,086 長野県 松本市 ガレージ・ツー　筑摩店 小売業 電化製品 5%

116,087 長野県 松本市 ガレージ・ツー　筑摩店 小売業 電化製品 5%

116,088 長野県 松本市 河内屋駅前店 サービス 飲食業 5%
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116,089 長野県 松本市 河内屋本店 サービス 飲食業 5%

116,090 長野県 松本市 河野竜次 小売業 家具・調度品 5%

116,091 長野県 松本市 ｋａｗａｌａｂｏ． サービス その他サービス 5%

116,092 長野県 松本市 カンデラゲストハウス サービス その他サービス 5%

116,093 長野県 松本市 カントリーロッジ木の実 サービス 宿泊業 5%

116,094 長野県 松本市 漢方まん寿薬局 小売業 その他小売 5%

116,095 長野県 松本市 キーパーズ　オートアラーム 小売業 その他小売 5%

116,096 長野県 松本市 祇園まつかわ松本店 サービス その他サービス 5%

116,097 長野県 松本市 帰郷亭ゆもとや サービス 宿泊業 5%

116,098 長野県 松本市 菊岡まつ乃　松本店 小売業 その他小売 5%

116,099 長野県 松本市 きく蔵 サービス 飲食業 5%

116,100 長野県 松本市 菊之湯 サービス 宿泊業 5%

116,101 長野県 松本市 北山補聴器松本店 小売業 その他小売 5%

116,102 長野県 松本市 きときと寿し　松本店 サービス 飲食業 5%

116,103 長野県 松本市 木の香りのホテル　グーテベーレ サービス 宿泊業 5%

116,104 長野県 松本市 木下製印社 小売業 その他小売 5%

116,105 長野県 松本市 Ｋｅｙ　Ｐｈｏｔｏ サービス その他サービス 5%

116,106 長野県 松本市 キャピックマツモト１ サービス その他サービス 5%

116,107 長野県 松本市 キャピックマツモト２ サービス その他サービス 5%

116,108 長野県 松本市 ギャラリー＆喫茶　翡翠 サービス 宿泊業 5%

116,109 長野県 松本市 ギャルリ　灰月 小売業 家具・調度品 5%

116,110 長野県 松本市 ギャルリ灰月 小売業 衣料品 5%

116,111 長野県 松本市 Ｃｕｒｅ　ヒーリング　リラクゼーションサロンＣｕｒｅ サービス その他サービス 5%

116,112 長野県 松本市 牛角高宮店 サービス 飲食業 2%

116,113 長野県 松本市 牛角松本中央店 サービス 飲食業 2%

116,114 長野県 松本市 餃子の王将ＦＣ松本島内店 サービス 飲食業 5%

116,115 長野県 松本市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ松本店 小売業 その他小売 5%

116,116 長野県 松本市 ＣｕｏｒＡ サービス 理容・美容業 5%

116,117 長野県 松本市 串かつ夢屋本店（旧松本串かつ夢屋） サービス 飲食業 5%

116,118 長野県 松本市 くすりのやまもと サービス その他サービス 5%

116,119 長野県 松本市 ｇｒａｍ． サービス 理容・美容業 5%

116,120 長野県 松本市 ＧＲＡＮＤ　ＳＩＧＨＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,121 長野県 松本市 グリーンタイヤ 小売業 その他小売 5%

116,122 長野県 松本市 クリントン 小売業 衣料品 5%

116,123 長野県 松本市 ｃｒｅｐｅｒｉｅ　ｍｏｎｋａｖａ サービス 飲食業 5%

116,124 長野県 松本市 くれよんどーる 小売業 衣料品 5%

116,125 長野県 松本市 くれよんどーる　松本店 小売業 衣料品 5%

116,126 長野県 松本市 くろひげ サービス 飲食業 5%

116,127 長野県 松本市 くろひげ サービス 飲食業 5%

116,128 長野県 松本市 渓流荘　しおり絵 サービス 宿泊業 5%

116,129 長野県 松本市 ゲストハウス星空のあかり サービス その他サービス 5%

116,130 長野県 松本市 Ｇｕｅｓｔ　Ｌｏｄｇｅ　梵 サービス 宿泊業 5%
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116,131 長野県 松本市 工藝マエストロ 小売業 家具・調度品 5%

116,132 長野県 松本市 興文堂平田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

116,133 長野県 松本市 ＣＡＬＬ松本 小売業 その他小売 5%

116,134 長野県 松本市 五千尺ホテル サービス 宿泊業 5%

116,135 長野県 松本市 古知野屋 小売業 その他小売 5%

116,136 長野県 松本市 セブン－イレブン寿店 小売業 食料品 2%

116,137 長野県 松本市 小林電機 小売業 電化製品 5%

116,138 長野県 松本市 珈琲ノンノン サービス 飲食業 5%

116,139 長野県 松本市 コミックバスターコミューン サービス 飲食業 2%

116,140 長野県 松本市 ゴールデン酒場おさけや松本店 サービス 飲食業 5%

116,141 長野県 松本市 ゴールデン酒場おさけや松本店 サービス 飲食業 5%

116,142 長野県 松本市 コワーキングコミュニティＳＥＮＳＥ サービス その他サービス 5%

116,143 長野県 松本市 ＲｏｙａｌＭｏｏｎｌｉｇｈｔ サービス その他サービス 5%

116,144 長野県 松本市 サウンドトライ 小売業 電化製品 5%

116,145 長野県 松本市 栄の湯旅館 サービス 宿泊業 5%

116,146 長野県 松本市 笹賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,147 長野県 松本市 ＳＡＳＡＫＩＳＥＥＤＳ 小売業 その他小売 5%

116,148 長野県 松本市 セブン－イレブン笹部店 小売業 食料品 2%

116,149 長野県 松本市 ｔｈｅＢｏｘＳｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

116,150 長野県 松本市 サムサラ 小売業 その他小売 5%

116,151 長野県 松本市 サロン　ド　メゾンフルーリ 小売業 その他小売 5%

116,152 長野県 松本市 サロン・ド・ＬＯＶＥＲ 小売業 衣料品 5%

116,153 長野県 松本市 サロン　リンダ 小売業 衣料品 5%

116,154 長野県 松本市 山水館信濃 サービス その他サービス 5%

116,155 長野県 松本市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　松本営業所 小売業 その他小売 5%

116,156 長野県 松本市 Ｃｙａｎ　ｓａｌｏｎ　Ｃｙａｎ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

116,157 長野県 松本市 Ｃ．ＣＯＵＮＴＬＹ 小売業 衣料品 5%

116,158 長野県 松本市 株式会社グランドホームジャパン サービス その他サービス 2%

116,159 長野県 松本市 Ｓｈｅｌｌｙ サービス 理容・美容業 5%

116,160 長野県 松本市 塩原はきもの店 塩原はきもの店 小売業 その他小売 5%

116,161 長野県 松本市 栞日 サービス 飲食業 5%

116,162 長野県 松本市 四賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,163 長野県 松本市 四賀・川手配送ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,164 長野県 松本市 セブン－イレブン四賀錦部店 小売業 食料品 2%

116,165 長野県 松本市 自然治癒力活性院癒社 サービス 理容・美容業 5%

116,166 長野県 松本市 四川乃華南松本店 サービス 飲食業 5%

116,167 長野県 松本市 しづか サービス 飲食業 5%

116,168 長野県 松本市 じてんしゃのみせ　道［タオ］ 小売業 その他小売 5%

116,169 長野県 松本市 シナノ画房 小売業 その他小売 5%

116,170 長野県 松本市 信濃補聴器センター松本店 小売業 その他小売 5%

116,171 長野県 松本市 ＣＰサロン　倭 小売業 その他小売 5%

116,172 長野県 松本市 島々ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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116,173 長野県 松本市 小吃松本駅前店 サービス 飲食業 5%

116,174 長野県 松本市 シャッフル 小売業 衣料品 5%

116,175 長野県 松本市 シャレー　モルゲン サービス 宿泊業 5%

116,176 長野県 松本市 シャレニー松本駅前店 小売業 その他小売 5%

116,177 長野県 松本市 ＪａｎＤａｋｏｔ サービス その他サービス 5%

116,178 長野県 松本市 ジャン☆ダコット サービス その他サービス 5%

116,179 長野県 松本市 ｊｕｉｃｅ 小売業 衣料品 5%

116,180 長野県 松本市 ジュエリーサロン　鶴 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,181 長野県 松本市 ジュエリーパリエーヌ一真堂ダイエー松本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,182 長野県 松本市 酒肴車 サービス 飲食業 5%

116,183 長野県 松本市 シュテルン波田店 小売業 食料品 5%

116,184 長野県 松本市 Ｓｕｐｅｒｉｒｅ　ｆｏｒｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

116,185 長野県 松本市 シューマート　イオンタウン松本村井店 小売業 衣料品 5%

116,186 長野県 松本市 シューマート　松本つかま店 小売業 衣料品 5%

116,187 長野県 松本市 Ｓｃｈｒ?ｄｉｎｇｅｒ’ｓ　ｃｌｏｓｅｔ 小売業 衣料品 5%

116,188 長野県 松本市 旬彩［月の静香］ サービス 宿泊業 5%

116,189 長野県 松本市 旬彩［月の静香］ サービス 宿泊業 5%

116,190 長野県 松本市 旬彩小料理　満まる サービス 飲食業 5%

116,191 長野県 松本市 アトリエ・エムフォオ株式会社 小売業 家具・調度品 5%

116,192 長野県 松本市 松南電器 小売業 電化製品 5%

116,193 長野県 松本市 食彩酒房　ぼんさんて　松本店 サービス 飲食業 5%

116,194 長野県 松本市 食彩スーパーエフ岡田店 小売業 その他小売 5%

116,195 長野県 松本市 白船グランドホテル サービス 宿泊業 5%

116,196 長野県 松本市 白骨ゑびすや サービス 宿泊業 5%

116,197 長野県 松本市 ＳＩＬＫ　Ｈａｉｒ／Ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

116,198 長野県 松本市 城取うるし工芸　あずみ野店 小売業 家具・調度品 5%

116,199 長野県 松本市 （株）信甲設備 サービス その他サービス 5%

116,200 長野県 松本市 信州おみやげ処　門　信州おみやげ処　門 小売業 その他小売 5%

116,201 長野県 松本市 信州ゴールデン新館 サービス 飲食業 5%

116,202 長野県 松本市 信州酒場山里 サービス 飲食業 5%

116,203 長野県 松本市 信州酒場雷電 サービス 飲食業 5%

116,204 長野県 松本市 信州大医療短大　ショップ サービス その他サービス 5%

116,205 長野県 松本市 信州大学生協　旭ミニショップ サービス その他サービス 5%

116,206 長野県 松本市 信州大学生協　旭購買部店 サービス その他サービス 5%

116,207 長野県 松本市 信州大学生協　旭購買部店 サービス その他サービス 5%

116,208 長野県 松本市 信州大学生協　旭書籍部店 サービス その他サービス 5%

116,209 長野県 松本市 信州大学生協　旭書籍部店 サービス その他サービス 5%

116,210 長野県 松本市 信州大学生協　パンショップ サービス その他サービス 5%

116,211 長野県 松本市 信州大学生協　松本人文学部店 サービス その他サービス 5%

116,212 長野県 松本市 セブン－イレブン信州波田町店 小売業 食料品 2%

116,213 長野県 松本市 信州松本バウムクーヘン工房てまりや 小売業 食料品 5%

116,214 長野県 松本市 信州よこや農園 サービス その他サービス 5%
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116,215 長野県 松本市 スイート　スイート縄手本店 小売業 食料品 5%

116,216 長野県 松本市 ｓｕｉｊｉｎ【スイジン】 サービス 理容・美容業 5%

116,217 長野県 松本市 すえなみ事務所 サービス その他サービス 5%

116,218 長野県 松本市 ＳＫＹエナジー　松本清水店 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,219 長野県 松本市 ＳＴＡＲ　ＧＹＭ サービス その他サービス 5%

116,220 長野県 松本市 ＳｔａｒＲｏｃｋＲｅｃｏｒｄｓ サービス その他サービス 5%

116,221 長野県 松本市 スポーツショップハマ 小売業 その他小売 5%

116,222 長野県 松本市 スマホ修理工房イオンモール松本 サービス その他サービス 5%

116,223 長野県 松本市 ｓＬｅｅｐ サービス その他サービス 5%

116,224 長野県 松本市 整体院　Ｗｉｎｇ サービス その他サービス 5%

116,225 長野県 松本市 整体院　Ｗｉｎｇ サービス その他サービス 5%

116,226 長野県 松本市 セイレン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

116,227 長野県 松本市 セラミカ松本店 小売業 その他小売 5%

116,228 長野県 松本市 Ｓｅｌｔｉｅ 小売業 衣料品 5%

116,229 長野県 松本市 セルフ出川 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,230 長野県 松本市 セルフ上高地線 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,231 長野県 松本市 セロニカ　地中海料理　ワイン サービス 飲食業 5%

116,232 長野県 松本市 セロニカ サービス 飲食業 5%

116,233 長野県 松本市 善酒善食じょう　善酒善食　じょう サービス 飲食業 5%

116,234 長野県 松本市 鮮食酒房　いろり庭 サービス 飲食業 5%

116,235 長野県 松本市 そば居酒屋蔵のむこう サービス 飲食業 5%

116,236 長野県 松本市 蕎麦と鉄板焼きＤｉｎｉｎｇ彩華 サービス 飲食業 5%

116,237 長野県 松本市 大正池ホテル サービス 宿泊業 5%

116,238 長野県 松本市 大商　松本支店 小売業 その他小売 5%

116,239 長野県 松本市 ダイマック　ザ・ビッグ松本村井店 小売業 電化製品 5%

116,240 長野県 松本市 タカギ電化サービス 小売業 電化製品 5%

116,241 長野県 松本市 有限会社　髙美書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

116,242 長野県 松本市 たかみや恵深堂薬局 小売業 その他小売 5%

116,243 長野県 松本市 たけしや　西堀店 サービス 飲食業 5%

116,244 長野県 松本市 多々地電気商会 小売業 電化製品 5%

116,245 長野県 松本市 田近石材　本店 小売業 その他小売 5%

116,246 長野県 松本市 立飲み・焼鳥河内屋３号店 サービス 飲食業 5%

116,247 長野県 松本市 たちばな松本駅前店 小売業 衣料品 5%

116,248 長野県 松本市 たちばな松本駅前店 小売業 衣料品 5%

116,249 長野県 松本市 ちゃぁしゅう屋　あづみ野店 サービス 飲食業 5%

116,250 長野県 松本市 ちゃあしゅう屋 松本南店 サービス 飲食業 5%

116,251 長野県 松本市 ＣＨＩＮＥＳＥＤＩＮＩＮＧ　油家 サービス 飲食業 5%

116,252 長野県 松本市 中央民芸ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

116,253 長野県 松本市 中国四川料理　四川乃華　南松本店 サービス 飲食業 5%

116,254 長野県 松本市 中国大陸食堂　四川乃華　安曇野店 サービス 飲食業 5%

116,255 長野県 松本市 中信代行 サービス その他サービス 5%

116,256 長野県 松本市 中西部配送 小売業 ガソリンスタンド 2%
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116,257 長野県 松本市 直売本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,258 長野県 松本市 ツカマＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,259 長野県 松本市 ティープラス サービス その他サービス 5%

116,260 長野県 松本市 Ｄｅ?Ｒｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

116,261 長野県 松本市 手打ちそば　いいだや サービス 飲食業 5%

116,262 長野県 松本市 手仕事扱い処ゆこもり サービス その他サービス 5%

116,263 長野県 松本市 デスポヤマト店 小売業 その他小売 5%

116,264 長野県 松本市 手づくり食堂　ぱんぷきん サービス 飲食業 5%

116,265 長野県 松本市 てらだ動物病院（合同会社Ｔ．Ｖ．Ｓ） サービス その他サービス 5%

116,266 長野県 松本市 テンガロンハット・ヤムヤムツリー サービス 宿泊業 5%

116,267 長野県 松本市 でんきのヤマゼン 小売業 電化製品 5%

116,268 長野県 松本市 電脳工房　電脳工房 小売業 その他小売 5%

116,269 長野県 松本市 天ぷら浜新 サービス 飲食業 5%

116,270 長野県 松本市 天保三年創業　　萬年屋 小売業 食料品 5%

116,271 長野県 松本市 ＤＯＯＮ食堂　印度山 サービス 飲食業 5%

116,272 長野県 松本市 ＴＵＯ　あずみホール食堂 サービス その他サービス 5%

116,273 長野県 松本市 ＴＵＯ信州大学生協　松本人文学部店 サービス その他サービス 5%

116,274 長野県 松本市 ＴＵＯ信州大生協　旭ミニショップ サービス その他サービス 5%

116,275 長野県 松本市 ＴＵＯ信州大生協　パンショップ サービス その他サービス 5%

116,276 長野県 松本市 ＴＵＯ　松本会館　食堂 サービス その他サービス 5%

116,277 長野県 松本市 ＴＵＯ　松本プレイガイド サービス その他サービス 5%

116,278 長野県 松本市 東部ブロック配送基地 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,279 長野県 松本市 時しらず サービス 飲食業 5%

116,280 長野県 松本市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　エナジ－プラザ元町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,281 長野県 松本市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　エナジープラザやまびこＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,282 長野県 松本市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ松本南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,283 長野県 松本市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ松本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,284 長野県 松本市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ松本村井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,285 長野県 松本市 徳田タクシー サービス 運輸業 5%

116,286 長野県 松本市 床屋カワゴエ サービス 理容・美容業 5%

116,287 長野県 松本市 ドッグサロンレーヴ サービス その他サービス 5%

116,288 長野県 松本市 とば理容 サービス 理容・美容業 5%

116,289 長野県 松本市 富田屋別館 サービス 宿泊業 5%

116,290 長野県 松本市 トヨタカローラ南信鎌田店 小売業 その他小売 5%

116,291 長野県 松本市 トヨタカローラ南信ＣＯＭＯ．Ｕ－Ｃａｒプ 小売業 その他小売 5%

116,292 長野県 松本市 トヨタカローラ南信筑摩店 小売業 その他小売 5%

116,293 長野県 松本市 トヨタカローラ南信レクサス松本 小売業 その他小売 5%

116,294 長野県 松本市 トヨタ部品長野共販　松本営業所 小売業 その他小売 5%

116,295 長野県 松本市 トヨタホ－ム名古屋信州カンパニー サービス その他サービス 5%

116,296 長野県 松本市 トヨタレンタリース長野松本駅前店 サービス その他サービス 2%

116,297 長野県 松本市 トヨタレンタリース長野松本空港店 サービス その他サービス 2%

116,298 長野県 松本市 トヨタレンタリース長野松本店 サービス その他サービス 2%
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116,299 長野県 松本市 トラットリア　ビエーニビエーニ サービス 飲食業 5%

116,300 長野県 松本市 とり鉄　松本駅前店 サービス 飲食業 2%

116,301 長野県 松本市 いぬといっしょ　いぬといっしょ 小売業 その他小売 5%

116,302 長野県 松本市 どん八　松本駅前本店 サービス 飲食業 5%

116,303 長野県 松本市 内藤城　松本支店 サービス その他サービス 5%

116,304 長野県 松本市 長野オート販売株式会社 小売業 その他小売 5%

116,305 長野県 松本市 長野トヨタ自動車チューカーボックス松本店 小売業 その他小売 5%

116,306 長野県 松本市 長野トヨタ自動車松本店 小売業 その他小売 5%

116,307 長野県 松本市 長野トヨタ自動車松本南店 小売業 その他小売 5%

116,308 長野県 松本市 長野トヨペット松本北店 小売業 その他小売 5%

116,309 長野県 松本市 長野トヨペット松本店 小売業 その他小売 5%

116,310 長野県 松本市 長野トヨペット松本マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

116,311 長野県 松本市 長野日野自動車松本支店 小売業 その他小売 5%

116,312 長野県 松本市 中の湯温泉旅館 サービス 宿泊業 5%

116,313 長野県 松本市 中原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,314 長野県 松本市 中山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,315 長野県 松本市 奈川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,316 長野県 松本市 奈川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,317 長野県 松本市 ナチュラル 小売業 食料品 5%

116,318 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　安曇野中央サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,319 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　阿智サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,320 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　飯島サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,321 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　飯田サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,322 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　伊賀良サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,323 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　伊那サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,324 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　大町サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,325 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　開智センター 小売業 食料品 5%

116,326 長野県 松本市 南信ヤクルト販売 川路サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,327 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　木曽サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,328 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　北安曇サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,329 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　北松本サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,330 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　駒ヶ根サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,331 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　塩尻センター 小売業 食料品 5%

116,332 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　諏訪サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,333 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　ＹＨＳスワン 小売業 食料品 5%

116,334 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　高遠サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,335 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　高羽町サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,336 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　高森センター 小売業 食料品 5%

116,337 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　辰野サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,338 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　茅野サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,339 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　波田センター 小売業 食料品 5%

116,340 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　富士見センター 小売業 食料品 5%
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116,341 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　松本南センター 小売業 食料品 5%

116,342 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　三郷センター 小売業 食料品 5%

116,343 長野県 松本市 南信ヤクルト販売　箕輪サービスセンター 小売業 食料品 5%

116,344 長野県 松本市 ニシザワＳＵＮＭＡＸ松本店 小売業 その他小売 5%

116,345 長野県 松本市 ニシデン 小売業 電化製品 5%

116,346 長野県 松本市 西松本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,347 長野県 松本市 ニッセンシェイプ・サロン　カルミア 小売業 衣料品 5%

116,348 長野県 松本市 ニッセンシェイプサロンＪｕｎｅｂｅｒｒｙ 小売業 衣料品 5%

116,349 長野県 松本市 ニッセンシェイプ・サロン　Ｙｏｕ・Ｉ 小売業 衣料品 5%

116,350 長野県 松本市 ニッセンシェイプファンデサロンスティーロ 小売業 衣料品 5%

116,351 長野県 松本市 ニッセンシェイプファンデ　サロン・ド・Ｒ 小売業 衣料品 5%

116,352 長野県 松本市 ニッセンシェイプファンデサロンドノエル 小売業 衣料品 5%

116,353 長野県 松本市 ニッセンシェイプファンデ　Ｌａｍｕ’ｓ 小売業 衣料品 5%

116,354 長野県 松本市 ニッセンシェイプファンデサロンドルフラン 小売業 衣料品 5%

116,355 長野県 松本市 ニッセンシェイプファンデ・サロン　華美 小売業 衣料品 5%

116,356 長野県 松本市 ニッセンシェイプファンデサロン松本 小売業 衣料品 5%

116,357 長野県 松本市 ニッセンシェイプファンデサロン優美 小売業 衣料品 5%

116,358 長野県 松本市 日本ヴァイオリン松本店 小売業 その他小売 5%

116,359 長野県 松本市 丹羽ライフショップ 小売業 電化製品 5%

116,360 長野県 松本市 ネイルサロンＭＩＹＡＶＩ サービス その他サービス 5%

116,361 長野県 松本市 ネイルサロンライトウェーブ松本駅前店 サービス 理容・美容業 5%

116,362 長野県 松本市 ネオヒストリックカーロマン 小売業 その他小売 5%

116,363 長野県 松本市 ねこカフェもふもふ ねこカフェもふもふ サービス 飲食業 5%

116,364 長野県 松本市 ネッツトヨタ信州　筑摩店 小売業 その他小売 5%

116,365 長野県 松本市 ネッツトヨタ信州松本店 小売業 その他小売 5%

116,366 長野県 松本市 ネッツトヨタ信州村井店 小売業 その他小売 5%

116,367 長野県 松本市 ノエビアビューティスタジオ笑夢 サービス その他サービス 5%

116,368 長野県 松本市 ノセ　イトーヨーカドー松本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,369 長野県 松本市 ノセ　本店　３Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,370 長野県 松本市 ノセコンタクト 小売業 その他小売 5%

116,371 長野県 松本市 ノセコンタクト 小売業 その他小売 5%

116,372 長野県 松本市 ノセメガネ　上土町本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,373 長野県 松本市 ノセメガネ　広丘店 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,374 長野県 松本市 ノセメガネ　山形店 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,375 長野県 松本市 ノセメガネイオンモール松本店 小売業 その他小売 5%

116,376 長野県 松本市 ノセ眼鏡店　イトーヨーカドー店 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,377 長野県 松本市 ノセ眼鏡店　駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,378 長野県 松本市 ノセ眼鏡店　カタクラモール店 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,379 長野県 松本市 飲み処ｚｅｒｏ サービス 飲食業 5%

116,380 長野県 松本市 ハイランドセルフ島内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,381 長野県 松本市 Ｐａｉｒｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

116,382 長野県 松本市 パソコンドック２４　松本店 サービス その他サービス 5%
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116,383 長野県 松本市 波田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,384 長野県 松本市 セブン－イレブン波田赤松店 小売業 食料品 2%

116,385 長野県 松本市 ＢＡＣＣＡブルーイング サービス 飲食業 5%

116,386 長野県 松本市 ＰａｔｉｓｓｅｒｉｅＩＣＨｉＥ 小売業 食料品 5%

116,387 長野県 松本市 パティスリーニューモラス サービス 飲食業 5%

116,388 長野県 松本市 パティスリー ニューモラス サービス 飲食業 5%

116,389 長野県 松本市 花屋　ことの葉 小売業 その他小売 5%

116,390 長野県 松本市 ハマ園芸 小売業 その他小売 5%

116,391 長野県 松本市 ハマ園芸　本店 小売業 その他小売 5%

116,392 長野県 松本市 ハマ園芸かんてんぱぱショップ松本店 小売業 その他小売 5%

116,393 長野県 松本市 林人形工房 小売業 その他小売 5%

116,394 長野県 松本市 バルビーア　加藤理髪店 サービス 理容・美容業 5%

116,395 長野県 松本市 春宮燃料 小売業 その他小売 5%

116,396 長野県 松本市 ビアガレージガネーシャ サービス 飲食業 5%

116,397 長野県 松本市 ピアノショップピエナ 小売業 その他小売 5%

116,398 長野県 松本市 ビアハウスびいどろ亭 サービス 飲食業 5%

116,399 長野県 松本市 ビズステーション 小売業 電化製品 5%

116,400 長野県 松本市 ピッツァ　ヴェルデ　マツモト サービス 飲食業 5%

116,401 長野県 松本市 ピッツェリアつかま店 サービス 飲食業 5%

116,402 長野県 松本市 ピッツェリア村井店 サービス 飲食業 5%

116,403 長野県 松本市 ひなの湯 サービス 宿泊業 5%

116,404 長野県 松本市 Ｐｉｎｏ　Ｌｉｂｒｏ 小売業 その他小売 5%

116,405 長野県 松本市 響座　剣遊 サービス その他サービス 5%

116,406 長野県 松本市 ＢＳＦＵＲＵＭＡＣＨＩ サービス 理容・美容業 5%

116,407 長野県 松本市 ビューティスタジオセルフィー サービス その他サービス 5%

116,408 長野県 松本市 美容室 赤いくつ サービス 理容・美容業 5%

116,409 長野県 松本市 美容室アクアブルー サービス 理容・美容業 5%

116,410 長野県 松本市 美容室アクアブルーエスト サービス 理容・美容業 5%

116,411 長野県 松本市 美容室クラップ サービス 理容・美容業 5%

116,412 長野県 松本市 美容室ソレイユ サービス 理容・美容業 5%

116,413 長野県 松本市 美容室花時計 サービス 理容・美容業 5%

116,414 長野県 松本市 美容室ピュア・フレンド松本空港店 サービス 理容・美容業 5%

116,415 長野県 松本市 美容室ファイン　梓川店 サービス 理容・美容業 5%

116,416 長野県 松本市 美容整体サロンＳｉｍｐｌｅ． サービス その他サービス 5%

116,417 長野県 松本市 ＨＩＹＯＲＩ　女性専用サロン サービス 理容・美容業 5%

116,418 長野県 松本市 ＰＩＮ・ＵＰ サービス 理容・美容業 5%

116,419 長野県 松本市 ファーストアイズ サービス その他サービス 5%

116,420 長野県 松本市 ５ｍｉｎｕｔｅｓ 小売業 衣料品 5%

116,421 長野県 松本市 浮 サービス 飲食業 5%

116,422 長野県 松本市 フィッツミーイトーヨーカドー南松本店 サービス その他サービス 5%

116,423 長野県 松本市 風穴の里 小売業 その他小売 5%

116,424 長野県 松本市 深志動物病院 サービス その他サービス 5%
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116,425 長野県 松本市 福岡キッチン サービス 飲食業 5%

116,426 長野県 松本市 富士乃湯 サービス 宿泊業 5%

116,427 長野県 松本市 フタバ眼鏡店 小売業 その他小売 5%

116,428 長野県 松本市 淵庵村 サービス その他サービス 5%

116,429 長野県 松本市 プチホテルアルム サービス 宿泊業 5%

116,430 長野県 松本市 フットケアサロンＦｉｒｓｔｐｅｎｇｕｉｎ サービス 理容・美容業 5%

116,431 長野県 松本市 麓庵　かつ玄 サービス 飲食業 5%

116,432 長野県 松本市 プラザステーションあがたの森 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,433 長野県 松本市 ＢＲＵＳＨ　【ブラッシュ】 サービス 理容・美容業 5%

116,434 長野県 松本市 降旗モータース サービス その他サービス 5%

116,435 長野県 松本市 降籏モータース サービス その他サービス 5%

116,436 長野県 松本市 フルーツロードいまいＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,437 長野県 松本市 ＢＵＬＬ?Ｘ サービス 飲食業 5%

116,438 長野県 松本市 プロヴァンスの日曜日 サービス 飲食業 5%

116,439 長野県 松本市 ＨＡＩＲ　ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

116,440 長野県 松本市 Ｈａｉｒ　マツエク　Ｅｒｉ サービス 理容・美容業 5%

116,441 長野県 松本市 Ｈａｉｒ＆ＭａｋｅＶＩＯＬＡ サービス 理容・美容業 5%

116,442 長野県 松本市 ヘアー ロハスレイール サービス 理容・美容業 5%

116,443 長野県 松本市 ヘアーサロンバニー サービス 理容・美容業 5%

116,444 長野県 松本市 ヘアーデザイン　ｋａｇｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

116,445 長野県 松本市 ＨａｉｒＤｅｓｉｇｎＬｕｃｉａ サービス 理容・美容業 5%

116,446 長野県 松本市 ヘアーブーカ サービス 理容・美容業 5%

116,447 長野県 松本市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｃａｒａ サービス 理容・美容業 5%

116,448 長野県 松本市 ＨａｉｒＤｅｓｉｇｎ　Ｔｕ　Ｓａｉｓ サービス 理容・美容業 5%

116,449 長野県 松本市 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎｆｅｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

116,450 長野県 松本市 平安堂　南松本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

116,451 長野県 松本市 ペットと泊まる陽だまり サービス 宿泊業 5%

116,452 長野県 松本市 ベルワールド　ヤマダ 小売業 衣料品 5%

116,453 長野県 松本市 ペンション　ウインズ サービス 宿泊業 5%

116,454 長野県 松本市 ペンション　グリンデルワルト サービス 宿泊業 5%

116,455 長野県 松本市 ｖｅｎｔｄｅｍｏｅ 小売業 衣料品 5%

116,456 長野県 松本市 ボアソルチ サービス その他サービス 5%

116,457 長野県 松本市 星空のあかり サービス 宿泊業 5%

116,458 長野県 松本市 ＨＯＰ　ＦＲＯＧ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

116,459 長野県 松本市 ボデーショップサンワ サービス その他サービス 5%

116,460 長野県 松本市 ホテル飯田屋 サービス 宿泊業 5%

116,461 長野県 松本市 ホテルおもと サービス 宿泊業 5%

116,462 長野県 松本市 ホテル小柳 サービス 宿泊業 5%

116,463 長野県 松本市 ホテル末広 サービス 宿泊業 5%

116,464 長野県 松本市 ホテル玉之湯 サービス 宿泊業 5%

116,465 長野県 松本市 ホテルニューステーション サービス 宿泊業 5%

116,466 長野県 松本市 ホテルマツモトよろづや サービス 宿泊業 5%
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116,467 長野県 松本市 ホテルモンターニュ松本 サービス 宿泊業 5%

116,468 長野県 松本市 ＰＯＭＧＥ ＰＯＭＧＥ 小売業 その他小売 5%

116,469 長野県 松本市 ホームバザー　南松本店 小売業 その他小売 5%

116,470 長野県 松本市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,471 長野県 松本市 マイン 小売業 衣料品 5%

116,472 長野県 松本市 マクドナルド松本高宮店 サービス 飲食業 2%

116,473 長野県 松本市 マクドナルド松本筑摩店 サービス 飲食業 2%

116,474 長野県 松本市 マクドナルド松本店 サービス 飲食業 2%

116,475 長野県 松本市 ＭＡＳＡＫＩＡＭＳＥＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,476 長野県 松本市 増田写真機店 小売業 その他小売 5%

116,477 長野県 松本市 益永淳二写真事務所 サービス その他サービス 5%

116,478 長野県 松本市 マツノ電器 小売業 電化製品 5%

116,479 長野県 松本市 松葉家 サービス 飲食業 5%

116,480 長野県 松本市 まつぼっくり 小売業 衣料品 5%

116,481 長野県 松本市 セブン－イレブン松本あがた店 小売業 食料品 2%

116,482 長野県 松本市 セブン－イレブン松本旭１丁目店 小売業 食料品 2%

116,483 長野県 松本市 セブン－イレブン松本浅間温泉１丁目店 小売業 食料品 2%

116,484 長野県 松本市 セブン－イレブン松本梓川氷室店 小売業 食料品 2%

116,485 長野県 松本市 セブン－イレブン松本梓川倭店 小売業 食料品 2%

116,486 長野県 松本市 セブン－イレブン松本蟻ヶ崎５丁目店 小売業 食料品 2%

116,487 長野県 松本市 セブン－イレブン松本井川城店 小売業 食料品 2%

116,488 長野県 松本市 セブン－イレブン松本今井店 小売業 食料品 2%

116,489 長野県 松本市 セブン－イレブン松本インター店 小売業 食料品 2%

116,490 長野県 松本市 松本内田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,491 長野県 松本市 セブン－イレブン松本駅前店 小売業 食料品 2%

116,492 長野県 松本市 松本追分 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,493 長野県 松本市 松本会館　食堂 サービス その他サービス 5%

116,494 長野県 松本市 セブン－イレブン松本神田店 小売業 食料品 2%

116,495 長野県 松本市 セブン－イレブン松本神林店 小売業 食料品 2%

116,496 長野県 松本市 セブン－イレブン松本北深志店 小売業 食料品 2%

116,497 長野県 松本市 セブン－イレブン松本北元町店 小売業 食料品 2%

116,498 長野県 松本市 松本ゴールデンバーグ サービス 飲食業 5%

116,499 長野県 松本市 セブン－イレブン松本寿北店 小売業 食料品 2%

116,500 長野県 松本市 セブン－イレブン松本小宮北店 小売業 食料品 2%

116,501 長野県 松本市 松本酒場　まえじ サービス 飲食業 5%

116,502 長野県 松本市 セブン－イレブン松本里山辺店 小売業 食料品 2%

116,503 長野県 松本市 セブン－イレブン松本島内店 小売業 食料品 2%

116,504 長野県 松本市 セブン－イレブン松本島立店 小売業 食料品 2%

116,505 長野県 松本市 セブン－イレブン松本清水店 小売業 食料品 2%

116,506 長野県 松本市 セブン－イレブン松本下小俣店 小売業 食料品 2%

116,507 長野県 松本市 松本車輌 サービス その他サービス 5%

116,508 長野県 松本市 セブン－イレブン松本松栄町店 小売業 食料品 2%
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116,509 長野県 松本市 セブン－イレブン松本白姫店 小売業 食料品 2%

116,510 長野県 松本市 セブン－イレブン松本征矢野店 小売業 食料品 2%

116,511 長野県 松本市 松本大学生協 サービス その他サービス 5%

116,512 長野県 松本市 松本大学生協 サービス その他サービス 5%

116,513 長野県 松本市 松本大学生協（ＴＵＯ） サービス その他サービス 5%

116,514 長野県 松本市 セブン－イレブン松本高宮南店 小売業 食料品 2%

116,515 長野県 松本市 セブン－イレブン松本筑摩４丁目店 小売業 食料品 2%

116,516 長野県 松本市 松本ツーリストホテル サービス 宿泊業 5%

116,517 長野県 松本市 松本手打ち蕎麦 丸周 サービス 飲食業 5%

116,518 長野県 松本市 セブン－イレブン松本中条橋店 小売業 食料品 2%

116,519 長野県 松本市 セブン－イレブン松本並柳店 小売業 食料品 2%

116,520 長野県 松本市 セブン－イレブン松本新村店 小売業 食料品 2%

116,521 長野県 松本市 セブン－イレブン松本西筑摩店 小売業 食料品 2%

116,522 長野県 松本市 セブン－イレブン松本野溝店 小売業 食料品 2%

116,523 長野県 松本市 Ｍａｔｓｕｍｏｔｏｐａｎ Ｍａｔｓｕｍｏｔｏｐａｎ サービス 飲食業 5%

116,524 長野県 松本市 松本藩酒場　酒楽 サービス 飲食業 5%

116,525 長野県 松本市 松本東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,526 長野県 松本市 有限会社松本美顔 サービス その他サービス 5%

116,527 長野県 松本市 セブン－イレブン松本平田東店 小売業 食料品 2%

116,528 長野県 松本市 セブン－イレブン松本平田南店 小売業 食料品 2%

116,529 長野県 松本市 セブン－イレブン松本二子橋店 小売業 食料品 2%

116,530 長野県 松本市 セブン－イレブン松本双葉店 小売業 食料品 2%

116,531 長野県 松本市 松本ブルワリー中町店 小売業 食料品 5%

116,532 長野県 松本市 松本ブルワリー本町店 小売業 食料品 5%

116,533 長野県 松本市 松本プレイガイド サービス その他サービス 5%

116,534 長野県 松本市 松本ホテル花月 サービス 宿泊業 5%

116,535 長野県 松本市 セブン－イレブン松本洞店 小売業 食料品 2%

116,536 長野県 松本市 セブン－イレブン松本堀米新田店 小売業 食料品 2%

116,537 長野県 松本市 松本本庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,538 長野県 松本市 セブン－イレブン松本本庄店 小売業 食料品 2%

116,539 長野県 松本市 セブン－イレブン松本町神店 小売業 食料品 2%

116,540 長野県 松本市 セブン－イレブン松本町神南店 小売業 食料品 2%

116,541 長野県 松本市 松本マフィン 小売業 食料品 5%

116,542 長野県 松本市 セブン－イレブン松本南原店 小売業 食料品 2%

116,543 長野県 松本市 セブン－イレブン松本南和田店 小売業 食料品 2%

116,544 長野県 松本市 セブン－イレブン松本宮渕店 小売業 食料品 2%

116,545 長野県 松本市 セブン－イレブン松本女鳥羽１丁目店 小売業 食料品 2%

116,546 長野県 松本市 セブン－イレブン松本女鳥羽橋店 小売業 食料品 2%

116,547 長野県 松本市 セブン－イレブン松本木工町店 小売業 食料品 2%

116,548 長野県 松本市 セブン－イレブン松本芳川村井町店 小売業 食料品 2%

116,549 長野県 松本市 松本流団西 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,550 長野県 松本市 セブン－イレブン松本流通団地北店 小売業 食料品 2%
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116,551 長野県 松本市 松本臨空セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,552 長野県 松本市 マテリアル 小売業 家具・調度品 5%

116,553 長野県 松本市 ブティック　マリエ 小売業 衣料品 5%

116,554 長野県 松本市 満月や サービス 飲食業 5%

116,555 長野県 松本市 満月や　浅間店 サービス 飲食業 5%

116,556 長野県 松本市 万寿堂 小売業 食料品 5%

116,557 長野県 松本市 萬年屋　大名町店 小売業 食料品 5%

116,558 長野県 松本市 三澤珈琲松本店 小売業 食料品 5%

116,559 長野県 松本市 南松本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,560 長野県 松本市 ＭＩＮＩ　Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ 小売業 その他小売 5%

116,561 長野県 松本市 宮脇書店　松本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

116,562 長野県 松本市 ミュージックプラザオグチ 小売業 その他小売 5%

116,563 長野県 松本市 三代澤酒店 小売業 食料品 5%

116,564 長野県 松本市 みよしや（あとりえまさこ） 小売業 衣料品 5%

116,565 長野県 松本市 味楽園 サービス 飲食業 5%

116,566 長野県 松本市 ミラクルアームズ シン サービス 理容・美容業 5%

116,567 長野県 松本市 Ｍｉｌメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,568 長野県 松本市 民芸旅館深志荘 サービス 宿泊業 5%

116,569 長野県 松本市 メイクキャットマツモト 小売業 衣料品 5%

116,570 長野県 松本市 有限会社明倫堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

116,571 長野県 松本市 ＭＡＩＮ　ＢＡＲ　ＣＯＡＴ サービス 飲食業 5%

116,572 長野県 松本市 メガネストアー梓川 小売業 その他小売 5%

116,573 長野県 松本市 メガネストアー梓川店 小売業 その他小売 5%

116,574 長野県 松本市 メガネのイズミ 小売業 その他小売 5%

116,575 長野県 松本市 メガネのフォーサイト 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,576 長野県 松本市 女鳥羽そば 小売業 食料品 5%

116,577 長野県 松本市 メンズショップ　コメジ 小売業 衣料品 5%

116,578 長野県 松本市 モイモイ サービス 飲食業 5%

116,579 長野県 松本市 モモセ精肉店 サービス 飲食業 5%

116,580 長野県 松本市 モモセ精肉店 サービス 飲食業 5%

116,581 長野県 松本市 森の本屋（仮） 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

116,582 長野県 松本市 ｍｏｎｂｕｓ 小売業 衣料品 5%

116,583 長野県 松本市 焼肉ハウス大将軍 サービス 飲食業 5%

116,584 長野県 松本市 焼肉ほうせん松本店 サービス 飲食業 5%

116,585 長野県 松本市 焼肉ハウス大将軍 サービス 飲食業 5%

116,586 長野県 松本市 やなぎ鮨 サービス 飲食業 5%

116,587 長野県 松本市 やなのうなぎ観光荘松本店 サービス 飲食業 5%

116,588 長野県 松本市 ヤマザキ　松本村井店 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,589 長野県 松本市 山崎精一商店 小売業 食料品 5%

116,590 長野県 松本市 ヤマサホンテン 小売業 その他小売 5%

116,591 長野県 松本市 倭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,592 長野県 松本市 倭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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116,593 長野県 松本市 山の旅舎　五千尺ロッヂ サービス 宿泊業 5%

116,594 長野県 松本市 山辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,595 長野県 松本市 有限会社泡の湯旅館 サービス 宿泊業 5%

116,596 長野県 松本市 （有）琴光堂和楽器店 小売業 その他小売 5%

116,597 長野県 松本市 有限会社ソキワショップ サービス その他サービス 5%

116,598 長野県 松本市 有限会社トータルグラス サービス その他サービス 5%

116,599 長野県 松本市 有限会社ベル・リヴィエール サービス 飲食業 5%

116,600 長野県 松本市 ユニサロンクボタ サービス 理容・美容業 5%

116,601 長野県 松本市 夢大陸　松本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

116,602 長野県 松本市 湯元　斎藤旅館 サービス 宿泊業 5%

116,603 長野県 松本市 湯宿　和泉屋善兵衛 サービス 宿泊業 5%

116,604 長野県 松本市 よしだや 小売業 衣料品 5%

116,605 長野県 松本市 ｙｏｎｅｍａｔｓｕ 小売業 衣料品 5%

116,606 長野県 松本市 よろずや　サンクス サービス その他サービス 5%

116,607 長野県 松本市 ラ・フェスタ　Ｍウイング店 小売業 その他小売 5%

116,608 長野県 松本市 ラ・シェネガ　ＥＡＳＴ 小売業 衣料品 5%

116,609 長野県 松本市 ライフマルシェ サービス その他サービス 5%

116,610 長野県 松本市 ラウンジ梅ケ枝 サービス 宿泊業 5%

116,611 長野県 松本市 ＬＡ　ＣＨＩＡＶＥ サービス 飲食業 5%

116,612 長野県 松本市 ラ・シェネガ　ＷＥＳＴ 小売業 衣料品 5%

116,613 長野県 松本市 Ｒａｄｉｃｅ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉ サービス 理容・美容業 5%

116,614 長野県 松本市 ラボラトリオ 小売業 衣料品 5%

116,615 長野県 松本市 ラ モード美容室 サービス 理容・美容業 5%

116,616 長野県 松本市 Ｌｉａｎ サービス 理容・美容業 5%

116,617 長野県 松本市 リカーショップたかみや 小売業 食料品 5%

116,618 長野県 松本市 リックスイケダ 小売業 電化製品 5%

116,619 長野県 松本市 リトグラス サービス その他サービス 5%

116,620 長野県 松本市 セルフ流通団地平田ＳＳ　泉カーサービス株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,621 長野県 松本市 旅館　すぎもと サービス 宿泊業 5%

116,622 長野県 松本市 ｌｅ　　ｓｏｕｒｉｒｅ サービス 飲食業 5%

116,623 長野県 松本市 ルネッタ サービス 理容・美容業 5%

116,624 長野県 松本市 ＲＯＬＥＮ． サービス 理容・美容業 5%

116,625 長野県 松本市 ロートレック美容室 サービス 理容・美容業 5%

116,626 長野県 松本市 ワインカフェ　サルト サービス 飲食業 5%

116,627 長野県 松本市 和かふぇ　びいんず　和かふぇ　びいんず サービス 飲食業 5%

116,628 長野県 松本市 話食心人 サービス 飲食業 5%

116,629 長野県 松本市 和のセレクトショップ　和来 小売業 その他小売 5%

116,630 長野県 松本市 和風レストラン サービス 宿泊業 5%

116,631 長野県 南相木村 出光南相木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,632 長野県 南相木村 南相木支所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,633 長野県 南牧村 内田孔建設株式会社野辺山支店 サービス その他サービス 5%

116,634 長野県 南牧村 海ノ口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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116,635 長野県 南牧村 高原旅館　野辺山荘 サービス 宿泊業 5%

116,636 長野県 南牧村 古民家ごはんとおやつふるさと サービス 飲食業 5%

116,637 長野県 南牧村 西武野辺山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,638 長野県 南牧村 ペンション森のふぁみりぃ サービス 宿泊業 5%

116,639 長野県 南牧村 セブン－イレブン南牧野辺山店 小売業 食料品 2%

116,640 長野県 南牧村 セブン－イレブン南牧村役場前店 小売業 食料品 2%

116,641 長野県 南牧村 ミルキーウェイのべやまＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,642 長野県 南牧村 八ヶ岳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,643 長野県 南牧村 八ヶ岳グレイスホテル サービス その他サービス 5%

116,644 長野県 南牧村 リゾートイン黒岩荘 サービス 宿泊業 5%

116,645 長野県 南箕輪村 アルプス南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,646 長野県 南箕輪村 イオス 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,647 長野県 南箕輪村 出光南箕輪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,648 長野県 南箕輪村 セブン－イレブン伊那インター店 小売業 食料品 2%

116,649 長野県 南箕輪村 カリオ サービス その他サービス 5%

116,650 長野県 南箕輪村 ＪＡ上伊那　ファーマーズあじ～な 小売業 食料品 5%

116,651 長野県 南箕輪村 信州大学生協　農学部店 サービス その他サービス 5%

116,652 長野県 南箕輪村 信州大学生協　農学部店 サービス その他サービス 5%

116,653 長野県 南箕輪村 セルフ・ハイランズ伊那 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,654 長野県 南箕輪村 ＴＵＯ　農学部　食堂 サービス その他サービス 5%

116,655 長野県 南箕輪村 トヨタカローラ南信伊那店 小売業 その他小売 5%

116,656 長野県 南箕輪村 長野トヨペット伊那店 小売業 その他小売 5%

116,657 長野県 南箕輪村 ニシザワ信大前食彩館 小売業 食料品 5%

116,658 長野県 南箕輪村 ネッツトヨタ信州箕輪店 小売業 その他小売 5%

116,659 長野県 南箕輪村 農学部　食堂 サービス その他サービス 5%

116,660 長野県 南箕輪村 パナメイトツシ 小売業 電化製品 5%

116,661 長野県 南箕輪村 プライム・ワン 小売業 その他小売 5%

116,662 長野県 南箕輪村 プリジュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,663 長野県 南箕輪村 べジかける 小売業 その他小売 5%

116,664 長野県 南箕輪村 Ｍｉｓｔ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

116,665 長野県 南箕輪村 セブン－イレブン南箕輪春日街道店 小売業 食料品 2%

116,666 長野県 南箕輪村 セブン－イレブン南箕輪塩ノ井店 小売業 食料品 2%

116,667 長野県 南箕輪村 セブン－イレブン南箕輪神子柴店 小売業 食料品 2%

116,668 長野県 南箕輪村 セブン－イレブン南箕輪南原店 小売業 食料品 2%

116,669 長野県 箕輪町 アートタナカヤ 小売業 電化製品 5%

116,670 長野県 箕輪町 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｅｇｅ箕輪 サービス 理容・美容業 5%

116,671 長野県 箕輪町 ウェストヒル箕輪 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,672 長野県 箕輪町 エルコンパス　イセリョウ 小売業 電化製品 5%

116,673 長野県 箕輪町 おごちＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,674 長野県 箕輪町 カイロプラクティック凜Ｒｉｎ サービス 理容・美容業 5%

116,675 長野県 箕輪町 カネカ箕輪店 小売業 ガソリンスタンド 5%

116,676 長野県 箕輪町 上伊那銃砲火薬店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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116,677 長野県 箕輪町 唐木屋石材工芸　伊北店 小売業 その他小売 5%

116,678 長野県 箕輪町 唐澤動物病院 サービス その他サービス 5%

116,679 長野県 箕輪町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋長野箕輪店 サービス 飲食業 2%

116,680 長野県 箕輪町 氣エナジーヒーリングサロンくくる サービス 理容・美容業 5%

116,681 長野県 箕輪町 くまや 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,682 長野県 箕輪町 ＧＲＡＰＰＬＥＴＡＫＡＤＡ サービス その他サービス 5%

116,683 長野県 箕輪町 サザンポートみのわセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,684 長野県 箕輪町 有限会社サンワ電化イグチ 小売業 電化製品 5%

116,685 長野県 箕輪町 シューマート　箕輪店 小売業 衣料品 5%

116,686 長野県 箕輪町 スタジオｔｕｂａｓａ サービス その他サービス 5%

116,687 長野県 箕輪町 スマイルスクエア箕輪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,688 長野県 箕輪町 ＳＯＹＡｃｒｅａｔｉｖｅｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

116,689 長野県 箕輪町 トヨタレンタリース長野伊北店 サービス その他サービス 2%

116,690 長野県 箕輪町 長野トヨタ自動車伊北トヨタ自動車 小売業 その他小売 5%

116,691 長野県 箕輪町 ニシザワベルシャイン伊北店 小売業 その他小売 5%

116,692 長野県 箕輪町 ニシザワベルシャイン箕輪店 小売業 その他小売 5%

116,693 長野県 箕輪町 ヘアーメイク　プリズム サービス 理容・美容業 5%

116,694 長野県 箕輪町 北部燃料油配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,695 長野県 箕輪町 マクドナルド箕輪ベルシャイン店 サービス 飲食業 2%

116,696 長野県 箕輪町 セブン－イレブン箕輪中箕輪店 小売業 食料品 2%

116,697 長野県 箕輪町 セブン－イレブン箕輪バイパス店 小売業 食料品 2%

116,698 長野県 箕輪町 セブン－イレブン箕輪東箕輪店 小売業 食料品 2%

116,699 長野県 箕輪町 セブン－イレブン箕輪松島店 小売業 食料品 2%

116,700 長野県 箕輪町 セブン－イレブン箕輪三日町店 小売業 食料品 2%

116,701 長野県 箕輪町 ＭＥＮＡＲＤフェイシャルサロン箕輪町代行店 サービス 理容・美容業 5%

116,702 長野県 宮田村 青空のトビラ サービス 飲食業 5%

116,703 長野県 宮田村 アルッガマゲ 小売業 家具・調度品 5%

116,704 長野県 宮田村 アルッガマゲ 小売業 家具・調度品 5%

116,705 長野県 宮田村 ＥＡＴ＆ＪＯＹ サービス 飲食業 5%

116,706 長野県 宮田村 Ａ・コープ　宮田店 小売業 食料品 5%

116,707 長野県 宮田村 加藤テレビ 小売業 電化製品 5%

116,708 長野県 宮田村 サカイ家電 小売業 電化製品 5%

116,709 長野県 宮田村 寺平株式会社セルフ宮田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,710 長野県 宮田村 トヨタカローラ南信駒ヶ根店 小売業 その他小売 5%

116,711 長野県 宮田村 ニシザワ宮田食彩館 小売業 食料品 5%

116,712 長野県 宮田村 株式会社原鉄駒ケ根営業所 サービス その他サービス 5%

116,713 長野県 宮田村 セブン－イレブン宮田北店 小売業 食料品 2%

116,714 長野県 宮田村 セブン－イレブン宮田駒ヶ原店 小売業 食料品 2%

116,715 長野県 宮田村 セブン－イレブン宮田新田店 小売業 食料品 2%

116,716 長野県 宮田村 愛芽 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,717 長野県 御代田町 株式会社オートメカ・エフケイ御代田店 サービス その他サービス 5%

116,718 長野県 御代田町 軽井沢森のいえ　晴れたらいいね サービス 宿泊業 5%
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116,719 長野県 御代田町 霧下そば地粉や サービス 飲食業 5%

116,720 長野県 御代田町 じらいや　みよた店 サービス 飲食業 5%

116,721 長野県 御代田町 西軽井沢ゴルフ練習場 サービス その他サービス 5%

116,722 長野県 御代田町 セブン－イレブン西軽井沢店 小売業 食料品 2%

116,723 長野県 御代田町 西軽井沢物産本店 小売業 食料品 5%

116,724 長野県 御代田町 ニッセンシェイプファンデサロンマリッシュ 小売業 衣料品 5%

116,725 長野県 御代田町 ｐａｃｅ　ａｒｏｕｎｄ 小売業 家具・調度品 5%

116,726 長野県 御代田町 三ッ谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,727 長野県 御代田町 宮脇書店　軽井沢店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

116,728 長野県 御代田町 御代田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,729 長野県 御代田町 セブン－イレブン御代田旭町店 小売業 食料品 2%

116,730 長野県 御代田町 御代田駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,731 長野県 御代田町 セブン－イレブン御代田草越店 小売業 食料品 2%

116,732 長野県 御代田町 やまいし 小売業 電化製品 5%

116,733 長野県 御代田町 有限会社茂木新聞店 小売業 その他小売 5%

116,734 長野県 泰阜村 パナメイトハヤノ１ばんち 小売業 電化製品 5%

116,735 長野県 泰阜村 泰阜北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,736 長野県 山形村 オートフォーワン サービス その他サービス 5%

116,737 長野県 山形村 オギノ信州山形店 小売業 衣料品 5%

116,738 長野県 山形村 ＧＡＬＦＩＴ　アイシティ松本店 小売業 衣料品 5%

116,739 長野県 山形村 グリーンロードやまがたＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,740 長野県 山形村 興文堂　ｉＣＩＴＹ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

116,741 長野県 山形村 シーベレットアイシティ松本店 小売業 衣料品 5%

116,742 長野県 山形村 セブン－イレブン信州山形店 小売業 食料品 2%

116,743 長野県 山形村 チャイニーズレストランシュンリー サービス 飲食業 5%

116,744 長野県 山形村 農家の店　大地　松本山形店 小売業 家具・調度品 5%

116,745 長野県 山形村 ノセメガネ　ｉ　ｃｉｔｙ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

116,746 長野県 山形村 ピアピア 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

116,747 長野県 山形村 ｐｏｃｋｅｔｐａｒｋｉ－ｃｉｔｙ２１松本 小売業 衣料品 5%

116,748 長野県 山形村 マクドナルドｉＣＩＴＹ・２１店 サービス 飲食業 2%

116,749 長野県 山形村 マライカ　アイシティ店 小売業 その他小売 5%

116,750 長野県 山ノ内町 ＡＩＢＩＹＡ サービス その他サービス 5%

116,751 長野県 山ノ内町 アスペン志賀 サービス 宿泊業 5%

116,752 長野県 山ノ内町 あぶらや燈千 サービス 宿泊業 5%

116,753 長野県 山ノ内町 石の湯ロッジ サービス 宿泊業 5%

116,754 長野県 山ノ内町 一乃湯果亭 サービス 宿泊業 5%

116,755 長野県 山ノ内町 出光志賀高原入口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,756 長野県 山ノ内町 出光志賀高原上林ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,757 長野県 山ノ内町 出光山の内西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,758 長野県 山ノ内町 岩菅ホテル サービス 宿泊業 5%

116,759 長野県 山ノ内町 ヴィラ・アルペン サービス 宿泊業 5%

116,760 長野県 山ノ内町 魚敏旅館 サービス その他サービス 5%
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116,761 長野県 山ノ内町 会社志賀高原ホテル志賀サンバレー サービス 宿泊業 5%

116,762 長野県 山ノ内町 株式会社湯本旅館 サービス 宿泊業 5%

116,763 長野県 山ノ内町 北アルプスを望む露天風呂の宿　ひがしだて サービス 宿泊業 5%

116,764 長野県 山ノ内町 北志賀高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,765 長野県 山ノ内町 北志賀ホリデーイン サービス 宿泊業 5%

116,766 長野県 山ノ内町 北志賀メイプルヒルズイン サービス 宿泊業 5%

116,767 長野県 山ノ内町 セブン－イレブン北志賀夜間瀬店 小売業 食料品 2%

116,768 長野県 山ノ内町 きよみず　望山荘 サービス 宿泊業 5%

116,769 長野県 山ノ内町 熊の湯ホテル サービス 宿泊業 5%

116,770 長野県 山ノ内町 ゲストハウステゾーロ奥志賀 サービス その他サービス 5%

116,771 長野県 山ノ内町 ＧＯＥＮ　ＤＥＬＩ サービス 飲食業 5%

116,772 長野県 山ノ内町 志賀グランドホテル サービス 宿泊業 5%

116,773 長野県 山ノ内町 志賀高原　一望閣 サービス 宿泊業 5%

116,774 長野県 山ノ内町 志賀高原　白い温泉　渓谷の湯 サービス 宿泊業 5%

116,775 長野県 山ノ内町 志賀高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,776 長野県 山ノ内町 志賀高原セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,777 長野県 山ノ内町 志賀パークホテル サービス 宿泊業 5%

116,778 長野県 山ノ内町 志賀レークホテル サービス 宿泊業 5%

116,779 長野県 山ノ内町 渋温泉　古久屋 サービス 宿泊業 5%

116,780 長野県 山ノ内町 渋峠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,781 長野県 山ノ内町 渋ホテル サービス 宿泊業 5%

116,782 長野県 山ノ内町 島屋 サービス 宿泊業 5%

116,783 長野県 山ノ内町 シャレー志賀 サービス その他サービス 5%

116,784 長野県 山ノ内町 春蘭の宿さかえや サービス 宿泊業 5%

116,785 長野県 山ノ内町 ショッピングプラザ　アンアン 小売業 その他小売 5%

116,786 長野県 山ノ内町 セブン－イレブン信州山ノ内店 小売業 食料品 2%

116,787 長野県 山ノ内町 スーパーマルゼン 小売業 食料品 5%

116,788 長野県 山ノ内町 硯川ホテル サービス 宿泊業 5%

116,789 長野県 山ノ内町 そば禄 サービス 飲食業 5%

116,790 長野県 山ノ内町 玉久旅館 サービス 宿泊業 5%

116,791 長野県 山ノ内町 俵や旅館 サービス 宿泊業 5%

116,792 長野県 山ノ内町 チウーホテル サービス 宿泊業 5%

116,793 長野県 山ノ内町 西発哺温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

116,794 長野県 山ノ内町 羽田甘精堂 サービス 飲食業 5%

116,795 長野県 山ノ内町 華灯りの宿　加命の湯 サービス 宿泊業 5%

116,796 長野県 山ノ内町 ひなの宿　安楽荘 サービス 宿泊業 5%

116,797 長野県 山ノ内町 ＨａｉｒＬａｂｏＴＡＫＡＹＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

116,798 長野県 山ノ内町 穂垂亭 サービス 飲食業 5%

116,799 長野県 山ノ内町 ホテルアストリア サービス 宿泊業 5%

116,800 長野県 山ノ内町 ホテルアララギ サービス 宿泊業 5%

116,801 長野県 山ノ内町 ホテル　一乃瀬 サービス 宿泊業 5%

116,802 長野県 山ノ内町 ホテル山楽 サービス 宿泊業 5%

2783



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

116,803 長野県 山ノ内町 ホテル志賀サンバレー サービス 宿泊業 5%

116,804 長野県 山ノ内町 ホテルジャパン志賀 サービス 宿泊業 5%

116,805 長野県 山ノ内町 ホテル白樺荘 サービス 宿泊業 5%

116,806 長野県 山ノ内町 ホテルセラン サービス 宿泊業 5%

116,807 長野県 山ノ内町 ホテル大六 サービス 宿泊業 5%

116,808 長野県 山ノ内町 ホテルタガワ サービス 宿泊業 5%

116,809 長野県 山ノ内町 ホテル椿野 サービス 宿泊業 5%

116,810 長野県 山ノ内町 ホテルハイツ志賀高原 サービス 宿泊業 5%

116,811 長野県 山ノ内町 ホテルマウント志賀 サービス 宿泊業 5%

116,812 長野県 山ノ内町 ホテルむつみ サービス 宿泊業 5%

116,813 長野県 山ノ内町 ホテルゆだなか サービス 宿泊業 5%

116,814 長野県 山ノ内町 ホテルホワイトイン北志賀 サービス 宿泊業 5%

116,815 長野県 山ノ内町 ムラサキスポーツ　竜王スキーパーク店 小売業 その他小売 5%

116,816 長野県 山ノ内町 やすらぎ旅館 サービス 宿泊業 5%

116,817 長野県 山ノ内町 山崎屋旅館 サービス 宿泊業 5%

116,818 長野県 山ノ内町 山の内ヒルズ　ＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

116,819 長野県 山ノ内町 有限会社ホテル銀嶺 サービス 宿泊業 5%

116,820 長野県 山ノ内町 湯田中湯本 サービス その他サービス 5%

116,821 長野県 山ノ内町 よろづや サービス 宿泊業 5%

116,822 長野県 山ノ内町 よろづやアネックス湯楽庵 サービス 宿泊業 5%

116,823 長野県 山ノ内町 ロゼ サービス 飲食業 5%

116,824 長野県 山ノ内町 ロッジやまのまにまに サービス その他サービス 5%

116,825 長野県 山ノ内町 和風の宿ますや サービス 宿泊業 5%

116,826 岐阜県 安八町 旭石油店墨俣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,827 岐阜県 安八町 セブン－イレブン安八町東結店 小売業 食料品 2%

116,828 岐阜県 安八町 セブン－イレブン安八町南今ヶ渕店 小売業 食料品 2%

116,829 岐阜県 安八町 飯沼美容室 サービス 理容・美容業 5%

116,830 岐阜県 安八町 出光安八ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,831 岐阜県 安八町 出光セルフ墨俣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,832 岐阜県 安八町 ジェルネイルサービス空∞ＫＵＨ∞ サービス 理容・美容業 5%

116,833 岐阜県 安八町 旬菜だいにんぐ愼 サービス 飲食業 5%

116,834 岐阜県 安八町 セルフＤＤむすぶ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,835 岐阜県 安八町 フジワ・カーサービス サービス その他サービス 5%

116,836 岐阜県 安八町 むすび葉動物病院 サービス その他サービス 5%

116,837 岐阜県 安八町 ［ＨＣ］有限会社フジタデンキ 小売業 電化製品 5%

116,838 岐阜県 池田町 アクティー起明堂池田店 小売業 電化製品 5%

116,839 岐阜県 池田町 池田温泉新館湯の華 サービス 宿泊業 5%

116,840 岐阜県 池田町 伊吹堂　伊吹堂 小売業 食料品 5%

116,841 岐阜県 池田町 今利屋呉服店 小売業 衣料品 5%

116,842 岐阜県 池田町 宇宙食堂 Ｄ ｓ Ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

116,843 岐阜県 池田町 ８４６（エイトハンドレットフォーティーシックス） サービス 理容・美容業 5%

116,844 岐阜県 池田町 株式会社 オートサービス丸進 本社 サービス その他サービス 5%
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116,845 岐阜県 池田町 髪空館 サービス 理容・美容業 5%

116,846 岐阜県 池田町 セブン－イレブン岐阜池田町本郷店 小売業 食料品 2%

116,847 岐阜県 池田町 暮しの衣料マツオカ　池田店 小売業 衣料品 5%

116,848 岐阜県 池田町 クワバラボディワークス サービス その他サービス 5%

116,849 岐阜県 池田町 サポートいび 小売業 食料品 5%

116,850 岐阜県 池田町 サンローヤル サービス 飲食業 5%

116,851 岐阜県 池田町 四季旬彩　ニュー池田 サービス 飲食業 5%

116,852 岐阜県 池田町 十割月山そば さらい サービス 飲食業 5%

116,853 岐阜県 池田町 高田印刷有限会社 小売業 その他小売 5%

116,854 岐阜県 池田町 ＤＰ池田 サービス 理容・美容業 5%

116,855 岐阜県 池田町 電化センター　ニシカワ 小売業 電化製品 5%

116,856 岐阜県 池田町 有限会社　電化の五十川 小売業 電化製品 5%

116,857 岐阜県 池田町 野村電化センター 小売業 電化製品 5%

116,858 岐阜県 池田町 野村動物病院 サービス その他サービス 5%

116,859 岐阜県 池田町 ＢｅＰｏＰ 小売業 電化製品 5%

116,860 岐阜県 池田町 藤原サッシセンター サービス その他サービス 5%

116,861 岐阜県 池田町 ＨＯＫＫＯＲＩ サービス 理容・美容業 5%

116,862 岐阜県 池田町 マルヒチ　マルヒチ 小売業 その他小売 5%

116,863 岐阜県 池田町 メガネサプリ細野 小売業 その他小売 5%

116,864 岐阜県 池田町 ヤナセ薬局 小売業 その他小売 5%

116,865 岐阜県 池田町 山本呉服店　池田店 小売業 衣料品 5%

116,866 岐阜県 池田町 ユーピット池田 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,867 岐阜県 揖斐川町 麻処さあさ 小売業 衣料品 5%

116,868 岐阜県 揖斐川町 出光市場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,869 岐阜県 揖斐川町 出光揖斐国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,870 岐阜県 揖斐川町 揖斐川庭石センター サービス その他サービス 5%

116,871 岐阜県 揖斐川町 いび茶の里 小売業 食料品 5%

116,872 岐阜県 揖斐川町 ウインドヤマグチ 小売業 電化製品 5%

116,873 岐阜県 揖斐川町 おおたでんか 小売業 電化製品 5%

116,874 岐阜県 揖斐川町 春日乃売茶翁 小売業 食料品 5%

116,875 岐阜県 揖斐川町 きもの　やまもと 小売業 衣料品 5%

116,876 岐阜県 揖斐川町 ｋｉｙｏｒｉｓｏｕ サービス その他サービス 5%

116,877 岐阜県 揖斐川町 ＧｌａｓｓＰｌａｎｅｔ 小売業 衣料品 5%

116,878 岐阜県 揖斐川町 珈琲家まめ サービス 飲食業 5%

116,879 岐阜県 揖斐川町 昭和町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,880 岐阜県 揖斐川町 谷汲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,881 岐阜県 揖斐川町 電パーク　タカトノ 小売業 電化製品 5%

116,882 岐阜県 揖斐川町 電パーク　ヒラツカ 小売業 電化製品 5%

116,883 岐阜県 揖斐川町 道の駅　夜叉ヶ池の里さかうち 小売業 家具・調度品 5%

116,884 岐阜県 揖斐川町 メガネ・宝石・時計の細野 小売業 その他小売 5%

116,885 岐阜県 揖斐川町 セブン－イレブン本巣文殊店 小売業 食料品 2%

116,886 岐阜県 揖斐川町 有限会社　イマイ 小売業 電化製品 5%
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116,887 岐阜県 揖斐川町 Ｌｉｎｉｅ サービス その他サービス 5%

116,888 岐阜県 揖斐川町 るなてーぶる島本屋　和　飲　蔵　るなてーぶる島本屋　和　飲　蔵　ルナテーブルシマモトヤ　ワイングラ 小売業 その他小売 5%

116,889 岐阜県 恵那市 あきん亭恵那店　あきん亭恵那店 サービス 飲食業 5%

116,890 岐阜県 恵那市 明智ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,891 岐阜県 恵那市 明智ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,892 岐阜県 恵那市 アッツダイニング サービス 飲食業 5%

116,893 岐阜県 恵那市 あんしんホームガス株式会社 あんしんホームガス サービス その他サービス 5%

116,894 岐阜県 恵那市 安藤ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

116,895 岐阜県 恵那市 出光明智ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,896 岐阜県 恵那市 出光飯羽間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,897 岐阜県 恵那市 出光恵那ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,898 岐阜県 恵那市 出光恵那峡サービスエリアＳＳ（上り） 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,899 岐阜県 恵那市 出光串原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,900 岐阜県 恵那市 出光セルフ恵那中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,901 岐阜県 恵那市 出光武並ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,902 岐阜県 恵那市 出光中野方西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,903 岐阜県 恵那市 出光山岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,904 岐阜県 恵那市 岩村山荘 サービス 宿泊業 5%

116,905 岐阜県 恵那市 岩村バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,906 岐阜県 恵那市 恵那ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,907 岐阜県 恵那市 恵那ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,908 岐阜県 恵那市 セブン－イレブン恵那峡店 小売業 食料品 2%

116,909 岐阜県 恵那市 恵那栗工房　良平堂 小売業 食料品 5%

116,910 岐阜県 恵那市 恵那寿や　観音寺店 小売業 食料品 5%

116,911 岐阜県 恵那市 恵那ダイハツ本社 小売業 その他小売 5%

116,912 岐阜県 恵那市 恵那武並ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,913 岐阜県 恵那市 セブン－イレブン恵那永田店 小売業 食料品 2%

116,914 岐阜県 恵那市 セブンーイレブン恵那バイパス店 小売業 食料品 2%

116,915 岐阜県 恵那市 お食事処 かわかみ サービス 飲食業 5%

116,916 岐阜県 恵那市 オマールえび事務所 サービス その他サービス 5%

116,917 岐阜県 恵那市 おもちゃのタグチ　おもちゃのタグチ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

116,918 岐阜県 恵那市 ガーデンプランツエナ 小売業 その他小売 5%

116,919 岐阜県 恵那市 カイロプラクティック舩橋 サービス 理容・美容業 5%

116,920 岐阜県 恵那市 カフェ雑貨ヌック サービス 飲食業 5%

116,921 岐阜県 恵那市 カフェ　フェリーチェ サービス 飲食業 5%

116,922 岐阜県 恵那市 （株）中部商事　厨房王国 小売業 家具・調度品 5%

116,923 岐阜県 恵那市 ［ＨＣ］株式会社ナカデン恵那店 小売業 電化製品 5%

116,924 岐阜県 恵那市 株式会社プロス　印刷屋　恵那店 小売業 その他小売 5%

116,925 岐阜県 恵那市 上矢作ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,926 岐阜県 恵那市 カメラのアマノ　恵那店 小売業 電化製品 5%

116,927 岐阜県 恵那市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋恵那長島町店 サービス 飲食業 2%

116,928 岐阜県 恵那市 かんのん茶屋 サービス 飲食業 5%
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116,929 岐阜県 恵那市 きものもこももももものうちくらぶ サービス その他サービス 5%

116,930 岐阜県 恵那市 京屋家具店 小売業 その他小売 5%

116,931 岐阜県 恵那市 靴のサンエー 小売業 衣料品 5%

116,932 岐阜県 恵那市 暮しの衣料マツオカ　岩村店 小売業 衣料品 5%

116,933 岐阜県 恵那市 クリーニングヤマダ　バロー恵那店 サービス その他サービス 5%

116,934 岐阜県 恵那市 クリーニングヤマダ　バロー正家店 サービス その他サービス 5%

116,935 岐阜県 恵那市 クリーニングヤマダ本店 サービス その他サービス 5%

116,936 岐阜県 恵那市 珈琲屋らんぷ　恵那店 サービス 飲食業 5%

116,937 岐阜県 恵那市 ゴトウ自動車ガラス恵那店 小売業 その他小売 5%

116,938 岐阜県 恵那市 嵯峨乃や 小売業 衣料品 5%

116,939 岐阜県 恵那市 酒アルコ恵那店 小売業 食料品 5%

116,940 岐阜県 恵那市 十字路 サービス 理容・美容業 5%

116,941 岐阜県 恵那市 酒房えりい サービス 飲食業 5%

116,942 岐阜県 恵那市 寿司幸 岩村やなぎ屋店 小売業 食料品 5%

116,943 岐阜県 恵那市 寿司幸　本店 サービス 飲食業 5%

116,944 岐阜県 恵那市 瀬戸石油店 小売業 その他小売 5%

116,945 岐阜県 恵那市 セルフいわむらＳＳ　株式会社丸河ホールディングス 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,946 岐阜県 恵那市 セルフたけなみ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,947 岐阜県 恵那市 セルフたけなみ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,948 岐阜県 恵那市 ゼンヤ サービス 飲食業 5%

116,949 岐阜県 恵那市 大廣園　恵那店 サービス 飲食業 5%

116,950 岐阜県 恵那市 ツーリストアイチ　恵那旅行センター サービス その他サービス 5%

116,951 岐阜県 恵那市 つきのくらピアノ教室 サービス その他サービス 5%

116,952 岐阜県 恵那市 躑躅庵 小売業 その他小売 5%

116,953 岐阜県 恵那市 ＤＰ恵那 サービス 理容・美容業 5%

116,954 岐阜県 恵那市 土田屋呉服店 小売業 衣料品 5%

116,955 岐阜県 恵那市 トーホー家電ワーク恵那 小売業 電化製品 5%

116,956 岐阜県 恵那市 トヨタレンタリース岐阜　恵那店 サービス その他サービス 2%

116,957 岐阜県 恵那市 中山道水戸屋　中山道水戸屋 サービス 飲食業 5%

116,958 岐阜県 恵那市 日産チェリー東濃販売株式会社 小売業 その他小売 5%

116,959 岐阜県 恵那市 日本料理　おか田 サービス 飲食業 5%

116,960 岐阜県 恵那市 ぱぁとなぁ　本店 サービス 飲食業 5%

116,961 岐阜県 恵那市 ビートル・エナ 小売業 衣料品 5%

116,962 岐阜県 恵那市 ひかりや 恵那店 小売業 その他小売 5%

116,963 岐阜県 恵那市 ひかりや恵那店 小売業 その他小売 5%

116,964 岐阜県 恵那市 美容室ロンドゥアンジュ サービス 理容・美容業 5%

116,965 岐阜県 恵那市 フジクック　恵那峡店 小売業 食料品 5%

116,966 岐阜県 恵那市 恵那）フジタデンキ 小売業 電化製品 5%

116,967 岐阜県 恵那市 フヂシマヤ 小売業 衣料品 5%

116,968 岐阜県 恵那市 ブックタウン　恵那店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

116,969 岐阜県 恵那市 プロジェクト大伊屋 小売業 その他小売 5%

116,970 岐阜県 恵那市 ヘアーサロンアロー サービス 理容・美容業 5%
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116,971 岐阜県 恵那市 ヘアーサロン春日井 サービス 理容・美容業 5%

116,972 岐阜県 恵那市 Ｈｏｌｙｐｈｏｔｏ サービス その他サービス 5%

116,973 岐阜県 恵那市 マクドナルド１９号恵那店 サービス 飲食業 2%

116,974 岐阜県 恵那市 美栗舎 小売業 食料品 5%

116,975 岐阜県 恵那市 水半茶寮 サービス 飲食業 5%

116,976 岐阜県 恵那市 株式会社ミヤケ 小売業 その他小売 5%

116,977 岐阜県 恵那市 三宅畳店 サービス その他サービス 5%

116,978 岐阜県 恵那市 民宿　藤太郎 サービス 宿泊業 5%

116,979 岐阜県 恵那市 名紳　恵那店 小売業 衣料品 5%

116,980 岐阜県 恵那市 名紳　名紳　恵那店 小売業 衣料品 5%

116,981 岐阜県 恵那市 メガネ赤札堂 恵那 中津川店 小売業 その他小売 5%

116,982 岐阜県 恵那市 メガネ　補聴器のオクダ　明智ジョイ店 小売業 その他小売 5%

116,983 岐阜県 恵那市 Ｍａｄｉｓｏｎ　ｄｅ　ＲＹ サービス 理容・美容業 5%

116,984 岐阜県 恵那市 メダリオンベルグラビア・リゾート サービス その他サービス 5%

116,985 岐阜県 恵那市 山岡町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,986 岐阜県 恵那市 やま里 サービス 飲食業 5%

116,987 岐阜県 恵那市 やましろや サービス 飲食業 5%

116,988 岐阜県 恵那市 山村硝子株式会社 小売業 その他小売 5%

116,989 岐阜県 恵那市 ヤマモトエナジー販売株式会社 小売業 その他小売 5%

116,990 岐阜県 恵那市 ヤマモトエナジー販売株式会社　恵那営業所 小売業 その他小売 5%

116,991 岐阜県 恵那市 有限会社岩島屋 有限会社岩島屋 小売業 食料品 5%

116,992 岐阜県 恵那市 ライフエナジー山岡株式会社 小売業 その他小売 5%

116,993 岐阜県 恵那市 料理・旅館鹿之湯 サービス 宿泊業 5%

116,994 岐阜県 恵那市 Ｒｅーｌａｘ恵那 サービス その他サービス 5%

116,995 岐阜県 恵那市 和洋居酒屋　ａｎｄ　ｍｏｒｅ サービス 飲食業 5%

116,996 岐阜県 大垣市 アーユ サービス 飲食業 5%

116,997 岐阜県 大垣市 赤壁商会　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

116,998 岐阜県 大垣市 赤ちゃんデパート水谷　大垣店 小売業 衣料品 5%

116,999 岐阜県 大垣市 赤札堂　大垣店 小売業 貴金属・服飾品 5%

117,000 岐阜県 大垣市 アクティ　アダチ 小売業 電化製品 5%

117,001 岐阜県 大垣市 アクティ起明堂 小売業 電化製品 5%

117,002 岐阜県 大垣市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｎｉｃｏ大垣 サービス 理容・美容業 5%

117,003 岐阜県 大垣市 旭ガラス商事 サービス その他サービス 5%

117,004 岐阜県 大垣市 朝日屋 サービス 飲食業 5%

117,005 岐阜県 大垣市 あすか大垣店 小売業 その他小売 5%

117,006 岐阜県 大垣市 ＡＺＵＲＡ　ソフトピア サービス 理容・美容業 5%

117,007 岐阜県 大垣市 綾野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,008 岐阜県 大垣市 アルファン青柳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,009 岐阜県 大垣市 アルファン大垣インター西ＴＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,010 岐阜県 大垣市 アルファン大垣インター東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,011 岐阜県 大垣市 アルファン大垣和合インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,012 岐阜県 大垣市 アルファン中曽根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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117,013 岐阜県 大垣市 いけだ動物病院 サービス その他サービス 5%

117,014 岐阜県 大垣市 出光イオン大垣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,015 岐阜県 大垣市 出光上石津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,016 岐阜県 大垣市 出光関ケ原本陣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,017 岐阜県 大垣市 出光セルフ大垣インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,018 岐阜県 大垣市 出光セルフ大垣バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,019 岐阜県 大垣市 出光セルフ大垣東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,020 岐阜県 大垣市 出光多良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,021 岐阜県 大垣市 出光トップヒル牧野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,022 岐阜県 大垣市 出光プリテール池尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,023 岐阜県 大垣市 出光プリテール大垣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,024 岐阜県 大垣市 衣舞　大垣店 小売業 衣料品 5%

117,025 岐阜県 大垣市 いろは珈琲 小売業 食料品 5%

117,026 岐阜県 大垣市 ウインド中部 小売業 電化製品 5%

117,027 岐阜県 大垣市 ウインド原田 小売業 電化製品 5%

117,028 岐阜県 大垣市 上田クリーニング店 サービス その他サービス 5%

117,029 岐阜県 大垣市 永楽屋　本店 小売業 その他小売 5%

117,030 岐阜県 大垣市 ＥＳＴＡＣＩ サービス 理容・美容業 5%

117,031 岐阜県 大垣市 有限会社ＭＳＴ サービス その他サービス 5%

117,032 岐阜県 大垣市 えらこきゅう サービス 飲食業 5%

117,033 岐阜県 大垣市 エリア４１７ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,034 岐阜県 大垣市 ＯＫＢショップ 小売業 食料品 5%

117,035 岐阜県 大垣市 大垣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,036 岐阜県 大垣市 セブン－イレブン大垣赤坂町店 小売業 食料品 2%

117,037 岐阜県 大垣市 セブン－イレブン大垣インター南店 小売業 食料品 2%

117,038 岐阜県 大垣市 大垣営業所 サービス その他サービス 5%

117,039 岐阜県 大垣市 大垣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,040 岐阜県 大垣市 セブン－イレブン大垣笠木店 小売業 食料品 2%

117,041 岐阜県 大垣市 大垣河間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,042 岐阜県 大垣市 大垣自動車学校 大垣自動車学校 サービス その他サービス 5%

117,043 岐阜県 大垣市 セブン－イレブン大垣島里１丁目店 小売業 食料品 2%

117,044 岐阜県 大垣市 セブン－イレブン大垣島里２丁目店 小売業 食料品 2%

117,045 岐阜県 大垣市 大垣商店 サービス 飲食業 5%

117,046 岐阜県 大垣市 大垣ソニックアンテナ堂 小売業 電化製品 5%

117,047 岐阜県 大垣市 セブン－イレブン大垣中川町４丁目店 小売業 食料品 2%

117,048 岐阜県 大垣市 大垣林町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,049 岐阜県 大垣市 セブン－イレブン大垣林町１丁目店 小売業 食料品 2%

117,050 岐阜県 大垣市 大垣東外側町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,051 岐阜県 大垣市 セブン－イレブン大垣昼飯町西店 小売業 食料品 2%

117,052 岐阜県 大垣市 大垣フォーラムホテル サービス 宿泊業 5%

117,053 岐阜県 大垣市 セブン－イレブン大垣福田町店 小売業 食料品 2%

117,054 岐阜県 大垣市 セブンーイレブン大垣割田３丁目店 小売業 食料品 2%
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117,055 岐阜県 大垣市 株式会社オートサービス丸進 大垣営業所 サービス その他サービス 5%

117,056 岐阜県 大垣市 オートパレスＫＥＮ 小売業 その他小売 5%

117,057 岐阜県 大垣市 大橋獣医科 サービス その他サービス 5%

117,058 岐阜県 大垣市 オカサンホテル サービス 宿泊業 5%

117,059 岐阜県 大垣市 岡田電器 小売業 電化製品 5%

117,060 岐阜県 大垣市 ＪＭ／岡田電器 小売業 電化製品 5%

117,061 岐阜県 大垣市 小川紙店本町店 小売業 その他小売 5%

117,062 岐阜県 大垣市 ＯＫＢ牧場 小売業 貴金属・服飾品 5%

117,063 岐阜県 大垣市 お好み焼きはここやねん　大垣店 小売業 食料品 5%

117,064 岐阜県 大垣市 オ－トボデ－ショップ篠田 小売業 その他小売 5%

117,065 岐阜県 大垣市 ｏｂｊｅｔ サービス 理容・美容業 5%

117,066 岐阜県 大垣市 オリックスレンタカー大垣店 サービス その他サービス 2%

117,067 岐阜県 大垣市 カーショップホリデー 小売業 その他小売 5%

117,068 岐阜県 大垣市 カーズ　カンパニー　カーズカンパニー サービス その他サービス 5%

117,069 岐阜県 大垣市 カウくる 小売業 その他小売 5%

117,070 岐阜県 大垣市 金沢カレー 大垣店 サービス 飲食業 5%

117,071 岐阜県 大垣市 株式会社Ｉｚｅ サービス 理容・美容業 5%

117,072 岐阜県 大垣市 株式会社　三田自動車工業 サービス その他サービス 5%

117,073 岐阜県 大垣市 株式会社吉田法衣店 サービス その他サービス 5%

117,074 岐阜県 大垣市 かみいしづＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,075 岐阜県 大垣市 かめや釣具 大垣店 小売業 その他小売 5%

117,076 岐阜県 大垣市 カレーハウスココイチバンヤ大垣築捨町店 サービス 飲食業 2%

117,077 岐阜県 大垣市 カレーハウスココイチバンヤ大垣禾森店 サービス 飲食業 2%

117,078 岐阜県 大垣市 川合自動車 サービス その他サービス 5%

117,079 岐阜県 大垣市 川島モータース 小売業 その他小売 5%

117,080 岐阜県 大垣市 北倉会計事務所 サービス その他サービス 5%

117,081 岐阜県 大垣市 Ｇｉｆｕｔ サービス 理容・美容業 5%

117,082 岐阜県 大垣市 ＣＡＬＭ サービス 理容・美容業 5%

117,083 岐阜県 大垣市 牛角大垣店 サービス 飲食業 2%

117,084 岐阜県 大垣市 きよみず 小売業 食料品 5%

117,085 岐阜県 大垣市 ｋｉｒａｎａ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

117,086 岐阜県 大垣市 きらぼし行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

117,087 岐阜県 大垣市 ＧＲＡＮＤ　ＤＥＳＩＧＮ　大垣店 サービス 理容・美容業 5%

117,088 岐阜県 大垣市 有限会社　くるまはうす順 サービス その他サービス 5%

117,089 岐阜県 大垣市 珈琲屋らんぷ　大垣北店 サービス 飲食業 5%

117,090 岐阜県 大垣市 ごきげんえびす　大垣駅前店 サービス 飲食業 5%

117,091 岐阜県 大垣市 ＣＯＣＯ大垣店 サービス 理容・美容業 5%

117,092 岐阜県 大垣市 コスメチックラブ　ラブ 小売業 その他小売 5%

117,093 岐阜県 大垣市 ザ・アミーゴス大垣店 小売業 食料品 5%

117,094 岐阜県 大垣市 サイズプラス瀬川 小売業 衣料品 5%

117,095 岐阜県 大垣市 酒アルコ大垣店 小売業 食料品 5%

117,096 岐阜県 大垣市 ＳＡＮＫＯ　ＴＡＩＬＯＲ 小売業 衣料品 5%
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117,097 岐阜県 大垣市 サンタの創庫墨俣店 小売業 その他小売 5%

117,098 岐阜県 大垣市 ＧＭＮＣａｒｓ サービス その他サービス 5%

117,099 岐阜県 大垣市 海座　ＳＨＩＺＡ　大垣駅前通り サービス 飲食業 5%

117,100 岐阜県 大垣市 ジェームス大垣長松店 小売業 その他小売 2%

117,101 岐阜県 大垣市 塩鎌屋 小売業 食料品 5%

117,102 岐阜県 大垣市 自転車のウエサカ 小売業 その他小売 5%

117,103 岐阜県 大垣市 清水裕雅税理事務所 サービス その他サービス 5%

117,104 岐阜県 大垣市 写真箱大垣アピオ店 サービス その他サービス 5%

117,105 岐阜県 大垣市 Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｄｉｎｉｎｇ 円相 大垣 サービス 飲食業 5%

117,106 岐阜県 大垣市 食彩厨房　五感 サービス 飲食業 5%

117,107 岐阜県 大垣市 新大垣北給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,108 岐阜県 大垣市 ＳＷＥＥＴＳ　ＳＴＵＤＩＯ　?Ｆ　ＳＷＥＥＴＳＳＴＵＤＩＯｅＦ サービス 飲食業 5%

117,109 岐阜県 大垣市 水都自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

117,110 岐阜県 大垣市 スイトトラベル　大垣駅前支店 サービス その他サービス 5%

117,111 岐阜県 大垣市 末広精肉店 小売業 食料品 5%

117,112 岐阜県 大垣市 有限会社スギノ自動車 サービス その他サービス 5%

117,113 岐阜県 大垣市 助六 サービス 飲食業 5%

117,114 岐阜県 大垣市 すたみな太郎　大垣店 サービス 飲食業 5%

117,115 岐阜県 大垣市 ｓｕｎｏｋｋｏ　ｄｅｓｉｇｎ 小売業 その他小売 5%

117,116 岐阜県 大垣市 ｓｕｎｏｋｋｏ　ｄｅｓｉｇｎ 小売業 その他小売 5%

117,117 岐阜県 大垣市 スプリングスクール　大垣店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

117,118 岐阜県 大垣市 Ｓｌｅｅｐｉｎｇ　Ｆａｃｔｏｒｙ　大垣 小売業 その他小売 5%

117,119 岐阜県 大垣市 西濃オート株式会社 小売業 その他小売 5%

117,120 岐阜県 大垣市 セルフ大垣インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,121 岐阜県 大垣市 セルフ大垣北店 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,122 岐阜県 大垣市 セルフかみいしづＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,123 岐阜県 大垣市 ソフトバンク大垣西 小売業 その他小売 5%

117,124 岐阜県 大垣市 ソフトバンクショップ　大垣中央 小売業 電化製品 5%

117,125 岐阜県 大垣市 奏嵐 サービス 飲食業 5%

117,126 岐阜県 大垣市 大幸ツアー サービス その他サービス 5%

117,127 岐阜県 大垣市 タイムステーション ＮＥＯイオンモール大垣店 小売業 貴金属・服飾品 5%

117,128 岐阜県 大垣市 タイヤショップいなり大垣 小売業 その他小売 5%

117,129 岐阜県 大垣市 タカギ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

117,130 岐阜県 大垣市 武内酒造 小売業 食料品 5%

117,131 岐阜県 大垣市 たこん家 サービス 飲食業 5%

117,132 岐阜県 大垣市 ＴＡＳＴＯＲＹＣＯＦＦＥＥＡＮＤＲＯＡＳＴＥＲ サービス その他サービス 5%

117,133 岐阜県 大垣市 ＴＡＳＴＯＲＹＣＯＦＦＥＡＮＤＲＯＡＳＴＥＲ　ＴＡＳＴＯＲＹ　ＣＯＦＦＥＥ　ＡＮＤ　ＲＯＡＳＴＥＲ 小売業 食料品 5%

117,134 岐阜県 大垣市 田中屋せんべい ＦＡＣＴＯＲＹ ＳＨＯＰ 田中屋せんべい総本家 ＦＡＣＴＯＲＹ ＳＨＯＰ 小売業 食料品 5%

117,135 岐阜県 大垣市 田中屋せんべい総本家 田中屋せんべい総本家 本店 小売業 食料品 5%

117,136 岐阜県 大垣市 タバタサッシ サービス その他サービス 5%

117,137 岐阜県 大垣市 ダミー 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,138 岐阜県 大垣市 ちょいみせキッチン サービス その他サービス 5%
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117,139 岐阜県 大垣市 ＤＤ大垣インター北店 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,140 岐阜県 大垣市 ＤＤ安井町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,141 岐阜県 大垣市 ＤＰ大垣南 サービス 理容・美容業 5%

117,142 岐阜県 大垣市 ＤＥＥＰ サービス 飲食業 5%

117,143 岐阜県 大垣市 ＴＥＣＳフクタ 小売業 電化製品 5%

117,144 岐阜県 大垣市 ｄｅｓｉｇｎ　ｃｒａｆｔ　ｐａｇｕｕ 小売業 その他小売 5%

117,145 岐阜県 大垣市 電パークアカサカ 小売業 電化製品 5%

117,146 岐阜県 大垣市 電パーク　うすい 小売業 電化製品 5%

117,147 岐阜県 大垣市 電パークおくだ 小売業 電化製品 5%

117,148 岐阜県 大垣市 電パーク　カワムラ 小売業 電化製品 5%

117,149 岐阜県 大垣市 電パーク　きたじま 小売業 電化製品 5%

117,150 岐阜県 大垣市 電パークのはら 小売業 電化製品 5%

117,151 岐阜県 大垣市 電パーク　ハヤシ 小売業 電化製品 5%

117,152 岐阜県 大垣市 電パークまきた 小売業 電化製品 5%

117,153 岐阜県 大垣市 東海自動車学校 サービス その他サービス 5%

117,154 岐阜県 大垣市 東海石油ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,155 岐阜県 大垣市 東海補聴器センター大垣店 小売業 その他小売 5%

117,156 岐阜県 大垣市 動物クリニックみどりの屋根 サービス その他サービス 5%

117,157 岐阜県 大垣市 兎夢 サービス 飲食業 5%

117,158 岐阜県 大垣市 トヨタレンタリース岐阜　大垣駅北口店 サービス その他サービス 2%

117,159 岐阜県 大垣市 トヨタレンタリース岐阜　大垣店 サービス その他サービス 2%

117,160 岐阜県 大垣市 トヨタレンタリース岐阜　大垣西 サービス その他サービス 2%

117,161 岐阜県 大垣市 ＴＯＲＥＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

117,162 岐阜県 大垣市 中村獣医科病院 サービス その他サービス 5%

117,163 岐阜県 大垣市 ナショナルヤガタ大垣 小売業 電化製品 5%

117,164 岐阜県 大垣市 ナショナルヤガタ大垣店 小売業 電化製品 5%

117,165 岐阜県 大垣市 ナニワ 小売業 電化製品 5%

117,166 岐阜県 大垣市 肉匠　一鉄 サービス 飲食業 5%

117,167 岐阜県 大垣市 西美濃整体院 サービス その他サービス 5%

117,168 岐阜県 大垣市 ニッシンテック 小売業 その他小売 5%

117,169 岐阜県 大垣市 ＮＩＰＰＯＮ　ＰＥＴ　大垣店 小売業 その他小売 5%

117,170 岐阜県 大垣市 Ｎｏａ サービス その他サービス 5%

117,171 岐阜県 大垣市 ＨＡＲＤＯＦＦ大垣バイパス店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

117,172 岐阜県 大垣市 パーマジョージ サービス 理容・美容業 5%

117,173 岐阜県 大垣市 焙煎幸房 そら 小売業 食料品 5%

117,174 岐阜県 大垣市 配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,175 岐阜県 大垣市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　大垣店 サービス その他サービス 5%

117,176 岐阜県 大垣市 波須ペットクリニック サービス その他サービス 5%

117,177 岐阜県 大垣市 パソコンドック２４　大垣店 サービス その他サービス 5%

117,178 岐阜県 大垣市 パソコンドック２４　大垣店 サービス その他サービス 5%

117,179 岐阜県 大垣市 パソコンドック２４　大垣店 サービス その他サービス 5%

117,180 岐阜県 大垣市 パナシーズン 小売業 電化製品 5%

2792



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

117,181 岐阜県 大垣市 花水木 サービス 宿泊業 5%

117,182 岐阜県 大垣市 林武道具専門店 小売業 その他小売 5%

117,183 岐阜県 大垣市 萬里 サービス 宿泊業 5%

117,184 岐阜県 大垣市 Ｂ＆Ｃヨシオカ 小売業 その他小売 5%

117,185 岐阜県 大垣市 ＢＭＯ大垣店 小売業 衣料品 5%

117,186 岐阜県 大垣市 ビジネスホテル静里旅館 サービス その他サービス 5%

117,187 岐阜県 大垣市 びっくりドンキー大垣南店 サービス 飲食業 2%

117,188 岐阜県 大垣市 Ｂｅｅ－ｍｓ　ＨＡＩＲ　Ｒａｃｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

117,189 岐阜県 大垣市 ピュアーハニー　美容室 サービス 理容・美容業 5%

117,190 岐阜県 大垣市 ピュアーハニー美容室　フォーラムホテル店 サービス 理容・美容業 5%

117,191 岐阜県 大垣市 ピュアーハニー美容室　本店 サービス 理容・美容業 5%

117,192 岐阜県 大垣市 ピュアーハニー本店 サービス 理容・美容業 5%

117,193 岐阜県 大垣市 ピュアーハニー　ＡＩＳＡＮＣＥ サービス 理容・美容業 5%

117,194 岐阜県 大垣市 平塚家具 小売業 家具・調度品 5%

117,195 岐阜県 大垣市 ファミリー写真館スマイル サービス その他サービス 5%

117,196 岐阜県 大垣市 フィッツミーイオンタウン大垣店 サービス その他サービス 5%

117,197 岐阜県 大垣市 Ｆａｉｒｌｙｌａｎｄ サービス その他サービス 5%

117,198 岐阜県 大垣市 福田電機わたなべ店 サービス その他サービス 5%

117,199 岐阜県 大垣市 （株）フジサンパーク 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

117,200 岐阜県 大垣市 フジワ　カーサービス　大垣店 サービス その他サービス 5%

117,201 岐阜県 大垣市 フジワ　カーサービス　モンド　モンド 小売業 その他小売 5%

117,202 岐阜県 大垣市 フジワ・カーサービス　大垣西店 小売業 その他小売 5%

117,203 岐阜県 大垣市 ブックオフ　大垣バイパス店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

117,204 岐阜県 大垣市 ＢＯＯＫＯＦＦ大垣バイパス店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

117,205 岐阜県 大垣市 プライベート痩身サロントゥクル サービス 理容・美容業 5%

117,206 岐阜県 大垣市 フラワーショップ花勘 小売業 その他小売 5%

117,207 岐阜県 大垣市 FREAK 小売業 その他小売 5%

117,208 岐阜県 大垣市 プリント１０大垣店 サービス その他サービス 5%

117,209 岐阜県 大垣市 ＨＡＩＲ－ＺＩＭ サービス 理容・美容業 5%

117,210 岐阜県 大垣市 ｈａｉｒ　ｇａｌｌｅｒｙ　ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

117,211 岐阜県 大垣市 ヘアークラフト　パークスマサキ サービス 理容・美容業 5%

117,212 岐阜県 大垣市 ヘアーサッシュ サービス 理容・美容業 5%

117,213 岐阜県 大垣市 ＨＡＩＲ?ＺＩＭ サービス 理容・美容業 5%

117,214 岐阜県 大垣市 ｈａｉｒ’ｓ　Ｇａｌｌｅｒｙ　桜歌 サービス 理容・美容業 5%

117,215 岐阜県 大垣市 ペットライフサポ－タ－ふりふりて－る サービス その他サービス 5%

117,216 岐阜県 大垣市 ベンリー一宮木曽川店 サービス その他サービス 5%

117,217 岐阜県 大垣市 ＢＯＲＮＦＲＥＥ　ＡＱＵＡＷＡＬＫ　大垣　ＢＯＲＮＦＲＥＥ　ＡＱＵＡＷＡＬＫ大垣 小売業 衣料品 5%

117,218 岐阜県 大垣市 堀運動具店 小売業 その他小売 5%

117,219 岐阜県 大垣市 Ｐｏｒｔｅ・Ｂｏｎｈｅｕｒ サービス その他サービス 5%

117,220 岐阜県 大垣市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,221 岐阜県 大垣市 ぼんほか 小売業 衣料品 5%

117,222 岐阜県 大垣市 マクドナルドイオンモール大垣店 サービス 飲食業 2%
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117,223 岐阜県 大垣市 マクドナルド大垣インター店 サービス 飲食業 2%

117,224 岐阜県 大垣市 マクドナルド大垣バイパス店 サービス 飲食業 2%

117,225 岐阜県 大垣市 マスダ電気 小売業 電化製品 5%

117,226 岐阜県 大垣市 マリアージュ相談室 サービス その他サービス 5%

117,227 岐阜県 大垣市 株式会社 丸進 大垣営業部 小売業 その他小売 5%

117,228 岐阜県 大垣市 萬年堂 小売業 その他小売 5%

117,229 岐阜県 大垣市 ミズノカメラ サービス その他サービス 5%

117,230 岐阜県 大垣市 水野自動車修理工場 サービス その他サービス 5%

117,231 岐阜県 大垣市 ミツウメ商店 小売業 その他小売 5%

117,232 岐阜県 大垣市 三ッ星　本店 小売業 衣料品 5%

117,233 岐阜県 大垣市 三ッ星呉服店　岐阜店 小売業 衣料品 5%

117,234 岐阜県 大垣市 三輪酒造　蔵元直営店 小売業 食料品 5%

117,235 岐阜県 大垣市 三和薬局 小売業 その他小売 5%

117,236 岐阜県 大垣市 三和薬局 小売業 その他小売 5%

117,237 岐阜県 大垣市 民間車検工場　ホリデー車検大垣 サービス その他サービス 5%

117,238 岐阜県 大垣市 麦とろ大垣 サービス 飲食業 5%

117,239 岐阜県 大垣市 夢現窯　陶芸教室 サービス その他サービス 5%

117,240 岐阜県 大垣市 ムトウさかや サービス その他サービス 5%

117,241 岐阜県 大垣市 ムトウさかや 小売業 食料品 5%

117,242 岐阜県 大垣市 名神大垣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,243 岐阜県 大垣市 ＭＥＮ　Ｓ　ＧＲＯＯＭＩＮＧ　ＳＡＬＯＮ　ＢＡＳＥ サービス 理容・美容業 5%

117,244 岐阜県 大垣市 もつや福笑 サービス 飲食業 5%

117,245 岐阜県 大垣市 焼肉マルコウ赤坂店 サービス 飲食業 5%

117,246 岐阜県 大垣市 洋食 ＭＯＱＬＥＮ サービス 飲食業 5%

117,247 岐阜県 大垣市 養老カントリークラブ サービス その他サービス 5%

117,248 岐阜県 大垣市 養老カントリークラブ サービス その他サービス 5%

117,249 岐阜県 大垣市 横田仏壇店 小売業 家具・調度品 5%

117,250 岐阜県 大垣市 四鳥 サービス 飲食業 5%

117,251 岐阜県 大垣市 ラ　ミニョン 小売業 食料品 5%

117,252 岐阜県 大垣市 リッツ美容室 サービス 理容・美容業 5%

117,253 岐阜県 大垣市 ＬｏｏＰ大垣 サービス その他サービス 5%

117,254 岐阜県 大垣市 レッチ・オアシス サービス 飲食業 5%

117,255 岐阜県 大垣市 ロセ　　アイン店　ロセ　アイン店 小売業 その他小売 5%

117,256 岐阜県 大垣市 有限会社ロッキーワールド 小売業 その他小売 5%

117,257 岐阜県 大垣市 Ｙ－ａｅｓｔｈｅｔｅ サービス 理容・美容業 5%

117,258 岐阜県 大垣市 ワークスペース 小売業 電化製品 5%

117,259 岐阜県 大垣市 和洋御菓子司金生堂 小売業 食料品 5%

117,260 岐阜県 大野町 出光セルフ大野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,261 岐阜県 大野町 出光セルフ大野西 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,262 岐阜県 大野町 稲富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,263 岐阜県 大野町 ウメショウ　大野店 小売業 衣料品 5%

117,264 岐阜県 大野町 永楽屋　大野店 小売業 その他小売 5%
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117,265 岐阜県 大野町 大野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,266 岐阜県 大野町 加納無線 小売業 電化製品 5%

117,267 岐阜県 大野町 株式会社牧村モータース 小売業 その他小売 5%

117,268 岐阜県 大野町 有限会社川瀬モータース　マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

117,269 岐阜県 大野町 有限会社川瀬モータース　マイカーセンター　有限会社川瀬モータース　サービス工場 小売業 その他小売 5%

117,270 岐阜県 大野町 セブン－イレブン岐阜大野町五之里店 小売業 食料品 2%

117,271 岐阜県 大野町 桐福電機 小売業 電化製品 5%

117,272 岐阜県 大野町 暮しの衣料マツオカ　大野店 小売業 衣料品 5%

117,273 岐阜県 大野町 サムソン＆デリラＷＡＶＥ サービス 理容・美容業 5%

117,274 岐阜県 大野町 サンタの創庫大野店 小売業 その他小売 5%

117,275 岐阜県 大野町 セルフ大野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,276 岐阜県 大野町 電化メイト　まつやま 小売業 電化製品 5%

117,277 岐阜県 大野町 電パーク　マツイ 小売業 電化製品 5%

117,278 岐阜県 大野町 柏鳥堂中之元国道店 サービス その他サービス 5%

117,279 岐阜県 大野町 フアミリースポットマブチ 小売業 電化製品 5%

117,280 岐阜県 大野町 ヘアー　クオーレ　マツウラ サービス 理容・美容業 5%

117,281 岐阜県 大野町 ベリーズゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

117,282 岐阜県 大野町 牧村電機 小売業 電化製品 5%

117,283 岐阜県 大野町 マクドナルド大野カネスエ店 サービス 飲食業 2%

117,284 岐阜県 大野町 松久薬品 平和堂大野店 小売業 その他小売 5%

117,285 岐阜県 大野町 松久薬品　トミダヤ大野店 小売業 その他小売 5%

117,286 岐阜県 大野町 ロワール大野店 小売業 その他小売 5%

117,287 岐阜県 海津市 アウトレット家具 成傳 小売業 家具・調度品 5%

117,288 岐阜県 海津市 アダチ靴店 小売業 その他小売 5%

117,289 岐阜県 海津市 イエス　南濃店 小売業 電化製品 5%

117,290 岐阜県 海津市 ｅｘ－Ｓｅｌｅｃｔ　平田店 小売業 衣料品 5%

117,291 岐阜県 海津市 一号舘　南濃店 小売業 食料品 5%

117,292 岐阜県 海津市 出光石津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,293 岐阜県 海津市 出光南濃ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,294 岐阜県 海津市 出光平田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,295 岐阜県 海津市 出光ユートピア高須ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,296 岐阜県 海津市 ウインド　おがわ 小売業 電化製品 5%

117,297 岐阜県 海津市 うなぎ川魚屋かね善 小売業 食料品 5%

117,298 岐阜県 海津市 岡田モータース サービス その他サービス 5%

117,299 岐阜県 海津市 海津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,300 岐阜県 海津市 セブン－イレブン海津町馬目店 小売業 食料品 2%

117,301 岐阜県 海津市 かいづ動物病院 サービス その他サービス 5%

117,302 岐阜県 海津市 セブン－イレブン海津南濃町松山店 小売業 食料品 2%

117,303 岐阜県 海津市 セブン－イレブン海津平田町三郷店 小売業 食料品 2%

117,304 岐阜県 海津市 ｃａｆｅ かのん カフェかのん サービス 飲食業 5%

117,305 岐阜県 海津市 加守ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,306 岐阜県 海津市 菊屋クリ－ニング店 サービス その他サービス 5%
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117,307 岐阜県 海津市 ギャラリー寿田 小売業 衣料品 5%

117,308 岐阜県 海津市 餃子工房いろどり サービス 飲食業 5%

117,309 岐阜県 海津市 ＫＥｎ?Ａｕｔｏ サービス その他サービス 5%

117,310 岐阜県 海津市 ＫＥｎ－Ａｕｔｏ サービス その他サービス 5%

117,311 岐阜県 海津市 駒野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,312 岐阜県 海津市 ｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

117,313 岐阜県 海津市 志津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,314 岐阜県 海津市 手作り革工房Ｗａｉｏｌｉ 小売業 その他小売 5%

117,315 岐阜県 海津市 電パーク　まきの 小売業 電化製品 5%

117,316 岐阜県 海津市 電パークいとう 小売業 電化製品 5%

117,317 岐阜県 海津市 とんかつ小池 サービス 飲食業 5%

117,318 岐阜県 海津市 ナショナルヤガタ海津店 小売業 電化製品 5%

117,319 岐阜県 海津市 なりでん家具 小売業 家具・調度品 5%

117,320 岐阜県 海津市 ニュー海津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,321 岐阜県 海津市 Ｋｎｏｔｎｏｗｆｏｒ？ 小売業 衣料品 5%

117,322 岐阜県 海津市 パティスリー　シュガール サービス 飲食業 5%

117,323 岐阜県 海津市 菱田電機 小売業 電化製品 5%

117,324 岐阜県 海津市 日比自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

117,325 岐阜県 海津市 ピュアーハニー美容室　南濃店 サービス 理容・美容業 5%

117,326 岐阜県 海津市 ピュアーハニー美容室　松山店 サービス 理容・美容業 5%

117,327 岐阜県 海津市 平田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,328 岐阜県 海津市 フィットネスクラブレスポ海津 サービス その他サービス 5%

117,329 岐阜県 海津市 フォンテンブロー サービス 飲食業 5%

117,330 岐阜県 海津市 富士綿業 小売業 家具・調度品 5%

117,331 岐阜県 海津市 ほていや サービス 飲食業 5%

117,332 岐阜県 海津市 松山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,333 岐阜県 海津市 豆吉本舗 豆吉本舗 お千代保稲荷店 小売業 食料品 5%

117,334 岐阜県 海津市 豆吉本舗お千代保稲荷店 小売業 食料品 5%

117,335 岐阜県 海津市 ミスタータイヤマン　海津 小売業 その他小売 2%

117,336 岐阜県 海津市 水谷モータース サービス その他サービス 5%

117,337 岐阜県 海津市 メガネ・宝石・時計　アカオ 小売業 その他小売 5%

117,338 岐阜県 海津市 焼肉まるこう海津店 サービス 飲食業 5%

117,339 岐阜県 海津市 大和屋接骨院　大和屋薬局 小売業 その他小売 5%

117,340 岐阜県 海津市 大和屋薬局 小売業 その他小売 5%

117,341 岐阜県 海津市 有限会社ジンノデンキ 小売業 電化製品 5%

117,342 岐阜県 海津市 ワンズ ＯＮＥＳ 小売業 その他小売 5%

117,343 岐阜県 各務原市 あい美容室 サービス 理容・美容業 5%

117,344 岐阜県 各務原市 Ｉｒｉｓ Ｉｒｉｓ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

117,345 岐阜県 各務原市 赤から　各務原店 サービス 飲食業 5%

117,346 岐阜県 各務原市 赤座電機 小売業 電化製品 5%

117,347 岐阜県 各務原市 赤ちゃんデパート水谷　各務原店 小売業 衣料品 5%

117,348 岐阜県 各務原市 浅野屋 サービス その他サービス 5%
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117,349 岐阜県 各務原市 あじへい　各務原店 サービス 飲食業 5%

117,350 岐阜県 各務原市 あすか蘇原店 小売業 その他小売 5%

117,351 岐阜県 各務原市 足立商事 小売業 その他小売 5%

117,352 岐阜県 各務原市 ａｔｏｒｉｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

117,353 岐阜県 各務原市 ａｔｏｒｉパン工房 小売業 食料品 5%

117,354 岐阜県 各務原市 ａｔｏｒｉパン工房　蘇原店 小売業 食料品 5%

117,355 岐阜県 各務原市 ａｌｏ（アロ） サービス 理容・美容業 5%

117,356 岐阜県 各務原市 ａｒｏｍａ　ｈｅｒｂ　ＢａｙＢｅｒｒｙ　ａｒｏｍａ　ｈｅｒｂＢａｙＢｅｒｒｙ 小売業 その他小売 5%

117,357 岐阜県 各務原市 アンイングリッシュクラブ鵜沼校 サービス その他サービス 5%

117,358 岐阜県 各務原市 アンズキッチン　Ａｎ　ｚ　ＫＩＴＣＨＥＮ 小売業 その他小売 5%

117,359 岐阜県 各務原市 伊木清兵衛 小売業 食料品 5%

117,360 岐阜県 各務原市 伊木の森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,361 岐阜県 各務原市 伊木山ガーデン 園芸 小売業 食料品 5%

117,362 岐阜県 各務原市 IGIYAMA GARDEN BBQ 小売業 食料品 5%

117,363 岐阜県 各務原市 伊木山ガーデン マルシェ 小売業 食料品 5%

117,364 岐阜県 各務原市 いちょう通ＳＳ　安田商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,365 岐阜県 各務原市 株式会社伊藤モータース サービス その他サービス 5%

117,366 岐阜県 各務原市 稲羽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,367 岐阜県 各務原市 衣舞　各務原本店 小売業 衣料品 5%

117,368 岐阜県 各務原市 ＩＷＡＨＡＲＡ　ＢＯＤＹ　ＷＯＲＫＳ サービス その他サービス 5%

117,369 岐阜県 各務原市 ＶＡＬＩＳＥ　ＢＡＧＥＬ 小売業 食料品 5%

117,370 岐阜県 各務原市 魚錠　各務原店 サービス 飲食業 5%

117,371 岐阜県 各務原市 ヴォーノ・イタリア各務原店 サービス 飲食業 5%

117,372 岐阜県 各務原市 ウチダ動物病院 サービス その他サービス 5%

117,373 岐阜県 各務原市 うな神 サービス 飲食業 5%

117,374 岐阜県 各務原市 鵜沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,375 岐阜県 各務原市 うぬま宿動物病院 サービス その他サービス 5%

117,376 岐阜県 各務原市 ウヌマドライ本店 サービス その他サービス 5%

117,377 岐阜県 各務原市 株式会社ｗａｃｃａ 小売業 衣料品 5%

117,378 岐阜県 各務原市 ウラタ薬局新町店 小売業 その他小売 5%

117,379 岐阜県 各務原市 有限会社エア マート 小売業 電化製品 5%

117,380 岐阜県 各務原市 ８ｃｉｒｃｌｅ 小売業 衣料品 5%

117,381 岐阜県 各務原市 ＥｎｅＪｅｔ那加ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,382 岐阜県 各務原市 ＥｎｅＪｅｔ那加バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,383 岐阜県 各務原市 ＡＢホテル　各務原 サービス 宿泊業 5%

117,384 岐阜県 各務原市 ＦＣ松栄堂楽器　各務原 小売業 その他小売 5%

117,385 岐阜県 各務原市 ＦＣ松栄堂楽器各務原 小売業 その他小売 5%

117,386 岐阜県 各務原市 Ｍ－０３各務原店 小売業 衣料品 5%

117,387 岐阜県 各務原市 Ｅｌｅｇａｎｔｅ サービス その他サービス 5%

117,388 岐阜県 各務原市 オートギャラリー宮川 小売業 その他小売 5%

117,389 岐阜県 各務原市 大野ナショナルセンター 小売業 電化製品 5%

117,390 岐阜県 各務原市 御菓子司　大島屋 小売業 食料品 5%

2797



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

117,391 岐阜県 各務原市 オギウエサイクル 小売業 その他小売 5%

117,392 岐阜県 各務原市 オリックスレンタカー各務原駅前店 サービス その他サービス 2%

117,393 岐阜県 各務原市 ＣＡＲＡ　ＣＡＲＡイオンモール各務原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

117,394 岐阜県 各務原市 カイロプラクティックよつは サービス 理容・美容業 5%

117,395 岐阜県 各務原市 カイロプラクティックよつは サービス 理容・美容業 5%

117,396 岐阜県 各務原市 セブン－イレブン各務原鵜沼三ツ池町店 小売業 食料品 2%

117,397 岐阜県 各務原市 各務原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,398 岐阜県 各務原市 セブン－イレブン各務原川島河田町店 小売業 食料品 2%

117,399 岐阜県 各務原市 セブン－イレブン各務原上戸町店 小売業 食料品 2%

117,400 岐阜県 各務原市 かかみがはらスタンド サービス 飲食業 5%

117,401 岐阜県 各務原市 セブン－イレブン各務原蘇原柿沢町店 小売業 食料品 2%

117,402 岐阜県 各務原市 セブン－イレブン各務原蘇原吉野町３丁目店 小売業 食料品 2%

117,403 岐阜県 各務原市 セブン－イレブン各務原那加野畑町店 小売業 食料品 2%

117,404 岐阜県 各務原市 セブン－イレブン各務原那加不動丘店 小売業 食料品 2%

117,405 岐阜県 各務原市 セブン－イレブン各務原前渡東町店 小売業 食料品 2%

117,406 岐阜県 各務原市 家具のフクタケ 小売業 家具・調度品 5%

117,407 岐阜県 各務原市 カーサ動物病院 サービス その他サービス 5%

117,408 岐阜県 各務原市 カットハウスシミズ サービス 理容・美容業 5%

117,409 岐阜県 各務原市 ＣＡＦＦＥ  ＣＡＲＯ サービス 飲食業 5%

117,410 岐阜県 各務原市 Ｃａｆｅ　Ｂｏｏｍ サービス 飲食業 5%

117,411 岐阜県 各務原市 株式会社クンダ無線 小売業 電化製品 5%

117,412 岐阜県 各務原市 株式会社はちえん サービス その他サービス 5%

117,413 岐阜県 各務原市 株式会社ヤマワ 小売業 食料品 5%

117,414 岐阜県 各務原市 株式会社横山モータース 小売業 その他小売 5%

117,415 岐阜県 各務原市 カメラのアマノ　鵜沼店 サービス その他サービス 5%

117,416 岐阜県 各務原市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋各務ヶ原鵜沼店 サービス 飲食業 2%

117,417 岐阜県 各務原市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋各務原那加店 サービス 飲食業 2%

117,418 岐阜県 各務原市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋各務原三池店 サービス 飲食業 2%

117,419 岐阜県 各務原市 川島町ＳＳ　川島石油有限会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,420 岐阜県 各務原市 川島町第２ＳＳ　川島石油有限会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,421 岐阜県 各務原市 喫茶あまいろ　喫茶あまいろ サービス 飲食業 5%

117,422 岐阜県 各務原市 喫茶室山脈 サービス 飲食業 5%

117,423 岐阜県 各務原市 ぎふ小鳥の病院 サービス その他サービス 5%

117,424 岐阜県 各務原市 岐阜人形センター各務原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

117,425 岐阜県 各務原市 ぎふ初寿司尾崎分店 サービス 飲食業 5%

117,426 岐阜県 各務原市 ぎふ初寿司各務原分店 サービス 飲食業 5%

117,427 岐阜県 各務原市 ＣＡＭＥＬ　ＤＩＮＥＲ　岐阜各務原店 サービス 飲食業 5%

117,428 岐阜県 各務原市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ各務原店 小売業 その他小売 5%

117,429 岐阜県 各務原市 Ｃｕｃｉｎａ　Ｆｕｔａｍｕｒａ サービス 飲食業 5%

117,430 岐阜県 各務原市 クチーナ　フタムラ サービス 飲食業 5%

117,431 岐阜県 各務原市 株式会社靴のホッタエルパス各務原店 小売業 衣料品 5%

117,432 岐阜県 各務原市 クラウドオート 小売業 その他小売 5%
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117,433 岐阜県 各務原市 暮らしの衣料マツオカ　各務原店 小売業 衣料品 5%

117,434 岐阜県 各務原市 ＧＲＡＦＦＩＴＩ ＧＲＡＦＦＩＴＩイオンモール各務原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

117,435 岐阜県 各務原市 グリーンベース サービス その他サービス 5%

117,436 岐阜県 各務原市 クリーンランド青山　鵜沼店 サービス その他サービス 5%

117,437 岐阜県 各務原市 クリーニングマーチ サービス その他サービス 5%

117,438 岐阜県 各務原市 グリーン　いまむら 小売業 電化製品 5%

117,439 岐阜県 各務原市 クロロフイル那加美顔教室 小売業 その他小売 5%

117,440 岐阜県 各務原市 クロロフイル美顔教室やすらぎ 小売業 その他小売 5%

117,441 岐阜県 各務原市 クンダ無線 小売業 電化製品 5%

117,442 岐阜県 各務原市 迎賓館サクラヒルズ川上別荘 サービス その他サービス 5%

117,443 岐阜県 各務原市 建築士学院 サービス その他サービス 5%

117,444 岐阜県 各務原市 ＣＯＣＯ各務原店 サービス 理容・美容業 5%

117,445 岐阜県 各務原市 好屋書店　鵜沼店 小売業 食料品 5%

117,446 岐阜県 各務原市 小町酒造株式会社 小売業 食料品 5%

117,447 岐阜県 各務原市 ＣＹＣＬＥ・ＰＲＯウイール 小売業 その他小売 5%

117,448 岐阜県 各務原市 彩食ダイニングさくら小町　各務原中央店 サービス 飲食業 5%

117,449 岐阜県 各務原市 さかい珈琲ヒルズ店 サービス 飲食業 5%

117,450 岐阜県 各務原市 サクラテーブル サービス その他サービス 5%

117,451 岐阜県 各務原市 サクラビーンズ サービス その他サービス 5%

117,452 岐阜県 各務原市 酒アルコ各務原店 小売業 食料品 5%

117,453 岐阜県 各務原市 サワセイ　各務原店 小売業 その他小売 5%

117,454 岐阜県 各務原市 ＪＪサカイ　アピタ各務原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

117,455 岐阜県 各務原市 しゅーｒｏｏｍ サービス その他サービス 5%

117,456 岐阜県 各務原市 ジョイガァデン サービス 飲食業 5%

117,457 岐阜県 各務原市 スーパー三心　蘇原店 小売業 食料品 5%

117,458 岐阜県 各務原市 炭火焼肉ホルモンきん サービス 飲食業 5%

117,459 岐阜県 各務原市 スローリビングリバーサイド サービス 飲食業 5%

117,460 岐阜県 各務原市 整体院　ハートステーション サービス その他サービス 5%

117,461 岐阜県 各務原市 千賀　蘇原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

117,462 岐阜県 各務原市 艸花庵養老軒 サービス 飲食業 5%

117,463 岐阜県 各務原市 創寫舘 各務原スタジオ サービス その他サービス 5%

117,464 岐阜県 各務原市 蘇原　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,465 岐阜県 各務原市 蘇原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,466 岐阜県 各務原市 蘇原モータース サービス その他サービス 5%

117,467 岐阜県 各務原市 ソルジェンテ　ソルジェンテ サービス 飲食業 5%

117,468 岐阜県 各務原市 ソルジェンテ サービス 飲食業 5%

117,469 岐阜県 各務原市 タイムステーション ＮＥＯ イオンモール各務原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

117,470 岐阜県 各務原市 お家サロン「たいらぱ」 サービス 理容・美容業 5%

117,471 岐阜県 各務原市 高木電機 小売業 電化製品 5%

117,472 岐阜県 各務原市 宅配寿司金のさち サービス 飲食業 5%

117,473 岐阜県 各務原市 タケダクリーニング サービス その他サービス 5%

117,474 岐阜県 各務原市 タケダクリーニング尾崎店 サービス その他サービス 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

117,475 岐阜県 各務原市 タートル　各務原店 サービス その他サービス 5%

117,476 岐阜県 各務原市 Ｔ．Ｉ．Ｃ 小売業 その他小売 5%

117,477 岐阜県 各務原市 ＴＪ天気予報　７コ　各務原店 サービス 理容・美容業 5%

117,478 岐阜県 各務原市 蝶々堂・呉服の丸藤 小売業 衣料品 5%

117,479 岐阜県 各務原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ各務原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,480 岐阜県 各務原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ花園町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,481 岐阜県 各務原市 トヨタレンタリース岐阜各務原店 サービス その他サービス 2%

117,482 岐阜県 各務原市 トヨタレンタリース岐阜　各務原店 サービス その他サービス 2%

117,483 岐阜県 各務原市 鶏笑 各務原店 小売業 食料品 5%

117,484 岐阜県 各務原市 ナカデン 小売業 電化製品 5%

117,485 岐阜県 各務原市 ニッセンシェイプファンデサロンドメロー 小売業 衣料品 5%

117,486 岐阜県 各務原市 日本酒醸造元株式会社林本店 サービス その他サービス 5%

117,487 岐阜県 各務原市 ヌーベルボワール サービス 飲食業 5%

117,488 岐阜県 各務原市 野村書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

117,489 岐阜県 各務原市 Ｂｉｒｔｈｐｌａｃｅ　Ｏｆ　Ｐａｒｒｏｔ 小売業 その他小売 5%

117,490 岐阜県 各務原市 ハートランド蘇原給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,491 岐阜県 各務原市 ＢＢＱ　ＣＡＮＶＡＳ サービス 飲食業 5%

117,492 岐阜県 各務原市 バイクショップトライ 小売業 その他小売 5%

117,493 岐阜県 各務原市 馬喰一代　各務原店 サービス 飲食業 5%

117,494 岐阜県 各務原市 白狼澪　マルシェ　お日さまマルシェ 小売業 その他小売 5%

117,495 岐阜県 各務原市 白狼澪 アニマルコミュニケーター ヒーラー 愛莉のおやつ 小売業 その他小売 5%

117,496 岐阜県 各務原市 ｐａｓａｐａｓ サービス 理容・美容業 5%

117,497 岐阜県 各務原市 鉢人 小売業 家具・調度品 5%

117,498 岐阜県 各務原市 ハードオフ各務原インター店 小売業 電化製品 2%

117,499 岐阜県 各務原市 花勝 小売業 その他小売 5%

117,500 岐阜県 各務原市 花創人ガーデニング教室 サービス その他サービス 5%

117,501 岐阜県 各務原市 花創人ガーデニング教室 小売業 その他小売 5%

117,502 岐阜県 各務原市 バランスヘア サービス 理容・美容業 5%

117,503 岐阜県 各務原市 Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん　各務原店 小売業 衣料品 5%

117,504 岐阜県 各務原市 Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん　各務原店 小売業 その他小売 5%

117,505 岐阜県 各務原市 ＢＭＯ各務原三井店 小売業 衣料品 5%

117,506 岐阜県 各務原市 ＰＥＯＰＬＥ サービス 飲食業 5%

117,507 岐阜県 各務原市 ＤＤＢＩＧアイランド鵜沼２１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,508 岐阜県 各務原市 ビューティーローズパラ ビューティーローズパラ サービス 理容・美容業 5%

117,509 岐阜県 各務原市 美容室リーベンデール サービス 理容・美容業 5%

117,510 岐阜県 各務原市 ファーム タケアキ ファームタケアキ 直売店 小売業 食料品 5%

117,511 岐阜県 各務原市 ｆｉｎｅ　ｗｉｎｅ　しばた屋　ファインワイン　しばた屋 小売業 食料品 5%

117,512 岐阜県 各務原市 ファミリーファッションいしはら各務原店 小売業 衣料品 5%

117,513 岐阜県 各務原市 ｐｅｔｉｔ　ｃａｌｍｅ サービス 理容・美容業 5%

117,514 岐阜県 各務原市 ＢＯＯＫＯＦＦ各務原インター店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

117,515 岐阜県 各務原市 ふとんタナカ　各務原蘇原店 小売業 その他小売 5%

117,516 岐阜県 各務原市 プラザＡ　マルゴ各務原店 小売業 衣料品 5%
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

117,517 岐阜県 各務原市 フラワースカイサロン 小売業 その他小売 5%

117,518 岐阜県 各務原市 ブルーカフェ サービス 飲食業 2%

117,519 岐阜県 各務原市 Ｆ＆Ｍ　ＭＩＳＳＩＳＳＩＰＰＩ サービス 飲食業 5%

117,520 岐阜県 各務原市 ｈａｉｒｓａｌｏｎ ＬｅＲｙｕ サービス 理容・美容業 5%

117,521 岐阜県 各務原市 ヘアーサロン佐合 ヘアーサロン佐合 サービス 理容・美容業 5%

117,522 岐阜県 各務原市 ヘアーサロンレンリ サービス 理容・美容業 5%

117,523 岐阜県 各務原市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＵＰ サービス 理容・美容業 5%

117,524 岐阜県 各務原市 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　フルール　鵜沼店 サービス 理容・美容業 5%

117,525 岐阜県 各務原市 ペットショップＢＣＹ各務原店 小売業 その他小売 5%

117,526 岐阜県 各務原市 ホームパートナーのだ 小売業 電化製品 5%

117,527 岐阜県 各務原市 ホームパートナーひろせ 小売業 電化製品 5%

117,528 岐阜県 各務原市 ホットロード　各務原店 小売業 その他小売 5%

117,529 岐阜県 各務原市 マクドナルドイオンタウン各務原店 サービス 飲食業 2%

117,530 岐阜県 各務原市 マクドナルドイオンモール各務原店 サービス 飲食業 2%

117,531 岐阜県 各務原市 マクドナルド各務原アピタ店 サービス 飲食業 2%

117,532 岐阜県 各務原市 マクドナルド各務原蘇原店 サービス 飲食業 2%

117,533 岐阜県 各務原市 マクドナルド２１号鵜沼店 サービス 飲食業 2%

117,534 岐阜県 各務原市 松江 かかみの彩菓 松江 小売業 食料品 5%

117,535 岐阜県 各務原市 松原薬局ストア 小売業 その他小売 5%

117,536 岐阜県 各務原市 真鍋　真由美 サービス その他サービス 5%

117,537 岐阜県 各務原市 ｍａｎｏｍａｎｏ サービス その他サービス 5%

117,538 岐阜県 各務原市 豆屋珈琲店 サービス 飲食業 5%

117,539 岐阜県 各務原市 ミスター　レオ サービス 理容・美容業 5%

117,540 岐阜県 各務原市 ミニフレッシュ　ヤマエン 小売業 その他小売 5%

117,541 岐阜県 各務原市 Mini Lover's Cafe各務原 サービス 飲食業 5%

117,542 岐阜県 各務原市 みらいクリエーション サービス その他サービス 5%

117,543 岐阜県 各務原市 村上久美容室　六軒駅前店 サービス 理容・美容業 5%

117,544 岐阜県 各務原市 メガネの東和 小売業 その他小売 5%

117,545 岐阜県 各務原市 メナード　フェイシャルサロン　アクエイル 小売業 その他小売 5%

117,546 岐阜県 各務原市 メンズソーコ 小売業 衣料品 5%

117,547 岐阜県 各務原市 焼き芋のふるた 小売業 食料品 5%

117,548 岐阜県 各務原市 焼肉ホルバル サービス 飲食業 5%

117,549 岐阜県 各務原市 やきにくもりもり　各務原店　焼肉　もりもり各務原店 サービス 飲食業 5%

117,550 岐阜県 各務原市 ヤスダヤ株式会社 小売業 食料品 5%

117,551 岐阜県 各務原市 やまだ　各務原店 小売業 衣料品 5%

117,552 岐阜県 各務原市 ヤマワ 小売業 食料品 5%

117,553 岐阜県 各務原市 Ｈｕｉｔ　ｂｙ　ＬＡＤＯＮＮＡ サービス 理容・美容業 5%

117,554 岐阜県 各務原市 （有）アプロード 小売業 衣料品 5%

117,555 岐阜県 各務原市 有限会社サカキバラ　お米のさかきばら 小売業 食料品 5%

117,556 岐阜県 各務原市 有限会社ニューウェーブ 小売業 その他小売 5%

117,557 岐阜県 各務原市 ＹｕＹｕ 小売業 その他小売 5%

117,558 岐阜県 各務原市 ＬａＭａｎｃａ サービス 飲食業 5%

2801



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

117,559 岐阜県 各務原市 料亭温泉旅館旬樹庵みづのを サービス 宿泊業 5%

117,560 岐阜県 各務原市 緑水庵各務原店 小売業 食料品 5%

117,561 岐阜県 各務原市 ル・ヴァンルージュ 小売業 食料品 5%

117,562 岐阜県 各務原市 ル・スリジェダムール鵜沼店 小売業 食料品 5%

117,563 岐阜県 各務原市 ル・スリジェダムール蘇原店 小売業 食料品 5%

117,564 岐阜県 各務原市 浪漫遊　各務原店 小売業 その他小売 5%

117,565 岐阜県 各務原市 ロワール鵜沼店 小売業 その他小売 5%

117,566 岐阜県 各務原市 ロワール各務原店 小売業 その他小売 5%

117,567 岐阜県 各務原市 和牛焼肉　中嶋屋本店 サービス 飲食業 5%

117,568 岐阜県 各務原市 ワコールショップ　グー 小売業 衣料品 5%

117,569 岐阜県 各務原市 和楽居 サービス 飲食業 5%

117,570 岐阜県 笠松町 有限会社ＥＡＳＴＥＲ サービス その他サービス 5%

117,571 岐阜県 笠松町 井村自転車店 小売業 その他小売 5%

117,572 岐阜県 笠松町 梅乃井 小売業 食料品 5%

117,573 岐阜県 笠松町 梅乃井 小売業 食料品 5%

117,574 岐阜県 笠松町 ＭＤＫ三口電機 小売業 電化製品 5%

117,575 岐阜県 笠松町 笠松国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,576 岐阜県 笠松町 笠松中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,577 岐阜県 笠松町 セブン－イレブン笠松町米野店 小売業 食料品 2%

117,578 岐阜県 笠松町 セブン－イレブン笠松町美笠通店 小売業 食料品 2%

117,579 岐阜県 笠松町 ききカフ恵 サービス 飲食業 5%

117,580 岐阜県 笠松町 キャピックカサマツ サービス その他サービス 5%

117,581 岐阜県 笠松町 ＣＲＡＶＥ サービス その他サービス 5%

117,582 岐阜県 笠松町 Ｃｏｚｙもみっこ太郎 もみっこ太郎 サービス その他サービス 5%

117,583 岐阜県 笠松町 ｓａｌｏｎｄｅＣＡ サービス 理容・美容業 5%

117,584 岐阜県 笠松町 ｓｎｏｒｋ サービス 理容・美容業 5%

117,585 岐阜県 笠松町 スポーツショップクリモト 小売業 その他小売 5%

117,586 岐阜県 笠松町 美容室のがき 美容室のがき サービス 理容・美容業 5%

117,587 岐阜県 笠松町 BlueRiverCafe サービス 飲食業 5%

117,588 岐阜県 笠松町 ヘアーサロンスマート サービス 理容・美容業 5%

117,589 岐阜県 笠松町 ペグ　笠松店 小売業 衣料品 5%

117,590 岐阜県 笠松町 ホリ電化 小売業 電化製品 5%

117,591 岐阜県 笠松町 メカニックガレージ アサノ サービス その他サービス 5%

117,592 岐阜県 笠松町 メカニックガレ－ジ　アサノ サービス その他サービス 5%

117,593 岐阜県 笠松町 餅和菓子処　いなみ 小売業 食料品 5%

117,594 岐阜県 可児市 Ｒ．Ｙ．Ｕ サービス 理容・美容業 5%

117,595 岐阜県 可児市 愛電館　ウイズオクムラ 小売業 電化製品 5%

117,596 岐阜県 可児市 愛電館かすみ 小売業 電化製品 5%

117,597 岐阜県 可児市 愛電館メイツおくむら 小売業 電化製品 5%

117,598 岐阜県 可児市 Ｉ，ｍ サービス 理容・美容業 5%

117,599 岐阜県 可児市 赤ちゃんデパート水谷　ヨシヅヤ可児店 小売業 衣料品 5%

117,600 岐阜県 可児市 赤札堂　可児店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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117,601 岐阜県 可児市 アパマンショップ可児店 サービス その他サービス 2%

117,602 岐阜県 可児市 アラカワ　西可児店 小売業 衣料品 5%

117,603 岐阜県 可児市 アルファテック　可児店 サービス その他サービス 5%

117,604 岐阜県 可児市 ａｎｂｉ 小売業 衣料品 5%

117,605 岐阜県 可児市 ＡＮＮＥ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

117,606 岐阜県 可児市 いかはな屋 サービス 飲食業 5%

117,607 岐阜県 可児市 いこま亭 サービス 飲食業 5%

117,608 岐阜県 可児市 出光八百津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,609 岐阜県 可児市 今渡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,610 岐阜県 可児市 イルーシー３００パティオ　可児店 小売業 衣料品 5%

117,611 岐阜県 可児市 魚錠　可児店 サービス 飲食業 5%

117,612 岐阜県 可児市 Ｓ２Ｋ 小売業 衣料品 5%

117,613 岐阜県 可児市 ＥｎｅＪｅｔ可児ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,614 岐阜県 可児市 ＦＣ松栄堂楽器可児 小売業 その他小売 5%

117,615 岐阜県 可児市 オイルロード広見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,616 岐阜県 可児市 ［ＨＣ］オオザワデンキ 小売業 電化製品 5%

117,617 岐阜県 可児市 ＯＶＥＲＡＬＬ サービス 理容・美容業 5%

117,618 岐阜県 可児市 加藤電気愛岐ケ丘店 小売業 電化製品 5%

117,619 岐阜県 可児市 可児ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,620 岐阜県 可児市 可児ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,621 岐阜県 可児市 セブン－イレブン可児大森新田店 小売業 食料品 2%

117,622 岐阜県 可児市 セブン－イレブン可児川合店 小売業 食料品 2%

117,623 岐阜県 可児市 可児くくり 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,624 岐阜県 可児市 可児自動車学校 サービス その他サービス 5%

117,625 岐阜県 可児市 セブン－イレブン可児下恵土店 小売業 食料品 2%

117,626 岐阜県 可児市 セブン－イレブン可児下恵土西店 小売業 食料品 2%

117,627 岐阜県 可児市 可児ッテ 小売業 その他小売 5%

117,628 岐阜県 可児市 セブン－イレブン可児土田店 小売業 食料品 2%

117,629 岐阜県 可児市 セブン－イレブン可児中恵土店 小売業 食料品 2%

117,630 岐阜県 可児市 セブン－イレブン可児広見伊川店 小売業 食料品 2%

117,631 岐阜県 可児市 可児ひろみＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,632 岐阜県 可児市 セブン－イレブン可児広見３丁目店 小売業 食料品 2%

117,633 岐阜県 可児市 セブン－イレブン可児広見店 小売業 食料品 2%

117,634 岐阜県 可児市 カフェフィーバス サービス 飲食業 5%

117,635 岐阜県 可児市 株式会社恵伸福祉会 サービス その他サービス 5%

117,636 岐阜県 可児市 カメラのアマノ　中恵土店 小売業 電化製品 5%

117,637 岐阜県 可児市 カメラのアマノ　ユニー可児本店 小売業 電化製品 5%

117,638 岐阜県 可児市 ガレージ　Ｂ 小売業 その他小売 5%

117,639 岐阜県 可児市 川合大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,640 岐阜県 可児市 河合塾マナビス可児校 サービス その他サービス 2%

117,641 岐阜県 可児市 カワムラ電化 小売業 電化製品 5%

117,642 岐阜県 可児市 ギフトショップ風月 小売業 その他小売 5%
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117,643 岐阜県 可児市 きもの処美のり 小売業 衣料品 5%

117,644 岐阜県 可児市 グラス・ジュジュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

117,645 岐阜県 可児市 クリーンランド青山　可児店 サービス その他サービス 5%

117,646 岐阜県 可児市 クリーンランド青山　西可児駅前店 サービス その他サービス 5%

117,647 岐阜県 可児市 クリーンランド青山ゲンキー店 サービス その他サービス 5%

117,648 岐阜県 可児市 Ｋ＋ＴＳ　ＪＡＰＡＮ サービス 理容・美容業 5%

117,649 岐阜県 可児市 合同会社ＩＮＩＴ 小売業 その他小売 5%

117,650 岐阜県 可児市 Ｃｏｆｆｅｅ　ＫｉｔｃｈｅｎＭＩＮＡＭＩ サービス 飲食業 5%

117,651 岐阜県 可児市 ｃｏｃａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

117,652 岐阜県 可児市 ココ壱番屋可児宮前店 サービス 飲食業 2%

117,653 岐阜県 可児市 コノミヤ　可児店 小売業 食料品 5%

117,654 岐阜県 可児市 彩々屋 サービス 飲食業 5%

117,655 岐阜県 可児市 サウンドヒーリングサロンＣｏｏ～空～ サービス その他サービス 5%

117,656 岐阜県 可児市 桜ヶ丘動物病院 サービス その他サービス 5%

117,657 岐阜県 可児市 サロン・ド・ピュア サービス 理容・美容業 5%

117,658 岐阜県 可児市 サロン・ド・ピュア サービス 理容・美容業 5%

117,659 岐阜県 可児市 サロンルシア サービス 理容・美容業 5%

117,660 岐阜県 可児市 サワセイ　可児店 小売業 その他小売 5%

117,661 岐阜県 可児市 サワセイ可児店 小売業 その他小売 5%

117,662 岐阜県 可児市 サンガーデンエクステリア サービス その他サービス 5%

117,663 岐阜県 可児市 サンタの創庫可児店 小売業 その他小売 5%

117,664 岐阜県 可児市 ＳＥＡＳＯＮＳ 小売業 衣料品 5%

117,665 岐阜県 可児市 篠田手効院 サービス 理容・美容業 5%

117,666 岐阜県 可児市 しまや 小売業 家具・調度品 5%

117,667 岐阜県 可児市 旬彩酒家　結庵 サービス 飲食業 5%

117,668 岐阜県 可児市 松栄堂楽器　可児店 小売業 その他小売 5%

117,669 岐阜県 可児市 新時代可児店 サービス 飲食業 5%

117,670 岐阜県 可児市 スクールショップ ワカオ 小売業 衣料品 5%

117,671 岐阜県 可児市 スクールショップ名紳可児東店 小売業 衣料品 5%

117,672 岐阜県 可児市 すたみな太郎　可児店 サービス 飲食業 5%

117,673 岐阜県 可児市 すっぷる　ジョー　韓国ｋｉｔｃｈｅｎ　すっぷるジョー サービス 飲食業 5%

117,674 岐阜県 可児市 セルフステーション可児はるさと 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,675 岐阜県 可児市 ＴＡＫＡＧＩキャストオフネキスト サービス 理容・美容業 5%

117,676 岐阜県 可児市 ＣＨＡＲＧＩＥ 小売業 衣料品 5%

117,677 岐阜県 可児市 中華食房石狩 サービス 飲食業 5%

117,678 岐阜県 可児市 月うさぎ サービス 飲食業 5%

117,679 岐阜県 可児市 つり具かっぱ 小売業 その他小売 5%

117,680 岐阜県 可児市 ＴＪ天気予報　１コ　可児店 サービス 理容・美容業 5%

117,681 岐阜県 可児市 ＴＪ天気予報　Ｃｏｃｏａ　可児店 サービス 理容・美容業 5%

117,682 岐阜県 可児市 フィットネススタジオＰＬＥＥＲＯＯ サービス その他サービス 5%

117,683 岐阜県 可児市 藤吉郎 サービス 飲食業 5%

117,684 岐阜県 可児市 藤吉郎 サービス 飲食業 5%
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117,685 岐阜県 可児市 ＴＯＷＡ ＯＰＴＩＱＵＥ 小売業 その他小売 5%

117,686 岐阜県 可児市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ可児店 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,687 岐阜県 可児市 徳和電化 小売業 電化製品 5%

117,688 岐阜県 可児市 ＴＯＰ－１可児店 サービス その他サービス 5%

117,689 岐阜県 可児市 トーホー家電ワーク　可児 小売業 電化製品 5%

117,690 岐阜県 可児市 トーホー家電ワーク西可児 小売業 電化製品 5%

117,691 岐阜県 可児市 肉のひぐち 小売業 食料品 5%

117,692 岐阜県 可児市 セブン－イレブン西可児駅前店 小売業 食料品 2%

117,693 岐阜県 可児市 日章ラインＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,694 岐阜県 可児市 ニッセンシェイプファンデサロンドウールー 小売業 衣料品 5%

117,695 岐阜県 可児市 ＮＯＨＡＹＢＲＯＮＣＡ 小売業 衣料品 5%

117,696 岐阜県 可児市 呑気家可児店 サービス 飲食業 5%

117,697 岐阜県 可児市 バイクハウス・ストリーム 小売業 その他小売 5%

117,698 岐阜県 可児市 パウメトウ今渡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,699 岐阜県 可児市 はっとり酒店 小売業 食料品 5%

117,700 岐阜県 可児市 花の店プチラタン 小売業 その他小売 5%

117,701 岐阜県 可児市 林酒造 小売業 食料品 5%

117,702 岐阜県 可児市 日暮館 サービス 飲食業 5%

117,703 岐阜県 可児市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＣＯＣＯ 可児店 サービス 理容・美容業 5%

117,704 岐阜県 可児市 ＢＥＡＵＴＹ＋ＢＥＡＳＴ サービス 理容・美容業 5%

117,705 岐阜県 可児市 美容室シンフォニー サービス 理容・美容業 5%

117,706 岐阜県 可児市 美容室Ｂｅｌｕｇａ サービス 理容・美容業 5%

117,707 岐阜県 可児市 フィットネスクラブ レスポ 可児 サービス その他サービス 5%

117,708 岐阜県 可児市 フォトスタジオ１番館 サービス その他サービス 5%

117,709 岐阜県 可児市 Ｐｈｏｔｏ　ｓｔｕｄｉｏ　Ｐａｒｆｕｍ サービス その他サービス 5%

117,710 岐阜県 可児市 ブックタウン今渡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

117,711 岐阜県 可児市 ＢＯＯＫＴＯＷＮ今渡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

117,712 岐阜県 可児市 ふとんタナカ　可児店 小売業 その他小売 5%

117,713 岐阜県 可児市 プライムスペース サービス 理容・美容業 5%

117,714 岐阜県 可児市 プライムスペース サービス 理容・美容業 5%

117,715 岐阜県 可児市 ブルー企画 小売業 食料品 5%

117,716 岐阜県 可児市 ｆｕｎｗａｒｅ　ふんわり　ｆｕｎ和ｒｅ サービス その他サービス 5%

117,717 岐阜県 可児市 ヘアーサロン　御園 サービス 理容・美容業 5%

117,718 岐阜県 可児市 ヘアースタジオＢＯＬＵＴＯ サービス 理容・美容業 5%

117,719 岐阜県 可児市 マクドナルド２１号可児店 サービス 飲食業 2%

117,720 岐阜県 可児市 マクドナルド２４８可児店 サービス 飲食業 2%

117,721 岐阜県 可児市 万寿実家具 小売業 家具・調度品 5%

117,722 岐阜県 可児市 ＭＡＡＲ 小売業 その他小売 5%

117,723 岐阜県 可児市 まる耕　１ サービス 飲食業 5%

117,724 岐阜県 可児市 まる耕　２ サービス 飲食業 5%

117,725 岐阜県 可児市 ミッシェル　アンジュ サービス その他サービス 5%

117,726 岐阜県 可児市 ＭＩＮＡＭＩ サービス 飲食業 5%
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117,727 岐阜県 可児市 美濃旬膳 おりべ亭 サービス 飲食業 5%

117,728 岐阜県 可児市 美濃旬膳　おりべ亭 サービス 飲食業 5%

117,729 岐阜県 可児市 美濃旬膳　おりべ亭 サービス 飲食業 5%

117,730 岐阜県 可児市 名紳 名紳 可児東店 小売業 衣料品 5%

117,731 岐阜県 可児市 ヤイリギター サービス その他サービス 5%

117,732 岐阜県 可児市 ヤマニデンキ 小売業 電化製品 5%

117,733 岐阜県 可児市 結庵　結庵 サービス 飲食業 5%

117,734 岐阜県 可児市 有限会社サワノオート　有限会社サワノオート 小売業 その他小売 5%

117,735 岐阜県 可児市 ＬＵＸＳＩＳ サービス 理容・美容業 5%

117,736 岐阜県 可児市 リビング　イチハラ 小売業 家具・調度品 5%

117,737 岐阜県 可児市 Ｌｉｂｅｒｔａ サービス 理容・美容業 5%

117,738 岐阜県 可児市 龍生塾ＴＯＫＡＩＧＹＭ サービス その他サービス 5%

117,739 岐阜県 可児市 龍生塾ＴＯＫＡＩＧＹＭ　雑貨屋さん格闘家 小売業 その他小売 5%

117,740 岐阜県 可児市 理容室　コルテーゼ　ＣＯＲＴＥＳＥ サービス 理容・美容業 5%

117,741 岐阜県 可児市 理容室コルテーゼ サービス 理容・美容業 5%

117,742 岐阜県 可児市 有限会社　緑酒園 サービス その他サービス 5%

117,743 岐阜県 可児市 れいんぼー　れいんぼー サービス 飲食業 5%

117,744 岐阜県 川辺町 ｅｓｅｎｓｅ 小売業 衣料品 5%

117,745 岐阜県 川辺町 有限会社ＡＵＴＯＢＯＤＹ好 サービス その他サービス 5%

117,746 岐阜県 川辺町 川辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,747 岐阜県 川辺町 セブン－イレブン川辺町石神店 小売業 食料品 2%

117,748 岐阜県 川辺町 セブン－イレブン川辺町北店 小売業 食料品 2%

117,749 岐阜県 川辺町 クリーンランド青山　川辺店 サービス その他サービス 5%

117,750 岐阜県 川辺町 ＤＤ川辺店 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,751 岐阜県 川辺町 有限会社渡辺酒店 小売業 食料品 5%

117,752 岐阜県 岐南町 アートマンはんわ アートマンはんわ 小売業 その他小売 5%

117,753 岐阜県 岐南町 ＡＶＡＲＴＨ サービス その他サービス 5%

117,754 岐阜県 岐南町 赤札堂　岐南店 小売業 貴金属・服飾品 5%

117,755 岐阜県 岐南町 アジャーラー　岐南店　催事用 サービス 飲食業 5%

117,756 岐阜県 岐南町 アンイングリッシュクラブ伏屋校 サービス その他サービス 5%

117,757 岐阜県 岐南町 一心堂鍼灸治療院 サービス その他サービス 5%

117,758 岐阜県 岐南町 ＥｎｅＪｅｔ岐南インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,759 岐阜県 岐南町 Ａ－ｓａｉｔｏ！ サービス その他サービス 5%

117,760 岐阜県 岐南町 株式会社アンジュ　岐阜店 小売業 衣料品 5%

117,761 岐阜県 岐南町 ガレージアトリエ サービス その他サービス 5%

117,762 岐阜県 岐南町 カレーハウスココイチバンヤ岐南店 サービス 飲食業 2%

117,763 岐阜県 岐南町 ガレージ　オーク 小売業 その他小売 5%

117,764 岐阜県 岐南町 岐関整体 サービス その他サービス 5%

117,765 岐阜県 岐南町 岐南町 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,766 岐阜県 岐南町 セブン－イレブン岐南町三宅４丁目店 小売業 食料品 2%

117,767 岐阜県 岐南町 ＧＩＦＵ ＳＰＯＲＴＳ ＦＯＲＥＳＴ サービス その他サービス 5%

117,768 岐阜県 岐南町 ＧＩＦＵＳＰＯＲＴＳＦＯＲＥＳＴ サービス その他サービス 5%
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117,769 岐阜県 岐南町 暮らしの衣料マツオカ　岐南店 小売業 衣料品 5%

117,770 岐阜県 岐南町 Ｇｌｏｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

117,771 岐阜県 岐南町 ＣＩＲＣＬＥ 小売業 その他小売 5%

117,772 岐阜県 岐南町 サイクルライフ　ヴェロ 小売業 その他小売 5%

117,773 岐阜県 岐南町 サワセイ　岐南店 小売業 その他小売 5%

117,774 岐阜県 岐南町 サンユ―デンキ 小売業 電化製品 5%

117,775 岐阜県 岐南町 ＣｉｅｌｏＢｌｕ 小売業 衣料品 5%

117,776 岐阜県 岐南町 スタジオＨ＆Ｍ サービス その他サービス 5%

117,777 岐阜県 岐南町 スーパー三心　岐南店 小売業 食料品 5%

117,778 岐阜県 岐南町 タイヤ専門店明成 小売業 その他小売 5%

117,779 岐阜県 岐南町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ岐南町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,780 岐阜県 岐南町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岐南インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,781 岐阜県 岐南町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ名岐バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,782 岐阜県 岐南町 長月 小売業 衣料品 5%

117,783 岐阜県 岐南町 Ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

117,784 岐阜県 岐南町 びっくりドンキー岐南店 サービス 飲食業 2%

117,785 岐阜県 岐南町 ボーズヘアー サービス 理容・美容業 5%

117,786 岐阜県 岐南町 ホビーショップタムタム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

117,787 岐阜県 岐南町 ランドホーム有限会社 サービス その他サービス 5%

117,788 岐阜県 岐南町 マクドナルド岐南町店 サービス 飲食業 2%

117,789 岐阜県 岐南町 松枝屋 小売業 食料品 5%

117,790 岐阜県 岐南町 みつあみ 小売業 衣料品 5%

117,791 岐阜県 岐南町 三星カメラ岐南バイパス店 小売業 電化製品 5%

117,792 岐阜県 岐南町 三ッ星呉服店　岐阜店 小売業 衣料品 5%

117,793 岐阜県 岐南町 名紳　岐南店 小売業 衣料品 5%

117,794 岐阜県 岐南町 メナードフェイシャルサロン ｈａｒｕｈｉｒａｒｉ 小売業 その他小売 5%

117,795 岐阜県 岐南町 焼肉一柳商店 サービス 飲食業 5%

117,796 岐阜県 岐南町 有限会社オーマエ自動車 サービス その他サービス 5%

117,797 岐阜県 岐南町 有限会社ボディーショップ和 サービス その他サービス 5%

117,798 岐阜県 岐南町 横井塗料店 小売業 家具・調度品 5%

117,799 岐阜県 岐南町 ＬａｖｉｅｅｎＲｏｓｅｈｏｍｍｅ サービス 理容・美容業 5%

117,800 岐阜県 岐南町 リアルカースタジオ 小売業 その他小売 5%

117,801 岐阜県 岐阜市 Ａｒｔｚ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

117,802 岐阜県 岐阜市 株式会社Ｕｒｂａｎ＆Ｔｒａｄ サービス その他サービス 5%

117,803 岐阜県 岐阜市 Ｒｅ　ｔｈｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

117,804 岐阜県 岐阜市 ?Ｉ－Ｌｉｌｙ? サービス 理容・美容業 5%

117,805 岐阜県 岐阜市 アイカワ電器産業社 小売業 電化製品 5%

117,806 岐阜県 岐阜市 相席屋　岐阜店 サービス 飲食業 5%

117,807 岐阜県 岐阜市 株式会社アイテック情報システム サービス その他サービス 5%

117,808 岐阜県 岐阜市 アイビーペットクリニック サービス その他サービス 5%

117,809 岐阜県 岐阜市 アイランドペットクリニック サービス その他サービス 5%

117,810 岐阜県 岐阜市 あいわ整体 サービス その他サービス 5%
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117,811 岐阜県 岐阜市 アオキーズ・ピザ　岐阜東店 小売業 食料品 5%

117,812 岐阜県 岐阜市 青木薬局　青木薬局 小売業 その他小売 5%

117,813 岐阜県 岐阜市 アオヘアーデザイン サービス 理容・美容業 5%

117,814 岐阜県 岐阜市 茜部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,815 岐阜県 岐阜市 茜部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,816 岐阜県 岐阜市 あかね家 サービス 飲食業 5%

117,817 岐阜県 岐阜市 秋吉　柳ケ瀬店 サービス 飲食業 5%

117,818 岐阜県 岐阜市 アクア治療院 サービス 理容・美容業 5%

117,819 岐阜県 岐阜市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒｉｃｈ長住町 サービス 理容・美容業 5%

117,820 岐阜県 岐阜市 朝日屋精肉店　則武店 サービス 飲食業 5%

117,821 岐阜県 岐阜市 味彩琴千 サービス 飲食業 5%

117,822 岐阜県 岐阜市 足にやさしい靴屋　広瀬本店 小売業 衣料品 5%

117,823 岐阜県 岐阜市 あすか 柳津店 小売業 その他小売 5%

117,824 岐阜県 岐阜市 あすか県庁前店 小売業 その他小売 5%

117,825 岐阜県 岐阜市 ａｓｋａ県庁前店 小売業 その他小売 5%

117,826 岐阜県 岐阜市 あすか蘇原店 小売業 その他小売 5%

117,827 岐阜県 岐阜市 あすか長良店 小売業 その他小売 5%

117,828 岐阜県 岐阜市 あすか長良店 小売業 その他小売 5%

117,829 岐阜県 岐阜市 あすか本店 小売業 その他小売 5%

117,830 岐阜県 岐阜市 あすか柳津店 小売業 その他小売 5%

117,831 岐阜県 岐阜市 ＡＺＵＲＡ　鏡島 サービス 理容・美容業 5%

117,832 岐阜県 岐阜市 ＡＺＵＲＡ　岐阜 サービス 理容・美容業 5%

117,833 岐阜県 岐阜市 ＡＺＵＲＡ　ＭＥＮ’Ｓ サービス 理容・美容業 5%

117,834 岐阜県 岐阜市 ＡＺＵＲＡアクティブＧ サービス 理容・美容業 5%

117,835 岐阜県 岐阜市 ＡＺＵＲＡ本荘 サービス 理容・美容業 5%

117,836 岐阜県 岐阜市 ＡＺＵＲＡメモリアル サービス 理容・美容業 5%

117,837 岐阜県 岐阜市 アダチムセン 小売業 電化製品 5%

117,838 岐阜県 岐阜市 アダチムセン　加納店 小売業 電化製品 5%

117,839 岐阜県 岐阜市 アダチムセン　ハードオフ岐阜正木店 小売業 電化製品 2%

117,840 岐阜県 岐阜市 ａｄａｐｔｅｒ サービス 飲食業 5%

117,841 岐阜県 岐阜市 アッシュ 小売業 衣料品 5%

117,842 岐阜県 岐阜市 Ａｔ　ＥＡＳＥ　Ａｔ　ＥＡＳＥ サービス 飲食業 5%

117,843 岐阜県 岐阜市 Ａｔｒａ サービス 理容・美容業 5%

117,844 岐阜県 岐阜市 有限会社　アトラス 小売業 その他小売 5%

117,845 岐阜県 岐阜市 ＡＶＡ岐阜 サービス 理容・美容業 5%

117,846 岐阜県 岐阜市 アピ売店 小売業 食料品 5%

117,847 岐阜県 岐阜市 炙／ＨＡＮＡＲＥ　岐阜店 サービス 飲食業 5%

117,848 岐阜県 岐阜市 アム－ルくろのＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,849 岐阜県 岐阜市 Ａｍｏｕｒ サービス 理容・美容業 5%

117,850 岐阜県 岐阜市 アメリカンスクエアマツヤ　岐阜店 小売業 衣料品 5%

117,851 岐阜県 岐阜市 α＋ｅｓ サービス 理容・美容業 5%

117,852 岐阜県 岐阜市 アルファーデンキ 小売業 電化製品 5%
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117,853 岐阜県 岐阜市 アルファファースト サービス 理容・美容業 5%

117,854 岐阜県 岐阜市 粟野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,855 岐阜県 岐阜市 あんかけぱすた　ラルゴ　あんかけぱすたラルゴ サービス 飲食業 5%

117,856 岐阜県 岐阜市 ＡＮＧＥＬＩＣＡＬＥ　アンジェリカーレ　株式会社宝衣裳 サービス その他サービス 5%

117,857 岐阜県 岐阜市 アンツ 小売業 電化製品 5%

117,858 岐阜県 岐阜市 Ａｎｔｅｒｉｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

117,859 岐阜県 岐阜市 ｕｎ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

117,860 岐阜県 岐阜市 イーコレクション サービス 理容・美容業 5%

117,861 岐阜県 岐阜市 ｅ?ｓｔｙｌｅ　　川部店 サービス 理容・美容業 5%

117,862 岐阜県 岐阜市 ｅ?ｓｔｙｌｅ六条店 サービス 理容・美容業 5%

117,863 岐阜県 岐阜市 Ｅ３ホリデンキ 小売業 電化製品 5%

117,864 岐阜県 岐阜市 飯田電化ショップ 小売業 電化製品 5%

117,865 岐阜県 岐阜市 衣舞　岐阜六条店 小売業 衣料品 5%

117,866 岐阜県 岐阜市 居酒屋　のほほん サービス 飲食業 5%

117,867 岐阜県 岐阜市 イシグロ　岐阜店 小売業 その他小売 5%

117,868 岐阜県 岐阜市 イズミペット＆ケアー 小売業 その他小売 5%

117,869 岐阜県 岐阜市 ｉｓｍｂｙｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

117,870 岐阜県 岐阜市 イタハシ電化センタ－ 小売業 電化製品 5%

117,871 岐阜県 岐阜市 ＩＣＨＩＩ　?イチイ美容院? サービス 理容・美容業 5%

117,872 岐阜県 岐阜市 一豚 サービス 飲食業 5%

117,873 岐阜県 岐阜市 出光川北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,874 岐阜県 岐阜市 出光ぎふ宇佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,875 岐阜県 岐阜市 出光黒野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,876 岐阜県 岐阜市 出光勢引ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,877 岐阜県 岐阜市 出光セルフ岐阜北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,878 岐阜県 岐阜市 出光セルフ県庁西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,879 岐阜県 岐阜市 出光セルフさぎやまＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,880 岐阜県 岐阜市 出光セルフみやこＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,881 岐阜県 岐阜市 出光プリテール岐阜西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,882 岐阜県 岐阜市 伊奈波スタジオ 小売業 その他小売 5%

117,883 岐阜県 岐阜市 衣舞　岐阜長良店 小売業 衣料品 5%

117,884 岐阜県 岐阜市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ岐阜 サービス その他サービス 5%

117,885 岐阜県 岐阜市 イロハ サービス 理容・美容業 5%

117,886 岐阜県 岐阜市 岐阜岩崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,887 岐阜県 岐阜市 ＩＮＤＩＧＯ【インディゴ】 サービス 理容・美容業 5%

117,888 岐阜県 岐阜市 インド料理ラサマンダ サービス 飲食業 5%

117,889 岐阜県 岐阜市 Ｖｉｖｉ　岐阜店 サービス 理容・美容業 5%

117,890 岐阜県 岐阜市 ウイズ　芥見店 小売業 衣料品 5%

117,891 岐阜県 岐阜市 Ｗｉｓｈｅｓ 小売業 その他小売 5%

117,892 岐阜県 岐阜市 ｖｉｅ　ｎａｔｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

117,893 岐阜県 岐阜市 ウインド　かとう 小売業 電化製品 5%

117,894 岐阜県 岐阜市 ウインドごとう 小売業 電化製品 5%
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117,895 岐阜県 岐阜市 ウインド　なかしま 小売業 電化製品 5%

117,896 岐阜県 岐阜市 植東料理旅館 サービス 宿泊業 5%

117,897 岐阜県 岐阜市 ウォーク岐阜みわ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

117,898 岐阜県 岐阜市 鵜飼茶屋しゃぐ 小売業 食料品 5%

117,899 岐阜県 岐阜市 宇佐南 サービス その他サービス 5%

117,900 岐阜県 岐阜市 臼井無線商会 小売業 電化製品 5%

117,901 岐阜県 岐阜市 鶉セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,902 岐阜県 岐阜市 ＷＯＯＤＹＹＬＩＦＥ サービス その他サービス 5%

117,903 岐阜県 岐阜市 宇野カバン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

117,904 岐阜県 岐阜市 宇野電化センタ― 小売業 電化製品 5%

117,905 岐阜県 岐阜市 Ａ．Ｌ．Ｃ．ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

117,906 岐阜県 岐阜市 Ｅ３トミデンキ 小売業 電化製品 5%

117,907 岐阜県 岐阜市 合同会社三福 サービス 理容・美容業 5%

117,908 岐阜県 岐阜市 ＳＰ． 小売業 衣料品 5%

117,909 岐阜県 岐阜市 ＸＸＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

117,910 岐阜県 岐阜市 ｅｔｒｅ 美容室エトア ｅｔｒｅ 美容室エトアｈａｉｒ ｂｅａｕｔｙ ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ サービス 理容・美容業 5%

117,911 岐阜県 岐阜市 ＥｎｅＪｅｔ岩地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,912 岐阜県 岐阜市 ＥｎｅＪｅｔ加野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,913 岐阜県 岐阜市 ＥｎｅＪｅｔ北一色ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,914 岐阜県 岐阜市 ＥｎｅＪｅｔ島イーストＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,915 岐阜県 岐阜市 ＥｎｅＪｅｔ　Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ日野店 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,916 岐阜県 岐阜市 ＥｎｅＪｅｔ長良福光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,917 岐阜県 岐阜市 ＥｎｅＪｅｔ正木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,918 岐阜県 岐阜市 ＡＢホテル岐阜 サービス 宿泊業 5%

117,919 岐阜県 岐阜市 ＦＣ松栄堂楽器 小売業 その他小売 5%

117,920 岐阜県 岐阜市 ＦＣ松栄堂楽器 小売業 その他小売 5%

117,921 岐阜県 岐阜市 Ｅ．Ｖ．ＯＰｅｒｓｏｎａｌＴｒａｉｎｉｎｇＧｙｍ サービス その他サービス 5%

117,922 岐阜県 岐阜市 Ｍ－０３ 小売業 衣料品 5%

117,923 岐阜県 岐阜市 ＹＥＬＬＡＬＥＧＩＦＵ サービス 飲食業 5%

117,924 岐阜県 岐阜市 ｅｎｓｏ 玉宮 サービス 飲食業 5%

117,925 岐阜県 岐阜市 艶体 心 Ｍａｎａ サービス 理容・美容業 5%

117,926 岐阜県 岐阜市 尾内範生 小売業 その他小売 5%

117,927 岐阜県 岐阜市 大熊果実店 小売業 食料品 5%

117,928 岐阜県 岐阜市 オーシャン美容室 サービス 理容・美容業 5%

117,929 岐阜県 岐阜市 大塚衣料　株　　大塚衣料 小売業 衣料品 5%

117,930 岐阜県 岐阜市 大塚石油店 出光興産中広江給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,931 岐阜県 岐阜市 オートランド岐阜 小売業 その他小売 2%

117,932 岐阜県 岐阜市 オートランド岐阜東 小売業 その他小売 2%

117,933 岐阜県 岐阜市 オートランド岐阜南 小売業 その他小売 2%

117,934 岐阜県 岐阜市 大問屋岐阜店 サービス その他サービス 5%

117,935 岐阜県 岐阜市 大野春堂 小売業 家具・調度品 5%

117,936 岐阜県 岐阜市 大原自動車工業 サービス その他サービス 5%
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117,937 岐阜県 岐阜市 オーメッカ サービス 理容・美容業 5%

117,938 岐阜県 岐阜市 Ｏｇｕｔｅｉ サービス 飲食業 5%

117,939 岐阜県 岐阜市 お米の熊田　熊田米穀　　お米の熊田　熊田米穀 小売業 食料品 5%

117,940 岐阜県 岐阜市 ＯＧＣ岐阜中央ゴルフパーク サービス その他サービス 5%

117,941 岐阜県 岐阜市 オゼキ 小売業 家具・調度品 5%

117,942 岐阜県 岐阜市 オーダーカーテンギャラリーノブレス 小売業 家具・調度品 5%

117,943 岐阜県 岐阜市 ＯＧＧＩ　ＡＶＡＮＴＩ サービス 理容・美容業 5%

117,944 岐阜県 岐阜市 おのぎでんき 小売業 電化製品 5%

117,945 岐阜県 岐阜市 オフィスＫ サービス その他サービス 5%

117,946 岐阜県 岐阜市 ＯＦＦＩＣＥＮＡＧＡＯ サービス その他サービス 5%

117,947 岐阜県 岐阜市 オリックスレンタカー岐阜駅前店 サービス その他サービス 2%

117,948 岐阜県 岐阜市 オリックスレンタカー岐阜店 サービス その他サービス 2%

117,949 岐阜県 岐阜市 オンセブンデイズ東島店 小売業 その他小売 5%

117,950 岐阜県 岐阜市 カーエレクトロニックス　カトウ　出張 サービス その他サービス 5%

117,951 岐阜県 岐阜市 カーエレクトロニックス　カトウ　ＣＥ　Ｋａｔｏｈ サービス その他サービス 5%

117,952 岐阜県 岐阜市 ＣＡＲ　ＣＲＡＦＴ　ＳＵＧＩ 小売業 その他小売 5%

117,953 岐阜県 岐阜市 カーサロン林整備株式会社 カーサロン林整備 株式会社 サービス その他サービス 5%

117,954 岐阜県 岐阜市 カイロプラクティックサロン伝々夢志 サービス 理容・美容業 5%

117,955 岐阜県 岐阜市 鏡島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,956 岐阜県 岐阜市 カガシマタカハシ 小売業 その他小売 5%

117,957 岐阜県 岐阜市 かき小屋　百蔵 サービス 飲食業 5%

117,958 岐阜県 岐阜市 学生服のとおまつ 小売業 衣料品 5%

117,959 岐阜県 岐阜市 角田石油カーケアセンター　長良店 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,960 岐阜県 岐阜市 鹿島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,961 岐阜県 岐阜市 カジュアルショップ　マルナ 小売業 衣料品 5%

117,962 岐阜県 岐阜市 方県ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

117,963 岐阜県 岐阜市 鰹 サービス 飲食業 5%

117,964 岐阜県 岐阜市 カット　シェーブ　髪心地　カット　シェーブ髪心地 サービス 理容・美容業 5%

117,965 岐阜県 岐阜市 かっとはうすごろうルプラン かっとはうすごろうルプラン サービス 理容・美容業 5%

117,966 岐阜県 岐阜市 家電サポートオゼキ 小売業 電化製品 5%

117,967 岐阜県 岐阜市 家電サポート　オゼキ 小売業 電化製品 5%

117,968 岐阜県 岐阜市 かに将軍　岐阜店 サービス 飲食業 5%

117,969 岐阜県 岐阜市 カバンのヨコヤマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

117,970 岐阜県 岐阜市 Ｋａｐｕａ八代 サービス 理容・美容業 5%

117,971 岐阜県 岐阜市 Ｋａｐｕａ八代店 サービス 理容・美容業 5%

117,972 岐阜県 岐阜市 Ｃａｆｅ　ＫＥＬＬＹ サービス 飲食業 5%

117,973 岐阜県 岐阜市 Ｃａｆｅ 茶人 サービス 飲食業 5%

117,974 岐阜県 岐阜市 ＣＡＦＥ ＢＡＲ ａｌｆｆｏ Ｃａｆｅ Ｂａｒ ａｌｆｆｏ サービス 飲食業 5%

117,975 岐阜県 岐阜市 カフェギャラリー水の音 サービス 飲食業 5%

117,976 岐阜県 岐阜市 ｃａｆｅ旅人の木 サービス 飲食業 5%

117,977 岐阜県 岐阜市 株　　ビーブル　ミセスファッション　ビーブル 小売業 衣料品 5%

117,978 岐阜県 岐阜市 株式会社　弁天堂 小売業 食料品 5%
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117,979 岐阜県 岐阜市 焚き火を楽しむお店 小売業 その他小売 5%

117,980 岐阜県 岐阜市 株式会社エコライフ 小売業 食料品 5%

117,981 岐阜県 岐阜市 株式会社大谷塗装 サービス その他サービス 5%

117,982 岐阜県 岐阜市 株式会社片桐住設機器 サービス その他サービス 5%

117,983 岐阜県 岐阜市 株式会社桔梗屋 小売業 食料品 5%

117,984 岐阜県 岐阜市 株式会社北川商店　株式会社北川商店 サービス その他サービス 5%

117,985 岐阜県 岐阜市 株式会社ぎふ福祉タクシー サービス 運輸業 5%

117,986 岐阜県 岐阜市 （株）クラフティーズ 小売業 その他小売 5%

117,987 岐阜県 岐阜市 株式会社昭和テック 小売業 電化製品 5%

117,988 岐阜県 岐阜市 株式会社昭和電機 小売業 電化製品 5%

117,989 岐阜県 岐阜市 株式会社大黒屋酒店 サービス その他サービス 5%

117,990 岐阜県 岐阜市 株 ながら ポップアップ 小売業 衣料品 5%

117,991 岐阜県 岐阜市 株式会社野々村美容商事 サービス その他サービス 5%

117,992 岐阜県 岐阜市 株式会社藤井佛檀 小売業 家具・調度品 5%

117,993 岐阜県 岐阜市 株式会社丸高守口漬本店 小売業 食料品 5%

117,994 岐阜県 岐阜市 株式会社丸高守口漬本店 小売業 食料品 5%

117,995 岐阜県 岐阜市 株式会社マルナカ サービス その他サービス 5%

117,996 岐阜県 岐阜市 髪庵　ＫＡＭＩＡＮ サービス 理容・美容業 5%

117,997 岐阜県 岐阜市 髪庵 サービス 理容・美容業 5%

117,998 岐阜県 岐阜市 亀屋茶店　株式会社亀屋茶店 小売業 食料品 5%

117,999 岐阜県 岐阜市 かめや釣具　岐阜店 小売業 その他小売 5%

118,000 岐阜県 岐阜市 カメラのアマノ　西友岐阜華陽店 サービス その他サービス 5%

118,001 岐阜県 岐阜市 カメラのアマノ　柳津店 サービス その他サービス 5%

118,002 岐阜県 岐阜市 ＢＡＲ　ＴＩＡ サービス 飲食業 5%

118,003 岐阜県 岐阜市 カラダファクトリー岐阜ロフト店 サービス その他サービス 5%

118,004 岐阜県 岐阜市 カ、リエール サービス 理容・美容業 5%

118,005 岐阜県 岐阜市 カリスボーテ長良店 カリスボーテ岐阜長良店 サービス 理容・美容業 5%

118,006 岐阜県 岐阜市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋岐阜宇佐店 サービス 飲食業 2%

118,007 岐阜県 岐阜市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋岐阜北鶉店 サービス 飲食業 2%

118,008 岐阜県 岐阜市 カレーハウスココイチバンヤ岐阜大学前店 サービス 飲食業 2%

118,009 岐阜県 岐阜市 カレーハウスココイチバンヤ岐阜東興町店 サービス 飲食業 2%

118,010 岐阜県 岐阜市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋岐阜都通店 サービス 飲食業 2%

118,011 岐阜県 岐阜市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋名鉄岐阜駅前店 サービス 飲食業 2%

118,012 岐阜県 岐阜市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋柳津店 サービス 飲食業 2%

118,013 岐阜県 岐阜市 Ｇａｌｌｅｒｉａ サービス 飲食業 5%

118,014 岐阜県 岐阜市 カーロ　スピーガ 小売業 衣料品 5%

118,015 岐阜県 岐阜市 河合塾マナビス忠節校 サービス その他サービス 2%

118,016 岐阜県 岐阜市 河合塾マナビス長良校 サービス その他サービス 2%

118,017 岐阜県 岐阜市 川島設備 サービス その他サービス 5%

118,018 岐阜県 岐阜市 かわらまち花ざくろ サービス 飲食業 5%

118,019 岐阜県 岐阜市 桔梗苑 サービス 飲食業 5%

118,020 岐阜県 岐阜市 桔梗苑　別館 サービス 飲食業 5%
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118,021 岐阜県 岐阜市 桔梗苑長良店 サービス 飲食業 5%

118,022 岐阜県 岐阜市 菊川美容健康道場 サービス 理容・美容業 5%

118,023 岐阜県 岐阜市 季節料理　　うさ美 サービス 飲食業 5%

118,024 岐阜県 岐阜市 北鶉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,025 岐阜県 岐阜市 北野西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,026 岐阜県 岐阜市 岐東薬局 岐東薬局 小売業 その他小売 5%

118,027 岐阜県 岐阜市 岐日本社ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,028 岐阜県 岐阜市 木下建築 サービス その他サービス 5%

118,029 岐阜県 岐阜市 岐阜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,030 岐阜県 岐阜市 ギフ・ベスト 小売業 家具・調度品 5%

118,031 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜茜部本郷１丁目店 小売業 食料品 2%

118,032 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜芥見南山店 小売業 食料品 2%

118,033 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜粟野西１丁目店 小売業 食料品 2%

118,034 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜粟野西４丁目店 小売業 食料品 2%

118,035 岐阜県 岐阜市 岐阜市橋営業所 サービス その他サービス 5%

118,036 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜今嶺３丁目店 小売業 食料品 2%

118,037 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜入舟町店 小売業 食料品 2%

118,038 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜岩田東２丁目店 小売業 食料品 2%

118,039 岐阜県 岐阜市 岐阜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,040 岐阜県 岐阜市 ぎふ菓匠 庵太郎 岐阜菓匠 庵太郎 小売業 食料品 5%

118,041 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜加納城南通３丁目店 小売業 食料品 2%

118,042 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜北一色店 小売業 食料品 2%

118,043 岐阜県 岐阜市 岐阜結婚相談所 サービス その他サービス 5%

118,044 岐阜県 岐阜市 岐阜県酒造協同組合連合会 サービス その他サービス 5%

118,045 岐阜県 岐阜市 岐阜県酒造組合連合会 サービス その他サービス 5%

118,046 岐阜県 岐阜市 岐阜県庁前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,047 岐阜県 岐阜市 岐阜県のおいしいお酒とお料理 くらうど サービス 飲食業 5%

118,048 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜河渡店 小売業 食料品 2%

118,049 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜琴塚３丁目店 小売業 食料品 2%

118,050 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜鷺山東店 小売業 食料品 2%

118,051 岐阜県 岐阜市 岐阜シティ・タワー４３ サービス 飲食業 5%

118,052 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜市則武店 小売業 食料品 2%

118,053 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜島栄町２丁目店 小売業 食料品 2%

118,054 岐阜県 岐阜市 岐阜身体矯正院 サービス その他サービス 5%

118,055 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜須賀３丁目店 小売業 食料品 2%

118,056 岐阜県 岐阜市 岐阜赤十字病院売店 小売業 その他小売 5%

118,057 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜田神店 小売業 食料品 2%

118,058 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜東栄町店 小売業 食料品 2%

118,059 岐阜県 岐阜市 岐阜長森営業所 サービス その他サービス 5%

118,060 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜長良橋通店 小売業 食料品 2%

118,061 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜長良福光西店 小売業 食料品 2%

118,062 岐阜県 岐阜市 岐阜日石　配送センタ－ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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118,063 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜則武中４丁目店 小売業 食料品 2%

118,064 岐阜県 岐阜市 ぎふ初寿司岩野田分店 サービス 飲食業 5%

118,065 岐阜県 岐阜市 岐阜馬肉酒場馬喰ろう サービス 飲食業 5%

118,066 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜東明見町店 小売業 食料品 2%

118,067 岐阜県 岐阜市 岐阜東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,068 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜東島２丁目店 小売業 食料品 2%

118,069 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜日野南店 小売業 食料品 2%

118,070 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜福光南町店 小売業 食料品 2%

118,071 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜古市場神田店 小売業 食料品 2%

118,072 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜薮田東１丁目店 小売業 食料品 2%

118,073 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜領下２丁目店 小売業 食料品 2%

118,074 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン岐阜六条北４丁目店 小売業 食料品 2%

118,075 岐阜県 岐阜市 岐北サービス株式会社 サービス その他サービス 5%

118,076 岐阜県 岐阜市 キャトルセゾンＭＯＲＩ サービス 飲食業 5%

118,077 岐阜県 岐阜市 キャピックギフ サービス その他サービス 5%

118,078 岐阜県 岐阜市 ＧＡＬＬＥＲＹＣＬＥＦ サービス その他サービス 5%

118,079 岐阜県 岐阜市 ギャラリー元浜 小売業 家具・調度品 5%

118,080 岐阜県 岐阜市 キューサイ岐阜センター サービス その他サービス 5%

118,081 岐阜県 岐阜市 パナサーブ　共栄電器 小売業 電化製品 5%

118,082 岐阜県 岐阜市 京喰処京かんざし サービス 飲食業 5%

118,083 岐阜県 岐阜市 京の梅　翔庵 小売業 食料品 5%

118,084 岐阜県 岐阜市 きらり加納店 サービス その他サービス 5%

118,085 岐阜県 岐阜市 キリスト教葬儀社　恵みとまこと サービス その他サービス 5%

118,086 岐阜県 岐阜市 ＫｉＲＵＴ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

118,087 岐阜県 岐阜市 ＫＩＲＵＴ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

118,088 岐阜県 岐阜市 きんか サービス 宿泊業 5%

118,089 岐阜県 岐阜市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ岐阜店 小売業 その他小売 5%

118,090 岐阜県 岐阜市 Ｑｕｉｃｋ　岐阜店 サービス その他サービス 5%

118,091 岐阜県 岐阜市 クオーリ　クオーリ サービス 飲食業 5%

118,092 岐阜県 岐阜市 グッドサービス サービス その他サービス 5%

118,093 岐阜県 岐阜市 靴のホッタエルパス芥見店 小売業 その他小売 5%

118,094 岐阜県 岐阜市 ＣＬＡＶＩＳ　Ｎｏａｈ サービス 理容・美容業 5%

118,095 岐阜県 岐阜市 グラサヴォーグ岐阜 サービス 理容・美容業 5%

118,096 岐阜県 岐阜市 暮らしの衣料マツオカ　芥見店 小売業 衣料品 5%

118,097 岐阜県 岐阜市 暮らしの衣料マツオカ　岐阜三輪店 小売業 衣料品 5%

118,098 岐阜県 岐阜市 くらしの便利屋さん 小売業 その他小売 5%

118,099 岐阜県 岐阜市 Ｃｌｕｂ　Ｂｕｒａｓｓａｉ?クラブ　ブラッサイ? サービス 飲食業 5%

118,100 岐阜県 岐阜市 蔵前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,101 岐阜県 岐阜市 グランヴェール岐山　写真室　ＳＥＫＯ 小売業 その他小売 5%

118,102 岐阜県 岐阜市 ＧＲＡＮＤ　ＤＥＳＩＧＮ　岐阜店 サービス 理容・美容業 5%

118,103 岐阜県 岐阜市 クリーンランド青山　六条店 サービス その他サービス 5%

118,104 岐阜県 岐阜市 クール・カレアン岐阜マーサ店 小売業 衣料品 5%
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118,105 岐阜県 岐阜市 株式会社 ＣＲＥＳＴ ＣＲＥＳＴ 小売業 衣料品 5%

118,106 岐阜県 岐阜市 クロロフイル美顔教室シマヤ 小売業 その他小売 5%

118,107 岐阜県 岐阜市 グロワール　ドゥー サービス 理容・美容業 5%

118,108 岐阜県 岐阜市 ケイ・ウノ岐阜店 小売業 貴金属・服飾品 5%

118,109 岐阜県 岐阜市 ケドモリ岐阜店 小売業 衣料品 5%

118,110 岐阜県 岐阜市 県庁東　馬喰一代 サービス 飲食業 5%

118,111 岐阜県 岐阜市 楮 サービス 飲食業 5%

118,112 岐阜県 岐阜市 酵素温浴香和 サービス その他サービス 5%

118,113 岐阜県 岐阜市 楮はなれ サービス 飲食業 5%

118,114 岐阜県 岐阜市 香福屋 小売業 食料品 5%

118,115 岐阜県 岐阜市 合名会社油重商店　笠松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,116 岐阜県 岐阜市 セブンーイレブンＫＯＹＯ岐阜県総合医療センター店 小売業 食料品 2%

118,117 岐阜県 岐阜市 後楽荘 サービス 宿泊業 5%

118,118 岐阜県 岐阜市 珈琲屋さむ サービス 飲食業 5%

118,119 岐阜県 岐阜市 珈琲屋　さむ サービス 飲食業 5%

118,120 岐阜県 岐阜市 こがね八祥 サービス 飲食業 5%

118,121 岐阜県 岐阜市 ＣｏＣｏ壱番屋岐阜茜部店 小売業 食料品 2%

118,122 岐阜県 岐阜市 ＣＯＣＯ壱番屋岐阜メモリアルセンター前店 サービス 飲食業 2%

118,123 岐阜県 岐阜市 ＣＯＣＯ岐阜店 サービス 理容・美容業 5%

118,124 岐阜県 岐阜市 心の味　のむら サービス 飲食業 5%

118,125 岐阜県 岐阜市 心の味　のむら サービス 飲食業 5%

118,126 岐阜県 岐阜市 心のための習い事 サービス その他サービス 5%

118,127 岐阜県 岐阜市 こすもす薬局鹿島町店 小売業 その他小売 5%

118,128 岐阜県 岐阜市 ご馳走屋　岐阜店 サービス 飲食業 5%

118,129 岐阜県 岐阜市 ゴトウムセン東店 小売業 電化製品 5%

118,130 岐阜県 岐阜市 クニエダ電器 小売業 電化製品 5%

118,131 岐阜県 岐阜市 後藤無線商会 小売業 電化製品 5%

118,132 岐阜県 岐阜市 ｃｏｔｏｌａ サービス その他サービス 5%

118,133 岐阜県 岐阜市 こばと理容 サービス 理容・美容業 5%

118,134 岐阜県 岐阜市 呉服のささ政 小売業 衣料品 5%

118,135 岐阜県 岐阜市 古民家スペース＆カフェバー空と月 サービス 飲食業 5%

118,136 岐阜県 岐阜市 ゴルフカーニバル岐阜店 小売業 その他小売 5%

118,137 岐阜県 岐阜市 ゴルフパートナー　岐阜茜部店 小売業 その他小売 2%

118,138 岐阜県 岐阜市 金剛堂　岐阜店 小売業 家具・調度品 5%

118,139 岐阜県 岐阜市 ＣＯＮＦＯＲＴ サービス 理容・美容業 5%

118,140 岐阜県 岐阜市 ザ・ラゲージ 小売業 衣料品 5%

118,141 岐阜県 岐阜市 サイクルショップオギス 小売業 その他小売 5%

118,142 岐阜県 岐阜市 サイクルライフ　ヴェロ 小売業 その他小売 5%

118,143 岐阜県 岐阜市 彩食ダイニングさくら小町　金華橋店 サービス 飲食業 5%

118,144 岐阜県 岐阜市 サウナ＆カプセルホテル　ガント サービス 宿泊業 5%

118,145 岐阜県 岐阜市 さかい珈琲本店 サービス 飲食業 5%

118,146 岐阜県 岐阜市 栄寿司 サービス 飲食業 5%
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118,147 岐阜県 岐阜市 栄電気 小売業 電化製品 5%

118,148 岐阜県 岐阜市 坂口電機 小売業 電化製品 5%

118,149 岐阜県 岐阜市 肴・炭・酒　　たまりば サービス 飲食業 5%

118,150 岐阜県 岐阜市 サキナビューティーラウンジ岐阜 小売業 その他小売 5%

118,151 岐阜県 岐阜市 ＳＡＫＵＲＡ【サクラ】 サービス 理容・美容業 5%

118,152 岐阜県 岐阜市 ＳＡＫＥ　ＢＡＲ　百蔵 サービス 飲食業 5%

118,153 岐阜県 岐阜市 酒アルコ岐阜北店 小売業 食料品 5%

118,154 岐阜県 岐阜市 酒＆フード　だいこく屋 小売業 食料品 5%

118,155 岐阜県 岐阜市 酒のソクハイ柳ヶ瀬店 小売業 その他小売 5%

118,156 岐阜県 岐阜市 酒のひろせ 小売業 食料品 5%

118,157 岐阜県 岐阜市 笹楽 サービス 理容・美容業 5%

118,158 岐阜県 岐阜市 ＴＨＥ雪月花 サービス 飲食業 5%

118,159 岐阜県 岐阜市 幸タクシー サービス その他サービス 5%

118,160 岐阜県 岐阜市 ＳＡＴＳＵＫＩ　ＴＡＩＬＯＲ サービス 飲食業 5%

118,161 岐阜県 岐阜市 札幌かに本家　岐阜店 サービス 飲食業 5%

118,162 岐阜県 岐阜市 サムソン サービス 理容・美容業 5%

118,163 岐阜県 岐阜市 サムソン＆デリラ　豊岡店 サービス 理容・美容業 5%

118,164 岐阜県 岐阜市 サムソン＆デリラＮｉ－ｊｉ サービス 理容・美容業 5%

118,165 岐阜県 岐阜市 サムソン＆デリラｐｌｅｚｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

118,166 岐阜県 岐阜市 更科 サービス 飲食業 5%

118,167 岐阜県 岐阜市 サロンドＫ ｓ サービス 理容・美容業 5%

118,168 岐阜県 岐阜市 サロン　ド　ボーテ　　ラーンジュ サービス 理容・美容業 5%

118,169 岐阜県 岐阜市 サロンプラナスペース サービス 飲食業 5%

118,170 岐阜県 岐阜市 サワセイ　則武店 小売業 その他小売 5%

118,171 岐阜県 岐阜市 ＳＵＮ　ＤＡＹｓ　ＧＯＯＤ 小売業 その他小売 5%

118,172 岐阜県 岐阜市 ＳｕｎａｎｄＳｍａｒｔＥｎｅｒｇｙ㈱ 小売業 電化製品 5%

118,173 岐阜県 岐阜市 サン家電　たなべ 小売業 電化製品 5%

118,174 岐阜県 岐阜市 サン家電マコト 小売業 電化製品 5%

118,175 岐阜県 岐阜市 ３９　レンタカー サービス その他サービス 5%

118,176 岐阜県 岐阜市 ３９レンタカー細畑店 サービス その他サービス 5%

118,177 岐阜県 岐阜市 さんぞう サービス 飲食業 5%

118,178 岐阜県 岐阜市 サンタの創庫岐阜南店 小売業 その他小売 5%

118,179 岐阜県 岐阜市 サンホテル岐阜 サービス 宿泊業 5%

118,180 岐阜県 岐阜市 ｃｙａｎ サービス 理容・美容業 5%

118,181 岐阜県 岐阜市 ｃｙａｎｌａｐａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

118,182 岐阜県 岐阜市 ＧＩＴＡ（ジータ） サービス 飲食業 5%

118,183 岐阜県 岐阜市 Ｇるーと岐阜 小売業 食料品 5%

118,184 岐阜県 岐阜市 ジェイスクエア サービス その他サービス 5%

118,185 岐阜県 岐阜市 ジェームス柳津店 小売業 その他小売 2%

118,186 岐阜県 岐阜市 ＳＨＥＲＰＡ ＣＯＦＦＥＥ ＲＯＡＳＴＥＲＳ ＳＨＥＲＰＡＣＯＦＦＥＥＲＯＡＳＴＥＲＳ 小売業 食料品 5%

118,187 岐阜県 岐阜市 姿勢Ｌａｂｏ サービス 理容・美容業 5%

118,188 岐阜県 岐阜市 じてんしゃのビック　一宮店 小売業 その他小売 5%
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118,189 岐阜県 岐阜市 じてんしゃのビック　岐阜店 小売業 その他小売 5%

118,190 岐阜県 岐阜市 ｓｉ?ｎｏｎ【シノン】 サービス 理容・美容業 5%

118,191 岐阜県 岐阜市 島部呉服店 ファッションハウスシマベ 小売業 衣料品 5%

118,192 岐阜県 岐阜市 ＣＩＭＨＡＩＲＫＡＮＡＺＯＮＯ サービス 理容・美容業 5%

118,193 岐阜県 岐阜市 Ｓｈａｌｌｅ　Ｔｏｎｎｅ サービス 飲食業 5%

118,194 岐阜県 岐阜市 十八楼 サービス 宿泊業 5%

118,195 岐阜県 岐阜市 ジュエリー＆ウォッチ　ゴシマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

118,196 岐阜県 岐阜市 Ｓｕｃｒｅ サービス 理容・美容業 5%

118,197 岐阜県 岐阜市 酒飯烹成 サービス 飲食業 5%

118,198 岐阜県 岐阜市 旬菜ダイニングTatsu サービス 飲食業 5%

118,199 岐阜県 岐阜市 旬菜屋 西むら サービス 飲食業 5%

118,200 岐阜県 岐阜市 松栄堂楽器　県庁前店 小売業 その他小売 5%

118,201 岐阜県 岐阜市 松栄堂楽器　ミューズタワー岐阜 小売業 その他小売 5%

118,202 岐阜県 岐阜市 小菜中華ｈｉｒｏ サービス 飲食業 5%

118,203 岐阜県 岐阜市 ジョルジョ 小売業 衣料品 5%

118,204 岐阜県 岐阜市 白川フォトスタヂオ サービス その他サービス 5%

118,205 岐阜県 岐阜市 （有）白川フォトスタヂオ サービス その他サービス 5%

118,206 岐阜県 岐阜市 シンシア長森南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,207 岐阜県 岐阜市 シンプレムシステム サービス その他サービス 5%

118,208 岐阜県 岐阜市 スゥベニア 小売業 衣料品 5%

118,209 岐阜県 岐阜市 杉浦電機 小売業 電化製品 5%

118,210 岐阜県 岐阜市 杉原光画スタジオ 小売業 その他小売 5%

118,211 岐阜県 岐阜市 すき焼　田中 サービス 飲食業 5%

118,212 岐阜県 岐阜市 スクールショップＢ＆Ｇ市橋店 小売業 衣料品 5%

118,213 岐阜県 岐阜市 すし拓　幟 サービス 飲食業 5%

118,214 岐阜県 岐阜市 鮨とも成 サービス 飲食業 5%

118,215 岐阜県 岐阜市 スタイルマート　岐阜六条 小売業 電化製品 5%

118,216 岐阜県 岐阜市 スタジオ　イマージュ サービス その他サービス 5%

118,217 岐阜県 岐阜市 須田塾岩田校 サービス その他サービス 5%

118,218 岐阜県 岐阜市 須田塾岐阜本部校 サービス その他サービス 5%

118,219 岐阜県 岐阜市 ステーキ　鉄板　なか壱 サービス 飲食業 5%

118,220 岐阜県 岐阜市 ＳＴＥＡＫＢＵＴＣＨＥＲ サービス 飲食業 5%

118,221 岐阜県 岐阜市 ストレート　岐阜店 小売業 その他小売 5%

118,222 岐阜県 岐阜市 スーパー三心　うずら店 小売業 食料品 5%

118,223 岐阜県 岐阜市 スーパー三心　鏡島店 小売業 食料品 5%

118,224 岐阜県 岐阜市 スーパー三心　さぎ山店 小売業 食料品 5%

118,225 岐阜県 岐阜市 ＳＰＩＣ　Ｓａｌｏｎ　岐阜白菊店 サービス 理容・美容業 5%

118,226 岐阜県 岐阜市 スポーツクラブ　ミニッツ サービス その他サービス 5%

118,227 岐阜県 岐阜市 ＳＰＯＲＴＥＲＳ サービス その他サービス 5%

118,228 岐阜県 岐阜市 住まいる家電　日進 小売業 電化製品 5%

118,229 岐阜県 岐阜市 住まいる家電　ひおき 小売業 電化製品 5%

118,230 岐阜県 岐阜市 住まいる家電　ふじた 小売業 電化製品 5%
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118,231 岐阜県 岐阜市 住まいる家電　まつお 小売業 電化製品 5%

118,232 岐阜県 岐阜市 住まいる家電　マンスケパネレクト 小売業 電化製品 5%

118,233 岐阜県 岐阜市 住まいる家電　むかい 小売業 電化製品 5%

118,234 岐阜県 岐阜市 炭火焼とりぞう サービス 飲食業 5%

118,235 岐阜県 岐阜市 ＳＬＯＷＲＯＯＭ ｃａｆｅ ｂａｒ ｒｅｃｏｒｄ ｓｌｏｗ ｒｏｏｍ サービス 飲食業 5%

118,236 岐阜県 岐阜市 整体カイロプラス サービス その他サービス 5%

118,237 岐阜県 岐阜市 清流書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

118,238 岐阜県 岐阜市 セカンドキッチン　はごろも サービス 飲食業 5%

118,239 岐阜県 岐阜市 瀬古写真 小売業 その他小売 5%

118,240 岐阜県 岐阜市 雪月花ながら サービス 飲食業 5%

118,241 岐阜県 岐阜市 Ｓｅｌｆ　Ｍ?１　笠松店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,242 岐阜県 岐阜市 セ・レフィーナ サービス 理容・美容業 5%

118,243 岐阜県 岐阜市 千賀　県庁前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

118,244 岐阜県 岐阜市 千賀　長良福光店 小売業 貴金属・服飾品 5%

118,245 岐阜県 岐阜市 千賀本店　１Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

118,246 岐阜県 岐阜市 千賀本店　２Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

118,247 岐阜県 岐阜市 千成寿司日置江支店　千成寿司日置江支店 サービス 飲食業 5%

118,248 岐阜県 岐阜市 洗屋今小町店 サービス その他サービス 5%

118,249 岐阜県 岐阜市 洗屋駅南店 サービス その他サービス 5%

118,250 岐阜県 岐阜市 洗屋加納店 サービス その他サービス 5%

118,251 岐阜県 岐阜市 洗屋クリーニング　三里店 サービス その他サービス 5%

118,252 岐阜県 岐阜市 洗屋バロー加納店 サービス その他サービス 5%

118,253 岐阜県 岐阜市 洗屋正木店 サービス その他サービス 5%

118,254 岐阜県 岐阜市 洗屋三里店 サービス その他サービス 5%

118,255 岐阜県 岐阜市 潜龍 サービス 飲食業 5%

118,256 岐阜県 岐阜市 総合印章　周山堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

118,257 岐阜県 岐阜市 創作和食 究極のそば 東島慎 サービス 飲食業 5%

118,258 岐阜県 岐阜市 曽我屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,259 岐阜県 岐阜市 ＳＯＬ 小売業 その他小売 5%

118,260 岐阜県 岐阜市 Ｄａｍｅ　ｄｅ　ｒｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

118,261 岐阜県 岐阜市 だいこく屋 小売業 食料品 5%

118,262 岐阜県 岐阜市 大衆焼肉店とん太の家 サービス 飲食業 5%

118,263 岐阜県 岐阜市 ＴＡｉＳＥｉＫＡＮ　バロー市橋店 サービス その他サービス 5%

118,264 岐阜県 岐阜市 泰誠館バロー市橋店 サービス その他サービス 5%

118,265 岐阜県 岐阜市 大法園 小売業 食料品 5%

118,266 岐阜県 岐阜市 ダイマル 大丸貸衣装店 サービス その他サービス 5%

118,267 岐阜県 岐阜市 大丸貸衣装店 サービス その他サービス 5%

118,268 岐阜県 岐阜市 タイムプラザサカイ　岐阜店 小売業 貴金属・服飾品 5%

118,269 岐阜県 岐阜市 ｗｊｋ　ｇｉｆｕ 小売業 衣料品 5%

118,270 岐阜県 岐阜市 たか田八祥 サービス 飲食業 5%

118,271 岐阜県 岐阜市 高橋電気工業 小売業 電化製品 5%

118,272 岐阜県 岐阜市 高橋鋸店 小売業 家具・調度品 5%
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118,273 岐阜県 岐阜市 宝石　貴金属　宝屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

118,274 岐阜県 岐阜市 タートル岐阜市橋店 サービス その他サービス 5%

118,275 岐阜県 岐阜市 棚橋ファーム 小売業 食料品 5%

118,276 岐阜県 岐阜市 Ｄａｌｉ＆Ｄａｌｉ サービス 飲食業 5%

118,277 岐阜県 岐阜市 ＤＡＬＦＬＯＷＥＲ＆ＧＲＥＥＮ 小売業 その他小売 5%

118,278 岐阜県 岐阜市 だんごろう サービス 飲食業 5%

118,279 岐阜県 岐阜市 旦島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,280 岐阜県 岐阜市 タンマミーヤ サービス 飲食業 5%

118,281 岐阜県 岐阜市 チャコール　フカオ サービス 飲食業 5%

118,282 岐阜県 岐阜市 中国料理一番楼 中国料理一番楼 サービス 飲食業 5%

118,283 岐阜県 岐阜市 ＣＨＵＮ 小売業 衣料品 5%

118,284 岐阜県 岐阜市 ちょう助 サービス 飲食業 5%

118,285 岐阜県 岐阜市 ツタヤレコード　芥見店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

118,286 岐阜県 岐阜市 椿庵 小売業 衣料品 5%

118,287 岐阜県 岐阜市 つり具　やすや　岐阜店 小売業 その他小売 5%

118,288 岐阜県 岐阜市 徒然舎 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

118,289 岐阜県 岐阜市 ティアイシー 小売業 その他小売 5%

118,290 岐阜県 岐阜市 エステティックルームティアラ サービス 理容・美容業 5%

118,291 岐阜県 岐阜市 Ｔｅａ　ｇａｒｄｅｎ サービス 飲食業 5%

118,292 岐阜県 岐阜市 ＤＰ茜部南 サービス 理容・美容業 5%

118,293 岐阜県 岐阜市 ＤＰ芥見 サービス 理容・美容業 5%

118,294 岐阜県 岐阜市 ＤＰ長良 サービス 理容・美容業 5%

118,295 岐阜県 岐阜市 ＴＪ天気予報３ページ　岐阜店 サービス 理容・美容業 5%

118,296 岐阜県 岐阜市 ＴＥＣＳえんどう　テクスえんどう 小売業 電化製品 5%

118,297 岐阜県 岐阜市 ＴＥＣＳモリテレビ 小売業 電化製品 5%

118,298 岐阜県 岐阜市 手ごねパン教室オハナ サービス その他サービス 5%

118,299 岐阜県 岐阜市 鉄板食堂　玉宮大飯店 サービス 飲食業 5%

118,300 岐阜県 岐阜市 鉄板ダイニング　京おこ　玉宮店 サービス 飲食業 5%

118,301 岐阜県 岐阜市 テニスラウンジ岐阜 サービス その他サービス 5%

118,302 岐阜県 岐阜市 テニスラウンジ長良 サービス その他サービス 5%

118,303 岐阜県 岐阜市 テニスラウンジ西岐阜 サービス その他サービス 5%

118,304 岐阜県 岐阜市 でぼか硝子玉そうさく室 小売業 衣料品 5%

118,305 岐阜県 岐阜市 電化のキョーエー 小売業 電化製品 5%

118,306 岐阜県 岐阜市 でんかマルハチ 小売業 電化製品 5%

118,307 岐阜県 岐阜市 でんき屋スエナミ 小売業 電化製品 5%

118,308 岐阜県 岐阜市 天食かまど サービス 飲食業 5%

118,309 岐阜県 岐阜市 天王寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,310 岐阜県 岐阜市 天ぷら処わか杉 サービス 飲食業 5%

118,311 岐阜県 岐阜市 てんぷら元 サービス 飲食業 5%

118,312 岐阜県 岐阜市 ドイツデリカテッセン　クリンゲン 小売業 食料品 5%

118,313 岐阜県 岐阜市 東亜無線 小売業 電化製品 5%

118,314 岐阜県 岐阜市 セブン－イレブン東海学院大学前店 小売業 食料品 2%
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118,315 岐阜県 岐阜市 東海補聴器センター岐阜店 小売業 その他小売 5%

118,316 岐阜県 岐阜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ岐大バイパス店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,317 岐阜県 岐阜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ岐阜駅前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,318 岐阜県 岐阜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ黒野店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,319 岐阜県 岐阜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ敷島町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,320 岐阜県 岐阜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ城南通店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,321 岐阜県 岐阜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ茜部大川店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,322 岐阜県 岐阜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ粟野東店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,323 岐阜県 岐阜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岐阜島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,324 岐阜県 岐阜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岐阜則武店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,325 岐阜県 岐阜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ県庁北店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,326 岐阜県 岐阜市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅセルフＲ２１六条店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,327 岐阜県 岐阜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ中央市場南店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,328 岐阜県 岐阜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ常盤町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,329 岐阜県 岐阜市 ＤＤ日野店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,330 岐阜県 岐阜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ福光店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,331 岐阜県 岐阜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ六条店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,332 岐阜県 岐阜市 ＤＯＧ　ＫＡＮ サービス その他サービス 5%

118,333 岐阜県 岐阜市 とっとや サービス 飲食業 5%

118,334 岐阜県 岐阜市 トヨタレンタリース岐阜　金園店 サービス その他サービス 2%

118,335 岐阜県 岐阜市 トヨタレンタリース岐阜　ＪＲ岐阜駅前店 サービス その他サービス 2%

118,336 岐阜県 岐阜市 トヨタレンタリース岐阜茜部店 サービス その他サービス 2%

118,337 岐阜県 岐阜市 トヨタレンタリース岐阜手力店 サービス その他サービス 2%

118,338 岐阜県 岐阜市 トヨタレンタリース岐阜長良店 サービス その他サービス 2%

118,339 岐阜県 岐阜市 トヨタレンタリース岐阜薮田店 サービス その他サービス 2%

118,340 岐阜県 岐阜市 ドラッグユースマイル 小売業 その他小売 5%

118,341 岐阜県 岐阜市 ドラッグユースマイル　大垣１号店 小売業 その他小売 5%

118,342 岐阜県 岐阜市 ドラッグユースマイル　北方店 小売業 その他小売 5%

118,343 岐阜県 岐阜市 ドラッグユースマイル　本店 小売業 その他小売 5%

118,344 岐阜県 岐阜市 とりとんたん岐阜駅前店 サービス 飲食業 5%

118,345 岐阜県 岐阜市 ＤＯＬＣＩ　ｃａｆｅ 小売業 食料品 5%

118,346 岐阜県 岐阜市 ドレスワールド服創屋 小売業 衣料品 5%

118,347 岐阜県 岐阜市 ドロップ サービス 飲食業 5%

118,348 岐阜県 岐阜市 とろやす／十兵衛 サービス 飲食業 5%

118,349 岐阜県 岐阜市 （有）蔵屋とんかつ蔵屋 サービス 飲食業 5%

118,350 岐阜県 岐阜市 とんかつ田なか屋　岐阜店 サービス 飲食業 5%

118,351 岐阜県 岐阜市 中島米穀株式会社 小売業 食料品 5%

118,352 岐阜県 岐阜市 永田本店 小売業 食料品 5%

118,353 岐阜県 岐阜市 中西眼鏡店 小売業 その他小売 5%

118,354 岐阜県 岐阜市 長良医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

118,355 岐阜県 岐阜市 ナガラガワ・フレーバー 小売業 家具・調度品 5%

118,356 岐阜県 岐阜市 ナガラタタンカフェ サービス 飲食業 5%
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118,357 岐阜県 岐阜市 ナガラタタンスイーツ サービス 飲食業 5%

118,358 岐阜県 岐阜市 ナガラタタンベーカリー サービス 飲食業 5%

118,359 岐阜県 岐阜市 長良とらや 小売業 食料品 5%

118,360 岐阜県 岐阜市 Ｎａｔｕｒａ　岐阜【ナトゥーラ】 サービス 理容・美容業 5%

118,361 岐阜県 岐阜市 ｎａｎｏｃａ 小売業 その他小売 5%

118,362 岐阜県 岐阜市 ｎｉａ サービス 理容・美容業 5%

118,363 岐阜県 岐阜市 にかた サービス 飲食業 5%

118,364 岐阜県 岐阜市 ＮＩＫＵＢＡＫＡ　岐阜店 サービス 飲食業 5%

118,365 岐阜県 岐阜市 西川手ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,366 岐阜県 岐阜市 ニシキデンキ 小売業 電化製品 5%

118,367 岐阜県 岐阜市 西野町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,368 岐阜県 岐阜市 株式会社ニッケン 小売業 その他小売 5%

118,369 岐阜県 岐阜市 ニッセンシェイプファンデサロンルビー 小売業 衣料品 5%

118,370 岐阜県 岐阜市 ニッセンシェイプファンデサロンルピナス 小売業 衣料品 5%

118,371 岐阜県 岐阜市 日本料理しまだ サービス 飲食業 5%

118,372 岐阜県 岐阜市 ニュー笠松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,373 岐阜県 岐阜市 ニュータマミヤ サービス 飲食業 5%

118,374 岐阜県 岐阜市 人形の堀田 小売業 その他小売 5%

118,375 岐阜県 岐阜市 ＭｅｒｃｉＥｙｅ サービス 理容・美容業 5%

118,376 岐阜県 岐阜市 ネイルココロ サービス 理容・美容業 5%

118,377 岐阜県 岐阜市 ネイルサロン　ウーア サービス 理容・美容業 5%

118,378 岐阜県 岐阜市 ＪＭ／ネイルサロン　ベニ サービス 理容・美容業 5%

118,379 岐阜県 岐阜市 ネイルサロンウーア サービス 理容・美容業 5%

118,380 岐阜県 岐阜市 ＮＥＯＳＴＹＬＥＯＲＤＥＲ 小売業 衣料品 5%

118,381 岐阜県 岐阜市 ノースウイングＪＣ 小売業 その他小売 5%

118,382 岐阜県 岐阜市 ノースウイングＪＣ　本店 小売業 その他小売 5%

118,383 岐阜県 岐阜市 ノースウイングＪＣ　南店 小売業 その他小売 5%

118,384 岐阜県 岐阜市 のはら浴場 サービス その他サービス 5%

118,385 岐阜県 岐阜市 Ｂａｒ　ＳｐｅａｋＥａｓｙ サービス 飲食業 5%

118,386 岐阜県 岐阜市 ＢＡＲ?ＮＩＣＥ　ＢＡＲ?ＮＩＣＥ サービス 飲食業 5%

118,387 岐阜県 岐阜市 パークライフ 小売業 衣料品 5%

118,388 岐阜県 岐阜市 ＢａｒＳｑｕａｌｌ サービス 飲食業 5%

118,389 岐阜県 岐阜市 ＨＡＲＤＯＦＦ岐阜うさ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

118,390 岐阜県 岐阜市 ハートランド芥見給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,391 岐阜県 岐阜市 ＨＩＶＥ サービス その他サービス 5%

118,392 岐阜県 岐阜市 ｈａｕｎｔ サービス 飲食業 5%

118,393 岐阜県 岐阜市 白英舎米屋店 サービス その他サービス 5%

118,394 岐阜県 岐阜市 白英舎本店 サービス その他サービス 5%

118,395 岐阜県 岐阜市 馬喰一代　各務原店 サービス 飲食業 5%

118,396 岐阜県 岐阜市 馬喰一代　長良本家 サービス 飲食業 5%

118,397 岐阜県 岐阜市 馬喰一代　神田町店 サービス 飲食業 5%

118,398 岐阜県 岐阜市 馬喰一代　神田町店 サービス 飲食業 5%
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118,399 岐阜県 岐阜市 ＢＵＺＺ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

118,400 岐阜県 岐阜市 パソコン修理屋 サービス その他サービス 5%

118,401 岐阜県 岐阜市 パソコン寺子屋岐阜徹明塾 サービス その他サービス 5%

118,402 岐阜県 岐阜市 八十八商店 ＧＩＦＵ サービス 飲食業 5%

118,403 岐阜県 岐阜市 はちみつペットクリニック サービス その他サービス 5%

118,404 岐阜県 岐阜市 はちみつペットクリニック サービス その他サービス 5%

118,405 岐阜県 岐阜市 はづき動物病院 サービス その他サービス 5%

118,406 岐阜県 岐阜市 パティスリー ｎｉｃｏ パティスリー ｎｉｃｏ サービス 飲食業 5%

118,407 岐阜県 岐阜市 パティスリーすぴか 小売業 食料品 5%

118,408 岐阜県 岐阜市 パナウェーブたなか 小売業 電化製品 5%

118,409 岐阜県 岐阜市 パナウェーブ　イチハラ 小売業 電化製品 5%

118,410 岐阜県 岐阜市 パナウエーブ　新栄 小売業 電化製品 5%

118,411 岐阜県 岐阜市 花ギャラリー沙羅 小売業 その他小売 5%

118,412 岐阜県 岐阜市 花ざくろ サービス 飲食業 5%

118,413 岐阜県 岐阜市 ＨＡＮＡＺＡＷＡ酒店 サービス 飲食業 5%

118,414 岐阜県 岐阜市 パナショップ　小林 小売業 電化製品 5%

118,415 岐阜県 岐阜市 パナショップ　仁木 小売業 電化製品 5%

118,416 岐阜県 岐阜市 パナステージのむら サービス その他サービス 5%

118,417 岐阜県 岐阜市 パナ・ステージのむら 小売業 電化製品 5%

118,418 岐阜県 岐阜市 パナライフないとう 小売業 電化製品 5%

118,419 岐阜県 岐阜市 浜焼き食堂 百蔵 サービス 飲食業 5%

118,420 岐阜県 岐阜市 浜やま屋 サービス 飲食業 5%

118,421 岐阜県 岐阜市 濱芳　濱芳 サービス 飲食業 5%

118,422 岐阜県 岐阜市 はやし酒店 小売業 食料品 5%

118,423 岐阜県 岐阜市 有限会社早瀬自動車 サービス その他サービス 5%

118,424 岐阜県 岐阜市 早水カバン店　早水カバン店 小売業 その他小売 5%

118,425 岐阜県 岐阜市 ＨＡＲＵＫＡＡＹＡ サービス その他サービス 5%

118,426 岐阜県 岐阜市 パレ　名越 小売業 貴金属・服飾品 5%

118,427 岐阜県 岐阜市 Ｈｅｌｌｏ サービス 理容・美容業 5%

118,428 岐阜県 岐阜市 はんこ堂ドットコム 日本印章店 はんこ堂 日本印章 小売業 その他小売 5%

118,429 岐阜県 岐阜市 万菜割烹濱田 サービス 飲食業 5%

118,430 岐阜県 岐阜市 半田水園　岐阜店 小売業 その他小売 5%

118,431 岐阜県 岐阜市 パンダプールマフィン 小売業 食料品 5%

118,432 岐阜県 岐阜市 ｐａｎｄ 小売業 衣料品 5%

118,433 岐阜県 岐阜市 パントラベルサービス株式会社 サービス その他サービス 5%

118,434 岐阜県 岐阜市 販売部 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,435 岐阜県 岐阜市 Ｈｕｍｐｔｙ　Ｄｕｍｐｔｙ サービス 理容・美容業 5%

118,436 岐阜県 岐阜市 ＨＡＭＭＯＣＫ 小売業 衣料品 5%

118,437 岐阜県 岐阜市 ピア　ヒロオカ 小売業 電化製品 5%

118,438 岐阜県 岐阜市 Ｂ＋ サービス 理容・美容業 5%

118,439 岐阜県 岐阜市 Ｂ－ｉｓ 小売業 衣料品 5%

118,440 岐阜県 岐阜市 ビームストータルビューティー西中島 サービス 理容・美容業 5%
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118,441 岐阜県 岐阜市 ビームズ正木 サービス 理容・美容業 5%

118,442 岐阜県 岐阜市 ＰｉｕＬｏｒｏ 小売業 衣料品 5%

118,443 岐阜県 岐阜市 ｃａｆｅ＆ｂａｒＰＩＥＮＩＴＯＲＩ サービス 飲食業 5%

118,444 岐阜県 岐阜市 日置江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,445 岐阜県 岐阜市 日置江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,446 岐阜県 岐阜市 Ｂｉｓｙｕ＇ｓ 小売業 衣料品 5%

118,447 岐阜県 岐阜市 Ｊａｉｒｏ　ージャイロー サービス 飲食業 5%

118,448 岐阜県 岐阜市 美酒と喰　ＭＡＲＣＯ サービス 飲食業 5%

118,449 岐阜県 岐阜市 飛騨牛ＧＲＩＬＬばくろ サービス 飲食業 5%

118,450 岐阜県 岐阜市 Ｈｉｄａｍａｒｉｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

118,451 岐阜県 岐阜市 ひだまりほーむ サービス その他サービス 5%

118,452 岐阜県 岐阜市 びっくりドンキー岐阜六条店 サービス 飲食業 2%

118,453 岐阜県 岐阜市 ピットワン サービス その他サービス 5%

118,454 岐阜県 岐阜市 ピットワンタイヤーズ 小売業 その他小売 5%

118,455 岐阜県 岐阜市 ＨｉＴｏＴｏ サービス 飲食業 5%

118,456 岐阜県 岐阜市 ヒトノネ サービス その他サービス 5%

118,457 岐阜県 岐阜市 日之出モータース 小売業 その他小売 5%

118,458 岐阜県 岐阜市 日野どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

118,459 岐阜県 岐阜市 日の丸興業 サービス その他サービス 5%

118,460 岐阜県 岐阜市 日の丸石油配送センタ－ 小売業 その他小売 2%

118,461 岐阜県 岐阜市 日の丸石油　本社ＳＳ 小売業 その他小売 2%

118,462 岐阜県 岐阜市 日の丸トラベル サービス その他サービス 5%

118,463 岐阜県 岐阜市 ［ＨＣ］日比野電器商会 小売業 電化製品 5%

118,464 岐阜県 岐阜市 ビームズ　大曽根店 サービス 理容・美容業 5%

118,465 岐阜県 岐阜市 ビームズ　千種店 サービス 理容・美容業 5%

118,466 岐阜県 岐阜市 ひゃっけん堂 小売業 その他小売 5%

118,467 岐阜県 岐阜市 びゅうてぃっく　はな サービス 理容・美容業 5%

118,468 岐阜県 岐阜市 美容カイロウェルネスカラー サービス その他サービス 5%

118,469 岐阜県 岐阜市 美容室　セロリ サービス 理容・美容業 5%

118,470 岐阜県 岐阜市 美容室ぺぺ サービス 理容・美容業 5%

118,471 岐阜県 岐阜市 美容室ＭａｋｅＮａｇａｒａ サービス 理容・美容業 5%

118,472 岐阜県 岐阜市 ひら井 サービス 飲食業 5%

118,473 岐阜県 岐阜市 ヒライヤ 小売業 その他小売 5%

118,474 岐阜県 岐阜市 平野鈑金工業株式会社 サービス その他サービス 5%

118,475 岐阜県 岐阜市 ヒラミツ印工房 小売業 その他小売 5%

118,476 岐阜県 岐阜市 ビリオン珈琲　則武店　則武店 サービス 飲食業 5%

118,477 岐阜県 岐阜市 ヒ－ロ－家電 小売業 電化製品 5%

118,478 岐阜県 岐阜市 ヒロセヤ 小売業 その他小売 5%

118,479 岐阜県 岐阜市 ヒロセヤ長住店 小売業 その他小売 5%

118,480 岐阜県 岐阜市 ヒロセヤ本店 小売業 衣料品 5%

118,481 岐阜県 岐阜市 ｐｉｎｋｅａｒｓ サービス 理容・美容業 5%

118,482 岐阜県 岐阜市 Ｆｉｎｅ－１Ｂｒｉｄａｌ 小売業 家具・調度品 5%

2823



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

118,483 岐阜県 岐阜市 ｆａｖｏｒｉ サービス 理容・美容業 5%

118,484 岐阜県 岐阜市 ＦＩＴ サービス その他サービス 5%

118,485 岐阜県 岐阜市 ｐｈｅｎｏｍ 小売業 衣料品 5%

118,486 岐阜県 岐阜市 フォローズ 小売業 その他小売 5%

118,487 岐阜県 岐阜市 福助精肉店 小売業 食料品 5%

118,488 岐阜県 岐阜市 フクモトデンキ 小売業 電化製品 5%

118,489 岐阜県 岐阜市 ふしぎなおみせＺＡＫＺＡＫ領下店 小売業 衣料品 5%

118,490 岐阜県 岐阜市 藤田商店 小売業 その他小売 5%

118,491 岐阜県 岐阜市 ＢＯＯＫＯＦＦ岐阜うさ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

118,492 岐阜県 岐阜市 ＢＯＯＫＯＦＦ岐阜則武店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

118,493 岐阜県 岐阜市 フットサルアリーナ　西岐阜 サービス その他サービス 5%

118,494 岐阜県 岐阜市 舟亭　舟亭 サービス 飲食業 5%

118,495 岐阜県 岐阜市 プラザＡ　マルゴ宇佐店 小売業 衣料品 5%

118,496 岐阜県 岐阜市 プラザＡ　マルゴ長良店 小売業 衣料品 5%

118,497 岐阜県 岐阜市 ぶらっ菜　本店 サービス 飲食業 5%

118,498 岐阜県 岐阜市 ぶらっ菜　まぐろう サービス 飲食業 5%

118,499 岐阜県 岐阜市 ＦｌｏｗｅｒＳｔｙｌｅ 小売業 その他小売 5%

118,500 岐阜県 岐阜市 ブランコ　Ｇ－Ｓｏｕｔｈ サービス 理容・美容業 5%

118,501 岐阜県 岐阜市 クリーニングのフランス家 サービス その他サービス 5%

118,502 岐阜県 岐阜市 ＦＲＥＥＤＯＭ サービス 理容・美容業 5%

118,503 岐阜県 岐阜市 Ｐｌｅｓｉｃ 小売業 食料品 5%

118,504 岐阜県 岐阜市 古道具モックモック 小売業 家具・調度品 5%

118,505 岐阜県 岐阜市 ＢＬＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

118,506 岐阜県 岐阜市 Ｂａｌｌａｓｅｃｏｎｄａ（ベーアッラセコンダ） 小売業 衣料品 5%

118,507 岐阜県 岐阜市 ブレインワークス サービス その他サービス 5%

118,508 岐阜県 岐阜市 プレリュード洋菓子　プレリュード洋菓子　福光店 小売業 その他小売 5%

118,509 岐阜県 岐阜市 プレリュード洋菓子　粟野店 小売業 その他小売 5%

118,510 岐阜県 岐阜市 ＢＬＯＷ?ＵＰ サービス 理容・美容業 5%

118,511 岐阜県 岐阜市 文化屋 サービス 飲食業 5%

118,512 岐阜県 岐阜市 ぶんごや 移動販売 サービス 飲食業 5%

118,513 岐阜県 岐阜市 ＪＭ／ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＷＩＳＨ サービス 理容・美容業 5%

118,514 岐阜県 岐阜市 ｈａｉｒ　ａｎｔｉｃ サービス 理容・美容業 5%

118,515 岐阜県 岐阜市 Ｈａｉｒ＆Ｓｐａ　ＴＯＭＯ サービス 理容・美容業 5%

118,516 岐阜県 岐阜市 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥＵＰ　フルール鏡島店 サービス 理容・美容業 5%

118,517 岐阜県 岐阜市 ヘアークリエイター　フォルム サービス 理容・美容業 5%

118,518 岐阜県 岐阜市 ヘアーサロン　Ｃｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

118,519 岐阜県 岐阜市 ヘアサロンコア サービス 理容・美容業 5%

118,520 岐阜県 岐阜市 Ｄ．ｃ．ｔ サービス 理容・美容業 5%

118,521 岐阜県 岐阜市 ｈａｉｒｍｕｓｕｂｉ サービス 理容・美容業 5%

118,522 岐阜県 岐阜市 Ｈａｉｒ Ｍａｋｅ ＳＯＲＡ Ｈａｉｒ Ｍａｋｅ ＳＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

118,523 岐阜県 岐阜市 ＢＡＳＥＭＥＮＴＷＯＲＫＳ ＢＡＳＥＭＥＮＴ ＷＯＲＫＳ 小売業 衣料品 5%

118,524 岐阜県 岐阜市 ペグ　名鉄岐阜イクト店 小売業 衣料品 5%
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118,525 岐阜県 岐阜市 ペットセレモニー　ノアの杜 サービス その他サービス 5%

118,526 岐阜県 岐阜市 ヘナ専門美容室　月と風　えこのわ本舗　城東通り店 小売業 その他小売 5%

118,527 岐阜県 岐阜市 ヘナ専門美容室 月と風 長良店 サービス 理容・美容業 5%

118,528 岐阜県 岐阜市 Ｂｅｎｉ サービス 理容・美容業 5%

118,529 岐阜県 岐阜市 Ｂａｂｙ　Ｌｅａｆ サービス 飲食業 5%

118,530 岐阜県 岐阜市 Ｐｅｒｔｅ サービス 理容・美容業 5%

118,531 岐阜県 岐阜市 ベル動物病院 サービス その他サービス 5%

118,532 岐阜県 岐阜市 Ｂｅｌｌｏーｏｔｔｉｃａ 小売業 その他小売 5%

118,533 岐阜県 岐阜市 ホーム電化センター 小売業 電化製品 5%

118,534 岐阜県 岐阜市 ホームパートナーいちかわ 小売業 電化製品 5%

118,535 岐阜県 岐阜市 ホームパートナー北市川 小売業 電化製品 5%

118,536 岐阜県 岐阜市 保護猫カフェネコリパブリック 岐阜店 サービス その他サービス 5%

118,537 岐阜県 岐阜市 Ｈｏｓｈｉｎａｇａｂａｒｂｅｒ サービス 理容・美容業 5%

118,538 岐阜県 岐阜市 細川デンキ 小売業 電化製品 5%

118,539 岐阜県 岐阜市 ほっこり癒　ほっこり癒 サービス その他サービス 5%

118,540 岐阜県 岐阜市 ボディクライアント茜部店 サービス その他サービス 5%

118,541 岐阜県 岐阜市 ホテルパーク サービス 宿泊業 5%

118,542 岐阜県 岐阜市 ほのぼの中華 金の鶏 サービス 飲食業 5%

118,543 岐阜県 岐阜市 ホビーオフ岐阜則武店 小売業 電化製品 2%

118,544 岐阜県 岐阜市 ホームパートナー　たかはし 小売業 電化製品 5%

118,545 岐阜県 岐阜市 ホームパートナー　エサキ 小売業 電化製品 5%

118,546 岐阜県 岐阜市 ホームパートナー　おおの 小売業 電化製品 5%

118,547 岐阜県 岐阜市 ホームパートナーさぎやま 小売業 電化製品 5%

118,548 岐阜県 岐阜市 ホームパートナーヤマナカ 小売業 電化製品 5%

118,549 岐阜県 岐阜市 ボーラーズ　岐阜 小売業 その他小売 5%

118,550 岐阜県 岐阜市 堀江メガネ 小売業 その他小売 5%

118,551 岐阜県 岐阜市 堀蔵　岐阜店 サービス 飲食業 5%

118,552 岐阜県 岐阜市 ボルボ・カー　岐阜 サービス その他サービス 5%

118,553 岐阜県 岐阜市 ホワイト　テラス　Ｗｈｉｔｅ　Ｔｅｒｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

118,554 岐阜県 岐阜市 ＷＨＩＴＥ　ＴＥＲＲＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

118,555 岐阜県 岐阜市 ホワイトハウス 茜部店 サービス その他サービス 5%

118,556 岐阜県 岐阜市 本社　ＥＮＥＲＩＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,557 岐阜県 岐阜市 本社事務所 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,558 岐阜県 岐阜市 本社直売課 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,559 岐阜県 岐阜市 マクドナルド芥見店 サービス 飲食業 2%

118,560 岐阜県 岐阜市 マクドナルド岐阜アピタ店 サービス 飲食業 2%

118,561 岐阜県 岐阜市 マクドナルド岐阜オーキッドパーク店 サービス 飲食業 2%

118,562 岐阜県 岐阜市 マクドナルド岐阜県庁前店 サービス 飲食業 2%

118,563 岐阜県 岐阜市 マクドナルド岐阜則武店 サービス 飲食業 2%

118,564 岐阜県 岐阜市 マクドナルド岐阜マーサ２１店 サービス 飲食業 2%

118,565 岐阜県 岐阜市 マクドナルド岐阜柳津店 サービス 飲食業 2%

118,566 岐阜県 岐阜市 マクドナルド新岐阜駅前店 サービス 飲食業 2%
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118,567 岐阜県 岐阜市 マクドナルド長良店 サービス 飲食業 2%

118,568 岐阜県 岐阜市 まつエク専門サロン ＤＩＬＥＴＴＯ ＤＩＬＥＴＴＯ サービス 理容・美容業 5%

118,569 岐阜県 岐阜市 松坂屋精肉店 小売業 食料品 5%

118,570 岐阜県 岐阜市 松福　加納店 小売業 食料品 5%

118,571 岐阜県 岐阜市 松福　工場直売店 小売業 食料品 5%

118,572 岐阜県 岐阜市 松福さぎやま店 小売業 食料品 5%

118,573 岐阜県 岐阜市 ＭＡＤＯショップ岐阜中央店 小売業 その他小売 5%

118,574 岐阜県 岐阜市 まほうつかい サービス 理容・美容業 5%

118,575 岐阜県 岐阜市 ママイクコ　岐阜 小売業 その他小売 5%

118,576 岐阜県 岐阜市 ママイクコ　岐阜柳ケ瀬 小売業 その他小売 5%

118,577 岐阜県 岐阜市 豆葉カフェ　豆葉カフェ サービス 飲食業 5%

118,578 岐阜県 岐阜市 マルシェ　ＢＡＫＵＲＯ　ＩＣＨＩＤＡＩ 小売業 食料品 5%

118,579 岐阜県 岐阜市 丸大駅前センター サービス 飲食業 5%

118,580 岐阜県 岐阜市 丸長産業 小売業 衣料品 5%

118,581 岐阜県 岐阜市 丸福商店 小売業 食料品 5%

118,582 岐阜県 岐阜市 円山プリンセス　岐阜薮田店 サービス その他サービス 5%

118,583 岐阜県 岐阜市 マンスケパネレクト 小売業 電化製品 5%

118,584 岐阜県 岐阜市 三星カメラ　マーサ２１店 小売業 その他小売 5%

118,585 岐阜県 岐阜市 三星カメラ　長良バイパス店 小売業 その他小売 5%

118,586 岐阜県 岐阜市 三星カメラ長良バイパス店 小売業 電化製品 5%

118,587 岐阜県 岐阜市 三星カメラ本店 小売業 電化製品 5%

118,588 岐阜県 岐阜市 ミツワ 小売業 衣料品 5%

118,589 岐阜県 岐阜市 ミニッツラウンドゴルフ サービス その他サービス 5%

118,590 岐阜県 岐阜市 Mini Lover's Cafe NAGARA サービス 飲食業 5%

118,591 岐阜県 岐阜市 Mini Lover's Cafe西鶉 サービス 飲食業 5%

118,592 岐阜県 岐阜市 ｍｉｎｏてつめい サービス 飲食業 5%

118,593 岐阜県 岐阜市 ｍｉｎｏ本店 サービス 飲食業 5%

118,594 岐阜県 岐阜市 宮脇書店　柳津店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

118,595 岐阜県 岐阜市 ミュージックハウスフレンズ サービス その他サービス 5%

118,596 岐阜県 岐阜市 ミュージックハウスフレンズ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

118,597 岐阜県 岐阜市 ＭＵＳＥＲＶＡ サービス 飲食業 5%

118,598 岐阜県 岐阜市 ＭＵＳＥＲＶＡＶＩＰＲＯＯＭ サービス その他サービス 5%

118,599 岐阜県 岐阜市 妙香園岐阜店 小売業 食料品 5%

118,600 岐阜県 岐阜市 ミルサプ サービス その他サービス 5%

118,601 岐阜県 岐阜市 武藤電機 小売業 電化製品 5%

118,602 岐阜県 岐阜市 村上久美容室 サービス 理容・美容業 5%

118,603 岐阜県 岐阜市 村上久美容室　新岐阜駅前店 サービス 理容・美容業 5%

118,604 岐阜県 岐阜市 村上久美容室　柳ヶ瀬店 サービス 理容・美容業 5%

118,605 岐阜県 岐阜市 村瀬産業 小売業 その他小売 5%

118,606 岐阜県 岐阜市 ＭＵＲＯ＇ｓＣＯＦＦＥＥ 小売業 その他小売 5%

118,607 岐阜県 岐阜市 ＭＯＯＮ　ＰＨＡＳＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

118,608 岐阜県 岐阜市 名紳　名紳岐阜総本店 小売業 衣料品 5%
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118,609 岐阜県 岐阜市 メガネ赤札堂　岐阜正木店 小売業 貴金属・服飾品 5%

118,610 岐阜県 岐阜市 メガネのキホウ 小売業 貴金属・服飾品 5%

118,611 岐阜県 岐阜市 メガネのキホウ 小売業 貴金属・服飾品 5%

118,612 岐阜県 岐阜市 ｍｅｇｕｍｉｃｏｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

118,613 岐阜県 岐阜市 めだかの学校 サービス その他サービス 5%

118,614 岐阜県 岐阜市 メディカルサロンアベイユ サービス 理容・美容業 5%

118,615 岐阜県 岐阜市 メナード茜部新所店 サービス 理容・美容業 5%

118,616 岐阜県 岐阜市 ［ＨＣ］モースト・トキワ・ナガラテン 小売業 電化製品 5%

118,617 岐阜県 岐阜市 もみかる　岐阜長良店 サービス 理容・美容業 5%

118,618 岐阜県 岐阜市 モリデンキ 小売業 電化製品 5%

118,619 岐阜県 岐阜市 ＭＯＲＩＮＯＹＡ 小売業 食料品 5%

118,620 岐阜県 岐阜市 森屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,621 岐阜県 岐阜市 ＭＯＮＤＯ 小売業 家具・調度品 5%

118,622 岐阜県 岐阜市 焼肉　旬やさい　ファンボギ サービス 飲食業 5%

118,623 岐阜県 岐阜市 焼肉エイト サービス 飲食業 5%

118,624 岐阜県 岐阜市 焼肉かきや サービス 飲食業 5%

118,625 岐阜県 岐阜市 焼肉たいが岐阜店 サービス 飲食業 5%

118,626 岐阜県 岐阜市 焼肉　ばぁ場 サービス 飲食業 5%

118,627 岐阜県 岐阜市 焼肉ばあ場 サービス 飲食業 5%

118,628 岐阜県 岐阜市 焼肉マルコウ　又丸店 サービス 飲食業 5%

118,629 岐阜県 岐阜市 安田商店問屋町店 小売業 衣料品 5%

118,630 岐阜県 岐阜市 安田商店柳津店 小売業 衣料品 5%

118,631 岐阜県 岐阜市 安田屋家具店 小売業 家具・調度品 5%

118,632 岐阜県 岐阜市 柳ヶ瀬　酒房　安兵衛 サービス 飲食業 5%

118,633 岐阜県 岐阜市 柳ヶ瀬五感 サービス 飲食業 5%

118,634 岐阜県 岐阜市 やながせ倉庫団地 サービス その他サービス 5%

118,635 岐阜県 岐阜市 柳ヶ瀬厨房 サービス 飲食業 5%

118,636 岐阜県 岐阜市 山川醸造（株） 小売業 食料品 5%

118,637 岐阜県 岐阜市 やまだ 小売業 衣料品 5%

118,638 岐阜県 岐阜市 やまだ　本店 小売業 衣料品 5%

118,639 岐阜県 岐阜市 やまだ陶苑　やまだ陶苑 小売業 家具・調度品 5%

118,640 岐阜県 岐阜市 ヤマデン　こばやし 小売業 電化製品 5%

118,641 岐阜県 岐阜市 やまと岐阜店 サービス 飲食業 5%

118,642 岐阜県 岐阜市 ヤマモトトータルコンディショニングラボ サービス その他サービス 5%

118,643 岐阜県 岐阜市 山本屋本店　岐阜柳ヶ瀬店 サービス 飲食業 5%

118,644 岐阜県 岐阜市 いろはにレトロ 小売業 衣料品 5%

118,645 岐阜県 岐阜市 有限会社　安藤商店 小売業 その他小売 5%

118,646 岐阜県 岐阜市 ａｎｓｌｅｅｐ サービス 理容・美容業 5%

118,647 岐阜県 岐阜市 有限会社一光堂 小売業 家具・調度品 5%

118,648 岐阜県 岐阜市 有限会社かわむら自動車 サービス その他サービス 5%

118,649 岐阜県 岐阜市 有限会社小湊自動車工業 サービス その他サービス 5%

118,650 岐阜県 岐阜市 有限会社タカダ自動車 小売業 その他小売 5%
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118,651 岐阜県 岐阜市 有限会社タツヒロモータース 小売業 その他小売 5%

118,652 岐阜県 岐阜市 有限会社富成モータース サービス その他サービス 5%

118,653 岐阜県 岐阜市 有限会社ヒロコ北川デンキ 小売業 電化製品 5%

118,654 岐阜県 岐阜市 有名ブランドフォーマルＭ．Ｃ． 小売業 衣料品 5%

118,655 岐阜県 岐阜市 ユニオンスポーツ岐阜店 小売業 その他小売 5%

118,656 岐阜県 岐阜市 ユヌ・ランコント サービス 理容・美容業 5%

118,657 岐阜県 岐阜市 洋服　ＤＯＭＥ 小売業 衣料品 5%

118,658 岐阜県 岐阜市 横井塗料店茜部営業所 小売業 家具・調度品 5%

118,659 岐阜県 岐阜市 Ｌａ　ｎａｔｕｒｅ サービス 飲食業 5%

118,660 岐阜県 岐阜市 ラーメン金太郎 サービス 飲食業 5%

118,661 岐阜県 岐阜市 ライブヤマデン 小売業 電化製品 5%

118,662 岐阜県 岐阜市 ＯＲＣ株式会社 サービス 理容・美容業 2%

118,663 岐阜県 岐阜市 ラ・カーザ・ディ・エム 小売業 衣料品 5%

118,664 岐阜県 岐阜市 楽山荘 小売業 その他小売 5%

118,665 岐阜県 岐阜市 楽山荘　日野店 小売業 その他小売 5%

118,666 岐阜県 岐阜市 ラ・スタシオン サービス 飲食業 5%

118,667 岐阜県 岐阜市 ｒｕｓｔｉｃｏ３ 小売業 食料品 5%

118,668 岐阜県 岐阜市 ｒｕｓｔｉｃｏ長良 サービス 飲食業 5%

118,669 岐阜県 岐阜市 ｒｕｓｔｉｃｏ４ 小売業 食料品 5%

118,670 岐阜県 岐阜市 ｌａ　ｔｕａＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

118,671 岐阜県 岐阜市 ｒａｆ　ｓｐａ＆ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

118,672 岐阜県 岐阜市 Ｌａｕｇｈ＋Ｌ 小売業 その他小売 5%

118,673 岐阜県 岐阜市 ＬＡＢＬＵＥ 小売業 衣料品 5%

118,674 岐阜県 岐阜市 ラ・ルーナピエーナ サービス 飲食業 5%

118,675 岐阜県 岐阜市 リエージュ サービス 飲食業 5%

118,676 岐阜県 岐阜市 リサイクルマート県庁前店 小売業 その他小売 5%

118,677 岐阜県 岐阜市 ＲＩＳＴＯＲＡＮＴＥ　ＩＬ　ＰＲＥＳＩＤＥＮＴＥ サービス 飲食業 5%

118,678 岐阜県 岐阜市 リゾラ・ディ・エム 小売業 衣料品 5%

118,679 岐阜県 岐阜市 ｌｉｔｏ サービス 理容・美容業 5%

118,680 岐阜県 岐阜市 リトルガーデン サービス 理容・美容業 5%

118,681 岐阜県 岐阜市 リトルガーデン サービス 理容・美容業 5%

118,682 岐阜県 岐阜市 リヴァージュ サービス 理容・美容業 5%

118,683 岐阜県 岐阜市 ＲＥＶＥＲＳＥＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

118,684 岐阜県 岐阜市 ＬＩＶＩＴＯ岐阜店 サービス その他サービス 5%

118,685 岐阜県 岐阜市 りぶれアメニティサービス 岐阜店 サービス その他サービス 5%

118,686 岐阜県 岐阜市 理容Ｋ ｓｃｕｔ ストア サービス 理容・美容業 5%

118,687 岐阜県 岐阜市 領下動物病院 サービス その他サービス 5%

118,688 岐阜県 岐阜市 旅館すぎ山 サービス 宿泊業 5%

118,689 岐阜県 岐阜市 和菓子処　緑水庵　鏡島店 小売業 その他小売 5%

118,690 岐阜県 岐阜市 緑水庵芥見店 小売業 食料品 5%

118,691 岐阜県 岐阜市 緑水庵　川原町店 サービス 飲食業 5%

118,692 岐阜県 岐阜市 緑水庵　長森店 小売業 食料品 5%
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118,693 岐阜県 岐阜市 和菓子処　緑水庵　本店 小売業 食料品 5%

118,694 岐阜県 岐阜市 リラクゼーション猫目堂 サービス その他サービス 5%

118,695 岐阜県 岐阜市 Ｒｉｒｉｋａ 小売業 衣料品 5%

118,696 岐阜県 岐阜市 リンエイ　岐阜店 小売業 その他小売 5%

118,697 岐阜県 岐阜市 リンエイ　真正店 小売業 その他小売 5%

118,698 岐阜県 岐阜市 ｒｏｕｇｅ＋ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

118,699 岐阜県 岐阜市 ルクリア サービス 理容・美容業 5%

118,700 岐阜県 岐阜市 ル・スリジェダムール市橋店 小売業 食料品 5%

118,701 岐阜県 岐阜市 ル・スリジェダムール北一色店 小売業 食料品 5%

118,702 岐阜県 岐阜市 ル・スリジェダムール長良店 小売業 食料品 5%

118,703 岐阜県 岐阜市 ル・スリジェダムール則武店 小売業 食料品 5%

118,704 岐阜県 岐阜市 ルネッタ サービス 飲食業 5%

118,705 岐阜県 岐阜市 サロンドレーブ サービス 飲食業 5%

118,706 岐阜県 岐阜市 ＲＥＣＩＥＬ岐阜 サービス 理容・美容業 5%

118,707 岐阜県 岐阜市 レストラン タケウチ サービス 飲食業 5%

118,708 岐阜県 岐阜市 レストランバーアンスリーム サービス 飲食業 5%

118,709 岐阜県 岐阜市 蓮Ｃｒｅａｔｉｏｎ 蓮スタ サービス その他サービス 5%

118,710 岐阜県 岐阜市 ロードアイランド　２１　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,711 岐阜県 岐阜市 ろく条ときわ サービス 飲食業 5%

118,712 岐阜県 岐阜市 Ｒｏｓｅｔｔａ サービス 理容・美容業 5%

118,713 岐阜県 岐阜市 ロワール県庁前店 小売業 その他小売 5%

118,714 岐阜県 岐阜市 ロワール日野店 小売業 その他小売 5%

118,715 岐阜県 岐阜市 ロワール本店 小売業 その他小売 5%

118,716 岐阜県 岐阜市 ロワール正木店 小売業 その他小売 5%

118,717 岐阜県 岐阜市 ｗｏｒｋ／ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

118,718 岐阜県 岐阜市 ワールド電化 小売業 電化製品 5%

118,719 岐阜県 岐阜市 Ｙ　ｓ　Ｃｈｉｆｆｏｎ 小売業 その他小売 5%

118,720 岐阜県 岐阜市 和菓子処　緑水庵　長良店 小売業 その他小売 5%

118,721 岐阜県 岐阜市 わかみや八祥 サービス 飲食業 5%

118,722 岐阜県 郡上市 相生 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,723 岐阜県 郡上市 出光上田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,724 岐阜県 郡上市 出光高鷲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,725 岐阜県 郡上市 出光蛭ケ野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,726 岐阜県 郡上市 出光美並ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,727 岐阜県 郡上市 出光明宝大谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,728 岐阜県 郡上市 田舎の宿　おのそう サービス 宿泊業 5%

118,729 岐阜県 郡上市 岩崎模型製造株式会社　サンプルビレッジいわさき サービス その他サービス 5%

118,730 岐阜県 郡上市 ウインド　オグリ 小売業 電化製品 5%

118,731 岐阜県 郡上市 ウインド　八幡ムセン 小売業 電化製品 5%

118,732 岐阜県 郡上市 上田楽器店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

118,733 岐阜県 郡上市 Ａコープおくみの店 小売業 その他小売 5%

118,734 岐阜県 郡上市 Ａコープ郡上店 小売業 その他小売 5%
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118,735 岐阜県 郡上市 エレキ社フクテ店 小売業 電化製品 5%

118,736 岐阜県 郡上市 オートオアシス郡上 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,737 岐阜県 郡上市 お抹茶処　宗祇庵 サービス 飲食業 5%

118,738 岐阜県 郡上市 かがや株式会社 小売業 食料品 5%

118,739 岐阜県 郡上市 かつ弥 サービス 飲食業 5%

118,740 岐阜県 郡上市 有限会社カトー薬局 小売業 その他小売 5%

118,741 岐阜県 郡上市 株式会社昭和鈑金 サービス その他サービス 5%

118,742 岐阜県 郡上市 （株）白山電機 小売業 電化製品 5%

118,743 岐阜県 郡上市 株式会社水のまち郡上八幡 水のまち流響の里 売店 小売業 食料品 5%

118,744 岐阜県 郡上市 かみよし 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,745 岐阜県 郡上市 キッチントット サービス 飲食業 5%

118,746 岐阜県 郡上市 郡上ヴァカンス村ホテル サービス 宿泊業 5%

118,747 岐阜県 郡上市 郡上旬彩館 やまとの朝市 郡上旬彩館 やまとの朝市 小売業 食料品 5%

118,748 岐阜県 郡上市 郡上白鳥ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,749 岐阜県 郡上市 郡上石油　カード 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,750 岐阜県 郡上市 グジョウタクシー　郡上タクシー サービス その他サービス 5%

118,751 岐阜県 郡上市 郡上中坪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,752 岐阜県 郡上市 郡上八幡駅舎カフェ 小売業 その他小売 5%

118,753 岐阜県 郡上市 郡上八幡旧庁舎記念館 小売業 その他小売 5%

118,754 岐阜県 郡上市 有限会社郡上八幡自然園 サービス 宿泊業 5%

118,755 岐阜県 郡上市 郡上八幡城 サービス その他サービス 5%

118,756 岐阜県 郡上市 郡上八幡城下町プラザ 小売業 その他小売 5%

118,757 岐阜県 郡上市 郡上八幡動物病院 サービス その他サービス 5%

118,758 岐阜県 郡上市 郡上八幡博覧館売店 小売業 その他小売 5%

118,759 岐阜県 郡上市 郡上八幡美山鍾乳洞 サービス その他サービス 5%

118,760 岐阜県 郡上市 セブン－イレブン郡上大和店 小売業 食料品 2%

118,761 岐阜県 郡上市 郡上割り箸 小売業 その他小売 5%

118,762 岐阜県 郡上市 クニタスポーツ　クニタスポーツ 小売業 その他小売 5%

118,763 岐阜県 郡上市 暮らしの衣料マツオカ　大和店 小売業 衣料品 5%

118,764 岐阜県 郡上市 ゲストハウス　キンザザ サービス 宿泊業 5%

118,765 岐阜県 郡上市 合資会社大阪屋 小売業 衣料品 5%

118,766 岐阜県 郡上市 小林楽器店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

118,767 岐阜県 郡上市 小林楽器店 小売業 その他小売 5%

118,768 岐阜県 郡上市 コロンバッチョ ピッツェリア コロンバッチョ サービス 飲食業 5%

118,769 岐阜県 郡上市 ＧＯＮＺＡ サービス 飲食業 5%

118,770 岐阜県 郡上市 サンセイデンキ 小売業 電化製品 5%

118,771 岐阜県 郡上市 さんたべーる　奥美濃園 サービス 飲食業 5%

118,772 岐阜県 郡上市 Ｇ?ＳＱＵＡＲＥ サービス 飲食業 5%

118,773 岐阜県 郡上市 じぇいあん サービス 飲食業 5%

118,774 岐阜県 郡上市 シェソワ　ワカミヤ サービス 宿泊業 5%

118,775 岐阜県 郡上市 ４月の森 サービス その他サービス 5%

118,776 岐阜県 郡上市 シマザキ　八幡店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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118,777 岐阜県 郡上市 シマザキ　Ｐｉｏ本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

118,778 岐阜県 郡上市 ?荷渓房 サービス 宿泊業 5%

118,779 岐阜県 郡上市 白鳥 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,780 岐阜県 郡上市 白鳥自動車整備協業組合 小売業 その他小売 5%

118,781 岐阜県 郡上市 甚一 サービス 宿泊業 5%

118,782 岐阜県 郡上市 住まいる家電美並 小売業 電化製品 5%

118,783 岐阜県 郡上市 磨墨の里公園物産館 小売業 家具・調度品 5%

118,784 岐阜県 郡上市 せせらぎ街道の宿たかお サービス 宿泊業 5%

118,785 岐阜県 郡上市 洗門館ふるかわＰｉｏ店 サービス その他サービス 5%

118,786 岐阜県 郡上市 タカラギャラリーワークルーム サービス その他サービス 5%

118,787 岐阜県 郡上市 たにざわ 小売業 衣料品 5%

118,788 岐阜県 郡上市 中華料理しょうりゅう 郡上店 サービス 飲食業 5%

118,789 岐阜県 郡上市 ＤＰ白鳥 サービス 理容・美容業 5%

118,790 岐阜県 郡上市 デイリー郡上カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

118,791 岐阜県 郡上市 テラキチ サービス その他サービス 5%

118,792 岐阜県 郡上市 Ｔｕｕｌｉひるがの店 小売業 衣料品 5%

118,793 岐阜県 郡上市 和み舎　せせらぎ サービス 宿泊業 5%

118,794 岐阜県 郡上市 株式会社西川商会 小売業 その他小売 5%

118,795 岐阜県 郡上市 パウメトウ郡上八幡インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,796 岐阜県 郡上市 花自由区 花ふりーく  花自由区 小売業 その他小売 5%

118,797 岐阜県 郡上市 花屋のかとう　花屋のかとう 小売業 その他小売 5%

118,798 岐阜県 郡上市 飛騨牛　ダイニング　かはん サービス 飲食業 5%

118,799 岐阜県 郡上市 ヒローズ Ｐｉｏ店 小売業 食料品 5%

118,800 岐阜県 郡上市 フードコートやえがき サービス 飲食業 5%

118,801 岐阜県 郡上市 ＨＯＯＤ 小売業 その他小売 5%

118,802 岐阜県 郡上市 文化堂 小売業 その他小売 5%

118,803 岐阜県 郡上市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　Ｋ３Ｃ サービス 理容・美容業 5%

118,804 岐阜県 郡上市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　Ｋ３Ｃ サービス 理容・美容業 5%

118,805 岐阜県 郡上市 ベイホックトラベル　カブシキカイシャ　ベイホックトラベル サービス その他サービス 5%

118,806 岐阜県 郡上市 ベイホックトラベル 白鳥営業所 サービス その他サービス 5%

118,807 岐阜県 郡上市 ペンション　ブルーム サービス 宿泊業 5%

118,808 岐阜県 郡上市 ホテル郡上八幡 サービス 宿泊業 5%

118,809 岐阜県 郡上市 ホリデイハウス　グリーンガーデン サービス 宿泊業 5%

118,810 岐阜県 郡上市 マツオカ　和良店 小売業 食料品 5%

118,811 岐阜県 郡上市 松山電機 小売業 電化製品 5%

118,812 岐阜県 郡上市 美並ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,813 岐阜県 郡上市 みの島仏壇店 小売業 その他小売 5%

118,814 岐阜県 郡上市 みのでん 小売業 電化製品 5%

118,815 岐阜県 郡上市 みはらや旅館 サービス 宿泊業 5%

118,816 岐阜県 郡上市 民宿かんべ サービス 宿泊業 5%

118,817 岐阜県 郡上市 ムラサキスポーツ　めいほうスキー場店 小売業 その他小売 5%

118,818 岐阜県 郡上市 名岐サービスセンター　郡上店 小売業 その他小売 5%

2831



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

118,819 岐阜県 郡上市 名紳　郡上八幡店 小売業 衣料品 5%

118,820 岐阜県 郡上市 めいほうスキー場 サービス その他サービス 5%

118,821 岐阜県 郡上市 めいほうスキー場 サービス その他サービス 5%

118,822 岐阜県 郡上市 めいほうベルグコテージ サービス 宿泊業 5%

118,823 岐阜県 郡上市 森明工機 小売業 その他小売 5%

118,824 岐阜県 郡上市 八重垣 サービス 飲食業 5%

118,825 岐阜県 郡上市 和み舎ひるがの サービス 宿泊業 5%

118,826 岐阜県 郡上市 やなかこみち 小売業 食料品 5%

118,827 岐阜県 郡上市 やなかの大助 サービス 宿泊業 5%

118,828 岐阜県 郡上市 大和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,829 岐阜県 郡上市 ヤマト電機 小売業 電化製品 5%

118,830 岐阜県 郡上市 有限会社　トップス 小売業 その他小売 5%

118,831 岐阜県 郡上市 柳楽庵 小売業 その他小売 5%

118,832 岐阜県 郡上市 ＲＯＢＯＺ サービス その他サービス 5%

118,833 岐阜県 郡上市 ワカヤマタイヤ 小売業 その他小売 5%

118,834 岐阜県 郡上市 和良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,835 岐阜県 郡上市 和良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,836 岐阜県 下呂市 明電器センター 小売業 電化製品 5%

118,837 岐阜県 下呂市 味処かれん サービス 飲食業 5%

118,838 岐阜県 下呂市 Ｕｎ　ｄｕ　ｐｌａｉｓｉｒ　下呂森 サービス 飲食業 5%

118,839 岐阜県 下呂市 Ｕｎ　ｄｕ　ｐｌａｉｓｉｒ　下呂萩原店 サービス 飲食業 5%

118,840 岐阜県 下呂市 今井醸造合名会社 小売業 食料品 5%

118,841 岐阜県 下呂市 今正商店 小売業 その他小売 5%

118,842 岐阜県 下呂市 岩佐電気商会 小売業 電化製品 5%

118,843 岐阜県 下呂市 岩屋ダムＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,844 岐阜県 下呂市 Ａコープ浅水店 小売業 その他小売 5%

118,845 岐阜県 下呂市 Ａコープ小坂店 小売業 その他小売 5%

118,846 岐阜県 下呂市 Ａコープ金山店 小売業 その他小売 5%

118,847 岐阜県 下呂市 Ａコープ下呂店 小売業 その他小売 5%

118,848 岐阜県 下呂市 Ａコープ萩原店 小売業 その他小売 5%

118,849 岐阜県 下呂市 大鹿野工房 小売業 家具・調度品 5%

118,850 岐阜県 下呂市 おかずやフジヨシ 小売業 食料品 5%

118,851 岐阜県 下呂市 おがわや酒店 小売業 食料品 5%

118,852 岐阜県 下呂市 奥田又右衛門膏本舗 小売業 その他小売 5%

118,853 岐阜県 下呂市 奥飛騨酒造 小売業 食料品 5%

118,854 岐阜県 下呂市 おだや サービス 理容・美容業 5%

118,855 岐阜県 下呂市 お土産処　ひめ サービス その他サービス 5%

118,856 岐阜県 下呂市 お土産処がんだて サービス 飲食業 5%

118,857 岐阜県 下呂市 おみやげのヤマカワ　酒蔵 小売業 その他小売 5%

118,858 岐阜県 下呂市 おみやげのヤマカワ ヤマカワ 駅前店 小売業 その他小売 5%

118,859 岐阜県 下呂市 Ｏｍ　Ｇａｎｅｓｈ サービス 飲食業 5%

118,860 岐阜県 下呂市 柏屋酒店 小売業 食料品 5%
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118,861 岐阜県 下呂市 金山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,862 岐阜県 下呂市 金山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,863 岐阜県 下呂市 カネマス食品店　本店 小売業 食料品 5%

118,864 岐阜県 下呂市 株式会社　正直屋 小売業 衣料品 5%

118,865 岐阜県 下呂市 鎌倉電器金山店 小売業 電化製品 5%

118,866 岐阜県 下呂市 鎌倉電器商会萩原店 小売業 電化製品 5%

118,867 岐阜県 下呂市 上村電機 小売業 電化製品 5%

118,868 岐阜県 下呂市 川上屋　花水亭 サービス 宿泊業 5%

118,869 岐阜県 下呂市 がんだて茶屋 サービス その他サービス 5%

118,870 岐阜県 下呂市 桔梗屋 サービス 飲食業 5%

118,871 岐阜県 下呂市 菊の井ミート 小売業 食料品 5%

118,872 岐阜県 下呂市 喜久屋商店　本店 小売業 その他小売 5%

118,873 岐阜県 下呂市 ＫＩＫＵＹＡプラスゲオ下呂店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

118,874 岐阜県 下呂市 吉良寿司 サービス 飲食業 5%

118,875 岐阜県 下呂市 熊﨑組 サービス その他サービス 5%

118,876 岐阜県 下呂市 くまちゃん サービス 飲食業 5%

118,877 岐阜県 下呂市 暮しの衣料マツオカ　金山店 小売業 衣料品 5%

118,878 岐阜県 下呂市 暮らしの衣料マツオカ　萩原店 小売業 衣料品 5%

118,879 岐阜県 下呂市 ＣＲＥＸ冨貴理容院 サービス 理容・美容業 5%

118,880 岐阜県 下呂市 鶏ちゃん専門店　杉の子 サービス 飲食業 5%

118,881 岐阜県 下呂市 けいちゃん屋 サービス 飲食業 5%

118,882 岐阜県 下呂市 下呂温泉山形屋 サービス 宿泊業 5%

118,883 岐阜県 下呂市 下呂温泉足湯の里ゆあみ屋 小売業 家具・調度品 5%

118,884 岐阜県 下呂市 下呂温泉木曽屋 サービス 宿泊業 5%

118,885 岐阜県 下呂市 下呂温泉西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,886 岐阜県 下呂市 下呂温泉病院売店 小売業 その他小売 5%

118,887 岐阜県 下呂市 下呂温泉北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,888 岐阜県 下呂市 下呂魚介 小売業 その他小売 5%

118,889 岐阜県 下呂市 ＧＥＲＯＧＥＲＯみるくスタンド 小売業 食料品 5%

118,890 岐阜県 下呂市 ＧＥＲＯセルフステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,891 岐阜県 下呂市 ＧＥＲＯ中央サービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,892 岐阜県 下呂市 下呂松葉 サービス 飲食業 5%

118,893 岐阜県 下呂市 下呂モータースサービス工場 サービス その他サービス 5%

118,894 岐阜県 下呂市 下呂モータース本社 サービス その他サービス 5%

118,895 岐阜県 下呂市 下呂ロイヤルホテル　雅亭 サービス 宿泊業 5%

118,896 岐阜県 下呂市 下呂ロイヤルホテル雅亭 サービス 宿泊業 5%

118,897 岐阜県 下呂市 下呂ロイヤルホテル雅亭 サービス 宿泊業 5%

118,898 岐阜県 下呂市 （有）こばやし 小売業 貴金属・服飾品 5%

118,899 岐阜県 下呂市 酒蔵 小売業 食料品 5%

118,900 岐阜県 下呂市 酒蔵 小売業 食料品 5%

118,901 岐阜県 下呂市 Ｓｉｅｇｆｒｉｅｄａ　Ｓｉｅｇｆｒｉｅｄａ 小売業 食料品 5%

118,902 岐阜県 下呂市 ＧＧシェフ　やましげ 小売業 その他小売 5%
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118,903 岐阜県 下呂市 株式会社ジョイホームセンター 小売業 その他小売 5%

118,904 岐阜県 下呂市 上呂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,905 岐阜県 下呂市 白鷺売店 小売業 その他小売 5%

118,906 岐阜県 下呂市 水明館 サービス 宿泊業 5%

118,907 岐阜県 下呂市 杉の子 サービス 飲食業 5%

118,908 岐阜県 下呂市 千寿堂幸田店 小売業 食料品 5%

118,909 岐阜県 下呂市 千寿堂本店 小売業 食料品 5%

118,910 岐阜県 下呂市 せんだ生花店 小売業 その他小売 5%

118,911 岐阜県 下呂市 仙遊館 サービス 宿泊業 5%

118,912 岐阜県 下呂市 大正堂 小売業 衣料品 5%

118,913 岐阜県 下呂市 たつのや食品 小売業 衣料品 5%

118,914 岐阜県 下呂市 ＤＤ　下呂温泉店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,915 岐阜県 下呂市 天領酒造 小売業 食料品 5%

118,916 岐阜県 下呂市 桃庵 サービス 飲食業 5%

118,917 岐阜県 下呂市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　下呂温泉店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,918 岐阜県 下呂市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ下呂東店 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,919 岐阜県 下呂市 とみや 小売業 衣料品 5%

118,920 岐阜県 下呂市 鳥八ステーション サービス 飲食業 5%

118,921 岐阜県 下呂市 ドリ－ム家電　ナカシマ 小売業 電化製品 5%

118,922 岐阜県 下呂市 ニコニコ荘 サービス 宿泊業 5%

118,923 岐阜県 下呂市 ２１６ＷＯＲＫＳ 飛騨小坂ビジターセンター サービス その他サービス 5%

118,924 岐阜県 下呂市 乗政ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,925 岐阜県 下呂市 はりせんぼん サービス 飲食業 5%

118,926 岐阜県 下呂市 飛騨牛料理指定店　牛一 サービス 飲食業 5%

118,927 岐阜県 下呂市 飛騨小坂ＳＳ　（有）小坂タイヤ商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,928 岐阜県 下呂市 飛騨小坂町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,929 岐阜県 下呂市 ヒダ金山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,930 岐阜県 下呂市 飛騨牛焼肉ジュージュ サービス 飲食業 5%

118,931 岐阜県 下呂市 ひめしゃがの湯 サービス その他サービス 5%

118,932 岐阜県 下呂市 ひめ亭 サービス 飲食業 5%

118,933 岐阜県 下呂市 美容室ミオズメンバー サービス 理容・美容業 5%

118,934 岐阜県 下呂市 平石商会 小売業 食料品 5%

118,935 岐阜県 下呂市 ヒロコ美容室 サービス 理容・美容業 5%

118,936 岐阜県 下呂市 冨岳 サービス 宿泊業 5%

118,937 岐阜県 下呂市 富喜屋　食事処　富喜屋 サービス 飲食業 5%

118,938 岐阜県 下呂市 舞台峠観光センター 小売業 その他小売 5%

118,939 岐阜県 下呂市 ペットサロンＣＯＣＯＴ サービス その他サービス 5%

118,940 岐阜県 下呂市 望川館 サービス 宿泊業 5%

118,941 岐阜県 下呂市 ホテル水明館 サービス 宿泊業 5%

118,942 岐阜県 下呂市 まぜ川上健康農園　まぜ川上健康農園 サービス その他サービス 5%

118,943 岐阜県 下呂市 馬瀬川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,944 岐阜県 下呂市 マツオカ　金山店 小売業 食料品 5%
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118,945 岐阜県 下呂市 マツオカ　萩原店 小売業 食料品 5%

118,946 岐阜県 下呂市 マルス写真スタジオ サービス その他サービス 5%

118,947 岐阜県 下呂市 緑の館 珈琲焙煎所 小売業 食料品 5%

118,948 岐阜県 下呂市 南飛騨観光バス株式会社 サービス 運輸業 5%

118,949 岐阜県 下呂市 宮地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,950 岐阜県 下呂市 村江電気 小売業 電化製品 5%

118,951 岐阜県 下呂市 やきにく大使 サービス 飲食業 5%

118,952 岐阜県 下呂市 ヤマカワ　本店 小売業 食料品 5%

118,953 岐阜県 下呂市 ヤマカワ　招猫店 小売業 食料品 5%

118,954 岐阜県 下呂市 山口石油本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,955 岐阜県 下呂市 ＹＡＭＡＴＯＹＡ 小売業 衣料品 5%

118,956 岐阜県 下呂市 有限会社　金山昭石 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,957 岐阜県 下呂市 有限会社竹腰商会 サービス その他サービス 5%

118,958 岐阜県 下呂市 有限会社マシタラジオ　マシタラジオ 小売業 電化製品 5%

118,959 岐阜県 下呂市 ラ　ヴィータ　エ　ベッラ サービス 飲食業 5%

118,960 岐阜県 下呂市 らいおん ブティックらいおん 小売業 衣料品 5%

118,961 岐阜県 下呂市 らいおん コンピュータサポートらいおん 小売業 電化製品 5%

118,962 岐阜県 下呂市 ラムネ屋 サービス 飲食業 5%

118,963 岐阜県 下呂市 ルート４１ＧＥＲＯセルフステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,964 岐阜県 神戸町 アトリエ待夢 サービス その他サービス 5%

118,965 岐阜県 神戸町 アトリエゆまあひ不思議の森 小売業 衣料品 5%

118,966 岐阜県 神戸町 Ｖ　Ｉ　Ｓ　Ａ　Ｖ　Ｉ　Ｓ　神戸店 サービス 理容・美容業 5%

118,967 岐阜県 神戸町 ウインドフクデン 小売業 電化製品 5%

118,968 岐阜県 神戸町 お菓子処　平野屋 小売業 食料品 5%

118,969 岐阜県 神戸町 Ｃａｆｅほっくら サービス 飲食業 5%

118,970 岐阜県 神戸町 株式会社福田屋石油　広神戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,971 岐阜県 神戸町 グラシア サービス 飲食業 5%

118,972 岐阜県 神戸町 神戸町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,973 岐阜県 神戸町 セブン－イレブン神戸町役場前店 小売業 食料品 2%

118,974 岐阜県 神戸町 ｃｏｃｏｈｕｇ サービス その他サービス 5%

118,975 岐阜県 神戸町 コダマ電化 小売業 電化製品 5%

118,976 岐阜県 神戸町 コダマ電化 コダマ電化 小売業 電化製品 5%

118,977 岐阜県 神戸町 ＳＨＯＥ愛ＬＡＮＤシロトリ 小売業 衣料品 5%

118,978 岐阜県 神戸町 Ｎｏｔｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

118,979 岐阜県 神戸町 飛騨牛てっちゃん本店 サービス 飲食業 5%

118,980 岐阜県 神戸町 広神戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,981 岐阜県 神戸町 ｈａｉｒＬａｍｐ サービス 理容・美容業 5%

118,982 岐阜県 神戸町 丸善薬局 小売業 その他小売 5%

118,983 岐阜県 神戸町 宮川でんき 小売業 電化製品 5%

118,984 岐阜県 神戸町 Ｌａ ｌｉｎｏ 小売業 衣料品 5%

118,985 岐阜県 神戸町 ロワール神戸店 小売業 その他小売 5%

118,986 岐阜県 坂祝町 ウインド　いのうえ 小売業 電化製品 5%
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118,987 岐阜県 坂祝町 カーショップフロンティア 小売業 その他小売 5%

118,988 岐阜県 坂祝町 カイロプラクティックＡｚ サービス 理容・美容業 5%

118,989 岐阜県 坂祝町 カイロプラクティックＡｚ サービス 理容・美容業 5%

118,990 岐阜県 坂祝町 カイロプラクティックＡｚ サービス 理容・美容業 5%

118,991 岐阜県 坂祝町 カイロプラクティックＡｚ サービス 理容・美容業 5%

118,992 岐阜県 坂祝町 希林館　希林館 サービス 飲食業 5%

118,993 岐阜県 坂祝町 小西砕石工業所　本社　坂祝工場 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,994 岐阜県 坂祝町 柴田自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

118,995 岐阜県 坂祝町 パティオ２１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

118,996 岐阜県 坂祝町 ロザリエッタ サービス 飲食業 5%

118,997 岐阜県 白川町 一力屋 小売業 食料品 5%

118,998 岐阜県 白川町 セブン－イレブン加茂白川店 小売業 食料品 2%

118,999 岐阜県 白川町 玉苑 サービス 飲食業 5%

119,000 岐阜県 白川町 黒川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,001 岐阜県 白川町 白川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,002 岐阜県 白川町 スマイルショップエイトクヤ 小売業 その他小売 5%

119,003 岐阜県 白川町 髙木博幸 小売業 食料品 5%

119,004 岐阜県 白川町 ＤＤ白川口店 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,005 岐阜県 白川町 トータルファッション　柏屋 小売業 衣料品 5%

119,006 岐阜県 白川町 新田農機商会 小売業 その他小売 5%

119,007 岐阜県 白川町 農家レストランまんま サービス 飲食業 5%

119,008 岐阜県 白川町 ますぶち園　ますぶち園本店 小売業 食料品 5%

119,009 岐阜県 白川町 マツオカ　白川店 小売業 食料品 5%

119,010 岐阜県 白川町 美濃黒川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,011 岐阜県 白川町 美濃白川ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

119,012 岐阜県 白川町 森のいかけ屋 小売業 衣料品 5%

119,013 岐阜県 白川町 有限会社　泉屋　泉屋クリーニング サービス その他サービス 5%

119,014 岐阜県 白川町 有限会社佐見自動車 サービス その他サービス 5%

119,015 岐阜県 白川町 有　ダイヘイオート サービス その他サービス 5%

119,016 岐阜県 白川村 お食事処　いろり サービス 飲食業 5%

119,017 岐阜県 白川村 お食事処けやき サービス 飲食業 5%

119,018 岐阜県 白川村 お土産いろり 小売業 その他小売 5%

119,019 岐阜県 白川村 今藤商店 小売業 食料品 5%

119,020 岐阜県 白川村 白川郷の湯 サービス 宿泊業 5%

119,021 岐阜県 白川村 白川支店 小売業 その他小売 5%

119,022 岐阜県 白川村 しらみずの湯 サービス その他サービス 5%

119,023 岐阜県 白川村 シルクショップ絹 小売業 その他小売 5%

119,024 岐阜県 白川村 城山館 サービス 宿泊業 5%

119,025 岐阜県 白川村 藤助の湯　ふじや サービス 宿泊業 5%

119,026 岐阜県 白川村 御母衣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,027 岐阜県 白川村 山峡の家 小売業 家具・調度品 5%

119,028 岐阜県 関ケ原町 ウッドペッカー ウッドペッカー 小売業 その他小売 5%
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119,029 岐阜県 関ケ原町 北村電化センター 小売業 電化製品 5%

119,030 岐阜県 関ケ原町 児玉自転車店 小売業 その他小売 5%

119,031 岐阜県 関ケ原町 胡麻の郷 小売業 食料品 5%

119,032 岐阜県 関ケ原町 セブン－イレブン関ケ原インター店 小売業 食料品 2%

119,033 岐阜県 関ケ原町 関ヶ原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,034 岐阜県 関ケ原町 Ｓｅｋｉｇａｈａｒａ花伊吹 小売業 その他小売 5%

119,035 岐阜県 関ケ原町 でんかのテクスこやま 小売業 電化製品 5%

119,036 岐阜県 関ケ原町 不破電気商会 小売業 電化製品 5%

119,037 岐阜県 関ケ原町 セブン－イレブン米原野一色店 小売業 食料品 2%

119,038 岐阜県 関ケ原町 メガネの杉方 サービス その他サービス 5%

119,039 岐阜県 関市 Ｅｙｅｗｅａｒｓｈｏｐａｍｉ サービス その他サービス 5%

119,040 岐阜県 関市 あおい自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

119,041 岐阜県 関市 アオキーズピザ　関店　関店 小売業 食料品 5%

119,042 岐阜県 関市 赤札堂　関店 小売業 貴金属・服飾品 5%

119,043 岐阜県 関市 Ａｒｏｍａ　ｏｆ　Ｋｏｎａ サービス 飲食業 5%

119,044 岐阜県 関市 株式会社イースペース サービス その他サービス 5%

119,045 岐阜県 関市 居食屋　まんざら サービス 飲食業 5%

119,046 岐阜県 関市 出光小瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,047 岐阜県 関市 出光関平賀 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,048 岐阜県 関市 出光関マーゴ前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,049 岐阜県 関市 出光高野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,050 岐阜県 関市 井之口刃物製作所 サービス その他サービス 5%

119,051 岐阜県 関市 うまけりゃいいや福佐屋 サービス 飲食業 5%

119,052 岐阜県 関市 ウラタ薬局仲町店 小売業 その他小売 5%

119,053 岐阜県 関市 ウラタ薬局本店 小売業 その他小売 5%

119,054 岐阜県 関市 ｕｌｕｓｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

119,055 岐阜県 関市 エコアースファーム 小売業 食料品 5%

119,056 岐阜県 関市 オーエス　オーエス　ジョイカル関ひがし店 小売業 その他小売 5%

119,057 岐阜県 関市 オートライン サービス その他サービス 5%

119,058 岐阜県 関市 お掃除屋さんのＫＴ サービス その他サービス 5%

119,059 岐阜県 関市 オートワークジャパン 小売業 その他小売 5%

119,060 岐阜県 関市 ガーバー・サカイ 小売業 電化製品 5%

119,061 岐阜県 関市 カイロプラクティックＳｕｎ サービス 理容・美容業 5%

119,062 岐阜県 関市 かごの屋関サービスエリア サービス 飲食業 5%

119,063 岐阜県 関市 家電サポートさかい 小売業 電化製品 5%

119,064 岐阜県 関市 兼進刃物製作所 小売業 その他小売 5%

119,065 岐阜県 関市 兼進刃物製作所 小売業 電化製品 5%

119,066 岐阜県 関市 兼進刃物製作所 小売業 その他小売 5%

119,067 岐阜県 関市 兼進刃物製作所 小売業 その他小売 5%

119,068 岐阜県 関市 Ｃａｆｅ庵樹 サービス 飲食業 5%

119,069 岐阜県 関市 カフェ庵樹　カフェ庵樹 サービス 飲食業 5%

119,070 岐阜県 関市 株式会社ＥＦＡ サービス その他サービス 5%

2837



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

119,071 岐阜県 関市 株式会社刃物屋トギノン　株式会社刃物屋トギノン　本社 小売業 その他小売 5%

119,072 岐阜県 関市 上之保ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,073 岐阜県 関市 カメラのアマノ　関緑ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

119,074 岐阜県 関市 カリスボーテ関本店 サービス 理容・美容業 5%

119,075 岐阜県 関市 Ｇａｒａｇｅ　Ｈｉｒｏ サービス その他サービス 5%

119,076 岐阜県 関市 カレーハウスココイチバンヤ関鋳物師屋店 サービス 飲食業 2%

119,077 岐阜県 関市 カレーハウスココ壱番屋関緑ヶ丘店 サービス 飲食業 2%

119,078 岐阜県 関市 カレーハウスココイチバンヤ関山田店 サービス 飲食業 2%

119,079 岐阜県 関市 ガレ－ジくるま屋 サービス その他サービス 5%

119,080 岐阜県 関市 河合塾マナビス関校 サービス その他サービス 2%

119,081 岐阜県 関市 岐阜県刃物会館 小売業 その他小売 5%

119,082 岐阜県 関市 京都有喜屋和蕎庵 サービス 飲食業 5%

119,083 岐阜県 関市 グッドパートナー サービス 理容・美容業 5%

119,084 岐阜県 関市 グッドパートナー＆よつは サービス 理容・美容業 5%

119,085 岐阜県 関市 靴のホッタ　エルパス関店 小売業 その他小売 5%

119,086 岐阜県 関市 マルコ 小売業 その他小売 5%

119,087 岐阜県 関市 クリーニング中京 サービス その他サービス 5%

119,088 岐阜県 関市 クロロフイル美顔教室　ますだや 小売業 その他小売 5%

119,089 岐阜県 関市 健康ＲｏｏｍＢｅｇｉｎ　ＬＵＣＥ サービス その他サービス 5%

119,090 岐阜県 関市 珈琲自家焙煎店 開化珈琲 小売業 食料品 5%

119,091 岐阜県 関市 ｃｏｔａｃｈｉｏｔ サービス 飲食業 5%

119,092 岐阜県 関市 韓国料理キムチェ サービス 飲食業 5%

119,093 岐阜県 関市 サイクルステーション林 小売業 その他小売 5%

119,094 岐阜県 関市 サイクルディーラークワトロ関店 小売業 その他小売 5%

119,095 岐阜県 関市 酒アルコ関店 小売業 食料品 5%

119,096 岐阜県 関市 サワセイ　セキテン 小売業 その他小売 5%

119,097 岐阜県 関市 ＳＵＮＰＡＹＡＴＩ サービス その他サービス 5%

119,098 岐阜県 関市 サンパル梅ケ枝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,099 岐阜県 関市 サンライズ家電　こがね 小売業 電化製品 5%

119,100 岐阜県 関市 サンライズ家電シノダ 小売業 電化製品 5%

119,101 岐阜県 関市 志津刃物製作所 小売業 家具・調度品 5%

119,102 岐阜県 関市 シネックスマーゴ サービス その他サービス 5%

119,103 岐阜県 関市 寝装のわた勇 小売業 家具・調度品 5%

119,104 岐阜県 関市 神明温泉湯元すぎ嶋 サービス 宿泊業 5%

119,105 岐阜県 関市 シンワ菱油　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,106 岐阜県 関市 ＺーＷＡＶＥ サービス 理容・美容業 5%

119,107 岐阜県 関市 ＺーＷＡＶＥ　ズィーウエイブ　Ｚ?ＷＡＶＥ　ズィーウエイブ サービス 理容・美容業 5%

119,108 岐阜県 関市 スクールショップ名紳美濃関店 小売業 衣料品 5%

119,109 岐阜県 関市 スーパーバリュー　関店 小売業 家具・調度品 5%

119,110 岐阜県 関市 住まいる家電うえむら 小売業 電化製品 5%

119,111 岐阜県 関市 住まいる家電やすだ 小売業 電化製品 5%

119,112 岐阜県 関市 関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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119,113 岐阜県 関市 関兼次刃物株式会社 小売業 電化製品 5%

119,114 岐阜県 関市 関北ＳＳ　有限会社山西石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,115 岐阜県 関市 セブン－イレブン関市市平賀店 小売業 食料品 2%

119,116 岐阜県 関市 セブン－イレブン関市山王通店 小売業 食料品 2%

119,117 岐阜県 関市 セブン－イレブン関市下有知北店 小売業 食料品 2%

119,118 岐阜県 関市 セブン－イレブン関市東新町店 小売業 食料品 2%

119,119 岐阜県 関市 セブン－イレブン関市肥田瀬店 小売業 食料品 2%

119,120 岐阜県 関市 セブン－イレブン関市平和通８丁目店 小売業 食料品 2%

119,121 岐阜県 関市 関ダイハツ　林モータース　関ダイハツ　有限会社林モータース サービス その他サービス 5%

119,122 岐阜県 関市 関富野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,123 岐阜県 関市 関刃物センター 小売業 その他小売 5%

119,124 岐阜県 関市 そばのカフェおくど サービス 飲食業 5%

119,125 岐阜県 関市 高井刃物 小売業 その他小売 5%

119,126 岐阜県 関市 タカラヤ 小売業 その他小売 5%

119,127 岐阜県 関市 ｔｕｃｋｓｈｏｐ　中日本航空専門学校 小売業 食料品 5%

119,128 岐阜県 関市 中濃代行 サービス その他サービス 5%

119,129 岐阜県 関市 津保ＳＳ　有限会社岡部石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,130 岐阜県 関市 ＴＣＰ　Ｂｌａｃｋ サービス その他サービス 5%

119,131 岐阜県 関市 ＤＰ関 サービス 理容・美容業 5%

119,132 岐阜県 関市 テクスヨコイ ＴＥＣＳヨコイ 小売業 電化製品 5%

119,133 岐阜県 関市 でんきハウスにしだ 小売業 電化製品 5%

119,134 岐阜県 関市 トヨタレンタリース岐阜　関店 サービス その他サービス 2%

119,135 岐阜県 関市 ドリーム家電ナカムラ 小売業 電化製品 5%

119,136 岐阜県 関市 とんかつの太田家 とんかつの太田家 サービス 飲食業 5%

119,137 岐阜県 関市 肉めし家 サービス 飲食業 5%

119,138 岐阜県 関市 ニ光代行　２号車 サービス その他サービス 5%

119,139 岐阜県 関市 二光代行 サービス 運輸業 5%

119,140 岐阜県 関市 西本郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,141 岐阜県 関市 パウメトウおぜ４１８ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,142 岐阜県 関市 パウメトウ東新ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,143 岐阜県 関市 パウメトウ緑ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,144 岐阜県 関市 長谷川刃物株式会社 サービス その他サービス 5%

119,145 岐阜県 関市 バックスラッシュ サービス その他サービス 5%

119,146 岐阜県 関市 ハネルカフェ サービス 飲食業 5%

119,147 岐阜県 関市 （株）ヒサヤ商店 小売業 衣料品 5%

119,148 岐阜県 関市 ヒサヤ本店　ヒサヤ 小売業 衣料品 5%

119,149 岐阜県 関市 ファミリーファッションいしはら 小売業 衣料品 5%

119,150 岐阜県 関市 フォレストベル サービス その他サービス 5%

119,151 岐阜県 関市 ふくすけ代行　１号車 サービス その他サービス 5%

119,152 岐阜県 関市 ＦＵＫＵＴＡ　ＴＩＲＥ 小売業 その他小売 5%

119,153 岐阜県 関市 プラザＡ　マルゴ関店 小売業 衣料品 5%

119,154 岐阜県 関市 ふる里農園美の関 小売業 食料品 5%
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119,155 岐阜県 関市 ｈａｉｒｓａｌｏｎＯｌｕＯｌｕ サービス 理容・美容業 5%

119,156 岐阜県 関市 ヘアーサロンすぎ山 サービス その他サービス 5%

119,157 岐阜県 関市 ＨＡＩＲＧＡＬＬＥＲＹＡＲＴＤＥＣＯ関店 サービス 理容・美容業 5%

119,158 岐阜県 関市 Ｈｏｔ　ｅｃｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

119,159 岐阜県 関市 マクドナルド関大平町店 サービス 飲食業 2%

119,160 岐阜県 関市 マクドナルド関マーゴ店 サービス 飲食業 2%

119,161 岐阜県 関市 孫六 サービス 飲食業 5%

119,162 岐阜県 関市 株式会社孫六煎餅本舗 小売業 食料品 5%

119,163 岐阜県 関市 マサヒロ 小売業 その他小売 5%

119,164 岐阜県 関市 マツオカ 武儀店 小売業 食料品 5%

119,165 岐阜県 関市 マブチ自動車 サービス その他サービス 5%

119,166 岐阜県 関市 丸吉寿司 サービス 飲食業 5%

119,167 岐阜県 関市 道の駅ラステンほらど サービス その他サービス 5%

119,168 岐阜県 関市 ミツヤ本店 小売業 その他小売 5%

119,169 岐阜県 関市 みなさまのもちまた 小売業 その他小売 5%

119,170 岐阜県 関市 美濃関 小売業 その他小売 5%

119,171 岐阜県 関市 メロンファーム　ハンバーガー サービス 飲食業 5%

119,172 岐阜県 関市 山田農場たまご 小売業 食料品 5%

119,173 岐阜県 関市 山秀 小売業 その他小売 5%

119,174 岐阜県 関市 ヤマベイ 小売業 食料品 5%

119,175 岐阜県 関市 ㈲カトウラジオ 小売業 電化製品 5%

119,176 岐阜県 関市 有限会社ジーツー 小売業 その他小売 5%

119,177 岐阜県 関市 ユーカリ 小売業 その他小売 5%

119,178 岐阜県 関市 洋菓子店　ミノーヴ　洋菓子店ミノーヴ 小売業 食料品 5%

119,179 岐阜県 関市 ＲＥＡＣＨ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

119,180 岐阜県 関市 理容藤川　理容　藤川 サービス 理容・美容業 5%

119,181 岐阜県 関市 良平商店 小売業 食料品 5%

119,182 岐阜県 関市 Ｌｅａｔｈｅｒｇｏｏｄｓ＆ａｃｃｅｓｓｏｒｙｃｏｌｏｒ 小売業 衣料品 5%

119,183 岐阜県 関市 ＲＯＹＡＬＲＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

119,184 岐阜県 関市 ＲＯＴＴＡ ｄｉ Ｄｉｏ サービス 理容・美容業 5%

119,185 岐阜県 関市 ワインショップアミ 小売業 食料品 5%

119,186 岐阜県 高山市 ＡＲＴＳ　ＣＲＡＦＴ　ＪＡＰＡＮ 小売業 家具・調度品 5%

119,187 岐阜県 高山市 アイッシュ 小売業 電化製品 5%

119,188 岐阜県 高山市 アウトドアショップコング 小売業 その他小売 5%

119,189 岐阜県 高山市 青 小売業 衣料品 5%

119,190 岐阜県 高山市 あおぞら犬猫病院 サービス その他サービス 5%

119,191 岐阜県 高山市 赤保木自動車 小売業 その他小売 5%

119,192 岐阜県 高山市 秋神ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,193 岐阜県 高山市 あさのや 小売業 その他小売 5%

119,194 岐阜県 高山市 朝日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,195 岐阜県 高山市 朝日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,196 岐阜県 高山市 足湯の里サクラサクラゆあみ屋 小売業 家具・調度品 5%
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119,197 岐阜県 高山市 ａｃｅｒｏ サービス 飲食業 5%

119,198 岐阜県 高山市 アトミックオートサービス サービス その他サービス 5%

119,199 岐阜県 高山市 アパマンショップ飛騨高山店 サービス その他サービス 2%

119,200 岐阜県 高山市 奄美旬鮮　がじゅまる サービス 飲食業 5%

119,201 岐阜県 高山市 ＡＹＡＧＲＡＮＤＥ サービス 飲食業 5%

119,202 岐阜県 高山市 アロマショップＨＥＲＢＳ 小売業 その他小売 5%

119,203 岐阜県 高山市 アンクラブエリナ 小売業 衣料品 5%

119,204 岐阜県 高山市 Ｕｎ ｄｕ ｐｌａｉｓｉｒ 高山西之一色店 サービス 飲食業 5%

119,205 岐阜県 高山市 あんと サービス 飲食業 5%

119,206 岐阜県 高山市 イーグルコーヒー高山 サービス 飲食業 5%

119,207 岐阜県 高山市 ＥＶＩＬＴＥＸ サービス 飲食業 5%

119,208 岐阜県 高山市 石水スキーレッスン サービス その他サービス 5%

119,209 岐阜県 高山市 ｉｓｎ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

119,210 岐阜県 高山市 櫟 サービス 飲食業 5%

119,211 岐阜県 高山市 一宝水 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,212 岐阜県 高山市 出光桐生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,213 岐阜県 高山市 出光セルフ高山三福寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,214 岐阜県 高山市 ＩＮＡＢＡ 小売業 衣料品 5%

119,215 岐阜県 高山市 いまい文具店 小売業 その他小売 5%

119,216 岐阜県 高山市 居楽屋　檜 サービス 飲食業 5%

119,217 岐阜県 高山市 いろりの民宿　惣助 サービス 宿泊業 5%

119,218 岐阜県 高山市 イワキ電化 小売業 電化製品 5%

119,219 岐阜県 高山市 イワサキ 小売業 その他小売 5%

119,220 岐阜県 高山市 岩田商店　配達灯油 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,221 岐阜県 高山市 隠庵ひだ路 サービス その他サービス 5%

119,222 岐阜県 高山市 Ｖｉｌｌａ　ｉｎ　Ｍａｔｓｕｋｕｒａ サービス 宿泊業 5%

119,223 岐阜県 高山市 右衛門横町 サービス 飲食業 5%

119,224 岐阜県 高山市 ウオスエ 小売業 その他小売 5%

119,225 岐阜県 高山市 牛丸石油　桐生給油所 小売業 その他小売 5%

119,226 岐阜県 高山市 牛丸石油　セルフ高山三福寺給油所 小売業 その他小売 5%

119,227 岐阜県 高山市 牛丸石油株式会社高山営業所 小売業 その他小売 5%

119,228 岐阜県 高山市 ウシマル電器 小売業 電化製品 5%

119,229 岐阜県 高山市 ウッドプロカマック サービス その他サービス 5%

119,230 岐阜県 高山市 馬印三嶋豆本舗 小売業 食料品 5%

119,231 岐阜県 高山市 Ａコープ奥ひだ店 小売業 その他小売 5%

119,232 岐阜県 高山市 Ａコープ清見店 小売業 その他小売 5%

119,233 岐阜県 高山市 Ａコープ久々野店 小売業 その他小売 5%

119,234 岐阜県 高山市 Ａコープにゅうかわ店 小売業 その他小売 5%

119,235 岐阜県 高山市 Ａコープほんごう店 小売業 その他小売 5%

119,236 岐阜県 高山市 Ａ－Ｚ 小売業 貴金属・服飾品 5%

119,237 岐阜県 高山市 有限会社荏名モータース 小売業 その他小売 5%

119,238 岐阜県 高山市 ＥｎｅＪｅｔ高山桐生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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119,239 岐阜県 高山市 ＥｎｅＪｅｔ高山新宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,240 岐阜県 高山市 ＥｎｅＪｅｔ高山バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,241 岐阜県 高山市 ｍ－ｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

119,242 岐阜県 高山市 Ｌ・Ｂセカンド サービス 理容・美容業 5%

119,243 岐阜県 高山市 オークヴィレッジ 小売業 家具・調度品 5%

119,244 岐阜県 高山市 おおたか 小売業 家具・調度品 5%

119,245 岐阜県 高山市 有限会社オートボディーツタ サービス その他サービス 5%

119,246 岐阜県 高山市 オーベルジュ飛騨の森 サービス その他サービス 5%

119,247 岐阜県 高山市 奥飛騨ガーデンホテル焼岳 サービス 宿泊業 5%

119,248 岐阜県 高山市 奥飛騨の宿故郷 サービス その他サービス 5%

119,249 岐阜県 高山市 おさんぽ日和 サービス その他サービス 5%

119,250 岐阜県 高山市 お食事処　桜花 サービス 飲食業 5%

119,251 岐阜県 高山市 お食事処　みかど サービス 飲食業 5%

119,252 岐阜県 高山市 お食事処あんき屋 サービス 飲食業 5%

119,253 岐阜県 高山市 お食事処禄次 サービス 飲食業 5%

119,254 岐阜県 高山市 オステリア・ラ・フォルケッタ サービス 飲食業 5%

119,255 岐阜県 高山市 オステリア　ラ　フォルケッタ サービス 飲食業 5%

119,256 岐阜県 高山市 お箸のたくみ 小売業 その他小売 5%

119,257 岐阜県 高山市 ＯＢＳＣＵＲＯ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

119,258 岐阜県 高山市 オーベルジュ飛騨の森 サービス 宿泊業 5%

119,259 岐阜県 高山市 お土産処　角桑　朝市店 小売業 その他小売 5%

119,260 岐阜県 高山市 お土産処　角桑　本店 小売業 その他小売 5%

119,261 岐阜県 高山市 お宿　八兵衛 サービス 宿泊業 5%

119,262 岐阜県 高山市 お宿山久 サービス 宿泊業 5%

119,263 岐阜県 高山市 ＯＹＡＤＯ夢の屋 サービス 宿泊業 5%

119,264 岐阜県 高山市 ＯＹＡＤＯ夢の屋 サービス 宿泊業 5%

119,265 岐阜県 高山市 游ぐクマ サービス 飲食業 5%

119,266 岐阜県 高山市 お料理　仕出し　飛騨のしょうけめし　やまと サービス 飲食業 5%

119,267 岐阜県 高山市 カーサイト・まえだ サービス その他サービス 5%

119,268 岐阜県 高山市 カーボーイ サービス その他サービス 5%

119,269 岐阜県 高山市 角一本店 小売業 食料品 5%

119,270 岐阜県 高山市 家具木の國屋 小売業 その他小売 5%

119,271 岐阜県 高山市 家具木の國屋 小売業 家具・調度品 5%

119,272 岐阜県 高山市 家具工房　雉子舎　Ｇａｌｌｅｒｙ 小売業 家具・調度品 5%

119,273 岐阜県 高山市 角正 サービス 飲食業 5%

119,274 岐阜県 高山市 学生服のテラダ 小売業 その他小売 5%

119,275 岐阜県 高山市 隠庵　ひだ路 サービス 宿泊業 5%

119,276 岐阜県 高山市 カットルームＫＡＺ サービス 理容・美容業 5%

119,277 岐阜県 高山市 割烹なかさい サービス 飲食業 5%

119,278 岐阜県 高山市 カフェ　ベルヴェナー サービス 飲食業 5%

119,279 岐阜県 高山市 カフェ青 サービス 飲食業 5%

119,280 岐阜県 高山市 Ｃａｆｅ　＆　Ｔａｐａｓ　Ｃａｓａ　Ｓｏｌａ（カサ　ソラ） サービス 飲食業 5%
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119,281 岐阜県 高山市 カフェ植村 サービス 飲食業 5%

119,282 岐阜県 高山市 ｃａｆｅ楓 サービス 飲食業 5%

119,283 岐阜県 高山市 カフェテリアａｉ サービス 飲食業 5%

119,284 岐阜県 高山市 カフェピコ サービス 飲食業 5%

119,285 岐阜県 高山市 株式会社宮長 小売業 電化製品 5%

119,286 岐阜県 高山市 カマの酒屋 小売業 食料品 5%

119,287 岐阜県 高山市 カマの酒屋　国府店 小売業 食料品 5%

119,288 岐阜県 高山市 髪工房　タケバヤシ サービス 理容・美容業 5%

119,289 岐阜県 高山市 カメラのながを 小売業 その他小売 5%

119,290 岐阜県 高山市 からあげのどん サービス 飲食業 5%

119,291 岐阜県 高山市 カラオケシティリラックス東山店 サービス その他サービス 5%

119,292 岐阜県 高山市 カラオケハウス　ピコット サービス 飲食業 5%

119,293 岐阜県 高山市 臥龍の郷 サービス 宿泊業 5%

119,294 岐阜県 高山市 カレーハウスココイチバンヤ高山国道４１号店 サービス 飲食業 2%

119,295 岐阜県 高山市 川尻酒造場 サービス 飲食業 5%

119,296 岐阜県 高山市 北六株式会社 サービス その他サービス 5%

119,297 岐阜県 高山市 ＫＩＳＳＥ　ＫＩＳＳＥ サービス 飲食業 5%

119,298 岐阜県 高山市 キッチン工房あじさい サービス 飲食業 5%

119,299 岐阜県 高山市 ギャラリー森の芽ぐみ 小売業 家具・調度品 5%

119,300 岐阜県 高山市 牛まん喜八郎上三之町店 小売業 食料品 5%

119,301 岐阜県 高山市 牛まん喜八郎安川店 小売業 食料品 5%

119,302 岐阜県 高山市 久々野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,303 岐阜県 高山市 久々野バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,304 岐阜県 高山市 寛ぎの舎　游 サービス 宿泊業 5%

119,305 岐阜県 高山市 寛ぎの舎　游 サービス 宿泊業 5%

119,306 岐阜県 高山市 クライミングジム　ハイマウント サービス その他サービス 5%

119,307 岐阜県 高山市 暮しの衣料マツオカ昭和店 小売業 衣料品 5%

119,308 岐阜県 高山市 蔵食房　龍々 サービス 飲食業 5%

119,309 岐阜県 高山市 くるみ温泉＆キャンプ サービス 宿泊業 5%

119,310 岐阜県 高山市 くろき呉服店 小売業 衣料品 5%

119,311 岐阜県 高山市 クロロフイル美顔教室まどか 小売業 その他小売 5%

119,312 岐阜県 高山市 クロワッサン専門店　アンデルセン 小売業 食料品 5%

119,313 岐阜県 高山市 ケイタイ屋　カマック サービス その他サービス 5%

119,314 岐阜県 高山市 ゲストハウス＆カフェＳＯＹ サービス 飲食業 5%

119,315 岐阜県 高山市 ゲストハウス「日の出」 サービス 宿泊業 5%

119,316 岐阜県 高山市 糀屋柴田春次商店　二之町店 小売業 食料品 5%

119,317 岐阜県 高山市 糀屋柴田春次商店　本店 小売業 食料品 5%

119,318 岐阜県 高山市 糀屋柴田春次商店　宮川朝市店 小売業 食料品 5%

119,319 岐阜県 高山市 向田会計事務所 サービス その他サービス 5%

119,320 岐阜県 高山市 香舗能登屋 小売業 その他小売 5%

119,321 岐阜県 高山市 こうぼう サービス 飲食業 5%

119,322 岐阜県 高山市 国府モータース 小売業 その他小売 5%
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119,323 岐阜県 高山市 国分寺通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,324 岐阜県 高山市 ｃｏｃｏｒｕ～洋服と雑貨のお店～ 小売業 衣料品 5%

119,325 岐阜県 高山市 ＫＯＣＯＲＯＮＯ 小売業 衣料品 5%

119,326 岐阜県 高山市 コサカ楽器　カルパティオ店 小売業 その他小売 5%

119,327 岐阜県 高山市 コサカ楽器　本店 小売業 その他小売 5%

119,328 岐阜県 高山市 有限会社こすぎＡＣＴ 小売業 家具・調度品 5%

119,329 岐阜県 高山市 小瀬徳酒店 小売業 食料品 5%

119,330 岐阜県 高山市 ゴトウ自動車ガラス高山店 小売業 その他小売 5%

119,331 岐阜県 高山市 ＫＯＭＡＣＨＩ 小売業 その他小売 5%

119,332 岐阜県 高山市 サイクルセンターきたちょうドーム 小売業 その他小売 5%

119,333 岐阜県 高山市 坂本酒店 小売業 食料品 5%

119,334 岐阜県 高山市 ［ＨＣ］桜井電器 小売業 電化製品 5%

119,335 岐阜県 高山市 酒のつづく 小売業 食料品 5%

119,336 岐阜県 高山市 ザミュージアムショップ 小売業 その他小売 5%

119,337 岐阜県 高山市 ＳＡＮ　ＡＩ　ＨＡＮＤＭＡＤＥ 小売業 その他小売 5%

119,338 岐阜県 高山市 ＳＡＮＧＡＷＡＹＡ 小売業 家具・調度品 5%

119,339 岐阜県 高山市 ＳＡＮＧＡＷＡＹＡ 小売業 家具・調度品 5%

119,340 岐阜県 高山市 三川屋　欅店 小売業 家具・調度品 5%

119,341 岐阜県 高山市 三川屋　本店 小売業 家具・調度品 5%

119,342 岐阜県 高山市 サンタの創庫　岡本店 小売業 その他小売 5%

119,343 岐阜県 高山市 サンタの創庫　新宮店 小売業 その他小売 5%

119,344 岐阜県 高山市 サンタの創庫岐阜南店 小売業 その他小売 5%

119,345 岐阜県 高山市 サンタの創庫土岐市店 小売業 その他小売 5%

119,346 岐阜県 高山市 山都タクシー サービス その他サービス 5%

119,347 岐阜県 高山市 サンバリー サービス その他サービス 5%

119,348 岐阜県 高山市 Ｓｅｅ　Ｑｕｅｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

119,349 岐阜県 高山市 塩沢山荘 サービス 宿泊業 5%

119,350 岐阜県 高山市 四季折々集Ｂａｒ サービス 飲食業 5%

119,351 岐阜県 高山市 四季旬彩　やました サービス 飲食業 5%

119,352 岐阜県 高山市 地ビール飛騨 小売業 その他小売 5%

119,353 岐阜県 高山市 じびるや サービス 飲食業 5%

119,354 岐阜県 高山市 株式会社シマダ 小売業 その他小売 5%

119,355 岐阜県 高山市 シマヤラクール飛騨高山店 小売業 食料品 5%

119,356 岐阜県 高山市 下山酒店 小売業 食料品 5%

119,357 岐阜県 高山市 シャトレーヌ　高山店 サービス その他サービス 5%

119,358 岐阜県 高山市 ｊｕｎｇｌｅ　Ｂｒｅａｔｈ サービス その他サービス 5%

119,359 岐阜県 高山市 ジャンボあらき　花岡店 小売業 その他小売 5%

119,360 岐阜県 高山市 旬庵 サービス 飲食業 5%

119,361 岐阜県 高山市 旬食光吉 サービス 飲食業 5%

119,362 岐阜県 高山市 春草堂 小売業 その他小売 5%

119,363 岐阜県 高山市 荘川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,364 岐阜県 高山市 荘川支店 小売業 その他小売 5%
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119,365 岐阜県 高山市 鍾乳洞白樺売店 小売業 家具・調度品 5%

119,366 岐阜県 高山市 松宝苑 サービス 宿泊業 5%

119,367 岐阜県 高山市 Ｓｈｏｔ　Ｂａｒ　醒謨里場 サービス 飲食業 5%

119,368 岐阜県 高山市 ｓｈｏｐ　ルピア 小売業 衣料品 5%

119,369 岐阜県 高山市 志良政 小売業 家具・調度品 5%

119,370 岐阜県 高山市 株式会社真工藝 サービス その他サービス 5%

119,371 岐阜県 高山市 ＪＩＮＪＩＮ 小売業 その他小売 5%

119,372 岐阜県 高山市 ｓｈｉｎｚｏｕ 小売業 衣料品 5%

119,373 岐阜県 高山市 新平湯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,374 岐阜県 高山市 粋泉荘 サービス 宿泊業 5%

119,375 岐阜県 高山市 スーパーセンターシマヤラクール飛騨高山店 小売業 食料品 5%

119,376 岐阜県 高山市 寿し一貫 あさくら店 サービス 飲食業 5%

119,377 岐阜県 高山市 寿し一貫 あぞうの店 サービス 飲食業 5%

119,378 岐阜県 高山市 寿し一貫 いの店 サービス 飲食業 5%

119,379 岐阜県 高山市 寿し一貫 四万十店 サービス 飲食業 5%

119,380 岐阜県 高山市 寿し一貫 せと店 サービス 飲食業 5%

119,381 岐阜県 高山市 寿し一貫 たかす店 サービス 飲食業 5%

119,382 岐阜県 高山市 Ｓｕｓｈｉ－ＤｉｎｉｎｇＮｏｂ サービス 飲食業 5%

119,383 岐阜県 高山市 鈴木彫刻 小売業 その他小売 5%

119,384 岐阜県 高山市 鈴蘭高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,385 岐阜県 高山市 ステーキハウス　キッチン飛騨 サービス 飲食業 5%

119,386 岐阜県 高山市 有限会社砂原石材　高山店 サービス その他サービス 5%

119,387 岐阜県 高山市 スパホテル　アルピナ飛騨高山 サービス 宿泊業 5%

119,388 岐阜県 高山市 スポーツショップイネ 小売業 その他小売 5%

119,389 岐阜県 高山市 スマートセルフ４１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,390 岐阜県 高山市 寿美吉旅館 サービス その他サービス 5%

119,391 岐阜県 高山市 寿美吉旅館 サービス 宿泊業 5%

119,392 岐阜県 高山市 すみれ荘 サービス 宿泊業 5%

119,393 岐阜県 高山市 すみれリビング株式会社 サービス その他サービス 5%

119,394 岐阜県 高山市 駿河屋アスモ店 小売業 食料品 5%

119,395 岐阜県 高山市 駿河屋エブリ東山店 小売業 食料品 5%

119,396 岐阜県 高山市 駿河屋エブリフレスポ店 小売業 食料品 5%

119,397 岐阜県 高山市 駿河屋　本町店 小売業 食料品 5%

119,398 岐阜県 高山市 駿河屋魚一 小売業 食料品 5%

119,399 岐阜県 高山市 盛光堂印店 小売業 その他小売 5%

119,400 岐阜県 高山市 せせらぎ石油清見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,401 岐阜県 高山市 創作郷土寿司　梗絲 サービス 飲食業 5%

119,402 岐阜県 高山市 創作中華龍々 サービス 飲食業 5%

119,403 岐阜県 高山市 そ舎 サービス 飲食業 5%

119,404 岐阜県 高山市 ＳＯＲＡ?ＡＭＡ　ＨＯＳＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

119,405 岐阜県 高山市 ｓｏｒｏｒ 小売業 衣料品 5%

119,406 岐阜県 高山市 第一産業高山本店 小売業 家具・調度品 5%
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119,407 岐阜県 高山市 大衆焼肉　キリン屋 サービス 飲食業 5%

119,408 岐阜県 高山市 株式会社　大装　高山支店 サービス その他サービス 5%

119,409 岐阜県 高山市 ダイニングキッチンオインクオインク サービス 飲食業 5%

119,410 岐阜県 高山市 タイヤセンター高山 小売業 その他小売 5%

119,411 岐阜県 高山市 タイヤマート２４三福寺店 小売業 その他小売 5%

119,412 岐阜県 高山市 高根支店 小売業 その他小売 5%

119,413 岐阜県 高山市 タカバン サービス その他サービス 5%

119,414 岐阜県 高山市 高村建設株式会社 サービス その他サービス 5%

119,415 岐阜県 高山市 高山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,416 岐阜県 高山市 セブン－イレブン高山石浦町店 小売業 食料品 2%

119,417 岐阜県 高山市 高山インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,418 岐阜県 高山市 高山うさぎ舎 小売業 その他小売 5%

119,419 岐阜県 高山市 高山エース旅行センター　本社営業所 サービス その他サービス 5%

119,420 岐阜県 高山市 セブン－イレブン高山岡本町店 小売業 食料品 2%

119,421 岐阜県 高山市 セブン－イレブン高山上切町店 小売業 食料品 2%

119,422 岐阜県 高山市 高山カラー　Ｓｔｕｄｉｏ　ＩＮ サービス その他サービス 5%

119,423 岐阜県 高山市 セブン－イレブン高山グリーンホテル前店 小売業 食料品 2%

119,424 岐阜県 高山市 セブン－イレブン高山国府バイパス店 小売業 食料品 2%

119,425 岐阜県 高山市 セブン－イレブン高山山王店 小売業 食料品 2%

119,426 岐阜県 高山市 セブン－イレブン高山下切町店 小売業 食料品 2%

119,427 岐阜県 高山市 セブン－イレブン高山下三之町店 小売業 食料品 2%

119,428 岐阜県 高山市 セブン－イレブン高山新宮町店 小売業 食料品 2%

119,429 岐阜県 高山市 高山ダイハツ西之一色店 小売業 その他小売 5%

119,430 岐阜県 高山市 高山ダイハツ本社 小売業 その他小売 5%

119,431 岐阜県 高山市 セブン－イレブン高山名田町４丁目店 小売業 食料品 2%

119,432 岐阜県 高山市 セブン－イレブン高山花岡町店 小売業 食料品 2%

119,433 岐阜県 高山市 高山東山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,434 岐阜県 高山市 高山プリン亭 小売業 食料品 5%

119,435 岐阜県 高山市 高山米穀協業組合 小売業 その他小売 5%

119,436 岐阜県 高山市 セブン－イレブン高山松之木町店 小売業 食料品 2%

119,437 岐阜県 高山市 高山緑ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,438 岐阜県 高山市 高山南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,439 岐阜県 高山市 高山南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,440 岐阜県 高山市 高山南ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,441 岐阜県 高山市 高山山田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,442 岐阜県 高山市 （有）タキデンキ 小売業 電化製品 5%

119,443 岐阜県 高山市 匠館 小売業 家具・調度品 5%

119,444 岐阜県 高山市 匠館　飛騨イタリアン　Ａｒｔｉｇｉａｎｏ サービス 飲食業 5%

119,445 岐阜県 高山市 匠館　飛騨カフェ　Ｌａ　Ｃｈａｉｓｅ サービス 飲食業 5%

119,446 岐阜県 高山市 匠館　ＨＩＤＡ　ＳＴＹＬＥ　ＭＡＲＫＥＴ 小売業 家具・調度品 5%

119,447 岐阜県 高山市 多幸や サービス 飲食業 5%

119,448 岐阜県 高山市 田島館 サービス 宿泊業 5%
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119,449 岐阜県 高山市 田近書店　三福寺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

119,450 岐阜県 高山市 田中商店 小売業 衣料品 5%

119,451 岐阜県 高山市 樽平 サービス 飲食業 5%

119,452 岐阜県 高山市 丹後尚古堂　三之町店 小売業 その他小売 5%

119,453 岐阜県 高山市 丹後尚古堂　本町店 小売業 その他小売 5%

119,454 岐阜県 高山市 チータ黒谷屋 サービス その他サービス 5%

119,455 岐阜県 高山市 地球屋　飛騨高山店 サービス 飲食業 5%

119,456 岐阜県 高山市 炒飯　花 サービス 飲食業 5%

119,457 岐阜県 高山市 茶茶 サービス 宿泊業 5%

119,458 岐阜県 高山市 Ｃｈａ－ｍａｍｅ　Ｃａｆ? サービス 飲食業 5%

119,459 岐阜県 高山市 中央電気 小売業 電化製品 5%

119,460 岐阜県 高山市 中国料理　來來飯店 サービス 飲食業 5%

119,461 岐阜県 高山市 長作の宿　なかだ屋 サービス 宿泊業 5%

119,462 岐阜県 高山市 治療院じゅうべえ サービス その他サービス 5%

119,463 岐阜県 高山市 津田彫刻 小売業 その他小売 5%

119,464 岐阜県 高山市 旅荘つゆくさ サービス その他サービス 5%

119,465 岐阜県 高山市 釣具の千疋屋 小売業 その他小売 5%

119,466 岐阜県 高山市 てあて屋よし サービス その他サービス 5%

119,467 岐阜県 高山市 てあて屋よし サービス その他サービス 5%

119,468 岐阜県 高山市 手打そば明郷 サービス 飲食業 5%

119,469 岐阜県 高山市 てながあしなが サービス 飲食業 5%

119,470 岐阜県 高山市 電化ショップスミ 小売業 電化製品 5%

119,471 岐阜県 高山市 電器のあらき 小売業 電化製品 5%

119,472 岐阜県 高山市 でんきのフタバ 小売業 電化製品 5%

119,473 岐阜県 高山市 天狗総本店 小売業 食料品 5%

119,474 岐阜県 高山市 ＴｅｍｐｌｅＨｏｔｅｌ高山善光寺 サービス 宿泊業 5%

119,475 岐阜県 高山市 稲豊園 小売業 食料品 5%

119,476 岐阜県 高山市 東邦家電有限会社 小売業 電化製品 5%

119,477 岐阜県 高山市 ＤＤセルフ高山松之木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,478 岐阜県 高山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ高山松之木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,479 岐阜県 高山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ高山西之一色ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,480 岐阜県 高山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ高山花里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,481 岐阜県 高山市 ㈱トピック　コバック高山西之一色店 サービス その他サービス 5%

119,482 岐阜県 高山市 Ｔｏｍｙ　Ｍｕｅｓｌｉ サービス 飲食業 5%

119,483 岐阜県 高山市 冨山酒店 サービス 飲食業 5%

119,484 岐阜県 高山市 トヨタレンタリース岐阜　高山店 サービス その他サービス 2%

119,485 岐阜県 高山市 トヨタレンタリース岐阜高山駅前店 サービス その他サービス 2%

119,486 岐阜県 高山市 トラン・ブルー 小売業 食料品 5%

119,487 岐阜県 高山市 トリミングルームわんにゃん サービス その他サービス 5%

119,488 岐阜県 高山市 中尾平 サービス その他サービス 5%

119,489 岐阜県 高山市 長倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,490 岐阜県 高山市 ＮＡＧＡＳＥ 長瀬 サービス その他サービス 5%
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119,491 岐阜県 高山市 中田酒店 小売業 食料品 5%

119,492 岐阜県 高山市 中田中央薬品 小売業 その他小売 5%

119,493 岐阜県 高山市 中野シオン 中野シオン 小売業 その他小売 5%

119,494 岐阜県 高山市 中村館 サービス 宿泊業 5%

119,495 岐阜県 高山市 中村旅館／Ｊ＆Ｊギフト サービス その他サービス 5%

119,496 岐阜県 高山市 中山中華そば サービス 飲食業 5%

119,497 岐阜県 高山市 夏厩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,498 岐阜県 高山市 七色食堂 サービス 飲食業 5%

119,499 岐阜県 高山市 ナナヒト 小売業 家具・調度品 5%

119,500 岐阜県 高山市 なべかま サービス 飲食業 5%

119,501 岐阜県 高山市 株式会社なべしま銘茶 小売業 食料品 5%

119,502 岐阜県 高山市 日産プリンス飛騨販売 サービス その他サービス 5%

119,503 岐阜県 高山市 日進木工　日進木工　本社ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

119,504 岐阜県 高山市 日進木工　本社ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

119,505 岐阜県 高山市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・アシステ 小売業 衣料品 5%

119,506 岐阜県 高山市 ｎｏｋｕｔａｒｅ 小売業 家具・調度品 5%

119,507 岐阜県 高山市 ハイジパン 小売業 食料品 5%

119,508 岐阜県 高山市 はぎ手芸店 小売業 その他小売 5%

119,509 岐阜県 高山市 旗鉾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,510 岐阜県 高山市 八光苑 サービス 飲食業 5%

119,511 岐阜県 高山市 鳩タクシー　本社営業所 サービス その他サービス 5%

119,512 岐阜県 高山市 鳩タクシー　本社営業所 サービス その他サービス 5%

119,513 岐阜県 高山市 花扇別邸　いいやま サービス 宿泊業 5%

119,514 岐阜県 高山市 花ごころ万喜 サービス 宿泊業 5%

119,515 岐阜県 高山市 花水木 小売業 家具・調度品 5%

119,516 岐阜県 高山市 羽根や 小売業 その他小売 5%

119,517 岐阜県 高山市 ｈａｎｄｍａｄｅ　ＦｏｕｒＳ　ｈａｎｄｍａｄｅ　ＦｏｕｒＳ 小売業 食料品 5%

119,518 岐阜県 高山市 飛騨居酒屋　おりじん サービス 飲食業 5%

119,519 岐阜県 高山市 飛騨牛カレーハウス サービス 飲食業 5%

119,520 岐阜県 高山市 飛騨牛食処「天狗」 サービス 飲食業 5%

119,521 岐阜県 高山市 飛騨牛のこもり サービス 飲食業 5%

119,522 岐阜県 高山市 ひだ小路 小売業 食料品 5%

119,523 岐阜県 高山市 飛騨コルト サービス その他サービス 5%

119,524 岐阜県 高山市 ＨＩＤＡ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮくらしの制作所　ＨＩＤＡ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮくらしの制作所 小売業 家具・調度品 5%

119,525 岐阜県 高山市 ＨＩＤＡ・ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ　くらしの制作所 小売業 家具・調度品 5%

119,526 岐阜県 高山市 飛騨さしこ　さんまち支店 小売業 その他小売 5%

119,527 岐阜県 高山市 飛騨さしこ　本店 小売業 その他小売 5%

119,528 岐阜県 高山市 飛騨山椒 小売業 食料品 5%

119,529 岐阜県 高山市 ヒダシキ株式会社 サービス その他サービス 5%

119,530 岐阜県 高山市 飛騨高山　駅前軒 サービス 飲食業 5%

119,531 岐阜県 高山市 飛騨高山温泉の宿　民宿岩田館 サービス 宿泊業 5%

119,532 岐阜県 高山市 飛騨高山ゲストハウス　リラックスホステル高山ステーション サービス 宿泊業 5%
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119,533 岐阜県 高山市 飛騨高山ゲストハウスｔａｕ サービス その他サービス 5%

119,534 岐阜県 高山市 飛騨高山刃物専門店　是ノ刃 小売業 その他小売 5%

119,535 岐阜県 高山市 飛騨高山美術館　ザ・ミュージアム・ストア 小売業 家具・調度品 5%

119,536 岐阜県 高山市 飛騨高山まちの体験交流館 サービス その他サービス 5%

119,537 岐阜県 高山市 飛騨高山まつりの森 小売業 食料品 5%

119,538 岐阜県 高山市 飛騨琢磨 サービス 飲食業 5%

119,539 岐阜県 高山市 斐太ヂーゼル有限会社 サービス その他サービス 5%

119,540 岐阜県 高山市 飛騨中古車センター株式会社 小売業 その他小売 5%

119,541 岐阜県 高山市 飛騨亭　花扇 サービス 宿泊業 5%

119,542 岐阜県 高山市 飛騨の里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,543 岐阜県 高山市 飛騨の駄菓子打保屋　宮川朝市店 小売業 食料品 5%

119,544 岐阜県 高山市 ひだホテルプラザ サービス 宿泊業 5%

119,545 岐阜県 高山市 飛騨本郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,546 岐阜県 高山市 ひだまりの湯 サービス その他サービス 5%

119,547 岐阜県 高山市 飛騨三日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,548 岐阜県 高山市 飛騨良質素材 小売業 家具・調度品 5%

119,549 岐阜県 高山市 ビッグキャップ高山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,550 岐阜県 高山市 ピッツェリアヒラノグラーノ サービス 飲食業 5%

119,551 岐阜県 高山市 鄙の館　松乃井 サービス 宿泊業 5%

119,552 岐阜県 高山市 ビューティースタジオ・ザ・ムーン サービス 理容・美容業 5%

119,553 岐阜県 高山市 美容室　ラ・ボーテ サービス 理容・美容業 5%

119,554 岐阜県 高山市 美容室　ＫＩＩＴＯＳ【キートス】 サービス 理容・美容業 5%

119,555 岐阜県 高山市 美容室ｈｅａーｓｉｓ サービス 理容・美容業 5%

119,556 岐阜県 高山市 美容室ラルジュ サービス 理容・美容業 5%

119,557 岐阜県 高山市 平田館 サービス 宿泊業 5%

119,558 岐阜県 高山市 平田酒造場 小売業 食料品 5%

119,559 岐阜県 高山市 平湯温泉スキー場 サービス その他サービス 5%

119,560 岐阜県 高山市 ひらゆの森 サービス 宿泊業 5%

119,561 岐阜県 高山市 電気屋ファイブエム 小売業 電化製品 5%

119,562 岐阜県 高山市 ファボール飛騨 小売業 食料品 5%

119,563 岐阜県 高山市 ファミリーストアさとう　石浦店 小売業 食料品 5%

119,564 岐阜県 高山市 ファミリーストアさとう　桐生店 小売業 食料品 5%

119,565 岐阜県 高山市 ファミリーストアさとう　国府店 小売業 食料品 5%

119,566 岐阜県 高山市 ファミリーストアさとう　三福寺店 小売業 食料品 5%

119,567 岐阜県 高山市 ファミリーストアさとう　食彩館 小売業 食料品 5%

119,568 岐阜県 高山市 ファミリーストアさとう　ピュア店 小売業 食料品 5%

119,569 岐阜県 高山市 フィナンシェ サービス 飲食業 5%

119,570 岐阜県 高山市 ｐａｎｏｖｅ 小売業 食料品 5%

119,571 岐阜県 高山市 フォトスタジオモエ サービス その他サービス 5%

119,572 岐阜県 高山市 福栄楽器 小売業 その他小売 5%

119,573 岐阜県 高山市 福栄楽器 小売業 その他小売 5%

119,574 岐阜県 高山市 福寿漆器店 小売業 家具・調度品 5%
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119,575 岐阜県 高山市 福寿漆器店 小売業 家具・調度品 5%

119,576 岐阜県 高山市 福八神 サービス 飲食業 5%

119,577 岐阜県 高山市 （株）藤井クリーニング店 サービス その他サービス 5%

119,578 岐阜県 高山市 仏壇工芸ほりお 小売業 家具・調度品 5%

119,579 岐阜県 高山市 ブティックかいが 小売業 衣料品 5%

119,580 岐阜県 高山市 ブティックかいが ピエドプール 小売業 衣料品 5%

119,581 岐阜県 高山市 ふとんの清水屋 小売業 家具・調度品 5%

119,582 岐阜県 高山市 ふとんの清水屋　国府リバーサイド店 小売業 家具・調度品 5%

119,583 岐阜県 高山市 フラワー＆グリーンモネ 小売業 その他小売 5%

119,584 岐阜県 高山市 フラワーハウス　しもで 小売業 その他小売 5%

119,585 岐阜県 高山市 仏蘭西料理　ボンジュール サービス 飲食業 5%

119,586 岐阜県 高山市 ＰＲＩＮＣＥ　?ｆｌａｐ? サービス 理容・美容業 5%

119,587 岐阜県 高山市 フルーツカフェＢｉｔｔａ サービス 飲食業 5%

119,588 岐阜県 高山市 フルーツ専門店　銀コップ 小売業 食料品 5%

119,589 岐阜県 高山市 古橋デンキ 小売業 電化製品 5%

119,590 岐阜県 高山市 フレスポ飛騨高山　８１ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

119,591 岐阜県 高山市 Ｆｒｅｓｈ　Ｌａｂ．Ｔａｋａｙａｍａ サービス 飲食業 5%

119,592 岐阜県 高山市 フレンズ・カーショップ 小売業 その他小売 5%

119,593 岐阜県 高山市 分隣堂 小売業 食料品 5%

119,594 岐阜県 高山市 ヘアースタジオ　ロシナンテ サービス 理容・美容業 5%

119,595 岐阜県 高山市 ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　ｉｎｔｏ サービス 理容・美容業 5%

119,596 岐阜県 高山市 ｈａｉｒ　ｂｏｕｔｉｑｕｅ　ＬＵＣＥ　～ルーチェ～ サービス 理容・美容業 5%

119,597 岐阜県 高山市 ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ　Ｌｉｎｋ サービス 理容・美容業 5%

119,598 岐阜県 高山市 Ｈａｉｒｒｏｏｍｎｅｕｔｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

119,599 岐阜県 高山市 ベストウェスタンホテル高山 サービス 宿泊業 5%

119,600 岐阜県 高山市 ペリドット サービス 理容・美容業 5%

119,601 岐阜県 高山市 Ｐｅｎ　Ｓｈｏｐ　ＩＭＡＩ 小売業 その他小売 5%

119,602 岐阜県 高山市 Ｐｅｎ　Ｓｈｏｐ　ＩＭＡＩ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

119,603 岐阜県 高山市 ペンション　ほのみ亭　ペンションほのみ亭 サービス 宿泊業 5%

119,604 岐阜県 高山市 ペンションいしみず サービス 宿泊業 5%

119,605 岐阜県 高山市 坊方バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,606 岐阜県 高山市 ＨＯＳＴＥＬＦＩＳＨＩＮＡＲＩＶＥＲ サービス その他サービス 5%

119,607 岐阜県 高山市 ほずゑ自動車 サービス その他サービス 5%

119,608 岐阜県 高山市 ボッカボーナ サービス 飲食業 5%

119,609 岐阜県 高山市 ホテル高山宝生閣 サービス 宿泊業 5%

119,610 岐阜県 高山市 ＨＯＴＥＬ　ＡＣＴＹ サービス 宿泊業 5%

119,611 岐阜県 高山市 ＨＯＴＥＬひらゆの森 サービス 宿泊業 5%

119,612 岐阜県 高山市 本郷 サービス 飲食業 5%

119,613 岐阜県 高山市 本陣平野屋　花兆庵 サービス 宿泊業 5%

119,614 岐阜県 高山市 本陣平野屋　別館） サービス 宿泊業 5%

119,615 岐阜県 高山市 前畑点心堂 小売業 食料品 5%

119,616 岐阜県 高山市 マクドナルド高山駅西店 サービス 飲食業 2%
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119,617 岐阜県 高山市 マクドナルドラクール飛騨高山店 サービス 飲食業 2%

119,618 岐阜県 高山市 松井タンス店 小売業 家具・調度品 5%

119,619 岐阜県 高山市 有限会社松林工務店 サービス その他サービス 5%

119,620 岐阜県 高山市 まほろば サービス 宿泊業 5%

119,621 岐阜県 高山市 豆吉本舗飛騨高山店 小売業 食料品 5%

119,622 岐阜県 高山市 まるじん　高山店 小売業 衣料品 5%

119,623 岐阜県 高山市 株式会社丸進工機 小売業 その他小売 5%

119,624 岐阜県 高山市 有限会社丸田燃料店 小売業 その他小売 5%

119,625 岐阜県 高山市 まるっとプラザ 小売業 家具・調度品 5%

119,626 岐阜県 高山市 まるひゃく　印伝店 小売業 その他小売 5%

119,627 岐阜県 高山市 まるひゃく本店 小売業 その他小売 5%

119,628 岐阜県 高山市 みしま民芸 小売業 その他小売 5%

119,629 岐阜県 高山市 みずまたばこ店 小売業 食料品 5%

119,630 岐阜県 高山市 ミソラプランニング サービス その他サービス 5%

119,631 岐阜県 高山市 道の駅桜の郷荘川出店 サービス 飲食業 5%

119,632 岐阜県 高山市 道の駅桜の郷荘川売店 小売業 家具・調度品 5%

119,633 岐阜県 高山市 三木デンキ商会 小売業 電化製品 5%

119,634 岐阜県 高山市 ＭＩＮＡＶＩＥＴＡ サービス 飲食業 5%

119,635 岐阜県 高山市 みの谷　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,636 岐阜県 高山市 みのり家 サービス 宿泊業 5%

119,637 岐阜県 高山市 宮川園 小売業 食料品 5%

119,638 岐阜県 高山市 宮腰タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

119,639 岐阜県 高山市 みやこし電器 小売業 電化製品 5%

119,640 岐阜県 高山市 株式会社　宮本　問屋町営業所 小売業 電化製品 5%

119,641 岐阜県 高山市 民芸たぬき 小売業 その他小売 5%

119,642 岐阜県 高山市 民宿　　内山 サービス 宿泊業 5%

119,643 岐阜県 高山市 民宿桑谷屋 サービス その他サービス 5%

119,644 岐阜県 高山市 武藤杏花園 小売業 その他小売 5%

119,645 岐阜県 高山市 むろや サービス 飲食業 5%

119,646 岐阜県 高山市 メガネ・宝石・トケイ　芝田 小売業 貴金属・服飾品 5%

119,647 岐阜県 高山市 もずも サービス 宿泊業 5%

119,648 岐阜県 高山市 元湯　孫九郎 サービス 宿泊業 5%

119,649 岐阜県 高山市 モナミ美容室 サービス 理容・美容業 5%

119,650 岐阜県 高山市 もみかる　飛騨高山店 サービス その他サービス 5%

119,651 岐阜県 高山市 モンマートなかちょう 小売業 その他小売 5%

119,652 岐阜県 高山市 ｙａｋｉｎｉｋｕ楓 サービス 飲食業 5%

119,653 岐阜県 高山市 ヤスダペンション サービス 宿泊業 5%

119,654 岐阜県 高山市 山形ラジオ商会 小売業 電化製品 5%

119,655 岐阜県 高山市 山里のいおり　草円 サービス 宿泊業 5%

119,656 岐阜県 高山市 山田春慶店 小売業 その他小売 5%

119,657 岐阜県 高山市 山彦 小売業 電化製品 5%

119,658 岐阜県 高山市 やよいそば　角店 サービス 飲食業 5%
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119,659 岐阜県 高山市 槍見の湯　槍見舘 サービス 宿泊業 5%

119,660 岐阜県 高山市 有限会社　オートリニューカジタ サービス その他サービス 5%

119,661 岐阜県 高山市 有限会社　島光自動車 小売業 その他小売 5%

119,662 岐阜県 高山市 有限会社岩佐文具店 小売業 その他小売 5%

119,663 岐阜県 高山市 有限会社奥原電気 小売業 電化製品 5%

119,664 岐阜県 高山市 有限会社弘文舎 サービス その他サービス 5%

119,665 岐阜県 高山市 有限会社シーマ ケータイ修理店 サービス その他サービス 5%

119,666 岐阜県 高山市 有限会社滝清 サービス その他サービス 5%

119,667 岐阜県 高山市 中田呉服店 小売業 衣料品 5%

119,668 岐阜県 高山市 遊膳　高山店 小売業 その他小売 5%

119,669 岐阜県 高山市 遊膳　高山店２ 小売業 その他小売 5%

119,670 岐阜県 高山市 遊膳亭　魚祭 サービス 飲食業 5%

119,671 岐阜県 高山市 夢椿 小売業 食料品 5%

119,672 岐阜県 高山市 吉城コンピュータ　高山店 小売業 電化製品 5%

119,673 岐阜県 高山市 ラスリーズ サービス 飲食業 5%

119,674 岐阜県 高山市 Ｌ＇ＡＬＬＵＲＥ サービス 理容・美容業 5%

119,675 岐阜県 高山市 リストラットーレ　アルテッツァ サービス 飲食業 5%

119,676 岐阜県 高山市 ＲＩＣＨ　ＣＯＬＯＲ サービス 理容・美容業 5%

119,677 岐阜県 高山市 龍リゾート＆スパ サービス 宿泊業 5%

119,678 岐阜県 高山市 龍々ルビットタウン高山店 サービス 飲食業 5%

119,679 岐阜県 高山市 旅館　岐山 サービス 宿泊業 5%

119,680 岐阜県 高山市 旅館　飛?牛の宿 サービス 宿泊業 5%

119,681 岐阜県 高山市 旅館一の松 サービス 宿泊業 5%

119,682 岐阜県 高山市 旅館かみなか サービス 宿泊業 5%

119,683 岐阜県 高山市 旅館山水 サービス その他サービス 5%

119,684 岐阜県 高山市 旅館　清龍 サービス 宿泊業 5%

119,685 岐阜県 高山市 旅館たなか サービス 宿泊業 5%

119,686 岐阜県 高山市 旅館　田邊 サービス 宿泊業 5%

119,687 岐阜県 高山市 旅館白雲 サービス 宿泊業 5%

119,688 岐阜県 高山市 旅館むら山 サービス 宿泊業 5%

119,689 岐阜県 高山市 緑風苑　きよはる サービス 宿泊業 5%

119,690 岐阜県 高山市 リヨン 小売業 その他小売 5%

119,691 岐阜県 高山市 ＲＥＬＡＸＨＯＳＴＥＬＴＡＫＡＹＡＭＡＳ サービス 宿泊業 5%

119,692 岐阜県 高山市 Ｌｅ　ＭｉＤｉ　Ｉ サービス 飲食業 5%

119,693 岐阜県 高山市 レストハウス白樺 サービス その他サービス 5%

119,694 岐阜県 高山市 レストラン　真風 サービス 飲食業 5%

119,695 岐阜県 高山市 レストランピーターパン サービス 飲食業 5%

119,696 岐阜県 高山市 レストランＬｅＭｉＤｉ サービス 飲食業 5%

119,697 岐阜県 高山市 ＬＥＮＮＯＮ 小売業 衣料品 5%

119,698 岐阜県 高山市 ＬＯＳＴ　ＨＩＧＨＷＡＹ 小売業 衣料品 5%

119,699 岐阜県 高山市 ロマン美容室 サービス 理容・美容業 5%

119,700 岐阜県 高山市 ロマン美容室 サービス 理容・美容業 5%
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119,701 岐阜県 高山市 和久電機 サービス その他サービス 5%

119,702 岐阜県 高山市 和菜蔵　茜屋 サービス 飲食業 5%

119,703 岐阜県 高山市 和菜蔵　椿屋 サービス 飲食業 5%

119,704 岐阜県 高山市 ワットホテル＆スパ飛騨高山 サービス その他サービス 5%

119,705 岐阜県 高山市 わらじ屋 サービス 飲食業 5%

119,706 岐阜県 高山市 わんこ・にゃんこの美容室ポチの家 サービス 理容・美容業 5%

119,707 岐阜県 高山市 ワンライトイケダ 小売業 電化製品 5%

119,708 岐阜県 多治見市 赤から　多治見店 サービス 飲食業 5%

119,709 岐阜県 多治見市 赤札堂　多治見店 小売業 貴金属・服飾品 5%

119,710 岐阜県 多治見市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｃｏｌｔ多治見 サービス 理容・美容業 5%

119,711 岐阜県 多治見市 Ａｇｓｉｔアジット サービス 理容・美容業 5%

119,712 岐阜県 多治見市 ＡＶＥＵＧＬＡＮＴ サービス 理容・美容業 5%

119,713 岐阜県 多治見市 アマゾン多治見売店 小売業 食料品 5%

119,714 岐阜県 多治見市 アールズ　ハセガワ 小売業 衣料品 5%

119,715 岐阜県 多治見市 ａｒｏｍａｓａｌｏｎ＆ｓｃｈｏｏｌ彩心香 サービス その他サービス 5%

119,716 岐阜県 多治見市 ｅｎｎ　　ｅｎｎ 小売業 その他小売 5%

119,717 岐阜県 多治見市 ｕｎｐｌｕｓ 小売業 衣料品 5%

119,718 岐阜県 多治見市 ｅｍｎａｉｌｓ サービス 理容・美容業 5%

119,719 岐阜県 多治見市 株　池のや　池のや 小売業 衣料品 5%

119,720 岐阜県 多治見市 市之倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,721 岐阜県 多治見市 出光セルフ愛岐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,722 岐阜県 多治見市 魚錠　多治見店 サービス 飲食業 5%

119,723 岐阜県 多治見市 エステティックサロンＴ＆Ｙ サービス 理容・美容業 5%

119,724 岐阜県 多治見市 恵那寿や　多治見店 小売業 食料品 5%

119,725 岐阜県 多治見市 王様のイス サービス 理容・美容業 5%

119,726 岐阜県 多治見市 大畑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,727 岐阜県 多治見市 オオマツフード笠原店 小売業 食料品 5%

119,728 岐阜県 多治見市 オオマツフード光ヶ丘店 小売業 食料品 5%

119,729 岐阜県 多治見市 オリックスレンタカー多治見店 サービス その他サービス 2%

119,730 岐阜県 多治見市 織部　うつわ亭 小売業 その他小売 5%

119,731 岐阜県 多治見市 織部　本店 小売業 その他小売 5%

119,732 岐阜県 多治見市 織部グリーンプラザ　べふ店 小売業 家具・調度品 5%

119,733 岐阜県 多治見市 ＯＲＳＡ ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

119,734 岐阜県 多治見市 ＯＲＳＡｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

119,735 岐阜県 多治見市 御菓子司　港屋 小売業 食料品 5%

119,736 岐阜県 多治見市 笠原自動車本社 小売業 その他小売 5%

119,737 岐阜県 多治見市 菓匠庵やまよね サービス 飲食業 5%

119,738 岐阜県 多治見市 加藤電気 小売業 電化製品 5%

119,739 岐阜県 多治見市 カフェ　風 サービス 飲食業 5%

119,740 岐阜県 多治見市 ＣａｆｆｅとＺａｋｋａ　Ｒ 小売業 その他小売 5%

119,741 岐阜県 多治見市 カミドコロしあわせのしっぽ サービス 理容・美容業 5%

119,742 岐阜県 多治見市 カメラのアマノ　西友多治見店 サービス その他サービス 5%
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119,743 岐阜県 多治見市 カメラのアマノ　バロー多治見Ｉ店 サービス その他サービス 5%

119,744 岐阜県 多治見市 カメラのアマノ　バロー多治見店 サービス その他サービス 5%

119,745 岐阜県 多治見市 ガレリア　織部 小売業 その他小売 5%

119,746 岐阜県 多治見市 河合塾マナビス多治見校 サービス その他サービス 2%

119,747 岐阜県 多治見市 川地家 サービス その他サービス 5%

119,748 岐阜県 多治見市 菊寿園 小売業 食料品 5%

119,749 岐阜県 多治見市 季節居酒屋わだち和多幸 サービス 飲食業 5%

119,750 岐阜県 多治見市 キトウスポーツ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

119,751 岐阜県 多治見市 ＧＯＯＤ ＤＡＹＳ ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

119,752 岐阜県 多治見市 ＧＯＯＤ　ＤＡＹＳ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

119,753 岐阜県 多治見市 グラサージュ３０ サービス その他サービス 5%

119,754 岐阜県 多治見市 蔵ショップ　陶器と雑貨 小売業 その他小売 5%

119,755 岐阜県 多治見市 グラニット サービス その他サービス 5%

119,756 岐阜県 多治見市 Ｇｒａｃｅ多治見店 サービス 理容・美容業 5%

119,757 岐阜県 多治見市 クレシャス岐阜 サービス その他サービス 5%

119,758 岐阜県 多治見市 ぐんぐん多治見店 サービス その他サービス 5%

119,759 岐阜県 多治見市 ココ壱番屋多治見インター店 サービス 飲食業 2%

119,760 岐阜県 多治見市 小島化粧品店 小売業 その他小売 5%

119,761 岐阜県 多治見市 ゴトウ自動車ガラス多治見店 小売業 その他小売 5%

119,762 岐阜県 多治見市 ゴトウ自動車ガラス本社 小売業 その他小売 5%

119,763 岐阜県 多治見市 こども楽園 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

119,764 岐阜県 多治見市 個別焼肉ジャスト肉 サービス 飲食業 5%

119,765 岐阜県 多治見市 サイクルディーラークワトロ　多治見店 小売業 その他小売 5%

119,766 岐阜県 多治見市 サカエ屋　笠原店 小売業 衣料品 5%

119,767 岐阜県 多治見市 佐々ＦＰ事務所 サービス その他サービス 5%

119,768 岐阜県 多治見市 サシケイ　多治見店 小売業 家具・調度品 5%

119,769 岐阜県 多治見市 Ｔｈｅ　ｓｅｃｏｎｄ サービス 飲食業 5%

119,770 岐阜県 多治見市 佐藤硝子センター サービス その他サービス 5%

119,771 岐阜県 多治見市 ｓｉｎｃｅｒｉｔｅ サンドイッチ専門店 小売業 食料品 5%

119,772 岐阜県 多治見市 しあわせのしっぽ サービス 理容・美容業 5%

119,773 岐阜県 多治見市 ジェームス多治見店 小売業 その他小売 2%

119,774 岐阜県 多治見市 写真箱ひばりケ丘店 サービス その他サービス 5%

119,775 岐阜県 多治見市 松栄堂楽器　多治見店 小売業 その他小売 5%

119,776 岐阜県 多治見市 住吉窯 小売業 その他小売 5%

119,777 岐阜県 多治見市 ＳｌｏｗＬｉｆｅ 小売業 衣料品 5%

119,778 岐阜県 多治見市 そったくどうじ サービス 飲食業 5%

119,779 岐阜県 多治見市 蕎麦みづ乃 サービス 飲食業 5%

119,780 岐阜県 多治見市 株式会社たじみあられ 小売業 食料品 5%

119,781 岐阜県 多治見市 多治見営業所 サービス その他サービス 5%

119,782 岐阜県 多治見市 セブン－イレブン多治見大畑町７丁目店 小売業 食料品 2%

119,783 岐阜県 多治見市 セブン－イレブン多治見笠原町神戸店 小売業 食料品 2%

119,784 岐阜県 多治見市 多治見市美濃焼振興協会 小売業 その他小売 5%
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119,785 岐阜県 多治見市 多治見市民病院売店 小売業 その他小売 5%

119,786 岐阜県 多治見市 多治見酒造協同組合 小売業 その他小売 5%

119,787 岐阜県 多治見市 セブン－イレブン多治見錦町店 小売業 食料品 2%

119,788 岐阜県 多治見市 セブン－イレブン多治見白山町店 小売業 食料品 2%

119,789 岐阜県 多治見市 セブン－イレブン多治見光ヶ丘２丁目店 小売業 食料品 2%

119,790 岐阜県 多治見市 セブン－イレブン多治見美坂町店 小売業 食料品 2%

119,791 岐阜県 多治見市 タートル　多治見店 サービス その他サービス 5%

119,792 岐阜県 多治見市 玉野屋 小売業 食料品 5%

119,793 岐阜県 多治見市 ツーリストアイチ　バロー多治見旅行センター サービス その他サービス 5%

119,794 岐阜県 多治見市 ＤＰ多治見 サービス 理容・美容業 5%

119,795 岐阜県 多治見市 ＴＪ天気予報　５ｔ　多治見店　美容 サービス 理容・美容業 5%

119,796 岐阜県 多治見市 ｔｅｋｏｌｉｎ サービス 飲食業 5%

119,797 岐阜県 多治見市 土井自動車販売　池田民間車検整備工場 小売業 その他小売 5%

119,798 岐阜県 多治見市 陶勝軒 小売業 食料品 5%

119,799 岐阜県 多治見市 東鉄観光（株）多治見駅前支店 サービス その他サービス 5%

119,800 岐阜県 多治見市 東鉄観光（株）多治見支店 サービス その他サービス 5%

119,801 岐阜県 多治見市 東濃ダイハツ本社 小売業 その他小売 5%

119,802 岐阜県 多治見市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ金岡町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,803 岐阜県 多治見市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ多治見バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,804 岐阜県 多治見市 トーホー家電ワーク　池田 小売業 電化製品 5%

119,805 岐阜県 多治見市 トーホー家電ワーク　市之倉 小売業 電化製品 5%

119,806 岐阜県 多治見市 トーホー家電ワーク小泉 小売業 電化製品 5%

119,807 岐阜県 多治見市 トーホー家電ワーク美坂 小売業 電化製品 5%

119,808 岐阜県 多治見市 トヨタレンタリース岐阜　多治見店 サービス その他サービス 2%

119,809 岐阜県 多治見市 鶏笑 鶏笑多治見店 小売業 食料品 5%

119,810 岐阜県 多治見市 なごみサロン サービス その他サービス 5%

119,811 岐阜県 多治見市 日本酒食堂ｈｕｌａｒｉｔｏ サービス 飲食業 5%

119,812 岐阜県 多治見市 ＮＯＬＩＭＩＴ サービス その他サービス 5%

119,813 岐阜県 多治見市 ハードオフ多治見店 小売業 その他小売 2%

119,814 岐阜県 多治見市 ハ―トランドたじみＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,815 岐阜県 多治見市 ＢＩＫＥ　ＥＩＧＨＴ　ＢＩＫＥ　ＥＩＧＨＴ 小売業 その他小売 5%

119,816 岐阜県 多治見市 ＨｉｇｈＤｒａｗ サービス 飲食業 5%

119,817 岐阜県 多治見市 ハウスカストア サービス その他サービス 5%

119,818 岐阜県 多治見市 パソコンショップＷＩＮＧ 小売業 電化製品 5%

119,819 岐阜県 多治見市 ハチパン 小売業 食料品 5%

119,820 岐阜県 多治見市 八曽の里キャンプ場 サービス その他サービス 5%

119,821 岐阜県 多治見市 ビープロデュース小牧店 サービス 理容・美容業 5%

119,822 岐阜県 多治見市 美ｓａｌｏｎ　Ａｓｒｉ サービス 理容・美容業 5%

119,823 岐阜県 多治見市 美salon Asri サービス 理容・美容業 5%

119,824 岐阜県 多治見市 びっくりドンキー多治見住吉店 サービス 飲食業 2%

119,825 岐阜県 多治見市 ヒバリヤ多治見店 小売業 食料品 5%

119,826 岐阜県 多治見市 美容室ｔｉａｒａ サービス 理容・美容業 5%
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119,827 岐阜県 多治見市 美容室モデルノ サービス 理容・美容業 5%

119,828 岐阜県 多治見市 ひらく本屋東文堂本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

119,829 岐阜県 多治見市 Ｆｉｌｖｏｉｒ 小売業 衣料品 5%

119,830 岐阜県 多治見市 フォトハウス　シマカゲ サービス その他サービス 5%

119,831 岐阜県 多治見市 深見商店 小売業 衣料品 5%

119,832 岐阜県 多治見市 ふしぎなおみせ　やまはる 小売業 衣料品 5%

119,833 岐阜県 多治見市 ふしぎなおみせＺＡＫＺＡＫ 小売業 衣料品 5%

119,834 岐阜県 多治見市 藤村佳澄 サービス その他サービス 5%

119,835 岐阜県 多治見市 ＢＯＯＫＴＯＷＮ　多治見店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

119,836 岐阜県 多治見市 ブックタウン多治見店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

119,837 岐阜県 多治見市 フュージョン三和 小売業 電化製品 5%

119,838 岐阜県 多治見市 フルタデンキ 小売業 電化製品 5%

119,839 岐阜県 多治見市 ＢＲａｅＶＥ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　　【ブレイブ　ヘアデザイン】 サービス 理容・美容業 5%

119,840 岐阜県 多治見市 ヘアーサロン　ｓｉｎ サービス 理容・美容業 5%

119,841 岐阜県 多治見市 ｈａｉｒｓａｌｏｎＴＯＫＵＮＡＧＡ サービス 理容・美容業 5%

119,842 岐阜県 多治見市 ＬｕｃｉａＨａｉｒＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

119,843 岐阜県 多治見市 ｈａｉｒｄｒｅｓｓｅｒ　ＮｉＮＡ サービス 理容・美容業 5%

119,844 岐阜県 多治見市 ｈａｉｒｍａｋｅａｎ?ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

119,845 岐阜県 多治見市 hair resort BARelax サービス 理容・美容業 5%

119,846 岐阜県 多治見市 ＨａｉｒＳａｌｏｎ? サービス 理容・美容業 5%

119,847 岐阜県 多治見市 ＨａｉｒＭａｋｅＲＩＳＥ サービス 理容・美容業 5%

119,848 岐阜県 多治見市 宝石のアスカ　多治見店 小売業 貴金属・服飾品 5%

119,849 岐阜県 多治見市 ホームショップつげ 小売業 その他小売 5%

119,850 岐阜県 多治見市 ホテルトーノー サービス 宿泊業 5%

119,851 岐阜県 多治見市 まいせんとらるばれー 小売業 その他小売 5%

119,852 岐阜県 多治見市 マクドナルド多治見インター店 サービス 飲食業 2%

119,853 岐阜県 多治見市 マツサカでんき 小売業 電化製品 5%

119,854 岐阜県 多治見市 マルナカストアー 小売業 その他小売 5%

119,855 岐阜県 多治見市 美木美容室 サービス 理容・美容業 5%

119,856 岐阜県 多治見市 ミドリヤ 小売業 衣料品 5%

119,857 岐阜県 多治見市 ＭＯＯＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

119,858 岐阜県 多治見市 名紳　多治見店 小売業 衣料品 5%

119,859 岐阜県 多治見市 明和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,860 岐阜県 多治見市 メナード化粧品多治見栄 サービス 理容・美容業 5%

119,861 岐阜県 多治見市 めん家らご サービス 飲食業 5%

119,862 岐阜県 多治見市 ｍｏｎ　ｆａｖｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

119,863 岐阜県 多治見市 ｍｏｎ　ｆａｖｏｒｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

119,864 岐阜県 多治見市 ヤマモトエナジー販売株式会社　多治見営業所 小売業 その他小売 5%

119,865 岐阜県 多治見市 有限会社五味鋸店 小売業 その他小売 5%

119,866 岐阜県 多治見市 有限会社みのわ 小売業 その他小売 5%

119,867 岐阜県 多治見市 有限会社ライスカネフル 小売業 食料品 5%

119,868 岐阜県 多治見市 ヨシダデンキ 小売業 電化製品 5%
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119,869 岐阜県 多治見市 ラ・メール・ブランシュ 小売業 食料品 5%

119,870 岐阜県 多治見市 来来亭 多治見店 サービス 飲食業 2%

119,871 岐阜県 多治見市 ＲＡＣＩＬ　多治見店 サービス 理容・美容業 5%

119,872 岐阜県 多治見市 ＬａＦｔｈｅｏｒｇａｎｉｃｓ サービス 飲食業 5%

119,873 岐阜県 多治見市 リーベスト 小売業 衣料品 5%

119,874 岐阜県 多治見市 Ｌ｀ｉｓｏｌｅｔｔａ サービス 飲食業 5%

119,875 岐阜県 多治見市 Ｌｉｔｈａｐ サービス 理容・美容業 5%

119,876 岐阜県 多治見市 Ｌｕｐｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

119,877 岐阜県 多治見市 ルミレドゥース市之倉代行店 サービス 理容・美容業 2%

119,878 岐阜県 多治見市 ＲＥＳＴ　ＰＬＵＳ　多治見店 サービス 理容・美容業 5%

119,879 岐阜県 多治見市 ｗｉｎｅｇｒｏｏｖｅ．ｊｐ サービス その他サービス 5%

119,880 岐阜県 多治見市 渡辺精肉店 サービス 飲食業 5%

119,881 岐阜県 多治見市 ワタナベ文具 小売業 その他小売 5%

119,882 岐阜県 垂井町 アルファン垂井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,883 岐阜県 垂井町 ＥｎｅＪｅｔ垂井町宮代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,884 岐阜県 垂井町 エリス　原 小売業 電化製品 5%

119,885 岐阜県 垂井町 株式会社ウェーブフロントセキガハラ 小売業 衣料品 5%

119,886 岐阜県 垂井町 カレーハウスココイチバンヤ岐阜垂井町店 サービス 飲食業 2%

119,887 岐阜県 垂井町 きらり サービス その他サービス 5%

119,888 岐阜県 垂井町 錦声堂 小売業 電化製品 5%

119,889 岐阜県 垂井町 靴のホッタ　エルパス垂井店 小売業 衣料品 5%

119,890 岐阜県 垂井町 ＫＯＵＫＩ 小売業 その他小売 5%

119,891 岐阜県 垂井町 セルフ垂井店 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,892 岐阜県 垂井町 タイヤセンター 小売業 その他小売 5%

119,893 岐阜県 垂井町 たかぎ サービス その他サービス 5%

119,894 岐阜県 垂井町 立川たばこ店 小売業 その他小売 5%

119,895 岐阜県 垂井町 タノサイクル 小売業 その他小売 5%

119,896 岐阜県 垂井町 中日新聞　垂井辻川専売所 小売業 その他小売 5%

119,897 岐阜県 垂井町 ＤＰ垂井 サービス 理容・美容業 5%

119,898 岐阜県 垂井町 ｎａｖｉｉ 小売業 その他小売 5%

119,899 岐阜県 垂井町 ニッセンシェイプファンデサロンキラリ 小売業 衣料品 5%

119,900 岐阜県 垂井町 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ｇｒｏｗ サービス その他サービス 5%

119,901 岐阜県 垂井町 のはら家電タカギ 小売業 電化製品 5%

119,902 岐阜県 垂井町 フェアトレード 地産地消 みずのわ 小売業 食料品 5%

119,903 岐阜県 垂井町 ｐｒｉｖａｔｅ　ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ｇｒｏｗ　ｐｒｉｖａｔｅ　ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ｇｒｏｗ サービス 理容・美容業 5%

119,904 岐阜県 垂井町 ブレッドカーデン　ナカタケ　ブレッドガーデンナカタケ 小売業 衣料品 5%

119,905 岐阜県 垂井町 ヘアクリニック　フロール サービス 理容・美容業 5%

119,906 岐阜県 垂井町 メルシイ 小売業 その他小売 5%

119,907 岐阜県 垂井町 ヤナギ園芸 小売業 家具・調度品 5%

119,908 岐阜県 土岐市 アドルクヘアーデザイン サービス 理容・美容業 5%

119,909 岐阜県 土岐市 アヒル家 サービス 飲食業 5%

119,910 岐阜県 土岐市 Ａｙａｍｅ サービス 理容・美容業 5%

2857



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

119,911 岐阜県 土岐市 Ｉ?Ｒｙａ サービス 理容・美容業 5%

119,912 岐阜県 土岐市 イシハラ電化 小売業 電化製品 5%

119,913 岐阜県 土岐市 出光ウィング・イズミＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,914 岐阜県 土岐市 ウェルネス土岐院 サービス 理容・美容業 5%

119,915 岐阜県 土岐市 エーワ美容室 サービス 理容・美容業 5%

119,916 岐阜県 土岐市 株式会社　ＮＩＴＴ　ＢＡＲＯＱＵＥ サービス 飲食業 5%

119,917 岐阜県 土岐市 オートザム土岐 小売業 その他小売 5%

119,918 岐阜県 土岐市 オオマツフード下石店 小売業 食料品 5%

119,919 岐阜県 土岐市 下石ダイハツ販売所本社 小売業 その他小売 5%

119,920 岐阜県 土岐市 カイロプラクティック　中山乃療術院　カイロプラクティック中山乃療術院 サービス その他サービス 5%

119,921 岐阜県 土岐市 カイロプラクティック中山乃療術院 サービス 理容・美容業 5%

119,922 岐阜県 土岐市 鶴琳窯 小売業 家具・調度品 5%

119,923 岐阜県 土岐市 加藤仁志陶工房 サービス その他サービス 5%

119,924 岐阜県 土岐市 カネヤマハウジング 小売業 その他小売 5%

119,925 岐阜県 土岐市 カネヤマハウジング 小売業 その他小売 5%

119,926 岐阜県 土岐市 カメラのアマノ　バロー土岐店 サービス その他サービス 5%

119,927 岐阜県 土岐市 カメラのアマノ　バロー南土岐店 サービス その他サービス 5%

119,928 岐阜県 土岐市 カメラのアマノ　三起屋土岐店 小売業 電化製品 5%

119,929 岐阜県 土岐市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋土岐インター店 サービス 飲食業 2%

119,930 岐阜県 土岐市 京 サービス 飲食業 5%

119,931 岐阜県 土岐市 くうかん　陶四季 小売業 その他小売 5%

119,932 岐阜県 土岐市 くうかん陶四季 小売業 その他小売 5%

119,933 岐阜県 土岐市 合同会社マイホーム マイホーム サービス その他サービス 5%

119,934 岐阜県 土岐市 合同会社もふもふ 小売業 その他小売 5%

119,935 岐阜県 土岐市 小木曽自動車本社 小売業 その他小売 5%

119,936 岐阜県 土岐市 虎渓渡辺製菓 小売業 食料品 5%

119,937 岐阜県 土岐市 Ｃｏｖｏ　ｃｏｍｏｄｏ サービス 飲食業 5%

119,938 岐阜県 土岐市 近藤薬局 小売業 その他小売 5%

119,939 岐阜県 土岐市 近藤薬局 小売業 その他小売 5%

119,940 岐阜県 土岐市 酒アルコ土岐店 小売業 食料品 5%

119,941 岐阜県 土岐市 沢田酒店 小売業 食料品 5%

119,942 岐阜県 土岐市 サンタの創庫土岐市店 小売業 その他小売 5%

119,943 岐阜県 土岐市 ＳＨＩＭＩＺＵＹＡ 小売業 食料品 5%

119,944 岐阜県 土岐市 シューズ　ＰＡＯ　土岐店 小売業 衣料品 5%

119,945 岐阜県 土岐市 スクラッチ サービス 飲食業 5%

119,946 岐阜県 土岐市 鈴窯 サービス その他サービス 5%

119,947 岐阜県 土岐市 鈴蘭堂　鈴蘭堂 小売業 電化製品 5%

119,948 岐阜県 土岐市 セルフ土岐インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,949 岐阜県 土岐市 セルフ肥田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,950 岐阜県 土岐市 ａｋａｒｉ サービス その他サービス 5%

119,951 岐阜県 土岐市 大廣園　土岐本店 サービス 飲食業 5%

119,952 岐阜県 土岐市 大廣園　土岐本店 小売業 食料品 5%
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119,953 岐阜県 土岐市 大黒屋仏壇店　東濃店 小売業 家具・調度品 5%

119,954 岐阜県 土岐市 泰青庵 小売業 家具・調度品 5%

119,955 岐阜県 土岐市 駄知 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,956 岐阜県 土岐市 駄知小売商業協同組合 小売業 その他小売 5%

119,957 岐阜県 土岐市 丹山窯 サービス その他サービス 5%

119,958 岐阜県 土岐市 千古乃岩酒造株式会社 小売業 食料品 5%

119,959 岐阜県 土岐市 チャイハネＤＥＰＯ土岐 小売業 衣料品 5%

119,960 岐阜県 土岐市 つり具　やすや　岐阜店 小売業 その他小売 5%

119,961 岐阜県 土岐市 つり具　やすや　土岐店 小売業 その他小売 5%

119,962 岐阜県 土岐市 つり具　やすや　中津川店 小売業 その他小売 5%

119,963 岐阜県 土岐市 鶴里ダイハツ本社 小売業 その他小売 5%

119,964 岐阜県 土岐市 ＤＰ土岐 サービス 理容・美容業 5%

119,965 岐阜県 土岐市 東鉄観光（株）土岐支店 サービス その他サービス 5%

119,966 岐阜県 土岐市 陶の里動物病院 サービス その他サービス 5%

119,967 岐阜県 土岐市 セブン－イレブン土岐インター店 小売業 食料品 2%

119,968 岐阜県 土岐市 土岐口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,969 岐阜県 土岐市 セブン－イレブン土岐市駅北店 小売業 食料品 2%

119,970 岐阜県 土岐市 トーホー家電ワーク泉 小売業 電化製品 5%

119,971 岐阜県 土岐市 トーホー家電ワークオロシ 小売業 電化製品 5%

119,972 岐阜県 土岐市 有　とみだ　ベラージュとみだ 小売業 衣料品 5%

119,973 岐阜県 土岐市 トヨタレンタリース岐阜土岐店 サービス その他サービス 2%

119,974 岐阜県 土岐市 鳥春鶏肉店 小売業 食料品 5%

119,975 岐阜県 土岐市 中根モータース サービス その他サービス 5%

119,976 岐阜県 土岐市 ニッセンシェイプファンデ　サロンドＫ 小売業 衣料品 5%

119,977 岐阜県 土岐市 ニュ－阿庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,978 岐阜県 土岐市 ニュー阿庄ＳＳ　ニュー阿庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

119,979 岐阜県 土岐市 ｈａｐｐｙｈｏｌｉｄａｙｓａｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓ 小売業 衣料品 5%

119,980 岐阜県 土岐市 比那屋 サービス 飲食業 5%

119,981 岐阜県 土岐市 不動窯 サービス その他サービス 5%

119,982 岐阜県 土岐市 ＢＬＵＥ　ＢＥＡＲ’Ｓ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

119,983 岐阜県 土岐市 文泉堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

119,984 岐阜県 土岐市 ヘアーサロン　ワタナベ　ヘアーサロン　ワタナベ サービス 理容・美容業 5%

119,985 岐阜県 土岐市 マクドナルド１９号土岐店 サービス 飲食業 2%

119,986 岐阜県 土岐市 丸武ストアー 小売業 食料品 5%

119,987 岐阜県 土岐市 名紳　土岐店 小売業 衣料品 5%

119,988 岐阜県 土岐市 ＭＯＮＯＷＥＡＲ ＭＯＮＯＷＥＡＲ 小売業 その他小売 5%

119,989 岐阜県 土岐市 山神温泉　湯乃元館 サービス 宿泊業 5%

119,990 岐阜県 土岐市 山本家具株式会社 小売業 家具・調度品 5%

119,991 岐阜県 土岐市 有限会社　棉好 小売業 衣料品 5%

119,992 岐阜県 土岐市 吉岡伸弥 サービス その他サービス 5%

119,993 岐阜県 土岐市 りぺあ サービス 理容・美容業 5%

119,994 岐阜県 土岐市 隆月窯 小売業 その他小売 5%

2859



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

119,995 岐阜県 土岐市 ＲＹＯＴＡＡＯＫＩＰＯＴＴＥＲＹ サービス その他サービス 5%

119,996 岐阜県 土岐市 緑山窯 小売業 その他小売 5%

119,997 岐阜県 富加町 ａｍｉｅ＇ｓｈｏｍｅ サービス その他サービス 5%

119,998 岐阜県 富加町 家電サポート　いまい 小売業 電化製品 5%

119,999 岐阜県 富加町 カワイ電化 小売業 電化製品 5%

120,000 岐阜県 富加町 ＳＵＧＩＴＡＳＯ－ＳＡＫＵ 小売業 家具・調度品 5%

120,001 岐阜県 富加町 タイヤショップ長尾　タイヤショップ長尾 小売業 その他小売 5%

120,002 岐阜県 富加町 富加町 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,003 岐阜県 富加町 ヒューレストトラベル サービス その他サービス 5%

120,004 岐阜県 富加町 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｃｉｔｒｕ サービス 理容・美容業 5%

120,005 岐阜県 中津川市 アオキーズ・ピザ　中津川店 サービス 飲食業 5%

120,006 岐阜県 中津川市 赤坂電器商会 小売業 電化製品 5%

120,007 岐阜県 中津川市 あき彦 サービス 飲食業 5%

120,008 岐阜県 中津川市 アトリエにじいろ 小売業 その他小売 5%

120,009 岐阜県 中津川市 アリッツ株式会社 サービス その他サービス 5%

120,010 岐阜県 中津川市 Ｅショップオオヒラ 小売業 電化製品 5%

120,011 岐阜県 中津川市 居酒屋ひらまつ サービス 飲食業 5%

120,012 岐阜県 中津川市 出光阿木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,013 岐阜県 中津川市 出光落合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,014 岐阜県 中津川市 出光坂下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,015 岐阜県 中津川市 出光坂本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,016 岐阜県 中津川市 出光下野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,017 岐阜県 中津川市 出光セルフウイング・ミサカＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,018 岐阜県 中津川市 出光田原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,019 岐阜県 中津川市 出光付知ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,020 岐阜県 中津川市 出光苗木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,021 岐阜県 中津川市 出光中津川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,022 岐阜県 中津川市 糸井川商店 小売業 その他小売 5%

120,023 岐阜県 中津川市 苗木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,024 岐阜県 中津川市 岩木石油　加子母ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,025 岐阜県 中津川市 岩寿荘 サービス 宿泊業 5%

120,026 岐阜県 中津川市 ウエストポイントＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,027 岐阜県 中津川市 Ｗｅｌｌ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

120,028 岐阜県 中津川市 うたたね サービス 理容・美容業 5%

120,029 岐阜県 中津川市 Ａコープ阿木店 小売業 その他小売 5%

120,030 岐阜県 中津川市 Ａコープ落合店 小売業 その他小売 5%

120,031 岐阜県 中津川市 Ａコープ坂下店 小売業 その他小売 5%

120,032 岐阜県 中津川市 Ａコープ福岡店 小売業 その他小売 5%

120,033 岐阜県 中津川市 Ｅｔｓｕｚｏ中津川店 サービス 飲食業 5%

120,034 岐阜県 中津川市 Ｅｔｓｕｚｏ本店 サービス 飲食業 5%

120,035 岐阜県 中津川市 エレディア　ナガオ 小売業 電化製品 5%

120,036 岐阜県 中津川市 大平の山彦 サービス 飲食業 5%
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120,037 岐阜県 中津川市 御菓子所しん 小売業 食料品 5%

120,038 岐阜県 中津川市 恩多屋 サービス 飲食業 5%

120,039 岐阜県 中津川市 カイロプラクティックｃｈａｏ サービス その他サービス 5%

120,040 岐阜県 中津川市 加子母ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,041 岐阜県 中津川市 ガッツ 小売業 その他小売 5%

120,042 岐阜県 中津川市 かっぺ 小売業 その他小売 5%

120,043 岐阜県 中津川市 割烹　小栗 サービス 飲食業 5%

120,044 岐阜県 中津川市 カフェ リンデン ルビットタウン中津川店 サービス 飲食業 5%

120,045 岐阜県 中津川市 ㈱伊藤電機 小売業 電化製品 5%

120,046 岐阜県 中津川市 株式会社ジェイ　ケイ　ドゥ　トラベル サービス その他サービス 5%

120,047 岐阜県 中津川市 ［ＨＣ］株式会社ナカデン 小売業 電化製品 5%

120,048 岐阜県 中津川市 カメラのアマノ　中津川店 サービス その他サービス 5%

120,049 岐阜県 中津川市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中津川インター店 サービス 飲食業 2%

120,050 岐阜県 中津川市 川上屋駅前店 小売業 食料品 5%

120,051 岐阜県 中津川市 川上屋手賀野店 小売業 食料品 5%

120,052 岐阜県 中津川市 北原こうじ店 小売業 その他小売 5%

120,053 岐阜県 中津川市 暮しの衣料マツオカ　苗木店 小売業 衣料品 5%

120,054 岐阜県 中津川市 クロロフィル美顔教室マルシン 小売業 その他小売 5%

120,055 岐阜県 中津川市 Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅねどこ サービス その他サービス 5%

120,056 岐阜県 中津川市 健美堂 小売業 その他小売 5%

120,057 岐阜県 中津川市 Ｋｏｉｋｅ　ｌａｂ 小売業 その他小売 5%

120,058 岐阜県 中津川市 ｃｏｖｅｎｔｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

120,059 岐阜県 中津川市 坂本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,060 岐阜県 中津川市 坂本西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,061 岐阜県 中津川市 酒アルコ中津川店 小売業 食料品 5%

120,062 岐阜県 中津川市 ＪＪ　ヨシムラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

120,063 岐阜県 中津川市 シューリード 小売業 その他小売 5%

120,064 岐阜県 中津川市 御菓子処　信玄堂　栄町店 小売業 食料品 5%

120,065 岐阜県 中津川市 すし茶屋 サービス 飲食業 5%

120,066 岐阜県 中津川市 スズヤカメラ 小売業 その他小売 5%

120,067 岐阜県 中津川市 ｓｐｉｃａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

120,068 岐阜県 中津川市 スマイル駒場店 小売業 食料品 5%

120,069 岐阜県 中津川市 スマイル付知店 小売業 食料品 5%

120,070 岐阜県 中津川市 スマイル中村店 小売業 食料品 5%

120,071 岐阜県 中津川市 スマイルなすび川店 小売業 食料品 5%

120,072 岐阜県 中津川市 すみれ洋装店 小売業 衣料品 5%

120,073 岐阜県 中津川市 だいこく家中津川店 サービス 飲食業 5%

120,074 岐阜県 中津川市 太陽プロパン株式会社 小売業 その他小売 5%

120,075 岐阜県 中津川市 タグチ水道工業 サービス その他サービス 5%

120,076 岐阜県 中津川市 有限会社竹内商店 小売業 その他小売 5%

120,077 岐阜県 中津川市 たつみや電機商会 小売業 電化製品 5%

120,078 岐阜県 中津川市 付知ばあちゃんち サービス 飲食業 5%
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120,079 岐阜県 中津川市 つり具　やすや　中津川店 小売業 その他小売 5%

120,080 岐阜県 中津川市 ＤＰ中津川 サービス 理容・美容業 5%

120,081 岐阜県 中津川市 手作りハウスサカエヤ サービス その他サービス 5%

120,082 岐阜県 中津川市 とおやま犬猫病院 サービス その他サービス 5%

120,083 岐阜県 中津川市 遠山電器 サービス その他サービス 5%

120,084 岐阜県 中津川市 時計 宝石 メガネのヨシムラ 小売業 その他小売 5%

120,085 岐阜県 中津川市 トヨタレンタリース岐阜中津川駅前店 サービス その他サービス 2%

120,086 岐阜県 中津川市 内木モータース サービス その他サービス 5%

120,087 岐阜県 中津川市 長多喜 サービス 宿泊業 5%

120,088 岐阜県 中津川市 中津川インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,089 岐阜県 中津川市 セブン－イレブン中津川駅前店 小売業 食料品 2%

120,090 岐阜県 中津川市 中津川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,091 岐阜県 中津川市 中津川ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,092 岐阜県 中津川市 中津川串揚げくしえもん サービス 飲食業 5%

120,093 岐阜県 中津川市 セブン－イレブン中津川工業団地店 小売業 食料品 2%

120,094 岐阜県 中津川市 セブン－イレブン中津川苗木店 小売業 食料品 2%

120,095 岐阜県 中津川市 セブンーイレブン中津川中村店 小売業 食料品 2%

120,096 岐阜県 中津川市 中津川東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,097 岐阜県 中津川市 ｎａｔｕｒｅｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

120,098 岐阜県 中津川市 ニッセンシェイプファンデサロンドＬｏｃｏ 小売業 衣料品 5%

120,099 岐阜県 中津川市 ニュー中津川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,100 岐阜県 中津川市 萩乃屋 サービス 飲食業 5%

120,101 岐阜県 中津川市 パナフレンドＡＢＵＲＡＹＡ 小売業 電化製品 5%

120,102 岐阜県 中津川市 原動物病院 サービス その他サービス 5%

120,103 岐阜県 中津川市 はんこピット サービス その他サービス 5%

120,104 岐阜県 中津川市 ひかりや ルビットタウン店 小売業 その他小売 5%

120,105 岐阜県 中津川市 ひかりや本店 小売業 その他小売 5%

120,106 岐阜県 中津川市 ひかりやルビットタウン店 小売業 その他小売 5%

120,107 岐阜県 中津川市 ＢｅａｕｔｙＢＡＲ サービス その他サービス 5%

120,108 岐阜県 中津川市 ファミリ－スポットたぐち 小売業 電化製品 5%

120,109 岐阜県 中津川市 ふぁんふぁん サービス 飲食業 5%

120,110 岐阜県 中津川市 フィッシュまるかね 小売業 その他小売 5%

120,111 岐阜県 中津川市 福岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,112 岐阜県 中津川市 福岡町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,113 岐阜県 中津川市 福永商店 小売業 その他小売 5%

120,114 岐阜県 中津川市 プチ タルト 小売業 その他小売 5%

120,115 岐阜県 中津川市 プライベートサロンアズヘアー サービス 理容・美容業 5%

120,116 岐阜県 中津川市 プレステージ付知ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,117 岐阜県 中津川市 ＨＡＩＲ’Ｓ　ＡＲＴＥ サービス 理容・美容業 5%

120,118 岐阜県 中津川市 ヘアードレッシングアン サービス 理容・美容業 5%

120,119 岐阜県 中津川市 ほっとはーとやまだ 小売業 貴金属・服飾品 5%

120,120 岐阜県 中津川市 ホテル花更紗 サービス 宿泊業 5%
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120,121 岐阜県 中津川市 保母興産株式会社 小売業 その他小売 5%

120,122 岐阜県 中津川市 ホリスティックビューティーサロンル・ミージュ サービス 理容・美容業 5%

120,123 岐阜県 中津川市 マクドナルド１９号中津川店 サービス 飲食業 2%

120,124 岐阜県 中津川市 マクドナルド中津川ルビットタウン店 サービス 飲食業 2%

120,125 岐阜県 中津川市 マジョリカ サービス 飲食業 5%

120,126 岐阜県 中津川市 株式会社まちなかラボ サービス その他サービス 5%

120,127 岐阜県 中津川市 マツダオート中津川サービス工場 小売業 その他小売 5%

120,128 岐阜県 中津川市 マツダオート中津川本社 小売業 その他小売 5%

120,129 岐阜県 中津川市 まるみはなの木薬局 まるみはなの木薬局 小売業 その他小売 5%

120,130 岐阜県 中津川市 みかわや 小売業 その他小売 5%

120,131 岐阜県 中津川市 道の駅きりら坂下　レストラン サービス 飲食業 5%

120,132 岐阜県 中津川市 道の駅賤母 小売業 家具・調度品 5%

120,133 岐阜県 中津川市 株式会社宮内石油店 小売業 その他小売 5%

120,134 岐阜県 中津川市 屋敷育孝税理士事務所 サービス その他サービス 5%

120,135 岐阜県 中津川市 ヤードウェアハウス 小売業 衣料品 5%

120,136 岐阜県 中津川市 山の田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,137 岐阜県 中津川市 有限会社イトウ 小売業 衣料品 5%

120,138 岐阜県 中津川市 ［ＨＣ］有限会社タケイ電器 小売業 電化製品 5%

120,139 岐阜県 中津川市 有限会社文昌堂 サービス その他サービス 5%

120,140 岐阜県 中津川市 株式会社吉村石油店 小売業 その他小売 5%

120,141 岐阜県 中津川市 らーめん岳岐阜中津川店 サービス 飲食業 5%

120,142 岐阜県 羽島市 イエス　羽島店 小売業 電化製品 5%

120,143 岐阜県 羽島市 入山自転車店 小売業 その他小売 5%

120,144 岐阜県 羽島市 江戸っ子　羽島店 小売業 その他小売 5%

120,145 岐阜県 羽島市 オリックスレンタカー岐阜羽島駅前店 サービス その他サービス 2%

120,146 岐阜県 羽島市 カニ 和風料理ふるた サービス 飲食業 5%

120,147 岐阜県 羽島市 株式会社坂口衣芸工房 サービス その他サービス 5%

120,148 岐阜県 羽島市 株式会社道家金物　株式会社道家金物店 小売業 その他小売 5%

120,149 岐阜県 羽島市 カレーハウスココイチバンヤ羽島竹鼻町店 サービス 飲食業 2%

120,150 岐阜県 羽島市 ギフトプラザ美昌堂 小売業 その他小売 5%

120,151 岐阜県 羽島市 岐阜羽島インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,152 岐阜県 羽島市 ゲストハウス岐阜羽島心音 サービス 宿泊業 5%

120,153 岐阜県 羽島市 工房楔 小売業 家具・調度品 5%

120,154 岐阜県 羽島市 ＣＯＣＣＯＰＵＲＩＯ サービス 飲食業 5%

120,155 岐阜県 羽島市 三愛 小売業 その他小売 5%

120,156 岐阜県 羽島市 ＳｉＶ 小売業 衣料品 5%

120,157 岐阜県 羽島市 シノダナショナルショップ 小売業 電化製品 5%

120,158 岐阜県 羽島市 写真箱羽島店 サービス その他サービス 5%

120,159 岐阜県 羽島市 すし処左門 サービス 飲食業 5%

120,160 岐阜県 羽島市 すたみな太郎　羽島店 サービス 飲食業 5%

120,161 岐阜県 羽島市 ステール 大須店 小売業 その他小売 5%

120,162 岐阜県 羽島市 セカンドハウス サービス その他サービス 5%
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120,163 岐阜県 羽島市 ＴＡｉＳＥｉＫＡＮ　バロー羽島インター店 サービス その他サービス 5%

120,164 岐阜県 羽島市 大同印刷 小売業 その他小売 5%

120,165 岐阜県 羽島市 立花モータース 立花モータース サービス その他サービス 5%

120,166 岐阜県 羽島市 ＤＰ羽島インター サービス 理容・美容業 5%

120,167 岐阜県 羽島市 トヨタレンタリース岐阜　羽島駅前店 サービス その他サービス 2%

120,168 岐阜県 羽島市 奈良漢方薬局 小売業 その他小売 5%

120,169 岐阜県 羽島市 日本料理　ほん郷 サービス 飲食業 5%

120,170 岐阜県 羽島市 ｎａｉｌａｔｅｌｉｅｒ　Ｒｅｖｅ サービス 理容・美容業 5%

120,171 岐阜県 羽島市 猫カフェ　ごろーにゃ サービス 飲食業 5%

120,172 岐阜県 羽島市 ハート＆ハート サービス 理容・美容業 5%

120,173 岐阜県 羽島市 ８９８９パクパク サービス 飲食業 5%

120,174 岐阜県 羽島市 羽島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,175 岐阜県 羽島市 羽島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,176 岐阜県 羽島市 羽島北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,177 岐阜県 羽島市 セブン－イレブン羽島竹鼻町丸の内店 小売業 食料品 2%

120,178 岐阜県 羽島市 羽島デイリーホテル サービス 宿泊業 5%

120,179 岐阜県 羽島市 羽島正木町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,180 岐阜県 羽島市 羽島森公園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,181 岐阜県 羽島市 パティスリープーコニュ 小売業 食料品 5%

120,182 岐阜県 羽島市 ＢＡＢＥＬ サービス 理容・美容業 5%

120,183 岐阜県 羽島市 ＢＭＤ－ＧＹＭ（ビーエムディージム） サービス その他サービス 5%

120,184 岐阜県 羽島市 美容室ＳＩＲＥＮＡ サービス 理容・美容業 5%

120,185 岐阜県 羽島市 美容室Ｌｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

120,186 岐阜県 羽島市 ファミリーファッション　シマサク 小売業 衣料品 5%

120,187 岐阜県 羽島市 ブルーシリンダー 小売業 貴金属・服飾品 5%

120,188 岐阜県 羽島市 ｂｕｌｌｚｂｒｏ サービス その他サービス 5%

120,189 岐阜県 羽島市 ヘアースペースファンタジア サービス 理容・美容業 5%

120,190 岐阜県 羽島市 ＨＡＩＲＭＡＫＥｆｌｅｕｒ羽島店 サービス 理容・美容業 5%

120,191 岐阜県 羽島市 マクドナルド羽島店 サービス 飲食業 2%

120,192 岐阜県 羽島市 正木町倉庫 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,193 岐阜県 羽島市 美乃路自動車 サービス その他サービス 5%

120,194 岐阜県 羽島市 みゆき サービス 飲食業 5%

120,195 岐阜県 羽島市 メガネ赤札堂　羽島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

120,196 岐阜県 羽島市 メガネショップ　ヒロ 小売業 その他小売 5%

120,197 岐阜県 羽島市 焼肉マルコウ　羽島店 サービス 飲食業 5%

120,198 岐阜県 羽島市 ヤナギ園芸　羽島店 小売業 家具・調度品 5%

120,199 岐阜県 羽島市 有限会社バーリンズ　バーリンズ 小売業 その他小売 5%

120,200 岐阜県 羽島市 ラ・ルーチェ　デルソーレ サービス 飲食業 5%

120,201 岐阜県 羽島市 カイロルームといろ サービス 理容・美容業 5%

120,202 岐阜県 羽島市 ゲストハウス岐阜羽島心音 サービス その他サービス 5%

120,203 岐阜県 東白川村 白川茶屋 小売業 食料品 5%

120,204 岐阜県 東白川村 マツオカ 東白川店 小売業 食料品 5%
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120,205 岐阜県 東白川村 料理旅館吉村屋 サービス 宿泊業 5%

120,206 岐阜県 飛騨市 株式会社青木自動車 サービス その他サービス 5%

120,207 岐阜県 飛騨市 アスク山王やまびこ館 サービス 宿泊業 5%

120,208 岐阜県 飛騨市 アルツ古川バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,209 岐阜県 飛騨市 壱之町珈琲店 サービス 飲食業 5%

120,210 岐阜県 飛騨市 101 サービス 飲食業 5%

120,211 岐阜県 飛騨市 出光殿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,212 岐阜県 飛騨市 牛丸石油株式会社 小売業 その他小売 5%

120,213 岐阜県 飛騨市 牛丸石油　殿給油所 小売業 その他小売 5%

120,214 岐阜県 飛騨市 牛丸石油株式会社神岡営業所 小売業 その他小売 5%

120,215 岐阜県 飛騨市 ＷＯＬＥＰＡＣＯ 小売業 その他小売 5%

120,216 岐阜県 飛騨市 Ａコープたかはら店 小売業 その他小売 5%

120,217 岐阜県 飛騨市 エポ　マルヒロ靴店 小売業 衣料品 5%

120,218 岐阜県 飛騨市 大久保製菓舗 小売業 食料品 5%

120,219 岐阜県 飛騨市 カネカ電化センタ― 小売業 電化製品 5%

120,220 岐阜県 飛騨市 川甚亭 サービス 飲食業 5%

120,221 岐阜県 飛騨市 喫茶あん サービス 飲食業 5%

120,222 岐阜県 飛騨市 キューピットハウス サービス 飲食業 5%

120,223 岐阜県 飛騨市 共進電化 小売業 電化製品 5%

120,224 岐阜県 飛騨市 けや木 サービス 飲食業 5%

120,225 岐阜県 飛騨市 サイクルショップ　ナカムラ 小売業 その他小売 5%

120,226 岐阜県 飛騨市 サニー理容室 サービス 理容・美容業 5%

120,227 岐阜県 飛騨市 サワ電気 小売業 電化製品 5%

120,228 岐阜県 飛騨市 自転車専門店ナガクラ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

120,229 岐阜県 飛騨市 Ｓｈｉｎａｎｏｙａ サービス 飲食業 5%

120,230 岐阜県 飛騨市 ジャンボあらき ジャンボあらき古川店 小売業 その他小売 5%

120,231 岐阜県 飛騨市 ジャンボあらき　古川店 小売業 その他小売 5%

120,232 岐阜県 飛騨市 食事処　もりのや サービス 飲食業 5%

120,233 岐阜県 飛騨市 スナック　蘭 サービス 飲食業 5%

120,234 岐阜県 飛騨市 有限会社砂原石材 サービス その他サービス 5%

120,235 岐阜県 飛騨市 スポーツまるじん 小売業 衣料品 5%

120,236 岐阜県 飛騨市 駿河屋古川店 小売業 食料品 5%

120,237 岐阜県 飛騨市 千台屋 サービス 宿泊業 5%

120,238 岐阜県 飛騨市 ダイニング　笑円 サービス 飲食業 5%

120,239 岐阜県 飛騨市 茶屋丸 サービス 飲食業 5%

120,240 岐阜県 飛騨市 つるや食堂 サービス 飲食業 5%

120,241 岐阜県 飛騨市 電気専科　カネカ　株式会社　カネカ電化センター 小売業 電化製品 5%

120,242 岐阜県 飛騨市 桃源郷温泉　ぬく森の湯　すぱーふる サービス その他サービス 5%

120,243 岐阜県 飛騨市 （有）時計・宝石・メガネの栄 小売業 貴金属・服飾品 5%

120,244 岐阜県 飛騨市 なかんじょ川 サービス 宿泊業 5%

120,245 岐阜県 飛騨市 ナチュールみやがわ サービス 宿泊業 5%

120,246 岐阜県 飛騨市 バスポット サービス その他サービス 5%
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120,247 岐阜県 飛騨市 パティスリーマツキ 小売業 食料品 5%

120,248 岐阜県 飛騨市 飛騨かわいスキー場 サービス その他サービス 5%

120,249 岐阜県 飛騨市 飛騨かわいやまさち工房 小売業 食料品 5%

120,250 岐阜県 飛騨市 飛騨職人生活 小売業 家具・調度品 5%

120,251 岐阜県 飛騨市 飛騨数河カントリークラブ サービス その他サービス 5%

120,252 岐阜県 飛騨市 飛騨ともえホテル サービス 宿泊業 5%

120,253 岐阜県 飛騨市 飛騨古川バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,254 岐阜県 飛騨市 飛騨古川ふれあい広場 サービス その他サービス 5%

120,255 岐阜県 飛騨市 飛騨古川まつり会館 サービス その他サービス 5%

120,256 岐阜県 飛騨市 飛騨まんが王国　おんりー湯　まんがサミットハウス サービス 宿泊業 5%

120,257 岐阜県 飛騨市 飛騨まんが王国　カフェテリア白木ケ峰 サービス 飲食業 5%

120,258 岐阜県 飛騨市 ファッションとのや 小売業 衣料品 5%

120,259 岐阜県 飛騨市 蕪水亭 サービス 宿泊業 5%

120,260 岐阜県 飛騨市 蕪水亭おはこ サービス 飲食業 5%

120,261 岐阜県 飛騨市 古川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,262 岐阜県 飛騨市 有限会社古川サービス サービス その他サービス 5%

120,263 岐阜県 飛騨市 古川タクシー　本社営業所 サービス その他サービス 5%

120,264 岐阜県 飛騨市 古川タクシー サービス その他サービス 5%

120,265 岐阜県 飛騨市 古川町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,266 岐阜県 飛騨市 古川南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,267 岐阜県 飛騨市 古川ＳＳ有限会社平和商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,268 岐阜県 飛騨市 古里精肉店 小売業 食料品 5%

120,269 岐阜県 飛騨市 ヘアーアンドエステ　みるく サービス 理容・美容業 5%

120,270 岐阜県 飛騨市 ＨＡＩＲ＆ＳＰＡ　　　ＴＵＭＵＧＩ サービス 理容・美容業 5%

120,271 岐阜県 飛騨市 ボイス 小売業 電化製品 5%

120,272 岐阜県 飛騨市 ぼっか煮さわ 小売業 食料品 5%

120,273 岐阜県 飛騨市 ホテル季古里 サービス 宿泊業 5%

120,274 岐阜県 飛騨市 ポン菓子屋本舗 小売業 食料品 5%

120,275 岐阜県 飛騨市 前田本店 小売業 食料品 5%

120,276 岐阜県 飛騨市 ママショップうえの 小売業 その他小売 5%

120,277 岐阜県 飛騨市 丸亀自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

120,278 岐阜県 飛騨市 まるじん 小売業 衣料品 5%

120,279 岐阜県 飛騨市 味噌煎餅本舗　井之廣 サービス その他サービス 5%

120,280 岐阜県 飛騨市 道電機 小売業 電化製品 5%

120,281 岐阜県 飛騨市 株式会社宮腰タイヤ サービス その他サービス 5%

120,282 岐阜県 飛騨市 株式会社宮腰タイヤ　末広店 サービス その他サービス 5%

120,283 岐阜県 飛騨市 八ツ三館 サービス 宿泊業 5%

120,284 岐阜県 飛騨市 山本時計店 小売業 その他小売 5%

120,285 岐阜県 飛騨市 有限会社ヤマヤス 小売業 その他小売 5%

120,286 岐阜県 飛騨市 山勇牛一貫 サービス 飲食業 5%

120,287 岐阜県 飛騨市 やんちゃ雪姫 サービス 飲食業 5%

120,288 岐阜県 飛騨市 有限会社　萬慶呉服店 小売業 衣料品 5%
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120,289 岐阜県 飛騨市 ［ＨＣ］有限会社カワデン 小売業 電化製品 5%

120,290 岐阜県 飛騨市 有限会社廣田電気設備 サービス その他サービス 5%

120,291 岐阜県 飛騨市 ＹｕＭｅハウス サービス 宿泊業 5%

120,292 岐阜県 飛騨市 ゆぅわ～くはうす サービス その他サービス 5%

120,293 岐阜県 飛騨市 ゆぅわ～くはうすレストラン サービス 飲食業 5%

120,294 岐阜県 飛騨市 吉城コンピュータ　古川店 小売業 電化製品 5%

120,295 岐阜県 飛騨市 株式会社ライフテック サービス その他サービス 5%

120,296 岐阜県 飛騨市 レストラン西霧 サービス 飲食業 5%

120,297 岐阜県 飛騨市 渡辺酒造店 小売業 食料品 5%

120,298 岐阜県 七宗町 出光七宗ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,299 岐阜県 七宗町 神渕ＳＳ　亀山石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,300 岐阜県 七宗町 神淵ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,301 岐阜県 七宗町 白川園本舗　七宗御殿 小売業 その他小売 5%

120,302 岐阜県 七宗町 ニコニコ堂薬舗 小売業 その他小売 5%

120,303 岐阜県 北方町 あすか　北方店 小売業 その他小売 5%

120,304 岐阜県 北方町 あすか北方店 小売業 その他小売 5%

120,305 岐阜県 北方町 アダチムセン　本巣店 小売業 電化製品 5%

120,306 岐阜県 北方町 ＡＮＴＩ【アンチ】 サービス 理容・美容業 5%

120,307 岐阜県 北方町 オルツ　カフェ サービス 飲食業 5%

120,308 岐阜県 北方町 ＯＮＬＩｅｄ サービス 理容・美容業 5%

120,309 岐阜県 北方町 Ｋａｐｕａ北方 サービス 理容・美容業 5%

120,310 岐阜県 北方町 介護・福祉　送迎サービス　でかけよう サービス その他サービス 5%

120,311 岐阜県 北方町 カットワーク・リーベ サービス 理容・美容業 5%

120,312 岐阜県 北方町 Ｋａｐｕａ北方店 サービス 理容・美容業 5%

120,313 岐阜県 北方町 株式会社 アルテック サービス その他サービス 5%

120,314 岐阜県 北方町 セブン－イレブン北方町春来３丁目店 小売業 食料品 2%

120,315 岐阜県 北方町 きものやまもと 小売業 衣料品 5%

120,316 岐阜県 北方町 串焼き　和み家 小売業 食料品 5%

120,317 岐阜県 北方町 串焼き和み家 サービス その他サービス 5%

120,318 岐阜県 北方町 株式会社クミタデンキ 小売業 電化製品 5%

120,319 岐阜県 北方町 暮らしの衣料マツオカ　高屋店 小売業 衣料品 5%

120,320 岐阜県 北方町 集楽 サービス 飲食業 5%

120,321 岐阜県 北方町 杉本商会本社 小売業 その他小売 5%

120,322 岐阜県 北方町 Ｗａ　Ｌｉｆｅ サービス その他サービス 5%

120,323 岐阜県 北方町 手しごと家ダイニング　きんたろう サービス 飲食業 5%

120,324 岐阜県 北方町 株式会社ｃｈａｒｍｅ サービス 理容・美容業 5%

120,325 岐阜県 北方町 ｔｏｃｏｃｉｅ　ｂｙ　Ｂｅｅ‐ｍｓ サービス 理容・美容業 5%

120,326 岐阜県 北方町 トヨタレンタリース岐阜北方店 サービス その他サービス 2%

120,327 岐阜県 北方町 ＢｉｇＢｅａｒ 小売業 その他小売 5%

120,328 岐阜県 北方町 美容室Ｔｓｕｋａｓａ サービス 理容・美容業 5%

120,329 岐阜県 北方町 風水堂 サービス その他サービス 5%

120,330 岐阜県 北方町 ホームパートナー　ワカハラ 小売業 電化製品 5%
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120,331 岐阜県 北方町 ＭＡＲＩＥ?ＪＯＳＥ　マリージョゼ 小売業 食料品 5%

120,332 岐阜県 北方町 メガネ赤札堂　河渡橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

120,333 岐阜県 北方町 メナードフェイシャルサロン 北方条里店 北方条里店 サービス 理容・美容業 5%

120,334 岐阜県 北方町 本巣北方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,335 岐阜県 北方町 吉野屋お菓子の森北方平成店 小売業 食料品 5%

120,336 岐阜県 北方町 ワールドワイド サービス 理容・美容業 5%

120,337 岐阜県 瑞浪市 ａｏｉｔｏａｋａｎｅ サービス 飲食業 5%

120,338 岐阜県 瑞浪市 あきん亭瑞浪本店　あきん亭瑞浪本店 サービス 飲食業 5%

120,339 岐阜県 瑞浪市 アツミスポーツ 小売業 その他小売 5%

120,340 岐阜県 瑞浪市 和泉屋呉服店 小売業 衣料品 5%

120,341 岐阜県 瑞浪市 和泉屋呉服店 小売業 衣料品 5%

120,342 岐阜県 瑞浪市 伊藤クリーニング店 サービス その他サービス 5%

120,343 岐阜県 瑞浪市 稲津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,344 岐阜県 瑞浪市 いわみ亭 サービス 宿泊業 5%

120,345 岐阜県 瑞浪市 ＥＳＣＡＬＩＥＲ サービス 飲食業 5%

120,346 岐阜県 瑞浪市 大竹酒店 小売業 食料品 5%

120,347 岐阜県 瑞浪市 カイロプラクティックＰｒａｂｈａ サービス 理容・美容業 5%

120,348 岐阜県 瑞浪市 兼九商店 サービス その他サービス 5%

120,349 岐阜県 瑞浪市 株式会社ＯＢＰ サービス その他サービス 5%

120,350 岐阜県 瑞浪市 株式会社美濃椎茸 美濃椎茸 小売業 食料品 5%

120,351 岐阜県 瑞浪市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋瑞浪国道１９号店 サービス 飲食業 2%

120,352 岐阜県 瑞浪市 串揚げ専門店　串やＫａｚｕ サービス 飲食業 5%

120,353 岐阜県 瑞浪市 Ｃｏｕｔｕｒｉｅｒｅｉｋｕ 小売業 衣料品 5%

120,354 岐阜県 瑞浪市 クラウンカントリークラブ サービス その他サービス 5%

120,355 岐阜県 瑞浪市 サインシステム・ソート サービス その他サービス 5%

120,356 岐阜県 瑞浪市 酒のおおまつや　酒のおおまつや瑞浪店 小売業 食料品 5%

120,357 岐阜県 瑞浪市 さとみ鮨 サービス 飲食業 5%

120,358 岐阜県 瑞浪市 四季の膳　ひさご サービス 飲食業 5%

120,359 岐阜県 瑞浪市 シューズプラザ東京堂 小売業 その他小売 5%

120,360 岐阜県 瑞浪市 酔花館 サービス 飲食業 5%

120,361 岐阜県 瑞浪市 陶ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,362 岐阜県 瑞浪市 セルフ釜戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,363 岐阜県 瑞浪市 セルフステーション小田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,364 岐阜県 瑞浪市 タナカモータース サービス その他サービス 5%

120,365 岐阜県 瑞浪市 ツーリストアイチ　瑞浪旅行センター サービス その他サービス 5%

120,366 岐阜県 瑞浪市 ＤＰ瑞浪中央 サービス 理容・美容業 5%

120,367 岐阜県 瑞浪市 トーホー家電ワーク　すえ 小売業 電化製品 5%

120,368 岐阜県 瑞浪市 どりーむツアー サービス その他サービス 5%

120,369 岐阜県 瑞浪市 ｔｒｉｍ　ｓｈｏｐ　てとりん サービス その他サービス 5%

120,370 岐阜県 瑞浪市 中山自動車 サービス 飲食業 5%

120,371 岐阜県 瑞浪市 中山燃料店 サービス その他サービス 5%

120,372 岐阜県 瑞浪市 ニッセンシェイプファンデサロンドトーク 小売業 衣料品 5%
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120,373 岐阜県 瑞浪市 パパ　バッフォーネ サービス 飲食業 5%

120,374 岐阜県 瑞浪市 ＰＡＬイタガキ 小売業 電化製品 5%

120,375 岐阜県 瑞浪市 日吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,376 岐阜県 瑞浪市 日吉屋 サービス 飲食業 5%

120,377 岐阜県 瑞浪市 フェスティカ　サーキット瑞浪 サービス その他サービス 5%

120,378 岐阜県 瑞浪市 ブックタウン　瑞浪店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

120,379 岐阜県 瑞浪市 有限会社安藤生花店 小売業 その他小売 5%

120,380 岐阜県 瑞浪市 ＨＡＩＲＧＡＬＬＥＲＹＡＲＴＤＥＣＯ瑞浪 サービス 理容・美容業 5%

120,381 岐阜県 瑞浪市 ペルショワール瑞浪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,382 岐阜県 瑞浪市 マクドナルド１９号瑞浪店 サービス 飲食業 2%

120,383 岐阜県 瑞浪市 マツイデンキ 小売業 電化製品 5%

120,384 岐阜県 瑞浪市 三喜屋靴店 小売業 その他小売 5%

120,385 岐阜県 瑞浪市 三喜屋靴店 小売業 その他小売 5%

120,386 岐阜県 瑞浪市 みずなみ一色ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,387 岐阜県 瑞浪市 セブン－イレブン瑞浪稲津町小里店 小売業 食料品 2%

120,388 岐阜県 瑞浪市 瑞浪インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,389 岐阜県 瑞浪市 セブン－イレブン瑞浪インター店 小売業 食料品 2%

120,390 岐阜県 瑞浪市 瑞浪ダイハツ本社 小売業 その他小売 5%

120,391 岐阜県 瑞浪市 セブン－イレブン瑞浪西小田町店 小売業 食料品 2%

120,392 岐阜県 瑞浪市 セブン－イレブン瑞浪バイパス店 小売業 食料品 2%

120,393 岐阜県 瑞浪市 瑞浪橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,394 岐阜県 瑞浪市 セブン－イレブン瑞浪山田町店 小売業 食料品 2%

120,395 岐阜県 瑞浪市 ミヤケ写真館 サービス その他サービス 5%

120,396 岐阜県 瑞浪市 名紳　瑞浪店 小売業 衣料品 5%

120,397 岐阜県 瑞浪市 麺や一歩一歩　麺や一歩一歩 サービス 飲食業 5%

120,398 岐阜県 瑞浪市 森田屋 小売業 衣料品 5%

120,399 岐阜県 瑞浪市 柳家 サービス 飲食業 5%

120,400 岐阜県 瑞浪市 有限会社ヤマウチ燃料 小売業 その他小売 5%

120,401 岐阜県 瑞浪市 有限会社 ナガヤ カフェ 欒 サービス 飲食業 5%

120,402 岐阜県 瑞浪市 有限会社ケイズオートサービス サービス その他サービス 5%

120,403 岐阜県 瑞浪市 ＬＡＮＤＴＯＴＡＢＬＥ瑞浪店 サービス 飲食業 5%

120,404 岐阜県 瑞浪市 ル・ブションジャポン 小売業 食料品 5%

120,405 岐阜県 瑞穂市 アイコーメガネ 小売業 その他小売 5%

120,406 岐阜県 瑞穂市 あおい相続 会計事務所 サービス その他サービス 5%

120,407 岐阜県 瑞穂市 赤ちゃんデパート水谷　穂積店 小売業 衣料品 5%

120,408 岐阜県 瑞穂市 ａｐｒ．【アプル】 サービス 理容・美容業 5%

120,409 岐阜県 瑞穂市 いずもやピアゴ穂積店 サービス その他サービス 5%

120,410 岐阜県 瑞穂市 出光セルフＰＬＡＮＴ－６ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,411 岐阜県 瑞穂市 出光セルフ瑞穂 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,412 岐阜県 瑞穂市 出光セルフ瑞穂西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,413 岐阜県 瑞穂市 衣舞 小売業 衣料品 5%

120,414 岐阜県 瑞穂市 ウメショウ 小売業 衣料品 5%
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120,415 岐阜県 瑞穂市 ウメショウ　穂積店 小売業 衣料品 5%

120,416 岐阜県 瑞穂市 Ｓ３ＢｅＬｉｔｙ’ｓＨａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

120,417 岐阜県 瑞穂市 御菓子所吉野屋瑞穂店 小売業 食料品 5%

120,418 岐阜県 瑞穂市 岡田ＳＳ　岡田石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,419 岐阜県 瑞穂市 カーメンテナンスオートプロ瑞穂 サービス その他サービス 5%

120,420 岐阜県 瑞穂市 株式会社明光 小売業 電化製品 5%

120,421 岐阜県 瑞穂市 珈樂珈琲店　珈楽珈琲店 サービス 飲食業 5%

120,422 岐阜県 瑞穂市 からだＲｅ創作Ｍｏｔｔｏ サービス その他サービス 5%

120,423 岐阜県 瑞穂市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋穂積店 サービス 飲食業 2%

120,424 岐阜県 瑞穂市 ぎふ初寿司穂積分店 サービス 飲食業 5%

120,425 岐阜県 瑞穂市 ｃｕｒｅまぁる 小売業 その他小売 5%

120,426 岐阜県 瑞穂市 ＧＲＡＮＤ　ＤＥＳＩＧＮ　穂積店 サービス 理容・美容業 5%

120,427 岐阜県 瑞穂市 源氏屋酒店 小売業 食料品 5%

120,428 岐阜県 瑞穂市 ＪＭ／源氏屋酒店 小売業 食料品 5%

120,429 岐阜県 瑞穂市 Ｋｏｔｉ サービス 理容・美容業 5%

120,430 岐阜県 瑞穂市 ｃｙｃｌｅ　ｓｈｏｐ　ＥＬＭＯ 小売業 その他小売 5%

120,431 岐阜県 瑞穂市 菜食健美　ぶたとら サービス 飲食業 5%

120,432 岐阜県 瑞穂市 清水屋 サービス 飲食業 5%

120,433 岐阜県 瑞穂市 住まいる家電　いのうえ 小売業 電化製品 5%

120,434 岐阜県 瑞穂市 施術ル－ム　ＨＩＲＯＥ サービス その他サービス 5%

120,435 岐阜県 瑞穂市 せせらぎ整体院 サービス その他サービス 5%

120,436 岐阜県 瑞穂市 総菜屋Ｍａｍ８２５ サービス 飲食業 5%

120,437 岐阜県 瑞穂市 Ｄａｐｐｌｅドンキ岐阜瑞穂店 サービス その他サービス 5%

120,438 岐阜県 瑞穂市 ＣＨＡＲＣＯＡＬ＊ＧＲＥＥＮ岐阜店 小売業 貴金属・服飾品 5%

120,439 岐阜県 瑞穂市 ＣＨＡＲＣＯＡＬ＊ＧＲＥＥＮ岐阜店 小売業 貴金属・服飾品 5%

120,440 岐阜県 瑞穂市 中華ダイニング紡夢 サービス 飲食業 5%

120,441 岐阜県 瑞穂市 ＤＰ瑞穂 サービス 理容・美容業 5%

120,442 岐阜県 瑞穂市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフみずほ中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,443 岐阜県 瑞穂市 ニコニコドラッグ ニコニコドラッグ 小売業 その他小売 5%

120,444 岐阜県 瑞穂市 ハートネイル サービス 理容・美容業 5%

120,445 岐阜県 瑞穂市 ＢＡＲＢＥＲ　ＳＨＯＰ　ＨＡＮＡＤＡ サービス 理容・美容業 5%

120,446 岐阜県 瑞穂市 パンや Ｂａｃｋｈａｕｓ Ｂｌａｕ 小売業 食料品 5%

120,447 岐阜県 瑞穂市 ふじ匠 小売業 衣料品 5%

120,448 岐阜県 瑞穂市 フジワ・カーサービス　瑞穂店 小売業 その他小売 5%

120,449 岐阜県 瑞穂市 フジワ　カーサービス　瑞穂店 サービス その他サービス 5%

120,450 岐阜県 瑞穂市 ぶたとら氷 サービス 飲食業 5%

120,451 岐阜県 瑞穂市 ＨａｉｒＤｅｓｉｇｎ　Ｃｉｎｄｙ サービス 理容・美容業 5%

120,452 岐阜県 瑞穂市 穂積駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,453 岐阜県 瑞穂市 穂積ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,454 岐阜県 瑞穂市 セブン－イレブン穂積駅前通店 小売業 食料品 2%

120,455 岐阜県 瑞穂市 アクティブ穂積ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,456 岐阜県 瑞穂市 本田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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120,457 岐阜県 瑞穂市 マクドナルド２１号穂積町店 サービス 飲食業 2%

120,458 岐阜県 瑞穂市 マクドナルド瑞穂店 サービス 飲食業 2%

120,459 岐阜県 瑞穂市 まつのでんき 小売業 電化製品 5%

120,460 岐阜県 瑞穂市 まるたか 小売業 食料品 5%

120,461 岐阜県 瑞穂市 セブン－イレブン瑞穂市別府店 小売業 食料品 2%

120,462 岐阜県 瑞穂市 セブン－イレブン瑞穂田之上倉町店 小売業 食料品 2%

120,463 岐阜県 瑞穂市 セブン－イレブン瑞穂野白新田店 小売業 食料品 2%

120,464 岐阜県 瑞穂市 セブン－イレブン瑞穂馬場小城町１丁目店 小売業 食料品 2%

120,465 岐阜県 瑞穂市 セブン－イレブン瑞穂馬場上光町店 小売業 食料品 2%

120,466 岐阜県 瑞穂市 Ｍｉｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

120,467 岐阜県 瑞穂市 ｍｏｌｌｉｖｅ　ＨＡＩＲ　ＣＡＲ サービス 理容・美容業 5%

120,468 岐阜県 瑞穂市 養本社 小売業 食料品 5%

120,469 岐阜県 瑞穂市 ルーミス・バズヘアー サービス 理容・美容業 5%

120,470 岐阜県 瑞穂市 レストラン ｂｉｏ サービス 飲食業 5%

120,471 岐阜県 御嵩町 岩尾對山窯　中部出張所 小売業 家具・調度品 5%

120,472 岐阜県 御嵩町 カメラのアマノ　バロー御嵩店 サービス その他サービス 5%

120,473 岐阜県 御嵩町 サイクルディーラークワトロ　御嵩店 小売業 その他小売 5%

120,474 岐阜県 御嵩町 サンアルコ 小売業 食料品 5%

120,475 岐阜県 御嵩町 田中農機株式会社 サービス その他サービス 5%

120,476 岐阜県 御嵩町 トップアート 小売業 その他小売 5%

120,477 岐阜県 御嵩町 トーホー家電ワーク　みたけ 小売業 電化製品 5%

120,478 岐阜県 御嵩町 フクイ商店 小売業 その他小売 5%

120,479 岐阜県 御嵩町 伏見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,480 岐阜県 御嵩町 ＨａｉｒＡｎＲｅｖｅ サービス 理容・美容業 5%

120,481 岐阜県 御嵩町 ヘアーアンレーブ サービス 理容・美容業 5%

120,482 岐阜県 御嵩町 御嵩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,483 岐阜県 御嵩町 セブン－イレブン御嵩町伏見店 小売業 食料品 2%

120,484 岐阜県 御嵩町 むぎごころ 小売業 その他小売 5%

120,485 岐阜県 御嵩町 桃麻紗 サービス その他サービス 5%

120,486 岐阜県 御嵩町 山の家 小売業 その他小売 5%

120,487 岐阜県 美濃加茂市 あ 寝装広場ワタコウ あ 寝装広場ワタコウ 小売業 その他小売 5%

120,488 岐阜県 美濃加茂市 ｉｐｈｏｎｅ修理１１９美濃加茂 サービス その他サービス 5%

120,489 岐阜県 美濃加茂市 ａｔｅｌｉｅｒｓｈｉｍａ 小売業 衣料品 5%

120,490 岐阜県 美濃加茂市 アラカワ 小売業 衣料品 5%

120,491 岐阜県 美濃加茂市 板津自動車 サービス その他サービス 5%

120,492 岐阜県 美濃加茂市 一夢庵 サービス 理容・美容業 5%

120,493 岐阜県 美濃加茂市 出光美濃太田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,494 岐阜県 美濃加茂市 今枝呉服店 小売業 衣料品 5%

120,495 岐阜県 美濃加茂市 ＶＩＮＣＥＮＴ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

120,496 岐阜県 美濃加茂市 Ｖｅｔｔａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

120,497 岐阜県 美濃加茂市 ウォーク美濃加茂店 小売業 貴金属・服飾品 5%

120,498 岐阜県 美濃加茂市 魚周商店 小売業 その他小売 5%
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120,499 岐阜県 美濃加茂市 Ｓ Ｅ ＷＯＲＫＳ サービス その他サービス 5%

120,500 岐阜県 美濃加茂市 エムプラス 小売業 食料品 5%

120,501 岐阜県 美濃加茂市 カーピット　アイドル 小売業 その他小売 5%

120,502 岐阜県 美濃加茂市 株式会社末武造園土木 サービス その他サービス 5%

120,503 岐阜県 美濃加茂市 株式会社フナハシデンキ 小売業 電化製品 5%

120,504 岐阜県 美濃加茂市 カメラのアマノ　バロー美濃加茂店 サービス その他サービス 5%

120,505 岐阜県 美濃加茂市 カメラのアマノ　美濃太田店 小売業 電化製品 5%

120,506 岐阜県 美濃加茂市 有　加茂ホンダ　有限会社加茂ホンダ 小売業 その他小売 5%

120,507 岐阜県 美濃加茂市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋美濃加茂山手町店 サービス 飲食業 2%

120,508 岐阜県 美濃加茂市 カワイイ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,509 岐阜県 美濃加茂市 川合大橋 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,510 岐阜県 美濃加茂市 漢方の皇方堂 小売業 その他小売 5%

120,511 岐阜県 美濃加茂市 暮らしの衣料マツオカ　本部 小売業 衣料品 5%

120,512 岐阜県 美濃加茂市 暮しの衣料マツオカ　美濃加茂店 小売業 衣料品 5%

120,513 岐阜県 美濃加茂市 クランベリー　アピタ美濃加茂店 小売業 衣料品 5%

120,514 岐阜県 美濃加茂市 クレール　美濃加茂店 小売業 衣料品 5%

120,515 岐阜県 美濃加茂市 ｃｒｏｓｓｉｎｇ 小売業 その他小売 5%

120,516 岐阜県 美濃加茂市 ＧＡＬＬＥＲＹｃｒｏｓｓｉｎｇ サービス その他サービス 5%

120,517 岐阜県 美濃加茂市 ｃｏｃｏ壱番屋美濃加茂川合店 サービス 飲食業 2%

120,518 岐阜県 美濃加茂市 ゴトウ自動車ガラス美濃加茂店 小売業 その他小売 5%

120,519 岐阜県 美濃加茂市 コノミヤ　美濃加茂店 小売業 食料品 5%

120,520 岐阜県 美濃加茂市 古井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,521 岐阜県 美濃加茂市 こもれび サービス 飲食業 5%

120,522 岐阜県 美濃加茂市 こんどう動物病院 サービス その他サービス 5%

120,523 岐阜県 美濃加茂市 サティ サービス 理容・美容業 5%

120,524 岐阜県 美濃加茂市 ＳＡＬＯＮ　ＤＥ　ＣＯＬＬｉＮＥ　ＳＡＬＯＮ　ＤＥ　ＣＯＬＬｉＮＥ 小売業 衣料品 5%

120,525 岐阜県 美濃加茂市 ＳＡＬＯＮＲＯＵＧＥ サービス 理容・美容業 5%

120,526 岐阜県 美濃加茂市 サワセイ　美濃加茂店 小売業 その他小売 5%

120,527 岐阜県 美濃加茂市 しかの農園 小売業 食料品 5%

120,528 岐阜県 美濃加茂市 シティホテル美濃加茂 サービス 宿泊業 5%

120,529 岐阜県 美濃加茂市 十善堂はりきゅう治療院 サービス その他サービス 5%

120,530 岐阜県 美濃加茂市 新太田タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

120,531 岐阜県 美濃加茂市 スクールショップ名紳美濃加茂店 小売業 衣料品 5%

120,532 岐阜県 美濃加茂市 セルフステーションみのかも北 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,533 岐阜県 美濃加茂市 センティア サービス 理容・美容業 5%

120,534 岐阜県 美濃加茂市 たこ焼き蘭丸 たこ焼き蘭丸 サービス 飲食業 5%

120,535 岐阜県 美濃加茂市 ＤＤ山手店 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,536 岐阜県 美濃加茂市 電化ショップつちや 小売業 電化製品 5%

120,537 岐阜県 美濃加茂市 ＴＯＭーＦＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

120,538 岐阜県 美濃加茂市 トヨタレンタリース岐阜　美濃加茂店 サービス その他サービス 2%

120,539 岐阜県 美濃加茂市 人形処橋本屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

120,540 岐阜県 美濃加茂市 人形処橋本屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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120,541 岐阜県 美濃加茂市 株式会社　遠洲屋 小売業 その他小売 5%

120,542 岐阜県 美濃加茂市 パウメトウ山手ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,543 岐阜県 美濃加茂市 バルーンワークス　ＳＯＲＡ 小売業 その他小売 5%

120,544 岐阜県 美濃加茂市 ビアンカ サービス 理容・美容業 5%

120,545 岐阜県 美濃加茂市 ビジネス旅館　いろは サービス 宿泊業 5%

120,546 岐阜県 美濃加茂市 美食酒房まるご商店 サービス 飲食業 5%

120,547 岐阜県 美濃加茂市 びっくりドンキー美濃加茂店 サービス 飲食業 2%

120,548 岐阜県 美濃加茂市 美容室　一夢庵 サービス 理容・美容業 5%

120,549 岐阜県 美濃加茂市 ブティック　まき 小売業 衣料品 5%

120,550 岐阜県 美濃加茂市 ＦＬＯＲＩＳＴ　ＨＥＲＩＴＡＧＥ 小売業 その他小売 5%

120,551 岐阜県 美濃加茂市 Ｂｏｔｔｅｇａ Ｂｉａｎｃａｎｅｖｅ サービス その他サービス 5%

120,552 岐阜県 美濃加茂市 ポメロ サービス 飲食業 5%

120,553 岐阜県 美濃加茂市 マクドナルド２４８美濃加茂店 サービス 飲食業 2%

120,554 岐阜県 美濃加茂市 マクドナルド美濃加茂アピタ店 サービス 飲食業 2%

120,555 岐阜県 美濃加茂市 マクドナルド美濃加茂バロー店 サービス 飲食業 2%

120,556 岐阜県 美濃加茂市 セブン－イレブン美濃加茂加茂川町店 小売業 食料品 2%

120,557 岐阜県 美濃加茂市 セブン－イレブン美濃加茂加茂野町西店 小売業 食料品 2%

120,558 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂サービスエリア　ガソリンスタンド 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,559 岐阜県 美濃加茂市 セブン－イレブン美濃加茂市役所前店 小売業 食料品 2%

120,560 岐阜県 美濃加茂市 セブン－イレブン美濃加茂中部台店 小売業 食料品 2%

120,561 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂ファーム本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,562 岐阜県 美濃加茂市 セブン－イレブン美濃加茂深田町店 小売業 食料品 2%

120,563 岐阜県 美濃加茂市 セブン－イレブン美濃加茂前平町店 小売業 食料品 2%

120,564 岐阜県 美濃加茂市 セブン－イレブン美濃加茂森山町店 小売業 食料品 2%

120,565 岐阜県 美濃加茂市 セブン－イレブン美濃加茂山手町店 小売業 食料品 2%

120,566 岐阜県 美濃加茂市 ＳＡＬＯＮＤＥＣＯＬＬｉＮＥ 小売業 衣料品 5%

120,567 岐阜県 美濃加茂市 安江電機商会 小売業 電化製品 5%

120,568 岐阜県 美濃加茂市 山啓農園 小売業 食料品 5%

120,569 岐阜県 美濃加茂市 有限会社　東海金物店 小売業 その他小売 5%

120,570 岐阜県 美濃加茂市 有限会社マルケイ電器 小売業 電化製品 5%

120,571 岐阜県 美濃加茂市 夢幸望 小売業 その他小売 5%

120,572 岐阜県 美濃加茂市 米田住宅設備 サービス その他サービス 5%

120,573 岐阜県 美濃加茂市 ラティーフアザリー サービス 理容・美容業 5%

120,574 岐阜県 美濃加茂市 リラクゼーションサロンｎｉｃｏｒｉ サービス その他サービス 5%

120,575 岐阜県 美濃加茂市 レストランかわむら サービス 飲食業 5%

120,576 岐阜県 美濃加茂市 レトロスタイル雑貨店　スウィートフィッシュ 小売業 その他小売 5%

120,577 岐阜県 美濃加茂市 ｒｏｆｍｉａ 小売業 衣料品 5%

120,578 岐阜県 美濃加茂市 和食の轟 サービス 飲食業 5%

120,579 岐阜県 美濃加茂市 わらべ村 小売業 食料品 5%

120,580 岐阜県 美濃市 安藤竹細工店 小売業 衣料品 5%

120,581 岐阜県 美濃市 イタリア食堂　ＤＯＮＩ　ＤＯＮＩ　イタリア食堂　ＤＯＮＩ　ＤＯＮＩ サービス 飲食業 5%

120,582 岐阜県 美濃市 イチヒロ 小売業 衣料品 5%
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120,583 岐阜県 美濃市 出光美濃インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,584 岐阜県 美濃市 出光美濃極楽寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,585 岐阜県 美濃市 井上電器藍見店 小売業 電化製品 5%

120,586 岐阜県 美濃市 ウインド　のむら 小売業 電化製品 5%

120,587 岐阜県 美濃市 家電サポート　まつおか 小売業 電化製品 5%

120,588 岐阜県 美濃市 株式会社松久永助紙店 小売業 その他小売 5%

120,589 岐阜県 美濃市 株式会社マルサ研磨巧業 丸佐商店 小売業 その他小売 5%

120,590 岐阜県 美濃市 カミノシゴト 小売業 衣料品 5%

120,591 岐阜県 美濃市 神田屋 小売業 食料品 5%

120,592 岐阜県 美濃市 喜楽精肉店 小売業 食料品 5%

120,593 岐阜県 美濃市 暮らしの衣料マツオカ　美濃店 小売業 衣料品 5%

120,594 岐阜県 美濃市 ゲストハウス 笑び ゲストハウス笑び サービス 宿泊業 5%

120,595 岐阜県 美濃市 健康館アキタ 小売業 その他小売 5%

120,596 岐阜県 美濃市 小坂酒造場 小売業 食料品 5%

120,597 岐阜県 美濃市 ＴＨＥＭＯＵＮＴＡＩＮＥＤＩＴＩＯＮＳ 小売業 その他小売 5%

120,598 岐阜県 美濃市 茶房とみや サービス 飲食業 5%

120,599 岐阜県 美濃市 サンライズ家電辻村 小売業 電化製品 5%

120,600 岐阜県 美濃市 甚五郎寿司 サービス 飲食業 5%

120,601 岐阜県 美濃市 末広堂美濃アイス 小売業 食料品 5%

120,602 岐阜県 美濃市 チームエアー サービス その他サービス 5%

120,603 岐阜県 美濃市 ｔｉｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

120,604 岐阜県 美濃市 燈花　燈花 サービス 飲食業 5%

120,605 岐阜県 美濃市 登美家 小売業 食料品 5%

120,606 岐阜県 美濃市 ドリーム家電　タチバナ 小売業 電化製品 5%

120,607 岐阜県 美濃市 日進堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

120,608 岐阜県 美濃市 ネイバーアンドクラフトマン 小売業 家具・調度品 5%

120,609 岐阜県 美濃市 町家ホテルｂａｉｓｏｎ サービス 宿泊業 5%

120,610 岐阜県 美濃市 パウメトウみのＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,611 岐阜県 美濃市 ＢＡＲ ＥＳＴ サービス 飲食業 5%

120,612 岐阜県 美濃市 牧谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,613 岐阜県 美濃市 松久永助紙店 小売業 その他小売 5%

120,614 岐阜県 美濃市 美濃ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,615 岐阜県 美濃市 セブン－イレブン美濃インター店 小売業 食料品 2%

120,616 岐阜県 美濃市 焼肉の陣屋　焼き肉の陣屋 サービス 飲食業 5%

120,617 岐阜県 美濃市 やまさく 小売業 その他小売 5%

120,618 岐阜県 美濃市 山本屋 小売業 その他小売 5%

120,619 岐阜県 美濃市 ｌａｆｉｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

120,620 岐阜県 美濃市 料理旅館いずみ荘 サービス 宿泊業 5%

120,621 岐阜県 本巣市 ａｔｒｉｕｍ１０２モレラ店 小売業 衣料品 5%

120,622 岐阜県 本巣市 アムールくろの２ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,623 岐阜県 本巣市 出光セルフ北方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,624 岐阜県 本巣市 出光フラワーロード本巣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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120,625 岐阜県 本巣市 糸貫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,626 岐阜県 本巣市 糸貫自動車 サービス その他サービス 5%

120,627 岐阜県 本巣市 糸貫電化センター 小売業 電化製品 5%

120,628 岐阜県 本巣市 淡墨の宿　根尾　住吉屋 サービス 宿泊業 5%

120,629 岐阜県 本巣市 エクラ 小売業 衣料品 5%

120,630 岐阜県 本巣市 ＥｎｅＪｅｔ根尾川大橋ＳＳ　株式会社宇野石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,631 岐阜県 本巣市 ＥｎｅＪｅｔ本巣五反田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,632 岐阜県 本巣市 御菓子所吉野屋本店 小売業 食料品 5%

120,633 岐阜県 本巣市 ガーデンストーリーオブヘアー サービス 理容・美容業 5%

120,634 岐阜県 本巣市 ＣＡＦＥ ＦＬＡＴ サービス 飲食業 5%

120,635 岐阜県 本巣市 株式会社松浦自動車興業 サービス その他サービス 5%

120,636 岐阜県 本巣市 カレーハウスココイチバンヤ本巣真正店 サービス 飲食業 2%

120,637 岐阜県 本巣市 ＧＩＦＴ サービス 理容・美容業 5%

120,638 岐阜県 本巣市 岐阜本巣カントリークラブ サービス その他サービス 5%

120,639 岐阜県 本巣市 Ｋ　ｓオート 小売業 その他小売 5%

120,640 岐阜県 本巣市 珈琲物語 サービス 飲食業 5%

120,641 岐阜県 本巣市 小林電器 小売業 電化製品 5%

120,642 岐阜県 本巣市 ＣＯＮＤＵＣＥ サービス 理容・美容業 5%

120,643 岐阜県 本巣市 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｒｅｐｏｓｅｒ サービス 理容・美容業 5%

120,644 岐阜県 本巣市 サワセイ　真正店 小売業 その他小売 5%

120,645 岐阜県 本巣市 じてんしゃのビック　真正店 小売業 その他小売 5%

120,646 岐阜県 本巣市 税理士法人 汲田会計 サービス その他サービス 5%

120,647 岐阜県 本巣市 タイムステーション ＮＥＯモレラ岐阜店 小売業 貴金属・服飾品 5%

120,648 岐阜県 本巣市 タイヤショップ早野　もとす本店 小売業 その他小売 5%

120,649 岐阜県 本巣市 潮音坊 サービス 飲食業 5%

120,650 岐阜県 本巣市 つり具のブンブン岐阜店 小売業 その他小売 5%

120,651 岐阜県 本巣市 デフコロニー 小売業 衣料品 5%

120,652 岐阜県 本巣市 バイク　サイクルショップ　ＫＩＴＡＧＡＷＡ　喜多川商会 小売業 その他小売 5%

120,653 岐阜県 本巣市 パナステージなかやま 小売業 電化製品 5%

120,654 岐阜県 本巣市 美術の森 小売業 その他小売 5%

120,655 岐阜県 本巣市 ＶＩＶＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

120,656 岐阜県 本巣市 ファッションマートやまわき　本巣文殊店 小売業 衣料品 5%

120,657 岐阜県 本巣市 ファームトップ　本巣店 小売業 その他小売 5%

120,658 岐阜県 本巣市 フットサルアリーナ　本巣 サービス その他サービス 5%

120,659 岐阜県 本巣市 ＦＲＯＧ　ＳＴＡＲ サービス 理容・美容業 5%

120,660 岐阜県 本巣市 HairsalonAulii サービス 理容・美容業 5%

120,661 岐阜県 本巣市 マクドナルド真正店 サービス 飲食業 2%

120,662 岐阜県 本巣市 マクドナルドモレラ岐阜店 サービス 飲食業 2%

120,663 岐阜県 本巣市 ミズノ常備薬 サービス その他サービス 5%

120,664 岐阜県 本巣市 本巣町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,665 岐阜県 本巣市 セブン－イレブン本巣政田店 小売業 食料品 2%

120,666 岐阜県 本巣市 文殊住建株式会社 サービス その他サービス 5%
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120,667 岐阜県 本巣市 有限会社きぬよし 小売業 衣料品 5%

120,668 岐阜県 本巣市 ＬＩＯＮＡ 小売業 家具・調度品 5%

120,669 岐阜県 八百津町 岩井自販 サービス その他サービス 5%

120,670 岐阜県 八百津町 Ｃａｖｅ　渡辺屋 小売業 食料品 5%

120,671 岐阜県 八百津町 かかむでんき 小売業 電化製品 5%

120,672 岐阜県 八百津町 株式会社スギセイエネ サービス その他サービス 2%

120,673 岐阜県 八百津町 暮しの衣料マツオカ　八百津店 小売業 衣料品 5%

120,674 岐阜県 八百津町 蔵元やまだ 小売業 その他小売 5%

120,675 岐阜県 八百津町 司馬書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

120,676 岐阜県 八百津町 住まいる家電　こうけつ 小売業 電化製品 5%

120,677 岐阜県 八百津町 たこ焼き工房ぐるる サービス 飲食業 5%

120,678 岐阜県 八百津町 長栄軒 小売業 その他小売 5%

120,679 岐阜県 八百津町 ひまわりクリーンセンター サービス その他サービス 5%

120,680 岐阜県 八百津町 八百津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,681 岐阜県 八百津町 八百津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,682 岐阜県 山県市 アロマ　トータルケアサロン　ｔｅａｉ サービス その他サービス 5%

120,683 岐阜県 山県市 Ｅ３ナガヤデンキ 小売業 電化製品 5%

120,684 岐阜県 山県市 伊自良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,685 岐阜県 山県市 エーエスジャパン 小売業 その他小売 5%

120,686 岐阜県 山県市 ＡＵＴＯＳＴＲＥＥＴ 小売業 その他小売 5%

120,687 岐阜県 山県市 家電サポート　山田 小売業 電化製品 5%

120,688 岐阜県 山県市 カレーハウスココイチバンヤ岐阜高富店 サービス 飲食業 2%

120,689 岐阜県 山県市 岐阜国際カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

120,690 岐阜県 山県市 岐阜国際カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

120,691 岐阜県 山県市 シンワ菱油　山県ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,692 岐阜県 山県市 高富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,693 岐阜県 山県市 ＴＥＣＳきたむら 小売業 電化製品 5%

120,694 岐阜県 山県市 ｎａｉｌ ｒｏｏｍ?Ｋｅｙｓ? サービス 理容・美容業 5%

120,695 岐阜県 山県市 パナライフいちかわ川田店 小売業 電化製品 5%

120,696 岐阜県 山県市 ＨＡＲＡＤＡクリーニング　タチヤ山県店 サービス その他サービス 5%

120,697 岐阜県 山県市 ＨＡＲＡＤＡ　クリーニング　ＨＡＲＡＤＡクリーニング本店 サービス その他サービス 5%

120,698 岐阜県 山県市 ＰＧＰ－Ｒ サービス その他サービス 5%

120,699 岐阜県 山県市 ＰＥＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

120,700 岐阜県 山県市 ファッションマートやまわき　高富本店 小売業 衣料品 5%

120,701 岐阜県 山県市 プラスエリア２５６ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,702 岐阜県 山県市 星撮人 サービス その他サービス 5%

120,703 岐阜県 山県市 マクドナルド高富平和堂店 サービス 飲食業 2%

120,704 岐阜県 山県市 マルキ 小売業 その他小売 5%

120,705 岐阜県 山県市 ミナクチ電機 小売業 電化製品 5%

120,706 岐阜県 山県市 美山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,707 岐阜県 山県市 銘豊製菓園 小売業 食料品 5%

120,708 岐阜県 山県市 セブン－イレブン山県市高木店 小売業 食料品 2%
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120,709 岐阜県 山県市 ラ・ルーチェ　デルソーレ サービス 飲食業 5%

120,710 岐阜県 山県市 ルシータ サービス 理容・美容業 5%

120,711 岐阜県 山県市 ろまんてぃっく　はうす サービス 理容・美容業 5%

120,712 岐阜県 養老町 出光セルフ笠郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,713 岐阜県 養老町 出光セルフ養老ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,714 岐阜県 養老町 ウインド　かわち 小売業 電化製品 5%

120,715 岐阜県 養老町 ＥＲＩＣＡ　ＴＡＮＡＫＡ　ＢＥＡＵＴＹ サービス その他サービス 5%

120,716 岐阜県 養老町 大垣南自動車学校 サービス その他サービス 5%

120,717 岐阜県 養老町 ＯＫコンピューター サービス その他サービス 5%

120,718 岐阜県 養老町 笠郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,719 岐阜県 養老町 靴のホッタ　エルパス養老店 小売業 その他小売 5%

120,720 岐阜県 養老町 ＫＭＩ株式会社 小売業 その他小売 5%

120,721 岐阜県 養老町 ＫＭＩ株式会社 サービス その他サービス 5%

120,722 岐阜県 養老町 古今珍品情報流通センター 小売業 その他小売 5%

120,723 岐阜県 養老町 古今珍品情報流通センター 小売業 その他小売 5%

120,724 岐阜県 養老町 ＪＯＹＬＡＮＤ養老ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,725 岐阜県 養老町 杉山花店 小売業 その他小売 5%

120,726 岐阜県 養老町 杉山花店 小売業 その他小売 5%

120,727 岐阜県 養老町 スマイルみずほ 小売業 電化製品 5%

120,728 岐阜県 養老町 セルフ養老ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,729 岐阜県 養老町 千歳楼 サービス 宿泊業 5%

120,730 岐阜県 養老町 タイヤガーデン養老 小売業 その他小売 5%

120,731 岐阜県 養老町 高木ミンク 小売業 衣料品 5%

120,732 岐阜県 養老町 高木ミンク　福島工場 小売業 衣料品 5%

120,733 岐阜県 養老町 滝元館遊季の里 サービス 宿泊業 5%

120,734 岐阜県 養老町 ＤＰ養老 サービス 理容・美容業 5%

120,735 岐阜県 養老町 西美濃厚生病院売店 小売業 その他小売 5%

120,736 岐阜県 養老町 西脇電器 小売業 電化製品 5%

120,737 岐阜県 養老町 西脇電器石畑店 小売業 電化製品 5%

120,738 岐阜県 養老町 野寺商店／ＬＰＧ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,739 岐阜県 養老町 パナショップわたなべ 小売業 電化製品 5%

120,740 岐阜県 養老町 はらだでんき 小売業 電化製品 5%

120,741 岐阜県 養老町 ＰＨ　ＣＯＺＹ　養老店 小売業 衣料品 5%

120,742 岐阜県 養老町 瓢遊亭 サービス 飲食業 5%

120,743 岐阜県 養老町 古市ラジオ店 小売業 電化製品 5%

120,744 岐阜県 養老町 ヘッドスパサロン サーティー スリー サービス 理容・美容業 5%

120,745 岐阜県 養老町 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,746 岐阜県 養老町 名神養老サービスエリア　上り線 小売業 その他小売 5%

120,747 岐阜県 養老町 メガネパーク光華 小売業 その他小売 5%

120,748 岐阜県 養老町 森川美容室 サービス 理容・美容業 5%

120,749 岐阜県 養老町 有限会社オートリファイン アニー 有限会社 オートリファイン アニー サービス その他サービス 5%

120,750 岐阜県 養老町 養南自動車 サービス その他サービス 5%
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120,751 岐阜県 養老町 養老ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,752 岐阜県 養老町 養老ＳＳ 小売業 その他小売 2%

120,753 岐阜県 養老町 養老ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,754 岐阜県 養老町 養老旅行センター サービス その他サービス 5%

120,755 岐阜県 養老町 レストラン養老 小売業 その他小売 5%

120,756 岐阜県 輪之内町 出光プリテール福束ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,757 岐阜県 輪之内町 カフェレストほっぺ サービス 飲食業 5%

120,758 岐阜県 輪之内町 靴のホッタ　エルパス輪之内店 小売業 その他小売 5%

120,759 岐阜県 輪之内町 ドットコム サービス その他サービス 5%

120,760 岐阜県 輪之内町 輪之内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,761 岐阜県 輪之内町 セブン－イレブン輪之内町大藪店 小売業 食料品 2%

120,762 静岡県 熱海市 Ｒ．ｔｅｒｒａｃｅ 小売業 衣料品 5%

120,763 静岡県 熱海市 藍花 サービス 飲食業 5%

120,764 静岡県 熱海市 株式会社　あをきのひもの 小売業 家具・調度品 5%

120,765 静岡県 熱海市 アカイトプラス サービス その他サービス 5%

120,766 静岡県 熱海市 味くら サービス 飲食業 5%

120,767 静岡県 熱海市 味と湯の宿　ニューとみよし サービス 宿泊業 5%

120,768 静岡県 熱海市 網代観光ホテル サービス 宿泊業 5%

120,769 静岡県 熱海市 網代ＳＳ有限会社内辰商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,770 静岡県 熱海市 熱海　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,771 静岡県 熱海市 セブン－イレブン熱海網代店 小売業 食料品 2%

120,772 静岡県 熱海市 熱海温泉　湯宿一番地 サービス 宿泊業 5%

120,773 静岡県 熱海市 セブン－イレブン熱海銀座町店 小売業 食料品 2%

120,774 静岡県 熱海市 セブン－イレブン熱海小嵐店 小売業 食料品 2%

120,775 静岡県 熱海市 セブン－イレブン熱海咲見町店 小売業 食料品 2%

120,776 静岡県 熱海市 熱海シーズンホテル サービス 宿泊業 5%

120,777 静岡県 熱海市 熱海渋谷電機株式会社 サービス その他サービス 5%

120,778 静岡県 熱海市 セブン－イレブン熱海下多賀店 小売業 食料品 2%

120,779 静岡県 熱海市 熱海スパ＆リゾート サービス 飲食業 5%

120,780 静岡県 熱海市 あたみ石亭 サービス 宿泊業 5%

120,781 静岡県 熱海市 熱海ダイハツ本社 小売業 その他小売 5%

120,782 静岡県 熱海市 セブン－イレブン熱海中央町店 小売業 食料品 2%

120,783 静岡県 熱海市 セブン－イレブン熱海梅園店 小売業 食料品 2%

120,784 静岡県 熱海市 Ａｔａｍｉ　Ｈａｃｏ　ｃａｆｅ　熱海Ｈａｃｏ?ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

120,785 静岡県 熱海市 熱海ホテルパイプのけむり サービス 宿泊業 5%

120,786 静岡県 熱海市 アロマフレスカ サービス 飲食業 5%

120,787 静岡県 熱海市 石橋テレビ商会 小売業 電化製品 5%

120,788 静岡県 熱海市 伊豆網代温泉　松風苑 サービス 宿泊業 5%

120,789 静岡県 熱海市 伊豆山ＳＳ　株式会社泉屋石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,790 静岡県 熱海市 伊豆多賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,791 静岡県 熱海市 伊豆半島合同会社 小売業 食料品 5%

120,792 静岡県 熱海市 磯料理・海辺の湯の宿　平鶴 サービス 宿泊業 5%
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120,793 静岡県 熱海市 一白庵 サービス その他サービス 5%

120,794 静岡県 熱海市 伊東園ホテル熱海館 サービス 宿泊業 5%

120,795 静岡県 熱海市 ウオミサキホテル サービス 宿泊業 5%

120,796 静岡県 熱海市 ＥＩＣＡ サービス その他サービス 5%

120,797 静岡県 熱海市 Ａ－ＰＬＵＳ 小売業 食料品 5%

120,798 静岡県 熱海市 ゑびす屋 サービス 飲食業 5%

120,799 静岡県 熱海市 ＭＯＡ美術館 サービス その他サービス 5%

120,800 静岡県 熱海市 ｅｎｎｏｖａ サービス 宿泊業 5%

120,801 静岡県 熱海市 おお川旅館 サービス 宿泊業 5%

120,802 静岡県 熱海市 オーベルジュ　フォンテーヌ・ブロー熱海 サービス 宿泊業 5%

120,803 静岡県 熱海市 オリックスレンタカー熱海駅前店 サービス その他サービス 2%

120,804 静岡県 熱海市 温泉ホステル　陽の笑 サービス 宿泊業 5%

120,805 静岡県 熱海市 温泉宿やどかり サービス 宿泊業 5%

120,806 静岡県 熱海市 温泉宿やどかり サービス 宿泊業 5%

120,807 静岡県 熱海市 海上釣り堀　太公望 サービス その他サービス 5%

120,808 静岡県 熱海市 隠れ湯の宿　月のあかり サービス 宿泊業 5%

120,809 静岡県 熱海市 貸切温泉のコンドミニアム　グランビュー熱海 サービス 宿泊業 5%

120,810 静岡県 熱海市 菓子の木 多賀店 サービス その他サービス 5%

120,811 静岡県 熱海市 菓子の木 来宮店 小売業 食料品 5%

120,812 静岡県 熱海市 Ｎａｇｉｓａ サービス 飲食業 5%

120,813 静岡県 熱海市 株式会社　ｓｔａｎｐｏｏ　ＳＰＩＮＫ店 サービス その他サービス 5%

120,814 静岡県 熱海市 （株）東光　熱海店 小売業 食料品 5%

120,815 静岡県 熱海市 ＥＯＭＯＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

120,816 静岡県 熱海市 株式会社瑞雲　熱海店 小売業 食料品 5%

120,817 静岡県 熱海市 かめや洋装店 小売業 衣料品 5%

120,818 静岡県 熱海市 川堰苑　いすゞホテル サービス 宿泊業 5%

120,819 静岡県 熱海市 岸浅次郎商店 小売業 食料品 5%

120,820 静岡県 熱海市 貴美の浜焼き サービス 飲食業 5%

120,821 静岡県 熱海市 貴美の浜焼き サービス 飲食業 5%

120,822 静岡県 熱海市 金城館 サービス 宿泊業 5%

120,823 静岡県 熱海市 クラブメルヘンアラスカ サービス 飲食業 5%

120,824 静岡県 熱海市 Ｋ＇ｚ サービス その他サービス 5%

120,825 静岡県 熱海市 ｇｕｅｓｔ　ｈｏｕｓｅ　ＭＡＲＵＹＡ サービス 宿泊業 5%

120,826 静岡県 熱海市 ゲストハウス友蘭 サービス 宿泊業 5%

120,827 静岡県 熱海市 ＣＯＥＤＡ　ＨＯＵＳＥ サービス 宿泊業 5%

120,828 静岡県 熱海市 ＯＫＭＡＳＳＡ サービス その他サービス 5%

120,829 静岡県 熱海市 古梅苑 小売業 家具・調度品 5%

120,830 静岡県 熱海市 サガミ電気 小売業 電化製品 5%

120,831 静岡県 熱海市 さくらや旅館 サービス 宿泊業 5%

120,832 静岡県 熱海市 潮騒の宿ふじま サービス 宿泊業 5%

120,833 静岡県 熱海市 時間を旅する宿　海のはな サービス 宿泊業 5%

120,834 静岡県 熱海市 写真箱熱海店 サービス その他サービス 5%
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120,835 静岡県 熱海市 秀花園　湯の花膳 サービス 宿泊業 5%

120,836 静岡県 熱海市 食事処　ふくや サービス 飲食業 5%

120,837 静岡県 熱海市 新かどや サービス 宿泊業 5%

120,838 静岡県 熱海市 有限会社杉山名産店 小売業 家具・調度品 5%

120,839 静岡県 熱海市 寿し孝 サービス 飲食業 5%

120,840 静岡県 熱海市 ステーキハウスはまだ サービス 飲食業 5%

120,841 静岡県 熱海市 スパ・マリーナ熱海 サービス その他サービス 5%

120,842 静岡県 熱海市 スパ・マリーナ熱海 サービス その他サービス 5%

120,843 静岡県 熱海市 絶景掛け流しの宿熱海月右衛門 サービス 宿泊業 5%

120,844 静岡県 熱海市 ＳｏｃｉａｌＤａｎｃｅＴｅａｍ池谷 サービス その他サービス 5%

120,845 静岡県 熱海市 大成館 サービス 宿泊業 5%

120,846 静岡県 熱海市 ＴｉｄｙＡｒｔｉｃｌｅｓ サービス その他サービス 5%

120,847 静岡県 熱海市 ダイビングサービス熱海 サービス その他サービス 5%

120,848 静岡県 熱海市 旅の宿　かみむら サービス 宿泊業 5%

120,849 静岡県 熱海市 竹林庵みずの サービス 宿泊業 5%

120,850 静岡県 熱海市 月の栖熱海聚楽ホテル サービス 宿泊業 5%

120,851 静岡県 熱海市 つばき屋佐藤油店 小売業 食料品 5%

120,852 静岡県 熱海市 東海汽船　熱海支店 サービス その他サービス 5%

120,853 静岡県 熱海市 常盤木羊羹店總本店 サービス その他サービス 5%

120,854 静岡県 熱海市 時計・宝石のフジワラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

120,855 静岡県 熱海市 ｎａｅｄｏｃｏ サービス その他サービス 5%

120,856 静岡県 熱海市 長濱苑 サービス 宿泊業 5%

120,857 静岡県 熱海市 ニューフジヤホテル サービス 宿泊業 5%

120,858 静岡県 熱海市 ぬいぐるみのリムとラム　熱海店 サービス 飲食業 5%

120,859 静岡県 熱海市 Ｂａｒ　Ｖａｃａｔｉｏｎ サービス 飲食業 5%

120,860 静岡県 熱海市 ハシモトヤ 小売業 衣料品 5%

120,861 静岡県 熱海市 パスタ屋一丁目　熱海店 サービス 飲食業 5%

120,862 静岡県 熱海市 ハートピア熱海 サービス 宿泊業 5%

120,863 静岡県 熱海市 花と緑のお店ｓｏ－ｅｒｕソエル 小売業 その他小売 5%

120,864 静岡県 熱海市 花と緑のお店　ｓｏ－ｅｒｕ 小売業 その他小売 5%

120,865 静岡県 熱海市 花の茶屋 サービス その他サービス 5%

120,866 静岡県 熱海市 離れ杜の湯　海いろ別邸 サービス 宿泊業 5%

120,867 静岡県 熱海市 ハーブハウス サービス 宿泊業 5%

120,868 静岡県 熱海市 バルバルＡＴＡＭＩ サービス 飲食業 5%

120,869 静岡県 熱海市 ファッションアークピュア 小売業 衣料品 5%

120,870 静岡県 熱海市 ファンシービジネスホテル サービス 宿泊業 5%

120,871 静岡県 熱海市 藤中靴店 小売業 衣料品 5%

120,872 静岡県 熱海市 古屋旅館 サービス 宿泊業 5%

120,873 静岡県 熱海市 ペンション　プリンス サービス 宿泊業 5%

120,874 静岡県 熱海市 ホテル東横 サービス 宿泊業 5%

120,875 静岡県 熱海市 ホテルニューアカオ サービス 宿泊業 5%

120,876 静岡県 熱海市 ホテルニューアカオ　ロイヤルウイング サービス 宿泊業 5%
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120,877 静岡県 熱海市 マクドナルド熱海駅前店 サービス 飲食業 2%

120,878 静岡県 熱海市 鉄板焼　西麻布またはり サービス 飲食業 5%

120,879 静岡県 熱海市 マリンアタミＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,880 静岡県 熱海市 Ｍａｒｃｅｌ サービス 飲食業 5%

120,881 静岡県 熱海市 丸高名産店 小売業 その他小売 5%

120,882 静岡県 熱海市 丸富酒店　丸富酒店 小売業 その他小売 5%

120,883 静岡県 熱海市 ＭＡＲＵＹＡ　Ｔｅｒｒａｃｅ サービス 飲食業 5%

120,884 静岡県 熱海市 三河屋商店 小売業 その他小売 5%

120,885 静岡県 熱海市 三木製菓 サービス 飲食業 5%

120,886 静岡県 熱海市 三木製菓第一ビル店 サービス 飲食業 5%

120,887 静岡県 熱海市 夢寿庵ｍｕｊｕａｎ サービス その他サービス 5%

120,888 静岡県 熱海市 メガネのウインク　熱海店 小売業 貴金属・服飾品 5%

120,889 静岡県 熱海市 メガネのフジワラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

120,890 静岡県 熱海市 やきとり　鳥満 サービス 飲食業 5%

120,891 静岡県 熱海市 焼肉　田 サービス 飲食業 5%

120,892 静岡県 熱海市 焼肉レストラン　南海苑 サービス 飲食業 5%

120,893 静岡県 熱海市 焼肉レストラン秘苑 サービス 飲食業 5%

120,894 静岡県 熱海市 やすらぎの宿　みのや サービス 宿泊業 5%

120,895 静岡県 熱海市 山木旅館 サービス 宿泊業 5%

120,896 静岡県 熱海市 有限会社アカオ商店 カフェアジール サービス 飲食業 5%

120,897 静岡県 熱海市 ゆがわら大野屋旅館 サービス 宿泊業 5%

120,898 静岡県 熱海市 湯宿みかんの木 サービス 宿泊業 5%

120,899 静岡県 熱海市 リブマックスリゾート熱海シーフロント サービス 宿泊業 5%

120,900 静岡県 熱海市 旅館　芳泉閣 サービス 宿泊業 5%

120,901 静岡県 熱海市 リョケン サービス その他サービス 5%

120,902 静岡県 熱海市 ＷＡ亭　風こみち サービス 宿泊業 5%

120,903 静岡県 伊豆市 碧き凪ぎの宿　明治館 サービス 宿泊業 5%

120,904 静岡県 伊豆市 茜色の海あるじ栖 サービス 宿泊業 5%

120,905 静岡県 伊豆市 あしでまとい サービス 飲食業 5%

120,906 静岡県 伊豆市 アイキョウデンキ 小売業 電化製品 5%

120,907 静岡県 伊豆市 あまご茶屋 修善寺温泉店 サービス 飲食業 5%

120,908 静岡県 伊豆市 新井旅館 サービス 宿泊業 5%

120,909 静岡県 伊豆市 ＡＲＣＡＮＡ　ＩＺＵ サービス 宿泊業 5%

120,910 静岡県 伊豆市 伊郷電気商会 小売業 電化製品 5%

120,911 静岡県 伊豆市 居酒屋いきぶし サービス 飲食業 5%

120,912 静岡県 伊豆市 石のひろば展示場 小売業 その他小売 5%

120,913 静岡県 伊豆市 セブン－イレブン伊豆市土肥店 小売業 食料品 2%

120,914 静岡県 伊豆市 セブン－イレブン伊豆市土肥馬場店 小売業 食料品 2%

120,915 静岡県 伊豆市 セブン－イレブン伊豆市冷川店 小売業 食料品 2%

120,916 静岡県 伊豆市 セブン－イレブン伊豆修善寺瓜生野店 小売業 食料品 2%

120,917 静岡県 伊豆市 セブン－イレブン伊豆修善寺加殿店 小売業 食料品 2%

120,918 静岡県 伊豆市 セブン－イレブン伊豆修善寺熊坂店 小売業 食料品 2%
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120,919 静岡県 伊豆市 セブン－イレブン伊豆修善寺熊坂バイパス店 小売業 食料品 2%

120,920 静岡県 伊豆市 伊豆平パールタウン管理事務所 サービス その他サービス 5%

120,921 静岡県 伊豆市 セブン－イレブン伊豆の国四日町北店 小売業 食料品 2%

120,922 静岡県 伊豆市 伊豆ハツマＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,923 静岡県 伊豆市 出光小下田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,924 静岡県 伊豆市 出光土肥ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,925 静岡県 伊豆市 上田ゴム工業所 小売業 その他小売 5%

120,926 静岡県 伊豆市 駅弁カフェ　たけし サービス 飲食業 5%

120,927 静岡県 伊豆市 恋人岬オーシャンビューリゾート　岬　ｍｉｓａｋｉ サービス 宿泊業 5%

120,928 静岡県 伊豆市 大仁橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,929 静岡県 伊豆市 小野自動車 小売業 その他小売 5%

120,930 静岡県 伊豆市 おもひで野じんで サービス 宿泊業 5%

120,931 静岡県 伊豆市 御宿さか屋 サービス 宿泊業 5%

120,932 静岡県 伊豆市 風間ふとん店 小売業 衣料品 5%

120,933 静岡県 伊豆市 キレート　きくち 小売業 電化製品 5%

120,934 静岡県 伊豆市 金福荘 サービス 宿泊業 5%

120,935 静岡県 伊豆市 サロン・ド・エンドー 小売業 衣料品 5%

120,936 静岡県 伊豆市 修善寺インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,937 静岡県 伊豆市 修善寺ダイハツ販売所本社 小売業 その他小売 5%

120,938 静岡県 伊豆市 スーパーカドイケ中伊豆店 小売業 食料品 5%

120,939 静岡県 伊豆市 スリービーンズコーヒー サービス 飲食業 5%

120,940 静岡県 伊豆市 瀬戸照済 サービス その他サービス 5%

120,941 静岡県 伊豆市 宙ＳＯＲＡ　渡月荘金龍 サービス 宿泊業 5%

120,942 静岡県 伊豆市 第１１とび島丸　第１１とび島丸 サービス 運輸業 5%

120,943 静岡県 伊豆市 第１７とび島丸　第１７とび島丸 サービス 運輸業 5%

120,944 静岡県 伊豆市 第１８とび島丸　第１８とび島丸 サービス 運輸業 5%

120,945 静岡県 伊豆市 たたみの宿　湯の花亭 サービス 宿泊業 5%

120,946 静岡県 伊豆市 でんきハウス　マツデン 小売業 電化製品 5%

120,947 静岡県 伊豆市 天狗之杜 サービス その他サービス 5%

120,948 静岡県 伊豆市 土肥ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,949 静岡県 伊豆市 土肥ＳＳ　有限会社金刺商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,950 静岡県 伊豆市 有限会社土肥クリーンサービス サービス 運輸業 5%

120,951 静岡県 伊豆市 土肥ふじやホテル サービス 宿泊業 5%

120,952 静岡県 伊豆市 土肥ふじやホテル サービス 宿泊業 5%

120,953 静岡県 伊豆市 ＴＯＫＹＯＲＵＳＫＩＺＵＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 食料品 5%

120,954 静岡県 伊豆市 とうふ伊豆庵ショップ 小売業 家具・調度品 5%

120,955 静岡県 伊豆市 東府やＲｅｓｏｒｔ＆Ｓｐａ－Ｉｚｕ サービス 宿泊業 5%

120,956 静岡県 伊豆市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ湯ケ島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,957 静岡県 伊豆市 時計・メガネ・宝石　山田 小売業 貴金属・服飾品 5%

120,958 静岡県 伊豆市 中伊豆ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,959 静岡県 伊豆市 長倉書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

120,960 静岡県 伊豆市 和めしや中清食堂 サービス 飲食業 5%
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120,961 静岡県 伊豆市 中浜屋 サービス 宿泊業 5%

120,962 静岡県 伊豆市 花の店あおい 小売業 その他小売 5%

120,963 静岡県 伊豆市 花の道　修善寺店 小売業 食料品 5%

120,964 静岡県 伊豆市 ひとえにここゆいづ　ねの湯　対山荘 サービス 宿泊業 5%

120,965 静岡県 伊豆市 プティレザン 小売業 食料品 5%

120,966 静岡県 伊豆市 船原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,967 静岡県 伊豆市 船原館 サービス 宿泊業 5%

120,968 静岡県 伊豆市 Ｆｒｏｍ　ｈｅｒｅ　Ｆｒｏｍ　ｈｅｒｅ サービス 飲食業 5%

120,969 静岡県 伊豆市 頬杖の刻 サービス 宿泊業 5%

120,970 静岡県 伊豆市 牧水荘土肥館 サービス 宿泊業 5%

120,971 静岡県 伊豆市 ホテルかの川 サービス 宿泊業 5%

120,972 静岡県 伊豆市 ホリイ サービス その他サービス 5%

120,973 静岡県 伊豆市 瑞の里　○久旅館 サービス 宿泊業 5%

120,974 静岡県 伊豆市 水のみち　風のみち　湯ヶ島たつた サービス 宿泊業 5%

120,975 静岡県 伊豆市 水の里恷　富岳群青 サービス 宿泊業 5%

120,976 静岡県 伊豆市 緑の森 サービス 飲食業 5%

120,977 静岡県 伊豆市 みなみ荘 サービス 宿泊業 5%

120,978 静岡県 伊豆市 無雙庵　枇杷 サービス 宿泊業 5%

120,979 静岡県 伊豆市 やぎさわ荘 サービス 宿泊業 5%

120,980 静岡県 伊豆市 柳生／Ｊ＆Ｊギフト サービス その他サービス 5%

120,981 静岡県 伊豆市 湯本舘 サービス 宿泊業 5%

120,982 静岡県 伊豆市 湯本館 サービス 宿泊業 5%

120,983 静岡県 伊豆市 リブマックスリゾート天城湯ヶ島 サービス 宿泊業 5%

120,984 静岡県 伊豆市 留宝留ながた サービス 飲食業 5%

120,985 静岡県 伊豆市 和の匠　花暖簾 サービス 宿泊業 5%

120,986 静岡県 伊豆市 和楽　和楽 小売業 食料品 5%

120,987 静岡県 伊豆の国市 Ｒ Ｙ ｂｏｄｙ Ｒ Ｙ ｂｏｄｙ サービス その他サービス 5%

120,988 静岡県 伊豆の国市 ＡＶＡＮＴ サービス その他サービス 5%

120,989 静岡県 伊豆の国市 アクアサンタホテル サービス 宿泊業 5%

120,990 静岡県 伊豆の国市 あづまや旅館 サービス 宿泊業 5%

120,991 静岡県 伊豆の国市 伊賀ショッピング　本店 小売業 その他小売 5%

120,992 静岡県 伊豆の国市 伊古奈荘 サービス 宿泊業 5%

120,993 静岡県 伊豆の国市 石井米店 小売業 その他小売 5%

120,994 静岡県 伊豆の国市 イシカワ電気 小売業 電化製品 5%

120,995 静岡県 伊豆の国市 伊豆長岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

120,996 静岡県 伊豆の国市 伊豆長岡金城館 サービス 宿泊業 5%

120,997 静岡県 伊豆の国市 伊豆長岡ホテル天坊 サービス 宿泊業 2%

120,998 静岡県 伊豆の国市 セブン－イレブン伊豆長岡南店 小売業 食料品 2%

120,999 静岡県 伊豆の国市 セブン－イレブン伊豆の国大仁東店 小売業 食料品 2%

121,000 静岡県 伊豆の国市 セブン－イレブン伊豆の国市古奈店 小売業 食料品 2%

121,001 静岡県 伊豆の国市 セブン－イレブン伊豆の国市長岡北店 小売業 食料品 2%

121,002 静岡県 伊豆の国市 セブン－イレブン伊豆の国市四日町西店 小売業 食料品 2%
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121,003 静岡県 伊豆の国市 一番亭　伊豆長岡店 サービス 飲食業 5%

121,004 静岡県 伊豆の国市 上田タイヤ大仁 小売業 その他小売 5%

121,005 静岡県 伊豆の国市 美米ら 小売業 食料品 5%

121,006 静岡県 伊豆の国市 旨味米処 梅屋 旨味米処梅屋 小売業 食料品 5%

121,007 静岡県 伊豆の国市 うを正 うを正 サービス 飲食業 5%

121,008 静岡県 伊豆の国市 エース　伊豆長岡店 小売業 その他小売 5%

121,009 静岡県 伊豆の国市 エステサロンｃｏｓｍｏｓｓ サービス 理容・美容業 5%

121,010 静岡県 伊豆の国市 大仁ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,011 静岡県 伊豆の国市 セブン－イレブン大仁田京店 小売業 食料品 2%

121,012 静岡県 伊豆の国市 セブン－イレブン大仁田原野店 小売業 食料品 2%

121,013 静岡県 伊豆の国市 セブン－イレブン大仁店 小売業 食料品 2%

121,014 静岡県 伊豆の国市 大仁ホテル サービス 宿泊業 5%

121,015 静岡県 伊豆の国市 Ｃａｆｅ　熊の手 サービス 飲食業 5%

121,016 静岡県 伊豆の国市 株式会社　松井酒店 小売業 その他小売 5%

121,017 静岡県 伊豆の国市 カミ・カミカンパニー サービス 理容・美容業 5%

121,018 静岡県 伊豆の国市 ＧＡＲＡＧＥ　ＦＬＯＷ 小売業 その他小売 5%

121,019 静岡県 伊豆の国市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋伊豆の国大仁店 サービス 飲食業 2%

121,020 静岡県 伊豆の国市 共栄電化サービス 小売業 電化製品 5%

121,021 静岡県 伊豆の国市 着物の綺羅羅 サービス その他サービス 5%

121,022 静岡県 伊豆の国市 クラブ　東雲 サービス 飲食業 5%

121,023 静岡県 伊豆の国市 弘法の湯　長岡店 サービス 宿泊業 5%

121,024 静岡県 伊豆の国市 弘法の湯　本店 サービス 宿泊業 5%

121,025 静岡県 伊豆の国市 工房Ｒｏｋｕｍｏｋｕ サービス その他サービス 5%

121,026 静岡県 伊豆の国市 志げ山 小売業 その他小売 5%

121,027 静岡県 伊豆の国市 車検のコバック　大仁店 サービス その他サービス 5%

121,028 静岡県 伊豆の国市 修禅寺彫 小売業 その他小売 5%

121,029 静岡県 伊豆の国市 出張撮影ふぉと・みん サービス その他サービス 5%

121,030 静岡県 伊豆の国市 招福の宿ゑびすや サービス 宿泊業 5%

121,031 静岡県 伊豆の国市 昭和堂　メガネ時計の昭和堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

121,032 静岡県 伊豆の国市 杉山商店 小売業 食料品 5%

121,033 静岡県 伊豆の国市 芹沢クリーニング サービス その他サービス 5%

121,034 静岡県 伊豆の国市 たからや洋品店 小売業 衣料品 5%

121,035 静岡県 伊豆の国市 田京ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,036 静岡県 伊豆の国市 田原野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,037 静岡県 伊豆の国市 ダンケ 小売業 食料品 5%

121,038 静岡県 伊豆の国市 茶室　玄心庵 サービス 飲食業 5%

121,039 静岡県 伊豆の国市 つず美 湯元園 駅前店 小売業 食料品 5%

121,040 静岡県 伊豆の国市 土屋銘茶 小売業 食料品 5%

121,041 静岡県 伊豆の国市 ＤＰ大仁 サービス 理容・美容業 5%

121,042 静岡県 伊豆の国市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大仁店 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,043 静岡県 伊豆の国市 長岡環境サ－ビス　本社営業所 サービス その他サービス 5%

121,044 静岡県 伊豆の国市 長岡自動車工業 サービス その他サービス 5%
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121,045 静岡県 伊豆の国市 ニラスイホーム本店 サービス その他サービス 5%

121,046 静岡県 伊豆の国市 はなぶさ旅館 サービス 宿泊業 5%

121,047 静岡県 伊豆の国市 美心 サービス 理容・美容業 5%

121,048 静岡県 伊豆の国市 富嶽はなぶさ サービス 宿泊業 5%

121,049 静岡県 伊豆の国市 福狸亭小川家 サービス 宿泊業 5%

121,050 静岡県 伊豆の国市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　伊豆の国大仁店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

121,051 静岡県 伊豆の国市 ふらら日和 サービス その他サービス 5%

121,052 静岡県 伊豆の国市 ホテルサンバレーアネックス サービス 宿泊業 5%

121,053 静岡県 伊豆の国市 ホテルサンバレー伊豆長岡　別館　悠々館 サービス 宿泊業 5%

121,054 静岡県 伊豆の国市 ホテルサンバレー伊豆長岡　別館　和楽 サービス 宿泊業 5%

121,055 静岡県 伊豆の国市 ＰＯＭＯＤＯＲＯ サービス 飲食業 5%

121,056 静岡県 伊豆の国市 マクドナルド大仁アピタ店 サービス 飲食業 2%

121,057 静岡県 伊豆の国市 マクドナルド大仁店 サービス 飲食業 2%

121,058 静岡県 伊豆の国市 町重商店 小売業 食料品 5%

121,059 静岡県 伊豆の国市 明正薬局 小売業 その他小売 5%

121,060 静岡県 伊豆の国市 メディアポリス　伊豆の国大仁店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

121,061 静岡県 伊豆の国市 メディアポリス　伊豆の国大仁店 小売業 その他小売 2%

121,062 静岡県 伊豆の国市 モアソン サービス その他サービス 5%

121,063 静岡県 伊豆の国市 有限会社富岡輪店 小売業 その他小売 5%

121,064 静岡県 伊豆の国市 夢 サービス 飲食業 5%

121,065 静岡県 伊豆の国市 楽山やすだ サービス 宿泊業 5%

121,066 静岡県 伊豆の国市 料亭　閑雲嶺 サービス 飲食業 5%

121,067 静岡県 伊豆の国市 ＲｅＲｅ 小売業 衣料品 5%

121,068 静岡県 伊豆の国市 リンクス　ニラヤマ 小売業 電化製品 5%

121,069 静岡県 伊豆の国市 わいわいキッズ サービス その他サービス 5%

121,070 静岡県 伊東市 愛犬お宿 サービス 宿泊業 5%

121,071 静岡県 伊東市 愛犬お宿 サービス 宿泊業 5%

121,072 静岡県 伊東市 愛犬の駅 サービス 宿泊業 5%

121,073 静岡県 伊東市 愛犬の宿　ラブリー・ワンズ サービス 宿泊業 5%

121,074 静岡県 伊東市 青木堂 小売業 その他小売 5%

121,075 静岡県 伊東市 青木堂 小売業 その他小売 5%

121,076 静岡県 伊東市 あさりのお宿 サービス 宿泊業 5%

121,077 静岡県 伊東市 海女屋　伊豆高原店 サービス 飲食業 5%

121,078 静岡県 伊東市 アンダの森　伊豆一碧湖 サービス 宿泊業 5%

121,079 静岡県 伊東市 アンダの森　伊豆一碧湖 サービス 宿泊業 5%

121,080 静岡県 伊東市 アンダリゾート伊豆高原 サービス 宿泊業 5%

121,081 静岡県 伊東市 安藤食料品店 小売業 食料品 5%

121,082 静岡県 伊東市 居酒屋とっぺん　居酒屋　とっぺん サービス 飲食業 5%

121,083 静岡県 伊東市 ＩＳＡＮＡ　Ｒｅｓｏｒｔ サービス 宿泊業 5%

121,084 静岡県 伊東市 石井石材　富戸工場　展示場 サービス その他サービス 5%

121,085 静岡県 伊東市 石井石材　本社　展示場 サービス その他サービス 5%

121,086 静岡県 伊東市 イシグロ　伊東店 小売業 その他小売 5%
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121,087 静岡県 伊東市 伊豆アクアマリン サービス その他サービス 5%

121,088 静岡県 伊東市 伊豆オルゴール館 小売業 家具・調度品 5%

121,089 静岡県 伊東市 伊豆クラフトハウス 小売業 その他小売 5%

121,090 静岡県 伊東市 伊豆高原キャプテンズキャビン サービス 宿泊業 5%

121,091 静岡県 伊東市 セブン－イレブン伊豆高原店 小売業 食料品 2%

121,092 静岡県 伊東市 伊豆高原の隠れ宿Ｓｙｕｈａｒｉ～守破離～ サービス 宿泊業 5%

121,093 静岡県 伊東市 伊豆高原の小さなオーベルジュ　アルシオン サービス 宿泊業 5%

121,094 静岡県 伊東市 伊豆高原の小さなオーベルジュ　アルシオン サービス 宿泊業 5%

121,095 静岡県 伊東市 伊豆高原わんわんパラダイスホテル サービス 宿泊業 5%

121,096 静岡県 伊東市 伊豆ワン倶楽部 サービス 宿泊業 5%

121,097 静岡県 伊東市 イタリア料理Ｂ－ｇｉｌｌ サービス 飲食業 5%

121,098 静岡県 伊東市 セブン－イレブン伊東宇佐美店 小売業 食料品 2%

121,099 静岡県 伊東市 セブン－イレブン伊東駅前店 小売業 食料品 2%

121,100 静岡県 伊東市 伊東園ホテル サービス 宿泊業 5%

121,101 静岡県 伊東市 伊東園ホテル別館 サービス 宿泊業 5%

121,102 静岡県 伊東市 伊東園ホテル　松川館 サービス 宿泊業 5%

121,103 静岡県 伊東市 セブン－イレブン伊東大原１丁目店 小売業 食料品 2%

121,104 静岡県 伊東市 セブン－イレブン伊東川奈店 小売業 食料品 2%

121,105 静岡県 伊東市 セブン－イレブン伊東玖須美元和田バイパス店 小売業 食料品 2%

121,106 静岡県 伊東市 セブン－イレブン伊東市荻店 小売業 食料品 2%

121,107 静岡県 伊東市 セブン－イレブン伊東猪戸店 小売業 食料品 2%

121,108 静岡県 伊東市 セブン－イレブン伊東市富戸店 小売業 食料品 2%

121,109 静岡県 伊東市 セブン－イレブン伊東竹の内店 小売業 食料品 2%

121,110 静岡県 伊東市 イトウパウエル サービス 宿泊業 5%

121,111 静岡県 伊東市 伊東ハウス工業株式会社 サービス その他サービス 5%

121,112 静岡県 伊東市 セブン－イレブン伊東ベイサイド店 小売業 食料品 2%

121,113 静岡県 伊東市 セブンーイレブン伊東南町店 小売業 食料品 2%

121,114 静岡県 伊東市 セブン－イレブン伊東元和田店 小売業 食料品 2%

121,115 静岡県 伊東市 伊東遊季亭 サービス 宿泊業 5%

121,116 静岡県 伊東市 伊東遊季亭川奈別邸 サービス 宿泊業 5%

121,117 静岡県 伊東市 セブン－イレブン伊東湯川店 小売業 食料品 2%

121,118 静岡県 伊東市 セブン－イレブン伊東吉田店 小売業 食料品 2%

121,119 静岡県 伊東市 田舎家　三平 サービス 飲食業 5%

121,120 静岡県 伊東市 入船 伊東駅前店 サービス 飲食業 5%

121,121 静岡県 伊東市 いろり海産　売り場 小売業 その他小売 5%

121,122 静岡県 伊東市 浮山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,123 静岡県 伊東市 うさぎの時計 サービス 宿泊業 5%

121,124 静岡県 伊東市 ウブドの森 サービス 宿泊業 5%

121,125 静岡県 伊東市 ウブドの森 サービス 宿泊業 5%

121,126 静岡県 伊東市 海が庭　みなとや サービス 宿泊業 5%

121,127 静岡県 伊東市 エスケープ サービス その他サービス 5%

121,128 静岡県 伊東市 Ｍ２　ｂｙ　ｓｅｎｓｏｕｎｉｃｏ　伊東店 小売業 衣料品 5%
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121,129 静岡県 伊東市 大室の杜　玉翠 サービス 宿泊業 5%

121,130 静岡県 伊東市 荻　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,131 静岡県 伊東市 おやど華瑞季ーハナミズキー サービス 宿泊業 5%

121,132 静岡県 伊東市 お宿　癒楽里 サービス 宿泊業 5%

121,133 静岡県 伊東市 かきつばた サービス 宿泊業 5%

121,134 静岡県 伊東市 柏屋化粧品店 小売業 その他小売 5%

121,135 静岡県 伊東市 カフェローステライ・ヴェッカー 小売業 食料品 5%

121,136 静岡県 伊東市 カフェローステライ　ヴェッカー 小売業 食料品 5%

121,137 静岡県 伊東市 株式会社岩崎商店 小売業 その他小売 5%

121,138 静岡県 伊東市 株式会社タマ 小売業 その他小売 5%

121,139 静岡県 伊東市 株式会社フジカーサービス　ガリバー伊東店 小売業 その他小売 2%

121,140 静岡県 伊東市 かめや楽寛 サービス 宿泊業 5%

121,141 静岡県 伊東市 カメラのヤマハン 小売業 その他小売 5%

121,142 静岡県 伊東市 ガラスの仔犬 サービス 宿泊業 5%

121,143 静岡県 伊東市 ガラスの城 サービス 宿泊業 5%

121,144 静岡県 伊東市 川奈日和 小売業 その他小売 5%

121,145 静岡県 伊東市 カントリーイン　ピーウィット サービス 宿泊業 5%

121,146 静岡県 伊東市 カントリーインギャレー サービス 宿泊業 5%

121,147 静岡県 伊東市 キープスマイリング サービス その他サービス 5%

121,148 静岡県 伊東市 きむらや青果 荻店 小売業 食料品 5%

121,149 静岡県 伊東市 キャトルサンドイッチズ サービス 飲食業 5%

121,150 静岡県 伊東市 ギャラリー　カフェ　あそび心 サービス 飲食業 5%

121,151 静岡県 伊東市 キャンドル体験　遊工房 サービス その他サービス 5%

121,152 静岡県 伊東市 クイール～ペットと一緒に過ごす宿～ サービス 宿泊業 5%

121,153 静岡県 伊東市 くつろぎの宿華 サービス 宿泊業 5%

121,154 静岡県 伊東市 蔵の宿ひなた サービス 宿泊業 5%

121,155 静岡県 伊東市 グランベール サービス 宿泊業 5%

121,156 静岡県 伊東市 ゲストハウス倭荘 サービス 宿泊業 5%

121,157 静岡県 伊東市 ケニーズハウスカフェ　伊豆高原本店 サービス 飲食業 5%

121,158 静岡県 伊東市 健康スポーツ整体院 健康スポーツ整体院 サービス 理容・美容業 5%

121,159 静岡県 伊東市 源泉　そらのうえ　そらのうえ サービス 宿泊業 5%

121,160 静岡県 伊東市 こうげん寿し サービス 飲食業 5%

121,161 静岡県 伊東市 コバック伊東店 サービス その他サービス 5%

121,162 静岡県 伊東市 古民家割烹　ひよけ家 サービス 飲食業 5%

121,163 静岡県 伊東市 サザンクロスカントリークラブ サービス 宿泊業 5%

121,164 静岡県 伊東市 サザンクロスリゾート サービス その他サービス 5%

121,165 静岡県 伊東市 サンハトヤ サービス 宿泊業 5%

121,166 静岡県 伊東市 ＳＥＡ　ＷＩＮＤ サービス 宿泊業 5%

121,167 静岡県 伊東市 潮祭亭 サービス 飲食業 5%

121,168 静岡県 伊東市 自然屋　　Ｈａｃｏ　自然家　Ｈ　ａｃｏ サービス 宿泊業 5%

121,169 静岡県 伊東市 旬彩伊酒利屋 サービス 飲食業 5%

121,170 静岡県 伊東市 ＪＯＹｉｎｎ サービス その他サービス 5%
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121,171 静岡県 伊東市 ＪＯＹｉｎｎ サービス 宿泊業 5%

121,172 静岡県 伊東市 城ケ崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,173 静岡県 伊東市 城ケ崎インディーズ サービス その他サービス 5%

121,174 静岡県 伊東市 進々堂時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

121,175 静岡県 伊東市 翠方園 サービス その他サービス 5%

121,176 静岡県 伊東市 スーパーうわみつじ 小売業 その他小売 5%

121,177 静岡県 伊東市 好きやねん サービス 飲食業 5%

121,178 静岡県 伊東市 すたみな太郎　伊東店 サービス 飲食業 5%

121,179 静岡県 伊東市 ステーキハウス金井 サービス 飲食業 5%

121,180 静岡県 伊東市 炭火割烹とも サービス 飲食業 5%

121,181 静岡県 伊東市 炭火酒房　囲炉裏家いち サービス 飲食業 5%

121,182 静岡県 伊東市 炭火焼肉七福 サービス 飲食業 5%

121,183 静岡県 伊東市 静山荘　陽気舘 サービス 宿泊業 5%

121,184 静岡県 伊東市 ゼータトレーディング 小売業 その他小売 5%

121,185 静岡県 伊東市 セルフ２４伊東エスエス 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,186 静岡県 伊東市 セルフ２４伊東セントラルエスエス 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,187 静岡県 伊東市 セント　伊豆高原 サービス 宿泊業 5%

121,188 静岡県 伊東市 泰山園 サービス その他サービス 5%

121,189 静岡県 伊東市 泰山園 小売業 その他小売 5%

121,190 静岡県 伊東市 （株）大成　伊東〔営〕 小売業 家具・調度品 5%

121,191 静岡県 伊東市 Ｄｉｖｅｒ’ｓ７ サービス その他サービス 5%

121,192 静岡県 伊東市 ダイブドリーム サービス その他サービス 5%

121,193 静岡県 伊東市 ダイブハウス富戸 サービス その他サービス 5%

121,194 静岡県 伊東市 Ｄｉｖｅ　Ｆａｍｉｌｙ　Ｙｅｌｌｏｗ サービス その他サービス 5%

121,195 静岡県 伊東市 タイヤショップ　青木 小売業 その他小売 5%

121,196 静岡県 伊東市 タキガワ電気 小売業 電化製品 5%

121,197 静岡県 伊東市 ｔａｚｕ ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

121,198 静岡県 伊東市 田中利一商店 小売業 その他小売 5%

121,199 静岡県 伊東市 谷口酒店 小売業 食料品 5%

121,200 静岡県 伊東市 茶風寿笛 サービス 飲食業 5%

121,201 静岡県 伊東市 月のうさぎ サービス 宿泊業 5%

121,202 静岡県 伊東市 つり船　田中丸　田中丸 サービス その他サービス 5%

121,203 静岡県 伊東市 手描きＴシャツ工房チロル サービス 理容・美容業 5%

121,204 静岡県 伊東市 グランディーテ サービス 飲食業 5%

121,205 静岡県 伊東市 鉄板ダイニング　バー　グランディーテ　グランディーテ サービス 飲食業 5%

121,206 静岡県 伊東市 天冨良　天美 サービス 飲食業 5%

121,207 静岡県 伊東市 天冨良　天美　天冨良天美 サービス 飲食業 5%

121,208 静岡県 伊東市 陶芸体験　八幡野窯 サービス その他サービス 5%

121,209 静岡県 伊東市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ伊東一碧湖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,210 静岡県 伊東市 ドッグサロンＳａｋｕｒＡｎ’ｓ サービス その他サービス 5%

121,211 静岡県 伊東市 ドラゴンレディ 小売業 その他小売 5%

121,212 静岡県 伊東市 Ｄｒｅａｍ　Ｊｏｕｒｎｅｙ優雅 サービス 宿泊業 5%
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121,213 静岡県 伊東市 ＮＡＳＯ サービス その他サービス 5%

121,214 静岡県 伊東市 ななつぼし サービス 宿泊業 5%

121,215 静岡県 伊東市 ２０１ベーカリー 小売業 食料品 5%

121,216 静岡県 伊東市 ニッポニア高原宿　夢海月 サービス 宿泊業 5%

121,217 静岡県 伊東市 ＮａｔｕｒｅＴｏｕｒＳｈｏｐｉｎｓｉｄｅ サービス その他サービス 5%

121,218 静岡県 伊東市 ＨＥＲＭＡＪＥＳＴＹＫＥＮＮＥＬ 小売業 その他小売 5%

121,219 静岡県 伊東市 ＢＡＡＮ ＨＡＴＡＨ サービス 飲食業 5%

121,220 静岡県 伊東市 ＢＡＡＮＨＡＴＡＨ サービス 飲食業 5%

121,221 静岡県 伊東市 箱根ガラスアート工房イマヤ サービス 理容・美容業 5%

121,222 静岡県 伊東市 ハトヤホテル サービス 宿泊業 5%

121,223 静岡県 伊東市 花生の郷 サービス 宿泊業 5%

121,224 静岡県 伊東市 パナソニックリフォームクラブ弘木屋産業株式会社 サービス その他サービス 5%

121,225 静岡県 伊東市 花の雲別荘 サービス 宿泊業 5%

121,226 静岡県 伊東市 花の森　クラリス サービス 宿泊業 5%

121,227 静岡県 伊東市 花吹雪 サービス 宿泊業 5%

121,228 静岡県 伊東市 花まる銀彩伊豆高原店 サービス 飲食業 5%

121,229 静岡県 伊東市 ＨＡＬＥＩＬＩＯ サービス その他サービス 5%

121,230 静岡県 伊東市 ＨＡＬＥ　ＩＬＩＯ サービス 宿泊業 5%

121,231 静岡県 伊東市 ビスキーハウス サービス 宿泊業 5%

121,232 静岡県 伊東市 ビストロ　プチラパン サービス 宿泊業 5%

121,233 静岡県 伊東市 ペンションアースルーフ サービス その他サービス 5%

121,234 静岡県 伊東市 ビューリゾート　マリンヒルズ サービス 宿泊業 5%

121,235 静岡県 伊東市 ｆｉｇｔｒｅｅ サービス 宿泊業 5%

121,236 静岡県 伊東市 フォトゴール 小売業 その他小売 5%

121,237 静岡県 伊東市 プチホテル　陽だまりの丘 サービス 宿泊業 5%

121,238 静岡県 伊東市 冨戸 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,239 静岡県 伊東市 フードストアあおき　伊東店 小売業 食料品 5%

121,240 静岡県 伊東市 ふとのいえ サービス 宿泊業 5%

121,241 静岡県 伊東市 ヘイズクリーンサービス サービス その他サービス 5%

121,242 静岡県 伊東市 ヘイズダイブ サービス その他サービス 5%

121,243 静岡県 伊東市 ベルエポック サービス 宿泊業 5%

121,244 静岡県 伊東市 ペンション　天使のイルカ！ サービス 宿泊業 5%

121,245 静岡県 伊東市 ペンション　マーガレット サービス 宿泊業 5%

121,246 静岡県 伊東市 ペンションさんぽみち サービス 宿泊業 5%

121,247 静岡県 伊東市 ペンション天使のイルカ サービス 宿泊業 5%

121,248 静岡県 伊東市 ペンションぶるうまあぶる サービス 宿泊業 5%

121,249 静岡県 伊東市 ペンションポテリ ペンションポテリ サービス 宿泊業 5%

121,250 静岡県 伊東市 ペンションマーガレット サービス 宿泊業 5%

121,251 静岡県 伊東市 ほぐし屋 サービス その他サービス 5%

121,252 静岡県 伊東市 ＢｏｄｙＳｐｉｃｅ サービス 理容・美容業 2%

121,253 静岡県 伊東市 ホテル　伊東ガーデン サービス 宿泊業 5%

121,254 静岡県 伊東市 ホテル ハチドリ サービス 宿泊業 5%
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121,255 静岡県 伊東市 ホテル風の薫 サービス 宿泊業 5%

121,256 静岡県 伊東市 ホテル暖香園 サービス 宿泊業 5%

121,257 静岡県 伊東市 ホテルハチドリ サービス 宿泊業 5%

121,258 静岡県 伊東市 ホテル南回帰線 サービス 宿泊業 5%

121,259 静岡県 伊東市 ホテルよしの サービス 宿泊業 5%

121,260 静岡県 伊東市 ほまれの光　水月 サービス 宿泊業 5%

121,261 静岡県 伊東市 本家鮪屋　伊豆高原本店 サービス 飲食業 5%

121,262 静岡県 伊東市 本のサガミヤ　デュオ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

121,263 静岡県 伊東市 マクドナルド１３５伊東店 サービス 飲食業 2%

121,264 静岡県 伊東市 マクドナルド川奈店 サービス 飲食業 2%

121,265 静岡県 伊東市 Ｍａｊｏｐ 小売業 衣料品 5%

121,266 静岡県 伊東市 Ｍａｊｏｐ 小売業 衣料品 5%

121,267 静岡県 伊東市 マストランプ サービス 宿泊業 5%

121,268 静岡県 伊東市 株式会社マリンステージ サービス その他サービス 5%

121,269 静岡県 伊東市 マリンゾロリゾート 小売業 その他小売 5%

121,270 静岡県 伊東市 丸嶋 小売業 衣料品 5%

121,271 静岡県 伊東市 萬望亭 サービス 飲食業 5%

121,272 静岡県 伊東市 Ｍｉ・Ｇａ・Ｋｉ サービス 宿泊業 5%

121,273 静岡県 伊東市 みつばちのーと 小売業 その他小売 5%

121,274 静岡県 伊東市 宮川薬局 小売業 その他小売 5%

121,275 静岡県 伊東市 民宿　海太郎 サービス 宿泊業 5%

121,276 静岡県 伊東市 民宿海風荘 サービス 宿泊業 5%

121,277 静岡県 伊東市 民宿海風荘 サービス 宿泊業 5%

121,278 静岡県 伊東市 メーキャップハウスロゼ　メーキャップハウスロゼ 小売業 その他小売 5%

121,279 静岡県 伊東市 メルシャ サービス その他サービス 5%

121,280 静岡県 伊東市 森口洋服店 小売業 衣料品 5%

121,281 静岡県 伊東市 森の小屋 サービス その他サービス 5%

121,282 静岡県 伊東市 山六シムラ株式会社 小売業 家具・調度品 5%

121,283 静岡県 伊東市 ユアーズイソカワ 小売業 電化製品 5%

121,284 静岡県 伊東市 有限会社　花徳 小売業 その他小売 5%

121,285 静岡県 伊東市 有限会社稲葉自動車工場 サービス その他サービス 5%

121,286 静岡県 伊東市 有限会社カリブオート 小売業 その他小売 5%

121,287 静岡県 伊東市 有限会社菅原金物店 小売業 その他小売 5%

121,288 静岡県 伊東市 有限会社紅谷 和菓子紅谷 小売業 食料品 5%

121,289 静岡県 伊東市 豊 サービス 飲食業 5%

121,290 静岡県 伊東市 株式会社陽気館 サービス その他サービス 5%

121,291 静岡県 伊東市 ｒａｋｕａｙｄｏはなはな サービス 宿泊業 5%

121,292 静岡県 伊東市 ララル サービス その他サービス 5%

121,293 静岡県 伊東市 リトルリッツ リトルリッツ サービス その他サービス 5%

121,294 静岡県 伊東市 リブマックスリゾート伊東川奈 サービス 宿泊業 5%

121,295 静岡県 伊東市 リブマックスリゾート城ヶ崎海岸 サービス 宿泊業 5%

121,296 静岡県 伊東市 リンクスふくだ 小売業 電化製品 5%
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121,297 静岡県 伊東市 ルネッサ赤沢 サービス 宿泊業 5%

121,298 静岡県 伊東市 ルネッサ城ヶ崎 サービス 宿泊業 5%

121,299 静岡県 伊東市 ルビーナダイバーズ サービス その他サービス 5%

121,300 静岡県 伊東市 レマンの森 サービス 飲食業 5%

121,301 静岡県 伊東市 檸檬樹 サービス 宿泊業 5%

121,302 静岡県 伊東市 ワシントン靴店 小売業 その他小売 5%

121,303 静岡県 磐田市 Ｉ＆Ｉサービス サービス その他サービス 5%

121,304 静岡県 磐田市 ｉｄｅａｌ サービス 理容・美容業 5%

121,305 静岡県 磐田市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒａｐｐｏｒｔ磐田 サービス 理容・美容業 5%

121,306 静岡県 磐田市 朝日クリーニング サービス その他サービス 5%

121,307 静岡県 磐田市 ａｔｅｌｉｅｒｈｅａｖｅｎ サービス 理容・美容業 5%

121,308 静岡県 磐田市 アブニール美容室 サービス 理容・美容業 5%

121,309 静岡県 磐田市 ＲＨａｉｒ＆Ｍａｋｅ豊田店 サービス 理容・美容業 5%

121,310 静岡県 磐田市 ＡＬＢＥＬＹｈａｉｒ＆ｓｐａ磐田駅前店 サービス 理容・美容業 5%

121,311 静岡県 磐田市 飯田商会 小売業 その他小売 5%

121,312 静岡県 磐田市 ｲｹﾔ 文楽館磐田東店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

121,313 静岡県 磐田市 イシグロ　磐田店 小売業 その他小売 5%

121,314 静岡県 磐田市 市川自動車鈑金 サービス その他サービス 5%

121,315 静岡県 磐田市 出光ニュー豊田北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,316 静岡県 磐田市 出光袋井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,317 静岡県 磐田市 いなりや サービス 飲食業 5%

121,318 静岡県 磐田市 入河屋 小売業 食料品 5%

121,319 静岡県 磐田市 セブン－イレブン磐田大久保店 小売業 食料品 2%

121,320 静岡県 磐田市 セブン－イレブン磐田大当所店 小売業 食料品 2%

121,321 静岡県 磐田市 セブン－イレブン磐田笠梅店 小売業 食料品 2%

121,322 静岡県 磐田市 セブンーイレブン磐田城之崎３丁目店 小売業 食料品 2%

121,323 静岡県 磐田市 磐田グランドホテル サービス 宿泊業 5%

121,324 静岡県 磐田市 セブンーイレブン磐田国府台店 小売業 食料品 2%

121,325 静岡県 磐田市 セブン－イレブン磐田小島店 小売業 食料品 2%

121,326 静岡県 磐田市 セブンーイレブン磐田ジュビロード店 小売業 食料品 2%

121,327 静岡県 磐田市 セブン－イレブン磐田新貝店 小売業 食料品 2%

121,328 静岡県 磐田市 セブン－イレブン磐田高木店 小売業 食料品 2%

121,329 静岡県 磐田市 セブン－イレブン磐田豊田店 小売業 食料品 2%

121,330 静岡県 磐田市 セブン－イレブン磐田鳥之瀬店 小売業 食料品 2%

121,331 静岡県 磐田市 セブン－イレブン磐田中野店 小売業 食料品 2%

121,332 静岡県 磐田市 セブン－イレブン磐田二之宮店 小売業 食料品 2%

121,333 静岡県 磐田市 セブン－イレブン磐田一言店 小売業 食料品 2%

121,334 静岡県 磐田市 セブン－イレブン磐田富士見台店 小売業 食料品 2%

121,335 静岡県 磐田市 セブン－イレブン磐田堀之内店 小売業 食料品 2%

121,336 静岡県 磐田市 セブン－イレブン磐田前野店 小売業 食料品 2%

121,337 静岡県 磐田市 セブン－イレブン磐田元天神店 小売業 食料品 2%

121,338 静岡県 磐田市 セブン－イレブン磐田森下店 小売業 食料品 2%
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121,339 静岡県 磐田市 Ｅ－ｗａボディケア サービス その他サービス 5%

121,340 静岡県 磐田市 上野屋 小売業 家具・調度品 5%

121,341 静岡県 磐田市 うまみ処六番 サービス 飲食業 5%

121,342 静岡県 磐田市 ＡＢホテル磐田 サービス 宿泊業 5%

121,343 静岡県 磐田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ豊田駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,344 静岡県 磐田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ見付ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,345 静岡県 磐田市 大杉クリーニング サービス その他サービス 5%

121,346 静岡県 磐田市 オオタ自動車 サービス その他サービス 5%

121,347 静岡県 磐田市 ディ・ウィング一色ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,348 静岡県 磐田市 ディ・ウィング丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,349 静岡県 磐田市 ディ・ウィング豊田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,350 静岡県 磐田市 大藤ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,351 静岡県 磐田市 オキドキ　磐田店 サービス その他サービス 5%

121,352 静岡県 磐田市 オーシャン動物病院 サービス その他サービス 5%

121,353 静岡県 磐田市 ＡｕｔｏＳｈｏｐＩｗａｔａ サービス その他サービス 5%

121,354 静岡県 磐田市 ｃｕｒｔａｉｎ サービス 理容・美容業 5%

121,355 静岡県 磐田市 カイロサロンラ・サンテ サービス 理容・美容業 5%

121,356 静岡県 磐田市 カイロプラクティックベリー サービス 理容・美容業 5%

121,357 静岡県 磐田市 家具の早川 小売業 家具・調度品 5%

121,358 静岡県 磐田市 セブン－イレブン掛川成滝店 小売業 食料品 2%

121,359 静岡県 磐田市 笠梅ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,360 静岡県 磐田市 カツミ電器 カツミ電器 小売業 電化製品 5%

121,361 静岡県 磐田市 株式会社　伊藤商会 小売業 その他小売 5%

121,362 静岡県 磐田市 株式会社 加登屋 いいとこまんぢゅう 小売業 食料品 5%

121,363 静岡県 磐田市 株式会社遠州デンキ 小売業 電化製品 5%

121,364 静岡県 磐田市 株式会社幸の字 小売業 食料品 5%

121,365 静岡県 磐田市 株　バーントラベル サービス その他サービス 5%

121,366 静岡県 磐田市 ＣＡＭＩＮＧ サービス 理容・美容業 5%

121,367 静岡県 磐田市 カリフォルニアシーサイドギャラリー サービス その他サービス 5%

121,368 静岡県 磐田市 ガレージ雅 サービス その他サービス 5%

121,369 静岡県 磐田市 河合塾マナビス磐田校 サービス その他サービス 2%

121,370 静岡県 磐田市 豊岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,371 静岡県 磐田市 豊岡南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,372 静岡県 磐田市 きっずえんじぇる磐田今之浦店 小売業 その他小売 5%

121,373 静岡県 磐田市 キッチンスタジアム 小売業 その他小売 5%

121,374 静岡県 磐田市 ギフトピュア 小売業 その他小売 5%

121,375 静岡県 磐田市 牛角磐田店 サービス 飲食業 2%

121,376 静岡県 磐田市 キレ－ト　ジョイ．ハカマタ 小売業 電化製品 5%

121,377 静岡県 磐田市 キレートたねも 小売業 電化製品 5%

121,378 静岡県 磐田市 キレ－ト　ヨシザキ 小売業 電化製品 5%

121,379 静岡県 磐田市 草地電気 小売業 電化製品 5%

121,380 静岡県 磐田市 靴のプリンス 小売業 衣料品 5%
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121,381 静岡県 磐田市 靴のホッタ　エルパス磐田店 小売業 その他小売 5%

121,382 静岡県 磐田市 暮らしの衣料マツオカ　磐田店 小売業 衣料品 5%

121,383 静岡県 磐田市 クレールサーフルーム 小売業 その他小売 5%

121,384 静岡県 磐田市 クロスオーディオ 小売業 電化製品 5%

121,385 静岡県 磐田市 ｇｒｏｔｔｏｓｕｒｆｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

121,386 静岡県 磐田市 小池酒店 小売業 食料品 5%

121,387 静岡県 磐田市 香房Ｂｏｎｈｅｕｒ サービス その他サービス 5%

121,388 静岡県 磐田市 ゴーゴーゴー動物病院 サービス その他サービス 5%

121,389 静岡県 磐田市 ＣＯＣＯ磐田店 サービス 理容・美容業 5%

121,390 静岡県 磐田市 米の　うがい 小売業 食料品 5%

121,391 静岡県 磐田市 コルマンのざわ サービス その他サービス 5%

121,392 静岡県 磐田市 サイクルショップかばや 小売業 その他小売 5%

121,393 静岡県 磐田市 酒アルコ静岡豊田町店 小売業 食料品 5%

121,394 静岡県 磐田市 サッカーショップ　グリーンメイト 小売業 その他小売 5%

121,395 静岡県 磐田市 サロン・ド・コンチェルト 小売業 衣料品 5%

121,396 静岡県 磐田市 ジェームス磐田店 小売業 その他小売 2%

121,397 静岡県 磐田市 しづ子美容室オリー　本店 サービス 理容・美容業 5%

121,398 静岡県 磐田市 しゃぶしゃぶ温野菜磐田店 サービス 飲食業 2%

121,399 静岡県 磐田市 食酒房よねやま サービス 飲食業 5%

121,400 静岡県 磐田市 すし兵衛 豊田店 小売業 食料品 5%

121,401 静岡県 磐田市 スズキアリーナ磐田見付店 小売業 その他小売 5%

121,402 静岡県 磐田市 制服のキンパラ　天神町店 小売業 衣料品 5%

121,403 静岡県 磐田市 制服のキンパラ磐田店 小売業 衣料品 5%

121,404 静岡県 磐田市 磐田中央町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,405 静岡県 磐田市 鳥之瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,406 静岡県 磐田市 大雄自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

121,407 静岡県 磐田市 田島電気商会 小売業 電化製品 5%

121,408 静岡県 磐田市 千粋堂 千粋堂 小売業 衣料品 5%

121,409 静岡県 磐田市 つり具のヤマウチ　磐田国府台店 小売業 その他小売 5%

121,410 静岡県 磐田市 てらきん磐田店 サービス 飲食業 5%

121,411 静岡県 磐田市 電器堂 小売業 電化製品 5%

121,412 静岡県 磐田市 デンキド－　豊田 小売業 電化製品 5%

121,413 静岡県 磐田市 電器のイシカワ 小売業 電化製品 5%

121,414 静岡県 磐田市 天竜そば　みかわ庵 サービス 飲食業 5%

121,415 静岡県 磐田市 天竜そばニュー藤屋　磐田店 サービス 飲食業 5%

121,416 静岡県 磐田市 東海自動車整備 小売業 その他小売 5%

121,417 静岡県 磐田市 東海補聴器センター磐田店 小売業 その他小売 5%

121,418 静岡県 磐田市 東海薬品株式会社 小売業 その他小売 5%

121,419 静岡県 磐田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ磐田西貝塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,420 静岡県 磐田市 時計　メガネ　おおいし 小売業 貴金属・服飾品 5%

121,421 静岡県 磐田市 トシテック 小売業 その他小売 5%

121,422 静岡県 磐田市 トバノヤ装飾 小売業 その他小売 5%
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121,423 静岡県 磐田市 豊田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,424 静岡県 磐田市 豊田東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,425 静岡県 磐田市 ナノハナ サービス 理容・美容業 5%

121,426 静岡県 磐田市 成瀬理容所　成瀬理容所 サービス 理容・美容業 5%

121,427 静岡県 磐田市 ららぽーと磐田店 小売業 その他小売 5%

121,428 静岡県 磐田市 ニッセンシェイプファンデ　アルティスタ 小売業 衣料品 5%

121,429 静岡県 磐田市 人形の天世 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

121,430 静岡県 磐田市 ネクスト福田店 サービス 理容・美容業 5%

121,431 静岡県 磐田市 野部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,432 静岡県 磐田市 バーボン サービス 飲食業 5%

121,433 静岡県 磐田市 浜松シーサイドゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

121,434 静岡県 磐田市 明屋書店　イケヤ磐田東店 小売業 その他小売 5%

121,435 静岡県 磐田市 Ｂｅａｎｓ?ＴＯＮＴＴＵ 小売業 食料品 5%

121,436 静岡県 磐田市 ピザタイム 磐田店 サービス 飲食業 5%

121,437 静岡県 磐田市 ＰＩＺＺＯ ＣＵＴ ＩＮ ピッツォカットイン サービス 理容・美容業 5%

121,438 静岡県 磐田市 美容室セラヴィ サービス 理容・美容業 5%

121,439 静岡県 磐田市 美容室　あおしま サービス 理容・美容業 5%

121,440 静岡県 磐田市 美容室　Ｍ サービス 理容・美容業 5%

121,441 静岡県 磐田市 美容室カミング サービス 理容・美容業 5%

121,442 静岡県 磐田市 美容室ｆａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

121,443 静岡県 磐田市 美容室ミント サービス 理容・美容業 5%

121,444 静岡県 磐田市 フィール　セレクション サービス 理容・美容業 5%

121,445 静岡県 磐田市 フィール　セレクション サービス 理容・美容業 5%

121,446 静岡県 磐田市 フィール　本店 サービス 理容・美容業 5%

121,447 静岡県 磐田市 フィールナチュラル サービス 理容・美容業 5%

121,448 静岡県 磐田市 フィールプライズ サービス 理容・美容業 5%

121,449 静岡県 磐田市 フィールライジング サービス 理容・美容業 5%

121,450 静岡県 磐田市 ｏｆｆｉｃｅｈｕｅ サービス その他サービス 5%

121,451 静岡県 磐田市 福助屋 小売業 衣料品 5%

121,452 静岡県 磐田市 富士自動車商会 サービス その他サービス 5%

121,453 静岡県 磐田市 富士無線商会 小売業 電化製品 5%

121,454 静岡県 磐田市 ブックオフ磐田今之浦店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

121,455 静岡県 磐田市 Ｂｌｉｓｓ【ブリス】 サービス その他サービス 5%

121,456 静岡県 磐田市 ふるーる サービス 理容・美容業 5%

121,457 静岡県 磐田市 フレンディ－　ヤマシタ 小売業 電化製品 5%

121,458 静岡県 磐田市 ヘアーサロンイズミ サービス 理容・美容業 5%

121,459 静岡県 磐田市 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｗｉｌｌ サービス 理容・美容業 5%

121,460 静岡県 磐田市 ヘアーサロンサトウ サービス 理容・美容業 5%

121,461 静岡県 磐田市 ヘアーデザイン　ヤマダ　ヘアーデザイン　ヤマダ サービス 理容・美容業 5%

121,462 静岡県 磐田市 ペイントベル磐田 サービス その他サービス 5%

121,463 静岡県 磐田市 ペットショップミルク　磐田店 サービス その他サービス 5%

121,464 静岡県 磐田市 豊文堂　豊岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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121,465 静岡県 磐田市 ＢｏＮｉＴａ【ボニータ】 サービス 理容・美容業 5%

121,466 静岡県 磐田市 本多屋 サービス 飲食業 5%

121,467 静岡県 磐田市 マクドナルド１号線磐田店 サービス 飲食業 2%

121,468 静岡県 磐田市 マクドナルド磐田バロー店 サービス 飲食業 2%

121,469 静岡県 磐田市 マクドナルド豊田マックスバリュ店 サービス 飲食業 2%

121,470 静岡県 磐田市 松本自動車有限会社 サービス その他サービス 5%

121,471 静岡県 磐田市 松本自動車有限会社 サービス その他サービス 5%

121,472 静岡県 磐田市 丸庄洋品店 小売業 衣料品 5%

121,473 静岡県 磐田市 美容室ＭＯＶＥ サービス 理容・美容業 5%

121,474 静岡県 磐田市 メガネ赤札堂　磐田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

121,475 静岡県 磐田市 谷島屋　磐田店 小売業 その他小売 5%

121,476 静岡県 磐田市 谷島屋　ピアゴ磐田店 小売業 その他小売 5%

121,477 静岡県 磐田市 山下家電 小売業 電化製品 5%

121,478 静岡県 磐田市 やまひち食品 小売業 食料品 5%

121,479 静岡県 磐田市 ［ＨＣ］有限会社アサヒ電機 小売業 電化製品 5%

121,480 静岡県 磐田市 有限会社ツルヤスポーツ 小売業 その他小売 5%

121,481 静岡県 磐田市 ラ・アンジュ サービス 理容・美容業 5%

121,482 静岡県 磐田市 ＲＡＣＩＬ　磐田店 サービス 理容・美容業 5%

121,483 静岡県 磐田市 RACIL 磐田店 サービス その他サービス 5%

121,484 静岡県 磐田市 Ｒｅｒｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

121,485 静岡県 磐田市 凛や磐田店 サービス 飲食業 5%

121,486 静岡県 磐田市 ＬｕｒｅｇｅｎｅＦｉｔｎｅｓｓ サービス その他サービス 5%

121,487 静岡県 磐田市 ｒｅｌｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

121,488 静岡県 磐田市 レブール サービス 飲食業 5%

121,489 静岡県 磐田市 和食処なかや　和食処なかや サービス 飲食業 5%

121,490 静岡県 御前崎市 Ａｇｕ サービス 理容・美容業 5%

121,491 静岡県 御前崎市 居酒屋　心一　居酒屋　心一 サービス 飲食業 5%

121,492 静岡県 御前崎市 大山時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

121,493 静岡県 御前崎市 オカムラ靴店 小売業 その他小売 5%

121,494 静岡県 御前崎市 セブン－イレブン御前崎池新田大山店 小売業 食料品 2%

121,495 静岡県 御前崎市 セブン－イレブン御前崎池新田店 小売業 食料品 2%

121,496 静岡県 御前崎市 御前崎北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,497 静岡県 御前崎市 セブン－イレブン御前崎佐倉店 小売業 食料品 2%

121,498 静岡県 御前崎市 セブン－イレブン御前崎白羽店 小売業 食料品 2%

121,499 静岡県 御前崎市 セブン－イレブン御前崎浜岡店 小売業 食料品 2%

121,500 静岡県 御前崎市 セブン－イレブン御前崎比木店 小売業 食料品 2%

121,501 静岡県 御前崎市 セブン－イレブン御前崎港店 小売業 食料品 2%

121,502 静岡県 御前崎市 カツミ 小売業 衣料品 5%

121,503 静岡県 御前崎市 株式会社 古田屋 御前崎店 小売業 食料品 5%

121,504 静岡県 御前崎市 株式会社　古田屋　御前崎ＧＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,505 静岡県 御前崎市 株式会社夢源ダイニング　情熱御前崎酒場ありがとう サービス 飲食業 5%

121,506 静岡県 御前崎市 ＫＯマート御前崎店 小売業 食料品 5%
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121,507 静岡県 御前崎市 こなもん食堂 サービス 飲食業 5%

121,508 静岡県 御前崎市 桜ケ池ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,509 静岡県 御前崎市 さくら美容室　ソレイユ サービス 理容・美容業 5%

121,510 静岡県 御前崎市 さわい天　さわい天 サービス 飲食業 5%

121,511 静岡県 御前崎市 ＪＡＺＺＢＯ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

121,512 静岡県 御前崎市 スーパーラック浜岡店 小売業 食料品 5%

121,513 静岡県 御前崎市 ソフトバンク　浜岡 小売業 その他小売 2%

121,514 静岡県 御前崎市 チヨダスポーツ 小売業 その他小売 5%

121,515 静岡県 御前崎市 ディオス浜岡　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,516 静岡県 御前崎市 寺田電器 小売業 電化製品 5%

121,517 静岡県 御前崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ御前崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,518 静岡県 御前崎市 ドリーム浜岡店 小売業 食料品 5%

121,519 静岡県 御前崎市 有限会社ながしま茶園 小売業 食料品 5%

121,520 静岡県 御前崎市 はいやく　おまえざき薬局 小売業 その他小売 5%

121,521 静岡県 御前崎市 はいやく　白羽薬局 小売業 その他小売 5%

121,522 静岡県 御前崎市 橋本屋 小売業 衣料品 5%

121,523 静岡県 御前崎市 橋本屋　浜岡ベビー館 小売業 衣料品 5%

121,524 静岡県 御前崎市 橋本屋　和遊館 小売業 衣料品 5%

121,525 静岡県 御前崎市 橋本屋　和遊館 小売業 衣料品 5%

121,526 静岡県 御前崎市 浜岡グランドボウル サービス その他サービス 5%

121,527 静岡県 御前崎市 浜岡西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,528 静岡県 御前崎市 浜岡バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,529 静岡県 御前崎市 浜岡東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,530 静岡県 御前崎市 パル青山 小売業 貴金属・服飾品 5%

121,531 静岡県 御前崎市 フラワーショップあきの 小売業 その他小売 5%

121,532 静岡県 御前崎市 フレンドエピ サービス 理容・美容業 5%

121,533 静岡県 御前崎市 ホテル玄　御前崎 サービス 宿泊業 5%

121,534 静岡県 御前崎市 ボルダリングワールド　ＱＲｉＭｏ サービス その他サービス 5%

121,535 静岡県 御前崎市 ホワイト急便 小川店 サービス その他サービス 5%

121,536 静岡県 御前崎市 前田農園　御前崎店 小売業 食料品 5%

121,537 静岡県 御前崎市 マクドナルド浜岡店 サービス 飲食業 2%

121,538 静岡県 御前崎市 民宿 聖火 民宿 聖火 サービス 宿泊業 5%

121,539 静岡県 御前崎市 有限会社浜岡動物病院 サービス その他サービス 5%

121,540 静岡県 御前崎市 有限会社フラワーショップあきの 小売業 その他小売 5%

121,541 静岡県 御前崎市 有限会社みつばち牧場 小売業 食料品 5%

121,542 静岡県 御前崎市 ランドマークカレラ サービス その他サービス 5%

121,543 静岡県 御前崎市 和伊亭 サービス 飲食業 5%

121,544 静岡県 小山町 足柄ＳＡ　足柄マルシェ　足柄マルシェ 小売業 その他小売 5%

121,545 静岡県 小山町 イケヤ 小売業 電化製品 5%

121,546 静岡県 小山町 出光小山中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,547 静岡県 小山町 出光小山用沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,548 静岡県 小山町 ＥＸＰＡＳＡ足柄下り店 小売業 食料品 5%
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121,549 静岡県 小山町 小山スズキ販売　小山スズキ販売　株式会社 サービス その他サービス 5%

121,550 静岡県 小山町 おやま薬局 おやま薬局 小売業 その他小売 5%

121,551 静岡県 小山町 カットスタジオ１００２ サービス 理容・美容業 5%

121,552 静岡県 小山町 崎陽軒ＥＸＰＡＳＡ足柄下り店 小売業 その他小売 5%

121,553 静岡県 小山町 建友サッシ 建友サッシ サービス その他サービス 5%

121,554 静岡県 小山町 須走ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,555 静岡県 小山町 駿河小山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,556 静岡県 小山町 セブン－イレブン駿東小山町菅沼店 小売業 食料品 2%

121,557 静岡県 小山町 セブン－イレブン駿東小山町菅沼東店 小売業 食料品 2%

121,558 静岡県 小山町 セブン－イレブン駿東小山町須走東店 小売業 食料品 2%

121,559 静岡県 小山町 セブン－イレブン駿東小山町用沢店 小売業 食料品 2%

121,560 静岡県 小山町 セブン－イレブン駿東小山店 小売業 食料品 2%

121,561 静岡県 小山町 ハローイワタ 小売業 電化製品 5%

121,562 静岡県 小山町 ハローイワタ ハローイワタ 小売業 電化製品 5%

121,563 静岡県 小山町 富士祥栄会館 サービス 宿泊業 5%

121,564 静岡県 小山町 富士須走コンドミニアムＴＡＮＮＰＯＰＯ サービス 宿泊業 5%

121,565 静岡県 小山町 富士スピードウェイ西ゲートＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,566 静岡県 小山町 富士スピードウェイパドックＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,567 静岡県 小山町 やぎこう 小売業 衣料品 5%

121,568 静岡県 小山町 リンクスかじ 小売業 電化製品 5%

121,569 静岡県 掛川市 ＩＴメンテナンスサービス サービス その他サービス 5%

121,570 静岡県 掛川市 あさひ サービス 飲食業 5%

121,571 静岡県 掛川市 アトリエ　ベーカリー＆カフェ サービス 飲食業 5%

121,572 静岡県 掛川市 天野整体院　掛川本院 サービス その他サービス 5%

121,573 静岡県 掛川市 ＡＬＢＥＬＹｈａｉｒ＆ｓｐａ掛川中央店 サービス 理容・美容業 5%

121,574 静岡県 掛川市 アン動物クリニック サービス その他サービス 5%

121,575 静岡県 掛川市 ｅコードみずの 小売業 電化製品 5%

121,576 静岡県 掛川市 居酒屋いっぽ掛川駅前店 サービス 飲食業 5%

121,577 静岡県 掛川市 石川電器店 小売業 電化製品 5%

121,578 静岡県 掛川市 イシグロ　掛川店 小売業 その他小売 5%

121,579 静岡県 掛川市 イシバシヤ 小売業 衣料品 5%

121,580 静岡県 掛川市 伊勢屋肥料農材 小売業 その他小売 5%

121,581 静岡県 掛川市 出光大浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,582 静岡県 掛川市 出光掛川本郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,583 静岡県 掛川市 出光タウンスポット掛川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,584 静岡県 掛川市 いも汁処とろろ本丸 サービス 飲食業 5%

121,585 静岡県 掛川市 内山自動車 小売業 その他小売 5%

121,586 静岡県 掛川市 ウテナ美容院 サービス 理容・美容業 5%

121,587 静岡県 掛川市 梅木屋 小売業 衣料品 5%

121,588 静岡県 掛川市 大石自動車 サービス その他サービス 5%

121,589 静岡県 掛川市 大石整体院 サービス その他サービス 5%

121,590 静岡県 掛川市 大井製茶株式会社　西郷店 小売業 食料品 5%
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121,591 静岡県 掛川市 大井製茶　仁藤店 小売業 食料品 5%

121,592 静岡県 掛川市 大須賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,593 静岡県 掛川市 大須賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,594 静岡県 掛川市 大浜園 小売業 食料品 5%

121,595 静岡県 掛川市 お茶の郷東山株式会社 小売業 食料品 5%

121,596 静岡県 掛川市 オリックスレンタカー掛川店 サービス その他サービス 2%

121,597 静岡県 掛川市 掛川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,598 静岡県 掛川市 セブン－イレブン掛川大坂店 小売業 食料品 2%

121,599 静岡県 掛川市 掛川花鳥園ふくろう売店３ 小売業 家具・調度品 5%

121,600 静岡県 掛川市 セブン－イレブン掛川上西郷店 小売業 食料品 2%

121,601 静岡県 掛川市 セブン－イレブン掛川上屋敷店 小売業 食料品 2%

121,602 静岡県 掛川市 佐藤石油　掛川北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,603 静岡県 掛川市 セブン－イレブン掛川国安店 小売業 食料品 2%

121,604 静岡県 掛川市 セブン－イレブン掛川下垂木店 小売業 食料品 2%

121,605 静岡県 掛川市 掛川森林果樹公園　アトリエ　レストラン サービス 飲食業 5%

121,606 静岡県 掛川市 掛川すぎやＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,607 静岡県 掛川市 掛川スズキ塗装 サービス その他サービス 5%

121,608 静岡県 掛川市 掛川中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,609 静岡県 掛川市 セブン－イレブン掛川中央１丁目店 小売業 食料品 2%

121,610 静岡県 掛川市 セブン－イレブン掛川長谷店 小売業 食料品 2%

121,611 静岡県 掛川市 掛川バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,612 静岡県 掛川市 セブン－イレブン掛川本郷店 小売業 食料品 2%

121,613 静岡県 掛川市 セブン－イレブン掛川水垂店 小売業 食料品 2%

121,614 静岡県 掛川市 セブン－イレブン掛川弥生町店 小売業 食料品 2%

121,615 静岡県 掛川市 かねきや サービス 宿泊業 5%

121,616 静岡県 掛川市 兼子商店 小売業 電化製品 5%

121,617 静岡県 掛川市 カネジョウ　佐々木製茶　直売店 小売業 食料品 5%

121,618 静岡県 掛川市 株式会社　古田屋　大須賀ＧＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,619 静岡県 掛川市 株式会社 古田屋 大須賀店 小売業 食料品 5%

121,620 静岡県 掛川市 ［ＨＣ］株式会社日幸電機 小売業 電化製品 5%

121,621 静岡県 掛川市 株式会社野賀企画 小売業 衣料品 5%

121,622 静岡県 掛川市 かめや釣具 掛川店 小売業 その他小売 5%

121,623 静岡県 掛川市 かりん亭 サービス 飲食業 5%

121,624 静岡県 掛川市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋掛川久保店 サービス 飲食業 2%

121,625 静岡県 掛川市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋掛川国一店 サービス 飲食業 2%

121,626 静岡県 掛川市 河合塾マナビス掛西前校 サービス その他サービス 2%

121,627 静岡県 掛川市 きもの工房　すぎやま 小売業 衣料品 5%

121,628 静岡県 掛川市 牛角掛川店 サービス 飲食業 2%

121,629 静岡県 掛川市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ掛川店 小売業 その他小売 5%

121,630 静岡県 掛川市 くじら薬局 小売業 その他小売 5%

121,631 静岡県 掛川市 暮らしの衣料マツオカ　大須賀店 小売業 衣料品 5%

121,632 静岡県 掛川市 クリーニング　パル サービス その他サービス 5%
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121,633 静岡県 掛川市 ｇｒｉｎ サービス 理容・美容業 5%

121,634 静岡県 掛川市 クレアトゥール　イズミ サービス 理容・美容業 5%

121,635 静岡県 掛川市 くわたか自動車 小売業 その他小売 5%

121,636 静岡県 掛川市 肴美酒中山 サービス 飲食業 5%

121,637 静岡県 掛川市 琴菊 サービス 飲食業 5%

121,638 静岡県 掛川市 ゴルフパートナー　掛川店 小売業 その他小売 2%

121,639 静岡県 掛川市 サイクルランド ちゃりんこ 小売業 その他小売 5%

121,640 静岡県 掛川市 佐次本製茶 佐次本製茶 小売業 その他小売 5%

121,641 静岡県 掛川市 さるなし屋 サービス 飲食業 5%

121,642 静岡県 掛川市 サロン　フレンズ 小売業 衣料品 5%

121,643 静岡県 掛川市 三善葛川店 小売業 食料品 5%

121,644 静岡県 掛川市 四季彩堂掛川店 小売業 その他小売 5%

121,645 静岡県 掛川市 しづ子美容室オリー　掛川大坂店 サービス 理容・美容業 5%

121,646 静岡県 掛川市 菖蒲ヶ池ゴルフセンタ サービス その他サービス 5%

121,647 静岡県 掛川市 昭和モータース サービス その他サービス 5%

121,648 静岡県 掛川市 白井石材店 小売業 その他小売 5%

121,649 静岡県 掛川市 新泉 サービス 飲食業 5%

121,650 静岡県 掛川市 シンバ動物病院 サービス その他サービス 5%

121,651 静岡県 掛川市 翆月 サービス 宿泊業 5%

121,652 静岡県 掛川市 すし兵衛 掛川店 小売業 食料品 5%

121,653 静岡県 掛川市 ＣＣＣ　ＰＳＹＣＬＥＳ 小売業 その他小売 5%

121,654 静岡県 掛川市 駿府宅配センター　掛川店 小売業 その他小売 5%

121,655 静岡県 掛川市 西洋菓子　卯屋 小売業 食料品 5%

121,656 静岡県 掛川市 セルフ松本ＳＳ　株式会社松本石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,657 静岡県 掛川市 タイ古式サロン　Ｍｉｑｕｏｌｅ サービス その他サービス 5%

121,658 静岡県 掛川市 大東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,659 静岡県 掛川市 大東町ＳＳ　株式会社松本石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,660 静岡県 掛川市 太平洋トラベルサービス　掛川本社 サービス その他サービス 5%

121,661 静岡県 掛川市 ダイヤデンキ 小売業 電化製品 5%

121,662 静岡県 掛川市 チェントコーゼ掛川店 小売業 衣料品 5%

121,663 静岡県 掛川市 月茂登 サービス 宿泊業 5%

121,664 静岡県 掛川市 手羽揚げいっぽ紺屋町店 サービス 飲食業 5%

121,665 静岡県 掛川市 ｄｕｎｅ サービス 理容・美容業 5%

121,666 静岡県 掛川市 てんくう掛川駅前店 サービス 飲食業 5%

121,667 静岡県 掛川市 てんぷら旬菜佐いち サービス 飲食業 5%

121,668 静岡県 掛川市 東海補聴器センター掛川店 小売業 その他小売 5%

121,669 静岡県 掛川市 東名小笠ＰＡ下り　まつかぜや 小売業 その他小売 5%

121,670 静岡県 掛川市 ＴＯＤＡ美容室 サービス 理容・美容業 5%

121,671 静岡県 掛川市 寅や サービス 飲食業 5%

121,672 静岡県 掛川市 鳥居サイクル 小売業 その他小売 5%

121,673 静岡県 掛川市 ドリーム掛川店 小売業 食料品 5%

121,674 静岡県 掛川市 ｉＰｈｏｎｅ修理なかったコトに サービス その他サービス 5%
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121,675 静岡県 掛川市 ニッセンシェイプ・サロン　パピヨン 小売業 衣料品 5%

121,676 静岡県 掛川市 ニッセンシェイプ・サロンマーガレット 小売業 衣料品 5%

121,677 静岡県 掛川市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・シュエット 小売業 衣料品 5%

121,678 静岡県 掛川市 ニッセンシェイプファンデサロンドＭｅｉ 小売業 衣料品 5%

121,679 静岡県 掛川市 ネスト　にしお 小売業 電化製品 5%

121,680 静岡県 掛川市 のばら化粧品 小売業 その他小売 5%

121,681 静岡県 掛川市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　掛川店 サービス その他サービス 5%

121,682 静岡県 掛川市 はいやく　はーと薬局 小売業 その他小売 5%

121,683 静岡県 掛川市 パソコンライフサポートやまざき サービス その他サービス 5%

121,684 静岡県 掛川市 ［ＨＣ］はなびしでんき 小売業 電化製品 5%

121,685 静岡県 掛川市 はなまど本多花店 小売業 その他小売 5%

121,686 静岡県 掛川市 パレスホテル掛川 サービス 宿泊業 5%

121,687 静岡県 掛川市 ＢＥ・ＮＡＴＵＲＡＬ サービス 理容・美容業 5%

121,688 静岡県 掛川市 ｂｅａｕｔｙ　ｂａｓｅ　ｓｏｌａ サービス 理容・美容業 5%

121,689 静岡県 掛川市 美容院　ＣＯＬＴＡ サービス 理容・美容業 5%

121,690 静岡県 掛川市 美容室コパン サービス 理容・美容業 5%

121,691 静岡県 掛川市 兵藤電器店 小売業 電化製品 5%

121,692 静岡県 掛川市 ファニーファーム サービス 飲食業 5%

121,693 静岡県 掛川市 ｆｏｒｇｅｔ－ｈｅｒ－ｎｏｔ 小売業 衣料品 5%

121,694 静岡県 掛川市 フォルテ　掛川店 サービス 理容・美容業 5%

121,695 静岡県 掛川市 富士楽器大東店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

121,696 静岡県 掛川市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　掛川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

121,697 静岡県 掛川市 蒲団屋山昇 サービス その他サービス 5%

121,698 静岡県 掛川市 ぷらいどサポートセンター サービス その他サービス 5%

121,699 静岡県 掛川市 ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ ＮＥＳＴＩＡ サービス 理容・美容業 5%

121,700 静岡県 掛川市 ペットショップミルク　掛川店 サービス その他サービス 5%

121,701 静岡県 掛川市 ｂｏｗｌｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ　ｏｈａｎａ サービス 飲食業 5%

121,702 静岡県 掛川市 ホテル玄　掛川 サービス 宿泊業 5%

121,703 静岡県 掛川市 本部中央店　掛川スーパー中央店 小売業 食料品 5%

121,704 静岡県 掛川市 マーブルマーブル 小売業 その他小売 5%

121,705 静岡県 掛川市 まいどおおきに遠州菊川食堂 サービス 飲食業 5%

121,706 静岡県 掛川市 まいどおおきに遠州掛川食堂 サービス 飲食業 5%

121,707 静岡県 掛川市 前田薬局 小売業 その他小売 5%

121,708 静岡県 掛川市 マクドナルドイオンタウン大須賀店 サービス 飲食業 2%

121,709 静岡県 掛川市 マクドナルド掛川Ｓプラザ店 サービス 飲食業 2%

121,710 静岡県 掛川市 マクドナルド掛川店 サービス 飲食業 2%

121,711 静岡県 掛川市 マクドナルド掛川バロー店 サービス 飲食業 2%

121,712 静岡県 掛川市 松葉米穀店 小売業 食料品 5%

121,713 静岡県 掛川市 まるましらすや サービス その他サービス 5%

121,714 静岡県 掛川市 マンリュウ サービス その他サービス 5%

121,715 静岡県 掛川市 美笠園産地直送センター 小売業 食料品 5%

121,716 静岡県 掛川市 三笠店　掛川スーパー三笠店 小売業 食料品 5%
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121,717 静岡県 掛川市 みさき サービス 飲食業 5%

121,718 静岡県 掛川市 セブン－イレブン道の駅掛川店 小売業 食料品 2%

121,719 静岡県 掛川市 宮脇書店　掛川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

121,720 静岡県 掛川市 ムー動物病院 サービス その他サービス 5%

121,721 静岡県 掛川市 メガネ赤札堂　掛川店 小売業 その他小売 5%

121,722 静岡県 掛川市 メロー静岡掛川店 小売業 食料品 5%

121,723 静岡県 掛川市 森下デンキ 小売業 電化製品 5%

121,724 静岡県 掛川市 山喜製茶組合 小売業 食料品 5%

121,725 静岡県 掛川市 ヤマモトモータース サービス その他サービス 5%

121,726 静岡県 掛川市 （有）小沼製餡所 小売業 食料品 5%

121,727 静岡県 掛川市 （有）福田商店 小売業 食料品 5%

121,728 静岡県 掛川市 有限会社一伸商会 サービス その他サービス 5%

121,729 静岡県 掛川市 有限会社掛川コンタクトレンズセン 小売業 その他小売 5%

121,730 静岡県 掛川市 有 ヤシマ商会 サービス その他サービス 5%

121,731 静岡県 掛川市 ＵＮＩＦＯＲＭ　ＨＯＵＳＥ 小売業 衣料品 5%

121,732 静岡県 掛川市 弓桁畳店 サービス その他サービス 5%

121,733 静岡県 掛川市 洋電ヤマモト 小売業 電化製品 5%

121,734 静岡県 掛川市 ｌｉｎｅｎｕｗｏｒｋｓ 小売業 衣料品 5%

121,735 静岡県 掛川市 リバース大東店 サービス 理容・美容業 5%

121,736 静岡県 掛川市 理容室 ここち堂 サービス 理容・美容業 5%

121,737 静岡県 掛川市 レストラン　ベル・エポック サービス 飲食業 5%

121,738 静岡県 掛川市 Ｒｏｃｋａｆｅｌｌｅｒ サービス その他サービス 5%

121,739 静岡県 掛川市 ＷＩＮＥ　ＢＡＲ　ＧＬＩＴＴＥＲ サービス 飲食業 5%

121,740 静岡県 掛川市 和食処 大松 サービス 飲食業 5%

121,741 静岡県 河津町 天城荘ーＡＭＡＧＩＳＯ－リバティーリゾー サービス 宿泊業 5%

121,742 静岡県 河津町 乗馬クラブ天城ホースビレッジ サービス その他サービス 5%

121,743 静岡県 河津町 ａｌｕｈａｉｒｄｅｓｉｇｎｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

121,744 静岡県 河津町 アンティカトラットリア ダルピラータ アンティカトラットリア ダルピラータ サービス 飲食業 5%

121,745 静岡県 河津町 伊豆オレンヂセンター 小売業 家具・調度品 5%

121,746 静岡県 河津町 伊豆最大の大滝　ＡＭＡＧＩＳＯー天城荘ー［ＬＩＢＥＲＴＹ　ＲＥＳＯＲＴ］ サービス 宿泊業 5%

121,747 静岡県 河津町 ＨａｐｐｙＭｏｎｓｔｅｒ サービス その他サービス 5%

121,748 静岡県 河津町 今井荘 サービス 宿泊業 5%

121,749 静岡県 河津町 ＦＡマリン　河津茶屋 小売業 食料品 5%

121,750 静岡県 河津町 お宿　花海月 サービス 宿泊業 5%

121,751 静岡県 河津町 かねた水産 小売業 食料品 5%

121,752 静岡県 河津町 ［ＨＣ］（株）宮崎商会 小売業 電化製品 5%

121,753 静岡県 河津町 河津ＳＳ　有限会社東海モーターサービス 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,754 静岡県 河津町 河津駅前　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,755 静岡県 河津町 河津温泉郷　海遊亭 サービス 宿泊業 5%

121,756 静岡県 河津町 セブン－イレブン河津下佐ケ野店 小売業 食料品 2%

121,757 静岡県 河津町 玉峰館 サービス 宿泊業 5%

121,758 静岡県 河津町 桐のかほり　咲楽 サービス 宿泊業 5%
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121,759 静岡県 河津町 心のどか サービス その他サービス 5%

121,760 静岡県 河津町 迫田工業 サービス その他サービス 5%

121,761 静岡県 河津町 サニーハウス　オールザウェイ サービス 宿泊業 5%

121,762 静岡県 河津町 汐風の宿　　海童 サービス 宿泊業 5%

121,763 静岡県 河津町 自然薯 そば処 伊豆さくら亭 サービス 飲食業 5%

121,764 静岡県 河津町 シャレー今井浜 サービス 宿泊業 5%

121,765 静岡県 河津町 趣味の木工 櫟工房 小売業 その他小売 5%

121,766 静岡県 河津町 セルフ２４　河津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,767 静岡県 河津町 旅師の宿やかた サービス 宿泊業 5%

121,768 静岡県 河津町 坪の内河津店 サービス 飲食業 5%

121,769 静岡県 河津町 和みの犬宿　むつみ庵 サービス 宿泊業 5%

121,770 静岡県 河津町 七滝温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

121,771 静岡県 河津町 眠りの専門店　しらい 小売業 家具・調度品 5%

121,772 静岡県 河津町 花海月 サービス 宿泊業 5%

121,773 静岡県 河津町 離れ家石田屋 サービス 宿泊業 5%

121,774 静岡県 河津町 美容室 Ｃｈｏｕ Ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

121,775 静岡県 河津町 福田家 サービス 宿泊業 5%

121,776 静岡県 河津町 フードストアあおき　河津店 小売業 食料品 5%

121,777 静岡県 河津町 フレッシュ衣料　うすい　河津店 小売業 衣料品 5%

121,778 静岡県 河津町 焼肉とみ　焼肉とみ サービス 飲食業 5%

121,779 静岡県 河津町 ローファー サービス 飲食業 5%

121,780 静岡県 川根本町 出光上長尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,781 静岡県 川根本町 出光下長尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,782 静岡県 川根本町 Ｏ－Ｓｕｐｐｏｒｔ 小売業 その他小売 5%

121,783 静岡県 川根本町 有限会社ミズグチ　川根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,784 静岡県 川根本町 生粋川根茶　（株）澤本園 小売業 食料品 5%

121,785 静岡県 川根本町 紅竹食堂 サービス 飲食業 5%

121,786 静岡県 川根本町 株式会社ＫＩＮＴＯＫＩ ＳＨＯＰ ＣＡＦＥ晴耕雨読 サービス 飲食業 5%

121,787 静岡県 川根本町 翠紅苑 サービス 宿泊業 5%

121,788 静岡県 川根本町 寸又峡温泉 朝日山荘 サービス 宿泊業 5%

121,789 静岡県 川根本町 晴耕雨読ヴィレッジ サービス 宿泊業 5%

121,790 静岡県 川根本町 徳山 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,791 静岡県 川根本町 ｂｌｏｏｐｅｒｂａｃｋｐａｃｋｓ 小売業 その他小売 5%

121,792 静岡県 川根本町 本川根 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,793 静岡県 川根本町 湯屋　飛龍の宿 サービス 宿泊業 5%

121,794 静岡県 函南町 伊豆函南病院売店 小売業 その他小売 5%

121,795 静岡県 函南町 伊豆セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,796 静岡県 函南町 エース 生鮮館 畑毛店 小売業 その他小売 5%

121,797 静岡県 函南町 お台処　ぽんぽこ サービス 飲食業 5%

121,798 静岡県 函南町 柏谷口ＳＳ　有限会社松下商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,799 静岡県 函南町 カツミコーポレーション 小売業 その他小売 5%

121,800 静岡県 函南町 かなめ 小売業 食料品 5%
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121,801 静岡県 函南町 株式会社青野商店 株式会社 青野商店 小売業 その他小売 5%

121,802 静岡県 函南町 株式会社クボタ自動車 サービス その他サービス 5%

121,803 静岡県 函南町 函南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,804 静岡県 函南町 セブン－イレブン函南柏谷店 小売業 食料品 2%

121,805 静岡県 函南町 セブン－イレブン函南中央店 小売業 食料品 2%

121,806 静岡県 函南町 セブン－イレブン函南塚本店 小売業 食料品 2%

121,807 静岡県 函南町 セブン－イレブン函南平井店 小売業 食料品 2%

121,808 静岡県 函南町 セブン－イレブン函南間宮店 小売業 食料品 2%

121,809 静岡県 函南町 きうちしおり サービス その他サービス 5%

121,810 静岡県 函南町 串特急　熱函通り店 サービス 飲食業 5%

121,811 静岡県 函南町 桑原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,812 静岡県 函南町 さかい珈琲函南店 サービス 飲食業 5%

121,813 静岡県 函南町 シューズハウス　オオイシ 小売業 衣料品 5%

121,814 静岡県 函南町 スギヤマ洋品店　函南店 小売業 衣料品 5%

121,815 静岡県 函南町 炭火焼肉まこと サービス 飲食業 5%

121,816 静岡県 函南町 セルフ南箱根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,817 静岡県 函南町 大衆酒場　ひとつめ サービス 飲食業 5%

121,818 静岡県 函南町 丹那そば　亮月 サービス 飲食業 5%

121,819 静岡県 函南町 つばさ寿司函南店 サービス 飲食業 5%

121,820 静岡県 函南町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ蛇ケ橋店 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,821 静岡県 函南町 富田製茶 小売業 食料品 5%

121,822 静岡県 函南町 日石車検センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,823 静岡県 函南町 ニュー函南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,824 静岡県 函南町 富士見館 サービス 宿泊業 5%

121,825 静岡県 函南町 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　函南店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

121,826 静岡県 函南町 フードストアあおき　函南店 小売業 食料品 5%

121,827 静岡県 函南町 ふりそで館京都もなみ 小売業 衣料品 5%

121,828 静岡県 函南町 Ｋｕ?ｃａｍ サービス 理容・美容業 5%

121,829 静岡県 函南町 ホリエデンキ 小売業 電化製品 5%

121,830 静岡県 函南町 マカナネイル サービス その他サービス 5%

121,831 静岡県 函南町 ｍａｋｙｏｃｒａｆｔｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

121,832 静岡県 函南町 マクドナルド函南間宮マックスバリュ店 サービス 飲食業 2%

121,833 静岡県 函南町 セブン－イレブン南箱根ダイヤランド店 小売業 食料品 2%

121,834 静岡県 函南町 ミュルサンヌ 小売業 その他小売 5%

121,835 静岡県 函南町 メガネのウインク函南店 小売業 貴金属・服飾品 5%

121,836 静岡県 函南町 メディアポリス　函南店 小売業 その他小売 2%

121,837 静岡県 函南町 モリ電化 小売業 電化製品 5%

121,838 静岡県 函南町 焼き鳥さんこめ サービス 飲食業 5%

121,839 静岡県 函南町 矢東タイヤ沼津販売　函南営業所 小売業 その他小売 5%

121,840 静岡県 函南町 有限会社イザワオート 小売業 その他小売 5%

121,841 静岡県 函南町 有限会社ピュア動物病院 サービス その他サービス 5%

121,842 静岡県 函南町 有限会社富士徽章　ギフトプラザ函南店 小売業 その他小売 5%
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121,843 静岡県 函南町 リカーショップショウエイ株式会社 小売業 その他小売 5%

121,844 静岡県 函南町 リラクゼーションサロンＬｅｃｏｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

121,845 静岡県 函南町 リンクス杉﨑 小売業 電化製品 5%

121,846 静岡県 菊川市 一合一笑居酒屋蓮華 サービス 飲食業 5%

121,847 静岡県 菊川市 出光ウイング小笠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,848 静岡県 菊川市 出光菊川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,849 静岡県 菊川市 出光菊川インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,850 静岡県 菊川市 ＩＭＫＡ　ＮＡＩＬ　ＡＲＴ サービス 理容・美容業 5%

121,851 静岡県 菊川市 内田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,852 静岡県 菊川市 遠州茶家 サービス 飲食業 5%

121,853 静岡県 菊川市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ菊川インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,854 静岡県 菊川市 小笠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,855 静岡県 菊川市 小田石油　菊川給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,856 静岡県 菊川市 川中商店 小売業 その他小売 5%

121,857 静岡県 菊川市 菊川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,858 静岡県 菊川市 菊川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,859 静岡県 菊川市 セブン－イレブン菊川加茂北店 小売業 食料品 2%

121,860 静岡県 菊川市 セブン－イレブン菊川加茂店 小売業 食料品 2%

121,861 静岡県 菊川市 セブン－イレブン菊川倉沢店 小売業 食料品 2%

121,862 静岡県 菊川市 セブン－イレブン菊川下平川店 小売業 食料品 2%

121,863 静岡県 菊川市 菊川タクシー　５号車 サービス 運輸業 5%

121,864 静岡県 菊川市 セブン－イレブン菊川和田店 小売業 食料品 2%

121,865 静岡県 菊川市 牛角菊川店 サービス 飲食業 2%

121,866 静岡県 菊川市 合資会社 牧農園 お茶の牧農園 小売業 食料品 5%

121,867 静岡県 菊川市 セブン－イレブン静岡菊川インター店 小売業 食料品 2%

121,868 静岡県 菊川市 酒菜やおぶね サービス 飲食業 5%

121,869 静岡県 菊川市 ジューンベリー 小売業 衣料品 5%

121,870 静岡県 菊川市 スーパーラック菊川店 小売業 食料品 2%

121,871 静岡県 菊川市 鈴木モータース サービス その他サービス 5%

121,872 静岡県 菊川市 スタジオワン福田 サービス その他サービス 5%

121,873 静岡県 菊川市 綜合菊川自動車学校 サービス その他サービス 5%

121,874 静岡県 菊川市 手もみ処まる　菊川小笠店 サービス その他サービス 5%

121,875 静岡県 菊川市 トヨタ部品静岡共販菊川営業所 サービス その他サービス 5%

121,876 静岡県 菊川市 中嶋茶店 小売業 食料品 5%

121,877 静岡県 菊川市 ネイルサロンＭｉｌｌｉｏｎ サービス その他サービス 5%

121,878 静岡県 菊川市 はしもとや小笠店 小売業 衣料品 5%

121,879 静岡県 菊川市 藤下電器 小売業 電化製品 5%

121,880 静岡県 菊川市 ホテル玄　菊川 サービス 宿泊業 5%

121,881 静岡県 菊川市 堀之内モータース サービス その他サービス 5%

121,882 静岡県 菊川市 マクドナルド菊川ゼネラル石油ＳＳ店 サービス 飲食業 2%

121,883 静岡県 菊川市 メガネルック 小売業 その他小売 5%

121,884 静岡県 菊川市 メガネルック 小売業 貴金属・服飾品 5%
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121,885 静岡県 菊川市 有限会社かやまえん　有限会社かやまえん 小売業 食料品 5%

121,886 静岡県 菊川市 わたなべでんき 小売業 電化製品 5%

121,887 静岡県 湖西市 アールジーネ美容室 サービス 理容・美容業 5%

121,888 静岡県 湖西市 ａｎｈｅｌｏ サービス 理容・美容業 5%

121,889 静岡県 湖西市 新居関所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,890 静岡県 湖西市 セブン－イレブン新居町中之郷東店 小売業 食料品 2%

121,891 静岡県 湖西市 セブン－イレブン新居町浜名店 小売業 食料品 2%

121,892 静岡県 湖西市 セブン－イレブン新居文化公園前店 小売業 食料品 2%

121,893 静岡県 湖西市 ｲｹﾔ 文楽館湖西店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

121,894 静岡県 湖西市 ｅコード　さとう　新居 小売業 電化製品 5%

121,895 静岡県 湖西市 いさごや　本店 小売業 食料品 5%

121,896 静岡県 湖西市 エーワン湖西１号店 小売業 その他小売 5%

121,897 静岡県 湖西市 太田自動車 サービス その他サービス 5%

121,898 静岡県 湖西市 大橋屋釣具センター 小売業 その他小売 5%

121,899 静岡県 湖西市 オニキスヴィ－コロ 小売業 その他小売 5%

121,900 静岡県 湖西市 オーム　デンキ 小売業 電化製品 5%

121,901 静岡県 湖西市 かきこや入出店 小売業 食料品 5%

121,902 静岡県 湖西市 かきこや仲町店 小売業 食料品 5%

121,903 静岡県 湖西市 かきこやプラザ店 小売業 食料品 5%

121,904 静岡県 湖西市 活魚の宿　　あさしお サービス 宿泊業 5%

121,905 静岡県 湖西市 カフェ　オリーバ サービス 飲食業 5%

121,906 静岡県 湖西市 ㈱リヴレーゾン湖西 サービス その他サービス 5%

121,907 静岡県 湖西市 カメラのスズラン 小売業 電化製品 5%

121,908 静岡県 湖西市 カメラのスズラン 小売業 その他小売 5%

121,909 静岡県 湖西市 牛角湖西店 サービス 飲食業 2%

121,910 静岡県 湖西市 銀の樽　湖西店 サービス 飲食業 5%

121,911 静岡県 湖西市 靴のホッタ　エルパス湖西店 小売業 その他小売 5%

121,912 静岡県 湖西市 ＧＲＥＥＫ サービス 理容・美容業 5%

121,913 静岡県 湖西市 クリーニング中日 サービス その他サービス 5%

121,914 静岡県 湖西市 湖西ＳＳ　石原燃料株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,915 静岡県 湖西市 セブン－イレブン湖西太田店 小売業 食料品 2%

121,916 静岡県 湖西市 湖西北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,917 静岡県 湖西市 セブン－イレブン湖西白須賀店 小売業 食料品 2%

121,918 静岡県 湖西市 セブンーイレブン湖西白須賀南店 小売業 食料品 2%

121,919 静岡県 湖西市 セブン－イレブン湖西新所原店 小売業 食料品 2%

121,920 静岡県 湖西市 セブン－イレブン湖西スズキ工場前店 小売業 食料品 2%

121,921 静岡県 湖西市 セブン－イレブン湖西鷲津店 小売業 食料品 2%

121,922 静岡県 湖西市 サロック鷲津店 小売業 衣料品 5%

121,923 静岡県 湖西市 サンコー家電 小売業 電化製品 5%

121,924 静岡県 湖西市 Ｊ．Ｄｉｎｅｒ　ＫＡＭＡＣＨＩ サービス 飲食業 5%

121,925 静岡県 湖西市 新所原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,926 静岡県 湖西市 杉浦タイヤ商会 小売業 その他小売 5%
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121,927 静岡県 湖西市 駿府宅配センター　湖西店 小売業 その他小売 5%

121,928 静岡県 湖西市 第一金剛株式会社 小売業 電化製品 5%

121,929 静岡県 湖西市 タニタフィッツミー湖西店 サービス その他サービス 5%

121,930 静岡県 湖西市 チェスティーノ　湖西店 サービス 飲食業 5%

121,931 静岡県 湖西市 土屋商会 小売業 その他小売 5%

121,932 静岡県 湖西市 テクニック サービス その他サービス 5%

121,933 静岡県 湖西市 電化のたけや 小売業 電化製品 5%

121,934 静岡県 湖西市 電化のたなか 小売業 電化製品 5%

121,935 静岡県 湖西市 ときわｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

121,936 静岡県 湖西市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ古見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,937 静岡県 湖西市 東巴 小売業 衣料品 5%

121,938 静岡県 湖西市 南部ショッピングセンター 小売業 その他小売 5%

121,939 静岡県 湖西市 ニッセンシェイプファンデサロンこでまり 小売業 衣料品 5%

121,940 静岡県 湖西市 ニッセンシェイプファンデサロンドマーニ 小売業 衣料品 5%

121,941 静岡県 湖西市 ニッセンシェイプファンデサロンリーシュ 小売業 衣料品 5%

121,942 静岡県 湖西市 ネスト　よこやま 小売業 電化製品 5%

121,943 静岡県 湖西市 刃金からくり屋 サービス その他サービス 5%

121,944 静岡県 湖西市 浜名湖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,945 静岡県 湖西市 浜名湖屋 サービス 飲食業 5%

121,946 静岡県 湖西市 明屋書店　イケヤ湖西店 小売業 その他小売 5%

121,947 静岡県 湖西市 ピザタイム　湖西店 サービス 飲食業 5%

121,948 静岡県 湖西市 ふとんのシミズヤ 小売業 家具・調度品 5%

121,949 静岡県 湖西市 ブルージャンキー 小売業 その他小売 5%

121,950 静岡県 湖西市 ヘアールームクリア サービス 理容・美容業 5%

121,951 静岡県 湖西市 ヘアールームクリア サービス 理容・美容業 5%

121,952 静岡県 湖西市 ホテルｎａｎｖａｎ浜名湖 サービス 宿泊業 5%

121,953 静岡県 湖西市 マクドナルド湖西店 サービス 飲食業 2%

121,954 静岡県 湖西市 松本自動車有限会社 サービス その他サービス 5%

121,955 静岡県 湖西市 マルス商店 小売業 食料品 5%

121,956 静岡県 湖西市 みずたにプラザ店 みずたに 小売業 衣料品 5%

121,957 静岡県 湖西市 やまもと衣料 小売業 衣料品 5%

121,958 静岡県 湖西市 山本スポーツ新居店 小売業 その他小売 5%

121,959 静岡県 湖西市 有限会社　モトアップ　有限会社モトアップ サービス その他サービス 5%

121,960 静岡県 湖西市 （有）ヤマサ水産 小売業 食料品 5%

121,961 静岡県 湖西市 ライフショップあさひ 小売業 電化製品 5%

121,962 静岡県 湖西市 RACIL湖西店 サービス その他サービス 5%

121,963 静岡県 湖西市 リオスチューブ 小売業 電化製品 5%

121,964 静岡県 湖西市 月花 サービス 理容・美容業 5%

121,965 静岡県 湖西市 レッツ友ムツミ 小売業 電化製品 5%

121,966 静岡県 湖西市 レムシステム株式会社 サービス その他サービス 5%

121,967 静岡県 御殿場市 アドホック ヤマト 小売業 電化製品 5%

121,968 静岡県 御殿場市 アトリエピカソ サービス 理容・美容業 5%
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121,969 静岡県 御殿場市 あゆざわ薬局　あゆざわ薬局 小売業 その他小売 5%

121,970 静岡県 御殿場市 ＲＨａｉｒ＆Ｍａｋｅ御殿場店 サービス 理容・美容業 5%

121,971 静岡県 御殿場市 イシグロ　御殿場店 小売業 その他小売 5%

121,972 静岡県 御殿場市 出光杉名沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,973 静岡県 御殿場市 出光モーニングラックＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,974 静岡県 御殿場市 鰻百撰ひろ田 サービス 飲食業 5%

121,975 静岡県 御殿場市 運転代行レインボー サービス 運輸業 5%

121,976 静岡県 御殿場市 エコー　御殿場店 小売業 衣料品 5%

121,977 静岡県 御殿場市 エーストラベル サービス その他サービス 5%

121,978 静岡県 御殿場市 エテルナ御殿場店 小売業 その他小売 5%

121,979 静岡県 御殿場市 えびせんべいの里御殿場店 小売業 食料品 5%

121,980 静岡県 御殿場市 エンジェルズ・ドア 小売業 貴金属・服飾品 5%

121,981 静岡県 御殿場市 大田屋製菓店 小売業 食料品 5%

121,982 静岡県 御殿場市 オギノ御殿場店 小売業 食料品 5%

121,983 静岡県 御殿場市 オギノ御殿場富士岡店 小売業 食料品 5%

121,984 静岡県 御殿場市 オギノ御殿場プラザ店 小売業 衣料品 5%

121,985 静岡県 御殿場市 小田原鈴廣　御殿場店 小売業 食料品 5%

121,986 静岡県 御殿場市 オリックスレンタカー御殿場店 サービス その他サービス 2%

121,987 静岡県 御殿場市 海鮮酒肴炙り サービス 飲食業 5%

121,988 静岡県 御殿場市 雅心苑御殿場店 小売業 食料品 5%

121,989 静岡県 御殿場市 ＫＡＴＳＵＭＡＴＡ サービス 理容・美容業 5%

121,990 静岡県 御殿場市 ｃａｆｅ　Ｍａｊｏｌｉｃａ サービス 飲食業 5%

121,991 静岡県 御殿場市 株式会社カディス サービス その他サービス 5%

121,992 静岡県 御殿場市 株式会社フジセキ　出光昭和シェル　東名足柄サービスエリア上り線給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

121,993 静岡県 御殿場市 カマド自動車 サービス その他サービス 5%

121,994 静岡県 御殿場市 きっさこ サービス 飲食業 5%

121,995 静岡県 御殿場市 木のおもちゃ　アナログゲーム　ｍｉｙｏｓｈｉ?ｙａ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

121,996 静岡県 御殿場市 ＣＡＲＯ 小売業 家具・調度品 5%

121,997 静岡県 御殿場市 崎陽軒ＥＸＰＡＳＡ足柄上り店 小売業 その他小売 5%

121,998 静岡県 御殿場市 銀座かねまつ御殿場プレミアムアウトレット 小売業 衣料品 5%

121,999 静岡県 御殿場市 金時力まんじゅう　金時亭 小売業 その他小売 5%

122,000 静岡県 御殿場市 くいしんぼ五味 サービス 飲食業 5%

122,001 静岡県 御殿場市 ＧＵＵＲｉｉ サービス 理容・美容業 5%

122,002 静岡県 御殿場市 串カツ拳伝承店 御殿場店 サービス 飲食業 5%

122,003 静岡県 御殿場市 ＫＵＮＩＹＡ 小売業 衣料品 5%

122,004 静岡県 御殿場市 国際青少年センター　ＹＭＣＡ東山荘 サービス 宿泊業 5%

122,005 静岡県 御殿場市 ＣｏＣｏ壱番屋御殿場ぐみ沢店 サービス 飲食業 2%

122,006 静岡県 御殿場市 ここしあ整体院 サービス その他サービス 5%

122,007 静岡県 御殿場市 コスメティックヒオキ 小売業 その他小売 5%

122,008 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場板妻北店 小売業 食料品 2%

122,009 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場板妻店 小売業 食料品 2%

122,010 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場板妻西店 小売業 食料品 2%
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122,011 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場インター店 小売業 食料品 2%

122,012 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場駅前店 小売業 食料品 2%

122,013 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場大坂店 小売業 食料品 2%

122,014 静岡県 御殿場市 有限会社御殿場カメヤ 小売業 家具・調度品 5%

122,015 静岡県 御殿場市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ御殿場ぐみ沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,016 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場ぐみ沢店 小売業 食料品 2%

122,017 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場ぐみ沢南店 小売業 食料品 2%

122,018 静岡県 御殿場市 セブンーイレブン御殿場神山店 小売業 食料品 2%

122,019 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場駒門店 小売業 食料品 2%

122,020 静岡県 御殿場市 御殿場ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

122,021 静岡県 御殿場市 御殿場コンタクト 小売業 その他小売 5%

122,022 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場市御殿場店 小売業 食料品 2%

122,023 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場柴怒田店 小売業 食料品 2%

122,024 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場小学校前店 小売業 食料品 2%

122,025 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場神場店 小売業 食料品 2%

122,026 静岡県 御殿場市 御殿場整備　車検 サービス その他サービス 5%

122,027 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場玉穂店 小売業 食料品 2%

122,028 静岡県 御殿場市 御殿場中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,029 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場塚原店 小売業 食料品 2%

122,030 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場永原店 小売業 食料品 2%

122,031 静岡県 御殿場市 御殿場西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,032 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場二枚橋店 小売業 食料品 2%

122,033 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場野中店 小売業 食料品 2%

122,034 静岡県 御殿場市 セブン－イレブン御殿場原里店 小売業 食料品 2%

122,035 静岡県 御殿場市 小松電器 小売業 電化製品 5%

122,036 静岡県 御殿場市 こめらく　海鮮茶漬けとおむすびと。 小売業 その他小売 5%

122,037 静岡県 御殿場市 コンドミニアムＴＡＮＮＰＯＰＯ サービス 宿泊業 5%

122,038 静岡県 御殿場市 ＳａｆａＦｉｅｌｄ サービス 飲食業 5%

122,039 静岡県 御殿場市 ＳＵＭＭＥＲ　ＨＯＵＳＥ 小売業 衣料品 5%

122,040 静岡県 御殿場市 サロン　ド　ココ 小売業 衣料品 5%

122,041 静岡県 御殿場市 四季彩料理　直 サービス 飲食業 5%

122,042 静岡県 御殿場市 ＳＣＲＩＧＮＯ サービス 飲食業 5%

122,043 静岡県 御殿場市 ［ＨＣ］すそのテレビ商会 小売業 電化製品 5%

122,044 静岡県 御殿場市 スタジオＫキルトミュージアム 小売業 その他小売 5%

122,045 静岡県 御殿場市 ＤＤのちゅスタジオスマイリー サービス その他サービス 5%

122,046 静岡県 御殿場市 スナップオン北條商会宮地 小売業 電化製品 2%

122,047 静岡県 御殿場市 スパリゾートオアシス御殿場 サービス その他サービス 5%

122,048 静岡県 御殿場市 すみれコンタクト 小売業 その他小売 5%

122,049 静岡県 御殿場市 駿河小山 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,050 静岡県 御殿場市 セルバ　御殿場古沢店 小売業 食料品 5%

122,051 静岡県 御殿場市 ｓｉｏｎ．ａ サービス 理容・美容業 5%

122,052 静岡県 御殿場市 ｓｉｏｎ．ａ サービス 理容・美容業 5%
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122,053 静岡県 御殿場市 （株）大成　御殿場（営）ＳＳセンター 小売業 家具・調度品 5%

122,054 静岡県 御殿場市 タイムス 小売業 その他小売 5%

122,055 静岡県 御殿場市 株式会社高橋農機商会 小売業 その他小売 5%

122,056 静岡県 御殿場市 たから亭 サービス 飲食業 5%

122,057 静岡県 御殿場市 チャイハネ　ＤＥＰＯ　御殿場 小売業 衣料品 5%

122,058 静岡県 御殿場市 中国料理　ｑｕａｎ サービス 飲食業 5%

122,059 静岡県 御殿場市 つる兵衛 サービス 飲食業 5%

122,060 静岡県 御殿場市 テゾーロ サービス 理容・美容業 5%

122,061 静岡県 御殿場市 東名自動車道　下り　足柄サービスエリアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,062 静岡県 御殿場市 Ｔｏｋｉｂａｃｏ サービス 飲食業 5%

122,063 静岡県 御殿場市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ御殿場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,064 静岡県 御殿場市 ＤＯＧ　ＤＥＰＴ　ＧＡＲＤＥＮ御殿場店 小売業 衣料品 5%

122,065 静岡県 御殿場市 ｄｏｇｓａｌｏｎｐｏｃｈｅｔｔｅ サービス その他サービス 5%

122,066 静岡県 御殿場市 とらや御殿場店 サービス 飲食業 5%

122,067 静岡県 御殿場市 とり料理と旨い酒　ＧＯＴＥＮ サービス 飲食業 5%

122,068 静岡県 御殿場市 “Ｄｏｌｃｅ” サービス 飲食業 5%

122,069 静岡県 御殿場市 ナガイストアー 小売業 その他小売 5%

122,070 静岡県 御殿場市 長澤健康院 サービス 理容・美容業 5%

122,071 静岡県 御殿場市 長島文宝堂コンテ 小売業 その他小売 5%

122,072 静岡県 御殿場市 Ｎａｔｕｒａｌｉｓｍ 小売業 衣料品 5%

122,073 静岡県 御殿場市 Ｎａｔｕｒａｌｉｓｍ 小売業 衣料品 5%

122,074 静岡県 御殿場市 ＮｉｋｅｎＭｅｆｒｏｍＣｏｒｎｅｒ サービス 飲食業 5%

122,075 静岡県 御殿場市 ＥＲＩＸダミー　日本ガレーヂ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,076 静岡県 御殿場市 沼津石材　御殿場店 サービス その他サービス 5%

122,077 静岡県 御殿場市 バイキング左近　御殿場店 サービス 飲食業 5%

122,078 静岡県 御殿場市 セルフ御殿場インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,079 静岡県 御殿場市 花え 小売業 その他小売 5%

122,080 静岡県 御殿場市 渡辺電器商会 小売業 電化製品 5%

122,081 静岡県 御殿場市 バレノタウンクロージングストア 小売業 衣料品 5%

122,082 静岡県 御殿場市 ＢａｒｎＳｔｏｒｍｅｒ 小売業 衣料品 5%

122,083 静岡県 御殿場市 東山ロッヂ サービス 宿泊業 5%

122,084 静岡県 御殿場市 ビジネスホテルかねくら サービス 宿泊業 5%

122,085 静岡県 御殿場市 ビジネスホテル千楽 サービス 宿泊業 5%

122,086 静岡県 御殿場市 美容室キララ 美容室キララ サービス 理容・美容業 5%

122,087 静岡県 御殿場市 美容室キララ　ＢＲＩＤＡＬ サービス 理容・美容業 5%

122,088 静岡県 御殿場市 Ｂｏｏ サービス 理容・美容業 5%

122,089 静岡県 御殿場市 ファミリーレンタカー サービス その他サービス 5%

122,090 静岡県 御殿場市 フォーチュンドッグ 小売業 その他小売 5%

122,091 静岡県 御殿場市 富士カントリークラブ サービス その他サービス 5%

122,092 静岡県 御殿場市 富士山オートサービス サービス その他サービス 5%

122,093 静岡県 御殿場市 ふじさん動物の病院 サービス その他サービス 5%

122,094 静岡県 御殿場市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　御殿場店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%
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122,095 静岡県 御殿場市 フードストアあおき　御殿場店 小売業 食料品 5%

122,096 静岡県 御殿場市 布団　綿幸 小売業 家具・調度品 5%

122,097 静岡県 御殿場市 Ｐｒｅｐｏｉｎｔ 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,098 静岡県 御殿場市 ｂｌｕｅｂｅｒｒｙ御殿場店 小売業 食料品 5%

122,099 静岡県 御殿場市 フローリストｂａｂａ 小売業 その他小売 5%

122,100 静岡県 御殿場市 ｂｏｏｎｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅ 小売業 その他小売 5%

122,101 静岡県 御殿場市 ヘアーステージ２８ サービス 理容・美容業 5%

122,102 静岡県 御殿場市 ＨＡＩＲ　ＲＯＯＭ　ＳＣＨＯＮ　ヘアルーム　シャン サービス 理容・美容業 5%

122,103 静岡県 御殿場市 ペットランド　ごてんば サービス その他サービス 5%

122,104 静岡県 御殿場市 ベルビュー長尾ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

122,105 静岡県 御殿場市 ベルビュー長尾ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

122,106 静岡県 御殿場市 ホンダオートリリーフ サービス その他サービス 5%

122,107 静岡県 御殿場市 マクドナルド足柄サービスエリア店 サービス 飲食業 2%

122,108 静岡県 御殿場市 マクドナルド御殿場インター店 サービス 飲食業 2%

122,109 静岡県 御殿場市 マクドナルド２４６御殿場店 サービス 飲食業 2%

122,110 静岡県 御殿場市 マルカワ御殿場店 小売業 衣料品 5%

122,111 静岡県 御殿場市 ＭｉｎａＭａｈａｌｏ サービス その他サービス 5%

122,112 静岡県 御殿場市 ＭｉｎａＭａｈａｌｏ 小売業 その他小売 5%

122,113 静岡県 御殿場市 ｍｏｏｎｙｅａｒｔｈ 小売業 衣料品 5%

122,114 静岡県 御殿場市 メガネのヤマトヤ東田中店 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,115 静岡県 御殿場市 メディアポリス　御殿場店 小売業 その他小売 2%

122,116 静岡県 御殿場市 モード・ユキ　御殿場店 小売業 衣料品 5%

122,117 静岡県 御殿場市 森の腰ショッピングセンターエピ 小売業 その他小売 5%

122,118 静岡県 御殿場市 ヤマトヤ御殿場本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,119 静岡県 御殿場市 ヤマトヤ本部 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,120 静岡県 御殿場市 ユー・デザイン 小売業 衣料品 5%

122,121 静岡県 御殿場市 有限会社太田川ホンダ販売　太田川ホンダ 小売業 その他小売 5%

122,122 静岡県 御殿場市 杉山電器 小売業 電化製品 5%

122,123 静岡県 御殿場市 有限会社園田自動車商会 サービス その他サービス 5%

122,124 静岡県 御殿場市 有限会社ＣＨＥＲＵ　ＬＵＣＩＤＯ　ＳＴＹＬＥ　ＣｈｅＲｕ サービス 理容・美容業 5%

122,125 静岡県 御殿場市 有限会社ナツガ 小売業 その他小売 5%

122,126 静岡県 御殿場市 遊彩の樹 サービス 宿泊業 5%

122,127 静岡県 御殿場市 Ｌａ．Ｒｏｕｇｅ サービス 飲食業 5%

122,128 静岡県 御殿場市 リフレッシュスペース御殿場店 サービス その他サービス 5%

122,129 静岡県 御殿場市 理容やまざき　理容やまざき サービス 理容・美容業 5%

122,130 静岡県 御殿場市 Ｒｏｃｏｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

122,131 静岡県 静岡市 ａｒｔｅｅ サービス 理容・美容業 5%

122,132 静岡県 静岡市 藍　ウィンディ　くさなぎ 小売業 衣料品 5%

122,133 静岡県 静岡市 ｉｗａｙ.ｊｐ サービス その他サービス 5%

122,134 静岡県 静岡市 ＡＩＢ サービス 理容・美容業 5%

122,135 静岡県 静岡市 Ａｖａｎｔｉ サービス 飲食業 5%

122,136 静岡県 静岡市 アウディー　フラワー 小売業 その他小売 5%
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122,137 静岡県 静岡市 ［ＨＣ］葵家電株式会社 小売業 電化製品 5%

122,138 静岡県 静岡市 ［ＨＣ］アオイ家電田町店 小売業 電化製品 5%

122,139 静岡県 静岡市 ［ＨＣ］アオイ家電田町店 小売業 電化製品 5%

122,140 静岡県 静岡市 ＡＯＷＡＲＡＵ サービス 飲食業 5%

122,141 静岡県 静岡市 赤勘兵衛 サービス 飲食業 5%

122,142 静岡県 静岡市 秋吉　静岡店 サービス 飲食業 5%

122,143 静岡県 静岡市 アクアショップ魚力 小売業 その他小売 5%

122,144 静岡県 静岡市 Ａ　ＣＯＥＵＲ サービス 理容・美容業 5%

122,145 静岡県 静岡市 麻機南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,146 静岡県 静岡市 あさり動物病院 サービス その他サービス 5%

122,147 静岡県 静岡市 アーチ サービス 理容・美容業 5%

122,148 静岡県 静岡市 ＡＲＴＬＩＮＥ　ＣＯ．，ＬＴＤ 小売業 家具・調度品 5%

122,149 静岡県 静岡市 安倍口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,150 静岡県 静岡市 ＡＲＩＺＯＮＡ　ＦＲＥＥＤＯＭ静岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,151 静岡県 静岡市 アルシアカーズ 小売業 その他小売 5%

122,152 静岡県 静岡市 アルソア明樹 小売業 その他小売 5%

122,153 静岡県 静岡市 ［ＨＣ］アルパカタセ北安東 小売業 電化製品 5%

122,154 静岡県 静岡市 Ｅｎｃｈａｎｔｅ サービス 理容・美容業 5%

122,155 静岡県 静岡市 アンティドート 小売業 その他小売 5%

122,156 静岡県 静岡市 安東米店 小売業 食料品 5%

122,157 静岡県 静岡市 あん動物病院 サービス その他サービス 5%

122,158 静岡県 静岡市 アンビ・ア　静岡ハネムーンセンター サービス その他サービス 5%

122,159 静岡県 静岡市 アンビ・ア　清水ハネムーンセンター サービス その他サービス 5%

122,160 静岡県 静岡市 ＥＡＧＬＥＰＡＳＳ 小売業 その他小売 5%

122,161 静岡県 静岡市 池谷和久税理士事務所 サービス その他サービス 5%

122,162 静岡県 静岡市 居酒屋いっぽ静岡両替町店 サービス 飲食業 5%

122,163 静岡県 静岡市 居酒屋ひのき サービス 飲食業 5%

122,164 静岡県 静岡市 居酒屋まる両 サービス 飲食業 5%

122,165 静岡県 静岡市 イシグロ　静岡中吉田店 小売業 その他小売 5%

122,166 静岡県 静岡市 イシグロ　静岡丸子新田店 小売業 その他小売 5%

122,167 静岡県 静岡市 市川商店 小売業 食料品 5%

122,168 静岡県 静岡市 イマージュ静岡店 小売業 その他小売 5%

122,169 静岡県 静岡市 芋蔵　静岡呉服町店 サービス 飲食業 5%

122,170 静岡県 静岡市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ静岡 サービス その他サービス 5%

122,171 静岡県 静岡市 ヴァンファンつかもと 小売業 食料品 5%

122,172 静岡県 静岡市 ｖｉｎｏｓやまざき 小売業 食料品 5%

122,173 静岡県 静岡市 ウォーク　興津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,174 静岡県 静岡市 ウォーク静岡高松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,175 静岡県 静岡市 宇佐美人形店　１ 小売業 その他小売 5%

122,176 静岡県 静岡市 内牧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,177 静岡県 静岡市 海ぼうず　本店 サービス 飲食業 5%

122,178 静岡県 静岡市 梅ケ谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2911



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

122,179 静岡県 静岡市 漆畑自動車 サービス その他サービス 5%

122,180 静岡県 静岡市 （株）エーアイディー静岡店 小売業 家具・調度品 5%

122,181 静岡県 静岡市 ＡＶＢＯＸ 小売業 電化製品 5%

122,182 静岡県 静岡市 エスタスポーツクリエイツ サービス その他サービス 5%

122,183 静岡県 静岡市 ｅｔｅ サービス 理容・美容業 5%

122,184 静岡県 静岡市 ｅｔｅ サービス 理容・美容業 5%

122,185 静岡県 静岡市 Ｅｐｉｃ． 小売業 衣料品 5%

122,186 静岡県 静岡市 エメフィールｂｙソックコウベ　静岡呉服町 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,187 静岡県 静岡市 王舎堂 小売業 家具・調度品 5%

122,188 静岡県 静岡市 大川井自動車 サービス その他サービス 5%

122,189 静岡県 静岡市 大河内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,190 静岡県 静岡市 オートステージＢＩＳＥＮ サービス その他サービス 5%

122,191 静岡県 静岡市 大野木荘 サービス 宿泊業 5%

122,192 静岡県 静岡市 大鉢小鉢　呉服町店 サービス 飲食業 5%

122,193 静岡県 静岡市 大鉢小鉢駒形通店 サービス 飲食業 5%

122,194 静岡県 静岡市 大鉢小鉢常磐町店 サービス 飲食業 5%

122,195 静岡県 静岡市 岡むらうさく サービス 飲食業 5%

122,196 静岡県 静岡市 興津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,197 静岡県 静岡市 オキツマツダサービス工場 サービス その他サービス 5%

122,198 静岡県 静岡市 荻野商店 小売業 食料品 5%

122,199 静岡県 静岡市 Ｏ’ＳＳＡＮ サービス 飲食業 5%

122,200 静岡県 静岡市 オートピア２１静岡店 サービス その他サービス 5%

122,201 静岡県 静岡市 小野自動車 サービス その他サービス 5%

122,202 静岡県 静岡市 オプティーク　ＨＡＲＵＴＡ　伝馬町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,203 静岡県 静岡市 オプティークＨＡＲＵＴＡ　呉服町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,204 静岡県 静岡市 音楽舎 小売業 その他小売 5%

122,205 静岡県 静岡市 海蛇 サービス 飲食業 5%

122,206 静岡県 静岡市 海鮮食家　福一丸 サービス 飲食業 5%

122,207 静岡県 静岡市 カイロプラクティック拓 サービス 理容・美容業 5%

122,208 静岡県 静岡市 カズ動物病院 サービス その他サービス 5%

122,209 静岡県 静岡市 かつ銀　静岡ＳＢＳ通り店 サービス 飲食業 5%

122,210 静岡県 静岡市 かつ蔵草薙店 サービス 飲食業 5%

122,211 静岡県 静岡市 カトレア　静岡店 サービス 理容・美容業 5%

122,212 静岡県 静岡市 金沢屋　日本平店 サービス その他サービス 5%

122,213 静岡県 静岡市 金沢屋由比店 サービス その他サービス 5%

122,214 静岡県 静岡市 カネショー　キタムラ 小売業 家具・調度品 5%

122,215 静岡県 静岡市 かねまつ　静岡パルシェ店 小売業 衣料品 5%

122,216 静岡県 静岡市 ［ＨＣ］株式会社赤池電器 小売業 電化製品 5%

122,217 静岡県 静岡市 株式会社佐野電器 小売業 電化製品 5%

122,218 静岡県 静岡市 株式会社三幸石油　門屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,219 静岡県 静岡市 株式会社祥瑞 上海小籠包祥瑞 サービス 飲食業 5%

122,220 静岡県 静岡市 株式会社藤山電化センター 小売業 電化製品 5%
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122,221 静岡県 静岡市 株式会社丸一家具センター 小売業 家具・調度品 5%

122,222 静岡県 静岡市 髪森 サービス 理容・美容業 5%

122,223 静岡県 静岡市 亀山畳店 小売業 家具・調度品 5%

122,224 静岡県 静岡市 ［ＨＣ］カメヤマ電器株式会社 小売業 電化製品 5%

122,225 静岡県 静岡市 カルゴ サービス その他サービス 5%

122,226 静岡県 静岡市 Ｋａｒｔｅｌｌ　Ｓｈｏｐ　静岡 小売業 家具・調度品 5%

122,227 静岡県 静岡市 ガレージプラス株式会社 サービス その他サービス 5%

122,228 静岡県 静岡市 ガレージＲＩＮＧ サービス その他サービス 5%

122,229 静岡県 静岡市 かわむら　静岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,230 静岡県 静岡市 蒲原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,231 静岡県 静岡市 蒲原の味処　よし川 サービス 飲食業 5%

122,232 静岡県 静岡市 岸本挽物製作所 小売業 家具・調度品 5%

122,233 静岡県 静岡市 キチトナルキッチン静岡店 サービス 飲食業 5%

122,234 静岡県 静岡市 ｋｉｔｃｈｅｎ７０３ サービス その他サービス 5%

122,235 静岡県 静岡市 キーパープロショップ東静岡店 小売業 ガソリンスタンド 5%

122,236 静岡県 静岡市 Ｃａｎｄｙ　Ｓｔｏｒｅ サービス 飲食業 5%

122,237 静岡県 静岡市 餃子研究所北口店 サービス 飲食業 5%

122,238 静岡県 静岡市 清沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,239 静岡県 静岡市 キヨナミホテル サービス 宿泊業 5%

122,240 静岡県 静岡市 霧下手打ちそばひがし サービス 飲食業 5%

122,241 静岡県 静岡市 きんか美粧院 サービス 理容・美容業 5%

122,242 静岡県 静岡市 金券屋ハウマッチ静岡駅北口店 小売業 その他小売 5%

122,243 静岡県 静岡市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ静岡ＳＢＳ通り店 小売業 その他小売 5%

122,244 静岡県 静岡市 グーテンターク 小売業 衣料品 5%

122,245 静岡県 静岡市 串特急　草薙店 サービス 飲食業 5%

122,246 静岡県 静岡市 串特急　静岡駅南口店 サービス 飲食業 5%

122,247 静岡県 静岡市 串特急　静岡下川原店 サービス 飲食業 5%

122,248 静岡県 静岡市 串特急　昭和町店 サービス 飲食業 5%

122,249 静岡県 静岡市 靴の宮崎　小鹿店 小売業 衣料品 5%

122,250 静岡県 静岡市 靴の宮崎小鹿店 小売業 衣料品 5%

122,251 静岡県 静岡市 久能東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,252 静岡県 静岡市 グラデボール日本平店 サービス 飲食業 5%

122,253 静岡県 静岡市 グルナッシュ 小売業 衣料品 5%

122,254 静岡県 静岡市 クロロフイル新静岡駅前美顔教室 小売業 その他小売 5%

122,255 静岡県 静岡市 クロロフイル美顔教室柳屋 サービス その他サービス 5%

122,256 静岡県 静岡市 ケイ・ウノ　静岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,257 静岡県 静岡市 京昌園　紺屋町店 サービス 飲食業 5%

122,258 静岡県 静岡市 京昌園　静岡駅南口店 サービス 飲食業 5%

122,259 静岡県 静岡市 京昌園瀬名川店 サービス 飲食業 5%

122,260 静岡県 静岡市 株式会社ケイ・ミート 小売業 食料品 5%

122,261 静岡県 静岡市 けいらく治療院 サービス その他サービス 5%

122,262 静岡県 静岡市 ＫＯマートＦＩＮＥ草薙店 小売業 食料品 5%
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122,263 静岡県 静岡市 ＫＯマートＦＩＮＥ沓谷店 小売業 食料品 5%

122,264 静岡県 静岡市 Ｋ－ＲＩＳＥ サービス その他サービス 5%

122,265 静岡県 静岡市 Ｃｏｒｅ　セレクト 小売業 その他小売 5%

122,266 静岡県 静岡市 黄鶴 サービス 飲食業 5%

122,267 静岡県 静岡市 ゴードンこーひー ゴードンこーひー 小売業 食料品 5%

122,268 静岡県 静岡市 ｃｏｆｆｅｅａｎｄｓｔａｙ桃屋 サービス 飲食業 5%

122,269 静岡県 静岡市 コーヒー乃川島 小売業 食料品 5%

122,270 静岡県 静岡市 コーヒー乃川島　駅南店 小売業 食料品 5%

122,271 静岡県 静岡市 コーヒー乃川島　川合店 小売業 食料品 5%

122,272 静岡県 静岡市 ゴール 小売業 その他小売 5%

122,273 静岡県 静岡市 ごちうみ サービス 飲食業 5%

122,274 静岡県 静岡市 こっこ庵 小売業 食料品 5%

122,275 静岡県 静岡市 ｃｏｒａｎ 小売業 衣料品 5%

122,276 静岡県 静岡市 ゴルフパートナー　カネボウ通り馬渕店 小売業 その他小売 2%

122,277 静岡県 静岡市 ゴルフパートナー　静岡南瀬名店 小売業 その他小売 2%

122,278 静岡県 静岡市 ＴｈｅＮａｔｕｒａｌＳｈｏｅＳｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

122,279 静岡県 静岡市 斉藤商会 小売業 その他小売 5%

122,280 静岡県 静岡市 桜さくや 小売業 その他小売 5%

122,281 静岡県 静岡市 さしみ居酒屋　駿河うお菜　静岡両替町店 サービス 飲食業 5%

122,282 静岡県 静岡市 札幌かに本家静岡駅前店 サービス 飲食業 5%

122,283 静岡県 静岡市 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｂｒｉｌｌａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

122,284 静岡県 静岡市 沢田電気 小売業 電化製品 5%

122,285 静岡県 静岡市 サングリア久能店 サービス 飲食業 5%

122,286 静岡県 静岡市 サングリア鷹匠店 サービス 飲食業 5%

122,287 静岡県 静岡市 ３８ＳＴＵＤＩＯ 小売業 家具・調度品 5%

122,288 静岡県 静岡市 ＳＡＮＴＡマツシタ 小売業 電化製品 5%

122,289 静岡県 静岡市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　静岡営業所 小売業 その他小売 5%

122,290 静岡県 静岡市 シェモンピエール サービス 飲食業 5%

122,291 静岡県 静岡市 ＪＡ清水　経済部　購買課 小売業 その他小売 5%

122,292 静岡県 静岡市 ＪＡ清水　経済部　購買課 小売業 その他小売 5%

122,293 静岡県 静岡市 ＪＡしみず旅行センター サービス その他サービス 5%

122,294 静岡県 静岡市 ＪＡメモリアルセンター サービス その他サービス 5%

122,295 静岡県 静岡市 JYIA静岡校 サービス その他サービス 5%

122,296 静岡県 静岡市 Ｓｉｅｓｔａ 小売業 衣料品 5%

122,297 静岡県 静岡市 ジェルネイルサロン　ｓｏｌ－ｎｏｉｒ サービス その他サービス 5%

122,298 静岡県 静岡市 Ｇｉｏｔｔｏ 小売業 衣料品 5%

122,299 静岡県 静岡市 四季彩堂静岡中田店 小売業 その他小売 5%

122,300 静岡県 静岡市 シシリア サービス 飲食業 5%

122,301 静岡県 静岡市 静岡パークホテル サービス 宿泊業 5%

122,302 静岡県 静岡市 静岡インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,303 静岡県 静岡市 静岡大原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,304 静岡県 静岡市 静岡キャッスルホテル佐乃春 サービス 宿泊業 5%

2914



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

122,305 静岡県 静岡市 株式会社静岡県官報販売所 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,306 静岡県 静岡市 静岡県立美術館ミュージアムショップ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,307 静岡県 静岡市 静岡市美術館ミュージアムショップ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,308 静岡県 静岡市 静岡ジャンボ店 小売業 衣料品 5%

122,309 静岡県 静岡市 静岡第一ホテル サービス 宿泊業 5%

122,310 静岡県 静岡市 静岡タウンホテル サービス 宿泊業 5%

122,311 静岡県 静岡市 静岡手作り指輪専門店　ｔｏｗａｎｎｙ 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,312 静岡県 静岡市 セブン－イレブン静岡豊田３丁目店 小売業 食料品 2%

122,313 静岡県 静岡市 静岡服織ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,314 静岡県 静岡市 静岡谷島屋　有東坂店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,315 静岡県 静岡市 静岡谷島屋　新流通店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,316 静岡県 静岡市 静岡谷島屋　高松ショップ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,317 静岡県 静岡市 静岡谷島屋　曲金ショップ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,318 静岡県 静岡市 静岡流通センターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,319 静岡県 静岡市 賤機はん兵衛 サービス 飲食業 5%

122,320 静岡県 静岡市 しぞ～か駅南酒場 サービス 飲食業 5%

122,321 静岡県 静岡市 シーナどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

122,322 静岡県 静岡市 柴田自動車工業 小売業 その他小売 5%

122,323 静岡県 静岡市 Ｃｆａｒｍ静岡産業館西通り店 サービス 飲食業 5%

122,324 静岡県 静岡市 島崎町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,325 静岡県 静岡市 清水　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,326 静岡県 静岡市 清水永楽町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,327 静岡県 静岡市 清水港海山 サービス 飲食業 5%

122,328 静岡県 静岡市 清水駒越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,329 静岡県 静岡市 清水サイクルセンター　いしだ 小売業 その他小売 5%

122,330 静岡県 静岡市 清水シティホテル サービス 宿泊業 5%

122,331 静岡県 静岡市 清水杉山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,332 静岡県 静岡市 清水農業協同組合　有度支店 小売業 その他小売 5%

122,333 静岡県 静岡市 清水農業協同組合　興津支店 小売業 その他小売 5%

122,334 静岡県 静岡市 清水農業協同組合　小島支店 小売業 その他小売 5%

122,335 静岡県 静岡市 清水農業協同組合　清水支店 小売業 その他小売 5%

122,336 静岡県 静岡市 清水農業協同組合　高部支店 小売業 その他小売 5%

122,337 静岡県 静岡市 清水農業協同組合　両河内支店 小売業 その他小売 5%

122,338 静岡県 静岡市 車検のコバック静岡インター店 サービス その他サービス 5%

122,339 静岡県 静岡市 車検のコバック清水横砂店 サービス その他サービス 5%

122,340 静岡県 静岡市 じゃんぱら　静岡店 小売業 電化製品 5%

122,341 静岡県 静岡市 しゅう動物病院 サービス その他サービス 5%

122,342 静岡県 静岡市 旬彩こはく サービス 飲食業 5%

122,343 静岡県 静岡市 しんこう電気 小売業 電化製品 5%

122,344 静岡県 静岡市 水塩土菜 サービス 飲食業 5%

122,345 静岡県 静岡市 ｓｗｅｅｔｓ　ａｔｅｌｉｅｒ　ｂｌｏ 小売業 食料品 5%

122,346 静岡県 静岡市 スーパーおさだ 小売業 その他小売 5%
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122,347 静岡県 静岡市 スーパー山金 小売業 その他小売 5%

122,348 静岡県 静岡市 杉山オートサービス サービス その他サービス 5%

122,349 静岡県 静岡市 杉山写真材料店 小売業 電化製品 5%

122,350 静岡県 静岡市 スキンケアサロンボウ サービス 理容・美容業 5%

122,351 静岡県 静岡市 すこやか動物病院 サービス その他サービス 5%

122,352 静岡県 静岡市 すしと板前料理篤 サービス 飲食業 5%

122,353 静岡県 静岡市 スズキアリーナ静岡南安倍 小売業 その他小売 5%

122,354 静岡県 静岡市 スズキアリーナ清水インター店 小売業 その他小売 5%

122,355 静岡県 静岡市 ｓｔｕｄｉｏＢｏｄｙＳｔｙｌｅＡｒｔ サービス その他サービス 5%

122,356 静岡県 静岡市 素敵にダイニング サービス 飲食業 5%

122,357 静岡県 静岡市 ｓｕｐｒｅｍｅ サービス 理容・美容業 5%

122,358 静岡県 静岡市 スポーツショップ　アラジン 小売業 その他小売 5%

122,359 静岡県 静岡市 株式会社スポーツショップアラジン　静岡店 小売業 その他小売 5%

122,360 静岡県 静岡市 ＳＰＯＰＩＡシラトリ 小売業 その他小売 5%

122,361 静岡県 静岡市 ＪＭ／ｓｍａｃｚｎｅｇｏ サービス 飲食業 5%

122,362 静岡県 静岡市 ＳＵＭＩＫＡ サービス 飲食業 5%

122,363 静岡県 静岡市 すみや楽器ショップ　ＳＢＳ通り店 小売業 その他小売 5%

122,364 静岡県 静岡市 すみや楽器ショップ　清水春日店 小売業 その他小売 5%

122,365 静岡県 静岡市 すみやグッティ 小売業 その他小売 5%

122,366 静岡県 静岡市 すみやグッディ本店 小売業 その他小売 5%

122,367 静岡県 静岡市 すみやグッディ本店アネックス 小売業 その他小売 5%

122,368 静岡県 静岡市 すみやサウンドギャラリー 小売業 その他小売 5%

122,369 静岡県 静岡市 スモールワールド サービス その他サービス 5%

122,370 静岡県 静岡市 スリンキー サービス 飲食業 5%

122,371 静岡県 静岡市 駿河居酒屋　福助 サービス 飲食業 5%

122,372 静岡県 静岡市 スルガ自動車学校 サービス その他サービス 5%

122,373 静岡県 静岡市 駿河どうぶつの病院 サービス その他サービス 5%

122,374 静岡県 静岡市 ＳｕｒｕｇａＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅＣｏ．，Ｌｔｄ サービス その他サービス 5%

122,375 静岡県 静岡市 駿府の肉処　静岡そだち サービス 飲食業 5%

122,376 静岡県 静岡市 清香旅館 サービス 宿泊業 5%

122,377 静岡県 静岡市 清香旅館 サービス 宿泊業 5%

122,378 静岡県 静岡市 瀬名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,379 静岡県 静岡市 セルフ清水草薙ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,380 静岡県 静岡市 セルフ登呂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,381 静岡県 静岡市 セルフ由比　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,382 静岡県 静岡市 セレクトショップＳｉｅｓｔａ 小売業 衣料品 5%

122,383 静岡県 静岡市 ｚｅｒｏＲ サービス 飲食業 5%

122,384 静岡県 静岡市 セント・オルコットガーデン サービス 飲食業 5%

122,385 静岡県 静岡市 爽鶏屋 サービス 飲食業 5%

122,386 静岡県 静岡市 ソニアジョーンズ静岡店 小売業 衣料品 5%

122,387 静岡県 静岡市 ｓｏｌ－ｎｏｉｒ サービス 理容・美容業 5%

122,388 静岡県 静岡市 ダイキョー サービス その他サービス 5%
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122,389 静岡県 静岡市 大衆割烹もちづき サービス 飲食業 5%

122,390 静岡県 静岡市 大衆酒場　餃子研究所　南町店 サービス 飲食業 5%

122,391 静岡県 静岡市 株式会社大成　静岡（営）ＳＳセンター 小売業 家具・調度品 5%

122,392 静岡県 静岡市 株式会社大成　静岡葵（営）ＳＳセンター 小売業 家具・調度品 5%

122,393 静岡県 静岡市 株式会社大成　清水（営）ＳＳセンター 小売業 家具・調度品 5%

122,394 静岡県 静岡市 第八十三福一丸　静岡羽鳥店 小売業 食料品 5%

122,395 静岡県 静岡市 タイヤセンター静岡 小売業 その他小売 5%

122,396 静岡県 静岡市 大洋電気 小売業 電化製品 5%

122,397 静岡県 静岡市 高松商事 サービス その他サービス 5%

122,398 静岡県 静岡市 貴丸 サービス 飲食業 5%

122,399 静岡県 静岡市 高宮ＳＳ　スギセキ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,400 静岡県 静岡市 タックルオフ　中吉田店 小売業 その他小売 5%

122,401 静岡県 静岡市 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　静岡 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,402 静岡県 静岡市 タナカ燃料　静岡北支店　ガス営業課 小売業 家具・調度品 5%

122,403 静岡県 静岡市 タナカ燃料　中村町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,404 静岡県 静岡市 ターニングポイント静岡店 サービス その他サービス 5%

122,405 静岡県 静岡市 たね代 サービス 飲食業 5%

122,406 静岡県 静岡市 タミヤカスタマーサービス 小売業 その他小売 5%

122,407 静岡県 静岡市 タミヤカスタマーサービス 小売業 その他小売 5%

122,408 静岡県 静岡市 俵沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,409 静岡県 静岡市 Ｃｈｉｐａｋｏｙａ 小売業 その他小売 5%

122,410 静岡県 静岡市 中央静岡ヤクルト販売　本店 小売業 食料品 5%

122,411 静岡県 静岡市 ｃｈｏｉｃｅ 小売業 衣料品 5%

122,412 静岡県 静岡市 月日星 小売業 その他小売 5%

122,413 静岡県 静岡市 柘植タクシー サービス 運輸業 5%

122,414 静岡県 静岡市 坪井畳店 サービス その他サービス 5%

122,415 静岡県 静岡市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　静岡パルコ店 サービス 理容・美容業 5%

122,416 静岡県 静岡市 ディオス栗原　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,417 静岡県 静岡市 ディオス中村町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,418 静岡県 静岡市 ディオス日の出　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,419 静岡県 静岡市 ディオス牧ケ谷　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,420 静岡県 静岡市 ディオス見瀬　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,421 静岡県 静岡市 ディオス南安倍　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,422 静岡県 静岡市 ディオス流通　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,423 静岡県 静岡市 てっぱん屋　虎鉄 サービス 飲食業 5%

122,424 静岡県 静岡市 てっぱん屋虎鉄　ｅｋｉｎａｎ サービス 飲食業 5%

122,425 静岡県 静岡市 デューラー 小売業 衣料品 5%

122,426 静岡県 静岡市 ［ＨＣ］電化ショップふじした 小売業 電化製品 5%

122,427 静岡県 静岡市 でんき倶楽部ノグチ 小売業 電化製品 5%

122,428 静岡県 静岡市 ［ＨＣ］でんきのシカヤ 小売業 電化製品 5%

122,429 静岡県 静岡市 てんくう　静岡両替町店 サービス 飲食業 5%

122,430 静岡県 静岡市 てんくう静岡紺屋町店 サービス 飲食業 5%
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122,431 静岡県 静岡市 てんくう清水駅前店 サービス 飲食業 5%

122,432 静岡県 静岡市 天女の館　羽衣ホテル サービス 宿泊業 5%

122,433 静岡県 静岡市 店舗（ＪＣＢ） 小売業 食料品 5%

122,434 静岡県 静岡市 伝馬町　大作 サービス 飲食業 5%

122,435 静岡県 静岡市 トイズ雑貨ＳＵＺＵＹＡ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,436 静岡県 静岡市 どうぶつの森霊園 小売業 その他小売 5%

122,437 静岡県 静岡市 どうぶつの森霊園 小売業 その他小売 5%

122,438 静岡県 静岡市 ドゥーブレメゾン静岡店 小売業 衣料品 5%

122,439 静岡県 静岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ静岡インター北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,440 静岡県 静岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ静岡小鹿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,441 静岡県 静岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ静岡田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,442 静岡県 静岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ静岡高松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,443 静岡県 静岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ静岡手越原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,444 静岡県 静岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ静岡みずほＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,445 静岡県 静岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ清水船越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,446 静岡県 静岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ千代田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,447 静岡県 静岡市 トータルカーサービス・クレスト サービス その他サービス 5%

122,448 静岡県 静岡市 ＤＯＧＤＥＰＴ静岡店 小売業 その他小売 5%

122,449 静岡県 静岡市 トップｓｕｎライフナイトウ 小売業 電化製品 5%

122,450 静岡県 静岡市 杜灯草庵　晏花 小売業 衣料品 5%

122,451 静岡県 静岡市 とみやま 小売業 その他小売 5%

122,452 静岡県 静岡市 トライアングル川原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,453 静岡県 静岡市 とらのあな　静岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,454 静岡県 静岡市 鳥坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,455 静岡県 静岡市 中河内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,456 静岡県 静岡市 中澤園茶舗 小売業 食料品 5%

122,457 静岡県 静岡市 中吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,458 静岡県 静岡市 なぎさの動物病院 サービス その他サービス 5%

122,459 静岡県 静岡市 なごみ整体院 サービス その他サービス 5%

122,460 静岡県 静岡市 ９Ｈ９Ｈ　ＮＡＨＡＮＡＨＡ 小売業 衣料品 5%

122,461 静岡県 静岡市 生酒バー水色 サービス 飲食業 5%

122,462 静岡県 静岡市 ＮＡＮＫＡＩ ＴＯＭＣＡＴ　清水桜橋店 小売業 その他小売 5%

122,463 静岡県 静岡市 荷居屋 小売業 その他小売 5%

122,464 静岡県 静岡市 ＮｉｋｕＢａｒ　ＩＬ　ＴＡＶＯＬＯ サービス 飲食業 5%

122,465 静岡県 静岡市 にしかわ整体院 サービス その他サービス 5%

122,466 静岡県 静岡市 西奈自工 サービス その他サービス 5%

122,467 静岡県 静岡市 ニッセンシェイプサロン・ド・デューティー 小売業 衣料品 5%

122,468 静岡県 静岡市 ニッセンシェイプファンデサロンド美アン 小売業 衣料品 5%

122,469 静岡県 静岡市 ニットショップ　クサガヤ 小売業 衣料品 5%

122,470 静岡県 静岡市 日本平ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

122,471 静岡県 静岡市 ニュ－タウン下川原　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,472 静岡県 静岡市 二六丸静岡呉服町店 サービス 飲食業 5%
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122,473 静岡県 静岡市 にんにく屋　海ぼうず サービス 飲食業 5%

122,474 静岡県 静岡市 ｎｕｄｅｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

122,475 静岡県 静岡市 ネオパーサ清水フードコート 小売業 その他小売 5%

122,476 静岡県 静岡市 のぐち学生服　のぐち学生服 小売業 衣料品 5%

122,477 静岡県 静岡市 野中酒店 小売業 その他小売 5%

122,478 静岡県 静岡市 ＢＩＫＥ二番館 小売業 その他小売 5%

122,479 静岡県 静岡市 ＢａｒＶＩＮＣＥＮＴ サービス 飲食業 5%

122,480 静岡県 静岡市 ハウマッチ葵タワー地下店 小売業 その他小売 5%

122,481 静岡県 静岡市 ハウマッチウェア静岡産業館西通り店 小売業 その他小売 5%

122,482 静岡県 静岡市 ハウマッチウェア清水高橋店 小売業 その他小売 5%

122,483 静岡県 静岡市 ハウマッチジョイタイム清水岡町店 小売業 その他小売 5%

122,484 静岡県 静岡市 ハウマッチライフ静岡産業館西通り店 小売業 その他小売 5%

122,485 静岡県 静岡市 ハウマッチライフ静岡流通通り店 小売業 その他小売 5%

122,486 静岡県 静岡市 ハウマッチライフ清水高橋店 小売業 その他小売 5%

122,487 静岡県 静岡市 博多かわ屋静岡呉服町店 サービス 飲食業 5%

122,488 静岡県 静岡市 羽衣ホテル サービス 宿泊業 5%

122,489 静岡県 静岡市 はじめコーポレーション サービス その他サービス 5%

122,490 静岡県 静岡市 羽鳥 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,491 静岡県 静岡市 羽鳥ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,492 静岡県 静岡市 パリエボーテ静岡店 サービス その他サービス 5%

122,493 静岡県 静岡市 ［ＨＣ］ＰＡＬムラマツ電器 小売業 電化製品 5%

122,494 静岡県 静岡市 ＰＩＥＣＥ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

122,495 静岡県 静岡市 東新田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,496 静岡県 静岡市 久し屋 小売業 衣料品 5%

122,497 静岡県 静岡市 ビジネスホテル　マスターチ サービス 宿泊業 5%

122,498 静岡県 静岡市 百町森 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,499 静岡県 静岡市 百町森 子どもの本とおもちゃ 百町森 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,500 静岡県 静岡市 ＢｅａｕｔｙｓａｌｏｎＶｏｙａｇｅ サービス その他サービス 5%

122,501 静岡県 静岡市 ＢＥＡＵＴＹ　ＭＯＲＥ サービス 理容・美容業 5%

122,502 静岡県 静岡市 美容室　ＰＨＩＮＫ サービス 理容・美容業 5%

122,503 静岡県 静岡市 ひらおか 小売業 衣料品 5%

122,504 静岡県 静岡市 ｆａｓｃｉｓ サービス 理容・美容業 5%

122,505 静岡県 静岡市 ｆａｍｉｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

122,506 静岡県 静岡市 ファミリーショップｕマート 小売業 食料品 5%

122,507 静岡県 静岡市 フィッツミー清水さつき通り店 サービス その他サービス 5%

122,508 静岡県 静岡市 フォルテ　城北店 サービス 理容・美容業 5%

122,509 静岡県 静岡市 フォルテ　中田店 サービス 理容・美容業 5%

122,510 静岡県 静岡市 ＦＯＲＴＥ　ｂｙ　ａｆｌｏａｔ サービス 理容・美容業 5%

122,511 静岡県 静岡市 フォルテ　草薙店 サービス 理容・美容業 5%

122,512 静岡県 静岡市 深沢動物病院 サービス その他サービス 5%

122,513 静岡県 静岡市 福一静岡昭府店 小売業 食料品 5%

122,514 静岡県 静岡市 ブックボックス唐瀬通り店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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122,515 静岡県 静岡市 プラザナカムラ 小売業 電化製品 5%

122,516 静岡県 静岡市 ＢＬＩＳＳＷＥＡＲ　ＣＬＯＴＨＩ 小売業 衣料品 5%

122,517 静岡県 静岡市 フレンドリー清水インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,518 静岡県 静岡市 フレンドリー清水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,519 静岡県 静岡市 プロショップ東名静岡インタ－店 小売業 その他小売 5%

122,520 静岡県 静岡市 ｆｒｏｇ 小売業 衣料品 5%

122,521 静岡県 静岡市 ヘアーサロン　アトレ サービス 理容・美容業 5%

122,522 静岡県 静岡市 ヘアーアートサロンキミーズ サービス 理容・美容業 5%

122,523 静岡県 静岡市 ヘアアンドメイクアヴェイ御門台ヒ サービス 理容・美容業 5%

122,524 静岡県 静岡市 ヘアーウェルネスＰＲＯＳＨ サービス 理容・美容業 5%

122,525 静岡県 静岡市 ｈａｉｒ　ｔａｋｅｚｏ サービス 理容・美容業 5%

122,526 静岡県 静岡市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

122,527 静岡県 静岡市 ほっこり静岡呉服町店 サービス 飲食業 5%

122,528 静岡県 静岡市 ホテル・ドルフ静岡 サービス 宿泊業 5%

122,529 静岡県 静岡市 ホテルシティオ静岡 サービス 宿泊業 5%

122,530 静岡県 静岡市 ホテルニューシズオカ サービス 宿泊業 5%

122,531 静岡県 静岡市 ホテルビスタ清水 サービス 宿泊業 5%

122,532 静岡県 静岡市 ホビーツールショップ　シモムラアレック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,533 静岡県 静岡市 ポルシェ静岡 小売業 その他小売 5%

122,534 静岡県 静岡市 ホルモン学校　熱血先生 サービス 飲食業 5%

122,535 静岡県 静岡市 ［ＨＣ］ホンダデンキ 小売業 電化製品 5%

122,536 静岡県 静岡市 ｍａｋａｎｉｓｕｒｆ サービス その他サービス 5%

122,537 静岡県 静岡市 マクドナルドイオン清水店 サービス 飲食業 2%

122,538 静岡県 静岡市 マクドナルド１号線丸子店 サービス 飲食業 2%

122,539 静岡県 静岡市 マクドナルドエスパルスドリームプラザ店 サービス 飲食業 2%

122,540 静岡県 静岡市 マクドナルド草薙店 サービス 飲食業 2%

122,541 静岡県 静岡市 マクドナルド静岡アピタ店 サービス 飲食業 2%

122,542 静岡県 静岡市 マクドナルド静岡安倍街道店 サービス 飲食業 2%

122,543 静岡県 静岡市 マクドナルド静岡池田店 サービス 飲食業 2%

122,544 静岡県 静岡市 マクドナルド静岡駅アスティ店 サービス 飲食業 2%

122,545 静岡県 静岡市 マクドナルド静岡ＳＢＳ通り店 サービス 飲食業 2%

122,546 静岡県 静岡市 マクドナルド静岡北街道店 サービス 飲食業 2%

122,547 静岡県 静岡市 マクドナルド静岡呉服町店 サービス 飲食業 2%

122,548 静岡県 静岡市 マクドナルド静岡下川原店 サービス 飲食業 2%

122,549 静岡県 静岡市 マクドナルド清水店 サービス 飲食業 2%

122,550 静岡県 静岡市 マクドナルド清水ベイドリーム店 サービス 飲食業 2%

122,551 静岡県 静岡市 マクドナルドＭＡＲＫＩＳ静岡店 サービス 飲食業 2%

122,552 静岡県 静岡市 マクドナルド南幹線清水店 サービス 飲食業 2%

122,553 静岡県 静岡市 増永特殊ガラス　本社 サービス その他サービス 5%

122,554 静岡県 静岡市 ますや 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,555 静岡県 静岡市 ｍａｃｈｉｋａｄｏワインバル サービス 飲食業 5%

122,556 静岡県 静岡市 Ｍ Ａ Ｃ Ｔｒａｖｅｌ Ａｇｅｎｃｙ サービス その他サービス 5%
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122,557 静岡県 静岡市 松永ふとん店 小売業 その他小売 5%

122,558 静岡県 静岡市 マニラヤ 小売業 家具・調度品 5%

122,559 静岡県 静岡市 豆豊　浅間通り店 小売業 食料品 5%

122,560 静岡県 静岡市 豆豊　東静岡店 小売業 食料品 5%

122,561 静岡県 静岡市 マヤトレイディング マヤトレイディング出張店 小売業 食料品 5%

122,562 静岡県 静岡市 マルツ静岡八幡店 小売業 電化製品 5%

122,563 静岡県 静岡市 丸八製茶 小売業 食料品 5%

122,564 静岡県 静岡市 ｍｒ．ニック静岡店 小売業 衣料品 5%

122,565 静岡県 静岡市 みつき サービス 飲食業 5%

122,566 静岡県 静岡市 見月茶屋 サービス 飲食業 5%

122,567 静岡県 静岡市 南安倍川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,568 静岡県 静岡市 三保　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,569 静岡県 静岡市 ミヨシヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,570 静岡県 静岡市 Ｍｉｌｋ　Ｆａｃｔｏｒｙ 小売業 その他小売 5%

122,571 静岡県 静岡市 ミルポワ サービス 飲食業 5%

122,572 静岡県 静岡市 美和ＳＳ　株式会社スギセキ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,573 静岡県 静岡市 銘酒舘コスギ 小売業 食料品 5%

122,574 静岡県 静岡市 メイリール　静岡アピタ店 小売業 衣料品 5%

122,575 静岡県 静岡市 めがね・コンタクトレンズのウォーク 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,576 静岡県 静岡市 ＭＡＩＳＯＮ　ＵＮ　ＪＯＵＲ 小売業 その他小売 5%

122,577 静岡県 静岡市 モア 小売業 衣料品 5%

122,578 静岡県 静岡市 Ｍｏｕ　Ｍｏｕ　ｃａｆｅ静岡呉服町店 サービス 飲食業 5%

122,579 静岡県 静岡市 ＭｏｕＭｏｕバル サービス 飲食業 5%

122,580 静岡県 静岡市 もちづき楽器　静岡草薙店 小売業 その他小売 5%

122,581 静岡県 静岡市 もみかる静岡本店 サービス その他サービス 5%

122,582 静岡県 静岡市 モモヤ 小売業 衣料品 5%

122,583 静岡県 静岡市 森のくまさん 小売業 食料品 5%

122,584 静岡県 静岡市 モリヤマスポーツ　静岡店 小売業 その他小売 5%

122,585 静岡県 静岡市 モンマートつかもと 小売業 食料品 5%

122,586 静岡県 静岡市 山崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,587 静岡県 静岡市 ｙａｍａ－ｈａｒａ サービス その他サービス 5%

122,588 静岡県 静岡市 ［ＨＣ］山本電気店 小売業 電化製品 5%

122,589 静岡県 静岡市 由比ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,590 静岡県 静岡市 ［ＨＣ］有限会社アイシティちよだ店 小売業 電化製品 5%

122,591 静岡県 静岡市 ［ＨＣ］有限会社荒井電器 小売業 電化製品 5%

122,592 静岡県 静岡市 （有）小澤商会 小売業 家具・調度品 5%

122,593 静岡県 静岡市 株式会社グリーンピッチ 小売業 その他小売 5%

122,594 静岡県 静岡市 ［ＨＣ］有限会社テック長田東店 小売業 電化製品 5%

122,595 静岡県 静岡市 ［ＨＣ］有限会社外岡電器 小売業 電化製品 5%

122,596 静岡県 静岡市 ユキベルファム　静岡駅ビル店 小売業 衣料品 5%

122,597 静岡県 静岡市 ユキベルファム　静岡店 小売業 衣料品 5%

122,598 静岡県 静岡市 柚木の郷 サービス その他サービス 5%

2921



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

122,599 静岡県 静岡市 油山温泉元湯館 サービス 宿泊業 5%

122,600 静岡県 静岡市 吉永タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

122,601 静岡県 静岡市 四葉商会　静岡店 小売業 その他小売 5%

122,602 静岡県 静岡市 四葉商会　清水店 小売業 その他小売 5%

122,603 静岡県 静岡市 ラ・クロシュ 小売業 衣料品 5%

122,604 静岡県 静岡市 らしんばん　静岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,605 静岡県 静岡市 ＬＩＥＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,606 静岡県 静岡市 ＬｅａＦ瀬名店 サービス 理容・美容業 5%

122,607 静岡県 静岡市 ＬｅａＦ豊田店 サービス 理容・美容業 5%

122,608 静岡県 静岡市 ＬｅａＦ竜南店 サービス 理容・美容業 5%

122,609 静岡県 静岡市 りべーるだんふぁんす 小売業 食料品 5%

122,610 静岡県 静岡市 ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴＫＵＲＡＹＡ サービス 飲食業 5%

122,611 静岡県 静岡市 レストランＡｏｋｉ サービス 飲食業 5%

122,612 静岡県 静岡市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ＆Ｃａｆｅ　Ｂｏｎ サービス 飲食業 5%

122,613 静岡県 静岡市 ロイヤルメイフラワー静岡 サービス 宿泊業 5%

122,614 静岡県 静岡市 六番町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,615 静岡県 静岡市 ＹＳＰ静岡東 小売業 その他小売 5%

122,616 静岡県 静岡市 ワシントン靴店　静岡店 小売業 衣料品 5%

122,617 静岡県 静岡市 和処しほり サービス 飲食業 5%

122,618 静岡県 静岡市葵区 ア　ヴォートル　サンテ 小売業 衣料品 5%

122,619 静岡県 静岡市葵区 Ｅａｒｔｈ Ｌｉｖｉｎｇ サービス 飲食業 5%

122,620 静岡県 静岡市葵区 Ｒ　Ｏ　ｃａｆｅ　　　ｔａｂｌｅ　おなかま食堂 サービス 飲食業 5%

122,621 静岡県 静岡市葵区 ｅｙｅ　ｄｅｓｉｇｎ　ＨＡＮＡＥ サービス 理容・美容業 5%

122,622 静岡県 静岡市葵区 ＩＲｉｅ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

122,623 静岡県 静岡市葵区 アオイパフェ　パフェ専門店　アオイパフェ サービス 飲食業 5%

122,624 静岡県 静岡市葵区 あおいモータース　あおいモータース サービス その他サービス 5%

122,625 静岡県 静岡市葵区 ａｃａｃｉａ 小売業 衣料品 5%

122,626 静岡県 静岡市葵区 秋山毛糸店 サービス 飲食業 5%

122,627 静岡県 静岡市葵区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ａｉｌａ静岡 サービス 理容・美容業 5%

122,628 静岡県 静岡市葵区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｔａｒｔ静岡２号 サービス 理容・美容業 5%

122,629 静岡県 静岡市葵区 アサヒ交通　１０１ サービス 運輸業 5%

122,630 静岡県 静岡市葵区 アジア洋食厨房 サービス 飲食業 5%

122,631 静岡県 静岡市葵区 アッカスタイル サービス 理容・美容業 5%

122,632 静岡県 静岡市葵区 ＡＴＯ サービス 飲食業 5%

122,633 静岡県 静岡市葵区 Ａｎａｎｄａ 小売業 衣料品 5%

122,634 静岡県 静岡市葵区 アルファタッチ　静岡店 サービス 理容・美容業 5%

122,635 静岡県 静岡市葵区 Ｕｎ　Ｓｅｕｌ　【アンスール】 サービス 理容・美容業 5%

122,636 静岡県 静岡市葵区 ｕｎｓｐｏｋｅｎｅｍｏｔｉｏｎｓ 小売業 衣料品 5%

122,637 静岡県 静岡市葵区 ＡＮＴＩＤＯＴＥ 小売業 その他小売 5%

122,638 静岡県 静岡市葵区 アンビエンテ 小売業 衣料品 5%

122,639 静岡県 静岡市葵区 ＥＡＧＬＥ　ＥＹＥ　イーグルアイ サービス 飲食業 5%

122,640 静岡県 静岡市葵区 ｅトーク サービス その他サービス 5%
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122,641 静岡県 静岡市葵区 有 石田クリーニング商会 サービス その他サービス 5%

122,642 静岡県 静岡市葵区 Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｂｕｄｄｙ サービス 飲食業 5%

122,643 静岡県 静岡市葵区 イタリア食堂ＲＯＳＳＯ サービス 飲食業 5%

122,644 静岡県 静岡市葵区 出光牛妻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,645 静岡県 静岡市葵区 出光千代田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,646 静岡県 静岡市葵区 出光日向ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,647 静岡県 静岡市葵区 出光南沼上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

122,648 静岡県 静岡市葵区 ＶｉＶｉ　静岡店 サービス 理容・美容業 5%

122,649 静岡県 静岡市葵区 ｗｉｌｌｏｗｔｒｅｅ サービス 理容・美容業 5%

122,650 静岡県 静岡市葵区 ＯＯＰＳ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

122,651 静岡県 静岡市葵区 ＯＯＰＳ　Ｈａｉｒ　ＯＯＰＳ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

122,652 静岡県 静岡市葵区 ＷＡＴＥＲＳ 小売業 その他小売 5%

122,653 静岡県 静岡市葵区 ウォータース 小売業 その他小売 5%

122,654 静岡県 静岡市葵区 うすいサイクル 小売業 その他小売 5%

122,655 静岡県 静岡市葵区 ウチノデンキ 小売業 電化製品 5%

122,656 静岡県 静岡市葵区 うなぎの篝火 サービス 飲食業 5%

122,657 静岡県 静岡市葵区 梅ヶ島温泉ホテル梅薫楼 サービス 宿泊業 5%

122,658 静岡県 静岡市葵区 Ａ＆Ｖナイトウ 小売業 電化製品 5%

122,659 静岡県 静岡市葵区 ETERNAL静岡 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,660 静岡県 静岡市葵区 ｅｄｇｅ サービス 理容・美容業 5%

122,661 静岡県 静岡市葵区 エッセンシャル　ケイ サービス 理容・美容業 5%

122,662 静岡県 静岡市葵区 エテルナ株式会社　ＨＡＰＩＴＡＳ　新静岡店 小売業 衣料品 5%

122,663 静岡県 静岡市葵区 エテルナ東静岡店 小売業 その他小売 5%

122,664 静岡県 静岡市葵区 エピキュリアン サービス 飲食業 5%

122,665 静岡県 静岡市葵区 Ｅｐｉｃｅ　Ｅｐｉｃｅ　エピス 小売業 その他小売 5%

122,666 静岡県 静岡市葵区 エムシーエスＰＣサポート サービス その他サービス 5%

122,667 静岡県 静岡市葵区 エル ポジート エルポジート サービス 飲食業 5%

122,668 静岡県 静岡市葵区 エルム　みぞした 小売業 電化製品 5%

122,669 静岡県 静岡市葵区 エルム渡辺デンキ音羽町店 小売業 電化製品 5%

122,670 静岡県 静岡市葵区 株式会社大地運動具店 小売業 その他小売 5%

122,671 静岡県 静岡市葵区 大野写真研究室 サービス その他サービス 5%

122,672 静岡県 静岡市葵区 お米のジャンケンポン 唐瀬店 小売業 食料品 5%

122,673 静岡県 静岡市葵区 ＯｓｔｅｒｉａＴｉａＬｏｃａ サービス 飲食業 5%

122,674 静岡県 静岡市葵区 オノメガネ沓谷店 小売業 その他小売 5%

122,675 静岡県 静岡市葵区 ｏｈａｎａ　ｔｅｒｒａｃｅ サービス その他サービス 5%

122,676 静岡県 静岡市葵区 オフィスモリシタ サービス その他サービス 5%

122,677 静岡県 静岡市葵区 オプティークＨＡＲＵＴＡ　呉服町店 小売業 その他小売 5%

122,678 静岡県 静岡市葵区 おらっと サービス その他サービス 5%

122,679 静岡県 静岡市葵区 オリックスレンタカー静岡駅前店 サービス その他サービス 2%

122,680 静岡県 静岡市葵区 オリックスレンタカー東静岡店 サービス その他サービス 2%

122,681 静岡県 静岡市葵区 ＯＬＩＶＡＳ　ーオリバスー サービス 飲食業 5%

122,682 静岡県 静岡市葵区 外出サポート・グリーンタクシー サービス 運輸業 5%
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122,683 静岡県 静岡市葵区 Ｃａｕｄａ サービス 飲食業 5%

122,684 静岡県 静岡市葵区 花かん 小売業 その他小売 5%

122,685 静岡県 静岡市葵区 額縁と額装の鈴幸 額縁と額装の鈴幸 小売業 その他小売 5%

122,686 静岡県 静岡市葵区 ＣＡＬＬＥＪＥＲＯ サービス 飲食業 5%

122,687 静岡県 静岡市葵区 Ｇａｊａｈ サービス 飲食業 5%

122,688 静岡県 静岡市葵区 柏屋書店 柏屋書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,689 静岡県 静岡市葵区 片山米店 小売業 食料品 5%

122,690 静岡県 静岡市葵区 Ｃａｔａｌｙｓｔ 小売業 衣料品 5%

122,691 静岡県 静岡市葵区 ｃｕｔ ｓｐａｃｅ ｙｕ?ｈａ サービス 理容・美容業 5%

122,692 静岡県 静岡市葵区 勝山茶本舗 小売業 その他小売 5%

122,693 静岡県 静岡市葵区 Ｆｉｉｉｉｎｅ サービス 飲食業 5%

122,694 静岡県 静岡市葵区 Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　ＳＩＥＮＡ　パルシェ サービス 飲食業 5%

122,695 静岡県 静岡市葵区 ＣａｆｅＲｅｓｔｅａｕｒａｎｔ　ＣＲＥＡＭ サービス 飲食業 5%

122,696 静岡県 静岡市葵区 株式会社　川西金網 小売業 その他小売 5%

122,697 静岡県 静岡市葵区 株式会社 京都むらまつ 京都むらまつ サービス その他サービス 5%

122,698 静岡県 静岡市葵区 株式会社ケイ・ミート 小売業 食料品 5%

122,699 静岡県 静岡市葵区 株式会社小林自動車 サービス その他サービス 5%

122,700 静岡県 静岡市葵区 株式会社シバタ自動車工業　株式会社柴田自動車工業 サービス その他サービス 5%

122,701 静岡県 静岡市葵区 株式会社祥瑞　北京ダック祥瑞 サービス 飲食業 5%

122,702 静岡県 静岡市葵区 ＲＡＩＮＢＯＷ サービス 飲食業 5%

122,703 静岡県 静岡市葵区 ＣＡＬＩＮ サービス その他サービス 5%

122,704 静岡県 静岡市葵区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋静岡伝馬町店 サービス 飲食業 2%

122,705 静岡県 静岡市葵区 カレーハウスココ壱番屋静岡平和店 サービス 飲食業 2%

122,706 静岡県 静岡市葵区 河合塾マナビス静高前校 サービス その他サービス 2%

122,707 静岡県 静岡市葵区 ｇａｎｍｏバーガー ｃａｆｅ ｇａｎｍｏ サービス 飲食業 5%

122,708 静岡県 静岡市葵区 ＫＹ－ＴＯＮ・キートン 小売業 その他小売 5%

122,709 静岡県 静岡市葵区 菊川整体院 サービス その他サービス 5%

122,710 静岡県 静岡市葵区 ＫＩＴＡＧＡＷＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,711 静岡県 静岡市葵区 キッチンスタジオｍｏｇｕ サービス その他サービス 5%

122,712 静岡県 静岡市葵区 キッチンスタジオｍｏｇｕ サービス その他サービス 5%

122,713 静岡県 静岡市葵区 キャピックシズオカ サービス その他サービス 5%

122,714 静岡県 静岡市葵区 ＣＡＢＩＮ サービス 理容・美容業 5%

122,715 静岡県 静岡市葵区 ＧＡＲＤＥｄｂｍｓ 小売業 衣料品 5%

122,716 静岡県 静岡市葵区 牛角静岡中央店 サービス 飲食業 2%

122,717 静岡県 静岡市葵区 行政書士法人ケーワイ サービス その他サービス 5%

122,718 静岡県 静岡市葵区 ＧＯＯＤ　ＭＯＲＮＩＮＧ 小売業 衣料品 5%

122,719 静岡県 静岡市葵区 くつろぎ びようしつ ＣｏＹｏＲｉ サービス 理容・美容業 5%

122,720 静岡県 静岡市葵区 ｃｌａｓｓｉｃ 小売業 衣料品 5%

122,721 静岡県 静岡市葵区 （有）グランシエル サービス 理容・美容業 5%

122,722 静岡県 静岡市葵区 ｇＲｅｅｄｙ 小売業 衣料品 5%

122,723 静岡県 静岡市葵区 ＧＲＩＬＬ炙之介 サービス 飲食業 5%

122,724 静岡県 静岡市葵区 Ｇｏｕｒｍａｎｄ　Ａｎｎｅｘ サービス 飲食業 5%
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122,725 静岡県 静岡市葵区 ごう サービス 飲食業 5%

122,726 静岡県 静岡市葵区 コーヒー乃川島 本通り店 小売業 食料品 5%

122,727 静岡県 静岡市葵区 ＧＯＬＤＥＮ ＤＯＧ ＦＡＲｍ サービス 飲食業 5%

122,728 静岡県 静岡市葵区 ゴールドスプーン 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,729 静岡県 静岡市葵区 ｃｏｓａｉｃＬａｂ． 小売業 家具・調度品 5%

122,730 静岡県 静岡市葵区 ＧＯＸＵＡ サービス 飲食業 5%

122,731 静岡県 静岡市葵区 ことり 小売業 家具・調度品 5%

122,732 静岡県 静岡市葵区 ごはんカフェＳＨＩＭＡＤＡＫＥ サービス 飲食業 5%

122,733 静岡県 静岡市葵区 米のはなむら 田町店 小売業 食料品 5%

122,734 静岡県 静岡市葵区 ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇｅｓ サービス その他サービス 5%

122,735 静岡県 静岡市葵区 斉藤精肉店 小売業 食料品 5%

122,736 静岡県 静岡市葵区 ＴＨＥ　ＧＡＲＤＥＮ　ＣＩＴＩＯ サービス 飲食業 5%

122,737 静岡県 静岡市葵区 サキナビューティーラウンジ静岡 小売業 その他小売 5%

122,738 静岡県 静岡市葵区 さくらタクシー株式会社　１７０ サービス 運輸業 5%

122,739 静岡県 静岡市葵区 桜さくや 小売業 その他小売 5%

122,740 静岡県 静岡市葵区 酒のソクハイ静岡本店 小売業 その他小売 5%

122,741 静岡県 静岡市葵区 里山 小売業 食料品 5%

122,742 静岡県 静岡市葵区 Ｓｕｐｐｎｒｇｙ サービス 理容・美容業 5%

122,743 静岡県 静岡市葵区 侍ちゃんぷる　静岡店 サービス 飲食業 5%

122,744 静岡県 静岡市葵区 サルーテ　カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

122,745 静岡県 静岡市葵区 ｓａｌｏｎ ａｋｒｉ ｓａｌｏｎ ａｋｒｉ  サロンアクリ サービス 理容・美容業 5%

122,746 静岡県 静岡市葵区 ｓａｌｏｎａｋｒｉサロンアクリ サービス 理容・美容業 5%

122,747 静岡県 静岡市葵区 サロンドエー サービス その他サービス 5%

122,748 静岡県 静岡市葵区 産前産後整体 ヨガサロンｙｕｊ?ユジュ? ｙｕｊ サービス その他サービス 5%

122,749 静岡県 静岡市葵区 米こめ倶楽部 サービス その他サービス 5%

122,750 静岡県 静岡市葵区 ＣＥサロン　Ｔｈｅｏｒｙ　化粧品 小売業 その他小売 5%

122,751 静岡県 静岡市葵区 ＳＥＮＡＲＡＭＰ 小売業 その他小売 5%

122,752 静岡県 静岡市葵区 四季の味　彩香 サービス 飲食業 5%

122,753 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡葵タワー店 小売業 食料品 2%

122,754 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡安東３丁目店 小売業 食料品 2%

122,755 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡江川町店 小売業 食料品 2%

122,756 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡上足洗店 小売業 食料品 2%

122,757 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡上伝馬店 小売業 食料品 2%

122,758 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡唐瀬１丁目店 小売業 食料品 2%

122,759 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡北安東４丁目店 小売業 食料品 2%

122,760 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡沓谷６丁目店 小売業 食料品 2%

122,761 静岡県 静岡市葵区 静岡県自動車学校 サービス その他サービス 5%

122,762 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡呉服町通り店 小売業 食料品 2%

122,763 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡呉服町２丁目店 小売業 食料品 2%

122,764 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡駒形通５丁目店 小売業 食料品 2%

122,765 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡昭和町店 小売業 食料品 2%

122,766 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡瀬名店 小売業 食料品 2%
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122,767 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡瀬名６丁目店 小売業 食料品 2%

122,768 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡千代田５丁目店 小売業 食料品 2%

122,769 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡千代田７丁目店 小売業 食料品 2%

122,770 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡常磐１丁目店 小売業 食料品 2%

122,771 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡常磐３丁目店 小売業 食料品 2%

122,772 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡長沼店 小売業 食料品 2%

122,773 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡西ヶ谷運動場前店 小売業 食料品 2%

122,774 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡東草深町店 小売業 食料品 2%

122,775 静岡県 静岡市葵区 静岡平和タクシー株式会社 ３８号車 サービス 運輸業 5%

122,776 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡牧ヶ谷店 小売業 食料品 2%

122,777 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡南沼上店 小売業 食料品 2%

122,778 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡御幸町店 小売業 食料品 2%

122,779 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡美和店 小売業 食料品 2%

122,780 静岡県 静岡市葵区 静岡洋食器　静岡洋食器有限会社 小売業 その他小売 5%

122,781 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡横内店 小売業 食料品 2%

122,782 静岡県 静岡市葵区 静岡よみかえる工房 小売業 衣料品 5%

122,783 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン静岡竜南１丁目店 小売業 食料品 2%

122,784 静岡県 静岡市葵区 シティパーキング サービス その他サービス 5%

122,785 静岡県 静岡市葵区 地鶏料理　椛　地鶏料理椛 サービス 飲食業 5%

122,786 静岡県 静岡市葵区 しみずでんき 小売業 電化製品 5%

122,787 静岡県 静岡市葵区 シモムラアレック 小売業 その他小売 5%

122,788 静岡県 静岡市葵区 車検　フジオイル サービス その他サービス 5%

122,789 静岡県 静岡市葵区 ジャックノザワヤ 小売業 衣料品 5%

122,790 静岡県 静岡市葵区 しゃぶしゃぶ温野菜静岡呉服町店 サービス 飲食業 2%

122,791 静岡県 静岡市葵区 ｗｗｗ　ｊｕｎｋｓｈｏｐ?ｕｓａ　ｃｏｍ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,792 静岡県 静岡市葵区 熟成豚肉ダイニング　ＨＡＭ サービス 飲食業 5%

122,793 静岡県 静岡市葵区 酒菜 さかもと サービス 飲食業 5%

122,794 静岡県 静岡市葵区 酒菜屋　大鉢小鉢　呉服町店 サービス 飲食業 5%

122,795 静岡県 静岡市葵区 旬彩こはく サービス 飲食業 5%

122,796 静岡県 静岡市葵区 旬菜　こはく　旬菜こはく サービス 飲食業 5%

122,797 静岡県 静岡市葵区 常夜燈 サービス 飲食業 5%

122,798 静岡県 静岡市葵区 ＧＩＯＣＡＲＥ 小売業 食料品 5%

122,799 静岡県 静岡市葵区 ＧＩＯＣＡＲＥ サービス 飲食業 5%

122,800 静岡県 静岡市葵区 食事処ひらぐち サービス 飲食業 5%

122,801 静岡県 静岡市葵区 諸国みそ 諸国みそ 小売業 食料品 5%

122,802 静岡県 静岡市葵区 シラトリ静岡ジャンボ店 小売業 その他小売 5%

122,803 静岡県 静岡市葵区 ｃｉｌｌｓｂｉｊｏｕ サービス 理容・美容業 5%

122,804 静岡県 静岡市葵区 Ｃｉｌ　Ｂｒｉｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

122,805 静岡県 静岡市葵区 鍼灸　指圧　六番町　ぬちぐすい サービス その他サービス 5%

122,806 静岡県 静岡市葵区 新健勝苑静岡店 小売業 衣料品 5%

122,807 静岡県 静岡市葵区 セブン－イレブン新静岡インター店 小売業 食料品 2%

122,808 静岡県 静岡市葵区 スーパー田子重　セナ店 小売業 食料品 5%
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122,809 静岡県 静岡市葵区 スーパードッグカンパニー 小売業 その他小売 5%

122,810 静岡県 静岡市葵区 Ｓｅｕｌ　ｅｔ　ｕｎｉｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

122,811 静岡県 静岡市葵区 Ｓｕｅｈｉｒｏｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

122,812 静岡県 静岡市葵区 寿し鐵 おおしお サービス 飲食業 5%

122,813 静岡県 静岡市葵区 スズキ販売静岡葵 サービス その他サービス 5%

122,814 静岡県 静岡市葵区 ＳＵＳＴＯ 小売業 衣料品 5%

122,815 静岡県 静岡市葵区 ススト ＳＵＳＴＯ 小売業 衣料品 5%

122,816 静岡県 静岡市葵区 ＳＴＥＡＫ ＤＩＮＩＮＧ ＦＵＪＩＴＡＫＩ サービス 飲食業 5%

122,817 静岡県 静岡市葵区 ステーキハウス成しま竜南店 サービス 飲食業 5%

122,818 静岡県 静岡市葵区 素敵にダイニング サービス 飲食業 5%

122,819 静岡県 静岡市葵区 ｓｔｅｐｐｉｎ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

122,820 静岡県 静岡市葵区 ＳｐｉｃｙＣｕｒｒｙ　ＷＡＮＹＡ サービス 飲食業 5%

122,821 静岡県 静岡市葵区 Ｓｍａｃｚｎｅｇｏ　ｓｍａｃｚｎｅｇｏ サービス 飲食業 5%

122,822 静岡県 静岡市葵区 駿河屋　静岡本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,823 静岡県 静岡市葵区 駿河屋静岡本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,824 静岡県 静岡市葵区 駿府城公園観光文化施設 サービス 飲食業 5%

122,825 静岡県 静岡市葵区 セリザワ電化 小売業 電化製品 5%

122,826 静岡県 静岡市葵区 セルヴィール静岡 小売業 その他小売 5%

122,827 静岡県 静岡市葵区 ＳｏＪｕｉｃｅ サービス 飲食業 5%

122,828 静岡県 静岡市葵区 株式会社そば清 サービス 飲食業 5%

122,829 静岡県 静岡市葵区 大国屋製菓舗 小売業 食料品 5%

122,830 静岡県 静岡市葵区 第二美濃屋 サービス 飲食業 5%

122,831 静岡県 静岡市葵区 Ｓｔａｙ　Ｇｏｌｄ サービス 飲食業 5%

122,832 静岡県 静岡市葵区 髙橋タクシー サービス 運輸業 5%

122,833 静岡県 静岡市葵区 竹沢サロン サービス その他サービス 5%

122,834 静岡県 静岡市葵区 田子重　セナ店 小売業 食料品 5%

122,835 静岡県 静岡市葵区 辰巳タクシー　株　　１８ サービス 運輸業 5%

122,836 静岡県 静岡市葵区 チームグローブ サービス その他サービス 5%

122,837 静岡県 静岡市葵区 地中海Ｄｉｎｉｎｇバルアール サービス 飲食業 5%

122,838 静岡県 静岡市葵区 茶香房静岡 小売業 食料品 5%

122,839 静岡県 静岡市葵区 ｃｈｕｂｂｙ×ｅｉｇｈｔ 小売業 衣料品 5%

122,840 静岡県 静岡市葵区 茶屋すずわ 小売業 衣料品 5%

122,841 静岡県 静岡市葵区 中央静岡ヤクルト販売 北センター 小売業 食料品 5%

122,842 静岡県 静岡市葵区 中央静岡ヤクルト販売　きよみずセンター 小売業 食料品 5%

122,843 静岡県 静岡市葵区 中央静岡ヤクルト販売 末広センター 小売業 食料品 5%

122,844 静岡県 静岡市葵区 中央静岡ヤクルト販売　清閑町センター 小売業 食料品 5%

122,845 静岡県 静岡市葵区 中央静岡ヤクルト販売　かわいセンター 小売業 食料品 5%

122,846 静岡県 静岡市葵区 中央静岡ヤクルト販売　秋山センター 小売業 食料品 5%

122,847 静岡県 静岡市葵区 中央静岡ヤクルト販売 羽鳥センター 小売業 食料品 5%

122,848 静岡県 静岡市葵区 厨房　Ｍ　ｃａｓｅ サービス 飲食業 5%

122,849 静岡県 静岡市葵区 千代田タクシー株式会社 ２０１ サービス 運輸業 5%

122,850 静岡県 静岡市葵区 杖専門店　ぱあとなぁ 小売業 その他小売 5%
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122,851 静岡県 静岡市葵区 土屋自転車店 小売業 その他小売 5%

122,852 静岡県 静岡市葵区 TIARA 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,853 静岡県 静岡市葵区 ティーエヌ静岡店 サービス その他サービス 5%

122,854 静岡県 静岡市葵区 出木クリーニング店 サービス その他サービス 5%

122,855 静岡県 静岡市葵区 手作りワンタン専門店 ワンタン屋 静岡ゴールデン横丁店 サービス 飲食業 5%

122,856 静岡県 静岡市葵区 テトラ　リンクス サービス 理容・美容業 5%

122,857 静岡県 静岡市葵区 東海道写楽安西店 小売業 食料品 5%

122,858 静岡県 静岡市葵区 東海道写楽川合店 小売業 食料品 5%

122,859 静岡県 静岡市葵区 東海補聴器センター静岡店 小売業 その他小売 5%

122,860 静岡県 静岡市葵区 東京傘吉 小売業 衣料品 5%

122,861 静岡県 静岡市葵区 戸隠呉服町店 戸隠そば 呉服町店 サービス 飲食業 5%

122,862 静岡県 静岡市葵区 戸隠本店 サービス 飲食業 5%

122,863 静岡県 静岡市葵区 ととや サービス 飲食業 5%

122,864 静岡県 静岡市葵区 泊まれる純喫茶　ヒトヤ堂 サービス 宿泊業 5%

122,865 静岡県 静岡市葵区 とみた屋 小売業 その他小売 5%

122,866 静岡県 静岡市葵区 トヨタ部品静岡共販静岡営業所 サービス その他サービス 5%

122,867 静岡県 静岡市葵区 とらのあな　静岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,868 静岡県 静岡市葵区 Ｔｒｉａｎｇｏｌｏ サービス 飲食業 5%

122,869 静岡県 静岡市葵区 鳥こまち　静岡店 サービス 飲食業 5%

122,870 静岡県 静岡市葵区 とり酢　鳥冠　静岡本店 サービス 飲食業 5%

122,871 静岡県 静岡市葵区 トロロ屋　トロロ屋 サービス 飲食業 5%

122,872 静岡県 静岡市葵区 ナカノ 小売業 電化製品 5%

122,873 静岡県 静岡市葵区 なごみ整体院 なごみ整体院 サービス その他サービス 5%

122,874 静岡県 静岡市葵区 茄子の花　無庵 サービス 飲食業 5%

122,875 静岡県 静岡市葵区 ９Ｈ９Ｈ 小売業 衣料品 5%

122,876 静岡県 静岡市葵区 ９Ｈ９Ｈ　ＮＡＨＡＮＡＨＡ 小売業 衣料品 5%

122,877 静岡県 静岡市葵区 生ロールの藤栄堂　静岡店 小売業 食料品 5%

122,878 静岡県 静岡市葵区 波の静岡中央店 サービス 飲食業 5%

122,879 静岡県 静岡市葵区 ＮＡＲＵＳＨＵＵＯＬＩＶＥ 小売業 その他小売 5%

122,880 静岡県 静岡市葵区 鳴門鯛焼本舗　新静岡駅前店 サービス 飲食業 5%

122,881 静岡県 静岡市葵区 虹色珈琲 サービス 飲食業 5%

122,882 静岡県 静岡市葵区 日本酒 梟師 サービス 飲食業 5%

122,883 静岡県 静岡市葵区 Ｖａｌｅｔｔａ サービス その他サービス 5%

122,884 静岡県 静岡市葵区 ＮＡＩＬＳＡＬＯＮ　Ｊｕｎｏｎｏ サービス その他サービス 5%

122,885 静岡県 静岡市葵区 ネイルサロンヴェルニ サービス 理容・美容業 5%

122,886 静岡県 静岡市葵区 ｎａｉｌｓａｌｏｎＺＥＲＯ サービス 理容・美容業 5%

122,887 静岡県 静岡市葵区 ｎａｉｌ　ｒｏｏｍ　ｈａｔｔｉ サービス その他サービス 5%

122,888 静岡県 静岡市葵区 ｎｅｏｎｅｏ　本店 小売業 衣料品 5%

122,889 静岡県 静岡市葵区 ネクスト・コム株式会社 サービス その他サービス 5%

122,890 静岡県 静岡市葵区 Ｎｏ?ｌ サービス 理容・美容業 5%

122,891 静岡県 静岡市葵区 ＢＡＲ　　Ｓｉｒｉｕｓ サービス 飲食業 5%

122,892 静岡県 静岡市葵区 ハウスメンテ静岡 サービス その他サービス 5%
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122,893 静岡県 静岡市葵区 パスタ屋一丁目 静岡店 サービス 飲食業 5%

122,894 静岡県 静岡市葵区 Ｂａｃｈｅｌｏｒ　キッチン サービス 飲食業 5%

122,895 静岡県 静岡市葵区 花森家具　本店 小売業 家具・調度品 5%

122,896 静岡県 静岡市葵区 花森家具　両替町店 小売業 家具・調度品 5%

122,897 静岡県 静岡市葵区 パレッツウンノ 小売業 電化製品 5%

122,898 静岡県 静岡市葵区 ハワイ食堂 Ｌｅａ Ｌｅａ サービス 飲食業 5%

122,899 静岡県 静岡市葵区 ＢｅｅｒＯＷＬＥ 小売業 その他小売 5%

122,900 静岡県 静岡市葵区 ＢＸプラザ 瀬名店 小売業 その他小売 5%

122,901 静岡県 静岡市葵区 ｈｉｉｎａ 小売業 衣料品 5%

122,902 静岡県 静岡市葵区 ＨｅａｌｉｎｇｒｅｓｏｒｔＮａｇｏｍｉ和心 サービス 理容・美容業 5%

122,903 静岡県 静岡市葵区 ビールのヨコタ サービス 飲食業 5%

122,904 静岡県 静岡市葵区 ピオン静岡流通通り店 小売業 家具・調度品 5%

122,905 静岡県 静岡市葵区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ丸井静岡店 小売業 衣料品 5%

122,906 静岡県 静岡市葵区 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｒａｖｉｇｏｔｅ サービス 飲食業 5%

122,907 静岡県 静岡市葵区 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｓｈｉｚｕｏｋａ サービス 飲食業 5%

122,908 静岡県 静岡市葵区 美洗館 駒形店 サービス その他サービス 5%

122,909 静岡県 静岡市葵区 美洗館 安倍口工場店 サービス その他サービス 5%

122,910 静岡県 静岡市葵区 美洗館 新安東店 サービス その他サービス 5%

122,911 静岡県 静岡市葵区 ピッツァバルＤＡＤＡ　モディ店 サービス 飲食業 5%

122,912 静岡県 静岡市葵区 日向夏 サービス 宿泊業 5%

122,913 静岡県 静岡市葵区 百姓のいちご　直売店 小売業 食料品 5%

122,914 静岡県 静岡市葵区 ビューティドレッセヤマノ サービス 理容・美容業 5%

122,915 静岡県 静岡市葵区 ビュッフェレストラン　ぶどうの丘　ぶどうの丘セノバ サービス 飲食業 5%

122,916 静岡県 静岡市葵区 ピンクジャックカフェ サービス 飲食業 5%

122,917 静岡県 静岡市葵区 FIRST　DIAMOND静岡 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,918 静岡県 静岡市葵区 ファッション　いしわき 小売業 衣料品 5%

122,919 静岡県 静岡市葵区 ５ｔｈＡｖｅｎｕｅ サービス 理容・美容業 5%

122,920 静岡県 静岡市葵区 ５０ ｓ Ｂａｒ サービス 飲食業 5%

122,921 静岡県 静岡市葵区 フェアトレードショップテーボム 小売業 その他小売 5%

122,922 静岡県 静岡市葵区 ＦＯＲＴＥ城北店 サービス 理容・美容業 5%

122,923 静岡県 静岡市葵区 ＦＯＲＴＥｂｙａｆｌｏａｔ サービス 理容・美容業 5%

122,924 静岡県 静岡市葵区 ふしみや 子供服売場 小売業 衣料品 5%

122,925 静岡県 静岡市葵区 ふしみやセノバ店　ふしみやセノバ　店 小売業 その他小売 5%

122,926 静岡県 静岡市葵区 ふしみやパルシェ店 小売業 その他小売 5%

122,927 静岡県 静岡市葵区 ふしみや本店子供服 小売業 その他小売 5%

122,928 静岡県 静岡市葵区 富士屋瀬名店 小売業 食料品 5%

122,929 静岡県 静岡市葵区 ブックマーケット　エーツー　南瀬名店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,930 静岡県 静岡市葵区 ブティック　エクロール 小売業 衣料品 5%

122,931 静岡県 静岡市葵区 ブティック樹里　静岡店 小売業 衣料品 5%

122,932 静岡県 静岡市葵区 ＦＬＡＰ サービス 理容・美容業 5%

122,933 静岡県 静岡市葵区 ＦＬＡＰ サービス その他サービス 5%

122,934 静岡県 静岡市葵区 Ｆｕｌｌ　Ｔｉｌｔ　Ｂｏｏｇｉｅ 小売業 衣料品 5%
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122,935 静岡県 静岡市葵区 フルーツシャワー 小売業 食料品 5%

122,936 静岡県 静岡市葵区 Ｆｕｌｌ Ｔｉｌｔ Ｂｏｏｇｉｅ 小売業 衣料品 5%

122,937 静岡県 静岡市葵区 ＦＯＵＲＮＩＥＲ サービス 理容・美容業 5%

122,938 静岡県 静岡市葵区 Ｂｒｏａｄ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

122,939 静岡県 静岡市葵区 フローリストりぼん　ｆｌｏｒｉｓｔ　ｒｉｂｂｏｎ 小売業 その他小売 5%

122,940 静岡県 静岡市葵区 ｈａｉｒ　Ｒａｂｂｉｔ　ｈｕｔｃｈ サービス 理容・美容業 5%

122,941 静岡県 静岡市葵区 ＨＡＩＲ ＣＯＣＯＮ サービス 理容・美容業 5%

122,942 静岡県 静岡市葵区 Ｈａｉｒ＆Ｂｅａｕｔｙ　ＳＯＬ サービス 理容・美容業 5%

122,943 静岡県 静岡市葵区 ヘルシーライフセントラル サービス その他サービス 5%

122,944 静岡県 静岡市葵区 ＢＥＬＬ ＳＴＯＲＥ サービス 飲食業 5%

122,945 静岡県 静岡市葵区 Ｂｅｌｌｅ　ｌｕｍ?ｒｅ　ベル　ルミエール　　ベル　ルミエール サービス 理容・美容業 5%

122,946 静岡県 静岡市葵区 宝石・メガネ・時計　ＭＯＲＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

122,947 静岡県 静岡市葵区 北極しろくま堂 小売業 その他小売 5%

122,948 静岡県 静岡市葵区 ＪｕｎｇｌｅＧＹＭ サービス その他サービス 5%

122,949 静岡県 静岡市葵区 ＢＯＤＹＳＴＯＩＣ静岡店 サービス その他サービス 5%

122,950 静岡県 静岡市葵区 ホテルアーバント静岡 サービス 宿泊業 5%

122,951 静岡県 静岡市葵区 ホテルドルフ静岡 サービス 宿泊業 5%

122,952 静岡県 静岡市葵区 Ｂｏｎａ　Ｄｅａ　（ボナデア） サービス 飲食業 5%

122,953 静岡県 静岡市葵区 ＢｏｎａＤｅａ サービス 飲食業 5%

122,954 静岡県 静岡市葵区 前田金物 小売業 その他小売 5%

122,955 静岡県 静岡市葵区 まぐろ丼　ぶんた　まぐろ丼ぶんた サービス 飲食業 5%

122,956 静岡県 静岡市葵区 まぐろ丼ぶんた サービス 飲食業 5%

122,957 静岡県 静岡市葵区 サトウ電機 小売業 電化製品 5%

122,958 静岡県 静岡市葵区 まつもると サービス 飲食業 5%

122,959 静岡県 静岡市葵区 マルゴー サービス その他サービス 5%

122,960 静岡県 静岡市葵区 ＭＡＲＵＺＥＮ Ｔｅａ Ｒｏａｓｔｅｒｙ サービス 飲食業 5%

122,961 静岡県 静岡市葵区 まんげつや サービス 飲食業 5%

122,962 静岡県 静岡市葵区 ｍｉｃｈｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

122,963 静岡県 静岡市葵区 見月茶屋 サービス 飲食業 5%

122,964 静岡県 静岡市葵区 未来仁 小売業 衣料品 5%

122,965 静岡県 静岡市葵区 ミラクルホール サービス 理容・美容業 5%

122,966 静岡県 静岡市葵区 Ｍｕｎｉ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

122,967 静岡県 静岡市葵区 銘酒の森　酒アルコ　静岡店 小売業 食料品 5%

122,968 静岡県 静岡市葵区 明和 小売業 その他小売 5%

122,969 静岡県 静岡市葵区 ＭＡＩＳＯＮ１８９５ サービス 理容・美容業 5%

122,970 静岡県 静岡市葵区 ＭＡＵＶＥ サービス 理容・美容業 5%

122,971 静岡県 静岡市葵区 望月商会 サービス その他サービス 5%

122,972 静岡県 静岡市葵区 もみかる　流通通り店 サービス その他サービス 5%

122,973 静岡県 静岡市葵区 もみかる　竜南通り店 サービス 理容・美容業 5%

122,974 静岡県 静岡市葵区 もみかる　両替町店 サービス その他サービス 5%

122,975 静岡県 静岡市葵区 もみかる　両替町店　もみかる両替町店 サービス その他サービス 5%

122,976 静岡県 静岡市葵区 モンサンミッシェル 小売業 食料品 5%
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122,977 静岡県 静岡市葵区 モンパルナス モンパルナス 小売業 食料品 5%

122,978 静岡県 静岡市葵区 やきとり元気 サービス 飲食業 5%

122,979 静岡県 静岡市葵区 やきとり虎よし やきとり 虎よし サービス 飲食業 5%

122,980 静岡県 静岡市葵区 焼肉プラザナガシマ 小売業 食料品 5%

122,981 静岡県 静岡市葵区 櫓茶屋　静岡呉服町 サービス 飲食業 5%

122,982 静岡県 静岡市葵区 谷島屋流通通り店 小売業 その他小売 5%

122,983 静岡県 静岡市葵区 安本酒醤油店 小売業 食料品 5%

122,984 静岡県 静岡市葵区 安本電器 小売業 電化製品 5%

122,985 静岡県 静岡市葵区 山下商会 サービス その他サービス 5%

122,986 静岡県 静岡市葵区 遊月 サービス 飲食業 5%

122,987 静岡県 静岡市葵区 有限会社篠崎米穀 小売業 食料品 5%

122,988 静岡県 静岡市葵区 有限会社エムエムピー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

122,989 静岡県 静岡市葵区 有限会社カネタツ 小売業 食料品 5%

122,990 静岡県 静岡市葵区 有限会社白岩モータース サービス その他サービス 5%

122,991 静岡県 静岡市葵区 有限会社杉山自動車塗装工業所 有限会社 杉山自動車塗装工業所 サービス その他サービス 5%

122,992 静岡県 静岡市葵区 ユザワヤ　静岡東急スクエア店 小売業 その他小売 5%

122,993 静岡県 静岡市葵区 洋食みなみ　グリル サービス 飲食業 5%

122,994 静岡県 静岡市葵区 ＹＯＫＯＩＣＨＩ サービス 飲食業 5%

122,995 静岡県 静岡市葵区 よりどころ忠庵 サービス 飲食業 5%

122,996 静岡県 静岡市葵区 ｌａ　ｐｏｔｔｏ．　ｔｅｔｏ 小売業 その他小売 5%

122,997 静岡県 静岡市葵区 ＬＩＶＥ　ＲＯＸＹ　静岡 サービス 飲食業 5%

122,998 静岡県 静岡市葵区 楽多厨房 小売業 食料品 5%

122,999 静岡県 静岡市葵区 ｌａｇ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

123,000 静岡県 静岡市葵区 ＬＡＧ　ＨＡＩＲ　ＷＯＲＫＳ サービス 理容・美容業 5%

123,001 静岡県 静岡市葵区 楽喜 サービス 飲食業 5%

123,002 静岡県 静岡市葵区 ｌｉｅｔｏ サービス 飲食業 5%

123,003 静岡県 静岡市葵区 リサイクルショップビッグエイト 小売業 その他小売 5%

123,004 静岡県 静岡市葵区 Ｒｉｃｈｅｓ サービス 理容・美容業 5%

123,005 静岡県 静岡市葵区 リラックス＆ビューティルクラ サービス 理容・美容業 5%

123,006 静岡県 静岡市葵区 LUCIR－K 小売業 貴金属・服飾品 5%

123,007 静岡県 静岡市葵区 レスト　ノーブル サービス 飲食業 5%

123,008 静岡県 静岡市葵区 レスト喫茶ラブリー サービス 飲食業 5%

123,009 静岡県 静岡市葵区 レベッカ サービス 飲食業 5%

123,010 静岡県 静岡市葵区 ローラスノビリス サービス 理容・美容業 5%

123,011 静岡県 静岡市葵区 Ｒｏｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｕｎ　Ｄｅ サービス 飲食業 5%

123,012 静岡県 静岡市葵区 ＹＳＰ　静岡北 小売業 その他小売 5%

123,013 静岡県 静岡市葵区 ワイン居酒屋Ｂｕｃｏ ワイン居酒屋Ｂｕｃｏ ブーコ サービス 飲食業 5%

123,014 静岡県 静岡市葵区 ワイン食堂ぐるまん　（Ｇｏｕｒｍａｎｄ） サービス 飲食業 5%

123,015 静岡県 静岡市葵区 ワインばるブロシェット サービス 飲食業 5%

123,016 静岡県 静岡市葵区 鷲山電気 小売業 電化製品 5%

123,017 静岡県 静岡市葵区 わびとさび サービス 飲食業 5%

123,018 静岡県 静岡市葵区 和風料理 竹元 サービス 飲食業 5%
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123,019 静岡県 静岡市清水区 アーク草薙店 小売業 衣料品 5%

123,020 静岡県 静岡市清水区 あおぞら サービス 飲食業 5%

123,021 静岡県 静岡市清水区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｐｕｌｓｅ静岡清水 サービス 理容・美容業 5%

123,022 静岡県 静岡市清水区 朝原労務会計事務所 サービス その他サービス 5%

123,023 静岡県 静岡市清水区 茶香茶花 サービス 飲食業 5%

123,024 静岡県 静岡市清水区 アトリエール　かわさき 小売業 電化製品 5%

123,025 静岡県 静岡市清水区 ａｂｉｅｎｔｏｔ サービス 理容・美容業 5%

123,026 静岡県 静岡市清水区 ａｌｌｅｇｒｏ ａｓｓａｉ  アレグロ アッサイ  アレグロアッサイ 小売業 食料品 5%

123,027 静岡県 静岡市清水区 アレグロアッサイ サービス 飲食業 5%

123,028 静岡県 静岡市清水区 居酒屋我家我家　我家我家 サービス 飲食業 5%

123,029 静岡県 静岡市清水区 石川寝具ランド 小売業 家具・調度品 5%

123,030 静岡県 静岡市清水区 石川薬局 北脇店 小売業 その他小売 5%

123,031 静岡県 静岡市清水区 壱参 サービス 飲食業 5%

123,032 静岡県 静岡市清水区 出光神田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,033 静岡県 静岡市清水区 出光蒲原南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,034 静岡県 静岡市清水区 出光高橋町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,035 静岡県 静岡市清水区 出光八木間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,036 静岡県 静岡市清水区 出光由比ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,037 静岡県 静岡市清水区 出光両河内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,038 静岡県 静岡市清水区 岩崎ふとん店　岩崎ふとん店 小売業 その他小売 5%

123,039 静岡県 静岡市清水区 魚福 サービス 飲食業 5%

123,040 静岡県 静岡市清水区 海とくま吉じいさん 海とくま吉じいさん サービス 飲食業 5%

123,041 静岡県 静岡市清水区 エーアイディー　静岡店 小売業 家具・調度品 5%

123,042 静岡県 静岡市清水区 エーコ理容室 サービス 理容・美容業 5%

123,043 静岡県 静岡市清水区 エー　シー　ピー商事 サービス その他サービス 5%

123,044 静岡県 静岡市清水区 エスワンコミュニケーションズ 小売業 その他小売 5%

123,045 静岡県 静岡市清水区 ｅｔｅ サービス 理容・美容業 5%

123,046 静岡県 静岡市清水区 エムエムフーズ 小売業 食料品 5%

123,047 静岡県 静岡市清水区 大澤タクシー サービス 運輸業 5%

123,048 静岡県 静岡市清水区 興津モータース サービス その他サービス 5%

123,049 静岡県 静岡市清水区 おこたま本舗 サービス 飲食業 5%

123,050 静岡県 静岡市清水区 尾崎会計事務所 サービス その他サービス 5%

123,051 静岡県 静岡市清水区 音楽天国 静岡草薙店 サービス その他サービス 5%

123,052 静岡県 静岡市清水区 音楽天国・静岡草薙店 サービス その他サービス 5%

123,053 静岡県 静岡市清水区 片山衣料株式会社 片山衣料株式会社 小売業 その他小売 5%

123,054 静岡県 静岡市清水区 鰹工房河岸の市店 小売業 食料品 5%

123,055 静岡県 静岡市清水区 Ｃａｆ?　ｄｅ　Ａｇｏｒａ サービス 飲食業 5%

123,056 静岡県 静岡市清水区 カフェ　ＤＡＲＩＡＮ サービス 飲食業 5%

123,057 静岡県 静岡市清水区 Ｃａｆｅ　Ｌａｂ サービス 飲食業 5%

123,058 静岡県 静岡市清水区 株式会社インテリア天龍（天龍家具） 小売業 家具・調度品 5%

123,059 静岡県 静岡市清水区 株式会社セイセイサーバー　なが田酒店Ｊａｐａｎ サービス 飲食業 5%

123,060 静岡県 静岡市清水区 株　長谷川ホンダ商会 小売業 その他小売 5%
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123,061 静岡県 静岡市清水区 株式会社ユニバーサル 小売業 その他小売 5%

123,062 静岡県 静岡市清水区 かめや釣具 清水店 小売業 その他小売 5%

123,063 静岡県 静岡市清水区 ガレージエム サービス その他サービス 5%

123,064 静岡県 静岡市清水区 河合塾マナビス清水江尻校 サービス その他サービス 2%

123,065 静岡県 静岡市清水区 川京 サービス 飲食業 5%

123,066 静岡県 静岡市清水区 蒲原酵素イオンハウス サービス その他サービス 5%

123,067 静岡県 静岡市清水区 蒲原の味処 よし川 蒲原の味処 よし川 サービス 飲食業 5%

123,068 静岡県 静岡市清水区 季節料理　亀八 サービス 飲食業 5%

123,069 静岡県 静岡市清水区 きもの丸京 小売業 家具・調度品 5%

123,070 静岡県 静岡市清水区 牛角草薙店 サービス 飲食業 2%

123,071 静岡県 静岡市清水区 牛角清水店 サービス 飲食業 2%

123,072 静岡県 静岡市清水区 キレート　オーイシ 小売業 電化製品 5%

123,073 静岡県 静岡市清水区 草薙　茄兵衛 サービス 飲食業 5%

123,074 静岡県 静岡市清水区 ぐらん　かんぱぁにゅ サービス 飲食業 5%

123,075 静岡県 静岡市清水区 栗田屋　ふれっぴー梅ヶ谷店 小売業 食料品 5%

123,076 静岡県 静岡市清水区 ｃｌｏｔｈｔｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

123,077 静岡県 静岡市清水区 Ｋスタジオ サービス その他サービス 5%

123,078 静岡県 静岡市清水区 Ｋｅｎｇｔａｒｏ サービス その他サービス 5%

123,079 静岡県 静岡市清水区 合同会社リアはぴ サービス その他サービス 5%

123,080 静岡県 静岡市清水区 工明電気 小売業 電化製品 5%

123,081 静岡県 静岡市清水区 ＧＯＬＤＥＮＣＡＭＥＬ 小売業 衣料品 5%

123,082 静岡県 静岡市清水区 後藤紙店 小売業 その他小売 5%

123,083 静岡県 静岡市清水区 小松タクシー サービス 運輸業 5%

123,084 静岡県 静岡市清水区 ＳＯＵＮＤ　ＳＨＯＷＥＲ　ａｒｋ サービス 飲食業 5%

123,085 静岡県 静岡市清水区 酒のｕマート 小売業 その他小売 5%

123,086 静岡県 静岡市清水区 サッカープラザＦＡ サッカープラザＦＡ 小売業 衣料品 5%

123,087 静岡県 静岡市清水区 サヅカホーム設備 小売業 その他小売 5%

123,088 静岡県 静岡市清水区 サニーマーケット日晴農場 小売業 食料品 5%

123,089 静岡県 静岡市清水区 サニーマーケット日晴農場ドリームプラザ店 小売業 食料品 5%

123,090 静岡県 静岡市清水区 侍ちゃんぷる　清水店 サービス 飲食業 5%

123,091 静岡県 静岡市清水区 侍ホルモン　清水駅前店 サービス 飲食業 5%

123,092 静岡県 静岡市清水区 美容室サロンド ミュウ サービス その他サービス 5%

123,093 静岡県 静岡市清水区 サンシステム サービス その他サービス 5%

123,094 静岡県 静岡市清水区 株式会社山崎製作所（三代目板金屋） 小売業 衣料品 5%

123,095 静岡県 静岡市清水区 ＣＥサロン　　ｎａｎｋｏ 小売業 その他小売 5%

123,096 静岡県 静岡市清水区 シーグランデ清水ステーションホテル サービス 宿泊業 5%

123,097 静岡県 静岡市清水区 Ｇ－ＳＰＡ　ＲＥＬＡＸＡＴＩＯＮＳ サービス その他サービス 5%

123,098 静岡県 静岡市清水区 十千花前　清水 サービス 飲食業 5%

123,099 静岡県 静岡市清水区 柴田薬局 小売業 その他小売 5%

123,100 静岡県 静岡市清水区 島崎タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

123,101 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水飯田町店 小売業 食料品 2%

123,102 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水庵原町店 小売業 食料品 2%
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123,103 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水梅ヶ谷店 小売業 食料品 2%

123,104 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水江尻東１丁目店 小売業 食料品 2%

123,105 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水大内店 小売業 食料品 2%

123,106 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水大坪２丁目店 小売業 食料品 2%

123,107 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水岡町店 小売業 食料品 2%

123,108 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水小島店 小売業 食料品 2%

123,109 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水折戸２丁目店 小売業 食料品 2%

123,110 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水蒲原駅前店 小売業 食料品 2%

123,111 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水蒲原新栄店 小売業 食料品 2%

123,112 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水木の下町店 小売業 食料品 2%

123,113 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水草薙店 小売業 食料品 2%

123,114 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水駒越西店 小売業 食料品 2%

123,115 静岡県 静岡市清水区 清水サイクルセンターいしだ 小売業 その他小売 5%

123,116 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水渋川３丁目店 小売業 食料品 2%

123,117 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水袖師町店 小売業 食料品 2%

123,118 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水袖師町東店 小売業 食料品 2%

123,119 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水辻１丁目店 小売業 食料品 2%

123,120 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水鳥坂店 小売業 食料品 2%

123,121 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水長崎北店 小売業 食料品 2%

123,122 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水長崎店 小売業 食料品 2%

123,123 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水中矢部町店 小売業 食料品 2%

123,124 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水七ツ新屋店 小売業 食料品 2%

123,125 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水西久保店 小売業 食料品 2%

123,126 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水西高町店 小売業 食料品 2%

123,127 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水沼田町店 小売業 食料品 2%

123,128 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水浜田町店 小売業 食料品 2%

123,129 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水平川地店 小売業 食料品 2%

123,130 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水堀込店 小売業 食料品 2%

123,131 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水港町店 小売業 食料品 2%

123,132 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水三保店 小売業 食料品 2%

123,133 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水宮代町店 小売業 食料品 2%

123,134 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水八木間店 小売業 食料品 2%

123,135 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水由比神沢店 小売業 食料品 2%

123,136 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン清水由比店 小売業 食料品 2%

123,137 静岡県 静岡市清水区 車検のコバック　清水港店 サービス その他サービス 5%

123,138 静岡県 静岡市清水区 さすぼし蒲鉾株式会社 食堂さくら屋 サービス 飲食業 5%

123,139 静岡県 静岡市清水区 次郎長屋 サービス その他サービス 5%

123,140 静岡県 静岡市清水区 スーパー田子重　駒越店 小売業 食料品 5%

123,141 静岡県 静岡市清水区 スーパー田子重　鳥坂店 小売業 食料品 5%

123,142 静岡県 静岡市清水区 杉山貢大農園 サービス その他サービス 5%

123,143 静岡県 静岡市清水区 スポーツショップアラジン　　スポーツショップアラジン 小売業 その他小売 5%

123,144 静岡県 静岡市清水区 スマイルファクトリー静岡 サービス その他サービス 5%
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123,145 静岡県 静岡市清水区 スマイル　リペア サービス その他サービス 5%

123,146 静岡県 静岡市清水区 駿河健康ランド サービス 宿泊業 5%

123,147 静岡県 静岡市清水区 ｓｏｌ?ｎｏｉｒ　【ソル　ノワ】 サービス その他サービス 5%

123,148 静岡県 静岡市清水区 タカダ株式会社 小売業 その他小売 5%

123,149 静岡県 静岡市清水区 田子重　駒越店 小売業 食料品 5%

123,150 静岡県 静岡市清水区 田子重　鳥坂店 小売業 食料品 5%

123,151 静岡県 静岡市清水区 田島薬局 小売業 その他小売 5%

123,152 静岡県 静岡市清水区 茶楽蔵ｗｉｔｈとん兵 サービス 飲食業 5%

123,153 静岡県 静岡市清水区 中央静岡ヤクルト販売 宮加三センター 小売業 食料品 5%

123,154 静岡県 静岡市清水区 中央静岡ヤクルト販売　七ツ新屋センター 小売業 食料品 5%

123,155 静岡県 静岡市清水区 中央静岡ヤクルト販売　堂林センター 小売業 衣料品 5%

123,156 静岡県 静岡市清水区 中央静岡ヤクルト販売 たかはしセンター 小売業 食料品 5%

123,157 静岡県 静岡市清水区 中国料理　盛旺 サービス 飲食業 5%

123,158 静岡県 静岡市清水区 ＤＰ清水天王 サービス 理容・美容業 5%

123,159 静岡県 静岡市清水区 Ｄ’ｃｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

123,160 静岡県 静岡市清水区 電友社 小売業 電化製品 5%

123,161 静岡県 静岡市清水区 どういち 小売業 衣料品 5%

123,162 静岡県 静岡市清水区 東海道写楽岡店 小売業 食料品 5%

123,163 静岡県 静岡市清水区 東海道写楽船越店 小売業 食料品 5%

123,164 静岡県 静岡市清水区 東海補聴器センター清水駅前店 小売業 その他小売 5%

123,165 静岡県 静岡市清水区 とうふや上野 河岸の市店 小売業 食料品 5%

123,166 静岡県 静岡市清水区 セブン－イレブン東名清水インター店 小売業 食料品 2%

123,167 静岡県 静岡市清水区 外岡施術院 サービス 理容・美容業 5%

123,168 静岡県 静岡市清水区 トラベルプラザウイング サービス その他サービス 5%

123,169 静岡県 静岡市清水区 ドリームオート 小売業 その他小売 5%

123,170 静岡県 静岡市清水区 鳥花 サービス 飲食業 5%

123,171 静岡県 静岡市清水区 株式会社中村米作商店（茶蔵市） 小売業 食料品 5%

123,172 静岡県 静岡市清水区 ｎａｃｕｒｅ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

123,173 静岡県 静岡市清水区 西ヶ谷蜜柑農園 小売業 食料品 5%

123,174 静岡県 静岡市清水区 ＮＥＷＳ ｂｙ 河西新聞店 小売業 食料品 5%

123,175 静岡県 静岡市清水区 にわ・とりのすけ　草薙本店 サービス 飲食業 5%

123,176 静岡県 静岡市清水区 ノエビアｃｏ ｔｏ ｎａ 小売業 その他小売 5%

123,177 静岡県 静岡市清水区 バイオショップ 小売業 食料品 5%

123,178 静岡県 静岡市清水区 白猿仏所 サービス その他サービス 5%

123,179 静岡県 静岡市清水区 羽衣ホテル　羽衣ホテル サービス 宿泊業 5%

123,180 静岡県 静岡市清水区 はせがわカメラ 小売業 電化製品 5%

123,181 静岡県 静岡市清水区 ＨＡＰＰＹ　ＴＡＬＫ 小売業 その他小売 5%

123,182 静岡県 静岡市清水区 ハトヤ サービス 宿泊業 5%

123,183 静岡県 静岡市清水区 パナショップ　ウエダ 小売業 電化製品 5%

123,184 静岡県 静岡市清水区 花のナカムラ 小売業 その他小売 5%

123,185 静岡県 静岡市清水区 原野タクシー サービス 運輸業 5%

123,186 静岡県 静岡市清水区 パレッツしみず 小売業 電化製品 5%
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123,187 静岡県 静岡市清水区 ヒバリヤ駒込ベイドリーム店 小売業 食料品 5%

123,188 静岡県 静岡市清水区 ひまわり動物病院 小売業 その他小売 5%

123,189 静岡県 静岡市清水区 ビューティＡＯＫＩ サービス 理容・美容業 5%

123,190 静岡県 静岡市清水区 美容室Ａｓｕｍ サービス 理容・美容業 5%

123,191 静岡県 静岡市清水区 美Ｒａｋｕカイロプラクティック追分院 サービス 理容・美容業 5%

123,192 静岡県 静岡市清水区 美Ｒａｋｕカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

123,193 静岡県 静岡市清水区 ｆｉｖｅ　ｆｅｅｔ　ｃａｆｅｓ（ サービス 飲食業 5%

123,194 静岡県 静岡市清水区 ファミリーショップｕマート 小売業 食料品 5%

123,195 静岡県 静岡市清水区 ＦＡＮＴＡＮ サービス 飲食業 5%

123,196 静岡県 静岡市清水区 フェリーチェ・ドルチェ サービス 飲食業 5%

123,197 静岡県 静岡市清水区 Ｆｅｌｉｃｉｔｅ【フェリシテ】 サービス 理容・美容業 5%

123,198 静岡県 静岡市清水区 ＦＯＲＴＥ草薙店 サービス 理容・美容業 5%

123,199 静岡県 静岡市清水区 富士福 富士福 サービス 飲食業 5%

123,200 静岡県 静岡市清水区 ふじや 小売業 衣料品 5%

123,201 静岡県 静岡市清水区 不食者になろう サービス その他サービス 5%

123,202 静岡県 静岡市清水区 ブックマーケット　エーツー　袖師店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

123,203 静岡県 静岡市清水区 ぶどうの丘 草薙店 サービス 飲食業 5%

123,204 静岡県 静岡市清水区 風土菓庵原屋 小売業 食料品 5%

123,205 静岡県 静岡市清水区 船越薬局 小売業 その他小売 5%

123,206 静岡県 静岡市清水区 フレンテ サービス その他サービス 5%

123,207 静岡県 静岡市清水区 Ｈａｉｒ　Ｃａｓｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

123,208 静岡県 静岡市清水区 ヘアーサイトムービズ　はなみずき本店 サービス 理容・美容業 5%

123,209 静岡県 静岡市清水区 ヘアーサロンハルカ サービス 理容・美容業 5%

123,210 静岡県 静岡市清水区 ヘアーサロンｍｉｈｏ サービス 理容・美容業 5%

123,211 静岡県 静岡市清水区 ヘアカラーサプリ清水店 サービス 理容・美容業 5%

123,212 静岡県 静岡市清水区 ベーカリーフィセル 小売業 食料品 5%

123,213 静岡県 静岡市清水区 ペットショップチロル 小売業 その他小売 5%

123,214 静岡県 静岡市清水区 宝石時計の内山 小売業 その他小売 5%

123,215 静岡県 静岡市清水区 ほぐし処くさなぎ サービス 理容・美容業 5%

123,216 静岡県 静岡市清水区 Ｗｈｉｔｅ Ｂｅｅｔｌｅ 美容室ｗｈｉｔｅ ｂｅｅｔｌｅ サービス 理容・美容業 5%

123,217 静岡県 静岡市清水区 ｂｏｎｃｏｔｅ 小売業 その他小売 5%

123,218 静岡県 静岡市清水区 無農薬無肥料の自然派マー農園 小売業 その他小売 5%

123,219 静岡県 静岡市清水区 ｍａｋａｎｉｓｕｒｆ サービス その他サービス 5%

123,220 静岡県 静岡市清水区 まぐろ王国 大ちゃん サービス 飲食業 5%

123,221 静岡県 静岡市清水区 誠寿し サービス 飲食業 5%

123,222 静岡県 静岡市清水区 まつもと整体院 サービス その他サービス 5%

123,223 静岡県 静岡市清水区 まつもと整体院 サービス その他サービス 5%

123,224 静岡県 静岡市清水区 ＭＩＴＲＡ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　　Ｂａｒ サービス 飲食業 5%

123,225 静岡県 静岡市清水区 見晴旅館 サービス 宿泊業 5%

123,226 静岡県 静岡市清水区 宮様まんぢう本舗潮屋 宮様まんぢう本舗潮屋 小売業 食料品 5%

123,227 静岡県 静岡市清水区 ＨＡＩＲ　ＳＩＴＥ　Ｍｏｏーｂｚ サービス 理容・美容業 5%

123,228 静岡県 静岡市清水区 清水で美味しいお魚とお食事　むら上 サービス 飲食業 5%
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123,229 静岡県 静岡市清水区 ｍｅｔｓ ｈａｉｒ ｆａｃｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

123,230 静岡県 静岡市清水区 ｍｅｎ’ｓ　ｈａｉｒ　Ｌｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

123,231 静岡県 静岡市清水区 モバイルプラザ　草薙店 小売業 その他小売 5%

123,232 静岡県 静岡市清水区 やさか薬局 小売業 その他小売 5%

123,233 静岡県 静岡市清水区 谷島屋　有東坂店 小売業 その他小売 5%

123,234 静岡県 静岡市清水区 柳屋　クロロフイル美顔教室　柳屋 小売業 その他小売 5%

123,235 静岡県 静岡市清水区 山切ゴルフガーデン サービス その他サービス 5%

123,236 静岡県 静岡市清水区 山崎精肉店 小売業 食料品 5%

123,237 静岡県 静岡市清水区 山田酒店 小売業 その他小売 5%

123,238 静岡県 静岡市清水区 由比中央給油所　古牧石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,239 静岡県 静岡市清水区 有限会社　中村印刷 サービス その他サービス 5%

123,240 静岡県 静岡市清水区 有限会社さかえ薬局　Ｐｉｅｒ２１ 小売業 その他小売 5%

123,241 静岡県 静岡市清水区 有限会社三球堂スポーツ社 小売業 その他小売 5%

123,242 静岡県 静岡市清水区 有限会社タシロ薬局 有限会社 タシロ薬局 小売業 その他小売 5%

123,243 静岡県 静岡市清水区 有限会社 でんきや イシックス  有 イシックス 小売業 電化製品 5%

123,244 静岡県 静岡市清水区 有限会社外岡電器　有限会社外岡電器 小売業 電化製品 5%

123,245 静岡県 静岡市清水区 サカエ印刷 小売業 その他小売 5%

123,246 静岡県 静岡市清水区 吉野寿司　高部店 サービス 飲食業 5%

123,247 静岡県 静岡市清水区 ラーメン　一心 サービス 飲食業 5%

123,248 静岡県 静岡市清水区 スマホ・パソコン教室楽趣味館 サービス その他サービス 5%

123,249 静岡県 静岡市清水区 リカーショップおきつ 小売業 食料品 5%

123,250 静岡県 静岡市清水区 リストランテロメオ サービス 飲食業 5%

123,251 静岡県 静岡市清水区 リバティ 小売業 その他小売 5%

123,252 静岡県 静岡市清水区 Ｗｏｒｌｄ　Ｒｉｖｅｒｓ 小売業 その他小売 5%

123,253 静岡県 静岡市清水区 ワイン食堂ＳＨＡＮＴＩ サービス 飲食業 5%

123,254 静岡県 静岡市清水区 若竹 サービス 飲食業 5%

123,255 静岡県 静岡市清水区 和ＣＡＦＥ茶楽　和ＣＡＦＥ茶楽 小売業 食料品 5%

123,256 静岡県 静岡市駿河区 アクアティックス 小売業 その他小売 5%

123,257 静岡県 静岡市駿河区 Ａｔ サービス 理容・美容業 5%

123,258 静岡県 静岡市駿河区 ａｔｅｌｉｅｒ　ＣＯ・ＣＯ・ｌＯ サービス 理容・美容業 5%

123,259 静岡県 静岡市駿河区 ＡｔｅｌｉｅｒＶｅｎｕｓ サービス 理容・美容業 5%

123,260 静岡県 静岡市駿河区 ａｎｏａ ｄｅｓｉｇｎ 小売業 衣料品 5%

123,261 静岡県 静岡市駿河区 ＡｐｐｒｏａｃｈＯｃｅａｎＳｐｏｒｔｓ サービス その他サービス 5%

123,262 静岡県 静岡市駿河区 Ａｌａｍ サービス 理容・美容業 5%

123,263 静岡県 静岡市駿河区 ＡｗａｎＤｙ 小売業 その他小売 5%

123,264 静岡県 静岡市駿河区 Ｅｎ　Ｔｅｒｒａｓｓｅ サービス 飲食業 5%

123,265 静岡県 静岡市駿河区 ａｍｐｌｏｐ サービス 理容・美容業 5%

123,266 静岡県 静岡市駿河区 ｅ?Ｂｏｄｙコンディショナー サービス その他サービス 5%

123,267 静岡県 静岡市駿河区 石川薬局小鹿店 小売業 その他小売 5%

123,268 静岡県 静岡市駿河区 石川薬局曲金店 小売業 その他小売 5%

123,269 静岡県 静岡市駿河区 （有）市川木工 小売業 家具・調度品 5%

123,270 静岡県 静岡市駿河区 ＩＴ　Ｓ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%
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123,271 静岡県 静岡市駿河区 犬の専門店　ＨＡＰＰＹ　ＬＩＦＥ 小売業 その他小売 5%

123,272 静岡県 静岡市駿河区 癒しのカフェ　Ｍｏｔｈｅｒ　Ｍｏｏｎ サービス 飲食業 5%

123,273 静岡県 静岡市駿河区 瑛光サロンｖｉｖｉ 小売業 その他小売 5%

123,274 静岡県 静岡市駿河区 エッセンブロート 小売業 食料品 5%

123,275 静岡県 静岡市駿河区 ＥＬＫ　Ｆｉｔ　ａｎｄ　Ｔａｂ サービス 飲食業 5%

123,276 静岡県 静岡市駿河区 オオツカ電気 小売業 電化製品 5%

123,277 静岡県 静岡市駿河区 オオハシ電気 小売業 電化製品 5%

123,278 静岡県 静岡市駿河区 お米のじゃんけんぽん　東新田店 小売業 食料品 5%

123,279 静岡県 静岡市駿河区 小鹿山荘 サービス 飲食業 5%

123,280 静岡県 静岡市駿河区 小鹿屋菓子舗　小鹿屋菓子舗 サービス その他サービス 5%

123,281 静岡県 静岡市駿河区 オタクな酒屋　鈴木酒店 小売業 食料品 5%

123,282 静岡県 静岡市駿河区 音楽天国・静岡駿河店 サービス その他サービス 5%

123,283 静岡県 静岡市駿河区 ｃａｒｂｏ　ｏｆｆ　ｓｔｙｌｅ　吉 サービス 飲食業 5%

123,284 静岡県 静岡市駿河区 肩こりのケア専門店くるら　肩こりのケア専門　くるら サービス その他サービス 5%

123,285 静岡県 静岡市駿河区 金沢屋　日本平店 サービス その他サービス 5%

123,286 静岡県 静岡市駿河区 カネナカ商店 小売業 食料品 5%

123,287 静岡県 静岡市駿河区 株式会社 富士ホンダ Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ富士東 静岡ＳＢＳ通り店 サービス その他サービス 5%

123,288 静岡県 静岡市駿河区 株式会社クオーレ 静岡支店 サービス その他サービス 5%

123,289 静岡県 静岡市駿河区 株式会社久和屋　家具の久和屋 小売業 家具・調度品 5%

123,290 静岡県 静岡市駿河区 株式会社新海畳店 サービス その他サービス 5%

123,291 静岡県 静岡市駿河区 株式会社日本水道センター静岡 サービス その他サービス 5%

123,292 静岡県 静岡市駿河区 株式会社花村安政葵商店 丸子店 小売業 食料品 5%

123,293 静岡県 静岡市駿河区 株式会社福岡自動車 小売業 その他小売 5%

123,294 静岡県 静岡市駿河区 ＷｉｎｅＣｅｌｌａｒＭａｔｓｕｋｉｙａ サービス その他サービス 5%

123,295 静岡県 静岡市駿河区 カレーハウスココ壱番屋静岡小黒店 サービス 飲食業 2%

123,296 静岡県 静岡市駿河区 カレーハウスココ壱番屋静岡丸子新田店 サービス 飲食業 2%

123,297 静岡県 静岡市駿河区 川島電気店 小売業 電化製品 5%

123,298 静岡県 静岡市駿河区 ＫＡＮＣＡ サービス 理容・美容業 5%

123,299 静岡県 静岡市駿河区 季節のお料理　辻むら サービス 飲食業 5%

123,300 静岡県 静岡市駿河区 Ｋｉｂｉｔｏ サービス 理容・美容業 5%

123,301 静岡県 静岡市駿河区 着物仕立て・お直し辻村 サービス その他サービス 5%

123,302 静岡県 静岡市駿河区 起立木工株式会社 小売業 その他小売 5%

123,303 静岡県 静岡市駿河区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ静岡ＳＢＳ通り店 小売業 その他小売 5%

123,304 静岡県 静岡市駿河区 Ｇｒａｄｅｖｏｌ サービス 飲食業 5%

123,305 静岡県 静岡市駿河区 クラブサリーズ サービス その他サービス 5%

123,306 静岡県 静岡市駿河区 ＧＲＡＮ　ＴＥＲＲＡＣＥ サービス 飲食業 5%

123,307 静岡県 静岡市駿河区 グリーンハウスカトウ グリーンハウスカトウ 小売業 その他小売 5%

123,308 静岡県 静岡市駿河区 Ｃｌａｙ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 小売業 その他小売 5%

123,309 静岡県 静岡市駿河区 幸八 サービス 飲食業 5%

123,310 静岡県 静岡市駿河区 太一 小売業 その他小売 5%

123,311 静岡県 静岡市駿河区 ごっちゃあん ごっちゃあん サービス 飲食業 5%

123,312 静岡県 静岡市駿河区 Ｃｏｎｃｈｅ 小売業 食料品 5%
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123,313 静岡県 静岡市駿河区 Ｃｏｎｃｈｅ サービス 飲食業 5%

123,314 静岡県 静岡市駿河区 有　サクライ宝石工芸 小売業 貴金属・服飾品 5%

123,315 静岡県 静岡市駿河区 サンコーレンタカー　静岡駅南 サービス その他サービス 5%

123,316 静岡県 静岡市駿河区 ＳＡＮＴＡ　マツシタ 小売業 電化製品 5%

123,317 静岡県 静岡市駿河区 四季彩堂　静岡中田店 小売業 その他小売 5%

123,318 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡安倍川駅前店 小売業 食料品 2%

123,319 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡池田店 小売業 食料品 2%

123,320 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡駅南口店 小売業 食料品 2%

123,321 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡大坪町店 小売業 食料品 2%

123,322 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡小黒店 小売業 食料品 2%

123,323 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡小鹿店 小売業 食料品 2%

123,324 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡草薙ＳＳ店 小売業 食料品 2%

123,325 静岡県 静岡市駿河区 静岡骨董舘 小売業 その他小売 5%

123,326 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡敷地店 小売業 食料品 2%

123,327 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡下川原５丁目店 小売業 食料品 2%

123,328 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡下島店 小売業 食料品 2%

123,329 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡寺田店 小売業 食料品 2%

123,330 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡東新田１丁目店 小売業 食料品 2%

123,331 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡東新田２丁目店 小売業 食料品 2%

123,332 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡東名インター店 小売業 食料品 2%

123,333 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡登呂ＳＳ店 小売業 食料品 2%

123,334 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡中田２丁目店 小売業 食料品 2%

123,335 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡西大谷店 小売業 食料品 2%

123,336 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡西島店 小売業 食料品 2%

123,337 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡西脇店 小売業 食料品 2%

123,338 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡聖一色店 小売業 食料品 2%

123,339 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡古庄東店 小売業 食料品 2%

123,340 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡曲金店 小売業 食料品 2%

123,341 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡馬渕３丁目店 小売業 食料品 2%

123,342 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡馬渕店 小売業 食料品 2%

123,343 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡馬渕２丁目店 小売業 食料品 2%

123,344 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡丸子北店 小売業 食料品 2%

123,345 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡丸子店 小売業 食料品 2%

123,346 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡みずほ店 小売業 食料品 2%

123,347 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡宮竹１丁目店 小売業 食料品 2%

123,348 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡向敷地店 小売業 食料品 2%

123,349 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡用宗店 小売業 食料品 2%

123,350 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡桃園町店 小売業 食料品 2%

123,351 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡森下町店 小売業 食料品 2%

123,352 静岡県 静岡市駿河区 セブン－イレブン静岡八幡３丁目店 小売業 食料品 2%

123,353 静岡県 静岡市駿河区 Ｊｉｉｉｃ サービス 理容・美容業 5%

123,354 静岡県 静岡市駿河区 十千花前 静岡 サービス 飲食業 5%
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123,355 静岡県 静岡市駿河区 ?ジョイプラザ 高松店 小売業 その他小売 5%

123,356 静岡県 静岡市駿河区 寝具ランドスズキ 小売業 その他小売 5%

123,357 静岡県 静岡市駿河区 スーパー安藤池田店 小売業 食料品 5%

123,358 静岡県 静岡市駿河区 スーパーアンドウ国吉田店 小売業 食料品 5%

123,359 静岡県 静岡市駿河区 スーパー田子重　下川原店 小売業 食料品 5%

123,360 静岡県 静岡市駿河区 スーパー田子重　西中原店 小売業 食料品 5%

123,361 静岡県 静岡市駿河区 ＳＯＵＰ　ＭＥＮ’Ｓ 小売業 衣料品 5%

123,362 静岡県 静岡市駿河区 杉山オート　杉山オート 小売業 その他小売 5%

123,363 静岡県 静岡市駿河区 スキンケアサロンエミュアール サービス 理容・美容業 5%

123,364 静岡県 静岡市駿河区 すこやか動物病院 すこやか動物病院 サービス その他サービス 5%

123,365 静岡県 静岡市駿河区 スタイリングヘアーアワグジャ サービス 理容・美容業 5%

123,366 静岡県 静岡市駿河区 すたみな太郎　静岡西店 サービス 飲食業 5%

123,367 静岡県 静岡市駿河区 ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ＡＯＹＡＭＡ サービス 飲食業 5%

123,368 静岡県 静岡市駿河区 ステーキハウス成しま草薙店 サービス 飲食業 5%

123,369 静岡県 静岡市駿河区 ステーキハウス成しまみずほ店 サービス 飲食業 5%

123,370 静岡県 静岡市駿河区 スルガ花楽 小売業 その他小売 5%

123,371 静岡県 静岡市駿河区 するが電化 小売業 電化製品 5%

123,372 静岡県 静岡市駿河区 駿河どうぶつの病院 サービス その他サービス 5%

123,373 静岡県 静岡市駿河区 駿河屋馬渕店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

123,374 静岡県 静岡市駿河区 駿府宅配センター 小売業 食料品 5%

123,375 静岡県 静岡市駿河区 ソレイユ六本木 小売業 その他小売 5%

123,376 静岡県 静岡市駿河区 タイ古式＆もみほぐし サービス その他サービス 5%

123,377 静岡県 静岡市駿河区 ダイビングショップＭＩＵ サービス その他サービス 5%

123,378 静岡県 静岡市駿河区 タイヤセレクト静岡 小売業 その他小売 5%

123,379 静岡県 静岡市駿河区 竹下タクシー サービス 運輸業 5%

123,380 静岡県 静岡市駿河区 田子重　下川原店 小売業 食料品 5%

123,381 静岡県 静岡市駿河区 田子重　西中原店 小売業 食料品 5%

123,382 静岡県 静岡市駿河区 ち．／Ｃｈｅｅ． 小売業 衣料品 5%

123,383 静岡県 静岡市駿河区 ｃｈｉｐａｋｏｙａ　Ｃｈｉｐａｋｏｙａ 小売業 食料品 5%

123,384 静岡県 静岡市駿河区 Ｃｈａｍ サービス 飲食業 5%

123,385 静岡県 静岡市駿河区 中央静岡ヤクルト販売　みずほセンター 小売業 食料品 5%

123,386 静岡県 静岡市駿河区 中央静岡ヤクルト販売　池田センター 小売業 食料品 5%

123,387 静岡県 静岡市駿河区 中央静岡ヤクルト販売 ＳＢＳ通りセンター 小売業 食料品 5%

123,388 静岡県 静岡市駿河区 月の雫 サービス 理容・美容業 5%

123,389 静岡県 静岡市駿河区 ＤＰ富士見台 サービス 理容・美容業 5%

123,390 静岡県 静岡市駿河区 テイクアラウンド サービス その他サービス 5%

123,391 静岡県 静岡市駿河区 手打ち蕎麦　とおるや サービス 飲食業 5%

123,392 静岡県 静岡市駿河区 寺田政行税理士事務所 サービス その他サービス 5%

123,393 静岡県 静岡市駿河区 でんき倶楽部ノグチ 小売業 電化製品 5%

123,394 静岡県 静岡市駿河区 東海道写楽長田店 小売業 食料品 5%

123,395 静岡県 静岡市駿河区 東海道写楽西脇店 小売業 食料品 5%

123,396 静岡県 静岡市駿河区 東海補聴器センター東静岡店 小売業 その他小売 5%
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123,397 静岡県 静岡市駿河区 東仙　中華麺飯店東仙 サービス 飲食業 5%

123,398 静岡県 静岡市駿河区 ｔｏｔａｌｒｅｐａｉｒ　Ｄａｉ　ｓ サービス その他サービス 2%

123,399 静岡県 静岡市駿河区 トヨタホ－ム東海静岡展示場 サービス その他サービス 5%

123,400 静岡県 静岡市駿河区 とりやき元気 サービス 飲食業 5%

123,401 静岡県 静岡市駿河区 とろろ汁の丁子屋 サービス 飲食業 5%

123,402 静岡県 静岡市駿河区 冨部理容 サービス 理容・美容業 5%

123,403 静岡県 静岡市駿河区 中西クリーニング サービス その他サービス 5%

123,404 静岡県 静岡市駿河区 中村町三坂屋 小売業 食料品 5%

123,405 静岡県 静岡市駿河区 ニッカホーム 静岡営業所 サービス その他サービス 5%

123,406 静岡県 静岡市駿河区 ノエル 小売業 その他小売 5%

123,407 静岡県 静岡市駿河区 バイシクルわたなべカネボウ通り店 小売業 その他小売 5%

123,408 静岡県 静岡市駿河区 ハイセットホテル静岡インター サービス 宿泊業 5%

123,409 静岡県 静岡市駿河区 萩錦酒造株式会社 小売業 食料品 5%

123,410 静岡県 静岡市駿河区 Ｂｕｚｚ サービス 理容・美容業 5%

123,411 静岡県 静岡市駿河区 パスタ屋一丁目　アピタ店 サービス 飲食業 5%

123,412 静岡県 静岡市駿河区 パソコン修理本舗宮竹店 小売業 電化製品 5%

123,413 静岡県 静岡市駿河区 パナエ－スナカノ 小売業 電化製品 5%

123,414 静岡県 静岡市駿河区 花の店　アウディー 小売業 その他小売 5%

123,415 静岡県 静岡市駿河区 ＨＡＭＯＣ サービス その他サービス 5%

123,416 静岡県 静岡市駿河区 葉山珈琲 イオリ静岡店 サービス 飲食業 5%

123,417 静岡県 静岡市駿河区 パレッツ富士見 小売業 電化製品 5%

123,418 静岡県 静岡市駿河区 美顔教室ＦＥＬＩＣＩＴＥ サービス 理容・美容業 5%

123,419 静岡県 静岡市駿河区 美洗館 マム高松店 サービス その他サービス 5%

123,420 静岡県 静岡市駿河区 美洗館 下川原店 サービス その他サービス 5%

123,421 静岡県 静岡市駿河区 美洗館 サージュ店 サービス その他サービス 5%

123,422 静岡県 静岡市駿河区 美容室　ＡＱＵＡ　ＺＯＮＥ　美容室ＡＱＵＡ　ＺＯＮＥ サービス 理容・美容業 5%

123,423 静岡県 静岡市駿河区 美容室トリアノン サービス 理容・美容業 5%

123,424 静岡県 静岡市駿河区 フィジカルヨガ普及協会 サービス その他サービス 5%

123,425 静岡県 静岡市駿河区 Ｆｉｄｅｓカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

123,426 静岡県 静岡市駿河区 フェアリーバンク 小売業 その他小売 5%

123,427 静岡県 静岡市駿河区 富士屋中田店 小売業 食料品 5%

123,428 静岡県 静岡市駿河区 ＢＤＹ サービス 理容・美容業 5%

123,429 静岡県 静岡市駿河区 プライベートサロン　Ｍａｕｒｕｕｒｕ サービス その他サービス 5%

123,430 静岡県 静岡市駿河区 プライムヤマナシ 小売業 電化製品 5%

123,431 静岡県 静岡市駿河区 ブラジリアンワックスＳＭＯＯＴＨ． サービス 理容・美容業 5%

123,432 静岡県 静岡市駿河区 ＢＬＯＷｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 2%

123,433 静岡県 静岡市駿河区 プロ　ストリート 小売業 その他小売 5%

123,434 静岡県 静岡市駿河区 文次亭 サービス 飲食業 5%

123,435 静岡県 静岡市駿河区 ＨＡＩＲ＆ＳＰＡ　ＳＯＣＩＴ サービス 理容・美容業 5%

123,436 静岡県 静岡市駿河区 ＨＡＩＲ ＥＳＴＥ ＲＩＳＵ サービス 理容・美容業 5%

123,437 静岡県 静岡市駿河区 ｈａｉｒ　ｑｏｏｐ サービス 理容・美容業 5%

123,438 静岡県 静岡市駿河区 Ｈａｉｒ Ｄｅｓｉｇｎ ＧＲＡＺ サービス 理容・美容業 5%
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123,439 静岡県 静岡市駿河区 Ｈａｉｒ　Ｍｅｄｉａ　ＢＬＯＷ　【ヘアメディアブロー】 サービス 理容・美容業 5%

123,440 静岡県 静岡市駿河区 ｂａｋｅｒｙ　ｍｏｌｌｉ 小売業 食料品 5%

123,441 静岡県 静岡市駿河区 ＲＯＣＹＵＭＰ サービス 理容・美容業 5%

123,442 静岡県 静岡市駿河区 ｖｅｎｔｉ東静岡店 サービス 理容・美容業 5%

123,443 静岡県 静岡市駿河区 宝石メガネのフジ 小売業 貴金属・服飾品 5%

123,444 静岡県 静岡市駿河区 ｐｏｌａｒｉｓ サービス 理容・美容業 5%

123,445 静岡県 静岡市駿河区 マイシューズストーリー 小売業 衣料品 5%

123,446 静岡県 静岡市駿河区 マイヘアー サービス 理容・美容業 5%

123,447 静岡県 静岡市駿河区 前田農園 用宗店 小売業 食料品 5%

123,448 静岡県 静岡市駿河区 ｍａｓａｈｉｒｏ万年筆製作所 小売業 家具・調度品 5%

123,449 静岡県 静岡市駿河区 ますだ酒店 サービス 飲食業 5%

123,450 静岡県 静岡市駿河区 マヤトレイディング マヤトレイディング 小売業 食料品 5%

123,451 静岡県 静岡市駿河区 マルツ静岡八幡店 小売業 電化製品 5%

123,452 静岡県 静岡市駿河区 まんまる犬猫病院 サービス その他サービス 5%

123,453 静岡県 静岡市駿河区 宮原畳店 サービス その他サービス 5%

123,454 静岡県 静岡市駿河区 ミュージアムショップ　大石 小売業 その他小売 5%

123,455 静岡県 静岡市駿河区 メイツ　アオシマ 小売業 電化製品 5%

123,456 静岡県 静岡市駿河区 メープル 小売業 家具・調度品 5%

123,457 静岡県 静岡市駿河区 麺家　八丸　麺家　八丸 サービス 飲食業 5%

123,458 静岡県 静岡市駿河区 望月利雄商店 小売業 食料品 5%

123,459 静岡県 静岡市駿河区 もみかる サービス 理容・美容業 5%

123,460 静岡県 静岡市駿河区 桃屋 ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

123,461 静岡県 静岡市駿河区 森のなかま 東新田店 サービス 飲食業 5%

123,462 静岡県 静岡市駿河区 モンパニエ 小売業 衣料品 5%

123,463 静岡県 静岡市駿河区 谷島屋　高松ショップ 小売業 その他小売 5%

123,464 静岡県 静岡市駿河区 谷島屋　曲金ショップ 小売業 その他小売 5%

123,465 静岡県 静岡市駿河区 有限会社ａｓｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

123,466 静岡県 静岡市駿河区 有限会社ポッシュリビング 小売業 衣料品 5%

123,467 静岡県 静岡市駿河区 Ｌｏｖｅｍｅｍｏｒｅ サービス その他サービス 5%

123,468 静岡県 静岡市駿河区 ＰＪＣＴ（有限会社ラムダ） サービス 飲食業 5%

123,469 静岡県 静岡市駿河区 ＬＥＡＦ（リーフ） サービス 理容・美容業 5%

123,470 静岡県 静岡市駿河区 旅館 登呂 サービス 宿泊業 5%

123,471 静岡県 静岡市駿河区 リラックスの彩（いろどり） サービス その他サービス 5%

123,472 静岡県 静岡市駿河区 レストランＡｏｋｉ サービス 飲食業 5%

123,473 静岡県 静岡市駿河区 レストランＤＡＤＡ　静岡中原店 サービス 飲食業 5%

123,474 静岡県 静岡市駿河区 Ｒｅｎａｔｕｓ サービス 理容・美容業 5%

123,475 静岡県 静岡市駿河区 Ｒｏｄｉｎ　ＴＥＲＲＡＣＥ サービス 飲食業 5%

123,476 静岡県 静岡市駿河区 渡辺デンキ 小売業 電化製品 5%

123,477 静岡県 静岡市駿河区 渡辺モータース サービス その他サービス 5%

123,478 静岡県 島田市 アイ　ミヤムラ 小売業 電化製品 5%

123,479 静岡県 島田市 あつみや 小売業 食料品 5%

123,480 静岡県 島田市 ａｎｇｅ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%
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123,481 静岡県 島田市 ＡＮＤＷＯＯＬ サービス その他サービス 5%

123,482 静岡県 島田市 アンビ・ア　旅行事業部　島田（営） サービス その他サービス 5%

123,483 静岡県 島田市 イケダヤ金谷店 小売業 衣料品 5%

123,484 静岡県 島田市 居酒屋 唾楽 唾楽 サービス 飲食業 5%

123,485 静岡県 島田市 居酒屋　マル源 サービス 飲食業 5%

123,486 静岡県 島田市 出光身成ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,487 静岡県 島田市 乾モーター 小売業 その他小売 5%

123,488 静岡県 島田市 ｉｍａｇｅ／イマージュ サービス 理容・美容業 5%

123,489 静岡県 島田市 越 サービス 飲食業 5%

123,490 静岡県 島田市 エビスヤクリーニング エビスヤクリーニング花みずき店 サービス その他サービス 5%

123,491 静岡県 島田市 ＥＬＡＮＶＩＴＡＬ 小売業 衣料品 5%

123,492 静岡県 島田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ島田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,493 静岡県 島田市 大井川葛布静岡壁紙工業株式会社 小売業 衣料品 5%

123,494 静岡県 島田市 御菓子司　みのや 小売業 食料品 5%

123,495 静岡県 島田市 岡むらのぼる サービス 飲食業 5%

123,496 静岡県 島田市 お茶ペン 小売業 食料品 5%

123,497 静岡県 島田市 お花屋トントゥ 小売業 その他小売 5%

123,498 静岡県 島田市 オフィスＺＥＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

123,499 静岡県 島田市 菓子処叶家 小売業 食料品 5%

123,500 静岡県 島田市 菓子処三浦 小売業 食料品 5%

123,501 静岡県 島田市 かつとき本店 サービス 飲食業 5%

123,502 静岡県 島田市 かふぇ　あいおい サービス 飲食業 5%

123,503 静岡県 島田市 株式会社オカムラ　本社 小売業 その他小売 5%

123,504 静岡県 島田市 株式会社カネハチ初倉店 小売業 食料品 5%

123,505 静岡県 島田市 株式会社サンリ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

123,506 静岡県 島田市 株式会社清水屋 小売業 食料品 5%

123,507 静岡県 島田市 株式会社なるおかサイクル 小売業 その他小売 5%

123,508 静岡県 島田市 株式会社はなここ　はなここ島田店 小売業 その他小売 5%

123,509 静岡県 島田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋島田中央町店 サービス 飲食業 2%

123,510 静岡県 島田市 川根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,511 静岡県 島田市 川根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,512 静岡県 島田市 神座自動車工業 サービス その他サービス 5%

123,513 静岡県 島田市 ギオン電器 小売業 電化製品 5%

123,514 静岡県 島田市 喫茶カンサー サービス 飲食業 5%

123,515 静岡県 島田市 木の工房　カワサキヤ 小売業 家具・調度品 5%

123,516 静岡県 島田市 ＫＩＭＭＡＤＥ 小売業 衣料品 5%

123,517 静岡県 島田市 きんつばの小倉屋　小倉屋 小売業 食料品 5%

123,518 静岡県 島田市 串特急　島田駅前店 サービス 飲食業 5%

123,519 静岡県 島田市 暮しの衣料むらい金谷店 小売業 衣料品 5%

123,520 静岡県 島田市 暮しの衣料むらい島田東町店 小売業 衣料品 5%

123,521 静岡県 島田市 クリーニングひらまつ 大津通店 サービス その他サービス 5%

123,522 静岡県 島田市 クリーニングひらまつ 初倉工場店 サービス その他サービス 5%

2943



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

123,523 静岡県 島田市 クリーニングひらまつ 六合店 サービス その他サービス 5%

123,524 静岡県 島田市 グローナァ島田サロン 小売業 その他小売 5%

123,525 静岡県 島田市 化粧品のムラタ 小売業 その他小売 5%

123,526 静岡県 島田市 こんけい 小売業 衣料品 5%

123,527 静岡県 島田市 斉藤仏具店 小売業 家具・調度品 5%

123,528 静岡県 島田市 佐京園 小売業 食料品 5%

123,529 静岡県 島田市 Ｓａｌｏｎ　Ｕｍｅｎｏ サービス その他サービス 5%

123,530 静岡県 島田市 ［ＨＣ］サンコーデンキ 小売業 電化製品 5%

123,531 静岡県 島田市 セブン－イレブン静岡吉田インター店 小売業 食料品 2%

123,532 静岡県 島田市 シバモク・ショップ 小売業 家具・調度品 5%

123,533 静岡県 島田市 セブン－イレブン島田旭２丁目店 小売業 食料品 2%

123,534 静岡県 島田市 島田アピタ店 小売業 衣料品 5%

123,535 静岡県 島田市 セブン－イレブン島田稲荷３丁目店 小売業 食料品 2%

123,536 静岡県 島田市 セブン－イレブン島田駅南店 小売業 食料品 2%

123,537 静岡県 島田市 セブン－イレブン島田大井町店 小売業 食料品 2%

123,538 静岡県 島田市 セブン－イレブン島田金谷河原店 小売業 食料品 2%

123,539 静岡県 島田市 セブン－イレブン島田川根町店 小売業 食料品 2%

123,540 静岡県 島田市 セブン－イレブン島田神座店 小売業 食料品 2%

123,541 静岡県 島田市 セブン－イレブン島田阪本店 小売業 食料品 2%

123,542 静岡県 島田市 島田サロン 小売業 その他小売 5%

123,543 静岡県 島田市 セブン－イレブン島田中河町店 小売業 食料品 2%

123,544 静岡県 島田市 セブン－イレブン島田中溝町店 小売業 食料品 2%

123,545 静岡県 島田市 セブン－イレブン島田船木店 小売業 食料品 2%

123,546 静岡県 島田市 島田ほうらいＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,547 静岡県 島田市 セブン－イレブン島田向谷１丁目店 小売業 食料品 2%

123,548 静岡県 島田市 セブン－イレブン島田元島田店 小売業 食料品 2%

123,549 静岡県 島田市 シマダリフォーム　シマダリフォーム サービス その他サービス 5%

123,550 静岡県 島田市 セブン－イレブン島田六合店 小売業 食料品 2%

123,551 静岡県 島田市 ?ジョイプラザ 島田店 小売業 その他小売 5%

123,552 静岡県 島田市 昭米 小売業 食料品 5%

123,553 静岡県 島田市 新車市場 島田金谷インター店 有限会社 北川商会 小売業 その他小売 5%

123,554 静岡県 島田市 進士薬局 小売業 その他小売 5%

123,555 静岡県 島田市 スーパー田子重　島田中央店 小売業 食料品 5%

123,556 静岡県 島田市 鈴木時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

123,557 静岡県 島田市 ステーキハウス成しま島田店 サービス 飲食業 5%

123,558 静岡県 島田市 スノーベル 小売業 その他小売 5%

123,559 静岡県 島田市 菫埜　Ｓｕｍｉｒｅｎｏ 小売業 その他小売 5%

123,560 静岡県 島田市 駿府宅配センター　川根店 小売業 その他小売 5%

123,561 静岡県 島田市 駿府宅配センター　島田店 小売業 その他小売 5%

123,562 静岡県 島田市 セルフ金谷町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,563 静岡県 島田市 セルフる金谷 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,564 静岡県 島田市 創作居酒屋ダイニング　ＺＥＲＯ　創作居酒屋ダイニングＺＥＲＯ サービス 飲食業 5%
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123,565 静岡県 島田市 橙橙島田店 サービス 飲食業 5%

123,566 静岡県 島田市 田子重　島田中央店 小売業 食料品 5%

123,567 静岡県 島田市 茶蔵　ＣＨＡＫＵＲＡ 小売業 その他小売 5%

123,568 静岡県 島田市 鉄板串焼ａｊｉｔｏ サービス 飲食業 5%

123,569 静岡県 島田市 電化のヨシデン 小売業 電化製品 5%

123,570 静岡県 島田市 デンユー 小売業 電化製品 5%

123,571 静岡県 島田市 時計屋さん むらまつ 小売業 貴金属・服飾品 5%

123,572 静岡県 島田市 中川石材店 小売業 家具・調度品 5%

123,573 静岡県 島田市 中村菓子舗　中村菓子舗 小売業 その他小売 5%

123,574 静岡県 島田市 成しま サービス 飲食業 5%

123,575 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売 助信センター 小売業 食料品 5%

123,576 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売　高台センター 小売業 食料品 5%

123,577 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売 遠州中央センター 小売業 食料品 5%

123,578 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売 浜松北センター 小売業 食料品 5%

123,579 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売 浜松南センター 小売業 食料品 5%

123,580 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売 浜松西センター 小売業 食料品 5%

123,581 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売 浜松中央センター 小売業 食料品 5%

123,582 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売 浜松東センター 小売業 食料品 5%

123,583 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売 三ケ日ゾーン 小売業 食料品 5%

123,584 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売 浜名センター 小売業 食料品 5%

123,585 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売 浜北中央センター 小売業 食料品 5%

123,586 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売　掛川中央センター 小売業 食料品 5%

123,587 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売 御前崎センター 小売業 食料品 5%

123,588 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売　菊川中央センター 小売業 食料品 5%

123,589 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売　大東センター 小売業 食料品 5%

123,590 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売　遠州東センター 小売業 食料品 5%

123,591 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売 磐田中央センター 小売業 食料品 5%

123,592 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売　磐田南センター 小売業 食料品 5%

123,593 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売　袋井中央センター 小売業 食料品 5%

123,594 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売　遠州森センター 小売業 食料品 5%

123,595 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売　天竜中央センター 小売業 食料品 5%

123,596 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売　焼津中央センター 小売業 食料品 5%

123,597 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売　藤枝岡部センター 小売業 食料品 5%

123,598 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売 藤枝南センター 小売業 食料品 5%

123,599 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売　空港北センター 小売業 食料品 5%

123,600 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売　島田中央センター大井川ライン 小売業 食料品 5%

123,601 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売　空港南センター 小売業 食料品 5%

123,602 静岡県 島田市 西静岡ヤクルト販売 藤枝中央センター 小売業 食料品 5%

123,603 静岡県 島田市 株式会社日翔工業 サービス その他サービス 5%

123,604 静岡県 島田市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・エクシード 小売業 衣料品 5%

123,605 静岡県 島田市 ニッセンシェイプ・サロン　グリーンノート 小売業 衣料品 5%

123,606 静岡県 島田市 ニッセンシェイプ・サロン　ディライトフル 小売業 衣料品 5%
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123,607 静岡県 島田市 ニッセンシェイプファンデ　ヴェルデュール 小売業 衣料品 5%

123,608 静岡県 島田市 日本料理五平 サービス 飲食業 5%

123,609 静岡県 島田市 ハートフルマスダＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,610 静岡県 島田市 ＰＡＬＭＳ　ＣＬＵＢ 小売業 衣料品 5%

123,611 静岡県 島田市 はいやく　川根薬局 小売業 その他小売 5%

123,612 静岡県 島田市 はいやく　五和薬局 小売業 その他小売 5%

123,613 静岡県 島田市 はいやく　六合ひがし薬局 小売業 その他小売 5%

123,614 静岡県 島田市 はいやく　わかば薬局 小売業 その他小売 5%

123,615 静岡県 島田市 初倉ＳＳ　大塚石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,616 静岡県 島田市 ＰａｔｉｓｓｅｒｉｅＯＵＢＬＩＥ サービス 飲食業 5%

123,617 静岡県 島田市 パドック　シールズ サービス 運輸業 5%

123,618 静岡県 島田市 花みずきカイロプラクティック院 花みずきカイロプラクティック院 サービス その他サービス 5%

123,619 静岡県 島田市 ＢＡＲＱＵＥ 小売業 衣料品 5%

123,620 静岡県 島田市 パレッツ　アンドー 小売業 電化製品 5%

123,621 静岡県 島田市 パレッツやまざき 小売業 電化製品 5%

123,622 静岡県 島田市 美容室ａｉｒｙ サービス 理容・美容業 5%

123,623 静岡県 島田市 美容室くりえいと サービス 理容・美容業 5%

123,624 静岡県 島田市 フォルテ　島田店 サービス 理容・美容業 5%

123,625 静岡県 島田市 ふじの サービス 飲食業 5%

123,626 静岡県 島田市 ふじの サービス 飲食業 5%

123,627 静岡県 島田市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　静岡島田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

123,628 静岡県 島田市 Ｐｏｕｒｔｏｕｊｏｕｒｓ　ｍｏｎａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

123,629 静岡県 島田市 フレッシュセブン　横井店 小売業 食料品 5%

123,630 静岡県 島田市 フレッシュタウン吉田セルフステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,631 静岡県 島田市 文具・事務機のオカダ 小売業 その他小売 5%

123,632 静岡県 島田市 ヘアーサロン松本　ヘアーサロン松本 サービス 理容・美容業 5%

123,633 静岡県 島田市 ＨＡＩＲ  ＳＰＡＣＥ  ＣＨＩＣ サービス 理容・美容業 5%

123,634 静岡県 島田市 ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　Ｒｅ：ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

123,635 静岡県 島田市 ｂａｋｅｒｙ　ｌａｂｏ 小売業 食料品 5%

123,636 静岡県 島田市 ＰＡＧＥ：１ 小売業 その他小売 5%

123,637 静岡県 島田市 ホテルますだや サービス 宿泊業 5%

123,638 静岡県 島田市 ポプリ　ポプリ サービス 飲食業 5%

123,639 静岡県 島田市 ホリウマ電器　細島店 小売業 電化製品 5%

123,640 静岡県 島田市 マクドナルド島田アピタ店 サービス 飲食業 2%

123,641 静岡県 島田市 マクドナルド島田中河町店 サービス 飲食業 2%

123,642 静岡県 島田市 マクドナルド吉田インター店 サービス 飲食業 2%

123,643 静岡県 島田市 マスイサイクル 小売業 その他小売 5%

123,644 静岡県 島田市 ますだ動物クリニック サービス その他サービス 5%

123,645 静岡県 島田市 街角のタムタム　島田店 サービス その他サービス 5%

123,646 静岡県 島田市 水野アルミ　ＭＡＤＯショップ　島田吉田インター店 サービス その他サービス 5%

123,647 静岡県 島田市 みらい塗装 サービス その他サービス 5%

123,648 静岡県 島田市 向島ＳＳ　島田石油 小売業 ガソリンスタンド 2%
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123,649 静岡県 島田市 村松時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

123,650 静岡県 島田市 メガネ赤札堂島田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

123,651 静岡県 島田市 ＪＭ／めがね時計鈴木 小売業 貴金属・服飾品 5%

123,652 静岡県 島田市 メガネの春田 小売業 貴金属・服飾品 5%

123,653 静岡県 島田市 森田電器 小売業 電化製品 5%

123,654 静岡県 島田市 焼肉ダイニング成しま サービス 飲食業 5%

123,655 静岡県 島田市 焼肉處十々　島田店 サービス 飲食業 5%

123,656 静岡県 島田市 焼肉のかねまる島田店 サービス 飲食業 5%

123,657 静岡県 島田市 有限会社エル・ドリーム サービス その他サービス 5%

123,658 静岡県 島田市 ［ＨＣ］有限会社かわでん 小売業 電化製品 5%

123,659 静岡県 島田市 有限会社コーデネイトサロンローザ 小売業 衣料品 5%

123,660 静岡県 島田市 洋品のカワサキヤ 小売業 衣料品 5%

123,661 静岡県 島田市 洋品の杉卓 小売業 衣料品 5%

123,662 静岡県 島田市 ヨコヤマ靴店 小売業 衣料品 5%

123,663 静岡県 島田市 Ｒｅ．カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

123,664 静岡県 島田市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　増商 サービス その他サービス 5%

123,665 静岡県 島田市 理容タタラ サービス 理容・美容業 5%

123,666 静岡県 島田市 魯菴　Ｒｏａｎ　ｄｅ　Ｏｄａｇｉ サービス 飲食業 5%

123,667 静岡県 島田市 Ｙ Ｏ Ｓ ギター工房 サービス その他サービス 5%

123,668 静岡県 島田市 和茶倶楽部 小売業 食料品 5%

123,669 静岡県 清水町 イースコーポレーション 小売業 その他小売 5%

123,670 静岡県 清水町 イシグロ　駿東店 小売業 その他小売 5%

123,671 静岡県 清水町 インテリアハウス窓 小売業 家具・調度品 5%

123,672 静岡県 清水町 エテルナ柿田川店 小売業 その他小売 5%

123,673 静岡県 清水町 ｏｈｄｏｕｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

123,674 静岡県 清水町 オーガニックコットン 小売業 衣料品 5%

123,675 静岡県 清水町 ガレージトップギア サービス その他サービス 5%

123,676 静岡県 清水町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋駿東柿田川店 サービス 飲食業 2%

123,677 静岡県 清水町 黄瀬川店 小売業 衣料品 5%

123,678 静岡県 清水町 串特急　御帰家 サービス 飲食業 5%

123,679 静岡県 清水町 串特急　清水町徳倉店 サービス 飲食業 5%

123,680 静岡県 清水町 ｇｉｖｅｒｎｙ 小売業 その他小売 5%

123,681 静岡県 清水町 静岡医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

123,682 静岡県 清水町 静岡菅公学生服株式会社　本店 小売業 衣料品 5%

123,683 静岡県 清水町 セブン－イレブン清水町柿田店 小売業 食料品 2%

123,684 静岡県 清水町 セブン－イレブン清水町上徳倉店 小売業 食料品 2%

123,685 静岡県 清水町 セブン－イレブン清水町黄瀬川店 小売業 食料品 2%

123,686 静岡県 清水町 セブン－イレブン清水町玉川店 小売業 食料品 2%

123,687 静岡県 清水町 セブン－イレブン清水町長沢店 小売業 食料品 2%

123,688 静岡県 清水町 セブン－イレブン清水町中徳倉店 小売業 食料品 2%

123,689 静岡県 清水町 セブン－イレブン清水町湯川店 小売業 食料品 2%

123,690 静岡県 清水町 ＳｕｇａｒＰｉｌｌｏｗ 小売業 衣料品 5%
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123,691 静岡県 清水町 Ｓｙｕｎｔｏｅｎ?シュントウエン? サービス 理容・美容業 5%

123,692 静岡県 清水町 ＳＩＭＰＬＥ　ＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥ サービス その他サービス 5%

123,693 静岡県 清水町 スーパーカドイケ清水町徳倉店 小売業 食料品 5%

123,694 静岡県 清水町 スマ・ラボ サービス その他サービス 5%

123,695 静岡県 清水町 セルフ長沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,696 静岡県 清水町 ＤＡＲＴＳ　ＳＨＯＰ　ＬＯＺＡ 小売業 その他小売 5%

123,697 静岡県 清水町 （株）大成　三島（営）ＳＳセンター 小売業 家具・調度品 5%

123,698 静岡県 清水町 太陽自動車 サービス その他サービス 5%

123,699 静岡県 清水町 ディ・アンク美容室 サービス 理容・美容業 5%

123,700 静岡県 清水町 ＤＰ柿田川 サービス 理容・美容業 5%

123,701 静岡県 清水町 堂庭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,702 静岡県 清水町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三島伏見店 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,703 静岡県 清水町 徳倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,704 静岡県 清水町 ＴＯＭＴＯＭ 小売業 衣料品 5%

123,705 静岡県 清水町 トラットリア　ウノ サービス 飲食業 5%

123,706 静岡県 清水町 長倉書店サントムーン店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

123,707 静岡県 清水町 ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

123,708 静岡県 清水町 ｎｉｃｏ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

123,709 静岡県 清水町 ニシジマ電気　ニシジマ電気 小売業 電化製品 5%

123,710 静岡県 清水町 びっくり自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

123,711 静岡県 清水町 ヘアカット専門店すまいる　ヘアカット専門店すまいる サービス 理容・美容業 5%

123,712 静岡県 清水町 ペースメーカー サービス その他サービス 5%

123,713 静岡県 清水町 マクドナルド黄瀬川店 サービス 飲食業 2%

123,714 静岡県 清水町 セブン－イレブン三島伏見店 小売業 食料品 2%

123,715 静岡県 清水町 もみかる　柿田川清水町店 サービス その他サービス 5%

123,716 静岡県 清水町 森田商店 小売業 衣料品 5%

123,717 静岡県 清水町 ヤシの実動物病院 サービス その他サービス 5%

123,718 静岡県 清水町 山田電機商会 小売業 電化製品 5%

123,719 静岡県 清水町 有限会社田中屋商店 小売業 食料品 5%

123,720 静岡県 清水町 有限会社ヒノデタイヤサービス 小売業 その他小売 5%

123,721 静岡県 清水町 （株）ゆうゆ 小売業 家具・調度品 5%

123,722 静岡県 清水町 リフライズ サービス その他サービス 5%

123,723 静岡県 清水町 わくわくセルフ徳倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,724 静岡県 清水町 わたなべ農園 小売業 食料品 5%

123,725 静岡県 清水町 わたなべ農園 サービス その他サービス 5%

123,726 静岡県 下田市 愛犬と過ごす海辺のお宿ムーン・リバージュ． サービス その他サービス 5%

123,727 静岡県 下田市 アトム電器下田店 小売業 その他小売 5%

123,728 静岡県 下田市 伊豆白浜バーベキューガーデン サービス 飲食業 5%

123,729 静岡県 下田市 イタリア料理　マンジャーレ サービス 飲食業 5%

123,730 静岡県 下田市 伊東園ホテル　はな岬 サービス 宿泊業 5%

123,731 静岡県 下田市 小木曽商店　駅前支店 小売業 食料品 5%

123,732 静岡県 下田市 小木曽商店　本店 小売業 食料品 5%
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123,733 静岡県 下田市 おもちゃのたかはし 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

123,734 静岡県 下田市 お宿　森のおくりもの サービス 宿泊業 5%

123,735 静岡県 下田市 お宿星めぐり サービス その他サービス 5%

123,736 静岡県 下田市 ＯｌｉＯｌｉＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

123,737 静岡県 下田市 オンザビーチ ＯＮ ＴＨＥ ＢＥＡＣＨ オンザビーチ ＯＮ ＴＨＥ ＢＥＡＣＨ サービス 飲食業 5%

123,738 静岡県 下田市 ガーデンヴィラ白浜 サービス 宿泊業 5%

123,739 静岡県 下田市 割烹民宿小はじ サービス 宿泊業 5%

123,740 静岡県 下田市 加藤商事有限会社 小売業 電化製品 5%

123,741 静岡県 下田市 金谷旅館 サービス 宿泊業 5%

123,742 静岡県 下田市 株式会社永谷 小売業 その他小売 5%

123,743 静岡県 下田市 クアハウス石橋旅館 サービス 宿泊業 5%

123,744 静岡県 下田市 くるま屋芹澤 小売業 その他小売 5%

123,745 静岡県 下田市 ケーズルーム白浜 サービス 宿泊業 5%

123,746 静岡県 下田市 サウスカフェ サービス 飲食業 5%

123,747 静岡県 下田市 さかなや サービス 飲食業 5%

123,748 静岡県 下田市 サンラファエル　ヴィラ サービス 宿泊業 5%

123,749 静岡県 下田市 サンラファエルヴィラ サービス 宿泊業 5%

123,750 静岡県 下田市 下田海浜ホテル サービス 宿泊業 5%

123,751 静岡県 下田市 セブン－イレブン下田柿崎店 小売業 食料品 2%

123,752 静岡県 下田市 下田東急ホテル サービス その他サービス 5%

123,753 静岡県 下田市 セブン－イレブン下田西本郷店 小売業 食料品 2%

123,754 静岡県 下田市 下田バイパスＳＳ　松本石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,755 静岡県 下田市 セブン－イレブン下田東本郷店 小売業 食料品 2%

123,756 静岡県 下田市 下田ビューホテル サービス 宿泊業 5%

123,757 静岡県 下田市 下田ベイクロシオ サービス 宿泊業 5%

123,758 静岡県 下田市 下田料理きんめ屋 サービス 飲食業 5%

123,759 静岡県 下田市 セブン－イレブン下田蓮台寺店 小売業 食料品 2%

123,760 静岡県 下田市 有限会社焼家 サービス 飲食業 5%

123,761 静岡県 下田市 鈴木電器 小売業 電化製品 5%

123,762 静岡県 下田市 スペイン料理ＭＩＮＯＲＩＫＡＷＡ サービス 飲食業 5%

123,763 静岡県 下田市 清流荘 サービス 宿泊業 5%

123,764 静岡県 下田市 セルフ下田南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,765 静岡県 下田市 ＳＥＬＥＮ’Ｓ 小売業 その他小売 5%

123,766 静岡県 下田市 第一自動車工業株式会社 小売業 その他小売 5%

123,767 静岡県 下田市 （株）大成　下田〔営〕 小売業 家具・調度品 5%

123,768 静岡県 下田市 大地の彩　花月亭 サービス 宿泊業 5%

123,769 静岡県 下田市 チャイナキッチン?満?　チャイナキッチン?満? サービス 飲食業 5%

123,770 静岡県 下田市 土藤商店 小売業 その他小売 5%

123,771 静岡県 下田市 土藤商店 小売業 食料品 5%

123,772 静岡県 下田市 特選雌黒毛和牛専門　焼肉Ｕ サービス 飲食業 5%

123,773 静岡県 下田市 ドッグリゾート　フルフル サービス 宿泊業 5%

123,774 静岡県 下田市 ドラゴンレディ 小売業 その他小売 5%
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123,775 静岡県 下田市 ネクスト下田店 サービス 理容・美容業 5%

123,776 静岡県 下田市 野の花亭　こむらさき サービス 宿泊業 5%

123,777 静岡県 下田市 ＢＡＲ　ハーバーライト　ＢＡＲ　ハーバーライト サービス 飲食業 5%

123,778 静岡県 下田市 バイクショップケイ ツー 小売業 その他小売 5%

123,779 静岡県 下田市 Ｈａｒｕｂｅｂｉ・Ｓａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

123,780 静岡県 下田市 ＢＥＡＣＨＳＩＤＥＨＯＵＳＥＷＡＶＥ サービス その他サービス 5%

123,781 静岡県 下田市 ビジネスホテルとん亭 サービス 宿泊業 5%

123,782 静岡県 下田市 フードストアあおき　広岡店 小売業 食料品 5%

123,783 静岡県 下田市 フードストアあおき　町だな店 小売業 食料品 5%

123,784 静岡県 下田市 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎＧＯＡＴ サービス 理容・美容業 5%

123,785 静岡県 下田市 Ｐｅｒｒｙ　Ｂｅｒｒｙ サービス 飲食業 5%

123,786 静岡県 下田市 ペンション　エクシード・プレイヤーズ・クラブ サービス 宿泊業 5%

123,787 静岡県 下田市 ホテル観音温泉 サービス 宿泊業 5%

123,788 静岡県 下田市 ホテルシーシェル サービス 宿泊業 5%

123,789 静岡県 下田市 ホテル山田屋 サービス 宿泊業 5%

123,790 静岡県 下田市 前田園 前田仏具店 前田園 前田仏具店 小売業 その他小売 5%

123,791 静岡県 下田市 マクドナルド下田駅前店 サービス 飲食業 2%

123,792 静岡県 下田市 丸屋 丸屋玩具店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

123,793 静岡県 下田市 丸屋玩具店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

123,794 静岡県 下田市 民宿　鳴海 サービス 宿泊業 5%

123,795 静岡県 下田市 ヤキニクダイニング　あ　うん 小売業 食料品 5%

123,796 静岡県 下田市 山岸石材店　展示場 小売業 その他小売 5%

123,797 静岡県 下田市 リアルサーフショップ 小売業 その他小売 5%

123,798 静岡県 下田市 リゾート・イン　碁石が浜 サービス その他サービス 5%

123,799 静岡県 下田市 リゾートインなかい サービス 宿泊業 5%

123,800 静岡県 下田市 リブマックスリゾート伊豆下田 サービス 宿泊業 5%

123,801 静岡県 下田市 リラクゼーションサロンＣＨＡＣＨＡ サービス 理容・美容業 5%

123,802 静岡県 下田市 ＲｏｍｍｙＮａｉｌｓ サービス 理容・美容業 5%

123,803 静岡県 下田市 和風ペンション　タムレ サービス 宿泊業 5%

123,804 静岡県 裾野市 アーク産業 小売業 その他小売 5%

123,805 静岡県 裾野市 アクア 小売業 食料品 5%

123,806 静岡県 裾野市 アール美容室裾野店 サービス 理容・美容業 5%

123,807 静岡県 裾野市 居酒屋きんかぶ サービス 飲食業 5%

123,808 静岡県 裾野市 一般社団法人ミチシル サービス その他サービス 5%

123,809 静岡県 裾野市 岩波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,810 静岡県 裾野市 エコハウス裾野店 エコハウス裾野店 小売業 その他小売 5%

123,811 静岡県 裾野市 ＳＫツーリスト サービス その他サービス 5%

123,812 静岡県 裾野市 OA･文具ヤマダ 小売業 その他小売 5%

123,813 静岡県 裾野市 大場グローバルプランツ 小売業 その他小売 5%

123,814 静岡県 裾野市 大庭電化センター 小売業 電化製品 5%

123,815 静岡県 裾野市 お食事処すその サービス 飲食業 5%

123,816 静岡県 裾野市 カーテックフジ本社 小売業 その他小売 5%
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123,817 静岡県 裾野市 カーリペアーワタナベ サービス その他サービス 5%

123,818 静岡県 裾野市 カトレア　裾野店 サービス 理容・美容業 5%

123,819 静岡県 裾野市 株式会社ローンチオートマーケティング サービス その他サービス 5%

123,820 静岡県 裾野市 キンダーランド 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

123,821 静岡県 裾野市 金時堂須賀薬局 小売業 その他小売 5%

123,822 静岡県 裾野市 金時堂須賀薬局南支店 小売業 その他小売 5%

123,823 静岡県 裾野市 串特急　裾野インター店 サービス 飲食業 5%

123,824 静岡県 裾野市 串特急　ぽっぽや裾野店 サービス 飲食業 5%

123,825 静岡県 裾野市 桜とホタルの里　一の瀬 サービス その他サービス 5%

123,826 静岡県 裾野市 佐々木自動車 サービス その他サービス 5%

123,827 静岡県 裾野市 サンアイ 小売業 その他小売 5%

123,828 静岡県 裾野市 サンアイＪ２４６店 小売業 その他小売 5%

123,829 静岡県 裾野市 スーパーカドイケ裾野東店 小売業 食料品 5%

123,830 静岡県 裾野市 スーパーカドイケ裾野御宿店 小売業 食料品 5%

123,831 静岡県 裾野市 裾野ＳＳ　渡辺商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,832 静岡県 裾野市 セブン－イレブン裾野石脇店 小売業 食料品 2%

123,833 静岡県 裾野市 セブン－イレブン裾野稲荷店 小売業 食料品 2%

123,834 静岡県 裾野市 裾野インターチェンジＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,835 静岡県 裾野市 セブン－イレブン裾野インター店 小売業 食料品 2%

123,836 静岡県 裾野市 セブン－イレブン裾野金沢店 小売業 食料品 2%

123,837 静岡県 裾野市 裾野北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,838 静岡県 裾野市 セブン－イレブン裾野公文名店 小売業 食料品 2%

123,839 静岡県 裾野市 セブン－イレブン裾野下和田店 小売業 食料品 2%

123,840 静岡県 裾野市 セブン－イレブン裾野千福店 小売業 食料品 2%

123,841 静岡県 裾野市 セブン－イレブン裾野茶畑店 小売業 食料品 2%

123,842 静岡県 裾野市 裾野電化センター 小売業 電化製品 5%

123,843 静岡県 裾野市 セブン－イレブン裾野バイパス北店 小売業 食料品 2%

123,844 静岡県 裾野市 すそのバス サービス 運輸業 5%

123,845 静岡県 裾野市 セブン－イレブン裾野平松店 小売業 食料品 2%

123,846 静岡県 裾野市 セブン－イレブン裾野深良店 小売業 食料品 2%

123,847 静岡県 裾野市 セブン－イレブン裾野二ツ屋店 小売業 食料品 2%

123,848 静岡県 裾野市 ダスキン ダスキン岩波支店 サービス その他サービス 2%

123,849 静岡県 裾野市 ちっちゃな大佛しるこや サービス 飲食業 5%

123,850 静岡県 裾野市 ちゃばたけＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,851 静岡県 裾野市 ＴＡＴＥ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

123,852 静岡県 裾野市 東名地産 サービス その他サービス 5%

123,853 静岡県 裾野市 ニシカワデンキ 小売業 電化製品 5%

123,854 静岡県 裾野市 ｎｏｇ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

123,855 静岡県 裾野市 有限会社原自販 サービス その他サービス 5%

123,856 静岡県 裾野市 ぱんはうす ヴィエナ ブロート ぱんはうす ヴィエナ ブロート 小売業 食料品 5%

123,857 静岡県 裾野市 びっくり自動車ＦＵＫＡＲＡ　ＢＡＳＥ サービス その他サービス 5%

123,858 静岡県 裾野市 福屋酒店 小売業 食料品 5%
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123,859 静岡県 裾野市 富士湘南トヨタホ－ム本社 サービス その他サービス 5%

123,860 静岡県 裾野市 富士すそ野ファミリーキャンプ場 サービス その他サービス 5%

123,861 静岡県 裾野市 富士すそ野ファミリーキャンプ場 サービス その他サービス 5%

123,862 静岡県 裾野市 ｆｌｏｗｅｒ　ｓｈｏｐ　花日和 小売業 その他小売 5%

123,863 静岡県 裾野市 フレッシュベーカリーＨｏｎｄａ 小売業 食料品 5%

123,864 静岡県 裾野市 ペンションふんわりこん サービス 宿泊業 5%

123,865 静岡県 裾野市 Ｐｅｎｓｉｏｎ　ＲＥＤＦＯＸ サービス 宿泊業 5%

123,866 静岡県 裾野市 マクドナルド裾野ベルシテイ店 サービス 飲食業 2%

123,867 静岡県 裾野市 みらくのキャンプ場 サービス その他サービス 5%

123,868 静岡県 裾野市 焼肉さつき亭 サービス 飲食業 5%

123,869 静岡県 裾野市 矢東タイヤ沼津販売　裾野営業所矢東２４６ 小売業 その他小売 5%

123,870 静岡県 裾野市 ヤマトヤ裾野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

123,871 静岡県 裾野市 有限会社大庭自転車店 小売業 その他小売 5%

123,872 静岡県 裾野市 有限会社松井米店 小売業 食料品 5%

123,873 静岡県 裾野市 有限会社寿々木ユーフォト本店 サービス その他サービス 5%

123,874 静岡県 裾野市 米牛精肉店 小売業 食料品 5%

123,875 静岡県 裾野市 ［ＨＣ］ライフショップコチデン 小売業 電化製品 5%

123,876 静岡県 裾野市 リカーワインズショップみしまや有限会社 小売業 食料品 5%

123,877 静岡県 裾野市 リフレッシュスペース裾野店 サービス その他サービス 5%

123,878 静岡県 裾野市 和風れすとらん みよし サービス 飲食業 5%

123,879 静岡県 長泉町 ア－ト　サンエ－ 小売業 電化製品 5%

123,880 静岡県 長泉町 アニバーサリースイーツハピネス アニバーサリースイーツハピネス 小売業 食料品 5%

123,881 静岡県 長泉町 ａｎｏｔｅｍａｒｉ サービス 飲食業 5%

123,882 静岡県 長泉町 一番亭　長泉町下土狩店 サービス 飲食業 5%

123,883 静岡県 長泉町 Ａ－１キッズスクール長泉 サービス その他サービス 5%

123,884 静岡県 長泉町 Ａ－１スポーツクラブ長泉 サービス その他サービス 5%

123,885 静岡県 長泉町 お菓子工房HONEY（ハニー） 小売業 食料品 5%

123,886 静岡県 長泉町 オリックスレンタカー三島店 サービス その他サービス 2%

123,887 静岡県 長泉町 株式会社桝屋金田 サービス その他サービス 5%

123,888 静岡県 長泉町 ｋａｈｏｎ　長泉店 小売業 食料品 5%

123,889 静岡県 長泉町 キラガ　２ 小売業 貴金属・服飾品 5%

123,890 静岡県 長泉町 ｇｒｉｌｌ　ｇｒｅｅｎ サービス 飲食業 5%

123,891 静岡県 長泉町 クレマチスの麓の珈琲舎 クレマチスの麓の珈琲舎 サービス 飲食業 5%

123,892 静岡県 長泉町 下土狩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,893 静岡県 長泉町 下土狩油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,894 静岡県 長泉町 すぎさわ動物病院 サービス その他サービス 5%

123,895 静岡県 長泉町 セブン－イレブン駿河南一色店 小売業 食料品 2%

123,896 静岡県 長泉町 駿府宅配センター　長泉店 小売業 その他小売 5%

123,897 静岡県 長泉町 竹原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,898 静岡県 長泉町 多美咲 小売業 その他小売 5%

123,899 静岡県 長泉町 鉄板焼旬彩ほづみ サービス 飲食業 5%

123,900 静岡県 長泉町 東栄無線 小売業 電化製品 5%
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123,901 静岡県 長泉町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ２４６長泉北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,902 静岡県 長泉町 鳥居麗子ＦＰ事務所 サービス その他サービス 5%

123,903 静岡県 長泉町 長泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,904 静岡県 長泉町 セブン－イレブン長泉桜堤２丁目店 小売業 食料品 2%

123,905 静岡県 長泉町 長泉山荘 サービス その他サービス 5%

123,906 静岡県 長泉町 セブン－イレブン長泉下土狩店 小売業 食料品 2%

123,907 静岡県 長泉町 セブン－イレブン長泉下長窪北店 小売業 食料品 2%

123,908 静岡県 長泉町 セブン－イレブン長泉下長窪店 小売業 食料品 2%

123,909 静岡県 長泉町 セブン－イレブン長泉中央通り店 小売業 食料品 2%

123,910 静岡県 長泉町 セブン－イレブン長泉町竹原店 小売業 食料品 2%

123,911 静岡県 長泉町 セブン－イレブン長泉町本宿店 小売業 食料品 2%

123,912 静岡県 長泉町 セブン－イレブン長泉店 小売業 食料品 2%

123,913 静岡県 長泉町 ながいずみ動物病院 サービス その他サービス 5%

123,914 静岡県 長泉町 セブン－イレブン長泉中土狩北店 小売業 食料品 2%

123,915 静岡県 長泉町 セブン－イレブン長泉中土狩店 小売業 食料品 2%

123,916 静岡県 長泉町 セブン－イレブン長泉納米里店 小売業 食料品 2%

123,917 静岡県 長泉町 長泉バイパス店 小売業 衣料品 5%

123,918 静岡県 長泉町 セブン－イレブン長泉南店 小売業 食料品 2%

123,919 静岡県 長泉町 ニッセンシェイプファンデサロンシルフィー 小売業 衣料品 5%

123,920 静岡県 長泉町 ｎｏｓｔａｌｇｉａ サービス 飲食業 5%

123,921 静岡県 長泉町 パタパタ長泉店 サービス 飲食業 5%

123,922 静岡県 長泉町 美容室プレシャス サービス 理容・美容業 5%

123,923 静岡県 長泉町 美容室ＰｅＰｅ３５ サービス 理容・美容業 5%

123,924 静岡県 長泉町 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　Ｃａ　ｄｅｐｅｎｄ 小売業 食料品 5%

123,925 静岡県 長泉町 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　静岡長泉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

123,926 静岡県 長泉町 ふとん工房サンウール（店舗内） 小売業 家具・調度品 5%

123,927 静岡県 長泉町 プロショップ　カサハラ 小売業 その他小売 5%

123,928 静岡県 長泉町 マエダ電器 小売業 電化製品 5%

123,929 静岡県 長泉町 マクドナルド２４６長泉店 サービス 飲食業 2%

123,930 静岡県 長泉町 三島北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,931 静岡県 長泉町 三島ダイハツ本社 小売業 その他小売 5%

123,932 静岡県 長泉町 ＭＩＳＴＯｇｅｌａｔｏ サービス 飲食業 5%

123,933 静岡県 長泉町 メガネの三島　長泉本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

123,934 静岡県 長泉町 ｙｏｕｓｔａｎｄａｒｄ 小売業 衣料品 5%

123,935 静岡県 長泉町 吉川石材　長泉なめり駅前展示場 小売業 その他小売 5%

123,936 静岡県 長泉町 ＬＩＴＡ ｈａｉｒ ｌｏｕｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

123,937 静岡県 長泉町 レストランストーリーズ サービス 飲食業 5%

123,938 静岡県 西伊豆町 伊豆屋商店 小売業 その他小売 5%

123,939 静岡県 西伊豆町 磯割烹　佳倉 サービス 飲食業 5%

123,940 静岡県 西伊豆町 磯料理 岩屋 サービス 飲食業 5%

123,941 静岡県 西伊豆町 出光仁科ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,942 静岡県 西伊豆町 宇久須ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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123,943 静岡県 西伊豆町 海辺のかくれ湯清流 サービス 宿泊業 5%

123,944 静岡県 西伊豆町 かごや洋品店　ＫＡＧＯＹＡ 小売業 衣料品 5%

123,945 静岡県 西伊豆町 加山雄三ミュージアム 小売業 その他小売 5%

123,946 静岡県 西伊豆町 ガラス工房ＦＡＲＯ サービス その他サービス 5%

123,947 静岡県 西伊豆町 きがるな・・宿・シーガル サービス 宿泊業 5%

123,948 静岡県 西伊豆町 サンフレッシュ田子店 小売業 食料品 5%

123,949 静岡県 西伊豆町 シーランドダイビングサービス サービス その他サービス 5%

123,950 静岡県 西伊豆町 しんや洋品店 小売業 衣料品 5%

123,951 静岡県 西伊豆町 絶景の宿　堂ヶ島ホテル天遊 サービス 宿泊業 5%

123,952 静岡県 西伊豆町 田子ダイビングセンター サービス その他サービス 5%

123,953 静岡県 西伊豆町 つり具のたかやなぎ　つり具のたかやなぎ 小売業 その他小売 5%

123,954 静岡県 西伊豆町 堂ヶ島ホテル天遊 サービス 宿泊業 5%

123,955 静岡県 西伊豆町 西伊豆　クリスタルビューホテル サービス 宿泊業 5%

123,956 静岡県 西伊豆町 セブン－イレブン西伊豆賀茂店 小売業 食料品 2%

123,957 静岡県 西伊豆町 西伊豆魚料理新造屋 サービス 飲食業 5%

123,958 静岡県 西伊豆町 セブン－イレブン西伊豆町仁科店 小売業 食料品 2%

123,959 静岡県 西伊豆町 セブン－イレブン西伊豆堂ヶ島店 小売業 食料品 2%

123,960 静岡県 西伊豆町 ニド－　車検屋さん サービス その他サービス 5%

123,961 静岡県 西伊豆町 日洋電気 小売業 電化製品 5%

123,962 静岡県 西伊豆町 フードストアあおき　西伊豆店 小売業 食料品 5%

123,963 静岡県 西伊豆町 繭二梁 サービス 宿泊業 5%

123,964 静岡県 西伊豆町 保海荘 サービス 宿泊業 5%

123,965 静岡県 西伊豆町 山本工業所 サービス その他サービス 5%

123,966 静岡県 西伊豆町 ロッジモンド サービス 宿泊業 5%

123,967 静岡県 沼津市 アーク沼津店 小売業 衣料品 5%

123,968 静岡県 沼津市 ｉＰｈｏｎｅ修理の店沼津南店 サービス その他サービス 5%

123,969 静岡県 沼津市 Ａｉｍｉｎ． サービス 理容・美容業 5%

123,970 静岡県 沼津市 赤池カーコミュニケーツシステムズ　赤池カーコミュニケーツシステムズ 小売業 その他小売 5%

123,971 静岡県 沼津市 ＡＸＥ サービス 理容・美容業 5%

123,972 静岡県 沼津市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｂｒｉｇｈｔ沼津 サービス 理容・美容業 5%

123,973 静岡県 沼津市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃａｎｔｈ沼津 サービス 理容・美容業 5%

123,974 静岡県 沼津市 あじや サービス 飲食業 5%

123,975 静岡県 沼津市 東工業株式会社　リフォームアズマ サービス その他サービス 5%

123,976 静岡県 沼津市 ａｔｅｌｉｅｒ＋?ｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

123,977 静岡県 沼津市 炙や勘右エ門 サービス 飲食業 5%

123,978 静岡県 沼津市 阿部自動車 サービス その他サービス 5%

123,979 静岡県 沼津市 海女小屋　沼津店 サービス 飲食業 5%

123,980 静岡県 沼津市 アマノフィッシング 小売業 その他小売 5%

123,981 静岡県 沼津市 ＡＭＡＹＡＤＯＲＩ 小売業 家具・調度品 5%

123,982 静岡県 沼津市 アンショップ　イシバシプラザ店 小売業 衣料品 5%

123,983 静岡県 沼津市 杏んず サービス 飲食業 5%

123,984 静岡県 沼津市 井草呉服店 小売業 衣料品 5%
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123,985 静岡県 沼津市 いくま自動車 サービス その他サービス 5%

123,986 静岡県 沼津市 居酒屋喜心 サービス 飲食業 5%

123,987 静岡県 沼津市 イザック　えん サービス 飲食業 5%

123,988 静岡県 沼津市 イシグロ　沼津店 小売業 その他小売 5%

123,989 静岡県 沼津市 ㈲石橋園 小売業 食料品 5%

123,990 静岡県 沼津市 石渡産業株式会社 サービス その他サービス 5%

123,991 静岡県 沼津市 伊勢屋ガリバー リコー通り店 小売業 食料品 5%

123,992 静岡県 沼津市 伊勢屋ガリバー　沼津香貫店 小売業 食料品 5%

123,993 静岡県 沼津市 磯味の宿　魚庵さゝ家 サービス 宿泊業 5%

123,994 静岡県 沼津市 一番亭　沼津東名インター店 サービス 飲食業 5%

123,995 静岡県 沼津市 ｉｔ’ｓ 小売業 衣料品 5%

123,996 静岡県 沼津市 出光静浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,997 静岡県 沼津市 出光戸田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

123,998 静岡県 沼津市 犬のアリス 小売業 その他小売 5%

123,999 静岡県 沼津市 Ｖｉａ　ｄｅｕｘｉｅｍｅ　Ｖｉａ　ｄｅｕｘｉｅｍｅ サービス 飲食業 5%

124,000 静岡県 沼津市 ウエダ動物クリニック サービス その他サービス 5%

124,001 静岡県 沼津市 うちだけの味 武井牧場 サービス 飲食業 5%

124,002 静岡県 沼津市 うなぎ処京丸 サービス 飲食業 5%

124,003 静岡県 沼津市 海竹山竹ストア 小売業 食料品 5%

124,004 静岡県 沼津市 海のぺんしょん　マリンビュー サービス 宿泊業 5%

124,005 静岡県 沼津市 海のほてる　いさば サービス 宿泊業 5%

124,006 静岡県 沼津市 エアコンショップ菱進 小売業 電化製品 5%

124,007 静岡県 沼津市 エース 沼津店 小売業 その他小売 5%

124,008 静岡県 沼津市 えがおのひろば。沼津ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

124,009 静岡県 沼津市 エテルナ株式会社　エテルナ沼津イシバシプラザ店 小売業 衣料品 5%

124,010 静岡県 沼津市 ＥｎｅＪｅｔ静浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,011 静岡県 沼津市 えび伝 小売業 家具・調度品 5%

124,012 静岡県 沼津市 エムズスピード静岡 サービス その他サービス 5%

124,013 静岡県 沼津市 ＥＬあきやま 小売業 電化製品 5%

124,014 静岡県 沼津市 エンジェルマリン サービス その他サービス 5%

124,015 静岡県 沼津市 大川電器 小売業 電化製品 5%

124,016 静岡県 沼津市 大田呉服店 小売業 衣料品 5%

124,017 静岡県 沼津市 大田呉服店　絹の館 小売業 衣料品 5%

124,018 静岡県 沼津市 大橋 小売業 その他小売 5%

124,019 静岡県 沼津市 岡田金魚店 小売業 その他小売 5%

124,020 静岡県 沼津市 岡田金魚店 岡田金魚店 小売業 その他小売 5%

124,021 静岡県 沼津市 岡の宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,022 静岡県 沼津市 岡宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,023 静岡県 沼津市 オギノ沼津インター店 小売業 食料品 5%

124,024 静岡県 沼津市 おしゃれショップヤマザキ 小売業 衣料品 5%

124,025 静岡県 沼津市 お宝中古市場　沼津店 小売業 その他小売 5%

124,026 静岡県 沼津市 おでん・居酒屋「飛騨」 サービス 飲食業 5%
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124,027 静岡県 沼津市 小原自動車工業 サービス その他サービス 5%

124,028 静岡県 沼津市 Ｏｈａｉｒｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

124,029 静岡県 沼津市 オペラ サービス 飲食業 5%

124,030 静岡県 沼津市 オリックスレンタカー沼津店 サービス その他サービス 2%

124,031 静岡県 沼津市 居酒屋おんも サービス 飲食業 5%

124,032 静岡県 沼津市 カーケアーセンター卸団地沼津卸団地サービス株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,033 静岡県 沼津市 ｃａｌｍ サービス 理容・美容業 5%

124,034 静岡県 沼津市 海人　沼津駅前店 サービス 飲食業 5%

124,035 静岡県 沼津市 カイロプラクティック施術院おひさま サービス 理容・美容業 5%

124,036 静岡県 沼津市 カギの安心工房 小売業 その他小売 5%

124,037 静岡県 沼津市 雅心苑金岡店 小売業 食料品 5%

124,038 静岡県 沼津市 片浜どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

124,039 静岡県 沼津市 かつ銀　沼津東椎路店 サービス 飲食業 5%

124,040 静岡県 沼津市 カネトモひもの店　本店 小売業 食料品 5%

124,041 静岡県 沼津市 カネヨ電気商会 小売業 電化製品 5%

124,042 静岡県 沼津市 カフェ・ダイニング　Ｊ・みーと サービス 飲食業 5%

124,043 静岡県 沼津市 ｃａｆｅ＆ｂａｌ　　Ｐｏｐｏｌｏ サービス 飲食業 5%

124,044 静岡県 沼津市 Ｃａｆｅ　ｄｉｎｉｎｇ　ｌａｕｇｈ サービス 飲食業 5%

124,045 静岡県 沼津市 株式会社アクト サービス 運輸業 5%

124,046 静岡県 沼津市 株式会社安全ガス器具商会 小売業 その他小売 5%

124,047 静岡県 沼津市 株式会社 大村石油 株式会社大村石油 沼津原東沖給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,048 静岡県 沼津市 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ雅 サービス その他サービス 5%

124,049 静岡県 沼津市 株式会社フジカーサービス　ガリバー沼津学園通り店 小売業 その他小売 2%

124,050 静岡県 沼津市 株式会社マイルド 小売業 その他小売 5%

124,051 静岡県 沼津市 ｋａｈｏｎ　沼津北店 小売業 食料品 5%

124,052 静岡県 沼津市 亀屋　沼津みなと新鮮館店 小売業 家具・調度品 5%

124,053 静岡県 沼津市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋沼津インター店 サービス 飲食業 2%

124,054 静岡県 沼津市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋沼津原店 サービス 飲食業 2%

124,055 静岡県 沼津市 河合塾マナビス沼津校 サービス その他サービス 2%

124,056 静岡県 沼津市 かわむら　沼津本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,057 静岡県 沼津市 岸本ビジネスサポ－ト サービス その他サービス 5%

124,058 静岡県 沼津市 季節料理吟水 サービス 飲食業 5%

124,059 静岡県 沼津市 キムキムキッチン キムキムキッチン サービス 飲食業 5%

124,060 静岡県 沼津市 木村治司税理士事務所 サービス その他サービス 5%

124,061 静岡県 沼津市 牛角沼津西店 サービス 飲食業 2%

124,062 静岡県 沼津市 協和クリーニング サービス その他サービス 5%

124,063 静岡県 沼津市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ沼津店 小売業 その他小売 5%

124,064 静岡県 沼津市 ＱＵＥＳＴ 小売業 衣料品 5%

124,065 静岡県 沼津市 串特急　大塚店 サービス 飲食業 5%

124,066 静岡県 沼津市 串特急　沼津駅南口店 サービス 飲食業 5%

124,067 静岡県 沼津市 串特急　沼津原店 サービス 飲食業 5%

124,068 静岡県 沼津市 串特急　沼津吉田町店 サービス 飲食業 5%
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124,069 静岡県 沼津市 串特急　沼津リコー通り店 サービス 飲食業 5%

124,070 静岡県 沼津市 串特急グループ サービス 飲食業 5%

124,071 静岡県 沼津市 クラフティー サービス その他サービス 5%

124,072 静岡県 沼津市 クラム 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,073 静岡県 沼津市 グラン　ルージュ　ｃａｆｅ　グラン　ルージュ サービス 飲食業 5%

124,074 静岡県 沼津市 グランマ サービス 飲食業 5%

124,075 静岡県 沼津市 クール・カレアン沼津店 小売業 衣料品 5%

124,076 静岡県 沼津市 くるまの酒井 サービス その他サービス 5%

124,077 静岡県 沼津市 クロロフイル　大手町美顔教室 小売業 その他小売 5%

124,078 静岡県 沼津市 ケイ・エスＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

124,079 静岡県 沼津市 元ＴＨＥ衛門 サービス 飲食業 5%

124,080 静岡県 沼津市 セブンーイレブンＫＯＹＯ沼津市立病院店 小売業 食料品 2%

124,081 静岡県 沼津市 ココチホテル沼津 サービス 宿泊業 5%

124,082 静岡県 沼津市 ご馳走家　番屋 サービス 飲食業 5%

124,083 静岡県 沼津市 株式会社ワンタン サービス 飲食業 5%

124,084 静岡県 沼津市 ＧＯＴＥＮ　沼津駅前店 サービス 飲食業 5%

124,085 静岡県 沼津市 寿屋　寿屋 小売業 その他小売 5%

124,086 静岡県 沼津市 ＴＨＥ　ＯＫＡＥＲＵ サービス 飲食業 5%

124,087 静岡県 沼津市 さえ丸おじさんの店沼津駅南口店 サービス 飲食業 5%

124,088 静岡県 沼津市 ＳＡＫＵＲＡ　ｆｉｒｓｔ　ｓｔａｇｅ 小売業 衣料品 5%

124,089 静岡県 沼津市 サヤマボディーチューニング サービス その他サービス 5%

124,090 静岡県 沼津市 ＳＡＬＹ サービス 飲食業 5%

124,091 静岡県 沼津市 サンエイト沼津店 小売業 その他小売 5%

124,092 静岡県 沼津市 サングリア沼津東名店 サービス 飲食業 5%

124,093 静岡県 沼津市 三青貴宝 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,094 静岡県 沼津市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　沼津営業所 小売業 その他小売 5%

124,095 静岡県 沼津市 ＣＳカネヨ 小売業 電化製品 5%

124,096 静岡県 沼津市 静岡県自動車学校沼津校 サービス その他サービス 5%

124,097 静岡県 沼津市 静岡姿勢美ラボクリスタル サービス 理容・美容業 5%

124,098 静岡県 沼津市 シフォンケーキのお店ｋａｈｏｎ 小売業 食料品 5%

124,099 静岡県 沼津市 清水塗装店 サービス その他サービス 5%

124,100 静岡県 沼津市 志村自動車 サービス その他サービス 5%

124,101 静岡県 沼津市 写真箱沼津店 サービス その他サービス 5%

124,102 静岡県 沼津市 写真箱沼津原店 サービス その他サービス 5%

124,103 静岡県 沼津市 出張トリミング フリートリマーＡｓａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

124,104 静岡県 沼津市 ジョリーアンジュ サービス 飲食業 5%

124,105 静岡県 沼津市 しらかべ衣料百貨店 小売業 衣料品 5%

124,106 静岡県 沼津市 スーパーカドイケ本店 小売業 食料品 5%

124,107 静岡県 沼津市 すし処　古川 サービス 飲食業 5%

124,108 静岡県 沼津市 すし処京丸 サービス 飲食業 5%

124,109 静岡県 沼津市 鮨処　匠 サービス 飲食業 5%

124,110 静岡県 沼津市 寿し和食ひろちゃん サービス 飲食業 5%
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124,111 静岡県 沼津市 鈴木電気商会 小売業 電化製品 5%

124,112 静岡県 沼津市 スタイリングルーム　ｏｎ 小売業 衣料品 5%

124,113 静岡県 沼津市 Ｓｔａｒ★Ｇａｒａｇｅ・Ｃｏｎｆ 小売業 その他小売 5%

124,114 静岡県 沼津市 スタジオヒコ サービス その他サービス 5%

124,115 静岡県 沼津市 すたみな太郎　西友沼津店 サービス 飲食業 5%

124,116 静岡県 沼津市 スナック華月 サービス 飲食業 5%

124,117 静岡県 沼津市 ＳＰＩＲＩＴＳ　ｈａｉｒ　ｃｒｅａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

124,118 静岡県 沼津市 スプーニー サービス 飲食業 5%

124,119 静岡県 沼津市 すみや楽器ショップ　沼津バイパス店 小売業 その他小売 5%

124,120 静岡県 沼津市 駿沼学生協 小売業 その他小売 5%

124,121 静岡県 沼津市 お茶の静香園 小売業 食料品 5%

124,122 静岡県 沼津市 ＳＥＣＥＳＳⅰＯＮ 小売業 衣料品 5%

124,123 静岡県 沼津市 セルフ五月ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,124 静岡県 沼津市 セレクトイン沼津 サービス 宿泊業 5%

124,125 静岡県 沼津市 蕎麦居酒屋えびす庵 サービス 飲食業 5%

124,126 静岡県 沼津市 （株）大成　沼北〔営〕 小売業 家具・調度品 5%

124,127 静岡県 沼津市 （株）大成　沼津〔営〕 小売業 家具・調度品 5%

124,128 静岡県 沼津市 ダイニングバー　マルシェ サービス 飲食業 5%

124,129 静岡県 沼津市 鷹匠イコシ 小売業 衣料品 5%

124,130 静岡県 沼津市 竹浦自工 サービス その他サービス 5%

124,131 静岡県 沼津市 竹沢電機　駅北店 小売業 電化製品 5%

124,132 静岡県 沼津市 竹沢電機店 小売業 電化製品 5%

124,133 静岡県 沼津市 ＴａｇｏｒｅＨｏｓｔｅｌ サービス 宿泊業 5%

124,134 静岡県 沼津市 Ｔａｇｏｒｅ サービス 宿泊業 5%

124,135 静岡県 沼津市 卓球専門店ぬまたく 小売業 その他小売 5%

124,136 静岡県 沼津市 タックルオフ　沼津店 小売業 その他小売 5%

124,137 静岡県 沼津市 たま動物病院 サービス その他サービス 5%

124,138 静岡県 沼津市 タムタムギャラリー サービス その他サービス 5%

124,139 静岡県 沼津市 樽の中 サービス 飲食業 5%

124,140 静岡県 沼津市 中央静岡ヤクルト販売 原センター 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,141 静岡県 沼津市 銚子港　沼津店 サービス 飲食業 5%

124,142 静岡県 沼津市 つきじ海賓　沼津店 サービス 飲食業 5%

124,143 静岡県 沼津市 （有）つじ写真館 サービス その他サービス 5%

124,144 静岡県 沼津市 ツタヤ　中原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,145 静岡県 沼津市 ツチヤ　ユニ．セルフ２４金岡　ＰＯＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,146 静岡県 沼津市 つむぎや 小売業 衣料品 5%

124,147 静岡県 沼津市 ティーワン 小売業 その他小売 5%

124,148 静岡県 沼津市 鉄工団地ＳＳ　沼津鉄工団地協同組合 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,149 静岡県 沼津市 鉄板焼き＆ダイニングＧＯＡＬＤ サービス 飲食業 5%

124,150 静岡県 沼津市 ＤＥＬＴＡＲＩＮＧＧＹＭ サービス その他サービス 5%

124,151 静岡県 沼津市 てんくう沼津駅南口店 サービス 飲食業 5%

124,152 静岡県 沼津市 東海補聴器センター沼津店 小売業 その他小売 5%
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124,153 静岡県 沼津市 東京堂みどり薬局 小売業 その他小売 5%

124,154 静岡県 沼津市 とうざ サービス 飲食業 5%

124,155 静岡県 沼津市 桃中軒沼津駅改札売店 サービス 飲食業 5%

124,156 静岡県 沼津市 東部自動車学校 サービス 運輸業 5%

124,157 静岡県 沼津市 ＤｏｌｌｙＧｉｒｌ 小売業 衣料品 5%

124,158 静岡県 沼津市 ｔｏｑ＇ｓ サービス 飲食業 5%

124,159 静岡県 沼津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ駿河ＯｎｅＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,160 静岡県 沼津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ沼津インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,161 静岡県 沼津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ沼津西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,162 静岡県 沼津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ沼津東店 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,163 静岡県 沼津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ沼津上香貫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,164 静岡県 沼津市 特急 サービス 飲食業 5%

124,165 静岡県 沼津市 魚魚炉 サービス 飲食業 5%

124,166 静岡県 沼津市 トーメイカラー 小売業 その他小売 5%

124,167 静岡県 沼津市 トヨタ部品静岡共販沼津営業所 サービス その他サービス 5%

124,168 静岡県 沼津市 なごみ　沼津店 サービス 飲食業 5%

124,169 静岡県 沼津市 弐／弐 サービス 飲食業 5%

124,170 静岡県 沼津市 ニユー沼津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,171 静岡県 沼津市 ニューライフツチヤ 小売業 その他小売 5%

124,172 静岡県 沼津市 沼津バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,173 静岡県 沼津市 沼津原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,174 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津一本松店 小売業 食料品 2%

124,175 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津井出店 小売業 食料品 2%

124,176 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津今沢店 小売業 食料品 2%

124,177 静岡県 沼津市 沼津インター　軽油 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,178 静岡県 沼津市 沼津インター東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,179 静岡県 沼津市 沼津うなよし サービス 飲食業 5%

124,180 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津駅北口店 小売業 食料品 2%

124,181 静岡県 沼津市 沼津大岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,182 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津大岡北店 小売業 食料品 2%

124,183 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津大岡店 小売業 食料品 2%

124,184 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津大岡西店 小売業 食料品 2%

124,185 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津大岡南店 小売業 食料品 2%

124,186 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津大塚店 小売業 食料品 2%

124,187 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津大手町４丁目店 小売業 食料品 2%

124,188 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津岡一色北店 小売業 食料品 2%

124,189 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津岡一色店 小売業 食料品 2%

124,190 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津岡宮北店 小売業 食料品 2%

124,191 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津岡宮東店 小売業 食料品 2%

124,192 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津学園通り店 小売業 食料品 2%

124,193 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津熊堂店 小売業 食料品 2%

124,194 静岡県 沼津市 沼津港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

2959



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

124,195 静岡県 沼津市 沼津国際カントリークラブ サービス その他サービス 5%

124,196 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津小諏訪店 小売業 食料品 2%

124,197 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津寿町店 小売業 食料品 2%

124,198 静岡県 沼津市 沼津御用邸記念公園 サービス 宿泊業 5%

124,199 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津志下店 小売業 食料品 2%

124,200 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津下香貫店 小売業 食料品 2%

124,201 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津下香貫南店 小売業 食料品 2%

124,202 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津自由ケ丘店 小売業 食料品 2%

124,203 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津新宿町店 小売業 食料品 2%

124,204 静岡県 沼津市 沼津石材　沼津店 サービス その他サービス 5%

124,205 静岡県 沼津市 沼津中央自動車 小売業 その他小売 5%

124,206 静岡県 沼津市 沼津中央動物病院 サービス その他サービス 5%

124,207 静岡県 沼津市 沼津電化社 小売業 電化製品 5%

124,208 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津島郷店 小売業 食料品 2%

124,209 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津西沢田店 小売業 食料品 2%

124,210 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津西沢田東店 小売業 食料品 2%

124,211 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津西椎路店 小売業 食料品 2%

124,212 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津のぼりみち通り店 小売業 食料品 2%

124,213 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津原店 小売業 食料品 2%

124,214 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津原町中３丁目店 小売業 食料品 2%

124,215 静岡県 沼津市 沼津東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,216 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津東椎路店 小売業 食料品 2%

124,217 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津東原店 小売業 食料品 2%

124,218 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津本郷店 小売業 食料品 2%

124,219 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津本田町店 小売業 食料品 2%

124,220 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津本町店 小売業 食料品 2%

124,221 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津松長店 小売業 食料品 2%

124,222 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津港店 小売業 食料品 2%

124,223 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津御幸町店 小売業 食料品 2%

124,224 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津柳町店 小売業 食料品 2%

124,225 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津吉田店 小売業 食料品 2%

124,226 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津米山町店 小売業 食料品 2%

124,227 静岡県 沼津市 セブン－イレブン沼津リコー通り店 小売業 食料品 2%

124,228 静岡県 沼津市 ネイロ　アナン サービス 理容・美容業 5%

124,229 静岡県 沼津市 Ｎｅｌｓｏｎ サービス 飲食業 5%

124,230 静岡県 沼津市 の　の サービス 理容・美容業 5%

124,231 静岡県 沼津市 の一食堂 サービス 飲食業 5%

124,232 静岡県 沼津市 はごろも荘 サービス 宿泊業 5%

124,233 静岡県 沼津市 はごろもマリンサービス大瀬崎 サービス その他サービス 5%

124,234 静岡県 沼津市 パスタ屋一丁目 沼津店 サービス 飲食業 5%

124,235 静岡県 沼津市 ｐａｔｉｓｓｉｅｒ　Ｋｉｄｏｋｏｒｏ 小売業 食料品 5%

124,236 静岡県 沼津市 花森家具　沼津店 小売業 家具・調度品 5%
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124,237 静岡県 沼津市 パピーランド 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,238 静岡県 沼津市 ハビスパソコンプロフェッショナルズ サービス その他サービス 5%

124,239 静岡県 沼津市 ハビタット サービス その他サービス 5%

124,240 静岡県 沼津市 原町電器産業 小売業 電化製品 5%

124,241 静岡県 沼津市 馬力 サービス 運輸業 5%

124,242 静岡県 沼津市 ＢＡＲＢＡ サービス 飲食業 5%

124,243 静岡県 沼津市 ｖａｎｚｏ サービス 飲食業 5%

124,244 静岡県 沼津市 ハンの辻村 小売業 その他小売 5%

124,245 静岡県 沼津市 Ｂｐａｎ サービス 飲食業 5%

124,246 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売 御殿場センター 小売業 食料品 5%

124,247 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売　みくりやセンター 小売業 食料品 5%

124,248 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売 かやの木センター 小売業 食料品 5%

124,249 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売　富士岡センター 小売業 食料品 5%

124,250 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売 伊東センター 小売業 食料品 5%

124,251 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売　下田センター 小売業 食料品 5%

124,252 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売　松崎センター 小売業 食料品 5%

124,253 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売　修善寺センター 小売業 食料品 5%

124,254 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売　大仁センター 小売業 食料品 5%

124,255 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売　あしたかセンター 小売業 食料品 5%

124,256 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売　徳倉センター 小売業 食料品 5%

124,257 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売　二瀬川センター 小売業 食料品 5%

124,258 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売 香貫センター 小売業 食料品 5%

124,259 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売 伊豆長岡センター 小売業 食料品 5%

124,260 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売　沼津駅南センター 小売業 食料品 5%

124,261 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売 沼津駅東センター 小売業 食料品 5%

124,262 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売　片浜センター 小売業 食料品 5%

124,263 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売 間門センター 小売業 食料品 5%

124,264 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売　竹原センター 小売業 食料品 5%

124,265 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売 谷田センター 小売業 食料品 5%

124,266 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売 田町センター 小売業 食料品 5%

124,267 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売 かんなみセンター 小売業 食料品 5%

124,268 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売 大場センター 小売業 食料品 5%

124,269 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売　土狩センター 小売業 食料品 5%

124,270 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売 三島駅北センター 小売業 食料品 5%

124,271 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売 裾野センター 小売業 食料品 5%

124,272 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売 裾野東センター 小売業 食料品 5%

124,273 静岡県 沼津市 東静岡ヤクルト販売 須山センター 小売業 食料品 5%

124,274 静岡県 沼津市 ＰＣ＆ブレイン サービス その他サービス 5%

124,275 静岡県 沼津市 ビジュード・ヨーコ 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,276 静岡県 沼津市 ビジュード・ヨーコ 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,277 静岡県 沼津市 株式会社１００ｐｅｒｃｅｎｔ サービス その他サービス 5%

124,278 静岡県 沼津市 美容室　ａｋａｒｉ サービス 理容・美容業 5%
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124,279 静岡県 沼津市 美容室フォーリス サービス 理容・美容業 5%

124,280 静岡県 沼津市 ピラティスメソッドジャパン株式会社 サービス その他サービス 5%

124,281 静岡県 沼津市 広島鉄板居酒屋　おっこん雅 サービス 飲食業 5%

124,282 静岡県 沼津市 ［ＨＣ］ヒロセ電機店 小売業 電化製品 5%

124,283 静岡県 沼津市 ファームガーデンホテル サービス その他サービス 5%

124,284 静岡県 沼津市 ファミリーどうぶつクリニック サービス その他サービス 5%

124,285 静岡県 沼津市 福食堂 サービス 飲食業 5%

124,286 静岡県 沼津市 婦人服　アビオン 小売業 衣料品 5%

124,287 静岡県 沼津市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　沼津リコー通り店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

124,288 静岡県 沼津市 フードストアあおき 小売業 食料品 5%

124,289 静岡県 沼津市 ふみ野 ふみ野 サービス 飲食業 5%

124,290 静岡県 沼津市 プラナ沼津 サービス 理容・美容業 5%

124,291 静岡県 沼津市 フランス料理　ヌーヴォサンス サービス 飲食業 5%

124,292 静岡県 沼津市 ｂｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

124,293 静岡県 沼津市 ヘアーサロンウエマツ サービス 理容・美容業 5%

124,294 静岡県 沼津市 戸田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,295 静岡県 沼津市 ペット葬祭　友心 サービス その他サービス 5%

124,296 静岡県 沼津市 ベルサイユのバル サービス 飲食業 5%

124,297 静岡県 沼津市 ベルタクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

124,298 静岡県 沼津市 弁天堂薬局 小売業 その他小売 5%

124,299 静岡県 沼津市 保坂動物病院 サービス その他サービス 5%

124,300 静岡県 沼津市 ボディーワークス・アルファ サービス その他サービス 5%

124,301 静岡県 沼津市 ホテル沼津キャッスル　Ｈｏｔｅｌ　Ｎｕｍａｚｕ　Ｃａｓｔｌｅ サービス 宿泊業 5%

124,302 静岡県 沼津市 ポルシェ沼津 小売業 その他小売 5%

124,303 静岡県 沼津市 ｍａＲ サービス 理容・美容業 5%

124,304 静岡県 沼津市 マクドナルド１号線沼津店 サービス 飲食業 2%

124,305 静岡県 沼津市 マクドナルド香貫店 サービス 飲食業 2%

124,306 静岡県 沼津市 マクドナルド沼津インター店 サービス 飲食業 2%

124,307 静岡県 沼津市 マクドナルド沼津駅北口店 サービス 飲食業 2%

124,308 静岡県 沼津市 マクドナルド沼津学園通り店 サービス 飲食業 2%

124,309 静岡県 沼津市 マクドナルド沼津コープ店 サービス 飲食業 2%

124,310 静岡県 沼津市 マクドナルド沼津原店 サービス 飲食業 2%

124,311 静岡県 沼津市 真砂町ＳＳ有限会社星勝商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,312 静岡県 沼津市 増田電化サービス 小売業 電化製品 5%

124,313 静岡県 沼津市 ＭａｘＦｒｉｔｚＧＡＲＡＧＥ沼津 小売業 衣料品 5%

124,314 静岡県 沼津市 丸勘 サービス 飲食業 5%

124,315 静岡県 沼津市 マルシェ サービス 飲食業 5%

124,316 静岡県 沼津市 丸惣小川くだもの 小売業 食料品 5%

124,317 静岡県 沼津市 マルト白壁本店 サービス その他サービス 5%

124,318 静岡県 沼津市 まるに 小売業 食料品 5%

124,319 静岡県 沼津市 まろん サービス 飲食業 5%

124,320 静岡県 沼津市 ミズタ　下本町店 小売業 食料品 5%
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124,321 静岡県 沼津市 みどり愛生薬局 小売業 その他小売 5%

124,322 静岡県 沼津市 皆川自動車板金塗装工業所 サービス その他サービス 5%

124,323 静岡県 沼津市 みなとの磯はる食堂 サービス 飲食業 5%

124,324 静岡県 沼津市 宮田動物病院 サービス その他サービス 5%

124,325 静岡県 沼津市 ムラマツ時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,326 静岡県 沼津市 メガネのウインク　原町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,327 静岡県 沼津市 メディアポリス　沼津リコー通り店 小売業 その他小売 2%

124,328 静岡県 沼津市 モイスティーヌ沼津サロン 小売業 その他小売 5%

124,329 静岡県 沼津市 もみかる　沼津香貫店 サービス その他サービス 5%

124,330 静岡県 沼津市 森のベビーハウス サービス その他サービス 5%

124,331 静岡県 沼津市 モリヤガラス サービス その他サービス 5%

124,332 静岡県 沼津市 矢東タイヤ沼津販売　沼津営業所 小売業 その他小売 5%

124,333 静岡県 沼津市 山正 サービス 飲食業 5%

124,334 静岡県 沼津市 Ｈａｎａｒｅ サービス 飲食業 5%

124,335 静岡県 沼津市 大和屋時計店沼津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,336 静岡県 沼津市 有限会社沼津オートグラス サービス その他サービス 5%

124,337 静岡県 沼津市 有限会社エス・キムラ 小売業 その他小売 5%

124,338 静岡県 沼津市 （有）奥和ｓｈｏｐ和助 小売業 食料品 5%

124,339 静岡県 沼津市 有限会社串屋 サービス 飲食業 5%

124,340 静岡県 沼津市 有限会社酒の矢田 サービス 飲食業 5%

124,341 静岡県 沼津市 ［ＨＣ］有限会社サワダ電機 小売業 電化製品 5%

124,342 静岡県 沼津市 有限会社富士徽章 小売業 その他小売 5%

124,343 静岡県 沼津市 遊山 サービス 飲食業 5%

124,344 静岡県 沼津市 ユニ．セルフ２４金岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,345 静岡県 沼津市 ユニ．セルフ２４金岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,346 静岡県 沼津市 洋食酒房　壱膳屋 サービス 飲食業 5%

124,347 静岡県 沼津市 ＹＯＳＨＩＭＩＢｅａｕｔｙＯＫＡ サービス 理容・美容業 5%

124,348 静岡県 沼津市 らーめん天 サービス 飲食業 5%

124,349 静岡県 沼津市 Ｌａ．Ｓｅｅｄ サービス 飲食業 5%

124,350 静岡県 沼津市 ＲｕｓＨＣｏｍｐａｎｙ 小売業 その他小売 5%

124,351 静岡県 沼津市 ラ・デファンス サービス 理容・美容業 5%

124,352 静岡県 沼津市 ラングドール 小売業 食料品 5%

124,353 静岡県 沼津市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　トップ・ワークス サービス その他サービス 2%

124,354 静岡県 沼津市 ResortGarage 小売業 その他小売 5%

124,355 静岡県 沼津市 リトルフィールド 小売業 衣料品 5%

124,356 静岡県 沼津市 リトルモンキー サービス 理容・美容業 5%

124,357 静岡県 沼津市 ｌｉｌｌ　リル　　ｌｉｌｌ サービス 飲食業 5%

124,358 静岡県 沼津市 リンクスかなざわ 小売業 電化製品 5%

124,359 静岡県 沼津市 リンクスムラマツ 小売業 電化製品 5%

124,360 静岡県 沼津市 ル クラシナ 小売業 食料品 5%

124,361 静岡県 沼津市 レストランＤＡＤＡ 沼津店 サービス 飲食業 5%

124,362 静岡県 沼津市 ＲＥＮＴＡＬ８１９沼津駅前 サービス その他サービス 5%
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124,363 静岡県 沼津市 ロータスヤマダ サービス その他サービス 5%

124,364 静岡県 沼津市 ワイズモーターサイクル 小売業 その他小売 5%

124,365 静岡県 沼津市 藁科自動車工業所 サービス その他サービス 5%

124,366 静岡県 浜松市 Ｒ＆Ｅイオンモール浜松志都呂 小売業 その他小売 5%

124,367 静岡県 浜松市 Ａｒｔ．ｄｅ．ｖｉｖｒｅ サービス 理容・美容業 5%

124,368 静岡県 浜松市 アイメイク 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,369 静岡県 浜松市 赤ちゃんデパート水谷　浜松和田店 小売業 衣料品 5%

124,370 静岡県 浜松市 秋葉オートキャンプ場 サービス その他サービス 5%

124,371 静岡県 浜松市 アクアペンション　クッチェッタ サービス 宿泊業 5%

124,372 静岡県 浜松市 アサギ動物病院 サービス その他サービス 5%

124,373 静岡県 浜松市 朝山病院売店 小売業 その他小売 5%

124,374 静岡県 浜松市 亜細亜オート 小売業 その他小売 5%

124,375 静岡県 浜松市 株式会社アジアス 小売業 その他小売 5%

124,376 静岡県 浜松市 ［ＨＣ］アダチ家電有限会社 小売業 電化製品 5%

124,377 静岡県 浜松市 足立メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,378 静岡県 浜松市 アドバコーポレーション東海　浜松営業所 小売業 その他小売 5%

124,379 静岡県 浜松市 ａｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

124,380 静岡県 浜松市 ＲＧＲＡＮＤＥ浜北中瀬店 サービス 理容・美容業 5%

124,381 静岡県 浜松市 ＲＨａｉｒ＆Ｍａｋｅ都田店 サービス 理容・美容業 5%

124,382 静岡県 浜松市 イオンモール浜松志都呂店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,383 静岡県 浜松市 いぐち動物病院 サービス その他サービス 5%

124,384 静岡県 浜松市 イケダヤ 小売業 衣料品 5%

124,385 静岡県 浜松市 イケダヤ　タウン店 小売業 衣料品 5%

124,386 静岡県 浜松市 イケダヤ　立野店 小売業 衣料品 5%

124,387 静岡県 浜松市 イケダヤ　浜北駅前店 小売業 衣料品 5%

124,388 静岡県 浜松市 イケダヤ　リブロス　笠井店 小売業 衣料品 5%

124,389 静岡県 浜松市 池田屋商店　静岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,390 静岡県 浜松市 ｲｹﾔ 文楽館高丘店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,391 静岡県 浜松市 ｲｹﾔ 文楽館高林BOOK館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,392 静岡県 浜松市 石川製餡所　石川製餡所 小売業 食料品 5%

124,393 静岡県 浜松市 いしかわ動物病院 サービス その他サービス 5%

124,394 静岡県 浜松市 イシグロ　浜松入野店 小売業 その他小売 5%

124,395 静岡県 浜松市 イシグロ　浜松高林店 小売業 その他小売 5%

124,396 静岡県 浜松市 三泉石油株式会社泉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,397 静岡県 浜松市 板屋町　とり誠 サービス 飲食業 5%

124,398 静岡県 浜松市 三方原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,399 静岡県 浜松市 いとう電器 小売業 電化製品 5%

124,400 静岡県 浜松市 入野自動車株式会社　東名センター 小売業 その他小売 5%

124,401 静岡県 浜松市 印章館 小売業 その他小売 5%

124,402 静岡県 浜松市 インターオート浜西 サービス その他サービス 5%

124,403 静岡県 浜松市 インターコール・ジャパン サービス その他サービス 5%

124,404 静岡県 浜松市 インテリア・プラザ　上野屋　西伊場店 小売業 家具・調度品 5%
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124,405 静岡県 浜松市 インテリアハウス　アマノ 小売業 家具・調度品 5%

124,406 静岡県 浜松市 インテリアプラザ　上野屋 小売業 家具・調度品 5%

124,407 静岡県 浜松市 有限会社上野屋 小売業 家具・調度品 5%

124,408 静岡県 浜松市 上野屋　上島店　新館 小売業 家具・調度品 5%

124,409 静岡県 浜松市 植むら釣具店 小売業 その他小売 5%

124,410 静岡県 浜松市 魚あら サービス 飲食業 5%

124,411 静岡県 浜松市 ウォーク　引佐店 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,412 静岡県 浜松市 ウォーク　浜松笠井店 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,413 静岡県 浜松市 ウォーク　浜松北店 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,414 静岡県 浜松市 ウォーク　湖東店 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,415 静岡県 浜松市 ウォーク　浜松西店 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,416 静岡県 浜松市 ウォーク　浜松三島町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,417 静岡県 浜松市 ウチヤマ薬局 小売業 その他小売 5%

124,418 静岡県 浜松市 うなぎ大嶋 サービス 飲食業 5%

124,419 静岡県 浜松市 鰻処うな正 サービス 飲食業 5%

124,420 静岡県 浜松市 鰻のきよ川 サービス 飲食業 5%

124,421 静岡県 浜松市 浦川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,422 静岡県 浜松市 浦川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,423 静岡県 浜松市 ＥＩＧＨＴ サービス 理容・美容業 5%

124,424 静岡県 浜松市 エイド　浜松営業所 小売業 その他小売 5%

124,425 静岡県 浜松市 エスファインオートサービス 小売業 その他小売 5%

124,426 静岡県 浜松市 Ｘ－ｓｈａｐｅ サービス その他サービス 5%

124,427 静岡県 浜松市 エテルナ株式会社 ＨＡＰＩＴＡＳ 浜松市野店 小売業 衣料品 5%

124,428 静岡県 浜松市 えにしプランニング サービス その他サービス 5%

124,429 静岡県 浜松市 ＥｎｅＪｅｔ龍禅寺南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,430 静岡県 浜松市 エフヘアー サービス 理容・美容業 5%

124,431 静岡県 浜松市 Ｍ２　浜北店 小売業 衣料品 5%

124,432 静岡県 浜松市 ａｉｍｅｒｆｅｅｌイオンモール浜松市野店 小売業 衣料品 5%

124,433 静岡県 浜松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鷺ノ宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,434 静岡県 浜松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北基地前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,435 静岡県 浜松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフせいれい三方原病院前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,436 静岡県 浜松市 セルフ浜北インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,437 静岡県 浜松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ浜北大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,438 静岡県 浜松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ浜松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,439 静岡県 浜松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ半田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,440 静岡県 浜松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ平口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,441 静岡県 浜松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三方原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,442 静岡県 浜松市 遠州浜給油所　有限会社かどや石油商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,443 静岡県 浜松市 遠日レンタリース サービス その他サービス 5%

124,444 静岡県 浜松市 大串屋 サービス 飲食業 5%

124,445 静岡県 浜松市 大瀬モータース 小売業 その他小売 5%

124,446 静岡県 浜松市 大問屋浜松店 サービス その他サービス 5%
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124,447 静岡県 浜松市 大人見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,448 静岡県 浜松市 お酒肴菜つちや サービス 飲食業 5%

124,449 静岡県 浜松市 お茶の光緑園 小売業 食料品 5%

124,450 静岡県 浜松市 ｏｎｄｅ サービス 理容・美容業 5%

124,451 静岡県 浜松市 ＧｉｒｌｓｃｏｎｃｉｅｒｇｅＯｎｅ＇ｐｉｅｃｅ サービス 理容・美容業 5%

124,452 静岡県 浜松市 ＫＡＯＳナスダ 小売業 電化製品 5%

124,453 静岡県 浜松市 カクタスガレ－ジ 小売業 その他小売 5%

124,454 静岡県 浜松市 岳塗装 サービス その他サービス 5%

124,455 静岡県 浜松市 隠家食堂ｍｉｒｏｋｕ サービス 飲食業 5%

124,456 静岡県 浜松市 かこみ屋 サービス 飲食業 5%

124,457 静岡県 浜松市 かささぎ大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,458 静岡県 浜松市 天竜熊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,459 静岡県 浜松市 カードラボ　浜松店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,460 静岡県 浜松市 かねまつ　浜松メイワン店 小売業 衣料品 5%

124,461 静岡県 浜松市 かねりん鰻店 サービス 飲食業 5%

124,462 静岡県 浜松市 ＧＡＲフィールド 小売業 その他小売 5%

124,463 静岡県 浜松市 株式会社メンテナンスガレージスギモト サービス その他サービス 5%

124,464 静岡県 浜松市 株式会社ワタナベ 小売業 電化製品 5%

124,465 静岡県 浜松市 神ケ谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,466 静岡県 浜松市 かめや 小売業 衣料品 5%

124,467 静岡県 浜松市 カーライフサポート　若山 サービス その他サービス 5%

124,468 静岡県 浜松市 ガリバー市野店 小売業 食料品 5%

124,469 静岡県 浜松市 ガリバー高丘店 小売業 食料品 5%

124,470 静岡県 浜松市 ガリバー中田島店 小売業 食料品 5%

124,471 静岡県 浜松市 ＣＡＲＮＡｖｉｔａ サービス その他サービス 5%

124,472 静岡県 浜松市 カルナドラッグストアベル２１店 小売業 その他小売 5%

124,473 静岡県 浜松市 巌邑堂　袖紫ヶ森店 小売業 食料品 5%

124,474 静岡県 浜松市 きじ亭 小売業 その他小売 5%

124,475 静岡県 浜松市 キシル 小売業 家具・調度品 5%

124,476 静岡県 浜松市 ギフト　アル 小売業 その他小売 5%

124,477 静岡県 浜松市 貴布祢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,478 静岡県 浜松市 木俣動物病院 サービス その他サービス 5%

124,479 静岡県 浜松市 木俣動物病院 サービス その他サービス 5%

124,480 静岡県 浜松市 牛　三昧 サービス 飲食業 5%

124,481 静岡県 浜松市 ＪＭ／キラリ 小売業 その他小売 5%

124,482 静岡県 浜松市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ浜松店 小売業 その他小売 5%

124,483 静岡県 浜松市 クエストミュージック　ＺＡＺＡＣＩＴＹ 小売業 電化製品 5%

124,484 静岡県 浜松市 クエストミュージック　ＺＡＺＡＣＩＴＹ 小売業 電化製品 5%

124,485 静岡県 浜松市 串特急　浜松小豆餅店 サービス 飲食業 5%

124,486 静岡県 浜松市 串特急　浜松千歳町店 サービス 飲食業 5%

124,487 静岡県 浜松市 くすり　天龍堂 小売業 その他小売 5%

124,488 静岡県 浜松市 くすり　天龍堂 小売業 その他小売 5%
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124,489 静岡県 浜松市 株式会社靴のホッタ　エルパス浜松店 小売業 衣料品 5%

124,490 静岡県 浜松市 くまさん薬局 サービス その他サービス 5%

124,491 静岡県 浜松市 暮らしの衣料マツオカ　大人見店 小売業 衣料品 5%

124,492 静岡県 浜松市 暮らしの衣料マツオカ　桜台店 小売業 衣料品 5%

124,493 静岡県 浜松市 暮らしの衣料マツオカ　高塚店 小売業 衣料品 5%

124,494 静岡県 浜松市 暮らしの衣料マツオカ　名塚店 小売業 衣料品 5%

124,495 静岡県 浜松市 倉田屋 小売業 衣料品 5%

124,496 静岡県 浜松市 ＣＲＡＧ サービス その他サービス 5%

124,497 静岡県 浜松市 グラフィックアルファ サービス その他サービス 5%

124,498 静岡県 浜松市 ＧＲＯＷＩＮ’　ＷＯＯＤ　ｓｔｏｒｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,499 静岡県 浜松市 黒フネ サービス 飲食業 5%

124,500 静岡県 浜松市 ケイ・ウノ浜松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,501 静岡県 浜松市 ＫＳＴゴルフ　ＫＳＴゴルフ サービス その他サービス 5%

124,502 静岡県 浜松市 軽ランド　浜松有玉店 サービス その他サービス 5%

124,503 静岡県 浜松市 元気村はら 小売業 衣料品 5%

124,504 静岡県 浜松市 酵素風呂Ｐｅａｒｌ サービス その他サービス 5%

124,505 静岡県 浜松市 巧和タクシー サービス 運輸業 5%

124,506 静岡県 浜松市 国民宿舎奥浜名湖 サービス 宿泊業 5%

124,507 静岡県 浜松市 ＣＯＣＯ浜北店 サービス 理容・美容業 5%

124,508 静岡県 浜松市 ＣＯＣＯ浜松店 サービス 理容・美容業 5%

124,509 静岡県 浜松市 ＪＭ／子供服フラム 小売業 衣料品 5%

124,510 静岡県 浜松市 ことゆく社 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,511 静岡県 浜松市 コルギサロン　Ｌａ　ｍｅｒ サービス その他サービス 5%

124,512 静岡県 浜松市 コレクション サービス 理容・美容業 5%

124,513 静岡県 浜松市 コロール サービス 理容・美容業 5%

124,514 静岡県 浜松市 ＴＨＥ　ＧＥＮ’Ｓ　ＨＯＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

124,515 静岡県 浜松市 Ｓｕｒｆｅｒｓｄｉｎｉｎｇ＆ｂａｒ サービス 飲食業 5%

124,516 静岡県 浜松市 坂井モーター　浜北アピタ通り店 サービス その他サービス 5%

124,517 静岡県 浜松市 坂井モーター　浜松初生店 サービス その他サービス 5%

124,518 静岡県 浜松市 坂井モーター　浜松森田店 サービス その他サービス 5%

124,519 静岡県 浜松市 魚料理専門　魚魚一 サービス 飲食業 5%

124,520 静岡県 浜松市 佐久間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,521 静岡県 浜松市 咲楽館 サービス 理容・美容業 5%

124,522 静岡県 浜松市 酒処きたの サービス 飲食業 5%

124,523 静岡県 浜松市 提箸工業 サービス その他サービス 5%

124,524 静岡県 浜松市 篠ヶ瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,525 静岡県 浜松市 さつきコンタクト 小売業 その他小売 5%

124,526 静岡県 浜松市 サムソン＆デリラ　浜松店 サービス 理容・美容業 5%

124,527 静岡県 浜松市 澤柳犬猫病院 サービス その他サービス 5%

124,528 静岡県 浜松市 ＴＨＡＮＫＳ　ＧＩＶＩＮＧ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,529 静岡県 浜松市 山水館欣龍 サービス 宿泊業 5%

124,530 静岡県 浜松市 Ｓｕｎ　Ｍａｒｒｙ 小売業 衣料品 5%
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124,531 静岡県 浜松市 ＣＩＳ浜松 サービス その他サービス 5%

124,532 静岡県 浜松市 四季彩堂有玉本店 小売業 その他小売 5%

124,533 静岡県 浜松市 四季彩堂根上り松店 小売業 その他小売 5%

124,534 静岡県 浜松市 （株）静岡県セイブ自動車学校 サービス その他サービス 5%

124,535 静岡県 浜松市 静岡谷島屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,536 静岡県 浜松市 しづ子美容室オリー　浜松店 サービス 理容・美容業 5%

124,537 静岡県 浜松市 地場野菜と魚　魚天 サービス 飲食業 5%

124,538 静岡県 浜松市 島田電器 小売業 電化製品 5%

124,539 静岡県 浜松市 車検の窓口本店 サービス その他サービス 5%

124,540 静岡県 浜松市 写真箱幸店 サービス その他サービス 5%

124,541 静岡県 浜松市 写真箱高丘店 サービス その他サービス 5%

124,542 静岡県 浜松市 じゃんぱら　浜松店 小売業 電化製品 5%

124,543 静岡県 浜松市 じゃんぱら浜松店 小売業 電化製品 5%

124,544 静岡県 浜松市 酒仙 サービス 飲食業 5%

124,545 静岡県 浜松市 しゅん助寿し サービス 飲食業 5%

124,546 静岡県 浜松市 旬の料理　大内 サービス 飲食業 5%

124,547 静岡県 浜松市 旬和食　あらたま庵 サービス 飲食業 5%

124,548 静岡県 浜松市 初代轟 サービス 飲食業 5%

124,549 静岡県 浜松市 白羽町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,550 静岡県 浜松市 新津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,551 静岡県 浜松市 ｓｗｅｅｔ　ｃｈｏｉｃｅ 小売業 衣料品 5%

124,552 静岡県 浜松市 スーパーやまみち 小売業 その他小売 5%

124,553 静岡県 浜松市 ｎｅｗｈｉｌｌ．ｃｏ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,554 静岡県 浜松市 スクエアクライミングセンター サービス その他サービス 5%

124,555 静岡県 浜松市 スクエアクライミングセンター サービス その他サービス 5%

124,556 静岡県 浜松市 スズキアリーナ森田店 小売業 その他小売 5%

124,557 静岡県 浜松市 鈴木商会 サービス その他サービス 5%

124,558 静岡県 浜松市 鈴木輪業 サービス その他サービス 5%

124,559 静岡県 浜松市 スズコシ 小売業 衣料品 5%

124,560 静岡県 浜松市 炭火焼きステーキ石窯ピザ炭火バルＭａｂｕｃｈｉ サービス 飲食業 5%

124,561 静岡県 浜松市 炭焼きバル鳥Ｂｕｏｎｏ！ サービス 飲食業 5%

124,562 静岡県 浜松市 駿府宅配センター　浜北店 小売業 その他小売 5%

124,563 静岡県 浜松市 駿府宅配センター　浜松南店 小売業 その他小売 5%

124,564 静岡県 浜松市 整体あしすと サービス その他サービス 5%

124,565 静岡県 浜松市 制服のキンパラ　天神町店 小売業 衣料品 5%

124,566 静岡県 浜松市 セオサイクル浜松店 小売業 その他小売 5%

124,567 静岡県 浜松市 積志　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,568 静岡県 浜松市 セキスイファミエス東海 サービス その他サービス 5%

124,569 静岡県 浜松市 Ｓｅｒｅｎｄｉｐｉｔｙ 小売業 衣料品 5%

124,570 静岡県 浜松市 ［ＨＣ］センサーきのした 小売業 電化製品 5%

124,571 静岡県 浜松市 ＳＯＡＲ サービス 理容・美容業 5%

124,572 静岡県 浜松市 総合リサイクルショップＣｈｏｉｃ 小売業 その他小売 5%
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124,573 静岡県 浜松市 そら動物病院 サービス その他サービス 5%

124,574 静岡県 浜松市 代行運転ラッキー　８０号車 サービス その他サービス 5%

124,575 静岡県 浜松市 Ｄｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

124,576 静岡県 浜松市 ダイニング　司 サービス 飲食業 5%

124,577 静岡県 浜松市 高林貴金属 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,578 静岡県 浜松市 有玉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,579 静岡県 浜松市 タックルオフ　浜松高林店 小売業 その他小売 5%

124,580 静岡県 浜松市 タニタフィッツミーリブロス笠井店 サービス その他サービス 5%

124,581 静岡県 浜松市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　イオン浜松市野店 サービス 理容・美容業 5%

124,582 静岡県 浜松市 チェントコーゼ浜松店 小売業 衣料品 5%

124,583 静岡県 浜松市 チャイルドＣＡＮ 小売業 衣料品 5%

124,584 静岡県 浜松市 チャイルドＣＡＮ 小売業 衣料品 5%

124,585 静岡県 浜松市 月乃屋 サービス 飲食業 5%

124,586 静岡県 浜松市 ティーズガレージ 小売業 その他小売 5%

124,587 静岡県 浜松市 ティオアキラ 小売業 食料品 5%

124,588 静岡県 浜松市 テイクアウト　ビサイド 小売業 食料品 5%

124,589 静岡県 浜松市 マッスルパークてくてく サービス その他サービス 5%

124,590 静岡県 浜松市 テクニカルショップ サービス その他サービス 5%

124,591 静岡県 浜松市 テクノオートサービス サービス その他サービス 5%

124,592 静岡県 浜松市 てらきん浜松田町店 サービス 飲食業 5%

124,593 静岡県 浜松市 てんくう　有楽街店 サービス 飲食業 5%

124,594 静岡県 浜松市 てんくう浜松モール街店 サービス 飲食業 5%

124,595 静岡県 浜松市 天竜そば　一心庵 サービス 飲食業 5%

124,596 静岡県 浜松市 天竜そば　松風庵 サービス 飲食業 5%

124,597 静岡県 浜松市 天竜そばニュー藤屋　渡瀬店 サービス 飲食業 5%

124,598 静岡県 浜松市 天竜谷島屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,599 静岡県 浜松市 トイミズノ 小売業 その他小売 5%

124,600 静岡県 浜松市 金折ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,601 静岡県 浜松市 天竜南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,602 静岡県 浜松市 パール湖東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,603 静岡県 浜松市 浜松宮竹ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,604 静岡県 浜松市 舞阪駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,605 静岡県 浜松市 ｄｏｕｃｅＨａｒｍｏｎｉｅ志都呂店 小売業 衣料品 5%

124,606 静岡県 浜松市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅオレンジプラザＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,607 静岡県 浜松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東名三ケ日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,608 静岡県 浜松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ浜松市野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,609 静岡県 浜松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ浜松西インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,610 静岡県 浜松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ雄踏ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,611 静岡県 浜松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ都盛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,612 静岡県 浜松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ中川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,613 静岡県 浜松市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅナビゲータープラザＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,614 静岡県 浜松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ２５７ほうだＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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124,615 静岡県 浜松市 ＤＤマリンプラザＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,616 静岡県 浜松市 トクダ薬局 小売業 その他小売 5%

124,617 静岡県 浜松市 トータルビューティーウェーブあずきもち店 サービス 理容・美容業 5%

124,618 静岡県 浜松市 トータルビューティーウェーブあずきもち店 サービス 理容・美容業 5%

124,619 静岡県 浜松市 ドッグギャラリー 小売業 その他小売 5%

124,620 静岡県 浜松市 ＤｏｇＤｅｓｉｇｎＣＬＥＯ サービス その他サービス 5%

124,621 静岡県 浜松市 ドッグボンドハウス 小売業 その他小売 5%

124,622 静岡県 浜松市 富塚　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,623 静岡県 浜松市 ドロップアンティークス 小売業 家具・調度品 5%

124,624 静岡県 浜松市 （株）長坂養蜂場 小売業 食料品 5%

124,625 静岡県 浜松市 中野町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,626 静岡県 浜松市 中山自転車店 小売業 その他小売 5%

124,627 静岡県 浜松市 和靴工房 小売業 衣料品 5%

124,628 静岡県 浜松市 ナツメ洋服店 小売業 衣料品 5%

124,629 静岡県 浜松市 西岡ストアー 小売業 その他小売 5%

124,630 静岡県 浜松市 日個連　猪股タクシー サービス 運輸業 5%

124,631 静岡県 浜松市 日個連　内山タクシー サービス 運輸業 5%

124,632 静岡県 浜松市 日個連　嶋タクシー サービス 運輸業 5%

124,633 静岡県 浜松市 日個連　嶋タクシー サービス 運輸業 5%

124,634 静岡県 浜松市 日個連　高林タクシー サービス 運輸業 5%

124,635 静岡県 浜松市 ニッセンシェイプ・サロン　アヴァンス 小売業 衣料品 5%

124,636 静岡県 浜松市 ニッセンシェイプ・サロン　クレア 小売業 衣料品 5%

124,637 静岡県 浜松市 ニッセンシェイプファンデサロン桜桃花 小売業 衣料品 5%

124,638 静岡県 浜松市 ニッセンシェイプファンデ　ｃｏｍｆｏｒｔ 小売業 衣料品 5%

124,639 静岡県 浜松市 ニッセンシェイプファンデサロンアヴニール 小売業 衣料品 5%

124,640 静岡県 浜松市 ニッセンシェイプファンデ　グランソワレ 小売業 衣料品 5%

124,641 静岡県 浜松市 ニッセンシェイプファンデサロンＳＨＩＫＩ 小売業 衣料品 5%

124,642 静岡県 浜松市 ニッセンシェイプファンデサロンＢｅｒｒｙ 小売業 衣料品 5%

124,643 静岡県 浜松市 ニッセンシェイプファンデサロン・ド・ｍｙ 小売業 衣料品 5%

124,644 静岡県 浜松市 ニッセンシェイプファンデサロンドレーヴ 小売業 衣料品 5%

124,645 静岡県 浜松市 ニッセンシェイプファンデドリームネット 小売業 衣料品 5%

124,646 静岡県 浜松市 ニッセンシェイプファンデハーベストムーン 小売業 衣料品 5%

124,647 静岡県 浜松市 ニッセンシェイプファンデサロンフェリエ 小売業 衣料品 5%

124,648 静岡県 浜松市 ニッセンシェイプファンデサロンフキ 小売業 衣料品 5%

124,649 静岡県 浜松市 ニッセンシェイプファンデサロンフレッシュ 小売業 衣料品 5%

124,650 静岡県 浜松市 ニッセンシェイプファンデサロンミラクレス 小売業 衣料品 5%

124,651 静岡県 浜松市 ニッセンシェイプファンデ　ミルキーピンク 小売業 衣料品 5%

124,652 静岡県 浜松市 ネストタカバヤシ 小売業 電化製品 5%

124,653 静岡県 浜松市 ノサキ電器　小沢渡店 小売業 電化製品 5%

124,654 静岡県 浜松市 野田ふとん店 小売業 その他小売 5%

124,655 静岡県 浜松市 ノンシャラン サービス 理容・美容業 5%

124,656 静岡県 浜松市 ハードオフ　芳川店 小売業 電化製品 2%
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124,657 静岡県 浜松市 ＨＥＡＲＴＣＲＡＦＴ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,658 静岡県 浜松市 バイクショップタカハシ 小売業 その他小売 5%

124,659 静岡県 浜松市 ＢＩＫＥ　ＢＡＳＥ　ＫＥＮ 小売業 その他小売 5%

124,660 静岡県 浜松市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　浜松三方原店 サービス その他サービス 5%

124,661 静岡県 浜松市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　浜松東若林店 サービス その他サービス 5%

124,662 静岡県 浜松市 笠井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,663 静岡県 浜松市 萩丘整備工場 サービス その他サービス 5%

124,664 静岡県 浜松市 橋本自動車販売 小売業 その他小売 5%

124,665 静岡県 浜松市 ＢＡＲ　ＴＨＩＮＫ サービス 飲食業 5%

124,666 静岡県 浜松市 ハセガワカンパニー 小売業 その他小売 5%

124,667 静岡県 浜松市 パソコンドック２４　浜松店 サービス その他サービス 5%

124,668 静岡県 浜松市 パーティハウス　ラフレ初生店 小売業 衣料品 5%

124,669 静岡県 浜松市 馬場メガネ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,670 静岡県 浜松市 馬場メガネ店　浜松医大店 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,671 静岡県 浜松市 浜北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,672 静岡県 浜松市 浜北アピタ店 小売業 衣料品 5%

124,673 静岡県 浜松市 浜北ゴルフガーデン 小売業 その他小売 5%

124,674 静岡県 浜松市 はまきた施術院 サービス 理容・美容業 5%

124,675 静岡県 浜松市 浜北プラザホテル サービス 宿泊業 5%

124,676 静岡県 浜松市 浜寿し サービス 飲食業 5%

124,677 静岡県 浜松市 浜名湖パラグライダースクール 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,678 静岡県 浜松市 浜名湖レークサイドプラザ サービス 宿泊業 5%

124,679 静岡県 浜松市 浜名ニュータウンＳＳ株式会社ヤマモト 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,680 静岡県 浜松市 浜松家畜病院 サービス その他サービス 5%

124,681 静岡県 浜松市 浜松湖東油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,682 静岡県 浜松市 浜松中央店 小売業 衣料品 5%

124,683 静岡県 浜松市 浜松天神町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,684 静岡県 浜松市 浜松白洋舍 サービス その他サービス 5%

124,685 静岡県 浜松市 浜松東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,686 静岡県 浜松市 浜松プロポ－ションアカデミ－ サービス その他サービス 5%

124,687 静岡県 浜松市 浜松文明堂　子安工場直売店 小売業 食料品 5%

124,688 静岡県 浜松市 浜松ホテル サービス 宿泊業 5%

124,689 静岡県 浜松市 浜松南セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,690 静岡県 浜松市 浜焼き魚貝バルＭａｂｕｃｈｉ サービス 飲食業 5%

124,691 静岡県 浜松市 ハミング動物病院 サービス その他サービス 5%

124,692 静岡県 浜松市 パリエボーテ浜松店 サービス その他サービス 5%

124,693 静岡県 浜松市 ＨＡＬ　ＬＡＢ サービス 飲食業 5%

124,694 静岡県 浜松市 明屋書店 浜松渡瀬店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,695 静岡県 浜松市 Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん　浜松市野店 小売業 衣料品 5%

124,696 静岡県 浜松市 はんこや　三光社高林店 小売業 その他小売 5%

124,697 静岡県 浜松市 はんこや　三光社高林店 小売業 その他小売 5%

124,698 静岡県 浜松市 ＢＭＯ浜松浜北店 小売業 衣料品 5%
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124,699 静岡県 浜松市 ビオ・あつみエピスリー浜松 小売業 食料品 5%

124,700 静岡県 浜松市 東美薗ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,701 静岡県 浜松市 光タクシー株式会社　本社営業所 サービス その他サービス 5%

124,702 静岡県 浜松市 ＪＭ／美人公司　ナツメ 小売業 その他小売 5%

124,703 静岡県 浜松市 ｂｉｓｔｒｏ　Ｌｅ　Ｆｏｎｄ サービス 飲食業 5%

124,704 静岡県 浜松市 Ｂ－ＤＡＭＡ サービス その他サービス 5%

124,705 静岡県 浜松市 ピュア立野店 サービス 理容・美容業 5%

124,706 静岡県 浜松市 ビュ－ティ－スマイル 小売業 その他小売 5%

124,707 静岡県 浜松市 美容室アルディアンジュ サービス 理容・美容業 5%

124,708 静岡県 浜松市 美容室マリーアン サービス 理容・美容業 5%

124,709 静岡県 浜松市 美容室リュクスＬｕｘｅ サービス 理容・美容業 5%

124,710 静岡県 浜松市 美容整体サロン　木の葉 サービス その他サービス 5%

124,711 静岡県 浜松市 ヒラタデンキ 小売業 電化製品 5%

124,712 静岡県 浜松市 大平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,713 静岡県 浜松市 ひろ動物病院 サービス その他サービス 5%

124,714 静岡県 浜松市 ファイテンショップ　サンストリート浜北店 小売業 その他小売 5%

124,715 静岡県 浜松市 フィッツミー浜松プラザ店 サービス その他サービス 5%

124,716 静岡県 浜松市 フィーネ東田町店 小売業 食料品 5%

124,717 静岡県 浜松市 フィール　ティアラ サービス 理容・美容業 5%

124,718 静岡県 浜松市 フィール　マチュア サービス 理容・美容業 5%

124,719 静岡県 浜松市 Ｆｕｋｕ　Ｆｕｋｕ　さんじの店 小売業 衣料品 5%

124,720 静岡県 浜松市 Ｆｕｋｕ　Ｆｕｋｕ　浜松三方原店 小売業 衣料品 5%

124,721 静岡県 浜松市 Ｆｕｋｕ・Ｆｕｋｕ　浜松有玉南店 小売業 衣料品 5%

124,722 静岡県 浜松市 ＦｕｋｕＦｕｋｕ和田店 小売業 衣料品 5%

124,723 静岡県 浜松市 ｂｏｕｇｉｅ サービス 理容・美容業 5%

124,724 静岡県 浜松市 フジオートステーション株式会社 サービス その他サービス 5%

124,725 静岡県 浜松市 フジモトーレン 小売業 その他小売 5%

124,726 静岡県 浜松市 フジモトーレン株式会社　神立営業所 小売業 その他小売 5%

124,727 静岡県 浜松市 フジモトーレン株式会社　長鶴営業所 小売業 その他小売 5%

124,728 静岡県 浜松市 フタマタＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,729 静岡県 浜松市 二俣電気工業社 小売業 その他小売 5%

124,730 静岡県 浜松市 ＢＯＯＫＯＦＦ 浜松富塚店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

124,731 静岡県 浜松市 ふとんタナカ　浜松天王店 小売業 その他小売 5%

124,732 静岡県 浜松市 ふとんの水谷　舞阪店 小売業 家具・調度品 5%

124,733 静岡県 浜松市 天竜北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,734 静岡県 浜松市 ＰｒｉｖａｔｅＧｙｍＧａｔｅ サービス その他サービス 5%

124,735 静岡県 浜松市 Ｂｒａｔｓ　浜松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,736 静岡県 浜松市 Ｆｒａｎｃｉｕｍ サービス 理容・美容業 5%

124,737 静岡県 浜松市 ＦＲＥＥ’ＳＨＡＭＡＭＡＴＳＵ 小売業 家具・調度品 5%

124,738 静岡県 浜松市 古橋動物病院 サービス その他サービス 5%

124,739 静岡県 浜松市 プロススギヤマ 小売業 電化製品 5%

124,740 静岡県 浜松市 ｐｒｏｐｒｅ 小売業 食料品 5%
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124,741 静岡県 浜松市 ＢＵＮＧＵＢＯＸ 小売業 その他小売 5%

124,742 静岡県 浜松市 ヘア＆メイク　ＳＡＰＰＨＩＲＥ サービス 理容・美容業 5%

124,743 静岡県 浜松市 ヘアーコスメブロード サービス 理容・美容業 5%

124,744 静岡県 浜松市 ヘアサロン　ラキア サービス 理容・美容業 5%

124,745 静岡県 浜松市 ＨＡＩＲＳＴＵＤＩＯＴＡＫＥＳＨ サービス 理容・美容業 5%

124,746 静岡県 浜松市 ベーカリーショップ とむ サービス その他サービス 5%

124,747 静岡県 浜松市 ＢｅｌｌａＬｕｎａ浜松店 サービス 理容・美容業 5%

124,748 静岡県 浜松市 豊永自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

124,749 静岡県 浜松市 ＨＬ事業部　ハウスクリ－ニング 小売業 その他小売 5%

124,750 静岡県 浜松市 ＨＬ事業部　ホ－ムエネルギ－課 小売業 その他小売 5%

124,751 静岡県 浜松市 ＰＯＫＯＰＯＫＯ サービス その他サービス 5%

124,752 静岡県 浜松市 北海の味たいよう サービス 飲食業 5%

124,753 静岡県 浜松市 ホテル玄　浜松インター サービス 宿泊業 5%

124,754 静岡県 浜松市 ホテルソリッソ浜松 サービス 宿泊業 5%

124,755 静岡県 浜松市 ポルシェ浜松 小売業 その他小売 5%

124,756 静岡県 浜松市 ホルモン七輪焼　市楽 サービス 飲食業 5%

124,757 静岡県 浜松市 ホワイトベル　浜松店 サービス その他サービス 5%

124,758 静岡県 浜松市 有限会社舞阪婚礼家具センター 小売業 家具・調度品 5%

124,759 静岡県 浜松市 舞阪西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,760 静岡県 浜松市 マクドナルドイオンモール浜松市野店 サービス 飲食業 2%

124,761 静岡県 浜松市 マクドナルドイオンモール浜松志都呂店 サービス 飲食業 2%

124,762 静岡県 浜松市 マクドナルド２５７小豆餅店 サービス 飲食業 2%

124,763 静岡県 浜松市 マクドナルド浜北サンストリート店 サービス 飲食業 2%

124,764 静岡県 浜松市 マクドナルド浜北南中瀬店 サービス 飲食業 2%

124,765 静岡県 浜松市 マクドナルド浜松有玉南店 サービス 飲食業 2%

124,766 静岡県 浜松市 マクドナルド浜松高林店 サービス 飲食業 2%

124,767 静岡県 浜松市 マクドナルド浜松都盛町店 サービス 飲食業 2%

124,768 静岡県 浜松市 マクドナルド浜松長鶴町店 サービス 飲食業 2%

124,769 静岡県 浜松市 マクドナルド浜松西インター店 サービス 飲食業 2%

124,770 静岡県 浜松市 マクドナルド浜松三方原店 サービス 飲食業 2%

124,771 静岡県 浜松市 マクドナルドプレ葉ウォーク浜北店 サービス 飲食業 2%

124,772 静岡県 浜松市 マクドナルド都田カインズホーム店 サービス 飲食業 2%

124,773 静岡県 浜松市 まぐろの海商　駅南店 サービス 飲食業 5%

124,774 静岡県 浜松市 正木屋 小売業 衣料品 5%

124,775 静岡県 浜松市 マスターピース浜松志都呂店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,776 静岡県 浜松市 笠井通り店 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,777 静岡県 浜松市 セルフ貴布祢店 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,778 静岡県 浜松市 セルフ浜北於呂店 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,779 静岡県 浜松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ１５２浜北店 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,780 静岡県 浜松市 まつしまでんき 小売業 電化製品 5%

124,781 静岡県 浜松市 松本自動車有限会社 サービス その他サービス 5%

124,782 静岡県 浜松市 祭すみたや　板屋町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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124,783 静岡県 浜松市 祭すみたや助信店 小売業 その他小売 5%

124,784 静岡県 浜松市 ｍａ　ｄｉｇｎｉｔｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,785 静岡県 浜松市 マブチオート サービス その他サービス 5%

124,786 静岡県 浜松市 丸栄ハウス工業 サービス その他サービス 5%

124,787 静岡県 浜松市 マルスリビングプロダクツ 小売業 家具・調度品 5%

124,788 静岡県 浜松市 マルツ浜松高林店 小売業 電化製品 5%

124,789 静岡県 浜松市 マンマ．ジュンナ サービス 理容・美容業 5%

124,790 静岡県 浜松市 三方原大谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,791 静岡県 浜松市 水窪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,792 静岡県 浜松市 みぞぐち鍼灸院 サービス その他サービス 5%

124,793 静岡県 浜松市 三ケ日レークサイドＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,794 静岡県 浜松市 美山 サービス 飲食業 5%

124,795 静岡県 浜松市 むらかみ動物病院 サービス その他サービス 5%

124,796 静岡県 浜松市 メイセイ 小売業 その他小売 5%

124,797 静岡県 浜松市 メイリールーイオン　市野店 小売業 衣料品 5%

124,798 静岡県 浜松市 メカドック サービス その他サービス 5%

124,799 静岡県 浜松市 メガネ赤札堂　浜松西インター店 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,800 静岡県 浜松市 メガネ赤札堂　浜松宮竹店 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,801 静岡県 浜松市 メガネ・補聴器のヒキタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,802 静岡県 浜松市 メルカート間渕 小売業 食料品 5%

124,803 静岡県 浜松市 メルカド　ビトリア　レジア 小売業 食料品 5%

124,804 静岡県 浜松市 メロー静岡　浜松店 小売業 食料品 5%

124,805 静岡県 浜松市 もつ鍋高城 サービス 飲食業 5%

124,806 静岡県 浜松市 Ｙａｋｉｎｉｋｕ－ｙａ サービス 飲食業 5%

124,807 静岡県 浜松市 焼肉柳之介 サービス 飲食業 5%

124,808 静岡県 浜松市 谷島屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,809 静岡県 浜松市 谷島屋　医書販売課 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,810 静岡県 浜松市 谷島屋　サンストリート　浜北店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,811 静岡県 浜松市 谷島屋　サンストリート　浜北店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,812 静岡県 浜松市 やすらぎの村 サービス 宿泊業 5%

124,813 静岡県 浜松市 ヤタロー工場直売店 小売業 食料品 5%

124,814 静岡県 浜松市 山岸石材店　浜松支店 小売業 その他小売 5%

124,815 静岡県 浜松市 ヤマショウ生活商店 小売業 衣料品 5%

124,816 静岡県 浜松市 倭 サービス 飲食業 5%

124,817 静岡県 浜松市 山東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,818 静岡県 浜松市 やま文 サービス 飲食業 5%

124,819 静岡県 浜松市 有限会社イトー電化 小売業 電化製品 5%

124,820 静岡県 浜松市 有限会社岩井ボデー製作所 サービス その他サービス 5%

124,821 静岡県 浜松市 有限会社大村酒店 小売業 家具・調度品 5%

124,822 静岡県 浜松市 有限会社佐久間商店 小売業 その他小売 5%

124,823 静岡県 浜松市 ［ＨＣ］有限会社シズナミ 小売業 電化製品 5%

124,824 静岡県 浜松市 ［ＨＣ］有限会社スズキ家電 小売業 電化製品 5%
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124,825 静岡県 浜松市 （有）戸塚トラベルサービス サービス その他サービス 5%

124,826 静岡県 浜松市 有限会社ハートフルまるち 小売業 電化製品 5%

124,827 静岡県 浜松市 ［ＨＣ］有限会社ハラダ電器 小売業 電化製品 5%

124,828 静岡県 浜松市 有限会社松野電器商会 小売業 電化製品 5%

124,829 静岡県 浜松市 ＹＯＵ車検 サービス その他サービス 5%

124,830 静岡県 浜松市 よらっせ　ＹＵＴＯ 小売業 食料品 5%

124,831 静岡県 浜松市 ラ・セゾン　雪月花 サービス 飲食業 5%

124,832 静岡県 浜松市 ＬＣ事業部　販売１課 小売業 その他小売 5%

124,833 静岡県 浜松市 ＬＣ事業部　販売２課 小売業 その他小売 5%

124,834 静岡県 浜松市 ＬＣ事業部　販売４課 小売業 その他小売 5%

124,835 静岡県 浜松市 ラヴィドクロワッサン　浜松店 小売業 その他小売 5%

124,836 静岡県 浜松市 ラグズバリ サービス 飲食業 5%

124,837 静岡県 浜松市 RACIL浜北店 サービス その他サービス 5%

124,838 静岡県 浜松市 らしんばん　浜松店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

124,839 静岡県 浜松市 ｌｕｓｔｅｒ サービス 理容・美容業 5%

124,840 静岡県 浜松市 ラリーズカンパニー 小売業 家具・調度品 5%

124,841 静岡県 浜松市 Ｒｅｓｅｔ サービス その他サービス 5%

124,842 静岡県 浜松市 ＬＩＶＩＮＧ－ＨＡＩＲ－ サービス 理容・美容業 5%

124,843 静岡県 浜松市 リブラン 小売業 家具・調度品 5%

124,844 静岡県 浜松市 リラクゼーションルームＭＩＬＥＬＥ（ミレレ） サービス 理容・美容業 5%

124,845 静岡県 浜松市 凛や葵西店 サービス 飲食業 5%

124,846 静岡県 浜松市 ＬＥＨＡＣＯ サービス 飲食業 5%

124,847 静岡県 浜松市 レイクサイド動物病院 サービス その他サービス 5%

124,848 静岡県 浜松市 レジァンス　浜松店 小売業 衣料品 5%

124,849 静岡県 浜松市 レディースいそべ 小売業 衣料品 5%

124,850 静岡県 浜松市 レンタカーＯｎｅ サービス その他サービス 5%

124,851 静岡県 浜松市 Ｒｏｈａｎ サービス その他サービス 5%

124,852 静岡県 浜松市 ロフト伊藤 小売業 その他小売 5%

124,853 静岡県 浜松市 Ｙ・Ｓ　ガレージ サービス その他サービス 5%

124,854 静岡県 浜松市 ＹＳＰ浜松 小売業 その他小売 5%

124,855 静岡県 浜松市 和牛と魚貝おへそ サービス 飲食業 5%

124,856 静岡県 浜松市 和久田自動車鈑金工場 小売業 衣料品 5%

124,857 静岡県 浜松市 和酒専門晴々 サービス 飲食業 5%

124,858 静岡県 浜松市 ワルツ　浜松佐鳴台店 小売業 食料品 5%

124,859 静岡県 浜松市北区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｕｃｉａ初生 サービス 理容・美容業 5%

124,860 静岡県 浜松市北区 渥美電気店 小売業 電化製品 5%

124,861 静岡県 浜松市北区 安間書店　安間書店 小売業 その他小売 5%

124,862 静岡県 浜松市北区 ｅコード　さとう 小売業 電化製品 5%

124,863 静岡県 浜松市北区 ｅコードえんしゅう 小売業 電化製品 5%

124,864 静岡県 浜松市北区 イッキュウモーターサイクルズ サービス その他サービス 5%

124,865 静岡県 浜松市北区 出光奥山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,866 静岡県 浜松市北区 セブン－イレブン引佐井伊谷北店 小売業 食料品 2%
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124,867 静岡県 浜松市北区 セブン－イレブン引佐井伊谷店 小売業 食料品 2%

124,868 静岡県 浜松市北区 うな正　うな正 サービス 飲食業 5%

124,869 静岡県 浜松市北区 縁結びコンシェルジュ福良 サービス その他サービス 5%

124,870 静岡県 浜松市北区 オーム電気商会気賀 小売業 電化製品 5%

124,871 静岡県 浜松市北区 割烹旅館　琴水 サービス 宿泊業 5%

124,872 静岡県 浜松市北区 川辺の食卓勘四郎 サービス 飲食業 5%

124,873 静岡県 浜松市北区 銀河交通 サービス 運輸業 5%

124,874 静岡県 浜松市北区 クレールボワス サービス 理容・美容業 5%

124,875 静岡県 浜松市北区 こだわり産直卸　さんぼん サービス 飲食業 5%

124,876 静岡県 浜松市北区 こだわり産直卸　さんぼん サービス 飲食業 5%

124,877 静岡県 浜松市北区 ＹＡＭＡＲＩＮ（サイクルショップやまもと） 小売業 その他小売 5%

124,878 静岡県 浜松市北区 ジェミニデザイン サービス その他サービス 5%

124,879 静岡県 浜松市北区 渋川平成自動車 サービス その他サービス 5%

124,880 静岡県 浜松市北区 写真のミカサ サービス その他サービス 5%

124,881 静岡県 浜松市北区 焼酎家はまだ 小売業 食料品 5%

124,882 静岡県 浜松市北区 スタジオ＆カフェチルチェ サービス その他サービス 5%

124,883 静岡県 浜松市北区 ｔａｋａｙａｍａｒｏｓｅ 小売業 その他小売 5%

124,884 静岡県 浜松市北区 徳山 徳山 サービス 飲食業 5%

124,885 静岡県 浜松市北区 ドッグライフサポートムームー 小売業 その他小売 5%

124,886 静岡県 浜松市北区 Ｔｏｌｔｅｃ 小売業 衣料品 5%

124,887 静岡県 浜松市北区 和靴工房 小売業 衣料品 5%

124,888 静岡県 浜松市北区 ノリマツ 小売業 その他小売 5%

124,889 静岡県 浜松市北区 ハイムホーム＆ガーデン サービス その他サービス 5%

124,890 静岡県 浜松市北区 バイラビ 小売業 衣料品 5%

124,891 静岡県 浜松市北区 パソコンのマイスター サービス その他サービス 5%

124,892 静岡県 浜松市北区 ハートフル　ニシザワ 小売業 電化製品 5%

124,893 静岡県 浜松市北区 ｐａｐｅｌ　ｅｎ　ｓｏｌ 小売業 衣料品 5%

124,894 静岡県 浜松市北区 浜名家具センター 小売業 その他小売 5%

124,895 静岡県 浜松市北区 セブン－イレブン浜松初生町追分店 小売業 食料品 2%

124,896 静岡県 浜松市北区 セブン－イレブン浜松初生西店 小売業 食料品 2%

124,897 静岡県 浜松市北区 セブン－イレブン浜松都田店 小売業 食料品 2%

124,898 静岡県 浜松市北区 美容室向日葵 サービス 理容・美容業 5%

124,899 静岡県 浜松市北区 ブックオフ浜松初生店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

124,900 静岡県 浜松市北区 ｐｅｔｉｔ　Ｔａｍ　Ｔａｍ サービス 理容・美容業 5%

124,901 静岡県 浜松市北区 ブティック・バルーン 小売業 衣料品 5%

124,902 静岡県 浜松市北区 ＨＡＩＲ　Ｓ　ＷＯＲＴＨ　ヘアーズ　ワース サービス 理容・美容業 5%

124,903 静岡県 浜松市北区 セブン－イレブン細江気賀北店 小売業 食料品 2%

124,904 静岡県 浜松市北区 セブン－イレブン細江気賀店 小売業 食料品 2%

124,905 静岡県 浜松市北区 まるたま 小売業 食料品 5%

124,906 静岡県 浜松市北区 セブン－イレブン三ヶ日西天王町店 小売業 食料品 2%

124,907 静岡県 浜松市北区 ｍｏｕａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

124,908 静岡県 浜松市北区 谷島屋　三方原店 小売業 その他小売 5%
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124,909 静岡県 浜松市北区 山本電器 小売業 電化製品 5%

124,910 静岡県 浜松市北区 ケビント サービス その他サービス 5%

124,911 静岡県 浜松市北区 夏目電化センター 小売業 電化製品 5%

124,912 静岡県 浜松市北区 Ｒａｎｉ　ｈａｉｒ＆ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

124,913 静岡県 浜松市北区 リストランティーノ　イプシロン サービス 飲食業 5%

124,914 静岡県 浜松市天竜区 秋元薬局 小売業 その他小売 5%

124,915 静岡県 浜松市天竜区 阿多古屋 サービス その他サービス 5%

124,916 静岡県 浜松市天竜区 ｅコードふじかわ 小売業 電化製品 5%

124,917 静岡県 浜松市天竜区 石井写真館 サービス その他サービス 5%

124,918 静岡県 浜松市天竜区 出光春野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,919 静岡県 浜松市天竜区 出光水窪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,920 静岡県 浜松市天竜区 出光横山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,921 静岡県 浜松市天竜区 イト―電化 小売業 電化製品 5%

124,922 静岡県 浜松市天竜区 遠州菓子処　むらせや 小売業 食料品 5%

124,923 静岡県 浜松市天竜区 岡野電機 小売業 電化製品 5%

124,924 静岡県 浜松市天竜区 くまの親子 小売業 その他小売 5%

124,925 静岡県 浜松市天竜区 鈴木洋服店 小売業 衣料品 5%

124,926 静岡県 浜松市天竜区 Ｓｐｉｒａｌ 小売業 衣料品 5%

124,927 静岡県 浜松市天竜区 中部電化センタ― 小売業 電化製品 5%

124,928 静岡県 浜松市天竜区 ハートフルまるち 小売業 電化製品 5%

124,929 静岡県 浜松市天竜区 ふか家 サービス 宿泊業 5%

124,930 静岡県 浜松市天竜区 北遠石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

124,931 静岡県 浜松市天竜区 松野電器商会 小売業 電化製品 5%

124,932 静岡県 浜松市天竜区 マルショウ鈴木呉服店 小売業 衣料品 5%

124,933 静岡県 浜松市天竜区 有限会社イチマル　ｓｔｕｄｉｏ　Ｉ　Ｍ 小売業 衣料品 5%

124,934 静岡県 浜松市天竜区 ゆかり美容室 サービス 理容・美容業 5%

124,935 静岡県 浜松市天竜区 理容森 サービス 理容・美容業 5%

124,936 静岡県 浜松市中区 アーク細島店 小売業 衣料品 5%

124,937 静岡県 浜松市中区 ａｒｔ?Ｌａｇｏ　ｇａｌｌｅｒｙ サービス 理容・美容業 5%

124,938 静岡県 浜松市中区 アイ　アール　オー株式会社 サービス その他サービス 5%

124,939 静岡県 浜松市中区 相生ビューティーサロン サービス 理容・美容業 5%

124,940 静岡県 浜松市中区 ｉＴｓｕｙａｋｕ サービス その他サービス 5%

124,941 静岡県 浜松市中区 Ｅｙｅ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｌａｂ サービス 理容・美容業 5%

124,942 静岡県 浜松市中区 株式会社Ｉ－ＭＡＫＥ サービス その他サービス 5%

124,943 静岡県 浜松市中区 ＥＩＬＮＡＤＧＬＡＮＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,944 静岡県 浜松市中区 アウラ化粧品 小売業 その他小売 5%

124,945 静岡県 浜松市中区 アオイ楽器店 小売業 その他小売 5%

124,946 静岡県 浜松市中区 アオイ写真店 アオイ写真スタジオ サービス その他サービス 5%

124,947 静岡県 浜松市中区 アオキ写真館 小売業 その他小売 2%

124,948 静岡県 浜松市中区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｐｅａｃｅ高丘 サービス 理容・美容業 5%

124,949 静岡県 浜松市中区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｏｒｃｅ浜松佐鳴台 サービス 理容・美容業 5%

124,950 静岡県 浜松市中区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｓｏｌｅｉｌ細島 サービス 理容・美容業 5%
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124,951 静岡県 浜松市中区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｍｉｎｔ新浜松駅前 サービス 理容・美容業 5%

124,952 静岡県 浜松市中区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｏｌｇａ浜松 サービス 理容・美容業 5%

124,953 静岡県 浜松市中区 足と靴の専門店ＳＫｉＰ 小売業 その他小売 5%

124,954 静岡県 浜松市中区 ａｓｎｅｅｄｌｅｗｏｒｋｓ 小売業 衣料品 5%

124,955 静岡県 浜松市中区 ＡｔｈｌｅｔｅＶｉｌｌａｇｅ浜松 サービス その他サービス 5%

124,956 静岡県 浜松市中区 アソビストロ　シェルター サービス 飲食業 5%

124,957 静岡県 浜松市中区 ａｔｅｌｉｅｒ　ｃｏｐａｎ サービス 理容・美容業 5%

124,958 静岡県 浜松市中区 ａｆｌａｔｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

124,959 静岡県 浜松市中区 中央木材市売株式会社浜松営業所 小売業 家具・調度品 5%

124,960 静岡県 浜松市中区 アユーラ サービス 理容・美容業 5%

124,961 静岡県 浜松市中区 ＡＬＴｉＡ サービス 理容・美容業 5%

124,962 静岡県 浜松市中区 アルファ・タッチ　中央店 サービス 理容・美容業 5%

124,963 静岡県 浜松市中区 あるぷす薬局上島店 小売業 その他小売 5%

124,964 静岡県 浜松市中区 ＡＬＢＥＬＹｈａｉｒ＆ｓｐａ浜松上島店 サービス 理容・美容業 5%

124,965 静岡県 浜松市中区 ＡＬＢＥＬＹｈａｉｒ＆ｓｐａ浜松領家店 サービス 理容・美容業 5%

124,966 静岡県 浜松市中区 ＵＮＴＩＴＬＥＤ サービス 理容・美容業 5%

124,967 静岡県 浜松市中区 アンティミテ サービス 飲食業 5%

124,968 静岡県 浜松市中区 安間　守田法律事務所 サービス その他サービス 5%

124,969 静岡県 浜松市中区 ＥＥ 小売業 衣料品 5%

124,970 静岡県 浜松市中区 ｅコードまつお 小売業 電化製品 5%

124,971 静岡県 浜松市中区 ｉｅｃａ サービス 理容・美容業 5%

124,972 静岡県 浜松市中区 ｉｅｃａ【イエカ】 サービス 理容・美容業 5%

124,973 静岡県 浜松市中区 ｅコードたかい 小売業 電化製品 5%

124,974 静岡県 浜松市中区 居酒屋　なごみ サービス 飲食業 5%

124,975 静岡県 浜松市中区 居酒屋　別格 サービス 飲食業 5%

124,976 静岡県 浜松市中区 居酒屋　六文銭 サービス 飲食業 5%

124,977 静岡県 浜松市中区 石塚啓治会計事務所　石塚啓治会計事務所 サービス その他サービス 5%

124,978 静岡県 浜松市中区 イズニット 小売業 食料品 5%

124,979 静岡県 浜松市中区 一無尽　うまもん家　りょうま サービス 飲食業 5%

124,980 静岡県 浜松市中区 井上電器 小売業 電化製品 5%

124,981 静岡県 浜松市中区 ｉｎｄｉｇｏ　ｄｒｏｐ サービス 理容・美容業 5%

124,982 静岡県 浜松市中区 インディバエステｓｏｉｅ サービス 理容・美容業 5%

124,983 静岡県 浜松市中区 ｎｉｃｏｒｉ サービス 理容・美容業 5%

124,984 静岡県 浜松市中区 ｗａｖｅ　ーａｓ　ｓｕｇａｒー　佐藤店 サービス 理容・美容業 5%

124,985 静岡県 浜松市中区 上まち　祭り用品 小売業 その他小売 5%

124,986 静岡県 浜松市中区 内山トケイ メガネ店 小売業 その他小売 5%

124,987 静岡県 浜松市中区 うなぎのコジマヤ幸店 サービス 飲食業 5%

124,988 静岡県 浜松市中区 ＨＣｉｍｐｏｒｔ 小売業 衣料品 5%

124,989 静岡県 浜松市中区 Ｓ Ａ Ｋ ｂａｌｌｏｏｎ Ｓ Ａ Ｋ ｂａｌｌｏｏｎ エスエーケーバルーン 小売業 その他小売 5%

124,990 静岡県 浜松市中区 【ＳＬＢ＠ＨＯＭＥ】 小売業 その他小売 5%

124,991 静岡県 浜松市中区 ETERNAL浜松 小売業 貴金属・服飾品 5%

124,992 静岡県 浜松市中区 江戸ッ子 小売業 その他小売 5%
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124,993 静岡県 浜松市中区 エネジン　本社 サービス その他サービス 5%

124,994 静岡県 浜松市中区 ｅＭｉｌ【エミル】 サービス 理容・美容業 5%

124,995 静岡県 浜松市中区 ｍ　Ｒ　ｏｕｔｄｏｏｒ　ｌａｂ サービス 飲食業 5%

124,996 静岡県 浜松市中区 えん サービス 飲食業 5%

124,997 静岡県 浜松市中区 ＯＭＧＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

124,998 静岡県 浜松市中区 オートサロンルビート 小売業 その他小売 5%

124,999 静岡県 浜松市中区 オームデンキ浜松 小売業 電化製品 5%

125,000 静岡県 浜松市中区 おぐらや 小売業 衣料品 5%

125,001 静岡県 浜松市中区 お好み焼き　こなこな サービス 飲食業 5%

125,002 静岡県 浜松市中区 ｏｈａｎａ－ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

125,003 静岡県 浜松市中区 おべんとう　コックさん 小売業 食料品 5%

125,004 静岡県 浜松市中区 お弁当大志 小売業 食料品 5%

125,005 静岡県 浜松市中区 株式会社ＨＯＭＡＲＥＮオリエンタルカーゴ サービス 運輸業 5%

125,006 静岡県 浜松市中区 オリックスレンタカー浜松駅前店 サービス その他サービス 2%

125,007 静岡県 浜松市中区 オリックスレンタカー浜松新幹線口店 サービス その他サービス 2%

125,008 静岡県 浜松市中区 Ｏｒｇａ　Ｏ　ｒｇａ サービス 飲食業 5%

125,009 静岡県 浜松市中区 オレフィチェリーア高林 小売業 貴金属・服飾品 5%

125,010 静岡県 浜松市中区 オンセブンデイズ富塚店 小売業 その他小売 5%

125,011 静岡県 浜松市中区 カードラボ　浜松店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

125,012 静岡県 浜松市中区 ＧＵＩＤＥ ３ｒｄｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

125,013 静岡県 浜松市中区 快復堂 サービス 理容・美容業 5%

125,014 静岡県 浜松市中区 加賀料理青葉 サービス 飲食業 5%

125,015 静岡県 浜松市中区 かきこや早出店 小売業 食料品 5%

125,016 静岡県 浜松市中区 カスミヤ 小売業 家具・調度品 5%

125,017 静岡県 浜松市中区 かたやま酒店 かたやま酒店 小売業 食料品 5%

125,018 静岡県 浜松市中区 カットサロン　ニハシ サービス 理容・美容業 5%

125,019 静岡県 浜松市中区 カフェ＆バー　じゅーしぃー サービス 飲食業 5%

125,020 静岡県 浜松市中区 株式会社オートヨ 小売業 その他小売 5%

125,021 静岡県 浜松市中区 株式会社川島モータース本店 小売業 その他小売 5%

125,022 静岡県 浜松市中区 株式会社川島モータース元浜 小売業 その他小売 5%

125,023 静岡県 浜松市中区 株式会社しろじや白衣 小売業 衣料品 5%

125,024 静岡県 浜松市中区 株式会社ダイホテルズ　浜松ホテル サービス 宿泊業 5%

125,025 静岡県 浜松市中区 株式会社ダイホテルズ ホテルソリッソ浜松 サービス 宿泊業 5%

125,026 静岡県 浜松市中区 株式会社刃物屋トギノン　株式会社刃物屋トギノン　浜松営業所 小売業 その他小売 5%

125,027 静岡県 浜松市中区 株式会社やま文 サービス 飲食業 5%

125,028 静岡県 浜松市中区 紙舗　味岡 小売業 その他小売 5%

125,029 静岡県 浜松市中区 紙舗 味岡 和紙遊び教室 サービス その他サービス 5%

125,030 静岡県 浜松市中区 カラオケルーム　浜松アクトプラザ サービス 飲食業 5%

125,031 静岡県 浜松市中区 河合塾マナビス浜松鹿谷校 サービス その他サービス 2%

125,032 静岡県 浜松市中区 河合塾マナビス浜松田町校 サービス その他サービス 2%

125,033 静岡県 浜松市中区 菊一本店 サービス 飲食業 5%

125,034 静岡県 浜松市中区 きっずえんじぇる浜松佐鳴台店 小売業 その他小売 5%
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125,035 静岡県 浜松市中区 きものリサイクル　忠右衛門 小売業 衣料品 5%

125,036 静岡県 浜松市中区 きものリサイクル　忠右衛門佐鳴台店 小売業 衣料品 5%

125,037 静岡県 浜松市中区 牛角向宿店 サービス 飲食業 2%

125,038 静岡県 浜松市中区 牛角和合店 サービス 飲食業 2%

125,039 静岡県 浜松市中区 希喜 サービス 飲食業 5%

125,040 静岡県 浜松市中区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ浜松店 小売業 その他小売 5%

125,041 静岡県 浜松市中区 ｑｕ　Ｈａｉｒ＆Ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

125,042 静岡県 浜松市中区 串カツ　くまた サービス 飲食業 5%

125,043 静岡県 浜松市中区 ＫＵＳＨＩＹＡＫＩＤＡＩＣＨＡＮ サービス 飲食業 5%

125,044 静岡県 浜松市中区 くすりの旭日堂 小売業 その他小売 5%

125,045 静岡県 浜松市中区 ｇｒｉｐ サービス 理容・美容業 5%

125,046 静岡県 浜松市中区 ｇｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

125,047 静岡県 浜松市中区 クレールグラン サービス 理容・美容業 5%

125,048 静岡県 浜松市中区 くろかねや 小売業 その他小売 5%

125,049 静岡県 浜松市中区 黒毛和牛食べ放題　チャンピオン サービス 飲食業 5%

125,050 静岡県 浜松市中区 Ｋｅｉｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　板屋店 小売業 衣料品 5%

125,051 静岡県 浜松市中区 ＧＡＩＴ 小売業 衣料品 5%

125,052 静岡県 浜松市中区 ＫＣＳセンター浜松領家 サービス その他サービス 5%

125,053 静岡県 浜松市中区 化粧品の和光 小売業 その他小売 5%

125,054 静岡県 浜松市中区 ケンイチサイクル ケンイチサイクル 小売業 その他小売 5%

125,055 静岡県 浜松市中区 宏城寿し サービス 飲食業 5%

125,056 静岡県 浜松市中区 コミュニティスペースＡｎｙ サービス その他サービス 5%

125,057 静岡県 浜松市中区 ごりょう整体院 サービス その他サービス 5%

125,058 静岡県 浜松市中区 金剛堂　浜松店 小売業 家具・調度品 5%

125,059 静岡県 浜松市中区 ごん讃　－ＧＯＮＺＡ－　アクトタワー店　（ごんまる系列店） サービス 飲食業 5%

125,060 静岡県 浜松市中区 ｃｏｍｐａｓｓ サービス 理容・美容業 5%

125,061 静岡県 浜松市中区 ごんまる　アクトタワー店 サービス 飲食業 5%

125,062 静岡県 浜松市中区 サイクリストバディＡＢＣ　Ｃｙｃｌｉｓｔ　Ｂｕｄｄｙ　ＡＢＣ 小売業 その他小売 5%

125,063 静岡県 浜松市中区 酒蔵　酒蔵 サービス 飲食業 5%

125,064 静岡県 浜松市中区 坂田自動車 サービス その他サービス 5%

125,065 静岡県 浜松市中区 肴処　栄や サービス 飲食業 5%

125,066 静岡県 浜松市中区 サキナビューティーラウンジ浜松 小売業 その他小売 5%

125,067 静岡県 浜松市中区 酒處　ひら山 サービス 飲食業 5%

125,068 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン佐鳴台オレンジストリート店 小売業 食料品 2%

125,069 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン佐鳴台グリーンストリート店 小売業 食料品 2%

125,070 静岡県 浜松市中区 ＳＡＬＯＮＮＥＩＧＥ サービス 理容・美容業 5%

125,071 静岡県 浜松市中区 ３４ＤＩＮＥＲ サービス 飲食業 5%

125,072 静岡県 浜松市中区 サンフェリーチェ　ＳＡＮ　ＦＥＬＩＣＥ サービス 飲食業 5%

125,073 静岡県 浜松市中区 サンフェリーチェ サービス 飲食業 5%

125,074 静岡県 浜松市中区 Ｓｕｎ　Ｍａｒｒｙ 小売業 衣料品 5%

125,075 静岡県 浜松市中区 ３６５ＬＩＦＥ サービス 宿泊業 5%

125,076 静岡県 浜松市中区 三和電機 小売業 電化製品 5%
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125,077 静岡県 浜松市中区 ＣＩＥＮ　ｂｙ　ａｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

125,078 静岡県 浜松市中区 ｓｉｇｎａｌ　ｓｉｇｎａｌ 小売業 衣料品 5%

125,079 静岡県 浜松市中区 静岡居酒屋　　直海 サービス 飲食業 5%

125,080 静岡県 浜松市中区 静岡県自動車学校浜松校 サービス その他サービス 5%

125,081 静岡県 浜松市中区 篠田設備 サービス その他サービス 5%

125,082 静岡県 浜松市中区 しゃぶしゃぶ温野菜浜松泉店 サービス 飲食業 2%

125,083 静岡県 浜松市中区 しゃぶしゃぶ温野菜浜松千歳店 サービス 飲食業 2%

125,084 静岡県 浜松市中区 旬の料理大内 サービス 飲食業 5%

125,085 静岡県 浜松市中区 初代しげ　はままつ楽市 サービス 飲食業 5%

125,086 静岡県 浜松市中区 新時代浜松店 サービス 飲食業 5%

125,087 静岡県 浜松市中区 末広鮨　浜松店 サービス 飲食業 5%

125,088 静岡県 浜松市中区 スズキ洋品店 スズキ洋品店 小売業 衣料品 5%

125,089 静岡県 浜松市中区 ｓｎａｃｋ　ＡｑｕａＪｅｗｅｌ サービス 飲食業 5%

125,090 静岡県 浜松市中区 スパニッシュイタリアン酒場ＳＯＬ サービス 飲食業 5%

125,091 静岡県 浜松市中区 炭火焼き鳥Ｄｉｎｉｎｇ　らん サービス 飲食業 5%

125,092 静岡県 浜松市中区 整体の六角 サービス その他サービス 5%

125,093 静岡県 浜松市中区 制服のキンパラ 天神町店 配送車 小売業 衣料品 5%

125,094 静岡県 浜松市中区 制服のキンパラ鹿谷店 小売業 衣料品 5%

125,095 静岡県 浜松市中区 ソニックス 小売業 その他小売 5%

125,096 静岡県 浜松市中区 ソルイ サービス 理容・美容業 5%

125,097 静岡県 浜松市中区 ＳＯＬ＿Ｙ　【ソルイ】 サービス 理容・美容業 5%

125,098 静岡県 浜松市中区 ダイブテリーズ 小売業 その他小売 5%

125,099 静岡県 浜松市中区 ダイブテリーズ サービス その他サービス 5%

125,100 静岡県 浜松市中区 ＴＡＮＩＹＡ ＣＯＳＭＥ 小売業 その他小売 5%

125,101 静岡県 浜松市中区 だんす亭 サービス 飲食業 5%

125,102 静岡県 浜松市中区 千とせ綴や サービス 飲食業 5%

125,103 静岡県 浜松市中区 千鳥寿司 サービス 飲食業 5%

125,104 静岡県 浜松市中区 中華食房 太麺屋 サービス 飲食業 5%

125,105 静岡県 浜松市中区 中国料理　揚州厨房 サービス 飲食業 5%

125,106 静岡県 浜松市中区 ｃｈｉｈｕａｏｎｅ 小売業 その他小売 5%

125,107 静岡県 浜松市中区 椿テレビ商会 小売業 電化製品 5%

125,108 静岡県 浜松市中区 つり具のヤマウチ　釣具センターヤマウチ　浜松池町店 小売業 その他小売 5%

125,109 静岡県 浜松市中区 ｔｅａｔｒｉｎｏ 小売業 衣料品 5%

125,110 静岡県 浜松市中区 ＴＨＡｓｓｅｓｓｏｒｉａｅＴｒａｄｕ??ｅｓ サービス その他サービス 5%

125,111 静岡県 浜松市中区 ＴＨＭ　ｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

125,112 静岡県 浜松市中区 テーラー新屋 小売業 衣料品 5%

125,113 静岡県 浜松市中区 電化のビギン 小売業 電化製品 5%

125,114 静岡県 浜松市中区 デンキハウス　いとう 小売業 電化製品 5%

125,115 静岡県 浜松市中区 東栄電気 小売業 電化製品 5%

125,116 静岡県 浜松市中区 東海補聴器センター浜松店 小売業 その他小売 5%

125,117 静岡県 浜松市中区 【ＵＰＳＴＹＬＥ】トータルビューティ・アップスタイル サービス 理容・美容業 5%

125,118 静岡県 浜松市中区 トキワ印刷株式会社 サービス その他サービス 5%
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125,119 静岡県 浜松市中区 炭焼処　とことん サービス 飲食業 5%

125,120 静岡県 浜松市中区 ドスパラ浜松店 小売業 電化製品 5%

125,121 静岡県 浜松市中区 トヨタ部品静岡共販浜松北営業所 サービス その他サービス 5%

125,122 静岡県 浜松市中区 トランポリンパーク浜松 サービス その他サービス 5%

125,123 静岡県 浜松市中区 鳥料理　鳥浜 サービス 飲食業 5%

125,124 静岡県 浜松市中区 鳥焼　もろ川 サービス 飲食業 5%

125,125 静岡県 浜松市中区 中沢交通 サービス 運輸業 5%

125,126 静岡県 浜松市中区 なごみ整体院 サービス その他サービス 5%

125,127 静岡県 浜松市中区 Ｎａｔｕｒｉｌａ 小売業 衣料品 5%

125,128 静岡県 浜松市中区 ｎａｎａ　ｂｙ　ｐｉｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

125,129 静岡県 浜松市中区 なゆみカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

125,130 静岡県 浜松市中区 肉料理と大地の恵み　ひなた サービス 飲食業 5%

125,131 静岡県 浜松市中区 ニッカホーム　浜松西営業所 サービス その他サービス 5%

125,132 静岡県 浜松市中区 日本料理　日の出 サービス 飲食業 5%

125,133 静岡県 浜松市中区 ニューショップ浜松 小売業 衣料品 5%

125,134 静岡県 浜松市中区 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　Ｒｒａｍ サービス その他サービス 5%

125,135 静岡県 浜松市中区 猫がいるカフェＡｄａｇｉｏ サービス 飲食業 5%

125,136 静岡県 浜松市中区 ネスト　まきざわ 小売業 電化製品 5%

125,137 静岡県 浜松市中区 ネスト　やまむら 小売業 電化製品 5%

125,138 静岡県 浜松市中区 ネストマエジマ 小売業 電化製品 5%

125,139 静岡県 浜松市中区 農家の店ハレとケ 小売業 その他小売 5%

125,140 静岡県 浜松市中区 野口電化 小売業 電化製品 5%

125,141 静岡県 浜松市中区 野田ふとん店 小売業 その他小売 5%

125,142 静岡県 浜松市中区 バーバースタジオ　アロハ サービス 理容・美容業 5%

125,143 静岡県 浜松市中区 Ｂａｒ　リベンジ サービス 飲食業 5%

125,144 静岡県 浜松市中区 ＢＡＲ　ＲＵＯＫＡ サービス 飲食業 5%

125,145 静岡県 浜松市中区 バイパーアール サービス 理容・美容業 5%

125,146 静岡県 浜松市中区 ｈｉ?ｐｏｐ サービス 飲食業 5%

125,147 静岡県 浜松市中区 ハギタモーターサービス サービス その他サービス 5%

125,148 静岡県 浜松市中区 株式会社長谷川メディカル サービス その他サービス 5%

125,149 静岡県 浜松市中区 パソコンドック２４浜松店 サービス その他サービス 5%

125,150 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松板屋町店 小売業 食料品 2%

125,151 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松鍛冶町店 小売業 食料品 2%

125,152 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松上島３丁目店 小売業 食料品 2%

125,153 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松鴨江町店 小売業 食料品 2%

125,154 静岡県 浜松市中区 浜松サツキ自動車 小売業 その他小売 5%

125,155 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松蜆塚４丁目店 小売業 食料品 2%

125,156 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松商工会議所会館店 小売業 食料品 2%

125,157 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松新津町店 小売業 食料品 2%

125,158 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松砂山町店 小売業 食料品 2%

125,159 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松寸田ヶ谷店 小売業 食料品 2%

125,160 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松早出町店 小売業 食料品 2%
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125,161 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松高丘西１丁目店 小売業 食料品 2%

125,162 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松高丘東店 小売業 食料品 2%

125,163 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松高丘東２丁目店 小売業 食料品 2%

125,164 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松高町店 小売業 食料品 2%

125,165 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松中島３丁目店 小売業 食料品 2%

125,166 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松成子町店 小売業 食料品 2%

125,167 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松西浅田１丁目店 小売業 食料品 2%

125,168 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松野口町店 小売業 食料品 2%

125,169 静岡県 浜松市中区 浜松ハチ駆除専門店 サービス その他サービス 5%

125,170 静岡県 浜松市中区 浜松バレンタイン 小売業 食料品 5%

125,171 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松曳馬５丁目店 小売業 食料品 2%

125,172 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松曳馬店 小売業 食料品 2%

125,173 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松曳馬６丁目店 小売業 食料品 2%

125,174 静岡県 浜松市中区 浜松マイコンセンター サービス その他サービス 5%

125,175 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松南浅田２丁目店 小売業 食料品 2%

125,176 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松向宿店 小売業 食料品 2%

125,177 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松向宿２丁目店 小売業 食料品 2%

125,178 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松山下町店 小売業 食料品 2%

125,179 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松龍禅寺町店 小売業 食料品 2%

125,180 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松龍禅寺南店 小売業 食料品 2%

125,181 静岡県 浜松市中区 セブン－イレブン浜松和地山２丁目店 小売業 食料品 2%

125,182 静岡県 浜松市中区 株 バルドン楽器 小売業 その他小売 5%

125,183 静岡県 浜松市中区 明屋書店　イケヤ高丘店 小売業 その他小売 5%

125,184 静岡県 浜松市中区 明屋書店　イケヤ高林店 小売業 その他小売 5%

125,185 静岡県 浜松市中区 バレエ　ダンス店ダンスカウンティ 小売業 その他小売 5%

125,186 静岡県 浜松市中区 ＨＡＮＣＨＡＲ’Ｓ サービス 飲食業 5%

125,187 静岡県 浜松市中区 Ｂ－ＳＴＥＰ サービス 理容・美容業 5%

125,188 静岡県 浜松市中区 曳馬軒 サービス 理容・美容業 5%

125,189 静岡県 浜松市中区 ｐｉｑｕｅ《ピケ》 サービス 理容・美容業 5%

125,190 静岡県 浜松市中区 ピザタイム　泉店 サービス 飲食業 5%

125,191 静岡県 浜松市中区 ピザタイム　ピザタイム駅南店 サービス 飲食業 5%

125,192 静岡県 浜松市中区 辻梅 小売業 衣料品 5%

125,193 静岡県 浜松市中区 美酒処はく サービス 飲食業 5%

125,194 静岡県 浜松市中区 Ｈｉｌｌｍａｎ’ｓ サービス 飲食業 5%

125,195 静岡県 浜松市中区 ＢＩＳＥ 小売業 衣料品 5%

125,196 静岡県 浜松市中区 ＰｉＰＰＩ　美容室ＰｉＰＰＩ サービス 理容・美容業 5%

125,197 静岡県 浜松市中区 ヒメルヘアサービス サービス 理容・美容業 5%

125,198 静岡県 浜松市中区 ヒメルヘアサービス サービス 理容・美容業 5%

125,199 静岡県 浜松市中区 美容室シュール サービス 理容・美容業 5%

125,200 静岡県 浜松市中区 美容室マリーアン サービス 理容・美容業 5%

125,201 静岡県 浜松市中区 美容室ムーンストーン サービス 理容・美容業 5%

125,202 静岡県 浜松市中区 美容室ルグラン サービス 理容・美容業 5%
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125,203 静岡県 浜松市中区 ビヨンクール　浜松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

125,204 静岡県 浜松市中区 株式会社平川服装店 小売業 衣料品 5%

125,205 静岡県 浜松市中区 Ｐｉｌａｔｅｓ＆ＲｅｌａｘａｔｉｏｎＣＯＳＹＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

125,206 静岡県 浜松市中区 Ｈ！ＲＯＣＯＮ　アクトプラザ店 小売業 その他小売 5%

125,207 静岡県 浜松市中区 FIRST　DIAMOND浜松 小売業 貴金属・服飾品 5%

125,208 静岡県 浜松市中区 ダンスファッションワールド 小売業 衣料品 5%

125,209 静岡県 浜松市中区 フィーネ東田町店 小売業 食料品 5%

125,210 静岡県 浜松市中区 フィットネスエイト サービス その他サービス 5%

125,211 静岡県 浜松市中区 フーズアイランド高丘店 小売業 食料品 5%

125,212 静岡県 浜松市中区 ｆｏｔｏｌｏｇｕｅ 小売業 その他小売 5%

125,213 静岡県 浜松市中区 藤いち サービス 飲食業 5%

125,214 静岡県 浜松市中区 富士タクシー　０２２ サービス 運輸業 5%

125,215 静岡県 浜松市中区 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　浜松高林店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

125,216 静岡県 浜松市中区 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　浜松富塚店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

125,217 静岡県 浜松市中区 ＋ＣＥＦＬＥ－プラスセフィーレ－ サービス その他サービス 5%

125,218 静岡県 浜松市中区 プラスセフィーレ　プラスセフィーレ サービス 理容・美容業 5%

125,219 静岡県 浜松市中区 Ｂｌａｃｋ＆Ｓｉｌｖｅｒ サービス 飲食業 5%

125,220 静岡県 浜松市中区 Ｂｒｉｌｌａｎｔ サービス 理容・美容業 5%

125,221 静岡県 浜松市中区 ブリレブレッドワークス 小売業 食料品 5%

125,222 静岡県 浜松市中区 プレステージ 小売業 その他小売 5%

125,223 静岡県 浜松市中区 フレッシュネスバーガー浜松アクトシティ サービス 飲食業 2%

125,224 静岡県 浜松市中区 プレミアファスティングサロンＳｔｅｌｌａ サービス その他サービス 5%

125,225 静岡県 浜松市中区 ブローニュ 小売業 食料品 5%

125,226 静岡県 浜松市中区 ＦＬＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

125,227 静岡県 浜松市中区 プロス　本店 小売業 電化製品 5%

125,228 静岡県 浜松市中区 ｈａｉｒ　志希 サービス 理容・美容業 5%

125,229 静岡県 浜松市中区 ｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘａｍｉｅ サービス 理容・美容業 5%

125,230 静岡県 浜松市中区 Ｐｅｒ　Ｎｏｉ 小売業 衣料品 5%

125,231 静岡県 浜松市中区 宝生堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

125,232 静岡県 浜松市中区 補聴器専門店プロショップ大塚浜松相生店 小売業 その他小売 5%

125,233 静岡県 浜松市中区 補聴器専門店プロショップ大塚浜松幸店 小売業 その他小売 5%

125,234 静岡県 浜松市中区 ホテル一晃イン サービス 宿泊業 5%

125,235 静岡県 浜松市中区 ＰＯＬＥＰＯＬＥ サービス 理容・美容業 5%

125,236 静岡県 浜松市中区 本の松本 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

125,237 静岡県 浜松市中区 マイウェイ 小売業 その他小売 5%

125,238 静岡県 浜松市中区 マインドオグス 小売業 電化製品 5%

125,239 静岡県 浜松市中区 前田宝石 小売業 貴金属・服飾品 5%

125,240 静岡県 浜松市中区 まかしょお?? サービス 飲食業 5%

125,241 静岡県 浜松市中区 マスターズギルド 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

125,242 静岡県 浜松市中区 和食材乾物 松作商店 小売業 食料品 5%

125,243 静岡県 浜松市中区 ＭＵＴＴＳ 小売業 衣料品 5%

125,244 静岡県 浜松市中区 ＭＵＴＴＳ 小売業 衣料品 5%

2984



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

125,245 静岡県 浜松市中区 まつもと整体院 サービス その他サービス 5%

125,246 静岡県 浜松市中区 丸清呉服店 小売業 衣料品 5%

125,247 静岡県 浜松市中区 マルツ浜松高林店 小売業 電化製品 5%

125,248 静岡県 浜松市中区 丸東工芸舎 小売業 家具・調度品 5%

125,249 静岡県 浜松市中区 丸松産業株式会社 小売業 衣料品 5%

125,250 静岡県 浜松市中区 ミソノイサイクル しじみづか店 小売業 その他小売 5%

125,251 静岡県 浜松市中区 御園井成好 サービス その他サービス 5%

125,252 静岡県 浜松市中区 みゆきのへや サービス 理容・美容業 5%

125,253 静岡県 浜松市中区 銘酒の森　酒アルコ　浜松中央店 小売業 食料品 5%

125,254 静岡県 浜松市中区 銘酒の森　酒アルコ　浜松西店 小売業 衣料品 5%

125,255 静岡県 浜松市中区 メガネの光明堂 小売業 その他小売 5%

125,256 静岡県 浜松市中区 目の美容院＆エステ FLORA サービス 理容・美容業 5%

125,257 静岡県 浜松市中区 ｍｏｃｏｍｏｄｅ 小売業 衣料品 5%

125,258 静岡県 浜松市中区 ｍｏｎａｍｉ 小売業 衣料品 5%

125,259 静岡県 浜松市中区 やきとり鶴屋橋 サービス 飲食業 5%

125,260 静岡県 浜松市中区 櫓茶屋　浜松アクトプラザ サービス 飲食業 5%

125,261 静岡県 浜松市中区 谷島屋　催事 小売業 その他小売 5%

125,262 静岡県 浜松市中区 谷島屋　事務センター 小売業 その他小売 5%

125,263 静岡県 浜松市中区 谷島屋　高丘店 小売業 その他小売 5%

125,264 静岡県 浜松市中区 谷島屋　連尺店 小売業 その他小売 5%

125,265 静岡県 浜松市中区 山内電器商会 小売業 電化製品 5%

125,266 静岡県 浜松市中区 有限会社　茶匠丸栄 小売業 食料品 5%

125,267 静岡県 浜松市中区 Ｙｏｕｇａ フェイシャルエステ サービス 理容・美容業 5%

125,268 静岡県 浜松市中区 癒ａｎｄ美悠希 サービス 理容・美容業 5%

125,269 静岡県 浜松市中区 有限会社片部新聞店 小売業 その他小売 5%

125,270 静岡県 浜松市中区 有限会社シーク サービス その他サービス 5%

125,271 静岡県 浜松市中区 ＴＥＴＥＨＯＭＭＥ 小売業 衣料品 5%

125,272 静岡県 浜松市中区 柚露　ゆうろ サービス 飲食業 5%

125,273 静岡県 浜松市中区 雪花 サービス 飲食業 5%

125,274 静岡県 浜松市中区 吉田屋本店 サービス 飲食業 5%

125,275 静岡県 浜松市中区 らしんばん　浜松店 小売業 その他小売 5%

125,276 静岡県 浜松市中区 Ｌａｚｕｌｉｓｅａ サービス 理容・美容業 5%

125,277 静岡県 浜松市中区 ＭｅｘｉｃａｎＲｅｓｔａｕｒａｎｔ＆ＴｅｑｕｉｌａＢａｒＬａＳｅｘｔａ サービス 飲食業 5%

125,278 静岡県 浜松市中区 料亭うのいち サービス 飲食業 5%

125,279 静岡県 浜松市中区 リラクゼーションサロンＬａｎａｉ サービス その他サービス 5%

125,280 静岡県 浜松市中区 ｌｅｈａｃｏ サービス 飲食業 5%

125,281 静岡県 浜松市中区 ｆｏｒｍｅｅｔｂｅａｕｔｅＬｅＪａｒｄｉｎ サービス 理容・美容業 5%

125,282 静岡県 浜松市中区 LUCIR－K　BRIDAL浜松 小売業 貴金属・服飾品 5%

125,283 静岡県 浜松市中区 ルナ動物病院 サービス その他サービス 5%

125,284 静岡県 浜松市中区 ＬＵＭＩＥＲＥＦＩＴＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

125,285 静岡県 浜松市中区 ＬＥＩＨＡＩＲＷＯＲＫＳ サービス 理容・美容業 5%

125,286 静岡県 浜松市中区 REST PLUS サービス その他サービス 5%
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125,287 静岡県 浜松市中区 和歌山ラーメン七星 サービス 飲食業 5%

125,288 静岡県 浜松市中区 和根洋彩　園次 サービス 飲食業 5%

125,289 静岡県 浜松市中区 渡邉管財株式会社 サービス その他サービス 5%

125,290 静岡県 浜松市中区 ゼフィール サービス 理容・美容業 5%

125,291 静岡県 浜松市西区 愛犬の美容室 ｂａｂｙ ｍａｒｏ サービス 理容・美容業 5%

125,292 静岡県 浜松市西区 アスカ本店 小売業 電化製品 5%

125,293 静岡県 浜松市西区 ａｓｓｏｒｔｈａｉｒｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

125,294 静岡県 浜松市西区 甘酒専門店 麹家ｃａｆｅ 甘酒専門店麹家 サービス 飲食業 5%

125,295 静岡県 浜松市西区 アロマ＆ボディバランスのお店アルモニ サービス その他サービス 5%

125,296 静岡県 浜松市西区 アロマセラピーサロン　リセット サービス その他サービス 5%

125,297 静岡県 浜松市西区 飯田輪店 小売業 その他小売 5%

125,298 静岡県 浜松市西区 池谷電機 小売業 電化製品 5%

125,299 静岡県 浜松市西区 ｅコードしまの 小売業 電化製品 5%

125,300 静岡県 浜松市西区 一本堂　浜松入野店 小売業 食料品 5%

125,301 静岡県 浜松市西区 一本堂　入野店 サービス 飲食業 5%

125,302 静岡県 浜松市西区 入野自動車株式会社　いりのセンター サービス その他サービス 5%

125,303 静岡県 浜松市西区 入野ハトヤクリーニング サービス その他サービス 5%

125,304 静岡県 浜松市西区 うつわや サービス 飲食業 5%

125,305 静岡県 浜松市西区 うなぎ湖畔食房 舘山寺園 サービス 飲食業 5%

125,306 静岡県 浜松市西区 うなぎ専門の店 志ぶき うなぎ専門の店 志ぶき サービス 飲食業 5%

125,307 静岡県 浜松市西区 ＥＩＧＨＴ サービス 理容・美容業 5%

125,308 静岡県 浜松市西区 エステティックサロンＭｉＹａＢｉ サービス 理容・美容業 5%

125,309 静岡県 浜松市西区 オオギ美容室 サービス 理容・美容業 5%

125,310 静岡県 浜松市西区 大原屋 小売業 衣料品 5%

125,311 静岡県 浜松市西区 アイビー 小売業 衣料品 5%

125,312 静岡県 浜松市西区 お持ち帰り寿司　たけの子　舞阪店 小売業 衣料品 5%

125,313 静岡県 浜松市西区 オリックスレンタカー浜松雄踏店 サービス その他サービス 2%

125,314 静岡県 浜松市西区 かきこや舞阪店 小売業 食料品 5%

125,315 静岡県 浜松市西区 株式会社池谷電機 小売業 その他小売 5%

125,316 静岡県 浜松市西区 株式会社ハイタッチ 小売業 その他小売 5%

125,317 静岡県 浜松市西区 株式会社レグレース サービス その他サービス 5%

125,318 静岡県 浜松市西区 カワサキプラザ浜松 小売業 その他小売 2%

125,319 静岡県 浜松市西区 観光物産館 ことぶき 小売業 食料品 5%

125,320 静岡県 浜松市西区 牛角入野店 サービス 飲食業 2%

125,321 静岡県 浜松市西区 クレールユニ サービス 理容・美容業 5%

125,322 静岡県 浜松市西区 ＣｏＣｏ壱番屋浜松西伊場店 サービス 飲食業 2%

125,323 静岡県 浜松市西区 ＣＯＣＯＲＥ＊ＦＲＥ～ココリフレ～ サービス その他サービス 5%

125,324 静岡県 浜松市西区 さっちん施術院 サービス 理容・美容業 5%

125,325 静岡県 浜松市西区 Ｓｕｎｂｅａｃｈ サービス 飲食業 5%

125,326 静岡県 浜松市西区 ジェットミンミン 小売業 衣料品 5%

125,327 静岡県 浜松市西区 篠原ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

125,328 静岡県 浜松市西区 しゃぶしゃぶ温野菜浜松入野店 サービス 飲食業 2%
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125,329 静岡県 浜松市西区 シャロンモア 小売業 衣料品 5%

125,330 静岡県 浜松市西区 鐘庵浜松入野店 サービス 飲食業 5%

125,331 静岡県 浜松市西区 すし兵衛 西山店 小売業 食料品 5%

125,332 静岡県 浜松市西区 すたみな太郎　浜松西インター店 サービス 飲食業 5%

125,333 静岡県 浜松市西区 セゾンラズール 小売業 その他小売 5%

125,334 静岡県 浜松市西区 空の上の鍼灸サロンふわり　空の上の鍼灸サロンふわり サービス 理容・美容業 5%

125,335 静岡県 浜松市西区 大賢商店 小売業 衣料品 5%

125,336 静岡県 浜松市西区 Ｔｙｐｅ２　Ｔｙｐｅ２ 小売業 食料品 5%

125,337 静岡県 浜松市西区 太平洋トラベルサービス 浜松ツアーセンター サービス その他サービス 5%

125,338 静岡県 浜松市西区 大和養魚 小売業 食料品 5%

125,339 静岡県 浜松市西区 ＣＨＥＥ　Ｓ　ＣＨＥＥ　Ｓ サービス その他サービス 5%

125,340 静岡県 浜松市西区 手打ちうどん権太 サービス 飲食業 5%

125,341 静岡県 浜松市西区 時わすれ開華亭 サービス 宿泊業 5%

125,342 静岡県 浜松市西区 なかむらでんき 小売業 電化製品 5%

125,343 静岡県 浜松市西区 ネストこまつ 小売業 電化製品 5%

125,344 静岡県 浜松市西区 ネストシンムラ 小売業 電化製品 5%

125,345 静岡県 浜松市西区 パティスリーラヴェリテ 小売業 食料品 5%

125,346 静岡県 浜松市西区 浜寿し サービス 飲食業 5%

125,347 静岡県 浜松市西区 浜名湖グランドホテルさざなみ館 サービス 宿泊業 5%

125,348 静岡県 浜松市西区 浜乃木 サービス 飲食業 5%

125,349 静岡県 浜松市西区 セブン－イレブン浜松伊左地北店 小売業 食料品 2%

125,350 静岡県 浜松市西区 セブン－イレブン浜松伊左地町店 小売業 食料品 2%

125,351 静岡県 浜松市西区 セブン－イレブン浜松伊佐見橋店 小売業 食料品 2%

125,352 静岡県 浜松市西区 セブン－イレブン浜松入野町店 小売業 食料品 2%

125,353 静岡県 浜松市西区 セブン－イレブン浜松入野町東店 小売業 食料品 2%

125,354 静岡県 浜松市西区 セブン－イレブン浜松大久保店 小売業 食料品 2%

125,355 静岡県 浜松市西区 セブン－イレブン浜松大久保南店 小売業 食料品 2%

125,356 静岡県 浜松市西区 セブン－イレブン浜松神原町店 小売業 食料品 2%

125,357 静岡県 浜松市西区 セブン－イレブン浜松舘山寺町店 小売業 食料品 2%

125,358 静岡県 浜松市西区 セブン－イレブン浜松湖東町店 小売業 食料品 2%

125,359 静岡県 浜松市西区 セブン－イレブン浜松佐浜町店 小売業 食料品 2%

125,360 静岡県 浜松市西区 セブン－イレブン浜松志都呂町店 小売業 食料品 2%

125,361 静岡県 浜松市西区 セブン－イレブン浜松篠原町店 小売業 食料品 2%

125,362 静岡県 浜松市西区 セブン－イレブン浜松西山店 小売業 食料品 2%

125,363 静岡県 浜松市西区 セブン－イレブン浜松馬郡店 小売業 食料品 2%

125,364 静岡県 浜松市西区 セブン－イレブン浜松雄踏店 小売業 食料品 2%

125,365 静岡県 浜松市西区 セブン－イレブン浜松雄踏西店 小売業 食料品 2%

125,366 静岡県 浜松市西区 フーズアイランド雄踏店 小売業 食料品 5%

125,367 静岡県 浜松市西区 フランス菓子Ｃｈｏｃｏｔｔ 小売業 食料品 5%

125,368 静岡県 浜松市西区 Ｐｅｌａｎｂｕｒ サービス 理容・美容業 5%

125,369 静岡県 浜松市西区 プロスおさかべ 小売業 電化製品 5%

125,370 静岡県 浜松市西区 ＯＮＬＹ?ＨＯＰＥ サービス 理容・美容業 5%
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125,371 静岡県 浜松市西区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｓｕｎｎｙ サービス 理容・美容業 5%

125,372 静岡県 浜松市西区 補聴器専門店プロショップ大塚浜松佐鳴台店 小売業 その他小売 5%

125,373 静岡県 浜松市西区 ホテル鞠水亭 サービス 宿泊業 5%

125,374 静岡県 浜松市西区 ＰＯＮＯ サービス その他サービス 5%

125,375 静岡県 浜松市西区 ｍａｔｅｒｉａｌ サービス 理容・美容業 5%

125,376 静岡県 浜松市西区 丸カ産業株式会社 サービス その他サービス 5%

125,377 静岡県 浜松市西区 丸福 小売業 衣料品 5%

125,378 静岡県 浜松市西区 水口農機 小売業 その他小売 5%

125,379 静岡県 浜松市西区 谷島屋　さなる店 小売業 その他小売 5%

125,380 静岡県 浜松市西区 有限会社青山新聞店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

125,381 静岡県 浜松市西区 有限会社オートガレージカトウ サービス その他サービス 5%

125,382 静岡県 浜松市西区 (有)加茂サイクル商会 小売業 その他小売 5%

125,383 静岡県 浜松市西区 有限会社舞阪婚礼家具センター 小売業 家具・調度品 5%

125,384 静岡県 浜松市西区 ユートー電化センター 小売業 電化製品 5%

125,385 静岡県 浜松市西区 夢果色－ＹｕＭｅＫａＩＲＯ－ サービス 理容・美容業 5%

125,386 静岡県 浜松市西区 四代目近江屋 小売業 食料品 5%

125,387 静岡県 浜松市西区 ｌｅｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

125,388 静岡県 浜松市西区 Ｒｅｖｅ サービス その他サービス 5%

125,389 静岡県 浜松市西区 レストランクレルレヴェイエ（有限会社ロード・オブ・ブライト） サービス 飲食業 5%

125,390 静岡県 浜松市西区 和食と釜めし　かなざわ サービス 飲食業 5%

125,391 静岡県 浜松市浜北区 ａｙａｎｏｈａ サービス 理容・美容業 5%

125,392 静岡県 浜松市浜北区 アロマテラピーサロンｈａｍａｃａ サービス その他サービス 5%

125,393 静岡県 浜松市浜北区 ＡｒｏｍａＨｅａｌｉｎｇＳａｌｏｎＲＯＣＯ サービス 理容・美容業 5%

125,394 静岡県 浜松市浜北区 ａｎ　ｓ　ｄｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

125,395 静岡県 浜松市浜北区 イイコカフェドットファイブ サービス 飲食業 5%

125,396 静岡県 浜松市浜北区 ｅコード　ナカノ 小売業 電化製品 5%

125,397 静岡県 浜松市浜北区 委託業務庭や楓園 サービス その他サービス 5%

125,398 静岡県 浜松市浜北区 いちかわでんき 小売業 電化製品 5%

125,399 静岡県 浜松市浜北区 出光岩水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,400 静岡県 浜松市浜北区 Ｅｔｅｒｎａｌ Ｗｉｎｇ 小売業 その他小売 5%

125,401 静岡県 浜松市浜北区 大城製菓 小売業 食料品 5%

125,402 静岡県 浜松市浜北区 ｏｌｕｏｌｕ サービス 理容・美容業 5%

125,403 静岡県 浜松市浜北区 カイロプラクティックＡ．Ｎ．（アン） サービス 理容・美容業 5%

125,404 静岡県 浜松市浜北区 カクタスガレージ サービス その他サービス 5%

125,405 静岡県 浜松市浜北区 河合一利ピアノ教室 サービス その他サービス 5%

125,406 静岡県 浜松市浜北区 クスリのヨシダ本店　クスリのヨシダ本店 小売業 その他小売 5%

125,407 静岡県 浜松市浜北区 ｇｒａｓｓｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

125,408 静岡県 浜松市浜北区 ＣＲＡＧ サービス その他サービス 5%

125,409 静岡県 浜松市浜北区 ＧＵＲＩ． サービス 理容・美容業 5%

125,410 静岡県 浜松市浜北区 ＣＲＯＮＹ　ＣＲＯＮＹ サービス その他サービス 5%

125,411 静岡県 浜松市浜北区 国立天竜病院売店 小売業 その他小売 5%

125,412 静岡県 浜松市浜北区 さつきコンタクト　内野店 小売業 その他小売 5%
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125,413 静岡県 浜松市浜北区 さつきコンタクト　小林店 小売業 その他小売 5%

125,414 静岡県 浜松市浜北区 サロンアヴァンス サービス 理容・美容業 5%

125,415 静岡県 浜松市浜北区 ジャストカーサービス浜松本店 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,416 静岡県 浜松市浜北区 すたみな太郎　浜北店 サービス 飲食業 5%

125,417 静岡県 浜松市浜北区 スバルデンキ浜北店 小売業 電化製品 5%

125,418 静岡県 浜松市浜北区 千織 小売業 衣料品 5%

125,419 静岡県 浜松市浜北区 ＤＰ浜北 サービス 理容・美容業 5%

125,420 静岡県 浜松市浜北区 十八屋　十八屋　浜北店 小売業 衣料品 5%

125,421 静岡県 浜松市浜北区 外山タクシー　１１０号車 サービス 運輸業 5%

125,422 静岡県 浜松市浜北区 パートナー　アオキ 小売業 電化製品 5%

125,423 静岡県 浜松市浜北区 ハートフルＴＵＢＯＩ 小売業 電化製品 5%

125,424 静岡県 浜松市浜北区 セブン－イレブン浜北小松店 小売業 食料品 2%

125,425 静岡県 浜松市浜北区 セブン－イレブン浜北小松東店 小売業 食料品 2%

125,426 静岡県 浜松市浜北区 はまきた施術院・天竜院 サービス 理容・美容業 5%

125,427 静岡県 浜松市浜北区 セブン－イレブン浜北永島店 小売業 食料品 2%

125,428 静岡県 浜松市浜北区 セブン－イレブン浜北中瀬店 小売業 食料品 2%

125,429 静岡県 浜松市浜北区 セブン－イレブン浜北西中瀬店 小売業 食料品 2%

125,430 静岡県 浜松市浜北区 セブン－イレブン浜北根堅店 小売業 食料品 2%

125,431 静岡県 浜松市浜北区 セブン－イレブン浜北平口店 小売業 食料品 2%

125,432 静岡県 浜松市浜北区 はまきたプラザホテル ビアガーデン サービス 宿泊業 5%

125,433 静岡県 浜松市浜北区 セブン－イレブン浜北美薗団地店 小売業 食料品 2%

125,434 静岡県 浜松市浜北区 セブンーイレブン浜北宮口店 小売業 食料品 2%

125,435 静岡県 浜松市浜北区 浜松タクシー　３２５ サービス 運輸業 5%

125,436 静岡県 浜松市浜北区 はままつ８８ サービス 飲食業 5%

125,437 静岡県 浜松市浜北区 浜松浜北 サービス その他サービス 5%

125,438 静岡県 浜松市浜北区 はるの施術院 サービス その他サービス 5%

125,439 静岡県 浜松市浜北区 ぱんや　ヴォーノ 小売業 食料品 5%

125,440 静岡県 浜松市浜北区 ビアン正明堂 ビアン正明堂 小売業 食料品 5%

125,441 静岡県 浜松市浜北区 ＢＭＯ浜松浜北店 小売業 衣料品 5%

125,442 静岡県 浜松市浜北区 檜酵素風呂　ＯＬＵＯＬＵ サービス その他サービス 5%

125,443 静岡県 浜松市浜北区 ＢＯＯＫＯＦＦＰＬＵＳ　浜北 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

125,444 静岡県 浜松市浜北区 アイシー家電 小売業 電化製品 5%

125,445 静岡県 浜松市浜北区 ＨＡＩＲ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ＡＮ Ｓ サービス 理容・美容業 5%

125,446 静岡県 浜松市浜北区 ｍａｎｏ　ａ　ｍａｎｏ　Ｄｕｏ サービス 理容・美容業 5%

125,447 静岡県 浜松市浜北区 ｍａｎｏ　ａ　ｍａｎｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

125,448 静岡県 浜松市浜北区 耳つぼサロンＴｏｒｔｏｉｓｅ サービス その他サービス 5%

125,449 静岡県 浜松市浜北区 夢らまつ 小売業 その他小売 5%

125,450 静岡県 浜松市浜北区 村松種苗店 小売業 その他小売 5%

125,451 静岡県 浜松市浜北区 谷島屋　サンストリート　浜北店 小売業 その他小売 5%

125,452 静岡県 浜松市浜北区 谷島屋　本沢合店 小売業 その他小売 5%

125,453 静岡県 浜松市浜北区 ユアーズマルモ 小売業 電化製品 5%

125,454 静岡県 浜松市浜北区 Ｌａ　Ｃｈｏｕ　Ｃｈｏｕｔｅ サービス 飲食業 5%
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125,455 静岡県 浜松市浜北区 ＲＡＣＩＬ　浜北店 サービス 理容・美容業 5%

125,456 静岡県 浜松市浜北区 Ｌｕｃｃｉ　Ｂｏｄｙ　ルッチボディ鍼灸院 サービス その他サービス 5%

125,457 静岡県 浜松市浜北区 露菴　浜松店 サービス 飲食業 5%

125,458 静岡県 浜松市浜北区 和食 赤堀 サービス 飲食業 5%

125,459 静岡県 浜松市浜北区 和ダイニング　お好み焼き　月の和 サービス 飲食業 5%

125,460 静岡県 浜松市東区 アイ　ディール サービス 理容・美容業 5%

125,461 静岡県 浜松市東区 赤ちゃんデパート河田 小売業 その他小売 5%

125,462 静岡県 浜松市東区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ａｉｒ浜松 サービス 理容・美容業 5%

125,463 静岡県 浜松市東区 ＡＬＰＨＡ　いとう 小売業 電化製品 5%

125,464 静岡県 浜松市東区 ＡＬＯＨＡＢＬＵＥ サービス 理容・美容業 5%

125,465 静岡県 浜松市東区 ｅコード　ありたま 小売業 電化製品 5%

125,466 静岡県 浜松市東区 ｅコード　すずき 小売業 電化製品 5%

125,467 静岡県 浜松市東区 ｅコードひこさか 小売業 電化製品 5%

125,468 静岡県 浜松市東区 ｙｉｍ　ｙａａｋ サービス その他サービス 5%

125,469 静岡県 浜松市東区 癒しサロン　リカバリー サービス その他サービス 5%

125,470 静岡県 浜松市東区 イルカ薬局 小売業 その他小売 5%

125,471 静岡県 浜松市東区 インコントロ サービス 飲食業 5%

125,472 静岡県 浜松市東区 ＶａｎＣｏｕｎｃｉｌ　ＢＲｅｅｚｅ サービス 理容・美容業 5%

125,473 静岡県 浜松市東区 エテルナ株式会社　エテルナ　イオン浜松市野店 小売業 衣料品 5%

125,474 静岡県 浜松市東区 エムズエステート　本店 サービス その他サービス 5%

125,475 静岡県 浜松市東区 ｍｂｌｕｅ サービス 理容・美容業 5%

125,476 静岡県 浜松市東区 オキドキ　丸塚バイパス店 小売業 その他小売 5%

125,477 静岡県 浜松市東区 小田クリーニング サービス その他サービス 5%

125,478 静岡県 浜松市東区 音吉プレミアム　宮竹店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

125,479 静岡県 浜松市東区 ㈲ラグデザイン 小売業 家具・調度品 5%

125,480 静岡県 浜松市東区 オリックスレンタカー浜松インター店 サービス その他サービス 2%

125,481 静岡県 浜松市東区 音楽天国・浜松市野店 サービス その他サービス 5%

125,482 静岡県 浜松市東区 笠井文泉堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

125,483 静岡県 浜松市東区 かば動物クリニック サービス その他サービス 5%

125,484 静岡県 浜松市東区 カフェ　アポロン サービス 飲食業 5%

125,485 静岡県 浜松市東区 カフェレストランざぼん サービス 飲食業 2%

125,486 静岡県 浜松市東区 株式会社伊藤車輌 サービス その他サービス 5%

125,487 静岡県 浜松市東区 かもめ薬局 小売業 その他小売 5%

125,488 静岡県 浜松市東区 ガルフストリーム 小売業 その他小売 5%

125,489 静岡県 浜松市東区 カレーハウスココ壱番屋浜松有玉店 サービス 飲食業 2%

125,490 静岡県 浜松市東区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋浜松笠井店 サービス 飲食業 2%

125,491 静岡県 浜松市東区 カレーハウスココ壱番屋浜松天王町店 サービス 飲食業 2%

125,492 静岡県 浜松市東区 川合うなぎ店 小売業 食料品 5%

125,493 静岡県 浜松市東区 気分爽快 サービス その他サービス 5%

125,494 静岡県 浜松市東区 牛角市野店 サービス 飲食業 2%

125,495 静岡県 浜松市東区 牛角浜松有玉店 サービス 飲食業 2%

125,496 静岡県 浜松市東区 ｑｔｏ美容室別室 サービス 理容・美容業 5%
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125,497 静岡県 浜松市東区 餃庵 小売業 食料品 5%

125,498 静岡県 浜松市東区 餃子の店かめ サービス 飲食業 5%

125,499 静岡県 浜松市東区 セブン－イレブンきらりタウン浜北店 小売業 食料品 2%

125,500 静岡県 浜松市東区 くすり天龍堂 小売業 その他小売 5%

125,501 静岡県 浜松市東区 ＧＲＡＳＰ　ＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

125,502 静岡県 浜松市東区 ｇｒａｓｓｈａｉｒ　ｆｌｏｗｅｒ サービス 理容・美容業 5%

125,503 静岡県 浜松市東区 クラタ時計メガネ店 小売業 その他小売 5%

125,504 静岡県 浜松市東区 ＧＲＡＮＤＥフットサルパーク浜松 小売業 その他小売 5%

125,505 静岡県 浜松市東区 合名会社カクハチ芥田商店 小売業 その他小売 5%

125,506 静岡県 浜松市東区 巧和タクシー サービス 運輸業 5%

125,507 静岡県 浜松市東区 ｃｏｃａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

125,508 静岡県 浜松市東区 佐藤クラシックギター工房 小売業 その他小売 5%

125,509 静岡県 浜松市東区 サラカム　イサーン サービス 飲食業 5%

125,510 静岡県 浜松市東区 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｅｍｙ サービス 理容・美容業 5%

125,511 静岡県 浜松市東区 ＴＨＡＮＫＳ　ＧＩＶＩＮＧ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

125,512 静岡県 浜松市東区 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　浜松営業所 小売業 その他小売 5%

125,513 静岡県 浜松市東区 ｃｂｗｏｒｋｓ 小売業 衣料品 5%

125,514 静岡県 浜松市東区 四季彩堂　あそび屋四季彩堂 小売業 その他小売 5%

125,515 静岡県 浜松市東区 四季彩堂 有玉本店 小売業 その他小売 5%

125,516 静岡県 浜松市東区 ジクソーギャラリーにゅうとん　ジグソーギャラリーにゅうとん 小売業 その他小売 5%

125,517 静岡県 浜松市東区 しゃぶしゃぶ温野菜浜松有玉店 サービス 飲食業 2%

125,518 静岡県 浜松市東区 しゃぶしゃぶ温野菜浜松原島店 サービス 飲食業 2%

125,519 静岡県 浜松市東区 Ｊｏｙｌａｘ サービス その他サービス 5%

125,520 静岡県 浜松市東区 Ｊｏｙｌａｘ サービス その他サービス 5%

125,521 静岡県 浜松市東区 昭和自動車商会 小売業 その他小売 5%

125,522 静岡県 浜松市東区 ＪＯＮＤＡ じょんだ食堂 サービス 飲食業 5%

125,523 静岡県 浜松市東区 シラトリ浜松中央店 小売業 その他小売 5%

125,524 静岡県 浜松市東区 菅沼自動車工房株式会社 サービス その他サービス 5%

125,525 静岡県 浜松市東区 スタジオイッセイ サービス 理容・美容業 5%

125,526 静岡県 浜松市東区 ＳＴＡＧＥ ＺＥＲＯ サービス その他サービス 5%

125,527 静岡県 浜松市東区 ステップイトウ 小売業 電化製品 5%

125,528 静岡県 浜松市東区 ストレート　浜松店 小売業 その他小売 5%

125,529 静岡県 浜松市東区 スナップオン清水 小売業 その他小売 5%

125,530 静岡県 浜松市東区 整体　まほろ堂 サービス その他サービス 5%

125,531 静岡県 浜松市東区 染色工房たかい 小売業 衣料品 5%

125,532 静岡県 浜松市東区 綜合自動車学校 サービス その他サービス 5%

125,533 静岡県 浜松市東区 第一タイヤ 小売業 その他小売 5%

125,534 静岡県 浜松市東区 カルナヴィータ サービス その他サービス 5%

125,535 静岡県 浜松市東区 タカバヤシ 小売業 電化製品 5%

125,536 静岡県 浜松市東区 高林タクシー サービス 運輸業 5%

125,537 静岡県 浜松市東区 匠塾 サービス その他サービス 5%

125,538 静岡県 浜松市東区 中国四川料理　川龍 サービス 飲食業 5%
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125,539 静岡県 浜松市東区 ＤＦＬ　ｉｎｃ　　ＤＦＬ　ｉｎｃ サービス その他サービス 5%

125,540 静岡県 浜松市東区 トヨタ部品静岡共販浜松営業所 サービス その他サービス 5%

125,541 静岡県 浜松市東区 トヨタホ－ム東海株式会社 サービス その他サービス 5%

125,542 静岡県 浜松市東区 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ ＧＵＩＤＯ サービス 飲食業 5%

125,543 静岡県 浜松市東区 平野デンキ 小売業 電化製品 5%

125,544 静岡県 浜松市東区 ＮＯＲＭＡＡＬｉ サービス その他サービス 5%

125,545 静岡県 浜松市東区 南海部品浜松店 小売業 その他小売 5%

125,546 静岡県 浜松市東区 ニッカホーム　浜松東営業所 サービス その他サービス 5%

125,547 静岡県 浜松市東区 人形の館河田 小売業 その他小売 5%

125,548 静岡県 浜松市東区 バーバー近藤 サービス 理容・美容業 5%

125,549 静岡県 浜松市東区 はまきた施術院小池店森脇 サービス 理容・美容業 5%

125,550 静岡県 浜松市東区 セブン－イレブン浜松有玉西店 小売業 食料品 2%

125,551 静岡県 浜松市東区 セブン－イレブン浜松アリーナ前店 小売業 食料品 2%

125,552 静岡県 浜松市東区 セブン－イレブン浜松大島町店 小売業 食料品 2%

125,553 静岡県 浜松市東区 セブン－イレブン浜松大島南店 小売業 食料品 2%

125,554 静岡県 浜松市東区 セブン－イレブン浜松笠井町店 小売業 食料品 2%

125,555 静岡県 浜松市東区 浜松北施術院 サービス 理容・美容業 5%

125,556 静岡県 浜松市東区 セブン－イレブン浜松貴平町店 小売業 食料品 2%

125,557 静岡県 浜松市東区 セブン－イレブン浜松白鳥町店 小売業 食料品 2%

125,558 静岡県 浜松市東区 浜松タクシー　２４１ サービス 運輸業 5%

125,559 静岡県 浜松市東区 セブンーイレブン浜松天王町店 小売業 食料品 2%

125,560 静岡県 浜松市東区 セブン－イレブン浜松豊西店 小売業 食料品 2%

125,561 静岡県 浜松市東区 セブン－イレブン浜松長鶴町店 小売業 食料品 2%

125,562 静岡県 浜松市東区 セブンーイレブン浜松西ヶ崎西店 小売業 食料品 2%

125,563 静岡県 浜松市東区 セブンーイレブン浜松半田町店 小売業 食料品 2%

125,564 静岡県 浜松市東区 セブン－イレブン浜松丸塚町店 小売業 食料品 2%

125,565 静岡県 浜松市東区 セブン－イレブン浜松流通元町店 小売業 食料品 2%

125,566 静岡県 浜松市東区 Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん 浜松市野店 小売業 その他小売 5%

125,567 静岡県 浜松市東区 ピザタイム　入野店 サービス 飲食業 5%

125,568 静岡県 浜松市東区 ピザタイム　子安店 サービス 飲食業 5%

125,569 静岡県 浜松市東区 ＰｉＰＰＩ　ｆｉｎｏ　ピッピフィノ サービス 理容・美容業 5%

125,570 静岡県 浜松市東区 広島お好み焼き　タイラ サービス 飲食業 5%

125,571 静岡県 浜松市東区 ファミーユコウハク　有玉店 小売業 食料品 5%

125,572 静岡県 浜松市東区 Ｊｕｇａｒ 小売業 家具・調度品 5%

125,573 静岡県 浜松市東区 プチフラワー 小売業 その他小売 5%

125,574 静岡県 浜松市東区 好い加減くらぶ　浜松 サービス その他サービス 5%

125,575 静岡県 浜松市東区 ふとんタナカ じぶんまくら 浜松 天王店 小売業 その他小売 5%

125,576 静岡県 浜松市東区 プライベートアロマサロンピエニメリ サービス その他サービス 5%

125,577 静岡県 浜松市東区 ふりぃだむ サービス 飲食業 5%

125,578 静岡県 浜松市東区 プロス　おおいし 小売業 電化製品 5%

125,579 静岡県 浜松市東区 プロスすぎうら 小売業 電化製品 5%

125,580 静岡県 浜松市東区 プロス　すずき 小売業 電化製品 5%

2992



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

125,581 静岡県 浜松市東区 ヘアーサロン　こすぎ サービス 理容・美容業 5%

125,582 静岡県 浜松市東区 ヘアーサロンイトウ サービス 理容・美容業 5%

125,583 静岡県 浜松市東区 ＨＡＩＲ　ＷＯＲＫ　ＢＵＺＺ サービス 理容・美容業 5%

125,584 静岡県 浜松市東区 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｕ　Ｍ サービス 理容・美容業 5%

125,585 静岡県 浜松市東区 ホテル玄　浜松インター サービス 宿泊業 5%

125,586 静岡県 浜松市東区 ｍａｎｍａｒｕ サービス 理容・美容業 5%

125,587 静岡県 浜松市東区 メロンショップマエシマ 小売業 食料品 5%

125,588 静岡県 浜松市東区 Ｍｅｎ　ｓ　ｈａｉｒどい　Ｍｅｎ　ｓ　ｈａｉｒどい サービス 理容・美容業 5%

125,589 静岡県 浜松市東区 モーバイる　浜松店 サービス その他サービス 5%

125,590 静岡県 浜松市東区 やきとり食べ放題とりーず サービス 飲食業 5%

125,591 静岡県 浜松市東区 焼肉料理　千家 サービス 飲食業 5%

125,592 静岡県 浜松市東区 谷島屋　医科大学店 小売業 その他小売 5%

125,593 静岡県 浜松市東区 谷島屋　毎日ボウル店 小売業 その他小売 5%

125,594 静岡県 浜松市東区 やまこう サービス その他サービス 5%

125,595 静岡県 浜松市東区 （有）　ウィーン洋菓子店 サービス 飲食業 5%

125,596 静岡県 浜松市東区 （有）ガスステーション サービス その他サービス 5%

125,597 静岡県 浜松市東区 ゴルフショップサンビレッジ 小売業 その他小売 5%

125,598 静岡県 浜松市東区 有限会社ジール　ジール　ヘアサロン サービス 理容・美容業 5%

125,599 静岡県 浜松市東区 Ｙｏｕ車検 小売業 その他小売 5%

125,600 静岡県 浜松市東区 Ｌａｃｈｉｃ＋ サービス 理容・美容業 5%

125,601 静岡県 浜松市東区 ＲＥ：ＳＭＩＬＥ サービス その他サービス 5%

125,602 静岡県 浜松市東区 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｓａｌｏｎ　ＡＱＵＡ サービス 理容・美容業 5%

125,603 静岡県 浜松市東区 ｒｅｃｏｌｔｅ１６ サービス 理容・美容業 5%

125,604 静岡県 浜松市東区 レッツコイデ 小売業 電化製品 5%

125,605 静岡県 浜松市東区 レフティ カットショップ レフティ カットショップ サービス 理容・美容業 5%

125,606 静岡県 浜松市東区 路山人 サービス 飲食業 5%

125,607 静岡県 浜松市東区 和食なかむら サービス 飲食業 5%

125,608 静岡県 浜松市南区 アーク浜松可美店 小売業 衣料品 5%

125,609 静岡県 浜松市南区 ヤマショウ生活商店 小売業 衣料品 5%

125,610 静岡県 浜松市南区 ＡＴＨＬＥＡＸ　ＧＹＭ サービス その他サービス 5%

125,611 静岡県 浜松市南区 あそう坊や 小売業 衣料品 5%

125,612 静岡県 浜松市南区 あまた屋 サービス 飲食業 5%

125,613 静岡県 浜松市南区 Ｕｎｄｅｒｇｒｏｕｎｄｓｕｒｆｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

125,614 静岡県 浜松市南区 ｅコードみなみ 小売業 電化製品 5%

125,615 静岡県 浜松市南区 Ｍｂｅａｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

125,616 静岡県 浜松市南区 エルドール美崎屋 小売業 食料品 5%

125,617 静岡県 浜松市南区 オートサービス浜松 小売業 その他小売 5%

125,618 静岡県 浜松市南区 沖縄料理てぃ?だ サービス 飲食業 5%

125,619 静岡県 浜松市南区 お好み焼き　つっち サービス 飲食業 5%

125,620 静岡県 浜松市南区 お食事処　さや 小売業 食料品 5%

125,621 静岡県 浜松市南区 カーメンテナンス船越 サービス その他サービス 5%

125,622 静岡県 浜松市南区 カウリースパ サービス 理容・美容業 5%
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125,623 静岡県 浜松市南区 ＫＡＧＡＲＩ 小売業 その他小売 5%

125,624 静岡県 浜松市南区 株式会社　一馬タイヤ商会　タイヤガーデン浜松 小売業 その他小売 5%

125,625 静岡県 浜松市南区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋浜松立野店 サービス 飲食業 2%

125,626 静岡県 浜松市南区 キシル 小売業 家具・調度品 5%

125,627 静岡県 浜松市南区 クボデンキ 小売業 電化製品 5%

125,628 静岡県 浜松市南区 ｇｒａｓｓｇｒｅｅｎＳＵＲＦＧＡＲＡＧＥ 小売業 その他小売 5%

125,629 静岡県 浜松市南区 ことぶき薬局 小売業 その他小売 5%

125,630 静岡県 浜松市南区 蛇の目寿司 サービス 飲食業 5%

125,631 静岡県 浜松市南区 ＧｉＬ ＧｉＬ サービス 理容・美容業 5%

125,632 静岡県 浜松市南区 Ｓｏｕｒｉｒｅ　?スーリール? サービス その他サービス 5%

125,633 静岡県 浜松市南区 Ｓｏｕｒｉｒｅ?スーリール? サービス その他サービス 5%

125,634 静岡県 浜松市南区 ＺＥＮＳ?Ｂ 小売業 その他小売 5%

125,635 静岡県 浜松市南区 創庫生活館　浜松可美店 小売業 その他小売 5%

125,636 静岡県 浜松市南区 そぶ川美容室 サービス 理容・美容業 5%

125,637 静岡県 浜松市南区 タイタンタクシー サービス 運輸業 5%

125,638 静岡県 浜松市南区 タイヤガーデン浜松 小売業 その他小売 5%

125,639 静岡県 浜松市南区 滝口タクシー サービス その他サービス 5%

125,640 静岡県 浜松市南区 でんきランドかわい 小売業 電化製品 5%

125,641 静岡県 浜松市南区 ナカヤマ 小売業 衣料品 5%

125,642 静岡県 浜松市南区 ノサキ電器 小売業 電化製品 5%

125,643 静岡県 浜松市南区 ノサキ電器　小沢渡店 小売業 電化製品 5%

125,644 静岡県 浜松市南区 ＨＵＩＳ 小売業 衣料品 5%

125,645 静岡県 浜松市南区 ＨＯＵＳＥＯＦＦＩＮＮＪＵＨＬＨＡＫＵＢＡ サービス その他サービス 5%

125,646 静岡県 浜松市南区 ＨｏｕｓｅｏｆＳＵＲＦ 小売業 その他小売 5%

125,647 静岡県 浜松市南区 セブン－イレブン浜松飯田北店 小売業 食料品 2%

125,648 静岡県 浜松市南区 セブン－イレブン浜松飯田町店 小売業 食料品 2%

125,649 静岡県 浜松市南区 セブン－イレブン浜松江之島店 小売業 食料品 2%

125,650 静岡県 浜松市南区 セブン－イレブン浜松金折町店 小売業 食料品 2%

125,651 静岡県 浜松市南区 セブン－イレブン浜松参野町店 小売業 食料品 2%

125,652 静岡県 浜松市南区 セブン－イレブン浜松三和町店 小売業 食料品 2%

125,653 静岡県 浜松市南区 セブン－イレブン浜松下江町店 小売業 食料品 2%

125,654 静岡県 浜松市南区 セブン－イレブン浜松高塚北店 小売業 食料品 2%

125,655 静岡県 浜松市南区 セブン－イレブン浜松東町店 小売業 食料品 2%

125,656 静岡県 浜松市南区 セブン－イレブン浜松東若林店 小売業 食料品 2%

125,657 静岡県 浜松市南区 セブン－イレブン浜松芳川店 小売業 食料品 2%

125,658 静岡県 浜松市南区 セブン－イレブン浜松松島町店 小売業 食料品 2%

125,659 静岡県 浜松市南区 セブン－イレブン浜松三島町店 小売業 食料品 2%

125,660 静岡県 浜松市南区 セブン－イレブン浜松安松町店 小売業 食料品 2%

125,661 静岡県 浜松市南区 セブン－イレブン浜松若林南店 小売業 食料品 2%

125,662 静岡県 浜松市南区 明屋書店　渡瀬店 小売業 その他小売 5%

125,663 静岡県 浜松市南区 美容室ｆａｌａ サービス 理容・美容業 5%

125,664 静岡県 浜松市南区 ヒロヤカンパニー サービス その他サービス 5%
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125,665 静岡県 浜松市南区 フーズアイランド西伝寺店 小売業 食料品 5%

125,666 静岡県 浜松市南区 Ｆｒｉｅｎｄｚ サービス その他サービス 5%

125,667 静岡県 浜松市南区 Ｆｌｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

125,668 静岡県 浜松市南区 プロスいちは 小売業 電化製品 5%

125,669 静岡県 浜松市南区 プロスすぎやま 小売業 電化製品 5%

125,670 静岡県 浜松市南区 プロス　まつしま 小売業 電化製品 5%

125,671 静岡県 浜松市南区 Ｈａｉｒ ｍｕｓｅｕｍ きいち サービス 理容・美容業 5%

125,672 静岡県 浜松市南区 ヘアタイムベル サービス 理容・美容業 5%

125,673 静岡県 浜松市南区 株式会社ベストブラス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

125,674 静岡県 浜松市南区 ボディケアライク サービス その他サービス 5%

125,675 静岡県 浜松市南区 マルエイ自動車 サービス その他サービス 5%

125,676 静岡県 浜松市南区 満留賀支店 サービス 飲食業 5%

125,677 静岡県 浜松市南区 モトサービスエッジ サービス その他サービス 5%

125,678 静岡県 浜松市南区 ＲＩＶＥＲ サービス 理容・美容業 5%

125,679 静岡県 浜松市南区 ルミナーレ サービス 理容・美容業 5%

125,680 静岡県 浜松市南区 レジェーラ　レジェーラ 小売業 その他小売 5%

125,681 静岡県 東伊豆町 味の宿　喜久多 サービス 宿泊業 5%

125,682 静岡県 東伊豆町 熱川温泉　粋光 サービス 宿泊業 5%

125,683 静岡県 東伊豆町 熱川館 サービス 宿泊業 5%

125,684 静岡県 東伊豆町 熱川ダイビングサービス 小売業 その他小売 5%

125,685 静岡県 東伊豆町 熱川ハイツ サービス 宿泊業 5%

125,686 静岡県 東伊豆町 熱川プリンスホテル サービス 宿泊業 5%

125,687 静岡県 東伊豆町 熱川大和館 サービス 宿泊業 5%

125,688 静岡県 東伊豆町 熱川大和館 サービス 宿泊業 5%

125,689 静岡県 東伊豆町 アニマルキングダム サービス 宿泊業 5%

125,690 静岡県 東伊豆町 ＪＭ／イーデン奈良本店 小売業 電化製品 5%

125,691 静岡県 東伊豆町 いさり火 サービス 宿泊業 5%

125,692 静岡県 東伊豆町 セブン－イレブン伊豆稲取温泉口店 小売業 食料品 2%

125,693 静岡県 東伊豆町 伊豆稲取スポーツヴィラ サービス 宿泊業 5%

125,694 静岡県 東伊豆町 セブン－イレブン伊豆稲取店 小売業 食料品 2%

125,695 静岡県 東伊豆町 セブン－イレブン伊豆白田店 小売業 食料品 2%

125,696 静岡県 東伊豆町 伊東園ホテル熱川 サービス 宿泊業 5%

125,697 静岡県 東伊豆町 伊東園ホテル稲取 サービス 宿泊業 5%

125,698 静岡県 東伊豆町 稲取　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,699 静岡県 東伊豆町 稲取ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

125,700 静岡県 東伊豆町 いなとり荘 サービス 宿泊業 5%

125,701 静岡県 東伊豆町 稲取東海ホテル別館ＳＡＺＡＮＡ サービス 宿泊業 5%

125,702 静岡県 東伊豆町 稲取マリンスポーツセンター伊豆店 サービス その他サービス 5%

125,703 静岡県 東伊豆町 臼井ストアー 小売業 その他小売 5%

125,704 静岡県 東伊豆町 海うさぎ サービス 宿泊業 5%

125,705 静岡県 東伊豆町 梅のお宿　温泉民宿　宮田荘 サービス 宿泊業 5%

125,706 静岡県 東伊豆町 オーシャンフロント　南熱川しおさい館 サービス 宿泊業 5%
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125,707 静岡県 東伊豆町 オーベルジュはせべ サービス その他サービス 5%

125,708 静岡県 東伊豆町 お食事処　うな瀬　お食事処　うな瀬 サービス 飲食業 5%

125,709 静岡県 東伊豆町 お宿しらなみ サービス 宿泊業 5%

125,710 静岡県 東伊豆町 オレンヂセンター サービス 飲食業 5%

125,711 静岡県 東伊豆町 片瀬館ひいな サービス 宿泊業 5%

125,712 静岡県 東伊豆町 株式会社熱川自動車 サービス その他サービス 5%

125,713 静岡県 東伊豆町 玉翠館 サービス 宿泊業 5%

125,714 静岡県 東伊豆町 吟酒むらため 小売業 食料品 5%

125,715 静岡県 東伊豆町 きんめ処なぶら　とと サービス 飲食業 5%

125,716 静岡県 東伊豆町 里の市場　カネカストア 小売業 食料品 5%

125,717 静岡県 東伊豆町 茶房＆体験工房　さくら坂 サービス その他サービス 5%

125,718 静岡県 東伊豆町 収穫体験農園ふたつぼり 小売業 食料品 5%

125,719 静岡県 東伊豆町 ストーンチェアキャンプ場 サービス その他サービス 5%

125,720 静岡県 東伊豆町 そば処いし川 サービス 飲食業 5%

125,721 静岡県 東伊豆町 たかみホテル サービス 宿泊業 5%

125,722 静岡県 東伊豆町 食べるお宿　浜の湯 サービス 宿泊業 5%

125,723 静岡県 東伊豆町 奈良偲の里　玉翠 サービス 宿泊業 5%

125,724 静岡県 東伊豆町 ネクスト　稲取店 サービス 理容・美容業 5%

125,725 静岡県 東伊豆町 フ－ズライフ　ハナマル 小売業 その他小売 5%

125,726 静岡県 東伊豆町 ふたりの湯宿　湯花満開 サービス 宿泊業 5%

125,727 静岡県 東伊豆町 ヘアーサロン　きんぱ サービス 理容・美容業 5%

125,728 静岡県 東伊豆町 望水 サービス 宿泊業 5%

125,729 静岡県 東伊豆町 星ホテル サービス 宿泊業 5%

125,730 静岡県 東伊豆町 ほてい食堂　ほてい食堂 サービス 飲食業 5%

125,731 静岡県 東伊豆町 稲取東海ホテル サービス 宿泊業 5%

125,732 静岡県 東伊豆町 ホテルカターラリゾート＆スパ サービス 宿泊業 5%

125,733 静岡県 東伊豆町 マクドナルドイオンタウン稲取店 サービス 飲食業 2%

125,734 静岡県 東伊豆町 マヒナ・グランピング・スパ・ヴィレッジ サービス 宿泊業 5%

125,735 静岡県 東伊豆町 有限会社　カネカストアー　里の市場　カネカストア 小売業 その他小売 5%

125,736 静岡県 東伊豆町 Ｒｅａｌ　ｃｏｕｎｔｒｙ　ｉｎｎ　Ｓｐｅａｋ　Ｅａｓｙ サービス 宿泊業 5%

125,737 静岡県 東伊豆町 ルネッサ稲取高原 サービス 宿泊業 5%

125,738 静岡県 袋井市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｐａｈｉｃａ袋井 サービス 理容・美容業 5%

125,739 静岡県 袋井市 浅名 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,740 静岡県 袋井市 浅羽　掛川スーパー浅羽店 小売業 食料品 5%

125,741 静岡県 袋井市 Ｒ１５０浅羽町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,742 静岡県 袋井市 渥美電気 小売業 電化製品 5%

125,743 静岡県 袋井市 庵 サービス 飲食業 5%

125,744 静岡県 袋井市 ｅコードふくろい 小売業 電化製品 5%

125,745 静岡県 袋井市 ＩＺＡＣＡＦＥ　ｃｏｏーｋａｉ サービス 飲食業 5%

125,746 静岡県 袋井市 石原屋 サービス 飲食業 5%

125,747 静岡県 袋井市 イジマタイヤ有限会社 小売業 その他小売 5%

125,748 静岡県 袋井市 印章ふかさわ 小売業 その他小売 5%
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125,749 静岡県 袋井市 ウォーク　袋井山梨店 小売業 貴金属・服飾品 5%

125,750 静岡県 袋井市 Ｓ・ＴＥＣ サービス その他サービス 5%

125,751 静岡県 袋井市 エレガンス時正堂　泉町本店 小売業 その他小売 5%

125,752 静岡県 袋井市 Ａｕｔｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　ＫＯＭＡＩ サービス その他サービス 5%

125,753 静岡県 袋井市 オシャレサロンみつかわ サービス 理容・美容業 5%

125,754 静岡県 袋井市 お茶のひしだい 小売業 食料品 5%

125,755 静岡県 袋井市 カトウ電器 小売業 電化製品 5%

125,756 静岡県 袋井市 カフェ・ワイン＆ダイニングカスティノ サービス 飲食業 5%

125,757 静岡県 袋井市 株式会社 古田屋 浅羽ＧＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,758 静岡県 袋井市 株式会社 古田屋 浅羽店 小売業 食料品 5%

125,759 静岡県 袋井市 株式会社川島 小売業 その他小売 5%

125,760 静岡県 袋井市 株式会社ｂｉｚ サービス その他サービス 5%

125,761 静岡県 袋井市 株式会社マルエスモータース サービス その他サービス 5%

125,762 静岡県 袋井市 かめや釣具 袋井店 小売業 その他小売 5%

125,763 静岡県 袋井市 カレーハウスココ壱番屋袋井久能店 サービス 飲食業 2%

125,764 静岡県 袋井市 牛角袋井店 サービス 飲食業 2%

125,765 静岡県 袋井市 久野屋 小売業 その他小売 5%

125,766 静岡県 袋井市 車磨き専門店・片山鏡面工房 サービス その他サービス 5%

125,767 静岡県 袋井市 クローバー薬局 小売業 その他小売 5%

125,768 静岡県 袋井市 坂井モーター　袋井久能店 サービス その他サービス 5%

125,769 静岡県 袋井市 酒のなだや　酒のなだや清水店 小売業 食料品 5%

125,770 静岡県 袋井市 アトリエジェムクラフト 小売業 貴金属・服飾品 5%

125,771 静岡県 袋井市 自転車工房りんりん 小売業 その他小売 5%

125,772 静岡県 袋井市 柴田車輌 サービス その他サービス 5%

125,773 静岡県 袋井市 シューズ＆バッグマルオー 小売業 衣料品 5%

125,774 静岡県 袋井市 シラトリ袋井国本店 小売業 その他小売 5%

125,775 静岡県 袋井市 ｓｗｉｔｃｈ＋ サービス 理容・美容業 5%

125,776 静岡県 袋井市 スーパーラック愛野店 小売業 食料品 5%

125,777 静岡県 袋井市 杉山トーヨー住器 サービス その他サービス 5%

125,778 静岡県 袋井市 スキンケアハウス　くのや 小売業 その他小売 5%

125,779 静岡県 袋井市 すしのらく サービス 飲食業 5%

125,780 静岡県 袋井市 スズキデンキ 小売業 電化製品 5%

125,781 静岡県 袋井市 すずこし 小売業 衣料品 5%

125,782 静岡県 袋井市 ステーキハウスあんとれ サービス 飲食業 5%

125,783 静岡県 袋井市 ＳＯＩＧＮＥＲ サービス 理容・美容業 5%

125,784 静岡県 袋井市 袋井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,785 静岡県 袋井市 袋井北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,786 静岡県 袋井市 宝鮨 サービス 飲食業 5%

125,787 静岡県 袋井市 茶花 サービス 飲食業 5%

125,788 静岡県 袋井市 千代田家具袋井店 小売業 家具・調度品 5%

125,789 静岡県 袋井市 塚本電気　塚本電気 小売業 電化製品 5%

125,790 静岡県 袋井市 都路蔵 サービス 飲食業 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

125,791 静岡県 袋井市 鉄板居酒屋こいこい サービス 飲食業 5%

125,792 静岡県 袋井市 手もみ処まる　袋井浅羽店 サービス その他サービス 5%

125,793 静岡県 袋井市 デンカプラザ　タナカ　浅羽店 小売業 電化製品 5%

125,794 静岡県 袋井市 電器堂やまなし 小売業 電化製品 5%

125,795 静岡県 袋井市 東海補聴器センター　袋井店 小売業 その他小売 5%

125,796 静岡県 袋井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ袋井堀越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,797 静岡県 袋井市 時計メガネ宝石のオガワ 小売業 貴金属・服飾品 5%

125,798 静岡県 袋井市 十八屋 十八屋 袋井店 小売業 衣料品 5%

125,799 静岡県 袋井市 とんかつのせんば サービス 飲食業 5%

125,800 静岡県 袋井市 中田屋薬局 小売業 その他小売 5%

125,801 静岡県 袋井市 中村和明税理士事務所 サービス その他サービス 5%

125,802 静岡県 袋井市 ニオス袋井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,803 静岡県 袋井市 ニオス諸井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,804 静岡県 袋井市 ニッセンシェイプファンデサロンチャオ 小売業 衣料品 5%

125,805 静岡県 袋井市 ニッセンシェイプファンデサロンピアッツェ 小売業 衣料品 5%

125,806 静岡県 袋井市 根津モータース サービス その他サービス 5%

125,807 静岡県 袋井市 ノエビアサロン　袋井店 小売業 その他小売 5%

125,808 静岡県 袋井市 呑楽堂 サービス 飲食業 5%

125,809 静岡県 袋井市 Ｂａｒｂｅｒ　Ｓｈｏｐ　ＭＩＹＡＭＯＴＯ サービス 理容・美容業 5%

125,810 静岡県 袋井市 Ｂａｒ　ＰＯＰＵＰ サービス 飲食業 5%

125,811 静岡県 袋井市 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　季季 小売業 食料品 5%

125,812 静岡県 袋井市 花歩 小売業 その他小売 5%

125,813 静岡県 袋井市 晩彩和風料理　だいこん亭 サービス 飲食業 5%

125,814 静岡県 袋井市 ＰＡＮ　ｄｅ　ＮＩＱ サービス 飲食業 5%

125,815 静岡県 袋井市 Ｐｉｋｃｙ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

125,816 静岡県 袋井市 ビジネスホテル　コスモイン サービス 宿泊業 5%

125,817 静岡県 袋井市 美容室ｐｏｌｋａｄｏｔ サービス 理容・美容業 5%

125,818 静岡県 袋井市 美容室Ｒｈｕｂａｒｂ サービス 理容・美容業 5%

125,819 静岡県 袋井市 ひょうたん袋井 サービス 飲食業 5%

125,820 静岡県 袋井市 フィールアドバンス サービス 理容・美容業 5%

125,821 静岡県 袋井市 セブン－イレブン袋井梅山店 小売業 食料品 2%

125,822 静岡県 袋井市 袋井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,823 静岡県 袋井市 ふくろいＦＰ－ＳＥＲＶＩＣＥ サービス その他サービス 5%

125,824 静岡県 袋井市 セブン－イレブン袋井川井店 小売業 食料品 2%

125,825 静岡県 袋井市 セブン－イレブン袋井北浅羽店 小売業 食料品 2%

125,826 静岡県 袋井市 セブン－イレブン袋井国本店 小売業 食料品 2%

125,827 静岡県 袋井市 セブン－イレブン袋井久能店 小売業 食料品 2%

125,828 静岡県 袋井市 袋井グランドボウル サービス その他サービス 5%

125,829 静岡県 袋井市 袋井交通株式会社 サービス その他サービス 5%

125,830 静岡県 袋井市 セブン－イレブン袋井下山梨店 小売業 食料品 2%

125,831 静岡県 袋井市 セブン－イレブン袋井市役所前店 小売業 食料品 2%

125,832 静岡県 袋井市 袋井タイセン根津 小売業 その他小売 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

125,833 静岡県 袋井市 セブン－イレブン袋井大門店 小売業 食料品 2%

125,834 静岡県 袋井市 セブン－イレブン袋井土橋店 小売業 食料品 2%

125,835 静岡県 袋井市 セブン－イレブン袋井天神町店 小売業 食料品 2%

125,836 静岡県 袋井市 セブン－イレブン袋井七ツ森店 小売業 食料品 2%

125,837 静岡県 袋井市 セブン－イレブン袋井春岡店 小売業 食料品 2%

125,838 静岡県 袋井市 袋井プリンセスホテル サービス 宿泊業 5%

125,839 静岡県 袋井市 セブン－イレブン袋井方丈店 小売業 食料品 2%

125,840 静岡県 袋井市 セブン－イレブン袋井湊店 小売業 食料品 2%

125,841 静岡県 袋井市 セブン－イレブン袋井睦町店 小売業 食料品 2%

125,842 静岡県 袋井市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　袋井店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

125,843 静岡県 袋井市 ブティック　グレイト 小売業 衣料品 5%

125,844 静岡県 袋井市 ｐｕｎａｈｅｌｅ サービス 理容・美容業 5%

125,845 静岡県 袋井市 プラネットクライミングジム袋井店　プラネットクライミングジム袋井店 サービス その他サービス 5%

125,846 静岡県 袋井市 ＦｌｏｗｅｒＤｅｓｉｇｎＳｔｕｄｉｏ花歩 小売業 その他小売 5%

125,847 静岡県 袋井市 ヘアーサロンａｎ サービス 理容・美容業 5%

125,848 静岡県 袋井市 ペーハーセブンヴォーグ サービス 理容・美容業 5%

125,849 静岡県 袋井市 ベスト電器 袋井店 小売業 電化製品 2%

125,850 静岡県 袋井市 ベストバイ　袋井店 小売業 その他小売 5%

125,851 静岡県 袋井市 ペットショップミルク　袋井店 サービス その他サービス 5%

125,852 静岡県 袋井市 Ｐｅｔ　Ｓｐａｃｅ　ＭＩＬＫ サービス 飲食業 5%

125,853 静岡県 袋井市 ベル・むらまつや 小売業 衣料品 5%

125,854 静岡県 袋井市 豊永自動車工業袋井店 サービス その他サービス 5%

125,855 静岡県 袋井市 ＰＯＰＦＯＯＤ サービス 飲食業 5%

125,856 静岡県 袋井市 マクドナルドイオン袋井店 サービス 飲食業 2%

125,857 静岡県 袋井市 マクドナルド袋井インター店 サービス 飲食業 2%

125,858 静岡県 袋井市 正木屋　袋井店 小売業 家具・調度品 5%

125,859 静岡県 袋井市 丸玉呉服店 小売業 衣料品 5%

125,860 静岡県 袋井市 マロンインテリア 小売業 家具・調度品 5%

125,861 静岡県 袋井市 みぃゆう。 小売業 その他小売 5%

125,862 静岡県 袋井市 湊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,863 静岡県 袋井市 宮脇書店　磐田浅羽店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

125,864 静岡県 袋井市 村越米店 村越米店 小売業 食料品 5%

125,865 静岡県 袋井市 メロー静岡袋井店 小売業 食料品 5%

125,866 静岡県 袋井市 焼肉 紅蘭 サービス 飲食業 5%

125,867 静岡県 袋井市 野草広場 野草広場 小売業 食料品 5%

125,868 静岡県 袋井市 洋品の店　クレマツ 小売業 衣料品 5%

125,869 静岡県 袋井市 洋服靴鞄リフォームセンター袋井店 サービス その他サービス 5%

125,870 静岡県 袋井市 ＬＵＳＴＹ サービス 理容・美容業 5%

125,871 静岡県 袋井市 理容タカハシ サービス 理容・美容業 5%

125,872 静岡県 袋井市 凛や袋井店 サービス 飲食業 5%

125,873 静岡県 袋井市 レガロススタイル愛野店 小売業 その他小売 5%

125,874 静岡県 袋井市 ＹＳＰ袋井 小売業 その他小売 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

125,875 静岡県 藤枝市 アグリダイニング　グランマッシュ サービス 飲食業 5%

125,876 静岡県 藤枝市 ａｓｅｅｄ 小売業 その他小売 5%

125,877 静岡県 藤枝市 ア・テ・スエ！ 小売業 衣料品 5%

125,878 静岡県 藤枝市 Ａｔｅｌｉｅｒ ＨＡＭＯＴＩ ＨＡＭＯＴＩ サービス その他サービス 5%

125,879 静岡県 藤枝市 アニーのお気に入り　藤枝店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

125,880 静岡県 藤枝市 アニーのお気に入り　藤枝店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

125,881 静岡県 藤枝市 ＡＶＡＮＴＩ サービス 飲食業 5%

125,882 静岡県 藤枝市 あんどう呉服店 小売業 衣料品 5%

125,883 静岡県 藤枝市 アンビ・ア　旅行事業部　藤枝（営） サービス その他サービス 5%

125,884 静岡県 藤枝市 アンヘル　デ　プルマ サービス その他サービス 5%

125,885 静岡県 藤枝市 Ｅ→Ｆ　ＣＵＲＲＹ サービス 飲食業 5%

125,886 静岡県 藤枝市 池谷理容店　池谷理容店 サービス 理容・美容業 5%

125,887 静岡県 藤枝市 居酒屋たかの サービス 飲食業 5%

125,888 静岡県 藤枝市 出光谷稲葉インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,889 静岡県 藤枝市 井之上自動車 サービス その他サービス 5%

125,890 静岡県 藤枝市 インタースポット焼津 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,891 静岡県 藤枝市 ウォーク藤枝高洲店 小売業 貴金属・服飾品 5%

125,892 静岡県 藤枝市 梅原家庭電器 小売業 電化製品 5%

125,893 静岡県 藤枝市 ｕｒａｒａｋａ　うららか サービス その他サービス 5%

125,894 静岡県 藤枝市 カーコティング専門店 ＨＹコーティング ＨＹコーティング サービス その他サービス 5%

125,895 静岡県 藤枝市 エテルナ株式会社　エテルナ　藤枝店 小売業 衣料品 5%

125,896 静岡県 藤枝市 エテルナ藤枝店 小売業 その他小売 5%

125,897 静岡県 藤枝市 えふ サービス 飲食業 5%

125,898 静岡県 藤枝市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ藤枝大洲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,899 静岡県 藤枝市 オオハタ電器 小売業 電化製品 5%

125,900 静岡県 藤枝市 岡部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,901 静岡県 藤枝市 岡部町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,902 静岡県 藤枝市 小川サイクル　小川サイクル 小売業 その他小売 5%

125,903 静岡県 藤枝市 Ａｕｔｏ　Ｒａｄｕｎｏ　オニキス藤枝店 小売業 その他小売 5%

125,904 静岡県 藤枝市 オリックスレンタカー藤枝店 サービス その他サービス 2%

125,905 静岡県 藤枝市 音楽天国・藤枝店 サービス その他サービス 5%

125,906 静岡県 藤枝市 カーケアセンター青南セルフステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,907 静岡県 藤枝市 カクタスハウス サービス 飲食業 5%

125,908 静岡県 藤枝市 学校制服のげんじ 小売業 その他小売 5%

125,909 静岡県 藤枝市 兼次郎 サービス 飲食業 5%

125,910 静岡県 藤枝市 カフェ・バロック サービス 飲食業 5%

125,911 静岡県 藤枝市 株式会社カードクター・アンディ サービス その他サービス 5%

125,912 静岡県 藤枝市 株式会社共立アイコム サービス その他サービス 5%

125,913 静岡県 藤枝市 株式会社静岡旅行センター　本社営業所 サービス その他サービス 5%

125,914 静岡県 藤枝市 株式会社Ｄ ｚｏｎｅ サービス その他サービス 5%

125,915 静岡県 藤枝市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　藤枝国一店 サービス 飲食業 2%

125,916 静岡県 藤枝市 河合塾マナビス藤枝中央校 サービス その他サービス 2%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

125,917 静岡県 藤枝市 川島陶苑 小売業 その他小売 5%

125,918 静岡県 藤枝市 ＫＡＮＮＡ　ＦＬＯＷＥＲ　ＳＴＵＤＩＯ 小売業 その他小売 5%

125,919 静岡県 藤枝市 キノデンキ 小売業 電化製品 5%

125,920 静岡県 藤枝市 キャセロール サービス 飲食業 5%

125,921 静岡県 藤枝市 Ｃａｌ　ｓ　Ｇｅｎｅｒａｌ　ｓｔｏｒｅ 小売業 その他小売 5%

125,922 静岡県 藤枝市 牛角藤枝青島店 サービス 飲食業 2%

125,923 静岡県 藤枝市 キレート　テラシマ 小売業 電化製品 5%

125,924 静岡県 藤枝市 キレートエンドー 小売業 電化製品 5%

125,925 静岡県 藤枝市 キレート　コトブキ 小売業 電化製品 5%

125,926 静岡県 藤枝市 金龍堂印房　金龍堂印房 小売業 その他小売 5%

125,927 静岡県 藤枝市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ藤枝店 小売業 その他小売 5%

125,928 静岡県 藤枝市 串特急　藤枝店 サービス 飲食業 5%

125,929 静岡県 藤枝市 くつろぎ整体 サービス その他サービス 5%

125,930 静岡県 藤枝市 くるみキッチンプラス サービス 飲食業 5%

125,931 静岡県 藤枝市 ＧＲＡＣＥ 小売業 衣料品 5%

125,932 静岡県 藤枝市 クロシェットワインショップ 小売業 食料品 5%

125,933 静岡県 藤枝市 藤枝美顔教室ミツ サービス 理容・美容業 5%

125,934 静岡県 藤枝市 ケトル竹下 サービス 理容・美容業 5%

125,935 静岡県 藤枝市 コーヒーローストフェリーチェ 小売業 食料品 5%

125,936 静岡県 藤枝市 ＣＯＣＯ藤枝店 サービス 理容・美容業 5%

125,937 静岡県 藤枝市 ココロとカラダの相談室Ｂ－ｆｉｔ サービス その他サービス 5%

125,938 静岡県 藤枝市 ゴルフパートナー　静岡南瀬名店 小売業 その他小売 2%

125,939 静岡県 藤枝市 ゴルフラボ グレイン ゴルフラボ  グレイン 小売業 その他小売 5%

125,940 静岡県 藤枝市 コンタクトアカデミー 小売業 その他小売 5%

125,941 静岡県 藤枝市 さいとう動物病院 サービス その他サービス 5%

125,942 静岡県 藤枝市 相良屋金物店 小売業 その他小売 5%

125,943 静岡県 藤枝市 さくらい整体院 サービス その他サービス 5%

125,944 静岡県 藤枝市 佐野石材展示場 サービス その他サービス 5%

125,945 静岡県 藤枝市 佐野石材本社 サービス その他サービス 5%

125,946 静岡県 藤枝市 茶房華蔵 サービス 飲食業 5%

125,947 静岡県 藤枝市 ＳＡＬＯＮ　Ｂｅ　ｙｏｕｒｓｅｌｆ サービス 理容・美容業 5%

125,948 静岡県 藤枝市 爽やかステーション大東町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,949 静岡県 藤枝市 Ｓａｎｃｔｕａｒｙ サービス 飲食業 5%

125,950 静岡県 藤枝市 幸せの黄金鯛焼き 駿河台店 サービス 飲食業 5%

125,951 静岡県 藤枝市 しいぼー サービス 飲食業 5%

125,952 静岡県 藤枝市 Ｊ　樹里 小売業 衣料品 5%

125,953 静岡県 藤枝市 自家焙煎珈琲豆かりおもん 小売業 その他小売 5%

125,954 静岡県 藤枝市 株式会社　志太泉酒造 小売業 食料品 5%

125,955 静岡県 藤枝市 志太学生協　購買店 小売業 その他小売 5%

125,956 静岡県 藤枝市 志太交通株式会社 本社 サービス 運輸業 5%

125,957 静岡県 藤枝市 七輪焼鶏　すぎ多　稲川本店 サービス 飲食業 5%

125,958 静岡県 藤枝市 島屋寝具 小売業 家具・調度品 5%
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125,959 静岡県 藤枝市 ?ジョイプラザ 藤枝店 小売業 その他小売 5%

125,960 静岡県 藤枝市 シラトリ藤枝店 小売業 その他小売 5%

125,961 静岡県 藤枝市 神仙堂薬局 小売業 その他小売 5%

125,962 静岡県 藤枝市 しんにし動物病院 サービス その他サービス 5%

125,963 静岡県 藤枝市 スイートネスファーム藤枝 小売業 食料品 5%

125,964 静岡県 藤枝市 スーパー田子重　清里店 小売業 食料品 5%

125,965 静岡県 藤枝市 スーパー田子重　田沼店 小売業 食料品 5%

125,966 静岡県 藤枝市 すきしゃぶとんかつのかねまる藤枝店 サービス 飲食業 5%

125,967 静岡県 藤枝市 鈴木洋品店 小売業 衣料品 5%

125,968 静岡県 藤枝市 鈴木洋品店 小売業 衣料品 5%

125,969 静岡県 藤枝市 ステーキハウス成しま藤枝店 サービス 飲食業 5%

125,970 静岡県 藤枝市 ｓｐｏｏｎ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

125,971 静岡県 藤枝市 スマイルフィットネス サービス その他サービス 5%

125,972 静岡県 藤枝市 すみや楽器ショップ　藤枝瀬戸新屋店 小売業 その他小売 5%

125,973 静岡県 藤枝市 駿河台北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,974 静岡県 藤枝市 駿府宅配センター　藤枝店 小売業 その他小売 5%

125,975 静岡県 藤枝市 ＣｅＬＬ　セル サービス 理容・美容業 5%

125,976 静岡県 藤枝市 セルフ藤枝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,977 静岡県 藤枝市 小盤 小盤 サービス 飲食業 5%

125,978 静岡県 藤枝市 ソフトバンク　藤枝東 小売業 その他小売 2%

125,979 静岡県 藤枝市 タイカツ堂 小売業 衣料品 5%

125,980 静岡県 藤枝市 太晴自動車 小売業 その他小売 5%

125,981 静岡県 藤枝市 橙橙藤枝店 サービス 飲食業 5%

125,982 静岡県 藤枝市 ターゲットゴルフ 小売業 その他小売 5%

125,983 静岡県 藤枝市 田子重　清里店 小売業 食料品 5%

125,984 静岡県 藤枝市 田子重　田沼店 小売業 食料品 5%

125,985 静岡県 藤枝市 田沼ボデーサービスセンター サービス その他サービス 5%

125,986 静岡県 藤枝市 ＤＯＵＢＬＥｍｏｏｎＢｅａｕｔｉ サービス その他サービス 5%

125,987 静岡県 藤枝市 田森オート サービス その他サービス 5%

125,988 静岡県 藤枝市 築地　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,989 静岡県 藤枝市 ＴＳＵＤＯＩ サービス 飲食業 5%

125,990 静岡県 藤枝市 低糖質おやつとコーヒーＬｏｃｃｏ サービス 飲食業 5%

125,991 静岡県 藤枝市 手羽喜 サービス 飲食業 5%

125,992 静岡県 藤枝市 寺島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,993 静岡県 藤枝市 てんくう藤枝駅南店 サービス 飲食業 5%

125,994 静岡県 藤枝市 東海道写楽藤枝青島店 小売業 食料品 5%

125,995 静岡県 藤枝市 東海補聴器センター　藤枝店 小売業 その他小売 5%

125,996 静岡県 藤枝市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ藤枝藤岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,997 静岡県 藤枝市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ藤枝横内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

125,998 静岡県 藤枝市 トミオカ 小売業 電化製品 5%

125,999 静岡県 藤枝市 トヨタ部品静岡共販藤枝営業所 サービス その他サービス 5%

126,000 静岡県 藤枝市 トラックショップジェット静岡店 小売業 その他小売 5%
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126,001 静岡県 藤枝市 トンプー 小売業 衣料品 5%

126,002 静岡県 藤枝市 Ｎｏｗたきした 小売業 電化製品 5%

126,003 静岡県 藤枝市 中里の庄一和 サービス 飲食業 5%

126,004 静岡県 藤枝市 長嶋酒店 小売業 食料品 5%

126,005 静岡県 藤枝市 長嶋酒店 小売業 食料品 5%

126,006 静岡県 藤枝市 ナリタオート サービス その他サービス 5%

126,007 静岡県 藤枝市 肉屋堀もと サービス 飲食業 5%

126,008 静岡県 藤枝市 肉屋堀もと サービス 飲食業 5%

126,009 静岡県 藤枝市 ｎｉｃｏｒａｌ サービス その他サービス 5%

126,010 静岡県 藤枝市 西方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,011 静岡県 藤枝市 ニッセンシェイプ・サロン　オープンハート 小売業 衣料品 5%

126,012 静岡県 藤枝市 日本料理志太豊 サービス 飲食業 5%

126,013 静岡県 藤枝市 人形のひなせい 小売業 その他小売 5%

126,014 静岡県 藤枝市 ＢａｒＳｔ．ｎｉｃｋ サービス 飲食業 5%

126,015 静岡県 藤枝市 はいやく　岡部南薬局 小売業 その他小売 5%

126,016 静岡県 藤枝市 はが美容室 サービス 理容・美容業 5%

126,017 静岡県 藤枝市 はが美容室 サービス 理容・美容業 5%

126,018 静岡県 藤枝市 長谷川飼料店 小売業 その他小売 5%

126,019 静岡県 藤枝市 初亀醸造株式会社 小売業 食料品 5%

126,020 静岡県 藤枝市 ＢｕｄｄｙＣａｓｔ 小売業 衣料品 5%

126,021 静岡県 藤枝市 ババーサルーンサトウ　Ｂａｒｂｅｒ　Ｓａｌｏｏｎ　ＳＡＴＯ サービス 理容・美容業 5%

126,022 静岡県 藤枝市 はら喜鮨 サービス 飲食業 5%

126,023 静岡県 藤枝市 ビーファーム本店 小売業 食料品 5%

126,024 静岡県 藤枝市 Ｂｉｓｎｅｙ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

126,025 静岡県 藤枝市 ピュア販売静岡 サービス 理容・美容業 5%

126,026 静岡県 藤枝市 美容室ＢＡＳＡＲＡ サービス 理容・美容業 5%

126,027 静岡県 藤枝市 美容室リトルピース サービス 理容・美容業 5%

126,028 静岡県 藤枝市 ｐｉｎｋ　ｓ　ピンクス サービス 理容・美容業 5%

126,029 静岡県 藤枝市 ＦＯＬＫｈａｉｒｍａｋｅｒｅｌａｘａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

126,030 静岡県 藤枝市 フォルテ　藤枝エピ店 サービス 理容・美容業 5%

126,031 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝青木２丁目店 小売業 食料品 2%

126,032 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝五十海３丁目店 小売業 食料品 2%

126,033 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝稲川店 小売業 食料品 2%

126,034 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝駅前店 小売業 食料品 2%

126,035 静岡県 藤枝市 藤枝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,036 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝大洲５丁目店 小売業 食料品 2%

126,037 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝大洲２丁目店 小売業 食料品 2%

126,038 静岡県 藤枝市 フジエダオガワホテル サービス 宿泊業 5%

126,039 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝音羽町店 小売業 食料品 2%

126,040 静岡県 藤枝市 藤枝グランドボウル サービス その他サービス 5%

126,041 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝小石川町４丁目店 小売業 食料品 2%

126,042 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝末広店 小売業 食料品 2%
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126,043 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝大西町店 小売業 食料品 2%

126,044 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝大東町店 小売業 食料品 2%

126,045 静岡県 藤枝市 株式会社　藤枝タイヤセールス 小売業 その他小売 5%

126,046 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝高岡４丁目店 小売業 食料品 2%

126,047 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝高洲店 小売業 食料品 2%

126,048 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝高柳店 小売業 食料品 2%

126,049 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝高柳２丁目店 小売業 食料品 2%

126,050 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝田沼店 小売業 食料品 2%

126,051 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝築地店 小売業 食料品 2%

126,052 静岡県 藤枝市 藤枝西　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,053 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝平島店 小売業 食料品 2%

126,054 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝藤岡５丁目店 小売業 食料品 2%

126,055 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝堀之内店 小売業 食料品 2%

126,056 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝本町３丁目店 小売業 食料品 2%

126,057 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝前島店 小売業 食料品 2%

126,058 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝水守店 小売業 食料品 2%

126,059 静岡県 藤枝市 セブン－イレブン藤枝横内店 小売業 食料品 2%

126,060 静岡県 藤枝市 富士屋高洲店 小売業 食料品 5%

126,061 静岡県 藤枝市 富士屋藤枝五十海店 小売業 食料品 5%

126,062 静岡県 藤枝市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　藤枝店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

126,063 静岡県 藤枝市 物産館岡部宿かしばや 飲食 サービス 飲食業 5%

126,064 静岡県 藤枝市 ブティック樹里 小売業 衣料品 5%

126,065 静岡県 藤枝市 ブティック　ロリアン 小売業 衣料品 5%

126,066 静岡県 藤枝市 ふふボディセラピー サービス 理容・美容業 5%

126,067 静岡県 藤枝市 ＰＲＩＳＯＮＥＲ　ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

126,068 静岡県 藤枝市 ｐｒｉｖａｔｅｎａｉｌｓａｌｏｎＬｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

126,069 静岡県 藤枝市 Ｈｕｌａ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

126,070 静岡県 藤枝市 ＢＲＯＣＡＮＴＥ サービス 理容・美容業 5%

126,071 静岡県 藤枝市 ｈａｉｒ　Ｒａｐｔｕｒｅ　ｓ　ラプチャーズ サービス 理容・美容業 5%

126,072 静岡県 藤枝市 ヘアーサロンケンジョウ サービス 理容・美容業 5%

126,073 静岡県 藤枝市 ヘアーサロンながた　ヘアーサロンながた サービス 理容・美容業 5%

126,074 静岡県 藤枝市 ｈａｉｒｒｅｍｏｖａｌ＆ｆａｃｉａｌｓａｌｏｎｓｍｏｏｔｈ サービス 理容・美容業 5%

126,075 静岡県 藤枝市 ヘアメイクハローシー サービス 理容・美容業 5%

126,076 静岡県 藤枝市 ベーカリーキッチンこむぎ サービス 飲食業 5%

126,077 静岡県 藤枝市 ペットサロン　Ｃｉｎｎａｍｏｎ　シナモン　　フィールド　サービス サービス 理容・美容業 5%

126,078 静岡県 藤枝市 紅家 小売業 食料品 5%

126,079 静岡県 藤枝市 ぺんたつ サービス 飲食業 5%

126,080 静岡県 藤枝市 ｖｅｎｔｉ藤枝駅前店 サービス 理容・美容業 5%

126,081 静岡県 藤枝市 マクドナルド藤枝岡出山店 サービス 飲食業 2%

126,082 静岡県 藤枝市 ｍａｇｆｏｒｌｉａ 小売業 衣料品 5%

126,083 静岡県 藤枝市 まごころステーション藤枝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,084 静岡県 藤枝市 ますだや書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

126,085 静岡県 藤枝市 増永特殊ガラス　藤枝店 サービス その他サービス 5%

126,086 静岡県 藤枝市 ＭＡＣ’Ｓ 小売業 その他小売 5%

126,087 静岡県 藤枝市 メガネの春田 小売業 貴金属・服飾品 5%

126,088 静岡県 藤枝市 もん　りーぶる サービス 飲食業 5%

126,089 静岡県 藤枝市 Ａ－１ＹＡＢＵＴＡ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,090 静岡県 藤枝市 山内屋 サービス 飲食業 5%

126,091 静岡県 藤枝市 山田乳母車店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

126,092 静岡県 藤枝市 大和自動車 サービス その他サービス 5%

126,093 静岡県 藤枝市 ｕ．ｗｏｏｄ．ｋｏｂｏ 小売業 家具・調度品 5%

126,094 静岡県 藤枝市 有　フジエダボデー サービス その他サービス 5%

126,095 静岡県 藤枝市 遊酒　岡むら サービス 飲食業 5%

126,096 静岡県 藤枝市 遊喜智 サービス 飲食業 5%

126,097 静岡県 藤枝市 ゆとり庵 サービス 飲食業 5%

126,098 静岡県 藤枝市 ユニネイル サービス 理容・美容業 5%

126,099 静岡県 藤枝市 Ｙｕｒｉｋａｇｏ サービス その他サービス 5%

126,100 静岡県 藤枝市 来来亭　藤枝店 サービス 飲食業 2%

126,101 静岡県 藤枝市 ラケットショップ　オレンヂ 小売業 その他小売 5%

126,102 静岡県 藤枝市 Ｌｉｐ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

126,103 静岡県 藤枝市 ＬｅａＦ　島田店 サービス 理容・美容業 5%

126,104 静岡県 藤枝市 ＬｅａＦ　藤枝店 サービス 理容・美容業 5%

126,105 静岡県 藤枝市 料理処友喜 サービス 飲食業 5%

126,106 静岡県 藤枝市 リラクゼーションサロン水の庭園　藤枝 サービス その他サービス 5%

126,107 静岡県 藤枝市 ＬＵＭＩＮＡＳ　ｂｙ　ＦＯＲＴＥ サービス 理容・美容業 5%

126,108 静岡県 藤枝市 わたしの眠りいなべ 小売業 その他小売 5%

126,109 静岡県 藤枝市 渡邊商店 サービス その他サービス 5%

126,110 静岡県 藤枝市 和の心　つげ家 サービス 飲食業 5%

126,111 静岡県 富士市 アーク富士店 小売業 衣料品 5%

126,112 静岡県 富士市 ｉｆｃ富士店 サービス その他サービス 5%

126,113 静岡県 富士市 アカイケ家電 小売業 電化製品 5%

126,114 静岡県 富士市 秋山自動車 サービス その他サービス 5%

126,115 静岡県 富士市 ＡＳＵＭＯ　ＳＨＯＰ 小売業 食料品 5%

126,116 静岡県 富士市 ＡＴＴｉＶＡ Ｈａｉｒ Ｓｈｏｐ サービス 理容・美容業 5%

126,117 静岡県 富士市 ＡＤＨＯＣ　イチカワ 小売業 電化製品 5%

126,118 静岡県 富士市 ＡＤＨＯＣムライ 小売業 電化製品 5%

126,119 静岡県 富士市 ａｒｉｍａｌｈｏｕｓｅ 小売業 その他小売 5%

126,120 静岡県 富士市 アルコ事業部　富士業務用配送部 小売業 食料品 5%

126,121 静岡県 富士市 アルバトロス サービス 飲食業 5%

126,122 静岡県 富士市 ＲＨａｉｒ＆Ｍａｋｅ富士見台店 サービス 理容・美容業 5%

126,123 静岡県 富士市 杏珠 サービス 理容・美容業 5%

126,124 静岡県 富士市 Ｅ→Ｆ　ＣＵＲＲＹ　富士店 サービス 飲食業 5%

126,125 静岡県 富士市 Ｉｇｕｒａ 小売業 その他小売 5%

126,126 静岡県 富士市 居酒屋　梶ちゃん サービス 飲食業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在
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126,127 静岡県 富士市 イシグロ　富士店 小売業 その他小売 5%

126,128 静岡県 富士市 伊勢屋ガリバー 富士店 小売業 食料品 5%

126,129 静岡県 富士市 磯おろし戸隠ＦＵＪＩ サービス 飲食業 2%

126,130 静岡県 富士市 イタリア厨房Ｓｅｍｉｎａｒｅ サービス 飲食業 5%

126,131 静岡県 富士市 一番亭　富士青島店 サービス 飲食業 5%

126,132 静岡県 富士市 一番亭　富士伝法店 サービス 飲食業 5%

126,133 静岡県 富士市 一番亭　富士松野店 サービス 飲食業 5%

126,134 静岡県 富士市 一番亭　富士柳島店 サービス 飲食業 5%

126,135 静岡県 富士市 出光中丸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,136 静岡県 富士市 出光富士中島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,137 静岡県 富士市 いのまた釣具店 小売業 その他小売 5%

126,138 静岡県 富士市 今泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,139 静岡県 富士市 神尾石油株式会社今泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,140 静岡県 富士市 入山瀬ＳＳ　影島鉱油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,141 静岡県 富士市 岩渕ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,142 静岡県 富士市 ウィッグプラザ サービス 理容・美容業 5%

126,143 静岡県 富士市 内野登記測量設計事務所 サービス その他サービス 5%

126,144 静岡県 富士市 有限会社内野うちの茶舗 サービス その他サービス 5%

126,145 静岡県 富士市 Ａ－１キッズスクール富士 サービス その他サービス 5%

126,146 静岡県 富士市 Ａ－１キッズスクール吉原 サービス その他サービス 5%

126,147 静岡県 富士市 Ａ－１スポーツクラブ新富士店 サービス その他サービス 5%

126,148 静岡県 富士市 エテルナ富士店 小売業 その他小売 5%

126,149 静岡県 富士市 ＡＢホテル　富士 サービス 宿泊業 5%

126,150 静岡県 富士市 Ｍ’ｓ　ｓｏｉｎ サービス 理容・美容業 5%

126,151 静岡県 富士市 エレキッドよねやま 小売業 電化製品 5%

126,152 静岡県 富士市 ｏｗｎ　ｒｅｓｏｒｔ 小売業 家具・調度品 5%

126,153 静岡県 富士市 オートゼピタル サービス その他サービス 5%

126,154 静岡県 富士市 株 オートブティックボス 小売業 その他小売 5%

126,155 静岡県 富士市 お菓子の家　もちのき　今泉店 小売業 食料品 5%

126,156 静岡県 富士市 お菓子の家　もちのき　松野店 小売業 食料品 5%

126,157 静岡県 富士市 お茶の村松園　お茶の村松園 小売業 食料品 5%

126,158 静岡県 富士市 お茶の山大園本店 小売業 食料品 5%

126,159 静岡県 富士市 オートゼピタル サービス その他サービス 5%

126,160 静岡県 富士市 オリヴィン サービス その他サービス 5%

126,161 静岡県 富士市 オリックスレンタカー新富士駅前店 サービス その他サービス 2%

126,162 静岡県 富士市 Ｏｎはりきゅうマッサージ サービス 理容・美容業 5%

126,163 静岡県 富士市 快復堂ＩＧＯＣＯＣＨＩ サービス その他サービス 5%

126,164 静岡県 富士市 快復堂ＩＧＯＣＯＣＨＩ サービス その他サービス 5%

126,165 静岡県 富士市 角山　新富士店 サービス 飲食業 5%

126,166 静岡県 富士市 角山　水産店 サービス 飲食業 5%

126,167 静岡県 富士市 角山水産 サービス 飲食業 5%

126,168 静岡県 富士市 株式会社岳陽堂中村書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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126,169 静岡県 富士市 佳肴　季凛 サービス 飲食業 5%

126,170 静岡県 富士市 Ｋａｔｓｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

126,171 静岡県 富士市 かつ銀　富士青島店 サービス 飲食業 5%

126,172 静岡県 富士市 カトレア　富士本店 サービス 理容・美容業 5%

126,173 静岡県 富士市 カフェ ココ タンタ サービス 飲食業 5%

126,174 静岡県 富士市 Ｃａｆｅ　Ｂａｒｏｑｕｅ サービス 飲食業 5%

126,175 静岡県 富士市 株式会社市川家具センター　市川家具センター 小売業 家具・調度品 5%

126,176 静岡県 富士市 株式会社市野電機商会 小売業 その他小売 5%

126,177 静岡県 富士市 株　かみやー潤天堂代表取締役神谷節子 小売業 その他小売 5%

126,178 静岡県 富士市 株式会社若林ホンダ　ホンダドリーム富士 小売業 その他小売 5%

126,179 静岡県 富士市 カミナカＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,180 静岡県 富士市 神谷テレビ商会　伝法店 小売業 電化製品 5%

126,181 静岡県 富士市 嘉山電器サ―ビス 小売業 電化製品 5%

126,182 静岡県 富士市 ＣＯＬＯＲ’Ｓ　ＮＡＩＬ　富士店 サービス 理容・美容業 5%

126,183 静岡県 富士市 唐コロ屋 小売業 食料品 5%

126,184 静岡県 富士市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋富士高島町店 サービス 飲食業 2%

126,185 静岡県 富士市 河合塾マナビス富士高前校 サービス その他サービス 2%

126,186 静岡県 富士市 川崎自動車整備工場　天間店 サービス その他サービス 5%

126,187 静岡県 富士市 カワシマ　　有　川島時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

126,188 静岡県 富士市 カワシマ　コーヒー　富士店 小売業 食料品 5%

126,189 静岡県 富士市 川村動物病院 サービス その他サービス 5%

126,190 静岡県 富士市 ガンズオートプレイス サービス その他サービス 5%

126,191 静岡県 富士市 北松野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,192 静岡県 富士市 ＫＩＣＨＩ　ＴＯ　ＮＡＲＵ サービス 飲食業 5%

126,193 静岡県 富士市 ギフトプラザダイトー 本店 小売業 その他小売 5%

126,194 静岡県 富士市 ギフトプラザダイトー 富士店 小売業 その他小売 5%

126,195 静岡県 富士市 きもの白かべ 小売業 衣料品 5%

126,196 静岡県 富士市 牛角富士久沢店 サービス 飲食業 2%

126,197 静岡県 富士市 牛角富士吉原店 サービス 飲食業 2%

126,198 静岡県 富士市 嬉楽なパン工房　ルヴァン 小売業 食料品 5%

126,199 静岡県 富士市 キレート　ミハラ 小売業 電化製品 5%

126,200 静岡県 富士市 くいものや一丁目　本店 サービス その他サービス 5%

126,201 静岡県 富士市 串特急　富士吉原店 サービス 飲食業 5%

126,202 静岡県 富士市 グランドスラム富士 サービス その他サービス 5%

126,203 静岡県 富士市 クロロフイル富士美顔センター 小売業 その他小売 5%

126,204 静岡県 富士市 京昌園　新富士駅店 サービス 飲食業 5%

126,205 静岡県 富士市 京昌園　富士南店 サービス 飲食業 5%

126,206 静岡県 富士市 小太郎 サービス 飲食業 5%

126,207 静岡県 富士市 寿コーポレーション サービス その他サービス 5%

126,208 静岡県 富士市 ＪＭ／小林園 小売業 食料品 5%

126,209 静岡県 富士市 サカナｃａｆｅ　サカナカフェ サービス 飲食業 5%

126,210 静岡県 富士市 酒アルコ富士市店 小売業 食料品 5%
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126,211 静岡県 富士市 さしみ居酒屋　駿河うお菜　富士吉原店 サービス 飲食業 5%

126,212 静岡県 富士市 ザ・トラウトバム 小売業 その他小売 5%

126,213 静岡県 富士市 佐野菓子店 サービス 飲食業 5%

126,214 静岡県 富士市 ｓａｌｕｂｒｉｏｕｓ サービス 理容・美容業 5%

126,215 静岡県 富士市 ＳＡＬＯＮＤＥＢＯＯ サービス 理容・美容業 5%

126,216 静岡県 富士市 サロンドフルベール富士厚原店 サービス 理容・美容業 5%

126,217 静岡県 富士市 サロンドフルベール上厚原店 小売業 その他小売 5%

126,218 静岡県 富士市 サロンドフルベール富士松岡 サービス 理容・美容業 5%

126,219 静岡県 富士市 オートブランチ・ヨシワラＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,220 静岡県 富士市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 富士事務所 小売業 その他小売 5%

126,221 静岡県 富士市 四季彩堂富士吉原店 小売業 その他小売 5%

126,222 静岡県 富士市 仕立屋甚五郎　静岡アンテナハウス 小売業 衣料品 5%

126,223 静岡県 富士市 下方直美の美容室 サービス 理容・美容業 5%

126,224 静岡県 富士市 シャルメ 小売業 その他小売 5%

126,225 静岡県 富士市 秀栄商会　セブン・セイル 小売業 その他小売 5%

126,226 静岡県 富士市 ジュエリーヨコハマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

126,227 静岡県 富士市 ＳＴＥＲＮＥ サービス 飲食業 5%

126,228 静岡県 富士市 旬魚の蔵　角山 サービス 飲食業 5%

126,229 静岡県 富士市 旬魚の蔵かっぽう角山 サービス 飲食業 5%

126,230 静岡県 富士市 硝明堂オームラ店 小売業 電化製品 5%

126,231 静岡県 富士市 株式会社昭和自動車学校 サービス その他サービス 5%

126,232 静岡県 富士市 女性のための治療室Ｌａｍａｍａｎ サービス その他サービス 5%

126,233 静岡県 富士市 信玄 サービス 飲食業 5%

126,234 静岡県 富士市 新健勝苑富士店 小売業 衣料品 5%

126,235 静岡県 富士市 新道町ＳＳ　井出信石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,236 静岡県 富士市 セブン－イレブン新東名新富士インター店 小売業 食料品 2%

126,237 静岡県 富士市 スーパーヤマウチ 小売業 その他小売 5%

126,238 静岡県 富士市 杉山フルーツ サービス 飲食業 5%

126,239 静岡県 富士市 すし春 サービス 飲食業 5%

126,240 静岡県 富士市 寿酊姫　松野 サービス 飲食業 5%

126,241 静岡県 富士市 スナックたくみ　スナックたくみ サービス 飲食業 5%

126,242 静岡県 富士市 すみや楽器ショップ　富士店 小売業 その他小売 5%

126,243 静岡県 富士市 駿河台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,244 静岡県 富士市 駿府宅配センター　富士店 小売業 その他小売 5%

126,245 静岡県 富士市 税理士法人ＩＢＳ 富士事務所 サービス その他サービス 5%

126,246 静岡県 富士市 セキノデンキ 小売業 電化製品 5%

126,247 静岡県 富士市 セルバ富士厚原店 小売業 食料品 5%

126,248 静岡県 富士市 セルフ富士ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,249 静岡県 富士市 セルフ富士ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,250 静岡県 富士市 セルフ富士たで原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,251 静岡県 富士市 セルフ富士バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,252 静岡県 富士市 セルフ水戸島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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126,253 静岡県 富士市 ＳＥＲＥＮＯ　ＳＥＲＥＮＯ 小売業 衣料品 5%

126,254 静岡県 富士市 （株）大成　富士（営）ＳＳセンター 小売業 家具・調度品 5%

126,255 静岡県 富士市 タイムステーション ＮＥＯイオンタウン富士南店 小売業 貴金属・服飾品 5%

126,256 静岡県 富士市 タイヤガーデン　富士インター サービス その他サービス 5%

126,257 静岡県 富士市 鷹岡第２ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,258 静岡県 富士市 高嶺町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,259 静岡県 富士市 瀧養蜂場 サービス その他サービス 5%

126,260 静岡県 富士市 田子浦　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,261 静岡県 富士市 たまごの星 イオン富士南店 サービス 飲食業 5%

126,262 静岡県 富士市 中央静岡ヤクルト販売　富士川センター 小売業 食料品 5%

126,263 静岡県 富士市 中央静岡ヤクルト販売 吉原センター 小売業 食料品 5%

126,264 静岡県 富士市 中央静岡ヤクルト販売 富士センター 小売業 食料品 5%

126,265 静岡県 富士市 中央静岡ヤクルト販売 鷹岡センター 小売業 食料品 5%

126,266 静岡県 富士市 中華そば　漢風 サービス 飲食業 5%

126,267 静岡県 富士市 つきじ海賓　富士店 サービス 飲食業 5%

126,268 静岡県 富士市 ＤＰ富士中央 サービス 理容・美容業 5%

126,269 静岡県 富士市 Ｔ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

126,270 静岡県 富士市 デジタルフォトショップ　スマイル サービス その他サービス 5%

126,271 静岡県 富士市 鉄板鍋とら五 サービス 飲食業 5%

126,272 静岡県 富士市 鉄板焼レストラン かほり サービス 飲食業 5%

126,273 静岡県 富士市 電化と工事の高松電設 小売業 電化製品 5%

126,274 静岡県 富士市 てんくう富士駅前店 サービス 飲食業 5%

126,275 静岡県 富士市 東海道写楽富士青葉通り店 小売業 食料品 5%

126,276 静岡県 富士市 東海補聴器センター富士店 小売業 その他小売 5%

126,277 静岡県 富士市 東名富士川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,278 静岡県 富士市 株式会社トーシンホームガス 小売業 その他小売 5%

126,279 静岡県 富士市 トップゴルフ工房 小売業 その他小売 5%

126,280 静岡県 富士市 トップスタイル・リッチ　富士店 サービス 理容・美容業 5%

126,281 静岡県 富士市 トヨタ部品静岡共販富士営業所 サービス その他サービス 5%

126,282 静岡県 富士市 ｔｒｅａｔｍｅｎｔｓａｌｏｎＫｉｒａｒｉａ サービス 理容・美容業 5%

126,283 静岡県 富士市 とりばる　羽六 サービス 飲食業 5%

126,284 静岡県 富士市 Ｄｏｌｃｅ 小売業 衣料品 5%

126,285 静岡県 富士市 Ｄｏｌｃｅ 小売業 衣料品 5%

126,286 静岡県 富士市 ｎａーｎａ サービス 理容・美容業 5%

126,287 静岡県 富士市 ナイスショップ　ヤマダ 小売業 電化製品 5%

126,288 静岡県 富士市 ＮＡＳＵＢＩＭｔ．ＦｕｊｉＢａｃｋｐａｃｋｅｒｓ サービス その他サービス 5%

126,289 静岡県 富士市 ｎａｔｕｒａｌ　ｈａｉｒ　Ｓｋｉｐ サービス 理容・美容業 5%

126,290 静岡県 富士市 ナナイロ サービス その他サービス 5%

126,291 静岡県 富士市 ナルヘアー サービス 理容・美容業 5%

126,292 静岡県 富士市 肉バル　イルターボロ　富士インター店 サービス 飲食業 5%

126,293 静岡県 富士市 ニッセンシェイプファンデサロンドライト 小売業 衣料品 5%

126,294 静岡県 富士市 沼津石材　富士店 サービス その他サービス 5%
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126,295 静岡県 富士市 Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　Ｂｅｌｌｅ　ｔｅｉｎｔｅ サービス その他サービス 5%

126,296 静岡県 富士市 ネイルサロンＨｉｓｕｉ　本店 サービス 理容・美容業 5%

126,297 静岡県 富士市 ノアデパートメントストア 小売業 衣料品 5%

126,298 静岡県 富士市 Ｂａｒｂｅｒ　Ｋａｔｓｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

126,299 静岡県 富士市 パスタ屋一丁目　富士店 サービス 飲食業 5%

126,300 静岡県 富士市 パソコン教室わかるとできる富士校 小売業 電化製品 5%

126,301 静岡県 富士市 パタパタ富士店 サービス 飲食業 5%

126,302 静岡県 富士市 花ごろも 小売業 衣料品 5%

126,303 静岡県 富士市 ＢＡＲＢＥＲ　ＰａＰａ サービス 理容・美容業 5%

126,304 静岡県 富士市 原田ＳＳ　有限会社保科商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,305 静岡県 富士市 はら動物病院 サービス その他サービス 5%

126,306 静岡県 富士市 バラのマドレーヌのお店ランジェラ サービス 飲食業 5%

126,307 静岡県 富士市 パンの家小麥屋 小売業 食料品 5%

126,308 静岡県 富士市 ｂａｍｂｏｏ サービス 理容・美容業 5%

126,309 静岡県 富士市 ＢＥＥＲＪＡＭ サービス 飲食業 5%

126,310 静岡県 富士市 ＢＢＱ太郎静岡富士山店 サービス 飲食業 5%

126,311 静岡県 富士市 ビジネスホテルつるや サービス 宿泊業 5%

126,312 静岡県 富士市 米山電機商会 小売業 電化製品 5%

126,313 静岡県 富士市 ビッグヨネヤマ広見店 小売業 電化製品 5%

126,314 静岡県 富士市 ビットコ　イオンタウン富士南店 小売業 衣料品 5%

126,315 静岡県 富士市 一ツ星　イオン富士南店 サービス 飲食業 5%

126,316 静岡県 富士市 比奈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,317 静岡県 富士市 比奈家具 小売業 家具・調度品 5%

126,318 静岡県 富士市 陽 サービス 飲食業 5%

126,319 静岡県 富士市 ＨＩＮＡーＦＵＫＵ 小売業 衣料品 5%

126,320 静岡県 富士市 雛ふじ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

126,321 静岡県 富士市 ビューティースパ サービス その他サービス 5%

126,322 静岡県 富士市 美容室Ｆ サービス 理容・美容業 5%

126,323 静岡県 富士市 ヒライモータース サービス その他サービス 5%

126,324 静岡県 富士市 広見インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,325 静岡県 富士市 広見パークＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,326 静岡県 富士市 ファッションコムあおと 小売業 衣料品 5%

126,327 静岡県 富士市 Ｆｅｅｌ Ｆｅｌｌｏｗ Ｆｅｅｌ Ｆｅｌｌｏｗ 小売業 衣料品 5%

126,328 静岡県 富士市 深沢鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

126,329 静岡県 富士市 フカデン 小売業 電化製品 5%

126,330 静岡県 富士市 富士ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,331 静岡県 富士市 富士　ゆらぎの里　フロント サービス その他サービス 5%

126,332 静岡県 富士市 富士今泉珈琲店 サービス 飲食業 5%

126,333 静岡県 富士市 富士岩本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,334 静岡県 富士市 富士インター東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,335 静岡県 富士市 富士駅北給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,336 静岡県 富士市 富士駅南給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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126,337 静岡県 富士市 富士カイロプラクティックサービス サービス 理容・美容業 5%

126,338 静岡県 富士市 富士川ＳＡ下り 小売業 その他小売 5%

126,339 静岡県 富士市 セブンーイレブン富士川ＳＡ下り店 小売業 食料品 2%

126,340 静岡県 富士市 セブンーイレブン富士川バイパス店 小売業 食料品 2%

126,341 静岡県 富士市 セブンーイレブン富士川松野店 小売業 食料品 2%

126,342 静岡県 富士市 富士グリーンホテル サービス 宿泊業 5%

126,343 静岡県 富士市 富士神戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,344 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市青島町店 小売業 食料品 2%

126,345 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市青葉町東店 小売業 食料品 2%

126,346 静岡県 富士市 富士シアターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,347 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市厚原店 小売業 食料品 2%

126,348 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市石坂店 小売業 食料品 2%

126,349 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市一色店 小売業 食料品 2%

126,350 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市今井店 小売業 食料品 2%

126,351 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市大渕店 小売業 食料品 2%

126,352 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市大渕八王子町店 小売業 食料品 2%

126,353 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市島田町店 小売業 食料品 2%

126,354 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市下横割店 小売業 食料品 2%

126,355 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市浅間上町店 小売業 食料品 2%

126,356 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市鷹岡本町店 小売業 食料品 2%

126,357 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市高嶺町店 小売業 食料品 2%

126,358 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市蓼原店 小売業 食料品 2%

126,359 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市伝法片宿店 小売業 食料品 2%

126,360 静岡県 富士市 セブンーイレブン富士市伝法上中店 小売業 食料品 2%

126,361 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市伝法店 小売業 食料品 2%

126,362 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市天間店 小売業 食料品 2%

126,363 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市天間西店 小売業 食料品 2%

126,364 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市中柏原店 小売業 食料品 2%

126,365 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市中里店 小売業 食料品 2%

126,366 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市長沢店 小売業 食料品 2%

126,367 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市永田町店 小売業 食料品 2%

126,368 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市中丸店 小売業 食料品 2%

126,369 静岡県 富士市 富士市ビジネスホテル　ふるいや旅館 サービス 宿泊業 5%

126,370 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市広見新町店 小売業 食料品 2%

126,371 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市富士川駅前店 小売業 食料品 2%

126,372 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市富士根店 小売業 食料品 2%

126,373 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市富士見台店 小売業 食料品 2%

126,374 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市平垣本町店 小売業 食料品 2%

126,375 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市本町通り店 小売業 食料品 2%

126,376 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市松岡店 小売業 食料品 2%

126,377 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市松岡西店 小売業 食料品 2%

126,378 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市松岡南店 小売業 食料品 2%
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126,379 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市三ツ倉店 小売業 食料品 2%

126,380 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市水戸島１丁目店 小売業 食料品 2%

126,381 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市御幸町店 小売業 食料品 2%

126,382 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市本市場北店 小売業 食料品 2%

126,383 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市本市場店 小売業 食料品 2%

126,384 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市森島店 小売業 食料品 2%

126,385 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市八代町店 小売業 食料品 2%

126,386 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市柳島店 小売業 食料品 2%

126,387 静岡県 富士市 富士ジャンボ店 小売業 衣料品 5%

126,388 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市横割店 小売業 食料品 2%

126,389 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士市吉原店 小売業 食料品 2%

126,390 静岡県 富士市 富士鷹　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,391 静岡県 富士市 富士地区学校生活協同組合 小売業 その他小売 5%

126,392 静岡県 富士市 富士西金物株式会社 小売業 その他小売 5%

126,393 静岡県 富士市 セブン－イレブン富士バイパス店 小売業 食料品 2%

126,394 静岡県 富士市 富士比奈　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,395 静岡県 富士市 富士松岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,396 静岡県 富士市 富士松本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,397 静岡県 富士市 富士メガネ　富士店 小売業 その他小売 5%

126,398 静岡県 富士市 富士屋伝兵衛 サービス 飲食業 5%

126,399 静岡県 富士市 富桑カンパニー　Ｃａｆｅ　Ｂｒｅａｋ　Ｆｕｊｉ?Ｓｕｎ 小売業 食料品 5%

126,400 静岡県 富士市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　富士本吉原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

126,401 静岡県 富士市 ＢＯＯＫＯＦＦＰＬＵＳ　富士中島 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

126,402 静岡県 富士市 ブティック　カツマタ 小売業 衣料品 5%

126,403 静岡県 富士市 ブティック　カツマタ　駅前店 小売業 衣料品 5%

126,404 静岡県 富士市 フードストアあおき　富士店 小売業 食料品 5%

126,405 静岡県 富士市 ふとんのシバタ サービス 運輸業 5%

126,406 静岡県 富士市 フラワーハウス花花館 小売業 その他小売 5%

126,407 静岡県 富士市 プリンセスクラブ サービス その他サービス 5%

126,408 静岡県 富士市 ＢＬＥＳＳイオンタウン富士南 小売業 貴金属・服飾品 5%

126,409 静岡県 富士市 ＨＡＩＲＣＲＡＦＴＣＨＥＥＲＳ サービス 理容・美容業 5%

126,410 静岡県 富士市 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ｔｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

126,411 静岡県 富士市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＶＡＮＥ　ａｎｄ　Ｃｏ サービス 理容・美容業 5%

126,412 静岡県 富士市 Ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　Ｎａｎａ?Ｎ サービス 理容・美容業 5%

126,413 静岡県 富士市 ベーカリーマルタ 小売業 食料品 5%

126,414 静岡県 富士市 ペンネジュークマルウチ 小売業 その他小売 5%

126,415 静岡県 富士市 ＨＯＰＥ サービス 飲食業 5%

126,416 静岡県 富士市 ホテルニューセントラル サービス 宿泊業 5%

126,417 静岡県 富士市 ホビーショップＢＯＹＨＯＯＤ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

126,418 静岡県 富士市 ホビーゾーン富士南店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

126,419 静岡県 富士市 ｂｏｎｄｓ　ｎｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

126,420 静岡県 富士市 ホンダカーズ富士東 サービス その他サービス 5%
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126,421 静岡県 富士市 ホンダカーズ富士東　依田橋店 サービス その他サービス 5%

126,422 静岡県 富士市 マキ文具事務機 小売業 その他小売 5%

126,423 静岡県 富士市 まつげ屋 サービス 理容・美容業 5%

126,424 静岡県 富士市 マツムラ製茶　マツムラ製茶 小売業 その他小売 5%

126,425 静岡県 富士市 ママルパ サービス 飲食業 5%

126,426 静岡県 富士市 まるけい 小売業 衣料品 5%

126,427 静岡県 富士市 丸鶏ＨＡＫＯＺＡＫＩ サービス 飲食業 5%

126,428 静岡県 富士市 ミック 小売業 家具・調度品 5%

126,429 静岡県 富士市 港タイヤセンター 小売業 その他小売 5%

126,430 静岡県 富士市 南松野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,431 静岡県 富士市 宮崎農園 サービス その他サービス 5%

126,432 静岡県 富士市 ＭＩＷＡ　ＱＵＥＥＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

126,433 静岡県 富士市 銘茶　山崎園 小売業 食料品 5%

126,434 静岡県 富士市 メイリールー　富士南店 小売業 衣料品 5%

126,435 静岡県 富士市 メガネのアイ 小売業 その他小売 5%

126,436 静岡県 富士市 メディアポリス　富士中島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

126,437 静岡県 富士市 メディアポリス　富士中島店 小売業 その他小売 2%

126,438 静岡県 富士市 メディアポリス　富士八幡町 小売業 その他小売 2%

126,439 静岡県 富士市 Ｍｏｔｉｏｎ　【モーション】 サービス 理容・美容業 5%

126,440 静岡県 富士市 もつ串焼きダイニング　鉄砲 サービス 飲食業 5%

126,441 静岡県 富士市 焼肉京昌園別館 サービス 飲食業 5%

126,442 静岡県 富士市 焼肉玉起園 サービス 飲食業 5%

126,443 静岡県 富士市 焼肉飯店京昌園別館はなれ サービス 飲食業 5%

126,444 静岡県 富士市 谷島屋　新富士ショップ 小売業 その他小売 5%

126,445 静岡県 富士市 谷島屋　松岡ショップ 小売業 その他小売 5%

126,446 静岡県 富士市 矢東タイヤ沼津販売　富士営業所 小売業 その他小売 5%

126,447 静岡県 富士市 柳屋自動車修理工場 サービス その他サービス 5%

126,448 静岡県 富士市 やまざきでんき 小売業 電化製品 5%

126,449 静岡県 富士市 大和屋時計店富士店 小売業 貴金属・服飾品 5%

126,450 静岡県 富士市 有限会社大木生花店 小売業 その他小売 5%

126,451 静岡県 富士市 有限会社サイクルセブン 小売業 その他小売 5%

126,452 静岡県 富士市 有限会社スルガコンタクトレンズセンター　スルガコンタクトレンズセンター 小売業 その他小売 5%

126,453 静岡県 富士市 有限会社ハギワラ 小売業 電化製品 5%

126,454 静岡県 富士市 有限会社マルコオ自動車 サービス その他サービス 5%

126,455 静岡県 富士市 ゆ縁の宿　ふじみ旅館 サービス 宿泊業 5%

126,456 静岡県 富士市 夢大陸　富士本店 小売業 その他小売 5%

126,457 静岡県 富士市 Ｙｕｒｉ－Ｙｕｒａ サービス その他サービス 5%

126,458 静岡県 富士市 吉原北　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,459 静岡県 富士市 吉原セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,460 静岡県 富士市 よどばしデイズ　石坂店 小売業 食料品 5%

126,461 静岡県 富士市 米山電機商会広見店 小売業 電化製品 5%

126,462 静岡県 富士市 ライズ　タニムラ 小売業 電化製品 5%
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126,463 静岡県 富士市 ライズ　今泉 小売業 電化製品 5%

126,464 静岡県 富士市 ライズおおた 小売業 電化製品 5%

126,465 静岡県 富士市 ライズオオタケ 小売業 電化製品 5%

126,466 静岡県 富士市 ライズ・すずき 小売業 電化製品 5%

126,467 静岡県 富士市 ライズ　むらまつ 小売業 電化製品 5%

126,468 静岡県 富士市 ライズ・むらまつ 小売業 電化製品 5%

126,469 静岡県 富士市 ライズヤマグチ 小売業 電化製品 5%

126,470 静岡県 富士市 ライフエレクトロニクス岳南 小売業 電化製品 5%

126,471 静岡県 富士市 トモエ商工 小売業 電化製品 5%

126,472 静岡県 富士市 来来亭　富士吉原店 サービス 飲食業 2%

126,473 静岡県 富士市 ラシュエットフジ 小売業 その他小売 5%

126,474 静岡県 富士市 ラビアンプロ 小売業 その他小売 5%

126,475 静岡県 富士市 ラ モンテ サービス 飲食業 5%

126,476 静岡県 富士市 ランジェリーショップ　なかがわ 小売業 衣料品 5%

126,477 静岡県 富士市 ランドマーク富士ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,478 静岡県 富士市 ＬＵＭＢＥＲ　ＹＡＲＤ 小売業 その他小売 5%

126,479 静岡県 富士市 りき動物病院 サービス その他サービス 5%

126,480 静岡県 富士市 リラクゼーションルームハンズ サービス 理容・美容業 5%

126,481 静岡県 富士市 ル・タン 小売業 衣料品 5%

126,482 静岡県 富士市 Ｌｕｃｅｈａｉｒ＆ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

126,483 静岡県 富士市 ＬｅａｔｈｅｒＣｕｓｔｏｍ 小売業 その他小売 5%

126,484 静岡県 富士市 レストラン＆バー　コメコメ サービス 飲食業 5%

126,485 静岡県 富士市 レストランＤＡＤＡ　富士店 サービス 飲食業 5%

126,486 静岡県 富士市 ロゼテラス サービス 飲食業 5%

126,487 静岡県 富士市 若松寿司 サービス 飲食業 5%

126,488 静岡県 富士市 ワタナベデンキ 小売業 電化製品 5%

126,489 静岡県 富士市 ワタナベデンキ 小売業 電化製品 5%

126,490 静岡県 富士市 渡辺洋ラン 小売業 その他小売 5%

126,491 静岡県 富士市 和風ダイニング　茶華 サービス 飲食業 5%

126,492 静岡県 富士市 和風料理角山 サービス 飲食業 5%

126,493 静岡県 富士市 Ｏｎｅ ｓ Ｍｉｎｄ サービス その他サービス 5%

126,494 静岡県 富士宮市 アイズ　Ｈａｉｒ＆Ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

126,495 静岡県 富士宮市 赤池獣医科病院 サービス その他サービス 5%

126,496 静岡県 富士宮市 朝霧高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,497 静岡県 富士宮市 朝霧高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,498 静岡県 富士宮市 朝霧高原あおぞらピッツァ サービス 飲食業 5%

126,499 静岡県 富士宮市 アサギリ高原パラグライダースクール 小売業 その他小売 5%

126,500 静岡県 富士宮市 あさぎりハーブシオン 小売業 その他小売 5%

126,501 静岡県 富士宮市 アダチ特機 小売業 電化製品 5%

126,502 静岡県 富士宮市 ＡＤＨＯＣニシコ 小売業 電化製品 5%

126,503 静岡県 富士宮市 アトリエール　トーエイ 小売業 電化製品 5%

126,504 静岡県 富士宮市 あるばとろす サービス 飲食業 5%
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126,505 静岡県 富士宮市 ＢＯＤＹ＆ＦＡＣＩＡＬＳＡＬＯＮ杏珠 サービス 理容・美容業 5%

126,506 静岡県 富士宮市 あんどう 小売業 電化製品 5%

126,507 静岡県 富士宮市 池野電器店 小売業 電化製品 5%

126,508 静岡県 富士宮市 一番亭　富士宮阿幸地店 サービス 飲食業 5%

126,509 静岡県 富士宮市 出光黒田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,510 静岡県 富士宮市 出光白糸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,511 静岡県 富士宮市 出光富士宮団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,512 静岡県 富士宮市 出光富士宮中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,513 静岡県 富士宮市 インコ専門店ぺありー 小売業 その他小売 5%

126,514 静岡県 富士宮市 インテリア佐野 小売業 家具・調度品 5%

126,515 静岡県 富士宮市 ウインディ－　やよい 小売業 電化製品 5%

126,516 静岡県 富士宮市 和出石油　上野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,517 静岡県 富士宮市 ウォーク富士宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

126,518 静岡県 富士宮市 エイコ－でんき 小売業 電化製品 5%

126,519 静岡県 富士宮市 Ａ－１アスリートキッズ富士宮店 サービス その他サービス 5%

126,520 静岡県 富士宮市 ＡＴＣ　Ｓｔｏｒｅ 小売業 その他小売 5%

126,521 静岡県 富士宮市 ＥｎｅＪｅｔ小泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,522 静岡県 富士宮市 ＥｎｅＪｅｔ富士宮バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,523 静岡県 富士宮市 ＥｎｅＪｅｔ宮原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,524 静岡県 富士宮市 オートサービス信澤 サービス その他サービス 5%

126,525 静岡県 富士宮市 オートボデー福原 サービス その他サービス 5%

126,526 静岡県 富士宮市 大中里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,527 静岡県 富士宮市 お菓子の家　もちのき　小泉店 小売業 食料品 5%

126,528 静岡県 富士宮市 お菓子の家　もちのき　万野店 小売業 食料品 5%

126,529 静岡県 富士宮市 お菓子の家　もちのき　宮原店 小売業 食料品 5%

126,530 静岡県 富士宮市 オノダスポーツ 小売業 その他小売 5%

126,531 静岡県 富士宮市 オプティックイマムラ　ミヤハラテン 小売業 貴金属・服飾品 5%

126,532 静岡県 富士宮市 オブリガード 小売業 衣料品 5%

126,533 静岡県 富士宮市 海鮮料理もちわ サービス 飲食業 5%

126,534 静岡県 富士宮市 かつ銀　富士宮阿幸地店 サービス 飲食業 5%

126,535 静岡県 富士宮市 割烹　竹の子 サービス 飲食業 5%

126,536 静岡県 富士宮市 カードック伊東 サービス その他サービス 5%

126,537 静岡県 富士宮市 株式会社ヱチゼンヤ 小売業 家具・調度品 5%

126,538 静岡県 富士宮市 株式会社大日蓮出版 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

126,539 静岡県 富士宮市 株式会社マルビシ 小売業 電化製品 5%

126,540 静岡県 富士宮市 カラコロ健康ラボ サービス 理容・美容業 5%

126,541 静岡県 富士宮市 から宮　富士宮店 サービス 飲食業 5%

126,542 静岡県 富士宮市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋静岡富士宮バイパス店 サービス 飲食業 2%

126,543 静岡県 富士宮市 川﨑自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

126,544 静岡県 富士宮市 北川製餡所 小売業 食料品 5%

126,545 静岡県 富士宮市 北山インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,546 静岡県 富士宮市 牛角ひばりが丘店 サービス 飲食業 2%
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126,547 静岡県 富士宮市 キレートともえ 小売業 電化製品 5%

126,548 静岡県 富士宮市 グッドハウス　マツナガ 小売業 電化製品 5%

126,549 静岡県 富士宮市 健美爪 サービス 理容・美容業 5%

126,550 静岡県 富士宮市 小泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,551 静岡県 富士宮市 コスメケアハウス　Ｐｕｆｆ 小売業 その他小売 5%

126,552 静岡県 富士宮市 呉服のわらしな 小売業 衣料品 5%

126,553 静岡県 富士宮市 Ｓａｈａｒａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

126,554 静岡県 富士宮市 ジェームス富士宮店 小売業 その他小売 2%

126,555 静岡県 富士宮市 ジェラートぷくいち お宮横丁 小売業 食料品 5%

126,556 静岡県 富士宮市 静岡通信サービス 小売業 電化製品 5%

126,557 静岡県 富士宮市 シティーロックサービス サービス その他サービス 5%

126,558 静岡県 富士宮市 有限会社篠原電気 小売業 電化製品 5%

126,559 静岡県 富士宮市 芝川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,560 静岡県 富士宮市 シャイニングフィールド サービス その他サービス 5%

126,561 静岡県 富士宮市 ?ジョイプラザ 富士宮店 小売業 その他小売 5%

126,562 静岡県 富士宮市 寝具の佐野 寝具の佐野 小売業 その他小売 5%

126,563 静岡県 富士宮市 ス－パ－マルシュウ 小売業 その他小売 5%

126,564 静岡県 富士宮市 杉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,565 静岡県 富士宮市 スタジオイマジン サービス 理容・美容業 5%

126,566 静岡県 富士宮市 ステーキＤＡＤＡ　イオン富士宮店 サービス 飲食業 2%

126,567 静岡県 富士宮市 Ｓｍｏｋｙｆｌｏｗｅｒｓ 小売業 その他小売 5%

126,568 静岡県 富士宮市 駿府宅配センター　富士宮店 小売業 その他小売 5%

126,569 静岡県 富士宮市 誠華堂 小売業 家具・調度品 5%

126,570 静岡県 富士宮市 セルフ富士宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,571 静岡県 富士宮市 曽根人形富士宮店 小売業 その他小売 5%

126,572 静岡県 富士宮市 蕎麦割烹志ほ川本店 サービス 飲食業 5%

126,573 静岡県 富士宮市 （株）大成　富士宮（営）ＳＳセンター 小売業 家具・調度品 5%

126,574 静岡県 富士宮市 太陽電器店 小売業 電化製品 5%

126,575 静岡県 富士宮市 高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,576 静岡県 富士宮市 滝石油店　　北山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,577 静岡県 富士宮市 武井精肉店　武井精肉店 小売業 食料品 5%

126,578 静岡県 富士宮市 たまごの星 イオン富士宮店 サービス 飲食業 5%

126,579 静岡県 富士宮市 中央静岡ヤクルト販売　小泉センター 小売業 食料品 5%

126,580 静岡県 富士宮市 中央静岡ヤクルト販売 富士宮センター 小売業 食料品 5%

126,581 静岡県 富士宮市 つきじ海賓　富士宮店 サービス 飲食業 5%

126,582 静岡県 富士宮市 ＤＰ富士宮三園平 サービス 理容・美容業 5%

126,583 静岡県 富士宮市 デイズ　田中町店 小売業 食料品 5%

126,584 静岡県 富士宮市 デイズ　東店 小売業 食料品 5%

126,585 静岡県 富士宮市 デイズ　光町店 小売業 食料品 5%

126,586 静岡県 富士宮市 デイズ田中町店 小売業 食料品 5%

126,587 静岡県 富士宮市 デイズ万野原店 小売業 食料品 5%

126,588 静岡県 富士宮市 デイズ三園平店 小売業 食料品 5%
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126,589 静岡県 富士宮市 天ぷらとワインのお店むらせ サービス 飲食業 5%

126,590 静岡県 富士宮市 ｔｏｉｔｏｉｔｏｉｋｋａ サービス 理容・美容業 5%

126,591 静岡県 富士宮市 東海補聴器センター富士宮店 小売業 その他小売 5%

126,592 静岡県 富士宮市 トップスタイル　本店 サービス 理容・美容業 5%

126,593 静岡県 富士宮市 西酒屋 西酒屋 小売業 その他小売 5%

126,594 静岡県 富士宮市 ニック　レディース 小売業 衣料品 5%

126,595 静岡県 富士宮市 布屋呉服店 小売業 衣料品 5%

126,596 静岡県 富士宮市 売店きたがわ　お宮横丁 小売業 食料品 5%

126,597 静岡県 富士宮市 パタパタ富士宮店 サービス 飲食業 5%

126,598 静岡県 富士宮市 ハッピーベルしらいと 小売業 貴金属・服飾品 5%

126,599 静岡県 富士宮市 パティスリージャヴァ 小売業 食料品 5%

126,600 静岡県 富士宮市 パナスルガ 小売業 電化製品 5%

126,601 静岡県 富士宮市 原制服店 小売業 衣料品 5%

126,602 静岡県 富士宮市 ＰＥＡＣＥ★ＷＡＮ サービス その他サービス 5%

126,603 静岡県 富士宮市 ひかりん工房 小売業 衣料品 5%

126,604 静岡県 富士宮市 びぎん サービス 理容・美容業 5%

126,605 静岡県 富士宮市 Ｂｅ－ｆｌａｔ 小売業 衣料品 5%

126,606 静岡県 富士宮市 ビューティー岡本富士宮店 サービス 理容・美容業 5%

126,607 静岡県 富士宮市 ビューティーサロンひまわり サービス 理容・美容業 5%

126,608 静岡県 富士宮市 美容室 Ｔｅｎｐａ サービス 理容・美容業 5%

126,609 静岡県 富士宮市 ＦＥＬＩＣＥ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

126,610 静岡県 富士宮市 富士山スカイラインＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,611 静岡県 富士宮市 富士山ワイルドアドベンチャー サービス その他サービス 5%

126,612 静岡県 富士宮市 ふじしげ サービス 飲食業 5%

126,613 静岡県 富士宮市 富士宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,614 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮朝霧高原店 小売業 食料品 2%

126,615 静岡県 富士宮市 富士宮駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,616 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮大岩店 小売業 食料品 2%

126,617 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮大中里店 小売業 食料品 2%

126,618 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮上井出店 小売業 食料品 2%

126,619 静岡県 富士宮市 富士宮グリーンホテル サービス 宿泊業 5%

126,620 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮黒田店 小売業 食料品 2%

126,621 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮小泉店 小売業 食料品 2%

126,622 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮下条店 小売業 食料品 2%

126,623 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮城北町店 小売業 食料品 2%

126,624 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮杉田店 小売業 食料品 2%

126,625 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮田中町店 小売業 食料品 2%

126,626 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮外神店 小売業 食料品 2%

126,627 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮西町店 小売業 食料品 2%

126,628 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮野中橋店 小売業 食料品 2%

126,629 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮橋戸店 小売業 食料品 2%

126,630 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮羽鮒店 小売業 食料品 2%
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126,631 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮ひばりが丘店 小売業 食料品 2%

126,632 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮富士見ヶ丘店 小売業 食料品 2%

126,633 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮三園平店 小売業 食料品 2%

126,634 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮宮原店 小売業 食料品 2%

126,635 静岡県 富士宮市 富士宮やきそば専門店すぎ本 サービス 飲食業 5%

126,636 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮淀師店 小売業 食料品 2%

126,637 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮淀平町店 小売業 食料品 2%

126,638 静岡県 富士宮市 セブン－イレブン富士宮若の宮店 小売業 食料品 2%

126,639 静岡県 富士宮市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　富士宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

126,640 静岡県 富士宮市 芙蓉堂バイパス店 小売業 その他小売 5%

126,641 静岡県 富士宮市 芙蓉堂　本店 小売業 その他小売 5%

126,642 静岡県 富士宮市 プラッツ　ツボイ 小売業 電化製品 5%

126,643 静岡県 富士宮市 Ｂｒｅｓ富士宮店 サービス その他サービス 5%

126,644 静岡県 富士宮市 ブンゴヤ 小売業 食料品 5%

126,645 静岡県 富士宮市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｍａｎｉ サービス 理容・美容業 5%

126,646 静岡県 富士宮市 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎｍａｎｉ サービス 理容・美容業 5%

126,647 静岡県 富士宮市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＯＮＥ　ＯＮＥ サービス 理容・美容業 5%

126,648 静岡県 富士宮市 Ｈａｉｒ ｓｔｕｄｉｏ ＳＨＩＢＡＴＡ サービス 理容・美容業 5%

126,649 静岡県 富士宮市 ベルデ・コイズミＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,650 静岡県 富士宮市 ｂｅｎｃｈｍａｒｋ サービス 理容・美容業 5%

126,651 静岡県 富士宮市 ホンダカーズ富士東　富士宮小泉店 サービス その他サービス 5%

126,652 静岡県 富士宮市 桝彌酒店 小売業 食料品 5%

126,653 静岡県 富士宮市 マダム　ニック 小売業 衣料品 5%

126,654 静岡県 富士宮市 ｍａｍｅｒｕｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

126,655 静岡県 富士宮市 マルキチ 小売業 その他小売 5%

126,656 静岡県 富士宮市 Ｍｒ．ニック 小売業 衣料品 5%

126,657 静岡県 富士宮市 ＭＲニック　富士宮店 小売業 衣料品 5%

126,658 静岡県 富士宮市 ｍｒ．ニック本店 小売業 衣料品 5%

126,659 静岡県 富士宮市 ｍｒ．ニック本店 小売業 衣料品 5%

126,660 静岡県 富士宮市 ミツイオートサービス サービス その他サービス 5%

126,661 静岡県 富士宮市 ミネオスポーツ 小売業 その他小売 5%

126,662 静岡県 富士宮市 民宿旅館　西の家 サービス 宿泊業 5%

126,663 静岡県 富士宮市 有限会社めがねや サービス その他サービス 5%

126,664 静岡県 富士宮市 メリーセキネ 小売業 電化製品 5%

126,665 静岡県 富士宮市 メンズ　スポット　０４ 小売業 衣料品 5%

126,666 静岡県 富士宮市 望栄電器商会 小売業 電化製品 5%

126,667 静岡県 富士宮市 焼肉京昌園富士宮店 サービス 飲食業 5%

126,668 静岡県 富士宮市 焼肉じゅう兵衛 サービス 飲食業 5%

126,669 静岡県 富士宮市 谷島屋　富士宮ショップ 小売業 その他小売 5%

126,670 静岡県 富士宮市 やまざき動物病院 サービス その他サービス 5%

126,671 静岡県 富士宮市 有限会社和泉屋カネコー　有限会社和泉屋カネコー 小売業 その他小売 5%

126,672 静岡県 富士宮市 （有）いとくま 小売業 衣料品 5%
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126,673 静岡県 富士宮市 洋風居酒屋Ｂｅｌｉｅｖｅ サービス 飲食業 5%

126,674 静岡県 富士宮市 ライズ　さいとう 小売業 電化製品 5%

126,675 静岡県 富士宮市 ライズヤガワ 小売業 電化製品 5%

126,676 静岡県 富士宮市 ライズよしだ 小売業 電化製品 5%

126,677 静岡県 富士宮市 Ｒｉｌｉａｎ サービス 理容・美容業 5%

126,678 静岡県 富士宮市 レストラン＆バー　コメコメ　富士宮店 サービス 飲食業 5%

126,679 静岡県 富士宮市 ｙ・コレクション 小売業 衣料品 5%

126,680 静岡県 富士宮市 ワイルドベンチャージャパン サービス その他サービス 5%

126,681 静岡県 富士宮市 ワンズオートサービス サービス その他サービス 5%

126,682 静岡県 牧之原市 アクアトーク 小売業 その他小売 5%

126,683 静岡県 牧之原市 アンジェリカ サービス その他サービス 5%

126,684 静岡県 牧之原市 居酒屋 のんき サービス 飲食業 5%

126,685 静岡県 牧之原市 出光御前崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,686 静岡県 牧之原市 出光坂部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,687 静岡県 牧之原市 出光須々木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,688 静岡県 牧之原市 出光浜岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,689 静岡県 牧之原市 出光マロン・ザ・サン相良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,690 静岡県 牧之原市 出光マロン・ザ・サン浜砂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,691 静岡県 牧之原市 いとう時計店　榛原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

126,692 静岡県 牧之原市 インペリアル　コメヤ 小売業 衣料品 5%

126,693 静岡県 牧之原市 ヴォーグ サービス 理容・美容業 5%

126,694 静岡県 牧之原市 宴会処　池田屋　宴会処　池田屋 サービス 飲食業 5%

126,695 静岡県 牧之原市 大石生花店 小売業 その他小売 5%

126,696 静岡県 牧之原市 オリックスレンタカー富士山静岡空港店 サービス その他サービス 2%

126,697 静岡県 牧之原市 勝間田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,698 静岡県 牧之原市 株式会社カネハチ榛原店 小売業 食料品 5%

126,699 静岡県 牧之原市 株式会社はなここ 本店 小売業 その他小売 5%

126,700 静岡県 牧之原市 ガラスコーティングカワムラ サービス その他サービス 5%

126,701 静岡県 牧之原市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋牧之原静波店 サービス 飲食業 2%

126,702 静岡県 牧之原市 キレート　トミタ 小売業 電化製品 5%

126,703 静岡県 牧之原市 金時 サービス 飲食業 5%

126,704 静岡県 牧之原市 串特急　榛原店 サービス 飲食業 5%

126,705 静岡県 牧之原市 壽亭　壽亭 サービス 飲食業 5%

126,706 静岡県 牧之原市 小林電気 小売業 電化製品 5%

126,707 静岡県 牧之原市 相良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,708 静岡県 牧之原市 相良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,709 静岡県 牧之原市 相良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,710 静岡県 牧之原市 自家焙煎珈琲屋コスモス　自家焙煎珈琲屋コスモス サービス 飲食業 5%

126,711 静岡県 牧之原市 静波 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,712 静岡県 牧之原市 地頭方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,713 静岡県 牧之原市 清水港海山　富士山静岡空港店 サービス 飲食業 5%

126,714 静岡県 牧之原市 ジャックオーシャンスポーツ静波店 小売業 その他小売 5%

3019



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

126,715 静岡県 牧之原市 シャロン　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

126,716 静岡県 牧之原市 ?ジョイプラザ 榛原店 小売業 その他小売 5%

126,717 静岡県 牧之原市 食事処 池田屋 サービス 飲食業 5%

126,718 静岡県 牧之原市 スーパーラック相良店 小売業 食料品 5%

126,719 静岡県 牧之原市 すたみな太郎　榛原店 サービス 飲食業 5%

126,720 静岡県 牧之原市 スーパーカネハチ榛原店 小売業 食料品 5%

126,721 静岡県 牧之原市 駿府宅配センター　相良店 小売業 その他小売 5%

126,722 静岡県 牧之原市 西泉中国楽器販売合同会社 小売業 その他小売 5%

126,723 静岡県 牧之原市 セルフ地頭方店 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,724 静岡県 牧之原市 Ｔ．Ｏ．Ｐ代行 サービス 運輸業 5%

126,725 静岡県 牧之原市 内藤ゆみ子二胡揚琴教室　中国楽器二胡　揚琴教室 サービス その他サービス 5%

126,726 静岡県 牧之原市 和ダイニング すけろく サービス 飲食業 5%

126,727 静岡県 牧之原市 生ロールの藤栄堂　相良店 小売業 食料品 5%

126,728 静岡県 牧之原市 株式会社　榛南自動車学校 サービス その他サービス 5%

126,729 静岡県 牧之原市 榛原 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,730 静岡県 牧之原市 はいやく　アイ薬局 小売業 その他小売 5%

126,731 静岡県 牧之原市 はいやく　おおさわ薬局 小売業 その他小売 5%

126,732 静岡県 牧之原市 はいやく　相良北薬局 小売業 その他小売 5%

126,733 静岡県 牧之原市 はいやく　静波薬局 小売業 その他小売 5%

126,734 静岡県 牧之原市 はいやく　なごみ薬局 小売業 その他小売 5%

126,735 静岡県 牧之原市 はいやく　のぞみ薬局 小売業 その他小売 5%

126,736 静岡県 牧之原市 はいやく　榛原薬局 小売業 その他小売 5%

126,737 静岡県 牧之原市 はいやく　波津薬局 小売業 その他小売 5%

126,738 静岡県 牧之原市 はいやく　細江薬局 小売業 その他小売 5%

126,739 静岡県 牧之原市 はいやく　港薬局 小売業 その他小売 5%

126,740 静岡県 牧之原市 ＨＡＺ　Ｃｏｔｔａｇｅ サービス 宿泊業 5%

126,741 静岡県 牧之原市 はたの自転車店 小売業 その他小売 5%

126,742 静岡県 牧之原市 パレッツ　飯塚 小売業 電化製品 5%

126,743 静岡県 牧之原市 パレッツ飯塚　パレッツ飯塚 小売業 電化製品 5%

126,744 静岡県 牧之原市 パレッツますだ 小売業 電化製品 5%

126,745 静岡県 牧之原市 はんのウチダ 小売業 その他小売 5%

126,746 静岡県 牧之原市 フォルテ　榛原パームス店 サービス 理容・美容業 5%

126,747 静岡県 牧之原市 ふじや化粧品店 小売業 その他小売 5%

126,748 静岡県 牧之原市 ＨＥＡＲ　Ｓ　ＭＯＮ サービス 理容・美容業 5%

126,749 静岡県 牧之原市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＢＯＮＤＳ サービス 理容・美容業 5%

126,750 静岡県 牧之原市 ＨＡＩＲＭＡＧＩＣＭＯＤＥ サービス 理容・美容業 5%

126,751 静岡県 牧之原市 ホワイト急便　波津ショップアイデンキ店 サービス その他サービス 5%

126,752 静岡県 牧之原市 前浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,753 静岡県 牧之原市 セブン－イレブン牧之原勝俣店 小売業 食料品 2%

126,754 静岡県 牧之原市 セブン－イレブン牧之原静波店 小売業 食料品 2%

126,755 静岡県 牧之原市 セブン－イレブン牧之原地頭方店 小売業 食料品 2%

126,756 静岡県 牧之原市 セブン－イレブン牧之原菅ケ谷店 小売業 食料品 2%
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126,757 静岡県 牧之原市 牧之原石材　本社 小売業 その他小売 5%

126,758 静岡県 牧之原市 セブン－イレブン牧之原中店 小売業 食料品 2%

126,759 静岡県 牧之原市 セブン－イレブン牧之原波津店 小売業 食料品 2%

126,760 静岡県 牧之原市 セブン－イレブン牧之原波津東店 小売業 食料品 2%

126,761 静岡県 牧之原市 セブン－イレブン牧之原細江西店 小売業 食料品 2%

126,762 静岡県 牧之原市 セブン－イレブン牧之原細江南店 小売業 食料品 2%

126,763 静岡県 牧之原市 マクドナルド榛原店 サービス 飲食業 2%

126,764 静岡県 牧之原市 マルサ海藻　斉田商店 小売業 食料品 5%

126,765 静岡県 牧之原市 メガネのあい 小売業 貴金属・服飾品 5%

126,766 静岡県 牧之原市 ＭｏｍｉＰａｋｉｐｉｋａ 小売業 衣料品 5%

126,767 静岡県 牧之原市 焼肉ダイニング ふるかわ サービス 飲食業 5%

126,768 静岡県 牧之原市 焼肉のかねまる静波店 サービス 飲食業 5%

126,769 静岡県 牧之原市 山岡呉服店 小売業 衣料品 5%

126,770 静岡県 牧之原市 有限会社静波オート サービス その他サービス 5%

126,771 静岡県 牧之原市 有 畑オート 小売業 その他小売 5%

126,772 静岡県 牧之原市 有限会社ヤマセン　農産物直売所せんちゃん 小売業 食料品 5%

126,773 静岡県 牧之原市 レストラン ハーク サービス 飲食業 5%

126,774 静岡県 松崎町 味正 サービス 飲食業 5%

126,775 静岡県 松崎町 アドホックヤマダ 小売業 電化製品 5%

126,776 静岡県 松崎町 イタリアンレストラン　サルーテ サービス 飲食業 5%

126,777 静岡県 松崎町 伊東園ホテル　松崎 サービス 宿泊業 5%

126,778 静岡県 松崎町 伊東園ホテル　松崎 サービス 宿泊業 5%

126,779 静岡県 松崎町 イナバ靴店 小売業 衣料品 5%

126,780 静岡県 松崎町 御宿しんしま サービス 宿泊業 5%

126,781 静岡県 松崎町 かごや洋品店　セラヴィ 小売業 衣料品 5%

126,782 静岡県 松崎町 菓子処 永楽堂 永楽堂 小売業 食料品 5%

126,783 静岡県 松崎町 かわいいお宿　雲見園 サービス 宿泊業 5%

126,784 静岡県 松崎町 ゲストハウスイトカワ サービス 宿泊業 5%

126,785 静岡県 松崎町 源泉旅館　山芳園 サービス 宿泊業 5%

126,786 静岡県 松崎町 彩雲　俺の家 サービス 宿泊業 5%

126,787 静岡県 松崎町 有限会社サカンヤ 小売業 その他小売 5%

126,788 静岡県 松崎町 桜田温泉山芳園 サービス 宿泊業 5%

126,789 静岡県 松崎町 サンフレッシュ松崎店 小売業 食料品 5%

126,790 静岡県 松崎町 静岡県自動車学校松崎校 サービス その他サービス 5%

126,791 静岡県 松崎町 人力車伊豆松崎組 サービス その他サービス 5%

126,792 静岡県 松崎町 フレッシュ衣料うすい松崎店 小売業 衣料品 5%

126,793 静岡県 松崎町 松崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,794 静岡県 松崎町 まつざき海浜荘 サービス 宿泊業 5%

126,795 静岡県 松崎町 松崎コレダ 小売業 その他小売 5%

126,796 静岡県 松崎町 セブン－イレブン松崎町江奈店 小売業 食料品 2%

126,797 静岡県 松崎町 民宿　かごや サービス 宿泊業 5%

126,798 静岡県 松崎町 山崎洋品店 小売業 衣料品 5%
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126,799 静岡県 松崎町 有限会社伊豆松崎マリーナ サービス その他サービス 5%

126,800 静岡県 松崎町 漁師の宿えびす屋 サービス 宿泊業 5%

126,801 静岡県 松崎町 和食処　心 サービス 飲食業 5%

126,802 静岡県 三島市 ａｒｔｍｕｓｉｑｕｅ音楽教室 サービス その他サービス 5%

126,803 静岡県 三島市 あかし薬局 小売業 その他小売 5%

126,804 静岡県 三島市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌａｒｋ三島 サービス 理容・美容業 5%

126,805 静岡県 三島市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｊｕｅｎ三島 サービス 理容・美容業 5%

126,806 静岡県 三島市 Ａｓｏｖｉｖａ サービス 飲食業 5%

126,807 静岡県 三島市 ａｄｅｑｕａｔｅ サービス その他サービス 5%

126,808 静岡県 三島市 ａｂｉｅｒｔｏ サービス 飲食業 5%

126,809 静岡県 三島市 新井自動車工業 サービス その他サービス 5%

126,810 静岡県 三島市 ａｒｒｏｗ．ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

126,811 静岡県 三島市 アントレサンフラッペ サービス 理容・美容業 5%

126,812 静岡県 三島市 飯島自動車 小売業 その他小売 5%

126,813 静岡県 三島市 伊酒屋ダイニング海人　三島駅前店 サービス 飲食業 5%

126,814 静岡県 三島市 市川バラ園三島本店 小売業 その他小売 5%

126,815 静岡県 三島市 一番亭　三島駅前店 サービス 飲食業 5%

126,816 静岡県 三島市 一番亭　三島塚原店 サービス 飲食業 5%

126,817 静岡県 三島市 出光セルフＲ１三島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,818 静岡県 三島市 出光ニュー箱根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,819 静岡県 三島市 今きもの昔きもの梅や 小売業 その他小売 5%

126,820 静岡県 三島市 インテルナモリイ　三島店 小売業 家具・調度品 5%

126,821 静岡県 三島市 ヴィーナス美容室 ハーモナイズ店 サービス 理容・美容業 5%

126,822 静岡県 三島市 内田酒店 小売業 食料品 5%

126,823 静岡県 三島市 器・布　三四呂 小売業 その他小売 5%

126,824 静岡県 三島市 器・布　三四呂 小売業 その他小売 5%

126,825 静岡県 三島市 エース 三島店 小売業 その他小売 5%

126,826 静岡県 三島市 エコー　本店 小売業 衣料品 5%

126,827 静岡県 三島市 エトー写眞舘 サービス その他サービス 5%

126,828 静岡県 三島市 エトー写眞舘 小売業 その他小売 5%

126,829 静岡県 三島市 エルイマイ株式会社本店 小売業 電化製品 5%

126,830 静岡県 三島市 オレンジ村 小売業 その他小売 5%

126,831 静岡県 三島市 雅心苑三島店 小売業 食料品 5%

126,832 静岡県 三島市 かつ銀　三島北上店 サービス 飲食業 5%

126,833 静岡県 三島市 カトレア　三島店 サービス 理容・美容業 5%

126,834 静岡県 三島市 ｃａｆｅ＆ｂａｋｅｒｙグルッペ 小売業 食料品 5%

126,835 静岡県 三島市 カフェコルソマルケ３８ サービス 飲食業 5%

126,836 静岡県 三島市 Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　ＲＩＴＯＲＮＯ サービス 飲食業 5%

126,837 静岡県 三島市 カフェバンマリ サービス 飲食業 5%

126,838 静岡県 三島市 Ｃａｆｅ ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ Ｓａｉｓｏｎ みしまプラザホテル カフェレストランセゾン サービス 飲食業 5%

126,839 静岡県 三島市 カメヤ三島駅前店 小売業 家具・調度品 5%

126,840 静岡県 三島市 カメラのコロナ 小売業 電化製品 5%

3022



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

126,841 静岡県 三島市 からあげ鶏英 小売業 食料品 5%

126,842 静岡県 三島市 ＣＯＬＯＲ’Ｓ　ＮＡＩＬ　三島店 サービス 理容・美容業 5%

126,843 静岡県 三島市 かわい米や 川井米店 小売業 その他小売 5%

126,844 静岡県 三島市 焼き立てパン　カンパーニュ　焼き立てパン　カンパーニュ 小売業 食料品 5%

126,845 静岡県 三島市 キディ学園 サービス その他サービス 5%

126,846 静岡県 三島市 木下自動車工業 サービス その他サービス 5%

126,847 静岡県 三島市 きものさゝ谷 小売業 衣料品 5%

126,848 静岡県 三島市 きもののむらき 小売業 衣料品 5%

126,849 静岡県 三島市 ＧＡＬＳＯＮ　ｂｙ　ｆｅｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

126,850 静岡県 三島市 牛角三島北店 サービス 飲食業 2%

126,851 静岡県 三島市 牛角三島南店 サービス 飲食業 2%

126,852 静岡県 三島市 協立無線電機商会 小売業 電化製品 5%

126,853 静岡県 三島市 筋膜調整専門サロン　ソレイユ サービス その他サービス 5%

126,854 静岡県 三島市 クラブ　シングルス 小売業 その他小売 5%

126,855 静岡県 三島市 クール・カレ　アン三島店 小売業 衣料品 5%

126,856 静岡県 三島市 ＫＵＲＵＨＡ サービス 飲食業 5%

126,857 静岡県 三島市 ｃｒｅｓｃｅｌｌｉｒ サービス 理容・美容業 5%

126,858 静岡県 三島市 Ｋ’ｓＤｉｎｅｒ サービス 飲食業 5%

126,859 静岡県 三島市 弦楽器専門店リジカーレ 小売業 その他小売 5%

126,860 静岡県 三島市 弘電舎 小売業 電化製品 5%

126,861 静岡県 三島市 河野米店 小売業 食料品 5%

126,862 静岡県 三島市 コーヒー乃川島 三島店 小売業 食料品 5%

126,863 静岡県 三島市 ＣｏＣｏ壱番屋三島萩店 サービス 飲食業 2%

126,864 静岡県 三島市 ＧＯＴＥＮ　三島広小路店 サービス 飲食業 5%

126,865 静岡県 三島市 サイトー治療院 サービス その他サービス 5%

126,866 静岡県 三島市 ＳＨＡＰＥＳＤｅｎｔａｌＬａｂ サービス その他サービス 5%

126,867 静岡県 三島市 ＳｃｈｏｎＢａｃｈ サービス 理容・美容業 5%

126,868 静岡県 三島市 茂よし 茂よし サービス 飲食業 5%

126,869 静岡県 三島市 車検板金空間　中古車センター サービス その他サービス 5%

126,870 静岡県 三島市 シュトラウス サービス その他サービス 5%

126,871 静岡県 三島市 食事処 みしまや サービス 飲食業 5%

126,872 静岡県 三島市 しらゆり 小売業 衣料品 5%

126,873 静岡県 三島市 印屋 小売業 衣料品 5%

126,874 静岡県 三島市 鍼灸　きよら サービス その他サービス 5%

126,875 静岡県 三島市 スーパーカドイケ三島田町店 小売業 食料品 5%

126,876 静岡県 三島市 スーパー加茂 小売業 その他小売 5%

126,877 静岡県 三島市 杉本ガラスサッシ サービス その他サービス 5%

126,878 静岡県 三島市 スギヤマ洋品店　芙蓉台店 小売業 衣料品 5%

126,879 静岡県 三島市 スクール服装　三島支店 小売業 衣料品 5%

126,880 静岡県 三島市 スタイリングルーム　ｏｎ 小売業 衣料品 5%

126,881 静岡県 三島市 スーパーカドイケ三島青木店 小売業 食料品 5%

126,882 静岡県 三島市 スペース　７１ 小売業 衣料品 5%
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126,883 静岡県 三島市 ｔｉｍｅｌｅｓｓ サービス 理容・美容業 5%

126,884 静岡県 三島市 つきじ海賓　三島店 サービス 飲食業 5%

126,885 静岡県 三島市 つつんであげる店　ほっこり空間圭縁　ほっこり空間　圭縁 サービス 飲食業 5%

126,886 静岡県 三島市 ＤＰ三島 サービス 理容・美容業 5%

126,887 静岡県 三島市 手作り工房　Ｐｏｃｏ　ａ　Ｐｏｃｏ 小売業 食料品 5%

126,888 静岡県 三島市 東海補聴器センター　三島店 小売業 その他小売 5%

126,889 静岡県 三島市 とうきのうちだ 小売業 その他小売 5%

126,890 静岡県 三島市 桃中軒　三島駅　待合売店 小売業 食料品 5%

126,891 静岡県 三島市 東部タイヤセンター三島 小売業 その他小売 5%

126,892 静岡県 三島市 トータルカーショップ　ブーン　トータルカーショップ　ブーン 小売業 その他小売 5%

126,893 静岡県 三島市 ときわ酒店 小売業 その他小売 5%

126,894 静岡県 三島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三島塚原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,895 静岡県 三島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三島萩インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,896 静岡県 三島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ三島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,897 静岡県 三島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ三島南店 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,898 静岡県 三島市 トミナガデンキ 小売業 電化製品 5%

126,899 静岡県 三島市 ＮＡＪＩＭＩ サービス 飲食業 5%

126,900 静岡県 三島市 Ｎｉｎ ｎｉ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

126,901 静岡県 三島市 有限会社沼田 小売業 食料品 5%

126,902 静岡県 三島市 ねこのｍｉｍｉ 小売業 その他小売 5%

126,903 静岡県 三島市 ＢＡＲＰＯＲＴＩＥＲ サービス 飲食業 5%

126,904 静岡県 三島市 パッパトリア サービス 飲食業 5%

126,905 静岡県 三島市 PATIO美容室 サービス 理容・美容業 5%

126,906 静岡県 三島市 パティスリー　トロンコーニ 小売業 食料品 5%

126,907 静岡県 三島市 花ほたる サービス 飲食業 5%

126,908 静岡県 三島市 速水高博税理士事務所 サービス その他サービス 5%

126,909 静岡県 三島市 ＰＥＡＣＥ　ＰＬＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

126,910 静岡県 三島市 ＰＥＡＣＥ　ＰＬＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

126,911 静岡県 三島市 ビュ－ティサロン　マ－メイド サービス 理容・美容業 5%

126,912 静岡県 三島市 ｆｅｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

126,913 静岡県 三島市 富士箱根湧水おふや 小売業 食料品 5%

126,914 静岡県 三島市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　三島徳倉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

126,915 静岡県 三島市 ふとんのつるた 小売業 家具・調度品 5%

126,916 静岡県 三島市 ｂｌｕｅｂｅｒｒｙ三島店 小売業 食料品 5%

126,917 静岡県 三島市 プレイスユー・オム 小売業 衣料品 5%

126,918 静岡県 三島市 文具のサカモト 小売業 その他小売 5%

126,919 静岡県 三島市 ＨＡＩＲ　Ｗ サービス 理容・美容業 5%

126,920 静岡県 三島市 ヘアー　プルクワ サービス 理容・美容業 5%

126,921 静岡県 三島市 ヘアーサロンステップ サービス 理容・美容業 5%

126,922 静岡県 三島市 ヘアデザイン　クレッシェリー サービス 理容・美容業 5%

126,923 静岡県 三島市 戸田塩だっ手羽三島直売所 手羽先からあげ専門店 戸田塩だっ手羽 三島直売所 サービス 飲食業 5%

126,924 静岡県 三島市 ボードゲームショップ 風見鶏 風見鶏 小売業 その他小売 5%

3024



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

126,925 静岡県 三島市 ホサカ 小売業 貴金属・服飾品 5%

126,926 静岡県 三島市 ボタニ－ペインティング サービス その他サービス 5%

126,927 静岡県 三島市 ほっこり空間圭縁 サービス 飲食業 5%

126,928 静岡県 三島市 ぼて福 サービス 飲食業 5%

126,929 静岡県 三島市 Ｈｏｔｅｌ　Ｇｅｅ　Ｈａｉｖｅ サービス 宿泊業 5%

126,930 静岡県 三島市 ホテル昭明館 サービス 宿泊業 5%

126,931 静岡県 三島市 マクドナルド函南店 サービス 飲食業 2%

126,932 静岡県 三島市 マクドナルド三島日清プラザ店 サービス 飲食業 2%

126,933 静岡県 三島市 マコト自動車工房 サービス その他サービス 5%

126,934 静岡県 三島市 マリオパスタ サービス 飲食業 5%

126,935 静岡県 三島市 マルトミ 小売業 貴金属・服飾品 5%

126,936 静岡県 三島市 ミキ電化センター 小売業 電化製品 5%

126,937 静岡県 三島市 三島青木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,938 静岡県 三島市 セブンーイレブン三島青木店 小売業 食料品 2%

126,939 静岡県 三島市 セブン－イレブン三島駅西通り店 小売業 食料品 2%

126,940 静岡県 三島市 セブン－イレブン三島加屋町店 小売業 食料品 2%

126,941 静岡県 三島市 セブンーイレブン三島北上店 小売業 食料品 2%

126,942 静岡県 三島市 セブン－イレブン三島幸原町店 小売業 食料品 2%

126,943 静岡県 三島市 三島スカイウォーク　ツリーツリーツリー３ サービス その他サービス 5%

126,944 静岡県 三島市 みしま税理士法人 みしま税理士法人 サービス その他サービス 5%

126,945 静岡県 三島市 セブン－イレブン三島大場北店 小売業 食料品 2%

126,946 静岡県 三島市 セブン－イレブン三島玉川店 小売業 食料品 2%

126,947 静岡県 三島市 三島動物病院 サービス その他サービス 5%

126,948 静岡県 三島市 セブン－イレブン三島中田町店 小売業 食料品 2%

126,949 静岡県 三島市 セブン－イレブン三島八反畑店 小売業 食料品 2%

126,950 静岡県 三島市 セブン－イレブン三島日の出町店 小売業 食料品 2%

126,951 静岡県 三島市 セブンーイレブン三島平田店 小売業 食料品 2%

126,952 静岡県 三島市 セブン－イレブン三島二日町店 小売業 食料品 2%

126,953 静岡県 三島市 みしまプラザホテル サービス 宿泊業 5%

126,954 静岡県 三島市 セブン－イレブン三島文教町店 小売業 食料品 2%

126,955 静岡県 三島市 セブン－イレブン三島松本南店 小売業 食料品 2%

126,956 静岡県 三島市 三島南 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,957 静岡県 三島市 三島南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,958 静岡県 三島市 セブン－イレブン三島南本町店 小売業 食料品 2%

126,959 静岡県 三島市 セブン－イレブン三島三好町店 小売業 食料品 2%

126,960 静岡県 三島市 三島森田病院売店 小売業 その他小売 5%

126,961 静岡県 三島市 セブン－イレブン三島安久店 小売業 食料品 2%

126,962 静岡県 三島市 三島谷田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,963 静岡県 三島市 セブン－イレブン三島谷田南店 小売業 食料品 2%

126,964 静岡県 三島市 Ｍｉｔｓｕｃａｄｏ サービス 飲食業 5%

126,965 静岡県 三島市 メガネの川口　三島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

126,966 静岡県 三島市 メガネの三島　幸原店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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126,967 静岡県 三島市 メガネの三島　本町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

126,968 静岡県 三島市 麺処 七転八起 サービス 飲食業 5%

126,969 静岡県 三島市 ものづくり工房ＢＡＳＥＬＡＢＯ 小売業 衣料品 5%

126,970 静岡県 三島市 モリカワ 小売業 貴金属・服飾品 5%

126,971 静岡県 三島市 森田商店 小売業 衣料品 5%

126,972 静岡県 三島市 焼き立てパン　カンパーニュ 小売業 食料品 5%

126,973 静岡県 三島市 焼肉の店 秀 サービス 飲食業 5%

126,974 静岡県 三島市 山一モータース サービス その他サービス 5%

126,975 静岡県 三島市 有限会社　新井商店 小売業 その他小売 5%

126,976 静岡県 三島市 有限会社 東洋ボデー製作所 サービス その他サービス 5%

126,977 静岡県 三島市 有限会社齊藤商会 小売業 その他小売 5%

126,978 静岡県 三島市 有限会社トータルショップミナミ 小売業 衣料品 5%

126,979 静岡県 三島市 有限会社長島モータース 小売業 その他小売 5%

126,980 静岡県 三島市 吉田石油店ルート１三島SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,981 静岡県 三島市 凛 サービス 飲食業 5%

126,982 静岡県 三島市 リンクスいわさき谷田店 小売業 電化製品 5%

126,983 静岡県 三島市 ＲＯＳＡＴＯ サービス 飲食業 5%

126,984 静岡県 三島市 和彩酒処　縁と サービス 飲食業 5%

126,985 静岡県 南伊豆町 ｅ７３ｃａｆｅ＆ｓｕｒｆｌｅｓｓｏｎ サービス 理容・美容業 5%

126,986 静岡県 南伊豆町 出光石廊崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,987 静岡県 南伊豆町 伊浜　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,988 静岡県 南伊豆町 貸別荘　小さなリゾートハウス サービス 宿泊業 5%

126,989 静岡県 南伊豆町 カットハウス　ヒロ　カットハウスヒロ サービス 理容・美容業 5%

126,990 静岡県 南伊豆町 加納ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

126,991 静岡県 南伊豆町 川八 サービス 飲食業 5%

126,992 静岡県 南伊豆町 古民家ｃａｆｅごはん 天ぽうや サービス 飲食業 5%

126,993 静岡県 南伊豆町 古民家ｃａｆｅごはん天ぽうや サービス 飲食業 5%

126,994 静岡県 南伊豆町 古民家の宿　山海 サービス 宿泊業 5%

126,995 静岡県 南伊豆町 シーサイドペンション波音 サービス 宿泊業 5%

126,996 静岡県 南伊豆町 整体わたなべ サービス その他サービス 5%

126,997 静岡県 南伊豆町 石花海別邸かぎや サービス 宿泊業 5%

126,998 静岡県 南伊豆町 蕎麦切り明日葉 サービス 飲食業 5%

126,999 静岡県 南伊豆町 小さな宿＆レストランしいの木やま サービス その他サービス 5%

127,000 静岡県 南伊豆町 季一遊 サービス 宿泊業 5%

127,001 静岡県 南伊豆町 ペンション弓ケ浜 サービス 宿泊業 5%

127,002 静岡県 南伊豆町 ホテル河内屋 サービス 宿泊業 5%

127,003 静岡県 南伊豆町 神子元ハンマーズ サービス 宿泊業 5%

127,004 静岡県 南伊豆町 南伊豆夕日ヶ丘キャンプ場 サービス 宿泊業 5%

127,005 静岡県 南伊豆町 セブン－イレブン南伊豆弓ヶ浜入口店 小売業 食料品 2%

127,006 静岡県 南伊豆町 弓ケ浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,007 静岡県 南伊豆町 リンクスワタナベ 小売業 電化製品 5%

127,008 静岡県 森町 大鳥居月花園　大鳥居月花園 小売業 食料品 5%
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127,009 静岡県 森町 株式会社島商店 サービス その他サービス 5%

127,010 静岡県 森町 かごの屋遠州森町パーキングエリア サービス 飲食業 5%

127,011 静岡県 森町 菓子司 中島屋 小売業 食料品 5%

127,012 静岡県 森町 自家焙煎珈琲屋　百珈 サービス 飲食業 5%

127,013 静岡県 森町 室内装飾３１０４ サービス その他サービス 5%

127,014 静岡県 森町 駿府宅配センター　遠州森店 小売業 その他小売 5%

127,015 静岡県 森町 静邨陶房／ｓｅｉｓｏｎｐｌｕｓ サービス その他サービス 5%

127,016 静岡県 森町 ニッセンシェイプファンデサロンド来夢 小売業 衣料品 5%

127,017 静岡県 森町 ハアトオグリ 小売業 電化製品 5%

127,018 静岡県 森町 フーズアイランド森町店 小売業 食料品 5%

127,019 静岡県 森町 ｆｌｏｒｅｓｔａｆａｂｒｉｃａｇｌａｓｓａｔｅｌｉｅｒ サービス その他サービス 5%

127,020 静岡県 森町 松浦製茶株式会社 小売業 食料品 5%

127,021 静岡県 森町 睦実ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,022 静岡県 森町 森町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,023 静岡県 森町 森町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,024 静岡県 森町 森町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,025 静岡県 森町 セブン－イレブン森町遠州森駅前店 小売業 食料品 2%

127,026 静岡県 森町 セブン－イレブン森町中川店 小売業 食料品 2%

127,027 静岡県 森町 セブン－イレブン森町睦実店 小売業 食料品 2%

127,028 静岡県 森町 有限会社太田茶店一宮店 小売業 食料品 5%

127,029 静岡県 焼津市 Ｒ　ＧＬＥＹ　ｐｒｅｍｉｕｍ サービス 理容・美容業 5%

127,030 静岡県 焼津市 アイビーシーＶＩＰ サービス 運輸業 5%

127,031 静岡県 焼津市 アップル車検クラシマ 小売業 その他小売 5%

127,032 静岡県 焼津市 ＡＭＡＲＥＮＡ サービス 理容・美容業 5%

127,033 静岡県 焼津市 アルソアサロン　ねむの樹　珠央 小売業 その他小売 5%

127,034 静岡県 焼津市 アンビ・アツアーズ　本社営業所 サービス その他サービス 5%

127,035 静岡県 焼津市 池田忠雄酒店 小売業 食料品 5%

127,036 静岡県 焼津市 イケダ薬局 小売業 その他小売 5%

127,037 静岡県 焼津市 居酒屋　日の出　焼津店 サービス 飲食業 5%

127,038 静岡県 焼津市 居酒屋＆だいにんぐ　らせん サービス 飲食業 5%

127,039 静岡県 焼津市 イシグロ　焼津店 小売業 その他小売 5%

127,040 静岡県 焼津市 磯の香　焼津店 小売業 食料品 5%

127,041 静岡県 焼津市 出光大井川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,042 静岡県 焼津市 Ｖｉｏｌａｌｉｌｙ サービス その他サービス 5%

127,043 静岡県 焼津市 ＵＺ　ＵＺ　ＣＯＭＰＡＮＹ 小売業 衣料品 5%

127,044 静岡県 焼津市 ＵＺ．ＵＺＣＯＭＰＡＮＹ 小売業 衣料品 5%

127,045 静岡県 焼津市 うをかね菜の花亭 サービス 飲食業 5%

127,046 静岡県 焼津市 エキチカ温泉　くろしお　Ａ サービス その他サービス 5%

127,047 静岡県 焼津市 エス フレーム工房 エス フレーム工房 小売業 その他小売 5%

127,048 静岡県 焼津市 エスパルスショップＭＭＰ 小売業 その他小売 5%

127,049 静岡県 焼津市 ＮＫＲ サービス その他サービス 5%

127,050 静岡県 焼津市 エムズキュア サービス 理容・美容業 5%
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127,051 静岡県 焼津市 大井川港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,052 静岡県 焼津市 コバヤシ電器 小売業 電化製品 5%

127,053 静岡県 焼津市 大井川事務機 小売業 その他小売 5%

127,054 静岡県 焼津市 大井川ホンダ 小売業 その他小売 5%

127,055 静岡県 焼津市 大國家 サービス 飲食業 5%

127,056 静岡県 焼津市 御菓子司 角屋 御菓子司角屋 小売業 食料品 5%

127,057 静岡県 焼津市 岡むらいきち サービス 飲食業 5%

127,058 静岡県 焼津市 ＳＡＢＡＳＡＢＡ 小売業 衣料品 5%

127,059 静岡県 焼津市 オリーブドラブ 小売業 衣料品 5%

127,060 静岡県 焼津市 回転寿司　まぐろ一本 サービス 飲食業 5%

127,061 静岡県 焼津市 ［ＨＣ］カタセ電器 小売業 電化製品 5%

127,062 静岡県 焼津市 勝男屋 小売業 食料品 5%

127,063 静岡県 焼津市 かつ銀　大井川店 サービス 飲食業 5%

127,064 静岡県 焼津市 株式会社金虎昭和通り店 小売業 食料品 5%

127,065 静岡県 焼津市 カネマン加藤商店 小売業 食料品 5%

127,066 静岡県 焼津市 カフェ　　セレサ　カフェ　セレサ サービス 飲食業 5%

127,067 静岡県 焼津市 Ｃａｆｅ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ＦｕｎＦｕｎ サービス 飲食業 5%

127,068 静岡県 焼津市 （株カネセイ水産さかなセンター店 小売業 食料品 5%

127,069 静岡県 焼津市 株式会社東京薬局　株式会社東京薬局 小売業 その他小売 5%

127,070 静岡県 焼津市 株式会社舟小屋 サービス 飲食業 5%

127,071 静岡県 焼津市 株式会社丸一家具センター　焼津店 小売業 家具・調度品 5%

127,072 静岡県 焼津市 株式会社ヤマ十増田商店 小売業 食料品 5%

127,073 静岡県 焼津市 Ｋａｍｉｋａ サービス 理容・美容業 5%

127,074 静岡県 焼津市 カラダメンテラボＫＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

127,075 静岡県 焼津市 カレーの店はんぐりぃ サービス 飲食業 5%

127,076 静岡県 焼津市 川直　本社工場 小売業 食料品 5%

127,077 静岡県 焼津市 川直　焼津さかなセンター店 小売業 食料品 5%

127,078 静岡県 焼津市 キーマン静岡 サービス その他サービス 5%

127,079 静岡県 焼津市 牛角 焼津店 サービス 飲食業 2%

127,080 静岡県 焼津市 串特急　焼津店 サービス 飲食業 5%

127,081 静岡県 焼津市 串特急　焼津西小川店 サービス 飲食業 5%

127,082 静岡県 焼津市 Ｇｌａｄｓ サービス 理容・美容業 5%

127,083 静岡県 焼津市 クラップスクリエイティブヘア サービス 理容・美容業 5%

127,084 静岡県 焼津市 ＧＲＡＮＤＥＵＲ　焼津店 サービス 理容・美容業 5%

127,085 静岡県 焼津市 グランドシティ焼津セルフステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,086 静岡県 焼津市 グリル　ＳＡＳＡＹＡ サービス 飲食業 5%

127,087 静岡県 焼津市 クロロフイル　焼津駅前美顔教室　みどり 小売業 その他小売 5%

127,088 静岡県 焼津市 小川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,089 静岡県 焼津市 Ｃｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

127,090 静岡県 焼津市 コスモパーク上小杉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,091 静岡県 焼津市 ［ＨＣ］サカモト電器 小売業 電化製品 5%

127,092 静岡県 焼津市 Ｚａｋｋａ Ｓｏｍａｌｉ 小売業 その他小売 5%
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127,093 静岡県 焼津市 ＺａｋｋａＳｏｍａｌｉ 小売業 衣料品 5%

127,094 静岡県 焼津市 三ケ名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,095 静岡県 焼津市 シーラックパル サービス 宿泊業 5%

127,096 静岡県 焼津市 写真のサクライＰＲＯスタジオ元焼津店 小売業 その他小売 5%

127,097 静岡県 焼津市 ?ジョイプラザ 焼津インター店 小売業 その他小売 5%

127,098 静岡県 焼津市 食楽えんや サービス 飲食業 5%

127,099 静岡県 焼津市 ｋｅｅｐｓｍｉｌｅｃｏｍｍｕｎｉｔｙ サービス その他サービス 5%

127,100 静岡県 焼津市 シントク電器 小売業 電化製品 5%

127,101 静岡県 焼津市 スーパー田子重　小川店 小売業 食料品 5%

127,102 静岡県 焼津市 スーパー田子重　田尻店 小売業 食料品 5%

127,103 静岡県 焼津市 スーパー田子重　登呂田店 小売業 食料品 5%

127,104 静岡県 焼津市 スーパー田子重　西焼津店 小売業 食料品 5%

127,105 静岡県 焼津市 スーパー田子重　本部 小売業 食料品 5%

127,106 静岡県 焼津市 株式会社安眞堂カメラ サービス その他サービス 5%

127,107 静岡県 焼津市 炭火焼居酒屋　みゆき サービス 飲食業 5%

127,108 静岡県 焼津市 西部電器 小売業 電化製品 5%

127,109 静岡県 焼津市 西洋菓子　ラヴィエベル 小売業 食料品 5%

127,110 静岡県 焼津市 そば処 成作 サービス 飲食業 5%

127,111 静岡県 焼津市 田子重　小川店 小売業 食料品 5%

127,112 静岡県 焼津市 田子重　田尻店 小売業 食料品 5%

127,113 静岡県 焼津市 田子重登呂田店 小売業 食料品 5%

127,114 静岡県 焼津市 田子重　西焼津店 小売業 食料品 5%

127,115 静岡県 焼津市 手づくりの和洋菓子桃林堂 手づくりの和洋菓子 桃林堂 小売業 その他小売 5%

127,116 静岡県 焼津市 ＤＥＮＫＩＣＨＩ サービス 飲食業 5%

127,117 静岡県 焼津市 東海住研 サービス その他サービス 5%

127,118 静岡県 焼津市 東海道写楽焼津小川店 小売業 食料品 5%

127,119 静岡県 焼津市 東海補聴器センター　焼津店 小売業 その他小売 5%

127,120 静岡県 焼津市 陶芸作家秋山昌史 サービス その他サービス 5%

127,121 静岡県 焼津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ焼津石津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,122 静岡県 焼津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ焼津小川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,123 静岡県 焼津市 渡仲セメント 小売業 その他小売 5%

127,124 静岡県 焼津市 ａｍｉｔｉｅ サービス 理容・美容業 5%

127,125 静岡県 焼津市 Ｈｅａｒｔ　ｉｎ　べんてん　ハートインベンテン 小売業 衣料品 5%

127,126 静岡県 焼津市 はいやく　あお空薬局 小売業 その他小売 5%

127,127 静岡県 焼津市 パウゼ 焼津店 サービス 理容・美容業 5%

127,128 静岡県 焼津市 はぴパン 小売業 食料品 5%

127,129 静岡県 焼津市 葉山珈琲 クルム焼津店 サービス 飲食業 5%

127,130 静岡県 焼津市 パレッツいわもと 小売業 電化製品 5%

127,131 静岡県 焼津市 パレッツなかじま 小売業 電化製品 5%

127,132 静岡県 焼津市 パレッツやいづ 小売業 電化製品 5%

127,133 静岡県 焼津市 ＰＥＡＫ 小売業 その他小売 5%

127,134 静岡県 焼津市 （株）ＢＬＡＳＯＮ 小売業 衣料品 5%
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127,135 静岡県 焼津市 ＶｉＶＩ　サカエヤ 小売業 その他小売 5%

127,136 静岡県 焼津市 フォルテ　焼津店 サービス 理容・美容業 5%

127,137 静岡県 焼津市 福一漁業 小売業 食料品 5%

127,138 静岡県 焼津市 福一焼津流通センター 小売業 食料品 5%

127,139 静岡県 焼津市 福与時計店 福与時計店 小売業 その他小売 5%

127,140 静岡県 焼津市 藤守ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,141 静岡県 焼津市 富士屋田尻北店 小売業 食料品 5%

127,142 静岡県 焼津市 富士屋東名店 小売業 食料品 5%

127,143 静岡県 焼津市 富士屋焼津三丁目店 小売業 食料品 5%

127,144 静岡県 焼津市 富士屋焼津南店 小売業 食料品 5%

127,145 静岡県 焼津市 ブティック　ニケ 小売業 衣料品 5%

127,146 静岡県 焼津市 ふとんのこはり 小売業 その他小売 5%

127,147 静岡県 焼津市 Ｂｌｏｏｍ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

127,148 静岡県 焼津市 ブルズランチステーキ サービス 飲食業 5%

127,149 静岡県 焼津市 文具ＫＯＨＡＭＡ　小川店 小売業 その他小売 5%

127,150 静岡県 焼津市 ヘアアンドメイクアヴェイ焼津店 サービス 理容・美容業 5%

127,151 静岡県 焼津市 Ｈａｉｒ　ｄｒｅｓｓ　Ｆｏｒｒｅｓｔ　Ｇｕｍｐ サービス 理容・美容業 5%

127,152 静岡県 焼津市 ＨａｉｒＭａｋｅ　ｂｏｎｄ サービス 理容・美容業 5%

127,153 静岡県 焼津市 ペット愛らんど西焼津店 小売業 その他小売 5%

127,154 静岡県 焼津市 ヘッドサポート サービス 理容・美容業 5%

127,155 静岡県 焼津市 宝石・時計・メガネ　スギヤマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

127,156 静岡県 焼津市 ポートアイランド焼津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,157 静岡県 焼津市 ホテル　ＮＡＮＶＡＮ サービス 宿泊業 5%

127,158 静岡県 焼津市 ホテルアンビア松風閣 サービス 宿泊業 5%

127,159 静岡県 焼津市 オステリア　ボナ・ジョルナータ サービス 飲食業 5%

127,160 静岡県 焼津市 株式会社コハマ　本社営業部 サービス その他サービス 5%

127,161 静岡県 焼津市 マクドナルドイオン焼津店 サービス 飲食業 2%

127,162 静岡県 焼津市 マクドナルド１５０大井川店 サービス 飲食業 2%

127,163 静岡県 焼津市 マクドナルド焼津インター店 サービス 飲食業 2%

127,164 静岡県 焼津市 マクドナルド焼津店 サービス 飲食業 2%

127,165 静岡県 焼津市 まぐろ茶屋 サービス 飲食業 5%

127,166 静岡県 焼津市 マツダオートザム焼津 小売業 その他小売 5%

127,167 静岡県 焼津市 ［ＨＣ］マツデンとよだてん 小売業 電化製品 5%

127,168 静岡県 焼津市 みよし サービス 飲食業 5%

127,169 静岡県 焼津市 宗高ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,170 静岡県 焼津市 モータープラザカワイ サービス その他サービス 5%

127,171 静岡県 焼津市 もみかる 焼津店 サービス その他サービス 5%

127,172 静岡県 焼津市 焼津中港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,173 静岡県 焼津市 焼津西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,174 静岡県 焼津市 焼津インター　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,175 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津インター店 小売業 食料品 2%

127,176 静岡県 焼津市 焼津駅北 小売業 ガソリンスタンド 2%
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127,177 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津駅北店 小売業 食料品 2%

127,178 静岡県 焼津市 焼津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,179 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津越後島店 小売業 食料品 2%

127,180 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津大島店 小売業 食料品 2%

127,181 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津大住店 小売業 食料品 2%

127,182 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津小柳津店 小売業 食料品 2%

127,183 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津小川店 小売業 食料品 2%

127,184 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津小土店 小売業 食料品 2%

127,185 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津坂本店 小売業 食料品 2%

127,186 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津三ケ名店 小売業 食料品 2%

127,187 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津３丁目店 小売業 食料品 2%

127,188 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津下江留店 小売業 食料品 2%

127,189 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津清流館高校前店 小売業 食料品 2%

127,190 静岡県 焼津市 焼津道原ＳＳ　道原石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,191 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津中港店 小売業 食料品 2%

127,192 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津祢宜島店 小売業 食料品 2%

127,193 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津三和店 小売業 食料品 2%

127,194 静岡県 焼津市 セブンーイレブン焼津八楠店 小売業 食料品 2%

127,195 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津八楠４丁目店 小売業 食料品 2%

127,196 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津郵便局前店 小売業 食料品 2%

127,197 静岡県 焼津市 セブン－イレブン焼津吉永店 小売業 食料品 2%

127,198 静岡県 焼津市 やきとり居酒屋　金太郎 サービス 飲食業 5%

127,199 静岡県 焼津市 焼肉のかねまる西焼津店 サービス 飲食業 5%

127,200 静岡県 焼津市 焼肉のかねまる焼津店 サービス 飲食業 5%

127,201 静岡県 焼津市 山一園製茶株式会社 山一園製茶株式会社 小売業 その他小売 5%

127,202 静岡県 焼津市 ヤマクニ水産　ヤマクニ水産株式会社 小売業 食料品 5%

127,203 静岡県 焼津市 （有）エル・ドリームＩ・ＳＴＹＬ サービス その他サービス 5%

127,204 静岡県 焼津市 有限会社港湾オートタイヤサービス　港湾オートタイヤサービス サービス 運輸業 5%

127,205 静岡県 焼津市 リカーズグリーン 小売業 食料品 5%

127,206 静岡県 焼津市 リトルエンゼル 小売業 衣料品 5%

127,207 静岡県 焼津市 リトルエンゼル　シヨウワドウリテン 小売業 衣料品 5%

127,208 静岡県 焼津市 Ｌｅａｐ サービス 理容・美容業 5%

127,209 静岡県 焼津市 Ｌｉｖｅ　はしがや 小売業 電化製品 5%

127,210 静岡県 焼津市 ＲＡＹＭＡＲ　ＳＨＯＥＳ 小売業 衣料品 5%

127,211 静岡県 焼津市 Ｒｅｓｔｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

127,212 静岡県 焼津市 ＹＳＰ焼津 小売業 その他小売 5%

127,213 静岡県 焼津市 ＹＳＰ焼津 小売業 その他小売 5%

127,214 静岡県 焼津市 和菓子工房吉野 小売業 食料品 5%

127,215 静岡県 吉田町 アンジュ サービス 理容・美容業 5%

127,216 静岡県 吉田町 出光初倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,217 静岡県 吉田町 岩本化粧品店 小売業 その他小売 5%

127,218 静岡県 吉田町 カネイチ うなぎカネイチ サービス 飲食業 5%
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127,219 静岡県 吉田町 セブン－イレブン遠州吉田町片岡店 小売業 食料品 2%

127,220 静岡県 吉田町 おしゃれ桟敷三和 小売業 衣料品 5%

127,221 静岡県 吉田町 かねまる 小売業 食料品 5%

127,222 静岡県 吉田町 株式会社石田自動車 サービス その他サービス 5%

127,223 静岡県 吉田町 株式会社カネハチ片岡店 小売業 食料品 5%

127,224 静岡県 吉田町 株式会社カネハチ川尻店 小売業 食料品 5%

127,225 静岡県 吉田町 株式会社カネハチ住吉店 小売業 食料品 5%

127,226 静岡県 吉田町 神棚の里 小売業 その他小売 5%

127,227 静岡県 吉田町 ＫＯマート吉田店 小売業 食料品 5%

127,228 静岡県 吉田町 サロン・ド・プリエ サービス 理容・美容業 5%

127,229 静岡県 吉田町 鈴木電気 小売業 電化製品 5%

127,230 静岡県 吉田町 そねたけ 小売業 衣料品 5%

127,231 静岡県 吉田町 曽根電器 小売業 電化製品 5%

127,232 静岡県 吉田町 ソフトバンク　榛原 小売業 その他小売 2%

127,233 静岡県 吉田町 東名吉田インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,234 静岡県 吉田町 榛南設備サービス（店外用） サービス その他サービス 5%

127,235 静岡県 吉田町 はいやく　片岡薬局 小売業 その他小売 5%

127,236 静岡県 吉田町 はいやく　上住吉薬局 小売業 その他小売 5%

127,237 静岡県 吉田町 はいやく　神戸西薬局 小売業 その他小売 5%

127,238 静岡県 吉田町 はいやく　下片岡薬局 小売業 その他小売 5%

127,239 静岡県 吉田町 はいやく　吉田南薬局 小売業 その他小売 5%

127,240 静岡県 吉田町 はいやく　吉田薬局 小売業 その他小売 5%

127,241 静岡県 吉田町 ホテルプレストン吉田 サービス 宿泊業 5%

127,242 静岡県 吉田町 マイスター モリヤ サービス その他サービス 5%

127,243 静岡県 吉田町 マイスター モリヤ あなたぼ街の総合整体マイスター モリヤ サービス その他サービス 5%

127,244 静岡県 吉田町 松本電気 小売業 電化製品 5%

127,245 静岡県 吉田町 メガネ・宝石 タナカ 小売業 貴金属・服飾品 5%

127,246 静岡県 吉田町 本杉電気商会 小売業 電化製品 5%

127,247 静岡県 吉田町 森　薬局 小売業 その他小売 5%

127,248 静岡県 吉田町 有限会社光陽電気 小売業 電化製品 5%

127,249 静岡県 吉田町 有限会社ビーオー事務機 小売業 その他小売 5%

127,250 静岡県 吉田町 吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,251 静岡県 吉田町 吉田川尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,252 静岡県 吉田町 セブン－イレブン吉田川尻店 小売業 食料品 2%

127,253 静岡県 吉田町 セブン－イレブン吉田神戸店 小売業 食料品 2%

127,254 静岡県 吉田町 吉田下神戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,255 静岡県 吉田町 吉田住吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,256 静岡県 吉田町 吉田中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,257 静岡県 吉田町 セブン－イレブン吉田町神戸日の出店 小売業 食料品 2%

127,258 愛知県 愛西市 セブン－イレブン愛西内佐屋町店 小売業 食料品 2%

127,259 愛知県 愛西市 セブン－イレブン愛西大野町店 小売業 食料品 2%

127,260 愛知県 愛西市 セブン－イレブン愛西北一色町店 小売業 食料品 2%
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127,261 愛知県 愛西市 セブン－イレブン愛西西保町店 小売業 食料品 2%

127,262 愛知県 愛西市 愛電館サトウ 小売業 電化製品 5%

127,263 愛知県 愛西市 アサヒ薬局 小売業 その他小売 5%

127,264 愛知県 愛西市 石窯パン工房　ビシェット 小売業 食料品 5%

127,265 愛知県 愛西市 いずもやピアゴ佐屋店 サービス その他サービス 5%

127,266 愛知県 愛西市 いずもやピアゴ勝幡店 サービス その他サービス 5%

127,267 愛知県 愛西市 いずもやヨシヅヤ佐屋店 サービス その他サービス 5%

127,268 愛知県 愛西市 出光佐屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,269 愛知県 愛西市 ＥｎｅＪｅｔ佐屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,270 愛知県 愛西市 オーディオウサミ 小売業 電化製品 5%

127,271 愛知県 愛西市 ガーデン　ピアッツァ サービス 飲食業 5%

127,272 愛知県 愛西市 学校制服　長崎屋　愛西店 小売業 衣料品 5%

127,273 愛知県 愛西市 カフェ　ド　サンク サービス 飲食業 5%

127,274 愛知県 愛西市 株式会社ダイハン 小売業 家具・調度品 5%

127,275 愛知県 愛西市 合資会社加藤商会 小売業 その他小売 5%

127,276 愛知県 愛西市 コーヒー館ことぶき サービス 飲食業 5%

127,277 愛知県 愛西市 コメリン 小売業 その他小売 5%

127,278 愛知県 愛西市 コメリン新聞店 小売業 その他小売 5%

127,279 愛知県 愛西市 近藤工芸 小売業 その他小売 5%

127,280 愛知県 愛西市 最強ホルモン サービス 飲食業 5%

127,281 愛知県 愛西市 エイワ石油佐屋町カーライフステーション エイワ石油 佐屋町カーライフステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,282 愛知県 愛西市 住宅資材館 小売業 その他小売 5%

127,283 愛知県 愛西市 スイーツカフェハル ｓｗｅｅｔｓ ｃａｆｅ Ｈａｌｕ サービス 飲食業 5%

127,284 愛知県 愛西市 諏訪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,285 愛知県 愛西市 津島興業株式会社 サービス その他サービス 5%

127,286 愛知県 愛西市 ＤＰ佐屋 サービス 理容・美容業 5%

127,287 愛知県 愛西市 東郷クリーニング サービス その他サービス 5%

127,288 愛知県 愛西市 野口気功整体院 サービス 理容・美容業 5%

127,289 愛知県 愛西市 ＢＨＫ株式会社 小売業 その他小売 5%

127,290 愛知県 愛西市 比尾野電器　町方店 小売業 電化製品 5%

127,291 愛知県 愛西市 美容室　Ｃａｔｔｌｅｙａ サービス 理容・美容業 5%

127,292 愛知県 愛西市 緋呂屋 サービス その他サービス 5%

127,293 愛知県 愛西市 プロショップ　ヒラノ 小売業 その他小売 5%

127,294 愛知県 愛西市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｓｔｅｐ サービス 理容・美容業 5%

127,295 愛知県 愛西市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ｍａｉｄａ サービス 理容・美容業 5%

127,296 愛知県 愛西市 Ｈａｉｒ＆Ｓｐａマツバラ サービス 理容・美容業 5%

127,297 愛知県 愛西市 Ｐｅｔ　Ｓｈｏｐ　ｗｏｎ　Ｂｅ サービス その他サービス 5%

127,298 愛知県 愛西市 マクドナルド佐屋ピアゴ店 サービス 飲食業 2%

127,299 愛知県 愛西市 名大ＳＫＹ愛西本部校 サービス その他サービス 5%

127,300 愛知県 愛西市 セブン－イレブン弥富インター店 小売業 食料品 2%

127,301 愛知県 愛西市 有限会社マツイサービス 小売業 その他小売 5%

127,302 愛知県 愛西市 ヨシヅヤ明治堂薬品佐屋店 小売業 その他小売 5%
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127,303 愛知県 阿久比町 セブン－イレブン阿久比旭台店 小売業 食料品 2%

127,304 愛知県 阿久比町 セブン－イレブン阿久比白沢店 小売業 食料品 2%

127,305 愛知県 阿久比町 セブン－イレブン阿久比宮津団地店 小売業 食料品 2%

127,306 愛知県 阿久比町 セブン－イレブン阿久比椋岡店 小売業 食料品 2%

127,307 愛知県 阿久比町 出光阿久比ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,308 愛知県 阿久比町 かいぐんや 小売業 衣料品 5%

127,309 愛知県 阿久比町 株式会社　Ｅｎｇｒａｖｅｒ　本社 サービス その他サービス 5%

127,310 愛知県 阿久比町 株式会社仙台屋　仙台屋　仏壇堂　阿久比店 小売業 その他小売 5%

127,311 愛知県 阿久比町 グラナダヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

127,312 愛知県 阿久比町 ＪＪニイミリュクス　アピタ阿久比店 小売業 貴金属・服飾品 5%

127,313 愛知県 阿久比町 仙台屋仏壇堂阿久比店 小売業 その他小売 5%

127,314 愛知県 阿久比町 タツミ電化ショツプ 小売業 電化製品 5%

127,315 愛知県 阿久比町 知多中部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,316 愛知県 阿久比町 トヨタカローラ中京阿久比店 小売業 その他小売 5%

127,317 愛知県 阿久比町 Ｐａｓｔａ　Ｌａ　Ｃｌｉｍａｔ サービス 飲食業 5%

127,318 愛知県 阿久比町 フィットネスクラブレスポ阿久比 サービス その他サービス 5%

127,319 愛知県 阿久比町 Ｆｕｌｌｈｏｕｓｅ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

127,320 愛知県 阿久比町 ｆｒｏｍ Ｇｒｏｏｖｅ サービス 理容・美容業 5%

127,321 愛知県 阿久比町 ヘアステージ　ソキウス サービス 理容・美容業 5%

127,322 愛知県 阿久比町 ｐｅｒｉｃｏ畑 小売業 その他小売 5%

127,323 愛知県 阿久比町 マイシューズ　阿久比店 小売業 衣料品 5%

127,324 愛知県 阿久比町 まんが喫茶ログキャビン 阿久比店 サービス 飲食業 5%

127,325 愛知県 阿久比町 ＹＡＭＡＴＯ アピタ阿久比店 小売業 衣料品 5%

127,326 愛知県 阿久比町 ユニーオイル阿久比ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,327 愛知県 阿久比町 レザーマニア　愛知店舗 小売業 その他小売 5%

127,328 愛知県 あま市 愛電館　アイセイ 小売業 電化製品 5%

127,329 愛知県 あま市 赤札堂　甚目寺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

127,330 愛知県 あま市 ａｎｕｅ－ｎｕｅ七宝店 サービス 理容・美容業 5%

127,331 愛知県 あま市 セブン－イレブンあま木田店 小売業 食料品 2%

127,332 愛知県 あま市 セブン－イレブンあま七宝沖之島店 小売業 食料品 2%

127,333 愛知県 あま市 セブン－イレブンあま甚目寺店 小売業 食料品 2%

127,334 愛知県 あま市 セブン－イレブンあま小路店 小売業 食料品 2%

127,335 愛知県 あま市 あま動物病院 サービス その他サービス 5%

127,336 愛知県 あま市 セブン－イレブンあま中萱津店 小売業 食料品 2%

127,337 愛知県 あま市 アンイングリッシュクラブ甚目寺校 サービス その他サービス 5%

127,338 愛知県 あま市 いずもやピアゴ甚目寺店 サービス その他サービス 5%

127,339 愛知県 あま市 出光セルフ甚目寺 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,340 愛知県 あま市 Ｅｉｇｈｔｅｅｎ　Ｌｅａｔｈｅｒ 小売業 その他小売 5%

127,341 愛知県 あま市 ＥｉｇｈｔｅｅｎＬｅａｔｈｅｒ サービス その他サービス 5%

127,342 愛知県 あま市 ＥＳＰＯＩＲｎｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

127,343 愛知県 あま市 ＥｎｅＪｅｔ豊公橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,344 愛知県 あま市 エマ　スピリット サービス 理容・美容業 5%
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127,345 愛知県 あま市 大沢屋 サービス 飲食業 5%

127,346 愛知県 あま市 オリックスレンタカー津島店 サービス その他サービス 2%

127,347 愛知県 あま市 株式会社ＡＵＴＯ Ｄｒ ＹＡＭＡＤＡ サービス その他サービス 5%

127,348 愛知県 あま市 株式会社ＡＵＴＯ ＤＲ ＹＡＭＡＤＡ カーコンビニクラブ あま店 サービス その他サービス 5%

127,349 愛知県 あま市 株式会社カトウ 小売業 家具・調度品 5%

127,350 愛知県 あま市 かめや釣具 愛知美和店 小売業 その他小売 5%

127,351 愛知県 あま市 カメラのアマノ　甚目寺店 小売業 電化製品 5%

127,352 愛知県 あま市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋美和店 サービス 飲食業 2%

127,353 愛知県 あま市 京料理河合 サービス 飲食業 5%

127,354 愛知県 あま市 喜楽家食左衛門 サービス 飲食業 5%

127,355 愛知県 あま市 くらげ屋ＵＶレジンアクセサリー工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

127,356 愛知県 あま市 コノミヤ　甚目寺店 小売業 食料品 5%

127,357 愛知県 あま市 サイクル工房ハマジマ 小売業 その他小売 5%

127,358 愛知県 あま市 サイクル工房ハマジマ 小売業 その他小売 5%

127,359 愛知県 あま市 サトチューサービスショップ サービス その他サービス 5%

127,360 愛知県 あま市 七宝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,361 愛知県 あま市 セブン－イレブン七宝町桂店 小売業 食料品 2%

127,362 愛知県 あま市 セブン－イレブン甚目寺駅西店 小売業 食料品 2%

127,363 愛知県 あま市 旬菜呑処かい サービス 飲食業 5%

127,364 愛知県 あま市 スーパー　うおた 小売業 その他小売 5%

127,365 愛知県 あま市 セルフ弁天ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,366 愛知県 あま市 セルフＵステーションもり 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,367 愛知県 あま市 総合ペットサービスセンター サービス その他サービス 5%

127,368 愛知県 あま市 双鈴自転車店 小売業 その他小売 5%

127,369 愛知県 あま市 大平交通　ＦＭ０１ サービス 運輸業 5%

127,370 愛知県 あま市 中華ファミリーレストランあさひ寿 サービス 飲食業 5%

127,371 愛知県 あま市 東松電器七宝店 小売業 電化製品 5%

127,372 愛知県 あま市 トヨタレンタリース名古屋甚目寺店 サービス その他サービス 2%

127,373 愛知県 あま市 ナフコトミダ　木田店 小売業 食料品 5%

127,374 愛知県 あま市 ナフコトミダ　七宝店 小売業 食料品 5%

127,375 愛知県 あま市 日産チェリー　甚目寺販売店 サービス その他サービス 5%

127,376 愛知県 あま市 ネッツトヨタ名古屋甚目寺店 小売業 その他小売 5%

127,377 愛知県 あま市 パスタ・デ・ココ甚目寺店 サービス 飲食業 2%

127,378 愛知県 あま市 服部電器岩田店 小売業 電化製品 5%

127,379 愛知県 あま市 Ｈ Ａ Ｎ Ａぴゅあ Ｈ Ａ Ｎ Ａ ぴゅあ 小売業 その他小売 5%

127,380 愛知県 あま市 パナランドしょうえい 小売業 電化製品 5%

127,381 愛知県 あま市 ハラダ　クリーニング　森店 サービス その他サービス 5%

127,382 愛知県 あま市 Ｂ－ＡＤＤＩＣＴＩＯＮ サービス その他サービス 5%

127,383 愛知県 あま市 ヒバリヤ美和店 小売業 食料品 5%

127,384 愛知県 あま市 福助屋 小売業 衣料品 5%

127,385 愛知県 あま市 ぶっくすみわ　ぶっくすみわ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

127,386 愛知県 あま市 ふろーりすとほうかえん 小売業 家具・調度品 5%
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127,387 愛知県 あま市 ヘアー　プランタン サービス 理容・美容業 5%

127,388 愛知県 あま市 ペッツフレンズコーポレーション８３５ サービス その他サービス 5%

127,389 愛知県 あま市 ホッタサイクル 小売業 その他小売 5%

127,390 愛知県 あま市 桝文 小売業 食料品 5%

127,391 愛知県 あま市 萬勇鞄展示会 小売業 貴金属・服飾品 5%

127,392 愛知県 あま市 水野米商店 小売業 食料品 5%

127,393 愛知県 あま市 名大ＳＫＹあま本部校 サービス その他サービス 5%

127,394 愛知県 あま市 ｍｏｎｏ－Ｈｏｎ甚目寺店 サービス 理容・美容業 5%

127,395 愛知県 あま市 有限会社　かわかみ サービス 飲食業 5%

127,396 愛知県 あま市 有限会社長谷川防災 小売業 その他小売 5%

127,397 愛知県 あま市 有限会社みやびエネルギー 小売業 その他小売 5%

127,398 愛知県 あま市 有限会社ワタナベデンキ 小売業 電化製品 5%

127,399 愛知県 あま市 吉川自動車 サービス その他サービス 5%

127,400 愛知県 あま市 ヨシヅヤ明治堂薬品甚目寺店 小売業 その他小売 5%

127,401 愛知県 あま市 吉屋 サービス 飲食業 5%

127,402 愛知県 あま市 ＲＩＳＥＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

127,403 愛知県 あま市 ＲＥＸ　ヨシヤ 小売業 電化製品 5%

127,404 愛知県 あま市 ワタシン　美和店 小売業 衣料品 5%

127,405 愛知県 安城市 あいち犬猫医療センター　杉浦犬猫病院 サービス その他サービス 5%

127,406 愛知県 安城市 愛電館　おおはし 小売業 電化製品 5%

127,407 愛知県 安城市 アイライフイワマ 小売業 電化製品 5%

127,408 愛知県 安城市 アイライフ　スズキ 小売業 電化製品 5%

127,409 愛知県 安城市 アイライフ石川 小売業 電化製品 5%

127,410 愛知県 安城市 アイライフダイホー 小売業 電化製品 5%

127,411 愛知県 安城市 アイライフポピー 小売業 電化製品 5%

127,412 愛知県 安城市 Ａｍｅｌｉｅ サービス 理容・美容業 5%

127,413 愛知県 安城市 アオキーズ・ピザ東刈谷安城店 小売業 食料品 5%

127,414 愛知県 安城市 赤札堂　安城店 小売業 貴金属・服飾品 5%

127,415 愛知県 安城市 ＡＱＵＡＬＩＫＥ 小売業 その他小売 5%

127,416 愛知県 安城市 ＡｑｕａＲｅｖｕｅ サービス その他サービス 5%

127,417 愛知県 安城市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｙｃｋａ安城 サービス 理容・美容業 5%

127,418 愛知県 安城市 朝岡サッシセンター サービス その他サービス 5%

127,419 愛知県 安城市 朝日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,420 愛知県 安城市 あじさい 安城店 サービス 飲食業 5%

127,421 愛知県 安城市 アスカ防犯センター サービス 飲食業 5%

127,422 愛知県 安城市 ａｌｆｇｒａｎ サービス 理容・美容業 5%

127,423 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城赤松町店 小売業 食料品 2%

127,424 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城和泉インター店 小売業 食料品 2%

127,425 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城和泉町店 小売業 食料品 2%

127,426 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城宇頭茶屋町店 小売業 食料品 2%

127,427 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城小川町店 小売業 食料品 2%

127,428 愛知県 安城市 安城カーライフステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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127,429 愛知県 安城市 安城カギ防犯センター ロックアンドセキュリティーＹＯＵ 安城店 サービス その他サービス 5%

127,430 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城更生病院東店 小売業 食料品 2%

127,431 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城小堤町店 小売業 食料品 2%

127,432 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城作野店 小売業 食料品 2%

127,433 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城桜井町店 小売業 食料品 2%

127,434 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城里町証文山店 小売業 食料品 2%

127,435 愛知県 安城市 安城自動車 サービス その他サービス 5%

127,436 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城住吉町店 小売業 食料品 2%

127,437 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城高木町店 小売業 食料品 2%

127,438 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城高棚町東店 小売業 食料品 2%

127,439 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城デンパーク東店 小売業 食料品 2%

127,440 愛知県 安城市 安城人形館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

127,441 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城野寺町店 小売業 食料品 2%

127,442 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城東端町店 小売業 食料品 2%

127,443 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城百石町店 小売業 食料品 2%

127,444 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城福釜町店 小売業 食料品 2%

127,445 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城古井町店 小売業 食料品 2%

127,446 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城法連町店 小売業 食料品 2%

127,447 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城緑町１丁目店 小売業 食料品 2%

127,448 愛知県 安城市 セブン－イレブン安城御幸本町店 小売業 食料品 2%

127,449 愛知県 安城市 安城メガネ 小売業 その他小売 5%

127,450 愛知県 安城市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ安城横山店 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,451 愛知県 安城市 アンテナ　安城店 サービス 理容・美容業 5%

127,452 愛知県 安城市 アンテナ　新安城店 サービス 理容・美容業 5%

127,453 愛知県 安城市 居酒屋くろーば サービス 飲食業 5%

127,454 愛知県 安城市 いずみショップ 小売業 食料品 5%

127,455 愛知県 安城市 出光セルフ安城南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,456 愛知県 安城市 出光東刈谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,457 愛知県 安城市 稲垣カメラ サービス その他サービス 5%

127,458 愛知県 安城市 岩瀬電器商会 小売業 電化製品 5%

127,459 愛知県 安城市 岩堀洋品店 小売業 衣料品 5%

127,460 愛知県 安城市 ＩＮＷＩＴ サービス その他サービス 5%

127,461 愛知県 安城市 ＷＡＹＳ サービス 理容・美容業 5%

127,462 愛知県 安城市 ＷＡＹＳ サービス 理容・美容業 5%

127,463 愛知県 安城市 うなぎ海鮮料理六なぎ サービス 飲食業 5%

127,464 愛知県 安城市 梅若寿し サービス 飲食業 5%

127,465 愛知県 安城市 エクセル里町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,466 愛知県 安城市 エ－ス内山薬品 小売業 その他小売 5%

127,467 愛知県 安城市 SSオートサービス サービス その他サービス 5%

127,468 愛知県 安城市 ＥＧＧ サービス 飲食業 5%

127,469 愛知県 安城市 ＥｎｅＪｅｔ安城セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,470 愛知県 安城市 えびせん家族安城店 小売業 食料品 5%
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127,471 愛知県 安城市 Ａｐ・ＨａｉｒＣｉｅｌＫｒｏｎｅ サービス 理容・美容業 5%

127,472 愛知県 安城市 ＡＢホテル　三河安城　新館 サービス 宿泊業 5%

127,473 愛知県 安城市 ＡＢホテル　三河安城　新館 サービス 宿泊業 5%

127,474 愛知県 安城市 ＡＢホテル　本部 サービス 宿泊業 5%

127,475 愛知県 安城市 ＡＢホテル　三河安城本館 サービス 宿泊業 5%

127,476 愛知県 安城市 ＡＢホテル三河安城南館 サービス 宿泊業 5%

127,477 愛知県 安城市 ＡＵＴＨＥＮＴＩＣＬｉｆｅＳｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

127,478 愛知県 安城市 おおたけクリーニング安城横山店 サービス その他サービス 5%

127,479 愛知県 安城市 大塚由洋 サービス 理容・美容業 5%

127,480 愛知県 安城市 ＪＭ／オートサービスなかがわ サービス その他サービス 5%

127,481 愛知県 安城市 おかずの松美屋 サービス 飲食業 5%

127,482 愛知県 安城市 御食事処ふじき サービス 飲食業 5%

127,483 愛知県 安城市 お肉家てらもと サービス 飲食業 5%

127,484 愛知県 安城市 オリックスレンタカー三河安城駅前店 サービス その他サービス 2%

127,485 愛知県 安城市 和温 サービス 理容・美容業 5%

127,486 愛知県 安城市 オンセブンデイズ安城今池店 小売業 その他小売 5%

127,487 愛知県 安城市 学生服のイワホリ 小売業 衣料品 5%

127,488 愛知県 安城市 かね宗 小売業 衣料品 5%

127,489 愛知県 安城市 ｔｈｅｅ　ａｊｉｃｏ サービス 飲食業 5%

127,490 愛知県 安城市 ｃａｆｅ ｄｉｎｅｒ ｔｈｅｅ ａｊｉｃｏ サービス 飲食業 5%

127,491 愛知県 安城市 カフェアンドダイナ－アジコ サービス 飲食業 5%

127,492 愛知県 安城市 ｃａｆｅ＆ｄｅｌｉｃａ　ｎｅｊｉ サービス 飲食業 5%

127,493 愛知県 安城市 株式会社ガーデンピア安城　ガーデンピア安城 小売業 その他小売 5%

127,494 愛知県 安城市 加圧トレーニングスタジオ三河 サービス その他サービス 5%

127,495 愛知県 安城市 株式会社　田中自動車 サービス その他サービス 5%

127,496 愛知県 安城市 株式会社ツルタ楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

127,497 愛知県 安城市 株式会社ブラボーカンパニー 小売業 その他小売 5%

127,498 愛知県 安城市 株式会社ヘアーパセ サービス 理容・美容業 5%

127,499 愛知県 安城市 加茂園 サービス 飲食業 5%

127,500 愛知県 安城市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋安城住吉店 サービス 飲食業 2%

127,501 愛知県 安城市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋安城南店 サービス 飲食業 2%

127,502 愛知県 安城市 カレリア 小売業 衣料品 5%

127,503 愛知県 安城市 漢方養生ｃａｒｅノア サービス 理容・美容業 5%

127,504 愛知県 安城市 季喜 サービス 飲食業 5%

127,505 愛知県 安城市 魚菜食しゃもじや サービス 飲食業 5%

127,506 愛知県 安城市 きりん屋 小売業 その他小売 5%

127,507 愛知県 安城市 クチュール・ヘアー サービス 理容・美容業 5%

127,508 愛知県 安城市 靴のホッタ　エルパス安城高棚店 小売業 その他小売 5%

127,509 愛知県 安城市 ＧＬＡＮＺ サービス その他サービス 5%

127,510 愛知県 安城市 ぐれーぷ動物病院 サービス その他サービス 5%

127,511 愛知県 安城市 クロネコサイクル 小売業 その他小売 5%

127,512 愛知県 安城市 鶏ちゃん屋笑ん 小売業 食料品 5%
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127,513 愛知県 安城市 ｋｅｒｅｎｋｅｒｅｎ 小売業 衣料品 5%

127,514 愛知県 安城市 巧雅堂印店 小売業 その他小売 5%

127,515 愛知県 安城市 コーヒーとお茶の専門店 方丈 サービス 飲食業 5%

127,516 愛知県 安城市 近藤仏壇店 小売業 その他小売 5%

127,517 愛知県 安城市 サイクルジョイ安城店 小売業 その他小売 5%

127,518 愛知県 安城市 サイクルショップ　二藤 小売業 その他小売 5%

127,519 愛知県 安城市 サイクルショップ二藤 サイクルショップ二藤 小売業 その他小売 5%

127,520 愛知県 安城市 サイクルディーラークワトロ　安城店 小売業 その他小売 5%

127,521 愛知県 安城市 さかい珈琲安城店 サービス 飲食業 5%

127,522 愛知県 安城市 桜井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,523 愛知県 安城市 酒アルコ三河安城店 小売業 食料品 5%

127,524 愛知県 安城市 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ　ＮＡＲＵＳＥ サービス 理容・美容業 5%

127,525 愛知県 安城市 さらあせの癒 サービス その他サービス 5%

127,526 愛知県 安城市 ｓａｌｏｎｄｅＣｏｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

127,527 愛知県 安城市 ｓｈｉｋｉｓａｉ サービス 理容・美容業 5%

127,528 愛知県 安城市 四季の料理 一井 サービス 飲食業 5%

127,529 愛知県 安城市 ｓｃｉｓｃｏ サービス 理容・美容業 5%

127,530 愛知県 安城市 アロマサロン＆スクール自然の香り サービス その他サービス 5%

127,531 愛知県 安城市 じてんしゃひろば　遊 小売業 その他小売 5%

127,532 愛知県 安城市 写真箱安城今池店 サービス その他サービス 5%

127,533 愛知県 安城市 住宅リフォーム　鳥居工務店 サービス その他サービス 5%

127,534 愛知県 安城市 旬　あじさい サービス 飲食業 5%

127,535 愛知県 安城市 松栄鈑金 サービス その他サービス 5%

127,536 愛知県 安城市 正音堂 小売業 電化製品 5%

127,537 愛知県 安城市 城ヶ入　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,538 愛知県 安城市 シングルハート 小売業 その他小売 5%

127,539 愛知県 安城市 心有 サービス 飲食業 5%

127,540 愛知県 安城市 すいどう屋さん サービス その他サービス 5%

127,541 愛知県 安城市 ｓｏｕｐ． 小売業 家具・調度品 5%

127,542 愛知県 安城市 スギヤマカーサービス サービス その他サービス 5%

127,543 愛知県 安城市 寿司処かいぬま 小売業 食料品 5%

127,544 愛知県 安城市 Ｓｔｕｄｉｏ　ｉ＋Ｐｌｕｓ サービス その他サービス 5%

127,545 愛知県 安城市 スナック夕夏　スナック夕夏 サービス 飲食業 5%

127,546 愛知県 安城市 Ｓｎｏｗ Ｈａｎｄ サービス その他サービス 5%

127,547 愛知県 安城市 Ｓｐａｉｃｙ　Ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

127,548 愛知県 安城市 スプリングスクール　安城店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

127,549 愛知県 安城市 清和自動車 小売業 その他小売 5%

127,550 愛知県 安城市 ＳＯＡＲ サービス 理容・美容業 5%

127,551 愛知県 安城市 大衆酒場 御幸本町八丁目 花れ サービス 飲食業 5%

127,552 愛知県 安城市 Ｄｉｎｉｎｇ　　Ｂａｒ　ＲＲ サービス 飲食業 5%

127,553 愛知県 安城市 たいやきわらしべ　高浜店 サービス 飲食業 5%

127,554 愛知県 安城市 高棚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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127,555 愛知県 安城市 たこ焼きころころ 小売業 食料品 5%

127,556 愛知県 安城市 Ｔａｋｋ　ｈａｉｒ　安城店 サービス 理容・美容業 5%

127,557 愛知県 安城市 龍のおとし子安城店 サービス 飲食業 5%

127,558 愛知県 安城市 タートル安城店 サービス その他サービス 5%

127,559 愛知県 安城市 ｃｈａｎｔ サービス 飲食業 5%

127,560 愛知県 安城市 中央トラベル安城店 サービス その他サービス 5%

127,561 愛知県 安城市 長楽三河安城店 サービス 飲食業 5%

127,562 愛知県 安城市 知覧 サービス 飲食業 5%

127,563 愛知県 安城市 ２＆４サ－ビスショップｐｉｔ 小売業 その他小売 5%

127,564 愛知県 安城市 ＤＰ安城 サービス 理容・美容業 5%

127,565 愛知県 安城市 ＤＰ安城日の出 サービス 理容・美容業 5%

127,566 愛知県 安城市 ディジタル工房さと　クイックサインズ安城店 小売業 その他小売 5%

127,567 愛知県 安城市 Ｔ’ｓ　ｇａｌｌｅｒｙ 小売業 その他小売 5%

127,568 愛知県 安城市 ＤａｙｄｒｅａｍＨｏｌｉｃ 小売業 衣料品 5%

127,569 愛知県 安城市 天狗堂安城店 小売業 その他小売 5%

127,570 愛知県 安城市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅジョイナスいずみ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,571 愛知県 安城市 トモエ薬品　安城営業所 サービス その他サービス 5%

127,572 愛知県 安城市 トヨタカローラ名古屋安城店 小売業 その他小売 5%

127,573 愛知県 安城市 トヨタレンタリース名古屋三河安城新幹線口店 サービス その他サービス 2%

127,574 愛知県 安城市 トラットリア彩會　トラットリア彩會 サービス 飲食業 5%

127,575 愛知県 安城市 トリイデンキ 小売業 電化製品 5%

127,576 愛知県 安城市 とんちゃん ホルモン焼 石川屋 安城二本木新町店 サービス 飲食業 5%

127,577 愛知県 安城市 とんちゃん ホルモン焼 石川屋 南安城店 サービス 飲食業 5%

127,578 愛知県 安城市 ＮＡＶＩＣ サービス その他サービス 5%

127,579 愛知県 安城市 永田や佛壇店石材事業部 小売業 家具・調度品 5%

127,580 愛知県 安城市 中野自転車店 中野自転車店 小売業 その他小売 5%

127,581 愛知県 安城市 ニッセンシェイプ・サロン　マウルール 小売業 衣料品 5%

127,582 愛知県 安城市 ニッセンシェイプファンデサロン　Ｒａｙｓ 小売業 衣料品 5%

127,583 愛知県 安城市 ニューセブン サービス 飲食業 5%

127,584 愛知県 安城市 根崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,585 愛知県 安城市 農場レストラン 花車 農場レストラン 花車 サービス 飲食業 5%

127,586 愛知県 安城市 八幸寿し サービス 飲食業 5%

127,587 愛知県 安城市 パッショーネ 小売業 その他小売 5%

127,588 愛知県 安城市 花もめん　安城店 小売業 衣料品 5%

127,589 愛知県 安城市 Ｂ．Ｂ加納 サービス 理容・美容業 5%

127,590 愛知県 安城市 パブロ 小売業 衣料品 5%

127,591 愛知県 安城市 はまじ サービス 飲食業 5%

127,592 愛知県 安城市 はんの川島印房 小売業 その他小売 5%

127,593 愛知県 安城市 PBP サービス その他サービス 5%

127,594 愛知県 安城市 東端ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,595 愛知県 安城市 びっくりドンキー安城店 サービス 飲食業 2%

127,596 愛知県 安城市 ピット 小売業 その他小売 5%
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127,597 愛知県 安城市 姫野人形店 小売業 その他小売 5%

127,598 愛知県 安城市 美容室　マリオン サービス 理容・美容業 5%

127,599 愛知県 安城市 美容室カジャ サービス 理容・美容業 5%

127,600 愛知県 安城市 美容室Ｓｈｕ　安城店 サービス 理容・美容業 5%

127,601 愛知県 安城市 美容室　ｓｔｏｒｋ サービス 理容・美容業 5%

127,602 愛知県 安城市 美容室ｎｏａｎｏａ サービス 理容・美容業 5%

127,603 愛知県 安城市 美容室Ｒｙｕ サービス 理容・美容業 5%

127,604 愛知県 安城市 ＨＥＡＬ サービス 理容・美容業 5%

127,605 愛知県 安城市 広瀬酒店 小売業 食料品 5%

127,606 愛知県 安城市 ＦＡＧＲＡＳＳ 小売業 衣料品 5%

127,607 愛知県 安城市 フィール・パージュ　ブティック 小売業 衣料品 5%

127,608 愛知県 安城市 フカツ桜井店 小売業 電化製品 5%

127,609 愛知県 安城市 ふじや旅館 サービス 宿泊業 5%

127,610 愛知県 安城市 ブティック　スーベニール 小売業 衣料品 5%

127,611 愛知県 安城市 葡萄樹インポーテッドワインバー サービス 飲食業 5%

127,612 愛知県 安城市 ジュジュブ サービス その他サービス 5%

127,613 愛知県 安城市 ブラジリアンフーズ 小売業 食料品 5%

127,614 愛知県 安城市 プリンセスマーレェ 小売業 その他小売 5%

127,615 愛知県 安城市 ふるさと館 サービス 飲食業 5%

127,616 愛知県 安城市 プルミエ　岡崎安城店 サービス その他サービス 5%

127,617 愛知県 安城市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅふれあいステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,618 愛知県 安城市 文具館　Ｂ２ 小売業 その他小売 5%

127,619 愛知県 安城市 ヘアデザインレガリタ サービス 理容・美容業 5%

127,620 愛知県 安城市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＬＵＣＩＡ サービス 理容・美容業 5%

127,621 愛知県 安城市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＬＵＣＩＡ サービス 理容・美容業 5%

127,622 愛知県 安城市 ｖｅｒａｎｄａ サービス 理容・美容業 5%

127,623 愛知県 安城市 方丈 サービス 飲食業 5%

127,624 愛知県 安城市 宝石貴金属の栄宝 小売業 貴金属・服飾品 5%

127,625 愛知県 安城市 ポールポジション 小売業 その他小売 5%

127,626 愛知県 安城市 ホソイコンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

127,627 愛知県 安城市 ホソイメガネ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

127,628 愛知県 安城市 ［ＨＣ］ほっと舘リコー 小売業 電化製品 5%

127,629 愛知県 安城市 ぼてこ 横山本部店 サービス 飲食業 5%

127,630 愛知県 安城市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅほのぼのステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,631 愛知県 安城市 ホワイト急便三河安城店 サービス その他サービス 5%

127,632 愛知県 安城市 マクドナルド安城アンディ店 サービス 飲食業 2%

127,633 愛知県 安城市 マクドナルド安城イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

127,634 愛知県 安城市 マクドナルド安城コロナワールド店 サービス 飲食業 2%

127,635 愛知県 安城市 マクドナルド安城店 サービス 飲食業 2%

127,636 愛知県 安城市 マクドナルド福釜ピアゴ店 サービス 飲食業 2%

127,637 愛知県 安城市 松美堂 駅前店 松美堂駅前店 小売業 その他小売 5%

127,638 愛知県 安城市 まんが喫茶ログキャビン　安城高棚店 サービス 飲食業 5%
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127,639 愛知県 安城市 まんが喫茶ログキャビン　百石店 サービス 飲食業 5%

127,640 愛知県 安城市 三河ダイハツ安城店 小売業 その他小売 5%

127,641 愛知県 安城市 三河ダイハツＵ－ＣＡＲ安城店 小売業 その他小売 5%

127,642 愛知県 安城市 ミシンギャラリー安城 小売業 その他小売 5%

127,643 愛知県 安城市 みや子製麺 小売業 食料品 5%

127,644 愛知県 安城市 ＭＩＲＲＯＲ　ＢＡＬＬ 小売業 衣料品 5%

127,645 愛知県 安城市 メイリールー　安城南店 小売業 衣料品 5%

127,646 愛知県 安城市 ＭｅｄｅｌＣｈａｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

127,647 愛知県 安城市 メナードフェイシャルサロンｇｒａｎｔ 小売業 その他小売 5%

127,648 愛知県 安城市 メンズクラブトリイ サービス 理容・美容業 5%

127,649 愛知県 安城市 めん処 梅家 サービス 飲食業 5%

127,650 愛知県 安城市 めん処 丸長 めん処 丸長 サービス 飲食業 5%

127,651 愛知県 安城市 麺家神明 安城店 サービス 飲食業 5%

127,652 愛知県 安城市 もてなし旬菜や サービス 飲食業 5%

127,653 愛知県 安城市 モノ市場　安城店 小売業 その他小売 5%

127,654 愛知県 安城市 師崎茶屋太っ腹 サービス 飲食業 5%

127,655 愛知県 安城市 もんじゃ鉄板料理和助 サービス 飲食業 5%

127,656 愛知県 安城市 八千代病院売店 小売業 その他小売 5%

127,657 愛知県 安城市 有限会社兎家 サービス その他サービス 5%

127,658 愛知県 安城市 有限会社たつみ麺店 サービス その他サービス 5%

127,659 愛知県 安城市 ［ＨＣ］有限会社電化のサカイ 小売業 電化製品 5%

127,660 愛知県 安城市 有限会社東尾自動車管理センター サービス その他サービス 5%

127,661 愛知県 安城市 ユニーオイル高棚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,662 愛知県 安城市 洋服のお直しｒｅｓｕｍｅリスメ サービス その他サービス 5%

127,663 愛知県 安城市 よなき家 サービス 飲食業 5%

127,664 愛知県 安城市 ラコンテ 小売業 衣料品 5%

127,665 愛知県 安城市 ラスティック 小売業 その他小売 5%

127,666 愛知県 安城市 ラドゥーセボー 小売業 衣料品 5%

127,667 愛知県 安城市 Ｒｉｃｏ サービス その他サービス 5%

127,668 愛知県 安城市 リンパサロン　ｅｌｆｉｎ　リンパサロン　ｅｌｆｉｎ サービス 理容・美容業 5%

127,669 愛知県 安城市 リンパサロン・ｅｌｆｉｎ サービス 理容・美容業 5%

127,670 愛知県 安城市 ル・シェフ サービス 飲食業 5%

127,671 愛知県 安城市 ｌｏｏｐｓｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

127,672 愛知県 安城市 ローゼン サービス 飲食業 5%

127,673 愛知県 安城市 ＲｏｃｏｃｏＬｏｖｅｌｙａＮａｉｌ安城店 サービス 理容・美容業 5%

127,674 愛知県 安城市 ロッキー電子 小売業 その他小売 5%

127,675 愛知県 安城市 六古窯　本の王国安城店 サービス 飲食業 5%

127,676 愛知県 安城市 ロミロミサロンｋａｙａｓａ サービス 理容・美容業 5%

127,677 愛知県 安城市 ワコー電気 小売業 電化製品 5%

127,678 愛知県 安城市 笑たこ新安城店 小売業 食料品 5%

127,679 愛知県 一宮市 ａｈｏｕｓｅＩＣＨＩＮＯＭＩＹＡ 小売業 その他小売 5%

127,680 愛知県 一宮市 ａｈｏｕｓｅＩＣＨＩＮＯＭＩＹＡ 小売業 その他小売 5%
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127,681 愛知県 一宮市 アーチエンジェル サービス 理容・美容業 5%

127,682 愛知県 一宮市 アイ・リホ－ム　一宮店 サービス その他サービス 5%

127,683 愛知県 一宮市 アイ エコアップ サービス その他サービス 5%

127,684 愛知県 一宮市 愛生鈑金有限会社 サービス その他サービス 5%

127,685 愛知県 一宮市 ｉｄｅａｌ サービス その他サービス 5%

127,686 愛知県 一宮市 愛電館　サワノ 小売業 電化製品 5%

127,687 愛知県 一宮市 一宮愛電館　ムシカ 小売業 電化製品 5%

127,688 愛知県 一宮市 愛電館アラキ 小売業 電化製品 5%

127,689 愛知県 一宮市 一宮愛電館　コクリュウ 小売業 電化製品 5%

127,690 愛知県 一宮市 愛和自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

127,691 愛知県 一宮市 アヴェニールプラス サービス 理容・美容業 5%

127,692 愛知県 一宮市 赤ちゃんデパート水谷一宮西店 小売業 その他小売 5%

127,693 愛知県 一宮市 赤ちゃんデパート水谷　一宮店 小売業 衣料品 5%

127,694 愛知県 一宮市 赤札堂　一宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

127,695 愛知県 一宮市 ［ＨＣ］秋田産業株式会社 小売業 電化製品 5%

127,696 愛知県 一宮市 ＡＱＵＡ サービス 理容・美容業 5%

127,697 愛知県 一宮市 アクトフォトショップ　アクトフォトショップ サービス その他サービス 5%

127,698 愛知県 一宮市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒｏｌａｎｄ一宮 サービス 理容・美容業 5%

127,699 愛知県 一宮市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｋｉｌｔｏ妙興寺 サービス 理容・美容業 5%

127,700 愛知県 一宮市 浅井秀波堂 小売業 電化製品 5%

127,701 愛知県 一宮市 あすか一宮店 小売業 その他小売 5%

127,702 愛知県 一宮市 アトリエコゼット 小売業 衣料品 5%

127,703 愛知県 一宮市 ａ ｈｏｕｓｅＩＣＨＩＮＯＭＩＹＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

127,704 愛知県 一宮市 Ａｂｅｉｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

127,705 愛知県 一宮市 アリアンサ自動車 サービス その他サービス 5%

127,706 愛知県 一宮市 アルコホール　セキララ サービス 飲食業 5%

127,707 愛知県 一宮市 アルファン尾西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,708 愛知県 一宮市 アンイングリッシュクラブ一宮千秋校 サービス その他サービス 5%

127,709 愛知県 一宮市 あんかけぱすた ｐａｐａ ｂｏｏ サービス 飲食業 5%

127,710 愛知県 一宮市 ａｎｔｉｑｕｕｓ 小売業 その他小売 5%

127,711 愛知県 一宮市 ｓａｌｏｎｉｎｆｉｎｉ サービス 理容・美容業 5%

127,712 愛知県 一宮市 いずもやピアゴ大和店 サービス その他サービス 5%

127,713 愛知県 一宮市 いち駅ハイボール酒場　角まる サービス 飲食業 5%

127,714 愛知県 一宮市 市川時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

127,715 愛知県 一宮市 ＥｎｅＪｅｔ１３８タワーＳＳ　宮田産業株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,716 愛知県 一宮市 一宮愛電館　ヤマダ 小売業 電化製品 5%

127,717 愛知県 一宮市 一宮愛電館あきた 小売業 電化製品 5%

127,718 愛知県 一宮市 一宮愛電館エンドウ 小売業 電化製品 5%

127,719 愛知県 一宮市 一宮愛電館しばた 小売業 電化製品 5%

127,720 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮浅野大曲り店 小売業 食料品 2%

127,721 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮浅野バイパス店 小売業 食料品 2%

127,722 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮今伊勢町馬寄店 小売業 食料品 2%
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127,723 愛知県 一宮市 一宮インターＴＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,724 愛知県 一宮市 一宮営業所 サービス その他サービス 5%

127,725 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮大毛店 小売業 食料品 2%

127,726 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮奥町神田店 小売業 食料品 2%

127,727 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮奥町店 小売業 食料品 2%

127,728 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮苅安賀店 小売業 食料品 2%

127,729 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮貴船町３丁目店 小売業 食料品 2%

127,730 愛知県 一宮市 一宮グリーンホテル サービス 宿泊業 5%

127,731 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮黒田北店 小売業 食料品 2%

127,732 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮黒田十一の通り店 小売業 食料品 2%

127,733 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮黒田店 小売業 食料品 2%

127,734 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮小信新田前店 小売業 食料品 2%

127,735 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮佐千原店 小売業 食料品 2%

127,736 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮三条店 小売業 食料品 2%

127,737 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮新生２丁目店 小売業 食料品 2%

127,738 愛知県 一宮市 一宮セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,739 愛知県 一宮市 一宮ダイハツ本社 小売業 その他小売 5%

127,740 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮多加木２丁目店 小売業 食料品 2%

127,741 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮丹陽町西店 小売業 食料品 2%

127,742 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮千秋町小山店 小売業 食料品 2%

127,743 愛知県 一宮市 いちのみやデータ復旧室 サービス その他サービス 5%

127,744 愛知県 一宮市 一宮西防犯センター 小売業 その他小売 5%

127,745 愛知県 一宮市 一宮萩原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,746 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮萩原町花井方店 小売業 食料品 2%

127,747 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮浜町４丁目店 小売業 食料品 2%

127,748 愛知県 一宮市 一宮東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,749 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮東五城店 小売業 食料品 2%

127,750 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮平島１丁目店 小売業 食料品 2%

127,751 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮富士２丁目店 小売業 食料品 2%

127,752 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮平和１丁目店 小売業 食料品 2%

127,753 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮宮地花池店 小売業 食料品 2%

127,754 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮明地店 小売業 食料品 2%

127,755 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮森本５丁目店 小売業 食料品 2%

127,756 愛知県 一宮市 セブン－イレブン一宮大和町馬引店 小売業 食料品 2%

127,757 愛知県 一宮市 一宮愛電館　ニシムラ 小売業 電化製品 5%

127,758 愛知県 一宮市 一宮鉱油有限会社 サービス その他サービス 5%

127,759 愛知県 一宮市 一本松　ＬＡ 小売業 その他小売 5%

127,760 愛知県 一宮市 出光大山町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,761 愛知県 一宮市 セブン－イレブン稲沢稲島東店 小売業 食料品 2%

127,762 愛知県 一宮市 いのこメガネ 小売業 その他小売 5%

127,763 愛知県 一宮市 イメージオン サービス その他サービス 5%

127,764 愛知県 一宮市 魚錠　一宮店 サービス 飲食業 5%
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127,765 愛知県 一宮市 ウキナオ 小売業 その他小売 5%

127,766 愛知県 一宮市 宇さ見仏檀店 小売業 家具・調度品 5%

127,767 愛知県 一宮市 臼屋酒店 小売業 食料品 5%

127,768 愛知県 一宮市 えこじじいの店　ｐｏｐ　ｕｐ　ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

127,769 愛知県 一宮市 ［ＨＣ］Ｅｉｓｈｉｎツジ 小売業 電化製品 5%

127,770 愛知県 一宮市 エステティックサロンラ・エスペランサ サービス 理容・美容業 5%

127,771 愛知県 一宮市 ＳＢＳ一宮 小売業 その他小売 5%

127,772 愛知県 一宮市 ＳＢＳ一宮 小売業 その他小売 5%

127,773 愛知県 一宮市 エスファクトリー 小売業 その他小売 5%

127,774 愛知県 一宮市 エナ サービス 理容・美容業 5%

127,775 愛知県 一宮市 ＡＢホテル一宮 サービス 宿泊業 5%

127,776 愛知県 一宮市 愛知リビルド株式会社エマスファームズ 小売業 その他小売 5%

127,777 愛知県 一宮市 エマスファームズ 小売業 その他小売 5%

127,778 愛知県 一宮市 エルパスシューズ　一宮店 小売業 衣料品 5%

127,779 愛知県 一宮市 圓屋　一宮店 サービス その他サービス 5%

127,780 愛知県 一宮市 オイル館　速太郎 サービス その他サービス 5%

127,781 愛知県 一宮市 焼肉　もつ鍋　桜花 サービス 飲食業 5%

127,782 愛知県 一宮市 大江洋服店 小売業 衣料品 5%

127,783 愛知県 一宮市 扇屋 小売業 衣料品 5%

127,784 愛知県 一宮市 大問屋一宮店 サービス その他サービス 5%

127,785 愛知県 一宮市 大森楽器 小売業 その他小売 5%

127,786 愛知県 一宮市 大森楽器ショールーム 小売業 その他小売 5%

127,787 愛知県 一宮市 大森楽器　ミュージックセンター 小売業 その他小売 5%

127,788 愛知県 一宮市 Ｏｈｌａｌａ サービス その他サービス 5%

127,789 愛知県 一宮市 お氣楽や サービス その他サービス 5%

127,790 愛知県 一宮市 奥町駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,791 愛知県 一宮市 オゼキサポーター 小売業 衣料品 5%

127,792 愛知県 一宮市 オゼキ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

127,793 愛知県 一宮市 オートエンタープライズ 小売業 その他小売 5%

127,794 愛知県 一宮市 オートスポーツアレンジ 小売業 その他小売 5%

127,795 愛知県 一宮市 オートセンスエンタープライズ サービス その他サービス 5%

127,796 愛知県 一宮市 音羽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,797 愛知県 一宮市 ＯＢＡＡＳＥＭＡ 小売業 衣料品 5%

127,798 愛知県 一宮市 オムライス＆パスタＫｅｎｔ’ｓ サービス 飲食業 5%

127,799 愛知県 一宮市 オリックスレンタカー一宮駅前店 サービス その他サービス 2%

127,800 愛知県 一宮市 オリックスレンタカー一宮店 サービス その他サービス 2%

127,801 愛知県 一宮市 オレンヂ　デポ 小売業 その他小売 5%

127,802 愛知県 一宮市 尾張一宮店 サービス その他サービス 5%

127,803 愛知県 一宮市 カーサポートＭＨＣ 小売業 その他小売 5%

127,804 愛知県 一宮市 カーテン大伴 サービス その他サービス 5%

127,805 愛知県 一宮市 カービートイズミ 小売業 その他小売 5%

127,806 愛知県 一宮市 介護タクシーおおきなお世話 サービス 運輸業 5%
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127,807 愛知県 一宮市 回生堂薬品 ＫＡＩＳＥＩＤＯ 小売業 その他小売 5%

127,808 愛知県 一宮市 海鮮酒房なぶら サービス 飲食業 5%

127,809 愛知県 一宮市 海鮮酒房なぶら サービス 飲食業 5%

127,810 愛知県 一宮市 買取市場　一宮店 小売業 その他小売 5%

127,811 愛知県 一宮市 カイロ＆エステＤａｉｎａ一宮駅西店 サービス 理容・美容業 5%

127,812 愛知県 一宮市 カスタマイズ整体　　笑 サービス その他サービス 5%

127,813 愛知県 一宮市 加藤犬猫病院 サービス その他サービス 5%

127,814 愛知県 一宮市 かねまつ　一宮店 小売業 衣料品 5%

127,815 愛知県 一宮市 ｃａｆｅ　花音 サービス 飲食業 5%

127,816 愛知県 一宮市 カフェと海遊び Ｓｕｎｎｙ Ｓｅａｓｏｎ サービス 飲食業 5%

127,817 愛知県 一宮市 株式会社　金甚 小売業 その他小売 5%

127,818 愛知県 一宮市 株式会社市川時計店 サービス その他サービス 5%

127,819 愛知県 一宮市 株式会社イブリティー 小売業 その他小売 5%

127,820 愛知県 一宮市 株式会社ＳＰＧ サービス その他サービス 5%

127,821 愛知県 一宮市 株式会社金甚 小売業 家具・調度品 5%

127,822 愛知県 一宮市 株式会社木村硝子店 小売業 家具・調度品 5%

127,823 愛知県 一宮市 ［ＨＣ］株式会社蘇東電機商会 小売業 電化製品 5%

127,824 愛知県 一宮市 株式会社中部サポート東海 一宮営業所 サービス 運輸業 5%

127,825 愛知県 一宮市 （株）中部タイヤセンター　一宮営業所 サービス その他サービス 5%

127,826 愛知県 一宮市 株式会社中部トラベル サービス その他サービス 5%

127,827 愛知県 一宮市 株式会社ブルーライン建設 サービス その他サービス 5%

127,828 愛知県 一宮市 株式会社プレジール サービス その他サービス 5%

127,829 愛知県 一宮市 髪倶楽部ＺＩＧＺＡＧ サービス 理容・美容業 5%

127,830 愛知県 一宮市 かみさく 小売業 その他小売 5%

127,831 愛知県 一宮市 紙徳商店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

127,832 愛知県 一宮市 髪の店バルビール サービス 理容・美容業 5%

127,833 愛知県 一宮市 亀川自動車販売 サービス その他サービス 5%

127,834 愛知県 一宮市 カメラのアマノ　三心三条店 サービス その他サービス 5%

127,835 愛知県 一宮市 カメラのアマノ　バロー一宮西店 サービス その他サービス 5%

127,836 愛知県 一宮市 嘉文　一宮店 サービス 飲食業 5%

127,837 愛知県 一宮市 カリーザキッチン サービス 飲食業 5%

127,838 愛知県 一宮市 ガレージコンプリート サービス その他サービス 5%

127,839 愛知県 一宮市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋一宮インター店 サービス 飲食業 2%

127,840 愛知県 一宮市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋一宮佐千原店 サービス 飲食業 2%

127,841 愛知県 一宮市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋一宮千秋店 サービス 飲食業 2%

127,842 愛知県 一宮市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋一宮森本店 サービス 飲食業 2%

127,843 愛知県 一宮市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋一宮西店 サービス 飲食業 2%

127,844 愛知県 一宮市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋尾西開明店 サービス 飲食業 2%

127,845 愛知県 一宮市 河合塾マナビス尾張一宮校 サービス その他サービス 2%

127,846 愛知県 一宮市 木工房すえひろ 小売業 家具・調度品 5%

127,847 愛知県 一宮市 木曽川文化・スポーツクラブ サービス その他サービス 5%

127,848 愛知県 一宮市 ｋｉｔｃｈｅｎ ｃａｆｅ ｈｉｒｏｎｃｈｉ サービス 飲食業 5%
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127,849 愛知県 一宮市 キッチン　林 サービス 飲食業 5%

127,850 愛知県 一宮市 キッチン・スパイス サービス 飲食業 5%

127,851 愛知県 一宮市 きものしぶかみや 小売業 衣料品 5%

127,852 愛知県 一宮市 きもの鈴弥 小売業 衣料品 5%

127,853 愛知県 一宮市 Ｇａｌｌｏｐ サービス 理容・美容業 5%

127,854 愛知県 一宮市 Ｃｕｒｅ　Ｌａｂｏ×ｖｉａ サービス 理容・美容業 5%

127,855 愛知県 一宮市 牛角一宮店 サービス 飲食業 2%

127,856 愛知県 一宮市 ＱＳ木曽川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,857 愛知県 一宮市 きらく サービス 飲食業 5%

127,858 愛知県 一宮市 ぎんなべ サービス 飲食業 5%

127,859 愛知県 一宮市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ東海一宮店 小売業 その他小売 5%

127,860 愛知県 一宮市 株式会社靴のホッタ　エルパス瀬部店 小売業 衣料品 5%

127,861 愛知県 一宮市 暮しの衣料マツオカ　今伊勢店 小売業 衣料品 5%

127,862 愛知県 一宮市 暮らしの衣料マツオカ　玉ノ井店 小売業 衣料品 5%

127,863 愛知県 一宮市 クリーンランド青山　小山店 サービス その他サービス 5%

127,864 愛知県 一宮市 クリーンランド青山　カネスエ新生店 サービス その他サービス 5%

127,865 愛知県 一宮市 クリーンランド青山　カネスエ宮西店 サービス その他サービス 5%

127,866 愛知県 一宮市 クリーンランド青山　本店 サービス その他サービス 5%

127,867 愛知県 一宮市 クリーンランド青山　本町店 サービス その他サービス 5%

127,868 愛知県 一宮市 Ｇｌｉｔｔｅｒ サービス 理容・美容業 5%

127,869 愛知県 一宮市 ｇｌｉｔｔｅｒ サービス 理容・美容業 5%

127,870 愛知県 一宮市 クリーンランド青山バロー伝法寺店 サービス その他サービス 5%

127,871 愛知県 一宮市 クリーンランド青山名鉄一宮ステーション店 サービス その他サービス 5%

127,872 愛知県 一宮市 クリーンランド青山森本店 サービス その他サービス 5%

127,873 愛知県 一宮市 グルーヴィー サービス その他サービス 5%

127,874 愛知県 一宮市 くれさんちのギョウザ サービス 飲食業 5%

127,875 愛知県 一宮市 ＧＲＯＷ　ＧＯＬＦ サービス その他サービス 5%

127,876 愛知県 一宮市 ＣＬＯＶＥＲＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

127,877 愛知県 一宮市 黒熊工房 小売業 その他小売 5%

127,878 愛知県 一宮市 Ｃｌｏｓｅ　Ｕｐ サービス 理容・美容業 5%

127,879 愛知県 一宮市 健康カイロサーチ サービス その他サービス 5%

127,880 愛知県 一宮市 健康カイロサーチ サービス その他サービス 5%

127,881 愛知県 一宮市 ＧＥＮＢＵ 小売業 その他小売 5%

127,882 愛知県 一宮市 合資会社西田ファクトリイーＢ 西田ファクトリイ Ｂ サービス その他サービス 5%

127,883 愛知県 一宮市 珈琲屋　明楽時運 サービス 飲食業 5%

127,884 愛知県 一宮市 珈琲屋 桃李 珈琲屋 桃李 サービス 飲食業 5%

127,885 愛知県 一宮市 珈琲屋らんぷ木曽川店 サービス 飲食業 5%

127,886 愛知県 一宮市 ＣＯＣＯ一宮店 サービス 理容・美容業 5%

127,887 愛知県 一宮市 Ｋｏｋｏｒｏ サービス 飲食業 5%

127,888 愛知県 一宮市 児島自動車 サービス その他サービス 5%

127,889 愛知県 一宮市 ゴッチャポント サービス 飲食業 5%

127,890 愛知県 一宮市 ゴッチャポント サービス 飲食業 5%
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127,891 愛知県 一宮市 ＧＯＴＴＳＵＯ晋 サービス 飲食業 5%

127,892 愛知県 一宮市 ゴト－ムセン 小売業 電化製品 5%

127,893 愛知県 一宮市 ゴルフシティ サービス その他サービス 5%

127,894 愛知県 一宮市 コレット サービス その他サービス 5%

127,895 愛知県 一宮市 近藤仏具店 小売業 家具・調度品 5%

127,896 愛知県 一宮市 ザ ルーモァバーガー サービス 飲食業 5%

127,897 愛知県 一宮市 サイクルショップたかだ 小売業 その他小売 5%

127,898 愛知県 一宮市 榮美容室 本店 サービス 理容・美容業 5%

127,899 愛知県 一宮市 ＳＡＫＵＲＡ　メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

127,900 愛知県 一宮市 中日新聞奥町西部専売所　桜木新聞補 小売業 その他小売 5%

127,901 愛知県 一宮市 ＺＡＺＡ ｒｕｂｉｋ サービス 理容・美容業 5%

127,902 愛知県 一宮市 ＺＡＺＡ　ｎａｔｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

127,903 愛知県 一宮市 咲花 サービス 飲食業 5%

127,904 愛知県 一宮市 さとう動物病院 サービス その他サービス 5%

127,905 愛知県 一宮市 ＳＵＮＮＹ ＨＥＡＲＴ 小売業 衣料品 5%

127,906 愛知県 一宮市 サブリ 小売業 その他小売 5%

127,907 愛知県 一宮市 茶房迎賓館　住吉店 サービス 飲食業 5%

127,908 愛知県 一宮市 茶房万葉人 茶房 万葉人 サービス 飲食業 5%

127,909 愛知県 一宮市 サムソン＆デリラ　翔 サービス 理容・美容業 5%

127,910 愛知県 一宮市 サムソン＆デリラアンク サービス 理容・美容業 5%

127,911 愛知県 一宮市 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｒｅｔｏｕｒ サービス 理容・美容業 5%

127,912 愛知県 一宮市 Ｓａｌｏｎ ｄｅ 榮 サービス 理容・美容業 5%

127,913 愛知県 一宮市 サロンドゥモフオム サービス 理容・美容業 5%

127,914 愛知県 一宮市 ＳＡＬＯＮＤＥＬＩＴＴＬＥ サービス 理容・美容業 5%

127,915 愛知県 一宮市 ３９ＡＵＴＯ 小売業 その他小売 5%

127,916 愛知県 一宮市 3 サービス 飲食業 5%

127,917 愛知県 一宮市 三八屋 サービス 飲食業 5%

127,918 愛知県 一宮市 三楽支店 小売業 食料品 5%

127,919 愛知県 一宮市 四季食彩　桜花 サービス 飲食業 5%

127,920 愛知県 一宮市 じてんしゃのビック一宮店 小売業 その他小売 5%

127,921 愛知県 一宮市 ［ＨＣ］シバデンキ 小売業 電化製品 5%

127,922 愛知県 一宮市 ジャイアントストア一宮 小売業 その他小売 5%

127,923 愛知県 一宮市 ＳＨＩＮＹ 小売業 その他小売 5%

127,924 愛知県 一宮市 写真箱玉ノ井店 サービス その他サービス 5%

127,925 愛知県 一宮市 写真箱森本店 サービス その他サービス 5%

127,926 愛知県 一宮市 しゃぶしゃぶ温野菜一宮店 サービス 飲食業 2%

127,927 愛知県 一宮市 しゃぼん玉　一宮店 小売業 その他小売 5%

127,928 愛知県 一宮市 出張助産院Ｍａａｐａｌｌｏ サービス その他サービス 5%

127,929 愛知県 一宮市 旬楽膳八幡店 小売業 食料品 5%

127,930 愛知県 一宮市 少林ギョーザ サービス 飲食業 5%

127,931 愛知県 一宮市 Ｊｉｌｌ ａｌｌｅｒ サービス 理容・美容業 5%

127,932 愛知県 一宮市 シロヤマ自動車サービス サービス その他サービス 5%
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127,933 愛知県 一宮市 新イチノミヤ サービス 飲食業 5%

127,934 愛知県 一宮市 紳士服ノムラ 小売業 食料品 5%

127,935 愛知県 一宮市 末広精肉店 小売業 食料品 5%

127,936 愛知県 一宮市 スクート 小売業 その他小売 5%

127,937 愛知県 一宮市 ＳＴＡＹＤＲＥＡＭ サービス その他サービス 5%

127,938 愛知県 一宮市 ステーキ厨房　紅花 サービス 飲食業 5%

127,939 愛知県 一宮市 スーパー三心　三条店 小売業 食料品 5%

127,940 愛知県 一宮市 スーパー三心　玉ノ井店 小売業 食料品 5%

127,941 愛知県 一宮市 スピードショップ東洋 小売業 その他小売 5%

127,942 愛知県 一宮市 スピードショップ東洋 小売業 その他小売 5%

127,943 愛知県 一宮市 スマイル動物病院 サービス その他サービス 5%

127,944 愛知県 一宮市 炭焼神蔵一之宮 小売業 食料品 5%

127,945 愛知県 一宮市 スリムプルメリア 小売業 その他小売 5%

127,946 愛知県 一宮市 生活支援かたづけ隊 サービス その他サービス 5%

127,947 愛知県 一宮市 セルバ美容室 サービス 理容・美容業 5%

127,948 愛知県 一宮市 Ｓｅｌｆ　Ｍ?１　尾西インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,949 愛知県 一宮市 Ｓｅｌｅｃｔ　ｓｈｏｐ　ＪｅＬｅ 小売業 衣料品 5%

127,950 愛知県 一宮市 総合貸衣裳館Ｍａｉ 一宮店 サービス その他サービス 5%

127,951 愛知県 一宮市 創作キッチンＢＯＯ サービス 飲食業 5%

127,952 愛知県 一宮市 ソーゲンイーストア サービス その他サービス 5%

127,953 愛知県 一宮市 蕎麦庵一らん 蕎麦庵 一らん サービス 飲食業 5%

127,954 愛知県 一宮市 そらとり自癒力活性サロン サービス その他サービス 5%

127,955 愛知県 一宮市 タイガー模型　一宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

127,956 愛知県 一宮市 大樹アニマルクリニック サービス その他サービス 5%

127,957 愛知県 一宮市 ダイハツミニ サービス その他サービス 5%

127,958 愛知県 一宮市 ダイビングショップ Ｓｕｎｎｙ Ｓｅａｓｏｎ サービス その他サービス 5%

127,959 愛知県 一宮市 タイヤショップＭＥ一宮店 小売業 その他小売 5%

127,960 愛知県 一宮市 高砂屋若竹店 小売業 その他小売 5%

127,961 愛知県 一宮市 タケヒロレッカー サービス その他サービス 5%

127,962 愛知県 一宮市 ダーツショップＤ×３　一宮店 小売業 その他小売 5%

127,963 愛知県 一宮市 たて輪 小売業 その他小売 5%

127,964 愛知県 一宮市 タートル一宮木曽川店 サービス その他サービス 5%

127,965 愛知県 一宮市 田中健康院 サービス その他サービス 5%

127,966 愛知県 一宮市 たのみま専科　パソコンサポートショップたのみま専科 サービス その他サービス 5%

127,967 愛知県 一宮市 たんぽぽ動物病院 サービス その他サービス 5%

127,968 愛知県 一宮市 丹陽電器センタ－ 小売業 電化製品 5%

127,969 愛知県 一宮市 ｃｈｉｔｏ サービス 理容・美容業 5%

127,970 愛知県 一宮市 ちゃんぽん家　大光楼　本家 サービス 飲食業 5%

127,971 愛知県 一宮市 中外国島　株式会社 小売業 衣料品 5%

127,972 愛知県 一宮市 中華食堂八宝菜館 蟹江インター店 サービス 飲食業 5%

127,973 愛知県 一宮市 辻和彦税理士事務所 サービス その他サービス 5%

127,974 愛知県 一宮市 ツヤと髪　ｃｒｉｍ サービス 理容・美容業 5%
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127,975 愛知県 一宮市 ツヤと髪　ｃｒｉｍ サービス 理容・美容業 5%

127,976 愛知県 一宮市 ＤＰ一宮新生 サービス 理容・美容業 5%

127,977 愛知県 一宮市 ＤＰ木曽川 サービス 理容・美容業 5%

127,978 愛知県 一宮市 ＤーＦＬＡＴ 小売業 衣料品 5%

127,979 愛知県 一宮市 ＴＪ天気予報　３ミリ　尾西店　美容 サービス 理容・美容業 5%

127,980 愛知県 一宮市 ＴＪ天気予報ｐａｒｔ３千秋店 サービス 理容・美容業 5%

127,981 愛知県 一宮市 ＴＪ天気予報　Ｐａｒｔ９　末広店 サービス 理容・美容業 5%

127,982 愛知県 一宮市 ＴＪ天気予報　Ｐａｒｔ５　木曽川店 サービス 理容・美容業 5%

127,983 愛知県 一宮市 鉄板焼昊 サービス 飲食業 5%

127,984 愛知県 一宮市 テリーヌ サービス 飲食業 5%

127,985 愛知県 一宮市 電化サロンＮＩＣＥイトー 小売業 電化製品 5%

127,986 愛知県 一宮市 電気堂 小売業 電化製品 5%

127,987 愛知県 一宮市 東海物産 小売業 食料品 5%

127,988 愛知県 一宮市 陶器ＨＯＵＳＥパレット・ブルー サービス その他サービス 5%

127,989 愛知県 一宮市 トゥルーハートカフェ サービス 飲食業 5%

127,990 愛知県 一宮市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ一宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,991 愛知県 一宮市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ一宮インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,992 愛知県 一宮市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ一宮尾西店 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,993 愛知県 一宮市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅいちのみや南店 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,994 愛知県 一宮市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ木曽川店 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,995 愛知県 一宮市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ玉ノ井店 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,996 愛知県 一宮市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅＤＤ　浜町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,997 愛知県 一宮市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ名岐店 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,998 愛知県 一宮市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ名岐バイパス平島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

127,999 愛知県 一宮市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅヤマト店 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,000 愛知県 一宮市 ＤＯＧ　ＧＡＲＡＧＥ一宮店 サービス その他サービス 5%

128,001 愛知県 一宮市 トヨタカローラ中京一宮末広店 小売業 その他小売 5%

128,002 愛知県 一宮市 トヨタカローラ中京一宮緑店 小売業 その他小売 5%

128,003 愛知県 一宮市 トヨタカローラ名古屋一宮牛野店 小売業 その他小売 5%

128,004 愛知県 一宮市 トヨタカローラ名古屋Ｕ－Ｃａｒ一宮若竹 小売業 その他小売 5%

128,005 愛知県 一宮市 トヨタホ－ム名古屋一宮店 サービス その他サービス 5%

128,006 愛知県 一宮市 トヨタレンタリース名古屋一宮両郷店 サービス その他サービス 2%

128,007 愛知県 一宮市 トランポリンパークさると サービス 理容・美容業 5%

128,008 愛知県 一宮市 とりとんたん一宮本店 サービス 飲食業 5%

128,009 愛知県 一宮市 どんき　一宮駅前店 サービス 飲食業 5%

128,010 愛知県 一宮市 ナイスイトー 小売業 電化製品 5%

128,011 愛知県 一宮市 ナガイエムエムビー 小売業 その他小売 5%

128,012 愛知県 一宮市 永田や　佛壇店　一宮本店 小売業 家具・調度品 5%

128,013 愛知県 一宮市 中町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,014 愛知県 一宮市 名古屋ダイハツ一宮店 小売業 その他小売 5%

128,015 愛知県 一宮市 名古屋ダイハツ尾西店 小売業 その他小売 5%

128,016 愛知県 一宮市 ナフコ不二屋　木曽川店 小売業 食料品 5%
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128,017 愛知県 一宮市 肉物語　一宮本店 サービス 飲食業 5%

128,018 愛知県 一宮市 日栄物産千秋給油場 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,019 愛知県 一宮市 ニッセンシェイプファンデサロンドキムラ 小売業 衣料品 5%

128,020 愛知県 一宮市 ｒｉｃｈｅ【リッシュ】 サービス その他サービス 5%

128,021 愛知県 一宮市 ネイルサロン＆スクール　ティアラ サービス 理容・美容業 5%

128,022 愛知県 一宮市 ネイルサロンラメール サービス その他サービス 5%

128,023 愛知県 一宮市 猫カフェ　ねこじゃらし サービス 飲食業 5%

128,024 愛知県 一宮市 Ｎｅｊｉ サービス 飲食業 5%

128,025 愛知県 一宮市 ネッツトヨタ中京一宮店 小売業 その他小売 5%

128,026 愛知県 一宮市 ネッツトヨタ中京一宮両郷店 小売業 その他小売 5%

128,027 愛知県 一宮市 ネッツトヨタ名古屋一宮・今伊勢店 小売業 その他小売 5%

128,028 愛知県 一宮市 ネッツトヨタ名古屋一宮・佐千原店 小売業 その他小売 5%

128,029 愛知県 一宮市 ネッツトヨタ名古屋一宮・名岐店 小売業 その他小売 5%

128,030 愛知県 一宮市 ネッツトヨタ名古屋Ｕ－Ｃａｒプラザ１００ 小売業 その他小売 5%

128,031 愛知県 一宮市 ネッツトヨタ名古屋レクサス一宮 小売業 その他小売 5%

128,032 愛知県 一宮市 ｎｏａ サービス 理容・美容業 5%

128,033 愛知県 一宮市 のぞみ薬局 小売業 その他小売 5%

128,034 愛知県 一宮市 和風料理処　ののがき サービス 飲食業 5%

128,035 愛知県 一宮市 ＳＡＬＯＮＤ＇ＡＲＴＳ 小売業 衣料品 5%

128,036 愛知県 一宮市 のりものセンター・モリ 小売業 その他小売 5%

128,037 愛知県 一宮市 萩原北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,038 愛知県 一宮市 一の一歩 サービス 飲食業 5%

128,039 愛知県 一宮市 パスタ・デ・ココ一宮泉店 サービス 飲食業 2%

128,040 愛知県 一宮市 パソコンドック２４　一宮店 サービス その他サービス 5%

128,041 愛知県 一宮市 八丁商会　駐車場管理センター　パークランド サービス その他サービス 5%

128,042 愛知県 一宮市 パティスリー　レガル 小売業 食料品 5%

128,043 愛知県 一宮市 パティスリーＫ．Ｓｈｉｍａｏ サービス 飲食業 5%

128,044 愛知県 一宮市 パナショップ両郷 小売業 電化製品 5%

128,045 愛知県 一宮市 パナショップ奥町 小売業 電化製品 5%

128,046 愛知県 一宮市 パナショップ　昭和 小売業 電化製品 5%

128,047 愛知県 一宮市 パナショップ　千秋 小売業 電化製品 5%

128,048 愛知県 一宮市 パナショップ　西萩原 小売業 電化製品 5%

128,049 愛知県 一宮市 パナショップ　宮西 小売業 電化製品 5%

128,050 愛知県 一宮市 花結　フラワーショップ　花結 小売業 その他小売 5%

128,051 愛知県 一宮市 Ｐｅｒｆｅｃｔｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

128,052 愛知県 一宮市 Ｐａｒａｄｉｓｅ 小売業 衣料品 5%

128,053 愛知県 一宮市 Ｐｉａ ＣＯＣＯ ＨＡＩＲ Ｐｉａ サービス 理容・美容業 5%

128,054 愛知県 一宮市 ピカデリーハウス 小売業 その他小売 5%

128,055 愛知県 一宮市 尾西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,056 愛知県 一宮市 尾西　金蝶堂 小売業 食料品 5%

128,057 愛知県 一宮市 尾西交通有限会社 サービス 運輸業 5%

128,058 愛知県 一宮市 尾西商店 サービス 飲食業 5%
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128,059 愛知県 一宮市 ビストロプティル サービス 飲食業 5%

128,060 愛知県 一宮市 びっくりドンキー一宮西店 サービス 飲食業 2%

128,061 愛知県 一宮市 びっくりドンキー一宮バイパス店 サービス 飲食業 2%

128,062 愛知県 一宮市 ひな野一宮店 サービス 飲食業 5%

128,063 愛知県 一宮市 ピュアチャンスサロン一宮 サービス 理容・美容業 5%

128,064 愛知県 一宮市 ｂｅａｕｔｙ ｈｅａｌｔｈ ｓｅｖｅｎ サービス 理容・美容業 5%

128,065 愛知県 一宮市 美容室　ほたる サービス 理容・美容業 5%

128,066 愛知県 一宮市 美容室　ｒｅ　ｍｉｌｅ　ラ　ミール　　美容室ｒｅ　ｍｉｌｅ　ラ　ミール サービス 理容・美容業 5%

128,067 愛知県 一宮市 Ｐｉｒｏｕｅｔｔｅ サービス 飲食業 5%

128,068 愛知県 一宮市 ヒロミカメラ　ヒロミカメラ 小売業 その他小売 5%

128,069 愛知県 一宮市 ファミリーショップいとう ファミリーショップいとう 小売業 衣料品 5%

128,070 愛知県 一宮市 フィッシング遊　一宮店 小売業 その他小売 5%

128,071 愛知県 一宮市 フェイシャル サロン メナード リンガーデン サービス 理容・美容業 5%

128,072 愛知県 一宮市 フェイシャルサロン伊勢田 サービス 理容・美容業 5%

128,073 愛知県 一宮市 婦人用品のナガト 小売業 衣料品 5%

128,074 愛知県 一宮市 ＦＵＳＥＹＡ　ｅｓｔｈｅｔｉｃ　ａｒｏｍａ　　　ｙｏｇａ サービス 理容・美容業 5%

128,075 愛知県 一宮市 ＢＯＯＫＯＦＦＰＬＵＳ一宮尾西店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

128,076 愛知県 一宮市 ＢＯＯＫＯＦＦＰＬＵＳ２２号一宮バイパス店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

128,077 愛知県 一宮市 ふとんタナカ　一宮総本店 小売業 その他小売 5%

128,078 愛知県 一宮市 ＦＵＳＩＯＮ Ｈａｉｒ   Ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

128,079 愛知県 一宮市 プラスパ住吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,080 愛知県 一宮市 ｆｌａｐｐｅｒｓ　フラッパーズ サービス 理容・美容業 5%

128,081 愛知県 一宮市 ＦＲＥＣＫＬＥ 小売業 衣料品 5%

128,082 愛知県 一宮市 ＦＲＥＣＫＬＥ　ＦＲＥＣＫＬＥ 小売業 衣料品 5%

128,083 愛知県 一宮市 ふるはし動物病院 サービス その他サービス 5%

128,084 愛知県 一宮市 ｆｌｅｕｒｉｒ サービス 理容・美容業 5%

128,085 愛知県 一宮市 フルール木曽川店 サービス 理容・美容業 5%

128,086 愛知県 一宮市 プロジェクトケー サービス その他サービス 5%

128,087 愛知県 一宮市 プロショップ　カトー 小売業 その他小売 5%

128,088 愛知県 一宮市 ｈａｉｒ　ｃｒｉｍ サービス 理容・美容業 5%

128,089 愛知県 一宮市 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｉｌｋＡ サービス 理容・美容業 5%

128,090 愛知県 一宮市 ＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ　ＣＥＤＡＲ サービス 理容・美容業 5%

128,091 愛知県 一宮市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＬＩＥＮ サービス 理容・美容業 5%

128,092 愛知県 一宮市 ｈａｉｒ＆ｎａｉｌｒｕｓｔｉｃ サービス 理容・美容業 5%

128,093 愛知県 一宮市 ヘアー・エステ来夢 サービス 理容・美容業 5%

128,094 愛知県 一宮市 ヘアーサロン　イトウ サービス 理容・美容業 5%

128,095 愛知県 一宮市 【フリットグラン】 サービス 理容・美容業 5%

128,096 愛知県 一宮市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＹＵＲＩＮＡ サービス 理容・美容業 5%

128,097 愛知県 一宮市 ヘアーシェフ　ヨッシー サービス 理容・美容業 5%

128,098 愛知県 一宮市 ＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ　ＣＥＤＡＲ　ＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ　ＣＥＤＡＲ サービス 理容・美容業 5%

128,099 愛知県 一宮市 Ｈａｉｒ ｍａｋｅ 花 Ｈａｉｒｍａｋｅ 花 サービス 理容・美容業 5%

128,100 愛知県 一宮市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＬＩＥＮ サービス 理容・美容業 5%
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128,101 愛知県 一宮市 ｈａｉｒ　ｃｒｉｍ サービス 理容・美容業 5%

128,102 愛知県 一宮市 Ｈａｉｒｓａｌｏｎｎｉｃｏ・ｌｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

128,103 愛知県 一宮市 ＨＡＩＲ　Ｃｈａｎｔｙ サービス 理容・美容業 5%

128,104 愛知県 一宮市 ＨａｉｒＤｅｓｉｇｎＭｏｍｏ サービス 理容・美容業 5%

128,105 愛知県 一宮市 ｈａｉｒ　ｆｕ‐ｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

128,106 愛知県 一宮市 ｈａｉｒ　ｌａｓｓｅｔｅｒ サービス 理容・美容業 5%

128,107 愛知県 一宮市 ベースコーヒー サービス 飲食業 5%

128,108 愛知県 一宮市 ペグ　大和店 小売業 衣料品 5%

128,109 愛知県 一宮市 Ｖｅｇｅ　Ｆｏｒｔ サービス 飲食業 5%

128,110 愛知県 一宮市 Ｖｅｇｅ　Ｆｏｒｔ　Ｖｅｇｅ　Ｆｏｒｔ サービス 飲食業 5%

128,111 愛知県 一宮市 ペットサロン　カラン サービス その他サービス 5%

128,112 愛知県 一宮市 ＰＥＴＩＬＬＡＮＴ　ｅｔｏｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

128,113 愛知県 一宮市 ベネレ サービス 飲食業 5%

128,114 愛知県 一宮市 ベルデ サービス 理容・美容業 5%

128,115 愛知県 一宮市 訪問動物診療所ホープフル サービス その他サービス 5%

128,116 愛知県 一宮市 ＪＭ／ホグシ サービス その他サービス 5%

128,117 愛知県 一宮市 補聴器センター尾西 小売業 その他小売 5%

128,118 愛知県 一宮市 堀田治療院－はり・灸・指圧－ サービス 理容・美容業 5%

128,119 愛知県 一宮市 ボディらっく サービス 理容・美容業 5%

128,120 愛知県 一宮市 ホビーオフ　一宮バイパス店 小売業 電化製品 2%

128,121 愛知県 一宮市 ホビーオフ一宮尾西店 小売業 電化製品 2%

128,122 愛知県 一宮市 Ｐｏｌｋａ　　ｐｏｌｋａ サービス 理容・美容業 5%

128,123 愛知県 一宮市 本社 小売業 その他小売 2%

128,124 愛知県 一宮市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,125 愛知県 一宮市 本社販売 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,126 愛知県 一宮市 ホンダショップ松岡 小売業 その他小売 5%

128,127 愛知県 一宮市 マイカーセンターミツダ 小売業 その他小売 5%

128,128 愛知県 一宮市 前田モータース サービス その他サービス 5%

128,129 愛知県 一宮市 マクドナルド１５５一宮店 サービス 飲食業 2%

128,130 愛知県 一宮市 マクドナルド一宮テラスウォーク店 サービス 飲食業 2%

128,131 愛知県 一宮市 マクドナルド木曽川アピタ店 サービス 飲食業 2%

128,132 愛知県 一宮市 マクドナルド木曽川黒田店 サービス 飲食業 2%

128,133 愛知県 一宮市 マクドナルド丹陽店 サービス 飲食業 2%

128,134 愛知県 一宮市 マクドナルド尾西店 サービス 飲食業 2%

128,135 愛知県 一宮市 増田人形　一宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

128,136 愛知県 一宮市 松岡家具 小売業 家具・調度品 5%

128,137 愛知県 一宮市 松岡ミチヒロＡｒｔｓｔｏｒｅ サービス その他サービス 5%

128,138 愛知県 一宮市 松田自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

128,139 愛知県 一宮市 松福一宮店 小売業 食料品 5%

128,140 愛知県 一宮市 ＭａｒｉＣｏａｃｈｉｎｇＲｏｏｍ サービス その他サービス 5%

128,141 愛知県 一宮市 マルイチ食肉センター サービス 飲食業 5%

128,142 愛知県 一宮市 まるた サービス 飲食業 5%

3053



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

128,143 愛知県 一宮市 丸チキ サービス 飲食業 5%

128,144 愛知県 一宮市 マル平電機 小売業 電化製品 5%

128,145 愛知県 一宮市 マルマゴ 小売業 衣料品 5%

128,146 愛知県 一宮市 ＭＩＫＩメディカルスタイル サービス 理容・美容業 5%

128,147 愛知県 一宮市 三井屋 小売業 衣料品 5%

128,148 愛知県 一宮市 三星カメラ一宮中央店 小売業 電化製品 5%

128,149 愛知県 一宮市 ミニック 小売業 その他小売 5%

128,150 愛知県 一宮市 ミヤシゲＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,151 愛知県 一宮市 宮脇書店　尾西店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

128,152 愛知県 一宮市 三輪理容室 サービス 理容・美容業 5%

128,153 愛知県 一宮市 武藤金物 小売業 電化製品 5%

128,154 愛知県 一宮市 メイカーロ サービス 理容・美容業 5%

128,155 愛知県 一宮市 名岐サービスセンター　一宮店 小売業 その他小売 5%

128,156 愛知県 一宮市 名岐ハイウェイＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,157 愛知県 一宮市 メナードフェイシャルサロン一宮あずら サービス 理容・美容業 5%

128,158 愛知県 一宮市 ｍｅｒｃａｔｏ 小売業 衣料品 5%

128,159 愛知県 一宮市 麺粥家 大黒天 サービス 飲食業 5%

128,160 愛知県 一宮市 メンズサワ 小売業 衣料品 5%

128,161 愛知県 一宮市 メンズソーコ一宮北店 小売業 衣料品 5%

128,162 愛知県 一宮市 メンズビギ一宮 小売業 衣料品 5%

128,163 愛知県 一宮市 麺屋壱力本舗 小牧店 サービス 飲食業 5%

128,164 愛知県 一宮市 麺屋壱力本舗 弥富店 サービス 飲食業 5%

128,165 愛知県 一宮市 もてなし料理 ソーノ サービス 飲食業 5%

128,166 愛知県 一宮市 ＭＯＴＥＲＮＯＤＥＳＩＧＮ サービス その他サービス 5%

128,167 愛知県 一宮市 モトシモータース サービス その他サービス 5%

128,168 愛知県 一宮市 モリ印刷株式会社 サービス その他サービス 5%

128,169 愛知県 一宮市 モリ印刷株式会社 サービス その他サービス 5%

128,170 愛知県 一宮市 モリヤマスポーツ　一宮店 小売業 その他小売 5%

128,171 愛知県 一宮市 もりりんＳｈｏｐ 小売業 電化製品 5%

128,172 愛知県 一宮市 やきとり一式　左門 サービス 飲食業 5%

128,173 愛知県 一宮市 やきにく十坪亭 サービス 飲食業 5%

128,174 愛知県 一宮市 焼肉レストラン　李朝 サービス 飲食業 5%

128,175 愛知県 一宮市 耶馬の癒 サービス その他サービス 5%

128,176 愛知県 一宮市 山本屋本店　一宮インター北店 サービス 飲食業 5%

128,177 愛知県 一宮市 有　今伊勢交通観光社 サービス その他サービス 5%

128,178 愛知県 一宮市 有限会社石黒モータース サービス その他サービス 5%

128,179 愛知県 一宮市 有限会社イデアメンズビギ一宮 小売業 衣料品 5%

128,180 愛知県 一宮市 有限会社エレックミツザキ 小売業 電化製品 5%

128,181 愛知県 一宮市 （有）回春堂薬局 小売業 その他小売 5%

128,182 愛知県 一宮市 有限会社ツーリスト田中 サービス その他サービス 5%

128,183 愛知県 一宮市 有限会社　豊栄堂 小売業 その他小売 5%

128,184 愛知県 一宮市 ［ＨＣ］有限会社ワキタ電器商会 小売業 電化製品 5%
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128,185 愛知県 一宮市 ユニアオレディース愛知 サービス その他サービス 5%

128,186 愛知県 一宮市 洋服のつねかわ 小売業 衣料品 5%

128,187 愛知県 一宮市 よしむら動物病院 サービス その他サービス 5%

128,188 愛知県 一宮市 ラーメン あかつき 一宮本店 サービス 飲食業 5%

128,189 愛知県 一宮市 楽山 サービス 飲食業 5%

128,190 愛知県 一宮市 楽瓷庵 サービス 飲食業 5%

128,191 愛知県 一宮市 ＬＡ ＣＨＥＶＥＵ ラ シェヴー サービス 理容・美容業 5%

128,192 愛知県 一宮市 Ｌａｐａｕｍｅ サービス 理容・美容業 5%

128,193 愛知県 一宮市 ＲＡＮＨＥＲＲＩ 小売業 衣料品 5%

128,194 愛知県 一宮市 我侭潜水・ＤＩＶＥ１１０株式会社リアルアイ サービス その他サービス 5%

128,195 愛知県 一宮市 ｒｉｃｏ． サービス 理容・美容業 5%

128,196 愛知県 一宮市 ＬＩＴＴＬＥ 小売業 衣料品 5%

128,197 愛知県 一宮市 ＬＩＶＩＮＧ　ＨＡＩＲ　ＲＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

128,198 愛知県 一宮市 ＲｅｌａｘａｔｉｏｎＢｅａｕｔｙａｎｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

128,199 愛知県 一宮市 ＲＥＬＡＸ 小売業 衣料品 5%

128,200 愛知県 一宮市 ＬＹＲＩＣ サービス 理容・美容業 5%

128,201 愛知県 一宮市 ｒｉｌｌｅ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

128,202 愛知県 一宮市 ル ボントン サービス 飲食業 5%

128,203 愛知県 一宮市 Ｌｕｃｉｒ サービス その他サービス 5%

128,204 愛知県 一宮市 ＬＵＦＴ 小売業 家具・調度品 5%

128,205 愛知県 一宮市 ＬＥＧＧＥＲＯ 小売業 その他小売 5%

128,206 愛知県 一宮市 ＲＥＦＥＲＥＥ 小売業 衣料品 5%

128,207 愛知県 一宮市 レンタルドレス衣舞 小売業 衣料品 5%

128,208 愛知県 一宮市 Ｒｏｓｅ　Ｆａｃｔｏｒｙ．ｎｅｔ 小売業 その他小売 5%

128,209 愛知県 一宮市 ロートクリーン サービス その他サービス 5%

128,210 愛知県 一宮市 炉端のいぶし サービス 飲食業 5%

128,211 愛知県 一宮市 我侭潜水　ＤＩＶＥ１１０　我侭潜水　ＤＩＶＥ１１０ サービス その他サービス 5%

128,212 愛知県 一宮市 和くら サービス 飲食業 5%

128,213 愛知県 一宮市 和創ダイニング 一織 サービス 飲食業 5%

128,214 愛知県 稲沢市 アオキーズ・ピザ稲沢店 小売業 食料品 5%

128,215 愛知県 稲沢市 赤から　稲沢店 サービス 飲食業 5%

128,216 愛知県 稲沢市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｔｒｅｎｃｈ稲沢 サービス 理容・美容業 5%

128,217 愛知県 稲沢市 ＡＺ　ＨＡＩＲ（アズヘアー） サービス 理容・美容業 5%

128,218 愛知県 稲沢市 アンイングリッシュクラブ稲沢校 サービス その他サービス 5%

128,219 愛知県 稲沢市 アンズヘアー サービス 理容・美容業 5%

128,220 愛知県 稲沢市 出光セルフおおやＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,221 愛知県 稲沢市 稲沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,222 愛知県 稲沢市 セブン－イレブン稲沢石橋４丁目店 小売業 食料品 2%

128,223 愛知県 稲沢市 セブン－イレブン稲沢一色市場町店 小売業 食料品 2%

128,224 愛知県 稲沢市 セブン－イレブン稲沢駅前２丁目店 小売業 食料品 2%

128,225 愛知県 稲沢市 セブン－イレブン稲沢大矢町店 小売業 食料品 2%

128,226 愛知県 稲沢市 セブン－イレブン稲沢下津大門町店 小売業 食料品 2%
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128,227 愛知県 稲沢市 稲沢グランドボウル サービス その他サービス 5%

128,228 愛知県 稲沢市 セブン－イレブン稲沢小池店 小売業 食料品 2%

128,229 愛知県 稲沢市 セブン－イレブン稲沢市役所前店 小売業 食料品 2%

128,230 愛知県 稲沢市 セブン－イレブン稲沢高御堂２丁目店 小売業 食料品 2%

128,231 愛知県 稲沢市 稲沢電化サービスショップ 小売業 電化製品 5%

128,232 愛知県 稲沢市 セブン－イレブン稲沢長野１丁目店 小売業 食料品 2%

128,233 愛知県 稲沢市 セブン－イレブン稲沢中之庄店 小売業 食料品 2%

128,234 愛知県 稲沢市 セブン－イレブン稲沢船橋町店 小売業 食料品 2%

128,235 愛知県 稲沢市 セブン－イレブン稲沢平和町店 小売業 食料品 2%

128,236 愛知県 稲沢市 セブン－イレブン稲沢横地５丁目店 小売業 食料品 2%

128,237 愛知県 稲沢市 セブン－イレブン稲沢横野店 小売業 食料品 2%

128,238 愛知県 稲沢市 セブン－イレブン稲沢鷲尾店 小売業 食料品 2%

128,239 愛知県 稲沢市 エコパーク清洲店 小売業 その他小売 5%

128,240 愛知県 稲沢市 Ｎステージ稲沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,241 愛知県 稲沢市 エマ　トラスト〔稲沢店〕 サービス 理容・美容業 5%

128,242 愛知県 稲沢市 エルパス　稲沢店 小売業 衣料品 5%

128,243 愛知県 稲沢市 ＯＤＡ　（オーディーエー） サービス 理容・美容業 5%

128,244 愛知県 稲沢市 奥田屋電器 小売業 電化製品 5%

128,245 愛知県 稲沢市 お宿　和陽館 サービス 宿泊業 5%

128,246 愛知県 稲沢市 オレンジジュース一宮店 サービス 飲食業 5%

128,247 愛知県 稲沢市 片原一色ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,248 愛知県 稲沢市 株式会社兼芳 小売業 その他小売 5%

128,249 愛知県 稲沢市 株式会社コジマガス サービス その他サービス 5%

128,250 愛知県 稲沢市 株　祖父江ジャパン 小売業 家具・調度品 5%

128,251 愛知県 稲沢市 株式会社内藤モータース サービス その他サービス 5%

128,252 愛知県 稲沢市 株式会社山田屋 小売業 食料品 5%

128,253 愛知県 稲沢市 カメラのアマノ　稲沢店 サービス その他サービス 5%

128,254 愛知県 稲沢市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋愛知平和店 サービス 飲食業 2%

128,255 愛知県 稲沢市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋稲沢大矢店 サービス 飲食業 2%

128,256 愛知県 稲沢市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋稲沢国府宮店 サービス 飲食業 2%

128,257 愛知県 稲沢市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋稲沢桜木店 サービス 飲食業 2%

128,258 愛知県 稲沢市 熊谷自動車 サービス その他サービス 5%

128,259 愛知県 稲沢市 暮らしの衣料マツオカ　祖父江店 小売業 衣料品 5%

128,260 愛知県 稲沢市 ケロット商会 サービス その他サービス 5%

128,261 愛知県 稲沢市 ＣｏＣｏ動物病院 サービス その他サービス 5%

128,262 愛知県 稲沢市 ごちそうすしダイニング　楽　笑 サービス 飲食業 5%

128,263 愛知県 稲沢市 ゴールドプラス　リーフウォーク稲沢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

128,264 愛知県 稲沢市 さとうでんき 小売業 電化製品 5%

128,265 愛知県 稲沢市 サムソン＆デリラ国府宮店 サービス 理容・美容業 5%

128,266 愛知県 稲沢市 サムソン＆デリラ稲沢店 サービス 理容・美容業 5%

128,267 愛知県 稲沢市 Ｃｈｅｒｉｅｅｙｅ サービス 理容・美容業 5%

128,268 愛知県 稲沢市 ジャコウ サービス 飲食業 5%
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128,269 愛知県 稲沢市 旬菜・鮮魚・創作　みたき サービス 飲食業 5%

128,270 愛知県 稲沢市 松月堂 小売業 食料品 5%

128,271 愛知県 稲沢市 祖父江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,272 愛知県 稲沢市 祖父江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,273 愛知県 稲沢市 セブン－イレブン祖父江町二俣店 小売業 食料品 2%

128,274 愛知県 稲沢市 ダイヤモンドカメラ　ハーモニー店 小売業 電化製品 5%

128,275 愛知県 稲沢市 ダイヤモンドカメラ　パールシティ店 小売業 電化製品 5%

128,276 愛知県 稲沢市 たいよう サービス 飲食業 5%

128,277 愛知県 稲沢市 高重ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,278 愛知県 稲沢市 たちばな情報デザイン みらいチューン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

128,279 愛知県 稲沢市 たちばな情報デザイン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

128,280 愛知県 稲沢市 タートル稲沢店 サービス その他サービス 5%

128,281 愛知県 稲沢市 ちびや サービス 飲食業 5%

128,282 愛知県 稲沢市 中部輪業 小売業 その他小売 5%

128,283 愛知県 稲沢市 椿園株式会社 小売業 その他小売 5%

128,284 愛知県 稲沢市 つり具　やすや 小売業 その他小売 5%

128,285 愛知県 稲沢市 ＴＪ天気予報Ｐａｒｔ７稲沢店 サービス 理容・美容業 5%

128,286 愛知県 稲沢市 ＤＰいなざわ サービス 理容・美容業 5%

128,287 愛知県 稲沢市 ＤＰ祖父江 サービス 理容・美容業 5%

128,288 愛知県 稲沢市 テックスポーツ　カミハギ 小売業 その他小売 5%

128,289 愛知県 稲沢市 てっぱん茶屋 てっぱん茶屋 サービス 飲食業 5%

128,290 愛知県 稲沢市 中華料理福州 サービス 飲食業 5%

128,291 愛知県 稲沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ下津店 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,292 愛知県 稲沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ北島町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,293 愛知県 稲沢市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ治郎丸店 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,294 愛知県 稲沢市 トータルビューティサロンＢｌｏｏｍ サービス その他サービス 5%

128,295 愛知県 稲沢市 トヨタレンタリース名古屋稲沢駅前店 サービス その他サービス 2%

128,296 愛知県 稲沢市 鶏笑稲沢店 小売業 食料品 5%

128,297 愛知県 稲沢市 ナチュラルビューティサロンブリラーレ サービス 理容・美容業 5%

128,298 愛知県 稲沢市 ネッツトヨタ中京稲沢天池店 小売業 その他小売 5%

128,299 愛知県 稲沢市 ネッツトヨタ名古屋稲沢・日下部店 小売業 その他小売 5%

128,300 愛知県 稲沢市 ハードオフ　稲沢店 小売業 電化製品 2%

128,301 愛知県 稲沢市 パスタデココ稲沢国府宮店 サービス 飲食業 2%

128,302 愛知県 稲沢市 パナショップ稲沢 小売業 電化製品 5%

128,303 愛知県 稲沢市 ハラダ　クリーニング　稲沢工場 サービス その他サービス 5%

128,304 愛知県 稲沢市 ハラダ　クリーニング　ＦＥＥＬハーモニーランド内 サービス その他サービス 5%

128,305 愛知県 稲沢市 ハラダ　クリーニング　ＦＥＥＬパールシティー内 サービス その他サービス 5%

128,306 愛知県 稲沢市 ビジネスホテル　ワコー サービス 宿泊業 5%

128,307 愛知県 稲沢市 ビッグアイランド 小売業 その他小売 5%

128,308 愛知県 稲沢市 ピッツェリアアリス サービス 飲食業 5%

128,309 愛知県 稲沢市 ＰＩＮＥＤＥ　稲沢店 小売業 食料品 5%

128,310 愛知県 稲沢市 美肌室しずく サービス 理容・美容業 5%
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128,311 愛知県 稲沢市 美容室ＶＡＬＬＥＴＴＡ サービス 理容・美容業 5%

128,312 愛知県 稲沢市 ビルズカフェ 片原一色店 サービス 飲食業 5%

128,313 愛知県 稲沢市 フィットネスクラブ レスポ 稲沢 サービス その他サービス 5%

128,314 愛知県 稲沢市 ＦａｃｅＣｕｒｅハシモト 小売業 衣料品 5%

128,315 愛知県 稲沢市 ｐｒｉｖａｔｅ　ｈａｉｒｓａｌｏｎ　もも サービス 理容・美容業 5%

128,316 愛知県 稲沢市 ブランド鑑定団 小売業 その他小売 5%

128,317 愛知県 稲沢市 Ｆｌｏｒｅｎｔ【フローレント】 サービス 理容・美容業 5%

128,318 愛知県 稲沢市 ヘアークラブ　プロローグ サービス 理容・美容業 5%

128,319 愛知県 稲沢市 ｈａｉｒ ｍａｋｅ ｆｅｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

128,320 愛知県 稲沢市 ＨａｉｒＳａｌｏｎ花咲み サービス 理容・美容業 5%

128,321 愛知県 稲沢市 平和給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,322 愛知県 稲沢市 平和動物病院 サービス その他サービス 5%

128,323 愛知県 稲沢市 ペグマダム　稲沢店 小売業 衣料品 5%

128,324 愛知県 稲沢市 ベティ 小売業 衣料品 5%

128,325 愛知県 稲沢市 マイルドコーヒー　ショップ 小売業 食料品 5%

128,326 愛知県 稲沢市 マクドナルド稲沢下津店 サービス 飲食業 2%

128,327 愛知県 稲沢市 真野テレビレコード店 小売業 電化製品 5%

128,328 愛知県 稲沢市 ｍａｒｃｈｅ 小売業 衣料品 5%

128,329 愛知県 稲沢市 たちばな情報デザイン サービス その他サービス 5%

128,330 愛知県 稲沢市 ミワデンキ 小売業 電化製品 5%

128,331 愛知県 稲沢市 ミンキーダイビングスクール サービス その他サービス 5%

128,332 愛知県 稲沢市 メガネ赤札堂　稲沢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

128,333 愛知県 稲沢市 メガネーゼ稲沢店 小売業 その他小売 5%

128,334 愛知県 稲沢市 めん家　寿 サービス 飲食業 5%

128,335 愛知県 稲沢市 モンシュエル サービス 飲食業 5%

128,336 愛知県 稲沢市 （有）大幸インターナショナル名古屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

128,337 愛知県 稲沢市 ［ＨＣ］有限会社たなせ電気 小売業 電化製品 5%

128,338 愛知県 稲沢市 ヨシダ動物クリニック サービス その他サービス 5%

128,339 愛知県 稲沢市 ヨシヅヤ明治堂薬品平和店 小売業 その他小売 5%

128,340 愛知県 稲沢市 ＬａｍｅｒＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

128,341 愛知県 稲沢市 有　ライトハウスいなざわ 小売業 電化製品 5%

128,342 愛知県 稲沢市 ライフアップサポート稲沢ショールーム サービス その他サービス 5%

128,343 愛知県 稲沢市 ＬＡＧＯＯＮ サービス 理容・美容業 5%

128,344 愛知県 稲沢市 ラナ サービス 理容・美容業 5%

128,345 愛知県 稲沢市 楽夢路 サービス 飲食業 5%

128,346 愛知県 稲沢市 リカーショップはら 小売業 食料品 5%

128,347 愛知県 稲沢市 凌雲堂印舗　凌雲堂印舗 小売業 その他小売 5%

128,348 愛知県 稲沢市 Ｌｕ?ｃｅ　ｂｙ　ＡＺ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

128,349 愛知県 稲沢市 ルピナス動物病院 サービス その他サービス 5%

128,350 愛知県 稲沢市 ＲｏｓｅＦｉｏｎａ 小売業 その他小売 5%

128,351 愛知県 稲沢市 ローリー・ポーリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

128,352 愛知県 稲沢市 ワコー サービス 宿泊業 5%
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128,353 愛知県 稲沢市 ワタシン　祖父江店 小売業 衣料品 5%

128,354 愛知県 犬山市 アースクリーン株式会社 サービス その他サービス 5%

128,355 愛知県 犬山市 愛研大屋環境事務所 薪ストーブ展示場 小売業 家具・調度品 5%

128,356 愛知県 犬山市 愛電館　かわむら 小売業 電化製品 5%

128,357 愛知県 犬山市 灯屋迎帆楼 サービス 宿泊業 5%

128,358 愛知県 犬山市 灯屋迎帆楼 サービス 宿泊業 5%

128,359 愛知県 犬山市 アニマルケアセンター サービス その他サービス 5%

128,360 愛知県 犬山市 アンイングリッシュクラブ犬山駅前校 サービス その他サービス 5%

128,361 愛知県 犬山市 活魚料理みなみ 活魚料理みなみ サービス 飲食業 5%

128,362 愛知県 犬山市 犬山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,363 愛知県 犬山市 犬山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,364 愛知県 犬山市 犬山ウエストサイド動物医院 サービス その他サービス 5%

128,365 愛知県 犬山市 セブン－イレブン犬山楽田山ノ鼻店 小売業 食料品 2%

128,366 愛知県 犬山市 犬山館 サービス 宿泊業 5%

128,367 愛知県 犬山市 犬山牛太郎 サービス 飲食業 5%

128,368 愛知県 犬山市 犬山ぐーまる　深田珈琲 サービス 飲食業 5%

128,369 愛知県 犬山市 犬山ぐーまる サービス 飲食業 5%

128,370 愛知県 犬山市 セブン－イレブン犬山五郎丸東店 小売業 食料品 2%

128,371 愛知県 犬山市 犬山セントラルホテル サービス 宿泊業 5%

128,372 愛知県 犬山市 犬山動物病院 サービス その他サービス 5%

128,373 愛知県 犬山市 セブン－イレブン犬山羽黒新田店 小売業 食料品 2%

128,374 愛知県 犬山市 犬山福助１号館 サービス 飲食業 5%

128,375 愛知県 犬山市 犬山福助２号館 サービス 飲食業 5%

128,376 愛知県 犬山市 犬山南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,377 愛知県 犬山市 犬山ミヤコホテル サービス 宿泊業 5%

128,378 愛知県 犬山市 セブン－イレブン犬山薬師店 小売業 食料品 2%

128,379 愛知県 犬山市 ＥｎｅＪｅｔ善師野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,380 愛知県 犬山市 楽田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,381 愛知県 犬山市 ＣＵＴ　ＣＬＵＢ　ＷＡＶＥ サービス 理容・美容業 5%

128,382 愛知県 犬山市 金物ナカキ 小売業 その他小売 5%

128,383 愛知県 犬山市 ｃａｌｉｆｏｒｎｉａｗｉｎｄｙ五郎丸店 サービス 理容・美容業 5%

128,384 愛知県 犬山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋犬山五郎丸店 サービス 飲食業 2%

128,385 愛知県 犬山市 韓国居酒屋　みれ サービス 飲食業 5%

128,386 愛知県 犬山市 関西 サービス 飲食業 5%

128,387 愛知県 犬山市 絹乃舘 匠美 絹乃舘匠美 小売業 その他小売 5%

128,388 愛知県 犬山市 絹乃舘匠美 小売業 その他小売 5%

128,389 愛知県 犬山市 ＣＵＴＥ ＣＵＴＥ 小売業 その他小売 5%

128,390 愛知県 犬山市 クリーンランド青山　五郎丸店 サービス その他サービス 5%

128,391 愛知県 犬山市 クリーンランド青山　羽黒店 サービス その他サービス 5%

128,392 愛知県 犬山市 クリーンランド青山　バロー犬山楽田店 サービス その他サービス 5%

128,393 愛知県 犬山市 Ｋーｉｎｇ 小売業 その他小売 5%

128,394 愛知県 犬山市 合資会社明音堂 小売業 電化製品 5%
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128,395 愛知県 犬山市 香味茶寮壽俵屋犬山井上邸 小売業 食料品 5%

128,396 愛知県 犬山市 珈琲ボタン サービス 飲食業 5%

128,397 愛知県 犬山市 サイトウハム 小売業 食料品 5%

128,398 愛知県 犬山市 サイトウハム 小売業 食料品 5%

128,399 愛知県 犬山市 魚屋の寿し　魚錠 サービス 飲食業 5%

128,400 愛知県 犬山市 Ｓｃｈｏｅｎｈｅｉｔｚｗｅｉ サービス 理容・美容業 5%

128,401 愛知県 犬山市 真和楽器株式会社 小売業 その他小売 5%

128,402 愛知県 犬山市 すずきでんきこうじ サービス その他サービス 5%

128,403 愛知県 犬山市 炭焼き弁当たまご家 サービス 飲食業 5%

128,404 愛知県 犬山市 整体院リセット サービス 理容・美容業 5%

128,405 愛知県 犬山市 セルフステーション犬山南 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,406 愛知県 犬山市 タイヤショップ　エムイー 小売業 その他小売 5%

128,407 愛知県 犬山市 髙木石材店 小売業 その他小売 5%

128,408 愛知県 犬山市 漬処壽俵屋犬山庵 小売業 食料品 5%

128,409 愛知県 犬山市 テニスラウンジ犬山 サービス その他サービス 5%

128,410 愛知県 犬山市 塔野地ＳＳ株式会社河村鉱油 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,411 愛知県 犬山市 ナフコトミダ犬山店 小売業 食料品 5%

128,412 愛知県 犬山市 ２５ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

128,413 愛知県 犬山市 ネッツトヨタ名古屋犬山・羽黒店 小売業 その他小売 5%

128,414 愛知県 犬山市 花の香花園 しろひがし店 小売業 その他小売 5%

128,415 愛知県 犬山市 ひゃくにんきっさ サービス 飲食業 5%

128,416 愛知県 犬山市 ひゃくにんごはん サービス 飲食業 5%

128,417 愛知県 犬山市 ファミリープラクティス犬山 サービス その他サービス 5%

128,418 愛知県 犬山市 ＢＯＯＫＴＯＷＮ犬山五郎丸店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

128,419 愛知県 犬山市 フットサルアリーナ　犬山 サービス その他サービス 5%

128,420 愛知県 犬山市 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　尾張　オートテラス羽黒 サービス その他サービス 5%

128,421 愛知県 犬山市 ホンダカーズ尾張オートテラス羽黒店 サービス その他サービス 5%

128,422 愛知県 犬山市 マクドナルド４１号犬山店 サービス 飲食業 2%

128,423 愛知県 犬山市 ますぶち園　名古屋支店 小売業 食料品 5%

128,424 愛知県 犬山市 松の里 サービス 飲食業 5%

128,425 愛知県 犬山市 間宮自動車工業 小売業 その他小売 5%

128,426 愛知県 犬山市 豆吉本舗犬山店 小売業 食料品 5%

128,427 愛知県 犬山市 マリンショップアルファ名古屋北店 小売業 その他小売 5%

128,428 愛知県 犬山市 株式会社マルニ 小売業 家具・調度品 5%

128,429 愛知県 犬山市 Ｍｉｅｌｙｃａｎｅｌａ サービス 飲食業 5%

128,430 愛知県 犬山市 ミノキン株式会社 サービス その他サービス 5%

128,431 愛知県 犬山市 見晴茶屋　見晴茶屋 サービス 飲食業 5%

128,432 愛知県 犬山市 メディアカフェポパイ犬山店 サービス その他サービス 5%

128,433 愛知県 犬山市 ラクリア　犬山 サービス その他サービス 5%

128,434 愛知県 犬山市 有限会社大澤。 サービス その他サービス 5%

128,435 愛知県 犬山市 有限会社高木写真館 サービス その他サービス 5%

128,436 愛知県 犬山市 有限会社高田屋製菓 小売業 食料品 5%
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128,437 愛知県 犬山市 有限会社中川電化センター 小売業 電化製品 5%

128,438 愛知県 犬山市 夢工房 桜杏 小売業 その他小売 5%

128,439 愛知県 犬山市 Ｌｏｕｎｇｅ．　舞華 サービス 飲食業 5%

128,440 愛知県 犬山市 ラウンジ舞華　ラウンジ舞華 サービス 飲食業 5%

128,441 愛知県 犬山市 Ｌａｎｄｍａｒｋ Ｐｏｉｎｔ ｌＬａｎｄａｍａｒｋ Ｐｏｉｎｔ 小売業 衣料品 5%

128,442 愛知県 犬山市 緑風 サービス 理容・美容業 5%

128,443 愛知県 犬山市 リタペットクリニック サービス その他サービス 5%

128,444 愛知県 犬山市 リベルテ　ヘア　デザイン サービス 理容・美容業 5%

128,445 愛知県 犬山市 ル・スリジェダムール犬山店 小売業 食料品 5%

128,446 愛知県 犬山市 ＹＲ ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

128,447 愛知県 犬山市 ＹＲＣＡＦＥｂｙ恵比寿楽園テーブル サービス 飲食業 5%

128,448 愛知県 岩倉市 愛電館　あいほく 小売業 電化製品 5%

128,449 愛知県 岩倉市 アオキーズ・ピザ　岩倉店 小売業 食料品 5%

128,450 愛知県 岩倉市 あかつきアニマルクリニック サービス その他サービス 5%

128,451 愛知県 岩倉市 赤札堂　岩倉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

128,452 愛知県 岩倉市 セブン－イレブン岩倉駅東口店 小売業 食料品 2%

128,453 愛知県 岩倉市 セブン－イレブン岩倉神野町店 小売業 食料品 2%

128,454 愛知県 岩倉市 岩倉セルフステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,455 愛知県 岩倉市 セブン－イレブン岩倉大市場町店 小売業 食料品 2%

128,456 愛知県 岩倉市 セブン－イレブン岩倉大地町南店 小売業 食料品 2%

128,457 愛知県 岩倉市 セブン－イレブン岩倉野寄町店 小売業 食料品 2%

128,458 愛知県 岩倉市 ＳＢＫ サービス その他サービス 5%

128,459 愛知県 岩倉市 御菓子所かめや 小売業 食料品 5%

128,460 愛知県 岩倉市 おさや糸店 小売業 その他小売 5%

128,461 愛知県 岩倉市 角善 小売業 その他小売 5%

128,462 愛知県 岩倉市 株式会社リースカーサービス・キタガワ岩倉工場 サービス その他サービス 5%

128,463 愛知県 岩倉市 セブン－イレブン北名古屋徳重南店 小売業 食料品 2%

128,464 愛知県 岩倉市 キツネ食堂 サービス 飲食業 5%

128,465 愛知県 岩倉市 九州屋台居酒屋あらお サービス 飲食業 5%

128,466 愛知県 岩倉市 ＧＬＡＭ　ＢＯＹ 小売業 衣料品 5%

128,467 愛知県 岩倉市 Ｇｒａｎｄ　Ｊｅｔｅ サービス 理容・美容業 5%

128,468 愛知県 岩倉市 クリーンランド青山カネスエ岩倉店 サービス その他サービス 5%

128,469 愛知県 岩倉市 クリーンランド青山ピアゴ八剱店 サービス その他サービス 5%

128,470 愛知県 岩倉市 ＣＵＲＵＲＵ サービス 理容・美容業 5%

128,471 愛知県 岩倉市 小島金物店 小売業 電化製品 5%

128,472 愛知県 岩倉市 Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ×Ｔｒａｉｎｉｎｇ７８ サービス その他サービス 5%

128,473 愛知県 岩倉市 さかい珈琲岩倉店 サービス 飲食業 5%

128,474 愛知県 岩倉市 ＳＡＴＩＳＦＹ サービス 飲食業 5%

128,475 愛知県 岩倉市 サワセイ　岩倉駅前店 小売業 その他小売 5%

128,476 愛知県 岩倉市 サワセイ　岩倉店 小売業 その他小売 5%

128,477 愛知県 岩倉市 写真箱岩倉店 サービス その他サービス 5%

128,478 愛知県 岩倉市 ソエル サービス その他サービス 5%
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128,479 愛知県 岩倉市 ダールフルット　岩倉本店 サービス 飲食業 5%

128,480 愛知県 岩倉市 トップワン岩倉店 小売業 その他小売 5%

128,481 愛知県 岩倉市 トヨタカローラ名古屋岩倉駅西店 小売業 その他小売 5%

128,482 愛知県 岩倉市 ナフコ不二屋　岩倉店 小売業 食料品 5%

128,483 愛知県 岩倉市 ニッセンシェイプファンデ　ラヴグレース 小売業 衣料品 5%

128,484 愛知県 岩倉市 ニワホーム株式会社 サービス その他サービス 5%

128,485 愛知県 岩倉市 ネッツトヨタ名古屋岩倉店 小売業 その他小売 5%

128,486 愛知県 岩倉市 ネットワーク 小売業 その他小売 5%

128,487 愛知県 岩倉市 パッソ サービス その他サービス 5%

128,488 愛知県 岩倉市 合資会社服部電機 小売業 電化製品 5%

128,489 愛知県 岩倉市 パナショップ岩倉栄 小売業 電化製品 5%

128,490 愛知県 岩倉市 ハンズ治療院 サービス 理容・美容業 5%

128,491 愛知県 岩倉市 ひじり治療院 サービス 理容・美容業 5%

128,492 愛知県 岩倉市 美容室ＴＯＭＯ サービス 理容・美容業 5%

128,493 愛知県 岩倉市 ＦｉｎｅＲｏａｄ 小売業 その他小売 5%

128,494 愛知県 岩倉市 Ｆｉｎｅ　Ｒｏａｄ　ＦｉｎｅＲｏａｄ 小売業 その他小売 5%

128,495 愛知県 岩倉市 ｐｈｅｎｏｍｅｎａｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

128,496 愛知県 岩倉市 ＰＲＥＭＩＵＭ　ＢＯＤＹ　岩倉店 サービス その他サービス 5%

128,497 愛知県 岩倉市 ヘアサロンカトレヤ サービス 理容・美容業 5%

128,498 愛知県 岩倉市 マクドナルド八剱ピアゴ店 サービス 飲食業 2%

128,499 愛知県 岩倉市 ＭｒＣｈｕｒｒｏｓ サービス 飲食業 5%

128,500 愛知県 岩倉市 焼肉 縁 サービス 飲食業 5%

128,501 愛知県 大口町 ヴォーノ・イタリア大口店 サービス 飲食業 5%

128,502 愛知県 大口町 ＡＢＣＣＡＦＥ本店 サービス 飲食業 5%

128,503 愛知県 大口町 Ｅｔｅｒｎａｌ　Ａｕｔｏ 小売業 その他小売 5%

128,504 愛知県 大口町 Ｅｔｅｒｎａｌ　Ａｕｔｏ 小売業 その他小売 5%

128,505 愛知県 大口町 Ｅｔｅｒｎａｌ　Ａｕｔｏ　Ｅｔｅｒｎａｌ　Ａｕｔｏ 小売業 その他小売 5%

128,506 愛知県 大口町 ＥｎｅＪｅｔ大口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,507 愛知県 大口町 大口町ＳＳ　石田鉱油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,508 愛知県 大口町 クリーンランド青山　バロー大口店 サービス その他サービス 5%

128,509 愛知県 大口町 すし処初音 サービス 飲食業 5%

128,510 愛知県 大口町 スーパーバリュー小牧大口店 小売業 家具・調度品 5%

128,511 愛知県 大口町 タールタール＋１ サービス 飲食業 5%

128,512 愛知県 大口町 タイムプラザサカイ　アピタ大口店 小売業 貴金属・服飾品 5%

128,513 愛知県 大口町 なお サービス 飲食業 5%

128,514 愛知県 大口町 なぎさ本舗京都屋 サービス その他サービス 5%

128,515 愛知県 大口町 パティスリードンバル サービス 飲食業 5%

128,516 愛知県 大口町 ＤＤＢＩＧアイランド大口４１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,517 愛知県 大口町 ペグマダム　大口店 小売業 衣料品 5%

128,518 愛知県 大口町 マクドナルド大口アピタ店 サービス 飲食業 2%

128,519 愛知県 大口町 名紳大口店 小売業 衣料品 5%

128,520 愛知県 大口町 大和屋守口漬総本家大口工場売店 サービス 飲食業 5%
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128,521 愛知県 大口町 有 宮地モータース サービス その他サービス 5%

128,522 愛知県 大治町 アイネットレンタカー サービス その他サービス 5%

128,523 愛知県 大治町 アオキーズ・ピザ大治店 サービス 飲食業 5%

128,524 愛知県 大治町 アロマヒーリングサロンピセア サービス 理容・美容業 5%

128,525 愛知県 大治町 イエス　大治店 小売業 電化製品 5%

128,526 愛知県 大治町 いずもやピアゴ大治店 サービス その他サービス 5%

128,527 愛知県 大治町 イタリア食堂　ベッラ　ルーナ サービス 飲食業 5%

128,528 愛知県 大治町 ＥＭＡ　ＬＵＭＩＥＲＥ サービス 理容・美容業 5%

128,529 愛知県 大治町 大治ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,530 愛知県 大治町 大治自動車学校 サービス その他サービス 5%

128,531 愛知県 大治町 セブン－イレブン大治町三本木店 小売業 食料品 2%

128,532 愛知県 大治町 セブン－イレブン大治町西條店 小売業 食料品 2%

128,533 愛知県 大治町 セブン－イレブン大治町東條店 小売業 食料品 2%

128,534 愛知県 大治町 ＯＫＡＢＥＮ 小売業 食料品 5%

128,535 愛知県 大治町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋大治店 サービス 飲食業 2%

128,536 愛知県 大治町 靴のホッタ　マイシューズランド大治店 小売業 その他小売 5%

128,537 愛知県 大治町 月華桜 サービス その他サービス 5%

128,538 愛知県 大治町 有限会社ユタカシスコム サービス 理容・美容業 5%

128,539 愛知県 大治町 ＣＨＯＵＥＴＴＥ サービス 理容・美容業 5%

128,540 愛知県 大治町 ＣＨＯＵＥＴＴＥ 小売業 その他小売 5%

128,541 愛知県 大治町 新時代甚目寺店 サービス 飲食業 5%

128,542 愛知県 大治町 高木交通 サービス 運輸業 5%

128,543 愛知県 大治町 中野獣医科病院 サービス その他サービス 5%

128,544 愛知県 大治町 名古屋ウエストゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

128,545 愛知県 大治町 ネッツトヨタ中京大治店 小売業 その他小売 5%

128,546 愛知県 大治町 ハワイアンスポーツカフェバー　ポノマヒナ サービス 飲食業 5%

128,547 愛知県 大治町 ピカイチ大治店　ピカイチ大治店 サービス その他サービス 5%

128,548 愛知県 大治町 ヘアーサロン　ｎｏｈｅａ サービス 理容・美容業 5%

128,549 愛知県 大治町 ぼてこ 大治店 サービス 飲食業 5%

128,550 愛知県 大治町 メガネーゼ大治店 小売業 その他小売 5%

128,551 愛知県 大治町 有限会社ヤマダシステム 小売業 電化製品 5%

128,552 愛知県 大治町 雪成工業 サービス その他サービス 5%

128,553 愛知県 大治町 洋菓子フィレンツェ大治店 小売業 食料品 5%

128,554 愛知県 大治町 洋菓子フィレンツェ大治店 小売業 食料品 5%

128,555 愛知県 大府市 ＡＩＶＩＴＡネイルサロン サービス 理容・美容業 5%

128,556 愛知県 大府市 あいち小児保健医療総合センター病院売店 小売業 その他小売 5%

128,557 愛知県 大府市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｒｅａ大府 サービス 理容・美容業 5%

128,558 愛知県 大府市 味三昧みかど サービス 飲食業 5%

128,559 愛知県 大府市 アズイン大府 サービス 宿泊業 5%

128,560 愛知県 大府市 あなたの街のタイヤ屋さん 小売業 その他小売 5%

128,561 愛知県 大府市 ｕｎｆｉｌ サービス 理容・美容業 5%

128,562 愛知県 大府市 出光大府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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128,563 愛知県 大府市 伊藤モータース サービス その他サービス 5%

128,564 愛知県 大府市 ヴォーノ・イタリア大府店 サービス 飲食業 5%

128,565 愛知県 大府市 エコパーク大府店 小売業 その他小売 5%

128,566 愛知県 大府市 ＥｎｅＪｅｔ大府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,567 愛知県 大府市 ａｉｍｅｒ　ｆｅｅｌ　リソラ大府店 小売業 貴金属・服飾品 5%

128,568 愛知県 大府市 ＯＮＳコンドー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

128,569 愛知県 大府市 おおたけクリーニング大府桃山店 サービス その他サービス 5%

128,570 愛知県 大府市 オートセーフティー１５５ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,571 愛知県 大府市 大府インター吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,572 愛知県 大府市 セブン－イレブン大府梶田町４丁目店 小売業 食料品 2%

128,573 愛知県 大府市 セブン－イレブン大府北崎町２丁目店 小売業 食料品 2%

128,574 愛知県 大府市 セブン－イレブン大府共栄町店 小売業 食料品 2%

128,575 愛知県 大府市 大府グリーンテニスクラブ サービス その他サービス 5%

128,576 愛知県 大府市 大府二ツ池ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,577 愛知県 大府市 オニックス　コンドー 小売業 その他小売 5%

128,578 愛知県 大府市 オリビア＋大府店 小売業 衣料品 5%

128,579 愛知県 大府市 カーサービス・アクア サービス その他サービス 5%

128,580 愛知県 大府市 ＣＡＦＥＬＥＰＩＮ大府店 サービス 飲食業 5%

128,581 愛知県 大府市 カフェ・レストランノワール大府店 サービス 飲食業 5%

128,582 愛知県 大府市 株式会社勝吉 小売業 その他小売 5%

128,583 愛知県 大府市 ［ＨＣ］株式会社スズキ電化センター 小売業 電化製品 5%

128,584 愛知県 大府市 株式会社鷹羽商店 サービス その他サービス 5%

128,585 愛知県 大府市 株 早川電器商会 小売業 電化製品 5%

128,586 愛知県 大府市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋大府共和店 サービス 飲食業 2%

128,587 愛知県 大府市 共和ステーションホテル サービス 宿泊業 5%

128,588 愛知県 大府市 きょうわ動物病院ＮＥＸＴ サービス その他サービス 5%

128,589 愛知県 大府市 ＫＵＮＩ池田自動車販売 サービス その他サービス 5%

128,590 愛知県 大府市 健康パーソナルジムＰｌａｎｃｈｅ サービス その他サービス 5%

128,591 愛知県 大府市 ＣＯＣＯ大府店 サービス 理容・美容業 5%

128,592 愛知県 大府市 ゴルフ倶楽部大樹　大府　自販機 サービス その他サービス 5%

128,593 愛知県 大府市 ゴルフ倶楽部大樹大府　フロント サービス その他サービス 5%

128,594 愛知県 大府市 コンプレッソ・プラスティコ サービス 理容・美容業 5%

128,595 愛知県 大府市 コンプレッソ プラスティコ サービス 理容・美容業 5%

128,596 愛知県 大府市 サイクルジョイ　大府店 小売業 その他小売 5%

128,597 愛知県 大府市 佐々木理容館 サービス 理容・美容業 5%

128,598 愛知県 大府市 ＳＩＭＩＺＵ ＣＹＣＬＥ ＣＹＣＬＥ ＳＰＯＲＴＳ本館 ＣＹＣＬＥ ＳＰＯＲＴＳ本館 小売業 その他小売 5%

128,599 愛知県 大府市 ＳＩＭＩＺＵ ＣＹＣＬＥ本店 ＳＩＭＩＺＵ ＣＹＣＬＥ 本店 小売業 その他小売 5%

128,600 愛知県 大府市 合同会社ＪＡＭＺ サービス 理容・美容業 5%

128,601 愛知県 大府市 シュクレ　プール　オム サービス 理容・美容業 5%

128,602 愛知県 大府市 自律神経専門整体院　和屋 サービス その他サービス 5%

128,603 愛知県 大府市 新時代大府店 サービス 飲食業 5%

128,604 愛知県 大府市 ＳＣＨＯＯＬ　ＳＨＯＰ　３９３９ 小売業 衣料品 5%
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128,605 愛知県 大府市 炭火焼肉トンチャンバール 大府駅前店 サービス 飲食業 5%

128,606 愛知県 大府市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフひいらぎステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,607 愛知県 大府市 Ｚｅｒｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

128,608 愛知県 大府市 創寫舘 大府スタジオ サービス その他サービス 5%

128,609 愛知県 大府市 蕎麦生生 サービス 飲食業 5%

128,610 愛知県 大府市 大黒屋仏壇店　大府店 小売業 家具・調度品 5%

128,611 愛知県 大府市 泰誠館　大樹大府店 サービス その他サービス 5%

128,612 愛知県 大府市 泰誠館ゴルフ倶楽部大樹大府 サービス その他サービス 5%

128,613 愛知県 大府市 田川モータース サービス その他サービス 5%

128,614 愛知県 大府市 滝書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

128,615 愛知県 大府市 たくみ書店大府店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

128,616 愛知県 大府市 ＴＪ天気予報　９ｔ　大府店 サービス 理容・美容業 5%

128,617 愛知県 大府市 トゥービー治療院 サービス その他サービス 5%

128,618 愛知県 大府市 ＤｏｇＳａｌｏｎＳｎｉｐＳｎｉｐ サービス その他サービス 5%

128,619 愛知県 大府市 トヨタカローラ中京大府横根店 小売業 その他小売 5%

128,620 愛知県 大府市 トヨタカローラ名古屋大府店 小売業 その他小売 5%

128,621 愛知県 大府市 トヨタホ－ム名古屋第一大府店 サービス その他サービス 5%

128,622 愛知県 大府市 トヨタホ－ム名古屋第二大府店 サービス その他サービス 5%

128,623 愛知県 大府市 トヨタレンタリース名古屋大府駅前店 サービス その他サービス 2%

128,624 愛知県 大府市 ドリット　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

128,625 愛知県 大府市 ｔｒｉｍ サービス 理容・美容業 5%

128,626 愛知県 大府市 ｔｒｉｍ　ｔｒｉｍ サービス 理容・美容業 5%

128,627 愛知県 大府市 長屋心 なごころ保育園 サービス 飲食業 5%

128,628 愛知県 大府市 和屋 サービス 理容・美容業 5%

128,629 愛知県 大府市 日本料理浜風屋 サービス 飲食業 5%

128,630 愛知県 大府市 Ｎａｉｌｓ　Ｌａｚｏｓ サービス その他サービス 5%

128,631 愛知県 大府市 パソコンドック２４ 名古屋南店 サービス その他サービス 5%

128,632 愛知県 大府市 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ＿ｍｉｍｉ サービス 飲食業 5%

128,633 愛知県 大府市 ＰＣワールド　豊田店 小売業 電化製品 5%

128,634 愛知県 大府市 Ｂｅｅ Ｆｉｖｅｓ サービス その他サービス 5%

128,635 愛知県 大府市 ＰＦＣ大府店 サービス その他サービス 5%

128,636 愛知県 大府市 ひな野大府店 サービス 飲食業 5%

128,637 愛知県 大府市 ｐｉｐｉｌｏｔｔｉｅ 小売業 衣料品 5%

128,638 愛知県 大府市 美容室ｐｅｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

128,639 愛知県 大府市 ＢＯＯＫＯＦＦ　大府店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

128,640 愛知県 大府市 ＢＯＯＫＯＦＦ　大府店 小売業 その他小売 2%

128,641 愛知県 大府市 フットサルアリーナ大樹 サービス その他サービス 5%

128,642 愛知県 大府市 ｐｅｔｉｔ サービス 理容・美容業 5%

128,643 愛知県 大府市 ｐｅｔｉｔ サービス 理容・美容業 5%

128,644 愛知県 大府市 ヘアーサロン　カトウ サービス 理容・美容業 5%

128,645 愛知県 大府市 ヘアーサロン　カトウ サービス 理容・美容業 5%

128,646 愛知県 大府市 ＨＥＩＲＳＡＬＯＮアカヒゲ　ヘアサロンアカヒゲ サービス 理容・美容業 5%
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128,647 愛知県 大府市 宝石の八神 小売業 貴金属・服飾品 5%

128,648 愛知県 大府市 ほぐし処 はなもも サービス 理容・美容業 5%

128,649 愛知県 大府市 ＭＡＸＩＭＡＮＩＳ サービス その他サービス 5%

128,650 愛知県 大府市 マクドナルド大府共和店 サービス 飲食業 2%

128,651 愛知県 大府市 マルタミ 小売業 その他小売 5%

128,652 愛知県 大府市 ＭＩＹＵＫＩ サービス 理容・美容業 5%

128,653 愛知県 大府市 もてなし源旬や サービス 飲食業 5%

128,654 愛知県 大府市 焼肉ホルモンななや サービス 飲食業 5%

128,655 愛知県 大府市 焼肉料理二郎 サービス 飲食業 5%

128,656 愛知県 大府市 やわらかとんかつ　かつ雅　大府店 サービス 飲食業 5%

128,657 愛知県 大府市 吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,658 愛知県 大府市 吉田電化ショップ 小売業 電化製品 5%

128,659 愛知県 大府市 ラ・ヴィ・アン・ローズ サービス その他サービス 5%

128,660 愛知県 大府市 ＬＩＦＴＯＦＦロケットストーブ工房　遊火人キンタ作者の店 小売業 家具・調度品 5%

128,661 愛知県 大府市 理容 みゆき ＭＩＹＵＫＩ サービス 理容・美容業 5%

128,662 愛知県 大府市 Ｌｅ　Ｌｉｓ 小売業 食料品 5%

128,663 愛知県 大府市 Ｌｕｃｅ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

128,664 愛知県 大府市 玲子ガーデンファーム 小売業 その他小売 5%

128,665 愛知県 大府市 Ｒｅｖｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

128,666 愛知県 大府市 レーヴヘアー サービス 理容・美容業 5%

128,667 愛知県 大府市 ローザンヌ洋菓子店 小売業 食料品 5%

128,668 愛知県 岡崎市 ＡＲＴあーと 小売業 衣料品 5%

128,669 愛知県 岡崎市 アートリンクギャラリー サービス その他サービス 5%

128,670 愛知県 岡崎市 ＥＹＥＬＡ　岡崎店 サービス 理容・美容業 5%

128,671 愛知県 岡崎市 アイライフ　柴田 小売業 電化製品 5%

128,672 愛知県 岡崎市 アイライフ石川岡崎南店 小売業 電化製品 5%

128,673 愛知県 岡崎市 Ｅｉｎｓ＆Ｚｗｅｉ 小売業 衣料品 5%

128,674 愛知県 岡崎市 葵クリーニング エクボ大樹寺店 サービス その他サービス 5%

128,675 愛知県 岡崎市 葵クリーニング　本店 サービス その他サービス 5%

128,676 愛知県 岡崎市 青野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,677 愛知県 岡崎市 赤ちゃんデパート水谷　岡崎店 小売業 衣料品 5%

128,678 愛知県 岡崎市 赤札堂　岡崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

128,679 愛知県 岡崎市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒａｙ岡崎 サービス 理容・美容業 5%

128,680 愛知県 岡崎市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｃｌｅｏ岡崎 サービス 理容・美容業 5%

128,681 愛知県 岡崎市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｆｌａｕ岡崎 サービス 理容・美容業 5%

128,682 愛知県 岡崎市 アサイデンキ 小売業 電化製品 5%

128,683 愛知県 岡崎市 アサヒヤ 小売業 衣料品 5%

128,684 愛知県 岡崎市 味岡人形葵町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

128,685 愛知県 岡崎市 味くりげ サービス 飲食業 5%

128,686 愛知県 岡崎市 ａｊｉｔｏ　隠れ家ＤＩＮＩＮＧ サービス 飲食業 5%

128,687 愛知県 岡崎市 アットホームサービス サービス その他サービス 5%

128,688 愛知県 岡崎市 アップズ整体院　アップズセイタイイン サービス その他サービス 5%
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128,689 愛知県 岡崎市 ａｔｏｍｉｃ サービス 理容・美容業 5%

128,690 愛知県 岡崎市 ＪＭ／アトリエラ・シェール サービス 理容・美容業 5%

128,691 愛知県 岡崎市 アトリエ・グラース 小売業 その他小売 5%

128,692 愛知県 岡崎市 美容室アトリエ・リリー サービス 理容・美容業 5%

128,693 愛知県 岡崎市 アトリエ リリー サービス 理容・美容業 5%

128,694 愛知県 岡崎市 ｓａｌｏｎｐｒｉｎｃｅｓｓ サービス その他サービス 5%

128,695 愛知県 岡崎市 アラウズ 小売業 電化製品 5%

128,696 愛知県 岡崎市 アレックス戸崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,697 愛知県 岡崎市 アロマアロマ　アロマアロマ サービス その他サービス 5%

128,698 愛知県 岡崎市 アンクネイル サービス 理容・美容業 5%

128,699 愛知県 岡崎市 ＡＮＴＥＮＡ　ＬＩＮＫＳ サービス 理容・美容業 5%

128,700 愛知県 岡崎市 ＡＮＴＥＮＡＬＩＮＫＳ サービス 理容・美容業 5%

128,701 愛知県 岡崎市 安藤電化社 小売業 電化製品 5%

128,702 愛知県 岡崎市 ｅａｓｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

128,703 愛知県 岡崎市 庵　－Ｉｏｒｉ－ サービス 飲食業 5%

128,704 愛知県 岡崎市 庵　－Ｉｏｒｉ－　２ サービス 飲食業 5%

128,705 愛知県 岡崎市 伊賀町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,706 愛知県 岡崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅいきいきステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,707 愛知県 岡崎市 育電社　橋目店 小売業 電化製品 5%

128,708 愛知県 岡崎市 イケジム 小売業 その他小売 5%

128,709 愛知県 岡崎市 石窯パン工房プース サービス 飲食業 5%

128,710 愛知県 岡崎市 イシグロ　岡崎大樹寺店 小売業 その他小売 5%

128,711 愛知県 岡崎市 イシグロ岡崎若松店 小売業 その他小売 5%

128,712 愛知県 岡崎市 磯貝健 サービス その他サービス 5%

128,713 愛知県 岡崎市 一番カルビ　羽根店 サービス 飲食業 5%

128,714 愛知県 岡崎市 一心堂印房 小売業 その他小売 5%

128,715 愛知県 岡崎市 出光稲熊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,716 愛知県 岡崎市 出光岡崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,717 愛知県 岡崎市 出光オートフュージョン北岡崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,718 愛知県 岡崎市 出光橋目トライアングルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,719 愛知県 岡崎市 伊藤写真館 サービス その他サービス 5%

128,720 愛知県 岡崎市 伊藤和四五郎商店　ネオパーサ岡崎店 サービス 飲食業 5%

128,721 愛知県 岡崎市 ＩｔｏＭｏｔｏｒｓ 小売業 その他小売 5%

128,722 愛知県 岡崎市 ＩｔｏＭｏｒｔｏｒｓ 小売業 その他小売 5%

128,723 愛知県 岡崎市 稲垣石材店 小売業 その他小売 5%

128,724 愛知県 岡崎市 癒しの筆あそび サービス その他サービス 5%

128,725 愛知県 岡崎市 イルソーレ　イル　ソーレ サービス 飲食業 5%

128,726 愛知県 岡崎市 岩月動物病院 サービス その他サービス 5%

128,727 愛知県 岡崎市 ＶｉＶｉ　岡崎店 サービス 理容・美容業 5%

128,728 愛知県 岡崎市 ｗｅａｔｈｅｒｆｉｓｈ サービス その他サービス 5%

128,729 愛知県 岡崎市 上野石材 小売業 その他小売 5%

128,730 愛知県 岡崎市 ウッド洋菓子店 サービス 飲食業 5%
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128,731 愛知県 岡崎市 ウ－ノ 小売業 衣料品 5%

128,732 愛知県 岡崎市 宇野獣医科病院 サービス その他サービス 5%

128,733 愛知県 岡崎市 梅森自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

128,734 愛知県 岡崎市 ＷＯＬＦ サービス 理容・美容業 5%

128,735 愛知県 岡崎市 江坂モータース サービス その他サービス 5%

128,736 愛知県 岡崎市 ｌａｂｅａｕｔｅｅｔｓａｎｔｅ岡崎店 サービス 理容・美容業 5%

128,737 愛知県 岡崎市 エステティックサロンＢｅａｕｘ サービス 理容・美容業 5%

128,738 愛知県 岡崎市 Ｓｐｅｒａｒｅ 小売業 その他小売 5%

128,739 愛知県 岡崎市 Ｅｎｉｃｉ サービス 理容・美容業 5%

128,740 愛知県 岡崎市 えびせん家族岡崎南店 小売業 食料品 5%

128,741 愛知県 岡崎市 ＡＢホテル岡崎 サービス 宿泊業 5%

128,742 愛知県 岡崎市 エルパス岡崎店 小売業 衣料品 5%

128,743 愛知県 岡崎市 欧州建材 小売業 その他小売 5%

128,744 愛知県 岡崎市 欧州建材 ｅｕｒｏ ｂｕｉｌｄｉｎｇ ｍａｔｅｒｉａｌ 欧州建材 小売業 その他小売 5%

128,745 愛知県 岡崎市 大賀屋呉服店　おおがや 小売業 衣料品 5%

128,746 愛知県 岡崎市 大蔵屋 小売業 その他小売 5%

128,747 愛知県 岡崎市 おおたけクリーニング岡崎大樹寺店 サービス その他サービス 5%

128,748 愛知県 岡崎市 おおたけクリーニング岡崎百々店 サービス その他サービス 5%

128,749 愛知県 岡崎市 おおたけクリーニング岡崎牧御堂店 サービス その他サービス 5%

128,750 愛知県 岡崎市 おおたけクリーニング岡崎美合店 サービス その他サービス 5%

128,751 愛知県 岡崎市 ｓｔｕｄｉｏＵ サービス その他サービス 5%

128,752 愛知県 岡崎市 有限会社　大西屋薬局 小売業 その他小売 5%

128,753 愛知県 岡崎市 ＡＵＲＵＭ サービス 理容・美容業 5%

128,754 愛知県 岡崎市 愛電館　おのだ 小売業 電化製品 5%

128,755 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎井田町店 小売業 食料品 2%

128,756 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎井田南町店 小売業 食料品 2%

128,757 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎稲熊町店 小売業 食料品 2%

128,758 愛知県 岡崎市 岡崎インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,759 愛知県 岡崎市 岡崎梅園 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,760 愛知県 岡崎市 岡崎営業所 サービス その他サービス 5%

128,761 愛知県 岡崎市 岡崎駅西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,762 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎於御所店 小売業 食料品 2%

128,763 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎御小屋西店 小売業 食料品 2%

128,764 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎欠町店 小売業 食料品 2%

128,765 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎上青野町店 小売業 食料品 2%

128,766 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎上里２丁目店 小売業 食料品 2%

128,767 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎上六名店 小売業 食料品 2%

128,768 愛知県 岡崎市 岡崎上和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,769 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎上和田店 小売業 食料品 2%

128,770 愛知県 岡崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ岡崎北店 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,771 愛知県 岡崎市 岡崎グランドボウル サービス その他サービス 5%

128,772 愛知県 岡崎市 岡崎グリーンゴルフガーデン サービス その他サービス 5%
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128,773 愛知県 岡崎市 岡崎高原カントリークラブ サービス その他サービス 5%

128,774 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎寿町店 小売業 食料品 2%

128,775 愛知県 岡崎市 岡崎城下舟遊び サービス その他サービス 5%

128,776 愛知県 岡崎市 岡崎ジンギスカン専門店　いまじん サービス 飲食業 5%

128,777 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎滝町店 小売業 食料品 2%

128,778 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎竜美西店 小売業 食料品 2%

128,779 愛知県 岡崎市 岡崎店 サービス 宿泊業 5%

128,780 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎中島町店 小売業 食料品 2%

128,781 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎錦町店 小売業 食料品 2%

128,782 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎西蔵前町店 小売業 食料品 2%

128,783 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎西本郷町店 小売業 食料品 2%

128,784 愛知県 岡崎市 おかざき農遊館 小売業 食料品 5%

128,785 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎八帖北町店 小売業 食料品 2%

128,786 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎羽根町店 小売業 食料品 2%

128,787 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎福岡町店 小売業 食料品 2%

128,788 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎福桶町店 小売業 食料品 2%

128,789 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎牧御堂町店 小売業 食料品 2%

128,790 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎緑丘２丁目店 小売業 食料品 2%

128,791 愛知県 岡崎市 岡崎南コンタクト 小売業 その他小売 5%

128,792 愛知県 岡崎市 岡崎南動物病院まきみどう院 サービス その他サービス 5%

128,793 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎蓑川新町店 小売業 食料品 2%

128,794 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎明大寺町店 小売業 食料品 2%

128,795 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎六名東町店 小売業 食料品 2%

128,796 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎本宿町店 小売業 食料品 2%

128,797 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎若松町店 小売業 食料品 2%

128,798 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン岡崎割塚店 小売業 食料品 2%

128,799 愛知県 岡崎市 おぎ乃 サービス 飲食業 5%

128,800 愛知県 岡崎市 お好み焼きＫＩＴＣＨＥＮ ＢＯＴＥＣＯ 岡崎北店 サービス 飲食業 5%

128,801 愛知県 岡崎市 ＯＳＨＩＮＯび岡崎店 サービス 飲食業 5%

128,802 愛知県 岡崎市 お弁当の東海フーズ 小売業 食料品 5%

128,803 愛知県 岡崎市 お持ち帰り寿司　マルマサ 小売業 食料品 5%

128,804 愛知県 岡崎市 お持ち帰り寿司カネキチ　岡崎百々西店 サービス 飲食業 5%

128,805 愛知県 岡崎市 お持ち帰り寿司カネキチ　岡崎井田店 サービス 飲食業 5%

128,806 愛知県 岡崎市 お持ち帰り寿司カネキチ　岡崎中島店 サービス 飲食業 5%

128,807 愛知県 岡崎市 オリックスレンタカー岡崎店 サービス その他サービス 2%

128,808 愛知県 岡崎市 オンセブンデイズ緑丘店 小売業 その他小売 5%

128,809 愛知県 岡崎市 ＣａｒｓＶｏｙａｇｅ＆Ｃｏ． サービス その他サービス 5%

128,810 愛知県 岡崎市 海鮮　なごみ屋 サービス 飲食業 5%

128,811 愛知県 岡崎市 海鮮和食うお翔 サービス 飲食業 5%

128,812 愛知県 岡崎市 回転寿司大漁亭　岡崎北店 サービス 飲食業 5%

128,813 愛知県 岡崎市 回転寿司大漁亭　岡崎南店 サービス 飲食業 5%

128,814 愛知県 岡崎市 カイロプラクティック光輝岡崎葵院 サービス 理容・美容業 5%
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128,815 愛知県 岡崎市 カイロプラクティックＴｏｓｈｉＴｏｓｈｉ サービス 理容・美容業 5%

128,816 愛知県 岡崎市 カイロプラクティックめいく サービス 理容・美容業 5%

128,817 愛知県 岡崎市 アリス治療院 サービス 理容・美容業 5%

128,818 愛知県 岡崎市 家具　ＣＡＳＡ石川 小売業 家具・調度品 5%

128,819 愛知県 岡崎市 学生の店　シバジ 小売業 衣料品 5%

128,820 愛知県 岡崎市 学生の店みくさ 小売業 衣料品 5%

128,821 愛知県 岡崎市 かごの屋ＮＥＯＰＡＳＡ岡崎店 サービス 飲食業 5%

128,822 愛知県 岡崎市 カーサポートＳ．Ｋ．Ｆ 小売業 その他小売 5%

128,823 愛知県 岡崎市 菓匠 彩京 小売業 食料品 5%

128,824 愛知県 岡崎市 カタリ文庫　イベント用 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

128,825 愛知県 岡崎市 割烹あおき サービス 飲食業 5%

128,826 愛知県 岡崎市 金子電気商会 小売業 電化製品 5%

128,827 愛知県 岡崎市 加納石材店 小売業 その他小売 5%

128,828 愛知県 岡崎市 ｃａｆ?航路 サービス 飲食業 5%

128,829 愛知県 岡崎市 株式会社ＮＡＤＪＡ 小売業 衣料品 5%

128,830 愛知県 岡崎市 株式会社ＶＥｈｅａｒｔ サービス その他サービス 5%

128,831 愛知県 岡崎市 株式会社シエル サービス 理容・美容業 5%

128,832 愛知県 岡崎市 株式会社シミズ 小売業 その他小売 5%

128,833 愛知県 岡崎市 ㈱高沢電化 小売業 電化製品 5%

128,834 愛知県 岡崎市 株式会社刃物屋トギノン　株式会社刃物屋トギノン　岡崎営業所 小売業 その他小売 5%

128,835 愛知県 岡崎市 株式会社ハヤシ興産アポロキティ サービス その他サービス 5%

128,836 愛知県 岡崎市 株式会社ファルコン 小売業 電化製品 5%

128,837 愛知県 岡崎市 エレガンス・ネイル岡崎店 サービス 理容・美容業 5%

128,838 愛知県 岡崎市 株式会社ホソイワールド 小売業 その他小売 5%

128,839 愛知県 岡崎市 株式会社マルダイ　マルダイ 小売業 その他小売 5%

128,840 愛知県 岡崎市 株式会社六名米穀店 小売業 食料品 5%

128,841 愛知県 岡崎市 株式会社モーターフィールド 小売業 その他小売 5%

128,842 愛知県 岡崎市 髪きり小屋　髪きり小屋 サービス 理容・美容業 5%

128,843 愛知県 岡崎市 カメラのアマノ　ウィングタウン岡崎店 小売業 電化製品 5%

128,844 愛知県 岡崎市 カラー・リボンボン サービス その他サービス 5%

128,845 愛知県 岡崎市 ガルゴッタ サービス 飲食業 5%

128,846 愛知県 岡崎市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋岡崎矢作店 サービス 飲食業 2%

128,847 愛知県 岡崎市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋北岡崎店 サービス 飲食業 2%

128,848 愛知県 岡崎市 ガレージリトルドリーム サービス その他サービス 5%

128,849 愛知県 岡崎市 漢方相談タカキ薬局 小売業 その他小売 5%

128,850 愛知県 岡崎市 ＧＵＩＴＡＲＳＨＯＰＣＯＯＬ 小売業 その他小売 5%

128,851 愛知県 岡崎市 北岡崎ＳＳ　株式会社新東 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,852 愛知県 岡崎市 きなとのケージ屋さん 小売業 その他小売 5%

128,853 愛知県 岡崎市 きなとのケージ屋さん 小売業 その他小売 5%

128,854 愛知県 岡崎市 ギャッベアートギャラリー ギャッベ美術館株式会社 小売業 家具・調度品 5%

128,855 愛知県 岡崎市 ギャッベアートギャラリー 小売業 家具・調度品 5%

128,856 愛知県 岡崎市 ＣＡＢＡＲＥＴ 小売業 衣料品 5%
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128,857 愛知県 岡崎市 ギャラリー　メモリア　豊田店 小売業 家具・調度品 5%

128,858 愛知県 岡崎市 キョウセイ交通大学 サービス その他サービス 5%

128,859 愛知県 岡崎市 喜楽家和 サービス 飲食業 5%

128,860 愛知県 岡崎市 キラリ サービス 理容・美容業 5%

128,861 愛知県 岡崎市 キリヤマガレージ株式会社 サービス その他サービス 5%

128,862 愛知県 岡崎市 クィーンズタウン サービス 理容・美容業 5%

128,863 愛知県 岡崎市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ東海岡崎店 小売業 その他小売 5%

128,864 愛知県 岡崎市 ｑｕａｄｒｏｓｕｎｄｒｙｓｔｏｒｅ　岡崎 小売業 衣料品 5%

128,865 愛知県 岡崎市 合資会社くすや呉服店 小売業 衣料品 5%

128,866 愛知県 岡崎市 くすりの小林 小売業 その他小売 5%

128,867 愛知県 岡崎市 クッチーナイタリアーナジャージャ サービス 飲食業 5%

128,868 愛知県 岡崎市 くら蔵　岡崎店 サービス 飲食業 5%

128,869 愛知県 岡崎市 ＣＲＵＮＫ 小売業 その他小売 5%

128,870 愛知県 岡崎市 クリーンランド青山　岡崎百々店 サービス その他サービス 5%

128,871 愛知県 岡崎市 クリーンランド青山　岡崎矢作店 サービス その他サービス 5%

128,872 愛知県 岡崎市 グリッド 小売業 その他小売 5%

128,873 愛知県 岡崎市 グリーンセンター長瀬 小売業 食料品 5%

128,874 愛知県 岡崎市 グリーンホテルリッチ徳川園 サービス 宿泊業 5%

128,875 愛知県 岡崎市 クリーンランド青山岡崎矢作店 サービス その他サービス 5%

128,876 愛知県 岡崎市 ＣＲＥＯ 小売業 衣料品 5%

128,877 愛知県 岡崎市 小顔整体研究所　ＫＳラボ　岡崎店 サービス その他サービス 5%

128,878 愛知県 岡崎市 ケーキ空間カントリークリスマス 小売業 食料品 5%

128,879 愛知県 岡崎市 化粧品の晴美や 小売業 その他小売 5%

128,880 愛知県 岡崎市 化粧品の晴美や 小売業 その他小売 5%

128,881 愛知県 岡崎市 化粧品の晴美や 小売業 その他小売 5%

128,882 愛知県 岡崎市 Ｋワールド サービス その他サービス 5%

128,883 愛知県 岡崎市 けんたま家 サービス 飲食業 5%

128,884 愛知県 岡崎市 幸果園　ショップ 小売業 食料品 5%

128,885 愛知県 岡崎市 合資会社池田屋 合資会社池田屋 小売業 食料品 5%

128,886 愛知県 岡崎市 工房天竜 サービス その他サービス 5%

128,887 愛知県 岡崎市 香楽岡崎 サービス 飲食業 5%

128,888 愛知県 岡崎市 エステ＆ヘナサロンＴｉａｒａ サービス 理容・美容業 5%

128,889 愛知県 岡崎市 後日入力 小売業 その他小売 5%

128,890 愛知県 岡崎市 コジマトペ サービス 飲食業 5%

128,891 愛知県 岡崎市 小嶋屋ラジオ商会 小売業 電化製品 5%

128,892 愛知県 岡崎市 コスティム サービス その他サービス 5%

128,893 愛知県 岡崎市 ゴトウでんき　緑丘店 小売業 電化製品 5%

128,894 愛知県 岡崎市 ことぶきや昆布 寿屋岡崎昆布 小売業 食料品 5%

128,895 愛知県 岡崎市 米野屋 小売業 衣料品 5%

128,896 愛知県 岡崎市 御用鮨 サービス 飲食業 5%

128,897 愛知県 岡崎市 サイクルジョイ岡崎城北店 小売業 その他小売 5%

128,898 愛知県 岡崎市 サイクルジョイ岡崎羽根店 小売業 その他小売 5%
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128,899 愛知県 岡崎市 サイクルショップ　チャリンクス 小売業 その他小売 5%

128,900 愛知県 岡崎市 サイクルディーラークワトロウイングタウン 小売業 その他小売 5%

128,901 愛知県 岡崎市 Ｚａｋｉ　Ｏｋａ サービス 飲食業 5%

128,902 愛知県 岡崎市 さくらやデンキ 小売業 電化製品 5%

128,903 愛知県 岡崎市 ザッカム岡崎店 小売業 その他小売 5%

128,904 愛知県 岡崎市 札幌かに本家　岡崎店 サービス 飲食業 5%

128,905 愛知県 岡崎市 ザトラ サービス 飲食業 5%

128,906 愛知県 岡崎市 sanur サービス 理容・美容業 5%

128,907 愛知県 岡崎市 サーフショップ　ジャンカー 小売業 その他小売 5%

128,908 愛知県 岡崎市 合同会社堺 小売業 その他小売 2%

128,909 愛知県 岡崎市 Ｓａｌｖａｔｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

128,910 愛知県 岡崎市 サロン　プラム 小売業 衣料品 5%

128,911 愛知県 岡崎市 ｓａｌｏｎｄｅ・ｆｉｅｒｔｅ サービス 理容・美容業 5%

128,912 愛知県 岡崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅさわやかステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,913 愛知県 岡崎市 三州屋 小売業 衣料品 5%

128,914 愛知県 岡崎市 散髪屋 サービス 理容・美容業 5%

128,915 愛知県 岡崎市 ＳＵＮＦＡＳＴ　スポーツショップハシルトン岡崎店 小売業 その他小売 5%

128,916 愛知県 岡崎市 サンライズモーター サービス その他サービス 5%

128,917 愛知県 岡崎市 サンワ大門店 小売業 衣料品 5%

128,918 愛知県 岡崎市 三和塗装 サービス その他サービス 5%

128,919 愛知県 岡崎市 ＺｉＺｅ　ｇｒｏｗｔｈ 小売業 衣料品 5%

128,920 愛知県 岡崎市 ＳＨＩＥＬＤ　岡崎店 サービス その他サービス 5%

128,921 愛知県 岡崎市 Ｃｈｅｚ　Ｔｓｕｊｉｍｕｒａ サービス 飲食業 5%

128,922 愛知県 岡崎市 シェ・カズ 小売業 食料品 5%

128,923 愛知県 岡崎市 ＪＩコンサルティング サービス その他サービス 5%

128,924 愛知県 岡崎市 ジェームス２４８岩津店 小売業 その他小売 2%

128,925 愛知県 岡崎市 Ｊ．Ｔ．Ｓｅｒｖｉｃｅ 小売業 電化製品 5%

128,926 愛知県 岡崎市 Ｊ．Ｔ．Ｓｅｒｖｉｃｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

128,927 愛知県 岡崎市 ＣｈｅｚＴＯＭＯ サービス 飲食業 5%

128,928 愛知県 岡崎市 Ｊｅｌｌｙ　Ｍｉｉｉ サービス 理容・美容業 5%

128,929 愛知県 岡崎市 しずくや 小売業 その他小売 5%

128,930 愛知県 岡崎市 柴田酒造場　直営店 小売業 食料品 5%

128,931 愛知県 岡崎市 シビコ生鮮市場 小売業 食料品 5%

128,932 愛知県 岡崎市 清水電器 小売業 電化製品 5%

128,933 愛知県 岡崎市 下青野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,934 愛知県 岡崎市 写真箱岩津店 サービス その他サービス 5%

128,935 愛知県 岡崎市 写真箱日名店 サービス その他サービス 5%

128,936 愛知県 岡崎市 ＪＡＣＫ｀ＳＦＡＣＴＯＲＹ． サービス その他サービス 5%

128,937 愛知県 岡崎市 ジャパニーズ　ダイニング　匠ＹＡ サービス 飲食業 5%

128,938 愛知県 岡崎市 Ｊａｍ’ｓＧａｔｅ３３岡崎 小売業 その他小売 5%

128,939 愛知県 岡崎市 酒肴菜飯　さくら サービス 飲食業 5%

128,940 愛知県 岡崎市 シュシュアンドスーパーセブンマーケット 小売業 衣料品 5%
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128,941 愛知県 岡崎市 chou chou本店 小売業 衣料品 5%

128,942 愛知県 岡崎市 松栄鮨本店 サービス 飲食業 5%

128,943 愛知県 岡崎市 正音堂　矢作店 小売業 電化製品 5%

128,944 愛知県 岡崎市 昭和町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

128,945 愛知県 岡崎市 食処　多咲き サービス 飲食業 5%

128,946 愛知県 岡崎市 Ｊｏｈｎ　Ｒｕｓｓｅｌｌ　Ｊｏｈｎ　Ｒｕｓｓｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

128,947 愛知県 岡崎市 深海 サービス 飲食業 5%

128,948 愛知県 岡崎市 新海無線電機商会 小売業 電化製品 5%

128,949 愛知県 岡崎市 新時代岡崎羽根店 サービス 飲食業 5%

128,950 愛知県 岡崎市 新時代東岡崎駅前店 サービス 飲食業 5%

128,951 愛知県 岡崎市 セブン－イレブン新東名ＮＥＯＰＡＳＡ岡崎店 小売業 食料品 2%

128,952 愛知県 岡崎市 スーパースカルプ発毛センター　岡崎駅前店 サービス その他サービス 5%

128,953 愛知県 岡崎市 スーパーやまのぶ矢作店 小売業 食料品 5%

128,954 愛知県 岡崎市 スギウラメガネ 小売業 その他小売 5%

128,955 愛知県 岡崎市 杉田木工所 サービス その他サービス 5%

128,956 愛知県 岡崎市 ｓｔｕｄｉｏｓａｉ 小売業 その他小売 5%

128,957 愛知県 岡崎市 すたみな太郎　岡崎店 サービス 飲食業 5%

128,958 愛知県 岡崎市 ステーキハウス　カンビオ サービス 飲食業 5%

128,959 愛知県 岡崎市 スニーカーオート サービス その他サービス 5%

128,960 愛知県 岡崎市 整体院浅井 サービス その他サービス 5%

128,961 愛知県 岡崎市 整体院ｆＲｅｅ サービス その他サービス 5%

128,962 愛知県 岡崎市 石彫の戸松 小売業 その他小売 5%

128,963 愛知県 岡崎市 総合貸衣裳館Ｍａｉ 岡崎北店 サービス その他サービス 5%

128,964 愛知県 岡崎市 ソフトバンク岡崎六ッ美店 小売業 電化製品 5%

128,965 愛知県 岡崎市 ソフトフレッシュスクール サービス その他サービス 5%

128,966 愛知県 岡崎市 ｓｏｌｏｓ 小売業 衣料品 5%

128,967 愛知県 岡崎市 ＴＡｉＳＥｉＫＡＮアルテ岡崎北店 サービス その他サービス 5%

128,968 愛知県 岡崎市 待夢里 サービス 飲食業 5%

128,969 愛知県 岡崎市 大漁丼家　岡崎中央店　岡崎中央店 サービス 飲食業 5%

128,970 愛知県 岡崎市 たけかわでんき 小売業 電化製品 5%

128,971 愛知県 岡崎市 龍のおとし子 サービス 飲食業 5%

128,972 愛知県 岡崎市 タートル岡崎店 サービス その他サービス 5%

128,973 愛知県 岡崎市 ダルク動物病院 サービス その他サービス 5%

128,974 愛知県 岡崎市 チカの店　チカの店 小売業 貴金属・服飾品 5%

128,975 愛知県 岡崎市 中華料理同源 サービス 飲食業 5%

128,976 愛知県 岡崎市 ツゲグリーンガーデン サービス その他サービス 5%

128,977 愛知県 岡崎市 Ｔｓｕｎａｇａｒｉ サービス その他サービス 5%

128,978 愛知県 岡崎市 ＤＧＩｎｄｕｓｔｒｙ 小売業 衣料品 5%

128,979 愛知県 岡崎市 Ｄ－ＳＴＡＲＴ岡崎 サービス その他サービス 5%

128,980 愛知県 岡崎市 ＴＤ　ｐｒｏｄｕｃｔ 小売業 その他小売 5%

128,981 愛知県 岡崎市 ティートリー サービス その他サービス 5%

128,982 愛知県 岡崎市 ＤＰ岡崎エルエルタウン サービス 理容・美容業 5%
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128,983 愛知県 岡崎市 ＤＰ洞 サービス 理容・美容業 5%

128,984 愛知県 岡崎市 ＤＰ美合 サービス 理容・美容業 5%

128,985 愛知県 岡崎市 ＤＩＶＡＮＡ＿ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

128,986 愛知県 岡崎市 Ｔ－ＯＦＦＩＣＥ サービス その他サービス 5%

128,987 愛知県 岡崎市 手づくり広場イチカワ岡崎店 小売業 その他小売 5%

128,988 愛知県 岡崎市 テル・マツダ 小売業 電化製品 5%

128,989 愛知県 岡崎市 テレビ堂 小売業 電化製品 5%

128,990 愛知県 岡崎市 電化のアオヤマ 小売業 電化製品 5%

128,991 愛知県 岡崎市 ［ＨＣ］電化のフクタ 小売業 電化製品 5%

128,992 愛知県 岡崎市 でんきはうす　すぎやま 小売業 電化製品 5%

128,993 愛知県 岡崎市 天狗堂岡崎大樹寺店 小売業 その他小売 5%

128,994 愛知県 岡崎市 天狗堂岡崎光ケ丘店 小売業 その他小売 5%

128,995 愛知県 岡崎市 天プラ伊ト サービス 飲食業 5%

128,996 愛知県 岡崎市 東亜システム 小売業 その他小売 5%

128,997 愛知県 岡崎市 Ｄｏｚｉｎｇ Ｈａｉｒ Ｓｃｒａｔｃｈ サービス 理容・美容業 5%

128,998 愛知県 岡崎市 トーカイオート サービス その他サービス 5%

128,999 愛知県 岡崎市 特掃羅漢 サービス その他サービス 5%

129,000 愛知県 岡崎市 トヨタカローラ中京岡崎メーンロード店 小売業 その他小売 5%

129,001 愛知県 岡崎市 トヨタカローラ名古屋岡崎上地店 小売業 その他小売 5%

129,002 愛知県 岡崎市 トヨタホ－ム名古屋第二岡崎店 サービス その他サービス 5%

129,003 愛知県 岡崎市 トヨタホ－ム名古屋中日岡崎店 サービス その他サービス 5%

129,004 愛知県 岡崎市 トヨタレンタリース名古屋ＪＲ岡崎駅東店 サービス その他サービス 2%

129,005 愛知県 岡崎市 トヨタレンタリース名古屋東岡崎駅前店 サービス その他サービス 2%

129,006 愛知県 岡崎市 トヨタレンタリース名古屋東岡崎店 サービス その他サービス 2%

129,007 愛知県 岡崎市 トラックショップジェット岡崎店 小売業 その他小売 5%

129,008 愛知県 岡崎市 とんちゃん　ホルモン焼　石川屋　美合店 サービス 飲食業 5%

129,009 愛知県 岡崎市 タイヤショップナイスマーク 小売業 その他小売 5%

129,010 愛知県 岡崎市 ナヴィーアサヒ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,011 愛知県 岡崎市 ナガサカ建窓 小売業 その他小売 5%

129,012 愛知県 岡崎市 永田屋　知立店 小売業 家具・調度品 5%

129,013 愛知県 岡崎市 永田屋　半田店 小売業 家具・調度品 5%

129,014 愛知県 岡崎市 永田や　仏壇店 小売業 家具・調度品 5%

129,015 愛知県 岡崎市 永田や仏壇店　高浜店 小売業 家具・調度品 5%

129,016 愛知県 岡崎市 永田や　佛壇店　岡崎康生店 小売業 家具・調度品 5%

129,017 愛知県 岡崎市 ｎａｎｏ・ｕｎｉｖｅｒｓｅ岡崎 小売業 衣料品 2%

129,018 愛知県 岡崎市 ナベタわかまつ 小売業 電化製品 5%

129,019 愛知県 岡崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅにこにこステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,020 愛知県 岡崎市 ニッセンシェイプ・サロン　パルフェ 小売業 衣料品 5%

129,021 愛知県 岡崎市 ニッセンシェイプファンデサロンシーズン 小売業 衣料品 5%

129,022 愛知県 岡崎市 ニッセンシェイプファンデサロンｓｈｉｎｙ 小売業 衣料品 5%

129,023 愛知県 岡崎市 ニッセンシェイプファンデ　シィースリィー 小売業 衣料品 5%

129,024 愛知県 岡崎市 ニッセンシェイプファンデサロンドベリッサ 小売業 衣料品 5%
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129,025 愛知県 岡崎市 ニッセンシェイプファンデサロンリッツ 小売業 衣料品 5%

129,026 愛知県 岡崎市 日本料理　みなみ サービス 飲食業 5%

129,027 愛知県 岡崎市 日本料理みなみ サービス 飲食業 5%

129,028 愛知県 岡崎市 額田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,029 愛知県 岡崎市 額田ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

129,030 愛知県 岡崎市 ぬし市佛壇店 小売業 その他小売 5%

129,031 愛知県 岡崎市 ノード ダモーレ 岡崎 サービス その他サービス 5%

129,032 愛知県 岡崎市 パージ　ルージュ　プラス サービス 理容・美容業 5%

129,033 愛知県 岡崎市 ハートフル上里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,034 愛知県 岡崎市 ＢＵＲＮＹ サービス 飲食業 5%

129,035 愛知県 岡崎市 パープルヘブン岡崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,036 愛知県 岡崎市 ＢＵＹＫＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

129,037 愛知県 岡崎市 はいらっせぬかた 小売業 食料品 5%

129,038 愛知県 岡崎市 包子 サービス 飲食業 5%

129,039 愛知県 岡崎市 パシィフィック 小売業 その他小売 5%

129,040 愛知県 岡崎市 ハシルトン　岡崎店 小売業 その他小売 5%

129,041 愛知県 岡崎市 Ｐａｓｔｅｒｉａｂｏｕｎｔｙ サービス 飲食業 5%

129,042 愛知県 岡崎市 パソコンドック２４　岡崎店 サービス その他サービス 5%

129,043 愛知県 岡崎市 はちみつ サービス 飲食業 5%

129,044 愛知県 岡崎市 ハッピーブレッシング 小売業 その他小売 5%

129,045 愛知県 岡崎市 ＊Ｈａｎａｉｒｏ 小売業 衣料品 5%

129,046 愛知県 岡崎市 パナドーム 小売業 電化製品 5%

129,047 愛知県 岡崎市 花のデパート　花徳 小売業 その他小売 5%

129,048 愛知県 岡崎市 ＨＡＮＡＭＯＭＥＮ－ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ－ サービス 理容・美容業 5%

129,049 愛知県 岡崎市 ＨＯＮＥＹ サービス 理容・美容業 5%

129,050 愛知県 岡崎市 ＨＯＮＥＹ ＨＯＮＥＹ サービス その他サービス 5%

129,051 愛知県 岡崎市 パピーミュージック岡崎矢作 サービス その他サービス 5%

129,052 愛知県 岡崎市 林ボーカル教室 サービス その他サービス 5%

129,053 愛知県 岡崎市 ハヤック サービス その他サービス 5%

129,054 愛知県 岡崎市 Ｐａｒａｉｓｏ 小売業 衣料品 5%

129,055 愛知県 岡崎市 春亭　春亭 サービス 飲食業 5%

129,056 愛知県 岡崎市 ｈａｌｅｋｕｌａｎｉ サービス 理容・美容業 5%

129,057 愛知県 岡崎市 Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん　岡崎店 小売業 衣料品 5%

129,058 愛知県 岡崎市 ＢＥＥＳＨＩＧＨ 小売業 衣料品 5%

129,059 愛知県 岡崎市 美顔の店たけうち 小売業 その他小売 5%

129,060 愛知県 岡崎市 美顔の店たけうち 小売業 その他小売 5%

129,061 愛知県 岡崎市 ビジネス　大黒屋旅館 サービス 宿泊業 5%

129,062 愛知県 岡崎市 備前屋　本店 小売業 食料品 5%

129,063 愛知県 岡崎市 びっくりドンキー岡崎南店 サービス 飲食業 2%

129,064 愛知県 岡崎市 ピットステーション　岡崎インター店 サービス その他サービス 5%

129,065 愛知県 岡崎市 日名わんにゃんクリニック サービス その他サービス 5%

129,066 愛知県 岡崎市 ＢＩＢＩ 小売業 衣料品 5%
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129,067 愛知県 岡崎市 ビューティーサポートエール　ビューティーサポートｙｅｌｌ サービス その他サービス 5%

129,068 愛知県 岡崎市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＣＯＣＯ　岡崎店 サービス 理容・美容業 5%

129,069 愛知県 岡崎市 病院コンビニａｍａｎｏ岡崎市民病院店 小売業 食料品 5%

129,070 愛知県 岡崎市 美容室　ミラートーク サービス 理容・美容業 5%

129,071 愛知県 岡崎市 美容室ネオル－ジュ サービス 理容・美容業 5%

129,072 愛知県 岡崎市 美容室ピュアルージュ サービス 理容・美容業 5%

129,073 愛知県 岡崎市 美容室ムツミ サービス その他サービス 5%

129,074 愛知県 岡崎市 美容室ルミノ サービス 理容・美容業 5%

129,075 愛知県 岡崎市 ピンクエッセンス 小売業 衣料品 5%

129,076 愛知県 岡崎市 Ｐｉｎｃｈ Ｈｉｔｔｅｒ サービス その他サービス 5%

129,077 愛知県 岡崎市 ２号車　２号車 サービス その他サービス 5%

129,078 愛知県 岡崎市 ファッションライフ　ヤハギヤ 小売業 衣料品 5%

129,079 愛知県 岡崎市 ＦＩＬＴ． 小売業 家具・調度品 5%

129,080 愛知県 岡崎市 風来坊東岡崎駅前店 サービス 飲食業 5%

129,081 愛知県 岡崎市 ｆｅｖｒｉｅｒ 小売業 衣料品 5%

129,082 愛知県 岡崎市 フォーシーズン岡崎店 小売業 その他小売 5%

129,083 愛知県 岡崎市 深田モータース サービス その他サービス 5%

129,084 愛知県 岡崎市 フカツ稲熊店 小売業 電化製品 5%

129,085 愛知県 岡崎市 フカツ自動車　ダイハツ２４８ 小売業 その他小売 5%

129,086 愛知県 岡崎市 フカツ自動車ダイハツ２４８六名 小売業 その他小売 5%

129,087 愛知県 岡崎市 フカツ自動車本社 小売業 その他小売 5%

129,088 愛知県 岡崎市 フカツ　美合店 小売業 電化製品 5%

129,089 愛知県 岡崎市 ふぐ・四季料理しばた サービス 飲食業 5%

129,090 愛知県 岡崎市 フジジドウシャ サービス その他サービス 5%

129,091 愛知県 岡崎市 フットサルアリーナ　岡崎 サービス その他サービス 5%

129,092 愛知県 岡崎市 ブティック　グレ 小売業 衣料品 5%

129,093 愛知県 岡崎市 ブティック　中屋 小売業 衣料品 5%

129,094 愛知県 岡崎市 ふとんのタツネ サービス その他サービス 5%

129,095 愛知県 岡崎市 プラスでんき　イトウ 小売業 電化製品 5%

129,096 愛知県 岡崎市 プラスでんき　こが 小売業 電化製品 5%

129,097 愛知県 岡崎市 プラスでんきなかじま 小売業 電化製品 5%

129,098 愛知県 岡崎市 プラスでんきハシラ 小売業 電化製品 5%

129,099 愛知県 岡崎市 プラスでんきハシラ東 小売業 電化製品 5%

129,100 愛知県 岡崎市 プラスでんき　やた 小売業 電化製品 5%

129,101 愛知県 岡崎市 プラスでんきやまもと 小売業 電化製品 5%

129,102 愛知県 岡崎市 ＦＬＯＷＥＲ　ＳＨＯＰ　結花 小売業 その他小売 5%

129,103 愛知県 岡崎市 フリコナチュラルヘアライフ サービス 理容・美容業 5%

129,104 愛知県 岡崎市 フルカウント 小売業 その他小売 5%

129,105 愛知県 岡崎市 ブルージュ洋菓子店 サービス 飲食業 5%

129,106 愛知県 岡崎市 ふれあいドーム岡崎 小売業 食料品 5%

129,107 愛知県 岡崎市 ＦＲＥＮＣＨＢｌｅｕ岡崎 小売業 衣料品 5%

129,108 愛知県 岡崎市 ぶんごや サービス 飲食業 5%
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129,109 愛知県 岡崎市 ふんわりと サービス 理容・美容業 5%

129,110 愛知県 岡崎市 ｈａｉｒ　ｐｅｏｎｙ サービス 理容・美容業 5%

129,111 愛知県 岡崎市 ＨＡＩＲ ａｉｍ サービス 理容・美容業 5%

129,112 愛知県 岡崎市 ＨＡＩＲ　ａｎｋ　ＢＯＬＥＲＯ サービス 理容・美容業 5%

129,113 愛知県 岡崎市 ヘアーサロンいとう サービス 理容・美容業 5%

129,114 愛知県 岡崎市 ＨＡＩＲ　Ｃｈｅｒｉｒ サービス 理容・美容業 5%

129,115 愛知県 岡崎市 ヘアーステージめがね　ヘアーステージめがね サービス 理容・美容業 5%

129,116 愛知県 岡崎市 ｈａｉｒ　ｓｐａ　ｆｒａｎｇｉ サービス 理容・美容業 5%

129,117 愛知県 岡崎市 ｈａｉｒ＆ｓｐａｃｅＢｏｏｋ サービス 理容・美容業 5%

129,118 愛知県 岡崎市 ｈａｉｒｇａｒｄｅｎｍｏｃａ サービス 理容・美容業 5%

129,119 愛知県 岡崎市 ＨＡＩＲ　ＣＬＵＢ　ＤＩＮＯ サービス 理容・美容業 5%

129,120 愛知県 岡崎市 ヘアーミュゼ サービス 理容・美容業 5%

129,121 愛知県 岡崎市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｓｉｒ　ｍｉｘ サービス 理容・美容業 5%

129,122 愛知県 岡崎市 ベイシック 小売業 その他小売 5%

129,123 愛知県 岡崎市 ｂａｋｅｒｙ ｆｉｒｅｋｉｎｇオレンジカウンティ ｆｉｒｅｋｉｎｇ 小売業 その他小売 5%

129,124 愛知県 岡崎市 ＰＥＣＯ サービス 飲食業 5%

129,125 愛知県 岡崎市 ベルエレーヌ岡崎 サービス その他サービス 5%

129,126 愛知県 岡崎市 ペンズアレイ 小売業 その他小売 5%

129,127 愛知県 岡崎市 宝石工房　アートゆう 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,128 愛知県 岡崎市 宝石の桐屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,129 愛知県 岡崎市 細井久史事務所 サービス その他サービス 5%

129,130 愛知県 岡崎市 ボディケアサロンＭｙＲｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

129,131 愛知県 岡崎市 ホテル平成 サービス 宿泊業 5%

129,132 愛知県 岡崎市 ポリッシュ　岡崎店 サービス 理容・美容業 5%

129,133 愛知県 岡崎市 ポルシェセンター岡崎 小売業 その他小売 5%

129,134 愛知県 岡崎市 Ｗｈｉｔｅｌｉｌｙ岡崎店 小売業 その他小売 5%

129,135 愛知県 岡崎市 ホンダドリーム岡崎 小売業 その他小売 5%

129,136 愛知県 岡崎市 ホンダ美研 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

129,137 愛知県 岡崎市 ＭＹ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

129,138 愛知県 岡崎市 まきやす衣裳店　岡崎店 サービス その他サービス 5%

129,139 愛知県 岡崎市 マジカル 小売業 食料品 5%

129,140 愛知県 岡崎市 益冨タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

129,141 愛知県 岡崎市 ＭＡＮＵＡＬＨＡＩＲ＆ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

129,142 愛知県 岡崎市 ＭＡＨＡＬＯ　岡崎店 サービス 理容・美容業 5%

129,143 愛知県 岡崎市 ママイクコ　岡崎 小売業 その他小売 5%

129,144 愛知県 岡崎市 マル京果園 小売業 食料品 5%

129,145 愛知県 岡崎市 マルタ園 小売業 食料品 5%

129,146 愛知県 岡崎市 まるや八丁味噌 小売業 食料品 5%

129,147 愛知県 岡崎市 まんが喫茶ログキャビン　岡崎店 サービス 飲食業 5%

129,148 愛知県 岡崎市 三河ダイハツ 小売業 その他小売 5%

129,149 愛知県 岡崎市 三河ダイハツ岡崎店 小売業 その他小売 5%

129,150 愛知県 岡崎市 三河ダイハツ光ヶ丘店 小売業 その他小売 5%
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129,151 愛知県 岡崎市 三河ダイハツ法性寺店 小売業 その他小売 5%

129,152 愛知県 岡崎市 三河ダイハツＵ－ＣＡＲ岩津店 小売業 その他小売 5%

129,153 愛知県 岡崎市 三河洋電 小売業 電化製品 5%

129,154 愛知県 岡崎市 道の駅　藤川宿 小売業 食料品 5%

129,155 愛知県 岡崎市 味鶏屋 サービス 飲食業 5%

129,156 愛知県 岡崎市 南岡崎ＳＳ　株式会社新東 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,157 愛知県 岡崎市 宮崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,158 愛知県 岡崎市 宮本養魚場 小売業 その他小売 5%

129,159 愛知県 岡崎市 ミュゼ大西店 サービス 理容・美容業 5%

129,160 愛知県 岡崎市 ミュゼ柱店 サービス 理容・美容業 5%

129,161 愛知県 岡崎市 無印良品岡崎龍美丘 小売業 その他小売 2%

129,162 愛知県 岡崎市 六名米穀店 小売業 食料品 5%

129,163 愛知県 岡崎市 六ツ美ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,164 愛知県 岡崎市 ＭＯＶＩＥ　ＧＡＮＧ 小売業 衣料品 5%

129,165 愛知県 岡崎市 Ｍａｋｅｒ’ｓＳｈｉｒｔカマクラ 小売業 衣料品 5%

129,166 愛知県 岡崎市 メガネの岡田 小売業 その他小売 5%

129,167 愛知県 岡崎市 めがねのワールド サービス その他サービス 5%

129,168 愛知県 岡崎市 メナード化粧品 岡崎城南代行店 小売業 その他小売 5%

129,169 愛知県 岡崎市 メナードフェイシャルサロン　プロスペール上里 小売業 その他小売 5%

129,170 愛知県 岡崎市 メモリーズコレクション 小売業 その他小売 5%

129,171 愛知県 岡崎市 ＭＯＲＥ サービス 飲食業 5%

129,172 愛知県 岡崎市 ｍｏｃａ 小売業 衣料品 5%

129,173 愛知県 岡崎市 本宿どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

129,174 愛知県 岡崎市 Ｍｏｔｏｔｓｕｇｕ サービス 理容・美容業 5%

129,175 愛知県 岡崎市 森嶋玲泰税理士事務所 サービス その他サービス 5%

129,176 愛知県 岡崎市 焼肉紋次郎 サービス 飲食業 5%

129,177 愛知県 岡崎市 やきとりとりせい サービス 飲食業 5%

129,178 愛知県 岡崎市 焼肉　紋次郎 サービス 飲食業 5%

129,179 愛知県 岡崎市 焼肉　山 サービス 飲食業 5%

129,180 愛知県 岡崎市 焼肉おいでん サービス 飲食業 5%

129,181 愛知県 岡崎市 焼肉キング　鴨田店 サービス 飲食業 5%

129,182 愛知県 岡崎市 焼肉豆や サービス 飲食業 5%

129,183 愛知県 岡崎市 やはぎ動物病院 サービス その他サービス 5%

129,184 愛知県 岡崎市 ヤマサ園 小売業 食料品 5%

129,185 愛知県 岡崎市 山田屋庄九郎 小売業 衣料品 5%

129,186 愛知県 岡崎市 ＹＡＭＡＴＯ ＪＥＡＮＳ ＹＡＭＡＴＯ 明大寺店 小売業 衣料品 5%

129,187 愛知県 岡崎市 ＹＡＭＡＴＯ　アピタ岡崎北店 小売業 衣料品 5%

129,188 愛知県 岡崎市 山本商店 サービス その他サービス 5%

129,189 愛知県 岡崎市 山本でんき 小売業 電化製品 5%

129,190 愛知県 岡崎市 やまもと屋 小売業 衣料品 5%

129,191 愛知県 岡崎市 有限会社ジップオート サービス その他サービス 5%

129,192 愛知県 岡崎市 有限会社足立米穀店 小売業 食料品 5%
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129,193 愛知県 岡崎市 有限会社稲葉仏壇店　有限会社稲葉仏壇店 小売業 その他小売 5%

129,194 愛知県 岡崎市 有限会社しゃらく　有限会社しゃらく 小売業 その他小売 5%

129,195 愛知県 岡崎市 有限会社シンフォニア サービス その他サービス 5%

129,196 愛知県 岡崎市 有限会社タマケイ 小売業 その他小売 5%

129,197 愛知県 岡崎市 株式会社レックスシステム サービス その他サービス 5%

129,198 愛知県 岡崎市 悠伸堂薬局 小売業 その他小売 5%

129,199 愛知県 岡崎市 ユニーオイル　羽根バイパス給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,200 愛知県 岡崎市 ユニーオイル　福岡セントラル給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,201 愛知県 岡崎市 ユニーオイル定国ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,202 愛知県 岡崎市 洋裁教室 洋裁教室 サービス その他サービス 5%

129,203 愛知県 岡崎市 吉田時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,204 愛知県 岡崎市 吉浜人形　岡崎店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

129,205 愛知県 岡崎市 Ｌａ　ｃｈｅｒｉｅ（ラ　シェリー） サービス 理容・美容業 5%

129,206 愛知県 岡崎市 ラ　ひまわり 小売業 衣料品 5%

129,207 愛知県 岡崎市 有限会社ライトコンタクト 小売業 その他小売 5%

129,208 愛知県 岡崎市 ライトドリーム　ライトドリーム サービス その他サービス 5%

129,209 愛知県 岡崎市 有限会社ライフ・ルネッサンス サービス その他サービス 5%

129,210 愛知県 岡崎市 ＬＩＦＥＳＴＹＬＥＳＴＯＲＥＣｏｃｏｍｉｍｉ 小売業 家具・調度品 5%

129,211 愛知県 岡崎市 ライフマトリックス サービス 理容・美容業 5%

129,212 愛知県 岡崎市 Ｒａｄｉｃａｌ サービス 理容・美容業 5%

129,213 愛知県 岡崎市 ラピット岡崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,214 愛知県 岡崎市 ＬＯＶＥ 小売業 衣料品 5%

129,215 愛知県 岡崎市 株式会社太成家具センター 小売業 家具・調度品 5%

129,216 愛知県 岡崎市 ＬＯＶＥＯＡＳＩＳ サービス 理容・美容業 5%

129,217 愛知県 岡崎市 Ｌａ．ｌｕｎａ 小売業 電化製品 5%

129,218 愛知県 岡崎市 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｖｉｌｌａｇｅ　りとる　リトルビレッジ サービス 飲食業 5%

129,219 愛知県 岡崎市 リモージュ 小売業 衣料品 5%

129,220 愛知県 岡崎市 Ｌｕｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

129,221 愛知県 岡崎市 リラクゼーション　フラウ サービス 理容・美容業 5%

129,222 愛知県 岡崎市 リンゴ屋岡崎店 サービス その他サービス 5%

129,223 愛知県 岡崎市 リンゴ屋岡崎店 サービス その他サービス 5%

129,224 愛知県 岡崎市 ポーセラーツ教室Ｌｅ　ｃｏｅｕｒ サービス その他サービス 5%

129,225 愛知県 岡崎市 Ｒｅｃｏｎｎａｉｓｓａｎｃｅ サービス その他サービス 5%

129,226 愛知県 岡崎市 レイクアルスター＆キフィー 小売業 衣料品 5%

129,227 愛知県 岡崎市 ロケッティアトイズ 小売業 その他小売 5%

129,228 愛知県 岡崎市 寺井石油株式会社若松　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,229 愛知県 岡崎市 和工房　みよ志乃 小売業 衣料品 5%

129,230 愛知県 岡崎市 和食　いしかわ サービス 飲食業 5%

129,231 愛知県 岡崎市 和食　善雅 サービス 飲食業 5%

129,232 愛知県 岡崎市 ＷＯＲＬＤＷＩＤＥＡＮＧＬＥＲＳ 小売業 その他小売 5%

129,233 愛知県 尾張旭市 アイウェイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,234 愛知県 尾張旭市 ＩＣＥＧＹＭ サービス その他サービス 5%
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129,235 愛知県 尾張旭市 アイトーショールーム　アレーナ 小売業 家具・調度品 5%

129,236 愛知県 尾張旭市 アイトーショールーム　アレーナ 小売業 家具・調度品 5%

129,237 愛知県 尾張旭市 赤札堂　尾張旭店 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,238 愛知県 尾張旭市 秋山タイヤ　尾張旭晴丘店 小売業 その他小売 5%

129,239 愛知県 尾張旭市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒａｓｓｕｒｅ尾張旭 サービス 理容・美容業 5%

129,240 愛知県 尾張旭市 アジアンレストラン　コピラ　Ｋｏｐｉｌａ サービス 飲食業 5%

129,241 愛知県 尾張旭市 ａｍｕｓｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

129,242 愛知県 尾張旭市 ａｍｕｓｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

129,243 愛知県 尾張旭市 アミング尾張旭店 小売業 その他小売 5%

129,244 愛知県 尾張旭市 アメリカ中古家具　ＳＴＯＮＥＧＲＯＯＶＥ　ＳＴＯＮＥ　ＧＲＯＯＶＥ 小売業 家具・調度品 5%

129,245 愛知県 尾張旭市 アンイングリッシュクラブ三郷校 サービス その他サービス 5%

129,246 愛知県 尾張旭市 アンイングリッシュクラブ丸一校 サービス その他サービス 5%

129,247 愛知県 尾張旭市 あんぽん帝 サービス 飲食業 5%

129,248 愛知県 尾張旭市 イシカワ画材 小売業 その他小売 5%

129,249 愛知県 尾張旭市 石のきむら 小売業 家具・調度品 5%

129,250 愛知県 尾張旭市 一心　尾張旭店 サービス 飲食業 5%

129,251 愛知県 尾張旭市 一般社団法人フィジカルエクスプレッション協会 サービス その他サービス 5%

129,252 愛知県 尾張旭市 出光尾張旭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,253 愛知県 尾張旭市 伊藤鈑金塗装工業 サービス その他サービス 5%

129,254 愛知県 尾張旭市 Ｅｓｔｈｅｔｉｃ　Ｃａｌｌａ サービス 理容・美容業 5%

129,255 愛知県 尾張旭市 Ｅｔｅｒｎａｌ サービス 理容・美容業 5%

129,256 愛知県 尾張旭市 ＥｎｅＪｅｔ尾張旭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,257 愛知県 尾張旭市 ＥｎｅＪｅｔセルフ尾張旭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,258 愛知県 尾張旭市 お菓子のひろば　尾張旭店 小売業 食料品 5%

129,259 愛知県 尾張旭市 オリックスレンタカー尾張旭店 サービス その他サービス 2%

129,260 愛知県 尾張旭市 尾張旭営業所 サービス その他サービス 5%

129,261 愛知県 尾張旭市 セブン－イレブン尾張旭狩宿新町店 小売業 食料品 2%

129,262 愛知県 尾張旭市 セブン－イレブン尾張旭三郷町北店 小売業 食料品 2%

129,263 愛知県 尾張旭市 尾張旭システムサービス 小売業 電化製品 5%

129,264 愛知県 尾張旭市 セブン－イレブン尾張旭庄南町２丁目店 小売業 食料品 2%

129,265 愛知県 尾張旭市 セブン－イレブン尾張旭東名西町店 小売業 食料品 2%

129,266 愛知県 尾張旭市 セブン－イレブン尾張旭白鳳町店 小売業 食料品 2%

129,267 愛知県 尾張旭市 セブン－イレブン尾張旭晴丘店 小売業 食料品 2%

129,268 愛知県 尾張旭市 セブン－イレブン尾張旭東印場町店 小売業 食料品 2%

129,269 愛知県 尾張旭市 セブン－イレブン尾張旭東大道町店 小売業 食料品 2%

129,270 愛知県 尾張旭市 セブン－イレブン尾張旭東本地ヶ原町店 小売業 食料品 2%

129,271 愛知県 尾張旭市 セブン－イレブン尾張旭緑町店 小売業 食料品 2%

129,272 愛知県 尾張旭市 温野菜尾張旭店 サービス 飲食業 2%

129,273 愛知県 尾張旭市 ｋａｚａｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

129,274 愛知県 尾張旭市 Ｃａｓｉｔａｆｌｏｒ尾張旭店 サービス 理容・美容業 5%

129,275 愛知県 尾張旭市 カットパークサロン　ドリーム サービス 理容・美容業 5%

129,276 愛知県 尾張旭市 株式会社ｅ－ＬＩＦｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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129,277 愛知県 尾張旭市 髪処タニー サービス 理容・美容業 5%

129,278 愛知県 尾張旭市 有限会社カメヤマ酒店 小売業 食料品 5%

129,279 愛知県 尾張旭市 カメラのアマノ　尾張旭店 サービス その他サービス 5%

129,280 愛知県 尾張旭市 カメラのアマノ　三郷店 小売業 電化製品 5%

129,281 愛知県 尾張旭市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋尾張旭店 サービス 飲食業 2%

129,282 愛知県 尾張旭市 かわせ動物病院 サービス その他サービス 5%

129,283 愛知県 尾張旭市 季節のキッチン サービス 飲食業 5%

129,284 愛知県 尾張旭市 牛角尾張旭三郷店 サービス 飲食業 2%

129,285 愛知県 尾張旭市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ瀬港線守山店 小売業 その他小売 5%

129,286 愛知県 尾張旭市 靴のホッタ　エルパスアスカ尾張旭店 小売業 その他小売 5%

129,287 愛知県 尾張旭市 車の天井張り替え専門店　ＫＡＪＩ サービス その他サービス 5%

129,288 愛知県 尾張旭市 クーロンストリート サービス 飲食業 5%

129,289 愛知県 尾張旭市 ごはんや　晴丘亭 サービス 飲食業 5%

129,290 愛知県 尾張旭市 コマツヤ　アサヒ店 小売業 衣料品 5%

129,291 愛知県 尾張旭市 三郷　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,292 愛知県 尾張旭市 三郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,293 愛知県 尾張旭市 サンナップ 小売業 その他小売 5%

129,294 愛知県 尾張旭市 ジーンズショップ　リベット 小売業 衣料品 5%

129,295 愛知県 尾張旭市 しゃぶしゃぶ温野菜　尾張旭店 サービス 飲食業 2%

129,296 愛知県 尾張旭市 終活相談協会 サービス その他サービス 5%

129,297 愛知県 尾張旭市 食楽館 サービス 飲食業 5%

129,298 愛知県 尾張旭市 ジョッキ家はなれ サービス 飲食業 5%

129,299 愛知県 尾張旭市 城山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,300 愛知県 尾張旭市 新時代尾張旭店 サービス 飲食業 5%

129,301 愛知県 尾張旭市 杉澤義浩 サービス その他サービス 5%

129,302 愛知県 尾張旭市 スタジオ・クォーツ サービス その他サービス 5%

129,303 愛知県 尾張旭市 スティーズヘアーデザイン サービス 理容・美容業 5%

129,304 愛知県 尾張旭市 ＳＴＯＮＥ　ＧＲＯＯＶＥ 小売業 家具・調度品 5%

129,305 愛知県 尾張旭市 炭火焼肉仙姫３号店 サービス 飲食業 5%

129,306 愛知県 尾張旭市 総合貸衣裳館Ｍａｉ 尾張旭店 サービス その他サービス 5%

129,307 愛知県 尾張旭市 ソフトバンク 小売業 電化製品 5%

129,308 愛知県 尾張旭市 ソフトバンク　三郷西 小売業 電化製品 5%

129,309 愛知県 尾張旭市 大黒屋仏壇店　尾張旭店 小売業 家具・調度品 5%

129,310 愛知県 尾張旭市 タイヤ館アケボノ 小売業 その他小売 2%

129,311 愛知県 尾張旭市 タートル尾張旭店 サービス その他サービス 5%

129,312 愛知県 尾張旭市 ＤＡＮＫＥ サービス 理容・美容業 5%

129,313 愛知県 尾張旭市 チェッカーオート 小売業 その他小売 5%

129,314 愛知県 尾張旭市 ツーリストアイチ　バロー城山店 サービス その他サービス 5%

129,315 愛知県 尾張旭市 ＴＥＡＳ　Ｌｉｙｎ?ａｎ サービス 飲食業 5%

129,316 愛知県 尾張旭市 ＤＰ尾張旭 サービス 理容・美容業 5%

129,317 愛知県 尾張旭市 ＤＰ城山 サービス 理容・美容業 5%

129,318 愛知県 尾張旭市 ＴＪ天気予報　９ｍｍ　尾張旭店 サービス 理容・美容業 5%
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129,319 愛知県 尾張旭市 多治見水道 サービス その他サービス 5%

129,320 愛知県 尾張旭市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ尾張旭店 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,321 愛知県 尾張旭市 とりあえず吾平尾張旭店 サービス 飲食業 2%

129,322 愛知県 尾張旭市 ドリームワン柴田 小売業 電化製品 5%

129,323 愛知県 尾張旭市 ＤＲＥＳＳ　Ｈａｉｒ　ＭａｋｅＤＲＥＳＳ サービス その他サービス 5%

129,324 愛知県 尾張旭市 Ｔ’ｓＦａｖｏｒｉｔｅ 小売業 衣料品 5%

129,325 愛知県 尾張旭市 ナカヤ行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

129,326 愛知県 尾張旭市 仲屋酒店 小売業 食料品 5%

129,327 愛知県 尾張旭市 名古屋ダイハツ尾張旭店 小売業 その他小売 5%

129,328 愛知県 尾張旭市 名古屋ダイハツＵ－ＣＡＲ尾張旭 小売業 その他小売 5%

129,329 愛知県 尾張旭市 ナナカンパニーバイクセブン 小売業 その他小売 5%

129,330 愛知県 尾張旭市 ナフコ　トミダ　尾張旭店 小売業 食料品 5%

129,331 愛知県 尾張旭市 ＢＡＲ　ＡＮ′Ｚ サービス 飲食業 5%

129,332 愛知県 尾張旭市 ハートアップ　尾張旭店 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,333 愛知県 尾張旭市 ハードオフ尾張旭店 小売業 その他小売 2%

129,334 愛知県 尾張旭市 Ｂｏｗ　Ｗｏｗ　尾張旭店 サービス その他サービス 5%

129,335 愛知県 尾張旭市 パナショップ旭 小売業 電化製品 5%

129,336 愛知県 尾張旭市 原田商店 サービス その他サービス 5%

129,337 愛知県 尾張旭市 はり・きゅう稲垣 サービス その他サービス 5%

129,338 愛知県 尾張旭市 バロー城山店 サービス その他サービス 5%

129,339 愛知県 尾張旭市 ＰＥＡＣＥ直販店 小売業 その他小売 5%

129,340 愛知県 尾張旭市 ひめか 小売業 その他小売 5%

129,341 愛知県 尾張旭市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＣＯＣＯ　尾張旭店 サービス 理容・美容業 5%

129,342 愛知県 尾張旭市 プルトーン 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,343 愛知県 尾張旭市 フローリスト　みき 小売業 その他小売 5%

129,344 愛知県 尾張旭市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＤＲＥＳＳ サービス 理容・美容業 5%

129,345 愛知県 尾張旭市 ＨａｉｒＣｒｏｐ サービス 理容・美容業 5%

129,346 愛知県 尾張旭市 Ｈａｉｒ Ｃｒｏｐ サービス 理容・美容業 5%

129,347 愛知県 尾張旭市 Ｈａｉｒ　Ｇｅｂｒ　Ｙｏｋｏｔａ サービス 理容・美容業 5%

129,348 愛知県 尾張旭市 ヘアーサロンフジコマ尾張旭店 サービス 理容・美容業 5%

129,349 愛知県 尾張旭市 ヘアーサロンフジコマ尾張旭店 サービス 理容・美容業 5%

129,350 愛知県 尾張旭市 ＨＡＩＲ　Ｓ　Ｋｔｗｏ サービス 理容・美容業 5%

129,351 愛知県 尾張旭市 ＨＡＩＲ　ＳＴＡＴＩＯＮ　虹の丘 サービス 理容・美容業 5%

129,352 愛知県 尾張旭市 ｈａｉｒ　Ｒｕｐｏ サービス 理容・美容業 5%

129,353 愛知県 尾張旭市 ホビーオフ尾張旭店 小売業 その他小売 2%

129,354 愛知県 尾張旭市 ホームドライアイックス　三郷店 サービス その他サービス 5%

129,355 愛知県 尾張旭市 マクドナルド印場ピアゴ店 サービス 飲食業 2%

129,356 愛知県 尾張旭市 マクドナルド尾張旭イトーヨーカドー店 サービス 飲食業 2%

129,357 愛知県 尾張旭市 マクドナルド本地ヶ原店 サービス 飲食業 2%

129,358 愛知県 尾張旭市 まじまコンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

129,359 愛知県 尾張旭市 ＭＡＬＩＭＥＬＯ サービス 飲食業 5%

129,360 愛知県 尾張旭市 ＭＩＫＵＮＩｓＦＡＭ 小売業 衣料品 5%
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129,361 愛知県 尾張旭市 ＭＯＵＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

129,362 愛知県 尾張旭市 名大ＳＫＹ尾張旭本部校 サービス その他サービス 5%

129,363 愛知県 尾張旭市 メルス　尾張旭店 サービス 飲食業 5%

129,364 愛知県 尾張旭市 もみかる　尾張旭三郷店 サービス その他サービス 5%

129,365 愛知県 尾張旭市 焼肉食彩　味来 サービス 飲食業 5%

129,366 愛知県 尾張旭市 焼肉仙姫３号店 サービス 飲食業 5%

129,367 愛知県 尾張旭市 やわらかとんかつ　かつ雅　尾張旭店 サービス 飲食業 5%

129,368 愛知県 尾張旭市 有限会社　メイワ自動車 サービス その他サービス 5%

129,369 愛知県 尾張旭市 有限会社アイ オート サービス その他サービス 5%

129,370 愛知県 尾張旭市 有限会社坂新聞店 サービス その他サービス 5%

129,371 愛知県 尾張旭市 ヨンヒキノネコ サービス 飲食業 5%

129,372 愛知県 尾張旭市 ライフスタイルスクエア　東風 小売業 その他小売 5%

129,373 愛知県 尾張旭市 ライフスタイルスクエア　東風 小売業 その他小売 5%

129,374 愛知県 尾張旭市 ラモディスタ 小売業 衣料品 5%

129,375 愛知県 尾張旭市 Ｒｅａｆｒｅ サービス 理容・美容業 5%

129,376 愛知県 尾張旭市 リベット２ 小売業 衣料品 5%

129,377 愛知県 尾張旭市 ＲＯＨＯ　Ｓａｌａｍａ サービス 理容・美容業 5%

129,378 愛知県 春日井市 アーク春日井店 小売業 衣料品 5%

129,379 愛知県 春日井市 アーリーガレージ 小売業 その他小売 5%

129,380 愛知県 春日井市 アーリーガレージ　２ 小売業 その他小売 5%

129,381 愛知県 春日井市 アイコーメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,382 愛知県 春日井市 アイコーメガネ　勝川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,383 愛知県 春日井市 アイコーメガネ　鳥居松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,384 愛知県 春日井市 愛知県医療療育総合センター病院売店 小売業 その他小売 5%

129,385 愛知県 春日井市 愛知リユース 小売業 その他小売 5%

129,386 愛知県 春日井市 赤ちゃんデパート水谷　春日井店 小売業 衣料品 5%

129,387 愛知県 春日井市 赤札堂　春日井店 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,388 愛知県 春日井市 赤札堂　勝川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,389 愛知県 春日井市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｅｏ春日井 サービス 理容・美容業 5%

129,390 愛知県 春日井市 アシスポ サービス 飲食業 5%

129,391 愛知県 春日井市 味美ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,392 愛知県 春日井市 アスリートネオニシオスポーツ 小売業 その他小売 5%

129,393 愛知県 春日井市 ＡＤＡＭＡＳ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

129,394 愛知県 春日井市 Ａｔｃｈｏｕｍ サービス 理容・美容業 5%

129,395 愛知県 春日井市 Ａｒｔｉｓ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

129,396 愛知県 春日井市 アトリエつみき屋 サービス その他サービス 5%

129,397 愛知県 春日井市 ａｐａｒｔｍｅｎｔ１３０号室 サービス その他サービス 5%

129,398 愛知県 春日井市 あひる商店 サービス その他サービス 5%

129,399 愛知県 春日井市 ＡＰＰＲＩＶＯＩＳＥＲ 小売業 その他小売 5%

129,400 愛知県 春日井市 アマノドラッグ　高蔵寺店 小売業 その他小売 5%

129,401 愛知県 春日井市 アメリカンスクエア　マツヤ　春日井店 小売業 衣料品 5%

129,402 愛知県 春日井市 アリッツ株式会社 高蔵寺オフィス サービス その他サービス 5%
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129,403 愛知県 春日井市 アンイングリッシュクラブ春日井校 サービス その他サービス 5%

129,404 愛知県 春日井市 ＩＺＵＭＩ　ｃａｆ?　＆ｂｉｓｔｒｏ サービス 飲食業 5%

129,405 愛知県 春日井市 ｉ．ｃｈｉ．ｅｈａｉｒ（いちえヘアー） サービス 理容・美容業 5%

129,406 愛知県 春日井市 市原商店 小売業 その他小売 5%

129,407 愛知県 春日井市 一心　春日井店 サービス 飲食業 5%

129,408 愛知県 春日井市 いっとく 飛騨鶏ちゃん自慢店 いっとく サービス 飲食業 5%

129,409 愛知県 春日井市 いつもの床屋髪まる　いつもの床屋髪まる サービス 理容・美容業 5%

129,410 愛知県 春日井市 出光勝川橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,411 愛知県 春日井市 出光桃山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,412 愛知県 春日井市 移動雑貨屋ＧＵＲＩ 小売業 その他小売 5%

129,413 愛知県 春日井市 イトウふとん店 小売業 家具・調度品 5%

129,414 愛知県 春日井市 犬の美容室犬日和　犬の美容室　犬日和 サービス 理容・美容業 5%

129,415 愛知県 春日井市 猪天　駅前店 サービス 飲食業 5%

129,416 愛知県 春日井市 岩田美容室 サービス 理容・美容業 5%

129,417 愛知県 春日井市 ヴァンカウンシル春日井 サービス 理容・美容業 5%

129,418 愛知県 春日井市 魚錠　春日井店 サービス 飲食業 5%

129,419 愛知県 春日井市 ａｉｒＭ サービス その他サービス 5%

129,420 愛知県 春日井市 ＡＺ－ＯＮＥ 小売業 衣料品 5%

129,421 愛知県 春日井市 ｅｎｊｕ サービス 理容・美容業 5%

129,422 愛知県 春日井市 大手　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,423 愛知県 春日井市 大留ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,424 愛知県 春日井市 大問屋春日井店 サービス その他サービス 5%

129,425 愛知県 春日井市 御菓子司平八堂 小売業 食料品 5%

129,426 愛知県 春日井市 お好み焼あおい サービス 飲食業 5%

129,427 愛知県 春日井市 ＯＷＮＥＲサロン サービス 理容・美容業 5%

129,428 愛知県 春日井市 オフィスカトウ サービス その他サービス 5%

129,429 愛知県 春日井市 オフィスカトウ サービス その他サービス 5%

129,430 愛知県 春日井市 オプティミスティック サービス 理容・美容業 5%

129,431 愛知県 春日井市 ｏｐｅｒａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

129,432 愛知県 春日井市 オリックスレンタカー春日井店 サービス その他サービス 2%

129,433 愛知県 春日井市 オンセブンデイズ如意申店 小売業 その他小売 5%

129,434 愛知県 春日井市 温野菜春日井店 サービス 飲食業 2%

129,435 愛知県 春日井市 カードコレクション 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

129,436 愛知県 春日井市 カイロプラクティック美容カイロサロンシエラ サービス 理容・美容業 5%

129,437 愛知県 春日井市 カガミ自動車 サービス その他サービス 5%

129,438 愛知県 春日井市 カクヤス　坂下店 小売業 食料品 5%

129,439 愛知県 春日井市 梶田自動車商会 サービス その他サービス 5%

129,440 愛知県 春日井市 Ｃａｓｉｔａｈａｉｒｒｅｓｏｒｔ春日井店 サービス 理容・美容業 5%

129,441 愛知県 春日井市 春日井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,442 愛知県 春日井市 春日井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,443 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井朝宮町店 小売業 食料品 2%

129,444 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井味美白山町店 小売業 食料品 2%
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129,445 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井稲口町店 小売業 食料品 2%

129,446 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井岩成台店 小売業 食料品 2%

129,447 愛知県 春日井市 春日井営業所 サービス その他サービス 5%

129,448 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井大留町店 小売業 食料品 2%

129,449 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井勝川駅前店 小売業 食料品 2%

129,450 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井勝川新町店 小売業 食料品 2%

129,451 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井勝川町１０丁目店 小売業 食料品 2%

129,452 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井気噴町北店 小売業 食料品 2%

129,453 愛知県 春日井市 春日井グランドボウル サービス その他サービス 5%

129,454 愛知県 春日井市 春日井サイクル　自転車館 小売業 その他小売 5%

129,455 愛知県 春日井市 春日井自動車 サービス その他サービス 5%

129,456 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井篠木町１丁目店 小売業 食料品 2%

129,457 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井篠木町７丁目店 小売業 食料品 2%

129,458 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井市民病院前店 小売業 食料品 2%

129,459 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井上条町店 小売業 食料品 2%

129,460 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井白山町店 小売業 食料品 2%

129,461 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井高森台店 小売業 食料品 2%

129,462 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井高山町店 小売業 食料品 2%

129,463 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井出川町４丁目店 小売業 食料品 2%

129,464 愛知県 春日井市 かすがい動物病院 サービス その他サービス 5%

129,465 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井鳥居松町店 小売業 食料品 2%

129,466 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井八光町４丁目店 小売業 食料品 2%

129,467 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井藤山台店 小売業 食料品 2%

129,468 愛知県 春日井市 春日井ホルモン サービス 飲食業 5%

129,469 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井松河戸インター西店 小売業 食料品 2%

129,470 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井松河戸町店 小売業 食料品 2%

129,471 愛知県 春日井市 春日井まつげ サービス 理容・美容業 5%

129,472 愛知県 春日井市 春日井南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,473 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井宮町店 小売業 食料品 2%

129,474 愛知県 春日井市 セブン－イレブン春日井桃山町１丁目店 小売業 食料品 2%

129,475 愛知県 春日井市 春日井吉浜人形 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

129,476 愛知県 春日井市 ガスセンター 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,477 愛知県 春日井市 カスタムプレート 小売業 衣料品 5%

129,478 愛知県 春日井市 勝川ゴム工業所 小売業 その他小売 5%

129,479 愛知県 春日井市 勝川橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,480 愛知県 春日井市 かっこ屋 小売業 その他小売 5%

129,481 愛知県 春日井市 カフェ　ソレイユ サービス 飲食業 5%

129,482 愛知県 春日井市 カフェズコット サービス 飲食業 5%

129,483 愛知県 春日井市 ＣＡＦｅＺＵ－ＣＣＯＴＴＯ サービス 飲食業 5%

129,484 愛知県 春日井市 株式会社イフ商会 厳選品ワイン輸入元直営店 エルタンキント 小売業 食料品 5%

129,485 愛知県 春日井市 株式会社　ＧＲ８ 小売業 その他小売 5%

129,486 愛知県 春日井市 カーメイク斎藤 サービス その他サービス 5%
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129,487 愛知県 春日井市 カメラのアマノ　春日井西店 小売業 電化製品 5%

129,488 愛知県 春日井市 ＫＡＲＡＫＡＲＡ春日井店 サービス 飲食業 5%

129,489 愛知県 春日井市 からふる。 サービス その他サービス 5%

129,490 愛知県 春日井市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　春日井町屋店 サービス 飲食業 2%

129,491 愛知県 春日井市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋春日井勝川店 サービス 飲食業 2%

129,492 愛知県 春日井市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋春日井高蔵寺店 サービス 飲食業 2%

129,493 愛知県 春日井市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋春日井鳥居松店 サービス 飲食業 2%

129,494 愛知県 春日井市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋春日井中新町店 サービス 飲食業 2%

129,495 愛知県 春日井市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋春日井東野店 サービス 飲食業 2%

129,496 愛知県 春日井市 川田自動車 サービス その他サービス 5%

129,497 愛知県 春日井市 キッズガレージ 小売業 その他小売 5%

129,498 愛知県 春日井市 キッチンしらしま サービス 飲食業 5%

129,499 愛知県 春日井市 ギブソンズ ギブソンズ トレンタ サービス 理容・美容業 5%

129,500 愛知県 春日井市 ｇｉｆｔ！ サービス 理容・美容業 5%

129,501 愛知県 春日井市 きものサロンやまき 小売業 衣料品 5%

129,502 愛知県 春日井市 きものサロンやまき 小売業 衣料品 5%

129,503 愛知県 春日井市 きもののびとう豊明店 小売業 衣料品 5%

129,504 愛知県 春日井市 ＣＡＰ　ＢＹ　ＣＡＰＬＡＳ　ＮＡＩＬ 小売業 その他小売 5%

129,505 愛知県 春日井市 ＣＡＰＬＡＳ　ＮＡＩＬ　ＭＹＭ 小売業 その他小売 5%

129,506 愛知県 春日井市 キャプラスネイル　ヴェリエ 小売業 その他小売 5%

129,507 愛知県 春日井市 ＣＡＰＬＡＳＮＡＩＬｂｅｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

129,508 愛知県 春日井市 牛角春日井店 サービス 飲食業 2%

129,509 愛知県 春日井市 共栄堂 小売業 電化製品 5%

129,510 愛知県 春日井市 トータルフォトスタジオきらら サービス その他サービス 5%

129,511 愛知県 春日井市 ＫｉｌａｌａＳＯＦＴ サービス その他サービス 5%

129,512 愛知県 春日井市 ＫｉｎｍｏｋｕＳｅｉ サービス 理容・美容業 5%

129,513 愛知県 春日井市 串けん サービス 飲食業 5%

129,514 愛知県 春日井市 ｋｕｓｓｈｉ串男ｍａｎ サービス 飲食業 5%

129,515 愛知県 春日井市 靴のホッタ　エルパスバロー春日井西店 小売業 その他小売 5%

129,516 愛知県 春日井市 くつろぎ空間わしょく屋 サービス 飲食業 5%

129,517 愛知県 春日井市 ｃｌａｒｔｅ　ＪＲ勝川駅前南口店 サービス 理容・美容業 5%

129,518 愛知県 春日井市 クリアボディプラス 小売業 その他小売 5%

129,519 愛知県 春日井市 クリアボディプラス 小売業 その他小売 5%

129,520 愛知県 春日井市 クリアボディプラス　勝川駅前店 サービス その他サービス 5%

129,521 愛知県 春日井市 クリアボディプラス　勝川駅前店 サービス その他サービス 5%

129,522 愛知県 春日井市 グリーンコンタクト勝川 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,523 愛知県 春日井市 クリーンランド青山バロー春日井西店 サービス その他サービス 5%

129,524 愛知県 春日井市 クリーンランド青山Ｖｄｒｕｇ宮町店 サービス その他サービス 5%

129,525 愛知県 春日井市 くるまランド サービス その他サービス 5%

129,526 愛知県 春日井市 黒猫美容室 サービス 理容・美容業 5%

129,527 愛知県 春日井市 黒鉾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,528 愛知県 春日井市 郡八 サービス 飲食業 5%
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129,529 愛知県 春日井市 ケイエポック　春日井店 小売業 衣料品 5%

129,530 愛知県 春日井市 べんとう丸や サービス 飲食業 5%

129,531 愛知県 春日井市 仔犬カフェＲＩＯ　春日井店 サービス その他サービス 5%

129,532 愛知県 春日井市 合資会社油茂商店 小売業 その他小売 5%

129,533 愛知県 春日井市 高蔵寺中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,534 愛知県 春日井市 高蔵寺ペットクリニック サービス その他サービス 5%

129,535 愛知県 春日井市 高蔵寺まつげ サービス 理容・美容業 5%

129,536 愛知県 春日井市 高蔵寺まつげ サービス 理容・美容業 5%

129,537 愛知県 春日井市 五行治療院 サービス 理容・美容業 5%

129,538 愛知県 春日井市 ＣＯＣＯ春日井店 サービス 理容・美容業 5%

129,539 愛知県 春日井市 ｃｏｚｙ　ｐｌａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

129,540 愛知県 春日井市 コジマ電機 コジマ電機 小売業 電化製品 5%

129,541 愛知県 春日井市 ごとうクリーニング　勝南プラザ店 サービス その他サービス 5%

129,542 愛知県 春日井市 ごはんＣａｆｅ　ＫＡＷＡ サービス 飲食業 5%

129,543 愛知県 春日井市 ゴルフカーニバル　春日井店 小売業 その他小売 5%

129,544 愛知県 春日井市 ｃｏｒｐｅｋｏ サービス 理容・美容業 5%

129,545 愛知県 春日井市 サイクルディーラークワトロ春日井インター 小売業 その他小売 5%

129,546 愛知県 春日井市 サイクルディーラークワトロ　春日井店 小売業 その他小売 5%

129,547 愛知県 春日井市 サイクルメイト　アンドー 小売業 その他小売 5%

129,548 愛知県 春日井市 サイクルメイト　アンドー 小売業 その他小売 5%

129,549 愛知県 春日井市 坂下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,550 愛知県 春日井市 株式会社さくらギフト 小売業 その他小売 5%

129,551 愛知県 春日井市 ＳＡＫＵＲＡ八光店 サービス 理容・美容業 5%

129,552 愛知県 春日井市 ＳＡＫＵＲＡｈａｉｒ大手店 サービス 理容・美容業 5%

129,553 愛知県 春日井市 酒のうかい 小売業 食料品 5%

129,554 愛知県 春日井市 ３９プライス　１９号春日井店 サービス その他サービス 5%

129,555 愛知県 春日井市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 名古屋営業所 小売業 その他小売 5%

129,556 愛知県 春日井市 ＣＩＥ サービス 理容・美容業 5%

129,557 愛知県 春日井市 Ｓｅｃｒｅｔ　Ｓａｌｏｎ　ぽのり サービス 理容・美容業 5%

129,558 愛知県 春日井市 地酒とワインの店マルマタ 小売業 食料品 5%

129,559 愛知県 春日井市 シャディ　サンコー 小売業 その他小売 5%

129,560 愛知県 春日井市 ＳＨＡＭＰＯＯ　Ｌｏｖｅｒｓ サービス 理容・美容業 5%

129,561 愛知県 春日井市 酒房　味彩 サービス 飲食業 5%

129,562 愛知県 春日井市 旬菜　かとう サービス 飲食業 5%

129,563 愛知県 春日井市 旬彩遊膳　ながなわ サービス 飲食業 5%

129,564 愛知県 春日井市 正直屋酒店 小売業 食料品 5%

129,565 愛知県 春日井市 新春日井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,566 愛知県 春日井市 ｓｕｐｅｒｎｏｖａ サービス その他サービス 5%

129,567 愛知県 春日井市 杉浦電器春日井店 小売業 電化製品 5%

129,568 愛知県 春日井市 杉本獣医科病院 サービス その他サービス 5%

129,569 愛知県 春日井市 すたみな太郎　春日井神屋店 サービス 飲食業 5%

129,570 愛知県 春日井市 スティーマーレーン サービス その他サービス 5%
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129,571 愛知県 春日井市 ＳＴＩＭＰＹ 小売業 その他小売 5%

129,572 愛知県 春日井市 ステーキ屋暖手　春日井店 サービス 飲食業 5%

129,573 愛知県 春日井市 ｓｐｈｅｒｅ 小売業 衣料品 5%

129,574 愛知県 春日井市 スペシィフィックカイロプラクティックオフィスカトウ サービス その他サービス 5%

129,575 愛知県 春日井市 スポーツギア２４０ 小売業 その他小売 5%

129,576 愛知県 春日井市 スマイリー サービス 飲食業 5%

129,577 愛知県 春日井市 すまいるクロス サービス その他サービス 5%

129,578 愛知県 春日井市 炭火焼肉　釜山　春日井店 サービス 飲食業 5%

129,579 愛知県 春日井市 ３ＢＬＯＣＫＳ ＰＯＰＣＯＲＮ 小売業 食料品 5%

129,580 愛知県 春日井市 Ｓｅｖｅｎ　Ｈａｉｒ　Ｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

129,581 愛知県 春日井市 総合貸衣裳館Ｍａｉ 春日井店 サービス その他サービス 5%

129,582 愛知県 春日井市 ＳＯＢＡｓｏｌ 小売業 その他小売 5%

129,583 愛知県 春日井市 蕎麦の三心　（２） サービス 飲食業 5%

129,584 愛知県 春日井市 ＴＡｉＳＥｉＫＡＮサンマルシェ高蔵寺店 サービス その他サービス 5%

129,585 愛知県 春日井市 たいよう　Ｈｕｍａｎ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｃａｆｅ　たいよう サービス 飲食業 5%

129,586 愛知県 春日井市 高山オートサービス サービス その他サービス 5%

129,587 愛知県 春日井市 たこやき　心 小売業 食料品 5%

129,588 愛知県 春日井市 ＤＡＤＬＹ 小売業 その他小売 5%

129,589 愛知県 春日井市 タートル春日井店 サービス その他サービス 5%

129,590 愛知県 春日井市 タートル本社 サービス その他サービス 5%

129,591 愛知県 春日井市 玉野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,592 愛知県 春日井市 田楽　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,593 愛知県 春日井市 ＤＡＮＫＯ サービス 理容・美容業 5%

129,594 愛知県 春日井市 担々麺　錦城　春日井店 サービス 飲食業 5%

129,595 愛知県 春日井市 千葉電化株式会社　千葉電化 小売業 電化製品 5%

129,596 愛知県 春日井市 チームシックス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

129,597 愛知県 春日井市 中日新聞 山田新聞店 小売業 その他小売 5%

129,598 愛知県 春日井市 ツーリストアイチ　サンマルシェ旅行サロン サービス その他サービス 5%

129,599 愛知県 春日井市 ツーリストアイチ　中部大学トラベルプラザ サービス その他サービス 5%

129,600 愛知県 春日井市 ツーリストアイチ　本社・営業本部 サービス その他サービス 5%

129,601 愛知県 春日井市 つくし薬局 小売業 その他小売 5%

129,602 愛知県 春日井市 ＴＩＭ　ＴＯＵＲＳ サービス その他サービス 5%

129,603 愛知県 春日井市 ティアリィ　高蔵寺店 サービス その他サービス 5%

129,604 愛知県 春日井市 ＴＪ天気予報 ５ｍｍ 春日井店 まつエク サービス 理容・美容業 5%

129,605 愛知県 春日井市 Ｄｉｖａ サービス 理容・美容業 5%

129,606 愛知県 春日井市 Ｔｉｒｔａ　Ｎａｇａ サービス その他サービス 5%

129,607 愛知県 春日井市 出川薬局 小売業 その他小売 5%

129,608 愛知県 春日井市 鉄板台所むらまさ本店 サービス 飲食業 5%

129,609 愛知県 春日井市 デ・ドゥ名鉄味美駅前店 サービス 理容・美容業 5%

129,610 愛知県 春日井市 テニスラウンジ春日井 サービス その他サービス 5%

129,611 愛知県 春日井市 東海記念病院売店 小売業 その他小売 5%

129,612 愛知県 春日井市 東海補聴器センター春日井店 小売業 その他小売 5%
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129,613 愛知県 春日井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ春日井店 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,614 愛知県 春日井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ高蔵寺駅前　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,615 愛知県 春日井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ出川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,616 愛知県 春日井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ春日井中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,617 愛知県 春日井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ春日井中切ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,618 愛知県 春日井市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフサンライズ泉橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,619 愛知県 春日井市 ＤＯＣＴＯＲ　ＰＬＵＳ サービス 理容・美容業 5%

129,620 愛知県 春日井市 Ｄｏｇｓａｌｏｎｎａｎｎｙ サービス その他サービス 5%

129,621 愛知県 春日井市 トヨタカローラ中京春日井篠木店 小売業 その他小売 5%

129,622 愛知県 春日井市 トヨタカローラ中京春日井センター 小売業 その他小売 5%

129,623 愛知県 春日井市 トヨタカローラ名古屋勝川店 小売業 その他小売 5%

129,624 愛知県 春日井市 トヨタホ－ム名古屋春日井店 サービス その他サービス 5%

129,625 愛知県 春日井市 トヨタレンタリース名古屋春日井インター店 サービス その他サービス 2%

129,626 愛知県 春日井市 トヨタレンタリース名古屋勝川駅前店 サービス その他サービス 2%

129,627 愛知県 春日井市 ドライバーズ愛知名古屋尾張支店 サービス 運輸業 5%

129,628 愛知県 春日井市 ＴＲＩＭＳＯ 小売業 家具・調度品 5%

129,629 愛知県 春日井市 ドローンスクールジャパン愛知春日井校 サービス その他サービス 5%

129,630 愛知県 春日井市 トンガリアーノ勝川店 サービス 飲食業 5%

129,631 愛知県 春日井市 トンガリアーノ勝川店 サービス 飲食業 5%

129,632 愛知県 春日井市 永田や　佛壇店　春日井店 小売業 家具・調度品 5%

129,633 愛知県 春日井市 ナカヤマ自動車 小売業 その他小売 5%

129,634 愛知県 春日井市 名古屋ダイハツ春日井店 小売業 その他小売 5%

129,635 愛知県 春日井市 名古屋ホウコドウ 小売業 その他小売 5%

129,636 愛知県 春日井市 名古屋ホウコドウ 小売業 その他小売 5%

129,637 愛知県 春日井市 ナフコトミダＴ－ＯＮＥ店 小売業 食料品 5%

129,638 愛知県 春日井市 ナフコ不二屋　石尾台店 小売業 食料品 5%

129,639 愛知県 春日井市 ナフコ不二屋　岩野店 小売業 食料品 5%

129,640 愛知県 春日井市 ナフコ不二屋　春日井店 小売業 食料品 5%

129,641 愛知県 春日井市 ナフコ不二屋　勝川店 小売業 食料品 5%

129,642 愛知県 春日井市 ナフコ不二屋　坂下店 小売業 食料品 5%

129,643 愛知県 春日井市 ナフコ不二屋　サンライフ店 小売業 食料品 5%

129,644 愛知県 春日井市 ナフコ不二屋　下津店 小売業 食料品 5%

129,645 愛知県 春日井市 ナフコ不二屋　パレッタ勝川店 小売業 食料品 5%

129,646 愛知県 春日井市 ナフコ不二屋　東野店 小売業 食料品 5%

129,647 愛知県 春日井市 煮え門 サービス 飲食業 5%

129,648 愛知県 春日井市 ｎｙｔ 小売業 衣料品 5%

129,649 愛知県 春日井市 人情屋台勝川店 サービス 飲食業 5%

129,650 愛知県 春日井市 ネイルズジューシー サービス 理容・美容業 5%

129,651 愛知県 春日井市 ネッツトヨタ中京春日井店 小売業 その他小売 5%

129,652 愛知県 春日井市 ネッツトヨタ中京高蔵寺店 小売業 その他小売 5%

129,653 愛知県 春日井市 ＮＯＴｙＥＴ サービス 理容・美容業 5%

129,654 愛知県 春日井市 バー　ステラ サービス 飲食業 5%
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129,655 愛知県 春日井市 ハートアップ　春日井店 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,656 愛知県 春日井市 パスタ・デ・ココ春日井八田町店 サービス 飲食業 2%

129,657 愛知県 春日井市 パソカレッジ高蔵寺 サービス その他サービス 5%

129,658 愛知県 春日井市 パソコンドック２４　春日井店 サービス その他サービス 5%

129,659 愛知県 春日井市 ８ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

129,660 愛知県 春日井市 八田犬猫クリニック サービス その他サービス 5%

129,661 愛知県 春日井市 ハッピーカーズ　春日井店 小売業 その他小売 5%

129,662 愛知県 春日井市 パナショップ味美 小売業 電化製品 5%

129,663 愛知県 春日井市 パナショップ　牛山 小売業 電化製品 5%

129,664 愛知県 春日井市 パナショップ高蔵寺ニュータウン 小売業 電化製品 5%

129,665 愛知県 春日井市 パナショップ坂下 小売業 電化製品 5%

129,666 愛知県 春日井市 パナショップ　西部 小売業 電化製品 5%

129,667 愛知県 春日井市 パナショップほった 小売業 電化製品 5%

129,668 愛知県 春日井市 パナショップほった 小売業 電化製品 5%

129,669 愛知県 春日井市 パナプラザ　ナカタ 小売業 電化製品 5%

129,670 愛知県 春日井市 パナホーンズざんま 小売業 電化製品 5%

129,671 愛知県 春日井市 ＨＡＶＡＮＫ 小売業 その他小売 5%

129,672 愛知県 春日井市 はりかえ工房京屋春日井店 サービス その他サービス 5%

129,673 愛知県 春日井市 はりきゅうサロンやどり木 サービス 理容・美容業 5%

129,674 愛知県 春日井市 株式会社ハルキン 小売業 その他小売 5%

129,675 愛知県 春日井市 半田水園 春日井店 小売業 その他小売 5%

129,676 愛知県 春日井市 ＨＩＯＫＩ サービス その他サービス 5%

129,677 愛知県 春日井市 東野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,678 愛知県 春日井市 ぴざどき高蔵寺店 サービス 飲食業 5%

129,679 愛知県 春日井市 ｂｉｓｃｏ サービス 理容・美容業 5%

129,680 愛知県 春日井市 ビストロ東進堂 サービス 飲食業 5%

129,681 愛知県 春日井市 びっくりドンキー春日井店 サービス 飲食業 2%

129,682 愛知県 春日井市 美髪処縁?ＥＮＩＳＨＩ? サービス 理容・美容業 5%

129,683 愛知県 春日井市 ビーファースト 小売業 その他小売 5%

129,684 愛知県 春日井市 ＢｅａｕｔｙａｒｔｐｌａｃｅＰｉｓＡＱＵＡ サービス その他サービス 5%

129,685 愛知県 春日井市 美容室　ｖｉｆ サービス 理容・美容業 5%

129,686 愛知県 春日井市 美容室　エムズスタイル サービス 理容・美容業 5%

129,687 愛知県 春日井市 美容室　ＳＡＫＵＭＯＴＯ サービス 理容・美容業 5%

129,688 愛知県 春日井市 美容室　ＮＯＭＥ サービス 理容・美容業 5%

129,689 愛知県 春日井市 美容室　ＮＯＭＥ サービス 理容・美容業 5%

129,690 愛知県 春日井市 美容室カメモト　高蔵寺店 サービス 理容・美容業 5%

129,691 愛知県 春日井市 美容室グレースベル サービス 理容・美容業 5%

129,692 愛知県 春日井市 美容室ｎａｔｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

129,693 愛知県 春日井市 美容室ＮＯＭＥ　美容室ＮＯＭＥ サービス 理容・美容業 5%

129,694 愛知県 春日井市 美容室ＰＡＲＣＯ サービス 理容・美容業 5%

129,695 愛知県 春日井市 フラッシュ東野 サービス 理容・美容業 5%

129,696 愛知県 春日井市 美容室　ｍｉｌｌｅ・Ｃｒａｎｅ サービス 理容・美容業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

129,697 愛知県 春日井市 ｂ．ｒｅｍｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

129,698 愛知県 春日井市 ビーンスターク 小売業 電化製品 5%

129,699 愛知県 春日井市 ファッションＰＡＯ東野 小売業 衣料品 5%

129,700 愛知県 春日井市 フィッシング遊　春日井店 小売業 その他小売 5%

129,701 愛知県 春日井市 ｆａｉｒｅｓａｖｉｅフェール・サ・ヴィ 小売業 その他小売 5%

129,702 愛知県 春日井市 フォトスタジオ写奏館 サービス その他サービス 5%

129,703 愛知県 春日井市 ふくさ屋 ふくさ屋 小売業 食料品 5%

129,704 愛知県 春日井市 富士メガネ　富士メガネ 小売業 その他小売 5%

129,705 愛知県 春日井市 ＢＯＯＫＯＦＦ１９号春日井中央店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

129,706 愛知県 春日井市 ブックタウン高蔵寺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

129,707 愛知県 春日井市 ブッシュドプーレ 小売業 その他小売 5%

129,708 愛知県 春日井市 ＦＵＴＵＲＯ　ｃａｆｅ+ｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

129,709 愛知県 春日井市 フナカタ春日井店 小売業 電化製品 5%

129,710 愛知県 春日井市 プライベートサロンＶＩＶＩＡＳ サービス 理容・美容業 5%

129,711 愛知県 春日井市 ＰＬＵＳ　ＣＡＲＥ　ｈａｒｕ サービス 理容・美容業 5%

129,712 愛知県 春日井市 フラッシュ春日井店 サービス 理容・美容業 5%

129,713 愛知県 春日井市 フラッシ高蔵寺店 サービス 理容・美容業 5%

129,714 愛知県 春日井市 ブランシェ サービス 理容・美容業 5%

129,715 愛知県 春日井市 ブランシェ　如意申店 サービス 理容・美容業 5%

129,716 愛知県 春日井市 ブランシェ春日井市民病院前店 サービス 理容・美容業 5%

129,717 愛知県 春日井市 ブランシェ勝川店 サービス 理容・美容業 5%

129,718 愛知県 春日井市 ＢＲＡＮＣＨＥＪＲ勝川駅南口店 サービス 理容・美容業 5%

129,719 愛知県 春日井市 ブランシェ神領店 サービス 理容・美容業 5%

129,720 愛知県 春日井市 ブランシェデドゥー高蔵寺店 サービス 理容・美容業 5%

129,721 愛知県 春日井市 一般社団法人フリーランス推進機構 サービス その他サービス 5%

129,722 愛知県 春日井市 古田鈑金工芸 サービス その他サービス 5%

129,723 愛知県 春日井市 プロステーション　春日井店 小売業 食料品 5%

129,724 愛知県 春日井市 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎＬｏｒｒａｎ サービス 理容・美容業 5%

129,725 愛知県 春日井市 Ｈａｉｒ Ｍａｋｅ Ｃｏｌｏｒ ｓ サービス 理容・美容業 5%

129,726 愛知県 春日井市 ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ ＫｉｎｍｏｋｕＳｅｉ サービス 理容・美容業 5%

129,727 愛知県 春日井市 ｈａｉｒａｔｅｌｉｅｒｌａ＊ｐｏｒｔｅ． サービス その他サービス 5%

129,728 愛知県 春日井市 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ＧＡｊｕ。 サービス 理容・美容業 5%

129,729 愛知県 春日井市 ベー・エー・エー サービス 理容・美容業 5%

129,730 愛知県 春日井市 Ｐｅｔｄｅｓｉｇｎ春日井 サービス その他サービス 5%

129,731 愛知県 春日井市 ヘルシーキッチンスマイリー サービス 飲食業 5%

129,732 愛知県 春日井市 北部ダイハツ本社 小売業 その他小売 5%

129,733 愛知県 春日井市 ＰＯＴ 小売業 衣料品 5%

129,734 愛知県 春日井市 Ｈｏｔ　Ｓｔｕｆｆ　ｃｕｓｔｏｍ 小売業 その他小売 5%

129,735 愛知県 春日井市 ホットロード　春日井西店 小売業 その他小売 5%

129,736 愛知県 春日井市 ボディケアスポット サービス その他サービス 5%

129,737 愛知県 春日井市 ボディデザイン清水塾 サービス その他サービス 5%

129,738 愛知県 春日井市 ホテル　プラザ勝川　宴会 サービス 宿泊業 5%
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129,739 愛知県 春日井市 ホテルプラザ　勝川 サービス 宿泊業 5%

129,740 愛知県 春日井市 ホビーオフ１９号春日井中央店 小売業 電化製品 2%

129,741 愛知県 春日井市 ホームドライアイックス　高蔵寺店 サービス その他サービス 5%

129,742 愛知県 春日井市 ホールショット 小売業 その他小売 5%

129,743 愛知県 春日井市 ホルモン焼　ぶー豚 サービス 飲食業 5%

129,744 愛知県 春日井市 ホルモン焼　ぶー豚 サービス 飲食業 5%

129,745 愛知県 春日井市 ホルモン焼ぶー豚勝川店 サービス 飲食業 5%

129,746 愛知県 春日井市 ホワイトアベニュー春日井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,747 愛知県 春日井市 ホワイトアベニュー春日井西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,748 愛知県 春日井市 ボンクォーレ サービス 飲食業 5%

129,749 愛知県 春日井市 ＨｏｎｄａＣａｒｓ尾張　鷹来店 サービス その他サービス 5%

129,750 愛知県 春日井市 マーキーズハウス サービス 飲食業 5%

129,751 愛知県 春日井市 前並ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,752 愛知県 春日井市 マクドナルドイオン春日井店 サービス 飲食業 2%

129,753 愛知県 春日井市 マクドナルド春日井市民病院前店 サービス 飲食業 2%

129,754 愛知県 春日井市 マクドナルド春日井美濃町店 サービス 飲食業 2%

129,755 愛知県 春日井市 マクドナルド高蔵寺サンマルシェ店 サービス 飲食業 2%

129,756 愛知県 春日井市 マクドナルド１９号神屋公園前店 サービス 飲食業 2%

129,757 愛知県 春日井市 マクドナルド中部大学店 サービス 飲食業 2%

129,758 愛知県 春日井市 ｍａｍａｎｏ＊ｔｅ サービス その他サービス 5%

129,759 愛知県 春日井市 三星カメラ春日井中央店 小売業 電化製品 5%

129,760 愛知県 春日井市 三星カメラ高蔵寺ＮＴ店 小売業 電化製品 5%

129,761 愛知県 春日井市 Ｍｉｍｉ　ｈａｉｒｓａｌｏｎ　Ｍｍｉ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

129,762 愛知県 春日井市 雅技建 サービス その他サービス 5%

129,763 愛知県 春日井市 名技自動車 サービス その他サービス 5%

129,764 愛知県 春日井市 名紳　春日井坂下店 小売業 衣料品 5%

129,765 愛知県 春日井市 名紳 名紳 春日井坂下店 小売業 衣料品 5%

129,766 愛知県 春日井市 ＭＥＩＲＩＡＮ株式会社 小売業 その他小売 5%

129,767 愛知県 春日井市 メキア加藤商会株式会社 小売業 その他小売 5%

129,768 愛知県 春日井市 メナード春日井中央台 サービス 理容・美容業 2%

129,769 愛知県 春日井市 メンズヘアーサロン　ＡＲＤ サービス 理容・美容業 5%

129,770 愛知県 春日井市 ｍｏｃａ   Ｃｏ  ＲＥＳＯＮＡＳＯＮ 小売業 その他小売 5%

129,771 愛知県 春日井市 ＭＯＶＩＤＡ サービス 飲食業 5%

129,772 愛知県 春日井市 もみ処　匠の手 サービス その他サービス 5%

129,773 愛知県 春日井市 モリヤマスポーツ春日井店 小売業 その他小売 5%

129,774 愛知県 春日井市 焼肉えん サービス 飲食業 5%

129,775 愛知県 春日井市 焼肉竹 サービス 飲食業 5%

129,776 愛知県 春日井市 大和通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,777 愛知県 春日井市 やわらかとんかつ　かつ雅　春日井店 サービス 飲食業 5%

129,778 愛知県 春日井市 有限会社 井藤菓舗 井藤菓舗 小売業 食料品 5%

129,779 愛知県 春日井市 有限会社ウエダデンキ 小売業 電化製品 5%

129,780 愛知県 春日井市 有限会社オートプラザひらの 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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129,781 愛知県 春日井市 有限会社春日井サイクル 小売業 その他小売 5%

129,782 愛知県 春日井市 （有）草紙庵 サービス その他サービス 5%

129,783 愛知県 春日井市 ［ＨＣ］有限会社タカモリ電器 小売業 電化製品 5%

129,784 愛知県 春日井市 ［ＨＣ］有限会社林電器商会 小売業 電化製品 5%

129,785 愛知県 春日井市 Ｕｈａｉｒ　ａｓａｍｉｙａ サービス 理容・美容業 5%

129,786 愛知県 春日井市 ライジング サービス その他サービス 5%

129,787 愛知県 春日井市 ライジング己道会 サービス その他サービス 5%

129,788 愛知県 春日井市 らいふギャラリー 小売業 その他小売 5%

129,789 愛知県 春日井市 ラヴィール　アン　フルール 小売業 その他小売 5%

129,790 愛知県 春日井市 楽園フーズ 小売業 食料品 5%

129,791 愛知県 春日井市 RACIL春日井店 サービス その他サービス 5%

129,792 愛知県 春日井市 Ｌａｎｄｒｉｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

129,793 愛知県 春日井市 ＲＩＣＯ サービス 理容・美容業 5%

129,794 愛知県 春日井市 リミックス春日井店 小売業 その他小売 5%

129,795 愛知県 春日井市 理容　さえき サービス 理容・美容業 5%

129,796 愛知県 春日井市 理容やな サービス 理容・美容業 5%

129,797 愛知県 春日井市 ルネピアコンタクトレンズ　春日井店 小売業 その他小売 5%

129,798 愛知県 春日井市 Ｒｅｇａｌｏ【レガロ】 サービス 理容・美容業 5%

129,799 愛知県 春日井市 れすと サービス その他サービス 5%

129,800 愛知県 春日井市 ＬＯＡｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

129,801 愛知県 春日井市 六三春日井店　六三春日井店 サービス 飲食業 5%

129,802 愛知県 春日井市 ロゼ 小売業 衣料品 5%

129,803 愛知県 春日井市 炉ばたや竹蔵 サービス 飲食業 5%

129,804 愛知県 春日井市 ワイモバイル 春日井 小売業 その他小売 2%

129,805 愛知県 春日井市 若草動物病院 サービス その他サービス 5%

129,806 愛知県 春日井市 和食　はなのき サービス 飲食業 5%

129,807 愛知県 春日井市 わしょく屋 サービス 飲食業 5%

129,808 愛知県 春日井市 ＷＡＣＫＹＲＡＣＥ 小売業 衣料品 5%

129,809 愛知県 春日井市 和洋台所　よつ葉 サービス 飲食業 5%

129,810 愛知県 春日井市 笑福 サービス 飲食業 5%

129,811 愛知県 春日井市 ワールドクラブ 小売業 衣料品 5%

129,812 愛知県 春日井市 ワールドクラブ 小売業 衣料品 5%

129,813 愛知県 春日井市 わんこのナニー．ほいくえん サービス その他サービス 5%

129,814 愛知県 春日井市 １ｔｏＳＷＩＭ スイミングスクール サービス その他サービス 5%

129,815 愛知県 蟹江町 愛電館　イチノ 小売業 電化製品 5%

129,816 愛知県 蟹江町 赤ちゃんデパート水谷　蟹江店 小売業 衣料品 5%

129,817 愛知県 蟹江町 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｆｌａｒｅ蟹江町 サービス 理容・美容業 5%

129,818 愛知県 蟹江町 アトリエ　ヤマグチ サービス 理容・美容業 5%

129,819 愛知県 蟹江町 アルファンルート１かにえＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,820 愛知県 蟹江町 アンイングリッシュクラブ蟹江校 サービス その他サービス 5%

129,821 愛知県 蟹江町 いずもやピアゴ蟹江店 サービス その他サービス 5%

129,822 愛知県 蟹江町 ｉｃｈｉ　　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

3093



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

129,823 愛知県 蟹江町 ヴェルム蟹江店 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,824 愛知県 蟹江町 ＳＫ東海本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,825 愛知県 蟹江町 エマ　ネクサス〔蟹江店〕 サービス 理容・美容業 5%

129,826 愛知県 蟹江町 エルダイブ サービス その他サービス 5%

129,827 愛知県 蟹江町 エルダイブ 小売業 その他小売 5%

129,828 愛知県 蟹江町 宴家 サービス 飲食業 5%

129,829 愛知県 蟹江町 欧香 サービス 飲食業 5%

129,830 愛知県 蟹江町 お好み焼六三蟹江店 サービス 飲食業 5%

129,831 愛知県 蟹江町 カーズ　アサオカ サービス その他サービス 5%

129,832 愛知県 蟹江町 セブン－イレブン蟹江今店 小売業 食料品 2%

129,833 愛知県 蟹江町 蟹江町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,834 愛知県 蟹江町 セブン－イレブン蟹江町源氏店 小売業 食料品 2%

129,835 愛知県 蟹江町 セブン－イレブン蟹江町宝３丁目店 小売業 食料品 2%

129,836 愛知県 蟹江町 カニエのポパイ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

129,837 愛知県 蟹江町 カメラのアマノ　蟹江店 サービス その他サービス 5%

129,838 愛知県 蟹江町 旬菜の味わいがら里 サービス 飲食業 5%

129,839 愛知県 蟹江町 がら里 サービス 飲食業 5%

129,840 愛知県 蟹江町 加里部亭 サービス 飲食業 5%

129,841 愛知県 蟹江町 喫茶トム　ソーヤ サービス 飲食業 5%

129,842 愛知県 蟹江町 ＣＡＴＳＯＢＡＴ 小売業 その他小売 5%

129,843 愛知県 蟹江町 牛歩 サービス 飲食業 5%

129,844 愛知県 蟹江町 ぐっすり屋ワタシン蟹江店 小売業 家具・調度品 5%

129,845 愛知県 蟹江町 靴のホッタ　エルパスシューランド蟹江店 小売業 その他小売 5%

129,846 愛知県 蟹江町 ＧＲＡＣＩＡＳ サービス 理容・美容業 5%

129,847 愛知県 蟹江町 ザ ヴィジョンクエスト株式会社 サービス その他サービス 5%

129,848 愛知県 蟹江町 佐藤木工 小売業 家具・調度品 5%

129,849 愛知県 蟹江町 ３９０円ショップ 小売業 衣料品 5%

129,850 愛知県 蟹江町 ＳＬＯＷ ＬＩＦＥ サービス 飲食業 5%

129,851 愛知県 蟹江町 成菱自動車 小売業 その他小売 5%

129,852 愛知県 蟹江町 ｔａｋｅｎａｋａ　ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

129,853 愛知県 蟹江町 ツノダ 小売業 衣料品 5%

129,854 愛知県 蟹江町 ＤＰ蟹江 サービス 理容・美容業 5%

129,855 愛知県 蟹江町 テニスピボット 小売業 その他小売 5%

129,856 愛知県 蟹江町 ＤＤ蟹江店 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,857 愛知県 蟹江町 時計宝石メガネのヴェルム蟹江店 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,858 愛知県 蟹江町 トヨタカローラ中京　蟹江店 小売業 その他小売 5%

129,859 愛知県 蟹江町 トヨタホ－ム名古屋蟹江店 サービス その他サービス 5%

129,860 愛知県 蟹江町 トヨタレンタリース名古屋蟹江駅前店 サービス その他サービス 2%

129,861 愛知県 蟹江町 日本なわとびアカデミー 小売業 その他小売 5%

129,862 愛知県 蟹江町 ＮａｉｌＭａｇｉｃ　Ｎ’ｓＣｏｕｔｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

129,863 愛知県 蟹江町 ネッツトヨタ名古屋蟹江店 小売業 その他小売 5%

129,864 愛知県 蟹江町 ハードオフ愛知蟹江店 小売業 電化製品 2%
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129,865 愛知県 蟹江町 バリスバレエ蟹江教室 サービス その他サービス 5%

129,866 愛知県 蟹江町 ピーパチアンティーク 小売業 その他小売 5%

129,867 愛知県 蟹江町 ＰＩＰＡＣＳＡＮＴＩＱＵＥＳ 小売業 その他小売 5%

129,868 愛知県 蟹江町 びっくりドンキー蟹江店 サービス 飲食業 2%

129,869 愛知県 蟹江町 ホルミシスサロンＭＩＭＯＺＡ蟹江店 サービス 理容・美容業 5%

129,870 愛知県 蟹江町 ホルモン焼肉　笑炎　蟹江店 サービス 飲食業 5%

129,871 愛知県 蟹江町 ホルモン焼肉　まる豚 サービス 飲食業 5%

129,872 愛知県 蟹江町 ホンダドリーム　名古屋西 小売業 その他小売 5%

129,873 愛知県 蟹江町 マクドナルド蟹江店 サービス 飲食業 2%

129,874 愛知県 蟹江町 マックツールズファイヤーホース 小売業 電化製品 5%

129,875 愛知県 蟹江町 ＭＡＤＯショップ 蟹江学戸店 小売業 その他小売 5%

129,876 愛知県 蟹江町 メガネーゼカニエ店 小売業 その他小売 5%

129,877 愛知県 蟹江町 有限会社都屋 小売業 衣料品 5%

129,878 愛知県 蟹江町 洋食　西洋軒 サービス 飲食業 5%

129,879 愛知県 蟹江町 ＲＡＰＰＯＲＴ サービス 理容・美容業 5%

129,880 愛知県 蟹江町 ｒａｐｐｏｒｔ サービス その他サービス 5%

129,881 愛知県 蟹江町 ＲＩＶＥＲ 小売業 衣料品 5%

129,882 愛知県 蟹江町 ローリーポーリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,883 愛知県 蟹江町 和食処高さか サービス 飲食業 5%

129,884 愛知県 蒲郡市 三河大島「アスティ・オアシス」 サービス 飲食業 5%

129,885 愛知県 蒲郡市 出光シーサイド２３ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,886 愛知県 蒲郡市 Ｗｏｍｅｎ　ｓ　Ｂａｒ　Ｗｉｔｈ サービス 飲食業 5%

129,887 愛知県 蒲郡市 ＷＥＳＴ　ＬＡＧＯＯＮ 小売業 その他小売 5%

129,888 愛知県 蒲郡市 ＷＥＳＴ　ＬＡＧＯＯＮ　ＫＵＪＩ 小売業 その他小売 5%

129,889 愛知県 蒲郡市 ＡＢホテル　蒲郡 サービス 宿泊業 5%

129,890 愛知県 蒲郡市 ＡＢホテル蒲郡〔自動精算機〕 サービス 宿泊業 5%

129,891 愛知県 蒲郡市 海老萬　岡崎店 小売業 食料品 5%

129,892 愛知県 蒲郡市 海老萬　豊橋店 小売業 食料品 5%

129,893 愛知県 蒲郡市 海老萬　蒲郡本店 小売業 食料品 5%

129,894 愛知県 蒲郡市 宴友夜 サービス 飲食業 5%

129,895 愛知県 蒲郡市 大塚ＳＳ有限会社鈴木石油商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,896 愛知県 蒲郡市 お持ち帰り寿司カネキチ　蒲郡形原店 サービス 飲食業 5%

129,897 愛知県 蒲郡市 お持ち帰り寿司カネキチ　蒲郡店 サービス 飲食業 5%

129,898 愛知県 蒲郡市 形原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,899 愛知県 蒲郡市 ガトウ福寿軒 小売業 食料品 5%

129,900 愛知県 蒲郡市 カネモふとん 小売業 家具・調度品 5%

129,901 愛知県 蒲郡市 株式会社生田タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

129,902 愛知県 蒲郡市 （株）オカダ写真 サービス その他サービス 5%

129,903 愛知県 蒲郡市 蒲郡海鮮市場 小売業 その他小売 5%

129,904 愛知県 蒲郡市 セブン－イレブン蒲郡形原町店 小売業 食料品 2%

129,905 愛知県 蒲郡市 蒲郡観光株式会社 サービス その他サービス 5%

129,906 愛知県 蒲郡市 蒲郡栄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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129,907 愛知県 蒲郡市 蒲郡ダイハツ株式会社 小売業 その他小売 5%

129,908 愛知県 蒲郡市 セブン－イレブン蒲郡拾石町店 小売業 食料品 2%

129,909 愛知県 蒲郡市 セブン－イレブン蒲郡港町店 小売業 食料品 2%

129,910 愛知県 蒲郡市 セブン－イレブン蒲郡八百富町店 小売業 食料品 2%

129,911 愛知県 蒲郡市 花木土 小売業 その他小売 5%

129,912 愛知県 蒲郡市 カルピネット サービス 飲食業 5%

129,913 愛知県 蒲郡市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋蒲郡拾石町店 サービス 飲食業 2%

129,914 愛知県 蒲郡市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋蒲郡三谷北通店 サービス 飲食業 2%

129,915 愛知県 蒲郡市 ガレージオク 小売業 その他小売 5%

129,916 愛知県 蒲郡市 喜多 サービス 飲食業 5%

129,917 愛知県 蒲郡市 ＧｏｏＧｏｏ サービス 飲食業 5%

129,918 愛知県 蒲郡市 ＧＲＡＮ　ＣＡＦＥ本店ベイカリー サービス 飲食業 5%

129,919 愛知県 蒲郡市 ＧＲＡＮ　ＣＡＦＥ　三谷店 サービス 飲食業 5%

129,920 愛知県 蒲郡市 グリーンセンター蒲郡 小売業 食料品 5%

129,921 愛知県 蒲郡市 ケイクラフト 小売業 衣料品 5%

129,922 愛知県 蒲郡市 小料理　久沙 サービス 飲食業 5%

129,923 愛知県 蒲郡市 是蔵 小売業 食料品 5%

129,924 愛知県 蒲郡市 サロン・ド・トゥルベール 小売業 衣料品 5%

129,925 愛知県 蒲郡市 さわだや　さわだや 小売業 衣料品 5%

129,926 愛知県 蒲郡市 ＳＵＮ４ＹＯＧＡ サービス その他サービス 5%

129,927 愛知県 蒲郡市 サンヨネ蒲郡店 小売業 食料品 5%

129,928 愛知県 蒲郡市 シューズアンドバッグ大丸蒲郡店 小売業 衣料品 5%

129,929 愛知県 蒲郡市 ジュエルサロンすいとう 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,930 愛知県 蒲郡市 旬景浪漫　銀波荘 サービス 宿泊業 5%

129,931 愛知県 蒲郡市 松風園 サービス 宿泊業 5%

129,932 愛知県 蒲郡市 白川電器 小売業 電化製品 5%

129,933 愛知県 蒲郡市 新光堂薬局 新光堂薬局 小売業 その他小売 5%

129,934 愛知県 蒲郡市 スクールヤード 小売業 その他小売 5%

129,935 愛知県 蒲郡市 セビリア サービス 理容・美容業 5%

129,936 愛知県 蒲郡市 千賀自動車 サービス その他サービス 5%

129,937 愛知県 蒲郡市 台湾ラーメン　宴友夜 サービス 飲食業 5%

129,938 愛知県 蒲郡市 スーパータツヤ 小売業 その他小売 5%

129,939 愛知県 蒲郡市 中京白蟻化学研究所 サービス その他サービス 5%

129,940 愛知県 蒲郡市 ＤＰ蒲郡 サービス 理容・美容業 5%

129,941 愛知県 蒲郡市 ＤＰ蒲郡 サービス 理容・美容業 5%

129,942 愛知県 蒲郡市 テート美容室 サービス 理容・美容業 5%

129,943 愛知県 蒲郡市 ドアーズサーフスタジオ 小売業 その他小売 5%

129,944 愛知県 蒲郡市 東海自動車 サービス その他サービス 5%

129,945 愛知県 蒲郡市 トップス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

129,946 愛知県 蒲郡市 トヨタレンタリース名古屋蒲郡駅前店 サービス その他サービス 2%

129,947 愛知県 蒲郡市 波瀬 サービス 飲食業 5%

129,948 愛知県 蒲郡市 西浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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129,949 愛知県 蒲郡市 西浦グランドホテル　吉慶 サービス 宿泊業 5%

129,950 愛知県 蒲郡市 西浦グランドホテル吉慶 サービス 宿泊業 5%

129,951 愛知県 蒲郡市 西浦グランドホテル吉慶 サービス 宿泊業 5%

129,952 愛知県 蒲郡市 西浦支所SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,953 愛知県 蒲郡市 パナステージ 小売業 電化製品 5%

129,954 愛知県 蒲郡市 パナステージ　やまぐち 小売業 電化製品 5%

129,955 愛知県 蒲郡市 パナステージヨコヤマ 小売業 電化製品 5%

129,956 愛知県 蒲郡市 パン工房八兵衛 小売業 食料品 5%

129,957 愛知県 蒲郡市 Ｂーｔｒｉｂｅ 小売業 その他小売 5%

129,958 愛知県 蒲郡市 ビジネスホテル　港 サービス 宿泊業 5%

129,959 愛知県 蒲郡市 姫宿　花かざし サービス 宿泊業 5%

129,960 愛知県 蒲郡市 ヒューマンプラザ　カモリ 小売業 電化製品 5%

129,961 愛知県 蒲郡市 美容室　ｐｉ?ｎａ サービス 理容・美容業 5%

129,962 愛知県 蒲郡市 平野屋 サービス 宿泊業 5%

129,963 愛知県 蒲郡市 ファインズファルマ　アピタ蒲郡店 小売業 その他小売 5%

129,964 愛知県 蒲郡市 有限会社フジタデンキ 小売業 その他小売 5%

129,965 愛知県 蒲郡市 プラスでんき　いしぐろ 小売業 電化製品 5%

129,966 愛知県 蒲郡市 プラスでんきミウラ 小売業 電化製品 5%

129,967 愛知県 蒲郡市 ヘアーサロンＩｎａｙｏｓｈｉ サービス 理容・美容業 5%

129,968 愛知県 蒲郡市 ホテル竹島 サービス 宿泊業 5%

129,969 愛知県 蒲郡市 ホテル蒲郡 サービス その他サービス 5%

129,970 愛知県 蒲郡市 ホテル竹島　シーバザール　売店 サービス 宿泊業 5%

129,971 愛知県 蒲郡市 ホテル竹島　日本料理　常磐 サービス 宿泊業 5%

129,972 愛知県 蒲郡市 ホテル竹島　レストラン　リヴァージュ サービス 宿泊業 5%

129,973 愛知県 蒲郡市 ホテルたつき サービス 宿泊業 5%

129,974 愛知県 蒲郡市 ホテルたつき　日帰り入浴 サービス 宿泊業 5%

129,975 愛知県 蒲郡市 ホテル三河　海陽閣 サービス 宿泊業 5%

129,976 愛知県 蒲郡市 ホテル明山荘 サービス 宿泊業 5%

129,977 愛知県 蒲郡市 マインド牧原アルファ 小売業 電化製品 5%

129,978 愛知県 蒲郡市 牧原電器商会 小売業 電化製品 5%

129,979 愛知県 蒲郡市 松下電機 小売業 電化製品 5%

129,980 愛知県 蒲郡市 マリモフ 小売業 その他小売 5%

129,981 愛知県 蒲郡市 マルイチ三谷店 小売業 その他小売 5%

129,982 愛知県 蒲郡市 まん天や 小売業 食料品 5%

129,983 愛知県 蒲郡市 ミウラでんき 小売業 電化製品 5%

129,984 愛知県 蒲郡市 ミキヤ家具店 小売業 その他小売 5%

129,985 愛知県 蒲郡市 三谷温泉ひがきホテル サービス 宿泊業 5%

129,986 愛知県 蒲郡市 三谷東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

129,987 愛知県 蒲郡市 むぎの蔵 小売業 食料品 5%

129,988 愛知県 蒲郡市 メガネ赤札堂　蒲郡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,989 愛知県 蒲郡市 ＭＯＲＥＣＲＥＳＴ 小売業 その他小売 5%

129,990 愛知県 蒲郡市 モトショップエニシング 小売業 その他小売 5%
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129,991 愛知県 蒲郡市 焼肉三州亭 サービス 飲食業 5%

129,992 愛知県 蒲郡市 ［ＨＣ］有限会社コモダ電機 小売業 電化製品 5%

129,993 愛知県 蒲郡市 楽市処 三河屋 小売業 その他小売 5%

129,994 愛知県 蒲郡市 Ｌｉｏｓオカダ 小売業 電化製品 5%

129,995 愛知県 蒲郡市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　ライファ蒲郡 サービス その他サービス 5%

129,996 愛知県 蒲郡市 ワールドスター 小売業 その他小売 5%

129,997 愛知県 蒲郡市 ワンダープライスクラスポ蒲郡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

129,998 愛知県 刈谷市 愛光屋花心亭 サービス 飲食業 5%

129,999 愛知県 刈谷市 あいち足圧整体 サービス その他サービス 5%

130,000 愛知県 刈谷市 アオキーズ・ピザ　東刈谷駅前店 小売業 食料品 5%

130,001 愛知県 刈谷市 ＡｇＵー サービス 理容・美容業 5%

130,002 愛知県 刈谷市 炙　刈谷店 サービス 飲食業 5%

130,003 愛知県 刈谷市 ＥＡＲＬ サービス 飲食業 5%

130,004 愛知県 刈谷市 アルファスタイル株式会社 サービス その他サービス 5%

130,005 愛知県 刈谷市 アロマテラピーサロン　ｆｌｕ－ｌｕ サービス 理容・美容業 5%

130,006 愛知県 刈谷市 ｅｎｃｈａｎｔｅ  アンシャンテ  フラワーショップ Ｅｎｃｈａｎｔｅ アンシャンテ 小売業 その他小売 5%

130,007 愛知県 刈谷市 ｅ－ｓｔｙｌｅ　刈谷 サービス 理容・美容業 5%

130,008 愛知県 刈谷市 居酒屋じびえ刈谷店 サービス 飲食業 5%

130,009 愛知県 刈谷市 いづ味泉楽 サービス 飲食業 5%

130,010 愛知県 刈谷市 出光小垣江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,011 愛知県 刈谷市 伊藤動物病院 サービス その他サービス 5%

130,012 愛知県 刈谷市 イトウ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

130,013 愛知県 刈谷市 芋蔵　刈谷店 サービス 飲食業 5%

130,014 愛知県 刈谷市 ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＦＯＯＤ ＳＨＯＰ 小売業 食料品 5%

130,015 愛知県 刈谷市 ウァン　刈谷ハイウェイオアシス店 小売業 その他小売 5%

130,016 愛知県 刈谷市 ウァン刈谷ハイウエイオアシス店 小売業 食料品 5%

130,017 愛知県 刈谷市 うきうきステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,018 愛知県 刈谷市 （株）エーアイディー刈谷店 小売業 家具・調度品 5%

130,019 愛知県 刈谷市 エコネクスト 小売業 その他小売 5%

130,020 愛知県 刈谷市 Ｅｓｐａｌｍｅ【エスパルム】 サービス 理容・美容業 5%

130,021 愛知県 刈谷市 Ｆ．Ｉ．Ｔ　刈谷 サービス その他サービス 5%

130,022 愛知県 刈谷市 えんや サービス 飲食業 5%

130,023 愛知県 刈谷市 おおたけクリーニング　東刈谷店 サービス その他サービス 5%

130,024 愛知県 刈谷市 おおたけクリーニング　刈谷恩田店 サービス その他サービス 5%

130,025 愛知県 刈谷市 おおたけクリーニング高倉店 サービス その他サービス 5%

130,026 愛知県 刈谷市 おおたけクリーニングバロー刈谷店 サービス その他サービス 5%

130,027 愛知県 刈谷市 おおたけクリーニング本店 サービス その他サービス 5%

130,028 愛知県 刈谷市 小垣江モータース 小売業 その他小売 5%

130,029 愛知県 刈谷市 御菓子司両口屋 小売業 食料品 5%

130,030 愛知県 刈谷市 小樽キッチンまるすけ サービス 飲食業 5%

130,031 愛知県 刈谷市 お持ち帰り寿司カネキチ　刈谷小垣江店 サービス 飲食業 5%

130,032 愛知県 刈谷市 オリックスレンタカー刈谷店 サービス その他サービス 2%
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130,033 愛知県 刈谷市 カーセールスプログレス 小売業 その他小売 5%

130,034 愛知県 刈谷市 カイロプラクティックセラピア　刈谷院 サービス その他サービス 5%

130,035 愛知県 刈谷市 ｋａｚａｋ サービス 理容・美容業 5%

130,036 愛知県 刈谷市 嘉っとび寿司　ざぶん　名鉄刈谷駅店 サービス 飲食業 5%

130,037 愛知県 刈谷市 嘉っとび寿司　ざぶん　名鉄刈谷駅店 サービス 飲食業 5%

130,038 愛知県 刈谷市 ｃａｆｅ　ｂｅｒｒｙ サービス 飲食業 5%

130,039 愛知県 刈谷市 株式会社ジーコーポレーション　Ｇ?ＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 その他小売 5%

130,040 愛知県 刈谷市 株式会社スマイルガス 小売業 その他小売 5%

130,041 愛知県 刈谷市 株式会社日本観光社　刈谷エルシティ店 サービス その他サービス 5%

130,042 愛知県 刈谷市 かみのガーデン サービス 理容・美容業 5%

130,043 愛知県 刈谷市 かもめステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,044 愛知県 刈谷市 セブン－イレブン刈谷相生町店 小売業 食料品 2%

130,045 愛知県 刈谷市 セブン－イレブン刈谷井ヶ谷町店 小売業 食料品 2%

130,046 愛知県 刈谷市 セブン－イレブン刈谷池田町店 小売業 食料品 2%

130,047 愛知県 刈谷市 セブン－イレブン刈谷今川町店 小売業 食料品 2%

130,048 愛知県 刈谷市 刈谷営業所 サービス その他サービス 5%

130,049 愛知県 刈谷市 セブン－イレブン刈谷オアシス通り店 小売業 食料品 2%

130,050 愛知県 刈谷市 セブン－イレブン刈谷小垣江町店 小売業 食料品 2%

130,051 愛知県 刈谷市 刈谷餃子工房つづみや サービス 飲食業 5%

130,052 愛知県 刈谷市 セブン－イレブン刈谷下重原町４丁目店 小売業 食料品 2%

130,053 愛知県 刈谷市 刈谷新田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,054 愛知県 刈谷市 セブン－イレブン刈谷高須町店 小売業 食料品 2%

130,055 愛知県 刈谷市 セブン－イレブン刈谷高松町店 小売業 食料品 2%

130,056 愛知県 刈谷市 セブン－イレブン刈谷宝町店 小売業 食料品 2%

130,057 愛知県 刈谷市 セブン－イレブン刈谷中手町店 小売業 食料品 2%

130,058 愛知県 刈谷市 セブン－イレブン刈谷野田町店 小売業 食料品 2%

130,059 愛知県 刈谷市 刈谷東ＳＳ　株式会社エスエイチ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,060 愛知県 刈谷市 セブン－イレブン刈谷東刈谷町店 小売業 食料品 2%

130,061 愛知県 刈谷市 セブン－イレブン刈谷東境町店 小売業 食料品 2%

130,062 愛知県 刈谷市 セブン－イレブン刈谷日高町店 小売業 食料品 2%

130,063 愛知県 刈谷市 セブン－イレブン刈谷一ツ木町１丁目店 小売業 食料品 2%

130,064 愛知県 刈谷市 刈谷南　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,065 愛知県 刈谷市 セブン－イレブン刈谷矢場町店 小売業 食料品 2%

130,066 愛知県 刈谷市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋刈谷井ヶ谷町店 サービス 飲食業 2%

130,067 愛知県 刈谷市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋刈谷日高店 サービス 飲食業 2%

130,068 愛知県 刈谷市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋東刈谷店 サービス 飲食業 2%

130,069 愛知県 刈谷市 Ｃｕｂａｎ　Ｂａｒ　ＬＡ　ＢＵＥＮＡ サービス 飲食業 5%

130,070 愛知県 刈谷市 きらら サービス 飲食業 5%

130,071 愛知県 刈谷市 靴のホッタ　エルパス刈谷店 小売業 その他小売 5%

130,072 愛知県 刈谷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ熊の町ステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,073 愛知県 刈谷市 ＧＲＡＺＩＥ サービス 理容・美容業 5%

130,074 愛知県 刈谷市 珈琲家暖香刈谷港店 サービス 飲食業 5%
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130,075 愛知県 刈谷市 ココネローズ刈谷店 サービス 理容・美容業 5%

130,076 愛知県 刈谷市 ことラボ サービス その他サービス 5%

130,077 愛知県 刈谷市 コノミヤ　刈谷店 小売業 食料品 5%

130,078 愛知県 刈谷市 サイドカー 小売業 その他小売 5%

130,079 愛知県 刈谷市 咲串おかげ屋刈谷店 サービス 飲食業 5%

130,080 愛知県 刈谷市 ＳＯＭＥＤＡＹ　Ｌｘ　刈谷店 サービス 理容・美容業 5%

130,081 愛知県 刈谷市 サンダンス サービス 飲食業 5%

130,082 愛知県 刈谷市 四季のきもの　丸見屋 小売業 衣料品 5%

130,083 愛知県 刈谷市 ｃｈｏｕｃｈｏｕｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

130,084 愛知県 刈谷市 正音堂刈谷店 小売業 電化製品 5%

130,085 愛知県 刈谷市 上々 サービス 飲食業 5%

130,086 愛知県 刈谷市 ショッピーやまね 小売業 その他小売 5%

130,087 愛知県 刈谷市 新時代刈谷駅前店 サービス 飲食業 5%

130,088 愛知県 刈谷市 新時代刈谷丸田町店 サービス 飲食業 5%

130,089 愛知県 刈谷市 寝装・インテリアの店かこ 小売業 その他小売 5%

130,090 愛知県 刈谷市 瑞ｋｉｔｃｈｅｎ刈谷本店 サービス 飲食業 5%

130,091 愛知県 刈谷市 スーパーヤオスズアップティー店 小売業 食料品 5%

130,092 愛知県 刈谷市 スーパーヤオスズポケット店 小売業 食料品 5%

130,093 愛知県 刈谷市 スーパーヤオスズライブ店 小売業 食料品 5%

130,094 愛知県 刈谷市 ａｔｅｌｉｅｒｌａｍａ サービス 理容・美容業 5%

130,095 愛知県 刈谷市 寿し和 サービス 飲食業 5%

130,096 愛知県 刈谷市 スポーツカムイ　刈谷店 小売業 その他小売 5%

130,097 愛知県 刈谷市 整癒院 せいゆいん サービス その他サービス 5%

130,098 愛知県 刈谷市 石油部 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,099 愛知県 刈谷市 セタリア 小売業 その他小売 5%

130,100 愛知県 刈谷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフきらめきステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,101 愛知県 刈谷市 仙台屋　仏壇堂　刈谷店 小売業 その他小売 5%

130,102 愛知県 刈谷市 青空　?ＳＯＲＡ? サービス その他サービス 5%

130,103 愛知県 刈谷市 泰誠館　バロー刈谷店 サービス その他サービス 5%

130,104 愛知県 刈谷市 泰誠館　ユーストア東刈谷店 サービス その他サービス 5%

130,105 愛知県 刈谷市 ＴＡｉＳＥｉＫＡＮバロー刈谷店 サービス その他サービス 5%

130,106 愛知県 刈谷市 タイヨー 小売業 その他小売 5%

130,107 愛知県 刈谷市 台湾料理高雄 サービス 飲食業 5%

130,108 愛知県 刈谷市 タケウチ 小売業 その他小売 5%

130,109 愛知県 刈谷市 たたみ総合サービス サービス その他サービス 5%

130,110 愛知県 刈谷市 Ｔａｒｏ’ｓ　Ｂａｒ　刈谷店 サービス 飲食業 5%

130,111 愛知県 刈谷市 中華料理　長楽　小垣江店 サービス 飲食業 5%

130,112 愛知県 刈谷市 知立　南桜町 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,113 愛知県 刈谷市 Ｔａｙｌｏｒ 小売業 その他小売 5%

130,114 愛知県 刈谷市 デヴァン 小売業 家具・調度品 5%

130,115 愛知県 刈谷市 テニスラウンジ刈谷 サービス その他サービス 5%

130,116 愛知県 刈谷市 電気ハルミ堂 小売業 電化製品 5%
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130,117 愛知県 刈谷市 天王町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,118 愛知県 刈谷市 トヨタカローラ名古屋刈谷店 小売業 その他小売 5%

130,119 愛知県 刈谷市 トヨタカローラ名古屋Ｕ－Ｃａｒ刈谷 小売業 その他小売 5%

130,120 愛知県 刈谷市 トヨタホ－ム名古屋アトリス刈谷店 サービス その他サービス 5%

130,121 愛知県 刈谷市 トヨタレンタリース名古屋刈谷駅前店 サービス その他サービス 2%

130,122 愛知県 刈谷市 トヨタレンタリース名古屋刈谷恩田店 サービス その他サービス 2%

130,123 愛知県 刈谷市 虎玄　苅屋町 サービス 飲食業 5%

130,124 愛知県 刈谷市 とんかつ　瓦屋 サービス 飲食業 5%

130,125 愛知県 刈谷市 中川醸造株式会社　酒販部 小売業 食料品 5%

130,126 愛知県 刈谷市 ながさか犬猫クリニック サービス その他サービス 5%

130,127 愛知県 刈谷市 凪 サービス 飲食業 5%

130,128 愛知県 刈谷市 那月 サービス 飲食業 5%

130,129 愛知県 刈谷市 成田眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

130,130 愛知県 刈谷市 ニッセンシェイプファンデ・サロンすずらん 小売業 衣料品 5%

130,131 愛知県 刈谷市 ニッセンシェイプファンデ　クレッシェンド 小売業 衣料品 5%

130,132 愛知県 刈谷市 ノーレッジボードチョイス 小売業 その他小売 5%

130,133 愛知県 刈谷市 ＱｕａｎＺ　カンシユ サービス 飲食業 5%

130,134 愛知県 刈谷市 白菜堂 小売業 衣料品 5%

130,135 愛知県 刈谷市 ｈａｃｒｏ 小売業 衣料品 5%

130,136 愛知県 刈谷市 パスタ・ディ・フランコ サービス 飲食業 5%

130,137 愛知県 刈谷市 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｌａｚｒｙ サービス 飲食業 5%

130,138 愛知県 刈谷市 ＰＡＮＡＳＴＡＴＩＯＮカリヤ 小売業 電化製品 5%

130,139 愛知県 刈谷市 パピーミュージック　刈谷アピタ サービス その他サービス 5%

130,140 愛知県 刈谷市 ＢＩＡＮＣＡ サービス その他サービス 5%

130,141 愛知県 刈谷市 ＰＣワールド刈谷店 小売業 その他小売 5%

130,142 愛知県 刈谷市 東刈谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,143 愛知県 刈谷市 東境ＳＳ　大東石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,144 愛知県 刈谷市 ビジネスプラザ表屋 小売業 その他小売 5%

130,145 愛知県 刈谷市 ＰＣワールド　新刈谷店 小売業 電化製品 5%

130,146 愛知県 刈谷市 びっくりドンキー刈谷店 サービス 飲食業 2%

130,147 愛知県 刈谷市 びっくりドンキー東刈谷店 サービス 飲食業 2%

130,148 愛知県 刈谷市 美容室クルソン サービス 理容・美容業 5%

130,149 愛知県 刈谷市 美容室クルソン サービス 理容・美容業 5%

130,150 愛知県 刈谷市 美容室Ｓｈｕ　刈谷店 サービス 理容・美容業 5%

130,151 愛知県 刈谷市 美容室ルソメ サービス 理容・美容業 5%

130,152 愛知県 刈谷市 美容処　まつげ庵 サービス 理容・美容業 5%

130,153 愛知県 刈谷市 美容処待庵?ｔａｉａｎ? サービス 理容・美容業 5%

130,154 愛知県 刈谷市 ベビーマッサージ教室ｐｉｌｉｎａ サービス その他サービス 5%

130,155 愛知県 刈谷市 フィッシング遊　刈谷港店 小売業 その他小売 5%

130,156 愛知県 刈谷市 風来坊刈谷店 サービス 飲食業 5%

130,157 愛知県 刈谷市 深谷薬局　明寿漢方堂 小売業 その他小売 5%

130,158 愛知県 刈谷市 深谷薬局養心堂 小売業 その他小売 5%
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130,159 愛知県 刈谷市 フジキュー整備 サービス その他サービス 5%

130,160 愛知県 刈谷市 フラワーショップＥｎｃｈａｎｔｅ 小売業 その他小売 5%

130,161 愛知県 刈谷市 ＢＲＵＴ　ＮＡＴＵＲＥ サービス 飲食業 5%

130,162 愛知県 刈谷市 ヘアースポットＰＡＬ サービス 理容・美容業 5%

130,163 愛知県 刈谷市 ヘアスタジオアピア サービス 理容・美容業 5%

130,164 愛知県 刈谷市 ペコラエム サービス 理容・美容業 5%

130,165 愛知県 刈谷市 ペットハウス・プーキー刈谷店 小売業 その他小売 5%

130,166 愛知県 刈谷市 宝石メガネ時計　エサカ 小売業 その他小売 5%

130,167 愛知県 刈谷市 ボディーサービス伊藤 小売業 食料品 5%

130,168 愛知県 刈谷市 ぼてこ　東刈谷店 サービス 飲食業 5%

130,169 愛知県 刈谷市 ホテル　ＩＣＩ サービス 宿泊業 5%

130,170 愛知県 刈谷市 ｐｏｎｙ　ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

130,171 愛知県 刈谷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅほほえみステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,172 愛知県 刈谷市 マクドナルドイオンタウン刈谷店 サービス 飲食業 2%

130,173 愛知県 刈谷市 マクドナルド井ヶ谷ピアゴ店 サービス 飲食業 2%

130,174 愛知県 刈谷市 マクドナルド刈谷アピタ店 サービス 飲食業 2%

130,175 愛知県 刈谷市 マクドナルド刈谷店 サービス 飲食業 2%

130,176 愛知県 刈谷市 マクドナルド東刈谷店 サービス 飲食業 2%

130,177 愛知県 刈谷市 鮪　活魚料理　嘉文　名鉄刈谷駅前店 サービス 飲食業 5%

130,178 愛知県 刈谷市 鮪　活魚料理　嘉文　名鉄刈谷駅店 サービス 飲食業 5%

130,179 愛知県 刈谷市 マヤマサラ刈谷店 サービス 飲食業 5%

130,180 愛知県 刈谷市 まんが喫茶ログキャビン 刈谷店 サービス 飲食業 5%

130,181 愛知県 刈谷市 三河ダイハツ刈谷店 小売業 その他小売 5%

130,182 愛知県 刈谷市 三河中央整体院 サービス その他サービス 5%

130,183 愛知県 刈谷市 宮脇書店　刈谷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

130,184 愛知県 刈谷市 明伸タイヤサービス　刈谷店 小売業 その他小売 5%

130,185 愛知県 刈谷市 メガネ赤札堂　刈谷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

130,186 愛知県 刈谷市 メガネ工房ＡＺ 小売業 貴金属・服飾品 5%

130,187 愛知県 刈谷市 メナード 刈谷半城土代行店 小売業 その他小売 5%

130,188 愛知県 刈谷市 メナードフェイシャルサロン エクセレンス サービス 理容・美容業 5%

130,189 愛知県 刈谷市 Ｍｅｒｃｉｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

130,190 愛知県 刈谷市 メンズアイオイ 小売業 衣料品 5%

130,191 愛知県 刈谷市 もてなし昇乃や サービス 飲食業 5%

130,192 愛知県 刈谷市 八百敏 小売業 その他小売 5%

130,193 愛知県 刈谷市 焼肉オモニ サービス 飲食業 5%

130,194 愛知県 刈谷市 Ｊａｃｏｂ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

130,195 愛知県 刈谷市 やわらかとんかつ　ありがたや サービス 飲食業 5%

130,196 愛知県 刈谷市 やわらかとんかつありがたや サービス 飲食業 5%

130,197 愛知県 刈谷市 有限会社　カザック サービス 理容・美容業 5%

130,198 愛知県 刈谷市 ユニーオイル刈谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,199 愛知県 刈谷市 ユニクロ　半田店 小売業 衣料品 5%

130,200 愛知県 刈谷市 御菓子処吉野屋製菓 小売業 食料品 5%
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130,201 愛知県 刈谷市 四七四七にっぽん　刈谷店 サービス 飲食業 5%

130,202 愛知県 刈谷市 ＬａＦｏｎｔｅ サービス 飲食業 5%

130,203 愛知県 刈谷市 LOBEAUT サービス その他サービス 5%

130,204 愛知県 刈谷市 ＬｉｎｉＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

130,205 愛知県 刈谷市 ろばた 一粋 サービス 飲食業 5%

130,206 愛知県 刈谷市 ＹＳＰ刈谷 小売業 その他小売 5%

130,207 愛知県 北名古屋市 あつみカイロプラクティック院 サービス 理容・美容業 5%

130,208 愛知県 北名古屋市 アリスホビー・ＲＣ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

130,209 愛知県 北名古屋市 アリスホビー・ＲＣ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

130,210 愛知県 北名古屋市 飯田商事株式会社 小売業 家具・調度品 5%

130,211 愛知県 北名古屋市 Ｅ．Ｓ　きはら サービス その他サービス 5%

130,212 愛知県 北名古屋市 イシグロ　西春店 小売業 その他小売 5%

130,213 愛知県 北名古屋市 移動絵本屋　こども古本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

130,214 愛知県 北名古屋市 移動絵本屋　こども古本店　そらいろ号 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

130,215 愛知県 北名古屋市 井上石材店 小売業 その他小売 5%

130,216 愛知県 北名古屋市 いろは家 サービス 飲食業 5%

130,217 愛知県 北名古屋市 セブン－イレブン岩倉駅西店 小売業 食料品 2%

130,218 愛知県 北名古屋市 魚錠　北名古屋店 サービス 飲食業 5%

130,219 愛知県 北名古屋市 江口珈琲店 サービス 飲食業 5%

130,220 愛知県 北名古屋市 エステ 美顔教室 マルカヤ化粧品 小売業 その他小売 5%

130,221 愛知県 北名古屋市 エムケイホーム サービス その他サービス 5%

130,222 愛知県 北名古屋市 オートシャイン サービス 飲食業 5%

130,223 愛知県 北名古屋市 オート　スタリオン サービス その他サービス 5%

130,224 愛知県 北名古屋市 オート　スタリオン サービス その他サービス 5%

130,225 愛知県 北名古屋市 カーテンランド 小売業 家具・調度品 5%

130,226 愛知県 北名古屋市 加藤商店 小売業 その他小売 5%

130,227 愛知県 北名古屋市 株式会社あつき動物病院 サービス その他サービス 5%

130,228 愛知県 北名古屋市 ［ＨＣ］株式会社サゴーデンキ 小売業 電化製品 5%

130,229 愛知県 北名古屋市 株式会社ダイトー 小売業 家具・調度品 5%

130,230 愛知県 北名古屋市 株式会社トラベルメイト 本社 サービス その他サービス 5%

130,231 愛知県 北名古屋市 株式会社刃物屋トギノン　株式会社刃物屋トギノン　名古屋営業所 小売業 その他小売 5%

130,232 愛知県 北名古屋市 株式会社ＢｌｏｏｄＳｐｅｅｄ サービス 理容・美容業 5%

130,233 愛知県 北名古屋市 株式会社吉田農機具店 小売業 家具・調度品 5%

130,234 愛知県 北名古屋市 カメラのアマノ　師勝店 サービス その他サービス 5%

130,235 愛知県 北名古屋市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番師勝店 サービス 飲食業 2%

130,236 愛知県 北名古屋市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋西春店 サービス 飲食業 2%

130,237 愛知県 北名古屋市 菊春 サービス 飲食業 5%

130,238 愛知県 北名古屋市 セブン－イレブン北名古屋熊之庄店 小売業 食料品 2%

130,239 愛知県 北名古屋市 セブン－イレブン北名古屋諏訪店 小売業 食料品 2%

130,240 愛知県 北名古屋市 セブン－イレブン北名古屋高田寺店 小売業 食料品 2%

130,241 愛知県 北名古屋市 セブン－イレブン北名古屋西春駅北店 小売業 食料品 2%

130,242 愛知県 北名古屋市 セブン－イレブン北名古屋西春駅前店 小売業 食料品 2%

3103



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

130,243 愛知県 北名古屋市 セブン－イレブン北名古屋山之腰店 小売業 食料品 2%

130,244 愛知県 北名古屋市 キッズ＆レディースカイロ遊奈 サービス 理容・美容業 5%

130,245 愛知県 北名古屋市 キモノエレガンス三井屋北名古屋店 小売業 衣料品 5%

130,246 愛知県 北名古屋市 きもの専科林 きもの専科林 小売業 衣料品 5%

130,247 愛知県 北名古屋市 靴のホッタ　エルパス西春店 小売業 その他小売 5%

130,248 愛知県 北名古屋市 Ｃｏｏｌｕｔｃｈ　Ｃｏｏｌｕｔｃｈ サービス 理容・美容業 5%

130,249 愛知県 北名古屋市 げんきはり・きゅう治療院 サービス 理容・美容業 5%

130,250 愛知県 北名古屋市 コクスン北名古屋 サービス その他サービス 5%

130,251 愛知県 北名古屋市 ｋｏｔｉｉ　ｂｙ　Ａｚ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

130,252 愛知県 北名古屋市 株式会社道しるべ サービス その他サービス 5%

130,253 愛知県 北名古屋市 有限会社　サワダ　表装工房　季庵 サービス その他サービス 5%

130,254 愛知県 北名古屋市 サン・クリエイト サービス その他サービス 5%

130,255 愛知県 北名古屋市 ＪＡグリーン西春日井 小売業 食料品 5%

130,256 愛知県 北名古屋市 師勝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,257 愛知県 北名古屋市 しかつコンタクト　シカツコンタクト 小売業 その他小売 5%

130,258 愛知県 北名古屋市 食事処　味里 サービス 飲食業 5%

130,259 愛知県 北名古屋市 スーパーダイ新 小売業 その他小売 5%

130,260 愛知県 北名古屋市 スター電化 小売業 電化製品 5%

130,261 愛知県 北名古屋市 ステーショナリーぶんえいしゃ 小売業 その他小売 5%

130,262 愛知県 北名古屋市 炭火焼肉しちりん亭 サービス 飲食業 5%

130,263 愛知県 北名古屋市 セルフ北名古屋 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,264 愛知県 北名古屋市 ＳｏＣａｌＳｔｙｌｅ 小売業 その他小売 5%

130,265 愛知県 北名古屋市 タックルオフ　西春店 小売業 その他小売 5%

130,266 愛知県 北名古屋市 タートル西春店 サービス その他サービス 5%

130,267 愛知県 北名古屋市 たばた屋 小売業 衣料品 5%

130,268 愛知県 北名古屋市 ＣＨＩ?ＢＥＥ 小売業 衣料品 5%

130,269 愛知県 北名古屋市 中日長栄社　長谷川新聞舗 小売業 その他小売 5%

130,270 愛知県 北名古屋市 中部日化サービス株式会社 サービス その他サービス 5%

130,271 愛知県 北名古屋市 ＴＪ天気予報　７ｍｍ　北名古屋店 サービス 理容・美容業 5%

130,272 愛知県 北名古屋市 テニスラウンジ西春 サービス その他サービス 5%

130,273 愛知県 北名古屋市 電化ワールド西春店 小売業 電化製品 5%

130,274 愛知県 北名古屋市 トヨタカローラ中京西春みろくじ店 小売業 その他小売 5%

130,275 愛知県 北名古屋市 トヨタレンタリース名古屋西春店 サービス その他サービス 2%

130,276 愛知県 北名古屋市 ＮＩＣＥひかりでんき 小売業 電化製品 5%

130,277 愛知県 北名古屋市 永田や佛壇店　北名古屋店 小売業 家具・調度品 5%

130,278 愛知県 北名古屋市 ナショナルヤガタ　北名古屋 小売業 電化製品 5%

130,279 愛知県 北名古屋市 ナショナルヤガタ　師勝店 小売業 電化製品 5%

130,280 愛知県 北名古屋市 ナショナルヤガタ　西春店 小売業 電化製品 5%

130,281 愛知県 北名古屋市 ナフコ　トミダ　中央店 小売業 食料品 5%

130,282 愛知県 北名古屋市 ナフコトミダ　師勝店 小売業 食料品 5%

130,283 愛知県 北名古屋市 ナフコトミダ　中央店 小売業 食料品 5%

130,284 愛知県 北名古屋市 西春中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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130,285 愛知県 北名古屋市 日本美しい税　本店 サービス その他サービス 5%

130,286 愛知県 北名古屋市 ニーヨン師勝店 サービス 飲食業 5%

130,287 愛知県 北名古屋市 ネッツトヨタ中京西春中之郷店 小売業 その他小売 5%

130,288 愛知県 北名古屋市 ネッツトヨタ名古屋西春師勝店 小売業 その他小売 5%

130,289 愛知県 北名古屋市 ＮＯＡＨ サービス 理容・美容業 5%

130,290 愛知県 北名古屋市 ノムラガラス サービス その他サービス 5%

130,291 愛知県 北名古屋市 パーティハウス　西春店 小売業 衣料品 5%

130,292 愛知県 北名古屋市 パナコ　いまい 小売業 電化製品 5%

130,293 愛知県 北名古屋市 パナショップ　北名古屋 小売業 電化製品 5%

130,294 愛知県 北名古屋市 パナショップ春日 小売業 電化製品 5%

130,295 愛知県 北名古屋市 花の木どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

130,296 愛知県 北名古屋市 ＢＭＯ北名古屋西春店 小売業 衣料品 5%

130,297 愛知県 北名古屋市 Ｂｅａｕｔｙ７ サービス 理容・美容業 5%

130,298 愛知県 北名古屋市 ファッションハウスあさだ 小売業 衣料品 5%

130,299 愛知県 北名古屋市 ＦＡＩＴＨ サービス 理容・美容業 5%

130,300 愛知県 北名古屋市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ｆ?ｒｇ サービス 理容・美容業 5%

130,301 愛知県 北名古屋市 ｈａｉｒｓａｌｏｎＡｎｚｙ サービス 理容・美容業 5%

130,302 愛知県 北名古屋市 ペグ　師勝店 小売業 衣料品 5%

130,303 愛知県 北名古屋市 ほぐしの壺 サービス その他サービス 5%

130,304 愛知県 北名古屋市 ホビーショップタムタム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

130,305 愛知県 北名古屋市 ＨｏｎｄａＣａｒｓ尾張　西春店 サービス その他サービス 5%

130,306 愛知県 北名古屋市 ホンダ薬局 小売業 その他小売 5%

130,307 愛知県 北名古屋市 マクドナルド西春町店 サービス 飲食業 2%

130,308 愛知県 北名古屋市 マルフク 小売業 衣料品 5%

130,309 愛知県 北名古屋市 丸山自動車 サービス その他サービス 5%

130,310 愛知県 北名古屋市 ｍｉｎａｍｏ サービス 理容・美容業 5%

130,311 愛知県 北名古屋市 ｍｉｎａｍｏ サービス 理容・美容業 5%

130,312 愛知県 北名古屋市 ＭｕＲｕ北名古屋店 サービス 理容・美容業 5%

130,313 愛知県 北名古屋市 メガネ赤札堂　西春店 小売業 貴金属・服飾品 5%

130,314 愛知県 北名古屋市 モノヅクリＳｙｍＭａｍ 小売業 衣料品 5%

130,315 愛知県 北名古屋市 山田写真 小売業 その他小売 5%

130,316 愛知県 北名古屋市 洋菓子エクレール 小売業 食料品 5%

130,317 愛知県 北名古屋市 ヨシヅヤ明治堂薬品師勝店 小売業 その他小売 5%

130,318 愛知県 北名古屋市 レッドクラウド 小売業 衣料品 5%

130,319 愛知県 北名古屋市 ワタナベＮ青木電器 小売業 電化製品 5%

130,320 愛知県 清須市 アクトワークス 小売業 その他小売 5%

130,321 愛知県 清須市 アグリマルシェはるひ 小売業 食料品 5%

130,322 愛知県 清須市 アンイングリッシュクラブ清洲校 サービス その他サービス 5%

130,323 愛知県 清須市 出光清洲本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,324 愛知県 清須市 出光巡礼橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,325 愛知県 清須市 ｅｊｉｎｂａｒａ【エジンバラ】 サービス 理容・美容業 5%

130,326 愛知県 清須市 ＥｎｅＪｅｔ枇杷島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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130,327 愛知県 清須市 エマ　ブルーム〔清須店〕 サービス 理容・美容業 5%

130,328 愛知県 清須市 太田米松商店 小売業 食料品 5%

130,329 愛知県 清須市 カイロ施術院リアル カイロ施術院リアル サービス その他サービス 5%

130,330 愛知県 清須市 カトウ自転車店 小売業 その他小売 5%

130,331 愛知県 清須市 株式会社ＳＫＭ サービス その他サービス 5%

130,332 愛知県 清須市 株式会社オオタケ サービス その他サービス 5%

130,333 愛知県 清須市 株式会社トラベルメイト 清洲営業所 サービス その他サービス 5%

130,334 愛知県 清須市 株式会社名神総合サービス サービス その他サービス 2%

130,335 愛知県 清須市 株式会社吉川商会 小売業 その他小売 5%

130,336 愛知県 清須市 嘉文　湯吉郎店 サービス 飲食業 5%

130,337 愛知県 清須市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋愛知清洲店 サービス 飲食業 2%

130,338 愛知県 清須市 季節料理 風月 季節料理 風月 サービス 飲食業 5%

130,339 愛知県 清須市 衣の里　梨撫麗 小売業 その他小売 5%

130,340 愛知県 清須市 着物リメイクＨａｎａｍｉｚｕｋｉ　着物リメイクＨａｎａｍｉｚｕｋｉ サービス その他サービス 5%

130,341 愛知県 清須市 セブン－イレブン清須城並２丁目店 小売業 食料品 2%

130,342 愛知県 清須市 セブン－イレブン清須須ケ口店 小売業 食料品 2%

130,343 愛知県 清須市 清須タクシー サービス 運輸業 5%

130,344 愛知県 清須市 セブン－イレブン清須土田店 小売業 食料品 2%

130,345 愛知県 清須市 セブン－イレブン清須西田中店 小売業 食料品 2%

130,346 愛知県 清須市 セブン－イレブン清須廻間１丁目店 小売業 食料品 2%

130,347 愛知県 清須市 セブン－イレブン清須花咲店 小売業 食料品 2%

130,348 愛知県 清須市 工具楽屋 小売業 その他小売 5%

130,349 愛知県 清須市 工具楽屋 小売業 家具・調度品 5%

130,350 愛知県 清須市 靴のホッタ　配送センター店 小売業 その他小売 5%

130,351 愛知県 清須市 靴のホッタ　本店 小売業 その他小売 5%

130,352 愛知県 清須市 熊沢燃料住設株式会社 小売業 その他小売 5%

130,353 愛知県 清須市 ケアサロンマジョラム サービス 理容・美容業 5%

130,354 愛知県 清須市 コンツネ　二ツ杁店 小売業 食料品 5%

130,355 愛知県 清須市 Ｇ．Ｊｈｏｕｓｅ 小売業 その他小売 5%

130,356 愛知県 清須市 姿勢改善ｓｈｉｎ治療院 サービス その他サービス 5%

130,357 愛知県 清須市 新川給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,358 愛知県 清須市 新名クリーニングセンター サービス その他サービス 5%

130,359 愛知県 清須市 総合貸衣裳館Ｍａｉ 清洲店 サービス その他サービス 5%

130,360 愛知県 清須市 タナカ治療院 サービス 理容・美容業 5%

130,361 愛知県 清須市 鉄板ｄｉｎｉｎｇ　ＺＥＮ サービス 飲食業 5%

130,362 愛知県 清須市 手もみほぐし処　Ｈａｊｉｍｅ サービス その他サービス 5%

130,363 愛知県 清須市 電化ワールド清洲店 小売業 電化製品 5%

130,364 愛知県 清須市 トータルファッション　リブレ 小売業 その他小売 5%

130,365 愛知県 清須市 トヨタカローラ名古屋古城店 小売業 その他小売 5%

130,366 愛知県 清須市 中島モーター販売 小売業 その他小売 5%

130,367 愛知県 清須市 ナフコ　トミダ　須ヶ口店 小売業 食料品 5%

130,368 愛知県 清須市 バーバーカトウ サービス 理容・美容業 5%
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130,369 愛知県 清須市 はやしサイクル 小売業 その他小売 5%

130,370 愛知県 清須市 ハラダ　クリーニング　ＦＥＥＬ清須店内 サービス その他サービス 5%

130,371 愛知県 清須市 ハルヒ２２給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,372 愛知県 清須市 ピッツェリア　ベルテンポ サービス 飲食業 5%

130,373 愛知県 清須市 響倶楽部 ｂａｒｂｅｒ 響倶楽部 サービス 理容・美容業 5%

130,374 愛知県 清須市 美容室　キーツ・ハウス サービス 理容・美容業 5%

130,375 愛知県 清須市 美容室　キーツ・ハウス サービス 理容・美容業 5%

130,376 愛知県 清須市 美容室　Ｌｅｃｌａｔ×ＳＨＩＳＥＩＤ サービス 理容・美容業 5%

130,377 愛知県 清須市 美容室　ＣＨＵ－ＣＨＵ サービス 理容・美容業 5%

130,378 愛知県 清須市 枇杷島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,379 愛知県 清須市 FISHING KIN'G 小売業 その他小売 5%

130,380 愛知県 清須市 フジカラーワールド　清洲店 小売業 その他小売 5%

130,381 愛知県 清須市 フレンドサロン　おくだ 小売業 電化製品 5%

130,382 愛知県 清須市 Ｈａｉｒ　ＳｅＳｅ サービス 理容・美容業 5%

130,383 愛知県 清須市 ＨＡＩＲ＆ＦＡＣＥ　ＦＲＩＥＮＤ サービス 理容・美容業 5%

130,384 愛知県 清須市 ＢＯＸ　ＡＵＴＯ サービス その他サービス 5%

130,385 愛知県 清須市 ほるもん専家ひとすじ 小売業 その他小売 5%

130,386 愛知県 清須市 本家かまどや　春日店 サービス 飲食業 5%

130,387 愛知県 清須市 マックス　清洲店 小売業 衣料品 5%

130,388 愛知県 清須市 まるかん清須店 小売業 衣料品 5%

130,389 愛知県 清須市 三國書店西枇店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

130,390 愛知県 清須市 ＭＩＹＯＳＨＩＹＡ 小売業 衣料品 5%

130,391 愛知県 清須市 ミンツストア　枇杷島 小売業 食料品 5%

130,392 愛知県 清須市 メガネ工房宗十郎 小売業 貴金属・服飾品 5%

130,393 愛知県 清須市 八神工務 サービス その他サービス 5%

130,394 愛知県 清須市 ヤハタ薬局 小売業 その他小売 5%

130,395 愛知県 清須市 やわらかとんかつ彩 サービス 飲食業 5%

130,396 愛知県 清須市 有花里 小売業 その他小売 5%

130,397 愛知県 清須市 有限会社　加藤モータース商会 小売業 その他小売 5%

130,398 愛知県 清須市 吉川商会 サービス その他サービス 5%

130,399 愛知県 清須市 ヨシヅヤ写ぼんだま清洲店 サービス その他サービス 5%

130,400 愛知県 清須市 ライブウーマン株式会社 ライブウーマン株式会社 サービス その他サービス 5%

130,401 愛知県 清須市 ラパス 小売業 その他小売 5%

130,402 愛知県 清須市 ＲＥＪＯＵＩＲ　ａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

130,403 愛知県 清須市 ＬｉＳＵＲＥＮ サービス 理容・美容業 5%

130,404 愛知県 清須市 梨撫麗 小売業 衣料品 5%

130,405 愛知県 清須市 蓮彦商店 小売業 その他小売 5%

130,406 愛知県 清須市 ロマーリア サービス 飲食業 5%

130,407 愛知県 清須市 ロンドスポーツアカデミー サービス その他サービス 5%

130,408 愛知県 清須市 ｗｏｒｋｓ０３ 小売業 家具・調度品 5%

130,409 愛知県 清須市 ワタナベ電器 小売業 電化製品 5%

130,410 愛知県 幸田町 ＲＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%
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130,411 愛知県 幸田町 愛知自動車 小売業 その他小売 5%

130,412 愛知県 幸田町 愛電館かいたく 小売業 電化製品 5%

130,413 愛知県 幸田町 アイライフ石川・幸田店 小売業 電化製品 5%

130,414 愛知県 幸田町 ＨＥＮＲＹＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

130,415 愛知県 幸田町 ＨＥＮＲＹ ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

130,416 愛知県 幸田町 有限会社イケダオート サービス その他サービス 5%

130,417 愛知県 幸田町 えびせん家族幸田店 小売業 食料品 5%

130,418 愛知県 幸田町 大嶽屋 小売業 その他小売 5%

130,419 愛知県 幸田町 岡崎南動物病院あいみ院 サービス その他サービス 5%

130,420 愛知県 幸田町 岡崎南動物病院こうた院 サービス その他サービス 5%

130,421 愛知県 幸田町 お持ち帰り寿司カネキチ　幸田店 サービス 飲食業 5%

130,422 愛知県 幸田町 天の丸別邸　風の谷の庵 サービス 宿泊業 5%

130,423 愛知県 幸田町 かつさと幸田店 サービス 飲食業 5%

130,424 愛知県 幸田町 株式会社ＫＡＮＡＤＡ サービス その他サービス 5%

130,425 愛知県 幸田町 神谷珈琲 サービス 飲食業 5%

130,426 愛知県 幸田町 Ｃｏｍｅ　ｏｎ　　Ｃｏｍｅ　ｏｎ 小売業 その他小売 5%

130,427 愛知県 幸田町 Ｋ＆Ｂ　ＦＵＺＺＹ サービス 飲食業 5%

130,428 愛知県 幸田町 ＧＬＡＮ 小売業 家具・調度品 5%

130,429 愛知県 幸田町 黒猫花房 小売業 その他小売 5%

130,430 愛知県 幸田町 幸田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,431 愛知県 幸田町 幸田　憩の農園 小売業 食料品 5%

130,432 愛知県 幸田町 幸田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,433 愛知県 幸田町 セブン－イレブン幸田荻店 小売業 食料品 2%

130,434 愛知県 幸田町 セブン－イレブン幸田高力店 小売業 食料品 2%

130,435 愛知県 幸田町 セブンーイレブン幸田坂崎店 小売業 食料品 2%

130,436 愛知県 幸田町 セブン－イレブン幸田六栗店 小売業 食料品 2%

130,437 愛知県 幸田町 呉服のやました 小売業 その他小売 5%

130,438 愛知県 幸田町 坂崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,439 愛知県 幸田町 さくらんぼ助産院 つどいの場さくらんぼ サービス その他サービス 5%

130,440 愛知県 幸田町 ｇｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

130,441 愛知県 幸田町 ＪＯＩＥＪＯＩＥ 小売業 衣料品 5%

130,442 愛知県 幸田町 食彩酒房　ぎんじろう サービス 飲食業 5%

130,443 愛知県 幸田町 泰誠館　ピアゴ幸田店 サービス その他サービス 5%

130,444 愛知県 幸田町 ＤＰ幸田 サービス 理容・美容業 5%

130,445 愛知県 幸田町 テニスラウンジ幸田 サービス その他サービス 5%

130,446 愛知県 幸田町 電化ショップ　ミウラ 小売業 電化製品 5%

130,447 愛知県 幸田町 天の丸 サービス 宿泊業 5%

130,448 愛知県 幸田町 ＢＡＲＣｒａｂ サービス 飲食業 5%

130,449 愛知県 幸田町 美容室ペアー サービス 理容・美容業 5%

130,450 愛知県 幸田町 フットサルアリーナ　幸田 サービス その他サービス 5%

130,451 愛知県 幸田町 プレイバッハ 小売業 電化製品 5%

130,452 愛知県 幸田町 Ｈａｉｒ　ｏｌｕ　ｏｌｕ サービス 理容・美容業 5%
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130,453 愛知県 幸田町 ペットハウス　あいらいく 小売業 その他小売 5%

130,454 愛知県 幸田町 ぼてこ 幸田店 サービス 飲食業 5%

130,455 愛知県 幸田町 みうらでんき 小売業 電化製品 5%

130,456 愛知県 幸田町 みうらでんき　さんがね 小売業 電化製品 5%

130,457 愛知県 幸田町 妙手健体院 サービス 理容・美容業 5%

130,458 愛知県 幸田町 メガネのアイ 小売業 その他小売 5%

130,459 愛知県 幸田町 有限会社 幸田鉄工 サービス その他サービス 5%

130,460 愛知県 幸田町 ユーコー電化 小売業 電化製品 5%

130,461 愛知県 幸田町 ユニーオイル幸田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,462 愛知県 幸田町 ユニーオイル三ケ根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,463 愛知県 幸田町 ユニーオイル　幸田給油所［２４］ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,464 愛知県 幸田町 ライフスタイルショップエンヤ 小売業 その他小売 5%

130,465 愛知県 幸田町 ランブッ・バグゥス サービス 理容・美容業 5%

130,466 愛知県 幸田町 ルミナス幸田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,467 愛知県 江南市 ｉＦＣＶｉｓｉｏｎ江南店 サービス その他サービス 5%

130,468 愛知県 江南市 愛北タクシー　１４号車 サービス 運輸業 5%

130,469 愛知県 江南市 ＡＴＥＡＳＹ江南西 小売業 その他小売 5%

130,470 愛知県 江南市 Ａｄｖａｎｃｅ　Ｂｕｉｌｄ サービス その他サービス 5%

130,471 愛知県 江南市 Ｒ．Ｋ自動車 小売業 その他小売 5%

130,472 愛知県 江南市 出光今市場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,473 愛知県 江南市 出光江南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,474 愛知県 江南市 稲廼家 サービス 飲食業 5%

130,475 愛知県 江南市 いものびとグリーンスクエア サービス その他サービス 5%

130,476 愛知県 江南市 岩田燃料 小売業 電化製品 5%

130,477 愛知県 江南市 魚錠　江南店 サービス 飲食業 5%

130,478 愛知県 江南市 エコパーク江南店 小売業 その他小売 5%

130,479 愛知県 江南市 ＦＢトラベル 江南営業所 サービス その他サービス 5%

130,480 愛知県 江南市 大口屋　布袋本店 小売業 食料品 5%

130,481 愛知県 江南市 大島薬局江南店 小売業 その他小売 5%

130,482 愛知県 江南市 オートパーツ 小売業 その他小売 5%

130,483 愛知県 江南市 大森楽器　江南店 小売業 その他小売 5%

130,484 愛知県 江南市 大森楽器　江南店　大森楽器　江南店 小売業 その他小売 5%

130,485 愛知県 江南市 大森食品 小売業 食料品 5%

130,486 愛知県 江南市 大脇ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

130,487 愛知県 江南市 カイロプラクティック施術院ぱすてる　カイロプラクティック施術ぱすてる サービス その他サービス 5%

130,488 愛知県 江南市 ｋａｔａｒｉ 小売業 衣料品 5%

130,489 愛知県 江南市 カットハウスカミーリャ サービス 理容・美容業 5%

130,490 愛知県 江南市 株式会社　江南スバル サービス その他サービス 5%

130,491 愛知県 江南市 株　古田商店 小売業 食料品 5%

130,492 愛知県 江南市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋江南東野店 サービス 飲食業 2%

130,493 愛知県 江南市 ＫＩＳＳＡ サービス 理容・美容業 5%

130,494 愛知県 江南市 ぎふ初寿司　力長町分店 サービス 飲食業 5%
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130,495 愛知県 江南市 きむらや サービス 飲食業 5%

130,496 愛知県 江南市 きもの館　なかね 小売業 衣料品 5%

130,497 愛知県 江南市 ギャラリー数寄 サービス その他サービス 5%

130,498 愛知県 江南市 救急ロックサービス 小売業 家具・調度品 5%

130,499 愛知県 江南市 靴磨屋Ｔ．Ａ．Ｎ．Ｓ． サービス その他サービス 5%

130,500 愛知県 江南市 暮しの衣料マツオカ　江南古知野店 小売業 衣料品 5%

130,501 愛知県 江南市 暮しの衣料マツオカ　江南ピナ店 小売業 衣料品 5%

130,502 愛知県 江南市 クラチカメラ株式会社　メルカド 小売業 その他小売 5%

130,503 愛知県 江南市 クリーンランド青山　古知野店 サービス その他サービス 5%

130,504 愛知県 江南市 勲碧酒造株式会社 サービス 飲食業 5%

130,505 愛知県 江南市 ＫＣＳセンター尾張／江南 サービス 理容・美容業 5%

130,506 愛知県 江南市 健康サポートサロンよつば サービス 理容・美容業 5%

130,507 愛知県 江南市 ケンジの串カツ サービス 飲食業 5%

130,508 愛知県 江南市 合同会社ｉｔａ－ｎｏ－ｍａ サービス その他サービス 5%

130,509 愛知県 江南市 江南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,510 愛知県 江南市 セブン－イレブン江南今市場町店 小売業 食料品 2%

130,511 愛知県 江南市 セブン－イレブン江南駅北店 小売業 食料品 2%

130,512 愛知県 江南市 セブン－イレブン江南江森町店 小売業 食料品 2%

130,513 愛知県 江南市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ江南北店 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,514 愛知県 江南市 セブン－イレブン江南五明町天王店 小売業 食料品 2%

130,515 愛知県 江南市 セブン－イレブン江南島宮町吉原店 小売業 食料品 2%

130,516 愛知県 江南市 セブン－イレブン江南般若町南山店 小売業 食料品 2%

130,517 愛知県 江南市 セブン－イレブン江南東野町烏森店 小売業 食料品 2%

130,518 愛知県 江南市 セブン－イレブン江南藤里店 小売業 食料品 2%

130,519 愛知県 江南市 江南まつげ サービス 理容・美容業 5%

130,520 愛知県 江南市 江南まつげ Ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

130,521 愛知県 江南市 セブン－イレブン江南宮後町砂場店 小売業 食料品 2%

130,522 愛知県 江南市 セブン－イレブン江南村久野町平松店 小売業 食料品 2%

130,523 愛知県 江南市 セブン－イレブン江南山尻店 小売業 食料品 2%

130,524 愛知県 江南市 心陽家 サービス 飲食業 5%

130,525 愛知県 江南市 ＫＯＭＡ サービス 飲食業 5%

130,526 愛知県 江南市 サカエスポーツ 小売業 その他小売 5%

130,527 愛知県 江南市 サムソン＆デリラ　江南店 サービス 理容・美容業 5%

130,528 愛知県 江南市 サワセイ　江南店 小売業 その他小売 5%

130,529 愛知県 江南市 ＳＨＥＥ’ｓ サービス 飲食業 5%

130,530 愛知県 江南市 写真箱布袋店 サービス その他サービス 5%

130,531 愛知県 江南市 住宅リメイクサービス サービス その他サービス 5%

130,532 愛知県 江南市 新時代江南店 サービス 飲食業 5%

130,533 愛知県 江南市 寝窓工房ユーキ 小売業 家具・調度品 5%

130,534 愛知県 江南市 ズーム 小売業 その他小売 5%

130,535 愛知県 江南市 ズーム モーターバイク ストア ズーム モーターバイク ストア 小売業 その他小売 5%

130,536 愛知県 江南市 スーパー三心　江南店 小売業 食料品 5%
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130,537 愛知県 江南市 スマイルプラザ江南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,538 愛知県 江南市 炭焼き弁当たまご家江南店 小売業 食料品 5%

130,539 愛知県 江南市 セルフ愛岐大橋南 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,540 愛知県 江南市 セルフィーユ江南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,541 愛知県 江南市 綜合家具ヤマケン 小売業 その他小売 5%

130,542 愛知県 江南市 タイ古式 リファイン サービス その他サービス 5%

130,543 愛知県 江南市 台湾料理味味臻 サービス 飲食業 5%

130,544 愛知県 江南市 Ｄａｎｋ　ｈａｉｒ　江南店 サービス 理容・美容業 5%

130,545 愛知県 江南市 株式会社ウェルマイン サービス 理容・美容業 5%

130,546 愛知県 江南市 つくる亭 サービス 飲食業 5%

130,547 愛知県 江南市 ＤＰ江南 サービス 理容・美容業 5%

130,548 愛知県 江南市 ＴＪ天気予報　１ｍｍ　江南店 サービス 理容・美容業 5%

130,549 愛知県 江南市 鉄板串焼楽空 サービス 飲食業 5%

130,550 愛知県 江南市 鉄板ダイニング楽空 サービス 飲食業 5%

130,551 愛知県 江南市 テニスラウンジ江南 サービス その他サービス 5%

130,552 愛知県 江南市 寺澤畳店 サービス その他サービス 5%

130,553 愛知県 江南市 天錦 サービス 飲食業 5%

130,554 愛知県 江南市 陶八 小売業 家具・調度品 5%

130,555 愛知県 江南市 トヨタカローラ中京江南店 小売業 その他小売 5%

130,556 愛知県 江南市 トヨタカローラ名古屋江南店 小売業 その他小売 5%

130,557 愛知県 江南市 トヨタレンタリース名古屋江南駅前店 サービス その他サービス 2%

130,558 愛知県 江南市 とんかつころっけのはしだ とんかつころっけのはしだ 小売業 食料品 5%

130,559 愛知県 江南市 ナショナル不動産株式会社 サービス その他サービス 5%

130,560 愛知県 江南市 ［ＨＣ］日栄家電株式会社 小売業 電化製品 5%

130,561 愛知県 江南市 ネッツトヨタ名古屋江南木賀店 小売業 その他小売 5%

130,562 愛知県 江南市 バーゼルいのこ 小売業 貴金属・服飾品 5%

130,563 愛知県 江南市 バディカフェ江南店 サービス 飲食業 5%

130,564 愛知県 江南市 パナショップ江南 小売業 電化製品 5%

130,565 愛知県 江南市 ＨａｌｎｏＨｏｌｉｄａｙｓ 小売業 衣料品 5%

130,566 愛知県 江南市 びようしつ　わ サービス 理容・美容業 5%

130,567 愛知県 江南市 美容室クリスマス サービス 理容・美容業 5%

130,568 愛知県 江南市 美容室クリスマス サービス 理容・美容業 5%

130,569 愛知県 江南市 びようしつわ サービス 理容・美容業 5%

130,570 愛知県 江南市 Ｆｌｏｗｅｒｓ ｂｙ ＩＶＹ 小売業 その他小売 5%

130,571 愛知県 江南市 古田電機 小売業 電化製品 5%

130,572 愛知県 江南市 ヘアースペースｎｉｃｏ　ヘアースペースニコ サービス 理容・美容業 5%

130,573 愛知県 江南市 べべドール サービス 飲食業 5%

130,574 愛知県 江南市 ［ＨＣ］ホットインマエデン 小売業 電化製品 5%

130,575 愛知県 江南市 ほてい運転代行　８号車 サービス 運輸業 5%

130,576 愛知県 江南市 ボワード サービス 飲食業 5%

130,577 愛知県 江南市 マクドナルド江南店 サービス 飲食業 2%

130,578 愛知県 江南市 マクドナルド江南西アピタ店 サービス 飲食業 2%
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130,579 愛知県 江南市 マクドナルド江南ピアゴ店 サービス 飲食業 2%

130,580 愛知県 江南市 マクドナルド江南平和堂店 サービス 飲食業 2%

130,581 愛知県 江南市 街の中華定食屋ＰＡＮＤＡ サービス 飲食業 5%

130,582 愛知県 江南市 マツオカアウトレット 小売業 衣料品 5%

130,583 愛知県 江南市 萬九石油株式会社 小売業 その他小売 5%

130,584 愛知県 江南市 みずほの国 小売業 食料品 5%

130,585 愛知県 江南市 宮田ＳＳ　有限会社炭竹商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,586 愛知県 江南市 美之 サービス 飲食業 5%

130,587 愛知県 江南市 メガネ赤札堂 江南店 小売業 その他小売 5%

130,588 愛知県 江南市 Ｍｅｇ＊ サービス その他サービス 5%

130,589 愛知県 江南市 ＭｅｄｉＣａｆｅ ＨＥＲＢ ＳＰＩＣＥ ＭｅｄｉＣａｆｅ ＨＥＲＢ ＳＰＩＣＥ サービス 飲食業 5%

130,590 愛知県 江南市 ユーエス江南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,591 愛知県 江南市 有限会社　金森石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,592 愛知県 江南市 有限会社サンデーオート 小売業 その他小売 5%

130,593 愛知県 江南市 ＹＯＳＡＰＡＲＫハーブＨａｐｐｉｎｅｓｓ サービス 理容・美容業 5%

130,594 愛知県 江南市 リサイクルショップ　ナイス 小売業 その他小売 5%

130,595 愛知県 江南市 理容室ＧＲＥＥＮ　ＧＡＢＬＥＳ サービス 理容・美容業 5%

130,596 愛知県 江南市 リラクゼーションルーム花音。 サービス その他サービス 5%

130,597 愛知県 江南市 ＬＯＯＰ サービス 理容・美容業 5%

130,598 愛知県 江南市 レガロ　ロースターズ　コーヒー サービス 飲食業 5%

130,599 愛知県 江南市 ＲＥＸサカイ 小売業 電化製品 5%

130,600 愛知県 江南市 ワールド 小売業 その他小売 5%

130,601 愛知県 江南市 Ｙ’ｓ　ｆａｃｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

130,602 愛知県 小牧市 アールワン サービス その他サービス 5%

130,603 愛知県 小牧市 愛知無限堂オフィス館 小売業 その他小売 5%

130,604 愛知県 小牧市 愛知無限堂本館 小売業 その他小売 5%

130,605 愛知県 小牧市 愛電館たまおきでんき 小売業 電化製品 5%

130,606 愛知県 小牧市 アオキーズ・ピザ　小牧店 小売業 食料品 5%

130,607 愛知県 小牧市 赤札堂　小牧店 小売業 貴金属・服飾品 5%

130,608 愛知県 小牧市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｅａｚｅ小牧 サービス 理容・美容業 5%

130,609 愛知県 小牧市 朝日屋クリーニング サービス その他サービス 5%

130,610 愛知県 小牧市 ＡｔｅｌｉｅｒＬｅＲｅｖｅ サービス その他サービス 5%

130,611 愛知県 小牧市 ａｍａｎｏ　桃花台店 小売業 その他小売 5%

130,612 愛知県 小牧市 アマノドラッグ桃花台店 小売業 その他小売 5%

130,613 愛知県 小牧市 アマノドラッグ　桃花台店 小売業 その他小売 5%

130,614 愛知県 小牧市 アンイングリッシュクラブ小牧西校 サービス その他サービス 5%

130,615 愛知県 小牧市 出光岩崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,616 愛知県 小牧市 出光南岩崎台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,617 愛知県 小牧市 イトデン 小売業 電化製品 5%

130,618 愛知県 小牧市 いまが旬　あ・うん サービス 飲食業 5%

130,619 愛知県 小牧市 ＶＯＬＬ　北外山店 サービス 理容・美容業 5%

130,620 愛知県 小牧市 ヴォーノ・イタリア小牧店 サービス 飲食業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在
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130,621 愛知県 小牧市 ＶＯＬＬ サービス 理容・美容業 5%

130,622 愛知県 小牧市 うこの館アジョナオーキット 小売業 その他小売 5%

130,623 愛知県 小牧市 株式会社　エーアイディー小牧店 小売業 家具・調度品 5%

130,624 愛知県 小牧市 エコパーク　小牧店 小売業 衣料品 5%

130,625 愛知県 小牧市 ＮＹ　ＮＹ　稲沢 サービス 理容・美容業 5%

130,626 愛知県 小牧市 ＡＢホテル　小牧 サービス 宿泊業 5%

130,627 愛知県 小牧市 縁ｄｒｅｓｓ サービス 飲食業 5%

130,628 愛知県 小牧市 お菓子のデパート　あさい　お菓子のデパート　あさい　二重堀店 小売業 食料品 5%

130,629 愛知県 小牧市 お宝市番館　尾張小牧店 小売業 その他小売 5%

130,630 愛知県 小牧市 ＡＵＴＯ　ＨＯＵＳＥ　コロン 小売業 その他小売 5%

130,631 愛知県 小牧市 開雲堂薬局 サービス その他サービス 5%

130,632 愛知県 小牧市 カギのさはし 小売業 その他小売 5%

130,633 愛知県 小牧市 かじろ　小牧山 サービス 理容・美容業 5%

130,634 愛知県 小牧市 株式会社リベット サービス 理容・美容業 5%

130,635 愛知県 小牧市 カメラのアマノ　味岡店 サービス その他サービス 5%

130,636 愛知県 小牧市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋小牧田県店 サービス 飲食業 2%

130,637 愛知県 小牧市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋小牧中央店 サービス 飲食業 2%

130,638 愛知県 小牧市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋小牧弥生町店 サービス 飲食業 2%

130,639 愛知県 小牧市 ＧａｒａｇｅＦｕｊｉｍｏｔｏ サービス その他サービス 5%

130,640 愛知県 小牧市 キッチン天の川 サービス 飲食業 5%

130,641 愛知県 小牧市 ｋｉｎｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

130,642 愛知県 小牧市 ＣＡＰＬＡＳＮＡＩＬＧｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

130,643 愛知県 小牧市 キャプラスネイルグレース 小売業 その他小売 5%

130,644 愛知県 小牧市 ＱＵＥＳＴａｍｏ サービス 理容・美容業 5%

130,645 愛知県 小牧市 ＱＵＥＳＴｅ′ｆ サービス 理容・美容業 5%

130,646 愛知県 小牧市 ＱＵＥＳＴｅｆ サービス 理容・美容業 5%

130,647 愛知県 小牧市 倉知佛壇店 小売業 その他小売 5%

130,648 愛知県 小牧市 クラルテ小針店 サービス 理容・美容業 5%

130,649 愛知県 小牧市 クリーンランド青山　イオン小牧店 サービス その他サービス 5%

130,650 愛知県 小牧市 クリーンランド青山　バロー小牧岩崎店 サービス その他サービス 5%

130,651 愛知県 小牧市 クリーンランド青山フィール小牧店 サービス その他サービス 5%

130,652 愛知県 小牧市 くろちゃんのおみせ サービス その他サービス 5%

130,653 愛知県 小牧市 佳花園 小売業 その他小売 5%

130,654 愛知県 小牧市 化粧品遊 小売業 その他小売 5%

130,655 愛知県 小牧市 合同会社あーとくりえーと　本店 サービス その他サービス 5%

130,656 愛知県 小牧市 小木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,657 愛知県 小牧市 古美術もりみや 小売業 家具・調度品 5%

130,658 愛知県 小牧市 小牧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,659 愛知県 小牧市 小牧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,660 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧インター西店 小売業 食料品 2%

130,661 愛知県 小牧市 小牧営業所 サービス その他サービス 5%

130,662 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧駅北店 小売業 食料品 2%
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130,663 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧駅前店 小売業 食料品 2%

130,664 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧応時２丁目店 小売業 食料品 2%

130,665 愛知県 小牧市 小牧勤労センターレストラン サービス 飲食業 5%

130,666 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧久保一色店 小売業 食料品 2%

130,667 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧郷中１丁目店 小売業 食料品 2%

130,668 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧小木１丁目店 小売業 食料品 2%

130,669 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧小木３丁目店 小売業 食料品 2%

130,670 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧小木南２丁目店 小売業 食料品 2%

130,671 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧桜井店 小売業 食料品 2%

130,672 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧下小針天神１丁目店 小売業 食料品 2%

130,673 愛知県 小牧市 小牧ダイハツ本社 小売業 その他小売 5%

130,674 愛知県 小牧市 小牧タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

130,675 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧高根１丁目店 小売業 食料品 2%

130,676 愛知県 小牧市 小牧トラックステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,677 愛知県 小牧市 小牧西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,678 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧原１丁目店 小売業 食料品 2%

130,679 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧藤島町店 小売業 食料品 2%

130,680 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧文津北店 小売業 食料品 2%

130,681 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧本庄店 小売業 食料品 2%

130,682 愛知県 小牧市 小牧まつげ＆ネイル サービス 理容・美容業 5%

130,683 愛知県 小牧市 小牧まつげ Ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

130,684 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧三ツ渕店 小売業 食料品 2%

130,685 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧南浦店 小売業 食料品 2%

130,686 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧村中新町店 小売業 食料品 2%

130,687 愛知県 小牧市 小牧山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,688 愛知県 小牧市 セブン－イレブン小牧横内店 小売業 食料品 2%

130,689 愛知県 小牧市 コマキ４１給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,690 愛知県 小牧市 米の萬節 小売業 食料品 5%

130,691 愛知県 小牧市 ｋｏｍｏｒｅｂｉ サービス 飲食業 5%

130,692 愛知県 小牧市 （名）サイクルショップ丸六 小売業 その他小売 5%

130,693 愛知県 小牧市 ざうお小牧店 サービス 飲食業 5%

130,694 愛知県 小牧市 サカエ薬局 小売業 その他小売 5%

130,695 愛知県 小牧市 社本直美 小売業 その他小売 5%

130,696 愛知県 小牧市 サムソンアンドデリライズム サービス 理容・美容業 5%

130,697 愛知県 小牧市 サワセイ 小売業 その他小売 5%

130,698 愛知県 小牧市 サワセイ　小牧店 小売業 その他小売 5%

130,699 愛知県 小牧市 サワセイ　小牧山店 小売業 その他小売 5%

130,700 愛知県 小牧市 サワセイ　小牧ラピオ店 小売業 その他小売 5%

130,701 愛知県 小牧市 サワセイ　桃花台店 小売業 その他小売 5%

130,702 愛知県 小牧市 Ｓａｎｔａ　Ｍｏｎｉｃａ　田県店 サービス 理容・美容業 5%

130,703 愛知県 小牧市 Ｓａｎｔａ　Ｍｏｎｉｃａ　千代が丘店 サービス 理容・美容業 5%

130,704 愛知県 小牧市 ジェームス　小牧南店 小売業 その他小売 2%
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130,705 愛知県 小牧市 ｇｅｎｎｅ　小牧店 小売業 貴金属・服飾品 5%

130,706 愛知県 小牧市 ＳＨＩＧＡＲＡＫＩ サービス 飲食業 5%

130,707 愛知県 小牧市 しちりん家小牧店 サービス 飲食業 5%

130,708 愛知県 小牧市 じてんしゃひろば　遊 小売業 その他小売 5%

130,709 愛知県 小牧市 昭和自動車 サービス その他サービス 5%

130,710 愛知県 小牧市 甚五郎　小牧店 小売業 衣料品 5%

130,711 愛知県 小牧市 新鮮組　やさい村 小売業 食料品 5%

130,712 愛知県 小牧市 Ｓｕｋｓｍａ　Ｓｕｎｎｙ サービス 理容・美容業 5%

130,713 愛知県 小牧市 すたみな太郎　名古屋小牧店 サービス 飲食業 5%

130,714 愛知県 小牧市 スプリングスクール　小牧店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

130,715 愛知県 小牧市 セルフステーションこまき北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,716 愛知県 小牧市 ゼロクラフト 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

130,717 愛知県 小牧市 大黒屋仏壇店　小牧店 小売業 家具・調度品 5%

130,718 愛知県 小牧市 太平タイヤセンター　小牧店 小売業 その他小売 5%

130,719 愛知県 小牧市 タイムメーキングサポーター サービス その他サービス 5%

130,720 愛知県 小牧市 田県ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,721 愛知県 小牧市 ＴａｎｇｅＦａｃｔｏｒｙ 小売業 その他小売 5%

130,722 愛知県 小牧市 中華ファミリーレストラン　ささかつ サービス 飲食業 5%

130,723 愛知県 小牧市 中華ファミリーレストランささかつ サービス 飲食業 5%

130,724 愛知県 小牧市 ツーリストアイチ　KOMAKI店 サービス その他サービス 5%

130,725 愛知県 小牧市 つかはら動物病院 サービス その他サービス 5%

130,726 愛知県 小牧市 つかはら動物病院 サービス その他サービス 5%

130,727 愛知県 小牧市 月のもぐら サービス 飲食業 5%

130,728 愛知県 小牧市 月のもぐら サービス 飲食業 5%

130,729 愛知県 小牧市 ティーアップ 小売業 その他小売 5%

130,730 愛知県 小牧市 ＤＰ小牧 サービス 理容・美容業 5%

130,731 愛知県 小牧市 ＴＪ天気予報 ９コ 小牧店 まつエク サービス 理容・美容業 5%

130,732 愛知県 小牧市 テニスラウンジ小牧 サービス その他サービス 5%

130,733 愛知県 小牧市 電化ワールド小牧店 小売業 電化製品 5%

130,734 愛知県 小牧市 天ぷら　なが田 サービス 飲食業 5%

130,735 愛知県 小牧市 東鉄観光（株）小牧支店 サービス その他サービス 5%

130,736 愛知県 小牧市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ小牧原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,737 愛知県 小牧市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅＤＤ新小牧店 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,738 愛知県 小牧市 トヨタカローラ中京小牧堀の内店 小売業 その他小売 5%

130,739 愛知県 小牧市 トヨタレンタリース名古屋小牧駅南店 サービス その他サービス 2%

130,740 愛知県 小牧市 トンガリアーノ　小牧店 サービス 飲食業 5%

130,741 愛知県 小牧市 中嶋米穀 小売業 食料品 5%

130,742 愛知県 小牧市 永田印舗 小売業 その他小売 5%

130,743 愛知県 小牧市 名古屋コーチン石焼　かな和 サービス 飲食業 5%

130,744 愛知県 小牧市 名古屋ダイハツＵ－ＣＡＲＲ４１小牧店 小売業 その他小売 5%

130,745 愛知県 小牧市 Ｎａｔｕｒｅ　ｃｏｒｐｓ 小売業 衣料品 5%

130,746 愛知県 小牧市 ナフコ不二屋　小牧二重堀店 小売業 食料品 5%
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130,747 愛知県 小牧市 ナフコ不二屋　田県店 小売業 食料品 5%

130,748 愛知県 小牧市 ナフコ不二屋　桃花台店 小売業 食料品 5%

130,749 愛知県 小牧市 ニーヨン小牧店 サービス 飲食業 5%

130,750 愛知県 小牧市 ＮｅｊｉＮｅｊｉ　ＴＪ天気予報 サービス 理容・美容業 5%

130,751 愛知県 小牧市 ネッツトヨタ中京小牧外堀店 小売業 その他小売 5%

130,752 愛知県 小牧市 ネッツトヨタ中京ＧＲＧａｒａｇｅ小牧 小売業 その他小売 5%

130,753 愛知県 小牧市 ネッツトヨタ名古屋小牧・岩崎店 小売業 その他小売 5%

130,754 愛知県 小牧市 ネッツトヨタ名古屋小牧・岩崎プラザ 小売業 その他小売 5%

130,755 愛知県 小牧市 ノダ本店 小売業 衣料品 5%

130,756 愛知県 小牧市 海苔椎茸問屋 木村商店 有限会社木村商店 小売業 食料品 5%

130,757 愛知県 小牧市 博多ＢＯ－ＺＵ小牧店 サービス 飲食業 5%

130,758 愛知県 小牧市 ハシモトカメラ 小売業 その他小売 5%

130,759 愛知県 小牧市 ハシモトカメラ 小売業 その他小売 5%

130,760 愛知県 小牧市 ばんや総本家　小牧店 サービス 飲食業 5%

130,761 愛知県 小牧市 ＨＥＡＴ２４小牧店 サービス その他サービス 5%

130,762 愛知県 小牧市 美顔専科　ダリヤ 小売業 その他小売 5%

130,763 愛知県 小牧市 美容室パームステップ サービス 理容・美容業 5%

130,764 愛知県 小牧市 美容室美人館 サービス 理容・美容業 5%

130,765 愛知県 小牧市 美容室Ｐｒｏｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

130,766 愛知県 小牧市 ＢＯＯＳＴ　ＧＥＡＲ 小売業 その他小売 5%

130,767 愛知県 小牧市 ＦＡＩＲＬＩＮＥ 小売業 その他小売 5%

130,768 愛知県 小牧市 ブックオフ　小牧中央店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

130,769 愛知県 小牧市 フナハシ洋装店 小売業 衣料品 5%

130,770 愛知県 小牧市 プライベートエステルームさくら サービス 理容・美容業 5%

130,771 愛知県 小牧市 Ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎｔａｎ＊ｔａｎ サービス 理容・美容業 5%

130,772 愛知県 小牧市 プライベートエステルームさくら サービス 理容・美容業 5%

130,773 愛知県 小牧市 ブランシェ　二重堀店 サービス 理容・美容業 5%

130,774 愛知県 小牧市 ＢＲＡＮＣＨＥ小牧店 サービス 理容・美容業 5%

130,775 愛知県 小牧市 ブランシェ桃花台ピエスタ店 サービス 理容・美容業 5%

130,776 愛知県 小牧市 ｆｌｏｒｉｓｔ陽花里 小売業 その他小売 5%

130,777 愛知県 小牧市 Ｈａｉｒ　Ｌａｐｉｓ サービス 理容・美容業 5%

130,778 愛知県 小牧市 ｈａｉｒＱＵＥＳＴ サービス 理容・美容業 5%

130,779 愛知県 小牧市 ヘアーサロンイケダ ヘアーサロンイケダ サービス 理容・美容業 5%

130,780 愛知県 小牧市 ヘアースタジオ カワムラ サービス 理容・美容業 5%

130,781 愛知県 小牧市 ヘアースタジオ　ペニーレイン サービス 理容・美容業 5%

130,782 愛知県 小牧市 ＨＡＩＲＧＡＬＬＥＲＹＡＲＴＤＥＣＯ田県 サービス 理容・美容業 5%

130,783 愛知県 小牧市 ｈａｉｒＱＵＥＳＴ サービス 理容・美容業 5%

130,784 愛知県 小牧市 ＶａｐｏｒＬＥＭＯＮ 小売業 その他小売 5%

130,785 愛知県 小牧市 ベストクリーンサービス サービス その他サービス 5%

130,786 愛知県 小牧市 宝飾工房　Ｋ’Ｓ　ＣＲＡＦＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

130,787 愛知県 小牧市 宝石 時計 メガネ あさのや あさのや 小売業 貴金属・服飾品 5%

130,788 愛知県 小牧市 ぼるだ?本舗 サービス その他サービス 5%
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130,789 愛知県 小牧市 ホルモン焼　ぶー豚　２号 サービス 飲食業 5%

130,790 愛知県 小牧市 ＨｏｎｄａＣａｒｓ尾張　小牧原店 サービス その他サービス 5%

130,791 愛知県 小牧市 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　尾張　弥生店 サービス その他サービス 5%

130,792 愛知県 小牧市 前田自動車 小売業 その他小売 5%

130,793 愛知県 小牧市 牧野屋 小売業 その他小売 5%

130,794 愛知県 小牧市 マクドナルドイオン小牧店 サービス 飲食業 2%

130,795 愛知県 小牧市 マクドナルド小牧アピタ店 サービス 飲食業 2%

130,796 愛知県 小牧市 マクドナルド小牧岩崎店 サービス 飲食業 2%

130,797 愛知県 小牧市 マクドナルド小牧インター店 サービス 飲食業 2%

130,798 愛知県 小牧市 マクドナルド小牧清水屋店 サービス 飲食業 2%

130,799 愛知県 小牧市 マクドナルド小牧ラピオ店 サービス 飲食業 2%

130,800 愛知県 小牧市 増田人形総本舗　小牧店 小売業 その他小売 5%

130,801 愛知県 小牧市 松寿し サービス 飲食業 5%

130,802 愛知県 小牧市 マルタマ 小売業 電化製品 5%

130,803 愛知県 小牧市 丸屋旅館 サービス 宿泊業 5%

130,804 愛知県 小牧市 ミンツストア　名古屋第３事務所 小売業 食料品 5%

130,805 愛知県 小牧市 ミンツストア　名古屋第２工場 小売業 食料品 5%

130,806 愛知県 小牧市 名豊タイヤサ－ビス 小売業 その他小売 5%

130,807 愛知県 小牧市 名豊タイヤサ－ビス株式会社　小牧岩崎店 小売業 その他小売 5%

130,808 愛知県 小牧市 八百トミ 小売業 食料品 5%

130,809 愛知県 小牧市 焼肉ハウス牛わか サービス 飲食業 5%

130,810 愛知県 小牧市 ＹＡＭＡＴＯ イオン 小牧店 小売業 衣料品 5%

130,811 愛知県 小牧市 やわらかとんかつかつ雅小牧店 サービス 飲食業 5%

130,812 愛知県 小牧市 有限会社グッドマイカー商会 サービス その他サービス 5%

130,813 愛知県 小牧市 有限会社中日電化センター 小売業 電化製品 5%

130,814 愛知県 小牧市 Ｕｈａｉｒ桃花台店 サービス 理容・美容業 5%

130,815 愛知県 小牧市 Ｕステーション小牧給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,816 愛知県 小牧市 吉野電化ショップタガタ店 小売業 電化製品 5%

130,817 愛知県 小牧市 ＬＡＣＬＡＲＴ? 小売業 衣料品 5%

130,818 愛知県 小牧市 ＲＩＺＺＬＡ サービス 飲食業 5%

130,819 愛知県 小牧市 両口屋是清　小牧工場売店 小売業 食料品 5%

130,820 愛知県 小牧市 理容丸善 サービス 理容・美容業 5%

130,821 愛知県 小牧市 ルネピアコンタクトレンズ　小牧店 小売業 その他小売 5%

130,822 愛知県 小牧市 ルネピアコンタクトレンズ　小牧店 小売業 その他小売 5%

130,823 愛知県 小牧市 レストラン　ベニーニ サービス 飲食業 5%

130,824 愛知県 小牧市 ワイエスオートサービス サービス その他サービス 5%

130,825 愛知県 小牧市 わしょく亭　秀瑠　わしょく亭　秀瑠 サービス 飲食業 5%

130,826 愛知県 設楽町 出光三河田口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,827 愛知県 設楽町 グリーンメッセージ サービス 宿泊業 5%

130,828 愛知県 設楽町 全日食チェーンマルツ田口店 小売業 その他小売 5%

130,829 愛知県 設楽町 田中電化奥平店 小売業 電化製品 5%

130,830 愛知県 設楽町 納庫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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130,831 愛知県 設楽町 マルツ本店 小売業 その他小売 2%

130,832 愛知県 新城市 愛彩電科　のだ 小売業 電化製品 5%

130,833 愛知県 新城市 愛彩電科のだ　愛彩電科のだ 小売業 電化製品 5%

130,834 愛知県 新城市 泉屋モータース サービス その他サービス 5%

130,835 愛知県 新城市 出光布里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,836 愛知県 新城市 おはら動物病院 サービス その他サービス 5%

130,837 愛知県 新城市 Ｃｕｔ　Ｈｏｕｓｅ　はらだ サービス 理容・美容業 5%

130,838 愛知県 新城市 Ｃｕｔ Ｈｏｕｓｅ はらだ Ｃｕｔ Ｈｏｕｓｅはらだ サービス 理容・美容業 5%

130,839 愛知県 新城市 髪ふうせん サービス 理容・美容業 5%

130,840 愛知県 新城市 くまがい 小売業 その他小売 5%

130,841 愛知県 新城市 合名会社大キ商店 小売業 食料品 5%

130,842 愛知県 新城市 サロン・ド・ＨＩＰＳ　原田出張所 小売業 衣料品 5%

130,843 愛知県 新城市 松風苑 サービス 宿泊業 5%

130,844 愛知県 新城市 しんしろカートコース サービス その他サービス 5%

130,845 愛知県 新城市 セブン－イレブン新城上平井店 小売業 食料品 2%

130,846 愛知県 新城市 セブン－イレブン新城川田店 小売業 食料品 2%

130,847 愛知県 新城市 新城市民病院売店 小売業 その他小売 5%

130,848 愛知県 新城市 セブン－イレブン新城杉山店 小売業 食料品 2%

130,849 愛知県 新城市 セブン－イレブン新城富永南店 小売業 食料品 2%

130,850 愛知県 新城市 セブン－イレブン新城バイパス店 小売業 食料品 2%

130,851 愛知県 新城市 しんせき弁天通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,852 愛知県 新城市 ＳＦＩＤＡ サービス その他サービス 5%

130,853 愛知県 新城市 タカハウス サービス 宿泊業 5%

130,854 愛知県 新城市 滝川サイクル野田店 小売業 その他小売 5%

130,855 愛知県 新城市 だわり屋・酒のリカプラ 小売業 食料品 5%

130,856 愛知県 新城市 ＤＰ新城 サービス 理容・美容業 5%

130,857 愛知県 新城市 天ぷらさかな へい吉 サービス 飲食業 5%

130,858 愛知県 新城市 東海ＫＩＮＧＳ サービス その他サービス 5%

130,859 愛知県 新城市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,860 愛知県 新城市 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　雲の柱 サービス 飲食業 5%

130,861 愛知県 新城市 どんぐり　新城店 サービス その他サービス 5%

130,862 愛知県 新城市 長篠設楽原ＰＡ サービス 飲食業 5%

130,863 愛知県 新城市 ニッセンシェイプ・サロン　Ｂｌｏｏｍ 小売業 衣料品 5%

130,864 愛知県 新城市 ニッセンシェイプファンデ　アンティーク 小売業 衣料品 5%

130,865 愛知県 新城市 ニッセンシェイプファンデ　ハニーローズ 小売業 衣料品 5%

130,866 愛知県 新城市 ハセガワヘアーショップ サービス 理容・美容業 5%

130,867 愛知県 新城市 花の木公園 サービス 飲食業 5%

130,868 愛知県 新城市 ｐｉｎｏｃｃｈｉｏ ピノキオ  ｐｉｎｏｃｃｈｉｏ ピノキオ サービス 理容・美容業 5%

130,869 愛知県 新城市 ふぁすと長篠 小売業 その他小売 5%

130,870 愛知県 新城市 フジノメガネちさと店 小売業 その他小売 5%

130,871 愛知県 新城市 フジノメガネ中町店 小売業 その他小売 5%

130,872 愛知県 新城市 藤野モータース有限会社 サービス その他サービス 5%
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130,873 愛知県 新城市 ヘアーステーションページワン サービス 理容・美容業 5%

130,874 愛知県 新城市 ベレ サービス 理容・美容業 5%

130,875 愛知県 新城市 松下電気商会長篠店 小売業 電化製品 5%

130,876 愛知県 新城市 マルイチ野田店 小売業 その他小売 5%

130,877 愛知県 新城市 マルイチ本店 小売業 その他小売 5%

130,878 愛知県 新城市 マルブン 小売業 衣料品 5%

130,879 愛知県 新城市 ＹＡＭＡＴＯ ジーンズヤマト ピアゴ新城店 小売業 衣料品 5%

130,880 愛知県 新城市 山吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,881 愛知県 新城市 湯谷温泉　松風苑 サービス 宿泊業 5%

130,882 愛知県 新城市 湯谷観光ホテル　泉山閣 サービス 宿泊業 5%

130,883 愛知県 新城市 旅館ひさご サービス 宿泊業 5%

130,884 愛知県 新城市 旅装みつい サービス 宿泊業 5%

130,885 愛知県 瀬戸市 あいしん整体院 サービス その他サービス 5%

130,886 愛知県 瀬戸市 赤池タイヤ本地店 小売業 その他小売 5%

130,887 愛知県 瀬戸市 アサノ写真機店 小売業 その他小売 5%

130,888 愛知県 瀬戸市 アルプスヤマダ理容館 サービス 理容・美容業 5%

130,889 愛知県 瀬戸市 ＩＳＡＧＯ サービス 理容・美容業 5%

130,890 愛知県 瀬戸市 ＩＺＺＡＯ＇ｓＷＯＲＫＳ サービス その他サービス 5%

130,891 愛知県 瀬戸市 出光品野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,892 愛知県 瀬戸市 出光トピア瀬戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,893 愛知県 瀬戸市 いわい動物病院 サービス その他サービス 5%

130,894 愛知県 瀬戸市 岩橋家電 小売業 電化製品 5%

130,895 愛知県 瀬戸市 ｏｅｕｆ 小売業 衣料品 5%

130,896 愛知県 瀬戸市 ＳＩＳホールディングス サービス その他サービス 5%

130,897 愛知県 瀬戸市 ?ｔｏｉｌｅ＆ｗｉｓｈｘｏ 小売業 衣料品 5%

130,898 愛知県 瀬戸市 ＥｎｅＪｅｔ菱野ウエストＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,899 愛知県 瀬戸市 ＭＭＨ 小売業 衣料品 5%

130,900 愛知県 瀬戸市 オアシス瀬戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,901 愛知県 瀬戸市 オオタケデンキ 小売業 電化製品 5%

130,902 愛知県 瀬戸市 大竹電器商会 小売業 電化製品 5%

130,903 愛知県 瀬戸市 オ―トオアシス瀬戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,904 愛知県 瀬戸市 お茶彦 瀬港店 小売業 食料品 5%

130,905 愛知県 瀬戸市 お茶彦 本店 小売業 食料品 5%

130,906 愛知県 瀬戸市 オフハウス瀬戸店 小売業 その他小売 2%

130,907 愛知県 瀬戸市 株式会社尾張屋 小売業 食料品 5%

130,908 愛知県 瀬戸市 Ｃａｓｉｔａｆｌｏｒ瀬戸幡野店 サービス 理容・美容業 5%

130,909 愛知県 瀬戸市 春日屋商店 小売業 電化製品 5%

130,910 愛知県 瀬戸市 合資会社鐘忠陶器様 小売業 その他小売 5%

130,911 愛知県 瀬戸市 カフェレストランノワール瀬戸店 サービス 飲食業 5%

130,912 愛知県 瀬戸市 株式会社　水野モータース 小売業 その他小売 5%

130,913 愛知県 瀬戸市 株式会社追分自動車　追分自動車 サービス その他サービス 5%

130,914 愛知県 瀬戸市 株式会社OWL サービス その他サービス 5%

3119



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

130,915 愛知県 瀬戸市 株式会社デントスタイル サービス その他サービス 5%

130,916 愛知県 瀬戸市 上品野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,917 愛知県 瀬戸市 かめりあ 小売業 その他小売 5%

130,918 愛知県 瀬戸市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋瀬戸神川店 サービス 飲食業 2%

130,919 愛知県 瀬戸市 キャプラスネイル　プリマ サービス 理容・美容業 5%

130,920 愛知県 瀬戸市 キャプラスネイルプリマ 小売業 その他小売 5%

130,921 愛知県 瀬戸市 オフィス・キャラバンサライ 小売業 その他小売 5%

130,922 愛知県 瀬戸市 ＧｒａｖｉｔｙＦｏｏｄｓ 小売業 その他小売 5%

130,923 愛知県 瀬戸市 クリーンセルフ瀬戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,924 愛知県 瀬戸市 グリーンコンタクト瀬戸 小売業 貴金属・服飾品 5%

130,925 愛知県 瀬戸市 工房楷 サービス その他サービス 5%

130,926 愛知県 瀬戸市 Ｃｏｆｆｅｅ　ＳＡＫＵＲＡ 小売業 食料品 5%

130,927 愛知県 瀬戸市 コマツヤ　共栄店 小売業 衣料品 5%

130,928 愛知県 瀬戸市 米繁　本店 小売業 食料品 5%

130,929 愛知県 瀬戸市 米ぬか酵素　愛知瀬戸店 サービス その他サービス 5%

130,930 愛知県 瀬戸市 ゴルフクラブ大樹　（フロント） サービス その他サービス 5%

130,931 愛知県 瀬戸市 ゴルフ倶楽部　大樹 サービス その他サービス 5%

130,932 愛知県 瀬戸市 ゴルフ倶楽部大樹　大府 サービス その他サービス 5%

130,933 愛知県 瀬戸市 ゴルフクラブ大樹　（自販機１） サービス その他サービス 5%

130,934 愛知県 瀬戸市 ゴルフクラブ大樹　（自販機２） サービス その他サービス 5%

130,935 愛知県 瀬戸市 ゴルフショップ７２瀬戸店 小売業 その他小売 5%

130,936 愛知県 瀬戸市 サイクルジョイ瀬戸店 小売業 その他小売 5%

130,937 愛知県 瀬戸市 サイクルディーラークワトロ　瀬戸店 小売業 その他小売 5%

130,938 愛知県 瀬戸市 栄交通　３ サービス 運輸業 5%

130,939 愛知県 瀬戸市 サシケイ　多治見店 小売業 家具・調度品 5%

130,940 愛知県 瀬戸市 サシケイ家具 小売業 家具・調度品 5%

130,941 愛知県 瀬戸市 三峰園窯 サービス その他サービス 5%

130,942 愛知県 瀬戸市 山楽 サービス 飲食業 5%

130,943 愛知県 瀬戸市 ＣＲＡ ＣＲＡ サービス その他サービス 5%

130,944 愛知県 瀬戸市 品野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,945 愛知県 瀬戸市 品野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,946 愛知県 瀬戸市 品野台カントリークラブ サービス その他サービス 5%

130,947 愛知県 瀬戸市 写真箱瀬戸店 サービス その他サービス 5%

130,948 愛知県 瀬戸市 Ｊｉ・ｙｏｕ サービス 飲食業 5%

130,949 愛知県 瀬戸市 秀峰窯 丸金中島 サービス その他サービス 5%

130,950 愛知県 瀬戸市 人力車 小売業 その他小売 5%

130,951 愛知県 瀬戸市 すし処光永 サービス 飲食業 5%

130,952 愛知県 瀬戸市 スズリョーベルックス 小売業 食料品 5%

130,953 愛知県 瀬戸市 ヤマダツールサービス 小売業 電化製品 5%

130,954 愛知県 瀬戸市 スーパーバリュー瀬戸店 小売業 家具・調度品 5%

130,955 愛知県 瀬戸市 炭火焼肉　牛ざんまい　瀬戸店 サービス 飲食業 5%

130,956 愛知県 瀬戸市 セブン－イレブン瀬戸穴田町店 小売業 食料品 2%
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130,957 愛知県 瀬戸市 セブン－イレブン瀬戸上之山町３丁目店 小売業 食料品 2%

130,958 愛知県 瀬戸市 セブン－イレブン瀬戸川西町店 小売業 食料品 2%

130,959 愛知県 瀬戸市 瀬戸観光案内所 小売業 家具・調度品 5%

130,960 愛知県 瀬戸市 セブン－イレブン瀬戸北松山町店 小売業 食料品 2%

130,961 愛知県 瀬戸市 セブン－イレブン瀬戸共栄通４丁目店 小売業 食料品 2%

130,962 愛知県 瀬戸市 瀬戸共栄橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,963 愛知県 瀬戸市 瀬戸品野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,964 愛知県 瀬戸市 せとしなのサイクル 小売業 その他小売 5%

130,965 愛知県 瀬戸市 瀬戸商店街ギャラリー　かわらばん家 小売業 家具・調度品 5%

130,966 愛知県 瀬戸市 セブン－イレブン瀬戸高根町２丁目店 小売業 食料品 2%

130,967 愛知県 瀬戸市 セブン－イレブン瀬戸陶原町店 小売業 食料品 2%

130,968 愛知県 瀬戸市 セブン－イレブン瀬戸西本地町店 小売業 食料品 2%

130,969 愛知県 瀬戸市 瀬戸西山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,970 愛知県 瀬戸市 瀬戸日産モーター サービス その他サービス 5%

130,971 愛知県 瀬戸市 瀬戸パークホテル サービス 宿泊業 5%

130,972 愛知県 瀬戸市 セブン－イレブン瀬戸萩殿町店 小売業 食料品 2%

130,973 愛知県 瀬戸市 せとペットクリニック サービス その他サービス 5%

130,974 愛知県 瀬戸市 セブン－イレブン瀬戸山口町店 小売業 食料品 2%

130,975 愛知県 瀬戸市 セラポッケ かわいい陶器のお店 小売業 その他小売 5%

130,976 愛知県 瀬戸市 ソフトバンク瀬戸北 小売業 電化製品 5%

130,977 愛知県 瀬戸市 ソフトバンク瀬戸西 小売業 電化製品 5%

130,978 愛知県 瀬戸市 ソラマメ食器店 小売業 その他小売 5%

130,979 愛知県 瀬戸市 泰誠館　大樹瀬戸店 サービス その他サービス 5%

130,980 愛知県 瀬戸市 泰誠館ゴルフ倶楽部大樹瀬戸 サービス その他サービス 5%

130,981 愛知県 瀬戸市 高島ハウジング サービス その他サービス 5%

130,982 愛知県 瀬戸市 ｔａｌｏ－Ｋ 小売業 その他小売 5%

130,983 愛知県 瀬戸市 中国雑貨　華蔵 小売業 その他小売 5%

130,984 愛知県 瀬戸市 つり具　エース 小売業 その他小売 5%

130,985 愛知県 瀬戸市 ディーズマエダ サービス 理容・美容業 5%

130,986 愛知県 瀬戸市 ＤＰ瀬戸 サービス 理容・美容業 5%

130,987 愛知県 瀬戸市 でんくらふと 小売業 その他小売 5%

130,988 愛知県 瀬戸市 陶原町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,989 愛知県 瀬戸市 陶磁資料館前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,990 愛知県 瀬戸市 陶都自動車 サービス その他サービス 5%

130,991 愛知県 瀬戸市 陶のまち動物病院 サービス その他サービス 5%

130,992 愛知県 瀬戸市 動物病院ソフィア サービス その他サービス 5%

130,993 愛知県 瀬戸市 ＤＤカーシャイン瀬戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

130,994 愛知県 瀬戸市 戸田通商 小売業 電化製品 5%

130,995 愛知県 瀬戸市 トヨタカローラ中京瀬戸赤重店 小売業 その他小売 5%

130,996 愛知県 瀬戸市 トヨタレンタリース名古屋瀬戸小坂店 サービス その他サービス 2%

130,997 愛知県 瀬戸市 ドリームワンあおやま 小売業 電化製品 5%

130,998 愛知県 瀬戸市 鳥静 小売業 食料品 5%

3121



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

130,999 愛知県 瀬戸市 ｎａｐｎａｐ　ｃａｍｅｒａ サービス その他サービス 5%

131,000 愛知県 瀬戸市 ナフコ不二屋　瀬戸店 小売業 食料品 5%

131,001 愛知県 瀬戸市 日本堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

131,002 愛知県 瀬戸市 Ｍａｈａｌｏ サービス その他サービス 5%

131,003 愛知県 瀬戸市 ネオプラン イオン瀬戸みずの店 サービス その他サービス 5%

131,004 愛知県 瀬戸市 ネッツトヨタ中京瀬戸店 小売業 その他小売 5%

131,005 愛知県 瀬戸市 ｎｏｖｅＲｕｇａ 小売業 衣料品 5%

131,006 愛知県 瀬戸市 のり　のり 小売業 その他小売 5%

131,007 愛知県 瀬戸市 ハードオフ　四軒家店 小売業 電化製品 2%

131,008 愛知県 瀬戸市 パスタデココ瀬戸東寺山店 サービス 飲食業 2%

131,009 愛知県 瀬戸市 幡山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,010 愛知県 瀬戸市 はっとりＤＥＮＫＩ 小売業 電化製品 5%

131,011 愛知県 瀬戸市 パナショップ北山 小売業 電化製品 5%

131,012 愛知県 瀬戸市 パナショップ品野 小売業 電化製品 5%

131,013 愛知県 瀬戸市 ハピネスおそうじ サービス その他サービス 5%

131,014 愛知県 瀬戸市 びっくりドンキー瀬戸長根店 サービス 飲食業 2%

131,015 愛知県 瀬戸市 美容室　ＰｅＲｉｅ サービス 理容・美容業 5%

131,016 愛知県 瀬戸市 フィットネスクラブレスポ　瀬戸店 小売業 その他小売 5%

131,017 愛知県 瀬戸市 富士工場 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,018 愛知県 瀬戸市 ブランシェ西松山店 サービス 理容・美容業 5%

131,019 愛知県 瀬戸市 ヘアーサロンｇｒｏｖｅ＆コンドウ サービス 理容・美容業 5%

131,020 愛知県 瀬戸市 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ　１０２ サービス 理容・美容業 5%

131,021 愛知県 瀬戸市 ヘアリゾートＡＯＫＩ サービス 理容・美容業 5%

131,022 愛知県 瀬戸市 ホームドライ　アイックス サービス その他サービス 5%

131,023 愛知県 瀬戸市 ホームドライアイックス　水野駅前店 サービス その他サービス 5%

131,024 愛知県 瀬戸市 有 本郷石油 本郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,025 愛知県 瀬戸市 本地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,026 愛知県 瀬戸市 ＰｏｎＰａｄｄｙｈａｉｒｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

131,027 愛知県 瀬戸市 マカロニｃａｆｅ＆Ｂａｋｅｒｙ サービス 飲食業 5%

131,028 愛知県 瀬戸市 マクドナルドイオン瀬戸みずの店 サービス 飲食業 2%

131,029 愛知県 瀬戸市 マクドナルド新瀬戸バロー店 サービス 飲食業 2%

131,030 愛知県 瀬戸市 マクドナルド瀬戸店 サービス 飲食業 2%

131,031 愛知県 瀬戸市 松山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,032 愛知県 瀬戸市 路美容室 サービス 理容・美容業 5%

131,033 愛知県 瀬戸市 ミニ四駆　夢遊 小売業 その他小売 5%

131,034 愛知県 瀬戸市 みの勝はなれ サービス 飲食業 5%

131,035 愛知県 瀬戸市 三好佛具店　三好商店 小売業 その他小売 5%

131,036 愛知県 瀬戸市 名大ＳＫＹ瀬戸山口校 サービス その他サービス 5%

131,037 愛知県 瀬戸市 名大ＳＫＹ瀬戸本部校 サービス その他サービス 5%

131,038 愛知県 瀬戸市 メガネ赤札堂 瀬戸店 小売業 その他小売 5%

131,039 愛知県 瀬戸市 八百亭 サービス 飲食業 5%

131,040 愛知県 瀬戸市 焼肉ハウス八百亭 サービス 飲食業 5%
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131,041 愛知県 瀬戸市 山佳 小売業 その他小売 5%

131,042 愛知県 瀬戸市 ［ＨＣ］湯浅電気（株）瀬戸店 小売業 電化製品 5%

131,043 愛知県 瀬戸市 有限会社池田サービス 小売業 その他小売 5%

131,044 愛知県 瀬戸市 ［ＨＣ］有限会社スズデン 小売業 電化製品 5%

131,045 愛知県 瀬戸市 有限会社マル武商会 サービス その他サービス 5%

131,046 愛知県 瀬戸市 夢遊 小売業 その他小売 5%

131,047 愛知県 瀬戸市 洋品のシバタ 小売業 衣料品 5%

131,048 愛知県 瀬戸市 横地自動車販売 サービス その他サービス 5%

131,049 愛知県 瀬戸市 Ｒｅ?ｌａｘ新瀬戸 サービス その他サービス 5%

131,050 愛知県 瀬戸市 ワイワイプラザ上本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,051 愛知県 瀬戸市 和布堂　和布堂 小売業 その他小売 5%

131,052 愛知県 高浜市 青木堂 小売業 その他小売 5%

131,053 愛知県 高浜市 出光田戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,054 愛知県 高浜市 運転代行ヂパング サービス 運輸業 5%

131,055 愛知県 高浜市 ＨＭＧＬｏｎｇｉｃｏｒｎ サービス 理容・美容業 5%

131,056 愛知県 高浜市 えびせん家族高浜店 小売業 食料品 5%

131,057 愛知県 高浜市 おおたけクリーニングアオキスーパー高浜店 サービス その他サービス 5%

131,058 愛知県 高浜市 お持ち帰り寿司カネキチ　高浜店 サービス 飲食業 5%

131,059 愛知県 高浜市 カクヤス　高浜店 小売業 食料品 5%

131,060 愛知県 高浜市 加藤生花葬具店 サービス その他サービス 5%

131,061 愛知県 高浜市 株式会社フカヤ工業 小売業 その他小売 5%

131,062 愛知県 高浜市 （株）ナガセビューティケァ森木サロン サービス 理容・美容業 5%

131,063 愛知県 高浜市 かみや動物クリニック サービス その他サービス 5%

131,064 愛知県 高浜市 セブン－イレブン刈谷野田町新上納店 小売業 食料品 2%

131,065 愛知県 高浜市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋高浜一本店 サービス 飲食業 2%

131,066 愛知県 高浜市 牛門 サービス 飲食業 5%

131,067 愛知県 高浜市 行政書士　ありもと法務事務所 サービス その他サービス 5%

131,068 愛知県 高浜市 グレイス高浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,069 愛知県 高浜市 健康工房 和み人 健康工房 和み人 小売業 その他小売 5%

131,070 愛知県 高浜市 ゲン水道サービス サービス その他サービス 5%

131,071 愛知県 高浜市 ジェームス４１９高浜店 小売業 その他小売 2%

131,072 愛知県 高浜市 十字堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

131,073 愛知県 高浜市 御菓子司　松鶴園　沢渡店 小売業 食料品 5%

131,074 愛知県 高浜市 御菓子司松鶴園　本店 小売業 食料品 5%

131,075 愛知県 高浜市 スギコーヒーロースティング 小売業 その他小売 5%

131,076 愛知県 高浜市 ｓｔｕｄｉｏ　　ａｎｇｅ 小売業 その他小売 5%

131,077 愛知県 高浜市 ＧＥＮＥＲＡＬＳＴＯＲＥｂｙＨＡＬＦＷＡＹ 小売業 衣料品 5%

131,078 愛知県 高浜市 高浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,079 愛知県 高浜市 セブン－イレブン高浜呉竹町店 小売業 食料品 2%

131,080 愛知県 高浜市 セブン－イレブン高浜神明町店 小売業 食料品 2%

131,081 愛知県 高浜市 セブン－イレブン高浜田戸町店 小売業 食料品 2%

131,082 愛知県 高浜市 高浜中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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131,083 愛知県 高浜市 セブン－イレブン高浜八幡町店 小売業 食料品 2%

131,084 愛知県 高浜市 セブン－イレブン高浜二池町店 小売業 食料品 2%

131,085 愛知県 高浜市 タートル高浜店 サービス その他サービス 5%

131,086 愛知県 高浜市 ＴＥＡＬ 小売業 その他小売 5%

131,087 愛知県 高浜市 天狗堂高浜店 小売業 その他小売 5%

131,088 愛知県 高浜市 テンテニススクール サービス その他サービス 5%

131,089 愛知県 高浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅジョイナスよしはま店 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,090 愛知県 高浜市 ドリームワン　ナガタ 小売業 電化製品 5%

131,091 愛知県 高浜市 とんかつ懐石　こざくら サービス 飲食業 5%

131,092 愛知県 高浜市 永田や　佛壇店　高浜店 小売業 家具・調度品 5%

131,093 愛知県 高浜市 ニッセンシェイプファンデ　クレマティス 小売業 衣料品 5%

131,094 愛知県 高浜市 ニッセンシェイプファンデサロンオードリー 小売業 衣料品 5%

131,095 愛知県 高浜市 橋本ラジオ店 小売業 電化製品 5%

131,096 愛知県 高浜市 ＰＡＮＡＳＴＡＴＩＯＮサノ 小売業 電化製品 5%

131,097 愛知県 高浜市 Ｂｅ　ｐｏｉｎｔふじ 小売業 その他小売 5%

131,098 愛知県 高浜市 ＰＨＯＴＯ　ＬＡＢＯ 小売業 その他小売 5%

131,099 愛知県 高浜市 不二商会 小売業 その他小売 5%

131,100 愛知県 高浜市 麸や銀 小売業 食料品 5%

131,101 愛知県 高浜市 ＰＲＯＤＵＣＥ　ＢＡＥＢＡＥ　Ｓ サービス 理容・美容業 5%

131,102 愛知県 高浜市 マクドナルド高浜Ｔぽーと店 サービス 飲食業 2%

131,103 愛知県 高浜市 丸七商会 サービス その他サービス 5%

131,104 愛知県 高浜市 ミッバトヤ 小売業 衣料品 5%

131,105 愛知県 高浜市 もみかる愛知高浜店 サービス 理容・美容業 5%

131,106 愛知県 高浜市 有限会社サウンドオンスズ 小売業 電化製品 5%

131,107 愛知県 高浜市 友整体院 サービス その他サービス 5%

131,108 愛知県 高浜市 吉浜人形本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

131,109 愛知県 高浜市 来来亭 来来亭 高浜店 サービス 飲食業 2%

131,110 愛知県 高浜市 レストランＯｍｉ サービス 飲食業 5%

131,111 愛知県 高浜市 レストラン音楽のように サービス 飲食業 5%

131,112 愛知県 武豊町 天木石油　武豊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,113 愛知県 武豊町 天木石油　ドンキーランドＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,114 愛知県 武豊町 イシハラフード武豊店 小売業 食料品 5%

131,115 愛知県 武豊町 出光武豊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,116 愛知県 武豊町 出光富貴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,117 愛知県 武豊町 癒しの空間工房シエスタ サービス その他サービス 5%

131,118 愛知県 武豊町 オリーブファーマシー 小売業 その他小売 5%

131,119 愛知県 武豊町 銀革屋 サービス その他サービス 5%

131,120 愛知県 武豊町 暮らしの衣料マツオカ　武豊店 小売業 衣料品 5%

131,121 愛知県 武豊町 ゴトウ自動車 サービス その他サービス 5%

131,122 愛知県 武豊町 コノミヤ　武豊店 小売業 食料品 5%

131,123 愛知県 武豊町 シゲミ美容室 サービス 理容・美容業 5%

131,124 愛知県 武豊町 武豊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3124



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

131,125 愛知県 武豊町 武豊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,126 愛知県 武豊町 武豊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,127 愛知県 武豊町 セブン－イレブン武豊砂川橋南店 小売業 食料品 2%

131,128 愛知県 武豊町 セブン－イレブン武豊平井店 小売業 食料品 2%

131,129 愛知県 武豊町 セブン－イレブン武豊冨貴店 小売業 食料品 2%

131,130 愛知県 武豊町 セブン－イレブン武豊前田店 小売業 食料品 2%

131,131 愛知県 武豊町 爪のこむぎ屋 サービス その他サービス 5%

131,132 愛知県 武豊町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ武豊店 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,133 愛知県 武豊町 トヨタカローラ中京半田南店 小売業 その他小売 5%

131,134 愛知県 武豊町 ドンキ－ランド武豊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,135 愛知県 武豊町 パナミックホリサキ 小売業 電化製品 5%

131,136 愛知県 武豊町 ハロー武豊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,137 愛知県 武豊町 ビジネスホテル稲葉屋 サービス その他サービス 5%

131,138 愛知県 武豊町 ビジネスホテルまるみや サービス 宿泊業 5%

131,139 愛知県 武豊町 美容室ＥＫＵ サービス 理容・美容業 5%

131,140 愛知県 武豊町 ひらめ亭 サービス 飲食業 5%

131,141 愛知県 武豊町 ファーストホテル武豊 サービス 宿泊業 5%

131,142 愛知県 武豊町 ファッション麻理衣 小売業 衣料品 5%

131,143 愛知県 武豊町 マセ電気商会 小売業 電化製品 5%

131,144 愛知県 武豊町 ＭＡＤＯショップ知多武豊店 小売業 その他小売 5%

131,145 愛知県 武豊町 豆みそ たまり醤油醸造元 中定商店 小売業 食料品 5%

131,146 愛知県 武豊町 味噌 溜り醸造  名 伊藤商店 小売業 食料品 5%

131,147 愛知県 武豊町 モリシタ楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

131,148 愛知県 武豊町 ［ＨＣ］有限会社竹内でんき 小売業 電化製品 5%

131,149 愛知県 武豊町 ライフケア薬局 小売業 その他小売 5%

131,150 愛知県 武豊町 力士料理すもうＢＡＲ サービス 飲食業 5%

131,151 愛知県 田原市 愛知海運産業株式会社 小売業 その他小売 5%

131,152 愛知県 田原市 赤羽根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,153 愛知県 田原市 渥美亀山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,154 愛知県 田原市 渥美小中山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,155 愛知県 田原市 渥美自転車店 小売業 その他小売 5%

131,156 愛知県 田原市 渥美中山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,157 愛知県 田原市 渥美西　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,158 愛知県 田原市 渥美病院内売店 小売業 食料品 5%

131,159 愛知県 田原市 居肴屋　げんき村 サービス 飲食業 5%

131,160 愛知県 田原市 石臼挽き　香りそば　みつまる　石臼挽き香りそば　みつまる サービス 飲食業 5%

131,161 愛知県 田原市 出光浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,162 愛知県 田原市 出光高松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,163 愛知県 田原市 出光田原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,164 愛知県 田原市 出光藤七原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,165 愛知県 田原市 出光豊島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,166 愛知県 田原市 出光野田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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131,167 愛知県 田原市 出光緑が浜セルフステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,168 愛知県 田原市 イトウ写真館 小売業 その他小売 5%

131,169 愛知県 田原市 伊良湖岬たかのや サービス 宿泊業 5%

131,170 愛知県 田原市 ＩＲＡＧＯブルーベリー サービス その他サービス 5%

131,171 愛知県 田原市 伊良湖リゾートホテル　龍宮之宿 サービス 宿泊業 5%

131,172 愛知県 田原市 ウインドシティホテル サービス 宿泊業 5%

131,173 愛知県 田原市 うおすみ サービス 飲食業 5%

131,174 愛知県 田原市 浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,175 愛知県 田原市 ＡＢホテル田原 サービス 宿泊業 5%

131,176 愛知県 田原市 えんざ サービス 飲食業 5%

131,177 愛知県 田原市 おおたにや 小売業 その他小売 5%

131,178 愛知県 田原市 小笠原電器 小売業 電化製品 5%

131,179 愛知県 田原市 おかだ家　田原 サービス 宿泊業 5%

131,180 愛知県 田原市 お米工房こめっと 小売業 食料品 5%

131,181 愛知県 田原市 お食事処　みなみ サービス 飲食業 5%

131,182 愛知県 田原市 河童クラフト 小売業 その他小売 5%

131,183 愛知県 田原市 かねき米の郷　萱町本店 小売業 食料品 5%

131,184 愛知県 田原市 かねき米の郷　南晩田店 小売業 食料品 5%

131,185 愛知県 田原市 来た佐 サービス 飲食業 5%

131,186 愛知県 田原市 ＫＥＥＰＥＲ　ＳＵＲＦ　ＳＴＡＴＩＯＮ 小売業 その他小売 5%

131,187 愛知県 田原市 キムラ漬物 小売業 食料品 5%

131,188 愛知県 田原市 クジメモータース クジメモータース サービス その他サービス 5%

131,189 愛知県 田原市 ぐり～んぽけっと 小売業 その他小売 5%

131,190 愛知県 田原市 恋路ヶ浜黒潮 サービス 宿泊業 5%

131,191 愛知県 田原市 ここちｅｅハウス　中山工務店　　リフォームなら　ここちｅｅハウス　中山工務店 サービス その他サービス 5%

131,192 愛知県 田原市 小中山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,193 愛知県 田原市 魚と貝のうまい店　お食事・旅館　玉川 サービス 飲食業 5%

131,194 愛知県 田原市 魚と貝のうまい店玉川 サービス 飲食業 5%

131,195 愛知県 田原市 サロン・ド・オリーブ 小売業 衣料品 5%

131,196 愛知県 田原市 サンテパルクふれあいのＭｏｒｉ 小売業 食料品 5%

131,197 愛知県 田原市 サンワ 小売業 家具・調度品 5%

131,198 愛知県 田原市 シーク 小売業 その他小売 5%

131,199 愛知県 田原市 柴田屋酒店 小売業 食料品 5%

131,200 愛知県 田原市 シャルル 小売業 衣料品 5%

131,201 愛知県 田原市 昭和堂薬局 小売業 その他小売 5%

131,202 愛知県 田原市 スーパーマーケットカネイチ 小売業 食料品 5%

131,203 愛知県 田原市 杉原組 サービス その他サービス 5%

131,204 愛知県 田原市 スズキラン園 小売業 その他小売 5%

131,205 愛知県 田原市 鈴電 小売業 電化製品 5%

131,206 愛知県 田原市 スミレ軒 小売業 食料品 5%

131,207 愛知県 田原市 税理士法人松井会計事務所 サービス その他サービス 5%

131,208 愛知県 田原市 大勝堂 小売業 電化製品 5%
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131,209 愛知県 田原市 田原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,210 愛知県 田原市 セブン－イレブン田原浦川向店 小売業 食料品 2%

131,211 愛知県 田原市 田原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,212 愛知県 田原市 セブン－イレブン田原大久保店 小売業 食料品 2%

131,213 愛知県 田原市 セブン－イレブン田原光崎３丁目店 小売業 食料品 2%

131,214 愛知県 田原市 セブン－イレブン田原古田町店 小売業 食料品 2%

131,215 愛知県 田原市 セブン－イレブン田原殿町店 小売業 食料品 2%

131,216 愛知県 田原市 セブン－イレブン田原本町店 小売業 食料品 2%

131,217 愛知県 田原市 ちっぷとっぷ 小売業 衣料品 5%

131,218 愛知県 田原市 月の渚 サービス 宿泊業 5%

131,219 愛知県 田原市 Ｄｉｏ本店 サービス 理容・美容業 5%

131,220 愛知県 田原市 トゥエンティワン 小売業 衣料品 5%

131,221 愛知県 田原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　ＡＫＡＳＨＩ田原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,222 愛知県 田原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ田原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,223 愛知県 田原市 冨田電器 小売業 電化製品 5%

131,224 愛知県 田原市 ニッセンシェイプファンデサロンドクレール 小売業 衣料品 5%

131,225 愛知県 田原市 日東電業社 小売業 電化製品 5%

131,226 愛知県 田原市 ｎｅｕｎ サービス 理容・美容業 5%

131,227 愛知県 田原市 野田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,228 愛知県 田原市 パソコンサポートフルカワ サービス その他サービス 5%

131,229 愛知県 田原市 バックヤード サービス その他サービス 5%

131,230 愛知県 田原市 林養魚株式会社 小売業 その他小売 5%

131,231 愛知県 田原市 パリスパートナー伊良湖店 小売業 衣料品 5%

131,232 愛知県 田原市 パワーズ田原店 小売業 食料品 5%

131,233 愛知県 田原市 美容室Ｍ サービス 理容・美容業 5%

131,234 愛知県 田原市 ピリカ　ラプ サービス 理容・美容業 5%

131,235 愛知県 田原市 冨貴屋 小売業 食料品 5%

131,236 愛知県 田原市 フードオアシスあつみ田原店 小売業 食料品 5%

131,237 愛知県 田原市 フードオアシスあつみ福江店 小売業 食料品 5%

131,238 愛知県 田原市 フードショップカトー 小売業 その他小売 5%

131,239 愛知県 田原市 福江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,240 愛知県 田原市 福寿司 サービス 飲食業 5%

131,241 愛知県 田原市 フードオアシスあつみ 小売業 食料品 5%

131,242 愛知県 田原市 フラリ サービス その他サービス 5%

131,243 愛知県 田原市 フラワーショップ林 小売業 その他小売 5%

131,244 愛知県 田原市 ヘアーサロン　カワイ　ヘアーサロン　カワイ サービス 理容・美容業 5%

131,245 愛知県 田原市 豊川堂　セントファーレ田原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

131,246 愛知県 田原市 豊川堂セントファーレ田原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

131,247 愛知県 田原市 マクドナルド田原パオ店 サービス 飲食業 2%

131,248 愛知県 田原市 マルシメ平野酒店 小売業 食料品 5%

131,249 愛知県 田原市 丸山電子 小売業 電化製品 5%

131,250 愛知県 田原市 みどりや 小売業 その他小売 5%

3127



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

131,251 愛知県 田原市 美乃 サービス 理容・美容業 5%

131,252 愛知県 田原市 ミマス 小売業 その他小売 5%

131,253 愛知県 田原市 ミヤタ美容室 サービス 理容・美容業 5%

131,254 愛知県 田原市 ＭｏｏｎＲａｂｂｉｔ 小売業 その他小売 5%

131,255 愛知県 田原市 ヤマイズミ 小売業 食料品 5%

131,256 愛知県 田原市 ＹＡＭＡＴＯ　田原店 小売業 衣料品 5%

131,257 愛知県 田原市 遊食ダイニング　風雅 サービス 飲食業 5%

131,258 愛知県 田原市 羅典街 サービス 飲食業 5%

131,259 愛知県 田原市 リビュレット高木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,260 愛知県 田原市 ｙ ｓ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

131,261 愛知県 田原市 和遊館丸豊 小売業 その他小売 5%

131,262 愛知県 知多市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌａｕｇｈ愛知知多 サービス 理容・美容業 5%

131,263 愛知県 知多市 ア－ティストショップＡ＆ＭＯ２ サービス その他サービス 5%

131,264 愛知県 知多市 アルファ 小売業 その他小売 5%

131,265 愛知県 知多市 石の店いながき 小売業 家具・調度品 5%

131,266 愛知県 知多市 いちべ サービス 飲食業 5%

131,267 愛知県 知多市 出光朝倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,268 愛知県 知多市 出光新舞子エコステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,269 愛知県 知多市 出光つつじが丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,270 愛知県 知多市 出光長浦インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,271 愛知県 知多市 ｅでんき　ニシダ 小売業 電化製品 5%

131,272 愛知県 知多市 ｅでんきはない 小売業 電化製品 5%

131,273 愛知県 知多市 ｅでんき　ムラカミ 小売業 電化製品 5%

131,274 愛知県 知多市 ｅでんき　たけうち 小売業 電化製品 5%

131,275 愛知県 知多市 エール旅行 サービス その他サービス 5%

131,276 愛知県 知多市 カービューティープロ サンライズ カービューティープロ サンライズ サービス その他サービス 5%

131,277 愛知県 知多市 カイロプラクティックイシス サービス 理容・美容業 5%

131,278 愛知県 知多市 カクヤス　にしの台店 小売業 食料品 5%

131,279 愛知県 知多市 かじ綱金物店 小売業 家具・調度品 5%

131,280 愛知県 知多市 門井ラジオ店 小売業 電化製品 5%

131,281 愛知県 知多市 カフェ　ダークキャニオン　カフェ　ダークキャニオン サービス 飲食業 5%

131,282 愛知県 知多市 株式会社ホリテック サービス その他サービス 5%

131,283 愛知県 知多市 株式会社横松タイヤ 小売業 その他小売 5%

131,284 愛知県 知多市 かりん堂薬局 小売業 その他小売 5%

131,285 愛知県 知多市 ＧＲＥＥＮＬＩＦＥ サービス 飲食業 5%

131,286 愛知県 知多市 呉服・洋品宇藤 小売業 衣料品 5%

131,287 愛知県 知多市 ゴラカリ サービス 飲食業 5%

131,288 愛知県 知多市 さくらや 小売業 衣料品 5%

131,289 愛知県 知多市 サロンドフルベール知多梅が丘店 サービス 理容・美容業 5%

131,290 愛知県 知多市 ｊｕｍ８　手作り財布 小売業 貴金属・服飾品 5%

131,291 愛知県 知多市 食事処 おお田 サービス 飲食業 5%

131,292 愛知県 知多市 じろきん サービス 飲食業 5%

3128



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

131,293 愛知県 知多市 スクールショップ　Ｔｉｏ 小売業 衣料品 5%

131,294 愛知県 知多市 すし処　くにみつ サービス 飲食業 5%

131,295 愛知県 知多市 すみ火焼肉しんちゃん サービス 飲食業 5%

131,296 愛知県 知多市 創寫舘　新舞子スタジオ サービス その他サービス 5%

131,297 愛知県 知多市 ＤＡＩＤＯオレンジマート 小売業 その他小売 5%

131,298 愛知県 知多市 宝ネーム刺繍 小売業 その他小売 5%

131,299 愛知県 知多市 セブン－イレブン知多旭３丁目店 小売業 食料品 2%

131,300 愛知県 知多市 セブン－イレブン知多岡田店 小売業 食料品 2%

131,301 愛知県 知多市 セブン－イレブン知多岡田西店 小売業 食料品 2%

131,302 愛知県 知多市 セブン－イレブン知多新知東店 小売業 食料品 2%

131,303 愛知県 知多市 知多デンキ 小売業 電化製品 5%

131,304 愛知県 知多市 セブン－イレブン知多にしの台４丁目店 小売業 食料品 2%

131,305 愛知県 知多市 トータルビューティーサロンＫＯＵ サービス その他サービス 5%

131,306 愛知県 知多市 トータルビューティーサロンＫＯＵ サービス その他サービス 5%

131,307 愛知県 知多市 時計・メガネ・宝石　みうら 小売業 その他小売 5%

131,308 愛知県 知多市 ニッセンシェイプファンデサロンドラッカ 小売業 衣料品 5%

131,309 愛知県 知多市 ニューボーン撮影　西区 サービス その他サービス 5%

131,310 愛知県 知多市 ＮＥＳＴ　ｂｙ　ＴＨＥ　ＳＥＡ サービス その他サービス 5%

131,311 愛知県 知多市 ＮＯＳＴＹＬＥ　知多店 小売業 その他小売 5%

131,312 愛知県 知多市 Ｂａｒ   Ｄｉｎｉｎｇ Ｎｏｒｍａｎｄｉｅ サービス 飲食業 5%

131,313 愛知県 知多市 ＢｉｋｅＥｇｇ　バイクエッグ 小売業 その他小売 5%

131,314 愛知県 知多市 ＰＡＯ知多店 小売業 衣料品 5%

131,315 愛知県 知多市 はなのき動物病院 サービス その他サービス 5%

131,316 愛知県 知多市 花の生華園 小売業 その他小売 5%

131,317 愛知県 知多市 原辰電化センター 小売業 電化製品 5%

131,318 愛知県 知多市 ＢｅａｃｈＬｕｍｂｅｒ サービス その他サービス 5%

131,319 愛知県 知多市 美容室Ｋ＆Ｋ サービス 理容・美容業 5%

131,320 愛知県 知多市 プランクオアトリート サービス 飲食業 5%

131,321 愛知県 知多市 ｐｒｉｍｏＰａｓｓｏｌａｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

131,322 愛知県 知多市 フレッシュ　タケウチ 小売業 食料品 5%

131,323 愛知県 知多市 Ｈａｉｒ＆ｓｐａ　ＮＯＡ サービス 理容・美容業 5%

131,324 愛知県 知多市 ママイクコ　知多 小売業 その他小売 5%

131,325 愛知県 知多市 ＭＡＲＵＳＡＮ 小売業 食料品 5%

131,326 愛知県 知多市 源　めん処　源 サービス 飲食業 5%

131,327 愛知県 知多市 Ｍｉｎｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

131,328 愛知県 知多市 Ｍｉｎｅｔｔｅ　ｍｉｎｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

131,329 愛知県 知多市 むく夢空 小売業 その他小売 5%

131,330 愛知県 知多市 メンズビューティー　モナミ サービス 理容・美容業 5%

131,331 愛知県 知多市 ｊｕｍ８手作り財布 サービス その他サービス 5%

131,332 愛知県 知多市 焼肉　とっけん サービス 飲食業 5%

131,333 愛知県 知多市 八幡ＳＳ　有限会社朝日屋石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,334 愛知県 知多市 八幡の森迎賓館 サービス その他サービス 5%
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131,335 愛知県 知多市 山錠電気 小売業 電化製品 5%

131,336 愛知県 知多市 有限会社 知多オートセンター サービス その他サービス 5%

131,337 愛知県 知多市 ユニーオイル長浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,338 愛知県 知多市 ユニーオイル　知多八幡給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,339 愛知県 知多市 ＹＯＳＡ　ＰＡＲＫ　ｎａｚｕ サービス 理容・美容業 5%

131,340 愛知県 知多市 和創作　いろは サービス 飲食業 5%

131,341 愛知県 知立市 愛知屋総本店 小売業 その他小売 5%

131,342 愛知県 知立市 アイリスイン知立 サービス 宿泊業 5%

131,343 愛知県 知立市 アンテナ　知立店 サービス 理容・美容業 5%

131,344 愛知県 知立市 アンテナ知立店 サービス 理容・美容業 5%

131,345 愛知県 知立市 イシグロ　知立店 小売業 その他小売 5%

131,346 愛知県 知立市 株式会社宇佐美プロパン三河支店 小売業 その他小売 5%

131,347 愛知県 知立市 えびせん家族知立店 小売業 食料品 5%

131,348 愛知県 知立市 おぎそ亭 サービス 理容・美容業 5%

131,349 愛知県 知立市 お好み焼六三知立店 サービス 飲食業 5%

131,350 愛知県 知立市 おやこカフェｍａｍａｃｏｃｏ サービス 飲食業 5%

131,351 愛知県 知立市 株式会社　下林 サービス その他サービス 5%

131,352 愛知県 知立市 株式会社ＥＣＯＭ自動車販売 サービス その他サービス 5%

131,353 愛知県 知立市 髪工房めいと サービス 理容・美容業 5%

131,354 愛知県 知立市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋知立駅南店 サービス 飲食業 2%

131,355 愛知県 知立市 ギフト座　丸八 小売業 その他小売 5%

131,356 愛知県 知立市 協和サービス サービス その他サービス 5%

131,357 愛知県 知立市 ぐるめ酒場　道しるべ サービス 飲食業 5%

131,358 愛知県 知立市 Ｋｅｉ－Ｙオート　知立店 サービス その他サービス 5%

131,359 愛知県 知立市 ＫＦ　ＦＵＲＵＩ サービス その他サービス 5%

131,360 愛知県 知立市 ケーワン知立店 小売業 その他小売 5%

131,361 愛知県 知立市 ココネローズ知立サロン サービス 理容・美容業 5%

131,362 愛知県 知立市 個室酒場ｓｔ．ｖｉｎｏ門扉 サービス 飲食業 5%

131,363 愛知県 知立市 サイクルディーラークワトロ知立店 小売業 その他小売 5%

131,364 愛知県 知立市 サキナビューティーラウンジ三河 小売業 その他小売 5%

131,365 愛知県 知立市 サロン　花水木 小売業 衣料品 5%

131,366 愛知県 知立市 サンビーノ知立店 サービス 飲食業 5%

131,367 愛知県 知立市 ｖａｎｖａｎ 小売業 衣料品 5%

131,368 愛知県 知立市 ｃｈｏｕｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

131,369 愛知県 知立市 正文堂 小売業 食料品 5%

131,370 愛知県 知立市 ＤＤ新知立店 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,371 愛知県 知立市 スーパーヤオスズキララ店 小売業 食料品 5%

131,372 愛知県 知立市 杉田屋 小売業 衣料品 5%

131,373 愛知県 知立市 セルフステーション知立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,374 愛知県 知立市 創寫舘 知立スタジオ サービス その他サービス 5%

131,375 愛知県 知立市 眺座　知立店 サービス 飲食業 5%

131,376 愛知県 知立市 知立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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131,377 愛知県 知立市 セブン－イレブン知立牛田町店 小売業 食料品 2%

131,378 愛知県 知立市 セブン－イレブン知立新林町店 小売業 食料品 2%

131,379 愛知県 知立市 知立無線 小売業 電化製品 5%

131,380 愛知県 知立市 セブン－イレブン知立鳥居一丁目店 小売業 食料品 2%

131,381 愛知県 知立市 セブン－イレブン知立谷田町店 小売業 食料品 2%

131,382 愛知県 知立市 セブン－イレブン知立八ツ田町店 小売業 食料品 2%

131,383 愛知県 知立市 ティーエヌ知立店 サービス 理容・美容業 5%

131,384 愛知県 知立市 ＤＰ知立 サービス 理容・美容業 5%

131,385 愛知県 知立市 ＴＪ天気予報５ページ知立店 サービス 理容・美容業 5%

131,386 愛知県 知立市 テニスラウンジ知立 サービス その他サービス 5%

131,387 愛知県 知立市 天狗堂知立店 小売業 その他小売 5%

131,388 愛知県 知立市 呑楽家　克 サービス 飲食業 5%

131,389 愛知県 知立市 永田や　佛壇店　知立店 小売業 家具・調度品 5%

131,390 愛知県 知立市 なんよう動物病院 サービス その他サービス 5%

131,391 愛知県 知立市 西知立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,392 愛知県 知立市 ニッセンシェイプ・サロン　ジュノー 小売業 衣料品 5%

131,393 愛知県 知立市 ぬの光 小売業 衣料品 5%

131,394 愛知県 知立市 ネイルカフェサフィ サービス 理容・美容業 5%

131,395 愛知県 知立市 ＨＡＲＤ　ＯＦＦ　知立店 小売業 電化製品 2%

131,396 愛知県 知立市 ＰＡＮＡＳＴＡＴＩＯＮおおまち 小売業 電化製品 5%

131,397 愛知県 知立市 ＰＡＮＡＳＴＡＴＩＯＮダイワ 小売業 電化製品 5%

131,398 愛知県 知立市 檜尾ぴの／ぴのデザイン サービス その他サービス 5%

131,399 愛知県 知立市 ファインズファルマ　ギャラリエアピタ知立店 小売業 その他小売 5%

131,400 愛知県 知立市 ブルーム沖野代行店 メナードフェイシャルサロン ｓｗｅｅｔ ｌｅａｆ 小売業 その他小売 5%

131,401 愛知県 知立市 フロ－ラルＢｅＢｅ サービス その他サービス 5%

131,402 愛知県 知立市 トータルケアサロンほのかな大地 サービス 理容・美容業 5%

131,403 愛知県 知立市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,404 愛知県 知立市 マクドナルド１５５知立店 サービス 飲食業 2%

131,405 愛知県 知立市 マッシモヘアー サービス 理容・美容業 5%

131,406 愛知県 知立市 マルス電気 小売業 電化製品 5%

131,407 愛知県 知立市 マンスリーレンタカー愛知 サービス その他サービス 5%

131,408 愛知県 知立市 みゆき寿司 小売業 食料品 5%

131,409 愛知県 知立市 モノ市場　知立店 小売業 その他小売 5%

131,410 愛知県 知立市 有限会社知立園芸 小売業 その他小売 5%

131,411 愛知県 知立市 有限会社プログレス サービス その他サービス 5%

131,412 愛知県 知立市 洋食　Ｂｕｓｈ　Ｃｌｏｖｅｒ サービス 飲食業 5%

131,413 愛知県 知立市 リラクゼーションたかの サービス その他サービス 5%

131,414 愛知県 知立市 レンタル＆ブライダル和ＫＡＺＵ 小売業 その他小売 5%

131,415 愛知県 知立市 露菴　知立店 サービス 飲食業 5%

131,416 愛知県 知立市 ろばたすし　ひかり サービス 飲食業 5%

131,417 愛知県 津島市 ａ　ｎｕｅ　ｎｕｅ サービス 理容・美容業 5%

131,418 愛知県 津島市 愛電館マツナガ 小売業 電化製品 5%
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131,419 愛知県 津島市 赤札堂　津島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

131,420 愛知県 津島市 あさひ自動車学校　あさひ自動車学校 サービス その他サービス 5%

131,421 愛知県 津島市 ａｂｉｅｎｔｏｔ 小売業 その他小売 5%

131,422 愛知県 津島市 ａｂｉｅｎｔｏｔ サービス 理容・美容業 5%

131,423 愛知県 津島市 海部津島営業所 サービス その他サービス 5%

131,424 愛知県 津島市 αｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

131,425 愛知県 津島市 ｏｎｅ 小売業 その他小売 5%

131,426 愛知県 津島市 アンイングリッシュクラブ南本町校 サービス その他サービス 5%

131,427 愛知県 津島市 ｅｍｂｅｌｌｉｒ サービス 理容・美容業 5%

131,428 愛知県 津島市 イエス 小売業 電化製品 5%

131,429 愛知県 津島市 イエス　津島店 小売業 電化製品 5%

131,430 愛知県 津島市 いずもやフィール津島店 サービス その他サービス 5%

131,431 愛知県 津島市 いずもや本店 サービス その他サービス 5%

131,432 愛知県 津島市 いずもやマックスバリュ津島江西店 サービス その他サービス 5%

131,433 愛知県 津島市 いずもやヤマナカ神守店 サービス その他サービス 5%

131,434 愛知県 津島市 いずもやヨシヅヤ津島本店 サービス その他サービス 5%

131,435 愛知県 津島市 壱番屋津島柳原店 サービス 飲食業 2%

131,436 愛知県 津島市 いっきゅうさん　津島店 サービス 飲食業 5%

131,437 愛知県 津島市 出光津島神尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,438 愛知県 津島市 いわた動物病院 サービス その他サービス 5%

131,439 愛知県 津島市 株式会社宇佐美プロパン 小売業 その他小売 5%

131,440 愛知県 津島市 エイワ　スポーツ 小売業 その他小売 5%

131,441 愛知県 津島市 エコパーク津島店 小売業 その他小売 5%

131,442 愛知県 津島市 えちぜん 津島店 サービス 飲食業 5%

131,443 愛知県 津島市 江東ＳＳ　株式会社松村 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,444 愛知県 津島市 ＥＭＡ ＡＶＡＮＣＥ 津島店 サービス 理容・美容業 5%

131,445 愛知県 津島市 エマ　アバンス〔津島店〕 サービス 理容・美容業 5%

131,446 愛知県 津島市 太田七宝 小売業 衣料品 5%

131,447 愛知県 津島市 おしゃれ理容室クワハラ サービス 理容・美容業 5%

131,448 愛知県 津島市 オフハウス津島店 小売業 その他小売 2%

131,449 愛知県 津島市 本町ラクザｃａ－ｃｏａｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓ 小売業 衣料品 5%

131,450 愛知県 津島市 ＣＡＲ ＬＩＦＥ オートフレンド カニエ サービス その他サービス 5%

131,451 愛知県 津島市 かとう農園 小売業 食料品 5%

131,452 愛知県 津島市 カネミツ電器 小売業 電化製品 5%

131,453 愛知県 津島市 株式会社八村呉服店 小売業 衣料品 5%

131,454 愛知県 津島市 カルムンドバイトコヘイ サービス その他サービス 5%

131,455 愛知県 津島市 ガレージエルフ 小売業 その他小売 5%

131,456 愛知県 津島市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋蟹江インター店 サービス 飲食業 2%

131,457 愛知県 津島市 有限会社　川治屋佛檀店 小売業 家具・調度品 5%

131,458 愛知県 津島市 グリーンセンター　津島店 小売業 食料品 5%

131,459 愛知県 津島市 ＫＭオートサービス サービス その他サービス 5%

131,460 愛知県 津島市 合資会社　本多商店 サービス その他サービス 5%
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131,461 愛知県 津島市 ＣＯＣＯ津島店 サービス 理容・美容業 5%

131,462 愛知県 津島市 コスメティック　ヤン 小売業 その他小売 5%

131,463 愛知県 津島市 こはね はり 灸院 サービス その他サービス 5%

131,464 愛知県 津島市 栄燃料店　栄燃料店 サービス その他サービス 5%

131,465 愛知県 津島市 ＧＦＣ・ＬＳＣ津島店 小売業 衣料品 5%

131,466 愛知県 津島市 Ｊｅａｎｓ藍や　ジーンズ藍や 小売業 衣料品 5%

131,467 愛知県 津島市 ＪＡ海部東　グリーンプラザ 小売業 食料品 5%

131,468 愛知県 津島市 じてんしゃのビック津島店 小売業 その他小売 5%

131,469 愛知県 津島市 Ｊｅｗｅｌｒｙ＆Ｔｉａｒａ サービス 理容・美容業 5%

131,470 愛知県 津島市 ジーンズ藍や 小売業 衣料品 5%

131,471 愛知県 津島市 杉田商店　杉田商店 サービス その他サービス 5%

131,472 愛知県 津島市 すたみな太郎　津島店 サービス 飲食業 5%

131,473 愛知県 津島市 ＳＥＮＧＡ　ＣＹＣＬＥ　中地店 小売業 その他小売 5%

131,474 愛知県 津島市 ダイイチ楽器 小売業 その他小売 5%

131,475 愛知県 津島市 株式会社　大糖産業 小売業 その他小売 5%

131,476 愛知県 津島市 太陽舎クリーニング サービス その他サービス 5%

131,477 愛知県 津島市 チュウブワークス サービス その他サービス 5%

131,478 愛知県 津島市 セブン－イレブン津島鹿伏兎町店 小売業 食料品 2%

131,479 愛知県 津島市 セブン－イレブン津島勤労福祉会館前店 小売業 食料品 2%

131,480 愛知県 津島市 津島市プロパンガス協同組合　津島市プロパンガス協同組合 サービス その他サービス 5%

131,481 愛知県 津島市 セブン－イレブン津島昭和町店 小売業 食料品 2%

131,482 愛知県 津島市 エイワ石油 津島白浜カーライフステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,483 愛知県 津島市 セブン－イレブン津島橘町１丁目店 小売業 食料品 2%

131,484 愛知県 津島市 セブンーイレブン津島蛭間町店 小売業 食料品 2%

131,485 愛知県 津島市 ディアーズ サービス 理容・美容業 5%

131,486 愛知県 津島市 ＤＰ津島北テラス サービス 理容・美容業 5%

131,487 愛知県 津島市 ＴＪ天気予報　１ｔ　津島店 サービス 理容・美容業 5%

131,488 愛知県 津島市 ｄｅｔｔｅ 小売業 衣料品 5%

131,489 愛知県 津島市 ｔｏｕｊｏｕｒｓ 津島本店 小売業 その他小売 5%

131,490 愛知県 津島市 トケイホウセキメガネのサトウ 小売業 貴金属・服飾品 5%

131,491 愛知県 津島市 トモマツモータース 小売業 その他小売 5%

131,492 愛知県 津島市 トヨタカローラ中京津島藤浪店 小売業 その他小売 5%

131,493 愛知県 津島市 トヨタカローラ名古屋津島神守店 小売業 その他小売 5%

131,494 愛知県 津島市 トヨタレンタリース名古屋津島店 サービス その他サービス 2%

131,495 愛知県 津島市 とりとり亭　津島店 サービス 飲食業 5%

131,496 愛知県 津島市 名古屋ダイハツ津島店 小売業 その他小売 5%

131,497 愛知県 津島市 肉屋のせがれ焼にーくん サービス 飲食業 5%

131,498 愛知県 津島市 ネッツトヨタ中京津島店 小売業 その他小売 5%

131,499 愛知県 津島市 ネッツトヨタ名古屋津島神守店 小売業 その他小売 5%

131,500 愛知県 津島市 ネッツトヨタ名古屋津島神守プラザ 小売業 その他小売 5%

131,501 愛知県 津島市 パスタデココアクロスプラザ津島店 サービス 飲食業 2%

131,502 愛知県 津島市 パソコンドック２４　津島店 サービス その他サービス 5%
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131,503 愛知県 津島市 パナランド　コーワ 小売業 電化製品 5%

131,504 愛知県 津島市 早川美容室 サービス 理容・美容業 5%

131,505 愛知県 津島市 １００円ショップオレンジ 津島宮川店 小売業 その他小売 5%

131,506 愛知県 津島市 ファーストクラス インク サービス その他サービス 5%

131,507 愛知県 津島市 ブックタウン津島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

131,508 愛知県 津島市 ホッタオート愛知株式会社 サービス その他サービス 5%

131,509 愛知県 津島市 堀田電気商会 小売業 電化製品 5%

131,510 愛知県 津島市 ｍａ　ｆａｖｅｕｒ 小売業 その他小売 5%

131,511 愛知県 津島市 まぐろ堂 サービス 飲食業 5%

131,512 愛知県 津島市 まぐろ堂 津島本店 サービス 飲食業 5%

131,513 愛知県 津島市 マコー美容室 サービス 理容・美容業 5%

131,514 愛知県 津島市 ｍａ　ｆａｖｅｕｒ　津島店 小売業 その他小売 5%

131,515 愛知県 津島市 有限会社丸兼商店 小売業 衣料品 5%

131,516 愛知県 津島市 マルト旅館 サービス 宿泊業 5%

131,517 愛知県 津島市 三木屋 小売業 食料品 5%

131,518 愛知県 津島市 メインクラブ サービス その他サービス 5%

131,519 愛知県 津島市 メガネのアイコー 小売業 その他小売 5%

131,520 愛知県 津島市 山新設備 サービス その他サービス 5%

131,521 愛知県 津島市 山田幸一商店 サービス その他サービス 5%

131,522 愛知県 津島市 ヤン　津島店 小売業 その他小売 5%

131,523 愛知県 津島市 有限会社アサヒ サービス その他サービス 5%

131,524 愛知県 津島市 有限会社サイマツ サービス その他サービス 5%

131,525 愛知県 津島市 有限会社ハナセイ 小売業 その他小売 5%

131,526 愛知県 津島市 有限会社みゆきカメラ 小売業 電化製品 5%

131,527 愛知県 津島市 有限会社みゆきカメラ東館 サービス その他サービス 5%

131,528 愛知県 津島市 有限会社ヤマシゲサイクル 小売業 その他小売 5%

131,529 愛知県 津島市 有限会社ヤマミ山田屋 有限会社ヤマミ山田屋 サービス その他サービス 5%

131,530 愛知県 津島市 洋菓子パティスリーシェフ 小売業 食料品 5%

131,531 愛知県 津島市 吉田石油店津島イーストSS 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,532 愛知県 津島市 ライク津島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,533 愛知県 津島市 ＬａｖｉｅｅｎＲｏｓｅ津島店 サービス 理容・美容業 5%

131,534 愛知県 津島市 らくなべ サービス その他サービス 5%

131,535 愛知県 津島市 らく楽菓子舗 小売業 その他小売 5%

131,536 愛知県 津島市 リサイクル　生活館 小売業 電化製品 5%

131,537 愛知県 津島市 Ｒｏｏｔｓ サービス 理容・美容業 5%

131,538 愛知県 東栄町 月猿虎 サービス 飲食業 5%

131,539 愛知県 東栄町 Ｌｉｏｓカノウカデン 小売業 電化製品 5%

131,540 愛知県 東海市 愛電館　やまもと 小売業 電化製品 5%

131,541 愛知県 東海市 アオキーズ・ピザ加木屋店 サービス 飲食業 5%

131,542 愛知県 東海市 旭軒　旭軒 小売業 食料品 5%

131,543 愛知県 東海市 ａｓｉａｎ　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｖｉｌｌａ　東海店 サービス その他サービス 5%

131,544 愛知県 東海市 アタゴヤ電気 小売業 電化製品 5%
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131,545 愛知県 東海市 ＡＳ　新日鉄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,546 愛知県 東海市 ＡＬＢＥＲＯ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

131,547 愛知県 東海市 出光太田川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,548 愛知県 東海市 出光富木島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,549 愛知県 東海市 ＶｉＶｉ太田川店 サービス 理容・美容業 5%

131,550 愛知県 東海市 ヴィフ　マテリ サービス 理容・美容業 5%

131,551 愛知県 東海市 ヴォーノ・イタリア東海店 サービス 飲食業 5%

131,552 愛知県 東海市 ウサギ商店 小売業 衣料品 5%

131,553 愛知県 東海市 ウシヒロ　横須賀店 小売業 食料品 5%

131,554 愛知県 東海市 ａｕショップ南加木屋 小売業 その他小売 2%

131,555 愛知県 東海市 駅前イタリアン食堂　ＣＩＮ　ＣＩＮ サービス 飲食業 5%

131,556 愛知県 東海市 エコ　クル 小売業 その他小売 5%

131,557 愛知県 東海市 ＡＢホテル東海太田川 サービス 宿泊業 5%

131,558 愛知県 東海市 Ｆ．Ｉ．Ｔ　太田川 サービス その他サービス 5%

131,559 愛知県 東海市 オーガニックショップ サンアイ 小売業 食料品 5%

131,560 愛知県 東海市 太田川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,561 愛知県 東海市 オート　トゥルース 小売業 その他小売 5%

131,562 愛知県 東海市 ｏｓｔｅｒｉａｔｓｕｋａ サービス 飲食業 5%

131,563 愛知県 東海市 尾関電機　東海店 小売業 電化製品 5%

131,564 愛知県 東海市 オリックスレンタカー東海名和店 サービス その他サービス 2%

131,565 愛知県 東海市 加木屋町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,566 愛知県 東海市 カクヤス　東海店 小売業 食料品 5%

131,567 愛知県 東海市 加家ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,568 愛知県 東海市 割烹川上 サービス 飲食業 5%

131,569 愛知県 東海市 Ｃａｆ?　Ｂａｒ　Ｃｒｏｓｓｒｏａｄ サービス 飲食業 5%

131,570 愛知県 東海市 Ｃａｆｅ  ＭａｌｔＢａｒ Ｏｒｋｎｅｙ Ｃａｆｅ   Ｍａｌｔ Ｂａｒ Ｏｒｋｎｅｙ サービス 飲食業 5%

131,571 愛知県 東海市 Ｃａｆｅ＆Ｍａｌｔ　Ｂａｒ　Ｏｒｋｎｅｙ サービス 飲食業 5%

131,572 愛知県 東海市 株式会社加木屋モータース サービス その他サービス 5%

131,573 愛知県 東海市 株式会社クオーレ不動産 サービス その他サービス 5%

131,574 愛知県 東海市 ジュエリー工房 セリオ ジュエリー工房 セリオ 小売業 貴金属・服飾品 5%

131,575 愛知県 東海市 株式会社日本観光社　ラスパ太田川店 サービス その他サービス 5%

131,576 愛知県 東海市 株式会社深谷家具 小売業 家具・調度品 5%

131,577 愛知県 東海市 カメラのアマノ　東海店 小売業 電化製品 5%

131,578 愛知県 東海市 からあげ　　ごっち サービス 飲食業 5%

131,579 愛知県 東海市 ガレージなわ サービス 理容・美容業 5%

131,580 愛知県 東海市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋東海加木屋店 サービス 飲食業 2%

131,581 愛知県 東海市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋東海名和店 サービス 飲食業 2%

131,582 愛知県 東海市 キングコング　カーゴ店 小売業 電化製品 5%

131,583 愛知県 東海市 キングコングｐｌｕｓ　ｋａａｇｏ店 小売業 電化製品 5%

131,584 愛知県 東海市 ＫＯＯＷ　ヘアエステ サービス 理容・美容業 5%

131,585 愛知県 東海市 くつろぎ空間ケアル サービス その他サービス 5%

131,586 愛知県 東海市 くらそっとユウナル東海店 サービス 飲食業 5%

3135



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

131,587 愛知県 東海市 グランシェフ サービス 飲食業 5%

131,588 愛知県 東海市 クリーンセルフ名和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,589 愛知県 東海市 ＣＲＹＳＴＡＬＣＬＯＶＥＲ サービス 理容・美容業 5%

131,590 愛知県 東海市 ｇｒｕｎｅ サービス 理容・美容業 5%

131,591 愛知県 東海市 ケアル加木屋店　くつろぎ空間ケアル サービス その他サービス 5%

131,592 愛知県 東海市 ザ・カト－ホテル サービス 宿泊業 5%

131,593 愛知県 東海市 札幌かに本家　太田川駅前店 サービス 飲食業 5%

131,594 愛知県 東海市 サラダ館　サラダ館荒尾店 小売業 その他小売 2%

131,595 愛知県 東海市 サンマル 小売業 その他小売 5%

131,596 愛知県 東海市 ジェームス名和北店 小売業 その他小売 2%

131,597 愛知県 東海市 シャロームガーデン 小売業 その他小売 5%

131,598 愛知県 東海市 聚楽園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,599 愛知県 東海市 新日鉄前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,600 愛知県 東海市 スイッチ　美容室ＳＷＩＴＣＨ サービス 理容・美容業 5%

131,601 愛知県 東海市 スキンケアプラザおおのや サービス 理容・美容業 5%

131,602 愛知県 東海市 スクールショップ マルハマ スクールショップ マルハマ 小売業 衣料品 5%

131,603 愛知県 東海市 スポルトテニスアカデミー サービス その他サービス 5%

131,604 愛知県 東海市 炭火焼肉　牛ざんまい　東海店 サービス 飲食業 5%

131,605 愛知県 東海市 仙台屋　仏壇堂　東海店 小売業 その他小売 5%

131,606 愛知県 東海市 仙台屋本店 小売業 家具・調度品 5%

131,607 愛知県 東海市 創寫舘　横須賀スタジオ サービス その他サービス 5%

131,608 愛知県 東海市 ＳＯ?Ｅ ＨＡＩＲ ＬＩＦＥＳＴＹＬＥ ＳＨＯＰ サービス 理容・美容業 5%

131,609 愛知県 東海市 タイヤ村　東海店 小売業 その他小売 5%

131,610 愛知県 東海市 太陽園芸 小売業 その他小売 5%

131,611 愛知県 東海市 タケソウ 小売業 その他小売 5%

131,612 愛知県 東海市 タートル　東海店 サービス その他サービス 5%

131,613 愛知県 東海市 田中友紀 小売業 衣料品 5%

131,614 愛知県 東海市 知多ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,615 愛知県 東海市 知多東海営業所 サービス その他サービス 5%

131,616 愛知県 東海市 ＤＰ太田川 サービス 理容・美容業 5%

131,617 愛知県 東海市 Ｄｉｏｎｅ東海店 サービス 理容・美容業 2%

131,618 愛知県 東海市 ＤＤセルフ富木島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,619 愛知県 東海市 ＤＤ東海インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,620 愛知県 東海市 手打みそにこみ五百亭 サービス 飲食業 5%

131,621 愛知県 東海市 テニスラウンジ東海 サービス その他サービス 5%

131,622 愛知県 東海市 株式会社ナコー伏見 サービス その他サービス 5%

131,623 愛知県 東海市 セブン－イレブン東海市荒尾町店 小売業 食料品 2%

131,624 愛知県 東海市 セブン－イレブン東海市大田町店 小売業 食料品 2%

131,625 愛知県 東海市 セブン－イレブン東海市加木屋町１丁目店 小売業 食料品 2%

131,626 愛知県 東海市 セブン－イレブン東海市加木屋町樋店 小売業 食料品 2%

131,627 愛知県 東海市 セブン－イレブン東海市加木屋町中平地店 小売業 食料品 2%

131,628 愛知県 東海市 セブン－イレブン東海市高横須賀町店 小売業 食料品 2%
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131,629 愛知県 東海市 セブン－イレブン東海市東海町３丁目店 小売業 食料品 2%

131,630 愛知県 東海市 セブン－イレブン東海市洞ヶ山店 小売業 食料品 2%

131,631 愛知県 東海市 セブン－イレブン東海市名和町店 小売業 食料品 2%

131,632 愛知県 東海市 セブン－イレブン東海市日本福祉大学前店 小売業 食料品 2%

131,633 愛知県 東海市 セブン－イレブン東海市富木島前田面店 小売業 食料品 2%

131,634 愛知県 東海市 セブン－イレブン東海市富木島町貴船店 小売業 食料品 2%

131,635 愛知県 東海市 セブン－イレブン東海市富木島山中店 小売業 食料品 2%

131,636 愛知県 東海市 セブンーイレブン東海市富貴ノ台店 小売業 食料品 2%

131,637 愛知県 東海市 セブンーイレブン東海市養父町店 小売業 食料品 2%

131,638 愛知県 東海市 東海センターホテル サービス 宿泊業 5%

131,639 愛知県 東海市 東港タイヤサービス本店 小売業 その他小売 5%

131,640 愛知県 東海市 トヨタカローラ中京東海横須賀店 小売業 その他小売 5%

131,641 愛知県 東海市 トヨタカローラ名古屋東海富木島店 小売業 その他小売 5%

131,642 愛知県 東海市 トヨタカローラ名古屋レクサス東海 小売業 その他小売 5%

131,643 愛知県 東海市 トヨタレンタリース名古屋太田川駅前店 サービス その他サービス 2%

131,644 愛知県 東海市 名古屋ダイハツ　東海店 小売業 その他小売 5%

131,645 愛知県 東海市 なないろ工房 マルシェ店 小売業 食料品 5%

131,646 愛知県 東海市 ニイミ時計店　ユニー大田川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

131,647 愛知県 東海市 ニッセンシェイプ・サロン　フェニックス 小売業 衣料品 5%

131,648 愛知県 東海市 ノンナカコーレ サービス 飲食業 5%

131,649 愛知県 東海市 ＢａｒＢｅｒＳＵＩＮ サービス 理容・美容業 5%

131,650 愛知県 東海市 バイクエリアダンガリー 小売業 その他小売 5%

131,651 愛知県 東海市 バイクル 小売業 その他小売 5%

131,652 愛知県 東海市 パスタデココ東海富貴ノ台店 サービス 飲食業 2%

131,653 愛知県 東海市 ビストロカフェｓａｓａ サービス 飲食業 5%

131,654 愛知県 東海市 びっくりドンキー名和店 サービス 飲食業 2%

131,655 愛知県 東海市 ＢＣＦ サービス その他サービス 5%

131,656 愛知県 東海市 美容室・カナリア サービス 理容・美容業 5%

131,657 愛知県 東海市 美容室ＣＯ－ サービス 理容・美容業 5%

131,658 愛知県 東海市 美容室ティアレ サービス 理容・美容業 5%

131,659 愛知県 東海市 美容室流 サービス 理容・美容業 5%

131,660 愛知県 東海市 平松犬猫病院 サービス その他サービス 5%

131,661 愛知県 東海市 富木島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,662 愛知県 東海市 ふなと 小売業 衣料品 5%

131,663 愛知県 東海市 ＦＵＮＡＴＯ レディース 学校用品 小売業 衣料品 5%

131,664 愛知県 東海市 ｈａｉｒ　ＡＰＣＥＷＳ サービス 理容・美容業 5%

131,665 愛知県 東海市 ヘアースペーストム サービス 理容・美容業 5%

131,666 愛知県 東海市 ヘアーメイクネイキッド サービス 理容・美容業 5%

131,667 愛知県 東海市 平洲小学校前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,668 愛知県 東海市 ＰｅｔｓａｌｏｎＣａｃｈｅ－Ｃａｃｈｅ サービス その他サービス 5%

131,669 愛知県 東海市 ホンダドリーム東海 小売業 その他小売 5%

131,670 愛知県 東海市 マイ・プラザ　マルハマ 小売業 衣料品 5%
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131,671 愛知県 東海市 マクドナルド東海荒尾アピタ店 サービス 飲食業 2%

131,672 愛知県 東海市 マクドナルド東海渡内店 サービス 飲食業 2%

131,673 愛知県 東海市 まさきち　名和店 サービス 飲食業 5%

131,674 愛知県 東海市 マルハマ 小売業 衣料品 5%

131,675 愛知県 東海市 マーレホテル東海 サービス 宿泊業 5%

131,676 愛知県 東海市 メガネ赤札堂　東海市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

131,677 愛知県 東海市 メガネ２１東海店 小売業 その他小売 5%

131,678 愛知県 東海市 メガネのジンノ 小売業 その他小売 5%

131,679 愛知県 東海市 もつ・やき亭 サービス 飲食業 5%

131,680 愛知県 東海市 モノ市場東海店 小売業 その他小売 5%

131,681 愛知県 東海市 ＭＯＬＩＳ 小売業 家具・調度品 5%

131,682 愛知県 東海市 焼肉純ちゃん上野台店 サービス 飲食業 5%

131,683 愛知県 東海市 焼肉 水谷 焼肉水谷 サービス 飲食業 5%

131,684 愛知県 東海市 焼肉あんすばん サービス 飲食業 5%

131,685 愛知県 東海市 焼肉純ちゃん名和 サービス 飲食業 5%

131,686 愛知県 東海市 有限会社　今川自動車整備 サービス その他サービス 5%

131,687 愛知県 東海市 ［ＨＣ］有限会社電化のアベ 小売業 電化製品 5%

131,688 愛知県 東海市 有限会社横須賀観光サービス サービス その他サービス 5%

131,689 愛知県 東海市 Ｙｕｋｏ＇ｓｈｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

131,690 愛知県 東海市 ユニーオイル　上ノ台給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,691 愛知県 東海市 ユニーオイル長口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,692 愛知県 東海市 ヨシダ自動車 サービス その他サービス 5%

131,693 愛知県 東海市 来来亭 来来亭 東海店 サービス 飲食業 2%

131,694 愛知県 東海市 ラ・フレスカ サービス 飲食業 5%

131,695 愛知県 東海市 ＬＵＰＯＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

131,696 愛知県 東海市 ＲＥＶＥ サービス 理容・美容業 5%

131,697 愛知県 東海市 Ｒｅｐｉａ サービス その他サービス 5%

131,698 愛知県 東海市 和田珈琲店　季楽 サービス 飲食業 5%

131,699 愛知県 東郷町 赤ちゃんデパート水谷　東郷店 小売業 衣料品 5%

131,700 愛知県 東郷町 あしながおじさん焼肉亭 サービス 飲食業 5%

131,701 愛知県 東郷町 アンイングリッシュクラブ東郷校 サービス その他サービス 5%

131,702 愛知県 東郷町 うな忠　東郷店 サービス 飲食業 5%

131,703 愛知県 東郷町 加藤商店 サービス 飲食業 5%

131,704 愛知県 東郷町 株式会社レストラン東郷 サービス 飲食業 5%

131,705 愛知県 東郷町 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋東郷店 サービス 飲食業 2%

131,706 愛知県 東郷町 かんてい局名古屋東郷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

131,707 愛知県 東郷町 漢方のツゲ サービス その他サービス 5%

131,708 愛知県 東郷町 牛角和合１５３広場店 サービス 飲食業 2%

131,709 愛知県 東郷町 クラブ　ココ サービス 飲食業 5%

131,710 愛知県 東郷町 こんどう珈琲 サービス 飲食業 5%

131,711 愛知県 東郷町 サイクルショップ　カサイ 小売業 その他小売 5%

131,712 愛知県 東郷町 写真箱北山店 サービス その他サービス 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

131,713 愛知県 東郷町 シュリンプ　東郷店 サービス 理容・美容業 5%

131,714 愛知県 東郷町 シュリンプ東郷店 サービス 理容・美容業 5%

131,715 愛知県 東郷町 正直屋　和合店 小売業 衣料品 5%

131,716 愛知県 東郷町 末廣 サービス その他サービス 5%

131,717 愛知県 東郷町 生活彩家東郷店 小売業 その他小売 2%

131,718 愛知県 東郷町 デコ 小売業 家具・調度品 5%

131,719 愛知県 東郷町 テニスラウンジ東郷 サービス その他サービス 5%

131,720 愛知県 東郷町 東郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,721 愛知県 東郷町 東郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,722 愛知県 東郷町 セブン－イレブン東郷いこまい館前店 小売業 食料品 2%

131,723 愛知県 東郷町 セブン－イレブン東郷町春木台店 小売業 食料品 2%

131,724 愛知県 東郷町 セブン－イレブン東郷町三ツ池４丁目店 小売業 食料品 2%

131,725 愛知県 東郷町 セブン－イレブン東郷町和合北蚊谷店 小売業 食料品 2%

131,726 愛知県 東郷町 セブン－イレブン東郷諸輪木戸西店 小売業 食料品 2%

131,727 愛知県 東郷町 徳川ホルモンセンター　東郷店 サービス 飲食業 5%

131,728 愛知県 東郷町 トーゴー無線 小売業 電化製品 5%

131,729 愛知県 東郷町 Ｂａｒｃａ． サービス 飲食業 5%

131,730 愛知県 東郷町 びっくりドンキー１５３広場店 サービス 飲食業 2%

131,731 愛知県 東郷町 ブティックジュリア 小売業 衣料品 5%

131,732 愛知県 東郷町 フレックスメック松田和夫 小売業 電化製品 5%

131,733 愛知県 東郷町 ヘア・サロンぽえ夢 サービス 理容・美容業 5%

131,734 愛知県 東郷町 ヘアーサロン　まさる サービス 理容・美容業 5%

131,735 愛知県 東郷町 ヘアーサロンカミヤ サービス 理容・美容業 5%

131,736 愛知県 東郷町 ホットロード　東郷店 小売業 その他小売 5%

131,737 愛知県 東郷町 ホットロード　東郷店 小売業 その他小売 5%

131,738 愛知県 東郷町 マウントエベレスト サービス 飲食業 5%

131,739 愛知県 東郷町 マザーハーツ サービス 飲食業 5%

131,740 愛知県 東郷町 Ｍｏｎｋｅｙ　ｔｉｒｅ 小売業 その他小売 5%

131,741 愛知県 東郷町 有限会社野々山籐屋 小売業 その他小売 5%

131,742 愛知県 東郷町 有限会社真野人形店 サービス その他サービス 5%

131,743 愛知県 東郷町 ［ＨＣ］Ｌｅｔ’ｓわごう 小売業 電化製品 5%

131,744 愛知県 常滑市 ａｍａｎｏセントレア店 小売業 その他小売 5%

131,745 愛知県 常滑市 ａｎｔｉｃｏ 小売業 その他小売 5%

131,746 愛知県 常滑市 居酒屋　和?なごみ? サービス 飲食業 5%

131,747 愛知県 常滑市 イシハラフードフーディ店 小売業 食料品 5%

131,748 愛知県 常滑市 いそべ 小売業 その他小売 5%

131,749 愛知県 常滑市 出光三和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,750 愛知県 常滑市 ｅでんきヤマザキ 小売業 電化製品 5%

131,751 愛知県 常滑市 ｅでんきトコナメ 小売業 電化製品 5%

131,752 愛知県 常滑市 岩田眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

131,753 愛知県 常滑市 Ｓ．Ｋ商店 サービス その他サービス 5%

131,754 愛知県 常滑市 大蔵餅　本店 小売業 食料品 5%
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131,755 愛知県 常滑市 オートサービスグリーン サービス その他サービス 5%

131,756 愛知県 常滑市 オリックスレンタカー中部国際空港店 サービス その他サービス 2%

131,757 愛知県 常滑市 角山陶苑 サービス その他サービス 5%

131,758 愛知県 常滑市 唐崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,759 愛知県 常滑市 ＫＡＷＡＲＡＹＡ ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

131,760 愛知県 常滑市 ＫＡＷＡＲＡＹＡ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

131,761 愛知県 常滑市 キッチン　ルポ サービス 飲食業 5%

131,762 愛知県 常滑市 キッチンたきや　キッチンたきや サービス 飲食業 5%

131,763 愛知県 常滑市 ｋｉｔｃｈｅｎ　ｂａｒ　ごっちゃ サービス 飲食業 5%

131,764 愛知県 常滑市 ギャラリー　ナルタ 小売業 家具・調度品 5%

131,765 愛知県 常滑市 ギャラリー　ナルタ 小売業 家具・調度品 5%

131,766 愛知県 常滑市 空港ジャンボ駐車場 サービス その他サービス 5%

131,767 愛知県 常滑市 Ｇｒｅｅｎ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｌａｂ サービス 理容・美容業 5%

131,768 愛知県 常滑市 合資会社かねよ渡辺陶器店 小売業 その他小売 5%

131,769 愛知県 常滑市 サカヱ堂 小売業 電化製品 5%

131,770 愛知県 常滑市 沙羅双樹 小売業 衣料品 5%

131,771 愛知県 常滑市 ｓａｌｌｅｄｅｔｒａｎｓｉｔ 小売業 衣料品 5%

131,772 愛知県 常滑市 澤田酒造 蔵元直営店 サービス その他サービス 5%

131,773 愛知県 常滑市 サンセット　ウォーカー　ヒル サービス 飲食業 5%

131,774 愛知県 常滑市 サンセットウォーカーヒル サービス 飲食業 5%

131,775 愛知県 常滑市 Ｊ・ホテルりんくう サービス 宿泊業 5%

131,776 愛知県 常滑市 地魚料理うなぎ丸一 サービス 飲食業 5%

131,777 愛知県 常滑市 常観堂 小売業 衣料品 5%

131,778 愛知県 常滑市 青海でんき 小売業 電化製品 5%

131,779 愛知県 常滑市 セルフ大野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,780 愛知県 常滑市 セントレアスカイペットホテル サービス その他サービス 5%

131,781 愛知県 常滑市 総合衣料のひさだ 小売業 衣料品 5%

131,782 愛知県 常滑市 たかを窯 サービス その他サービス 5%

131,783 愛知県 常滑市 知多肉酒場せぎや サービス 飲食業 5%

131,784 愛知県 常滑市 茶屋亭 サービス 飲食業 5%

131,785 愛知県 常滑市 中央賢　中央賢 小売業 食料品 5%

131,786 愛知県 常滑市 中華園 サービス 飲食業 5%

131,787 愛知県 常滑市 津エアポートライン・セントレア サービス その他サービス 5%

131,788 愛知県 常滑市 ＤＰ常滑 サービス 理容・美容業 5%

131,789 愛知県 常滑市 セブン－イレブン東横ＩＮＮ中部国際空港本館店 小売業 食料品 2%

131,790 愛知県 常滑市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ常滑店 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,791 愛知県 常滑市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ常滑店 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,792 愛知県 常滑市 常滑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,793 愛知県 常滑市 常滑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,794 愛知県 常滑市 セブンーイレブン常滑榎戸店 小売業 食料品 2%

131,795 愛知県 常滑市 常滑北　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,796 愛知県 常滑市 セブン－イレブン常滑北条２丁目店 小売業 食料品 2%
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131,797 愛知県 常滑市 常滑市陶磁器会館 小売業 家具・調度品 5%

131,798 愛知県 常滑市 常滑市民病院売店 小売業 その他小売 5%

131,799 愛知県 常滑市 セブン－イレブン常滑多屋店 小売業 食料品 2%

131,800 愛知県 常滑市 常滑長峰ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,801 愛知県 常滑市 セブン－イレブン常滑錦町４丁目店 小売業 食料品 2%

131,802 愛知県 常滑市 常滑南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,803 愛知県 常滑市 常滑焼急須館 小売業 家具・調度品 5%

131,804 愛知県 常滑市 セブン－イレブン常滑大和町６丁目店 小売業 食料品 2%

131,805 愛知県 常滑市 富屋美掃 サービス その他サービス 5%

131,806 愛知県 常滑市 トムグリーン サービス その他サービス 5%

131,807 愛知県 常滑市 ともの世界 サービス その他サービス 5%

131,808 愛知県 常滑市 トヨタカローラ名古屋常滑店 小売業 その他小売 5%

131,809 愛知県 常滑市 トヨタレンタリース名古屋りんくう常滑駅前店 サービス その他サービス 2%

131,810 愛知県 常滑市 ナガセビューティケァＳａｌｎＮ＊ サービス 理容・美容業 5%

131,811 愛知県 常滑市 にざまつ　散歩道店 小売業 その他小売 5%

131,812 愛知県 常滑市 にざまつ・セラモール店 小売業 その他小売 5%

131,813 愛知県 常滑市 ニッセンシェイプファンデサロンプリュ 小売業 衣料品 5%

131,814 愛知県 常滑市 Ｎａｉｌ’ｓ　ＡＭＯＡ サービス 理容・美容業 5%

131,815 愛知県 常滑市 ハートランドＯＨＳＯＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,816 愛知県 常滑市 はぶくしゅｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

131,817 愛知県 常滑市 ＢＯＡＲＤＩＮＧ　ＧＡＴＥ　Ｂ?ＧＡＴＥ　ＡＲＥＡ　ＴＯＫＯＮＡＭＥ サービス 飲食業 5%

131,818 愛知県 常滑市 久田屋 サービス 飲食業 5%

131,819 愛知県 常滑市 日の出パーキング サービス その他サービス 5%

131,820 愛知県 常滑市 美容室・カナリア常滑店 サービス 理容・美容業 5%

131,821 愛知県 常滑市 美容室ナシタ サービス 理容・美容業 5%

131,822 愛知県 常滑市 Ｂｕｔｃｈｅｒｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ サービス 飲食業 5%

131,823 愛知県 常滑市 ＢＬＡＣＫＬＩＮＥ 小売業 その他小売 5%

131,824 愛知県 常滑市 プリモパッソ サービス 理容・美容業 5%

131,825 愛知県 常滑市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｃｏｃｃｏ サービス 理容・美容業 5%

131,826 愛知県 常滑市 ホテルミラーゴ中部空港 サービス 宿泊業 5%

131,827 愛知県 常滑市 マルキ生花店 小売業 その他小売 5%

131,828 愛知県 常滑市 まるたつ磯村商店 小売業 その他小売 5%

131,829 愛知県 常滑市 まんが喫茶ログキャビン　常滑店 サービス 飲食業 5%

131,830 愛知県 常滑市 ミルキーコーク常滑 小売業 その他小売 5%

131,831 愛知県 常滑市 ヤマキイカイ 小売業 その他小売 5%

131,832 愛知県 常滑市 やまちょう　豊和製陶　株 サービス 飲食業 5%

131,833 愛知県 常滑市 有限会社だいきゅう サービス その他サービス 5%

131,834 愛知県 常滑市 ゆう六花店 小売業 家具・調度品 5%

131,835 愛知県 常滑市 ユニーオイル常滑りんくうＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,836 愛知県 常滑市 ユニクロイオンモール常滑店 小売業 衣料品 5%

131,837 愛知県 常滑市 よなよな サービス 飲食業 5%

131,838 愛知県 常滑市 よもぎ蒸し＆リラクゼーションサロンｃａｌｍｅ サービス その他サービス 5%
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131,839 愛知県 常滑市 らいぶりぃ樽水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,840 愛知県 常滑市 パティスリーマージュ 小売業 食料品 5%

131,841 愛知県 飛島村 株式会社中部タイヤセンター西部営業所 サービス その他サービス 5%

131,842 愛知県 飛島村 佐藤石油店　飛島ＴＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,843 愛知県 飛島村 ＰＩＴＡＧＯＲＡＢＡＳＥ 小売業 その他小売 5%

131,844 愛知県 飛島村 ミンツストア飛島 小売業 食料品 5%

131,845 愛知県 飛島村 ワークショップ男の店飛島店 小売業 衣料品 5%

131,846 愛知県 豊明市 ｉｎｉｔｙｓｕｒｆ 小売業 その他小売 5%

131,847 愛知県 豊明市 ＯＵＴＣＲＯＰ 小売業 衣料品 5%

131,848 愛知県 豊明市 アスピ サービス 理容・美容業 5%

131,849 愛知県 豊明市 アンイングリッシュクラブ豊明三崎校 サービス その他サービス 5%

131,850 愛知県 豊明市 一江自動車整備株式会社 サービス その他サービス 5%

131,851 愛知県 豊明市 ウォーク豊明店 小売業 貴金属・服飾品 5%

131,852 愛知県 豊明市 Ａｉｒｂａｌｌｏｏｎ サービス その他サービス 5%

131,853 愛知県 豊明市 恵比寿楽園テーブル サービス 飲食業 5%

131,854 愛知県 豊明市 恵比寿楽園テーブル サービス 飲食業 5%

131,855 愛知県 豊明市 大久伝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,856 愛知県 豊明市 お菓子のひろば　豊明店 小売業 食料品 5%

131,857 愛知県 豊明市 おひさまメナジー治療院 小売業 その他小売 5%

131,858 愛知県 豊明市 株式会社高木自動車 小売業 その他小売 5%

131,859 愛知県 豊明市 株式会社ナカノ金物 小売業 その他小売 5%

131,860 愛知県 豊明市 株式会社プック 小売業 家具・調度品 5%

131,861 愛知県 豊明市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋豊明国一店 サービス 飲食業 2%

131,862 愛知県 豊明市 サイクルセンター豊明 小売業 その他小売 5%

131,863 愛知県 豊明市 ＳＯＭＥＤＡＹ サービス 理容・美容業 5%

131,864 愛知県 豊明市 精進料理　手打そば瀧　瀧本店 サービス 飲食業 5%

131,865 愛知県 豊明市 総合貸衣裳館Ｍａｉ　豊明店 サービス その他サービス 5%

131,866 愛知県 豊明市 チームベラミワークス サービス その他サービス 5%

131,867 愛知県 豊明市 セブン－イレブン中京競馬場東店 小売業 食料品 2%

131,868 愛知県 豊明市 Ｔ’ｓ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

131,869 愛知県 豊明市 ＴＪ天気予報　３コ　豊明店 サービス 理容・美容業 5%

131,870 愛知県 豊明市 セブン－イレブン豊明大久伝店 小売業 食料品 2%

131,871 愛知県 豊明市 セブン－イレブン豊明沓掛町店 小売業 食料品 2%

131,872 愛知県 豊明市 セブン－イレブン豊明栄町大根店 小売業 食料品 2%

131,873 愛知県 豊明市 セブン－イレブン豊明栄町店 小売業 食料品 2%

131,874 愛知県 豊明市 セブン－イレブン豊明二村台店 小売業 食料品 2%

131,875 愛知県 豊明市 トヨタカローラ名古屋豊明店 小売業 その他小売 5%

131,876 愛知県 豊明市 バイシクルショップフリーク 小売業 その他小売 5%

131,877 愛知県 豊明市 パオ　豊明店 小売業 衣料品 5%

131,878 愛知県 豊明市 パナホーンズいえだ 小売業 電化製品 5%

131,879 愛知県 豊明市 ハローフーヅ　沓掛店 小売業 食料品 5%

131,880 愛知県 豊明市 ハローフーヅ　豊明店 小売業 食料品 5%
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131,881 愛知県 豊明市 ビジネスホテルいずみ サービス 宿泊業 5%

131,882 愛知県 豊明市 ピットステーション　１号線豊明店 サービス その他サービス 5%

131,883 愛知県 豊明市 フジタ電器 小売業 電化製品 5%

131,884 愛知県 豊明市 ｆｕｆｕｆｕ　ＴＪ天気予報　エステ サービス 理容・美容業 5%

131,885 愛知県 豊明市 ヘアーサロンローズ　ヘアーサロンローズ サービス 理容・美容業 5%

131,886 愛知県 豊明市 ヘアサロン　ナカサン　ヘアサロン　ナカサン サービス 理容・美容業 5%

131,887 愛知県 豊明市 ＨａｉｒＳａｌｏｎＳＫＹ サービス 理容・美容業 5%

131,888 愛知県 豊明市 ｈａｉｒ　Ｎａｊａｍ　ｈａｉｒ　Ｎａｊａｍ サービス 理容・美容業 5%

131,889 愛知県 豊明市 ホソイメガネ豊明店 小売業 その他小売 5%

131,890 愛知県 豊明市 マクドナルド１号線豊明店 サービス 飲食業 2%

131,891 愛知県 豊明市 マクドナルド前後駅前パルネス店 サービス 飲食業 2%

131,892 愛知県 豊明市 ＭＡＨＡＬＯ　豊明店 サービス 理容・美容業 5%

131,893 愛知県 豊明市 マリーヌ洋菓子店 小売業 食料品 5%

131,894 愛知県 豊明市 マリーヌ洋菓子店　マリーヌ洋菓子店 小売業 食料品 5%

131,895 愛知県 豊明市 丸光ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

131,896 愛知県 豊明市 ボディサロンＭＹＲＴＥＡＭＯＵＲ サービス 理容・美容業 5%

131,897 愛知県 豊明市 名大ＳＫＹ前後校 サービス その他サービス 5%

131,898 愛知県 豊明市 名東ツーリスト サービス その他サービス 5%

131,899 愛知県 豊明市 毛受建材 小売業 その他小売 5%

131,900 愛知県 豊明市 焼肉ホルモンげん サービス 飲食業 5%

131,901 愛知県 豊明市 ヤマグチ電化センター 小売業 電化製品 5%

131,902 愛知県 豊明市 山田動物病院 サービス その他サービス 5%

131,903 愛知県 豊明市 （有）オートサイクルセンターオオヤ 小売業 その他小売 5%

131,904 愛知県 豊明市 有限会社宝石の近藤 小売業 貴金属・服飾品 5%

131,905 愛知県 豊明市 ゆきのいえ 小売業 衣料品 5%

131,906 愛知県 豊明市 ユニーオイル　豊明東給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,907 愛知県 豊明市 ユニーオイル豊明ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,908 愛知県 豊明市 ラ・レネット 小売業 食料品 5%

131,909 愛知県 豊明市 ラビット豊明５７号店 小売業 その他小売 5%

131,910 愛知県 豊明市 Ｒｏｏｔｓ　Ａｕｔｏ サービス その他サービス 5%

131,911 愛知県 豊川市 愛動物病院 サービス その他サービス 5%

131,912 愛知県 豊川市 アイレクスＦＩＴ サービス その他サービス 5%

131,913 愛知県 豊川市 葵電気 小売業 電化製品 5%

131,914 愛知県 豊川市 味工房おお木 サービス 飲食業 5%

131,915 愛知県 豊川市 アダチ電気 小売業 電化製品 5%

131,916 愛知県 豊川市 ａｃｈｉｅｖｅ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

131,917 愛知県 豊川市 ａｔ Ｄｕｓｋ サービス 飲食業 5%

131,918 愛知県 豊川市 アルソアサロン　ねむの樹　フェリス 小売業 その他小売 5%

131,919 愛知県 豊川市 Ａｎｔｅｒｉｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

131,920 愛知県 豊川市 安東モータース サービス その他サービス 5%

131,921 愛知県 豊川市 イケダヤ豊川本野店 小売業 衣料品 5%

131,922 愛知県 豊川市 イシグロ豊川店 小売業 その他小売 5%
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131,923 愛知県 豊川市 ＥＡＳＥ　豊川駅前店 サービス 飲食業 5%

131,924 愛知県 豊川市 イタリアダイニング＆バーＮｅｌｌ サービス 飲食業 5%

131,925 愛知県 豊川市 イタリアンポケットタイム サービス 飲食業 5%

131,926 愛知県 豊川市 出光国府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,927 愛知県 豊川市 井上はきもの店 小売業 衣料品 5%

131,928 愛知県 豊川市 ヴァンカウンシル豊川店 サービス 理容・美容業 5%

131,929 愛知県 豊川市 うおせい サービス 飲食業 5%

131,930 愛知県 豊川市 うなぎ・日本料理正楽 サービス 飲食業 5%

131,931 愛知県 豊川市 うなぎ日本料理正楽 サービス 飲食業 5%

131,932 愛知県 豊川市 鰻日本料理正楽 サービス 飲食業 5%

131,933 愛知県 豊川市 Ｅｎａａｌｌｏ?Ｓｔｅａｄｙ サービス 理容・美容業 5%

131,934 愛知県 豊川市 ＭＪ サービス その他サービス 5%

131,935 愛知県 豊川市 Ｍ２　ｂｙ　ｓｅｎｓｏｕｎｉｃｏ　豊川店 小売業 衣料品 5%

131,936 愛知県 豊川市 エーワン　豊川店 小売業 その他小売 5%

131,937 愛知県 豊川市 太田電化サ－ビス 小売業 電化製品 5%

131,938 愛知県 豊川市 オートファクトリー サービス その他サービス 5%

131,939 愛知県 豊川市 大林鞄製作所 小売業 その他小売 5%

131,940 愛知県 豊川市 お食事処　角三　お食事処　角三 サービス 飲食業 5%

131,941 愛知県 豊川市 オリエント楽器　豊川店 小売業 その他小売 5%

131,942 愛知県 豊川市 オンセブンデイズ豊川本店 小売業 その他小売 5%

131,943 愛知県 豊川市 海幸丸 小売業 食料品 5%

131,944 愛知県 豊川市 カイロプラクティック光輝 サービス 理容・美容業 5%

131,945 愛知県 豊川市 カクヤス　三河一宮店 小売業 食料品 5%

131,946 愛知県 豊川市 Ｃａｃｈｉ－ｎａ 小売業 その他小売 5%

131,947 愛知県 豊川市 勝時豊川店　かつ時豊川店 サービス 飲食業 5%

131,948 愛知県 豊川市 株式会社　人形の天神屋 小売業 その他小売 5%

131,949 愛知県 豊川市 カルム サービス 理容・美容業 5%

131,950 愛知県 豊川市 鴨屋　豊川店 サービス 飲食業 5%

131,951 愛知県 豊川市 カルナドラッグストア小坂井店 小売業 その他小売 5%

131,952 愛知県 豊川市 ガレージ　ＤＯＮ サービス その他サービス 5%

131,953 愛知県 豊川市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋豊川インター店 サービス 飲食業 2%

131,954 愛知県 豊川市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋豊川御油町店 サービス 飲食業 2%

131,955 愛知県 豊川市 ガレスタプラスワン サービス その他サービス 5%

131,956 愛知県 豊川市 カンナヤ 小売業 家具・調度品 5%

131,957 愛知県 豊川市 吉文字屋有限会社 小売業 衣料品 5%

131,958 愛知県 豊川市 ＧＩＦＴＭＡＲＴすずぜん豊川野口店 小売業 その他小売 5%

131,959 愛知県 豊川市 ＣａｎａｌＲｅｃｏ サービス 理容・美容業 5%

131,960 愛知県 豊川市 キャンディヌーサ愛知 小売業 その他小売 5%

131,961 愛知県 豊川市 きらら動物病院 サービス その他サービス 5%

131,962 愛知県 豊川市 キリエ稲荷口 サービス 理容・美容業 5%

131,963 愛知県 豊川市 吟酒館たからや 小売業 食料品 5%

131,964 愛知県 豊川市 くらしの総合衣料やまもと 小売業 衣料品 5%
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131,965 愛知県 豊川市 くら蔵　豊川店 サービス 飲食業 5%

131,966 愛知県 豊川市 グレ－ス豊川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

131,967 愛知県 豊川市 白詰草 小売業 貴金属・服飾品 5%

131,968 愛知県 豊川市 ケイ・ウノ豊川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

131,969 愛知県 豊川市 セブンーイレブンＫＯＹＯ豊川市民病院店 小売業 食料品 2%

131,970 愛知県 豊川市 こくぼ英語学院 サービス その他サービス 5%

131,971 愛知県 豊川市 こだわり農場 小売業 食料品 5%

131,972 愛知県 豊川市 御油おふく 小売業 食料品 5%

131,973 愛知県 豊川市 ザ・アミーゴス豊川店 小売業 食料品 5%

131,974 愛知県 豊川市 サイクルディーラークワトロ　豊川店 小売業 その他小売 5%

131,975 愛知県 豊川市 有限会社リカープランニング サービス その他サービス 5%

131,976 愛知県 豊川市 佐竹会計事務所 サービス その他サービス 5%

131,977 愛知県 豊川市 ｓｕｎｎｙｓｉｄｅｕｐ サービス 理容・美容業 5%

131,978 愛知県 豊川市 ｓｕｎｎｙｓｉｄｅｍｏｄｅｒｎ 小売業 その他小売 5%

131,979 愛知県 豊川市 ＳｕｎｎｙＳｐａｃｅ岩んちゅ 豊川店 ＳｕｎｎｙＳｐａｃｅ岩んちゅ豊川店 サービス その他サービス 5%

131,980 愛知県 豊川市 ＳｕｎｎｙＳｐａｃｅ岩んちゅ豊橋店 ＳｕｎｎｙＳｐａｃｅ岩んちゅ豊橋店 サービス その他サービス 5%

131,981 愛知県 豊川市 Ｓａｗａｄｅｅ サービス 飲食業 5%

131,982 愛知県 豊川市 サワディ サービス 飲食業 5%

131,983 愛知県 豊川市 サンヨネ豊川店 小売業 食料品 5%

131,984 愛知県 豊川市 サンワ豊川店 小売業 衣料品 5%

131,985 愛知県 豊川市 ＪＡひまわり　グリーンセンター一宮 小売業 その他小売 5%

131,986 愛知県 豊川市 ＪＡひまわり　グリーンセンター音羽 小売業 その他小売 5%

131,987 愛知県 豊川市 ＪＡひまわり　グリーンセンター豊川 小売業 その他小売 5%

131,988 愛知県 豊川市 ジェームス豊川店 小売業 その他小売 2%

131,989 愛知県 豊川市 シエスタ＆ボーテ サービス 理容・美容業 5%

131,990 愛知県 豊川市 シエスタ豊川店 サービス その他サービス 5%

131,991 愛知県 豊川市 繁徳 サービス 飲食業 5%

131,992 愛知県 豊川市 しみずでんき 小売業 電化製品 5%

131,993 愛知県 豊川市 じゅうじゅう亭 サービス 飲食業 5%

131,994 愛知県 豊川市 ｊｏｕｅｒ サービス その他サービス 5%

131,995 愛知県 豊川市 シライデンカ 小売業 電化製品 5%

131,996 愛知県 豊川市 仁雅 サービス 飲食業 5%

131,997 愛知県 豊川市 新時代豊川コロナ前店 サービス 飲食業 5%

131,998 愛知県 豊川市 スイートショップ　やなぎ 小売業 食料品 5%

131,999 愛知県 豊川市 スギモト電気 小売業 電化製品 5%

132,000 愛知県 豊川市 スキル スキル サーフ 小売業 その他小売 5%

132,001 愛知県 豊川市 すずぜん豊川国府店　あなたの町のふとん屋さんすずぜん 小売業 その他小売 5%

132,002 愛知県 豊川市 すたみな太郎　豊川店 サービス 飲食業 5%

132,003 愛知県 豊川市 ステップ 小売業 その他小売 5%

132,004 愛知県 豊川市 ＳＰＡＬａ サービス 理容・美容業 5%

132,005 愛知県 豊川市 Ｓｐｅｃｉａｌｔｙｃｏｆｆｅｅ蒼 小売業 食料品 5%

132,006 愛知県 豊川市 スモールチェンジバイレアール サービス 理容・美容業 5%

3145



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

132,007 愛知県 豊川市 セルフステーションネオＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,008 愛知県 豊川市 染と呉服やまぐちや 小売業 衣料品 5%

132,009 愛知県 豊川市 大一自動車 サービス その他サービス 5%

132,010 愛知県 豊川市 株式会社タイヤショップキバヤシ 小売業 その他小売 5%

132,011 愛知県 豊川市 たつみストアー御津店 小売業 食料品 5%

132,012 愛知県 豊川市 田中仏具店 小売業 家具・調度品 5%

132,013 愛知県 豊川市 ちくわの里 小売業 その他小売 5%

132,014 愛知県 豊川市 ｃｈａｃｏ サービス その他サービス 5%

132,015 愛知県 豊川市 有限会社中華楼 サービス 飲食業 5%

132,016 愛知県 豊川市 ＤＰ小坂井 サービス 理容・美容業 5%

132,017 愛知県 豊川市 手塚電気 小売業 電化製品 5%

132,018 愛知県 豊川市 電化ハウスはやし 小売業 電化製品 5%

132,019 愛知県 豊川市 東海補聴器センター豊川店 小売業 その他小売 5%

132,020 愛知県 豊川市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ豊川インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,021 愛知県 豊川市 トミヤス　デンキ 小売業 電化製品 5%

132,022 愛知県 豊川市 巴屋靴店 靴のトモエヤ 小売業 その他小売 5%

132,023 愛知県 豊川市 愛彩電科　すぎやま 小売業 電化製品 5%

132,024 愛知県 豊川市 豊川一号線ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,025 愛知県 豊川市 豊川インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,026 愛知県 豊川市 セブン－イレブン豊川大崎町店 小売業 食料品 2%

132,027 愛知県 豊川市 セブン－イレブン豊川大橋町店 小売業 食料品 2%

132,028 愛知県 豊川市 セブン－イレブン豊川三蔵子町店 小売業 食料品 2%

132,029 愛知県 豊川市 セブン－イレブン豊川篠束町店 小売業 食料品 2%

132,030 愛知県 豊川市 セブン－イレブン豊川下野川町店 小売業 食料品 2%

132,031 愛知県 豊川市 セブン－イレブン豊川末広通４丁目店 小売業 食料品 2%

132,032 愛知県 豊川市 セブン－イレブン豊川諏訪２丁目店 小売業 食料品 2%

132,033 愛知県 豊川市 セブン－イレブン豊川蔵子６丁目店 小売業 食料品 2%

132,034 愛知県 豊川市 セブン－イレブン豊川千歳通３丁目店 小売業 食料品 2%

132,035 愛知県 豊川市 セブン－イレブン豊川当古町店 小売業 食料品 2%

132,036 愛知県 豊川市 セブン－イレブン豊川西塚町店 小売業 食料品 2%

132,037 愛知県 豊川市 豊川北部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,038 愛知県 豊川市 セブン－イレブン豊川松久町店 小売業 食料品 2%

132,039 愛知県 豊川市 セブン－イレブン豊川南大通３丁目店 小売業 食料品 2%

132,040 愛知県 豊川市 セブン－イレブン豊川八幡駅前店 小売業 食料品 2%

132,041 愛知県 豊川市 トヨタカローラ名古屋豊川店 小売業 その他小売 5%

132,042 愛知県 豊川市 トヨタホ－ム名古屋中日豊橋店 サービス その他サービス 5%

132,043 愛知県 豊川市 トヨタレンタリース名古屋豊川インター店 サービス その他サービス 2%

132,044 愛知県 豊川市 トレンディー豊川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,045 愛知県 豊川市 ニッセンシェイプファンデサロンド明日美 小売業 衣料品 5%

132,046 愛知県 豊川市 ニッセンシェイプファンデサロンドスパラ 小売業 衣料品 5%

132,047 愛知県 豊川市 ｎｉｄｏ　ｂｙ　Ｈｏｎｅｙ　Ｂｅｅ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

132,048 愛知県 豊川市 のざわ屋食堂 サービス 飲食業 5%
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132,049 愛知県 豊川市 ＰａｒＫ サービス 理容・美容業 5%

132,050 愛知県 豊川市 ばいく倉庫 小売業 その他小売 5%

132,051 愛知県 豊川市 パナステージ　スギモト 小売業 電化製品 5%

132,052 愛知県 豊川市 パナステージ　アライ 小売業 電化製品 5%

132,053 愛知県 豊川市 花田電気 小売業 電化製品 5%

132,054 愛知県 豊川市 ＨＡＲＡＭＵＲＡ 小売業 衣料品 5%

132,055 愛知県 豊川市 ＢＭＯ豊川白鳥店 小売業 衣料品 5%

132,056 愛知県 豊川市 Ｐｉｃｏ　Ｃｏｍｐａｎｙ サービス 理容・美容業 5%

132,057 愛知県 豊川市 びっくりドンキー豊川インター店 サービス 飲食業 2%

132,058 愛知県 豊川市 ビューティ塾 サービス 理容・美容業 5%

132,059 愛知県 豊川市 ｈｉｙｕｒｉｂｅｒａ サービス その他サービス 5%

132,060 愛知県 豊川市 美容室　Ｃｈｉｃ サービス 理容・美容業 5%

132,061 愛知県 豊川市 美容室　ｒｅｖｅｉｌ サービス 理容・美容業 5%

132,062 愛知県 豊川市 美容室ヴィ ザ ヴィ ヴィ ザ ヴィ 豊川 二見店 サービス 理容・美容業 5%

132,063 愛知県 豊川市 美容室ＢＯＺＵ サービス 理容・美容業 5%

132,064 愛知県 豊川市 Ｈ！ＲＯＣＯｎ　ＤＧＣ 小売業 その他小売 5%

132,065 愛知県 豊川市 ファイン動物病院 サービス その他サービス 5%

132,066 愛知県 豊川市 ファシル サービス 理容・美容業 5%

132,067 愛知県 豊川市 ｆ ｉ ｚ ｚ ＨＡＩＲ ｆ ｉ ｚ ｚ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

132,068 愛知県 豊川市 フードオアシスあつみ宿店 小売業 食料品 5%

132,069 愛知県 豊川市 メナードフェイシャルサロンパラスアテナ サービス 理容・美容業 5%

132,070 愛知県 豊川市 富士写真館 小売業 その他小売 5%

132,071 愛知県 豊川市 藤田革包 サービス その他サービス 5%

132,072 愛知県 豊川市 プチポワメゾン 小売業 その他小売 5%

132,073 愛知県 豊川市 ブティックＺｅｓｔ 小売業 衣料品 5%

132,074 愛知県 豊川市 ふとんタナカ　アクロス豊川店 小売業 その他小売 5%

132,075 愛知県 豊川市 フラワーブティックさいとう 小売業 その他小売 5%

132,076 愛知県 豊川市 ＢＲＩＬＬＥＨＡＩＲＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

132,077 愛知県 豊川市 フレンドパークやわた 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,078 愛知県 豊川市 ＦｅｒｎａｎｄｏＢｅｒｎａｒｄｅｓＭａｃｅｄｏ サービス その他サービス 5%

132,079 愛知県 豊川市 ヘアーサロンにしで サービス 理容・美容業 5%

132,080 愛知県 豊川市 ＨＡＩＲＷＯＲＫＳＴＵＤＩＯｎｏｉｚｅ サービス 理容・美容業 5%

132,081 愛知県 豊川市 ヘア＆ネイルアンテリア サービス 理容・美容業 5%

132,082 愛知県 豊川市 ヘアクラフト サービス 理容・美容業 5%

132,083 愛知県 豊川市 ヘア－プロデュ－ス　オルオル サービス 理容・美容業 5%

132,084 愛知県 豊川市 おひさまカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

132,085 愛知県 豊川市 ベイス サービス その他サービス 5%

132,086 愛知県 豊川市 ホルモン酒場 炎や ホルモン酒場炎や 豊川店 サービス 飲食業 5%

132,087 愛知県 豊川市 まきやす衣裳店 サービス その他サービス 5%

132,088 愛知県 豊川市 まつげサロンｋｏｔ サービス 理容・美容業 5%

132,089 愛知県 豊川市 松下商店 小売業 電化製品 5%

132,090 愛知県 豊川市 ＭＡＤ　ＭＡＸ 小売業 その他小売 5%
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132,091 愛知県 豊川市 ＭＡＤＯショップ豊川南大通店 サービス その他サービス 5%

132,092 愛知県 豊川市 まめうみカフェ サービス その他サービス 5%

132,093 愛知県 豊川市 マルイチ八幡店 小売業 その他小売 5%

132,094 愛知県 豊川市 セブン－イレブン三河一宮店 小売業 食料品 2%

132,095 愛知県 豊川市 三河ダイハツ豊川店 小売業 その他小売 5%

132,096 愛知県 豊川市 三河ダイハツＵ－ＣＡＲ豊川インター店 小売業 その他小売 5%

132,097 愛知県 豊川市 ミタケ 小売業 衣料品 5%

132,098 愛知県 豊川市 御津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,099 愛知県 豊川市 御津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,100 愛知県 豊川市 御津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,101 愛知県 豊川市 ｍｉｎａ＠ｊｏｕｅｒ サービス 理容・美容業 5%

132,102 愛知県 豊川市 ミヤイオートサービス サービス その他サービス 5%

132,103 愛知県 豊川市 無印良品クロスモール豊川 小売業 その他小売 2%

132,104 愛知県 豊川市 村田電器サ－ビス 小売業 電化製品 5%

132,105 愛知県 豊川市 メガネ赤札堂　豊川ジャンボ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

132,106 愛知県 豊川市 メガネの杉浦 小売業 貴金属・服飾品 5%

132,107 愛知県 豊川市 メガネのヨシムラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

132,108 愛知県 豊川市 ［ＨＣ］メディアステーション光電 小売業 電化製品 5%

132,109 愛知県 豊川市 モーターガレージ　マザー サービス その他サービス 5%

132,110 愛知県 豊川市 ＭＯＴＯＰＡＩＫＡ 小売業 その他小売 5%

132,111 愛知県 豊川市 もみの木 サービス その他サービス 5%

132,112 愛知県 豊川市 焼肉ホルモン　しちりん家 サービス 飲食業 5%

132,113 愛知県 豊川市 ヤマザキデンキ 小売業 電化製品 5%

132,114 愛知県 豊川市 ＹＡＭＡＴＯ　豊川店 小売業 衣料品 5%

132,115 愛知県 豊川市 ヤマモトデンキ 小売業 電化製品 5%

132,116 愛知県 豊川市 有限会社　黒田米店 小売業 食料品 5%

132,117 愛知県 豊川市 有限会社　三鈴モータース 小売業 その他小売 5%

132,118 愛知県 豊川市 有限会社牛久保大萬新聞店 小売業 その他小売 5%

132,119 愛知県 豊川市 加藤新聞店 小売業 その他小売 5%

132,120 愛知県 豊川市 有限会社トガリ自動車 サービス その他サービス 5%

132,121 愛知県 豊川市 有限会社長谷川自動車 サービス 運輸業 5%

132,122 愛知県 豊川市 有限会社花幸 小売業 その他小売 5%

132,123 愛知県 豊川市 有限会社ヤマトストアー本野町店 小売業 食料品 5%

132,124 愛知県 豊川市 ＹＯＵ２ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,125 愛知県 豊川市 遊髪空間＋１ サービス 理容・美容業 5%

132,126 愛知県 豊川市 吉浜人形　豊川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

132,127 愛知県 豊川市 Ｌａｓａｌｉｔａ サービス 飲食業 5%

132,128 愛知県 豊川市 ラズ　ファクトリー サービス その他サービス 5%

132,129 愛知県 豊川市 ラピット豊川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,130 愛知県 豊川市 Ｒｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

132,131 愛知県 豊川市 リップス 小売業 その他小売 5%

132,132 愛知県 豊川市 リーフ体操クラブ サービス その他サービス 5%
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132,133 愛知県 豊川市 リリーフ 小売業 その他小売 5%

132,134 愛知県 豊川市 ＬＵＣＩＤＯ　ＳＴＹＬＥ　ＬｅＲ サービス 理容・美容業 5%

132,135 愛知県 豊川市 ルリアン　カルム サービス 理容・美容業 5%

132,136 愛知県 豊川市 ルリアン　レガロ サービス 理容・美容業 5%

132,137 愛知県 豊川市 ルリアン稲荷口 サービス 理容・美容業 5%

132,138 愛知県 豊川市 ＬｅＲ サービス 理容・美容業 5%

132,139 愛知県 豊川市 ＬｅＲ　ａｍｅｓ サービス 理容・美容業 5%

132,140 愛知県 豊川市 ＬｅＲ　Ｕｎｅｖｉｅ サービス 理容・美容業 5%

132,141 愛知県 豊川市 露菴　豊川店 サービス 飲食業 5%

132,142 愛知県 豊川市 路地裏串揚げ ダイニング屯屋 路地裏串揚げダイニング屯屋 サービス 飲食業 5%

132,143 愛知県 豊川市 ロードサービス豊橋　音羽インター店 サービス その他サービス 5%

132,144 愛知県 豊川市 渡辺人形 小売業 その他小売 5%

132,145 愛知県 豊田市 ＲＣＨｅｌｉ＇ｓ 小売業 その他小売 5%

132,146 愛知県 豊田市 Ｒ?ＹＯＵ サービス 理容・美容業 5%

132,147 愛知県 豊田市 愛電館　おおた 小売業 電化製品 5%

132,148 愛知県 豊田市 愛電館ＪＯＹしみず 小売業 電化製品 5%

132,149 愛知県 豊田市 株式会社アイルロックアンドセキュリティー サービス その他サービス 5%

132,150 愛知県 豊田市 アクアドエンジェル サービス 理容・美容業 5%

132,151 愛知県 豊田市 アクアリウムショップはりせんぼん サービス その他サービス 5%

132,152 愛知県 豊田市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｕｃｉｅ豊田浄水 サービス 理容・美容業 5%

132,153 愛知県 豊田市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｕｍｉｎａ土橋 サービス 理容・美容業 5%

132,154 愛知県 豊田市 Ａｇｕ ｈａｉｒ ｃｈａｍｐ美里 サービス 理容・美容業 5%

132,155 愛知県 豊田市 旭カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

132,156 愛知県 豊田市 旭カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

132,157 愛知県 豊田市 旭高原　元気村　きらめき館 サービス 宿泊業 5%

132,158 愛知県 豊田市 アサヒスポーツ 小売業 その他小売 5%

132,159 愛知県 豊田市 味のみ処　弁慶 サービス 飲食業 5%

132,160 愛知県 豊田市 あずき庵 小売業 食料品 5%

132,161 愛知県 豊田市 足助のかじやさん 小売業 その他小売 5%

132,162 愛知県 豊田市 足助病院売店 小売業 その他小売 5%

132,163 愛知県 豊田市 足助まいど商店　足助まいど商店 小売業 その他小売 5%

132,164 愛知県 豊田市 足助両口屋 小売業 その他小売 5%

132,165 愛知県 豊田市 アディックス豊田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,166 愛知県 豊田市 アドヴァン サービス その他サービス 5%

132,167 愛知県 豊田市 アトマダ寝具店 小売業 家具・調度品 5%

132,168 愛知県 豊田市 あにば サービス 飲食業 5%

132,169 愛知県 豊田市 炙／ＨＡＮＡＲＥ　豊田店 サービス 飲食業 5%

132,170 愛知県 豊田市 ａｌｐｈａｒｅｉｚ　ｚｅｒｏ サービス 理容・美容業 5%

132,171 愛知県 豊田市 ａｌｐｈａｒｅｉｚ　ｄｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

132,172 愛知県 豊田市 ａｌｐｈａｒｅｉｚ　ｔｒｏｉｓ サービス 理容・美容業 5%

132,173 愛知県 豊田市 ａｌｐｈａｒｅｉｚ　ｈａｉｒ　ｕｎｉｔ サービス 理容・美容業 5%

132,174 愛知県 豊田市 アルボ サービス 飲食業 5%
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132,175 愛知県 豊田市 アルモニーヘアー サービス 理容・美容業 5%

132,176 愛知県 豊田市 アロハオハナ動物病院 サービス その他サービス 5%

132,177 愛知県 豊田市 ＡＷＡＲＤ サービス 理容・美容業 5%

132,178 愛知県 豊田市 アンティークあんてれ 小売業 その他小売 5%

132,179 愛知県 豊田市 ［ＨＣ］アンドウ電器 小売業 電化製品 5%

132,180 愛知県 豊田市 ＵＮＬＯＣＫ サービス 理容・美容業 5%

132,181 愛知県 豊田市 ｅａｔ　　　ｄｒｉｎｋ　ｅａｃｈ サービス 飲食業 5%

132,182 愛知県 豊田市 居酒屋 いまい 居酒屋いまい サービス 飲食業 5%

132,183 愛知県 豊田市 居酒屋いまい サービス 飲食業 5%

132,184 愛知県 豊田市 イシグロ豊田店 小売業 その他小売 5%

132,185 愛知県 豊田市 居食屋　笑点 サービス 飲食業 5%

132,186 愛知県 豊田市 一軸屋 小売業 衣料品 5%

132,187 愛知県 豊田市 一の谷 サービス 飲食業 5%

132,188 愛知県 豊田市 出光莇生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,189 愛知県 豊田市 出光力石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,190 愛知県 豊田市 出光堤ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,191 愛知県 豊田市 出光豊田インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,192 愛知県 豊田市 出光広田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,193 愛知県 豊田市 伊藤畳製作所 サービス その他サービス 5%

132,194 愛知県 豊田市 イトウフトン 小売業 家具・調度品 5%

132,195 愛知県 豊田市 株式会社稲垣農園小坂店 小売業 その他小売 5%

132,196 愛知県 豊田市 稲武ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,197 愛知県 豊田市 井上自動車販売 サービス その他サービス 5%

132,198 愛知県 豊田市 井上自動車販売 小売業 その他小売 5%

132,199 愛知県 豊田市 井上武道具 小売業 その他小売 5%

132,200 愛知県 豊田市 イマノ自動車 サービス その他サービス 5%

132,201 愛知県 豊田市 芋蔵ＧＩＲＩ豊田店 サービス 飲食業 5%

132,202 愛知県 豊田市 岩滝ＳＣ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,203 愛知県 豊田市 Ｖｉｖｉ豊田店 サービス 理容・美容業 5%

132,204 愛知県 豊田市 ＷｉＳＴＥＲｉＡ サービス 理容・美容業 5%

132,205 愛知県 豊田市 靴修理Ｗｉｌｌｉａｍ サービス その他サービス 5%

132,206 愛知県 豊田市 魚丸 サービス 飲食業 5%

132,207 愛知県 豊田市 うな忠 サービス 飲食業 5%

132,208 愛知県 豊田市 うめこう桃梨苺園 サービス その他サービス 5%

132,209 愛知県 豊田市 ウメムラ電器 小売業 電化製品 5%

132,210 愛知県 豊田市 浦野薬局 小売業 その他小売 5%

132,211 愛知県 豊田市 ａｍｅ サービス その他サービス 5%

132,212 愛知県 豊田市 エコチャリ豊田浄水店 小売業 その他小売 5%

132,213 愛知県 豊田市 Ｓテクニック サービス その他サービス 5%

132,214 愛知県 豊田市 ＡＢホテル　三河豊田 サービス 宿泊業 5%

132,215 愛知県 豊田市 ＡＢホテル豊田元町 サービス 宿泊業 5%

132,216 愛知県 豊田市 えぷろん　本部 小売業 食料品 5%
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132,217 愛知県 豊田市 えぷろん大林店 小売業 食料品 5%

132,218 愛知県 豊田市 えぷろん渋谷店 小売業 食料品 5%

132,219 愛知県 豊田市 えぷろん生鮮館 小売業 食料品 5%

132,220 愛知県 豊田市 えぷろん生鮮館　リブレ元宮店 小売業 食料品 5%

132,221 愛知県 豊田市 えぷろんフーズ　菜の香 小売業 食料品 5%

132,222 愛知県 豊田市 えぷろん宮上店 小売業 食料品 5%

132,223 愛知県 豊田市 Ｈｅｒｏｕｇｅ サービス 理容・美容業 5%

132,224 愛知県 豊田市 エレガンス ネイル 豊田店 サービス その他サービス 5%

132,225 愛知県 豊田市 遠藤翼 サービス その他サービス 5%

132,226 愛知県 豊田市 ｅｎｎｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

132,227 愛知県 豊田市 おおたけクリーニング豊田若林店 サービス その他サービス 5%

132,228 愛知県 豊田市 大塚商会 小売業 家具・調度品 5%

132,229 愛知県 豊田市 ＯＲＢＩＴ　ＯＲＢＩＴ 小売業 衣料品 5%

132,230 愛知県 豊田市 御菓子司　福岡屋 小売業 食料品 5%

132,231 愛知県 豊田市 御菓子処　ひだや 小売業 食料品 5%

132,232 愛知県 豊田市 尾形誠意堂 小売業 その他小売 5%

132,233 愛知県 豊田市 桶兼住設株式会社 サービス その他サービス 5%

132,234 愛知県 豊田市 小澤商店　小澤商店 小売業 その他小売 5%

132,235 愛知県 豊田市 おざわどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

132,236 愛知県 豊田市 小原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,237 愛知県 豊田市 小原中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,238 愛知県 豊田市 オムビューティークラフト サービス 理容・美容業 5%

132,239 愛知県 豊田市 オリックスレンタカー豊田駅前店 サービス その他サービス 2%

132,240 愛知県 豊田市 御菓子司 福寿園 御菓子司 福寿園 小売業 食料品 5%

132,241 愛知県 豊田市 オンセブンデイズ前山店 小売業 その他小売 5%

132,242 愛知県 豊田市 Ｃａｒ　ｓｏｕｎｄ　ｓｈｏｐ　フジナガ 小売業 その他小売 5%

132,243 愛知県 豊田市 かおりんカフェ サービス 飲食業 5%

132,244 愛知県 豊田市 かごの屋　豊田前田町店 サービス 飲食業 5%

132,245 愛知県 豊田市 菓子工房シュヴァリエ 小売業 食料品 5%

132,246 愛知県 豊田市 菓子処　松華堂　藤岡店 小売業 食料品 5%

132,247 愛知県 豊田市 かず動物病院 サービス その他サービス 5%

132,248 愛知県 豊田市 かず動物病院 サービス その他サービス 5%

132,249 愛知県 豊田市 ＫＡＺＵＭＩエステ サービス 理容・美容業 5%

132,250 愛知県 豊田市 ＫＡＺＵＭＩ　中根店 サービス 理容・美容業 5%

132,251 愛知県 豊田市 ＫＡＺＵＭＩ　八橋店 サービス 理容・美容業 5%

132,252 愛知県 豊田市 ＫＡＺＵＭＩ　若林店 サービス 理容・美容業 5%

132,253 愛知県 豊田市 ＣＵＴ　ＳＱＵＡＲＥ　Ｊ＆Ｍ サービス 理容・美容業 5%

132,254 愛知県 豊田市 カットスタジオタケイ サービス 理容・美容業 5%

132,255 愛知県 豊田市 ＣＵＴＰＯＩＮＴ サービス 理容・美容業 5%

132,256 愛知県 豊田市 割烹ゆすら　割烹ゆすら サービス 飲食業 5%

132,257 愛知県 豊田市 Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　４５番地 サービス 飲食業 5%

132,258 愛知県 豊田市 Ｃａｆｅ＆ＢａｒＢｏｏＮ サービス 飲食業 5%
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132,259 愛知県 豊田市 カフェレスト風の森 サービス 飲食業 5%

132,260 愛知県 豊田市 ＣＡＦＥ　５５５ サービス 飲食業 5%

132,261 愛知県 豊田市 Ｃａｆｅ Ｍｕｓｕ Ｂ サービス 飲食業 5%

132,262 愛知県 豊田市 株式会社ガトースミノエン サービス その他サービス 5%

132,263 愛知県 豊田市 株式会社柴宗呉服店 小売業 衣料品 5%

132,264 愛知県 豊田市 株式会社　中央トラベル　本社 サービス その他サービス 5%

132,265 愛知県 豊田市 株式会社つたや製菓舗 小売業 食料品 5%

132,266 愛知県 豊田市 株式会社レストラン東郷　レストラン東郷トヨタ店 サービス 飲食業 5%

132,267 愛知県 豊田市 上郷南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,268 愛知県 豊田市 神谷隆也税理士事務所 サービス その他サービス 5%

132,269 愛知県 豊田市 亀首　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,270 愛知県 豊田市 カラフルライフパレット 小売業 食料品 5%

132,271 愛知県 豊田市 ＣＯＬＯＲＦＵＬＬ ＬＩＦＥ Ｐａｌｅｔｔｅ 小売業 食料品 5%

132,272 愛知県 豊田市 ＣＯＬＯＲＦＵＬＬ ＬＩＦＥ Ｐａｌｅｔｔｅ ガーデンキッチン サービス 飲食業 5%

132,273 愛知県 豊田市 ＣＯＬＯＲＦＵＬＬ ＬＩＦＥ Ｐａｌｅｔｔｅ バーバラハウス サービス 飲食業 5%

132,274 愛知県 豊田市 カルビ大将　豊田店 サービス 飲食業 2%

132,275 愛知県 豊田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋豊田梅坪店 サービス 飲食業 2%

132,276 愛知県 豊田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋豊田大林店 サービス 飲食業 2%

132,277 愛知県 豊田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋豊田浄水店 サービス 飲食業 2%

132,278 愛知県 豊田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋豊田田中町店 サービス 飲食業 2%

132,279 愛知県 豊田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋豊田御立町店 サービス 飲食業 2%

132,280 愛知県 豊田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋豊田山之手店 サービス 飲食業 2%

132,281 愛知県 豊田市 川上商店　川上商店 小売業 食料品 5%

132,282 愛知県 豊田市 川村屋 小売業 食料品 5%

132,283 愛知県 豊田市 キャプテンジョーカーズ サービス 飲食業 5%

132,284 愛知県 豊田市 吟醸マグロ　豊田店 サービス 飲食業 5%

132,285 愛知県 豊田市 金べこ サービス 飲食業 5%

132,286 愛知県 豊田市 鬮石 小売業 貴金属・服飾品 5%

132,287 愛知県 豊田市 薬のひまわり 小売業 その他小売 5%

132,288 愛知県 豊田市 くつろぎのｃａｆｅＫｏｎａ サービス 飲食業 5%

132,289 愛知県 豊田市 クラフトワーク 小売業 家具・調度品 5%

132,290 愛知県 豊田市 ｃ．ｌ．ａ．ｍ．ｐ． サービス 理容・美容業 5%

132,291 愛知県 豊田市 車街酒場ＷＡＯ サービス 飲食業 5%

132,292 愛知県 豊田市 Ｋ－ＳＴＹＬＥ サービス その他サービス 5%

132,293 愛知県 豊田市 健康堂薬局 小売業 その他小売 5%

132,294 愛知県 豊田市 合同会社　アサノエンタープライズ 小売業 衣料品 5%

132,295 愛知県 豊田市 香嵐渓一の谷 サービス 飲食業 5%

132,296 愛知県 豊田市 ｃｏｆｆｅｅ喜多町喜多琉 サービス 飲食業 5%

132,297 愛知県 豊田市 コーヒーハウスダック サービス 飲食業 5%

132,298 愛知県 豊田市 小亀　本店 サービス 飲食業 5%

132,299 愛知県 豊田市 ＣＯＣＯ豊田店 サービス 理容・美容業 5%

132,300 愛知県 豊田市 個室焼肉　頂 サービス 飲食業 5%
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132,301 愛知県 豊田市 コノハナ サービス 理容・美容業 5%

132,302 愛知県 豊田市 コノミヤ　青木店 小売業 食料品 5%

132,303 愛知県 豊田市 珈琲遇暖　豊田丸山店 サービス 飲食業 5%

132,304 愛知県 豊田市 駒場店（すぎやま） 小売業 その他小売 5%

132,305 愛知県 豊田市 米繁 米繁 豊田店 小売業 食料品 5%

132,306 愛知県 豊田市 米繁　豊田店 小売業 食料品 5%

132,307 愛知県 豊田市 ゴルフ倶楽部大樹旭コース サービス その他サービス 5%

132,308 愛知県 豊田市 ゴルフ倶楽部大樹豊田コース サービス その他サービス 5%

132,309 愛知県 豊田市 ＣＯＮＪＵ サービス 理容・美容業 5%

132,310 愛知県 豊田市 コンジュ サービス 理容・美容業 5%

132,311 愛知県 豊田市 有限会社近藤商店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

132,312 愛知県 豊田市 ＣＯＮＴＲＩＶＥ　ＳＵＲＦ　ＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

132,313 愛知県 豊田市 コンフェティカトレア陣中店 サービス 理容・美容業 5%

132,314 愛知県 豊田市 コンフェティさくら浄水店 サービス 理容・美容業 5%

132,315 愛知県 豊田市 コンフェティひまわり高橋店 サービス 理容・美容業 5%

132,316 愛知県 豊田市 コンフェティルピナス山之手 サービス 理容・美容業 5%

132,317 愛知県 豊田市 サイクルギャラリー　トリイ 小売業 その他小売 5%

132,318 愛知県 豊田市 サイクルジョイ豊田店 小売業 その他小売 5%

132,319 愛知県 豊田市 サイクルディーラークワトロ　豊田店 小売業 その他小売 5%

132,320 愛知県 豊田市 栄ガス 小売業 その他小売 5%

132,321 愛知県 豊田市 桜工房えんじぇる サービス その他サービス 5%

132,322 愛知県 豊田市 桜工房プレミアム サービス その他サービス 5%

132,323 愛知県 豊田市 さくら豊龍閣 サービス 飲食業 5%

132,324 愛知県 豊田市 桜街茶房集いの大林店 サービス 飲食業 5%

132,325 愛知県 豊田市 篠原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,326 愛知県 豊田市 幸染めサロン?ＩＲＯＨＡ? サービス その他サービス 5%

132,327 愛知県 豊田市 札幌かに本家　豊田城店 サービス 飲食業 5%

132,328 愛知県 豊田市 猿投ＳＳ　株式会社猿投商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,329 愛知県 豊田市 猿投ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,330 愛知県 豊田市 さなげ青果 小売業 食料品 5%

132,331 愛知県 豊田市 さなげ台ＳＳ　株式会社猿投商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,332 愛知県 豊田市 座辺身辺 サービス その他サービス 5%

132,333 愛知県 豊田市 サロン　セドナ サービス その他サービス 5%

132,334 愛知県 豊田市 サロンエリ サービス 理容・美容業 5%

132,335 愛知県 豊田市 サロンエリ　勉強会部門 サービス 理容・美容業 5%

132,336 愛知県 豊田市 サロンスッチム サービス 理容・美容業 5%

132,337 愛知県 豊田市 Ｓｓｋｔｃｈｉｍ Ｓａｌｏｎ Ｓｓｋｔｃｈｉｍ サービス 理容・美容業 5%

132,338 愛知県 豊田市 サロンドテシマ サービス 理容・美容業 5%

132,339 愛知県 豊田市 ｓａｌｏｎｄｅｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 2%

132,340 愛知県 豊田市 サロンドレクラン サービス 理容・美容業 5%

132,341 愛知県 豊田市 サロンＬｅＲｕｓｈ サービス 理容・美容業 5%

132,342 愛知県 豊田市 Ｓ・Ｈ・Ｅ サービス 理容・美容業 5%
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132,343 愛知県 豊田市 シイタヘアー サービス 理容・美容業 5%

132,344 愛知県 豊田市 Ｓｈｉｉｔａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

132,345 愛知県 豊田市 ＪｅａｎｓＴｓｕｔｓｕｍｉ 小売業 衣料品 5%

132,346 愛知県 豊田市 シェアサロンノーネーム サービス 理容・美容業 5%

132,347 愛知県 豊田市 シェイラ 小売業 衣料品 5%

132,348 愛知県 豊田市 ジェームス豊田陣中店 小売業 その他小売 2%

132,349 愛知県 豊田市 ｃｈｅｒｃｈｅ＊ サービス その他サービス 5%

132,350 愛知県 豊田市 自家焙煎珈琲ＭｏｃｈａＭｏｃｈａ 小売業 食料品 5%

132,351 愛知県 豊田市 ｓｅｅｋａｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

132,352 愛知県 豊田市 しすたあ美容院 サービス 理容・美容業 5%

132,353 愛知県 豊田市 七福神 サービス 飲食業 5%

132,354 愛知県 豊田市 シティホテルアンティーズ サービス 宿泊業 5%

132,355 愛知県 豊田市 自転車工房今井 小売業 その他小売 5%

132,356 愛知県 豊田市 しばそう 小売業 衣料品 5%

132,357 愛知県 豊田市 柴宗呉服店 小売業 衣料品 5%

132,358 愛知県 豊田市 渋谷ＳＳ　株式会社猿投商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,359 愛知県 豊田市 清水商会 サービス その他サービス 5%

132,360 愛知県 豊田市 写真箱永覚店 サービス その他サービス 5%

132,361 愛知県 豊田市 写真箱渋谷店 サービス その他サービス 5%

132,362 愛知県 豊田市 写真箱メグリア朝日店 サービス その他サービス 5%

132,363 愛知県 豊田市 写真箱メグリア豊南店 サービス その他サービス 5%

132,364 愛知県 豊田市 写真箱メグリア若園店 サービス その他サービス 5%

132,365 愛知県 豊田市 上海四馬路　豊田店 サービス 飲食業 5%

132,366 愛知県 豊田市 ｓｕｇａｒｌｕ サービス 理容・美容業 5%

132,367 愛知県 豊田市 熟成肉バル　トヨタウッシーナ サービス 飲食業 5%

132,368 愛知県 豊田市 Ｓｈｕｃｒｅ豊田店 サービス 理容・美容業 5%

132,369 愛知県 豊田市 ｃｈｏｕｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

132,370 愛知県 豊田市 シュナイダー サービス 飲食業 5%

132,371 愛知県 豊田市 旬香亭ふじ サービス 飲食業 5%

132,372 愛知県 豊田市 ジョイワシントン 小売業 衣料品 5%

132,373 愛知県 豊田市 正音堂土橋店 小売業 電化製品 5%

132,374 愛知県 豊田市 正音堂電化センター豊田店 小売業 電化製品 5%

132,375 愛知県 豊田市 庄山建築 サービス その他サービス 5%

132,376 愛知県 豊田市 昭和街酒場　はちえん サービス 飲食業 5%

132,377 愛知県 豊田市 ｃｉｒｃｕｌａｃｉｏ＇ｎ サービス その他サービス 5%

132,378 愛知県 豊田市 陣栄石材工業所 サービス その他サービス 5%

132,379 愛知県 豊田市 新時代豊田市駅前店 サービス 飲食業 5%

132,380 愛知県 豊田市 ＳｈｉｎＳｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

132,381 愛知県 豊田市 睡眠館オーガニック 小売業 家具・調度品 5%

132,382 愛知県 豊田市 スーパーやまのぶ市木店 小売業 食料品 5%

132,383 愛知県 豊田市 スーパーやまのぶ梅坪店 小売業 食料品 5%

132,384 愛知県 豊田市 スーパーやまのぶ上郷店 小売業 食料品 5%
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132,385 愛知県 豊田市 スーパーやまのぶ四郷店 小売業 食料品 5%

132,386 愛知県 豊田市 スーパーやまのぶ野見山店 小売業 食料品 5%

132,387 愛知県 豊田市 スーパーやまのぶ若林店 小売業 食料品 5%

132,388 愛知県 豊田市 すぎちく 小売業 食料品 5%

132,389 愛知県 豊田市 株式杉屋事務器 小売業 その他小売 5%

132,390 愛知県 豊田市 寿司と和食の店 つたや サービス 飲食業 5%

132,391 愛知県 豊田市 鮨・和食　だるま　かきもと サービス 飲食業 5%

132,392 愛知県 豊田市 鈴木モータース サービス その他サービス 5%

132,393 愛知県 豊田市 スズマンホンポ　本店 小売業 食料品 5%

132,394 愛知県 豊田市 ステーキワン　豊田元町店 サービス 飲食業 5%

132,395 愛知県 豊田市 ストレート豊田店 小売業 その他小売 5%

132,396 愛知県 豊田市 スナップオン石川 小売業 電化製品 2%

132,397 愛知県 豊田市 ＳｐａｉｃｙＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

132,398 愛知県 豊田市 スピード商会 小売業 電化製品 5%

132,399 愛知県 豊田市 スピ－ド商会聖心店 小売業 電化製品 5%

132,400 愛知県 豊田市 スピ－ド商会　逢妻店 小売業 電化製品 5%

132,401 愛知県 豊田市 スピ－ド商会　東新店 小売業 電化製品 5%

132,402 愛知県 豊田市 スピ－ド商会　宮上店 小売業 電化製品 5%

132,403 愛知県 豊田市 炭火焼肉　炭咲 サービス 飲食業 5%

132,404 愛知県 豊田市 炭火焼肉　和ぼっち サービス 飲食業 5%

132,405 愛知県 豊田市 炭火焼肉朝日亭日之出店 サービス 飲食業 5%

132,406 愛知県 豊田市 炭火焼肉朝日亭豊栄店 サービス 飲食業 5%

132,407 愛知県 豊田市 スーリヤ 小売業 衣料品 5%

132,408 愛知県 豊田市 セルフ平戸橋南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,409 愛知県 豊田市 千寿苑 小売業 家具・調度品 5%

132,410 愛知県 豊田市 創作Ｒｏｂａｔａ凛 サービス 飲食業 5%

132,411 愛知県 豊田市 ソットマリノ サービス その他サービス 5%

132,412 愛知県 豊田市 ＴＡｉＳＥｉＫＡＮ　高橋店 サービス その他サービス 5%

132,413 愛知県 豊田市 タイヤ館フッツ豊田東 小売業 その他小売 2%

132,414 愛知県 豊田市 高岡　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,415 愛知県 豊田市 タキソウ家具本店 小売業 家具・調度品 5%

132,416 愛知県 豊田市 タキソウパルクス吉原店 小売業 家具・調度品 5%

132,417 愛知県 豊田市 たくみのて サービス 理容・美容業 5%

132,418 愛知県 豊田市 Ｔａｋｋ　ｈａｉｒ　豊田店 サービス 理容・美容業 5%

132,419 愛知県 豊田市 Ｄａｐｐｌｅ豊田店 サービス その他サービス 5%

132,420 愛知県 豊田市 タートル豊田浄水店 サービス その他サービス 5%

132,421 愛知県 豊田市 ＷＴＰ企画 小売業 その他小売 5%

132,422 愛知県 豊田市 ＷＴＰ企画　ＷＴＰ企画　浄水出張所 サービス その他サービス 5%

132,423 愛知県 豊田市 玉田屋旅館 サービス 宿泊業 5%

132,424 愛知県 豊田市 タムラ写真 小売業 その他小売 5%

132,425 愛知県 豊田市 チコム保見 小売業 電化製品 5%

132,426 愛知県 豊田市 馳走屋　あ．うん サービス 飲食業 5%
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132,427 愛知県 豊田市 中央トラベル本社 サービス その他サービス 5%

132,428 愛知県 豊田市 中央トラベル　本社 サービス その他サービス 5%

132,429 愛知県 豊田市 中部家電サービス 小売業 電化製品 5%

132,430 愛知県 豊田市 クロロフイル中部美顔教室御幸本町店 サービス 理容・美容業 5%

132,431 愛知県 豊田市 治療室アレテ サービス 理容・美容業 5%

132,432 愛知県 豊田市 ツインピークス サービス 飲食業 5%

132,433 愛知県 豊田市 ＴＳＵＫＩＹＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

132,434 愛知県 豊田市 つくラッセル サービス 飲食業 5%

132,435 愛知県 豊田市 つちはし動物クリニック サービス その他サービス 5%

132,436 愛知県 豊田市 筒井自動車 サービス その他サービス 5%

132,437 愛知県 豊田市 ＤＫ サービス 飲食業 5%

132,438 愛知県 豊田市 ティーコム 小売業 その他小売 5%

132,439 愛知県 豊田市 ＴＴＤＣ３号館売店 小売業 食料品 5%

132,440 愛知県 豊田市 ＴＪ天気予報 豊田市長興寺店 美容 サービス 理容・美容業 5%

132,441 愛知県 豊田市 ＴＪ天気予報　豊田長興寺店　まつエク サービス 理容・美容業 5%

132,442 愛知県 豊田市 テニスラウンジ豊田 サービス その他サービス 5%

132,443 愛知県 豊田市 よもぎ蒸しサロン照ｓｓｏｏｋ サービス 理容・美容業 2%

132,444 愛知県 豊田市 テルミ美容院 サービス 理容・美容業 5%

132,445 愛知県 豊田市 ＴＪ天気予報　７ページ　豊田店 サービス 理容・美容業 5%

132,446 愛知県 豊田市 でんきハウスみわ 小売業 電化製品 5%

132,447 愛知県 豊田市 天狗堂豊田本館 小売業 その他小売 5%

132,448 愛知県 豊田市 天狗堂豊田ルアー館 小売業 その他小売 5%

132,449 愛知県 豊田市 デントリペア山口 サービス その他サービス 5%

132,450 愛知県 豊田市 天ぷら・和牛すき焼専門もりした サービス 飲食業 5%

132,451 愛知県 豊田市 東海補聴器センター豊田店 小売業 その他小売 5%

132,452 愛知県 豊田市 東京自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

132,453 愛知県 豊田市 東海オートトレーディング 小売業 その他小売 5%

132,454 愛知県 豊田市 藤堂自然薬舗 小売業 その他小売 5%

132,455 愛知県 豊田市 ＤＤ新生店 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,456 愛知県 豊田市 ＤＤ日之出店 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,457 愛知県 豊田市 ＤＤセルフＦＡＳもとまち店 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,458 愛知県 豊田市 ＤＤ丸山店 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,459 愛知県 豊田市 ＤＤ御船店 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,460 愛知県 豊田市 時計＆メガネ　なかね 小売業 貴金属・服飾品 5%

132,461 愛知県 豊田市 豊田インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,462 愛知県 豊田市 豊田上原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,463 愛知県 豊田市 豊田画廊 小売業 家具・調度品 5%

132,464 愛知県 豊田市 トヨタカローラ中京　豊田元町店 小売業 その他小売 5%

132,465 愛知県 豊田市 トヨタカローラ中京豊田センタ－ 小売業 その他小売 5%

132,466 愛知県 豊田市 トヨタカローラ名古屋豊田寿店 小売業 その他小売 5%

132,467 愛知県 豊田市 豊田北営業所 サービス その他サービス 5%

132,468 愛知県 豊田市 豊田健康生活センター 小売業 食料品 5%
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132,469 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市秋葉町店 小売業 食料品 2%

132,470 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市足助町店 小売業 食料品 2%

132,471 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市荒井町店 小売業 食料品 2%

132,472 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市市木町店 小売業 食料品 2%

132,473 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市稲武店 小売業 食料品 2%

132,474 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市伊保町店 小売業 食料品 2%

132,475 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市今町店 小売業 食料品 2%

132,476 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市上野町店 小売業 食料品 2%

132,477 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市畝部東町店 小売業 食料品 2%

132,478 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市梅坪町店 小売業 食料品 2%

132,479 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市栄生町５丁目店 小売業 食料品 2%

132,480 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市大林町１０丁目店 小売業 食料品 2%

132,481 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市大林町店 小売業 食料品 2%

132,482 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市大見町店 小売業 食料品 2%

132,483 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市小川町店 小売業 食料品 2%

132,484 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市鴛鴨町店 小売業 食料品 2%

132,485 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市柿本町店 小売業 食料品 2%

132,486 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市金谷町店 小売業 食料品 2%

132,487 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市亀首町店 小売業 食料品 2%

132,488 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市鴻ノ巣町店 小売業 食料品 2%

132,489 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市駒場町店 小売業 食料品 2%

132,490 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市幸町店 小売業 食料品 2%

132,491 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市篠原町上り花店 小売業 食料品 2%

132,492 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市下市場店 小売業 食料品 2%

132,493 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市浄水町南平店 小売業 食料品 2%

132,494 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市昭和町店 小売業 食料品 2%

132,495 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市新町４丁目店 小売業 食料品 2%

132,496 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市寿恵野店 小売業 食料品 2%

132,497 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市千石町店 小売業 食料品 2%

132,498 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市高岡町店 小売業 食料品 2%

132,499 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市田代町店 小売業 食料品 2%

132,500 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市中金町店 小売業 食料品 2%

132,501 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市中田町店 小売業 食料品 2%

132,502 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市中根町店 小売業 食料品 2%

132,503 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市中町店 小売業 食料品 2%

132,504 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市中山インター店 小売業 食料品 2%

132,505 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市西山町店 小売業 食料品 2%

132,506 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市花園町店 小売業 食料品 2%

132,507 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市東保見町店 小売業 食料品 2%

132,508 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市東山町店 小売業 食料品 2%

132,509 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市日之出町店 小売業 食料品 2%

132,510 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市平芝町店 小売業 食料品 2%
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132,511 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市豊栄町店 小売業 食料品 2%

132,512 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市本新町店 小売業 食料品 2%

132,513 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市本町神岡店 小売業 食料品 2%

132,514 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市本町寺田店 小売業 食料品 2%

132,515 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市丸山町５丁目店 小売業 食料品 2%

132,516 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市美里５丁目店 小売業 食料品 2%

132,517 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市美山町店 小売業 食料品 2%

132,518 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市明和町３丁目店 小売業 食料品 2%

132,519 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市元宮町１丁目店 小売業 食料品 2%

132,520 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市吉原町下細池店 小売業 食料品 2%

132,521 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市吉原町店 小売業 食料品 2%

132,522 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市若林西町店 小売業 食料品 2%

132,523 愛知県 豊田市 セブン－イレブン豊田市若林東町店 小売業 食料品 2%

132,524 愛知県 豊田市 トヨタホ－ム名古屋アトリスとよた店 サービス その他サービス 5%

132,525 愛知県 豊田市 トヨタホ－ム名古屋豊田店 サービス その他サービス 5%

132,526 愛知県 豊田市 豊田南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,527 愛知県 豊田市 豊田みよし営業所 サービス その他サービス 5%

132,528 愛知県 豊田市 トヨタモータース サービス その他サービス 5%

132,529 愛知県 豊田市 トヨタモータース２４８店 サービス その他サービス 5%

132,530 愛知県 豊田市 トヨタユニフォーム 小売業 衣料品 5%

132,531 愛知県 豊田市 トヨタレンタリース名古屋豊田市駅前店 サービス その他サービス 2%

132,532 愛知県 豊田市 トヨタレンタリース名古屋豊田土橋店 サービス その他サービス 2%

132,533 愛知県 豊田市 トヨタレンタリース名古屋豊田日之出店 サービス その他サービス 2%

132,534 愛知県 豊田市 豊田若竹病院売店 小売業 その他小売 5%

132,535 愛知県 豊田市 虎玄　神田町 サービス 飲食業 5%

132,536 愛知県 豊田市 虎玄 山之手 サービス 飲食業 5%

132,537 愛知県 豊田市 ドリームオート サービス その他サービス 5%

132,538 愛知県 豊田市 鶏白湯ＳＯＢＡ　虎舎 サービス 飲食業 5%

132,539 愛知県 豊田市 とんぺら屋新豊田駅前店 サービス 飲食業 5%

132,540 愛知県 豊田市 とんぺら屋豊田本店 サービス 飲食業 5%

132,541 愛知県 豊田市 とんぼ西町店 サービス 飲食業 5%

132,542 愛知県 豊田市 とんぼ本店 サービス 飲食業 5%

132,543 愛知県 豊田市 とんぼＲＯＢＡＴＡ店 サービス 飲食業 5%

132,544 愛知県 豊田市 長崎五島ろく丈 サービス 飲食業 5%

132,545 愛知県 豊田市 長崎五島ろく丈花れ椿 サービス 飲食業 5%

132,546 愛知県 豊田市 中澤石材店 小売業 その他小売 5%

132,547 愛知県 豊田市 永田や　佛壇店　豊田店 小売業 家具・調度品 5%

132,548 愛知県 豊田市 菜花むら サービス 飲食業 5%

132,549 愛知県 豊田市 なかむら洋品店 小売業 衣料品 5%

132,550 愛知県 豊田市 成原漢方薬局 小売業 その他小売 5%

132,551 愛知県 豊田市 肉匠坂井豊田宮上店 サービス 飲食業 2%

132,552 愛知県 豊田市 西中金ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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132,553 愛知県 豊田市 西中山インターＳＳ　藤岡石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,554 愛知県 豊田市 西広瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,555 愛知県 豊田市 日本料理　成田 サービス 飲食業 5%

132,556 愛知県 豊田市 Ｎａｉｌ　Ａｐｒｉｃｕｍ サービス その他サービス 5%

132,557 愛知県 豊田市 ネオ炉端道南農林水産部　豊田店 サービス 飲食業 5%

132,558 愛知県 豊田市 野田味噌商店 小売業 食料品 5%

132,559 愛知県 豊田市 ノノヤマ洋服株式会社　若林本店 小売業 衣料品 5%

132,560 愛知県 豊田市 Ｎｏｍａ サービス 理容・美容業 5%

132,561 愛知県 豊田市 飲み喰い処ろく サービス 飲食業 5%

132,562 愛知県 豊田市 Ｂａｒ　Ｂｅｒ　増岡 サービス 理容・美容業 5%

132,563 愛知県 豊田市 ＢａｒＡｎｋｈ サービス 飲食業 5%

132,564 愛知県 豊田市 ＢＵＲＮＨＡＩＲＣＲＥＡＴＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

132,565 愛知県 豊田市 ＢＵＲＮ ＨＡＩＲ ＣＲＥＡＴＩＯＮ Ｃａｆｅ Ｂａｒ ＢｏｏＮ サービス 理容・美容業 5%

132,566 愛知県 豊田市 ＢＵＲＮ ＨＡＩＲ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ＢＵＲＮ ＨＡＩＲ ＣＲＥＡＴＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

132,567 愛知県 豊田市 Ｈｙｂｒｉｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ サービス その他サービス 5%

132,568 愛知県 豊田市 はうすけあこー サービス その他サービス 5%

132,569 愛知県 豊田市 博多かわ屋　豊田店 サービス 飲食業 5%

132,570 愛知県 豊田市 ＢＵＺＺ 小売業 衣料品 5%

132,571 愛知県 豊田市 はだし屋 小売業 その他小売 5%

132,572 愛知県 豊田市 ｈａｃｃｉ サービス 理容・美容業 5%

132,573 愛知県 豊田市 パティスリー・パズル 小売業 食料品 5%

132,574 愛知県 豊田市 花くらぶ 小売業 その他小売 5%

132,575 愛知県 豊田市 花ごよみ 小売業 その他小売 5%

132,576 愛知県 豊田市 ＰＡＮＡＳＴＡＴＩＯＮアオキ 小売業 電化製品 5%

132,577 愛知県 豊田市 ＰＡＮＡＳＴＡＴＩＯＮいちぎ 小売業 電化製品 5%

132,578 愛知県 豊田市 ＰＡＮＡＳＴＡＴＩＯＮハマデン 小売業 電化製品 5%

132,579 愛知県 豊田市 ＰＡＮＡＳＴＡＴＩＯＮモリヤマ 小売業 電化製品 5%

132,580 愛知県 豊田市 パナソニックの店ウメムラ 小売業 電化製品 5%

132,581 愛知県 豊田市 パナピット笹戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,582 愛知県 豊田市 花もめん　豊田店 小売業 衣料品 5%

132,583 愛知県 豊田市 パパ ディ マリー Ｐａｐａ ｄｉ Ｍａｒｙ サービス 飲食業 5%

132,584 愛知県 豊田市 パラソルズ サービス その他サービス 5%

132,585 愛知県 豊田市 原田屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

132,586 愛知県 豊田市 ＨＡＲＵ サービス 飲食業 5%

132,587 愛知県 豊田市 パレスイン豊田 サービス 宿泊業 5%

132,588 愛知県 豊田市 ＢＥＡＮ ＨＡＩＲ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ＢＥＡＮ ＨＡＩＲ ＣＲＡＴＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

132,589 愛知県 豊田市 ぴざどきＭＡＸ サービス 飲食業 5%

132,590 愛知県 豊田市 ビジネスホテル　豊田ビラージ サービス 宿泊業 5%

132,591 愛知県 豊田市 ビジネスホテル　豊田ビラージⅡ サービス 宿泊業 5%

132,592 愛知県 豊田市 ビジネスホテルこさなぎ サービス 宿泊業 5%

132,593 愛知県 豊田市 びっくりドンキー豊田西店 サービス 飲食業 2%

132,594 愛知県 豊田市 びっくりドンキー豊田南店 サービス 飲食業 2%
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132,595 愛知県 豊田市 Ｐｉｎｎａ サービス 理容・美容業 5%

132,596 愛知県 豊田市 ＰＩＮＥＤＥ　豊田店 小売業 食料品 5%

132,597 愛知県 豊田市 美容院杏 サービス 理容・美容業 5%

132,598 愛知県 豊田市 美容館樹音 サービス 理容・美容業 5%

132,599 愛知県 豊田市 美容室ソレイユ サービス 理容・美容業 5%

132,600 愛知県 豊田市 美容室マッシヴ サービス 理容・美容業 5%

132,601 愛知県 豊田市 美容室ＬａＦｏｏ サービス 理容・美容業 5%

132,602 愛知県 豊田市 平戸橋北　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,603 愛知県 豊田市 平山町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,604 愛知県 豊田市 ファシリティーテック株式会社 サービス その他サービス 5%

132,605 愛知県 豊田市 ｆｕｎｎｉ－ｓｔａｒ☆ サービス 理容・美容業 5%

132,606 愛知県 豊田市 ｆｕｎｎｉ－ｓｔａｒ☆ サービス 理容・美容業 5%

132,607 愛知県 豊田市 ｆｕｎｎｉ‐ｓｔａｒ サービス 理容・美容業 5%

132,608 愛知県 豊田市 フォーシーズンアリア 小売業 その他小売 5%

132,609 愛知県 豊田市 フォックス＆グレープ サービス 理容・美容業 5%

132,610 愛知県 豊田市 藤岡東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,611 愛知県 豊田市 ＦＵＪＩＭＩ　ＵＭＥＴＵＢＯ サービス 理容・美容業 5%

132,612 愛知県 豊田市 ブックオフ　豊田朝日店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

132,613 愛知県 豊田市 ブティックマルショー 小売業 衣料品 5%

132,614 愛知県 豊田市 ＰＥＴＩＴＰＡＳ サービス その他サービス 5%

132,615 愛知県 豊田市 ふとんのわたまん 小売業 家具・調度品 5%

132,616 愛知県 豊田市 フライトスポーツ 小売業 その他小売 5%

132,617 愛知県 豊田市 フライトスポーツ 小売業 その他小売 5%

132,618 愛知県 豊田市 フライトスポーツ　２４８店 小売業 その他小売 5%

132,619 愛知県 豊田市 フライトスポーツ　本店 小売業 その他小売 5%

132,620 愛知県 豊田市 Ａｃｏ サービス 理容・美容業 5%

132,621 愛知県 豊田市 プラザホテル　トヨタ サービス 宿泊業 5%

132,622 愛知県 豊田市 プラザホテルトヨタ　伊勢湾 サービス 宿泊業 5%

132,623 愛知県 豊田市 ＰＬＡＳ　ＡＬＰＨＡ サービス 理容・美容業 5%

132,624 愛知県 豊田市 ＰＬＵＳ　ＡＬＰＨＡ サービス 理容・美容業 5%

132,625 愛知県 豊田市 プラスでんき　いいの 小売業 電化製品 5%

132,626 愛知県 豊田市 プラスでんきかみや 小売業 電化製品 5%

132,627 愛知県 豊田市 ブラッセリーオクト サービス 飲食業 5%

132,628 愛知県 豊田市 プラネット 小売業 その他小売 5%

132,629 愛知県 豊田市 ＰｌｕｍＶｉｌｌａｇｅ サービス その他サービス 5%

132,630 愛知県 豊田市 Ｐｒｉｎｃｅｓｓ　Ｔｉａｒａ 小売業 食料品 5%

132,631 愛知県 豊田市 ＦＲＥＥＳＴＹＬＥ 小売業 その他小売 5%

132,632 愛知県 豊田市 ブルーミング サービス 理容・美容業 5%

132,633 愛知県 豊田市 プロント豊田コモ・スクエア店 サービス 飲食業 2%

132,634 愛知県 豊田市 ｈａｉｒｌｏｕｎｇｅ　Ｆｒｉｓｃａ サービス 理容・美容業 5%

132,635 愛知県 豊田市 ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ ＳＨＩＧＥ サービス 理容・美容業 5%

132,636 愛知県 豊田市 ヘアーサロン ツヅキ サービス 理容・美容業 5%
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132,637 愛知県 豊田市 ヘアサロンＴＨＩＳＭＯＲＮＩＮＧ サービス 理容・美容業 5%

132,638 愛知県 豊田市 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮＣＨＯＫＩ サービス 理容・美容業 5%

132,639 愛知県 豊田市 ヘアーワークス　オオチ サービス 理容・美容業 5%

132,640 愛知県 豊田市 ヘアーワークス オオチ サービス 理容・美容業 5%

132,641 愛知県 豊田市 ＨＡＩＲ　ＯＡＳＩＳ　ＣＯＴＡ サービス 理容・美容業 5%

132,642 愛知県 豊田市 ｈａｉｒｌａｂｏｒｅＭｉｘ サービス 理容・美容業 5%

132,643 愛知県 豊田市 平和仏壇店 小売業 家具・調度品 5%

132,644 愛知県 豊田市 ペグ　高橋店 小売業 衣料品 5%

132,645 愛知県 豊田市 ペグ　メグリア店 小売業 衣料品 5%

132,646 愛知県 豊田市 －ＨＥＡＶＥＮ－ サービス 理容・美容業 5%

132,647 愛知県 豊田市 ヘルスファーマシィタカキ　大林店 小売業 その他小売 5%

132,648 愛知県 豊田市 ヘルスファーマシィタカキ　大林店 小売業 その他小売 5%

132,649 愛知県 豊田市 ヘルスファーマシィはる 小売業 その他小売 5%

132,650 愛知県 豊田市 ホームステージタナカ　豊田元町店 小売業 その他小売 5%

132,651 愛知県 豊田市 ホースファーム　エルミオーレ　埼玉 小売業 その他小売 5%

132,652 愛知県 豊田市 ホースファームエルミオーレ三河高原 サービス その他サービス 5%

132,653 愛知県 豊田市 北海ダイニング　康家　豊田市駅店 サービス 飲食業 5%

132,654 愛知県 豊田市 北海道バルＭＯＵＭＯＵ サービス 飲食業 5%

132,655 愛知県 豊田市 ○ｈｏｃｋｂｅｌ▽ サービス 理容・美容業 5%

132,656 愛知県 豊田市 ホテル パレスイン豊田 サービス 宿泊業 5%

132,657 愛知県 豊田市 ISLAND サービス 宿泊業 5%

132,658 愛知県 豊田市 ホテル岡田屋 サービス 宿泊業 5%

132,659 愛知県 豊田市 ホテル松風 サービス 宿泊業 5%

132,660 愛知県 豊田市 ＰＯＬＩＳＨ豊田南店 サービス 理容・美容業 5%

132,661 愛知県 豊田市 本社Ａ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,662 愛知県 豊田市 ホンダドリーム豊田 小売業 その他小売 5%

132,663 愛知県 豊田市 Ｍｙｃｕｂｅｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

132,664 愛知県 豊田市 ｍｏｕｎｔａｉｎ?ｓｉｄｅ 小売業 その他小売 5%

132,665 愛知県 豊田市 マクドナルドイオンスタイル豊田店 サービス 飲食業 2%

132,666 愛知県 豊田市 マクドナルド１５３本新町店 サービス 飲食業 2%

132,667 愛知県 豊田市 マクドナルドコノミヤ青木店 サービス 飲食業 2%

132,668 愛知県 豊田市 マクドナルド３０１御立町店 サービス 飲食業 2%

132,669 愛知県 豊田市 マクドナルド高橋グリーン・シティ店 サービス 飲食業 2%

132,670 愛知県 豊田市 マクドナルド豊田市駅前店 サービス 飲食業 2%

132,671 愛知県 豊田市 マクドナルド豊田浄水店 サービス 飲食業 2%

132,672 愛知県 豊田市 マクドナルド豊田元町店 サービス 飲食業 2%

132,673 愛知県 豊田市 マクドナルド豊田若林店 サービス 飲食業 2%

132,674 愛知県 豊田市 マクドナルドメグリア本店 サービス 飲食業 2%

132,675 愛知県 豊田市 マクドナルド４１９梅坪店 サービス 飲食業 2%

132,676 愛知県 豊田市 増岡理容 サービス 理容・美容業 5%

132,677 愛知県 豊田市 ママイクコ　豊田 小売業 その他小売 5%

132,678 愛知県 豊田市 豆禅 サービス 飲食業 5%
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132,679 愛知県 豊田市 マルミ 小売業 電化製品 5%

132,680 愛知県 豊田市 丸見矢 小売業 衣料品 5%

132,681 愛知県 豊田市 セブン－イレブン三河上郷駅前店 小売業 食料品 2%

132,682 愛知県 豊田市 三河商事株式会社　本社 小売業 その他小売 5%

132,683 愛知県 豊田市 三河ダイハツ　豊田前田店 小売業 その他小売 5%

132,684 愛知県 豊田市 三河ダイハツ豊田店 小売業 その他小売 5%

132,685 愛知県 豊田市 三河ダイハツ豊田小坂店 小売業 その他小売 5%

132,686 愛知県 豊田市 三河ダイハツ吉原店 小売業 その他小売 5%

132,687 愛知県 豊田市 ミカワムセン 小売業 電化製品 5%

132,688 愛知県 豊田市 三河屋 小売業 その他小売 5%

132,689 愛知県 豊田市 三嶋商会 サービス その他サービス 5%

132,690 愛知県 豊田市 ミズデン サービス その他サービス 5%

132,691 愛知県 豊田市 ＭＩＸ サービス 理容・美容業 5%

132,692 愛知県 豊田市 ＭＩＸ サービス 理容・美容業 5%

132,693 愛知県 豊田市 株式会社みどり造園 サービス その他サービス 5%

132,694 愛知県 豊田市 無印良品豊田Ｔ－ＦＡＣＥ 小売業 その他小売 2%

132,695 愛知県 豊田市 ムトウ電工社 小売業 電化製品 5%

132,696 愛知県 豊田市 メガネ赤札堂　豊田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

132,697 愛知県 豊田市 メナードＶＩＴＳ店 小売業 その他小売 5%

132,698 愛知県 豊田市 ＢＩＤＡＮメリアボーテ サービス 理容・美容業 5%

132,699 愛知県 豊田市 モトラッド豊田 小売業 その他小売 5%

132,700 愛知県 豊田市 Ｍｏｒｉｍｏｔｏｓａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

132,701 愛知県 豊田市 焼肉　けんたま家 サービス 飲食業 5%

132,702 愛知県 豊田市 焼肉 精漢園 サービス 飲食業 5%

132,703 愛知県 豊田市 焼肉食房炙屋 サービス 飲食業 5%

132,704 愛知県 豊田市 焼肉ぜっとＫＩＴＡＭＡＣＨＩ サービス 飲食業 2%

132,705 愛知県 豊田市 焼肉東海苑 サービス 飲食業 5%

132,706 愛知県 豊田市 焼肉ホルモンせがれ サービス 飲食業 2%

132,707 愛知県 豊田市 山一時計宝石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

132,708 愛知県 豊田市 山内生花店 小売業 その他小売 5%

132,709 愛知県 豊田市 山田屋人形　錦店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

132,710 愛知県 豊田市 山田屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

132,711 愛知県 豊田市 やわらかとんかつ　かつ雅　豊田美里店 サービス 飲食業 5%

132,712 愛知県 豊田市 やわらかとんかつ　かつ雅　豊田吉原店 サービス 飲食業 5%

132,713 愛知県 豊田市 勇吉屋　勇吉屋　高橋店 小売業 衣料品 5%

132,714 愛知県 豊田市 勇吉屋本店 小売業 衣料品 5%

132,715 愛知県 豊田市 有限会社小野田モータース サービス その他サービス 5%

132,716 愛知県 豊田市 有 カメラの店白樺  有 カメラの店白樺イベント店 小売業 その他小売 5%

132,717 愛知県 豊田市 株式会社ササキ自動車 サービス その他サービス 5%

132,718 愛知県 豊田市 （有）チャームショップカトレヤ 小売業 その他小売 5%

132,719 愛知県 豊田市 有限会社中央電器 小売業 電化製品 5%

132,720 愛知県 豊田市 有限会社内藤精肉店 小売業 その他小売 5%
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132,721 愛知県 豊田市 有限会社ナリデンオートセンター 小売業 その他小売 5%

132,722 愛知県 豊田市 ユザワヤ　豊田店 小売業 その他小売 5%

132,723 愛知県 豊田市 遊電ウイ 小売業 電化製品 5%

132,724 愛知県 豊田市 ユニーオイル上丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,725 愛知県 豊田市 らーめん菜館いとう サービス 飲食業 5%

132,726 愛知県 豊田市 ラヴィド　クロワッサン　豊田店 小売業 その他小売 5%

132,727 愛知県 豊田市 らくだ整体院　四郷院　らくだ整体院　四郷院 サービス その他サービス 5%

132,728 愛知県 豊田市 ラピット豊田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,729 愛知県 豊田市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　太啓建設 サービス その他サービス 2%

132,730 愛知県 豊田市 Ｒｅｓｅｒｖａ サービス 飲食業 5%

132,731 愛知県 豊田市 Ｌｉｔｔｓ サービス その他サービス 5%

132,732 愛知県 豊田市 Ｌｉｔｔｌｅ Ｃｏｃｋｏｏ サービス 飲食業 5%

132,733 愛知県 豊田市 Ｌｉｂｒｅ サービス 理容・美容業 5%

132,734 愛知県 豊田市 漁師料理　Ｆｒｅｓｃｏ サービス 飲食業 5%

132,735 愛知県 豊田市 ＬＵＣＩＤＯＳＴＹＬＥｒｅＭｉｘ サービス 運輸業 5%

132,736 愛知県 豊田市 るーじゅ　ごるじゅ 小売業 その他小売 5%

132,737 愛知県 豊田市 Ｌｕｌｕａｓ サービス 理容・美容業 5%

132,738 愛知県 豊田市 Ｌａｙｕｐ 小売業 貴金属・服飾品 5%

132,739 愛知県 豊田市 ＲｅｄＦｉｔ６ サービス その他サービス 5%

132,740 愛知県 豊田市 ｒｅｉｎｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

132,741 愛知県 豊田市 ?Ｌｅｒｉｓａ．? サービス 理容・美容業 5%

132,742 愛知県 豊田市 ロイヤルカントリークラブ サービス その他サービス 5%

132,743 愛知県 豊田市 ＲＯＫＵＫＡＮＮＤＡ サービス 飲食業 5%

132,744 愛知県 豊田市 ロハスヘアサロンサンゴ サービス 理容・美容業 5%

132,745 愛知県 豊田市 炉端グリル　えん梅坪店 サービス 飲食業 5%

132,746 愛知県 豊田市 炉ばた　すずき サービス 飲食業 5%

132,747 愛知県 豊田市 ワインキッチンサボリ サービス 飲食業 5%

132,748 愛知県 豊田市 若林ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,749 愛知県 豊田市 和ギャラリー川平屋 小売業 その他小売 5%

132,750 愛知県 豊田市 和牛焼肉　勢 サービス 飲食業 5%

132,751 愛知県 豊田市 和牛焼肉　勢 サービス 飲食業 5%

132,752 愛知県 豊田市 和牛焼肉　勢　豊田司 サービス 飲食業 5%

132,753 愛知県 豊根村 日余沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,754 愛知県 豊橋市 愛彩電科　はしやま 小売業 電化製品 5%

132,755 愛知県 豊橋市 愛彩電科さとう 小売業 電化製品 5%

132,756 愛知県 豊橋市 愛彩電科　にしはま 小売業 電化製品 5%

132,757 愛知県 豊橋市 愛知早川サービス サービス 運輸業 5%

132,758 愛知県 豊橋市 ａｕｋａｉｇｅｎｅｒａｌｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

132,759 愛知県 豊橋市 アウトレット　プラス 小売業 衣料品 5%

132,760 愛知県 豊橋市 アウトレットスーパー　エーワン 小売業 電化製品 5%

132,761 愛知県 豊橋市 赤ちゃんデパート水谷　豊橋店 小売業 衣料品 5%

132,762 愛知県 豊橋市 赤札堂　豊橋ジャンボ店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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132,763 愛知県 豊橋市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｇｌａｎｚ豊橋 サービス 理容・美容業 5%

132,764 愛知県 豊橋市 明海油槽所 小売業 その他小売 2%

132,765 愛知県 豊橋市 朝日電化 小売業 電化製品 5%

132,766 愛知県 豊橋市 葦元 小売業 その他小売 5%

132,767 愛知県 豊橋市 東田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,768 愛知県 豊橋市 東田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,769 愛知県 豊橋市 ＡＲＴＲＵＳＨＬａｘｉａ サービス 理容・美容業 5%

132,770 愛知県 豊橋市 ＡｄｒｉａｎｏＴｅｎｏｒｉｏＭａｓｓｏｔｅｒａｐｉａ サービス 理容・美容業 5%

132,771 愛知県 豊橋市 アトリエマンナー 小売業 家具・調度品 5%

132,772 愛知県 豊橋市 アヌーク 小売業 衣料品 5%

132,773 愛知県 豊橋市 ＡＭａＲＥＮＡ サービス その他サービス 5%

132,774 愛知県 豊橋市 荒木石油店自動車整備部 サービス その他サービス 5%

132,775 愛知県 豊橋市 ＡＬＩＮＡ　ＫＵＫＫＡ 小売業 衣料品 5%

132,776 愛知県 豊橋市 ａｒｔｉｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

132,777 愛知県 豊橋市 αさんとう 小売業 電化製品 5%

132,778 愛知県 豊橋市 株式会社アルプス 小売業 その他小売 5%

132,779 愛知県 豊橋市 アンテ サービス 理容・美容業 5%

132,780 愛知県 豊橋市 アンフィニテ サービス その他サービス 5%

132,781 愛知県 豊橋市 ａｍｐｌｅｕｒ 小売業 衣料品 5%

132,782 愛知県 豊橋市 アンベリール サービス 理容・美容業 5%

132,783 愛知県 豊橋市 ＥＡＳＹ サービス 理容・美容業 5%

132,784 愛知県 豊橋市 池田洋品店 小売業 衣料品 5%

132,785 愛知県 豊橋市 イシグロ　豊橋向山店 小売業 その他小売 5%

132,786 愛知県 豊橋市 石ぴかり サービス その他サービス 5%

132,787 愛知県 豊橋市 泉園茶舗 小売業 食料品 5%

132,788 愛知県 豊橋市 泉園茶舗 小売業 食料品 5%

132,789 愛知県 豊橋市 イタリアンクレイジー 小売業 衣料品 5%

132,790 愛知県 豊橋市 一番かるび サービス 飲食業 5%

132,791 愛知県 豊橋市 いちりん　いちりん 小売業 その他小売 5%

132,792 愛知県 豊橋市 出光駅前通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,793 愛知県 豊橋市 出光サンモリッツ小鷹野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,794 愛知県 豊橋市 出光下地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,795 愛知県 豊橋市 出光二川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,796 愛知県 豊橋市 出光モノリスハクヨウＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,797 愛知県 豊橋市 出光ユースフル豊橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,798 愛知県 豊橋市 伊藤トミヤス税理士事務所 サービス その他サービス 5%

132,799 愛知県 豊橋市 イトウムセン 小売業 電化製品 5%

132,800 愛知県 豊橋市 今泉自転車 今泉自転車 小売業 その他小売 5%

132,801 愛知県 豊橋市 芋蔵　豊橋店 サービス 飲食業 5%

132,802 愛知県 豊橋市 岩田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,803 愛知県 豊橋市 岩屋下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,804 愛知県 豊橋市 岩屋下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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132,805 愛知県 豊橋市 岩屋病院売店 小売業 その他小売 5%

132,806 愛知県 豊橋市 ｉｎｃｃ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

132,807 愛知県 豊橋市 ｖｉｎｔ． 小売業 その他小売 5%

132,808 愛知県 豊橋市 ＶｉＶｉ豊橋店 サービス 理容・美容業 5%

132,809 愛知県 豊橋市 ヴィジュアルスタジオ　マリエ サービス その他サービス 5%

132,810 愛知県 豊橋市 ウエスト　カフェ サービス 飲食業 5%

132,811 愛知県 豊橋市 ウシダスポーツ　ウシダスポーツ 小売業 その他小売 5%

132,812 愛知県 豊橋市 梅薮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,813 愛知県 豊橋市 ａｇｉｎｇｒｏｏｍＬａｖｉａ豊橋店 サービス 理容・美容業 5%

132,814 愛知県 豊橋市 エイトムセン 小売業 電化製品 5%

132,815 愛知県 豊橋市 エーワン　みなと店 小売業 その他小売 5%

132,816 愛知県 豊橋市 エーワン　みなと店 小売業 その他小売 5%

132,817 愛知県 豊橋市 ＥｘｐｅｒｔｉｓｅＤｉｇｉＳｏｃｉａｌ サービス その他サービス 5%

132,818 愛知県 豊橋市 Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ サービス その他サービス 5%

132,819 愛知県 豊橋市 ECOLA 小売業 その他小売 5%

132,820 愛知県 豊橋市 Ｓ－ＴＥＣＨ サービス その他サービス 5%

132,821 愛知県 豊橋市 ＥＤＩＴＣＬＯＴＨＩＮＧ 小売業 衣料品 5%

132,822 愛知県 豊橋市 江戸っ子　豊橋店 小売業 その他小売 5%

132,823 愛知県 豊橋市 ＡＢホテル豊橋 サービス 宿泊業 5%

132,824 愛知県 豊橋市 海老萬　豊橋店 小売業 食料品 5%

132,825 愛知県 豊橋市 Ｅｍｍａ’ｓｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

132,826 愛知県 豊橋市 Ｍ?ｓｔｙｌｅ 小売業 その他小売 5%

132,827 愛知県 豊橋市 エーワン　豊川店 小売業 その他小売 5%

132,828 愛知県 豊橋市 エーワン　本店 小売業 その他小売 5%

132,829 愛知県 豊橋市 宴湊 サービス 飲食業 5%

132,830 愛知県 豊橋市 ｎａｉｌｓａｌｏｎ＆ｓｃｈｏｏｌＥｍｐｒｅｓｓＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

132,831 愛知県 豊橋市 円六橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,832 愛知県 豊橋市 オー　クリウール　ドゥ　ヴァン サービス 飲食業 5%

132,833 愛知県 豊橋市 大石電器 小売業 電化製品 5%

132,834 愛知県 豊橋市 大問屋豊橋店 サービス その他サービス 5%

132,835 愛知県 豊橋市 大羽ミシン 小売業 電化製品 5%

132,836 愛知県 豊橋市 大村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,837 愛知県 豊橋市 大脇町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,838 愛知県 豊橋市 岡田電気 小売業 電化製品 5%

132,839 愛知県 豊橋市 おかだ家　豊橋 サービス 宿泊業 5%

132,840 愛知県 豊橋市 おかだ家　豊橋堂坂店 サービス 宿泊業 5%

132,841 愛知県 豊橋市 おかだ家　ベイサイド サービス 宿泊業 5%

132,842 愛知県 豊橋市 お亀堂岩田店 小売業 食料品 5%

132,843 愛知県 豊橋市 お亀堂工場直売店 お亀堂工場直売店 小売業 食料品 5%

132,844 愛知県 豊橋市 お亀堂藤沢店 お亀堂藤沢店 小売業 食料品 5%

132,845 愛知県 豊橋市 オケマツ　株　　水回りの専門館　オケマツ 小売業 その他小売 5%

132,846 愛知県 豊橋市 おざき化粧品店　おざき化粧品店 小売業 その他小売 5%
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132,847 愛知県 豊橋市 おしゃれの店油屋 小売業 衣料品 5%

132,848 愛知県 豊橋市 オリーブガーデン　本店 サービス 飲食業 5%

132,849 愛知県 豊橋市 オリエント楽器　豊橋店 小売業 その他小売 5%

132,850 愛知県 豊橋市 オリックスレンタカー豊橋駅前店 サービス その他サービス 2%

132,851 愛知県 豊橋市 お椀 サービス 飲食業 5%

132,852 愛知県 豊橋市 オンセブンデイズ曙店 小売業 その他小売 5%

132,853 愛知県 豊橋市 オンセブンデイズ岩田店 小売業 その他小売 5%

132,854 愛知県 豊橋市 ガーデン サービス 理容・美容業 5%

132,855 愛知県 豊橋市 カイロプラクティック健寿 サービス 理容・美容業 5%

132,856 愛知県 豊橋市 Ｋａｕｌａ　Ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

132,857 愛知県 豊橋市 Ｋａｕｌａ Ｂｅａｕｔｙ Ｋａｕｌａ Ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

132,858 愛知県 豊橋市 華華貿易株式会社 食品営業部 小売業 食料品 5%

132,859 愛知県 豊橋市 華華貿易株式会社 豊橋本店 小売業 食料品 5%

132,860 愛知県 豊橋市 華華貿易 小売業 食料品 5%

132,861 愛知県 豊橋市 学生専科　ノズエ 小売業 衣料品 5%

132,862 愛知県 豊橋市 株式会社　かく勇 小売業 衣料品 5%

132,863 愛知県 豊橋市 カットヘアーエル サービス 理容・美容業 5%

132,864 愛知県 豊橋市 ガーデンガーデン 小売業 家具・調度品 5%

132,865 愛知県 豊橋市 カトー電器 小売業 電化製品 5%

132,866 愛知県 豊橋市 カードラボ　豊橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

132,867 愛知県 豊橋市 金子貴金属店 小売業 貴金属・服飾品 5%

132,868 愛知県 豊橋市 ｃａｆｅ　ｇａｔｅａｕｘ　ｋｎｏｈｄ サービス 飲食業 5%

132,869 愛知県 豊橋市 株式会社　豊橋ギフト 小売業 その他小売 5%

132,870 愛知県 豊橋市 あたらしい サービス その他サービス 5%

132,871 愛知県 豊橋市 株式会社荒木石油店　直売部門 小売業 その他小売 5%

132,872 愛知県 豊橋市 株式会社大平経営コンサルティング サービス その他サービス 5%

132,873 愛知県 豊橋市 株式会社欣龍　夕やけ横丁三丁目　豊橋駅前店 サービス 飲食業 5%

132,874 愛知県 豊橋市 株式会社欣龍　花朧　豊橋駅前店 サービス 飲食業 5%

132,875 愛知県 豊橋市 株式会社コバヤシデンキ 小売業 電化製品 5%

132,876 愛知県 豊橋市 株式会社ＪＡあぐりパーク食彩村 小売業 食料品 5%

132,877 愛知県 豊橋市 株式会社素手屋東京　ＳＨＩＮＰＯ　ＳＴＥＡＭＩＮ 小売業 電化製品 5%

132,878 愛知県 豊橋市 株式会社第一無線 小売業 電化製品 5%

132,879 愛知県 豊橋市 株式会社　　ダイワ衣裳店 サービス その他サービス 5%

132,880 愛知県 豊橋市 株式会社なかじまモータース サービス その他サービス 5%

132,881 愛知県 豊橋市 （株）西川本店 小売業 衣料品 5%

132,882 愛知県 豊橋市 株式会社マルイモータース サービス その他サービス 5%

132,883 愛知県 豊橋市 株式会社丸善呉服店 小売業 衣料品 5%

132,884 愛知県 豊橋市 ［ＨＣ］株式会社ムラタ電気 小売業 電化製品 5%

132,885 愛知県 豊橋市 株式会社木瓜屋本店 サービス その他サービス 5%

132,886 愛知県 豊橋市 株式会社木瓜屋 株式会社木瓜屋 生花店 小売業 その他小売 5%

132,887 愛知県 豊橋市 株式会社木瓜屋 株式会社木瓜屋 本店 小売業 その他小売 5%

132,888 愛知県 豊橋市 株式会社弥生貴金属 小売業 貴金属・服飾品 5%
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132,889 愛知県 豊橋市 ｇａｍｗｏｏｄｗｏｒｋ 小売業 その他小売 5%

132,890 愛知県 豊橋市 体のメンテナンスＲｅｓｅｔ サービス その他サービス 5%

132,891 愛知県 豊橋市 ガリバー向山店 小売業 食料品 5%

132,892 愛知県 豊橋市 カレーコミュニケーション サービス 飲食業 5%

132,893 愛知県 豊橋市 ガレージ・ラットモーター サービス その他サービス 5%

132,894 愛知県 豊橋市 カレーハウスＣｏＣＯ壱番屋豊橋岩田店 サービス 飲食業 2%

132,895 愛知県 豊橋市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋豊橋高師店 サービス 飲食業 2%

132,896 愛知県 豊橋市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋豊橋藤沢店 サービス 飲食業 2%

132,897 愛知県 豊橋市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋豊橋前田店 サービス 飲食業 2%

132,898 愛知県 豊橋市 河合塾マナビス豊橋駅前校 サービス その他サービス 2%

132,899 愛知県 豊橋市 有限会社川西種苗店 小売業 家具・調度品 5%

132,900 愛知県 豊橋市 ＣｏｕｎｔｒｙＭｏｒｎｉｎｇ 小売業 その他小売 5%

132,901 愛知県 豊橋市 キアード サービス 飲食業 5%

132,902 愛知県 豊橋市 貴光 貴光 小売業 その他小売 5%

132,903 愛知県 豊橋市 季節のくだもの果実村　株式会社メイセイ 小売業 食料品 5%

132,904 愛知県 豊橋市 キッチンクボタ サービス 飲食業 5%

132,905 愛知県 豊橋市 キャナリィ　ロウ　本店 サービス 飲食業 5%

132,906 愛知県 豊橋市 牛角豊橋二川店 サービス 飲食業 2%

132,907 愛知県 豊橋市 九州うまかもんダイニング暖々 サービス 飲食業 5%

132,908 愛知県 豊橋市 京おばんざいと海鮮　縁の鈴なり サービス 飲食業 5%

132,909 愛知県 豊橋市 協和クリーニング サービス その他サービス 5%

132,910 愛知県 豊橋市 キリエ サービス 理容・美容業 5%

132,911 愛知県 豊橋市 霧下そば　十勝庵 サービス 飲食業 5%

132,912 愛知県 豊橋市 ＫＩＮＰＡＲＡ 小売業 その他小売 5%

132,913 愛知県 豊橋市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ豊橋店 小売業 その他小売 5%

132,914 愛知県 豊橋市 ＱＵＡＩＮＴＣＡＲＳ 小売業 その他小売 5%

132,915 愛知県 豊橋市 ｇｏｏｄ ｇｒｉｅｆ 小売業 衣料品 5%

132,916 愛知県 豊橋市 ｇｏｏｄ　ｇｒｉｅｆ 小売業 衣料品 5%

132,917 愛知県 豊橋市 ＫｕｐｕＫｕｐｕ 小売業 家具・調度品 5%

132,918 愛知県 豊橋市 くまこ堂 小売業 衣料品 5%

132,919 愛知県 豊橋市 暮しの衣料　はない 小売業 衣料品 5%

132,920 愛知県 豊橋市 グラスオーブアールグレイ 小売業 その他小売 5%

132,921 愛知県 豊橋市 ＣＲＡＣＫＳＴＥＰ サービス その他サービス 5%

132,922 愛知県 豊橋市 ＣｌｅａｒＥＹＥＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

132,923 愛知県 豊橋市 ｇｒｅｅｎｔｈｕｍｂ草の根 小売業 その他小売 5%

132,924 愛知県 豊橋市 ＣｒｉｓＥｓｔｅｔｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

132,925 愛知県 豊橋市 グリングルメ サービス 飲食業 5%

132,926 愛知県 豊橋市 ｃｒｅｅｒｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

132,927 愛知県 豊橋市 クレッセント サービス 理容・美容業 5%

132,928 愛知県 豊橋市 こいけでんき 小売業 電化製品 5%

132,929 愛知県 豊橋市 合資会社魚末商店 小売業 食料品 5%

132,930 愛知県 豊橋市 甲羅グループ サービス 飲食業 5%
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132,931 愛知県 豊橋市 Ｔｅｎｐｌｅｓｓｅｄｆｌｏｗｅｒ サービス その他サービス 5%

132,932 愛知県 豊橋市 ごじから サービス 飲食業 5%

132,933 愛知県 豊橋市 小浜　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,934 愛知県 豊橋市 呉服町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,935 愛知県 豊橋市 古民家と鶏料理　おとぎ家 サービス 飲食業 5%

132,936 愛知県 豊橋市 菰口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,937 愛知県 豊橋市 株式会社ウルトラスト サービス その他サービス 5%

132,938 愛知県 豊橋市 ザ・アミーゴス岩屋店 小売業 食料品 5%

132,939 愛知県 豊橋市 サイクルショップ伊東 小売業 その他小売 5%

132,940 愛知県 豊橋市 サイクルディーラークワトロ　豊橋店 小売業 その他小売 5%

132,941 愛知県 豊橋市 サイクルディーラークワトロ　豊橋柱店 小売業 その他小売 5%

132,942 愛知県 豊橋市 ＳＡＫＥ ＢＡＲ 山ちゃん サービス 飲食業 5%

132,943 愛知県 豊橋市 Ｔｈｅ　Ｇｏｇｇｏ　ＧＯＧＯＧＯＮ 小売業 衣料品 5%

132,944 愛知県 豊橋市 サトウデンキ 小売業 電化製品 5%

132,945 愛知県 豊橋市 猿ｃａｆｅ　豊橋店 サービス 飲食業 5%

132,946 愛知県 豊橋市 サロック二川店 小売業 衣料品 5%

132,947 愛知県 豊橋市 サロン・ド・蓮〔２号店〕ビューティサロン 小売業 衣料品 5%

132,948 愛知県 豊橋市 サロンＭｉｍｉ サービス 理容・美容業 5%

132,949 愛知県 豊橋市 三洋商事株式会社 小売業 その他小売 5%

132,950 愛知県 豊橋市 サンヨネ高師店 小売業 食料品 5%

132,951 愛知県 豊橋市 サンヨネ東店 小売業 食料品 5%

132,952 愛知県 豊橋市 サンヨネ本店 小売業 食料品 5%

132,953 愛知県 豊橋市 サンヨネ本部 小売業 食料品 5%

132,954 愛知県 豊橋市 サンワ前後店 小売業 衣料品 5%

132,955 愛知県 豊橋市 サンワ当知店 小売業 衣料品 5%

132,956 愛知県 豊橋市 サンワ豊川店 小売業 衣料品 5%

132,957 愛知県 豊橋市 サンワ前田南店 小売業 衣料品 5%

132,958 愛知県 豊橋市 ＳＥＡＳＯＮ サービス その他サービス 5%

132,959 愛知県 豊橋市 シード サービス 理容・美容業 5%

132,960 愛知県 豊橋市 ジェームス向山店 小売業 その他小売 2%

132,961 愛知県 豊橋市 ｇｅｎｎｅ　豊橋南店 小売業 貴金属・服飾品 5%

132,962 愛知県 豊橋市 四季彩堂豊橋東脇店 小売業 その他小売 5%

132,963 愛知県 豊橋市 四季鮮菜よし味 サービス 飲食業 5%

132,964 愛知県 豊橋市 七味屋 サービス 飲食業 5%

132,965 愛知県 豊橋市 シティオ豊橋 小売業 その他小売 5%

132,966 愛知県 豊橋市 柴田ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

132,967 愛知県 豊橋市 シーパレスリゾートホテル売店 小売業 貴金属・服飾品 5%

132,968 愛知県 豊橋市 島々 サービス 飲食業 5%

132,969 愛知県 豊橋市 清水自転車店 小売業 その他小売 5%

132,970 愛知県 豊橋市 下五井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,971 愛知県 豊橋市 写真のすずき サービス その他サービス 5%

132,972 愛知県 豊橋市 ジャストインプレミアム豊橋駅新幹線口 サービス 宿泊業 5%
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132,973 愛知県 豊橋市 しゃぶしゃぶ温野菜 豊橋藤沢店 サービス 飲食業 2%

132,974 愛知県 豊橋市 しゃぶしゃぶ温野菜豊橋藤沢店 サービス 飲食業 2%

132,975 愛知県 豊橋市 シューズランド　カトウ　シューズランドカトウ 小売業 その他小売 5%

132,976 愛知県 豊橋市 ｊｅｗｅｌｒｙ　ｃｏｕｌｅｕｒ 小売業 貴金属・服飾品 5%

132,977 愛知県 豊橋市 ジュエリー美光 小売業 貴金属・服飾品 5%

132,978 愛知県 豊橋市 ジュエリーヤヨイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

132,979 愛知県 豊橋市 酒楽本舗トリト横須賀店 小売業 食料品 5%

132,980 愛知県 豊橋市 春花堂 小売業 食料品 5%

132,981 愛知県 豊橋市 正直ヤ 小売業 その他小売 5%

132,982 愛知県 豊橋市 シライ　シライミュージック 小売業 その他小売 5%

132,983 愛知県 豊橋市 Ｔｈｉｎｇｓ 小売業 衣料品 5%

132,984 愛知県 豊橋市 寝具の近田 小売業 その他小売 5%

132,985 愛知県 豊橋市 新時代豊橋柱店 サービス 飲食業 5%

132,986 愛知県 豊橋市 信洲庵 大岩店 信洲庵大岩店 サービス 飲食業 5%

132,987 愛知県 豊橋市 伸西自動車 小売業 その他小売 5%

132,988 愛知県 豊橋市 神野新田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

132,989 愛知県 豊橋市 慎之助 サービス 飲食業 5%

132,990 愛知県 豊橋市 スーパーよしかね野依台店 小売業 その他小売 5%

132,991 愛知県 豊橋市 すきやきの小林 サービス 飲食業 5%

132,992 愛知県 豊橋市 鈴木米店 小売業 食料品 5%

132,993 愛知県 豊橋市 有限会社鈴木フルーツ 小売業 食料品 5%

132,994 愛知県 豊橋市 鈴木米穀店 鈴木米穀店 小売業 食料品 5%

132,995 愛知県 豊橋市 鈴八庵 サービス 飲食業 5%

132,996 愛知県 豊橋市 スタジオ ミンミ サービス その他サービス 5%

132,997 愛知県 豊橋市 炭火うなぎ・和風料理　伊勢梅 サービス 飲食業 5%

132,998 愛知県 豊橋市 整体サロンはりこ サービス その他サービス 5%

132,999 愛知県 豊橋市 税理士法人大平経営会計事務所 サービス その他サービス 5%

133,000 愛知県 豊橋市 勢川みゆき店 サービス 飲食業 5%

133,001 愛知県 豊橋市 勢川　つつじが丘店 サービス 飲食業 5%

133,002 愛知県 豊橋市 勢川 磯辺店 サービス 飲食業 5%

133,003 愛知県 豊橋市 勢川　二川店 サービス 飲食業 5%

133,004 愛知県 豊橋市 セルフステーション岩田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,005 愛知県 豊橋市 セルフステーション牛川 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,006 愛知県 豊橋市 セルフみゆきぱあくＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,007 愛知県 豊橋市 零式書店　豊橋店 小売業 その他小売 5%

133,008 愛知県 豊橋市 洗髪屋ニューラム サービス 理容・美容業 5%

133,009 愛知県 豊橋市 Ｓｏｅｌ　Ｆｌｏｗｅｒｓ 小売業 その他小売 5%

133,010 愛知県 豊橋市 育てる道具ＩＬＭＡ＋ 小売業 その他小売 5%

133,011 愛知県 豊橋市 そば源 サービス 飲食業 5%

133,012 愛知県 豊橋市 ソフィア　豊橋 小売業 その他小売 5%

133,013 愛知県 豊橋市 ダイコクドラッグ豊橋ロワジールホテル店 小売業 その他小売 5%

133,014 愛知県 豊橋市 大正庵 サービス 飲食業 5%
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133,015 愛知県 豊橋市 タイトループ タイトループ 小売業 その他小売 5%

133,016 愛知県 豊橋市 ダイハツ豊橋 小売業 その他小売 5%

133,017 愛知県 豊橋市 たちばなＭＥＧＡドン・キホーテ豊橋店 小売業 衣料品 5%

133,018 愛知県 豊橋市 タックルオフ　豊橋向山店 小売業 その他小売 5%

133,019 愛知県 豊橋市 たつみストアー大清水店 小売業 食料品 5%

133,020 愛知県 豊橋市 たつみストアー二川店 小売業 食料品 5%

133,021 愛知県 豊橋市 たつみストアー二川店 小売業 食料品 5%

133,022 愛知県 豊橋市 田中仏具店すずや 小売業 家具・調度品 5%

133,023 愛知県 豊橋市 たまご直売所 小売業 食料品 5%

133,024 愛知県 豊橋市 たまごの絵 小売業 食料品 5%

133,025 愛知県 豊橋市 チッタ サービス 理容・美容業 5%

133,026 愛知県 豊橋市 チャイニーズダイニング　Ｏｏｌｏｎｇ サービス 飲食業 5%

133,027 愛知県 豊橋市 中華風手料理　桂林 サービス 飲食業 5%

133,028 愛知県 豊橋市 中国旬菜　荷楓杏 サービス 飲食業 5%

133,029 愛知県 豊橋市 中国料理萬珍軒 サービス 飲食業 5%

133,030 愛知県 豊橋市 中日新聞　豊橋飯村販売所 小売業 その他小売 5%

133,031 愛知県 豊橋市 つづく サービス 飲食業 5%

133,032 愛知県 豊橋市 Ｄｉｏ　Ｆｒａｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

133,033 愛知県 豊橋市 デイリーメグ 小売業 食料品 5%

133,034 愛知県 豊橋市 手打蕎麦処 豊 手打蕎麦処 豊 サービス 飲食業 5%

133,035 愛知県 豊橋市 テーブル工房　むくの木 小売業 家具・調度品 5%

133,036 愛知県 豊橋市 テニスラウンジ豊橋 サービス その他サービス 5%

133,037 愛知県 豊橋市 てんくう豊橋駅前店 サービス 飲食業 5%

133,038 愛知県 豊橋市 ＴＥＭＴＡＳＯＢＩＧＩＮＧＥＲ 小売業 その他小売 5%

133,039 愛知県 豊橋市 東海交通株式会社 サービス その他サービス 5%

133,040 愛知県 豊橋市 東海補聴器センター豊橋店 小売業 その他小売 5%

133,041 愛知県 豊橋市 東京庵 豊川店 サービス 飲食業 5%

133,042 愛知県 豊橋市 東京クリーニング店 サービス その他サービス 5%

133,043 愛知県 豊橋市 東部モーター サービス その他サービス 5%

133,044 愛知県 豊橋市 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　ＹＵｉＭＡ サービス 理容・美容業 5%

133,045 愛知県 豊橋市 トーデン 小売業 電化製品 5%

133,046 愛知県 豊橋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ磯辺店 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,047 愛知県 豊橋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　ＡＫＡＳＨＩ本興寺店 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,048 愛知県 豊橋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ豊橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,049 愛知県 豊橋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ豊橋中店 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,050 愛知県 豊橋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅニュー明石店 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,051 愛知県 豊橋市 床屋　ホンダベース サービス 理容・美容業 5%

133,052 愛知県 豊橋市 トヨタカローラ名古屋豊橋飯村店 小売業 その他小売 5%

133,053 愛知県 豊橋市 トヨタカローラ名古屋豊橋下地店 小売業 その他小売 5%

133,054 愛知県 豊橋市 トヨタホ－ム名古屋豊橋南店 サービス その他サービス 5%

133,055 愛知県 豊橋市 トヨタレンタリース名古屋新豊橋駅前店 サービス その他サービス 2%

133,056 愛知県 豊橋市 トヨタレンタリース名古屋豊橋高師店 サービス その他サービス 2%
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133,057 愛知県 豊橋市 トヨタレンタリース名古屋豊橋前田店 サービス その他サービス 2%

133,058 愛知県 豊橋市 豊鉄ターミナルホテル サービス 宿泊業 5%

133,059 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋伊古部店 小売業 食料品 2%

133,060 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋石巻町店 小売業 食料品 2%

133,061 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋石巻本町店 小売業 食料品 2%

133,062 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋飯村北２丁目店 小売業 食料品 2%

133,063 愛知県 豊橋市 豊橋医療病院売店 小売業 その他小売 5%

133,064 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋岩屋町店 小売業 食料品 2%

133,065 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋牛川通３丁目店 小売業 食料品 2%

133,066 愛知県 豊橋市 豊橋営業尾所 サービス その他サービス 5%

133,067 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋駅東店 小売業 食料品 2%

133,068 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋老松町店 小売業 食料品 2%

133,069 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋往完町店 小売業 食料品 2%

133,070 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋大岩町北山店 小売業 食料品 2%

133,071 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋大山町店 小売業 食料品 2%

133,072 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋北島町店 小売業 食料品 2%

133,073 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋草間町店 小売業 食料品 2%

133,074 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋三本木町店 小売業 食料品 2%

133,075 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋下地町店 小売業 食料品 2%

133,076 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋新栄町店 小売業 食料品 2%

133,077 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋神野新田町店 小売業 食料品 2%

133,078 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋杉山町店 小売業 食料品 2%

133,079 愛知県 豊橋市 豊橋ステーションビル㈱おにぎり屋　こりん 小売業 食料品 5%

133,080 愛知県 豊橋市 豊橋ステーションビル㈱カフェウーノ・ウーノ サービス 飲食業 5%

133,081 愛知県 豊橋市 豊橋ステーションビル㈱たん繁 小売業 食料品 5%

133,082 愛知県 豊橋市 豊橋ステーションビル㈱チェスティーノ 小売業 食料品 5%

133,083 愛知県 豊橋市 豊橋ステーションビル㈱童庵 小売業 食料品 5%

133,084 愛知県 豊橋市 豊橋ステーションビル㈱ボンとらや 小売業 食料品 5%

133,085 愛知県 豊橋市 豊橋ステーションビル㈱三河開化亭 小売業 食料品 5%

133,086 愛知県 豊橋市 豊橋ステーションビル㈱みかわの郷 小売業 食料品 5%

133,087 愛知県 豊橋市 豊橋ステーションビル㈱mikawa bonTora 小売業 食料品 5%

133,088 愛知県 豊橋市 豊橋ステーションビル㈱若松園 小売業 食料品 5%

133,089 愛知県 豊橋市 豊橋ステーションビル㈱和幸 小売業 食料品 5%

133,090 愛知県 豊橋市 豊橋総合動植物公園自然史博物館　売店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,091 愛知県 豊橋市 豊橋総合動植物公園東売店 小売業 その他小売 5%

133,092 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋高師町店 小売業 食料品 2%

133,093 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋高師本郷町店 小売業 食料品 2%

133,094 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋高洲町店 小売業 食料品 2%

133,095 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋忠興店 小売業 食料品 2%

133,096 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋立花町店 小売業 食料品 2%

133,097 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋多米中町店 小売業 食料品 2%

133,098 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋つつじが丘店 小売業 食料品 2%
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133,099 愛知県 豊橋市 豊橋天伯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,100 愛知県 豊橋市 豊橋総合動植物公園中央売店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,101 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋問屋町店 小売業 食料品 2%

133,102 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋中原町店 小売業 食料品 2%

133,103 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋西岩田２丁目店 小売業 食料品 2%

133,104 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋仁連木町店 小売業 食料品 2%

133,105 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋野依台店 小売業 食料品 2%

133,106 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋柱三番町店 小売業 食料品 2%

133,107 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋東小田原町店 小売業 食料品 2%

133,108 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋東森岡１丁目店 小売業 食料品 2%

133,109 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋東脇店 小売業 食料品 2%

133,110 愛知県 豊橋市 セブンーイレブン豊橋平川本町１丁目店 小売業 食料品 2%

133,111 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋広小路２丁目店 小売業 食料品 2%

133,112 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋二川店 小売業 食料品 2%

133,113 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋前芝町店 小売業 食料品 2%

133,114 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋前田南１丁目店 小売業 食料品 2%

133,115 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋牧野町店 小売業 食料品 2%

133,116 愛知県 豊橋市 セブンーイレブン豊橋三ッ相町店 小売業 食料品 2%

133,117 愛知県 豊橋市 豊橋南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,118 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋南高校前店 小売業 食料品 2%

133,119 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋みゆき店 小売業 食料品 2%

133,120 愛知県 豊橋市 セブン－イレブン豊橋横須賀町店 小売業 食料品 2%

133,121 愛知県 豊橋市 豊橋レイクタウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,122 愛知県 豊橋市 トラットリア　ガットネロ サービス 飲食業 5%

133,123 愛知県 豊橋市 とりあえず吾平豊橋花田店 サービス 飲食業 2%

133,124 愛知県 豊橋市 とりあえず吾平豊橋弥生店 サービス 飲食業 2%

133,125 愛知県 豊橋市 鳥居新聞店 小売業 その他小売 5%

133,126 愛知県 豊橋市 トリコ サービス 理容・美容業 5%

133,127 愛知県 豊橋市 トリト 小売業 食料品 5%

133,128 愛知県 豊橋市 鳥放題　広小路店 サービス 飲食業 5%

133,129 愛知県 豊橋市 ドリームワン　守田 小売業 電化製品 5%

133,130 愛知県 豊橋市 どんべえ サービス 飲食業 5%

133,131 愛知県 豊橋市 中指圧ハリキュウ治療院 サービス その他サービス 5%

133,132 愛知県 豊橋市 永田や　佛壇店　豊橋店 小売業 家具・調度品 5%

133,133 愛知県 豊橋市 南海部品　豊橋店 小売業 その他小売 5%

133,134 愛知県 豊橋市 南海部品　豊橋店 小売業 その他小売 5%

133,135 愛知県 豊橋市 南海部品豊橋店 小売業 その他小売 5%

133,136 愛知県 豊橋市 二六丸 サービス 飲食業 5%

133,137 愛知県 豊橋市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・アユール 小売業 衣料品 5%

133,138 愛知県 豊橋市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・ＨＩＰＳ 小売業 衣料品 5%

133,139 愛知県 豊橋市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・蓮 小売業 衣料品 5%

133,140 愛知県 豊橋市 ニッセンシェイプファンデ　アンジェリーク 小売業 衣料品 5%
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133,141 愛知県 豊橋市 ニッセンシェイプファンデサロンＴ＆Ｋ 小売業 衣料品 5%

133,142 愛知県 豊橋市 ニッセンシェイプファンデサロンドアージュ 小売業 衣料品 5%

133,143 愛知県 豊橋市 ニッセンシェイプファンデ　アトラクション 小売業 衣料品 5%

133,144 愛知県 豊橋市 ニッセンシェイプファンデサロンドリベルテ 小売業 衣料品 5%

133,145 愛知県 豊橋市 ニッセンシェイプファンデサロンドＨｉｍｅ 小売業 衣料品 5%

133,146 愛知県 豊橋市 合同会社日本ヘルスコンサルティング協会 サービス その他サービス 5%

133,147 愛知県 豊橋市 ニューライフフジ曙店 小売業 食料品 5%

133,148 愛知県 豊橋市 ニューライフフジ岩田店 小売業 食料品 5%

133,149 愛知県 豊橋市 ニューライフフジたか丘店 小売業 食料品 5%

133,150 愛知県 豊橋市 ニューライフフジ西口店 小売業 食料品 5%

133,151 愛知県 豊橋市 ニューライフフジ二川店 小売業 食料品 5%

133,152 愛知県 豊橋市 ＮａｉｌＲｏｏｍ　Ｎａｇｏｍｉ サービス 理容・美容業 5%

133,153 愛知県 豊橋市 有限会社根上建築 サービス その他サービス 5%

133,154 愛知県 豊橋市 Ｎｏａｈ ｓＡｒｋ Ｎｏａｈ ｓ Ａｒｋ サービス 理容・美容業 5%

133,155 愛知県 豊橋市 ノザワヤ 小売業 衣料品 5%

133,156 愛知県 豊橋市 ｎｏｓｔａｌｇｉａ サービス 飲食業 5%

133,157 愛知県 豊橋市 野依ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,158 愛知県 豊橋市 ｐａｓｍａｌパ・マル サービス その他サービス 5%

133,159 愛知県 豊橋市 ばぁば’ｓつくりかたごはん サービス 飲食業 5%

133,160 愛知県 豊橋市 ハーレーダビッドソン豊橋 小売業 その他小売 5%

133,161 愛知県 豊橋市 バイキング左近　豊橋店 サービス 飲食業 5%

133,162 愛知県 豊橋市 博多かわ屋　豊橋駅前店 サービス 飲食業 5%

133,163 愛知県 豊橋市 はさみ屋 小売業 その他小売 5%

133,164 愛知県 豊橋市 ＰＡＴＨｅｙｅ サービス 理容・美容業 5%

133,165 愛知県 豊橋市 ８ｈｉｋｏｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

133,166 愛知県 豊橋市 ＢＡＣＣＡＮＯ サービス 飲食業 5%

133,167 愛知県 豊橋市 八丁堀 サービス 飲食業 5%

133,168 愛知県 豊橋市 八丁堀　本店 サービス 飲食業 5%

133,169 愛知県 豊橋市 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ｅｃｒｉｎ 小売業 食料品 5%

133,170 愛知県 豊橋市 パティスリーフラン 小売業 食料品 5%

133,171 愛知県 豊橋市 ハードオフ　豊橋店 小売業 電化製品 2%

133,172 愛知県 豊橋市 ハート動物クリニック サービス その他サービス 5%

133,173 愛知県 豊橋市 パナステージわたなべ 小売業 電化製品 5%

133,174 愛知県 豊橋市 パナステージ　いな 小売業 電化製品 5%

133,175 愛知県 豊橋市 パナステージ　こもだ 小売業 電化製品 5%

133,176 愛知県 豊橋市 パナステージ　サントウ 小売業 電化製品 5%

133,177 愛知県 豊橋市 パナステージ　あさくら 小売業 電化製品 5%

133,178 愛知県 豊橋市 パナステージ　おさむ 小売業 電化製品 5%

133,179 愛知県 豊橋市 パナステージさいとう 小売業 電化製品 5%

133,180 愛知県 豊橋市 花園ふとんショップ 小売業 家具・調度品 5%

133,181 愛知県 豊橋市 花中　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,182 愛知県 豊橋市 パナプラザ　さんえい 小売業 電化製品 5%
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133,183 愛知県 豊橋市 花屋うどん サービス 飲食業 5%

133,184 愛知県 豊橋市 パナランド　オオスギ 小売業 電化製品 5%

133,185 愛知県 豊橋市 羽子吾 サービス 飲食業 5%

133,186 愛知県 豊橋市 ＨＡＲＶＥＳＴ 小売業 衣料品 5%

133,187 愛知県 豊橋市 パリスパートナー　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,188 愛知県 豊橋市 パリスパートナー１０１ 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,189 愛知県 豊橋市 パリッシュ　株式会社パリッシュホームサービス サービス その他サービス 5%

133,190 愛知県 豊橋市 Ｂａｒ　Ｃａｆｅ　Ｚｏｒｉｏｎ サービス 飲食業 5%

133,191 愛知県 豊橋市 バルコンスズトヨ 小売業 衣料品 5%

133,192 愛知県 豊橋市 ｂａｌｂａｌｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

133,193 愛知県 豊橋市 ｂａｌｂａｌ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

133,194 愛知県 豊橋市 パワーズ菰口店 小売業 食料品 5%

133,195 愛知県 豊橋市 パワーストーン　とわの石 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,196 愛知県 豊橋市 パワーズ東脇店 小売業 食料品 5%

133,197 愛知県 豊橋市 POWERBOX サービス その他サービス 5%

133,198 愛知県 豊橋市 ビオ・あつみエピスリー豊橋 小売業 食料品 5%

133,199 愛知県 豊橋市 東三河ヤクルト販売 小売業 食料品 5%

133,200 愛知県 豊橋市 びっくりドンキー豊橋藤沢店 サービス 飲食業 2%

133,201 愛知県 豊橋市 びっくりドンキー三ノ輪店 サービス 飲食業 2%

133,202 愛知県 豊橋市 ピッツア オリーブ サービス 飲食業 5%

133,203 愛知県 豊橋市 Ｐｉｎｏｓ サービス 飲食業 5%

133,204 愛知県 豊橋市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＣＯＣＯ　豊橋店 サービス 理容・美容業 5%

133,205 愛知県 豊橋市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＣｈｕｒａＴ＆Ａ サービス 理容・美容業 5%

133,206 愛知県 豊橋市 Ｈｕｔｔｅ 小売業 家具・調度品 5%

133,207 愛知県 豊橋市 美容室　ＡＮＤＹ　美容室アンディ サービス 理容・美容業 5%

133,208 愛知県 豊橋市 美容室ａｌｉｃｅ　美容室ａｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

133,209 愛知県 豊橋市 美容室ｋａｍｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%

133,210 愛知県 豊橋市 美容室パルパル サービス 理容・美容業 5%

133,211 愛知県 豊橋市 美容室ユーフォリア サービス 理容・美容業 5%

133,212 愛知県 豊橋市 Ｈ！ＲＯＣＯＮ　豊橋店 小売業 その他小売 5%

133,213 愛知県 豊橋市 Ｐｉｎｋ　Ｐａｎｔｈｅｒ　本店 サービス 飲食業 5%

133,214 愛知県 豊橋市 ファクトリーギア豊橋店 小売業 その他小売 5%

133,215 愛知県 豊橋市 ファッションクリエート　ノズエ 小売業 衣料品 5%

133,216 愛知県 豊橋市 ファッションライフおおの 小売業 衣料品 5%

133,217 愛知県 豊橋市 ファミリーショップあんどう 小売業 衣料品 5%

133,218 愛知県 豊橋市 フードオアシスあつみ山田店 小売業 食料品 5%

133,219 愛知県 豊橋市 Ｆａｉｒｙ　ｔａｌｅ サービス 理容・美容業 5%

133,220 愛知県 豊橋市 ふじや　本店 小売業 食料品 5%

133,221 愛知県 豊橋市 ふとんの平野屋 小売業 家具・調度品 5%

133,222 愛知県 豊橋市 プライベートサロンダリア サービス 理容・美容業 5%

133,223 愛知県 豊橋市 プライム・サービス 小売業 その他小売 5%

133,224 愛知県 豊橋市 プラザＡ　豊橋店 小売業 衣料品 5%
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133,225 愛知県 豊橋市 プラス 小売業 衣料品 5%

133,226 愛知県 豊橋市 フラワーギフト　花通信 小売業 その他小売 5%

133,227 愛知県 豊橋市 フラワーギフト　花通信 小売業 その他小売 5%

133,228 愛知県 豊橋市 フランス料理ビストロ・アンジュ サービス 飲食業 5%

133,229 愛知県 豊橋市 ブリスヘア サービス 理容・美容業 5%

133,230 愛知県 豊橋市 プリント１０豊橋店 サービス その他サービス 5%

133,231 愛知県 豊橋市 プルミエ　豊橋店 サービス その他サービス 5%

133,232 愛知県 豊橋市 Ｐｌｅａｓｕｒｅ 小売業 その他小売 5%

133,233 愛知県 豊橋市 Ｐｒｅｓｅｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

133,234 愛知県 豊橋市 ヘアースタジオ髪ＩＮＧ サービス 理容・美容業 5%

133,235 愛知県 豊橋市 ヘアースタジオパーチ サービス 理容・美容業 5%

133,236 愛知県 豊橋市 ベターディズ 小売業 衣料品 5%

133,237 愛知県 豊橋市 ペットショップ　若林 小売業 その他小売 5%

133,238 愛知県 豊橋市 ＢｅｌｌＬｅａｔｈｅｒ 小売業 衣料品 5%

133,239 愛知県 豊橋市 宝石・時計・メガネヤマモト 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,240 愛知県 豊橋市 豊川堂本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,241 愛知県 豊橋市 ＨＯＬＬＹＨＯＣＫ 小売業 衣料品 5%

133,242 愛知県 豊橋市 ｈｏｃｏｒｏ 小売業 衣料品 5%

133,243 愛知県 豊橋市 ホットロード　豊橋店 小売業 その他小売 5%

133,244 愛知県 豊橋市 ホテルシーパレスリゾート サービス 宿泊業 5%

133,245 愛知県 豊橋市 ほなみ 小売業 その他小売 5%

133,246 愛知県 豊橋市 ホビーショップタムタム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,247 愛知県 豊橋市 Ｈｏｂｂｙ　Ｍａｒｋｅｔ　さとう店 小売業 電化製品 5%

133,248 愛知県 豊橋市 ホルモン酒場 炎や 炎や豊橋店 サービス 飲食業 5%

133,249 愛知県 豊橋市 ホワイトベル サービス その他サービス 5%

133,250 愛知県 豊橋市 本社 小売業 その他小売 2%

133,251 愛知県 豊橋市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,252 愛知県 豊橋市 前田建具店 ＷＯＯＤＹ ＦＡＣＴＯＲＹ サービス その他サービス 5%

133,253 愛知県 豊橋市 前田南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,254 愛知県 豊橋市 まきやす衣裳店　豊橋店 サービス その他サービス 5%

133,255 愛知県 豊橋市 マクドナルドイオン豊橋南店 サービス 飲食業 2%

133,256 愛知県 豊橋市 マクドナルド１号線大岩町店 サービス 飲食業 2%

133,257 愛知県 豊橋市 マクドナルド１号線殿田橋店 サービス 飲食業 2%

133,258 愛知県 豊橋市 マクドナルド大清水ピアゴ店 サービス 飲食業 2%

133,259 愛知県 豊橋市 マクドナルド汐田フランテ店 サービス 飲食業 2%

133,260 愛知県 豊橋市 マクドナルド豊橋曙町店 サービス 飲食業 2%

133,261 愛知県 豊橋市 マクドナルド豊橋牛川店 サービス 飲食業 2%

133,262 愛知県 豊橋市 マクドナルド豊橋広小路店 サービス 飲食業 2%

133,263 愛知県 豊橋市 マクドナルド豊橋ＭＥＧＡドン・キホーテ店 サービス 飲食業 2%

133,264 愛知県 豊橋市 マクドナルド２３号新栄店 サービス 飲食業 2%

133,265 愛知県 豊橋市 ＭＥＲＧＥ サービス 飲食業 5%

133,266 愛知県 豊橋市 マツモト動物クリニック サービス その他サービス 5%
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133,267 愛知県 豊橋市 まほろば治療院 サービス 理容・美容業 5%

133,268 愛知県 豊橋市 マルシメＦＣ 小売業 その他小売 2%

133,269 愛知県 豊橋市 丸正インキ有限会社コミック事業部 小売業 その他小売 5%

133,270 愛知県 豊橋市 丸富商会 小売業 その他小売 5%

133,271 愛知県 豊橋市 マルマサ牟呂店 小売業 食料品 5%

133,272 愛知県 豊橋市 丸ようなぎ サービス 飲食業 5%

133,273 愛知県 豊橋市 三浦屋　小松店 小売業 衣料品 5%

133,274 愛知県 豊橋市 三河大島海の家ビーチハウスサザン サービス 飲食業 5%

133,275 愛知県 豊橋市 三河ダイハツ　向山店 小売業 その他小売 5%

133,276 愛知県 豊橋市 三河ダイハツ高師店 小売業 その他小売 5%

133,277 愛知県 豊橋市 三河ダイハツ豊橋店 小売業 その他小売 5%

133,278 愛知県 豊橋市 みすず理容 サービス 理容・美容業 5%

133,279 愛知県 豊橋市 Ｍｒ．ＳｅｅｄＭａｎ 小売業 家具・調度品 5%

133,280 愛知県 豊橋市 Ｍｒ．ＳｅｅｄＭａｎ２Ｆハーブシ 小売業 家具・調度品 5%

133,281 愛知県 豊橋市 みずほ農産 みずほ農産直売所 小売業 食料品 5%

133,282 愛知県 豊橋市 みのりや本店 小売業 食料品 5%

133,283 愛知県 豊橋市 ＭｕｃｈａｃｈｏｓＧａｒａｇｅ 小売業 その他小売 5%

133,284 愛知県 豊橋市 メガネの岡田 小売業 その他小売 5%

133,285 愛知県 豊橋市 メガネの杉浦　豊橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,286 愛知県 豊橋市 ＪＭ／メガネの鈴木 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,287 愛知県 豊橋市 メガネの鈴木 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,288 愛知県 豊橋市 メガネハウス豊橋 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,289 愛知県 豊橋市 メディアアオヤマ 小売業 電化製品 5%

133,290 愛知県 豊橋市 メディアカタヤマ 小売業 電化製品 5%

133,291 愛知県 豊橋市 メリケン豊橋 サービス 飲食業 5%

133,292 愛知県 豊橋市 麺処　大智 サービス 飲食業 5%

133,293 愛知県 豊橋市 ＭｏｕＭｏｕＣａｆｅ　豊橋 サービス 飲食業 5%

133,294 愛知県 豊橋市 ＭｏＥｎ サービス 理容・美容業 5%

133,295 愛知県 豊橋市 ＭｏＥｎ サービス 理容・美容業 5%

133,296 愛知県 豊橋市 モテナ　アット　ベッピン　モテナ　アット　ベッピン サービス 理容・美容業 5%

133,297 愛知県 豊橋市 もりウインナー 小売業 食料品 5%

133,298 愛知県 豊橋市 焼肉ホルモン　べことん サービス 飲食業 5%

133,299 愛知県 豊橋市 焼肉ゆたか サービス 飲食業 5%

133,300 愛知県 豊橋市 ｙａｍａ９ 小売業 その他小売 5%

133,301 愛知県 豊橋市 ＹＡＭＡＴＯ アピタ向山店 小売業 衣料品 5%

133,302 愛知県 豊橋市 ＹＡＭＡＴＯ　イオン豊橋南店 小売業 衣料品 5%

133,303 愛知県 豊橋市 ＹＡＭＡＴＯ　向山店 小売業 衣料品 5%

133,304 愛知県 豊橋市 ヤマモトスポーツ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,305 愛知県 豊橋市 ユアーランド 小売業 電化製品 5%

133,306 愛知県 豊橋市 遊ｉｎｇユタカいむれ店 小売業 電化製品 5%

133,307 愛知県 豊橋市 遊ｉｎｇユタカにしぐち店 小売業 電化製品 5%

133,308 愛知県 豊橋市 遊ｉｎｇユタカ　うしかわ店 小売業 電化製品 5%
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133,309 愛知県 豊橋市 有限会社高塚モータース 小売業 その他小売 5%

133,310 愛知県 豊橋市 ［ＨＣ］有限会社西八家電 小売業 電化製品 5%

133,311 愛知県 豊橋市 有限会社ハヤシ楽器　ハヤシ楽器 サービス その他サービス 5%

133,312 愛知県 豊橋市 有限会社ヤマトストアー吉田方店 小売業 食料品 5%

133,313 愛知県 豊橋市 ＹＯＵ　ＳＨＯＰ　今泉 小売業 その他小売 5%

133,314 愛知県 豊橋市 夢のれん サービス 飲食業 5%

133,315 愛知県 豊橋市 ゆるりん工房 小売業 衣料品 5%

133,316 愛知県 豊橋市 ユーロ 小売業 衣料品 5%

133,317 愛知県 豊橋市 ヨコタサイクル 小売業 その他小売 5%

133,318 愛知県 豊橋市 ヨコタサイクル　ヨコタサイクル 小売業 その他小売 5%

133,319 愛知県 豊橋市 ラ．クープ　ＨＡＹＡＫＡＷＡ サービス 理容・美容業 5%

133,320 愛知県 豊橋市 ライス 小売業 衣料品 5%

133,321 愛知県 豊橋市 ライブスポツト賀茂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,322 愛知県 豊橋市 ＲＡＤＩＡＮ サービス その他サービス 5%

133,323 愛知県 豊橋市 らしんばん　豊橋店 小売業 その他小売 5%

133,324 愛知県 豊橋市 ラベンダ－豊橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,325 愛知県 豊橋市 ｒｅ／ａｒｒａｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

133,326 愛知県 豊橋市 ｌｉｅｎ．ｈａｉｒｒｈｙｍｅ サービス 理容・美容業 5%

133,327 愛知県 豊橋市 リサイクルブティックスタート 小売業 衣料品 5%

133,328 愛知県 豊橋市 ＬＩＳ サービス 理容・美容業 5%

133,329 愛知県 豊橋市 ＬＩＳＡＴＥＬＩＥＲＭＡＤＥ サービス 理容・美容業 5%

133,330 愛知県 豊橋市 リゾートレストラン　シカン サービス 飲食業 5%

133,331 愛知県 豊橋市 リトルブリス サービス 理容・美容業 5%

133,332 愛知県 豊橋市 ＬｉｔｔｌｅｍｏｒｅＭａｓｃａｒａ サービス 理容・美容業 5%

133,333 愛知県 豊橋市 ミモザ サービス その他サービス 5%

133,334 愛知県 豊橋市 Ｒｅｌａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

133,335 愛知県 豊橋市 ＬＵＫＥ 小売業 衣料品 5%

133,336 愛知県 豊橋市 ＬＵＫＥ 小売業 衣料品 5%

133,337 愛知県 豊橋市 ＬＵＣＩＤＯ　ＳＴＹＬＥ　Ｂ－ＳＨＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

133,338 愛知県 豊橋市 ルシードスタイル　アートラッシュ サービス 理容・美容業 5%

133,339 愛知県 豊橋市 ＬＥ ＰＲＩＮＴＥＭＰＳ 小売業 その他小売 5%

133,340 愛知県 豊橋市 ルリアン　ガーデン サービス 理容・美容業 5%

133,341 愛知県 豊橋市 ルリアン　チッタ サービス 理容・美容業 5%

133,342 愛知県 豊橋市 ルリアン　藤沢 サービス 理容・美容業 5%

133,343 愛知県 豊橋市 ルリアン　ブリリアント サービス その他サービス 5%

133,344 愛知県 豊橋市 レストラン　シャンデリア サービス 飲食業 5%

133,345 愛知県 豊橋市 ＬＯＫＡＨＩ サービス 理容・美容業 5%

133,346 愛知県 豊橋市 ロードサービス豊橋　豊橋本店 サービス その他サービス 5%

133,347 愛知県 豊橋市 ＹＳＰ豊橋南 小売業 その他小売 5%

133,348 愛知県 豊橋市 Ｗｉｎｅ＆Ｃａｆｅ　夏目 サービス 飲食業 5%

133,349 愛知県 豊橋市 ＷＩＮＥ　ＤＩＮＩＮＧ　Ｍｕ サービス 飲食業 5%

133,350 愛知県 豊橋市 若松彌ダイハツ西豊橋 サービス その他サービス 5%
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133,351 愛知県 豊橋市 若松彌ダイハツ東 サービス その他サービス 5%

133,352 愛知県 豊橋市 和食麺処つるあん サービス 飲食業 5%

133,353 愛知県 豊橋市 ＷＡＸＢＥＲＲＹ 小売業 衣料品 5%

133,354 愛知県 豊橋市 わび助 小売業 その他小売 5%

133,355 愛知県 豊橋市 ワルツ　豊橋トキワ店 小売業 食料品 5%

133,356 愛知県 豊橋市 ワルツ　豊橋藤沢店 小売業 食料品 5%

133,357 愛知県 豊山町 アウトレットハヤシ 小売業 衣料品 5%

133,358 愛知県 豊山町 赤ちゃんデパート水谷　名古屋北店 小売業 衣料品 5%

133,359 愛知県 豊山町 アンイングリッシュクラブ豊山校 サービス その他サービス 5%

133,360 愛知県 豊山町 インド・ネパール料理レストラン　シャクテイ サービス 飲食業 5%

133,361 愛知県 豊山町 エステティックサロンｍｏｉ サービス 理容・美容業 5%

133,362 愛知県 豊山町 大谷電気 小売業 電化製品 5%

133,363 愛知県 豊山町 オリックスレンタカー小牧豊山店 サービス その他サービス 2%

133,364 愛知県 豊山町 株式会社Ｒ４１ 小売業 その他小売 5%

133,365 愛知県 豊山町 株式会社ケイユニフォームサービス 小売業 衣料品 5%

133,366 愛知県 豊山町 カメラのアマノ　西友豊山店 サービス その他サービス 5%

133,367 愛知県 豊山町 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋豊山店 サービス 飲食業 2%

133,368 愛知県 豊山町 しゃぶしゃぶ温野菜名古屋北店 サービス 飲食業 2%

133,369 愛知県 豊山町 手打ち石挽き蕎麦　おがわ サービス 飲食業 5%

133,370 愛知県 豊山町 デンキ館　トヨヤマ 小売業 電化製品 5%

133,371 愛知県 豊山町 トヨタカローラ名古屋豊山店 小売業 その他小売 5%

133,372 愛知県 豊山町 ナフコトミダ　豊山店 小売業 食料品 5%

133,373 愛知県 豊山町 丹羽自動車 サービス その他サービス 5%

133,374 愛知県 豊山町 ネイルアトリエロッソ サービス 理容・美容業 5%

133,375 愛知県 豊山町 パスタ・デ・ココ愛知豊山店 サービス 飲食業 2%

133,376 愛知県 豊山町 ｂｉｒｔｈヨシヅヤ豊山店 サービス その他サービス 5%

133,377 愛知県 豊山町 ビジネスホテルフィズ名古屋空港 サービス 宿泊業 5%

133,378 愛知県 豊山町 マクドナルド豊場店 サービス 飲食業 2%

133,379 愛知県 豊山町 マクドナルド名古屋エアポートウォーク店 サービス 飲食業 2%

133,380 愛知県 豊山町 まるッと　あいち 小売業 食料品 5%

133,381 愛知県 豊山町 ミンツストア小牧南 小売業 食料品 5%

133,382 愛知県 豊山町 ミンツストア最終組立工場 小売業 食料品 5%

133,383 愛知県 豊山町 ＹＳＰ　天白 小売業 その他小売 5%

133,384 愛知県 長久手市 青山造園株式会社 サービス その他サービス 5%

133,385 愛知県 長久手市 赤札堂　名古屋インター店 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,386 愛知県 長久手市 あきぼーモーターサイクル 小売業 その他小売 5%

133,387 愛知県 長久手市 有限会社イ・ショウ設計同人 サービス その他サービス 5%

133,388 愛知県 長久手市 ａｔｒｉｕｍ１０２長久手店 小売業 衣料品 5%

133,389 愛知県 長久手市 ａｔｒｉｕｍ１０２長久手店 小売業 衣料品 5%

133,390 愛知県 長久手市 アミング藤が丘店 小売業 その他小売 5%

133,391 愛知県 長久手市 アメリカンスクエア　マツヤ長久手店 小売業 衣料品 5%

133,392 愛知県 長久手市 アルティ 小売業 その他小売 5%
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133,393 愛知県 長久手市 ウォーク　長久手店 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,394 愛知県 長久手市 ヴォーノ・イタリア長久手店 サービス 飲食業 5%

133,395 愛知県 長久手市 ＥｎｅＪｅｔ杁ヶ池ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,396 愛知県 長久手市 ＥｎｅＪｅｔ長久手ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,397 愛知県 長久手市 ＥｎｅＪｅｔ長久手セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,398 愛知県 長久手市 エバメール化粧品　愛知長久手　エバメール化粧品　愛知長久手 小売業 その他小売 5%

133,399 愛知県 長久手市 オンセブンデイズ長久手店 小売業 その他小売 5%

133,400 愛知県 長久手市 ｃａｆｅ　ＲＯＸＡ長久手店 サービス 飲食業 5%

133,401 愛知県 長久手市 株式会社川合電化センター サービス その他サービス 5%

133,402 愛知県 長久手市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋愛知医科大学店 サービス 飲食業 2%

133,403 愛知県 長久手市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋長久手店 サービス 飲食業 2%

133,404 愛知県 長久手市 竹の山キウイ英会話い サービス その他サービス 5%

133,405 愛知県 長久手市 黒毛和牛焼肉と本格もつ鍋　山樹　長久手店 サービス 飲食業 5%

133,406 愛知県 長久手市 小西一矢 サービス その他サービス 5%

133,407 愛知県 長久手市 Ｋｏｂ’ｓＭａｒｔ サービス その他サービス 5%

133,408 愛知県 長久手市 コロコロマシマロ サービス その他サービス 5%

133,409 愛知県 長久手市 サイクルジョイ長久手店 小売業 その他小売 5%

133,410 愛知県 長久手市 ｓａｔｕｋｉスポーツトレーナースタジオ サービス その他サービス 5%

133,411 愛知県 長久手市 サブウェイ　アピタ長久手店 サービス 飲食業 2%

133,412 愛知県 長久手市 ジェームスグリーンロード店 小売業 その他小売 2%

133,413 愛知県 長久手市 寿樹 サービス 飲食業 5%

133,414 愛知県 長久手市 シュリンプ　長久手店 サービス 理容・美容業 5%

133,415 愛知県 長久手市 ＲｅＬｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

133,416 愛知県 長久手市 スターフィットネス サービス その他サービス 5%

133,417 愛知県 長久手市 ＺＥＲＯ　長久手店 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,418 愛知県 長久手市 タイムステーションＮＥＯイオンモール長久手店 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,419 愛知県 長久手市 ｔａｃｋｌｅｈｏｕｓｅＺＥＳＴ 小売業 その他小売 5%

133,420 愛知県 長久手市 ＤＵＣＡ サービス 理容・美容業 5%

133,421 愛知県 長久手市 トータルビューティーサロンｓｌｏｐｅ サービス 理容・美容業 5%

133,422 愛知県 長久手市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ図書館通店 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,423 愛知県 長久手市 トヨタホ－ム名古屋長久手店 サービス その他サービス 5%

133,424 愛知県 長久手市 トヨタレンタリース名古屋　長久手店 サービス その他サービス 2%

133,425 愛知県 長久手市 長久手ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,426 愛知県 長久手市 セブン－イレブン長久手前熊寺田店 小売業 食料品 2%

133,427 愛知県 長久手市 ナショナルヤガタ東山 小売業 電化製品 5%

133,428 愛知県 長久手市 ハートアップイオンモール長久手 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,429 愛知県 長久手市 花の寺島 小売業 その他小売 5%

133,430 愛知県 長久手市 はなみずき動物病院 サービス その他サービス 5%

133,431 愛知県 長久手市 ＰＡＢＬＯ　ｍｉｎｉ　イオンモール長久手店 サービス 飲食業 5%

133,432 愛知県 長久手市 ＨａｎｄｍａｄｅＮＩＣＯ サービス その他サービス 5%

133,433 愛知県 長久手市 びっくりドンキー長久手店 サービス 飲食業 2%

133,434 愛知県 長久手市 美容室　ｎｉｌ サービス 理容・美容業 5%
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133,435 愛知県 長久手市 フィッシングドラゴンズ 小売業 その他小売 5%

133,436 愛知県 長久手市 フィッシングドラゴンズ名古屋インター 小売業 その他小売 5%

133,437 愛知県 長久手市 フィッシング遊　長久手店 小売業 その他小売 5%

133,438 愛知県 長久手市 ｆｌｏｗｅｒｃｈｏｃｏｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

133,439 愛知県 長久手市 Ｆｒｅｅｓｔａｎｄｉｎｇｈｅａｌｔｈ サービス 理容・美容業 5%

133,440 愛知県 長久手市 ＦＲＥＰＰＡ サービス 飲食業 5%

133,441 愛知県 長久手市 フロンテカリーナ サービス 理容・美容業 5%

133,442 愛知県 長久手市 ＰＥＴＤＥＳＩＧＮ長久手けやき通り店 サービス その他サービス 5%

133,443 愛知県 長久手市 ホットロード　長久手店 小売業 その他小売 5%

133,444 愛知県 長久手市 ぼらぱん サービス 飲食業 5%

133,445 愛知県 長久手市 マクドナルド長久手アピタ店 サービス 飲食業 2%

133,446 愛知県 長久手市 マクドナルド長久手店 サービス 飲食業 2%

133,447 愛知県 長久手市 マクドナルド長久手南店 サービス 飲食業 2%

133,448 愛知県 長久手市 マスターピース長久手店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,449 愛知県 長久手市 マニフレックス　名古屋インター店 小売業 家具・調度品 5%

133,450 愛知県 長久手市 三星カメラ長久手図書館通り店 小売業 電化製品 5%

133,451 愛知県 長久手市 宮脇ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,452 愛知県 長久手市 名東水園　リミックス　名古屋インター店 小売業 その他小売 5%

133,453 愛知県 長久手市 ヤマモトカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

133,454 愛知県 長久手市 有限会社ウェーブ 小売業 その他小売 5%

133,455 愛知県 長久手市 Ｌａｔｔｅ＊ｒｅＭｉｘ＊ サービス 理容・美容業 5%

133,456 愛知県 長久手市 Ｒｉａｎ　長久手 サービス 理容・美容業 5%

133,457 愛知県 長久手市 Ｒｅｇｉｏｎ Ｆｒｅｅ 小売業 衣料品 5%

133,458 愛知県 長久手市 ｂａｒｂｅｒ髪飛 サービス 理容・美容業 5%

133,459 愛知県 長久手市 ｒｅｂｌｏｏｍ　ｒｅｂｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

133,460 愛知県 名古屋市 アーミーオート サービス その他サービス 5%

133,461 愛知県 名古屋市 アイガースポーツ 小売業 その他小売 5%

133,462 愛知県 名古屋市 藍風珈琲店 サービス 飲食業 5%

133,463 愛知県 名古屋市 あいせい紀年病院売店 小売業 その他小売 5%

133,464 愛知県 名古屋市 愛知県済生会リハビリテーション病院売店 小売業 その他小売 5%

133,465 愛知県 名古屋市 愛知県精神医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

133,466 愛知県 名古屋市 アイデックス サービス その他サービス 5%

133,467 愛知県 名古屋市 ｉＴｅｎｔ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,468 愛知県 名古屋市 愛正寿し サービス 飲食業 5%

133,469 愛知県 名古屋市 アイムココファミリー緑店 サービス その他サービス 5%

133,470 愛知県 名古屋市 アイラッシュサロン　サラ サービス 理容・美容業 5%

133,471 愛知県 名古屋市 アイラッシュサロンルルルーセントタワー横 サービス 理容・美容業 5%

133,472 愛知県 名古屋市 ＨａｗａｉｉａｎＶｉｌｌａｇｅ 小売業 衣料品 5%

133,473 愛知県 名古屋市 ＡＶＡＮＺＡＲ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

133,474 愛知県 名古屋市 アウトバックステーキハウス　名古屋栄店 サービス 飲食業 5%

133,475 愛知県 名古屋市 ＯＵＴＬＥＴ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

133,476 愛知県 名古屋市 あおい動物クリニック サービス その他サービス 5%
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133,477 愛知県 名古屋市 アオキーズ・ピザ　栄店 小売業 食料品 5%

133,478 愛知県 名古屋市 アオキーズ・ピザ　土古店 小売業 食料品 5%

133,479 愛知県 名古屋市 アオキーズ・ピザ　中村公園店 小売業 食料品 5%

133,480 愛知県 名古屋市 アオキーズ・コーポレーション 小売業 食料品 5%

133,481 愛知県 名古屋市 アオキーズ・ピザ神宮店 小売業 食料品 5%

133,482 愛知県 名古屋市 アオキーズピザ　池下店 小売業 食料品 5%

133,483 愛知県 名古屋市 アオマツヤ 小売業 衣料品 5%

133,484 愛知県 名古屋市 青山こころセラピー事務所 サービス その他サービス 5%

133,485 愛知県 名古屋市 赤池タイヤ　守山店 小売業 その他小売 5%

133,486 愛知県 名古屋市 赤い鳥名古屋クロスコートタワー店 サービス 飲食業 5%

133,487 愛知県 名古屋市 赤坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,488 愛知県 名古屋市 赤ちゃんデパート水谷　名古屋南店 小売業 衣料品 5%

133,489 愛知県 名古屋市 赤ちゃんデパート水谷イオンモール名古屋港 小売業 衣料品 5%

133,490 愛知県 名古屋市 株式会社アカデミー商会 小売業 その他小売 5%

133,491 愛知県 名古屋市 赤札堂　黄金橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,492 愛知県 名古屋市 赤札堂　南陽町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,493 愛知県 名古屋市 赤札堂　緑店 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,494 愛知県 名古屋市 赤札堂　六番町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,495 愛知県 名古屋市 赤門ブラザ－　Ｒ’ｓ　Ｇｅａｒ 小売業 電化製品 5%

133,496 愛知県 名古屋市 秋山タイヤ商会　島田店 小売業 その他小売 5%

133,497 愛知県 名古屋市 秋吉　栄店 サービス 飲食業 5%

133,498 愛知県 名古屋市 秋吉　今池店 サービス 飲食業 5%

133,499 愛知県 名古屋市 秋吉　上飯田店 サービス 飲食業 5%

133,500 愛知県 名古屋市 アクアネイル千種 サービス 理容・美容業 5%

133,501 愛知県 名古屋市 アクアネイル藤ヶ丘 サービス 理容・美容業 5%

133,502 愛知県 名古屋市 ＡＱＵＡＲＥＡ 小売業 その他小売 5%

133,503 愛知県 名古屋市 アクエリアス サービス その他サービス 5%

133,504 愛知県 名古屋市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｔｏｙ当知 サービス 理容・美容業 5%

133,505 愛知県 名古屋市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｂｉｊｏｕ藤が丘 サービス 理容・美容業 5%

133,506 愛知県 名古屋市 浅井米穀店 小売業 食料品 5%

133,507 愛知県 名古屋市 浅野屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,508 愛知県 名古屋市 アサヒオート サービス その他サービス 5%

133,509 愛知県 名古屋市 麻布テーラー　名古屋駅 小売業 衣料品 5%

133,510 愛知県 名古屋市 アジアの靴店 小売業 衣料品 5%

133,511 愛知県 名古屋市 アジアン雑貨ＧＯＡ 大須店 小売業 衣料品 5%

133,512 愛知県 名古屋市 味工房　和くら 小売業 食料品 5%

133,513 愛知県 名古屋市 あしたば サービス 飲食業 5%

133,514 愛知県 名古屋市 アジャスト 小売業 衣料品 5%

133,515 愛知県 名古屋市 アジル サービス 飲食業 5%

133,516 愛知県 名古屋市 ＡＺＩＬＥ 小売業 家具・調度品 5%

133,517 愛知県 名古屋市 ａ’ｓ　ａ’ｓ　ｙｏｕ　ｌｉｋｅ 小売業 衣料品 5%

133,518 愛知県 名古屋市 アズ サービス 理容・美容業 5%
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133,519 愛知県 名古屋市 アスカシステムズ 小売業 電化製品 5%

133,520 愛知県 名古屋市 ａｓｔｅｒｉｃａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

133,521 愛知県 名古屋市 アスピ サービス 理容・美容業 5%

133,522 愛知県 名古屋市 東寿司 サービス 飲食業 5%

133,523 愛知県 名古屋市 有限会社東龍 小売業 食料品 5%

133,524 愛知県 名古屋市 ＡＺＵＲＡ　Ｎａｇｏｙａ サービス 理容・美容業 5%

133,525 愛知県 名古屋市 遊びＢＡＲ　ガッチーナ サービス 飲食業 5%

133,526 愛知県 名古屋市 アゾンレーベルショップ　名古屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,527 愛知県 名古屋市 Ａｒｔｉ 小売業 その他小売 5%

133,528 愛知県 名古屋市 ａｋｋａ 小売業 衣料品 5%

133,529 愛知県 名古屋市 ａｋｋａ 小売業 衣料品 5%

133,530 愛知県 名古屋市 厚岸水産　かき小屋　名古屋池下 サービス 飲食業 5%

133,531 愛知県 名古屋市 アツザワ・プロテーゼ　名古屋 小売業 その他小売 5%

133,532 愛知県 名古屋市 あつた長寿園 サービス 飲食業 5%

133,533 愛知県 名古屋市 熱田の杜ホテル深翠苑 サービス 宿泊業 5%

133,534 愛知県 名古屋市 熱田船方どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

133,535 愛知県 名古屋市 あつた辨天 サービス 飲食業 5%

133,536 愛知県 名古屋市 ＠Ｓｐａｃｅアットスペ－ス サービス その他サービス 5%

133,537 愛知県 名古屋市 Ｕｐｐｅｒ　Ｔｉｍｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,538 愛知県 名古屋市 アップビレッジ サービス その他サービス 5%

133,539 愛知県 名古屋市 アートコンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

133,540 愛知県 名古屋市 アドス 小売業 衣料品 5%

133,541 愛知県 名古屋市 ａｄｖａｎｃｅ 小売業 衣料品 5%

133,542 愛知県 名古屋市 ａｔｒｉｕｍ１０２ 小売業 衣料品 5%

133,543 愛知県 名古屋市 ａｔｒｉｕｍ１０２大高店 小売業 衣料品 5%

133,544 愛知県 名古屋市 ａｔｒｉｕｍ１０２名古屋茶屋店 小売業 衣料品 5%

133,545 愛知県 名古屋市 アトリエ　チャトランガ サービス 理容・美容業 5%

133,546 愛知県 名古屋市 アトリエきゃら赤梅美容室 サービス 理容・美容業 5%

133,547 愛知県 名古屋市 アトリエ・サガンナゴヤキャッスルホテル店 小売業 衣料品 5%

133,548 愛知県 名古屋市 ａｔｅｌｉｅｒｂｏｌ 小売業 衣料品 5%

133,549 愛知県 名古屋市 Ａｎａｔｏｍｉｃａ名古屋店 小売業 衣料品 5%

133,550 愛知県 名古屋市 アナヒータストーンズ名駅地下サンロード店 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,551 愛知県 名古屋市 ＡＶＡＮＡＩＬｃｌａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

133,552 愛知県 名古屋市 ＡＶＡＮＡＩＬ名駅店 サービス 理容・美容業 5%

133,553 愛知県 名古屋市 ＡＶＡＢｅａｕｔｙＳｐａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

133,554 愛知県 名古屋市 ＡＶＡ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓｐａｃｅ　名駅店 サービス 理容・美容業 5%

133,555 愛知県 名古屋市 Ａｖａｎｔｉ 小売業 衣料品 5%

133,556 愛知県 名古屋市 アビシルバーズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,557 愛知県 名古屋市 ａｆｆｅｃｔｉｏｎ　ＴＥＬＥＰＩＡ サービス 理容・美容業 5%

133,558 愛知県 名古屋市 アフェクション大曽根 サービス 理容・美容業 5%

133,559 愛知県 名古屋市 ａＦＬｏｗｅｒ サービス 理容・美容業 5%

133,560 愛知県 名古屋市 炙焼街道　眺座 サービス 飲食業 5%
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133,561 愛知県 名古屋市 灸焼小街眺座　オーキッド サービス 飲食業 5%

133,562 愛知県 名古屋市 炙焼桟敷　眺座 サービス 飲食業 5%

133,563 愛知県 名古屋市 アベインテリア 小売業 家具・調度品 5%

133,564 愛知県 名古屋市 Ａｂｏｖｅ． サービス 理容・美容業 5%

133,565 愛知県 名古屋市 安保ホール サービス その他サービス 5%

133,566 愛知県 名古屋市 アマノ 小売業 その他小売 5%

133,567 愛知県 名古屋市 ａｍａｎｏ　イオンモール名古屋茶屋店 小売業 その他小売 5%

133,568 愛知県 名古屋市 ａｍａｎｏ　錦三免税店 小売業 その他小売 5%

133,569 愛知県 名古屋市 ａｍａｎｏゲートウォーク店 小売業 その他小売 5%

133,570 愛知県 名古屋市 ａｍａｎｏ　栄町ビル店 小売業 その他小売 5%

133,571 愛知県 名古屋市 ａｍａｎｏ　ＪＲゲートタワー店 小売業 その他小売 5%

133,572 愛知県 名古屋市 ａｍａｎｏ　ＪＲ名駅中央店 小売業 その他小売 5%

133,573 愛知県 名古屋市 アマノドラッグ　金山駅店 小売業 その他小売 5%

133,574 愛知県 名古屋市 アマノドラッグ　コスモ栄ビル店 小売業 その他小売 5%

133,575 愛知県 名古屋市 アマノドラッグ錦三店 小売業 その他小売 5%

133,576 愛知県 名古屋市 アマノドラッグ極楽店 小売業 その他小売 5%

133,577 愛知県 名古屋市 アマノドラッグ栄大津通店 小売業 その他小売 5%

133,578 愛知県 名古屋市 アマノドラッグサカエチカ店 小売業 その他小売 5%

133,579 愛知県 名古屋市 アマノドラッグサカエ中店 小売業 その他小売 5%

133,580 愛知県 名古屋市 アマノドラッグ栄町ビル店 小売業 その他小売 5%

133,581 愛知県 名古屋市 アマノドラッグサンロード東店 小売業 その他小売 5%

133,582 愛知県 名古屋市 アマノドラッグサンロード店 小売業 その他小売 5%

133,583 愛知県 名古屋市 アマノドラッグＪＲ名駅中央店 小売業 その他小売 5%

133,584 愛知県 名古屋市 アマノドラッグ庄内通店 小売業 その他小売 5%

133,585 愛知県 名古屋市 アマノドラッグメイチカ店 小売業 その他小売 5%

133,586 愛知県 名古屋市 ａｍａｎｏパルコ店 小売業 その他小売 5%

133,587 愛知県 名古屋市 あみ焼元気 サービス 飲食業 5%

133,588 愛知県 名古屋市 Ａｍｕｓｅｂｏｘ×Ｎｏａ サービス 理容・美容業 5%

133,589 愛知県 名古屋市 アミューズメント　バー　リッツ サービス その他サービス 5%

133,590 愛知県 名古屋市 アミング大高店 小売業 その他小売 5%

133,591 愛知県 名古屋市 アラタマ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,592 愛知県 名古屋市 Ａｒｉａ サービス 理容・美容業 5%

133,593 愛知県 名古屋市 Ａｌｉａアリア 小売業 その他小売 5%

133,594 愛知県 名古屋市 有松鳴海絞会館 小売業 衣料品 5%

133,595 愛知県 名古屋市 ａｌｌｕｒｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

133,596 愛知県 名古屋市 アルコング　天道店 小売業 食料品 5%

133,597 愛知県 名古屋市 アルテ・ア・マーノ 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,598 愛知県 名古屋市 ＡＬＤＩＥＳ　ＮＡＧＯＹＡ 小売業 衣料品 5%

133,599 愛知県 名古屋市 Ａｌｔｏ　ｅ　Ｄｉｒｉｔｔｏ 小売業 衣料品 5%

133,600 愛知県 名古屋市 アレグリア合同会社 サービス その他サービス 5%

133,601 愛知県 名古屋市 アレグリアツー サービス 飲食業 5%

133,602 愛知県 名古屋市 アレーナ　ベニーニ サービス 飲食業 5%
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133,603 愛知県 名古屋市 ｕｎｖｅｒｇｅ 小売業 衣料品 5%

133,604 愛知県 名古屋市 ＵＮＣＬＥ　Ｂｅｅ 小売業 衣料品 5%

133,605 愛知県 名古屋市 Ｅｎｃｌａｉｒ 小売業 衣料品 5%

133,606 愛知県 名古屋市 あんごさく サービス 飲食業 5%

133,607 愛知県 名古屋市 あんごさく名駅店 サービス 飲食業 5%

133,608 愛知県 名古屋市 Ａｎｇｅｖｏｇｕｅ　名古屋店 サービス 理容・美容業 5%

133,609 愛知県 名古屋市 Ｅｎｓｏｌｅｉｌｌｅコルギサロン サービス 理容・美容業 5%

133,610 愛知県 名古屋市 ＵＮＤＥＲＦＩＥＬＤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,611 愛知県 名古屋市 アンディックス 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,612 愛知県 名古屋市 アンテナ　知立店 サービス 理容・美容業 5%

133,613 愛知県 名古屋市 アンデルセン サービス 飲食業 5%

133,614 愛知県 名古屋市 アントステラ　名古屋サンロード店 小売業 食料品 5%

133,615 愛知県 名古屋市 アントステラ　名古屋サンロード店 小売業 食料品 5%

133,616 愛知県 名古屋市 ＆Ｂ麻布テーラー名古屋 小売業 衣料品 5%

133,617 愛知県 名古屋市 あんぽん炭 サービス 飲食業 5%

133,618 愛知県 名古屋市 ＪＭ／ｕｎｌｉｋｅ 小売業 衣料品 5%

133,619 愛知県 名古屋市 ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ　ＰＬＵＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,620 愛知県 名古屋市 飯島サイクル 小売業 その他小売 5%

133,621 愛知県 名古屋市 飯島サイクル 小売業 その他小売 5%

133,622 愛知県 名古屋市 池内町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,623 愛知県 名古屋市 池下ホルモンセンター サービス 飲食業 5%

133,624 愛知県 名古屋市 いけぜん サービス 飲食業 5%

133,625 愛知県 名古屋市 イケダヤ商店 小売業 食料品 5%

133,626 愛知県 名古屋市 居酒屋　膳 サービス 飲食業 5%

133,627 愛知県 名古屋市 居酒屋　膳 サービス 飲食業 5%

133,628 愛知県 名古屋市 居酒屋くらや サービス 飲食業 5%

133,629 愛知県 名古屋市 居酒屋　栗美庵 サービス 飲食業 5%

133,630 愛知県 名古屋市 癒酒家　Ｒａ－Ｆｕｕ サービス 飲食業 5%

133,631 愛知県 名古屋市 イシグロ　中川かの里店 小売業 その他小売 5%

133,632 愛知県 名古屋市 イシグロ　名古屋鳴海店 小売業 その他小売 5%

133,633 愛知県 名古屋市 イシグロ　名古屋名東引山店 小売業 その他小売 5%

133,634 愛知県 名古屋市 ［ＨＣ］イシコ電器 小売業 電化製品 5%

133,635 愛知県 名古屋市 石田英 小売業 衣料品 5%

133,636 愛知県 名古屋市 石津個別指導塾 サービス その他サービス 5%

133,637 愛知県 名古屋市 石橋楽器　名古屋店 小売業 その他小売 5%

133,638 愛知県 名古屋市 石原商会 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,639 愛知県 名古屋市 いし満 サービス その他サービス 5%

133,640 愛知県 名古屋市 石焼＆ワイン　ＩＷａＴａ サービス 飲食業 5%

133,641 愛知県 名古屋市 ＩＺＵＭＩ　ＰＩＮＣＨＯ サービス 飲食業 5%

133,642 愛知県 名古屋市 ＩＺＵＭＩ－ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

133,643 愛知県 名古屋市 いずもやフィールアイアイプラザ店 サービス その他サービス 5%

133,644 愛知県 名古屋市 磯ぎんちゃく サービス 飲食業 5%
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133,645 愛知県 名古屋市 磯見 小売業 その他小売 5%

133,646 愛知県 名古屋市 イタリア家庭料理の店　サンセット サービス 飲食業 5%

133,647 愛知県 名古屋市 イタリア食堂　Ｇｉｒａｓｏｌｅ サービス 飲食業 5%

133,648 愛知県 名古屋市 イタリア食堂ＭＡＲＵ サービス 飲食業 5%

133,649 愛知県 名古屋市 イタリア料理Ｗａｉｎａ サービス 飲食業 5%

133,650 愛知県 名古屋市 市川サイクルセンター 小売業 その他小売 5%

133,651 愛知県 名古屋市 一時お預かり専用託児所　はないと サービス その他サービス 5%

133,652 愛知県 名古屋市 一夢庵新栄店 サービス 飲食業 5%

133,653 愛知県 名古屋市 一吉タオル 小売業 その他小売 5%

133,654 愛知県 名古屋市 一匠 サービス 飲食業 5%

133,655 愛知県 名古屋市 一心 サービス 飲食業 5%

133,656 愛知県 名古屋市 一心 サービス 飲食業 5%

133,657 愛知県 名古屋市 一心　上社店 サービス 飲食業 5%

133,658 愛知県 名古屋市 一心　上社店 サービス 飲食業 5%

133,659 愛知県 名古屋市 いっとう サービス 飲食業 5%

133,660 愛知県 名古屋市 一東 サービス 飲食業 5%

133,661 愛知県 名古屋市 ｉｔｓｕｍｏ／三代目金山牛臓 サービス 飲食業 5%

133,662 愛知県 名古屋市 伊藤繁吉商店 小売業 その他小売 5%

133,663 愛知県 名古屋市 居東屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,664 愛知県 名古屋市 稲永ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,665 愛知県 名古屋市 稲葉地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,666 愛知県 名古屋市 稲葉佛檀店 小売業 家具・調度品 5%

133,667 愛知県 名古屋市 Ｅｎｏｕｇｈ 小売業 衣料品 5%

133,668 愛知県 名古屋市 イニシエイト株式会社 サービス その他サービス 5%

133,669 愛知県 名古屋市 井上タクシー サービス 運輸業 5%

133,670 愛知県 名古屋市 イマージュ・メリーサ 小売業 その他小売 5%

133,671 愛知県 名古屋市 イマージュラブハーツ 小売業 その他小売 5%

133,672 愛知県 名古屋市 芋蔵　金山店 サービス 飲食業 5%

133,673 愛知県 名古屋市 芋蔵　栄店 サービス 飲食業 5%

133,674 愛知県 名古屋市 芋蔵　ＢＡＲ　ＧＩＲＩ サービス 飲食業 5%

133,675 愛知県 名古屋市 芋蔵　名駅店 サービス 飲食業 5%

133,676 愛知県 名古屋市 芋蔵駅西店 サービス 飲食業 5%

133,677 愛知県 名古屋市 イリオスＰｅｒｓｏｎａｌ名駅ＷＥＳＴ店 サービス 理容・美容業 5%

133,678 愛知県 名古屋市 イルーシー３００ 小売業 衣料品 5%

133,679 愛知県 名古屋市 イルーズ サービス 飲食業 5%

133,680 愛知県 名古屋市 イルチブレインヨガいりなかスタジオ サービス その他サービス 5%

133,681 愛知県 名古屋市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ金山 サービス その他サービス 5%

133,682 愛知県 名古屋市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ名古屋 サービス その他サービス 5%

133,683 愛知県 名古屋市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ八事 サービス その他サービス 5%

133,684 愛知県 名古屋市 イルベイジュ サービス その他サービス 5%

133,685 愛知県 名古屋市 いろ髪工房 サービス 理容・美容業 5%

133,686 愛知県 名古屋市 いわたや＆ほっぺ 小売業 衣料品 5%
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133,687 愛知県 名古屋市 岩塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,688 愛知県 名古屋市 インクリーズ サービス 理容・美容業 5%

133,689 愛知県 名古屋市 ｉｎ　ｔｈｅ　ｃｌｏｓｅｔ 小売業 衣料品 5%

133,690 愛知県 名古屋市 ＩＮ　ＴＨＥ　ＤＯＧ 小売業 その他小売 5%

133,691 愛知県 名古屋市 インセンス 小売業 衣料品 5%

133,692 愛知県 名古屋市 インディアンクイズン＆バーカグラ サービス 飲食業 5%

133,693 愛知県 名古屋市 Ｉｎｄｉｇｏ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

133,694 愛知県 名古屋市 インドレストラン　ムガルパレス　泉店 サービス 飲食業 5%

133,695 愛知県 名古屋市 インドレストラン　ムガルパレス　２号店 サービス 飲食業 5%

133,696 愛知県 名古屋市 インドレストラン　ムガルパレス　名駅店 サービス 飲食業 5%

133,697 愛知県 名古屋市 インプルーヴ サービス その他サービス 5%

133,698 愛知県 名古屋市 ヴァージェンス 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,699 愛知県 名古屋市 ヴァージェンス 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,700 愛知県 名古屋市 ＶＯＵＣＨ サービス 理容・美容業 5%

133,701 愛知県 名古屋市 ヴァン　モア 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,702 愛知県 名古屋市 ＶＡＮＶＥＳ　ｄｅｕｘ 小売業 衣料品 5%

133,703 愛知県 名古屋市 ヴァンカウンシル金山 サービス 理容・美容業 5%

133,704 愛知県 名古屋市 ヴァンカウンシル千種 サービス 理容・美容業 5%

133,705 愛知県 名古屋市 ｎ’ｕｉ 小売業 衣料品 5%

133,706 愛知県 名古屋市 Ｖｉｖｉ　金山店 サービス 理容・美容業 5%

133,707 愛知県 名古屋市 Ｖｉｓｅｅｓ　ｄｅ　ＮＡＫＡＯ サービス 理容・美容業 5%

133,708 愛知県 名古屋市 ウィッシュセレネ名駅店 サービス 理容・美容業 5%

133,709 愛知県 名古屋市 Ｖｉｎｅｒｉａ　Ｃａｓｓｉｎｉ サービス 飲食業 5%

133,710 愛知県 名古屋市 有限会社ウィング 小売業 食料品 5%

133,711 愛知県 名古屋市 ＶＩＮＴＡＧＥ　ＰＡＲＡＤＩＳＥ　植田店 小売業 衣料品 5%

133,712 愛知県 名古屋市 ＶＩＮＴＡＧＥ　ＰＡＲＡＤＩＳＥ　植田店 小売業 衣料品 5%

133,713 愛知県 名古屋市 ヴィンテージエコランド 小売業 その他小売 5%

133,714 愛知県 名古屋市 Ｖｅｚｉｒ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

133,715 愛知県 名古屋市 うえだ動物クリニック サービス その他サービス 5%

133,716 愛知県 名古屋市 ＷＡＶＥ 小売業 衣料品 5%

133,717 愛知県 名古屋市 Ｖｅｒｔ サービス 理容・美容業 5%

133,718 愛知県 名古屋市 ウェルネススクエア金山 サービス その他サービス 5%

133,719 愛知県 名古屋市 ウェルネススクエア栄 サービス その他サービス 5%

133,720 愛知県 名古屋市 ウェルネススクエア新栄 サービス その他サービス 5%

133,721 愛知県 名古屋市 ウェルネススクエア港 サービス その他サービス 5%

133,722 愛知県 名古屋市 ヴェルム千音寺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,723 愛知県 名古屋市 魚鍵旅館 サービス 宿泊業 5%

133,724 愛知県 名古屋市 魚河岸酒場　ＦＵＫＵ浜金　金山店 サービス 飲食業 5%

133,725 愛知県 名古屋市 魚錠　名東店 サービス 飲食業 5%

133,726 愛知県 名古屋市 魚錠金山店 サービス 飲食業 5%

133,727 愛知県 名古屋市 魚棚 サービス 飲食業 5%

133,728 愛知県 名古屋市 ウォーターレスキュー 小売業 その他小売 5%
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133,729 愛知県 名古屋市 魚忠　熱田店 サービス 飲食業 5%

133,730 愛知県 名古屋市 魚処はしもと サービス 飲食業 5%

133,731 愛知県 名古屋市 ヴォーノ・イタリア港店 サービス 飲食業 5%

133,732 愛知県 名古屋市 魚博 サービス 飲食業 5%

133,733 愛知県 名古屋市 Ｖｏｒｔｅｘ サービス 理容・美容業 5%

133,734 愛知県 名古屋市 ウォレス 小売業 その他小売 5%

133,735 愛知県 名古屋市 ウシヒロ　八熊店 小売業 食料品 5%

133,736 愛知県 名古屋市 臼井竹材店 小売業 その他小売 5%

133,737 愛知県 名古屋市 ウスイ時計店 小売業 その他小売 5%

133,738 愛知県 名古屋市 うたたね庵 サービス その他サービス 5%

133,739 愛知県 名古屋市 打出　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,740 愛知県 名古屋市 鰻かしわななつぼし サービス 飲食業 5%

133,741 愛知県 名古屋市 うなぎしら河　今池店 サービス 飲食業 5%

133,742 愛知県 名古屋市 うなぎしら河　栄店 サービス 飲食業 5%

133,743 愛知県 名古屋市 うなぎしら河　名駅店 サービス 飲食業 5%

133,744 愛知県 名古屋市 うなぎ和食処　高山 サービス 飲食業 5%

133,745 愛知県 名古屋市 美味いもん製作所　伊之助 サービス 飲食業 5%

133,746 愛知県 名古屋市 旨し魚・酒　善みつ サービス 飲食業 5%

133,747 愛知県 名古屋市 海の蔵 サービス 飲食業 5%

133,748 愛知県 名古屋市 海の台所　はまきん サービス 飲食業 5%

133,749 愛知県 名古屋市 海舞 サービス 飲食業 5%

133,750 愛知県 名古屋市 ＵＭＥＨＡ サービス 飲食業 5%

133,751 愛知県 名古屋市 ＵＲＯＯＴＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,752 愛知県 名古屋市 Ａ．Ｇ　ｈａｉｒ　ＦＵＺＩＧＡＯＫＡ サービス 理容・美容業 5%

133,753 愛知県 名古屋市 エーアイデザイン 小売業 その他小売 5%

133,754 愛知県 名古屋市 エアスト サービス その他サービス 5%

133,755 愛知県 名古屋市 ａｉｒ×ｃｈｉｍｅ サービス 理容・美容業 5%

133,756 愛知県 名古屋市 エイジング・ビーフ名古屋店 サービス 飲食業 5%

133,757 愛知県 名古屋市 栄太朗 サービス 飲食業 5%

133,758 愛知県 名古屋市 ＨＳＰ　ＷＯＲＬＤ 小売業 その他小売 5%

133,759 愛知県 名古屋市 ８　ｅｉｔ サービス 理容・美容業 5%

133,760 愛知県 名古屋市 駅前大衆ホルモン野並店 サービス 飲食業 5%

133,761 愛知県 名古屋市 エクストライシュー 小売業 衣料品 5%

133,762 愛知県 名古屋市 エクストライシュー 小売業 衣料品 5%

133,763 愛知県 名古屋市 ＥＸＰＬＯＲＥＲＣＯＬＬＥＣＴＩＶＥ 小売業 衣料品 5%

133,764 愛知県 名古屋市 ＥＸＰＬＯＲＥＲＣＯＬＬＥＣＴＩＶＥ 小売業 衣料品 5%

133,765 愛知県 名古屋市 エクセルイン名古屋熱田 サービス 宿泊業 5%

133,766 愛知県 名古屋市 エコクラフト　名駅サンロード店 サービス その他サービス 5%

133,767 愛知県 名古屋市 エス・イー・オー サービス その他サービス 5%

133,768 愛知県 名古屋市 Ｅｓｃｏｒｔ サービス 飲食業 5%

133,769 愛知県 名古屋市 エステ・ド・ユウ　徳重店 サービス 理容・美容業 5%

133,770 愛知県 名古屋市 エステルサカエテン 小売業 衣料品 5%
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133,771 愛知県 名古屋市 エストリア栄 サービス 理容・美容業 5%

133,772 愛知県 名古屋市 ＥＳＰＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

133,773 愛知県 名古屋市 ＳＰＸ　名古屋店 小売業 衣料品 5%

133,774 愛知県 名古屋市 ｅｔｅｒｏ　ｄｏｓｓｏ サービス その他サービス 5%

133,775 愛知県 名古屋市 Ｎ．Ｒ．ＪＥＡＮＳ 小売業 衣料品 5%

133,776 愛知県 名古屋市 ＥｎｅＪｅｔ桶狭間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,777 愛知県 名古屋市 ＥｎｅＪｅｔあじまＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,778 愛知県 名古屋市 ＥｎｅＪｅｔ植田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,779 愛知県 名古屋市 ＥｎｅＪｅｔ金山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,780 愛知県 名古屋市 ＥｎｅＪｅｔ城西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,781 愛知県 名古屋市 ＥｎｅＪｅｔ昭和橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,782 愛知県 名古屋市 ＥｎｅＪｅｔ名古屋西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,783 愛知県 名古屋市 ＥｎｅＪｅｔ平和が丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,784 愛知県 名古屋市 ＥｎｅＪｅｔ豊永ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,785 愛知県 名古屋市 ＥｎｅＪｅｔ万場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,786 愛知県 名古屋市 ＥｎｅＪｅｔ名岐バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,787 愛知県 名古屋市 ＥｎｅＪｅｔ四谷通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,788 愛知県 名古屋市 エービー商会 小売業 家具・調度品 5%

133,789 愛知県 名古屋市 えびす治療院 サービス その他サービス 5%

133,790 愛知県 名古屋市 ＡＢホテル名古屋栄 サービス 宿泊業 5%

133,791 愛知県 名古屋市 #FR2 NAGOYA 小売業 衣料品 5%

133,792 愛知県 名古屋市 Ｅｐｏｎａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,793 愛知県 名古屋市 エマ　ビビッド〔港店〕 サービス 理容・美容業 5%

133,794 愛知県 名古屋市 エマ　ピボット〔中川本店〕 サービス 理容・美容業 5%

133,795 愛知県 名古屋市 ＭＩジャパン　名古屋校 サービス その他サービス 5%

133,796 愛知県 名古屋市 ＭＳＰ　名古屋駅前店 サービス 理容・美容業 5%

133,797 愛知県 名古屋市 ＭＳＰ　名古屋星が丘テラス店 サービス 理容・美容業 5%

133,798 愛知県 名古屋市 Ｍ－０３大須店 小売業 衣料品 5%

133,799 愛知県 名古屋市 Ｍ’ｓ　Ｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

133,800 愛知県 名古屋市 ＭＤＣ　名古屋ｍｏｚｏワンダ－シティ－店 サービス 理容・美容業 5%

133,801 愛知県 名古屋市 ａｉｍｅｒｆｅｅｌイオンモール熱田店 小売業 衣料品 5%

133,802 愛知県 名古屋市 ＡＲＥＡ サービス 理容・美容業 5%

133,803 愛知県 名古屋市 Ｌ サービス 理容・美容業 5%

133,804 愛知県 名古屋市 エルパス　小田井店 小売業 衣料品 5%

133,805 愛知県 名古屋市 エルパス　太平通店 小売業 衣料品 5%

133,806 愛知県 名古屋市 エルパス八田店 小売業 衣料品 5%

133,807 愛知県 名古屋市 エルベート　名古屋東急ホテル店 小売業 衣料品 5%

133,808 愛知県 名古屋市 エレガンス サービス 理容・美容業 5%

133,809 愛知県 名古屋市 エレッツつぼい エレッツつぼい 小売業 電化製品 5%

133,810 愛知県 名古屋市 えんぎや洋品店 小売業 衣料品 5%

133,811 愛知県 名古屋市 えんぎや洋品店 小売業 衣料品 5%

133,812 愛知県 名古屋市 エンジェルバー サービス 飲食業 5%
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133,813 愛知県 名古屋市 えんそば　円頓寺商店街店 サービス 飲食業 5%

133,814 愛知県 名古屋市 えんそば　びぃわん サービス 飲食業 5%

133,815 愛知県 名古屋市 オイルロード豊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,816 愛知県 名古屋市 ＯＵ 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,817 愛知県 名古屋市 桜雪院覚王山本店 サービス その他サービス 5%

133,818 愛知県 名古屋市 欧風　料理　ウイズ サービス 飲食業 5%

133,819 愛知県 名古屋市 欧風居酒屋　サヴァサヴァ サービス 飲食業 5%

133,820 愛知県 名古屋市 欧風居酒屋　ＢＩＳＴＲＯＴ　Ｇｏ サービス 飲食業 5%

133,821 愛知県 名古屋市 ｏｗｎ－ｔｉｍｅ　ＦＵＪＩＯＫＡ 小売業 その他小売 5%

133,822 愛知県 名古屋市 大銀杏 サービス 飲食業 5%

133,823 愛知県 名古屋市 大銀杏名古屋西店 サービス 飲食業 5%

133,824 愛知県 名古屋市 大阪屋書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,825 愛知県 名古屋市 大島薬局 小売業 その他小売 5%

133,826 愛知県 名古屋市 大須足まる 小売業 その他小売 5%

133,827 愛知県 名古屋市 大須自動車 サービス その他サービス 5%

133,828 愛知県 名古屋市 大曽根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,829 愛知県 名古屋市 大竹書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,830 愛知県 名古屋市 株式会社大武屋 小売業 その他小売 5%

133,831 愛知県 名古屋市 オ－トオアシス星崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,832 愛知県 名古屋市 ＡｕｔｏＦａｃｔｏｒｙ ＣＬＥＦ 小売業 その他小売 5%

133,833 愛知県 名古屋市 オートフェッセル株式会社　オートフェッセル株式会社 小売業 その他小売 5%

133,834 愛知県 名古屋市 大問屋徳重店 サービス その他サービス 5%

133,835 愛知県 名古屋市 大問屋中村店 サービス その他サービス 5%

133,836 愛知県 名古屋市 大問屋名東店 サービス その他サービス 5%

133,837 愛知県 名古屋市 大橋庵 サービス 飲食業 5%

133,838 愛知県 名古屋市 大盛鮮魚　カツオ サービス 飲食業 5%

133,839 愛知県 名古屋市 オーモリニッセキ　名古屋本部 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,840 愛知県 名古屋市 大矢洋服店 小売業 衣料品 5%

133,841 愛知県 名古屋市 おかげ サービス 飲食業 5%

133,842 愛知県 名古屋市 おかげ サービス 飲食業 5%

133,843 愛知県 名古屋市 お勝手　たんと サービス 飲食業 5%

133,844 愛知県 名古屋市 Ｏ’ＲＧＡＲ　オーガル栄店 サービス 理容・美容業 5%

133,845 愛知県 名古屋市 小川自動車 サービス その他サービス 5%

133,846 愛知県 名古屋市 小木曽や 小売業 食料品 5%

133,847 愛知県 名古屋市 ＯＣＴＥＴ　ＮＡＧＯＹＡ 小売業 衣料品 5%

133,848 愛知県 名古屋市 Ｏｃｔｅｔ　ｎａｇｏｙａ 小売業 衣料品 5%

133,849 愛知県 名古屋市 奥村佛具店 小売業 家具・調度品 5%

133,850 愛知県 名古屋市 小栗橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,851 愛知県 名古屋市 おけい鮨分店本山 サービス 飲食業 5%

133,852 愛知県 名古屋市 ＡＵＴＨＯＲ 小売業 衣料品 5%

133,853 愛知県 名古屋市 お酒と一番合うお店　ご馳走屋 サービス 飲食業 5%

133,854 愛知県 名古屋市 お酒と一番合うお店　ご馳走屋　金山店 サービス 飲食業 5%
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133,855 愛知県 名古屋市 押切ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,856 愛知県 名古屋市 オステリア　ラマンテ　泉 サービス 飲食業 5%

133,857 愛知県 名古屋市 オステリアラマンテ サービス 飲食業 5%

133,858 愛知県 名古屋市 Ａｕｓｔ　ｈａｉｒ　Ｃｅｎｔｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

133,859 愛知県 名古屋市 Ａｕｓｔ　ｈａｉｒ　Ｒａｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

133,860 愛知県 名古屋市 Ａｕｓｔ　ｈａｉｒ　Ｚｅａｌ サービス 理容・美容業 5%

133,861 愛知県 名古屋市 オーダーサロン　タナカ 小売業 衣料品 5%

133,862 愛知県 名古屋市 オッジハウス 小売業 衣料品 5%

133,863 愛知県 名古屋市 オッジハウス 小売業 衣料品 5%

133,864 愛知県 名古屋市 ＯＧＧＩ　ＨＯＵＳＥ　丸の内店 小売業 衣料品 5%

133,865 愛知県 名古屋市 ＯＧＧＩＨＯＵＳＥ伏見店 小売業 衣料品 5%

133,866 愛知県 名古屋市 ｏｄｄ．ｏｐｔｉｃａｌ 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,867 愛知県 名古屋市 おてがる会議室ｉｎ７５８ サービス その他サービス 5%

133,868 愛知県 名古屋市 男の店ＪＩＮＢＡＹ 小売業 衣料品 5%

133,869 愛知県 名古屋市 お肉とスイーツのお店　Ｗａｃｃａ サービス 飲食業 5%

133,870 愛知県 名古屋市 十八番舟 サービス 飲食業 5%

133,871 愛知県 名古屋市 おばたペットクリニック サービス その他サービス 5%

133,872 愛知県 名古屋市 小幡緑地どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

133,873 愛知県 名古屋市 おばんざい家そう吉　御器所店 サービス 飲食業 5%

133,874 愛知県 名古屋市 オフィチーネパネライ名古屋ブティック 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,875 愛知県 名古屋市 ＯＢＯＮ 小売業 その他小売 5%

133,876 愛知県 名古屋市 ＯＭ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

133,877 愛知県 名古屋市 オ・ラ・ヴァッシュ サービス 飲食業 5%

133,878 愛知県 名古屋市 おらが村 サービス 飲食業 5%

133,879 愛知県 名古屋市 ＯＯＲＲＹ． サービス 理容・美容業 5%

133,880 愛知県 名古屋市 Ｏｒｉｇａｍｉ　０２　ｆａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

133,881 愛知県 名古屋市 オリジン サービス その他サービス 5%

133,882 愛知県 名古屋市 オリックスレンタカー金山駅前店 サービス その他サービス 2%

133,883 愛知県 名古屋市 ＯＲＩＢＥ　ＮＡＧＯＹＡ 小売業 その他小売 5%

133,884 愛知県 名古屋市 織部栄森の地下街店 小売業 その他小売 5%

133,885 愛知県 名古屋市 御料理いしだ サービス 飲食業 5%

133,886 愛知県 名古屋市 おれん路 サービス 飲食業 5%

133,887 愛知県 名古屋市 俺ん家キング サービス 飲食業 5%

133,888 愛知県 名古屋市 尾張乃山賊 サービス 飲食業 5%

133,889 愛知県 名古屋市 音楽堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,890 愛知県 名古屋市 音楽堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,891 愛知県 名古屋市 温石 サービス 飲食業 5%

133,892 愛知県 名古屋市 ＯｎｄｉｎｅＲａｄｉａｎｃｅ サービス その他サービス 5%

133,893 愛知県 名古屋市 カーコンビニクラブ　名古屋インター店 小売業 その他小売 5%

133,894 愛知県 名古屋市 加圧スタジオ・カシオペア 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,895 愛知県 名古屋市 加圧スタジオＳｉｅｓｔａ サービス その他サービス 5%

133,896 愛知県 名古屋市 カードラボ名古屋大須２号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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133,897 愛知県 名古屋市 カードラボ名駅９Ｆ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,898 愛知県 名古屋市 カードラボ名駅４Ｆ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,899 愛知県 名古屋市 カードラボ名駅６Ｆ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,900 愛知県 名古屋市 懐食庵　なかたけ サービス 飲食業 5%

133,901 愛知県 名古屋市 開成パートナーズ サービス その他サービス 5%

133,902 愛知県 名古屋市 会席料理　ロココ サービス 飲食業 5%

133,903 愛知県 名古屋市 懐石和食　鉄板焼　錦輝茶寮 サービス 飲食業 5%

133,904 愛知県 名古屋市 海鮮酒場魚雑葉 サービス 飲食業 5%

133,905 愛知県 名古屋市 海鮮酒場かいえん サービス 飲食業 5%

133,906 愛知県 名古屋市 海鮮銘酒ななつぼし サービス 飲食業 5%

133,907 愛知県 名古屋市 買取市場　柴田店 小売業 その他小売 5%

133,908 愛知県 名古屋市 楓 サービス 飲食業 5%

133,909 愛知県 名古屋市 カエルボディスタジオ サービス その他サービス 5%

133,910 愛知県 名古屋市 カオサンカァ サービス 飲食業 5%

133,911 愛知県 名古屋市 我我 サービス 飲食業 5%

133,912 愛知県 名古屋市 学生衣料イナガキ サービス その他サービス 5%

133,913 愛知県 名古屋市 学生服コジマヤ 小売業 衣料品 5%

133,914 愛知県 名古屋市 学生服のミズマス 小売業 衣料品 5%

133,915 愛知県 名古屋市 カクタス・セポ　アスナル金山店 小売業 衣料品 5%

133,916 愛知県 名古屋市 額縁・ギャラリー３７° 小売業 家具・調度品 5%

133,917 愛知県 名古屋市 カクヤス　名古屋本店 小売業 食料品 5%

133,918 愛知県 名古屋市 カクヤス　名東店 小売業 食料品 5%

133,919 愛知県 名古屋市 神楽食堂　串家 サービス 飲食業 5%

133,920 愛知県 名古屋市 カクレミノ家名古屋大須店 小売業 その他小売 5%

133,921 愛知県 名古屋市 かげ山 サービス 飲食業 5%

133,922 愛知県 名古屋市 覚王山通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

133,923 愛知県 名古屋市 ＣａｒＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ４５ 小売業 その他小売 5%

133,924 愛知県 名古屋市 ＫＡＳＡ動物病院 サービス その他サービス 5%

133,925 愛知県 名古屋市 カシータフロル　守山店 サービス 理容・美容業 5%

133,926 愛知県 名古屋市 カシータヘアリゾート　イオンモール熱田店 サービス 理容・美容業 5%

133,927 愛知県 名古屋市 Ｃａｓｉｔａｈａｉｒｒｅｓｏｒｔ熱田千年 サービス 理容・美容業 5%

133,928 愛知県 名古屋市 柏屋 小売業 衣料品 5%

133,929 愛知県 名古屋市 かしわ屋治兵衛 サービス 飲食業 5%

133,930 愛知県 名古屋市 ＧａｓｔｒｏｎｏｍｉｅＳａｕｌｅ サービス 飲食業 5%

133,931 愛知県 名古屋市 ＫＡＺＵＭＩ 小売業 衣料品 5%

133,932 愛知県 名古屋市 糟谷交通 サービス 運輸業 5%

133,933 愛知県 名古屋市 可知時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

133,934 愛知県 名古屋市 ＣＡＳＳＩＮＡ　ＩＸＣ．名古屋店 小売業 家具・調度品 5%

133,935 愛知県 名古屋市 ＧＯＤ　ＴＥＮＤＥＲ サービス 飲食業 5%

133,936 愛知県 名古屋市 ＧＯＤ　ＴＥＮＤＥＲ　高畑店 サービス 飲食業 5%

133,937 愛知県 名古屋市 Ｃｕｔ Ｓａｌｏｎ ＫＵＢＯ サービス 理容・美容業 5%

133,938 愛知県 名古屋市 嘉っとび炉端　ざぶん サービス 飲食業 5%
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133,939 愛知県 名古屋市 割烹　一柳 サービス 飲食業 5%

133,940 愛知県 名古屋市 割烹城 サービス 飲食業 5%

133,941 愛知県 名古屋市 かつまさ伏見 サービス 飲食業 5%

133,942 愛知県 名古屋市 カーテンハウスシルク　みどり店 小売業 家具・調度品 5%

133,943 愛知県 名古屋市 ［ＨＣ］家電プラザサンワ 小売業 電化製品 5%

133,944 愛知県 名古屋市 加藤毛ばり店 小売業 その他小売 5%

133,945 愛知県 名古屋市 カードラボ　大須２号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,946 愛知県 名古屋市 カードラボ　名古屋駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,947 愛知県 名古屋市 カードラボ　名古屋大須店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,948 愛知県 名古屋市 カードラボ　名駅９Ｆ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,949 愛知県 名古屋市 カードラボ　名駅２号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

133,950 愛知県 名古屋市 金山精肉酒場せきや サービス 飲食業 5%

133,951 愛知県 名古屋市 金山富士酒場 サービス 飲食業 5%

133,952 愛知県 名古屋市 金山ほしあかり サービス 飲食業 5%

133,953 愛知県 名古屋市 かに将軍　今池店 サービス 飲食業 5%

133,954 愛知県 名古屋市 蟹みつ／モルト サービス 飲食業 5%

133,955 愛知県 名古屋市 カネセン家具 小売業 家具・調度品 5%

133,956 愛知県 名古屋市 かねまつ　ギャルリメルサ店 小売業 衣料品 5%

133,957 愛知県 名古屋市 かねまつ　栄メルサ店 小売業 衣料品 5%

133,958 愛知県 名古屋市 かねまつ　名古屋セントラル店 小売業 衣料品 5%

133,959 愛知県 名古屋市 かねまつ　名古屋テルミナ店 小売業 衣料品 5%

133,960 愛知県 名古屋市 かねまつ　名古屋メルサ店 小売業 衣料品 5%

133,961 愛知県 名古屋市 Ｋａｎｏａｌｅａ　ｂｙ　ＴＪ天気予報 サービス 理容・美容業 5%

133,962 愛知県 名古屋市 Ｋａｐｕａ池下 サービス 理容・美容業 5%

133,963 愛知県 名古屋市 Ｋａｐｕａ京命店 サービス 理容・美容業 5%

133,964 愛知県 名古屋市 カフェ　ド　エム サービス 飲食業 5%

133,965 愛知県 名古屋市 カフェアヤム サービス 飲食業 5%

133,966 愛知県 名古屋市 ＣＡＦＥ＆ＳＴＯＲＥべべのおそうざい 小売業 食料品 5%

133,967 愛知県 名古屋市 カフェ＆ダイニング　アクア サービス 飲食業 5%

133,968 愛知県 名古屋市 カフェアンドバー　パームス サービス 飲食業 5%

133,969 愛知県 名古屋市 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ｄｉｃｅ サービス 飲食業 5%

133,970 愛知県 名古屋市 ＣＡＦＥＧ．Ａ． サービス 飲食業 5%

133,971 愛知県 名古屋市 カフェダウニー植田店 小売業 食料品 5%

133,972 愛知県 名古屋市 カフェダウニー表山店 小売業 食料品 5%

133,973 愛知県 名古屋市 カフェダウニー神の倉店 小売業 食料品 5%

133,974 愛知県 名古屋市 カフェダウニー日赤イースト店 小売業 食料品 5%

133,975 愛知県 名古屋市 カフェ・ラ・レットル サービス 飲食業 5%

133,976 愛知県 名古屋市 株式会社　米久 小売業 食料品 5%

133,977 愛知県 名古屋市 株式会社アンジュ 小売業 衣料品 5%

133,978 愛知県 名古屋市 株式会社アンジュ　星ヶ丘店 小売業 衣料品 5%

133,979 愛知県 名古屋市 ［ＨＣ］株式会社安藤電器商会 小売業 電化製品 5%

133,980 愛知県 名古屋市 株式会社大塚商会 小売業 電化製品 5%
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133,981 愛知県 名古屋市 株式会社岡本造花店 小売業 その他小売 5%

133,982 愛知県 名古屋市 株式会社カードックタテマツ 小売業 その他小売 5%

133,983 愛知県 名古屋市 ［ＨＣ］株式会社家電プラザ新橋 小売業 電化製品 5%

133,984 愛知県 名古屋市 株式会社グローバルコーポレーション サービス その他サービス 5%

133,985 愛知県 名古屋市 株式会社三明貿易 小売業 その他小売 5%

133,986 愛知県 名古屋市 株式会社システムファイブ 小売業 その他小売 5%

133,987 愛知県 名古屋市 株式会社ショウイング サービス その他サービス 5%

133,988 愛知県 名古屋市 株式会社杉善ラジオ 小売業 電化製品 5%

133,989 愛知県 名古屋市 株式会社スズキワークス サービス その他サービス 5%

133,990 愛知県 名古屋市 株式会社中部タイヤセンター サービス その他サービス 5%

133,991 愛知県 名古屋市 株式会社ツバサヤ 小売業 衣料品 5%

133,992 愛知県 名古屋市 ［ＨＣ］株式会社トマト電器 小売業 電化製品 5%

133,993 愛知県 名古屋市 ［ＨＣ］株式会社トマト電器柴田店 小売業 電化製品 5%

133,994 愛知県 名古屋市 株式会社ドルチェ楽器名古屋店 小売業 その他小売 5%

133,995 愛知県 名古屋市 株式会社ナチュール・メイ 小売業 食料品 5%

133,996 愛知県 名古屋市 （株）日本観光社 サービス その他サービス 5%

133,997 愛知県 名古屋市 株式会社はやみ 小売業 衣料品 5%

133,998 愛知県 名古屋市 株式会社美音 小売業 家具・調度品 5%

133,999 愛知県 名古屋市 株式会社ビサイ 小売業 衣料品 5%

134,000 愛知県 名古屋市 株式会社フジヨシ 小売業 家具・調度品 5%

134,001 愛知県 名古屋市 ねこべや・いぬべや サービス その他サービス 5%

134,002 愛知県 名古屋市 株式会社細野商会 小売業 その他小売 5%

134,003 愛知県 名古屋市 ＪＭ／株式会社陽電社 小売業 電化製品 5%

134,004 愛知県 名古屋市 （株）ＬＵＸＥＴＺＥＴＴＯＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,005 愛知県 名古屋市 株式会社渡辺自動車 小売業 その他小売 5%

134,006 愛知県 名古屋市 （株）渡辺自動車　千早ショールーム 小売業 その他小売 5%

134,007 愛知県 名古屋市 ＧＡＢＵＣＨＩＫＩワイン倶楽部 サービス 飲食業 5%

134,008 愛知県 名古屋市 ＧＡＢＵＣＨＩＫＩワイン倶楽部名駅３丁目 サービス 飲食業 5%

134,009 愛知県 名古屋市 ＧＡＢＵＣＨＩＫＩワイン食堂 サービス 飲食業 5%

134,010 愛知県 名古屋市 自然食まるしぇ サービス その他サービス 5%

134,011 愛知県 名古屋市 がブリチキン　金山店 サービス 飲食業 5%

134,012 愛知県 名古屋市 がブリチキン　栄店 サービス 飲食業 5%

134,013 愛知県 名古屋市 がブリチキン。新瑞橋店 サービス 飲食業 5%

134,014 愛知県 名古屋市 がブリチキン。大須店 サービス 飲食業 5%

134,015 愛知県 名古屋市 がブリチキン。金山北口 サービス 飲食業 5%

134,016 愛知県 名古屋市 がブリチキン。御器所駅前 サービス 飲食業 5%

134,017 愛知県 名古屋市 がブリチキン。栄住吉店 サービス 飲食業 5%

134,018 愛知県 名古屋市 がブリチキン。塩釜口 サービス 飲食業 5%

134,019 愛知県 名古屋市 がブリチキン。浄心店 サービス 飲食業 5%

134,020 愛知県 名古屋市 がブリチキン。鶴舞店 サービス 飲食業 5%

134,021 愛知県 名古屋市 がブリチキン。錦通店 サービス 飲食業 5%

134,022 愛知県 名古屋市 がブリチキン。原駅前店 サービス 飲食業 5%

3193



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

134,023 愛知県 名古屋市 がブリチキン。藤が丘店 サービス 飲食業 5%

134,024 愛知県 名古屋市 がブリチキン。名駅牛島店 サービス 飲食業 5%

134,025 愛知県 名古屋市 がブリチキン。名駅３丁目店 サービス 飲食業 5%

134,026 愛知県 名古屋市 がブリチキン。名駅西口店 サービス 飲食業 5%

134,027 愛知県 名古屋市 上飯田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,028 愛知県 名古屋市 上飯田第一病院売店 小売業 その他小売 5%

134,029 愛知県 名古屋市 上小田井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,030 愛知県 名古屋市 上名古屋セルフステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,031 愛知県 名古屋市 カメラの森 小売業 電化製品 5%

134,032 愛知県 名古屋市 カメラの森栄町ビル店 小売業 電化製品 5%

134,033 愛知県 名古屋市 カメラのミツバ 小売業 電化製品 5%

134,034 愛知県 名古屋市 カメラのアマノ 小売業 電化製品 5%

134,035 愛知県 名古屋市 カメラのアマノ 小売業 電化製品 5%

134,036 愛知県 名古屋市 カメラのアマノ　光音寺店 サービス その他サービス 5%

134,037 愛知県 名古屋市 カメラのアマノ　栄店 小売業 電化製品 5%

134,038 愛知県 名古屋市 カメラのアマノ　城東店 小売業 電化製品 5%

134,039 愛知県 名古屋市 カメラのアマノ　千代が丘店 サービス その他サービス 5%

134,040 愛知県 名古屋市 カメラのアマノ　八田店 サービス その他サービス 5%

134,041 愛知県 名古屋市 カメラのアマノ　バロー瑞穂店 サービス その他サービス 5%

134,042 愛知県 名古屋市 カメラのアマノ　平針店 サービス その他サービス 5%

134,043 愛知県 名古屋市 カメラのアマノ　フィール志賀公園店 サービス その他サービス 5%

134,044 愛知県 名古屋市 カメラのアマノ　フォトサロン今池店 サービス その他サービス 5%

134,045 愛知県 名古屋市 カメラのアマノ　マックスバリュ川原 サービス その他サービス 5%

134,046 愛知県 名古屋市 カメラのアマノ　メイチカ店 小売業 電化製品 5%

134,047 愛知県 名古屋市 カメラのアマノ　メッツ大曽根店 サービス その他サービス 5%

134,048 愛知県 名古屋市 カメラ売ります買います屋 小売業 電化製品 5%

134,049 愛知県 名古屋市 嘉文 サービス 飲食業 5%

134,050 愛知県 名古屋市 嘉文　大曽根店 サービス 飲食業 5%

134,051 愛知県 名古屋市 嘉文　金山北店 サービス 飲食業 5%

134,052 愛知県 名古屋市 嘉文　金山店 サービス 飲食業 5%

134,053 愛知県 名古屋市 嘉文　キャナルリゾート店 サービス 飲食業 5%

134,054 愛知県 名古屋市 嘉文　栄店 サービス 飲食業 5%

134,055 愛知県 名古屋市 嘉文　栄本店 サービス 飲食業 5%

134,056 愛知県 名古屋市 嘉文　錦亭 サービス 飲食業 5%

134,057 愛知県 名古屋市 嘉文　藤が丘店 サービス 飲食業 5%

134,058 愛知県 名古屋市 嘉文　ループ金山店 サービス 飲食業 5%

134,059 愛知県 名古屋市 カラオケ　Ｔｒａｘ サービス 飲食業 5%

134,060 愛知県 名古屋市 カラダファクトリー　本山店 サービス その他サービス 5%

134,061 愛知県 名古屋市 カラダファクトリー　なるぱーく店 サービス その他サービス 5%

134,062 愛知県 名古屋市 Ｃａｒａｆｅ 小売業 その他小売 5%

134,063 愛知県 名古屋市 カラマツトレイン　名古屋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

134,064 愛知県 名古屋市 ＣＡＲＩＣＩＡ サービス 理容・美容業 5%
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134,065 愛知県 名古屋市 オートガレージストランダル サービス その他サービス 5%

134,066 愛知県 名古屋市 ＧａｒａｇｅＮｅｖｅｒｌａｎｄ 小売業 その他小売 5%

134,067 愛知県 名古屋市 ＧａｒａｇｅＢ．Ｂ 小売業 その他小売 5%

134,068 愛知県 名古屋市 カレンダー千代ヶ丘店 小売業 衣料品 5%

134,069 愛知県 名古屋市 ＧＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

134,070 愛知県 名古屋市 川喜／鳥恵 サービス 飲食業 5%

134,071 愛知県 名古屋市 川田自動車車検くるま工房 サービス その他サービス 5%

134,072 愛知県 名古屋市 川田自動車車検・整備工場 サービス その他サービス 5%

134,073 愛知県 名古屋市 かわちどん黒川本家〔小売店〕 小売業 食料品 5%

134,074 愛知県 名古屋市 ＣＡＮＣＡＬＥ サービス 飲食業 5%

134,075 愛知県 名古屋市 韓国居酒屋　まるふみ サービス 飲食業 5%

134,076 愛知県 名古屋市 カンティーナフォンターナ 小売業 食料品 5%

134,077 愛知県 名古屋市 漢方薬局綾心 小売業 その他小売 5%

134,078 愛知県 名古屋市 菊井ストア 小売業 その他小売 5%

134,079 愛知県 名古屋市 紀州鉄道名古屋栄ホテル サービス 宿泊業 5%

134,080 愛知県 名古屋市 きじょうもん サービス 飲食業 5%

134,081 愛知県 名古屋市 季節料理居酒屋福籠 サービス 飲食業 5%

134,082 愛知県 名古屋市 きっず サービス 飲食業 5%

134,083 愛知県 名古屋市 キッズープラス 小売業 その他小売 5%

134,084 愛知県 名古屋市 キッチン　千代田 サービス 飲食業 5%

134,085 愛知県 名古屋市 キッチンワールド　ＴＤＩ　名古屋店 小売業 その他小売 5%

134,086 愛知県 名古屋市 ＫＩＴＴＥ名古屋　ＣＯＮＮＥＳＳＯ サービス 飲食業 5%

134,087 愛知県 名古屋市 ＫＩＴＴＥ名古屋鶏だしおでんさもん サービス 飲食業 5%

134,088 愛知県 名古屋市 木のおもちゃ　ぶるっく 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

134,089 愛知県 名古屋市 木の暮らし名古屋店 小売業 家具・調度品 5%

134,090 愛知県 名古屋市 きばくもん サービス 飲食業 5%

134,091 愛知県 名古屋市 岐阜音車道工房 サービス その他サービス 5%

134,092 愛知県 名古屋市 岐阜音本店 サービス その他サービス 5%

134,093 愛知県 名古屋市 木村自動車商会 サービス その他サービス 5%

134,094 愛知県 名古屋市 Ｋｉｍｏｎｏ　佳扇　名古屋店 小売業 衣料品 5%

134,095 愛知県 名古屋市 キモノギャラリ－まるやま 小売業 衣料品 5%

134,096 愛知県 名古屋市 きものサロン丸栄　丸栄呉服店 小売業 衣料品 5%

134,097 愛知県 名古屋市 きもの処　染重　名古屋店 小売業 衣料品 5%

134,098 愛知県 名古屋市 きものの米品 小売業 衣料品 5%

134,099 愛知県 名古屋市 きものやまなか 小売業 衣料品 5%

134,100 愛知県 名古屋市 きものレンタルまつうら 小売業 衣料品 5%

134,101 愛知県 名古屋市 ＣＡＳＳＡ 小売業 衣料品 5%

134,102 愛知県 名古屋市 キャシーマムＮａｇｏｙａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,103 愛知県 名古屋市 ＣａｎａｌＲｅｓｏｒｔ芯・Ｌａｖ サービス その他サービス 5%

134,104 愛知県 名古屋市 キャプラスネイル　ジュエラ 小売業 その他小売 5%

134,105 愛知県 名古屋市 キャプラスネイル本山店 小売業 その他小売 5%

134,106 愛知県 名古屋市 Ｇａｌｌｅｒｙ　ＮＡＯ　ＭＡＳＡＫＩ 小売業 家具・調度品 5%
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134,107 愛知県 名古屋市 ギャラリー佑 小売業 家具・調度品 5%

134,108 愛知県 名古屋市 Ｇａｒｄｅ－Ｒｏｂｅ 小売業 衣料品 5%

134,109 愛知県 名古屋市 ギャルフィット 小売業 衣料品 5%

134,110 愛知県 名古屋市 キャンパルショップ　名古屋 小売業 その他小売 5%

134,111 愛知県 名古屋市 キューコーポレーション株式会社 サービス 飲食業 5%

134,112 愛知県 名古屋市 九州ざんまい　名鉄レジャック店 サービス 飲食業 5%

134,113 愛知県 名古屋市 弓道具商　翠山 小売業 その他小売 5%

134,114 愛知県 名古屋市 牛兵衛　栄本店 サービス 飲食業 5%

134,115 愛知県 名古屋市 京・おばんざい　素 サービス 飲食業 5%

134,116 愛知県 名古屋市 共栄タイヤサービス　Ｋ－ｏｎｅ熱田店 小売業 その他小売 5%

134,117 愛知県 名古屋市 行政書士ほみにす法務事務所 サービス その他サービス 5%

134,118 愛知県 名古屋市 キョクナンドー城北店 小売業 電化製品 5%

134,119 愛知県 名古屋市 魚菜串いちころ サービス 飲食業 5%

134,120 愛知県 名古屋市 キラガ　名古屋営業所 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,121 愛知県 名古屋市 ＫＩＮＧ　ＤＩＡＭＯＮＤ サービス 飲食業 5%

134,122 愛知県 名古屋市 ＫＩＮＧ’ＳＭＥＡＴ　Ｂｉｓｔｒｏ　Ｒｉｃｈｅ サービス 飲食業 5%

134,123 愛知県 名古屋市 金城堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

134,124 愛知県 名古屋市 吟醸マグロ サービス 飲食業 5%

134,125 愛知県 名古屋市 近所の鉄板焼き家つどい サービス 飲食業 5%

134,126 愛知県 名古屋市 きんぼし今池本店 サービス 飲食業 5%

134,127 愛知県 名古屋市 きんぼし新栄店 サービス 飲食業 5%

134,128 愛知県 名古屋市 きんぼし伏見店 サービス 飲食業 5%

134,129 愛知県 名古屋市 きんぼし名駅キャッスルプラザ店 サービス 飲食業 5%

134,130 愛知県 名古屋市 Ｑｕｅｅｎ　Ｍａｒｙ サービス 飲食業 5%

134,131 愛知県 名古屋市 ＱＰ／ナフコ　トミダ　上飯田店 小売業 食料品 5%

134,132 愛知県 名古屋市 喰呑家　楽－らく－ サービス 飲食業 5%

134,133 愛知県 名古屋市 クインビー 小売業 衣料品 5%

134,134 愛知県 名古屋市 ｃｏｕｖｅｒｔ　ａ　ｌａ　ｍａｉｓｏｎ 小売業 家具・調度品 5%

134,135 愛知県 名古屋市 クゥオドロフィニア 小売業 衣料品 5%

134,136 愛知県 名古屋市 ｑｕａｄｒｏ　ｓｕｎｄｒｙｓｔｏｒｅ　緑 小売業 衣料品 5%

134,137 愛知県 名古屋市 Ｃｕａｕｒａｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

134,138 愛知県 名古屋市 串揚割烹　春の音 サービス 飲食業 5%

134,139 愛知県 名古屋市 串揚げと泡酒　明日源 サービス 飲食業 5%

134,140 愛知県 名古屋市 くし壱 サービス 飲食業 5%

134,141 愛知県 名古屋市 串かつ　でんがな　金山店 サービス 飲食業 5%

134,142 愛知県 名古屋市 串かつ　でんがな　名古屋テレビ塔前店 サービス 飲食業 5%

134,143 愛知県 名古屋市 串の坊　名古屋店 サービス 飲食業 5%

134,144 愛知県 名古屋市 串焼きゆきむら サービス 飲食業 5%

134,145 愛知県 名古屋市 ＫＵＳＵＫＩ．６ サービス 理容・美容業 5%

134,146 愛知県 名古屋市 クズタニ 小売業 衣料品 5%

134,147 愛知県 名古屋市 楠町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,148 愛知県 名古屋市 楠町如意ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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134,149 愛知県 名古屋市 株式会社靴のホッタ　エルパスアスティ店 小売業 衣料品 5%

134,150 愛知県 名古屋市 （株）靴のホッタ　エルパス西友タカバリ店 小売業 衣料品 5%

134,151 愛知県 名古屋市 靴のホッタ　堀田店 小売業 衣料品 5%

134,152 愛知県 名古屋市 久野商店 小売業 衣料品 5%

134,153 愛知県 名古屋市 蔵内 サービス 飲食業 5%

134,154 愛知県 名古屋市 クラシックデモダン 小売業 家具・調度品 5%

134,155 愛知県 名古屋市 クラフトワーク 小売業 家具・調度品 5%

134,156 愛知県 名古屋市 Ｇｒａｎ－Ｄ 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,157 愛知県 名古屋市 グランディール覚王山店 小売業 食料品 5%

134,158 愛知県 名古屋市 グランディール栄地下店 小売業 食料品 5%

134,159 愛知県 名古屋市 グランドケイラ名古屋店 サービス 理容・美容業 5%

134,160 愛知県 名古屋市 ＧＲＡＮＤ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

134,161 愛知県 名古屋市 ＣＬＥＡＲ　ｏｆ　ｈａｉｒ　池下店 サービス 理容・美容業 5%

134,162 愛知県 名古屋市 ＣＬＥＡＲ　ｏｆ　ｈａｉｒ　一社店 サービス 理容・美容業 5%

134,163 愛知県 名古屋市 ＣＬＥＡＲ　ｏｆ　ｈａｉｒ　栄南店 サービス 理容・美容業 5%

134,164 愛知県 名古屋市 ＣＬＥＡＲ　ｏｆ　ｈａｉｒ　藤ガ丘店 サービス 理容・美容業 5%

134,165 愛知県 名古屋市 ｃｌｅａｒ　ＯＦ　ＨＡＩＲ　本山店 サービス 理容・美容業 5%

134,166 愛知県 名古屋市 ＣＬＥＡＲｏｆｈａｉｒ　Ｆ　ＰＬＵＳ サービス 理容・美容業 5%

134,167 愛知県 名古屋市 グリーンペーパードライバースクール サービス その他サービス 5%

134,168 愛知県 名古屋市 クリーンランド青山　江向店 サービス その他サービス 5%

134,169 愛知県 名古屋市 クリーンランド青山　白壁店 サービス その他サービス 5%

134,170 愛知県 名古屋市 クリーンランド青山　代官店 サービス その他サービス 5%

134,171 愛知県 名古屋市 クリーンランド青山　高辻店 サービス その他サービス 5%

134,172 愛知県 名古屋市 クリーンランド青山バロー光音寺店 サービス その他サービス 5%

134,173 愛知県 名古屋市 クリーンランド青山　明月店 サービス その他サービス 5%

134,174 愛知県 名古屋市 ＧＬＩＴＴＥＲ 小売業 家具・調度品 5%

134,175 愛知県 名古屋市 クリート サービス 理容・美容業 5%

134,176 愛知県 名古屋市 クリーニング　ピット サービス その他サービス 5%

134,177 愛知県 名古屋市 クリーニング　ピット　名東店 サービス その他サービス 5%

134,178 愛知県 名古屋市 クリーニングオクムラ　本店 サービス その他サービス 5%

134,179 愛知県 名古屋市 ｇｒｅｅｎｇｒｅｅｎ 小売業 その他小売 5%

134,180 愛知県 名古屋市 クリーンランド青山御器所店 サービス その他サービス 5%

134,181 愛知県 名古屋市 クリーンランド青山高辻店 サービス その他サービス 5%

134,182 愛知県 名古屋市 クリーンランド青山久屋店 サービス その他サービス 5%

134,183 愛知県 名古屋市 クリーンランド青山明月店 サービス その他サービス 5%

134,184 愛知県 名古屋市 くるまのオオス 小売業 その他小売 5%

134,185 愛知県 名古屋市 ＧＲＡＣＹ サービス その他サービス 5%

134,186 愛知県 名古屋市 Ｃｒａｎｅ サービス その他サービス 5%

134,187 愛知県 名古屋市 グローブマート 小売業 電化製品 5%

134,188 愛知県 名古屋市 グローブマート 小売業 電化製品 5%

134,189 愛知県 名古屋市 黒川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,190 愛知県 名古屋市 クロッカー・ゴーデン 小売業 家具・調度品 5%
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134,191 愛知県 名古屋市 黒猫　正統派エステティック サービス 理容・美容業 5%

134,192 愛知県 名古屋市 黒猫屋 サービス 飲食業 5%

134,193 愛知県 名古屋市 クロロフィル美顔教室りさ枝 小売業 その他小売 5%

134,194 愛知県 名古屋市 クーロンストリート サービス 飲食業 5%

134,195 愛知県 名古屋市 クワハラ動物病院 サービス その他サービス 5%

134,196 愛知県 名古屋市 クワハラ動物病院 サービス その他サービス 5%

134,197 愛知県 名古屋市 Ｋｅａ． 小売業 衣料品 5%

134,198 愛知県 名古屋市 ケイ・ウノ　栄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,199 愛知県 名古屋市 ケイ・ウノ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,200 愛知県 名古屋市 ケイ・ウノ本部 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,201 愛知県 名古屋市 佳花園　名古屋店 小売業 その他小売 5%

134,202 愛知県 名古屋市 桂新堂本店 小売業 食料品 5%

134,203 愛知県 名古屋市 Ｋｅｉ－Ｙオート　瑞穂高辻店 サービス その他サービス 5%

134,204 愛知県 名古屋市 化粧品のヨシダヤ 小売業 その他小売 5%

134,205 愛知県 名古屋市 ｃａｓｅ　ｓｔｕｄｙ　ｓｈｏｐ 小売業 家具・調度品 5%

134,206 愛知県 名古屋市 ＫＮＩＣＫ サービス その他サービス 5%

134,207 愛知県 名古屋市 煙力　千種駅前店 サービス 飲食業 5%

134,208 愛知県 名古屋市 煙力　名駅広小路店 サービス 飲食業 5%

134,209 愛知県 名古屋市 煙力　名駅本店 サービス 飲食業 5%

134,210 愛知県 名古屋市 ケラショップ名古屋店 小売業 衣料品 5%

134,211 愛知県 名古屋市 乾山　ホテルグランコートナゴヤ サービス 飲食業 5%

134,212 愛知県 名古屋市 ケンジハウス　サンクレア店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,213 愛知県 名古屋市 兼六ずし サービス 飲食業 5%

134,214 愛知県 名古屋市 郷／一歩 サービス 飲食業 5%

134,215 愛知県 名古屋市 幸積交通 サービス 運輸業 5%

134,216 愛知県 名古屋市 こうずし サービス 飲食業 5%

134,217 愛知県 名古屋市 Ｋｏｂｅｋａｎ サービス 飲食業 5%

134,218 愛知県 名古屋市 神戸館　錦通店　ｋｏｂｅｋａｎ サービス 飲食業 5%

134,219 愛知県 名古屋市 神戸館　名駅店 サービス 飲食業 5%

134,220 愛知県 名古屋市 神戸館　金山南口店　鉄板Ｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

134,221 愛知県 名古屋市 工房ゆはたや 小売業 その他小売 5%

134,222 愛知県 名古屋市 甲羅ＫＩＴＴＥ名古屋店 サービス 飲食業 5%

134,223 愛知県 名古屋市 コーディネートサロンマルサン サービス その他サービス 5%

134,224 愛知県 名古屋市 国立東尾張病院売店 小売業 その他小売 5%

134,225 愛知県 名古屋市 ＣＯＣＯ高畑店 サービス 理容・美容業 5%

134,226 愛知県 名古屋市 ＣＯＣＯ野並店 サービス 理容・美容業 5%

134,227 愛知県 名古屋市 ＣＯＣＯ星ヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

134,228 愛知県 名古屋市 ＣＯＣＯ名駅店ネイル サービス 理容・美容業 5%

134,229 愛知県 名古屋市 ココリ 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,230 愛知県 名古屋市 小ざくらや一清 小売業 食料品 5%

134,231 愛知県 名古屋市 小皿料理と鮮魚華丸吉日 サービス 飲食業 5%

134,232 愛知県 名古屋市 個室ダイニング　箱屋　金山駅南口店 サービス 飲食業 5%

3198



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

134,233 愛知県 名古屋市 小島屋福ふく サービス 飲食業 5%

134,234 愛知県 名古屋市 五条橋　玄 サービス 飲食業 5%

134,235 愛知県 名古屋市 こすがモーターサイクル 小売業 その他小売 5%

134,236 愛知県 名古屋市 ＣＯＳＭＥＴＩＣ　ＨＯＵＳＥ 小売業 その他小売 5%

134,237 愛知県 名古屋市 コスメティックワンダーランドｍｉｃｕｌｉ 小売業 その他小売 5%

134,238 愛知県 名古屋市 コスメティックアマノ　金山駅店 小売業 その他小売 5%

134,239 愛知県 名古屋市 コスモスベリーズ 鳴海店 小売業 電化製品 2%

134,240 愛知県 名古屋市 拘りＤｉｎｉｎｇ響 サービス 飲食業 5%

134,241 愛知県 名古屋市 骨格矯正サロン　猫の手 サービス その他サービス 5%

134,242 愛知県 名古屋市 ＣＯＣＫＮＥＹ　ＨＡＩＲ＆ＢＥＡＵＴＹ サービス 理容・美容業 5%

134,243 愛知県 名古屋市 ｃｏｔｉ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

134,244 愛知県 名古屋市 ［ＨＣ］古出来ユアサ電気有限会社 小売業 電化製品 5%

134,245 愛知県 名古屋市 五女子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,246 愛知県 名古屋市 コノミヤ　神の倉店 小売業 食料品 5%

134,247 愛知県 名古屋市 コノミヤ　島田店 小売業 食料品 5%

134,248 愛知県 名古屋市 コノミヤ　中根店 小売業 食料品 5%

134,249 愛知県 名古屋市 コノミヤ　鳴子店 小売業 食料品 5%

134,250 愛知県 名古屋市 コノミヤ　東山店 小売業 食料品 5%

134,251 愛知県 名古屋市 コノミヤ　平田店 小売業 食料品 5%

134,252 愛知県 名古屋市 コノミヤ　べりーぐっど店 小売業 食料品 5%

134,253 愛知県 名古屋市 好屋書店　滝ノ水店 小売業 食料品 5%

134,254 愛知県 名古屋市 珈琲酒場ＯＧＵ サービス 飲食業 5%

134,255 愛知県 名古屋市 コフレ．ア．ビジョー 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,256 愛知県 名古屋市 コフレ．ア．ビジョー 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,257 愛知県 名古屋市 コマダプラスモードイオンタウン有松店 小売業 衣料品 5%

134,258 愛知県 名古屋市 駒屋茶具店 小売業 その他小売 5%

134,259 愛知県 名古屋市 コミックとらのあな　名古屋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

134,260 愛知県 名古屋市 ｃｏｒａｌ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

134,261 愛知県 名古屋市 ＫｏｒｅａｎＤｉｎｉｎｇ周 サービス 飲食業 5%

134,262 愛知県 名古屋市 コリとりサービス サービス その他サービス 5%

134,263 愛知県 名古屋市 ＧＯＬＧＯＤＡ 小売業 その他小売 5%

134,264 愛知県 名古屋市 古留土葉 小売業 家具・調度品 5%

134,265 愛知県 名古屋市 古留土葉 小売業 家具・調度品 5%

134,266 愛知県 名古屋市 ゴールドプラス　千種店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,267 愛知県 名古屋市 ゴルフカーニバル　野並店 小売業 その他小売 5%

134,268 愛知県 名古屋市 ゴルフカーニバル　野並店 小売業 その他小売 5%

134,269 愛知県 名古屋市 ゴルフバセット サービス その他サービス 5%

134,270 愛知県 名古屋市 ゴルフレオ 小売業 その他小売 5%

134,271 愛知県 名古屋市 献 サービス 飲食業 5%

134,272 愛知県 名古屋市 献 サービス 飲食業 5%

134,273 愛知県 名古屋市 権現通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,274 愛知県 名古屋市 コンタクトワールド　ミユキモール店 小売業 その他小売 5%
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134,275 愛知県 名古屋市 コンツネ　日比津店 小売業 食料品 5%

134,276 愛知県 名古屋市 近藤プロタイムズ名古屋南店 サービス その他サービス 5%

134,277 愛知県 名古屋市 Ｃｏｎｆｅｔｔｉ　デイジー　栄店 サービス 理容・美容業 5%

134,278 愛知県 名古屋市 コンフェティアイリス天白原店 サービス 理容・美容業 5%

134,279 愛知県 名古屋市 コンフェティダリア滝ノ水店 サービス 理容・美容業 5%

134,280 愛知県 名古屋市 コンフェティつばき山下通店 サービス 理容・美容業 5%

134,281 愛知県 名古屋市 権六の台所 サービス 飲食業 5%

134,282 愛知県 名古屋市 ＴＨＥＲＥＡＬＭｃＣｏＹＳ　ＮＡＧＯＹＡ 小売業 衣料品 5%

134,283 愛知県 名古屋市 ＴｈｅＳｅｓｓｉｏｎｓ 小売業 衣料品 5%

134,284 愛知県 名古屋市 Ｃｉｒｃｌｅｓ 小売業 その他小売 5%

134,285 愛知県 名古屋市 ＴＨＥ　ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

134,286 愛知県 名古屋市 ザ・アミーゴス大高店 小売業 食料品 5%

134,287 愛知県 名古屋市 ＺＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

134,288 愛知県 名古屋市 最強ホルモン　港店 サービス 飲食業 5%

134,289 愛知県 名古屋市 サイクル　ジョイ 小売業 その他小売 5%

134,290 愛知県 名古屋市 サイクル　ジョイ　天白店 小売業 その他小売 5%

134,291 愛知県 名古屋市 サイクル　ジョイ　天白店 小売業 その他小売 5%

134,292 愛知県 名古屋市 サイクルジョイ　黒川店 小売業 その他小売 5%

134,293 愛知県 名古屋市 サイクルＪＯＹ　昭和橋店 小売業 その他小売 5%

134,294 愛知県 名古屋市 サイクルジョイ　名古屋北 小売業 その他小売 5%

134,295 愛知県 名古屋市 サイクルジョイ　西店 小売業 その他小売 5%

134,296 愛知県 名古屋市 サイクルジョイ相生山店 小売業 その他小売 5%

134,297 愛知県 名古屋市 サイクルジョイ栄店 小売業 その他小売 5%

134,298 愛知県 名古屋市 サイクルジョイ高畑店 小売業 その他小売 5%

134,299 愛知県 名古屋市 サイクルジョイ中川店 小売業 その他小売 5%

134,300 愛知県 名古屋市 サイクルディーラークワトロ　徳重店 小売業 その他小売 5%

134,301 愛知県 名古屋市 サイクルディーラークワトロ名古屋ドーム店 小売業 その他小売 5%

134,302 愛知県 名古屋市 サイクルディーラークワトロ　名駅南店 小売業 その他小売 5%

134,303 愛知県 名古屋市 サイクルランドかとう 小売業 その他小売 5%

134,304 愛知県 名古屋市 Ｃｙｃｈｅｄｅｌｉｃ 小売業 家具・調度品 5%

134,305 愛知県 名古屋市 サイト泉 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,306 愛知県 名古屋市 サイト高辻 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,307 愛知県 名古屋市 最飛びヒレ家　馬喰一代名古屋ＥＡＳＴ サービス 飲食業 5%

134,308 愛知県 名古屋市 サイト名駅 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,309 愛知県 名古屋市 再美や 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,310 愛知県 名古屋市 サヴァラン サービス 飲食業 5%

134,311 愛知県 名古屋市 ＳＡＯＲＩ　名古屋 小売業 その他小売 5%

134,312 愛知県 名古屋市 佐織屋 小売業 衣料品 5%

134,313 愛知県 名古屋市 Ｔｈｅ　Ｇａｒｄｅｎ　ＴＥＲＲＡＳＯＬ サービス 飲食業 5%

134,314 愛知県 名古屋市 酒菜おもてなし陣家 サービス 飲食業 5%

134,315 愛知県 名古屋市 さ嘉なや サービス 飲食業 5%

134,316 愛知県 名古屋市 さ嘉なや　オアシス２１ サービス 飲食業 5%
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134,317 愛知県 名古屋市 さ嘉なや　センチュリー豊田ビル店 サービス 飲食業 5%

134,318 愛知県 名古屋市 魚屋の寿し　魚錠　アズパーク店 サービス 飲食業 5%

134,319 愛知県 名古屋市 さかなやま　名駅本店 サービス 飲食業 5%

134,320 愛知県 名古屋市 サキアテジョーグー サービス 飲食業 5%

134,321 愛知県 名古屋市 さくら サービス 飲食業 5%

134,322 愛知県 名古屋市 さくら美容室 サービス 理容・美容業 5%

134,323 愛知県 名古屋市 ＳＡＫＵＲＡ　ｈａｉｒ　京命店 サービス 理容・美容業 5%

134,324 愛知県 名古屋市 ＳＡＫＵＲＡＨａｉｒ百合ヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

134,325 愛知県 名古屋市 桜本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,326 愛知県 名古屋市 桜山動物病院 サービス その他サービス 5%

134,327 愛知県 名古屋市 酒主人　名東店 小売業 食料品 5%

134,328 愛知県 名古屋市 酒と肴なち流 サービス 飲食業 5%

134,329 愛知県 名古屋市 ｔｈｅ　ｃｈｏｒｄ　名駅店 サービス その他サービス 5%

134,330 愛知県 名古屋市 笹加 小売業 衣料品 5%

134,331 愛知県 名古屋市 蠍屋 小売業 衣料品 5%

134,332 愛知県 名古屋市 ＳＡＴＵＲＤＡＹＳ　ＮＹＣ 小売業 衣料品 5%

134,333 愛知県 名古屋市 ザッカーズ 小売業 衣料品 5%

134,334 愛知県 名古屋市 作家ｓｔｏｒｙ＃作家の器のある暮らし 小売業 その他小売 5%

134,335 愛知県 名古屋市 ザッカム名古屋西店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,336 愛知県 名古屋市 さつき電気商会 小売業 その他小売 5%

134,337 愛知県 名古屋市 雑草家 サービス 飲食業 5%

134,338 愛知県 名古屋市 札幌　かに家　京都店 サービス 飲食業 5%

134,339 愛知県 名古屋市 札幌かに本家 サービス 飲食業 5%

134,340 愛知県 名古屋市 札幌かに本家　栄中央店 サービス 飲食業 5%

134,341 愛知県 名古屋市 札幌かに本家　栄店 サービス 飲食業 5%

134,342 愛知県 名古屋市 札幌かに本家　名古屋駅前店 サービス 飲食業 5%

134,343 愛知県 名古屋市 札幌かに本家　八事店 サービス 飲食業 5%

134,344 愛知県 名古屋市 札幌かに本家金山店 サービス 飲食業 5%

134,345 愛知県 名古屋市 Ｔｈｅｔｅｅ　名古屋 小売業 食料品 5%

134,346 愛知県 名古屋市 サトーサ株式会社 小売業 衣料品 5%

134,347 愛知県 名古屋市 讃岐うどん　あさ家 サービス 飲食業 5%

134,348 愛知県 名古屋市 ＴＨＥＮＡＶＹ サービス 理容・美容業 5%

134,349 愛知県 名古屋市 ＴＨＥ　ＢＡＲ　ＢＥＲ　ＥＳＴＨＥＲ サービス 理容・美容業 5%

134,350 愛知県 名古屋市 Ｚａｂｕｔｔｏｎ サービス 理容・美容業 5%

134,351 愛知県 名古屋市 ＴＨＥＢＲＯＯＫＬＹＮＣＡＦＥ金山店 サービス 飲食業 5%

134,352 愛知県 名古屋市 ＴＨＥ　ＢＲＯＯＫＬＹＮ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

134,353 愛知県 名古屋市 ＳＵＢＲＯＳＡ サービス 飲食業 5%

134,354 愛知県 名古屋市 ＳＯＭＥＤＡＹ サービス 理容・美容業 5%

134,355 愛知県 名古屋市 ＳＡＭＯＳＡ　ＶＥＧＥ サービス 飲食業 5%

134,356 愛知県 名古屋市 ＳＡＲＡＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,357 愛知県 名古屋市 猿Ｃａｆｅ　栄町店 サービス 飲食業 5%

134,358 愛知県 名古屋市 猿ｃａｆｅ　ＴＶ塔店 サービス 飲食業 5%
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134,359 愛知県 名古屋市 猿ｃａｆｅ　納屋橋店 サービス 飲食業 5%

134,360 愛知県 名古屋市 猿Ｃａｆｅ　名駅桜通店 サービス 飲食業 5%

134,361 愛知県 名古屋市 猿Ｃａｆｅ愛知学院大学名城公園キャンパス サービス 飲食業 5%

134,362 愛知県 名古屋市 ＳＡＬＯＮＥ　ＡＭＭＯＤＯ サービス 理容・美容業 5%

134,363 愛知県 名古屋市 ｓａｌｏｎ　Ａｌｉ’ｉ サービス その他サービス 5%

134,364 愛知県 名古屋市 サロンジャルダン サービス 飲食業 5%

134,365 愛知県 名古屋市 有限会社　サロンドパン サービス 理容・美容業 5%

134,366 愛知県 名古屋市 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＰＣ サービス 理容・美容業 5%

134,367 愛知県 名古屋市 サロン・ド・ユリ サービス 理容・美容業 5%

134,368 愛知県 名古屋市 ＳＡＬＯＮ　ＢＡＱ 小売業 その他小売 5%

134,369 愛知県 名古屋市 澤井万　ルール現売部 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,370 愛知県 名古屋市 Ｓｕｎ　Ｓｅｔ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

134,371 愛知県 名古屋市 サンアイ自動車 サービス その他サービス 5%

134,372 愛知県 名古屋市 サンエスみずほ 小売業 電化製品 5%

134,373 愛知県 名古屋市 Ｓｕｎ　Ｇｕｉｔａｒ　Ｓｃｈｏｏｌ サービス その他サービス 5%

134,374 愛知県 名古屋市 Ｃｉｎｑ サービス 飲食業 5%

134,375 愛知県 名古屋市 サンゴールド 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,376 愛知県 名古屋市 サンシャイン錦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,377 愛知県 名古屋市 Ｓａｎｊｏｂｏｎ 小売業 衣料品 5%

134,378 愛知県 名古屋市 Ｓａｎｔａ　Ｍｏｎｉｃａ　千代が丘店 サービス 理容・美容業 5%

134,379 愛知県 名古屋市 サンディア 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,380 愛知県 名古屋市 ＳｕｎｄａｙＭａｍａよもぎ台店 小売業 その他小売 5%

134,381 愛知県 名古屋市 サンホセ サービス 飲食業 5%

134,382 愛知県 名古屋市 サンぽぱい錦店 小売業 衣料品 5%

134,383 愛知県 名古屋市 サンぽぱい如意３号店 小売業 衣料品 5%

134,384 愛知県 名古屋市 サンぽぱい如意店 小売業 衣料品 5%

134,385 愛知県 名古屋市 サンぽぱい如意２号店 小売業 衣料品 5%

134,386 愛知県 名古屋市 ＪＭ／サンムーン有松店 小売業 衣料品 5%

134,387 愛知県 名古屋市 サンモータース サービス その他サービス 5%

134,388 愛知県 名古屋市 燦家　大曽根店 サービス 飲食業 5%

134,389 愛知県 名古屋市 三陽 小売業 衣料品 5%

134,390 愛知県 名古屋市 三陽 小売業 衣料品 5%

134,391 愛知県 名古屋市 三陽　株式会社 小売業 衣料品 5%

134,392 愛知県 名古屋市 三和交通株式会社 サービス 運輸業 5%

134,393 愛知県 名古屋市 サンワ当知店 小売業 衣料品 5%

134,394 愛知県 名古屋市 ジーエル　フォー　レディース 小売業 衣料品 5%

134,395 愛知県 名古屋市 シェアラ　名古屋　ＫＡＮＡＹＡＭＡ店 小売業 その他小売 5%

134,396 愛知県 名古屋市 シェアラ　名古屋ＳＡＫＡＥ２店 小売業 その他小売 5%

134,397 愛知県 名古屋市 シェアラ　名古屋ＳＡＫＡＥ店 小売業 その他小売 5%

134,398 愛知県 名古屋市 シェアラ　名古屋店 小売業 その他小売 5%

134,399 愛知県 名古屋市 ＪＲＪ知多 小売業 その他小売 5%

134,400 愛知県 名古屋市 ＪＢＳ サービス 運輸業 5%
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134,401 愛知県 名古屋市 ＪＢＳ　栄町ビル店 小売業 その他小売 5%

134,402 愛知県 名古屋市 ＪＢＳ　栄町ビル店［免税］ 小売業 その他小売 5%

134,403 愛知県 名古屋市 株式会社ジェイプロジェクト サービス 飲食業 5%

134,404 愛知県 名古屋市 Ｊ－ＬＩＮＫＳ サービス 飲食業 5%

134,405 愛知県 名古屋市 ＧＥＯＧＲＡＰＨＹｍｏｚｏワンダーシティ 小売業 衣料品 5%

134,406 愛知県 名古屋市 ＣＨＡＩＮＯＮ サービス 理容・美容業 5%

134,407 愛知県 名古屋市 ＪＡＭＥＳ 小売業 衣料品 5%

134,408 愛知県 名古屋市 シェリー サービス その他サービス 5%

134,409 愛知県 名古屋市 Ｃｈｅｒ　Ｃｈｅｒｅ 小売業 食料品 5%

134,410 愛知県 名古屋市 紫艶 サービス 飲食業 5%

134,411 愛知県 名古屋市 Ｇｅｎｎｅ　ｄｅｕｘ　ナゴヤＤ前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,412 愛知県 名古屋市 塩付通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,413 愛知県 名古屋市 塩焼肉二郎 サービス 飲食業 5%

134,414 愛知県 名古屋市 ジガーバー　シルクロード　２ｎｄ サービス 飲食業 5%

134,415 愛知県 名古屋市 ジガーバー　シルクロード サービス 飲食業 5%

134,416 愛知県 名古屋市 ジガーバル　クラシック サービス 飲食業 5%

134,417 愛知県 名古屋市 直心－ＪＩＫＩＳＩＮ－ サービス 飲食業 5%

134,418 愛知県 名古屋市 Ｓｅｃｒｅｔ　Ｅｙｅ　原店 サービス 理容・美容業 5%

134,419 愛知県 名古屋市 Ｓｅｃｒｅｔ　Ｅｙｅ　本郷店 サービス 理容・美容業 5%

134,420 愛知県 名古屋市 ＳＥＣＲＥＴ　ＥＹＥ　名駅店 サービス 理容・美容業 5%

134,421 愛知県 名古屋市 Ｓｅｃｒｅｔ　Ｅｙｅ　本山店 サービス 理容・美容業 5%

134,422 愛知県 名古屋市 司光 サービス 飲食業 5%

134,423 愛知県 名古屋市 株式会社　ＣＩＳＣＯ サービス 飲食業 5%

134,424 愛知県 名古屋市 Ｇ－ＳＴＡＲ　ＳＴＯＲＥ　ＮＡＧＯＹＡ 小売業 衣料品 5%

134,425 愛知県 名古屋市 漆器はせ川 小売業 家具・調度品 5%

134,426 愛知県 名古屋市 ｃｈｉｃ　ｍｏｔｏｙａｍａ 小売業 衣料品 5%

134,427 愛知県 名古屋市 シティツアーズ　半田店 サービス その他サービス 5%

134,428 愛知県 名古屋市 Ｓｅｅｄ サービス 理容・美容業 5%

134,429 愛知県 名古屋市 ジドリーナ／魚錦 サービス 飲食業 5%

134,430 愛知県 名古屋市 篠田商会 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

134,431 愛知県 名古屋市 シバタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,432 愛知県 名古屋市 思文閣　名古屋店 小売業 家具・調度品 5%

134,433 愛知県 名古屋市 シャクシャク サービス 飲食業 5%

134,434 愛知県 名古屋市 写真箱上社店 サービス その他サービス 5%

134,435 愛知県 名古屋市 写真箱黒川店 サービス その他サービス 5%

134,436 愛知県 名古屋市 写真箱中川店 サービス その他サービス 5%

134,437 愛知県 名古屋市 写真箱平針住宅店 サービス その他サービス 5%

134,438 愛知県 名古屋市 写真箱平針店 サービス その他サービス 5%

134,439 愛知県 名古屋市 写真箱守山店 サービス その他サービス 5%

134,440 愛知県 名古屋市 ジャストインプレミアム　名古屋駅 サービス 宿泊業 5%

134,441 愛知県 名古屋市 ジャストカーテン　大名古屋ビルヂング店 小売業 家具・調度品 5%

134,442 愛知県 名古屋市 ジャストカーテン名古屋八事店 小売業 家具・調度品 5%
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134,443 愛知県 名古屋市 鯱市　錦通伏見店 サービス 飲食業 5%

134,444 愛知県 名古屋市 ジャドール サービス 理容・美容業 5%

134,445 愛知県 名古屋市 Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｓｔｙｌｅ　和の花 サービス 飲食業 5%

134,446 愛知県 名古屋市 Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｓｔｙｌｅ　和の花 サービス 飲食業 5%

134,447 愛知県 名古屋市 ジャパニーズダイニング　アウル サービス 飲食業 5%

134,448 愛知県 名古屋市 しゃぶ庵錦店 サービス 飲食業 5%

134,449 愛知県 名古屋市 シャポーブラン　大須本店 サービス 飲食業 5%

134,450 愛知県 名古屋市 シャポーブラン　大須本店 サービス 飲食業 5%

134,451 愛知県 名古屋市 シャポーブラン　サンロード店 サービス 飲食業 5%

134,452 愛知県 名古屋市 シャポーブラン　サンロード店 サービス 飲食業 5%

134,453 愛知県 名古屋市 写楽　名古屋第一店 サービス 飲食業 5%

134,454 愛知県 名古屋市 ジャルダンドゥビジュー 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,455 愛知県 名古屋市 ジャンティ 小売業 衣料品 5%

134,456 愛知県 名古屋市 シャンドゥール　栄店 サービス 理容・美容業 5%

134,457 愛知県 名古屋市 じゃんぱら　名古屋大須店 小売業 電化製品 5%

134,458 愛知県 名古屋市 じゃんぱら　名古屋大須２号店 小売業 電化製品 5%

134,459 愛知県 名古屋市 じゃんぱら　名古屋ＯＳＵ３０１店 小売業 電化製品 5%

134,460 愛知県 名古屋市 寿庵 サービス 飲食業 5%

134,461 愛知県 名古屋市 十一番町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,462 愛知県 名古屋市 シューゲット　大須店 小売業 衣料品 5%

134,463 愛知県 名古屋市 シューゲット　大須店 小売業 衣料品 5%

134,464 愛知県 名古屋市 ジュエリーパーク　御器所店 小売業 衣料品 5%

134,465 愛知県 名古屋市 ＳＵＧＡＲ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

134,466 愛知県 名古屋市 ＪＵＱＵＩ 小売業 衣料品 5%

134,467 愛知県 名古屋市 ＳＨＯＥＧＥＴ　３０１ 小売業 衣料品 5%

134,468 愛知県 名古屋市 ＳＨＯＥＧＥＴ　３０１ 小売業 衣料品 5%

134,469 愛知県 名古屋市 趣肴あおき サービス 飲食業 5%

134,470 愛知県 名古屋市 シュシュアンジュ名古屋店 小売業 衣料品 5%

134,471 愛知県 名古屋市 ジュネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,472 愛知県 名古屋市 シュリンプ　梅森坂 サービス 理容・美容業 5%

134,473 愛知県 名古屋市 Ｓｈｒｉｍｐ　ｅｓ　石川橋 サービス 理容・美容業 5%

134,474 愛知県 名古屋市 Ｓｈｒｉｍｐ　桜山 サービス 理容・美容業 5%

134,475 愛知県 名古屋市 シュリンプ石川橋店 サービス 理容・美容業 5%

134,476 愛知県 名古屋市 シュリンプ一丁目店 サービス 理容・美容業 5%

134,477 愛知県 名古屋市 シュリンプ　桜山店 サービス 理容・美容業 5%

134,478 愛知県 名古屋市 旬 サービス 飲食業 5%

134,479 愛知県 名古屋市 旬彩　三日月 サービス 飲食業 5%

134,480 愛知県 名古屋市 旬彩割烹「吉楽」 サービス 飲食業 5%

134,481 愛知県 名古屋市 旬菜地酒やまみ サービス 飲食業 5%

134,482 愛知県 名古屋市 旬菜酒庵　源樹 サービス 飲食業 5%

134,483 愛知県 名古屋市 旬菜家　裕Ｈｉｒｏ サービス 飲食業 5%

134,484 愛知県 名古屋市 旬　だしや　せいりき サービス 飲食業 5%
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134,485 愛知県 名古屋市 じゅんちゃん介護し サービス 運輸業 5%

134,486 愛知県 名古屋市 旬道大地 サービス 飲食業 5%

134,487 愛知県 名古屋市 旬野菜と肴陣家錦次 サービス 飲食業 5%

134,488 愛知県 名古屋市 Ｊｏｙ　美容室 サービス 理容・美容業 5%

134,489 愛知県 名古屋市 襄 サービス 飲食業 5%

134,490 愛知県 名古屋市 松栄鮨　本店 サービス 飲食業 5%

134,491 愛知県 名古屋市 章月 サービス 飲食業 5%

134,492 愛知県 名古屋市 正直屋 小売業 衣料品 5%

134,493 愛知県 名古屋市 正直屋　猪子石店 小売業 衣料品 5%

134,494 愛知県 名古屋市 正直屋　本店 小売業 衣料品 5%

134,495 愛知県 名古屋市 焼酎専門店だいやめ サービス 飲食業 5%

134,496 愛知県 名古屋市 庄内橋自動車学校 サービス その他サービス 5%

134,497 愛知県 名古屋市 昭和食堂　新栄店 サービス 飲食業 5%

134,498 愛知県 名古屋市 昭和食堂　新栄店 サービス 飲食業 5%

134,499 愛知県 名古屋市 ＤＤ昭和橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,500 愛知県 名古屋市 叙々苑　名古屋　錦三丁目店 サービス 飲食業 5%

134,501 愛知県 名古屋市 叙々苑　游玄亭　名古屋 サービス 飲食業 5%

134,502 愛知県 名古屋市 叙々苑ナゴヤ名駅店 サービス 飲食業 5%

134,503 愛知県 名古屋市 しら河　栄ガスビル店 サービス 飲食業 5%

134,504 愛知県 名古屋市 しら河　浄心本店 サービス 飲食業 5%

134,505 愛知県 名古屋市 白沢書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

134,506 愛知県 名古屋市 シルビア　名古屋 小売業 その他小売 5%

134,507 愛知県 名古屋市 ＸＩＮＥＩ　ダンスドレス 小売業 衣料品 5%

134,508 愛知県 名古屋市 新九 サービス 飲食業 5%

134,509 愛知県 名古屋市 新九　名駅店 サービス 飲食業 5%

134,510 愛知県 名古屋市 神宮茶屋　上前津店 サービス 飲食業 5%

134,511 愛知県 名古屋市 神宮茶屋　金山北店 サービス 飲食業 5%

134,512 愛知県 名古屋市 寝具御誂専門店ＩＷＡＴＡ名古屋 小売業 家具・調度品 5%

134,513 愛知県 名古屋市 新港陽町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,514 愛知県 名古屋市 新栄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,515 愛知県 名古屋市 新栄フットサルアリーナ サービス その他サービス 5%

134,516 愛知県 名古屋市 眞珠園 サービス 飲食業 5%

134,517 愛知県 名古屋市 新生会第一病院売店 小売業 その他小売 5%

134,518 愛知県 名古屋市 新鮮とんちゃんセンターかわしょう サービス 飲食業 5%

134,519 愛知県 名古屋市 寝装のクボタ 小売業 家具・調度品 5%

134,520 愛知県 名古屋市 株式会社ジンハウス 小売業 家具・調度品 5%

134,521 愛知県 名古屋市 株式会社　じんまる サービス 飲食業 5%

134,522 愛知県 名古屋市 株式会社　じんまる サービス 飲食業 5%

134,523 愛知県 名古屋市 じんまる錦 サービス 飲食業 5%

134,524 愛知県 名古屋市 シンメトリー栄 小売業 その他小売 5%

134,525 愛知県 名古屋市 翆正 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,526 愛知県 名古屋市 スーパーダイキン観音店 小売業 その他小売 5%
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134,527 愛知県 名古屋市 ＳＵＰＥＲ　ＦＬＹ 小売業 その他小売 5%

134,528 愛知県 名古屋市 スケナリ　名古屋店 小売業 家具・調度品 5%

134,529 愛知県 名古屋市 鮨　うら山 サービス 飲食業 5%

134,530 愛知県 名古屋市 すし　越乃 サービス 飲食業 5%

134,531 愛知県 名古屋市 鮨　さわ田 サービス 飲食業 5%

134,532 愛知県 名古屋市 すし　寅”衛門 サービス 飲食業 5%

134,533 愛知県 名古屋市 鮨いし黒 サービス 飲食業 5%

134,534 愛知県 名古屋市 鮨割烹　みなみ サービス 飲食業 5%

134,535 愛知県 名古屋市 鮨亀千代田店 サービス 飲食業 5%

134,536 愛知県 名古屋市 鮨井 サービス 飲食業 5%

134,537 愛知県 名古屋市 すし世界 サービス 飲食業 5%

134,538 愛知県 名古屋市 寿司常 サービス 飲食業 5%

134,539 愛知県 名古屋市 すし処　美月 サービス 飲食業 5%

134,540 愛知県 名古屋市 寿司半 サービス 飲食業 5%

134,541 愛知県 名古屋市 寿司本家　金山店 サービス 飲食業 5%

134,542 愛知県 名古屋市 鈴波　栄南店 サービス 飲食業 5%

134,543 愛知県 名古屋市 ＳＴＹＬＩＳＭ サービス 理容・美容業 5%

134,544 愛知県 名古屋市 スタジオポプリ サービス その他サービス 5%

134,545 愛知県 名古屋市 スタージュエリー名古屋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,546 愛知県 名古屋市 ＳｔａｒＭａｋｅｒＳｔｕｄｉｏ栄スタジオ サービス その他サービス 5%

134,547 愛知県 名古屋市 ＳＴＥＡＫ　ＥＹＥ サービス 飲食業 5%

134,548 愛知県 名古屋市 すてーき　喜むら庭 サービス 飲食業 5%

134,549 愛知県 名古屋市 ステーキ徳川 サービス 飲食業 5%

134,550 愛知県 名古屋市 ステーキハウス　ふくわか サービス 飲食業 5%

134,551 愛知県 名古屋市 ステーキハウスインディアンズ千種店 サービス 飲食業 5%

134,552 愛知県 名古屋市 ステーキハウスインディアンズ東片端店 サービス 飲食業 5%

134,553 愛知県 名古屋市 ステーキハウスインディアンズ本店 サービス 飲食業 5%

134,554 愛知県 名古屋市 ステーキハウスインディアンズ名駅南店 サービス 飲食業 5%

134,555 愛知県 名古屋市 ｓｔｏｒｅ　ｉｎ　ｈｉｓｔｏｒｙ 小売業 衣料品 5%

134,556 愛知県 名古屋市 ストックコート サービス 飲食業 5%

134,557 愛知県 名古屋市 スナフキンズ音楽教室 サービス その他サービス 5%

134,558 愛知県 名古屋市 スパイス　ガーデン サービス 飲食業 5%

134,559 愛知県 名古屋市 スパクイーンズウェイ　名古屋サンロ サービス その他サービス 5%

134,560 愛知県 名古屋市 スパゲッティハウス　そーれ サービス 飲食業 5%

134,561 愛知県 名古屋市 スパゲッティヨコイＫＩＴＴＥ名古屋店 サービス 飲食業 5%

134,562 愛知県 名古屋市 スーパーヤマダイ　笠寺店 小売業 食料品 5%

134,563 愛知県 名古屋市 スーパーヤマダイ　鳴海店 小売業 食料品 5%

134,564 愛知県 名古屋市 須原交通 サービス 理容・美容業 5%

134,565 愛知県 名古屋市 スピーチバルーン サービス 飲食業 5%

134,566 愛知県 名古屋市 ＳＵＰＲＡＭ サービス 理容・美容業 5%

134,567 愛知県 名古屋市 ＳＵＰＲＡＭ サービス 理容・美容業 5%

134,568 愛知県 名古屋市 スペイン食堂ＭＡＲＵ サービス 飲食業 5%
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134,569 愛知県 名古屋市 スポーツスタジアムソブエ 小売業 その他小売 5%

134,570 愛知県 名古屋市 炭火割烹　大嶋 サービス 飲食業 5%

134,571 愛知県 名古屋市 炭火串焼よね サービス 飲食業 5%

134,572 愛知県 名古屋市 炭火焼　ＡＧＡＲＵ サービス 飲食業 5%

134,573 愛知県 名古屋市 炭火焼　亀八 サービス 飲食業 5%

134,574 愛知県 名古屋市 炭火焼鳥　尋屋 サービス 飲食業 5%

134,575 愛知県 名古屋市 炭火焼肉徳重離宮 サービス 飲食業 5%

134,576 愛知県 名古屋市 炭火焼肉和家大森店Ｍ＆Ｆ サービス 飲食業 5%

134,577 愛知県 名古屋市 スミヨシベース サービス 飲食業 5%

134,578 愛知県 名古屋市 ３ＳｗｉｎｇＨｉｄｅａｗａｙ 小売業 その他小売 5%

134,579 愛知県 名古屋市 ＴＨＲＥＥＫＩＮＧＤＯＭＳＯＶＥＲＡ 小売業 衣料品 5%

134,580 愛知県 名古屋市 ３Ｄプリントサービス「３Ｄｉｎｏ」 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,581 愛知県 名古屋市 セアン 小売業 その他小売 5%

134,582 愛知県 名古屋市 清水寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,583 愛知県 名古屋市 正盛 サービス 飲食業 5%

134,584 愛知県 名古屋市 生鮮ひろば　サンエース 小売業 食料品 5%

134,585 愛知県 名古屋市 生鮮ひろば　サンエース　記念橋店 小売業 食料品 5%

134,586 愛知県 名古屋市 整体院からだのミカタ サービス その他サービス 5%

134,587 愛知県 名古屋市 青龍亭　築地店 サービス 飲食業 5%

134,588 愛知県 名古屋市 セゾン夢写館ふりそで館 サービス その他サービス 5%

134,589 愛知県 名古屋市 折衷 サービス 飲食業 5%

134,590 愛知県 名古屋市 セブンティーン　北店 小売業 衣料品 5%

134,591 愛知県 名古屋市 セブンティーン　栄　地下店 小売業 衣料品 5%

134,592 愛知県 名古屋市 セブンティーン　栄　地下店 小売業 衣料品 5%

134,593 愛知県 名古屋市 セルフ千代田街道給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,594 愛知県 名古屋市 セルフ福田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,595 愛知県 名古屋市 セルフ守山小幡給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,596 愛知県 名古屋市 Ｓｅｌｅｎｅ サービス 理容・美容業 5%

134,597 愛知県 名古屋市 ゼロクラフト　極楽店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

134,598 愛知県 名古屋市 ＺｅｒｏＴｅｎ サービス 飲食業 5%

134,599 愛知県 名古屋市 ＺＥＲＯｍｏｚｏ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,600 愛知県 名古屋市 然 サービス 飲食業 5%

134,601 愛知県 名古屋市 鮮魚とおばんざい　我屋 サービス 飲食業 5%

134,602 愛知県 名古屋市 鮮魚と地酒　尾鷲 サービス 飲食業 5%

134,603 愛知県 名古屋市 仙台屋　名古屋営業所 小売業 家具・調度品 5%

134,604 愛知県 名古屋市 センタースクエア名古屋 小売業 その他小売 5%

134,605 愛知県 名古屋市 千成通給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,606 愛知県 名古屋市 千音寺ＲＣ 小売業 その他小売 5%

134,607 愛知県 名古屋市 せんば呉服　大須店 小売業 衣料品 5%

134,608 愛知県 名古屋市 総合スポーツクリエーション サービス その他サービス 5%

134,609 愛知県 名古屋市 創寫舘 鶴舞スタジオ サービス その他サービス 5%

134,610 愛知県 名古屋市 爽鶏屋　金山店 サービス 飲食業 5%
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134,611 愛知県 名古屋市 ＳＯＵＬ　ＤＩＮＥＲ サービス 飲食業 5%

134,612 愛知県 名古屋市 ＳＯＵＬＩＮＣ． サービス 飲食業 5%

134,613 愛知県 名古屋市 ソウル亭 サービス 飲食業 5%

134,614 愛知県 名古屋市 ｓｏｕｒｃｅ　ｓｔｏｒｅ 小売業 家具・調度品 5%

134,615 愛知県 名古屋市 そぞろ サービス 飲食業 5%

134,616 愛知県 名古屋市 ゾディア 小売業 その他小売 5%

134,617 愛知県 名古屋市 ソーネカフェ サービス 飲食業 5%

134,618 愛知県 名古屋市 ソーネショップ 小売業 その他小売 5%

134,619 愛知県 名古屋市 ｓｏｎｏ 小売業 家具・調度品 5%

134,620 愛知県 名古屋市 そば処桔梗 サービス 飲食業 5%

134,621 愛知県 名古屋市 ＳＯＦＡ１００％ＮＯＹＥＳ 小売業 家具・調度品 5%

134,622 愛知県 名古屋市 Ｓｏｆａ１００％ＮＯｙｅｓ 小売業 家具・調度品 5%

134,623 愛知県 名古屋市 ソフィアスカ　新守山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,624 愛知県 名古屋市 ソフィアスカ　鳴海店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,625 愛知県 名古屋市 ソフィアスカ　藤が丘店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,626 愛知県 名古屋市 ＴＨＯｉＲＹ　ソワリー栄 サービス 理容・美容業 5%

134,627 愛知県 名古屋市 第一観光 千種店 サービス その他サービス 5%

134,628 愛知県 名古屋市 太炎堂 サービス 飲食業 5%

134,629 愛知県 名古屋市 大黒屋仏壇店　本社 小売業 家具・調度品 5%

134,630 愛知県 名古屋市 タイ古式サロン　ラクサ サービス その他サービス 5%

134,631 愛知県 名古屋市 大衆亜細亜酒場　６４餃子 サービス 飲食業 5%

134,632 愛知県 名古屋市 大心堂 小売業 その他小売 5%

134,633 愛知県 名古屋市 大心堂 小売業 その他小売 5%

134,634 愛知県 名古屋市 泰誠館 サービス その他サービス 5%

134,635 愛知県 名古屋市 泰誠館　栄店 サービス その他サービス 5%

134,636 愛知県 名古屋市 泰誠館　中村店 サービス その他サービス 5%

134,637 愛知県 名古屋市 泰誠館　名駅西口 サービス その他サービス 5%

134,638 愛知県 名古屋市 泰誠館　名駅西口店 サービス その他サービス 5%

134,639 愛知県 名古屋市 ＴＡｉＳＥｉＫＡＮ＋名城公園店 サービス その他サービス 5%

134,640 愛知県 名古屋市 ＴＡｉＳＥｉＫＡＮベイシア名古屋みなと店 サービス その他サービス 5%

134,641 愛知県 名古屋市 ダイドウシコウインサツ 小売業 その他小売 5%

134,642 愛知県 名古屋市 大同町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,643 愛知県 名古屋市 大同モータース販売 小売業 その他小売 5%

134,644 愛知県 名古屋市 台所はせがわ サービス 飲食業 5%

134,645 愛知県 名古屋市 台所はせがわ　プリンセスタウン店 サービス 飲食業 5%

134,646 愛知県 名古屋市 大名古屋交通株式会社 サービス 運輸業 5%

134,647 愛知県 名古屋市 Ｄｉｎｉｎｇ　石原 サービス 飲食業 5%

134,648 愛知県 名古屋市 ダイニングキッチン　オハナ サービス 飲食業 5%

134,649 愛知県 名古屋市 ＤＩＮＩＮＧ　ＳＰＡＣＥ　あらた サービス 飲食業 5%

134,650 愛知県 名古屋市 ＤＩＮＩＮＧ　ＳＰＡＣＥ　あらた　大曽根店 サービス 飲食業 5%

134,651 愛知県 名古屋市 ＤＩＮＩＮＧ六区 サービス 飲食業 5%

134,652 愛知県 名古屋市 ダイビングショップ　サニーベイル 小売業 その他小売 5%
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134,653 愛知県 名古屋市 大福屋 小売業 衣料品 5%

134,654 愛知県 名古屋市 泰文堂　日比野本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

134,655 愛知県 名古屋市 太平通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,656 愛知県 名古屋市 大宝産業　サ－ビスセンタ－ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,657 愛知県 名古屋市 タイムオフィス名駅 サービス その他サービス 5%

134,658 愛知県 名古屋市 タイムプラザリアン豊田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,659 愛知県 名古屋市 タイヤエイト大高店 サービス その他サービス 5%

134,660 愛知県 名古屋市 タイヤエイト港店 サービス その他サービス 5%

134,661 愛知県 名古屋市 タイヤショップ横井 小売業 その他小売 5%

134,662 愛知県 名古屋市 ダイヤモンドカメラ　サカエ地下 小売業 電化製品 5%

134,663 愛知県 名古屋市 ダイヤモンドカメラ　アメヨコ店 小売業 電化製品 5%

134,664 愛知県 名古屋市 ダイヤモンドカメラ　国際センタービル店 小売業 電化製品 5%

134,665 愛知県 名古屋市 ダイヤモンドカメラ　栄南店 小売業 電化製品 5%

134,666 愛知県 名古屋市 ダイヤモンドカメラ　シュシュ　メイチカ点 サービス その他サービス 5%

134,667 愛知県 名古屋市 ダイヤモンドカメラ　シュシュ　メイチカ店 小売業 電化製品 5%

134,668 愛知県 名古屋市 ダイヤモンドカメラ　大名古屋ビル店 小売業 電化製品 5%

134,669 愛知県 名古屋市 ダイヤモンドカメラ　ミユキモール店 小売業 電化製品 5%

134,670 愛知県 名古屋市 ダイヤモンドカメラ　八事店 小売業 電化製品 5%

134,671 愛知県 名古屋市 大雄株式会社 小売業 その他小売 5%

134,672 愛知県 名古屋市 ｗｊｋ　ｎａｇｏｙａ 小売業 衣料品 5%

134,673 愛知県 名古屋市 髙木良昌税理士事務所 サービス その他サービス 5%

134,674 愛知県 名古屋市 髙田屋 サービス その他サービス 5%

134,675 愛知県 名古屋市 たか福　名古屋ＪＲセントラルタワーズ店 サービス 飲食業 5%

134,676 愛知県 名古屋市 高見ストア 小売業 その他小売 5%

134,677 愛知県 名古屋市 たから写真館神宮店 サービス その他サービス 5%

134,678 愛知県 名古屋市 たからや サービス 飲食業 5%

134,679 愛知県 名古屋市 ＪＭ／ダグアウト サービス 飲食業 5%

134,680 愛知県 名古屋市 ＴＡＸｉＭ サービス 飲食業 5%

134,681 愛知県 名古屋市 ＴＡＸｉＭｆａｓｔｆｏｏｄ サービス 飲食業 5%

134,682 愛知県 名古屋市 たけちはり灸院 サービス 理容・美容業 5%

134,683 愛知県 名古屋市 たけちはり灸院 サービス その他サービス 5%

134,684 愛知県 名古屋市 たけ屋みずほ 小売業 衣料品 5%

134,685 愛知県 名古屋市 タシロ 小売業 衣料品 5%

134,686 愛知県 名古屋市 タシロ杁中本店 小売業 衣料品 5%

134,687 愛知県 名古屋市 立ち食い寿司　極 サービス 飲食業 5%

134,688 愛知県 名古屋市 立呑　あたり屋 サービス 飲食業 5%

134,689 愛知県 名古屋市 ｔｕｃｋｓｈｏｐ　中部地方整備局 小売業 食料品 5%

134,690 愛知県 名古屋市 タックルオフ　中川かの里店 小売業 その他小売 5%

134,691 愛知県 名古屋市 タックルオフ　鳴海店 小売業 その他小売 5%

134,692 愛知県 名古屋市 タックルオフ　名東引山店 小売業 その他小売 5%

134,693 愛知県 名古屋市 タックルショップ　サニーディ 小売業 その他小売 5%

134,694 愛知県 名古屋市 タッチキ サービス 飲食業 5%
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134,695 愛知県 名古屋市 ダーツハイブ　名古屋栄店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

134,696 愛知県 名古屋市 立松家具 小売業 家具・調度品 5%

134,697 愛知県 名古屋市 タートル　港店 サービス その他サービス 5%

134,698 愛知県 名古屋市 タートル黒川店 サービス その他サービス 5%

134,699 愛知県 名古屋市 タートル緑店 サービス その他サービス 5%

134,700 愛知県 名古屋市 タートル名東店 サービス その他サービス 5%

134,701 愛知県 名古屋市 タナカウォッチギャラリー久屋大通店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,702 愛知県 名古屋市 タニタフィッツミーイオンタウン有松店 サービス その他サービス 5%

134,703 愛知県 名古屋市 ＴｕｒｎｉｎｇＰｏｉｎｔ サービス その他サービス 5%

134,704 愛知県 名古屋市 ターニングポイント星ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

134,705 愛知県 名古屋市 Ｄｏｕｂｌｅ．Ｒ サービス 理容・美容業 5%

134,706 愛知県 名古屋市 ダベリ酒場　金山駅店 サービス 飲食業 5%

134,707 愛知県 名古屋市 たま木 サービス 飲食業 5%

134,708 愛知県 名古屋市 たまり場　浄心店 サービス 飲食業 5%

134,709 愛知県 名古屋市 俵家商店マルコメ サービス 飲食業 5%

134,710 愛知県 名古屋市 丹後通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,711 愛知県 名古屋市 たんたん 小売業 衣料品 5%

134,712 愛知県 名古屋市 ダンディーモード企画 小売業 衣料品 5%

134,713 愛知県 名古屋市 丹波 サービス 飲食業 5%

134,714 愛知県 名古屋市 Ｃｈｅｇｏ大須店 サービス 理容・美容業 5%

134,715 愛知県 名古屋市 馳走菴　ひじり サービス 飲食業 5%

134,716 愛知県 名古屋市 知多繁 小売業 食料品 5%

134,717 愛知県 名古屋市 千年ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,718 愛知県 名古屋市 ちはら寿し サービス 飲食業 5%

134,719 愛知県 名古屋市 チャコールグリーン　ファニチャー 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,720 愛知県 名古屋市 ちゃぼうずＲｉｋｙｕ サービス 飲食業 5%

134,721 愛知県 名古屋市 中華料理　回味 サービス 飲食業 5%

134,722 愛知県 名古屋市 中国四川料理　民 サービス 飲食業 5%

134,723 愛知県 名古屋市 中国料理　西遊記 サービス 飲食業 5%

134,724 愛知県 名古屋市 中国料理　西遊記　八事店 サービス 飲食業 5%

134,725 愛知県 名古屋市 中国料理　千早苑 サービス 飲食業 5%

134,726 愛知県 名古屋市 中部時計サービスセンター　中部時計サービスセンター サービス その他サービス 5%

134,727 愛知県 名古屋市 注文の多い雑貨店 小売業 その他小売 5%

134,728 愛知県 名古屋市 長者町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,729 愛知県 名古屋市 長者町画廊 小売業 家具・調度品 5%

134,730 愛知県 名古屋市 チョコレートカフェクオレ 小売業 食料品 5%

134,731 愛知県 名古屋市 ツーリストアイチ　一社店 サービス その他サービス 5%

134,732 愛知県 名古屋市 ツーリストアイチ　清水屋藤ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

134,733 愛知県 名古屋市 ｔｕｋｉ サービス 飲食業 5%

134,734 愛知県 名古屋市 月の庭 サービス 飲食業 5%

134,735 愛知県 名古屋市 辻倉 サービス 飲食業 5%

134,736 愛知県 名古屋市 辻蔵／三河邸 サービス 飲食業 5%
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134,737 愛知県 名古屋市 つじホルモン　泉店 サービス 飲食業 5%

134,738 愛知県 名古屋市 つじホルモン　新栄店 サービス 飲食業 5%

134,739 愛知県 名古屋市 つじホルモン　新矢場町店 サービス 飲食業 5%

134,740 愛知県 名古屋市 つじホルモン　錦店 サービス 飲食業 5%

134,741 愛知県 名古屋市 ツボイスポーツ 小売業 その他小売 5%

134,742 愛知県 名古屋市 一般社団法人紡ぐしあわせ薬膳協会 サービス その他サービス 5%

134,743 愛知県 名古屋市 ＤＩＡＭＡＮＴ サービス 理容・美容業 5%

134,744 愛知県 名古屋市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　イオン有松店 サービス 理容・美容業 5%

134,745 愛知県 名古屋市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　イオン千種店 サービス 理容・美容業 5%

134,746 愛知県 名古屋市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　名古屋栄本店 サービス 理容・美容業 5%

134,747 愛知県 名古屋市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　ヒルトン名古屋店 サービス 理容・美容業 5%

134,748 愛知県 名古屋市 ＤＡＨ　ＭＤＣ　名古屋パルコ店 サービス 理容・美容業 5%

134,749 愛知県 名古屋市 ＤＡＨ　名古屋駅前店 サービス 理容・美容業 5%

134,750 愛知県 名古屋市 ＴＡＴ　名古屋店 小売業 その他小売 5%

134,751 愛知県 名古屋市 定楽屋　金山店 サービス 飲食業 5%

134,752 愛知県 名古屋市 定楽屋　錦店 サービス 飲食業 5%

134,753 愛知県 名古屋市 Ｄｉｇｇｉｎｇｓ 小売業 衣料品 5%

134,754 愛知県 名古屋市 ＤＩＧＮＩＦ サービス 理容・美容業 5%

134,755 愛知県 名古屋市 ＴＪ天気予報　７ｔ　滝の水店 サービス 理容・美容業 5%

134,756 愛知県 名古屋市 デイジーメッセンジャー 小売業 その他小売 5%

134,757 愛知県 名古屋市 ｔｈｉ’ｓ　ＤＩＮＥＲ 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,758 愛知県 名古屋市 Ｄ’ｓ　Ｃａｓａ　名古屋 小売業 その他小売 5%

134,759 愛知県 名古屋市 ティーズコンシェル サービス その他サービス 5%

134,760 愛知県 名古屋市 ｄｉｓｒｕｐｔｉｖｅ 小売業 衣料品 5%

134,761 愛知県 名古屋市 手打そば処谷屋 サービス 飲食業 5%

134,762 愛知県 名古屋市 ｄｅ’ｇａｇｅｒ 小売業 その他小売 5%

134,763 愛知県 名古屋市 てしごとや　金山店 サービス 飲食業 5%

134,764 愛知県 名古屋市 てしごと家　栄本店 サービス 飲食業 5%

134,765 愛知県 名古屋市 てしごと家　名駅店 サービス 飲食業 5%

134,766 愛知県 名古屋市 デジタル特選館ＰＣコンフル名古屋大須店 小売業 電化製品 5%

134,767 愛知県 名古屋市 鉄生 サービス 飲食業 5%

134,768 愛知県 名古屋市 鉄生　ＮＩＳＨＩＫＩ サービス 飲食業 5%

134,769 愛知県 名古屋市 ＴＥＰＰＡＮ　ＥＮ サービス 飲食業 5%

134,770 愛知県 名古屋市 ＴＥＰＰＡＮ　ＤＩＮＩＮＧ　織部 サービス 飲食業 5%

134,771 愛知県 名古屋市 ＴＥＰＰＡＮ＆ＷＩＮＥ　ＭＡＳＡ サービス 飲食業 5%

134,772 愛知県 名古屋市 鉄板居酒屋豊 サービス 飲食業 5%

134,773 愛知県 名古屋市 鉄板台所むらまさ平安通店 サービス 飲食業 5%

134,774 愛知県 名古屋市 鉄板はちろく サービス 飲食業 5%

134,775 愛知県 名古屋市 鉄板焼　旨神 サービス 飲食業 5%

134,776 愛知県 名古屋市 鉄板料理　Ａｒｏｍａ・Ｃａｎｏｒｏ サービス 飲食業 5%

134,777 愛知県 名古屋市 てつまる サービス 飲食業 5%

134,778 愛知県 名古屋市 デ・ドゥ小幡店 サービス 理容・美容業 5%
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134,779 愛知県 名古屋市 手と目 小売業 衣料品 5%

134,780 愛知県 名古屋市 テニスアカデミー名西 サービス その他サービス 5%

134,781 愛知県 名古屋市 テニスラウンジ栄スカイル サービス その他サービス 5%

134,782 愛知県 名古屋市 テニスラウンジ神宮前 サービス その他サービス 5%

134,783 愛知県 名古屋市 テニスラウンジスカイガーディン サービス その他サービス 5%

134,784 愛知県 名古屋市 テニスラウンジ鳴海 サービス その他サービス 5%

134,785 愛知県 名古屋市 テニスラウンジ緑 サービス その他サービス 5%

134,786 愛知県 名古屋市 テニスラウンジ港 サービス その他サービス 5%

134,787 愛知県 名古屋市 テニスラウンジ名駅 サービス その他サービス 5%

134,788 愛知県 名古屋市 テニスラウンジ名北 サービス その他サービス 5%

134,789 愛知県 名古屋市 でーもん サービス 飲食業 5%

134,790 愛知県 名古屋市 ＤＵＥＬＬ　ＡＧ　ＲＥＭＯＤＥＬ 小売業 その他小売 5%

134,791 愛知県 名古屋市 Ｄｕｂｏｎｎｅｔ サービス 飲食業 5%

134,792 愛知県 名古屋市 テーラー神谷 小売業 衣料品 5%

134,793 愛知県 名古屋市 ＴＥＲＡＤＡ サービス 理容・美容業 5%

134,794 愛知県 名古屋市 テーラーフィールズ　名古屋テレピア 小売業 衣料品 5%

134,795 愛知県 名古屋市 ＴＥＲＲＡ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

134,796 愛知県 名古屋市 デリカフクヨシ 小売業 食料品 5%

134,797 愛知県 名古屋市 デルソル　城下店 サービス 理容・美容業 5%

134,798 愛知県 名古屋市 輝ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

134,799 愛知県 名古屋市 電化ショップ旭 小売業 電化製品 5%

134,800 愛知県 名古屋市 店長のひとりごと サービス 飲食業 5%

134,801 愛知県 名古屋市 天と鮮　名古屋駅前店 サービス 飲食業 5%

134,802 愛知県 名古屋市 天婦良あやめ サービス 飲食業 5%

134,803 愛知県 名古屋市 天ぷら酒場　ゑびす サービス 飲食業 5%

134,804 愛知県 名古屋市 トイズタウン 小売業 その他小売 5%

134,805 愛知県 名古屋市 トウィンクル サービス 理容・美容業 5%

134,806 愛知県 名古屋市 東海総合 サービス その他サービス 5%

134,807 愛知県 名古屋市 東京第一ホテル錦 サービス 宿泊業 2%

134,808 愛知県 名古屋市 童具店名古屋 小売業 家具・調度品 5%

134,809 愛知県 名古屋市 東港タイヤサービス藤前店 小売業 その他小売 5%

134,810 愛知県 名古屋市 ＤＥＵＸＩＥＭＥＣＬＡＳＳＥ　名古屋 小売業 衣料品 5%

134,811 愛知県 名古屋市 ｄｏｕｃｅ　Ｈａｒｍｏｎｉｅ　名古屋 小売業 衣料品 5%

134,812 愛知県 名古屋市 東陽園　本店 小売業 食料品 5%

134,813 愛知県 名古屋市 ｔｏ－Ｒａ サービス 理容・美容業 5%

134,814 愛知県 名古屋市 トータルファッション　フジタ 小売業 その他小売 5%

134,815 愛知県 名古屋市 どーもわーく 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

134,816 愛知県 名古屋市 ＴＯＫＩＡ　栄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,817 愛知県 名古屋市 ＴＯＫＩＡ　万松寺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,818 愛知県 名古屋市 ＴＯＫＩＡ　名駅サンロード店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,819 愛知県 名古屋市 常盤写真用品株式会社 サービス その他サービス 5%

134,820 愛知県 名古屋市 ＤＤ大清水店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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134,821 愛知県 名古屋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ金山店 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,822 愛知県 名古屋市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅＤＤ吉根店 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,823 愛知県 名古屋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅこがね店 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,824 愛知県 名古屋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ神沢店 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,825 愛知県 名古屋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大慶橋店 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,826 愛知県 名古屋市 ＤＤセルフ南陽店 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,827 愛知県 名古屋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅたかばり台店 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,828 愛知県 名古屋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ平子橋店 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,829 愛知県 名古屋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ明徳橋店 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,830 愛知県 名古屋市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅＤＤ　柳橋店 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,831 愛知県 名古屋市 ＤＤ弥生店 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,832 愛知県 名古屋市 ドクターＭｕｓｉｃ 小売業 その他小売 5%

134,833 愛知県 名古屋市 ＤｒＭＯＮＲＯＥ名古屋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,834 愛知県 名古屋市 時計倉庫ＴＯＫＩＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,835 愛知県 名古屋市 時計倉庫ＴＯＫＩＡ　栄中央店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,836 愛知県 名古屋市 時計・宝石のトミダ　小幡工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,837 愛知県 名古屋市 戸田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,838 愛知県 名古屋市 トータルビューティサロン　ゆう　長久手店 サービス 理容・美容業 5%

134,839 愛知県 名古屋市 ＤＯＧ　ＣＡＴ　ＣＯＣＯ　みずほ 小売業 その他小売 5%

134,840 愛知県 名古屋市 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｐｏｌａｒｉｓ サービス その他サービス 5%

134,841 愛知県 名古屋市 ＤＯＧＤＥＰＴ星が丘店 小売業 衣料品 5%

134,842 愛知県 名古屋市 どてＭＡＮＩＡ サービス 飲食業 5%

134,843 愛知県 名古屋市 どなんち金山店 サービス 飲食業 5%

134,844 愛知県 名古屋市 トニー＆ガイ名古屋 サービス 理容・美容業 5%

134,845 愛知県 名古屋市 とまつ サービス 飲食業 5%

134,846 愛知県 名古屋市 とよ千 サービス 飲食業 5%

134,847 愛知県 名古屋市 豊臣モーター商会 サービス その他サービス 5%

134,848 愛知県 名古屋市 “ＤＲＹ”ＳＴＡＤＩＵＭ サービス 飲食業 5%

134,849 愛知県 名古屋市 ドライフラワーと暮らしのお店　その灯ぐらし 小売業 その他小売 5%

134,850 愛知県 名古屋市 とらのあな　大須店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

134,851 愛知県 名古屋市 とらのあな　名古屋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

134,852 愛知県 名古屋市 とらのあな名古屋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

134,853 愛知県 名古屋市 ＴＲＡＶＩＳ 小売業 衣料品 5%

134,854 愛知県 名古屋市 ＴＲＡＶＩＳ 小売業 衣料品 5%

134,855 愛知県 名古屋市 トラベルセブンス サービス その他サービス 5%

134,856 愛知県 名古屋市 トランク王 サービス その他サービス 5%

134,857 愛知県 名古屋市 トリガー 小売業 その他小売 5%

134,858 愛知県 名古屋市 鶏門／トラットリアルチアーノ サービス 飲食業 5%

134,859 愛知県 名古屋市 ＴＯＲＩＫＯ サービス 理容・美容業 5%

134,860 愛知県 名古屋市 鶏旦那千種駅前店 サービス 飲食業 5%

134,861 愛知県 名古屋市 鳥長　三谷　肉近江　一楽 サービス 飲食業 5%

134,862 愛知県 名古屋市 鳥見町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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134,863 愛知県 名古屋市 ＤｒｅａｍＣｏｌｏｒＰｒｏｊ夢色企画 サービス その他サービス 5%

134,864 愛知県 名古屋市 とり焼肉もう壱鳥 サービス 飲食業 5%

134,865 愛知県 名古屋市 トレーニングサロンＬｅｉ サービス その他サービス 5%

134,866 愛知県 名古屋市 ｔｒｅｎｔｏｔｔｏ サービス 飲食業 5%

134,867 愛知県 名古屋市 ＴＲＯＰＨＹ 小売業 衣料品 5%

134,868 愛知県 名古屋市 ドン・アントニオ サービス 飲食業 5%

134,869 愛知県 名古屋市 トンガリアーノ　千種駅前店 サービス 飲食業 5%

134,870 愛知県 名古屋市 トンガリアーノ大曽根店 サービス 飲食業 5%

134,871 愛知県 名古屋市 ナイトカフェ　弾き語り サービス 飲食業 5%

134,872 愛知県 名古屋市 ナインボディピアッシング 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,873 愛知県 名古屋市 苗代ライスマーケット 小売業 食料品 5%

134,874 愛知県 名古屋市 ＮＡＯＭＡＳＡＫＩＡｒｔ＆Ｏｂｊｅｃｔ 小売業 家具・調度品 5%

134,875 愛知県 名古屋市 ＮＡＯＭＩ　ＬＯＮＤＯＮ サービス その他サービス 5%

134,876 愛知県 名古屋市 中川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,877 愛知県 名古屋市 ［ＨＣ］ナカシマデンキ 小売業 電化製品 5%

134,878 愛知県 名古屋市 中村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,879 愛知県 名古屋市 長屋心 小売業 その他小売 5%

134,880 愛知県 名古屋市 中山碁盤店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

134,881 愛知県 名古屋市 和ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

134,882 愛知県 名古屋市 ナゴヤ　キッシュ　エビオ 小売業 食料品 5%

134,883 愛知県 名古屋市 名古屋　馬喰一代 サービス 飲食業 5%

134,884 愛知県 名古屋市 名古屋　平安閣 サービス その他サービス 5%

134,885 愛知県 名古屋市 なごや　ほびーすぽっと 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

134,886 愛知県 名古屋市 名古屋駅前モンブランホテル サービス 宿泊業 5%

134,887 愛知県 名古屋市 名古屋園芸 小売業 家具・調度品 5%

134,888 愛知県 名古屋市 なごや花壇 小売業 その他小売 5%

134,889 愛知県 名古屋市 なごや花亭美よし サービス 宿泊業 5%

134,890 愛知県 名古屋市 名古屋ガ－ランドホテル サービス 宿泊業 5%

134,891 愛知県 名古屋市 名古屋眼鏡　ショールーム 小売業 その他小売 5%

134,892 愛知県 名古屋市 名古屋クラウンホテル サービス 宿泊業 5%

134,893 愛知県 名古屋市 名古屋栄グリーンホテル サービス 宿泊業 5%

134,894 愛知県 名古屋市 名古屋身体均整院一社院 サービス その他サービス 5%

134,895 愛知県 名古屋市 名古屋石油　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,896 愛知県 名古屋市 名古屋ダイハツ　大井サービスセンター 小売業 その他小売 5%

134,897 愛知県 名古屋市 名古屋ダイハツ　中川営業所 小売業 その他小売 5%

134,898 愛知県 名古屋市 名古屋ダイハツ　中店 小売業 その他小売 5%

134,899 愛知県 名古屋市 名古屋ダイハツ　鳴海営業所 小売業 その他小売 5%

134,900 愛知県 名古屋市 名古屋ダイハツ　西営業所 小売業 その他小売 5%

134,901 愛知県 名古屋市 名古屋ダイハツ　Ｕ－ＣＡＲ南陽茶屋店 小売業 その他小売 5%

134,902 愛知県 名古屋市 丹青堂　名古屋店 小売業 家具・調度品 5%

134,903 愛知県 名古屋市 名古屋どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

134,904 愛知県 名古屋市 名古屋西　ビューティーステーション 小売業 その他小売 5%
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134,905 愛知県 名古屋市 名古屋伏見モンブランホテル サービス 宿泊業 5%

134,906 愛知県 名古屋市 名古屋みらい動物病院 サービス その他サービス 5%

134,907 愛知県 名古屋市 ＮａｇｏｙａＭｏｔｏｙａｍａＨｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

134,908 愛知県 名古屋市 ＮａｇｏｙａＭｏｔｏｙａｍａＨｏｕｓｅ サービス 宿泊業 5%

134,909 愛知県 名古屋市 セブン－イレブン名古屋弥富通５丁目店 小売業 食料品 2%

134,910 愛知県 名古屋市 ナチュレ本店 小売業 その他小売 5%

134,911 愛知県 名古屋市 Ｎａｔｕｒａ　御器所店 サービス 理容・美容業 5%

134,912 愛知県 名古屋市 ナフコ　トミダ　大杉店 小売業 食料品 5%

134,913 愛知県 名古屋市 ナフコ　トミダ　上飯田店 小売業 食料品 5%

134,914 愛知県 名古屋市 ナフコ　トミダ　杉栄店 小売業 食料品 5%

134,915 愛知県 名古屋市 ナフコ　トミダ　千成店 小売業 食料品 5%

134,916 愛知県 名古屋市 ナフコ　トミダ 小売業 食料品 5%

134,917 愛知県 名古屋市 ナフコ不二屋　アクロス小幡店 小売業 食料品 5%

134,918 愛知県 名古屋市 ナフコ不二屋　大曽根店 小売業 食料品 5%

134,919 愛知県 名古屋市 ナフコ不二屋　小幡緑地店 小売業 食料品 5%

134,920 愛知県 名古屋市 ナフコ不二屋　喜多山店 小売業 食料品 5%

134,921 愛知県 名古屋市 ナフコ不二屋　当知店 小売業 食料品 5%

134,922 愛知県 名古屋市 ナフコ不二屋　南陽店 小売業 食料品 5%

134,923 愛知県 名古屋市 ナフコ不二屋　引山店 小売業 食料品 5%

134,924 愛知県 名古屋市 ナフコ不二屋　宝神店 小売業 食料品 5%

134,925 愛知県 名古屋市 ナフコ不二屋　守山店 小売業 食料品 5%

134,926 愛知県 名古屋市 鍋屋 小売業 家具・調度品 5%

134,927 愛知県 名古屋市 ＮＡＭ２　本陣店 サービス 理容・美容業 5%

134,928 愛知県 名古屋市 ナリタ塗装 サービス その他サービス 5%

134,929 愛知県 名古屋市 鳴海ニュータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,930 愛知県 名古屋市 なるみ家　平手店 サービス 飲食業 5%

134,931 愛知県 名古屋市 ＮＩＫＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,932 愛知県 名古屋市 肉卸直送焼肉たいが サービス 飲食業 5%

134,933 愛知県 名古屋市 肉海鮮個室居酒屋　魚ずみ サービス 飲食業 5%

134,934 愛知県 名古屋市 肉寿司肉割烹さくらや本家 サービス 飲食業 5%

134,935 愛知県 名古屋市 ｎｉｋｕｂｏ－ｚｕ サービス 飲食業 5%

134,936 愛知県 名古屋市 肉屋雪月花 サービス 飲食業 5%

134,937 愛知県 名古屋市 肉屋たなか サービス 飲食業 5%

134,938 愛知県 名古屋市 肉屋の三國 サービス 飲食業 5%

134,939 愛知県 名古屋市 ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

134,940 愛知県 名古屋市 ニシオスポーツ 小売業 その他小売 5%

134,941 愛知県 名古屋市 ニシオスポーツｈａｓｉｒｉ－Ｎｉ 小売業 その他小売 5%

134,942 愛知県 名古屋市 仁志河 サービス 飲食業 5%

134,943 愛知県 名古屋市 西陣 サービス 飲食業 5%

134,944 愛知県 名古屋市 西高蔵印章店 小売業 その他小売 5%

134,945 愛知県 名古屋市 西野町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,946 愛知県 名古屋市 西日置ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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134,947 愛知県 名古屋市 西山ストア 小売業 その他小売 5%

134,948 愛知県 名古屋市 ２１世紀健康館 サービス その他サービス 5%

134,949 愛知県 名古屋市 ニチダイ サービス その他サービス 5%

134,950 愛知県 名古屋市 日仏食堂ｅｎ サービス 飲食業 5%

134,951 愛知県 名古屋市 ニッセンシェイプ・サロン　トキメイク 小売業 衣料品 5%

134,952 愛知県 名古屋市 ニッセンシェイプ・サロン　メビウス 小売業 衣料品 5%

134,953 愛知県 名古屋市 ニッセンシェイプ・サロンｍｏｎａｍｏｎａ 小売業 衣料品 5%

134,954 愛知県 名古屋市 ニッセンシェイプファンデ　サロンドエルモ 小売業 衣料品 5%

134,955 愛知県 名古屋市 ニッセンシェイプファンデ　ギャラリーＵ 小売業 衣料品 5%

134,956 愛知県 名古屋市 ニッセンシェイプファンデサロンドローゼ 小売業 衣料品 5%

134,957 愛知県 名古屋市 ニッセンシェイプファンデサロンマキシ 小売業 衣料品 5%

134,958 愛知県 名古屋市 日本きもの商事 小売業 衣料品 5%

134,959 愛知県 名古屋市 日本きもの商事 小売業 衣料品 5%

134,960 愛知県 名古屋市 日本交通株式会社 サービス 運輸業 5%

134,961 愛知県 名古屋市 日本なわとびアカデミー サービス その他サービス 5%

134,962 愛知県 名古屋市 日本橋　紅とん　丸の内店 サービス 飲食業 5%

134,963 愛知県 名古屋市 日本橋　紅とん　名駅店 サービス その他サービス 5%

134,964 愛知県 名古屋市 日本橋紅とん名駅店 サービス 飲食業 5%

134,965 愛知県 名古屋市 日本料理　荒木 サービス 飲食業 5%

134,966 愛知県 名古屋市 日本料理つつみ 小売業 食料品 5%

134,967 愛知県 名古屋市 日本料理　満つ谷 サービス 飲食業 5%

134,968 愛知県 名古屋市 日本料理　やまと サービス 飲食業 5%

134,969 愛知県 名古屋市 ＮＥＷ古井ノ坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,970 愛知県 名古屋市 ニュースタートセンター サービス その他サービス 5%

134,971 愛知県 名古屋市 二六丸　名駅店 サービス 飲食業 5%

134,972 愛知県 名古屋市 二六丸　金山店 サービス 飲食業 5%

134,973 愛知県 名古屋市 俄名古屋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

134,974 愛知県 名古屋市 人情屋台　藤が丘駅北店 サービス 飲食業 5%

134,975 愛知県 名古屋市 人情屋台　藤が丘店 サービス 飲食業 5%

134,976 愛知県 名古屋市 ヌーベルイマージュ本店 小売業 その他小売 5%

134,977 愛知県 名古屋市 ヌーベルイマージュ名駅店 小売業 その他小売 5%

134,978 愛知県 名古屋市 ＮｏｏｂＡｒｍｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

134,979 愛知県 名古屋市 ネイティブ・プレイス 小売業 その他小売 5%

134,980 愛知県 名古屋市 ネイティブ・プレイス 小売業 その他小売 5%

134,981 愛知県 名古屋市 Ｎａｉｌ＆ｅｐｉＭｏｏｎｓ サービス 理容・美容業 5%

134,982 愛知県 名古屋市 ｎａｉｌｓａｌｏｎａｒｔｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

134,983 愛知県 名古屋市 ネイルサロン　ｃａｓｏ サービス 理容・美容業 5%

134,984 愛知県 名古屋市 ｎａｉｌｓａｌｏｎＨＯＰＥ サービス 理容・美容業 5%

134,985 愛知県 名古屋市 ネイルズジューシー百合ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

134,986 愛知県 名古屋市 ネイルパートナー名古屋店 小売業 その他小売 5%

134,987 愛知県 名古屋市 ＮＥＯ香流ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

134,988 愛知県 名古屋市 ネオプラン新中島店 サービス その他サービス 5%
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134,989 愛知県 名古屋市 ネオプラン本社 サービス その他サービス 5%

134,990 愛知県 名古屋市 ネオ炉端　道南農林水産部　新栄店 サービス 飲食業 5%

134,991 愛知県 名古屋市 ネクサスシンポ 小売業 その他小売 5%

134,992 愛知県 名古屋市 ＮＥＸＴ　ＦＯＣＵＳ　大須店 小売業 衣料品 5%

134,993 愛知県 名古屋市 ＮＥＸＴＦＯＣＵＳ　大須店催事 小売業 衣料品 5%

134,994 愛知県 名古屋市 ＪＭ／猫カフェねこまんま サービス 飲食業 5%

134,995 愛知県 名古屋市 ねころんｄｅアート サービス その他サービス 5%

134,996 愛知県 名古屋市 ｎｏｅｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

134,997 愛知県 名古屋市 ノザキガラス 小売業 その他小売 5%

134,998 愛知県 名古屋市 野並どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

134,999 愛知県 名古屋市 ノーマル美容室宮前店 サービス 理容・美容業 5%

135,000 愛知県 名古屋市 飲み喰い処　ろく　錦本店 サービス 飲食業 5%

135,001 愛知県 名古屋市 呑み処　竜家 サービス 飲食業 5%

135,002 愛知県 名古屋市 呑屋　かぶと サービス 飲食業 5%

135,003 愛知県 名古屋市 則武ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,004 愛知県 名古屋市 ＰＡＲ　ＡＶＩＯＮ サービス 飲食業 5%

135,005 愛知県 名古屋市 パーキー 小売業 衣料品 5%

135,006 愛知県 名古屋市 ＰＡＴＨ　ｃｏｕｐｅ　ｄｅ　ｂｅａｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

135,007 愛知県 名古屋市 バーストシティ 小売業 その他小売 5%

135,008 愛知県 名古屋市 パーソナルトレーニングジムＶｉｓｉｏｎ サービス その他サービス 5%

135,009 愛知県 名古屋市 ハ―トフル牛巻町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,010 愛知県 名古屋市 パームスプリングス 小売業 家具・調度品 5%

135,011 愛知県 名古屋市 Ｂａｒ　路地裏の少年 サービス 飲食業 5%

135,012 愛知県 名古屋市 ＢＡＲ＆ＤＩＮＩＮＧ　湧 サービス 飲食業 5%

135,013 愛知県 名古屋市 ＨＩＤＥ＆ＳＥＥＫ 小売業 その他小売 5%

135,014 愛知県 名古屋市 ＢｉｋｅＧａｒａｇｅＮｅｒｏ 小売業 その他小売 5%

135,015 愛知県 名古屋市 バイクガレージ４９ｃｃ 小売業 その他小売 5%

135,016 愛知県 名古屋市 バイクショップミズノ 小売業 ガソリンスタンド 5%

135,017 愛知県 名古屋市 ＢＩＫＥＨＯＵＳＥ 小売業 その他小売 5%

135,018 愛知県 名古屋市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　名古屋守山店 サービス その他サービス 5%

135,019 愛知県 名古屋市 Ｂｏｗ　Ｗｏｗ　滝の水店 サービス その他サービス 5%

135,020 愛知県 名古屋市 ＢａｏｂａＢ サービス 理容・美容業 5%

135,021 愛知県 名古屋市 博多かわ屋　大曽根店 サービス 飲食業 5%

135,022 愛知県 名古屋市 博多かわ屋　金山店 サービス 飲食業 5%

135,023 愛知県 名古屋市 博多かわ屋　伏見店 サービス 飲食業 5%

135,024 愛知県 名古屋市 博多かわ屋　名駅店 サービス 飲食業 5%

135,025 愛知県 名古屋市 博多かわ屋錦店 サービス 飲食業 5%

135,026 愛知県 名古屋市 はかた屋　名駅店 サービス 飲食業 5%

135,027 愛知県 名古屋市 Ｂａｋａｍｏ　Ｒｅｃｏｒｄｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,028 愛知県 名古屋市 白山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,029 愛知県 名古屋市 朴さんのダイニングまる サービス 飲食業 5%

135,030 愛知県 名古屋市 馬喰ろう　金山店 サービス 飲食業 5%
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135,031 愛知県 名古屋市 馬喰ろう　栄 サービス 飲食業 5%

135,032 愛知県 名古屋市 バゲットラビット社口店 小売業 食料品 5%

135,033 愛知県 名古屋市 箱屋　名駅店 サービス 飲食業 5%

135,034 愛知県 名古屋市 はじめ引越サービス　１号車 サービス 運輸業 5%

135,035 愛知県 名古屋市 ハシモト靴店 小売業 衣料品 5%

135,036 愛知県 名古屋市 ハシモト靴店 小売業 衣料品 5%

135,037 愛知県 名古屋市 Ｐａｓｔａ　角燈亭　大須店 サービス 飲食業 5%

135,038 愛知県 名古屋市 ＰＡＳＴＡ　ａｎｄ　ＤＳＳＥＲＴ　Ｚａｋｉ サービス 飲食業 5%

135,039 愛知県 名古屋市 バズデザインサイクル 小売業 その他小売 5%

135,040 愛知県 名古屋市 ＢＡＳＴＥＴ 小売業 衣料品 5%

135,041 愛知県 名古屋市 パステルデザートアスナル金山店 小売業 食料品 5%

135,042 愛知県 名古屋市 パソコンドック２４　名古屋・大須店 サービス その他サービス 5%

135,043 愛知県 名古屋市 パソコンドック２４　庄内緑地公園店 サービス その他サービス 5%

135,044 愛知県 名古屋市 パソコンドック２４　名古屋名東店 サービス その他サービス 5%

135,045 愛知県 名古屋市 Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｕｂｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,046 愛知県 名古屋市 パソべる名古屋 サービス その他サービス 5%

135,047 愛知県 名古屋市 畑江通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,048 愛知県 名古屋市 畑江通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,049 愛知県 名古屋市 ハッシュパピーＳＳ名古屋車道店 小売業 衣料品 5%

135,050 愛知県 名古屋市 八田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,051 愛知県 名古屋市 パティスリー　ラ・ピュール サービス 飲食業 5%

135,052 愛知県 名古屋市 パーティハウス　イオンタウン熱田千年店 小売業 衣料品 5%

135,053 愛知県 名古屋市 バーデンバーデン栄店 サービス 飲食業 5%

135,054 愛知県 名古屋市 ハート清水店 小売業 食料品 5%

135,055 愛知県 名古屋市 花あざみ 小売業 その他小売 5%

135,056 愛知県 名古屋市 華綺久 サービス 飲食業 5%

135,057 愛知県 名古屋市 花木香 小売業 その他小売 5%

135,058 愛知県 名古屋市 花木屋 小売業 その他小売 5%

135,059 愛知県 名古屋市 花工房オレンジ 小売業 その他小売 5%

135,060 愛知県 名古屋市 花のナガジン 小売業 その他小売 5%

135,061 愛知県 名古屋市 ｈａ′なｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

135,062 愛知県 名古屋市 はなや堀蔵 サービス 飲食業 5%

135,063 愛知県 名古屋市 パナライフ　星ヶ丘 小売業 電化製品 5%

135,064 愛知県 名古屋市 パパ　バッフォーネ サービス 飲食業 5%

135,065 愛知県 名古屋市 ＰＵＲＰＯＳＥ　名古屋大須店 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,066 愛知県 名古屋市 ばば天 サービス 飲食業 5%

135,067 愛知県 名古屋市 パパ・バッフォーネ サービス 飲食業 5%

135,068 愛知県 名古屋市 ハーブス 小売業 食料品 5%

135,069 愛知県 名古屋市 ハーブス　栄本店 小売業 食料品 5%

135,070 愛知県 名古屋市 ハーブス名鉄名古屋店 小売業 食料品 5%

135,071 愛知県 名古屋市 はまぐり屋錦三大津店 サービス 飲食業 5%

135,072 愛知県 名古屋市 はまぐり屋錦店 サービス 飲食業 5%
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135,073 愛知県 名古屋市 浜源 サービス 飲食業 5%

135,074 愛知県 名古屋市 浜田交通 サービス その他サービス 5%

135,075 愛知県 名古屋市 浜焼太郎本郷店 サービス 飲食業 5%

135,076 愛知県 名古屋市 はめかえＴＯＷＮ サービス その他サービス 5%

135,077 愛知県 名古屋市 Ｈａｙａｋａｗａ サービス 飲食業 5%

135,078 愛知県 名古屋市 ＪＭ／はやみ 小売業 衣料品 5%

135,079 愛知県 名古屋市 遙 サービス 飲食業 5%

135,080 愛知県 名古屋市 晴ＨＡＲＵ サービス 飲食業 5%

135,081 愛知県 名古屋市 遙 サービス 飲食業 5%

135,082 愛知県 名古屋市 バル　ｄｅ　Ｒｉｃｏｔｔａ　熱田店 サービス 飲食業 5%

135,083 愛知県 名古屋市 ＨＡＲＵ　久屋店 サービス 飲食業 5%

135,084 愛知県 名古屋市 春岡通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,085 愛知県 名古屋市 春岡通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,086 愛知県 名古屋市 ＢＡＲ・ＴＯＮ サービス 飲食業 5%

135,087 愛知県 名古屋市 ＢＡＲＴＯＮ伏見 サービス 飲食業 5%

135,088 愛知県 名古屋市 ＢＡＬＢＡＯｓａｌｏｎｄｅｂｅｌｌｅｚａ サービス 理容・美容業 5%

135,089 愛知県 名古屋市 バルビーノ サービス 飲食業 5%

135,090 愛知県 名古屋市 晴々 サービス 理容・美容業 5%

135,091 愛知県 名古屋市 パレモ 小売業 衣料品 5%

135,092 愛知県 名古屋市 Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん　大高店 小売業 衣料品 5%

135,093 愛知県 名古屋市 Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん　ヒルズウォーク店 小売業 衣料品 5%

135,094 愛知県 名古屋市 ハローフーヅ　菅田店 小売業 食料品 5%

135,095 愛知県 名古屋市 ハローフーヅ　天白店 小売業 食料品 5%

135,096 愛知県 名古屋市 ＢＡＲＯＣＫｒｅｐａｉｒｗｏｒｋ 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,097 愛知県 名古屋市 ハングル語学堂 サービス その他サービス 5%

135,098 愛知県 名古屋市 はんこ広場金山店 小売業 その他小売 5%

135,099 愛知県 名古屋市 ハンズナトリエ栄校 小売業 その他小売 5%

135,100 愛知県 名古屋市 ハンズナトリエ栄校 小売業 その他小売 5%

135,101 愛知県 名古屋市 半之助 サービス 飲食業 5%

135,102 愛知県 名古屋市 はんのセイコー 小売業 その他小売 5%

135,103 愛知県 名古屋市 はんぷ株式会社　名古屋営業所 サービス その他サービス 5%

135,104 愛知県 名古屋市 Ｂ　ＳＨＯＰ　ＣＬＵＢ サービス 理容・美容業 5%

135,105 愛知県 名古屋市 ｂ－ｓｌｉｍ　渋谷店 サービス その他サービス 5%

135,106 愛知県 名古屋市 ＶｉｅＡｖａｎｃｅ サービス 飲食業 5%

135,107 愛知県 名古屋市 ＰＧ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

135,108 愛知県 名古屋市 ヒーリングルームイマージュ　大津通り店 サービス その他サービス 5%

135,109 愛知県 名古屋市 ｐｉｅｎｉ・ｈｕｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

135,110 愛知県 名古屋市 ＢＭＯ名古屋笠寺店 小売業 衣料品 5%

135,111 愛知県 名古屋市 ＢＭＯ名古屋川原通店 小売業 衣料品 5%

135,112 愛知県 名古屋市 ｐｉｅｎｎａ サービス 理容・美容業 5%

135,113 愛知県 名古屋市 ビオンディ 小売業 衣料品 5%

135,114 愛知県 名古屋市 東山自動車学校 サービス その他サービス 5%
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135,115 愛知県 名古屋市 株式会社光書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,116 愛知県 名古屋市 Ｈｉｓａｇｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,117 愛知県 名古屋市 ビサージ　アスナル サービス 理容・美容業 5%

135,118 愛知県 名古屋市 ビサージ　アスナル サービス 理容・美容業 5%

135,119 愛知県 名古屋市 ＶＩＳＡＧＥ　ｇｅｎｕｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

135,120 愛知県 名古屋市 ビサージ・セントラル サービス 理容・美容業 5%

135,121 愛知県 名古屋市 ピサヘアー一社店 サービス 理容・美容業 5%

135,122 愛知県 名古屋市 菱源畳店　菱源畳店 小売業 家具・調度品 5%

135,123 愛知県 名古屋市 美翔苑 サービス その他サービス 5%

135,124 愛知県 名古屋市 Ｂｉｓｈｏｋｕバルマル本店 サービス 飲食業 5%

135,125 愛知県 名古屋市 ヒステリックグラマー　名古屋パルコ店 小売業 衣料品 5%

135,126 愛知県 名古屋市 ＢＩＳ－ＴＲＩＡｇａｔｓｂｙ サービス 飲食業 5%

135,127 愛知県 名古屋市 ビストロアイ サービス 飲食業 5%

135,128 愛知県 名古屋市 ビストロチェアーズ サービス 飲食業 5%

135,129 愛知県 名古屋市 ビストロ・ドゥ・ミツ サービス 飲食業 5%

135,130 愛知県 名古屋市 ビストロラシェット サービス 飲食業 5%

135,131 愛知県 名古屋市 ビストロ　レズゥドール サービス 飲食業 5%

135,132 愛知県 名古屋市 ビーズヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,133 愛知県 名古屋市 ビーズ屋公ちゃん 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,134 愛知県 名古屋市 ビースリム　渋谷 サービス その他サービス 5%

135,135 愛知県 名古屋市 飛騨撰　六兵衛 サービス 飲食業 5%

135,136 愛知県 名古屋市 ＢＩＧ　ＭＡＧＩＣ　名古屋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,137 愛知県 名古屋市 ＢＩＧ　ＭＡＧＩＣ　萬松寺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,138 愛知県 名古屋市 ＢＩＧＴＩＭＥ サービス 理容・美容業 5%

135,139 愛知県 名古屋市 Ｂｉｇバード天子田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,140 愛知県 名古屋市 ＤＤＢｉｇバード大森橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,141 愛知県 名古屋市 Ｂｉｇバード小幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,142 愛知県 名古屋市 ＤＤＢｉｇバードカナヤＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,143 愛知県 名古屋市 Ｂｉｇバード大永寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,144 愛知県 名古屋市 Ｂｉｇバード守山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,145 愛知県 名古屋市 ＢＩＧ　ＢＯＳＳ　名古屋クラフトカン 小売業 その他小売 5%

135,146 愛知県 名古屋市 ＢＩＧＢＯＳＳ名古屋店 小売業 その他小売 5%

135,147 愛知県 名古屋市 ＢＩＧ　ＭＡＧＩＣ　ＺＥＲＯ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,148 愛知県 名古屋市 BIG MAGIC 名古屋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,149 愛知県 名古屋市 ＨＩＴＳＵＪＩＹＡ　ヴァンヴ店 小売業 衣料品 5%

135,150 愛知県 名古屋市 ＰＩＴ　ＴＡＶＥＲＮ サービス 飲食業 5%

135,151 愛知県 名古屋市 ひつまぶし　う家 サービス 飲食業 5%

135,152 愛知県 名古屋市 ＢＴＢｆｕｊｉｇａｏｋａ サービス 理容・美容業 5%

135,153 愛知県 名古屋市 ビデオエイペックス　名古屋営業所 サービス その他サービス 5%

135,154 愛知県 名古屋市 ひな野名西店 サービス 飲食業 5%

135,155 愛知県 名古屋市 ＰＩＮＥＤＥ　植田店 小売業 食料品 5%

135,156 愛知県 名古屋市 ＰＩＮＥＤＥ　徳重店 小売業 食料品 5%
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135,157 愛知県 名古屋市 ＰＩＮＥＤＥ　社台店 小売業 食料品 5%

135,158 愛知県 名古屋市 ヒノマルブッサン 小売業 その他小売 5%

135,159 愛知県 名古屋市 響亭 サービス 飲食業 5%

135,160 愛知県 名古屋市 Ｂ－ＦＬＡＴ 小売業 衣料品 5%

135,161 愛知県 名古屋市 ビームズ　大曽根店 サービス 理容・美容業 5%

135,162 愛知県 名古屋市 ビームズ　千種店 サービス 理容・美容業 5%

135,163 愛知県 名古屋市 Ｂｅｅ－ｍｓＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙ名駅店 サービス 理容・美容業 5%

135,164 愛知県 名古屋市 Ｂｅｅ－ｍｓ　ＨＡＩＲ　名駅店 サービス 理容・美容業 5%

135,165 愛知県 名古屋市 ビームズ大曽根 サービス 理容・美容業 5%

135,166 愛知県 名古屋市 ビームズ千種 サービス 理容・美容業 5%

135,167 愛知県 名古屋市 ビームズ藤ヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

135,168 愛知県 名古屋市 Ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　あや　名古屋 サービス 理容・美容業 5%

135,169 愛知県 名古屋市 Ｈｕｇｅ サービス 理容・美容業 5%

135,170 愛知県 名古屋市 ビューティ＆ヒーリングさくら サービス 理容・美容業 5%

135,171 愛知県 名古屋市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ　ＷｉｎＷ サービス 理容・美容業 5%

135,172 愛知県 名古屋市 ビューティーサロン・ミヤビ サービス その他サービス 5%

135,173 愛知県 名古屋市 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｈａｒｕ サービス 理容・美容業 5%

135,174 愛知県 名古屋市 ｂｅａｕｔｙ　ｂｉｚ　ｓａｌｏｎ　Ｄ→ＳＴＡＲＴ サービス その他サービス 5%

135,175 愛知県 名古屋市 Ｂｅａｕｔｙ　Ｐｒｅｍｉｕｍ サービス 理容・美容業 5%

135,176 愛知県 名古屋市 ピュリフィエイド 小売業 家具・調度品 5%

135,177 愛知県 名古屋市 美容師　竹之内 サービス 理容・美容業 5%

135,178 愛知県 名古屋市 美容室　ＳＨＯ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

135,179 愛知県 名古屋市 美容室　それいゆ サービス 理容・美容業 5%

135,180 愛知県 名古屋市 美容室　ピア・スポット サービス 理容・美容業 5%

135,181 愛知県 名古屋市 美容室ＡＶＡＮＣＥＲ サービス 理容・美容業 5%

135,182 愛知県 名古屋市 美容室ジール サービス 理容・美容業 5%

135,183 愛知県 名古屋市 美容室セプト サービス 理容・美容業 5%

135,184 愛知県 名古屋市 美容室フィールファイン サービス 理容・美容業 5%

135,185 愛知県 名古屋市 平子橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,186 愛知県 名古屋市 ピラティス＆アロマホットヨガＯＲＩＧＩＮ サービス その他サービス 5%

135,187 愛知県 名古屋市 平手家具 小売業 家具・調度品 5%

135,188 愛知県 名古屋市 サトー電化　比良店 小売業 電化製品 5%

135,189 愛知県 名古屋市 ビリーフ サービス 理容・美容業 5%

135,190 愛知県 名古屋市 ビリオン　覚王山店 サービス その他サービス 5%

135,191 愛知県 名古屋市 ビリオン　丸の内店 サービス その他サービス 5%

135,192 愛知県 名古屋市 ＢＥＬＩＯＮＦＩＴＮＥＳＳ栄店 サービス その他サービス 5%

135,193 愛知県 名古屋市 ファイテンショップ　名古屋錦店 小売業 その他小売 5%

135,194 愛知県 名古屋市 ファイテンショップ　名古屋丸の内店 小売業 その他小売 5%

135,195 愛知県 名古屋市 ファイン動物クリニック サービス その他サービス 5%

135,196 愛知県 名古屋市 ファシリテーション サービス その他サービス 5%

135,197 愛知県 名古屋市 ファッション　コイケ 小売業 衣料品 5%

135,198 愛知県 名古屋市 ファッションハウスコリーヌ 小売業 衣料品 5%
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135,199 愛知県 名古屋市 ファミリーサイクルみずたに 小売業 その他小売 5%

135,200 愛知県 名古屋市 ＦＡＲＯ花楼 サービス 飲食業 5%

135,201 愛知県 名古屋市 フィジカルバランスラボ サービス その他サービス 5%

135,202 愛知県 名古屋市 フィッシング　遊　中村黄金店 小売業 その他小売 5%

135,203 愛知県 名古屋市 フィッシング遊　名古屋北店 小売業 その他小売 5%

135,204 愛知県 名古屋市 フィッシング遊　名古屋南店 小売業 その他小売 5%

135,205 愛知県 名古屋市 フィッツミーイオンタウン熱田千年店 サービス その他サービス 5%

135,206 愛知県 名古屋市 フィットネスクラブレスポ藤が丘 サービス その他サービス 5%

135,207 愛知県 名古屋市 フーズパビリオン・サポーレ 小売業 食料品 5%

135,208 愛知県 名古屋市 風遊花 小売業 その他小売 5%

135,209 愛知県 名古屋市 風来坊　栄店 サービス 飲食業 5%

135,210 愛知県 名古屋市 風来坊　千種店 サービス 飲食業 5%

135,211 愛知県 名古屋市 風来坊　東桜店 サービス 飲食業 5%

135,212 愛知県 名古屋市 風来坊　東桜店 サービス 飲食業 5%

135,213 愛知県 名古屋市 風来坊名駅５丁目店 サービス 飲食業 5%

135,214 愛知県 名古屋市 ＪＭ／ＦＡＩＴＨ　ＯＦ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

135,215 愛知県 名古屋市 フェイス　栄店 サービス 理容・美容業 5%

135,216 愛知県 名古屋市 Ｆａｉｔｈ　名古屋駅店 サービス その他サービス 5%

135,217 愛知県 名古屋市 フェリックス サービス その他サービス 5%

135,218 愛知県 名古屋市 フォーシーズン・ココグランツ 小売業 その他小売 5%

135,219 愛知県 名古屋市 フォーシーズン名古屋本店 小売業 その他小売 5%

135,220 愛知県 名古屋市 フォーシーズンパークレーン 小売業 その他小売 5%

135,221 愛知県 名古屋市 フォーシーズン本店 小売業 その他小売 5%

135,222 愛知県 名古屋市 ｐｈｏｔｏ　ｍａｉｓｏｎ　ｔｏｃｔｏｃ サービス その他サービス 5%

135,223 愛知県 名古屋市 フォトスタジオプリンセス名古屋 サービス その他サービス 5%

135,224 愛知県 名古屋市 ＰＨＯＴＯＮ サービス 理容・美容業 5%

135,225 愛知県 名古屋市 フォントスタイル 小売業 衣料品 5%

135,226 愛知県 名古屋市 福助 サービス 飲食業 5%

135,227 愛知県 名古屋市 ふくだ動物クリニック サービス その他サービス 5%

135,228 愛知県 名古屋市 福船町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,229 愛知県 名古屋市 ブーケ サービス 飲食業 5%

135,230 愛知県 名古屋市 藤ヶ丘つぼハウス和 サービス その他サービス 5%

135,231 愛知県 名古屋市 藤川行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

135,232 愛知県 名古屋市 ふしぎなおみせＺＡＫＺＡＫ港店 小売業 衣料品 5%

135,233 愛知県 名古屋市 ＦＵＪＩ３ＡＰＲＯＪＥＣＴ 小売業 その他小売 5%

135,234 愛知県 名古屋市 富士台人具 サービス 飲食業 5%

135,235 愛知県 名古屋市 ＦＵＪＩターザン 小売業 その他小売 5%

135,236 愛知県 名古屋市 藤の花 小売業 その他小売 5%

135,237 愛知県 名古屋市 フジファミリーショップツルタ店 小売業 その他小売 5%

135,238 愛知県 名古屋市 フジ・プラント 小売業 その他小売 5%

135,239 愛知県 名古屋市 伏見長者町通整体院 サービス その他サービス 5%

135,240 愛知県 名古屋市 ふじみ家 小売業 食料品 5%

3222



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

135,241 愛知県 名古屋市 藤森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,242 愛知県 名古屋市 豚コック サービス 飲食業 5%

135,243 愛知県 名古屋市 二葉屋 小売業 衣料品 5%

135,244 愛知県 名古屋市 双葉屋 小売業 その他小売 5%

135,245 愛知県 名古屋市 双葉屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,246 愛知県 名古屋市 双葉屋　オシャレの店 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,247 愛知県 名古屋市 双葉屋　メルサ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,248 愛知県 名古屋市 豚福新栄店 サービス 飲食業 5%

135,249 愛知県 名古屋市 ぷちまりー大須店 小売業 その他小売 5%

135,250 愛知県 名古屋市 ブックタウン　津島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,251 愛知県 名古屋市 仏壇の丸文 小売業 家具・調度品 5%

135,252 愛知県 名古屋市 ブティック・ロッサ　メルサ栄店 小売業 衣料品 5%

135,253 愛知県 名古屋市 ブティックリド 小売業 衣料品 5%

135,254 愛知県 名古屋市 プテットスリール サービス 理容・美容業 5%

135,255 愛知県 名古屋市 船戸屋 小売業 衣料品 5%

135,256 愛知県 名古屋市 船橋オーディオセンター 小売業 電化製品 5%

135,257 愛知県 名古屋市 フラーデュリオン 小売業 その他小売 5%

135,258 愛知県 名古屋市 Ｂｒｉｄａｌ　Ｓａｌｏｎ　ＳＩＳＴＥＲ サービス 理容・美容業 5%

135,259 愛知県 名古屋市 Ｂｒｉｄａｌ　Ｐｌｕｓ サービス その他サービス 5%

135,260 愛知県 名古屋市 ブライトユー サービス 理容・美容業 5%

135,261 愛知県 名古屋市 ＰＲＩＶＡＴＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,262 愛知県 名古屋市 プライベ－トジムプリンセス サービス その他サービス 5%

135,263 愛知県 名古屋市 ブラザーショップ　藤ヶ丘店 小売業 電化製品 5%

135,264 愛知県 名古屋市 ｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

135,265 愛知県 名古屋市 プラスアヴェダ サービス 理容・美容業 5%

135,266 愛知県 名古屋市 ブラッキーＰｅｒｓｏｎａｌ　名古屋栄店 サービス 理容・美容業 5%

135,267 愛知県 名古屋市 ＢＬＡＣＫ　ＳＴＯＮＥ サービス 宿泊業 5%

135,268 愛知県 名古屋市 ブラーバ 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,269 愛知県 名古屋市 フラワー＆グリーンサン 小売業 その他小売 5%

135,270 愛知県 名古屋市 フラワーショップアニバース 小売業 その他小売 5%

135,271 愛知県 名古屋市 ブランシェ　名鉄小幡駅前店 サービス 理容・美容業 5%

135,272 愛知県 名古屋市 フランス食堂　Ｏｄｅｔｔｏ サービス 飲食業 5%

135,273 愛知県 名古屋市 ブランド鑑定団大須店 小売業 その他小売 5%

135,274 愛知県 名古屋市 プリフェリー 小売業 衣料品 5%

135,275 愛知県 名古屋市 プリマステラ 小売業 衣料品 5%

135,276 愛知県 名古屋市 プリンセスカフェ名古屋　１号館 サービス その他サービス 5%

135,277 愛知県 名古屋市 プリンセスカフェ名古屋　２号館 サービス その他サービス 5%

135,278 愛知県 名古屋市 プリントショップ　トーアフォート 小売業 電化製品 5%

135,279 愛知県 名古屋市 Ｆｕｌｌ　Ｍｏｏｎ サービス 理容・美容業 5%

135,280 愛知県 名古屋市 ＢＬＵＥＥＡＳＴ 小売業 衣料品 5%

135,281 愛知県 名古屋市 フルーツムラクモ 小売業 食料品 5%

135,282 愛知県 名古屋市 ＢｌｏｏｍＨｉｌｌ 小売業 衣料品 5%
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135,283 愛知県 名古屋市 ＴＨＥ　ＢＲＯＯＫＬＹＮ　ＭＡＲＫＥＴ サービス 飲食業 5%

135,284 愛知県 名古屋市 プルドゥ 小売業 衣料品 5%

135,285 愛知県 名古屋市 Ｂｌｏｏｍ　Ｈｉｌｌ 小売業 衣料品 5%

135,286 愛知県 名古屋市 ブルームーン 小売業 その他小売 5%

135,287 愛知県 名古屋市 古渡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,288 愛知県 名古屋市 フレンチブルドッグ・ニーシュ 小売業 その他小売 5%

135,289 愛知県 名古屋市 ＢＬＯＷ 小売業 衣料品 5%

135,290 愛知県 名古屋市 不老園正光 小売業 食料品 5%

135,291 愛知県 名古屋市 ＢＬＯＷ　ＩＮ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

135,292 愛知県 名古屋市 プロショップ　圓屋 小売業 電化製品 5%

135,293 愛知県 名古屋市 プロショップ　錦パーク店 小売業 電化製品 5%

135,294 愛知県 名古屋市 プロショップ東名名古屋インター店 小売業 その他小売 5%

135,295 愛知県 名古屋市 プロステーション　御器所店 小売業 食料品 5%

135,296 愛知県 名古屋市 プロステーション　名東店 小売業 食料品 5%

135,297 愛知県 名古屋市 Ｂｒｏｏｃｈ サービス 理容・美容業 5%

135,298 愛知県 名古屋市 ブローニュの森 小売業 食料品 5%

135,299 愛知県 名古屋市 プロマーケット　新栄店 小売業 食料品 5%

135,300 愛知県 名古屋市 ふわどらん 小売業 食料品 5%

135,301 愛知県 名古屋市 ふわどらん サービス その他サービス 5%

135,302 愛知県 名古屋市 フワール サービス その他サービス 5%

135,303 愛知県 名古屋市 ブンブン動物病院 サービス その他サービス 5%

135,304 愛知県 名古屋市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｂｅ－Ｓｔ サービス 理容・美容業 5%

135,305 愛知県 名古屋市 ｈａｉｒ　ｓｔａｇｅ　ｎｏｖｅｌ サービス 理容・美容業 5%

135,306 愛知県 名古屋市 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅｎｉｋｋｉ サービス 理容・美容業 5%

135,307 愛知県 名古屋市 ヘアアート　サンタクロース サービス 理容・美容業 5%

135,308 愛知県 名古屋市 ヘアアート　サンタクロース サービス 理容・美容業 5%

135,309 愛知県 名古屋市 ＨＡＩＲ・ＮＡＩＬ　ｃｏｍｆｙ サービス 理容・美容業 5%

135,310 愛知県 名古屋市 ヘアーメイクミント サービス 理容・美容業 5%

135,311 愛知県 名古屋市 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ＰＯＰ サービス 理容・美容業 5%

135,312 愛知県 名古屋市 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ＰＯＰ サービス 理容・美容業 5%

135,313 愛知県 名古屋市 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ＢＡＢＹ　ＱＵＥＥＮ サービス 理容・美容業 5%

135,314 愛知県 名古屋市 ｈａｉｒｃｏｕｔｕｒｉｅｒＢ：ｗｈｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

135,315 愛知県 名古屋市 ヘアークリニックサロン　おり紙 サービス 理容・美容業 5%

135,316 愛知県 名古屋市 ヘアークリニックサロンおり紙 サービス 理容・美容業 5%

135,317 愛知県 名古屋市 ＨａｉｒＳａｌｏｎ　ａｘｘ サービス 理容・美容業 5%

135,318 愛知県 名古屋市 ＨａｉｒＳａｌｏｎＩ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

135,319 愛知県 名古屋市 ヘアサロン　オアシス サービス 理容・美容業 5%

135,320 愛知県 名古屋市 ヘアーサロン　カワサキ サービス 理容・美容業 5%

135,321 愛知県 名古屋市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＫＵＳＵＫＩ サービス 理容・美容業 5%

135,322 愛知県 名古屋市 ヘアーサロン東雲 サービス 理容・美容業 5%

135,323 愛知県 名古屋市 ヘアーサロンビビアン サービス 理容・美容業 5%

135,324 愛知県 名古屋市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｒｅｐｏｓｅｒ 小売業 その他小売 5%
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135,325 愛知県 名古屋市 ヘアーステージクープ サービス 理容・美容業 5%

135,326 愛知県 名古屋市 ヘアステ－ションＬＥＯＮ サービス 理容・美容業 5%

135,327 愛知県 名古屋市 ヘアデザインエソラ サービス 理容・美容業 5%

135,328 愛知県 名古屋市 ＨＡＩＲ　ＭＩＵ サービス 理容・美容業 5%

135,329 愛知県 名古屋市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｐｓｙｋｈｅ サービス 理容・美容業 5%

135,330 愛知県 名古屋市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｐｓｙｋｈｅ サービス 理容・美容業 5%

135,331 愛知県 名古屋市 ヘア・メイクアップベルアミー サービス 理容・美容業 5%

135,332 愛知県 名古屋市 ヘアモード禅 サービス 理容・美容業 5%

135,333 愛知県 名古屋市 ヘアリエペロ サービス その他サービス 5%

135,334 愛知県 名古屋市 ヘアワークスヴィラージュ サービス 理容・美容業 5%

135,335 愛知県 名古屋市 ＰＡＹＤＡＹ サービス 理容・美容業 5%

135,336 愛知県 名古屋市 ベーカリーヴィンチ・パンドーロ 小売業 食料品 5%

135,337 愛知県 名古屋市 ペグ 小売業 衣料品 5%

135,338 愛知県 名古屋市 ペグ　サンロード２店 小売業 衣料品 5%

135,339 愛知県 名古屋市 ペグ　サンロード店 小売業 衣料品 5%

135,340 愛知県 名古屋市 ペグ　志賀店 小売業 衣料品 5%

135,341 愛知県 名古屋市 ペグ　鳴海店 小売業 衣料品 5%

135,342 愛知県 名古屋市 ペグ　ミユキモール店 小売業 衣料品 5%

135,343 愛知県 名古屋市 ペグ栄地下街店 小売業 衣料品 5%

135,344 愛知県 名古屋市 ペグ徳川店 小売業 衣料品 5%

135,345 愛知県 名古屋市 ペグマルニ　名西店 小売業 衣料品 5%

135,346 愛知県 名古屋市 ペコリ サービス 飲食業 5%

135,347 愛知県 名古屋市 別院通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,348 愛知県 名古屋市 ベッセルイン栄駅前 サービス 宿泊業 5%

135,349 愛知県 名古屋市 ベッセルホテルカンパーナ名古屋 サービス 宿泊業 5%

135,350 愛知県 名古屋市 ＰＥＴ　ＣＵＢＥ 小売業 その他小売 5%

135,351 愛知県 名古屋市 ペットサービス北店 サービス その他サービス 5%

135,352 愛知県 名古屋市 ペットサービス昭和店 サービス その他サービス 5%

135,353 愛知県 名古屋市 ペットショップＤＯＧＣＡＴＣＯＣ 小売業 その他小売 5%

135,354 愛知県 名古屋市 ペットハウス・プーキーパレマルシェ中村店 小売業 その他小売 5%

135,355 愛知県 名古屋市 ヘッドミント サービス その他サービス 5%

135,356 愛知県 名古屋市 ＰＥＤＥＳＴＲＩＡＮ 小売業 衣料品 5%

135,357 愛知県 名古屋市 ベニーニ　カルナ サービス 飲食業 5%

135,358 愛知県 名古屋市 ｂｅｎｅｑｑｕ サービス 理容・美容業 5%

135,359 愛知県 名古屋市 ペペロンチーノ サービス 飲食業 5%

135,360 愛知県 名古屋市 ベル　シラスナ 小売業 電化製品 5%

135,361 愛知県 名古屋市 ベル・ペグ 小売業 衣料品 5%

135,362 愛知県 名古屋市 Ｂｅｌｕｇａ サービス 飲食業 5%

135,363 愛知県 名古屋市 ベルコート 小売業 その他小売 5%

135,364 愛知県 名古屋市 ベルズカフェ　メイチカ店 サービス 飲食業 5%

135,365 愛知県 名古屋市 ベルデ 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,366 愛知県 名古屋市 ベルヘラルド　メイチカ店 サービス 飲食業 5%
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135,367 愛知県 名古屋市 ベローチェ栄四丁目広小路通店 サービス 飲食業 5%

135,368 愛知県 名古屋市 ＢＯＩＬ 小売業 衣料品 5%

135,369 愛知県 名古屋市 宝石時計メガネの福島 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,370 愛知県 名古屋市 宝石のアスカ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,371 愛知県 名古屋市 宝石のエンジェル 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,372 愛知県 名古屋市 宝石のたなか　丸の内店 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,373 愛知県 名古屋市 宝石のマリン 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,374 愛知県 名古屋市 宝石のマリン　栄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,375 愛知県 名古屋市 Ｌａ　Ｂｏｃａ　Ｃｅｎｔｒｏ サービス 飲食業 5%

135,376 愛知県 名古屋市 Ｌａ　Ｂｏｃａ　Ｃｈｉｃａ サービス 飲食業 5%

135,377 愛知県 名古屋市 Ｌａ　Ｂｏｃａ　Ｙｏｋｏ サービス 飲食業 5%

135,378 愛知県 名古屋市 ほぐし庵 サービス その他サービス 5%

135,379 愛知県 名古屋市 ＢＯＺ名古屋店 小売業 衣料品 5%

135,380 愛知県 名古屋市 ホスピッタル千年ＳＳ　株式会社安井 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,381 愛知県 名古屋市 ほっこり　栄本店 サービス 飲食業 5%

135,382 愛知県 名古屋市 ほっこり名駅店 サービス 飲食業 5%

135,383 愛知県 名古屋市 ホット・ロード 小売業 その他小売 5%

135,384 愛知県 名古屋市 ＨＯＴＭＡＲＴ 小売業 その他小売 5%

135,385 愛知県 名古屋市 Ｂｏｄｙ ａｎｄ Ｓｏｕｌ サービス その他サービス 5%

135,386 愛知県 名古屋市 ボディーケアスタジオうり サービス その他サービス 5%

135,387 愛知県 名古屋市 ｂｏｄｙｔｈｅｒａｐｙｒｅｐｏｓｒｅｐｏｓ サービス その他サービス 5%

135,388 愛知県 名古屋市 ぼてこ上飯田店 サービス 飲食業 5%

135,389 愛知県 名古屋市 Ｐｅａｕ　ｄｅｓ　ｖｅｌｏｕｒｓ サービス 理容・美容業 5%

135,390 愛知県 名古屋市 ホテル　アスティア サービス 宿泊業 5%

135,391 愛知県 名古屋市 ホテルアーク サービス 宿泊業 5%

135,392 愛知県 名古屋市 ホテルランドマーク　名古屋 サービス 宿泊業 5%

135,393 愛知県 名古屋市 ポトス 小売業 衣料品 5%

135,394 愛知県 名古屋市 ポニーランド 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,395 愛知県 名古屋市 ＢｏｎｈｅｕＲｅｐａｓ サービス その他サービス 5%

135,396 愛知県 名古屋市 ホビーステーション名駅２号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,397 愛知県 名古屋市 ホビーゾーン 小売業 その他小売 5%

135,398 愛知県 名古屋市 ホビーゾーン新瑞橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,399 愛知県 名古屋市 ホビーショップタムタム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,400 愛知県 名古屋市 ホビーステーション　大須万松寺通店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,401 愛知県 名古屋市 ホビーステーション名古屋ささしま店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,402 愛知県 名古屋市 ホビーステーション名古屋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,403 愛知県 名古屋市 ホビーステーション　名駅店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,404 愛知県 名古屋市 ホビーランド　ぽち　名古屋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,405 愛知県 名古屋市 ＢＯＢＩＮＥ 小売業 その他小売 5%

135,406 愛知県 名古屋市 ボーベル サービス 理容・美容業 5%

135,407 愛知県 名古屋市 ホームカラクト サービス その他サービス 5%

135,408 愛知県 名古屋市 ホ－ムズ・エンタ－プライズ 小売業 その他小売 5%
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135,409 愛知県 名古屋市 ＨＯＬ サービス 理容・美容業 5%

135,410 愛知県 名古屋市 ぽるけぴっく サービス 理容・美容業 5%

135,411 愛知県 名古屋市 ボルトワークス サービス その他サービス 5%

135,412 愛知県 名古屋市 ホルモンさわぎ サービス 飲食業 5%

135,413 愛知県 名古屋市 ＪＭ／ポロ サービス 飲食業 5%

135,414 愛知県 名古屋市 ほろほろ サービス 飲食業 5%

135,415 愛知県 名古屋市 ホワイトアベニュー名南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,416 愛知県 名古屋市 本郷動物病院 サービス その他サービス 5%

135,417 愛知県 名古屋市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,418 愛知県 名古屋市 本陣通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,419 愛知県 名古屋市 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　尾張　守山志段味店 サービス その他サービス 5%

135,420 愛知県 名古屋市 ボンド・ストリート 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,421 愛知県 名古屋市 ＢＯＭＢＥＲＳ 小売業 その他小売 5%

135,422 愛知県 名古屋市 毎日交通株式会社 サービス 運輸業 5%

135,423 愛知県 名古屋市 毎日北海道物産展道南農林水産部 サービス 飲食業 5%

135,424 愛知県 名古屋市 Ｍｙ　Ｆａｉｒ　Ｌａｄｙ サービス 理容・美容業 5%

135,425 愛知県 名古屋市 米家 サービス 飲食業 5%

135,426 愛知県 名古屋市 ＭＩＬＥＳ サービス 理容・美容業 5%

135,427 愛知県 名古屋市 マウンテンコーヒービィーンズショップ 小売業 食料品 5%

135,428 愛知県 名古屋市 まきばｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

135,429 愛知県 名古屋市 マクドナルド有松清水山店 サービス 飲食業 2%

135,430 愛知県 名古屋市 マクドナルドイオン上飯田店 サービス 飲食業 2%

135,431 愛知県 名古屋市 マクドナルドイオン南陽店 サービス 飲食業 2%

135,432 愛知県 名古屋市 マクドナルドイオンモール大高店 サービス 飲食業 2%

135,433 愛知県 名古屋市 マクドナルドイオンモール名古屋茶屋店 サービス 飲食業 2%

135,434 愛知県 名古屋市 マクドナルドイオン守山店 サービス 飲食業 2%

135,435 愛知県 名古屋市 マクドナルド池下店 サービス 飲食業 2%

135,436 愛知県 名古屋市 マクドナルド植田一本松店 サービス 飲食業 2%

135,437 愛知県 名古屋市 マクドナルド大曽根店 サービス 飲食業 2%

135,438 愛知県 名古屋市 マクドナルド大森インター南店 サービス 飲食業 2%

135,439 愛知県 名古屋市 マクドナルド下志段味店 サービス 飲食業 2%

135,440 愛知県 名古屋市 マクドナルド砂田橋マックスバリュ店 サービス 飲食業 2%

135,441 愛知県 名古屋市 マクドナルド高針西友店 サービス 飲食業 2%

135,442 愛知県 名古屋市 マクドナルド名古屋大高インターカインズホーム サービス 飲食業 2%

135,443 愛知県 名古屋市 マクドナルド名古屋南アピタ店 サービス 飲食業 2%

135,444 愛知県 名古屋市 マクドナルド鳴海山下店 サービス 飲食業 2%

135,445 愛知県 名古屋市 マクドナルド平手店 サービス 飲食業 2%

135,446 愛知県 名古屋市 マクドナルド藤ヶ丘店 サービス 飲食業 2%

135,447 愛知県 名古屋市 マクドナルドｍｏｚｏワンダーシティ店 サービス 飲食業 2%

135,448 愛知県 名古屋市 マクドナルド弥富通店 サービス 飲食業 2%

135,449 愛知県 名古屋市 マグロセンター サービス 飲食業 5%

135,450 愛知県 名古屋市 マグロドウ大須店 サービス 飲食業 5%
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135,451 愛知県 名古屋市 マグロドウ住吉店 サービス 飲食業 5%

135,452 愛知県 名古屋市 まぐろや　石亭 サービス 飲食業 5%

135,453 愛知県 名古屋市 ｍａｓａ 小売業 その他小売 5%

135,454 愛知県 名古屋市 ＭＡＲ’Ｓ サービス 理容・美容業 5%

135,455 愛知県 名古屋市 マスターウォール名古屋　栄 小売業 家具・調度品 5%

135,456 愛知県 名古屋市 Ｍａｓ　ｄｅ　Ｌａｖａｎｄｅ サービス 飲食業 5%

135,457 愛知県 名古屋市 ｍａｔａ－Ｌ２３ サービス 理容・美容業 5%

135,458 愛知県 名古屋市 マダム　ペグ 小売業 衣料品 5%

135,459 愛知県 名古屋市 まつおか 小売業 食料品 5%

135,460 愛知県 名古屋市 マツオカ　一色店 小売業 衣料品 5%

135,461 愛知県 名古屋市 マツオカ　中村店 小売業 衣料品 5%

135,462 愛知県 名古屋市 松城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,463 愛知県 名古屋市 まっちっちー 小売業 その他小売 5%

135,464 愛知県 名古屋市 松永薬局 小売業 その他小売 5%

135,465 愛知県 名古屋市 松野宗弘税理士事務所 サービス その他サービス 5%

135,466 愛知県 名古屋市 松葉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,467 愛知県 名古屋市 松福　星ヶ丘店 小売業 食料品 5%

135,468 愛知県 名古屋市 株式会社松本糸舗　本店 小売業 衣料品 5%

135,469 愛知県 名古屋市 きものＩｎｎ　まつや 小売業 衣料品 5%

135,470 愛知県 名古屋市 円居 小売業 衣料品 5%

135,471 愛知県 名古屋市 間所交通 サービス 運輸業 5%

135,472 愛知県 名古屋市 ＭＡＮＡ　ＣＯＮＮＥＣＴ サービス その他サービス 5%

135,473 愛知県 名古屋市 マニステージ高針 小売業 家具・調度品 5%

135,474 愛知県 名古屋市 マニフレックス　名古屋ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

135,475 愛知県 名古屋市 まほろバル サービス 飲食業 5%

135,476 愛知県 名古屋市 ｍａ－ｍａ 小売業 衣料品 5%

135,477 愛知県 名古屋市 豆ぎゃらりぃ　よもぎ埜 小売業 食料品 5%

135,478 愛知県 名古屋市 マリエプラス サービス 理容・美容業 5%

135,479 愛知県 名古屋市 マリエプラス　金山店 サービス 理容・美容業 5%

135,480 愛知県 名古屋市 Ｍａｒｉｅ　Ｐｌｕｓ　金山店 サービス 理容・美容業 5%

135,481 愛知県 名古屋市 Ｍａｒｉｅ　Ｐｌｕｓ　千種店 サービス 理容・美容業 5%

135,482 愛知県 名古屋市 マリオネット サービス 理容・美容業 5%

135,483 愛知県 名古屋市 マリーズショップ 小売業 衣料品 5%

135,484 愛知県 名古屋市 ＭＡＲＩＹＡ サービス 理容・美容業 5%

135,485 愛知県 名古屋市 株式会社マリン 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,486 愛知県 名古屋市 丸川商事 小売業 衣料品 5%

135,487 愛知県 名古屋市 マルキンヤ 小売業 衣料品 5%

135,488 愛知県 名古屋市 丸田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,489 愛知県 名古屋市 マルツ名古屋小田井店 小売業 電化製品 5%

135,490 愛知県 名古屋市 丸の内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,491 愛知県 名古屋市 マルハチ 小売業 衣料品 5%

135,492 愛知県 名古屋市 マルハチ サービス 飲食業 5%
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135,493 愛知県 名古屋市 マルハチサイクル 小売業 その他小売 5%

135,494 愛知県 名古屋市 マルミツ青果 小売業 その他小売 5%

135,495 愛知県 名古屋市 マルユキッチン サービス 飲食業 5%

135,496 愛知県 名古屋市 万勝 小売業 衣料品 5%

135,497 愛知県 名古屋市 万場山どうぶつ病院 小売業 その他小売 5%

135,498 愛知県 名古屋市 三河屋 サービス 飲食業 5%

135,499 愛知県 名古屋市 三河屋精肉商会 小売業 食料品 5%

135,500 愛知県 名古屋市 味感ことほぎ サービス 飲食業 5%

135,501 愛知県 名古屋市 味樹園　泉店 サービス 飲食業 5%

135,502 愛知県 名古屋市 味樹園　栄店 サービス 飲食業 5%

135,503 愛知県 名古屋市 味樹園　志賀本通り店 サービス 飲食業 5%

135,504 愛知県 名古屋市 味樹園　浄心店 サービス 飲食業 5%

135,505 愛知県 名古屋市 味樹園　茶屋が坂店 サービス 飲食業 5%

135,506 愛知県 名古屋市 味樹園　堀田店 サービス 飲食業 5%

135,507 愛知県 名古屋市 味樹園　名駅三丁目店 サービス 飲食業 5%

135,508 愛知県 名古屋市 三國書店 中川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,509 愛知県 名古屋市 ｍｉｃｕｌｉ　栄地下店 小売業 その他小売 5%

135,510 愛知県 名古屋市 ｍｉｃｕｌｉ　栄店 小売業 その他小売 5%

135,511 愛知県 名古屋市 みさき サービス 飲食業 5%

135,512 愛知県 名古屋市 美杉自動車整備 サービス その他サービス 5%

135,513 愛知県 名古屋市 ＭＣロフト名古屋店 サービス その他サービス 5%

135,514 愛知県 名古屋市 水谷浴槽店 サービス その他サービス 5%

135,515 愛知県 名古屋市 ミストコイル 小売業 衣料品 5%

135,516 愛知県 名古屋市 味仙　矢場店 サービス 飲食業 5%

135,517 愛知県 名古屋市 味鷹 サービス 飲食業 5%

135,518 愛知県 名古屋市 プライベート卓球ＲＯＯＭ サービス その他サービス 5%

135,519 愛知県 名古屋市 光蔵　栄本店 サービス 飲食業 5%

135,520 愛知県 名古屋市 光蔵　名駅店 サービス 飲食業 5%

135,521 愛知県 名古屋市 光蔵錦店 サービス 飲食業 5%

135,522 愛知県 名古屋市 ｍｉｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

135,523 愛知県 名古屋市 ミッドウエスト 小売業 衣料品 5%

135,524 愛知県 名古屋市 ＭＩＤＷＥＳＴＮＡＧＯＹＡｗｏｍｅｎ’ｓ 小売業 衣料品 5%

135,525 愛知県 名古屋市 ＭＩＤＷＥＳＴ　ＮＡＧＯＹＡ　ＭＥＮＳ 小売業 衣料品 5%

135,526 愛知県 名古屋市 みどり楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,527 愛知県 名古屋市 港千鳥ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,528 愛知県 名古屋市 南山　吉扇 サービス 飲食業 5%

135,529 愛知県 名古屋市 美濃幸　ラ・クロシェット 小売業 衣料品 5%

135,530 愛知県 名古屋市 美濃忠　檀溪通店 小売業 食料品 5%

135,531 愛知県 名古屋市 美濃忠　平和公園店 小売業 食料品 5%

135,532 愛知県 名古屋市 美濃忠　本店 小売業 食料品 5%

135,533 愛知県 名古屋市 ｍｉｊａｓ サービス 理容・美容業 5%

135,534 愛知県 名古屋市 宮きしめん　伊兵衛 サービス 飲食業 5%
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135,535 愛知県 名古屋市 宮きしめん　伊兵衛 サービス 飲食業 5%

135,536 愛知県 名古屋市 宮きしめん　駿 小売業 食料品 5%

135,537 愛知県 名古屋市 宮きしめん　本店 小売業 食料品 5%

135,538 愛知県 名古屋市 都電機 サービス その他サービス 5%

135,539 愛知県 名古屋市 宮坂 サービス 飲食業 5%

135,540 愛知県 名古屋市 ミュウヘアワークス サービス 理容・美容業 5%

135,541 愛知県 名古屋市 みゆき 小売業 衣料品 5%

135,542 愛知県 名古屋市 ミュージックファースト 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,543 愛知県 名古屋市 明庵 サービス 飲食業 5%

135,544 愛知県 名古屋市 妙香園 サービス その他サービス 5%

135,545 愛知県 名古屋市 妙香園　栄北地下店 小売業 食料品 5%

135,546 愛知県 名古屋市 妙香園　サカエチカ店 小売業 食料品 5%

135,547 愛知県 名古屋市 妙香園　サンロード店 小売業 食料品 5%

135,548 愛知県 名古屋市 妙香園　サンロード店 小売業 食料品 5%

135,549 愛知県 名古屋市 妙香園　サンロード店 小売業 食料品 5%

135,550 愛知県 名古屋市 美芳産業株式会社 小売業 家具・調度品 5%

135,551 愛知県 名古屋市 ミライ代行 サービス 運輸業 5%

135,552 愛知県 名古屋市 Ｍｉｒａｂｅｌｌｅ サービス 飲食業 5%

135,553 愛知県 名古屋市 ミラレスカ　サカエ サービス 理容・美容業 5%

135,554 愛知県 名古屋市 ｍｉｌｉｃｒｅａ サービス その他サービス 5%

135,555 愛知県 名古屋市 ＭｉＬｋｙｗａｙ 小売業 その他小売 5%

135,556 愛知県 名古屋市 ミンツストア大江 小売業 食料品 5%

135,557 愛知県 名古屋市 ミンツストア主翼センター 小売業 食料品 5%

135,558 愛知県 名古屋市 ｍｏｏ． サービス 理容・美容業 5%

135,559 愛知県 名古屋市 ムートンフルーリスト 小売業 その他小売 5%

135,560 愛知県 名古屋市 株式会社むさし寿司 サービス 飲食業 5%

135,561 愛知県 名古屋市 ｍｏｕｊｉｋ 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,562 愛知県 名古屋市 ムータモーダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,563 愛知県 名古屋市 村上電気商会 小売業 電化製品 5%

135,564 愛知県 名古屋市 ムラサキスポーツ　名古屋オアシス２１店 小売業 その他小売 5%

135,565 愛知県 名古屋市 紫美容室 サービス 理容・美容業 5%

135,566 愛知県 名古屋市 ムーンリバー　上社店 小売業 その他小売 5%

135,567 愛知県 名古屋市 名駅きぼう鍼灸院 サービス その他サービス 5%

135,568 愛知県 名古屋市 名駅馬肉酒場　馬喰ろう サービス 飲食業 5%

135,569 愛知県 名古屋市 名港通　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,570 愛知県 名古屋市 名港肆矢 サービス その他サービス 5%

135,571 愛知県 名古屋市 名紳　守山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,572 愛知県 名古屋市 名西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,573 愛知県 名古屋市 名西セルフステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,574 愛知県 名古屋市 名西どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

135,575 愛知県 名古屋市 名電高校前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,576 愛知県 名古屋市 名四品川町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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135,577 愛知県 名古屋市 ＭａｉＬｅａｆ サービス 飲食業 5%

135,578 愛知県 名古屋市 メイリーフバー サービス 飲食業 5%

135,579 愛知県 名古屋市 メイリールーアスナル金山店 小売業 衣料品 5%

135,580 愛知県 名古屋市 メガインディアンズ サービス 飲食業 5%

135,581 愛知県 名古屋市 メガネ赤札堂　千種天満通店 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,582 愛知県 名古屋市 メガネの近藤 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,583 愛知県 名古屋市 メガネのヤガミ 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,584 愛知県 名古屋市 メガネのヤガミ　道徳店 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,585 愛知県 名古屋市 メガネのヤガミ桶狭間店 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,586 愛知県 名古屋市 メガネ・補聴器のカワチ 小売業 その他小売 5%

135,587 愛知県 名古屋市 愛実司法書士オフィス サービス その他サービス 5%

135,588 愛知県 名古屋市 ｍａｉｓｏｎｄｅｂｏｉｓ守山店 小売業 衣料品 5%

135,589 愛知県 名古屋市 メディアカフェポパイ名古屋駅前店 サービス その他サービス 5%

135,590 愛知県 名古屋市 メディアラボ　栄 小売業 電化製品 5%

135,591 愛知県 名古屋市 メディカルホワイト 小売業 その他小売 5%

135,592 愛知県 名古屋市 Ｍｅｖｉｕｓ　ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

135,593 愛知県 名古屋市 ｍｅｍｉｎｉ　サカエチカ店 小売業 電化製品 5%

135,594 愛知県 名古屋市 ｍｅｍｉｎｉ　サンロード店 小売業 電化製品 5%

135,595 愛知県 名古屋市 メルス　猪子石店 サービス その他サービス 5%

135,596 愛知県 名古屋市 メルス　猪子石店 サービス 飲食業 5%

135,597 愛知県 名古屋市 メルス　尾張旭店 サービス その他サービス 5%

135,598 愛知県 名古屋市 ｍ．ｅ．ｌｂｙｏｒｉｇａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

135,599 愛知県 名古屋市 メンズショップ　カトー御器所店 小売業 衣料品 5%

135,600 愛知県 名古屋市 メンズショップ　カトー 小売業 衣料品 5%

135,601 愛知県 名古屋市 メンズ脱毛ＭＡＸ名古屋星ヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

135,602 愛知県 名古屋市 免税栄町ビル店 小売業 その他小売 5%

135,603 愛知県 名古屋市 メンバーズスペースあうん サービス 飲食業 5%

135,604 愛知県 名古屋市 麺や弐六 サービス 飲食業 5%

135,605 愛知県 名古屋市 モア 小売業 衣料品 5%

135,606 愛知県 名古屋市 ＭｏｕＭｏｕＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

135,607 愛知県 名古屋市 萌えりぃ サービス 飲食業 5%

135,608 愛知県 名古屋市 萌えりぃ サービス 飲食業 5%

135,609 愛知県 名古屋市 モードサクライ 小売業 衣料品 5%

135,610 愛知県 名古屋市 モードサクライ 小売業 衣料品 5%

135,611 愛知県 名古屋市 ｍｏｋｕｍｏｓｉｓｔｏｒｅ 小売業 家具・調度品 5%

135,612 愛知県 名古屋市 ｍｏｋｏｄｉ 小売業 家具・調度品 5%

135,613 愛知県 名古屋市 もざいく 小売業 衣料品 5%

135,614 愛知県 名古屋市 もざいく 小売業 衣料品 5%

135,615 愛知県 名古屋市 もじパラ　名古屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,616 愛知県 名古屋市 ＭＯＤＥＲＮ　ＰＩＲＡＴＥＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,617 愛知県 名古屋市 ＭＯＤＥＲＮＰＩＲＡＴＥＳ　２ 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,618 愛知県 名古屋市 モダン和食　ＫＡＢＴＯ サービス 飲食業 5%

3231



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

135,619 愛知県 名古屋市 餅文総本店　元八事店 小売業 食料品 5%

135,620 愛知県 名古屋市 餅文総本店　元八事店 小売業 食料品 5%

135,621 愛知県 名古屋市 餅文総本店　桃山店 小売業 食料品 5%

135,622 愛知県 名古屋市 餅屋文蔵の店 小売業 食料品 5%

135,623 愛知県 名古屋市 ＭＯＴＯＹＡＭＡ７ サービス 飲食業 5%

135,624 愛知県 名古屋市 本山バル　Ｓｔａｙ　Ｇｏｌｄ サービス 飲食業 5%

135,625 愛知県 名古屋市 モナマッチョ 小売業 衣料品 5%

135,626 愛知県 名古屋市 モフモフどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

135,627 愛知県 名古屋市 百々池家 サービス 飲食業 5%

135,628 愛知県 名古屋市 Ｍｏｍｏ　ｉｎ　ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ サービス 飲食業 5%

135,629 愛知県 名古屋市 Ｍｏｍｏ　ｉｎ　ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ サービス 飲食業 5%

135,630 愛知県 名古屋市 ももてつ サービス 飲食業 5%

135,631 愛知県 名古屋市 ももまる サービス 飲食業 5%

135,632 愛知県 名古屋市 森下武道衣 小売業 その他小売 5%

135,633 愛知県 名古屋市 もりやま犬と猫のケアセンター サービス その他サービス 5%

135,634 愛知県 名古屋市 モリヤマスポーツ名古屋大高店 小売業 その他小売 5%

135,635 愛知県 名古屋市 守山荘病院売店 小売業 その他小売 5%

135,636 愛知県 名古屋市 モンシェール　マシェール サービス 飲食業 5%

135,637 愛知県 名古屋市 もんじゃ屋りきゅう サービス 飲食業 5%

135,638 愛知県 名古屋市 ｍｏｎｔｅａｃｃｏｒｄｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

135,639 愛知県 名古屋市 八百正 小売業 食料品 5%

135,640 愛知県 名古屋市 館 サービス 飲食業 5%

135,641 愛知県 名古屋市 焼鳥　とりっぱ サービス 飲食業 5%

135,642 愛知県 名古屋市 やきとり異炭児 サービス 飲食業 5%

135,643 愛知県 名古屋市 やきとり一直 サービス 飲食業 5%

135,644 愛知県 名古屋市 焼鳥せせらぎ サービス 飲食業 5%

135,645 愛知県 名古屋市 焼鳥とりっぱ広小路伏見店 サービス 飲食業 5%

135,646 愛知県 名古屋市 焼鳥とりっぱ伏見店 サービス 飲食業 5%

135,647 愛知県 名古屋市 焼肉　牛炭 サービス 飲食業 5%

135,648 愛知県 名古屋市 焼肉　牛炭 サービス 飲食業 5%

135,649 愛知県 名古屋市 焼肉　天火山 サービス 飲食業 5%

135,650 愛知県 名古屋市 焼肉　ＨＡＭＡＫＩＮ サービス 飲食業 5%

135,651 愛知県 名古屋市 焼肉　みつ星 サービス 飲食業 5%

135,652 愛知県 名古屋市 焼肉　韓国料理　八幸苑　名古屋北口店 サービス 飲食業 5%

135,653 愛知県 名古屋市 焼肉さわぎ サービス 飲食業 5%

135,654 愛知県 名古屋市 焼肉食堂マルイ サービス 飲食業 5%

135,655 愛知県 名古屋市 焼肉大門 サービス 飲食業 5%

135,656 愛知県 名古屋市 焼肉たつ サービス 飲食業 5%

135,657 愛知県 名古屋市 焼肉の出芽金 サービス 飲食業 5%

135,658 愛知県 名古屋市 八熊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,659 愛知県 名古屋市 八熊通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,660 愛知県 名古屋市 八事病院売店 小売業 食料品 5%
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135,661 愛知県 名古屋市 安井洋品店 小売業 衣料品 5%

135,662 愛知県 名古屋市 矢田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,663 愛知県 名古屋市 柳橋ＴＥＲＲＡＣＥ サービス 飲食業 5%

135,664 愛知県 名古屋市 柳家錦 サービス 飲食業 5%

135,665 愛知県 名古屋市 ヤナデン 小売業 電化製品 5%

135,666 愛知県 名古屋市 ヤマダイベルデ　鳴海駅店 小売業 食料品 5%

135,667 愛知県 名古屋市 やまと　名駅店 サービス 飲食業 5%

135,668 愛知県 名古屋市 大和ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

135,669 愛知県 名古屋市 やまとなでしこ藤が丘店 サービス 飲食業 5%

135,670 愛知県 名古屋市 株式会社　大和屋守口漬総本家　メイチカ店 小売業 食料品 5%

135,671 愛知県 名古屋市 大和屋守口漬総本家 小売業 食料品 5%

135,672 愛知県 名古屋市 大和屋守口漬総本家 小売業 食料品 5%

135,673 愛知県 名古屋市 大和屋守口漬総本家サカエチカ店 サービス 飲食業 5%

135,674 愛知県 名古屋市 大和屋守口漬総本家本店 サービス 飲食業 5%

135,675 愛知県 名古屋市 山ノ神タクシー サービス 運輸業 5%

135,676 愛知県 名古屋市 山本屋本店 サービス 飲食業 5%

135,677 愛知県 名古屋市 山本屋本店　大門本店 サービス 飲食業 5%

135,678 愛知県 名古屋市 山本屋本店　栄中央店 サービス 飲食業 5%

135,679 愛知県 名古屋市 山本屋本店　栄本町通店 サービス 飲食業 5%

135,680 愛知県 名古屋市 山本屋本店　桜山店 サービス 飲食業 5%

135,681 愛知県 名古屋市 山本屋本店　名古屋インター南店 サービス 飲食業 5%

135,682 愛知県 名古屋市 山本屋本店　名古屋駅前店 サービス 飲食業 5%

135,683 愛知県 名古屋市 山本屋本店　錦店 サービス 飲食業 5%

135,684 愛知県 名古屋市 山本屋本店　広小路伏見店 サービス 飲食業 5%

135,685 愛知県 名古屋市 山本屋本店　名駅サンロード売店 サービス 飲食業 5%

135,686 愛知県 名古屋市 山本屋本店　守山店 サービス 飲食業 5%

135,687 愛知県 名古屋市 やわらかとんかつ　かつ雅　小幡店 サービス 飲食業 5%

135,688 愛知県 名古屋市 やわらかとんかつ　かつ雅　高針店 サービス 飲食業 5%

135,689 愛知県 名古屋市 やわらかとんかつ　かつ雅　高針店 サービス 飲食業 5%

135,690 愛知県 名古屋市 ［ＨＣ］湯浅電気（株）本店 小売業 電化製品 5%

135,691 愛知県 名古屋市 有限会社　木村時計店 小売業 その他小売 5%

135,692 愛知県 名古屋市 有限会社　セキノ 小売業 その他小売 5%

135,693 愛知県 名古屋市 有限会社新井電気商会 小売業 電化製品 5%

135,694 愛知県 名古屋市 有限会社ウィズ サービス その他サービス 5%

135,695 愛知県 名古屋市 有限会社くろだ 小売業 その他小売 5%

135,696 愛知県 名古屋市 有限会社コメゼン サービス その他サービス 5%

135,697 愛知県 名古屋市 有限会社サかモトサービス サービス その他サービス 5%

135,698 愛知県 名古屋市 （有）サかモトサービス島田サービスセンタ サービス その他サービス 5%

135,699 愛知県 名古屋市 ［ＨＣ］有限会社新光テレビ商会 小売業 電化製品 5%

135,700 愛知県 名古屋市 有限会社創功 サービス その他サービス 5%

135,701 愛知県 名古屋市 有限会社ティンカーベル サービス 理容・美容業 5%

135,702 愛知県 名古屋市 ［ＨＣ］有限会社如意デンキ 小売業 電化製品 5%
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135,703 愛知県 名古屋市 優美 小売業 衣料品 5%

135,704 愛知県 名古屋市 ゆう美容室　徳重店 サービス 理容・美容業 5%

135,705 愛知県 名古屋市 ＹＵＫＩ　ＬＯＮＤＯＮ サービス その他サービス 5%

135,706 愛知県 名古屋市 ＹＵＴＡＫＡ　ＡＵＴＯ 小売業 その他小売 5%

135,707 愛知県 名古屋市 ゆっつら サービス 飲食業 5%

135,708 愛知県 名古屋市 ユーティコーポレーション 小売業 食料品 5%

135,709 愛知県 名古屋市 夢の蔵植田店 サービス 飲食業 5%

135,710 愛知県 名古屋市 夢の蔵御器所店 サービス 飲食業 5%

135,711 愛知県 名古屋市 夢の蔵平針店 サービス 飲食業 5%

135,712 愛知県 名古屋市 ゆるまる治療院 サービス その他サービス 5%

135,713 愛知県 名古屋市 洋菓子フィレンツェ岩塚店 小売業 食料品 5%

135,714 愛知県 名古屋市 洋菓子フィレンツェかの里店 小売業 食料品 5%

135,715 愛知県 名古屋市 洋食バル　ＡＫＲ サービス 飲食業 5%

135,716 愛知県 名古屋市 洋食家ロンシャン サービス 飲食業 5%

135,717 愛知県 名古屋市 洋風居酒屋アイラティー サービス 飲食業 5%

135,718 愛知県 名古屋市 洋風食堂みやちょう サービス 飲食業 5%

135,719 愛知県 名古屋市 ヨシヅヤ明治堂薬品太平通り店 小売業 その他小売 5%

135,720 愛知県 名古屋市 吉浜人形　名古屋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,721 愛知県 名古屋市 ヨモギヤ楽器株式会社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,722 愛知県 名古屋市 よろずや蔵之介金山店 サービス 飲食業 5%

135,723 愛知県 名古屋市 Ｌａ　Ｏｈａｎａ サービス 飲食業 5%

135,724 愛知県 名古屋市 ラ　キアーベ サービス 飲食業 5%

135,725 愛知県 名古屋市 ラ　キアーベ サービス その他サービス 5%

135,726 愛知県 名古屋市 ラ・グランターブル　ドゥ　キタムラ サービス 飲食業 5%

135,727 愛知県 名古屋市 ラ・グランターブル　ドゥ　キタムラ サービス 飲食業 5%

135,728 愛知県 名古屋市 Ｌａ　ｓａｉｓｏｎ 小売業 衣料品 5%

135,729 愛知県 名古屋市 Ｌａ　ｓａｉｓｏｎ 小売業 衣料品 5%

135,730 愛知県 名古屋市 ラ　フロレゾン　ドゥ　タケウチ サービス 飲食業 5%

135,731 愛知県 名古屋市 ｒｉｄｅｙｏｇａ＆ｐｈｙｓｉｃａｌｔｈｅｒａｐｙ サービス その他サービス 5%

135,732 愛知県 名古屋市 らいふギャラリー 小売業 その他小売 5%

135,733 愛知県 名古屋市 ＬＩＬＡＣＡＶＥＮＵＥ’９１ 小売業 その他小売 5%

135,734 愛知県 名古屋市 Ｌｕｘｕｃｉ＆ｍｅ サービス 理容・美容業 5%

135,735 愛知県 名古屋市 ｌａｃｌｅ サービス 理容・美容業 5%

135,736 愛知県 名古屋市 らしんばん　名古屋笹島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,737 愛知県 名古屋市 らしんばん　名古屋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,738 愛知県 名古屋市 らしんばん　名古屋店本館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

135,739 愛知県 名古屋市 ＬｕｓｔｅｒＦｒｉｅｎｄｓ サービス 理容・美容業 5%

135,740 愛知県 名古屋市 ラックス　アウトフィッターズ　パート５ 小売業 衣料品 5%

135,741 愛知県 名古屋市 ラックスフォー 小売業 衣料品 5%

135,742 愛知県 名古屋市 Ｌａｐｉｎｅａｌ サービス 理容・美容業 5%

135,743 愛知県 名古屋市 ラピット上飯田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,744 愛知県 名古屋市 ＲＵＢ－Ａ－ＤＵＢ サービス 理容・美容業 5%
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135,745 愛知県 名古屋市 ラプリボーテ サービス 理容・美容業 5%

135,746 愛知県 名古屋市 らーめん登 サービス 飲食業 5%

135,747 愛知県 名古屋市 Ｌａ　Ｌａ　Ｌａ 小売業 衣料品 5%

135,748 愛知県 名古屋市 ラリー サービス その他サービス 5%

135,749 愛知県 名古屋市 ランニングスクール　フロッグ サービス その他サービス 5%

135,750 愛知県 名古屋市 Ｒ！カインズ名古屋堀田店 サービス その他サービス 5%

135,751 愛知県 名古屋市 Ｒ！カインズ名古屋みなと店 サービス その他サービス 5%

135,752 愛知県 名古屋市 ＲＥＡＬ　ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

135,753 愛知県 名古屋市 リアルスタンダード 小売業 その他小売 5%

135,754 愛知県 名古屋市 Ｒｉａｎ　大森店 サービス 理容・美容業 5%

135,755 愛知県 名古屋市 Ｒｉａｎ　徳重 サービス 理容・美容業 5%

135,756 愛知県 名古屋市 Ｌｅａｐ　Ｔａｓｔｅ サービス 理容・美容業 5%

135,757 愛知県 名古屋市 ＲＩＫＹＵｏｍｏｙａ店 サービス 飲食業 5%

135,758 愛知県 名古屋市 ＲＩＫＹＵ茶寮 サービス 飲食業 5%

135,759 愛知県 名古屋市 ＲＩＫＹＵナディアパーク前店 サービス 飲食業 5%

135,760 愛知県 名古屋市 リサイクルきものたんす屋　大須店 小売業 衣料品 5%

135,761 愛知県 名古屋市 Ｒｉｃｅｔｔａ サービス 理容・美容業 5%

135,762 愛知県 名古屋市 Ｒｅ．Ｃｈａｒｍ サービス 理容・美容業 5%

135,763 愛知県 名古屋市 リド　四谷店 小売業 衣料品 5%

135,764 愛知県 名古屋市 リトル・リトリート サービス その他サービス 5%

135,765 愛知県 名古屋市 リノア 小売業 その他小売 5%

135,766 愛知県 名古屋市 ＬＩＶＩＴＯ名古屋本店 サービス その他サービス 5%

135,767 愛知県 名古屋市 ｒｉｆｕ 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,768 愛知県 名古屋市 ｌｉｂｒａｉｎ サービス その他サービス 5%

135,769 愛知県 名古屋市 リペアスタジオ サービス その他サービス 5%

135,770 愛知県 名古屋市 ＋　ｌｉｂｅｒｏ．　　ｈａｉｒ　ｌａｂｏ サービス 理容・美容業 5%

135,771 愛知県 名古屋市 リマージュ サービス 飲食業 5%

135,772 愛知県 名古屋市 リミックスプロダクツ サービス その他サービス 5%

135,773 愛知県 名古屋市 Ｒｅｍｉｘみなと店 小売業 その他小売 5%

135,774 愛知県 名古屋市 リャビーナ 小売業 その他小売 5%

135,775 愛知県 名古屋市 琉球王国 サービス 飲食業 5%

135,776 愛知県 名古屋市 琉球だいにんぐ　ちゅら サービス 飲食業 5%

135,777 愛知県 名古屋市 竜泉寺ニュータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,778 愛知県 名古屋市 竜泉寺の湯・守山アロマサロン心香 サービス その他サービス 5%

135,779 愛知県 名古屋市 竜泉寺の湯・守山きらら健康院 サービス その他サービス 5%

135,780 愛知県 名古屋市 リュドール栄 サービス 理容・美容業 5%

135,781 愛知県 名古屋市 両口屋是清　駅地下店 小売業 食料品 5%

135,782 愛知県 名古屋市 両口屋是清　駅地下店 小売業 食料品 5%

135,783 愛知県 名古屋市 両口屋是清　栄店 小売業 食料品 5%

135,784 愛知県 名古屋市 両口屋是清　栄店 サービス その他サービス 5%

135,785 愛知県 名古屋市 両口屋是清　東新町店 小売業 食料品 5%

135,786 愛知県 名古屋市 両口屋是清　東新町店 サービス その他サービス 5%
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135,787 愛知県 名古屋市 両口屋是清　東山店 小売業 食料品 5%

135,788 愛知県 名古屋市 両口屋是清　本町店 小売業 食料品 5%

135,789 愛知県 名古屋市 両口屋是清　本町店 小売業 食料品 5%

135,790 愛知県 名古屋市 両口屋是清　八事店 サービス その他サービス 5%

135,791 愛知県 名古屋市 両口屋是清　小牧工場売店 サービス その他サービス 5%

135,792 愛知県 名古屋市 両口屋是清　栄地下東店 小売業 食料品 5%

135,793 愛知県 名古屋市 両口屋是清　栄地下東店 サービス その他サービス 5%

135,794 愛知県 名古屋市 両口屋是清　八事店 小売業 食料品 5%

135,795 愛知県 名古屋市 理容室清美 サービス 理容・美容業 5%

135,796 愛知県 名古屋市 料亭　大森 サービス 飲食業 5%

135,797 愛知県 名古屋市 理容中村 サービス 理容・美容業 5%

135,798 愛知県 名古屋市 旅館　平野屋 サービス 宿泊業 5%

135,799 愛知県 名古屋市 旅館かう楽 サービス 宿泊業 5%

135,800 愛知県 名古屋市 Ｌｉｌａｓ サービス 理容・美容業 5%

135,801 愛知県 名古屋市 リリーズボーテ サービス 理容・美容業 5%

135,802 愛知県 名古屋市 ＲＥＯＮＥＳ 小売業 衣料品 5%

135,803 愛知県 名古屋市 凛 サービス 飲食業 5%

135,804 愛知県 名古屋市 輪栄自動車 サービス その他サービス 5%

135,805 愛知県 名古屋市 輪栄自動車　中川工場 サービス その他サービス 5%

135,806 愛知県 名古屋市 ＲＩＮＫＡＮ名古屋大須店 小売業 衣料品 5%

135,807 愛知県 名古屋市 Ｌｉｎｋ サービス 飲食業 5%

135,808 愛知県 名古屋市 ル・スクワール サービス その他サービス 5%

135,809 愛知県 名古屋市 ル　デトゥール サービス 飲食業 5%

135,810 愛知県 名古屋市 ＬＥ　ＰＩＧＮＯＮ サービス 飲食業 5%

135,811 愛知県 名古屋市 ル　レストラン　シンジコガ サービス 飲食業 5%

135,812 愛知県 名古屋市 ＲＯＯＴＷｅｌｌｎｅｓｓＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇＯｆｆｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

135,813 愛知県 名古屋市 Ｒｕｋａ 小売業 その他小売 5%

135,814 愛知県 名古屋市 ルーシー　コレクション 小売業 衣料品 5%

135,815 愛知県 名古屋市 ＬＵＣＩＤＯＳＴＹＬＥ　Ｌｅｃｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

135,816 愛知県 名古屋市 ルーチェ サービス 理容・美容業 5%

135,817 愛知県 名古屋市 ＬＯＯＫＡ サービス 理容・美容業 5%

135,818 愛知県 名古屋市 ルック サービス 理容・美容業 5%

135,819 愛知県 名古屋市 ＲＯＵＴＥ３６３ サービス その他サービス 5%

135,820 愛知県 名古屋市 ＲＯＵＴＥ３６３星ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

135,821 愛知県 名古屋市 ＬＵＮＡティアラ サービス 理容・美容業 5%

135,822 愛知県 名古屋市 Ｒｈｕｂａｒｂｅ サービス 飲食業 5%

135,823 愛知県 名古屋市 ルパン サービス 飲食業 5%

135,824 愛知県 名古屋市 ＬｅＢｉｓｔｒｏｔＲｈｕｂａ サービス 飲食業 5%

135,825 愛知県 名古屋市 ＬＵＭＩＮＯＸ　ＮＡＧＯＹＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,826 愛知県 名古屋市 ルリビオ　本社サロン 小売業 その他小売 5%

135,827 愛知県 名古屋市 ルリビオ　本社サロン 小売業 その他小売 5%

135,828 愛知県 名古屋市 ルルド 小売業 衣料品 5%

3236



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

135,829 愛知県 名古屋市 Ｒｅｉｔｓｕ有限会社プラネッツ企画 小売業 衣料品 5%

135,830 愛知県 名古屋市 ＬＥＧＡＬＩＳＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,831 愛知県 名古屋市 ＬＥＧＡＬＩＳＳ　ＳＥＣＯＮＤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,832 愛知県 名古屋市 レゴーニ サービス その他サービス 5%

135,833 愛知県 名古屋市 レコールブラン 小売業 その他小売 5%

135,834 愛知県 名古屋市 レザーテック・ジオ名古屋 サービス その他サービス 5%

135,835 愛知県 名古屋市 LEGENDA 名古屋PARCO 小売業 衣料品 5%

135,836 愛知県 名古屋市 レストラン　ペルージュ サービス 飲食業 5%

135,837 愛知県 名古屋市 レストラン　メビウス サービス 飲食業 5%

135,838 愛知県 名古屋市 ＬＥＴＨＯＬＯＧＩＣＡ 小売業 その他小売 5%

135,839 愛知県 名古屋市 ｌｅｔｔｅｒｂｙｎｏｖｅｌ サービス 理容・美容業 5%

135,840 愛知県 名古屋市 レックスこうしん 小売業 電化製品 5%

135,841 愛知県 名古屋市 レッド　オニオン　滝の水店 サービス その他サービス 5%

135,842 愛知県 名古屋市 レッド　オニオン　滝の水店 サービス 飲食業 5%

135,843 愛知県 名古屋市 ＲＥＤ　ＬＩＮＥ サービス 飲食業 5%

135,844 愛知県 名古屋市 レッドオニオン　尾張旭店 サービス 飲食業 5%

135,845 愛知県 名古屋市 レディスショップ　アドス 小売業 衣料品 5%

135,846 愛知県 名古屋市 ＬＡＤＩＥＳＳＨＯＰオリビア 小売業 衣料品 5%

135,847 愛知県 名古屋市 Ｒｅｎａｔａｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

135,848 愛知県 名古屋市 レモン社　名古屋栄店 小売業 電化製品 5%

135,849 愛知県 名古屋市 レンタルキャンピングカーアルキバ サービス その他サービス 5%

135,850 愛知県 名古屋市 ＬＥＮＴＯ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

135,851 愛知県 名古屋市 レンベーク サービス 飲食業 5%

135,852 愛知県 名古屋市 Road 小売業 衣料品 5%

135,853 愛知県 名古屋市 六行亭本店 サービス 飲食業 5%

135,854 愛知県 名古屋市 六番町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,855 愛知県 名古屋市 ロケット 小売業 衣料品 5%

135,856 愛知県 名古屋市 ロコシーラ　大須万松寺通店 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,857 愛知県 名古屋市 ロコシーラ　名古屋大須店 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,858 愛知県 名古屋市 ＬＯＧＩＣ　ＭＡＧＩＣ サービス その他サービス 5%

135,859 愛知県 名古屋市 ロゼッタストーン サービス 飲食業 5%

135,860 愛知県 名古屋市 ＲＯＣＣＡ サービス 理容・美容業 5%

135,861 愛知県 名古屋市 ＲＯＤＥＯ サービス 飲食業 5%

135,862 愛知県 名古屋市 炉端焼きかぶと サービス 飲食業 5%

135,863 愛知県 名古屋市 ロマンシングＴＯＫＡＩホンシャ 小売業 貴金属・服飾品 5%

135,864 愛知県 名古屋市 ロマンシングＴＯＫＡＩホンシャ 小売業 その他小売 5%

135,865 愛知県 名古屋市 ＹＳＰ　天白 小売業 その他小売 5%

135,866 愛知県 名古屋市 ｙｂ．Ｆｒｉｅｎｄ’ｓ　イオンタウン千種 小売業 その他小売 5%

135,867 愛知県 名古屋市 ワイン食堂ａｅｒｕ サービス 飲食業 5%

135,868 愛知県 名古屋市 ワインバーヴァンビック サービス 飲食業 5%

135,869 愛知県 名古屋市 Ｗａｋａｎａ～和奏～ サービス 飲食業 5%

135,870 愛知県 名古屋市 若水 サービス 飲食業 5%
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135,871 愛知県 名古屋市 ワークショップ男の店大高店 小売業 衣料品 5%

135,872 愛知県 名古屋市 ワークマート　中村岩塚店 小売業 衣料品 5%

135,873 愛知県 名古屋市 わごころ　兜 サービス 飲食業 5%

135,874 愛知県 名古屋市 和志　かぶと屋 サービス 飲食業 5%

135,875 愛知県 名古屋市 和食　吉寿榮 サービス 飲食業 5%

135,876 愛知県 名古屋市 和食処　曽波平 サービス 飲食業 5%

135,877 愛知県 名古屋市 和食　とみだ サービス 飲食業 5%

135,878 愛知県 名古屋市 和食肉酒場肉箸 サービス 飲食業 5%

135,879 愛知県 名古屋市 和タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

135,880 愛知県 名古屋市 渡辺自動車桜山ショールーム 小売業 その他小売 5%

135,881 愛知県 名古屋市 和ばる心 サービス 飲食業 5%

135,882 愛知県 名古屋市 ＯＮＥＳＣＥＮＥ 小売業 その他小売 5%

135,883 愛知県 名古屋市 ワンステップ名古屋店 サービス 理容・美容業 5%

135,884 愛知県 名古屋市 わんだふるスパ サービス その他サービス 5%

135,885 愛知県 名古屋市 ワントップハウス一社店 サービス その他サービス 5%

135,886 愛知県 名古屋市 ワンピースクローゼット 小売業 衣料品 5%

135,887 愛知県 名古屋市熱田区 熱田　柏木 サービス 飲食業 5%

135,888 愛知県 名古屋市熱田区 セブン－イレブン熱田神宮前店 小売業 食料品 2%

135,889 愛知県 名古屋市熱田区 あつた辨天 サービス 飲食業 5%

135,890 愛知県 名古屋市熱田区 ＡｔｅｌｉｅｒＬｏｖｅｎｅｓｔ 小売業 衣料品 5%

135,891 愛知県 名古屋市熱田区 アトリエ　レーヴ 小売業 その他小売 5%

135,892 愛知県 名古屋市熱田区 ａｍａｎｏ　金山駅店 小売業 その他小売 5%

135,893 愛知県 名古屋市熱田区 Ａｎｇｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

135,894 愛知県 名古屋市熱田区 ウーシア鍼灸院　ウーシア鍼灸院 サービス 理容・美容業 5%

135,895 愛知県 名古屋市熱田区 ＥＸＣＥＬ　ＩＮＮ　ＮＡＧＯＹＡ　ＡＴＳＵＴＡ　エクセルイン名古屋熱田 サービス 宿泊業 5%

135,896 愛知県 名古屋市熱田区 ｅｃｒｕ サービス 理容・美容業 5%

135,897 愛知県 名古屋市熱田区 エンジョイゴルフプランナー サービス その他サービス 5%

135,898 愛知県 名古屋市熱田区 奥井家 サービス 飲食業 5%

135,899 愛知県 名古屋市熱田区 カットワークス　ラッキー　カットワークスラッキー サービス 理容・美容業 5%

135,900 愛知県 名古屋市熱田区 金山ミートキッチン　金山ミートキッチン サービス 飲食業 5%

135,901 愛知県 名古屋市熱田区 Ｃａｆｅ　Ｃｉｂｌｅ サービス 飲食業 5%

135,902 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社セットポイント 小売業 その他小売 5%

135,903 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社長谷川マシン 小売業 電化製品 5%

135,904 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社百扇 小売業 その他小売 5%

135,905 愛知県 名古屋市熱田区 ガレージニシカワ 小売業 その他小売 5%

135,906 愛知県 名古屋市熱田区 河合塾マナビス金山校 サービス その他サービス 2%

135,907 愛知県 名古屋市熱田区 ケーワン熱田店 小売業 その他小売 5%

135,908 愛知県 名古屋市熱田区 コスメティックアマノ　金山駅店 小売業 その他小売 5%

135,909 愛知県 名古屋市熱田区 小林交通 サービス 運輸業 5%

135,910 愛知県 名古屋市熱田区 コミックカフェバーやぐま サービス 飲食業 5%

135,911 愛知県 名古屋市熱田区 サトウサイクル 小売業 その他小売 5%

135,912 愛知県 名古屋市熱田区 サトウサイクル 小売業 その他小売 5%
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135,913 愛知県 名古屋市熱田区 ｓａｌｏｎｍｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

135,914 愛知県 名古屋市熱田区 サンオレンジ武豊 小売業 衣料品 5%

135,915 愛知県 名古屋市熱田区 三本松米穀店 小売業 食料品 5%

135,916 愛知県 名古屋市熱田区 ＪＡＹＤＥ サービス その他サービス 5%

135,917 愛知県 名古屋市熱田区 シュー　ベイク　マエストロ　六番町店 小売業 食料品 5%

135,918 愛知県 名古屋市熱田区 シュー&ベイク マエストロ六番町店 小売業 食料品 5%

135,919 愛知県 名古屋市熱田区 白鳥甲羅本店 サービス 飲食業 5%

135,920 愛知県 名古屋市熱田区 新幸オートサービス　有限会社　新幸オートサービス サービス その他サービス 5%

135,921 愛知県 名古屋市熱田区 スコンター金山店 サービス 飲食業 5%

135,922 愛知県 名古屋市熱田区 ＳＯＤＡｎａｉｌｓ サービス 理容・美容業 5%

135,923 愛知県 名古屋市熱田区 たから写真館　神宮店 サービス その他サービス 5%

135,924 愛知県 名古屋市熱田区 橘 サービス 飲食業 5%

135,925 愛知県 名古屋市熱田区 中華一番 サービス 飲食業 5%

135,926 愛知県 名古屋市熱田区 Ｔ－ＳＴＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

135,927 愛知県 名古屋市熱田区 ＴＥＣＨＲＩＳE　金山 サービス 理容・美容業 5%

135,928 愛知県 名古屋市熱田区 ｄｏｃ． サービス 理容・美容業 5%

135,929 愛知県 名古屋市熱田区 ｄｏｃ サービス 理容・美容業 5%

135,930 愛知県 名古屋市熱田区 トヨタホ－ム名古屋中日神宮店 サービス その他サービス 5%

135,931 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社トヨタレンタリース名古屋 サービス その他サービス 2%

135,932 愛知県 名古屋市熱田区 トヨタレンタリース名古屋ａｕ金山駅前店 小売業 その他小売 5%

135,933 愛知県 名古屋市熱田区 トヨタレンタリース名古屋金山駅前店 サービス その他サービス 2%

135,934 愛知県 名古屋市熱田区 トヨタレンタリース名古屋日比野店 サービス その他サービス 2%

135,935 愛知県 名古屋市熱田区 なかしま税務労務事務所 サービス その他サービス 5%

135,936 愛知県 名古屋市熱田区 セブン－イレブン名古屋一番３丁目店 小売業 食料品 2%

135,937 愛知県 名古屋市熱田区 セブン－イレブン名古屋金山駅南口店 小売業 食料品 2%

135,938 愛知県 名古屋市熱田区 名古屋コーチン　旬菜　一鳳　本店 サービス 飲食業 5%

135,939 愛知県 名古屋市熱田区 名古屋コーチン 旬菜 弌鳥 サービス 飲食業 5%

135,940 愛知県 名古屋市熱田区 セブン－イレブン名古屋沢下町店 小売業 食料品 2%

135,941 愛知県 名古屋市熱田区 セブン－イレブン名古屋三本松町店 小売業 食料品 2%

135,942 愛知県 名古屋市熱田区 セブン－イレブン名古屋大宝１丁目店 小売業 食料品 2%

135,943 愛知県 名古屋市熱田区 セブン－イレブン名古屋野立町３丁目店 小売業 食料品 2%

135,944 愛知県 名古屋市熱田区 セブン－イレブン名古屋旗屋２丁目店 小売業 食料品 2%

135,945 愛知県 名古屋市熱田区 セブン－イレブン名古屋日比野駅前店 小売業 食料品 2%

135,946 愛知県 名古屋市熱田区 セブン－イレブン名古屋四番２丁目店 小売業 食料品 2%

135,947 愛知県 名古屋市熱田区 ナフコトミダ　熱田店 小売業 食料品 5%

135,948 愛知県 名古屋市熱田区 波寄もんじゃ サービス 飲食業 5%

135,949 愛知県 名古屋市熱田区 西高蔵印章店　西高蔵印章店 小売業 その他小売 5%

135,950 愛知県 名古屋市熱田区 ネッツトヨタ中京日比野店 小売業 その他小売 5%

135,951 愛知県 名古屋市熱田区 ネッツトヨタ中京法人営業部 小売業 その他小売 5%

135,952 愛知県 名古屋市熱田区 ネッツトヨタ名古屋熱田店 小売業 その他小売 5%

135,953 愛知県 名古屋市熱田区 Ｎｅｕｅｓ サービス 飲食業 5%

135,954 愛知県 名古屋市熱田区 ハーツカネショウ 小売業 電化製品 5%
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135,955 愛知県 名古屋市熱田区 パスタデココ名鉄神宮前店 サービス 飲食業 2%

135,956 愛知県 名古屋市熱田区 はんこ広場金山店 小売業 その他小売 5%

135,957 愛知県 名古屋市熱田区 Ｐｓｙｋｈｅ サービス 理容・美容業 5%

135,958 愛知県 名古屋市熱田区 フットサルアリーナ　名鉄神宮前 サービス その他サービス 5%

135,959 愛知県 名古屋市熱田区 フナカタ 小売業 電化製品 5%

135,960 愛知県 名古屋市熱田区 ＢＲＡＮＣＫＥＴ－Ｌｅａｔｈｅｒｗｏｒｋｓ－ 小売業 衣料品 5%

135,961 愛知県 名古屋市熱田区 ｐｌａｎｔｓｅｅｄｓ サービス その他サービス 5%

135,962 愛知県 名古屋市熱田区 ヘアーサロンいまにし サービス 理容・美容業 5%

135,963 愛知県 名古屋市熱田区 Ｈａｉｒ　Ｓｐａｃｅ　Ａ・Ｉ・Ｒ サービス 理容・美容業 5%

135,964 愛知県 名古屋市熱田区 Ｂａｂｙ　Ｓｔｅｐ サービス その他サービス 5%

135,965 愛知県 名古屋市熱田区 ベストドラッグ六番町店 小売業 その他小売 5%

135,966 愛知県 名古屋市熱田区 ｐｏｋｏｊ サービス 飲食業 5%

135,967 愛知県 名古屋市熱田区 ボディケアサロン Ｒｏｓｉｅｒ ボディケアサロンＲｏｓｉｅｒ サービス その他サービス 5%

135,968 愛知県 名古屋市熱田区 ミュゼ ドゥ ラペ ミュゼドゥラペ サービス 理容・美容業 5%

135,969 愛知県 名古屋市熱田区 妙香園本店 小売業 食料品 5%

135,970 愛知県 名古屋市熱田区 メニコン神宮 小売業 その他小売 5%

135,971 愛知県 名古屋市熱田区 めん串 サービス 飲食業 5%

135,972 愛知県 名古屋市熱田区 メンズ美容室 サービス 理容・美容業 5%

135,973 愛知県 名古屋市熱田区 もつ兵衛　金山店　もつ兵衛　金山店 サービス 飲食業 5%

135,974 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社山田商会 リベナスエネドゥ名古屋店 サービス その他サービス 5%

135,975 愛知県 名古屋市熱田区 山弥石油株式会社 池内町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

135,976 愛知県 名古屋市熱田区 有限会社ラペ サービス 理容・美容業 5%

135,977 愛知県 名古屋市熱田区 ゆらり 金山店 金山店 サービス 飲食業 5%

135,978 愛知県 名古屋市熱田区 ＲｅａｌｎａＣｏａｃｈ サービス その他サービス 5%

135,979 愛知県 名古屋市熱田区 Ｌｏｕｃｈｅ サービス 飲食業 5%

135,980 愛知県 名古屋市熱田区 ＬＯＳＡ 金山本社 小売業 その他小売 5%

135,981 愛知県 名古屋市熱田区 Ｒｏｌｆｉｎｇ　ｂｙ　Ｙｕｋｉ サービス その他サービス 5%

135,982 愛知県 名古屋市熱田区 和洋食 松島 サービス 飲食業 5%

135,983 愛知県 名古屋市北区 藍風珈琲店 サービス 飲食業 5%

135,984 愛知県 名古屋市北区 浅色デザイン サービス その他サービス 5%

135,985 愛知県 名古屋市北区 遊びＢＡＲ ガッチーナ サービス 飲食業 5%

135,986 愛知県 名古屋市北区 アタマほぐし専科　天晴 サービス 理容・美容業 5%

135,987 愛知県 名古屋市北区 アデリーネイルアンドアイラッシュ サービス その他サービス 5%

135,988 愛知県 名古屋市北区 穴場 穴場 サービス 飲食業 5%

135,989 愛知県 名古屋市北区 ａｌｉｉ サービス 理容・美容業 5%

135,990 愛知県 名古屋市北区 アンイングリッシュクラブ味鋺校 サービス その他サービス 5%

135,991 愛知県 名古屋市北区 アントワネットシガーカフェ 小売業 衣料品 5%

135,992 愛知県 名古屋市北区 イトウサイクル 小売業 その他小売 5%

135,993 愛知県 名古屋市北区 インドカレー ドアリカ パレス サービス 飲食業 5%

135,994 愛知県 名古屋市北区 魚洋丸 サービス 飲食業 5%

135,995 愛知県 名古屋市北区 ウブリアーコ サービス 飲食業 5%

135,996 愛知県 名古屋市北区 エステサロン香月 サービス 理容・美容業 5%
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135,997 愛知県 名古屋市北区 ＥＬＥＴ′Ｓはやかわ 小売業 電化製品 5%

135,998 愛知県 名古屋市北区 オーガニック安藤 小売業 衣料品 5%

135,999 愛知県 名古屋市北区 御菓子処　おくむら 小売業 食料品 5%

136,000 愛知県 名古屋市北区 お米の専門店 米由 小売業 食料品 5%

136,001 愛知県 名古屋市北区 有限会社ビクトリー 小売業 その他小売 5%

136,002 愛知県 名古屋市北区 ＣＡＳＡＢＥＲＩＡＮＩ サービス その他サービス 5%

136,003 愛知県 名古屋市北区 カギの救急車　黒川 サービス その他サービス 5%

136,004 愛知県 名古屋市北区 学生服屋さん　中切店 小売業 衣料品 5%

136,005 愛知県 名古屋市北区 ＫＡＧＵＲＩ　ＣａｓａＭｉａ 小売業 家具・調度品 5%

136,006 愛知県 名古屋市北区 Ｃａｆｅ　かりん サービス 飲食業 5%

136,007 愛知県 名古屋市北区 ｃａｆｅｔｉｅ サービス 飲食業 5%

136,008 愛知県 名古屋市北区 株式会社あうん　あうん茶屋 サービス 飲食業 5%

136,009 愛知県 名古屋市北区 株式会社アドバンテージ ホームページ制作ドットコム名古屋 サービス その他サービス 5%

136,010 愛知県 名古屋市北区 株式会社三和技研工業 サービス その他サービス 5%

136,011 愛知県 名古屋市北区 株式会社西島時計店 小売業 その他小売 5%

136,012 愛知県 名古屋市北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋黒川店 サービス 飲食業 2%

136,013 愛知県 名古屋市北区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋辻本通店 サービス 飲食業 2%

136,014 愛知県 名古屋市北区 漢方相談オガワドラッグ 小売業 その他小売 5%

136,015 愛知県 名古屋市北区 ＫｉｔｃｈｅｎＬａＴｅｒｒｅ サービス 飲食業 5%

136,016 愛知県 名古屋市北区 Ｃｏｏｐｅｒ＆Ｌｉｍｅ 小売業 その他小売 5%

136,017 愛知県 名古屋市北区 串焼きＧｒｉｌｌ　Ｙａ?Ｙａ’ｓ サービス 飲食業 5%

136,018 愛知県 名古屋市北区 けぐり サービス 飲食業 5%

136,019 愛知県 名古屋市北区 アリンコサイクル 小売業 その他小売 5%

136,020 愛知県 名古屋市北区 合同会社ティーピーエス サービス その他サービス 5%

136,021 愛知県 名古屋市北区 骨盤矯正サロン　マカナ サービス 理容・美容業 5%

136,022 愛知県 名古屋市北区 古美術久田 小売業 その他小売 5%

136,023 愛知県 名古屋市北区 Ｓｕｎｎｙｓｋａｔｅｂｏａｒｄ 小売業 衣料品 5%

136,024 愛知県 名古屋市北区 四川料理鴻運楼 本店 サービス 飲食業 5%

136,025 愛知県 名古屋市北区 ジョニー６９ サービス 飲食業 5%

136,026 愛知県 名古屋市北区 志ら玉 サービス その他サービス 5%

136,027 愛知県 名古屋市北区 スナップオンＡＮＤＯ 小売業 その他小売 5%

136,028 愛知県 名古屋市北区 創作料理Ｒｙｏｔａ　創作料理Ｒｙｏｔａ サービス 飲食業 5%

136,029 愛知県 名古屋市北区 ソーネショップ 小売業 その他小売 5%

136,030 愛知県 名古屋市北区 ソーネショップ（みんなのわ） 小売業 その他小売 5%

136,031 愛知県 名古屋市北区 ＴＡｉＳＥｉＫＡＮ＋名城公園店 サービス その他サービス 5%

136,032 愛知県 名古屋市北区 ダイワカフェ サービス 飲食業 5%

136,033 愛知県 名古屋市北区 ダイワコーヒー 小売業 食料品 5%

136,034 愛知県 名古屋市北区 （有）タカギ無線 小売業 電化製品 5%

136,035 愛知県 名古屋市北区 タクト　タクト 小売業 その他小売 5%

136,036 愛知県 名古屋市北区 武越株式会社 武越 小売業 衣料品 5%

136,037 愛知県 名古屋市北区 たねのタニグチ 小売業 その他小売 5%

136,038 愛知県 名古屋市北区 中京堂 サービス その他サービス 5%
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136,039 愛知県 名古屋市北区 ディードットステーション黒川教室 サービス その他サービス 5%

136,040 愛知県 名古屋市北区 ＤＰ黒川 サービス 理容・美容業 5%

136,041 愛知県 名古屋市北区 てづくりクッキーＵＺＵ 小売業 その他小売 5%

136,042 愛知県 名古屋市北区 電遊館　サトー 小売業 電化製品 5%

136,043 愛知県 名古屋市北区 東名タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

136,044 愛知県 名古屋市北区 時計宝石メガネのトミダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

136,045 愛知県 名古屋市北区 戸田メガネ 小売業 その他小売 5%

136,046 愛知県 名古屋市北区 トヨタレンタリース名古屋大曽根駅前店 サービス その他サービス 2%

136,047 愛知県 名古屋市北区 トヨタレンタリース名古屋楠インタ－店 サービス その他サービス 2%

136,048 愛知県 名古屋市北区 トンガリアーノ大曽根店 サービス 飲食業 5%

136,049 愛知県 名古屋市北区 とんぺら屋大曽根駅前店 サービス 飲食業 5%

136,050 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋味鋺店 小売業 食料品 2%

136,051 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋天塚町店 小売業 食料品 2%

136,052 愛知県 名古屋市北区 なごや花壇 小売業 その他小売 5%

136,053 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋金田町店 小売業 食料品 2%

136,054 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋上飯田北町店 小売業 食料品 2%

136,055 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋上飯田通１丁目店 小売業 食料品 2%

136,056 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋上飯田南町店 小売業 食料品 2%

136,057 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋川中町店 小売業 食料品 2%

136,058 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋黒川駅前店 小売業 食料品 2%

136,059 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋清水５丁目店 小売業 食料品 2%

136,060 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋龍ノ口町１丁目店 小売業 食料品 2%

136,061 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋地下鉄黒川駅店 小売業 食料品 2%

136,062 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋辻町５丁目店 小売業 食料品 2%

136,063 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋中切町４丁目店 小売業 食料品 2%

136,064 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋西味鋺２丁目店 小売業 食料品 2%

136,065 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋如意店 小売業 食料品 2%

136,066 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋福徳町店 小売業 食料品 2%

136,067 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋平安２丁目店 小売業 食料品 2%

136,068 愛知県 名古屋市北区 ナゴヤ　ホールセール株式会社 サービス その他サービス 5%

136,069 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋丸新町店 小売業 食料品 2%

136,070 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋柳原店 小売業 食料品 2%

136,071 愛知県 名古屋市北区 セブン－イレブン名古屋若葉通２丁目店 小売業 食料品 2%

136,072 愛知県 名古屋市北区 ナフコトミダ杉栄店 小売業 食料品 5%

136,073 愛知県 名古屋市北区 ナフコトミダ　瑠璃光店 小売業 食料品 5%

136,074 愛知県 名古屋市北区 ニットーメディカルシステムズ サービス その他サービス 5%

136,075 愛知県 名古屋市北区 ネッツトヨタ中京辻本通店 小売業 その他小売 5%

136,076 愛知県 名古屋市北区 ｎｏｖｅｌ サービス 理容・美容業 5%

136,077 愛知県 名古屋市北区 ＨＡＵＳ　【ハウス】 サービス 理容・美容業 5%

136,078 愛知県 名古屋市北区 ｂｕｚｚ ｄｅｓｉｇｎ ｃｙｃｌｅ ｂｕｚｚ ｄｅｓｉｇｎ ｃｙｃｌｅ 小売業 その他小売 5%

136,079 愛知県 名古屋市北区 パスタレジェッロ サービス 飲食業 5%

136,080 愛知県 名古屋市北区 ｂｕｚｚ　ｄｅｓｉｇｎ　ｃｙｃｌｅ 小売業 その他小売 5%
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136,081 愛知県 名古屋市北区 ＰａｎａＡｒｔはやし 小売業 電化製品 5%

136,082 愛知県 名古屋市北区 パナコハクホー名北 小売業 電化製品 5%

136,083 愛知県 名古屋市北区 パナホーンズさとう 小売業 電化製品 5%

136,084 愛知県 名古屋市北区 ハム　ソーセージ工房　ケルン 小売業 食料品 5%

136,085 愛知県 名古屋市北区 Ｈａｌｅｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

136,086 愛知県 名古屋市北区 ビームズ大曽根 サービス 理容・美容業 5%

136,087 愛知県 名古屋市北区 ヒカリカンパニー株式会社 サービス その他サービス 5%

136,088 愛知県 名古屋市北区 びっくりドンキー豊山店 サービス 飲食業 2%

136,089 愛知県 名古屋市北区 向日葵ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

136,090 愛知県 名古屋市北区 美容室　ｍ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

136,091 愛知県 名古屋市北区 ファッション・パーキー 小売業 衣料品 5%

136,092 愛知県 名古屋市北区 ファッション・パーキー（催事） 小売業 その他小売 5%

136,093 愛知県 名古屋市北区 ふとんタナカ　名古屋大曽根総本店 小売業 その他小売 5%

136,094 愛知県 名古屋市北区 プラグイン サービス その他サービス 5%

136,095 愛知県 名古屋市北区 プラスリビング 北店 小売業 家具・調度品 5%

136,096 愛知県 名古屋市北区 ヘアーウェィヴ サービス 理容・美容業 5%

136,097 愛知県 名古屋市北区 カラリス黒川店 サービス 理容・美容業 5%

136,098 愛知県 名古屋市北区 ヘアサロン・エンゼル サービス 理容・美容業 5%

136,099 愛知県 名古屋市北区 ペットサロン　テディベア　ペットサロンテディベア サービス その他サービス 5%

136,100 愛知県 名古屋市北区 べに屋 べに屋 サービス 飲食業 5%

136,101 愛知県 名古屋市北区 ｂｅｌｌｅ　ｖｉｅ サービス 理容・美容業 5%

136,102 愛知県 名古屋市北区 Ｈｅｌｅｎ　Ｃｕｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

136,103 愛知県 名古屋市北区 もんじゃ焼き　お好み焼き　坊家 サービス 飲食業 5%

136,104 愛知県 名古屋市北区 ボンマルハチ 小売業 衣料品 5%

136,105 愛知県 名古屋市北区 マダムペグ 小売業 衣料品 5%

136,106 愛知県 名古屋市北区 （株）松浦 小売業 衣料品 5%

136,107 愛知県 名古屋市北区 三國書店名古屋北店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,108 愛知県 名古屋市北区 美嶋屋 美嶋屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,109 愛知県 名古屋市北区 宮田電器商会 小売業 電化製品 5%

136,110 愛知県 名古屋市北区 ミューズ音楽館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,111 愛知県 名古屋市北区 ＭＵＳＩＣＡ?ＳＡＭ ＥＬ ＭＵＳＩＣＡ サービス 飲食業 5%

136,112 愛知県 名古屋市北区 モントルイユ サービス 飲食業 5%

136,113 愛知県 名古屋市北区 やきとりカッパちゃん サービス 飲食業 5%

136,114 愛知県 名古屋市北区 山崎設備ＹＳパソコンサポート サービス その他サービス 5%

136,115 愛知県 名古屋市北区 大和ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

136,116 愛知県 名古屋市北区 やみつき匠 サービス 飲食業 5%

136,117 愛知県 名古屋市北区 有限会社浅野モータース 小売業 その他小売 5%

136,118 愛知県 名古屋市北区 有限会社リッド 小売業 その他小売 5%

136,119 愛知県 名古屋市北区 Ｌｙｃｋａ上飯田店【ライカ】 サービス 理容・美容業 5%

136,120 愛知県 名古屋市北区 ＲＡＭＡ ｈａｉｒ ＲＡＭＡ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

136,121 愛知県 名古屋市北区 Ｌｉｌｌｅ ａｔｅｌｉｅｒ サービス その他サービス 5%

136,122 愛知県 名古屋市北区 Ｒｅｌａｉｓ サービス 理容・美容業 5%
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136,123 愛知県 名古屋市北区 Ｒｅｌａｉｓ サービス 理容・美容業 5%

136,124 愛知県 名古屋市北区 Ｒｅｇｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

136,125 愛知県 名古屋市北区 ｌｅｔｔｅｒ サービス 理容・美容業 5%

136,126 愛知県 名古屋市北区 笑たこ名古屋本店 サービス 飲食業 5%

136,127 愛知県 名古屋市昭和区 ＲＰＭ 小売業 衣料品 5%

136,128 愛知県 名古屋市昭和区 Ｉ Ｍ Ｉ ＬＩＧＨＴＳ 小売業 その他小売 5%

136,129 愛知県 名古屋市昭和区 ｉｃ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

136,130 愛知県 名古屋市昭和区 愛知カイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

136,131 愛知県 名古屋市昭和区 アガティ サービス その他サービス 5%

136,132 愛知県 名古屋市昭和区 アクアクリーンズ あけぼの店 サービス その他サービス 5%

136,133 愛知県 名古屋市昭和区 ａｔｅｌｉｅｒｄｒｅｓｓｙｅｌｌｏｗｂｉｒｄ 小売業 衣料品 5%

136,134 愛知県 名古屋市昭和区 ａ＊ｌｕｌｕＢａｒｎ／アルルバーン 小売業 その他小売 5%

136,135 愛知県 名古屋市昭和区 アンテナ堂 小売業 電化製品 5%

136,136 愛知県 名古屋市昭和区 ｉｓｔｌｉｆｅ川名店 川名店 サービス 理容・美容業 5%

136,137 愛知県 名古屋市昭和区 出光曙通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

136,138 愛知県 名古屋市昭和区 ＶＡＮＶＥＳ 小売業 衣料品 5%

136,139 愛知県 名古屋市昭和区 エステティッククツナ サービス 理容・美容業 5%

136,140 愛知県 名古屋市昭和区 お好み焼きのあけぼの 御器所店 小売業 食料品 5%

136,141 愛知県 名古屋市昭和区 お好み焼きのあけぼの 御器所店 本店 小売業 食料品 5%

136,142 愛知県 名古屋市昭和区 カイロプラクティックオフィスクローバー サービス その他サービス 5%

136,143 愛知県 名古屋市昭和区 かごの屋桜山滝子店 サービス 飲食業 5%

136,144 愛知県 名古屋市昭和区 カフェテリアＲＩＣＡ サービス 飲食業 5%

136,145 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社　第一丸宮 小売業 食料品 5%

136,146 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社エイトワークス サービス その他サービス 5%

136,147 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社サンスターストロボ サービス その他サービス 5%

136,148 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社写真のみくに　フォトテリア本店　桜山店 サービス その他サービス 5%

136,149 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社成田屋 小売業 衣料品 5%

136,150 愛知県 名古屋市昭和区 株 林利次商店 小売業 衣料品 5%

136,151 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社フォレスト　１３号車 サービス 運輸業 5%

136,152 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社フォレスト サービス 運輸業 5%

136,153 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ポテンシア サービス その他サービス 5%

136,154 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社リースカーサービス・キタガワ本社工場 サービス その他サービス 5%

136,155 愛知県 名古屋市昭和区 Ｃｏｌｏｒ ｏｆ Ｌｉｆｅ  光と音をデザインする  本店 サービス その他サービス 5%

136,156 愛知県 名古屋市昭和区 カレーハウス壱番屋昭和区高辻店 サービス 飲食業 2%

136,157 愛知県 名古屋市昭和区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋昭和杁中店 サービス 飲食業 2%

136,158 愛知県 名古屋市昭和区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋昭和区荒畑店 サービス 宿泊業 2%

136,159 愛知県 名古屋市昭和区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋昭和御器所店 サービス 飲食業 2%

136,160 愛知県 名古屋市昭和区 ガレリアグレ 小売業 衣料品 5%

136,161 愛知県 名古屋市昭和区 河合塾マナビス御器所校 サービス その他サービス 2%

136,162 愛知県 名古屋市昭和区 ＫＡＮコルギセラピー名古屋店 サービス 理容・美容業 5%

136,163 愛知県 名古屋市昭和区 ギャラリーマルキーズ サービス その他サービス 5%

136,164 愛知県 名古屋市昭和区 玉雲堂 小売業 その他小売 5%
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136,165 愛知県 名古屋市昭和区 くまもと屋台　滝子店 サービス 飲食業 5%

136,166 愛知県 名古屋市昭和区 クレープハウス　アニス サービス 飲食業 5%

136,167 愛知県 名古屋市昭和区 ｋｅｎｓｖａｎｍｉｗａ 小売業 電化製品 5%

136,168 愛知県 名古屋市昭和区 情熱弁当 サービス 飲食業 5%

136,169 愛知県 名古屋市昭和区 イチキュウ　饂飩坊　一休 サービス 飲食業 5%

136,170 愛知県 名古屋市昭和区 Ｃｏｆｆｅｅｈｏｕｓｅ　Ｊｕｍｂｏ サービス 飲食業 5%

136,171 愛知県 名古屋市昭和区 こころとお肌の美容部員 小売業 その他小売 5%

136,172 愛知県 名古屋市昭和区 御膳坊　チャイナキッチン サービス 飲食業 5%

136,173 愛知県 名古屋市昭和区 御膳坊 チャイナキッチン サービス 飲食業 5%

136,174 愛知県 名古屋市昭和区 ｋｏｃｃｈｉ．　【コッチ】 サービス 理容・美容業 5%

136,175 愛知県 名古屋市昭和区 古美術おかむら サービス その他サービス 5%

136,176 愛知県 名古屋市昭和区 ＧＯＬＰＩＥ　ＣＯＦＦＥＥ 小売業 食料品 5%

136,177 愛知県 名古屋市昭和区 サイクルジョイ昭和店 小売業 その他小売 5%

136,178 愛知県 名古屋市昭和区 サイクルショップＰＲＩＤＥＯＮＥ 小売業 その他小売 5%

136,179 愛知県 名古屋市昭和区 札幌かに本家　八事店 サービス 飲食業 5%

136,180 愛知県 名古屋市昭和区 座頭牛分家 サービス 飲食業 5%

136,181 愛知県 名古屋市昭和区 サロンドソレイユ　八事店 サービス 理容・美容業 5%

136,182 愛知県 名古屋市昭和区 サンスターストロボオンライン 小売業 電化製品 5%

136,183 愛知県 名古屋市昭和区 シアトルサンドウィッチカフェ サービス 飲食業 5%

136,184 愛知県 名古屋市昭和区 Ｓｅａｔｔｌｅ　ｓａｎｄｗｉｃｈ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

136,185 愛知県 名古屋市昭和区 ＳＥＥＤ 小売業 その他小売 5%

136,186 愛知県 名古屋市昭和区 ｇｅｍｓ サービス 理容・美容業 5%

136,187 愛知県 名古屋市昭和区 ジャストカーテン　名古屋八事店 小売業 その他小売 5%

136,188 愛知県 名古屋市昭和区 ＳＨＲＩＭＰ ｅｓ石川橋店 サービス 理容・美容業 5%

136,189 愛知県 名古屋市昭和区 旬味覚三昧夢の蔵御器所店 サービス 飲食業 5%

136,190 愛知県 名古屋市昭和区 知るカフェ名古屋大学前店 サービス 飲食業 5%

136,191 愛知県 名古屋市昭和区 寿司Ｄｉｎｉｎｇ魚道 サービス 飲食業 5%

136,192 愛知県 名古屋市昭和区 寿司奴 サービス 飲食業 5%

136,193 愛知県 名古屋市昭和区 寿司奴 サービス 飲食業 5%

136,194 愛知県 名古屋市昭和区 セ・ドゥ・ヌーヴォー サービス 理容・美容業 5%

136,195 愛知県 名古屋市昭和区 鮮魚の魚つね 小売業 食料品 5%

136,196 愛知県 名古屋市昭和区 ちいさな自転車家 小売業 その他小売 5%

136,197 愛知県 名古屋市昭和区 ＣＨＥＬＳＥＡ（チェルシー） サービス 理容・美容業 5%

136,198 愛知県 名古屋市昭和区 電子のゴトー 小売業 電化製品 5%

136,199 愛知県 名古屋市昭和区 ＴＷＯ　ＴＯＮＥ 小売業 その他小売 5%

136,200 愛知県 名古屋市昭和区 東洋マーシャルアーツディストリビューション 小売業 その他小売 5%

136,201 愛知県 名古屋市昭和区 富貴福堂 小売業 その他小売 5%

136,202 愛知県 名古屋市昭和区 ＤＯＧＣＡＴＣＯＣＯ サービス その他サービス 5%

136,203 愛知県 名古屋市昭和区 トヨタカローラ名古屋荒畑店 小売業 その他小売 5%

136,204 愛知県 名古屋市昭和区 トヨタレンタリース名古屋御器所店 サービス その他サービス 2%

136,205 愛知県 名古屋市昭和区 セブン－イレブン名古屋阿由知通３丁目店 小売業 食料品 2%

136,206 愛知県 名古屋市昭和区 セブン－イレブン名古屋阿由知通４丁目店 小売業 食料品 2%
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136,207 愛知県 名古屋市昭和区 セブン－イレブン名古屋表山店 小売業 食料品 2%

136,208 愛知県 名古屋市昭和区 セブン－イレブン名古屋神村町２丁目店 小売業 食料品 2%

136,209 愛知県 名古屋市昭和区 セブン－イレブン名古屋御器所１丁目店 小売業 食料品 2%

136,210 愛知県 名古屋市昭和区 セブン－イレブン名古屋御器所南店 小売業 食料品 2%

136,211 愛知県 名古屋市昭和区 セブン－イレブン名古屋白金２丁目店 小売業 食料品 2%

136,212 愛知県 名古屋市昭和区 セブン－イレブン名古屋陶生町店 小売業 食料品 2%

136,213 愛知県 名古屋市昭和区 セブン－イレブン名古屋長戸町４丁目店 小売業 食料品 2%

136,214 愛知県 名古屋市昭和区 セブン－イレブン名古屋半僧坊店 小売業 食料品 2%

136,215 愛知県 名古屋市昭和区 なごやビーンズ 小売業 その他小売 5%

136,216 愛知県 名古屋市昭和区 セブン－イレブン名古屋藤成通５丁目店 小売業 食料品 2%

136,217 愛知県 名古屋市昭和区 Ｎａｔｕｒａ御器所店 サービス 理容・美容業 5%

136,218 愛知県 名古屋市昭和区 有限会社つつみ サービス 飲食業 5%

136,219 愛知県 名古屋市昭和区 ｎｏｖｅｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

136,220 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ｕｎｉｔｅボディメイク サービス その他サービス 5%

136,221 愛知県 名古屋市昭和区 Ｂａｋａｍｏ　Ｒｅｃｏｒｄｓ　本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,222 愛知県 名古屋市昭和区 ＢａｋａｍｏＲｅｃｏｒｄｓ サービス その他サービス 5%

136,223 愛知県 名古屋市昭和区 華家 サービス 飲食業 5%

136,224 愛知県 名古屋市昭和区 はり灸マッサージ院牡丹 サービス 理容・美容業 5%

136,225 愛知県 名古屋市昭和区 パンドメルシー 小売業 食料品 5%

136,226 愛知県 名古屋市昭和区 ＢＭＯ名古屋川原通店 小売業 衣料品 5%

136,227 愛知県 名古屋市昭和区 ｂ．ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

136,228 愛知県 名古屋市昭和区 ヒーリングスパ沙羅 サービス 理容・美容業 5%

136,229 愛知県 名古屋市昭和区 ビールコーヒーウチヤマ サービス 飲食業 5%

136,230 愛知県 名古屋市昭和区 美肌職人のお店 サービス 理容・美容業 5%

136,231 愛知県 名古屋市昭和区 Ｃｈｉｐｐｉｔ＊ サービス 理容・美容業 5%

136,232 愛知県 名古屋市昭和区 美容室ＰＲＯＰ（プロップ） サービス 理容・美容業 5%

136,233 愛知県 名古屋市昭和区 紅茶＆雑貨＿フェアリーテール 小売業 食料品 5%

136,234 愛知県 名古屋市昭和区 フェリーチェ山手 小売業 衣料品 5%

136,235 愛知県 名古屋市昭和区 ふじなり整体　咲来ｓａーｋｉ サービス その他サービス 5%

136,236 愛知県 名古屋市昭和区 文岡邦子 サービス その他サービス 5%

136,237 愛知県 名古屋市昭和区 フラフィ・スマイルクリエイト サービス その他サービス 5%

136,238 愛知県 名古屋市昭和区 ブリック サービス その他サービス 5%

136,239 愛知県 名古屋市昭和区 ヘアーサロンピエロ サービス 理容・美容業 5%

136,240 愛知県 名古屋市昭和区 ヘアーサロンミヤベ サービス 理容・美容業 5%

136,241 愛知県 名古屋市昭和区 ｈａｉｒＣＲＥＥＲ サービス 理容・美容業 5%

136,242 愛知県 名古屋市昭和区 Ｂｏｎｎｅ Ｆｅｍｍｅ ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

136,243 愛知県 名古屋市昭和区 マウンテンコーヒー ビーンズショップ 小売業 食料品 5%

136,244 愛知県 名古屋市昭和区 まつ毛のお店屋さん　御器所店 サービス 理容・美容業 5%

136,245 愛知県 名古屋市昭和区 ｍａｌｕ　ｂｏｎｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

136,246 愛知県 名古屋市昭和区 みねたや 小売業 その他小売 5%

136,247 愛知県 名古屋市昭和区 みやび家 サービス 飲食業 5%

136,248 愛知県 名古屋市昭和区 みよし寿司 サービス 飲食業 5%
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136,249 愛知県 名古屋市昭和区 もも屋 もも屋御器所本店 サービス 飲食業 5%

136,250 愛知県 名古屋市昭和区 八百正 サービス その他サービス 5%

136,251 愛知県 名古屋市昭和区 八事治療院　名古屋本院 サービス その他サービス 5%

136,252 愛知県 名古屋市昭和区 Ｙｏｕｒ－ｊｕ サービス その他サービス 5%

136,253 愛知県 名古屋市昭和区 有限会社タシロ 小売業 衣料品 5%

136,254 愛知県 名古屋市昭和区 有限会社鶴田石材店 サービス その他サービス 5%

136,255 愛知県 名古屋市昭和区 ＹＯＹＯ企画 サービス その他サービス 5%

136,256 愛知県 名古屋市昭和区 Ｌａｒｇｒｒｒ 小売業 衣料品 5%

136,257 愛知県 名古屋市昭和区 Ｌｕｃｋ 小売業 衣料品 5%

136,258 愛知県 名古屋市昭和区 ＲＥＪＯＵＩＲ　高辻 サービス 理容・美容業 5%

136,259 愛知県 名古屋市昭和区 ＲＥＳＥＴ サービス 理容・美容業 5%

136,260 愛知県 名古屋市昭和区 ＬｉｂｒａＮ 小売業 衣料品 5%

136,261 愛知県 名古屋市昭和区 ＡＰＰＴＵＮＥ 小売業 電化製品 5%

136,262 愛知県 名古屋市昭和区 ＡｐｐｌｅＡｕｄｒｅｙ サービス その他サービス 5%

136,263 愛知県 名古屋市昭和区 Ｒｏａｓｔｅｒｓ　Ｌａｂ　Ｌｉｇ 小売業 食料品 5%

136,264 愛知県 名古屋市千種区 ｉコンタクト 小売業 その他小売 5%

136,265 愛知県 名古屋市千種区 アイラッシュサロンＭｉ Ｍｉ アイラッシュサロンＭｉＭｉ サービス 理容・美容業 5%

136,266 愛知県 名古屋市千種区 青空日記 小売業 その他小売 5%

136,267 愛知県 名古屋市千種区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｊａｍ千種今池 サービス 理容・美容業 5%

136,268 愛知県 名古屋市千種区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｉｐｓ星が丘 サービス 理容・美容業 5%

136,269 愛知県 名古屋市千種区 あすなろ治療院 サービス その他サービス 5%

136,270 愛知県 名古屋市千種区 アダチセッコツイン サービス 理容・美容業 5%

136,271 愛知県 名古屋市千種区 ＡＶＡ　ＮＡＩＬ　ｃｌａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

136,272 愛知県 名古屋市千種区 アマノ　セントラルガーデン店 小売業 その他小売 5%

136,273 愛知県 名古屋市千種区 アルファヴィル 小売業 衣料品 5%

136,274 愛知県 名古屋市千種区 アンイングリッシュクラブ千種谷口校 サービス その他サービス 5%

136,275 愛知県 名古屋市千種区 池下ベーカリーリコ 小売業 食料品 5%

136,276 愛知県 名古屋市千種区 磯ぎんちゃく サービス 飲食業 5%

136,277 愛知県 名古屋市千種区 一徳　覚王山店 サービス 飲食業 5%

136,278 愛知県 名古屋市千種区 伊藤駐車場 サービス その他サービス 5%

136,279 愛知県 名古屋市千種区 今池加藤自動車合資会社 サービス その他サービス 5%

136,280 愛知県 名古屋市千種区 今池ファーム サービス 飲食業 5%

136,281 愛知県 名古屋市千種区 いろり料理炭兆 サービス 飲食業 5%

136,282 愛知県 名古屋市千種区 Ｉｎｔｅｒｌａｋｅｎ　ｉｎｔｅｒｌａｋｅｎ 小売業 その他小売 5%

136,283 愛知県 名古屋市千種区 ＶＡＮＶＥＳｄｅｕｘ 小売業 衣料品 5%

136,284 愛知県 名古屋市千種区 Ｗｉｎｎｅｒ 小売業 その他小売 5%

136,285 愛知県 名古屋市千種区 ｖ?ｈ?ｎ サービス 理容・美容業 5%

136,286 愛知県 名古屋市千種区 Ｖｏｒｔｅｘ サービス その他サービス 5%

136,287 愛知県 名古屋市千種区 内山三丁目チーズバー サービス 飲食業 5%

136,288 愛知県 名古屋市千種区 海の台所 はまきん 池下店 サービス 飲食業 5%

136,289 愛知県 名古屋市千種区 ＳＰＸ　名古屋店 小売業 衣料品 5%

136,290 愛知県 名古屋市千種区 ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ サービス 理容・美容業 5%
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136,291 愛知県 名古屋市千種区 Ｎ＇ｓｋｕｒｉａ サービス 理容・美容業 5%

136,292 愛知県 名古屋市千種区 ｅｍ　ｊｕｉｃｅ本山店 サービス 飲食業 5%

136,293 愛知県 名古屋市千種区 ｅｌｕａ サービス 理容・美容業 5%

136,294 愛知県 名古屋市千種区 ｅｎ サービス その他サービス 5%

136,295 愛知県 名古屋市千種区 一本堂 千種仲田店 Ｏ?１ Ｄｅｓｉｇｎ 一本堂 千種仲田店 小売業 食料品 5%

136,296 愛知県 名古屋市千種区 おこめのつぼい 坪井米穀店 小売業 食料品 5%

136,297 愛知県 名古屋市千種区 ＯｓｔｅｒｉａＩｔａｌｉａｎａＣｕｏｒｅｅＭａｒｅ サービス 飲食業 5%

136,298 愛知県 名古屋市千種区 お肉　弁当　惣菜　杉本 小売業 食料品 5%

136,299 愛知県 名古屋市千種区 オフィスリノン サービス その他サービス 5%

136,300 愛知県 名古屋市千種区 音楽堂　今池地下街店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,301 愛知県 名古屋市千種区 音楽堂　今池ユニー店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,302 愛知県 名古屋市千種区 音楽堂　サンテラス千代田橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,303 愛知県 名古屋市千種区 ＯＮＲＥＡＤＩＮＧ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,304 愛知県 名古屋市千種区 ＫＡＥＤＥＳＴＲＩＮＧＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,305 愛知県 名古屋市千種区 香華 サービス その他サービス 5%

136,306 愛知県 名古屋市千種区 カギの救急車今池 サービス その他サービス 5%

136,307 愛知県 名古屋市千種区 かごの屋池下広小路通店 サービス 飲食業 5%

136,308 愛知県 名古屋市千種区 がじや サービス 理容・美容業 5%

136,309 愛知県 名古屋市千種区 ＫＡ美ＬＡ 今池店 サービス 理容・美容業 5%

136,310 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ディッセターレ　Ｄｉｓｓｅｔａｒｅ 小売業 その他小売 5%

136,311 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ペスカリッコ サービス その他サービス 5%

136,312 愛知県 名古屋市千種区 ｋａｒａｄａ　Ｄｅｓｉｇｎ　ＲＥＦＩＮＥ サービス その他サービス 5%

136,313 愛知県 名古屋市千種区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋池下店 サービス 飲食業 2%

136,314 愛知県 名古屋市千種区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋今池ダイエー通店 サービス 飲食業 2%

136,315 愛知県 名古屋市千種区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋千種駅前店 サービス 飲食業 2%

136,316 愛知県 名古屋市千種区 カレーハウスＣｏｃｏ壱番屋千種区星ヶ丘店 サービス 飲食業 2%

136,317 愛知県 名古屋市千種区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋千種区本山店 サービス 飲食業 2%

136,318 愛知県 名古屋市千種区 河合塾マナビス千種校 サービス その他サービス 2%

136,319 愛知県 名古屋市千種区 河合塾マナビス星ヶ丘校 サービス その他サービス 2%

136,320 愛知県 名古屋市千種区 きさらき司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

136,321 愛知県 名古屋市千種区 ?しや　喜しや サービス 飲食業 5%

136,322 愛知県 名古屋市千種区 Ｋｉｔｃｈｅｎおおつか サービス 飲食業 5%

136,323 愛知県 名古屋市千種区 キャプラスネイル本山店 サービス 理容・美容業 5%

136,324 愛知県 名古屋市千種区 牛角今池店 サービス 宿泊業 2%

136,325 愛知県 名古屋市千種区 錦華楼 サービス 飲食業 5%

136,326 愛知県 名古屋市千種区 Ｇｒａｃｅｄｅａｒｏｍｅ サービス 理容・美容業 5%

136,327 愛知県 名古屋市千種区 倉地電気商会 小売業 電化製品 5%

136,328 愛知県 名古屋市千種区 ｋｕｒａｒｉ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

136,329 愛知県 名古屋市千種区 ＣＬＥＡＲｏｆｈａｉｒ池下店 サービス 理容・美容業 5%

136,330 愛知県 名古屋市千種区 ＣＬＥＡＲｏｆｈａｉｒ本山店 サービス 理容・美容業 5%

136,331 愛知県 名古屋市千種区 Ｃｒｙｓｔａｌ サービス その他サービス 5%

136,332 愛知県 名古屋市千種区 クロロフィル美顔教室りさ枝 小売業 その他小売 5%
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136,333 愛知県 名古屋市千種区 燻製カレーの表参道燻製堂　表参道燻製堂 サービス 飲食業 5%

136,334 愛知県 名古屋市千種区 こぐま 小売業 衣料品 5%

136,335 愛知県 名古屋市千種区 ＫＯＫＯＫＡＲＡ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

136,336 愛知県 名古屋市千種区 ＫＯＫＯＫＡＲＡｈａｉｒＨｏｓｈｉｇａｏｋａ サービス 理容・美容業 5%

136,337 愛知県 名古屋市千種区 小澤佛具店 サービス その他サービス 5%

136,338 愛知県 名古屋市千種区 ゴスペルフミタルカ サービス その他サービス 5%

136,339 愛知県 名古屋市千種区 米伍代目善太郎　Ｚｅｎｔａｒｏ 小売業 食料品 5%

136,340 愛知県 名古屋市千種区 こん菜屋 サービス 飲食業 5%

136,341 愛知県 名古屋市千種区 ｔｈｅＳＯＦＴ． 小売業 衣料品 5%

136,342 愛知県 名古屋市千種区 作家ｓｔｏｒｙ＃作家の器のある暮らし本山店 サービス 飲食業 5%

136,343 愛知県 名古屋市千種区 Ｓｕｎｎｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ サービス その他サービス 5%

136,344 愛知県 名古屋市千種区 サロンドソレイユ　今池店 サービス 理容・美容業 5%

136,345 愛知県 名古屋市千種区 サロンドソレイユ　星ヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

136,346 愛知県 名古屋市千種区 ＳＡＬＯＮＵＭ サービス 理容・美容業 5%

136,347 愛知県 名古屋市千種区 澤田公認会計士・税理士事務所 サービス その他サービス 5%

136,348 愛知県 名古屋市千種区 ３９ＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

136,349 愛知県 名古屋市千種区 Ｓｈｅｅｐ＆Ｇｉｒａｆｆｅ サービス 飲食業 5%

136,350 愛知県 名古屋市千種区 ジテンシャデポ 今池店 小売業 その他小売 5%

136,351 愛知県 名古屋市千種区 ジャパニーズイタリアンバルＨＡＭＡＫＩＮ サービス 飲食業 5%

136,352 愛知県 名古屋市千種区 しゃぶしゃぶ温野菜今池店 サービス 飲食業 2%

136,353 愛知県 名古屋市千種区 写樂ギャラリー サービス その他サービス 5%

136,354 愛知県 名古屋市千種区 ｓｈａｎｔｉｅｓ サービス 飲食業 5%

136,355 愛知県 名古屋市千種区 ジュンコズボディーショップ 小売業 衣料品 5%

136,356 愛知県 名古屋市千種区 松寿庵 サービス 飲食業 5%

136,357 愛知県 名古屋市千種区 ジョセフィーヌ本山 サービス 理容・美容業 5%

136,358 愛知県 名古屋市千種区 心々亭茶寮 サービス 飲食業 5%

136,359 愛知県 名古屋市千種区 新鮮組 新鮮組 小売業 食料品 5%

136,360 愛知県 名古屋市千種区 新甫 小売業 食料品 5%

136,361 愛知県 名古屋市千種区 ＳＵＩＤＯＭＩＣＨＩ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

136,362 愛知県 名古屋市千種区 ｓｕｉｒｏ 小売業 家具・調度品 5%

136,363 愛知県 名古屋市千種区 杉本　訪問 小売業 食料品 5%

136,364 愛知県 名古屋市千種区 鮨　米倉 サービス 飲食業 5%

136,365 愛知県 名古屋市千種区 ＳＴＹＬＥ　ＣＯＵＮＣＩＬ サービス 理容・美容業 5%

136,366 愛知県 名古屋市千種区 スタジオ２４６ＮＡＧＯＹＡ サービス その他サービス 5%

136,367 愛知県 名古屋市千種区 炭火割烹大嶋 サービス 飲食業 5%

136,368 愛知県 名古屋市千種区 炭火ほるもんひとすじ別邸 サービス 飲食業 5%

136,369 愛知県 名古屋市千種区 炭火やきとり　酉こう サービス 飲食業 5%

136,370 愛知県 名古屋市千種区 炭焼いろり料理紅 サービス 飲食業 5%

136,371 愛知県 名古屋市千種区 生活彩家東海病院店 小売業 その他小売 2%

136,372 愛知県 名古屋市千種区 生鮮ひろばサンエース春岡店 小売業 食料品 5%

136,373 愛知県 名古屋市千種区 正統派エステティック　黒猫 サービス 理容・美容業 5%

136,374 愛知県 名古屋市千種区 西洋料理　Ｊｕｌｅｓ　　ジュールス サービス 飲食業 5%
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136,375 愛知県 名古屋市千種区 鮮魚とおばんざい 我屋 本山店 サービス 飲食業 5%

136,376 愛知県 名古屋市千種区 創意和食野むら サービス 飲食業 5%

136,377 愛知県 名古屋市千種区 痩身専門サロンＳＵＲＡＬＩ サービス 理容・美容業 5%

136,378 愛知県 名古屋市千種区 ＳＯＳＥＩｌｉｆｅｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

136,379 愛知県 名古屋市千種区 ＳＯＬＣＩＯＮ　ＳＯＬＣＩＯＮ覚王山店 小売業 その他小売 5%

136,380 愛知県 名古屋市千種区 加藤寛之 サービス 飲食業 5%

136,381 愛知県 名古屋市千種区 サニーベイル 小売業 その他小売 5%

136,382 愛知県 名古屋市千種区 ダイビングショップサニーベイル ダイビングショップサニーベイル 小売業 その他小売 5%

136,383 愛知県 名古屋市千種区 タカギ 小売業 貴金属・服飾品 5%

136,384 愛知県 名古屋市千種区 ＴＡＲＲＹＴＡＢＬＥ サービス 理容・美容業 5%

136,385 愛知県 名古屋市千種区 タルカリ サービス 飲食業 5%

136,386 愛知県 名古屋市千種区 ＣＨＩＣＫＥＮ　ＭＯＮＳＴＥＲ サービス 飲食業 5%

136,387 愛知県 名古屋市千種区 カレーハウスココイチバンヤ千種区都通店 サービス 飲食業 2%

136,388 愛知県 名古屋市千種区 チュイラータ サービス 理容・美容業 5%

136,389 愛知県 名古屋市千種区 ディアペット名古屋店 小売業 家具・調度品 5%

136,390 愛知県 名古屋市千種区 ＤＣ－１　今池店 小売業 衣料品 5%

136,391 愛知県 名古屋市千種区 ＴＥＥＰＥＥ 小売業 衣料品 5%

136,392 愛知県 名古屋市千種区 天婦羅ダイニング　味彩 サービス 飲食業 5%

136,393 愛知県 名古屋市千種区 天祐 サービス その他サービス 5%

136,394 愛知県 名古屋市千種区 天祐 天祐 小売業 その他小売 5%

136,395 愛知県 名古屋市千種区 藤栄貿易株式会社 サービス その他サービス 5%

136,396 愛知県 名古屋市千種区 ＴｕｔｔｏＧｕｓｔｏＯｓａｗａ サービス 飲食業 5%

136,397 愛知県 名古屋市千種区 東邦浴槽株式会社 小売業 その他小売 5%

136,398 愛知県 名古屋市千種区 ＴＯＴＡＬＢＯＤＹＣＡＲＥＳＴＵＤＩＯＬｅＬｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

136,399 愛知県 名古屋市千種区 ときめき商会　ｒｅｎｇｅ 小売業 その他小売 5%

136,400 愛知県 名古屋市千種区 時計・宝石・メガネ　タカギ 小売業 貴金属・服飾品 5%

136,401 愛知県 名古屋市千種区 床屋山崎 サービス 理容・美容業 5%

136,402 愛知県 名古屋市千種区 トヨタカローラ中京　吹上店 小売業 その他小売 5%

136,403 愛知県 名古屋市千種区 トヨタカローラ名古屋千種都通店 小売業 その他小売 5%

136,404 愛知県 名古屋市千種区 トヨタレンタリース名古屋千種駅南店 サービス その他サービス 2%

136,405 愛知県 名古屋市千種区 トヨタレンタリース名古屋千代田橋店 サービス その他サービス 2%

136,406 愛知県 名古屋市千種区 ＤｒｅａｍＳｔａｒＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

136,407 愛知県 名古屋市千種区 鶏旦那千種駅前店 サービス 飲食業 5%

136,408 愛知県 名古屋市千種区 とり鉄今池店 サービス 飲食業 5%

136,409 愛知県 名古屋市千種区 とりとり亭　池下店 サービス 飲食業 5%

136,410 愛知県 名古屋市千種区 ｔｒｏｉｓｓｉｒｏｐトロワシループ 小売業 衣料品 5%

136,411 愛知県 名古屋市千種区 トンガリアーノ千種駅前店 サービス 飲食業 5%

136,412 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋赤坂町店 小売業 食料品 2%

136,413 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋今池駅北店 小売業 食料品 2%

136,414 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋今池駅南店 小売業 食料品 2%

136,415 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋今池西店 小売業 食料品 2%

136,416 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋今池２丁目店 小売業 食料品 2%
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136,417 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋今池東店 小売業 食料品 2%

136,418 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋今池南店 小売業 食料品 2%

136,419 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋上野３丁目店 小売業 食料品 2%

136,420 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋内山２丁目店 小売業 食料品 2%

136,421 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋覚王山店 小売業 食料品 2%

136,422 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋萱場２丁目店 小売業 食料品 2%

136,423 愛知県 名古屋市千種区 名古屋ダイハツ千種店 小売業 その他小売 5%

136,424 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋茶屋が坂店 小売業 食料品 2%

136,425 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋仲田１丁目店 小売業 食料品 2%

136,426 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋光が丘２丁目店 小売業 食料品 2%

136,427 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋星が丘駅前店 小売業 食料品 2%

136,428 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋宮根台１丁目店 小売業 食料品 2%

136,429 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋本山駅南口店 小売業 食料品 2%

136,430 愛知県 名古屋市千種区 セブン－イレブン名古屋本山町４丁目店 小売業 食料品 2%

136,431 愛知県 名古屋市千種区 ナショナルヤガタ 小売業 電化製品 5%

136,432 愛知県 名古屋市千種区 ナショナルヤガタ東山店 小売業 電化製品 5%

136,433 愛知県 名古屋市千種区 ナショナルヤガタ　本店 小売業 電化製品 5%

136,434 愛知県 名古屋市千種区 ナフコトミダ　春岡店 小売業 食料品 5%

136,435 愛知県 名古屋市千種区 ニッカホーム　名古屋千種営業所 サービス その他サービス 5%

136,436 愛知県 名古屋市千種区 日本酒Ｂａｒ　やわらぎ サービス 飲食業 5%

136,437 愛知県 名古屋市千種区 日本酒Ｂａｒ　やわらぎ サービス 飲食業 5%

136,438 愛知県 名古屋市千種区 人情屋台今池店 サービス 飲食業 5%

136,439 愛知県 名古屋市千種区 ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ　池下店 サービス 理容・美容業 5%

136,440 愛知県 名古屋市千種区 ＮＥＸＴ 小売業 電化製品 5%

136,441 愛知県 名古屋市千種区 ｎｅｃｃｏ サービス 理容・美容業 5%

136,442 愛知県 名古屋市千種区 パーソナルトレーニングスタジオＢＥＳＴｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

136,443 愛知県 名古屋市千種区 葉温 イオンタウン千種店 小売業 その他小売 5%

136,444 愛知県 名古屋市千種区 葉温 小売業 食料品 5%

136,445 愛知県 名古屋市千種区 パティスリー　アングレーズ 小売業 食料品 5%

136,446 愛知県 名古屋市千種区 鉄板焼き・もつ鍋　花○商店　千種 サービス 飲食業 5%

136,447 愛知県 名古屋市千種区 パナライフ　田代店 小売業 電化製品 5%

136,448 愛知県 名古屋市千種区 パナライフ高見店 小売業 電化製品 5%

136,449 愛知県 名古屋市千種区 パナライフ星ケ丘 小売業 電化製品 5%

136,450 愛知県 名古屋市千種区 ＨＡＲＲＹ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

136,451 愛知県 名古屋市千種区 ＨＡＲＲＹｈａｉｒハリーヘア サービス 理容・美容業 5%

136,452 愛知県 名古屋市千種区 ｂａｒ　Ｂａｎｚａｉ サービス 飲食業 5%

136,453 愛知県 名古屋市千種区 ｂａｌｌｏｎ　ｓｈｏｐ　ＢＡＰ 小売業 その他小売 5%

136,454 愛知県 名古屋市千種区 ＶＡＮＲＵＳＨ名古屋 サービス その他サービス 5%

136,455 愛知県 名古屋市千種区 ピアフ ピアフ 小売業 衣料品 5%

136,456 愛知県 名古屋市千種区 Ｂ＿Ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

136,457 愛知県 名古屋市千種区 ピグマリオン商會 小売業 家具・調度品 5%

136,458 愛知県 名古屋市千種区 赤身ステーキ弁当専門千種びすとろう サービス 飲食業 5%
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136,459 愛知県 名古屋市千種区 ．ｈｉｔｏｈｉｒａ． 小売業 衣料品 5%

136,460 愛知県 名古屋市千種区 美肌の助　Ｍｉｌｉ　Ｍｉｌｉ サービス 理容・美容業 5%

136,461 愛知県 名古屋市千種区 ヒバリヤフードフロント東山店 小売業 食料品 5%

136,462 愛知県 名古屋市千種区 ピュアネイル＆オンディーヌ サービス その他サービス 5%

136,463 愛知県 名古屋市千種区 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＴＥＴＨＥＲＡ サービス 理容・美容業 5%

136,464 愛知県 名古屋市千種区 Ｂｅａｕｔｙ　Ｌｉｂｒａｒｙ サービス 理容・美容業 5%

136,465 愛知県 名古屋市千種区 Ｂｏｏ サービス 理容・美容業 5%

136,466 愛知県 名古屋市千種区 Ｂｏｏ サービス 理容・美容業 5%

136,467 愛知県 名古屋市千種区 ＰｈｏｔｏＳｔｕｄｉｏＨａｎａ サービス その他サービス 5%

136,468 愛知県 名古屋市千種区 フジコー学生服千種店 小売業 衣料品 5%

136,469 愛知県 名古屋市千種区 有限会社カレンダー 小売業 衣料品 5%

136,470 愛知県 名古屋市千種区 船橋オーディオセンター 小売業 電化製品 5%

136,471 愛知県 名古屋市千種区 ｆｅｎｅｔｒｅ　ｒｏｕｇｅ サービス その他サービス 5%

136,472 愛知県 名古屋市千種区 ｂｒｕｓｈ サービス 理容・美容業 5%

136,473 愛知県 名古屋市千種区 ＰＵＬＩＲ サービス 理容・美容業 5%

136,474 愛知県 名古屋市千種区 ぷれじゅーるちとせ サービス 飲食業 5%

136,475 愛知県 名古屋市千種区 文進堂書店　椙山大学店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,476 愛知県 名古屋市千種区 ｈａｉｒｅａｓｅ サービス 理容・美容業 5%

136,477 愛知県 名古屋市千種区 ヘアーサロンオオシマ サービス 理容・美容業 5%

136,478 愛知県 名古屋市千種区 ヘアースペース　ファミーユ サービス 理容・美容業 5%

136,479 愛知県 名古屋市千種区 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ＰＯＰ サービス 理容・美容業 5%

136,480 愛知県 名古屋市千種区 ヘアメイクかとう サービス 理容・美容業 5%

136,481 愛知県 名古屋市千種区 ｈａｉｒｉｅｒ　ＰＥＬＯ サービス 理容・美容業 5%

136,482 愛知県 名古屋市千種区 －ｈａｉｒｉｅｒ－ＰＥＬＯ サービス 理容・美容業 5%

136,483 愛知県 名古屋市千種区 べこや　本山店 サービス 飲食業 5%

136,484 愛知県 名古屋市千種区 べこや本山店 小売業 その他小売 5%

136,485 愛知県 名古屋市千種区 ＢＥＳＴ　ｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

136,486 愛知県 名古屋市千種区 ヘデトックスサロンＤａｎａｍ サービス その他サービス 5%

136,487 愛知県 名古屋市千種区 蓬左茶寮 サービス 飲食業 5%

136,488 愛知県 名古屋市千種区 宝石のたなか今池本店 小売業 その他小売 5%

136,489 愛知県 名古屋市千種区 ボヌール　ＢＯＮＨＥＵＲ?ボヌール? サービス 理容・美容業 5%

136,490 愛知県 名古屋市千種区 ＢＯＮＨＥＵＲ サービス 理容・美容業 5%

136,491 愛知県 名古屋市千種区 ＭＡＲＧＡＲＥＴ 小売業 衣料品 5%

136,492 愛知県 名古屋市千種区 ｍａｒ＇ｓ サービス 理容・美容業 5%

136,493 愛知県 名古屋市千種区 松島珈琲 小売業 食料品 5%

136,494 愛知県 名古屋市千種区 松島珈琲 小売業 食料品 5%

136,495 愛知県 名古屋市千種区 ＭＡＳＳＩＭＯ 小売業 衣料品 5%

136,496 愛知県 名古屋市千種区 ｍａｍａｎ サービス 理容・美容業 5%

136,497 愛知県 名古屋市千種区 ｍａｍｅ ｍａｍｅ 小売業 その他小売 5%

136,498 愛知県 名古屋市千種区 マリエプラス　千種店 サービス 理容・美容業 5%

136,499 愛知県 名古屋市千種区 ｍｒ　ｇｏｏｄｍｏｒｎｉｎｇ　ＭＲ　ＧＯＯＤ　ＭＯＲＮＩＮＧ サービス 理容・美容業 5%

136,500 愛知県 名古屋市千種区 ｍｉｎｉｍ　ｈａｉｒ　【ミニム　ヘアー】 サービス 理容・美容業 5%
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136,501 愛知県 名古屋市千種区 ＭＵＴＡＦＡＣＴＯＲＹ本山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

136,502 愛知県 名古屋市千種区 無印良品星が丘テラス 小売業 その他小売 2%

136,503 愛知県 名古屋市千種区 名大ＳＫＹ千種本部校 サービス その他サービス 5%

136,504 愛知県 名古屋市千種区 メツゲライ　イノウエ 小売業 その他小売 5%

136,505 愛知県 名古屋市千種区 メルス　カフェメルス　猪子石店 サービス 飲食業 5%

136,506 愛知県 名古屋市千種区 Ｍｅｎ＇ｓＡＣＴ サービス 理容・美容業 5%

136,507 愛知県 名古屋市千種区 ＭＯＴＥｙｅコンタクト 小売業 その他小売 5%

136,508 愛知県 名古屋市千種区 本山バルＳｔａｙＧｏｌｄ サービス 飲食業 5%

136,509 愛知県 名古屋市千種区 ｍｏｆｕｔｔｏ サービス 飲食業 5%

136,510 愛知県 名古屋市千種区 モリハシ電器 小売業 電化製品 5%

136,511 愛知県 名古屋市千種区 八百清 小売業 食料品 5%

136,512 愛知県 名古屋市千種区 焼鳥ＤｉｎｉｎｇＹＵＴＯＲＩ サービス 飲食業 5%

136,513 愛知県 名古屋市千種区 焼肉 ＨＡＭＡＫＩＮ 本山店 サービス 飲食業 5%

136,514 愛知県 名古屋市千種区 焼肉工房おれん路 サービス 飲食業 5%

136,515 愛知県 名古屋市千種区 焼肉拍手喝采 サービス 飲食業 5%

136,516 愛知県 名古屋市千種区 ＹＡＭＡＮＡＫＡ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,517 愛知県 名古屋市千種区 ｙｏｕ　ｋｅｙ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

136,518 愛知県 名古屋市千種区 有限会社ドント 小売業 衣料品 5%

136,519 愛知県 名古屋市千種区 有限会社フランス屋 小売業 衣料品 5%

136,520 愛知県 名古屋市千種区 有限会社松岡モータース サービス その他サービス 5%

136,521 愛知県 名古屋市千種区 よつば商店 サービス その他サービス 5%

136,522 愛知県 名古屋市千種区 ｌａｇｕｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

136,523 愛知県 名古屋市千種区 ｒａｆｆｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

136,524 愛知県 名古屋市千種区 ラントカルテ 小売業 衣料品 5%

136,525 愛知県 名古屋市千種区 リーフグリーン サービス その他サービス 5%

136,526 愛知県 名古屋市千種区 力雅 サービス 飲食業 5%

136,527 愛知県 名古屋市千種区 両口屋是清 東山店 小売業 食料品 5%

136,528 愛知県 名古屋市千種区 ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ＨＡＬＵ サービス その他サービス 5%

136,529 愛知県 名古屋市千種区 ルドルフキッズ英会話教室 サービス その他サービス 5%

136,530 愛知県 名古屋市千種区 ルマルタンペシュール サービス 飲食業 5%

136,531 愛知県 名古屋市千種区 Ｒｅｌａｉｓ　覚王山 サービス 理容・美容業 5%

136,532 愛知県 名古屋市千種区 Ｒｅｌａｉｓ　覚王山 サービス 理容・美容業 5%

136,533 愛知県 名古屋市千種区 レア サービス 理容・美容業 5%

136,534 愛知県 名古屋市千種区 レストランさざんか サービス 飲食業 5%

136,535 愛知県 名古屋市千種区 ＲｅｓｔａｕｒａｎｔＶｉｖｅ サービス 飲食業 5%

136,536 愛知県 名古屋市千種区 レストランユニバーサルクラブ サービス 飲食業 5%

136,537 愛知県 名古屋市千種区 レトロカーム サービス その他サービス 5%

136,538 愛知県 名古屋市千種区 ｒｅｔｒｏｃａｌｍｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

136,539 愛知県 名古屋市千種区 レンタルギャラリー池下２１１２ 小売業 衣料品 5%

136,540 愛知県 名古屋市千種区 ローズセクション 小売業 その他小売 5%

136,541 愛知県 名古屋市千種区 ｒｏｃｋａｐｌａｎｔｓ 小売業 その他小売 5%

136,542 愛知県 名古屋市千種区 Ｙｔｏｕｒｓ サービス その他サービス 5%
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136,543 愛知県 名古屋市千種区 ＦＡＧＩＯＬＯ サービス 飲食業 5%

136,544 愛知県 名古屋市千種区 和明館 サービス その他サービス 5%

136,545 愛知県 名古屋市天白区 アートジュエリー緑 小売業 貴金属・服飾品 5%

136,546 愛知県 名古屋市天白区 アーユルヴェーダ隠れ家サロン月の舟 サービス 理容・美容業 5%

136,547 愛知県 名古屋市天白区 アイシャイン 小売業 衣料品 5%

136,548 愛知県 名古屋市天白区 Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ｓｐｅｃｉａｌｉｔｙ　ＭＯＯＳＥ　植田本店 小売業 その他小売 5%

136,549 愛知県 名古屋市天白区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｊｏｕｒ名古屋天白 サービス 理容・美容業 5%

136,550 愛知県 名古屋市天白区 味工房じんや サービス 飲食業 5%

136,551 愛知県 名古屋市天白区 味処　えんどう サービス 飲食業 5%

136,552 愛知県 名古屋市天白区 ＡｔｔｒａｃｔｉｏＮ サービス 理容・美容業 5%

136,553 愛知県 名古屋市天白区 アミング天白店 小売業 その他小売 5%

136,554 愛知県 名古屋市天白区 ＡｍｅＬａｂ サービス 理容・美容業 5%

136,555 愛知県 名古屋市天白区 ａｌｌｕｒｅ ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎｓｐａｃｅ ａｌｌｕｒｅ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

136,556 愛知県 名古屋市天白区 ＲＬＵＣＥ サービス 理容・美容業 5%

136,557 愛知県 名古屋市天白区 アンイングリッシュクラブ相生山校 サービス その他サービス 5%

136,558 愛知県 名古屋市天白区 アンイングリッシュクラブ島田橋西校 サービス その他サービス 5%

136,559 愛知県 名古屋市天白区 アンイングリッシュクラブ野並校 サービス その他サービス 5%

136,560 愛知県 名古屋市天白区 ａｎｇｅｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

136,561 愛知県 名古屋市天白区 居酒屋　膳　居酒屋　膳　平針店 サービス 飲食業 5%

136,562 愛知県 名古屋市天白区 出光セリエ島田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

136,563 愛知県 名古屋市天白区 ヴィンテ‐ジパラダイス植田店 小売業 衣料品 5%

136,564 愛知県 名古屋市天白区 ＷＩＮＮＥＲ 平針店 サービス 理容・美容業 5%

136,565 愛知県 名古屋市天白区 植村豪税理士事務所 サービス その他サービス 5%

136,566 愛知県 名古屋市天白区 エステサロンクレイドル サービス 理容・美容業 5%

136,567 愛知県 名古屋市天白区 株式会社エレファントビー（ＢＥＰＰＯ！ハウスクリーニング） サービス その他サービス 5%

136,568 愛知県 名古屋市天白区 Ｅｎｇｉ食堂 サービス 飲食業 5%

136,569 愛知県 名古屋市天白区 圓屋　天白店 サービス その他サービス 5%

136,570 愛知県 名古屋市天白区 黄金の豚　植田店　黄金の豚　植田店 サービス 飲食業 5%

136,571 愛知県 名古屋市天白区 おーいそ天白店 サービス その他サービス 5%

136,572 愛知県 名古屋市天白区 御菓子処　たけおか家　宗美 小売業 食料品 5%

136,573 愛知県 名古屋市天白区 お菓子のひろば　島田橋店 小売業 食料品 5%

136,574 愛知県 名古屋市天白区 ＯＫＵＤＡ　ＢＡＲＢＩＥＲＥ サービス 理容・美容業 5%

136,575 愛知県 名古屋市天白区 ＯＺＡＸＥ 小売業 その他小売 5%

136,576 愛知県 名古屋市天白区 ＯＤＥＯＮ サービス 飲食業 5%

136,577 愛知県 名古屋市天白区 男前整体　山下 サービス その他サービス 5%

136,578 愛知県 名古屋市天白区 海鮮酒場　魚雑葉 サービス 飲食業 5%

136,579 愛知県 名古屋市天白区 カイロプラクティックＢ－Ｗｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

136,580 愛知県 名古屋市天白区 カトニー 小売業 その他小売 5%

136,581 愛知県 名古屋市天白区 かどや サービス 飲食業 5%

136,582 愛知県 名古屋市天白区 株式会社　松山ガラス サービス その他サービス 5%

136,583 愛知県 名古屋市天白区 株式会社アイキ サービス その他サービス 5%

136,584 愛知県 名古屋市天白区 株式会社オーキタ無線 小売業 電化製品 5%
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136,585 愛知県 名古屋市天白区 株式会社Ｇ－ｇｒｏｗ サービス その他サービス 5%

136,586 愛知県 名古屋市天白区 株式会社　名城食堂　名城食堂 サービス 飲食業 5%

136,587 愛知県 名古屋市天白区 株式会社リースカーサービス・キタガワ野並工場 サービス その他サービス 2%

136,588 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ワイズ　フィールド　ＥＮＪＯＹ　ＣＡＦＥ　ＢＡＲ　ＫＯＫＯＰＥＬＬＩ サービス 飲食業 5%

136,589 愛知県 名古屋市天白区 カレ－ハウスＣｏＣｏ壱番屋天白植田店 サービス 飲食業 2%

136,590 愛知県 名古屋市天白区 河合塾マナビス原校 サービス その他サービス 2%

136,591 愛知県 名古屋市天白区 関節専門院　健心 サービス その他サービス 5%

136,592 愛知県 名古屋市天白区 gigs 小売業 その他小売 5%

136,593 愛知県 名古屋市天白区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ名古屋天白店 小売業 その他小売 5%

136,594 愛知県 名古屋市天白区 串ダイニング　鳥っぱ サービス 飲食業 5%

136,595 愛知県 名古屋市天白区 グランデアイズ サービス 理容・美容業 5%

136,596 愛知県 名古屋市天白区 クリスタルガード サービス その他サービス 5%

136,597 愛知県 名古屋市天白区 弦楽器Ｖｉｖａｃｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,598 愛知県 名古屋市天白区 弦楽器 Ｖｉｖａｃｅ 弦楽器Ｖｉｖａｃｅ 小売業 その他小売 5%

136,599 愛知県 名古屋市天白区 珈琲工房ヒラシマ 小売業 食料品 5%

136,600 愛知県 名古屋市天白区 ｋｏｇｏｍｉ 小売業 その他小売 5%

136,601 愛知県 名古屋市天白区 ｋｏｇｏｍｉ 小売業 その他小売 5%

136,602 愛知県 名古屋市天白区 ＧＯＺＯ　ＨＡＩＲ　ＧＯＺＯＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

136,603 愛知県 名古屋市天白区 ｃｏｔｉ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

136,604 愛知県 名古屋市天白区 ＧＯ１０ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

136,605 愛知県 名古屋市天白区 ｃｏｎｎａｕｇｈｔ 小売業 家具・調度品 5%

136,606 愛知県 名古屋市天白区 サイクルジョイ相生山店 小売業 その他小売 5%

136,607 愛知県 名古屋市天白区 ｃｙｃｈｅｄｅｌｉｃ 小売業 衣料品 5%

136,608 愛知県 名古屋市天白区 ＺＡＫＺＡＫ平針 小売業 衣料品 5%

136,609 愛知県 名古屋市天白区 櫻整体院　櫻整体院 サービス その他サービス 5%

136,610 愛知県 名古屋市天白区 ｓａｌｏｔｔｏ　ｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

136,611 愛知県 名古屋市天白区 三晃タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

136,612 愛知県 名古屋市天白区 サンサンライス天白 小売業 食料品 5%

136,613 愛知県 名古屋市天白区 中古ＰＣショップＧＦＣ 小売業 その他小売 5%

136,614 愛知県 名古屋市天白区 ｊｅｒｏｎｉｍｏ 小売業 衣料品 5%

136,615 愛知県 名古屋市天白区 ＳＨＡＬＬＯＷ 小売業 その他小売 5%

136,616 愛知県 名古屋市天白区 ＳＵＧＡＲ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

136,617 愛知県 名古屋市天白区 旬味覚三昧夢の蔵植田店 サービス 飲食業 5%

136,618 愛知県 名古屋市天白区 旬味覚三昧夢の蔵平針店 サービス 飲食業 5%

136,619 愛知県 名古屋市天白区 シラスナ原店 小売業 電化製品 5%

136,620 愛知県 名古屋市天白区 ＳＩｌｖｅｒＫｎｉｇｈｔｓ サービス その他サービス 5%

136,621 愛知県 名古屋市天白区 支留比亜珈琲店　　　平針店 サービス 飲食業 5%

136,622 愛知県 名古屋市天白区 ３ＭＥ 小売業 衣料品 5%

136,623 愛知県 名古屋市天白区 生鮮ひろばサンエース原駅前店 小売業 食料品 5%

136,624 愛知県 名古屋市天白区 総合貸衣裳館Ｍａｉ　天白店 サービス その他サービス 5%

136,625 愛知県 名古屋市天白区 Ｓｏｎｎｅｎ　Ｓｐｉｅｌｅ サービス 飲食業 5%

136,626 愛知県 名古屋市天白区 だいだい薬局 小売業 その他小売 5%
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136,627 愛知県 名古屋市天白区 ダイビングハウスがじゅまる 小売業 その他小売 5%

136,628 愛知県 名古屋市天白区 チャオパソコンスクール原駅前教室 サービス その他サービス 5%

136,629 愛知県 名古屋市天白区 ＣＨＵＭ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

136,630 愛知県 名古屋市天白区 中国料理桃源亭 サービス 飲食業 5%

136,631 愛知県 名古屋市天白区 中古ＰＣショップＧＦＣ 小売業 電化製品 5%

136,632 愛知県 名古屋市天白区 ＤＰ植田 サービス 理容・美容業 5%

136,633 愛知県 名古屋市天白区 ＴＪ天気予報　５コ　天白店 サービス 理容・美容業 5%

136,634 愛知県 名古屋市天白区 てっぱん侍 サービス 飲食業 5%

136,635 愛知県 名古屋市天白区 てっぱん侍 サービス 飲食業 5%

136,636 愛知県 名古屋市天白区 てぬぐい?和布雑貨つねかめ堂 小売業 衣料品 5%

136,637 愛知県 名古屋市天白区 ＴＥＲＲＡ ＨＡＩＲ ＴＥＲＲＡ ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

136,638 愛知県 名古屋市天白区 天火山 サービス 飲食業 5%

136,639 愛知県 名古屋市天白区 店麺多房　あいうえお サービス 飲食業 5%

136,640 愛知県 名古屋市天白区 有限会社東名無線工業 サービス その他サービス 5%

136,641 愛知県 名古屋市天白区 トヨタカローラ中京元八事店 小売業 その他小売 5%

136,642 愛知県 名古屋市天白区 トヨタカローラ名古屋植田一本松店 小売業 その他小売 5%

136,643 愛知県 名古屋市天白区 トヨタレンタリース名古屋野並店 サービス その他サービス 2%

136,644 愛知県 名古屋市天白区 トヨタレンタリース名古屋平針店 サービス その他サービス 2%

136,645 愛知県 名古屋市天白区 和ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

136,646 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋相生山駅前店 小売業 食料品 2%

136,647 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋石薬師店 小売業 食料品 2%

136,648 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋植田１丁目店 小売業 食料品 2%

136,649 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋植田３丁目店 小売業 食料品 2%

136,650 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋植田本町３丁目店 小売業 食料品 2%

136,651 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋植田山２丁目店 小売業 食料品 2%

136,652 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋鴻の巣店 小売業 食料品 2%

136,653 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋鴻の巣２丁目店 小売業 食料品 2%

136,654 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋笹原町店 小売業 食料品 2%

136,655 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋塩釜口２丁目店 小売業 食料品 2%

136,656 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋高宮町店 小売業 食料品 2%

136,657 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋天白消防署前店 小売業 食料品 2%

136,658 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋中平１丁目店 小売業 食料品 2%

136,659 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋野並２丁目店 小売業 食料品 2%

136,660 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋原１丁目店 小売業 食料品 2%

136,661 愛知県 名古屋市天白区 株式会社名古屋ピアノ調律センター 小売業 その他小売 5%

136,662 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋一つ山１丁目店 小売業 食料品 2%

136,663 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋平針３丁目店 小売業 食料品 2%

136,664 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋福池１丁目店 小売業 食料品 2%

136,665 愛知県 名古屋市天白区 セブン－イレブン名古屋元植田２丁目店 小売業 食料品 2%

136,666 愛知県 名古屋市天白区 ｎａｐｏｃａ．ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

136,667 愛知県 名古屋市天白区 成田屋 小売業 食料品 5%

136,668 愛知県 名古屋市天白区 パーソナルトレーニングスタジオＲＯＵＳＥ サービス その他サービス 5%
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136,669 愛知県 名古屋市天白区 走るじてんしゃ屋さんの店 小売業 その他小売 5%

136,670 愛知県 名古屋市天白区 光ＴＯＴＡＬＲＥＰＡＩＲ サービス その他サービス 2%

136,671 愛知県 名古屋市天白区 ビッテ サービス 飲食業 5%

136,672 愛知県 名古屋市天白区 ＰｉｔａＰａｔ サービス 理容・美容業 5%

136,673 愛知県 名古屋市天白区 一ツ山電化 小売業 電化製品 5%

136,674 愛知県 名古屋市天白区 ネイルサロンＢＥＡＵＴＹＷＯＲＫ サービス 理容・美容業 5%

136,675 愛知県 名古屋市天白区 ビリヤードＭＡＲＣＹ サービス その他サービス 5%

136,676 愛知県 名古屋市天白区 ｂｉｍｂｕｍｂａｍ サービス 理容・美容業 5%

136,677 愛知県 名古屋市天白区 フォトスタジオ　アクエリアス サービス その他サービス 5%

136,678 愛知県 名古屋市天白区 ブティック布恋人（ふれんど）植田店 小売業 衣料品 5%

136,679 愛知県 名古屋市天白区 フナカタ一ツ山店 小売業 電化製品 5%

136,680 愛知県 名古屋市天白区 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎＶＥＩＬ サービス 理容・美容業 5%

136,681 愛知県 名古屋市天白区 プラストレーナーズ サービス その他サービス 5%

136,682 愛知県 名古屋市天白区 フラワーショップつくし 小売業 その他小売 5%

136,683 愛知県 名古屋市天白区 文房具のトミゼン 小売業 その他小売 5%

136,684 愛知県 名古屋市天白区 ｈａｉｒ＇ｓａｐａｒｖａ サービス 理容・美容業 5%

136,685 愛知県 名古屋市天白区 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＰＨＡＴ サービス 理容・美容業 5%

136,686 愛知県 名古屋市天白区 ベーカリーカフェ　ラルジュ サービス 飲食業 5%

136,687 愛知県 名古屋市天白区 ＢＯＳＳＤＯＧ サービス 飲食業 5%

136,688 愛知県 名古屋市天白区 ほびねこモール 小売業 衣料品 5%

136,689 愛知県 名古屋市天白区 マウント　エベレスト サービス 飲食業 5%

136,690 愛知県 名古屋市天白区 間所交通 サービス 運輸業 5%

136,691 愛知県 名古屋市天白区 Ｍａｒａｉｓ サービス 理容・美容業 5%

136,692 愛知県 名古屋市天白区 みんなのパソコン教室 サービス その他サービス 5%

136,693 愛知県 名古屋市天白区 ＭＵＫＵＳＹＴＯＮＤＯＧＤＲＯＯＭＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

136,694 愛知県 名古屋市天白区 Ｍｏｔｏｒｉｍｏｄａ名古屋店 小売業 衣料品 5%

136,695 愛知県 名古屋市天白区 森本会計事務所 サービス その他サービス 5%

136,696 愛知県 名古屋市天白区 山崎療術院 サービス その他サービス 5%

136,697 愛知県 名古屋市天白区 やまだ電器 小売業 電化製品 5%

136,698 愛知県 名古屋市天白区 癒薫 サービス 理容・美容業 5%

136,699 愛知県 名古屋市天白区 有限会社ブレ パン工房小麦屋 小売業 食料品 5%

136,700 愛知県 名古屋市天白区 洋菓子庭木村 サービス 飲食業 5%

136,701 愛知県 名古屋市天白区 洋食屋Ｈｉｂｉ サービス 飲食業 5%

136,702 愛知県 名古屋市天白区 ＹＯＳＡＰＡＲＫＬｕｌｕ サービス 理容・美容業 5%

136,703 愛知県 名古屋市天白区 ＲＩＤＥＲＺ　ＣＡＦＥ　八事店 小売業 その他小売 5%

136,704 愛知県 名古屋市天白区 楽しよう天白店 サービス その他サービス 5%

136,705 愛知県 名古屋市天白区 Ｌｉ＇ａＨａｗａｉｉａｎｐｅｒｓｏｎａｌｇｙｍ サービス その他サービス 5%

136,706 愛知県 名古屋市天白区 ＲＥＡＬＳｔｙｌｅＨＯＭＥ 名古屋東店 小売業 家具・調度品 5%

136,707 愛知県 名古屋市天白区 両口屋是清 八事店 小売業 食料品 5%

136,708 愛知県 名古屋市天白区 ｒｕｂｙｆｒｏｇ 小売業 衣料品 5%

136,709 愛知県 名古屋市天白区 ＬｅｒｕｂａｎｄＥ サービス 理容・美容業 5%

136,710 愛知県 名古屋市天白区 うさぎくじら サービス その他サービス 5%
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136,711 愛知県 名古屋市天白区 わか松　天白原店 サービス 飲食業 5%

136,712 愛知県 名古屋市天白区 和晃 小売業 電化製品 5%

136,713 愛知県 名古屋市天白区 和と洋のアクセサリーきらこぼ 小売業 衣料品 5%

136,714 愛知県 名古屋市天白区 わんこラボ 小売業 その他小売 5%

136,715 愛知県 名古屋市天白区 Ｍｏｎ　Ｓｏｕｒｉｒｅ　名古屋　まつげエクステサロン サービス 理容・美容業 5%

136,716 愛知県 名古屋市中川区 アカピメルカートナゴヤ 小売業 衣料品 5%

136,717 愛知県 名古屋市中川区 ＡＳＩＡＮ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

136,718 愛知県 名古屋市中川区 アングラーズショップ ライジング 小売業 その他小売 5%

136,719 愛知県 名古屋市中川区 ｉｚａｕｒａ 小売業 その他小売 5%

136,720 愛知県 名古屋市中川区 出光セリエ五反田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

136,721 愛知県 名古屋市中川区 出光千音寺インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

136,722 愛知県 名古屋市中川区 Ｗｉｎｗｏｒｋｓ株式会社 サービス その他サービス 5%

136,723 愛知県 名古屋市中川区 上田淳 サービス その他サービス 5%

136,724 愛知県 名古屋市中川区 ヴェルムアズパ－ク千音寺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

136,725 愛知県 名古屋市中川区 Ｕ・Ｋ・Ｏ・Ｎ サービス 理容・美容業 5%

136,726 愛知県 名古屋市中川区 エイジスいとう　本店 小売業 衣料品 5%

136,727 愛知県 名古屋市中川区 エレッツ　どうもと 小売業 電化製品 5%

136,728 愛知県 名古屋市中川区 エレッツつぼい 小売業 電化製品 5%

136,729 愛知県 名古屋市中川区 エレッツはった 小売業 電化製品 5%

136,730 愛知県 名古屋市中川区 お肉のデパート　三河屋　お肉のデパート三河屋 小売業 食料品 5%

136,731 愛知県 名古屋市中川区 オリックスレンタカー名古屋ささしまライブ店 サービス その他サービス 2%

136,732 愛知県 名古屋市中川区 勝升 サービス 飲食業 5%

136,733 愛知県 名古屋市中川区 かど屋ふとん店　かど屋ふとん店 小売業 その他小売 5%

136,734 愛知県 名古屋市中川区 ｃａｔｔｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

136,735 愛知県 名古屋市中川区 株式会社 米品 きものの米品 小売業 衣料品 5%

136,736 愛知県 名古屋市中川区 株式会社太平タイヤ 小売業 その他小売 5%

136,737 愛知県 名古屋市中川区 株式会社坪井健樹園 小売業 その他小売 5%

136,738 愛知県 名古屋市中川区 株式会社トラベルメイト 名古屋西営業所 サービス その他サービス 5%

136,739 愛知県 名古屋市中川区 株式会社鳥居花店 小売業 その他小売 5%

136,740 愛知県 名古屋市中川区 株式会社プラーム サービス その他サービス 5%

136,741 愛知県 名古屋市中川区 株式会社松井スプリング製作所 小売業 電化製品 5%

136,742 愛知県 名古屋市中川区 釜めしてっかま家 小売業 食料品 5%

136,743 愛知県 名古屋市中川区 亀田電機 小売業 電化製品 5%

136,744 愛知県 名古屋市中川区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中川区尾頭橋店 サービス 飲食業 2%

136,745 愛知県 名古屋市中川区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中川区かの里国一店 サービス 飲食業 2%

136,746 愛知県 名古屋市中川区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中川区高杉店 サービス 飲食業 2%

136,747 愛知県 名古屋市中川区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中川区中郷店 サービス 飲食業 2%

136,748 愛知県 名古屋市中川区 キグナス長良橋サービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

136,749 愛知県 名古屋市中川区 吉祥館 サービス 理容・美容業 5%

136,750 愛知県 名古屋市中川区 キャットＢ＆Ｃ 小売業 その他小売 5%

136,751 愛知県 名古屋市中川区 ケーアンドアール ケーアンドアール サービス その他サービス 5%

136,752 愛知県 名古屋市中川区 ケーキショップ　リンツ サービス 飲食業 5%
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136,753 愛知県 名古屋市中川区 セブンーイレブンＫＯＹＯ名古屋掖済会病院店 小売業 食料品 2%

136,754 愛知県 名古屋市中川区 ｇｏｌｄ ｌｅａｆ 小売業 その他小売 5%

136,755 愛知県 名古屋市中川区 ＧＯＬＦＣａｆｅ サービス その他サービス 5%

136,756 愛知県 名古屋市中川区 サイクルジョイ中川昭和橋店 小売業 その他小売 5%

136,757 愛知県 名古屋市中川区 佐京 小売業 衣料品 5%

136,758 愛知県 名古屋市中川区 佐竹電気中川店 小売業 電化製品 5%

136,759 愛知県 名古屋市中川区 サンライブ花塚店 小売業 電化製品 5%

136,760 愛知県 名古屋市中川区 サンライブ渡辺 小売業 電化製品 5%

136,761 愛知県 名古屋市中川区 ジェラテリアピノキオ 小売業 食料品 5%

136,762 愛知県 名古屋市中川区 しゃぶしゃぶ温野菜八熊通店 サービス 飲食業 2%

136,763 愛知県 名古屋市中川区 自由空間八田 サービス 飲食業 5%

136,764 愛知県 名古屋市中川区 ｃｈｏｕｃｈｏｕｒｏｕｇｅ サービス その他サービス 5%

136,765 愛知県 名古屋市中川区 シルビア珈琲店　高杉店 サービス 飲食業 5%

136,766 愛知県 名古屋市中川区 新時代中川区昭和橋店 サービス 飲食業 5%

136,767 愛知県 名古屋市中川区 ｓｌｙ サービス 理容・美容業 5%

136,768 愛知県 名古屋市中川区 寿司はし サービス 飲食業 5%

136,769 愛知県 名古屋市中川区 スタートラスト本店 サービス その他サービス 5%

136,770 愛知県 名古屋市中川区 スッキリカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

136,771 愛知県 名古屋市中川区 ストレート　名古屋店 小売業 その他小売 5%

136,772 愛知県 名古屋市中川区 スマイリークレープ　中川山王店 サービス 飲食業 5%

136,773 愛知県 名古屋市中川区 世界　ｒｉｃｅ協会 サービス その他サービス 5%

136,774 愛知県 名古屋市中川区 セレクトタカミ サービス 理容・美容業 5%

136,775 愛知県 名古屋市中川区 ＳＯＨＯ サービス 理容・美容業 5%

136,776 愛知県 名古屋市中川区 タカマ 小売業 電化製品 5%

136,777 愛知県 名古屋市中川区 タカミ荒子店 サービス 理容・美容業 5%

136,778 愛知県 名古屋市中川区 暖の郷 小売業 その他小売 5%

136,779 愛知県 名古屋市中川区 中華酒房　景雲 サービス 飲食業 5%

136,780 愛知県 名古屋市中川区 中部高圧ホース 小売業 その他小売 5%

136,781 愛知県 名古屋市中川区 チョコレートカフェクオレ1 小売業 食料品 5%

136,782 愛知県 名古屋市中川区 Ｄ＇ｓＣａｓａ×Ｄ＇ｓＧａｒｄｅｎ サービス その他サービス 5%

136,783 愛知県 名古屋市中川区 ＤＰ篠原橋東 サービス 理容・美容業 5%

136,784 愛知県 名古屋市中川区 ＤＰ戸田 サービス 理容・美容業 5%

136,785 愛知県 名古屋市中川区 ｓｅａｇｕｌｌ サービス その他サービス 5%

136,786 愛知県 名古屋市中川区 天下鳥ます　名古屋一色新町店 小売業 食料品 5%

136,787 愛知県 名古屋市中川区 ｔｏ　ｚｏｎｅ　ＴＡＫＡＭＩ サービス 理容・美容業 5%

136,788 愛知県 名古屋市中川区 トヨタカローラ中京太平通店 小売業 その他小売 5%

136,789 愛知県 名古屋市中川区 トヨタレンタリース名古屋ささしまライブ店 サービス その他サービス 2%

136,790 愛知県 名古屋市中川区 トヨタレンタリース名古屋太平通店 サービス その他サービス 2%

136,791 愛知県 名古屋市中川区 ナガラデンキ 小売業 電化製品 5%

136,792 愛知県 名古屋市中川区 セブンーイレブン名古屋荒子４丁目店 小売業 食料品 2%

136,793 愛知県 名古屋市中川区 セブンーイレブン名古屋打中１丁目店 小売業 食料品 2%

136,794 愛知県 名古屋市中川区 セブン－イレブン名古屋かの里３丁目店 小売業 食料品 2%
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136,795 愛知県 名古屋市中川区 セブン－イレブン名古屋草平町店 小売業 食料品 2%

136,796 愛知県 名古屋市中川区 セブン－イレブン名古屋小碓通３丁目店 小売業 食料品 2%

136,797 愛知県 名古屋市中川区 名古屋ダイハツ　新家店 小売業 その他小売 5%

136,798 愛知県 名古屋市中川区 名古屋ダイハツ中川店 小売業 その他小売 5%

136,799 愛知県 名古屋市中川区 セブンーイレブン名古屋中郷２丁目店 小売業 食料品 2%

136,800 愛知県 名古屋市中川区 セブン－イレブン名古屋露橋１丁目店 小売業 食料品 2%

136,801 愛知県 名古屋市中川区 セブン－イレブン名古屋戸田駅前店 小売業 食料品 2%

136,802 愛知県 名古屋市中川区 セブン－イレブン名古屋戸田明正２丁目店 小売業 食料品 2%

136,803 愛知県 名古屋市中川区 セブン－イレブン名古屋長須賀店 小売業 食料品 2%

136,804 愛知県 名古屋市中川区 セブン－イレブン名古屋中花町店 小売業 食料品 2%

136,805 愛知県 名古屋市中川区 セブンーイレブン名古屋西日置２丁目店 小売業 食料品 2%

136,806 愛知県 名古屋市中川区 セブン－イレブン名古屋春田４丁目店 小売業 食料品 2%

136,807 愛知県 名古屋市中川区 セブン－イレブン名古屋東起町４丁目店 小売業 食料品 2%

136,808 愛知県 名古屋市中川区 セブン－イレブン名古屋法華西町５丁目店 小売業 食料品 2%

136,809 愛知県 名古屋市中川区 セブン－イレブン名古屋松葉町１丁目店 小売業 食料品 2%

136,810 愛知県 名古屋市中川区 セブン－イレブン名古屋柳瀬町１丁目店 小売業 食料品 2%

136,811 愛知県 名古屋市中川区 ニッカホーム　名古屋中川営業所 サービス その他サービス 5%

136,812 愛知県 名古屋市中川区 日本料理おぎ原 サービス 飲食業 5%

136,813 愛知県 名古屋市中川区 ネオプラン　新中島フランテ館 サービス その他サービス 5%

136,814 愛知県 名古屋市中川区 ネオプラン 本社 サービス その他サービス 5%

136,815 愛知県 名古屋市中川区 ネッツトヨタ中京松葉公園店 小売業 その他小売 5%

136,816 愛知県 名古屋市中川区 ネッツトヨタ名古屋中川・蜆橋店 小売業 その他小売 5%

136,817 愛知県 名古屋市中川区 ネッツトヨタ名古屋中川・高畑南店 小売業 その他小売 5%

136,818 愛知県 名古屋市中川区 のあ洋菓子店　洋菓子　のあ 小売業 食料品 5%

136,819 愛知県 名古屋市中川区 ＮＯＳＴＹＬＥ　中川店 小売業 その他小売 5%

136,820 愛知県 名古屋市中川区 HPA野田町・ENEOS 小売業 その他小売 5%

136,821 愛知県 名古屋市中川区 はぁとらぼ サービス その他サービス 5%

136,822 愛知県 名古屋市中川区 ハーレーダビッドソン中川 小売業 その他小売 5%

136,823 愛知県 名古屋市中川区 服部自転車店 服部自転車店 小売業 その他小売 5%

136,824 愛知県 名古屋市中川区 服部電器商会　小本店 小売業 電化製品 5%

136,825 愛知県 名古屋市中川区 服部電器商会 小売業 電化製品 5%

136,826 愛知県 名古屋市中川区 濱田知伸 サービス その他サービス 5%

136,827 愛知県 名古屋市中川区 ＨＡＭＩＬＥＫＡ・もえ工房 小売業 衣料品 5%

136,828 愛知県 名古屋市中川区 ばらいろほっぺ サービス その他サービス 5%

136,829 愛知県 名古屋市中川区 Ｂａｌａｎｃｅ サービス その他サービス 5%

136,830 愛知県 名古屋市中川区 株式会社サンヒーリング サービス 理容・美容業 2%

136,831 愛知県 名古屋市中川区 半田水園 中川店 小売業 その他小売 5%

136,832 愛知県 名古屋市中川区 ランドリー　ｆｕｗａｌｉｓ サービス その他サービス 5%

136,833 愛知県 名古屋市中川区 株式会社フェアライン サービス その他サービス 5%

136,834 愛知県 名古屋市中川区 びっくりドンキー太平通店 サービス 飲食業 2%

136,835 愛知県 名古屋市中川区 Ｂｅａｕｔｙ ｖｉｌｌａ ＲＥＮＡＴＡ サービス 理容・美容業 5%

136,836 愛知県 名古屋市中川区 美容室ＳＡＬＯＮ　ＤＥ　ＭＵＵ　サロンドＭｕｕ サービス 理容・美容業 5%
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136,837 愛知県 名古屋市中川区 美容室サンローズ 美容室サンローズ サービス 理容・美容業 5%

136,838 愛知県 名古屋市中川区 ファインズファルマ　アイアイプラザ店　アイアイプラザ店 小売業 その他小売 5%

136,839 愛知県 名古屋市中川区 ファミリーサロンＬｉｂｅｒｔａ サービス 理容・美容業 5%

136,840 愛知県 名古屋市中川区 ｆｉｔ サービス 理容・美容業 5%

136,841 愛知県 名古屋市中川区 ふとんタナカ　アズタウン名古屋西店 小売業 その他小売 5%

136,842 愛知県 名古屋市中川区 Ｐｌｅａｓｕｒｅ サービス 飲食業 5%

136,843 愛知県 名古屋市中川区 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

136,844 愛知県 名古屋市中川区 カラリス高畑店 サービス 理容・美容業 5%

136,845 愛知県 名古屋市中川区 便利屋　節約塾 サービス その他サービス 5%

136,846 愛知県 名古屋市中川区 Ｂｏｉ　Ｂｏｉ　Ｐｉｚｚａ サービス 飲食業 5%

136,847 愛知県 名古屋市中川区 ＶＯＲＡＣＥ 早川 サービス 飲食業 5%

136,848 愛知県 名古屋市中川区 有　ホンダモトショップツネカワ 小売業 その他小売 5%

136,849 愛知県 名古屋市中川区 マニフォールド有限会社 小売業 衣料品 5%

136,850 愛知県 名古屋市中川区 ミルフェクレープ 小売業 食料品 5%

136,851 愛知県 名古屋市中川区 無煙炭火焼肉　尚 サービス 飲食業 5%

136,852 愛知県 名古屋市中川区 名南リクルート株式会社 サービス その他サービス 5%

136,853 愛知県 名古屋市中川区 名豊興業株式会社　伏屋ＳＳ サービス その他サービス 2%

136,854 愛知県 名古屋市中川区 メガネーゼ高畑店 小売業 その他小売 5%

136,855 愛知県 名古屋市中川区 ｍｏｇｏ ｋｉｔｃｈｉｎ ぺこっぱっ ｍｏｇｏ ｋｉｔｃｈｅｎ ぺこっぱっ サービス 飲食業 5%

136,856 愛知県 名古屋市中川区 矢木楽器店　訪問用 小売業 その他小売 5%

136,857 愛知県 名古屋市中川区 ヤマダデンキ 小売業 電化製品 5%

136,858 愛知県 名古屋市中川区 山弥石油株式会社 十一番町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

136,859 愛知県 名古屋市中川区 山弥石油株式会社 八熊給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

136,860 愛知県 名古屋市中川区 ｕ　ｅｙｅｓ サービス 理容・美容業 5%

136,861 愛知県 名古屋市中川区 有限会社　宝石光工芸 小売業 衣料品 5%

136,862 愛知県 名古屋市中川区 有限会社丸二四米穀店 小売業 食料品 5%

136,863 愛知県 名古屋市中川区 有限会社大西自動車 サービス その他サービス 5%

136,864 愛知県 名古屋市中川区 有限会社川上工務店 サービス その他サービス 5%

136,865 愛知県 名古屋市中川区 有限会社太平マイカー 小売業 その他小売 5%

136,866 愛知県 名古屋市中川区 有限会社フジノ 小売業 その他小売 5%

136,867 愛知県 名古屋市中川区 有限会社ヨコヰ商店 小売業 その他小売 5%

136,868 愛知県 名古屋市中川区 Ｙｏｕ－ＭＯＳＴ株式会社 サービス その他サービス 5%

136,869 愛知県 名古屋市中川区 洋菓子フィレンツェ　イベント用 小売業 食料品 5%

136,870 愛知県 名古屋市中川区 洋菓子フィレンツェ　高畑本店 小売業 食料品 5%

136,871 愛知県 名古屋市中川区 洋菓子フィレンツェかの里店 小売業 食料品 5%

136,872 愛知県 名古屋市中川区 洋菓子フィレンツェ高畑本店 小売業 食料品 5%

136,873 愛知県 名古屋市中川区 ライフ回復院 サービス その他サービス 5%

136,874 愛知県 名古屋市中川区 アイライフマネージメント株式会社 サービス その他サービス 5%

136,875 愛知県 名古屋市中川区 来来亭 来来亭 中島新町店 サービス 飲食業 2%

136,876 愛知県 名古屋市中川区 楽音 サービス その他サービス 5%

136,877 愛知県 名古屋市中川区 楽音 サービス その他サービス 5%

136,878 愛知県 名古屋市中川区 ラバイブヘアー サービス 理容・美容業 5%
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136,879 愛知県 名古屋市中川区 Ｌｉｂｅｎｉｔｙ株式会社 小売業 その他小売 5%

136,880 愛知県 名古屋市中川区 Ｌｕｌｕ＆Ｌｏｌｏ サービス 理容・美容業 5%

136,881 愛知県 名古屋市中川区 ＲＨＯＮＥ　ＴＨＥ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

136,882 愛知県 名古屋市中川区 わたなべファミリーほねつぎ サービス その他サービス 5%

136,883 愛知県 名古屋市中川区 和文化サロン紗希 小売業 衣料品 5%

136,884 愛知県 名古屋市中川区 Ｏｎｅ ｓ Ｂｒａｎｄ Ｏｎｅ ｓ Ｂｒａｎｄ ＬＬＣ サービス その他サービス 5%

136,885 愛知県 名古屋市中区 Ａｒｃｈ　Ｎａｉｌｓ サービス その他サービス 5%

136,886 愛知県 名古屋市中区 ａｒｎｅ　アウトレット 小売業 家具・調度品 5%

136,887 愛知県 名古屋市中区 ＡＬＤＩＥＳ　名古屋店 小売業 衣料品 5%

136,888 愛知県 名古屋市中区 ａａｒｏｎ サービス 理容・美容業 5%

136,889 愛知県 名古屋市中区 ｉＰｈｏｎｅ直します．ｃｏｍ金山駅前店 サービス その他サービス 5%

136,890 愛知県 名古屋市中区 ＡｖａｎｉｍＤｅｓｉｇｎｓ 小売業 衣料品 5%

136,891 愛知県 名古屋市中区 ＡｑｕＲｏｏｍＧＲＡＭＰ 小売業 その他小売 5%

136,892 愛知県 名古屋市中区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ａｑｕａ栄 サービス 理容・美容業 5%

136,893 愛知県 名古屋市中区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｏｏｐ矢場町 サービス 理容・美容業 5%

136,894 愛知県 名古屋市中区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｎａｐｌａ久屋大通 サービス 理容・美容業 5%

136,895 愛知県 名古屋市中区 アジアンキッチン　栄 サービス 飲食業 5%

136,896 愛知県 名古屋市中区 アジアンキッチン　スカイオアシス栄 サービス 飲食業 5%

136,897 愛知県 名古屋市中区 アジアン雑貨ゴア 小売業 衣料品 5%

136,898 愛知県 名古屋市中区 東鮓本店 東鮓本店 サカエチカ店 サービス 飲食業 5%

136,899 愛知県 名古屋市中区 東鮓本店 東鮓本店 松原店 サービス 飲食業 5%

136,900 愛知県 名古屋市中区 吾妻茶寮 サービス 飲食業 5%

136,901 愛知県 名古屋市中区 Ａｖａｎｔｉ 小売業 衣料品 5%

136,902 愛知県 名古屋市中区 ＡＶＥＮＵＥ 小売業 衣料品 5%

136,903 愛知県 名古屋市中区 天池 小売業 食料品 5%

136,904 愛知県 名古屋市中区 ａｍａｎｏ錦三店 小売業 その他小売 5%

136,905 愛知県 名古屋市中区 ａｍａｎｏ栄大津通店 小売業 その他小売 5%

136,906 愛知県 名古屋市中区 ａｍａｎｏサカエチカ店 小売業 その他小売 5%

136,907 愛知県 名古屋市中区 ａｍａｎｏサカエ中店 小売業 その他小売 5%

136,908 愛知県 名古屋市中区 ａｍａｎｏ栄町ビル店免税 小売業 その他小売 5%

136,909 愛知県 名古屋市中区 ａｍａｎｏ栄町ビル店 小売業 その他小売 5%

136,910 愛知県 名古屋市中区 アマノドラッグ　錦三店 小売業 その他小売 5%

136,911 愛知県 名古屋市中区 アマノドラッグ　コスモ栄ビル店 小売業 その他小売 5%

136,912 愛知県 名古屋市中区 アマノドラッグ　サカエチカ店 小売業 その他小売 5%

136,913 愛知県 名古屋市中区 アマノドラッグ　サカエ中店 小売業 その他小売 5%

136,914 愛知県 名古屋市中区 ＡＭＩＬＩ サービス 理容・美容業 5%

136,915 愛知県 名古屋市中区 ＡＬＬＹ＇Ｓ サービス 飲食業 5%

136,916 愛知県 名古屋市中区 ある日 小売業 その他小売 5%

136,917 愛知県 名古屋市中区 Ｕｎｗａｖｅ 小売業 衣料品 5%

136,918 愛知県 名古屋市中区 Ａｎｇｅｖｏｇｕｅ　名古屋本店 サービス その他サービス 5%

136,919 愛知県 名古屋市中区 アンダーフィールド　ＵＮＤＥＲＦＩＥＬＤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

136,920 愛知県 名古屋市中区 ａｎｔｉｑｕｅＳａｌｏｎ 小売業 その他小売 5%
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136,921 愛知県 名古屋市中区 ＷＲＩＴＩＮＧ　ＷＯＲＫＳ サービス その他サービス 5%

136,922 愛知県 名古屋市中区 アンフレール サービス 理容・美容業 5%

136,923 愛知県 名古屋市中区 ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ　ＬＯＵＮＧＥ 小売業 衣料品 5%

136,924 愛知県 名古屋市中区 ｕｎｌａｂｅｌ サービス 理容・美容業 5%

136,925 愛知県 名古屋市中区 ＥＭＳ名古屋校 サービス その他サービス 5%

136,926 愛知県 名古屋市中区 居酒屋とんやき丸八 サービス 飲食業 5%

136,927 愛知県 名古屋市中区 居酒屋 哉月 掘りごたつ完全個室居酒屋 哉月 サービス 飲食業 5%

136,928 愛知県 名古屋市中区 石橋楽器　名古屋店 小売業 その他小売 5%

136,929 愛知県 名古屋市中区 石橋楽器　名古屋栄店 小売業 その他小売 5%

136,930 愛知県 名古屋市中区 ｉｓｓ サービス 理容・美容業 5%

136,931 愛知県 名古屋市中区 痛い整体 サービス その他サービス 5%

136,932 愛知県 名古屋市中区 イタリア家庭料理の店サンセット サービス 飲食業 5%

136,933 愛知県 名古屋市中区 ＩＴＡＬＩＡＢＡＲＰＯＮＴＥ サービス 飲食業 5%

136,934 愛知県 名古屋市中区 いちご音楽教室名古屋校 サービス その他サービス 5%

136,935 愛知県 名古屋市中区 焼肉いっぽん サービス 飲食業 5%

136,936 愛知県 名古屋市中区 出光新栄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

136,937 愛知県 名古屋市中区 居東屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

136,938 愛知県 名古屋市中区 いなよしのからあげ サービス 飲食業 5%

136,939 愛知県 名古屋市中区 イニシエイト株式会社 サービス その他サービス 5%

136,940 愛知県 名古屋市中区 犬の幼稚園　わんこラボ 小売業 その他小売 5%

136,941 愛知県 名古屋市中区 いぶ サービス 飲食業 5%

136,942 愛知県 名古屋市中区 イマージュプロ株式会社 サービス その他サービス 5%

136,943 愛知県 名古屋市中区 インディバエステソワン サービス 理容・美容業 5%

136,944 愛知県 名古屋市中区 インテリアワシオ サービス その他サービス 5%

136,945 愛知県 名古屋市中区 Ｉｍｐｏｒｔ ｓｅｌｅｃｔ Ｐｉｅｄｉ 小売業 衣料品 5%

136,946 愛知県 名古屋市中区 ヴィゴラランゲージスタジオ サービス その他サービス 5%

136,947 愛知県 名古屋市中区 ＷｉｔＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

136,948 愛知県 名古屋市中区 ｗｅｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

136,949 愛知県 名古屋市中区 ＷＩＮＮＥＲ　ＶＩＳＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

136,950 愛知県 名古屋市中区 ＷＡＶＥ 小売業 衣料品 5%

136,951 愛知県 名古屋市中区 ｗｏｋｅ サービス 理容・美容業 5%

136,952 愛知県 名古屋市中区 浮き草 小売業 衣料品 5%

136,953 愛知県 名古屋市中区 うさぎのＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ サービス 飲食業 5%

136,954 愛知県 名古屋市中区 ＢＲＯＷＮＹ　ヴラウニィー サービス 飲食業 5%

136,955 愛知県 名古屋市中区 英國屋　名古屋桜通伏見店 小売業 衣料品 5%

136,956 愛知県 名古屋市中区 エクストライシュー 小売業 衣料品 5%

136,957 愛知県 名古屋市中区 Ｓ．Ｉ２．Ｃ．栄地下店 小売業 衣料品 5%

136,958 愛知県 名古屋市中区 エスエルシー サービス その他サービス 5%

136,959 愛知県 名古屋市中区 エスカイヤクラブ　栄店 サービス 飲食業 5%

136,960 愛知県 名古屋市中区 Ｒｅｇｏｌｉｔｈ若宮 サービス 理容・美容業 5%

136,961 愛知県 名古屋市中区 エステティックジョリファム サービス 理容・美容業 5%

136,962 愛知県 名古屋市中区 Ｘ－Ｌａｂ サービス その他サービス 5%
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136,963 愛知県 名古屋市中区 Ａｎｙ サービス 理容・美容業 5%

136,964 愛知県 名古屋市中区 Ｅｐｉｃ　ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

136,965 愛知県 名古屋市中区 Ｅｐｉｃｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

136,966 愛知県 名古屋市中区 Ｅｐｉｃ　ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

136,967 愛知県 名古屋市中区 ＡＢホテル　名古屋栄 サービス 宿泊業 5%

136,968 愛知県 名古屋市中区 エピレクスティングオフィスアオバ サービス その他サービス 5%

136,969 愛知県 名古屋市中区 Ｅ．Ｖ．ＯＰｅｒｓｏｎａｌＴｒａｉｎｉｎｇＧｙｍ サービス その他サービス 5%

136,970 愛知県 名古屋市中区 エム・カミヤ サービス 理容・美容業 5%

136,971 愛知県 名古屋市中区 株式会社　ＭＹＰ　ＭＹＰ　Ｖｏｃａｌ　Ｌｅｓｓｏｎ サービス その他サービス 5%

136,972 愛知県 名古屋市中区 エル・シェルシェ サービス 理容・美容業 5%

136,973 愛知県 名古屋市中区 エレファントネスト サービス 飲食業 5%

136,974 愛知県 名古屋市中区 オアシス行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

136,975 愛知県 名古屋市中区 大須お宝市場 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,976 愛知県 名古屋市中区 大須珈琲 サービス 飲食業 5%

136,977 愛知県 名古屋市中区 大須とんとん サービス 飲食業 5%

136,978 愛知県 名古屋市中区 ０２ｎｉｎｅ　酸素カプセルサロン　オーツーナイン サービス その他サービス 5%

136,979 愛知県 名古屋市中区 orb.L サービス その他サービス 5%

136,980 愛知県 名古屋市中区 ＯＯＲＲＹ． サービス 理容・美容業 5%

136,981 愛知県 名古屋市中区 お菓子のひろば　大須万松寺店 小売業 食料品 5%

136,982 愛知県 名古屋市中区 お菓子屋けんちゃん 小売業 食料品 5%

136,983 愛知県 名古屋市中区 岡本造花分店 小売業 その他小売 5%

136,984 愛知県 名古屋市中区 おさかべＦＰ事務所 サービス その他サービス 5%

136,985 愛知県 名古屋市中区 ＯｓｔｅｒｉａＭｏｃａｊｏ サービス 飲食業 5%

136,986 愛知県 名古屋市中区 オーダーサロン　タナカ 小売業 衣料品 5%

136,987 愛知県 名古屋市中区 オフィス安藤 サービス その他サービス 5%

136,988 愛知県 名古屋市中区 Ｏｒｉｇｉｎ 小売業 その他小売 5%

136,989 愛知県 名古屋市中区 音楽堂　サカエチカ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,990 愛知県 名古屋市中区 音楽堂　栄町ビル店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,991 愛知県 名古屋市中区 音楽堂　セントラルパーク店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,992 愛知県 名古屋市中区 カーサカーサ 小売業 家具・調度品 5%

136,993 愛知県 名古屋市中区 カードラボ　大須２号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,994 愛知県 名古屋市中区 カードラボ　名古屋大須店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

136,995 愛知県 名古屋市中区 かいえん海鮮と日本酒の専門店栄店 サービス 飲食業 5%

136,996 愛知県 名古屋市中区 懐石和食鉄板焼錦輝茶寮 サービス 飲食業 5%

136,997 愛知県 名古屋市中区 快眠ＳＨＯＰ冴ゆ サービス その他サービス 5%

136,998 愛知県 名古屋市中区 カオサンカァ　てづくり朝市 サービス 飲食業 5%

136,999 愛知県 名古屋市中区 学生服のビサイ 小売業 衣料品 5%

137,000 愛知県 名古屋市中区 家具の青山 小売業 家具・調度品 5%

137,001 愛知県 名古屋市中区 隠れ家肉バル　ＤＯＭＯＳ サービス 飲食業 5%

137,002 愛知県 名古屋市中区 ガストロノーム サービス 飲食業 5%

137,003 愛知県 名古屋市中区 ｋａｓｅｒｙａ大須２号店 小売業 食料品 5%

137,004 愛知県 名古屋市中区 ｋａｓｅｒｙａ大須１号店 小売業 食料品 5%
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137,005 愛知県 名古屋市中区 がちゃぼ鉄板焼き　ガチャボテッパンヤキ サービス 飲食業 5%

137,006 愛知県 名古屋市中区 ｃａｃｃｏ サービス 理容・美容業 5%

137,007 愛知県 名古屋市中区 カッシーナ・イクスシー名古屋店 小売業 家具・調度品 5%

137,008 愛知県 名古屋市中区 金山バード　鶏飯金山バード サービス 飲食業 2%

137,009 愛知県 名古屋市中区 鞄のポルテ ポルテ 小売業 衣料品 5%

137,010 愛知県 名古屋市中区 ｃａｆｅ　ＤＯＤＯ サービス 飲食業 5%

137,011 愛知県 名古屋市中区 カフェ・ブランパン　新栄 サービス 飲食業 5%

137,012 愛知県 名古屋市中区 ｃａｆｅ　ｋｉｎａｒｉ サービス 飲食業 5%

137,013 愛知県 名古屋市中区 Ｃａｆｅ Ｄｕｆｉ サービス 飲食業 5%

137,014 愛知県 名古屋市中区 カフェパリオ サービス 飲食業 5%

137,015 愛知県 名古屋市中区 カフェバルセビージャ サービス 飲食業 5%

137,016 愛知県 名古屋市中区 ｃａｆｅＭＡＧＡＲＩ サービス 飲食業 5%

137,017 愛知県 名古屋市中区 ＣＡＦＥ　ＬＥ　ＰＩＮ　ＣＡＦＥ　ＬＥ　ＰＩＮ　大須店 サービス 飲食業 5%

137,018 愛知県 名古屋市中区 株式会社アドバンテージ ホームページ制作ドットコム名古屋 丸の内オフィス サービス その他サービス 5%

137,019 愛知県 名古屋市中区 株式会社エース名古屋 サービス その他サービス 5%

137,020 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＧａｐＳ サービス その他サービス 5%

137,021 愛知県 名古屋市中区 株式会社クリエイティブコーポレーション サービス その他サービス 5%

137,022 愛知県 名古屋市中区 株式会社写真のみくに　フォトテリア金山店 サービス その他サービス 5%

137,023 愛知県 名古屋市中区 株式会社白石生花卸売市場 小売業 その他小売 5%

137,024 愛知県 名古屋市中区 （株）瀬古写真館 サービス その他サービス 5%

137,025 愛知県 名古屋市中区 株式会社ダイキチ 小売業 貴金属・服飾品 5%

137,026 愛知県 名古屋市中区 株式会社大万不動産 サービス その他サービス 5%

137,027 愛知県 名古屋市中区 株式会社坂商会（店舗内用） 小売業 電化製品 5%

137,028 愛知県 名古屋市中区 株式会社芳裳苑 小売業 衣料品 5%

137,029 愛知県 名古屋市中区 三浦刃物店 小売業 電化製品 5%

137,030 愛知県 名古屋市中区 ＹＯＫＯＹＡＭＡ 小売業 衣料品 5%

137,031 愛知県 名古屋市中区 株式会社リミックスプロダクツ サービス その他サービス 5%

137,032 愛知県 名古屋市中区 株式会社　渡辺商店 小売業 衣料品 5%

137,033 愛知県 名古屋市中区 カメラノアマノ栄店 小売業 その他小売 5%

137,034 愛知県 名古屋市中区 ｇａｌａｔｅｏ サービス 理容・美容業 5%

137,035 愛知県 名古屋市中区 ＫａＬａＰａＮａ サービス 飲食業 5%

137,036 愛知県 名古屋市中区 Ｃｕｒｒｙみよし サービス 飲食業 5%

137,037 愛知県 名古屋市中区 ＣＨＡＲＩＳ サービス 理容・美容業 5%

137,038 愛知県 名古屋市中区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋鶴舞公園店 サービス 飲食業 2%

137,039 愛知県 名古屋市中区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中区大津橋店 サービス 飲食業 2%

137,040 愛知県 名古屋市中区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中区瓦町店 サービス 飲食業 2%

137,041 愛知県 名古屋市中区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中区錦三丁目店 サービス 飲食業 2%

137,042 愛知県 名古屋市中区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中区伏見通店 サービス 飲食業 2%

137,043 愛知県 名古屋市中区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中区丸の内１丁目店 サービス 飲食業 2%

137,044 愛知県 名古屋市中区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中区矢場町店 サービス 飲食業 2%

137,045 愛知県 名古屋市中区 ガレリアグレ 小売業 衣料品 5%

137,046 愛知県 名古屋市中区 韓国キッチンネスタル栄 サービス 飲食業 5%
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137,047 愛知県 名古屋市中区 元祖 たこ庵 大須本店 サービス 飲食業 5%

137,048 愛知県 名古屋市中区 可ん寅 サービス 飲食業 5%

137,049 愛知県 名古屋市中区 ｋａｎｎｏｎｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

137,050 愛知県 名古屋市中区 きだかおり税理士事務所 サービス その他サービス 5%

137,051 愛知県 名古屋市中区 吉粋（ｋｉｓｓｕｉ） 小売業 その他小売 5%

137,052 愛知県 名古屋市中区 －Ｇｉｆｔ－ サービス その他サービス 5%

137,053 愛知県 名古屋市中区 きものやまなか 小売業 衣料品 5%

137,054 愛知県 名古屋市中区 ＫＡＰＩＴＡＬ　名古屋店 小売業 衣料品 5%

137,055 愛知県 名古屋市中区 キャンアイドレッシー金山店 サービス その他サービス 5%

137,056 愛知県 名古屋市中区 キャンディー・ショータイム名古屋栄店 小売業 食料品 5%

137,057 愛知県 名古屋市中区 ｃａｎｄｌｅｓｈｏｐｋｉｎａｒｉ 小売業 その他小売 5%

137,058 愛知県 名古屋市中区 京いろは サービス 飲食業 5%

137,059 愛知県 名古屋市中区 玉栄堂　株式会社　玉栄堂 小売業 その他小売 5%

137,060 愛知県 名古屋市中区 Ｃｕｏｒｅ【クオーレ】 サービス 理容・美容業 5%

137,061 愛知県 名古屋市中区 喰ったって? サービス 飲食業 5%

137,062 愛知県 名古屋市中区 クッチーナディ　イタリアスカイオアシス栄 サービス 飲食業 5%

137,063 愛知県 名古屋市中区 くねくね大須店 サービス 飲食業 5%

137,064 愛知県 名古屋市中区 くねくね伏見店 サービス 飲食業 5%

137,065 愛知県 名古屋市中区 ＣＬＡＶＩＳ　ＨＥＡＲＴ サービス 理容・美容業 5%

137,066 愛知県 名古屋市中区 ＣＬＡＶＩＳ　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ サービス 理容・美容業 5%

137,067 愛知県 名古屋市中区 Ｇｒａｃｉａｓ サービス その他サービス 5%

137,068 愛知県 名古屋市中区 グラシャス 小売業 その他小売 5%

137,069 愛知県 名古屋市中区 グラス 小売業 貴金属・服飾品 5%

137,070 愛知県 名古屋市中区 グラス玉重眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

137,071 愛知県 名古屋市中区 Ｇｒａｐｈｅｄｉｔ． サービス 理容・美容業 5%

137,072 愛知県 名古屋市中区 ＣＬＡＲＩＳＳＡ サービス 理容・美容業 5%

137,073 愛知県 名古屋市中区 Ｇｒａｎｄｊｅｔｅ サービス 理容・美容業 5%

137,074 愛知県 名古屋市中区 ＣＬＥＡＲｏｆｈａｉｒ栄南店 サービス 理容・美容業 5%

137,075 愛知県 名古屋市中区 Ｃｒｉｂ サービス 理容・美容業 5%

137,076 愛知県 名古屋市中区 グリルアラベル名古屋分店 サービス 飲食業 5%

137,077 愛知県 名古屋市中区 グリルアラベル名古屋丸の内支店 サービス 飲食業 2%

137,078 愛知県 名古屋市中区 ＣＲＡＺＹＤＩＮＩＮＧ＆Ｌａｂ． サービス 飲食業 5%

137,079 愛知県 名古屋市中区 グレイシーデザイン株式会社 小売業 電化製品 5%

137,080 愛知県 名古屋市中区 ｇｒｏｗ　ｂｙ　ｋ－ｔｗｏ名古屋店 サービス 理容・美容業 5%

137,081 愛知県 名古屋市中区 燻製Ｂａｒ　ｋｅｍｕｒｉ サービス 飲食業 5%

137,082 愛知県 名古屋市中区 けいた サービス 飲食業 5%

137,083 愛知県 名古屋市中区 Ｋ－ｔｗｏスクール　名古屋校 サービス 理容・美容業 5%

137,084 愛知県 名古屋市中区 Ｋ－ｔｗｏ　名古屋店 サービス 理容・美容業 5%

137,085 愛知県 名古屋市中区 Ｋ－ｓｔｙｌｅ サービス 飲食業 5%

137,086 愛知県 名古屋市中区 乾山　ホテルグランコート名古屋店 サービス 飲食業 5%

137,087 愛知県 名古屋市中区 源’Ｓ栄町支店 サービス 飲食業 5%

137,088 愛知県 名古屋市中区 ケンドラランド サービス 飲食業 5%
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137,089 愛知県 名古屋市中区 財　にっぽんど真ん中祭り文化財団 サービス その他サービス 5%

137,090 愛知県 名古屋市中区 合同会社 ＭＥＥＳ サービス 理容・美容業 5%

137,091 愛知県 名古屋市中区 珈琲松 サービス 飲食業 5%

137,092 愛知県 名古屋市中区 ＧＯＬＤＳＣＩＳＳＯＲＳ サービス 理容・美容業 5%

137,093 愛知県 名古屋市中区 こぐま治療院 サービス その他サービス 5%

137,094 愛知県 名古屋市中区 ＣｏＣｏ壱番屋中区広小路本町店 サービス 飲食業 2%

137,095 愛知県 名古屋市中区 ＫＯＫＡＣＡＲＥ サービス その他サービス 5%

137,096 愛知県 名古屋市中区 ごだいご　栄 サービス 飲食業 5%

137,097 愛知県 名古屋市中区 ごはんとお酒　イエゴリコ サービス 飲食業 5%

137,098 愛知県 名古屋市中区 コフレ・ア・ビジョー 小売業 その他小売 5%

137,099 愛知県 名古屋市中区 米猿百十 小売業 食料品 5%

137,100 愛知県 名古屋市中区 ゴルフキッズ名古屋錦通店 小売業 その他小売 2%

137,101 愛知県 名古屋市中区 ゴルフニューオオシカ 小売業 その他小売 5%

137,102 愛知県 名古屋市中区 Ｔｈｅ　Ｙ’ｓ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

137,103 愛知県 名古屋市中区 彩雲 サービス その他サービス 5%

137,104 愛知県 名古屋市中区 サイクルショップＰＲＩＤＥ ＯＮＥ 小売業 その他小売 5%

137,105 愛知県 名古屋市中区 ＣＹｂＥＲ　ｄＹＮＥ　イベント 小売業 衣料品 5%

137,106 愛知県 名古屋市中区 再美屋 小売業 衣料品 5%

137,107 愛知県 名古屋市中区 サヴァラン サービス 飲食業 5%

137,108 愛知県 名古屋市中区 ＳＯＵＮＤ　ＢＡＲ　ＭＩＲＡＩ サービス 飲食業 5%

137,109 愛知県 名古屋市中区 ｓｏｕｎｄ ｂａｒ ＬＯＯＰ サービス 飲食業 5%

137,110 愛知県 名古屋市中区 栄どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

137,111 愛知県 名古屋市中区 魚 お肉のおいしい居酒屋磯次郎 サービス 飲食業 5%

137,112 愛知県 名古屋市中区 魚屋の台所　下の一色　魚屋の台所　下の一色　ニシキ店 サービス 飲食業 5%

137,113 愛知県 名古屋市中区 さかなやま本場御園店 サービス 飲食業 5%

137,114 愛知県 名古屋市中区 Ｔｈｅ蔵 小売業 食料品 5%

137,115 愛知県 名古屋市中区 酒のソクハイ錦本店 小売業 その他小売 5%

137,116 愛知県 名古屋市中区 ザ・コンランショップ名古屋店 小売業 家具・調度品 5%

137,117 愛知県 名古屋市中区 ３ｘ３＝∞ 小売業 その他小売 5%

137,118 愛知県 名古屋市中区 サッカーギアショップ オンズ 小売業 その他小売 5%

137,119 愛知県 名古屋市中区 札幌かに本家　金山店 サービス 飲食業 5%

137,120 愛知県 名古屋市中区 札幌かに本家　栄中央店 サービス 飲食業 5%

137,121 愛知県 名古屋市中区 座頭牛 サービス 飲食業 5%

137,122 愛知県 名古屋市中区 佐藤洋服店 小売業 衣料品 5%

137,123 愛知県 名古屋市中区 ＳｕｎｎｙＤａｙｓ サービス その他サービス 5%

137,124 愛知県 名古屋市中区 讃岐うどん　田　二丁目店 サービス 飲食業 5%

137,125 愛知県 名古屋市中区 讃岐うどん　田　本店 サービス 飲食業 5%

137,126 愛知県 名古屋市中区 ＴｈｅＶｉｎｔａｇｅＧａｒｄｅｎ 小売業 衣料品 5%

137,127 愛知県 名古屋市中区 ＴＨＥＦＩＶＥＳＰＡ サービス 理容・美容業 5%

137,128 愛知県 名古屋市中区 サブファイブランディングパートナー サービス その他サービス 5%

137,129 愛知県 名古屋市中区 ＴＨＥＲＩＳＣＯ サービス 飲食業 5%

137,130 愛知県 名古屋市中区 サルバドール サービス 飲食業 5%
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137,131 愛知県 名古屋市中区 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＣＯＣＯ サービス その他サービス 5%

137,132 愛知県 名古屋市中区 ｓａｌｏｎｋｏｋｏ サービス 理容・美容業 5%

137,133 愛知県 名古屋市中区 ＳＡＬＯＮ　ＤＥ　Ｍ サービス 理容・美容業 5%

137,134 愛知県 名古屋市中区 Ｓａｌｏｎ ｄｅ ｓａｋａｅ 名古屋 サービス 理容・美容業 5%

137,135 愛知県 名古屋市中区 サロンドソレイユ　栄店 サービス 理容・美容業 5%

137,136 愛知県 名古屋市中区 ＳａｌｏｎｄｅＳｏｉｎ サービス 理容・美容業 5%

137,137 愛知県 名古屋市中区 サロン・ド・モア 小売業 衣料品 5%

137,138 愛知県 名古屋市中区 ザ・ワインバー　栄店 サービス 飲食業 5%

137,139 愛知県 名古屋市中区 澤政興業株式会社　本社 小売業 その他小売 5%

137,140 愛知県 名古屋市中区 Ｓａｎｄｉａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

137,141 愛知県 名古屋市中区 サンパ サービス 飲食業 5%

137,142 愛知県 名古屋市中区 三陽きもの 小売業 衣料品 5%

137,143 愛知県 名古屋市中区 シーシャ　カフェ　ケムリ サービス 飲食業 5%

137,144 愛知県 名古屋市中区 ＳＨＥ．ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

137,145 愛知県 名古屋市中区 Ｃｈｅｚ　Ｔｏｔｏ サービス 飲食業 5%

137,146 愛知県 名古屋市中区 ＪＡ　Ｍｏｂｉｌｅ大須店 小売業 電化製品 5%

137,147 愛知県 名古屋市中区 ジェラテリアおぶせ サービス 飲食業 5%

137,148 愛知県 名古屋市中区 ＣＩＥＬ　栄店 サービス 理容・美容業 5%

137,149 愛知県 名古屋市中区 ＣＩＥＬ　栄店 サービス 理容・美容業 5%

137,150 愛知県 名古屋市中区 ＣＩＥＬビューティネイル サービス その他サービス 5%

137,151 愛知県 名古屋市中区 ｓｈｉｏｓａｉ サービス 飲食業 5%

137,152 愛知県 名古屋市中区 重きよ サービス 飲食業 5%

137,153 愛知県 名古屋市中区 ＪＩＳＴＡ サービス 飲食業 5%

137,154 愛知県 名古屋市中区 ＪＩＳＴＡ ＮＩＴＲＯ サービス 飲食業 5%

137,155 愛知県 名古屋市中区 Ｇ－ＳＴＡＲ　ＳＴＯＲＥ　ＮＡＧＯＹＡ 小売業 衣料品 5%

137,156 愛知県 名古屋市中区 質ウエダ　栄店 小売業 その他小売 5%

137,157 愛知県 名古屋市中区 Ｃｉｔｙ Ｏａｓｉｓ サービス その他サービス 5%

137,158 愛知県 名古屋市中区 ジテンシャデポ　大須店 小売業 その他小売 5%

137,159 愛知県 名古屋市中区 シバタ　御園店 小売業 貴金属・服飾品 5%

137,160 愛知県 名古屋市中区 司法書士村井事務所 サービス その他サービス 5%

137,161 愛知県 名古屋市中区 しまなみ サービス 飲食業 5%

137,162 愛知県 名古屋市中区 ＪＡＮＩＣＥ 小売業 衣料品 5%

137,163 愛知県 名古屋市中区 写楽　名古屋錦第一店 サービス 飲食業 5%

137,164 愛知県 名古屋市中区 ｓｈｕｕ工房 小売業 衣料品 5%

137,165 愛知県 名古屋市中区 集中ルーム　集中ルーム サービス その他サービス 5%

137,166 愛知県 名古屋市中区 ＣｈｏｕＣｈｏｕｎａシュシュナ サービス 飲食業 5%

137,167 愛知県 名古屋市中区 ＪｕｒｅｒＥｙｅ サービス 理容・美容業 5%

137,168 愛知県 名古屋市中区 ＪｕｒｅｒＢｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

137,169 愛知県 名古屋市中区 ＪｕｒｅｒＢｅｌｌｅ　ヘアサロン　ＪｕｒｅｒＢｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

137,170 愛知県 名古屋市中区 旬彩酒房　設楽 サービス 飲食業 5%

137,171 愛知県 名古屋市中区 旬彩酒房　設楽 サービス 飲食業 5%

137,172 愛知県 名古屋市中区 旬菜和食めじろ サービス 飲食業 5%
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137,173 愛知県 名古屋市中区 シルバー・ライニング 小売業 衣料品 5%

137,174 愛知県 名古屋市中区 二朗丸 小売業 食料品 5%

137,175 愛知県 名古屋市中区 ＣＩＮＱ サービス 理容・美容業 5%

137,176 愛知県 名古屋市中区 新健勝苑名古屋店 小売業 衣料品 5%

137,177 愛知県 名古屋市中区 新時代金山駅前店 サービス 飲食業 5%

137,178 愛知県 名古屋市中区 新時代錦三丁目大津通り店 サービス 飲食業 5%

137,179 愛知県 名古屋市中区 進風舎　金シャチ横丁　名古屋人力車 サービス その他サービス 5%

137,180 愛知県 名古屋市中区 新萬丸亭 サービス 飲食業 5%

137,181 愛知県 名古屋市中区 新リンパサロン名古屋 サービス 理容・美容業 5%

137,182 愛知県 名古屋市中区 新リンパサロン名古屋 サービス 理容・美容業 5%

137,183 愛知県 名古屋市中区 スーパーポテト　名古屋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

137,184 愛知県 名古屋市中区 末広屋 小売業 衣料品 5%

137,185 愛知県 名古屋市中区 ｓｃｈｏｏｌ　ｋｉｎａｒｉ 小売業 その他小売 5%

137,186 愛知県 名古屋市中区 スコンターカフェ大須店 サービス 飲食業 5%

137,187 愛知県 名古屋市中区 スコンター錦店 サービス 飲食業 5%

137,188 愛知県 名古屋市中区 鮨　村上 サービス 飲食業 5%

137,189 愛知県 名古屋市中区 寿司処五一 サービス 飲食業 5%

137,190 愛知県 名古屋市中区 鮨都和 サービス 飲食業 5%

137,191 愛知県 名古屋市中区 すしバルちこり　すしバルちこり サービス 飲食業 5%

137,192 愛知県 名古屋市中区 すずや サービス 飲食業 5%

137,193 愛知県 名古屋市中区 スター珈琲商会 小売業 その他小売 5%

137,194 愛知県 名古屋市中区 スタジオ　ＺＯＯ サービス その他サービス 5%

137,195 愛知県 名古屋市中区 スタジオフィックス サービス その他サービス 5%

137,196 愛知県 名古屋市中区 スタジオフツーロバイビーヘアー サービス 理容・美容業 5%

137,197 愛知県 名古屋市中区 すたみな太郎　スポルト名古屋店 サービス 飲食業 5%

137,198 愛知県 名古屋市中区 すたみな太郎ＮＥＸＴドン・キホーテ サービス 飲食業 5%

137,199 愛知県 名古屋市中区 スパイスカリーバル谷 サービス 飲食業 5%

137,200 愛知県 名古屋市中区 Ｓｐｉｒｉｔｓ広小路伏見店 Ｓｐｉｒｉｔｓ広小路伏見店 小売業 その他小売 5%

137,201 愛知県 名古屋市中区 スピリッツ本店 Ｓｐｉｒｉｔｓ本店 小売業 その他小売 5%

137,202 愛知県 名古屋市中区 炭火ほるもんひとすじ本店 サービス 飲食業 5%

137,203 愛知県 名古屋市中区 炭焼いろり料理遥 サービス 飲食業 5%

137,204 愛知県 名古屋市中区 炭焼ちきんかばぶ サービス 飲食業 5%

137,205 愛知県 名古屋市中区 炭焼き鳥　ぼう家　金山店 サービス 飲食業 5%

137,206 愛知県 名古屋市中区 スミヨシベース サービス 飲食業 5%

137,207 愛知県 名古屋市中区 Ｓｅｉｓ サービス 理容・美容業 5%

137,208 愛知県 名古屋市中区 生鮮ひろばサンエース記念橋店 小売業 食料品 5%

137,209 愛知県 名古屋市中区 生鮮ひろばサンエース伏見店 小売業 食料品 5%

137,210 愛知県 名古屋市中区 誠電社 小売業 電化製品 5%

137,211 愛知県 名古屋市中区 Ｃｅｐｐｏ 小売業 その他小売 5%

137,212 愛知県 名古屋市中区 Ｓｅｒｇｅ源　ｓグループ　ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ｇｅｎ　ｓ サービス 飲食業 5%

137,213 愛知県 名古屋市中区 ＳＥＲＧＥ源’Ｓ錦店５階 サービス 飲食業 5%

137,214 愛知県 名古屋市中区 ＳＥＲＧＥ源’Ｓ錦店３Ｆ サービス 飲食業 5%
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137,215 愛知県 名古屋市中区 ＳＥＲＧＥ源’Ｓ錦店４階 サービス 飲食業 5%

137,216 愛知県 名古屋市中区 創作着物と帯の専門店マルトヤ 小売業 衣料品 5%

137,217 愛知県 名古屋市中区 ＺＯＣＡＬＯ名古屋店 小売業 衣料品 5%

137,218 愛知県 名古屋市中区 そば居酒屋　満月 サービス 飲食業 5%

137,219 愛知県 名古屋市中区 Ｓｏｌｅｉｌ　金山店 サービス 理容・美容業 5%

137,220 愛知県 名古屋市中区 美容矯正専門店Ｗｅｍｉａｓ（ウェミアス） サービス 理容・美容業 5%

137,221 愛知県 名古屋市中区 ｂｕｉｏｎｅｗｓｔｙｌｅｆｉｔｎｅｓｓ サービス その他サービス 5%

137,222 愛知県 名古屋市中区 大黒鶴舞店 サービス 飲食業 5%

137,223 愛知県 名古屋市中区 ダイコクドラッグ栄店 小売業 その他小売 5%

137,224 愛知県 名古屋市中区 ダイコクドラッグＳＵＮＳＨＩＮＥＳＡＫＡＥ店 小売業 その他小売 5%

137,225 愛知県 名古屋市中区 大衆酒場　鉄板焼じろう サービス 飲食業 5%

137,226 愛知県 名古屋市中区 ダイニングキッチンオハナ サービス 飲食業 5%

137,227 愛知県 名古屋市中区 ＴＨＡＩＦＯＯＤＳ　マイペンライ サービス 飲食業 5%

137,228 愛知県 名古屋市中区 大福屋名古屋店 小売業 衣料品 5%

137,229 愛知県 名古屋市中区 タイ料理カオサンカァ サービス 飲食業 5%

137,230 愛知県 名古屋市中区 タクミカメラ サービス その他サービス 5%

137,231 愛知県 名古屋市中区 タナカウオッチギャラリー久屋大通店 小売業 その他小売 5%

137,232 愛知県 名古屋市中区 Ｄａｎｉｅｌ　Ｗｅｌｌｉｎｇｔｏｎ　名古屋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

137,233 愛知県 名古屋市中区 Ｔａｐｉｓｏｒｏ サービス 理容・美容業 5%

137,234 愛知県 名古屋市中区 タピソロ　Ｔａｐｉｓｏｒｏ サービス 理容・美容業 5%

137,235 愛知県 名古屋市中区 ｔａｍｙ　南一番街店舗 小売業 衣料品 5%

137,236 愛知県 名古屋市中区 ダンスケイト合同会社 小売業 その他小売 5%

137,237 愛知県 名古屋市中区 ダンスケイト バレエ用品のダンスケイト 小売業 その他小売 5%

137,238 愛知県 名古屋市中区 Ｔｅａｍ　Ｎ　１ サービス その他サービス 5%

137,239 愛知県 名古屋市中区 チェザリ サービス 飲食業 5%

137,240 愛知県 名古屋市中区 チカバル サービス 飲食業 5%

137,241 愛知県 名古屋市中区 ちはら寿し サービス 飲食業 5%

137,242 愛知県 名古屋市中区 チャコールグリーンファニチャー 小売業 貴金属・服飾品 5%

137,243 愛知県 名古屋市中区 中華料理　回味 サービス 飲食業 5%

137,244 愛知県 名古屋市中区 中国料理　栄発 サービス 飲食業 5%

137,245 愛知県 名古屋市中区 中日印章印刷株式会社 小売業 その他小売 5%

137,246 愛知県 名古屋市中区 中京マイコン 赤門店 小売業 その他小売 5%

137,247 愛知県 名古屋市中区 長者町もんじゃ サービス 飲食業 5%

137,248 愛知県 名古屋市中区 Chiyoda Hotel Nagoya サービス 宿泊業 5%

137,249 愛知県 名古屋市中区 月波 サービス 飲食業 5%

137,250 愛知県 名古屋市中区 ＴＳＵＫＵＮＥ  つくね サービス 飲食業 5%

137,251 愛知県 名古屋市中区 ＴＣＰ サービス その他サービス 5%

137,252 愛知県 名古屋市中区 Ｔ＇ｓｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

137,253 愛知県 名古屋市中区 ＴＡＴ名古屋店 サービス 理容・美容業 5%

137,254 愛知県 名古屋市中区 株式会社ディスカバリートラベル サービス その他サービス 5%

137,255 愛知県 名古屋市中区 手織り工房ＹＵＫＩ サービス その他サービス 5%

137,256 愛知県 名古屋市中区 テクニコ 小売業 その他小売 5%
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137,257 愛知県 名古屋市中区 Ｔｅ＇Ｄａ サービス 理容・美容業 5%

137,258 愛知県 名古屋市中区 ＤｅＣ合同会社 サービス その他サービス 5%

137,259 愛知県 名古屋市中区 店長の隠し部屋 サービス 飲食業 5%

137,260 愛知県 名古屋市中区 店長のひとりごと　店長のひとりごと サービス 飲食業 5%

137,261 愛知県 名古屋市中区 東海補聴器センター愛知店 小売業 その他小売 5%

137,262 愛知県 名古屋市中区 ｔｒｕｅｃｈａｒｍ 小売業 衣料品 5%

137,263 愛知県 名古屋市中区 トゥワロジャパン サービス その他サービス 5%

137,264 愛知県 名古屋市中区 ｔｏｏｋａ 小売業 その他小売 5%

137,265 愛知県 名古屋市中区 徳壽山清浄寺　徳壽山　清浄寺　　矢場地蔵 サービス その他サービス 5%

137,266 愛知県 名古屋市中区 ＤＲ　ＪＡＫ 小売業 衣料品 5%

137,267 愛知県 名古屋市中区 Ｄｒ．Ｖａｐｏｒ 小売業 その他小売 5%

137,268 愛知県 名古屋市中区 時計修理のＭｒ　ＢＯＢ　栄森の地下街店 サービス その他サービス 5%

137,269 愛知県 名古屋市中区 時計倉庫ＴＯＫＩＡ　栄店 小売業 その他小売 5%

137,270 愛知県 名古屋市中区 時計倉庫ＴＯＫＩＡ 万松寺店 小売業 その他小売 5%

137,271 愛知県 名古屋市中区 時計倉庫ＴＯＫＩＡ　栄中央店 小売業 その他小売 5%

137,272 愛知県 名古屋市中区 ドスパラ名古屋・大須店 小売業 その他小売 5%

137,273 愛知県 名古屋市中区 トップカメラ 小売業 電化製品 5%

137,274 愛知県 名古屋市中区 トップカメラ　大須デジタル館 小売業 電化製品 5%

137,275 愛知県 名古屋市中区 トップカメラ　本店 小売業 電化製品 5%

137,276 愛知県 名古屋市中区 どてＭＡＮＩＡ サービス 飲食業 5%

137,277 愛知県 名古屋市中区 とめ手羽　栄店 サービス 飲食業 5%

137,278 愛知県 名古屋市中区 とめ手羽　伏見 サービス 飲食業 5%

137,279 愛知県 名古屋市中区 トヨタカローラ名古屋株式会社 小売業 その他小売 5%

137,280 愛知県 名古屋市中区 トヨタカローラ名古屋西大須店 小売業 その他小売 5%

137,281 愛知県 名古屋市中区 トヨタレンタリース名古屋名古屋錦店 サービス その他サービス 2%

137,282 愛知県 名古屋市中区 トヨタレンタリース名古屋ビジネスプラザ東別院店 サービス その他サービス 2%

137,283 愛知県 名古屋市中区 トヨタレンタリース名古屋ホテルグランコート名古屋店 サービス その他サービス 2%

137,284 愛知県 名古屋市中区 トヨタレンタリース名古屋丸の内駅北店 サービス その他サービス 2%

137,285 愛知県 名古屋市中区 トヨタレンタリース名古屋丸の内駅前店 サービス その他サービス 2%

137,286 愛知県 名古屋市中区 トヨタレンタリース名古屋矢場町店 サービス その他サービス 2%

137,287 愛知県 名古屋市中区 ドラード サービス 飲食業 5%

137,288 愛知県 名古屋市中区 ＴＲＡＶＩＳ 小売業 衣料品 5%

137,289 愛知県 名古屋市中区 ＴＲＡＶＩＳ　ＴＲＡＶＩＳ 小売業 衣料品 5%

137,290 愛知県 名古屋市中区 ドラッグテジョン 小売業 その他小売 5%

137,291 愛知県 名古屋市中区 鳥しげ錦本店 サービス 飲食業 5%

137,292 愛知県 名古屋市中区 Ｔｒｉｐ＆ＳｌｅｅｐＨｏｓｔｅｌ サービス その他サービス 5%

137,293 愛知県 名古屋市中区 とり要 サービス 飲食業 5%

137,294 愛知県 名古屋市中区 ドルフィン サービス 飲食業 5%

137,295 愛知県 名古屋市中区 とんぺら屋金山店 サービス 飲食業 5%

137,296 愛知県 名古屋市中区 とんぺら屋錦三丁目店 サービス 飲食業 5%

137,297 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋大須赤門店 小売業 食料品 2%

137,298 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋大須観音店 小売業 食料品 2%
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137,299 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋大須２丁目店 小売業 食料品 2%

137,300 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋大須２丁目南店 小売業 食料品 2%

137,301 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋大須４丁目店 小売業 食料品 2%

137,302 愛知県 名古屋市中区 名古屋ガーランドホテル サービス 宿泊業 5%

137,303 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋金山駅西店 小売業 食料品 2%

137,304 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋上前津駅前店 小売業 食料品 2%

137,305 愛知県 名古屋市中区 セブンーイレブン名古屋上前津２丁目店 小売業 食料品 2%

137,306 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋瓦町久屋東店 小売業 食料品 2%

137,307 愛知県 名古屋市中区 ナゴヤキッチュエビオ 小売業 食料品 5%

137,308 愛知県 名古屋市中区 名古屋コーチン　弌鳥　長谷川ビル店 サービス 飲食業 5%

137,309 愛知県 名古屋市中区 名古屋コーチン 旬菜 一鳳 錦店 サービス 飲食業 5%

137,310 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋栄５丁目店 小売業 食料品 2%

137,311 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋栄３丁目店 小売業 食料品 2%

137,312 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋栄３三蔵通店 小売業 食料品 2%

137,313 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋栄２丁目店 小売業 食料品 2%

137,314 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋栄２丁目東店 小売業 食料品 2%

137,315 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋桜通大津店 小売業 食料品 2%

137,316 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋桜通呉服店 小売業 食料品 2%

137,317 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋桜通錦１丁目店 小売業 食料品 2%

137,318 愛知県 名古屋市中区 名古屋市美術館Ｍショップ 小売業 その他小売 5%

137,319 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋新栄１瓦町店 小売業 食料品 2%

137,320 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋新栄１丁目店 小売業 食料品 2%

137,321 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋新栄２丁目南店 小売業 食料品 2%

137,322 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋センタービル店 小売業 食料品 2%

137,323 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋セントラル葵ビル店 小売業 食料品 2%

137,324 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋セントラルパーク店 小売業 食料品 2%

137,325 愛知県 名古屋市中区 名古屋総合税理士法人 サービス その他サービス 5%

137,326 愛知県 名古屋市中区 名古屋ダイハツ大井サービスセンター 小売業 その他小売 5%

137,327 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋地下鉄久屋大通駅店 小売業 食料品 2%

137,328 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋地下鉄丸の内駅店 小売業 食料品 2%

137,329 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋千代田１丁目店 小売業 食料品 2%

137,330 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋千代田３丁目店 小売業 食料品 2%

137,331 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋千代田４丁目店 小売業 食料品 2%

137,332 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋中区役所前店 小売業 食料品 2%

137,333 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋ナディアパーク前店 小売業 食料品 2%

137,334 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋錦３丁目店 小売業 食料品 2%

137,335 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋錦２長者町通店 小売業 食料品 2%

137,336 愛知県 名古屋市中区 セブンーイレブン名古屋東別院駅北店 小売業 食料品 2%

137,337 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋東別院駅南店 小売業 食料品 2%

137,338 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋広小路長者町店 小売業 食料品 2%

137,339 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋広小路ビルヂング店 小売業 食料品 2%

137,340 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋伏見あいワークビル店 小売業 食料品 2%
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137,341 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋伏見駅北店 小売業 食料品 2%

137,342 愛知県 名古屋市中区 セブンーイレブン名古屋伏見駅前店 小売業 食料品 2%

137,343 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋富士見町店 小売業 食料品 2%

137,344 愛知県 名古屋市中区 バル平 サービス 飲食業 5%

137,345 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋正木２丁目店 小売業 食料品 2%

137,346 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋松原３丁目店 小売業 食料品 2%

137,347 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋松原２丁目店 小売業 食料品 2%

137,348 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋丸田町店 小売業 食料品 2%

137,349 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋丸の内３本町通店 小売業 食料品 2%

137,350 愛知県 名古屋市中区 セブン－イレブン名古屋丸の内２丁目店 小売業 食料品 2%

137,351 愛知県 名古屋市中区 名古屋ゆきざき 小売業 貴金属・服飾品 5%

137,352 愛知県 名古屋市中区 名古屋浴場商業協同組合　物販 サービス その他サービス 5%

137,353 愛知県 名古屋市中区 ＮｏｍＮｏｍＣＡＦＥＤＩＮＩＮＧＢＡＲ サービス 飲食業 5%

137,354 愛知県 名古屋市中区 鳴門鯛焼本舗　大須東仁王門通店 サービス 飲食業 5%

137,355 愛知県 名古屋市中区 Ｎｅｅｌｕ【ニール】 サービス 理容・美容業 5%

137,356 愛知県 名古屋市中区 肉卸直送　焼肉たいが　錦店 サービス 飲食業 5%

137,357 愛知県 名古屋市中区 西尾モーター　本店 サービス その他サービス 5%

137,358 愛知県 名古屋市中区 錦ゆきざき 小売業 貴金属・服飾品 5%

137,359 愛知県 名古屋市中区 ニッカ不動産　伏見店 サービス その他サービス 5%

137,360 愛知県 名古屋市中区 ニットーケイビ サービス その他サービス 5%

137,361 愛知県 名古屋市中区 日本橋　紅とん　日本橋　紅とん　丸の内店 サービス 飲食業 5%

137,362 愛知県 名古屋市中区 日本料理匠 サービス 飲食業 5%

137,363 愛知県 名古屋市中区 ＮＩＹＯＮ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

137,364 愛知県 名古屋市中区 ＮＩＹＯＮ　ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

137,365 愛知県 名古屋市中区 ＮＵＥＳＴＲＯ 小売業 衣料品 5%

137,366 愛知県 名古屋市中区 ｎａｉｌ　＆　ｅｙｅ　Ｊｕｎｅ． サービス その他サービス 5%

137,367 愛知県 名古屋市中区 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ｆｉｎｏｃｅ サービス その他サービス 5%

137,368 愛知県 名古屋市中区 ＮＥＸＴ　ＦＯＣＵＳ大須店 小売業 その他小売 5%

137,369 愛知県 名古屋市中区 ＮＥＸＴ　ＦＯＣＵＳ栄本店 小売業 その他小売 5%

137,370 愛知県 名古屋市中区 ＮＯＡＧＥ 小売業 その他小売 5%

137,371 愛知県 名古屋市中区 飲み喰い処ろく錦本店 サービス 飲食業 5%

137,372 愛知県 名古屋市中区 Ｎｏｍｕｒｉｅ サービス 飲食業 5%

137,373 愛知県 名古屋市中区 Ｎｏｍｕｒｉｅ サービス 飲食業 5%

137,374 愛知県 名古屋市中区 のもまい亭 サービス 飲食業 5%

137,375 愛知県 名古屋市中区 ＢＡＲ　ＯＬＤ　ＣＡＳＫ サービス 飲食業 5%

137,376 愛知県 名古屋市中区 ｂａｒ　ｐｈａｎｔ サービス 飲食業 5%

137,377 愛知県 名古屋市中区 Ｂａｒ　路地裏の少年　Ｂａｒ　路地裏の少年 サービス 飲食業 5%

137,378 愛知県 名古屋市中区 ばーぐ屋ぶりこ サービス 飲食業 5%

137,379 愛知県 名古屋市中区 バーデンバーデン栄店 サービス 飲食業 5%

137,380 愛知県 名古屋市中区 ハートフルエレガンスライフ サービス 理容・美容業 5%

137,381 愛知県 名古屋市中区 ハートフル宿予約センター サービス その他サービス 5%

137,382 愛知県 名古屋市中区 ＢＡＲ　ノクターン　ＢＡＲ　ノクターン サービス 飲食業 5%
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137,383 愛知県 名古屋市中区 ＰＵＲＰＯＳＥ 名古屋大須店 小売業 その他小売 5%

137,384 愛知県 名古屋市中区 パーラーペコペコ サービス 飲食業 5%

137,385 愛知県 名古屋市中区 バールアンドダイニング　ルナビアンカ サービス 飲食業 5%

137,386 愛知県 名古屋市中区 ＢＡＲ ＬＵＩＤ サービス 飲食業 5%

137,387 愛知県 名古屋市中区 ＨＡＲＬＥＭＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

137,388 愛知県 名古屋市中区 ＨＡＲＬＥＭ　ＳＴＯＲＥ　ＨＡＲＬＥＭ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

137,389 愛知県 名古屋市中区 ｈａｉｆ サービス 理容・美容業 5%

137,390 愛知県 名古屋市中区 ハオ中国語アカデミー栄校 サービス その他サービス 5%

137,391 愛知県 名古屋市中区 ＨａＫＵ サービス 理容・美容業 5%

137,392 愛知県 名古屋市中区 舶来居酒屋ベビーフェイス　舶来居酒屋ベビーフェイス サービス 飲食業 5%

137,393 愛知県 名古屋市中区 パソコンショップパウ 小売業 電化製品 5%

137,394 愛知県 名古屋市中区 パソコン修理　データ復旧専門店　パソコンドック２４　名古屋　大須店 サービス その他サービス 5%

137,395 愛知県 名古屋市中区 バックステージ　サカエ サービス 理容・美容業 5%

137,396 愛知県 名古屋市中区 ＰＡＤＤＹ　　ＮＡＩＬＳ サービス その他サービス 5%

137,397 愛知県 名古屋市中区 ＨＡＮＡ ｓａｋｕ ＷＩＮＥ ＨＡＮＡｓａｋｕＷＩＮＥ 小売業 その他小売 5%

137,398 愛知県 名古屋市中区 はなれ サービス 飲食業 5%

137,399 愛知県 名古屋市中区 Ｐａｎｉｏ 小売業 衣料品 5%

137,400 愛知県 名古屋市中区 馬肉料理専門店　蹄　名古屋新栄本店 サービス 飲食業 5%

137,401 愛知県 名古屋市中区 パネライ名古屋ブティック 小売業 その他小売 5%

137,402 愛知県 名古屋市中区 ハリネズミ専門ｃａｆｅ ＨＡＲＲＹ ＷＯＯＤ 名古屋栄店 小売業 その他小売 5%

137,403 愛知県 名古屋市中区 春秋 サービス 飲食業 5%

137,404 愛知県 名古屋市中区 ＢＡＬＢＡＯｓａｌｏｎｄｅｂｅｌｌｅｚａ サービス 理容・美容業 5%

137,405 愛知県 名古屋市中区 ＢＡＬＢＡＯ サービス 理容・美容業 5%

137,406 愛知県 名古屋市中区 ＨＡＲＵ久屋 サービス 飲食業 5%

137,407 愛知県 名古屋市中区 バル平 サービス 飲食業 5%

137,408 愛知県 名古屋市中区 ＢＡＲＯＣＫ ｒｅｐａｉｒ ｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

137,409 愛知県 名古屋市中区 ＨＵＮＫＹ ＤＯＲＹ ＨＵＮＫＹ ＤＯＲＹ 名古屋 小売業 衣料品 5%

137,410 愛知県 名古屋市中区 判子屋丸の内店 小売業 その他小売 5%

137,411 愛知県 名古屋市中区 ハンズナトリエ栄 小売業 衣料品 5%

137,412 愛知県 名古屋市中区 ハンズナトリエ　栄店 小売業 その他小売 5%

137,413 愛知県 名古屋市中区 Ｐ－Ｓｔａｇｅ 小売業 衣料品 5%

137,414 愛知県 名古屋市中区 ヒーリングエステサロンＴＩＥＲＲＡ サービス 理容・美容業 5%

137,415 愛知県 名古屋市中区 ヒーリングハンズ　ヒーリングハンズ サービス その他サービス 5%

137,416 愛知県 名古屋市中区 Ｂｅｅ栄 サービス 飲食業 5%

137,417 愛知県 名古屋市中区 久田会計事務所　久田会計事務所 サービス その他サービス 5%

137,418 愛知県 名古屋市中区 ひすい焼きステーキ八傳 サービス 飲食業 5%

137,419 愛知県 名古屋市中区 ヒステリックグラマー　名古屋店 小売業 衣料品 5%

137,420 愛知県 名古屋市中区 ＢＩＧＢＯＳＳ名古屋店 小売業 その他小売 5%

137,421 愛知県 名古屋市中区 ＢＩＧ ＭＡＧＩＣ 名古屋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

137,422 愛知県 名古屋市中区 ＢＩＧ　ＭＡＧＩＣ　名古屋ＺＥＲＯ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

137,423 愛知県 名古屋市中区 ピットステーション　丸の内本店 サービス その他サービス 5%

137,424 愛知県 名古屋市中区 ＰＢ－１ 小売業 衣料品 5%
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137,425 愛知県 名古屋市中区 ＰＢ－１　栄店 小売業 衣料品 5%

137,426 愛知県 名古屋市中区 ＰＢ－１　錦３号店 小売業 衣料品 5%

137,427 愛知県 名古屋市中区 ＰＢ－１　錦店 小売業 衣料品 5%

137,428 愛知県 名古屋市中区 ＰＢ－１　錦２号店 小売業 衣料品 5%

137,429 愛知県 名古屋市中区 ＰＢ－１　錦４号店 小売業 衣料品 5%

137,430 愛知県 名古屋市中区 ＢｉｂｌｉｏＭａｎｉａ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

137,431 愛知県 名古屋市中区 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ　Ｈａｒｕ サービス 理容・美容業 5%

137,432 愛知県 名古屋市中区 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＣＯＣＯ　栄店 サービス 理容・美容業 5%

137,433 愛知県 名古屋市中区 ｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎｍｅｔｉｍｅ サービス 理容・美容業 5%

137,434 愛知県 名古屋市中区 ビューティスリム名古屋 サービス 理容・美容業 5%

137,435 愛知県 名古屋市中区 Ｐｕｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

137,436 愛知県 名古屋市中区 美容室びぶらーと サービス 理容・美容業 5%

137,437 愛知県 名古屋市中区 美容室ＰＬＵＳ サービス 理容・美容業 5%

137,438 愛知県 名古屋市中区 広小路キッチンマツヤ サービス 飲食業 5%

137,439 愛知県 名古屋市中区 東鮓本店 東鮓本店 広小路店 サービス 飲食業 5%

137,440 愛知県 名古屋市中区 ｆａｖａ 小売業 衣料品 5%

137,441 愛知県 名古屋市中区 ＦＩＮＥＳＴ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

137,442 愛知県 名古屋市中区 ＦＡＳＣＩＮＡＴＥ 名古屋店 小売業 衣料品 5%

137,443 愛知県 名古屋市中区 ファッションコイケ ファッションコイケ 小売業 衣料品 5%

137,444 愛知県 名古屋市中区 フーケ サービス 飲食業 5%

137,445 愛知県 名古屋市中区 Ｆａｉｒｙ サービス 理容・美容業 5%

137,446 愛知県 名古屋市中区 Ｆｅｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

137,447 愛知県 名古屋市中区 フォリオガレージ サービス その他サービス 5%

137,448 愛知県 名古屋市中区 ふかひれジョーズ サービス 飲食業 5%

137,449 愛知県 名古屋市中区 魚河岸酒場ＦＵＫＵ浜金 金山店 サービス 飲食業 5%

137,450 愛知県 名古屋市中区 ふじ栄 サービス 飲食業 5%

137,451 愛知県 名古屋市中区 伏見酒天童子 サービス 飲食業 5%

137,452 愛知県 名古屋市中区 伏見蒸溜館 サービス 飲食業 5%

137,453 愛知県 名古屋市中区 二葉亭 サービス 飲食業 5%

137,454 愛知県 名古屋市中区 豚道 新栄店 サービス 飲食業 5%

137,455 愛知県 名古屋市中区 ぷちまりー大須店 小売業 その他小売 5%

137,456 愛知県 名古屋市中区 仏壇の山由 小売業 その他小売 5%

137,457 愛知県 名古屋市中区 ブティックフォンテーヌ 小売業 衣料品 5%

137,458 愛知県 名古屋市中区 ＢｏｕｔｉｑｕｅＭＯＯＮ 小売業 衣料品 5%

137,459 愛知県 名古屋市中区 ブティックロッサ　メルサ栄店 小売業 衣料品 5%

137,460 愛知県 名古屋市中区 ｐｕｆ サービス 理容・美容業 5%

137,461 愛知県 名古屋市中区 文岡ビル サービス その他サービス 5%

137,462 愛知県 名古屋市中区 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎＭｅｔｅｒｎｏ サービス 理容・美容業 5%

137,463 愛知県 名古屋市中区 ＰＲＡＴＩＮＯ サービス 理容・美容業 5%

137,464 愛知県 名古屋市中区 ブラックマーケット 小売業 衣料品 5%

137,465 愛知県 名古屋市中区 フラワーショップ　アニバース 小売業 その他小売 5%

137,466 愛知県 名古屋市中区 Ｐｌａｎ　Ａ　ｂｙ　ａｍａｎｏ 小売業 その他小売 5%
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137,467 愛知県 名古屋市中区 ＦＵＲＡＮＫＥＮ サービス 飲食業 5%

137,468 愛知県 名古屋市中区 ブランズウエダ 小売業 その他小売 5%

137,469 愛知県 名古屋市中区 ブリアント　名古屋栄店 サービス 理容・美容業 5%

137,470 愛知県 名古屋市中区 ネイルサロンブルーバード サービス 理容・美容業 5%

137,471 愛知県 名古屋市中区 ブルーム サービス 理容・美容業 5%

137,472 愛知県 名古屋市中区 Ｂｏｕｒｂａｋｉ サービス その他サービス 5%

137,473 愛知県 名古屋市中区 Ｂｒａｖｅ サービス 飲食業 5%

137,474 愛知県 名古屋市中区 プレゼンジャパン サービス その他サービス 5%

137,475 愛知県 名古屋市中区 フレッシュネスバーガー矢場町 サービス 飲食業 2%

137,476 愛知県 名古屋市中区 Ｂｌｏｗ Ｂｌｏｗ 小売業 衣料品 5%

137,477 愛知県 名古屋市中区 Ｐｒｏｍ サービス 理容・美容業 5%

137,478 愛知県 名古屋市中区 ＨＡＩＲ　ＲＥＬＡＸ　六甲 サービス 理容・美容業 5%

137,479 愛知県 名古屋市中区 ＨａｉｒＧｒａｎｄｅＳｅｅｅｋ サービス 理容・美容業 5%

137,480 愛知県 名古屋市中区 ヘアーサロン　ラーク サービス 理容・美容業 5%

137,481 愛知県 名古屋市中区 ＨａｉｒＳａｌｏｎ　ＡＰＩＥＣＥ サービス 理容・美容業 5%

137,482 愛知県 名古屋市中区 ｈａｉｒ　ｊｕｒｅｒ　ｄｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

137,483 愛知県 名古屋市中区 ヘアセットＣＯＣＯ サービス 理容・美容業 5%

137,484 愛知県 名古屋市中区 ヘアセットサロン　ＣＵＲＥ　栄店 サービス 理容・美容業 5%

137,485 愛知県 名古屋市中区 ヘアメディカルサロン名古屋 サービス 理容・美容業 5%

137,486 愛知県 名古屋市中区 ＰＡＹＤＡＹ サービス 理容・美容業 5%

137,487 愛知県 名古屋市中区 Ｂ ａｌｌａ ｓｅｃｏｎｄａ 小売業 その他小売 5%

137,488 愛知県 名古屋市中区 ペグ栄地下街店 小売業 衣料品 5%

137,489 愛知県 名古屋市中区 Ｐｅｔｔｅｒ　Ｒｏｓｓｏ 小売業 その他小売 5%

137,490 愛知県 名古屋市中区 別邸きときと サービス 飲食業 5%

137,491 愛知県 名古屋市中区 ＰＥＤＥＳＴＲＩＡＮ 小売業 衣料品 5%

137,492 愛知県 名古屋市中区 ｍｏｎｓｅｌｖｉ サービス 理容・美容業 5%

137,493 愛知県 名古屋市中区 株式会社ベネフィッツ サービス 理容・美容業 5%

137,494 愛知県 名古屋市中区 ＶＥＲＹ　ＶＥＲＹ　ＶＡＰＥ錦店 小売業 衣料品 5%

137,495 愛知県 名古屋市中区 Ｂｅｌｉｎ サービス 理容・美容業 5%

137,496 愛知県 名古屋市中区 ペンランドカフェ 小売業 家具・調度品 5%

137,497 愛知県 名古屋市中区 ｔｈｅ　ｐｏｅｍ 小売業 衣料品 5%

137,498 愛知県 名古屋市中区 ｂｏｙｓｉｎｔｈｅｂａｎｄ 小売業 衣料品 5%

137,499 愛知県 名古屋市中区 ｈｏｌｋＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

137,500 愛知県 名古屋市中区 芳珠 小売業 その他小売 5%

137,501 愛知県 名古屋市中区 ＢｅａｕｔｅＣｒｅａ　栄矢場町店 サービス その他サービス 5%

137,502 愛知県 名古屋市中区 ボークス名古屋ショールーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

137,503 愛知県 名古屋市中区 細江企画有限会社 サービス その他サービス 5%

137,504 愛知県 名古屋市中区 ホットスパブラン サービス その他サービス 5%

137,505 愛知県 名古屋市中区 ホットハンド　大須店 サービス その他サービス 5%

137,506 愛知県 名古屋市中区 ホットハンド　鶴舞本店 サービス その他サービス 5%

137,507 愛知県 名古屋市中区 ＨＯＴＭＡＲＴ　ＨＯＴＭＡＲＴ 小売業 その他小売 5%

137,508 愛知県 名古屋市中区 深部アロマリンパエステアロマチカ サービス 理容・美容業 5%
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137,509 愛知県 名古屋市中区 ＢＯＤＹＦＯＣＵＳ　栄店 小売業 衣料品 5%

137,510 愛知県 名古屋市中区 ＢＯＤＹＭＡＫＥＧＹＭＹＵＫＩ サービス その他サービス 5%

137,511 愛知県 名古屋市中区 ホテルアスティア名古屋栄 サービス 宿泊業 5%

137,512 愛知県 名古屋市中区 ホテルビスタ名古屋［錦］ サービス 宿泊業 5%

137,513 愛知県 名古屋市中区 ＨＯＬ サービス 理容・美容業 5%

137,514 愛知県 名古屋市中区 ホワイトニングサロン サービス その他サービス 5%

137,515 愛知県 名古屋市中区 ボンブリッジ サービス その他サービス 5%

137,516 愛知県 名古屋市中区 Ｍａｒｓ＋　Ｅｙｅ　Ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

137,517 愛知県 名古屋市中区 ｍｉｇｈｔｙｂｙＨ サービス 理容・美容業 5%

137,518 愛知県 名古屋市中区 マイファーマー名古屋 サービス その他サービス 5%

137,519 愛知県 名古屋市中区 マエマス画廊　マエマス画廊 小売業 その他小売 5%

137,520 愛知県 名古屋市中区 ＭＡＫＩＧＹＭ　ＯＳＵ サービス その他サービス 5%

137,521 愛知県 名古屋市中区 マグロドウ 大須店 サービス 飲食業 5%

137,522 愛知県 名古屋市中区 マグロドウ 住吉店 サービス 飲食業 5%

137,523 愛知県 名古屋市中区 マスカレード マスカレード サービス 飲食業 5%

137,524 愛知県 名古屋市中区 マスターウォール名古屋　栄 小売業 家具・調度品 5%

137,525 愛知県 名古屋市中区 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社 サービス その他サービス 5%

137,526 愛知県 名古屋市中区 升半茶店 地下鉄栄地下街店 小売業 その他小売 5%

137,527 愛知県 名古屋市中区 升半茶店 本店 小売業 その他小売 5%

137,528 愛知県 名古屋市中区 松本深圧院 サービス 理容・美容業 5%

137,529 愛知県 名古屋市中区 まつもと施療院 サービス 理容・美容業 5%

137,530 愛知県 名古屋市中区 株式会社マツヤマ 小売業 衣料品 5%

137,531 愛知県 名古屋市中区 ｍａｈｏｒｏｂａ サービス 飲食業 5%

137,532 愛知県 名古屋市中区 マリエイド サービス その他サービス 5%

137,533 愛知県 名古屋市中区 マリエプラス　金山店 サービス 理容・美容業 5%

137,534 愛知県 名古屋市中区 丸の内かめい サービス 飲食業 5%

137,535 愛知県 名古屋市中区 丸の内天ぷらめし 下の一色 丸の内天ぷらめし 下の一色 サービス 飲食業 5%

137,536 愛知県 名古屋市中区 Ｍａｌｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

137,537 愛知県 名古屋市中区 万勝　万勝 小売業 その他小売 5%

137,538 愛知県 名古屋市中区 ｍｉｃｏｒａｚｏｎ．．．８ サービス 理容・美容業 5%

137,539 愛知県 名古屋市中区 Ｍｒ．ｔｒｅｉｚｅ 小売業 衣料品 5%

137,540 愛知県 名古屋市中区 ミネラルクエスト サービス その他サービス 5%

137,541 愛知県 名古屋市中区 ＭＵＳＥ【ミューズ】　栄店 サービス 理容・美容業 5%

137,542 愛知県 名古屋市中区 妙香園サカエチカ店 小売業 食料品 5%

137,543 愛知県 名古屋市中区 妙香園栄店 小売業 食料品 5%

137,544 愛知県 名古屋市中区 ｍｙｏｎｓｉｌ サービス 理容・美容業 5%

137,545 愛知県 名古屋市中区 みんなのおでん　栄 サービス 飲食業 5%

137,546 愛知県 名古屋市中区 みんなのおでん　丸の内 サービス 飲食業 5%

137,547 愛知県 名古屋市中区 ｍｏｏ． サービス 理容・美容業 5%

137,548 愛知県 名古屋市中区 ｍｕｔ吉田治療院 サービス 理容・美容業 5%

137,549 愛知県 名古屋市中区 武儀一 サービス 飲食業 5%

137,550 愛知県 名古屋市中区 Ａｌｍａ ｈａｉｒ ｂｙ ｍｕｒａｓａｋｉ Ａｌｍａ ｈａｉｒ ｂｙ ｍｕｒａｓａｋｉ サービス 理容・美容業 5%
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137,551 愛知県 名古屋市中区 茗菜縁　めいさいえん サービス 飲食業 5%

137,552 愛知県 名古屋市中区 銘酒の森　酒アルコ　ＣＯＲＫＡ錦 小売業 食料品 5%

137,553 愛知県 名古屋市中区 銘酒の森　酒アルコ　錦店 小売業 食料品 5%

137,554 愛知県 名古屋市中区 Ｍｅｉｈｏｋｕ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

137,555 愛知県 名古屋市中区 メガネの近藤 小売業 その他小売 5%

137,556 愛知県 名古屋市中区 ＭＡＩＳＯＮｄｅＭＴ 小売業 衣料品 5%

137,557 愛知県 名古屋市中区 メルメイク サービス その他サービス 5%

137,558 愛知県 名古屋市中区 めんつるび サービス 飲食業 5%

137,559 愛知県 名古屋市中区 麺家　喜多楽　麺家　喜多楽 サービス 飲食業 5%

137,560 愛知県 名古屋市中区 麺家神明 栄スカイル店 サービス 飲食業 5%

137,561 愛知県 名古屋市中区 もうもう亭 サービス 飲食業 5%

137,562 愛知県 名古屋市中区 もじパラ名古屋 小売業 その他小売 5%

137,563 愛知県 名古屋市中区 モモインワンダーランド サービス 飲食業 5%

137,564 愛知県 名古屋市中区 Ｍｏｙｏ?Ｒｅｎｏ　栄店 サービス 飲食業 5%

137,565 愛知県 名古屋市中区 モンドール サービス 飲食業 5%

137,566 愛知県 名古屋市中区 やきとり一直 サービス 飲食業 5%

137,567 愛知県 名古屋市中区 焼肉串創作串串焼き源’Ｓ サービス 飲食業 5%

137,568 愛知県 名古屋市中区 焼肉工房さくら サービス 飲食業 5%

137,569 愛知県 名古屋市中区 櫓茶屋　栄 サービス 飲食業 5%

137,570 愛知県 名古屋市中区 安べえ金山店 サービス 飲食業 5%

137,571 愛知県 名古屋市中区 矢田電気商会 小売業 電化製品 5%

137,572 愛知県 名古屋市中区 山中羊羹舗 小売業 食料品 5%

137,573 愛知県 名古屋市中区 ヤマノデイスパ＆ビューティ　名古屋 サービス 理容・美容業 5%

137,574 愛知県 名古屋市中区 山弥石油株式会社 別院通り給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

137,575 愛知県 名古屋市中区 有限会社オースロック サービス その他サービス 5%

137,576 愛知県 名古屋市中区 有限会社山京 小売業 衣料品 5%

137,577 愛知県 名古屋市中区 ユザワヤ　名古屋栄店 小売業 その他小売 5%

137,578 愛知県 名古屋市中区 ユナイテッドスタイル　ユナイテッドスタイル 小売業 衣料品 5%

137,579 愛知県 名古屋市中区 洋食厨房ムギ サービス 飲食業 5%

137,580 愛知県 名古屋市中区 洋食厨房ムギ サービス 飲食業 5%

137,581 愛知県 名古屋市中区 洋食屋百次 サービス 飲食業 5%

137,582 愛知県 名古屋市中区 吉田寿し 吉田寿し サービス 飲食業 5%

137,583 愛知県 名古屋市中区 Ｌａ　ｃｈｏｕｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

137,584 愛知県 名古屋市中区 ラ・ザージュ サービス 理容・美容業 5%

137,585 愛知県 名古屋市中区 ＬａＳＥＳＳＩＯＮＳＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 小売業 衣料品 5%

137,586 愛知県 名古屋市中区 Ｌａ・Ｐｉｅｄｒａ　栄店 サービス 飲食業 5%

137,587 愛知県 名古屋市中区 ライダーズカフェ大須店 ライダーズカフェ大須店 小売業 その他小売 5%

137,588 愛知県 名古屋市中区 ＬａｖｉｅｅｎＲｏｓｅ伏見店 サービス 理容・美容業 2%

137,589 愛知県 名古屋市中区 ｒａｐｔ．【ラプト】 サービス 理容・美容業 5%

137,590 愛知県 名古屋市中区 Ｌａｂｏｒａ Ｉｎｎｏｃｅｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

137,591 愛知県 名古屋市中区 ＲＡＭＣＨＹ サービス 飲食業 5%

137,592 愛知県 名古屋市中区 ＲＥＡＬＳｔｙｌｅ　本店 小売業 家具・調度品 5%
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137,593 愛知県 名古屋市中区 リアルスタンダード 小売業 その他小売 5%

137,594 愛知県 名古屋市中区 リアルスタンダード 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

137,595 愛知県 名古屋市中区 リアルマッコイズ名古屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

137,596 愛知県 名古屋市中区 Ｌｅｅ 名古屋ＰＡＲＣＯ店 小売業 衣料品 5%

137,597 愛知県 名古屋市中区 リーガルフロンティアグループ折口税理士事務所 サービス その他サービス 5%

137,598 愛知県 名古屋市中区 ＲＥＧＥＮＴ　ＨＯＵＳＥ　ＲＥＧＥＮＴ　ＨＯＵＳＥ 小売業 その他小売 5%

137,599 愛知県 名古屋市中区 リカーオフ大須万松寺通店 小売業 食料品 2%

137,600 愛知県 名古屋市中区 ＲＥＪＯＵＩＲ　金山店 サービス 理容・美容業 5%

137,601 愛知県 名古屋市中区 ＲｅｓｔａｅｒＴ【リステート】 サービス 理容・美容業 5%

137,602 愛知県 名古屋市中区 ｒｈｙｔｈｍ．ｗａｒ＊ｐ 小売業 衣料品 5%

137,603 愛知県 名古屋市中区 リファーレ名古屋栄 小売業 衣料品 5%

137,604 愛知県 名古屋市中区 ＲＩＢＢＯＮ サービス 理容・美容業 5%

137,605 愛知県 名古屋市中区 両口屋是清 栄店 小売業 食料品 5%

137,606 愛知県 名古屋市中区 両口屋是清 本町店 小売業 食料品 5%

137,607 愛知県 名古屋市中区 両口屋是清 ふわどらん 小売業 食料品 5%

137,608 愛知県 名古屋市中区 両口屋是清 栄地下東店 小売業 食料品 5%

137,609 愛知県 名古屋市中区 リラクゼーションサロンａｏ サービス その他サービス 5%

137,610 愛知県 名古屋市中区 ＲＩＮＫＡＮ名古屋大須店 小売業 衣料品 5%

137,611 愛知県 名古屋市中区 リンクハート サービス 理容・美容業 5%

137,612 愛知県 名古屋市中区 Ｒｕｓｓｙ ルーシー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

137,613 愛知県 名古屋市中区 ＲＯＯＦ 小売業 衣料品 5%

137,614 愛知県 名古屋市中区 ＲＨＥＡ　ＮＡＩＬ　久屋大通 サービス その他サービス 5%

137,615 愛知県 名古屋市中区 Ｒｅｇｏｌｉｔｈ若宮 サービス 理容・美容業 5%

137,616 愛知県 名古屋市中区 Ｒｅｓｉａ． サービス その他サービス 5%

137,617 愛知県 名古屋市中区 ＬＥＴＨＯＬＯＧＩＣＡ サービス その他サービス 5%

137,618 愛知県 名古屋市中区 レモン社　名古屋栄店 小売業 その他小売 5%

137,619 愛知県 名古屋市中区 ＴＯＥＩＣ対策プログレス サービス その他サービス 5%

137,620 愛知県 名古屋市中区 ＲＯＳＥＭＯＮＤＥ サービス 理容・美容業 5%

137,621 愛知県 名古屋市中区 ＬｏＳｈｕｎａ 小売業 衣料品 5%

137,622 愛知県 名古屋市中区 ロッサ　名古屋店 小売業 衣料品 5%

137,623 愛知県 名古屋市中区 ＷＡＲＰＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

137,624 愛知県 名古屋市中区 和食万松 サービス 飲食業 5%

137,625 愛知県 名古屋市中区 和なり サービス 飲食業 5%

137,626 愛知県 名古屋市中区 和風リラクゼーションもみ庵 サービス その他サービス 5%

137,627 愛知県 名古屋市中区 わんこラボ白川店 小売業 その他小売 5%

137,628 愛知県 名古屋市中村区 アートステージ株式会社 サービス その他サービス 5%

137,629 愛知県 名古屋市中村区 Ｒｍカンパニー サービス その他サービス 5%

137,630 愛知県 名古屋市中村区 愛電館　イカイ 小売業 電化製品 5%

137,631 愛知県 名古屋市中村区 愛電館みやじま 小売業 電化製品 5%

137,632 愛知県 名古屋市中村区 ＩＰＳＡＮＴＩＱＵＥ 小売業 その他小売 5%

137,633 愛知県 名古屋市中村区 葵庵　名古屋本店 小売業 食料品 5%

137,634 愛知県 名古屋市中村区 赤い鳥名古屋クロスコートタワー店 サービス 飲食業 5%
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137,635 愛知県 名古屋市中村区 ａｃｔｉｆ　【アクティフ】 サービス 理容・美容業 5%

137,636 愛知県 名古屋市中村区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｔｅｒｒａｃｅ２名駅 サービス 理容・美容業 5%

137,637 愛知県 名古屋市中村区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌａｎａ名駅 サービス 理容・美容業 5%

137,638 愛知県 名古屋市中村区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｓｅｎｓｅ名駅 サービス 理容・美容業 5%

137,639 愛知県 名古屋市中村区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｅｓｔ八田 サービス 理容・美容業 5%

137,640 愛知県 名古屋市中村区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｅｌｌｅ名駅 サービス 理容・美容業 5%

137,641 愛知県 名古屋市中村区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｓｗｅｅｔ名駅 サービス 理容・美容業 5%

137,642 愛知県 名古屋市中村区 アジアンキッチン　レジャック サービス 飲食業 5%

137,643 愛知県 名古屋市中村区 味仙名駅店 サービス 飲食業 5%

137,644 愛知県 名古屋市中村区 あすなろ行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

137,645 愛知県 名古屋市中村区 アトリエ　文　出店用 小売業 衣料品 5%

137,646 愛知県 名古屋市中村区 アトリエ文 小売業 衣料品 5%

137,647 愛知県 名古屋市中村区 アバネイルプラス名駅 サービス 理容・美容業 5%

137,648 愛知県 名古屋市中村区 ＡＶＡ　ＮＡＩＬ　名駅店 サービス 理容・美容業 5%

137,649 愛知県 名古屋市中村区 ＡＶＡ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓｐａｃｅ　名駅店 サービス 理容・美容業 5%

137,650 愛知県 名古屋市中村区 ａｍａｎｏサンロード店 小売業 その他小売 5%

137,651 愛知県 名古屋市中村区 ａｍａｎｏサンロード東店 小売業 その他小売 5%

137,652 愛知県 名古屋市中村区 ａｍａｎｏ　ＪＲ名駅中央店 小売業 その他小売 5%

137,653 愛知県 名古屋市中村区 アマノドラッグ 小売業 その他小売 5%

137,654 愛知県 名古屋市中村区 アマノドラッグ　サンロード店 小売業 その他小売 5%

137,655 愛知県 名古屋市中村区 アマノドラッグ　サンロード東店 小売業 その他小売 5%

137,656 愛知県 名古屋市中村区 アマノドラッグ　サンロード南店 小売業 その他小売 5%

137,657 愛知県 名古屋市中村区 アマノドラッグ　メイチカ店 小売業 その他小売 5%

137,658 愛知県 名古屋市中村区 ａｍａｎｏメイチカ店 小売業 その他小売 5%

137,659 愛知県 名古屋市中村区 ＡＭＡＮＤ’ＯＲ サービス 理容・美容業 5%

137,660 愛知県 名古屋市中村区 アロマリラクゼーション　Ｆｅｌｉｓｔａ サービス その他サービス 5%

137,661 愛知県 名古屋市中村区 アントステラ名古屋サンロード店 小売業 その他小売 5%

137,662 愛知県 名古屋市中村区 イエロージャケット名古屋駅前店 サービス その他サービス 5%

137,663 愛知県 名古屋市中村区 イタリア食堂ＭＡＲＵ。 サービス 飲食業 5%

137,664 愛知県 名古屋市中村区 一徳　岩塚店 サービス 飲食業 5%

137,665 愛知県 名古屋市中村区 一徳 離宮 サービス 飲食業 5%

137,666 愛知県 名古屋市中村区 イマージュシェリー 小売業 その他小売 5%

137,667 愛知県 名古屋市中村区 ＩＬＵＭＩＮＡ【イルミナ】 サービス その他サービス 5%

137,668 愛知県 名古屋市中村区 ヴェール サービス 理容・美容業 5%

137,669 愛知県 名古屋市中村区 魚河岸酒場ＦＵＫＵ浜金ＫＩＴＴＥ名古屋店 サービス 飲食業 5%

137,670 愛知県 名古屋市中村区 魚河岸酒場FUKU浜金 柳橋市場店 サービス 飲食業 5%

137,671 愛知県 名古屋市中村区 牛政ゆたか サービス 飲食業 5%

137,672 愛知県 名古屋市中村区 ｗｏｏｄ　ｄｅｓｉｇｎ　ｐａｒｋ サービス 飲食業 5%

137,673 愛知県 名古屋市中村区 ウッドデザインパーク ｗｏｏｄ ｄｅｓｉｇｎ ｐａｒｋ レジャック店 サービス 飲食業 5%

137,674 愛知県 名古屋市中村区 うなぎ居酒屋 ゆきちや サービス 飲食業 5%

137,675 愛知県 名古屋市中村区 うまいもん家　ぶ－じゅ サービス 飲食業 5%

137,676 愛知県 名古屋市中村区 エイジング・ビーフ名古屋店 サービス 飲食業 5%
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137,677 愛知県 名古屋市中村区 エスカイヤクラブ　名古屋店 サービス 飲食業 5%

137,678 愛知県 名古屋市中村区 エステサロンＦｅｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

137,679 愛知県 名古屋市中村区 ＥＲＩＣＫ ＳＯＵＴＨ ＫＩＴＴＥ名古屋店 サービス 飲食業 5%

137,680 愛知県 名古屋市中村区 Ｌ?ｂａｓｅ　Ｎａｇｏｙａ 小売業 衣料品 5%

137,681 愛知県 名古屋市中村区 ＥＭＰＩＲＥ　名駅サンロード店 サービス その他サービス 5%

137,682 愛知県 名古屋市中村区 オオシマ薬局 小売業 その他小売 5%

137,683 愛知県 名古屋市中村区 ＡｕｓｔｈａｉｒＺｅａｌ サービス 理容・美容業 5%

137,684 愛知県 名古屋市中村区 ＡｕｓｔｈａｉｒＣｅｎｔｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

137,685 愛知県 名古屋市中村区 ＡｕｓｔｈａｉｒＲａｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

137,686 愛知県 名古屋市中村区 大橋庵 サービス 飲食業 5%

137,687 愛知県 名古屋市中村区 お菓子のお店　はるのはれ 小売業 食料品 5%

137,688 愛知県 名古屋市中村区 オリックスレンタカー名古屋駅桜通口店 サービス その他サービス 2%

137,689 愛知県 名古屋市中村区 オリックスレンタカー名古屋駅太閤通口店 サービス その他サービス 2%

137,690 愛知県 名古屋市中村区 オリックスレンタカー名古屋新幹線口店 サービス その他サービス 2%

137,691 愛知県 名古屋市中村区 俺の丼　名駅店 サービス 飲食業 5%

137,692 愛知県 名古屋市中村区 尾張屋洋品店 小売業 衣料品 5%

137,693 愛知県 名古屋市中村区 音楽天国 名古屋ささしまライブ店 サービス その他サービス 5%

137,694 愛知県 名古屋市中村区 音楽天国・名古屋ささしまライブ店 サービス その他サービス 5%

137,695 愛知県 名古屋市中村区 カードラボ　名古屋駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

137,696 愛知県 名古屋市中村区 カードラボ　名駅９Ｆ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

137,697 愛知県 名古屋市中村区 カードラボ　名駅２号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

137,698 愛知県 名古屋市中村区 Ｃａｆｅ ＫＡＮＡＳＡ サービス 飲食業 5%

137,699 愛知県 名古屋市中村区 ｃａｆｅｂｌｕｅ サービス 飲食業 5%

137,700 愛知県 名古屋市中村区 株式会社　駒屋 小売業 食料品 5%

137,701 愛知県 名古屋市中村区 株式会社　辻喜 小売業 食料品 5%

137,702 愛知県 名古屋市中村区 株式会社写真のみくに　フォトテリア名駅店 サービス その他サービス 5%

137,703 愛知県 名古屋市中村区 株式会社スターシステム サービス その他サービス 5%

137,704 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ニューヤマナカ 小売業 その他小売 5%

137,705 愛知県 名古屋市中村区 株式会社パークホテルつちや サービス その他サービス 5%

137,706 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ブランチテクノ サービス その他サービス 5%

137,707 愛知県 名古屋市中村区 株式会社メイ東海 サービス その他サービス 5%

137,708 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ラグジュ ほぐしサロンボディリペア サービス その他サービス 5%

137,709 愛知県 名古屋市中村区 株式会社リリー 小売業 衣料品 5%

137,710 愛知県 名古屋市中村区 カラオケ　スタジオパーティールーム サービス 飲食業 5%

137,711 愛知県 名古屋市中村区 ＣＡＲＩＯＣＡ サービス 飲食業 5%

137,712 愛知県 名古屋市中村区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中村公園店 サービス 飲食業 2%

137,713 愛知県 名古屋市中村区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋中村本陣店 サービス 飲食業 2%

137,714 愛知県 名古屋市中村区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋名古屋駅西口店 サービス 飲食業 2%

137,715 愛知県 名古屋市中村区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋柳橋店 サービス 飲食業 2%

137,716 愛知県 名古屋市中村区 河合塾マナビス名駅太閤通口校 サービス その他サービス 2%

137,717 愛知県 名古屋市中村区 韓国キッチンネスタル サービス 飲食業 5%

137,718 愛知県 名古屋市中村区 漢方のかわい薬局 小売業 その他小売 5%
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137,719 愛知県 名古屋市中村区 嬉嬉屋とんちゃん サービス 飲食業 5%

137,720 愛知県 名古屋市中村区 喫茶モーニング サービス 飲食業 5%

137,721 愛知県 名古屋市中村区 喫茶Ｒｉｖｅｒ サービス 飲食業 5%

137,722 愛知県 名古屋市中村区 キッチンミルポワ サービス 飲食業 5%

137,723 愛知県 名古屋市中村区 き晴屋 サービス 飲食業 5%

137,724 愛知県 名古屋市中村区 きものｉｎｎまつや 小売業 衣料品 5%

137,725 愛知県 名古屋市中村区 九州ざんまい名鉄レジャック店 サービス 飲食業 5%

137,726 愛知県 名古屋市中村区 キングスミート　名駅店 サービス 飲食業 5%

137,727 愛知県 名古屋市中村区 ＫＩＮＧＳ　ＭＥＡＴ　名古屋駅前店 サービス 飲食業 5%

137,728 愛知県 名古屋市中村区 Ｑｕｉｃｋ　名古屋店 サービス その他サービス 5%

137,729 愛知県 名古屋市中村区 ＣｕｏｒｅＧａｒａ サービス 理容・美容業 5%

137,730 愛知県 名古屋市中村区 ＧＲＡＮＤ　ＤＥＳＩＧＮ　名駅店 サービス 理容・美容業 5%

137,731 愛知県 名古屋市中村区 グローカル英会話 サービス その他サービス 5%

137,732 愛知県 名古屋市中村区 クワン名駅 サービス 飲食業 5%

137,733 愛知県 名古屋市中村区 ＬＡＭＢＤＡ株式会社 小売業 その他小売 5%

137,734 愛知県 名古屋市中村区 Ｋ．Ｉ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

137,735 愛知県 名古屋市中村区 健美サロン 名駅美容整膚院 サービス 理容・美容業 5%

137,736 愛知県 名古屋市中村区 香源　香源　名古屋本店 小売業 その他小売 5%

137,737 愛知県 名古屋市中村区 合資会社舟橋質店 小売業 貴金属・服飾品 5%

137,738 愛知県 名古屋市中村区 国産焼鳥居酒屋 村正 サービス 飲食業 5%

137,739 愛知県 名古屋市中村区 ｃｏｓｍｅ　ｍａｒｕｈａｃｈｉ 小売業 その他小売 5%

137,740 愛知県 名古屋市中村区 ごだいご　レジャック サービス 飲食業 5%

137,741 愛知県 名古屋市中村区 古民家宿菊の屋 サービス その他サービス 5%

137,742 愛知県 名古屋市中村区 骨気＆ＲｅｌａｘａｔｉｏｎＶｉｖｉａｎ サービス 理容・美容業 5%

137,743 愛知県 名古屋市中村区 ＧＯＬＦＬＩＮＫＳＮＡＧＯＹＡ サービス その他サービス 5%

137,744 愛知県 名古屋市中村区 ＴＨＥ　ＮＯＲＴＨ　ＦＡＣＥ　名古屋ファッションワン店 小売業 その他小売 5%

137,745 愛知県 名古屋市中村区 サイクルショップヨコチ 小売業 その他小売 5%

137,746 愛知県 名古屋市中村区 サイクルポイントＦｏｘ 小売業 その他小売 5%

137,747 愛知県 名古屋市中村区 魚屋の台所 下の一色 グローバルゲート店 サービス 飲食業 5%

137,748 愛知県 名古屋市中村区 酒場ヒノマル サービス 飲食業 5%

137,749 愛知県 名古屋市中村区 Ｔｈｅｃｈｏｒｄ Ｔｈｅｃｈｏｒｄ サービス その他サービス 5%

137,750 愛知県 名古屋市中村区 ｔｈｅｃｈｏｒｄ名駅店 サービス その他サービス 5%

137,751 愛知県 名古屋市中村区 佐竹電気商会 小売業 電化製品 5%

137,752 愛知県 名古屋市中村区 咲串おかげ屋名駅本店 サービス 飲食業 5%

137,753 愛知県 名古屋市中村区 札幌かに本家　名古屋駅前店 サービス 飲食業 5%

137,754 愛知県 名古屋市中村区 佐渡島へ渡れ　佐渡島へ渡れ　名駅店 サービス 飲食業 5%

137,755 愛知県 名古屋市中村区 ＳＡＤＯ 離 名駅店 サービス 飲食業 5%

137,756 愛知県 名古屋市中村区 ＳＡＬＡＤＢＯＷＬ名駅店 サービス 飲食業 5%

137,757 愛知県 名古屋市中村区 サロンドソレイユ　名駅店 サービス 理容・美容業 5%

137,758 愛知県 名古屋市中村区 ザ・ワインバー　レジャック サービス 飲食業 5%

137,759 愛知県 名古屋市中村区 株式会社シード サービス その他サービス 5%

137,760 愛知県 名古屋市中村区 Ｊｅａｎｓ　Ｓｈｏｐ　ＦＵＪＩＹＡＭＡ 小売業 衣料品 5%
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137,761 愛知県 名古屋市中村区 ｃｈｅｚｐｉｌｏｒｏ３ サービス 理容・美容業 5%

137,762 愛知県 名古屋市中村区 シェファーソンクラブ　レジャック サービス 飲食業 5%

137,763 愛知県 名古屋市中村区 ｇｅｍ＆ｅｙｅ サービス 理容・美容業 5%

137,764 愛知県 名古屋市中村区 自然食まるしぇ 小売業 食料品 5%

137,765 愛知県 名古屋市中村区 質ウエダ　名古屋駅前店 小売業 その他小売 5%

137,766 愛知県 名古屋市中村区 シバタ　Ｊｅｗｅｌｌｅｒｙ　ＳＨＩＢＡＴＡ　ユニモール店 小売業 貴金属・服飾品 5%

137,767 愛知県 名古屋市中村区 じぶんまくら　大名古屋ビルヂング店 小売業 その他小売 5%

137,768 愛知県 名古屋市中村区 ジャストカーテン　大名古屋ビルヂング店 小売業 その他小売 5%

137,769 愛知県 名古屋市中村区 しゃちほこ会 サービス その他サービス 5%

137,770 愛知県 名古屋市中村区 Ｊ’ａｄｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

137,771 愛知県 名古屋市中村区 シューズラウンジＧｏｔｃｈ シューズラウンジゴッチ サービス その他サービス 5%

137,772 愛知県 名古屋市中村区 ジュエリー浅野屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

137,773 愛知県 名古屋市中村区 Ｓｈｒｉ サービス 理容・美容業 5%

137,774 愛知県 名古屋市中村区 Ｓｈｏｗ和の宿つちや サービス 宿泊業 5%

137,775 愛知県 名古屋市中村区 Ｃｉｌｓ サービス 理容・美容業 5%

137,776 愛知県 名古屋市中村区 人生いろいろ八田店 サービス 飲食業 5%

137,777 愛知県 名古屋市中村区 瑞ｋｉｔｃｈｅｎ名駅店 サービス 飲食業 5%

137,778 愛知県 名古屋市中村区 スコンター名駅店 サービス 飲食業 5%

137,779 愛知県 名古屋市中村区 寿司と酒　十六夜 サービス 飲食業 5%

137,780 愛知県 名古屋市中村区 スターリーフォレスト サービス 飲食業 5%

137,781 愛知県 名古屋市中村区 ストラスブルゴ　名古屋店 小売業 衣料品 5%

137,782 愛知県 名古屋市中村区 ストロベリープリン サービス 飲食業 5%

137,783 愛知県 名古屋市中村区 スペイン食堂　ＭＡＲＵ サービス 飲食業 5%

137,784 愛知県 名古屋市中村区 炭火焼肉一徳 名古屋駅前店 サービス 飲食業 5%

137,785 愛知県 名古屋市中村区 生鮮ひろばサンエース亀島店 小売業 食料品 5%

137,786 愛知県 名古屋市中村区 ＣＥＣＬＩＡＮＧＲＡＣＹ サービス 理容・美容業 5%

137,787 愛知県 名古屋市中村区 センチュリーブライダル サービス その他サービス 5%

137,788 愛知県 名古屋市中村区 総本家　備長扇屋　名駅西口店 サービス 飲食業 2%

137,789 愛知県 名古屋市中村区 ゾーンプログラム サービス その他サービス 5%

137,790 愛知県 名古屋市中村区 ダイコクドラッグ名駅店 小売業 その他小売 5%

137,791 愛知県 名古屋市中村区 ダイコクドラッグ名駅西口店 小売業 その他小売 5%

137,792 愛知県 名古屋市中村区 大黒湯 サービス その他サービス 5%

137,793 愛知県 名古屋市中村区 大衆ビストロ　Ｈａｍａｋｉｎ　名駅店 サービス 飲食業 5%

137,794 愛知県 名古屋市中村区 大衆ビストロＨａｍａｋｉｎ名駅店 サービス 飲食業 5%

137,795 愛知県 名古屋市中村区 ＴＡｉＳＥｉＫＡＮ名駅西口 サービス その他サービス 5%

137,796 愛知県 名古屋市中村区 Ｔａｖｅｒｎａ Ｇｕｉｄａ サービス 飲食業 5%

137,797 愛知県 名古屋市中村区 ｔａｋａｎｏ　ＨＡＩＲ　ＡＲＴ サービス 理容・美容業 5%

137,798 愛知県 名古屋市中村区 立松株式会社 小売業 衣料品 5%

137,799 愛知県 名古屋市中村区 立松ボタン 小売業 衣料品 5%

137,800 愛知県 名古屋市中村区 谷文 小売業 電化製品 5%

137,801 愛知県 名古屋市中村区 馳走屋てんごく名駅店 サービス 飲食業 5%

137,802 愛知県 名古屋市中村区 中国名菜　來杏　担担麺房 サービス 飲食業 5%
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137,803 愛知県 名古屋市中村区 中国名菜　來杏　中国名菜　來杏 サービス 飲食業 5%

137,804 愛知県 名古屋市中村区 中国料理富士 サービス 飲食業 5%

137,805 愛知県 名古屋市中村区 ていくあうと弁当 ふたごや サービス 飲食業 5%

137,806 愛知県 名古屋市中村区 テクライズ名駅店 サービス その他サービス 5%

137,807 愛知県 名古屋市中村区 鉄板焼き・串カツ　花○商店 サービス 飲食業 5%

137,808 愛知県 名古屋市中村区 東海結婚相談サービス サービス その他サービス 5%

137,809 愛知県 名古屋市中村区 東玉堂 小売業 その他小売 5%

137,810 愛知県 名古屋市中村区 時計修理のＭｒ　ＢＯＢ　ユニモール店 サービス その他サービス 5%

137,811 愛知県 名古屋市中村区 時計修理のＭｒ　ＢＯＢ　名駅サンロード店 サービス その他サービス 5%

137,812 愛知県 名古屋市中村区 時計倉庫ＴＯＫＩＡ　名駅サンロード店 小売業 その他小売 5%

137,813 愛知県 名古屋市中村区 時計 宝石 眼鏡 しんかい 小売業 その他小売 5%

137,814 愛知県 名古屋市中村区 ＤＯＳ サービス 飲食業 5%

137,815 愛知県 名古屋市中村区 トヨタカローラ名古屋中村本陣店 小売業 その他小売 5%

137,816 愛知県 名古屋市中村区 トヨタレンタリース名古屋名古屋駅太閤通口店 サービス その他サービス 2%

137,817 愛知県 名古屋市中村区 トヨタレンタリース名古屋名古屋国際センター前店 サービス その他サービス 2%

137,818 愛知県 名古屋市中村区 トヨタレンタリース名古屋八田駅北店 サービス その他サービス 2%

137,819 愛知県 名古屋市中村区 トヨタレンタリース名古屋名駅笹島店 サービス その他サービス 2%

137,820 愛知県 名古屋市中村区 とらのあな　名古屋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

137,821 愛知県 名古屋市中村区 トリプルツアー　有　　本社営業車 サービス その他サービス 5%

137,822 愛知県 名古屋市中村区 とんこつらーめん　一番星　名駅店 サービス 飲食業 5%

137,823 愛知県 名古屋市中村区 とんぺら屋名駅店 サービス 飲食業 5%

137,824 愛知県 名古屋市中村区 とんぺら屋名駅広小路店 サービス 飲食業 5%

137,825 愛知県 名古屋市中村区 中島秀男司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

137,826 愛知県 名古屋市中村区 中村磯部百花園 サービス その他サービス 5%

137,827 愛知県 名古屋市中村区 Ｎａｇｏｙａ　Ｌ?ｂａｓｅ 小売業 衣料品 5%

137,828 愛知県 名古屋市中村区 セブン－イレブン名古屋岩塚町店 小売業 食料品 2%

137,829 愛知県 名古屋市中村区 セブン－イレブン名古屋牛田通店 小売業 食料品 2%

137,830 愛知県 名古屋市中村区 名古屋駅ヒラソル法律事務所 サービス その他サービス 5%

137,831 愛知県 名古屋市中村区 セブン－イレブン名古屋大秋町２丁目店 小売業 食料品 2%

137,832 愛知県 名古屋市中村区 ワンベルウッズ名古屋オフィス サービス その他サービス 5%

137,833 愛知県 名古屋市中村区 セブン－イレブン名古屋亀島２丁目店 小売業 食料品 2%

137,834 愛知県 名古屋市中村区 セブン－イレブン名古屋国際センター駅東店 小売業 食料品 2%

137,835 愛知県 名古屋市中村区 セブン－イレブン名古屋権現通店 小売業 食料品 2%

137,836 愛知県 名古屋市中村区 セブン－イレブン名古屋ささしまライブ店 小売業 食料品 2%

137,837 愛知県 名古屋市中村区 名古屋サミットホテル サービス 宿泊業 5%

137,838 愛知県 名古屋市中村区 なごや塾 サービス その他サービス 5%

137,839 愛知県 名古屋市中村区 セブン－イレブン名古屋宿跡町１丁目店 小売業 食料品 2%

137,840 愛知県 名古屋市中村区 セブンーイレブン名古屋千成通店 小売業 食料品 2%

137,841 愛知県 名古屋市中村区 セブン－イレブン名古屋太閤１丁目店 小売業 食料品 2%

137,842 愛知県 名古屋市中村区 セブン－イレブン名古屋太閤通４丁目店 小売業 食料品 2%

137,843 愛知県 名古屋市中村区 セブン－イレブン名古屋太閤通６丁目店 小売業 食料品 2%

137,844 愛知県 名古屋市中村区 名古屋ダイハツ岩塚店 小売業 その他小売 5%
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137,845 愛知県 名古屋市中村区 セブン－イレブン名古屋地下鉄名古屋駅店 小売業 食料品 2%

137,846 愛知県 名古屋市中村区 セブン－イレブン名古屋豊国通烏森店 小売業 食料品 2%

137,847 愛知県 名古屋市中村区 セブン－イレブン名古屋則武２丁目店 小売業 食料品 2%

137,848 愛知県 名古屋市中村区 セブン－イレブン名古屋名駅２丁目店 小売業 食料品 2%

137,849 愛知県 名古屋市中村区 セブン－イレブン名古屋名駅南１丁目店 小売業 食料品 2%

137,850 愛知県 名古屋市中村区 セブン－イレブン名古屋名西通１丁目店 小売業 食料品 2%

137,851 愛知県 名古屋市中村区 ふらっと酒場－ル　なごころ サービス 飲食業 5%

137,852 愛知県 名古屋市中村区 ＮＡＴＵＲＡ名駅店 サービス 理容・美容業 5%

137,853 愛知県 名古屋市中村区 ナフコトミダ　千成店 小売業 食料品 5%

137,854 愛知県 名古屋市中村区 成田商店  ｂａｎａｎａ サービス 飲食業 5%

137,855 愛知県 名古屋市中村区 ｎｅｗ　ｙｏｕｎｇ サービス 理容・美容業 5%

137,856 愛知県 名古屋市中村区 ネッツトヨタ中京岩塚店 小売業 その他小売 5%

137,857 愛知県 名古屋市中村区 ネッツトヨタ名古屋中村・畑江店 小売業 その他小売 5%

137,858 愛知県 名古屋市中村区 ネッツトヨタ名古屋中村・本陣店 小売業 その他小売 5%

137,859 愛知県 名古屋市中村区 野崎電気商会 小売業 電化製品 5%

137,860 愛知県 名古屋市中村区 Ｈａｓｅ 小売業 衣料品 5%

137,861 愛知県 名古屋市中村区 バイエイト サービス 理容・美容業 5%

137,862 愛知県 名古屋市中村区 ハオ中国語アカデミー名古屋校 サービス その他サービス 5%

137,863 愛知県 名古屋市中村区 ＰＡＳＩＯＮ サービス その他サービス 5%

137,864 愛知県 名古屋市中村区 （有）畑中水道工業所 サービス その他サービス 5%

137,865 愛知県 名古屋市中村区 パナショップ　栄生 小売業 電化製品 5%

137,866 愛知県 名古屋市中村区 馬肉問屋うまやん サービス 飲食業 5%

137,867 愛知県 名古屋市中村区 浜焼き×海鮮バル　魚魚カルチョ サービス 飲食業 5%

137,868 愛知県 名古屋市中村区 ハラダ　クリーニング　本陣店 サービス その他サービス 5%

137,869 愛知県 名古屋市中村区 パルスほんま 小売業 電化製品 5%

137,870 愛知県 名古屋市中村区 ＨＡＮＤＰＩＣＫＥＤ サービス 飲食業 5%

137,871 愛知県 名古屋市中村区 ＢｅｅｒｂａｒＫｏｍｕｇｉ サービス 飲食業 5%

137,872 愛知県 名古屋市中村区 Ｂｅｅ‐ｍｓ　ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙ　名駅店 サービス 理容・美容業 5%

137,873 愛知県 名古屋市中村区 ビジネスホテル　第１スターナゴヤ サービス 宿泊業 5%

137,874 愛知県 名古屋市中村区 ビジネスホテル　第２スターナゴヤ サービス 宿泊業 5%

137,875 愛知県 名古屋市中村区 ビジネスホテル　ニュ－スタ－ナゴヤ サービス 宿泊業 5%

137,876 愛知県 名古屋市中村区 Ｂｉｓｈｏｋｕバル　マル本店 サービス 飲食業 5%

137,877 愛知県 名古屋市中村区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ名鉄百貨店 小売業 衣料品 5%

137,878 愛知県 名古屋市中村区 ビッグバザール　大門店 小売業 電化製品 5%

137,879 愛知県 名古屋市中村区 びっくりドンキー岩塚本通店 サービス 飲食業 2%

137,880 愛知県 名古屋市中村区 びっくりドンキーささしま愛大前 サービス 飲食業 2%

137,881 愛知県 名古屋市中村区 ｈｉｄｅａｋｉｐｉｃｓ サービス その他サービス 5%

137,882 愛知県 名古屋市中村区 ひまわりキッチン サービス 飲食業 5%

137,883 愛知県 名古屋市中村区 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＣＯＣＯ　ジュニア育成店 サービス 理容・美容業 5%

137,884 愛知県 名古屋市中村区 美容室Ｋａｚｕｍｉ サービス 理容・美容業 5%

137,885 愛知県 名古屋市中村区 美容室ＮＡＭ２ サービス 理容・美容業 5%

137,886 愛知県 名古屋市中村区 ひょうたんカフェ サービス 飲食業 5%
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137,887 愛知県 名古屋市中村区 ＦＡＲＯ花楼 サービス 飲食業 5%

137,888 愛知県 名古屋市中村区 ふぁみりあ動物病院 サービス その他サービス 5%

137,889 愛知県 名古屋市中村区 Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉａ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ サービス その他サービス 5%

137,890 愛知県 名古屋市中村区 フウユウカ　リリカルイベント 小売業 その他小売 5%

137,891 愛知県 名古屋市中村区 Ｆｏｕｒ　Ｓｅａｓｏｎｓ　フォーシーズン サービス 飲食業 5%

137,892 愛知県 名古屋市中村区 フォトスタジオタネムラ サービス その他サービス 5%

137,893 愛知県 名古屋市中村区 プカプカ　レジャック サービス 飲食業 5%

137,894 愛知県 名古屋市中村区 福助 サービス 飲食業 5%

137,895 愛知県 名古屋市中村区 ふく炉　名駅店　ふく炉　名駅店 サービス 飲食業 5%

137,896 愛知県 名古屋市中村区 ＦＵＴＡＭＵＲＡＧＲＥＥＮ 小売業 家具・調度品 5%

137,897 愛知県 名古屋市中村区 プリナチュール名古屋店 サービス その他サービス 5%

137,898 愛知県 名古屋市中村区 Ｂｒｉｌｌａｎｔｅ 小売業 衣料品 5%

137,899 愛知県 名古屋市中村区 ＢＬＥＵＦＵＭＥ 小売業 衣料品 5%

137,900 愛知県 名古屋市中村区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｎｉｋｋｉ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｎｉｋｋｉ サービス 理容・美容業 5%

137,901 愛知県 名古屋市中村区 ｈａｉｒｈｏｕｓｅ Ｔｉｎｋ サービス 理容・美容業 5%

137,902 愛知県 名古屋市中村区 ｈａｉｒｇａｒｖｏ サービス 理容・美容業 5%

137,903 愛知県 名古屋市中村区 ヘアロジーアヴェダ サービス 理容・美容業 5%

137,904 愛知県 名古屋市中村区 ベースキャンプ名古屋 サービス その他サービス 5%

137,905 愛知県 名古屋市中村区 ベースキャンプ名古屋 サービス その他サービス 5%

137,906 愛知県 名古屋市中村区 べこや 名駅店 べこや 名駅店 サービス 飲食業 5%

137,907 愛知県 名古屋市中村区 ペットハウス・プーキーパレマルシェ中村店 小売業 その他小売 5%

137,908 愛知県 名古屋市中村区 Ｂｅａｕｔｅ　Ｃｒｅａ　名駅店 サービス その他サービス 5%

137,909 愛知県 名古屋市中村区 ポジティブストレッチ今池店 サービス その他サービス 5%

137,910 愛知県 名古屋市中村区 ホビーランドぽち　名古屋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

137,911 愛知県 名古屋市中村区 ＭＡＧＮＩ　Ｓ　ＣＯＦＦＥＥ　ＴＲＵＣＫ サービス 飲食業 5%

137,912 愛知県 名古屋市中村区 マグロドウ 中村太閤通店 サービス 飲食業 5%

137,913 愛知県 名古屋市中村区 松永薬局　松永薬局 小売業 その他小売 5%

137,914 愛知県 名古屋市中村区 希家 サービス 飲食業 5%

137,915 愛知県 名古屋市中村区 美濃幸ラ．クロシェット 小売業 衣料品 5%

137,916 愛知県 名古屋市中村区 ｍｉｊａｓ サービス 理容・美容業 5%

137,917 愛知県 名古屋市中村区 妙香園サンロード店 小売業 食料品 5%

137,918 愛知県 名古屋市中村区 ｍｉｌｉｍｉｌｉ サービス 理容・美容業 5%

137,919 愛知県 名古屋市中村区 ミント　ポニーランド 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

137,920 愛知県 名古屋市中村区 村瀬鞄行名古屋本店 小売業 その他小売 5%

137,921 愛知県 名古屋市中村区 村正 サービス 飲食業 5%

137,922 愛知県 名古屋市中村区 名駅　宴処　花かるた サービス 飲食業 5%

137,923 愛知県 名古屋市中村区 名駅　宴処　花離　（はなれ） サービス 飲食業 5%

137,924 愛知県 名古屋市中村区 メガネ　宝飾品　時計　カワグチ 小売業 その他小売 5%

137,925 愛知県 名古屋市中村区 ｍｏｄｉｍｏ サービス 理容・美容業 5%

137,926 愛知県 名古屋市中村区 焼肉牛わか サービス 飲食業 5%

137,927 愛知県 名古屋市中村区 焼肉館 サービス 飲食業 5%

137,928 愛知県 名古屋市中村区 櫓茶屋　レジャック サービス 飲食業 5%
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137,929 愛知県 名古屋市中村区 ヤマグチ労務管理事務所 サービス その他サービス 5%

137,930 愛知県 名古屋市中村区 山弥石油株式会社 稲葉地給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

137,931 愛知県 名古屋市中村区 有限会社　カガ屋　訪問用 サービス その他サービス 5%

137,932 愛知県 名古屋市中村区 有限会社熱情グループ 名古屋焼肉 ちんちこちん サービス 飲食業 5%

137,933 愛知県 名古屋市中村区 有限会社熱情グループ　日本酒天国　おにたいじ サービス 飲食業 5%

137,934 愛知県 名古屋市中村区 洋菓子フィレンツェ岩塚店 小売業 食料品 5%

137,935 愛知県 名古屋市中村区 洋食家ロンシャン ＪＲ名古屋駅 サービス 飲食業 5%

137,936 愛知県 名古屋市中村区 ヨガリグ　ミッドランドスクエアスカイホールヨガ　ｂｙ　Ｌｉｇ サービス その他サービス 5%

137,937 愛知県 名古屋市中村区 ヨコイＫＩＴＴＥ名古屋店 スパゲッティハウスヨコイＫＩＴＴＥ名古屋店 サービス 飲食業 5%

137,938 愛知県 名古屋市中村区 よろずや蔵之介　名駅店　よろずや蔵之介　名駅店 サービス 飲食業 5%

137,939 愛知県 名古屋市中村区 ライドジャム 小売業 その他小売 5%

137,940 愛知県 名古屋市中村区 ライフパートナーあらいでんき 小売業 電化製品 5%

137,941 愛知県 名古屋市中村区 ライン自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

137,942 愛知県 名古屋市中村区 らしんばん 名古屋笹島店 小売業 その他小売 5%

137,943 愛知県 名古屋市中村区 らしんばん　名古屋笹島店 小売業 その他小売 5%

137,944 愛知県 名古屋市中村区 らしんばん　名古屋店本館 小売業 その他小売 5%

137,945 愛知県 名古屋市中村区 ラッキーブレインズ アクティブ ブレインセミナー サービス その他サービス 5%

137,946 愛知県 名古屋市中村区 Ｒｉｋｙｕ　名駅広小路店 サービス 飲食業 5%

137,947 愛知県 名古屋市中村区 ＲＥＪＯＵＩＲ　ＢＥＡＵＴＹ　ＧＡＲＤＥＮ サービス 理容・美容業 5%

137,948 愛知県 名古屋市中村区 龍神　名駅店　龍神　名駅店 サービス 飲食業 5%

137,949 愛知県 名古屋市中村区 リュドール名古屋 サービス 理容・美容業 5%

137,950 愛知県 名古屋市中村区 ＲＵＥＤ’ＯＲ サービス その他サービス 5%

137,951 愛知県 名古屋市中村区 両口屋是清 名駅地下街店 小売業 食料品 5%

137,952 愛知県 名古屋市中村区 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ＆ＡｅｓｔｈｅｔｉｃＳｐａＩＬＵＭＩＮＡ サービス 理容・美容業 5%

137,953 愛知県 名古屋市中村区 リラクゼーションサロンフルーレット サービス 理容・美容業 5%

137,954 愛知県 名古屋市中村区 Ｌｉｌｌ サービス 理容・美容業 5%

137,955 愛知県 名古屋市中村区 りんごの木 小売業 食料品 5%

137,956 愛知県 名古屋市中村区 ｌｅｏｓｔａｒｈｏｓｔｅｌ サービス 宿泊業 5%

137,957 愛知県 名古屋市中村区 ｌｏａｂｅａｕｔ＇ｅ サービス 理容・美容業 5%

137,958 愛知県 名古屋市中村区 ロジウラのマタハリ サービス 飲食業 5%

137,959 愛知県 名古屋市中村区 ＲＯＣＣＡ　ＲＯＣＣＡ　ｂｙ　ＬＯＶＥＲＩＡ サービス 理容・美容業 5%

137,960 愛知県 名古屋市中村区 ワイン食堂　カドマル サービス 飲食業 5%

137,961 愛知県 名古屋市中村区 わだ泉　柳橋店 サービス 飲食業 5%

137,962 愛知県 名古屋市中村区 ワタナベコイン 小売業 その他小売 5%

137,963 愛知県 名古屋市中村区 わりでんや　わりでんや 小売業 食料品 5%

137,964 愛知県 名古屋市西区 愛電館ナニワあまづか店 小売業 電化製品 5%

137,965 愛知県 名古屋市西区 アイトゥーアイ 小売業 電化製品 5%

137,966 愛知県 名古屋市西区 ｉＰｈｏｎｅＤｏｃｔｏｒ　イオンタウン名西店 サービス その他サービス 5%

137,967 愛知県 名古屋市西区 ａｅｃａ【アエカ】 サービス 理容・美容業 5%

137,968 愛知県 名古屋市西区 昭光タクシー サービス 運輸業 5%

137,969 愛知県 名古屋市西区 アクア花原 小売業 食料品 5%

137,970 愛知県 名古屋市西区 あずき最中総本家 小売業 食料品 5%
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137,971 愛知県 名古屋市西区 アスキラット企画 小売業 電化製品 5%

137,972 愛知県 名古屋市西区 ａｍａｎｏ庄内通店 小売業 その他小売 5%

137,973 愛知県 名古屋市西区 ａｍａｎｏ　庄内通店 小売業 その他小売 5%

137,974 愛知県 名古屋市西区 アマノドラッグ　庄内通店 小売業 その他小売 5%

137,975 愛知県 名古屋市西区 ＡｎｔｉｃｏＣｉａｂａｔｔｉｎｏ 小売業 衣料品 5%

137,976 愛知県 名古屋市西区 石窯屋台食堂 ＶＩＣＯＬＯ サービス 飲食業 5%

137,977 愛知県 名古屋市西区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋西区ミユキモール店 サービス 飲食業 2%

137,978 愛知県 名古屋市西区 イルベイジュ サービス 飲食業 5%

137,979 愛知県 名古屋市西区 株式会社ウイズ サービス その他サービス 5%

137,980 愛知県 名古屋市西区 ＷＩＳＨ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

137,981 愛知県 名古屋市西区 ＷＩＮＮＥＲ　西店 サービス 理容・美容業 5%

137,982 愛知県 名古屋市西区 エナジーサロン燿 サービス 理容・美容業 5%

137,983 愛知県 名古屋市西区 ｅｒｉｒｏｓｅ サービス その他サービス 5%

137,984 愛知県 名古屋市西区 えんぎや洋服店 小売業 衣料品 5%

137,985 愛知県 名古屋市西区 圓屋　西店 サービス その他サービス 5%

137,986 愛知県 名古屋市西区 ＥＮＬＩＥＤ サービス 理容・美容業 5%

137,987 愛知県 名古屋市西区 大銀杏 名古屋西店 サービス 飲食業 5%

137,988 愛知県 名古屋市西区 王様の耳 サービス 理容・美容業 5%

137,989 愛知県 名古屋市西区 大盛鮮魚カツオ 大盛鮮魚カツオ サービス 飲食業 5%

137,990 愛知県 名古屋市西区 大盛鮮魚カツオ サービス 飲食業 5%

137,991 愛知県 名古屋市西区 オキナワ食堂　ばるやパーラー サービス 飲食業 5%

137,992 愛知県 名古屋市西区 ｏｔｔｏｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

137,993 愛知県 名古屋市西区 オリックスレンタカー中小田井店 サービス その他サービス 2%

137,994 愛知県 名古屋市西区 かあと小僧 小売業 その他小売 5%

137,995 愛知県 名古屋市西区 カーリペアー伊藤 サービス その他サービス 5%

137,996 愛知県 名古屋市西区 カウンセリングオフィスうらら　カウンセリングオフィスうらら サービス その他サービス 5%

137,997 愛知県 名古屋市西区 菓匠　鶴亀堂 小売業 食料品 5%

137,998 愛知県 名古屋市西区 ＫＡＣＨＩ サービス その他サービス 5%

137,999 愛知県 名古屋市西区 金森スポーツ名古屋 小売業 その他小売 5%

138,000 愛知県 名古屋市西区 カフェギャラリーｈａｇｉ サービス その他サービス 5%

138,001 愛知県 名古屋市西区 株式会社　青山商店 小売業 食料品 5%

138,002 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＳＵＮＲＩＳＥ 小売業 家具・調度品 5%

138,003 愛知県 名古屋市西区 株式会社修理工房 サービス その他サービス 5%

138,004 愛知県 名古屋市西区 マツザワ自動車 小売業 その他小売 5%

138,005 愛知県 名古屋市西区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋小田井店 サービス 飲食業 2%

138,006 愛知県 名古屋市西区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋西区城西店 サービス 飲食業 2%

138,007 愛知県 名古屋市西区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋西区那古野店 サービス 飲食業 2%

138,008 愛知県 名古屋市西区 河合塾マナビス上小田井校 サービス その他サービス 2%

138,009 愛知県 名古屋市西区 河合塾マナビス庄内通校 サービス その他サービス 2%

138,010 愛知県 名古屋市西区 きときと名古屋店 サービス 飲食業 5%

138,011 愛知県 名古屋市西区 Ｃａｔ’ｓ　Ｗｈｉｓｋｅｒ 小売業 その他小売 5%

138,012 愛知県 名古屋市西区 京や サービス 飲食業 5%

3288



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

138,013 愛知県 名古屋市西区 旭南堂城北店 小売業 電化製品 5%

138,014 愛知県 名古屋市西区 旭南堂 小売業 電化製品 5%

138,015 愛知県 名古屋市西区 Ｑｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

138,016 愛知県 名古屋市西区 グラスヒビキ サービス 理容・美容業 5%

138,017 愛知県 名古屋市西区 合同会社ａｍａｔａｔｓｕ　Ｔｓｕｇｉｍｅ　Ｔｏｏｌｓ　Ｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

138,018 愛知県 名古屋市西区 ＴｓｕｇｉｍｅＴｏｏｌｓＳｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

138,019 愛知県 名古屋市西区 合同会社　米八　おてがる会議室ｉｎ７５８ サービス その他サービス 5%

138,020 愛知県 名古屋市西区 古民家ビストロ 狸 古民家ビストロ狸 サービス 飲食業 5%

138,021 愛知県 名古屋市西区 金剛堂　中部本店 小売業 家具・調度品 5%

138,022 愛知県 名古屋市西区 サイクルジョイ名古屋西店 小売業 その他小売 5%

138,023 愛知県 名古屋市西区 酒の長蔵 小売業 その他小売 5%

138,024 愛知県 名古屋市西区 サトー電化　比良店 小売業 電化製品 5%

138,025 愛知県 名古屋市西区 サロンド秩父 サービス 理容・美容業 5%

138,026 愛知県 名古屋市西区 ＳＨＡＲＥ　ＳＨＯＰ　ＩＴＯ 小売業 衣料品 5%

138,027 愛知県 名古屋市西区 ＪＤＣ サービス その他サービス 5%

138,028 愛知県 名古屋市西区 ジェームス名古屋西店 小売業 その他小売 2%

138,029 愛知県 名古屋市西区 ＧＥＯＧＲＡＰＨＹｍｏｚｏワンダ－シティ 小売業 衣料品 5%

138,030 愛知県 名古屋市西区 ジオスカー サービス 理容・美容業 5%

138,031 愛知県 名古屋市西区 自家焙煎珈琲エターナル 自家焙煎珈琲エターナル サービス 飲食業 5%

138,032 愛知県 名古屋市西区 四間道ガラス館 小売業 その他小売 5%

138,033 愛知県 名古屋市西区 ジャニＳＯＫＵ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

138,034 愛知県 名古屋市西区 Jewelry&WatchHANADA 小売業 その他小売 5%

138,035 愛知県 名古屋市西区 ジョイ・ムーブメント サービス その他サービス 5%

138,036 愛知県 名古屋市西区 尚貴堂 小売業 衣料品 5%

138,037 愛知県 名古屋市西区 ｇｉｒａｓｏｌｅ サービス 理容・美容業 5%

138,038 愛知県 名古屋市西区 Ｓｗｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

138,039 愛知県 名古屋市西区 Ｓｐａｃｅ　　Ｌａｂｏ　ｌｉｆｅ 小売業 その他小売 5%

138,040 愛知県 名古屋市西区 炭火焼鳥鳥横丁 サービス 飲食業 5%

138,041 愛知県 名古屋市西区 セルヴァンミズノ 小売業 貴金属・服飾品 5%

138,042 愛知県 名古屋市西区 タイヤショップ　エーワン 小売業 その他小売 5%

138,043 愛知県 名古屋市西区 高桑塗料商会 小売業 その他小売 5%

138,044 愛知県 名古屋市西区 ＤｏｔＦｌｉｐ 小売業 衣料品 5%

138,045 愛知県 名古屋市西区 たまり場浄心店 サービス 飲食業 5%

138,046 愛知県 名古屋市西区 たまり場　浄心店 サービス 飲食業 5%

138,047 愛知県 名古屋市西区 ＣＨＡＰＴＥＲ０８　チャプターエイト 小売業 その他小売 5%

138,048 愛知県 名古屋市西区 ツインクル（小川） 小売業 その他小売 5%

138,049 愛知県 名古屋市西区 ツインクル（佐藤） 小売業 その他小売 5%

138,050 愛知県 名古屋市西区 ツインクル（関戸） 小売業 その他小売 5%

138,051 愛知県 名古屋市西区 ツインクル（塚本） 小売業 その他小売 5%

138,052 愛知県 名古屋市西区 ツインクル（西脇） 小売業 その他小売 5%

138,053 愛知県 名古屋市西区 ツインクル（平井） 小売業 その他小売 5%

138,054 愛知県 名古屋市西区 ツインクル（南） 小売業 その他小売 5%

3289



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

138,055 愛知県 名古屋市西区 ツインクル（守屋） 小売業 その他小売 5%

138,056 愛知県 名古屋市西区 ツインクル（横山） 小売業 その他小売 5%

138,057 愛知県 名古屋市西区 ＴＥＴＳＵ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

138,058 愛知県 名古屋市西区 デリシャステイク名古屋 小売業 食料品 5%

138,059 愛知県 名古屋市西区 トミタクシー サービス 運輸業 5%

138,060 愛知県 名古屋市西区 トヨタカローラ中京康生通店 小売業 その他小売 5%

138,061 愛知県 名古屋市西区 トヨタホ－ム名古屋名駅北店 サービス その他サービス 5%

138,062 愛知県 名古屋市西区 トヨタレンタリース名古屋康生通店 サービス その他サービス 2%

138,063 愛知県 名古屋市西区 ｔｒｉｃｏｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

138,064 愛知県 名古屋市西区 鶏笑　浄心駅前店 小売業 食料品 5%

138,065 愛知県 名古屋市西区 ＴＲＥＴＯＲＴＥ サービス 飲食業 5%

138,066 愛知県 名古屋市西区 セブン－イレブン名古屋菊井２丁目店 小売業 食料品 2%

138,067 愛知県 名古屋市西区 セブン－イレブン名古屋清里町店 小売業 食料品 2%

138,068 愛知県 名古屋市西区 セブン－イレブン名古屋五才美町店 小売業 食料品 2%

138,069 愛知県 名古屋市西区 セブン－イレブン名古屋栄生駅北店 小売業 食料品 2%

138,070 愛知県 名古屋市西区 セブン－イレブン名古屋笹塚町店 小売業 食料品 2%

138,071 愛知県 名古屋市西区 セブン－イレブン名古屋城西４丁目店 小売業 食料品 2%

138,072 愛知県 名古屋市西区 セブン－イレブン名古屋浄心店 小売業 食料品 2%

138,073 愛知県 名古屋市西区 セブン－イレブン名古屋砂原町店 小売業 食料品 2%

138,074 愛知県 名古屋市西区 セブンーイレブン名古屋浅間町店 小売業 食料品 2%

138,075 愛知県 名古屋市西区 名古屋ダイハツ西店 小売業 その他小売 5%

138,076 愛知県 名古屋市西区 株式会社名古屋調理器材  株 名古屋調理器材 小売業 その他小売 5%

138,077 愛知県 名古屋市西区 セブン－イレブン名古屋中沼町店 小売業 食料品 2%

138,078 愛知県 名古屋市西区 セブン－イレブン名古屋枇杷島１丁目店 小売業 食料品 2%

138,079 愛知県 名古屋市西区 セブン－イレブン名古屋又穂町店 小売業 食料品 2%

138,080 愛知県 名古屋市西区 セブン－イレブン名古屋名駅３丁目店 小売業 食料品 2%

138,081 愛知県 名古屋市西区 セブン－イレブン名古屋八筋町店 小売業 食料品 2%

138,082 愛知県 名古屋市西区 セブン－イレブン名古屋八筋町南店 小売業 食料品 2%

138,083 愛知県 名古屋市西区 ナショナルヤガタ押切店 小売業 電化製品 5%

138,084 愛知県 名古屋市西区 ニッカホーム　名古屋西営業所 サービス その他サービス 5%

138,085 愛知県 名古屋市西区 ネイルサロン　エソラ サービス その他サービス 5%

138,086 愛知県 名古屋市西区 ＭＡＤＩＳＯＮ サービス その他サービス 5%

138,087 愛知県 名古屋市西区 ねころんｄｅアート サービス その他サービス 5%

138,088 愛知県 名古屋市西区 ネッツトヨタ中京庄内店 小売業 その他小売 5%

138,089 愛知県 名古屋市西区 ネッツトヨタ中京則武店 小売業 その他小売 5%

138,090 愛知県 名古屋市西区 ネッツトヨタ名古屋西・名西店 小売業 その他小売 5%

138,091 愛知県 名古屋市西区 ネッツトヨタ名古屋西・名西Ｐｉｐｉｔ 小売業 その他小売 5%

138,092 愛知県 名古屋市西区 ネッツトヨタ名古屋法人部 小売業 その他小売 5%

138,093 愛知県 名古屋市西区 白山温泉 白山温泉 サービス その他サービス 5%

138,094 愛知県 名古屋市西区 ＨＡＳ サービス 理容・美容業 5%

138,095 愛知県 名古屋市西区 ハラダ　クリーニング　浮野店 サービス その他サービス 5%

138,096 愛知県 名古屋市西区 ハラダ　クリーニング　ＦＥＥＬ　ファミリーテーブル内 サービス その他サービス 5%
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138,097 愛知県 名古屋市西区 ハラダ クリーニング 栄生駅前店 サービス その他サービス 5%

138,098 愛知県 名古屋市西区 ハラダ　クリーニング　押切店 サービス その他サービス 5%

138,099 愛知県 名古屋市西区 ハラダ　クリーニング　クリーニング　ハラダ　本店 サービス その他サービス 5%

138,100 愛知県 名古屋市西区 ハラダ　クリーニング　浅間店 サービス その他サービス 5%

138,101 愛知県 名古屋市西区 はりきゅうマッサージ治療室ぴっころ サービス その他サービス 5%

138,102 愛知県 名古屋市西区 ＢＡＲ ＤＵＦＩ サービス 飲食業 5%

138,103 愛知県 名古屋市西区 早川フード 小売業 食料品 5%

138,104 愛知県 名古屋市西区 美ぃはぁと サービス 理容・美容業 5%

138,105 愛知県 名古屋市西区 ＢＩＳＴＲＯ　Ｃｉｅｌ サービス 飲食業 5%

138,106 愛知県 名古屋市西区 ＰｉｍｕＦａｃｔｏｒｙ（ピムゥファクトリー） サービス その他サービス 5%

138,107 愛知県 名古屋市西区 美容室ＣＨＥＲＲＹ サービス 理容・美容業 5%

138,108 愛知県 名古屋市西区 美容室Ｌｉｐｓ サービス 理容・美容業 5%

138,109 愛知県 名古屋市西区 比良温泉 入浴料 サービス その他サービス 5%

138,110 愛知県 名古屋市西区 ＰＨＩ サービス 理容・美容業 5%

138,111 愛知県 名古屋市西区 ＰＨＩ サービス 理容・美容業 5%

138,112 愛知県 名古屋市西区 ＦＡＢＳ 小売業 衣料品 5%

138,113 愛知県 名古屋市西区 ＰｈｏｔｏＡｔｅｌｉｅｒＲｏｏｔｓ サービス その他サービス 5%

138,114 愛知県 名古屋市西区 藤沢輪業　自転車のフジサワ 小売業 その他小売 5%

138,115 愛知県 名古屋市西区 プリントクリエイティブ 小売業 衣料品 5%

138,116 愛知県 名古屋市西区 ｆｌｕｔｔｏ サービス 飲食業 5%

138,117 愛知県 名古屋市西区 プレジャーはうすサンキョー 小売業 電化製品 5%

138,118 愛知県 名古屋市西区 ヘアーカット ヨッシー サービス 理容・美容業 5%

138,119 愛知県 名古屋市西区 ＨａｉｒＧｒａｎｄｅＳｅｅｅｋ２ サービス 理容・美容業 5%

138,120 愛知県 名古屋市西区 ヘアーサロン　カワセ サービス 理容・美容業 5%

138,121 愛知県 名古屋市西区 Ｈａｉｒ＆Ｓｐｓ　Ａｒｋ サービス 理容・美容業 5%

138,122 愛知県 名古屋市西区 ベトナム屋台食堂 サイゴン２ サービス 飲食業 5%

138,123 愛知県 名古屋市西区 ボルダリングハウスノット サービス その他サービス 5%

138,124 愛知県 名古屋市西区 ｈｏｍｅｍｅｄｉｃａｌｌａｂｏＭａｒｂｌｅ 小売業 衣料品 5%

138,125 愛知県 名古屋市西区 ＭｙＰｌｅａｓａｎｔｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

138,126 愛知県 名古屋市西区 巻き爪矯正名古屋センター サービス その他サービス 5%

138,127 愛知県 名古屋市西区 Ｍａｔｋａ サービス 理容・美容業 5%

138,128 愛知県 名古屋市西区 豆福 小売業 食料品 5%

138,129 愛知県 名古屋市西区 京都アンテナショップ　丸竹夷 サービス 飲食業 5%

138,130 愛知県 名古屋市西区 マルツ名古屋小田井店 小売業 電化製品 5%

138,131 愛知県 名古屋市西区 Ｍａｎ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ 小売業 衣料品 5%

138,132 愛知県 名古屋市西区 Ｍａｎ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ 小売業 その他小売 5%

138,133 愛知県 名古屋市西区 みどりや ＭＡＫＩ本店 小売業 衣料品 5%

138,134 愛知県 名古屋市西区 みどりやＭＡＫＩ本店 小売業 衣料品 5%

138,135 愛知県 名古屋市西区 ＭＩＮＡＭＩ美容室 サービス 理容・美容業 5%

138,136 愛知県 名古屋市西区 宮宇　浄心 サービス 飲食業 5%

138,137 愛知県 名古屋市西区 Ｍｅｗ’ｓ　Ｔｅａ　Ｒｏｏｍ サービス 飲食業 5%

138,138 愛知県 名古屋市西区 Ｍｏｄｅ わたなべ Ｍｏｄｅわたなべ 小売業 衣料品 5%
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138,139 愛知県 名古屋市西区 ＹＡＧＧＹ壱 サービス その他サービス 5%

138,140 愛知県 名古屋市西区 ｋｅｙｔｏ サービス 飲食業 5%

138,141 愛知県 名古屋市西区 有限会社オーディーエー 小売業 その他小売 5%

138,142 愛知県 名古屋市西区 有限会社熱情グループ やきとり無双 とり満 サービス 飲食業 5%

138,143 愛知県 名古屋市西区 有限会社松岡商店　パッケージ資材 サービス その他サービス 5%

138,144 愛知県 名古屋市西区 有限会社三輪碁盤店　棋聖堂　有　三輪碁盤店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

138,145 愛知県 名古屋市西区 有限会社六句小川屋商店 小売業 食料品 5%

138,146 愛知県 名古屋市西区 ユナイテッドケアーズ名駅本店 サービス 理容・美容業 5%

138,147 愛知県 名古屋市西区 ユーハート　クニイ 小売業 電化製品 5%

138,148 愛知県 名古屋市西区 らーめん柊 サービス 飲食業 5%

138,149 愛知県 名古屋市西区 ライズ理容　ライズ理容 サービス 理容・美容業 5%

138,150 愛知県 名古屋市西区 Ｌｉａｎ サービス 理容・美容業 5%

138,151 愛知県 名古屋市西区 Ｌｉａｎ サービス 理容・美容業 5%

138,152 愛知県 名古屋市西区 ＬｅａＤ ＴＯＴＡＬ ＡＵＴＯ ＳＥＲＶＩＣＥ サービス その他サービス 5%

138,153 愛知県 名古屋市西区 ＲｉｍｉｓＮａｉｌｘ２７ｓ サービス その他サービス 5%

138,154 愛知県 名古屋市西区 ＲＵＢＡＮ 小売業 その他小売 5%

138,155 愛知県 名古屋市西区 リラクゼーションサロン ニード サービス その他サービス 5%

138,156 愛知県 名古屋市西区 ＬＵＣＩＤＯＳＴＹＬＥＬｅｃｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

138,157 愛知県 名古屋市西区 ｗａ　円頓寺　ｗａ　円頓寺 小売業 食料品 5%

138,158 愛知県 名古屋市西区 ｗｉｌｄｂｅｒｒｙの布小物 小売業 衣料品 5%

138,159 愛知県 名古屋市西区 ワイワイオフィス心と身体の休憩室 サービス その他サービス 5%

138,160 愛知県 名古屋市西区 和食房　味彩 サービス 飲食業 5%

138,161 愛知県 名古屋市西区 和ダイニング陽だま里 サービス 飲食業 5%

138,162 愛知県 名古屋市東区 愛知芸文センターアートショップ 小売業 家具・調度品 5%

138,163 愛知県 名古屋市東区 愛電館　やましん 小売業 電化製品 5%

138,164 愛知県 名古屋市東区 新さかえ家 サービス 飲食業 5%

138,165 愛知県 名古屋市東区 アクアネイル千種 サービス 理容・美容業 5%

138,166 愛知県 名古屋市東区 味園泉店 サービス 飲食業 5%

138,167 愛知県 名古屋市東区 味処よこゐ サービス 飲食業 5%

138,168 愛知県 名古屋市東区 ＰｒｉｖａｔｅＳａｌｏｎＡｌｉｉ サービス 理容・美容業 5%

138,169 愛知県 名古屋市東区 Ｅｎｓｏｌｅｉｌｌｅコルギサロン サービス 理容・美容業 5%

138,170 愛知県 名古屋市東区 ラオパサ サービス 飲食業 5%

138,171 愛知県 名古屋市東区 粋 小売業 衣料品 5%

138,172 愛知県 名古屋市東区 石うす屋中村米穀 小売業 食料品 5%

138,173 愛知県 名古屋市東区 出光東片端ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

138,174 愛知県 名古屋市東区 伊藤繁吉商店 小売業 その他小売 5%

138,175 愛知県 名古屋市東区 伊藤繁吉商店 小売業 その他小売 5%

138,176 愛知県 名古屋市東区 Ｖｉｒａｇｏｎ Ｖｉｒａｇｏｎ サービス その他サービス 5%

138,177 愛知県 名古屋市東区 ＷＩＮＮＥＲ　本店 サービス 理容・美容業 5%

138,178 愛知県 名古屋市東区 うどん屋しこしこ亭 サービス 飲食業 5%

138,179 愛知県 名古屋市東区 ａｇｉｎｇｒｏｏｍＬａｖｉａ サービス 理容・美容業 5%

138,180 愛知県 名古屋市東区 ＥｓｔｈｅｔｉｃｒｏｏｍＰｕａ サービス 理容・美容業 2%
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138,181 愛知県 名古屋市東区 Ｎ　ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

138,182 愛知県 名古屋市東区 ＫＩーＮＡ サービス 理容・美容業 5%

138,183 愛知県 名古屋市東区 おおやまホルモン　新出来店 サービス 飲食業 5%

138,184 愛知県 名古屋市東区 お燗とｖｉｎめしくいぜ サービス 飲食業 5%

138,185 愛知県 名古屋市東区 お酒処　笑矢 サービス 飲食業 5%

138,186 愛知県 名古屋市東区 ＯｒａｎｇｅＣａｍｅｌ サービス 理容・美容業 5%

138,187 愛知県 名古屋市東区 神楽家 サービス 飲食業 5%

138,188 愛知県 名古屋市東区 カデルムーロ サービス 飲食業 5%

138,189 愛知県 名古屋市東区 加納経営事務所 サービス その他サービス 5%

138,190 愛知県 名古屋市東区 加納経営事務所株式会社 サービス その他サービス 5%

138,191 愛知県 名古屋市東区 株式会社アクセス　イノベーション サービス その他サービス 5%

138,192 愛知県 名古屋市東区 株式会社紀世 サービス その他サービス 5%

138,193 愛知県 名古屋市東区 カメラのアマノメッツ大曽根店 小売業 その他小売 5%

138,194 愛知県 名古屋市東区 我楽多文庫 車道店 サービス 飲食業 5%

138,195 愛知県 名古屋市東区 ＣＡＲＩＣＩＡ【カリシア】 サービス 理容・美容業 5%

138,196 愛知県 名古屋市東区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋東区新出来店 サービス その他サービス 2%

138,197 愛知県 名古屋市東区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東区錦通東桜店 サービス 飲食業 2%

138,198 愛知県 名古屋市東区 喫茶ＴＡＫＡＲＡ サービス 飲食業 5%

138,199 愛知県 名古屋市東区 喫茶タカラ サービス 飲食業 5%

138,200 愛知県 名古屋市東区 喫茶まいける サービス 飲食業 5%

138,201 愛知県 名古屋市東区 Ｋ ｉｔ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

138,202 愛知県 名古屋市東区 きもの睦月 小売業 衣料品 5%

138,203 愛知県 名古屋市東区 キャリーズ株式会社 サービス その他サービス 5%

138,204 愛知県 名古屋市東区 ぎょうざや　よっちゃん　ぎょうざやよっちゃん サービス 飲食業 5%

138,205 愛知県 名古屋市東区 串揚げとワイン宿串 サービス 飲食業 5%

138,206 愛知県 名古屋市東区 ＧＬＡＳＳ　ＢＯＹ サービス その他サービス 5%

138,207 愛知県 名古屋市東区 グリンストア 名古屋店 小売業 その他小売 5%

138,208 愛知県 名古屋市東区 グリンストア　名古屋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

138,209 愛知県 名古屋市東区 ＣＲＥＤ ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

138,210 愛知県 名古屋市東区 ＫＲＳ　コルギサロン　ベル サービス その他サービス 5%

138,211 愛知県 名古屋市東区 合資会社酒井靴鞄店 小売業 衣料品 5%

138,212 愛知県 名古屋市東区 珈琲　門 サービス 飲食業 5%

138,213 愛知県 名古屋市東区 珈琲　エーデルワイス サービス 飲食業 5%

138,214 愛知県 名古屋市東区 珈琲 門 サービス 飲食業 5%

138,215 愛知県 名古屋市東区 サイクルジョイ名古屋東店 小売業 その他小売 5%

138,216 愛知県 名古屋市東区 サキナビューティーラウンジ名古屋 小売業 その他小売 5%

138,217 愛知県 名古屋市東区 ｔｈｅ　ＵＮＩＳＯＮ サービス その他サービス 5%

138,218 愛知県 名古屋市東区 ジテンシャデポ 高岳店 小売業 その他小売 5%

138,219 愛知県 名古屋市東区 シナプス サービス その他サービス 5%

138,220 愛知県 名古屋市東区 シャインマリアージュ サービス その他サービス 5%

138,221 愛知県 名古屋市東区 ＪＡＣＫ　ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

138,222 愛知県 名古屋市東区 Ｃｈａｍｂｒｅ サービス 理容・美容業 5%
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138,223 愛知県 名古屋市東区 シュトウデザイン サービス その他サービス 5%

138,224 愛知県 名古屋市東区 旬楽亭はなれ サービス 飲食業 5%

138,225 愛知県 名古屋市東区 ジョイス 小売業 衣料品 5%

138,226 愛知県 名古屋市東区 （株）丸喜商店 小売業 食料品 5%

138,227 愛知県 名古屋市東区 Ｓｔｙｌｅ３０５ 小売業 その他小売 5%

138,228 愛知県 名古屋市東区 ｓｐａｎｉｃＯｃｅａｎ サービス 理容・美容業 5%

138,229 愛知県 名古屋市東区 尋屋 サービス 飲食業 5%

138,230 愛知県 名古屋市東区 炭火焼鳥の尋屋 サービス 飲食業 5%

138,231 愛知県 名古屋市東区 盛花堂印舗 小売業 その他小売 5%

138,232 愛知県 名古屋市東区 セレスティア サービス 理容・美容業 5%

138,233 愛知県 名古屋市東区 ＳｅｌｅｃｔＳｈｏｐｚｏё 小売業 衣料品 5%

138,234 愛知県 名古屋市東区 ＳＯ＝ＨＯ サービス 理容・美容業 5%

138,235 愛知県 名古屋市東区 タイムステーション ＮＥＯイオンモールナゴヤドーム前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

138,236 愛知県 名古屋市東区 ＴＡＸｉＭ　タクシム サービス 飲食業 5%

138,237 愛知県 名古屋市東区 ＵＬＬ サービス 理容・美容業 5%

138,238 愛知県 名古屋市東区 ＤＩＡＭＡＮＴ　葵店 サービス 理容・美容業 5%

138,239 愛知県 名古屋市東区 Ｔｉｅｒｒａ サービス 理容・美容業 5%

138,240 愛知県 名古屋市東区 テーラー石田 小売業 衣料品 5%

138,241 愛知県 名古屋市東区 鉄板　フランス割烹　リー サービス 飲食業 5%

138,242 愛知県 名古屋市東区 鉄板焼き　ぶんま　鉄板焼き　ぶんま　大曽根店 サービス 飲食業 5%

138,243 愛知県 名古屋市東区 てんぷら玉好 サービス 飲食業 5%

138,244 愛知県 名古屋市東区 ㈱東海プラニング サービス その他サービス 5%

138,245 愛知県 名古屋市東区 Ｄｏｍａｎｉ泉店 Ｄｏｍａｎｉ泉店 サービス 理容・美容業 5%

138,246 愛知県 名古屋市東区 トヨタレンタリース名古屋千種駅西店 サービス その他サービス 2%

138,247 愛知県 名古屋市東区 とりはん サービス 飲食業 5%

138,248 愛知県 名古屋市東区 ＤＷＡＲＦ サービス 理容・美容業 5%

138,249 愛知県 名古屋市東区 ＴＨＥＳＥＩＩＣＨＩＮＡＫＡＭＵＲＡＲＯＬＦＩＮＧ?? サービス 理容・美容業 5%

138,250 愛知県 名古屋市東区 セブン－イレブン名古屋葵３丁目店 小売業 食料品 2%

138,251 愛知県 名古屋市東区 セブン－イレブン名古屋葵３丁目東店 小売業 食料品 2%

138,252 愛知県 名古屋市東区 ＮｏＤｏｇＮｏＬｉｆｅ サービス その他サービス 5%

138,253 愛知県 名古屋市東区 セブン－イレブン名古屋泉１丁目店 小売業 食料品 2%

138,254 愛知県 名古屋市東区 セブン－イレブン名古屋泉３丁目店 小売業 食料品 2%

138,255 愛知県 名古屋市東区 セブン－イレブン名古屋オアシス２１店 小売業 食料品 2%

138,256 愛知県 名古屋市東区 名古屋コーチン割烹　鳥ふく サービス 飲食業 5%

138,257 愛知県 名古屋市東区 セブン－イレブン名古屋桜通泉１丁目店 小売業 食料品 2%

138,258 愛知県 名古屋市東区 セブン－イレブン名古屋新千種橋店 小売業 食料品 2%

138,259 愛知県 名古屋市東区 セブン－イレブン名古屋新出来２丁目店 小売業 食料品 2%

138,260 愛知県 名古屋市東区 セブン－イレブン名古屋代官町店 小売業 食料品 2%

138,261 愛知県 名古屋市東区 セブン－イレブン名古屋地下鉄千種駅店 小売業 食料品 2%

138,262 愛知県 名古屋市東区 セブン－イレブン名古屋徳川２丁目店 小売業 食料品 2%

138,263 愛知県 名古屋市東区 セブン－イレブン名古屋東桜１丁目店 小売業 食料品 2%

138,264 愛知県 名古屋市東区 セブン－イレブン名古屋東外堀町店 小売業 食料品 2%
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138,265 愛知県 名古屋市東区 セブン－イレブン名古屋ブロッサ店 小売業 食料品 2%

138,266 愛知県 名古屋市東区 名古屋ボーカルスクール サービス その他サービス 5%

138,267 愛知県 名古屋市東区 セブン－イレブン名古屋矢田５丁目店 小売業 食料品 2%

138,268 愛知県 名古屋市東区 ニッカホーム　名古屋東営業所 サービス その他サービス 5%

138,269 愛知県 名古屋市東区 （株）丹羽金物 小売業 電化製品 5%

138,270 愛知県 名古屋市東区 ＳａｌｏｎＢｒｉｎｃａ サービス その他サービス 5%

138,271 愛知県 名古屋市東区 ＮＡＩＬ　ＳＡＬＯＮ　ｍｉ５ サービス その他サービス 5%

138,272 愛知県 名古屋市東区 Ｂａｃｉ サービス 飲食業 5%

138,273 愛知県 名古屋市東区 株式会社日本メガシステム サービス その他サービス 5%

138,274 愛知県 名古屋市東区 パナ・エンタープライズ サービス その他サービス 5%

138,275 愛知県 名古屋市東区 Ｒｏｓｅｍａｒｙ 小売業 その他小売 5%

138,276 愛知県 名古屋市東区 バレエ＆コンディショニングプリマ サービス その他サービス 5%

138,277 愛知県 名古屋市東区 ハンコ卸売センター　名古屋東店 小売業 その他小売 5%

138,278 愛知県 名古屋市東区 美愛石（ビー・アイ・シー） 小売業 その他小売 5%

138,279 愛知県 名古屋市東区 ビームズ千種 サービス 理容・美容業 5%

138,280 愛知県 名古屋市東区 びっくりドンキー矢田店 サービス 飲食業 2%

138,281 愛知県 名古屋市東区 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＧａｔｔｏ サービス その他サービス 5%

138,282 愛知県 名古屋市東区 ＦｉｓｈＢａｒ楽喰泉店 サービス 飲食業 5%

138,283 愛知県 名古屋市東区 プチ　ソメイユ　プチ　ソメイユ サービス その他サービス 5%

138,284 愛知県 名古屋市東区 ふなの美健治療院 サービス 理容・美容業 5%

138,285 愛知県 名古屋市東区 ｂｒｉｇｈｔ　ｓｍｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

138,286 愛知県 名古屋市東区 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎＫＡＨＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

138,287 愛知県 名古屋市東区 プラウド白壁 サービス その他サービス 5%

138,288 愛知県 名古屋市東区 プラブヨガ サービス その他サービス 5%

138,289 愛知県 名古屋市東区 フルミナ サービス その他サービス 5%

138,290 愛知県 名古屋市東区 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｖｏｇｌｉｏ サービス 理容・美容業 5%

138,291 愛知県 名古屋市東区 ヘアメークヴォリオ サービス 理容・美容業 5%

138,292 愛知県 名古屋市東区 ベイシス サービス その他サービス 5%

138,293 愛知県 名古屋市東区 呆食亭　信夫　呆喰亭信夫 サービス 飲食業 5%

138,294 愛知県 名古屋市東区 訪問マッサージ・アマン治療院 サービス 理容・美容業 5%

138,295 愛知県 名古屋市東区 Ｂｏｎｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

138,296 愛知県 名古屋市東区 ボン吉 サービス 飲食業 5%

138,297 愛知県 名古屋市東区 ｍａｃａｒｏｎ サービス 理容・美容業 5%

138,298 愛知県 名古屋市東区 マタドール・パーソナルトレーニングジム栄店 サービス その他サービス 5%

138,299 愛知県 名古屋市東区 ＭａｎｉｌａＳｔｏｒｅ 小売業 その他小売 5%

138,300 愛知県 名古屋市東区 Ｍａｍｉｅ ｍａｍｉｅ Ｍａｍｉｅ ｍａｍｉｅ サービス 飲食業 5%

138,301 愛知県 名古屋市東区 丸兼木材株式会社 サービス その他サービス 5%

138,302 愛知県 名古屋市東区 摩留喜屋 サービス 宿泊業 5%

138,303 愛知県 名古屋市東区 ミートオカダ 小売業 食料品 5%

138,304 愛知県 名古屋市東区 三浦屋 サービス 飲食業 5%

138,305 愛知県 名古屋市東区 Ｍｉｇｎａｒｄｉｓｅｓ 小売業 食料品 5%

138,306 愛知県 名古屋市東区 ＭｉＭｅ サービス 理容・美容業 5%

3295



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

138,307 愛知県 名古屋市東区 昔屋 小売業 その他小売 5%

138,308 愛知県 名古屋市東区 モーダ　エ　ヴォルト 小売業 貴金属・服飾品 5%

138,309 愛知県 名古屋市東区 もち源 小売業 食料品 5%

138,310 愛知県 名古屋市東区 焼肉　あわ座 サービス 飲食業 5%

138,311 愛知県 名古屋市東区 焼肉　大山 サービス 飲食業 5%

138,312 愛知県 名古屋市東区 山口ラジオ商会 小売業 電化製品 5%

138,313 愛知県 名古屋市東区 有限会社チッタディイタリア サービス 飲食業 5%

138,314 愛知県 名古屋市東区 洋食家ロンシャン本店 サービス 飲食業 5%

138,315 愛知県 名古屋市東区 エーシーネットワーク株式会社 サービス その他サービス 5%

138,316 愛知県 名古屋市東区 Ｌａ　Ｂｏｔｔｅｇａ　Ｏｓｔｉｎａｔｏ サービス 飲食業 5%

138,317 愛知県 名古屋市東区 Ｌａ 麺喰亭 サービス 飲食業 5%

138,318 愛知県 名古屋市東区 Ｌａ ｖｉｅ ｅｎ Ｒｏｓｅ 泉店 泉店 サービス 理容・美容業 5%

138,319 愛知県 名古屋市東区 Ｒａｔｉｅ サービス 理容・美容業 5%

138,320 愛知県 名古屋市東区 ラピス サービス 理容・美容業 5%

138,321 愛知県 名古屋市東区 ＬＡＭＯＤＥ英会話教室 サービス その他サービス 5%

138,322 愛知県 名古屋市東区 ＬＩＶＩＴＯ　ＬＩＶＩＴＯ名古屋本店 サービス その他サービス 5%

138,323 愛知県 名古屋市東区 料亭きときと サービス 飲食業 5%

138,324 愛知県 名古屋市東区 ＬＥ　ＮＡＲＬ サービス その他サービス 5%

138,325 愛知県 名古屋市東区 ＬＵＣＩＣＡ 千種店 サービス 理容・美容業 5%

138,326 愛知県 名古屋市東区 ＬＵＮＡティアラ サービス 理容・美容業 5%

138,327 愛知県 名古屋市東区 レストランイタリッチ サービス 飲食業 5%

138,328 愛知県 名古屋市東区 レビジュウナカハタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

138,329 愛知県 名古屋市東区 Ｙ＇ｚ夢工房 サービス その他サービス 5%

138,330 愛知県 名古屋市東区 和食　有土 サービス 飲食業 5%

138,331 愛知県 名古屋市瑞穂区 愛電館　ナカデン 小売業 電化製品 5%

138,332 愛知県 名古屋市瑞穂区 アラタマみずほ 小売業 電化製品 5%

138,333 愛知県 名古屋市瑞穂区 愛電館バニラー 小売業 電化製品 5%

138,334 愛知県 名古屋市瑞穂区 ＵＰ　ＳＴＡＩＲＳ サービス 飲食業 5%

138,335 愛知県 名古屋市瑞穂区 ＡＴＴＩＣＳ サービス 理容・美容業 5%

138,336 愛知県 名古屋市瑞穂区 ａｄｏｒｅ【アドア】 サービス 理容・美容業 5%

138,337 愛知県 名古屋市瑞穂区 あらたま健康カイロ サービス その他サービス 5%

138,338 愛知県 名古屋市瑞穂区 アンイングリッシュクラブ瑞穂豊岡校 サービス その他サービス 5%

138,339 愛知県 名古屋市瑞穂区 稲垣タクシー サービス 運輸業 5%

138,340 愛知県 名古屋市瑞穂区 今枝金物店 サービス その他サービス 5%

138,341 愛知県 名古屋市瑞穂区 イルディヴァーノ サービス 理容・美容業 5%

138,342 愛知県 名古屋市瑞穂区 ｉｎｄｉｅｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

138,343 愛知県 名古屋市瑞穂区 オオタサイクル 小売業 その他小売 5%

138,344 愛知県 名古屋市瑞穂区 奥田モータース サービス その他サービス 5%

138,345 愛知県 名古屋市瑞穂区 オフィス家具店スギハラ 小売業 家具・調度品 5%

138,346 愛知県 名古屋市瑞穂区 カギの救急車瑞穂運動場 サービス その他サービス 5%

138,347 愛知県 名古屋市瑞穂区 ｋａｓｉｋｏ サービス 飲食業 5%

138,348 愛知県 名古屋市瑞穂区 カフェ　サルターレ サービス 飲食業 5%
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138,349 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社Ｔ＆Ｃ 小売業 その他小売 5%

138,350 愛知県 名古屋市瑞穂区 ＧＡＬＡＮＴＥＲＩＥ サービス 理容・美容業 5%

138,351 愛知県 名古屋市瑞穂区 ＧＡＬＡＮＴＥＲＩＥ Ｒｉｒａｋｙ Ｂｅａｕｔｙ ＧＡＬＡＮＴＥＲＩＥ ガラントリー サービス 理容・美容業 5%

138,352 愛知県 名古屋市瑞穂区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋新瑞橋店 サービス 飲食業 2%

138,353 愛知県 名古屋市瑞穂区 河合塾マナビス新瑞橋校 サービス その他サービス 2%

138,354 愛知県 名古屋市瑞穂区 ＫＩＲＥＩＹＡ サービス 理容・美容業 5%

138,355 愛知県 名古屋市瑞穂区 きん家 サービス 飲食業 5%

138,356 愛知県 名古屋市瑞穂区 グリーンルームズ 小売業 その他小売 5%

138,357 愛知県 名古屋市瑞穂区 ケーワン瑞穂高辻店 小売業 その他小売 5%

138,358 愛知県 名古屋市瑞穂区 合資会社　備前屋商店　ぷちショップ備前屋 小売業 その他小売 5%

138,359 愛知県 名古屋市瑞穂区 合資会社泉屋商店 小売業 食料品 5%

138,360 愛知県 名古屋市瑞穂区 Ｃｏｆｆｅｅ，ｐｌｗａｓｅ 小売業 衣料品 5%

138,361 愛知県 名古屋市瑞穂区 呉服いわい 小売業 衣料品 5%

138,362 愛知県 名古屋市瑞穂区 ＣＯＬＴ ｆｏｌｋｌｏｒｅ ＣＯＬＴｆｏｌｋｌｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

138,363 愛知県 名古屋市瑞穂区 ＳＡＶＯＹ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

138,364 愛知県 名古屋市瑞穂区 Ｓｏｕｎｄ Ｊｕｌｉａ ＳｏｕｎｄＪｕｌｉａ 小売業 電化製品 5%

138,365 愛知県 名古屋市瑞穂区 ＳＡＫＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

138,366 愛知県 名古屋市瑞穂区 リペアプロショップサクラクラフト サービス その他サービス 5%

138,367 愛知県 名古屋市瑞穂区 サロンドゥボーテ　ＹＯＫＯＩ サービス 理容・美容業 5%

138,368 愛知県 名古屋市瑞穂区 6 サービス 理容・美容業 5%

138,369 愛知県 名古屋市瑞穂区 ＳＩＸ サービス 理容・美容業 5%

138,370 愛知県 名古屋市瑞穂区 ＳＨＩＢＡＴＡ　美容室 サービス 理容・美容業 5%

138,371 愛知県 名古屋市瑞穂区 ジャンクション 小売業 その他小売 5%

138,372 愛知県 名古屋市瑞穂区 ＳＨＲＩＭＰ 桜山店 サービス 理容・美容業 5%

138,373 愛知県 名古屋市瑞穂区 スーパーヤマダイ瑞穂店 小売業 食料品 5%

138,374 愛知県 名古屋市瑞穂区 ｓｔｕｄｉｏ　ｏｈａｎａ　ＦＩＴＮＥＳＳ サービス その他サービス 5%

138,375 愛知県 名古屋市瑞穂区 大協薬品株式会社 小売業 その他小売 5%

138,376 愛知県 名古屋市瑞穂区 たなかでんき 小売業 電化製品 5%

138,377 愛知県 名古屋市瑞穂区 ＴＡＢＥＴＯＣＯ サービス 飲食業 5%

138,378 愛知県 名古屋市瑞穂区 中日新聞　中根専売店 小売業 その他小売 5%

138,379 愛知県 名古屋市瑞穂区 ＴＣＴｒａｄｉｎｇ サービス その他サービス 5%

138,380 愛知県 名古屋市瑞穂区 トヨタカローラ名古屋瑞穂山下通店 小売業 その他小売 5%

138,381 愛知県 名古屋市瑞穂区 トヨタレンタリース名古屋牛巻店 サービス その他サービス 2%

138,382 愛知県 名古屋市瑞穂区 Ｄｏｌｃｅ【ドルチェ】 サービス 理容・美容業 5%

138,383 愛知県 名古屋市瑞穂区 どん サービス 飲食業 5%

138,384 愛知県 名古屋市瑞穂区 中作商店 小売業 その他小売 5%

138,385 愛知県 名古屋市瑞穂区 ながはま治療院 サービス 理容・美容業 5%

138,386 愛知県 名古屋市瑞穂区 仲屋商店合資会社 酒のなかや 小売業 食料品 5%

138,387 愛知県 名古屋市瑞穂区 セブン－イレブン名古屋神前町１丁目店 小売業 食料品 2%

138,388 愛知県 名古屋市瑞穂区 セブン－イレブン名古屋洲雲町２丁目店 小売業 食料品 2%

138,389 愛知県 名古屋市瑞穂区 セブン－イレブン名古屋大喜新町１丁目店 小売業 食料品 2%

138,390 愛知県 名古屋市瑞穂区 セブン－イレブン名古屋高田町２丁目店 小売業 食料品 2%
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138,391 愛知県 名古屋市瑞穂区 セブン－イレブン名古屋田光町３丁目店 小売業 食料品 2%

138,392 愛知県 名古屋市瑞穂区 セブン－イレブン名古屋瑞穂区役所前店 小売業 食料品 2%

138,393 愛知県 名古屋市瑞穂区 セブン－イレブン名古屋妙音通２丁目店 小売業 食料品 2%

138,394 愛知県 名古屋市瑞穂区 セブン－イレブン名古屋弥富通１丁目店 小売業 食料品 2%

138,395 愛知県 名古屋市瑞穂区 ナチュラルパーソン サービス 理容・美容業 5%

138,396 愛知県 名古屋市瑞穂区 肉の玉屋 肉の玉屋 小売業 食料品 5%

138,397 愛知県 名古屋市瑞穂区 ヌースヘア サービス 理容・美容業 5%

138,398 愛知県 名古屋市瑞穂区 ハウディ・メイト 小売業 ガソリンスタンド 5%

138,399 愛知県 名古屋市瑞穂区 Ｈａｐｐｙｃａｆｅ　ｙｏｕｙｏｕ サービス 飲食業 5%

138,400 愛知県 名古屋市瑞穂区 花かつおの小貝　　株　小貝 小売業 食料品 5%

138,401 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社花の百花園 小売業 その他小売 5%

138,402 愛知県 名古屋市瑞穂区 パナショップ　八勝 小売業 電化製品 5%

138,403 愛知県 名古屋市瑞穂区 パナショップ　瑞穂 小売業 電化製品 5%

138,404 愛知県 名古屋市瑞穂区 パナショップ牛巻 小売業 電化製品 5%

138,405 愛知県 名古屋市瑞穂区 パナショップ堀田通 小売業 電化製品 5%

138,406 愛知県 名古屋市瑞穂区 花のみせ美里 小売業 その他小売 5%

138,407 愛知県 名古屋市瑞穂区 ＢＭＳパーソナルトレーニングジム ＢＭＳパーソナルトレーニングジム サービス その他サービス 5%

138,408 愛知県 名古屋市瑞穂区 ｂｉｏｓｈａｉｒ（ビオスヘアー） サービス 理容・美容業 5%

138,409 愛知県 名古屋市瑞穂区 ｂｉｏｓ　ｈａｉｒ　ｂｉｏｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

138,410 愛知県 名古屋市瑞穂区 ひじり総合治療院 サービス 理容・美容業 5%

138,411 愛知県 名古屋市瑞穂区 ピュールドゥー サービス 飲食業 5%

138,412 愛知県 名古屋市瑞穂区 ひょひょファーム 小売業 その他小売 5%

138,413 愛知県 名古屋市瑞穂区 フードプラス合同会社　生鮮市場フーズプロみずほ店 小売業 食料品 5%

138,414 愛知県 名古屋市瑞穂区 福島屋 サービス その他サービス 5%

138,415 愛知県 名古屋市瑞穂区 婦人服のフジヤ 小売業 衣料品 5%

138,416 愛知県 名古屋市瑞穂区 プライベートサロンカレン サービス 理容・美容業 5%

138,417 愛知県 名古屋市瑞穂区 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎＳｉｒｙ サービス 理容・美容業 5%

138,418 愛知県 名古屋市瑞穂区 フルーツ専門店新米澤屋 小売業 食料品 5%

138,419 愛知県 名古屋市瑞穂区 Ｐｒｅｖｉｅｗ 小売業 衣料品 5%

138,420 愛知県 名古屋市瑞穂区 ヘアサロンＬｉｃｏｌａ サービス 理容・美容業 5%

138,421 愛知県 名古屋市瑞穂区 ｂｏｔａｎｙａｒｏｍａｔｈｅｒａｐｙｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

138,422 愛知県 名古屋市瑞穂区 ホロスペース パール 小売業 その他小売 5%

138,423 愛知県 名古屋市瑞穂区 マニカホーム　新瑞橋営業所 サービス その他サービス 5%

138,424 愛知県 名古屋市瑞穂区 丸一 小売業 その他小売 5%

138,425 愛知県 名古屋市瑞穂区 まる龍 サービス 飲食業 5%

138,426 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社水野商店 小売業 その他小売 5%

138,427 愛知県 名古屋市瑞穂区 瑞穂の森治療院 サービス 理容・美容業 5%

138,428 愛知県 名古屋市瑞穂区 めん処 富士本 サービス 飲食業 5%

138,429 愛知県 名古屋市瑞穂区 焼肉の浩養園 サービス 飲食業 5%

138,430 愛知県 名古屋市瑞穂区 山田餅本店 山田餅本店 小売業 食料品 5%

138,431 愛知県 名古屋市瑞穂区 有限会社ぐっぴー サービス その他サービス 5%

138,432 愛知県 名古屋市瑞穂区 洋菓子店アラパパ 小売業 食料品 5%
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138,433 愛知県 名古屋市瑞穂区 養老乃瀧　堀田店 サービス 飲食業 2%

138,434 愛知県 名古屋市瑞穂区 ラクレ　Ｌａ　ｃｌ? サービス 理容・美容業 5%

138,435 愛知県 名古屋市瑞穂区 リビングル―ム 小売業 電化製品 5%

138,436 愛知県 名古屋市瑞穂区 龍夢・福桃ランド 小売業 その他小売 5%

138,437 愛知県 名古屋市瑞穂区 Ｌｅ Ｃｏｍｐａｓ サービス その他サービス 5%

138,438 愛知県 名古屋市瑞穂区 Ｌｅ　Ｃｏｍｐａｓ サービス その他サービス 5%

138,439 愛知県 名古屋市瑞穂区 ルミア 小売業 貴金属・服飾品 5%

138,440 愛知県 名古屋市瑞穂区 Ｒｏｃｋｉｎ　　　ｈａｉｒ　Ｒｏｃｋｉｎ　　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

138,441 愛知県 名古屋市瑞穂区 和奏治療院 サービス 理容・美容業 5%

138,442 愛知県 名古屋市瑞穂区 ＯＮＥＮＥＳＳ 小売業 電化製品 5%

138,443 愛知県 名古屋市緑区 ａ　Ｓｉｍｐｌｅ サービス 理容・美容業 5%

138,444 愛知県 名古屋市緑区 愛電館　なるみ 小売業 電化製品 5%

138,445 愛知県 名古屋市緑区 藍と絞りの店中濱 小売業 衣料品 5%

138,446 愛知県 名古屋市緑区 ＧＥＮＩＥ　鳴海なるぱーく店 サービス その他サービス 5%

138,447 愛知県 名古屋市緑区 アイベス株式会社 サービス 理容・美容業 5%

138,448 愛知県 名古屋市緑区 ｅｙｅｌｉｓｈ サービス その他サービス 5%

138,449 愛知県 名古屋市緑区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｓｏｌ桶狭間 サービス 理容・美容業 5%

138,450 愛知県 名古屋市緑区 ＡＴＥＡＳＹＧｅｎｅｒａｌＳｔｏｒｅヒルズウォーク徳重 小売業 その他小売 5%

138,451 愛知県 名古屋市緑区 アップ会計事務所 サービス その他サービス 5%

138,452 愛知県 名古屋市緑区 ａｉｇａｅｓｈｉ 小売業 衣料品 5%

138,453 愛知県 名古屋市緑区 いしはら酒店 小売業 食料品 5%

138,454 愛知県 名古屋市緑区 いしはら酒店 小売業 食料品 5%

138,455 愛知県 名古屋市緑区 出光大高ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

138,456 愛知県 名古屋市緑区 出光徳重ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

138,457 愛知県 名古屋市緑区 出光鳴海六条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

138,458 愛知県 名古屋市緑区 出光緑赤塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

138,459 愛知県 名古屋市緑区 インドアゴルフ徳重 サービス その他サービス 5%

138,460 愛知県 名古屋市緑区 Ｂｅａｃｈｅ株式会社 サービス 理容・美容業 5%

138,461 愛知県 名古屋市緑区 Ｂｅａｃｈｅ鳴海店 サービス 理容・美容業 5%

138,462 愛知県 名古屋市緑区 うおかみ サービス 飲食業 5%

138,463 愛知県 名古屋市緑区 ウディ亭 サービス 飲食業 5%

138,464 愛知県 名古屋市緑区 ＮＴＦ株式会社 サービス その他サービス 5%

138,465 愛知県 名古屋市緑区 ｙｅｂｉｓｕ　ｇｏｇｏ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

138,466 愛知県 名古屋市緑区 エンジェル・ハート サービス 理容・美容業 5%

138,467 愛知県 名古屋市緑区 Ｏｔａ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

138,468 愛知県 名古屋市緑区 おかしの里もりやなるぱーく店 小売業 その他小売 5%

138,469 愛知県 名古屋市緑区 ＯＦＦガレージ 小売業 その他小売 5%

138,470 愛知県 名古屋市緑区 オンセブンデイズ滝の水店 小売業 その他小売 5%

138,471 愛知県 名古屋市緑区 会計事務所プロースト サービス その他サービス 5%

138,472 愛知県 名古屋市緑区 カイロ＆エステＬｕｃｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

138,473 愛知県 名古屋市緑区 カットランド　ウィズ サービス 理容・美容業 5%

138,474 愛知県 名古屋市緑区 Ｃａｆｅ ｄｅ ＣＨＡ? サービス 飲食業 5%
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138,475 愛知県 名古屋市緑区 ＣＡＦＥ　ＬＩＬＬＩＡＮ サービス 飲食業 5%

138,476 愛知県 名古屋市緑区 株式会社助太刀 サービス その他サービス 5%

138,477 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ライジング サービス その他サービス 5%

138,478 愛知県 名古屋市緑区 ＫａＬａ 小売業 その他小売 5%

138,479 愛知県 名古屋市緑区 ｃｏｌｏｒ 小売業 その他小売 5%

138,480 愛知県 名古屋市緑区 カレーハウスＣｏｃｏ壱番屋鴻仏目店 サービス 飲食業 2%

138,481 愛知県 名古屋市緑区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋野並店 サービス 飲食業 2%

138,482 愛知県 名古屋市緑区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋緑区池上台店 サービス 飲食業 2%

138,483 愛知県 名古屋市緑区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋緑区鳴海国一店 サービス 飲食業 2%

138,484 愛知県 名古屋市緑区 河合塾マナビス徳重校 サービス その他サービス 2%

138,485 愛知県 名古屋市緑区 カンノクラ珈琲 サービス 飲食業 5%

138,486 愛知県 名古屋市緑区 Ｋｉｋｕｓｕｉｈａｉｒキクスイヘア サービス 理容・美容業 5%

138,487 愛知県 名古屋市緑区 喫茶青山 サービス 飲食業 5%

138,488 愛知県 名古屋市緑区 キャットホテル　ジャスミン サービス その他サービス 5%

138,489 愛知県 名古屋市緑区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ名古屋滝ノ水店 小売業 その他小売 5%

138,490 愛知県 名古屋市緑区 Ｃｌｅａｒ サービス その他サービス 5%

138,491 愛知県 名古屋市緑区 ｇｒｅｅｎｓｔａｇｅＫＡＧＵＲＡ 小売業 その他小売 5%

138,492 愛知県 名古屋市緑区 くるマックス 小売業 その他小売 5%

138,493 愛知県 名古屋市緑区 コルギサロンベル サービス 理容・美容業 5%

138,494 愛知県 名古屋市緑区 珈食房るぱん白土店 サービス 飲食業 5%

138,495 愛知県 名古屋市緑区 珈琲家　香蔵　珈琲家香蔵 サービス 飲食業 5%

138,496 愛知県 名古屋市緑区 小島洋品店　鳴海店 小売業 衣料品 5%

138,497 愛知県 名古屋市緑区 米ぬか酵素　緑店 サービス その他サービス 5%

138,498 愛知県 名古屋市緑区 ＣＯＮＳＥＮＴ 小売業 衣料品 5%

138,499 愛知県 名古屋市緑区 サイクランドカトウ 小売業 その他小売 5%

138,500 愛知県 名古屋市緑区 ｃｙｃｌｅｓｐａｃｅｈａｌｏ 小売業 その他小売 5%

138,501 愛知県 名古屋市緑区 サイクルセンター　すずむら 小売業 その他小売 5%

138,502 愛知県 名古屋市緑区 サイクルセンタ―　すずむら 小売業 その他小売 5%

138,503 愛知県 名古屋市緑区 サロン・ド・ボーテペーシュ サービス 理容・美容業 5%

138,504 愛知県 名古屋市緑区 さわ寿し サービス 飲食業 5%

138,505 愛知県 名古屋市緑区 三洋社クリーニング サービス その他サービス 5%

138,506 愛知県 名古屋市緑区 ｓｅａｍ サービス 理容・美容業 5%

138,507 愛知県 名古屋市緑区 ジェムウォッチ鳴海駅店 小売業 貴金属・服飾品 5%

138,508 愛知県 名古屋市緑区 ＳＨＥＬＬＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

138,509 愛知県 名古屋市緑区 シバー電気 小売業 電化製品 5%

138,510 愛知県 名古屋市緑区 寿限無茶屋 サービス 飲食業 5%

138,511 愛知県 名古屋市緑区 酒楽亭 空庵 サービス 飲食業 5%

138,512 愛知県 名古屋市緑区 ジュリアーノ サービス 飲食業 5%

138,513 愛知県 名古屋市緑区 旬楽膳滝ノ水店 小売業 食料品 5%

138,514 愛知県 名古屋市緑区 甚八 サービス 飲食業 5%

138,515 愛知県 名古屋市緑区 スーパーヤマダイうばこ店 小売業 食料品 5%

138,516 愛知県 名古屋市緑区 スーパーヤマダイ鳴海店 小売業 食料品 5%
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138,517 愛知県 名古屋市緑区 ＳＰＬ合同会社 サービス 理容・美容業 5%

138,518 愛知県 名古屋市緑区 すたみな太郎　名古屋白土店 サービス 飲食業 5%

138,519 愛知県 名古屋市緑区 ＳＰＯＯＮ　名古屋店 サービス 飲食業 5%

138,520 愛知県 名古屋市緑区 整体マサマサ 整体マサマサ サービス その他サービス 5%

138,521 愛知県 名古屋市緑区 セイロモータース名古屋 小売業 その他小売 5%

138,522 愛知県 名古屋市緑区 せっちゃん サービス 飲食業 5%

138,523 愛知県 名古屋市緑区 総合貸衣裳館Ｍａｉ　滝ノ水店 サービス その他サービス 5%

138,524 愛知県 名古屋市緑区 草心書道会本校 サービス その他サービス 5%

138,525 愛知県 名古屋市緑区 タイムステーションＮＥＯイオンモール大高店 小売業 貴金属・服飾品 5%

138,526 愛知県 名古屋市緑区 タカラビューティサロン サービス 理容・美容業 5%

138,527 愛知県 名古屋市緑区 Ｄａｐｐｌｅ名古屋緑店 サービス その他サービス 5%

138,528 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン中京競馬場前店 小売業 食料品 2%

138,529 愛知県 名古屋市緑区 ＴＤＳ サービス 運輸業 5%

138,530 愛知県 名古屋市緑区 ＤＰなるぱーく サービス 理容・美容業 5%

138,531 愛知県 名古屋市緑区 ＤＰ鳴海 サービス 理容・美容業 5%

138,532 愛知県 名古屋市緑区 ＴＪ天気予報　ヤッホー　徳重店 サービス その他サービス 5%

138,533 愛知県 名古屋市緑区 でんきのコンドウ 小売業 電化製品 5%

138,534 愛知県 名古屋市緑区 でんきはうす　あきんど 小売業 電化製品 5%

138,535 愛知県 名古屋市緑区 トヨタカローラ名古屋大高店 小売業 その他小売 5%

138,536 愛知県 名古屋市緑区 トヨタカローラ名古屋緑徳重店 小売業 その他小売 5%

138,537 愛知県 名古屋市緑区 ドロワーデザイン サービス その他サービス 5%

138,538 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋浦里５丁目店 小売業 食料品 2%

138,539 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋大清水１丁目店 小売業 食料品 2%

138,540 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋大高インター店 小売業 食料品 2%

138,541 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋大高町砂畑店 小売業 食料品 2%

138,542 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋大高南店 小売業 食料品 2%

138,543 愛知県 名古屋市緑区 名古屋グランドボウル サービス その他サービス 5%

138,544 愛知県 名古屋市緑区 名古屋ダイハツ鳴海店 小売業 その他小売 5%

138,545 愛知県 名古屋市緑区 名古屋ダイハツＵ－ＣＡＲ鳴海 小売業 その他小売 5%

138,546 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋滝ノ水５丁目店 小売業 食料品 2%

138,547 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋地下鉄徳重駅店 小売業 食料品 2%

138,548 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋徳重店 小売業 食料品 2%

138,549 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋中汐田店 小売業 食料品 2%

138,550 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋鳴海町母呂後店 小売業 食料品 2%

138,551 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋鳴海町薬師山店 小売業 食料品 2%

138,552 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋平手北１丁目店 小売業 食料品 2%

138,553 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋藤塚店 小売業 食料品 2%

138,554 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋万場山店 小売業 食料品 2%

138,555 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋水広下店 小売業 食料品 2%

138,556 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋南大高駅前店 小売業 食料品 2%

138,557 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋桃山１丁目店 小売業 食料品 2%

138,558 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋六田１丁目店 小売業 食料品 2%
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138,559 愛知県 名古屋市緑区 セブン－イレブン名古屋若田２丁目店 小売業 食料品 2%

138,560 愛知県 名古屋市緑区 なるみ加賀屋　なるみ加賀屋 小売業 食料品 5%

138,561 愛知県 名古屋市緑区 ニッカホーム　名古屋南営業所 サービス その他サービス 5%

138,562 愛知県 名古屋市緑区 ニッカホーム株式会社 サービス その他サービス 5%

138,563 愛知県 名古屋市緑区 ＢＡＲＢＥＲ　ＦＵＪＩＩ サービス 理容・美容業 5%

138,564 愛知県 名古屋市緑区 Ｂｏｗ　Ｗｏｗ　滝の水店 小売業 その他小売 5%

138,565 愛知県 名古屋市緑区 パスタデココ緑区潮見が丘店 サービス 飲食業 2%

138,566 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ル・ソレイユ サービス 飲食業 5%

138,567 愛知県 名古屋市緑区 パナホ－ンズ　みやざわ 小売業 電化製品 5%

138,568 愛知県 名古屋市緑区 パナホーンズ　いで 小売業 電化製品 5%

138,569 愛知県 名古屋市緑区 はりきゅう自然治療院 サービス 理容・美容業 5%

138,570 愛知県 名古屋市緑区 はりきゅうせらぴーさろんみゅう サービス 理容・美容業 5%

138,571 愛知県 名古屋市緑区 Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん　大高店 小売業 その他小売 5%

138,572 愛知県 名古屋市緑区 Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん ヒルズウォーク店 小売業 その他小売 5%

138,573 愛知県 名古屋市緑区 ＶＡＮＴＯＮ サービス 理容・美容業 5%

138,574 愛知県 名古屋市緑区 萬来亭　萬来亭 サービス 飲食業 5%

138,575 愛知県 名古屋市緑区 ＢｅＥｓｃｏｒｔみどり鳴海店 サービス 理容・美容業 5%

138,576 愛知県 名古屋市緑区 びっくりドンキー鳴海店 サービス 飲食業 2%

138,577 愛知県 名古屋市緑区 美と健康のサロンナルミ サービス その他サービス 5%

138,578 愛知県 名古屋市緑区 ひな野みどり店 サービス 飲食業 5%

138,579 愛知県 名古屋市緑区 美髪舎ｄｒｏｐ サービス 理容・美容業 5%

138,580 愛知県 名古屋市緑区 美容室ティーラ サービス 理容・美容業 5%

138,581 愛知県 名古屋市緑区 Ｐｏｏｃｈｅｓ 有松店 サービス その他サービス 5%

138,582 愛知県 名古屋市緑区 フクシマヤ　鳴海店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

138,583 愛知県 名古屋市緑区 プッチリフォームナガオカ サービス その他サービス 5%

138,584 愛知県 名古屋市緑区 ふとんタナカ　生活館緑滝の水店 小売業 その他小売 5%

138,585 愛知県 名古屋市緑区 電化サロンフナカタ緑黒石店 小売業 電化製品 5%

138,586 愛知県 名古屋市緑区 ＰｒｉｖａｔｅＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ ＢｏｒｎＰｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

138,587 愛知県 名古屋市緑区 プレステージサロンみその梅里店 サービス 理容・美容業 5%

138,588 愛知県 名古屋市緑区 ぶんごや　名古屋緑店 サービス 飲食業 5%

138,589 愛知県 名古屋市緑区 ＨＡＩＲ　ＡＲＴ　Ｃａｎｖａｓ サービス 理容・美容業 5%

138,590 愛知県 名古屋市緑区 ヘアースペース　ビィグラッド　ヘアースペース　ビィグラッド サービス 理容・美容業 5%

138,591 愛知県 名古屋市緑区 ペットサロン　ジャスミン サービス その他サービス 5%

138,592 愛知県 名古屋市緑区 ペットサロン　Ｌｅ　Ｃｈｉｅｎ サービス その他サービス 5%

138,593 愛知県 名古屋市緑区 ベル　シラスナ 小売業 電化製品 5%

138,594 愛知県 名古屋市緑区 ボディメンテナンス レイール サービス 理容・美容業 5%

138,595 愛知県 名古屋市緑区 Ｖｏｌｕｍｅ１１ サービス 理容・美容業 5%

138,596 愛知県 名古屋市緑区 本家しゃもじ屋 サービス 飲食業 5%

138,597 愛知県 名古屋市緑区 まんけいＡ－ｍｅｄｉｃｉｎｅ＆ｆｉｔｎｅｓｓ サービス 理容・美容業 5%

138,598 愛知県 名古屋市緑区 みどり薬局 小売業 その他小売 5%

138,599 愛知県 名古屋市緑区 ミントみどり薬局 小売業 その他小売 5%

138,600 愛知県 名古屋市緑区 メガネーゼ徳重店 小売業 その他小売 5%
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138,601 愛知県 名古屋市緑区 メナードフェイシャルサロン 緑桶狭間代行店 サービス 理容・美容業 5%

138,602 愛知県 名古屋市緑区 メナードフェイシャルサロン桃山 サービス 理容・美容業 2%

138,603 愛知県 名古屋市緑区 やさい家咲くゑ サービス 飲食業 5%

138,604 愛知県 名古屋市緑区 有限会社　しみずや 小売業 衣料品 5%

138,605 愛知県 名古屋市緑区 有限会社スタイロ サービス その他サービス 5%

138,606 愛知県 名古屋市緑区 楽しよう　緑店 サービス その他サービス 5%

138,607 愛知県 名古屋市緑区 ラヂオ桃山 小売業 電化製品 5%

138,608 愛知県 名古屋市緑区 Ｒｉａｎ徳重店 サービス 理容・美容業 5%

138,609 愛知県 名古屋市緑区 リカーステーション徳成 小売業 食料品 5%

138,610 愛知県 名古屋市緑区 ＲｏｕｇｅｄｅｐｏｒｔｅＭａＣｈｅｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

138,611 愛知県 名古屋市緑区 ｌｕｎａ サービス その他サービス 5%

138,612 愛知県 名古屋市緑区 Ｒａｙｃｅ サービス その他サービス 5%

138,613 愛知県 名古屋市緑区 レインボーアース（株） サービス その他サービス 5%

138,614 愛知県 名古屋市緑区 Ｒｏｓｉｅ　ｔｅａ　ｈｏｕｓｅ サービス 飲食業 5%

138,615 愛知県 名古屋市緑区 六古窯　鳴海店 サービス 飲食業 5%

138,616 愛知県 名古屋市緑区 ワイズカースペース 小売業 その他小売 5%

138,617 愛知県 名古屋市緑区 和食 居酒屋 稲穂家 鳴海のくつろぎ居酒屋 稲穂家 ‐ＩＮＡＨＯＹＡ‐ サービス 飲食業 5%

138,618 愛知県 名古屋市緑区 ワタヘイ　インテリア 小売業 家具・調度品 5%

138,619 愛知県 名古屋市港区 アーティー サービス 理容・美容業 5%

138,620 愛知県 名古屋市港区 Ｉｗｉｌｌ サービス 理容・美容業 5%

138,621 愛知県 名古屋市港区 愛電館おうす 小売業 電化製品 5%

138,622 愛知県 名古屋市港区 あかつき電化 小売業 電化製品 5%

138,623 愛知県 名古屋市港区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｐａｌｍ名古屋競馬場前 サービス 理容・美容業 5%

138,624 愛知県 名古屋市港区 ａｍａｎｏ　イオンモール　名古屋茶屋店 小売業 その他小売 5%

138,625 愛知県 名古屋市港区 Ａｌｉｍａｂａ　ｈａｉｒ　ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

138,626 愛知県 名古屋市港区 アルティザン サービス 理容・美容業 5%

138,627 愛知県 名古屋市港区 癒酒家　Ｒａ?Ｆｕｕ サービス 飲食業 5%

138,628 愛知県 名古屋市港区 出光入場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

138,629 愛知県 名古屋市港区 出光新船町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

138,630 愛知県 名古屋市港区 癒しのサロン サービス その他サービス 5%

138,631 愛知県 名古屋市港区 圓屋　港店 サービス その他サービス 5%

138,632 愛知県 名古屋市港区 ＯＳＴコーポレーション 小売業 家具・調度品 5%

138,633 愛知県 名古屋市港区 カイロプラクティックえの サービス 理容・美容業 5%

138,634 愛知県 名古屋市港区 カットスタジオタカヤマ サービス 理容・美容業 5%

138,635 愛知県 名古屋市港区 カットスタジオ麗 サービス 理容・美容業 5%

138,636 愛知県 名古屋市港区 株式会社アイワ自動車 サービス その他サービス 5%

138,637 愛知県 名古屋市港区 こたぱん　ｕｗａｔｔｏ　ｃｏｆｆｅｅ　こたぱん　ウワットコーヒー サービス 飲食業 5%

138,638 愛知県 名古屋市港区 株式会社三宏 サービス その他サービス 5%

138,639 愛知県 名古屋市港区 株式会社安井 小売業 その他小売 5%

138,640 愛知県 名古屋市港区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋名古屋競馬場前店 サービス 飲食業 2%

138,641 愛知県 名古屋市港区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋港区当知店 サービス 飲食業 2%

138,642 愛知県 名古屋市港区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋港区南陽店 サービス 飲食業 2%
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138,643 愛知県 名古屋市港区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ名古屋みなと店 小売業 その他小売 5%

138,644 愛知県 名古屋市港区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵメーカーズピア店 小売業 その他小売 5%

138,645 愛知県 名古屋市港区 ごはん処おいちゃん大島屋 サービス 飲食業 5%

138,646 愛知県 名古屋市港区 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＣｌｏｖｅＲ サービス 理容・美容業 5%

138,647 愛知県 名古屋市港区 シャディショップｓａｎｋｏ 小売業 その他小売 5%

138,648 愛知県 名古屋市港区 Ｓｅａｓｉｄｅｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

138,649 愛知県 名古屋市港区 ジャミングシステムズ 小売業 電化製品 5%

138,650 愛知県 名古屋市港区 新時代港区東海通り店 サービス 飲食業 5%

138,651 愛知県 名古屋市港区 人生いろいろ サービス 飲食業 5%

138,652 愛知県 名古屋市港区 人生いろいろ小西店 サービス 飲食業 5%

138,653 愛知県 名古屋市港区 人生いろいろ築地口店 サービス 飲食業 5%

138,654 愛知県 名古屋市港区 人生いろいろ明正店 サービス 飲食業 5%

138,655 愛知県 名古屋市港区 すぎ サービス 飲食業 5%

138,656 愛知県 名古屋市港区 寿司なかむら サービス 飲食業 5%

138,657 愛知県 名古屋市港区 ｓｐａｌｏｔｕｓｌｅａｆ サービス 理容・美容業 5%

138,658 愛知県 名古屋市港区 セキュアス 小売業 電化製品 5%

138,659 愛知県 名古屋市港区 大協自動車販売株式会社 小売業 その他小売 5%

138,660 愛知県 名古屋市港区 大幸福服株式会社 小売業 衣料品 5%

138,661 愛知県 名古屋市港区 タイムステーションＮＥＯイオンモール名古屋茶屋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

138,662 愛知県 名古屋市港区 HPA千年ENEOS＆カーコンビニ倶楽部 小売業 その他小売 5%

138,663 愛知県 名古屋市港区 ＣＨＡＳＣＡ　ＪＥＴＴＹ店 小売業 その他小売 5%

138,664 愛知県 名古屋市港区 築地青龍亭 サービス 飲食業 5%

138,665 愛知県 名古屋市港区 手打きしめん　釜喜本店 サービス 飲食業 5%

138,666 愛知県 名古屋市港区 トヨタカローラ名古屋みなと店 小売業 その他小売 5%

138,667 愛知県 名古屋市港区 トヨタレンタリース名古屋南陽町店 サービス その他サービス 2%

138,668 愛知県 名古屋市港区 ドラッグストア三国堂 小売業 衣料品 5%

138,669 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋稲永団地前店 小売業 食料品 2%

138,670 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋入場１丁目店 小売業 食料品 2%

138,671 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋小碓４丁目店 小売業 食料品 2%

138,672 愛知県 名古屋市港区 鶏布武 サービス 飲食業 5%

138,673 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋川西通店 小売業 食料品 2%

138,674 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋寛政町６丁目店 小売業 食料品 2%

138,675 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋木場インター店 小売業 食料品 2%

138,676 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋木場町店 小売業 食料品 2%

138,677 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋小割通２丁目店 小売業 食料品 2%

138,678 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋正保町８丁目店 小売業 食料品 2%

138,679 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋新川町２丁目店 小売業 食料品 2%

138,680 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋善進本町店 小売業 食料品 2%

138,681 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋善進本町東店 小売業 食料品 2%

138,682 愛知県 名古屋市港区 名古屋ダイハツ　Ｕ－ＣＡＲ南陽茶屋店 小売業 その他小売 5%

138,683 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋高木町２丁目店 小売業 食料品 2%

138,684 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋高木町４丁目店 小売業 食料品 2%
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138,685 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋築盛町店 小売業 食料品 2%

138,686 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋当知１丁目店 小売業 食料品 2%

138,687 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋野跡５丁目店 小売業 食料品 2%

138,688 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋東茶屋店 小売業 食料品 2%

138,689 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋港区七番町店 小売業 食料品 2%

138,690 愛知県 名古屋市港区 セブン－イレブン名古屋名四町店 小売業 食料品 2%

138,691 愛知県 名古屋市港区 Ｈ　Ｅ　ニシカワ電器　Ｈ　Ｅ　ニシカワ電器 小売業 電化製品 5%

138,692 愛知県 名古屋市港区 ネッツトヨタ中京南陽町店 小売業 その他小売 5%

138,693 愛知県 名古屋市港区 ネッツトヨタ名古屋港・港明店 小売業 その他小売 5%

138,694 愛知県 名古屋市港区 ネッツトヨタ名古屋港・南陽店 小売業 その他小売 5%

138,695 愛知県 名古屋市港区 ネッツトヨタ名古屋港・名四店 小売業 その他小売 5%

138,696 愛知県 名古屋市港区 パソコンドック２４　名古屋　みなと店 サービス その他サービス 5%

138,697 愛知県 名古屋市港区 ハチ駆除 サービス その他サービス 5%

138,698 愛知県 名古屋市港区 パナショップ名港 小売業 電化製品 5%

138,699 愛知県 名古屋市港区 ＨＡＰＰＩＮＥＳＳＨＡＴＴＯＲＩ 小売業 電化製品 5%

138,700 愛知県 名古屋市港区 浜鮨 サービス 飲食業 5%

138,701 愛知県 名古屋市港区 万能中国物産店　当知店 小売業 食料品 5%

138,702 愛知県 名古屋市港区 ひごペットフレンドリー　ららぽーとみなと 小売業 その他小売 5%

138,703 愛知県 名古屋市港区 びっくりドンキー港名四店 サービス 飲食業 2%

138,704 愛知県 名古屋市港区 美容室プラステン　美容室プラステン サービス 理容・美容業 5%

138,705 愛知県 名古屋市港区 ＮｅｏＰｒｉｎｃｅｓｓ 小売業 その他小売 5%

138,706 愛知県 名古屋市港区 フォトスタジオＮｅｏＰｒｉｎｃｅｓｓ フォトスタジオ Ｎｅｏ Ｐｒｉｎｃｅｓｓ サービス その他サービス 5%

138,707 愛知県 名古屋市港区 フジサービス サービス その他サービス 5%

138,708 愛知県 名古屋市港区 フットサルアリーナ　港 サービス その他サービス 5%

138,709 愛知県 名古屋市港区 フラワーショップＦＬＡＮＺ 小売業 その他小売 5%

138,710 愛知県 名古屋市港区 プルコギ亭 サービス 飲食業 5%

138,711 愛知県 名古屋市港区 ＢＡＹ　ＳＡＬＯＮ　ＴＡＫＡＭＩ サービス 理容・美容業 5%

138,712 愛知県 名古屋市港区 ＨＯＭＡＮ サービス 理容・美容業 5%

138,713 愛知県 名古屋市港区 メナードフェイシャルサロンリラフェアリ サービス 理容・美容業 5%

138,714 愛知県 名古屋市港区 めん処 おきな サービス 飲食業 5%

138,715 愛知県 名古屋市港区 百福商事株式会社 小売業 衣料品 5%

138,716 愛知県 名古屋市港区 山田ふとん店 小売業 その他小売 5%

138,717 愛知県 名古屋市港区 有限会社旅プランニング サービス その他サービス 5%

138,718 愛知県 名古屋市港区 有限会社ミナト印刷 サービス その他サービス 5%

138,719 愛知県 名古屋市港区 リミックスみなと店 小売業 その他小売 5%

138,720 愛知県 名古屋市港区 リラクシン 小売業 電化製品 5%

138,721 愛知県 名古屋市港区 リラクゼーションサロン ｙｕ ｒａ ｋｕ リラクゼーションサロンｙｕ ｒａ ｋｕ サービス 理容・美容業 5%

138,722 愛知県 名古屋市港区 りんどう薬局 小売業 その他小売 5%

138,723 愛知県 名古屋市港区 リンパドレナージュサロン　虹のひかり サービス その他サービス 5%

138,724 愛知県 名古屋市港区 レストランパブジミー サービス 飲食業 5%

138,725 愛知県 名古屋市南区 アーバントラベルサービス サービス その他サービス 5%

138,726 愛知県 名古屋市南区 ＡｔｔｒＡｃｔｉｖｅＢｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%
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138,727 愛知県 名古屋市南区 ａｌｆＲｅｄ　アルフレッド サービス 理容・美容業 5%

138,728 愛知県 名古屋市南区 磯料理　志ヅ重 サービス 飲食業 5%

138,729 愛知県 名古屋市南区 いろいろやひげねこ堂 小売業 電化製品 5%

138,730 愛知県 名古屋市南区 ウエダカメラ大生店 サービス その他サービス 5%

138,731 愛知県 名古屋市南区 ウエダカメラ浜田店 サービス その他サービス 5%

138,732 愛知県 名古屋市南区 ＳＫ　ｒｅ　ｂｉｒｔｈ サービス 理容・美容業 5%

138,733 愛知県 名古屋市南区 株式会社オアシス．サービス サービス その他サービス 5%

138,734 愛知県 名古屋市南区 オーバル石油サービス株式会社 小売業 その他小売 2%

138,735 愛知県 名古屋市南区 オサムバトン＆バンドカンパニ－ 小売業 衣料品 5%

138,736 愛知県 名古屋市南区 オリーブ薬局 小売業 その他小売 5%

138,737 愛知県 名古屋市南区 オリックスレンタカー名古屋呼続駅南店 サービス その他サービス 2%

138,738 愛知県 名古屋市南区 かつはる サービス 飲食業 5%

138,739 愛知県 名古屋市南区 カナメサイクル 小売業 その他小売 5%

138,740 愛知県 名古屋市南区 株式会社シンコーガス住機 小売業 電化製品 5%

138,741 愛知県 名古屋市南区 株式会社カトーサイクル 小売業 その他小売 5%

138,742 愛知県 名古屋市南区 株式会社カトーサイクルＰＬＵＳ 小売業 その他小売 5%

138,743 愛知県 名古屋市南区 フリーベル・ファニチャーリース サービス その他サービス 5%

138,744 愛知県 名古屋市南区 株　丸八食品　精肉販売　まるはち 小売業 食料品 5%

138,745 愛知県 名古屋市南区 亀屋芳菘 サービス 飲食業 5%

138,746 愛知県 名古屋市南区 カレーハウス壱番屋南区宝生町店 サービス 飲食業 2%

138,747 愛知県 名古屋市南区 カレーハウス壱番屋南区薬師通店 サービス 飲食業 2%

138,748 愛知県 名古屋市南区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋笠寺店 サービス 飲食業 2%

138,749 愛知県 名古屋市南区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋南区星崎店 サービス 飲食業 2%

138,750 愛知県 名古屋市南区 河合塾マナビス桜本町校 サービス その他サービス 2%

138,751 愛知県 名古屋市南区 河合塾マナビス氷室校 サービス その他サービス 2%

138,752 愛知県 名古屋市南区 河津電器商会 小売業 電化製品 5%

138,753 愛知県 名古屋市南区 木こり家 サービス 飲食業 5%

138,754 愛知県 名古屋市南区 氣流しトータルバランス仁屋 サービス 理容・美容業 5%

138,755 愛知県 名古屋市南区 京枝屋酒店 小売業 食料品 5%

138,756 愛知県 名古屋市南区 京寿屋 小売業 衣料品 5%

138,757 愛知県 名古屋市南区 ｇｏｏｄ’Ｎｃｏｏｌ サービス 飲食業 5%

138,758 愛知県 名古屋市南区 グランドゴルフショップ 小売業 その他小売 5%

138,759 愛知県 名古屋市南区 クリーンタニ道徳駅店 サービス その他サービス 5%

138,760 愛知県 名古屋市南区 Ｇｒｏｏｖｙ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

138,761 愛知県 名古屋市南区 Ｋ．ＡｒｔＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

138,762 愛知県 名古屋市南区 工事プロ株式会社 サービス その他サービス 5%

138,763 愛知県 名古屋市南区 コヤマカメラ店 サービス その他サービス 5%

138,764 愛知県 名古屋市南区 小料理　伽羅 サービス 飲食業 5%

138,765 愛知県 名古屋市南区 コルディアサロン　たつたや 小売業 衣料品 5%

138,766 愛知県 名古屋市南区 金剛堂　名古屋店 小売業 家具・調度品 5%

138,767 愛知県 名古屋市南区 サイクルショップ　オガワ 小売業 その他小売 5%

138,768 愛知県 名古屋市南区 ざうお星崎本店 サービス 飲食業 5%
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138,769 愛知県 名古屋市南区 サウザンド　クレイン サービス 飲食業 5%

138,770 愛知県 名古屋市南区 酒井電機商会 小売業 電化製品 5%

138,771 愛知県 名古屋市南区 佐々木ムセン 小売業 電化製品 5%

138,772 愛知県 名古屋市南区 サンエスかなめ 小売業 電化製品 5%

138,773 愛知県 名古屋市南区 ＪＵＪＵＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

138,774 愛知県 名古屋市南区 松栄鮨本店 サービス 飲食業 5%

138,775 愛知県 名古屋市南区 ＫＡＭＰＯ松栄堂 小売業 その他小売 5%

138,776 愛知県 名古屋市南区 スーパーヤマダイアオヤマ店 小売業 食料品 5%

138,777 愛知県 名古屋市南区 スーパーヤマダイ笠寺店 小売業 食料品 5%

138,778 愛知県 名古屋市南区 スーパーヤマダイ呼続店 小売業 食料品 5%

138,779 愛知県 名古屋市南区 スタジオドッグラン サービス その他サービス 5%

138,780 愛知県 名古屋市南区 ｓｔｕｄｉｏｒｏｃｋｉ＇ｎｂｌｕｅｓ サービス その他サービス 5%

138,781 愛知県 名古屋市南区 スペースセブン サービス 飲食業 5%

138,782 愛知県 名古屋市南区 スポーツスタジアムソブエ スポーツスタジアムソブエ 小売業 その他小売 5%

138,783 愛知県 名古屋市南区 すみれＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

138,784 愛知県 名古屋市南区 生鮮ひろばサンエース新郊通店 小売業 食料品 5%

138,785 愛知県 名古屋市南区 整体りらくよしだ サービス その他サービス 5%

138,786 愛知県 名古屋市南区 西龍恵土本店 サービス 飲食業 5%

138,787 愛知県 名古屋市南区 中国料理千早苑 サービス 飲食業 5%

138,788 愛知県 名古屋市南区 長水苑 サービス 飲食業 5%

138,789 愛知県 名古屋市南区 千代田家具ホンテン 小売業 家具・調度品 5%

138,790 愛知県 名古屋市南区 釣り具のマルハン 小売業 その他小売 5%

138,791 愛知県 名古屋市南区 ＤＰアラタマ サービス 理容・美容業 5%

138,792 愛知県 名古屋市南区 ＤＰ内田橋 サービス 理容・美容業 5%

138,793 愛知県 名古屋市南区 Ｔｉｄａ サービス 理容・美容業 5%

138,794 愛知県 名古屋市南区 電化のテラザワ 小売業 電化製品 5%

138,795 愛知県 名古屋市南区 ＤＥＵＸＤＥＢＯＩＳ サービス 飲食業 5%

138,796 愛知県 名古屋市南区 ｔｗｌａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

138,797 愛知県 名古屋市南区 トータルボディケアほほえみ整体院 サービス その他サービス 5%

138,798 愛知県 名古屋市南区 時計・メガネ・宝石　かわしま 小売業 貴金属・服飾品 5%

138,799 愛知県 名古屋市南区 とこやくめ サービス 理容・美容業 5%

138,800 愛知県 名古屋市南区 豊善 小売業 食料品 5%

138,801 愛知県 名古屋市南区 トヨタカローラ中京大同店 小売業 その他小売 5%

138,802 愛知県 名古屋市南区 トヨタレンタリース名古屋呼続店 サービス その他サービス 2%

138,803 愛知県 名古屋市南区 鳥辰 サービス 飲食業 5%

138,804 愛知県 名古屋市南区 とりとり亭　道徳店 サービス 飲食業 5%

138,805 愛知県 名古屋市南区 ナイトウ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

138,806 愛知県 名古屋市南区 中森交通 サービス 運輸業 5%

138,807 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋笠寺観音店 小売業 食料品 2%

138,808 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋桜本町店 小売業 食料品 2%

138,809 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋柴田駅前店 小売業 食料品 2%

138,810 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋ちかま通店 小売業 食料品 2%
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138,811 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋天白町４丁目店 小売業 食料品 2%

138,812 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋戸部下１丁目店 小売業 食料品 2%

138,813 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋豊田１丁目店 小売業 食料品 2%

138,814 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋豊田３丁目店 小売業 食料品 2%

138,815 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋豊田２丁目店 小売業 食料品 2%

138,816 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋中割町３丁目店 小売業 食料品 2%

138,817 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋平子橋西店 小売業 食料品 2%

138,818 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋宝生団地前店 小売業 食料品 2%

138,819 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋本地通５丁目店 小売業 食料品 2%

138,820 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋前浜通３丁目店 小売業 食料品 2%

138,821 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋元塩町５丁目店 小売業 食料品 2%

138,822 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋薬師通２丁目店 小売業 食料品 2%

138,823 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋弥次ヱ町店 小売業 食料品 2%

138,824 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋弥生町店 小売業 食料品 2%

138,825 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋豊３丁目店 小売業 食料品 2%

138,826 愛知県 名古屋市南区 セブン－イレブン名古屋呼続１丁目店 小売業 食料品 2%

138,827 愛知県 名古屋市南区 ＢａｓｔａＢａｓｔａ サービス 飲食業 5%

138,828 愛知県 名古屋市南区 グルテンフリースイーツと焼き菓子のお店　パティスリー　クレジュエ 小売業 食料品 5%

138,829 愛知県 名古屋市南区 パティスリー　ドゥ　ド　ボワ サービス 飲食業 5%

138,830 愛知県 名古屋市南区 パナショップ内田橋 小売業 電化製品 5%

138,831 愛知県 名古屋市南区 パナホーンズほんてん 小売業 電化製品 5%

138,832 愛知県 名古屋市南区 バルーンゆたか 小売業 食料品 5%

138,833 愛知県 名古屋市南区 ＢＭＯ名古屋笠寺店 小売業 衣料品 5%

138,834 愛知県 名古屋市南区 ビジネスホテルサンクロック サービス 宿泊業 5%

138,835 愛知県 名古屋市南区 びゅうていしょっぷ　エル サービス 理容・美容業 5%

138,836 愛知県 名古屋市南区 美容室アクール サービス 理容・美容業 5%

138,837 愛知県 名古屋市南区 美容室Ｓｈｉｍａ サービス 理容・美容業 5%

138,838 愛知県 名古屋市南区 美容室デジャ　ヴュ サービス 理容・美容業 5%

138,839 愛知県 名古屋市南区 美容室Ｆｕｗａ サービス 理容・美容業 5%

138,840 愛知県 名古屋市南区 ひろみ寿司 サービス 飲食業 5%

138,841 愛知県 名古屋市南区 風来坊　大磯 サービス 飲食業 5%

138,842 愛知県 名古屋市南区 福井薬局 小売業 その他小売 5%

138,843 愛知県 名古屋市南区 ｂｏｕｔｉｑｕｅ　Ｊ 小売業 衣料品 5%

138,844 愛知県 名古屋市南区 ＨＡＩＲ　ｋａｔｓｕｍｉ サービス 理容・美容業 5%

138,845 愛知県 名古屋市南区 ヘアステーションＬＥＯＮ サービス 理容・美容業 5%

138,846 愛知県 名古屋市南区 ヘアステーションＬＥＯＮ サービス 理容・美容業 5%

138,847 愛知県 名古屋市南区 ベストドラッグ新瑞店 小売業 その他小売 5%

138,848 愛知県 名古屋市南区 ｖｅｒｙｖｅｒｙｖａｐｅ 小売業 その他小売 5%

138,849 愛知県 名古屋市南区 マツダアンフィニ大同店 小売業 その他小売 5%

138,850 愛知県 名古屋市南区 まるはち　レストラン　まるはち サービス 飲食業 5%

138,851 愛知県 名古屋市南区 株式会社ミッキー サービス その他サービス 5%

138,852 愛知県 名古屋市南区 雅電設　雅電設 サービス その他サービス 5%
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138,853 愛知県 名古屋市南区 明伸タイヤサービス　宝生店 サービス その他サービス 5%

138,854 愛知県 名古屋市南区 明伸タイヤサービス 刈谷店 小売業 その他小売 5%

138,855 愛知県 名古屋市南区 有限会社　名水工業所 サービス その他サービス 5%

138,856 愛知県 名古屋市南区 有限会社大同モータース 小売業 その他小売 5%

138,857 愛知県 名古屋市南区 有限会社わかくさ 小売業 その他小売 5%

138,858 愛知県 名古屋市南区 ゆたかや サービス 飲食業 5%

138,859 愛知県 名古屋市南区 Ｒｅｉｚ サービス 理容・美容業 5%

138,860 愛知県 名古屋市南区 ＬａｕｆｅｎＣａｒｓ サービス その他サービス 5%

138,861 愛知県 名古屋市南区 リトル水族館ざうお 小売業 その他小売 5%

138,862 愛知県 名古屋市南区 ルートオザワ サービス その他サービス 5%

138,863 愛知県 名古屋市南区 炉萬館 サービス 飲食業 5%

138,864 愛知県 名古屋市名東区 ＡＲＣＨ　Ｖｉｌｌａｇｅ サービス その他サービス 5%

138,865 愛知県 名古屋市名東区 あーる工房一社店 サービス その他サービス 5%

138,866 愛知県 名古屋市名東区 アイラッシュサロン　ｍｏｐｐｅｌ サービス 理容・美容業 5%

138,867 愛知県 名古屋市名東区 アクアネイル藤が丘 サービス 理容・美容業 5%

138,868 愛知県 名古屋市名東区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｉｃｏ藤が丘 サービス 理容・美容業 5%

138,869 愛知県 名古屋市名東区 アサイ自転車店　アサイ自転車店 小売業 その他小売 5%

138,870 愛知県 名古屋市名東区 味仙藤が丘 サービス 飲食業 5%

138,871 愛知県 名古屋市名東区 ａｔｅｌｉｅｒ彩 小売業 衣料品 5%

138,872 愛知県 名古屋市名東区 アバビューティースペース名東 サービス 理容・美容業 5%

138,873 愛知県 名古屋市名東区 ａｍａｎｏ極楽店 小売業 その他小売 5%

138,874 愛知県 名古屋市名東区 ａｍｉｃｕｓ　ｐｒｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

138,875 愛知県 名古屋市名東区 アルタコンサルタント サービス その他サービス 5%

138,876 愛知県 名古屋市名東区 ａｌｎｏｉｒ サービス その他サービス 5%

138,877 愛知県 名古屋市名東区 ｍａｒ＇ｓ サービス 理容・美容業 5%

138,878 愛知県 名古屋市名東区 アンイングリッシュクラブ名東本部校 サービス その他サービス 5%

138,879 愛知県 名古屋市名東区 イーストフィールド サービス 理容・美容業 5%

138,880 愛知県 名古屋市名東区 今井国際行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

138,881 愛知県 名古屋市名東区 癒し空間Ｓｏｐｈｉａ サービス 理容・美容業 5%

138,882 愛知県 名古屋市名東区 うなぎ　行 サービス 飲食業 5%

138,883 愛知県 名古屋市名東区 うな昇 サービス 飲食業 5%

138,884 愛知県 名古屋市名東区 Ａ．Ｇ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

138,885 愛知県 名古屋市名東区 ＥＳ　Ｈｅａｒｔ　ｏｆ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

138,886 愛知県 名古屋市名東区 エテルニータサロン 小売業 衣料品 5%

138,887 愛知県 名古屋市名東区 欧風料理ウイズ サービス 飲食業 5%

138,888 愛知県 名古屋市名東区 御菓子所しらいし新宿店 サービス 飲食業 5%

138,889 愛知県 名古屋市名東区 ｏｒａｎｚｏｖｙ Ｏｒａｎｚｏｖｙ 小売業 その他小売 5%

138,890 愛知県 名古屋市名東区 Ｏｒａｎｇｅ　ｓｔｕｄｉｏ　ＮＡＧＯＹＡ サービス その他サービス 5%

138,891 愛知県 名古屋市名東区 加圧スタジオ　カシオペア 小売業 その他小売 5%

138,892 愛知県 名古屋市名東区 かきえもん　藤が丘店　かきえもん　藤が丘店 サービス 飲食業 5%

138,893 愛知県 名古屋市名東区 かごの屋　一社東山通店 サービス 飲食業 5%

138,894 愛知県 名古屋市名東区 ＫＡＺ ＣＯＭＰＡＮＹ 小売業 衣料品 5%
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138,895 愛知県 名古屋市名東区 ＫＡＮＥＥＤＳＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

138,896 愛知県 名古屋市名東区 カノンクリエイト 小売業 衣料品 5%

138,897 愛知県 名古屋市名東区 株式会社アヴァンサ 小売業 衣料品 5%

138,898 愛知県 名古屋市名東区 （株）瀬古写真館　名東店 サービス その他サービス 5%

138,899 愛知県 名古屋市名東区 株式会社名匠庵 小売業 衣料品 5%

138,900 愛知県 名古屋市名東区 株式会社リースカーサービス・キタガワ名東工場 サービス その他サービス 2%

138,901 愛知県 名古屋市名東区 Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ 小売業 その他小売 5%

138,902 愛知県 名古屋市名東区 カレーハウス壱番屋名東区八前店 サービス 飲食業 2%

138,903 愛知県 名古屋市名東区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋上社店 サービス 飲食業 2%

138,904 愛知県 名古屋市名東区 カレーハウスＣｏｃｏ壱番屋西山店 サービス 飲食業 2%

138,905 愛知県 名古屋市名東区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋藤ヶ丘駅東店 サービス 飲食業 2%

138,906 愛知県 名古屋市名東区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋本郷店 サービス 飲食業 2%

138,907 愛知県 名古屋市名東区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋名東高針店 サービス 飲食業 2%

138,908 愛知県 名古屋市名東区 河合塾マナビス一社校 サービス その他サービス 2%

138,909 愛知県 名古屋市名東区 河合塾マナビス藤が丘校 サービス その他サービス 2%

138,910 愛知県 名古屋市名東区 ｇｕｉｎｏ－ギィノ－ 小売業 衣料品 5%

138,911 愛知県 名古屋市名東区 起承転結 サービス 飲食業 5%

138,912 愛知県 名古屋市名東区 キッチン　ピアト サービス 飲食業 5%

138,913 愛知県 名古屋市名東区 九州うまかめしはかたもん サービス 飲食業 5%

138,914 愛知県 名古屋市名東区 業務用 調理村 小売業 その他小売 5%

138,915 愛知県 名古屋市名東区 霧島 サービス 飲食業 5%

138,916 愛知県 名古屋市名東区 ｃｏｏｈａｉｒ【クーヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

138,917 愛知県 名古屋市名東区 Ｃｏｕｔｕｒｅ【クチュール】 サービス その他サービス 5%

138,918 愛知県 名古屋市名東区 ＧＲＡＮＤ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

138,919 愛知県 名古屋市名東区 ＧＬＡＮＺ　Ａｎｆａｎｇ． サービス 理容・美容業 5%

138,920 愛知県 名古屋市名東区 グランドデュークス東海株式会社 小売業 その他小売 5%

138,921 愛知県 名古屋市名東区 ＣＬＥＡＲｏｆｈａｉｒ一社店 サービス 理容・美容業 5%

138,922 愛知県 名古屋市名東区 ＣＬＥＡＲｏｆｈａｉｒＦ．ＰＬＵＳ店 サービス 理容・美容業 5%

138,923 愛知県 名古屋市名東区 ＣＬＥＡＲｏｆｈａｉｒ藤ヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

138,924 愛知県 名古屋市名東区 クリーニングピット名東店 サービス その他サービス 5%

138,925 愛知県 名古屋市名東区 クローバー サービス 飲食業 5%

138,926 愛知県 名古屋市名東区 光苑 サービス 飲食業 5%

138,927 愛知県 名古屋市名東区 Ｋｏｕｋｉ サービス その他サービス 5%

138,928 愛知県 名古屋市名東区 合資会社　駒﨑ミシン商会 小売業 電化製品 5%

138,929 愛知県 名古屋市名東区 合資会社いろは屋　お酒とたばこ　いろはや 小売業 その他小売 5%

138,930 愛知県 名古屋市名東区 珈琲豆ストアコモン サービス その他サービス 5%

138,931 愛知県 名古屋市名東区 ここだ サービス その他サービス 5%

138,932 愛知県 名古屋市名東区 粉のアトリエ コナリエ 小売業 食料品 5%

138,933 愛知県 名古屋市名東区 ｃｏｎｎｅｃｔ サービス その他サービス 5%

138,934 愛知県 名古屋市名東区 ゴルフスパーク サービス その他サービス 5%

138,935 愛知県 名古屋市名東区 ゴルフマイスター 小売業 その他小売 5%

138,936 愛知県 名古屋市名東区 ＣＯＮＶＩＥＲ サービス 飲食業 5%
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138,937 愛知県 名古屋市名東区 サイクルジョイ名東店 小売業 その他小売 5%

138,938 愛知県 名古屋市名東区 サウンド ピット 小売業 電化製品 5%

138,939 愛知県 名古屋市名東区 サウンドピット 小売業 電化製品 5%

138,940 愛知県 名古屋市名東区 ３９３９Ｓｕｒｆ＆Ｓｎｏｗ 小売業 その他小売 5%

138,941 愛知県 名古屋市名東区 酒主人 小売業 食料品 5%

138,942 愛知県 名古屋市名東区 サロンドソレイユ　藤が丘店 サービス 理容・美容業 5%

138,943 愛知県 名古屋市名東区 Ｓｕｎｒｉｓｅ サービス 飲食業 5%

138,944 愛知県 名古屋市名東区 Ｓｈｅｅｐ＆Ｇｉｒａｆｆｅ サービス 理容・美容業 5%

138,945 愛知県 名古屋市名東区 質ウエダ　名東店 小売業 その他小売 5%

138,946 愛知県 名古屋市名東区 合同会社ビビット サービス その他サービス 5%

138,947 愛知県 名古屋市名東区 ＳＨＲＩＭＰ 梅森坂店 サービス 理容・美容業 5%

138,948 愛知県 名古屋市名東区 旬亭 サービス 飲食業 5%

138,949 愛知県 名古屋市名東区 旬楽膳地アミ店 小売業 食料品 5%

138,950 愛知県 名古屋市名東区 ジョイ美容室　ジョイ美容室 サービス 理容・美容業 5%

138,951 愛知県 名古屋市名東区 寝装のクボタ 小売業 その他小売 5%

138,952 愛知県 名古屋市名東区 しんちゃんのダイビングスクール サービス その他サービス 5%

138,953 愛知県 名古屋市名東区 ＳＴＡＲＣＨＩＬＤ サービス その他サービス 5%

138,954 愛知県 名古屋市名東区 ＳＴＵＤＩＯ　Ａ サービス 理容・美容業 5%

138,955 愛知県 名古屋市名東区 ストック 小売業 衣料品 5%

138,956 愛知県 名古屋市名東区 Ｓｎｏｗ Ｐｌｏｗ スノウプラウ 小売業 その他小売 5%

138,957 愛知県 名古屋市名東区 スマートファイブ 小売業 その他小売 5%

138,958 愛知県 名古屋市名東区 炭焼き海鮮バル オルサリーノ 藤ケ丘店 サービス 飲食業 5%

138,959 愛知県 名古屋市名東区 Ｓｌｏｗ　Ｔｒｉｐ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

138,960 愛知県 名古屋市名東区 Ｓｌｏｗ　Ｃａｍｐ サービス 飲食業 5%

138,961 愛知県 名古屋市名東区 Ｓｅｓａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

138,962 愛知県 名古屋市名東区 ゼロクラフト 小売業 その他小売 5%

138,963 愛知県 名古屋市名東区 総合治療院シナケア サービス 理容・美容業 5%

138,964 愛知県 名古屋市名東区 ｌｅ　Ｓｏｌｅｉｌ 小売業 その他小売 5%

138,965 愛知県 名古屋市名東区 ソワンエステＯａｓｉｓ サービス 理容・美容業 5%

138,966 愛知県 名古屋市名東区 地球食堂こはる サービス 飲食業 5%

138,967 愛知県 名古屋市名東区 注文の多い雑貨店 小売業 その他小売 5%

138,968 愛知県 名古屋市名東区 月の実 サービス 飲食業 5%

138,969 愛知県 名古屋市名東区 でらやす屋 小売業 その他小売 5%

138,970 愛知県 名古屋市名東区 童夢 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

138,971 愛知県 名古屋市名東区 林公徳 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

138,972 愛知県 名古屋市名東区 ＤＯＧ　ＰＡＷ サービス その他サービス 5%

138,973 愛知県 名古屋市名東区 ｔｕｔｔｉｃａｓａ サービス その他サービス 5%

138,974 愛知県 名古屋市名東区 トヨタカローラ中京名東高針店 小売業 その他小売 5%

138,975 愛知県 名古屋市名東区 トヨタカローラ名古屋委託王 小売業 その他小売 5%

138,976 愛知県 名古屋市名東区 トヨタホ－ム名古屋本社 サービス その他サービス 5%

138,977 愛知県 名古屋市名東区 トヨタホ－ム名古屋リフォームグループ サービス その他サービス 5%

138,978 愛知県 名古屋市名東区 トヨタレンタリース名古屋藤が丘駅前店 サービス その他サービス 2%
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138,979 愛知県 名古屋市名東区 トヨタレンタリース名古屋　一社店 サービス その他サービス 2%

138,980 愛知県 名古屋市名東区 鳥ふじ　藤が丘店　デジトンヤ　鳥ふじ　藤が丘店 サービス 飲食業 5%

138,981 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋一社１丁目店 小売業 食料品 2%

138,982 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋一社４丁目店 小売業 食料品 2%

138,983 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋猪子石２丁目店 小売業 食料品 2%

138,984 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋猪子石原１丁目店 小売業 食料品 2%

138,985 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋梅森坂５丁目店 小売業 食料品 2%

138,986 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋上社５丁目店 小売業 食料品 2%

138,987 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋上社４丁目店 小売業 食料品 2%

138,988 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋勢子坊３丁目店 小売業 食料品 2%

138,989 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋高針３丁目店 小売業 食料品 2%

138,990 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋高針原１丁目店 小売業 食料品 2%

138,991 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋高間町店 小売業 食料品 2%

138,992 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋高社２丁目店 小売業 食料品 2%

138,993 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋照が丘店 小売業 食料品 2%

138,994 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋富が丘北店 小売業 食料品 2%

138,995 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋藤見が丘店 小売業 食料品 2%

138,996 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋平和が丘南店 小売業 食料品 2%

138,997 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋平和が丘４丁目店 小売業 食料品 2%

138,998 愛知県 名古屋市名東区 なこ゛やほひ゛－すほ゜っと 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

138,999 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋本郷２丁目店 小売業 食料品 2%

139,000 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋社口１丁目店 小売業 食料品 2%

139,001 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋山の手３丁目店 小売業 食料品 2%

139,002 愛知県 名古屋市名東区 セブン－イレブン名古屋豊が丘店 小売業 食料品 2%

139,003 愛知県 名古屋市名東区 Ｎａｌｅｌｕ 取扱店 平和が丘 小売業 その他小売 5%

139,004 愛知県 名古屋市名東区 ニッカホーム　名古屋名東営業所 サービス その他サービス 5%

139,005 愛知県 名古屋市名東区 ＥＲＩＮＡＮＩＷＡ サービス その他サービス 5%

139,006 愛知県 名古屋市名東区 人情屋台藤が丘駅北店 サービス 飲食業 5%

139,007 愛知県 名古屋市名東区 人情屋台藤が丘店 サービス 飲食業 5%

139,008 愛知県 名古屋市名東区 人情屋台山の手店 サービス 飲食業 5%

139,009 愛知県 名古屋市名東区 ヌーヴェル サービス 理容・美容業 5%

139,010 愛知県 名古屋市名東区 布伝説株式会社 小売業 衣料品 5%

139,011 愛知県 名古屋市名東区 布伝説株式会社　布伝説 小売業 衣料品 5%

139,012 愛知県 名古屋市名東区 ｎａｉｌｓａｌｏｎＡＬＬＥＹ サービス 理容・美容業 5%

139,013 愛知県 名古屋市名東区 ＮＯＩＳＥＴＴＥ 小売業 食料品 5%

139,014 愛知県 名古屋市名東区 ハードオフ高針店 小売業 その他小売 2%

139,015 愛知県 名古屋市名東区 パソコンドック２４ 名古屋 名東店 サービス その他サービス 5%

139,016 愛知県 名古屋市名東区 バックヤードスペシャル 小売業 その他小売 5%

139,017 愛知県 名古屋市名東区 バドミントンショップリーダース 小売業 その他小売 5%

139,018 愛知県 名古屋市名東区 パナショップ　一社 小売業 電化製品 5%

139,019 愛知県 名古屋市名東区 パナホ－ンズまき 小売業 電化製品 5%

139,020 愛知県 名古屋市名東区 はり・きゅうルーム恵眞道 サービス 理容・美容業 5%
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139,021 愛知県 名古屋市名東区 Ｐｏｌｉｓｈ　ＹＵＫＩ サービス 理容・美容業 5%

139,022 愛知県 名古屋市名東区 ＰＡＬＢＡＥＵＴＥ【パルボーテ】 サービス 理容・美容業 5%

139,023 愛知県 名古屋市名東区 Ｐａｎｃｏ　ｙａ　藤が丘店　Ｐａｎｃｏ?ｙａ　藤が丘店 サービス 飲食業 5%

139,024 愛知県 名古屋市名東区 ＢＴＢ　ｆｕｊｉｇａｏｋａ サービス 理容・美容業 5%

139,025 愛知県 名古屋市名東区 オーダースーツビオンディ 小売業 衣料品 5%

139,026 愛知県 名古屋市名東区 陽だまりの杜 サービス その他サービス 5%

139,027 愛知県 名古屋市名東区 ピットステーション　名東一社店 サービス その他サービス 5%

139,028 愛知県 名古屋市名東区 ＢｅａｕｔｙＣｒｅａｔｉｏｎＬｏｖｅｒ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

139,029 愛知県 名古屋市名東区 エレガンスラボ サービス 理容・美容業 5%

139,030 愛知県 名古屋市名東区 美容室カメモト　藤が丘店 サービス 理容・美容業 5%

139,031 愛知県 名古屋市名東区 美容室キュリアス サービス 理容・美容業 5%

139,032 愛知県 名古屋市名東区 美容室マーサ サービス 理容・美容業 5%

139,033 愛知県 名古屋市名東区 ｓｔｕｄｉｏ　ｂｒｉｄｇｅ サービス その他サービス 5%

139,034 愛知県 名古屋市名東区 ふじがおか司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

139,035 愛知県 名古屋市名東区 藤ケ丘商店 サービス 飲食業 5%

139,036 愛知県 名古屋市名東区 藤が丘 宮崎鶏炭火焼 かりで サービス 飲食業 5%

139,037 愛知県 名古屋市名東区 ＨａｉｒＳａｌｏｎ　Ｌｉｒｕｎ サービス 理容・美容業 5%

139,038 愛知県 名古屋市名東区 ＨａｉｒＳａｌｏｎＡＳＡＩ サービス 理容・美容業 5%

139,039 愛知県 名古屋市名東区 ヘアーサロントリム サービス 理容・美容業 5%

139,040 愛知県 名古屋市名東区 ヘアーサロンハタノ理容室 サービス 理容・美容業 5%

139,041 愛知県 名古屋市名東区 ヘアーサロン　リラン サービス 理容・美容業 5%

139,042 愛知県 名古屋市名東区 ヘアーショップグラス サービス 理容・美容業 5%

139,043 愛知県 名古屋市名東区 ヘア・サロンヤスエ サービス 理容・美容業 5%

139,044 愛知県 名古屋市名東区 べこや　藤が丘店　べこや藤が丘店 サービス 飲食業 5%

139,045 愛知県 名古屋市名東区 ＢＯＬＳ・１９８７本店 小売業 衣料品 5%

139,046 愛知県 名古屋市名東区 本郷駅前整体　アマ サービス その他サービス 5%

139,047 愛知県 名古屋市名東区 ｍａｒ＇ｓ藤が丘店 サービス 理容・美容業 5%

139,048 愛知県 名古屋市名東区 ＭｃＱｕｎ　ＣｈＡｉ サービス 飲食業 5%

139,049 愛知県 名古屋市名東区 松野宗弘税理士事務所 サービス その他サービス 5%

139,050 愛知県 名古屋市名東区 松原春廣税理士事務所 サービス その他サービス 5%

139,051 愛知県 名古屋市名東区 ママズテーブル 小売業 食料品 5%

139,052 愛知県 名古屋市名東区 まる貝 サービス 飲食業 5%

139,053 愛知県 名古屋市名東区 みかわや酒店　みやかわ酒店 小売業 食料品 5%

139,054 愛知県 名古屋市名東区 Ｍｏｏｎ　Ｒｉｖｅｒ　上社店 サービス 理容・美容業 5%

139,055 愛知県 名古屋市名東区 名東健康カイロ サービス 理容・美容業 5%

139,056 愛知県 名古屋市名東区 メガネーゼ極楽店 小売業 その他小売 5%

139,057 愛知県 名古屋市名東区 モトリッツ 小売業 衣料品 5%

139,058 愛知県 名古屋市名東区 炭火焼肉羅生門 サービス 飲食業 5%

139,059 愛知県 名古屋市名東区 大和 サービス 飲食業 5%

139,060 愛知県 名古屋市名東区 ｙｏｕｒｈａｉｒＲＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

139,061 愛知県 名古屋市名東区 ＹＯＵ　ＡＮＤ　Ｉ サービス 理容・美容業 5%

139,062 愛知県 名古屋市名東区 有限会社ＩＤＦ サービス その他サービス 5%
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139,063 愛知県 名古屋市名東区 有限会社Ｃ．Ｏ．Ｓ東海 小売業 その他小売 5%

139,064 愛知県 名古屋市名東区 優和ぎ サービス 理容・美容業 5%

139,065 愛知県 名古屋市名東区 ＹＯＧＡ　ＡＭＡ サービス その他サービス 5%

139,066 愛知県 名古屋市名東区 ＹＯＧＡＳＴＵＤＩＯｅ－ｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

139,067 愛知県 名古屋市名東区 ライブスペースピアチェーレ サービス 飲食業 5%

139,068 愛知県 名古屋市名東区 Ｌａ　Ｃｏｍｕｎｉｔａ サービス 飲食業 5%

139,069 愛知県 名古屋市名東区 ＬａＬａ ポムドール 小売業 食料品 5%

139,070 愛知県 名古屋市名東区 リストランテエスト サービス 飲食業 5%

139,071 愛知県 名古屋市名東区 ｌｉｂｅｒｏ　　ｈａｉｒ　ｌａｂｏ　　ｌｉｂｅｒｏ　　ｈａｉｒ　ｌａｂｏ サービス 理容・美容業 5%

139,072 愛知県 名古屋市名東区 ＲＥＳＴＡＮＤＱＵＩＥｂｙＯＫＡＶＡＮＧＯ 小売業 衣料品 5%

139,073 愛知県 名古屋市名東区 アンティークローズクロス 小売業 その他小売 5%

139,074 愛知県 名古屋市名東区 ローズメゾン サービス 理容・美容業 5%

139,075 愛知県 名古屋市名東区 伊良部島マリンセンター サービス その他サービス 5%

139,076 愛知県 名古屋市名東区 ＲＯＳＳＯｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

139,077 愛知県 名古屋市名東区 和　Ｎ サービス 飲食業 5%

139,078 愛知県 名古屋市名東区 わくわくクリエイト　速読プラス　藤が丘本校 サービス その他サービス 5%

139,079 愛知県 名古屋市名東区 ワントップハウスマックスバリュ一社店 サービス その他サービス 5%

139,080 愛知県 名古屋市守山区 ａｔｅｌｉｅｒｑｕｅｕｅ 小売業 衣料品 5%

139,081 愛知県 名古屋市守山区 アトリエケイ サービス その他サービス 5%

139,082 愛知県 名古屋市守山区 アンイングリッシュクラブ金屋校 サービス その他サービス 5%

139,083 愛知県 名古屋市守山区 アンイングリッシュクラブ喜多山校 サービス その他サービス 5%

139,084 愛知県 名古屋市守山区 アンイングリッシュクラブ吉根校 サービス その他サービス 5%

139,085 愛知県 名古屋市守山区 アンイングリッシュクラブ新守山校 サービス その他サービス 5%

139,086 愛知県 名古屋市守山区 ｉｓｔｌｉｆｅ小幡店 サービス 理容・美容業 5%

139,087 愛知県 名古屋市守山区 出光守山南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,088 愛知県 名古屋市守山区 ヴィーナスコート サービス 理容・美容業 5%

139,089 愛知県 名古屋市守山区 ＷＨＥＹ　ＧＹＭ　ＷＨＥＹ サービス その他サービス 5%

139,090 愛知県 名古屋市守山区 Ｈ．Ａ．Ｂ．Ｅプロジェクト サービス 理容・美容業 5%

139,091 愛知県 名古屋市守山区 ＡＴｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

139,092 愛知県 名古屋市守山区 エステＲｏｕｇｅ 小売業 その他小売 5%

139,093 愛知県 名古屋市守山区 Ｍｓｃｕｒｅｂｙｆｅｒｍａｔａ サービス 理容・美容業 5%

139,094 愛知県 名古屋市守山区 圓屋　守山店 サービス その他サービス 5%

139,095 愛知県 名古屋市守山区 株式会社岡村設備 サービス その他サービス 5%

139,096 愛知県 名古屋市守山区 オットリーヤギター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

139,097 愛知県 名古屋市守山区 オンセブンデイズ上志段味店 小売業 その他小売 5%

139,098 愛知県 名古屋市守山区 加藤毛ばり店 小売業 その他小売 5%

139,099 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ＦＥＤＥＳ 小売業 衣料品 5%

139,100 愛知県 名古屋市守山区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋守山志段味店 サービス 飲食業 2%

139,101 愛知県 名古屋市守山区 カレーハウスココイチバンヤ本地ヶ原店 サービス 飲食業 2%

139,102 愛知県 名古屋市守山区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋守山小幡店 サービス 飲食業 2%

139,103 愛知県 名古屋市守山区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋守山大永寺店 サービス 飲食業 2%

139,104 愛知県 名古屋市守山区 関節専門院　こたろう サービス その他サービス 5%
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139,105 愛知県 名古屋市守山区 キタヤマカフェ サービス 飲食業 5%

139,106 愛知県 名古屋市守山区 キャプラスネイルジュエラ サービス 理容・美容業 5%

139,107 愛知県 名古屋市守山区 トータルプロデュースＫｉｒｅｉ サービス その他サービス 5%

139,108 愛知県 名古屋市守山区 くじらＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

139,109 愛知県 名古屋市守山区 くじらＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

139,110 愛知県 名古屋市守山区 楠養生所 サービス 理容・美容業 5%

139,111 愛知県 名古屋市守山区 合資会社マスカット カーマスカット 名古屋 小売業 その他小売 5%

139,112 愛知県 名古屋市守山区 合同会社タケウマ サービス その他サービス 5%

139,113 愛知県 名古屋市守山区 Ｃｏｆｆｅｅ Ｒｏａｓｔｅｒｓ ＢＲＯＷＮＩＥ 小売業 食料品 5%

139,114 愛知県 名古屋市守山区 サイクルジョイ守山店 小売業 その他小売 5%

139,115 愛知県 名古屋市守山区 株式会社白壁酒専門店ＹＯＳＨＩＤＡ サービス その他サービス 5%

139,116 愛知県 名古屋市守山区 ジーオブイー株式会社 サービス その他サービス 2%

139,117 愛知県 名古屋市守山区 ジェームス守山吉根店 小売業 その他小売 2%

139,118 愛知県 名古屋市守山区 写真箱　本部 小売業 その他小売 5%

139,119 愛知県 名古屋市守山区 有限会社カノム サービス その他サービス 5%

139,120 愛知県 名古屋市守山区 松山　松山 サービス 飲食業 5%

139,121 愛知県 名古屋市守山区 白沢書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

139,122 愛知県 名古屋市守山区 スポーツショップ大谷 小売業 その他小売 5%

139,123 愛知県 名古屋市守山区 千成鮨 サービス 飲食業 5%

139,124 愛知県 名古屋市守山区 ソーゴーデンキ 小売業 電化製品 5%

139,125 愛知県 名古屋市守山区 ソフトバンク　守山幸心 小売業 その他小売 5%

139,126 愛知県 名古屋市守山区 チャイニーズダイニング 呵呵 サービス 飲食業 5%

139,127 愛知県 名古屋市守山区 ＤＰ守山 サービス 理容・美容業 5%

139,128 愛知県 名古屋市守山区 デ・ドゥ小幡店 サービス 理容・美容業 5%

139,129 愛知県 名古屋市守山区 ｔｅｎｎｉｓ　ｈｏｕｓｅ　Ｗｉｔｈ 小売業 その他小売 5%

139,130 愛知県 名古屋市守山区 ドッグホテルわんぱく サービス その他サービス 5%

139,131 愛知県 名古屋市守山区 ．Ｏｌｉｖｅ（ドットオリーブ） サービス その他サービス 5%

139,132 愛知県 名古屋市守山区 ＴＯＢＩＭＡＲＵ サービス 飲食業 5%

139,133 愛知県 名古屋市守山区 トヨタカローラ中京藤が丘北店 小売業 その他小売 5%

139,134 愛知県 名古屋市守山区 セブン－イレブン名古屋大森１丁目店 小売業 食料品 2%

139,135 愛知県 名古屋市守山区 セブン－イレブン名古屋金屋２丁目店 小売業 食料品 2%

139,136 愛知県 名古屋市守山区 セブン－イレブン名古屋上志段味店 小売業 食料品 2%

139,137 愛知県 名古屋市守山区 セブン－イレブン名古屋上志段味南店 小売業 食料品 2%

139,138 愛知県 名古屋市守山区 セブン－イレブン名古屋幸心３丁目店 小売業 食料品 2%

139,139 愛知県 名古屋市守山区 セブン－イレブン名古屋四軒家１丁目店 小売業 食料品 2%

139,140 愛知県 名古屋市守山区 セブン－イレブン名古屋瀬古店 小売業 食料品 2%

139,141 愛知県 名古屋市守山区 セブン－イレブン名古屋大永寺町店 小売業 食料品 2%

139,142 愛知県 名古屋市守山区 セブン－イレブン名古屋中新店 小売業 食料品 2%

139,143 愛知県 名古屋市守山区 セブン－イレブン名古屋廻間店 小売業 食料品 2%

139,144 愛知県 名古屋市守山区 セブン－イレブン名古屋花咲台１丁目店 小売業 食料品 2%

139,145 愛知県 名古屋市守山区 セブン－イレブン名古屋八剣２丁目店 小売業 食料品 2%

139,146 愛知県 名古屋市守山区 ナビィのパン 小売業 食料品 5%
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139,147 愛知県 名古屋市守山区 肉処ゼロハチ サービス 飲食業 5%

139,148 愛知県 名古屋市守山区 ニッカホーム 名古屋守山営業所 サービス その他サービス 5%

139,149 愛知県 名古屋市守山区 ｎｉｗａ ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

139,150 愛知県 名古屋市守山区 ネッツトヨタ中京千代田橋店 小売業 その他小売 5%

139,151 愛知県 名古屋市守山区 ネッツトヨタ中京レクサス守山 小売業 その他小売 5%

139,152 愛知県 名古屋市守山区 ハンコ卸売センター守山店 小売業 その他小売 5%

139,153 愛知県 名古屋市守山区 美容師　竹之内 サービス 理容・美容業 5%

139,154 愛知県 名古屋市守山区 美容室　Ｂ・ＦＥＳＣＡ サービス 理容・美容業 5%

139,155 愛知県 名古屋市守山区 美容室カメモト エイジレス カメモト サービス その他サービス 5%

139,156 愛知県 名古屋市守山区 美容室カメモト　守山本店 サービス 理容・美容業 5%

139,157 愛知県 名古屋市守山区 美容室カメモト　八剣店 サービス 理容・美容業 5%

139,158 愛知県 名古屋市守山区 美容室ジール サービス 理容・美容業 5%

139,159 愛知県 名古屋市守山区 平野自動車 サービス その他サービス 5%

139,160 愛知県 名古屋市守山区 Ｆｅｕｉｇｅ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

139,161 愛知県 名古屋市守山区 Ｆｅｕｉｇｅ　ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

139,162 愛知県 名古屋市守山区 フィットネスクラブ　レスポ　藤が丘 サービス その他サービス 5%

139,163 愛知県 名古屋市守山区 フラワーショップテラオ 小売業 その他小売 5%

139,164 愛知県 名古屋市守山区 ブランシェ名鉄小幡駅前店 サービス 理容・美容業 5%

139,165 愛知県 名古屋市守山区 フルショット　守山店 小売業 その他小売 5%

139,166 愛知県 名古屋市守山区 ヘアーサロンイソベ サービス 理容・美容業 5%

139,167 愛知県 名古屋市守山区 ヘアーファクトリージィー サービス 理容・美容業 5%

139,168 愛知県 名古屋市守山区 ＢＥＬ　ＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

139,169 愛知県 名古屋市守山区 ＢｏｄｙＳｔｏｉｃ名古屋店 サービス その他サービス 5%

139,170 愛知県 名古屋市守山区 ホンダカーズ尾張守山志段味店 サービス その他サービス 5%

139,171 愛知県 名古屋市守山区 ホンダドリーム名古屋守山　ホンダドリーム名古屋守山 小売業 その他小売 5%

139,172 愛知県 名古屋市守山区 ｍｅｒｍａｉｄ　ｒｏｏｍ サービス その他サービス 5%

139,173 愛知県 名古屋市守山区 松尾電化サービス 小売業 電化製品 5%

139,174 愛知県 名古屋市守山区 美容師竹之内 サービス 理容・美容業 5%

139,175 愛知県 名古屋市守山区 名大ＳＫＹ小幡校 サービス その他サービス 5%

139,176 愛知県 名古屋市守山区 名大ＳＫＹ四軒家校 サービス その他サービス 5%

139,177 愛知県 名古屋市守山区 名大ＳＫＹ守山本部校 サービス その他サービス 5%

139,178 愛知県 名古屋市守山区 もりやま犬と猫の病院 サービス その他サービス 5%

139,179 愛知県 名古屋市守山区 モリヤマホビー モリヤマホビー 小売業 その他小売 5%

139,180 愛知県 名古屋市守山区 やきとり本舗　新守山店 サービス 飲食業 5%

139,181 愛知県 名古屋市守山区 ユーアイ　スクール 小売業 衣料品 5%

139,182 愛知県 名古屋市守山区 有限会社曙タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

139,183 愛知県 名古屋市守山区 有限会社　米新米穀店 小売業 食料品 5%

139,184 愛知県 名古屋市守山区 Ｒｉａｎ大森店 サービス 理容・美容業 5%

139,185 愛知県 名古屋市守山区 Ｒｉａｎ宮前店 サービス 理容・美容業 5%

139,186 愛知県 名古屋市守山区 理容　ひまわり サービス 理容・美容業 5%

139,187 愛知県 名古屋市守山区 Ｌｅｆｔｙ 小売業 衣料品 5%

139,188 愛知県 名古屋市守山区 ロペシティ名古屋北店 サービス その他サービス 2%
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139,189 愛知県 西尾市 愛 サービス 飲食業 5%

139,190 愛知県 西尾市 愛知西尾カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

139,191 愛知県 西尾市 愛電館　みずとり 小売業 電化製品 5%

139,192 愛知県 西尾市 味の老舗 青山 東部店 手焼海老せんべい 味の老舗 青山 東部店 小売業 食料品 5%

139,193 愛知県 西尾市 青山本店 小売業 食料品 5%

139,194 愛知県 西尾市 赤玉オート サービス その他サービス 5%

139,195 愛知県 西尾市 旭プロパン 小売業 その他小売 5%

139,196 愛知県 西尾市 ガネーシャ 小売業 衣料品 5%

139,197 愛知県 西尾市 あづまやきものひろば 小売業 衣料品 5%

139,198 愛知県 西尾市 あぶらや安城西尾インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,199 愛知県 西尾市 荒川モータース サービス その他サービス 5%

139,200 愛知県 西尾市 セブン－イレブン一色味浜店 小売業 食料品 2%

139,201 愛知県 西尾市 イシグロ　西尾店 小売業 その他小売 5%

139,202 愛知県 西尾市 株式会社　石泰商会 サービス その他サービス 5%

139,203 愛知県 西尾市 板倉写真館 サービス その他サービス 5%

139,204 愛知県 西尾市 伊太利屋 小売業 電化製品 5%

139,205 愛知県 西尾市 イタリ屋厨房ＴＯＭＯ　イタリ屋厨房ＴＯＭＯ サービス 飲食業 5%

139,206 愛知県 西尾市 一枚板テーブルの店　山の香舎 小売業 家具・調度品 5%

139,207 愛知県 西尾市 一色上町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,208 愛知県 西尾市 一色町ＳＳ　大成石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,209 愛知県 西尾市 一色文具 小売業 その他小売 5%

139,210 愛知県 西尾市 一色港町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,211 愛知県 西尾市 出光西尾中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,212 愛知県 西尾市 出光平坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,213 愛知県 西尾市 イトウモータース商会株式会社 サービス その他サービス 5%

139,214 愛知県 西尾市 稲忠珈琲庵 サービス 飲食業 5%

139,215 愛知県 西尾市 犬の美容室ヨシザキ サービス その他サービス 5%

139,216 愛知県 西尾市 癒しの里　小京都の湯 サービス その他サービス 5%

139,217 愛知県 西尾市 インフィニティガレージ サービス その他サービス 5%

139,218 愛知県 西尾市 ウチダ動物病院 サービス その他サービス 5%

139,219 愛知県 西尾市 江原町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,220 愛知県 西尾市 えびせん家族西尾店 小売業 食料品 5%

139,221 愛知県 西尾市 ＭＤｒｅａｍ 小売業 衣料品 5%

139,222 愛知県 西尾市 おおたけクリーニング西尾一色店 サービス その他サービス 5%

139,223 愛知県 西尾市 おおたけクリーニング西尾寺津店 サービス その他サービス 5%

139,224 愛知県 西尾市 おおた理容 サービス 理容・美容業 5%

139,225 愛知県 西尾市 おおた理容 サービス 理容・美容業 5%

139,226 愛知県 西尾市 オ―トオアシス西尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,227 愛知県 西尾市 オートスクエア　ユーズ 小売業 その他小売 5%

139,228 愛知県 西尾市 岡田屋製菓株式会社 小売業 食料品 5%

139,229 愛知県 西尾市 お持ち帰り寿司カネキチ　吉良吉田店 サービス 飲食業 5%

139,230 愛知県 西尾市 お持ち帰り寿司カネキチ　西尾緑町店 サービス 飲食業 5%
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139,231 愛知県 西尾市 お持ち帰り寿司カネキチ　西尾熊味店 サービス 飲食業 5%

139,232 愛知県 西尾市 お持ち帰り寿司カネキチ　西尾平坂店 サービス 飲食業 5%

139,233 愛知県 西尾市 お持ち帰り寿司カネキチ　幡豆店 サービス 飲食業 5%

139,234 愛知県 西尾市 お持ち帰り寿司カネキチ　本店 サービス 飲食業 5%

139,235 愛知県 西尾市 オリーブ 小売業 その他小売 5%

139,236 愛知県 西尾市 オンセブンデイズ西尾店 小売業 その他小売 5%

139,237 愛知県 西尾市 海煎工房えび福 小売業 食料品 5%

139,238 愛知県 西尾市 回転寿司大漁亭　西尾店 サービス 飲食業 5%

139,239 愛知県 西尾市 カイロプラクティック美咲 サービス その他サービス 5%

139,240 愛知県 西尾市 カクヤス　西尾店 小売業 食料品 5%

139,241 愛知県 西尾市 ｃａｆｅ　ＬＵＫＥ サービス 飲食業 5%

139,242 愛知県 西尾市 Ｃａｆｅ ｈｏｔｃｈ ｐｏｔｃｈ ｃａｆｅ ｈｏｔｃｈｐｏｔｃｈ サービス 飲食業 5%

139,243 愛知県 西尾市 株式会社ＣＡＲＴＳ 小売業 その他小売 5%

139,244 愛知県 西尾市 株式会社角屋呉服店 小売業 衣料品 5%

139,245 愛知県 西尾市 株式会社川上モータース サービス その他サービス 5%

139,246 愛知県 西尾市 株式会社ひぐち　ソーレ 小売業 衣料品 5%

139,247 愛知県 西尾市 株式会社ワーク繊 小売業 衣料品 5%

139,248 愛知県 西尾市 上町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,249 愛知県 西尾市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋西尾下町店 サービス 飲食業 2%

139,250 愛知県 西尾市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋西尾寄住店 サービス 飲食業 2%

139,251 愛知県 西尾市 ＫＡＮＲＡＩ サービス 理容・美容業 5%

139,252 愛知県 西尾市 きく寿司 サービス 飲食業 5%

139,253 愛知県 西尾市 きものファッション　宮地　合資会社　宮地呉服店 小売業 衣料品 5%

139,254 愛知県 西尾市 きものファッション宮地 小売業 衣料品 5%

139,255 愛知県 西尾市 吉良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,256 愛知県 西尾市 吉良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,257 愛知県 西尾市 セブン－イレブン吉良上横須賀店 小売業 食料品 2%

139,258 愛知県 西尾市 セブン－イレブン吉良町富好新田店 小売業 食料品 2%

139,259 愛知県 西尾市 セブン－イレブン吉良町中野店 小売業 食料品 2%

139,260 愛知県 西尾市 靴のホッタ　エルパス西尾店 小売業 その他小売 5%

139,261 愛知県 西尾市 熊味ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,262 愛知県 西尾市 クラフトハウスどれぃぶ　クラフトハウス　どれぃぶ 小売業 その他小売 5%

139,263 愛知県 西尾市 クリーニングの洗濯急便（有）はやしランドリー サービス その他サービス 5%

139,264 愛知県 西尾市 グリーングラス　グリーングラス 小売業 食料品 5%

139,265 愛知県 西尾市 ｋｕｒｉ＊ｋｕｒｉ サービス その他サービス 5%

139,266 愛知県 西尾市 ＋Ｑｕｒｅｇａ サービス 理容・美容業 5%

139,267 愛知県 西尾市 クローネの店　Ｎｉｃｈｅ 小売業 食料品 5%

139,268 愛知県 西尾市 Ｋ Ｄａｎｃｅ Ａｃａｄｅｍｙ Ｋ Ｄａｎｃｅ Ａｃａｄｅｍｙ サービス その他サービス 5%

139,269 愛知県 西尾市 ＫＤａｎｃｅＡｃａｄｅｍｙ サービス その他サービス 5%

139,270 愛知県 西尾市 玄楼窯 サービス その他サービス 5%

139,271 愛知県 西尾市 コーヒーアンドベーグルキノ サービス 飲食業 5%

139,272 愛知県 西尾市 呉服の河内屋 小売業 衣料品 5%
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139,273 愛知県 西尾市 こわや 小売業 その他小売 5%

139,274 愛知県 西尾市 近藤米穀店 小売業 食料品 2%

139,275 愛知県 西尾市 近藤米穀店　近藤米穀店 小売業 食料品 5%

139,276 愛知県 西尾市 近藤ミシン商会 小売業 その他小売 5%

139,277 愛知県 西尾市 コンピュータハウスわたなべ 小売業 電化製品 5%

139,278 愛知県 西尾市 ザ・アミーゴス西尾店 小売業 食料品 5%

139,279 愛知県 西尾市 サイクルジョイ　西尾店 小売業 その他小売 5%

139,280 愛知県 西尾市 サイクルショップ　トリイ 小売業 その他小売 5%

139,281 愛知県 西尾市 サイクルショップ　トリイ 小売業 その他小売 5%

139,282 愛知県 西尾市 サイクルドクター０１ 小売業 その他小売 5%

139,283 愛知県 西尾市 サイクルファミリーよねづ 小売業 その他小売 5%

139,284 愛知県 西尾市 斎藤吾朗アトリエ サービス その他サービス 5%

139,285 愛知県 西尾市 榊原畳店 サービス その他サービス 5%

139,286 愛知県 西尾市 榊原畳店 小売業 その他小売 5%

139,287 愛知県 西尾市 榊原タタミ店 サービス その他サービス 5%

139,288 愛知県 西尾市 サワムラ生花店 小売業 その他小売 5%

139,289 愛知県 西尾市 サンエス電業吉田店 小売業 電化製品 5%

139,290 愛知県 西尾市 サンエス南店 小売業 電化製品 5%

139,291 愛知県 西尾市 サンエス南店 小売業 電化製品 5%

139,292 愛知県 西尾市 サンジ 小売業 貴金属・服飾品 5%

139,293 愛知県 西尾市 サンパル一色ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,294 愛知県 西尾市 ＳＥＥＫ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

139,295 愛知県 西尾市 姿勢調整院あおい サービス 理容・美容業 5%

139,296 愛知県 西尾市 七福 サービス 飲食業 5%

139,297 愛知県 西尾市 しちりん家西尾店 サービス 飲食業 5%

139,298 愛知県 西尾市 自転車生活まるいち城下店 小売業 その他小売 5%

139,299 愛知県 西尾市 自転車生活まるいち丁田店 小売業 その他小売 5%

139,300 愛知県 西尾市 自転車屋まるいち上町店 小売業 その他小売 5%

139,301 愛知県 西尾市 自動車鈑金塗装リペ屋 サービス その他サービス 5%

139,302 愛知県 西尾市 純喫茶　サロンｄｅフーケ サービス 飲食業 5%

139,303 愛知県 西尾市 新時代西尾店 サービス 飲食業 5%

139,304 愛知県 西尾市 睡眠ハウスたかはら 小売業 その他小売 5%

139,305 愛知県 西尾市 寿し清 サービス 飲食業 5%

139,306 愛知県 西尾市 鈴喜館 サービス 宿泊業 5%

139,307 愛知県 西尾市 Ｓｕｂａｃｏ　ｌｉｆｅｄｅｓｉｇｎ　Ｃｏ サービス 飲食業 5%

139,308 愛知県 西尾市 スポーツプラザ　カミオ 小売業 その他小売 5%

139,309 愛知県 西尾市 生活図鑑　ＡＭＩＫＡＤＯＹＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

139,310 愛知県 西尾市 セイラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

139,311 愛知県 西尾市 創作和食 風雅 サービス 飲食業 5%

139,312 愛知県 西尾市 大福屋 小売業 衣料品 5%

139,313 愛知県 西尾市 タイヤスクエアミツヤ 出張１ 小売業 その他小売 5%

139,314 愛知県 西尾市 高須自動車 小売業 その他小売 5%
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139,315 愛知県 西尾市 ｔａｒｔｅ＆ｃａｆｅ　ｔａｔａｎ サービス 飲食業 5%

139,316 愛知県 西尾市 ちょっとより道　食処　喜泉 サービス 飲食業 5%

139,317 愛知県 西尾市 ＤＰ西尾 サービス 理容・美容業 5%

139,318 愛知県 西尾市 デジタルキャンパス サービス その他サービス 5%

139,319 愛知県 西尾市 手づくり広場イチカワ西尾店 小売業 その他小売 5%

139,320 愛知県 西尾市 手づくり広場イチカワ シャオ店 小売業 その他小売 5%

139,321 愛知県 西尾市 天狗堂西尾店 小売業 その他小売 5%

139,322 愛知県 西尾市 ～ｔｏ結～（とぅーゆぅー） 小売業 その他小売 5%

139,323 愛知県 西尾市 Ｔｏｕｃｈｅｒ サービス 理容・美容業 5%

139,324 愛知県 西尾市 株式会社　丸一商事 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

139,325 愛知県 西尾市 とこや さかきばら サービス 理容・美容業 5%

139,326 愛知県 西尾市 Ｄｏｍａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

139,327 愛知県 西尾市 トヨタカローラ中京西尾店 小売業 その他小売 5%

139,328 愛知県 西尾市 トヨタホ－ム名古屋西尾店 サービス その他サービス 5%

139,329 愛知県 西尾市 トヨタレンタリース名古屋西尾駅前店 サービス その他サービス 2%

139,330 愛知県 西尾市 Ｄｏｒｉｓ サービス 理容・美容業 5%

139,331 愛知県 西尾市 ＴＲＡＣＥ　　西尾店 サービス 理容・美容業 5%

139,332 愛知県 西尾市 中川でんき 小売業 電化製品 5%

139,333 愛知県 西尾市 永田や　佛壇店　西尾店 小売業 家具・調度品 5%

139,334 愛知県 西尾市 中根モータース サービス その他サービス 5%

139,335 愛知県 西尾市 中畑自動車 サービス その他サービス 5%

139,336 愛知県 西尾市 Ｎａｇｏｍｉ サービス その他サービス 5%

139,337 愛知県 西尾市 ナベカ金物店 小売業 その他小売 5%

139,338 愛知県 西尾市 西尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,339 愛知県 西尾市 西尾給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,340 愛知県 西尾市 西尾国森ＳＳ　村田石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,341 愛知県 西尾市 セブン－イレブン西尾巨海町店 小売業 食料品 2%

139,342 愛知県 西尾市 セブン－イレブン西尾桜町店 小売業 食料品 2%

139,343 愛知県 西尾市 西尾自動車学校 サービス その他サービス 5%

139,344 愛知県 西尾市 セブン－イレブン西尾下羽角町店 小売業 食料品 2%

139,345 愛知県 西尾市 西尾下町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,346 愛知県 西尾市 セブン－イレブン西尾総合体育館前店 小売業 食料品 2%

139,347 愛知県 西尾市 セブン－イレブン西尾道光寺町店 小売業 食料品 2%

139,348 愛知県 西尾市 セブン－イレブン西尾徳次町店 小売業 食料品 2%

139,349 愛知県 西尾市 西尾東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,350 愛知県 西尾市 セブン－イレブン西尾平坂町店 小売業 食料品 2%

139,351 愛知県 西尾市 セブン－イレブン西尾法光寺町店 小売業 食料品 2%

139,352 愛知県 西尾市 セブン－イレブン西尾米津町店 小売業 食料品 2%

139,353 愛知県 西尾市 セブン－イレブン西尾寄住町店 小売業 食料品 2%

139,354 愛知県 西尾市 西尾両口屋 小売業 食料品 5%

139,355 愛知県 西尾市 西尾 両口屋 小売業 その他小売 5%

139,356 愛知県 西尾市 西の町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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139,357 愛知県 西尾市 ニッセンシェイプファンデサロンドＤｅｍｉ 小売業 衣料品 5%

139,358 愛知県 西尾市 Ｎｏｅｌ サービス 飲食業 5%

139,359 愛知県 西尾市 ハートワン西尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,360 愛知県 西尾市 パイオニアサービス サービス その他サービス 5%

139,361 愛知県 西尾市 ＰＡＯ　西尾店 小売業 衣料品 5%

139,362 愛知県 西尾市 幡豆ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,363 愛知県 西尾市 幡豆一色ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,364 愛知県 西尾市 羽塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,365 愛知県 西尾市 パティスリー　　コショネット サービス 飲食業 5%

139,366 愛知県 西尾市 パティスリーコショネット サービス 飲食業 5%

139,367 愛知県 西尾市 パティスリーツタヤ 小売業 食料品 5%

139,368 愛知県 西尾市 伴洋太郎税理士事務所 サービス その他サービス 5%

139,369 愛知県 西尾市 伴洋太郎税理士事務所 サービス その他サービス 5%

139,370 愛知県 西尾市 ピエロキッズ 小売業 衣料品 5%

139,371 愛知県 西尾市 ビューティ　スポットフジヤ 小売業 その他小売 5%

139,372 愛知県 西尾市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＣＯＣＯ　西尾店 サービス 理容・美容業 5%

139,373 愛知県 西尾市 ビューティーサロンイイダ サービス 理容・美容業 5%

139,374 愛知県 西尾市 美容室ｓｈｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

139,375 愛知県 西尾市 美容室ＳＥＣＴＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

139,376 愛知県 西尾市 美容室ＢＬＥＳＳ サービス 理容・美容業 5%

139,377 愛知県 西尾市 美容室Ｍａｔｓｕｚａｋｉ サービス 理容・美容業 5%

139,378 愛知県 西尾市 ひらやま本店 小売業 その他小売 5%

139,379 愛知県 西尾市 ファッションドビラ　マルシン 小売業 衣料品 5%

139,380 愛知県 西尾市 フォトスタジオ　ＨＩＫＡＲＩ サービス その他サービス 5%

139,381 愛知県 西尾市 フカツ米津店 小売業 電化製品 5%

139,382 愛知県 西尾市 福しげ サービス 飲食業 5%

139,383 愛知県 西尾市 ブティック　ＢＹＺＺ 小売業 衣料品 5%

139,384 愛知県 西尾市 プラスでんきいしかわ　プラスでんき　いしかわ 小売業 電化製品 5%

139,385 愛知県 西尾市 プラスでんきいしかわ 小売業 電化製品 5%

139,386 愛知県 西尾市 プラスでんき　おさじま 小売業 電化製品 5%

139,387 愛知県 西尾市 ブルーハンズ 小売業 衣料品 5%

139,388 愛知県 西尾市 ＦＲＥＮＣＨＢｌｅｕ西尾 小売業 衣料品 5%

139,389 愛知県 西尾市 プロムナ－ド米津 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,390 愛知県 西尾市 Ｈａｉｒ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｈｅａｌ サービス 理容・美容業 5%

139,391 愛知県 西尾市 ＨＡＩＲ　ＬＯＵＮＧＥ　Ｐｒｉｍ サービス 理容・美容業 5%

139,392 愛知県 西尾市 ヘアー　エステ　ｍＧｍ　ヘアー　エステｍＧｍ サービス 理容・美容業 5%

139,393 愛知県 西尾市 ＨＡＩＲ ＳＩＴＥ ＭＯＴＨＥＲ ＭＯＴＨＥＲ サービス 理容・美容業 5%

139,394 愛知県 西尾市 ｈａｉｒｔｈｅＳＯＵＬ サービス 理容・美容業 5%

139,395 愛知県 西尾市 ヘアーサロン　ヤマオカ　ヘアーサロン　ヤマオカ サービス 理容・美容業 5%

139,396 愛知県 西尾市 ｈａｉｒｓａｌｏｎ　Ｌｏｔｕｓ． サービス 理容・美容業 5%

139,397 愛知県 西尾市 ヘアサロン　カワハラ サービス 理容・美容業 5%

139,398 愛知県 西尾市 ヘアスタジオアサイ サービス 理容・美容業 5%
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139,399 愛知県 西尾市 ＨａｉｒＲｅｌａｘＡｒｔｙ サービス 理容・美容業 5%

139,400 愛知県 西尾市 株式会社ひよこ サービス 理容・美容業 5%

139,401 愛知県 西尾市 ペットショップ　ムライ 小売業 その他小売 5%

139,402 愛知県 西尾市 ペットハウス・プーキー西尾店 小売業 その他小売 5%

139,403 愛知県 西尾市 Ｂｏｉｓｅーｅ サービス 理容・美容業 5%

139,404 愛知県 西尾市 宝石　時計　めがね　おのやま 小売業 貴金属・服飾品 5%

139,405 愛知県 西尾市 ホソイメガネ　西尾店 小売業 貴金属・服飾品 5%

139,406 愛知県 西尾市 ホットスタンバイ サービス その他サービス 5%

139,407 愛知県 西尾市 穂積堂 サービス その他サービス 5%

139,408 愛知県 西尾市 ホテル西尾 サービス 宿泊業 5%

139,409 愛知県 西尾市 堀井陶芸 サービス その他サービス 5%

139,410 愛知県 西尾市 堀井陶芸ーＳｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

139,411 愛知県 西尾市 本多快眠堂 小売業 家具・調度品 5%

139,412 愛知県 西尾市 本多快眠堂 小売業 その他小売 5%

139,413 愛知県 西尾市 ＭＡＫＩ　ＧＹＭ サービス その他サービス 5%

139,414 愛知県 西尾市 マクドナルド西尾口店 サービス 飲食業 2%

139,415 愛知県 西尾市 マクドナルド西尾丁田店 サービス 飲食業 2%

139,416 愛知県 西尾市 街のウマいほぐし屋さん・まちほぐ サービス その他サービス 5%

139,417 愛知県 西尾市 松木島モータースダイハツ一色 小売業 その他小売 5%

139,418 愛知県 西尾市 マヤマサラ西尾店 サービス 飲食業 5%

139,419 愛知県 西尾市 丸源えびせんべい 小売業 食料品 5%

139,420 愛知県 西尾市 丸弘ペットセンター 小売業 その他小売 5%

139,421 愛知県 西尾市 丸駒産業株式会社 サービス その他サービス 5%

139,422 愛知県 西尾市 丸昭　サイクル 小売業 その他小売 5%

139,423 愛知県 西尾市 丸富末廣 小売業 食料品 5%

139,424 愛知県 西尾市 マルトラ別館 サービス 宿泊業 5%

139,425 愛知県 西尾市 マルハート かくいち ギフト館吉良店 小売業 その他小売 5%

139,426 愛知県 西尾市 丸政製菓 丸政製菓 小売業 食料品 5%

139,427 愛知県 西尾市 丸山モータース サービス その他サービス 5%

139,428 愛知県 西尾市 みかわ温泉海遊亭 サービス 宿泊業 5%

139,429 愛知県 西尾市 三河ダイハツ西尾店 小売業 その他小売 5%

139,430 愛知県 西尾市 三河タイヤ 小売業 その他小売 5%

139,431 愛知県 西尾市 道の駅にしお岡ノ山 小売業 その他小売 5%

139,432 愛知県 西尾市 ＭＩＣＫ－ＴＡＣＫ サービス 理容・美容業 5%

139,433 愛知県 西尾市 宮地ふとん店 小売業 その他小売 5%

139,434 愛知県 西尾市 ｍｉｒｉｋａ 小売業 衣料品 5%

139,435 愛知県 西尾市 メガネ赤札堂　西尾店 小売業 その他小売 5%

139,436 愛知県 西尾市 めがね屋さん　あいみ 小売業 貴金属・服飾品 5%

139,437 愛知県 西尾市 メディナ メディナビューティー 小売業 その他小売 5%

139,438 愛知県 西尾市 メナードフェイシャルサロンラジュエル サービス 理容・美容業 5%

139,439 愛知県 西尾市 メンズショップ イヌズカ 幸田店 小売業 衣料品 5%

139,440 愛知県 西尾市 メンズショップイヌズカ本店 小売業 衣料品 5%
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139,441 愛知県 西尾市 ＭＯＲＡＥＳ　ＭＯＶＥＩＳ 小売業 家具・調度品 5%

139,442 愛知県 西尾市 森田モータース 小売業 その他小売 5%

139,443 愛知県 西尾市 森田モータース サービス その他サービス 5%

139,444 愛知県 西尾市 モンシュシュ サービス 理容・美容業 5%

139,445 愛知県 西尾市 焼肉　いわ崎 サービス 飲食業 5%

139,446 愛知県 西尾市 八ッ面ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,447 愛知県 西尾市 やっこ酒店 小売業 食料品 5%

139,448 愛知県 西尾市 やまと屋旅館 サービス 宿泊業 5%

139,449 愛知県 西尾市 ＹＯＵＲＳ　すずき 小売業 電化製品 5%

139,450 愛知県 西尾市 有限会社鈴木自動車販売 小売業 その他小売 5%

139,451 愛知県 西尾市 ユニーオイル西尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,452 愛知県 西尾市 米津羊羹本舗 小売業 食料品 5%

139,453 愛知県 西尾市 Ｌａｕｌｅ’ａｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

139,454 愛知県 西尾市 ラフュテュール サービス 理容・美容業 5%

139,455 愛知県 西尾市 La・moda TSUZUKI サービス その他サービス 5%

139,456 愛知県 西尾市 Ｒｅｐｕｂｌｉｃ サービス 理容・美容業 5%

139,457 愛知県 西尾市 竜宮ホテル サービス 宿泊業 5%

139,458 愛知県 西尾市 ＲＯＵＧＢＬＥＵ 小売業 衣料品 5%

139,459 愛知県 西尾市 株式会社ワーク繊　西尾本店 小売業 衣料品 5%

139,460 愛知県 西尾市 渡辺鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

139,461 愛知県 西尾市 和となごみ かみや 小売業 衣料品 5%

139,462 愛知県 日進市 浅桑園 小売業 食料品 5%

139,463 愛知県 日進市 ａｓｑｕｉｓｓｅ　ｉｎｔｅｒｉｏｒ 小売業 家具・調度品 5%

139,464 愛知県 日進市 ａｓｔｅｌｌａ［アステラ］ サービス 理容・美容業 5%

139,465 愛知県 日進市 ａｍｉｃｕｓ サービス 理容・美容業 5%

139,466 愛知県 日進市 ＲＳＴ サービス その他サービス 5%

139,467 愛知県 日進市 ＡＬＰＡＣＡ・ＰＡＣＡ 小売業 その他小売 5%

139,468 愛知県 日進市 アントムサイド　長久手南店 小売業 衣料品 5%

139,469 愛知県 日進市 一心　日進店 サービス 飲食業 5%

139,470 愛知県 日進市 ｓｍｉｌｅｄｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

139,471 愛知県 日進市 Ｗｉｔｈ総合治療院 サービス その他サービス 5%

139,472 愛知県 日進市 株式会社ウエラ　名古屋 サービス その他サービス 5%

139,473 愛知県 日進市 ＥＳ Ｈｅａｒｔ ｏｆ ＨＡＩＲ 竹の山 サービス 理容・美容業 5%

139,474 愛知県 日進市 エステティックサロンヒラソル サービス 理容・美容業 5%

139,475 愛知県 日進市 Ｍ－０３赤池店 小売業 衣料品 5%

139,476 愛知県 日進市 Ｍ ｓ ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

139,477 愛知県 日進市 おう喜 サービス 飲食業 5%

139,478 愛知県 日進市 株式会社オカモトパートナーズ サービス その他サービス 5%

139,479 愛知県 日進市 Ｏｋａｙａｍａ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

139,480 愛知県 日進市 小野田電気 小売業 電化製品 5%

139,481 愛知県 日進市 オーファスポーツクラブ日進 サービス その他サービス 5%

139,482 愛知県 日進市 ガーデンカフェ　ベルトゥリー サービス 飲食業 5%
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139,483 愛知県 日進市 カーボンドライジャパン 小売業 その他小売 5%

139,484 愛知県 日進市 ｃａｈｉｅ 小売業 衣料品 5%

139,485 愛知県 日進市 かくい動物病院 サービス その他サービス 5%

139,486 愛知県 日進市 ｋａｚａｍｉｄｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

139,487 愛知県 日進市 加藤智裕 サービス その他サービス 5%

139,488 愛知県 日進市 ＣＡＦＥ ＤＩＮＩＮＧ ＬＵＤＩＣＯ サービス 飲食業 5%

139,489 愛知県 日進市 カフェヴァンベール サービス 飲食業 5%

139,490 愛知県 日進市 カフェダウニークラシック店 小売業 食料品 5%

139,491 愛知県 日進市 株式会社エコバランス サービス その他サービス 5%

139,492 愛知県 日進市 株式会社オリエント・オートサービス サービス その他サービス 5%

139,493 愛知県 日進市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋日進香久山店 サービス 飲食業 2%

139,494 愛知県 日進市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋日進本郷町店 サービス 飲食業 2%

139,495 愛知県 日進市 河合塾マナビス赤池校 サービス その他サービス 2%

139,496 愛知県 日進市 ガンドッグカンパニー 小売業 その他小売 5%

139,497 愛知県 日進市 ＫＩＶＵＮＥ 小売業 その他小売 5%

139,498 愛知県 日進市 （株）靴のホッタ　エルパス日進店 小売業 衣料品 5%

139,499 愛知県 日進市 ｇｒｏｕｎｄ　ｉｖｙ サービス 理容・美容業 5%

139,500 愛知県 日進市 クラス サービス 理容・美容業 5%

139,501 愛知県 日進市 クラブハウス サービス 飲食業 5%

139,502 愛知県 日進市 クリーンセルフ日進ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,503 愛知県 日進市 Ｃｌｏｃｈｅｔｔｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

139,504 愛知県 日進市 Ｋ－Ｆｉｅｌｄ 小売業 その他小売 5%

139,505 愛知県 日進市 ケーワン日進店 小売業 その他小売 5%

139,506 愛知県 日進市 ケーキ工房くりんここ 小売業 食料品 5%

139,507 愛知県 日進市 珈食房るぱん平針店 サービス 飲食業 5%

139,508 愛知県 日進市 ｃｏｃｏｌｉｎｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

139,509 愛知県 日進市 ｃｈｏｒｄ 小売業 衣料品 5%

139,510 愛知県 日進市 米野木台どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

139,511 愛知県 日進市 小力日進店 サービス 飲食業 5%

139,512 愛知県 日進市 ３９３８商会 小売業 その他小売 5%

139,513 愛知県 日進市 さんきゅう丸 サービス 飲食業 5%

139,514 愛知県 日進市 サンシンオートサービス サービス その他サービス 5%

139,515 愛知県 日進市 自家焙煎バンカムコーヒー 小売業 その他小売 5%

139,516 愛知県 日進市 Ｓｉｓｔｅｒｓ’Ｂｅａｒ 小売業 衣料品 5%

139,517 愛知県 日進市 下村剛理 小売業 その他小売 5%

139,518 愛知県 日進市 写真のアイム日進駅前店 サービス その他サービス 5%

139,519 愛知県 日進市 写真のアイム日進香久山店 サービス その他サービス 5%

139,520 愛知県 日進市 しゃぼん玉　本店 小売業 その他小売 5%

139,521 愛知県 日進市 旬楽膳日進店 小売業 食料品 5%

139,522 愛知県 日進市 しょうゆ亭 サービス 飲食業 5%

139,523 愛知県 日進市 ＳＰＥＳＳＯ サービス 理容・美容業 5%

139,524 愛知県 日進市 すまいる不動産販売株式会社 サービス その他サービス 5%
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139,525 愛知県 日進市 炭火焼肉　牛ざんまい　日進店 サービス 飲食業 5%

139,526 愛知県 日進市 ＳｌｏｗＶａｃａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

139,527 愛知県 日進市 Ｃ ＥＳＴ ＣＨＯＵＥＴＴＥ サービス 飲食業 5%

139,528 愛知県 日進市 たきざわ家具 小売業 その他小売 5%

139,529 愛知県 日進市 竹の山どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

139,530 愛知県 日進市 呉服の塚本屋 小売業 衣料品 5%

139,531 愛知県 日進市 ピアザツカモトヤ 小売業 衣料品 5%

139,532 愛知県 日進市 ＤＰ香久山 サービス 理容・美容業 5%

139,533 愛知県 日進市 ＴＪ天気予報　３ｔ　日進店 サービス 理容・美容業 5%

139,534 愛知県 日進市 鉄板酒処いづ家本店 サービス 飲食業 5%

139,535 愛知県 日進市 鉄板や樽 サービス 飲食業 5%

139,536 愛知県 日進市 陶芸工房Ｍｉｎｏｈａ サービス その他サービス 5%

139,537 愛知県 日進市 トーンウッド 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

139,538 愛知県 日進市 トヨタカローラ名古屋日進竹の山店 小売業 その他小売 5%

139,539 愛知県 日進市 トヨタカローラ名古屋Ｕ－Ｃａｒ日進竹の山 小売業 その他小売 5%

139,540 愛知県 日進市 トヨタホ－ム名古屋日進梅森店 サービス その他サービス 5%

139,541 愛知県 日進市 トヨタレンタリース名古屋愛知学院大前店 サービス その他サービス 2%

139,542 愛知県 日進市 名古屋ダイハツ竹ノ山店 小売業 その他小売 5%

139,543 愛知県 日進市 ニッカ不動産　日進店 サービス その他サービス 5%

139,544 愛知県 日進市 セブン－イレブン日進赤池３丁目店 小売業 食料品 2%

139,545 愛知県 日進市 セブン－イレブン日進梅森台１丁目店 小売業 食料品 2%

139,546 愛知県 日進市 セブン－イレブン日進北新町店 小売業 食料品 2%

139,547 愛知県 日進市 セブン－イレブン日進三本木町店 小売業 食料品 2%

139,548 愛知県 日進市 日進中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,549 愛知県 日進市 セブン－イレブン日進野方町稲荷店 小売業 食料品 2%

139,550 愛知県 日進市 日進山田電機 小売業 電化製品 5%

139,551 愛知県 日進市 人情屋台日進駅前店 サービス 飲食業 5%

139,552 愛知県 日進市 ＨｉｄｉｎｇＰｌａｃｅ９ｋｙｕ サービス 飲食業 5%

139,553 愛知県 日進市 はんこのウィズ 小売業 家具・調度品 5%

139,554 愛知県 日進市 Ｈａｍｍｏｘ． サービス 飲食業 5%

139,555 愛知県 日進市 ｂｅ?ｃａｎ サービス 理容・美容業 5%

139,556 愛知県 日進市 ひごペットフレンドリー　プライムツリー赤 小売業 その他小売 5%

139,557 愛知県 日進市 びっくりドンキー日進竹の山店 サービス 飲食業 2%

139,558 愛知県 日進市 ひととき サービス 理容・美容業 5%

139,559 愛知県 日進市 陽なたぼっこ サービス 飲食業 5%

139,560 愛知県 日進市 ビューティスペースベルシー サービス 理容・美容業 5%

139,561 愛知県 日進市 美容室アクター サービス 理容・美容業 5%

139,562 愛知県 日進市 美容室アクタープラス サービス 理容・美容業 5%

139,563 愛知県 日進市 美容室＆エステ　ホワイトルーム サービス 理容・美容業 5%

139,564 愛知県 日進市 美容室＆エステ　ホワイトルーム サービス 理容・美容業 5%

139,565 愛知県 日進市 株式会社フォーライフ サービス その他サービス 5%

139,566 愛知県 日進市 ＦＯＲＰＲＩＤＥ．ｉｎｃ サービス その他サービス 5%
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139,567 愛知県 日進市 プライベートヒーリングサロンａｓｌｅｅｐ サービス 理容・美容業 5%

139,568 愛知県 日進市 プラスアップ日進営業所 サービス その他サービス 5%

139,569 愛知県 日進市 ｐｒｅｔｔｙ＆ｌｏｖｅｌｙｃａｔｓ 小売業 その他小売 5%

139,570 愛知県 日進市 ＨａｉｒｓａｌｏｎＦｒａｕ サービス 理容・美容業 5%

139,571 愛知県 日進市 ＰＥＴ’Ｓ　ＦＡＮ サービス その他サービス 5%

139,572 愛知県 日進市 ＰＥＴ’Ｓ　ＦＡＮ サービス その他サービス 5%

139,573 愛知県 日進市 ＢＯＤＹＧＯＡＬ サービス その他サービス 5%

139,574 愛知県 日進市 ＡＥＲＩＡＬＹＯＧＡＴＳＵＫＩ サービス その他サービス 5%

139,575 愛知県 日進市 マクドナルド赤池駅前店 サービス 飲食業 2%

139,576 愛知県 日進市 マクドナルド日進中央ネッツプラザ店 サービス 飲食業 2%

139,577 愛知県 日進市 ミノシマオートサービス工場 サービス その他サービス 5%

139,578 愛知県 日進市 メープルツリー サービス その他サービス 5%

139,579 愛知県 日進市 メガネのウィズ サービス その他サービス 5%

139,580 愛知県 日進市 ｍａｉｓｏｎｄｅｂｏｉｓ名古屋日進竹の山 小売業 衣料品 5%

139,581 愛知県 日進市 やきとり一式　左門 サービス 飲食業 5%

139,582 愛知県 日進市 ユーロカープ 小売業 その他小売 5%

139,583 愛知県 日進市 ユニーオイル日進ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,584 愛知県 日進市 ＲＩＴＺＧＡＲＤＥＮ サービス 理容・美容業 5%

139,585 愛知県 日進市 わか松　日進蟹甲店 サービス 飲食業 5%

139,586 愛知県 日進市 和合温泉　湯楽 サービス その他サービス 5%

139,587 愛知県 日進市 和合温泉　湯楽　売店１ 小売業 家具・調度品 5%

139,588 愛知県 日進市 和合温泉　湯楽　売店２ 小売業 家具・調度品 5%

139,589 愛知県 半田市 アーリーカフェ サービス 飲食業 5%

139,590 愛知県 半田市 Ｒ・Ｂ・Ｙ サービス 理容・美容業 5%

139,591 愛知県 半田市 Ｒ・Ｂ・Ｙ　１ｓｔ サービス 理容・美容業 5%

139,592 愛知県 半田市 ＲＢＥＲＲＹ 小売業 衣料品 5%

139,593 愛知県 半田市 Ａｉｒｉｓ ｂｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

139,594 愛知県 半田市 Ａｉｒｉｓｂｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

139,595 愛知県 半田市 アイリスペットサロン サービス その他サービス 5%

139,596 愛知県 半田市 赤ちゃんデパート水谷　半田店 小売業 衣料品 5%

139,597 愛知県 半田市 旭自動車 サービス その他サービス 5%

139,598 愛知県 半田市 アズイン半田インター サービス 宿泊業 5%

139,599 愛知県 半田市 Ｒ・Ｂ・Ｙ　２ｎｄ サービス 理容・美容業 5%

139,600 愛知県 半田市 ＡＮＧＥＬＥＥＫ サービス 理容・美容業 5%

139,601 愛知県 半田市 Ａｎｔｗｅｒｐ ｈａｉｒ アントワープ サービス 理容・美容業 5%

139,602 愛知県 半田市 育児工房 小売業 衣料品 5%

139,603 愛知県 半田市 イシグロ半田店 小売業 その他小売 5%

139,604 愛知県 半田市 イシハラフード東洋店 小売業 食料品 5%

139,605 愛知県 半田市 イシハラフード成岩店 小売業 食料品 5%

139,606 愛知県 半田市 イシハラフード星崎店 小売業 食料品 5%

139,607 愛知県 半田市 イズム サービス 理容・美容業 5%

139,608 愛知県 半田市 ｅでんき　しんかい 小売業 電化製品 5%
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139,609 愛知県 半田市 色髪美人 サービス 理容・美容業 5%

139,610 愛知県 半田市 色髪美人 サービス 理容・美容業 5%

139,611 愛知県 半田市 Ｖｅｒｔｉｇｏ 小売業 その他小売 5%

139,612 愛知県 半田市 ウェーブ－ラヴァーズ サービス 理容・美容業 5%

139,613 愛知県 半田市 ヴォーノ・イタリア半田店 サービス 飲食業 5%

139,614 愛知県 半田市 ウスイ半田店 小売業 衣料品 5%

139,615 愛知県 半田市 うな東 青山店 サービス 飲食業 5%

139,616 愛知県 半田市 AIC東海 小売業 その他小売 5%

139,617 愛知県 半田市 エミー　バロー半田店 小売業 衣料品 5%

139,618 愛知県 半田市 ｅｍｍｙ＇ｓｅｎｔ サービス 理容・美容業 5%

139,619 愛知県 半田市 Ｍ２　半田青山店 小売業 衣料品 5%

139,620 愛知県 半田市 大蔵餅 半田店 小売業 食料品 5%

139,621 愛知県 半田市 オオサカヤＫｉｒｉｒｉ 小売業 衣料品 5%

139,622 愛知県 半田市 オオサカヤＫｉｒｉｒｉ 小売業 その他小売 5%

139,623 愛知県 半田市 オートショップ トリイ 小売業 その他小売 5%

139,624 愛知県 半田市 おがさわらファミリィほねつぎ サービス 理容・美容業 5%

139,625 愛知県 半田市 オグリスタジオ サービス その他サービス 5%

139,626 愛知県 半田市 尾関電機商会 小売業 電化製品 5%

139,627 愛知県 半田市 尾関電機　半田店 小売業 電化製品 5%

139,628 愛知県 半田市 お茶の得月 小売業 食料品 5%

139,629 愛知県 半田市 お肉処コンヴィヴィアリテ サービス 飲食業 5%

139,630 愛知県 半田市 オンセブンデイズ半田店 小売業 その他小売 5%

139,631 愛知県 半田市 快眠工房中村屋 小売業 家具・調度品 5%

139,632 愛知県 半田市 牡蠣居酒屋おいすた サービス 飲食業 5%

139,633 愛知県 半田市 カクヤス　半田店 小売業 食料品 5%

139,634 愛知県 半田市 カーテンハウスシルク 小売業 家具・調度品 5%

139,635 愛知県 半田市 カフェアンドバーポルポ サービス 飲食業 5%

139,636 愛知県 半田市 株式会社一徹屋 サービス その他サービス 5%

139,637 愛知県 半田市 株式会社ＩＭＡＺ サービス その他サービス 5%

139,638 愛知県 半田市 株式会社ＧｏｄＷａｖｅ　ＧｏｄＷａｖｅ 小売業 その他小売 5%

139,639 愛知県 半田市 株式会社嵯峨野園 小売業 その他小売 5%

139,640 愛知県 半田市 カメラのアマノ　パワードーム半田店 小売業 電化製品 5%

139,641 愛知県 半田市 川田自動車 サービス その他サービス 5%

139,642 愛知県 半田市 衣浦ブラザー 小売業 その他小売 5%

139,643 愛知県 半田市 金三 サービス 飲食業 5%

139,644 愛知県 半田市 串揚☆ＬＡＢＯ サービス 飲食業 5%

139,645 愛知県 半田市 暮らしの衣料マツオカ　半田店 小売業 衣料品 5%

139,646 愛知県 半田市 合資会社　中野屋 小売業 食料品 5%

139,647 愛知県 半田市 合資会社ヤスター電化センター 小売業 電化製品 5%

139,648 愛知県 半田市 ｃｏｃｏｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

139,649 愛知県 半田市 Ｃｏｃｏｎ サービス 理容・美容業 5%

139,650 愛知県 半田市 コメディー サービス 飲食業 5%
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139,651 愛知県 半田市 コメディー サービス 飲食業 5%

139,652 愛知県 半田市 Ｋｏｎｇｏｚａｎ サービス 飲食業 5%

139,653 愛知県 半田市 サイクルジョイ半田青山店 小売業 その他小売 5%

139,654 愛知県 半田市 サイクルジョイ半田青山店 小売業 その他小売 5%

139,655 愛知県 半田市 サイクルディーラークワトロ　半田店 小売業 その他小売 5%

139,656 愛知県 半田市 才谷屋 サービス 飲食業 5%

139,657 愛知県 半田市 榊原司法書士事務所 小売業 衣料品 5%

139,658 愛知県 半田市 （有）榊宗モータース サービス その他サービス 5%

139,659 愛知県 半田市 サキナビューティーラウンジ半田 小売業 その他小売 5%

139,660 愛知県 半田市 桜門漢方薬局 小売業 その他小売 5%

139,661 愛知県 半田市 株式会社　庄兼 小売業 食料品 5%

139,662 愛知県 半田市 座膳家まんま サービス 飲食業 5%

139,663 愛知県 半田市 ＳａｌｏｎｄｅＥｌｌａ－サロン・ド・エラ－ サービス 理容・美容業 5%

139,664 愛知県 半田市 サロン天音 小売業 その他小売 5%

139,665 愛知県 半田市 ＳＥＥＤ設計事務所 サービス その他サービス 5%

139,666 愛知県 半田市 ＪＪニイミ時計店　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

139,667 愛知県 半田市 ジェラートフレスコ 小売業 食料品 5%

139,668 愛知県 半田市 シティツアーズ　半田店 サービス その他サービス 5%

139,669 愛知県 半田市 ＳＩＭＯＮＨＡＩＲＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

139,670 愛知県 半田市 ｓｈａｎｔｉ サービス 理容・美容業 5%

139,671 愛知県 半田市 松華堂菓子舗 小売業 食料品 5%

139,672 愛知県 半田市 ジロードラッグしみん薬局 サービス その他サービス 5%

139,673 愛知県 半田市 寿司会席真砂本店 サービス 飲食業 5%

139,674 愛知県 半田市 すし笑魚亭 サービス 飲食業 5%

139,675 愛知県 半田市 寿しよし　半田店 サービス 飲食業 5%

139,676 愛知県 半田市 寿司　和食　すし半 サービス 飲食業 5%

139,677 愛知県 半田市 スズキアリーナ半田旭 サービス その他サービス 5%

139,678 愛知県 半田市 住吉タイヤ工業所 小売業 その他小売 5%

139,679 愛知県 半田市 整体院ボディ スマイル サービス その他サービス 5%

139,680 愛知県 半田市 Ｃｅｒｉｅ サービス その他サービス 5%

139,681 愛知県 半田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフときめきステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,682 愛知県 半田市 セルフ半田インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,683 愛知県 半田市 仙台屋　半田店 小売業 家具・調度品 5%

139,684 愛知県 半田市 仙台屋　仏壇堂　半田店 小売業 その他小売 5%

139,685 愛知県 半田市 創寫舘　半田スタジオ サービス その他サービス 5%

139,686 愛知県 半田市 ＳＯＬＡＴＯ　有楽町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,687 愛知県 半田市 タイヤガーデン半田 サービス その他サービス 5%

139,688 愛知県 半田市 タイヤ村 小売業 その他小売 5%

139,689 愛知県 半田市 高橋クリーニング店 サービス その他サービス 5%

139,690 愛知県 半田市 たこ焼きたかやん味一番　半田有楽町店 サービス 飲食業 5%

139,691 愛知県 半田市 たこ焼きたかやん味一番　花園店 サービス 飲食業 5%

139,692 愛知県 半田市 たこ焼きたかやん味一番　本店 サービス 飲食業 5%

3328



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

139,693 愛知県 半田市 巽自動車 サービス その他サービス 5%

139,694 愛知県 半田市 チョッピリ サービス 飲食業 5%

139,695 愛知県 半田市 土筆屋 小売業 食料品 5%

139,696 愛知県 半田市 ＤＰ半田 サービス 理容・美容業 5%

139,697 愛知県 半田市 ティンカーベル サービス 理容・美容業 5%

139,698 愛知県 半田市 電化のみやつ 小売業 電化製品 5%

139,699 愛知県 半田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ半田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,700 愛知県 半田市 ドッグサロン　ココペリ サービス その他サービス 5%

139,701 愛知県 半田市 トヨタカローラ中京　法人営業部 小売業 その他小売 5%

139,702 愛知県 半田市 トヨタカローラ名古屋半田乙川店 小売業 その他小売 5%

139,703 愛知県 半田市 トヨタホ－ム名古屋半田店 サービス その他サービス 5%

139,704 愛知県 半田市 トヨタレンタリース名古屋半田インター店 サービス その他サービス 2%

139,705 愛知県 半田市 ＴＲＡＣＥ　半田店 サービス 理容・美容業 5%

139,706 愛知県 半田市 永田や　佛壇店　半田店 小売業 家具・調度品 5%

139,707 愛知県 半田市 名古屋ダイハツ半田店 小売業 その他小売 5%

139,708 愛知県 半田市 ニッセンシェイプ・サロン　あいな 小売業 衣料品 5%

139,709 愛知県 半田市 ニッセンシェイプファンデサロンドケセラ 小売業 衣料品 5%

139,710 愛知県 半田市 ニュー半田ＳＳ　榊原石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,711 愛知県 半田市 バイクエリアダンガリー　半田店 小売業 その他小売 5%

139,712 愛知県 半田市 ＰＡＯ　半田店 小売業 衣料品 5%

139,713 愛知県 半田市 ハッピーフレンズ サービス その他サービス 5%

139,714 愛知県 半田市 花の店おおはし　フラワーボイス 小売業 その他小売 5%

139,715 愛知県 半田市 花祭り サービス 飲食業 5%

139,716 愛知県 半田市 パン工房　Ｆａｖｏｒｉｔｅ　パン工房Ｆａｖｏｒｉｔｅ 小売業 食料品 5%

139,717 愛知県 半田市 半田板山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,718 愛知県 半田市 セブン－イレブン半田板山町店 小売業 食料品 2%

139,719 愛知県 半田市 セブン－イレブン半田稲荷町店 小売業 食料品 2%

139,720 愛知県 半田市 半田営業所 サービス その他サービス 5%

139,721 愛知県 半田市 半田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,722 愛知県 半田市 セブン－イレブン半田北二ッ坂店 小売業 食料品 2%

139,723 愛知県 半田市 半田グランドボウル サービス その他サービス 5%

139,724 愛知県 半田市 セブン－イレブン半田州の崎町店 小売業 食料品 2%

139,725 愛知県 半田市 セブン－イレブン半田住吉町店 小売業 食料品 2%

139,726 愛知県 半田市 セブン－イレブン半田成岩本町店 小売業 食料品 2%

139,727 愛知県 半田市 半田花園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,728 愛知県 半田市 セブン－イレブン半田瑞穂町店 小売業 食料品 2%

139,729 愛知県 半田市 半田南　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,730 愛知県 半田市 セブン－イレブン半田美原町店 小売業 食料品 2%

139,731 愛知県 半田市 セブン－イレブン半田宮本町店 小売業 食料品 2%

139,732 愛知県 半田市 セブン－イレブン半田向山町店 小売業 食料品 2%

139,733 愛知県 半田市 半田岩滑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,734 愛知県 半田市 セブン－イレブン半田岩滑西町店 小売業 食料品 2%
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139,735 愛知県 半田市 セブン－イレブン半田有楽町店 小売業 食料品 2%

139,736 愛知県 半田市 Ｂ?ＧＡＴＥ ＡＲＥＡ ＣＬＡＣＩＴＹ サービス 飲食業 5%

139,737 愛知県 半田市 Ｂ?ｆｅｅｌ サービス その他サービス 5%

139,738 愛知県 半田市 ひいらぎ動物病院 サービス その他サービス 5%

139,739 愛知県 半田市 自然食品の専門店 ビオ ショップ半田 ビオ ショップ半田 小売業 その他小売 5%

139,740 愛知県 半田市 ビジネスホテルアーク 半田店 サービス 宿泊業 5%

139,741 愛知県 半田市 美食追心 味彩 サービス 飲食業 5%

139,742 愛知県 半田市 びっくりドンキー半田店 サービス 飲食業 2%

139,743 愛知県 半田市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＣＯＣＯ　半田店 サービス 理容・美容業 5%

139,744 愛知県 半田市 美容室髪人形 サービス 理容・美容業 5%

139,745 愛知県 半田市 美容室ぐるっぽ サービス 理容・美容業 5%

139,746 愛知県 半田市 ファーストホテル　半田亀崎店 サービス 宿泊業 5%

139,747 愛知県 半田市 ファッション館コア 小売業 その他小売 5%

139,748 愛知県 半田市 ファミリープラザ　マルアイ 小売業 衣料品 5%

139,749 愛知県 半田市 ファミリーモーター サービス その他サービス 5%

139,750 愛知県 半田市 フーズアイランド花園店 小売業 食料品 5%

139,751 愛知県 半田市 深谷フォトスタジオ　深谷フォトスタジオ サービス その他サービス 5%

139,752 愛知県 半田市 ＦｏｏｔＱｕｅｓｔ 小売業 その他小売 5%

139,753 愛知県 半田市 プラスアルファ薬局 小売業 その他小売 5%

139,754 愛知県 半田市 株式会社ブランディング サービス 飲食業 5%

139,755 愛知県 半田市 ヘアーサロン　ルル サービス 飲食業 5%

139,756 愛知県 半田市 ペグ　Ｃ－フェスタ店 小売業 衣料品 5%

139,757 愛知県 半田市 ペットハウス・プーキーアルコ半田店 小売業 その他小売 5%

139,758 愛知県 半田市 ベルエトワール　住吉店 サービス 理容・美容業 5%

139,759 愛知県 半田市 宝石のタカヤス 宝石のタカヤス 小売業 貴金属・服飾品 5%

139,760 愛知県 半田市 ボディ＆スマイル サービス その他サービス 5%

139,761 愛知県 半田市 ぼてこ　半田店 サービス 飲食業 5%

139,762 愛知県 半田市 ホテルメッツォイン半田 サービス 宿泊業 5%

139,763 愛知県 半田市 ポポロ動物病院 サービス その他サービス 5%

139,764 愛知県 半田市 マクドナルドイオン半田店 サービス 飲食業 2%

139,765 愛知県 半田市 マクドナルド半田店 サービス 飲食業 2%

139,766 愛知県 半田市 マクドナルド半田ニトリ店 サービス 飲食業 2%

139,767 愛知県 半田市 レディースファッション　まるみつ 小売業 衣料品 5%

139,768 愛知県 半田市 ミッキー美容院 サービス 理容・美容業 5%

139,769 愛知県 半田市 メガネ赤札堂 半田店 小売業 その他小売 5%

139,770 愛知県 半田市 ＭｅＲｃｉ サービス 理容・美容業 5%

139,771 愛知県 半田市 ＭｅＲｃｉ サービス 理容・美容業 5%

139,772 愛知県 半田市 モノ市場　半田店 小売業 その他小売 5%

139,773 愛知県 半田市 桃 サービス 飲食業 5%

139,774 愛知県 半田市 Ｍｏｒｐｈａ サービス 理容・美容業 5%

139,775 愛知県 半田市 焼肉しんちゃん サービス 飲食業 5%

139,776 愛知県 半田市 焼肉万寿園 サービス 飲食業 5%
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139,777 愛知県 半田市 山善 小売業 食料品 5%

139,778 愛知県 半田市 山本楽器 小売業 その他小売 5%

139,779 愛知県 半田市 有限会社エガミ サービス その他サービス 5%

139,780 愛知県 半田市 ユニーオイル 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,781 愛知県 半田市 ユニーオイル稲穂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,782 愛知県 半田市 ユニーオイル花園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,783 愛知県 半田市 ユニーオイル緑ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,784 愛知県 半田市 ユニーオイル岩滑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,785 愛知県 半田市 ユニーオイル　亀崎北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,786 愛知県 半田市 ユニクロ半田店 小売業 衣料品 5%

139,787 愛知県 半田市 ｙｕｒｕｒｉ サービス 理容・美容業 5%

139,788 愛知県 半田市 ユーロードバイシクル 小売業 その他小売 5%

139,789 愛知県 半田市 ＹＯＧＡサロン　ｃｈａｋｕｒａ サービス その他サービス 5%

139,790 愛知県 半田市 吉田電気商会 小売業 電化製品 5%

139,791 愛知県 半田市 ＬＡ　ＴＡＢＬＥ　Ａｏｙａｍａ サービス その他サービス 5%

139,792 愛知県 半田市 ライツ 小売業 その他小売 5%

139,793 愛知県 半田市 ラウンジロメオ サービス 飲食業 5%

139,794 愛知県 半田市 ＬｉｔｔｌｅＴｒｅａｔ サービス 理容・美容業 5%

139,795 愛知県 半田市 リブ・ジョイ　ワタフク 小売業 その他小売 5%

139,796 愛知県 半田市 レンタルブティックアミィ サービス その他サービス 5%

139,797 愛知県 半田市 ＬＯＣＯＭＯＴＩＯＮ サービス その他サービス 5%

139,798 愛知県 半田市 ＬＯＬＡＭ サービス 理容・美容業 5%

139,799 愛知県 半田市 ワールド商事 サービス その他サービス 5%

139,800 愛知県 半田市 ワークショップ男の店半田店 小売業 衣料品 5%

139,801 愛知県 半田市 和装のむら 小売業 衣料品 5%

139,802 愛知県 東浦町 ＡｉｒＴｅｃｈ サービス その他サービス 5%

139,803 愛知県 東浦町 株式会社デイリーフーズ　ジャパンディスプレイ東浦工場 サービス 飲食業 5%

139,804 愛知県 東浦町 株式会社Marker 小売業 その他小売 5%

139,805 愛知県 東浦町 Ｃｏｌｏｒ Ｃｈａｒｍ Ｙ ＣｏｌｏｒＣｈａｒｍＹ カラーチャームＹ  Ｃ?Ｓｏｕｒｉｒｅ シー ソ サービス その他サービス 5%

139,806 愛知県 東浦町 ＣｏｌｏｒＣｈａｒｍＹ／Ｃ?Ｓｏｕｒｉｒｅ サービス その他サービス 5%

139,807 愛知県 東浦町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東浦店 サービス 飲食業 2%

139,808 愛知県 東浦町 ＫＭ　ＧＡＲＡＧＥ サービス その他サービス 5%

139,809 愛知県 東浦町 コノミヤ　東浦店 小売業 食料品 5%

139,810 愛知県 東浦町 １３ＢＡＳＥ サービス その他サービス 5%

139,811 愛知県 東浦町 清水クリーニング　清水クリーニング サービス その他サービス 5%

139,812 愛知県 東浦町 ソフトバンク　東浦 小売業 電化製品 5%

139,813 愛知県 東浦町 テニスラウンジ東浦 サービス その他サービス 5%

139,814 愛知県 東浦町 トヨタカローラ名古屋東浦店 小売業 その他小売 5%

139,815 愛知県 東浦町 ｄｒｕｇ　ｓｔｏｒｅ’ｓ　ＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

139,816 愛知県 東浦町 とんちゃん　ホルモン焼　石川屋　東浦店 サービス 飲食業 5%

139,817 愛知県 東浦町 中川でんきスパイスにいみ 小売業 電化製品 5%

139,818 愛知県 東浦町 長坂電気 小売業 電化製品 5%
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139,819 愛知県 東浦町 名古屋ダイハツ　Ｕ－ＣＡＲ知多八幡店 小売業 その他小売 5%

139,820 愛知県 東浦町 ７カラーズ 小売業 その他小売 5%

139,821 愛知県 東浦町 バイクエリアダンガリー　東浦店 小売業 その他小売 5%

139,822 愛知県 東浦町 東浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,823 愛知県 東浦町 東浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,824 愛知県 東浦町 セブンーイレブン東浦藤江店 小売業 食料品 2%

139,825 愛知県 東浦町 ピザナポリ 東浦店 サービス 飲食業 5%

139,826 愛知県 東浦町 ＰＩＮＥＤＥ　東浦店 小売業 食料品 5%

139,827 愛知県 東浦町 美容室カットワーク森岡店 サービス 理容・美容業 5%

139,828 愛知県 東浦町 美容室カットワーク生路店 サービス 理容・美容業 5%

139,829 愛知県 東浦町 フォティックコンサルタント サービス その他サービス 5%

139,830 愛知県 東浦町 ＢＲＹ サービス 理容・美容業 5%

139,831 愛知県 東浦町 ＨＡＩＲＳＰＡＣＥ２４℃ サービス 理容・美容業 5%

139,832 愛知県 東浦町 ＨａｉｒｒｅＢｏｒｎ サービス 理容・美容業 5%

139,833 愛知県 東浦町 Ｐｏｌｉｓｈ東浦店 サービス 理容・美容業 5%

139,834 愛知県 東浦町 松村電器サ－ビス森岡店 小売業 電化製品 5%

139,835 愛知県 東浦町 水谷金物店 小売業 その他小売 5%

139,836 愛知県 東浦町 モノ市場　東浦店 小売業 その他小売 5%

139,837 愛知県 東浦町 有限会社ちとせ屋 小売業 食料品 5%

139,838 愛知県 東浦町 ユニーオイル東浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,839 愛知県 東浦町 ユニーオイル東浦検査場 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,840 愛知県 東浦町 ユニクロイオンモール東浦店 小売業 衣料品 5%

139,841 愛知県 東浦町 リカーワールドちとせ屋 小売業 食料品 5%

139,842 愛知県 扶桑町 アオキーズピザ　柏森店 小売業 食料品 5%

139,843 愛知県 扶桑町 天野電気商会 小売業 電化製品 5%

139,844 愛知県 扶桑町 アンイングリッシュクラブ扶桑校 サービス その他サービス 5%

139,845 愛知県 扶桑町 アンジュ 小売業 衣料品 5%

139,846 愛知県 扶桑町 江口畳店 小売業 その他小売 5%

139,847 愛知県 扶桑町 ＯＨＡＮＡ サービス その他サービス 5%

139,848 愛知県 扶桑町 セブン－イレブン柏森駅南店 小売業 食料品 2%

139,849 愛知県 扶桑町 株式会社　阿部自動車 サービス その他サービス 5%

139,850 愛知県 扶桑町 ガレージＪＯＹＯ 小売業 その他小売 5%

139,851 愛知県 扶桑町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋扶桑店 サービス 飲食業 2%

139,852 愛知県 扶桑町 ｃｕａｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

139,853 愛知県 扶桑町 靴のホッタエルパス扶桑店 小売業 その他小売 5%

139,854 愛知県 扶桑町 ＣＯＭＭＵＮＥＣＯＦＦＥＥ・・・ 小売業 食料品 5%

139,855 愛知県 扶桑町 ＳＥＥＳＯＥ サービス 理容・美容業 5%

139,856 愛知県 扶桑町 しぇーんはいと あいんす サービス 理容・美容業 5%

139,857 愛知県 扶桑町 セルフ＆カーケアセンターＵＳ柏森 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,858 愛知県 扶桑町 高義自動車 サービス その他サービス 5%

139,859 愛知県 扶桑町 漬処壽俵屋扶桑本家 小売業 食料品 5%

139,860 愛知県 扶桑町 ＤＰ扶桑 サービス 理容・美容業 5%
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139,861 愛知県 扶桑町 中川電化　中川電化 小売業 電化製品 5%

139,862 愛知県 扶桑町 名古屋ダイハツ　犬山営業所 小売業 その他小売 5%

139,863 愛知県 扶桑町 名古屋ダイハツ犬山店 小売業 その他小売 5%

139,864 愛知県 扶桑町 忍々海鮮炭火酒房　忍２ サービス 飲食業 5%

139,865 愛知県 扶桑町 ネッツトヨタ中京柏森店 小売業 その他小売 5%

139,866 愛知県 扶桑町 パコント 小売業 その他小売 5%

139,867 愛知県 扶桑町 パナショップ　扶桑 小売業 電化製品 5%

139,868 愛知県 扶桑町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ扶桑店 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,869 愛知県 扶桑町 扶桑ＳＳ　小川石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,870 愛知県 扶桑町 セブン－イレブン扶桑柏森店 小売業 食料品 2%

139,871 愛知県 扶桑町 セブン－イレブン扶桑寺裏店 小売業 食料品 2%

139,872 愛知県 扶桑町 セブン－イレブン扶桑南山名店 小売業 食料品 2%

139,873 愛知県 扶桑町 ＢＲＩＬＬＥＲ サービス 理容・美容業 5%

139,874 愛知県 扶桑町 ＦＬＥＵＲ　ＤＥ　ＬＩＳ サービス 理容・美容業 5%

139,875 愛知県 扶桑町 マクドナルドイオンモール扶桑店 サービス 飲食業 2%

139,876 愛知県 扶桑町 マルソウ百貨店 小売業 その他小売 5%

139,877 愛知県 扶桑町 丸地園 サービス その他サービス 5%

139,878 愛知県 扶桑町 メガネ赤札堂 扶桑本店 小売業 その他小売 5%

139,879 愛知県 扶桑町 やわらかとんかつ　かつ雅　扶桑店 サービス 飲食業 5%

139,880 愛知県 扶桑町 有限会社清文堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

139,881 愛知県 扶桑町 有限会社ミキシング 小売業 電化製品 5%

139,882 愛知県 扶桑町 ジャンティ整體院 サービス 理容・美容業 5%

139,883 愛知県 碧南市 アトム電器商会 小売業 電化製品 5%

139,884 愛知県 碧南市 ＡＴＴＲＡＣＴ奥山 サービス 飲食業 5%

139,885 愛知県 碧南市 アニュー碧南 小売業 その他小売 5%

139,886 愛知県 碧南市 ありがとうの里 小売業 食料品 5%

139,887 愛知県 碧南市 イクタフード 小売業 食料品 5%

139,888 愛知県 碧南市 イクタフード平和店 小売業 食料品 5%

139,889 愛知県 碧南市 イクタフード本店 小売業 食料品 5%

139,890 愛知県 碧南市 イゲタヤ薬局　イゲタヤ薬局 小売業 その他小売 5%

139,891 愛知県 碧南市 居酒屋　凛 サービス 飲食業 5%

139,892 愛知県 碧南市 イソガイスポーツ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

139,893 愛知県 碧南市 出光碧南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,894 愛知県 碧南市 永代屋仏壇店 小売業 その他小売 5%

139,895 愛知県 碧南市 ＮＮ　ＤＩＮＥＲ サービス 飲食業 5%

139,896 愛知県 碧南市 えびせん家族　本店 小売業 食料品 5%

139,897 愛知県 碧南市 えびせん家族中央店 小売業 食料品 5%

139,898 愛知県 碧南市 Ｍ．Ｖａｌａｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

139,899 愛知県 碧南市 大杉屋弥與八 小売業 食料品 5%

139,900 愛知県 碧南市 おおたけクリーニング碧南大浜店 サービス その他サービス 5%

139,901 愛知県 碧南市 おおたけクリーニング碧南新川店 サービス その他サービス 5%

139,902 愛知県 碧南市 オートポジション 小売業 その他小売 5%
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139,903 愛知県 碧南市 長田薬局 小売業 その他小売 5%

139,904 愛知県 碧南市 オブジェ　ｏｂｊｅｔ 小売業 衣料品 5%

139,905 愛知県 碧南市 おもいのフライパン 小売業 その他小売 5%

139,906 愛知県 碧南市 お持ち帰り寿司カネキチ　碧南源氏店 サービス 飲食業 5%

139,907 愛知県 碧南市 お持ち帰り寿司カネキチ　碧南伏見屋店 サービス 飲食業 5%

139,908 愛知県 碧南市 回転寿司大漁亭　碧南店 サービス 飲食業 5%

139,909 愛知県 碧南市 有限会社片山内装 サービス その他サービス 5%

139,910 愛知県 碧南市 株式会社大磯屋製麺所 小売業 食料品 5%

139,911 愛知県 碧南市 株式会社カネ由商店　植木鉢の店どっちゃん 小売業 その他小売 5%

139,912 愛知県 碧南市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋碧南松本店 サービス 飲食業 2%

139,913 愛知県 碧南市 ＱＵＥＥＮ サービス 理容・美容業 5%

139,914 愛知県 碧南市 ぐっすり快眠 ＦＵＴＯＮ わたひち 小売業 衣料品 5%

139,915 愛知県 碧南市 ＣＬＯＵＤ９ サービス 飲食業 5%

139,916 愛知県 碧南市 クリーンランド青山　バロー碧南城山店 サービス その他サービス 5%

139,917 愛知県 碧南市 ＣＡＫＥ　ＳＨＯＰ　ＧＯＯＤ 小売業 食料品 5%

139,918 愛知県 碧南市 コスモスベリーズ　コスモスベリーズ碧南店 小売業 電化製品 2%

139,919 愛知県 碧南市 米梅商店 小売業 食料品 5%

139,920 愛知県 碧南市 米安 小売業 食料品 5%

139,921 愛知県 碧南市 さくらんぼ動物病院 サービス その他サービス 5%

139,922 愛知県 碧南市 酒のヤマタツ 小売業 食料品 5%

139,923 愛知県 碧南市 サテライトショップ碧南白砂 サービス その他サービス 5%

139,924 愛知県 碧南市 ジュエリーサロンミキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

139,925 愛知県 碧南市 昭和写真館 サービス その他サービス 5%

139,926 愛知県 碧南市 新川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,927 愛知県 碧南市 新川町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,928 愛知県 碧南市 寝具センターいそ忠 サービス その他サービス 5%

139,929 愛知県 碧南市 新須磨ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,930 愛知県 碧南市 新撰組 サービス 飲食業 5%

139,931 愛知県 碧南市 スギウラ酒店 小売業 食料品 5%

139,932 愛知県 碧南市 杉浦ボーリング工作所 サービス その他サービス 5%

139,933 愛知県 碧南市 スギウラモータース　有 サービス その他サービス 5%

139,934 愛知県 碧南市 すぎぶん 小売業 その他小売 5%

139,935 愛知県 碧南市 すずキッチン サービス 飲食業 5%

139,936 愛知県 碧南市 税理士法人　青山会計 サービス その他サービス 5%

139,937 愛知県 碧南市 大黒屋 小売業 衣料品 5%

139,938 愛知県 碧南市 だいこく屋 小売業 衣料品 5%

139,939 愛知県 碧南市 大盛堂靴店 小売業 衣料品 5%

139,940 愛知県 碧南市 棚尾橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,941 愛知県 碧南市 タナヲ屋呉服店 小売業 衣料品 5%

139,942 愛知県 碧南市 玉津浦　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,943 愛知県 碧南市 ちた屋 小売業 衣料品 5%

139,944 愛知県 碧南市 中華料理　長楽　碧南店 サービス 飲食業 5%
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139,945 愛知県 碧南市 ツチヤ商事 小売業 電化製品 5%

139,946 愛知県 碧南市 ＤＰ碧南 サービス 理容・美容業 5%

139,947 愛知県 碧南市 電化プラザトリイ 小売業 電化製品 5%

139,948 愛知県 碧南市 天津甘栗専門店　衣浦食品 小売業 食料品 5%

139,949 愛知県 碧南市 ＴｒｅＲｏｓｅ サービス 飲食業 5%

139,950 愛知県 碧南市 ＴｒｅＲｏｓｅ サービス 飲食業 5%

139,951 愛知県 碧南市 永井治郎平商店 小売業 食料品 5%

139,952 愛知県 碧南市 永田や　佛壇店　碧南店 小売業 家具・調度品 5%

139,953 愛知県 碧南市 ［ＨＣ］ナコー碧南タカス 小売業 電化製品 5%

139,954 愛知県 碧南市 にこや本店 小売業 食料品 5%

139,955 愛知県 碧南市 セブン－イレブン西尾住崎町店 小売業 食料品 2%

139,956 愛知県 碧南市 ねむりや 小売業 家具・調度品 5%

139,957 愛知県 碧南市 Ｖｉｒｃｈｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

139,958 愛知県 碧南市 白竹木材株式会社 ＳＨＯＰ 小売業 家具・調度品 5%

139,959 愛知県 碧南市 ＨＡＲＤ　ＯＦＦ　碧南店 小売業 電化製品 2%

139,960 愛知県 碧南市 浜安 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,961 愛知県 碧南市 Ｂ＆Ｂ新栄舎 小売業 その他小売 5%

139,962 愛知県 碧南市 ビジネスセンタ－岬屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

139,963 愛知県 碧南市 ビジネスホテルアーク　碧南店 サービス 宿泊業 5%

139,964 愛知県 碧南市 １００円ショップオレンジ 北新川店 小売業 その他小売 5%

139,965 愛知県 碧南市 美容室キレイ サービス 理容・美容業 5%

139,966 愛知県 碧南市 美容室マチコ サービス 理容・美容業 5%

139,967 愛知県 碧南市 ファッションショップあさひや 小売業 衣料品 5%

139,968 愛知県 碧南市 フーズアイランド碧南店 小売業 食料品 5%

139,969 愛知県 碧南市 藤井電機商会 小売業 電化製品 5%

139,970 愛知県 碧南市 ふとん＆カ－テンのみやこ 小売業 家具・調度品 5%

139,971 愛知県 碧南市 ヘアーサロンＧｉｎｚａ サービス 理容・美容業 5%

139,972 愛知県 碧南市 Ｓｏｎｏｒｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

139,973 愛知県 碧南市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｇｒａｆｆｉｔｉ サービス 理容・美容業 5%

139,974 愛知県 碧南市 ＢａｋｅｒｙＤｏｏｋｕ 小売業 食料品 5%

139,975 愛知県 碧南市 碧南ＳＳ　石川石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,976 愛知県 碧南市 碧南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

139,977 愛知県 碧南市 セブン－イレブン碧南荒居町店 小売業 食料品 2%

139,978 愛知県 碧南市 セブン－イレブン碧南春日町３丁目店 小売業 食料品 2%

139,979 愛知県 碧南市 セブン－イレブン碧南上町４丁目店 小売業 食料品 2%

139,980 愛知県 碧南市 碧南幸教室 サービス その他サービス 5%

139,981 愛知県 碧南市 セブン－イレブン碧南塩浜町店 小売業 食料品 2%

139,982 愛知県 碧南市 セブン－イレブン碧南市役所前店 小売業 食料品 2%

139,983 愛知県 碧南市 セブン－イレブン碧南照光町店 小売業 食料品 2%

139,984 愛知県 碧南市 セブン－イレブン碧南中後町店 小売業 食料品 2%

139,985 愛知県 碧南市 セブン－イレブン碧南中町５丁目店 小売業 食料品 2%

139,986 愛知県 碧南市 セブン－イレブン碧南日進町２丁目店 小売業 食料品 2%
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139,987 愛知県 碧南市 碧南人形 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

139,988 愛知県 碧南市 セブン－イレブン碧南福清水町店 小売業 食料品 2%

139,989 愛知県 碧南市 セブン－イレブン碧南堀方町店 小売業 食料品 2%

139,990 愛知県 碧南市 碧南マツダ株式会社 サービス その他サービス 5%

139,991 愛知県 碧南市 ホルモンじゅんちゃん サービス 飲食業 5%

139,992 愛知県 碧南市 マクドナルド２４７塩浜店 サービス 飲食業 2%

139,993 愛知県 碧南市 マクドナルド碧南店 サービス 飲食業 2%

139,994 愛知県 碧南市 マヤマサラ碧南店 サービス 飲食業 5%

139,995 愛知県 碧南市 まんが喫茶ログキャビン　碧南店 サービス 飲食業 5%

139,996 愛知県 碧南市 メナード化粧品シーズ岬代行店 小売業 その他小売 5%

139,997 愛知県 碧南市 メンズショップイソガイ 小売業 衣料品 5%

139,998 愛知県 碧南市 森の中の召しや サービス 飲食業 5%

139,999 愛知県 碧南市 有限会社神秀商会 サービス その他サービス 5%

140,000 愛知県 碧南市 有限会社山田自動車 サービス その他サービス 5%

140,001 愛知県 碧南市 ゆき寿司 サービス 飲食業 5%

140,002 愛知県 碧南市 よし川 サービス 飲食業 5%

140,003 愛知県 碧南市 好味家 サービス 飲食業 5%

140,004 愛知県 碧南市 らくさ ＲＡＸＡＡ サービス その他サービス 5%

140,005 愛知県 碧南市 綿桂ふとん店　中央店 小売業 家具・調度品 5%

140,006 愛知県 南知多町 飯田石油店　卸 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,007 愛知県 南知多町 活魚の美舟 サービス 宿泊業 5%

140,008 愛知県 南知多町 出光大井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,009 愛知県 南知多町 出光南知多ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,010 愛知県 南知多町 永和堂製菓舗 小売業 食料品 5%

140,011 愛知県 南知多町 えびせんべいの鯛祭りひろば サービス その他サービス 5%

140,012 愛知県 南知多町 海栄館　鯱亭 サービス 宿泊業 5%

140,013 愛知県 南知多町 角晴食堂　角晴食堂 サービス 飲食業 5%

140,014 愛知県 南知多町 兼井石油株式会社　大井給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,015 愛知県 南知多町 （株）豊半 小売業 食料品 5%

140,016 愛知県 南知多町 カーメカニックツバサ サービス その他サービス 5%

140,017 愛知県 南知多町 グランドホテル山海館 サービス 宿泊業 5%

140,018 愛知県 南知多町 源氏香 サービス 宿泊業 5%

140,019 愛知県 南知多町 菜食　酒房　寿 サービス 飲食業 5%

140,020 愛知県 南知多町 ＴＨＥ　ＢＥＡＣＨ　ＫＵＲＯＴＡＫＥ サービス 宿泊業 5%

140,021 愛知県 南知多町 サワダ美容室 サービス 理容・美容業 5%

140,022 愛知県 南知多町 篠島観光ホテル大角 サービス 宿泊業 5%

140,023 愛知県 南知多町 島別荘悠月 サービス 宿泊業 5%

140,024 愛知県 南知多町 島宿うみどり サービス 宿泊業 5%

140,025 愛知県 南知多町 旬味覚の宿上海　旬味覚の宿　上海荘 サービス 宿泊業 5%

140,026 愛知県 南知多町 すず屋海游亭 サービス 宿泊業 5%

140,027 愛知県 南知多町 田中電器 小売業 電化製品 5%

140,028 愛知県 南知多町 電化のニシダ内海店 小売業 電化製品 5%
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140,029 愛知県 南知多町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ豊浜店 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,030 愛知県 南知多町 豊浜家具 豊浜家具 小売業 家具・調度品 5%

140,031 愛知県 南知多町 豊浜モータース 豊丘 サービス その他サービス 5%

140,032 愛知県 南知多町 パナトップ林電機 小売業 電化製品 5%

140,033 愛知県 南知多町 花乃丸 サービス 宿泊業 5%

140,034 愛知県 南知多町 濵口電気商会 小売業 電化製品 5%

140,035 愛知県 南知多町 日間賀島いすず館 サービス 宿泊業 5%

140,036 愛知県 南知多町 プリカ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,037 愛知県 南知多町 真砂　悠々庵 サービス 宿泊業 5%

140,038 愛知県 南知多町 松新 サービス 飲食業 5%

140,039 愛知県 南知多町 まるは本館 サービス 飲食業 5%

140,040 愛知県 南知多町 民宿　吉文 サービス 宿泊業 5%

140,041 愛知県 南知多町 師崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,042 愛知県 南知多町 師崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,043 愛知県 南知多町 有限会社豊浜家具 小売業 家具・調度品 5%

140,044 愛知県 南知多町 わか松知多 サービス その他サービス 5%

140,045 愛知県 美浜町 アミューズメントパークオクトパス サービス その他サービス 5%

140,046 愛知県 美浜町 えびせんべいの里美浜本店 小売業 食料品 5%

140,047 愛知県 美浜町 クツナモータース サービス その他サービス 5%

140,048 愛知県 美浜町 靴のホッタ　エルパス美浜店 小売業 その他小売 5%

140,049 愛知県 美浜町 ＧＯ－ＨＡＩＲＳ　ＣＲＥＡ サービス 理容・美容業 5%

140,050 愛知県 美浜町 ＳＥＡＧＬＡＳＳ 小売業 衣料品 5%

140,051 愛知県 美浜町 自家焙煎コバレレコーヒー 小売業 食料品 5%

140,052 愛知県 美浜町 有限会社　写真舘やまもと サービス その他サービス 5%

140,053 愛知県 美浜町 新栄館 サービス 宿泊業 5%

140,054 愛知県 美浜町 スイーツ カフェあじさい サービス 飲食業 5%

140,055 愛知県 美浜町 知多厚生病院売店 小売業 その他小売 5%

140,056 愛知県 美浜町 つくだ煮街道 小売業 家具・調度品 5%

140,057 愛知県 美浜町 とんかつの喜太条 サービス 飲食業 5%

140,058 愛知県 美浜町 中村電器　河和店 小売業 電化製品 5%

140,059 愛知県 美浜町 納屋　納屋 サービス 飲食業 5%

140,060 愛知県 美浜町 文寿庵 飴文 小売業 食料品 5%

140,061 愛知県 美浜町 セブン－イレブン美浜町野間店 小売業 食料品 2%

140,062 愛知県 美浜町 森長 小売業 食料品 5%

140,063 愛知県 美浜町 ヤマトガス 小売業 その他小売 5%

140,064 愛知県 美浜町 やまに旅館 サービス 宿泊業 5%

140,065 愛知県 美浜町 ラーメン和屋 サービス 飲食業 5%

140,066 愛知県 みよし市 赤池タイヤ　三好店 小売業 その他小売 5%

140,067 愛知県 みよし市 赤札堂　三好店 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,068 愛知県 みよし市 アドベンチャー 小売業 その他小売 5%

140,069 愛知県 みよし市 イトウ　時計・メガネ・宝石 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,070 愛知県 みよし市 Ｍ－Ｏ３三好店 小売業 衣料品 5%
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140,071 愛知県 みよし市 ＭＹＣ　みよしカレー　マルシェ サービス 飲食業 5%

140,072 愛知県 みよし市 Ｏ?ｂａｂｙ．ｎｅｔ 小売業 その他小売 5%

140,073 愛知県 みよし市 オフハウス三好店 小売業 その他小売 2%

140,074 愛知県 みよし市 カービューティーアリソンズ　美車門 サービス その他サービス 5%

140,075 愛知県 みよし市 株式会社トライアーティスト　あすたま サービス その他サービス 5%

140,076 愛知県 みよし市 ＣＡＲＩ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

140,077 愛知県 みよし市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋三好店 サービス 飲食業 2%

140,078 愛知県 みよし市 キトウサイクル 小売業 その他小売 5%

140,079 愛知県 みよし市 ギフトアオキ　アイ・モール三好店 小売業 その他小売 5%

140,080 愛知県 みよし市 キャピック　ナゴヤ サービス その他サービス 5%

140,081 愛知県 みよし市 魚酔 サービス 飲食業 5%

140,082 愛知県 みよし市 ｇｒｏｕｎｄｂｒａｎｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

140,083 愛知県 みよし市 クリーンセルフ三好ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,084 愛知県 みよし市 ケーアンドティーオート 小売業 その他小売 5%

140,085 愛知県 みよし市 健康館三好中央　イオン三好 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,086 愛知県 みよし市 コノミヤ　三好店 小売業 食料品 5%

140,087 愛知県 みよし市 ＺＡＰＰ　アイ・モール三好店 小売業 その他小売 5%

140,088 愛知県 みよし市 ジェームス三好店 小売業 その他小売 2%

140,089 愛知県 みよし市 秀鳳 サービス 飲食業 5%

140,090 愛知県 みよし市 昭和食堂　三好店 サービス 飲食業 5%

140,091 愛知県 みよし市 ステラブリエ三好 サービス 理容・美容業 5%

140,092 愛知県 みよし市 チャハリ レストラン サービス 飲食業 5%

140,093 愛知県 みよし市 中央トラベルアイ・モール店 サービス その他サービス 5%

140,094 愛知県 みよし市 中央トラベル三好店 サービス その他サービス 5%

140,095 愛知県 みよし市 Ｄｉｏｎｅ サービス 理容・美容業 5%

140,096 愛知県 みよし市 名古屋ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

140,097 愛知県 みよし市 ２３２ＮＡＩＬ　ｓａｌｏｎ　　　ｓｃｈｏｏｌ サービス 理容・美容業 5%

140,098 愛知県 みよし市 ２３２ＮＡＩＬｓａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

140,099 愛知県 みよし市 ２３２ＮＡＩＬｓａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

140,100 愛知県 みよし市 ２３２ＮＡＩＬ ｓａｌｏｎ   ｓｃｈｏｏｌ サービス 理容・美容業 5%

140,101 愛知県 みよし市 ハードオフ三好店 小売業 その他小売 2%

140,102 愛知県 みよし市 Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ サービス その他サービス 5%

140,103 愛知県 みよし市 ハロー！ハロー！三好店 サービス 理容・美容業 5%

140,104 愛知県 みよし市 ＢＥＡＤＳＢＲＩＯ サービス その他サービス 5%

140,105 愛知県 みよし市 ｐｉｔａ＊ｒｅＭｉｘ＊ サービス 理容・美容業 5%

140,106 愛知県 みよし市 Ｂｅａｕｔｙ＆ＤｅｔｏｘＰＩＯ サービス 理容・美容業 5%

140,107 愛知県 みよし市 ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　ｐｉｃｋ－ｕｐ サービス 理容・美容業 5%

140,108 愛知県 みよし市 ファクトリーベース サービス その他サービス 5%

140,109 愛知県 みよし市 Ｆｅｅｄｅｐｉｅｄ サービス 理容・美容業 5%

140,110 愛知県 みよし市 ふとんの青木 小売業 家具・調度品 5%

140,111 愛知県 みよし市 ＰＲＩＳＭ三好店 サービス 理容・美容業 5%

140,112 愛知県 みよし市 プレジール　アイ・モール三好店 小売業 その他小売 5%
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140,113 愛知県 みよし市 ｈａｉｒ ｇｒｉｐｓ サービス 理容・美容業 5%

140,114 愛知県 みよし市 ホビーオフ三好店 小売業 その他小売 2%

140,115 愛知県 みよし市 マクドナルド東名三好インター店 サービス 飲食業 2%

140,116 愛知県 みよし市 マクドナルド三好弁財店 サービス 飲食業 2%

140,117 愛知県 みよし市 三河ダイハツ　三好ケ丘店 小売業 その他小売 5%

140,118 愛知県 みよし市 三河ダイハツ三好ケ丘店 小売業 その他小売 5%

140,119 愛知県 みよし市 三河ダイハツＵ－ＣＡＲ三好ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

140,120 愛知県 みよし市 三好ＳＳ　打越石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,121 愛知県 みよし市 セブンーイレブンみよしあざぶＳＳ店 小売業 食料品 2%

140,122 愛知県 みよし市 セブン－イレブンみよし打越新池浦店 小売業 食料品 2%

140,123 愛知県 みよし市 みよし柿カレー サービス 飲食業 5%

140,124 愛知県 みよし市 セブン－イレブンみよし天王店 小売業 食料品 2%

140,125 愛知県 みよし市 セブン－イレブンみよし福田町店 小売業 食料品 2%

140,126 愛知県 みよし市 セブン－イレブンみよし三好丘５丁目店 小売業 食料品 2%

140,127 愛知県 みよし市 セブン－イレブンみよし三好町店 小売業 食料品 2%

140,128 愛知県 みよし市 三好メガネ サービス その他サービス 5%

140,129 愛知県 みよし市 三好モータース サービス その他サービス 5%

140,130 愛知県 みよし市 Ｍｉｌｅｎｉｕｍ サービス その他サービス 5%

140,131 愛知県 みよし市 メナードフェイシャルサロン　パルセリージェ 小売業 その他小売 5%

140,132 愛知県 みよし市 ＹＡＭＡＴＯ Ｉ?ＭＡＬＬ三好店 小売業 衣料品 5%

140,133 愛知県 みよし市 有限会社近藤商会 小売業 その他小売 5%

140,134 愛知県 みよし市 有限会社野々山絞り サービス その他サービス 5%

140,135 愛知県 みよし市 ＵＮＩ－ＢＯＸ　イシカワ 小売業 衣料品 5%

140,136 愛知県 みよし市 ＹＯＳＡＰＡＲＫハーブｎａｎａｌａ サービス 理容・美容業 5%

140,137 愛知県 みよし市 鞄屋ＬＥＦＴＹＨＯＲＳＥ サービス その他サービス 5%

140,138 愛知県 弥富市 アンイングリッシュクラブ佐古木校 サービス その他サービス 5%

140,139 愛知県 弥富市 アンイングリッシュクラブ弥富校 サービス その他サービス 5%

140,140 愛知県 弥富市 イオンタウン弥富カーライフステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,141 愛知県 弥富市 いずもやピアゴ十四山店 サービス その他サービス 5%

140,142 愛知県 弥富市 エマ　ディライト〔弥富店〕 サービス 理容・美容業 5%

140,143 愛知県 弥富市 おしゃれルーム　亜紀 小売業 衣料品 5%

140,144 愛知県 弥富市 尾張大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,145 愛知県 弥富市 株式会社加藤仏壇 小売業 家具・調度品 5%

140,146 愛知県 弥富市 カレーハウスＣｏＣｏ壱弥富国一店 サービス 飲食業 2%

140,147 愛知県 弥富市 グリーンセンター　十四山店 小売業 食料品 5%

140,148 愛知県 弥富市 五ノ三ＳＳ　有限会社櫻井石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,149 愛知県 弥富市 Ｓａｌｏｎｄｅｓｏｌｅｉｌ サービス 理容・美容業 5%

140,150 愛知県 弥富市 松月堂有限会社 小売業 食料品 5%

140,151 愛知県 弥富市 スーパー間崎 小売業 その他小売 5%

140,152 愛知県 弥富市 Ｓｎａｐ?ｏｎ サービス その他サービス 5%

140,153 愛知県 弥富市 太平タイヤセンター 小売業 その他小売 5%

140,154 愛知県 弥富市 ツ－ホイ－ルショップ　イマイ サービス その他サービス 5%
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140,155 愛知県 弥富市 ＤＰ弥富 サービス 理容・美容業 5%

140,156 愛知県 弥富市 手作りケーキ　ティールーム　ももの木 サービス 飲食業 5%

140,157 愛知県 弥富市 とって舎 小売業 その他小売 5%

140,158 愛知県 弥富市 ドラッグカワサキ ドラッグ カワサキ 小売業 その他小売 5%

140,159 愛知県 弥富市 中村自動車 サービス その他サービス 5%

140,160 愛知県 弥富市 ナショナルヤガタ渡辺電器 小売業 電化製品 5%

140,161 愛知県 弥富市 ｎｏｃｏｇｏｕ サービス その他サービス 5%

140,162 愛知県 弥富市 パナショップ弥富 小売業 電化製品 5%

140,163 愛知県 弥富市 比尾野電器佐古木店 小売業 電化製品 5%

140,164 愛知県 弥富市 比尾野電器本店 小売業 電化製品 5%

140,165 愛知県 弥富市 ひので動物クリニック サービス その他サービス 5%

140,166 愛知県 弥富市 フォーエム 小売業 その他小売 5%

140,167 愛知県 弥富市 ふるた動物病院 サービス その他サービス 5%

140,168 愛知県 弥富市 ふるた動物病院 サービス その他サービス 5%

140,169 愛知県 弥富市 みわでんき 小売業 電化製品 5%

140,170 愛知県 弥富市 ｍｉｎｔ－ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

140,171 愛知県 弥富市 名四国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,172 愛知県 弥富市 セブン－イレブン弥富鯏浦町店 小売業 食料品 2%

140,173 愛知県 弥富市 やとみサイクル 小売業 その他小売 5%

140,174 愛知県 弥富市 セブン－イレブン弥富佐古木店 小売業 食料品 2%

140,175 愛知県 弥富市 セブン－イレブン弥富竹田店 小売業 食料品 2%

140,176 愛知県 弥富市 セブン－イレブン弥富西竹田店 小売業 食料品 2%

140,177 愛知県 弥富市 セブン－イレブン弥富平島中店 小売業 食料品 2%

140,178 愛知県 弥富市 セブン－イレブン弥富六條町店 小売業 食料品 2%

140,179 愛知県 弥富市 ヨシヅヤライムハウス弥富店 サービス その他サービス 5%

140,180 愛知県 弥富市 ヨシヅヤ私と生活弥富店 サービス その他サービス 5%

140,181 愛知県 弥富市 ルノン　イオンタウン弥富店 小売業 衣料品 5%

140,182 愛知県 弥富市 Ｌｅｇａｒｅ　ａ　レガーレ サービス 理容・美容業 5%

140,183 愛知県 弥富市 レストラン・ワタナベ／パティスリーポム サービス 飲食業 5%

140,184 愛知県 弥富市 セブン－イレブン湾岸弥富インター店 小売業 食料品 2%

140,185 三重県 朝日町 セブン－イレブン朝日町小向店 小売業 食料品 2%

140,186 三重県 朝日町 カットイン　朝日 サービス 理容・美容業 5%

140,187 三重県 朝日町 株式会社アイ サービス 理容・美容業 5%

140,188 三重県 朝日町 こめき 小売業 衣料品 5%

140,189 三重県 朝日町 サイバークリスタルズ 小売業 その他小売 5%

140,190 三重県 朝日町 １６ＰＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

140,191 三重県 朝日町 Ｔｕｎｎｅｙ’ｓｙａｒｎ サービス その他サービス 5%

140,192 三重県 朝日町 鉄板焼き縁屋 スーパーセンターオークワ三重朝日インター店 サービス 飲食業 5%

140,193 三重県 朝日町 パーティハウス　みえ朝日店 小売業 衣料品 5%

140,194 三重県 朝日町 くりの木（こめき） 小売業 その他小売 5%

140,195 三重県 朝日町 焼肉　牛炎 サービス 飲食業 5%

140,196 三重県 朝日町 焼肉牛炎 サービス 飲食業 5%

3340



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

140,197 三重県 伊賀市 アイリス サービス 理容・美容業 5%

140,198 三重県 伊賀市 赤ちゃんデパート水谷ジョイシティ伊賀上野 小売業 衣料品 5%

140,199 三重県 伊賀市 アニーズ 小売業 食料品 5%

140,200 三重県 伊賀市 アニーズ三平 小売業 その他小売 5%

140,201 三重県 伊賀市 アポロ興産株式会社 小売業 その他小売 5%

140,202 三重県 伊賀市 セブン－イレブン伊賀青山羽根店 小売業 食料品 2%

140,203 三重県 伊賀市 伊賀一之宮ＳＳ　株式会社箱林 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,204 三重県 伊賀市 伊賀上野駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,205 三重県 伊賀市 伊賀ぎょうざ家　白鳳通り店 小売業 食料品 5%

140,206 三重県 伊賀市 伊賀くみひも　組匠の里 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,207 三重県 伊賀市 セブン－イレブン伊賀友生インター南店 小売業 食料品 2%

140,208 三重県 伊賀市 セブン－イレブン伊賀東条店 小売業 食料品 2%

140,209 三重県 伊賀市 セブンーイレブン伊賀平野北谷店 小売業 食料品 2%

140,210 三重県 伊賀市 セブンーイレブン伊賀平野東町店 小売業 食料品 2%

140,211 三重県 伊賀市 セブン－イレブン伊賀緑ケ丘東町店 小売業 食料品 2%

140,212 三重県 伊賀市 セブン－イレブン伊賀緑ケ丘本町店 小売業 食料品 2%

140,213 三重県 伊賀市 石の中原 小売業 その他小売 5%

140,214 三重県 伊賀市 ＩＤＥＡＬ サービス 理容・美容業 5%

140,215 三重県 伊賀市 出光青山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,216 三重県 伊賀市 出光桐ケ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,217 三重県 伊賀市 出光サガミＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,218 三重県 伊賀市 依那古ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,219 三重県 伊賀市 上野ガスショールーム　ＦＬＡＭＭＥ 小売業 その他小売 5%

140,220 三重県 伊賀市 上野総合市民病院売店 小売業 その他小売 5%

140,221 三重県 伊賀市 上野南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,222 三重県 伊賀市 エステサロンダルジャン サービス 理容・美容業 5%

140,223 三重県 伊賀市 ＦＬＳパーティハウス　上野店 小売業 衣料品 5%

140,224 三重県 伊賀市 大山田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,225 三重県 伊賀市 大山田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,226 三重県 伊賀市 岡村電器店 小売業 電化製品 5%

140,227 三重県 伊賀市 有限会社奥時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,228 三重県 伊賀市 お好み焼はここやねん伊賀上野店 サービス 飲食業 5%

140,229 三重県 伊賀市 尾崎タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

140,230 三重県 伊賀市 風の杜つみえ家 サービス 飲食業 5%

140,231 三重県 伊賀市 カットハンズ平野店 サービス 理容・美容業 5%

140,232 三重県 伊賀市 cuthandsゆめが丘店 サービス その他サービス 5%

140,233 三重県 伊賀市 割烹　たつた サービス 飲食業 5%

140,234 三重県 伊賀市 株式会社長谷川鈑金 サービス その他サービス 5%

140,235 三重県 伊賀市 株式会社三重旅行サービスアピタ伊賀上野店 サービス その他サービス 5%

140,236 三重県 伊賀市 ［ＨＣ］株式会社みどり 小売業 電化製品 5%

140,237 三重県 伊賀市 カラカッタ　カラカッタ伊賀上野店 サービス 飲食業 5%

140,238 三重県 伊賀市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋伊賀服部店 サービス 飲食業 2%
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140,239 三重県 伊賀市 河合塾マナビス伊賀上野校 サービス その他サービス 2%

140,240 三重県 伊賀市 ギャラリーショップDECO サービス 飲食業 5%

140,241 三重県 伊賀市 金属工芸ＭＡＳＵＤＡ 小売業 衣料品 5%

140,242 三重県 伊賀市 靴のホッタ　エルパス伊賀上野店 小売業 その他小売 5%

140,243 三重県 伊賀市 グリルストーク サービス 飲食業 5%

140,244 三重県 伊賀市 グリル・ストーク サービス 飲食業 5%

140,245 三重県 伊賀市 クルーズ 小売業 その他小売 5%

140,246 三重県 伊賀市 桑町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,247 三重県 伊賀市 小林正朋税理士事務所 サービス その他サービス 5%

140,248 三重県 伊賀市 彩電館はんだ 小売業 電化製品 5%

140,249 三重県 伊賀市 佐那具ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,250 三重県 伊賀市 サロンドフルベールゆめが丘店 サービス 理容・美容業 2%

140,251 三重県 伊賀市 ジーンズショップシンシン 小売業 衣料品 5%

140,252 三重県 伊賀市 ＪＡいがふるさと　ＪＡのおみせあやま 小売業 その他小売 5%

140,253 三重県 伊賀市 ＪＡいがふるさと　ＪＡマート　島ヶ原 小売業 その他小売 5%

140,254 三重県 伊賀市 ＪＪ　ジョイシティ　上野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,255 三重県 伊賀市 ジェイワン三重店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

140,256 三重県 伊賀市 ＪＪオプトタイムネオイオンタウン伊賀上野 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,257 三重県 伊賀市 ＪＡＣＫＧＡＩＮ 小売業 その他小売 5%

140,258 三重県 伊賀市 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

140,259 三重県 伊賀市 酒蔵りかこ 小売業 その他小売 5%

140,260 三重県 伊賀市 正札屋 小売業 電化製品 5%

140,261 三重県 伊賀市 末廣寿司 サービス 飲食業 5%

140,262 三重県 伊賀市 鮨処　もり口 サービス 飲食業 5%

140,263 三重県 伊賀市 生前整理・遺品整理　とびた家 サービス その他サービス 5%

140,264 三重県 伊賀市 セラヴィ サービス 理容・美容業 5%

140,265 三重県 伊賀市 セルフステーション伊賀上野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,266 三重県 伊賀市 タイヤホイールショップグリップ 小売業 その他小売 5%

140,267 三重県 伊賀市 Ｔａｋｅｕｃｈｉ　ｂａｒｂｅｒ サービス 理容・美容業 5%

140,268 三重県 伊賀市 谷石材　本社 小売業 その他小売 5%

140,269 三重県 伊賀市 ちゃんとかふぇ サービス 飲食業 5%

140,270 三重県 伊賀市 忠央窯 小売業 家具・調度品 5%

140,271 三重県 伊賀市 ＤＰ伊賀上野 サービス 理容・美容業 5%

140,272 三重県 伊賀市 トヨタレンタリース三重伊賀上野城北店 サービス その他サービス 2%

140,273 三重県 伊賀市 ドライバ－ズセンタ－　森野 サービス その他サービス 5%

140,274 三重県 伊賀市 （株）ナガタヤ 小売業 食料品 5%

140,275 三重県 伊賀市 肉蔵 サービス 飲食業 5%

140,276 三重県 伊賀市 西尾デンキ 小売業 電化製品 5%

140,277 三重県 伊賀市 西川サイクル 小売業 その他小売 5%

140,278 三重県 伊賀市 日本料理伊勢之家 サービス 飲食業 5%

140,279 三重県 伊賀市 農村料理の店もくもく サービス 飲食業 5%

140,280 三重県 伊賀市 バードランド バードランド 小売業 その他小売 5%
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140,281 三重県 伊賀市 バ－ベキュ－ビアハウス サービス 飲食業 5%

140,282 三重県 伊賀市 服部文具店　服部文具店 小売業 その他小売 5%

140,283 三重県 伊賀市 ＰＡＰＡビアレストラン サービス 飲食業 5%

140,284 三重県 伊賀市 ピアゴルフガーデン サービス その他サービス 5%

140,285 三重県 伊賀市 びっくりドンキー伊賀上野店 サービス 飲食業 2%

140,286 三重県 伊賀市 美容室セラヴィ サービス 理容・美容業 5%

140,287 三重県 伊賀市 廣井時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,288 三重県 伊賀市 ひろ整体院 サービス その他サービス 5%

140,289 三重県 伊賀市 フードセンター八百半本店 小売業 その他小売 5%

140,290 三重県 伊賀市 藤岡組紐店 小売業 衣料品 5%

140,291 三重県 伊賀市 藤室商店本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,292 三重県 伊賀市 仏壇仏具まえざわ 小売業 家具・調度品 5%

140,293 三重県 伊賀市 フレッシュプラザヤマシタ 小売業 電化製品 5%

140,294 三重県 伊賀市 プロマーケット　上野店 小売業 食料品 5%

140,295 三重県 伊賀市 プロマートハヤシ伊賀支店 小売業 家具・調度品 5%

140,296 三重県 伊賀市 ぼて福 サービス 飲食業 5%

140,297 三重県 伊賀市 ＢＯＡＴ＆ＴＡＣＫＬＥ　クルーズ 小売業 その他小売 5%

140,298 三重県 伊賀市 マツオカ電器 小売業 電化製品 5%

140,299 三重県 伊賀市 マルジュ上野インター店 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,300 三重県 伊賀市 マルジュ上野支店 小売業 衣料品 5%

140,301 三重県 伊賀市 マルジュ写真館 サービス その他サービス 5%

140,302 三重県 伊賀市 マルソウ 小売業 その他小売 5%

140,303 三重県 伊賀市 三重ダイハツ販売伊賀上野店 小売業 その他小売 5%

140,304 三重県 伊賀市 三重トヨタ自動車上野店 小売業 その他小売 5%

140,305 三重県 伊賀市 三重旅行サービス　伊賀上野店 サービス その他サービス 5%

140,306 三重県 伊賀市 宮本電器 小売業 電化製品 5%

140,307 三重県 伊賀市 名阪ロイヤルゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

140,308 三重県 伊賀市 めがね　補聴器のイシバシ　めがねのイシバシ魚町店 小売業 その他小売 5%

140,309 三重県 伊賀市 めがね 補聴器のイシバシ めがね 補聴器のイシバシ銀座店 小売業 その他小売 5%

140,310 三重県 伊賀市 メンズショップ　カローラ 小売業 衣料品 5%

140,311 三重県 伊賀市 モクモクショップ 小売業 食料品 5%

140,312 三重県 伊賀市 焼肉ステージ昌苑 サービス 飲食業 5%

140,313 三重県 伊賀市 結城好一税理士事務所 サービス その他サービス 5%

140,314 三重県 伊賀市 ゆめが丘カーセンター サービス その他サービス 5%

140,315 三重県 伊賀市 ゆめが丘カーセンター ゆめが丘カーセンター 小売業 その他小売 5%

140,316 三重県 伊賀市 株式会社　米岡家具センター 小売業 家具・調度品 5%

140,317 三重県 伊賀市 米岡家具センタ－ 小売業 家具・調度品 5%

140,318 三重県 伊賀市 リサイクル広場らくいち 小売業 その他小売 5%

140,319 三重県 伊賀市 リストランテ　チッタ サービス 飲食業 5%

140,320 三重県 伊賀市 ＲｏｏＦＨａｉｒ＆Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

140,321 三重県 伊賀市 ワールドギャラリー 小売業 その他小売 5%

140,322 三重県 伊賀市 わたせい　伊賀店 小売業 衣料品 5%
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140,323 三重県 伊勢市 アールアンドシー 小売業 衣料品 5%

140,324 三重県 伊勢市 ａｉ－ｎａｔｕｒａｌ． 小売業 その他小売 5%

140,325 三重県 伊勢市 Ａｕｌｉｉ サービス 理容・美容業 5%

140,326 三重県 伊勢市 あかだま寿司 サービス 飲食業 5%

140,327 三重県 伊勢市 有限会社麻吉 サービス その他サービス 5%

140,328 三重県 伊勢市 朝日館 サービス 宿泊業 5%

140,329 三重県 伊勢市 旭家 酒素饅頭製造本舗 サービス 飲食業 5%

140,330 三重県 伊勢市 あじへい明野店 ストア サービス 飲食業 5%

140,331 三重県 伊勢市 あそらの茶屋 サービス 飲食業 5%

140,332 三重県 伊勢市 アヅマ電機 小売業 電化製品 5%

140,333 三重県 伊勢市 ATTRACT 小売業 衣料品 5%

140,334 三重県 伊勢市 ａｔｅｌｉｅｒｙｏｕ－ｍｅ 小売業 衣料品 5%

140,335 三重県 伊勢市 天埜真珠　おはらい町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,336 三重県 伊勢市 天埜真珠　おはらい町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,337 三重県 伊勢市 天埜真珠伊勢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,338 三重県 伊勢市 AMAMILIVING サービス 飲食業 5%

140,339 三重県 伊勢市 アマリエット サービス 理容・美容業 5%

140,340 三重県 伊勢市 ＡＭＡＲＩＥＴＯ サービス 理容・美容業 5%

140,341 三重県 伊勢市 アルセイド・レヴニール サービス 理容・美容業 5%

140,342 三重県 伊勢市 アルチザンブランジュリーゼンゾー 小売業 食料品 5%

140,343 三重県 伊勢市 アルチザンブランジュリーゼンゾー　小俣店 小売業 食料品 5%

140,344 三重県 伊勢市 アン　ミツグ 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,345 三重県 伊勢市 Ａｎｇｅ’ｌｉｑｕｅ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

140,346 三重県 伊勢市 Ａｎｇｅｌｉｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

140,347 三重県 伊勢市 アンプレ サービス その他サービス 5%

140,348 三重県 伊勢市 い～菜食堂　伊勢市役所店 サービス 飲食業 5%

140,349 三重県 伊勢市 居酒屋都吉 サービス 飲食業 5%

140,350 三重県 伊勢市 五十鈴ＭＳＪ株式会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,351 三重県 伊勢市 伊勢　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,352 三重県 伊勢市 伊勢　菊一 小売業 その他小売 5%

140,353 三重県 伊勢市 伊勢インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,354 三重県 伊勢市 伊勢菊一　金近 小売業 その他小売 5%

140,355 三重県 伊勢市 伊勢北　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,356 三重県 伊勢市 伊勢クレープ サービス 飲食業 5%

140,357 三重県 伊勢市 伊勢外宮参道　伊勢神泉 サービス 宿泊業 5%

140,358 三重県 伊勢市 伊勢ゲストハウス紬舎 サービス その他サービス 5%

140,359 三重県 伊勢市 伊勢シーパラダイス サービス その他サービス 5%

140,360 三重県 伊勢市 セブン－イレブン伊勢市小俣町宮前店 小売業 食料品 2%

140,361 三重県 伊勢市 セブン－イレブン伊勢市楠部町店 小売業 食料品 2%

140,362 三重県 伊勢市 セブン－イレブン伊勢市曽祢２丁目店 小売業 食料品 2%

140,363 三重県 伊勢市 セブン－イレブン伊勢市中村町店 小売業 食料品 2%

140,364 三重県 伊勢市 セブン－イレブン伊勢市二見町松下店 小売業 食料品 2%
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140,365 三重県 伊勢市 セブン－イレブン伊勢市二見町溝口店 小売業 食料品 2%

140,366 三重県 伊勢市 いせしまペットクリニック サービス その他サービス 5%

140,367 三重県 伊勢市 伊勢志摩みやげセンター王将 小売業 その他小売 5%

140,368 三重県 伊勢市 伊勢せきや内宮前店 小売業 食料品 5%

140,369 三重県 伊勢市 伊勢せきや本店 小売業 食料品 5%

140,370 三重県 伊勢市 伊勢佐八町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,371 三重県 伊勢市 伊勢の小西酒店 小売業 食料品 5%

140,372 三重県 伊勢市 伊勢船江温泉　みたすの湯　お食事処　ひょうたん亭　伊勢　船江温泉　みたすの湯　お食事処　ひょうたん亭 サービス 飲食業 5%

140,373 三重県 伊勢市 伊勢勾玉屋 小売業 その他小売 5%

140,374 三重県 伊勢市 伊勢御薗ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,375 三重県 伊勢市 株式会社伊勢宮 サービス その他サービス 5%

140,376 三重県 伊勢市 伊勢宮後ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,377 三重県 伊勢市 伊勢メガネ サービス その他サービス 5%

140,378 三重県 伊勢市 いっきゅうさん　稲沢店 サービス その他サービス 5%

140,379 三重県 伊勢市 出光マイカル御薗ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,380 三重県 伊勢市 癒しサロンｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

140,381 三重県 伊勢市 岩座　伊勢 小売業 衣料品 5%

140,382 三重県 伊勢市 岩戸屋 小売業 家具・調度品 5%

140,383 三重県 伊勢市 Ｖｅｃｃｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

140,384 三重県 伊勢市 ＶＯＧＵＥ 伊勢店 サービス 理容・美容業 5%

140,385 三重県 伊勢市 魚春五十鈴川店 小売業 食料品 5%

140,386 三重県 伊勢市 魚春本店 小売業 食料品 5%

140,387 三重県 伊勢市 旨家　どんぐり サービス 飲食業 5%

140,388 三重県 伊勢市 Ｕｍｌａｕｔ　【ウムラウト】 サービス 理容・美容業 5%

140,389 三重県 伊勢市 ｅ’ｃｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

140,390 三重県 伊勢市 エース 小売業 電化製品 5%

140,391 三重県 伊勢市 ゑびや商店 サービス 飲食業 5%

140,392 三重県 伊勢市 エリアデンキ 小売業 電化製品 5%

140,393 三重県 伊勢市 大石屋 サービス 宿泊業 5%

140,394 三重県 伊勢市 大阪屋 サービス 飲食業 5%

140,395 三重県 伊勢市 オートキッス サービス その他サービス 5%

140,396 三重県 伊勢市 ＡＵＢＥＲＧＥ　ＹＵＳＵＲＡ サービス 宿泊業 5%

140,397 三重県 伊勢市 オカザワデンキサービス 小売業 電化製品 5%

140,398 三重県 伊勢市 おく宗 小売業 衣料品 5%

140,399 三重県 伊勢市 おく宗 小売業 衣料品 5%

140,400 三重県 伊勢市 御食事処ゑびや サービス 飲食業 5%

140,401 三重県 伊勢市 小俣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,402 三重県 伊勢市 ＯＦ・ＦＲＩＲ伊勢店 小売業 衣料品 5%

140,403 三重県 伊勢市 オリックスレンタカー伊勢市駅前店 サービス その他サービス 2%

140,404 三重県 伊勢市 オリックスレンタカー近鉄宇治山田駅店 サービス その他サービス 2%

140,405 三重県 伊勢市 おんりぃ福 Ｎａｔｕｒａｌ ＤＥＬＩ ａｎｄ ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

140,406 三重県 伊勢市 海鮮割烹の宿　伊勢・二見浦　海洋楼 サービス 宿泊業 5%
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140,407 三重県 伊勢市 快眠屋おの 小売業 家具・調度品 5%

140,408 三重県 伊勢市 カイロプラクティック光輝伊勢院 サービス その他サービス 5%

140,409 三重県 伊勢市 カイロプラクティック光輝 サービス 理容・美容業 5%

140,410 三重県 伊勢市 カクタパールギャラリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,411 三重県 伊勢市 カクタパールギャラリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,412 三重県 伊勢市 家電屋エース 小売業 電化製品 5%

140,413 三重県 伊勢市 かどふさ物産店 小売業 食料品 5%

140,414 三重県 伊勢市 Ｋａｆｕｕ サービス 理容・美容業 5%

140,415 三重県 伊勢市 カフェｈａｎａ サービス 飲食業 5%

140,416 三重県 伊勢市 株式会社伊勢パールピアホテル サービス 宿泊業 5%

140,417 三重県 伊勢市 株式会社貫じん堂 小売業 その他小売 5%

140,418 三重県 伊勢市 神路庵 サービス 飲食業 5%

140,419 三重県 伊勢市 ｋａｍｉ　ｔｏ　ｈｏｃａ サービス 理容・美容業 5%

140,420 三重県 伊勢市 カメラのいせや サービス その他サービス 5%

140,421 三重県 伊勢市 カラオケ喫茶お笑い横丁昭和レトロ館 サービス 飲食業 5%

140,422 三重県 伊勢市 唐唐亭伊勢御薗店 サービス 飲食業 5%

140,423 三重県 伊勢市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋伊勢谷南勢バイパス店 サービス 飲食業 2%

140,424 三重県 伊勢市 河合塾マナビス伊勢市駅前校 サービス その他サービス 2%

140,425 三重県 伊勢市 川西屋　陶器 小売業 その他小売 5%

140,426 三重県 伊勢市 川端自動車 小売業 その他小売 5%

140,427 三重県 伊勢市 ｋｅｙｄｅｓｉｇｎｅｒ サービス その他サービス 5%

140,428 三重県 伊勢市 菊一文字則宗本店 小売業 その他小売 5%

140,429 三重県 伊勢市 菊池パール 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,430 三重県 伊勢市 喜久屋 小売業 食料品 5%

140,431 三重県 伊勢市 喜久屋 小売業 食料品 5%

140,432 三重県 伊勢市 木下茶園　外宮前店 サービス 飲食業 5%

140,433 三重県 伊勢市 ギャルソントラスト サービス その他サービス 5%

140,434 三重県 伊勢市 牛角伊勢病院前店 サービス 飲食業 2%

140,435 三重県 伊勢市 銀工房　源之屋 サービス その他サービス 5%

140,436 三重県 伊勢市 串一 サービス 飲食業 5%

140,437 三重県 伊勢市 靴のホッタ　エルパス伊勢店 小売業 その他小売 5%

140,438 三重県 伊勢市 クラッセ 小売業 衣料品 5%

140,439 三重県 伊勢市 くるくる寿司伊勢つ子 サービス 飲食業 5%

140,440 三重県 伊勢市 グローバルイングリッシュスクール伊勢校 サービス その他サービス 5%

140,441 三重県 伊勢市 ｃａｋｅ　ｃａｆｅ　Ａｐｏｌｌｏｎ 小売業 食料品 5%

140,442 三重県 伊勢市 紅葉軒 サービス 宿泊業 5%

140,443 三重県 伊勢市 珈琲浪漫 サービス 飲食業 5%

140,444 三重県 伊勢市 こだわりのトマトとメロン作り谷口 小売業 食料品 5%

140,445 三重県 伊勢市 こどもふくセレクトショップ　キキ 小売業 衣料品 5%

140,446 三重県 伊勢市 呉服の松葉 小売業 衣料品 5%

140,447 三重県 伊勢市 駒鳥食堂 サービス 飲食業 5%

140,448 三重県 伊勢市 斎王の宮 サービス 宿泊業 5%
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140,449 三重県 伊勢市 サイクルベースあさひ伊勢店 小売業 その他小売 2%

140,450 三重県 伊勢市 彩電館チヨダ 小売業 電化製品 5%

140,451 三重県 伊勢市 彩電館ウシバ 小売業 電化製品 5%

140,452 三重県 伊勢市 彩電館チヨダ　オカモト 小売業 電化製品 5%

140,453 三重県 伊勢市 彩電館　ツムラ 小売業 電化製品 5%

140,454 三重県 伊勢市 ＳＯＵＮＤエース 小売業 電化製品 5%

140,455 三重県 伊勢市 酒蔵 森下 酒蔵森下 サービス 飲食業 5%

140,456 三重県 伊勢市 茶房 太助庵 茶房 太助庵 サービス 飲食業 5%

140,457 三重県 伊勢市 Ｓａｌｏｎ　Ｅｐｏｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

140,458 三重県 伊勢市 参宮楽膳 小売業 食料品 5%

140,459 三重県 伊勢市 （有）三和真珠 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,460 三重県 伊勢市 三和真珠　内宮前支店 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,461 三重県 伊勢市 Ｓｅａ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

140,462 三重県 伊勢市 Ｃ　Ｆ　Ｅ　ビューティカラー　Ｃ　Ｆ　Ｅ　ビューティカラー サービス その他サービス 5%

140,463 三重県 伊勢市 シゲルカットクラブ伊勢市駅前店 サービス 理容・美容業 5%

140,464 三重県 伊勢市 シゲルカットクラブ神田久志本店 サービス 理容・美容業 5%

140,465 三重県 伊勢市 車検のコバック　伊勢河崎店 サービス その他サービス 5%

140,466 三重県 伊勢市 写真箱岩渕店 サービス その他サービス 5%

140,467 三重県 伊勢市 ＪＡＭＩＳＥ サービス 飲食業 5%

140,468 三重県 伊勢市 ジャンティーユ サービス 飲食業 5%

140,469 三重県 伊勢市 珠庵 小売業 家具・調度品 5%

140,470 三重県 伊勢市 修理工房Ｄｒエジソン 小売業 電化製品 5%

140,471 三重県 伊勢市 しゅろやさんしょやてしごとや サービス その他サービス 5%

140,472 三重県 伊勢市 ジョイフルステーション辻久留ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,473 三重県 伊勢市 シラセ本店 小売業 食料品 5%

140,474 三重県 伊勢市 真珠ＳＡＫＵＲＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,475 三重県 伊勢市 真珠漬本舗岩戸屋店 小売業 家具・調度品 5%

140,476 三重県 伊勢市 スヌーピー茶屋（物販）　伊勢店 小売業 その他小売 5%

140,477 三重県 伊勢市 スヌーピー茶屋　伊勢店 小売業 家具・調度品 5%

140,478 三重県 伊勢市 四馬路　伊勢店 サービス 飲食業 5%

140,479 三重県 伊勢市 誠実屋 小売業 その他小売 5%

140,480 三重県 伊勢市 ２ＮＤ 小売業 衣料品 5%

140,481 三重県 伊勢市 勢乃國屋外宮前店 小売業 家具・調度品 5%

140,482 三重県 伊勢市 勢乃國屋内宮前店 小売業 家具・調度品 5%

140,483 三重県 伊勢市 千の杜 サービス 宿泊業 5%

140,484 三重県 伊勢市 大黒 小売業 その他小売 5%

140,485 三重県 伊勢市 醍醐真珠 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,486 三重県 伊勢市 ダイニング＆バー　フラテッロ サービス 飲食業 5%

140,487 三重県 伊勢市 大八よろず商品店 小売業 食料品 5%

140,488 三重県 伊勢市 タイヤガーデン川本　上地店 小売業 その他小売 5%

140,489 三重県 伊勢市 タイヤガーデン川本　本店 小売業 その他小売 5%

140,490 三重県 伊勢市 陶陶　伊勢店 サービス 飲食業 5%

3347



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

140,491 三重県 伊勢市 匠の一座本店 小売業 食料品 5%

140,492 三重県 伊勢市 鋳金工房 小売業 衣料品 5%

140,493 三重県 伊勢市 有限会社中和倉庫 サービス その他サービス 5%

140,494 三重県 伊勢市 長光花園 小売業 その他小売 5%

140,495 三重県 伊勢市 珍海堂　近鉄宇治山田駅１階売店 小売業 食料品 5%

140,496 三重県 伊勢市 月夜見の座 サービス 宿泊業 5%

140,497 三重県 伊勢市 ＤＰ伊勢 サービス 理容・美容業 5%

140,498 三重県 伊勢市 ＤＰ小俣 サービス 理容・美容業 5%

140,499 三重県 伊勢市 ＤＰミタス伊勢 サービス 理容・美容業 5%

140,500 三重県 伊勢市 鉄板フレンチ　ラ　ターブル　ダキ サービス 飲食業 5%

140,501 三重県 伊勢市 ＴＥＭＡＲＩ サービス 理容・美容業 5%

140,502 三重県 伊勢市 寺子屋本舗　伊勢店 小売業 その他小売 5%

140,503 三重県 伊勢市 陶陶伊勢店 サービス 飲食業 5%

140,504 三重県 伊勢市 ドーファン　イーヴル サービス 飲食業 5%

140,505 三重県 伊勢市 朱の香 サービス 飲食業 5%

140,506 三重県 伊勢市 ドッグスガーデンペスカ サービス 飲食業 5%

140,507 三重県 伊勢市 ドーファン　イーヴル サービス 飲食業 5%

140,508 三重県 伊勢市 Ｔｏｍ　Ｆｏｏｌ サービス 飲食業 5%

140,509 三重県 伊勢市 Tom　Fool サービス 飲食業 5%

140,510 三重県 伊勢市 トヨタレンタリース三重伊勢店 サービス その他サービス 2%

140,511 三重県 伊勢市 トヨタレンタリース三重伊勢宇治山田駅前店 サービス その他サービス 2%

140,512 三重県 伊勢市 トヨナガ サービス 飲食業 5%

140,513 三重県 伊勢市 内宮前　宇治園 小売業 食料品 5%

140,514 三重県 伊勢市 ナカミチ伊勢店 小売業 衣料品 5%

140,515 三重県 伊勢市 ナカミチ小俣店 小売業 衣料品 5%

140,516 三重県 伊勢市 凪家 サービス 飲食業 5%

140,517 三重県 伊勢市 和見 小売業 その他小売 5%

140,518 三重県 伊勢市 ニコマート 小売業 食料品 5%

140,519 三重県 伊勢市 有限会社西井藤吉商店 小売業 その他小売 5%

140,520 三重県 伊勢市 日章館 サービス 宿泊業 5%

140,521 三重県 伊勢市 日宝堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,522 三重県 伊勢市 ニュー上地ＳＳ　中川石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,523 三重県 伊勢市 ＮＥＸＴ－ＯＮＥ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

140,524 三重県 伊勢市 ｎｏｕｓａｇｉｙａ サービス 飲食業 5%

140,525 三重県 伊勢市 野むら製菓舗 小売業 食料品 5%

140,526 三重県 伊勢市 Bar　ALLEY サービス 飲食業 5%

140,527 三重県 伊勢市 白鷹三宅商店 小売業 食料品 5%

140,528 三重県 伊勢市 橋本自動車工業 サービス その他サービス 5%

140,529 三重県 伊勢市 Ｂｕｄ　Ｐａｌｍｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,530 三重県 伊勢市 ＢＵＤＰＡＬＭＳ 小売業 衣料品 5%

140,531 三重県 伊勢市 パートナー 小売業 電化製品 5%

140,532 三重県 伊勢市 花菖蒲 サービス 飲食業 5%
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140,533 三重県 伊勢市 パナ電気 小売業 電化製品 5%

140,534 三重県 伊勢市 浜幸パール 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,535 三重県 伊勢市 浜幸パール　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,536 三重県 伊勢市 浜幸パール　本店 小売業 その他小売 5%

140,537 三重県 伊勢市 美豆Ｂｅａｎｓ サービス 理容・美容業 5%

140,538 三重県 伊勢市 ビジネスホテル羽根　伊勢インター サービス 宿泊業 5%

140,539 三重県 伊勢市 ビジネスホテル山本 サービス 宿泊業 5%

140,540 三重県 伊勢市 美食屋あじへい　一宮大和店 サービス 飲食業 5%

140,541 三重県 伊勢市 美食屋あじへい　扶桑店 サービス 飲食業 5%

140,542 三重県 伊勢市 美食屋あじへい　平和店 サービス 飲食業 5%

140,543 三重県 伊勢市 ひな野伊勢店 サービス 飲食業 5%

140,544 三重県 伊勢市 日の出旅館 サービス 宿泊業 5%

140,545 三重県 伊勢市 美美かつた サービス 理容・美容業 5%

140,546 三重県 伊勢市 美美かつた サービス 理容・美容業 5%

140,547 三重県 伊勢市 百福　伊勢店 サービス 飲食業 5%

140,548 三重県 伊勢市 ビューティーサプライヤー サムアップ サービス 理容・美容業 5%

140,549 三重県 伊勢市 美容室ＲｉｔｏＲｉ サービス 理容・美容業 5%

140,550 三重県 伊勢市 ファインズファルマ　ときわ店 小売業 その他小売 5%

140,551 三重県 伊勢市 ファインズファルマ薬局ときわ店 小売業 その他小売 5%

140,552 三重県 伊勢市 ファッション　あき 小売業 衣料品 5%

140,553 三重県 伊勢市 ファーレ 小売業 衣料品 5%

140,554 三重県 伊勢市 フィッシング遊　伊勢店 小売業 その他小売 5%

140,555 三重県 伊勢市 ｆｅｅｒｉｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

140,556 三重県 伊勢市 ＦＯＬＫＦＯＬＫ サービス その他サービス 5%

140,557 三重県 伊勢市 藤原屋 小売業 家具・調度品 5%

140,558 三重県 伊勢市 二見無線 小売業 電化製品 5%

140,559 三重県 伊勢市 布遊舎　伊勢店 小売業 その他小売 5%

140,560 三重県 伊勢市 ブランカ　スイーツ・ファクトリー 小売業 食料品 5%

140,561 三重県 伊勢市 ブランカシェルレーヌ工房 小売業 食料品 5%

140,562 三重県 伊勢市 西洋創作菓子工房　ｆｌａｎ２ サービス その他サービス 5%

140,563 三重県 伊勢市 FLAVOR 小売業 衣料品 5%

140,564 三重県 伊勢市 ＦＲＡＭＥＳ サービス 理容・美容業 5%

140,565 三重県 伊勢市 プロマーケット　伊勢店 小売業 食料品 5%

140,566 三重県 伊勢市 ヘアー　風薫る サービス 理容・美容業 5%

140,567 三重県 伊勢市 ペーパープラザいせ 小売業 その他小売 5%

140,568 三重県 伊勢市 ＢＶＥ 伊勢小俣店 ー 燃料 ー 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,569 三重県 伊勢市 ベリー小俣店 小売業 食料品 5%

140,570 三重県 伊勢市 ベリー藤里店 小売業 食料品 5%

140,571 三重県 伊勢市 ベリー御園店 小売業 食料品 5%

140,572 三重県 伊勢市 奉花園 小売業 その他小売 5%

140,573 三重県 伊勢市 星出館 サービス 宿泊業 5%

140,574 三重県 伊勢市 ホテルキャロット サービス その他サービス 5%
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140,575 三重県 伊勢市 ホリデー車検イセ 小売業 その他小売 5%

140,576 三重県 伊勢市 マクドナルドイオン伊勢店 サービス 飲食業 2%

140,577 三重県 伊勢市 マクドナルド伊勢店 サービス 飲食業 2%

140,578 三重県 伊勢市 マクドナルド伊勢宮川店 サービス 飲食業 2%

140,579 三重県 伊勢市 マザーフルーツ 小売業 食料品 5%

140,580 三重県 伊勢市 松阪牛肉処力也 サービス 飲食業 5%

140,581 三重県 伊勢市 松阪屋　吸霞園 サービス 宿泊業 5%

140,582 三重県 伊勢市 松田青果センター 小売業 食料品 5%

140,583 三重県 伊勢市 丸二ホテル　伊勢 サービス 宿泊業 5%

140,584 三重県 伊勢市 まるはま サービス 飲食業 5%

140,585 三重県 伊勢市 三重県真珠 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,586 三重県 伊勢市 三重寿庵内宮前店 小売業 家具・調度品 5%

140,587 三重県 伊勢市 三重ダイハツ販売伊勢小俣店 小売業 その他小売 5%

140,588 三重県 伊勢市 三重トヨタ自動車伊勢店 小売業 その他小売 5%

140,589 三重県 伊勢市 三重トヨタ自動車Ｕ－Ｃａｒフィールド伊勢 小売業 その他小売 5%

140,590 三重県 伊勢市 水色レコード 小売業 その他小売 5%

140,591 三重県 伊勢市 三井呉服店 小売業 衣料品 5%

140,592 三重県 伊勢市 光勢屋 サービス 理容・美容業 5%

140,593 三重県 伊勢市 みよしや 小売業 食料品 5%

140,594 三重県 伊勢市 ｍｉｗａ サービス 理容・美容業 5%

140,595 三重県 伊勢市 民宿　ヤマト サービス 宿泊業 5%

140,596 三重県 伊勢市 民宿ヤマト サービス 宿泊業 5%

140,597 三重県 伊勢市 村澤治療院 サービス その他サービス 5%

140,598 三重県 伊勢市 村松ＳＳ　オリエント商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,599 三重県 伊勢市 メガネ赤札堂　伊勢店 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,600 三重県 伊勢市 メガネのマスダ 伊勢西店 小売業 その他小売 5%

140,601 三重県 伊勢市 メガネのマスダ イオン伊勢店 小売業 その他小売 5%

140,602 三重県 伊勢市 メガネのマスダ 伊勢本店 小売業 その他小売 5%

140,603 三重県 伊勢市 メガネのマスダ 伊勢ララパーク店 小売業 その他小売 5%

140,604 三重県 伊勢市 メガネの山中 小売業 その他小売 5%

140,605 三重県 伊勢市 メナードフェイシャルサロンＬｅｆｉｌｒｏｕｇｅ サービス 理容・美容業 5%

140,606 三重県 伊勢市 麺屋壱力本舗　春日井店 サービス 飲食業 5%

140,607 三重県 伊勢市 麺やＢａｒ円?ＭＡＲＵ? 麺やＢａｒ 円?ＭＡＲＵ? サービス 飲食業 5%

140,608 三重県 伊勢市 もぐら企画 サービス その他サービス 5%

140,609 三重県 伊勢市 もしもし君　２３号店 小売業 電化製品 5%

140,610 三重県 伊勢市 ＭｏｔｏＷｏｒｋｓ 小売業 その他小売 5%

140,611 三重県 伊勢市 モリグチ洋装店 小売業 衣料品 5%

140,612 三重県 伊勢市 森下酒店　伊勢神宮前店 小売業 食料品 5%

140,613 三重県 伊勢市 矢形屋 サービス 飲食業 5%

140,614 三重県 伊勢市 焼鳥　にかわ 小売業 食料品 5%

140,615 三重県 伊勢市 焼肉　杏 サービス 飲食業 5%

140,616 三重県 伊勢市 山本電気　ＴＯＷＮ２３ 小売業 電化製品 5%
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140,617 三重県 伊勢市 やわらの湯　まるや サービス 宿泊業 5%

140,618 三重県 伊勢市 やわらの湯まるや サービス その他サービス 5%

140,619 三重県 伊勢市 有限会社　伊勢太陽自動車 サービス 運輸業 5%

140,620 三重県 伊勢市 有限会社アイ エム電化 小売業 電化製品 5%

140,621 三重県 伊勢市 有限会社イマデン 小売業 電化製品 5%

140,622 三重県 伊勢市 有限会社河俣電機 小売業 電化製品 5%

140,623 三重県 伊勢市 ［ＨＣ］有限会社ステップ２１ＩＳＥ 小売業 電化製品 5%

140,624 三重県 伊勢市 有　南勢雑貨商事　ギフトショップなんせい　叙勲褒章の三重専門店なんせい 小売業 その他小売 5%

140,625 三重県 伊勢市 遊膳　伊勢店 小売業 その他小売 5%

140,626 三重県 伊勢市 ＢｅａｕｔｙＷａｎｄ サービス 理容・美容業 5%

140,627 三重県 伊勢市 ユメビトハウス サービス 宿泊業 5%

140,628 三重県 伊勢市 洋風ダイニングバー町家バル サービス 飲食業 5%

140,629 三重県 伊勢市 洋服直し リフォーム Ｈａｎａ ベリー小俣店 サービス その他サービス 5%

140,630 三重県 伊勢市 Ｒａｂｂｉｔ伊勢中央店 サービス その他サービス 5%

140,631 三重県 伊勢市 ランコントレ千代 サービス 理容・美容業 5%

140,632 三重県 伊勢市 リボルト伊勢 サービス その他サービス 5%

140,633 三重県 伊勢市 料理居酒屋いっしん サービス 飲食業 5%

140,634 三重県 伊勢市 料理旅館おく文 サービス 宿泊業 5%

140,635 三重県 伊勢市 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　整体　Ｂａｓｅ　Ｃａｒｅ サービス その他サービス 5%

140,636 三重県 伊勢市 リラクゼーション時楽 サービス その他サービス 5%

140,637 三重県 伊勢市 ＪＭ／リンバ　クロントン 小売業 衣料品 5%

140,638 三重県 伊勢市 ＲＩＭＢＡ－ＫＥＲＯＮＴＯＮＧ 小売業 その他小売 5%

140,639 三重県 伊勢市 ルイスヘアーラボ サービス 理容・美容業 5%

140,640 三重県 伊勢市 レストラン　勾玉亭　レストラン勾玉亭 サービス 飲食業 5%

140,641 三重県 伊勢市 レストラン・ル・バンボッシュ サービス 飲食業 5%

140,642 三重県 伊勢市 レストラン勾玉亭 サービス 飲食業 5%

140,643 三重県 伊勢市 レディア伊勢 サービス その他サービス 5%

140,644 三重県 伊勢市 和牛石アミ焼肉　たまちゃん サービス 飲食業 5%

140,645 三重県 伊勢市 和牛石アミ焼肉　たまちゃん　和牛石アミ焼肉　たまちゃん サービス 飲食業 5%

140,646 三重県 伊勢市 和食処　魚勘 サービス 飲食業 5%

140,647 三重県 伊勢市 度会橋ＳＳ　オリエント商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,648 三重県 伊勢市 わらしべ　あけの店 サービス 飲食業 5%

140,649 三重県 伊勢市 わらじや サービス 飲食業 5%

140,650 三重県 いなべ市 青川峡キャンピングパーク サービス 宿泊業 5%

140,651 三重県 いなべ市 阿下喜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,652 三重県 いなべ市 アルファンいなべＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,653 三重県 いなべ市 セブン－イレブンいなべ阿下喜駅前店 小売業 食料品 2%

140,654 三重県 いなべ市 セブン－イレブンいなべ石榑南店 小売業 食料品 2%

140,655 三重県 いなべ市 員弁ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,656 三重県 いなべ市 セブン－イレブンいなべ大泉店 小売業 食料品 2%

140,657 三重県 いなべ市 セブン－イレブンいなべ瀬木店 小売業 食料品 2%

140,658 三重県 いなべ市 セブン－イレブンいなべ平古店 小売業 食料品 2%
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140,659 三重県 いなべ市 御菓子處 松乃屋 小売業 食料品 5%

140,660 三重県 いなべ市 キッチュエビオいなべ 小売業 食料品 5%

140,661 三重県 いなべ市 日下病院売店 小売業 その他小売 5%

140,662 三重県 いなべ市 彩電館　たかはし 小売業 電化製品 5%

140,663 三重県 いなべ市 彩電館たなか 小売業 電化製品 5%

140,664 三重県 いなべ市 自然食　千とせ サービス 飲食業 5%

140,665 三重県 いなべ市 新角屋 小売業 食料品 5%

140,666 三重県 いなべ市 スリ－レイクスカントリ－クラブ サービス その他サービス 5%

140,667 三重県 いなべ市 だいあん動物病院 サービス その他サービス 5%

140,668 三重県 いなべ市 だいあん動物病院 サービス その他サービス 5%

140,669 三重県 いなべ市 ダイハツ三重いなべ店 小売業 その他小売 5%

140,670 三重県 いなべ市 ＰｉｎｅＰｉｔ本社 小売業 その他小売 5%

140,671 三重県 いなべ市 博多ラーメン半蔵 サービス 飲食業 5%

140,672 三重県 いなべ市 ＨＩＳＨＩＫＩ　ＷＯＲＫＳ サービス その他サービス 5%

140,673 三重県 いなべ市 フィッシング サンクチュアリ サービス その他サービス 5%

140,674 三重県 いなべ市 フードショップテル 小売業 その他小売 5%

140,675 三重県 いなべ市 フレイトレシピ フレイトレシピ 小売業 食料品 5%

140,676 三重県 いなべ市 ペコリスコーン 小売業 食料品 5%

140,677 三重県 いなべ市 北勢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,678 三重県 いなべ市 有限会社山田トラクター サービス その他サービス 5%

140,679 三重県 いなべ市 ユートイン 小売業 食料品 5%

140,680 三重県 いなべ市 ユミヤ家具 小売業 家具・調度品 5%

140,681 三重県 いなべ市 洋食屋ＳＡＫＵＲＡ サービス 飲食業 5%

140,682 三重県 大台町 イタリア料理 ｉｌ Ｖｉｖｏ サービス 飲食業 5%

140,683 三重県 大台町 ｃａｆｅ．ｍｕｋｕ サービス 飲食業 5%

140,684 三重県 大台町 彩電館　よしだ 小売業 電化製品 5%

140,685 三重県 大台町 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　３５０８４０９３ 小売業 その他小売 5%

140,686 三重県 大台町 高山時計メガネ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,687 三重県 大台町 ｎｉｊｉｉｒｏ 小売業 家具・調度品 5%

140,688 三重県 大台町 ホーリーポット栃原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,689 三重県 大台町 前田農機 小売業 その他小売 5%

140,690 三重県 大台町 丸文宮川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,691 三重県 大台町 三瀬谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,692 三重県 大台町 有限会社ヨタニ自動車販売 サービス その他サービス 5%

140,693 三重県 大台町 ワークトップ栃原 小売業 衣料品 5%

140,694 三重県 尾鷲市 株式会社　アクイール 小売業 衣料品 5%

140,695 三重県 尾鷲市 ウィズ・ユー　本部門 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

140,696 三重県 尾鷲市 ウィズユー　メガネ部門 小売業 その他小売 5%

140,697 三重県 尾鷲市 ＥｓｔｈｅｔｉｃＢｌｕｅＨｅａｖｅｎ サービス 理容・美容業 5%

140,698 三重県 尾鷲市 ＦＬＳパーティハウス　尾鷲店 小売業 衣料品 5%

140,699 三重県 尾鷲市 おわせＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,700 三重県 尾鷲市 尾　鷲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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140,701 三重県 尾鷲市 尾鷲海岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,702 三重県 尾鷲市 尾鷲国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,703 三重県 尾鷲市 尾鷲ゴム工業所 小売業 その他小売 5%

140,704 三重県 尾鷲市 尾鷲中川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,705 三重県 尾鷲市 梶賀コーポレーション 小売業 食料品 5%

140,706 三重県 尾鷲市 彩電館やまもと 小売業 電化製品 5%

140,707 三重県 尾鷲市 佐々木呉服店 小売業 衣料品 5%

140,708 三重県 尾鷲市 主婦の店サンバースト 小売業 食料品 5%

140,709 三重県 尾鷲市 主婦の店せぎやま店 小売業 食料品 5%

140,710 三重県 尾鷲市 主婦の店セントラルマーケット 小売業 食料品 5%

140,711 三重県 尾鷲市 世古米穀店 小売業 食料品 5%

140,712 三重県 尾鷲市 ソフトバンク　尾鷲 小売業 電化製品 5%

140,713 三重県 尾鷲市 ドコモサイト　ムーバレンタル尾鷲 小売業 電化製品 5%

140,714 三重県 尾鷲市 長野印章有限会社 小売業 その他小売 5%

140,715 三重県 尾鷲市 中平鈑金 サービス その他サービス 5%

140,716 三重県 尾鷲市 ナカミチ尾鷲店 小売業 衣料品 5%

140,717 三重県 尾鷲市 ニューライフ　ツチヤ 小売業 衣料品 5%

140,718 三重県 尾鷲市 ニューライフ　ツチヤ 小売業 衣料品 5%

140,719 三重県 尾鷲市 濱周商事　本社 サービス その他サービス 5%

140,720 三重県 尾鷲市 ビジネスホテルフェニックス サービス 宿泊業 5%

140,721 三重県 尾鷲市 美容室リラックスヘア サービス 理容・美容業 5%

140,722 三重県 尾鷲市 マクドナルド４２号尾鷲店 サービス 飲食業 2%

140,723 三重県 尾鷲市 三重ダイハツ販売尾鷲店 小売業 その他小売 5%

140,724 三重県 尾鷲市 三重トヨタ自動車尾鷲店 小売業 その他小売 5%

140,725 三重県 尾鷲市 三木里ＳＳ　上岡 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,726 三重県 尾鷲市 レストラン三紀 サービス 飲食業 5%

140,727 三重県 亀山市 ｎａｉｌ．ａｋｕｎ サービス 理容・美容業 5%

140,728 三重県 亀山市 アツミメガネ　亀山エコー店 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,729 三重県 亀山市 一号舘　井田川店 小売業 食料品 5%

140,730 三重県 亀山市 岩田油店　ニューカメヤマ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,731 三重県 亀山市 うっしっし?　亀山エコー店 サービス 飲食業 5%

140,732 三重県 亀山市 ＥｎｅＪｅｔ亀山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,733 三重県 亀山市 お顔そりるーむＳＵＨＡＤＡ サービス 理容・美容業 5%

140,734 三重県 亀山市 御食事処千元 サービス 飲食業 5%

140,735 三重県 亀山市 亀山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,736 三重県 亀山市 セブン－イレブン亀山菅内町店 小売業 食料品 2%

140,737 三重県 亀山市 亀山スポーツ 小売業 その他小売 5%

140,738 三重県 亀山市 亀山第一ホテル サービス 宿泊業 5%

140,739 三重県 亀山市 セブン－イレブン亀山羽若町店 小売業 食料品 2%

140,740 三重県 亀山市 セブン－イレブン亀山東御幸町店 小売業 食料品 2%

140,741 三重県 亀山市 亀山みずほ台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,742 三重県 亀山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋名阪関インター店 サービス 飲食業 2%
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140,743 三重県 亀山市 きびの桃太郎 サービス 飲食業 5%

140,744 三重県 亀山市 京屋 サービス 飲食業 5%

140,745 三重県 亀山市 小菅自動車 サービス その他サービス 5%

140,746 三重県 亀山市 彩電館　かわと 小売業 電化製品 5%

140,747 三重県 亀山市 彩電館みつぼし 小売業 電化製品 5%

140,748 三重県 亀山市 彩電館みつぼし　リフォームサービス　彩電館みつぼし 小売業 電化製品 5%

140,749 三重県 亀山市 サンモーターダイハツショップカメヤマ 小売業 その他小売 5%

140,750 三重県 亀山市 しぼりや 小売業 衣料品 5%

140,751 三重県 亀山市 ＳＨＯＷＹＡ サービス 理容・美容業 5%

140,752 三重県 亀山市 白熊ラーメン　白熊ラーメン　亀山本店 サービス 飲食業 5%

140,753 三重県 亀山市 スーパーサンシ　亀山エコー店 小売業 食料品 5%

140,754 三重県 亀山市 Ｓｔｙｌｅ　Ｇａｒａｇｅ　Ｓｔｙｌｅ　Ｇａｒａｇｅ 小売業 その他小売 5%

140,755 三重県 亀山市 生甘堂　生甘堂 小売業 食料品 5%

140,756 三重県 亀山市 関町ＳＳ有限会社片山石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,757 三重県 亀山市 惣菜屋Ｖｉｎｃｕｌｏビンクロ お惣菜 ビンクロ サービス 飲食業 5%

140,758 三重県 亀山市 高村書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

140,759 三重県 亀山市 中国名菜しらかわ サービス 飲食業 5%

140,760 三重県 亀山市 ＤＰ亀山みずほ台 サービス 理容・美容業 5%

140,761 三重県 亀山市 テニスラウンジ亀山 サービス その他サービス 5%

140,762 三重県 亀山市 ＤｏｇＣａｆｅぽ庵 サービス 飲食業 5%

140,763 三重県 亀山市 トヨダカメラエコー店　トヨダカメラエコー店 サービス その他サービス 5%

140,764 三重県 亀山市 トラットリアイルテルノ サービス 飲食業 5%

140,765 三重県 亀山市 菜の花動物病院 サービス その他サービス 5%

140,766 三重県 亀山市 はら動物病院 サービス その他サービス 5%

140,767 三重県 亀山市 美装舎 サービス その他サービス 5%

140,768 三重県 亀山市 フーズアイランド関店 小売業 食料品 5%

140,769 三重県 亀山市 ブティック　スイッチ 小売業 衣料品 5%

140,770 三重県 亀山市 ヘアースタジオ　スエザキ　ヘアースタジオ　スエザキ サービス 理容・美容業 5%

140,771 三重県 亀山市 マクドナルド３０６亀山店 サービス 飲食業 2%

140,772 三重県 亀山市 むかい サービス 飲食業 5%

140,773 三重県 亀山市 名阪関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,774 三重県 亀山市 メルビー亀山店 小売業 食料品 5%

140,775 三重県 亀山市 焼肉じゅうじゅう　百 サービス 飲食業 5%

140,776 三重県 亀山市 ＹＯＵＲＳハヤシ亀山店 小売業 電化製品 5%

140,777 三重県 亀山市 有　今村石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,778 三重県 亀山市 有限会社　三谷モータース サービス その他サービス 5%

140,779 三重県 亀山市 遊食倶楽部　文明館 サービス 宿泊業 5%

140,780 三重県 亀山市 ＹＯＳＡＰＡＲＫハーブルーム亀山 サービス 理容・美容業 5%

140,781 三重県 亀山市 Ｌａｐｉｓ サービス 理容・美容業 5%

140,782 三重県 亀山市 里羅 小売業 衣料品 5%

140,783 三重県 亀山市 ローモンドＣＣ サービス その他サービス 5%

140,784 三重県 亀山市 わたせい　亀山店 小売業 衣料品 5%
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140,785 三重県 川越町 Ａｉｌｅｓ　Ｂｒａｎｃｈｅｓ（エルブランシェ） サービス 理容・美容業 5%

140,786 三重県 川越町 おかきや 小売業 食料品 5%

140,787 三重県 川越町 川越 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,788 三重県 川越町 川越自動車学校 サービス その他サービス 5%

140,789 三重県 川越町 革屋Ｍａｒｖｙ 小売業 衣料品 5%

140,790 三重県 川越町 木村動物病院 サービス その他サービス 5%

140,791 三重県 川越町 合資会社　共和モータース サービス その他サービス 5%

140,792 三重県 川越町 スーパーサンシ　みえ川越インター店 小売業 食料品 5%

140,793 三重県 川越町 ＳＴＥＰ 小売業 衣料品 5%

140,794 三重県 川越町 ストックハウス 小売業 電化製品 5%

140,795 三重県 川越町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ富洲原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,796 三重県 川越町 トミス亭 サービス 飲食業 5%

140,797 三重県 川越町 富州原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,798 三重県 川越町 とも舎 サービス 飲食業 5%

140,799 三重県 川越町 マルヒロ　川越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,800 三重県 川越町 Ｍｏｔｔｏ ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ 豊田一色店２ サービス その他サービス 5%

140,801 三重県 川越町 焼肉レストラントミスミート サービス 飲食業 5%

140,802 三重県 木曽岬町 キャットシッターねこのて サービス その他サービス 5%

140,803 三重県 木曽岬町 佐藤石油店　木曽岬ＴＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,804 三重県 木曽岬町 三栄でんき　モリ 小売業 電化製品 5%

140,805 三重県 木曽岬町 日乃出屋菓子店 小売業 食料品 5%

140,806 三重県 木曽岬町 ファミリーショップイトウ 小売業 その他小売 5%

140,807 三重県 木曽岬町 モリテン 小売業 電化製品 5%

140,808 三重県 紀宝町 出光大新鵜殿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,809 三重県 紀宝町 紀南居酒屋しん サービス 飲食業 5%

140,810 三重県 紀宝町 紀南居酒屋しん サービス 飲食業 5%

140,811 三重県 紀宝町 ｋｓｇｉｎｚａ サービス 理容・美容業 5%

140,812 三重県 紀宝町 主婦の店パシフィックマーケット 小売業 食料品 5%

140,813 三重県 紀宝町 手作りケーキとランチのお店ひふみ サービス 飲食業 5%

140,814 三重県 紀宝町 ハッピー弁当 小売業 食料品 5%

140,815 三重県 紀宝町 ビジネスホテルＡｌｉｎｅサンライト サービス その他サービス 5%

140,816 三重県 紀北町 相賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,817 三重県 紀北町 ウィズユー　紀伊長島店 小売業 その他小売 5%

140,818 三重県 紀北町 太田屋　太田屋製菓舗 小売業 食料品 5%

140,819 三重県 紀北町 Ｋ２８ サービス その他サービス 5%

140,820 三重県 紀北町 熊野古道紀北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,821 三重県 紀北町 彩電館　タニ 小売業 電化製品 5%

140,822 三重県 紀北町 島原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,823 三重県 紀北町 主婦の店相賀店 小売業 食料品 5%

140,824 三重県 紀北町 主婦の店長島店 小売業 食料品 5%

140,825 三重県 紀北町 地球着 小売業 衣料品 5%

140,826 三重県 紀北町 ナカミチ長島店 小売業 衣料品 5%
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140,827 三重県 紀北町 ＮＡＴＵＲＥ　ＴＨＩＮＧ 小売業 食料品 5%

140,828 三重県 紀北町 パーティハウス　紀伊長島店 小売業 衣料品 5%

140,829 三重県 紀北町 ハロービジョンシステム 小売業 電化製品 5%

140,830 三重県 紀北町 ホテル季の座） サービス 宿泊業 5%

140,831 三重県 紀北町 三浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,832 三重県 紀北町 海山インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,833 三重県 紀北町 森川自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

140,834 三重県 紀北町 ＹＯＵＲＳ　なかむら 小売業 電化製品 5%

140,835 三重県 紀北町 有　ひぐち文具店 小売業 その他小売 5%

140,836 三重県 紀北町 料理民宿ささき サービス 宿泊業 5%

140,837 三重県 紀北町 旅館 紀の國 サービス 宿泊業 5%

140,838 三重県 熊野市 有馬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,839 三重県 熊野市 有馬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,840 三重県 熊野市 井　戸　ＳＳ　松田 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,841 三重県 熊野市 ＦＬＳパーティハウス　熊野店 小売業 衣料品 5%

140,842 三重県 熊野市 かたおか書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

140,843 三重県 熊野市 かだす亭 サービス 飲食業 5%

140,844 三重県 熊野市 熊野国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,845 三重県 熊野市 ケーキ夢工房　菓子の樹　ケーキ夢工房菓子の樹 小売業 食料品 5%

140,846 三重県 熊野市 ケーキ夢工房菓子の樹 小売業 食料品 5%

140,847 三重県 熊野市 五郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,848 三重県 熊野市 芝園電気店 小売業 電化製品 5%

140,849 三重県 熊野市 下岡精肉店 下岡精肉店熊野店 小売業 食料品 5%

140,850 三重県 熊野市 主婦の店熊野店 小売業 食料品 5%

140,851 三重県 熊野市 すまいるしーど サービス 飲食業 5%

140,852 三重県 熊野市 ＳＢＣＣ サービス その他サービス 5%

140,853 三重県 熊野市 そば処福美　そば処福美 サービス 飲食業 5%

140,854 三重県 熊野市 トギヤ 小売業 電化製品 5%

140,855 三重県 熊野市 ナカミチ熊野店 小売業 衣料品 5%

140,856 三重県 熊野市 農家民宿マウントホイロ サービス 宿泊業 5%

140,857 三重県 熊野市 ビジネスホテル　河上 サービス 宿泊業 5%

140,858 三重県 熊野市 ビジネスホテル　河上 サービス 宿泊業 5%

140,859 三重県 熊野市 ビジネスホテル七里ヶ浜 サービス 宿泊業 5%

140,860 三重県 熊野市 ビジネス旅館潮音 サービス 宿泊業 5%

140,861 三重県 熊野市 美容室ーＫＥＮ’Ｓーケインズ サービス 理容・美容業 5%

140,862 三重県 熊野市 ぷちショップ　ワインハウスモリオカ 小売業 食料品 5%

140,863 三重県 熊野市 フローラ 小売業 その他小売 5%

140,864 三重県 熊野市 ヘア＆メイク　ラ・ミューゼ サービス 理容・美容業 5%

140,865 三重県 熊野市 Ｐｅｔ　Ｓａｌｏｎ　ＶｉＳＨ　Ｐｅｔ　Ｓａｌｏｎ　ＶｉＳＨ サービス その他サービス 5%

140,866 三重県 熊野市 ｈｏｔｅｌｎｏｎｎｏ サービス その他サービス 5%

140,867 三重県 熊野市 みはらし亭 サービス 宿泊業 5%

140,868 三重県 熊野市 向井ふとん店 小売業 家具・調度品 5%
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140,869 三重県 熊野市 有限会社　嶋勇 小売業 その他小売 5%

140,870 三重県 熊野市 わがらん家　海 サービス 宿泊業 5%

140,871 三重県 桑名市 ｉＰｈｏｎｅリペアショップ サービス その他サービス 5%

140,872 三重県 桑名市 アオキーズ・ピザ　桑名店 小売業 食料品 5%

140,873 三重県 桑名市 青木記念病院売店 小売業 その他小売 5%

140,874 三重県 桑名市 赤ちゃんデパート水谷　桑名本店 小売業 衣料品 5%

140,875 三重県 桑名市 赤ちゃんデパート水谷　七和店 小売業 衣料品 5%

140,876 三重県 桑名市 赤札堂　桑名店 小売業 貴金属・服飾品 5%

140,877 三重県 桑名市 ＡｑｕａＲｅｇｅ サービス 理容・美容業 5%

140,878 三重県 桑名市 味の里　小川 サービス 飲食業 5%

140,879 三重県 桑名市 Ａｂｅｌ 小売業 衣料品 5%

140,880 三重県 桑名市 ａｒｏｍａ?ｄｅ?ｎｅｕｔｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

140,881 三重県 桑名市 ＡＲＯＭＡｄｅふるふぃ サービス 理容・美容業 5%

140,882 三重県 桑名市 ＡＮＴＯＭ　ＳＩＤＥ　桑名本店 小売業 衣料品 5%

140,883 三重県 桑名市 ｉｇｌｏｏ サービス 飲食業 5%

140,884 三重県 桑名市 伊勢大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,885 三重県 桑名市 磯音 小売業 食料品 5%

140,886 三重県 桑名市 一号舘　江場店 小売業 食料品 5%

140,887 三重県 桑名市 一号舘　桑名駅西店 小売業 食料品 5%

140,888 三重県 桑名市 一号舘　長島店 小売業 食料品 5%

140,889 三重県 桑名市 一号舘　西別所店 小売業 食料品 5%

140,890 三重県 桑名市 一号舘　日進店 小売業 食料品 5%

140,891 三重県 桑名市 Ｉｃｈｉｇｏｋａｎ＋ＰＬＵＳ　桑名陽だまり店 小売業 食料品 5%

140,892 三重県 桑名市 一夢庵 サービス 飲食業 5%

140,893 三重県 桑名市 出光プリテール多度ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,894 三重県 桑名市 ＶＡＮ　ＣＯＵＮＣＩＬ　桑名店 サービス 理容・美容業 5%

140,895 三重県 桑名市 ＶＡＮ　ＣＯＵＮＣＩＬ　桜店 サービス 理容・美容業 5%

140,896 三重県 桑名市 ＶｉＶｉ桑名店 サービス 理容・美容業 5%

140,897 三重県 桑名市 Ｗｉｓｈ Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

140,898 三重県 桑名市 上田染工 小売業 その他小売 5%

140,899 三重県 桑名市 魚常 小売業 食料品 5%

140,900 三重県 桑名市 ウサキッズ 小売業 その他小売 5%

140,901 三重県 桑名市 内山ラジオ店 小売業 電化製品 5%

140,902 三重県 桑名市 うなぎ新城 サービス 飲食業 5%

140,903 三重県 桑名市 海川商事 小売業 衣料品 5%

140,904 三重県 桑名市 エステティックサロンｌａｐｌａｎｅｔ サービス 理容・美容業 5%

140,905 三重県 桑名市 エディオン大山田店 小売業 電化製品 2%

140,906 三重県 桑名市 ＥｎｅＪｅｔ桑名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,907 三重県 桑名市 ＥｎｅＪｅｔ長島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,908 三重県 桑名市 えびす亭 サービス 飲食業 5%

140,909 三重県 桑名市 Ｆ☆ＭＡＲＴ多度店 小売業 食料品 5%

140,910 三重県 桑名市 Ｆ１マート桑名陽だまり店 小売業 食料品 5%
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140,911 三重県 桑名市 エムステップ七里 小売業 電化製品 5%

140,912 三重県 桑名市 Ｍ－ＳＴＥＰ七里 小売業 電化製品 5%

140,913 三重県 桑名市 ａｉｍｅｒｆｅｅｌイオンモール桑名店 小売業 衣料品 5%

140,914 三重県 桑名市 オーガニックくわな 小売業 食料品 5%

140,915 三重県 桑名市 オ－トオアシス長島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,916 三重県 桑名市 オートオアシス長島セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,917 三重県 桑名市 大山田動物病院 サービス その他サービス 5%

140,918 三重県 桑名市 御菓子司　保々屋 小売業 その他小売 5%

140,919 三重県 桑名市 御菓子司　保々屋　寺町店 小売業 その他小売 5%

140,920 三重県 桑名市 御菓子処長島万寿園 小売業 その他小売 5%

140,921 三重県 桑名市 お食事処　戎 サービス 飲食業 5%

140,922 三重県 桑名市 お宝市番館　三重本店 小売業 その他小売 5%

140,923 三重県 桑名市 オリックスレンタカー桑名店 サービス その他サービス 2%

140,924 三重県 桑名市 温活サロン　Ｈｏｔ?ｋｕ サービス その他サービス 5%

140,925 三重県 桑名市 カートワークス ヒグチ 小売業 その他小売 5%

140,926 三重県 桑名市 貝増商店 本店 小売業 食料品 5%

140,927 三重県 桑名市 貝増商店 赤須賀店 小売業 食料品 5%

140,928 三重県 桑名市 カイロプラクティック　ＳＯＵ サービス その他サービス 5%

140,929 三重県 桑名市 蛎塚ＳＳ　有限会社マルミ石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,930 三重県 桑名市 カサイ本店 小売業 家具・調度品 5%

140,931 三重県 桑名市 カツトイン桑名 サービス 理容・美容業 5%

140,932 三重県 桑名市 加藤モータース サービス その他サービス 5%

140,933 三重県 桑名市 加藤モータース　大山田店 サービス その他サービス 5%

140,934 三重県 桑名市 金森サイクル 小売業 その他小売 5%

140,935 三重県 桑名市 かねき商店 小売業 食料品 5%

140,936 三重県 桑名市 株式会社Ｍ＆Ｍトレーディング 小売業 その他小売 5%

140,937 三重県 桑名市 株式会社ナイトレインボー サービス その他サービス 5%

140,938 三重県 桑名市 株式会社ヒューマック サービス その他サービス 5%

140,939 三重県 桑名市 株式会社北勢観光サービス サービス その他サービス 5%

140,940 三重県 桑名市 カメラのアマノ　バロー桑名東店 小売業 電化製品 5%

140,941 三重県 桑名市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋桑名江場店 サービス 飲食業 2%

140,942 三重県 桑名市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋桑名大仲新田店 サービス 飲食業 2%

140,943 三重県 桑名市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋桑名国一店 サービス 飲食業 2%

140,944 三重県 桑名市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋桑名東インター店 サービス 飲食業 2%

140,945 三重県 桑名市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋長島店 サービス 飲食業 2%

140,946 三重県 桑名市 ＫＩＫＩ　ＫｉＫｉ サービス 飲食業 5%

140,947 三重県 桑名市 きもの処　染重　桑名店 小売業 衣料品 5%

140,948 三重県 桑名市 牛角　イオンモール桑名店 サービス 飲食業 2%

140,949 三重県 桑名市 グランヒル サービス 飲食業 5%

140,950 三重県 桑名市 ｇｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

140,951 三重県 桑名市 桑名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,952 三重県 桑名市 桑名ＳＳ　有限会社増田油店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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140,953 三重県 桑名市 桑名シティホテル サービス 宿泊業 5%

140,954 三重県 桑名市 桑名インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,955 三重県 桑名市 桑名インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,956 三重県 桑名市 桑名営業所 サービス その他サービス 5%

140,957 三重県 桑名市 セブン－イレブン桑名駅西店 小売業 食料品 2%

140,958 三重県 桑名市 セブン－イレブン桑名江場店 小売業 食料品 2%

140,959 三重県 桑名市 桑名大山田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,960 三重県 桑名市 桑名グランドボウル サービス その他サービス 5%

140,961 三重県 桑名市 セブン－イレブン桑名坂井橋店 小売業 食料品 2%

140,962 三重県 桑名市 セブン－イレブン桑名城山台店 小売業 食料品 2%

140,963 三重県 桑名市 桑名スポーツ　本店 小売業 その他小売 5%

140,964 三重県 桑名市 セブン－イレブン桑名外堀店 小売業 食料品 2%

140,965 三重県 桑名市 セブン－イレブン桑名大福店 小売業 食料品 2%

140,966 三重県 桑名市 セブン－イレブン桑名多度下野代店 小売業 食料品 2%

140,967 三重県 桑名市 セブン－イレブン桑名多度町香取店 小売業 食料品 2%

140,968 三重県 桑名市 セブン－イレブン桑名中央町店 小売業 食料品 2%

140,969 三重県 桑名市 セブン－イレブン桑名長島町中央通り店 小売業 食料品 2%

140,970 三重県 桑名市 セブン－イレブン桑名長島町又木店 小売業 食料品 2%

140,971 三重県 桑名市 桑名八間通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,972 三重県 桑名市 九華はちみつ 小売業 食料品 5%

140,973 三重県 桑名市 セブン－イレブン桑名広見ヶ丘店 小売業 食料品 2%

140,974 三重県 桑名市 セブン－イレブン桑名益生店 小売業 食料品 2%

140,975 三重県 桑名市 けい動物クリニック サービス その他サービス 5%

140,976 三重県 桑名市 小貝須ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,977 三重県 桑名市 ＣＯＣＯ桑名店 サービス 理容・美容業 5%

140,978 三重県 桑名市 （株）小林結納店 サービス その他サービス 5%

140,979 三重県 桑名市 Ｃｏｍｆｏｒｔ　Ｍａｒｔ 小売業 家具・調度品 5%

140,980 三重県 桑名市 雑貨屋イリケ 小売業 家具・調度品 5%

140,981 三重県 桑名市 サロン　チャーム　エステ サービス 理容・美容業 5%

140,982 三重県 桑名市 茶輪 サービス 飲食業 5%

140,983 三重県 桑名市 三栄でんき　イトウ 小売業 電化製品 5%

140,984 三重県 桑名市 三栄でんき　ヒシキ 小売業 電化製品 5%

140,985 三重県 桑名市 三栄でんき　ヤナギダ 小売業 電化製品 5%

140,986 三重県 桑名市 三栄でんきミズタニ 小売業 電化製品 5%

140,987 三重県 桑名市 サンエーコーポレーション 小売業 衣料品 5%

140,988 三重県 桑名市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅサンシパークＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

140,989 三重県 桑名市 サンビシモータース本社 小売業 その他小売 5%

140,990 三重県 桑名市 ＧＥＮＩＥイオンモール桑名 サービス その他サービス 5%

140,991 三重県 桑名市 Ｇ－Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ サービス その他サービス 5%

140,992 三重県 桑名市 ジェームス桑名大山田店 小売業 その他小売 2%

140,993 三重県 桑名市 写真箱桑名店 サービス その他サービス 5%

140,994 三重県 桑名市 写真箱七和店 サービス その他サービス 5%

3359



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

140,995 三重県 桑名市 写真箱陽だまりの丘店 サービス その他サービス 5%

140,996 三重県 桑名市 セブン－イレブンジャズドリーム長島店 小売業 食料品 2%

140,997 三重県 桑名市 純米酒とクラフトビールの上げ馬 サービス その他サービス 5%

140,998 三重県 桑名市 株式会社新光堂 サービス その他サービス 5%

140,999 三重県 桑名市 スイス堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,000 三重県 桑名市 スーパーサンシ　桑名店 小売業 食料品 5%

141,001 三重県 桑名市 スマホ修理　ｉ?ｓｓ本部桑名店 サービス その他サービス 5%

141,002 三重県 桑名市 セオコルニーチェ サービス その他サービス 5%

141,003 三重県 桑名市 瀬古住建 サービス その他サービス 5%

141,004 三重県 桑名市 ｓｏｔ　ｒｏｏｍｓ 小売業 衣料品 5%

141,005 三重県 桑名市 ソフトバンク 桑名駅前 小売業 その他小売 5%

141,006 三重県 桑名市 染と織のやまざき 小売業 衣料品 5%

141,007 三重県 桑名市 第一観光　桑名店 サービス その他サービス 5%

141,008 三重県 桑名市 ダイソウモータース 小売業 その他小売 5%

141,009 三重県 桑名市 大発商会本社 小売業 その他小売 5%

141,010 三重県 桑名市 ダイハツ三重桑名店 小売業 その他小売 5%

141,011 三重県 桑名市 タカハシ理容店 サービス 理容・美容業 5%

141,012 三重県 桑名市 たけの古家 サービス 飲食業 5%

141,013 三重県 桑名市 ｄａ　ｓｅｍｐｒｅ サービス 飲食業 5%

141,014 三重県 桑名市 Ｒ２５８多度ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,015 三重県 桑名市 多度製材 サービス その他サービス 5%

141,016 三重県 桑名市 たどトラベルサロン サービス その他サービス 5%

141,017 三重県 桑名市 タートル桑名店 サービス その他サービス 5%

141,018 三重県 桑名市 Ｔｅａｒｄｒｏｐｓ 小売業 その他小売 5%

141,019 三重県 桑名市 ＤＰ桑名新西方 サービス 理容・美容業 5%

141,020 三重県 桑名市 ＤＰ桑名東 サービス 理容・美容業 5%

141,021 三重県 桑名市 ＴＪ天気予報　１ポ　四日市店 サービス 理容・美容業 5%

141,022 三重県 桑名市 ディーシーティ有限会社 小売業 その他小売 5%

141,023 三重県 桑名市 ＤＤサンシパークＳＳ　ＥＮＥＲＩＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,024 三重県 桑名市 鉄板炙り家　あっちっち　末広店 サービス 飲食業 5%

141,025 三重県 桑名市 鉄板お肉家　あっちっち　本店 サービス 飲食業 5%

141,026 三重県 桑名市 鉄板ｄｉｎｉｎｇ　あっちっち　市役所前店 サービス 飲食業 5%

141,027 三重県 桑名市 テニスラウンジ桑名 サービス その他サービス 5%

141,028 三重県 桑名市 でんきはうす うちやま 小売業 電化製品 5%

141,029 三重県 桑名市 東松電器販売 小売業 電化製品 5%

141,030 三重県 桑名市 東松電器　いとう 小売業 電化製品 5%

141,031 三重県 桑名市 東松電器さかくら 小売業 電化製品 5%

141,032 三重県 桑名市 東松電器はやし 小売業 電化製品 5%

141,033 三重県 桑名市 トヨタレンタリース三重桑名駅前店 サービス その他サービス 2%

141,034 三重県 桑名市 トヨタレンタリース三重桑名江場店 サービス その他サービス 2%

141,035 三重県 桑名市 ｔｒｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

141,036 三重県 桑名市 苗木部　ｂｙ　花ひろばオンライン 小売業 その他小売 5%
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141,037 三重県 桑名市 長島自動車 サービス その他サービス 5%

141,038 三重県 桑名市 長島中央病院売店 小売業 その他小売 5%

141,039 三重県 桑名市 パ－クホテル サービス 宿泊業 5%

141,040 三重県 桑名市 Ｂｏｗ　Ｗｏｗ　桑名店 サービス その他サービス 5%

141,041 三重県 桑名市 八十八屋 小売業 食料品 5%

141,042 三重県 桑名市 はんこ村桑名星川店 小売業 その他小売 5%

141,043 三重県 桑名市 ビジネスホテルビーエル桑名 サービス 宿泊業 5%

141,044 三重県 桑名市 ひだまりの丘動物病院 サービス その他サービス 5%

141,045 三重県 桑名市 びっくりドンキーサンシティ星川 サービス 飲食業 2%

141,046 三重県 桑名市 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｓｕｎｓｅｔ　駅前店 サービス 飲食業 5%

141,047 三重県 桑名市 美容室エテルネル サービス 理容・美容業 5%

141,048 三重県 桑名市 美容室ジュニア サービス 理容・美容業 5%

141,049 三重県 桑名市 蛭川本店 小売業 電化製品 5%

141,050 三重県 桑名市 フィッシング遊　桑名店 小売業 その他小売 5%

141,051 三重県 桑名市 フィレ サービス 飲食業 5%

141,052 三重県 桑名市 ｐｈｏｔｏｓｔｕｄｉｏハナレ サービス その他サービス 5%

141,053 三重県 桑名市 フジタイヤ商会 小売業 その他小売 5%

141,054 三重県 桑名市 プチ ポンレヴェック サービス その他サービス 5%

141,055 三重県 桑名市 Ｉｌ　Ｆａｉｔ　Ｂｅａｕ サービス 飲食業 5%

141,056 三重県 桑名市 仏壇の福井屋　本店 小売業 家具・調度品 5%

141,057 三重県 桑名市 プロポスタ サービス 理容・美容業 5%

141,058 三重県 桑名市 プロマートハヤシ桑名店 小売業 家具・調度品 5%

141,059 三重県 桑名市 ＨＥＡＲ　ＯＦ　ＲＡＮＤＹ サービス その他サービス 5%

141,060 三重県 桑名市 ｈａｉｒｌａｂｏＡｒｓｎｏｖａ サービス 理容・美容業 5%

141,061 三重県 桑名市 ヘアサロン　シマダ サービス 理容・美容業 5%

141,062 三重県 桑名市 平和寿司 サービス 飲食業 5%

141,063 三重県 桑名市 Ｂａｇｅｌ＆Ｃａｆｅ　Ｍａｎｏｎ サービス 飲食業 5%

141,064 三重県 桑名市 ポアブロ サービス 飲食業 5%

141,065 三重県 桑名市 Ｈｏｍｅ　Ｓｔａｇｅ　桑名店 小売業 その他小売 5%

141,066 三重県 桑名市 ホルミシスサロンＭＩＭＯＺＡ桑名店 サービス 理容・美容業 5%

141,067 三重県 桑名市 ＭＡＧしろあり駆除 サービス その他サービス 5%

141,068 三重県 桑名市 ｍａｇｉｃａｌｆｏｏｄ サービス 飲食業 5%

141,069 三重県 桑名市 松岡電気株式会社 小売業 電化製品 5%

141,070 三重県 桑名市 松岡電気株式会社 小売業 電化製品 5%

141,071 三重県 桑名市 まるとＰＡＲＴ２ サービス 飲食業 5%

141,072 三重県 桑名市 三重トヨタ自動車桑名店 小売業 その他小売 5%

141,073 三重県 桑名市 みも座 サービス 飲食業 5%

141,074 三重県 桑名市 ミュ－ジックショップ　ハマダ 小売業 その他小売 5%

141,075 三重県 桑名市 むすび舎 サービス 飲食業 5%

141,076 三重県 桑名市 ムラサキスポーツ　桑名店 小売業 その他小売 5%

141,077 三重県 桑名市 名四桑名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,078 三重県 桑名市 メゾンドミニクドゥーセ 小売業 食料品 5%

3361



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

141,079 三重県 桑名市 餅菓子工房　大黒屋 小売業 食料品 5%

141,080 三重県 桑名市 ｍｏｆｕａｎｄｃｏ． 小売業 その他小売 5%

141,081 三重県 桑名市 焼肉二代目成香園 サービス 飲食業 5%

141,082 三重県 桑名市 有限会社　カトーレンタカー サービス 運輸業 5%

141,083 三重県 桑名市 有限会社 美濃屋伊関酒店 小売業 食料品 5%

141,084 三重県 桑名市 有限会社 明伸 サービス その他サービス 5%

141,085 三重県 桑名市 有限会社加納電気 小売業 電化製品 5%

141,086 三重県 桑名市 有限会社薬局ポケット 小売業 その他小売 5%

141,087 三重県 桑名市 ＵＣＣＯ株式会社 小売業 その他小売 5%

141,088 三重県 桑名市 ＬＡＶＥＮＤＥＲ 小売業 衣料品 5%

141,089 三重県 桑名市 ｌｉｅｎｓｏｌｉｄｅ サービス 理容・美容業 5%

141,090 三重県 桑名市 レインボースポーツ　カートコース サービス その他サービス 5%

141,091 三重県 桑名市 露菴　桑名店 サービス 飲食業 5%

141,092 三重県 桑名市 和なＧＯＮＯＭＩ 小売業 食料品 5%

141,093 三重県 菰野町 一号舘　菰野店 小売業 食料品 5%

141,094 三重県 菰野町 犬のケア用品　キュレット サービス その他サービス 5%

141,095 三重県 菰野町 彩向陽 サービス 宿泊業 5%

141,096 三重県 菰野町 うな忠 サービス 飲食業 5%

141,097 三重県 菰野町 小島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,098 三重県 菰野町 ｃａｆｅ　ｓｎｕｇ サービス 飲食業 5%

141,099 三重県 菰野町 カフェレストラン　スワン サービス 飲食業 5%

141,100 三重県 菰野町 カフェレストラン　スワン サービス 飲食業 5%

141,101 三重県 菰野町 株式会社アクアイグニスアートマネジメント サービス その他サービス 5%

141,102 三重県 菰野町 株　アクア菰野辻農場 小売業 食料品 5%

141,103 三重県 菰野町 カモシカ商店 小売業 その他小売 5%

141,104 三重県 菰野町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋三重菰野町店 サービス 飲食業 2%

141,105 三重県 菰野町 ギャルフィット・リジェイ 小売業 衣料品 5%

141,106 三重県 菰野町 藏之助 サービス 宿泊業 5%

141,107 三重県 菰野町 クラフト石川 サービス その他サービス 5%

141,108 三重県 菰野町 グルーミング　マイスター　フラウヘン サービス その他サービス 5%

141,109 三重県 菰野町 国民宿舎湯の山ロッジ サービス 宿泊業 5%

141,110 三重県 菰野町 ＥｎｅＪｅｔ菰野町神森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,111 三重県 菰野町 セブン－イレブン菰野町神森店 小売業 食料品 2%

141,112 三重県 菰野町 ＥｎｅＪｅｔ菰野町田口新田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,113 三重県 菰野町 セブン－イレブン菰野町千草店 小売業 食料品 2%

141,114 三重県 菰野町 セブン－イレブン菰野町永井店 小売業 食料品 2%

141,115 三重県 菰野町 セブン－イレブン菰野町吉澤店 小売業 食料品 2%

141,116 三重県 菰野町 彩電館　あまかわ 小売業 電化製品 5%

141,117 三重県 菰野町 サクラギミュージック サービス その他サービス 5%

141,118 三重県 菰野町 酒アルコ三重菰野店 小売業 食料品 5%

141,119 三重県 菰野町 佐々木動物病院 サービス その他サービス 5%

141,120 三重県 菰野町 三晃 小売業 その他小売 5%
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141,121 三重県 菰野町 写真箱菰野店 サービス その他サービス 5%

141,122 三重県 菰野町 写真箱サンシ菰野店 サービス その他サービス 5%

141,123 三重県 菰野町 スーパーサンシ　こもの繁盛店 小売業 食料品 5%

141,124 三重県 菰野町 須藤電機 小売業 電化製品 5%

141,125 三重県 菰野町 ＤＰ菰野 サービス 理容・美容業 5%

141,126 三重県 菰野町 テニスラウンジ菰野 サービス その他サービス 5%

141,127 三重県 菰野町 ニッサン石油　カ－ド分 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,128 三重県 菰野町 日本料理茶茶 サービス 飲食業 5%

141,129 三重県 菰野町 ハットリケンチク サービス その他サービス 5%

141,130 三重県 菰野町 ファッションハウス　絵衣夢 小売業 衣料品 5%

141,131 三重県 菰野町 福松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,132 三重県 菰野町 プチ　フラウ 小売業 その他小売 5%

141,133 三重県 菰野町 フラウヘン サービス 飲食業 5%

141,134 三重県 菰野町 ＨＡＩＲＢＯＸ　ひろた サービス 理容・美容業 5%

141,135 三重県 菰野町 ホテル湯の本 サービス 宿泊業 5%

141,136 三重県 菰野町 本家かまどや　菰野ミルクロード店 サービス 飲食業 5%

141,137 三重県 菰野町 マプラスヘアー サービス 理容・美容業 5%

141,138 三重県 菰野町 有限会社林自動車商会　有限会社　林自動車商会 小売業 その他小売 5%

141,139 三重県 菰野町 有限会社堀内農機商事 小売業 その他小売 5%

141,140 三重県 菰野町 ラハイナ 小売業 衣料品 5%

141,141 三重県 菰野町 ランプラッツ　ヘルヘン 小売業 その他小売 5%

141,142 三重県 菰野町 ルクシィ 小売業 その他小売 5%

141,143 三重県 志摩市 安乗ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,144 三重県 志摩市 あのりふぐ料理 まるせい サービス 飲食業 5%

141,145 三重県 志摩市 アミーゴ・ジェイ 小売業 食料品 5%

141,146 三重県 志摩市 磯部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,147 三重県 志摩市 磯部モータース サービス その他サービス 5%

141,148 三重県 志摩市 ｉｃｃｏｍｅ サービス 理容・美容業 5%

141,149 三重県 志摩市 出光和具ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,150 三重県 志摩市 稲葉テレビサ－ビス 小売業 電化製品 5%

141,151 三重県 志摩市 イワジン真珠店 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,152 三重県 志摩市 ヴィラ大王リゾート サービス その他サービス 5%

141,153 三重県 志摩市 海辺のホテル　はな サービス 宿泊業 5%

141,154 三重県 志摩市 ＡｔｏＺ サービス 理容・美容業 5%

141,155 三重県 志摩市 オリックスレンタカー近鉄鵜方駅前店 サービス その他サービス 2%

141,156 三重県 志摩市 カークライエント　シロヤマ サービス その他サービス 5%

141,157 三重県 志摩市 風待ちの湯　福寿荘 サービス 宿泊業 5%

141,158 三重県 志摩市 賢島グランドホテル サービス 宿泊業 5%

141,159 三重県 志摩市 賢島の宿みち潮 サービス 宿泊業 5%

141,160 三重県 志摩市 活鮮旅館　志摩半島 サービス 宿泊業 5%

141,161 三重県 志摩市 ｃａｆｅ ＰａＡｎｉ サービス 飲食業 5%

141,162 三重県 志摩市 かれんヘアメーク かれんヘアメーク サービス 理容・美容業 5%
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141,163 三重県 志摩市 観光農園キャンプ村 サービス その他サービス 5%

141,164 三重県 志摩市 北井電器商会 小売業 電化製品 5%

141,165 三重県 志摩市 京城　鵜方店 サービス 飲食業 5%

141,166 三重県 志摩市 最強の唐揚げ サービス 飲食業 5%

141,167 三重県 志摩市 彩電館サカグチ 小売業 電化製品 5%

141,168 三重県 志摩市 彩電館　ヒルタ 小売業 電化製品 5%

141,169 三重県 志摩市 彩電館ヒルタ サービス その他サービス 5%

141,170 三重県 志摩市 三洋真珠 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,171 三重県 志摩市 株式会社ジップハウス サービス その他サービス 5%

141,172 三重県 志摩市 志摩オートキャンプ場 サービス 宿泊業 5%

141,173 三重県 志摩市 志摩セントラルフューエルコートＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,174 三重県 志摩市 田野上電器 小売業 電化製品 5%

141,175 三重県 志摩市 写真箱阿児店 サービス その他サービス 5%

141,176 三重県 志摩市 真珠工房　真珠の里 サービス その他サービス 5%

141,177 三重県 志摩市 鈴木電器 小売業 電化製品 5%

141,178 三重県 志摩市 スナック 華梨 スナック華梨 サービス 飲食業 5%

141,179 三重県 志摩市 ソフトバンク 鵜方 小売業 その他小売 5%

141,180 三重県 志摩市 大王ＳＳ　有限会社中武石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,181 三重県 志摩市 ＤＰ鵜方 サービス 理容・美容業 5%

141,182 三重県 志摩市 汀渚　ばさら邸 サービス 宿泊業 5%

141,183 三重県 志摩市 ともやま観光ホテル サービス 宿泊業 5%

141,184 三重県 志摩市 鳥新 サービス 飲食業 5%

141,185 三重県 志摩市 中島米穀　有限会社　中島米穀 小売業 食料品 5%

141,186 三重県 志摩市 ナカミチ阿児店 小売業 衣料品 5%

141,187 三重県 志摩市 ニュー退治岬 サービス 宿泊業 5%

141,188 三重県 志摩市 パールセラー 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,189 三重県 志摩市 はいふう サービス 宿泊業 5%

141,190 三重県 志摩市 白楽天 サービス 飲食業 5%

141,191 三重県 志摩市 浜島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,192 三重県 志摩市 浜島中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,193 三重県 志摩市 Ｂ＆Ｂフォレスト志摩 サービス その他サービス 5%

141,194 三重県 志摩市 Ｂ　Ｂフォレスト志摩 サービス 宿泊業 5%

141,195 三重県 志摩市 桧扇荘 サービス 宿泊業 5%

141,196 三重県 志摩市 ビジネスホテル藤 サービス その他サービス 5%

141,197 三重県 志摩市 美食の隠れ家プロヴァンス サービス 宿泊業 5%

141,198 三重県 志摩市 ビストロカフェ綱 サービス 飲食業 5%

141,199 三重県 志摩市 平本真珠 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,200 三重県 志摩市 フィオーレ志摩 サービス 宿泊業 5%

141,201 三重県 志摩市 布施田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,202 三重県 志摩市 プチホテル賢島ハーバー サービス 宿泊業 5%

141,203 三重県 志摩市 船越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,204 三重県 志摩市 プレミアリゾート夕雅　伊勢志摩 サービス 宿泊業 5%
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141,205 三重県 志摩市 プロマーケット　志摩店 小売業 食料品 5%

141,206 三重県 志摩市 美容室　カシア サービス 理容・美容業 5%

141,207 三重県 志摩市 マクドナルドイオン阿児店 サービス 飲食業 2%

141,208 三重県 志摩市 松井真珠店 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,209 三重県 志摩市 マリンロード志摩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,210 三重県 志摩市 まるじん本舗 小売業 食料品 5%

141,211 三重県 志摩市 三重ダイハツ販売志摩鵜方店 小売業 その他小売 5%

141,212 三重県 志摩市 美志磨 小売業 電化製品 5%

141,213 三重県 志摩市 みしま大王店 小売業 電化製品 5%

141,214 三重県 志摩市 みやげ処忠楊　お食事処祭 サービス 飲食業 5%

141,215 三重県 志摩市 ムツミ 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,216 三重県 志摩市 メガネコアテンパク 小売業 その他小売 5%

141,217 三重県 志摩市 餅喜商店 小売業 食料品 5%

141,218 三重県 志摩市 山和フィッシング阿児店 小売業 その他小売 5%

141,219 三重県 志摩市 有限会社オールオート 小売業 その他小売 2%

141,220 三重県 志摩市 有限会社鯨望荘 サービス 宿泊業 5%

141,221 三重県 志摩市 ゆめみらいＷｅｂ サービス その他サービス 5%

141,222 三重県 志摩市 芳カツ亭 サービス 飲食業 5%

141,223 三重県 志摩市 芳森真珠店 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,224 三重県 志摩市 ｌｏｕｎｇｅｗｏｏｄ　ｌｏｕｎｇｅｗｏｏｄ 小売業 その他小売 5%

141,225 三重県 志摩市 ＲＥ楽Ｘ ｍｅｇｏｏｄ サービス その他サービス 5%

141,226 三重県 志摩市 わたせい　阿児店 小売業 衣料品 5%

141,227 三重県 鈴鹿市 ＡＩ　エステティックサロン サービス 理容・美容業 5%

141,228 三重県 鈴鹿市 アイ・ティ・オ－ 小売業 電化製品 5%

141,229 三重県 鈴鹿市 アイデン 小売業 電化製品 5%

141,230 三重県 鈴鹿市 赤ちゃんデパート水谷　鈴鹿店 小売業 衣料品 5%

141,231 三重県 鈴鹿市 赤札堂　鈴鹿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,232 三重県 鈴鹿市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｖｅｒｄｅ白子 サービス 理容・美容業 5%

141,233 三重県 鈴鹿市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｐｌａｔａ鈴鹿 サービス 理容・美容業 5%

141,234 三重県 鈴鹿市 アサオ電器 小売業 電化製品 5%

141,235 三重県 鈴鹿市 旭が丘どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

141,236 三重県 鈴鹿市 朝日楽器 小売業 その他小売 5%

141,237 三重県 鈴鹿市 アスカガラス サービス その他サービス 5%

141,238 三重県 鈴鹿市 東家江島店 サービス 飲食業 5%

141,239 三重県 鈴鹿市 Ａｄｉｉ　ｅｚｕ 小売業 その他小売 5%

141,240 三重県 鈴鹿市 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｃｏｕｒｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

141,241 三重県 鈴鹿市 Ａｎｃｈｏｒ’ｓ　【アンカーズ】 サービス 理容・美容業 5%

141,242 三重県 鈴鹿市 アンフュージョン サービス 飲食業 5%

141,243 三重県 鈴鹿市 居酒屋　き多呂 サービス 飲食業 5%

141,244 三重県 鈴鹿市 石田動物病院 サービス その他サービス 5%

141,245 三重県 鈴鹿市 石田動物病院 サービス その他サービス 5%

141,246 三重県 鈴鹿市 伊勢虎珈琲 サービス 飲食業 5%
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141,247 三重県 鈴鹿市 イソズ電化センター　池田店 小売業 電化製品 5%

141,248 三重県 鈴鹿市 磯津電化センターなご本店 小売業 電化製品 5%

141,249 三重県 鈴鹿市 一輪華 小売業 衣料品 5%

141,250 三重県 鈴鹿市 出光久間田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,251 三重県 鈴鹿市 伊藤電器店 小売業 電化製品 5%

141,252 三重県 鈴鹿市 伊藤陶器 小売業 その他小売 5%

141,253 三重県 鈴鹿市 稲生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,254 三重県 鈴鹿市 稲生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,255 三重県 鈴鹿市 インディゴ サービス 理容・美容業 5%

141,256 三重県 鈴鹿市 ウィズかわきた 小売業 電化製品 5%

141,257 三重県 鈴鹿市 ウィズちかざわ 小売業 電化製品 5%

141,258 三重県 鈴鹿市 ウィズ　よしむら 小売業 電化製品 5%

141,259 三重県 鈴鹿市 ウィズライブ 小売業 電化製品 5%

141,260 三重県 鈴鹿市 ウィズワタナベ旭ヶ丘店 小売業 電化製品 5%

141,261 三重県 鈴鹿市 ヴィナテリ－ア　タルヤス 小売業 その他小売 5%

141,262 三重県 鈴鹿市 ウィリーキッズ 小売業 その他小売 5%

141,263 三重県 鈴鹿市 海の幸　魚長 サービス 飲食業 5%

141,264 三重県 鈴鹿市 江島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,265 三重県 鈴鹿市 エステティックサロンＬｕｃｅｎｔｅ サービス 理容・美容業 5%

141,266 三重県 鈴鹿市 エスパスホームデコア 小売業 家具・調度品 5%

141,267 三重県 鈴鹿市 エスライン サービス その他サービス 5%

141,268 三重県 鈴鹿市 ＦＬＳ　パーティハウス　鈴鹿店 小売業 衣料品 5%

141,269 三重県 鈴鹿市 Ｆ☆ＭＡＲＴサーキット通り店 小売業 食料品 5%

141,270 三重県 鈴鹿市 Ｆ☆ＭＡＲＴ鈴鹿インター店 小売業 食料品 5%

141,271 三重県 鈴鹿市 エムズファクトリー サービス その他サービス 5%

141,272 三重県 鈴鹿市 Ｌ　ｖｅｖｉ サービス 理容・美容業 5%

141,273 三重県 鈴鹿市 大久保電気商会 小売業 電化製品 5%

141,274 三重県 鈴鹿市 おおすぎ 小売業 その他小売 5%

141,275 三重県 鈴鹿市 オートモーティブグレイス サービス その他サービス 5%

141,276 三重県 鈴鹿市 Ｏｋａｏｓｏｒｉ　Ｓｗｅｅｔ　ＴＯＣＯＴＯＣＯＢＯＹ サービス 理容・美容業 5%

141,277 三重県 鈴鹿市 おかげさま　丼丸　鈴鹿住吉店 サービス 飲食業 5%

141,278 三重県 鈴鹿市 おしゃれ泥棒鈴鹿中央店ｐｌｕｓ杉本 サービス 理容・美容業 5%

141,279 三重県 鈴鹿市 ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥＧＲＡＥＳ サービス その他サービス 5%

141,280 三重県 鈴鹿市 オリックスレンタカー近鉄白子駅前店 サービス その他サービス 2%

141,281 三重県 鈴鹿市 オリックスレンタカー鈴鹿店 サービス その他サービス 2%

141,282 三重県 鈴鹿市 温野菜鈴鹿中央通店 サービス 飲食業 2%

141,283 三重県 鈴鹿市 カーファミリーヒグチ サービス その他サービス 5%

141,284 三重県 鈴鹿市 ＣａｒＰｌａｎｎｅｒエンタープライズ サービス その他サービス 5%

141,285 三重県 鈴鹿市 海産物問屋 まるかつ 小売業 食料品 5%

141,286 三重県 鈴鹿市 ｃａｃｔｕｓ 小売業 衣料品 5%

141,287 三重県 鈴鹿市 カシプラ サービス 理容・美容業 5%

141,288 三重県 鈴鹿市 カットハウスＫ’ｓかわきたりよう サービス 理容・美容業 5%
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141,289 三重県 鈴鹿市 カトウ自動車 小売業 その他小売 5%

141,290 三重県 鈴鹿市 鼎舎 サービス 飲食業 5%

141,291 三重県 鈴鹿市 かふぇ工房茶蔵　かふぇ工房　茶　蔵 サービス 飲食業 5%

141,292 三重県 鈴鹿市 株式会社ＨＲＣ サービス その他サービス 5%

141,293 三重県 鈴鹿市 株式会社エヌケイエンタープライズ サービス その他サービス 5%

141,294 三重県 鈴鹿市 株式会社クスハラ自動車ＫＭＧ鈴鹿中央通店 マツダオートザム鈴鹿店 サービス その他サービス 5%

141,295 三重県 鈴鹿市 株式会社幸泉 サービス その他サービス 5%

141,296 三重県 鈴鹿市 （株）サクマデンキ 小売業 電化製品 5%

141,297 三重県 鈴鹿市 株式会社バトルファクトリー 小売業 その他小売 5%

141,298 三重県 鈴鹿市 カラオケクスクス サービス その他サービス 5%

141,299 三重県 鈴鹿市 カラット 小売業 衣料品 5%

141,300 三重県 鈴鹿市 カレーハウス壱番屋鈴鹿玉垣店 サービス 飲食業 2%

141,301 三重県 鈴鹿市 カレーハウス壱番屋鈴鹿三日市店 サービス 飲食業 2%

141,302 三重県 鈴鹿市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋鈴鹿玉垣店 サービス 飲食業 2%

141,303 三重県 鈴鹿市 神戸ダイハツ本社 小売業 その他小売 5%

141,304 三重県 鈴鹿市 きくや スズカエース店 小売業 衣料品 5%

141,305 三重県 鈴鹿市 木田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,306 三重県 鈴鹿市 桐生ふぁーむ 小売業 その他小売 5%

141,307 三重県 鈴鹿市 桐生ふぁ む 桐生ふぁ む 小売業 その他小売 5%

141,308 三重県 鈴鹿市 ＱＵＩＣＫ サービス 理容・美容業 5%

141,309 三重県 鈴鹿市 ネイルサロン　ＱＵＩＣＫ サービス その他サービス 5%

141,310 三重県 鈴鹿市 Ｇｕ・ちょき・ぱぁま サービス 理容・美容業 5%

141,311 三重県 鈴鹿市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ鈴鹿ハンター店 小売業 その他小売 5%

141,312 三重県 鈴鹿市 串桝 サービス 飲食業 5%

141,313 三重県 鈴鹿市 クスハラ自動車　本店 小売業 その他小売 5%

141,314 三重県 鈴鹿市 Ｇｒａｎｚ サービス 理容・美容業 5%

141,315 三重県 鈴鹿市 くわはらでんき 小売業 電化製品 5%

141,316 三重県 鈴鹿市 ＫＭＧ鈴鹿中央通店　営業　マツダオートザム鈴鹿店 サービス その他サービス 5%

141,317 三重県 鈴鹿市 ケーキハウス　エリアント 小売業 食料品 5%

141,318 三重県 鈴鹿市 国府自動車本社 小売業 その他小売 5%

141,319 三重県 鈴鹿市 国立鈴鹿病院売店 小売業 その他小売 5%

141,320 三重県 鈴鹿市 Ｃｏｃｏｎｉｃｏｌｂｙおしゃれ泥棒 サービス 理容・美容業 5%

141,321 三重県 鈴鹿市 Ｃｏｃｏｎｉｃｏｌｂｙおしゃれ泥棒 サービス 理容・美容業 5%

141,322 三重県 鈴鹿市 小林鈑金 サービス その他サービス 5%

141,323 三重県 鈴鹿市 小社ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,324 三重県 鈴鹿市 コンタクトの オプティ 小売業 その他小売 5%

141,325 三重県 鈴鹿市 近藤モータース サービス その他サービス 5%

141,326 三重県 鈴鹿市 サイクルショップ サカザキ 小売業 その他小売 5%

141,327 三重県 鈴鹿市 彩電館サンケ― 小売業 電化製品 5%

141,328 三重県 鈴鹿市 彩電館にしかわ 小売業 電化製品 5%

141,329 三重県 鈴鹿市 彩電館　へいわむせん 小売業 電化製品 5%

141,330 三重県 鈴鹿市 ざうお鈴鹿店 サービス 飲食業 5%
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141,331 三重県 鈴鹿市 Ｓｏｎｎｙ　Ｂｏｙ　Ｊｉｔｅｎｓｈａ 小売業 その他小売 5%

141,332 三重県 鈴鹿市 Ｓｏｎｎｙ Ｂｏｙ Ｊｉｔｅｎｓｈａ 小売業 その他小売 5%

141,333 三重県 鈴鹿市 有限会社さのや 小売業 衣料品 5%

141,334 三重県 鈴鹿市 サンパル住吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,335 三重県 鈴鹿市 サンモーター本社 小売業 その他小売 5%

141,336 三重県 鈴鹿市 ＣＹＡＮ サービス 理容・美容業 5%

141,337 三重県 鈴鹿市 Ｓｅａ　ｙａ サービス 理容・美容業 5%

141,338 三重県 鈴鹿市 写真箱玉垣店 サービス その他サービス 5%

141,339 三重県 鈴鹿市 写真箱マックスバリュ鈴鹿 サービス その他サービス 5%

141,340 三重県 鈴鹿市 シャディ　イナトウ　鈴鹿店 小売業 その他小売 5%

141,341 三重県 鈴鹿市 ジャンジャン焼　天草 サービス 飲食業 5%

141,342 三重県 鈴鹿市 旬菜創作ダイニングＩＣＨＩＧＯ ＩＣＨＩＥ 旬菜創作ダイニングＩＣＨＩＧＯ ＩＣＨＩＥ サービス 飲食業 5%

141,343 三重県 鈴鹿市 春泉堂老舗 椿草もち本舗 春泉堂老舗 小売業 食料品 5%

141,344 三重県 鈴鹿市 城南自動車 サービス その他サービス 5%

141,345 三重県 鈴鹿市 城南自動車 サービス その他サービス 5%

141,346 三重県 鈴鹿市 ｃｉｌ　Ｅｍｂｅｌｌｉ サービス 理容・美容業 5%

141,347 三重県 鈴鹿市 白子ストーリアホテル サービス 宿泊業 5%

141,348 三重県 鈴鹿市 シンコーデンキ 小売業 電化製品 5%

141,349 三重県 鈴鹿市 シンコーデンキ 小売業 電化製品 5%

141,350 三重県 鈴鹿市 翠花 サービス 飲食業 5%

141,351 三重県 鈴鹿市 スーパーサンシ　鈴鹿ハンター店 小売業 食料品 5%

141,352 三重県 鈴鹿市 すずか 森動物病院 サービス その他サービス 5%

141,353 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿阿古曽町店 小売業 食料品 2%

141,354 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿磯山３丁目店 小売業 食料品 2%

141,355 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿伊船町店 小売業 食料品 2%

141,356 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿五祝町店 小売業 食料品 2%

141,357 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿インター店 小売業 食料品 2%

141,358 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿江島町店 小売業 食料品 2%

141,359 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿大池店 小売業 食料品 2%

141,360 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿岡田１丁目店 小売業 食料品 2%

141,361 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿加佐登西店 小売業 食料品 2%

141,362 三重県 鈴鹿市 ＥｎｅＪｅｔ鈴鹿岸岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,363 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿岸岡町店 小売業 食料品 2%

141,364 三重県 鈴鹿市 鈴鹿グランドボウル サービス その他サービス 5%

141,365 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿サーキット西店 小売業 食料品 2%

141,366 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿桜島５丁目店 小売業 食料品 2%

141,367 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市観光協会 サービス その他サービス 5%

141,368 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿寺家町店 小売業 食料品 2%

141,369 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿地子町店 小売業 食料品 2%

141,370 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿白子駅前店 小売業 食料品 2%

141,371 三重県 鈴鹿市 鈴鹿ストーリアホテル サービス 宿泊業 5%

141,372 三重県 鈴鹿市 鈴鹿ストーン 小売業 その他小売 5%
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141,373 三重県 鈴鹿市 鈴鹿電化住設 小売業 電化製品 5%

141,374 三重県 鈴鹿市 鈴鹿道伯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,375 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿道伯５丁目店 小売業 食料品 2%

141,376 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿道伯町店 小売業 食料品 2%

141,377 三重県 鈴鹿市 鈴鹿動物病院 サービス その他サービス 5%

141,378 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿中旭が丘１丁目店 小売業 食料品 2%

141,379 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿西条７丁目店 小売業 食料品 2%

141,380 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿野村町店 小売業 食料品 2%

141,381 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿東旭が丘店 小売業 食料品 2%

141,382 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿東玉垣町店 小売業 食料品 2%

141,383 三重県 鈴鹿市 鈴鹿平田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,384 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿平野町店 小売業 食料品 2%

141,385 三重県 鈴鹿市 セブン－イレブン鈴鹿広瀬町店 小売業 食料品 2%

141,386 三重県 鈴鹿市 スタジオキャラット　鈴鹿店 サービス その他サービス 5%

141,387 三重県 鈴鹿市 Ｓｍｉｌｅｅ サービス 理容・美容業 5%

141,388 三重県 鈴鹿市 Ｓｌｅｅｐｉｎｇ　Ｆａｃｔｏｒｙ　鈴鹿 小売業 その他小売 5%

141,389 三重県 鈴鹿市 ＳＥＣＴＩＯＮ セクション 小売業 その他小売 5%

141,390 三重県 鈴鹿市 セルフ磯山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,391 三重県 鈴鹿市 セルフステーション鈴鹿甲斐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,392 三重県 鈴鹿市 セルフステーション鈴鹿神戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,393 三重県 鈴鹿市 セルフステーション鈴鹿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,394 三重県 鈴鹿市 ＺＥＲＯ　鈴鹿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,395 三重県 鈴鹿市 蕎麦空 サービス 飲食業 5%

141,396 三重県 鈴鹿市 ｓｏｌＨａｉｒ－Ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

141,397 三重県 鈴鹿市 ダイハツ三重鈴鹿店 小売業 その他小売 5%

141,398 三重県 鈴鹿市 たこ虎 小売業 食料品 5%

141,399 三重県 鈴鹿市 谷川屋 小売業 その他小売 5%

141,400 三重県 鈴鹿市 玉垣　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,401 三重県 鈴鹿市 チコーデンキ 小売業 電化製品 5%

141,402 三重県 鈴鹿市 チコーデンキＶ＆Ｖ 小売業 電化製品 5%

141,403 三重県 鈴鹿市 中国料理鷹 サービス 飲食業 5%

141,404 三重県 鈴鹿市 ちょい呑みばる　チドリアシ サービス 飲食業 5%

141,405 三重県 鈴鹿市 鼓ケ浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,406 三重県 鈴鹿市 椿茶園 椿茶園 サービス 飲食業 5%

141,407 三重県 鈴鹿市 ＤＰ旭が丘 サービス 理容・美容業 5%

141,408 三重県 鈴鹿市 ＤＰ岡田ウイング サービス 理容・美容業 5%

141,409 三重県 鈴鹿市 ＤＰ鈴鹿 サービス 理容・美容業 5%

141,410 三重県 鈴鹿市 てーたーてーと　NYS サービス 理容・美容業 5%

141,411 三重県 鈴鹿市 てーたーてーと　白子店 サービス 理容・美容業 5%

141,412 三重県 鈴鹿市 テーターテート　ＮＹＳ店 サービス 理容・美容業 5%

141,413 三重県 鈴鹿市 テーターテート　白子店 サービス 理容・美容業 5%

141,414 三重県 鈴鹿市 テニスラウンジ鈴鹿 サービス その他サービス 5%
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141,415 三重県 鈴鹿市 でんき屋　あさの 小売業 電化製品 5%

141,416 三重県 鈴鹿市 トヨタレンタリース三重鈴鹿白子駅前店 サービス その他サービス 2%

141,417 三重県 鈴鹿市 トラックショップジェット鈴鹿店 小売業 その他小売 5%

141,418 三重県 鈴鹿市 とらや勝月 小売業 食料品 5%

141,419 三重県 鈴鹿市 ドリームオート 小売業 その他小売 5%

141,420 三重県 鈴鹿市 Ｎａｎａ　ｎｏ　ｍｏｅ サービス 理容・美容業 5%

141,421 三重県 鈴鹿市 なでしこカフェ サービス 飲食業 5%

141,422 三重県 鈴鹿市 なるかわ呉服店 小売業 衣料品 5%

141,423 三重県 鈴鹿市 南海部品鈴鹿サーキットロード店 小売業 その他小売 5%

141,424 三重県 鈴鹿市 ｎｉｘ－ｆｒｅｅ　ＷＢ． サービス 理容・美容業 5%

141,425 三重県 鈴鹿市 ｎｉｘ－ｆｒｅｅｈａｉｒ． サービス 理容・美容業 5%

141,426 三重県 鈴鹿市 肉処 あらや サービス 飲食業 5%

141,427 三重県 鈴鹿市 肉のくすの木 小売業 食料品 5%

141,428 三重県 鈴鹿市 肉のくすの木庄野店 小売業 食料品 5%

141,429 三重県 鈴鹿市 人形の阪田 小売業 その他小売 5%

141,430 三重県 鈴鹿市 ｎａｉｌ．ａｋｕｎ サービス その他サービス 5%

141,431 三重県 鈴鹿市 ネイル工房ｃｒｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

141,432 三重県 鈴鹿市 ｎａｉｌｓａｌｏｎＡｙｒｉｓ サービス 理容・美容業 5%

141,433 三重県 鈴鹿市 ＮＥＳＰＡ サービス 理容・美容業 5%

141,434 三重県 鈴鹿市 のぶ庵 小売業 食料品 5%

141,435 三重県 鈴鹿市 ハートカスタムシェイプス 小売業 その他小売 5%

141,436 三重県 鈴鹿市 橋本自動車有限会社 サービス その他サービス 5%

141,437 三重県 鈴鹿市 花工房 ボナーレ 小売業 その他小売 5%

141,438 三重県 鈴鹿市 ハヤマ電器商会 小売業 電化製品 5%

141,439 三重県 鈴鹿市 ｐａｌ　ｂｙ　ｌｏｖｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

141,440 三重県 鈴鹿市 ＢＭＯ鈴鹿西条店 小売業 衣料品 5%

141,441 三重県 鈴鹿市 ＢＥ３Ｄ．ビースリード サービス 理容・美容業 5%

141,442 三重県 鈴鹿市 びっくりドンキー鈴鹿店 サービス 飲食業 2%

141,443 三重県 鈴鹿市 ＰＩＮＥＤＥ　鈴鹿店 小売業 食料品 5%

141,444 三重県 鈴鹿市 ひまわり サービス 理容・美容業 5%

141,445 三重県 鈴鹿市 平田石油　平田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,446 三重県 鈴鹿市 ファッションハウス　フジワラ 小売業 衣料品 5%

141,447 三重県 鈴鹿市 ｆｕｎｋｙｆｒａｎｋｙ サービス 飲食業 5%

141,448 三重県 鈴鹿市 フィッシング遊　鈴鹿店 小売業 その他小売 5%

141,449 三重県 鈴鹿市 ｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

141,450 三重県 鈴鹿市 藤井電気商会鈴鹿店 小売業 電化製品 5%

141,451 三重県 鈴鹿市 プライベートサロンＣａｒａｍｅ サービス 理容・美容業 5%

141,452 三重県 鈴鹿市 ＰＬＡＳＰＡＦＯＯＤＳ 小売業 食料品 5%

141,453 三重県 鈴鹿市 ＰＬＡＮ　Ｂ サービス 理容・美容業 5%

141,454 三重県 鈴鹿市 プリマベ－ラ サービス 飲食業 5%

141,455 三重県 鈴鹿市 古市自動車 小売業 その他小売 5%

141,456 三重県 鈴鹿市 ＢｕｌｌｚＫｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%
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141,457 三重県 鈴鹿市 プロマーケット　鈴鹿店 小売業 食料品 5%

141,458 三重県 鈴鹿市 プロマート　ハヤシ 小売業 家具・調度品 5%

141,459 三重県 鈴鹿市 文具 模型おおはし 小売業 その他小売 5%

141,460 三重県 鈴鹿市 ＨＡＩＲＣＡＲＲＹ サービス 理容・美容業 5%

141,461 三重県 鈴鹿市 heir＆make LiLi サービス 理容・美容業 5%

141,462 三重県 鈴鹿市 ヘアギャラリーエトセトラ サービス 理容・美容業 5%

141,463 三重県 鈴鹿市 ヘアークリエーションＡｆｆｉ サービス 理容・美容業 5%

141,464 三重県 鈴鹿市 ＨＡＩＲ’ＳＢＹＫ＆Ｔ サービス 理容・美容業 5%

141,465 三重県 鈴鹿市 ＨＡＩＲ－ＢＡＮＤＳ サービス 理容・美容業 5%

141,466 三重県 鈴鹿市 ＢＡＳＥ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

141,467 三重県 鈴鹿市 ホビーショップタムタム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

141,468 三重県 鈴鹿市 ホリ薬局 小売業 その他小売 5%

141,469 三重県 鈴鹿市 ホリ薬局 小売業 その他小売 5%

141,470 三重県 鈴鹿市 Ｂｏｎｇｏｕｔ 小売業 衣料品 5%

141,471 三重県 鈴鹿市 ＭＡＶＥＲＩＣＫ　ＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

141,472 三重県 鈴鹿市 マクドナルドイオンモール鈴鹿店 サービス 飲食業 2%

141,473 三重県 鈴鹿市 マクドナルド鈴鹿中央通り店 サービス 飲食業 2%

141,474 三重県 鈴鹿市 マクドナルド鈴鹿ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ店 サービス 飲食業 2%

141,475 三重県 鈴鹿市 マクドナルド２３号岸岡店 サービス 飲食業 2%

141,476 三重県 鈴鹿市 マクドナルド２３号鈴鹿店 サービス 飲食業 2%

141,477 三重県 鈴鹿市 まはろ骨盤整体 鈴鹿岡田院 サービス その他サービス 5%

141,478 三重県 鈴鹿市 Ｍａｙｕｍｉ Ｐｒｅｃｉｏｕｓ Ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

141,479 三重県 鈴鹿市 まるかつ 小売業 食料品 5%

141,480 三重県 鈴鹿市 丸川菓子舗 小売業 食料品 5%

141,481 三重県 鈴鹿市 マルモ・リビンザ 小売業 電化製品 5%

141,482 三重県 鈴鹿市 マルモ・リビンザ 小売業 電化製品 5%

141,483 三重県 鈴鹿市 三重ダイハツ販売鈴鹿白子店 小売業 その他小売 5%

141,484 三重県 鈴鹿市 三重ダイハツ販売鈴鹿中央通店 小売業 その他小売 5%

141,485 三重県 鈴鹿市 三重トヨタ自動車ＧＲガレージ鈴鹿 小売業 その他小売 5%

141,486 三重県 鈴鹿市 三重トヨタ自動車鈴鹿店 小売業 その他小売 5%

141,487 三重県 鈴鹿市 三重パーツ販売 小売業 その他小売 5%

141,488 三重県 鈴鹿市 三井家具 小売業 家具・調度品 5%

141,489 三重県 鈴鹿市 Ｍａｋｅ＝Ｌｉｍｉｔ サービス 理容・美容業 5%

141,490 三重県 鈴鹿市 Ｍａｋｅ Ｌｉｍｉｔ サービス 理容・美容業 5%

141,491 三重県 鈴鹿市 メガネのマスダ 鈴鹿玉垣店 小売業 その他小売 5%

141,492 三重県 鈴鹿市 ＭＢ四日市　鈴鹿ＣＣＣ サービス その他サービス 5%

141,493 三重県 鈴鹿市 ｍｏｔｉｖｅ サービス 飲食業 5%

141,494 三重県 鈴鹿市 モトジョイ サービス その他サービス 5%

141,495 三重県 鈴鹿市 もりもり食堂 サービス 飲食業 5%

141,496 三重県 鈴鹿市 Ｍｏｎ　Ｄｉａｄ　鈴鹿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,497 三重県 鈴鹿市 やきとり工房藤家 サービス 飲食業 5%

141,498 三重県 鈴鹿市 焼肉酒場　鈴八食堂　焼肉酒場　鈴八食堂 サービス 飲食業 5%
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141,499 三重県 鈴鹿市 焼肉たらふく中央通り店 サービス 飲食業 5%

141,500 三重県 鈴鹿市 ヤマシタオート本社 小売業 その他小売 5%

141,501 三重県 鈴鹿市 山田無線 有限会社山田無線 小売業 電化製品 5%

141,502 三重県 鈴鹿市 山中メガネ店 小売業 その他小売 5%

141,503 三重県 鈴鹿市 ＹＯＵＲＳハヤシ長沢店 小売業 電化製品 5%

141,504 三重県 鈴鹿市 ＹＯＵＲＳアサノ岸岡店 小売業 電化製品 5%

141,505 三重県 鈴鹿市 ＹＯＵＲＳアサノ箕田店 小売業 電化製品 5%

141,506 三重県 鈴鹿市 ユーカリ動物病院 ユーカリ動物病院 サービス その他サービス 5%

141,507 三重県 鈴鹿市 有限会社カワキタオート サービス その他サービス 5%

141,508 三重県 鈴鹿市 有限会社窪田モータース サービス その他サービス 5%

141,509 三重県 鈴鹿市 有限会社辻井スポーツ鈴鹿店 小売業 その他小売 5%

141,510 三重県 鈴鹿市 ［ＨＣ］有限会社西岡電器 小売業 電化製品 5%

141,511 三重県 鈴鹿市 ｆｌｏｗｅｒｂｏｕｔｉｑｕｅｆｅｅ 小売業 その他小売 5%

141,512 三重県 鈴鹿市 ヨガスタジオＭＵＫＴＡ サービス その他サービス 5%

141,513 三重県 鈴鹿市 らーめん漠 サービス 飲食業 5%

141,514 三重県 鈴鹿市 ＬｉｆｅＰａｇｅａｕｔｏｃｕｓｔｏｍ サービス その他サービス 5%

141,515 三重県 鈴鹿市 来夢 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

141,516 三重県 鈴鹿市 リラクゼーションサロンＫＡＵＩ サービス 理容・美容業 5%

141,517 三重県 鈴鹿市 ルームプラス 小売業 家具・調度品 5%

141,518 三重県 鈴鹿市 ルームプラス　リビング館 小売業 家具・調度品 5%

141,519 三重県 鈴鹿市 鈴峰ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

141,520 三重県 鈴鹿市 ＲＥＧＯＬＩＴＨ　ＰＲＥＭＩＥＲＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

141,521 三重県 鈴鹿市 レンタルコスチュームマリエ鈴鹿店 サービス その他サービス 5%

141,522 三重県 鈴鹿市 ＲＯＳＥ サービス 理容・美容業 5%

141,523 三重県 鈴鹿市 Ｙモバイルイオンタウン鈴鹿玉垣店 サービス その他サービス 5%

141,524 三重県 鈴鹿市 美容室ナインツー サービス 理容・美容業 5%

141,525 三重県 大紀町 錦　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,526 三重県 大紀町 有限会社　ミズグチ 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,527 三重県 大紀町 タキハラムセン 小売業 電化製品 5%

141,528 三重県 多気町 鮎の甘露煮みなとや 小売業 食料品 5%

141,529 三重県 多気町 市川商会 サービス その他サービス 5%

141,530 三重県 多気町 うおまさ商店車両部 小売業 その他小売 5%

141,531 三重県 多気町 グッディフレッシュリー多気店 小売業 食料品 5%

141,532 三重県 多気町 靴のホッタ　エルパス多気店 小売業 その他小売 5%

141,533 三重県 多気町 五桂池ふるさと村 サービス 宿泊業 5%

141,534 三重県 多気町 ＣＹＳ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

141,535 三重県 多気町 スタジオ・リョウコフォト サービス その他サービス 5%

141,536 三重県 多気町 勢和村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,537 三重県 多気町 多気ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,538 三重県 多気町 多気ブックセンター クリスタルタウン 多気ブックセンタークリスタルタウン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

141,539 三重県 多気町 天然温泉　多気の湯 サービス その他サービス 5%

141,540 三重県 多気町 東浦酒店　ラポール多気　売店 小売業 食料品 5%

3372



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

141,541 三重県 多気町 山添動物病院 サービス その他サービス 5%

141,542 三重県 多気町 やまちゃんち サービス 飲食業 5%

141,543 三重県 多気町 有限会社山添動物病院 サービス その他サービス 5%

141,544 三重県 多気町 和牛炭火家　やきや サービス 飲食業 5%

141,545 三重県 多気町 ［ＨＣ］わたなべ電化 小売業 電化製品 5%

141,546 三重県 玉城町 伊勢カントリークラブ サービス その他サービス 5%

141,547 三重県 玉城町 印章のふじかわ 小売業 家具・調度品 5%

141,548 三重県 玉城町 勝田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,549 三重県 玉城町 株式会社永光自動車 サービス その他サービス 5%

141,550 三重県 玉城町 神戸唐から亭伊勢玉城店 サービス 飲食業 5%

141,551 三重県 玉城町 グッディ玉城店 小売業 食料品 5%

141,552 三重県 玉城町 彩電館タマキ 小売業 電化製品 5%

141,553 三重県 玉城町 たいやきわらしべ本店 本店 サービス 飲食業 5%

141,554 三重県 玉城町 玉城町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,555 三重県 玉城町 セブン－イレブン玉城町勝田店 小売業 食料品 2%

141,556 三重県 玉城町 セブン－イレブン玉城町世古店 小売業 食料品 2%

141,557 三重県 玉城町 セブン－イレブン玉城町長更店 小売業 食料品 2%

141,558 三重県 玉城町 ナカミチ　玉城店 小売業 衣料品 5%

141,559 三重県 玉城町 びっくりドンキー玉城店 サービス 飲食業 2%

141,560 三重県 玉城町 ポレポレカフェ　ポレポレカフェ サービス 飲食業 5%

141,561 三重県 玉城町 マクドナルド玉城店 サービス 飲食業 2%

141,562 三重県 津市 ＥＡＲＬＧＲＥＹ　２ＮＤＳＴＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

141,563 三重県 津市 青山高原カントリ－クラブ サービス その他サービス 5%

141,564 三重県 津市 赤ちゃんデパート水谷津店 小売業 その他小売 5%

141,565 三重県 津市 アカツカＦＦＣパビリオン 小売業 家具・調度品 5%

141,566 三重県 津市 赤札堂　津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,567 三重県 津市 ＡｃｔｉｖｅＩＤ 小売業 衣料品 5%

141,568 三重県 津市 アジアンダイニング韓の舌津店 サービス 飲食業 5%

141,569 三重県 津市 アニュープラス 小売業 衣料品 5%

141,570 三重県 津市 安濃ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,571 三重県 津市 安　濃ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,572 三重県 津市 アプローズ 小売業 衣料品 5%

141,573 三重県 津市 アプローズ　ブーシェ 小売業 衣料品 5%

141,574 三重県 津市 あみ焼げんき サービス 飲食業 5%

141,575 三重県 津市 アモンド美容室 サービス 理容・美容業 5%

141,576 三重県 津市 アルティジャーノ 小売業 食料品 5%

141,577 三重県 津市 Ｕｎ　ｅｔ　Ｄｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

141,578 三重県 津市 Ａｎｒｉ サービス 理容・美容業 5%

141,579 三重県 津市 家城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,580 三重県 津市 伊倉津産業　第一売店 小売業 食料品 5%

141,581 三重県 津市 自然健康食品　イケガミ 小売業 食料品 5%

141,582 三重県 津市 居酒屋　たーさんち サービス 飲食業 5%
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141,583 三重県 津市 居酒屋厨房車力 サービス 飲食業 5%

141,584 三重県 津市 居酒屋なら　ここが安いぜ サービス 飲食業 5%

141,585 三重県 津市 石丸モータース サービス その他サービス 5%

141,586 三重県 津市 伊勢路　しまかぜ サービス 飲食業 5%

141,587 三重県 津市 伊勢別街道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,588 三重県 津市 イタリアーノ山手通り店 サービス 飲食業 5%

141,589 三重県 津市 ｉｔａｌｉａｎ   ｆｒｅｎｃｈ Ｒｉｔａ Ｒｉｔａ サービス 飲食業 5%

141,590 三重県 津市 ｉｔａｌｉａｎ   ｆｒｅｎｃｈ Ｒｉｔａ Ｒｉｔａ 移動販売 サービス 飲食業 5%

141,591 三重県 津市 一号舘　豊里店 小売業 食料品 5%

141,592 三重県 津市 一志ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

141,593 三重県 津市 田舎茶屋 サービス 飲食業 5%

141,594 三重県 津市 稲葉写真館 小売業 その他小売 5%

141,595 三重県 津市 猪の倉温泉　ふよう荘 サービス 宿泊業 5%

141,596 三重県 津市 ｉｒｏｄｏｒｉ　ｌｉｆｅ　ｉｒｏｄｏｒｉ　ｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

141,597 三重県 津市 ｉｎ　ｓｔｙｌｅ　イン　スタイル 小売業 衣料品 5%

141,598 三重県 津市 インセンス 小売業 衣料品 5%

141,599 三重県 津市 ＶＩＮ?ＣＲＡＦＴ サービス 飲食業 5%

141,600 三重県 津市 ＷＥＳＴ　ＶＩＬＬＡＧＥ　Ｃｕｓｔｏｍ　Ｃｙｃｌｅｓ サービス その他サービス 5%

141,601 三重県 津市 魚歳食品　イベント販売 小売業 食料品 5%

141,602 三重県 津市 ＵＤＯＮ　ＤＩＮＩＮＧ　空麦　空麦 サービス 飲食業 5%

141,603 三重県 津市 うなぎ　おがわ サービス 飲食業 5%

141,604 三重県 津市 うなぎのぐち サービス 飲食業 5%

141,605 三重県 津市 エアラ　セシル サービス 理容・美容業 5%

141,606 三重県 津市 ＨＫＤホテル サービス 宿泊業 5%

141,607 三重県 津市 エコ・プランニング津工場 サービス その他サービス 5%

141,608 三重県 津市 エスパスホームデコア津店 小売業 家具・調度品 5%

141,609 三重県 津市 Ｆ☆ＭＡＲＴ津南店 小売業 食料品 5%

141,610 三重県 津市 Ｆ１マート津南店 小売業 食料品 5%

141,611 三重県 津市 オークス 小売業 衣料品 5%

141,612 三重県 津市 オークス 小売業 衣料品 5%

141,613 三重県 津市 大問屋三重津店 サービス その他サービス 5%

141,614 三重県 津市 岡本動物病院 サービス その他サービス 5%

141,615 三重県 津市 ［ＨＣ］おしゃべりはうす緑が丘店 小売業 電化製品 5%

141,616 三重県 津市 お食事処あかり　お食事処　あかり サービス 飲食業 5%

141,617 三重県 津市 Ｏｐｔ　Ｈｏｒｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,618 三重県 津市 ｏｆ－ｆｒｉｒ津店 小売業 衣料品 5%

141,619 三重県 津市 おぼろタオル株式会社 タオル工房おぼろ 小売業 その他小売 5%

141,620 三重県 津市 オリックスレンタカー津駅前店 サービス その他サービス 2%

141,621 三重県 津市 オリックスレンタカー津南店 サービス その他サービス 2%

141,622 三重県 津市 御麺　麦　一等兵　津駅前店 サービス 飲食業 5%

141,623 三重県 津市 温野菜津高茶屋店 サービス 飲食業 2%

141,624 三重県 津市 カーサービス中部　ＢＰ サービス その他サービス 5%

3374



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

141,625 三重県 津市 カーセンターニシヤマ 小売業 その他小売 5%

141,626 三重県 津市 カードボックス津店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

141,627 三重県 津市 風の蔵人 サービス 飲食業 5%

141,628 三重県 津市 ガット張り専門店キートス津駅前店 小売業 その他小売 5%

141,629 三重県 津市 ｃｕｔ　ｒｏｏｍ　ＰＯＮＧＡ サービス 理容・美容業 5%

141,630 三重県 津市 ｃｕｔ ｒｏｏｍ ＰＯＮＧＡ サービス 理容・美容業 5%

141,631 三重県 津市 割烹　やまき サービス 飲食業 5%

141,632 三重県 津市 有限会社加藤直商店 小売業 その他小売 5%

141,633 三重県 津市 ＫＡＮＡＤＥ 小売業 衣料品 5%

141,634 三重県 津市 カフェ　チャコリ サービス 飲食業 5%

141,635 三重県 津市 株式会社石丸モータース 小売業 その他小売 5%

141,636 三重県 津市 株式会社一心　来来亭　一志店 サービス 飲食業 2%

141,637 三重県 津市 株式会社山口商会 小売業 その他小売 5%

141,638 三重県 津市 香良洲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,639 三重県 津市 からだ工房ＭＩＮＯＡＫＡ からだ工房ＭＩＮＯＡＫＡ サービス その他サービス 5%

141,640 三重県 津市 ｃｏｌｏｒｆｕｌ　ｃｏｆｆｅｅ 小売業 食料品 5%

141,641 三重県 津市 カレーの久兵衛 サービス 飲食業 5%

141,642 三重県 津市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋河芸店 サービス 飲食業 2%

141,643 三重県 津市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋津上浜店 サービス 飲食業 2%

141,644 三重県 津市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋津高茶屋店 サービス 飲食業 2%

141,645 三重県 津市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋久居インター店 サービス 飲食業 2%

141,646 三重県 津市 川口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,647 三重県 津市 川又ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,648 三重県 津市 かわよし サービス 飲食業 5%

141,649 三重県 津市 元祖とり金 サービス 飲食業 5%

141,650 三重県 津市 氣筋反射療法　柔会 小売業 食料品 5%

141,651 三重県 津市 キャピックミエ サービス その他サービス 5%

141,652 三重県 津市 ＧＡＲＣＯＮ サービス 理容・美容業 5%

141,653 三重県 津市 牛角津南店 サービス 飲食業 2%

141,654 三重県 津市 共和タクシー　１０１号車 サービス 運輸業 5%

141,655 三重県 津市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ津高茶屋店 小売業 その他小売 5%

141,656 三重県 津市 クウイポロミロミスクール＆サロン サービス 理容・美容業 5%

141,657 三重県 津市 クシダデンカ 小売業 電化製品 5%

141,658 三重県 津市 靴のホッタ　エルパス津店 小売業 その他小売 5%

141,659 三重県 津市 雲井モータース サービス その他サービス 5%

141,660 三重県 津市 Ｇｒａｃｉａ サービス 理容・美容業 5%

141,661 三重県 津市 ＣＲＥＡＤＯＲ サービス 飲食業 5%

141,662 三重県 津市 Ｃｒｅｃｅｒ サービス 理容・美容業 5%

141,663 三重県 津市 グローバルイングリッシュスクール津校 サービス その他サービス 5%

141,664 三重県 津市 クロロフイル美顔教室鈴屋 小売業 その他小売 5%

141,665 三重県 津市 ＫＣＳセンター三重中央院 サービス 理容・美容業 5%

141,666 三重県 津市 ゲストハウス和気あいあい サービス 宿泊業 5%
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141,667 三重県 津市 健康美サロンスタジオアイム サービス 理容・美容業 5%

141,668 三重県 津市 県庁南ＳＳ　株式会社油佐商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,669 三重県 津市 ごきげんえびす　津駅前店 サービス 飲食業 5%

141,670 三重県 津市 ＣＯＣＯ津店 サービス 理容・美容業 5%

141,671 三重県 津市 コスモス一身田店 小売業 食料品 5%

141,672 三重県 津市 コスモス島崎店 小売業 食料品 5%

141,673 三重県 津市 コスモス久居インター店 小売業 食料品 5%

141,674 三重県 津市 Ｋｏｔｉ　ｂｙ　ＨＩＶＥ サービス 理容・美容業 5%

141,675 三重県 津市 小林電算 小売業 電化製品 5%

141,676 三重県 津市 近藤楽器店 小売業 その他小売 5%

141,677 三重県 津市 サイクルビータ 小売業 その他小売 5%

141,678 三重県 津市 サイクルベースあさひ　津北店 小売業 その他小売 2%

141,679 三重県 津市 榊原温泉神湯館 サービス 宿泊業 5%

141,680 三重県 津市 榊原ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

141,681 三重県 津市 さか本 サービス 飲食業 5%

141,682 三重県 津市 株式会社阪本事務機ＳＶ 小売業 電化製品 5%

141,683 三重県 津市 サキナビューティーラウンジ津 小売業 その他小売 5%

141,684 三重県 津市 里山ウエルネス・ラボ　慈雲庵 サービス 宿泊業 5%

141,685 三重県 津市 サニエホ－ム サービス その他サービス 5%

141,686 三重県 津市 サラダ館 北口店 小売業 その他小売 2%

141,687 三重県 津市 ＳａｌｏｎｄｅＭａｒｉａｇｅ サービス その他サービス 5%

141,688 三重県 津市 サンオートサービス サービス その他サービス 5%

141,689 三重県 津市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　津営業所 小売業 その他小売 5%

141,690 三重県 津市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　３５２２２７５３ 小売業 その他小売 5%

141,691 三重県 津市 ＣＡＣエステ ショップサロン Ｂｏｎｊｏｕｒ Ｍｕｔｓｕｍｉ サービス 理容・美容業 5%

141,692 三重県 津市 ＪＪグレイス　キタムラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,693 三重県 津市 Ｓｉｏｎ　８０８ サービス 飲食業 5%

141,694 三重県 津市 四季さかな　１号車 サービス 飲食業 5%

141,695 三重県 津市 ｃｉｓｅａｕｘ　ｍａｅｄａ サービス 理容・美容業 5%

141,696 三重県 津市 ＣＥＤＡＲＷＯＲＫＳ サービス 飲食業 5%

141,697 三重県 津市 じねん堂はり灸治療院 サービス 理容・美容業 5%

141,698 三重県 津市 島崎町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,699 三重県 津市 島時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,700 三重県 津市 ＣｈａｔｅｔＮｏｅｌ サービス 理容・美容業 5%

141,701 三重県 津市 車検のコバック　津久居店 サービス その他サービス 5%

141,702 三重県 津市 写真のはせ サービス その他サービス 5%

141,703 三重県 津市 写真箱Ｆ１マート津南店 サービス その他サービス 5%

141,704 三重県 津市 写真箱河芸店 サービス その他サービス 5%

141,705 三重県 津市 写真箱津北店 サービス その他サービス 5%

141,706 三重県 津市 写真箱マックスバリュ港町店 サービス その他サービス 5%

141,707 三重県 津市 ＪＡＣＫａｎｄＰＥＴＥＲ サービス その他サービス 5%

141,708 三重県 津市 ＳＨＯＥ　ＧＡＬＬＥＲＹ　ＭＩＺＵＴＡＮＩ 小売業 その他小売 5%
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141,709 三重県 津市 ジュエリーグレイス　アスト津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,710 三重県 津市 ＪＥＷＥＬＲＹＴＩＭＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,711 三重県 津市 ショウムラデンキ 小売業 電化製品 5%

141,712 三重県 津市 スーパーサンシ　河芸店 小売業 食料品 5%

141,713 三重県 津市 ステ－キなかお サービス 飲食業 5%

141,714 三重県 津市 ＳＴＥＰ　ＭＳ 小売業 衣料品 5%

141,715 三重県 津市 ＳＴＥＰ　ストレット 小売業 衣料品 5%

141,716 三重県 津市 ＳＴＥＰ　ＳＥＳＳＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

141,717 三重県 津市 ステップヴィアラッティア　ストレット 小売業 衣料品 5%

141,718 三重県 津市 ステップメンズビギ 小売業 衣料品 5%

141,719 三重県 津市 スナック　ＺＯＯ サービス 飲食業 5%

141,720 三重県 津市 スピカ動物病院 サービス その他サービス 5%

141,721 三重県 津市 スペースタオ 小売業 その他小売 5%

141,722 三重県 津市 スポーツプラザマツダ スポーツプラザマツダ サービス その他サービス 5%

141,723 三重県 津市 スマイルファクトリー 小売業 食料品 5%

141,724 三重県 津市 セザキ真珠 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,725 三重県 津市 ぜにや安濃店 小売業 食料品 5%

141,726 三重県 津市 ぜにや一身田店 小売業 食料品 5%

141,727 三重県 津市 セバスチャン　イオン津店 サービス 理容・美容業 5%

141,728 三重県 津市 せびあん美容室 サービス 理容・美容業 5%

141,729 三重県 津市 瀬里香 サービス 飲食業 5%

141,730 三重県 津市 セルフステーション白塚 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,731 三重県 津市 セルフステーション久居インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,732 三重県 津市 セルフステーション久居ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,733 三重県 津市 ＺＥＲＯ　津南店 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,734 三重県 津市 ぜんのつき 鍋ダイニング ぜんのつき サービス 飲食業 5%

141,735 三重県 津市 Ｓｏｒａ　Ｃｙａｎ サービス 理容・美容業 5%

141,736 三重県 津市 Ｓｏｒａ　Ｃｙａｎ　ＳｏｒａＣａｎ サービス 理容・美容業 5%

141,737 三重県 津市 ＳｏｌｅｉｌＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

141,738 三重県 津市 大観亭支店 サービス 飲食業 5%

141,739 三重県 津市 大黒屋津市乙部店 サービス 飲食業 5%

141,740 三重県 津市 タイムステーションＮＥＯイオンモール津南店 小売業 貴金属・服飾品 5%

141,741 三重県 津市 タイヤショップアロー 小売業 その他小売 5%

141,742 三重県 津市 陶陶　津店 サービス 飲食業 5%

141,743 三重県 津市 タウンサービス 小売業 電化製品 5%

141,744 三重県 津市 高茶屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,745 三重県 津市 高野尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,746 三重県 津市 高野尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,747 三重県 津市 たすく治療院 サービス 理容・美容業 5%

141,748 三重県 津市 田中精肉店 小売業 食料品 5%

141,749 三重県 津市 谷石材　津支店 小売業 その他小売 5%

141,750 三重県 津市 谷石材　久居店 小売業 その他小売 5%
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141,751 三重県 津市 太郎生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,752 三重県 津市 有　チカザワジム 小売業 その他小売 5%

141,753 三重県 津市 千里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,754 三重県 津市 中国菜館氷花餃子津新町店 サービス 飲食業 5%

141,755 三重県 津市 中国料理まかないや サービス 飲食業 5%

141,756 三重県 津市 中部テレビサービス社 小売業 電化製品 5%

141,757 三重県 津市 直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,758 三重県 津市 津エアポートライン サービス その他サービス 5%

141,759 三重県 津市 株式会社光本美容商事社　光本美容商事社　津営業所１ 小売業 その他小売 5%

141,760 三重県 津市 津小川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,761 三重県 津市 津上浜カーライフステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,762 三重県 津市 菊一電気商会 小売業 電化製品 5%

141,763 三重県 津市 津北動物病院 サービス その他サービス 5%

141,764 三重県 津市 津北浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,765 三重県 津市 津グランドボウル サービス その他サービス 5%

141,766 三重県 津市 津栄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,767 三重県 津市 セブン－イレブン津市一志町田尻店 小売業 食料品 2%

141,768 三重県 津市 セブン－イレブン津市片田井戸町店 小売業 食料品 2%

141,769 三重県 津市 セブン－イレブン津市上浜町３丁目店 小売業 食料品 2%

141,770 三重県 津市 セブン－イレブン津市河芸町一色店 小売業 食料品 2%

141,771 三重県 津市 セブン－イレブン津市河芸町東千里店 小売業 食料品 2%

141,772 三重県 津市 セブン－イレブン津市河芸町三行北店 小売業 食料品 2%

141,773 三重県 津市 セブン－イレブン津市雲出本郷町店 小売業 食料品 2%

141,774 三重県 津市 セブン－イレブン津市幸町店 小売業 食料品 2%

141,775 三重県 津市 セブン－イレブン津市栄町４丁目店 小売業 食料品 2%

141,776 三重県 津市 セブン－イレブン津市庄田町店 小売業 食料品 2%

141,777 三重県 津市 セブン－イレブン津市白塚団地入口店 小売業 食料品 2%

141,778 三重県 津市 セブン－イレブン津市高茶屋小森町店 小売業 食料品 2%

141,779 三重県 津市 セブン－イレブン津市垂水店 小売業 食料品 2%

141,780 三重県 津市 セブン－イレブン津市長岡町店 小売業 食料品 2%

141,781 三重県 津市 セブン－イレブン津市西丸之内店 小売業 食料品 2%

141,782 三重県 津市 セブン－イレブン津市久居新町店 小売業 食料品 2%

141,783 三重県 津市 セブン－イレブン津市久居西鷹跡町店 小売業 食料品 2%

141,784 三重県 津市 セブン－イレブン津市藤方北店 小売業 食料品 2%

141,785 三重県 津市 セブン－イレブン津市藤方店 小売業 食料品 2%

141,786 三重県 津市 セブン－イレブン津市杜の街店 小売業 食料品 2%

141,787 三重県 津市 津　高野尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,788 三重県 津市 つタクシー　３０１号車 サービス 運輸業 5%

141,789 三重県 津市 津西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,790 三重県 津市 津藤方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,791 三重県 津市 津松菱 小売業 その他小売 5%

141,792 三重県 津市 津丸ノ内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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141,793 三重県 津市 津南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,794 三重県 津市 津ミルクネット 小売業 その他小売 5%

141,795 三重県 津市 津・山の手ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,796 三重県 津市 ｔｉａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

141,797 三重県 津市 ディードットステーション津新町教室 サービス その他サービス 5%

141,798 三重県 津市 ＤＰ一志 サービス 理容・美容業 5%

141,799 三重県 津市 ＤＰ芸濃 サービス 理容・美容業 5%

141,800 三重県 津市 ＤＰ津北 サービス 理容・美容業 5%

141,801 三重県 津市 ＤＰ港町 サービス 理容・美容業 5%

141,802 三重県 津市 テニスラウンジ津 サービス その他サービス 5%

141,803 三重県 津市 テニスラウンジ久居 サービス その他サービス 5%

141,804 三重県 津市 テレスコープセンター　アイベル 小売業 その他小売 5%

141,805 三重県 津市 テレスコープセンター　アイベル 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

141,806 三重県 津市 電化のハマグチ 小売業 電化製品 5%

141,807 三重県 津市 デンキのナカタ 小売業 電化製品 5%

141,808 三重県 津市 点と線 サービス 理容・美容業 5%

141,809 三重県 津市 点と線 サービス 理容・美容業 5%

141,810 三重県 津市 東海補聴器センター津店 小売業 その他小売 5%

141,811 三重県 津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ久居インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,812 三重県 津市 ＤＯＳＣＨ・ＲｅーＪ 小売業 衣料品 5%

141,813 三重県 津市 トマテ コロラード 小売業 食料品 5%

141,814 三重県 津市 トヨタレンタリース三重津駅前店 サービス その他サービス 2%

141,815 三重県 津市 トヨタレンタリース三重津栄町店 サービス その他サービス 2%

141,816 三重県 津市 トヨタレンタリース三重津みなと店 サービス その他サービス 2%

141,817 三重県 津市 トラスト サービス その他サービス 5%

141,818 三重県 津市 トラベルラボ サービス その他サービス 5%

141,819 三重県 津市 ＴｒｉｐｌｅＧＰｒｏｊｅｃｔ サービス その他サービス 5%

141,820 三重県 津市 有限会社ドル シー サービス その他サービス 5%

141,821 三重県 津市 中川タクシー サービス 運輸業 5%

141,822 三重県 津市 丹羽モータース サービス その他サービス 5%

141,823 三重県 津市 ねじまき屋 小売業 衣料品 5%

141,824 三重県 津市 ノード ダモーレ 津 サービス その他サービス 5%

141,825 三重県 津市 飲み喰い処　かかし サービス 飲食業 5%

141,826 三重県 津市 ＨＩＶＥ（ハイブ） サービス 理容・美容業 5%

141,827 三重県 津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ白山店 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,828 三重県 津市 パソコン教室輝き サービス その他サービス 5%

141,829 三重県 津市 パソコンドック２４三重・津店 サービス その他サービス 5%

141,830 三重県 津市 パティスリーナカジマヤ 小売業 食料品 5%

141,831 三重県 津市 花の店カワイ 小売業 その他小売 5%

141,832 三重県 津市 花乃館　野乃花 小売業 その他小売 5%

141,833 三重県 津市 はな房 サービス 飲食業 5%

141,834 三重県 津市 はやしでんき 小売業 電化製品 5%
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141,835 三重県 津市 はやぶさ運転代行 サービス その他サービス 5%

141,836 三重県 津市 原のり子クッキングスクール サービス その他サービス 5%

141,837 三重県 津市 春壱 サービス 飲食業 5%

141,838 三重県 津市 パル・ハセガワ津店 小売業 電化製品 5%

141,839 三重県 津市 パル・ハセガワ本店 小売業 電化製品 5%

141,840 三重県 津市 ＰＡ－ｒｕ－ＬＥ 小売業 衣料品 5%

141,841 三重県 津市 バレエショップマアナ 小売業 衣料品 5%

141,842 三重県 津市 Ｈａｌｌｏ サービス 飲食業 5%

141,843 三重県 津市 パン工房アンジュール 小売業 食料品 5%

141,844 三重県 津市 ばんや総本家　津北店 サービス 飲食業 5%

141,845 三重県 津市 ＢＭＯ津藤方店 小売業 衣料品 5%

141,846 三重県 津市 久居ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,847 三重県 津市 久居・新町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,848 三重県 津市 久居・ルート１６５ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,849 三重県 津市 ビジネスホテル三徳 サービス 宿泊業 5%

141,850 三重県 津市 ビジネス旅館　若草 サービス 宿泊業 5%

141,851 三重県 津市 びっくりドンキー津桜橋店 サービス 飲食業 2%

141,852 三重県 津市 ビーナス＆マーズ 小売業 衣料品 5%

141,853 三重県 津市 ＰＩＮＥＤＥ　津店 小売業 食料品 5%

141,854 三重県 津市 ｖｉｖｉ ＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

141,855 三重県 津市 百福　久居店 サービス 飲食業 5%

141,856 三重県 津市 ピュア菜　津店 サービス 飲食業 5%

141,857 三重県 津市 氷花餃子津新町店 サービス 飲食業 5%

141,858 三重県 津市 ファイヤ－プレイス三重 小売業 その他小売 5%

141,859 三重県 津市 ファミリーショップ　げんきんどう 小売業 衣料品 5%

141,860 三重県 津市 ＦｉｘＤａｉｍｏｎ サービス 飲食業 5%

141,861 三重県 津市 フィッシング遊　津店 小売業 その他小売 5%

141,862 三重県 津市 Ｂｅａｕ　ｖｅｎｔ サービス 理容・美容業 5%

141,863 三重県 津市 風月堂 小売業 食料品 5%

141,864 三重県 津市 Ｆｅｌｉｒｅ【フェリーレ】 サービス 理容・美容業 5%

141,865 三重県 津市 ＰＨＯＴＯ　Ｋｕｒｕ　Ｋｕｒｕ サービス その他サービス 5%

141,866 三重県 津市 ｆｏｌｋｓ　Ｓｔａｎｄ サービス 飲食業 5%

141,867 三重県 津市 ブティック　ヤマカワ 小売業 衣料品 5%

141,868 三重県 津市 ふとんタナカ　久居インターガーデン店 小売業 その他小売 5%

141,869 三重県 津市 有限会社フミヤ楽器 小売業 その他小売 5%

141,870 三重県 津市 Ｂｒａｓｓｅｒｉｅ７９３ サービス 飲食業 5%

141,871 三重県 津市 ブラン・ブル－ 小売業 衣料品 5%

141,872 三重県 津市 ブランカ　津・山の手店 小売業 食料品 5%

141,873 三重県 津市 ＢｒａｎｄＨｕｔ 小売業 その他小売 5%

141,874 三重県 津市 Ｐｌａｙ サービス 理容・美容業 5%

141,875 三重県 津市 プロマーケット　津店 小売業 食料品 5%

141,876 三重県 津市 ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ ｕｎ ｐｅｕ ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ ｕｎ ｐｅｕ サービス 理容・美容業 5%
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141,877 三重県 津市 ＨａｉｒＳａｌｏｎＫＵＣＣＡ サービス 理容・美容業 5%

141,878 三重県 津市 ヘアーデザイン　スイ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓｕｉ サービス 理容・美容業 5%

141,879 三重県 津市 Ｌｉｔｔｌｅ　ｂｉｒｄｓ サービス 理容・美容業 5%

141,880 三重県 津市 ＨａｉｒＳｔｕｄｉｏＣＲＥＡＴＯ サービス 理容・美容業 5%

141,881 三重県 津市 ヘアーメイク　ブランシェ サービス 理容・美容業 5%

141,882 三重県 津市 別所薬品 小売業 その他小売 5%

141,883 三重県 津市 防災館 小売業 その他小売 5%

141,884 三重県 津市 防災用品専門店ヤマックス　防災館 小売業 その他小売 5%

141,885 三重県 津市 ＰＡＵＳＥＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

141,886 三重県 津市 ＰＡＵＳＥＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

141,887 三重県 津市 ｈｏｐｅｓ　ｂｙ　ａｐｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%

141,888 三重県 津市 ホットロード河芸店 小売業 その他小売 5%

141,889 三重県 津市 ホテル　ザ・グランコート津西 サービス 宿泊業 5%

141,890 三重県 津市 ＷｈｉｔｅｎｉｎｇＳｐｏｔ サービス その他サービス 5%

141,891 三重県 津市 本家かまどや　丸の内店 サービス 飲食業 5%

141,892 三重県 津市 ぼんぼり サービス 飲食業 5%

141,893 三重県 津市 本町ＳＳ　株式会社油佐商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,894 三重県 津市 ｍｅｒｇｅ サービス 理容・美容業 5%

141,895 三重県 津市 マイクル 小売業 その他小売 5%

141,896 三重県 津市 マクドナルドイオン津店 サービス 飲食業 2%

141,897 三重県 津市 マクドナルドイオンモール津南店 サービス 飲食業 2%

141,898 三重県 津市 マクドナルド津北マックスバリュ店 サービス 飲食業 2%

141,899 三重県 津市 マクドナルド津新町アルテ店 サービス 飲食業 2%

141,900 三重県 津市 マクドナルド津南店 サービス 飲食業 2%

141,901 三重県 津市 マクドナルド２３号津店 サービス 飲食業 2%

141,902 三重県 津市 マクドナルド久居インター店 サービス 飲食業 2%

141,903 三重県 津市 まつだ農園 まつぼっくり 小売業 食料品 5%

141,904 三重県 津市 磨洞温泉　涼風荘 サービス 宿泊業 5%

141,905 三重県 津市 まはろ骨盤整体 芸濃院 サービス その他サービス 5%

141,906 三重県 津市 まはろ骨盤整体 久居院 サービス その他サービス 5%

141,907 三重県 津市 ＭＡＹＵＭＩＢＡＳＥ 小売業 家具・調度品 5%

141,908 三重県 津市 丸正クリーニング　イオンタウン津城山店 サービス その他サービス 5%

141,909 三重県 津市 まる良津店 サービス 飲食業 5%

141,910 三重県 津市 三重珈琲 小売業 その他小売 5%

141,911 三重県 津市 三重ダイハツ販売津栗真店 小売業 その他小売 5%

141,912 三重県 津市 三重ダイハツ販売津垂水店 小売業 その他小売 5%

141,913 三重県 津市 三重津営業所 サービス その他サービス 5%

141,914 三重県 津市 三重トヨタ自動車一志店 小売業 その他小売 5%

141,915 三重県 津市 三重トヨタ自動車津桜橋店 小売業 その他小売 5%

141,916 三重県 津市 三重トヨタ自動車ドリーム２１店 小売業 その他小売 5%

141,917 三重県 津市 三重トヨタ自動車ＵーＣａｒフィールド津店 小売業 その他小売 5%

141,918 三重県 津市 三重トヨタ自動車レクサス津 小売業 その他小売 5%
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141,919 三重県 津市 みえむショップ　ＭｉｅＭｕ　ＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

141,920 三重県 津市 美里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,921 三重県 津市 美杉リゾートホテルＡＮＮＥＸ サービス 宿泊業 5%

141,922 三重県 津市 道の駅津かわげ 小売業 その他小売 5%

141,923 三重県 津市 南ヶ丘動物病院 サービス その他サービス 5%

141,924 三重県 津市 ミフジ 小売業 その他小売 5%

141,925 三重県 津市 宮脇書店　津ハッピーブックス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

141,926 三重県 津市 村井楽器　津店 小売業 その他小売 5%

141,927 三重県 津市 Ｍａｐｌｅ Ｆａｍ 小売業 食料品 5%

141,928 三重県 津市 メガネの服部 小売業 その他小売 5%

141,929 三重県 津市 メガネのマスダ 津本店 小売業 その他小売 5%

141,930 三重県 津市 メガネのマスダ 津北店 小売業 その他小売 5%

141,931 三重県 津市 メガネのマスダ 津一身田店 小売業 その他小売 5%

141,932 三重県 津市 メガネのマスダ 久居店 小売業 その他小売 5%

141,933 三重県 津市 メルセデス・ベンツ　三重中央 サービス その他サービス 5%

141,934 三重県 津市 ｍｅｎ’ｓ　ｈａｉｒ　ＬＬａＮｉ サービス 理容・美容業 5%

141,935 三重県 津市 茂波 小売業 食料品 5%

141,936 三重県 津市 有限会社　八百松商店 小売業 食料品 5%

141,937 三重県 津市 焼肉ホルモンこばやし　焼肉ホルモンこばやし サービス 飲食業 5%

141,938 三重県 津市 八知ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,939 三重県 津市 山川洋服 小売業 衣料品 5%

141,940 三重県 津市 山下会計事務所 山下会計事務所 サービス その他サービス 5%

141,941 三重県 津市 やまちょう 小売業 衣料品 5%

141,942 三重県 津市 山ニ造酢　美味しいｄｅ酢 小売業 食料品 5%

141,943 三重県 津市 ＹＯＵＲＳナカジマ 小売業 電化製品 5%

141,944 三重県 津市 ＹＯＵＲＳたなか 小売業 電化製品 5%

141,945 三重県 津市 有限会社イケバン サービス その他サービス 5%

141,946 三重県 津市 ［ＨＣ］有限会社おしゃべりはうす白山店 小売業 電化製品 5%

141,947 三重県 津市 有限会社小田無線商会 小売業 電化製品 5%

141,948 三重県 津市 （有）オリオン美容室 サービス 理容・美容業 5%

141,949 三重県 津市 有限会社くもづや作業服店 小売業 衣料品 5%

141,950 三重県 津市 有限会社香洋 小売業 その他小売 5%

141,951 三重県 津市 有限会社スポーツショップホリエ 小売業 その他小売 5%

141,952 三重県 津市 有限会社辻井スポーツ津店 小売業 その他小売 5%

141,953 三重県 津市 有　中尾カメラ店 小売業 その他小売 5%

141,954 三重県 津市 有限会社花の曽山 小売業 その他小売 5%

141,955 三重県 津市 有限会社　富士商会 小売業 その他小売 5%

141,956 三重県 津市 Ｕ－ケア 小売業 その他小売 5%

141,957 三重県 津市 夢小袖 小売業 衣料品 5%

141,958 三重県 津市 吉田石油店セルフ津SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

141,959 三重県 津市 力士料理　金鍋 サービス 飲食業 5%

141,960 三重県 津市 Ｒｅ ｓｅｔ サービス 理容・美容業 5%
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141,961 三重県 津市 Ｒｅ：ｓｅｔ サービス その他サービス 5%

141,962 三重県 津市 Ｒｉｔａ サービス 飲食業 5%

141,963 三重県 津市 琉球ダイニング花花津店 サービス 飲食業 5%

141,964 三重県 津市 琉球ダイニング花花津店 サービス 飲食業 5%

141,965 三重県 津市 両口屋 サービス 飲食業 5%

141,966 三重県 津市 理容和やか サービス 理容・美容業 5%

141,967 三重県 津市 旅館清少納言 サービス 宿泊業 5%

141,968 三重県 津市 Ｌｉｎｋ　ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　Ｌｉｎｋ　ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

141,969 三重県 津市 ルキナ サービス 理容・美容業 5%

141,970 三重県 津市 ルシードスタイル　エアラ　プラス サービス 理容・美容業 5%

141,971 三重県 津市 レストランい～菜　津店 サービス 飲食業 5%

141,972 三重県 津市 ロッサデビットコ　イオンタウン津城山店 小売業 衣料品 5%

141,973 三重県 津市 ＲＯＢＡＴＡ元気 サービス 飲食業 5%

141,974 三重県 津市 ＷＯＲＫＳＰＡＣＥ 小売業 家具・調度品 5%

141,975 三重県 津市 わたせい　一身田店 小売業 衣料品 5%

141,976 三重県 津市 わたせい　橋南店 小売業 衣料品 5%

141,977 三重県 津市 わたせい　久居店 小売業 衣料品 5%

141,978 三重県 津市 ワニコ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

141,979 三重県 東員町 愛犬サロントリミングプッピィー サービス その他サービス 5%

141,980 三重県 東員町 ａｔｒｅｅ サービス 理容・美容業 5%

141,981 三重県 東員町 アントニオ サービス 飲食業 5%

141,982 三重県 東員町 アントム・サイド 小売業 衣料品 5%

141,983 三重県 東員町 一号舘　東員店 小売業 食料品 5%

141,984 三重県 東員町 Ｍ’ｓオートサービス　東員店 小売業 その他小売 5%

141,985 三重県 東員町 旭南堂員弁店 小売業 電化製品 5%

141,986 三重県 東員町 てーたーてーと　FAITH店 サービス 理容・美容業 5%

141,987 三重県 東員町 テーターテート　ＦＡＩＴＨ店 サービス 理容・美容業 5%

141,988 三重県 東員町 ［ＨＣ］でんきはうすベル本店 小売業 電化製品 5%

141,989 三重県 東員町 ［ＨＣ］でんきはうすリコー 小売業 電化製品 5%

141,990 三重県 東員町 セブン－イレブン東員町穴太店 小売業 食料品 2%

141,991 三重県 東員町 ニッセンシェイプファンデサロンドＳＵＮ 小売業 衣料品 5%

141,992 三重県 東員町 Ｆｏｌｌｓｅｔ－フォルセット－ 小売業 衣料品 5%

141,993 三重県 東員町 三重トヨタ自動車員弁店 小売業 その他小売 5%

141,994 三重県 東員町 Ｒｕｙ ｈａｉｒ Ｒｕｙｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

141,995 三重県 東員町 Ｗｉｎｅ＠憩 サービス 飲食業 5%

141,996 三重県 東員町 ＯＮＥ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

141,997 三重県 鳥羽市 味の宿　花椿 サービス 宿泊業 5%

141,998 三重県 鳥羽市 味の宿みち潮 サービス 宿泊業 5%

141,999 三重県 鳥羽市 遊び心の宿　のいち サービス 宿泊業 5%

142,000 三重県 鳥羽市 海女小屋　はちまんかまど サービス 飲食業 5%

142,001 三重県 鳥羽市 安楽島温泉　湯元　海女乃島 サービス 宿泊業 5%

142,002 三重県 鳥羽市 アルファステーションセルフ堅神 小売業 ガソリンスタンド 2%
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142,003 三重県 鳥羽市 ＆ＢＡＫＥ サービス 飲食業 5%

142,004 三重県 鳥羽市 居酒屋　なな菜 サービス 飲食業 5%

142,005 三重県 鳥羽市 石鏡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,006 三重県 鳥羽市 石鏡第一ホテル神倶良 サービス 宿泊業 5%

142,007 三重県 鳥羽市 伊勢志摩真珠館 小売業 その他小売 5%

142,008 三重県 鳥羽市 伊勢志摩みやげセンター王将鳥羽本店 小売業 その他小売 5%

142,009 三重県 鳥羽市 旨さ納得の宿　香潮 サービス 宿泊業 5%

142,010 三重県 鳥羽市 海辺の温泉宿まるさん サービス 宿泊業 5%

142,011 三重県 鳥羽市 ＦＬＳパーティハウス　鳥羽店 小売業 衣料品 5%

142,012 三重県 鳥羽市 畔蛸ＳＳ　相差石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,013 三重県 鳥羽市 相差中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,014 三重県 鳥羽市 相差東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,015 三重県 鳥羽市 欧風喫茶ＬＯＢＯ サービス 飲食業 5%

142,016 三重県 鳥羽市 おえかき水族館 サービス その他サービス 5%

142,017 三重県 鳥羽市 オリックスレンタカー近鉄鳥羽駅前店 サービス その他サービス 2%

142,018 三重県 鳥羽市 カーナー　ピーナ サービス 飲食業 5%

142,019 三重県 鳥羽市 懐古ロマンの宿季さら サービス 宿泊業 2%

142,020 三重県 鳥羽市 海上料亭　海楽園 サービス 宿泊業 5%

142,021 三重県 鳥羽市 株式会社錦海楼 サービス 宿泊業 5%

142,022 三重県 鳥羽市 ＫＡＭＯＭＥｎｂ． サービス 宿泊業 5%

142,023 三重県 鳥羽市 季さら別邸　刻　?Ｔｏｋｉ? サービス 宿泊業 5%

142,024 三重県 鳥羽市 季さら別邸刻～Ｔｏｋｉ～ サービス 宿泊業 2%

142,025 三重県 鳥羽市 木場真珠店 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,026 三重県 鳥羽市 食いしん坊の湯宿　望洋 サービス 宿泊業 5%

142,027 三重県 鳥羽市 ゲストハウスＡＭＡＲＧＥ サービス その他サービス 5%

142,028 三重県 鳥羽市 胡蝶蘭 サービス 宿泊業 5%

142,029 三重県 鳥羽市 彩電館かたおか 小売業 電化製品 5%

142,030 三重県 鳥羽市 酒乃店もりした 小売業 食料品 5%

142,031 三重県 鳥羽市 サン浦島　悠季の里 サービス 宿泊業 5%

142,032 三重県 鳥羽市 サン浦島悠季の里 サービス その他サービス 5%

142,033 三重県 鳥羽市 サンビーチ鳥羽 サービス 宿泊業 5%

142,034 三重県 鳥羽市 シーサイドテラス　エスマーレ サービス 飲食業 5%

142,035 三重県 鳥羽市 潮騒の宿　うえ久 サービス 宿泊業 5%

142,036 三重県 鳥羽市 志摩ビーチホテル サービス 宿泊業 5%

142,037 三重県 鳥羽市 情景の宿あづま サービス 宿泊業 5%

142,038 三重県 鳥羽市 新鳥羽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,039 三重県 鳥羽市 扇芳閣 サービス 宿泊業 5%

142,040 三重県 鳥羽市 Ｃｉａｏ サービス 飲食業 5%

142,041 三重県 鳥羽市 （有）珍海堂 小売業 食料品 5%

142,042 三重県 鳥羽市 答志島温泉　水神の湯　中村屋 サービス 宿泊業 5%

142,043 三重県 鳥羽市 鳥羽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,044 三重県 鳥羽市 鳥羽１番街 小売業 その他小売 5%
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142,045 三重県 鳥羽市 鳥羽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,046 三重県 鳥羽市 鳥羽小浜荘 サービス 宿泊業 5%

142,047 三重県 鳥羽市 鳥羽海岸通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,048 三重県 鳥羽市 セブン－イレブン鳥羽堅神町店 小売業 食料品 2%

142,049 三重県 鳥羽市 鳥羽割烹たまも サービス 飲食業 5%

142,050 三重県 鳥羽市 鳥羽割烹たまも サービス 飲食業 5%

142,051 三重県 鳥羽市 鳥羽グランドホテル サービス 宿泊業 5%

142,052 三重県 鳥羽市 鳥羽国際ホテル サービス 宿泊業 5%

142,053 三重県 鳥羽市 鳥羽展望台　食国蔵王 サービス 飲食業 5%

142,054 三重県 鳥羽市 トヨタレンタリース三重鳥羽駅前店 サービス その他サービス 2%

142,055 三重県 鳥羽市 七越本店 サービス 飲食業 5%

142,056 三重県 鳥羽市 肉料理　まつむら サービス 飲食業 5%

142,057 三重県 鳥羽市 花海鮮とと サービス 宿泊業 5%

142,058 三重県 鳥羽市 花の小宿　重兵衛 サービス 宿泊業 5%

142,059 三重県 鳥羽市 浜幸パール　鳥羽支店 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,060 三重県 鳥羽市 浜の雅亭一井 サービス 宿泊業 5%

142,061 三重県 鳥羽市 浜辺の温泉宿かめや サービス 宿泊業 5%

142,062 三重県 鳥羽市 ブランカ　鳥羽本店 小売業 食料品 5%

142,063 三重県 鳥羽市 ホテル　浜離宮 サービス 宿泊業 5%

142,064 三重県 鳥羽市 ホテル芭新萃 サービス 宿泊業 5%

142,065 三重県 鳥羽市 ホテルマリテーム海幸園 サービス 宿泊業 2%

142,066 三重県 鳥羽市 ホテルメ湯楽々 サービス 宿泊業 5%

142,067 三重県 鳥羽市 ホテルリゾート彩花亭 サービス 宿泊業 5%

142,068 三重県 鳥羽市 小寺南洋真珠株式会社 小売業 衣料品 5%

142,069 三重県 鳥羽市 有限会社かず美 サービス 宿泊業 5%

142,070 三重県 鳥羽市 吉田屋和光 サービス 宿泊業 5%

142,071 三重県 鳥羽市 リゾートヒルズ豊浜蒼空の風 サービス 宿泊業 5%

142,072 三重県 鳥羽市 リゾートヒルズ豊浜蒼空の風 サービス 宿泊業 5%

142,073 三重県 鳥羽市 竜宮料理の宿　八島 サービス 宿泊業 5%

142,074 三重県 鳥羽市 料理の宿　銀鱗 サービス 宿泊業 5%

142,075 三重県 鳥羽市 料理旅館　伝洋 サービス 宿泊業 5%

142,076 三重県 鳥羽市 旅館 大田家 旅館 大田家 サービス 宿泊業 5%

142,077 三重県 鳥羽市 わらしべ鳥羽店 サービス 飲食業 5%

142,078 三重県 名張市 赤目温泉隠れの湯対泉閣 サービス 宿泊業 5%

142,079 三重県 名張市 赤目口ＳＳ　蔵東石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,080 三重県 名張市 赤目　山水園 サービス 宿泊業 5%

142,081 三重県 名張市 ＡＣＴ１５まとばでんき桔梗が丘店 小売業 電化製品 5%

142,082 三重県 名張市 ＡＣＴ１５まとばでんき　松崎町店 小売業 電化製品 5%

142,083 三重県 名張市 アンジェリーク サービス その他サービス 5%

142,084 三重県 名張市 伊賀ぎょうざ家　桔梗が丘店 小売業 食料品 5%

142,085 三重県 名張市 石の中原　名張店 小売業 その他小売 5%

142,086 三重県 名張市 イタリア料理ブォーノ サービス 飲食業 5%

3385



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

142,087 三重県 名張市 １８Ｉｃｈｉ＆Ｈａｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

142,088 三重県 名張市 ＶＩＤＡ サービス 理容・美容業 5%

142,089 三重県 名張市 伊賀 サービス 飲食業 5%

142,090 三重県 名張市 ＥＩＫＡＤＯ名張桔梗が丘店 小売業 食料品 5%

142,091 三重県 名張市 エコツアーデスク サービス その他サービス 5%

142,092 三重県 名張市 オークボフーズ 小売業 その他小売 5%

142,093 三重県 名張市 御きもの処中尾呉服店 小売業 衣料品 5%

142,094 三重県 名張市 お酒と料理しゅん サービス 飲食業 5%

142,095 三重県 名張市 オートサービスＫ サービス その他サービス 5%

142,096 三重県 名張市 オリックスレンタカー近鉄名張駅前店 サービス その他サービス 2%

142,097 三重県 名張市 オリックスレンタカー名張店 サービス その他サービス 2%

142,098 三重県 名張市 笠置商店わかがえり本舗かさぎ サービス その他サービス 5%

142,099 三重県 名張市 かつ整体院 サービス その他サービス 5%

142,100 三重県 名張市 Ｃｕｔ　Ｐｅｔｉｔ サービス 理容・美容業 5%

142,101 三重県 名張市 株式会社　赤目山水園 サービス その他サービス 5%

142,102 三重県 名張市 株式会社二輪専門店円冨亭 小売業 その他小売 5%

142,103 三重県 名張市 株式会社三重旅行サービス名張店 サービス その他サービス 5%

142,104 三重県 名張市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋名張店 サービス 飲食業 2%

142,105 三重県 名張市 河合塾マナビス桔梗が丘校 サービス その他サービス 2%

142,106 三重県 名張市 河合塾マナビス名張校 サービス その他サービス 2%

142,107 三重県 名張市 ギフトシティ山城屋 小売業 その他小売 5%

142,108 三重県 名張市 銀の卵　名張店 サービス 飲食業 5%

142,109 三重県 名張市 クオーレ サービス 飲食業 5%

142,110 三重県 名張市 久寿徳　松田酒店 小売業 食料品 5%

142,111 三重県 名張市 クリーニングナック サービス その他サービス 5%

142,112 三重県 名張市 クール・カレ　アン　桔梗が丘店 小売業 衣料品 5%

142,113 三重県 名張市 くろぎや 小売業 その他小売 5%

142,114 三重県 名張市 ＫＣＳセンター名張 サービス 理容・美容業 5%

142,115 三重県 名張市 鴻之台 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,116 三重県 名張市 ＫＯＺＯ ＫＯＺＯ サービス 理容・美容業 5%

142,117 三重県 名張市 骨格調整院まどろみ サービス その他サービス 5%

142,118 三重県 名張市 古民家ｃａｆｅこのは サービス 飲食業 5%

142,119 三重県 名張市 ｃｙｃｌｅｐｒｏｓｈｏｐｒｅｃｏ名張店 小売業 その他小売 5%

142,120 三重県 名張市 彩電館　はしおか 小売業 電化製品 5%

142,121 三重県 名張市 彩電館ヤマキ 小売業 電化製品 5%

142,122 三重県 名張市 彩電館　ヤマザキ 小売業 電化製品 5%

142,123 三重県 名張市 彩電館　ヤマモト 小売業 電化製品 5%

142,124 三重県 名張市 散髪屋安藤 サービス 理容・美容業 5%

142,125 三重県 名張市 散髪屋安藤 サービス 理容・美容業 5%

142,126 三重県 名張市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　３５０３０７０７ 小売業 その他小売 5%

142,127 三重県 名張市 ジェームス名張街道店 小売業 その他小売 2%

142,128 三重県 名張市 紫鯨亭 サービス 理容・美容業 5%
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142,129 三重県 名張市 食どころきはらし サービス 飲食業 5%

142,130 三重県 名張市 新名張　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,131 三重県 名張市 スーパーセルフ名張ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,132 三重県 名張市 スタジオキャラット　名張店 サービス その他サービス 5%

142,133 三重県 名張市 セルフステーション名張ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,134 三重県 名張市 タイヤ館名張 小売業 その他小売 2%

142,135 三重県 名張市 ＴＡＣＨＩ 花 小売業 衣料品 5%

142,136 三重県 名張市 ダックスドットコム 小売業 その他小売 5%

142,137 三重県 名張市 Ｔｉａｒａ サービス 理容・美容業 5%

142,138 三重県 名張市 ティーズガレージ 小売業 その他小売 5%

142,139 三重県 名張市 ＤＰ夏見橋 サービス 理容・美容業 5%

142,140 三重県 名張市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　伊賀の国店 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,141 三重県 名張市 富永米穀店 小売業 食料品 5%

142,142 三重県 名張市 トヨタレンタリース三重名張駅前店 サービス その他サービス 2%

142,143 三重県 名張市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｐａｓｔｏｒａｌｅ サービス 飲食業 5%

142,144 三重県 名張市 ナカオカでんき 小売業 電化製品 5%

142,145 三重県 名張市 ナカモータース桔梗が丘店 小売業 その他小売 5%

142,146 三重県 名張市 ナカモータース百合が丘店 小売業 その他小売 5%

142,147 三重県 名張市 和Ａｎｎあん藤 サービス 飲食業 5%

142,148 三重県 名張市 夏見オレンジ通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,149 三重県 名張市 名張ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,150 三重県 名張市 名張北 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,151 三重県 名張市 名張近鉄ガス 小売業 その他小売 5%

142,152 三重県 名張市 名張近鉄ガス　リビングサービス　桔梗が丘 小売業 その他小売 5%

142,153 三重県 名張市 セブン－イレブン名張蔵持町里店 小売業 食料品 2%

142,154 三重県 名張市 セブン－イレブン名張蔵持町原出西店 小売業 食料品 2%

142,155 三重県 名張市 名張プラザホテル サービス 宿泊業 5%

142,156 三重県 名張市 日本料理　和Ａｎｎ　あん藤 サービス 飲食業 5%

142,157 三重県 名張市 ネイルサロン麗 サービス その他サービス 5%

142,158 三重県 名張市 ＮＥＸＵ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

142,159 三重県 名張市 ネクスト・ワン名張本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

142,160 三重県 名張市 ＨＥＡＲＴＳききょうＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,161 三重県 名張市 ハーバリウム・クリスタルアートリウムＭａｙｕｍｉ サービス その他サービス 5%

142,162 三重県 名張市 パールクリーニング社 サービス その他サービス 5%

142,163 三重県 名張市 ＢａｇｕｚＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

142,164 三重県 名張市 バスターズ　バスターズ サービス その他サービス 5%

142,165 三重県 名張市 はんこ屋　名張店 小売業 その他小売 5%

142,166 三重県 名張市 Ｐ　ショップ　名張店 小売業 その他小売 5%

142,167 三重県 名張市 ビジネスホテル万徳 サービス 宿泊業 5%

142,168 三重県 名張市 ビューティパートナーひまわり化粧品専門店 小売業 その他小売 5%

142,169 三重県 名張市 ＢｅａｕｔｙＯｌｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

142,170 三重県 名張市 美容室ＣＨＡＮＴ サービス 理容・美容業 5%
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142,171 三重県 名張市 ＪＭ／双葉工作所 サービス その他サービス 5%

142,172 三重県 名張市 プライベートサロンＺＥＲＯ サービス 理容・美容業 5%

142,173 三重県 名張市 フローリット 小売業 その他小売 5%

142,174 三重県 名張市 ヘアーヒーリングサロンストック サービス 理容・美容業 5%

142,175 三重県 名張市 ＶＡＮＥ　ＳＵＲＦ　ＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

142,176 三重県 名張市 細川サイクル商会 小売業 その他小売 5%

142,177 三重県 名張市 まはろ骨盤整体 名張希央台院 サービス その他サービス 5%

142,178 三重県 名張市 三重ダイハツ販売名張店 小売業 その他小売 5%

142,179 三重県 名張市 三重トヨタ自動車名張店 小売業 その他小売 5%

142,180 三重県 名張市 三重旅行サービス　アピタ名張店 サービス その他サービス 5%

142,181 三重県 名張市 みすず美容室 サービス 理容・美容業 5%

142,182 三重県 名張市 ｍｉｇｎｏｎｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

142,183 三重県 名張市 麦の穂名張店 サービス 飲食業 5%

142,184 三重県 名張市 メガネハウスビッグアップル 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,185 三重県 名張市 ＭＥＬ＊ＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮＰＲＯＪＥＣＴ サービス 理容・美容業 5%

142,186 三重県 名張市 モリシマ商事 小売業 その他小売 5%

142,187 三重県 名張市 焼肉レストラン　奥田 サービス 飲食業 5%

142,188 三重県 名張市 有限会社梶匠 小売業 衣料品 5%

142,189 三重県 名張市 ＹＯＵ美容室 サービス 理容・美容業 5%

142,190 三重県 名張市 百合が丘動物病院 サービス その他サービス 5%

142,191 三重県 名張市 ＲＡＧＴＩＭＥＨＡＩＲＷＯＲＫＳ サービス 理容・美容業 5%

142,192 三重県 名張市 ララ・ピンク 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,193 三重県 名張市 リペアマート サービス その他サービス 5%

142,194 三重県 名張市 Ｌｕｃｉａ サービス 理容・美容業 5%

142,195 三重県 名張市 ヲワリヤ 小売業 衣料品 5%

142,196 三重県 松阪市 Ａｖａｎｔｉ　松阪店 サービス 飲食業 5%

142,197 三重県 松阪市 赤ちゃんデパート水谷　松阪店 小売業 衣料品 5%

142,198 三重県 松阪市 赤札堂　松阪店 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,199 三重県 松阪市 浅井呉服店 呉服のあさ井 小売業 衣料品 5%

142,200 三重県 松阪市 朝日野寿司 サービス 飲食業 5%

142,201 三重県 松阪市 アサヒレジャー 小売業 その他小売 5%

142,202 三重県 松阪市 安達自動車 サービス その他サービス 5%

142,203 三重県 松阪市 アツミメガネ　新松阪店 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,204 三重県 松阪市 ＡＬＩＶＥ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

142,205 三重県 松阪市 アンデルセンコンディトライ　中央店 小売業 食料品 5%

142,206 三重県 松阪市 ＡＮＶＡＩ８ 小売業 家具・調度品 5%

142,207 三重県 松阪市 飯南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,208 三重県 松阪市 伊沢仏壇店 小売業 家具・調度品 5%

142,209 三重県 松阪市 イセデンキ 小売業 電化製品 5%

142,210 三重県 松阪市 ｉｎｔｕｉｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

142,211 三重県 松阪市 ウッドベル　軽専門店 サービス その他サービス 5%

142,212 三重県 松阪市 ウッドベル　新三雲店 サービス その他サービス 5%
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142,213 三重県 松阪市 ウッドベル　花岡店 サービス その他サービス 5%

142,214 三重県 松阪市 うどんはな明かり　うどん　はな明かり サービス 飲食業 5%

142,215 三重県 松阪市 浦口ガラス住設 小売業 その他小売 5%

142,216 三重県 松阪市 嬉野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,217 三重県 松阪市 嬉野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,218 三重県 松阪市 エステハウスラ・ミュー サービス 理容・美容業 5%

142,219 三重県 松阪市 大倉自動車部品株式会社 小売業 その他小売 5%

142,220 三重県 松阪市 おかはな動物病院 サービス その他サービス 5%

142,221 三重県 松阪市 乙女心 小売業 その他小売 5%

142,222 三重県 松阪市 オニヴァ珈琲 小売業 食料品 5%

142,223 三重県 松阪市 オリックスレンタカー近鉄松阪駅前店 サービス その他サービス 2%

142,224 三重県 松阪市 温野菜松阪店 サービス 飲食業 2%

142,225 三重県 松阪市 開花屋　楽麺荘　松阪本店 サービス 宿泊業 5%

142,226 三重県 松阪市 ＣａｒＣｌｕｂ サービス その他サービス 5%

142,227 三重県 松阪市 ＣＡＳＡ　ＢＩＢＵＲＹ 小売業 家具・調度品 5%

142,228 三重県 松阪市 カツレツＡｖａｎｔｉ サービス 飲食業 5%

142,229 三重県 松阪市 かに久 サービス 飲食業 5%

142,230 三重県 松阪市 株式会社ＤａＩＳｏ 本社 サービス その他サービス 5%

142,231 三重県 松阪市 （株）大藤 小売業 衣料品 5%

142,232 三重県 松阪市 株式会社松阪カントリークラブ サービス その他サービス 5%

142,233 三重県 松阪市 粥見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,234 三重県 松阪市 からだ快適倶楽部　じらく サービス その他サービス 5%

142,235 三重県 松阪市 ｃａｒｉｓｏｍｅ 小売業 衣料品 5%

142,236 三重県 松阪市 がりとん 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

142,237 三重県 松阪市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋松阪上川店 サービス 飲食業 2%

142,238 三重県 松阪市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋松阪パワーセンター店 サービス 飲食業 2%

142,239 三重県 松阪市 カレーハウスＣｏｃｏ壱番屋松阪駅部田店 サービス 飲食業 2%

142,240 三重県 松阪市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋三重嬉野町店 サービス 飲食業 2%

142,241 三重県 松阪市 キャリア　アカデミー サービス その他サービス 5%

142,242 三重県 松阪市 牛角松阪店 サービス 飲食業 2%

142,243 三重県 松阪市 着楽屋 小売業 衣料品 5%

142,244 三重県 松阪市 くすり　化粧品　おくくら 小売業 その他小売 5%

142,245 三重県 松阪市 靴のホッタ　エルパス松阪店 小売業 その他小売 5%

142,246 三重県 松阪市 ｃｕｒａ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

142,247 三重県 松阪市 ＧＲＡＮＤ サービス 理容・美容業 5%

142,248 三重県 松阪市 グローバルイングリッシュスクール松阪校 サービス その他サービス 5%

142,249 三重県 松阪市 コスモス松阪川井町店 小売業 食料品 5%

142,250 三重県 松阪市 コスモス松阪店 小売業 食料品 5%

142,251 三重県 松阪市 コスモス松阪店 小売業 食料品 5%

142,252 三重県 松阪市 小濱書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

142,253 三重県 松阪市 米常 小売業 食料品 5%

142,254 三重県 松阪市 サイクルハウスミヤタ大黒田店 大黒田店 小売業 その他小売 5%
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142,255 三重県 松阪市 サイクルハウスミヤタ小津店 サイクルハウスミヤタ小津店 小売業 その他小売 5%

142,256 三重県 松阪市 サイクルベースあさひ　松阪店 小売業 その他小売 2%

142,257 三重県 松阪市 彩電館　にしい 小売業 電化製品 5%

142,258 三重県 松阪市 彩電館にしい 小売業 電化製品 5%

142,259 三重県 松阪市 ＳＡＫＡＮＡ　マサイチ サービス 飲食業 5%

142,260 三重県 松阪市 雑貨屋ｂｅｎ：ｃｈｉ 小売業 家具・調度品 5%

142,261 三重県 松阪市 佐藤石油店　ピュア松坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,262 三重県 松阪市 茶来まつさか 小売業 食料品 5%

142,263 三重県 松阪市 ジェームス松阪三雲店 小売業 その他小売 2%

142,264 三重県 松阪市 シェ・ママン サービス 飲食業 5%

142,265 三重県 松阪市 Ｓｈｅｌｂｙｏｆｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

142,266 三重県 松阪市 ＣＥＥＫ サービス 理容・美容業 5%

142,267 三重県 松阪市 島正洋装店 小売業 衣料品 5%

142,268 三重県 松阪市 ジャイブビラボンストアー　ＪＩＢＥ　ＢＩＬＬＡＢＯＮＧ　ＳＴＯＲＥ 小売業 その他小売 5%

142,269 三重県 松阪市 車検のコバック　松阪末広店 サービス その他サービス 5%

142,270 三重県 松阪市 写真箱松阪店 サービス その他サービス 5%

142,271 三重県 松阪市 上海四馬路　松阪店 サービス 飲食業 5%

142,272 三重県 松阪市 ＳＹＵＨＡＲＩ 小売業 衣料品 5%

142,273 三重県 松阪市 旬鮮酒場　満天や サービス 飲食業 5%

142,274 三重県 松阪市 ｓｕｉｔｓｔｙｌｅ 小売業 衣料品 5%

142,275 三重県 松阪市 スクール＆レディス　サカイ 小売業 衣料品 5%

142,276 三重県 松阪市 スクール＆レディス　サカイ 小売業 衣料品 5%

142,277 三重県 松阪市 スタジオキャラット　松阪店 サービス その他サービス 5%

142,278 三重県 松阪市 スタジオ専科　写撮 サービス その他サービス 5%

142,279 三重県 松阪市 ステッチハ－ト 小売業 電化製品 5%

142,280 三重県 松阪市 スナック 一 サービス 飲食業 5%

142,281 三重県 松阪市 ＳＰＲＥＡＤ． サービス 飲食業 5%

142,282 三重県 松阪市 すみれ二代目松阪店　すみれ二代目松阪店 サービス 飲食業 5%

142,283 三重県 松阪市 セグエオート 小売業 その他小売 5%

142,284 三重県 松阪市 セルフステーション松阪西 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,285 三重県 松阪市 セルフステーション松阪船江 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,286 三重県 松阪市 セルフ松阪多気バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,287 三重県 松阪市 １０１０ｂａｎｃｈｉ サービス 飲食業 5%

142,288 三重県 松阪市 ソフトバンク 松阪中央 小売業 その他小売 5%

142,289 三重県 松阪市 鯛屋旅館 サービス 宿泊業 5%

142,290 三重県 松阪市 竹村酒店 小売業 食料品 5%

142,291 三重県 松阪市 竹村酒店 小売業 その他小売 5%

142,292 三重県 松阪市 ｔａｋ　楽　ｋｉ 小売業 その他小売 5%

142,293 三重県 松阪市 茶重商店　茶遊膳　茶重 小売業 その他小売 5%

142,294 三重県 松阪市 茶遊膳 茶重 茶遊膳 茶重 小売業 その他小売 5%

142,295 三重県 松阪市 千代田家具松阪店 小売業 家具・調度品 5%

142,296 三重県 松阪市 辻井スポーツ松阪店 小売業 その他小売 5%
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142,297 三重県 松阪市 辻原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,298 三重県 松阪市 ディードットステーション松阪教室 サービス その他サービス 5%

142,299 三重県 松阪市 ＤＰサンフラワー サービス 理容・美容業 5%

142,300 三重県 松阪市 ＤＰパワーセンター サービス 理容・美容業 5%

142,301 三重県 松阪市 ＤＰ松阪中央 サービス 理容・美容業 5%

142,302 三重県 松阪市 デザインアンドウィットキサブロー 小売業 衣料品 5%

142,303 三重県 松阪市 手作りパンの店モンテカルロ 小売業 食料品 5%

142,304 三重県 松阪市 テニスラウンジ松阪 サービス その他サービス 5%

142,305 三重県 松阪市 徳和Ｈ・Ｃ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,306 三重県 松阪市 トヨタレンタリース三重松阪店 サービス その他サービス 2%

142,307 三重県 松阪市 トヨタレンタリース三重松阪駅前店 サービス その他サービス 2%

142,308 三重県 松阪市 豊丸 サービス 飲食業 5%

142,309 三重県 松阪市 中井時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,310 三重県 松阪市 ナカタニデンキ 小売業 電化製品 5%

142,311 三重県 松阪市 ナカミチ松阪店 小売業 衣料品 5%

142,312 三重県 松阪市 ナカミチ　松阪西店 小売業 衣料品 5%

142,313 三重県 松阪市 ナカムラ屋 小売業 食料品 5%

142,314 三重県 松阪市 中山良和 サービス その他サービス 5%

142,315 三重県 松阪市 Ｎａｄｅｓｈｉｋｏ サービス 理容・美容業 5%

142,316 三重県 松阪市 ニクバルダカラ　松阪駅前店 サービス 飲食業 5%

142,317 三重県 松阪市 西村商店 小売業 食料品 5%

142,318 三重県 松阪市 ＮＥＸＵＳ サービス 理容・美容業 5%

142,319 三重県 松阪市 ねこぱふぇ 店舗 サービス 飲食業 5%

142,320 三重県 松阪市 野村タタミ店 中町店 小売業 その他小売 5%

142,321 三重県 松阪市 野村タタミ店 山室店 小売業 その他小売 5%

142,322 三重県 松阪市 野呂車輌 サービス その他サービス 5%

142,323 三重県 松阪市 パーシモンカフェ サービス 飲食業 5%

142,324 三重県 松阪市 ８８／９０ｐｒｏｄｕｃｔｓ 小売業 その他小売 5%

142,325 三重県 松阪市 Ｈａｔｃｈ サービス 理容・美容業 5%

142,326 三重県 松阪市 パンセ 小売業 その他小売 5%

142,327 三重県 松阪市 ＢＢ　ＫＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

142,328 三重県 松阪市 東浦酒店 小売業 食料品 5%

142,329 三重県 松阪市 東松阪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,330 三重県 松阪市 びっくりドンキーパワーセンター松阪店 サービス 飲食業 2%

142,331 三重県 松阪市 ひな野松阪店 サービス 飲食業 5%

142,332 三重県 松阪市 フィッシング遊　松阪店 小売業 その他小売 5%

142,333 三重県 松阪市 藤原無線電機商会　藤原無線電機商会 小売業 電化製品 5%

142,334 三重県 松阪市 ブティックファーストページ中央店 小売業 衣料品 5%

142,335 三重県 松阪市 ＢＯＵＴＩＱＵＥ　ｆｉｒｓｔ　ｐａｇｅ 小売業 衣料品 5%

142,336 三重県 松阪市 ふとんタナカ　松阪店 小売業 その他小売 5%

142,337 三重県 松阪市 ブルーミント サービス 飲食業 5%

142,338 三重県 松阪市 フレックスホテル　レストラン　ヤマザクラ サービス 宿泊業 5%
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142,339 三重県 松阪市 フレックスホテル　フロント サービス 宿泊業 5%

142,340 三重県 松阪市 プロマーケット　松阪店 小売業 食料品 5%

142,341 三重県 松阪市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｔｒｅｓｏｒ サービス 理容・美容業 5%

142,342 三重県 松阪市 ｈａｉｒ ＣＵＢＥ サービス 理容・美容業 5%

142,343 三重県 松阪市 ヘアーサロン　アサヒ サービス 理容・美容業 5%

142,344 三重県 松阪市 ＪＭ／ｈａｉｒｌａｂｏｃｏｃｏｎ サービス 理容・美容業 5%

142,345 三重県 松阪市 ベル・ジュバンスサロン　　あさみ サービス 理容・美容業 5%

142,346 三重県 松阪市 ｂｅｎ：ｃｈｉ 小売業 その他小売 5%

142,347 三重県 松阪市 ホテル　ザ・グランコート松阪 サービス 宿泊業 5%

142,348 三重県 松阪市 マエダ園芸 小売業 その他小売 5%

142,349 三重県 松阪市 有限会社前田無線 小売業 電化製品 5%

142,350 三重県 松阪市 マクドナルド嬉野ピアゴ店 サービス 飲食業 2%

142,351 三重県 松阪市 マクドナルド学園前マックスバリュ店 サービス 飲食業 2%

142,352 三重県 松阪市 マクドナルド松阪店 サービス 飲食業 2%

142,353 三重県 松阪市 マクドナルド松阪三雲アピタ店 サービス 飲食業 2%

142,354 三重県 松阪市 マクドナルド松阪三雲店 サービス 飲食業 2%

142,355 三重県 松阪市 マサタン・ラボ 小売業 その他小売 5%

142,356 三重県 松阪市 マスヤ靴店　三交店 小売業 衣料品 5%

142,357 三重県 松阪市 マスヤ靴店　サンタン店 小売業 衣料品 5%

142,358 三重県 松阪市 マスヤ靴店　サンフラワー店 小売業 衣料品 5%

142,359 三重県 松阪市 マスヤ靴店　本店 小売業 衣料品 5%

142,360 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪荒木町店 小売業 食料品 2%

142,361 三重県 松阪市 松阪インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,362 三重県 松阪市 松阪インター花田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,363 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪駅北口店 小売業 食料品 2%

142,364 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪駅南店 小売業 食料品 2%

142,365 三重県 松阪市 松阪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,366 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪大黒田町北店 小売業 食料品 2%

142,367 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪大塚北店 小売業 食料品 2%

142,368 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪大津町店 小売業 食料品 2%

142,369 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪垣鼻町店 小売業 食料品 2%

142,370 三重県 松阪市 松阪鎌田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,371 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪川井町店 小売業 食料品 2%

142,372 三重県 松阪市 松阪漢方堂 小売業 その他小売 5%

142,373 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪京町一区店 小売業 食料品 2%

142,374 三重県 松阪市 松阪工業団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,375 三重県 松阪市 松阪国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,376 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪下村町店 小売業 食料品 2%

142,377 三重県 松阪市 松阪大学前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,378 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪高町店 小売業 食料品 2%

142,379 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪田村町北店 小売業 食料品 2%

142,380 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪殿町店 小売業 食料品 2%
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142,381 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪豊原町西店 小売業 食料品 2%

142,382 三重県 松阪市 ＥｎｅＪｅｔ松阪中道町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,383 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪中道町店 小売業 食料品 2%

142,384 三重県 松阪市 松阪西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,385 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪八太町店 小売業 食料品 2%

142,386 三重県 松阪市 松阪東町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,387 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪肥留町店 小売業 食料品 2%

142,388 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪船江町店 小売業 食料品 2%

142,389 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪曲町東店 小売業 食料品 2%

142,390 三重県 松阪市 松阪湊町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,391 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪宮町店 小売業 食料品 2%

142,392 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪山室町北店 小売業 食料品 2%

142,393 三重県 松阪市 セブン－イレブン松阪山室町店 小売業 食料品 2%

142,394 三重県 松阪市 松阪わんわんパラダイス森のホテルスメール サービス 宿泊業 5%

142,395 三重県 松阪市 まはろ骨盤整体 松阪院 サービス その他サービス 5%

142,396 三重県 松阪市 マミーズシフォン 小売業 食料品 5%

142,397 三重県 松阪市 Ｍａｒｕｓｕｇｉ　Ｂａｋｅｒｙ 小売業 食料品 5%

142,398 三重県 松阪市 三重ダイハツ販売カーメイト松阪店 小売業 その他小売 5%

142,399 三重県 松阪市 三重ダイハツ販売部品センター 小売業 その他小売 5%

142,400 三重県 松阪市 三重ダイハツ販売松阪船江店 小売業 その他小売 5%

142,401 三重県 松阪市 三重ダイハツ販売松阪駅部田店 小売業 その他小売 5%

142,402 三重県 松阪市 三重トヨタ自動車松阪船江店 小売業 その他小売 5%

142,403 三重県 松阪市 三重トヨタ自動車松阪山室店 小売業 その他小売 5%

142,404 三重県 松阪市 三重トヨタ自動車レクサス松阪 小売業 その他小売 5%

142,405 三重県 松阪市 三雲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,406 三重県 松阪市 ＭＩＮＮＩＥＪＡＮＥ 小売業 衣料品 5%

142,407 三重県 松阪市 都古水月　本店 小売業 食料品 5%

142,408 三重県 松阪市 都古水月　中央店 小売業 食料品 5%

142,409 三重県 松阪市 Ｍｉｒｏｋｕ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

142,410 三重県 松阪市 ムカイデンキ 小売業 電化製品 5%

142,411 三重県 松阪市 ｍａｉｎｅｃｏｏｎ サービス 理容・美容業 5%

142,412 三重県 松阪市 メガネのマスダ　大黒田店 小売業 その他小売 5%

142,413 三重県 松阪市 メガネのマスダ 松阪本店 小売業 その他小売 5%

142,414 三重県 松阪市 メガネのマスダ 松阪マーム店 小売業 その他小売 5%

142,415 三重県 松阪市 メガネのマスダ アピタ松阪三雲店 小売業 その他小売 5%

142,416 三重県 松阪市 メガネのマスダ 松阪学園前店 小売業 その他小売 5%

142,417 三重県 松阪市 メンズ＆レディスショップミヤトウ 小売業 衣料品 5%

142,418 三重県 松阪市 麺屋あらた　麺屋あらた サービス 飲食業 5%

142,419 三重県 松阪市 森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,420 三重県 松阪市 ヤキニク　トライチ サービス 飲食業 5%

142,421 三重県 松阪市 焼肉　蓮 サービス 飲食業 5%

142,422 三重県 松阪市 焼肉かどや サービス 飲食業 5%

3393



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

142,423 三重県 松阪市 焼肉たこやん サービス 飲食業 5%

142,424 三重県 松阪市 焼肉　野崎 サービス 飲食業 5%

142,425 三重県 松阪市 不毅窯藪タケシ サービス その他サービス 5%

142,426 三重県 松阪市 八幡屋呉服店 小売業 衣料品 5%

142,427 三重県 松阪市 ＹＯＵＲＳまつい 小売業 電化製品 5%

142,428 三重県 松阪市 ＹＯＵＲＳ　たかい 小売業 電化製品 5%

142,429 三重県 松阪市 ＹＯＵＲＳニシヤマ 小売業 電化製品 5%

142,430 三重県 松阪市 ＹＯＵＲＳ　むとう 小売業 電化製品 5%

142,431 三重県 松阪市 有限会社岡井博進堂 小売業 その他小売 5%

142,432 三重県 松阪市 ［ＨＣ］（有）おちあいでんき 小売業 電化製品 5%

142,433 三重県 松阪市 有限会社久能自動車 小売業 その他小売 5%

142,434 三重県 松阪市 有限会社平野薬局 小売業 その他小売 5%

142,435 三重県 松阪市 有限会社マグマグジャパン 小売業 食料品 5%

142,436 三重県 松阪市 有限会社山小屋　山小屋　松阪本店 サービス 飲食業 5%

142,437 三重県 松阪市 （有）マツムラ サービス 飲食業 5%

142,438 三重県 松阪市 ようび 小売業 衣料品 5%

142,439 三重県 松阪市 吉田石油店セルフうれし野SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,440 三重県 松阪市 ラ・ヴォーテ サービス 理容・美容業 5%

142,441 三重県 松阪市 ＬＡＸＡ　ＨＡＩＲ　ＷＯＲＫＳ サービス 理容・美容業 5%

142,442 三重県 松阪市 ＲＡＳＳＵＲＥＲ サービス 理容・美容業 5%

142,443 三重県 松阪市 ．．．ｌａｎｃａｈ 小売業 衣料品 5%

142,444 三重県 松阪市 Ｌｉｆ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

142,445 三重県 松阪市 理容キミカ サービス 理容・美容業 5%

142,446 三重県 松阪市 猟師浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,447 三重県 松阪市 Ｒｅｌａｔｉｖｅ　ｏｆ　Ｎ サービス 理容・美容業 5%

142,448 三重県 松阪市 ＲｏｕｇｅＮｏｉＲ 小売業 衣料品 5%

142,449 三重県 松阪市 ＬＵＣＩＤＥ ＳＴＹＬＥ Ｌｅｓ ＣＹＳ サービス 理容・美容業 5%

142,450 三重県 松阪市 レストラン　ナチュール サービス 飲食業 5%

142,451 三重県 松阪市 浪漫遊 三重松阪店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

142,452 三重県 松阪市 浪漫遊　松阪店 小売業 その他小売 5%

142,453 三重県 松阪市 若青 小売業 食料品 5%

142,454 三重県 松阪市 ワークトップ三雲 小売業 衣料品 5%

142,455 三重県 松阪市 和田金 小売業 食料品 5%

142,456 三重県 松阪市 わたせい　松阪店 小売業 衣料品 5%

142,457 三重県 松阪市 和風居酒屋梅一 サービス 飲食業 5%

142,458 三重県 松阪市 藁屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,459 三重県 南伊勢町 神前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,460 三重県 南伊勢町 河村商会 サービス その他サービス 5%

142,461 三重県 南伊勢町 ゴロヤ電化 小売業 電化製品 5%

142,462 三重県 南伊勢町 寿し友旅館 サービス 宿泊業 5%

142,463 三重県 南伊勢町 ［ＨＣ］ステップ２１こやま有限会社 小売業 電化製品 5%

142,464 三重県 南伊勢町 太吉屋酒店 小売業 食料品 5%
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142,465 三重県 南伊勢町 パール・ハヤシ 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,466 三重県 南伊勢町 橋本電機商会 小売業 電化製品 5%

142,467 三重県 南伊勢町 浜地デンキ店 小売業 電化製品 5%

142,468 三重県 南伊勢町 浜地デンキ東奈店 小売業 電化製品 5%

142,469 三重県 南伊勢町 村山ＳＳ　大久保 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,470 三重県 南伊勢町 旅館　二葉 サービス 宿泊業 5%

142,471 三重県 御浜町 阿田和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,472 三重県 御浜町 市木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,473 三重県 御浜町 神　木ＳＳ　小林 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,474 三重県 御浜町 北嶋モータース 小売業 その他小売 5%

142,475 三重県 御浜町 じぇしーおじさん サービス 飲食業 5%

142,476 三重県 御浜町 ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

142,477 三重県 御浜町 ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

142,478 三重県 御浜町 タイヤガーデン榎本タイヤ 小売業 その他小売 5%

142,479 三重県 御浜町 ミートショップたなかピネ店 小売業 食料品 5%

142,480 三重県 御浜町 御　浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,481 三重県 御浜町 有限会社　御浜柑橘 小売業 食料品 5%

142,482 三重県 明和町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅイオンモール明和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,483 三重県 明和町 ＶＯＧＵＥ　ＣＲｅＯ サービス 理容・美容業 5%

142,484 三重県 明和町 大淀　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,485 三重県 明和町 ｃａｖａｌｌｏ サービス 飲食業 5%

142,486 三重県 明和町 ｃａｖａｌｌｏ ２ サービス 飲食業 5%

142,487 三重県 明和町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋明和店 サービス 飲食業 2%

142,488 三重県 明和町 こいしろメンテナンス サービス その他サービス 5%

142,489 三重県 明和町 ザ・どん　イオン明和店 サービス 飲食業 5%

142,490 三重県 明和町 シゲルカットクラブ明和店 サービス 理容・美容業 5%

142,491 三重県 明和町 スーパーサンシ　明和店 小売業 食料品 5%

142,492 三重県 明和町 セルフ斎宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,493 三重県 明和町 タクミ自動車 サービス その他サービス 5%

142,494 三重県 明和町 中華ダイニング凛香 サービス 飲食業 5%

142,495 三重県 明和町 辻井呉服店 小売業 衣料品 5%

142,496 三重県 明和町 ＤＰ金剛坂 サービス 理容・美容業 5%

142,497 三重県 明和町 テニスラウンジ明和 サービス その他サービス 5%

142,498 三重県 明和町 マクドナルドイオンモール明和店 サービス 飲食業 2%

142,499 三重県 明和町 牛カツも食べれるお店 まる勝 牛カツも食べれるお店 まる勝 サービス 飲食業 5%

142,500 三重県 明和町 メイワコンタクト 小売業 その他小売 5%

142,501 三重県 明和町 メガネのマスダ 明和店 小売業 その他小売 5%

142,502 三重県 明和町 焼肉おどり場 明和店 サービス 飲食業 5%

142,503 三重県 明和町 ＹＯＵＲＳ　ＭＯＲＥ 小売業 電化製品 5%

142,504 三重県 明和町 ＹＯＵＲＳモア店 小売業 電化製品 5%

142,505 三重県 明和町 リ・トライアングル亀屋　東館 小売業 その他小売 5%

142,506 三重県 四日市市 ・美人冠 サービス 理容・美容業 5%

3395



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

142,507 三重県 四日市市 アイウェアショップ　オンフェイス 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,508 三重県 四日市市 ｓａｌｏｎ　Ｅｌｉａｄｅ サービス その他サービス 5%

142,509 三重県 四日市市 アイリスメガネ　四日市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,510 三重県 四日市市 Ａｖｅｃ　ｔｏｉ　Ｍ サービス 理容・美容業 2%

142,511 三重県 四日市市 アオキーズ・ピザ　四日市南店 小売業 食料品 5%

142,512 三重県 四日市市 アオキーズ・ピザ四日市北店 サービス 飲食業 5%

142,513 三重県 四日市市 赤ちゃんデパート水谷　四日市店 小売業 衣料品 5%

142,514 三重県 四日市市 アカツカ電器 小売業 電化製品 5%

142,515 三重県 四日市市 赤札堂　四日市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,516 三重県 四日市市 ＡＱＵＡＰＥＡＣＨ サービス 理容・美容業 5%

142,517 三重県 四日市市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｕｃａ四日市 サービス 理容・美容業 5%

142,518 三重県 四日市市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｂｌｕｅ四日市 サービス 理容・美容業 5%

142,519 三重県 四日市市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ｌｕｃａ　四日市 サービス 理容・美容業 5%

142,520 三重県 四日市市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｍｅｌｅ生桑 サービス 理容・美容業 5%

142,521 三重県 四日市市 アスト サービス その他サービス 5%

142,522 三重県 四日市市 ＡＤＡＰＴ 小売業 その他小売 5%

142,523 三重県 四日市市 株式会社アトリエパルク 小売業 その他小売 5%

142,524 三重県 四日市市 ＡＰＯＡＨＯＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

142,525 三重県 四日市市 アメリカボン　本店 小売業 衣料品 5%

142,526 三重県 四日市市 アルテ　デラ　フロール 小売業 その他小売 5%

142,527 三重県 四日市市 アロマ ヒーリング スピロ サービス その他サービス 5%

142,528 三重県 四日市市 アンゴロ サービス 飲食業 5%

142,529 三重県 四日市市 アンスリール サービス 理容・美容業 5%

142,530 三重県 四日市市 アントムサイド　四日市北店 小売業 衣料品 5%

142,531 三重県 四日市市 アントムサイド　四日市店 小売業 衣料品 5%

142,532 三重県 四日市市 ｕｎ　ｂａｋｅ 小売業 食料品 5%

142,533 三重県 四日市市 生桑　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,534 三重県 四日市市 居酒屋　ましろや サービス 飲食業 5%

142,535 三重県 四日市市 居酒屋よいち サービス 飲食業 5%

142,536 三重県 四日市市 石川畳店 サービス その他サービス 5%

142,537 三重県 四日市市 一号舘　本社 小売業 食料品 5%

142,538 三重県 四日市市 伊勢湾マリーナ サービス その他サービス 5%

142,539 三重県 四日市市 磯津電化センター　三滝店 小売業 電化製品 5%

142,540 三重県 四日市市 磯津電化センター河原田店 小売業 電化製品 5%

142,541 三重県 四日市市 ＧＲＡＴＯ サービス 飲食業 5%

142,542 三重県 四日市市 一号舘　大長店 小売業 食料品 5%

142,543 三重県 四日市市 一号舘　北楠店 小売業 食料品 5%

142,544 三重県 四日市市 一号舘　楠店 小売業 食料品 5%

142,545 三重県 四日市市 一号舘　小牧店 小売業 食料品 5%

142,546 三重県 四日市市 一号舘　坂部店 小売業 食料品 5%

142,547 三重県 四日市市 一号舘　桜店 小売業 食料品 5%

142,548 三重県 四日市市 一号舘　高花平店 小売業 食料品 5%
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142,549 三重県 四日市市 一号舘　ときわ店 小売業 食料品 5%

142,550 三重県 四日市市 一号舘　羽津店 小売業 食料品 5%

142,551 三重県 四日市市 一号舘　堀木店 小売業 食料品 5%

142,552 三重県 四日市市 一号舘　松本店 小売業 食料品 5%

142,553 三重県 四日市市 一号舘　三重団地店 小売業 食料品 5%

142,554 三重県 四日市市 一号舘　陽光台店 小売業 食料品 5%

142,555 三重県 四日市市 一号舘　四日市店 小売業 食料品 5%

142,556 三重県 四日市市 出光保々SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,557 三重県 四日市市 イトウサイクル 小売業 その他小売 5%

142,558 三重県 四日市市 伊藤商会 小売業 その他小売 5%

142,559 三重県 四日市市 伊藤三智 サービス その他サービス 5%

142,560 三重県 四日市市 いのうえ動物病院　いのうえ動物病院 サービス その他サービス 5%

142,561 三重県 四日市市 芋井商店 サービス 飲食業 5%

142,562 三重県 四日市市 芋蔵　四日市店 サービス 飲食業 5%

142,563 三重県 四日市市 海風?いんかじ? サービス 飲食業 5%

142,564 三重県 四日市市 ヴァンティアン　ＺＵＺＵ 小売業 衣料品 5%

142,565 三重県 四日市市 ＨＡＩＲ　Ｖｉｓ?ａ?Ｖｉｓ。 サービス 理容・美容業 5%

142,566 三重県 四日市市 ウィズ　こじま 小売業 電化製品 5%

142,567 三重県 四日市市 ウィズワタナベあかつき店 小売業 電化製品 5%

142,568 三重県 四日市市 ウィズワタナベとみだ店 小売業 電化製品 5%

142,569 三重県 四日市市 ＷＩＬＬ 小売業 衣料品 5%

142,570 三重県 四日市市 ＷＡＶＥ 小売業 その他小売 5%

142,571 三重県 四日市市 魚増水園 小売業 その他小売 5%

142,572 三重県 四日市市 うなぎ松岡 サービス 飲食業 5%

142,573 三重県 四日市市 うなぎ安田屋 サービス 飲食業 5%

142,574 三重県 四日市市 ＡＲＮ　ＲＡＣＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

142,575 三重県 四日市市 江川ふとん店 小売業 衣料品 5%

142,576 三重県 四日市市 ｅｓｅｎｃｉａｈａｉｒｄｅｓｉｇｎｓ サービス 理容・美容業 5%

142,577 三重県 四日市市 ｅｓｅｎｃｉａ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎｓ　ｅｓｅｎｃｉａｈａｉｒｄｅｓｉｇｎｓ サービス 理容・美容業 5%

142,578 三重県 四日市市 Ｅｔｃｈｉｎｇ　Ｆａｃｔｏｒｙ　ＨＡＭＡ 小売業 その他小売 5%

142,579 三重県 四日市市 Ｅｔｃｈｉｎｇ　Ｆａｃｔｏｒｙ　ＨＡＭＡ 小売業 その他小売 5%

142,580 三重県 四日市市 ＥｔｃｈｉｎｇＦａｃｔｏｒｙＨＡＭＡ 小売業 その他小売 5%

142,581 三重県 四日市市 Ｆ☆ＭＡＲＴ大矢知店 小売業 食料品 5%

142,582 三重県 四日市市 Ｆ１マート笹川通り店 小売業 食料品 5%

142,583 三重県 四日市市 ＭＧ四日市Ｌｉｖｉｎｇ サービス その他サービス 5%

142,584 三重県 四日市市 Ｅｌｅｍｅｎｔｓ サービス 理容・美容業 5%

142,585 三重県 四日市市 エンゼルの洋菓子 小売業 食料品 5%

142,586 三重県 四日市市 太田洋服店 小売業 衣料品 5%

142,587 三重県 四日市市 大問屋四日市店 サービス その他サービス 5%

142,588 三重県 四日市市 お茶の川村園 小売業 食料品 5%

142,589 三重県 四日市市 オトワヤ 小売業 衣料品 5%

142,590 三重県 四日市市 尾上別荘 サービス その他サービス 5%
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142,591 三重県 四日市市 Ｏｌｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

142,592 三重県 四日市市 オリックスレンタカー近鉄四日市駅前店 サービス その他サービス 2%

142,593 三重県 四日市市 オリックスレンタカー四日市駅前店 サービス その他サービス 2%

142,594 三重県 四日市市 オリバアンドクィーン サービス 理容・美容業 5%

142,595 三重県 四日市市 尾張屋 小売業 その他小売 5%

142,596 三重県 四日市市 ＣＡＲ　コンサルタント　Ｋ’ｓ 小売業 その他小売 5%

142,597 三重県 四日市市 ＫＡＯＮ サービス 理容・美容業 5%

142,598 三重県 四日市市 Ｋａｓａｎｅ　Ｂａｋｅｒｙ 小売業 食料品 5%

142,599 三重県 四日市市 肩コリ腰痛回復センター　オフィスマツナガ サービス その他サービス 5%

142,600 三重県 四日市市 ＣＵＴ　ＩＮ　ｆａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

142,601 三重県 四日市市 割烹　日向 サービス 飲食業 5%

142,602 三重県 四日市市 割烹　松半 サービス 飲食業 5%

142,603 三重県 四日市市 かっぽう若紀久喜旬 サービス 飲食業 5%

142,604 三重県 四日市市 カナリヤ 小売業 衣料品 5%

142,605 三重県 四日市市 カネ信 小売業 その他小売 5%

142,606 三重県 四日市市 株式会社アレン サービス その他サービス 5%

142,607 三重県 四日市市 ｃａｆｅ　ｎｅｕｆ サービス 飲食業 5%

142,608 三重県 四日市市 Ｃａｆｅ　Ｃｕｒｒｙ　Ｃａｄｅｌ サービス 飲食業 5%

142,609 三重県 四日市市 カフェハーツ サービス 飲食業 5%

142,610 三重県 四日市市 株式会社オートストラクト サービス その他サービス 5%

142,611 三重県 四日市市 株式会社ＡＴＩＳ サービス その他サービス 5%

142,612 三重県 四日市市 株式会社ウィズハート サービス 運輸業 5%

142,613 三重県 四日市市 株式会社オフィス優 サービス その他サービス 5%

142,614 三重県 四日市市 株式会社香久屋 小売業 その他小売 5%

142,615 三重県 四日市市 株式会社川口屋 小売業 衣料品 5%

142,616 三重県 四日市市 株式会社田中佛檀店 小売業 その他小売 5%

142,617 三重県 四日市市 株式会社 ＢＩＺサポート 知ってトクする お金のＦＰ サービス その他サービス 5%

142,618 三重県 四日市市 からだケアＲ サービス 理容・美容業 5%

142,619 三重県 四日市市 株式会社リッツ 小売業 衣料品 5%

142,620 三重県 四日市市 ＣＯＬＯＲ　ＬＯＶＥＲ サービス 理容・美容業 5%

142,621 三重県 四日市市 カレーハウス壱番屋四日市生桑店 サービス 飲食業 2%

142,622 三重県 四日市市 カレーハウス壱番屋四日市国一店 サービス 飲食業 2%

142,623 三重県 四日市市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋四日市駅西店 サービス 飲食業 2%

142,624 三重県 四日市市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋四日市富洲原店 サービス 飲食業 2%

142,625 三重県 四日市市 ガレージ　バーミリオン サービス その他サービス 5%

142,626 三重県 四日市市 韓国風居酒屋オンドル サービス 飲食業 5%

142,627 三重県 四日市市 韓国風居酒屋おんどる サービス 飲食業 5%

142,628 三重県 四日市市 カンサイ消毒 サービス その他サービス 5%

142,629 三重県 四日市市 管理部 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,630 三重県 四日市市 キタオカ 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,631 三重県 四日市市 キタオカ　四日市本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,632 三重県 四日市市 キタオカＫ　ｓｔｙｌｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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142,633 三重県 四日市市 喜太八時雨本舗 小売業 食料品 5%

142,634 三重県 四日市市 Ｋｉｔｃｈｅｎ ＮＡＴ Ｓ パスタ場 Ｋｉｔｃｈｅｎ ＮＡＴ Ｓ サービス 飲食業 5%

142,635 三重県 四日市市 Ｇｉｆｔ． サービス 理容・美容業 5%

142,636 三重県 四日市市 きもの京山四日市店 小売業 衣料品 5%

142,637 三重県 四日市市 きもの処　染重 小売業 衣料品 5%

142,638 三重県 四日市市 きもの屋小町 小売業 衣料品 5%

142,639 三重県 四日市市 キャラット／クレール　四日市店 サービス その他サービス 5%

142,640 三重県 四日市市 ギャラリー　雲母 小売業 家具・調度品 5%

142,641 三重県 四日市市 ギャラリー　雲母 小売業 家具・調度品 5%

142,642 三重県 四日市市 餃子酒場　ゴールド サービス 飲食業 5%

142,643 三重県 四日市市 京ちゃばな　四日市店 サービス 飲食業 5%

142,644 三重県 四日市市 キングデリカ　河原田店 小売業 食料品 5%

142,645 三重県 四日市市 金鯱山 サービス 飲食業 5%

142,646 三重県 四日市市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ新四日市店 小売業 その他小売 5%

142,647 三重県 四日市市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ四日市店 小売業 その他小売 5%

142,648 三重県 四日市市 クーパーズスポーツ 小売業 その他小売 5%

142,649 三重県 四日市市 Ｃｕｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

142,650 三重県 四日市市 串処　絆 サービス 飲食業 5%

142,651 三重県 四日市市 串焼道場２号店 サービス 飲食業 5%

142,652 三重県 四日市市 グッディ新正店 小売業 食料品 5%

142,653 三重県 四日市市 ＫＵＢＯＴＡ　ＭＵＳＩＣ サービス その他サービス 5%

142,654 三重県 四日市市 ｇｒａｃｉａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

142,655 三重県 四日市市 ＧＲＡＮ　　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

142,656 三重県 四日市市 ＧＬｉ　ＱＣＯＯ サービス 理容・美容業 5%

142,657 三重県 四日市市 ＧＬＩＴＴＥＲ サービス 理容・美容業 5%

142,658 三重県 四日市市 ｃｒｅｎｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

142,659 三重県 四日市市 Ｃｌａｉｒ　Ｃｌａｉｒ 小売業 その他小売 5%

142,660 三重県 四日市市 クロロフイル美顔教室　京屋松本店 小売業 その他小売 5%

142,661 三重県 四日市市 ＫＴファシリティーズ 小売業 電化製品 5%

142,662 三重県 四日市市 公園茶屋 サービス 飲食業 5%

142,663 三重県 四日市市 光泉窯 サービス その他サービス 5%

142,664 三重県 四日市市 神戸亭 サービス 飲食業 5%

142,665 三重県 四日市市 珈琲舎　沙羅の木 サービス 飲食業 5%

142,666 三重県 四日市市 ＫＯＢＡ旨喜酒専門店 小売業 食料品 5%

142,667 三重県 四日市市 コムズキッチン　来夢の餃子 小売業 食料品 5%

142,668 三重県 四日市市 紺文 小売業 衣料品 5%

142,669 三重県 四日市市 紺文　芝田店 サービス その他サービス 5%

142,670 三重県 四日市市 Ｔｈｅ　Ｒｏｏｍ サービス その他サービス 5%

142,671 三重県 四日市市 齋木洋服店 小売業 衣料品 5%

142,672 三重県 四日市市 サイコー二次会 小売業 その他小売 5%

142,673 三重県 四日市市 彩電館カワムラ 小売業 電化製品 5%

142,674 三重県 四日市市 彩電館クロミヤ 小売業 電化製品 5%
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142,675 三重県 四日市市 彩電館しろやま 小売業 電化製品 5%

142,676 三重県 四日市市 彩電館　すぎもと 小売業 電化製品 5%

142,677 三重県 四日市市 彩電館　セラ 小売業 電化製品 5%

142,678 三重県 四日市市 彩電館　はやし 小売業 電化製品 5%

142,679 三重県 四日市市 彩電館　めいわ 小売業 電化製品 5%

142,680 三重県 四日市市 魚屋の台所 下の一色 御在所サービスエリア下り店 サービス 飲食業 5%

142,681 三重県 四日市市 さかもっちゃんのホットドッグ屋さん サービス 飲食業 5%

142,682 三重県 四日市市 サキナビューティーラウンジ四日市 小売業 その他小売 5%

142,683 三重県 四日市市 作業所　来夢　来夢の餃子 小売業 食料品 5%

142,684 三重県 四日市市 ＳＵＱＲＡＳ サービス 理容・美容業 5%

142,685 三重県 四日市市 酒のソクハイ四日市駅前店 小売業 その他小売 5%

142,686 三重県 四日市市 酒のソクハイ四日市本店 小売業 その他小売 5%

142,687 三重県 四日市市 札幌かに本家　四日市店 サービス 飲食業 5%

142,688 三重県 四日市市 札幌かに本家　四日市店 サービス 飲食業 5%

142,689 三重県 四日市市 サービスネット サービス その他サービス 5%

142,690 三重県 四日市市 サムソン＆デリラ　センシン サービス 理容・美容業 5%

142,691 三重県 四日市市 猿ｃａｆｅ　四日市店 サービス 飲食業 5%

142,692 三重県 四日市市 ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

142,693 三重県 四日市市 サロンドメディチ サービス 理容・美容業 5%

142,694 三重県 四日市市 ｓａｌｏｎＡｕｂｅ サービス 理容・美容業 5%

142,695 三重県 四日市市 サンカメラ 小売業 その他小売 5%

142,696 三重県 四日市市 サンデン桜花台店 小売業 電化製品 5%

142,697 三重県 四日市市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　３５２２２７４７ 小売業 その他小売 5%

142,698 三重県 四日市市 サンルーチョ サービス 飲食業 5%

142,699 三重県 四日市市 ＧＢファクトリー サービス その他サービス 5%

142,700 三重県 四日市市 Ｊ　ｓ　ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

142,701 三重県 四日市市 ジェームス日永東店 小売業 その他小売 2%

142,702 三重県 四日市市 シェトワ白楊　文具館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

142,703 三重県 四日市市 しなやかファーム 小売業 食料品 5%

142,704 三重県 四日市市 じばさん三重 小売業 その他小売 5%

142,705 三重県 四日市市 嶋田電器店 小売業 電化製品 5%

142,706 三重県 四日市市 下田電器 小売業 電化製品 5%

142,707 三重県 四日市市 写真箱Ｆ１マート笹川通店 サービス その他サービス 5%

142,708 三重県 四日市市 写真箱富田店 サービス その他サービス 5%

142,709 三重県 四日市市 写真箱マックスバリュ笹川店 サービス その他サービス 5%

142,710 三重県 四日市市 ｊｕｓｔ　ｔｉｍｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,711 三重県 四日市市 シャディ　イナトウ　四日市本店 小売業 その他小売 5%

142,712 三重県 四日市市 しゃぶしゃぶ温野菜　四日市市立病院前店 サービス 飲食業 2%

142,713 三重県 四日市市 Ｊｅｊｅ　ｈａｉｒｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

142,714 三重県 四日市市 匠でんき 小売業 電化製品 5%

142,715 三重県 四日市市 食彩たまゆら南店 サービス 飲食業 5%

142,716 三重県 四日市市 食彩たまゆら南店 サービス 飲食業 5%
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142,717 三重県 四日市市 食事処　はゃちゃん サービス 飲食業 5%

142,718 三重県 四日市市 Ｇｉｏｒｎｏ　ｐａｃｅ サービス 飲食業 5%

142,719 三重県 四日市市 城山電器 小売業 電化製品 5%

142,720 三重県 四日市市 新時代四日市店 サービス 飲食業 5%

142,721 三重県 四日市市 スーパーサンシ　いくわ店 小売業 食料品 5%

142,722 三重県 四日市市 スーパーサンシ　一番街店 小売業 食料品 5%

142,723 三重県 四日市市 スーパーサンシ　桜花台店 小売業 食料品 5%

142,724 三重県 四日市市 スーパーサンシ　大矢知店 小売業 食料品 5%

142,725 三重県 四日市市 スーパーサンシ　サンビーム店 小売業 食料品 5%

142,726 三重県 四日市市 スーパーサンシ　日永カヨー店 小売業 食料品 5%

142,727 三重県 四日市市 スカイバンケット サービス 飲食業 5%

142,728 三重県 四日市市 すしダイニング四日市 サービス 飲食業 5%

142,729 三重県 四日市市 スタジオ　ケン サービス 理容・美容業 5%

142,730 三重県 四日市市 すたみな太郎　四日市店 サービス 飲食業 5%

142,731 三重県 四日市市 ストーンズ石仙 小売業 その他小売 5%

142,732 三重県 四日市市 スぺースクリエイト サービス その他サービス 5%

142,733 三重県 四日市市 諏訪回廊　客人 サービス 飲食業 5%

142,734 三重県 四日市市 諏訪パークビル サービス 飲食業 5%

142,735 三重県 四日市市 精肉大剛　本店 小売業 食料品 5%

142,736 三重県 四日市市 セイホー家電　西邦家電 小売業 電化製品 5%

142,737 三重県 四日市市 石翁 サービス 飲食業 5%

142,738 三重県 四日市市 ソフトバンク　日永 小売業 その他小売 5%

142,739 三重県 四日市市 ｓｏｉｎソワン サービス 理容・美容業 5%

142,740 三重県 四日市市 第一楽器　四日市店 小売業 その他小売 5%

142,741 三重県 四日市市 第一楽器　四日市店 小売業 その他小売 5%

142,742 三重県 四日市市 第一観光 営業本部 サービス その他サービス 5%

142,743 三重県 四日市市 第一観光 四日市北店 サービス その他サービス 5%

142,744 三重県 四日市市 大剛　曽井店 サービス 飲食業 5%

142,745 三重県 四日市市 ダイコクドラッグ近鉄四日市駅前店 小売業 その他小売 5%

142,746 三重県 四日市市 大衆酒場　蒼 サービス 飲食業 5%

142,747 三重県 四日市市 ダイハツ三重サービスセンター 小売業 その他小売 5%

142,748 三重県 四日市市 ダイハツ三重本社 小売業 その他小売 5%

142,749 三重県 四日市市 ダイハツ三重四日市北店 小売業 その他小売 5%

142,750 三重県 四日市市 ダイハツ三重四日市西店 小売業 その他小売 5%

142,751 三重県 四日市市 ダイハツ三重四日市南店 小売業 その他小売 5%

142,752 三重県 四日市市 竹寿司 サービス 飲食業 5%

142,753 三重県 四日市市 たなかでんき 小売業 電化製品 5%

142,754 三重県 四日市市 玉の湯 サービス その他サービス 5%

142,755 三重県 四日市市 玉屋 玉屋 サービス 飲食業 5%

142,756 三重県 四日市市 着楽 小売業 衣料品 5%

142,757 三重県 四日市市 茶陶苑まさき 小売業 その他小売 5%

142,758 三重県 四日市市 中央車輛リース有限会社 サービス その他サービス 5%
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142,759 三重県 四日市市 直販とまと屋　直販とまと屋 小売業 食料品 5%

142,760 三重県 四日市市 ｔｍｐ 小売業 衣料品 5%

142,761 三重県 四日市市 ＤＰ大矢知 サービス 理容・美容業 5%

142,762 三重県 四日市市 ＤＰ笹川 サービス 理容・美容業 5%

142,763 三重県 四日市市 ＤＡＺＥ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｂｌｅｓ 小売業 その他小売 5%

142,764 三重県 四日市市 ＤＡＺＥ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｂｌｅｓ 小売業 その他小売 5%

142,765 三重県 四日市市 Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

142,766 三重県 四日市市 ｍｉｋａｒａ　東日野町店 サービス 理容・美容業 5%

142,767 三重県 四日市市 てーたーてーと　笹川店 サービス 理容・美容業 5%

142,768 三重県 四日市市 てーたーてーと　NORTH店 サービス 理容・美容業 5%

142,769 三重県 四日市市 て－た－て－と　四日市店 サービス 理容・美容業 5%

142,770 三重県 四日市市 テーラーカスカベ 小売業 衣料品 5%

142,771 三重県 四日市市 テーターテート　四日市店 サービス 理容・美容業 5%

142,772 三重県 四日市市 テニスラウンジ四日市 サービス その他サービス 5%

142,773 三重県 四日市市 電化サロン　スエナガヤ 小売業 電化製品 5%

142,774 三重県 四日市市 天ぷら海鮮よか天 サービス 飲食業 5%

142,775 三重県 四日市市 トウエイホテル サービス 宿泊業 5%

142,776 三重県 四日市市 Ｄｕｅｎｄｅ サービス 理容・美容業 5%

142,777 三重県 四日市市 堂ヶ山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,778 三重県 四日市市 東光堂ひょうぐ店 サービス その他サービス 5%

142,779 三重県 四日市市 ときわ サービス 飲食業 5%

142,780 三重県 四日市市 ＤＯＫＯＤＯ 小売業 衣料品 5%

142,781 三重県 四日市市 とのさん サービス 飲食業 5%

142,782 三重県 四日市市 富寿家 小売業 食料品 5%

142,783 三重県 四日市市 富田菓庵 清華堂 小売業 食料品 5%

142,784 三重県 四日市市 富田浜病院売店 小売業 その他小売 5%

142,785 三重県 四日市市 トヨタレンタリース三重四日市駅前店 サービス その他サービス 2%

142,786 三重県 四日市市 トヨタレンタリース三重四日市管理センター サービス その他サービス 2%

142,787 三重県 四日市市 ＤｒｙＨｅａｄＳｐａＳａｌｏｎＲｅ．ｓｔ サービス 理容・美容業 5%

142,788 三重県 四日市市 トラットリアヴィーノ サービス 飲食業 5%

142,789 三重県 四日市市 ｔｒａｔｔｏｒｉａ ｓａｐｏｒｅ サービス 飲食業 5%

142,790 三重県 四日市市 とりでん　四日市店 サービス 飲食業 5%

142,791 三重県 四日市市 ＮＩＮＮＥ 小売業 その他小売 5%

142,792 三重県 四日市市 ＮＡＯカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

142,793 三重県 四日市市 ナガサワカバン 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,794 三重県 四日市市 ナガセビューティーケアマサコオフィス サービス 理容・美容業 5%

142,795 三重県 四日市市 中村寝装店 小売業 家具・調度品 5%

142,796 三重県 四日市市 中山製菓舗 小売業 食料品 5%

142,797 三重県 四日市市 名古屋どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

142,798 三重県 四日市市 ナナコショップ 小売業 食料品 5%

142,799 三重県 四日市市 菜の花自然整体院 サービス その他サービス 5%

142,800 三重県 四日市市 ニッセンシェイプファンデサロン花りんとう 小売業 衣料品 5%
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142,801 三重県 四日市市 ニッセンシェイプファンデサロンセルビス 小売業 衣料品 5%

142,802 三重県 四日市市 ニッセンシェイプファンデサロンジャスミン 小売業 衣料品 5%

142,803 三重県 四日市市 日本酒場　大感謝 サービス 飲食業 5%

142,804 三重県 四日市市 日本料理たまゆらプラトンホテル四日市店 サービス 飲食業 5%

142,805 三重県 四日市市 ニュー・ジェー・アールＨ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,806 三重県 四日市市 人形の舘　ひのでや 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

142,807 三重県 四日市市 ヌーベルイマージュ四日市店 小売業 その他小売 5%

142,808 三重県 四日市市 野崎裕代（カイロプラクティック） サービス 理容・美容業 5%

142,809 三重県 四日市市 ノンノクラシックホテル サービス その他サービス 5%

142,810 三重県 四日市市 Ｈａｒｄ　Ｂｏｐ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｈａｒｄ　Ｂｏｐ　Ｃｏｆｆｅｅ　ハードバップコーヒー サービス 飲食業 5%

142,811 三重県 四日市市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ－ｕｐｂａｕ サービス 理容・美容業 5%

142,812 三重県 四日市市 馬喰ろう四日市店 サービス 飲食業 5%

142,813 三重県 四日市市 服部電器四日市営業所 小売業 電化製品 5%

142,814 三重県 四日市市 服部時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,815 三重県 四日市市 服部モータース商会 サービス その他サービス 5%

142,816 三重県 四日市市 服部モータース商会 服部モータース商会 サービス その他サービス 5%

142,817 三重県 四日市市 パティスリー　ラ　セディーユ 小売業 食料品 5%

142,818 三重県 四日市市 ｂｕｄ　ｂｌｏｏｍ　ｈａｉｒ　ｒｅｌａｘ　ｂｕｄ　ｂｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

142,819 三重県 四日市市 ｈａｎａ ｃａｆｅ 小売業 食料品 5%

142,820 三重県 四日市市 パナハートかねうち 小売業 電化製品 5%

142,821 三重県 四日市市 彩電館パナプラザカワグチ 小売業 電化製品 5%

142,822 三重県 四日市市 浜田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,823 三重県 四日市市 刃物屋又兵衛 小売業 その他小売 5%

142,824 三重県 四日市市 原田電器 小売業 電化製品 5%

142,825 三重県 四日市市 Ｈａｌｅ　Ｍｉｎｏ’Ａｋａ サービス その他サービス 5%

142,826 三重県 四日市市 ぱんカフェ ブルーミング サービス 飲食業 5%

142,827 三重県 四日市市 パン工房 ブルーミング 小売業 食料品 5%

142,828 三重県 四日市市 半平や 小売業 食料品 5%

142,829 三重県 四日市市 ビアガーデン サービス 飲食業 5%

142,830 三重県 四日市市 ＢｉＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

142,831 三重県 四日市市 びっくりドンキー生桑店 サービス 飲食業 2%

142,832 三重県 四日市市 びっくりドンキー中央緑地前店 サービス 飲食業 2%

142,833 三重県 四日市市 ピットステーション　四日市店 サービス その他サービス 5%

142,834 三重県 四日市市 ＰＩＮＥＤＥ　四日市店 小売業 食料品 5%

142,835 三重県 四日市市 ビビ　アンド　ココ 小売業 家具・調度品 5%

142,836 三重県 四日市市 ひまわり磯津店 小売業 その他小売 5%

142,837 三重県 四日市市 ひまわり薬局 小売業 その他小売 5%

142,838 三重県 四日市市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＣＯＣＯ　四日市店 サービス 理容・美容業 5%

142,839 三重県 四日市市 美容室　フラッパー サービス 理容・美容業 5%

142,840 三重県 四日市市 平尾ガス　ご利用料金 サービス その他サービス 5%

142,841 三重県 四日市市 平野舎 サービス 飲食業 5%

142,842 三重県 四日市市 ビリダリアウトレット 小売業 衣料品 5%
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142,843 三重県 四日市市 ビリヤード　Ｋ　Ｇ サービス その他サービス 5%

142,844 三重県 四日市市 ＦＡＴ　ＭＡＭＡ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

142,845 三重県 四日市市 ファミックスさとう 小売業 電化製品 5%

142,846 三重県 四日市市 フィッシング遊　四日市店 小売業 その他小売 5%

142,847 三重県 四日市市 フィッシング遊　四日市店 小売業 その他小売 5%

142,848 三重県 四日市市 ブ－ビ－ズ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

142,849 三重県 四日市市 フォトスタジオシリウス サービス その他サービス 5%

142,850 三重県 四日市市 フクオー車体株式会社 サービス その他サービス 5%

142,851 三重県 四日市市 藤澤不動産　１ サービス その他サービス 5%

142,852 三重県 四日市市 フジヤマ５５四日市店 サービス 飲食業 5%

142,853 三重県 四日市市 プラスペースＰＴ野田 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,854 三重県 四日市市 プラトンホテル四日市 サービス 宿泊業 5%

142,855 三重県 四日市市 ＢＲＡＭＶＥＲ＇Ｓ＆ＭＹＰＲＥＣＩＯＵＳ 小売業 その他小売 5%

142,856 三重県 四日市市 プリテール四日市 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,857 三重県 四日市市 ＢＬＵＥ 小売業 衣料品 5%

142,858 三重県 四日市市 Ｆｌｅｕｒ柳橋美容室 サービス 理容・美容業 5%

142,859 三重県 四日市市 古川ヴエスタ商会 サービス その他サービス 5%

142,860 三重県 四日市市 ブルックファニチャーセンター 小売業 家具・調度品 5%

142,861 三重県 四日市市 やまぐち音楽教室 サービス その他サービス 5%

142,862 三重県 四日市市 Ｂｒｅｒａ サービス 理容・美容業 5%

142,863 三重県 四日市市 Ｆｒｉｅｎｄｓ 小売業 衣料品 5%

142,864 三重県 四日市市 Ｆｒｉｅｎｄｓ 小売業 衣料品 5%

142,865 三重県 四日市市 Ｐｒｏ　Ｓｈｏｐ　じん 小売業 その他小売 5%

142,866 三重県 四日市市 ＰＲＯＳＨＯＰＹＳＤ サービス その他サービス 5%

142,867 三重県 四日市市 プロマーケット　四日市店 小売業 食料品 5%

142,868 三重県 四日市市 ｈａｉｒ　ｃｏｃｏ　ＬＯＮＤＯＮ サービス 理容・美容業 5%

142,869 三重県 四日市市 ｈａｉｒ ＥＰＩＣ サービス 理容・美容業 5%

142,870 三重県 四日市市 Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

142,871 三重県 四日市市 ｈａｉｒ　Ｓｐｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

142,872 三重県 四日市市 ヘアースペース銀座 サービス 理容・美容業 5%

142,873 三重県 四日市市 ヘアーメイクＰｉｘｉｅＢｏｂ サービス 理容・美容業 5%

142,874 三重県 四日市市 ＨＡＩＲＭＡＫＥＯＮＥｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

142,875 三重県 四日市市 ベルシック　白揚店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

142,876 三重県 四日市市 豊神堂商事 小売業 電化製品 5%

142,877 三重県 四日市市 豊神堂商事株式会社 小売業 電化製品 5%

142,878 三重県 四日市市 豊神堂　杉本店 小売業 電化製品 5%

142,879 三重県 四日市市 豊神堂本店 小売業 電化製品 5%

142,880 三重県 四日市市 ＨＯＬＹ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ 小売業 その他小売 5%

142,881 三重県 四日市市 ホーシンドー　本店 小売業 電化製品 5%

142,882 三重県 四日市市 保々ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,883 三重県 四日市市 ＨＯＬＹ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,884 三重県 四日市市 株式会社光本美容商事社　光本美容商事社２ 小売業 その他小売 5%
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142,885 三重県 四日市市 ｍｏｕｎ－Ｔ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

142,886 三重県 四日市市 前田商会 小売業 その他小売 5%

142,887 三重県 四日市市 マクドナルド１号線四日市店 サービス 飲食業 2%

142,888 三重県 四日市市 松阪牛たんど サービス 飲食業 5%

142,889 三重県 四日市市 ＭＡＳＳＩＭＡ 小売業 衣料品 5%

142,890 三重県 四日市市 まはろ骨盤整体 四日市日永西院 サービス その他サービス 5%

142,891 三重県 四日市市 マリエ１Ｆ サービス その他サービス 5%

142,892 三重県 四日市市 マリエ２Ｆ サービス その他サービス 5%

142,893 三重県 四日市市 丸栄電器 小売業 電化製品 5%

142,894 三重県 四日市市 まるかんのお店四日市店 サービス その他サービス 5%

142,895 三重県 四日市市 万代書店四日市日永店 小売業 その他小売 5%

142,896 三重県 四日市市 ｍｅｅｔｓ サービス 理容・美容業 5%

142,897 三重県 四日市市 三重寝台 サービス その他サービス 5%

142,898 三重県 四日市市 三重石商事株式会社 小売業 電化製品 5%

142,899 三重県 四日市市 三重動物医療センター サービス その他サービス 5%

142,900 三重県 四日市市 三重トヨタ自動車四日市川島店 小売業 その他小売 5%

142,901 三重県 四日市市 三重トヨタ自動車四日市羽津店 小売業 その他小売 5%

142,902 三重県 四日市市 三重トヨタ自動車四日市日永店 小売業 その他小売 5%

142,903 三重県 四日市市 三重四日市営業所 サービス その他サービス 5%

142,904 三重県 四日市市 ｍｉｋａｒａ　本店 サービス 理容・美容業 5%

142,905 三重県 四日市市 みずたに動物病院 サービス その他サービス 5%

142,906 三重県 四日市市 ＭＩＣＣＨ　ＡＵＴＯ　ＳＥＲＶＩＣＥ サービス その他サービス 5%

142,907 三重県 四日市市 宮きしめん御在所ＳＡ 小売業 その他小売 5%

142,908 三重県 四日市市 宮脇書店　四日市本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

142,909 三重県 四日市市 ミュゼ　ドゥ　クオル サービス 理容・美容業 5%

142,910 三重県 四日市市 名四カントリ―クラブ サービス その他サービス 5%

142,911 三重県 四日市市 メガネのキタオカ　アーバンＫ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,912 三重県 四日市市 メガネのキタオカ　日永店 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,913 三重県 四日市市 メガネの西口日永カネスエ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

142,914 三重県 四日市市 メトロ電器 小売業 電化製品 5%

142,915 三重県 四日市市 ｍｅｍｏｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

142,916 三重県 四日市市 メルセデス・ベンツ　四日市 サービス その他サービス 5%

142,917 三重県 四日市市 ｍｏｄｅｒａｔｅ　モデラート　２階 小売業 衣料品 5%

142,918 三重県 四日市市 ＭＯＴＯ ＳＥＲＶＩＣＥ ＫＡＴＯ 小売業 その他小売 5%

142,919 三重県 四日市市 もみじ屋　四日市店 サービス 飲食業 5%

142,920 三重県 四日市市 モリデン 小売業 電化製品 5%

142,921 三重県 四日市市 八城寿司 八城寿司笹川店 サービス 飲食業 5%

142,922 三重県 四日市市 やすだ陶工芸 サービス その他サービス 5%

142,923 三重県 四日市市 弥な屋 小売業 衣料品 5%

142,924 三重県 四日市市 山正 サービス 飲食業 5%

142,925 三重県 四日市市 山本屋本店ＥＸＰＡＳＡ御在所下り線 サービス 飲食業 5%

142,926 三重県 四日市市 山本屋本店ＥＸＰＡＳＡ御在所（下り線）店 小売業 その他小売 5%
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142,927 三重県 四日市市 結納　履物　なかむら 小売業 衣料品 5%

142,928 三重県 四日市市 有限会社井上ミシン商会 小売業 その他小売 5%

142,929 三重県 四日市市 有限会社シャモニ 小売業 その他小売 5%

142,930 三重県 四日市市 有限会社田中リビング 小売業 その他小売 5%

142,931 三重県 四日市市 有限会社　中山建材店 小売業 その他小売 5%

142,932 三重県 四日市市 有限会社ノラ サービス その他サービス 5%

142,933 三重県 四日市市 ユザワヤ　四日市店 小売業 その他小売 5%

142,934 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市曙町店 小売業 食料品 2%

142,935 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市天カ須賀店 小売業 食料品 2%

142,936 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市生桑町北店 小売業 食料品 2%

142,937 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市生桑町店 小売業 食料品 2%

142,938 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市鵜の森１丁目店 小売業 食料品 2%

142,939 三重県 四日市市 四日市駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,940 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市上海老町店 小売業 食料品 2%

142,941 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市河原田町店 小売業 食料品 2%

142,942 三重県 四日市市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ四日市北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,943 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市北浜町店 小売業 食料品 2%

142,944 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市京町店 小売業 食料品 2%

142,945 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市楠町南五味塚店 小売業 食料品 2%

142,946 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市久保田２丁目店 小売業 食料品 2%

142,947 三重県 四日市市 四日市国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,948 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市小杉新町店 小売業 食料品 2%

142,949 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市桜町店 小売業 食料品 2%

142,950 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市笹川９丁目店 小売業 食料品 2%

142,951 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市下さざらい町店 小売業 食料品 2%

142,952 三重県 四日市市 四日市車検サービス 小売業 その他小売 5%

142,953 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市十七軒町店 小売業 食料品 2%

142,954 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市白須賀店 小売業 食料品 2%

142,955 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市城東町店 小売業 食料品 2%

142,956 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市城山町店 小売業 食料品 2%

142,957 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市諏訪町店 小売業 食料品 2%

142,958 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市中央緑地前店 小売業 食料品 2%

142,959 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市富田３丁目店 小売業 食料品 2%

142,960 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市中川原１丁目店 小売業 食料品 2%

142,961 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市中浜田町店 小売業 食料品 2%

142,962 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市西郵便局前店 小売業 食料品 2%

142,963 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市波木町店 小売業 食料品 2%

142,964 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市八田１丁目店 小売業 食料品 2%

142,965 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市東インタ―店 小売業 食料品 2%

142,966 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市東垂坂町店 小売業 食料品 2%

142,967 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市日永西５丁目店 小売業 食料品 2%

142,968 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市日永西３丁目店 小売業 食料品 2%
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142,969 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市三重団地入口店 小売業 食料品 2%

142,970 三重県 四日市市 四日市南自動車学校 サービス その他サービス 5%

142,971 三重県 四日市市 セブン－イレブン四日市茂福店 小売業 食料品 2%

142,972 三重県 四日市市 四日市・ルート１日永 小売業 ガソリンスタンド 2%

142,973 三重県 四日市市 ライスショップさかざき　坂部店 小売業 食料品 5%

142,974 三重県 四日市市 ラジカフェアパートメント サービス 飲食業 5%

142,975 三重県 四日市市 ＬＯＶＥＳＴ　ｂｙ　ｆｒａｃｅ　ｗｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

142,976 三重県 四日市市 リサイクルショップマンモス 小売業 その他小売 5%

142,977 三重県 四日市市 りたーん サービス 飲食業 5%

142,978 三重県 四日市市 ＬＹＣＫＡ サービス 理容・美容業 5%

142,979 三重県 四日市市 ＲＥ：ＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

142,980 三重県 四日市市 ＬＩＶＩＴＯ四日市店 サービス その他サービス 5%

142,981 三重県 四日市市 Ｒｅｆｉｎｅ サービス その他サービス 5%

142,982 三重県 四日市市 リフレ整体優 サービス その他サービス 5%

142,983 三重県 四日市市 リフレ整体　優 サービス その他サービス 5%

142,984 三重県 四日市市 料理四日市もりなが サービス 飲食業 5%

142,985 三重県 四日市市 ＲＥＬＡＸ　ＤＩＮＩＮＧ　志庵 サービス 飲食業 5%

142,986 三重県 四日市市 リンパマッサージＳａｌｏｎシェルブルー サービス 理容・美容業 5%

142,987 三重県 四日市市 Ｒｕｓｅ（ル－セ） サービス 飲食業 5%

142,988 三重県 四日市市 老梅庵 サービス 飲食業 5%

142,989 三重県 四日市市 ローカル スタンダード Ｂｒｅｗｅｒ ｓ Ｂｅｅｒ Ｓｔａｎｄ ３４ サービス 飲食業 5%

142,990 三重県 四日市市 ローブ ド マリエ ローブドマリエ 小売業 衣料品 5%

142,991 三重県 四日市市 侶居 サービス その他サービス 5%

142,992 三重県 四日市市 ワイズワーク 小売業 衣料品 5%

142,993 三重県 四日市市 和食　たか サービス 飲食業 5%

142,994 三重県 四日市市 和ダイニング　空海 サービス 飲食業 5%

142,995 三重県 四日市市 渡辺商会四日市店 小売業 その他小売 5%

142,996 三重県 四日市市 和らく サービス 飲食業 5%

142,997 三重県 四日市市 ｏｎｅ　ｐｌｅａｓｅ 小売業 その他小売 5%

142,998 三重県 度会町 グッディ度会店 小売業 食料品 5%

142,999 三重県 度会町 多幸八喜わか味屋 サービス 飲食業 5%

143,000 三重県 度会町 焼肉 おどり場 本店 サービス 飲食業 5%

143,001 三重県 度会町 理容オカムラ サービス 理容・美容業 5%

143,002 三重県 度会町 度会自動車有限会社 サービス その他サービス 5%

143,003 三重県 度会町 度会町小川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,004 滋賀県 愛荘町 セブン－イレブン愛荘町市店 小売業 食料品 2%

143,005 滋賀県 愛荘町 出光セルフ愛知川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,006 滋賀県 愛荘町 イワタ滋賀ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

143,007 滋賀県 愛荘町 セブン－イレブン愛知川豊満店 小売業 食料品 2%

143,008 滋賀県 愛荘町 セブン－イレブン愛知川中宿店 小売業 食料品 2%

143,009 滋賀県 愛荘町 愛知酒造有限会社 サービス 飲食業 5%

143,010 滋賀県 愛荘町 カットハウス宇野 サービス 理容・美容業 5%
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143,011 滋賀県 愛荘町 (株)愛知車検 サービス その他サービス 5%

143,012 滋賀県 愛荘町 キタムラＤＥＮＫＩ 小売業 電化製品 5%

143,013 滋賀県 愛荘町 京屋クリーニング　アモール店　平和堂愛知川店内　京屋クリーニングアモール店 サービス その他サービス 5%

143,014 滋賀県 愛荘町 京屋クリーニング　本店　京屋クリーニング本店 サービス その他サービス 5%

143,015 滋賀県 愛荘町 滋賀トヨペットＳａｔ愛知川 小売業 その他小売 5%

143,016 滋賀県 愛荘町 スタジオタカダ サービス その他サービス 5%

143,017 滋賀県 愛荘町 すたみな太郎　愛知川店 サービス 飲食業 5%

143,018 滋賀県 愛荘町 塚本楽器 小売業 その他小売 5%

143,019 滋賀県 愛荘町 トヨタカローラ滋賀愛知川店 小売業 その他小売 5%

143,020 滋賀県 愛荘町 中居商事株式会社 小売業 食料品 5%

143,021 滋賀県 愛荘町 セルフ豊国 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,022 滋賀県 愛荘町 なないろや サービス その他サービス 5%

143,023 滋賀県 愛荘町 セブン－イレブン秦荘安孫子店 小売業 食料品 2%

143,024 滋賀県 愛荘町 フォーユー愛知川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,025 滋賀県 愛荘町 Ｆｌａｒｅ　Ｋ サービス 理容・美容業 5%

143,026 滋賀県 愛荘町 フレンズ 愛知川店 小売業 衣料品 5%

143,027 滋賀県 愛荘町 ベルスールタカダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

143,028 滋賀県 愛荘町 丸中醤油株式会社 小売業 食料品 5%

143,029 滋賀県 愛荘町 ｙｕｎ サービス 理容・美容業 5%

143,030 滋賀県 愛荘町 ＲＣＨＥ ＨＡＴＴＡ 小売業 食料品 5%

143,031 滋賀県 愛荘町 レディスファッション シェリー レディスファッション シェリー 小売業 衣料品 5%

143,032 滋賀県 近江八幡市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｈｅｒｉｅ近江八幡 サービス 理容・美容業 5%

143,033 滋賀県 近江八幡市 東燃料古川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,034 滋賀県 近江八幡市 安土ＳＳ　有限会社塚又商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,035 滋賀県 近江八幡市 セブン－イレブン安土常楽寺店 小売業 食料品 2%

143,036 滋賀県 近江八幡市 アット・タイム　近江八幡店 サービス 飲食業 5%

143,037 滋賀県 近江八幡市 アドバンスクラフト サービス その他サービス 5%

143,038 滋賀県 近江八幡市 Ａｒｏｍａ?Ｒｉｒｅ サービス その他サービス 5%

143,039 滋賀県 近江八幡市 アングラーズ　近江八幡店 小売業 その他小売 5%

143,040 滋賀県 近江八幡市 居酒屋　まるかわ サービス 飲食業 5%

143,041 滋賀県 近江八幡市 石岡楽器 小売業 その他小売 5%

143,042 滋賀県 近江八幡市 ＥＣＣ　ジュニア　島教室 サービス その他サービス 5%

143,043 滋賀県 近江八幡市 出光グリーンアップル近江八幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,044 滋賀県 近江八幡市 ウェブビーチクラブ 小売業 その他小売 5%

143,045 滋賀県 近江八幡市 ［ＨＣ］Ｓテックしんわ八幡店 小売業 電化製品 5%

143,046 滋賀県 近江八幡市 Ｎ サービス 理容・美容業 5%

143,047 滋賀県 近江八幡市 ＡＢホテル近江八幡 サービス 宿泊業 5%

143,048 滋賀県 近江八幡市 近江牛処焼肉ますざき サービス 飲食業 5%

143,049 滋賀県 近江八幡市 セブン－イレブン近江八幡池田本町店 小売業 食料品 2%

143,050 滋賀県 近江八幡市 セブン－イレブン近江八幡江頭町店 小売業 食料品 2%

143,051 滋賀県 近江八幡市 セブン－イレブン近江八幡駅東店 小売業 食料品 2%

143,052 滋賀県 近江八幡市 セブン－イレブン近江八幡桜宮町店 小売業 食料品 2%
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143,053 滋賀県 近江八幡市 セブン－イレブン近江八幡白鳥町店 小売業 食料品 2%

143,054 滋賀県 近江八幡市 近江八幡ステーションホテル サービス 宿泊業 5%

143,055 滋賀県 近江八幡市 セブン－イレブン近江八幡千僧供町店 小売業 食料品 2%

143,056 滋賀県 近江八幡市 近江八幡多賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,057 滋賀県 近江八幡市 セブン－イレブン近江八幡鷹飼町店 小売業 食料品 2%

143,058 滋賀県 近江八幡市 セブン－イレブン近江八幡土田町店 小売業 食料品 2%

143,059 滋賀県 近江八幡市 セブン－イレブン近江八幡野田町店 小売業 食料品 2%

143,060 滋賀県 近江八幡市 近江八幡南 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,061 滋賀県 近江八幡市 近江八幡南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,062 滋賀県 近江八幡市 セブン－イレブン近江八幡若宮町店 小売業 食料品 2%

143,063 滋賀県 近江八幡市 大西電機工業所 小売業 電化製品 5%

143,064 滋賀県 近江八幡市 オクノ電化 小売業 電化製品 5%

143,065 滋賀県 近江八幡市 お好み焼はここやねん　近江八幡店 サービス 飲食業 5%

143,066 滋賀県 近江八幡市 オリックスレンタカー近江八幡店 サービス その他サービス 2%

143,067 滋賀県 近江八幡市 かっぽう蘭 サービス 飲食業 5%

143,068 滋賀県 近江八幡市 カネ吉山本八幡店 小売業 食料品 5%

143,069 滋賀県 近江八幡市 カネ吉山本本店 小売業 食料品 5%

143,070 滋賀県 近江八幡市 ｃａｆｅ　ＮＩＣＯ サービス 飲食業 5%

143,071 滋賀県 近江八幡市 株式会社　伊藤仏壇　八幡店 小売業 その他小売 5%

143,072 滋賀県 近江八幡市 株式会社井狩自工 サービス その他サービス 5%

143,073 滋賀県 近江八幡市 株式会社長命寺タクシー サービス 運輸業 5%

143,074 滋賀県 近江八幡市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋近江八幡サウスモール店 サービス 飲食業 2%

143,075 滋賀県 近江八幡市 乾杯スタジアム　近江八幡店 小売業 食料品 5%

143,076 滋賀県 近江八幡市 カンプリ　近江八幡 サービス その他サービス 5%

143,077 滋賀県 近江八幡市 喜兵衛 サービス 飲食業 5%

143,078 滋賀県 近江八幡市 業務スーパー近江八幡店 小売業 食料品 2%

143,079 滋賀県 近江八幡市 京屋クリーニング　フレンドマート安土店　京屋クリーニング安土店 サービス その他サービス 5%

143,080 滋賀県 近江八幡市 串春近江八幡駅前店 サービス 飲食業 5%

143,081 滋賀県 近江八幡市 ＧＲＡＮＴ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

143,082 滋賀県 近江八幡市 ケアタクシー近江八幡 サービス 運輸業 5%

143,083 滋賀県 近江八幡市 ゲストハウス縁 サービス その他サービス 5%

143,084 滋賀県 近江八幡市 セブンーイレブンＫＯＹＯ近江八幡総合医療センター店 小売業 食料品 2%

143,085 滋賀県 近江八幡市 Ｇｏｉｎｇ　Ｎｕｔｓ！ 小売業 食料品 5%

143,086 滋賀県 近江八幡市 ごきげんえびす　近江八幡店 サービス 飲食業 5%

143,087 滋賀県 近江八幡市 ころっち西ノ庄店 小売業 食料品 5%

143,088 滋賀県 近江八幡市 コンタクトレンズ　おうみ 小売業 その他小売 5%

143,089 滋賀県 近江八幡市 酒のさかえや 小売業 食料品 5%

143,090 滋賀県 近江八幡市 サンクスＰＣ サービス その他サービス 5%

143,091 滋賀県 近江八幡市 サンミュージック近江八幡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,092 滋賀県 近江八幡市 滋賀３６０ サービス その他サービス 5%

143,093 滋賀県 近江八幡市 滋賀自工株式会社五ケ荘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,094 滋賀県 近江八幡市 滋賀トヨペット近江八幡店 小売業 その他小売 5%
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143,095 滋賀県 近江八幡市 しゅおん近江八幡 サービス その他サービス 5%

143,096 滋賀県 近江八幡市 ジュネス・メイジヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

143,097 滋賀県 近江八幡市 昭和電器 小売業 電化製品 5%

143,098 滋賀県 近江八幡市 新健勝苑近江八幡店 小売業 衣料品 5%

143,099 滋賀県 近江八幡市 ＳＴＡＮＤＨＥＭ　ＳＴＡＮＤ　ＨＥＭ サービス 理容・美容業 5%

143,100 滋賀県 近江八幡市 ステーキハウスＲＩＧＩ サービス 飲食業 5%

143,101 滋賀県 近江八幡市 ステーキハウスＲＩＧＩ サービス 飲食業 5%

143,102 滋賀県 近江八幡市 スポーツショップウィナー近江八幡店 小売業 その他小売 5%

143,103 滋賀県 近江八幡市 スミ利文具店 小売業 その他小売 5%

143,104 滋賀県 近江八幡市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　江頭 サービス その他サービス 5%

143,105 滋賀県 近江八幡市 セルフ＆カーケアセンター八幡西庄 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,106 滋賀県 近江八幡市 ソムリエの薬剤師がやってるお店です。 サービス その他サービス 5%

143,107 滋賀県 近江八幡市 ダイニングキッチン　ギフト サービス 飲食業 5%

143,108 滋賀県 近江八幡市 タイムステーション ＮＥＯアクア２１店 小売業 貴金属・服飾品 5%

143,109 滋賀県 近江八幡市 タカモリ　駅前本店 小売業 その他小売 5%

143,110 滋賀県 近江八幡市 竹内モータース サービス その他サービス 5%

143,111 滋賀県 近江八幡市 たにぐち米穀店　たにぐち米穀 小売業 食料品 5%

143,112 滋賀県 近江八幡市 中華屋悟空 中華屋悟空 サービス 飲食業 5%

143,113 滋賀県 近江八幡市 中国料理是的菜館 サービス 飲食業 5%

143,114 滋賀県 近江八幡市 ツーリストジャパン近江八幡店 サービス その他サービス 5%

143,115 滋賀県 近江八幡市 ＤＰ近江八幡 サービス 理容・美容業 5%

143,116 滋賀県 近江八幡市 レストラン　ティファニー サービス 飲食業 5%

143,117 滋賀県 近江八幡市 ＴＯＳＨＩＫＩ’Ｓ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

143,118 滋賀県 近江八幡市 トヨタカローラ滋賀近江八幡店 小売業 その他小売 5%

143,119 滋賀県 近江八幡市 トヨタレンタリース滋賀近江八幡店 サービス その他サービス 2%

143,120 滋賀県 近江八幡市 トヨタレンタリース滋賀　近江八幡店 サービス その他サービス 2%

143,121 滋賀県 近江八幡市 とり武者 サービス 飲食業 5%

143,122 滋賀県 近江八幡市 中川石油上田 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,123 滋賀県 近江八幡市 長門産業有限会社 小売業 電化製品 5%

143,124 滋賀県 近江八幡市 中野電機商会 小売業 電化製品 5%

143,125 滋賀県 近江八幡市 中野電機商会駅前店 小売業 電化製品 5%

143,126 滋賀県 近江八幡市 中野電機商会本店 小売業 電化製品 5%

143,127 滋賀県 近江八幡市 ニッセンシェイプファンデ　Ａｃｔｉｖｅ 小売業 衣料品 5%

143,128 滋賀県 近江八幡市 ニュー近江八幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,129 滋賀県 近江八幡市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　アクア２１近江八幡 サービス その他サービス 5%

143,130 滋賀県 近江八幡市 八幡タイヤ 小売業 その他小売 5%

143,131 滋賀県 近江八幡市 ハッピー電化 小売業 電化製品 5%

143,132 滋賀県 近江八幡市 浜ぐら サービス 飲食業 5%

143,133 滋賀県 近江八幡市 Ｂ－ｅａｃｈ サービス 理容・美容業 5%

143,134 滋賀県 近江八幡市 ひさご寿し サービス 飲食業 5%

143,135 滋賀県 近江八幡市 ビジネスホテルシェル サービス 宿泊業 5%

143,136 滋賀県 近江八幡市 美容室ａｍｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%
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143,137 滋賀県 近江八幡市 美容室Ｋｅｙ サービス 理容・美容業 5%

143,138 滋賀県 近江八幡市 美容室Ｋｅｙ サービス 理容・美容業 5%

143,139 滋賀県 近江八幡市 有限会社平尾硝子店 サービス その他サービス 5%

143,140 滋賀県 近江八幡市 ファッションイオカ 小売業 衣料品 5%

143,141 滋賀県 近江八幡市 フィッツミーアルプラザ近江八幡店 サービス その他サービス 5%

143,142 滋賀県 近江八幡市 フォーユー近江八幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,143 滋賀県 近江八幡市 ＢＯＯＫＯＦＦ　近江八幡店 小売業 その他小売 2%

143,144 滋賀県 近江八幡市 ふとんタナカ　サウスモール近江八幡店 小売業 その他小売 5%

143,145 滋賀県 近江八幡市 ふとんのマツムラ 近江八幡店 小売業 その他小売 5%

143,146 滋賀県 近江八幡市 ＰＲＯメガネＳＨＯＰナカザワアクア２１店（眼鏡） 小売業 貴金属・服飾品 5%

143,147 滋賀県 近江八幡市 ヘアーアンドメイクアラーテ サービス 理容・美容業 5%

143,148 滋賀県 近江八幡市 ヘアーサロン　コバヤシ サービス 理容・美容業 5%

143,149 滋賀県 近江八幡市 ヘアーサロン　ヨネヤマ サービス 理容・美容業 5%

143,150 滋賀県 近江八幡市 ヘアーサロンヨネヤマ サービス 理容・美容業 5%

143,151 滋賀県 近江八幡市 ＨａｉｒＳｔｕｄｉｏ　Ｇｉｇｇｌｅ サービス 理容・美容業 5%

143,152 滋賀県 近江八幡市 ＢＶＥ 近江八幡店 ー 燃料 ー 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,153 滋賀県 近江八幡市 ホテルニューオウミ サービス 宿泊業 5%

143,154 滋賀県 近江八幡市 ホンダドリーム近江八幡 小売業 その他小売 5%

143,155 滋賀県 近江八幡市 牧ＳＳ　有限会社デヤシキ石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,156 滋賀県 近江八幡市 マクドナルドイオン近江八幡店 サービス 飲食業 2%

143,157 滋賀県 近江八幡市 マクドナルド近江八幡店 サービス 飲食業 2%

143,158 滋賀県 近江八幡市 マクドナルド８号線近江八幡店 サービス 飲食業 2%

143,159 滋賀県 近江八幡市 マルタケ　近江西川 サービス 飲食業 5%

143,160 滋賀県 近江八幡市 ［ＨＣ］マルハチＤＥＮＫＩ 小売業 電化製品 5%

143,161 滋賀県 近江八幡市 マルハチＤＥＮＫＩ 小売業 電化製品 5%

143,162 滋賀県 近江八幡市 ミノル 小売業 貴金属・服飾品 5%

143,163 滋賀県 近江八幡市 未来書房近江八幡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,164 滋賀県 近江八幡市 モアアヴァンセ サービス 理容・美容業 5%

143,165 滋賀県 近江八幡市 モアアヴァンセ サービス 理容・美容業 5%

143,166 滋賀県 近江八幡市 モアエージレス　桜宮 サービス 理容・美容業 5%

143,167 滋賀県 近江八幡市 モア若葉 サービス 理容・美容業 5%

143,168 滋賀県 近江八幡市 ＭｏＬｉｔＡ　ＢＡＳＥ サービス 理容・美容業 5%

143,169 滋賀県 近江八幡市 焼肉　吉挑 サービス 飲食業 5%

143,170 滋賀県 近江八幡市 焼肉　味楽亭 サービス 飲食業 5%

143,171 滋賀県 近江八幡市 やまもとでんき 小売業 電化製品 5%

143,172 滋賀県 近江八幡市 有限会社　清寿家 小売業 食料品 5%

143,173 滋賀県 近江八幡市 有限会社ムッシュリュウマ サービス 理容・美容業 5%

143,174 滋賀県 近江八幡市 らいおん丸　近江八幡店 サービス 飲食業 5%

143,175 滋賀県 近江八幡市 Ｒｉｚｅｓ近江八幡バル サービス 飲食業 5%

143,176 滋賀県 近江八幡市 リビンズ京都　近江八幡店 小売業 家具・調度品 5%

143,177 滋賀県 近江八幡市 ＬＥＰＯＩＮＴＤＥＶＵＥ サービス 飲食業 5%

143,178 滋賀県 近江八幡市 レアウッドビーズ美樹 小売業 貴金属・服飾品 5%
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143,179 滋賀県 近江八幡市 レンタサイクル「駅リンくん近江八幡店」 サービス 運輸業 5%

143,180 滋賀県 近江八幡市 和田産業 サービス その他サービス 5%

143,181 滋賀県 近江八幡市 ワタセ 小売業 家具・調度品 5%

143,182 滋賀県 大津市 赤ちゃんデパート水谷　アルプラザ瀬田店 小売業 衣料品 5%

143,183 滋賀県 大津市 秋吉　大津店 サービス 飲食業 5%

143,184 滋賀県 大津市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｅｓｔａ大津 サービス 理容・美容業 5%

143,185 滋賀県 大津市 ＡＣＣＯＬＥ　ｃｈｅｒｉ サービス 理容・美容業 5%

143,186 滋賀県 大津市 アーサーコーポレーション 小売業 その他小売 5%

143,187 滋賀県 大津市 浅田電気商会 小売業 電化製品 5%

143,188 滋賀県 大津市 あじ処　乃味芳 サービス 飲食業 5%

143,189 滋賀県 大津市 あそびば　真野店 サービス その他サービス 5%

143,190 滋賀県 大津市 アットタイム　フィットネス大津石山店 サービス その他サービス 5%

143,191 滋賀県 大津市 アットタイム　フィットネス堅田店 サービス その他サービス 5%

143,192 滋賀県 大津市 アット・タイム　西大津店 サービス 飲食業 5%

143,193 滋賀県 大津市 アットタイム　フィットネス大津京店 サービス その他サービス 5%

143,194 滋賀県 大津市 Ａｒｔ　Ｈａｉｒ　ＲＩＤＥ サービス 理容・美容業 5%

143,195 滋賀県 大津市 アトム電器　四の宮　小山店　アトム電器四ノ宮店 小売業 電化製品 5%

143,196 滋賀県 大津市 アトリエ　グングニル 小売業 貴金属・服飾品 5%

143,197 滋賀県 大津市 アミティ 小売業 その他小売 5%

143,198 滋賀県 大津市 アミング大津瀬田店 小売業 その他小売 5%

143,199 滋賀県 大津市 アヤハレークサイドホテル サービス 宿泊業 5%

143,200 滋賀県 大津市 結婚相談所アルカンジュ サービス その他サービス 5%

143,201 滋賀県 大津市 アロハキッチン サービス 飲食業 5%

143,202 滋賀県 大津市 ＆Ｇ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

143,203 滋賀県 大津市 アンジュール サービス 理容・美容業 5%

143,204 滋賀県 大津市 池見商店 小売業 食料品 5%

143,205 滋賀県 大津市 いざかっぱ サービス 飲食業 5%

143,206 滋賀県 大津市 居酒屋　馬処　こはち サービス 飲食業 5%

143,207 滋賀県 大津市 石山ホースマン サービス 飲食業 5%

143,208 滋賀県 大津市 いそ家 サービス 飲食業 5%

143,209 滋賀県 大津市 株）井筒八ッ橋本舗　追分店 小売業 家具・調度品 5%

143,210 滋賀県 大津市 出光石山寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,211 滋賀県 大津市 伊与門 サービス 飲食業 5%

143,212 滋賀県 大津市 ｗｉｔｈ　Ｉ’ｍ サービス 理容・美容業 5%

143,213 滋賀県 大津市 上野電化 小売業 電化製品 5%

143,214 滋賀県 大津市 魚富商店 小売業 食料品 5%

143,215 滋賀県 大津市 宇佐美琵琶湖西 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,216 滋賀県 大津市 株式会社　エーアイディー大津店 小売業 家具・調度品 5%

143,217 滋賀県 大津市 駅前酒場 御蔵 サービス 飲食業 5%

143,218 滋賀県 大津市 エクスピーデザインラボ サービス その他サービス 5%

143,219 滋賀県 大津市 ＥＸ－ＦＡ　ＦＯＲ　ＭＥＮ サービス 理容・美容業 5%

143,220 滋賀県 大津市 ｅｘ－ｆａヘアーリゾート サービス 理容・美容業 5%
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143,221 滋賀県 大津市 ＥｎｅＪｅｔ大津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,222 滋賀県 大津市 エフマート南郷店 小売業 食料品 5%

143,223 滋賀県 大津市 エレショップマツダ 小売業 電化製品 5%

143,224 滋賀県 大津市 淡味の膳処洗心寮 小売業 その他小売 5%

143,225 滋賀県 大津市 近江麦酒　本店 サービス 飲食業 5%

143,226 滋賀県 大津市 近江麦酒 サービス 飲食業 5%

143,227 滋賀県 大津市 セブン－イレブン近江舞子店 小売業 食料品 2%

143,228 滋賀県 大津市 大石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,229 滋賀県 大津市 大垣書店 ﾌｫﾚｵ大津一里山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,230 滋賀県 大津市 大亀企画 サービス その他サービス 5%

143,231 滋賀県 大津市 オオサワ石山 小売業 その他小売 5%

143,232 滋賀県 大津市 大津アレックスシネマ サービス その他サービス 5%

143,233 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津伊香立公園前店 小売業 食料品 2%

143,234 滋賀県 大津市 大津京どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

143,235 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津石山駅前店 小売業 食料品 2%

143,236 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津一里山店 小売業 食料品 2%

143,237 滋賀県 大津市 大津大石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,238 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津大江７丁目店 小売業 食料品 2%

143,239 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津大萱３丁目店 小売業 食料品 2%

143,240 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津仰木の里店 小売業 食料品 2%

143,241 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津おごとマリーナ店 小売業 食料品 2%

143,242 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津唐崎２丁目店 小売業 食料品 2%

143,243 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津木下町店 小売業 食料品 2%

143,244 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津国分１丁目店 小売業 食料品 2%

143,245 滋賀県 大津市 大津赤十字（衛材）病院売店 小売業 その他小売 5%

143,246 滋賀県 大津市 大津赤十字志賀病院売店 小売業 その他小売 5%

143,247 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津大将軍店 小売業 食料品 2%

143,248 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津月輪店 小売業 食料品 2%

143,249 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津苗鹿店 小売業 食料品 2%

143,250 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津螢谷店 小売業 食料品 2%

143,251 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津本堅田５丁目店 小売業 食料品 2%

143,252 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津松山町店 小売業 食料品 2%

143,253 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津真野４丁目店 小売業 食料品 2%

143,254 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津美崎町店 小売業 食料品 2%

143,255 滋賀県 大津市 セブン－イレブン大津南志賀４丁目店 小売業 食料品 2%

143,256 滋賀県 大津市 オートリ薬品 オートリ薬品 小売業 その他小売 5%

143,257 滋賀県 大津市 おおの動物病院 サービス その他サービス 5%

143,258 滋賀県 大津市 オーベルジュメソン サービス その他サービス 5%

143,259 滋賀県 大津市 ＯＫＡＫＩ大津店 サービス 飲食業 5%

143,260 滋賀県 大津市 岡本ＰＣ サービス その他サービス 5%

143,261 滋賀県 大津市 小川酒店 小売業 食料品 5%

143,262 滋賀県 大津市 雄琴荘 サービス 宿泊業 5%
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143,263 滋賀県 大津市 お好み焼き鉄板焼よかよか サービス 飲食業 5%

143,264 滋賀県 大津市 お酒のぷちショップ浜大津店 小売業 その他小売 5%

143,265 滋賀県 大津市 お宝ザクザク　大津店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,266 滋賀県 大津市 オーダーメイドボディケアサロン灯 サービス その他サービス 5%

143,267 滋賀県 大津市 おととや サービス 飲食業 5%

143,268 滋賀県 大津市 小野電化 小売業 電化製品 5%

143,269 滋賀県 大津市 朧月運転代行社 サービス 運輸業 5%

143,270 滋賀県 大津市 オリックスレンタカー大津駅南口店 サービス その他サービス 2%

143,271 滋賀県 大津市 ガーデニングＫｉｒａｒａ 小売業 その他小売 5%

143,272 滋賀県 大津市 カートピア大津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,273 滋賀県 大津市 堅田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,274 滋賀県 大津市 カットハウスフクシマ サービス 理容・美容業 5%

143,275 滋賀県 大津市 加藤酒店 小売業 食料品 5%

143,276 滋賀県 大津市 ｃａｆｅ　ＢＯＮＢＯＮ サービス 飲食業 5%

143,277 滋賀県 大津市 ＫａｆｆｅＴａＫ サービス 飲食業 5%

143,278 滋賀県 大津市 カフェ百町物語 サービス 飲食業 5%

143,279 滋賀県 大津市 ｃａｆｅ　Ｆｒａｎｋ’ｙ サービス 飲食業 5%

143,280 滋賀県 大津市 株式会社　リブレ サービス その他サービス 5%

143,281 滋賀県 大津市 株式会社いのうえ 小売業 食料品 5%

143,282 滋賀県 大津市 株式会社サカエ屋　アトム電器　大石店 小売業 電化製品 5%

143,283 滋賀県 大津市 株式会社ダイハツ瀬田 小売業 その他小売 5%

143,284 滋賀県 大津市 髪工房Ｎ サービス 理容・美容業 5%

143,285 滋賀県 大津市 亀屋廣房 小売業 食料品 5%

143,286 滋賀県 大津市 から咲 サービス 飲食業 5%

143,287 滋賀県 大津市 ガレージランデブー サービス その他サービス 5%

143,288 滋賀県 大津市 ガレージワイズ サービス その他サービス 5%

143,289 滋賀県 大津市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋大津堅田店 サービス 飲食業 2%

143,290 滋賀県 大津市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋大津におの浜店 サービス 飲食業 2%

143,291 滋賀県 大津市 ガレージワイズ サービス その他サービス 5%

143,292 滋賀県 大津市 カワムラ電器商会 小売業 電化製品 5%

143,293 滋賀県 大津市 関西レンタリース サービス その他サービス 5%

143,294 滋賀県 大津市 韓ＤＩＮＩＮＧ　瀬田駅前　らんぷ亭 サービス 飲食業 5%

143,295 滋賀県 大津市 きはちらくはち　大津店 サービス 飲食業 5%

143,296 滋賀県 大津市 キムラ電化 小売業 電化製品 5%

143,297 滋賀県 大津市 キャピックシガ サービス その他サービス 5%

143,298 滋賀県 大津市 京懐石．京割烹　清元 サービス 宿泊業 5%

143,299 滋賀県 大津市 ｋｙｏｔｏｌｉｍｏｕｓｉｎｅ サービス その他サービス 5%

143,300 滋賀県 大津市 京町食堂 サービス 飲食業 5%

143,301 滋賀県 大津市 業務スーパー大津美崎店 小売業 食料品 2%

143,302 滋賀県 大津市 業務スーパー堅田店 小売業 食料品 2%

143,303 滋賀県 大津市 業務スーパー草津駅前店 小売業 食料品 2%

143,304 滋賀県 大津市 業務スーパー西大津店 小売業 食料品 2%
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143,305 滋賀県 大津市 京屋クリーニング　フレンドマートグリーンヒル青山店　京屋クリーニング青山店 サービス その他サービス 5%

143,306 滋賀県 大津市 グーカット　ＴＡＫＡ サービス 理容・美容業 5%

143,307 滋賀県 大津市 Ｇｕｅｌｌｂｉｃｙｃｌｅｓｔｏｒｅ大津店 小売業 その他小売 5%

143,308 滋賀県 大津市 首、肩こりほぐし専門店新風堂 サービス 理容・美容業 5%

143,309 滋賀県 大津市 ｇｌａｎｃｅ 小売業 その他小売 5%

143,310 滋賀県 大津市 クリーンショップおくむら　大津美崎店 サービス その他サービス 5%

143,311 滋賀県 大津市 クリエイトサービス　西大津 サービス その他サービス 5%

143,312 滋賀県 大津市 クリーニングマツダ堅田店 サービス その他サービス 5%

143,313 滋賀県 大津市 クリーニングマツダ唐崎店 サービス その他サービス 5%

143,314 滋賀県 大津市 クリーニングマツダ西大津店 サービス その他サービス 5%

143,315 滋賀県 大津市 クリーニングマツダ本店 サービス その他サービス 5%

143,316 滋賀県 大津市 クリーニングマツダやながわ店 サービス その他サービス 5%

143,317 滋賀県 大津市 グリル　ストーブ サービス 飲食業 5%

143,318 滋賀県 大津市 Ｇｒａｃｅ　Ｆａｒｅ サービス その他サービス 5%

143,319 滋賀県 大津市 桑野造船株式会社 サービス その他サービス 5%

143,320 滋賀県 大津市 京阪カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

143,321 滋賀県 大津市 ゲームナビゲーター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,322 滋賀県 大津市 ゲストハウスＣＨＡＬＥＴＳＩＥＬＵ サービス その他サービス 5%

143,323 滋賀県 大津市 光洋電気商会 小売業 電化製品 5%

143,324 滋賀県 大津市 コープかたた 小売業 その他小売 5%

143,325 滋賀県 大津市 コープぜぜ 小売業 その他小売 5%

143,326 滋賀県 大津市 小顔専門サロン９１４ サービス 理容・美容業 5%

143,327 滋賀県 大津市 国道大津 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,328 滋賀県 大津市 苔生宿／Ｋｏｋｅ－Ｍｕｓｕ：ｉｎｎ サービス 宿泊業 5%

143,329 滋賀県 大津市 ｃｏｃｏ壱番屋大津下阪本店 サービス 飲食業 2%

143,330 滋賀県 大津市 コタニ電器 小売業 電化製品 5%

143,331 滋賀県 大津市 際川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,332 滋賀県 大津市 坂口テレビサービス 小売業 電化製品 5%

143,333 滋賀県 大津市 坂口テレビサービス 小売業 電化製品 5%

143,334 滋賀県 大津市 阪本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,335 滋賀県 大津市 坂本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,336 滋賀県 大津市 阪本屋 サービス 飲食業 5%

143,337 滋賀県 大津市 里湯昔話　雄山荘 サービス 宿泊業 5%

143,338 滋賀県 大津市 サロンド青山 サービス その他サービス 5%

143,339 滋賀県 大津市 サロンドコワフュールシェトモ サービス 理容・美容業 5%

143,340 滋賀県 大津市 シークレットローズガーデン 小売業 衣料品 5%

143,341 滋賀県 大津市 Ｓｅｅ　Ｙｏｕ　堅田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,342 滋賀県 大津市 ｇｅｎｎｅ　西大津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

143,343 滋賀県 大津市 シカゴピザ 堅田店 サービス 飲食業 5%

143,344 滋賀県 大津市 株式会社滋賀種苗 小売業 その他小売 5%

143,345 滋賀県 大津市 滋賀トヨペット大津店 小売業 その他小売 5%

143,346 滋賀県 大津市 滋賀トヨペット小野店 小売業 その他小売 5%
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143,347 滋賀県 大津市 滋賀トヨペット株式会社 小売業 その他小売 5%

143,348 滋賀県 大津市 滋賀トヨペット唐崎店 小売業 その他小売 5%

143,349 滋賀県 大津市 滋賀トヨペット経理課 小売業 その他小売 5%

143,350 滋賀県 大津市 滋賀トヨペットＢｏｓｓ百町物語 小売業 その他小売 5%

143,351 滋賀県 大津市 滋賀トヨペットレクサス大津 小売業 その他小売 5%

143,352 滋賀県 大津市 滋賀ボート免許センター サービス その他サービス 5%

143,353 滋賀県 大津市 滋賀容器工業有限会社 小売業 家具・調度品 5%

143,354 滋賀県 大津市 シガヨーキ際川店 サービス その他サービス 5%

143,355 滋賀県 大津市 自爪育・深爪育サロン　　善 サービス その他サービス 5%

143,356 滋賀県 大津市 自転車処 どてるし 小売業 その他小売 5%

143,357 滋賀県 大津市 カズキルン サービス その他サービス 5%

143,358 滋賀県 大津市 芝山タイヤ工業所 サービス その他サービス 5%

143,359 滋賀県 大津市 下田屋 サービス 飲食業 5%

143,360 滋賀県 大津市 手芸センタードリーム　大津一里山店 小売業 その他小売 5%

143,361 滋賀県 大津市 酒肴のぼきよ サービス 飲食業 5%

143,362 滋賀県 大津市 旬遊あゆら サービス 飲食業 5%

143,363 滋賀県 大津市 ＨｏｕｓｅｏｆＣｒａｆｔｓｍｅｎ サービス その他サービス 5%

143,364 滋賀県 大津市 新日本補聴器センター大津店 小売業 その他小売 5%

143,365 滋賀県 大津市 スーパーサンライズ坂本店　スーパーサンライズ坂本店 小売業 食料品 5%

143,366 滋賀県 大津市 スーパーセルフ大津真野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,367 滋賀県 大津市 スーパーセルフ日吉台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,368 滋賀県 大津市 Ｓｋｙ 小売業 衣料品 5%

143,369 滋賀県 大津市 スクールショップ　プラザＡ　膳所駅前店 小売業 衣料品 5%

143,370 滋賀県 大津市 スター田上店 小売業 食料品 5%

143,371 滋賀県 大津市 ＳＴＵＤＩＯ　Ｉ’ｍ サービス 理容・美容業 5%

143,372 滋賀県 大津市 ｓｐｉｌｌａ 小売業 衣料品 5%

143,373 滋賀県 大津市 ＳＰＵＴＮＩＣ サービス 飲食業 5%

143,374 滋賀県 大津市 スマートクール　大津テラス店 サービス その他サービス 5%

143,375 滋賀県 大津市 住まいのリフォーム店有限会社ビルド・アップ サービス その他サービス 5%

143,376 滋賀県 大津市 スマホ堂　大津石山店 小売業 その他小売 5%

143,377 滋賀県 大津市 炭火焼き鳥　祥 サービス 飲食業 5%

143,378 滋賀県 大津市 ｓｌｅｅｐ　ｈａｉｒ＋ｍａｋｅ． サービス 理容・美容業 5%

143,379 滋賀県 大津市 生活雑貨ｒｉｔｍｏ　堅田店 小売業 家具・調度品 5%

143,380 滋賀県 大津市 生鮮館　げんさん　堅田店 小売業 食料品 5%

143,381 滋賀県 大津市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　大萱 サービス その他サービス 5%

143,382 滋賀県 大津市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　Ｏｈ！Ｍｅ大津テラス サービス その他サービス 5%

143,383 滋賀県 大津市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　堅田 サービス その他サービス 5%

143,384 滋賀県 大津市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　神領 サービス その他サービス 5%

143,385 滋賀県 大津市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　ＺＥＺＥ サービス その他サービス 5%

143,386 滋賀県 大津市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　バロー大津 サービス その他サービス 5%

143,387 滋賀県 大津市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　バロー茶が崎 サービス その他サービス 5%

143,388 滋賀県 大津市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　フォレオ一里山 サービス その他サービス 5%
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143,389 滋賀県 大津市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　和邇 サービス その他サービス 5%

143,390 滋賀県 大津市 瀬田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,391 滋賀県 大津市 瀬田アニマルクリニック サービス その他サービス 5%

143,392 滋賀県 大津市 セブン－イレブン瀬田駅前店 小売業 食料品 2%

143,393 滋賀県 大津市 瀬田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,394 滋賀県 大津市 セルフ＆カーケアセンター大津中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,395 滋賀県 大津市 セルフ＆カーケアセンター瀬田 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,396 滋賀県 大津市 セルフ＆車検センター南郷 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,397 滋賀県 大津市 セルフ近江神宮前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,398 滋賀県 大津市 セルフステーション石山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,399 滋賀県 大津市 セルフステーション瀬田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,400 滋賀県 大津市 セルフステーション竜が丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,401 滋賀県 大津市 セルフステーション南郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,402 滋賀県 大津市 セルポワ サービス 飲食業 5%

143,403 滋賀県 大津市 セレクトショップＳｗｉｔｃｈＰｌｕｓ 小売業 衣料品 5%

143,404 滋賀県 大津市 洗濯王　堅田南店 サービス その他サービス 5%

143,405 滋賀県 大津市 洗濯王　瀬田店 サービス その他サービス 5%

143,406 滋賀県 大津市 創楽 小売業 その他小売 5%

143,407 滋賀県 大津市 ソーゴー サービス その他サービス 5%

143,408 滋賀県 大津市 そば処美登路 サービス 飲食業 5%

143,409 滋賀県 大津市 ソフトバンク　石山 小売業 その他小売 5%

143,410 滋賀県 大津市 ソフトバンク　フォレオ大津一里山 小売業 その他小売 5%

143,411 滋賀県 大津市 ＳＯＬ　Ｉ’ｍ サービス 理容・美容業 5%

143,412 滋賀県 大津市 タイムステーション ＮＥＯイオンスタイル大津京店 小売業 貴金属・服飾品 5%

143,413 滋賀県 大津市 ｔａｏ．ｔａｏ サービス その他サービス 5%

143,414 滋賀県 大津市 駄菓子の二丁目商店 小売業 食料品 5%

143,415 滋賀県 大津市 鷹宰心理療法所 サービス その他サービス 5%

143,416 滋賀県 大津市 鷹宰心理療法所 サービス その他サービス 5%

143,417 滋賀県 大津市 ＴＡＴＳＵＫＩＡＫＵ サービス その他サービス 5%

143,418 滋賀県 大津市 田中電化サービス 小売業 電化製品 5%

143,419 滋賀県 大津市 田中電化サービス 小売業 電化製品 5%

143,420 滋賀県 大津市 田中電化サービス 小売業 電化製品 5%

143,421 滋賀県 大津市 田上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,422 滋賀県 大津市 棚田・里山・古代米・鮒ＰＪ 小売業 食料品 5%

143,423 滋賀県 大津市 たびランド サービス その他サービス 5%

143,424 滋賀県 大津市 ダフネ サービス 理容・美容業 5%

143,425 滋賀県 大津市 暖灯館きくのや サービス 宿泊業 5%

143,426 滋賀県 大津市 中国料理　旦 サービス 飲食業 5%

143,427 滋賀県 大津市 ツキムラ大津店 小売業 衣料品 5%

143,428 滋賀県 大津市 つり具のブンブン大津店 小売業 その他小売 5%

143,429 滋賀県 大津市 鶴喜そば唐崎店 サービス 飲食業 5%

143,430 滋賀県 大津市 ＴＩＡＲＡ サービス 理容・美容業 5%
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143,431 滋賀県 大津市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　大津パルコ店 サービス 理容・美容業 5%

143,432 滋賀県 大津市 デイズヘアー　アネックス サービス 理容・美容業 5%

143,433 滋賀県 大津市 ｄａｙｓ　ｈａｉｒ　西大津店 サービス 理容・美容業 5%

143,434 滋賀県 大津市 Ｔｉｐ　ｏｆｆ 小売業 その他小売 5%

143,435 滋賀県 大津市 手打うどん虹や サービス 飲食業 5%

143,436 滋賀県 大津市 テクノプラス 小売業 電化製品 5%

143,437 滋賀県 大津市 デコラーレ　堅田店 サービス その他サービス 5%

143,438 滋賀県 大津市 手づくりシフォンケーキｄｉｍｐｌｅ 小売業 食料品 5%

143,439 滋賀県 大津市 テニスラウンジ大津 サービス その他サービス 5%

143,440 滋賀県 大津市 寺居電器商会 小売業 電化製品 5%

143,441 滋賀県 大津市 寺居電機商会　滋賀里店 小売業 電化製品 5%

143,442 滋賀県 大津市 寺居電器瀬田店 小売業 電化製品 5%

143,443 滋賀県 大津市 寺居電器　本店 小売業 電化製品 5%

143,444 滋賀県 大津市 でらほや サービス 飲食業 5%

143,445 滋賀県 大津市 陶芸木村年克 サービス その他サービス 5%

143,446 滋賀県 大津市 東洋整体療術院　東洋整体療術院 サービス その他サービス 5%

143,447 滋賀県 大津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ京都東インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,448 滋賀県 大津市 トヨタカローラ滋賀大津店 小売業 その他小売 5%

143,449 滋賀県 大津市 トヨタカローラ滋賀堅田店 小売業 その他小売 5%

143,450 滋賀県 大津市 トヨタカローラ滋賀西大津店 小売業 その他小売 5%

143,451 滋賀県 大津市 トヨタレンタリース滋賀　堅田駅前店 サービス その他サービス 2%

143,452 滋賀県 大津市 トヨタレンタリース滋賀　膳所店 サービス その他サービス 2%

143,453 滋賀県 大津市 トヨタレンタリース滋賀　瀬田店 サービス その他サービス 2%

143,454 滋賀県 大津市 Ｔｒｉｔｏｎ　ＢＯＡＴＳ 小売業 その他小売 5%

143,455 滋賀県 大津市 とりやき家　鶏庵 サービス 飲食業 5%

143,456 滋賀県 大津市 なかがわ指圧治療院　なかがわ指圧治療院 サービス その他サービス 5%

143,457 滋賀県 大津市 中川木工芸比良工房 サービス その他サービス 5%

143,458 滋賀県 大津市 中原洋服店 小売業 衣料品 5%

143,459 滋賀県 大津市 中山製茶 小売業 食料品 5%

143,460 滋賀県 大津市 ナギサクラブ　本店 小売業 衣料品 5%

143,461 滋賀県 大津市 ナギサクラブ　膳所店 小売業 衣料品 5%

143,462 滋賀県 大津市 南山　比叡平店 サービス 飲食業 5%

143,463 滋賀県 大津市 肉酒場　晴覇 サービス 飲食業 5%

143,464 滋賀県 大津市 肉のまるとみ　コロッケ工房 小売業 食料品 5%

143,465 滋賀県 大津市 有限会社西野電化ストアー 小売業 電化製品 5%

143,466 滋賀県 大津市 西村電化サービス 小売業 電化製品 5%

143,467 滋賀県 大津市 ［ＨＣ］日光電器 小売業 電化製品 5%

143,468 滋賀県 大津市 Ｎｉ７ サービス 理容・美容業 5%

143,469 滋賀県 大津市 仁々木　堅田駅店 小売業 食料品 5%

143,470 滋賀県 大津市 仁々木　堅田店 小売業 食料品 5%

143,471 滋賀県 大津市 Ｔｒｅｅ　Ｔｏｐｓ サービス その他サービス 5%

143,472 滋賀県 大津市 ハード・オフ　西大津店 小売業 電化製品 5%
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143,473 滋賀県 大津市 ハートフルギフト 小売業 その他小売 5%

143,474 滋賀県 大津市 ハイパーブックス　大津京店　１Ｆ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,475 滋賀県 大津市 ハイパーブックス　大津京店　２Ｆ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,476 滋賀県 大津市 バオバブの木 小売業 食料品 5%

143,477 滋賀県 大津市 ＪＭ／端材工房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,478 滋賀県 大津市 バスキャッチ＆アングラーズ　堅田店 小売業 その他小売 5%

143,479 滋賀県 大津市 パソコンレスキューアールネット サービス その他サービス 5%

143,480 滋賀県 大津市 Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ　Ｐｅａ サービス 飲食業 5%

143,481 滋賀県 大津市 初田電器 小売業 電化製品 5%

143,482 滋賀県 大津市 初音屋楽器株式会社 小売業 その他小売 5%

143,483 滋賀県 大津市 花ショップ 小売業 その他小売 5%

143,484 滋賀県 大津市 パナスコープヤスモト雄琴 小売業 電化製品 5%

143,485 滋賀県 大津市 パナスコ―プヤスモト日吉台 小売業 電化製品 5%

143,486 滋賀県 大津市 浜大津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,487 滋賀県 大津市 ハーモニーライフ薬店 小売業 その他小売 5%

143,488 滋賀県 大津市 BANKAN大津京店 小売業 貴金属・服飾品 5%

143,489 滋賀県 大津市 ハン六　営業部 小売業 その他小売 5%

143,490 滋賀県 大津市 ハン六　からすま 小売業 その他小売 5%

143,491 滋賀県 大津市 ハン六プリントセンター 小売業 その他小売 5%

143,492 滋賀県 大津市 ハン六プリントセンター 小売業 その他小売 5%

143,493 滋賀県 大津市 ＢＣＢジャパン サービス その他サービス 5%

143,494 滋賀県 大津市 ＢＨＣサロンクリエイト 小売業 その他小売 5%

143,495 滋賀県 大津市 ピザ・リトルパーティー　瀬田店 小売業 食料品 5%

143,496 滋賀県 大津市 ビジネスサービス滋賀店 サービス その他サービス 5%

143,497 滋賀県 大津市 ビジネスホテル西大津 サービス 宿泊業 5%

143,498 滋賀県 大津市 Ｂｉｃｅｒｉｎ 小売業 衣料品 5%

143,499 滋賀県 大津市 有限会社ピックアップ サービス 理容・美容業 5%

143,500 滋賀県 大津市 ＢＩＧ　ＢＡＳＳ 小売業 その他小売 5%

143,501 滋賀県 大津市 日ノ出窯 小売業 その他小売 5%

143,502 滋賀県 大津市 百町市場 小売業 食料品 5%

143,503 滋賀県 大津市 白虎 小売業 食料品 5%

143,504 滋賀県 大津市 ＢＥＡＵＴＹ ＨＡＩＲ ＤＥＰＯＴ－ＡＮＮ サービス 理容・美容業 5%

143,505 滋賀県 大津市 ＢＥＡＵＴＹ　ＨＡＩＲ　ＤＥＰＯＴ?ＡＮＮ　ＢＥＡＵＴＹ　ＨＡＩＲ　ＤＥＰＯＴ?ＡＮＮ サービス 理容・美容業 5%

143,506 滋賀県 大津市 ビュキュア サービス 理容・美容業 5%

143,507 滋賀県 大津市 ビューティ　マスミ サービス 理容・美容業 5%

143,508 滋賀県 大津市 平井酒店 小売業 食料品 5%

143,509 滋賀県 大津市 比良レークハウス サービス 宿泊業 5%

143,510 滋賀県 大津市 琵琶湖大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,511 滋賀県 大津市 ＶＩＷＡＫＯ　ＧＬＡＳＴＡＲ サービス 宿泊業 5%

143,512 滋賀県 大津市 びわ湖テラス１ サービス その他サービス 5%

143,513 滋賀県 大津市 びわ湖花街道 サービス 宿泊業 5%

143,514 滋賀県 大津市 びわ湖バレイ サービス その他サービス 5%
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143,515 滋賀県 大津市 琵琶湖ホテル　ショップ 小売業 家具・調度品 5%

143,516 滋賀県 大津市 びわこ緑水亭 サービス 宿泊業 5%

143,517 滋賀県 大津市 ＦＩＶＥーＨａｉｒＢｏｕｔｉｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

143,518 滋賀県 大津市 ＦＩＮＤサワイ 小売業 電化製品 5%

143,519 滋賀県 大津市 ＨＵＡＬＩ サービス 理容・美容業 5%

143,520 滋賀県 大津市 ＦＯＲＥＳＴ サービス その他サービス 5%

143,521 滋賀県 大津市 福井電器 小売業 電化製品 5%

143,522 滋賀県 大津市 フジゴルフ　大津ロング店 小売業 その他小売 5%

143,523 滋賀県 大津市 藤屋内匠 小売業 食料品 5%

143,524 滋賀県 大津市 プシュカル サービス 理容・美容業 5%

143,525 滋賀県 大津市 ふたば書房　大津西武店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,526 滋賀県 大津市 ぷちショップ　浜大津店 小売業 食料品 5%

143,527 滋賀県 大津市 ＢＯＯＫＯＦＦ　堅田店 小売業 その他小売 2%

143,528 滋賀県 大津市 ＦＵＫＫ福井電器南郷店 小売業 電化製品 5%

143,529 滋賀県 大津市 フードマーケット　エフマート 小売業 食料品 5%

143,530 滋賀県 大津市 町家ホテルＹＡＮＡＧＩ サービス その他サービス 5%

143,531 滋賀県 大津市 Ｂｒａｚｏ　ブラッソ サービス 理容・美容業 5%

143,532 滋賀県 大津市 フラワー館　花利 小売業 その他小売 5%

143,533 滋賀県 大津市 Ｈａｉｒ　Ｗｏｒｋｓ　　ＫｉＲｉ サービス 理容・美容業 5%

143,534 滋賀県 大津市 ヘアーサロン小林 サービス 理容・美容業 5%

143,535 滋賀県 大津市 ヘアーサロン小林 サービス 理容・美容業 5%

143,536 滋賀県 大津市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＮＡＳＡ　Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＮＡＳＡ サービス 理容・美容業 5%

143,537 滋賀県 大津市 ベアーズサイクル 小売業 その他小売 5%

143,538 滋賀県 大津市 ベアーズサイクル 小売業 その他小売 5%

143,539 滋賀県 大津市 ヘアースタジオＣ４ サービス 理容・美容業 5%

143,540 滋賀県 大津市 Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｒｅｓｃｅｎｔ サービス 理容・美容業 5%

143,541 滋賀県 大津市 ヘアーリゾート極　ヘアーリゾート極 サービス 理容・美容業 5%

143,542 滋賀県 大津市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｅｅｅ サービス 理容・美容業 5%

143,543 滋賀県 大津市 ヘアサロン　ノベカワ サービス 理容・美容業 5%

143,544 滋賀県 大津市 ＨａｉｒＳｈｉｎｙ サービス 理容・美容業 5%

143,545 滋賀県 大津市 ＨａｉｒＳｈｉｎｙ サービス 理容・美容業 5%

143,546 滋賀県 大津市 ＨＡＩＲ－ＤＥＥＰ サービス 理容・美容業 5%

143,547 滋賀県 大津市 ベティ ブーフ ときめき坂 ベティブーフ 小売業 その他小売 5%

143,548 滋賀県 大津市 ＢＥＲＲＹＢＡＤＳＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥ 小売業 その他小売 5%

143,549 滋賀県 大津市 ほぐし足圧屋ふみふみ サービス その他サービス 5%

143,550 滋賀県 大津市 菩提樹 サービス 宿泊業 5%

143,551 滋賀県 大津市 ｂｏｃｈｉ　ｂｏｃｈｉ サービス 飲食業 5%

143,552 滋賀県 大津市 ホテルブルーレーク大津 サービス 宿泊業 5%

143,553 滋賀県 大津市 ホリデーアフタヌーン サービス 宿泊業 5%

143,554 滋賀県 大津市 本格炭火焼き鳥ＡＧＮＩ サービス 飲食業 5%

143,555 滋賀県 大津市 有限会社ＨＯＮＤＡ Ｂ ＳＨＯＰ滋賀 ＨＯＮＤＡ Ｂ?ＳＨＯＰ 滋賀 サービス その他サービス 5%

143,556 滋賀県 大津市 マイングラスシミズ堅田店 小売業 その他小売 5%
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143,557 滋賀県 大津市 前田家具店 小売業 家具・調度品 5%

143,558 滋賀県 大津市 マクドナルドイオンスタイル大津京店 サービス 飲食業 2%

143,559 滋賀県 大津市 マクドナルド瀬田店 サービス 飲食業 2%

143,560 滋賀県 大津市 マクドナルドびわ湖大橋店 サービス 飲食業 2%

143,561 滋賀県 大津市 マクドナルドびわ湖阪本店 サービス 飲食業 2%

143,562 滋賀県 大津市 マクドナルド柳が崎店 サービス 飲食業 2%

143,563 滋賀県 大津市 ｍａｃｒｅｅ 小売業 その他小売 5%

143,564 滋賀県 大津市 Ｍａａｔａｎｔｏ サービス 飲食業 5%

143,565 滋賀県 大津市 ｍａｃｈａｋｏ 小売業 食料品 5%

143,566 滋賀県 大津市 マネケンＪＲ大津駅店 小売業 食料品 5%

143,567 滋賀県 大津市 真野ＩＣＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,568 滋賀県 大津市 ＭａｈａｎａＢＯＤＹＳＴＹＬＥ サービス その他サービス 5%

143,569 滋賀県 大津市 ママイクコ　大津 小売業 その他小売 5%

143,570 滋賀県 大津市 ＭＡＲＵＥ サービス 理容・美容業 5%

143,571 滋賀県 大津市 マルシン 小売業 衣料品 5%

143,572 滋賀県 大津市 まるたや 小売業 その他小売 5%

143,573 滋賀県 大津市 ミート　デリカ　カワニシ 小売業 食料品 5%

143,574 滋賀県 大津市 湖の見えるレストラン サービス 飲食業 5%

143,575 滋賀県 大津市 Ｍｉｃｈｉ－ｔｅｃ 小売業 電化製品 5%

143,576 滋賀県 大津市 ミット・レーベン サービス 飲食業 5%

143,577 滋賀県 大津市 湊町 いそ家 ２ サービス 飲食業 5%

143,578 滋賀県 大津市 ミックＣＰ西大津 サービス その他サービス 5%

143,579 滋賀県 大津市 未来書房雄琴店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,580 滋賀県 大津市 ミント薬局　桜野町店 小売業 その他小売 5%

143,581 滋賀県 大津市 メガネのイマホリ 小売業 その他小売 5%

143,582 滋賀県 大津市 モツ鍋　きりん屋　石山店 サービス 飲食業 5%

143,583 滋賀県 大津市 もともち動物病院 サービス その他サービス 5%

143,584 滋賀県 大津市 森川電機 サービス その他サービス 5%

143,585 滋賀県 大津市 モリスポアスリート　大津店 小売業 その他小売 5%

143,586 滋賀県 大津市 屋形船　四季 サービス その他サービス 5%

143,587 滋賀県 大津市 焼肉でん　西大津店 サービス 飲食業 5%

143,588 滋賀県 大津市 安田音楽制作事務所　アンネの音楽教室 サービス その他サービス 5%

143,589 滋賀県 大津市 安田音楽制作事務所／アンネの音楽教室 サービス その他サービス 5%

143,590 滋賀県 大津市 山善寝具 小売業 家具・調度品 5%

143,591 滋賀県 大津市 山中建設 サービス その他サービス 5%

143,592 滋賀県 大津市 山本薬局 小売業 その他小売 5%

143,593 滋賀県 大津市 有限会社カヤノ自工 サービス その他サービス 5%

143,594 滋賀県 大津市 有限会社小松自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

143,595 滋賀県 大津市 有限会社浜亭 サービス 飲食業 5%

143,596 滋賀県 大津市 有限会社やなぎ美装 サービス その他サービス 5%

143,597 滋賀県 大津市 有限会社ロング 小売業 衣料品 5%

143,598 滋賀県 大津市 有限会社若林自転車商会 小売業 その他小売 5%
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143,599 滋賀県 大津市 ＵＮＩＴＥＤ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

143,600 滋賀県 大津市 夢ハウスでんきのはらだ 小売業 電化製品 5%

143,601 滋賀県 大津市 湯元舘 サービス 宿泊業 5%

143,602 滋賀県 大津市 洋食リオネグロ サービス 飲食業 5%

143,603 滋賀県 大津市 洋服のツキムラ 小売業 衣料品 5%

143,604 滋賀県 大津市 洋服のツキムラ大津パルコ店 小売業 衣料品 5%

143,605 滋賀県 大津市 ｙｏｇａｓａｌｏｎ　Ｌｉｎｏ サービス その他サービス 5%

143,606 滋賀県 大津市 ｙｏｇａ　ｓｔｕｄｉｏ　Ｋｏｉｋｉ サービス その他サービス 5%

143,607 滋賀県 大津市 与三はん サービス 飲食業 5%

143,608 滋賀県 大津市 ☆夜カフェ☆ｄｉｍｐｌｅ サービス 飲食業 5%

143,609 滋賀県 大津市 らいえる－ＲＡＩＥＬ－ サービス 理容・美容業 5%

143,610 滋賀県 大津市 ライハート サービス その他サービス 5%

143,611 滋賀県 大津市 ライフクリーナー　大津店 サービス その他サービス 5%

143,612 滋賀県 大津市 京都ラッキーファミリー 小売業 その他小売 5%

143,613 滋賀県 大津市 ＬａＬａツーリストイズミヤ堅田店 サービス その他サービス 5%

143,614 滋賀県 大津市 Ｌｅａｆ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

143,615 滋賀県 大津市 ｒｉｔｍｏ　堅田店 小売業 家具・調度品 5%

143,616 滋賀県 大津市 リトルバスタード 小売業 衣料品 5%

143,617 滋賀県 大津市 リバーウエスト サービス 飲食業 5%

143,618 滋賀県 大津市 リビングオノ真野店 小売業 電化製品 5%

143,619 滋賀県 大津市 リフト券売場 サービス その他サービス 5%

143,620 滋賀県 大津市 リラクゼーションスペース私癒 サービス その他サービス 5%

143,621 滋賀県 大津市 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　Ｅｓｔｈｅｔｉｃ　彩 サービス 理容・美容業 5%

143,622 滋賀県 大津市 リンパケア整体ラポール瀬田 サービス その他サービス 5%

143,623 滋賀県 大津市 ＬｅＰｕｊｕ 小売業 衣料品 5%

143,624 滋賀県 大津市 ＬＡＫＥＳＳＴＯＲＥ＆ＣＡＦＥ 小売業 その他小売 5%

143,625 滋賀県 大津市 レイクビュー サービス その他サービス 5%

143,626 滋賀県 大津市 レイクビュー２ サービス その他サービス 5%

143,627 滋賀県 大津市 レオン動物病院 サービス その他サービス 5%

143,628 滋賀県 大津市 れすとらん松喜屋 本店 サービス 飲食業 5%

143,629 滋賀県 大津市 れすとらん松喜屋 本店 松喜屋 お届け料理 サービス 飲食業 5%

143,630 滋賀県 大津市 レストラン明治亭 サービス 飲食業 5%

143,631 滋賀県 大津市 ［ＨＣ］レッツ南郷株式会社井之商 小売業 電化製品 5%

143,632 滋賀県 大津市 レンタサイクル「駅リンくん石山北口店」 サービス 運輸業 5%

143,633 滋賀県 大津市 レンタサイクル「駅リンくん石山店」 サービス 運輸業 5%

143,634 滋賀県 大津市 レンタルショップ サービス その他サービス 5%

143,635 滋賀県 大津市 ロイヤルオークホテル サービス 宿泊業 5%

143,636 滋賀県 大津市 ローカルマーケット サービス その他サービス 5%

143,637 滋賀県 大津市 ロープウェイチケット売場 サービス その他サービス 5%

143,638 滋賀県 大津市 ロルフィングルームＫｏｒｕ サービス その他サービス 5%

143,639 滋賀県 大津市 ロング 小売業 衣料品 5%

143,640 滋賀県 大津市 ロング　瀬田店 小売業 衣料品 5%
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143,641 滋賀県 大津市 わがし屋さんのあんぱん　わがし屋さんのあんぱん 小売業 食料品 5%

143,642 滋賀県 大津市 和邇ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,643 滋賀県 草津市 Ｒ＆Ｅ　イオンモール草津 小売業 その他小売 5%

143,644 滋賀県 草津市 Ｏｕｔｌｅｔ　ｉｓｍ． 小売業 家具・調度品 5%

143,645 滋賀県 草津市 秋吉　草津店 サービス 飲食業 5%

143,646 滋賀県 草津市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｕｘｉａ南草津 サービス 理容・美容業 5%

143,647 滋賀県 草津市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｌｏｌａ草津 サービス 理容・美容業 5%

143,648 滋賀県 草津市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｆｌｅｕｒ野路町 サービス 理容・美容業 5%

143,649 滋賀県 草津市 ＡＣＣＯＬＥ　ｑｕａｌｉｔｅ　【アコレ　カリテ】 サービス 理容・美容業 5%

143,650 滋賀県 草津市 ＡＣＣＯＬＥ　ｍｉｌｉｅｕ店舗外 サービス 理容・美容業 5%

143,651 滋賀県 草津市 ＡＳＩＡＮ　ＫＵＵ サービス その他サービス 5%

143,652 滋賀県 草津市 味処　魚玄 サービス 飲食業 5%

143,653 滋賀県 草津市 ａｓｗｅｌｌ 小売業 衣料品 5%

143,654 滋賀県 草津市 アットタイム　フィットネスかがやき通り店 サービス その他サービス 5%

143,655 滋賀県 草津市 アット・タイム　草津店 サービス 飲食業 5%

143,656 滋賀県 草津市 アット・タイム　草津矢倉店 サービス 飲食業 5%

143,657 滋賀県 草津市 アットタイム　フィットネス草津駅前店 サービス その他サービス 5%

143,658 滋賀県 草津市 ａｔｅｌｉｅｒｆｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

143,659 滋賀県 草津市 アノソラノヒガシ サービス 飲食業 5%

143,660 滋賀県 草津市 天草プリンスホテル サービス 宿泊業 5%

143,661 滋賀県 草津市 居酒家　小間蔵ｈａｎａ　草津駅前店 サービス 飲食業 5%

143,662 滋賀県 草津市 出光草津西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,663 滋賀県 草津市 イノブン　草津店 小売業 その他小売 5%

143,664 滋賀県 草津市 イノブンイオンモール草津店 小売業 その他小売 5%

143,665 滋賀県 草津市 今村商店 小売業 電化製品 5%

143,666 滋賀県 草津市 いろはかるた　南草津店 サービス 飲食業 5%

143,667 滋賀県 草津市 ウインズ 小売業 その他小売 5%

143,668 滋賀県 草津市 ウダカデン 小売業 電化製品 5%

143,669 滋賀県 草津市 ＡＰＲ草津店 小売業 電化製品 5%

143,670 滋賀県 草津市 ｅｘ－ｆａヘアーエステ＆スパ サービス 理容・美容業 5%

143,671 滋賀県 草津市 ｅｘ－ｆａｈａｉｒｏｒｉｇｉｎ サービス 理容・美容業 5%

143,672 滋賀県 草津市 ｅｘ－ｆａヘアーガーデン サービス 理容・美容業 5%

143,673 滋賀県 草津市 エナジーテラピーＪＵＲＡＫＵ 小売業 その他小売 5%

143,674 滋賀県 草津市 縁 サービス 飲食業 5%

143,675 滋賀県 草津市 ＥｎｅＪｅｔ京滋ＢＰＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,676 滋賀県 草津市 ＥｎｅＪｅｔ湖南草津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,677 滋賀県 草津市 ｅｍｏｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

143,678 滋賀県 草津市 Ｈｅｌｉｘ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

143,679 滋賀県 草津市 近江　スエヒロ　本店 サービス 飲食業 5%

143,680 滋賀県 草津市 近江牛　焼肉・もつ鍋　李白 サービス 飲食業 5%

143,681 滋賀県 草津市 セブン－イレブン近江草津バイパス店 小売業 食料品 2%

143,682 滋賀県 草津市 オーガニックガーデンいのちの樹 サービス その他サービス 5%
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143,683 滋賀県 草津市 オートアシストヨシムラ　滋賀店 小売業 その他小売 5%

143,684 滋賀県 草津市 お好み焼はここやねん　草津店 小売業 食料品 5%

143,685 滋賀県 草津市 オッペン化粧品株式会社 Ｓｈｉｇａ Ｆａｃｔｏｒｙ 小売業 その他小売 5%

143,686 滋賀県 草津市 オリックスレンタカー南草津駅前西口店 サービス その他サービス 2%

143,687 滋賀県 草津市 カーコンビニ倶楽部　ＢＳ・ＭＥＩＷＡ　草津店 サービス その他サービス 5%

143,688 滋賀県 草津市 Ｃａｒ　ｌｉｆｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　大橋 サービス その他サービス 5%

143,689 滋賀県 草津市 カーライフサポート大橋 サービス その他サービス 5%

143,690 滋賀県 草津市 買取りＢＡＮ　ＢＡＮ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,691 滋賀県 草津市 学生衣料おくむら 学生衣料おくむら 小売業 衣料品 5%

143,692 滋賀県 草津市 かごの屋草津矢倉店 サービス 飲食業 5%

143,693 滋賀県 草津市 風の門くさつ平和堂店 小売業 その他小売 5%

143,694 滋賀県 草津市 ガット張替え専門店スグハル　ガット張替え専門店スグハル サービス その他サービス 5%

143,695 滋賀県 草津市 カバーガレージＷＯＷ南草津店 サービス その他サービス 5%

143,696 滋賀県 草津市 嘉原 サービス 飲食業 5%

143,697 滋賀県 草津市 Ｃａｆｅ＆ＤｉｎｉｎｇＢａｒＳＩＬＫ サービス 飲食業 5%

143,698 滋賀県 草津市 株式会社　関西トラベル サービス その他サービス 5%

143,699 滋賀県 草津市 上笠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,700 滋賀県 草津市 カーメルホットヨガクラブ サービス その他サービス 5%

143,701 滋賀県 草津市 カラオケスタイル南草津店 サービス その他サービス 5%

143,702 滋賀県 草津市 カラオケスタイル南草津店 サービス その他サービス 5%

143,703 滋賀県 草津市 ガラスのくつ サービス 理容・美容業 5%

143,704 滋賀県 草津市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋草津野路店 サービス 飲食業 2%

143,705 滋賀県 草津市 業務スーパー野路店 小売業 食料品 2%

143,706 滋賀県 草津市 京屋クリーニング　フレンドマート志津東草津店　京屋クリーニング志津店 サービス その他サービス 5%

143,707 滋賀県 草津市 京屋クリーニング　フレンドマート南草津店　フレンドマート南草津店 サービス その他サービス 5%

143,708 滋賀県 草津市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ滋賀草津店 小売業 その他小売 5%

143,709 滋賀県 草津市 空想雑貨店ニコリッペ 小売業 衣料品 5%

143,710 滋賀県 草津市 Ｇｕｅｌｌｂｉｃｙｃｌｅｓｔｏｒｅ滋賀店 小売業 その他小売 5%

143,711 滋賀県 草津市 セブン－イレブン草津青地町店 小売業 食料品 2%

143,712 滋賀県 草津市 セブン－イレブン草津追分町店 小売業 食料品 2%

143,713 滋賀県 草津市 セブン－イレブン草津川原店 小売業 食料品 2%

143,714 滋賀県 草津市 セブン－イレブン草津志那中店 小売業 食料品 2%

143,715 滋賀県 草津市 セブン－イレブン草津下笠店 小売業 食料品 2%

143,716 滋賀県 草津市 セブン－イレブン草津中学校前店 小売業 食料品 2%

143,717 滋賀県 草津市 セブン－イレブン草津野路老上店 小売業 食料品 2%

143,718 滋賀県 草津市 セブン－イレブン草津野路店 小売業 食料品 2%

143,719 滋賀県 草津市 セブン－イレブン草津野村１丁目店 小売業 食料品 2%

143,720 滋賀県 草津市 セブン－イレブン草津野村５丁目店 小売業 食料品 2%

143,721 滋賀県 草津市 セブンーイレブン草津パナソニック前店 小売業 食料品 2%

143,722 滋賀県 草津市 草津東 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,723 滋賀県 草津市 セブン－イレブン草津平井町店 小売業 食料品 2%

143,724 滋賀県 草津市 セブン－イレブン草津南笠町店 小売業 食料品 2%
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143,725 滋賀県 草津市 セブン－イレブン草津矢橋北店 小売業 食料品 2%

143,726 滋賀県 草津市 草津湯元　水春　イオンモール草津店 サービス その他サービス 5%

143,727 滋賀県 草津市 セブン－イレブン草津若草店 小売業 食料品 2%

143,728 滋賀県 草津市 ＧＲＥＥＮ　ＬＯＦＴ　ＴＨＥ　ＰＡＲＫ 小売業 家具・調度品 5%

143,729 滋賀県 草津市 ＣＬＯＶＥＲ サービス その他サービス 5%

143,730 滋賀県 草津市 セブンーイレブンＫＯＹＯ滋賀医科大学附属病院店 小売業 食料品 2%

143,731 滋賀県 草津市 ＫＯＫＩＮＴＥＩ サービス 飲食業 5%

143,732 滋賀県 草津市 セブン－イレブン国道南くさつ店 小売業 食料品 2%

143,733 滋賀県 草津市 コスメティックｙｏｕ 小売業 その他小売 5%

143,734 滋賀県 草津市 湖南住設 小売業 電化製品 5%

143,735 滋賀県 草津市 コモンタイム 小売業 家具・調度品 5%

143,736 滋賀県 草津市 コンディショニングジムＧＯＩＮＧ サービス その他サービス 5%

143,737 滋賀県 草津市 コンディショニングジムＧＯＩＮＧ サービス その他サービス 5%

143,738 滋賀県 草津市 コンディショニングジムＧＯＩＮＧ サービス その他サービス 5%

143,739 滋賀県 草津市 Ｃｏｍｆｏｒｔ　Ｉ’ｍ サービス 理容・美容業 5%

143,740 滋賀県 草津市 さ蔵 小売業 食料品 5%

143,741 滋賀県 草津市 ＧＥＯＧＲＡＰＨＹ　草津店 小売業 衣料品 5%

143,742 滋賀県 草津市 シガー　リカーサキムラ 小売業 食料品 5%

143,743 滋賀県 草津市 滋賀トヨペット草津店 小売業 その他小売 5%

143,744 滋賀県 草津市 老舗・寿司清 サービス 飲食業 5%

143,745 滋賀県 草津市 老舗　寿司清　老舗　寿司清 サービス 飲食業 5%

143,746 滋賀県 草津市 志乃崎エイスクエア店 サービス 飲食業 5%

143,747 滋賀県 草津市 ｓｈｉｎｅ サービス その他サービス 5%

143,748 滋賀県 草津市 Ｓｈｉｎｅｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

143,749 滋賀県 草津市 ショック　草津店 小売業 衣料品 5%

143,750 滋賀県 草津市 知るカフエ立命館大学ＢＫＣ店 サービス 飲食業 5%

143,751 滋賀県 草津市 スーパーセルフ近江大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,752 滋賀県 草津市 スガジ電器 小売業 電化製品 5%

143,753 滋賀県 草津市 スターグリーンヒル店 小売業 食料品 5%

143,754 滋賀県 草津市 スポーツショップキムラ　草津店 小売業 その他小売 5%

143,755 滋賀県 草津市 スポーツショップキムラ　草津店 小売業 その他小売 5%

143,756 滋賀県 草津市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　草津 サービス その他サービス 5%

143,757 滋賀県 草津市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　駒井沢 サービス その他サービス 5%

143,758 滋賀県 草津市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　平井 サービス その他サービス 5%

143,759 滋賀県 草津市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　マックスバリュ駒井沢 サービス その他サービス 5%

143,760 滋賀県 草津市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　南草津 サービス その他サービス 5%

143,761 滋賀県 草津市 ＳＡＩＳＩＲ サービス 飲食業 5%

143,762 滋賀県 草津市 ＳＥＰＴＮＡＩＬ草津店 サービス 理容・美容業 5%

143,763 滋賀県 草津市 ＳＥＰＴ＋草津店 サービス 理容・美容業 5%

143,764 滋賀県 草津市 セルフ＆車検センターグリーンヒル岡本 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,765 滋賀県 草津市 セルフステーション京滋ＢＰＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,766 滋賀県 草津市 セルフステーションハマストリートＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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143,767 滋賀県 草津市 セレクトショップ　リアル　セレクトショップ　リアル 小売業 衣料品 5%

143,768 滋賀県 草津市 ＺＥＲＯ　イオンモール草津店 小売業 衣料品 5%

143,769 滋賀県 草津市 洗濯王　草津店 サービス その他サービス 5%

143,770 滋賀県 草津市 洗濯王　南草津店 サービス その他サービス 5%

143,771 滋賀県 草津市 ソーアキ 小売業 その他小売 5%

143,772 滋賀県 草津市 たうち衣料品店 小売業 その他小売 5%

143,773 滋賀県 草津市 高木ミンク草津 小売業 衣料品 5%

143,774 滋賀県 草津市 高木ミンク草津店 小売業 衣料品 5%

143,775 滋賀県 草津市 タカツ酒店 小売業 食料品 5%

143,776 滋賀県 草津市 Ｃｈｅｅｒｆｕｌ 小売業 衣料品 5%

143,777 滋賀県 草津市 ティアラ　上笠 サービス その他サービス 5%

143,778 滋賀県 草津市 ＴＩＡＲＡ　ｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

143,779 滋賀県 草津市 ＤＳＪ滋賀草津校 小売業 電化製品 5%

143,780 滋賀県 草津市 ＤＥＬＩＧＨＴ草津店Ａ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,781 滋賀県 草津市 鉄板Ｂｉｓｔｒｏ　ＴＡＫＡ サービス 飲食業 5%

143,782 滋賀県 草津市 Ｔｅｎｔ サービス 飲食業 5%

143,783 滋賀県 草津市 ｄｏｏ－ｂｏｐ 小売業 衣料品 5%

143,784 滋賀県 草津市 十屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

143,785 滋賀県 草津市 ｔｏｃｏ　ｔｏｃｏ　フェリエ南草津店 小売業 衣料品 5%

143,786 滋賀県 草津市 とし之家 サービス 飲食業 5%

143,787 滋賀県 草津市 ドッグサロン　レーヴ サービス その他サービス 5%

143,788 滋賀県 草津市 ｉＰｈｏｎｅ修理＋ＤｏｔＦｉｘ サービス その他サービス 5%

143,789 滋賀県 草津市 トヨタカローラ滋賀草津店 小売業 その他小売 5%

143,790 滋賀県 草津市 トヨタレンタリース滋賀　草津駅西口店 サービス その他サービス 2%

143,791 滋賀県 草津市 トヨタレンタリース滋賀　草津店 サービス その他サービス 2%

143,792 滋賀県 草津市 トラットリア　ピウ　リッコ サービス 飲食業 5%

143,793 滋賀県 草津市 ドレッカ 小売業 衣料品 5%

143,794 滋賀県 草津市 ｄｒｏｐ　南草津店 小売業 衣料品 5%

143,795 滋賀県 草津市 なごやか亭　草津木川店 サービス 飲食業 5%

143,796 滋賀県 草津市 ＮａｔｕｌｅｆｅＳｈｕｕｎｙａ サービス その他サービス 5%

143,797 滋賀県 草津市 Ｎ°１９ サービス 理容・美容業 5%

143,798 滋賀県 草津市 南洋軒うばがもちやコンコース売店 小売業 食料品 5%

143,799 滋賀県 草津市 肉バル＆ダイニング　ｍｏｇｕ２ サービス その他サービス 5%

143,800 滋賀県 草津市 ｎａｉｌ＆ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　杏 サービス 理容・美容業 5%

143,801 滋賀県 草津市 ｎａｉｌｓｃｏｃｏ サービス その他サービス 5%

143,802 滋賀県 草津市 Ｂａｒ　Ｆｒｅｎｃｈ　和 サービス 飲食業 5%

143,803 滋賀県 草津市 Ｈｅａｒｔ Ｂｅａｔ Ｓｈｏｐ ??ｈａｎａ? 小売業 食料品 5%

143,804 滋賀県 草津市 ハーモニー薬局　追分店 小売業 その他小売 5%

143,805 滋賀県 草津市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　イオンモール草津店 サービス その他サービス 5%

143,806 滋賀県 草津市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　草津木川店 サービス その他サービス 5%

143,807 滋賀県 草津市 ＨＹＰＥＲＢＯＯＫＳ　駒井沢　１Ｆ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,808 滋賀県 草津市 ＨＹＰＥＲＢＯＯＫＳ　駒井沢　２Ｆ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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143,809 滋賀県 草津市 ハイパーブックスかがやき通り店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,810 滋賀県 草津市 ＞＞＞ＢＡＣＫＳＴＡＧＥ 小売業 衣料品 5%

143,811 滋賀県 草津市 パナスコープワタナベ 小売業 電化製品 5%

143,812 滋賀県 草津市 はやしサイクル 小売業 その他小売 5%

143,813 滋賀県 草津市 ＰａｌｅｔｔｅＨａｉｒｓ草津店 サービス 理容・美容業 5%

143,814 滋賀県 草津市 ＢＡＭＢＯＯ サービス 理容・美容業 5%

143,815 滋賀県 草津市 Ｂｂ南草津店 サービス その他サービス 5%

143,816 滋賀県 草津市 ビジネスホテルひばり サービス 宿泊業 5%

143,817 滋賀県 草津市 ビット サービス その他サービス 5%

143,818 滋賀県 草津市 ＰｕｒｅＮａｉｌＰｅｔｉｔ　イオンモール草津店 サービス 理容・美容業 5%

143,819 滋賀県 草津市 美容室ジュリアン サービス 理容・美容業 5%

143,820 滋賀県 草津市 ひよこＨＯＵＳＥ 小売業 その他小売 5%

143,821 滋賀県 草津市 平井自動車工業 サービス その他サービス 5%

143,822 滋賀県 草津市 ひらがき 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,823 滋賀県 草津市 ひらがき　エイスクエア店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,824 滋賀県 草津市 ＦＩＸ‐ＵＰ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

143,825 滋賀県 草津市 フィッシングファ－スト 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,826 滋賀県 草津市 フィッツミー　エルティ草津店 サービス その他サービス 5%

143,827 滋賀県 草津市 ブックハウス　ひらがき 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,828 滋賀県 草津市 プルメリア サービス 理容・美容業 5%

143,829 滋賀県 草津市 ＰＬＡＣＥ　ＩＮ　ＴＨＥ　ＳＵＮ 小売業 衣料品 5%

143,830 滋賀県 草津市 ヘアーサロン イケモト ヘアーサロン イケモト サービス 理容・美容業 5%

143,831 滋賀県 草津市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　Ｌｉｂｅｒｔｅ サービス 理容・美容業 5%

143,832 滋賀県 草津市 ｈａｉｒ　Ｌｕｃｉａ サービス 理容・美容業 5%

143,833 滋賀県 草津市 便利屋オタ助 サービス その他サービス 5%

143,834 滋賀県 草津市 ＢＯＲＮＦＲＥＥ　ＡＥＯＮＭＡＬＬ　草津　ＢＯＲＮＦＲＥＥ　ＡＥＯＮＭＡＬＬ草津 小売業 衣料品 5%

143,835 滋賀県 草津市 ＢＯＲＮＦＲＥＥ　ＡＥＯＮＭＡＬＬ草津 小売業 衣料品 5%

143,836 滋賀県 草津市 ＢＯＲＮ　ＦＲＥＥＡ・ＳＱＵＡＲＥ 小売業 衣料品 5%

143,837 滋賀県 草津市 ＢＯＲＮＦＲＥＥＡ－ＳＱＵＡＲ 小売業 衣料品 5%

143,838 滋賀県 草津市 ホテルボストンプラザ草津 サービス 宿泊業 5%

143,839 滋賀県 草津市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,840 滋賀県 草津市 ボーンフリー草津店 小売業 衣料品 5%

143,841 滋賀県 草津市 マイモール サービス その他サービス 5%

143,842 滋賀県 草津市 Ｍａｅｌ サービス 理容・美容業 5%

143,843 滋賀県 草津市 マクドナルド１号線南草津店 サービス 飲食業 2%

143,844 滋賀県 草津市 マクドナルド追分フレンドマート店 サービス 飲食業 2%

143,845 滋賀県 草津市 マクドナルド追分フレンドマート店 サービス 飲食業 2%

143,846 滋賀県 草津市 マクドナルド草津アルプラザ店 サービス 飲食業 2%

143,847 滋賀県 草津市 マクドナルド草津近鉄店 サービス 飲食業 2%

143,848 滋賀県 草津市 マクドナルド草津野村店 サービス 飲食業 2%

143,849 滋賀県 草津市 マスターピース草津店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,850 滋賀県 草津市 Ｍａｓｓａｎ＇ｓＬｅａｔｈｅｒＷｏｒｋＤｅｎ サービス その他サービス 5%
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143,851 滋賀県 草津市 Ｍｕｓｃｌｅ　Ｑｕａｌｉｔｙ サービス その他サービス 5%

143,852 滋賀県 草津市 マナベインテリアハーツ草津店 小売業 家具・調度品 5%

143,853 滋賀県 草津市 マネケンＪＲ草津駅店 小売業 食料品 5%

143,854 滋賀県 草津市 マルワ漢方 小売業 その他小売 5%

143,855 滋賀県 草津市 マルワ漢方 小売業 その他小売 5%

143,856 滋賀県 草津市 Ｍｉｏ” サービス 理容・美容業 5%

143,857 滋賀県 草津市 Ｍｉｔｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

143,858 滋賀県 草津市 ミナミ草津ゴルフガーデン サービス その他サービス 5%

143,859 滋賀県 草津市 セブン－イレブン南草津店 小売業 食料品 2%

143,860 滋賀県 草津市 ミナミ草津バッティングドーム サービス その他サービス 5%

143,861 滋賀県 草津市 ミナミ草津バッティングドーム サービス その他サービス 5%

143,862 滋賀県 草津市 ミノル 小売業 貴金属・服飾品 5%

143,863 滋賀県 草津市 ＭＩＹＡｈａｉｒｃｌｉｎｉｃ＆ｄｅｓｉｇ サービス 理容・美容業 5%

143,864 滋賀県 草津市 ｍ?ｒｅ 小売業 その他小売 5%

143,865 滋賀県 草津市 エステティックサロンｍｉｒｒｏｒ サービス 理容・美容業 5%

143,866 滋賀県 草津市 未来書房草津店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,867 滋賀県 草津市 ｍｉｎｃ サービス その他サービス 5%

143,868 滋賀県 草津市 メガネ時計専門店ｌｏｏｐ　ｏｎ 小売業 その他小売 5%

143,869 滋賀県 草津市 モンルーベ サービス その他サービス 5%

143,870 滋賀県 草津市 モンロワール　草津店 小売業 食料品 5%

143,871 滋賀県 草津市 やさい巻き串焼きうまかもん サービス 飲食業 5%

143,872 滋賀県 草津市 焼肉市場　南草津店 サービス 飲食業 5%

143,873 滋賀県 草津市 焼肉でん　草津店 サービス 飲食業 5%

143,874 滋賀県 草津市 やぐらどうぶつクリニック サービス その他サービス 5%

143,875 滋賀県 草津市 ヤマキ 小売業 その他小売 5%

143,876 滋賀県 草津市 山口電気 サービス その他サービス 5%

143,877 滋賀県 草津市 ［ＨＣ］有限会社さわだでんき 小売業 電化製品 5%

143,878 滋賀県 草津市 有限会社寿苑きぬ輪 小売業 衣料品 5%

143,879 滋賀県 草津市 有限会社バイク・イン 小売業 その他小売 5%

143,880 滋賀県 草津市 有限会社メディカルコンタクトレンズ草津 小売業 その他小売 5%

143,881 滋賀県 草津市 ゆめみし　ＪＲ草津駅店 サービス その他サービス 5%

143,882 滋賀県 草津市 洋菓子工房 チィーフル 洋菓子工房チィーフル 小売業 食料品 5%

143,883 滋賀県 草津市 Ｌｉｖｅ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

143,884 滋賀県 草津市 ラヴィド　クロワッサン　草津店 小売業 その他小売 5%

143,885 滋賀県 草津市 楽々厨房ゴジゴジ南草津店 サービス 飲食業 5%

143,886 滋賀県 草津市 ＬＩＸＩＬリフォ－ムショップ　ライファくさつ サービス その他サービス 2%

143,887 滋賀県 草津市 ＲＩＣＯ　ＨＡＩＲ【リコヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

143,888 滋賀県 草津市 Ｒｉｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

143,889 滋賀県 草津市 ｌｕＣＣｅ サービス 理容・美容業 5%

143,890 滋賀県 草津市 ｌｕＣＣｅ サービス 理容・美容業 5%

143,891 滋賀県 草津市 レザーブードットコム サービス その他サービス 5%

143,892 滋賀県 草津市 レンタサイクル「駅リンくん草津店」 サービス 運輸業 5%
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143,893 滋賀県 草津市 Ｌｏ　Ｓｐｌｅｎｄｏｒｅ サービス 飲食業 5%

143,894 滋賀県 草津市 ロイヤルクイーン　草津教室 小売業 家具・調度品 5%

143,895 滋賀県 草津市 Ｌｏ　Ｓｐｌｅｎｄｏｒｅ サービス 飲食業 5%

143,896 滋賀県 草津市 和彩温 サービス 飲食業 5%

143,897 滋賀県 草津市 和ビストロ　花のいろ サービス 飲食業 5%

143,898 滋賀県 甲賀市 アーユルヴェーダサロンｓｏｒａｎｏｎｅ サービス 理容・美容業 5%

143,899 滋賀県 甲賀市 アシストアーチェリー 小売業 その他小売 5%

143,900 滋賀県 甲賀市 アットタイム　フィットネス水口店 サービス その他サービス 5%

143,901 滋賀県 甲賀市 アット・タイム　水口店 サービス 飲食業 5%

143,902 滋賀県 甲賀市 アールエムシンドローム 小売業 貴金属・服飾品 5%

143,903 滋賀県 甲賀市 アングラーズ　水口店 小売業 その他小売 5%

143,904 滋賀県 甲賀市 出光信楽牧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,905 滋賀県 甲賀市 出光セルフ甲賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,906 滋賀県 甲賀市 出光水口セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,907 滋賀県 甲賀市 ウエニシ電化店 小売業 電化製品 5%

143,908 滋賀県 甲賀市 卯山製陶 小売業 その他小売 5%

143,909 滋賀県 甲賀市 ＡＴＥＸ サービス その他サービス 5%

143,910 滋賀県 甲賀市 ＪＭ／ＡＴＥＸ 小売業 その他小売 5%

143,911 滋賀県 甲賀市 近江スエヒロダイニング　ＴＨＥ　ＢＥＥＦ 小売業 その他小売 5%

143,912 滋賀県 甲賀市 近江茶丸吉 小売業 食料品 5%

143,913 滋賀県 甲賀市 大河原温泉　かもしか荘 サービス 宿泊業 5%

143,914 滋賀県 甲賀市 大小屋 小売業 家具・調度品 5%

143,915 滋賀県 甲賀市 岡田テレビサービス 小売業 電化製品 5%

143,916 滋賀県 甲賀市 小川亭 サービス 宿泊業 5%

143,917 滋賀県 甲賀市 お好み焼はここやねん　水口店 小売業 食料品 5%

143,918 滋賀県 甲賀市 オリックスレンタカー水口店 サービス その他サービス 2%

143,919 滋賀県 甲賀市 かくれ里 サービス 飲食業 5%

143,920 滋賀県 甲賀市 カーテックウカイ サービス その他サービス 5%

143,921 滋賀県 甲賀市 カネイ岡水口店 小売業 その他小売 5%

143,922 滋賀県 甲賀市 カネマン陶器株式会社 小売業 その他小売 5%

143,923 滋賀県 甲賀市 （株）藤原陶芸用品店 小売業 その他小売 5%

143,924 滋賀県 甲賀市 カフェレストラン　ラマンチャ サービス 飲食業 5%

143,925 滋賀県 甲賀市 株式会社ウエノ 小売業 その他小売 5%

143,926 滋賀県 甲賀市 窯元うつわ 小売業 家具・調度品 5%

143,927 滋賀県 甲賀市 共栄サービス株式会社 小売業 その他小売 5%

143,928 滋賀県 甲賀市 業務スーパー水口店 小売業 食料品 2%

143,929 滋賀県 甲賀市 串かつ武蔵 サービス 飲食業 5%

143,930 滋賀県 甲賀市 ＣＬＡＹ　ＳＴＵＤＩＯ　くり 小売業 その他小売 5%

143,931 滋賀県 甲賀市 甲賀ＳＳ／第一石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,932 滋賀県 甲賀市 甲賀忍びの宿 宮乃温泉 サービス 宿泊業 5%

143,933 滋賀県 甲賀市 うつわの店藤陶 サービス その他サービス 5%

143,934 滋賀県 甲賀市 甲南ＳＳ　有限会社田口石油 小売業 ガソリンスタンド 2%
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143,935 滋賀県 甲賀市 甲南下りＰＡ 小売業 その他小売 5%

143,936 滋賀県 甲賀市 セブン－イレブン甲南町新治店 小売業 食料品 2%

143,937 滋賀県 甲賀市 甲南上りＰＡ 小売業 その他小売 5%

143,938 滋賀県 甲賀市 セブン－イレブン甲南病院前店 小売業 食料品 2%

143,939 滋賀県 甲賀市 コムワークスタジオ サービス その他サービス 5%

143,940 滋賀県 甲賀市 さ陶器 小売業 その他小売 5%

143,941 滋賀県 甲賀市 山水 サービス 宿泊業 5%

143,942 滋賀県 甲賀市 ＪＪ　ユーストア　水口店 小売業 貴金属・服飾品 5%

143,943 滋賀県 甲賀市 滋賀カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

143,944 滋賀県 甲賀市 滋賀トヨペット水口店 小売業 その他小売 5%

143,945 滋賀県 甲賀市 滋賀トヨペットＵ－ＣＡＲＬＡＮＤ水口 小売業 その他小売 5%

143,946 滋賀県 甲賀市 信楽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,947 滋賀県 甲賀市 信楽 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,948 滋賀県 甲賀市 信楽澤善幸せ創造館 小売業 その他小売 5%

143,949 滋賀県 甲賀市 紫香陶房 サービス その他サービス 5%

143,950 滋賀県 甲賀市 志乃崎　水口店 サービス 飲食業 5%

143,951 滋賀県 甲賀市 ジョイ　甲賀店 小売業 食料品 5%

143,952 滋賀県 甲賀市 ジョイショッピングセンター甲賀店 小売業 食料品 5%

143,953 滋賀県 甲賀市 スーパーセルフ甲南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,954 滋賀県 甲賀市 寿司 一休 サービス 飲食業 5%

143,955 滋賀県 甲賀市 炭火焼とりや サービス 飲食業 5%

143,956 滋賀県 甲賀市 清晃自動車工業　甲南営業所 サービス その他サービス 5%

143,957 滋賀県 甲賀市 清晃自動車工業　本社営業所 サービス その他サービス 5%

143,958 滋賀県 甲賀市 ＳＥＶＥＮ２ＬＥＡＴＨＥＲＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

143,959 滋賀県 甲賀市 セルフステーション信楽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,960 滋賀県 甲賀市 ソフトバンク　水口 小売業 その他小売 5%

143,961 滋賀県 甲賀市 大彌　市役所前店 小売業 食料品 5%

143,962 滋賀県 甲賀市 大彌　本社 小売業 食料品 5%

143,963 滋賀県 甲賀市 大彌　水口店 小売業 食料品 5%

143,964 滋賀県 甲賀市 大油鉱業土山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,965 滋賀県 甲賀市 髙橋楽斎陶房 サービス その他サービス 5%

143,966 滋賀県 甲賀市 セブン－イレブン土山サービスエリア店 小売業 食料品 2%

143,967 滋賀県 甲賀市 セブン－イレブン土山中学校前店 小売業 食料品 2%

143,968 滋賀県 甲賀市 セブン－イレブン土山町市場店 小売業 食料品 2%

143,969 滋賀県 甲賀市 デイリー信楽カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

143,970 滋賀県 甲賀市 トゥーリーブズカンパニー 小売業 衣料品 5%

143,971 滋賀県 甲賀市 トヨタカローラ滋賀甲賀店 小売業 その他小売 5%

143,972 滋賀県 甲賀市 とりいち水口店 サービス 飲食業 5%

143,973 滋賀県 甲賀市 中島スポーツサンスリー店 小売業 その他小売 5%

143,974 滋賀県 甲賀市 ニシダ電化サービス 小売業 電化製品 5%

143,975 滋賀県 甲賀市 ハイパーブックス　水口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

143,976 滋賀県 甲賀市 はな整体院　貴生川店 サービス その他サービス 5%
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143,977 滋賀県 甲賀市 花屋かずろう王国 小売業 その他小売 5%

143,978 滋賀県 甲賀市 ヒーローズカフェ サービス 飲食業 5%

143,979 滋賀県 甲賀市 ｈｉｏｌｉ サービス その他サービス 5%

143,980 滋賀県 甲賀市 ひかりデンキ 小売業 電化製品 5%

143,981 滋賀県 甲賀市 ピッコロボスコ　土山ＳＡ店 サービス 飲食業 5%

143,982 滋賀県 甲賀市 ビューティーケアつかもと 小売業 その他小売 5%

143,983 滋賀県 甲賀市 ラビィベル サービス 理容・美容業 5%

143,984 滋賀県 甲賀市 平岡家 サービス 宿泊業 5%

143,985 滋賀県 甲賀市 ファミリーショップ　あおき 小売業 衣料品 5%

143,986 滋賀県 甲賀市 フーズアイランド土山店 小売業 食料品 5%

143,987 滋賀県 甲賀市 ｆａｉｒｙｃｌｏｖｅｒ サービス その他サービス 5%

143,988 滋賀県 甲賀市 フォーユー水口城南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

143,989 滋賀県 甲賀市 フジモトオート サービス その他サービス 5%

143,990 滋賀県 甲賀市 フジワラヤスヒロ サービス その他サービス 5%

143,991 滋賀県 甲賀市 ＢＬＵＥ サービス 理容・美容業 5%

143,992 滋賀県 甲賀市 古谷製陶所 サービス その他サービス 5%

143,993 滋賀県 甲賀市 フレンズ 甲南店 小売業 衣料品 5%

143,994 滋賀県 甲賀市 フレンズ 水口店 小売業 衣料品 5%

143,995 滋賀県 甲賀市 ヘアーサロン　ヤマシタ サービス 理容・美容業 5%

143,996 滋賀県 甲賀市 ロロ サービス 理容・美容業 5%

143,997 滋賀県 甲賀市 ｈａｉｒ’ｓ　ＢＥＡＵ サービス 理容・美容業 5%

143,998 滋賀県 甲賀市 ｈａｉｒ’ｓ　ＢＥＡＵ　ａＲｃ サービス 理容・美容業 5%

143,999 滋賀県 甲賀市 ヘアマジック サービス 理容・美容業 5%

144,000 滋賀県 甲賀市 豊和商事神苑店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,001 滋賀県 甲賀市 豊和店 小売業 家具・調度品 5%

144,002 滋賀県 甲賀市 ＨＯＴ　ＳＴＡＦＦ サービス 飲食業 5%

144,003 滋賀県 甲賀市 ホテルニューミフク サービス 宿泊業 5%

144,004 滋賀県 甲賀市 ＢＯＲＮ　ＦＲＥＥ　ＳＵＰＥＲ　ＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

144,005 滋賀県 甲賀市 マクドナルド水口アルプラザ店 サービス 飲食業 2%

144,006 滋賀県 甲賀市 マクドナルド水口店 サービス 飲食業 2%

144,007 滋賀県 甲賀市 マスヤ 小売業 食料品 5%

144,008 滋賀県 甲賀市 松阪屋酒店 小売業 食料品 5%

144,009 滋賀県 甲賀市 Ｍａｒｒｙ ｈａｉｒ ｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

144,010 滋賀県 甲賀市 マルタ陶喜 小売業 家具・調度品 5%

144,011 滋賀県 甲賀市 丸安茶業　株式会社 小売業 食料品 5%

144,012 滋賀県 甲賀市 ｍｉｓｉｎ－ｙａ サービス その他サービス 5%

144,013 滋賀県 甲賀市 ｍｉｓｉｎ?ｙａ 小売業 衣料品 5%

144,014 滋賀県 甲賀市 セブン－イレブン水口綾野店 小売業 食料品 2%

144,015 滋賀県 甲賀市 水口アレックスシネマ 小売業 食料品 5%

144,016 滋賀県 甲賀市 セブン－イレブン水口泉店 小売業 食料品 2%

144,017 滋賀県 甲賀市 水口センチュリーホテル サービス 宿泊業 5%

144,018 滋賀県 甲賀市 セブン－イレブン水口町松尾店 小売業 食料品 2%
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144,019 滋賀県 甲賀市 セブン－イレブン水口テクノパーク店 小売業 食料品 2%

144,020 滋賀県 甲賀市 水口西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,021 滋賀県 甲賀市 水口東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,022 滋賀県 甲賀市 ＭＩＨＯ　ＭＵＳＥＵＭ　Ｒショップ 小売業 家具・調度品 5%

144,023 滋賀県 甲賀市 未来書房水口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,024 滋賀県 甲賀市 ＭＩＬＦＯＲＤ サービス その他サービス 5%

144,025 滋賀県 甲賀市 名神栗東カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

144,026 滋賀県 甲賀市 メガネ赤札堂　水口店 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,027 滋賀県 甲賀市 モードウカイ 小売業 衣料品 5%

144,028 滋賀県 甲賀市 やさしいパソコン教室 小売業 電化製品 5%

144,029 滋賀県 甲賀市 やさしいパソコン教室 小売業 その他小売 5%

144,030 滋賀県 甲賀市 有限会社サイクルたなか　甲南店 小売業 その他小売 5%

144,031 滋賀県 甲賀市 よしかわでんき 小売業 電化製品 5%

144,032 滋賀県 甲賀市 読売センター湖南 小売業 その他小売 5%

144,033 滋賀県 甲賀市 リラクゼーションサロンねこのて サービス 理容・美容業 5%

144,034 滋賀県 甲賀市 レストハウス水車 サービス 飲食業 5%

144,035 滋賀県 甲賀市 ローズゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

144,036 滋賀県 甲賀市 Ｌｏｔｕｓ　ｈａｉｒ＆ｆａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

144,037 滋賀県 甲賀市 Ｌｏｔｕｓ　ｈａｉｒ　ｆａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

144,038 滋賀県 甲良町 北伊自動車 サービス その他サービス 5%

144,039 滋賀県 甲良町 甲良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,040 滋賀県 甲良町 セブン－イレブン甲良尼子店 小売業 食料品 2%

144,041 滋賀県 甲良町 甲良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,042 滋賀県 甲良町 小嶋産業 小売業 その他小売 5%

144,043 滋賀県 甲良町 野瀬電機商会 小売業 電化製品 5%

144,044 滋賀県 湖南市 石部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,045 滋賀県 湖南市 セブン－イレブン石部文化ホール前店 小売業 食料品 2%

144,046 滋賀県 湖南市 出光菩提寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,047 滋賀県 湖南市 岩根中央酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

144,048 滋賀県 湖南市 インフィニティクラブ サービス その他サービス 5%

144,049 滋賀県 湖南市 ウカイモータース 小売業 その他小売 5%

144,050 滋賀県 湖南市 うつわのむら サービス その他サービス 5%

144,051 滋賀県 湖南市 小笠原電器 小売業 電化製品 5%

144,052 滋賀県 湖南市 沖井かおり サービス その他サービス 5%

144,053 滋賀県 湖南市 かき舎香貴丸 サービス 飲食業 5%

144,054 滋賀県 湖南市 カーテン　プレ・デコール 小売業 家具・調度品 5%

144,055 滋賀県 湖南市 かねきち 小売業 食料品 5%

144,056 滋賀県 湖南市 株式会社グロー・ガステック 小売業 その他小売 5%

144,057 滋賀県 湖南市 株式会社Ｍｉｌａｇｒｏ 小売業 電化製品 5%

144,058 滋賀県 湖南市 株式会社ローグス ろーぐす本店 小売業 衣料品 5%

144,059 滋賀県 湖南市 業務スーパー甲西中央店 小売業 食料品 2%

144,060 滋賀県 湖南市 京屋クリーニング　フレンドマート菩提寺店　京屋クリーニング菩提寺店 サービス その他サービス 5%
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144,061 滋賀県 湖南市 グッドライフエナジー株式会社 小売業 その他小売 5%

144,062 滋賀県 湖南市 甲賀カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

144,063 滋賀県 湖南市 セブン－イレブン甲西駅前店 小売業 食料品 2%

144,064 滋賀県 湖南市 セブン－イレブン甲西菩提寺店 小売業 食料品 2%

144,065 滋賀県 湖南市 セブン－イレブン甲西水戸店 小売業 食料品 2%

144,066 滋賀県 湖南市 セブン－イレブン甲西郵便局前店 小売業 食料品 2%

144,067 滋賀県 湖南市 セブン－イレブン湖南石部口店 小売業 食料品 2%

144,068 滋賀県 湖南市 セブン－イレブン湖南岩根中央店 小売業 食料品 2%

144,069 滋賀県 湖南市 セブン－イレブン湖南岩根店 小売業 食料品 2%

144,070 滋賀県 湖南市 セブン－イレブン湖南三雲店 小売業 食料品 2%

144,071 滋賀県 湖南市 コミック広場 甲西店 サービス その他サービス 5%

144,072 滋賀県 湖南市 ＪＪ　平和堂甲西中央店　１Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,073 滋賀県 湖南市 ＪＪ　平和堂甲西中央店　３Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,074 滋賀県 湖南市 滋賀甲西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,075 滋賀県 湖南市 ＳＨＯＰはやし 小売業 その他小売 5%

144,076 滋賀県 湖南市 シンタケ写真館 シンタケ写真館 小売業 その他小売 5%

144,077 滋賀県 湖南市 すしふじ サービス 飲食業 5%

144,078 滋賀県 湖南市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　イオンタウン湖南 サービス その他サービス 5%

144,079 滋賀県 湖南市 セルフステーション甲西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,080 滋賀県 湖南市 セルフステーションイオンタウン湖南ＳＳ　株式会社伊藤佑 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,081 滋賀県 湖南市 株式会社　ダイハツ甲西 小売業 その他小売 5%

144,082 滋賀県 湖南市 武田酒店 小売業 食料品 5%

144,083 滋賀県 湖南市 立入ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

144,084 滋賀県 湖南市 谷修金物店 小売業 その他小売 5%

144,085 滋賀県 湖南市 谷忠スポーツ 小売業 その他小売 5%

144,086 滋賀県 湖南市 チシロデンキ 小売業 電化製品 5%

144,087 滋賀県 湖南市 トヨタカローラ滋賀湖南店 小売業 その他小売 5%

144,088 滋賀県 湖南市 ｄｒｏｐ 小売業 衣料品 5%

144,089 滋賀県 湖南市 ｄｒｏｐ　甲西店 小売業 衣料品 5%

144,090 滋賀県 湖南市 ナカザワ平和堂甲西中央店 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,091 滋賀県 湖南市 長谷オ－トサ－ビス工業所 サービス その他サービス 5%

144,092 滋賀県 湖南市 フレンズ 甲西店 小売業 衣料品 5%

144,093 滋賀県 湖南市 ベビーフェイスプラネッツ湖南店 サービス 飲食業 5%

144,094 滋賀県 湖南市 ホテルサンクレスト　甲西　レストラン旬香 サービス 宿泊業 5%

144,095 滋賀県 湖南市 マクドナルド１号線甲西店 サービス 飲食業 2%

144,096 滋賀県 湖南市 未来書房甲西店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,097 滋賀県 湖南市 焼肉　田尻　湖南店 サービス 飲食業 5%

144,098 滋賀県 湖南市 有限会社サイクルたなか　甲西店 小売業 その他小売 5%

144,099 滋賀県 湖南市 有限会社サイクルたなか　石部店 小売業 その他小売 5%

144,100 滋賀県 湖南市 らーめん藤 サービス 飲食業 5%

144,101 滋賀県 湖南市 竜王インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,102 滋賀県 高島市 セブン－イレブン安曇川駅前店 小売業 食料品 2%
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144,103 滋賀県 高島市 安曇川ＳＳ　株式会社大山石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,104 滋賀県 高島市 ＥＲＩｇｌｏｂａｌ．ｊａｐａｎ サービス その他サービス 5%

144,105 滋賀県 高島市 出光安曇川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,106 滋賀県 高島市 出光今津駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,107 滋賀県 高島市 出光箱館山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,108 滋賀県 高島市 セブン－イレブン今津南新保店 小売業 食料品 2%

144,109 滋賀県 高島市 ウエストレイクホテル可以登楼 サービス 宿泊業 5%

144,110 滋賀県 高島市 雲平筆　攀桂堂 小売業 その他小売 5%

144,111 滋賀県 高島市 恵美寿荘 サービス 宿泊業 5%

144,112 滋賀県 高島市 セブン－イレブン近江今津駅前店 小売業 食料品 2%

144,113 滋賀県 高島市 大江理容　大江理容店 サービス 理容・美容業 5%

144,114 滋賀県 高島市 大阪串かつ サービス 飲食業 5%

144,115 滋賀県 高島市 オ－トオアシス安曇川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,116 滋賀県 高島市 おしゃれの館ミツヤ サービス 理容・美容業 5%

144,117 滋賀県 高島市 株式会社鮎郷 小売業 その他小売 5%

144,118 滋賀県 高島市 （株）Ｈ＆Ｆ　新旭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,119 滋賀県 高島市 （株）ハヤシ石油　高島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,120 滋賀県 高島市 株 松本石油 今津駅前給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,121 滋賀県 高島市 カラダがよろこぶ大判焼店 小売業 食料品 5%

144,122 滋賀県 高島市 ガリバ－ニュ－タカシマＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,123 滋賀県 高島市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋高島安曇川店 サービス 飲食業 2%

144,124 滋賀県 高島市 還元陶板浴　虎杖伝説の里　ふじと サービス その他サービス 5%

144,125 滋賀県 高島市 業務スーパー安曇川店 小売業 食料品 2%

144,126 滋賀県 高島市 京もつ鍋ホルモン朱々びわ湖高島店 サービス 飲食業 5%

144,127 滋賀県 高島市 朽木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,128 滋賀県 高島市 桑原物産株式会社安曇川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,129 滋賀県 高島市 桑原物産株式会社寒風ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,130 滋賀県 高島市 コーエーオート サービス その他サービス 5%

144,131 滋賀県 高島市 ココハウス　ヨコイ 小売業 電化製品 5%

144,132 滋賀県 高島市 ザ・ラーメン　古川亭 サービス 飲食業 5%

144,133 滋賀県 高島市 Ｓｈａｎｓｈｕｉ ｈｏｕｓｅ サービス 宿泊業 5%

144,134 滋賀県 高島市 サンミュージック今津店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,135 滋賀県 高島市 セブン－イレブン滋賀安曇川五番領店 小売業 食料品 2%

144,136 滋賀県 高島市 滋賀トヨペット高島店 小売業 その他小売 5%

144,137 滋賀県 高島市 清水興業株式会社　本社ＰＣ用 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,138 滋賀県 高島市 しらい 小売業 その他小売 5%

144,139 滋賀県 高島市 白浜荘 サービス 宿泊業 5%

144,140 滋賀県 高島市 セブン－イレブンしらひげ神社前店 小売業 食料品 2%

144,141 滋賀県 高島市 セルフ安曇川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,142 滋賀県 高島市 高島町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,143 滋賀県 高島市 高島法律事務所 サービス その他サービス 5%

144,144 滋賀県 高島市 棚田ハウス サービス 宿泊業 5%
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144,145 滋賀県 高島市 玉垣芳文堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,146 滋賀県 高島市 有限会社　千野写真 サービス その他サービス 5%

144,147 滋賀県 高島市 椿聚舎 サービス 宿泊業 5%

144,148 滋賀県 高島市 電化ハウス　ふちだ 小売業 電化製品 5%

144,149 滋賀県 高島市 デンキーズ 小売業 電化製品 5%

144,150 滋賀県 高島市 藤樹ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,151 滋賀県 高島市 トヨタカローラ滋賀高島店 小売業 その他小売 5%

144,152 滋賀県 高島市 永井自工 サービス その他サービス 5%

144,153 滋賀県 高島市 平松源木工房 小売業 家具・調度品 5%

144,154 滋賀県 高島市 びわ湖高島観光協会 たかしま まるごと百貨店 小売業 その他小売 5%

144,155 滋賀県 高島市 フィッシングショップなかむら 小売業 その他小売 5%

144,156 滋賀県 高島市 フォレストヴィラ夢寿々 サービス 宿泊業 5%

144,157 滋賀県 高島市 Ｆｌａｎｇｅ Ｆｌａｎｇｅ ?フランジ? ｈａｎｄｍａｄｅ服 小売業 衣料品 5%

144,158 滋賀県 高島市 ＢＬＵＥ　ＢＩＫＥ＆ＳＯＡＰ 小売業 その他小売 5%

144,159 滋賀県 高島市 Ｈａｉｒ＆ＨｅａｄＳｐａ　ＢＩＯ サービス 理容・美容業 5%

144,160 滋賀県 高島市 ヘイラク電器 小売業 電化製品 5%

144,161 滋賀県 高島市 ほうじょう サービス 理容・美容業 5%

144,162 滋賀県 高島市 ホソイフクロモノ 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,163 滋賀県 高島市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,164 滋賀県 高島市 マキノ海津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,165 滋賀県 高島市 セブン－イレブンマキノ工業団地前店 小売業 食料品 2%

144,166 滋賀県 高島市 丸茂旅館 サービス 宿泊業 5%

144,167 滋賀県 高島市 三矢デンキ 小売業 電化製品 5%

144,168 滋賀県 高島市 鍼灸マッサージ宮本治療院 宮本鍼灸マッサージ治療院 サービス その他サービス 5%

144,169 滋賀県 高島市 森巳電器産業 小売業 電化製品 5%

144,170 滋賀県 高島市 山里暮らし交房　風結い サービス 宿泊業 5%

144,171 滋賀県 高島市 山下石油店　朽木北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,172 滋賀県 高島市 有　クボタ　シューズプラザクボタ 小売業 その他小売 5%

144,173 滋賀県 高島市 （有）今津食肉 小売業 食料品 5%

144,174 滋賀県 高島市 吉田桂子 サービス その他サービス 5%

144,175 滋賀県 高島市 吉本義 小売業 その他小売 5%

144,176 滋賀県 高島市 Ｌａｒｋ　ｓｐｏｒｔｓ 小売業 その他小売 5%

144,177 滋賀県 高島市 料理旅館　丸茂 サービス 宿泊業 5%

144,178 滋賀県 高島市 綿庄食品店 小売業 その他小売 5%

144,179 滋賀県 多賀町 出光多賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,180 滋賀県 多賀町 楓美容室 サービス 理容・美容業 5%

144,181 滋賀県 多賀町 久保田電気 小売業 電化製品 5%

144,182 滋賀県 多賀町 スポットタガ 小売業 電化製品 5%

144,183 滋賀県 多賀町 多賀さとの宿一圓屋敷 サービス 宿泊業 5%

144,184 滋賀県 多賀町 セブン－イレブン多賀大社前店 小売業 食料品 2%

144,185 滋賀県 多賀町 夏原石油株式会社 小売業 その他小売 5%

144,186 滋賀県 多賀町 敏満寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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144,187 滋賀県 多賀町 ＨＯＲＩＴＡＣＡＭＥＲＡ 小売業 電化製品 5%

144,188 滋賀県 豊郷町 セルフ愛荘安孫子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,189 滋賀県 豊郷町 カフェ御結 サービス 飲食業 5%

144,190 滋賀県 豊郷町 株式会社　市川農場 サービス その他サービス 5%

144,191 滋賀県 豊郷町 ＪＪ　ユーストア豊郷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,192 滋賀県 豊郷町 豊郷ＳＳ　滋賀犬上郡 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,193 滋賀県 豊郷町 豊郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,194 滋賀県 豊郷町 パナスコープきたがわ 小売業 電化製品 5%

144,195 滋賀県 豊郷町 古市電工 サービス その他サービス 5%

144,196 滋賀県 豊郷町 マクドナルド８号線豊郷店 サービス 飲食業 2%

144,197 滋賀県 豊郷町 メナード化粧品豊郷中央代行店　メナード化粧品豊郷中央代行店 小売業 その他小売 5%

144,198 滋賀県 長浜市 Ａｕｔｏｒｉｍｅｓｓａ サービス その他サービス 5%

144,199 滋賀県 長浜市 秋吉　長浜店 サービス 飲食業 5%

144,200 滋賀県 長浜市 ＡｚａｉａＲｉｏｔ・アリオト・ 小売業 衣料品 5%

144,201 滋賀県 長浜市 浅井町 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,202 滋賀県 長浜市 アサヒスポーツ　長浜店 小売業 その他小売 5%

144,203 滋賀県 長浜市 アサヒメガネ長浜店 小売業 その他小売 5%

144,204 滋賀県 長浜市 アット・タイム　長浜店 サービス 飲食業 5%

144,205 滋賀県 長浜市 アットタイム　フィットネス　長浜店 サービス その他サービス 5%

144,206 滋賀県 長浜市 アットタイム　フィットネス長浜バイパス店 サービス その他サービス 5%

144,207 滋賀県 長浜市 アット・タイム長浜バイパス店１Ｆ サービス 飲食業 5%

144,208 滋賀県 長浜市 アットタイム　フィットネス長浜風の街店 サービス その他サービス 5%

144,209 滋賀県 長浜市 姉川屋 ＹＳ あねがわや 小売業 その他小売 5%

144,210 滋賀県 長浜市 Ａ番館　ＫＯＤＥＲＡ 小売業 電化製品 5%

144,211 滋賀県 長浜市 油甚　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,212 滋賀県 長浜市 油甚本店 小売業 食料品 5%

144,213 滋賀県 長浜市 居酒家小間蔵　長浜駅前店 サービス 飲食業 5%

144,214 滋賀県 長浜市 ?ＩＳＭ ?ＩＳＭ サービス 理容・美容業 5%

144,215 滋賀県 長浜市 上野電器 小売業 電化製品 5%

144,216 滋賀県 長浜市 うどん・そば吉野 サービス 飲食業 5%

144,217 滋賀県 長浜市 ＥｎｅＪｅｔニュー長浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,218 滋賀県 長浜市 近江の館　長浜本店 小売業 食料品 5%

144,219 滋賀県 長浜市 大谷電化サービス店 小売業 電化製品 5%

144,220 滋賀県 長浜市 太田のタネ　長浜営業所 小売業 その他小売 5%

144,221 滋賀県 長浜市 株式会社オーミヤ 小売業 その他小売 5%

144,222 滋賀県 長浜市 お酒菜処　季咲 サービス 飲食業 5%

144,223 滋賀県 長浜市 おしたに呉服店 小売業 衣料品 5%

144,224 滋賀県 長浜市 オピュール サービス その他サービス 5%

144,225 滋賀県 長浜市 ＯＦＦ・ＨＯＵＳＥ　長浜店 小売業 電化製品 5%

144,226 滋賀県 長浜市 オフハウス オフハウス長浜店 小売業 衣料品 2%

144,227 滋賀県 長浜市 Ｏｒａｎｇｅ　ｐｌｕｓ 小売業 食料品 5%

144,228 滋賀県 長浜市 オリックスレンタカー長浜駅前西口店 サービス その他サービス 2%
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144,229 滋賀県 長浜市 菓子乃蔵　角屋 小売業 食料品 5%

144,230 滋賀県 長浜市 菓匠禄兵衛　黒壁店 小売業 食料品 5%

144,231 滋賀県 長浜市 菓匠禄兵衛　長浜バイパス店 小売業 食料品 5%

144,232 滋賀県 長浜市 菓匠禄兵衛　本店 小売業 食料品 5%

144,233 滋賀県 長浜市 カーショップジャパン サービス その他サービス 5%

144,234 滋賀県 長浜市 かしわつる 小売業 その他小売 5%

144,235 滋賀県 長浜市 片桐石油店　滋賀高月ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,236 滋賀県 長浜市 カネイ岡木之本店 小売業 その他小売 5%

144,237 滋賀県 長浜市 かねなか酒店 小売業 食料品 5%

144,238 滋賀県 長浜市 カノアカーレンタル サービス その他サービス 5%

144,239 滋賀県 長浜市 ｋａｐｕａ　長浜店 サービス 理容・美容業 5%

144,240 滋賀県 長浜市 Ｋａｐｕａ長浜 サービス 理容・美容業 5%

144,241 滋賀県 長浜市 ｃａｆｅ＆ｓｈｏｐここや 小売業 その他小売 5%

144,242 滋賀県 長浜市 ｃａｆｅ　ｋｏｍａｉ?ｔｅｉ サービス 飲食業 5%

144,243 滋賀県 長浜市 株式会社小山仁商店　　　紙遊館 小売業 その他小売 5%

144,244 滋賀県 長浜市 株式会社ウェルビー滋賀 小売業 その他小売 5%

144,245 滋賀県 長浜市 株式会社中田モータース サービス その他サービス 5%

144,246 滋賀県 長浜市 （株）丸善エナジー　虎姫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,247 滋賀県 長浜市 ＣＯＭＩＮＧ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ Ｃｏｍｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

144,248 滋賀県 長浜市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋長浜８号バイパス店 サービス 飲食業 2%

144,249 滋賀県 長浜市 かわ重 小売業 その他小売 5%

144,250 滋賀県 長浜市 河原林燃料店 小売業 その他小売 5%

144,251 滋賀県 長浜市 河原林燃料店２ 小売業 その他小売 5%

144,252 滋賀県 長浜市 菊水飴本舗 サービス その他サービス 5%

144,253 滋賀県 長浜市 セブン－イレブン北近江高月店 小売業 食料品 2%

144,254 滋賀県 長浜市 北風商店 小売業 食料品 5%

144,255 滋賀県 長浜市 木之本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,256 滋賀県 長浜市 セブン－イレブン木之本インター口店 小売業 食料品 2%

144,257 滋賀県 長浜市 木之本ＳＳ　有限会社油定商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,258 滋賀県 長浜市 京極寿司 サービス 飲食業 5%

144,259 滋賀県 長浜市 クボタ 小売業 衣料品 5%

144,260 滋賀県 長浜市 グランパレー京岩 サービス 飲食業 5%

144,261 滋賀県 長浜市 栗原 小売業 その他小売 5%

144,262 滋賀県 長浜市 グリーンホテルＹＥＳ長浜みなと サービス 宿泊業 5%

144,263 滋賀県 長浜市 96カフェ 小売業 その他小売 5%

144,264 滋賀県 長浜市 96カフェ　テイクアウト 小売業 その他小売 5%

144,265 滋賀県 長浜市 黒壁アミス 小売業 その他小売 5%

144,266 滋賀県 長浜市 黒壁アミス　ジェラート 小売業 その他小売 5%

144,267 滋賀県 長浜市 黒壁オルゴール館 小売業 その他小売 5%

144,268 滋賀県 長浜市 黒壁ガラス館 小売業 その他小売 5%

144,269 滋賀県 長浜市 黒壁ガラス館　インポート 小売業 その他小売 5%

144,270 滋賀県 長浜市 黒壁ガラススタジオ 小売業 その他小売 5%
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144,271 滋賀県 長浜市 黒壁体験教室 小売業 その他小売 5%

144,272 滋賀県 長浜市 クローバー代行サービス サービス 運輸業 5%

144,273 滋賀県 長浜市 化城ペガサス株式会社速水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,274 滋賀県 長浜市 工房ゆめぼうし 小売業 衣料品 5%

144,275 滋賀県 長浜市 コーヒー＆ピザタイム　こめか サービス 飲食業 5%

144,276 滋賀県 長浜市 ココイロギフトマーケット 小売業 その他小売 5%

144,277 滋賀県 長浜市 己高庵 サービス 宿泊業 5%

144,278 滋賀県 長浜市 ここち 小売業 家具・調度品 5%

144,279 滋賀県 長浜市 ｋｏｋｏｃｈｉ 小売業 衣料品 5%

144,280 滋賀県 長浜市 御馳創家 サービス 飲食業 5%

144,281 滋賀県 長浜市 コバック　長浜店 サービス その他サービス 5%

144,282 滋賀県 長浜市 古美術　西川 小売業 家具・調度品 5%

144,283 滋賀県 長浜市 セブン－イレブン湖北小谷店 小売業 食料品 2%

144,284 滋賀県 長浜市 セブン－イレブン湖北下山田店 小売業 食料品 2%

144,285 滋賀県 長浜市 セブン－イレブン湖北町速水店 小売業 食料品 2%

144,286 滋賀県 長浜市 湖北ノ空、二人ノ宿　きひろ サービス 宿泊業 5%

144,287 滋賀県 長浜市 米新 小売業 食料品 5%

144,288 滋賀県 長浜市 さざなみ酒店 小売業 食料品 5%

144,289 滋賀県 長浜市 サンミュージック　長浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,290 滋賀県 長浜市 ＳｈｅｒｐａＰｅｔＳｅｒｖｉｃｅ サービス その他サービス 5%

144,291 滋賀県 長浜市 塩津ＳＳ　株式会社太中石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,292 滋賀県 長浜市 シオン堂 小売業 電化製品 5%

144,293 滋賀県 長浜市 セブン－イレブン滋賀高月店 小売業 食料品 2%

144,294 滋賀県 長浜市 滋賀トヨペット長浜店 小売業 その他小売 5%

144,295 滋賀県 長浜市 賤ヶ岳サービスエリア店 サービス 飲食業 5%

144,296 滋賀県 長浜市 時代物工房 一助朋月 小売業 その他小売 5%

144,297 滋賀県 長浜市 時代物工房一助朋月 小売業 その他小売 5%

144,298 滋賀県 長浜市 七条 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,299 滋賀県 長浜市 しもむら鮮魚店 小売業 食料品 5%

144,300 滋賀県 長浜市 塾アトラス サービス その他サービス 5%

144,301 滋賀県 長浜市 笑楽屋　ごち サービス 飲食業 5%

144,302 滋賀県 長浜市 ｔｒａｔｔｏｒｉａｇｉｇｌｉｏ サービス 飲食業 5%

144,303 滋賀県 長浜市 新栄自動車 サービス その他サービス 5%

144,304 滋賀県 長浜市 おにくや食堂Ｓｕｅｈｉｒｏ サービス 飲食業 5%

144,305 滋賀県 長浜市 すずきデンキ 小売業 電化製品 5%

144,306 滋賀県 長浜市 ステンドガラス館 小売業 その他小売 5%

144,307 滋賀県 長浜市 スバルショップ長浜 サービス その他サービス 5%

144,308 滋賀県 長浜市 住光 サービス 飲食業 5%

144,309 滋賀県 長浜市 セイフテイ サービス その他サービス 5%

144,310 滋賀県 長浜市 セルフステーションながはまＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,311 滋賀県 長浜市 セルフステーション長浜ドームＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,312 滋賀県 長浜市 想古亭げんない サービス 宿泊業 5%
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144,313 滋賀県 長浜市 ソフトバンク 長浜 小売業 その他小売 5%

144,314 滋賀県 長浜市 そめの高木 小売業 衣料品 5%

144,315 滋賀県 長浜市 ダイコクＦＣ長浜木之本店 小売業 その他小売 5%

144,316 滋賀県 長浜市 ダ－ウィンモ－タ－ス サービス その他サービス 5%

144,317 滋賀県 長浜市 高田 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,318 滋賀県 長浜市 たかやま電器 小売業 電化製品 5%

144,319 滋賀県 長浜市 タジマヤ 小売業 その他小売 5%

144,320 滋賀県 長浜市 タツミ自動車有限会社 小売業 その他小売 5%

144,321 滋賀県 長浜市 たわだ家具 小売業 家具・調度品 5%

144,322 滋賀県 長浜市 ＪＭ／たんぽぽＴＡＪＩＭＡＹＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,323 滋賀県 長浜市 茶真商店 小売業 食料品 5%

144,324 滋賀県 長浜市 忠太郎 サービス 飲食業 5%

144,325 滋賀県 長浜市 長治庵 サービス 宿泊業 5%

144,326 滋賀県 長浜市 ｃｈｏｓｈｉｒｏ 小売業 その他小売 5%

144,327 滋賀県 長浜市 角川電機 小売業 電化製品 5%

144,328 滋賀県 長浜市 ＴｕＲｕ　Ｌｅｇｅｎｄ 小売業 衣料品 5%

144,329 滋賀県 長浜市 ＤＰ長浜 サービス 理容・美容業 5%

144,330 滋賀県 長浜市 Ｔｅｅｎｙ　Ｗｅｅｎｙ サービス 飲食業 5%

144,331 滋賀県 長浜市 ＤＥＬＩＧＨＴ長浜店１Ｆ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,332 滋賀県 長浜市 ＤＥＬＩＧＨＴ長浜店２Ｆ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,333 滋賀県 長浜市 テーラーズガレージ サービス その他サービス 5%

144,334 滋賀県 長浜市 黒壁２４号館陶芸工房ほっこくがま サービス その他サービス 5%

144,335 滋賀県 長浜市 トヨタカローラ滋賀長浜店 小売業 その他小売 5%

144,336 滋賀県 長浜市 トヨタレンタリース滋賀　長浜店 サービス その他サービス 2%

144,337 滋賀県 長浜市 トラックセンター加納店 小売業 その他小売 5%

144,338 滋賀県 長浜市 虎姫町 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,339 滋賀県 長浜市 ＮＡＯＥ治療院 サービス 理容・美容業 5%

144,340 滋賀県 長浜市 長浜インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,341 滋賀県 長浜市 セブンーイレブン長浜インター店 小売業 食料品 2%

144,342 滋賀県 長浜市 セブンーイレブン長浜内保東店 小売業 食料品 2%

144,343 滋賀県 長浜市 セブン－イレブン長浜駅前店 小売業 食料品 2%

144,344 滋賀県 長浜市 セブンーイレブン長浜加納町店 小売業 食料品 2%

144,345 滋賀県 長浜市 セブン－イレブン長浜神照町店 小売業 食料品 2%

144,346 滋賀県 長浜市 セブン－イレブン長浜北中学校前店 小売業 食料品 2%

144,347 滋賀県 長浜市 セブンーイレブン長浜球場前店 小売業 食料品 2%

144,348 滋賀県 長浜市 セブン－イレブン長浜公園町店 小売業 食料品 2%

144,349 滋賀県 長浜市 ながはま御坊表参道　丸彦 小売業 衣料品 5%

144,350 滋賀県 長浜市 長浜酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

144,351 滋賀県 長浜市 長浜酒場　和来 サービス 飲食業 5%

144,352 滋賀県 長浜市 長浜車輌 サービス その他サービス 5%

144,353 滋賀県 長浜市 長浜赤十字病院売店 小売業 その他小売 5%

144,354 滋賀県 長浜市 セブン－イレブン長浜バイオ大学前店 小売業 食料品 2%
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144,355 滋賀県 長浜市 長浜バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,356 滋賀県 長浜市 セブン－イレブン長浜馬車道通り店 小売業 食料品 2%

144,357 滋賀県 長浜市 長浜東 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,358 滋賀県 長浜市 セブン－イレブン長浜平方町店 小売業 食料品 2%

144,359 滋賀県 長浜市 セブン－イレブン長浜八幡東町店 小売業 食料品 2%

144,360 滋賀県 長浜市 中萬商事株式会社 小売業 その他小売 5%

144,361 滋賀県 長浜市 中萬商事株式会社　２ 小売業 その他小売 5%

144,362 滋賀県 長浜市 中村デンキ 小売業 電化製品 5%

144,363 滋賀県 長浜市 鍋庄商店 小売業 食料品 5%

144,364 滋賀県 長浜市 セブン－イレブン西浅井塩津店 小売業 食料品 2%

144,365 滋賀県 長浜市 西河電器 小売業 電化製品 5%

144,366 滋賀県 長浜市 西脇でんき 小売業 電化製品 5%

144,367 滋賀県 長浜市 日本ローズウィンドウ協会 小売業 その他小売 5%

144,368 滋賀県 長浜市 布工房Ｄｅｎ 小売業 衣料品 5%

144,369 滋賀県 長浜市 眠りのプロショップＳａｗａｄａ 小売業 家具・調度品 5%

144,370 滋賀県 長浜市 ＨＹＰＥＲＢＯＯＫＳＮＡＧＡＨＡＭＡ２Ｆ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,371 滋賀県 長浜市 ＨＹＰＥＲ　ＢＯＯＫＳ　長浜Ｂ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,372 滋賀県 長浜市 Ｈｉ　Ｌｉｆｅ 小売業 その他小売 5%

144,373 滋賀県 長浜市 Ｈｉ　Ｌｉｆｅ サービス その他サービス 5%

144,374 滋賀県 長浜市 橋川酒食品 小売業 食料品 5%

144,375 滋賀県 長浜市 橋本整体院 サービス その他サービス 5%

144,376 滋賀県 長浜市 八兆 サービス 飲食業 5%

144,377 滋賀県 長浜市 ハード　オフ　長浜店 小売業 電化製品 2%

144,378 滋賀県 長浜市 パナスコープマサキ 小売業 電化製品 5%

144,379 滋賀県 長浜市 ｈａｎａ　ｘ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

144,380 滋賀県 長浜市 羽淵商店 小売業 その他小売 5%

144,381 滋賀県 長浜市 濱屋 小売業 家具・調度品 5%

144,382 滋賀県 長浜市 ピアレキタガワ 小売業 電化製品 5%

144,383 滋賀県 長浜市 ＢＰＬａｂ 小売業 その他小売 5%

144,384 滋賀県 長浜市 ピザ・リトルパーティー　長浜店 小売業 食料品 5%

144,385 滋賀県 長浜市 ビジネスホテル　ウェルネス サービス 宿泊業 5%

144,386 滋賀県 長浜市 ビジネスホテル　ウェルネス サービス 宿泊業 5%

144,387 滋賀県 長浜市 ビジネスホテルいずみ サービス 宿泊業 5%

144,388 滋賀県 長浜市 美容室ｈ３０℃ サービス 理容・美容業 5%

144,389 滋賀県 長浜市 Ｂｉ．Ｒｅｉ サービス 理容・美容業 5%

144,390 滋賀県 長浜市 びわこ自工有限会社 サービス その他サービス 5%

144,391 滋賀県 長浜市 びわ湖の幸　魚三 小売業 食料品 5%

144,392 滋賀県 長浜市 セブン－イレブンびわ町曽根店 小売業 食料品 2%

144,393 滋賀県 長浜市 ファミリーショップ　はんがい長浜店 小売業 その他小売 5%

144,394 滋賀県 長浜市 ＰＨＹＳＩＯ サービス 理容・美容業 5%

144,395 滋賀県 長浜市 ふうしん中山店 小売業 その他小売 5%

144,396 滋賀県 長浜市 フォーユー長浜バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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144,397 滋賀県 長浜市 フジタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,398 滋賀県 長浜市 藤田機械店 小売業 その他小売 5%

144,399 滋賀県 長浜市 藤本屋 サービス 飲食業 5%

144,400 滋賀県 長浜市 二葉電機商会 小売業 電化製品 5%

144,401 滋賀県 長浜市 ＰＬＡＣＥ　ＩＮ　ＴＨＥ　ＳＵＮ　ＮＡＧＡＨＡＭＡ 小売業 衣料品 5%

144,402 滋賀県 長浜市 ＰＬＡＣＥＩＮＴＨＥＳＵＮＮＡＧ 小売業 衣料品 5%

144,403 滋賀県 長浜市 ＷｏｒｌｄＴｏｏｌｓＭａｒｋｅｔ 小売業 電化製品 5%

144,404 滋賀県 長浜市 文泉堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,405 滋賀県 長浜市 ヘアーサロンカワズ サービス 理容・美容業 5%

144,406 滋賀県 長浜市 ｈａｉｒ　ＪＩＳＴＡ サービス 理容・美容業 5%

144,407 滋賀県 長浜市 hair PEAKS サービス 理容・美容業 5%

144,408 滋賀県 長浜市 ベビーフェイスプラネッツ長浜店 サービス 飲食業 5%

144,409 滋賀県 長浜市 宝石　時計　アコール 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,410 滋賀県 長浜市 宝石　時計のアコ－ル 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,411 滋賀県 長浜市 ＢＯＲＮＦＲＥＥ　ＮＡＧＡＨＡＭＡ 小売業 衣料品 5%

144,412 滋賀県 長浜市 ホテルＹｅｓ長浜駅前館 サービス 宿泊業 5%

144,413 滋賀県 長浜市 マキシム美容室 サービス 理容・美容業 5%

144,414 滋賀県 長浜市 有限会社まつだや 小売業 衣料品 5%

144,415 滋賀県 長浜市 ＭＡＴＣＨＬｅａｔｈｅｒＷｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

144,416 滋賀県 長浜市 招喜屋　長浜店 小売業 その他小売 5%

144,417 滋賀県 長浜市 豆吉本舗 豆吉本舗 長浜店 小売業 食料品 5%

144,418 滋賀県 長浜市 丸三ハシモト 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,419 滋賀県 長浜市 丸中石油店 小売業 ガソリンスタンド 5%

144,420 滋賀県 長浜市 ＭＩＳＯＮＯ　ＭＩＳＯＮＯ サービス 理容・美容業 5%

144,421 滋賀県 長浜市 三谷旅館 サービス 宿泊業 5%

144,422 滋賀県 長浜市 Ｍｉｍｏｓリラクゼーション サービス 理容・美容業 5%

144,423 滋賀県 長浜市 Ｍｉｌｋｙ 小売業 衣料品 5%

144,424 滋賀県 長浜市 Ｍｉｌｋｙ 小売業 衣料品 5%

144,425 滋賀県 長浜市 メガネ赤札堂　長浜店 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,426 滋賀県 長浜市 MONOKOKORO 小売業 その他小売 5%

144,427 滋賀県 長浜市 MONOKOKORO plus 小売業 その他小売 5%

144,428 滋賀県 長浜市 もりかわ農場 小売業 食料品 5%

144,429 滋賀県 長浜市 モンテコヤマ 小売業 衣料品 5%

144,430 滋賀県 長浜市 焼肉　ほくと サービス 飲食業 5%

144,431 滋賀県 長浜市 焼肉でん　長浜店 サービス 飲食業 5%

144,432 滋賀県 長浜市 矢野カイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

144,433 滋賀県 長浜市 山口モータース サービス その他サービス 5%

144,434 滋賀県 長浜市 山崎自動車 小売業 その他小売 5%

144,435 滋賀県 長浜市 山崎自動車株式会社 山崎自動車 小売業 その他小売 5%

144,436 滋賀県 長浜市 山路酒店 小売業 食料品 5%

144,437 滋賀県 長浜市 山田デンキ 小売業 電化製品 5%

144,438 滋賀県 長浜市 有限会社　清水眼鏡店 小売業 その他小売 5%
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144,439 滋賀県 長浜市 有限会社　杉江自動車 小売業 その他小売 5%

144,440 滋賀県 長浜市 遊膳　長浜店 小売業 その他小売 5%

144,441 滋賀県 長浜市 ゆたか商会 小売業 電化製品 5%

144,442 滋賀県 長浜市 夢蔵人　長浜店 小売業 その他小売 5%

144,443 滋賀県 長浜市 余呉ＳＳ　合同会社余呉地域づくり 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,444 滋賀県 長浜市 絹と繭の店　よつづか 小売業 衣料品 5%

144,445 滋賀県 長浜市 よばれやんせ。 サービス 飲食業 5%

144,446 滋賀県 長浜市 らーめん世界滋賀長浜店 サービス 飲食業 5%

144,447 滋賀県 長浜市 ラッキ－モ－タ－ス 小売業 その他小売 5%

144,448 滋賀県 長浜市 蘭亭オムライス サービス 飲食業 5%

144,449 滋賀県 長浜市 Ｌｉａｎｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

144,450 滋賀県 長浜市 株式会社リビック長浜 小売業 その他小売 5%

144,451 滋賀県 長浜市 株式会社リビック長浜２ 小売業 その他小売 5%

144,452 滋賀県 長浜市 旅館紅鮎 サービス 宿泊業 5%

144,453 滋賀県 長浜市 ＲｉＬＯＵ 小売業 衣料品 5%

144,454 滋賀県 長浜市 ＲＯＫＡｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

144,455 滋賀県 長浜市 ＲＯＫＡｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

144,456 滋賀県 長浜市 わっか工藝 サービス その他サービス 5%

144,457 滋賀県 長浜市 ヘンリーイン サービス 飲食業 5%

144,458 滋賀県 東近江市 愛東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,459 滋賀県 東近江市 あいとうマーガレットステーション　花工房ｍｉｍｏｓａ 小売業 その他小売 5%

144,460 滋賀県 東近江市 朝日野カントリー倶楽部レストラン サービス 宿泊業 5%

144,461 滋賀県 東近江市 朝日野カントリ－倶楽部 サービス その他サービス 5%

144,462 滋賀県 東近江市 アサヒメガネ八日市店 小売業 その他小売 5%

144,463 滋賀県 東近江市 アズイン東近江能登川駅前 サービス 宿泊業 5%

144,464 滋賀県 東近江市 アットタイム　フィットネス八日市店 サービス その他サービス 5%

144,465 滋賀県 東近江市 アット・タイム　八日市店 サービス 飲食業 5%

144,466 滋賀県 東近江市 ｍａｒｔ　　ｍａｒｔ サービス 理容・美容業 5%

144,467 滋賀県 東近江市 ＥＭｓ　トレーナーストレッチ東近江店 サービス 理容・美容業 5%

144,468 滋賀県 東近江市 イシナオ 小売業 電化製品 5%

144,469 滋賀県 東近江市 出光グリーンアップル五個荘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,470 滋賀県 東近江市 田舎料理　西の井 サービス 飲食業 5%

144,471 滋賀県 東近江市 犬の美容室座・わん サービス その他サービス 5%

144,472 滋賀県 東近江市 衣の一番たかれん 小売業 衣料品 5%

144,473 滋賀県 東近江市 岩井亭 八日市本店 小売業 食料品 5%

144,474 滋賀県 東近江市 永源寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,475 滋賀県 東近江市 永源寺温泉　八風の湯 サービス 宿泊業 5%

144,476 滋賀県 東近江市 Ａ・Ｖヒサダ 小売業 電化製品 5%

144,477 滋賀県 東近江市 ［ＨＣ］Ｓテックしんわ 小売業 電化製品 5%

144,478 滋賀県 東近江市 ＥｎｅＪｅｔ八日市中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,479 滋賀県 東近江市 ａｕショップ　能登川 小売業 電化製品 2%

144,480 滋賀県 東近江市 近江蒲生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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144,481 滋賀県 東近江市 大凧通り 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,482 滋賀県 東近江市 大森屋 小売業 その他小売 5%

144,483 滋賀県 東近江市 お好み焼はここやねん　八日市店 小売業 食料品 5%

144,484 滋賀県 東近江市 オ－トセンタ－ムラタ サービス その他サービス 5%

144,485 滋賀県 東近江市 オートパートナー山本 サービス その他サービス 5%

144,486 滋賀県 東近江市 カーショップオクムラ サービス その他サービス 5%

144,487 滋賀県 東近江市 割烹　三福 サービス 飲食業 5%

144,488 滋賀県 東近江市 カトウモータース株式会社 サービス その他サービス 5%

144,489 滋賀県 東近江市 株式会社今岡牧場　明治八日市宅配センター 小売業 食料品 5%

144,490 滋賀県 東近江市 株式会社エフレボ サービス その他サービス 5%

144,491 滋賀県 東近江市 ＣａＲａｔ  ＣａＲａｔ サービス 理容・美容業 5%

144,492 滋賀県 東近江市 がらや商店 小売業 その他小売 5%

144,493 滋賀県 東近江市 ＧＡＲＡＧＥ　ＣＨＡＭＰ サービス その他サービス 5%

144,494 滋賀県 東近江市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東近江五個荘店 サービス 飲食業 2%

144,495 滋賀県 東近江市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋八日市春日町店 サービス 飲食業 2%

144,496 滋賀県 東近江市 革研究所 滋賀東近江店 サービス その他サービス 5%

144,497 滋賀県 東近江市 木村自動車 サービス その他サービス 5%

144,498 滋賀県 東近江市 キムラスクエアガーデン 小売業 その他小売 5%

144,499 滋賀県 東近江市 京屋クリーニング　フレンドマート蒲生店　京屋クリーニング蒲生店 サービス その他サービス 5%

144,500 滋賀県 東近江市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ東近江店 小売業 その他小売 5%

144,501 滋賀県 東近江市 くつろぎ茶　幸 サービス 飲食業 5%

144,502 滋賀県 東近江市 くらま楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,503 滋賀県 東近江市 グリーンプラザ　カワシマ 小売業 その他小売 5%

144,504 滋賀県 東近江市 五個荘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,505 滋賀県 東近江市 セブン－イレブン五個荘清水鼻店 小売業 食料品 2%

144,506 滋賀県 東近江市 セブン－イレブン五個荘南店 小売業 食料品 2%

144,507 滋賀県 東近江市 小沢電器商会 小売業 電化製品 5%

144,508 滋賀県 東近江市 株式会社こじま花店 小売業 その他小売 5%

144,509 滋賀県 東近江市 小杉豊農園 小売業 その他小売 5%

144,510 滋賀県 東近江市 湖東ハナノキＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,511 滋賀県 東近江市 セブン－イレブン湖東横溝店 小売業 食料品 2%

144,512 滋賀県 東近江市 Ｓｉａｍ　Ｅｒａｗａｎ サービス 飲食業 5%

144,513 滋賀県 東近江市 さわだ 小売業 衣料品 5%

144,514 滋賀県 東近江市 サンオートサービス 小売業 その他小売 5%

144,515 滋賀県 東近江市 株式会社三省堂 小売業 家具・調度品 5%

144,516 滋賀県 東近江市 Ｓｕｎｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

144,517 滋賀県 東近江市 ＳＣＥＮＥ サービス その他サービス 5%

144,518 滋賀県 東近江市 ＪＪ　ユーストア今崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,519 滋賀県 東近江市 セブン－イレブン滋賀蒲生市子松井店 小売業 食料品 2%

144,520 滋賀県 東近江市 セブン－イレブン滋賀蒲生蒲生堂店 小売業 食料品 2%

144,521 滋賀県 東近江市 志賀熊商店 小売業 食料品 5%

144,522 滋賀県 東近江市 滋賀トヨペットＳａｔ八日市 小売業 その他小売 5%
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144,523 滋賀県 東近江市 Ｎ－ＳＰＯＴ－クリミ 小売業 電化製品 5%

144,524 滋賀県 東近江市 墨造 小売業 その他小売 5%

144,525 滋賀県 東近江市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　フレスコ能登川 サービス その他サービス 5%

144,526 滋賀県 東近江市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　マックスバリュ東近江 サービス その他サービス 5%

144,527 滋賀県 東近江市 セルフステーション五個荘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,528 滋賀県 東近江市 セルフステーション湖東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,529 滋賀県 東近江市 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｓｐａｃｅ　ＲｉＲｉ サービス 飲食業 5%

144,530 滋賀県 東近江市 田中自転車店 小売業 その他小売 5%

144,531 滋賀県 東近江市 棘ーｔｉｃｔｉｃー 小売業 衣料品 5%

144,532 滋賀県 東近江市 茶袴 サービス 飲食業 5%

144,533 滋賀県 東近江市 ツーカーステーション　五個荘 小売業 電化製品 5%

144,534 滋賀県 東近江市 てっくさーびす　てっくさーびす 小売業 電化製品 5%

144,535 滋賀県 東近江市 てっくさーびす 小売業 電化製品 5%

144,536 滋賀県 東近江市 外川善種苗園 小売業 その他小売 5%

144,537 滋賀県 東近江市 ｔｏｔｏ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

144,538 滋賀県 東近江市 ｔｏｔｏ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

144,539 滋賀県 東近江市 トヨタカローラ滋賀八日市店 小売業 その他小売 5%

144,540 滋賀県 東近江市 鳥善 小売業 その他小売 5%

144,541 滋賀県 東近江市 とりやきサントリ食堂 とりやきサントリ食堂 サービス 飲食業 5%

144,542 滋賀県 東近江市 中島酒店 小売業 食料品 5%

144,543 滋賀県 東近江市 和レンタカ－ サービス その他サービス 5%

144,544 滋賀県 東近江市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・ちゅら 小売業 衣料品 5%

144,545 滋賀県 東近江市 布引焼窯元 小売業 その他小売 5%

144,546 滋賀県 東近江市 セブン－イレブン能登川中学校前店 小売業 食料品 2%

144,547 滋賀県 東近江市 能登川薬局片山回天堂 小売業 その他小売 5%

144,548 滋賀県 東近江市 野村電機商会 小売業 電化製品 5%

144,549 滋賀県 東近江市 野矢オートサービス サービス その他サービス 5%

144,550 滋賀県 東近江市 ＢＡＲＢＥＲ　ＳＨＯＰ　Ｋ サービス 理容・美容業 5%

144,551 滋賀県 東近江市 ＢｕｒｎＦｒｅｅｌｙ サービス その他サービス 5%

144,552 滋賀県 東近江市 ｂｉｋｅ   ｃｙｃｌｅ ｓｈｏｐ ２輪館 小売業 その他小売 5%

144,553 滋賀県 東近江市 ハイパーブックス八日市店２Ｆ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,554 滋賀県 東近江市 八風窯 サービス その他サービス 5%

144,555 滋賀県 東近江市 パパママハウスキタザワ 小売業 電化製品 5%

144,556 滋賀県 東近江市 速水商会 サービス その他サービス 5%

144,557 滋賀県 東近江市 帆布鞄イヌイット 小売業 衣料品 5%

144,558 滋賀県 東近江市 セブン－イレブン東近江永源寺店 小売業 食料品 2%

144,559 滋賀県 東近江市 セブン－イレブン東近江栗見新田店 小売業 食料品 2%

144,560 滋賀県 東近江市 セブン－イレブン東近江小田苅店 小売業 食料品 2%

144,561 滋賀県 東近江市 びっくりドンキー八日市店 サービス 飲食業 2%

144,562 滋賀県 東近江市 ビューティスパ　グランルミエ本店　本店 小売業 その他小売 5%

144,563 滋賀県 東近江市 ｐｉｎｋｂｒｉｍ 小売業 衣料品 5%

144,564 滋賀県 東近江市 ＦＡＭＩＬＹＨＡＩＲＳＡＬＯＮＭｉｌｋ サービス 理容・美容業 5%
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144,565 滋賀県 東近江市 フィールズ サービス その他サービス 5%

144,566 滋賀県 東近江市 Ｆｉｌｕｍ サービス 理容・美容業 5%

144,567 滋賀県 東近江市 ＢＬＵＥＭＯＯＮ サービス その他サービス 5%

144,568 滋賀県 東近江市 フレンズ・コトー 小売業 電化製品 5%

144,569 滋賀県 東近江市 文平堂　文平堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,570 滋賀県 東近江市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ｙｏｕ華　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｙｏｕ華 サービス 理容・美容業 5%

144,571 滋賀県 東近江市 Ｈａｉｒ　Ｓｐａｃｅ　Ｏｆｆ サービス 理容・美容業 5%

144,572 滋賀県 東近江市 ヘアカラー専門店　らくらく サービス 理容・美容業 5%

144,573 滋賀県 東近江市 ｈｏｃｏｒｏ 小売業 衣料品 5%

144,574 滋賀県 東近江市 ホルモンチエちゃん ホルモン屋チエちゃん サービス 飲食業 5%

144,575 滋賀県 東近江市 前田谿澗堂 小売業 電化製品 5%

144,576 滋賀県 東近江市 前田商店湖東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,577 滋賀県 東近江市 増田電気商会 小売業 電化製品 5%

144,578 滋賀県 東近江市 松村電機 小売業 電化製品 5%

144,579 滋賀県 東近江市 ママイクコ　八日市駅前通り 小売業 その他小売 5%

144,580 滋賀県 東近江市 マル井ふとん店 小売業 その他小売 5%

144,581 滋賀県 東近江市 丸善呉服店 小売業 衣料品 5%

144,582 滋賀県 東近江市 ミノル 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,583 滋賀県 東近江市 未来書房　八日市店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,584 滋賀県 東近江市 セブン－イレブン名神高速黒丸ＰＡ上り店 小売業 食料品 2%

144,585 滋賀県 東近江市 めがね工房テラダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,586 滋賀県 東近江市 メガネ２１ 能登川店 小売業 その他小売 5%

144,587 滋賀県 東近江市 メガネのハヤミ　八日市店 小売業 その他小売 5%

144,588 滋賀県 東近江市 メガネプラザ　ノガミ 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,589 滋賀県 東近江市 モア蒲生 サービス 理容・美容業 5%

144,590 滋賀県 東近江市 八百亀 小売業 その他小売 5%

144,591 滋賀県 東近江市 遊月 サービス 飲食業 5%

144,592 滋賀県 東近江市 有限会社かじ徳　有限会社　かじ徳 小売業 その他小売 5%

144,593 滋賀県 東近江市 有限会社クルマヤ 小売業 その他小売 5%

144,594 滋賀県 東近江市 有限会社中嶋電機 小売業 電化製品 5%

144,595 滋賀県 東近江市 夢はうす　しみず 小売業 電化製品 5%

144,596 滋賀県 東近江市 八日市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,597 滋賀県 東近江市 セブン－イレブン八日市インター店 小売業 食料品 2%

144,598 滋賀県 東近江市 セブン－イレブン八日市小脇店 小売業 食料品 2%

144,599 滋賀県 東近江市 セブン－イレブン八日市上之町店 小売業 食料品 2%

144,600 滋賀県 東近江市 セブン－イレブン八日市東浜町店 小売業 食料品 2%

144,601 滋賀県 東近江市 八日市ロイヤルホテル サービス 宿泊業 5%

144,602 滋賀県 東近江市 よつば整体院 サービス その他サービス 5%

144,603 滋賀県 東近江市 米窯 サービス その他サービス 5%

144,604 滋賀県 東近江市 ラピスラズリ サービス 飲食業 5%

144,605 滋賀県 東近江市 株式会社ラブリーシステムイン サービス その他サービス 5%

144,606 滋賀県 東近江市 ＬＡＬＡ サービス 理容・美容業 5%
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144,607 滋賀県 東近江市 ＬＩＸＩＬリフォ－ムショップ　ライファ東近江 サービス その他サービス 2%

144,608 滋賀県 東近江市 株式会社リビック長浜　近江営業所 小売業 その他小売 5%

144,609 滋賀県 東近江市 理容まつば サービス 理容・美容業 5%

144,610 滋賀県 東近江市 Ｌｅ　Ｃｉｅｌ 小売業 食料品 5%

144,611 滋賀県 東近江市 ［ＨＣ］レッツ能登川 小売業 電化製品 5%

144,612 滋賀県 東近江市 Ｙ＇ｓｒｅｑｕｅｓｔ 小売業 その他小売 5%

144,613 滋賀県 東近江市 わんわんサロンきゃんでぃ サービス その他サービス 5%

144,614 滋賀県 彦根市 阿吽 サービス 飲食業 5%

144,615 滋賀県 彦根市 ＡＵＮ サービス 飲食業 5%

144,616 滋賀県 彦根市 葵電機 小売業 電化製品 5%

144,617 滋賀県 彦根市 赤ちゃんデパート水谷　彦根店 小売業 衣料品 5%

144,618 滋賀県 彦根市 秋吉　彦根店 サービス 飲食業 5%

144,619 滋賀県 彦根市 アサヒスポーツ　大薮店 小売業 その他小売 5%

144,620 滋賀県 彦根市 アサヒメガネ彦根店 小売業 その他小売 5%

144,621 滋賀県 彦根市 アシュラショップ 小売業 その他小売 5%

144,622 滋賀県 彦根市 アシュラショップ 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,623 滋賀県 彦根市 アット・タイム　彦根店 サービス 飲食業 5%

144,624 滋賀県 彦根市 アットカラオケ　ベルロード店 サービス 飲食業 5%

144,625 滋賀県 彦根市 アットタイム　フィットネス彦根店 サービス その他サービス 5%

144,626 滋賀県 彦根市 アットタイムフィットネスフレスポ彦根店 サービス その他サービス 5%

144,627 滋賀県 彦根市 ａｎｏｔｈｅｒ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

144,628 滋賀県 彦根市 アラジン彦根店 小売業 その他小売 5%

144,629 滋賀県 彦根市 アル・ピュール サービス 理容・美容業 5%

144,630 滋賀県 彦根市 居川電機商会 小売業 電化製品 5%

144,631 滋賀県 彦根市 居酒家　小間蔵　彦根店 サービス 飲食業 5%

144,632 滋賀県 彦根市 イシグロ　彦根店 小売業 その他小売 5%

144,633 滋賀県 彦根市 一圓テクノス　南彦根給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,634 滋賀県 彦根市 出光グリーンアップル彦根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,635 滋賀県 彦根市 出光グリーンアップル日夏ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,636 滋賀県 彦根市 いと重菓舗　本店 小売業 食料品 5%

144,637 滋賀県 彦根市 ｉｌａ　ｍｏｋｕｒｅｎ サービス 理容・美容業 5%

144,638 滋賀県 彦根市 衣料の店 ナカムラ 小売業 衣料品 5%

144,639 滋賀県 彦根市 上川電設 小売業 電化製品 5%

144,640 滋賀県 彦根市 上野マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

144,641 滋賀県 彦根市 ｖｏｋｋｏ 小売業 その他小売 5%

144,642 滋賀県 彦根市 ＥｎｅＪｅｔ彦根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,643 滋賀県 彦根市 ＭＫエステート　ＭＫエステート サービス その他サービス 5%

144,644 滋賀県 彦根市 エルソル サービス 飲食業 5%

144,645 滋賀県 彦根市 近江牛肉専門店こにし本店 サービス その他サービス 5%

144,646 滋賀県 彦根市 近江牛乃老舗　藤井 小売業 食料品 5%

144,647 滋賀県 彦根市 近江治療院東洋療法専門院 サービス 理容・美容業 5%

144,648 滋賀県 彦根市 オーシーエルサービス サービス その他サービス 5%
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144,649 滋賀県 彦根市 ＯＴＳＵＫＡ　ＡＵＴＯ サービス その他サービス 5%

144,650 滋賀県 彦根市 有　大津屋雑貨店 小売業 衣料品 5%

144,651 滋賀県 彦根市 オートショップハクイ 小売業 その他小売 5%

144,652 滋賀県 彦根市 おかしの三口屋 小売業 その他小売 5%

144,653 滋賀県 彦根市 お食事処 すし浜 サービス 飲食業 5%

144,654 滋賀県 彦根市 オリックスレンタカー南彦根店 サービス その他サービス 2%

144,655 滋賀県 彦根市 ＡＬＴＥＲＥＧＯｈａｉｒｔｅｒｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

144,656 滋賀県 彦根市 片山道具店 小売業 その他小売 5%

144,657 滋賀県 彦根市 片山道具店 片山道具店 小売業 その他小売 5%

144,658 滋賀県 彦根市 ガーデンホテル大和 サービス 宿泊業 5%

144,659 滋賀県 彦根市 ＥＬＳＯＬ サービス 飲食業 5%

144,660 滋賀県 彦根市 カフェグレコ サービス 飲食業 5%

144,661 滋賀県 彦根市 ＣａｆｅｔｅｒｉａＡｚｚｕｒｒｏ サービス 飲食業 5%

144,662 滋賀県 彦根市 株式会社 伊藤仏壇 本店 小売業 その他小売 5%

144,663 滋賀県 彦根市 株式会社エムランド サービス その他サービス 5%

144,664 滋賀県 彦根市 株式会社Ｋ?ＨＯＵＳＥ Ｍ ｓ ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

144,665 滋賀県 彦根市 株式会社中島商事ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,666 滋賀県 彦根市 ［ＨＣ］株式会社レッツ 小売業 電化製品 5%

144,667 滋賀県 彦根市 からだの修理屋さん サービス その他サービス 5%

144,668 滋賀県 彦根市 からだの修理屋さん サービス その他サービス 5%

144,669 滋賀県 彦根市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋彦根中薮店 サービス 飲食業 2%

144,670 滋賀県 彦根市 ガレージ　Ｔ・Ｙ・Ｃ サービス その他サービス 5%

144,671 滋賀県 彦根市 カワバンオート サービス その他サービス 5%

144,672 滋賀県 彦根市 木村菓子舗 小売業 食料品 5%

144,673 滋賀県 彦根市 きものの裳美苑 小売業 衣料品 5%

144,674 滋賀県 彦根市 きゃべつ畑 サービス 飲食業 5%

144,675 滋賀県 彦根市 共進自動車 サービス その他サービス 5%

144,676 滋賀県 彦根市 業務スーパー南彦根店 小売業 食料品 2%

144,677 滋賀県 彦根市 京屋クリーニングＶｉｖａｃｉｔｙ サービス その他サービス 5%

144,678 滋賀県 彦根市 銀水 サービス 飲食業 5%

144,679 滋賀県 彦根市 グッドボルダリング サービス その他サービス 5%

144,680 滋賀県 彦根市 暮らしの衣料マツオカ　彦根店 小売業 衣料品 5%

144,681 滋賀県 彦根市 グラススタジオ　ステラーＧ． サービス その他サービス 5%

144,682 滋賀県 彦根市 ＫｕｒｉｍａｒｏＫｉｔｃｈｅｎＢａｒ サービス 飲食業 5%

144,683 滋賀県 彦根市 ごきげんえびす　彦根駅前店 サービス 飲食業 5%

144,684 滋賀県 彦根市 小松電気商会 小売業 電化製品 5%

144,685 滋賀県 彦根市 さざなみ酒店 小売業 食料品 5%

144,686 滋賀県 彦根市 ジーンズショップ　ボーンフリー 小売業 衣料品 5%

144,687 滋賀県 彦根市 ＪＲ西日本レンタカー＆リース株式会社　彦根駅前駐輪場 サービス 運輸業 5%

144,688 滋賀県 彦根市 滋賀トヨペットＳａｔ彦根 小売業 その他小売 5%

144,689 滋賀県 彦根市 清水屋 サービス 飲食業 5%

144,690 滋賀県 彦根市 ＪａｚｚＳｉｌｖｅｒＢａｃｋ サービス 理容・美容業 5%
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144,691 滋賀県 彦根市 シャルム・コンフォート サービス 理容・美容業 5%

144,692 滋賀県 彦根市 ＪＯＹＦｌｏｗｅｒＷｏｒｋｓ 小売業 その他小売 5%

144,693 滋賀県 彦根市 城南自動車工業 サービス その他サービス 5%

144,694 滋賀県 彦根市 Ｇｉｒａｓｏｌｅ　Ｇｉｒａｓｏｌｅ サービス 飲食業 5%

144,695 滋賀県 彦根市 新日本補聴器センター彦根店 小売業 その他小売 5%

144,696 滋賀県 彦根市 スーパーセルフ彦根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,697 滋賀県 彦根市 有限会社 杉林自動車工業所 サービス その他サービス 5%

144,698 滋賀県 彦根市 スポーツショップ　キムラ 小売業 その他小売 5%

144,699 滋賀県 彦根市 スポーツショップキムラ　草津店 小売業 その他小売 5%

144,700 滋賀県 彦根市 スポーツプラザ　アサヒ 小売業 その他小売 5%

144,701 滋賀県 彦根市 スポットノグチ 小売業 電化製品 5%

144,702 滋賀県 彦根市 スマートクールカインズホーム彦根店 サービス その他サービス 5%

144,703 滋賀県 彦根市 整体処　心楽 サービス その他サービス 5%

144,704 滋賀県 彦根市 ＳＥＰＴＮＡＩＬ彦根店 サービス 理容・美容業 5%

144,705 滋賀県 彦根市 セルフ＆カーケアセンター国道彦根 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,706 滋賀県 彦根市 セルフ＆カーケアセンターＵＳ彦根松原 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,707 滋賀県 彦根市 セルフステーション彦根地蔵ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,708 滋賀県 彦根市 創作Ｄｉｎｉｎｇ　そらや サービス 飲食業 5%

144,709 滋賀県 彦根市 創作 Ｄｉｎｉｎｇ そらや サービス 飲食業 5%

144,710 滋賀県 彦根市 そもそも．ん 小売業 衣料品 5%

144,711 滋賀県 彦根市 大安家具 小売業 家具・調度品 5%

144,712 滋賀県 彦根市 タイムステーション ＮＥＯビバシティー彦根店 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,713 滋賀県 彦根市 高橋電器店 小売業 電化製品 5%

144,714 滋賀県 彦根市 高橋美術 サービス その他サービス 5%

144,715 滋賀県 彦根市 田中電器 小売業 電化製品 5%

144,716 滋賀県 彦根市 種村オート 小売業 その他小売 5%

144,717 滋賀県 彦根市 玉屋眼鏡店 小売業 その他小売 5%

144,718 滋賀県 彦根市 中国料理　龍鱗彦根本店 サービス 飲食業 5%

144,719 滋賀県 彦根市 中国料理招禄 サービス 飲食業 5%

144,720 滋賀県 彦根市 Ｔａｋｅ５ サービス 飲食業 5%

144,721 滋賀県 彦根市 デイライト彦根店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,722 滋賀県 彦根市 デイライト彦根２Ｆ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,723 滋賀県 彦根市 出口電気商会 小売業 電化製品 5%

144,724 滋賀県 彦根市 トヨタカローラ滋賀彦根店 小売業 その他小売 5%

144,725 滋賀県 彦根市 トヨタ部品滋賀共販彦根営業所 小売業 その他小売 5%

144,726 滋賀県 彦根市 トヨタレンタリース滋賀彦根店 サービス その他サービス 2%

144,727 滋賀県 彦根市 どら焼き虎てつ 小売業 食料品 5%

144,728 滋賀県 彦根市 トラヤ 彦根本店 小売業 衣料品 5%

144,729 滋賀県 彦根市 中村建設　株式会社 サービス その他サービス 5%

144,730 滋賀県 彦根市 西音商店 小売業 食料品 5%

144,731 滋賀県 彦根市 ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ集 サービス 理容・美容業 5%

144,732 滋賀県 彦根市 ハイパーバザール彦根店Ａ 小売業 その他小売 5%
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144,733 滋賀県 彦根市 ハイパーバザール彦根店Ｂ 小売業 その他小売 5%

144,734 滋賀県 彦根市 ＨＹＰＥＲＢＯＯＫＳＨＩＫＯＮＥ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,735 滋賀県 彦根市 パナシティ三光 小売業 電化製品 5%

144,736 滋賀県 彦根市 パナスコ－プニシダ 小売業 電化製品 5%

144,737 滋賀県 彦根市 パナスコープヨコハタ 小売業 電化製品 5%

144,738 滋賀県 彦根市 パリヤサンペデックＰマート 小売業 食料品 5%

144,739 滋賀県 彦根市 ビーキッス サービス 理容・美容業 5%

144,740 滋賀県 彦根市 彦富ＳＳ　カ－・ステ－ション・オカダ有限会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,741 滋賀県 彦根市 彦根インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,742 滋賀県 彦根市 セブン－イレブン彦根駅前店 小売業 食料品 2%

144,743 滋賀県 彦根市 セブン－イレブン彦根岡町店 小売業 食料品 2%

144,744 滋賀県 彦根市 ひこね亀樂車　初号機 サービス その他サービス 5%

144,745 滋賀県 彦根市 ひこね亀樂車 弐号機 サービス その他サービス 5%

144,746 滋賀県 彦根市 セブン－イレブン彦根小泉町店 小売業 食料品 2%

144,747 滋賀県 彦根市 彦根酒場　半三 サービス 飲食業 5%

144,748 滋賀県 彦根市 彦根酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

144,749 滋賀県 彦根市 セブン－イレブン彦根城前店 小売業 食料品 2%

144,750 滋賀県 彦根市 セブン－イレブン彦根城町１丁目店 小売業 食料品 2%

144,751 滋賀県 彦根市 セブン－イレブン彦根新海町店 小売業 食料品 2%

144,752 滋賀県 彦根市 彦根高宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,753 滋賀県 彦根市 セブン－イレブン彦根中藪町店 小売業 食料品 2%

144,754 滋賀県 彦根市 セブン－イレブン彦根日電硝子前店 小売業 食料品 2%

144,755 滋賀県 彦根市 彦根ニュータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,756 滋賀県 彦根市 セブン－イレブン彦根日夏店 小売業 食料品 2%

144,757 滋賀県 彦根市 彦根ビューホテル サービス 宿泊業 5%

144,758 滋賀県 彦根市 セブン－イレブン彦根平田小学校前店 小売業 食料品 2%

144,759 滋賀県 彦根市 セブン－イレブン彦根平田町店 小売業 食料品 2%

144,760 滋賀県 彦根市 セブン－イレブン彦根平田南店 小売業 食料品 2%

144,761 滋賀県 彦根市 セブン－イレブン彦根松原店 小売業 食料品 2%

144,762 滋賀県 彦根市 セブン－イレブン彦根南川瀬町店 小売業 食料品 2%

144,763 滋賀県 彦根市 セブン－イレブン彦根蓮台寺店 小売業 食料品 2%

144,764 滋賀県 彦根市 久子の大福 小売業 食料品 5%

144,765 滋賀県 彦根市 ピザ・リトルパーティ　彦根店 サービス 飲食業 5%

144,766 滋賀県 彦根市 ビッグバン文教 小売業 電化製品 5%

144,767 滋賀県 彦根市 びっくりドンキー彦根店 サービス 飲食業 2%

144,768 滋賀県 彦根市 ＰＶＫ 小売業 その他小売 5%

144,769 滋賀県 彦根市 びわ湖畔味覚の宿双葉荘 サービス 宿泊業 5%

144,770 滋賀県 彦根市 ファイテンショップ　ビバシティ彦根店 小売業 その他小売 5%

144,771 滋賀県 彦根市 Ｆｅｒｒｅｉｒａ サービス 理容・美容業 5%

144,772 滋賀県 彦根市 フォトスタジオ　チャオ 小売業 電化製品 5%

144,773 滋賀県 彦根市 ＰＬＵＳＣＡＳＡ　ＬＯＵＮＧＥ彦根駅前店 サービス 飲食業 5%

144,774 滋賀県 彦根市 ＦＲＡＭＥＳ 小売業 衣料品 5%
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144,775 滋賀県 彦根市 ＦＲＡＭＥＳ　ＶＩＶＡ　ＣＩＴＹ　ＦＲＡＭＥＳ　ＶＩＶＡＣＩＴＹ 小売業 食料品 5%

144,776 滋賀県 彦根市 Ｈａｉｒ　ＢＡＧＵＳ サービス 理容・美容業 5%

144,777 滋賀県 彦根市 Ｈａｉｒ Ｈａｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

144,778 滋賀県 彦根市 ヘアーサロンフジツカ サービス 理容・美容業 5%

144,779 滋賀県 彦根市 Ｈａｉｒ’ｓ和　?なごみ? サービス 理容・美容業 5%

144,780 滋賀県 彦根市 ヘアールネサンス　モモ サービス 理容・美容業 5%

144,781 滋賀県 彦根市 ヘアメイク　アスク サービス 理容・美容業 5%

144,782 滋賀県 彦根市 ベビーフェイスプラネッツ彦根店 サービス 飲食業 5%

144,783 滋賀県 彦根市 ぽえむ サービス 飲食業 5%

144,784 滋賀県 彦根市 ＢＯＲＮ　ＦＲＥＥ　ＶＩＶＡ　ＣＩＴＹ 小売業 衣料品 5%

144,785 滋賀県 彦根市 ＢＯＲＮ　ＦＲＥＥ　ＭＥＧＡ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

144,786 滋賀県 彦根市 ポジティブ・スーパースター　ポジティブスーパースター サービス 理容・美容業 5%

144,787 滋賀県 彦根市 ホテルエスタシオン彦根 サービス 宿泊業 5%

144,788 滋賀県 彦根市 ホテルビワドッグ サービス 宿泊業 5%

144,789 滋賀県 彦根市 ホテルビワドッグ（ホテルニューオウ サービス 宿泊業 5%

144,790 滋賀県 彦根市 マクドナルド８号線彦根店 サービス 飲食業 2%

144,791 滋賀県 彦根市 マクドナルド彦根カインズホーム店 サービス 飲食業 2%

144,792 滋賀県 彦根市 マクドナルド彦根ビバシティ店 サービス 飲食業 2%

144,793 滋賀県 彦根市 マクドナルド彦根ベルロード大藪店 サービス 飲食業 2%

144,794 滋賀県 彦根市 ＭａＮａ サービス その他サービス 5%

144,795 滋賀県 彦根市 ｍａｒｕｋｙｏ サービス 飲食業 5%

144,796 滋賀県 彦根市 丸西商会 サービス その他サービス 5%

144,797 滋賀県 彦根市 味覚の宿　双葉荘 サービス 宿泊業 5%

144,798 滋賀県 彦根市 みつきの虹 小売業 衣料品 5%

144,799 滋賀県 彦根市 セブン－イレブン南彦根駅北店 小売業 食料品 2%

144,800 滋賀県 彦根市 未来書房　彦根店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,801 滋賀県 彦根市 ｍａｄｅ　ｂｙ　ＢＯＲＮＦＲＥＥ 小売業 衣料品 5%

144,802 滋賀県 彦根市 メガネ赤札堂　彦根店 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,803 滋賀県 彦根市 メガネ２１彦根店 小売業 その他小売 5%

144,804 滋賀県 彦根市 メガネのハヤミ　ビバシティ店 小売業 その他小売 5%

144,805 滋賀県 彦根市 メガネのハヤミ　平田店 小売業 その他小売 5%

144,806 滋賀県 彦根市 メナードフェイシャルサロン　ア　ヴァンセ　メナード化粧品豊郷中央代行店 小売業 その他小売 5%

144,807 滋賀県 彦根市 メモリアル石材工業 サービス その他サービス 5%

144,808 滋賀県 彦根市 ＭＯＪＡＭＯＪＡ サービス その他サービス 5%

144,809 滋賀県 彦根市 もつ鍋　ひなた家 サービス 飲食業 5%

144,810 滋賀県 彦根市 森森の美容室 サービス 理容・美容業 5%

144,811 滋賀県 彦根市 ヤキトリ　モモフク サービス 飲食業 5%

144,812 滋賀県 彦根市 焼肉ダイニング千乃房　焼肉ダイニング千乃房 サービス 飲食業 5%

144,813 滋賀県 彦根市 焼肉でん　彦根店 サービス 飲食業 5%

144,814 滋賀県 彦根市 焼肉はづ木 サービス 飲食業 5%

144,815 滋賀県 彦根市 有限会社Ｍコンタクト 小売業 その他小売 5%

144,816 滋賀県 彦根市 有限会社カーショップＫ２ 小売業 その他小売 5%
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144,817 滋賀県 彦根市 有限会社デュークス サービス その他サービス 5%

144,818 滋賀県 彦根市 有限会社日夏自動車 サービス その他サービス 5%

144,819 滋賀県 彦根市 有限会社ムーヴクロージング ムーヴクロージング 小売業 衣料品 5%

144,820 滋賀県 彦根市 ＵＣＣカフェメルカード彦根中央店 サービス 飲食業 5%

144,821 滋賀県 彦根市 ユトリ珈琲店　彦根日夏店 サービス 飲食業 5%

144,822 滋賀県 彦根市 夢京橋あかり館 小売業 その他小売 5%

144,823 滋賀県 彦根市 ＹＯＳＡＰＡＲＫ＊ｈａｏｓ－ｍｉｌｅ＊ヨサパークハオスマイル サービス 理容・美容業 5%

144,824 滋賀県 彦根市 ヨシダ書店 小売業 その他小売 5%

144,825 滋賀県 彦根市 有限会社　吉田松蔵商店 小売業 その他小売 5%

144,826 滋賀県 彦根市 楽座 サービス 飲食業 5%

144,827 滋賀県 彦根市 楽座 サービス 飲食業 5%

144,828 滋賀県 彦根市 ＲＡＳＫ　Ｇｅｍ 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,829 滋賀県 彦根市 ラネッテ 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,830 滋賀県 彦根市 ＬａＬａツーリスト　彦根店 サービス その他サービス 5%

144,831 滋賀県 彦根市 ＬＩＸＩＬリフォ－ムショップ　ライファ彦根 サービス その他サービス 2%

144,832 滋賀県 彦根市 龍鱗 サービス 飲食業 5%

144,833 滋賀県 彦根市 料亭旅館　やす井 サービス 宿泊業 5%

144,834 滋賀県 彦根市 ルブ  バランス整体院 ルブ バランス整体院 サービス その他サービス 5%

144,835 滋賀県 彦根市 レイクワンケンネル サービス その他サービス 5%

144,836 滋賀県 彦根市 ［ＨＣ］レッツ丸正 小売業 電化製品 5%

144,837 滋賀県 彦根市 レンタサイクル「駅リンくん彦根店」 サービス 運輸業 5%

144,838 滋賀県 彦根市 ｌ’Ａｕｂｅ サービス 理容・美容業 5%

144,839 滋賀県 彦根市 ワカバヤシケイテイショウカイ サービス その他サービス 5%

144,840 滋賀県 日野町 あべデンキ 小売業 電化製品 5%

144,841 滋賀県 日野町 ＯＦＦＩＣＥ２１　野出店 小売業 衣料品 5%

144,842 滋賀県 日野町 カーテックオクムラ サービス その他サービス 5%

144,843 滋賀県 日野町 門谷自動車工業 サービス その他サービス 5%

144,844 滋賀県 日野町 株式会社ひのや　支店 小売業 食料品 5%

144,845 滋賀県 日野町 株式会社ひのや　本店 小売業 食料品 5%

144,846 滋賀県 日野町 蒲生ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

144,847 滋賀県 日野町 カレント　ファッション　ヨシノヤ 小売業 衣料品 5%

144,848 滋賀県 日野町 ケンズ日野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,849 滋賀県 日野町 ココハウスシミズ 小売業 電化製品 5%

144,850 滋賀県 日野町 こばやしＣｌｅａｎｉｎｇ サービス その他サービス 5%

144,851 滋賀県 日野町 呉服のいちかわ　呉服のいちかわ 小売業 衣料品 5%

144,852 滋賀県 日野町 ｃｏｎｃｅｐｔ サービス その他サービス 5%

144,853 滋賀県 日野町 齋藤モータース サービス その他サービス 5%

144,854 滋賀県 日野町 セブン－イレブン滋賀日野高校前店 小売業 食料品 2%

144,855 滋賀県 日野町 スーパーセルフ３０７日野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,856 滋賀県 日野町 タイヨウブレッズ 小売業 食料品 5%

144,857 滋賀県 日野町 トヨタカローラ滋賀日野店 小売業 その他小売 5%

144,858 滋賀県 日野町 トラヤスポーツ 小売業 その他小売 5%
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144,859 滋賀県 日野町 日野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,860 滋賀県 日野町 日野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,861 滋賀県 日野町 セブン－イレブン日野町工業団地前店 小売業 食料品 2%

144,862 滋賀県 日野町 セブン－イレブン日野町松尾店 小売業 食料品 2%

144,863 滋賀県 日野町 日野西　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,864 滋賀県 日野町 フーズアイランド日野店 小売業 食料品 5%

144,865 滋賀県 日野町 藤松電器 小売業 電化製品 5%

144,866 滋賀県 日野町 洋菓子の店不二屋 サービス 飲食業 5%

144,867 滋賀県 日野町 洋菓子の店不二屋 小売業 食料品 5%

144,868 滋賀県 日野町 Ｒｅ 楽 ?Ｊ ｓｔｙｌｅ? サービス その他サービス 5%

144,869 滋賀県 日野町 ［ＨＣ］レッツ日野 小売業 電化製品 5%

144,870 滋賀県 米原市 アトリエ　春　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,871 滋賀県 米原市 Ａｎ Ｔｈｏｌｏ サービス 理容・美容業 5%

144,872 滋賀県 米原市 ｉｓｎ’ｔ　ｉｔ　ｄｅｓｉｇｎ． 小売業 衣料品 5%

144,873 滋賀県 米原市 出光醒ケ井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,874 滋賀県 米原市 伊吹ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,875 滋賀県 米原市 伊吹ＳＳ　有限会社福永石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,876 滋賀県 米原市 セブン－イレブン伊吹春照店 小売業 食料品 2%

144,877 滋賀県 米原市 伊吹ハム（本店） 小売業 食料品 5%

144,878 滋賀県 米原市 セブン－イレブン近江宇賀野店 小売業 食料品 2%

144,879 滋賀県 米原市 近江長岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,880 滋賀県 米原市 株式会社オーミヤ　米原営業所 小売業 その他小売 5%

144,881 滋賀県 米原市 奥伊吹スキー場　チケット１ サービス その他サービス 5%

144,882 滋賀県 米原市 Ｋａｚｕｗ 小売業 衣料品 5%

144,883 滋賀県 米原市 株式会社　常喜家 小売業 食料品 5%

144,884 滋賀県 米原市 有限会社祇園屋 サービス その他サービス 5%

144,885 滋賀県 米原市 ぎおん屋酒店 小売業 食料品 5%

144,886 滋賀県 米原市 Ｕ舎 サービス その他サービス 5%

144,887 滋賀県 米原市 暮らしの衣料マツオカ　近江店 小売業 衣料品 5%

144,888 滋賀県 米原市 グラン　エレメント サービス 宿泊業 5%

144,889 滋賀県 米原市 ＧＲＡＮＤＩＲ　ｓｕｒｆｓｔｙｌｅ 小売業 その他小売 5%

144,890 滋賀県 米原市 ＧＲＡＮＤＩＲ　ｓｕｒｆｓｔｙｌｅ 小売業 その他小売 5%

144,891 滋賀県 米原市 グリーンパーク山東　鴨池荘 サービス 宿泊業 5%

144,892 滋賀県 米原市 CreveAuto サービス その他サービス 5%

144,893 滋賀県 米原市 ココハウスホリエ 小売業 電化製品 5%

144,894 滋賀県 米原市 サムシング サービス その他サービス 5%

144,895 滋賀県 米原市 ＳＡＮＫＩ　ＫＯＧＹＯ サービス その他サービス 5%

144,896 滋賀県 米原市 山東町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,897 滋賀県 米原市 四季彩料理月うさぎ サービス 飲食業 5%

144,898 滋賀県 米原市 四季彩料理月うさぎ　四季彩料理月うさぎ サービス 飲食業 5%

144,899 滋賀県 米原市 柴新 小売業 電化製品 5%

144,900 滋賀県 米原市 有 写真 おおの 小売業 その他小売 5%
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144,901 滋賀県 米原市 醤油屋喜代治商店 小売業 食料品 5%

144,902 滋賀県 米原市 スギヤマデンキ 小売業 電化製品 5%

144,903 滋賀県 米原市 丁子屋製菓 小売業 食料品 5%

144,904 滋賀県 米原市 電化のミヤザキ 小売業 電化製品 5%

144,905 滋賀県 米原市 ドクタ－コトウ 小売業 電化製品 5%

144,906 滋賀県 米原市 トヨタカローラ滋賀米原店 小売業 その他小売 5%

144,907 滋賀県 米原市 トヨタレンタリース滋賀　米原駅前店 サービス その他サービス 2%

144,908 滋賀県 米原市 長浜南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,909 滋賀県 米原市 西川金物店　西川金物店 小売業 その他小売 5%

144,910 滋賀県 米原市 ｎｉｃｃａ 小売業 衣料品 5%

144,911 滋賀県 米原市 パナスコープエリュー醒井 小売業 電化製品 5%

144,912 滋賀県 米原市 パナスコープエリュー米原 小売業 電化製品 5%

144,913 滋賀県 米原市 伴自動車 小売業 その他小売 5%

144,914 滋賀県 米原市 ＢＩＬＬＹＶＥＲＹ サービス その他サービス 5%

144,915 滋賀県 米原市 ＢｉｗａｋｏＢａｃｋｒｏａｄｓ サービス その他サービス 5%

144,916 滋賀県 米原市 ｈａｉｒｇｌｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

144,917 滋賀県 米原市 ｈａｉｒ ｇｌｏｒｙ ｈａｉｒ ｇｌｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

144,918 滋賀県 米原市 米原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,919 滋賀県 米原市 セブン－イレブン米原一色店 小売業 食料品 2%

144,920 滋賀県 米原市 セブン－イレブン米原インター店 小売業 食料品 2%

144,921 滋賀県 米原市 セブン－イレブン米原梅ヶ原店 小売業 食料品 2%

144,922 滋賀県 米原市 米原北ＳＳ　㈲羽渕石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,923 滋賀県 米原市 セブンーイレブン米原顔戸南店 小売業 食料品 2%

144,924 滋賀県 米原市 セブン－イレブン米原中多良店 小売業 食料品 2%

144,925 滋賀県 米原市 株式会社マルモト 小売業 その他小売 5%

144,926 滋賀県 米原市 みなみ動物病院 サービス その他サービス 5%

144,927 滋賀県 米原市 モーターサイクル　ＩＢＥ サービス その他サービス 5%

144,928 滋賀県 米原市 （有）米原山本石油　米原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,929 滋賀県 米原市 ＲＩＡＮＫＩＤＳ 小売業 衣料品 5%

144,930 滋賀県 米原市 ローザンベリー多和田大沢ワインズ 小売業 食料品 5%

144,931 滋賀県 守山市 アイハラビジネス株式会社 アイハラビジネス株式会社 小売業 その他小売 5%

144,932 滋賀県 守山市 あいわ鍼灸マッサージ治療院 サービス その他サービス 5%

144,933 滋賀県 守山市 あおきや 小売業 食料品 5%

144,934 滋賀県 守山市 Ａｑｕａｒｉｓｅ サービス その他サービス 5%

144,935 滋賀県 守山市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｏｒｅｎ守山 サービス 理容・美容業 5%

144,936 滋賀県 守山市 アサヒメガネ守山店 小売業 その他小売 5%

144,937 滋賀県 守山市 アットカーズ 小売業 その他小売 5%

144,938 滋賀県 守山市 アットタイム　フィットネス守山店 サービス その他サービス 5%

144,939 滋賀県 守山市 アット・タイム　守山店 サービス 飲食業 5%

144,940 滋賀県 守山市 Ａｐｈｒｏｄｉｔｅ Ａｐｈｒｏｄｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

144,941 滋賀県 守山市 出光カーライフ守山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,942 滋賀県 守山市 出光琵琶湖大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

3453



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

144,943 滋賀県 守山市 イマイラジオ 小売業 電化製品 5%

144,944 滋賀県 守山市 今村電化社 小売業 電化製品 5%

144,945 滋賀県 守山市 今村電化社 小売業 電化製品 5%

144,946 滋賀県 守山市 岩井電化 小売業 電化製品 5%

144,947 滋賀県 守山市 梅田電器 小売業 電化製品 5%

144,948 滋賀県 守山市 Ｓ－ＨＥＡＲＴＧＯＬＦ サービス 理容・美容業 5%

144,949 滋賀県 守山市 近江牛岡喜ＯＫＡＫＩ守山店 サービス 飲食業 5%

144,950 滋賀県 守山市 有限会社おしゃれサロンツジ サービス 理容・美容業 5%

144,951 滋賀県 守山市 オシャレサロンツジ おしゃれサロン ツジ サービス 理容・美容業 5%

144,952 滋賀県 守山市 カートピア勝部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,953 滋賀県 守山市 Ｃａｆｅ Ｍｏｔｈｅｒ Ｈｏｕｓｅ サービス 飲食業 5%

144,954 滋賀県 守山市 ＣＡＦＥＭＯＴＨＥＲＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

144,955 滋賀県 守山市 株式会社あぷん　株式会社あぷん　滋賀支店 小売業 食料品 5%

144,956 滋賀県 守山市 株式会社エイチパワー サービス その他サービス 5%

144,957 滋賀県 守山市 株式会社ケイファイブ サービス その他サービス 5%

144,958 滋賀県 守山市 株式会社ノア・コーポレーション サービス その他サービス 5%

144,959 滋賀県 守山市 株式会社三久保商会 サービス その他サービス 5%

144,960 滋賀県 守山市 株式会社レインボークリーン サービス その他サービス 5%

144,961 滋賀県 守山市 髪ショップマコト サービス 理容・美容業 5%

144,962 滋賀県 守山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋守山播磨田店 サービス 飲食業 2%

144,963 滋賀県 守山市 北田電器 小売業 電化製品 5%

144,964 滋賀県 守山市 木戸脇輪工商会 小売業 その他小売 5%

144,965 滋賀県 守山市 木戸脇輪工商会河西ニュータウン店 小売業 その他小売 5%

144,966 滋賀県 守山市 紀乃安金物店 小売業 その他小売 5%

144,967 滋賀県 守山市 業務スーパー守山古高店 小売業 食料品 2%

144,968 滋賀県 守山市 京屋クリーニング　フレンドマート守山水保店　京屋クリーニング水保店 サービス その他サービス 5%

144,969 滋賀県 守山市 クールアクール サービス 飲食業 5%

144,970 滋賀県 守山市 くすの木動物病院 サービス その他サービス 5%

144,971 滋賀県 守山市 ｇｌｏｉｒｅ　ｊｏｕｅｒ サービス 理容・美容業 5%

144,972 滋賀県 守山市 コープもりやま 小売業 その他小売 5%

144,973 滋賀県 守山市 ごきげんえびす　守山駅前店 サービス 飲食業 5%

144,974 滋賀県 守山市 五蔵六富 サービス 飲食業 5%

144,975 滋賀県 守山市 こはぎ心体適応センター サービス 理容・美容業 5%

144,976 滋賀県 守山市 米安珈琲 サービス 飲食業 5%

144,977 滋賀県 守山市 ｃｏｌｔｅｍｐｏ 小売業 衣料品 5%

144,978 滋賀県 守山市 沢井ＤＭＡ商会 小売業 電化製品 5%

144,979 滋賀県 守山市 サンミュージック　守山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

144,980 滋賀県 守山市 ＧＴＲｅｐｔｉｌｅｓ 小売業 その他小売 5%

144,981 滋賀県 守山市 滋賀県電器商業組合 サービス その他サービス 5%

144,982 滋賀県 守山市 滋賀トヨペット守山店 小売業 その他小売 5%

144,983 滋賀県 守山市 Ｓｗｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

144,984 滋賀県 守山市 スクアドラ滋賀守山店 小売業 その他小売 5%
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144,985 滋賀県 守山市 スター守山水保店 小売業 食料品 5%

144,986 滋賀県 守山市 スタジアム　モリスポ　吹田店 小売業 その他小売 5%

144,987 滋賀県 守山市 スタジアム　モリスポ　伏見店 小売業 その他小売 5%

144,988 滋賀県 守山市 スノーカントリー 小売業 その他小売 5%

144,989 滋賀県 守山市 炭火やきとりとりちゃん　守山店　１ サービス 飲食業 5%

144,990 滋賀県 守山市 炭火焼肉　田尻　守山店 サービス 飲食業 5%

144,991 滋賀県 守山市 炭火焼肉　銘特屋 サービス 飲食業 5%

144,992 滋賀県 守山市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　播磨田 サービス その他サービス 5%

144,993 滋賀県 守山市 セトレマリーナびわ湖 サービス 宿泊業 5%

144,994 滋賀県 守山市 セルフステーションもりやまＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

144,995 滋賀県 守山市 タイムランドナカザワモリーブ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

144,996 滋賀県 守山市 タイヤプラザフリー サービス その他サービス 5%

144,997 滋賀県 守山市 ダイワペット滋賀 小売業 その他小売 5%

144,998 滋賀県 守山市 土山電機 小売業 電化製品 5%

144,999 滋賀県 守山市 ＤＥＬＩＧＨＴ守山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

145,000 滋賀県 守山市 ｔｅｔｏ． 小売業 その他小売 5%

145,001 滋賀県 守山市 ＤＡＶＩＤ　ＬＡＹＥＲ 小売業 衣料品 5%

145,002 滋賀県 守山市 トヨタカローラ滋賀守山店 小売業 その他小売 5%

145,003 滋賀県 守山市 トヨタレンタリース滋賀守山駅前店 サービス その他サービス 2%

145,004 滋賀県 守山市 トラットリアネル サービス 飲食業 5%

145,005 滋賀県 守山市 なごやか亭 守山えんま堂店 サービス 飲食業 5%

145,006 滋賀県 守山市 Ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

145,007 滋賀県 守山市 ＮＩＳＨＩＤＡペットクリニック サービス その他サービス 5%

145,008 滋賀県 守山市 仁々木　守山店 小売業 食料品 5%

145,009 滋賀県 守山市 ノリアキ工房 小売業 家具・調度品 5%

145,010 滋賀県 守山市 花一輪 サービス 飲食業 5%

145,011 滋賀県 守山市 速野ＳＳ　株式会社マツナガ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,012 滋賀県 守山市 パワーズ　守山店 小売業 電化製品 5%

145,013 滋賀県 守山市 Ｐｉｎｐｉｇｎｏｎ 小売業 衣料品 5%

145,014 滋賀県 守山市 ピザ・リトルパーティー　守山店 小売業 食料品 5%

145,015 滋賀県 守山市 株式会社ビジネスセンター太陽堂 小売業 その他小売 5%

145,016 滋賀県 守山市 （株）ビジネスセンター太陽堂印彰館 小売業 その他小売 5%

145,017 滋賀県 守山市 樋上石油株式会社守山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,018 滋賀県 守山市 セブン－イレブン琵琶湖大橋東口店 小売業 食料品 2%

145,019 滋賀県 守山市 琵琶湖レークサイドゴルフコース サービス その他サービス 5%

145,020 滋賀県 守山市 ＋ＣＡＳＡ 小売業 家具・調度品 5%

145,021 滋賀県 守山市 フルール動物病院 サービス その他サービス 5%

145,022 滋賀県 守山市 ＨａｉｒＤｒｅｓｓｅｒＴｉＣＡ サービス 理容・美容業 5%

145,023 滋賀県 守山市 ベッセルイン滋賀守山駅前 サービス 宿泊業 5%

145,024 滋賀県 守山市 ポケットシステムズ 小売業 電化製品 5%

145,025 滋賀県 守山市 ポンテ サービス 飲食業 5%

145,026 滋賀県 守山市 マクドナルド守山播磨田店 サービス 飲食業 2%
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145,027 滋賀県 守山市 マクドナルド守山平和堂店 サービス 飲食業 2%

145,028 滋賀県 守山市 ＭＡＤＡＮＩＳ サービス 飲食業 5%

145,029 滋賀県 守山市 マルキュー整備株式会社　滋賀工場 サービス その他サービス 5%

145,030 滋賀県 守山市 マルサ呉服店 小売業 衣料品 5%

145,031 滋賀県 守山市 宮川時宝堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

145,032 滋賀県 守山市 有限会社宮川燃料 小売業 その他小売 5%

145,033 滋賀県 守山市 ミルキスト サービス その他サービス 5%

145,034 滋賀県 守山市 明和自動車 サービス その他サービス 5%

145,035 滋賀県 守山市 メガネのムラタ　守山中央店 小売業 貴金属・服飾品 5%

145,036 滋賀県 守山市 守山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,037 滋賀県 守山市 守山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,038 滋賀県 守山市 守山アートホテル サービス 宿泊業 5%

145,039 滋賀県 守山市 セブン－イレブン守山石田町店 小売業 食料品 2%

145,040 滋賀県 守山市 セブン－イレブン守山駅東口店 小売業 食料品 2%

145,041 滋賀県 守山市 守山ギター道場 サービス その他サービス 5%

145,042 滋賀県 守山市 守山コンタクト　守山本店 小売業 その他小売 5%

145,043 滋賀県 守山市 守山しっぽ動物病院 サービス その他サービス 5%

145,044 滋賀県 守山市 セブン－イレブン守山市民ホール前店 小売業 食料品 2%

145,045 滋賀県 守山市 モリヤマスポーツ本店 小売業 その他小売 5%

145,046 滋賀県 守山市 モリヤマスポーツ 小売業 その他小売 5%

145,047 滋賀県 守山市 モリヤマスポーツ　京都店 小売業 その他小売 5%

145,048 滋賀県 守山市 モリヤマスポーツ　東大阪店 小売業 その他小売 5%

145,049 滋賀県 守山市 セブン－イレブン守山古高町店 小売業 食料品 2%

145,050 滋賀県 守山市 守山補聴器センター　イマイ 小売業 その他小売 5%

145,051 滋賀県 守山市 セブンーイレブン守山水保町店 小売業 食料品 2%

145,052 滋賀県 守山市 守山湯元水春　ピエリ守山 サービス その他サービス 5%

145,053 滋賀県 守山市 門前茶屋かたたや サービス 飲食業 5%

145,054 滋賀県 守山市 焼肉でん　守山店 サービス 飲食業 5%

145,055 滋賀県 守山市 有　ジャングルジム サービス その他サービス 5%

145,056 滋賀県 守山市 読売センター守山 サービス その他サービス 5%

145,057 滋賀県 守山市 Ｌａ ｖｉｅ Ｂｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

145,058 滋賀県 守山市 ＬａｖｉｅＢｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

145,059 滋賀県 守山市 ＬａＬａツーリスト　守山店 サービス その他サービス 5%

145,060 滋賀県 守山市 ＳＩＮＣＥＲＥ サービス その他サービス 5%

145,061 滋賀県 守山市 Ｒｅｌｉｃ サービス 理容・美容業 5%

145,062 滋賀県 守山市 レンタサイクル「駅リンくん守山店」 サービス 運輸業 5%

145,063 滋賀県 守山市 ＬＯＷＡＮＤＥＲ 小売業 衣料品 5%

145,064 滋賀県 守山市 和のほとり　忠兵衛 サービス 飲食業 5%

145,065 滋賀県 守山市 和のほとり　忠兵衛 サービス 飲食業 5%

145,066 滋賀県 野洲市 あき整体院 サービス その他サービス 5%

145,067 滋賀県 野洲市 アラディン サービス 飲食業 5%

145,068 滋賀県 野洲市 いかりでんき 小売業 電化製品 5%
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145,069 滋賀県 野洲市 居酒屋　こてつ サービス 飲食業 5%

145,070 滋賀県 野洲市 ＥｎｅＪｅｔ守山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,071 滋賀県 野洲市 オーパスワン サービス 飲食業 5%

145,072 滋賀県 野洲市 カートピア守山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,073 滋賀県 野洲市 カネ吉山本　野洲店 小売業 食料品 5%

145,074 滋賀県 野洲市 カラオケクラブガッチャ野洲店 サービス その他サービス 5%

145,075 滋賀県 野洲市 カラオケスタイル　野洲店 サービス その他サービス 5%

145,076 滋賀県 野洲市 祇王ＳＳ　株式会社マツナガ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,077 滋賀県 野洲市 業務スーパー野洲店 小売業 食料品 2%

145,078 滋賀県 野洲市 串焼十段 サービス 飲食業 5%

145,079 滋賀県 野洲市 コサテック サービス その他サービス 5%

145,080 滋賀県 野洲市 ｃｏｔｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

145,081 滋賀県 野洲市 ｓａｖｉｎｏｎｉｗａ 小売業 家具・調度品 5%

145,082 滋賀県 野洲市 手芸センタードリームアクロスプラザ野洲店 小売業 その他小売 5%

145,083 滋賀県 野洲市 手芸センタードリームアクロスプラザ 小売業 その他小売 5%

145,084 滋賀県 野洲市 セルフ＆カーケアセンターＵＳ野洲中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,085 滋賀県 野洲市 セルフステーション中主ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,086 滋賀県 野洲市 セントラルホテル野洲 サービス 宿泊業 5%

145,087 滋賀県 野洲市 双栄自動車工業所 サービス その他サービス 5%

145,088 滋賀県 野洲市 中主ＳＳ　株式会社マツナガ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,089 滋賀県 野洲市 ＤＥＮＤＥＮ野洲 小売業 電化製品 5%

145,090 滋賀県 野洲市 ナイスプラザニシモト 小売業 電化製品 5%

145,091 滋賀県 野洲市 鳥男 サービス 飲食業 5%

145,092 滋賀県 野洲市 パナランドあい 小売業 電化製品 5%

145,093 滋賀県 野洲市 ビジネスホテル　タカラ サービス 宿泊業 5%

145,094 滋賀県 野洲市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＭＹ サービス 理容・美容業 5%

145,095 滋賀県 野洲市 Ｈｉｒｏｓｅ　Ｂｅｅｔｌｅ　ビートル?はなれ野洲 サービス 理容・美容業 5%

145,096 滋賀県 野洲市 ふたば書房　野洲店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

145,097 滋賀県 野洲市 Ｐｅｔｉｔｒｅｐｉｔ 小売業 衣料品 5%

145,098 滋賀県 野洲市 ｆｕｍｉａｃｕｐｕｎｃｔｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

145,099 滋賀県 野洲市 ｈａｉｒ　ｓｐｏｔ　ＵＥＭＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

145,100 滋賀県 野洲市 Ｈａｉｒ Ｆａｃｅ ｓａｌｏｎ Ｏｈｍａｅ サービス 理容・美容業 5%

145,101 滋賀県 野洲市 ヘアークリニック　ヴァン・ドゥ サービス 理容・美容業 5%

145,102 滋賀県 野洲市 ヘアーサロンさわ サービス 理容・美容業 5%

145,103 滋賀県 野洲市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　Ｉ　ｓ　ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　Ｉ　ｓ サービス 理容・美容業 5%

145,104 滋賀県 野洲市 本町 サービス その他サービス 5%

145,105 滋賀県 野洲市 マクドナルド８号線野洲店 サービス 飲食業 2%

145,106 滋賀県 野洲市 南農園 小売業 食料品 5%

145,107 滋賀県 野洲市 セブン－イレブン野洲市三宅店 小売業 食料品 2%

145,108 滋賀県 野洲市 野洲駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,109 滋賀県 野洲市 野洲ＳＳ　株式会社マツナガ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,110 滋賀県 野洲市 セブン－イレブン野洲北野１丁目店 小売業 食料品 2%
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145,111 滋賀県 野洲市 セブン－イレブン野洲栄店 小売業 食料品 2%

145,112 滋賀県 野洲市 セブン－イレブン野洲市役所前店 小売業 食料品 2%

145,113 滋賀県 野洲市 セブン－イレブン野洲中主店 小売業 食料品 2%

145,114 滋賀県 野洲市 セブン－イレブン野洲冨波店 小売業 食料品 2%

145,115 滋賀県 野洲市 セブン－イレブン野洲南桜店 小売業 食料品 2%

145,116 滋賀県 野洲市 セブン－イレブン野洲妙光寺店 小売業 食料品 2%

145,117 滋賀県 野洲市 セブン－イレブン野洲行畑１丁目店 小売業 食料品 2%

145,118 滋賀県 野洲市 山田電気 小売業 電化製品 5%

145,119 滋賀県 野洲市 有　フードモリムラ　野洲店 小売業 食料品 5%

145,120 滋賀県 野洲市 ヨシダデンキ 小売業 電化製品 5%

145,121 滋賀県 野洲市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　ライファ野洲 サービス その他サービス 2%

145,122 滋賀県 野洲市 ［ＨＣ］レッツ野洲 小売業 電化製品 5%

145,123 滋賀県 栗東市 アール サービス 理容・美容業 5%

145,124 滋賀県 栗東市 朝日野カントリー倶楽部　年会費 サービス その他サービス 5%

145,125 滋賀県 栗東市 アットタイム　フィットネス栗東店 サービス その他サービス 5%

145,126 滋賀県 栗東市 アミング栗東店 小売業 その他小売 5%

145,127 滋賀県 栗東市 ＷＩＮＧ湖南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,128 滋賀県 栗東市 ＥｎｅＪｅｔ栗東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,129 滋賀県 栗東市 ＥｎｅＪｅｔ栗東中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,130 滋賀県 栗東市 ａｕショップ　栗東辻西 小売業 電化製品 5%

145,131 滋賀県 栗東市 Ｅｌｖｉｔａ【エルヴィータ】 サービス 理容・美容業 5%

145,132 滋賀県 栗東市 株式会社オート工芸社 サービス その他サービス 5%

145,133 滋賀県 栗東市 大野ｃａｆｅアプリ サービス 飲食業 5%

145,134 滋賀県 栗東市 オフハウス 草津栗東店 小売業 衣料品 2%

145,135 滋賀県 栗東市 オフハウス　滋賀栗東店 小売業 衣料品 2%

145,136 滋賀県 栗東市 （株）魚新楼 サービス 飲食業 5%

145,137 滋賀県 栗東市 株式会社野村石材店 小売業 その他小売 5%

145,138 滋賀県 栗東市 株式会社三輪タイヤ　栗東営業所 小売業 その他小売 5%

145,139 滋賀県 栗東市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋栗東インター店 サービス 飲食業 2%

145,140 滋賀県 栗東市 ｋａｗａｂｉｙｏｒｉ サービス その他サービス 5%

145,141 滋賀県 栗東市 きただ酒店 小売業 その他小売 5%

145,142 滋賀県 栗東市 北利仏壇 小売業 家具・調度品 5%

145,143 滋賀県 栗東市 業務スーパー栗東店 小売業 食料品 2%

145,144 滋賀県 栗東市 Ｃｕｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

145,145 滋賀県 栗東市 株式会社グリーンライフ近江 サービス その他サービス 5%

145,146 滋賀県 栗東市 こども写真館　ビッグバン栗東店 小売業 電化製品 5%

145,147 滋賀県 栗東市 湖南オートセンター サービス その他サービス 5%

145,148 滋賀県 栗東市 こにし動物クリニック サービス その他サービス 5%

145,149 滋賀県 栗東市 ジェームス大宝店 小売業 その他小売 2%

145,150 滋賀県 栗東市 滋賀川村タイヤ株式会社 小売業 その他小売 5%

145,151 滋賀県 栗東市 滋賀トヨペットウエルコム栗東 小売業 その他小売 5%

145,152 滋賀県 栗東市 滋賀トヨペットウエルコム栗東Ｕ－ＣａｒＬＡＮＤ 小売業 その他小売 5%
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145,153 滋賀県 栗東市 ＪＡＰ　Ｓｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

145,154 滋賀県 栗東市 ジャパンエ－スゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

145,155 滋賀県 栗東市 ジャパンエ－スゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

145,156 滋賀県 栗東市 スーパーセルフ栗東北中小路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,157 滋賀県 栗東市 スター安養寺店 小売業 食料品 5%

145,158 滋賀県 栗東市 スター栗東辻店 小売業 食料品 5%

145,159 滋賀県 栗東市 すたみな太郎　栗東店 サービス 飲食業 5%

145,160 滋賀県 栗東市 ステーキキッチン　ボストンコモン サービス 飲食業 5%

145,161 滋賀県 栗東市 ステーキハウスみやこ サービス 飲食業 5%

145,162 滋賀県 栗東市 ＳＰＯＬＡＮ 小売業 その他小売 5%

145,163 滋賀県 栗東市 スローダウン 小売業 衣料品 5%

145,164 滋賀県 栗東市 生活雑貨ｒｉｔｍｏ　栗東店 小売業 家具・調度品 5%

145,165 滋賀県 栗東市 セルフ＆カーケアセンター栗東西 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,166 滋賀県 栗東市 セルフステーション栗東１号ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,167 滋賀県 栗東市 ソニックエステベテル サービス 理容・美容業 5%

145,168 滋賀県 栗東市 ソフトバンク 栗東 小売業 その他小売 5%

145,169 滋賀県 栗東市 Ｄａｉｋｏ－ＺＥＲＯ サービス 運輸業 5%

145,170 滋賀県 栗東市 タイヤプロ栗東 小売業 その他小売 5%

145,171 滋賀県 栗東市 タイヤプロ栗東 小売業 その他小売 5%

145,172 滋賀県 栗東市 中国料理　龍鱗草津栗東店 サービス 飲食業 5%

145,173 滋賀県 栗東市 ティース工房 サービス その他サービス 5%

145,174 滋賀県 栗東市 テニスラウンジ栗東 サービス その他サービス 5%

145,175 滋賀県 栗東市 デンエイシャ 小売業 電化製品 5%

145,176 滋賀県 栗東市 道楽箱　栗東店 小売業 その他小売 5%

145,177 滋賀県 栗東市 ｔｏｍａｒｉｇｉ サービス その他サービス 5%

145,178 滋賀県 栗東市 トヨタカローラ滋賀栗東店 小売業 その他小売 5%

145,179 滋賀県 栗東市 トヨタ部品滋賀共販受注相談センター 小売業 その他小売 5%

145,180 滋賀県 栗東市 ナジェール　熱帯魚と水草の専門店ナジェール 小売業 その他小売 5%

145,181 滋賀県 栗東市 ハードオフ ハードオフ草津栗東店 小売業 電化製品 2%

145,182 滋賀県 栗東市 ハシモト電器 小売業 電化製品 5%

145,183 滋賀県 栗東市 ハードオフ　滋賀栗東店 小売業 電化製品 2%

145,184 滋賀県 栗東市 Ｈａｒｍｏｎｉａ?ハルモニア? サービス その他サービス 5%

145,185 滋賀県 栗東市 ＰＣＳｈｏｐＶ－ＭＡＸ 小売業 電化製品 5%

145,186 滋賀県 栗東市 ビクトリーズピザパーラー　栗東店 サービス 飲食業 5%

145,187 滋賀県 栗東市 ＋ＣＡＳＡ 小売業 家具・調度品 5%

145,188 滋賀県 栗東市 ＋ＣＡＳＡ 小売業 家具・調度品 5%

145,189 滋賀県 栗東市 ふらんす料理　ラ・リベリュール サービス 飲食業 5%

145,190 滋賀県 栗東市 ブルーワークス サービス その他サービス 5%

145,191 滋賀県 栗東市 ｈａｉｒ’ｓ　ＢＥＡＵ　Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

145,192 滋賀県 栗東市 ＨＡＩＲ　ＳＯＩＮ サービス 理容・美容業 5%

145,193 滋賀県 栗東市 ベストハウスネクスト株式会社 サービス その他サービス 5%

145,194 滋賀県 栗東市 本田工務店 サービス その他サービス 5%
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145,195 滋賀県 栗東市 マクドナルド栗東アルプラザ店 サービス 飲食業 2%

145,196 滋賀県 栗東市 マクドナルド栗東店 サービス 飲食業 2%

145,197 滋賀県 栗東市 三木屋産業株式会社 小売業 電化製品 5%

145,198 滋賀県 栗東市 三木屋産業株式会社 小売業 その他小売 5%

145,199 滋賀県 栗東市 ミスターストーン サービス その他サービス 5%

145,200 滋賀県 栗東市 ミノル 小売業 貴金属・服飾品 5%

145,201 滋賀県 栗東市 ミンツストア精機品工場売店 小売業 食料品 5%

145,202 滋賀県 栗東市 ミンツストア第二工場売店 小売業 食料品 5%

145,203 滋賀県 栗東市 ミント薬局　栗東店 小売業 その他小売 5%

145,204 滋賀県 栗東市 もつ鍋どばい サービス 飲食業 5%

145,205 滋賀県 栗東市 （株）薬舗たんぽぽ 小売業 その他小売 5%

145,206 滋賀県 栗東市 ヨガスタジオぼっこ サービス その他サービス 5%

145,207 滋賀県 栗東市 ＬＥＡＮ　ＢＯＤＹ　ＳＴＯＲＥ サービス その他サービス 5%

145,208 滋賀県 栗東市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　クサネン サービス その他サービス 5%

145,209 滋賀県 栗東市 セブン－イレブン栗東インター店 小売業 食料品 2%

145,210 滋賀県 栗東市 栗東工業団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,211 滋賀県 栗東市 セブン－イレブン栗東工業団地前店 小売業 食料品 2%

145,212 滋賀県 栗東市 セブン－イレブン栗東金勝店 小売業 食料品 2%

145,213 滋賀県 栗東市 セブン－イレブン栗東出庭店 小売業 食料品 2%

145,214 滋賀県 栗東市 セブン－イレブン栗東林西店 小売業 食料品 2%

145,215 滋賀県 栗東市 セブン－イレブン栗東宅屋店 小売業 食料品 2%

145,216 滋賀県 栗東市 リットー電化 小売業 電化製品 5%

145,217 滋賀県 栗東市 ｒｉｔｍｏ　栗東店 小売業 家具・調度品 5%

145,218 滋賀県 栗東市 リビンズ京都　栗東店 小売業 家具・調度品 5%

145,219 滋賀県 栗東市 Ｌｉｎｎｅ　【リンネ】 サービス 理容・美容業 5%

145,220 滋賀県 栗東市 ＬＡＩＤ－ＢＡＣＫ 小売業 衣料品 5%

145,221 滋賀県 竜王町 ＥｎｅＪｅｔ竜王ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,222 滋賀県 竜王町 近江牛岡喜本店レストラン サービス 飲食業 5%

145,223 滋賀県 竜王町 ジェイ・ワークス サービス その他サービス 5%

145,224 滋賀県 竜王町 セブン－イレブン滋賀竜王町綾戸店 小売業 食料品 2%

145,225 滋賀県 竜王町 スーパーセルフ竜王ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,226 滋賀県 竜王町 苗村屋精肉店 小売業 食料品 5%

145,227 滋賀県 竜王町 ネコタ電化サービス 小売業 電化製品 5%

145,228 滋賀県 竜王町 橋井石油（株）竜王中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,229 滋賀県 竜王町 ヘアーステーションムラタ サービス 理容・美容業 5%

145,230 滋賀県 竜王町 有限会社松村百貨 小売業 電化製品 5%

145,231 滋賀県 竜王町 セブン－イレブン竜王インター店 小売業 食料品 2%

145,232 滋賀県 竜王町 竜王町綾戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,233 京都府 綾部市 アールイン綾部 サービス 宿泊業 5%

145,234 京都府 綾部市 綾部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,235 京都府 綾部市 綾部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,236 京都府 綾部市 綾部インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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145,237 京都府 綾部市 綾部インターセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,238 京都府 綾部市 綾部ショッピングプラザ協同組合 小売業 その他小売 5%

145,239 京都府 綾部市 綾部市立病院売店 小売業 その他小売 5%

145,240 京都府 綾部市 綾部中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,241 京都府 綾部市 井田時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

145,242 京都府 綾部市 インテルナモリイ　綾部店 小売業 家具・調度品 5%

145,243 京都府 綾部市 うどん屋得兵衛 サービス 飲食業 5%

145,244 京都府 綾部市 梅迫カーセンター株式会社 小売業 その他小売 5%

145,245 京都府 綾部市 おおつきサイクル 小売業 その他小売 5%

145,246 京都府 綾部市 オートセレクト・タナカ 小売業 その他小売 5%

145,247 京都府 綾部市 オートライブ 小売業 その他小売 5%

145,248 京都府 綾部市 株式会社鎌田電器 小売業 電化製品 5%

145,249 京都府 綾部市 上林（上林石油） 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,250 京都府 綾部市 喫茶シュシュ サービス 飲食業 5%

145,251 京都府 綾部市 ギフト館藤善　綾部店 小売業 貴金属・服飾品 5%

145,252 京都府 綾部市 久木パーツ　綾部店 小売業 その他小売 5%

145,253 京都府 綾部市 合同会社ＴＣＲＳ サービス その他サービス 5%

145,254 京都府 綾部市 ＫＯＫＵ 小売業 食料品 5%

145,255 京都府 綾部市 ゴダイドラッグ綾部店 小売業 その他小売 5%

145,256 京都府 綾部市 古和田電機商会 小売業 電化製品 5%

145,257 京都府 綾部市 ＪＡ綾部西部営農経済センター 小売業 その他小売 5%

145,258 京都府 綾部市 ＪＡ綾部中部営農経済センター 小売業 その他小売 5%

145,259 京都府 綾部市 ＪＡ綾部東部営農経済センター 小売業 その他小売 5%

145,260 京都府 綾部市 ＪＡ何北支店 小売業 その他小売 5%

145,261 京都府 綾部市 ＪＡ上林支店 小売業 その他小売 5%

145,262 京都府 綾部市 ＪＡ豊里支店 小売業 その他小売 5%

145,263 京都府 綾部市 ＪＡ八田支店 小売業 その他小売 5%

145,264 京都府 綾部市 塩尻電器店 小売業 電化製品 5%

145,265 京都府 綾部市 志賀ラジオ店 小売業 電化製品 5%

145,266 京都府 綾部市 ＪＡＳＭＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

145,267 京都府 綾部市 シャン・ドゥ・フルール サービス 飲食業 5%

145,268 京都府 綾部市 シューズベル 小売業 その他小売 5%

145,269 京都府 綾部市 シューズベル　アスパ店 小売業 衣料品 5%

145,270 京都府 綾部市 仁丹堂薬局 小売業 その他小売 5%

145,271 京都府 綾部市 蒼鳩庵 サービス その他サービス 5%

145,272 京都府 綾部市 ＣＨＩＬＤＦＯＯＴ　ｍｉｘｉｓｍ 小売業 衣料品 5%

145,273 京都府 綾部市 ツヴァイ 小売業 衣料品 5%

145,274 京都府 綾部市 ツバメ瓦斯株式会社 小売業 その他小売 5%

145,275 京都府 綾部市 なお道ＢＴ綾部アスパ 小売業 食料品 5%

145,276 京都府 綾部市 ヒグチ電気 小売業 電化製品 5%

145,277 京都府 綾部市 ｆａｎｔａｇｒａｐｈｉｃａ サービス その他サービス 5%

145,278 京都府 綾部市 福井石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%
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145,279 京都府 綾部市 福井石油株式会社　渕垣給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,280 京都府 綾部市 フクイデンキ 小売業 電化製品 5%

145,281 京都府 綾部市 福井電気商会 小売業 電化製品 5%

145,282 京都府 綾部市 ホテルアルファ綾部 サービス 宿泊業 5%

145,283 京都府 綾部市 ホンダ自販京都株式会社 小売業 その他小売 5%

145,284 京都府 綾部市 マエダ無線電機 小売業 電化製品 5%

145,285 京都府 綾部市 マクドナルド２７号綾部店 サービス 飲食業 2%

145,286 京都府 綾部市 南ヶ丘動物病院 サービス その他サービス 5%

145,287 京都府 綾部市 メガネのマキノ綾部店 小売業 その他小売 5%

145,288 京都府 綾部市 物部セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,289 京都府 綾部市 有限会社佐々木酒店 小売業 食料品 5%

145,290 京都府 綾部市 有限会社フジムラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

145,291 京都府 綾部市 ゆう月 サービス 飲食業 5%

145,292 京都府 綾部市 吉崎自動車 小売業 その他小売 5%

145,293 京都府 井手町 あたらしや家具 小売業 家具・調度品 5%

145,294 京都府 井手町 株式会社八百忠 サービス 飲食業 5%

145,295 京都府 井手町 京料理　魚又 サービス 飲食業 5%

145,296 京都府 井手町 ＪＡ京都やましろ　井手町支店 小売業 その他小売 5%

145,297 京都府 井手町 大正池グリーンパーク サービス 宿泊業 5%

145,298 京都府 井手町 ドッグラン　カフェ　あいべい　ドッグラン　カフェ　あいべい サービス 飲食業 5%

145,299 京都府 井手町 ハートポート玉水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,300 京都府 井手町 ペギーグラフィックス サービス その他サービス 5%

145,301 京都府 伊根町 油屋別館　和亭 サービス 宿泊業 5%

145,302 京都府 伊根町 奥伊根温泉　油屋本館 サービス 宿泊業 5%

145,303 京都府 伊根町 ピエーノ　　伊根店 サービス 飲食業 5%

145,304 京都府 伊根町 舟屋の宿蔵 サービス その他サービス 5%

145,305 京都府 伊根町 本庄 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,306 京都府 伊根町 本庄ＳＳ　三野商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,307 京都府 伊根町 民宿　しばた荘 サービス 宿泊業 5%

145,308 京都府 伊根町 食事処・呑み処なぎさ サービス 飲食業 5%

145,309 京都府 宇治市 鮎宗 サービス 宿泊業 5%

145,310 京都府 宇治市 鮎宗 サービス 宿泊業 5%

145,311 京都府 宇治市 アイテム サービス その他サービス 5%

145,312 京都府 宇治市 アイテム株式会社 サービス その他サービス 5%

145,313 京都府 宇治市 赤帽大場運送店 サービス 運輸業 5%

145,314 京都府 宇治市 アシダデンキ 小売業 電化製品 5%

145,315 京都府 宇治市 アシダデンキ 小売業 電化製品 5%

145,316 京都府 宇治市 アミーゴ 六地蔵店 サービス その他サービス 5%

145,317 京都府 宇治市 ＡＮＳＵＲ． サービス 理容・美容業 5%

145,318 京都府 宇治市 ａｎｔｅｎｎａ 小売業 衣料品 5%

145,319 京都府 宇治市 居酒屋　Ｄｉｎｉｎｇ　ＤＩＣＥ　居酒屋ＤｉｎｉｎｇＤＩＣＥ サービス 飲食業 5%

145,320 京都府 宇治市 泉園銘茶本舗 小売業 食料品 5%
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145,321 京都府 宇治市 ＩＤＥＡ　ＥＬＥＣＵＶＥ サービス 理容・美容業 5%

145,322 京都府 宇治市 出光向島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,323 京都府 宇治市 伊藤久右衛門 小売業 食料品 5%

145,324 京都府 宇治市 伊藤久右衛門ＪＲ宇治駅前店 小売業 食料品 5%

145,325 京都府 宇治市 伊藤久右衛門　平等院店 小売業 食料品 5%

145,326 京都府 宇治市 伊藤久右衛門　本店・茶房 小売業 食料品 5%

145,327 京都府 宇治市 いろり紅家 サービス 飲食業 5%

145,328 京都府 宇治市 ＷＩＴＴＥ　ＤＥ　ＷＩＴＨ サービス 飲食業 5%

145,329 京都府 宇治市 ウェルカム宇治ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,330 京都府 宇治市 セブン－イレブン宇治伊勢田中山店 小売業 食料品 2%

145,331 京都府 宇治市 セブン－イレブン宇治黄檗公園店 小売業 食料品 2%

145,332 京都府 宇治市 セブン－イレブン宇治大久保旦椋店 小売業 食料品 2%

145,333 京都府 宇治市 セブン－イレブン宇治大久保大竹店 小売業 食料品 2%

145,334 京都府 宇治市 セブン－イレブン宇治小倉天王店 小売業 食料品 2%

145,335 京都府 宇治市 セブン－イレブン宇治近鉄小倉駅西店 小売業 食料品 2%

145,336 京都府 宇治市 セブン－イレブン宇治京阪木幡駅前店 小売業 食料品 2%

145,337 京都府 宇治市 セブン－イレブン宇治五ヶ庄店 小売業 食料品 2%

145,338 京都府 宇治市 セブン－イレブン宇治木幡店 小売業 食料品 2%

145,339 京都府 宇治市 宇治新町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,340 京都府 宇治市 宇治中央どうぶつクリニック サービス その他サービス 5%

145,341 京都府 宇治市 セブン－イレブン宇治友ヶ丘店 小売業 食料品 2%

145,342 京都府 宇治市 セブン－イレブン宇治開町店 小売業 食料品 2%

145,343 京都府 宇治市 セブン－イレブン宇治広野町店 小売業 食料品 2%

145,344 京都府 宇治市 セブン－イレブン宇治槇島町大幡店 小売業 食料品 2%

145,345 京都府 宇治市 セブン－イレブン宇治三室戸店 小売業 食料品 2%

145,346 京都府 宇治市 宇治森半店 サービス その他サービス 5%

145,347 京都府 宇治市 宇治ゆづき運送 サービス 運輸業 5%

145,348 京都府 宇治市 エアル・ＫＹＯＴＯ サービス その他サービス 5%

145,349 京都府 宇治市 エコライフフジワラ　黄檗店 小売業 電化製品 5%

145,350 京都府 宇治市 ＪＭ／ＭＣ　ＲＩＤＥ 小売業 その他小売 5%

145,351 京都府 宇治市 ｅｎｓｔｏｌ 小売業 家具・調度品 5%

145,352 京都府 宇治市 おうばく食堂 サービス 飲食業 5%

145,353 京都府 宇治市 お好み焼はここやねん　宇治三室戸 サービス 飲食業 5%

145,354 京都府 宇治市 お好み焼はここやねん宇治三室戸店 サービス 飲食業 5%

145,355 京都府 宇治市 お宝家　宇治店 サービス その他サービス 5%

145,356 京都府 宇治市 お茶の北岡園 大久保 小売業 食料品 5%

145,357 京都府 宇治市 ＯＸ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　宇治東 サービス 理容・美容業 5%

145,358 京都府 宇治市 ＯＸ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　小倉 サービス 理容・美容業 5%

145,359 京都府 宇治市 オッペン化粧品木幡営業所 ラビアン サービス 理容・美容業 5%

145,360 京都府 宇治市 オッペン化粧品 ＨＡＲＵポイント サービス 理容・美容業 5%

145,361 京都府 宇治市 オッペン化粧品 Ｍｙポイント エステサロンＭ ＳＤ エステサロンＭ ＳＤ サービス 理容・美容業 5%

145,362 京都府 宇治市 音羽茶屋　宇治店 サービス 飲食業 5%
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145,363 京都府 宇治市 オノ　時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

145,364 京都府 宇治市 おやじ場Ｋ ｓ カラオケ サービス 飲食業 5%

145,365 京都府 宇治市 おやじ場Ｋ，ｓ サービス 飲食業 5%

145,366 京都府 宇治市 御料理処かわます サービス 飲食業 5%

145,367 京都府 宇治市 エムアンドエムクラフトマンシップ 小売業 その他小売 5%

145,368 京都府 宇治市 菓子工房　ＫＡＭＡＮＡＲＩＹＡ１ 小売業 食料品 5%

145,369 京都府 宇治市 ガッチャ　小倉店 サービス その他サービス 5%

145,370 京都府 宇治市 ＣＵＴ ＳＰＡＣＥ ＳＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

145,371 京都府 宇治市 株式会社エペア　ボルダリングロシェマキシマ サービス その他サービス 5%

145,372 京都府 宇治市 株式会社エムテック 小売業 その他小売 5%

145,373 京都府 宇治市 カラオケ　ガッチャ　小倉店 サービス その他サービス 5%

145,374 京都府 宇治市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋宇治伊勢田店 サービス 飲食業 2%

145,375 京都府 宇治市 カレーハウスＣｏｃｏ壱番屋宇治小倉店 サービス 飲食業 2%

145,376 京都府 宇治市 上林春松本店 小売業 食料品 5%

145,377 京都府 宇治市 上林春松本店小売部 小売業 食料品 5%

145,378 京都府 宇治市 キッズ　いわき 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

145,379 京都府 宇治市 牛角 宇治槙島店 サービス 飲食業 2%

145,380 京都府 宇治市 牛角宇治槙島店 サービス 飲食業 2%

145,381 京都府 宇治市 セブン－イレブン京都大学宇治おうばくプラザ店 小売業 食料品 2%

145,382 京都府 宇治市 京都建物工務店 サービス その他サービス 5%

145,383 京都府 宇治市 京都丸和ハウジング サービス その他サービス 5%

145,384 京都府 宇治市 京のお菜 小売業 食料品 5%

145,385 京都府 宇治市 業務スーパー×新鮮激安市場！伊勢田店 小売業 食料品 2%

145,386 京都府 宇治市 ＣＬＡＳＳＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 家具・調度品 5%

145,387 京都府 宇治市 クリーンショップおくむら　小倉店 サービス その他サービス 5%

145,388 京都府 宇治市 クリーンショップおくむら　三室戸店 サービス その他サービス 5%

145,389 京都府 宇治市 クリーンショップおくむら伊勢田マツヤ店 サービス その他サービス 5%

145,390 京都府 宇治市 クリーンショップおくむら下居フレンド サービス その他サービス 5%

145,391 京都府 宇治市 クリーンショップおくむらろくじぞう サービス その他サービス 5%

145,392 京都府 宇治市 Ｃａｒｅ Ｍｏｂｉｌｅ 宇治店 サービス その他サービス 5%

145,393 京都府 宇治市 ＫＣテクニカ サービス その他サービス 5%

145,394 京都府 宇治市 ｋａｆｅｒ ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

145,395 京都府 宇治市 源氏の湯 サービス その他サービス 5%

145,396 京都府 宇治市 ケントボーイズ宇治店 小売業 食料品 5%

145,397 京都府 宇治市 ＫＯＡＬＡ　ＰＡＲＫ サービス 飲食業 5%

145,398 京都府 宇治市 子犬の優 サービス その他サービス 5%

145,399 京都府 宇治市 コスモネット大久保 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,400 京都府 宇治市 コスモロマン三室戸 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,401 京都府 宇治市 サイクルどりーむ 小倉店 小売業 その他小売 5%

145,402 京都府 宇治市 ＳａｌｏｎｄｅＥｓｔｈｅｔｉｑｕｅＣＡＲＥＮ サービス 理容・美容業 5%

145,403 京都府 宇治市 薩摩焼肉　黒桜 サービス 飲食業 5%

145,404 京都府 宇治市 薩摩焼肉　黒桜 サービス 飲食業 5%
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145,405 京都府 宇治市 ＳＡＭＵＲＡＩ 小売業 その他小売 5%

145,406 京都府 宇治市 ｓｉｎｇｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

145,407 京都府 宇治市 ３びきのこぶた　３びきのこぶた サービス 飲食業 5%

145,408 京都府 宇治市 ＪＭ／さんもと 小売業 衣料品 5%

145,409 京都府 宇治市 セブン－イレブンＪＲ宇治駅前店 小売業 食料品 2%

145,410 京都府 宇治市 ＪＡ京都やましろ　中宇治支店 小売業 その他小売 5%

145,411 京都府 宇治市 ジェームス槇島店 小売業 その他小売 2%

145,412 京都府 宇治市 潮見住器 小売業 その他小売 5%

145,413 京都府 宇治市 繁の サービス 飲食業 5%

145,414 京都府 宇治市 シマコーポレーション宇治店 小売業 その他小売 5%

145,415 京都府 宇治市 ＪＡＣテニスパーク炭山 サービス その他サービス 5%

145,416 京都府 宇治市 しゅばく サービス 飲食業 5%

145,417 京都府 宇治市 旬彩ダイニング　藤 サービス 飲食業 5%

145,418 京都府 宇治市 食養館　宇治大久保店 小売業 食料品 5%

145,419 京都府 宇治市 ＳＨＯＣＫ宇治店 小売業 衣料品 5%

145,420 京都府 宇治市 シンエネ伊勢田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,421 京都府 宇治市 シンコーでんき 小売業 電化製品 5%

145,422 京都府 宇治市 新日本補聴器センター宇治店 小売業 その他小売 5%

145,423 京都府 宇治市 スーパーラスカ 小売業 食料品 5%

145,424 京都府 宇治市 スマイリング　にし　木幡店 小売業 電化製品 5%

145,425 京都府 宇治市 スリ－エムウジオグラテン 小売業 衣料品 5%

145,426 京都府 宇治市 スリーエム　キャルストーリー大久保 小売業 衣料品 5%

145,427 京都府 宇治市 生活雑貨ｒｉｔｍｏ　宇治東店 小売業 家具・調度品 5%

145,428 京都府 宇治市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　宇治戸ノ内 サービス その他サービス 5%

145,429 京都府 宇治市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　マツモト宇治西 サービス その他サービス 5%

145,430 京都府 宇治市 せせらぎ整体 サービス その他サービス 5%

145,431 京都府 宇治市 ソフトバンク 宇治槇島 小売業 その他小売 5%

145,432 京都府 宇治市 ソフトバンク　ＪＲ宇治 小売業 その他小売 5%

145,433 京都府 宇治市 ＴａｋａＰｈｏｔｏＷｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

145,434 京都府 宇治市 Ｄａｈｌｉａ サービス 理容・美容業 5%

145,435 京都府 宇治市 茶願寿邸 サービス 宿泊業 5%

145,436 京都府 宇治市 ＣＨＡＮＴＩＫ　?チャンティ? サービス その他サービス 5%

145,437 京都府 宇治市 ツア・クローネ 小売業 食料品 5%

145,438 京都府 宇治市 通圓 小売業 食料品 5%

145,439 京都府 宇治市 ＤｉｏｓＢｅｎｇａｌ 小売業 その他小売 5%

145,440 京都府 宇治市 Ｔｉｋａｌ サービス 理容・美容業 5%

145,441 京都府 宇治市 手作りカレーの店 朱 レッド サービス 飲食業 5%

145,442 京都府 宇治市 天然発酵米糠酵素浴　みらく庵 サービス その他サービス 5%

145,443 京都府 宇治市 トヨタレンタリース京都宇治店 サービス その他サービス 2%

145,444 京都府 宇治市 とわ動物病院 サービス その他サービス 5%

145,445 京都府 宇治市 中路ベーカリー サービス 飲食業 5%

145,446 京都府 宇治市 中村藤吉本店　宇治本店 小売業 食料品 5%
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145,447 京都府 宇治市 中村藤吉本店　平等院店 小売業 食料品 5%

145,448 京都府 宇治市 中村自動車 小売業 その他小売 5%

145,449 京都府 宇治市 中村藤吉本店　管理部 小売業 食料品 5%

145,450 京都府 宇治市 ＮＡＩＬＥＮＶＹ サービス その他サービス 5%

145,451 京都府 宇治市 野村佃煮　錦店 小売業 食料品 5%

145,452 京都府 宇治市 ＢＩＫＥＳＨＯＰＴＡＫＥＤＡ 小売業 その他小売 5%

145,453 京都府 宇治市 ｂａｏ　ｂａｏ　宇治店 サービス 理容・美容業 5%

145,454 京都府 宇治市 ｂａｏ　ｂａｏ　六地蔵店 サービス 理容・美容業 5%

145,455 京都府 宇治市 長谷川宏文 サービス その他サービス 5%

145,456 京都府 宇治市 ハッピーアゲイン サービス 飲食業 5%

145,457 京都府 宇治市 花十色宇治店 小売業 衣料品 5%

145,458 京都府 宇治市 花やしき浮舟園 サービス 宿泊業 5%

145,459 京都府 宇治市 ＨＯＮＥＹ　ＢＵＮＣＨ サービス 理容・美容業 5%

145,460 京都府 宇治市 ｂａｍｂｏｏ サービス 理容・美容業 5%

145,461 京都府 宇治市 ｂａｍｂｏｏＲ サービス 理容・美容業 5%

145,462 京都府 宇治市 ピーナ大久保 サービス 理容・美容業 5%

145,463 京都府 宇治市 ピザ・リトルパーティー　槙島店 小売業 食料品 5%

145,464 京都府 宇治市 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｊａｍ サービス 飲食業 5%

145,465 京都府 宇治市 ＢｅａｕｔｙＳｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

145,466 京都府 宇治市 ビューティサロン　ミネ　大久保店 サービス 理容・美容業 5%

145,467 京都府 宇治市 平山日用品店 小売業 家具・調度品 5%

145,468 京都府 宇治市 平山日用品店　平山日用品店 小売業 家具・調度品 5%

145,469 京都府 宇治市 ファニチャーエキサイト　ファニチャーエキサイト　宇治店 小売業 家具・調度品 5%

145,470 京都府 宇治市 ファニチャーエキサイト　宇治店 小売業 家具・調度品 5%

145,471 京都府 宇治市 フカイデンキ宇治店 小売業 電化製品 5%

145,472 京都府 宇治市 ＦＵＪＩＩＢＡＲＢＥＲＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

145,473 京都府 宇治市 ＦＵＪＩＩ　ＢＡＲＢＥＲ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

145,474 京都府 宇治市 ＢＯＯＫＯＦＦ 大久保店 小売業 その他小売 2%

145,475 京都府 宇治市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　宇治小倉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

145,476 京都府 宇治市 プラスワン 小売業 電化製品 5%

145,477 京都府 宇治市 プラナ 小売業 家具・調度品 5%

145,478 京都府 宇治市 古川電器株式会社 小売業 電化製品 5%

145,479 京都府 宇治市 ＰＬＵＳ　六地蔵店 サービス 理容・美容業 5%

145,480 京都府 宇治市 ｐｒｅｇｏ サービス 理容・美容業 5%

145,481 京都府 宇治市 ｐｒｅｇｏｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

145,482 京都府 宇治市 株式会社　プロショップ近藤 小売業 その他小売 5%

145,483 京都府 宇治市 ＦＡＩＴＨ サービス 理容・美容業 5%

145,484 京都府 宇治市 Ｚｅｒｏ サービス 理容・美容業 5%

145,485 京都府 宇治市 ｈａｉｒｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎＶＯＧＵＥ サービス 理容・美容業 5%

145,486 京都府 宇治市 ヘアサロンＲＩＣＯＬＯ サービス 理容・美容業 5%

145,487 京都府 宇治市 ヘア．メイク．エアー サービス 理容・美容業 5%

145,488 京都府 宇治市 ベイブ　ヘア　メイク　サロン サービス 理容・美容業 5%
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145,489 京都府 宇治市 ペーハーセブン　ヤマダ サービス 理容・美容業 5%

145,490 京都府 宇治市 Ｍｔ．ＳＵＭＩ 小売業 その他小売 5%

145,491 京都府 宇治市 マキノデンキ 小売業 電化製品 5%

145,492 京都府 宇治市 マクドナルド宇治木幡店 サービス 飲食業 2%

145,493 京都府 宇治市 マクドナルド宇治東アルプラザ店 サービス 飲食業 2%

145,494 京都府 宇治市 松永タクシー サービス 運輸業 5%

145,495 京都府 宇治市 祭気分 サービス 飲食業 5%

145,496 京都府 宇治市 丸五薬品 サービス その他サービス 5%

145,497 京都府 宇治市 ミュージアムショップ　花散里 小売業 貴金属・服飾品 5%

145,498 京都府 宇治市 ＭＯＯ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

145,499 京都府 宇治市 Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

145,500 京都府 宇治市 メナードフェイシャルサロン槇島 サービス 理容・美容業 5%

145,501 京都府 宇治市 メンズ脱毛サロンＣＡＲＯＮ サービス 理容・美容業 5%

145,502 京都府 宇治市 ＭＯＴＹＬＰＥＴ 小売業 衣料品 5%

145,503 京都府 宇治市 森岡畳店 サービス その他サービス 5%

145,504 京都府 宇治市 焼肉モリタ屋 サービス 飲食業 5%

145,505 京都府 宇治市 山田動物病院 サービス その他サービス 5%

145,506 京都府 宇治市 山中タクシー サービス 運輸業 5%

145,507 京都府 宇治市 有限会社 小倉中村電機 小売業 電化製品 5%

145,508 京都府 宇治市 有限会社青土 サービス その他サービス 5%

145,509 京都府 宇治市 有限会社肉のモリタ屋 小売業 食料品 5%

145,510 京都府 宇治市 ＹＯＵ　ＳＨＯＰ　ミソノ 小売業 その他小売 5%

145,511 京都府 宇治市 株式会社丸利吉田銘茶園 小売業 食料品 5%

145,512 京都府 宇治市 ライフクリーナー　平和堂宇治東 サービス その他サービス 5%

145,513 京都府 宇治市 ライフクリーナー　宇治東店 サービス その他サービス 5%

145,514 京都府 宇治市 ラセーラ　ベルファ宇治 サービス その他サービス 5%

145,515 京都府 宇治市 リラックスフレッシュ伊勢田店 サービス 理容・美容業 5%

145,516 京都府 宇治市 ルシードスタイル　エクラ サービス 理容・美容業 5%

145,517 京都府 宇治市 ルネッタＭＥ 小売業 その他小売 5%

145,518 京都府 宇治市 ｒｅｉｌ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

145,519 京都府 宇治市 ワールドタクシー　Ｗ０１ サービス 運輸業 5%

145,520 京都府 宇治市 ＹＳＰ宇治 小売業 その他小売 5%

145,521 京都府 宇治市 若山時計店 小売業 その他小売 5%

145,522 京都府 宇治市 和食屋　げん月 サービス 飲食業 5%

145,523 京都府 宇治市 和風ダイニング　ちょうじ サービス 飲食業 5%

145,524 京都府 宇治市 和夢兎 小売業 家具・調度品 5%

145,525 京都府 宇治田原町 出光宇治田原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,526 京都府 宇治田原町 セブン－イレブン宇治田原郷之口店 小売業 食料品 2%

145,527 京都府 宇治田原町 ＪＡ京都やましろ　宇治田原町支店 小売業 その他小売 5%

145,528 京都府 宇治田原町 馬場義電気 小売業 電化製品 5%

145,529 京都府 大山崎町 味彩 サービス 飲食業 5%

145,530 京都府 大山崎町 ＡｒａｍａＲｏｏｔｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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145,531 京都府 大山崎町 居酒屋楽 サービス 飲食業 5%

145,532 京都府 大山崎町 ｉｂｕｋｉ サービス その他サービス 5%

145,533 京都府 大山崎町 ｉｂｕｋｉ サービス その他サービス 5%

145,534 京都府 大山崎町 大山崎ＣＯＦＦＥＥＲＯＡＳＴＥＲＳ 小売業 その他小売 5%

145,535 京都府 大山崎町 ガレージテン サービス その他サービス 5%

145,536 京都府 大山崎町 ｃｈａｒａｍｉｏ 小売業 その他小売 5%

145,537 京都府 大山崎町 ＧＲＡＮｈａｉｒｓｐｏｔ サービス 理容・美容業 5%

145,538 京都府 大山崎町 このは陶房 サービス その他サービス 5%

145,539 京都府 大山崎町 手織りつづれ工房「河野」 小売業 衣料品 5%

145,540 京都府 大山崎町 セブン－イレブン阪急大山崎駅前店 小売業 食料品 2%

145,541 京都府 大山崎町 Ｐｕｏｌｕｋｋａｍｉｌｌ サービス その他サービス 5%

145,542 京都府 大山崎町 Ｐｕｏｌｕｋｋａ　Ｍｉｌｌ 小売業 その他小売 5%

145,543 京都府 大山崎町 ＦｒｉｅｎｄｌｙＢａｌｌｏｏｎＳｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

145,544 京都府 大山崎町 ＹＡＳＵＤＡＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

145,545 京都府 笠置町 出光笠置ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,546 京都府 笠置町 笠置ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,547 京都府 笠置町 ＳＴＡＴＩＯＮ　ＳＴＡＴＩＯＮ?? サービス その他サービス 5%

145,548 京都府 笠置町 松本亭 サービス 宿泊業 5%

145,549 京都府 亀岡市 浅田電気商会 浅田電気商会 小売業 電化製品 5%

145,550 京都府 亀岡市 あすか美容室 サービス 理容・美容業 5%

145,551 京都府 亀岡市 アトリエ花凜 小売業 衣料品 5%

145,552 京都府 亀岡市 アペリエプラス サービス 理容・美容業 5%

145,553 京都府 亀岡市 アムール サービス 飲食業 5%

145,554 京都府 亀岡市 アルバゴルフショップ 小売業 その他小売 5%

145,555 京都府 亀岡市 ｅｎｃｈａｎｔｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

145,556 京都府 亀岡市 上野タクシー サービス 運輸業 5%

145,557 京都府 亀岡市 魚 留 河原町店 サービス 飲食業 5%

145,558 京都府 亀岡市 ｕｒｕｊｙｕ サービス その他サービス 5%

145,559 京都府 亀岡市 ａｐｅｘ　ｆｉｅｌｄ サービス その他サービス 5%

145,560 京都府 亀岡市 ＥｎｅＪｅｔ亀岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,561 京都府 亀岡市 大垣書店 亀岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

145,562 京都府 亀岡市 オクノ電化 小売業 電化製品 5%

145,563 京都府 亀岡市 お好み焼はここやねん亀岡店 サービス 飲食業 5%

145,564 京都府 亀岡市 カイロ＆美容カイロ和－ＮＩＫＯ－ サービス 理容・美容業 5%

145,565 京都府 亀岡市 金田輪業　ＣｙｃｌｅＳｐｏｒｔｓ　ＫＡＮＥＤＡ 小売業 その他小売 5%

145,566 京都府 亀岡市 ｃａｆｅ　ｎｏｕｋａ サービス 飲食業 5%

145,567 京都府 亀岡市 ｃａｆｅ　ｄｅ　ＭＯＴＨＥＲＳ サービス 飲食業 5%

145,568 京都府 亀岡市 株式会社 ちよかわモーターサービス サービス その他サービス 5%

145,569 京都府 亀岡市 株式会社イング サービス その他サービス 5%

145,570 京都府 亀岡市 株式会社クローバー　クローバーモーターサイクル亀岡店 小売業 その他小売 5%

145,571 京都府 亀岡市 株式会社サンコー 小売業 その他小売 5%

145,572 京都府 亀岡市 株式会社原田 小売業 その他小売 5%
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145,573 京都府 亀岡市 セブン－イレブン亀岡余部店 小売業 食料品 2%

145,574 京都府 亀岡市 セブン－イレブン亀岡運動公園前店 小売業 食料品 2%

145,575 京都府 亀岡市 セブン－イレブン亀岡駅前店 小売業 食料品 2%

145,576 京都府 亀岡市 亀岡ＳＳ　有限会社飯田石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,577 京都府 亀岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ亀岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,578 京都府 亀岡市 亀岡大井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,579 京都府 亀岡市 セブン－イレブン亀岡並河店 小売業 食料品 2%

145,580 京都府 亀岡市 セブン－イレブン亀岡西つつじヶ丘店 小売業 食料品 2%

145,581 京都府 亀岡市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋亀岡篠町店 サービス 飲食業 2%

145,582 京都府 亀岡市 京すだれ川崎 小売業 その他小売 5%

145,583 京都府 亀岡市 協同組合亀岡ショッピングセンター 小売業 その他小売 5%

145,584 京都府 亀岡市 京都かめおか整体院 サービス その他サービス 5%

145,585 京都府 亀岡市 京都茶華道具館 小売業 家具・調度品 5%

145,586 京都府 亀岡市 業務スーパー亀岡店 小売業 食料品 2%

145,587 京都府 亀岡市 業務スーパー篠店 小売業 食料品 2%

145,588 京都府 亀岡市 くちば化粧品店　くちば化粧品点 小売業 その他小売 5%

145,589 京都府 亀岡市 倉昇工務店 サービス その他サービス 5%

145,590 京都府 亀岡市 コーヒーショップ山馬珈琲匠店　京都　本店 サービス 飲食業 5%

145,591 京都府 亀岡市 ＣＯＣＯ＋α サービス 理容・美容業 5%

145,592 京都府 亀岡市 小林電気商会 小売業 電化製品 5%

145,593 京都府 亀岡市 呉服?きものドクター  有 かたやま 有限会社かたやま 小売業 衣料品 5%

145,594 京都府 亀岡市 小間蔵　亀岡駅前店 サービス 飲食業 5%

145,595 京都府 亀岡市 サイクルベースあさひ　亀岡店 小売業 その他小売 2%

145,596 京都府 亀岡市 Ｓｈｕ　ｈａ　ｒｉ サービス 理容・美容業 5%

145,597 京都府 亀岡市 松園荘　保津川亭 サービス 宿泊業 5%

145,598 京都府 亀岡市 翠泉　静謐な時　和オーベルジュ サービス 宿泊業 5%

145,599 京都府 亀岡市 スタジオ　アイ　亀岡店 サービス その他サービス 5%

145,600 京都府 亀岡市 Ｓｐｉｎ　ｈａｉｒ　亀岡店 サービス 理容・美容業 5%

145,601 京都府 亀岡市 スマイリングかめおか 小売業 電化製品 5%

145,602 京都府 亀岡市 ＳｍｉｌｅＭａｇｉＣ 小売業 衣料品 5%

145,603 京都府 亀岡市 すみや亀峰菴 サービス 宿泊業 5%

145,604 京都府 亀岡市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　馬堀 サービス その他サービス 5%

145,605 京都府 亀岡市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　フレスコ安町 サービス その他サービス 5%

145,606 京都府 亀岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ千代川インター　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,607 京都府 亀岡市 ＪＭ／大黒や　亀岡店 サービス 飲食業 5%

145,608 京都府 亀岡市 タカハシ写真社 小売業 電化製品 5%

145,609 京都府 亀岡市 たかや動物病院 サービス その他サービス 5%

145,610 京都府 亀岡市 ちいおりアライアンス亀岡 サービス 宿泊業 5%

145,611 京都府 亀岡市 トヨタレンタリース京都　亀岡店 サービス その他サービス 2%

145,612 京都府 亀岡市 内藤印刷株式会社 小売業 その他小売 5%

145,613 京都府 亀岡市 なでしこ美容室河原町店 サービス 理容・美容業 5%

145,614 京都府 亀岡市 南丹ガス株式会社 小売業 その他小売 5%
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145,615 京都府 亀岡市 西別院ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,616 京都府 亀岡市 ニュー亀岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,617 京都府 亀岡市 バーズパラグライダースクール サービス その他サービス 5%

145,618 京都府 亀岡市 ハ－トステーション亀岡ＩＣＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,619 京都府 亀岡市 ８７食堂 サービス 飲食業 5%

145,620 京都府 亀岡市 はち屋 小売業 その他小売 5%

145,621 京都府 亀岡市 ＰＡＭ サービス その他サービス 5%

145,622 京都府 亀岡市 Ｐａｌｅｔｔｅ　古世店 サービス その他サービス 5%

145,623 京都府 亀岡市 Ｐａｌｅｔｔｅ　並河店 サービス その他サービス 5%

145,624 京都府 亀岡市 Ｐａｌｅｔｔｅ　三宅店 サービス その他サービス 5%

145,625 京都府 亀岡市 Ｐａｌｅｔｔｅ　ユタカ店 サービス その他サービス 5%

145,626 京都府 亀岡市 ビジネスホテル　サンロイヤル サービス 宿泊業 5%

145,627 京都府 亀岡市 ビジネスホテル　サンロイヤル サービス 宿泊業 5%

145,628 京都府 亀岡市 Ｂｉｓｔｒｏ　仙人掌 サービス 飲食業 5%

145,629 京都府 亀岡市 ＢＯＯＫＯＦＦ　京都亀岡店 小売業 その他小売 2%

145,630 京都府 亀岡市 ＢＲＩＳＥｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

145,631 京都府 亀岡市 ヘアーデザイン　ハンズ サービス 理容・美容業 5%

145,632 京都府 亀岡市 ペテロロックサービス サービス その他サービス 5%

145,633 京都府 亀岡市 ホテル　亀岡 サービス 宿泊業 5%

145,634 京都府 亀岡市 炎生土窯 サービス その他サービス 5%

145,635 京都府 亀岡市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,636 京都府 亀岡市 マクドナルドイオン亀岡店 サービス 飲食業 2%

145,637 京都府 亀岡市 マクドナルド９号線亀岡店 サービス 飲食業 2%

145,638 京都府 亀岡市 マクドナルド９号線千代川店 サービス 飲食業 2%

145,639 京都府 亀岡市 ＭＯＴＨＥＲＳ サービス 飲食業 5%

145,640 京都府 亀岡市 松永弦楽器工房 小売業 家具・調度品 5%

145,641 京都府 亀岡市 松永弦楽器工房 小売業 衣料品 5%

145,642 京都府 亀岡市 丸亀瓦斯株式会社 小売業 その他小売 5%

145,643 京都府 亀岡市 三浦タクシー サービス 運輸業 5%

145,644 京都府 亀岡市 ［ＨＣ］ミゾツラ電器 小売業 電化製品 5%

145,645 京都府 亀岡市 メガネの松山　亀岡本店 小売業 その他小売 5%

145,646 京都府 亀岡市 Ｍａｉｓｏｎ　Ｂｌｅｕ サービス 飲食業 5%

145,647 京都府 亀岡市 焼肉特急　亀岡駅店 サービス 飲食業 5%

145,648 京都府 亀岡市 やすかわ動物クリニック サービス その他サービス 5%

145,649 京都府 亀岡市 ［ＨＣ］山口電機株式会社 小売業 電化製品 5%

145,650 京都府 亀岡市 有限会社 木曽精肉店 有限会社 キソセイニクテン 小売業 食料品 5%

145,651 京都府 亀岡市 有楽荘 サービス 宿泊業 5%

145,652 京都府 亀岡市 らいおん丸　亀岡店 サービス 飲食業 5%

145,653 京都府 亀岡市 ら　ぱ?つお サービス 飲食業 5%

145,654 京都府 亀岡市 ＬｕｍｏーＥｓｔ  Ｌｕｍｏ?Ｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

145,655 京都府 亀岡市 Ｌｅ－ｏｎ　亀岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

145,656 京都府 亀岡市 レストラン　ボギー倶楽部 サービス 飲食業 5%
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145,657 京都府 亀岡市 レストラン　しん愛 サービス 飲食業 5%

145,658 京都府 亀岡市 レストランバー　アムール サービス 飲食業 5%

145,659 京都府 亀岡市 ロイヤルグリーンゴルフクラブ ロイヤルグリーンゴルフクラブ サービス その他サービス 2%

145,660 京都府 亀岡市 和菓子処　匠大 小売業 食料品 5%

145,661 京都府 亀岡市 ワッツ亀岡イオン店 小売業 その他小売 5%

145,662 京都府 木津川市 ＩＴＣ木津川台テニスクラブ サービス その他サービス 5%

145,663 京都府 木津川市 アスマイルリフォ－ム サービス その他サービス 5%

145,664 京都府 木津川市 Ａｎｉ－ｅｌｅ サービス 理容・美容業 5%

145,665 京都府 木津川市 炙り牛カルビ・ステーキ重明尚苑高の原店 サービス 飲食業 5%

145,666 京都府 木津川市 石井製畳 サービス その他サービス 5%

145,667 京都府 木津川市 ｉｃｈｉ　ｓｔａｎｄａｒｄ サービス 飲食業 5%

145,668 京都府 木津川市 出光加茂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,669 京都府 木津川市 出光加茂ニュータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,670 京都府 木津川市 出光セルフ木津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,671 京都府 木津川市 出光西木津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,672 京都府 木津川市 いろは動物病院 サービス その他サービス 5%

145,673 京都府 木津川市 梅美台 小売業 食料品 5%

145,674 京都府 木津川市 ＵＭＥＭＩＤＡＩ ＣＯＦＦＥＥ   Ｒｏａｓｔｅｒ サービス 飲食業 5%

145,675 京都府 木津川市 英会話パスポート サービス その他サービス 5%

145,676 京都府 木津川市 エステティックサロンＭａｔｏｒｉｋａｒｉａ サービス 理容・美容業 5%

145,677 京都府 木津川市 お茶と旅する紅茶店百色水 サービス 飲食業 5%

145,678 京都府 木津川市 笠庄 サービス 飲食業 5%

145,679 京都府 木津川市 ｃａｆ?Ｒ＋Ｒワッフルファクトリー サービス 飲食業 5%

145,680 京都府 木津川市 株式会社浅田自動車工業 小売業 その他小売 5%

145,681 京都府 木津川市 株式会社エクセルヴェルデ 小売業 その他小売 5%

145,682 京都府 木津川市 株式会社ワーキングショップ三徳 小売業 衣料品 5%

145,683 京都府 木津川市 甘味のいえ　串竹 サービス 飲食業 5%

145,684 京都府 木津川市 木津 小売業 食料品 5%

145,685 京都府 木津川市 セブン－イレブン木津川梅美台２丁目店 小売業 食料品 2%

145,686 京都府 木津川市 株式会社リリーブ 小売業 その他小売 5%

145,687 京都府 木津川市 セブン－イレブン木津川原田店 小売業 食料品 2%

145,688 京都府 木津川市 セブン－イレブン木津州見台１丁目店 小売業 食料品 2%

145,689 京都府 木津川市 ｋｙｕｒａｓａ　　きゅらさー サービス 理容・美容業 5%

145,690 京都府 木津川市 京一屋ＪＲ木津駅前本店 小売業 衣料品 5%

145,691 京都府 木津川市 京都木津川名代笠庄　京都木津川　名代　笠庄 サービス 飲食業 5%

145,692 京都府 木津川市 京都トータルヘルスデザイン 小売業 その他小売 5%

145,693 京都府 木津川市 ＣＯＯＬ 小売業 その他小売 5%

145,694 京都府 木津川市 ケアーズドラッグ木津店 小売業 その他小売 5%

145,695 京都府 木津川市 サイクルライフショップ白星　サイクルライフショップ白星 小売業 その他小売 5%

145,696 京都府 木津川市 サイクルライフショップ　白星 小売業 その他小売 5%

145,697 京都府 木津川市 サロンドダンディ サービス 理容・美容業 5%

145,698 京都府 木津川市 ＪＡ京都やましろ　木津支店 小売業 その他小売 5%
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145,699 京都府 木津川市 ＪＡ京都やましろ　山城支店 小売業 その他小売 5%

145,700 京都府 木津川市 ＪＡ京都やましろ　南部営農経済センター 小売業 その他小売 5%

145,701 京都府 木津川市 車検のコバック　木津川店 サービス その他サービス 5%

145,702 京都府 木津川市 ショップ奥 小売業 衣料品 5%

145,703 京都府 木津川市 鈴木商事株式会社本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,704 京都府 木津川市 すずらん薬局 小売業 その他小売 5%

145,705 京都府 木津川市 ｓｔｉｌｌ サービス 理容・美容業 5%

145,706 京都府 木津川市 セレクトショップｆｅｍｍｅ 小売業 衣料品 5%

145,707 京都府 木津川市 タイムステーション ＮＥＯイオンモール高の原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

145,708 京都府 木津川市 旅猫食堂 サービス 飲食業 5%

145,709 京都府 木津川市 ちか森の小動物クリニック サービス その他サービス 5%

145,710 京都府 木津川市 寺村光夫商事 サービス その他サービス 5%

145,711 京都府 木津川市 トヨタレンタリース京都木津店 サービス その他サービス 2%

145,712 京都府 木津川市 都らいぶアビック 小売業 電化製品 5%

145,713 京都府 木津川市 都らいぶアビック梅美台店 小売業 電化製品 5%

145,714 京都府 木津川市 ドラッグストア木のうた加茂店 小売業 その他小売 5%

145,715 京都府 木津川市 どんぶり次郎とん吉高の原店 サービス 飲食業 5%

145,716 京都府 木津川市 中村屋　梅美台店 小売業 食料品 5%

145,717 京都府 木津川市 中村屋　木津店 小売業 食料品 5%

145,718 京都府 木津川市 ｎｉｃｏｌｅ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ ｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

145,719 京都府 木津川市 ＭｉｎａｍｏＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

145,720 京都府 木津川市 ひごペットフレンドリー　イオンモール高の 小売業 その他小売 5%

145,721 京都府 木津川市 Ｈａｉｒ＆ｆａｃｅｒｏｏｍＨｕｇ サービス 理容・美容業 5%

145,722 京都府 木津川市 有限会社ユニ サービス 理容・美容業 5%

145,723 京都府 木津川市 マクドナルドイオンモール高の原店 サービス 飲食業 2%

145,724 京都府 木津川市 マクドナルド木津アルプラザ店 サービス 飲食業 2%

145,725 京都府 木津川市 マクドナルド２４号木津店 サービス 飲食業 2%

145,726 京都府 木津川市 ＋Ｍａｒｓｈ　Ｍａｌｌｏｗ サービス 飲食業 5%

145,727 京都府 木津川市 ミュークライフスタイル 小売業 家具・調度品 5%

145,728 京都府 木津川市 メナード化粧品アンシャンテシュシュ サービス 理容・美容業 5%

145,729 京都府 木津川市 森岡商店 小売業 衣料品 5%

145,730 京都府 木津川市 モリタ電化木津川店 小売業 電化製品 5%

145,731 京都府 木津川市 Ｍｏｎ　Ｄｉａｄ　高の原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

145,732 京都府 木津川市 山城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,733 京都府 木津川市 セブン－イレブン山城上狛店 小売業 食料品 2%

145,734 京都府 木津川市 ライフクリーナー　木津川台 サービス その他サービス 5%

145,735 京都府 木津川市 ライフクリーナー　木津川台店 サービス その他サービス 5%

145,736 京都府 木津川市 ライフクリーナー相楽台店 サービス その他サービス 5%

145,737 京都府 木津川市 リサイクルブティックウーボ 小売業 衣料品 5%

145,738 京都府 木津川市 ｒｉｔｍｏ　木津店 小売業 家具・調度品 5%

145,739 京都府 京田辺市 ａｉｉｒｏ 小売業 衣料品 5%

145,740 京都府 京田辺市 ｅｙｅｃａｎｄｙ サービス 理容・美容業 5%
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145,741 京都府 京田辺市 ａｋａｌａ サービス 理容・美容業 5%

145,742 京都府 京田辺市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒａｉｓｅ松井山手 サービス 理容・美容業 5%

145,743 京都府 京田辺市 アミング松井山手店 小売業 その他小売 5%

145,744 京都府 京田辺市 いそかわ田辺店 小売業 食料品 5%

145,745 京都府 京田辺市 出光田辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,746 京都府 京田辺市 出光三山木SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,747 京都府 京田辺市 ＵＥＹＡＭＡ ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

145,748 京都府 京田辺市 オートクラフト サービス その他サービス 5%

145,749 京都府 京田辺市 田辺ガス株式会社 小売業 その他小売 5%

145,750 京都府 京田辺市 カルペリート サービス その他サービス 5%

145,751 京都府 京田辺市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋京田辺松井山手店 サービス 飲食業 2%

145,752 京都府 京田辺市 セブン－イレブン京田辺大住店 小売業 食料品 2%

145,753 京都府 京田辺市 セブン－イレブン京田辺河原店 小売業 食料品 2%

145,754 京都府 京田辺市 セブン－イレブン京田辺三山木店 小売業 食料品 2%

145,755 京都府 京田辺市 京都北野美人研究所 サービス 理容・美容業 5%

145,756 京都府 京田辺市 業務スーパー京田辺店 小売業 食料品 2%

145,757 京都府 京田辺市 ｃｕｏｒｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

145,758 京都府 京田辺市 ＣＬＡＳＳＩＣＯ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

145,759 京都府 京田辺市 ＣＬＡＳＳＩＣＯ　ｈａｉｒ　ｍｉｕ サービス 理容・美容業 5%

145,760 京都府 京田辺市 ＣＬＡＳＳＩＣＯ ｈａｉｒ 京田辺店 サービス 理容・美容業 5%

145,761 京都府 京田辺市 ＣＬＡＳＳＩＣＯ ｈａｉｒ ｍｉｕ サービス 理容・美容業 5%

145,762 京都府 京田辺市 クローバー薬局 小売業 その他小売 5%

145,763 京都府 京田辺市 クローバー薬局　東店 小売業 その他小売 5%

145,764 京都府 京田辺市 クロシェット 小売業 その他小売 5%

145,765 京都府 京田辺市 ケントボーイズ田辺店 小売業 食料品 5%

145,766 京都府 京田辺市 合資会社イーサポート サービス その他サービス 5%

145,767 京都府 京田辺市 雑貨ショップ　Ｔｉｎｙ　Ｔｉｍｙ 小売業 その他小売 5%

145,768 京都府 京田辺市 サムソン＆デリラ京田辺店 サービス 理容・美容業 5%

145,769 京都府 京田辺市 三和薬局 小売業 その他小売 5%

145,770 京都府 京田辺市 ＪＡ京都やましろ　京田辺支店 小売業 その他小売 5%

145,771 京都府 京田辺市 ＪＡ京都やましろ　北部営農経済センター 小売業 その他小売 5%

145,772 京都府 京田辺市 七輪焼肉　肉屋 サービス 飲食業 5%

145,773 京都府 京田辺市 ＳｃｈｏｎＬｏｏｐ サービス 理容・美容業 5%

145,774 京都府 京田辺市 スパ＆ホテル　水春　松井山手１ サービス 宿泊業 5%

145,775 京都府 京田辺市 スパ＆ホテル　水春松井山手２ サービス 宿泊業 5%

145,776 京都府 京田辺市 スパ＆ホテル水春松井山手 サービス その他サービス 5%

145,777 京都府 京田辺市 ＳＯＵＰ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

145,778 京都府 京田辺市 成美電気花住坂店 小売業 電化製品 5%

145,779 京都府 京田辺市 施術所ひびき庵 サービス 理容・美容業 5%

145,780 京都府 京田辺市 創作ダイニング旨味屋 サービス 飲食業 5%

145,781 京都府 京田辺市 ソフトバンク 京田辺 小売業 その他小売 5%

145,782 京都府 京田辺市 タイヤハウスＵＡＰ　京都本店 小売業 その他小売 5%
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145,783 京都府 京田辺市 ｔａｋａｍｉ サービス 飲食業 5%

145,784 京都府 京田辺市 田辺中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,785 京都府 京田辺市 ツボイ花住坂店 小売業 電化製品 5%

145,786 京都府 京田辺市 手打ちそば　藤与志 サービス 飲食業 5%

145,787 京都府 京田辺市 鉄板バル藤村商店 サービス 飲食業 5%

145,788 京都府 京田辺市 電化ハウスファミリー 小売業 電化製品 5%

145,789 京都府 京田辺市 ＴＯＮＥＢＯＤＹ サービス その他サービス 5%

145,790 京都府 京田辺市 トヨタレンタリース京都京田辺店 サービス その他サービス 2%

145,791 京都府 京田辺市 ＮａＮｏ?ｓ?ｓｐｏｔ サービス その他サービス 5%

145,792 京都府 京田辺市 ぬっとく京都店 小売業 家具・調度品 5%

145,793 京都府 京田辺市 焙煎工房珈琲＆紅茶館 小売業 食料品 5%

145,794 京都府 京田辺市 ＨａＦｕｄｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

145,795 京都府 京田辺市 Ｐａｎ　Ｃｏｕｐｅ　本店 小売業 食料品 5%

145,796 京都府 京田辺市 ビストロ・トレアドール サービス 飲食業 5%

145,797 京都府 京田辺市 ｆｕｊｉｔａｎｉｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

145,798 京都府 京田辺市 プロロジスパーク京田辺 小売業 食料品 5%

145,799 京都府 京田辺市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＲＥＡＮ　新田辺 サービス 理容・美容業 5%

145,800 京都府 京田辺市 Ｂａｂｙ’ｓｂｒｅａｔｈ サービス 理容・美容業 5%

145,801 京都府 京田辺市 ペタン 小売業 その他小売 5%

145,802 京都府 京田辺市 ボディケアサロンＣＯＲＤ－コード－ サービス 理容・美容業 5%

145,803 京都府 京田辺市 マクドナルド京田辺アルプラザ店 サービス 飲食業 2%

145,804 京都府 京田辺市 マクドナルド山城田辺店 サービス 飲食業 2%

145,805 京都府 京田辺市 松井山手動物病院 サービス その他サービス 5%

145,806 京都府 京田辺市 松利 小売業 その他小売 5%

145,807 京都府 京田辺市 メナードフェイシャルサロンブリエボヌール サービス 理容・美容業 5%

145,808 京都府 京田辺市 ｍａｎｅ サービス 飲食業 5%

145,809 京都府 京田辺市 ももたろう サービス 飲食業 5%

145,810 京都府 京田辺市 山城書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

145,811 京都府 京田辺市 よつ葉ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

145,812 京都府 京田辺市 ライフクリーナー　三山木店 サービス その他サービス 5%

145,813 京都府 京田辺市 ライフクリーナー　三山木店 サービス その他サービス 5%

145,814 京都府 京田辺市 来来亭　来来亭　京田辺店 サービス 飲食業 2%

145,815 京都府 京田辺市 ＬＵＬＷＡ サービス 理容・美容業 5%

145,816 京都府 京田辺市 リアン新田辺 サービス 理容・美容業 5%

145,817 京都府 京田辺市 理容　武田 サービス 理容・美容業 5%

145,818 京都府 京田辺市 Ｌｉｌａ サービス 理容・美容業 5%

145,819 京都府 京田辺市 リラクゼーションアロマサロン　ｎ サービス その他サービス 5%

145,820 京都府 京田辺市 ルート　バイ　エアー サービス 理容・美容業 5%

145,821 京都府 京田辺市 ルバン 小売業 電化製品 5%

145,822 京都府 京田辺市 Ｌｏｏｐ　Ｎｅｘｔ 小売業 その他小売 5%

145,823 京都府 京田辺市 ＹＳＰ南京都 小売業 その他小売 5%

145,824 京都府 京丹後市 あしぎぬ温泉 サービス その他サービス 5%
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145,825 京都府 京丹後市 アミティシルク サービス 飲食業 5%

145,826 京都府 京丹後市 網野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,827 京都府 京丹後市 網野タクシー　Ａｍｉｎｏ　Ｔａｘｉ　　本社 サービス 運輸業 5%

145,828 京都府 京丹後市 荒木野 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,829 京都府 京丹後市 安安 サービス 飲食業 5%

145,830 京都府 京丹後市 株式会社イーテクノ サービス その他サービス 5%

145,831 京都府 京丹後市 五十嵐時計メガネ店 小売業 その他小売 5%

145,832 京都府 京丹後市 イタリア料理ＡＯＮＯＮＥ　イタリア料理ＡＯＮＯＮＥ サービス 飲食業 5%

145,833 京都府 京丹後市 出光野中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,834 京都府 京丹後市 出光湊支所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,835 京都府 京丹後市 井上商会　有限会社　井上商会 サービス その他サービス 5%

145,836 京都府 京丹後市 ウォーターサイドコテージ　ヘロン サービス 宿泊業 5%

145,837 京都府 京丹後市 宇川 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,838 京都府 京丹後市 宇川温泉よし野の里 サービス その他サービス 5%

145,839 京都府 京丹後市 宇都電器商会 小売業 電化製品 5%

145,840 京都府 京丹後市 うまし宿　とト屋 サービス 宿泊業 5%

145,841 京都府 京丹後市 エナジ－ランド大宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,842 京都府 京丹後市 オオエデンキ 小売業 電化製品 5%

145,843 京都府 京丹後市 岡田メガネ 小売業 その他小売 5%

145,844 京都府 京丹後市 長田電器 小売業 電化製品 5%

145,845 京都府 京丹後市 尾瀬電気 小売業 電化製品 5%

145,846 京都府 京丹後市 小田垣自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

145,847 京都府 京丹後市 お宿五郎兵衛 サービス 宿泊業 5%

145,848 京都府 京丹後市 御宿矢吉 サービス その他サービス 5%

145,849 京都府 京丹後市 海雲館 サービス 宿泊業 5%

145,850 京都府 京丹後市 海花亭　紫峰閣 サービス 宿泊業 5%

145,851 京都府 京丹後市 海花亭　花御前 サービス 宿泊業 5%

145,852 京都府 京丹後市 釣り宿海洋丸 サービス その他サービス 5%

145,853 京都府 京丹後市 佳松苑はなれ櫂 サービス 宿泊業 5%

145,854 京都府 京丹後市 佳松苑はなれ風香 サービス 宿泊業 5%

145,855 京都府 京丹後市 Ｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

145,856 京都府 京丹後市 株式会社京丹後エネルギー 小売業 その他小売 5%

145,857 京都府 京丹後市 株式会社弥栄モータース 小売業 その他小売 5%

145,858 京都府 京丹後市 株式会社リドライブ 小売業 その他小売 5%

145,859 京都府 京丹後市 蒲井温泉　いっぺん庵 サービス 宿泊業 5%

145,860 京都府 京丹後市 川上自工株式会社 サービス その他サービス 5%

145,861 京都府 京丹後市 川村昌宏農園 小売業 食料品 5%

145,862 京都府 京丹後市 ギヰル サービス 飲食業 5%

145,863 京都府 京丹後市 木津館 サービス 宿泊業 5%

145,864 京都府 京丹後市 木下酒店 小売業 食料品 5%

145,865 京都府 京丹後市 京丹後市立久美浜病院売店 小売業 その他小売 5%

145,866 京都府 京丹後市 京丹後１３５　ＥＡＳＴ サービス その他サービス 5%
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145,867 京都府 京丹後市 京丹後弥栄店 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,868 京都府 京丹後市 京都府峰山自動車学校 サービス その他サービス 5%

145,869 京都府 京丹後市 久美の浜みなと悠悠 サービス 宿泊業 5%

145,870 京都府 京丹後市 久美浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,871 京都府 京丹後市 グローアンドグロー株式会社 小売業 その他小売 5%

145,872 京都府 京丹後市 ｃｏｉｎ サービス 飲食業 5%

145,873 京都府 京丹後市 糀マルシェ サービス 飲食業 5%

145,874 京都府 京丹後市 ＫＯＫＯＩＲＯ サービス その他サービス 5%

145,875 京都府 京丹後市 ゴダイドラッグ網野店 小売業 その他小売 5%

145,876 京都府 京丹後市 ゴダイドラッグ大宮店 小売業 その他小売 5%

145,877 京都府 京丹後市 ゴダイドラッグ久美浜店 小売業 その他小売 5%

145,878 京都府 京丹後市 ゴダイドラッグ峰山新町店 小売業 その他小売 5%

145,879 京都府 京丹後市 ゴダイドラッグ峰山杉谷店 小売業 その他小売 5%

145,880 京都府 京丹後市 琴引浜 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,881 京都府 京丹後市 湖はん　湖はん サービス 飲食業 5%

145,882 京都府 京丹後市 小堀電器 小売業 電化製品 5%

145,883 京都府 京丹後市 ごろたん サービス 飲食業 5%

145,884 京都府 京丹後市 里の宿　康ノ家 サービス 宿泊業 5%

145,885 京都府 京丹後市 シーサイド佐竹 サービス 宿泊業 5%

145,886 京都府 京丹後市 ＪＡ全農京都　ＪＡグリーンみねやま 小売業 その他小売 5%

145,887 京都府 京丹後市 ＪＭＫ サービス その他サービス 5%

145,888 京都府 京丹後市 潮香の宿　坂本屋 サービス 宿泊業 5%

145,889 京都府 京丹後市 静・花扇 サービス 宿泊業 5%

145,890 京都府 京丹後市 寿海亭 サービス 宿泊業 5%

145,891 京都府 京丹後市 寿海亭 サービス その他サービス 5%

145,892 京都府 京丹後市 ジョイクックおくだ 小売業 その他小売 5%

145,893 京都府 京丹後市 小天橋 サービス 宿泊業 5%

145,894 京都府 京丹後市 昭恋館　よ志のや サービス 宿泊業 5%

145,895 京都府 京丹後市 信栄電気 小売業 電化製品 5%

145,896 京都府 京丹後市 炭火焼肉　七輪 サービス 飲食業 5%

145,897 京都府 京丹後市 セントラーレ・ホテル京丹後 サービス 宿泊業 5%

145,898 京都府 京丹後市 セントラーレホテル京丹後 サービス 宿泊業 5%

145,899 京都府 京丹後市 間人温泉炭平 サービス 宿泊業 5%

145,900 京都府 京丹後市 丹後ＳＳ　有限会社丹後エスエス石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,901 京都府 京丹後市 丹後蔵 小売業 食料品 5%

145,902 京都府 京丹後市 丹後旅の宿　万助楼 サービス 宿泊業 5%

145,903 京都府 京丹後市 丹後の湯宿ゑびすや サービス 宿泊業 5%

145,904 京都府 京丹後市 ちりめん屋　本部 小売業 衣料品 5%

145,905 京都府 京丹後市 つねよし百貨店　つねよし百貨店 小売業 食料品 5%

145,906 京都府 京丹後市 デビュー　ファミリア サービス 理容・美容業 5%

145,907 京都府 京丹後市 でんき館１やました 小売業 電化製品 5%

145,908 京都府 京丹後市 でんき館２やました 小売業 電化製品 5%
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145,909 京都府 京丹後市 とり松 サービス 飲食業 5%

145,910 京都府 京丹後市 ナガセ 小売業 その他小売 5%

145,911 京都府 京丹後市 七彩の風　浜の路　臨江庵 サービス 宿泊業 5%

145,912 京都府 京丹後市 にしがき 小売業 食料品 5%

145,913 京都府 京丹後市 にしがき　浅茂川店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

145,914 京都府 京丹後市 にしがき　網野店 小売業 食料品 5%

145,915 京都府 京丹後市 にしがき　宇川店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

145,916 京都府 京丹後市 にしがき　駅前店 小売業 食料品 5%

145,917 京都府 京丹後市 にしがき　大宮バイパス店 小売業 食料品 5%

145,918 京都府 京丹後市 にしがき　海部店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

145,919 京都府 京丹後市 にしがき　北大路店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

145,920 京都府 京丹後市 にしがき　島津店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

145,921 京都府 京丹後市 にしがき　長岡店 小売業 食料品 5%

145,922 京都府 京丹後市 にしがき　長岡店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

145,923 京都府 京丹後市 にしがき　峰山店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

145,924 京都府 京丹後市 にしがき網野店催事売り場 小売業 食料品 5%

145,925 京都府 京丹後市 にしがき駅前店催事売場 小売業 食料品 5%

145,926 京都府 京丹後市 にしがき駅前店レジ１ 小売業 その他小売 5%

145,927 京都府 京丹後市 にしがき大宮店 小売業 食料品 5%

145,928 京都府 京丹後市 にしがき大宮バイパス店 小売業 食料品 5%

145,929 京都府 京丹後市 にしがき大宮バイパス店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

145,930 京都府 京丹後市 にしがき大宮バイパス店レジ３ 小売業 その他小売 5%

145,931 京都府 京丹後市 にしがき海部店 小売業 食料品 5%

145,932 京都府 京丹後市 にしがき久美浜店 小売業 食料品 5%

145,933 京都府 京丹後市 にしがき久美浜店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

145,934 京都府 京丹後市 にしがき催事店２ 小売業 食料品 5%

145,935 京都府 京丹後市 にしがき間人店 小売業 食料品 5%

145,936 京都府 京丹後市 にしがき長岡店レジ２ 小売業 その他小売 5%

145,937 京都府 京丹後市 にしがき浜詰店 小売業 食料品 5%

145,938 京都府 京丹後市 にしがき弁慶寿司大宮店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

145,939 京都府 京丹後市 にしがき峰山駅前店 小売業 その他小売 5%

145,940 京都府 京丹後市 にしがき弥栄店 小売業 食料品 5%

145,941 京都府 京丹後市 ニュー丸田荘 サービス 宿泊業 5%

145,942 京都府 京丹後市 ハートランド網野 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,943 京都府 京丹後市 浜岡カーステーション 小売業 その他小売 5%

145,944 京都府 京丹後市 ひでくげ商店 小売業 食料品 5%

145,945 京都府 京丹後市 港井木工房 小売業 家具・調度品 5%

145,946 京都府 京丹後市 福島電機商会 小売業 電化製品 5%

145,947 京都府 京丹後市 ふとんのえびすや 小売業 その他小売 5%

145,948 京都府 京丹後市 ブラックギャラクシー　マイン店 小売業 衣料品 5%

145,949 京都府 京丹後市 ブーランジェリー　タカタ 小売業 食料品 5%

145,950 京都府 京丹後市 フルーツガーリック 直販店 小売業 食料品 5%
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145,951 京都府 京丹後市 フルーツガーリック直売 サービス その他サービス 5%

145,952 京都府 京丹後市 碧翠御苑 サービス その他サービス 5%

145,953 京都府 京丹後市 ペン　ページ　マルヨシ　ペン　ページ　マルヨシ 小売業 その他小売 5%

145,954 京都府 京丹後市 弁慶寿司　駅前店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

145,955 京都府 京丹後市 弁慶寿司大宮店 サービス 飲食業 5%

145,956 京都府 京丹後市 ホテル丹後王国 サービス 宿泊業 5%

145,957 京都府 京丹後市 マイコンハウス 小売業 電化製品 5%

145,958 京都府 京丹後市 舞しゃぶ峰山店 サービス 飲食業 5%

145,959 京都府 京丹後市 マクドナルド３１２峰山新町店 サービス 飲食業 2%

145,960 京都府 京丹後市 丸善精肉店 小売業 食料品 5%

145,961 京都府 京丹後市 ミートガーデン　マツダ 小売業 食料品 5%

145,962 京都府 京丹後市 ＭＩＳＳ　ＡＬＢＩＯＮ サービス 飲食業 5%

145,963 京都府 京丹後市 水辺のＨＯＴＥＬ　小さな白い花 サービス 宿泊業 5%

145,964 京都府 京丹後市 峰山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,965 京都府 京丹後市 峰山イースト店 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,966 京都府 京丹後市 峰山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,967 京都府 京丹後市 峰山クリーニング サービス その他サービス 5%

145,968 京都府 京丹後市 峰山町新町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,969 京都府 京丹後市 峰山マイン店 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,970 京都府 京丹後市 ミヤゴシ写真店 小売業 その他小売 5%

145,971 京都府 京丹後市 ミルク工房そら サービス 飲食業 5%

145,972 京都府 京丹後市 民宿わだ サービス 宿泊業 5%

145,973 京都府 京丹後市 メガネのアイトピア 小売業 貴金属・服飾品 5%

145,974 京都府 京丹後市 モリノ 小売業 貴金属・服飾品 5%

145,975 京都府 京丹後市 焼肉ソウル サービス 飲食業 5%

145,976 京都府 京丹後市 山重自動車工業 小売業 その他小売 5%

145,977 京都府 京丹後市 ヤマモト電化サービス 小売業 電化製品 5%

145,978 京都府 京丹後市 有限会社溜池鈑金 小売業 その他小売 5%

145,979 京都府 京丹後市 有限会社早川自動車工業 小売業 その他小売 5%

145,980 京都府 京丹後市 夕凪 サービス 宿泊業 5%

145,981 京都府 京丹後市 夕日ヶ浦温泉　海舟 サービス 宿泊業 5%

145,982 京都府 京丹後市 夕日浪漫　一望館 サービス 宿泊業 5%

145,983 京都府 京丹後市 ＲＥＡＬ　ＴＥＭＰＯ 小売業 衣料品 5%

145,984 京都府 京丹後市 リブマックスリゾート京丹後シーフロント サービス 宿泊業 5%

145,985 京都府 京丹後市 旅館　琴のや　はなれ空遥 サービス 宿泊業 5%

145,986 京都府 京丹後市 旅館すずらん サービス 宿泊業 5%

145,987 京都府 京丹後市 リリー動物病院 サービス その他サービス 5%

145,988 京都府 京丹後市 和光石油　島津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,989 京都府 京丹波町 アニセラピーズ 小売業 その他小売 5%

145,990 京都府 京丹波町 出光園部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,991 京都府 京丹波町 出光丹波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

145,992 京都府 京丹波町 出光瑞穂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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145,993 京都府 京丹波町 うな良 サービス 飲食業 5%

145,994 京都府 京丹波町 永和 サービス 飲食業 5%

145,995 京都府 京丹波町 美容室カワサキ サービス 理容・美容業 5%

145,996 京都府 京丹波町 京姫鉄道 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

145,997 京都府 京丹波町 光電社 小売業 電化製品 5%

145,998 京都府 京丹波町 さかゑ写場 サービス その他サービス 5%

145,999 京都府 京丹波町 須知ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,000 京都府 京丹波町 ｓｔｙｌｅｉｔ 小売業 衣料品 5%

146,001 京都府 京丹波町 太閤坦カントリークラブ サービス その他サービス 5%

146,002 京都府 京丹波町 田端輪業 小売業 その他小売 5%

146,003 京都府 京丹波町 丹波の里　やまがた屋 小売業 家具・調度品 5%

146,004 京都府 京丹波町 Ｔ－ＧＡＲＡＧＥ 小売業 その他小売 5%

146,005 京都府 京丹波町 徳岡商会株式会社 小売業 その他小売 5%

146,006 京都府 京丹波町 西村テレビ商会 小売業 電化製品 5%

146,007 京都府 京丹波町 ニユー丹波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,008 京都府 京丹波町 フェイシャルエステサロンＲａｂｂｉｔ サービス 理容・美容業 5%

146,009 京都府 京丹波町 ネイルサロンＰｒｉｍａＳｔｅｌｌａ サービス 理容・美容業 5%

146,010 京都府 京丹波町 マクドナルド丹波マーケス店 サービス 飲食業 2%

146,011 京都府 京丹波町 マルト 小売業 食料品 5%

146,012 京都府 京丹波町 瑞穂ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

146,013 京都府 京丹波町 道の駅　瑞穂の里　さらびき 小売業 家具・調度品 5%

146,014 京都府 京丹波町 ｌｏｇｓｅｅ 小売業 衣料品 5%

146,015 京都府 京丹波町 露古壽窯 小売業 その他小売 5%

146,016 京都府 京丹波町 和知インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,017 京都府 京丹波町 和知インターセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,018 京都府 京丹波町 和知ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,019 京都府 京丹波町 ワンボックス サービス その他サービス 5%

146,020 京都府 京都市 ａ－ｂｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

146,021 京都府 京都市 アイエステート株式会社 サービス その他サービス 5%

146,022 京都府 京都市 愛染工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,023 京都府 京都市 ｉタクシー　２９００ 小売業 その他小売 5%

146,024 京都府 京都市 ＩＴＣ京都西インドアテニスクラブ サービス その他サービス 5%

146,025 京都府 京都市 アイハート　西院店 小売業 食料品 5%

146,026 京都府 京都市 アイハート　出町店 小売業 食料品 5%

146,027 京都府 京都市 アイハート　堀川店 小売業 食料品 5%

146,028 京都府 京都市 ＯＵＴＬＥＴＵＷ京都店 小売業 衣料品 5%

146,029 京都府 京都市 ＯＷＬ洋菓子店 小売業 食料品 5%

146,030 京都府 京都市 ａｅｒｕ サービス 理容・美容業 5%

146,031 京都府 京都市 青柳 サービス 飲食業 5%

146,032 京都府 京都市 青山フラワーマーケットコトチカ四条店 小売業 その他小売 5%

146,033 京都府 京都市 閼伽井 サービス 飲食業 5%

146,034 京都府 京都市 アーカスサーカス　リサイクルショップ 小売業 その他小売 5%
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146,035 京都府 京都市 赤まる サービス 飲食業 5%

146,036 京都府 京都市 あかやしろ サービス 飲食業 5%

146,037 京都府 京都市 あかやしろ　栄 サービス 飲食業 5%

146,038 京都府 京都市 あかやしろ　焔 サービス 飲食業 5%

146,039 京都府 京都市 秋山恵蔵どうぶつクリニック サービス その他サービス 5%

146,040 京都府 京都市 秋吉　河原町店 サービス 飲食業 5%

146,041 京都府 京都市 秋吉　西院店 サービス 飲食業 5%

146,042 京都府 京都市 秋吉　龍大前店 サービス 飲食業 5%

146,043 京都府 京都市 ａｒｋ サービス 理容・美容業 5%

146,044 京都府 京都市 アクティブ　うちだ 小売業 電化製品 5%

146,045 京都府 京都市 揚げいん　桂川店 サービス 飲食業 5%

146,046 京都府 京都市 あげ半 サービス 飲食業 5%

146,047 京都府 京都市 明保野亭 サービス 飲食業 5%

146,048 京都府 京都市 憧屋　ふくろうの館 小売業 家具・調度品 5%

146,049 京都府 京都市 浅田タクシー サービス 運輸業 5%

146,050 京都府 京都市 麻布テーラー京都 小売業 衣料品 5%

146,051 京都府 京都市 ａｓｉａｎｍｏｄｅｒｎその 小売業 衣料品 5%

146,052 京都府 京都市 あずきや サービス その他サービス 5%

146,053 京都府 京都市 東商店 小売業 衣料品 5%

146,054 京都府 京都市 アーズローカス　ニット工房 小売業 衣料品 5%

146,055 京都府 京都市 あったかご飯処　信のじ サービス 飲食業 5%

146,056 京都府 京都市 アーティファクト　スリーディー 小売業 家具・調度品 5%

146,057 京都府 京都市 ＡＴＯＲＩＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,058 京都府 京都市 アトリエ京都デニム 小売業 衣料品 5%

146,059 京都府 京都市 アトリエシルエットＫ 小売業 衣料品 5%

146,060 京都府 京都市 アトリエミリュウ 小売業 衣料品 5%

146,061 京都府 京都市 あにまる堂 サービス その他サービス 5%

146,062 京都府 京都市 ａｎｅｌａ　烏丸三条店 サービス その他サービス 5%

146,063 京都府 京都市 アーバイン京都　河原町通 サービス 宿泊業 5%

146,064 京都府 京都市 アーバイン京都　清水五条 サービス 宿泊業 5%

146,065 京都府 京都市 アーバイン京都　四条大宮 サービス 宿泊業 5%

146,066 京都府 京都市 炙り焼き　かつの サービス 飲食業 5%

146,067 京都府 京都市 ＡｂＨｅｒｉ　京都店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,068 京都府 京都市 ＡＰＯＬＬＯ２ 小売業 その他小売 5%

146,069 京都府 京都市 歩　寺町本店 小売業 衣料品 5%

146,070 京都府 京都市 嵐山ちりん 小売業 食料品 5%

146,071 京都府 京都市 嵐山　串文 サービス 飲食業 5%

146,072 京都府 京都市 嵐山さくら桟敷 小売業 衣料品 5%

146,073 京都府 京都市 嵐山辨慶 サービス 宿泊業 5%

146,074 京都府 京都市 アランヴェールホテル京都 サービス 宿泊業 5%

146,075 京都府 京都市 アランシア 小売業 食料品 5%

146,076 京都府 京都市 ありがとうキッチン サービス 飲食業 5%
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146,077 京都府 京都市 アリスエ－ジェンシ－ サービス その他サービス 5%

146,078 京都府 京都市 Ｒ＆Ｒｔｒａｔｔｏｒｉａ サービス 飲食業 5%

146,079 京都府 京都市 ＡＲＣＡＤＩＡ　ＫＹＯＴＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,080 京都府 京都市 アルジ－ナ 小売業 その他小売 5%

146,081 京都府 京都市 ａｌｄｉｌａ サービス 飲食業 5%

146,082 京都府 京都市 ａｌｐｈａｂｅｔ 小売業 その他小売 5%

146,083 京都府 京都市 アルフィ・トミ 小売業 衣料品 5%

146,084 京都府 京都市 ＡＲＲＯＷ　ＴＲＥＥ　京都三条店 サービス 飲食業 5%

146,085 京都府 京都市 あわしま堂京都伏見工場直売所 小売業 食料品 5%

146,086 京都府 京都市 アンジェ　河原町本店 小売業 その他小売 5%

146,087 京都府 京都市 アンジュポー サービス 理容・美容業 5%

146,088 京都府 京都市 ＵＮＤＥＲＣＯＶＥＲＫＹＯＴＯ 小売業 衣料品 5%

146,089 京都府 京都市 アンティークストリュフ 小売業 家具・調度品 5%

146,090 京都府 京都市 アンティ－ク　モモ 小売業 その他小売 5%

146,091 京都府 京都市 アンディハウス　ハイパーセットアップ 小売業 衣料品 5%

146,092 京都府 京都市 アンディハウス　ハイパーセットアップ 小売業 衣料品 5%

146,093 京都府 京都市 安藤漢方薬局　嵐山店 小売業 その他小売 5%

146,094 京都府 京都市 安藤漢方薬局　桂店 小売業 その他小売 5%

146,095 京都府 京都市 Ｅ－Ｃａｒｓ サービス その他サービス 5%

146,096 京都府 京都市 池田モータース商会 小売業 その他小売 5%

146,097 京都府 京都市 池坊華道会 サービス その他サービス 5%

146,098 京都府 京都市 ＩＳＡ　京都駅前店 サービス 理容・美容業 5%

146,099 京都府 京都市 ＩＳＡ　伏見桃山店 サービス 理容・美容業 5%

146,100 京都府 京都市 居酒屋樽八 サービス 飲食業 5%

146,101 京都府 京都市 石長松菊園 サービス 宿泊業 5%

146,102 京都府 京都市 石塚タクシー サービス 運輸業 5%

146,103 京都府 京都市 井助商店 小売業 家具・調度品 5%

146,104 京都府 京都市 伊豆本四宝堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,105 京都府 京都市 ｉｓｏｉｓｍ サービス 飲食業 5%

146,106 京都府 京都市 五十棲 サービス 飲食業 5%

146,107 京都府 京都市 五十松 サービス 飲食業 5%

146,108 京都府 京都市 イタリア割烹　タヴォラ サービス 飲食業 5%

146,109 京都府 京都市 １ＧＯ１Ａ 小売業 衣料品 5%

146,110 京都府 京都市 一澤信三郎帆布 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,111 京都府 京都市 一条　アルチメイトファクトリー　京都 小売業 その他小売 5%

146,112 京都府 京都市 一条アルチメイトファクトリー　京都西 小売業 その他小売 5%

146,113 京都府 京都市 いちまんべん 小売業 衣料品 5%

146,114 京都府 京都市 一杢 小売業 衣料品 5%

146,115 京都府 京都市 いちもく　京乃雪 小売業 その他小売 5%

146,116 京都府 京都市 石庵　京都駅前店 サービス 飲食業 5%

146,117 京都府 京都市 井筒ホテル【京都・河原町三条】 サービス 宿泊業 5%

146,118 京都府 京都市 井筒八ッ橋本舗嵐山駅店 小売業 家具・調度品 5%
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146,119 京都府 京都市 井筒八ッ橋本舗　祇園町南側店 小売業 家具・調度品 5%

146,120 京都府 京都市 井筒八ッ橋本舗清水店 小売業 家具・調度品 5%

146,121 京都府 京都市 井筒八ッ橋本舗南禅寺観門亭売店 小売業 家具・調度品 5%

146,122 京都府 京都市 ゐど寿屋 小売業 衣料品 5%

146,123 京都府 京都市 いなば動物病院 サービス その他サービス 5%

146,124 京都府 京都市 井上メガネ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,125 京都府 京都市 亥之吉 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,126 京都府 京都市 今出川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,127 京都府 京都市 今出川新町いかな サービス 飲食業 5%

146,128 京都府 京都市 芋蔵京都木屋町店 サービス 飲食業 5%

146,129 京都府 京都市 癒し サービス その他サービス 5%

146,130 京都府 京都市 井雪 サービス 宿泊業 5%

146,131 京都府 京都市 イル　フィーロ サービス 飲食業 5%

146,132 京都府 京都市 ＩＬ　ＧＨＩＯＴＴＯＮＥ サービス 飲食業 5%

146,133 京都府 京都市 イルキャンティ京都河原町三条店 サービス 飲食業 5%

146,134 京都府 京都市 イルキャンティ京都四条室町店 サービス 飲食業 5%

146,135 京都府 京都市 ＩＬＣＨＩＢＲＡＩＮＹＯＧＡ京都四条烏丸 サービス その他サービス 5%

146,136 京都府 京都市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ伏見 サービス その他サービス 5%

146,137 京都府 京都市 イルピアット紙屋川 サービス 飲食業 5%

146,138 京都府 京都市 イロドリキョウト　八坂店 サービス その他サービス 5%

146,139 京都府 京都市 いろはかるた　駅前店 サービス 飲食業 5%

146,140 京都府 京都市 いろはかるた　本店 サービス 飲食業 5%

146,141 京都府 京都市 イロリ サービス 宿泊業 5%

146,142 京都府 京都市 イワタ京都ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

146,143 京都府 京都市 岩田呉服店 小売業 衣料品 5%

146,144 京都府 京都市 岩鼻モータース サービス その他サービス 5%

146,145 京都府 京都市 インド料理ＲＡＪＵ　山科店 サービス 飲食業 5%

146,146 京都府 京都市 ＩＭＰＥＲＩＡＬ 小売業 衣料品 5%

146,147 京都府 京都市 Ｖｉａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

146,148 京都府 京都市 ウィサーブ・ズ　洛西店 小売業 電化製品 5%

146,149 京都府 京都市 ＶＩＣＥＯ サービス その他サービス 5%

146,150 京都府 京都市 ヴィンテージスポーツ京都四条河原町店 小売業 衣料品 5%

146,151 京都府 京都市 上原成本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,152 京都府 京都市 上原成本社５ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,153 京都府 京都市 上原成本社３ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,154 京都府 京都市 上原成本社７ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,155 京都府 京都市 上原成本社２ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,156 京都府 京都市 上原成本社４ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,157 京都府 京都市 上原成本社６ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,158 京都府 京都市 ウエルネス　プラザ 小売業 食料品 5%

146,159 京都府 京都市 うお嘉 サービス 飲食業 5%

146,160 京都府 京都市 魚心　河原町店 サービス 飲食業 5%
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146,161 京都府 京都市 うきょう工務店 サービス その他サービス 5%

146,162 京都府 京都市 右京モーター サービス その他サービス 5%

146,163 京都府 京都市 ウサギノネドコ サービス 飲食業 5%

146,164 京都府 京都市 ウサギノネドコ　京都店　ミセ 小売業 家具・調度品 5%

146,165 京都府 京都市 うつみ美容室 サービス 理容・美容業 5%

146,166 京都府 京都市 ウドン　ヤキソバ　タカノ サービス 飲食業 5%

146,167 京都府 京都市 ｅａｒｉ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

146,168 京都府 京都市 ＡＳｓｕｐｐｏｒｔ サービス その他サービス 5%

146,169 京都府 京都市 エイリン　今出川京大前店別館 小売業 その他小売 5%

146,170 京都府 京都市 エイリン　今出川店 小売業 その他小売 5%

146,171 京都府 京都市 エイリン　御池店 小売業 その他小売 5%

146,172 京都府 京都市 エイリン　烏丸鞍馬口店 小売業 その他小売 5%

146,173 京都府 京都市 エイリン　北大路店 小売業 その他小売 5%

146,174 京都府 京都市 エイリン　四条店 小売業 その他小売 5%

146,175 京都府 京都市 エイリン　丹波口店 小売業 その他小売 5%

146,176 京都府 京都市 エイリン　同志社前店 小売業 その他小売 5%

146,177 京都府 京都市 エイリン　二条駅前店 小売業 その他小売 5%

146,178 京都府 京都市 エイリン　丸太町店 小売業 その他小売 5%

146,179 京都府 京都市 エイリン　紫野店 小売業 その他小売 5%

146,180 京都府 京都市 エイリン２ 小売業 その他小売 5%

146,181 京都府 京都市 榮華亭　京都三条河原町店 サービス 飲食業 5%

146,182 京都府 京都市 えぇとこどり京都西大路駅前店 サービス 飲食業 5%

146,183 京都府 京都市 ＥＣＬＥＣＴＩＱＵＥ 小売業 衣料品 5%

146,184 京都府 京都市 エコアンドテック京都 サービス 宿泊業 5%

146,185 京都府 京都市 エコノイン京都 サービス 宿泊業 5%

146,186 京都府 京都市 エコノイン京都 サービス 宿泊業 5%

146,187 京都府 京都市 Ｓ＆Ｓ　ＣＹＣＬＥＳ 小売業 その他小売 5%

146,188 京都府 京都市 ＳＥ　Ｇａｒａｇｅ 小売業 その他小売 5%

146,189 京都府 京都市 ＳＢＳ京橋ツーソン 小売業 その他小売 5%

146,190 京都府 京都市 ｅｓｐｅｒｅ　　ｂｏｎｈｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

146,191 京都府 京都市 ＥｎｅＪｅｔ京都南インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,192 京都府 京都市 ＥｎｅＪｅｔ山科ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,193 京都府 京都市 ＡＢホテル　京都四条堀川 サービス 宿泊業 5%

146,194 京都府 京都市 ｆ・ｇｌｏｗ サービス その他サービス 5%

146,195 京都府 京都市 ＦＣＴ　京都三条店 サービス その他サービス 5%

146,196 京都府 京都市 Ｆ・Ｔタクシー サービス 運輸業 5%

146,197 京都府 京都市 絵本カフェ　Ｍｅ’ｂａｅ’ サービス 飲食業 5%

146,198 京都府 京都市 ＭＳＰ　京都店 サービス 理容・美容業 5%

146,199 京都府 京都市 Ｍ２　ｂｙ　ｓｅｎｓｏｕｎｉｃｏ　山科店 小売業 衣料品 5%

146,200 京都府 京都市 ｅｍｏｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

146,201 京都府 京都市 エラン サービス 理容・美容業 5%

146,202 京都府 京都市 エラン サービス 理容・美容業 5%
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146,203 京都府 京都市 ゑり萬 小売業 衣料品 5%

146,204 京都府 京都市 ＬＤ　ＥＤＩＦＩＣＥ／ＩＥＮＡ京都 小売業 衣料品 5%

146,205 京都府 京都市 エルベート　京都ホテル店 小売業 衣料品 5%

146,206 京都府 京都市 Ｅｌ　Ｒｉｎｃｏｎ サービス 飲食業 5%

146,207 京都府 京都市 エンブロイド・タナカ／京都刺繍ライフ 小売業 その他小売 5%

146,208 京都府 京都市 ｅｎｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

146,209 京都府 京都市 ｅＮ　ｌａ　ｖｉｄａ サービス 理容・美容業 5%

146,210 京都府 京都市 Ａｕ　Ｂｏｎ　Ｍｉｅｌ 小売業 食料品 5%

146,211 京都府 京都市 御池酔心本店 サービス 飲食業 5%

146,212 京都府 京都市 おいけ動物病院 サービス その他サービス 5%

146,213 京都府 京都市 おいで家 サービス 飲食業 5%

146,214 京都府 京都市 欧食屋Ｋａｐｐａ サービス 飲食業 5%

146,215 京都府 京都市 大石天狗堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

146,216 京都府 京都市 大枝沓掛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,217 京都府 京都市 おおきに屋 サービス 飲食業 5%

146,218 京都府 京都市 大手橋プラザ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,219 京都府 京都市 オートアシストヨシムラ　京都店 小売業 その他小売 5%

146,220 京都府 京都市 ＡＵＴＯ　ＳＨＯＰ　ヨシダ サービス その他サービス 5%

146,221 京都府 京都市 大西漆器店 小売業 家具・調度品 5%

146,222 京都府 京都市 大西タイヤ販売 小売業 その他小売 5%

146,223 京都府 京都市 おおば 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,224 京都府 京都市 大林金物店 小売業 その他小売 5%

146,225 京都府 京都市 大原野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,226 京都府 京都市 近江屋 小売業 衣料品 5%

146,227 京都府 京都市 岡崎茶寮　豆狸 サービス 飲食業 5%

146,228 京都府 京都市 荻野タクシー サービス 運輸業 5%

146,229 京都府 京都市 奥貴船　兵衛 サービス 宿泊業 5%

146,230 京都府 京都市 ＪＭ／お好み焼き鉄板焼きなかなか サービス 飲食業 5%

146,231 京都府 京都市 お好み焼　鉄板焼　ひのき サービス 飲食業 5%

146,232 京都府 京都市 お好み焼　鉄板焼　ひのき　四条烏丸店 サービス 飲食業 5%

146,233 京都府 京都市 お好み焼・鉄板焼ダイニング　なか サービス 飲食業 5%

146,234 京都府 京都市 お好み焼はここやねん　山科駅前店 小売業 食料品 5%

146,235 京都府 京都市 お好み焼はここやねん四条大宮店 サービス 飲食業 5%

146,236 京都府 京都市 おざぶ サービス 飲食業 5%

146,237 京都府 京都市 小澤清風園 小売業 食料品 5%

146,238 京都府 京都市 お食事・おやつ工房　まっちゃん サービス 飲食業 5%

146,239 京都府 京都市 小田石油　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,240 京都府 京都市 おたべ　良弥店 小売業 食料品 5%

146,241 京都府 京都市 おたべＡＫＯＧＡＲＥＹＡ催事店 小売業 食料品 5%

146,242 京都府 京都市 おたべ渓山堂店 小売業 食料品 5%

146,243 京都府 京都市 おたべ中条店 小売業 食料品 5%

146,244 京都府 京都市 彼方此方屋 小売業 衣料品 5%
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146,245 京都府 京都市 おにかい サービス 飲食業 5%

146,246 京都府 京都市 おばんざい　ＴＡＴＳＵＮＯＳＵＫ サービス 飲食業 5%

146,247 京都府 京都市 オフィッチ－ナ　イルギオット－ネ サービス 飲食業 5%

146,248 京都府 京都市 オブジェ 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,249 京都府 京都市 オブジェイースト 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,250 京都府 京都市 オレボレブラ北山 小売業 衣料品 5%

146,251 京都府 京都市 織部　近鉄百貨店桃山店 小売業 その他小売 5%

146,252 京都府 京都市 御料理　だんじ サービス 飲食業 5%

146,253 京都府 京都市 オレンジ画材 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

146,254 京都府 京都市 ＯｒａｎｇｅＢｉｋｅ 小売業 その他小売 5%

146,255 京都府 京都市 卸売市場前 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,256 京都府 京都市 音響電化社 小売業 電化製品 5%

146,257 京都府 京都市 温石　左近太郎　本店 サービス 飲食業 5%

146,258 京都府 京都市 買取りまっくす　京都南店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

146,259 京都府 京都市 カイロプラクティック谷舖 サービス その他サービス 5%

146,260 京都府 京都市 鍵山 サービス その他サービス 5%

146,261 京都府 京都市 鍵山　２号車 サービス その他サービス 5%

146,262 京都府 京都市 かく動物病院 サービス その他サービス 5%

146,263 京都府 京都市 菓子職人 小売業 食料品 5%

146,264 京都府 京都市 華秀苑　ダイカ　札幌支店 小売業 衣料品 5%

146,265 京都府 京都市 菓匠清閑院　京都本店 小売業 食料品 5%

146,266 京都府 京都市 花梓侘 サービス 飲食業 5%

146,267 京都府 京都市 片山文三郎商店 小売業 衣料品 5%

146,268 京都府 京都市 割烹　いがらし サービス 飲食業 5%

146,269 京都府 京都市 割烹　竹うち サービス 飲食業 5%

146,270 京都府 京都市 カッポウ　ホウネ サービス 宿泊業 5%

146,271 京都府 京都市 割烹　吉膳 サービス 飲食業 5%

146,272 京都府 京都市 割烹　市川 サービス 飲食業 5%

146,273 京都府 京都市 桂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,274 京都府 京都市 桂 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,275 京都府 京都市 桂ガスセンター 小売業 その他小売 5%

146,276 京都府 京都市 桂ガスセンター 小売業 その他小売 5%

146,277 京都府 京都市 ＪＭ／桂川染匠　本店 小売業 衣料品 5%

146,278 京都府 京都市 Ｋｕｒｔｉｓ　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

146,279 京都府 京都市 京都ガーデンホテル サービス 宿泊業 5%

146,280 京都府 京都市 カドノＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,281 京都府 京都市 カードラボ　アバンティ京都店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

146,282 京都府 京都市 要庵西富家 サービス 宿泊業 5%

146,283 京都府 京都市 金髙刃物老舗 小売業 その他小売 5%

146,284 京都府 京都市 かねまつ　京都近鉄店 小売業 衣料品 5%

146,285 京都府 京都市 かねまつ　京都ボルタ店 小売業 衣料品 5%

146,286 京都府 京都市 かの－　ダイゴ店 小売業 食料品 5%
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146,287 京都府 京都市 Ｃａｖｅ　ｄｅ　Ｅｂｉｎａ 小売業 食料品 5%

146,288 京都府 京都市 カフェ　アルボワ サービス 宿泊業 5%

146,289 京都府 京都市 ｃａｆｅ　Ｍ サービス 飲食業 5%

146,290 京都府 京都市 カフェ　ルーコラ サービス 飲食業 5%

146,291 京都府 京都市 ｃａｆｅｂａｌｉｇａｓｉ サービス 飲食業 5%

146,292 京都府 京都市 茄菲　ふうじぇ サービス 飲食業 5%

146,293 京都府 京都市 カフェラウンジ凛　テルサ店 サービス 飲食業 5%

146,294 京都府 京都市 カフェ　ルッカ サービス 飲食業 5%

146,295 京都府 京都市 株式会社加徳 小売業 家具・調度品 5%

146,296 京都府 京都市 株式会社小林ガスサービス 小売業 その他小売 5%

146,297 京都府 京都市 株式会社　杉原商会 小売業 その他小売 5%

146,298 京都府 京都市 株式会社赤々舎 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

146,299 京都府 京都市 ［ＨＣ］株式会社ウイシステム淀 小売業 電化製品 5%

146,300 京都府 京都市 株式会社岡本鏡店 小売業 その他小売 5%

146,301 京都府 京都市 株式会社かすの自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

146,302 京都府 京都市 株式会社加藤モーター商会 サービス その他サービス 5%

146,303 京都府 京都市 （株）鎌田電機 小売業 電化製品 5%

146,304 京都府 京都市 株式会社ケイヤマ商店 サービス その他サービス 5%

146,305 京都府 京都市 株式会社ジュエリー比登美 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,306 京都府 京都市 株式会社セントラル サービス その他サービス 5%

146,307 京都府 京都市 株式会社泰和 小売業 衣料品 5%

146,308 京都府 京都市 株式会社寺町電計社 小売業 電化製品 5%

146,309 京都府 京都市 ［ＨＣ］株式会社でんきの大京チェーン本店 小売業 電化製品 5%

146,310 京都府 京都市 株式会社永田電器　タカノ店 小売業 電化製品 5%

146,311 京都府 京都市 （株）日興トラベル サービス その他サービス 5%

146,312 京都府 京都市 （株）ホームビューティーサービス サービス その他サービス 5%

146,313 京都府 京都市 株式会社瑞穂 小売業 衣料品 5%

146,314 京都府 京都市 ［ＨＣ］株式会社水戸電機商会 小売業 電化製品 5%

146,315 京都府 京都市 株式会社山口忠兵衛商店 小売業 その他小売 5%

146,316 京都府 京都市 株式会社　優彩 小売業 衣料品 5%

146,317 京都府 京都市 株式会社れじぇんど　北山店 小売業 衣料品 5%

146,318 京都府 京都市 株式会社れじぇんど　伏見店 小売業 衣料品 5%

146,319 京都府 京都市 株式会社れじぇんど　洛西店 小売業 衣料品 5%

146,320 京都府 京都市 株式会社和紙来歩 小売業 家具・調度品 5%

146,321 京都府 京都市 ＣＡＰＯ サービス 飲食業 5%

146,322 京都府 京都市 カホ・ギャラリー 小売業 家具・調度品 5%

146,323 京都府 京都市 かまわぬ京都店 小売業 その他小売 5%

146,324 京都府 京都市 上桂動物病院 サービス その他サービス 5%

146,325 京都府 京都市 上七軒　億 サービス 宿泊業 5%

146,326 京都府 京都市 髪芝居 サービス 理容・美容業 5%

146,327 京都府 京都市 上堀川 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,328 京都府 京都市 株式会社三輪タイヤ 小売業 その他小売 5%
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146,329 京都府 京都市 亀八 サービス 飲食業 5%

146,330 京都府 京都市 亀八　山科駅前店 サービス 飲食業 5%

146,331 京都府 京都市 亀八別館 サービス 飲食業 5%

146,332 京都府 京都市 ＫａｍｅＢａｒ８ サービス 飲食業 5%

146,333 京都府 京都市 亀屋権八　烏丸店 サービス 飲食業 5%

146,334 京都府 京都市 亀屋廣清 小売業 食料品 5%

146,335 京都府 京都市 カメラのナニワ　京都店 小売業 電化製品 5%

146,336 京都府 京都市 カメラのナニワ　京都２号店 小売業 電化製品 5%

146,337 京都府 京都市 カメラのナニワ　京都ビックベン 小売業 電化製品 5%

146,338 京都府 京都市 カメラのナニワ　ＪＲ京都店 小売業 電化製品 5%

146,339 京都府 京都市 加茂川館 サービス 宿泊業 5%

146,340 京都府 京都市 かもがわ動物クリニック サービス その他サービス 5%

146,341 京都府 京都市 カラオケスタジオ　ビルド　白梅町店 サービス その他サービス 5%

146,342 京都府 京都市 ｋａｒａｓｕｍａｏｉｋｅ　ＵＩ サービス 飲食業 5%

146,343 京都府 京都市 カラダコンディショニング　京都外大前 サービス その他サービス 5%

146,344 京都府 京都市 唐松京都天使突抜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

146,345 京都府 京都市 花梨 小売業 衣料品 5%

146,346 京都府 京都市 ＫＡＬＥＩＤＯ サービス 理容・美容業 5%

146,347 京都府 京都市 ガレージシミズ サービス その他サービス 5%

146,348 京都府 京都市 ＫＡＲＥＲＥＮＡ サービス 理容・美容業 5%

146,349 京都府 京都市 川勝總本家 小売業 その他小売 5%

146,350 京都府 京都市 川勝總本家　嵐山店 小売業 食料品 5%

146,351 京都府 京都市 川勝モータース 小売業 その他小売 5%

146,352 京都府 京都市 川勝モータース 小売業 その他小売 5%

146,353 京都府 京都市 川端商店 サービス その他サービス 5%

146,354 京都府 京都市 有限会社河原栄山 小売業 家具・調度品 5%

146,355 京都府 京都市 ＫＡＷＡＢＥ　ＪＥＷＥＬＲＹ 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,356 京都府 京都市 観光旅館　西喜楼 サービス 宿泊業 5%

146,357 京都府 京都市 関西セミナーハウス サービス 宿泊業 5%

146,358 京都府 京都市 観山 サービス 飲食業 5%

146,359 京都府 京都市 ＣＡＮＴＩＮＥ　ＡＵ　ＤＩＳＣＯ サービス 飲食業 5%

146,360 京都府 京都市 カンディハウス京都 小売業 家具・調度品 5%

146,361 京都府 京都市 カンフル　裏寺町店 小売業 衣料品 5%

146,362 京都府 京都市 祇園　割烹　みやじや サービス 飲食業 5%

146,363 京都府 京都市 祇園　くらした サービス 飲食業 5%

146,364 京都府 京都市 ぎをん　桃庭 サービス 飲食業 5%

146,365 京都府 京都市 ぎをん　縄手　とり安 サービス 飲食業 5%

146,366 京都府 京都市 祇園　にしむら サービス 飲食業 5%

146,367 京都府 京都市 祇園　日 サービス 飲食業 5%

146,368 京都府 京都市 Ｇｉｏｎ　ＨＡＮＮＡ　ＳＴＡＹ サービス 宿泊業 5%

146,369 京都府 京都市 ぎをん　フィンランディアバー サービス 飲食業 5%

146,370 京都府 京都市 ぎをん　宮由紀 サービス 飲食業 5%
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146,371 京都府 京都市 祇園白川なみ里 サービス 飲食業 5%

146,372 京都府 京都市 祇園Ｄｒｏｏｇ サービス 飲食業 5%

146,373 京都府 京都市 祇園なか花 サービス 飲食業 5%

146,374 京都府 京都市 祇園　松田屋 サービス 飲食業 5%

146,375 京都府 京都市 ぎおん森庄 サービス 宿泊業 5%

146,376 京都府 京都市 祇園吉今 サービス 宿泊業 5%

146,377 京都府 京都市 菊重ＨＯＴＥＬ　ＫＹＯＴＯ サービス 宿泊業 5%

146,378 京都府 京都市 菊の井 サービス 飲食業 5%

146,379 京都府 京都市 喜さ起 サービス 飲食業 5%

146,380 京都府 京都市 キザシ・ザ・スイート サービス 宿泊業 5%

146,381 京都府 京都市 木代商会 小売業 その他小売 5%

146,382 京都府 京都市 北大路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,383 京都府 京都市 北蔵 小売業 衣料品 5%

146,384 京都府 京都市 北山洋食カフェ和蘭芹　北山本店 サービス 飲食業 5%

146,385 京都府 京都市 吉祥院ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,386 京都府 京都市 吉祥院サービス・オート サービス その他サービス 5%

146,387 京都府 京都市 キッチンごりら サービス 飲食業 5%

146,388 京都府 京都市 キッチンハウス　マスダ サービス 飲食業 5%

146,389 京都府 京都市 ＫＩＴＳＵＮＥ　ＳＰＡ サービス その他サービス 5%

146,390 京都府 京都市 ＫｉｔｅＫｉｔｅ京都本店 小売業 衣料品 5%

146,391 京都府 京都市 木乃婦 サービス 飲食業 5%

146,392 京都府 京都市 喜むつ サービス 飲食業 5%

146,393 京都府 京都市 Ｋｉｍｏｎｏ　Ｖｉｌｌａ　一念坂 小売業 衣料品 5%

146,394 京都府 京都市 きものアシスト 小売業 衣料品 5%

146,395 京都府 京都市 きものアシスト サービス その他サービス 5%

146,396 京都府 京都市 きものお手入れ処　しみ抜き工房 サービス その他サービス 5%

146,397 京都府 京都市 きもの京山 小売業 衣料品 5%

146,398 京都府 京都市 きものサロン　さかもと 小売業 衣料品 5%

146,399 京都府 京都市 着物サロン　京さくら　祇園店 サービス その他サービス 5%

146,400 京都府 京都市 着物サロン　京さくら　伏見稲荷店 サービス その他サービス 5%

146,401 京都府 京都市 着物レンタル　京 サービス その他サービス 5%

146,402 京都府 京都市 きものレンタル　和凛 サービス その他サービス 5%

146,403 京都府 京都市 ＣＡＭＥＬ　ＤＩＮＥＲ　京都店 サービス 飲食業 5%

146,404 京都府 京都市 キャラット／クレール京都西陣店 サービス その他サービス 5%

146,405 京都府 京都市 ＧＡＬＬＥＲＹ　ＫＡＣＣＯ 小売業 家具・調度品 5%

146,406 京都府 京都市 Ｇａｌｌｅｒｙ　ＰＡＲＣ 小売業 家具・調度品 5%

146,407 京都府 京都市 ギャラリー　唯 小売業 家具・調度品 5%

146,408 京都府 京都市 ギャラリー人形　朋　京都 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

146,409 京都府 京都市 ギャラリーのざわｉｎｎ サービス 宿泊業 5%

146,410 京都府 京都市 ギャラリー幹 小売業 その他小売 5%

146,411 京都府 京都市 ＧＡＬＬＥＲＩＥ　京都 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,412 京都府 京都市 Ｋｉ－Ｙａｎ　Ｓｔｕｚｉｏ 小売業 その他小売 5%
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146,413 京都府 京都市 ＣＡＮＤＩ サービス 理容・美容業 5%

146,414 京都府 京都市 キャンピングカーレンタル京都．ｃｏｍ サービス その他サービス 5%

146,415 京都府 京都市 牛・キムラ サービス 飲食業 5%

146,416 京都府 京都市 牛たん処　たん味屋　京都駅前店 サービス 飲食業 5%

146,417 京都府 京都市 きゅうべえｓｐｏｒｔｓ　京都下鴨店 小売業 その他小売 5%

146,418 京都府 京都市 Ｑ楽　河原町店 サービス 飲食業 5%

146,419 京都府 京都市 京・黒桜 サービス 飲食業 5%

146,420 京都府 京都市 京いすけ　百足屋町 サービス 宿泊業 5%

146,421 京都府 京都市 京越 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,422 京都府 京都市 京越　嵐山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,423 京都府 京都市 京越　河原町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,424 京都府 京都市 京越　祇園新橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,425 京都府 京都市 京越　祇園本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,426 京都府 京都市 京越　京都駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,427 京都府 京都市 京越　清水店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,428 京都府 京都市 京越　新京極店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,429 京都府 京都市 京越　武信神社店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,430 京都府 京都市 京を味わう個室空間　うぐいす サービス 飲食業 5%

146,431 京都府 京都市 ＫｙｏＣａｆｅＧＩＯＮＳＡＫＡＩ新町店 小売業 食料品 5%

146,432 京都府 京都市 京釜文化振興財団 サービス その他サービス 5%

146,433 京都府 京都市 京蔵　深草 サービス 宿泊業 5%

146,434 京都府 京都市 京蔵東福寺 サービス 宿泊業 5%

146,435 京都府 京都市 京蔵東山七条 サービス 宿泊業 5%

146,436 京都府 京都市 京秀苑 小売業 衣料品 5%

146,437 京都府 京都市 京甚兵衛 サービス 飲食業 5%

146,438 京都府 京都市 京善石油株式会社　御室セルフステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,439 京都府 京都市 京善石油株式会社　大将軍セルフステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,440 京都府 京都市 京ちゃばな　京都駅前店 サービス 飲食業 5%

146,441 京都府 京都市 京ちゃばな　南新町店 サービス 飲食業 5%

146,442 京都府 京都市 京佃煮　野村 小売業 食料品 5%

146,443 京都府 京都市 京つけもの　近為　本店 小売業 食料品 5%

146,444 京都府 京都市 京漬物大こう本店 小売業 食料品 5%

146,445 京都府 京都市 京つけものもり　本社三条店 小売業 その他小売 5%

146,446 京都府 京都市 京都　いと サービス 飲食業 5%

146,447 京都府 京都市 ＫＹＯＴＯ　ＳＰＩＲＩＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,448 京都府 京都市 京都　立呑　きよきよ サービス 飲食業 5%

146,449 京都府 京都市 京都　中之光庵 サービス 飲食業 5%

146,450 京都府 京都市 ＫＹＯＴＯ　ＦＯＵＲ　ＳＩＳＴＥＲＳ　２ サービス 宿泊業 5%

146,451 京都府 京都市 ＫＹＯＴＯ　ＦＯＵＲ　ＳＩＳＴＥＲＳ　１ サービス 宿泊業 5%

146,452 京都府 京都市 京都　壬生堂 小売業 衣料品 5%

146,453 京都府 京都市 京都一加　本店 小売業 衣料品 5%

146,454 京都府 京都市 京都インギオン サービス 宿泊業 5%
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146,455 京都府 京都市 京都インギオン　２号館 サービス 宿泊業 5%

146,456 京都府 京都市 京都インバン 小売業 その他小売 5%

146,457 京都府 京都市 京都魚輝 小売業 食料品 5%

146,458 京都府 京都市 京都牛光 サービス 飲食業 5%

146,459 京都府 京都市 京東都 小売業 その他小売 5%

146,460 京都府 京都市 京都うら～らかハウス サービス 宿泊業 5%

146,461 京都府 京都市 京都およぎ屋 小売業 その他小売 5%

146,462 京都府 京都市 京都革靴修理　ＴａｋｅＳｈｏｅ サービス その他サービス 5%

146,463 京都府 京都市 京都祇園気楽ＩＮＮ サービス 宿泊業 5%

146,464 京都府 京都市 京都きもの洗科 サービス その他サービス 5%

146,465 京都府 京都市 京都きよみず　別邸 サービス 宿泊業 5%

146,466 京都府 京都市 京都クリーンクラブ サービス その他サービス 5%

146,467 京都府 京都市 京都国立博物館　ミュージアムショップ２ 小売業 その他小売 5%

146,468 京都府 京都市 京都さがの館 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,469 京都府 京都市 京都さがの館　京都四条本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,470 京都府 京都市 京都絞り工芸館 小売業 衣料品 5%

146,471 京都府 京都市 京都小慢 小売業 食料品 5%

146,472 京都府 京都市 京都自律神経センターいなだ治療院 サービス 理容・美容業 5%

146,473 京都府 京都市 京都神具製作所 小売業 その他小売 5%

146,474 京都府 京都市 京都セントラルイン サービス 宿泊業 5%

146,475 京都府 京都市 京都第一ホテル サービス 宿泊業 5%

146,476 京都府 京都市 京都高瀬川別邸 サービス 宿泊業 5%

146,477 京都府 京都市 京都建物 サービス その他サービス 5%

146,478 京都府 京都市 京都茶華道具館株式会社 小売業 家具・調度品 5%

146,479 京都府 京都市 京都通販　東洋捺染バーゲン 小売業 衣料品 5%

146,480 京都府 京都市 京都デニム 小売業 衣料品 5%

146,481 京都府 京都市 京都動物センター病院 サービス その他サービス 5%

146,482 京都府 京都市 京都ナイスウェア　関西１ サービス その他サービス 5%

146,483 京都府 京都市 京都ナイスウェア　関西３ サービス その他サービス 5%

146,484 京都府 京都市 京都ナイスウェア　関西２ サービス その他サービス 5%

146,485 京都府 京都市 京都ナイスウェア　関西４ サービス その他サービス 5%

146,486 京都府 京都市 京都ナイスウェア　京都店 サービス その他サービス 5%

146,487 京都府 京都市 京都のお宿　侘助 サービス 宿泊業 5%

146,488 京都府 京都市 京都のまつげ　桜日和 サービス 理容・美容業 5%

146,489 京都府 京都市 京都東インターチェンジＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,490 京都府 京都市 京都府庁生活協同組合 サービス その他サービス 5%

146,491 京都府 京都市 京都古着王国　西院店 小売業 衣料品 5%

146,492 京都府 京都市 京都堀川イン サービス 宿泊業 5%

146,493 京都府 京都市 京都町家すたじお サービス その他サービス 5%

146,494 京都府 京都市 京都南インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,495 京都府 京都市 有限会社京都雅タクシー サービス 運輸業 5%

146,496 京都府 京都市 京都メガネ館 小売業 貴金属・服飾品 5%
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146,497 京都府 京都市 京都メガネ館　長岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,498 京都府 京都市 京都メガネ館　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,499 京都府 京都市 京都八百一本館 小売業 食料品 5%

146,500 京都府 京都市 京都山本製革店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,501 京都府 京都市 ＫｙｏｔｏＹｏｋｏ＆ＡｋｉｒａＧｕｅｓｔｈｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

146,502 京都府 京都市 京都ラーメン研究所 サービス 飲食業 5%

146,503 京都府 京都市 京都リサイクル王国 小売業 その他小売 5%

146,504 京都府 京都市 京都レンタルサイクル サービス その他サービス 5%

146,505 京都府 京都市 きょうのおかず サービス 飲食業 5%

146,506 京都府 京都市 京の酒道　つどい サービス 飲食業 5%

146,507 京都府 京都市 京の匠ちりめん山椒銀閣寺店 小売業 その他小売 5%

146,508 京都府 京都市 京乃双葉 サービス 宿泊業 5%

146,509 京都府 京都市 京乃都　京都駅前店 サービス その他サービス 5%

146,510 京都府 京都市 京乃宿　加ぎ平 サービス 宿泊業 5%

146,511 京都府 京都市 京の宿　綿善旅館 サービス 宿泊業 5%

146,512 京都府 京都市 京ばあむ　祇園北店 小売業 食料品 5%

146,513 京都府 京都市 京ばあむ　清水店 小売業 食料品 5%

146,514 京都府 京都市 京はやしや　京都三条店 サービス 飲食業 5%

146,515 京都府 京都市 京めん処　さくら庵 サービス 飲食業 5%

146,516 京都府 京都市 京屋 小売業 その他小売 5%

146,517 京都府 京都市 京家　きよみず サービス 飲食業 5%

146,518 京都府 京都市 京家きよみず　木屋町 サービス 飲食業 5%

146,519 京都府 京都市 京家きよみず　ぎをん新橋 サービス 飲食業 5%

146,520 京都府 京都市 京野菜料理　接方来　京都タワー店 サービス 飲食業 5%

146,521 京都府 京都市 京友会 小売業 衣料品 5%

146,522 京都府 京都市 京琉酒彩　海月 サービス 飲食業 5%

146,523 京都府 京都市 京料理うを友 サービス 飲食業 5%

146,524 京都府 京都市 京料理　清和荘 サービス 宿泊業 5%

146,525 京都府 京都市 京和楽 小売業 その他小売 5%

146,526 京都府 京都市 魚貝料理　いけやん サービス 飲食業 5%

146,527 京都府 京都市 漁祭　伏見店 サービス 飲食業 5%

146,528 京都府 京都市 Ｋｉｙｏ　Ｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

146,529 京都府 京都市 清水小路坂のホテル京都 サービス 宿泊業 5%

146,530 京都府 京都市 清水順正おかべ家 小売業 その他小売 5%

146,531 京都府 京都市 ＫＩＲＡＬＹＧＡＲＤＥＮ 小売業 衣料品 5%

146,532 京都府 京都市 銀閣寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,533 京都府 京都市 銀閣寺　貝 サービス 飲食業 5%

146,534 京都府 京都市 ｇｕｊｉ 小売業 衣料品 5%

146,535 京都府 京都市 串揚げｔｏｓｈｉｃｏ サービス 飲食業 5%

146,536 京都府 京都市 串揚げ　みしの サービス 飲食業 5%

146,537 京都府 京都市 串かつ　こぱん　先斗町店 サービス 飲食業 5%

146,538 京都府 京都市 串勝　六角屋 サービス 飲食業 5%
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146,539 京都府 京都市 串蔵 サービス 飲食業 5%

146,540 京都府 京都市 串家　京都祇園店 サービス 飲食業 5%

146,541 京都府 京都市 九条ブラザーミシン商会 小売業 電化製品 5%

146,542 京都府 京都市 久世 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,543 京都府 京都市 久世セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,544 京都府 京都市 ｓａｃｓａｃ 小売業 家具・調度品 5%

146,545 京都府 京都市 久保鈑金 サービス その他サービス 5%

146,546 京都府 京都市 暮らしデザイン研究所 サービス その他サービス 5%

146,547 京都府 京都市 ＫｕｒａｓｕＫｙｏｔｏ サービス 飲食業 5%

146,548 京都府 京都市 ＫｕｒａｓｕＦｕｓｈｉｍｉＩｎａｒｉ サービス 飲食業 5%

146,549 京都府 京都市 ｋｒａｔｅｒｗｉｎｅｓｔｏｒｅ サービス その他サービス 5%

146,550 京都府 京都市 倶楽部　ＨＡＩＲ’Ｓ　桂坂店 サービス 理容・美容業 5%

146,551 京都府 京都市 倶楽部　ＨＡＩＲ’Ｓ　桂坂店 サービス 理容・美容業 5%

146,552 京都府 京都市 鞍楽ハウディ 小売業 食料品 5%

146,553 京都府 京都市 グランツ サービス その他サービス 5%

146,554 京都府 京都市 グランツ　四条寺町 サービス その他サービス 5%

146,555 京都府 京都市 Ｇｌａｚｎｋｅｉ京都駅 サービス その他サービス 5%

146,556 京都府 京都市 グランディール御池店 小売業 食料品 5%

146,557 京都府 京都市 グランディール北白川店 小売業 食料品 5%

146,558 京都府 京都市 グランディール下鴨店 小売業 食料品 5%

146,559 京都府 京都市 グランディール堀川店 小売業 食料品 5%

146,560 京都府 京都市 グランマーブル　ファクトリー店 小売業 食料品 5%

146,561 京都府 京都市 グランマーブル祇園店 小売業 食料品 5%

146,562 京都府 京都市 クリーンショップおくむら　ダイゴ店 サービス その他サービス 5%

146,563 京都府 京都市 クリーンショップおくむら　西野山ビア店 サービス その他サービス 5%

146,564 京都府 京都市 クリーンショップおくむら　伏見桃山店 サービス その他サービス 5%

146,565 京都府 京都市 クリーンショップおくむら　本店 サービス その他サービス 5%

146,566 京都府 京都市 クリーンショップおくむら　桃山店 サービス その他サービス 5%

146,567 京都府 京都市 クリーンショップおくむら山科三条マツヤ サービス その他サービス 5%

146,568 京都府 京都市 ｇｒｉｓ－ｇｒｉｓ 小売業 衣料品 5%

146,569 京都府 京都市 グリース サービス 飲食業 5%

146,570 京都府 京都市 クリームカンパニー 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,571 京都府 京都市 グリル　大仲 サービス 飲食業 5%

146,572 京都府 京都市 Ｃｒａｉｒ　Ａｎｔｉｑｕｅｓ 小売業 家具・調度品 5%

146,573 京都府 京都市 ＧＲＡＣＥ　ｐａｒａ　ｇｅｌ サービス 理容・美容業 5%

146,574 京都府 京都市 Ｇｒａｃｅ　Ｈｉｒｏｋｏ サービス 理容・美容業 5%

146,575 京都府 京都市 クロロフィル　からすま美顔教室 サービス 理容・美容業 5%

146,576 京都府 京都市 くわはらアニマルクリニック サービス その他サービス 5%

146,577 京都府 京都市 株式会社薫風舎 サービス その他サービス 5%

146,578 京都府 京都市 ケアーズドラッグ四条大宮店 小売業 その他小売 5%

146,579 京都府 京都市 ケイ・ウノ京都店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,580 京都府 京都市 京滋リフォーム広 サービス その他サービス 5%
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146,581 京都府 京都市 恵文社　一乗寺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

146,582 京都府 京都市 恵文社　西大路店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

146,583 京都府 京都市 京北（京北石油） 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,584 京都府 京都市 KYT サービス その他サービス 5%

146,585 京都府 京都市 ＫｙｏｔｏＣａｔｈｏｌｉｃＨｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

146,586 京都府 京都市 ゲストハウス金魚家 サービス 宿泊業 5%

146,587 京都府 京都市 ゲストハウス鯉屋 サービス 宿泊業 5%

146,588 京都府 京都市 ゲストハウストゥ・カサ サービス その他サービス 5%

146,589 京都府 京都市 ゲストハウス中本葵 サービス その他サービス 5%

146,590 京都府 京都市 ゲストハウスＯＮＥＷＯＲＬＤ サービス 宿泊業 5%

146,591 京都府 京都市 月耀 サービス その他サービス 5%

146,592 京都府 京都市 ケーニヒスクローネ　清水二寧坂店 小売業 食料品 5%

146,593 京都府 京都市 健伸堂薬局京都駅前店 小売業 その他小売 5%

146,594 京都府 京都市 健伸堂薬局京都四条店 小売業 その他小売 5%

146,595 京都府 京都市 ケントボーイズ御池店 小売業 食料品 5%

146,596 京都府 京都市 ケントボーイズ河原町店 小売業 食料品 5%

146,597 京都府 京都市 ケントボーイズ北大路店 小売業 食料品 5%

146,598 京都府 京都市 ケントボーイズ北白川店 小売業 その他小売 5%

146,599 京都府 京都市 ケントボーイズ三条店 小売業 食料品 5%

146,600 京都府 京都市 ケントボーイズ修学院店 小売業 その他小売 5%

146,601 京都府 京都市 ケントボーイズ西京店 小売業 食料品 5%

146,602 京都府 京都市 ケントボーイズ東野店 小売業 食料品 5%

146,603 京都府 京都市 ＧＯＩＣＨＩ　ＰＩＺＺＡ サービス 飲食業 5%

146,604 京都府 京都市 晃栄 サービス その他サービス 5%

146,605 京都府 京都市 高級果物ワダ 小売業 食料品 5%

146,606 京都府 京都市 髙坂自動車 サービス その他サービス 5%

146,607 京都府 京都市 広樹園 小売業 家具・調度品 5%

146,608 京都府 京都市 高津商会 サービス その他サービス 5%

146,609 京都府 京都市 工房ときわ野 小売業 その他小売 5%

146,610 京都府 京都市 光明電気 小売業 電化製品 5%

146,611 京都府 京都市 小売り部　ぎおん 小売業 電化製品 5%

146,612 京都府 京都市 小売り部　ぎおん 小売業 電化製品 5%

146,613 京都府 京都市 皐盧庵茶舗 サービス その他サービス 5%

146,614 京都府 京都市 悟空のきもち　京都本店 サービス その他サービス 5%

146,615 京都府 京都市 国道十条 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,616 京都府 京都市 国道伏見 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,617 京都府 京都市 黒風窯 小売業 その他小売 5%

146,618 京都府 京都市 国立京都国際会館食堂 サービス 飲食業 5%

146,619 京都府 京都市 苔寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,620 京都府 京都市 ココ・ラフィーネ 小売業 衣料品 5%

146,621 京都府 京都市 ｃｏｃｏ　ｓａｌｏｎ　Ｌｅｇｅｎｄ サービス 理容・美容業 5%

146,622 京都府 京都市 ＣＯＣＯＴＥＡ　北大路店 サービス 理容・美容業 5%
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146,623 京都府 京都市 ＣＯＣＯＴＥＡ　堺町店 サービス 理容・美容業 5%

146,624 京都府 京都市 ココレンタカー サービス その他サービス 5%

146,625 京都府 京都市 五条七本松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,626 京都府 京都市 五條長兵衛 小売業 食料品 5%

146,627 京都府 京都市 御所西　京都平安ホテル サービス 宿泊業 5%

146,628 京都府 京都市 御所西京都平安ホテル売店 サービス 宿泊業 5%

146,629 京都府 京都市 （個人）北村タクシー サービス 運輸業 5%

146,630 京都府 京都市 ＣＯＳＴＡ サービス 飲食業 5%

146,631 京都府 京都市 コスタンテアンティークス 小売業 家具・調度品 5%

146,632 京都府 京都市 コスメティックス　ミカ 小売業 その他小売 5%

146,633 京都府 京都市 コスメティックス　ミカ 小売業 その他小売 5%

146,634 京都府 京都市 コタニ 小売業 家具・調度品 5%

146,635 京都府 京都市 コタニジュエル 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,636 京都府 京都市 ごだん　宮ざわ サービス 飲食業 5%

146,637 京都府 京都市 ｋｏｔｉ サービス 理容・美容業 5%

146,638 京都府 京都市 Ｃｏｔｔａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

146,639 京都府 京都市 ゴトウスポーツ 小売業 その他小売 5%

146,640 京都府 京都市 ゴトーデンキ 小売業 電化製品 5%

146,641 京都府 京都市 ことと 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,642 京都府 京都市 コトバトフク 小売業 衣料品 5%

146,643 京都府 京都市 古都平安の宿　奏 サービス 宿泊業 5%

146,644 京都府 京都市 ｃｏｐａｉｎ サービス 理容・美容業 5%

146,645 京都府 京都市 古美術　泉 小売業 家具・調度品 5%

146,646 京都府 京都市 古美術　花伝堂 小売業 家具・調度品 5%

146,647 京都府 京都市 古美術　荷葉 小売業 家具・調度品 5%

146,648 京都府 京都市 古美術神宮堂 サービス その他サービス 5%

146,649 京都府 京都市 古美術ながた 小売業 家具・調度品 5%

146,650 京都府 京都市 五平次 サービス 飲食業 5%

146,651 京都府 京都市 小牧 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,652 京都府 京都市 小牧　催事 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,653 京都府 京都市 ｇｏｍａｃｒｏ　Ｓａｌｏｎ 小売業 食料品 5%

146,654 京都府 京都市 小町ジュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,655 京都府 京都市 ＣＯＬＺＡ サービス 理容・美容業 5%

146,656 京都府 京都市 ｋｏｒｕｔ　ｊｅｗｅｌｌｅｒｙｗ 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,657 京都府 京都市 コロニー　京都北山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,658 京都府 京都市 ５６ＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

146,659 京都府 京都市 コングラッツホテル　京都 サービス 宿泊業 5%

146,660 京都府 京都市 誉田屋源兵衛㈱ 小売業 衣料品 5%

146,661 京都府 京都市 近藤工務店 サービス その他サービス 5%

146,662 京都府 京都市 Ｔｈｅ　Ｃｏｍｍｏｎ　Ｏｎｅ　Ｂ サービス 飲食業 5%

146,663 京都府 京都市 ＴＨＥＳＯＵＶＥＮＩＲＳＴＯＲＥ祇園店 小売業 その他小売 5%

146,664 京都府 京都市 ＴＨＥＳＯＵＶＥＮＩＲＳＴＯＲＥ御幸町店 小売業 その他小売 5%
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146,665 京都府 京都市 ザ　ノーザンライツコーナー サービス 飲食業 5%

146,666 京都府 京都市 ＴＨＥ　ＦＡＩＴＨ　京都御池店 サービス 理容・美容業 5%

146,667 京都府 京都市 サイクル　ハテナ 小売業 その他小売 5%

146,668 京都府 京都市 斉藤呉服店 小売業 衣料品 5%

146,669 京都府 京都市 ＳＡＯＲＩ　京都 小売業 その他小売 5%

146,670 京都府 京都市 魚とお野菜のイタリアンアルバータ サービス 飲食業 5%

146,671 京都府 京都市 咲く都　京都駅前 サービス その他サービス 5%

146,672 京都府 京都市 さくらｓｕｉｔｅ サービス 宿泊業 5%

146,673 京都府 京都市 ザグランドウエスト嵐山 サービス 宿泊業 5%

146,674 京都府 京都市 酒の器Ｔｏｙｏｄａ 小売業 家具・調度品 5%

146,675 京都府 京都市 Ｔｈｅ香水屋　京都京極店 小売業 その他小売 5%

146,676 京都府 京都市 左近太郎 サービス 飲食業 5%

146,677 京都府 京都市 ササキ電機 小売業 電化製品 5%

146,678 京都府 京都市 さざなみ雑貨店 サービス その他サービス 5%

146,679 京都府 京都市 ＪＭ／ササヨアンドソーオン サービス 理容・美容業 5%

146,680 京都府 京都市 ＴＨＥ　ＪＵＮＥＩ　ＨＯＴＥＬ京都御所西 サービス 宿泊業 5%

146,681 京都府 京都市 ＴＨＥ　ｄａＶＩＮＣＩ　ＣＯＡＴ　１８９３ 小売業 衣料品 5%

146,682 京都府 京都市 ザッカバッカー 小売業 衣料品 5%

146,683 京都府 京都市 ｚａｋｋａｍｏｉｍｏｉ 小売業 衣料品 5%

146,684 京都府 京都市 札幌　かに家　京都店 サービス 飲食業 5%

146,685 京都府 京都市 薩摩の牛太　桂店 サービス 飲食業 5%

146,686 京都府 京都市 佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

146,687 京都府 京都市 さと動物病院 サービス その他サービス 5%

146,688 京都府 京都市 佐野家 サービス 宿泊業 5%

146,689 京都府 京都市 ＴＨＥＨＯＴＥＬ　ＫＩＹＯＭＩＺＵ祇園 サービス 宿泊業 5%

146,690 京都府 京都市 ＴＨＥＨＯＴＥＬＫＩＹＯＭＩＺＵ御所西 サービス 宿泊業 5%

146,691 京都府 京都市 サムライ　京都店 小売業 衣料品 5%

146,692 京都府 京都市 ３１０ｓａｒｅｄｏｗａ　西洞院本店 サービス 飲食業 5%

146,693 京都府 京都市 サロット 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

146,694 京都府 京都市 サロン　和み 小売業 衣料品 5%

146,695 京都府 京都市 サロン　ぱれっと 小売業 その他小売 5%

146,696 京都府 京都市 旅館　さわや本店 サービス 宿泊業 5%

146,697 京都府 京都市 三賀 サービス 宿泊業 5%

146,698 京都府 京都市 三月書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

146,699 京都府 京都市 ＃５ 小売業 衣料品 5%

146,700 京都府 京都市 ＃５ 小売業 衣料品 5%

146,701 京都府 京都市 サンコー 小売業 その他小売 5%

146,702 京都府 京都市 三条眼鏡工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,703 京都府 京都市 ＳＡＮＳＨＩＮ 小売業 衣料品 5%

146,704 京都府 京都市 三塔庵 サービス 宿泊業 5%

146,705 京都府 京都市 三髭堂 小売業 家具・調度品 5%

146,706 京都府 京都市 サンマルク サービス 飲食業 5%
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146,707 京都府 京都市 サンマルク　北山通り店 サービス 飲食業 5%

146,708 京都府 京都市 サンマルク　京都伏見店 サービス 飲食業 5%

146,709 京都府 京都市 ＪＲ西日本レンタカー＆リース株式会社　丹波口駅駐輪場 サービス 運輸業 5%

146,710 京都府 京都市 ＪＡ全農京都　ＪＡグリーンみねやま 小売業 その他小売 5%

146,711 京都府 京都市 ＪＪ　アルクアバンティ京都店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,712 京都府 京都市 ＪＪ　アルク京都醍醐店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,713 京都府 京都市 ＪＪ　アルク西友　山科店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,714 京都府 京都市 ＪＭ／ＪＢＯＹｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅ サービス その他サービス 5%

146,715 京都府 京都市 ｇｅｒｍｏｇｌｉｏ サービス 飲食業 5%

146,716 京都府 京都市 ｇｅｎｎｅ　洛南店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,717 京都府 京都市 志喜 サービス 飲食業 5%

146,718 京都府 京都市 じき　宮ざわ サービス 飲食業 5%

146,719 京都府 京都市 指月亭 サービス 飲食業 5%

146,720 京都府 京都市 しげ森 サービス 飲食業 5%

146,721 京都府 京都市 しげよしＪＲ山科駅店 小売業 食料品 5%

146,722 京都府 京都市 市個人　中越タクシー サービス 運輸業 5%

146,723 京都府 京都市 しごとぎや　たまゆら　伏見中島店 小売業 衣料品 5%

146,724 京都府 京都市 シサム工房 小売業 家具・調度品 5%

146,725 京都府 京都市 シサム工房 小売業 家具・調度品 5%

146,726 京都府 京都市 シサムコウボウ　裏寺通り店 小売業 家具・調度品 5%

146,727 京都府 京都市 四条烏丸エステサロンＢＩＡＮ サービス 理容・美容業 5%

146,728 京都府 京都市 七条七本松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,729 京都府 京都市 シックラジカル 小売業 衣料品 5%

146,730 京都府 京都市 シックラジカル 小売業 衣料品 5%

146,731 京都府 京都市 自転車のきゅうべえ烏丸御池店 小売業 その他小売 5%

146,732 京都府 京都市 自転車のきゅうべえ西院店 小売業 その他小売 5%

146,733 京都府 京都市 自転車のきゅうべえ千本中立売店 小売業 その他小売 5%

146,734 京都府 京都市 自転車屋ＮＯＴＴＯＮ’ｎａｌ 小売業 その他小売 5%

146,735 京都府 京都市 忍自動車 サービス その他サービス 5%

146,736 京都府 京都市 シバタ管工 小売業 その他小売 5%

146,737 京都府 京都市 思文閣 小売業 その他小売 5%

146,738 京都府 京都市 思文閣 小売業 その他小売 5%

146,739 京都府 京都市 思文閣美術館 小売業 家具・調度品 5%

146,740 京都府 京都市 ジャイアントストア京都紫明通 小売業 その他小売 5%

146,741 京都府 京都市 市役所前 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,742 京都府 京都市 写真箱墨染店 サービス その他サービス 5%

146,743 京都府 京都市 ＪＯＵＲＮＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ御倉町店 小売業 衣料品 5%

146,744 京都府 京都市 ＪＰＮ　ＴＡＸＩ サービス その他サービス 5%

146,745 京都府 京都市 じゃんぱら　京都店 小売業 電化製品 5%

146,746 京都府 京都市 シャンベルタン サービス 宿泊業 5%

146,747 京都府 京都市 朱　ＳＨＵ． 小売業 その他小売 5%

146,748 京都府 京都市 周山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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146,749 京都府 京都市 衆星堂 小売業 家具・調度品 5%

146,750 京都府 京都市 十二段家　花見小路店 サービス 飲食業 5%

146,751 京都府 京都市 十二段家　本店 サービス 飲食業 5%

146,752 京都府 京都市 シューギャラリー　オオタ　京都 小売業 衣料品 5%

146,753 京都府 京都市 手芸センタードリーム　イズミヤ六地蔵店 小売業 その他小売 5%

146,754 京都府 京都市 シューズタウン　アミカ 小売業 衣料品 5%

146,755 京都府 京都市 ジュノワ総合美容館 サービス 理容・美容業 5%

146,756 京都府 京都市 酒房すいしん　河原町店 サービス 飲食業 5%

146,757 京都府 京都市 酒房すいしん京都駅前店 サービス 飲食業 5%

146,758 京都府 京都市 旬菜　いまり サービス 飲食業 5%

146,759 京都府 京都市 松栄堂　薫々 小売業 家具・調度品 5%

146,760 京都府 京都市 松栄堂　産寧坂店 小売業 家具・調度品 5%

146,761 京都府 京都市 松栄堂　本店 小売業 家具・調度品 5%

146,762 京都府 京都市 常木屋 サービス 飲食業 5%

146,763 京都府 京都市 将月　一乗寺店 サービス 飲食業 5%

146,764 京都府 京都市 将月　深草店 サービス 飲食業 5%

146,765 京都府 京都市 昭和無線 小売業 電化製品 5%

146,766 京都府 京都市 食彩　ｈａｊｉｍｅ サービス 飲食業 5%

146,767 京都府 京都市 食養館　北大路大宮店 小売業 食料品 5%

146,768 京都府 京都市 食養館　西院店 小売業 食料品 5%

146,769 京都府 京都市 食養館　四条河原町店 小売業 食料品 5%

146,770 京都府 京都市 叙々苑　游玄亭　京都 サービス 飲食業 5%

146,771 京都府 京都市 ジョーズ・ガレージ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

146,772 京都府 京都市 ショック　桂店 小売業 衣料品 5%

146,773 京都府 京都市 ショック　伏見店 小売業 衣料品 5%

146,774 京都府 京都市 ショック　伏見店 小売業 衣料品 5%

146,775 京都府 京都市 ショック　山科店 小売業 衣料品 5%

146,776 京都府 京都市 ショック　山科店 小売業 衣料品 5%

146,777 京都府 京都市 白川 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,778 京都府 京都市 ｃｉｒｒｕｓ サービス 理容・美容業 5%

146,779 京都府 京都市 白札屋 サービス 飲食業 5%

146,780 京都府 京都市 シンエネ烏丸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,781 京都府 京都市 シンエネ京都久世ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,782 京都府 京都市 ＳＨＩＮＴＥＲＲＡＣＥ＆ＨＯＳＴＥＬＫＹＯＴＯ サービス その他サービス 5%

146,783 京都府 京都市 新丸太町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,784 京都府 京都市 真明電気 小売業 電化製品 5%

146,785 京都府 京都市 新山科ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,786 京都府 京都市 酔心　河原町店 サービス 飲食業 5%

146,787 京都府 京都市 酔心　京都駅前Ｂ２店 サービス 飲食業 5%

146,788 京都府 京都市 酔心　京都駅前店Ｂ１ サービス 飲食業 5%

146,789 京都府 京都市 すいしん　西院店 サービス 飲食業 5%

146,790 京都府 京都市 酔心　四条烏丸店 サービス 飲食業 5%
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146,791 京都府 京都市 スーパーフジタ 小売業 その他小売 5%

146,792 京都府 京都市 杉田タクシー サービス 運輸業 5%

146,793 京都府 京都市 鮨　珍念 サービス 飲食業 5%

146,794 京都府 京都市 鮨米 サービス 飲食業 5%

146,795 京都府 京都市 ＳｕｓｈｉＤｉｎｉｎｇ　大八 小売業 食料品 5%

146,796 京都府 京都市 寿司バール　漁祭　先斗町店 サービス 飲食業 5%

146,797 京都府 京都市 鮓はやし サービス 飲食業 5%

146,798 京都府 京都市 Ｓｔａｒｓ　ｙｕｒｕｌｉ サービス 理容・美容業 5%

146,799 京都府 京都市 スタジアム　モリスポ　伏見店 小売業 その他小売 5%

146,800 京都府 京都市 スタジオ　アイ サービス その他サービス 5%

146,801 京都府 京都市 スタジオ　アイ　嵐山店 サービス その他サービス 5%

146,802 京都府 京都市 ＳＴＵＤＩＯＢｉＮＤＵ サービス その他サービス 5%

146,803 京都府 京都市 スタジオ縁 サービス その他サービス 5%

146,804 京都府 京都市 スタジオ小町 サービス その他サービス 5%

146,805 京都府 京都市 スタジオ創 サービス その他サービス 5%

146,806 京都府 京都市 ステーキ割烹すえよし サービス 飲食業 5%

146,807 京都府 京都市 ステーキなか彦 サービス 飲食業 5%

146,808 京都府 京都市 ステップ今熊 小売業 食料品 5%

146,809 京都府 京都市 ステライン烏丸五条 サービス 宿泊業 5%

146,810 京都府 京都市 ステラ御所 サービス 宿泊業 5%

146,811 京都府 京都市 ステラマリス 小売業 衣料品 5%

146,812 京都府 京都市 スヌーピー茶屋 サービス 飲食業 5%

146,813 京都府 京都市 スパゲッテリア　プリマヴェーラ サービス 飲食業 5%

146,814 京都府 京都市 スポーツ館ミツハシ　プロボードハウス 小売業 その他小売 5%

146,815 京都府 京都市 スポーツ館ミツハシ 小売業 その他小売 5%

146,816 京都府 京都市 スポーツ館ミツハシ　京都烏丸御池本店 小売業 その他小売 5%

146,817 京都府 京都市 スポーツミツハシ　ＴＡＳＵＫＩ 小売業 その他小売 5%

146,818 京都府 京都市 スポーツミツハシ　ＷＨＩＴＥＬＩＮＥ 小売業 その他小売 5%

146,819 京都府 京都市 スポーツミツハシ　雅ＭＩＹＡＢＩ 小売業 その他小売 5%

146,820 京都府 京都市 スポーツミツハシハウスＢ 小売業 その他小売 5%

146,821 京都府 京都市 スポーツ　ミツハシブラウニー 小売業 その他小売 5%

146,822 京都府 京都市 京都美顔 小売業 家具・調度品 5%

146,823 京都府 京都市 ＳＵＭＩ サービス 理容・美容業 5%

146,824 京都府 京都市 すみ家　西院店 サービス 飲食業 5%

146,825 京都府 京都市 すみ家　三条店 サービス 飲食業 5%

146,826 京都府 京都市 炭火どり サービス 飲食業 5%

146,827 京都府 京都市 炭火とワイン　京都駅前店 サービス 飲食業 5%

146,828 京都府 京都市 炭火ぶた串焼　風味堂 サービス 飲食業 5%

146,829 京都府 京都市 炭屋旅館 サービス 宿泊業 5%

146,830 京都府 京都市 Ｔｈｒｅｅ　Ｓｔａｒ　京都店 小売業 衣料品 5%

146,831 京都府 京都市 スリービー 小売業 家具・調度品 5%

146,832 京都府 京都市 Ｓｌｅｅｐｉｎｇ　Ｂｅａｕｔｙ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

146,833 京都府 京都市 スリムサロンＦＥＬＩＣＥ サービス 理容・美容業 5%

146,834 京都府 京都市 スリムサロンフェリーチェ 小売業 その他小売 5%

146,835 京都府 京都市 駿河屋　伏見本舗 小売業 食料品 5%

146,836 京都府 京都市 ｓｌｏｗｆｌｏｗ サービス 飲食業 5%

146,837 京都府 京都市 生活の木京都四条烏丸店２Ｆ 小売業 その他小売 5%

146,838 京都府 京都市 セイボリー サービス 飲食業 5%

146,839 京都府 京都市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　御池釜座 サービス その他サービス 5%

146,840 京都府 京都市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　御池寺町 サービス その他サービス 5%

146,841 京都府 京都市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　桂西口 サービス その他サービス 5%

146,842 京都府 京都市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　京都ファミリー サービス その他サービス 5%

146,843 京都府 京都市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　玄琢 サービス その他サービス 5%

146,844 京都府 京都市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　四条西洞院 サービス その他サービス 5%

146,845 京都府 京都市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　下鴨 サービス その他サービス 5%

146,846 京都府 京都市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　醍醐 サービス その他サービス 5%

146,847 京都府 京都市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　中堀川 サービス その他サービス 5%

146,848 京都府 京都市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　椥辻 サービス その他サービス 5%

146,849 京都府 京都市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　七条 サービス その他サービス 5%

146,850 京都府 京都市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　西大路御池 サービス その他サービス 5%

146,851 京都府 京都市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　フレスコ川田 サービス その他サービス 5%

146,852 京都府 京都市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　堀川丸太町 サービス その他サービス 5%

146,853 京都府 京都市 ＳＥＩＹＯＳＨＡミリオンタウン五条西小路 サービス その他サービス 5%

146,854 京都府 京都市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　ライフ二条駅前 サービス その他サービス 5%

146,855 京都府 京都市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　ライフ壬生 サービス その他サービス 5%

146,856 京都府 京都市 セカンド　スパイス 小売業 家具・調度品 5%

146,857 京都府 京都市 接方来　京都駅ビル店 サービス 飲食業 5%

146,858 京都府 京都市 接方来　三条店 サービス 飲食業 5%

146,859 京都府 京都市 接方来　ミーナ京都店 サービス 飲食業 5%

146,860 京都府 京都市 セーヌ サービス 理容・美容業 5%

146,861 京都府 京都市 ＳＥＰＴＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

146,862 京都府 京都市 ＳＥＰＴＮＡＩＬ三条本店 サービス 理容・美容業 5%

146,863 京都府 京都市 ＳＥＰＴＮＡＩＬ四条烏丸店 サービス 理容・美容業 5%

146,864 京都府 京都市 ＳＥＰＴＮＡＩＬ伏見店 サービス 理容・美容業 5%

146,865 京都府 京都市 ＳＥＰＴ＋ サービス 理容・美容業 5%

146,866 京都府 京都市 芹生 サービス 宿泊業 5%

146,867 京都府 京都市 セルフ＆カーケアセンター北白川 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,868 京都府 京都市 セルフ＆カーケアセンター深草 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,869 京都府 京都市 ＺＥＲＯ　五条店 小売業 貴金属・服飾品 5%

146,870 京都府 京都市 染色工芸ぎゃらりー　みみじや 小売業 家具・調度品 5%

146,871 京都府 京都市 千都四季伏見稲荷 小売業 衣料品 5%

146,872 京都府 京都市 千本今出川 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,873 京都府 京都市 千龍　四条大宮店 サービス 飲食業 5%

146,874 京都府 京都市 ソアリス サービス 理容・美容業 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

146,875 京都府 京都市 ｓｏｙｌｉｓｔａ　東山店 小売業 衣料品 5%

146,876 京都府 京都市 ＳＯＵ．ＳＯＵ　着衣 小売業 衣料品 5%

146,877 京都府 京都市 ＳＯＵ・ＳＯＵ　傾衣 小売業 衣料品 5%

146,878 京都府 京都市 ＳＯＵ・ＳＯＵ　わらべぎ 小売業 衣料品 5%

146,879 京都府 京都市 ＳＯＵ・ＳＯＵ伊勢木綿 小売業 衣料品 5%

146,880 京都府 京都市 ＳＯＵ・ＳＯＵ伊勢木綿 小売業 衣料品 5%

146,881 京都府 京都市 ＳＯＵ・ＳＯＵ足袋 小売業 衣料品 5%

146,882 京都府 京都市 ＳＯＵ・ＳＯＵ　ｌｅｃｏｑｓｐｏｒｔｉｆ 小売業 衣料品 5%

146,883 京都府 京都市 ｓｏｗｇｅｎｂｒｏｃａｎｔｅ 小売業 その他小売 5%

146,884 京都府 京都市 総合リサイクル＆ブランド王国　千代原口店 小売業 その他小売 5%

146,885 京都府 京都市 創作茶ダイニング　煎右衛門 サービス 飲食業 5%

146,886 京都府 京都市 ＳＯＵ・ＳＯＵ　布袋 小売業 衣料品 5%

146,887 京都府 京都市 ＳＯＵ・ＳＯＵ在釜 サービス 飲食業 5%

146,888 京都府 京都市 ＳＯＵ・ＳＯＵ染めおり 小売業 衣料品 5%

146,889 京都府 京都市 象彦 小売業 その他小売 5%

146,890 京都府 京都市 株式会社象彦 小売業 家具・調度品 5%

146,891 京都府 京都市 象彦京都寺町本店 小売業 家具・調度品 5%

146,892 京都府 京都市 総本家近清 小売業 食料品 5%

146,893 京都府 京都市 宗や サービス 飲食業 5%

146,894 京都府 京都市 そば酒房徳兵衛 サービス 飲食業 5%

146,895 京都府 京都市 そば処　みなもと サービス 飲食業 5%

146,896 京都府 京都市 ＳＯＰＨ．ＫＹＯＴＯ 小売業 衣料品 5%

146,897 京都府 京都市 有限会社ソフネット サービス その他サービス 5%

146,898 京都府 京都市 ダイイチ 小売業 衣料品 5%

146,899 京都府 京都市 大こう本店　大宮店 小売業 食料品 5%

146,900 京都府 京都市 醍醐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,901 京都府 京都市 大極殿 小売業 食料品 5%

146,902 京都府 京都市 大極殿本舗六角店 小売業 食料品 5%

146,903 京都府 京都市 タイ古式ほぐし処Ｂａａｎ　Ｐｈｕｕｋ サービス その他サービス 5%

146,904 京都府 京都市 ダイニング百練 サービス 飲食業 5%

146,905 京都府 京都市 ダイビング笑店　タニダ 小売業 その他小売 5%

146,906 京都府 京都市 ダイビングショップ　オオノ 小売業 その他小売 5%

146,907 京都府 京都市 ダイビングプロショップ　エリート 小売業 その他小売 5%

146,908 京都府 京都市 ダイワペット京都店 小売業 その他小売 5%

146,909 京都府 京都市 高雄 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,910 京都府 京都市 高尾オートサービス サービス その他サービス 5%

146,911 京都府 京都市 髙雄観光ホテル サービス 宿泊業 5%

146,912 京都府 京都市 高木酒店 小売業 食料品 5%

146,913 京都府 京都市 高木町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,914 京都府 京都市 髙嶋タクシー サービス 運輸業 5%

146,915 京都府 京都市 高中商店 小売業 その他小売 5%

146,916 京都府 京都市 高野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

146,917 京都府 京都市 宝ケ池国際ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

146,918 京都府 京都市 Ｔａｘｉ　Ｓｈｉｍａ サービス 運輸業 5%

146,919 京都府 京都市 タクミ薬局 小売業 その他小売 5%

146,920 京都府 京都市 タケダ事務機 小売業 その他小売 5%

146,921 京都府 京都市 Ｔｕｒｑｕｏｉｓｅ　Ｂａｒ サービス 飲食業 5%

146,922 京都府 京都市 たつのや サービス 飲食業 5%

146,923 京都府 京都市 田中人形 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

146,924 京都府 京都市 東山三条田中人形　国道１号大手筋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

146,925 京都府 京都市 ＤＵＢ　ＣＹＣＬＥ 小売業 その他小売 5%

146,926 京都府 京都市 たべのみ処げんたろう商店 サービス 飲食業 5%

146,927 京都府 京都市 玉半 サービス 宿泊業 5%

146,928 京都府 京都市 ＤａｒｌｉｎｇＢｌｏｏｍｓ 小売業 衣料品 5%

146,929 京都府 京都市 太郎屋 サービス 飲食業 5%

146,930 京都府 京都市 担担麺　胡 サービス 飲食業 5%

146,931 京都府 京都市 小さ子社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

146,932 京都府 京都市 ＣＨＥＲＲＹ サービス 飲食業 5%

146,933 京都府 京都市 Ｃｈａｍｂｅｒ サービス 理容・美容業 5%

146,934 京都府 京都市 Ｔｉｃｋｅｔｓ　Ｔｏｄａｙ　ＫＹＯＴＯ サービス その他サービス 5%

146,935 京都府 京都市 チッタディーナ 小売業 衣料品 5%

146,936 京都府 京都市 Ｃｈａｒｃｏａｌ サービス 飲食業 5%

146,937 京都府 京都市 ちゃばな サービス 飲食業 5%

146,938 京都府 京都市 ちゃばな　円町店 サービス 飲食業 5%

146,939 京都府 京都市 ちゃばな　北大路堀川店 サービス 飲食業 5%

146,940 京都府 京都市 茶花　七条新町店 サービス 飲食業 5%

146,941 京都府 京都市 ちゃばな　西大路七条店 サービス 飲食業 5%

146,942 京都府 京都市 ｃｈａｒｌｉｅ 小売業 衣料品 5%

146,943 京都府 京都市 中華料理　千龍 サービス 飲食業 5%

146,944 京都府 京都市 中国厨房Ｑ楽　京都駅前店 サービス 飲食業 5%

146,945 京都府 京都市 ちりめん細工館　二寧坂店 小売業 その他小売 5%

146,946 京都府 京都市 チルアウトバーバアンドリフレ サービス 理容・美容業 5%

146,947 京都府 京都市 ツカキ 小売業 衣料品 5%

146,948 京都府 京都市 ツカキスクエア　アヴェール京都 小売業 衣料品 5%

146,949 京都府 京都市 ツキトカゲ　新町店 サービス 飲食業 5%

146,950 京都府 京都市 ツキトカゲ　本店 サービス 飲食業 5%

146,951 京都府 京都市 月のいろ 小売業 衣料品 5%

146,952 京都府 京都市 辻利　京都店 小売業 食料品 5%

146,953 京都府 京都市 辻利　清水坂店 小売業 食料品 5%

146,954 京都府 京都市 ｔｕｍｕｇｉ 小売業 衣料品 5%

146,955 京都府 京都市 つゆしゃぶ　山福 サービス 飲食業 5%

146,956 京都府 京都市 釣り具王カスタム４５ 小売業 その他小売 5%

146,957 京都府 京都市 つり具のブンブン京都伏見店 小売業 その他小売 5%

146,958 京都府 京都市 鶴喜そば上鳥羽店 サービス 飲食業 5%

3501



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

146,959 京都府 京都市 鶴喜そば山科店 サービス 飲食業 5%

146,960 京都府 京都市 ティアラ　高野 サービス その他サービス 5%

146,961 京都府 京都市 ＴＭコーポレーション１ 小売業 その他小売 5%

146,962 京都府 京都市 ｔｐ－ｗｏｒｋｓ 小売業 家具・調度品 5%

146,963 京都府 京都市 ＤＡＨ　京都店 サービス 理容・美容業 5%

146,964 京都府 京都市 ディエタ サービス その他サービス 5%

146,965 京都府 京都市 定楽屋　木屋町店 サービス 飲食業 5%

146,966 京都府 京都市 テイコク薬局　西院店 小売業 その他小売 5%

146,967 京都府 京都市 テイコク薬局　東寺店 小売業 その他小売 5%

146,968 京都府 京都市 ＤＥＣＥＮＴ 小売業 衣料品 5%

146,969 京都府 京都市 ディッキーズ　京都 小売業 衣料品 5%

146,970 京都府 京都市 ＤＥＴＡＩＬ サービス 飲食業 5%

146,971 京都府 京都市 ＴＩＰＩ　ＭＯＴＯＲ　ＣＹＣＬＥ 小売業 その他小売 5%

146,972 京都府 京都市 ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｋｏｍａｔｓｕ 小売業 衣料品 5%

146,973 京都府 京都市 ディフェラン 小売業 衣料品 5%

146,974 京都府 京都市 ディフェラン 小売業 衣料品 5%

146,975 京都府 京都市 Ｔフロンティア 小売業 衣料品 5%

146,976 京都府 京都市 てくてく京都　清水 サービス その他サービス 5%

146,977 京都府 京都市 てくてく京都　清水店 サービス その他サービス 5%

146,978 京都府 京都市 てくてく京都　四条烏丸 サービス その他サービス 5%

146,979 京都府 京都市 ＤＥＣＯ　ＥＣＬＡＩＲ 小売業 衣料品 5%

146,980 京都府 京都市 Ｄｅｔａｎｓ　ＭＯＴＯ 小売業 その他小売 5%

146,981 京都府 京都市 鉄板居酒屋　わ サービス 飲食業 5%

146,982 京都府 京都市 鉄板ダイニング翔　縄手店 サービス 飲食業 5%

146,983 京都府 京都市 ｔeｔｅ　a　ｔeｔｅ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

146,984 京都府 京都市 デフィーコトクロス阪急河原町店 小売業 その他小売 5%

146,985 京都府 京都市 てもみライフ サービス その他サービス 5%

146,986 京都府 京都市 Ｄｕｄｅ　Ｒａｎｃｈ 小売業 衣料品 5%

146,987 京都府 京都市 寺子屋５０ 小売業 家具・調度品 5%

146,988 京都府 京都市 寺子屋５１ 小売業 家具・調度品 5%

146,989 京都府 京都市 でんきのＳ．Ｂ．セイコー 小売業 電化製品 5%

146,990 京都府 京都市 天正 サービス 飲食業 5%

146,991 京都府 京都市 天神川 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,992 京都府 京都市 点心之家 サービス 飲食業 5%

146,993 京都府 京都市 天宗 サービス 飲食業 5%

146,994 京都府 京都市 天丼　元亀 サービス 飲食業 5%

146,995 京都府 京都市 天王町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

146,996 京都府 京都市 天ぷら圓堂八坂西邸 サービス 飲食業 5%

146,997 京都府 京都市 トーアスポーツ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

146,998 京都府 京都市 土井志ば漬本舗 小売業 その他小売 5%

146,999 京都府 京都市 土井志ば漬本舗　祇園店 小売業 食料品 5%

147,000 京都府 京都市 株式会社　土井志ば漬本舗　清水店 小売業 食料品 5%
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147,001 京都府 京都市 土井志ば漬本舗　銀閣寺店 小売業 食料品 5%

147,002 京都府 京都市 土井志ば漬本舗　三千院店 小売業 食料品 5%

147,003 京都府 京都市 ト一 サービス 宿泊業 5%

147,004 京都府 京都市 陶　点睛　かわさき 小売業 家具・調度品 5%

147,005 京都府 京都市 Ｔｏｏｔｈ　Ｔｏｏｔｈ サービス その他サービス 5%

147,006 京都府 京都市 東映太秦映画村 サービス その他サービス 5%

147,007 京都府 京都市 童具店　京都 小売業 家具・調度品 5%

147,008 京都府 京都市 ＪＭ／陶磁器たきぐち 小売業 家具・調度品 5%

147,009 京都府 京都市 灯心庵 サービス その他サービス 5%

147,010 京都府 京都市 童心彫房 小売業 家具・調度品 5%

147,011 京都府 京都市 豆乳ラーメン専門店　「豆禅」 サービス 飲食業 5%

147,012 京都府 京都市 道楽箱　山科店 小売業 その他小売 5%

147,013 京都府 京都市 道楽箱オンラインストア 小売業 その他小売 5%

147,014 京都府 京都市 ＴＲＩＬ サービス 理容・美容業 5%

147,015 京都府 京都市 ＤＯＧＡ サービス その他サービス 5%

147,016 京都府 京都市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ勧修店 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,017 京都府 京都市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ京都駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,018 京都府 京都市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ山科店 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,019 京都府 京都市 時計倉庫ＴＯＫＩＡ　京都店 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,020 京都府 京都市 渡月亭 サービス 宿泊業 5%

147,021 京都府 京都市 渡月亭 サービス 宿泊業 5%

147,022 京都府 京都市 ＤＯＧ＆ＬＩＦＥ 小売業 その他小売 5%

147,023 京都府 京都市 ＤＯＧ＆ＬＩＦＥ　Ｅａｓｔ 小売業 その他小売 5%

147,024 京都府 京都市 トップスカフェ　京都駅八条口店 サービス 飲食業 5%

147,025 京都府 京都市 ｔｏｔｏ サービス 理容・美容業 5%

147,026 京都府 京都市 DONOBAN-KYOTO 小売業 衣料品 5%

147,027 京都府 京都市 トミ・エル 小売業 衣料品 5%

147,028 京都府 京都市 ドミトリ－翆 サービス 宿泊業 5%

147,029 京都府 京都市 とよだ動物病院 サービス その他サービス 5%

147,030 京都府 京都市 都らいぶエンドー 小売業 電化製品 5%

147,031 京都府 京都市 Ｔｒａｄｉ サービス その他サービス 5%

147,032 京都府 京都市 とらのあな京都店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,033 京都府 京都市 寅屋 サービス 飲食業 5%

147,034 京都府 京都市 虎屋菓寮　京都一条店 サービス 飲食業 5%

147,035 京都府 京都市 とらや京都一条店 小売業 食料品 5%

147,036 京都府 京都市 とらや京都四條南座店 小売業 食料品 5%

147,037 京都府 京都市 ＴＯＲＩＩ　タクシー サービス 飲食業 5%

147,038 京都府 京都市 とりくら サービス 飲食業 5%

147,039 京都府 京都市 鶏コロール サービス 飲食業 5%

147,040 京都府 京都市 ｄｒｉｃｃｏ 小売業 衣料品 5%

147,041 京都府 京都市 Ｔｒａｉｔ　ｄ’ｕｎｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

147,042 京都府 京都市 Ｔｒａｉｔ　ｄ’ｕｎｉｏｎ 小売業 衣料品 5%
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147,043 京都府 京都市 苗代 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,044 京都府 京都市 直し家本舗京都 サービス その他サービス 5%

147,045 京都府 京都市 中尾写真場　京大前スタジオ サービス その他サービス 5%

147,046 京都府 京都市 中川米穀店 小売業 食料品 5%

147,047 京都府 京都市 中タクシー サービス 運輸業 5%

147,048 京都府 京都市 ナカニシヤ出版 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,049 京都府 京都市 中村靴加工所 小売業 衣料品 5%

147,050 京都府 京都市 ＮＡＫＡＹＡＭＡ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

147,051 京都府 京都市 Ｎａｇｏｍｉ和 小売業 その他小売 5%

147,052 京都府 京都市 和いけやん サービス 飲食業 5%

147,053 京都府 京都市 なごみ宿　都和 サービス 宿泊業 5%

147,054 京都府 京都市 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

147,055 京都府 京都市 七瀬川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,056 京都府 京都市 ＧＮＡＲＬＹ　ＢＩＫＥＳ 小売業 その他小売 5%

147,057 京都府 京都市 ナンクル食堂 サービス 飲食業 5%

147,058 京都府 京都市 南禅寺　順正 小売業 その他小売 5%

147,059 京都府 京都市 肉重　つづみ 小売業 食料品 5%

147,060 京都府 京都市 肉匠益市ＧＩＯＮ サービス 飲食業 5%

147,061 京都府 京都市 ニコニコレンタカー　京都壬生東檜店 サービス その他サービス 5%

147,062 京都府 京都市 ＮＩＫＯＬＡＢＯ サービス 飲食業 5%

147,063 京都府 京都市 西尾　洛西店 小売業 衣料品 5%

147,064 京都府 京都市 西賀茂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,065 京都府 京都市 錦 サービス 飲食業 5%

147,066 京都府 京都市 にしきの サービス 飲食業 5%

147,067 京都府 京都市 にしきの千松 サービス 飲食業 5%

147,068 京都府 京都市 錦へんこつ サービス 飲食業 5%

147,069 京都府 京都市 株式会社　ニシタニ 小売業 電化製品 5%

147,070 京都府 京都市 西出陶房 サービス その他サービス 5%

147,071 京都府 京都市 西中無線サービス 小売業 電化製品 5%

147,072 京都府 京都市 西野山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,073 京都府 京都市 有限会社西秀 小売業 家具・調度品 5%

147,074 京都府 京都市 有限会社　西村松寿堂 小売業 家具・調度品 5%

147,075 京都府 京都市 西村貿易株式会社 小売業 家具・調度品 5%

147,076 京都府 京都市 日昇　カ－ド 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,077 京都府 京都市 日昇別荘 サービス 宿泊業 5%

147,078 京都府 京都市 ニッセンシェイプ・サロン　つたえ 小売業 衣料品 5%

147,079 京都府 京都市 ニッセンシェイプファンデサロンドＣｉｅｌ 小売業 衣料品 5%

147,080 京都府 京都市 ニッセンシェイプファンデサロンＢＲ 小売業 衣料品 5%

147,081 京都府 京都市 仁々木祇園本店 小売業 食料品 5%

147,082 京都府 京都市 日本館 サービス 宿泊業 5%

147,083 京都府 京都市 日本料理　祇園　つじや サービス 飲食業 5%

147,084 京都府 京都市 日本料理八坂圓堂ＴＨＥＣＥＬＥＳＴＩＮＥ サービス 飲食業 5%
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147,085 京都府 京都市 ｎｉｍ　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

147,086 京都府 京都市 ＮＥＷ　ＥＲＡ　ＫＹＯＴＯ 小売業 衣料品 5%

147,087 京都府 京都市 ニュー山科ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,088 京都府 京都市 ニューヨーク・ニューヨーク　本店 サービス 理容・美容業 5%

147,089 京都府 京都市 株式会社　俄 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,090 京都府 京都市 俄　京都本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,091 京都府 京都市 俄神戸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,092 京都府 京都市 庭の小葉 小売業 その他小売 5%

147,093 京都府 京都市 丹羽べっ甲店 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,094 京都府 京都市 Ｎｕｕｋａ サービス 理容・美容業 5%

147,095 京都府 京都市 Ｎａｉｌｄｅｌｉｅｎ　イオンモール京都桂川店 サービス 理容・美容業 5%

147,096 京都府 京都市 ＮＯＡＮＯＡ サービス 飲食業 5%

147,097 京都府 京都市 ｎｏｖｅｍ　ｂｙ　ｃｉｒｒｕｓ サービス 理容・美容業 5%

147,098 京都府 京都市 信長書店　四条河原町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,099 京都府 京都市 野村かつら店 サービス 理容・美容業 5%

147,100 京都府 京都市 のレン　嵐山 小売業 その他小売 5%

147,101 京都府 京都市 のレン　祇園店 小売業 その他小売 5%

147,102 京都府 京都市 のレン　四条通り店 小売業 その他小売 5%

147,103 京都府 京都市 のレン京極 小売業 その他小売 5%

147,104 京都府 京都市 呑太呂・智 サービス 飲食業 5%

147,105 京都府 京都市 ＢＡＲ　源 サービス 飲食業 5%

147,106 京都府 京都市 パーツボックスツボイ 小売業 その他小売 5%

147,107 京都府 京都市 梅心庵　清水店 小売業 食料品 5%

147,108 京都府 京都市 ＰＡＵＳＥ サービス 飲食業 5%

147,109 京都府 京都市 ｈａｋｕ サービス 理容・美容業 5%

147,110 京都府 京都市 白梅ファクトリー サービス その他サービス 5%

147,111 京都府 京都市 白梅ファクトリー　車検センター サービス その他サービス 5%

147,112 京都府 京都市 ばくばくの花路 サービス 飲食業 5%

147,113 京都府 京都市 箱藤商店　〔店頭用〕 小売業 家具・調度品 5%

147,114 京都府 京都市 パゴン　ＰＡＧＯＮＧ　祇園店 小売業 衣料品 5%

147,115 京都府 京都市 パゴン　三条店 小売業 衣料品 5%

147,116 京都府 京都市 パゴン　本店 小売業 衣料品 5%

147,117 京都府 京都市 バーザノーザンライツ サービス 飲食業 5%

147,118 京都府 京都市 バストアップ・サロン　　さゆり サービス 理容・美容業 5%

147,119 京都府 京都市 長谷川商店 小売業 衣料品 5%

147,120 京都府 京都市 パソコンドック２４　京都・四条店 サービス その他サービス 5%

147,121 京都府 京都市 パソコンドック２４京都・桂駅前店 サービス その他サービス 5%

147,122 京都府 京都市 パソコンドック２４　京都・阪急桂駅前店 サービス その他サービス 5%

147,123 京都府 京都市 はたごや　ＪＲ山科駅前店 サービス 飲食業 5%

147,124 京都府 京都市 八甲 小売業 衣料品 5%

147,125 京都府 京都市 八条 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,126 京都府 京都市 八光 サービス 飲食業 5%
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147,127 京都府 京都市 バックス 小売業 その他小売 5%

147,128 京都府 京都市 ＨＡＴＬＡＢＯ 小売業 衣料品 5%

147,129 京都府 京都市 服部織物株式会社 小売業 衣料品 5%

147,130 京都府 京都市 ハッピーロクハラ 小売業 食料品 5%

147,131 京都府 京都市 ＨＥＡＲＴＥＯＮ サービス 理容・美容業 5%

147,132 京都府 京都市 ＨＡＮＡＩ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

147,133 京都府 京都市 花園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,134 京都府 京都市 花ノ坊金閣寺道 サービス その他サービス 5%

147,135 京都府 京都市 はなはな サービス 飲食業 5%

147,136 京都府 京都市 ハナビラヒトツ　二寧坂店 小売業 その他小売 5%

147,137 京都府 京都市 ハナビラヒトツ。東大路通店 小売業 その他小売 5%

147,138 京都府 京都市 ＢａｒＢｅｒ　Ｓａｉｗａｉ サービス 理容・美容業 5%

147,139 京都府 京都市 パパジョンズ今出川店 サービス 飲食業 5%

147,140 京都府 京都市 パパジョンズ六角店 小売業 食料品 5%

147,141 京都府 京都市 パハロブランカ 小売業 衣料品 5%

147,142 京都府 京都市 Ｈａｐｐｉｓ サービス 理容・美容業 5%

147,143 京都府 京都市 Ｈｕｍｈｕｍｈｕｇ　Ｃｙｃｌｅ　Ｃｅｎｔｅｒ 小売業 その他小売 5%

147,144 京都府 京都市 ＰＡＲＬＯＲ　ＳＨＥ　ＳＩＤＥ サービス 宿泊業 5%

147,145 京都府 京都市 玻璃 サービス 飲食業 5%

147,146 京都府 京都市 玻璃 サービス 飲食業 5%

147,147 京都府 京都市 ＢＵＲＬＥＳＱＵＥ サービス 理容・美容業 5%

147,148 京都府 京都市 ＢＵＲＬＥＳＱＵＥ サービス 理容・美容業 5%

147,149 京都府 京都市 半田タクシー サービス 運輸業 5%

147,150 京都府 京都市 ばんてら 小売業 家具・調度品 5%

147,151 京都府 京都市 華り 小売業 衣料品 5%

147,152 京都府 京都市 帆布カバン　喜一澤 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,153 京都府 京都市 ハン六　からすま 小売業 その他小売 5%

147,154 京都府 京都市 Ｂｅ　ｆｉｎｅ　Ｃｏｏ　ＡＶＥＤＡ サービス 理容・美容業 5%

147,155 京都府 京都市 Ｂｅ　ｆｉｎｅ　Ｃｏｏ　ＡＶＥＤＡ サービス 理容・美容業 5%

147,156 京都府 京都市 ピアット サービス 飲食業 5%

147,157 京都府 京都市 Ｂｉａｎ－ｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

147,158 京都府 京都市 ＢＩＡＮ　ｐｒｅｍｉｕｍ サービス その他サービス 5%

147,159 京都府 京都市 ＢＫｔａｘＩ サービス 運輸業 5%

147,160 京都府 京都市 びぃずや　ろっかく 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,161 京都府 京都市 柊家別館 サービス 宿泊業 5%

147,162 京都府 京都市 柊家旅館 サービス 宿泊業 5%

147,163 京都府 京都市 比叡タクシー　本社営業所 サービス その他サービス 5%

147,164 京都府 京都市 ＢＭＯ京都伏見店 小売業 衣料品 5%

147,165 京都府 京都市 東九条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,166 京都府 京都市 東山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,167 京都府 京都市 ビゴーレ・カタオカ 小売業 その他小売 5%

147,168 京都府 京都市 Ｂ－ｃｏｎ　京都店 小売業 家具・調度品 5%
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147,169 京都府 京都市 ピザ・リトルパーティー 小売業 食料品 5%

147,170 京都府 京都市 ピザ・リトルパーティー　葛野大路店 小売業 食料品 5%

147,171 京都府 京都市 ピザ・リトルパーティー　九条店 小売業 食料品 5%

147,172 京都府 京都市 ピザ・リトルパーティー　千本二条店 小売業 食料品 5%

147,173 京都府 京都市 ピザ・リトルパーティー　醍醐店 小売業 食料品 5%

147,174 京都府 京都市 ピザ・リトルパーティー　千代原口店 小売業 食料品 5%

147,175 京都府 京都市 ピザ・リトルパーティー　東山二条店 小売業 食料品 5%

147,176 京都府 京都市 ピザ・リトルパーティー　山科店 小売業 食料品 5%

147,177 京都府 京都市 ひさだ動物病院 サービス その他サービス 5%

147,178 京都府 京都市 ビザール 小売業 衣料品 5%

147,179 京都府 京都市 ヒステリックグラマー　京都店 小売業 衣料品 5%

147,180 京都府 京都市 ヒステリックグラマー　藤井大丸店 小売業 衣料品 5%

147,181 京都府 京都市 ビストロ　ラ・ブークル サービス 飲食業 5%

147,182 京都府 京都市 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｃｈｅｚ　Ｍｏｍｏ サービス 飲食業 5%

147,183 京都府 京都市 ＢＩＳＴＲＯ　Ｖｅｒｊｕｓ サービス 飲食業 5%

147,184 京都府 京都市 ＢｉｓｔｒｏＫＡＷＡＮＯ サービス 飲食業 5%

147,185 京都府 京都市 ひだまり サービス その他サービス 5%

147,186 京都府 京都市 Ｂｉｇ　Ａｐｐｌｅ　伏見桃山 サービス 理容・美容業 5%

147,187 京都府 京都市 ＢＩＧＢＯＳＳ京都店 小売業 その他小売 5%

147,188 京都府 京都市 ピッツェリアピッツァパスチーボ サービス 飲食業 5%

147,189 京都府 京都市 秀寅 サービス 飲食業 5%

147,190 京都府 京都市 ひとしお サービス 飲食業 5%

147,191 京都府 京都市 人品 小売業 その他小売 5%

147,192 京都府 京都市 人見電機株式会社 小売業 電化製品 5%

147,193 京都府 京都市 美肌専門店　スキンエイジングケアサロンＦＥＬＩＣＥ 小売業 その他小売 5%

147,194 京都府 京都市 Ｂｅｆｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

147,195 京都府 京都市 Ｂｅｆｉｎｅ　ＡＣＴ２ サービス 理容・美容業 5%

147,196 京都府 京都市 Ｂｅｆｉｎｅ　ｅ－ｈａ　ＡＶＥＤＡ サービス 理容・美容業 5%

147,197 京都府 京都市 ビ・ファイン　本店 サービス 理容・美容業 5%

147,198 京都府 京都市 ひふみ旅館 サービス 宿泊業 5%

147,199 京都府 京都市 美味酒肴　京すいしん サービス 飲食業 5%

147,200 京都府 京都市 百味飲食 サービス 飲食業 5%

147,201 京都府 京都市 ＰｕｒｅＮａｉｌＰｅｔｉｔ　イオンモール京都五条店 サービス 理容・美容業 5%

147,202 京都府 京都市 ＰｕｒｅＮａｉｌＰｅｔｉｔ　イオンモールＫＹＯＴＯ店 サービス 理容・美容業 5%

147,203 京都府 京都市 Ｈｕｉｃｋ サービス 理容・美容業 5%

147,204 京都府 京都市 ビューティサロン　ＳＵＭＩ サービス 理容・美容業 5%

147,205 京都府 京都市 ビューティーサロンイノウエ サービス 理容・美容業 5%

147,206 京都府 京都市 ビューティーサロン　モンシェリー サービス 理容・美容業 5%

147,207 京都府 京都市 美容室　ＦＯＲ　ＹＯＵ サービス 理容・美容業 5%

147,208 京都府 京都市 美容室　ヘアーチャンス サービス 理容・美容業 5%

147,209 京都府 京都市 美容室　ヘアーチャンス　西野店 サービス 理容・美容業 5%

147,210 京都府 京都市 美容室　ル・レーヴ サービス 理容・美容業 5%
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147,211 京都府 京都市 瓢斗　京都駅前本店 サービス 飲食業 5%

147,212 京都府 京都市 ヒョウト　京都店 サービス 飲食業 5%

147,213 京都府 京都市 日吉堂 サービス その他サービス 5%

147,214 京都府 京都市 ＨＩＲＡＥＴＨ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,215 京都府 京都市 Ｖｉｌｌａ法然院西 サービス 宿泊業 5%

147,216 京都府 京都市 ファーストキャビンＳＴ. 京都梅小路　ＲＹＯＫＡＮ サービス 宿泊業 5%

147,217 京都府 京都市 ファイテン 小売業 その他小売 5%

147,218 京都府 京都市 ファイテン　ＩＰ　サロン サービス その他サービス 5%

147,219 京都府 京都市 ファイテン　いきいき広場 小売業 その他小売 5%

147,220 京都府 京都市 ファイテンショップ 小売業 その他小売 5%

147,221 京都府 京都市 ファイテンショップ　京都烏丸店 小売業 その他小売 5%

147,222 京都府 京都市 ファイテンショップ　西大路七条店 小売業 その他小売 5%

147,223 京都府 京都市 ファイテンユーコシステム　今出川店 小売業 その他小売 5%

147,224 京都府 京都市 Ｆｉｒｓｔ－Ａｒｒｏｗ’ｓ　京都店 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,225 京都府 京都市 ｆｅｍｍｅａｔｅｌｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

147,226 京都府 京都市 フィアーブル サービス 理容・美容業 5%

147,227 京都府 京都市 ＦＩＡＮＣＯ　Ａ　ＦＩＡＮＣＯ 小売業 電化製品 5%

147,228 京都府 京都市 フィッツミー　桂千代原口店 サービス その他サービス 5%

147,229 京都府 京都市 ＦＩＴＮＥＳＳＯＮＥ伏見 サービス その他サービス 5%

147,230 京都府 京都市 ＦＩＮＯ サービス 理容・美容業 5%

147,231 京都府 京都市 ふうびとすうろ サービス 飲食業 5%

147,232 京都府 京都市 ｆａｚｅ　Ｉ’ｍ サービス 理容・美容業 5%

147,233 京都府 京都市 Ｆｅｅｒｉｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

147,234 京都府 京都市 Ｆｅｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

147,235 京都府 京都市 フォトハウス　Ｋ 小売業 電化製品 5%

147,236 京都府 京都市 ＨＵＯＮＧ　ＶＩＥＴ サービス 飲食業 5%

147,237 京都府 京都市 福井商会 サービス その他サービス 5%

147,238 京都府 京都市 福井ＴＡＸＩ サービス その他サービス 5%

147,239 京都府 京都市 福田タクシ－ サービス 運輸業 5%

147,240 京都府 京都市 福田人形店 小売業 その他小売 5%

147,241 京都府 京都市 福松 サービス 飲食業 5%

147,242 京都府 京都市 フジカメガネ 小売業 その他小売 5%

147,243 京都府 京都市 フジカラープリントショップＪＲ京都店 サービス その他サービス 5%

147,244 京都府 京都市 フジゴルフ 小売業 その他小売 5%

147,245 京都府 京都市 フジゴルフ 小売業 その他小売 5%

147,246 京都府 京都市 フジタタクシー（個人） サービス 運輸業 5%

147,247 京都府 京都市 フジデンキ　十条店 小売業 電化製品 5%

147,248 京都府 京都市 藤丸 サービス 飲食業 5%

147,249 京都府 京都市 伏見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,250 京都府 京都市 フジムラオート サービス 理容・美容業 5%

147,251 京都府 京都市 二方屋 小売業 その他小売 5%

147,252 京都府 京都市 ふたば書房　京都駅八条口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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147,253 京都府 京都市 ふたば書房　紫野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,254 京都府 京都市 ぷちまりー京都河原町店 小売業 その他小売 5%

147,255 京都府 京都市 ブックスアンドシングス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,256 京都府 京都市 ぶつぐ屋　北川 小売業 家具・調度品 5%

147,257 京都府 京都市 プティ・レユシール 小売業 衣料品 5%

147,258 京都府 京都市 プティ・タ・プティ 小売業 その他小売 5%

147,259 京都府 京都市 Ｂｏｕｔｉｑｕｅ　Ｋ　京都 小売業 衣料品 5%

147,260 京都府 京都市 ｂｏｕｔｉｑｕｅ　ｒｉａｎｇ　京都店 小売業 衣料品 5%

147,261 京都府 京都市 フードショップ　ラクト 小売業 食料品 5%

147,262 京都府 京都市 船戸湯 サービス その他サービス 5%

147,263 京都府 京都市 Ｂｌｕ　Ｂｌｕ サービス 理容・美容業 5%

147,264 京都府 京都市 ２３　ｆｕｍｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,265 京都府 京都市 Ｆｕｔｕｒｅ’Ｉ’Ｍａｒｋ サービス その他サービス 5%

147,266 京都府 京都市 ふらーっとホーム サービス 飲食業 5%

147,267 京都府 京都市 ブライトンホテル京名物売店 小売業 家具・調度品 5%

147,268 京都府 京都市 プライベートレジデンス京都さくら サービス その他サービス 5%

147,269 京都府 京都市 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｒｅｓｔａｕｒａ サービス 飲食業 5%

147,270 京都府 京都市 Ｐｕｌａｕ　ｄｅｃｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,271 京都府 京都市 プラウデコ　寺町店 小売業 衣料品 5%

147,272 京都府 京都市 ＰＲＡＴＨ　Ｋｙｏｔｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,273 京都府 京都市 Ｂｒａｓｓｅｒｉｅ　Ｃａｆｅ　ＯＮＺＥ サービス 飲食業 5%

147,274 京都府 京都市 Ｆｌｏｗｅｒ　ｓｈｏｐ　ｈｉｒｕ 小売業 その他小売 5%

147,275 京都府 京都市 ＦＬＯＷＥＲ　ＳＨＯＰ　ｍｏｃｃａ 小売業 その他小売 5%

147,276 京都府 京都市 ＦＲＡＮＺＥ＆ＥＶＡＮＳ京都三条 サービス 飲食業 5%

147,277 京都府 京都市 Ｆｒａｎｚｉｓｋａ サービス 理容・美容業 5%

147,278 京都府 京都市 ｐｌａｎｔａｅ．ｊｐ サービス その他サービス 5%

147,279 京都府 京都市 ＢＲＩＣＫ サービス 理容・美容業 5%

147,280 京都府 京都市 ＦＬＩＰＰＥＲ’Ｓ京都 サービス 飲食業 5%

147,281 京都府 京都市 Ｂｌｕｅ　Ｏｃｅａｎ サービス 理容・美容業 5%

147,282 京都府 京都市 古着屋ＪＡＭ　京都店 小売業 衣料品 5%

147,283 京都府 京都市 古着屋ＪＡＭ　京都２号店 小売業 衣料品 5%

147,284 京都府 京都市 ＢＬＵＥ京都寺町 小売業 衣料品 5%

147,285 京都府 京都市 ＰＬＵＳ サービス 理容・美容業 5%

147,286 京都府 京都市 フルーツリキュールフリークス 小売業 食料品 5%

147,287 京都府 京都市 ブル－トレイン　京都店 サービス その他サービス 5%

147,288 京都府 京都市 ＢＬＵＥｎａｔｕｒａｌｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

147,289 京都府 京都市 ブルーパロット２ 小売業 家具・調度品 5%

147,290 京都府 京都市 フレームプラント サービス 理容・美容業 5%

147,291 京都府 京都市 プレステ－ジ新堀川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,292 京都府 京都市 プレストカスタムコレクション 小売業 その他小売 5%

147,293 京都府 京都市 ｐｌａｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

147,294 京都府 京都市 プロテック　渋谷店 小売業 電化製品 5%
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147,295 京都府 京都市 ＰＲＯ　ＯＮＥ サービス その他サービス 5%

147,296 京都府 京都市 ｈａｉｒ　Ｑｒｉｌ サービス 理容・美容業 5%

147,297 京都府 京都市 ＨＡＩＲ　Ｓａｌａｏ サービス 理容・美容業 5%

147,298 京都府 京都市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｒｈｙｔｈｍ サービス 理容・美容業 5%

147,299 京都府 京都市 ｈａｉｒ　Ｎａｔｔｙ サービス 理容・美容業 5%

147,300 京都府 京都市 ＨＡＩＲ　ＢＡＵＭ サービス 理容・美容業 5%

147,301 京都府 京都市 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　逡巡の夢 サービス 理容・美容業 5%

147,302 京都府 京都市 ヘアーサロン　ヴェール サービス 理容・美容業 5%

147,303 京都府 京都市 Ｈａｉｒ’ｓ　Ｓｈｅｔｏｗａ サービス 理容・美容業 5%

147,304 京都府 京都市 ｈａｉｒ　ｓｔａｒｓ サービス 理容・美容業 5%

147,305 京都府 京都市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ａｒｔｅ サービス 理容・美容業 5%

147,306 京都府 京都市 ｈａｉｒ＆ｓｐａ　ｓａｌａ山科 サービス 理容・美容業 5%

147,307 京都府 京都市 ｈａｉｒ　ａｎｄ　ｎａｉｌ　Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

147,308 京都府 京都市 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　Ｌｅ　ａｎｇ サービス 理容・美容業 5%

147,309 京都府 京都市 ｈａｉｒ　ｗｉｔｈ　ｙｏｕ サービス 理容・美容業 5%

147,310 京都府 京都市 ｈａｉｒ　ｗｉｔｈ　ｙｏｕ　ＥＡＳＴ サービス 理容・美容業 5%

147,311 京都府 京都市 ヘアークリエイトコンテ サービス 理容・美容業 5%

147,312 京都府 京都市 ＨＡＩＲ　ｃｏｒｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

147,313 京都府 京都市 ヘアーズテリア サービス 理容・美容業 5%

147,314 京都府 京都市 ｈａｉｒｂａｓｅ　ａｏ サービス 理容・美容業 5%

147,315 京都府 京都市 ｈａｉｒ　ｍａｓｙｕ サービス 理容・美容業 5%

147,316 京都府 京都市 ヘアワークスペニーレーン サービス その他サービス 5%

147,317 京都府 京都市 Ｐａｙｓ　ｄｅ　Ｊｅｕｘ サービス その他サービス 5%

147,318 京都府 京都市 ｂａｓｅ　Ｉ’ｍ サービス 理容・美容業 5%

147,319 京都府 京都市 北京料理　盛華亭 サービス 飲食業 5%

147,320 京都府 京都市 北京料理　盛華亭 サービス 飲食業 5%

147,321 京都府 京都市 ｐａｇｅ　Ｌｉｋｏ サービス 理容・美容業 5%

147,322 京都府 京都市 ｂａｓｅ サービス 理容・美容業 5%

147,323 京都府 京都市 ペダル 小売業 その他小売 5%

147,324 京都府 京都市 ベッセルホテルカンパーナ京都五条 サービス 宿泊業 5%

147,325 京都府 京都市 ＰＥＴＴｉ　ＲＯＳＳＯ サービス 飲食業 5%

147,326 京都府 京都市 Ｐｅｔ　Ｓａｌｏｎ　ＣＡＯ サービス その他サービス 5%

147,327 京都府 京都市 ペットスペース　ぎょえん 小売業 その他小売 5%

147,328 京都府 京都市 紅椿　それいゆ 小売業 家具・調度品 5%

147,329 京都府 京都市 ベノック株式会社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,330 京都府 京都市 ヘレンカミンスキー　京都三条店 小売業 衣料品 5%

147,331 京都府 京都市 ベローチェ烏丸蛸薬師店 サービス 飲食業 5%

147,332 京都府 京都市 ベローチェ烏丸仏光寺店 サービス 飲食業 5%

147,333 京都府 京都市 ベローチェ京都駅前店 サービス 飲食業 5%

147,334 京都府 京都市 ベローチェ伏見桃山店 サービス 飲食業 5%

147,335 京都府 京都市 ほいっぽ サービス 飲食業 5%

147,336 京都府 京都市 豊彩　株式会社 小売業 衣料品 5%
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147,337 京都府 京都市 ボークス 小売業 その他小売 5%

147,338 京都府 京都市 ボークス 小売業 その他小売 5%

147,339 京都府 京都市 ＰｏｌａｒＳｔａ サービス その他サービス 5%

147,340 京都府 京都市 ほぐしライフ サービス その他サービス 5%

147,341 京都府 京都市 星野 サービス 飲食業 5%

147,342 京都府 京都市 ホステル　オトロ　ムンド サービス 宿泊業 5%

147,343 京都府 京都市 ホステル　ムンド サービス 宿泊業 5%

147,344 京都府 京都市 ホステル　ムンド　チキート サービス 宿泊業 5%

147,345 京都府 京都市 ホステルココネキョウトステーション サービス 宿泊業 5%

147,346 京都府 京都市 トオルカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

147,347 京都府 京都市 補聴器・眼鏡工房よしの 小売業 その他小売 5%

147,348 京都府 京都市 北極星　祇園店 サービス 飲食業 5%

147,349 京都府 京都市 北極星　四条河原町店 サービス 飲食業 5%

147,350 京都府 京都市 Ｐｏｓｈ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

147,351 京都府 京都市 ボディーショップオクムラ２ サービス その他サービス 5%

147,352 京都府 京都市 ホテルアルザ京都 サービス 宿泊業 5%

147,353 京都府 京都市 ホテル京都シャラガム サービス 宿泊業 5%

147,354 京都府 京都市 ホテルグラッドワン　京都四条大宮 サービス 宿泊業 5%

147,355 京都府 京都市 ホテルグラッドワン京都七条 サービス 宿泊業 5%

147,356 京都府 京都市 ホテル佐野家 サービス 宿泊業 5%

147,357 京都府 京都市 ＨＯＴＥＬＴＨＥＰＯＩＮＴ二条城西 サービス 宿泊業 5%

147,358 京都府 京都市 ＨＯＴＥＬＳＨＥ，ＫＹＯＴＯ サービス 宿泊業 5%

147,359 京都府 京都市 ホテル杉長 サービス 宿泊業 5%

147,360 京都府 京都市 ホテルステーション京都 サービス 宿泊業 5%

147,361 京都府 京都市 ホテルステーション京都西館 サービス 宿泊業 5%

147,362 京都府 京都市 ホテルセントノーム京都 サービス 宿泊業 5%

147,363 京都府 京都市 ホテル　長楽館 サービス 宿泊業 5%

147,364 京都府 京都市 ホテルビスタプレミオ京都和邸 サービス 宿泊業 5%

147,365 京都府 京都市 ホテル本能寺 サービス 宿泊業 5%

147,366 京都府 京都市 ホテル松井 サービス 宿泊業 5%

147,367 京都府 京都市 ホテルメルディア四条河原町 サービス 宿泊業 5%

147,368 京都府 京都市 ＨＯＴＥＬ　ＬＥＧＡＳＴＡ　祇園白川 サービス 宿泊業 5%

147,369 京都府 京都市 ホビーランド　ぽち　京都店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,370 京都府 京都市 ホーマン 小売業 衣料品 5%

147,371 京都府 京都市 Ｈｏｍｉｅ サービス 理容・美容業 5%

147,372 京都府 京都市 堀川高辻セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,373 京都府 京都市 ホリスティックヒーリングサロンＳｏｕｌＣｏｌｏｕｒＡｎｇｅｌ サービス その他サービス 5%

147,374 京都府 京都市 ＢＯＬＴＳ　ＨＡＲＤＷＡＲＥ　ＳＴＯＲＥ 小売業 家具・調度品 5%

147,375 京都府 京都市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,376 京都府 京都市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,377 京都府 京都市 Ｂｏｎｊｏｕｒ 小売業 衣料品 5%

147,378 京都府 京都市 先斗町　かっぱ寿司 サービス 飲食業 5%
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147,379 京都府 京都市 先斗町すいしん本店 サービス 飲食業 5%

147,380 京都府 京都市 先斗町　焼肉やまかわ本店 サービス 飲食業 5%

147,381 京都府 京都市 先斗町　魯ビン サービス 飲食業 5%

147,382 京都府 京都市 マイアミヴィラ　ミーナ京都店 サービス 飲食業 5%

147,383 京都府 京都市 マイアミガーデン　三条河原町店 サービス 飲食業 5%

147,384 京都府 京都市 マイアミガーデン　四条河原町阪急店 サービス 飲食業 5%

147,385 京都府 京都市 マイアミガーデン四条河原町阪急 サービス 飲食業 5%

147,386 京都府 京都市 舞妓シアター サービス 飲食業 5%

147,387 京都府 京都市 舞妓飯 サービス 飲食業 5%

147,388 京都府 京都市 舞妓飯　祇園宮川町店 サービス 飲食業 5%

147,389 京都府 京都市 舞しゃぶ　三条河原町店 サービス 飲食業 5%

147,390 京都府 京都市 ｍａｉｍａｉｎｏｋａｔａｃｈｉ サービス その他サービス 5%

147,391 京都府 京都市 マイまくらイオンモール京都店 小売業 家具・調度品 5%

147,392 京都府 京都市 まかない処　錦屋 サービス 飲食業 5%

147,393 京都府 京都市 真葛　宮川香齋 小売業 家具・調度品 5%

147,394 京都府 京都市 マクドナルドイオンモール京都桂川店 サービス 飲食業 2%

147,395 京都府 京都市 マクドナルド１号線城南宮店 サービス 飲食業 2%

147,396 京都府 京都市 マクドナルド１号線横大路店 サービス 飲食業 2%

147,397 京都府 京都市 マクドナルド９号線中山店 サービス 飲食業 2%

147,398 京都府 京都市 マクドナルド西大路五条店 サービス 飲食業 2%

147,399 京都府 京都市 マクドナルド洛西ニュータウン店 サービス 飲食業 2%

147,400 京都府 京都市 ＭＡＲｃｏｕｒｔ 小売業 衣料品 5%

147,401 京都府 京都市 正春武道具 小売業 その他小売 5%

147,402 京都府 京都市 ＭＡＧＧＩＯＲＥ　ＧＲＡＮＶＩＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,403 京都府 京都市 マスターピース京都桂川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,404 京都府 京都市 増田伊商店 小売業 家具・調度品 5%

147,405 京都府 京都市 桝屋高尾 小売業 衣料品 5%

147,406 京都府 京都市 ますや旅館 サービス 宿泊業 5%

147,407 京都府 京都市 ＭＡＣＨＩＣＡ 小売業 家具・調度品 5%

147,408 京都府 京都市 Ｍａｃｈｉｙａ　Ｋｕｓｈｉｇｅ サービス 宿泊業 5%

147,409 京都府 京都市 松井本館 サービス 宿泊業 5%

147,410 京都府 京都市 松崎タクシー サービス 運輸業 5%

147,411 京都府 京都市 松下タクシー サービス 飲食業 5%

147,412 京都府 京都市 ＭＡＴＳＵＳＨＩＭＡ　ｌ．ｈ 小売業 その他小売 5%

147,413 京都府 京都市 ｍａｔｓｅｗ 小売業 衣料品 5%

147,414 京都府 京都市 松野醤油 小売業 食料品 5%

147,415 京都府 京都市 マッハワン 小売業 その他小売 5%

147,416 京都府 京都市 ＭＲＴ　京都 小売業 食料品 5%

147,417 京都府 京都市 ＭＩＨイオンモールＫＹＯＴＯ店 小売業 家具・調度品 5%

147,418 京都府 京都市 ｍａｎｎｙ サービス 理容・美容業 5%

147,419 京都府 京都市 招喜屋　嵐山店 小売業 その他小売 5%

147,420 京都府 京都市 招喜屋　金閣寺店 小売業 その他小売 5%
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147,421 京都府 京都市 まほろば 小売業 食料品 5%

147,422 京都府 京都市 マリアパブリケーションズ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,423 京都府 京都市 Ｍａｒｒｙ’ｓ　西賀茂 サービス 理容・美容業 5%

147,424 京都府 京都市 丸和泉屋町 サービス 宿泊業 5%

147,425 京都府 京都市 まるかん桂店 小売業 その他小売 5%

147,426 京都府 京都市 マルコ・ストリングス 小売業 その他小売 5%

147,427 京都府 京都市 丸正自動車工業 サービス その他サービス 5%

147,428 京都府 京都市 丸信質店 サービス その他サービス 5%

147,429 京都府 京都市 丸信質店　西院支店 サービス その他サービス 5%

147,430 京都府 京都市 （株）マルタカエンタープライズ竹内代理店 小売業 電化製品 5%

147,431 京都府 京都市 丸太町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,432 京都府 京都市 丸太町 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,433 京都府 京都市 マルツ京都寺町店 小売業 電化製品 5%

147,434 京都府 京都市 丸橋 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,435 京都府 京都市 萬時　京都店 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,436 京都府 京都市 萬松洞 小売業 食料品 5%

147,437 京都府 京都市 味輝 サービス 飲食業 5%

147,438 京都府 京都市 ｍｉｋｉｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

147,439 京都府 京都市 味彩　みたか サービス 飲食業 5%

147,440 京都府 京都市 三杉屋　ゼスト御池 小売業 食料品 5%

147,441 京都府 京都市 水の子関西　山科 小売業 食料品 5%

147,442 京都府 京都市 瑞穂ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

147,443 京都府 京都市 ミセス　トミ 小売業 衣料品 5%

147,444 京都府 京都市 みちばたタクシー サービス 運輸業 5%

147,445 京都府 京都市 ミートハンマーグリル サービス 飲食業 5%

147,446 京都府 京都市 ＭｉｎｉＳｐｅｃｉａｌｉｓｔＤＩＰＬ 小売業 その他小売 5%

147,447 京都府 京都市 ｍｉｇｎｏｎ 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,448 京都府 京都市 宮川タクシー サービス その他サービス 5%

147,449 京都府 京都市 都総合法律事務所 サービス その他サービス 5%

147,450 京都府 京都市 ミヤコ宝飾・クィーン 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,451 京都府 京都市 ＭＩＹＵ サービス 理容・美容業 5%

147,452 京都府 京都市 ミュージアムショップ　花散里 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,453 京都府 京都市 ミラーノブライダルコスチューム サービス その他サービス 5%

147,454 京都府 京都市 みるく動物病院 サービス その他サービス 5%

147,455 京都府 京都市 民芸たかはし家 小売業 家具・調度品 5%

147,456 京都府 京都市 ｍｉｎｎａ 小売業 衣料品 5%

147,457 京都府 京都市 みんなのじてんしゃ 小売業 その他小売 5%

147,458 京都府 京都市 ｍｕｍｕｒｉｋ サービス 飲食業 5%

147,459 京都府 京都市 メイクアップジュエリー松村 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,460 京都府 京都市 メガネ＆ウオッチ　ヤマモト　花園店 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,461 京都府 京都市 メガネ本舗　京都南店 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,462 京都府 京都市 メグ河原町店 小売業 食料品 5%
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147,463 京都府 京都市 メディアカフェポパイ四条河原町店 サービス その他サービス 5%

147,464 京都府 京都市 メディカルサロンＦＵＮ サービス 理容・美容業 5%

147,465 京都府 京都市 メモリアルアートの大野屋　京都営業所 小売業 その他小売 5%

147,466 京都府 京都市 メルディアホテル京都二条 サービス 宿泊業 5%

147,467 京都府 京都市 メルボジェントルマンズクラブ　京都河原町 小売業 衣料品 5%

147,468 京都府 京都市 麺好坊　蓮 サービス 飲食業 5%

147,469 京都府 京都市 麺屋七福神　四条大宮 サービス 飲食業 5%

147,470 京都府 京都市 麺屋七福神　堀川御池 サービス 飲食業 5%

147,471 京都府 京都市 モア岩倉 サービス 理容・美容業 5%

147,472 京都府 京都市 Ｍｏｃｃａ　烏丸二条店 小売業 その他小売 5%

147,473 京都府 京都市 ｍｏｔｏｓｈｏｐ　ａｏｉ 小売業 その他小売 5%

147,474 京都府 京都市 MOTO　STYLE 小売業 その他小売 5%

147,475 京都府 京都市 ｍｏｔｏｈａｒｂｏｒ１ 小売業 その他小売 5%

147,476 京都府 京都市 モトラッドアサダ 小売業 その他小売 5%

147,477 京都府 京都市 モトワークス伏見 小売業 その他小売 5%

147,478 京都府 京都市 もみぢ家別館川の庵 サービス 宿泊業 5%

147,479 京都府 京都市 もみぢ家本館高雄山荘 サービス 宿泊業 5%

147,480 京都府 京都市 もみの気ハウス京都店 サービス その他サービス 5%

147,481 京都府 京都市 桃太郎ジーンズ　京都店 小売業 衣料品 5%

147,482 京都府 京都市 桃山温泉　月見館 サービス 宿泊業 5%

147,483 京都府 京都市 森川電機 小売業 電化製品 5%

147,484 京都府 京都市 もり多 サービス 飲食業 5%

147,485 京都府 京都市 森本タクシー サービス その他サービス 5%

147,486 京都府 京都市 モリヤマスポーツ　京都店 小売業 その他小売 5%

147,487 京都府 京都市 八百三 小売業 食料品 5%

147,488 京都府 京都市 焼肉ハウス京城苑 サービス 飲食業 5%

147,489 京都府 京都市 焼き肉家　益市　錦堺町店 サービス 飲食業 5%

147,490 京都府 京都市 焼き肉家益市堺町錦 サービス 飲食業 5%

147,491 京都府 京都市 焼き肉家益市八条口 サービス 飲食業 5%

147,492 京都府 京都市 焼き肉家ますいち東店 サービス 飲食業 5%

147,493 京都府 京都市 焼き肉家益市本店 サービス 飲食業 5%

147,494 京都府 京都市 やきべえ サービス 飲食業 5%

147,495 京都府 京都市 焼野菜　五十家 サービス 飲食業 5%

147,496 京都府 京都市 野菜ｄｅ肉　トンチョ サービス 飲食業 5%

147,497 京都府 京都市 ヤサカ観光（株）旅行センター サービス その他サービス 5%

147,498 京都府 京都市 ヤサカ商事株式会社 小売業 その他小売 5%

147,499 京都府 京都市 ヤスイスーパークリーン サービス その他サービス 5%

147,500 京都府 京都市 柳岡タクシー サービス 運輸業 5%

147,501 京都府 京都市 山石商店 小売業 その他小売 5%

147,502 京都府 京都市 山下宗 小売業 その他小売 5%

147,503 京都府 京都市 山科 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,504 京都府 京都市 山科グランドボウル サービス その他サービス 5%
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147,505 京都府 京都市 山科　鳴海餅 小売業 食料品 5%

147,506 京都府 京都市 山田製油　本店 小売業 食料品 5%

147,507 京都府 京都市 山田タクシー サービス 運輸業 5%

147,508 京都府 京都市 山テラスＢＢＱ サービス 飲食業 5%

147,509 京都府 京都市 山鶏 サービス 飲食業 5%

147,510 京都府 京都市 山中電気 小売業 電化製品 5%

147,511 京都府 京都市 山端ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,512 京都府 京都市 山ばな　平八茶屋 サービス 飲食業 5%

147,513 京都府 京都市 ヤマモト 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,514 京都府 京都市 山本商店 小売業 その他小売 5%

147,515 京都府 京都市 山本商店 小売業 家具・調度品 5%

147,516 京都府 京都市 山茂登旅館 サービス 宿泊業 5%

147,517 京都府 京都市 ＹＡＹＯＩ～ＢＲＡＩＮＳ　ＧＲＡＮＤＥ サービス 理容・美容業 5%

147,518 京都府 京都市 ＹＡＹＯＩ～ＢＲＡＩＮＳ　Ｓｅｅｍ サービス 理容・美容業 5%

147,519 京都府 京都市 ＹＡＹＯＩＢＲＡＩＮＳ　ｆａｉｒｙ サービス 理容・美容業 5%

147,520 京都府 京都市 結 小売業 家具・調度品 5%

147,521 京都府 京都市 Ｕｉｔ サービス 理容・美容業 5%

147,522 京都府 京都市 ｕｉｔ　伏見桃山店 サービス 理容・美容業 5%

147,523 京都府 京都市 有限会社太田畳店 サービス その他サービス 5%

147,524 京都府 京都市 有限会社さわべ動物病院 サービス その他サービス 5%

147,525 京都府 京都市 有限会社辻田電器 小売業 電化製品 5%

147,526 京都府 京都市 有限会社ながはま電気商会 小売業 電化製品 5%

147,527 京都府 京都市 ［ＨＣ］有限会社水戸電機３号店 小売業 電化製品 5%

147,528 京都府 京都市 ゆう動物病院 サービス その他サービス 5%

147,529 京都府 京都市 ゆうまん 小売業 その他小売 5%

147,530 京都府 京都市 ゆたかタクシー サービス 運輸業 5%

147,531 京都府 京都市 湯の宿　松栄 サービス 宿泊業 5%

147,532 京都府 京都市 夢館 サービス その他サービス 5%

147,533 京都府 京都市 夢館　御池別邸 サービス その他サービス 5%

147,534 京都府 京都市 ゆる飲み家　西尾の小屋 サービス 飲食業 5%

147,535 京都府 京都市 ゆるり割烹　藤茂 サービス 飲食業 5%

147,536 京都府 京都市 良い肌京都店 小売業 その他小売 5%

147,537 京都府 京都市 洋食屋コートレット サービス 飲食業 5%

147,538 京都府 京都市 横大路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,539 京都府 京都市 よこた動物診療室 サービス その他サービス 5%

147,540 京都府 京都市 よしとよ　嵐山店 小売業 家具・調度品 5%

147,541 京都府 京都市 吉乃 サービス 飲食業 5%

147,542 京都府 京都市 よーじや　からすま京都ホテル店 小売業 その他小売 5%

147,543 京都府 京都市 ヨシヤゴルフ 小売業 その他小売 5%

147,544 京都府 京都市 淀ＳＳ　有限会社伏見屋商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,545 京都府 京都市 ラ・クラシック サービス 飲食業 5%

147,546 京都府 京都市 らーめん門扇　木屋町店 サービス 飲食業 5%
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147,547 京都府 京都市 ライオンＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

147,548 京都府 京都市 ライフクリーナー　イズミヤ六地蔵 サービス その他サービス 5%

147,549 京都府 京都市 ライフクリーナー　ライフ伏見 サービス その他サービス 5%

147,550 京都府 京都市 Ｒａｇａｚｚｏウェスティン都ホテル京都店 サービス 理容・美容業 5%

147,551 京都府 京都市 洛西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,552 京都府 京都市 洛西動物病院 サービス その他サービス 5%

147,553 京都府 京都市 洛北補聴器 小売業 その他小売 5%

147,554 京都府 京都市 洛楽 小売業 家具・調度品 5%

147,555 京都府 京都市 Ｌ’ａｊｉｔｔｏ サービス 飲食業 5%

147,556 京都府 京都市 らしんばん　京都店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,557 京都府 京都市 らしんばんアバンティ京都 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,558 京都府 京都市 らしんばん京都店２号館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,559 京都府 京都市 ラセーラ　御池 サービス その他サービス 5%

147,560 京都府 京都市 ラセーラ　桂 サービス その他サービス 5%

147,561 京都府 京都市 ラセーラ　桂川 サービス その他サービス 5%

147,562 京都府 京都市 ラセーラ　桂坂 サービス その他サービス 5%

147,563 京都府 京都市 ラセーラ　桂中学前 サービス その他サービス 5%

147,564 京都府 京都市 ラセーラ　烏丸 サービス その他サービス 5%

147,565 京都府 京都市 ラセーラ　北白川 サービス その他サービス 5%

147,566 京都府 京都市 ラセーラ　グルメシティ嵯峨 サービス その他サービス 5%

147,567 京都府 京都市 ラセーラ　嵯峨 サービス その他サービス 5%

147,568 京都府 京都市 ラセーラ　三条大宮 サービス その他サービス 5%

147,569 京都府 京都市 ラセ－ラ　宝ヶ池２ サービス その他サービス 5%

147,570 京都府 京都市 ラセーラ　馬代丸太町 サービス その他サービス 5%

147,571 京都府 京都市 ラセーラ　東高野 サービス その他サービス 5%

147,572 京都府 京都市 ラトリエ　ボザール サービス 理容・美容業 5%

147,573 京都府 京都市 ラパジュリア　東インター店 サービス 宿泊業 5%

147,574 京都府 京都市 ＬＡＭＡＲＣＫ サービス 飲食業 5%

147,575 京都府 京都市 ＬａＬａ　Ｓｅｗｉｎｇ　ｅｔｅ 小売業 衣料品 5%

147,576 京都府 京都市 Ｒｕｎ　Ｄｅｓｉｇｎ 小売業 その他小売 5%

147,577 京都府 京都市 ランパデール 小売業 家具・調度品 5%

147,578 京都府 京都市 Ｌｕｍｐ 小売業 衣料品 5%

147,579 京都府 京都市 らん布袋 サービス その他サービス 5%

147,580 京都府 京都市 リカープラザ西村 小売業 食料品 5%

147,581 京都府 京都市 Ｒｉｃａ　Ｒｉｃｏ 小売業 衣料品 5%

147,582 京都府 京都市 Ｒｉｃａ　Ｒｉｃｏ 小売業 衣料品 5%

147,583 京都府 京都市 リサイクルきもの　たんす屋　三条河原町店 小売業 衣料品 5%

147,584 京都府 京都市 リサイクルきもの　たんす屋　西 小売業 衣料品 5%

147,585 京都府 京都市 リサイクルきものたんす屋　四条河原町店 小売業 衣料品 5%

147,586 京都府 京都市 リスン　青山店 小売業 家具・調度品 5%

147,587 京都府 京都市 ＬＩＳＮ　Ｋｙｏｔｏ 小売業 家具・調度品 5%

147,588 京都府 京都市 ｒｅｓｏｒｔ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%
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147,589 京都府 京都市 ｒｉｔｍｏ　山科店 小売業 家具・調度品 5%

147,590 京都府 京都市 リトルファンタジー 小売業 家具・調度品 5%

147,591 京都府 京都市 リビンズ京都　醍醐店 小売業 家具・調度品 5%

147,592 京都府 京都市 ｒｅｆ サービス 理容・美容業 5%

147,593 京都府 京都市 リフォームプラザ匠／水道トラブル２４ サービス その他サービス 5%

147,594 京都府 京都市 ＬｉＢｒａ サービス 理容・美容業 5%

147,595 京都府 京都市 エバメール取扱店リプリ 小売業 その他小売 5%

147,596 京都府 京都市 ＲＥＶＯＬＶＥＲ 小売業 衣料品 5%

147,597 京都府 京都市 良販商店　西院店 小売業 その他小売 5%

147,598 京都府 京都市 良販商店　三条店 小売業 その他小売 5%

147,599 京都府 京都市 りょうりや　御旅屋 サービス 飲食業 5%

147,600 京都府 京都市 料理旅館　高雄　錦水亭 サービス 宿泊業 5%

147,601 京都府 京都市 料理旅館・天ぷら　吉川 サービス 宿泊業 5%

147,602 京都府 京都市 旅館　若みや サービス 宿泊業 5%

147,603 京都府 京都市 旅館田舎亭 サービス 宿泊業 5%

147,604 京都府 京都市 旅館元奈古 サービス 宿泊業 5%

147,605 京都府 京都市 緑風荘 サービス 宿泊業 5%

147,606 京都府 京都市 りらく サービス 飲食業 5%

147,607 京都府 京都市 凛靴 サービス その他サービス 5%

147,608 京都府 京都市 凛靴　ＨＡＮＡＲＥ サービス その他サービス 5%

147,609 京都府 京都市 ル・ノーブル　京都本店 小売業 家具・調度品 5%

147,610 京都府 京都市 ＪＭ／ｌｅｆｅｖｅ 小売業 食料品 5%

147,611 京都府 京都市 ｌｅ１４ｅ サービス 飲食業 5%

147,612 京都府 京都市 ＬＤ　ＥＤＩＦＩＣＥ／ＩＥＮＡ京都店 小売業 衣料品 5%

147,613 京都府 京都市 ＬｅＤｏｍｅＩＥＮＡ京都店 小売業 衣料品 5%

147,614 京都府 京都市 ルネ　エ　ルネ京都店 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,615 京都府 京都市 ル・ピックアシエット サービス 飲食業 5%

147,616 京都府 京都市 ルボンヴィーヴルザロイヤルパークホテル京 サービス 飲食業 5%

147,617 京都府 京都市 Ｌｅｊｅ サービス 飲食業 5%

147,618 京都府 京都市 れじぇんど　本社 小売業 衣料品 5%

147,619 京都府 京都市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　青いけ サービス 飲食業 5%

147,620 京都府 京都市 レストラン嵐山 小売業 その他小売 5%

147,621 京都府 京都市 ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＩＲＯ サービス 飲食業 5%

147,622 京都府 京都市 レストラン　ＸＬＶ サービス 飲食業 5%

147,623 京都府 京都市 レストラン　呉竹 サービス 宿泊業 5%

147,624 京都府 京都市 レンタサイクル京都みやび屋 サービス その他サービス 5%

147,625 京都府 京都市 レンタル着物Ｎａｇｏｍｉ サービス その他サービス 5%

147,626 京都府 京都市 レンタルバイク京都伏見店 サービス その他サービス 5%

147,627 京都府 京都市 露庵　菊乃井 サービス 飲食業 5%

147,628 京都府 京都市 ＲＡＷ　ＥＤＧＥ　新京極店 小売業 衣料品 5%

147,629 京都府 京都市 入蘆花 小売業 その他小売 5%

147,630 京都府 京都市 六地蔵ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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147,631 京都府 京都市 ロコシーラ　京都店 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,632 京都府 京都市 ＬＯＴＵＳ サービス 飲食業 5%

147,633 京都府 京都市 六角ホルモン サービス 飲食業 5%

147,634 京都府 京都市 六角や　京都駅前店 サービス 飲食業 5%

147,635 京都府 京都市 ＬＯＤＧＥＰＯＬＥ サービス 飲食業 5%

147,636 京都府 京都市 ろばた焼き江戸ヤ サービス 飲食業 5%

147,637 京都府 京都市 Ｒｏｌｌｏ 小売業 その他小売 5%

147,638 京都府 京都市 ＹＳＰ伏見 小売業 その他小売 5%

147,639 京都府 京都市 ｙ．ｍ　ｔａｘｉ サービス その他サービス 5%

147,640 京都府 京都市 Ｙ’ｓ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

147,641 京都府 京都市 ワインと串揚げ　こぱん　烏丸店 サービス 飲食業 5%

147,642 京都府 京都市 カヴァレッタ サービス 飲食業 5%

147,643 京都府 京都市 ワインハウス　ピカソ 小売業 食料品 5%

147,644 京都府 京都市 若林佛具製作所 小売業 家具・調度品 5%

147,645 京都府 京都市 和カフェ　季の音 サービス 飲食業 5%

147,646 京都府 京都市 ｗａｋｕｗａｋｕ　四条大宮店 小売業 その他小売 5%

147,647 京都府 京都市 わじまや旅館 サービス 宿泊業 5%

147,648 京都府 京都市 和酒バル３７℃ サービス 飲食業 5%

147,649 京都府 京都市 綿善旅館 サービス 宿泊業 5%

147,650 京都府 京都市 ワタブンアートファブリック 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,651 京都府 京都市 ワンステップ京都店 サービス その他サービス 5%

147,652 京都府 京都市右京区 ＭａｋａＬｅａ サービス 理容・美容業 5%

147,653 京都府 京都市右京区 赤まる サービス 運輸業 5%

147,654 京都府 京都市右京区 ＡＫＩＯ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

147,655 京都府 京都市右京区 晃タクシー サービス 運輸業 5%

147,656 京都府 京都市右京区 ＡｑｕａＪｅｗｅｌｒｙマーサ 小売業 その他小売 5%

147,657 京都府 京都市右京区 ＡＺＵＬ電器　株 小売業 電化製品 5%

147,658 京都府 京都市右京区 あすなろ 小売業 家具・調度品 5%

147,659 京都府 京都市右京区 嵐山　熊彦 サービス 飲食業 5%

147,660 京都府 京都市右京区 嵐山のむら サービス 飲食業 5%

147,661 京都府 京都市右京区 嵐山よしむら サービス 飲食業 5%

147,662 京都府 京都市右京区 嵐湯 サービス その他サービス 5%

147,663 京都府 京都市右京区 Ａｒｉ Ｃａｆｅ Ａｒｉ Ｃａｆｅ 嵯峨焙煎所 サービス 飲食業 5%

147,664 京都府 京都市右京区 ＡｒｉＣａｆｅ嵯峨焙煎所 サービス 飲食業 5%

147,665 京都府 京都市右京区 ある日，ｈａｉｒ　ｓｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

147,666 京都府 京都市右京区 アルファヴィル 小売業 衣料品 5%

147,667 京都府 京都市右京区 ｅｎｄｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

147,668 京都府 京都市右京区 池内友禅 小売業 衣料品 5%

147,669 京都府 京都市右京区 池本電気 小売業 電化製品 5%

147,670 京都府 京都市右京区 石原個人タクシー サービス 運輸業 5%

147,671 京都府 京都市右京区 壱番屋右京梅津段町店 サービス 飲食業 2%

147,672 京都府 京都市右京区 一休庵’ｓ サービス 飲食業 5%

3518



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

147,673 京都府 京都市右京区 出光西京極ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,674 京都府 京都市右京区 出光西四条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,675 京都府 京都市右京区 イトウ薬局 小売業 その他小売 5%

147,676 京都府 京都市右京区 エミヤ美容室 サービス 理容・美容業 5%

147,677 京都府 京都市右京区 エムジー嵯峨車折店 小売業 食料品 5%

147,678 京都府 京都市右京区 黄土漢方蒸し　ビソンテラピー　ＭＢＲ京都店　黄土漢方蒸し　ビソンテラピーＭＢＲ京都店 サービス その他サービス 5%

147,679 京都府 京都市右京区 株式会社大江理工社 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,680 京都府 京都市右京区 大垣書店 ｲｵﾝﾓｰﾙ京都五条店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,681 京都府 京都市右京区 大垣書店 京都ﾌｧﾐﾘｰ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,682 京都府 京都市右京区 小倉山タクシー サービス 運輸業 5%

147,683 京都府 京都市右京区 お好み焼き　克 サービス 飲食業 5%

147,684 京都府 京都市右京区 おちゃのこさいさい嵐山店 小売業 食料品 5%

147,685 京都府 京都市右京区 癒される編み物教室 サービス その他サービス 5%

147,686 京都府 京都市右京区 カットオアシスサカイ サービス 理容・美容業 5%

147,687 京都府 京都市右京区 割烹 はやし サービス 飲食業 5%

147,688 京都府 京都市右京区 かづら野　清修庵　嵐山店 サービス 飲食業 5%

147,689 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン葛野大路花屋町店 小売業 食料品 2%

147,690 京都府 京都市右京区 株式会社きぬがさ（京こもの衣笠） 小売業 その他小売 5%

147,691 京都府 京都市右京区 株式会社クローバー　クローバーモーターサイクル太秦店 小売業 その他小売 5%

147,692 京都府 京都市右京区 株式会社コラボ サービス その他サービス 5%

147,693 京都府 京都市右京区 株式会社シービーソウム シービーソウム 小売業 その他小売 5%

147,694 京都府 京都市右京区 株式会社ＤＬ サービス その他サービス 5%

147,695 京都府 京都市右京区 株式会社宮本自動車鈑金 サービス その他サービス 5%

147,696 京都府 京都市右京区 かみ舎楽 小売業 食料品 5%

147,697 京都府 京都市右京区 体ほぐし専門店なご夢 サービス その他サービス 5%

147,698 京都府 京都市右京区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋京都花園店 サービス 飲食業 2%

147,699 京都府 京都市右京区 川勝總本家　嵐山店 小売業 食料品 5%

147,700 京都府 京都市右京区 甘春堂　嵯峨野店 小売業 食料品 5%

147,701 京都府 京都市右京区 歸願ＴＡＸｉ サービス 運輸業 5%

147,702 京都府 京都市右京区 木村タクシー サービス 運輸業 5%

147,703 京都府 京都市右京区 きものレンタル弥生 サービス その他サービス 5%

147,704 京都府 京都市右京区 Ｃａｐｈｏｔｅｌ京都 サービス 宿泊業 5%

147,705 京都府 京都市右京区 牛角西院店 サービス 飲食業 2%

147,706 京都府 京都市右京区 京つけもの　もり  京名菓・名菜処　亰店 サービス 飲食業 5%

147,707 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン京都太秦蚕ノ社店 小売業 食料品 2%

147,708 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン京都梅津店 小売業 食料品 2%

147,709 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン京都桂上野店 小売業 食料品 2%

147,710 京都府 京都市右京区 京都タクシー サービス 運輸業 5%

147,711 京都府 京都市右京区 ＫＹＯＴＯＤＸＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

147,712 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン京都常盤店 小売業 食料品 2%

147,713 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン京都双ヶ丘店 小売業 食料品 2%

147,714 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン京都西大路松原店 小売業 食料品 2%
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147,715 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン京都西京極午塚町店 小売業 食料品 2%

147,716 京都府 京都市右京区 京都の伝統野菜　京野菜・美方屋 小売業 食料品 5%

147,717 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン京都花園店 小売業 食料品 2%

147,718 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン京都福王子店 小売業 食料品 2%

147,719 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン京都山ノ内赤山町店 小売業 食料品 2%

147,720 京都府 京都市右京区 京蕪庵 サービス 飲食業 5%

147,721 京都府 京都市右京区 業務スーパー西院店 小売業 食料品 2%

147,722 京都府 京都市右京区 業務スーパー太秦店 小売業 食料品 2%

147,723 京都府 京都市右京区 キレイワークス サービス その他サービス 5%

147,724 京都府 京都市右京区 キンセイ電機　太秦 小売業 電化製品 5%

147,725 京都府 京都市右京区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ京都店 小売業 その他小売 5%

147,726 京都府 京都市右京区 ＫＮＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

147,727 京都府 京都市右京区 ＫＭレーシングサービス 小売業 その他小売 5%

147,728 京都府 京都市右京区 ＫＭレーシングサービス 小売業 その他小売 5%

147,729 京都府 京都市右京区 Ｋ．Ｙタクシー サービス 運輸業 5%

147,730 京都府 京都市右京区 ケーキファクトリー　ＢｏｎＭａｒｃｈ?　配達用 小売業 食料品 5%

147,731 京都府 京都市右京区 ゲームショップブリックス　ゲームショップブリックス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,732 京都府 京都市右京区 ＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅＳａｋｕｒａ サービス その他サービス 5%

147,733 京都府 京都市右京区 珈琲専門店トゥールビヨン　珈琲専門店トゥールビヨン サービス 飲食業 5%

147,734 京都府 京都市右京区 コスミック２１　本店 サービス その他サービス 5%

147,735 京都府 京都市右京区 後藤新助法衣仏具店 小売業 家具・調度品 5%

147,736 京都府 京都市右京区 小林電気商会 小売業 電化製品 5%

147,737 京都府 京都市右京区 ｃｏｐｉｎｅ　ｃｏｐａｉｎ サービス 理容・美容業 5%

147,738 京都府 京都市右京区 Ｃｏｎｇ?Ｐａｙ? サービス 理容・美容業 5%

147,739 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン西院春日通六角店 小売業 食料品 2%

147,740 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン西院月双町店 小売業 食料品 2%

147,741 京都府 京都市右京区 サイクルショップｋ?ｃｒａｆｔ　サイクルショップｋ?ｃｒａｆｔ 小売業 その他小売 5%

147,742 京都府 京都市右京区 サイクルどりーむ サイクルどりーむ四条店 小売業 その他小売 5%

147,743 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン嵯峨車折神社前店 小売業 食料品 2%

147,744 京都府 京都市右京区 坂下電機商会 小売業 電化製品 5%

147,745 京都府 京都市右京区 嵯峨野クラフト西京極本店 小売業 その他小売 5%

147,746 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン嵯峨野店 小売業 食料品 2%

147,747 京都府 京都市右京区 嵯峨野の酒屋臼井久商店 サービス その他サービス 5%

147,748 京都府 京都市右京区 嵯峩螺鈿・野村 小売業 衣料品 5%

147,749 京都府 京都市右京区 嵯峩螺鈿・野村 サービス その他サービス 5%

147,750 京都府 京都市右京区 さゞれ銘砥株式会社 小売業 電化製品 5%

147,751 京都府 京都市右京区 ＴＨＥＬＩＭＥＬＩＧＨＴＫＹＯＴＯ サービス その他サービス 5%

147,752 京都府 京都市右京区 ＳＡＲＵＴＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

147,753 京都府 京都市右京区 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ａｙａ サービス その他サービス 5%

147,754 京都府 京都市右京区 株式会社シービーソウム 小売業 家具・調度品 5%

147,755 京都府 京都市右京区 自転車のきゅうべえ　西院店 小売業 その他小売 5%

147,756 京都府 京都市右京区 篠や サービス 飲食業 5%
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147,757 京都府 京都市右京区 シマコーポレーション京都右京店 小売業 その他小売 5%

147,758 京都府 京都市右京区 じゃんぼ總本店　阪急西院駅前店 サービス 飲食業 5%

147,759 京都府 京都市右京区 ジュエリー＆ウオッチヤマモト 小売業 その他小売 5%

147,760 京都府 京都市右京区 ＪｅｗｅｌｒｙＤｅｓｉｇｎＫＡＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,761 京都府 京都市右京区 食パン工房　上野屋ベーカリー 小売業 食料品 5%

147,762 京都府 京都市右京区 有　新月 小売業 食料品 5%

147,763 京都府 京都市右京区 翠紅舎 サービス その他サービス 5%

147,764 京都府 京都市右京区 スタジオラグ西院店 サービス その他サービス 5%

147,765 京都府 京都市右京区 ｓｔｅｌｌａ　嵯峨店 サービス 理容・美容業 5%

147,766 京都府 京都市右京区 Ｓｆｉｄａ　　【スフィーダ】 サービス 理容・美容業 5%

147,767 京都府 京都市右京区 ソフトバンク 常盤 小売業 その他小売 5%

147,768 京都府 京都市右京区 高雄錦水亭 サービス その他サービス 5%

147,769 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン高辻葛野西通店 小売業 食料品 2%

147,770 京都府 京都市右京区 ＴａｋａｎａｍｉＴａｘｉ サービス 運輸業 5%

147,771 京都府 京都市右京区 田中デンキ　さがのみせ 小売業 電化製品 5%

147,772 京都府 京都市右京区 たべよし サービス 飲食業 5%

147,773 京都府 京都市右京区 ＴＡＭＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

147,774 京都府 京都市右京区 ＴＡＮＧＥ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

147,775 京都府 京都市右京区 団五郎 サービス 飲食業 5%

147,776 京都府 京都市右京区 ち江す 小売業 衣料品 5%

147,777 京都府 京都市右京区 つじたでんき 小売業 電化製品 5%

147,778 京都府 京都市右京区 手打ち蕎麦うめはら サービス その他サービス 5%

147,779 京都府 京都市右京区 ＤＥＦｌｅｕｒｓ 小売業 衣料品 5%

147,780 京都府 京都市右京区 Ｔｅｒｉｔｏｙｅ サービス 理容・美容業 5%

147,781 京都府 京都市右京区 電気の店なかじまトキワ店 小売業 電化製品 5%

147,782 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン天神川御池店 小売業 食料品 2%

147,783 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン天神川三条店 小売業 食料品 2%

147,784 京都府 京都市右京区 豆腐料理松ヶ枝 サービス 飲食業 5%

147,785 京都府 京都市右京区 とがの茶屋 サービス 飲食業 5%

147,786 京都府 京都市右京区 ドラッグひかり　嵯峨店 小売業 その他小売 5%

147,787 京都府 京都市右京区 ｄｏｌｕｐ 小売業 衣料品 5%

147,788 京都府 京都市右京区 トレカタウン 西院店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,789 京都府 京都市右京区 内藤清商店 サービス 運輸業 5%

147,790 京都府 京都市右京区 永岡電機 小売業 電化製品 5%

147,791 京都府 京都市右京区 中川電機 小売業 電化製品 5%

147,792 京都府 京都市右京区 永田タクシー サービス 運輸業 5%

147,793 京都府 京都市右京区 長野タクシー サービス 運輸業 5%

147,794 京都府 京都市右京区 中村惣菜製作所 サービス その他サービス 5%

147,795 京都府 京都市右京区 ＤｅｌｔａＧｙｍ 小売業 その他小売 5%

147,796 京都府 京都市右京区 ナチュラルフィールステーション ナチュラルフィールステーション サービス その他サービス 5%

147,797 京都府 京都市右京区 錦屋薬品 小売業 その他小売 5%

147,798 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン西京極運動公園店 小売業 食料品 2%
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147,799 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン西京極駅前店 小売業 食料品 2%

147,800 京都府 京都市右京区 ねむりのアトリエ　杉村屋 小売業 その他小売 5%

147,801 京都府 京都市右京区 ノア美容室 サービス 理容・美容業 5%

147,802 京都府 京都市右京区 ハイプライス 小売業 その他小売 5%

147,803 京都府 京都市右京区 Ｂｕｄｄｙ 小売業 衣料品 5%

147,804 京都府 京都市右京区 ＨＡＮＡＣＡＧＯ 小売業 衣料品 5%

147,805 京都府 京都市右京区 花璃スキンケア 小売業 家具・調度品 5%

147,806 京都府 京都市右京区 ハマダ電器 小売業 電化製品 5%

147,807 京都府 京都市右京区 パルス　西大路五条店整備工場 小売業 その他小売 5%

147,808 京都府 京都市右京区 パルス　西大路五条店 小売業 その他小売 5%

147,809 京都府 京都市右京区 はんこランド 小売業 その他小売 5%

147,810 京都府 京都市右京区 ｂｈ．ｍａａｒａ サービス 理容・美容業 5%

147,811 京都府 京都市右京区 Ｂｅ　ｙｏｕ サービス 理容・美容業 5%

147,812 京都府 京都市右京区 ピカポロンツァ サービス 飲食業 5%

147,813 京都府 京都市右京区 ひかり武道具 小売業 その他小売 5%

147,814 京都府 京都市右京区 ヒグチデンキ 小売業 電化製品 5%

147,815 京都府 京都市右京区 Ｈｉｐ　Ｈｉｐ サービス 理容・美容業 5%

147,816 京都府 京都市右京区 ビューティーノア サービス 理容・美容業 5%

147,817 京都府 京都市右京区 広島焼きゅうちゃん サービス 飲食業 5%

147,818 京都府 京都市右京区 フィッシングトライ サービス その他サービス 5%

147,819 京都府 京都市右京区 プラスワン 小売業 衣料品 5%

147,820 京都府 京都市右京区 ｆｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

147,821 京都府 京都市右京区 ｂｌｏｃｋ　【ブロック】 サービス 理容・美容業 5%

147,822 京都府 京都市右京区 文助 サービス 飲食業 5%

147,823 京都府 京都市右京区 プントゥ 小売業 衣料品 5%

147,824 京都府 京都市右京区 へあーさろん桜屋、 サービス 理容・美容業 5%

147,825 京都府 京都市右京区 ｅｍｏｔｉｏｎ　?エモーション? サービス 理容・美容業 5%

147,826 京都府 京都市右京区 ボークス天使の里霞中庵 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,827 京都府 京都市右京区 ＨＯＳＨＩＤＡＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

147,828 京都府 京都市右京区 ホテルビナリオ嵯峨嵐山 サービス 宿泊業 5%

147,829 京都府 京都市右京区 ポプラ梅津店 小売業 その他小売 2%

147,830 京都府 京都市右京区 まいまい京都 サービス その他サービス 5%

147,831 京都府 京都市右京区 マサイの風 サービス 飲食業 5%

147,832 京都府 京都市右京区 Ｍａｒｒｙ’ｓ　帷子ノ辻 サービス 理容・美容業 5%

147,833 京都府 京都市右京区 Ｍａｒｒｙ ｓ 西院 サービス 理容・美容業 5%

147,834 京都府 京都市右京区 丸太町通り動物病院 サービス その他サービス 5%

147,835 京都府 京都市右京区 マールブランシュ嵐山店 サービス 飲食業 5%

147,836 京都府 京都市右京区 ミヤケ電気商会 小売業 電化製品 5%

147,837 京都府 京都市右京区 都美野 サービス その他サービス 5%

147,838 京都府 京都市右京区 みんなのじてんしゃ 小売業 その他小売 5%

147,839 京都府 京都市右京区 無店舗 小売業 衣料品 5%

147,840 京都府 京都市右京区 明和電業 小売業 電化製品 5%
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147,841 京都府 京都市右京区 メガネのヤマモト 小売業 その他小売 5%

147,842 京都府 京都市右京区 メナードフェイシャルサロンＪＵＮＥ　ＲＯＳＥ 小売業 その他小売 5%

147,843 京都府 京都市右京区 メルシーハローキタノ 小売業 その他小売 5%

147,844 京都府 京都市右京区 模型の丸屋 小売業 その他小売 5%

147,845 京都府 京都市右京区 モダンアンテナ 小売業 衣料品 5%

147,846 京都府 京都市右京区 木工芸ニッポニア 小売業 家具・調度品 5%

147,847 京都府 京都市右京区 モリカワデンキ 小売業 電化製品 5%

147,848 京都府 京都市右京区 門前タクシー サービス 運輸業 5%

147,849 京都府 京都市右京区 焼鳥　ささ家ん サービス 飲食業 5%

147,850 京都府 京都市右京区 チサン サービス その他サービス 5%

147,851 京都府 京都市右京区 ゆどうふ竹仙 サービス 飲食業 5%

147,852 京都府 京都市右京区 ゆめみし　西院店 サービス その他サービス 5%

147,853 京都府 京都市右京区 ユリイカ 小売業 家具・調度品 5%

147,854 京都府 京都市右京区 らーめん嵐 サービス 飲食業 5%

147,855 京都府 京都市右京区 ライフクリーナー　太秦店 サービス その他サービス 5%

147,856 京都府 京都市右京区 Lime hair beautify サービス 理容・美容業 5%

147,857 京都府 京都市右京区 駱駝家 サービス 飲食業 5%

147,858 京都府 京都市右京区 らびっとキーサービス サービス その他サービス 5%

147,859 京都府 京都市右京区 Ｌａｌａｅｎａ 小売業 衣料品 5%

147,860 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン嵐電嵐山駅店 小売業 食料品 2%

147,861 京都府 京都市右京区 Ｒｉｃｋｓｈａｗｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

147,862 京都府 京都市右京区 Ｌｕｘｅ サービス 理容・美容業 5%

147,863 京都府 京都市右京区 理容ナカジマ サービス 理容・美容業 5%

147,864 京都府 京都市右京区 旅館　やまざき サービス 宿泊業 5%

147,865 京都府 京都市右京区 旅館　やまざき　Ｎｏ　Ｓｈｏｗ サービス 宿泊業 5%

147,866 京都府 京都市右京区 旅宿あたごや サービス 宿泊業 5%

147,867 京都府 京都市右京区 旅宿あたごや　旅宿あたごや サービス 宿泊業 5%

147,868 京都府 京都市右京区 ＲｉｒｅＡｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

147,869 京都府 京都市右京区 ＲＯＯＳＴ花園店 サービス 理容・美容業 5%

147,870 京都府 京都市右京区 ｒｏｕｔｅ． サービス 理容・美容業 5%

147,871 京都府 京都市右京区 シャンブルドット　ルブラン サービス 宿泊業 5%

147,872 京都府 京都市右京区 ルブラン サービス その他サービス 5%

147,873 京都府 京都市右京区 レストランtoyo サービス 飲食業 5%

147,874 京都府 京都市右京区 ＲＥＬＩＳＨ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

147,875 京都府 京都市右京区 ＲｏｓｅＭａｈａｌｏ サービス 理容・美容業 5%

147,876 京都府 京都市右京区 セブン－イレブン鹿王院駅前店 小売業 食料品 2%

147,877 京都府 京都市上京区 ａｎｏｎｉｍ サービス 理容・美容業 5%

147,878 京都府 京都市上京区 ＡｍｉｔｉｅＣＲＥＤＩＲ 小売業 衣料品 5%

147,879 京都府 京都市上京区 Ａｍｅ　ｂｒｉｌｌｅｒ サービス 理容・美容業 5%

147,880 京都府 京都市上京区 アルバ動物病院 サービス その他サービス 5%

147,881 京都府 京都市上京区 ＆Ｈｅｒｅ 小売業 衣料品 5%

147,882 京都府 京都市上京区 池田デンキ 小売業 電化製品 5%
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147,883 京都府 京都市上京区 イチイヒロキヴァイオリンショップ（株） 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,884 京都府 京都市上京区 一条かりん サービス 宿泊業 5%

147,885 京都府 京都市上京区 出光西陣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

147,886 京都府 京都市上京区 移動雑貨店星降る夜 小売業 その他小売 5%

147,887 京都府 京都市上京区 移動雑貨店星降る夜 小売業 衣料品 5%

147,888 京都府 京都市上京区 ＩＭＡＩｋｕｎｉｋｏＫＹＯＴＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,889 京都府 京都市上京区 岩井印刷株式会社　ドガデザインプリント サービス その他サービス 5%

147,890 京都府 京都市上京区 ＷＡＶＥ 小売業 衣料品 5%

147,891 京都府 京都市上京区 エイリン サイクルハテナ 小売業 その他小売 5%

147,892 京都府 京都市上京区 Ｓ－ｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

147,893 京都府 京都市上京区 エル　カミノ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,894 京都府 京都市上京区 おおたタクシー サービス 運輸業 5%

147,895 京都府 京都市上京区 セブン－イレブン大宮寺之内店 小売業 食料品 2%

147,896 京都府 京都市上京区 岡本修美堂　岡本修美堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,897 京都府 京都市上京区 小川金正堂 小売業 その他小売 5%

147,898 京都府 京都市上京区 おばんざいさかき　別館 サービス 飲食業 5%

147,899 京都府 京都市上京区 お宿梅夜 サービス その他サービス 5%

147,900 京都府 京都市上京区 お料理とお酒ふくら サービス 飲食業 5%

147,901 京都府 京都市上京区 加地金襴株式会社 小売業 家具・調度品 5%

147,902 京都府 京都市上京区 ｃｕｔ　＆　ｅｓｔｈｅ　やまもと サービス 理容・美容業 5%

147,903 京都府 京都市上京区 カネマス乾商店 小売業 家具・調度品 5%

147,904 京都府 京都市上京区 ｃａｆｅ　一期一会 サービス 飲食業 5%

147,905 京都府 京都市上京区 ｃａｆｅｍａｒｂｌｅ智恵光院店 サービス 飲食業 5%

147,906 京都府 京都市上京区 株式会社　アリカ 小売業 貴金属・服飾品 5%

147,907 京都府 京都市上京区 株式会社　タナカ　家具 小売業 家具・調度品 5%

147,908 京都府 京都市上京区 株式会社　八甲　八甲 小売業 衣料品 5%

147,909 京都府 京都市上京区 株式会社小野祥子商店 小売業 衣料品 5%

147,910 京都府 京都市上京区 株式会社京香織 小売業 衣料品 5%

147,911 京都府 京都市上京区 株式会社京都瑞松園　京都瑞松園 小売業 食料品 5%

147,912 京都府 京都市上京区 株式会社酵研 小売業 食料品 5%

147,913 京都府 京都市上京区 株式会社中忠商店 小売業 衣料品 5%

147,914 京都府 京都市上京区 株式会社ミルキーウェイ サービス その他サービス 5%

147,915 京都府 京都市上京区 上七軒　億 サービス 宿泊業 5%

147,916 京都府 京都市上京区 簡易宿所悠路里 サービス その他サービス 5%

147,917 京都府 京都市上京区 Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ｓｔｏｃｋ 小売業 家具・調度品 5%

147,918 京都府 京都市上京区 セブン－イレブン京都葵橋寺町店 小売業 食料品 2%

147,919 京都府 京都市上京区 セブン－イレブン京都烏丸今出川店 小売業 食料品 2%

147,920 京都府 京都市上京区 京都珈道 サービス 飲食業 5%

147,921 京都府 京都市上京区 京都珈道 サービス 飲食業 5%

147,922 京都府 京都市上京区 セブン－イレブン京都出世稲荷前店 小売業 食料品 2%

147,923 京都府 京都市上京区 セブン－イレブン京都新町一条店 小売業 食料品 2%

147,924 京都府 京都市上京区 セブン－イレブン京都千本今出川店 小売業 食料品 2%
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147,925 京都府 京都市上京区 セブン－イレブン京都千本中立売店 小売業 食料品 2%

147,926 京都府 京都市上京区 京都西陣の宿 サービス その他サービス 5%

147,927 京都府 京都市上京区 セブン－イレブン京都西陣郵便局店 小売業 食料品 2%

147,928 京都府 京都市上京区 セブン－イレブン京都堀川今出川店 小売業 食料品 2%

147,929 京都府 京都市上京区 京都やどまち上七軒 サービス 宿泊業 5%

147,930 京都府 京都市上京区 京旅籠むげん サービス その他サービス 5%

147,931 京都府 京都市上京区 京町家の宿　十六夜 サービス 宿泊業 5%

147,932 京都府 京都市上京区 京町屋ホテル　四季十楽 サービス 宿泊業 5%

147,933 京都府 京都市上京区 キリムアナトリア 小売業 家具・調度品 5%

147,934 京都府 京都市上京区 串揚げ万年青 サービス 飲食業 5%

147,935 京都府 京都市上京区 ｃｒｅｍｅ×ｐｌｕｓ サービス 飲食業 5%

147,936 京都府 京都市上京区 株式会社黒香師工房 小売業 衣料品 5%

147,937 京都府 京都市上京区 ゲストハウス木音 サービス その他サービス 5%

147,938 京都府 京都市上京区 ゲストハウス月沈原 サービス 宿泊業 5%

147,939 京都府 京都市上京区 健康和惣菜 ながいきおまめ サービス 飲食業 5%

147,940 京都府 京都市上京区 合同会社いおき　いおき質店 小売業 その他小売 5%

147,941 京都府 京都市上京区 小売り部　ぎおん 小売業 電化製品 5%

147,942 京都府 京都市上京区 晃和株式会社 小売業 その他小売 5%

147,943 京都府 京都市上京区 珈琲茶館 小売業 食料品 5%

147,944 京都府 京都市上京区 個人タクシー サービス 運輸業 5%

147,945 京都府 京都市上京区 ゴトウスポーツ　およぎ屋 小売業 衣料品 5%

147,946 京都府 京都市上京区 ゴトウスポーツ　ばれー屋 小売業 衣料品 5%

147,947 京都府 京都市上京区 ゴトーデンキ 小売業 電化製品 5%

147,948 京都府 京都市上京区 ゴトーデンキ 小売業 電化製品 5%

147,949 京都府 京都市上京区 このはな 小売業 衣料品 5%

147,950 京都府 京都市上京区 陶翫粋 サービス その他サービス 5%

147,951 京都府 京都市上京区 ＫＯＮ Ｓ ＣＹＣＬＥ 上七軒店 小売業 その他小売 5%

147,952 京都府 京都市上京区 Ｃｏｍｆｙｄｅｓｉｇｎ 小売業 その他小売 5%

147,953 京都府 京都市上京区 サイクルショップカツヤマ サイクルショップカツヤマ 小売業 その他小売 5%

147,954 京都府 京都市上京区 さかき本店 サービス 飲食業 5%

147,955 京都府 京都市上京区 ササキ電機 小売業 電化製品 5%

147,956 京都府 京都市上京区 サンナチュレカイロプラクティック京都御所 サービス 理容・美容業 5%

147,957 京都府 京都市上京区 ｊｊタクシー サービス 運輸業 5%

147,958 京都府 京都市上京区 ＪＥＳＳＩＣＡ　【ジェシカ】 サービス 理容・美容業 5%

147,959 京都府 京都市上京区 滋賀喜織物株式会社 小売業 衣料品 5%

147,960 京都府 京都市上京区 写真のモリタ サービス その他サービス 5%

147,961 京都府 京都市上京区 弁護士法人白浜法律事務所 サービス その他サービス 5%

147,962 京都府 京都市上京区 知るカフェ同志社大学前店 サービス 飲食業 5%

147,963 京都府 京都市上京区 ｓｈｉｎｍｉ　ｃｉｅｌ　ｓｈｉｎｍｉｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

147,964 京都府 京都市上京区 シンレスラボフードデザイン サービス 飲食業 5%

147,965 京都府 京都市上京区 ．ＳＵＩ サービス 理容・美容業 5%

147,966 京都府 京都市上京区 朱雀館 サービス 宿泊業 5%
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147,967 京都府 京都市上京区 ｓｔｅｌｌａｎｏ 小売業 衣料品 5%

147,968 京都府 京都市上京区 スポーツサイクルアラカワ 小売業 その他小売 5%

147,969 京都府 京都市上京区 スマイリング　まるこし 小売業 電化製品 5%

147,970 京都府 京都市上京区 スマイリングにし上京店 小売業 電化製品 5%

147,971 京都府 京都市上京区 スマイリング　まつお 小売業 電化製品 5%

147,972 京都府 京都市上京区 生鮮館なかむら　堀川店 小売業 食料品 5%

147,973 京都府 京都市上京区 瀬川織物株式会社 小売業 衣料品 5%

147,974 京都府 京都市上京区 仙福屋宗介 小売業 衣料品 5%

147,975 京都府 京都市上京区 千本玉壽軒 小売業 食料品 5%

147,976 京都府 京都市上京区 綜芸舎 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

147,977 京都府 京都市上京区 ＳｏｕＺａｉ屋 サービス 飲食業 5%

147,978 京都府 京都市上京区 Ｄｉｎｉｎｇｒｏｏｍｙｏｕ サービス 飲食業 5%

147,979 京都府 京都市上京区 竹工房喜節 サービス その他サービス 5%

147,980 京都府 京都市上京区 ＴＡＫＥＮＡＫＡ 小売業 その他小売 5%

147,981 京都府 京都市上京区 たて糸庵 サービス その他サービス 5%

147,982 京都府 京都市上京区 たま茶 サービス その他サービス 5%

147,983 京都府 京都市上京区 セブン－イレブン智恵光院上長者町店 小売業 食料品 2%

147,984 京都府 京都市上京区 知暮里 小売業 衣料品 5%

147,985 京都府 京都市上京区 長五郎餅本舗 本店 小売業 食料品 5%

147,986 京都府 京都市上京区 ｔｕｂａｒａ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

147,987 京都府 京都市上京区 ｄ：ｍａｔｃｈａ　Ｄｅｍａｃｈｉ サービス 飲食業 5%

147,988 京都府 京都市上京区 ＴＡＳ　ＫＹＯＴＯ　ＯＦＦＩＣＥ サービス 宿泊業 5%

147,989 京都府 京都市上京区 テニスステーション河原町 小売業 その他小売 5%

147,990 京都府 京都市上京区 電話屋　今出川店 小売業 その他小売 5%

147,991 京都府 京都市上京区 Ｔｕｌｌａ－Ｉｎｄｏｕｘ合同会社 小売業 衣料品 5%

147,992 京都府 京都市上京区 トータルフットケアぺディナース サービス その他サービス 5%

147,993 京都府 京都市上京区 ドクターネイル爪革命　京都出町店 サービス その他サービス 5%

147,994 京都府 京都市上京区 トヨタレンタリース京都河原町店 サービス その他サービス 2%

147,995 京都府 京都市上京区 ドラッグひかり 新町店 小売業 その他小売 5%

147,996 京都府 京都市上京区 ドラッグひかり 千本今出川店 小売業 その他小売 5%

147,997 京都府 京都市上京区 中村刺繍 サービス その他サービス 5%

147,998 京都府 京都市上京区 Ｎａｔｕｒ　【ナチュラ】 サービス 理容・美容業 5%

147,999 京都府 京都市上京区 ＮＡＴＵＲＡＬ　ＲＩＤＤＩＭ サービス 飲食業 5%

148,000 京都府 京都市上京区 合同会社ＮＵＴＭＥＧ サービス その他サービス 5%

148,001 京都府 京都市上京区 ならび屋 サービス 飲食業 5%

148,002 京都府 京都市上京区 二条諷詠 サービス 飲食業 5%

148,003 京都府 京都市上京区 ａｎｅｌａ　西陣本店 サービス その他サービス 5%

148,004 京都府 京都市上京区 にしむらバイオリン 小売業 その他小売 5%

148,005 京都府 京都市上京区 セブン－イレブン二条城北店 小売業 食料品 2%

148,006 京都府 京都市上京区 ｇａｌｌｅｒｙｎｉｃｈｉｎｉｃｈｉ サービス その他サービス 5%

148,007 京都府 京都市上京区 ＢＩＲＴＨＤＡＹ 小売業 衣料品 5%

148,008 京都府 京都市上京区 林勘法衣店 小売業 家具・調度品 5%
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148,009 京都府 京都市上京区 Ｂｅｅｒ　　　Ｐａｓｔａ　スケルツォ　Ｂｅｅｒ　　　Ｐａｓｔａ　スケルツォ サービス 飲食業 5%

148,010 京都府 京都市上京区 ピースフルタイガーヘアー サービス 理容・美容業 5%

148,011 京都府 京都市上京区 ビストロ森のハンバーグ屋さん サービス 飲食業 5%

148,012 京都府 京都市上京区 株式会社 ビデオ近畿 京都本社 小売業 電化製品 5%

148,013 京都府 京都市上京区 人見毅 サービス その他サービス 5%

148,014 京都府 京都市上京区 陽ノ光 小売業 衣料品 5%

148,015 京都府 京都市上京区 Ｈｏｏｋ本店 サービス 理容・美容業 5%

148,016 京都府 京都市上京区 フジムセン 小売業 電化製品 5%

148,017 京都府 京都市上京区 ふじや 小売業 その他小売 5%

148,018 京都府 京都市上京区 ｆｕｔａｎａ 小売業 衣料品 5%

148,019 京都府 京都市上京区 古着ストア 小売業 その他小売 5%

148,020 京都府 京都市上京区 古本上海ラジオ ふるほん上海ラヂオ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,021 京都府 京都市上京区 Ｐｒａｉｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

148,022 京都府 京都市上京区 ヘアーサロン　ネクサス サービス 理容・美容業 5%

148,023 京都府 京都市上京区 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎＲｉｎｔｏ サービス 理容・美容業 5%

148,024 京都府 京都市上京区 Ｂｅｎ＇ｓＧｕｅｓｔｈｏｕｓｅＫｙｏｔｏ サービス その他サービス 5%

148,025 京都府 京都市上京区 ボードウォーク京都店 小売業 その他小売 5%

148,026 京都府 京都市上京区 ＨＯＤＧＥ　ＰＯＤＧＥ 小売業 衣料品 5%

148,027 京都府 京都市上京区 ホテルドルフ別邸御所西 サービス 宿泊業 5%

148,028 京都府 京都市上京区 セブン－イレブン堀川丸太町店 小売業 食料品 2%

148,029 京都府 京都市上京区 ほりたこ ほりたこ ＨＯＲＩＴＡＫＯ サービス 飲食業 5%

148,030 京都府 京都市上京区 マガザンキョウト サービス 宿泊業 5%

148,031 京都府 京都市上京区 まつひろ商店 まつひろ商店 上七軒店 小売業 その他小売 5%

148,032 京都府 京都市上京区 まつや古河 東京古河 小売業 衣料品 5%

148,033 京都府 京都市上京区 メンズショップ　やまなか 小売業 衣料品 5%

148,034 京都府 京都市上京区 モリカゲシャツキョウト 小売業 衣料品 5%

148,035 京都府 京都市上京区 焼き鳥トリイロ サービス 飲食業 5%

148,036 京都府 京都市上京区 やまもと鞄 小売業 衣料品 5%

148,037 京都府 京都市上京区 有限会社ジュエリー弘宝堂 小売業 その他小売 5%

148,038 京都府 京都市上京区 有限会社錦野 小売業 その他小売 5%

148,039 京都府 京都市上京区 有限会社平岡商店　平岡ふとん店 小売業 その他小売 5%

148,040 京都府 京都市上京区 裕真美 小売業 衣料品 5%

148,041 京都府 京都市上京区 ユーバイク京都　Ｕ?Ｂｉｋｅ　Ｋｙｏｔｏ 小売業 その他小売 5%

148,042 京都府 京都市上京区 洋服のニシザワ 小売業 衣料品 5%

148,043 京都府 京都市上京区 米澤工房 サービス その他サービス 5%

148,044 京都府 京都市上京区 楽天堂 小売業 食料品 5%

148,045 京都府 京都市上京区 ラムネ サービス 理容・美容業 5%

148,046 京都府 京都市上京区 Ｒｈｙｔｈｍ　【リズム】 サービス 理容・美容業 5%

148,047 京都府 京都市上京区 ｌｉｔｔｌｅｃｌｏｖｅｒ 小売業 その他小売 5%

148,048 京都府 京都市上京区 京町家ゲストハウス旅庵織 サービス その他サービス 5%

148,049 京都府 京都市上京区 ＬＩＮＫ－ＬＯＯＰＳ 小売業 衣料品 5%

148,050 京都府 京都市上京区 ＲＯＯＳＴ二条店 サービス 理容・美容業 5%
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148,051 京都府 京都市上京区 ＲＯＡＳＴＥＲＹ サービス 飲食業 5%

148,052 京都府 京都市上京区 ワンフローリスト ワンフローリスト 小売業 その他小売 5%

148,053 京都府 京都市北区 Ｒｅ【アールイー】 サービス 理容・美容業 5%

148,054 京都府 京都市北区 Ｒｅ　　Ｒｅ サービス 理容・美容業 5%

148,055 京都府 京都市北区 ＡＶＡＮＣＥＲ サービス 理容・美容業 5%

148,056 京都府 京都市北区 朝ごはん　ふく サービス 飲食業 5%

148,057 京都府 京都市北区 アジェ北店 サービス 飲食業 5%

148,058 京都府 京都市北区 Ｒｅ： サービス 理容・美容業 5%

148,059 京都府 京都市北区 歩　鞍馬口店 小売業 衣料品 5%

148,060 京都府 京都市北区 アレクサンダーテクニーク京都 小売業 その他小売 5%

148,061 京都府 京都市北区 出光北山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

148,062 京都府 京都市北区 Ｈ　ＴＯＫＹＯ京都店 小売業 衣料品 5%

148,063 京都府 京都市北区 ＥｘｐｏＨｏｓｔｅｌ＆Ｃ サービス 宿泊業 5%

148,064 京都府 京都市北区 ＥＶＥＲＧＲＥＥＮ サービス 理容・美容業 5%

148,065 京都府 京都市北区 絵本カフェ　ｍｅｂａｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,066 京都府 京都市北区 エムジー 上賀茂店 小売業 食料品 5%

148,067 京都府 京都市北区 エムジー上賀茂店 小売業 食料品 5%

148,068 京都府 京都市北区 エムジー上堀川店 小売業 食料品 5%

148,069 京都府 京都市北区 エムジー鞍馬口店 小売業 食料品 5%

148,070 京都府 京都市北区 エムジー大徳寺店 小売業 食料品 5%

148,071 京都府 京都市北区 エムジー西賀茂店 小売業 食料品 5%

148,072 京都府 京都市北区 ＡＲＥＡ２ 小売業 衣料品 5%

148,073 京都府 京都市北区 大垣書店 ﾋﾞﾌﾞﾚ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,074 京都府 京都市北区 大垣書店 北大路店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,075 京都府 京都市北区 岡田タクシー サービス 運輸業 5%

148,076 京都府 京都市北区 朧八瑞雲堂 小売業 食料品 5%

148,077 京都府 京都市北区 おむらはうす　金閣寺店 サービス 飲食業 5%

148,078 京都府 京都市北区 音京都店 小売業 衣料品 5%

148,079 京都府 京都市北区 株式会社ＣＡＳＡｄｅＭＩＣＨＩＣＯ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,080 京都府 京都市北区 ｃａｌｍ　ｈｏｍｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

148,081 京都府 京都市北区 かごの屋北野白梅町店 サービス 飲食業 5%

148,082 京都府 京都市北区 菓子工房　ｍｉｎｔ【イベント】 サービス 飲食業 5%

148,083 京都府 京都市北区 割烹Ｄｅｌｉかとう 小売業 食料品 5%

148,084 京都府 京都市北区 加藤美樹 サービス その他サービス 5%

148,085 京都府 京都市北区 Ｃａｆｅ　ｇａｒＤＥＮ サービス 飲食業 5%

148,086 京都府 京都市北区 カフェ　ド　アウラ サービス その他サービス 5%

148,087 京都府 京都市北区 ｃａｆｅｂａｒ　ｍａｒｉｍｏ サービス 飲食業 5%

148,088 京都府 京都市北区 かぶき屋 サービス その他サービス 5%

148,089 京都府 京都市北区 株 森 商会 株式会社 森商会 小売業 その他小売 5%

148,090 京都府 京都市北区 自転車のきゅうべえ　白梅町店 小売業 その他小売 5%

148,091 京都府 京都市北区 株式会社月虹舎 小売業 衣料品 5%

148,092 京都府 京都市北区 株式会社創元 小売業 衣料品 5%
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148,093 京都府 京都市北区 株式会社西陣かわい 小売業 衣料品 5%

148,094 京都府 京都市北区 鎌田電機商会 小売業 電化製品 5%

148,095 京都府 京都市北区 カマタ店 小売業 衣料品 5%

148,096 京都府 京都市北区 セブン－イレブン上賀茂榊田町店 小売業 食料品 2%

148,097 京都府 京都市北区 セブン－イレブン上賀茂二軒家町店 小売業 食料品 2%

148,098 京都府 京都市北区 カラオケスタジオ　ＢＵＩＬＤ白梅町店　カラオケスタジオＢＵＩＬＤ白梅町店 サービス その他サービス 5%

148,099 京都府 京都市北区 ガラシャ サービス その他サービス 5%

148,100 京都府 京都市北区 ｃａｒｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

148,101 京都府 京都市北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋北大路駅前店 サービス 飲食業 2%

148,102 京都府 京都市北区 河崎工房 サービス その他サービス 5%

148,103 京都府 京都市北区 Ｋａｗｏｒｕｔａｘｉ，， サービス 運輸業 5%

148,104 京都府 京都市北区 韓国家庭料理　牙山　韓国家庭料理牙山 サービス 飲食業 5%

148,105 京都府 京都市北区 祇園まつかわ北山店 サービス その他サービス 5%

148,106 京都府 京都市北区 きもの京山　本社 小売業 衣料品 5%

148,107 京都府 京都市北区 Ｃａｐｉｔａｌｅ カフェ サービス 宿泊業 5%

148,108 京都府 京都市北区 ｇａｌｌｅｒｙＢａｔｔｅＬａＳａｂａ サービス その他サービス 5%

148,109 京都府 京都市北区 セブン－イレブン京都大宮北箱ノ井町店 小売業 食料品 2%

148,110 京都府 京都市北区 セブン－イレブン京都大宮総門口店 小売業 食料品 2%

148,111 京都府 京都市北区 京都おはりばこ 小売業 衣料品 5%

148,112 京都府 京都市北区 セブン－イレブン京都北大路大宮店 小売業 食料品 2%

148,113 京都府 京都市北区 京都北の隠れ宿　笑ーｅｍｉー サービス 宿泊業 5%

148,114 京都府 京都市北区 セブン－イレブン京都産業大学前店 小売業 食料品 2%

148,115 京都府 京都市北区 セブン－イレブン京都鷹峯藤林店 小売業 食料品 2%

148,116 京都府 京都市北区 セブン－イレブン京都西賀茂店 小売業 食料品 2%

148,117 京都府 京都市北区 セブン－イレブン京都馬代一条店 小売業 食料品 2%

148,118 京都府 京都市北区 セブン－イレブン京都平野宮本町店 小売業 食料品 2%

148,119 京都府 京都市北区 京都ベイクドチーズケーキドットコム 小売業 食料品 5%

148,120 京都府 京都市北区 セブン－イレブン京都堀川今宮店 小売業 食料品 2%

148,121 京都府 京都市北区 セブン－イレブン京都堀川北大路店 小売業 食料品 2%

148,122 京都府 京都市北区 セブン－イレブン京都堀川玄以店 小売業 食料品 2%

148,123 京都府 京都市北区 セブン－イレブン京都堀川紫明店 小売業 食料品 2%

148,124 京都府 京都市北区 京都文字美術研究所 Ｍｏｊｉｂｉ サービス その他サービス 5%

148,125 京都府 京都市北区 京都洋酒研究所 サービス 飲食業 5%

148,126 京都府 京都市北区 京町家コテージｋａｒｉｇａｎｅ サービス その他サービス 5%

148,127 京都府 京都市北区 業務スーパー北山店 小売業 食料品 2%

148,128 京都府 京都市北区 京料理さくらい サービス 飲食業 5%

148,129 京都府 京都市北区 金閣寺いただき サービス 飲食業 5%

148,130 京都府 京都市北区 金閣そふと サービス 飲食業 5%

148,131 京都府 京都市北区 ｋｕｓｃｈｅｌ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

148,132 京都府 京都市北区 ＣＲＡＱＵＥ ｈａｉｒ ｃｒｅａｔｉｏｎ クラッキ ヘアークリエイション サービス 理容・美容業 5%

148,133 京都府 京都市北区 ＣＲＡＱＵＥ　ｈａｉｒ　ｃｒｅａｔｉｏｎ　クラッキ　ヘアークリエイション サービス 理容・美容業 5%

148,134 京都府 京都市北区 鞍楽ハウディ 小売業 食料品 5%

3529



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

148,135 京都府 京都市北区 ｃｒｉｂ サービス 理容・美容業 5%

148,136 京都府 京都市北区 9689 小売業 その他小売 5%

148,137 京都府 京都市北区 ゲストハウス京洛や金閣寺 サービス その他サービス 5%

148,138 京都府 京都市北区 ゲストハウスプロ サービス その他サービス 5%

148,139 京都府 京都市北区 狐菴 サービス 飲食業 5%

148,140 京都府 京都市北区 皐盧庵茶舗 サービス 飲食業 5%

148,141 京都府 京都市北区 ゴールデン コーヒー 小売業 食料品 5%

148,142 京都府 京都市北区 コタニジュエル 小売業 貴金属・服飾品 5%

148,143 京都府 京都市北区 ＣＯＬＯＮＹ　ＣＯＬＯＮＹ京都北山店 小売業 衣料品 5%

148,144 京都府 京都市北区 ＫＯＮ　Ｓ　ＣＹＣＬＥ　北大路店 小売業 その他小売 5%

148,145 京都府 京都市北区 コンセント サービス 理容・美容業 5%

148,146 京都府 京都市北区 ＳＡＩｅｎ． サービス 理容・美容業 5%

148,147 京都府 京都市北区 桜こまち サービス 飲食業 5%

148,148 京都府 京都市北区 ＺＡＺＩＥ サービス 理容・美容業 5%

148,149 京都府 京都市北区 ＳｈａｒｒｙＢａｂｙ 小売業 その他小売 5%

148,150 京都府 京都市北区 昌楊堂 サービス その他サービス 5%

148,151 京都府 京都市北区 ＪｏｌｉＲＯＭＩＳ 小売業 衣料品 5%

148,152 京都府 京都市北区 ＪＩＬＩ．ＴＡ サービス 理容・美容業 5%

148,153 京都府 京都市北区 ＳＨＩＲＵ ＣＡＦＥ 立命館大学前店 サービス 飲食業 5%

148,154 京都府 京都市北区 知るカフェ立命館大学前店 サービス 飲食業 5%

148,155 京都府 京都市北区 新町えんらく サービス 飲食業 5%

148,156 京都府 京都市北区 仁屋空間 小売業 その他小売 5%

148,157 京都府 京都市北区 ＳｋｙＬｉｎｋＪａｐａｎ 小売業 その他小売 5%

148,158 京都府 京都市北区 ＳＴＡＮＤ「Ｃ」 サービス 飲食業 5%

148,159 京都府 京都市北区 ＳＴＯＣＫ サービス その他サービス 5%

148,160 京都府 京都市北区 スパゲッテリア プリマヴェーラ サービス 飲食業 5%

148,161 京都府 京都市北区 ＳＰＩＮＮＵＴＳ サービス その他サービス 5%

148,162 京都府 京都市北区 生鮮館なかむら　上賀茂店 小売業 食料品 5%

148,163 京都府 京都市北区 生鮮館なかむら　北山店 小売業 食料品 5%

148,164 京都府 京都市北区 生鮮館なかむら　衣笠店 小売業 食料品 5%

148,165 京都府 京都市北区 生鮮館なかむら　紫明店 小売業 食料品 5%

148,166 京都府 京都市北区 生鮮館なかむら　西賀茂店 小売業 食料品 5%

148,167 京都府 京都市北区 たこ焼きのいっさら　いっさら サービス 飲食業 5%

148,168 京都府 京都市北区 Ｄａｒｉ　Ｋ　京都本店 小売業 食料品 5%

148,169 京都府 京都市北区 ｃｈａーｃａｆｅーｗａ サービス 飲食業 5%

148,170 京都府 京都市北区 デジコン サービス その他サービス 5%

148,171 京都府 京都市北区 鉄板匠暁 サービス 飲食業 5%

148,172 京都府 京都市北区 ＴｅｒａｍｕｒａＴａｘｉ サービス 運輸業 5%

148,173 京都府 京都市北区 でんきのＳ．Ｂ．セイコー 小売業 電化製品 5%

148,174 京都府 京都市北区 でんきのひろせ 小売業 電化製品 5%

148,175 京都府 京都市北区 天骨庵慶心　天骨庵慶心 サービス 飲食業 5%

148,176 京都府 京都市北区 トーアスポーツネオ 小売業 その他小売 5%
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148,177 京都府 京都市北区 トヨタレンタリース京都北堀川店 サービス その他サービス 2%

148,178 京都府 京都市北区 ドラッグひかり 北大路ビブレ店 小売業 その他小売 5%

148,179 京都府 京都市北区 ドラッグひかり　西賀茂店 小売業 その他小売 5%

148,180 京都府 京都市北区 ドラッグひかり　白梅町店 小売業 その他小売 5%

148,181 京都府 京都市北区 ドラッグひかり　平野神社店 小売業 その他小売 5%

148,182 京都府 京都市北区 ドラッグひかり　御薗橋店 小売業 その他小売 5%

148,183 京都府 京都市北区 中村タクシー サービス 運輸業 5%

148,184 京都府 京都市北区 Ｎａｄｉ　ｋｉｔａｙａｍａ サービス その他サービス 5%

148,185 京都府 京都市北区 ニチカ 小売業 その他小売 5%

148,186 京都府 京都市北区 ハーバーカフェ　北野白梅町店 サービス 飲食業 5%

148,187 京都府 京都市北区 バーバーショップテト　本店 サービス 理容・美容業 5%

148,188 京都府 京都市北区 ＢＡＲＢＥＲ北陽 サービス 理容・美容業 5%

148,189 京都府 京都市北区 Ｂｉｋｅ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 小売業 その他小売 5%

148,190 京都府 京都市北区 Ｂｉｋｅ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 小売業 その他小売 5%

148,191 京都府 京都市北区 伯楽家常菜 サービス 飲食業 5%

148,192 京都府 京都市北区 服部綴工房 小売業 衣料品 5%

148,193 京都府 京都市北区 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ Ｔａｎｇｏ ｄｅ Ｃｈａｔ Ｎｏｉｒ 小売業 食料品 5%

148,194 京都府 京都市北区 パティスリー デリス 小売業 食料品 5%

148,195 京都府 京都市北区 京都珈琲学部 サービス 飲食業 5%

148,196 京都府 京都市北区 ハンバーグ＆ステーキ听　新大宮店 サービス 飲食業 5%

148,197 京都府 京都市北区 ＢＰ＆ＣＯ． 小売業 貴金属・服飾品 5%

148,198 京都府 京都市北区 ＢＩＧＤＩＰＰＥＲ サービス 飲食業 5%

148,199 京都府 京都市北区 ファッションアドバイザー サービス 理容・美容業 5%

148,200 京都府 京都市北区 フォトアトリエ・ミック サービス その他サービス 5%

148,201 京都府 京都市北区 フジタタクシ－ サービス 運輸業 5%

148,202 京都府 京都市北区 ふたば書房　紫野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,203 京都府 京都市北区 ＢＲＩＤＧＥ【ブリッジ】 サービス 理容・美容業 5%

148,204 京都府 京都市北区 古川理髪院 サービス 理容・美容業 5%

148,205 京都府 京都市北区 Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

148,206 京都府 京都市北区 ｈａｉｒ’ｓ　Ｔｅｒｉａ サービス 理容・美容業 5%

148,207 京都府 京都市北区 ヘアストアハッピーメーカー サービス 理容・美容業 5%

148,208 京都府 京都市北区 堀電機 小売業 電化製品 5%

148,209 京都府 京都市北区 牧野タクシー サービス 運輸業 5%

148,210 京都府 京都市北区 桝や サービス 飲食業 5%

148,211 京都府 京都市北区 町家Ｇａｌｌｅｒｙｃａｆｅ龍 サービス その他サービス 5%

148,212 京都府 京都市北区 プロツールズショップヨシムラ 小売業 電化製品 5%

148,213 京都府 京都市北区 ０３　ｓｌｏｗ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

148,214 京都府 京都市北区 マールブランシュ北山本店 サービス 飲食業 5%

148,215 京都府 京都市北区 Ｍａｎｓｏｈ Ｍａｎｓｏｈ サービス 飲食業 5%

148,216 京都府 京都市北区 未来情報産業株式会社 サービス その他サービス 5%

148,217 京都府 京都市北区 ＭＵＲＡＳＡＫＩＮＯＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

148,218 京都府 京都市北区 ｍｕｒａｔａ　　ｔａｘｉ サービス 運輸業 5%
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148,219 京都府 京都市北区 モトスペース　Ｔ２ サービス その他サービス 5%

148,220 京都府 京都市北区 柳生忠司 サービス その他サービス 5%

148,221 京都府 京都市北区 薬膳・漢方茶カフェＣｈａ－ｃａｆｅ－ｗａ サービス 飲食業 5%

148,222 京都府 京都市北区 有限会社ナカムラ 小売業 その他小売 5%

148,223 京都府 京都市北区 有 フレームショップ巧 小売業 その他小売 5%

148,224 京都府 京都市北区 有限会社ミヤガワ 小売業 衣料品 5%

148,225 京都府 京都市北区 夢路 サービス その他サービス 5%

148,226 京都府 京都市北区 ゆめみし　北山店 サービス その他サービス 5%

148,227 京都府 京都市北区 洋服のツキムラ北山店 小売業 衣料品 5%

148,228 京都府 京都市北区 よしむら北山楼 サービス 飲食業 5%

148,229 京都府 京都市北区 ＹＯＮＥＺＡＷＡ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

148,230 京都府 京都市北区 ｙｏｎｅｚａｗａｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

148,231 京都府 京都市北区 米田電化住設 小売業 電化製品 5%

148,232 京都府 京都市北区 Ｒｅ：ｂｏｏｔカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

148,233 京都府 京都市北区 有限会社アトリエ・エクリュー サービス その他サービス 5%

148,234 京都府 京都市北区 ＬｕｘｅＮａｉｌ サービス その他サービス 5%

148,235 京都府 京都市北区 ＲＯＯＳＴ円町店 サービス 理容・美容業 5%

148,236 京都府 京都市北区 ＬＯＲＯＣＹＣＬＥＷＯＲＫＳ京都 小売業 その他小売 5%

148,237 京都府 京都市北区 ワットムセン 小売業 電化製品 5%

148,238 京都府 京都市左京区 アイスローリー 小売業 衣料品 5%

148,239 京都府 京都市左京区 アンダースロー 小売業 その他小売 5%

148,240 京都府 京都市左京区 アンティークブルーパロット 小売業 家具・調度品 5%

148,241 京都府 京都市左京区 ｅｘｐ サービス その他サービス 5%

148,242 京都府 京都市左京区 イシイ電化ストアー 小売業 電化製品 5%

148,243 京都府 京都市左京区 板前キッチン料理教室 サービス 理容・美容業 5%

148,244 京都府 京都市左京区 一条アルチメイトファクトリー　京都 小売業 その他小売 5%

148,245 京都府 京都市左京区 セブンーイレブン一乗寺北大丸町店 小売業 食料品 2%

148,246 京都府 京都市左京区 一乗寺中谷 サービス 飲食業 5%

148,247 京都府 京都市左京区 一善や 京都本店 小売業 食料品 5%

148,248 京都府 京都市左京区 出光岩倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

148,249 京都府 京都市左京区 出光銀閣寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

148,250 京都府 京都市左京区 出光セルフ修学院南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

148,251 京都府 京都市左京区 出光宝ヶ池ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

148,252 京都府 京都市左京区 Ｉｎｄｉｇｏ サービス 飲食業 5%

148,253 京都府 京都市左京区 インテルナウエダ 小売業 家具・調度品 5%

148,254 京都府 京都市左京区 ウエダデンキ 小売業 電化製品 5%

148,255 京都府 京都市左京区 うまいもんや　まる サービス 飲食業 5%

148,256 京都府 京都市左京区 エイリン　今出川京大前店別館 小売業 その他小売 5%

148,257 京都府 京都市左京区 エイリン 今出川京大前店本館 小売業 その他小売 5%

148,258 京都府 京都市左京区 エーコープ京都中央　市原野店 小売業 食料品 5%

148,259 京都府 京都市左京区 エーコープ京都中央　岩倉店 小売業 食料品 5%

148,260 京都府 京都市左京区 エムジー岩倉店 小売業 食料品 5%
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148,261 京都府 京都市左京区 Ｏｖａｃｏ　Ｈａｉｒ　　?オヴァコヘアー? サービス 理容・美容業 5%

148,262 京都府 京都市左京区 大垣書店 高野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,263 京都府 京都市左京区 大原温泉湯元のお宿民宿大原山荘 サービス その他サービス 5%

148,264 京都府 京都市左京区 岡崎タクシー サービス 運輸業 5%

148,265 京都府 京都市左京区 お米のオオミヤ 小売業 食料品 5%

148,266 京都府 京都市左京区 オブジェ 小売業 その他小売 5%

148,267 京都府 京都市左京区 御宿　北川 サービス その他サービス 5%

148,268 京都府 京都市左京区 ｏｌｕｓ・ｋｙｏ サービス その他サービス 5%

148,269 京都府 京都市左京区 Ｃａｒｏ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

148,270 京都府 京都市左京区 ＣＡＲＯ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

148,271 京都府 京都市左京区 開晴亭　北山本店 サービス 飲食業 5%

148,272 京都府 京都市左京区 かごの屋北大路下鴨店 サービス 飲食業 5%

148,273 京都府 京都市左京区 割烹和点 サービス 飲食業 5%

148,274 京都府 京都市左京区 株式会社アート・カラー 小売業 衣料品 5%

148,275 京都府 京都市左京区 株式会社ＡＣＣＥＳＳ・ＪＡＰＡＮ サービス その他サービス 5%

148,276 京都府 京都市左京区 株式会社グレースたなか本店 小売業 食料品 5%

148,277 京都府 京都市左京区 百万遍ｃｒｏｓｓ サービス その他サービス 5%

148,278 京都府 京都市左京区 株式会社バックス画材 小売業 その他小売 5%

148,279 京都府 京都市左京区 株式会社ひらつか　株式会社ひらつか 小売業 衣料品 5%

148,280 京都府 京都市左京区 株  マック 物販 小売業 食料品 5%

148,281 京都府 京都市左京区 株式会社洛歩 小売業 その他小売 5%

148,282 京都府 京都市左京区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋左京区一乗寺店 サービス 飲食業 2%

148,283 京都府 京都市左京区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋左京区百万遍店 サービス 飲食業 2%

148,284 京都府 京都市左京区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋下鴨北大路店 サービス 飲食業 2%

148,285 京都府 京都市左京区 革工房むくり 小売業 衣料品 5%

148,286 京都府 京都市左京区 ギャラリー＆ショップ唐船屋 小売業 その他小売 5%

148,287 京都府 京都市左京区 京阿月下鴨本店 小売業 食料品 5%

148,288 京都府 京都市左京区 セブン－イレブン京都岩倉中河原町店 小売業 食料品 2%

148,289 京都府 京都市左京区 ＫｙｏｔｏＭＢＭＬａｂｏ サービス その他サービス 5%

148,290 京都府 京都市左京区 京都学生引越サービス サービス 運輸業 5%

148,291 京都府 京都市左京区 京都銀閣きんとぎん サービス 飲食業 5%

148,292 京都府 京都市左京区 セブン－イレブン京都下鴨膳部町店 小売業 食料品 2%

148,293 京都府 京都市左京区 セブン－イレブン京都下鴨高木町店 小売業 食料品 2%

148,294 京都府 京都市左京区 セブン－イレブン京都修学院駅前店 小売業 食料品 2%

148,295 京都府 京都市左京区 セブン－イレブン京都白川北大路店 小売業 食料品 2%

148,296 京都府 京都市左京区 セブン－イレブン京都神宮丸太町店 小売業 食料品 2%

148,297 京都府 京都市左京区 セブンーイレブン京都田中上古川町店 小売業 食料品 2%

148,298 京都府 京都市左京区 セブン－イレブン京都田中西高原町店 小売業 食料品 2%

148,299 京都府 京都市左京区 京都トラベラーズ・イン サービス 宿泊業 5%

148,300 京都府 京都市左京区 セブン－イレブン京都平安神宮前店 小売業 食料品 2%

148,301 京都府 京都市左京区 セブン－イレブン京都八瀬駅前店 小売業 食料品 2%

148,302 京都府 京都市左京区 京美肌薔薇屋 サービス 理容・美容業 5%
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148,303 京都府 京都市左京区 ＧＩＮＫＡＫＵＪＩ サービス 宿泊業 5%

148,304 京都府 京都市左京区 錦林マッサージ治療院　錦林マッサージ治療院 サービス その他サービス 5%

148,305 京都府 京都市左京区 Ｃｏｕｐ サービス 理容・美容業 5%

148,306 京都府 京都市左京区 それとな 小売業 衣料品 5%

148,307 京都府 京都市左京区 倉橋観光タクシー サービス 運輸業 5%

148,308 京都府 京都市左京区 グリルにんじん グリルにんじん サービス 飲食業 5%

148,309 京都府 京都市左京区 ｋｅｉｏｋａｉｒａｉ 小売業 その他小売 5%

148,310 京都府 京都市左京区 ゲストハウスこばこ サービス その他サービス 5%

148,311 京都府 京都市左京区 ゲストハウス棚 サービス その他サービス 5%

148,312 京都府 京都市左京区 ゲストハウス中本葵 サービス その他サービス 5%

148,313 京都府 京都市左京区 ゲストハウス和楽庵 サービス 宿泊業 5%

148,314 京都府 京都市左京区 国際交流会館（芝蘭会館） サービス 宿泊業 5%

148,315 京都府 京都市左京区 個人ひらたタクシー サービス 運輸業 5%

148,316 京都府 京都市左京区 コトリエ商店 小売業 食料品 5%

148,317 京都府 京都市左京区 コミックショック　　高野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,318 京都府 京都市左京区 サイクルベースあさひ　高野店 小売業 その他小売 2%

148,319 京都府 京都市左京区 ＳＡＭＡＴＷＡ サービス その他サービス 5%

148,320 京都府 京都市左京区 ケイオカイライ 小売業 衣料品 5%

148,321 京都府 京都市左京区 三平屋米穀店　三平屋米穀店 小売業 食料品 5%

148,322 京都府 京都市左京区 三平屋米穀店 小売業 食料品 5%

148,323 京都府 京都市左京区 サンマルク　北山通り店 サービス 飲食業 5%

148,324 京都府 京都市左京区 Ｊｔｈｒｅｅ サービス 理容・美容業 5%

148,325 京都府 京都市左京区 ＪｅｓｍｏｎｉｔｅＪａｐａｎＤｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ，Ｃ＆ＢＬｉｍｉｔｅｄ 小売業 その他小売 5%

148,326 京都府 京都市左京区 シサム工房 京都 本店 小売業 衣料品 5%

148,327 京都府 京都市左京区 シサム工房　京都店 小売業 衣料品 5%

148,328 京都府 京都市左京区 四川亭 サービス 飲食業 5%

148,329 京都府 京都市左京区 自転車のきゅうべえ　下鴨店 小売業 その他小売 5%

148,330 京都府 京都市左京区 自転車のきゅうべえ　修学院店 小売業 その他小売 5%

148,331 京都府 京都市左京区 一般社団法人水車の竹中保存会 サービス 飲食業 5%

148,332 京都府 京都市左京区 下鴨デリ サービス 飲食業 5%

148,333 京都府 京都市左京区 セブン－イレブン下鴨水口町店 小売業 食料品 2%

148,334 京都府 京都市左京区 ｃｈａｒｃｕｔｅｒｉｅ ＬＩＮＤＥＮＢＡＵＭ ｃｈａｒｃｕｔｅｒｉｅ ＬＩＮＤＥＮＢＡＵＭ 小売業 食料品 5%

148,335 京都府 京都市左京区 じゃんぼ總本店　百万遍店 サービス 飲食業 5%

148,336 京都府 京都市左京区 順菜 サービス 飲食業 5%

148,337 京都府 京都市左京区 馴鹿Ｊｕｎ－Ｒｏｋｕ 小売業 衣料品 5%

148,338 京都府 京都市左京区 将月　一乗寺店 サービス 飲食業 5%

148,339 京都府 京都市左京区 ＳＨＩＲＵ ＣＡＦＥ 京都大学前店 サービス 飲食業 5%

148,340 京都府 京都市左京区 知るカフェ京都大学前店 サービス 飲食業 5%

148,341 京都府 京都市左京区 治郎兵衛 小売業 食料品 5%

148,342 京都府 京都市左京区 新栄電器 小売業 電化製品 5%

148,343 京都府 京都市左京区 株式会社鈴木マイクロフィルム研究所 サービス その他サービス 5%

148,344 京都府 京都市左京区 ＳＰＥＡＫ　ＥＡＳＹ サービス 飲食業 5%
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148,345 京都府 京都市左京区 スマイリング　はやしや 小売業 電化製品 5%

148,346 京都府 京都市左京区 スマイリングにし左京店 小売業 電化製品 5%

148,347 京都府 京都市左京区 炭火串焼とりと サービス 飲食業 5%

148,348 京都府 京都市左京区 生鮮館なかむら　一乗寺店 小売業 食料品 5%

148,349 京都府 京都市左京区 生鮮館なかむら　里の前店 小売業 食料品 5%

148,350 京都府 京都市左京区 生鮮館なかむら　下鴨店 小売業 食料品 5%

148,351 京都府 京都市左京区 生鮮館なかむら　白川店 小売業 食料品 5%

148,352 京都府 京都市左京区 そうげんカフェ サービス 飲食業 5%

148,353 京都府 京都市左京区 外 サービス 飲食業 5%

148,354 京都府 京都市左京区 ソフトバンク 百万遍 小売業 その他小売 5%

148,355 京都府 京都市左京区 ダイコクドラッグ百万遍店 小売業 その他小売 5%

148,356 京都府 京都市左京区 ＤＩＡＭＯＮＤＧＲＤＥＮ 小売業 その他小売 5%

148,357 京都府 京都市左京区 竹と雑貨とやさしい暮らし 千鳥 小売業 その他小売 5%

148,358 京都府 京都市左京区 Ｔａｔｓｕｋｉ サービス 飲食業 5%

148,359 京都府 京都市左京区 リコルヌ 小売業 衣料品 5%

148,360 京都府 京都市左京区 棚橋電気商会 小売業 電化製品 5%

148,361 京都府 京都市左京区 チニアシツケル 小売業 家具・調度品 5%

148,362 京都府 京都市左京区 筒井ラーニングＬａｂ サービス その他サービス 5%

148,363 京都府 京都市左京区 Ｔ．Ｓ．ＶＧＥＭ 小売業 貴金属・服飾品 5%

148,364 京都府 京都市左京区 ＤｉｇｇｅｒｓＫｙｏｔｏ 小売業 衣料品 5%

148,365 京都府 京都市左京区 ｄｅｇｕｃｈｉｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

148,366 京都府 京都市左京区 デジカメプリント激安王北白川店 サービス その他サービス 5%

148,367 京都府 京都市左京区 てづくりとうふ　すがい 小売業 食料品 5%

148,368 京都府 京都市左京区 鉄板料理やいたん サービス 飲食業 5%

148,369 京都府 京都市左京区 セブン－イレブン出町柳駅前店 小売業 食料品 2%

148,370 京都府 京都市左京区 電陽社 小売業 電化製品 5%

148,371 京都府 京都市左京区 土井志ば漬本舗 総本店 小売業 食料品 5%

148,372 京都府 京都市左京区 東華菜館洛北店 サービス 飲食業 5%

148,373 京都府 京都市左京区 ｄｏｇ　ｓａｌｏｎ　ＴＥＮ　ｔｏ　ＴＥＮ サービス その他サービス 5%

148,374 京都府 京都市左京区 ＤＢＨＳ サービス その他サービス 5%

148,375 京都府 京都市左京区 トヨタレンタリース京都三条京阪北店 サービス その他サービス 2%

148,376 京都府 京都市左京区 トヨタレンタリース京都高野店 サービス その他サービス 2%

148,377 京都府 京都市左京区 トヨタレンタリース京都百万遍店 サービス その他サービス 2%

148,378 京都府 京都市左京区 豊丸タクシー サービス 運輸業 5%

148,379 京都府 京都市左京区 ドラッグひかり　高野店 小売業 その他小売 5%

148,380 京都府 京都市左京区 ドラッグひかり　東山二条店 小売業 その他小売 5%

148,381 京都府 京都市左京区 ＤＲＩＰ　＆　ＤＲＯＰ　銀閣寺店 サービス 飲食業 5%

148,382 京都府 京都市左京区 ＮＩＧＨＴＷＯＲＫＳＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

148,383 京都府 京都市左京区 なかじまでんき 小売業 電化製品 5%

148,384 京都府 京都市左京区 ＮａｋａｔａＴａｘｉ サービス 運輸業 5%

148,385 京都府 京都市左京区 ＮＡＮＡＭＥＫＩＫＡＫＵ サービス その他サービス 5%

148,386 京都府 京都市左京区 成駒寿司 サービス 飲食業 5%
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148,387 京都府 京都市左京区 南国サンサン食堂 小売業 食料品 5%

148,388 京都府 京都市左京区 南禅寺八千代 サービス 宿泊業 5%

148,389 京都府 京都市左京区 西川ローズ寝装館 小売業 その他小売 5%

148,390 京都府 京都市左京区 西田タクシー サービス 運輸業 5%

148,391 京都府 京都市左京区 ノイエブリーゼ サービス その他サービス 5%

148,392 京都府 京都市左京区 Ｎｏｏｒｄ 小売業 衣料品 5%

148,393 京都府 京都市左京区 禾口木丙 小売業 衣料品 5%

148,394 京都府 京都市左京区 ぷくすけ 小売業 食料品 5%

148,395 京都府 京都市左京区 はちぼく屋 無農薬米 減農薬米専門のお米屋 はちぼく屋 小売業 食料品 5%

148,396 京都府 京都市左京区 花いちもんめ サービス 飲食業 5%

148,397 京都府 京都市左京区 ｂａ　ｈｕｔｔｅ． 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,398 京都府 京都市左京区 ひごペットフレンドリー　カナート洛北 小売業 その他小売 5%

148,399 京都府 京都市左京区 ひごペットフレンドリーカナート洛北店 小売業 その他小売 5%

148,400 京都府 京都市左京区 ピザ・リトルパーティ　東山二条店 サービス 飲食業 5%

148,401 京都府 京都市左京区 セブン－イレブン百万遍店 小売業 食料品 2%

148,402 京都府 京都市左京区 百万遍パバールＰＵＢＢＡＲ サービス 飲食業 5%

148,403 京都府 京都市左京区 個人ひらたタクシー サービス 運輸業 5%

148,404 京都府 京都市左京区 ｂｉｌｄ 小売業 その他小売 5%

148,405 京都府 京都市左京区 ５８ｄｉｎｅｒ サービス 飲食業 5%

148,406 京都府 京都市左京区 ブープ美容室 サービス 理容・美容業 5%

148,407 京都府 京都市左京区 船川タクシー サービス 運輸業 5%

148,408 京都府 京都市左京区 ２３ｆｕｍｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

148,409 京都府 京都市左京区 ふみ屋 小売業 食料品 5%

148,410 京都府 京都市左京区 ブラウン　Ｂｒｏｗｎ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ サービス 飲食業 5%

148,411 京都府 京都市左京区 ｐｌａｋ サービス 理容・美容業 5%

148,412 京都府 京都市左京区 ＦＲＩＧＯ サービス 飲食業 5%

148,413 京都府 京都市左京区 フルアップ 小売業 その他小売 5%

148,414 京都府 京都市左京区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｃｈｅｌｓｅａ　　チェルシー サービス 理容・美容業 5%

148,415 京都府 京都市左京区 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅＭｉｄｉ サービス 理容・美容業 5%

148,416 京都府 京都市左京区 ヘアーサロン　オグラ サービス 理容・美容業 5%

148,417 京都府 京都市左京区 ヘアースペース　ウイズ サービス 理容・美容業 5%

148,418 京都府 京都市左京区 ＨＡＩＲＲＥＳＯＲＴＭＡＪＵ サービス 理容・美容業 5%

148,419 京都府 京都市左京区 ヘアファッションペンギン白川店 サービス 理容・美容業 5%

148,420 京都府 京都市左京区 紅達磨 サービス その他サービス 5%

148,421 京都府 京都市左京区 ＢＶＥ 白川店 ー 燃料 ー 小売業 ガソリンスタンド 2%

148,422 京都府 京都市左京区 ＰＥＰＥ 小売業 衣料品 5%

148,423 京都府 京都市左京区 株式会社ＦＵＮＳＱＵＡＲＥ サービス その他サービス 5%

148,424 京都府 京都市左京区 ほたるみねらる 小売業 衣料品 5%

148,425 京都府 京都市左京区 ホテル丸福京都東山 サービス 宿泊業 5%

148,426 京都府 京都市左京区 ＣＯＮＶＩＶＩＡＬ サービス 飲食業 5%

148,427 京都府 京都市左京区 マツダムセン 小売業 電化製品 5%

148,428 京都府 京都市左京区 Ｈａｉｒ＆Ｆａｃｅ　Ｍａｒｒｙ’ｓ下鴨　マリィズシモガモ サービス 理容・美容業 5%
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148,429 京都府 京都市左京区 Ｍａｒｒｙ　Ｆｉｒｓｔ サービス 理容・美容業 5%

148,430 京都府 京都市左京区 株式会社プライスインターナショナル サービス その他サービス 5%

148,431 京都府 京都市左京区 水野電気店 小売業 電化製品 5%

148,432 京都府 京都市左京区 みのや扇舗 小売業 家具・調度品 5%

148,433 京都府 京都市左京区 メガネの松山　高野店 小売業 その他小売 5%

148,434 京都府 京都市左京区 ＭＡＩＳＯＮＤｏｕｅ 小売業 その他小売 5%

148,435 京都府 京都市左京区 ＭＯＫ京都北白川店 サービス 理容・美容業 5%

148,436 京都府 京都市左京区 もつ鍋　京亀 サービス 飲食業 5%

148,437 京都府 京都市左京区 もつもん もつ鍋ダイニング もつもん サービス 飲食業 5%

148,438 京都府 京都市左京区 もとかわ電機 小売業 電化製品 5%

148,439 京都府 京都市左京区 森川電機 小売業 電化製品 5%

148,440 京都府 京都市左京区 ｍｏｎｔｉｑｕｅ 小売業 家具・調度品 5%

148,441 京都府 京都市左京区 山梨製餡 小売業 食料品 5%

148,442 京都府 京都市左京区 山本電器株式会社 小売業 電化製品 5%

148,443 京都府 京都市左京区 有限会社月光堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,444 京都府 京都市左京区 有限会社五百堂　五百堂 小売業 その他小売 5%

148,445 京都府 京都市左京区 ＹＵＫＩＧＡＯ　ＰＯＴＴＥＲＹ 小売業 その他小売 5%

148,446 京都府 京都市左京区 吉田タクシー サービス 運輸業 5%

148,447 京都府 京都市左京区 ＲＩＣＯＷＯＲＫＳ サービス 理容・美容業 5%

148,448 京都府 京都市左京区 ＲＥＰＲＩＳＥ 小売業 衣料品 5%

148,449 京都府 京都市左京区 ルーチェコーポレーション サービス その他サービス 5%

148,450 京都府 京都市左京区 ルチアーノ サービス 飲食業 5%

148,451 京都府 京都市左京区 レストラン　ＳＨＩＲＡＮ サービス 宿泊業 5%

148,452 京都府 京都市左京区 Ｙ＆Ｙ 小売業 貴金属・服飾品 5%

148,453 京都府 京都市左京区 ワインスポットナカムラヤ　　ワインスポットナカムラヤ サービス 飲食業 5%

148,454 京都府 京都市左京区 和ｇａｎ サービス その他サービス 5%

148,455 京都府 京都市左京区 和楽庵合同会社 サービス その他サービス 5%

148,456 京都府 京都市左京区 Ｏｎｅ　ｍａｋｅ 小売業 その他小売 5%

148,457 京都府 京都市左京区 ヘアーサロンピース サービス 理容・美容業 5%

148,458 京都府 京都市下京区 アヴェール京都 小売業 貴金属・服飾品 5%

148,459 京都府 京都市下京区 青山フラワーマーケット京都ザ・キューブ店 小売業 その他小売 5%

148,460 京都府 京都市下京区 ａｑｕｂｉ サービス 理容・美容業 5%

148,461 京都府 京都市下京区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｕｎｌｉ京都駅前 サービス 理容・美容業 5%

148,462 京都府 京都市下京区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｌｏａｔ京都 サービス 理容・美容業 5%

148,463 京都府 京都市下京区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｇｉｒｌ京都駅前 サービス 理容・美容業 5%

148,464 京都府 京都市下京区 味彩や サービス 飲食業 5%

148,465 京都府 京都市下京区 味人 サービス 飲食業 5%

148,466 京都府 京都市下京区 アスレティックス サービス 飲食業 5%

148,467 京都府 京都市下京区 ＡＮＥＭＯＮＥ　京都駅前地下街ポルタ サービス 飲食業 5%

148,468 京都府 京都市下京区 ア・プ・プレ サービス 飲食業 5%

148,469 京都府 京都市下京区 アフリカドッグス 小売業 衣料品 5%

148,470 京都府 京都市下京区 彩鍼灸院 彩鍼灸院 サービス その他サービス 5%
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148,471 京都府 京都市下京区 荒川益次郎商店 さんび堂 小売業 その他小売 5%

148,472 京都府 京都市下京区 アランヴェールホテル京都 サービス 宿泊業 5%

148,473 京都府 京都市下京区 ｕｎ ｐｅｔｉｔ ｃｏｕｐ ｄ ｏｅｉｌ 京都店 小売業 衣料品 5%

148,474 京都府 京都市下京区 安心お宿京都四条烏丸 サービス 宿泊業 5%

148,475 京都府 京都市下京区 ＡＮＤＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

148,476 京都府 京都市下京区 ｃ　ｓｔｕｄｉｏ サービス 理容・美容業 5%

148,477 京都府 京都市下京区 ＆ＰＡＰＥＲＳ サービス その他サービス 5%

148,478 京都府 京都市下京区 庵町家ステイ サービス 宿泊業 5%

148,479 京都府 京都市下京区 居酒屋　京の旬菜　いろどり　京都駅前店 サービス 飲食業 5%

148,480 京都府 京都市下京区 伊豆本四宝堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

148,481 京都府 京都市下京区 Ｆｅｌｉｚ－Ｌａｎａ サービス 飲食業 5%

148,482 京都府 京都市下京区 市原栄光堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,483 京都府 京都市下京区 壱番屋烏丸五条店 サービス 飲食業 2%

148,484 京都府 京都市下京区 伊藤久右衛門　京都駅前店 小売業 食料品 5%

148,485 京都府 京都市下京区 伊藤軒老舗 小売業 食料品 5%

148,486 京都府 京都市下京区 イノダコーヒ　ポルタ支店 サービス 飲食業 5%

148,487 京都府 京都市下京区 イマージュレール 小売業 衣料品 5%

148,488 京都府 京都市下京区 Ｅｔｅｒｎａｌ サービス その他サービス 5%

148,489 京都府 京都市下京区 イルキャンティ京都　四条室町店 サービス 飲食業 5%

148,490 京都府 京都市下京区 岩田ラテンダンススタジオ サービス その他サービス 5%

148,491 京都府 京都市下京区 ＶｉｎｏＧａｐｐｏ サービス 飲食業 5%

148,492 京都府 京都市下京区 ＷｅＢａｓｅ京都 サービス その他サービス 5%

148,493 京都府 京都市下京区 Ｗｕｚ　Ｋａｍｏｇａｗａ サービス 宿泊業 5%

148,494 京都府 京都市下京区 梅小路公園市電ひろば内　市電ショップ 小売業 その他小売 5%

148,495 京都府 京都市下京区 セブン－イレブン梅小路公園西店 小売業 食料品 2%

148,496 京都府 京都市下京区 梅小路パークカフェ サービス 飲食業 5%

148,497 京都府 京都市下京区 株式会社ナノリンクス サービス その他サービス 5%

148,498 京都府 京都市下京区 エイリン 丹波口店 小売業 その他小売 5%

148,499 京都府 京都市下京区 株式会社Ａ・Ｓｃｏｍｐａｎｙ サービス その他サービス 5%

148,500 京都府 京都市下京区 ＥｘーＣａｍｐｂｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

148,501 京都府 京都市下京区 Ｓ．ｉ サービス 理容・美容業 5%

148,502 京都府 京都市下京区 ｅｔｅ京都ポルタ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

148,503 京都府 京都市下京区 Ｎ‘ｓＦａｃｔｏｒｙ 小売業 衣料品 5%

148,504 京都府 京都市下京区 ＡＢホテル　京都四条堀川 サービス 宿泊業 5%

148,505 京都府 京都市下京区 近江スエヒロ京都茶屋　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,506 京都府 京都市下京区 大垣書店 京都駅ﾋﾞﾙ ｻﾞ・ｷｭｰﾌﾞ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,507 京都府 京都市下京区 大垣書店　京都駅ビル店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,508 京都府 京都市下京区 大垣書店 京都本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,509 京都府 京都市下京区 大垣書店 京都ﾖﾄﾞﾊﾞｼ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,510 京都府 京都市下京区 Ｏｒｄｅｒ Ｓｕｉｔ Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒ 小売業 衣料品 5%

148,511 京都府 京都市下京区 ＯｒｄｅｒＳｕｉｔＳｃｈｎｅｉｄｅｒ 小売業 衣料品 5%

148,512 京都府 京都市下京区 オーベルジュ麻布 サービス 宿泊業 5%
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148,513 京都府 京都市下京区 お好み焼き　町や。　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,514 京都府 京都市下京区 御旅宿　月屋 サービス 宿泊業 5%

148,515 京都府 京都市下京区 お直しコンシェルジュビック・ママ　京都ポルタ店 サービス その他サービス 5%

148,516 京都府 京都市下京区 オフィスゴコマチ オフィスゴコマチ サービス その他サービス 5%

148,517 京都府 京都市下京区 おみやげ小路　京小町　京都駅ビル店 小売業 食料品 5%

148,518 京都府 京都市下京区 お宿みつば サービス その他サービス 5%

148,519 京都府 京都市下京区 オリックスレンタカー四条店 サービス その他サービス 2%

148,520 京都府 京都市下京区 御弓師柴田勘十郎 小売業 その他小売 5%

148,521 京都府 京都市下京区 ＫａｇａｋｕＤｏｊｉｎ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,522 京都府 京都市下京区 かがりや サービス 宿泊業 5%

148,523 京都府 京都市下京区 cactus..cepo　京都駅ビル店 小売業 衣料品 5%

148,524 京都府 京都市下京区 隠れ庵 サービス 飲食業 5%

148,525 京都府 京都市下京区 かごの屋四条烏丸店 サービス 飲食業 5%

148,526 京都府 京都市下京区 錺屋 サービス 宿泊業 5%

148,527 京都府 京都市下京区 画箋堂 河原町五条本店 小売業 その他小売 5%

148,528 京都府 京都市下京区 叶タクシー サービス 運輸業 5%

148,529 京都府 京都市下京区 金沢まいもん寿司　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,530 京都府 京都市下京区 ｃａｆｅ　ｍａｒｂｌｅ　仏光寺店 サービス 飲食業 5%

148,531 京都府 京都市下京区 株式会社 野田屋 京都 野田屋 サービス その他サービス 5%

148,532 京都府 京都市下京区 株式会社あぷん　株式会社あぷん　京都支店 小売業 食料品 5%

148,533 京都府 京都市下京区 株式会社井助商店 小売業 その他小売 5%

148,534 京都府 京都市下京区 株式会社大西常商店 小売業 衣料品 5%

148,535 京都府 京都市下京区 株式会社　トナミ 小売業 家具・調度品 5%

148,536 京都府 京都市下京区 株式会社メディエイター パソコン市場 京都駅前店 小売業 電化製品 5%

148,537 京都府 京都市下京区 ＫＡＭＯＳ京都 サービス 飲食業 5%

148,538 京都府 京都市下京区 鴨半 サービス その他サービス 5%

148,539 京都府 京都市下京区 Ｋａｌａ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

148,540 京都府 京都市下京区 セブン－イレブン烏丸五条店 小売業 食料品 2%

148,541 京都府 京都市下京区 烏丸店 小売業 その他小売 5%

148,542 京都府 京都市下京区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋四条大宮店 サービス 飲食業 2%

148,543 京都府 京都市下京区 川勝總本家　亰店 サービス 飲食業 5%

148,544 京都府 京都市下京区 北川与三兵衛商店 サービス その他サービス 5%

148,545 京都府 京都市下京区 喫茶オルガン サービス 飲食業 5%

148,546 京都府 京都市下京区 キッチンゴン　京都駅ビル店 サービス 飲食業 5%

148,547 京都府 京都市下京区 木と根 サービス その他サービス 5%

148,548 京都府 京都市下京区 木乃婦 サービス 飲食業 5%

148,549 京都府 京都市下京区 キャスキッドソン　京都キューブ店 小売業 その他小売 5%

148,550 京都府 京都市下京区 ギャラリー善 サービス その他サービス 5%

148,551 京都府 京都市下京区 牛角京都四条河原町店 サービス 飲食業 2%

148,552 京都府 京都市下京区 牛・キムラ サービス 飲食業 5%

148,553 京都府 京都市下京区 京阿月　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,554 京都府 京都市下京区 京うどんみなも サービス 飲食業 5%
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148,555 京都府 京都市下京区 京小宿　五条みやび サービス 宿泊業 5%

148,556 京都府 京都市下京区 京小宿　室町ゆとね サービス 宿泊業 5%

148,557 京都府 京都市下京区 京せれくと　京都駅前地下街ポルタ 小売業 食料品 5%

148,558 京都府 京都市下京区 京竹籠花こころ サービス その他サービス 5%

148,559 京都府 京都市下京区 京つけもの　大安　京都駅ビル店 サービス 飲食業 5%

148,560 京都府 京都市下京区 京つけもの　大安　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,561 京都府 京都市下京区 京つけもの　西利　京都駅ビル店 小売業 食料品 5%

148,562 京都府 京都市下京区 京つけもの　西利　京都ポルタ店 小売業 食料品 5%

148,563 京都府 京都市下京区 セブン－イレブン京都駅八条口店 小売業 食料品 2%

148,564 京都府 京都市下京区 京都駅前ホワイトニングＳＹＮＥＳＳ サービス その他サービス 5%

148,565 京都府 京都市下京区 京都駅前町家・嘉右衛門 サービス 宿泊業 5%

148,566 京都府 京都市下京区 京都塩干魚卸協同組合 サービス その他サービス 5%

148,567 京都府 京都市下京区 京都エンタテインメントワークス株式会社 サービス その他サービス 5%

148,568 京都府 京都市下京区 京都勝牛京都駅前 サービス 飲食業 5%

148,569 京都府 京都市下京区 京都鴨川のお宿たまみ サービス その他サービス 5%

148,570 京都府 京都市下京区 セブン－イレブン京都烏丸六条店 小売業 食料品 2%

148,571 京都府 京都市下京区 セブン－イレブン京都河原町高辻店 小売業 食料品 2%

148,572 京都府 京都市下京区 京都着物レンタルさくら サービス その他サービス 5%

148,573 京都府 京都市下京区 京都ゲストハウス文目 サービス 宿泊業 5%

148,574 京都府 京都市下京区 京都ゲストハウスＨｏｓｔｅｌＡｙａｍｅ サービス その他サービス 5%

148,575 京都府 京都市下京区 京都酒場あかまる　京都酒場　あかまる サービス 飲食業 5%

148,576 京都府 京都市下京区 セブン－イレブン京都七条大橋店 小売業 食料品 2%

148,577 京都府 京都市下京区 京都正絹きものレンタル　京華 サービス 理容・美容業 5%

148,578 京都府 京都市下京区 京都鉄道博物館　ミュージアムショップ 小売業 その他小売 5%

148,579 京都府 京都市下京区 セブン－イレブン京都西大路八条北店 小売業 食料品 2%

148,580 京都府 京都市下京区 セブン－イレブン京都西七条店 小売業 食料品 2%

148,581 京都府 京都市下京区 セブン－イレブン京都東洞院七条店 小売業 食料品 2%

148,582 京都府 京都市下京区 京都フィナンシェぎをんさかい　京都ポルタ店 小売業 食料品 5%

148,583 京都府 京都市下京区 ＬＯＯＤＹ　（イベント） サービス 理容・美容業 5%

148,584 京都府 京都市下京区 京都やまほん サービス その他サービス 5%

148,585 京都府 京都市下京区 セブン－イレブン京都リサーチパーク店 小売業 食料品 2%

148,586 京都府 京都市下京区 京都連々 小売業 衣料品 5%

148,587 京都府 京都市下京区 京のおおぞら褒華 サービス その他サービス 5%

148,588 京都府 京都市下京区 京のお肉処弘　亰店 小売業 食料品 5%

148,589 京都府 京都市下京区 京のカレーうどん　未未香　ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,590 京都府 京都市下京区 京の酒処　富屋　京都駅ビル店 小売業 その他小売 5%

148,591 京都府 京都市下京区 京舞イン サービス 宿泊業 5%

148,592 京都府 京都市下京区 京町家のやど　別邸 サービス 宿泊業 5%

148,593 京都府 京都市下京区 京町屋別邸　はな亭 サービス 宿泊業 5%

148,594 京都府 京都市下京区 京纏菓子　ｃａｃｏｔｏ 小売業 食料品 5%

148,595 京都府 京都市下京区 業務スーパー四条寺町店 小売業 食料品 2%

148,596 京都府 京都市下京区 京名菓　京都駅前地下街ポルタ 小売業 食料品 5%
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148,597 京都府 京都市下京区 京名菓・名菜処　亰　京都駅ビル店 小売業 食料品 5%

148,598 京都府 京都市下京区 京名菓・名菜処　亰　三昇堂小倉店 サービス 飲食業 5%

148,599 京都府 京都市下京区 京を味わう宿京家 サービス その他サービス 5%

148,600 京都府 京都市下京区 京家　きよみず　柳馬場本家 サービス 飲食業 5%

148,601 京都府 京都市下京区 京屋玉露園 小売業 その他小売 5%

148,602 京都府 京都市下京区 京宿おから サービス その他サービス 5%

148,603 京都府 京都市下京区 京ゆば　湯葉弥　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,604 京都府 京都市下京区 京湯元ハトヤ瑞鳳閣　京湯元ハトヤ瑞鳳閣　フロント サービス 宿泊業 5%

148,605 京都府 京都市下京区 京料理　栄寿庵 京都駅ビル店 サービス 飲食業 5%

148,606 京都府 京都市下京区 京料理　萬重　京都ポルタ店 サービス 運輸業 5%

148,607 京都府 京都市下京区 京・六条つちや 小売業 食料品 5%

148,608 京都府 京都市下京区 銀座ハゲ天　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,609 京都府 京都市下京区 錦水亭　四条店 サービス 飲食業 5%

148,610 京都府 京都市下京区 きんせ旅館 サービス その他サービス 5%

148,611 京都府 京都市下京区 串かふぇ　凡ぼん屋　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,612 京都府 京都市下京区 串の坊　京都駅ビル店 サービス 飲食業 5%

148,613 京都府 京都市下京区 くまざわ書店京都ポルタ店 小売業 その他小売 5%

148,614 京都府 京都市下京区 グランディール京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,615 京都府 京都市下京区 Ｑ?ＬＥＡ　【クリア】 サービス 理容・美容業 5%

148,616 京都府 京都市下京区 グリルキャピタル東洋亭　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,617 京都府 京都市下京区 ｃｒｅａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

148,618 京都府 京都市下京区 ＧＲＡＣＥ サービス 飲食業 5%

148,619 京都府 京都市下京区 ケアーズドラッグ　四条大宮店 小売業 その他小売 5%

148,620 京都府 京都市下京区 Ｋ－ｔｗｏ　京都店 サービス 理容・美容業 5%

148,621 京都府 京都市下京区 ゲストハウス京都コスタデルソル サービス 宿泊業 5%

148,622 京都府 京都市下京区 Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ　ＫＹＯＴＯ　ＣＯＭＰＡＳＳ サービス 宿泊業 5%

148,623 京都府 京都市下京区 ゲストハウス時遊人 サービス 宿泊業 5%

148,624 京都府 京都市下京区 ｇｕｅｓｔｈａｕｓｅＨａｎａｓａｋｉ サービス その他サービス 5%

148,625 京都府 京都市下京区 ＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥ　Ｙｕｋａｒｉ　ｋｙｏｔｏ　ゲストハウスゆかり京都 サービス 宿泊業 5%

148,626 京都府 京都市下京区 ＣＯＲＥ サービス 理容・美容業 5%

148,627 京都府 京都市下京区 絞彩苑種田 小売業 衣料品 5%

148,628 京都府 京都市下京区 合同会社ＣＯＮＳ 小売業 その他小売 5%

148,629 京都府 京都市下京区 酵房西利　京都駅ビル店 小売業 食料品 5%

148,630 京都府 京都市下京区 珈琲めがね サービス 飲食業 5%

148,631 京都府 京都市下京区 小顔美容矯正＆脱毛サロンＲＡＤ サービス 理容・美容業 5%

148,632 京都府 京都市下京区 セブン－イレブン五条千本店 小売業 食料品 2%

148,633 京都府 京都市下京区 古美術翔峰堂 小売業 その他小売 5%

148,634 京都府 京都市下京区 コングラッツホテル京都 サービス 宿泊業 5%

148,635 京都府 京都市下京区 コンテ　京都駅ビル店 小売業 衣料品 5%

148,636 京都府 京都市下京区 ザ　ビー京都四条　ザ　ビー京都四条 サービス 宿泊業 5%

148,637 京都府 京都市下京区 彩色ラーメン　きんせい　京都ラーメン小路店 サービス 飲食業 5%

148,638 京都府 京都市下京区 魚とお野菜のイタリアンアルバータ サービス 飲食業 5%
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148,639 京都府 京都市下京区 サキナビューティーラウンジ京都 小売業 その他小売 5%

148,640 京都府 京都市下京区 サクラゲストハウス サービス その他サービス 5%

148,641 京都府 京都市下京区 さつま屋法衣店 小売業 衣料品 5%

148,642 京都府 京都市下京区 さと茂旅館 サービス 宿泊業 5%

148,643 京都府 京都市下京区 茶寮　ＦＵＫＵＣＨＡ　京都駅ビル店 サービス 飲食業 5%

148,644 京都府 京都市下京区 サロン・ド・オレンジ サービス 理容・美容業 5%

148,645 京都府 京都市下京区 Ｓａｎｔｒｅｓ スペインバルＳａｎｔｒｅｓ サービス 飲食業 5%

148,646 京都府 京都市下京区 三密堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,647 京都府 京都市下京区 ＣＹＡＮ　ＭＡＫＥＵＰ　ＲＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

148,648 京都府 京都市下京区 ＪＱＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ株式会社 サービス その他サービス 5%

148,649 京都府 京都市下京区 ｓｈａｄｅ サービス 理容・美容業 5%

148,650 京都府 京都市下京区 Ｓｈｅｒｉｅ　Ｈａｉｒ　【シェリーヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

148,651 京都府 京都市下京区 ＣＩＥＬ　四条河原町店 サービス 理容・美容業 5%

148,652 京都府 京都市下京区 ＣＩＥＬ　四条河原町店 サービス 理容・美容業 5%

148,653 京都府 京都市下京区 塩小路カフェ サービス 飲食業 5%

148,654 京都府 京都市下京区 The Obroma 990 by Dari K　京都駅ビル店 小売業 食料品 5%

148,655 京都府 京都市下京区 セブン－イレブン四条麩屋町店 小売業 食料品 2%

148,656 京都府 京都市下京区 司法書士丹波正樹 サービス その他サービス 5%

148,657 京都府 京都市下京区 セブン－イレブン下京区役所前店 小売業 食料品 2%

148,658 京都府 京都市下京区 シャ・ノワール・キキ サービス 運輸業 5%

148,659 京都府 京都市下京区 ジャパンホテルズ五条室町ＩＮ京都 サービス その他サービス 5%

148,660 京都府 京都市下京区 朱々　京都四条大宮店 サービス 飲食業 5%

148,661 京都府 京都市下京区 ジュピターコーヒー　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,662 京都府 京都市下京区 旬肴家 秀 サービス 飲食業 5%

148,663 京都府 京都市下京区 職人発想 サービス その他サービス 5%

148,664 京都府 京都市下京区 有限会社白石電器商会 サービス その他サービス 5%

148,665 京都府 京都市下京区 ＳＨＩＮ サービス 宿泊業 5%

148,666 京都府 京都市下京区 新健勝苑京都ショールーム 小売業 衣料品 5%

148,667 京都府 京都市下京区 新健勝苑京都店 小売業 衣料品 5%

148,668 京都府 京都市下京区 新日本補聴器センター京都店 小売業 その他小売 5%

148,669 京都府 京都市下京区 スープストックトーキョー　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,670 京都府 京都市下京区 スキップハウス　京都駅ビル店 小売業 衣料品 5%

148,671 京都府 京都市下京区 スキンフード　京都駅ビル店 小売業 その他小売 5%

148,672 京都府 京都市下京区 スタジオ２４６ＫＹＯＴＯ サービス その他サービス 5%

148,673 京都府 京都市下京区 ストラスブルゴ　京都店 小売業 衣料品 5%

148,674 京都府 京都市下京区 ストロベリーフィールズ　京都ポルタ店 小売業 衣料品 5%

148,675 京都府 京都市下京区 スマホコーティングマイスター京都四条大宮店 サービス その他サービス 5%

148,676 京都府 京都市下京区 スマホスピタル京都河原町店 サービス その他サービス 5%

148,677 京都府 京都市下京区 駿河屋京都寺町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,678 京都府 京都市下京区 寸 小売業 衣料品 5%

148,679 京都府 京都市下京区 Ｓｏｉｌ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

148,680 京都府 京都市下京区 蕎麦の実よしむら サービス 飲食業 5%
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148,681 京都府 京都市下京区 ＤＡＲＬＩＮＧ ＢＬＯＯＭＳ ＤＡＲＬＩＮＧ ＢＬＯＯＭＳ 小売業 衣料品 5%

148,682 京都府 京都市下京区 ダイコクドラッグ烏丸五条店 小売業 その他小売 5%

148,683 京都府 京都市下京区 ダイコクドラッグ四条河原町店 小売業 その他小売 5%

148,684 京都府 京都市下京区 ＤｉｎｉｎｇＣａｆｅ１１ サービス 飲食業 5%

148,685 京都府 京都市下京区 ダイビングショップ　オオノ 小売業 その他小売 5%

148,686 京都府 京都市下京区 高瀬川　槇 サービス 飲食業 5%

148,687 京都府 京都市下京区 タケナカ　大宮店 小売業 その他小売 5%

148,688 京都府 京都市下京区 田ごと　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,689 京都府 京都市下京区 田ごとキューブ店　京都駅ビル店 サービス 飲食業 5%

148,690 京都府 京都市下京区 蛸焼逸品 蛸若 京都七条 本店 サービス 飲食業 5%

148,691 京都府 京都市下京区 ＴＡＳＯＷＯＲＫＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

148,692 京都府 京都市下京区 田中極楽堂ゲストハウス サービス その他サービス 5%

148,693 京都府 京都市下京区 ｗ　ｃｌｏｓｅｔ サービス 飲食業 5%

148,694 京都府 京都市下京区 Ｌｉｔｔｌｅ　ｈｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

148,695 京都府 京都市下京区 小さなケーキ屋さん　とむて 小売業 食料品 5%

148,696 京都府 京都市下京区 ＪＥＩＬ サービス 理容・美容業 5%

148,697 京都府 京都市下京区 チカキッサタブコ サービス 飲食業 5%

148,698 京都府 京都市下京区 千房　京都四条河原町店 サービス 飲食業 5%

148,699 京都府 京都市下京区 茶筅　京都拉麺小路 サービス 飲食業 5%

148,700 京都府 京都市下京区 中華そば　ますたに　京都拉麺小路 サービス 飲食業 5%

148,701 京都府 京都市下京区 中古パソコン市場　京都駅前店 小売業 電化製品 5%

148,702 京都府 京都市下京区 ｔｕｔｕｓ　ｆｌｏｗｅｒ 小売業 その他小売 5%

148,703 京都府 京都市下京区 椿雪齋 サービス その他サービス 5%

148,704 京都府 京都市下京区 佃煮屋　太三郎　京都ポルタ店 小売業 食料品 5%

148,705 京都府 京都市下京区 つくもうどん　塩小路本店 サービス 飲食業 5%

148,706 京都府 京都市下京区 つながりカフェｓｏｂａｎｏｍｉ サービス 飲食業 5%

148,707 京都府 京都市下京区 綱取物語　京都拉麺小路 サービス 飲食業 5%

148,708 京都府 京都市下京区 ＴｓｕｍｕｇｉＩｎｎ サービス その他サービス 5%

148,709 京都府 京都市下京区 株式会社鶴田一郎事務所 小売業 家具・調度品 5%

148,710 京都府 京都市下京区 鉄板バーグＲＵＮＭっつん サービス 飲食業 5%

148,711 京都府 京都市下京区 鉄板焼ｇｒｏｗ 河原町店 サービス 飲食業 5%

148,712 京都府 京都市下京区 鉄板屋侘家三昧 サービス 飲食業 5%

148,713 京都府 京都市下京区 Ｔｕｓａｉｓｈａｉｒ　ｋｙｏｔｏ サービス 理容・美容業 5%

148,714 京都府 京都市下京区 電化チェリー 小売業 電化製品 5%

148,715 京都府 京都市下京区 電化チェリー東店 小売業 電化製品 5%

148,716 京都府 京都市下京区 天下の焼肉　大将軍　京都駅前店　２Ｆ サービス 飲食業 5%

148,717 京都府 京都市下京区 天下の焼肉　大将軍　四条大宮店　３Ｆ サービス 飲食業 5%

148,718 京都府 京都市下京区 土井志ば漬本舗　京都ポルタ店 小売業 食料品 5%

148,719 京都府 京都市下京区 ドゥアルシーヴ　京都駅ビル店 小売業 衣料品 5%

148,720 京都府 京都市下京区 ＤＥＵＸＦＩＬＬＥＳ サービス 飲食業 5%

148,721 京都府 京都市下京区 東華菜館 サービス 飲食業 5%

148,722 京都府 京都市下京区 ドスパラ京都店 小売業 その他小売 5%
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148,723 京都府 京都市下京区 ドッグサロンキューティー 小売業 その他小売 5%

148,724 京都府 京都市下京区 ドトールコーヒーショップ　京都ポルタ店 サービス 飲食業 2%

148,725 京都府 京都市下京区 魚と焼　参五八 サービス 飲食業 5%

148,726 京都府 京都市下京区 とと和くら　京名菓・名菜処亰店 サービス 飲食業 5%

148,727 京都府 京都市下京区 トミカラー　らぼ京都 サービス その他サービス 5%

148,728 京都府 京都市下京区 トヨタレンタリース京都五条大橋店 サービス その他サービス 2%

148,729 京都府 京都市下京区 ドラッグひかり　河原町寺町店 小売業 その他小売 5%

148,730 京都府 京都市下京区 ドラッグひかり　四条堀川店 小売業 その他小売 5%

148,731 京都府 京都市下京区 鳥井金網工芸 小売業 その他小売 5%

148,732 京都府 京都市下京区 とり市老舗　京都駅ビル店 サービス 飲食業 5%

148,733 京都府 京都市下京区 中野伊助 小売業 その他小売 5%

148,734 京都府 京都市下京区 なごみ宿都和 サービス 宿泊業 5%

148,735 京都府 京都市下京区 名代　肉の大川 小売業 食料品 5%

148,736 京都府 京都市下京区 なちや販売 小売業 家具・調度品 5%

148,737 京都府 京都市下京区 ナチュラルガーデン／ハーブギャラリー サービス その他サービス 5%

148,738 京都府 京都市下京区 ｎａｎａ’ｓ　ｇｒｅｅｎ　ｔｅａ　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,739 京都府 京都市下京区 ナニワ商会　京都支店 小売業 その他小売 5%

148,740 京都府 京都市下京区 ナニワ商会　京都店 小売業 その他小売 5%

148,741 京都府 京都市下京区 肉バル大樹　四条烏丸店 サービス 飲食業 5%

148,742 京都府 京都市下京区 錦市場　野村　京都駅ビル店 サービス 飲食業 5%

148,743 京都府 京都市下京区 錦わらい　京都駅ビル店 サービス 飲食業 5%

148,744 京都府 京都市下京区 西村松寿堂 小売業 その他小売 5%

148,745 京都府 京都市下京区 ＮＩＣＫ　ＳＴＯＣＫ京都リサーチパーク店 サービス 飲食業 5%

148,746 京都府 京都市下京区 日本一　京名菓・名菜処 亰店 小売業 食料品 5%

148,747 京都府 京都市下京区 Ｇｒｏｗ サービス 理容・美容業 5%

148,748 京都府 京都市下京区 ＮＡＩＬ ＰＲＯｓ 爪爪 サービス 理容・美容業 5%

148,749 京都府 京都市下京区 ネストホテル京都四条烏丸 サービス 宿泊業 5%

148,750 京都府 京都市下京区 ノーリーズ　京都ポルタ店 小売業 衣料品 5%

148,751 京都府 京都市下京区 信長書店　京都四条河原町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,752 京都府 京都市下京区 Ｂａｒ　ＧＥＡＲ サービス 飲食業 5%

148,753 京都府 京都市下京区 バイタルサイン サービス 飲食業 5%

148,754 京都府 京都市下京区 博多一幸舎　京都拉麺小路店 サービス 飲食業 5%

148,755 京都府 京都市下京区 Ｂａｇｇｙ サービス 理容・美容業 5%

148,756 京都府 京都市下京区 パシフィカサロン　イロ サービス 理容・美容業 5%

148,757 京都府 京都市下京区 パソコン修理　データ復旧専門店　パソコンドック２４　京都　四条店 サービス その他サービス 5%

148,758 京都府 京都市下京区 パティスリー タツヒト サトイ　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,759 京都府 京都市下京区 ｈａｎａｕｔａ サービス 理容・美容業 5%

148,760 京都府 京都市下京区 ハピネスプラス サービス 理容・美容業 5%

148,761 京都府 京都市下京区 坂内食堂　京都店 サービス 飲食業 5%

148,762 京都府 京都市下京区 ばんば中央 小売業 その他小売 5%

148,763 京都府 京都市下京区 ハン六　からすま本店 小売業 その他小売 5%

148,764 京都府 京都市下京区 ＰＢＰ　ｈｏｓｔｅｌ サービス 宿泊業 5%
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148,765 京都府 京都市下京区 ＰＢＰＨＯＳＴＥＬＫＹＯＴＯ サービス その他サービス 5%

148,766 京都府 京都市下京区 東池袋大勝軒京都拉麺小路店 サービス 飲食業 5%

148,767 京都府 京都市下京区 ＨＩＫＡＲＩ　京都ポルタ店 小売業 その他小売 5%

148,768 京都府 京都市下京区 美好園茶舗 サービス その他サービス 5%

148,769 京都府 京都市下京区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ丸井 小売業 衣料品 5%

148,770 京都府 京都市下京区 ファーストキャビンＳＴ．京都梅 サービス 宿泊業 5%

148,771 京都府 京都市下京区 Ｆｉ．ｎ．ｔ京都　Ｔｈｅ　ＣＵＢＥ店 小売業 衣料品 5%

148,772 京都府 京都市下京区 ブーケ サービス 理容・美容業 5%

148,773 京都府 京都市下京区 ＢＯＯＴＳＢＥＬＬ サービス その他サービス 5%

148,774 京都府 京都市下京区 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　Ｒａｕｋ　Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　Ｒａｕｋ 小売業 食料品 5%

148,775 京都府 京都市下京区 ＢＯＵＬ　ＡＮＧＥ京都 小売業 食料品 5%

148,776 京都府 京都市下京区 Ｆｅｌｉｚ?團斗 サービス 飲食業 5%

148,777 京都府 京都市下京区 福寿園　京都本店 小売業 食料品 5%

148,778 京都府 京都市下京区 福寿園　京都本店 小売業 食料品 5%

148,779 京都府 京都市下京区 福寿園　京都本店 小売業 食料品 5%

148,780 京都府 京都市下京区 福寿園　京都本店 小売業 食料品 5%

148,781 京都府 京都市下京区 福寿園　京都本店 小売業 食料品 5%

148,782 京都府 京都市下京区 福寿園　京都本店 小売業 食料品 5%

148,783 京都府 京都市下京区 ＦＵＪＩＴＡＹＡＢｎＢ サービス その他サービス 5%

148,784 京都府 京都市下京区 冨士屋　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,785 京都府 京都市下京区 ふたば書房　京都駅八条口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,786 京都府 京都市下京区 プティヘア サービス 理容・美容業 5%

148,787 京都府 京都市下京区 ＦＲＡＵ サービス 理容・美容業 5%

148,788 京都府 京都市下京区 ブラジリアンＷＡＸサロンＢｉｊｏｕ サービス 理容・美容業 5%

148,789 京都府 京都市下京区 ブリアント　京都烏丸店 サービス 理容・美容業 5%

148,790 京都府 京都市下京区 Ｐｌｕｍｅ サービス 理容・美容業 5%

148,791 京都府 京都市下京区 Bleu Bleuet 京都キューブ店 小売業 その他小売 5%

148,792 京都府 京都市下京区 ＰＬＵＭＡ　Ｋｙｏｔｏ 小売業 衣料品 5%

148,793 京都府 京都市下京区 ｅＬＥｖｅ サービス 理容・美容業 5%

148,794 京都府 京都市下京区 ＨＡＩＲ ＣＵＴ ＲＯＯＭ Ｔｏｓｈｉ サービス 理容・美容業 5%

148,795 京都府 京都市下京区 ＨＡＩＲ　ＣＲＥＥＫ　ＨＡＩＲ　ＣＲＥＥＫ サービス 理容・美容業 5%

148,796 京都府 京都市下京区 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＴＡＭＴＡＭ　【タムタム】 サービス 理容・美容業 5%

148,797 京都府 京都市下京区 べジテジや四条烏丸 サービス 飲食業 5%

148,798 京都府 京都市下京区 べジテジや四条木屋町 サービス 飲食業 5%

148,799 京都府 京都市下京区 ほぐし処【一癒】 サービス その他サービス 5%

148,800 京都府 京都市下京区 ボークス（催事） 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,801 京都府 京都市下京区 北極星　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,802 京都府 京都市下京区 北極星四条河原町店 サービス 飲食業 5%

148,803 京都府 京都市下京区 ＨＯＴＥＬ　ＫＵＵ　ＫＹＯＴＯ サービス 宿泊業 5%

148,804 京都府 京都市下京区 ホテルいろり サービス 宿泊業 5%

148,805 京都府 京都市下京区 ホテルステーション京都 サービス 宿泊業 5%

148,806 京都府 京都市下京区 ホテルステーション京都西館 サービス 宿泊業 5%
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148,807 京都府 京都市下京区 ホテルＷＢＦ五条大宮 サービス 宿泊業 5%

148,808 京都府 京都市下京区 ホビースクエア京都 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,809 京都府 京都市下京区 ボビースクエア京都 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,810 京都府 京都市下京区 ホルモン酒場あかやしろ サービス 飲食業 5%

148,811 京都府 京都市下京区 マールブランシュ　ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,812 京都府 京都市下京区 ＭａｃｈｉＭａｃｈｉ京都 小売業 食料品 5%

148,813 京都府 京都市下京区 町家ホテル　京都高瀬川別邸 サービス 宿泊業 5%

148,814 京都府 京都市下京区 マネケンＪＲ京都駅店 小売業 食料品 5%

148,815 京都府 京都市下京区 Ｍａｍａｎ　ｄｅ　Ｊｅｍ サービス その他サービス 5%

148,816 京都府 京都市下京区 まるがみ サービス 飲食業 5%

148,817 京都府 京都市下京区 マルツ京都寺町店 小売業 電化製品 5%

148,818 京都府 京都市下京区 マールブランシュカフェ八条口店 サービス 飲食業 5%

148,819 京都府 京都市下京区 マールブランシュ八条口店 サービス 飲食業 5%

148,820 京都府 京都市下京区 まんざら　えきよこ　串と酒 サービス 飲食業 5%

148,821 京都府 京都市下京区 満足処ももからこーたろー サービス 飲食業 5%

148,822 京都府 京都市下京区 ＭＩＳＣＨ　ＭＡＳＣＨ　京都ポルタ店 小売業 衣料品 5%

148,823 京都府 京都市下京区 ｍｉｎａｔｏｈｏｔｅｌ サービス その他サービス 5%

148,824 京都府 京都市下京区 ミミズクヤ 小売業 衣料品 5%

148,825 京都府 京都市下京区 都総合法律事務所 サービス その他サービス 5%

148,826 京都府 京都市下京区 都野菜 賀茂 烏丸店 サービス 飲食業 5%

148,827 京都府 京都市下京区 都野菜 賀茂 京都駅前店 サービス 飲食業 5%

148,828 京都府 京都市下京区 宮崎酒場ゑびす　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,829 京都府 京都市下京区 みんなの囲酒家　むすび食堂 サービス 飲食業 5%

148,830 京都府 京都市下京区 Ｍｏｏｎ　Ｃａｂｉｎｅｔ 小売業 衣料品 5%

148,831 京都府 京都市下京区 村瀬理容院（ヘアーサロンムラセ） サービス 理容・美容業 5%

148,832 京都府 京都市下京区 メディアカフェポパイ　四条河原町店 サービス その他サービス 5%

148,833 京都府 京都市下京区 ＦａｃｉａｌｓａｌｏｎＤＩＶＡＲＵＬＥＳ サービス 理容・美容業 2%

148,834 京都府 京都市下京区 麺家いろは　京都店 サービス 飲食業 5%

148,835 京都府 京都市下京区 麺屋はなび　京都拉麺小路店 サービス 飲食業 5%

148,836 京都府 京都市下京区 森重電機商会 小売業 電化製品 5%

148,837 京都府 京都市下京区 森信三郎商舗 小売業 家具・調度品 5%

148,838 京都府 京都市下京区 森信三郎商舗　仏壇　仏具　京念珠の専門店　森信三郎商舗 小売業 その他小売 5%

148,839 京都府 京都市下京区 ＭＯＬＦＯ 小売業 家具・調度品 5%

148,840 京都府 京都市下京区 モンロワール　京都ポルタ店 小売業 食料品 5%

148,841 京都府 京都市下京区 八重家といち町 サービス その他サービス 5%

148,842 京都府 京都市下京区 やきとり大吉　堀川塩小路店 サービス 飲食業 5%

148,843 京都府 京都市下京区 安田念珠店　京都駅ビル店 サービス 飲食業 5%

148,844 京都府 京都市下京区 山元亮太 サービス その他サービス 5%

148,845 京都府 京都市下京区 ＹＡＹＯＩ～ＢＲＡＩＮＳｆａｉｒｙ サービス 理容・美容業 5%

148,846 京都府 京都市下京区 有限会社いとう 伊藤文具店 小売業 その他小売 5%

148,847 京都府 京都市下京区 有限会社竹中商店 サービス その他サービス 5%

148,848 京都府 京都市下京区 ＢＡＲ ＣＨＡＲＴ ＢＡＲ ＣＨＡＲＴ サービス 飲食業 5%
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148,849 京都府 京都市下京区 ユザワヤ　京都店 小売業 その他小売 5%

148,850 京都府 京都市下京区 ユニバーバルミューズ　京都ポルタ店 小売業 衣料品 5%

148,851 京都府 京都市下京区 湯の宿松栄 サービス 宿泊業 5%

148,852 京都府 京都市下京区 レンタル着物　夢美人　京都駅前店 サービス 理容・美容業 5%

148,853 京都府 京都市下京区 ゆめみし　四条大宮店 サービス その他サービス 5%

148,854 京都府 京都市下京区 洋服のムラヤマ　マドラス紳士服アウトレットＳＨＯＰ　くつしょっぷムラヤマ 小売業 衣料品 5%

148,855 京都府 京都市下京区 洋服のムラヤマ　洋服のムラヤマ 小売業 衣料品 5%

148,856 京都府 京都市下京区 よーじや烏丸中央口コーナー 小売業 その他小売 5%

148,857 京都府 京都市下京区 横浜天下鳥　四条新町店 サービス 飲食業 5%

148,858 京都府 京都市下京区 横浜天下鳥　四条新町店 サービス 飲食業 5%

148,859 京都府 京都市下京区 吉田治市商店七条店 小売業 家具・調度品 5%

148,860 京都府 京都市下京区 よしとよ　京都駅ビル店 サービス 飲食業 5%

148,861 京都府 京都市下京区 らーめん　かんじん堂　熊五郎　京都ポルタ店 サービス 飲食業 5%

148,862 京都府 京都市下京区 ラーメン東大　京都店 サービス 飲食業 5%

148,863 京都府 京都市下京区 洛中高岡屋 小売業 家具・調度品 5%

148,864 京都府 京都市下京区 リラクゼーション　楽朕 サービス その他サービス 5%

148,865 京都府 京都市下京区 Ｌａ　Ｓｅｇｕｎｄａ　Ｊｏｌｌａ サービス 飲食業 5%

148,866 京都府 京都市下京区 ラッシュ　京都駅ビル店 サービス 飲食業 5%

148,867 京都府 京都市下京区 ランデヴー　京都ポルタ店 小売業 その他小売 5%

148,868 京都府 京都市下京区 セブン－イレブンリサーチパーク９号館店 小売業 食料品 2%

148,869 京都府 京都市下京区 ＲｅＢｏｒｎ サービス 理容・美容業 5%

148,870 京都府 京都市下京区 Ｒｅ　Ｂｏｒｎ　Ｒｅ　Ｂｏｒｎ サービス 理容・美容業 5%

148,871 京都府 京都市下京区 Lycka　ザ・キューブ京都駅ビル店 小売業 その他小売 5%

148,872 京都府 京都市下京区 リンキィディンクスタジオ京都 サービス その他サービス 5%

148,873 京都府 京都市下京区 Ｒｕｂａｎ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

148,874 京都府 京都市下京区 Ｒａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

148,875 京都府 京都市下京区 レザン サービス 飲食業 5%

148,876 京都府 京都市下京区 ｒｅｃｉｔ サービス 理容・美容業 5%

148,877 京都府 京都市下京区 和・にち サービス 飲食業 5%

148,878 京都府 京都市下京区 ワークショップ金の羊 サービス その他サービス 5%

148,879 京都府 京都市下京区 ワイン食堂　ｎｉｃｏ サービス 飲食業 5%

148,880 京都府 京都市下京区 わいんとお肉　だいせん　わいんとお肉　だいせん サービス 飲食業 5%

148,881 京都府 京都市下京区 ワインのための煮込み料理研究所 ＮＩＫＯＬＡＢＯ ニコラボ サービス 飲食業 5%

148,882 京都府 京都市下京区 わかくさ薬局京都本店 小売業 その他小売 5%

148,883 京都府 京都市下京区 若廣　京都ポルタ店 小売業 食料品 5%

148,884 京都府 京都市下京区 和’ｓ　イマージアム サービス 飲食業 5%

148,885 京都府 京都市中京区 アイラッシュサロン　ボニー サービス 理容・美容業 5%

148,886 京都府 京都市中京区 アイリッシュパブ　ＤＵＢＬＩＮ サービス 飲食業 5%

148,887 京都府 京都市中京区 Ｉｒｉｓｈ　ＰＵＢ　ｆｉｅｌｄ サービス 飲食業 5%

148,888 京都府 京都市中京区 あうん サービス その他サービス 5%

148,889 京都府 京都市中京区 アエル　ａｅｒｕ サービス 理容・美容業 5%

148,890 京都府 京都市中京区 あきら観光タクシー サービス 運輸業 5%
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148,891 京都府 京都市中京区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｅｘ河原町 サービス 理容・美容業 5%

148,892 京都府 京都市中京区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒｏｇｕｅ四条烏丸 サービス その他サービス 5%

148,893 京都府 京都市中京区 明ヶ粋ヶ サービス 飲食業 5%

148,894 京都府 京都市中京区 味処あきよし サービス 飲食業 5%

148,895 京都府 京都市中京区 Ａｃｈｕｕ 小売業 衣料品 5%

148,896 京都府 京都市中京区 ＡＲＴＳ＆ＳＣＩＥＮＣＥ 小売業 衣料品 5%

148,897 京都府 京都市中京区 ＡＲＴＳ＆ＳＣＩＥＮＣＥ　ＫＹＯＴＯ 小売業 衣料品 5%

148,898 京都府 京都市中京区 Ａｋｋｕｎ＇ｓ サービス 飲食業 5%

148,899 京都府 京都市中京区 ＡＴＴＥＭＰＴ　ＡＴＴＥＭＰＴ 小売業 衣料品 5%

148,900 京都府 京都市中京区 アトリエヴァルゴ サービス その他サービス 5%

148,901 京都府 京都市中京区 ＡｔｅｌｉｅｒＰａｐｅｒｇｌａｓｓ サービス その他サービス 5%

148,902 京都府 京都市中京区 ａｎｅｌａ　烏丸三条店 サービス その他サービス 5%

148,903 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン油小路錦店 小売業 食料品 2%

148,904 京都府 京都市中京区 ａｖｅ　ＨＡＩＲ　ＷＯＲＫＳ サービス 理容・美容業 5%

148,905 京都府 京都市中京区 アラキムセン 小売業 電化製品 5%

148,906 京都府 京都市中京区 ＡＬＰＨＡ サービス 飲食業 5%

148,907 京都府 京都市中京区 Ａｌｍａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

148,908 京都府 京都市中京区 ＡＲＲＯＷ　ＴＲＥＥ　京都三条店 サービス 飲食業 5%

148,909 京都府 京都市中京区 アンジェ　河原町本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,910 京都府 京都市中京区 アンジェ　河原町本店 小売業 その他小売 5%

148,911 京都府 京都市中京区 Ａｎｄａｎｔｅ サービス その他サービス 5%

148,912 京都府 京都市中京区 ＆　ＳＨＯＰ　Ｋｙｏｔｏ 小売業 衣料品 5%

148,913 京都府 京都市中京区 株式会社ａｍｂｉｅｎｔ サービス 理容・美容業 5%

148,914 京都府 京都市中京区 ａｎｆｅｃｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

148,915 京都府 京都市中京区 居酒屋 かもん家 サービス 飲食業 5%

148,916 京都府 京都市中京区 居酒屋　元気 サービス 飲食業 5%

148,917 京都府 京都市中京区 石黒香舗 小売業 家具・調度品 5%

148,918 京都府 京都市中京区 イタメシＯｌｉｖａ サービス 飲食業 5%

148,919 京都府 京都市中京区 ＩｔａｌｉａｎＢＡＲ＆ＣＡＦＥＬｕｇｏｌ サービス 飲食業 5%

148,920 京都府 京都市中京区 一杢　門・樹亜羅 小売業 衣料品 5%

148,921 京都府 京都市中京区 いっ福ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

148,922 京都府 京都市中京区 ＩＤＥＡＬＥ 小売業 衣料品 5%

148,923 京都府 京都市中京区 有限会社イドラ 小売業 その他小売 5%

148,924 京都府 京都市中京区 癒し処りかばりー サービス その他サービス 5%

148,925 京都府 京都市中京区 ＩＬ　ＧＡＲＡＧＥ サービス 飲食業 5%

148,926 京都府 京都市中京区 ＩＬ　ＳＵＯＬＯ サービス 飲食業 5%

148,927 京都府 京都市中京区 イルキャンティ京都　河原町三条 サービス 飲食業 5%

148,928 京都府 京都市中京区 イルキャンティ京都河原町三条店 サービス 飲食業 5%

148,929 京都府 京都市中京区 ＩＬ ＴＯＢＡＮＣＨＩ サービス 飲食業 5%

148,930 京都府 京都市中京区 ＩＬＴＯＢＡＮＣＨＩ サービス 飲食業 5%

148,931 京都府 京都市中京区 ＩＬ　ＬＡＧＯ サービス 飲食業 5%

148,932 京都府 京都市中京区 岩座　京都新京極　錦 小売業 衣料品 5%
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148,933 京都府 京都市中京区 インディアンレストラン　ティラガ サービス 飲食業 5%

148,934 京都府 京都市中京区 インディバエステサロンＭｉｕＭｉｕ サービス その他サービス 5%

148,935 京都府 京都市中京区 ｉｍｐｒｏｖｅ サービス 理容・美容業 5%

148,936 京都府 京都市中京区 ＶＩＳＡＧＥ　ＬＯＣＡ サービス 理容・美容業 5%

148,937 京都府 京都市中京区 Ｗ／Ｏ　ｓｔａｎｄ　京都 サービス 飲食業 5%

148,938 京都府 京都市中京区 ＶＩＮＡＩＮＯ　ｋｙｏｔｏ サービス 飲食業 5%

148,939 京都府 京都市中京区 ｗｏｏｏ サービス 理容・美容業 5%

148,940 京都府 京都市中京区 上原成商事株式会社 小売業 その他小売 5%

148,941 京都府 京都市中京区 上前タクシー サービス 運輸業 5%

148,942 京都府 京都市中京区 魚心　河原町店 サービス 飲食業 5%

148,943 京都府 京都市中京区 魚心　河原町店 サービス 飲食業 5%

148,944 京都府 京都市中京区 有喜屋 有喜蕎心流そば打ち塾 サービス その他サービス 5%

148,945 京都府 京都市中京区 有喜屋　京都ホテルオークラ店 サービス 飲食業 5%

148,946 京都府 京都市中京区 有喜屋 京都文化博物館店 サービス 飲食業 5%

148,947 京都府 京都市中京区 有喜屋　京都文化博物館店 サービス 飲食業 5%

148,948 京都府 京都市中京区 有喜屋 京都ホテルオークラ店 サービス 飲食業 5%

148,949 京都府 京都市中京区 有喜屋　寺町店 サービス 飲食業 5%

148,950 京都府 京都市中京区 有喜屋　先斗町本店 サービス 飲食業 5%

148,951 京都府 京都市中京区 ＵｏｏｏＫｙｏｔｏ 小売業 衣料品 5%

148,952 京都府 京都市中京区 うずり彫金教室 サービス その他サービス 5%

148,953 京都府 京都市中京区 打田写真事務所 サービス その他サービス 5%

148,954 京都府 京都市中京区 鰻割烹 まえはら 鰻割烹 まえはら サービス 飲食業 5%

148,955 京都府 京都市中京区 梅体験専門店　蝶矢 サービス 飲食業 5%

148,956 京都府 京都市中京区 ＵＬＨＡ　ｓａｌｏｎ　【ウルハサロン】 サービス 理容・美容業 5%

148,957 京都府 京都市中京区 ＡＭＳ写真館 小売業 その他小売 5%

148,958 京都府 京都市中京区 英國屋　京都河原町御池店 小売業 衣料品 5%

148,959 京都府 京都市中京区 ＨＧ京都店 小売業 衣料品 5%

148,960 京都府 京都市中京区 ８Ｇａｒｄｅｎ サービス 飲食業 5%

148,961 京都府 京都市中京区 Aimy サービス 理容・美容業 5%

148,962 京都府 京都市中京区 エヴァーグレース ＢＩＧＡＮ河原町店 サービス 理容・美容業 5%

148,963 京都府 京都市中京区 エヴァーグレースＢＩＧＡＮ河原町店 サービス 理容・美容業 5%

148,964 京都府 京都市中京区 エクスパ サービス 理容・美容業 5%

148,965 京都府 京都市中京区 エコロタクシー サービス 運輸業 5%

148,966 京都府 京都市中京区 エスカイヤクラブ　京都店 サービス 飲食業 5%

148,967 京都府 京都市中京区 エスタジ サービス その他サービス 5%

148,968 京都府 京都市中京区 ｏｒｌｙｔｅｃ サービス 理容・美容業 5%

148,969 京都府 京都市中京区 エスプリ　京宝店 サービス 飲食業 5%

148,970 京都府 京都市中京区 Ｓ－ｆｌｅａｇｅ＂ＥｎｃｈａｎｔｅｄＴｉｍｅｗｉｔｈＭａｉｋｏ サービス 飲食業 5%

148,971 京都府 京都市中京区 ｅｓｐｅｒｅ　ｂｏｎｈｅｕｒ　ｅｓｐｅｒｅ　ｂｏｎｈｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

148,972 京都府 京都市中京区 江戸前寿司まとば サービス 飲食業 5%

148,973 京都府 京都市中京区 縁　ｅｎｉｓｈｉ サービス 飲食業 5%

148,974 京都府 京都市中京区 夷川燕楽 サービス 飲食業 5%
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148,975 京都府 京都市中京区 エムズクリエーション株式会社 サービス その他サービス 5%

148,976 京都府 京都市中京区 ＥＬ　ＢＯＧＡＶＡＮＴＥ　３４６ サービス 飲食業 5%

148,977 京都府 京都市中京区 ＯＡＳＩ サービス 飲食業 5%

148,978 京都府 京都市中京区 欧風カレーハウスＧＡＮＥＳＨ サービス 飲食業 5%

148,979 京都府 京都市中京区 近江の館　京都錦小路店 小売業 食料品 5%

148,980 京都府 京都市中京区 大垣書店 烏丸三条店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,981 京都府 京都市中京区 大垣書店 Kotochika御池店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,982 京都府 京都市中京区 大垣書店 四条店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,983 京都府 京都市中京区 大垣書店 二条駅店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,984 京都府 京都市中京区 大垣書店 佛教大学二条ｷｬﾝﾊﾟｽ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

148,985 京都府 京都市中京区 大沢袋物店 小売業 その他小売 5%

148,986 京都府 京都市中京区 オードビー サービス 飲食業 5%

148,987 京都府 京都市中京区 大林金物店 小売業 その他小売 5%

148,988 京都府 京都市中京区 ＯＨ！ＭＹ　ＢＥＥＦ！三条河原町 サービス 飲食業 5%

148,989 京都府 京都市中京区 オールドスクール サービス 飲食業 5%

148,990 京都府 京都市中京区 尾北電気商会 小売業 電化製品 5%

148,991 京都府 京都市中京区 ＯＫＵＤＡＫＥＯＮＷＯＲＫＳ 小売業 衣料品 5%

148,992 京都府 京都市中京区 奥村税務会計事務所 サービス その他サービス 5%

148,993 京都府 京都市中京区 お好み焼　此乃味　此乃味　ーこのみー サービス 飲食業 5%

148,994 京都府 京都市中京区 お好み焼はここやねん　四条大宮店 サービス 飲食業 5%

148,995 京都府 京都市中京区 Ｏｓｔｅｒｉａｓｅｍｐｒｅ サービス 飲食業 5%

148,996 京都府 京都市中京区 おちゃのこさいさい錦店 小売業 食料品 5%

148,997 京都府 京都市中京区 おばんざい　菜の花 サービス 飲食業 5%

148,998 京都府 京都市中京区 オリックスレンタカー二条店 サービス その他サービス 2%

148,999 京都府 京都市中京区 音響電化社 小売業 電化製品 5%

149,000 京都府 京都市中京区 温野菜京都河原町蛸薬師店 サービス 飲食業 2%

149,001 京都府 京都市中京区 カギの専門店チェックス 小売業 電化製品 5%

149,002 京都府 京都市中京区 家具の川上　本店 小売業 家具・調度品 5%

149,003 京都府 京都市中京区 家具の川上　本店 小売業 家具・調度品 5%

149,004 京都府 京都市中京区 風見鶏 サービス 飲食業 5%

149,005 京都府 京都市中京区 風見鶏　かざみどり　烏丸六角店 サービス 飲食業 5%

149,006 京都府 京都市中京区 花心河原町７Ｆ サービス 飲食業 5%

149,007 京都府 京都市中京区 勝天先斗町 サービス 飲食業 5%

149,008 京都府 京都市中京区 カットスペース・オクモト サービス 理容・美容業 5%

149,009 京都府 京都市中京区 割烹やました サービス 飲食業 5%

149,010 京都府 京都市中京区 金髙刃物老舗 小売業 その他小売 5%

149,011 京都府 京都市中京区 賀花 サービス 飲食業 5%

149,012 京都府 京都市中京区 ＫＡＨＡＬＡ サービス 理容・美容業 5%

149,013 京都府 京都市中京区 カフェ フーム サービス 飲食業 5%

149,014 京都府 京都市中京区 カフェ ランチカド カフェ ランチ カド サービス 飲食業 5%

149,015 京都府 京都市中京区 カフェステＨａＬｕ サービス その他サービス 5%

149,016 京都府 京都市中京区 カフェチェリッシュ サービス 飲食業 5%
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149,017 京都府 京都市中京区 （株）オードリーコーポレーション サービス その他サービス 5%

149,018 京都府 京都市中京区 株式会社アイビー・フォー サービス その他サービス 5%

149,019 京都府 京都市中京区 株式会社 赤木商店 株式会社 赤木商店 京裳庵 サービス その他サービス 5%

149,020 京都府 京都市中京区 株式会社京都薫風堂 サービス その他サービス 5%

149,021 京都府 京都市中京区 株　サラダ電気 小売業 電化製品 5%

149,022 京都府 京都市中京区 株式会社ハピネス サービス その他サービス 5%

149,023 京都府 京都市中京区 株式会社プランニング 小売業 その他小売 5%

149,024 京都府 京都市中京区 株式会社ヨシミ 小売業 その他小売 5%

149,025 京都府 京都市中京区 カプセルリゾート京都スクエア サービス 宿泊業 5%

149,026 京都府 京都市中京区 紙ＴＯ和　京都店 サービス その他サービス 5%

149,027 京都府 京都市中京区 内儀家 サービス 飲食業 5%

149,028 京都府 京都市中京区 加夢居 サービス 飲食業 5%

149,029 京都府 京都市中京区 ＣＯＭＥＳ ＴＨＥ ＳＵＮ 小売業 衣料品 5%

149,030 京都府 京都市中京区 カラーズ京都 小売業 衣料品 5%

149,031 京都府 京都市中京区 Ｌｅｓ　ｍｉｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

149,032 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン烏丸御池店 小売業 食料品 2%

149,033 京都府 京都市中京区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋円町店 サービス 飲食業 2%

149,034 京都府 京都市中京区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋京都四条壬生店 サービス 飲食業 2%

149,035 京都府 京都市中京区 ＣＵＲＲＹ　ＰＬＡＮＴ サービス 飲食業 5%

149,036 京都府 京都市中京区 インテリアサロン川上 小売業 家具・調度品 5%

149,037 京都府 京都市中京区 ＫＡＷＡＢＥ　ＪＥＷＥＬＲＹ　カワベジュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

149,038 京都府 京都市中京区 韓国料理内房（あんぱん） サービス 飲食業 5%

149,039 京都府 京都市中京区 Ｋａｎｆｕｌ　裏寺店 小売業 衣料品 5%

149,040 京都府 京都市中京区 ギア専用劇場 小売業 その他小売 5%

149,041 京都府 京都市中京区 ＫＩＡＲＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

149,042 京都府 京都市中京区 ｋｉｋａ 小売業 衣料品 5%

149,043 京都府 京都市中京区 ＫＩＣＨＩＲＩ河原町 サービス 飲食業 5%

149,044 京都府 京都市中京区 ＫＩＣＨＩＲＩ京都三条 サービス 飲食業 5%

149,045 京都府 京都市中京区 魏飯夷堂三条店 サービス その他サービス 5%

149,046 京都府 京都市中京区 ＫＡＰＩＴＡＬ　京都店 小売業 衣料品 5%

149,047 京都府 京都市中京区 ギャラリーＲＩＺＭ サービス 飲食業 5%

149,048 京都府 京都市中京区 牛角　河原町三条店 サービス 飲食業 2%

149,049 京都府 京都市中京区 牛角　三条木屋町店 サービス 飲食業 2%

149,050 京都府 京都市中京区 京おばんざい京お好み焼きえびす サービス 飲食業 5%

149,051 京都府 京都市中京区 京辛麺　木屋町店 サービス 飲食業 5%

149,052 京都府 京都市中京区 京茶楽 サービス その他サービス 5%

149,053 京都府 京都市中京区 京裳庵 小売業 衣料品 5%

149,054 京都府 京都市中京区 京裳庵 街着レンタル京裳庵 きょうしょうあん サービス その他サービス 5%

149,055 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京都間之町御池店 小売業 食料品 2%

149,056 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京都御池御前店 小売業 食料品 2%

149,057 京都府 京都市中京区 京都ガーデンホテル サービス 宿泊業 5%

149,058 京都府 京都市中京区 京都勝牛河原町 サービス 飲食業 5%
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149,059 京都府 京都市中京区 京都勝牛寺町京極 サービス 飲食業 5%

149,060 京都府 京都市中京区 京都勝牛先斗町本店 サービス 飲食業 5%

149,061 京都府 京都市中京区 京都かまんざホテル サービス 宿泊業 5%

149,062 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京都烏丸錦店 小売業 食料品 2%

149,063 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京都河原町姉小路店 小売業 食料品 2%

149,064 京都府 京都市中京区 京都串処東屋　Ｌｕｃａ サービス 飲食業 5%

149,065 京都府 京都市中京区 京都ゲストハウス サービス その他サービス 5%

149,066 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京都御幸町御池店 小売業 食料品 2%

149,067 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京都佐井通丸太町店 小売業 食料品 2%

149,068 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京都三条通壬生神明町店 小売業 食料品 2%

149,069 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京都ＪＲ円町駅前店 小売業 食料品 2%

149,070 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京都四条新町店 小売業 食料品 2%

149,071 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京都四条西洞院通り店 小売業 食料品 2%

149,072 京都府 京都市中京区 京都絞り工芸館 小売業 衣料品 5%

149,073 京都府 京都市中京区 株式会社京都絞美京 小売業 衣料品 5%

149,074 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京都市役所西店 小売業 食料品 2%

149,075 京都府 京都市中京区 京都立呑 きよきよ 京都立呑きよきよ サービス 飲食業 5%

149,076 京都府 京都市中京区 京都たばこ商業協同組合 京都たばこ会館 小売業 その他小売 5%

149,077 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京都寺町六角店 小売業 食料品 2%

149,078 京都府 京都市中京区 京都電工 小売業 電化製品 5%

149,079 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京都西ノ京東中合町店 小売業 食料品 2%

149,080 京都府 京都市中京区 京都二条　京乃雪 小売業 その他小売 5%

149,081 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京都二条駅南店 小売業 食料品 2%

149,082 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京都東洞院押小路店 小売業 食料品 2%

149,083 京都府 京都市中京区 京都府保健事業協同組合 サービス その他サービス 5%

149,084 京都府 京都市中京区 京都堀川イン サービス 宿泊業 5%

149,085 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京都堀川御池店 小売業 食料品 2%

149,086 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京都室町三条店 小売業 食料品 2%

149,087 京都府 京都市中京区 京のおまめはん 小売業 その他小売 5%

149,088 京都府 京都市中京区 京のつつみ屋　小箱 小売業 その他小売 5%

149,089 京都府 京都市中京区 京のみそ漬魚とく 小売業 その他小売 5%

149,090 京都府 京都市中京区 京乃宿加ぎ平 サービス 宿泊業 5%

149,091 京都府 京都市中京区 京はやしや　京都三条店 サービス 飲食業 5%

149,092 京都府 京都市中京区 株式会社ｋｙｏｍｉｏｒｉ 小売業 家具・調度品 5%

149,093 京都府 京都市中京区 業務スーパー三条河原町店 小売業 食料品 2%

149,094 京都府 京都市中京区 業務スーパー西ノ京店 小売業 食料品 2%

149,095 京都府 京都市中京区 京宿屋　市 サービス 宿泊業 5%

149,096 京都府 京都市中京区 京洛肉料理かなえ サービス 飲食業 5%

149,097 京都府 京都市中京区 京料理近辰 サービス 飲食業 5%

149,098 京都府 京都市中京区 こいやまＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

149,099 京都府 京都市中京区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ京都河原町店 小売業 その他小売 5%

149,100 京都府 京都市中京区 靴修理　凛靴 サービス その他サービス 5%
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149,101 京都府 京都市中京区 靴修理　凛靴ＨＡＮＡＲＥ サービス その他サービス 5%

149,102 京都府 京都市中京区 靴専科 河原町 河原町店 サービス その他サービス 5%

149,103 京都府 京都市中京区 クラウンジュエルズ サービス 理容・美容業 5%

149,104 京都府 京都市中京区 蔵屋はしもと 小売業 その他小売 5%

149,105 京都府 京都市中京区 藏屋はしもと 小売業 その他小売 5%

149,106 京都府 京都市中京区 ＧＲＡＮＤ　ＬＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

149,107 京都府 京都市中京区 グランレム京都 サービス その他サービス 5%

149,108 京都府 京都市中京区 クリーニングハットリ サービス その他サービス 5%

149,109 京都府 京都市中京区 ＧｒｅｅｎＲｏｓｅ サービス その他サービス 5%

149,110 京都府 京都市中京区 Ｃｒｅｍｅ　ｄｅ　ｌａ　Ｃｒｅｍｅ 小売業 食料品 5%

149,111 京都府 京都市中京区 Ｃｒｅｍｅ　ｄｅ　ｌａ　Ｃｒｅｍｅ三条店 小売業 食料品 5%

149,112 京都府 京都市中京区 Ｃｒｅｍｅ　ｄｅ　ｌａ　Ｃｒｅｍｅ　２Ｆ 小売業 食料品 5%

149,113 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン京福西院駅前店 小売業 食料品 2%

149,114 京都府 京都市中京区 ＧｕｅｓｔｈｏｕｓｅＫｅｉｋｏ サービス その他サービス 5%

149,115 京都府 京都市中京区 ゲストハウスひつじ庵 サービス その他サービス 5%

149,116 京都府 京都市中京区 高気圧・高濃度石原式酸素カプセル サービス その他サービス 5%

149,117 京都府 京都市中京区 ｇｏｕｋ京都ギャラリー 小売業 衣料品 5%

149,118 京都府 京都市中京区 こうそカフェ８５ サービス 飲食業 5%

149,119 京都府 京都市中京区 紅茶専門店　京都セレクトショップ 小売業 食料品 5%

149,120 京都府 京都市中京区 合同会社トラベルラボパートナーズ サービス その他サービス 5%

149,121 京都府 京都市中京区 幸福堂 小売業 食料品 5%

149,122 京都府 京都市中京区 紅葉書店 四条西院店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

149,123 京都府 京都市中京区 ｇｏｕｋ京都 ＧＡＬＬＥＲＹ 小売業 衣料品 5%

149,124 京都府 京都市中京区 珈琲工房てらまち サービス 飲食業 5%

149,125 京都府 京都市中京区 ゴールド・リバー 小売業 家具・調度品 5%

149,126 京都府 京都市中京区 子鴨 サービス 飲食業 5%

149,127 京都府 京都市中京区 cozycaproductsshopHIRAETH サービス その他サービス 5%

149,128 京都府 京都市中京区 こすとっぷ 京都店 小売業 その他小売 5%

149,129 京都府 京都市中京区 Ｇｏｔｔｉｅ’ｓＢＥＥＦ四条木屋町 サービス 飲食業 5%

149,130 京都府 京都市中京区 ｃｏｔｔｈａ サービス 理容・美容業 5%

149,131 京都府 京都市中京区 ｃｏｔｏｈｏｕｓｅ　京の宿 サービス 宿泊業 5%

149,132 京都府 京都市中京区 ＣＯＲＮＥＲ 小売業 衣料品 5%

149,133 京都府 京都市中京区 ＫＯＢＩＴＯＨＯＵＳＥ サービス その他サービス 5%

149,134 京都府 京都市中京区 呉服現金問屋　小松商事 小売業 その他小売 5%

149,135 京都府 京都市中京区 コベヨガ　コベヨガ京都三条スタジオ サービス その他サービス 5%

149,136 京都府 京都市中京区 小松崎哲史税理士事務所 サービス その他サービス 5%

149,137 京都府 京都市中京区 こ豆や錦店 サービス 飲食業 5%

149,138 京都府 京都市中京区 ｋｏｌｍｅ　ｋｙｏｔｏ 小売業 衣料品 5%

149,139 京都府 京都市中京区 金剛堂　京都店 小売業 家具・調度品 5%

149,140 京都府 京都市中京区 Ｔｈｅ　Ｃｅｌｌａｒ　ＫＹＯＴＯ サービス 飲食業 5%

149,141 京都府 京都市中京区 サーモンキング サービス 飲食業 5%

149,142 京都府 京都市中京区 ＰＳＹＣＨＥ サービス 理容・美容業 5%
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149,143 京都府 京都市中京区 酒場エビス サービス 飲食業 5%

149,144 京都府 京都市中京区 ｓａｋａｍｏｔｏ サービス 理容・美容業 5%

149,145 京都府 京都市中京区 ロキシーミュージックスクール京都三条校 サービス その他サービス 5%

149,146 京都府 京都市中京区 酒と肉天ぷら　勝天?ＫＹＯＴＯ　ＧＡＴＴＥＮ?　先斗町店 サービス 飲食業 5%

149,147 京都府 京都市中京区 ＳＡＫＥ　ＢＵＭＰＹ！ サービス 飲食業 5%

149,148 京都府 京都市中京区 Ｓａｌｏｎ　Ｃｏｓｍｅａ サービス 理容・美容業 5%

149,149 京都府 京都市中京区 ｓａｌｏｎ　ＭＩＳＳＬＩＭ サービス その他サービス 5%

149,150 京都府 京都市中京区 サロン・ド・ミエ サービス 理容・美容業 5%

149,151 京都府 京都市中京区 ＳａｌｏｎＳＲｅｌａｘａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

149,152 京都府 京都市中京区 Ｓａｇｕａｒｏ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

149,153 京都府 京都市中京区 三条珍遊 サービス 飲食業 5%

149,154 京都府 京都市中京区 三条まどべ　ベルギービール三条まどべ サービス 飲食業 5%

149,155 京都府 京都市中京区 三善工芸株式会社 小売業 衣料品 5%

149,156 京都府 京都市中京区 酸素カプセル京都整体からすまおい サービス その他サービス 5%

149,157 京都府 京都市中京区 シサム工房 京都 裏寺通り店 小売業 衣料品 5%

149,158 京都府 京都市中京区 シサム工房　裏寺通り店 小売業 衣料品 5%

149,159 京都府 京都市中京区 ＪＩＪＩ サービス 飲食業 5%

149,160 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン四条大宮店 小売業 食料品 2%

149,161 京都府 京都市中京区 ＣＨＩＣ　ＲＡＤＩＣＡＬ 小売業 衣料品 5%

149,162 京都府 京都市中京区 シティペンションリオンドール サービス 宿泊業 5%

149,163 京都府 京都市中京区 自転車のきゅうべえ　烏丸御池店 小売業 その他小売 5%

149,164 京都府 京都市中京区 自転車のきゅうべえ　二条店 小売業 その他小売 5%

149,165 京都府 京都市中京区 シノワズリーモダン 小売業 衣料品 5%

149,166 京都府 京都市中京区 澁谷 サービス 飲食業 5%

149,167 京都府 京都市中京区 下垣薬局 小売業 その他小売 5%

149,168 京都府 京都市中京区 ＳＨＡＶＡ　ＬＩＶＡ サービス 飲食業 5%

149,169 京都府 京都市中京区 ＳＨＡＮＧＲＩ－ＬＡＳ サービス 理容・美容業 5%

149,170 京都府 京都市中京区 シャンパンブテック雄飛 サービス その他サービス 5%

149,171 京都府 京都市中京区 聚楽　とみ サービス 宿泊業 5%

149,172 京都府 京都市中京区 春夏秋冬ざこや サービス 飲食業 5%

149,173 京都府 京都市中京区 旬菜いまり サービス 飲食業 5%

149,174 京都府 京都市中京区 旬菜鮮魚 ばんけっと サービス 飲食業 5%

149,175 京都府 京都市中京区 鍾美堂　永松佛具店 小売業 その他小売 5%

149,176 京都府 京都市中京区 女子プロ野球＿飲食売場 サービス 飲食業 5%

149,177 京都府 京都市中京区 視力ケアセンター 小売業 電化製品 5%

149,178 京都府 京都市中京区 Ｓｉｎｇａｍｍｅｒ 小売業 その他小売 5%

149,179 京都府 京都市中京区 新京極ヤクヒン 小売業 その他小売 5%

149,180 京都府 京都市中京区 京のすし処　末廣 サービス 飲食業 5%

149,181 京都府 京都市中京区 杉本商事 小売業 電化製品 5%

149,182 京都府 京都市中京区 すゞは 小売業 衣料品 5%

149,183 京都府 京都市中京区 ｓｔｙｌｅｓ 小売業 衣料品 5%

149,184 京都府 京都市中京区 スタジオ　レンブラント サービス その他サービス 5%
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149,185 京都府 京都市中京区 ｓｔｕｄｉｏ７０３ サービス その他サービス 5%

149,186 京都府 京都市中京区 スタジオラグ河原町店 サービス その他サービス 5%

149,187 京都府 京都市中京区 スヌーピー茶屋　錦店 小売業 その他小売 5%

149,188 京都府 京都市中京区 スヌーピー茶屋（テイク）　錦店 小売業 その他小売 5%

149,189 京都府 京都市中京区 スヌーピー茶屋（物販）　錦店１ 小売業 その他小売 5%

149,190 京都府 京都市中京区 Ｓｐｉｎ　ｈａｉｒ　烏丸店 サービス 理容・美容業 5%

149,191 京都府 京都市中京区 Ｓｐｉｎ　ｈａｉｒ　高倉店 サービス 理容・美容業 5%

149,192 京都府 京都市中京区 スペクタス株式会社 サービス その他サービス 5%

149,193 京都府 京都市中京区 すまいの雑貨店ｓｕｍａｏ 小売業 家具・調度品 5%

149,194 京都府 京都市中京区 炭火串焼とりと　河原町三条店 サービス 飲食業 5%

149,195 京都府 京都市中京区 ｓｕｍｉｙａｋｉ燈 サービス 飲食業 5%

149,196 京都府 京都市中京区 生鮮館なかむら　円町店 小売業 食料品 5%

149,197 京都府 京都市中京区 ＳＥＣＯＮＤＲＯＹＡＬＲＥＣＯＲＤＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

149,198 京都府 京都市中京区 ７０ＢＡＮＴＩＱＵＥＳ 小売業 その他小売 5%

149,199 京都府 京都市中京区 ＳＯＷＧＥＮ サービス 飲食業 5%

149,200 京都府 京都市中京区 ｓｏｐｏｏｎｇ サービス 理容・美容業 5%

149,201 京都府 京都市中京区 ＳＯＮＧＢＩＲＤＤＥＳＩＧＮＳＴＯＲＥ． サービス 飲食業 5%

149,202 京都府 京都市中京区 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　京都店 小売業 その他小売 5%

149,203 京都府 京都市中京区 ダイコクドラッグ四条烏丸店 小売業 その他小売 5%

149,204 京都府 京都市中京区 ダイコクドラッグ寺町三条店 小売業 その他小売 5%

149,205 京都府 京都市中京区 ダイコクドラッグ錦店 小売業 その他小売 5%

149,206 京都府 京都市中京区 ｂｅａｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

149,207 京都府 京都市中京区 ダイビング笑店タニダ 小売業 その他小売 5%

149,208 京都府 京都市中京区 ダウンタウンイン京都 サービス 宿泊業 5%

149,209 京都府 京都市中京区 駄菓子食べ放題　放課後駄菓子バーＡ?５５　京都四条河原町店　京都四条河原町店 サービス 飲食業 5%

149,210 京都府 京都市中京区 立ち呑み　三日月 サービス 飲食業 5%

149,211 京都府 京都市中京区 田中電器 小売業 電化製品 5%

149,212 京都府 京都市中京区 旅する雑貨屋ゆいゆい堂 小売業 衣料品 5%

149,213 京都府 京都市中京区 タベルトマル二条城 サービス その他サービス 5%

149,214 京都府 京都市中京区 炭楽屋とりうめ サービス 飲食業 5%

149,215 京都府 京都市中京区 チャイハネ　京都寺町 小売業 衣料品 5%

149,216 京都府 京都市中京区 長右衛門　京都烏丸店 サービス 飲食業 5%

149,217 京都府 京都市中京区 千凛 サービス 理容・美容業 5%

149,218 京都府 京都市中京区 ツボデ 小売業 衣料品 5%

149,219 京都府 京都市中京区 ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ 小売業 衣料品 5%

149,220 京都府 京都市中京区 ディボ・ディバ サービス 飲食業 5%

149,221 京都府 京都市中京区 デェイブキッチン サービス 飲食業 5%

149,222 京都府 京都市中京区 ＴｅｃｈｎｅＦＦＡ サービス その他サービス 5%

149,223 京都府 京都市中京区 ＤＥＣＯ　ｃａｆｅ　ｂｅ．．． サービス 飲食業 5%

149,224 京都府 京都市中京区 デザインワークスドゥコート京都 小売業 衣料品 5%

149,225 京都府 京都市中京区 鉄板２８号 サービス 飲食業 5%

149,226 京都府 京都市中京区 鉄板焼　キュウゾウ サービス 飲食業 5%
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149,227 京都府 京都市中京区 天然色工房ｔｅｚｏｍｅｙａ 小売業 衣料品 5%

149,228 京都府 京都市中京区 ｄｏｕｇｈ 小売業 食料品 5%

149,229 京都府 京都市中京区 ｔｏｏＳＱＡ 小売業 家具・調度品 5%

149,230 京都府 京都市中京区 陶器　竹之内 小売業 その他小売 5%

149,231 京都府 京都市中京区 豆腐料理とおばんざい 豆八 離れ サービス 飲食業 5%

149,232 京都府 京都市中京区 豆腐料理とおばんざい　豆八ー本店ー サービス 飲食業 5%

149,233 京都府 京都市中京区 ｔｏｔａｌｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎ ＣＵＲＥＢＡ?ＪＵ サービス 理容・美容業 5%

149,234 京都府 京都市中京区 土佐屋室戸 小売業 食料品 5%

149,235 京都府 京都市中京区 戸田タクシー サービス 運輸業 5%

149,236 京都府 京都市中京区 ＤＯＣＫＥＲＹ　ＦＡＲＭ 小売業 衣料品 5%

149,237 京都府 京都市中京区 どにちや 小売業 衣料品 5%

149,238 京都府 京都市中京区 土間土間河原町蛸薬師店 サービス 飲食業 2%

149,239 京都府 京都市中京区 ｔｏｙａ 小売業 衣料品 5%

149,240 京都府 京都市中京区 トヨタレンタリース京都西三条店 サービス その他サービス 2%

149,241 京都府 京都市中京区 トヨタレンタリース京都堀川店 サービス その他サービス 2%

149,242 京都府 京都市中京区 ドラッグひかり　花園藤ノ木店 小売業 その他小売 5%

149,243 京都府 京都市中京区 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｌａ　Ｐａｃｅ　　トラットリア　ラ　パーチェ サービス 飲食業 5%

149,244 京都府 京都市中京区 ＴｒａｔｔｏｒｉａＭａｃｅｄｏｎｉａＹｕｋｉ サービス 飲食業 5%

149,245 京都府 京都市中京区 とらのあな　京都店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

149,246 京都府 京都市中京区 ＤＲＩＰ＆ＤＲＯＰ　蛸薬師店 サービス 飲食業 5%

149,247 京都府 京都市中京区 鶏焼肉　てっ亀 サービス 飲食業 5%

149,248 京都府 京都市中京区 Ｔｒａｉｔ　ｄ’ｕｎｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

149,249 京都府 京都市中京区 ９ｏ　ｃｌｏｃｋ サービス 飲食業 5%

149,250 京都府 京都市中京区 ＮＡＫＡＴＳＵＫＡ サービス 飲食業 5%

149,251 京都府 京都市中京区 中塚商店 小売業 その他小売 5%

149,252 京都府 京都市中京区 ＡＲＡＴＡ 小売業 衣料品 5%

149,253 京都府 京都市中京区 ｆａｃｅ＆ｂｏｄｙｔｈｅｒａｐｙナチュールミュー サービス 理容・美容業 5%

149,254 京都府 京都市中京区 ナニワ商会　四条大宮店 小売業 その他小売 5%

149,255 京都府 京都市中京区 ナニワ商会　西大路円町店 小売業 その他小売 5%

149,256 京都府 京都市中京区 ＮＡＢＩＧＥ サービス 理容・美容業 5%

149,257 京都府 京都市中京区 鳴門鯛焼本舗　三条寺町店 サービス 飲食業 5%

149,258 京都府 京都市中京区 なをし屋 サービス その他サービス 5%

149,259 京都府 京都市中京区 ＮＩＫＵＧＯＴＥＮ サービス 飲食業 5%

149,260 京都府 京都市中京区 肉バル　ホルモン鍋　ＴＡＩＧＵ サービス 飲食業 5%

149,261 京都府 京都市中京区 セブン－イレブン西小路丸太町店 小売業 食料品 2%

149,262 京都府 京都市中京区 二条自動車教習所 サービス その他サービス 5%

149,263 京都府 京都市中京区 二条たかくらやまもと サービス 飲食業 5%

149,264 京都府 京都市中京区 日本酒居酒屋シンプル サービス 飲食業 5%

149,265 京都府 京都市中京区 ｎｅｕｔｒａｌ　ｐｕｂｌｉｃ サービス 理容・美容業 5%

149,266 京都府 京都市中京区 ＃５ 小売業 衣料品 5%

149,267 京都府 京都市中京区 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｌｉｅｔｏ サービス その他サービス 5%

149,268 京都府 京都市中京区 ノースポイント 小売業 その他小売 5%
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149,269 京都府 京都市中京区 ｎｏｄｅｈｏｔｅｌ サービス その他サービス 5%

149,270 京都府 京都市中京区 ?ｎｕ サービス 理容・美容業 5%

149,271 京都府 京都市中京区 ＢＡＲ　ＤＯＴｓ サービス 飲食業 5%

149,272 京都府 京都市中京区 京都野球バー　ラミレス サービス 飲食業 5%

149,273 京都府 京都市中京区 ＢＡＲ　Ｄ２ サービス 飲食業 5%

149,274 京都府 京都市中京区 ハーバーカフェ　ゼスト店 サービス 飲食業 5%

149,275 京都府 京都市中京区 Ｂａｒ　Ｐｌｅａｓｕｒｅ サービス 飲食業 5%

149,276 京都府 京都市中京区 ＨＹＰＥＲ　ＳＥＴＵＰ 小売業 衣料品 5%

149,277 京都府 京都市中京区 ＢＡＯＢＡＢ 小売業 衣料品 5%

149,278 京都府 京都市中京区 はこぶねＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

149,279 京都府 京都市中京区 はこぶねＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

149,280 京都府 京都市中京区 ＨＡＣＨＩＫＵ 小売業 その他小売 5%

149,281 京都府 京都市中京区 ＢＡＤＭＩＮＴＯＮＢＡＲ　ＯＧＵ サービス 飲食業 5%

149,282 京都府 京都市中京区 パワーストーンＳｈｏｐコハクの月 小売業 その他小売 5%

149,283 京都府 京都市中京区 半地下 サービス 飲食業 5%

149,284 京都府 京都市中京区 ばんてら 小売業 その他小売 5%

149,285 京都府 京都市中京区 ｂａｉｎ　ｍａｒｉｅ　セレクトショップ 小売業 衣料品 5%

149,286 京都府 京都市中京区 ＢＥＥＲ ＰＵＢ ＩＣＨＩ?ＹＡ ＩＣＨＩ?ＹＡ サービス 飲食業 5%

149,287 京都府 京都市中京区 Ｂｅｅ河原町 サービス 飲食業 5%

149,288 京都府 京都市中京区 Ｂ．ｃｌｉｍｂ【ビー　クライム】 サービス 理容・美容業 5%

149,289 京都府 京都市中京区 Ｂｉｎｉ サービス 飲食業 5%

149,290 京都府 京都市中京区 ビーワンサロン　ブリリアント サービス 理容・美容業 5%

149,291 京都府 京都市中京区 東山茶庵 サービス 飲食業 5%

149,292 京都府 京都市中京区 ひさだアートインダストリー株式会社 サービス 理容・美容業 5%

149,293 京都府 京都市中京区 ピザ・リトルパーティ　千本二条店 サービス 飲食業 5%

149,294 京都府 京都市中京区 美整Ｌａｂｏ サービス 理容・美容業 5%

149,295 京都府 京都市中京区 Ｂｅ　ｆｉｎｅ　ｂｅｃｓ サービス 理容・美容業 5%

149,296 京都府 京都市中京区 美容室クーラン デール サービス 理容・美容業 5%

149,297 京都府 京都市中京区 美容室ＢＯＮＤＳ サービス 理容・美容業 5%

149,298 京都府 京都市中京区 美容と健康のサロンドゥーブル サービス 理容・美容業 5%

149,299 京都府 京都市中京区 Ｂｉｌｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

149,300 京都府 京都市中京区 ＨＩＮ 小売業 衣料品 5%

149,301 京都府 京都市中京区 ファイテン 小売業 その他小売 5%

149,302 京都府 京都市中京区 ｆｅｍｍｅ　ａｔｅｌｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

149,303 京都府 京都市中京区 Ｆｏｒａｌｌ　　フォーラル京都店 サービス 理容・美容業 5%

149,304 京都府 京都市中京区 フォトジェニック 小売業 その他小売 5%

149,305 京都府 京都市中京区 フジゴルフ 小売業 その他小売 5%

149,306 京都府 京都市中京区 二藍 サービス その他サービス 5%

149,307 京都府 京都市中京区 ふたば書房ゼスト御池店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

149,308 京都府 京都市中京区 プトー 小売業 その他小売 5%

149,309 京都府 京都市中京区 ふなっきーの部屋 ふなっきーの部屋 サービス 理容・美容業 5%

149,310 京都府 京都市中京区 ＢＲＩＴＨＥ サービス 理容・美容業 5%
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149,311 京都府 京都市中京区 フライドチキンとハイボール リンク 河原町本店 サービス 飲食業 5%

149,312 京都府 京都市中京区 ＰＲＡＴＨ ＫＹＯＴＯ ＫＹＯＴＯ 小売業 その他小売 5%

149,313 京都府 京都市中京区 ｐｒｉｎｃｅ　ｏｆ　ｐｅａｃｅ 小売業 衣料品 5%

149,314 京都府 京都市中京区 BLUE BOOKS cafe KYOTO サービス 飲食業 5%

149,315 京都府 京都市中京区 ｂｌｕｅｄｏｏｒ京都河原町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

149,316 京都府 京都市中京区 フレッシュネスバーガー四条河原町 サービス 飲食業 2%

149,317 京都府 京都市中京区 ｐｒｅｍｉｕｍｗａｇｙｕｂｅｅｆｓｈｉｂａｔａ サービス 飲食業 5%

149,318 京都府 京都市中京区 Proceed サービス 理容・美容業 5%

149,319 京都府 京都市中京区 ＦｒｏｎｔｉｅｒＢａｒＫｙｏｔｏ サービス 飲食業 5%

149,320 京都府 京都市中京区 ぶんぞう 先斗町店 牛串ぶんぞう先斗町店 サービス 飲食業 5%

149,321 京都府 京都市中京区 ｈａｉｒ　ａｔｅｌｉｅｒ　ｋａｏ サービス 理容・美容業 5%

149,322 京都府 京都市中京区 ｈａｉｒ　ａｔｅｌｉｅｒ　ｋａｏ サービス 理容・美容業 5%

149,323 京都府 京都市中京区 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＡＲＳ サービス 理容・美容業 5%

149,324 京都府 京都市中京区 ＲＯＯＳＴ河原町店 サービス 理容・美容業 5%

149,325 京都府 京都市中京区 ｈａｉｒＱｒｉｌ サービス 理容・美容業 5%

149,326 京都府 京都市中京区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｎｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

149,327 京都府 京都市中京区 株式会社ミューズ サービス 理容・美容業 5%

149,328 京都府 京都市中京区 ＨａｉｒＲｅｓｏｒｔＫＩＭＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

149,329 京都府 京都市中京区 Ｂａｋｅｒｙ　Ｈｏｕｓｅ　Ｃｒｅｅｋ 小売業 食料品 5%

149,330 京都府 京都市中京区 ＰｅｔｓａｌｏｎＣＡＯ サービス その他サービス 5%

149,331 京都府 京都市中京区 ＨＥＬＰスマホ京都河原町店 サービス その他サービス 5%

149,332 京都府 京都市中京区 帽子屋ポピンズ 小売業 衣料品 5%

149,333 京都府 京都市中京区 ＢＥＡＵＴＥ サービス 理容・美容業 5%

149,334 京都府 京都市中京区 ＨＯＳＴＥＬＥｂｉ サービス その他サービス 5%

149,335 京都府 京都市中京区 保生堂薬局 小売業 その他小売 5%

149,336 京都府 京都市中京区 ＢＯＤＹ　ＡＮＤ　ＧＲＡＶＩＴＹ サービス その他サービス 5%

149,337 京都府 京都市中京区 ホテルＷＢＦ京都四条　錦邸 サービス 宿泊業 5%

149,338 京都府 京都市中京区 ホテルドルフ河原町二条 サービス 宿泊業 5%

149,339 京都府 京都市中京区 ホテルビスタプレミオ京都河原町通 サービス 宿泊業 5%

149,340 京都府 京都市中京区 ホビーランドぽち京都店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

149,341 京都府 京都市中京区 ホリテック 小売業 電化製品 5%

149,342 京都府 京都市中京区 Ｐｏｌｙｐｈｏｎｙ サービス 飲食業 5%

149,343 京都府 京都市中京区 ＭＡＩＡＬＥ サービス 飲食業 5%

149,344 京都府 京都市中京区 Ｍｙタクシー サービス 運輸業 5%

149,345 京都府 京都市中京区 ＭＡＧＮＯＲＩＡ サービス 理容・美容業 5%

149,346 京都府 京都市中京区 町家小宿京のおおぞら サービス その他サービス 5%

149,347 京都府 京都市中京区 町屋カフェ檸檬 サービス 飲食業 5%

149,348 京都府 京都市中京区 町家猫喫茶　うたねこ堂　町家猫喫茶　うたねこ堂 サービス その他サービス 5%

149,349 京都府 京都市中京区 町家猫喫茶うたねこ堂 サービス 飲食業 5%

149,350 京都府 京都市中京区 ｍａｔｓｅｗ 小売業 衣料品 5%

149,351 京都府 京都市中京区 まつぼっくり サービス 飲食業 5%

149,352 京都府 京都市中京区 まねき猫京都 小売業 その他小売 5%
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149,353 京都府 京都市中京区 ママイクコ　京都 小売業 その他小売 5%

149,354 京都府 京都市中京区 まるさんかくしかくのとく サービス 飲食業 5%

149,355 京都府 京都市中京区 マンインザムーン柳馬場店 サービス 飲食業 5%

149,356 京都府 京都市中京区 未完 サービス 飲食業 5%

149,357 京都府 京都市中京区 みさか屋 サービス 飲食業 5%

149,358 京都府 京都市中京区 みさか屋 サービス 飲食業 5%

149,359 京都府 京都市中京区 ミスギヤゼスト御池店 小売業 食料品 5%

149,360 京都府 京都市中京区 道草げんげ サービス 飲食業 5%

149,361 京都府 京都市中京区 美濃利 小売業 衣料品 5%

149,362 京都府 京都市中京区 三三屋 小売業 衣料品 5%

149,363 京都府 京都市中京区 みやこさかえ 小売業 衣料品 5%

149,364 京都府 京都市中京区 都野菜 賀茂 河原町四条店 サービス 飲食業 5%

149,365 京都府 京都市中京区 民族楽器　コイズミ 小売業 その他小売 5%

149,366 京都府 京都市中京区 ＭｏｏｎｌｉｔｅＧｒａｐｈｉｃｓ サービス その他サービス 5%

149,367 京都府 京都市中京区 ｍｕｓｕｂｉｋｙｏｔｏ 小売業 衣料品 5%

149,368 京都府 京都市中京区 室町二條　みのや サービス 飲食業 5%

149,369 京都府 京都市中京区 メディアカフェポパイ　三条河原町店 サービス その他サービス 5%

149,370 京都府 京都市中京区 麺彩　さくら食堂 サービス 飲食業 5%

149,371 京都府 京都市中京区 ｍｏｅｋａｓｏｎｏｄａ 小売業 衣料品 5%

149,372 京都府 京都市中京区 もつ鍋　新亀 サービス 飲食業 5%

149,373 京都府 京都市中京区 焼肉ホルモン 牛テイル料理 あにき サービス 飲食業 5%

149,374 京都府 京都市中京区 櫓茶屋　京宝店 サービス 飲食業 5%

149,375 京都府 京都市中京区 八次呂株式会社 小売業 その他小売 5%

149,376 京都府 京都市中京区 山下宗 小売業 その他小売 5%

149,377 京都府 京都市中京区 ＵＮＩＰ 小売業 衣料品 5%

149,378 京都府 京都市中京区 夢処　漁師めし　雑魚や サービス 飲食業 5%

149,379 京都府 京都市中京区 ゆめみし　四条河原町店 サービス その他サービス 5%

149,380 京都府 京都市中京区 洋食キッチンきたがわ サービス 飲食業 5%

149,381 京都府 京都市中京区 洋食彩酒　アンプリュス サービス 飲食業 5%

149,382 京都府 京都市中京区 よーじや 小売業 その他小売 5%

149,383 京都府 京都市中京区 4486 サービス 飲食業 5%

149,384 京都府 京都市中京区 Ｌｉｖｅ　Ｓｐｏｔ　ＲＡＧ サービス 飲食業 5%

149,385 京都府 京都市中京区 ＬＡＶＥＮＥＲＥ 小売業 衣料品 5%

149,386 京都府 京都市中京区 ラクイラ美容室 サービス 理容・美容業 5%

149,387 京都府 京都市中京区 楽種 サービス その他サービス 5%

149,388 京都府 京都市中京区 ラクレアロマテラピー サービス その他サービス 5%

149,389 京都府 京都市中京区 らしんばん 京都店２号館 小売業 その他小売 5%

149,390 京都府 京都市中京区 らしんばん　京都店 小売業 その他小売 5%

149,391 京都府 京都市中京区 らしんばん　京都店二号館 小売業 その他小売 5%

149,392 京都府 京都市中京区 ｌａ　ｐｌａｇｅ　ｄ＇ｏｒ サービス 飲食業 5%

149,393 京都府 京都市中京区 Ｌａｍｐｓ サービス 理容・美容業 5%

149,394 京都府 京都市中京区 Ｒｉａｓ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%
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149,395 京都府 京都市中京区 Ｒｅａｌｍｅ京都四条烏丸ｄｕｅ サービス 理容・美容業 5%

149,396 京都府 京都市中京区 Ｒｅｖｅｉｌｌｅ 小売業 衣料品 5%

149,397 京都府 京都市中京区 ＬＩＴＡ サービス 理容・美容業 5%

149,398 京都府 京都市中京区 Ｌｉｎｏ サービス 飲食業 5%

149,399 京都府 京都市中京区 Ｒｉｍ 小売業 その他小売 5%

149,400 京都府 京都市中京区 ＬｅＬｕｘｅ＋　京都三条　ＡＮＮＥＸ サービス その他サービス 5%

149,401 京都府 京都市中京区 ＫＡＴＯ サービス 理容・美容業 5%

149,402 京都府 京都市中京区 料理なか善 サービス 飲食業 5%

149,403 京都府 京都市中京区 旅館三賀 サービス その他サービス 5%

149,404 京都府 京都市中京区 リラクゼーションサロン　オリーブ サービス その他サービス 5%

149,405 京都府 京都市中京区 リラクゼーション楽種 サービス 理容・美容業 5%

149,406 京都府 京都市中京区 Ｌｉｌｏｕ サービス 飲食業 5%

149,407 京都府 京都市中京区 ＬＥ　ＣＩＮＱ　ー　ＯＲＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

149,408 京都府 京都市中京区 ルシュルシュル サービス 飲食業 5%

149,409 京都府 京都市中京区 Restaurant信 サービス 飲食業 5%

149,410 京都府 京都市中京区 ＤＡＩＪＯ サービス 飲食業 5%

149,411 京都府 京都市中京区 ＬｏＲＥ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

149,412 京都府 京都市中京区 ロアヘアコーディネート四条烏丸 サービス 理容・美容業 5%

149,413 京都府 京都市中京区 ＬｏＲＥ　ｈａｉｒ　河原町店 サービス 理容・美容業 5%

149,414 京都府 京都市中京区 ろうじ屋 サービス その他サービス 5%

149,415 京都府 京都市中京区 Ｒｏｓｈ サービス 理容・美容業 5%

149,416 京都府 京都市中京区 ＲＯＪＥＴＴＡ　ｂｙ　ｓｎｏｂ サービス 理容・美容業 5%

149,417 京都府 京都市中京区 路地奥ｇａｒｄｅｎ１６８ サービス 飲食業 5%

149,418 京都府 京都市中京区 六角館さくら堂 小売業 衣料品 5%

149,419 京都府 京都市中京区 六角ｋｉｔｃｈｅｎ１０９ サービス 飲食業 5%

149,420 京都府 京都市中京区 六角酒場ちゃぶちゃぶ サービス 飲食業 5%

149,421 京都府 京都市中京区 有限会社六角ちきりや茶舗 サービス その他サービス 5%

149,422 京都府 京都市中京区 和菓子サロン一祥 サービス その他サービス 5%

149,423 京都府 京都市中京区 若林剛之 小売業 衣料品 5%

149,424 京都府 京都市中京区 和酒バル３７℃ サービス 飲食業 5%

149,425 京都府 京都市中京区 ワタナベ楽器店　京都デジタル　ドラム館 小売業 その他小売 5%

149,426 京都府 京都市中京区 ワタナベ楽器店　京都本店 小売業 その他小売 5%

149,427 京都府 京都市中京区 侘家洛中亭 サービス 飲食業 5%

149,428 京都府 京都市西京区 ａｏｔａｎｉ　ｈａｉｒ　桂店 サービス 理容・美容業 5%

149,429 京都府 京都市西京区 あそびば　洛西店 サービス その他サービス 5%

149,430 京都府 京都市西京区 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ａｋａｎｅｃｅ　Ａｔｅｌｉｅｒ　Ａｋａｎｅｃｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

149,431 京都府 京都市西京区 アトリエグラスカオリア サービス 理容・美容業 5%

149,432 京都府 京都市西京区 甘池クリーニング アマイケ クリーニング サービス その他サービス 5%

149,433 京都府 京都市西京区 嵐山温泉彩四季の宿花筏 サービス 宿泊業 5%

149,434 京都府 京都市西京区 嵐山タクシー株式会社　本社 サービス 運輸業 5%

149,435 京都府 京都市西京区 アランシア 小売業 食料品 5%

149,436 京都府 京都市西京区 ａｎ　Ｊ 小売業 衣料品 5%
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149,437 京都府 京都市西京区 アンダッシュコーヒー 小売業 食料品 5%

149,438 京都府 京都市西京区 ａｎｄｕｓｈｃｏｆｆｅｅ 小売業 食料品 5%

149,439 京都府 京都市西京区 安藤漢方薬局 小売業 その他小売 5%

149,440 京都府 京都市西京区 アンベリール サービス 理容・美容業 5%

149,441 京都府 京都市西京区 石窯キッチン薪火 サービス 飲食業 5%

149,442 京都府 京都市西京区 石焼　石焼Ｃａｆｅ　　　Ｃａｔ　蔵之助のしっぽ サービス 飲食業 5%

149,443 京都府 京都市西京区 石焼　石焼生パスタ　蔵之助 サービス 飲食業 5%

149,444 京都府 京都市西京区 出光東桂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

149,445 京都府 京都市西京区 上野タクシー サービス 運輸業 5%

149,446 京都府 京都市西京区 内林モーターサイクル 内林モーターサイクル 小売業 その他小売 5%

149,447 京都府 京都市西京区 Ｈｓ　Ｈ?ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

149,448 京都府 京都市西京区 エイリン 桂本店 小売業 その他小売 5%

149,449 京都府 京都市西京区 ＭＫＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

149,450 京都府 京都市西京区 エンド－ 小売業 電化製品 5%

149,451 京都府 京都市西京区 大原野ｐｉｃｎｉｃ サービス その他サービス 5%

149,452 京都府 京都市西京区 大原野幼稚園ピアノ教室 サービス その他サービス 5%

149,453 京都府 京都市西京区 小田商店 右京の里店 小売業 食料品 5%

149,454 京都府 京都市西京区 ＯＲＩＧＩＮＡＬ ＨＡＩＲ ＫＳ サービス 理容・美容業 5%

149,455 京都府 京都市西京区 ＣＡＬＭＬＹ ＣＬＵＢ サービス その他サービス 5%

149,456 京都府 京都市西京区 カットハウストップ サービス 理容・美容業 5%

149,457 京都府 京都市西京区 株式会社桂電社 小売業 電化製品 5%

149,458 京都府 京都市西京区 株式会社マグリア 小売業 衣料品 5%

149,459 京都府 京都市西京区 株式会社　松尾温泉京料理　鳥米 サービス 飲食業 5%

149,460 京都府 京都市西京区 上桂満月堂 小売業 食料品 5%

149,461 京都府 京都市西京区 カレーハウスココ壱番屋西京大枝中山店 サービス 飲食業 2%

149,462 京都府 京都市西京区 喜久寿司 サービス 飲食業 5%

149,463 京都府 京都市西京区 キッチンランドＳＵＮＳＵＮ 小売業 食料品 5%

149,464 京都府 京都市西京区 牛角桂川街道店 サービス 飲食業 2%

149,465 京都府 京都市西京区 セブン－イレブン京都牛ケ瀬店 小売業 食料品 2%

149,466 京都府 京都市西京区 セブン－イレブン京都大枝中山店 小売業 食料品 2%

149,467 京都府 京都市西京区 セブン－イレブン京都樫原水築町店 小売業 食料品 2%

149,468 京都府 京都市西京区 セブン－イレブン京都桂駅東口店 小売業 食料品 2%

149,469 京都府 京都市西京区 セブン－イレブン京都桂坂店 小売業 食料品 2%

149,470 京都府 京都市西京区 セブン－イレブン京都上桂東ノ口店 小売業 食料品 2%

149,471 京都府 京都市西京区 セブン－イレブン京都上桂前田町店 小売業 食料品 2%

149,472 京都府 京都市西京区 セブン－イレブン京都上桂宮ノ後町店 小売業 食料品 2%

149,473 京都府 京都市西京区 京都着物　宮川徳三郎商店 小売業 衣料品 5%

149,474 京都府 京都市西京区 セブン－イレブン京都下津林水掛町店 小売業 食料品 2%

149,475 京都府 京都市西京区 セブン－イレブン京都洛西ニュータウン店 小売業 食料品 2%

149,476 京都府 京都市西京区 業務スーパー洛西店 小売業 食料品 2%

149,477 京都府 京都市西京区 業務スーパー桂店 小売業 食料品 2%

149,478 京都府 京都市西京区 銀の卵　洛西口駅店 サービス 飲食業 5%

3561



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

149,479 京都府 京都市西京区 Ｋｈｏｍｅ サービス その他サービス 5%

149,480 京都府 京都市西京区 コレクションヤスコ 小売業 衣料品 5%

149,481 京都府 京都市西京区 サイクルどりーむ　桂店 小売業 その他小売 5%

149,482 京都府 京都市西京区 ＳＡＩＺＥＮ松室ｓｔａｙ サービス その他サービス 5%

149,483 京都府 京都市西京区 Ｃ?ｒｏｏｍ サービス 飲食業 5%

149,484 京都府 京都市西京区 セブン－イレブン下津林東大般若町店 小売業 食料品 2%

149,485 京都府 京都市西京区 十兵衛 サービス 飲食業 5%

149,486 京都府 京都市西京区 昭和無線 小売業 電化製品 5%

149,487 京都府 京都市西京区 Ｓｐｉｎ　ｈａｉｒ　桂店 サービス 理容・美容業 5%

149,488 京都府 京都市西京区 スマイリングせお 小売業 電化製品 5%

149,489 京都府 京都市西京区 スマイリングもづめ 小売業 電化製品 5%

149,490 京都府 京都市西京区 スラップダッシュ サービス 理容・美容業 5%

149,491 京都府 京都市西京区 ソフトバンク 五条桂 小売業 その他小売 5%

149,492 京都府 京都市西京区 染の葵つじ川 小売業 衣料品 5%

149,493 京都府 京都市西京区 soin de brace 桂店 サービス 理容・美容業 5%

149,494 京都府 京都市西京区 宝や　桂店 サービス 飲食業 5%

149,495 京都府 京都市西京区 タケナカ　洛西店 小売業 その他小売 5%

149,496 京都府 京都市西京区 たこ焼き　ひゃくばんち サービス 飲食業 5%

149,497 京都府 京都市西京区 セブン－イレブン千代原口店 小売業 食料品 2%

149,498 京都府 京都市西京区 釣り具王　カスタム４５ 小売業 その他小売 5%

149,499 京都府 京都市西京区 ｄｉｃｈａ サービス 理容・美容業 5%

149,500 京都府 京都市西京区 てくのハウスＭＡＫＩＮＯ桂店 小売業 電化製品 5%

149,501 京都府 京都市西京区 手づくりケーキの店ミルク 小売業 食料品 5%

149,502 京都府 京都市西京区 ＤＯＵＺＥ サービス 理容・美容業 5%

149,503 京都府 京都市西京区 トヨタレンタリース京都桂店 サービス その他サービス 2%

149,504 京都府 京都市西京区 ドラッグひかり ラクセーヌ店 小売業 その他小売 5%

149,505 京都府 京都市西京区 ナニワ商会　桂店 小売業 その他小売 5%

149,506 京都府 京都市西京区 バイクスガレージ　モトパルコ 小売業 その他小売 5%

149,507 京都府 京都市西京区 バイク屋 小売業 その他小売 5%

149,508 京都府 京都市西京区 パソコンドック２４　京都　阪急桂駅前店 サービス その他サービス 5%

149,509 京都府 京都市西京区 ハードオフ京都桂店 小売業 電化製品 2%

149,510 京都府 京都市西京区 Ｈａｌｅｉｗａｃａｆｅ京都桂店 サービス 飲食業 5%

149,511 京都府 京都市西京区 ヒカリ電器 小売業 電化製品 5%

149,512 京都府 京都市西京区 ピザ・リトルパーティ　千代原口店 サービス 飲食業 5%

149,513 京都府 京都市西京区 ピッツェリア　イル　ピッコリーノ サービス 飲食業 5%

149,514 京都府 京都市西京区 人見電機株式会社　人見電機 小売業 電化製品 5%

149,515 京都府 京都市西京区 Ｐｉｔｏｒｏ サービス その他サービス 5%

149,516 京都府 京都市西京区 ピュアスポーツ　モリ サービス その他サービス 5%

149,517 京都府 京都市西京区 有限会社ファイルドルーム岩本 小売業 その他小売 5%

149,518 京都府 京都市西京区 ｆｅｌｉｍ　桂店 サービス 理容・美容業 5%

149,519 京都府 京都市西京区 ＦｕｊｉｉＴａｘｉ サービス 運輸業 5%

149,520 京都府 京都市西京区 ふたば書房　洛西店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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149,521 京都府 京都市西京区 ﾌﾞｯｸﾊﾟﾙ桂南店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

149,522 京都府 京都市西京区 ﾌﾞｯｸﾊﾟﾙ五条店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

149,523 京都府 京都市西京区 ヘアーオアシス　アクロポリス サービス 理容・美容業 5%

149,524 京都府 京都市西京区 ヘアーサロン　まるいわ サービス 理容・美容業 5%

149,525 京都府 京都市西京区 ホテル嵐山 サービス 宿泊業 5%

149,526 京都府 京都市西京区 ポプラ桂木ノ下町店 小売業 その他小売 2%

149,527 京都府 京都市西京区 ＭＹ　ＭＵＳＩＣ 小売業 その他小売 5%

149,528 京都府 京都市西京区 松川タクシー サービス 運輸業 5%

149,529 京都府 京都市西京区 松川タクシー サービス 運輸業 5%

149,530 京都府 京都市西京区 松本商会 松本商会 小売業 その他小売 5%

149,531 京都府 京都市西京区 Ｍａｒｒｙ’ｓ　桂 サービス 理容・美容業 5%

149,532 京都府 京都市西京区 みー 小売業 衣料品 5%

149,533 京都府 京都市西京区 宮川タクシー サービス 運輸業 5%

149,534 京都府 京都市西京区 都電気住設 小売業 電化製品 5%

149,535 京都府 京都市西京区 焼肉　あじめ サービス 飲食業 5%

149,536 京都府 京都市西京区 ＹＡＹＯＩ～ＢＲＡＩＮＳＧＲＡＮＤＥ サービス 理容・美容業 5%

149,537 京都府 京都市西京区 ＹＡＹＯＩ～ＢＲＡＩＮＳＳｅｅｍ サービス 理容・美容業 5%

149,538 京都府 京都市西京区 夢島タクシー サービス 運輸業 5%

149,539 京都府 京都市西京区 夢島タクシー サービス 運輸業 5%

149,540 京都府 京都市西京区 Ｌａｓａｉｓｏｎｂｅａｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

149,541 京都府 京都市西京区 リゾートサロンＲａｉ サービス その他サービス 5%

149,542 京都府 京都市西京区 隆兵そば サービス 飲食業 5%

149,543 京都府 京都市西京区 Ｌｉｌｉｕｍ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

149,544 京都府 京都市東山区 虹の事務所 サービス その他サービス 5%

149,545 京都府 京都市東山区 青柳 サービス 飲食業 5%

149,546 京都府 京都市東山区 甘多 サービス 飲食業 5%

149,547 京都府 京都市東山区 青衣あをごろも京都店 小売業 衣料品 5%

149,548 京都府 京都市東山区 ｉｅｒｉｂ 小売業 衣料品 5%

149,549 京都府 京都市東山区 石塀小路しぇりークラブ サービス 飲食業 5%

149,550 京都府 京都市東山区 壹錢洋食　壹錢洋食 サービス 飲食業 5%

149,551 京都府 京都市東山区 伊藤久右衛門　祇園店・茶房 小売業 食料品 5%

149,552 京都府 京都市東山区 イル　チプレッソ サービス 飲食業 5%

149,553 京都府 京都市東山区 ｉｎｔｈｅＳｏｕｐ サービス 飲食業 5%

149,554 京都府 京都市東山区 ＶＡＭＰ サービス 理容・美容業 5%

149,555 京都府 京都市東山区 有喜屋清水吉晴庵 サービス 飲食業 5%

149,556 京都府 京都市東山区 宇治茶専門店大谷園茶舗 小売業 食料品 5%

149,557 京都府 京都市東山区 うずら屋 サービス 飲食業 5%

149,558 京都府 京都市東山区 ＵＤＯＮ　ＭＡＩＮ サービス 飲食業 5%

149,559 京都府 京都市東山区 貸衣装・写真スタジオ　エ・マーサ サービス その他サービス 5%

149,560 京都府 京都市東山区 ＡｃｏｒｎＣｏｆｆｅｅＳｔａｎｄ サービス 飲食業 5%

149,561 京都府 京都市東山区 ｅｖｏ－ｓｅｅ 小売業 衣料品 5%

149,562 京都府 京都市東山区 エ・マーサ　今熊野店 サービス その他サービス 5%
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149,563 京都府 京都市東山区 エ・マーサ　東福寺店 サービス その他サービス 5%

149,564 京都府 京都市東山区 ｅｌｌａ 小売業 衣料品 5%

149,565 京都府 京都市東山区 太田金物店【一品逸品亭】 小売業 その他小売 5%

149,566 京都府 京都市東山区 大西化粧品店 小売業 その他小売 5%

149,567 京都府 京都市東山区 岡山製陶所 サービス その他サービス 5%

149,568 京都府 京都市東山区 奥田連峯堂 小売業 その他小売 5%

149,569 京都府 京都市東山区 おちゃのこさいさい産寧坂本店 小売業 食料品 5%

149,570 京都府 京都市東山区 音羽　京都東山店 サービス 飲食業 5%

149,571 京都府 京都市東山区 オルビータ　京都店 小売業 その他小売 5%

149,572 京都府 京都市東山区 温野菜三条鴨川店 サービス 飲食業 2%

149,573 京都府 京都市東山区 割烹あきしの　祇園店 サービス 飲食業 5%

149,574 京都府 京都市東山区 ＣＡＦＥＴＥＬ　京都三条 サービス 宿泊業 5%

149,575 京都府 京都市東山区 株式会社アサヒメディカル 小売業 その他小売 5%

149,576 京都府 京都市東山区 株式会社ジェイテック サービス その他サービス 5%

149,577 京都府 京都市東山区 株式会社仁科旗金具製作所 小売業 その他小売 5%

149,578 京都府 京都市東山区 株式会社緑歩園 Ｇｏｊｏ Ｃｏｆｆｅｅ Ｆａｃｔｏｒｙ サービス 飲食業 5%

149,579 京都府 京都市東山区 香穂 サービス 飲食業 5%

149,580 京都府 京都市東山区 釜座 サービス 飲食業 5%

149,581 京都府 京都市東山区 加茂禅 サービス その他サービス 5%

149,582 京都府 京都市東山区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋京阪七条店 サービス 飲食業 2%

149,583 京都府 京都市東山区 甘春堂　東店 小売業 食料品 5%

149,584 京都府 京都市東山区 甘春堂　本店 小売業 食料品 5%

149,585 京都府 京都市東山区 祇園　穂の華 小売業 食料品 5%

149,586 京都府 京都市東山区 ぎをん蘆田 サービス 飲食業 5%

149,587 京都府 京都市東山区 祇園米料亭 ハチダイメギヘエ サービス 飲食業 5%

149,588 京都府 京都市東山区 祇園東山つじ華 サービス 飲食業 5%

149,589 京都府 京都市東山区 祇園藤村屋 小売業 食料品 5%

149,590 京都府 京都市東山区 きっさこ和束 サービス 飲食業 5%

149,591 京都府 京都市東山区 きのゑ旅館 サービス 宿泊業 5%

149,592 京都府 京都市東山区 キモノアートワークショップ鏡屋 サービス その他サービス 5%

149,593 京都府 京都市東山区 ギャラリー　たなか 小売業 その他小売 5%

149,594 京都府 京都市東山区 ＣＡＮＤＹ　ＳＨＯＷ　ＴＩＭＥ京都祇園店 小売業 食料品 5%

149,595 京都府 京都市東山区 京アンスイン（Ｋｙｏ－ＡｎｔｈｕＩｎｎ） サービス その他サービス 5%

149,596 京都府 京都市東山区 京居酒屋　Ｓｈｅｒｒｙ　京居酒屋ｓｈｅｒｒｙ サービス 飲食業 5%

149,597 京都府 京都市東山区 京小宿　八坂ゆとね サービス 宿泊業 5%

149,598 京都府 京都市東山区 京小宿古川みやび サービス その他サービス 5%

149,599 京都府 京都市東山区 ＧＹＯＺＡ８ サービス その他サービス 5%

149,600 京都府 京都市東山区 京都インギオン サービス 宿泊業 5%

149,601 京都府 京都市東山区 京都インギオン　京都インギオン　１号館 サービス 宿泊業 5%

149,602 京都府 京都市東山区 京都インギオン 京都インギオン ２号館 サービス 宿泊業 5%

149,603 京都府 京都市東山区 京都インギオン　２号館 サービス 宿泊業 5%

149,604 京都府 京都市東山区 京都勝牛祇園八坂 サービス 飲食業 5%
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149,605 京都府 京都市東山区 京都勝牛清水五条坂 サービス 飲食業 5%

149,606 京都府 京都市東山区 京都祇園　着な晴れ サービス その他サービス 5%

149,607 京都府 京都市東山区 セブンーイレブン京都祇園北店 小売業 食料品 2%

149,608 京都府 京都市東山区 京都ゲストハウスらんたん祇園 サービス 宿泊業 5%

149,609 京都府 京都市東山区 セブン－イレブン京都地下鉄三条京阪駅店 小売業 食料品 2%

149,610 京都府 京都市東山区 京都東山ウィズ サービス その他サービス 5%

149,611 京都府 京都市東山区 セブン－イレブン京都東山団栗橋前店 小売業 食料品 2%

149,612 京都府 京都市東山区 セブン－イレブン京都東山安井店 小売業 食料品 2%

149,613 京都府 京都市東山区 京のおばんざい祇園藤村屋　京のおばんざい祇園藤村屋 小売業 食料品 5%

149,614 京都府 京都市東山区 京のごまや　祇園むら田 小売業 食料品 5%

149,615 京都府 京都市東山区 京名物いもぼう平野家本家 サービス 飲食業 5%

149,616 京都府 京都市東山区 京家　きよみず　祇をん新橋 サービス 飲食業 5%

149,617 京都府 京都市東山区 京野菜　×　イタリアン　ｄａｔｔｅｎ　（ダッテン） サービス 飲食業 5%

149,618 京都府 京都市東山区 京八坂プリン 小売業 食料品 5%

149,619 京都府 京都市東山区 ＫＹＯＭＡＣＨＩＹＡ－ＳＵＩＴＥＲＩＫＹＵ サービス その他サービス 5%

149,620 京都府 京都市東山区 清水庵 サービス 宿泊業 5%

149,621 京都府 京都市東山区 季楽　京都　本町 サービス 宿泊業 5%

149,622 京都府 京都市東山区 祇をん　段ばた サービス 飲食業 5%

149,623 京都府 京都市東山区 ぎをん桃庭 サービス 飲食業 5%

149,624 京都府 京都市東山区 ぎをん福志 サービス 飲食業 5%

149,625 京都府 京都市東山区 きんとと家 小売業 その他小売 5%

149,626 京都府 京都市東山区 ＫＵＫＡＩ サービス 飲食業 5%

149,627 京都府 京都市東山区 Ｃｌｅａｒ　ｈｅａｄ サービス その他サービス 5%

149,628 京都府 京都市東山区 ゲストハウス沖のまちやど サービス その他サービス 5%

149,629 京都府 京都市東山区 Ｇｕｅｓｔ　ｈｏｕｓｅ　ＢＳＬ サービス 宿泊業 5%

149,630 京都府 京都市東山区 ゲストハウス東山 サービス その他サービス 5%

149,631 京都府 京都市東山区 ゲストハウス楽座 サービス その他サービス 5%

149,632 京都府 京都市東山区 源栄堂 小売業 その他小売 5%

149,633 京都府 京都市東山区 京都ケントス サービス 飲食業 5%

149,634 京都府 京都市東山区 ＣＡＭＰＴＯＮ株式会社 サービス その他サービス 5%

149,635 京都府 京都市東山区 昂ＫＹＯＴＯ 小売業 その他小売 5%

149,636 京都府 京都市東山区 ここどす サービス 飲食業 5%

149,637 京都府 京都市東山区 古美術堂上 小売業 その他小売 5%

149,638 京都府 京都市東山区 阪本商店 小売業 食料品 5%

149,639 京都府 京都市東山区 酒のソクハイ祗園中末吉町店 小売業 その他小売 5%

149,640 京都府 京都市東山区 酒のソクハイ祗園縄手通店 小売業 その他小売 5%

149,641 京都府 京都市東山区 ザ ビー京都三条 ザ ビー京都三条 サービス 宿泊業 5%

149,642 京都府 京都市東山区 Ｓａｌｏｎ Ｃｈｅｒｉｅ サービス その他サービス 5%

149,643 京都府 京都市東山区 Ｊａｂｂｅｒｗｏｃｋｇａｌｌｅｒｙ サービス その他サービス 5%

149,644 京都府 京都市東山区 ジュエリー・ナラフジ 小売業 衣料品 5%

149,645 京都府 京都市東山区 松韻堂 小売業 家具・調度品 5%

149,646 京都府 京都市東山区 笑座　笑座 サービス 飲食業 5%
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149,647 京都府 京都市東山区 ＪＹＯＧＩ　ＪＹＯＣＯ サービス 理容・美容業 5%

149,648 京都府 京都市東山区 真燎庵　ＭＹＲＡｋｙｏｔｏ高台寺 小売業 食料品 5%

149,649 京都府 京都市東山区 寿司　炭火焼　わさび サービス 飲食業 5%

149,650 京都府 京都市東山区 鮨処音羽　京都祇園店 サービス 飲食業 5%

149,651 京都府 京都市東山区 ステップ今熊 小売業 食料品 5%

149,652 京都府 京都市東山区 炭焼　みや沢 サービス 飲食業 5%

149,653 京都府 京都市東山区 生活彩家京都クラフトマートウェスティン都ホテル京都店 小売業 その他小売 2%

149,654 京都府 京都市東山区 晴鴨楼 サービス 宿泊業 5%

149,655 京都府 京都市東山区 清修庵　清水店 サービス 飲食業 5%

149,656 京都府 京都市東山区 西洋厨房いとう サービス 飲食業 5%

149,657 京都府 京都市東山区 千社札きよら サービス その他サービス 5%

149,658 京都府 京都市東山区 染匠きたむら サービス その他サービス 5%

149,659 京都府 京都市東山区 そば打ち体験　きよみず亭 サービス その他サービス 5%

149,660 京都府 京都市東山区 蘇嶐窯 小売業 その他小売 5%

149,661 京都府 京都市東山区 ダイコクドラッグ祇園四条店 小売業 その他小売 5%

149,662 京都府 京都市東山区 ダイコクドラッグ清水店 小売業 その他小売 5%

149,663 京都府 京都市東山区 ダイコクドラッグ京阪五条駅前店 小売業 その他小売 5%

149,664 京都府 京都市東山区 ダイニングまーさん堂 サービス 飲食業 5%

149,665 京都府 京都市東山区 篁 小売業 その他小売 5%

149,666 京都府 京都市東山区 丹電機工業所 小売業 電化製品 5%

149,667 京都府 京都市東山区 ｃｙａｙａ　ｍａｄｏｎｎａ サービス 飲食業 5%

149,668 京都府 京都市東山区 ＧａｓｔｒｏｍｅｓｏｎＣＨＵＬＥＴＡ サービス 飲食業 5%

149,669 京都府 京都市東山区 土山電機商会 小売業 電化製品 5%

149,670 京都府 京都市東山区 津乃吉 小売業 食料品 5%

149,671 京都府 京都市東山区 ＤＴＥＥＬディティール サービス 理容・美容業 5%

149,672 京都府 京都市東山区 鉄板ＢＩＳＴＲＯ Ｌａｕｒｈ 鉄板ビストロ ラフ サービス 飲食業 5%

149,673 京都府 京都市東山区 ＴＥＲＲＡＣＥ　ＫＩＹＯＭＩＺＵ　ＫＹＯＴＯ サービス 宿泊業 5%

149,674 京都府 京都市東山区 天亀 小売業 その他小売 5%

149,675 京都府 京都市東山区 電化ランド　トダ 小売業 電化製品 5%

149,676 京都府 京都市東山区 土井志ば漬本舗 祇園店 小売業 食料品 5%

149,677 京都府 京都市東山区 土井志ば漬本舗 清水店 小売業 食料品 5%

149,678 京都府 京都市東山区 株式会社陶泉窯 サービス その他サービス 5%

149,679 京都府 京都市東山区 東福寺町家ｉｎｎ桜と月 サービス 宿泊業 5%

149,680 京都府 京都市東山区 東福寺町屋ｉｎｎ桜と月 東福寺町家ｉｎｎ桜と月 サービス 宿泊業 5%

149,681 京都府 京都市東山区 都らいぶＫＯＵＭＹＯＵ 小売業 電化製品 5%

149,682 京都府 京都市東山区 鳥新 サービス 飲食業 5%

149,683 京都府 京都市東山区 なかにしや京扇 小売業 衣料品 5%

149,684 京都府 京都市東山区 ナナズグリーンティー京都祇園店 サービス 飲食業 5%

149,685 京都府 京都市東山区 肉の道 サービス 飲食業 5%

149,686 京都府 京都市東山区 肉バル   ワイン 祇園くらがりまさ サービス 飲食業 5%

149,687 京都府 京都市東山区 西中無線サービス 小売業 電化製品 5%

149,688 京都府 京都市東山区 ＮｉｔｔａＢａｋｅｒｙ 小売業 食料品 5%
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149,689 京都府 京都市東山区 ＮＩＮＪＡ　ＶＲ　ＫＹＯＴＯ サービス その他サービス 5%

149,690 京都府 京都市東山区 ＢＡＲ　ＫＵＧＥＬ サービス 飲食業 5%

149,691 京都府 京都市東山区 ＢＡＲ　ＧＲＡＣＥ サービス 飲食業 5%

149,692 京都府 京都市東山区 ＢＡＲ　Ｓｈｅｒｒｙ　ＢＡＲ　ｓｈｅｒｒｙ サービス 飲食業 5%

149,693 京都府 京都市東山区 梅花堂 小売業 その他小売 5%

149,694 京都府 京都市東山区 長谷川米穀店　本店 小売業 食料品 5%

149,695 京都府 京都市東山区 畑中 サービス その他サービス 5%

149,696 京都府 京都市東山区 ｂｕｄｄｙ　京都店 小売業 その他小売 5%

149,697 京都府 京都市東山区 Ｐｕｎｋ　ａ　ｖａｐｏｒｅ サービス 飲食業 5%

149,698 京都府 京都市東山区 ぴーすはうす桜 サービス 宿泊業 5%

149,699 京都府 京都市東山区 セブン－イレブン東山五条店 小売業 食料品 2%

149,700 京都府 京都市東山区 東山パイン サービス 飲食業 5%

149,701 京都府 京都市東山区 京趣味菱岩 サービス 飲食業 5%

149,702 京都府 京都市東山区 ｂｉｓ２７ サービス 理容・美容業 5%

149,703 京都府 京都市東山区 美築八坂 サービス その他サービス 5%

149,704 京都府 京都市東山区 日根タクシー サービス 運輸業 5%

149,705 京都府 京都市東山区 ＦＵＫＵＤＡタクシー サービス 運輸業 5%

149,706 京都府 京都市東山区 ＢＯＯＫＡＮＤＢＥＤＴＯＫＹＯ京都 サービス 宿泊業 5%

149,707 京都府 京都市東山区 プラスショコラ サービス 飲食業 5%

149,708 京都府 京都市東山区 プランドール　まつ毛エクステ　ネイル専門サロン　ＰＲＥＮＤＲＥ　京都祇園四条店 サービス 理容・美容業 5%

149,709 京都府 京都市東山区 プリンセスライン株式会社 サービス 運輸業 5%

149,710 京都府 京都市東山区 ぶんぞう　祇園店 サービス 飲食業 5%

149,711 京都府 京都市東山区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｄｒｅｓｓ サービス 理容・美容業 5%

149,712 京都府 京都市東山区 ヘアーサロンかわき サービス 理容・美容業 5%

149,713 京都府 京都市東山区 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｒｏｌａ サービス 理容・美容業 5%

149,714 京都府 京都市東山区 豊仙窯 サービス その他サービス 5%

149,715 京都府 京都市東山区 ほぐしとアロマ　ゆるふわり　ほぐしとアロマ　ゆるふわり サービス その他サービス 5%

149,716 京都府 京都市東山区 北極星祇園店 サービス 飲食業 5%

149,717 京都府 京都市東山区 ホテルささりんどう サービス 宿泊業 5%

149,718 京都府 京都市東山区 ＰＯＮＴＥ サービス その他サービス 5%

149,719 京都府 京都市東山区 前謙　株式会社 小売業 その他小売 5%

149,720 京都府 京都市東山区 Ｍａｄａｍｅ　Ｄｅｌｌｕｃ　Ｍａｄａｍｅ　Ｄｅｌｌｕｃ　京都祇園店 小売業 食料品 5%

149,721 京都府 京都市東山区 まつひろ商店 まつひろ商店 三条店 小売業 その他小売 5%

149,722 京都府 京都市東山区 マールブランシュ加加阿３６５祇園店 サービス 飲食業 5%

149,723 京都府 京都市東山区 マールブランシュ清水坂店 サービス 飲食業 5%

149,724 京都府 京都市東山区 万治カフェ サービス その他サービス 5%

149,725 京都府 京都市東山区 三ツ星商会 サービス その他サービス 5%

149,726 京都府 京都市東山区 Ｍｉｊａｓ　Ｐｉｔｔｏｏ　本店 小売業 その他小売 5%

149,727 京都府 京都市東山区 宮川町?久屋 サービス 飲食業 5%

149,728 京都府 京都市東山区 宮川町弘庵 サービス 飲食業 5%

149,729 京都府 京都市東山区 ｍｕｓｕｂｉ?ｃａｆｅ　祇園鴨川店 サービス 飲食業 5%

149,730 京都府 京都市東山区 ＭＯ－ＪＩ サービス 飲食業 5%
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149,731 京都府 京都市東山区 森川たばこ店 小売業 その他小売 5%

149,732 京都府 京都市東山区 焼肉懐石　祇をん　清華園 サービス 飲食業 5%

149,733 京都府 京都市東山区 八坂通り燕楽 サービス 飲食業 5%

149,734 京都府 京都市東山区 株式会社京都山中商会 サービス 飲食業 5%

149,735 京都府 京都市東山区 有限会社斉藤呉服店催事 小売業 その他小売 5%

149,736 京都府 京都市東山区 ゆば・とうふ　きよみず亭 サービス 飲食業 5%

149,737 京都府 京都市東山区 よしむら清水庵 サービス 飲食業 5%

149,738 京都府 京都市東山区 萬’燕楽 サービス 飲食業 5%

149,739 京都府 京都市東山区 洛趣舎 小売業 その他小売 5%

149,740 京都府 京都市東山区 洛趣舎なかにし サービス その他サービス 5%

149,741 京都府 京都市東山区 リオ美容室 サービス 理容・美容業 5%

149,742 京都府 京都市東山区 リトル　ドラゴン 小売業 食料品 5%

149,743 京都府 京都市東山区 旅寛ＨＯＳＴＥＬ祇園 サービス 宿泊業 5%

149,744 京都府 京都市東山区 旅寛ＨＯＳＴＥＬ祇園 サービス 宿泊業 5%

149,745 京都府 京都市東山区 旅館やまと サービス 宿泊業 5%

149,746 京都府 京都市東山区 ＬＥ　ＳＩＬＬＡＧＥ 小売業 その他小売 5%

149,747 京都府 京都市東山区 レンタル着物 伊豆 レンタルきもの 伊豆 サービス その他サービス 5%

149,748 京都府 京都市東山区 炉端 魚鍋 一鱗 サービス 飲食業 5%

149,749 京都府 京都市東山区 ワインハウスピカソ 小売業 食料品 5%

149,750 京都府 京都市東山区 和小物一寿 小売業 衣料品 5%

149,751 京都府 京都市東山区 轍 サービス 飲食業 5%

149,752 京都府 京都市東山区 再生広場あん＊ふぁん 小売業 衣料品 5%

149,753 京都府 京都市東山区 侘家古歴堂祇園花見小路本店 サービス 飲食業 5%

149,754 京都府 京都市伏見区 相原タクシー サービス 運輸業 5%

149,755 京都府 京都市伏見区 味処さこん サービス 飲食業 5%

149,756 京都府 京都市伏見区 ＡＮＥＭＯＮＥ　Ｈａｐｐｙ　ｈａｉｒ　Ｌｉｆｅ　ＡＮＥＭＯＮＥ　ＨａｐｐｙｈａｉｒＬｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

149,757 京都府 京都市伏見区 アプローチ　京都店 小売業 その他小売 5%

149,758 京都府 京都市伏見区 嵐湯 嵐湯 伏見稲荷 サービス その他サービス 5%

149,759 京都府 京都市伏見区 嵐湯　伏見稲荷店 サービス その他サービス 5%

149,760 京都府 京都市伏見区 ａｌｏｈａｈｅａｌｉｎｇＭａｋａｎｏｅ サービス 理容・美容業 5%

149,761 京都府 京都市伏見区 ａｎｐｅｉｊｉ サービス 飲食業 5%

149,762 京都府 京都市伏見区 庵原清寿堂 サービス その他サービス 5%

149,763 京都府 京都市伏見区 石黒産業 小売業 その他小売 5%

149,764 京都府 京都市伏見区 壱番屋京都赤池店 サービス 飲食業 2%

149,765 京都府 京都市伏見区 壱番屋新堀川店 サービス 飲食業 2%

149,766 京都府 京都市伏見区 壱番屋伏見区横大路店 サービス 飲食業 2%

149,767 京都府 京都市伏見区 壱番屋伏見醍醐店 サービス 飲食業 2%

149,768 京都府 京都市伏見区 いっぱく サービス その他サービス 5%

149,769 京都府 京都市伏見区 出光鳥羽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

149,770 京都府 京都市伏見区 出光深草ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

149,771 京都府 京都市伏見区 出光伏見堀川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

149,772 京都府 京都市伏見区 今井タクシー サービス 運輸業 5%
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149,773 京都府 京都市伏見区 ｖｉｖｒｅ 小売業 衣料品 5%

149,774 京都府 京都市伏見区 ヴィカ サービス 理容・美容業 5%

149,775 京都府 京都市伏見区 上杉でんき 小売業 電化製品 5%

149,776 京都府 京都市伏見区 内田電機商会 小売業 電化製品 5%

149,777 京都府 京都市伏見区 ｓｓｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

149,778 京都府 京都市伏見区 榎本ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

149,779 京都府 京都市伏見区 ＦＰまさだ ＦＰまさだ サービス その他サービス 5%

149,780 京都府 京都市伏見区 Ｆｒｅｅ＋ＰＥＳＣＯＰＥＳＣＡ サービス 理容・美容業 5%

149,781 京都府 京都市伏見区 エムロード稲荷店 サービス 理容・美容業 5%

149,782 京都府 京都市伏見区 エムロード深草店 サービス 理容・美容業 5%

149,783 京都府 京都市伏見区 おうどんや饂の神 サービス 飲食業 5%

149,784 京都府 京都市伏見区 大垣書店 醍醐店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

149,785 京都府 京都市伏見区 大垣書店 伏見店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

149,786 京都府 京都市伏見区 宇治茶の大谷茶園 サービス その他サービス 5%

149,787 京都府 京都市伏見区 小川光章 サービス その他サービス 5%

149,788 京都府 京都市伏見区 オギデンキ 小売業 電化製品 5%

149,789 京都府 京都市伏見区 おくでん サービス 飲食業 5%

149,790 京都府 京都市伏見区 お好み焼はここやねん サービス 飲食業 5%

149,791 京都府 京都市伏見区 おこのみ焼　与作 サービス 飲食業 5%

149,792 京都府 京都市伏見区 ＯＸ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　深草 サービス 理容・美容業 5%

149,793 京都府 京都市伏見区 ＯＸ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　桃山 サービス 理容・美容業 5%

149,794 京都府 京都市伏見区 小野デンキ 小売業 電化製品 5%

149,795 京都府 京都市伏見区 株式会社ＫａｅｄｅＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

149,796 京都府 京都市伏見区 ｃｕｔｉｎｎＴ．ｏａｓｅ サービス 理容・美容業 5%

149,797 京都府 京都市伏見区 加藤元 サービス その他サービス 5%

149,798 京都府 京都市伏見区 加納屋北岸京都駅ビル店 サービス 飲食業 5%

149,799 京都府 京都市伏見区 可乃古 サービス 飲食業 5%

149,800 京都府 京都市伏見区 株式会社ウェルビー京都 小売業 その他小売 5%

149,801 京都府 京都市伏見区 株式会社ＮＤＰ サービス その他サービス 5%

149,802 京都府 京都市伏見区 株式会社エペア　京都ボルダリングパークロシェ桃山 サービス その他サービス 5%

149,803 京都府 京都市伏見区 株式会社カスノモーターサイクルアエラ事業部 小売業 その他小売 5%

149,804 京都府 京都市伏見区 株式会社ツーソン ＳＢＳ京橋ツーソン 小売業 その他小売 5%

149,805 京都府 京都市伏見区 株式会社刃物屋トギノン　株式会社刃物屋トギノン　京都営業所 小売業 その他小売 5%

149,806 京都府 京都市伏見区 株式会社ミツバチホームズ サービス その他サービス 5%

149,807 京都府 京都市伏見区 カラット 醍醐店 小売業 その他小売 5%

149,808 京都府 京都市伏見区 カラット モモテラス店 小売業 その他小売 5%

149,809 京都府 京都市伏見区 Ｇａｒａｇｅ　Ｃｈｏｉｃｅ　Ｇａｒａｇｅ　Ｃｈｏｉｃｅ サービス その他サービス 5%

149,810 京都府 京都市伏見区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋近鉄上鳥羽口店 サービス 飲食業 2%

149,811 京都府 京都市伏見区 牛角京都Ｒ１下鳥羽店 サービス 飲食業 2%

149,812 京都府 京都市伏見区 京笑縁株式会社 サービス 飲食業 5%

149,813 京都府 京都市伏見区 京都勝牛伏見稲荷 サービス 飲食業 5%

149,814 京都府 京都市伏見区 ｋｙｏｔｏ＿ｋｊｍＢＡＧ 小売業 衣料品 5%
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149,815 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン京都競馬場前店 小売業 食料品 2%

149,816 京都府 京都市伏見区 京都ゲストハウスたい サービス 宿泊業 5%

149,817 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン京都久我森の宮町店 小売業 食料品 2%

149,818 京都府 京都市伏見区 京都ジュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

149,819 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン京都蘇生会総合病院店 小売業 食料品 2%

149,820 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン京都竹田中内畑町店 小売業 食料品 2%

149,821 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン京都竹田西内畑町店 小売業 食料品 2%

149,822 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン京都丹波橋駅西店 小売業 食料品 2%

149,823 京都府 京都市伏見区 京都月うさぎ サービス 宿泊業 5%

149,824 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン京都西大手筋店 小売業 食料品 2%

149,825 京都府 京都市伏見区 セブンーイレブン京都向島ニユータウン店 小売業 食料品 2%

149,826 京都府 京都市伏見区 京町家ステイ和華伏見稲荷邸 サービス その他サービス 5%

149,827 京都府 京都市伏見区 京みやびタクシー サービス 運輸業 5%

149,828 京都府 京都市伏見区 業務スーパー下鳥羽店 小売業 食料品 2%

149,829 京都府 京都市伏見区 業務スーパー深草店 小売業 食料品 2%

149,830 京都府 京都市伏見区 業務スーパー伏見店 小売業 食料品 2%

149,831 京都府 京都市伏見区 銀の卵　伏見桃山駅前店 サービス 飲食業 5%

149,832 京都府 京都市伏見区 ぐっすり家伏見稲荷 サービス その他サービス 5%

149,833 京都府 京都市伏見区 クボタ電器 小売業 電化製品 5%

149,834 京都府 京都市伏見区 くらしハウス伏見住吉店 小売業 その他小売 2%

149,835 京都府 京都市伏見区 ＫＣＳ 小売業 その他小売 5%

149,836 京都府 京都市伏見区 ゲームバー京都 サービス 飲食業 5%

149,837 京都府 京都市伏見区 ＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅ　ＳｐｉｃｙＨｅａｒｔ　Ｓｐｉｃｙ　Ｈｅａｒｔ サービス 宿泊業 5%

149,838 京都府 京都市伏見区 Ｇｕｅｓｔ　ｈｏｕｓｅ　ＬＯＣＯＫＯＫＯＲＯ サービス 宿泊業 5%

149,839 京都府 京都市伏見区 高速タクシー株式会社　６０１ サービス 運輸業 5%

149,840 京都府 京都市伏見区 河野タクシー サービス 運輸業 5%

149,841 京都府 京都市伏見区 小顔矯正サロンオプティハウス サービス 理容・美容業 5%

149,842 京都府 京都市伏見区 小顔矯正サロン オプティハウス 小顔矯正サロン オプティハウス サービス 理容・美容業 5%

149,843 京都府 京都市伏見区 個人タカシー サービス その他サービス 5%

149,844 京都府 京都市伏見区 個人むらいタクシー サービス その他サービス 5%

149,845 京都府 京都市伏見区 コミックショック　　新堀川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

149,846 京都府 京都市伏見区 ＫＯＮ Ｓ ＣＹＣＬＥ ＭＯＭＯテラス 小売業 その他小売 5%

149,847 京都府 京都市伏見区 Ｔｈｅ　Ｐｒｅｍｉｕｍ　ＢａｒＢｅｒ　Ｄａｍｐｆｅｒ サービス 理容・美容業 5%

149,848 京都府 京都市伏見区 サイクルどりーむ　伏見店 小売業 その他小売 5%

149,849 京都府 京都市伏見区 サイクルプロショップリコ伏見桃山店 小売業 その他小売 5%

149,850 京都府 京都市伏見区 サイクルベースあさひ伏見醍醐店 小売業 その他小売 2%

149,851 京都府 京都市伏見区 さくらさく 小売業 その他小売 5%

149,852 京都府 京都市伏見区 株式会社フロンティア 小売業 その他小売 5%

149,853 京都府 京都市伏見区 酒の器Ｔｏｙｏｄａ サービス その他サービス 5%

149,854 京都府 京都市伏見区 サロンリッチ サービス 理容・美容業 5%

149,855 京都府 京都市伏見区 三徳亭 サービス 飲食業 5%

149,856 京都府 京都市伏見区 三之峰岡本店 小売業 その他小売 5%
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149,857 京都府 京都市伏見区 サンマルク　京都伏見店 サービス 飲食業 5%

149,858 京都府 京都市伏見区 ＳｉＳｉｍｕｏａ　ＯＡＳＩＳ サービス 理容・美容業 5%

149,859 京都府 京都市伏見区 奥村商店（七味唐がらし本舗おくむら） サービス その他サービス 5%

149,860 京都府 京都市伏見区 じねんと食堂 じねんと食堂 サービス 飲食業 5%

149,861 京都府 京都市伏見区 シマコーポレーション京都伏見店 小売業 その他小売 5%

149,862 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン下鳥羽公園店 小売業 食料品 2%

149,863 京都府 京都市伏見区 Ｊａｍｂｏｒｅｅ 小売業 衣料品 5%

149,864 京都府 京都市伏見区 手芸センタードリームイズミヤ六地蔵店 小売業 その他小売 5%

149,865 京都府 京都市伏見区 松鶴園茶舗 小売業 食料品 5%

149,866 京都府 京都市伏見区 杉村タクシー サービス 運輸業 5%

149,867 京都府 京都市伏見区 スタジオラグ伏見店 サービス その他サービス 5%

149,868 京都府 京都市伏見区 ステイ　イン　狐都 サービス 宿泊業 5%

149,869 京都府 京都市伏見区 ｓｔｅｌｌａ　久我店 サービス 理容・美容業 5%

149,870 京都府 京都市伏見区 ＳｐｉｃｙＨｅａｒｔ サービス 飲食業 5%

149,871 京都府 京都市伏見区 ＳｐｉｃｙＨｅａｒｔ　ＳｐｉｃｙＨｅａｒｔ 小売業 食料品 5%

149,872 京都府 京都市伏見区 スマートコスメ有限会社　京都美顔 小売業 その他小売 5%

149,873 京都府 京都市伏見区 炭火和牛　いっ心 サービス 飲食業 5%

149,874 京都府 京都市伏見区 スリーエム　京都南 小売業 衣料品 5%

149,875 京都府 京都市伏見区 生活和雑貨　京佑 小売業 その他小売 5%

149,876 京都府 京都市伏見区 善京都アパートメントホテル サービス その他サービス 5%

149,877 京都府 京都市伏見区 創作ｄｉｎｉｎｇ　楽　ＧＡＫＵ サービス 飲食業 5%

149,878 京都府 京都市伏見区 ＳＯＨＯ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

149,879 京都府 京都市伏見区 ＳＯＨＯ　Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

149,880 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン外環横大路店 小売業 食料品 2%

149,881 京都府 京都市伏見区 ＴａｉｋｅｎＤｏ体験堂 サービス その他サービス 5%

149,882 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン醍醐大構町店 小売業 食料品 2%

149,883 京都府 京都市伏見区 ダイコクドラッグ稲荷店 小売業 その他小売 5%

149,884 京都府 京都市伏見区 ダイコク伏見店 小売業 その他小売 5%

149,885 京都府 京都市伏見区 京都大漁丼家 サービス 飲食業 5%

149,886 京都府 京都市伏見区 武原タクシー サービス 運輸業 5%

149,887 京都府 京都市伏見区 たこ焼処　ＨＡＮＮＡＲＩ?はんなり? サービス 飲食業 5%

149,888 京都府 京都市伏見区 田中タクシー サービス 運輸業 5%

149,889 京都府 京都市伏見区 谷川タクシー サービス 運輸業 5%

149,890 京都府 京都市伏見区 たまゆら伏見中島店 小売業 衣料品 5%

149,891 京都府 京都市伏見区 チャイニーズ　きんちゃん サービス 飲食業 5%

149,892 京都府 京都市伏見区 津田電機 小売業 電化製品 5%

149,893 京都府 京都市伏見区 土山電機　醍醐店 小売業 電化製品 5%

149,894 京都府 京都市伏見区 手打ち蕎麦いまふく サービス 飲食業 5%

149,895 京都府 京都市伏見区 鉄板居酒屋　もんじろう サービス 飲食業 5%

149,896 京都府 京都市伏見区 照屋タクシー サービス 運輸業 5%

149,897 京都府 京都市伏見区 デントリペアＹ２ サービス その他サービス 5%

149,898 京都府 京都市伏見区 藤堂タクシー サービス 運輸業 5%
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149,899 京都府 京都市伏見区 得得下鳥羽店 サービス 飲食業 2%

149,900 京都府 京都市伏見区 ＤＯＧサロン ＷＡＮＣＯＣＯＲＯ サービス 理容・美容業 5%

149,901 京都府 京都市伏見区 とよしまでんき 小売業 電化製品 5%

149,902 京都府 京都市伏見区 トヨタレンタリース京都醍醐店 サービス その他サービス 2%

149,903 京都府 京都市伏見区 トヨタレンタリース京都伏見竹田店 サービス その他サービス 2%

149,904 京都府 京都市伏見区 都らいぶハラダ 小売業 電化製品 5%

149,905 京都府 京都市伏見区 ｔｒｉｃｏｔ 小売業 衣料品 5%

149,906 京都府 京都市伏見区 中井タクシー サービス 運輸業 5%

149,907 京都府 京都市伏見区 中川個人タクシー サービス 運輸業 5%

149,908 京都府 京都市伏見区 ナカヨシ書店 ナカヨシ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

149,909 京都府 京都市伏見区 流れ鮨　三代目　おとわ サービス 飲食業 5%

149,910 京都府 京都市伏見区 ニコニコふれんずデンキ 小売業 電化製品 5%

149,911 京都府 京都市伏見区 ニコニコふれんずデンキ 小売業 電化製品 5%

149,912 京都府 京都市伏見区 ＮＩＳＨＩＤＡ　街の化粧品屋さん　ＮＩＳＨＩＤＡ　街の化粧品屋さん 小売業 その他小売 5%

149,913 京都府 京都市伏見区 西村建築板金 サービス その他サービス 5%

149,914 京都府 京都市伏見区 ネイルサロンルキア サービス その他サービス 5%

149,915 京都府 京都市伏見区 Ｓｏｌｖｅｉｇ＇ｓＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

149,916 京都府 京都市伏見区 ＮＯＧＵＣＨＩＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

149,917 京都府 京都市伏見区 ノグチタクシー サービス 運輸業 5%

149,918 京都府 京都市伏見区 能勢電機 小売業 電化製品 5%

149,919 京都府 京都市伏見区 ｂａｒ　α　アルファ サービス 飲食業 5%

149,920 京都府 京都市伏見区 パイプバスターズ サービス その他サービス 5%

149,921 京都府 京都市伏見区 パケット新堀川店 小売業 食料品 5%

149,922 京都府 京都市伏見区 橋本タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

149,923 京都府 京都市伏見区 パティスリーＤｉａ サービス 飲食業 5%

149,924 京都府 京都市伏見区 ｂａｍｂｏｏＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

149,925 京都府 京都市伏見区 ＢＭＯ京都伏見店 小売業 衣料品 5%

149,926 京都府 京都市伏見区 ＰｅａｃｈＦａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

149,927 京都府 京都市伏見区 ビクラムヨガ京都伏見 サービス その他サービス 5%

149,928 京都府 京都市伏見区 ひごペット　京都店 小売業 その他小売 5%

149,929 京都府 京都市伏見区 ピザ・リトルパーティ　醍醐店 サービス 飲食業 5%

149,930 京都府 京都市伏見区 ビジネスサービス京都南店 サービス その他サービス 5%

149,931 京都府 京都市伏見区 ビビホーム川上　伏見店 小売業 家具・調度品 5%

149,932 京都府 京都市伏見区 ピュアモード　レーヴ サービス 理容・美容業 5%

149,933 京都府 京都市伏見区 美容室美姫 サービス 理容・美容業 5%

149,934 京都府 京都市伏見区 美容室ＰＵＲＥ ＭＯＤＥ ｋａｙｏ サービス 理容・美容業 5%

149,935 京都府 京都市伏見区 ビヨーカン 小売業 その他小売 5%

149,936 京都府 京都市伏見区 平山時宝堂 小売業 その他小売 5%

149,937 京都府 京都市伏見区 広野商店 小売業 食料品 5%

149,938 京都府 京都市伏見区 ファーストオート 京都支店 小売業 その他小売 5%

149,939 京都府 京都市伏見区 ｈｕａｌｉ 小売業 その他小売 5%

149,940 京都府 京都市伏見区 フカイデンキオグリス店 小売業 電化製品 5%
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149,941 京都府 京都市伏見区 フカイデンキ　醍醐店 小売業 電化製品 5%

149,942 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン深草大亀谷店 小売業 食料品 2%

149,943 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン深草直違橋店 小売業 食料品 2%

149,944 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン深草西浦５丁目店 小売業 食料品 2%

149,945 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン深草西浦８丁目店 小売業 食料品 2%

149,946 京都府 京都市伏見区 新生タクシー藤岡 サービス 運輸業 2%

149,947 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン伏見石田大山店 小売業 食料品 2%

149,948 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン伏見稲荷榎木橋店 小売業 食料品 2%

149,949 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン伏見大手筋店 小売業 食料品 2%

149,950 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン伏見勧進橋店 小売業 食料品 2%

149,951 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン伏見下鳥羽但馬町店 小売業 食料品 2%

149,952 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン伏見城南宮店 小売業 食料品 2%

149,953 京都府 京都市伏見区 フシミ書房　フシミ書房 小売業 その他小売 5%

149,954 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン伏見新町４丁目店 小売業 食料品 2%

149,955 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン伏見深草墨染町店 小売業 食料品 2%

149,956 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン伏見深草藤森店 小売業 食料品 2%

149,957 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン伏見棒鼻店 小売業 食料品 2%

149,958 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン伏見向島津田町店 小売業 食料品 2%

149,959 京都府 京都市伏見区 フットサルスクエア横大路店 サービス その他サービス 5%

149,960 京都府 京都市伏見区 ｐｅｔｉｔ・ｒｅｕｓｓｉｒ＇ａ 小売業 衣料品 5%

149,961 京都府 京都市伏見区 ぷらす運転代行 サービス 運輸業 5%

149,962 京都府 京都市伏見区 プラモカーショップオーツー 小売業 その他小売 5%

149,963 京都府 京都市伏見区 ＰＬＵＳ　ープルスー サービス 理容・美容業 5%

149,964 京都府 京都市伏見区 ＦＬＯＴＡＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

149,965 京都府 京都市伏見区 ＨＡＩＲ　ＢＯＵＴＩＱＵＥ　らる サービス 理容・美容業 5%

149,966 京都府 京都市伏見区 ヘア?オアシス遊 サービス 理容・美容業 5%

149,967 京都府 京都市伏見区 ＨＡＩＲ　ＳＣＥＮＥ　ＣＬＥＡＲ サービス 理容・美容業 5%

149,968 京都府 京都市伏見区 Ｈａｉｒ’ｓ　Ｋｏｋｏｍｏ サービス 理容・美容業 5%

149,969 京都府 京都市伏見区 ヘアーステージＫ＆Ｍ サービス 理容・美容業 5%

149,970 京都府 京都市伏見区 ｈａｉｒ’ｓｍｏｉ！ サービス 理容・美容業 5%

149,971 京都府 京都市伏見区 ヘアーナシッブ サービス 理容・美容業 5%

149,972 京都府 京都市伏見区 ｈａｉｒ　ｎａｓｉｂ サービス 理容・美容業 5%

149,973 京都府 京都市伏見区 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＮＥＺＵ サービス 理容・美容業 5%

149,974 京都府 京都市伏見区 ペーハーセブン　メンズ サービス 理容・美容業 5%

149,975 京都府 京都市伏見区 ペーハーセブン　メンズ　物販 サービス 理容・美容業 5%

149,976 京都府 京都市伏見区 べジテジや深草本店 サービス 飲食業 5%

149,977 京都府 京都市伏見区 有限会社双葉堂 サービス 運輸業 5%

149,978 京都府 京都市伏見区 ホーリーライブ株式会社 サービス その他サービス 5%

149,979 京都府 京都市伏見区 ｈｏｋｋａｉｄｏ高田家 サービス 飲食業 5%

149,980 京都府 京都市伏見区 ボディインパクト伏見店 サービス 理容・美容業 5%

149,981 京都府 京都市伏見区 ホテルジェントルフォックス京都 サービス 宿泊業 5%

149,982 京都府 京都市伏見区 ＨｏｌｉｄａｙＨｏｕｓｅＡＹＵ サービス その他サービス 5%
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149,983 京都府 京都市伏見区 まちタクシー サービス 運輸業 5%

149,984 京都府 京都市伏見区 ｍａｎｏｉｒ　?マノワ? サービス その他サービス 5%

149,985 京都府 京都市伏見区 マルイシデンキ 小売業 電化製品 5%

149,986 京都府 京都市伏見区 ＭＡＲＯＮ サービス その他サービス 5%

149,987 京都府 京都市伏見区 マンテンサイクル 小売業 その他小売 5%

149,988 京都府 京都市伏見区 南神具株式会社 小売業 その他小売 5%

149,989 京都府 京都市伏見区 宮下電気設備 サービス その他サービス 5%

149,990 京都府 京都市伏見区 メガネ本舗　京都南店 小売業 その他小売 5%

149,991 京都府 京都市伏見区 麺処 八百松 サービス 飲食業 5%

149,992 京都府 京都市伏見区 ＭＯＴＯ観光タクシー サービス 運輸業 5%

149,993 京都府 京都市伏見区 モトスペースWO 小売業 その他小売 5%

149,994 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン桃山町和泉店 小売業 食料品 2%

149,995 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン桃山町因幡店 小売業 食料品 2%

149,996 京都府 京都市伏見区 宿力 サービス その他サービス 5%

149,997 京都府 京都市伏見区 山中電気 小売業 電化製品 5%

149,998 京都府 京都市伏見区 有限会社トクヤマモータース 小売業 その他小売 5%

149,999 京都府 京都市伏見区 有限会社ビー・エム・ビー 小売業 その他小売 5%

150,000 京都府 京都市伏見区 有限会社ホットリップス 小売業 その他小売 5%

150,001 京都府 京都市伏見区 湯ーとぴあダイゴ サービス その他サービス 5%

150,002 京都府 京都市伏見区 ゆめみし　伏見大手筋店 サービス その他サービス 5%

150,003 京都府 京都市伏見区 ゆるり空 ゆるり空 サービス 理容・美容業 5%

150,004 京都府 京都市伏見区 淀　牛宗 小売業 食料品 5%

150,005 京都府 京都市伏見区 セブン－イレブン淀池上町店 小売業 食料品 2%

150,006 京都府 京都市伏見区 Ｙ　Ｏ　Ｌ　Ｏ　ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　Ｙ　Ｏ　Ｌ　Ｏ　ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

150,007 京都府 京都市伏見区 ライフクリーナー　ライフ伏見店 サービス その他サービス 5%

150,008 京都府 京都市伏見区 駱駝?タクシー サービス 運輸業 5%

150,009 京都府 京都市伏見区 楽土 サービス その他サービス 5%

150,010 京都府 京都市伏見区 Ｌａｓｙｌ サービス その他サービス 5%

150,011 京都府 京都市伏見区 ラルポップ 小売業 その他小売 5%

150,012 京都府 京都市伏見区 リビンズ京都　醍醐店 小売業 家具・調度品 5%

150,013 京都府 京都市伏見区 リフレマックス サービス 理容・美容業 5%

150,014 京都府 京都市伏見区 理容室アルファー サービス 理容・美容業 5%

150,015 京都府 京都市伏見区 ｒｉｒｕ．Ｋ サービス その他サービス 5%

150,016 京都府 京都市伏見区 ルシードスタイルＰＬＵＳ サービス 理容・美容業 5%

150,017 京都府 京都市伏見区 ロイヤルクイーン　伏見教室 小売業 家具・調度品 5%

150,018 京都府 京都市伏見区 ローガン研究所 サービス その他サービス 5%

150,019 京都府 京都市伏見区 わくわくリサイクルアールイー 小売業 その他小売 5%

150,020 京都府 京都市伏見区 わくわくリサイクルアールイー 小売業 その他小売 5%

150,021 京都府 京都市南区 旭湯 サービス その他サービス 5%

150,022 京都府 京都市南区 あっぷる本舗　アップル合同会社 小売業 その他小売 5%

150,023 京都府 京都市南区 あっぷる本舗　本店 小売業 その他小売 5%

150,024 京都府 京都市南区 Ａｎｇｉｅ サービス 理容・美容業 5%
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150,025 京都府 京都市南区 ＡＮＤＮＥＸＴ サービス その他サービス 5%

150,026 京都府 京都市南区 井垣タクシー サービス 運輸業 5%

150,027 京都府 京都市南区 壱番屋南区八条口店 サービス 飲食業 2%

150,028 京都府 京都市南区 出光上鳥羽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,029 京都府 京都市南区 出光久御山南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,030 京都府 京都市南区 ＩＭＡＧＩＮＥ　ＫＹＯＴＯ サービス 宿泊業 5%

150,031 京都府 京都市南区 株式会社エイチスポーツ 小売業 その他小売 5%

150,032 京都府 京都市南区 えいとタクシー サービス 運輸業 5%

150,033 京都府 京都市南区 ええとこどり　西大路駅前店 サービス 飲食業 5%

150,034 京都府 京都市南区 大垣書店 ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

150,035 京都府 京都市南区 大垣書店 ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

150,036 京都府 京都市南区 株式会社　オ－トサ－ビス筒井 サービス その他サービス 5%

150,037 京都府 京都市南区 ＯＫＡＤＡ ＴＡＸＩ サービス その他サービス 5%

150,038 京都府 京都市南区 おしゃれかん おしゃれかん 小売業 衣料品 5%

150,039 京都府 京都市南区 おたべ本館 小売業 その他小売 5%

150,040 京都府 京都市南区 オリックスレンタカー京都駅前新幹線口店 サービス その他サービス 2%

150,041 京都府 京都市南区 オリックスレンタカー京都南店 サービス その他サービス 2%

150,042 京都府 京都市南区 カートータルアドバイザーズ サービス その他サービス 5%

150,043 京都府 京都市南区 カードラボ　アバンティ京都店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

150,044 京都府 京都市南区 割烹こまどり サービス 飲食業 5%

150,045 京都府 京都市南区 株　サワダ 小売業 食料品 5%

150,046 京都府 京都市南区 カフェダイニング ｃｏｃｏｃｈｉ京都西大路 サービス 飲食業 5%

150,047 京都府 京都市南区 株式会社ドライブマーケット本店 京都久世店 小売業 その他小売 5%

150,048 京都府 京都市南区 株式会社ふじまつ 小売業 その他小売 5%

150,049 京都府 京都市南区 株式会社平安オート サービス その他サービス 5%

150,050 京都府 京都市南区 株式会社マイジョリティサービス　京滋の清掃会社　ｊｐ サービス その他サービス 5%

150,051 京都府 京都市南区 株式会社ミズタニ 小売業 その他小売 5%

150,052 京都府 京都市南区 株式会社ヤマシタ 良酒倉庫 小売業 食料品 5%

150,053 京都府 京都市南区 株式会社ライフクルー サービス その他サービス 5%

150,054 京都府 京都市南区 香山タクシー サービス 運輸業 5%

150,055 京都府 京都市南区 ｇｌａｓｓｓｔｕｄｉｏＤｅｅｐＢｌｕｅ 小売業 衣料品 5%

150,056 京都府 京都市南区 カラダのメンテナンス サービス その他サービス 5%

150,057 京都府 京都市南区 カラット　アバンティ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

150,058 京都府 京都市南区 セブン－イレブン唐橋芦辺町店 小売業 食料品 2%

150,059 京都府 京都市南区 河合タクシー サービス 運輸業 5%

150,060 京都府 京都市南区 ＫＡＮ観光ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

150,061 京都府 京都市南区 木崎勉法衣仏具店 小売業 家具・調度品 5%

150,062 京都府 京都市南区 セブン－イレブン吉祥院仁木ノ森店 小売業 食料品 2%

150,063 京都府 京都市南区 京阿月　催事 小売業 食料品 5%

150,064 京都府 京都市南区 京阿月上鳥羽店 小売業 食料品 5%

150,065 京都府 京都市南区 行政書士よこやま法務事務所 サービス その他サービス 5%

150,066 京都府 京都市南区 セブン－イレブン京都油小路九条店 小売業 食料品 2%
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150,067 京都府 京都市南区 セブン－イレブン京都大石橋店 小売業 食料品 2%

150,068 京都府 京都市南区 セブン－イレブン京都上久世店 小売業 食料品 2%

150,069 京都府 京都市南区 セブン－イレブン京都上鳥羽鴨田店 小売業 食料品 2%

150,070 京都府 京都市南区 セブン－イレブン京都烏丸九条店 小売業 食料品 2%

150,071 京都府 京都市南区 セブン－イレブン京都烏丸十条店 小売業 食料品 2%

150,072 京都府 京都市南区 セブン－イレブン京都唐橋川久保店 小売業 食料品 2%

150,073 京都府 京都市南区 セブン－イレブン京都吉祥院中河原店 小売業 食料品 2%

150,074 京都府 京都市南区 セブン－イレブン京都吉祥院向田東町店 小売業 食料品 2%

150,075 京都府 京都市南区 セブン－イレブン京都久世店 小売業 食料品 2%

150,076 京都府 京都市南区 セブン－イレブン京都久世殿城町店 小売業 食料品 2%

150,077 京都府 京都市南区 セブン－イレブン京都塔南高校前店 小売業 食料品 2%

150,078 京都府 京都市南区 セブン－イレブン京都中久世４丁目店 小売業 食料品 2%

150,079 京都府 京都市南区 セブンーイレブン京都西九条菅田町店 小売業 食料品 2%

150,080 京都府 京都市南区 セブン－イレブン京都八条通東店 小売業 食料品 2%

150,081 京都府 京都市南区 セブン－イレブン近鉄十条駅前店 小売業 食料品 2%

150,082 京都府 京都市南区 クリーニングミナミ サービス その他サービス 5%

150,083 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売 小売業 食料品 5%

150,084 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　稲枝センター 小売業 食料品 5%

150,085 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　宇治センター 小売業 衣料品 5%

150,086 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　梅小路センター 小売業 食料品 5%

150,087 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　皇子が丘センター 小売業 食料品 5%

150,088 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売 近江センター 小売業 食料品 5%

150,089 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　近江八幡センター 小売業 食料品 5%

150,090 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　大久保センター 小売業 食料品 5%

150,091 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　おおつ北Ｓ 小売業 食料品 5%

150,092 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　小倉センター 小売業 食料品 5%

150,093 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　亀岡センター 小売業 食料品 5%

150,094 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　木津センター 小売業 食料品 5%

150,095 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　京田辺センター 小売業 食料品 5%

150,096 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　草津センター 小売業 食料品 5%

150,097 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　甲西センター 小売業 食料品 5%

150,098 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　甲南センター 小売業 食料品 5%

150,099 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売 湖北センター 小売業 食料品 5%

150,100 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　城陽センター 小売業 食料品 5%

150,101 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　新旭センター 小売業 食料品 5%

150,102 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　瀬田センター 小売業 食料品 5%

150,103 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　園部センター 小売業 食料品 5%

150,104 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　醍醐センター 小売業 食料品 5%

150,105 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　塔南センター 小売業 食料品 5%

150,106 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　長岡中央センター 小売業 食料品 5%

150,107 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売 長浜センター 小売業 食料品 5%

150,108 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　橋立センター 小売業 食料品 5%
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150,109 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　彦根センター 小売業 食料品 5%

150,110 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　福知山センター 小売業 食料品 5%

150,111 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　本店センター 小売業 電化製品 5%

150,112 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　舞鶴センター 小売業 食料品 5%

150,113 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　峰山センター 小売業 食料品 5%

150,114 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　守山センター 小売業 食料品 5%

150,115 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売 野洲センター 小売業 食料品 5%

150,116 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　山科センター 小売業 食料品 5%

150,117 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売 八幡センター 小売業 食料品 5%

150,118 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　八日市センター 小売業 食料品 5%

150,119 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売 横大路センター 小売業 食料品 5%

150,120 京都府 京都市南区 京滋ヤクルト販売　栗東センター 小売業 食料品 5%

150,121 京都府 京都市南区 ゲストハウス京瑞 サービス 理容・美容業 5%

150,122 京都府 京都市南区 ｋｅｍａｒｉｎ－ｔｅｃｈ 小売業 電化製品 5%

150,123 京都府 京都市南区 興進タクシー株式会社 本社 サービス 運輸業 5%

150,124 京都府 京都市南区 コミックショック　　八条口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

150,125 京都府 京都市南区 Ｔｈｅ　ｌｏｗｅｒ　Ｅａｓｔ　Ｎｉｎｅ　Ｈｏｓｔｅｌ サービス 宿泊業 5%

150,126 京都府 京都市南区 ＴＨＥ　ＲＯＯＴ２　ＨＯＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

150,127 京都府 京都市南区 サクラテラス サービス 宿泊業 5%

150,128 京都府 京都市南区 ＳＡＫＵＲＡ　ＴＥＲＲＡＣＥ　ＴＨＥ　ＡＴＥＬＩＥＲ サービス 宿泊業 5%

150,129 京都府 京都市南区 ＳＡＫＵＲＡ　ＴＥＲＲＡＣＥ　ＴＨＥ　ＧＡＬＬＥＲＹ サービス 宿泊業 5%

150,130 京都府 京都市南区 サラメルクリオ サービス その他サービス 5%

150,131 京都府 京都市南区 ＴＨＥＲＯＯＴ２ＨＯＴＥＬ サービス 飲食業 5%

150,132 京都府 京都市南区 さんぱつや Ｂａｍｂｏｏ 竹 サービス 理容・美容業 5%

150,133 京都府 京都市南区 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 京都営業所 小売業 その他小売 5%

150,134 京都府 京都市南区 セブン－イレブンＪＲ西大路駅前店 小売業 食料品 2%

150,135 京都府 京都市南区 ＪＵＴＳＵＢＩＤｅｓｉｇｎＳｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

150,136 京都府 京都市南区 昭和モータース 小売業 その他小売 5%

150,137 京都府 京都市南区 新京ラジオ店 小売業 電化製品 5%

150,138 京都府 京都市南区 ＳＨＩＮ－ＳＨＩＮ　物販 サービス その他サービス 5%

150,139 京都府 京都市南区 ＳＨＩＮ－ＳＨＩＮ　物販　ご利用 サービス その他サービス 5%

150,140 京都府 京都市南区 ＳＨＩＮ－ＳＨＩＮ　物販　利用代金 サービス その他サービス 5%

150,141 京都府 京都市南区 セブン－イレブン新千本祥鳥橋店 小売業 食料品 2%

150,142 京都府 京都市南区 スクエアワン 小売業 その他小売 5%

150,143 京都府 京都市南区 ｓｔｅｌｌａ　吉祥院 サービス 理容・美容業 5%

150,144 京都府 京都市南区 ストレート　京都店 小売業 その他小売 5%

150,145 京都府 京都市南区 砂藤商事 サービス その他サービス 5%

150,146 京都府 京都市南区 生活彩家京都クラフトマート都ホテル京都八条店 小売業 その他小売 2%

150,147 京都府 京都市南区 Ｚｅｎ サービス 飲食業 5%

150,148 京都府 京都市南区 ダイコクドラッグ京都駅八条口店 小売業 その他小売 5%

150,149 京都府 京都市南区 タイムステーションＮＥＯイオンモール京都桂川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

150,150 京都府 京都市南区 タイムステーションＮＥＯイオン洛南店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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150,151 京都府 京都市南区 千房京都アバンティ支店 サービス 飲食業 5%

150,152 京都府 京都市南区 ちゃんこ千景 サービス 飲食業 5%

150,153 京都府 京都市南区 手作り菓子工房 慈雨 小売業 食料品 5%

150,154 京都府 京都市南区 鉄道模型超専門店　亜鉄社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

150,155 京都府 京都市南区 陶磁器販売 サービス その他サービス 5%

150,156 京都府 京都市南区 外村（株）本社 小売業 衣料品 5%

150,157 京都府 京都市南区 トヨタ部品京都共販南営業所 小売業 その他小売 5%

150,158 京都府 京都市南区 株式会社トヨタレンタリース京都 サービス その他サービス 2%

150,159 京都府 京都市南区 トヨタレンタリース京都　西八条店 サービス その他サービス 2%

150,160 京都府 京都市南区 トヨタレンタリース京都新幹線口店 サービス その他サービス 2%

150,161 京都府 京都市南区 トヨタレンタリース京都本社車両管理部 サービス その他サービス 2%

150,162 京都府 京都市南区 トヨタレンタリース京都レンタカー部 サービス その他サービス 2%

150,163 京都府 京都市南区 株式会社ドリームドライブ サービス その他サービス 5%

150,164 京都府 京都市南区 ナガタタクシー サービス 運輸業 5%

150,165 京都府 京都市南区 ｎａｃｏｄｅｓｉｇｎｏｆｆｉｃｅ サービス その他サービス 5%

150,166 京都府 京都市南区 肉処もりよし サービス 飲食業 5%

150,167 京都府 京都市南区 西田タクシー サービス 運輸業 5%

150,168 京都府 京都市南区 株式会社日商建材 サービス その他サービス 5%

150,169 京都府 京都市南区 日翔モーター サービス その他サービス 5%

150,170 京都府 京都市南区 農摩伊ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

150,171 京都府 京都市南区 パケット十条店 小売業 食料品 5%

150,172 京都府 京都市南区 花歌 サービス その他サービス 5%

150,173 京都府 京都市南区 パルス　九条河原町店整備工場 小売業 その他小売 5%

150,174 京都府 京都市南区 パルス　九条河原町店 小売業 その他小売 5%

150,175 京都府 京都市南区 ピザ・リトルパーティ　葛野大路店 サービス 飲食業 5%

150,176 京都府 京都市南区 ピザ・リトルパーティ　九条店 サービス 飲食業 5%

150,177 京都府 京都市南区 土方タクシー サービス 運輸業 5%

150,178 京都府 京都市南区 Ｆａｖｏｒｉｔｅ　Ｂｅａｕｔｙ　ＹＯＳＨＩＭＩ サービス 理容・美容業 5%

150,179 京都府 京都市南区 ＢＯＯＫＯＦＦ　久世橋店 小売業 その他小売 2%

150,180 京都府 京都市南区 ブラザーベーカリー　西大路店 サービス 飲食業 5%

150,181 京都府 京都市南区 プチホテル千都京都 サービス その他サービス 5%

150,182 京都府 京都市南区 ｆｕｌｖａ サービス その他サービス 5%

150,183 京都府 京都市南区 ヘアースポット　グローム サービス 理容・美容業 5%

150,184 京都府 京都市南区 ＢＶＥ ＢＶＥ 久世店 ー 油外 ー 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,185 京都府 京都市南区 ベストレンタカー サービス その他サービス 5%

150,186 京都府 京都市南区 ｈｏｔｅｌｉｍａｇｉｎｅｋｙｏｔｏ サービス その他サービス 5%

150,187 京都府 京都市南区 ＨＯＴＥＬＳＨＥ，ＫＹＯＴＯ サービス 宿泊業 5%

150,188 京都府 京都市南区 ホテルＷＢＦ京都東寺 サービス 宿泊業 5%

150,189 京都府 京都市南区 堀口酒販株式会社 小売業 食料品 5%

150,190 京都府 京都市南区 漫天兄弟 サービス 飲食業 5%

150,191 京都府 京都市南区 みなみ漢方堂 小売業 その他小売 5%

150,192 京都府 京都市南区 ミュウセレクション 小売業 その他小売 5%
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150,193 京都府 京都市南区 モリデンキ 小売業 電化製品 5%

150,194 京都府 京都市南区 焼肉でん　京都九条店 サービス 飲食業 5%

150,195 京都府 京都市南区 山口タクシー サービス 運輸業 5%

150,196 京都府 京都市南区 ＹＡＭＡＨＡ ＹＯＵ ＳＨＯＰ うちばやし 小売業 その他小売 5%

150,197 京都府 京都市南区 有限会社ウエンズオート 小売業 その他小売 5%

150,198 京都府 京都市南区 ライフクリーナー　ダイエー桂南店 サービス その他サービス 5%

150,199 京都府 京都市南区 らしんばんアバンティ京都店 小売業 その他小売 5%

150,200 京都府 京都市南区 立鮮調進　なかがわ　京都駅ビル店 サービス 飲食業 5%

150,201 京都府 京都市南区 料理工房ホワイトファミリー サービス 飲食業 5%

150,202 京都府 京都市南区 Ｒｏｓｅａ サービス 理容・美容業 5%

150,203 京都府 京都市山科区 アールアイネイル サービス 理容・美容業 5%

150,204 京都府 京都市山科区 ｉｋタクシー サービス 運輸業 5%

150,205 京都府 京都市山科区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｖｉｓｅ京都山科 サービス 理容・美容業 5%

150,206 京都府 京都市山科区 ＡＳＳＩＳＴ ＡＳＳＩＳＴ サービス その他サービス 5%

150,207 京都府 京都市山科区 アトム電器 四の宮 小山店 小売業 電化製品 5%

150,208 京都府 京都市山科区 アトム電器四の宮・小山店 小売業 電化製品 5%

150,209 京都府 京都市山科区 アマタニ家電 小売業 電化製品 5%

150,210 京都府 京都市山科区 イコー 小売業 電化製品 5%

150,211 京都府 京都市山科区 壱番屋山科小野店 サービス 飲食業 2%

150,212 京都府 京都市山科区 出光セルフＭＫ醍醐小野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,213 京都府 京都市山科区 出光セルフＭＫ山科ボウル前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,214 京都府 京都市山科区 出光セルフ京都東インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,215 京都府 京都市山科区 出光西野山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,216 京都府 京都市山科区 ｕｒｕ? 小売業 家具・調度品 5%

150,217 京都府 京都市山科区 近江屋酒店 小売業 その他小売 5%

150,218 京都府 京都市山科区 オオクボ 小売業 衣料品 5%

150,219 京都府 京都市山科区 オオタ 小売業 衣料品 5%

150,220 京都府 京都市山科区 お好み焼はここやねん　山科駅前店 サービス 飲食業 5%

150,221 京都府 京都市山科区 ＯＸ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　椥辻 サービス 理容・美容業 5%

150,222 京都府 京都市山科区 （株）のうけん 小売業 その他小売 5%

150,223 京都府 京都市山科区 カットスタジオ・レン サービス 理容・美容業 5%

150,224 京都府 京都市山科区 カトレア　新十条店 サービス 飲食業 5%

150,225 京都府 京都市山科区 カトレア　西野店 小売業 食料品 5%

150,226 京都府 京都市山科区 ＢｉｔｔｅｒＳｗｅｅｔＳｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

150,227 京都府 京都市山科区 京都着物美術クラブ 小売業 衣料品 5%

150,228 京都府 京都市山科区 株式会社ベルファース サービス その他サービス 5%

150,229 京都府 京都市山科区 株式会社ミレット サービス その他サービス 5%

150,230 京都府 京都市山科区 株式会社メディエイター パソコン市場 山科店 小売業 電化製品 5%

150,231 京都府 京都市山科区 髪質改善専門店　クリスプ サービス 理容・美容業 5%

150,232 京都府 京都市山科区 髪質改善専門店Ｃｒｉｓｐ サービス 理容・美容業 5%

150,233 京都府 京都市山科区 かめちゃん サービス 飲食業 5%

150,234 京都府 京都市山科区 Ｋａｗａｋａｍｉ　Ｔａｘｉ サービス 運輸業 5%
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150,235 京都府 京都市山科区 セブン－イレブン勧修寺西栗栖野町店 小売業 食料品 2%

150,236 京都府 京都市山科区 キャピックキョウト サービス その他サービス 5%

150,237 京都府 京都市山科区 ギャラリー洛中洛外 サービス その他サービス 5%

150,238 京都府 京都市山科区 セブン－イレブン京都山科今屋敷町店 小売業 食料品 2%

150,239 京都府 京都市山科区 セブン－イレブン京都山科打越町店 小売業 食料品 2%

150,240 京都府 京都市山科区 セブン－イレブン京都山科小山店 小売業 食料品 2%

150,241 京都府 京都市山科区 セブン－イレブン京都山科竹ノ街道店 小売業 食料品 2%

150,242 京都府 京都市山科区 セブン－イレブン京都山科百々町店 小売業 食料品 2%

150,243 京都府 京都市山科区 セブン－イレブン京都山科椥辻店 小売業 食料品 2%

150,244 京都府 京都市山科区 京都山科ホテル山楽 サービス 宿泊業 5%

150,245 京都府 京都市山科区 業務スーパー御陵店 小売業 食料品 2%

150,246 京都府 京都市山科区 業務スーパー山科店 小売業 食料品 2%

150,247 京都府 京都市山科区 クリーニングオクムラ本店 サービス その他サービス 5%

150,248 京都府 京都市山科区 ＫＯＨＹＡＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

150,249 京都府 京都市山科区 光陽電化センタ－ 小売業 電化製品 5%

150,250 京都府 京都市山科区 個人野間タクシー サービス 運輸業 5%

150,251 京都府 京都市山科区 （個人）野呂タクシー サービス 運輸業 5%

150,252 京都府 京都市山科区 ｓｉｇｎ　ｈａｉｒ　ｓｉｇｎ　ｈａｉｒ　サインヘアー サービス 理容・美容業 5%

150,253 京都府 京都市山科区 ＳＯＭＥＷＨＡＴ ＢＡＲ 龍野 サービス 飲食業 5%

150,254 京都府 京都市山科区 ジクヤ電化　大塚店 小売業 電化製品 5%

150,255 京都府 京都市山科区 ジクヤ電化　小野店 小売業 電化製品 5%

150,256 京都府 京都市山科区 新車市場 京都店 小売業 その他小売 5%

150,257 京都府 京都市山科区 真明電気　真明電気 小売業 電化製品 5%

150,258 京都府 京都市山科区 生活雑貨ｒｉｔｍｏ　山科店 小売業 家具・調度品 5%

150,259 京都府 京都市山科区 聲山窯 サービス その他サービス 5%

150,260 京都府 京都市山科区 洋服のお直しソーイングユー サービス その他サービス 5%

150,261 京都府 京都市山科区 ｓｏｇａｍａｔｓｕｍｉ＋ＷＯＯＬ 小売業 衣料品 5%

150,262 京都府 京都市山科区 ソフトバンク　山科東野 小売業 その他小売 5%

150,263 京都府 京都市山科区 ソフトバンク 山科東野 小売業 その他小売 5%

150,264 京都府 京都市山科区 宙ーＳＯＬＡー治癒院 サービス その他サービス 5%

150,265 京都府 京都市山科区 ダイニングパブおりべ ダイニングパブおりべ サービス 飲食業 5%

150,266 京都府 京都市山科区 タケナカ 小売業 その他小売 5%

150,267 京都府 京都市山科区 龍野商店 サービス その他サービス 5%

150,268 京都府 京都市山科区 ちりん堂本舗 サービス その他サービス 5%

150,269 京都府 京都市山科区 てっぱん屋　蘭　てっぱん屋　蘭 サービス 飲食業 5%

150,270 京都府 京都市山科区 鉄板焼きぼすーＧ サービス 飲食業 5%

150,271 京都府 京都市山科区 道楽箱オンラインストア 小売業 その他小売 5%

150,272 京都府 京都市山科区 ｔｏｍｏｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

150,273 京都府 京都市山科区 トヨタレンタリース京都山科店 サービス その他サービス 2%

150,274 京都府 京都市山科区 ドラッグひかり　西野山店 小売業 その他小売 5%

150,275 京都府 京都市山科区 ね　洗って　音羽店 サービス その他サービス 5%

150,276 京都府 京都市山科区 「ね、洗って。」音羽店 サービス その他サービス 5%
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150,277 京都府 京都市山科区 野村屋 小売業 食料品 5%

150,278 京都府 京都市山科区 ＰｅａｒｌＷｈｉｔｅｎｉｎｇ・ＬＡＢ サービス 理容・美容業 5%

150,279 京都府 京都市山科区 ハウスプラネット 小売業 その他小売 5%

150,280 京都府 京都市山科区 長谷川米穀山科店 小売業 食料品 5%

150,281 京都府 京都市山科区 パソコン市場　京都山科店 小売業 電化製品 5%

150,282 京都府 京都市山科区 比叡タクシー株式会社 ２２０ サービス 運輸業 5%

150,283 京都府 京都市山科区 比叡タクシー株式会社 本社 サービス 運輸業 5%

150,284 京都府 京都市山科区 ピザ・リトルパーティ　山科店 サービス 飲食業 5%

150,285 京都府 京都市山科区 平山タクシー サービス 運輸業 5%

150,286 京都府 京都市山科区 フードショップラクト 小売業 食料品 5%

150,287 京都府 京都市山科区 ふたば書房山科駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

150,288 京都府 京都市山科区 ﾌﾞｯｸﾊﾟﾙ文苑 山科店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

150,289 京都府 京都市山科区 ニシタニ 小売業 電化製品 5%

150,290 京都府 京都市山科区 ニシタニ 小売業 電化製品 5%

150,291 京都府 京都市山科区 ｈａｉｒ　ＭＡＮＯＲＩＫＡ サービス 理容・美容業 5%

150,292 京都府 京都市山科区 ヘアーサロン　ホリ サービス 理容・美容業 5%

150,293 京都府 京都市山科区 ヘアーサロンすぎうら サービス 理容・美容業 5%

150,294 京都府 京都市山科区 ヘアースタジオａｎ　アン サービス 理容・美容業 5%

150,295 京都府 京都市山科区 ＨａｉｒｂｅａｕｔｙＲＩＣＨＥＲ サービス 理容・美容業 5%

150,296 京都府 京都市山科区 ｈａｉｒ　Ｇａｒｄｅｎ　Ｎ． サービス 理容・美容業 5%

150,297 京都府 京都市山科区 ｈａｉｒ　Ｇａｒｄｅｎ　ＧｘＣ サービス 理容・美容業 5%

150,298 京都府 京都市山科区 ヘアサロンアッシュ サービス 理容・美容業 5%

150,299 京都府 京都市山科区 マッサージ・指圧京都洛東悠々館 サービス 理容・美容業 5%

150,300 京都府 京都市山科区 マールブランシュ工房直売店 サービス 飲食業 5%

150,301 京都府 京都市山科区 ミキモト化粧品 新京都営業所 ミキモト化粧品 新京都営業所 サービス 理容・美容業 5%

150,302 京都府 京都市山科区 溝口テレビ 小売業 電化製品 5%

150,303 京都府 京都市山科区 陶ｌｕｏｎｔｏ サービス その他サービス 5%

150,304 京都府 京都市山科区 セブン－イレブン山科大宅鳥井脇町店 小売業 食料品 2%

150,305 京都府 京都市山科区 セブン－イレブン山科勧修寺公園前店 小売業 食料品 2%

150,306 京都府 京都市山科区 セブン－イレブン山科勧修寺店 小売業 食料品 2%

150,307 京都府 京都市山科区 山科書店　ラクト店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

150,308 京都府 京都市山科区 セブン－イレブン山科椥辻東浦町店 小売業 食料品 2%

150,309 京都府 京都市山科区 セブン－イレブン山科東野舞台町店 小売業 食料品 2%

150,310 京都府 京都市山科区 セブン－イレブン山科東野門口町店 小売業 食料品 2%

150,311 京都府 京都市山科区 ゆめみし　山科駅前店 サービス その他サービス 5%

150,312 京都府 京都市山科区 洛楽舎ＳＡＫＡＥ 小売業 電化製品 5%

150,313 京都府 京都市山科区 Ｌａｎｔａｎａ サービス 理容・美容業 5%

150,314 京都府 京都市山科区 Ｌｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

150,315 京都府 京都市山科区 ＨａｉｒＭａｋｅＲＥＣＯＬＩＡ サービス 理容・美容業 5%

150,316 京都府 京都市山科区 Ｒｏｓｅ－ｋｗｉｇ 小売業 衣料品 5%

150,317 京都府 京都市山科区 ロコモーション サービス 理容・美容業 5%

150,318 京都府 京都市山科区 ＲＯＢＡＴＡ　ゆたか サービス 飲食業 5%
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150,319 京都府 久御山町 あそびば　久御山店 サービス その他サービス 5%

150,320 京都府 久御山町 イルーシー３００　久御山店 小売業 衣料品 5%

150,321 京都府 久御山町 Ｎ－ｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

150,322 京都府 久御山町 岡田設備サービス サービス その他サービス 5%

150,323 京都府 久御山町 ＫＡＮＤＡ　久御山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

150,324 京都府 久御山町 ＫｙｏｔｏＡＲ サービス その他サービス 5%

150,325 京都府 久御山町 久御山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,326 京都府 久御山町 セブン－イレブン久御山佐山店 小売業 食料品 2%

150,327 京都府 久御山町 セブン－イレブン久御山町役場前店 小売業 食料品 2%

150,328 京都府 久御山町 クラフトボックス 小売業 その他小売 5%

150,329 京都府 久御山町 近藤自動車工業 サービス その他サービス 5%

150,330 京都府 久御山町 しごとぎや　たまゆら　くみやま南店 小売業 衣料品 5%

150,331 京都府 久御山町 シンシン薬局 小売業 その他小売 5%

150,332 京都府 久御山町 新生３８７４ サービス 運輸業 5%

150,333 京都府 久御山町 セルフステーション京都 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,334 京都府 久御山町 厨房だん サービス 飲食業 5%

150,335 京都府 久御山町 トップワールド久御山店 小売業 食料品 5%

150,336 京都府 久御山町 トヨタ部品京都共販本社営業所 小売業 その他小売 5%

150,337 京都府 久御山町 ふとんタナカ　久御山店 小売業 その他小売 5%

150,338 京都府 久御山町 ペーハーセブン公団店 サービス 理容・美容業 5%

150,339 京都府 久御山町 ユーポス　久御山店 小売業 その他小売 5%

150,340 京都府 久御山町 吉田自動車工業 サービス その他サービス 5%

150,341 京都府 久御山町 吉平タクシー サービス その他サービス 5%

150,342 京都府 久御山町 ライフディフェンス サービス その他サービス 5%

150,343 京都府 久御山町 ルートフィフティーン 小売業 その他小売 5%

150,344 京都府 城陽市 出光青谷SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,345 京都府 城陽市 出光セルフ城陽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,346 京都府 城陽市 ＩＮＯＵＥＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

150,347 京都府 城陽市 オオタムセン 小売業 電化製品 5%

150,348 京都府 城陽市 カイカ城陽市役所南教室 サービス その他サービス 5%

150,349 京都府 城陽市 快眠工房さわだふとん 小売業 家具・調度品 5%

150,350 京都府 城陽市 かごの屋城陽久津川店 サービス 飲食業 5%

150,351 京都府 城陽市 ＧＡＵＺＥ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

150,352 京都府 城陽市 株式会社エルシー 小売業 その他小売 5%

150,353 京都府 城陽市 株式会社サイバーネオシステムズ サービス その他サービス 5%

150,354 京都府 城陽市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋城陽平川店 サービス 飲食業 2%

150,355 京都府 城陽市 京都ラーメン旭 サービス 飲食業 5%

150,356 京都府 城陽市 業務スーパー城陽店 小売業 食料品 2%

150,357 京都府 城陽市 くふうどショップ サービス その他サービス 5%

150,358 京都府 城陽市 クリーンショップおくむら久津川マツヤ店 サービス その他サービス 5%

150,359 京都府 城陽市 燻煙広場　ｐａｃｅ サービス 飲食業 5%

150,360 京都府 城陽市 珈琲処ぼん 小売業 食料品 5%
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150,361 京都府 城陽市 ココロ焦ガレ サービス 飲食業 5%

150,362 京都府 城陽市 コスモパーク城陽 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,363 京都府 城陽市 コルドンブルー 小売業 衣料品 5%

150,364 京都府 城陽市 ＪＡ京都やましろ　城陽支店 小売業 その他小売 5%

150,365 京都府 城陽市 ＪＡ京都やましろ　城陽南支店 小売業 その他小売 5%

150,366 京都府 城陽市 ジクヤ電化 小売業 電化製品 5%

150,367 京都府 城陽市 有限会社島中硝子工業 サービス その他サービス 5%

150,368 京都府 城陽市 ジュエリーＫＡＮＤＡ　大久保店 小売業 貴金属・服飾品 5%

150,369 京都府 城陽市 城陽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,370 京都府 城陽市 セブン－イレブン城陽インター店 小売業 食料品 2%

150,371 京都府 城陽市 城陽酒造株式会社 小売業 食料品 5%

150,372 京都府 城陽市 城陽スイミングスクール サービス その他サービス 5%

150,373 京都府 城陽市 セブン－イレブン城陽長池店 小売業 食料品 2%

150,374 京都府 城陽市 セブン－イレブン城陽平川店 小売業 食料品 2%

150,375 京都府 城陽市 シンエネ長池ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,376 京都府 城陽市 新設電器 小売業 電化製品 5%

150,377 京都府 城陽市 スワン美容室 サービス 理容・美容業 5%

150,378 京都府 城陽市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　アルプラザ城陽 サービス その他サービス 5%

150,379 京都府 城陽市 タートルセカンドナカガワ サービス 理容・美容業 5%

150,380 京都府 城陽市 タイムステーションＮＥＯアルプラザ城陽店 小売業 貴金属・服飾品 5%

150,381 京都府 城陽市 タナカ電器 小売業 電化製品 5%

150,382 京都府 城陽市 タニタフィッツミーイズミヤ大久保店 サービス その他サービス 5%

150,383 京都府 城陽市 テアシス城陽長池 サービス 理容・美容業 5%

150,384 京都府 城陽市 テイコク薬局　城陽店 小売業 その他小売 5%

150,385 京都府 城陽市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ城陽寺田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,386 京都府 城陽市 ともピアノ教室 サービス その他サービス 5%

150,387 京都府 城陽市 Ｎａｕｖｅｙ＇ｓＣａｓｔｌｅ サービス その他サービス 5%

150,388 京都府 城陽市 温庵（なごみあん） サービス 飲食業 5%

150,389 京都府 城陽市 ＢＡＲ　ＢＥＲ　クロダ サービス 理容・美容業 5%

150,390 京都府 城陽市 びゅーてぃーさろんＨａｉｒ物語 サービス 理容・美容業 5%

150,391 京都府 城陽市 フィッツミ－アルプラザ城陽店 サービス その他サービス 5%

150,392 京都府 城陽市 ｈａｉｒｓａｌｏｎＦｕｎｃｌｅ サービス 理容・美容業 5%

150,393 京都府 城陽市 ｈａｉｒｓｐａｃｅＡｍｉｃａｌ サービス 理容・美容業 5%

150,394 京都府 城陽市 ヘアーメイクリアン城陽店 サービス 理容・美容業 5%

150,395 京都府 城陽市 ＢＶＥ 城陽店 ー 油外 ー 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,396 京都府 城陽市 ホッタマンコンピュータ 小売業 電化製品 5%

150,397 京都府 城陽市 マキノデンキ城陽店 小売業 電化製品 5%

150,398 京都府 城陽市 美心工房株式会社　京都南店 小売業 電化製品 5%

150,399 京都府 城陽市 三隆屋 小売業 食料品 5%

150,400 京都府 城陽市 南京都病院売店 小売業 その他小売 5%

150,401 京都府 城陽市 モアコスメティックサロン 小売業 その他小売 5%

150,402 京都府 城陽市 セブン－イレブン山城大橋東店 小売業 食料品 2%
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150,403 京都府 城陽市 有限会社ニシオ電化工業 小売業 電化製品 5%

150,404 京都府 城陽市 ＹＯＵ　ＳＨＯＰ　コバタケ 小売業 その他小売 5%

150,405 京都府 城陽市 ＲＡＧ　ＴＩＭＥ 小売業 衣料品 5%

150,406 京都府 城陽市 Ｌａｎａｆｅｅ 小売業 衣料品 5%

150,407 京都府 城陽市 リーブルタニ サービス 理容・美容業 5%

150,408 京都府 城陽市 リヴニジヤ 小売業 衣料品 5%

150,409 京都府 城陽市 和食居酒家　大すけ サービス 飲食業 5%

150,410 京都府 精華町 ａｎｉｍｉ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ａｎｉｍｉ　ｈａｉｒｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

150,411 京都府 精華町 ａｎｉｍｉ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

150,412 京都府 精華町 海蛇革工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

150,413 京都府 精華町 Ｎ．Ｓ．Ｃｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ サービス その他サービス 5%

150,414 京都府 精華町 お好み焼は　ここやねん　精華町店 サービス 飲食業 5%

150,415 京都府 精華町 株式会社Ｗｅｃｋｅｒ サービス その他サービス 2%

150,416 京都府 精華町 株式会社ジェイ・エス・ピー 小売業 電化製品 5%

150,417 京都府 精華町 株式会社タナカ　祝園 小売業 家具・調度品 5%

150,418 京都府 精華町 株式会社誠工務店 サービス その他サービス 5%

150,419 京都府 精華町 きづ川動物病院 サービス その他サービス 5%

150,420 京都府 精華町 ＪＡ京都やましろ　精華町支店 小売業 その他小売 5%

150,421 京都府 精華町 手芸センタードリーム　精華店 小売業 その他小売 5%

150,422 京都府 精華町 ステーキハウス四季 サービス 飲食業 5%

150,423 京都府 精華町 精華町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,424 京都府 精華町 セブン－イレブン精華町精華台１丁目店 小売業 食料品 2%

150,425 京都府 精華町 セブン－イレブン精華町光台店 小売業 食料品 2%

150,426 京都府 精華町 ウーボ 小売業 衣料品 5%

150,427 京都府 精華町 手づくり石けんの店ツクツク 小売業 その他小売 5%

150,428 京都府 精華町 Ｂ－ｃｌｅセンターけいはんな光台 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,429 京都府 精華町 ブイテクゴルフ 小売業 その他小売 5%

150,430 京都府 精華町 ＨａｉｒＳａｌｏｎ　Ｋｉｈａｒａ サービス 理容・美容業 5%

150,431 京都府 精華町 誠工務店 サービス その他サービス 5%

150,432 京都府 精華町 もみの木 サービス その他サービス 5%

150,433 京都府 精華町 洋服のツキムラ　精華店 小売業 衣料品 5%

150,434 京都府 精華町 横山三奈 サービス その他サービス 5%

150,435 京都府 精華町 ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｓｅｌｄ’ｏｒ サービス 飲食業 5%

150,436 京都府 長岡京市 アオヤマデンキ サービス その他サービス 5%

150,437 京都府 長岡京市 ＡＬｂｏ サービス 理容・美容業 5%

150,438 京都府 長岡京市 ａｎｔｉｑｕｕｓｄａｙｓ 小売業 その他小売 5%

150,439 京都府 長岡京市 ａｎｄ ｍｏｒｅ ｃｏｎｔｅｎｔｓ ａｎｄ ｍｏｒｅ ｃｏｎｔｅｎｔｓ サービス 理容・美容業 5%

150,440 京都府 長岡京市 濃厚とんこつラーメン石田てっぺい 長岡京店 サービス 飲食業 5%

150,441 京都府 長岡京市 いとへん サービス その他サービス 5%

150,442 京都府 長岡京市 犬のほいくえんｃｈｉｆｆｏｎ サービス その他サービス 5%

150,443 京都府 長岡京市 岩田呉服店　長岡店 小売業 衣料品 5%

150,444 京都府 長岡京市 ＨＭタクシー サービス 運輸業 5%
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150,445 京都府 長岡京市 Ｎｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

150,446 京都府 長岡京市 ＯｔｉｓＢｌｕｅ サービス 飲食業 5%

150,447 京都府 長岡京市 オステリアルーチェ サービス 飲食業 5%

150,448 京都府 長岡京市 乙訓どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

150,449 京都府 長岡京市 小野デンキ　長岡店 小売業 電化製品 5%

150,450 京都府 長岡京市 Ｏｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

150,451 京都府 長岡京市 片山電機　向日町店 小売業 電化製品 5%

150,452 京都府 長岡京市 カットスタジオＶ サービス 理容・美容業 5%

150,453 京都府 長岡京市 株式会社ジョイリビングイトオ 小売業 家具・調度品 5%

150,454 京都府 長岡京市 株式会社　文京堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

150,455 京都府 長岡京市 カミジ電機 小売業 電化製品 5%

150,456 京都府 長岡京市 カミジ電機 小売業 電化製品 5%

150,457 京都府 長岡京市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋阪急長岡天神駅前店 サービス 飲食業 2%

150,458 京都府 長岡京市 河合塾マナビス長岡京校 サービス その他サービス 2%

150,459 京都府 長岡京市 河合塾マナビス西山天王山校 サービス その他サービス 2%

150,460 京都府 長岡京市 ＫＡＮＤＡ　長岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

150,461 京都府 長岡京市 京都ゲストイン長岡京 サービス その他サービス 5%

150,462 京都府 長岡京市 京都太鼓評議会 サービス その他サービス 5%

150,463 京都府 長岡京市 京都メガネ館　長岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

150,464 京都府 長岡京市 業務スーパー長岡京店 小売業 食料品 2%

150,465 京都府 長岡京市 京もつ鍋ホルモン朱々長岡京店 サービス 飲食業 5%

150,466 京都府 長岡京市 錦水亭 サービス 飲食業 5%

150,467 京都府 長岡京市 錦水亭　竹生園 サービス 飲食業 5%

150,468 京都府 長岡京市 銀の卵　長岡天神店 サービス 飲食業 5%

150,469 京都府 長岡京市 ケアーズドラッグ　長岡イズミヤ店 小売業 その他小売 5%

150,470 京都府 長岡京市 ケアーズドラッグ長岡今里店 小売業 その他小売 5%

150,471 京都府 長岡京市 古都久 サービス 飲食業 5%

150,472 京都府 長岡京市 小森薬局 小売業 その他小売 5%

150,473 京都府 長岡京市 ＪＭ／サイクルショップミキ 小売業 その他小売 5%

150,474 京都府 長岡京市 酒と飯　菜　ｓａｉ サービス 飲食業 5%

150,475 京都府 長岡京市 酒と飯　菜～ｓａｉ～ サービス 飲食業 5%

150,476 京都府 長岡京市 美容室ぴーぷる サービス 理容・美容業 5%

150,477 京都府 長岡京市 サロンドグレイス サービス 理容・美容業 5%

150,478 京都府 長岡京市 車検のコバック１７１　長岡京店 小売業 その他小売 5%

150,479 京都府 長岡京市 Ｊａｍ　ｃｙｃｌｅ 小売業 その他小売 5%

150,480 京都府 長岡京市 Ｊｅｎｅｌａｂｅａｕｔ? サービス 理容・美容業 5%

150,481 京都府 長岡京市 食養館　長岡京店 小売業 食料品 5%

150,482 京都府 長岡京市 ＳＨＩＲＡ サービス 理容・美容業 5%

150,483 京都府 長岡京市 有限会社鈴木電気店 小売業 電化製品 5%

150,484 京都府 長岡京市 スタジオ　アイ　長岡店 サービス その他サービス 5%

150,485 京都府 長岡京市 ｓｐａｒｋ ｋｅｉ ｓｐａｒｋｋｅｉ サービス 理容・美容業 5%

150,486 京都府 長岡京市 住マイル共感らいふ サービス その他サービス 5%
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150,487 京都府 長岡京市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　アゼリア サービス その他サービス 5%

150,488 京都府 長岡京市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　長岡天神 サービス その他サービス 5%

150,489 京都府 長岡京市 田阪スポーツ 小売業 その他小売 5%

150,490 京都府 長岡京市 つり具のブンブン　長岡京店 小売業 その他小売 5%

150,491 京都府 長岡京市 ツーリストジャパン長岡店 サービス その他サービス 5%

150,492 京都府 長岡京市 Ｄｅｅｐ　?ディープ? サービス 理容・美容業 5%

150,493 京都府 長岡京市 テクノピア長岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,494 京都府 長岡京市 トヨタレンタリース京都長岡京店 サービス その他サービス 2%

150,495 京都府 長岡京市 セブン－イレブン長岡京駅東口店 小売業 食料品 2%

150,496 京都府 長岡京市 セブン－イレブン長岡京開田１丁目店 小売業 食料品 2%

150,497 京都府 長岡京市 長岡京 整体Ｓａｌｏｎ こりとり らくね サービス その他サービス 5%

150,498 京都府 長岡京市 セブン－イレブン長岡京セブン通り店 小売業 食料品 2%

150,499 京都府 長岡京市 長岡京店 小売業 家具・調度品 5%

150,500 京都府 長岡京市 セブン－イレブン長岡京西ノ口店 小売業 食料品 2%

150,501 京都府 長岡京市 セブン－イレブン長岡京馬場店 小売業 食料品 2%

150,502 京都府 長岡京市 長岡京シティホテル サービス 宿泊業 5%

150,503 京都府 長岡京市 長岡スイミング　スクール サービス その他サービス 5%

150,504 京都府 長岡京市 ながおかスタジオ　友岡店 サービス その他サービス 5%

150,505 京都府 長岡京市 なかの邸 サービス 飲食業 5%

150,506 京都府 長岡京市 和み サービス 飲食業 5%

150,507 京都府 長岡京市 ７ｎａｎａｓｔｕｄｉｏ 小売業 その他小売 5%

150,508 京都府 長岡京市 ７ｎａｎａｓｔｕｄｉｏ ７ｎａｎａｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

150,509 京都府 長岡京市 にしはら美容室 サービス 理容・美容業 5%

150,510 京都府 長岡京市 西山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,511 京都府 長岡京市 ニッセンシェイプサロン・ド・ｅｐｉ 小売業 衣料品 5%

150,512 京都府 長岡京市 ハウスバンクインターナショナル サービス その他サービス 5%

150,513 京都府 長岡京市 パティスリーしゅくいん　パティスリーしゅくいん 小売業 食料品 5%

150,514 京都府 長岡京市 パーティハウス　西友長岡店 小売業 衣料品 5%

150,515 京都府 長岡京市 ハードオフ長岡京店 小売業 電化製品 2%

150,516 京都府 長岡京市 花車 サービス 飲食業 5%

150,517 京都府 長岡京市 ピエスモンテ ヒロ 洋菓子のピエスモンテ ヒロ 小売業 食料品 5%

150,518 京都府 長岡京市 ＢｉＯ－ＣＡＲＥ サービス 理容・美容業 5%

150,519 京都府 長岡京市 ピーコック　長岡京市店 小売業 その他小売 5%

150,520 京都府 長岡京市 美容室にしはら サービス 理容・美容業 5%

150,521 京都府 長岡京市 美容室マーク 山崎店 サービス 理容・美容業 5%

150,522 京都府 長岡京市 フィッシャーマンズカフェ　Ｆｉｓｈｅｒｍａｎ　ｓ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

150,523 京都府 長岡京市 フィッツミー長岡いづみショップ店 サービス その他サービス 5%

150,524 京都府 長岡京市 プチ・ラパン 小売業 食料品 5%

150,525 京都府 長岡京市 ヘア　エステ　ヤマゾエ サービス 理容・美容業 5%

150,526 京都府 長岡京市 ｈａｉｒ　ＬＩＥＮ サービス 理容・美容業 5%

150,527 京都府 長岡京市 ｈａｉｒＳｏｕｒｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

150,528 京都府 長岡京市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｈｏａｈｏａ： サービス 理容・美容業 5%
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150,529 京都府 長岡京市 ＨａｉｒＬｕｓｓｏ サービス 理容・美容業 5%

150,530 京都府 長岡京市 Ｂｅｒｒｙ Ｂｅｒｒｙ 小売業 食料品 5%

150,531 京都府 長岡京市 Ｂｅｒｒｙ　Ｂｅｒｒｙ　Ｃａｆｅ　ｃｏｒｎｅｒ サービス 飲食業 5%

150,532 京都府 長岡京市 ｂｅｌｉｎｄａ 小売業 衣料品 5%

150,533 京都府 長岡京市 ポッポ自転車 今里店 小売業 その他小売 5%

150,534 京都府 長岡京市 ホテルディスカバー京都長岡京 サービス 宿泊業 5%

150,535 京都府 長岡京市 ＭＡＲＫ　ＩＩ　長岡店 サービス 理容・美容業 5%

150,536 京都府 長岡京市 マイティドック 小売業 その他小売 5%

150,537 京都府 長岡京市 マキノデンキ京都乙訓店 小売業 電化製品 5%

150,538 京都府 長岡京市 マクドナルド長岡イズミヤ店 サービス 飲食業 2%

150,539 京都府 長岡京市 マクドナルド長岡天神店 サービス 飲食業 2%

150,540 京都府 長岡京市 みずは北川　本店 小売業 食料品 5%

150,541 京都府 長岡京市 ミノル　長岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

150,542 京都府 長岡京市 ムラマツデンキ 小売業 電化製品 5%

150,543 京都府 長岡京市 焼肉でん　長岡京店 サービス 飲食業 5%

150,544 京都府 長岡京市 安井デンキ 小売業 電化製品 5%

150,545 京都府 長岡京市 洋菜鈴木 サービス 飲食業 5%

150,546 京都府 長岡京市 ライトボックス サービス その他サービス 5%

150,547 京都府 長岡京市 Ｙ＇ｓｆｏｕｒｈａｎｄｓ サービス 理容・美容業 5%

150,548 京都府 長岡京市 ｒｅｌａｘＤＥＡＲ サービス 理容・美容業 5%

150,549 京都府 長岡京市 Ｌｕｃｅ ｃｏｍｐａｎｙ ｓｈｏｐ ｌｕｃｅ 小売業 その他小売 5%

150,550 京都府 長岡京市 Ｒｕｔｉｌｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

150,551 京都府 長岡京市 ル・ノーブル 小売業 家具・調度品 5%

150,552 京都府 長岡京市 ロイヤルクイーン　長岡教室 小売業 家具・調度品 5%

150,553 京都府 長岡京市 ＹＳＰ　長岡 小売業 その他小売 5%

150,554 京都府 長岡京市 Ｙ　ｓ　ｆｏｕｒ　ｈａｎｄｓ サービス 理容・美容業 5%

150,555 京都府 長岡京市 Ｙ’ｓ　ｆｏｕｒ　ｈａｎｄｓ サービス 理容・美容業 5%

150,556 京都府 南丹市 株式会社井筒八ッ橋本舗新光悦 小売業 食料品 5%

150,557 京都府 南丹市 出光梅松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,558 京都府 南丹市 いなふ 小売業 その他小売 5%

150,559 京都府 南丹市 うを亀 サービス 飲食業 5%

150,560 京都府 南丹市 オフィスピコッツ サービス その他サービス 5%

150,561 京都府 南丹市 片山金蔵商店 小売業 食料品 5%

150,562 京都府 南丹市 Ｃａｆｅフィールドグラス Ｃａｆｅフィールドグラス サービス 飲食業 5%

150,563 京都府 南丹市 美山ウッドエンジニア サービス その他サービス 5%

150,564 京都府 南丹市 料理旅館きぐすりや サービス 宿泊業 5%

150,565 京都府 南丹市 クラウンヒルズ　京都ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

150,566 京都府 南丹市 セブンーイレブンＫＯＹＯ京都中部総合医療センター店 小売業 食料品 2%

150,567 京都府 南丹市 胡麻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,568 京都府 南丹市 胡麻工場・売店 小売業 食料品 5%

150,569 京都府 南丹市 佐々木石油店　美山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,570 京都府 南丹市 旬彩一禾 サービス 飲食業 5%

3587



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

150,571 京都府 南丹市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ園部東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,572 京都府 南丹市 ＺＥＲＯ－ＢＡＳＥ サービス 飲食業 5%

150,573 京都府 南丹市 タカイデンキ 小売業 電化製品 5%

150,574 京都府 南丹市 ＴＡＫＥＹＡＨＯＮＫＡＮ サービス その他サービス 5%

150,575 京都府 南丹市 丹波胡麻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,576 京都府 南丹市 知井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,577 京都府 南丹市 ちいさな藍美術館 サービス その他サービス 5%

150,578 京都府 南丹市 得得園部インター店 サービス 飲食業 2%

150,579 京都府 南丹市 ニュー園部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,580 京都府 南丹市 ハートアップ園部 小売業 その他小売 5%

150,581 京都府 南丹市 バーズパラグライダースクール サービス その他サービス 5%

150,582 京都府 南丹市 Ｐａｌｅｔｔｅ　園部店 サービス その他サービス 5%

150,583 京都府 南丹市 Ｐａｌｅｔｔｅ　バザール店 サービス その他サービス 5%

150,584 京都府 南丹市 ＦｉｅｌｄＧｒａｓｓ　ＦｉｅｌｄＧｒａｓｓ 小売業 その他小売 5%

150,585 京都府 南丹市 福田電気商会 小売業 電化製品 5%

150,586 京都府 南丹市 ＦＲＥＳＨキリノでんき館 小売業 電化製品 5%

150,587 京都府 南丹市 ボディーショップ・セキ サービス その他サービス 5%

150,588 京都府 南丹市 ボディーショップ　セキ サービス その他サービス 5%

150,589 京都府 南丹市 マクドナルド園部マツモト店 サービス 飲食業 2%

150,590 京都府 南丹市 ミヤジマデンカ 小売業 電化製品 5%

150,591 京都府 南丹市 美山町大野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,592 京都府 南丹市 美山ハイマートユースホステル サービス 宿泊業 5%

150,593 京都府 南丹市 美山ハム合同会社 小売業 食料品 5%

150,594 京都府 南丹市 民宿みやま　民宿みやま サービス 宿泊業 5%

150,595 京都府 南丹市 焼肉平壌亭園部店 サービス 飲食業 5%

150,596 京都府 南丹市 ＬａＣａｍｐａｎｕｌａ サービス その他サービス 5%

150,597 京都府 南丹市 ＲＰＳ・ＹＡＧＩ サービス その他サービス 5%

150,598 京都府 南丹市 るり溪ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

150,599 京都府 南丹市 るり溪ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

150,600 京都府 南丹市 レストラン　れいん房 サービス 飲食業 5%

150,601 京都府 南丹市 ワードローブ京都 小売業 衣料品 5%

150,602 京都府 南丹市 トモエヤスポーツ 小売業 その他小売 5%

150,603 京都府 福知山市 アサンブラージュ福知山店 小売業 衣料品 5%

150,604 京都府 福知山市 アジア雑貨　カフェ　カサオリエンテ　アジア雑貨　カフェ　カサオリエンテ 小売業 衣料品 5%

150,605 京都府 福知山市 アトリエ　アッシュ 小売業 食料品 5%

150,606 京都府 福知山市 安尾峠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,607 京都府 福知山市 セブン－イレブン綾部高津店 小売業 食料品 2%

150,608 京都府 福知山市 アングラーズ　福知山店 小売業 その他小売 5%

150,609 京都府 福知山市 池田電機 小売業 電化製品 5%

150,610 京都府 福知山市 猪崎（森下石油） 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,611 京都府 福知山市 出光福知山牧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,612 京都府 福知山市 インテルナモリイ　福知山店 小売業 家具・調度品 5%
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150,613 京都府 福知山市 ウエストリバー 小売業 その他小売 5%

150,614 京都府 福知山市 ＶＥＮＴＯ． サービス 理容・美容業 5%

150,615 京都府 福知山市 Ｍ’ｓ　Ｍｏｔｏｒｓ 小売業 その他小売 5%

150,616 京都府 福知山市 Ｌ．Ｐ．Ｓアカイデンキ 小売業 電化製品 5%

150,617 京都府 福知山市 大江町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,618 京都府 福知山市 大江町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,619 京都府 福知山市 大嶋カーサービス サービス その他サービス 5%

150,620 京都府 福知山市 有限会社岡本写真館 サービス その他サービス 5%

150,621 京都府 福知山市 オカモトデンキ 小売業 電化製品 5%

150,622 京都府 福知山市 お好み焼きはここやねん福知山店 サービス 飲食業 5%

150,623 京都府 福知山市 お食事処梁山泊たらふく サービス 飲食業 5%

150,624 京都府 福知山市 オートエース サービス 飲食業 5%

150,625 京都府 福知山市 ＯＮＩ　ＮＯＲＴＨ　鬼の巣 小売業 その他小売 5%

150,626 京都府 福知山市 オリックスレンタカー福知山店 サービス その他サービス 2%

150,627 京都府 福知山市 カーショップＪＥＲＥＺ 小売業 その他小売 5%

150,628 京都府 福知山市 ＧＡＪＩ　ＡＵＴＯ 小売業 その他小売 5%

150,629 京都府 福知山市 片岡株式会社 小売業 衣料品 5%

150,630 京都府 福知山市 株井上嘉平商店（イノウエコーポレーション） サービス その他サービス 5%

150,631 京都府 福知山市 株式会社くさやま 小売業 その他小売 5%

150,632 京都府 福知山市 株式会社源兵衛 福知山営業所 小売業 その他小売 5%

150,633 京都府 福知山市 株式会社タカギ印刷 タカギ印刷店内決裁用 サービス その他サービス 5%

150,634 京都府 福知山市 株式会社西織　福知山店 小売業 衣料品 5%

150,635 京都府 福知山市 上川口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,636 京都府 福知山市 カレ－ハウスＣＯＣＯ壱番屋福知山国道９号線店 サービス 飲食業 2%

150,637 京都府 福知山市 北近畿菅公学生服株式会社 小売業 衣料品 5%

150,638 京都府 福知山市 ギフト館藤善　福知山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

150,639 京都府 福知山市 キャンベルアーリー　愛友堂 小売業 衣料品 5%

150,640 京都府 福知山市 キャンベルアーリー　愛友堂 小売業 衣料品 5%

150,641 京都府 福知山市 共立産業　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,642 京都府 福知山市 雲原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,643 京都府 福知山市 くらしのギャラリー　ちぐさ 小売業 その他小売 5%

150,644 京都府 福知山市 くらしのサポート館・カマダ 小売業 電化製品 5%

150,645 京都府 福知山市 クリーニングホソミ三和店 サービス その他サービス 5%

150,646 京都府 福知山市 Ｊ＆ｂ　ｃｌｕｂ　Ｋ．Ｂｌｏｏｄ 小売業 その他小売 5%

150,647 京都府 福知山市 コーヒーハウスホアンカン　福知山店 サービス 飲食業 5%

150,648 京都府 福知山市 ゴダイドラッグ福知山荒河店 小売業 その他小売 5%

150,649 京都府 福知山市 小林ふぁ?む 小売業 食料品 5%

150,650 京都府 福知山市 小間蔵　福知山駅前店 サービス 飲食業 5%

150,651 京都府 福知山市 ゴルフショップ　クラブエイティーン 小売業 その他小売 5%

150,652 京都府 福知山市 サイクルベースあさひ　福知山店 小売業 その他小売 2%

150,653 京都府 福知山市 サロン・ド・ボーテ・アカイ 小売業 その他小売 5%

150,654 京都府 福知山市 ｓａｌａｏ　ｄｅ　ｂｅｌｅｚａ　ｔｏｔａ サービス 理容・美容業 5%
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150,655 京都府 福知山市 ＪＡ大江営農経済センター 小売業 その他小売 5%

150,656 京都府 福知山市 ＪＡ福知山営農経済センター 小売業 その他小売 5%

150,657 京都府 福知山市 ＪＡ三和営農経済センター 小売業 その他小売 5%

150,658 京都府 福知山市 ＪＡ夜久野営農経済センター 小売業 その他小売 5%

150,659 京都府 福知山市 四季　福知山店 小売業 その他小売 5%

150,660 京都府 福知山市 シノワ・縷縷 サービス 飲食業 5%

150,661 京都府 福知山市 清水ペットクリニック サービス その他サービス 5%

150,662 京都府 福知山市 ジュエリー大倉　福知山ジャスコ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

150,663 京都府 福知山市 酒肆　石の花 サービス 飲食業 5%

150,664 京都府 福知山市 水素酵素　ｍｅ 小売業 食料品 5%

150,665 京都府 福知山市 スーパーマーケットＮＩＳＨＩＹＡＭＡ　荒河店 小売業 食料品 5%

150,666 京都府 福知山市 末広ブランチ 小売業 食料品 5%

150,667 京都府 福知山市 ＳＴＯＫＥＤＣＹＣＬＥ 小売業 その他小売 5%

150,668 京都府 福知山市 ＳＴＯＫＥＤＣＹＣＬＥ 小売業 その他小売 5%

150,669 京都府 福知山市 セルフ＆カーケアセンターＵＳ福知山 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,670 京都府 福知山市 タイヤランド福知山 小売業 その他小売 5%

150,671 京都府 福知山市 たなべ洋装店 小売業 衣料品 5%

150,672 京都府 福知山市 谷義産業　福知山支店 小売業 衣料品 5%

150,673 京都府 福知山市 丹後釣具 小売業 その他小売 5%

150,674 京都府 福知山市 地下酒場 サービス 飲食業 5%

150,675 京都府 福知山市 ちきり屋 小売業 食料品 5%

150,676 京都府 福知山市 地中海レストランソレイユ サービス 飲食業 5%

150,677 京都府 福知山市 テンフィール 小売業 その他小売 5%

150,678 京都府 福知山市 東和酒造有限会社 小売業 食料品 5%

150,679 京都府 福知山市 ＴｏｔａｌＧａｒａｇｅ　ＡＣＴＩＯＮ 小売業 その他小売 5%

150,680 京都府 福知山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福知山東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,681 京都府 福知山市 時計　宝石　フジタ 小売業 その他小売 5%

150,682 京都府 福知山市 トヨタ部品京都共販福知山営業所 小売業 その他小売 5%

150,683 京都府 福知山市 トヨタレンタリース京都福知山店 サービス その他サービス 2%

150,684 京都府 福知山市 都らいぶ　ニッシン 小売業 電化製品 5%

150,685 京都府 福知山市 都らいぶ　アダチ 小売業 電化製品 5%

150,686 京都府 福知山市 都らいぶ　ヒットプラザ 小売業 電化製品 5%

150,687 京都府 福知山市 鳥唐専門店　とりいち 小売業 食料品 5%

150,688 京都府 福知山市 ニコニコカプセルホテル サービス 宿泊業 5%

150,689 京都府 福知山市 ニッセンシェイプファンデサロンドビューテ 小売業 衣料品 5%

150,690 京都府 福知山市 ＮＯＲＴＨ　ＦＲＯＮＴ　ＨＯＳＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

150,691 京都府 福知山市 ＮＯＴＥ　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

150,692 京都府 福知山市 バイクショップヨシヤ サービス その他サービス 5%

150,693 京都府 福知山市 パティスリーカフェカタシマ福知山店 小売業 食料品 5%

150,694 京都府 福知山市 華寿司 サービス 飲食業 5%

150,695 京都府 福知山市 ビーンズＤＭＣ合同会社 サービス その他サービス 5%

150,696 京都府 福知山市 ビオネスト サービス 理容・美容業 5%
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150,697 京都府 福知山市 樋口鈑金塗装 小売業 その他小売 5%

150,698 京都府 福知山市 ピザ・リトルパーティー福知山店 サービス 飲食業 5%

150,699 京都府 福知山市 美容室　Ｓｈｏｗ サービス 理容・美容業 5%

150,700 京都府 福知山市 美容室ＦＯＲＹＯＵ．ｃｏｍｓ サービス 理容・美容業 5%

150,701 京都府 福知山市 ファイテンショップ　福知山店 小売業 その他小売 5%

150,702 京都府 福知山市 ファナー　福知山店 小売業 衣料品 5%

150,703 京都府 福知山市 ｆｕｎｎｙｌａｂｏ サービス 理容・美容業 5%

150,704 京都府 福知山市 福知山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,705 京都府 福知山市 福知山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,706 京都府 福知山市 福知山ア－クホテル サービス 宿泊業 5%

150,707 京都府 福知山市 セブン－イレブン福知山天津店 小売業 食料品 2%

150,708 京都府 福知山市 福知山荒河ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,709 京都府 福知山市 セブン－イレブン福知山荒河東店 小売業 食料品 2%

150,710 京都府 福知山市 セブン－イレブン福知山石原店 小売業 食料品 2%

150,711 京都府 福知山市 セブン－イレブン福知山今安店 小売業 食料品 2%

150,712 京都府 福知山市 福知山インターセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,713 京都府 福知山市 福知山営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,714 京都府 福知山市 セブン－イレブン福知山駅南店 小売業 食料品 2%

150,715 京都府 福知山市 セブン－イレブン福知山駅前町店 小売業 食料品 2%

150,716 京都府 福知山市 福知山卸団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,717 京都府 福知山市 福知山酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

150,718 京都府 福知山市 セブン－イレブン福知山末広店 小売業 食料品 2%

150,719 京都府 福知山市 福知山スバル自動車 小売業 その他小売 5%

150,720 京都府 福知山市 福知山中央セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,721 京都府 福知山市 フラワーショップおおつき 小売業 その他小売 5%

150,722 京都府 福知山市 ブランドール 小売業 衣料品 5%

150,723 京都府 福知山市 プレザたいち　ＰＲＥＺＡ　ＴＡＩＣＨＩ 小売業 その他小売 5%

150,724 京都府 福知山市 フレッシュ・メゾン福知山和久市店 小売業 食料品 5%

150,725 京都府 福知山市 プロショップサムライ 小売業 その他小売 5%

150,726 京都府 福知山市 ＨＡＩＲ　ＡＴＥＬＩＥＲ　ＣＯＣＯ サービス 理容・美容業 5%

150,727 京都府 福知山市 ヘアーサロン　おかはら サービス 理容・美容業 5%

150,728 京都府 福知山市 ＨＥＡＤＦＯＯＴ 小売業 衣料品 5%

150,729 京都府 福知山市 有　ＨＥＡＤＦＯＯＴ　ＨＥＡＤＦＯＯＴ　ＭＩＸＩＳＭ　ＯＵＴＦＩＴＴＥＲＳ 小売業 その他小売 5%

150,730 京都府 福知山市 ＨＥＡＤＦＯＯＴ　ｍｉｘｉｓｍ 小売業 衣料品 5%

150,731 京都府 福知山市 ＨＥＡＤＦＯＯＴ　ＭＩＸＩＳＭ　ＯＵＴＦＩＴＴＥＲＳ 小売業 その他小売 5%

150,732 京都府 福知山市 ベビーフェイスプラネッツ福知山店 サービス 飲食業 5%

150,733 京都府 福知山市 ホテルサンルート福知山 サービス 宿泊業 2%

150,734 京都府 福知山市 本庄写真館 サービス その他サービス 5%

150,735 京都府 福知山市 マクドナルド９号線福知山店 サービス 飲食業 2%

150,736 京都府 福知山市 マクドナルド福知山松縄手店 サービス 飲食業 2%

150,737 京都府 福知山市 真下油店　大江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,738 京都府 福知山市 まるしん 小売業 衣料品 5%
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150,739 京都府 福知山市 ミツウマスポーツ店 小売業 その他小売 5%

150,740 京都府 福知山市 南福知山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,741 京都府 福知山市 ミニフレッシュ三和店 小売業 食料品 5%

150,742 京都府 福知山市 ミニフレッシュ夜久野店 小売業 食料品 5%

150,743 京都府 福知山市 村上商事株式会社　ガス本部 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,744 京都府 福知山市 モーターサイクルショップ森下 小売業 その他小売 5%

150,745 京都府 福知山市 もりぐちでんき 小売業 電化製品 5%

150,746 京都府 福知山市 モルト・ヴォーノ・ピッコロ サービス 飲食業 5%

150,747 京都府 福知山市 焼肉ゆらの サービス 飲食業 5%

150,748 京都府 福知山市 有限会社じぷた 小売業 その他小売 5%

150,749 京都府 福知山市 有限会社千代屋 福知山店 サービス その他サービス 5%

150,750 京都府 福知山市 有限会社光塗装 サービス その他サービス 5%

150,751 京都府 福知山市 有限会社フィールドスポーツショップオーツー 小売業 その他小売 5%

150,752 京都府 福知山市 有限会社ＨＥＡＤＦＯＯＴ 小売業 その他小売 5%

150,753 京都府 福知山市 ユーズドタイヤ 小売業 その他小売 5%

150,754 京都府 福知山市 ヨシヤ 小売業 電化製品 5%

150,755 京都府 福知山市 ｋｋヨシヤ フォトピア ヨシヤ 小売業 その他小売 5%

150,756 京都府 福知山市 ヨシヤ駅前店 小売業 電化製品 5%

150,757 京都府 福知山市 ライオン堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

150,758 京都府 福知山市 らいおん丸　福知山店 サービス 飲食業 5%

150,759 京都府 福知山市 ＲＩＫＵＣＯＤｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

150,760 京都府 福知山市 Ｌｏｕｉｓｅ 小売業 衣料品 5%

150,761 京都府 福知山市 レストランあじくら サービス 飲食業 5%

150,762 京都府 福知山市 ログカフェ 薪ストーブショップ フローレスタ サービス 飲食業 5%

150,763 京都府 福知山市 和食Ｂａｒみぞはた サービス 飲食業 5%

150,764 京都府 舞鶴市 Ｒ　Ａ　Ｃ　ｔｗｉｎｇａｔｅ サービス 理容・美容業 5%

150,765 京都府 舞鶴市 秋吉　東舞鶴店 サービス 飲食業 5%

150,766 京都府 舞鶴市 アポロ理容院 サービス 理容・美容業 5%

150,767 京都府 舞鶴市 荒川種苗 小売業 その他小売 5%

150,768 京都府 舞鶴市 ＡＲＩＹＯＳＨＩ サービス 飲食業 5%

150,769 京都府 舞鶴市 アングラーズ　西舞鶴店 小売業 その他小売 5%

150,770 京都府 舞鶴市 池上ラジオ商会 小売業 電化製品 5%

150,771 京都府 舞鶴市 出光事務所前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,772 京都府 舞鶴市 出光西舞鶴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,773 京都府 舞鶴市 伊東時計店 小売業 その他小売 5%

150,774 京都府 舞鶴市 いぬものがかりぱうず サービス その他サービス 5%

150,775 京都府 舞鶴市 ウィズダム 小売業 電化製品 5%

150,776 京都府 舞鶴市 栄興絆 サービス その他サービス 5%

150,777 京都府 舞鶴市 榮明印房 小売業 その他小売 5%

150,778 京都府 舞鶴市 エーアンドヴィ　タナカ 小売業 電化製品 5%

150,779 京都府 舞鶴市 エコ・ビータ 小売業 その他小売 5%

150,780 京都府 舞鶴市 ＥｎｅＪｅｔ舞鶴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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150,781 京都府 舞鶴市 エムズデリ サービス 飲食業 5%

150,782 京都府 舞鶴市 大波（谷口石油） 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,783 京都府 舞鶴市 オハナ 小売業 衣料品 5%

150,784 京都府 舞鶴市 お屋敷酒場いせの与一 サービス 飲食業 5%

150,785 京都府 舞鶴市 オリックスレンタカー西舞鶴店 サービス その他サービス 2%

150,786 京都府 舞鶴市 オリックスレンタカー東舞鶴店 サービス その他サービス 2%

150,787 京都府 舞鶴市 オリックスレンタカー舞鶴港クルーズ船カウンター サービス その他サービス 2%

150,788 京都府 舞鶴市 カー・フレンド サービス その他サービス 5%

150,789 京都府 舞鶴市 カーボックス梅田 小売業 その他小売 5%

150,790 京都府 舞鶴市 割烹　嘉門 サービス 飲食業 5%

150,791 京都府 舞鶴市 割烹 松きち サービス 飲食業 5%

150,792 京都府 舞鶴市 ｃａｆｅ　ｄｅ十番館本店 サービス 飲食業 5%

150,793 京都府 舞鶴市 株式会社ウルマ自動車 小売業 その他小売 5%

150,794 京都府 舞鶴市 株式会社オート舞鶴販売 小売業 その他小売 5%

150,795 京都府 舞鶴市 株式会社ＧＡＲＡＧＥ　Ｆ-ＺＥＲＯ 小売業 その他小売 5%

150,796 京都府 舞鶴市 株式会社木下金物店 小売業 その他小売 5%

150,797 京都府 舞鶴市 株式会社キャロット 小売業 その他小売 5%

150,798 京都府 舞鶴市 株式会社源兵衛 舞鶴営業所 小売業 その他小売 5%

150,799 京都府 舞鶴市 株式会社タナカ自動車工業 小売業 その他小売 5%

150,800 京都府 舞鶴市 株式会社フィニオン サービス その他サービス 5%

150,801 京都府 舞鶴市 株式会社ボンボン堂　らぽーる店 小売業 貴金属・服飾品 5%

150,802 京都府 舞鶴市 株式会社マルタンヤング 小売業 衣料品 5%

150,803 京都府 舞鶴市 株式会社若田商会 小売業 その他小売 5%

150,804 京都府 舞鶴市 カラオケスカイ　舞鶴店 サービス その他サービス 5%

150,805 京都府 舞鶴市 ＫＡＮ，ＭＡＤＩＮＩＮＧ サービス 飲食業 5%

150,806 京都府 舞鶴市 キクヅル 小売業 その他小売 5%

150,807 京都府 舞鶴市 北前船のカワモト　舞鶴かね和店 小売業 食料品 5%

150,808 京都府 舞鶴市 木下自動車整備工業 サービス その他サービス 5%

150,809 京都府 舞鶴市 ギフト館藤善　西舞鶴店 小売業 貴金属・服飾品 5%

150,810 京都府 舞鶴市 ギフト館藤善　東舞鶴店 小売業 貴金属・服飾品 5%

150,811 京都府 舞鶴市 京舞鶴　池屋 サービス 飲食業 5%

150,812 京都府 舞鶴市 株式会社京洋　石油ガス課 小売業 その他小売 5%

150,813 京都府 舞鶴市 くすりの太陽堂　伊佐津店 小売業 その他小売 5%

150,814 京都府 舞鶴市 クリーニングポケット　倉谷店 サービス その他サービス 5%

150,815 京都府 舞鶴市 クリーニングポケット　工場前店 サービス その他サービス 5%

150,816 京都府 舞鶴市 クリーニングポケット　下福井店 サービス その他サービス 5%

150,817 京都府 舞鶴市 グレース シオミ 小売業 その他小売 5%

150,818 京都府 舞鶴市 幸福亭　幸福亭　?肉と魚と燻製のバル? サービス 飲食業 5%

150,819 京都府 舞鶴市 セブンーイレブンＫＯＹＯ舞鶴共済病院店 小売業 食料品 2%

150,820 京都府 舞鶴市 ゴダイドラッグ西舞鶴店 小売業 その他小売 5%

150,821 京都府 舞鶴市 菜園しゃぶしゃぶ　菜蔵 サービス 飲食業 5%

150,822 京都府 舞鶴市 Ｓｕｃｃｅｅｄ 小売業 衣料品 5%
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150,823 京都府 舞鶴市 佐古田電機　車の電気屋さん 小売業 その他小売 5%

150,824 京都府 舞鶴市 三条のいろは 小売業 食料品 5%

150,825 京都府 舞鶴市 サンデンキ 小売業 電化製品 5%

150,826 京都府 舞鶴市 ＪＡ青葉支店 小売業 その他小売 5%

150,827 京都府 舞鶴市 ＪＡ加佐営農経済センター 小売業 その他小売 5%

150,828 京都府 舞鶴市 ＪＡ舞鶴西営農経済センター 小売業 その他小売 5%

150,829 京都府 舞鶴市 ＪＡ舞鶴東営農経済センター 小売業 その他小売 5%

150,830 京都府 舞鶴市 ＪＡ舞鶴東支店 小売業 その他小売 5%

150,831 京都府 舞鶴市 拾得 サービス 宿泊業 5%

150,832 京都府 舞鶴市 シュランク 小売業 衣料品 5%

150,833 京都府 舞鶴市 ショコラ・ド・クロエ サービス 理容・美容業 5%

150,834 京都府 舞鶴市 白鳥ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,835 京都府 舞鶴市 新健勝苑舞鶴店 小売業 衣料品 5%

150,836 京都府 舞鶴市 新日本補聴器センター舞鶴店 小売業 その他小売 5%

150,837 京都府 舞鶴市 ｓｔｕｄｉｏｚｅｒｏ サービス 理容・美容業 5%

150,838 京都府 舞鶴市 スポーツ　ホリ 小売業 その他小売 5%

150,839 京都府 舞鶴市 生活編集館　サクレ 小売業 衣料品 5%

150,840 京都府 舞鶴市 ｓｅｌｆｉｓｈ 小売業 貴金属・服飾品 5%

150,841 京都府 舞鶴市 タカラブネ　バザールタウン舞鶴店 小売業 食料品 5%

150,842 京都府 舞鶴市 津山サイクル　つやまサイクル 小売業 その他小売 5%

150,843 京都府 舞鶴市 東洋医学健康研究所 サービス 理容・美容業 5%

150,844 京都府 舞鶴市 トーマイ サービス その他サービス 5%

150,845 京都府 舞鶴市 ドッグショップＲｅａｃｈｏｕｔ 小売業 その他小売 5%

150,846 京都府 舞鶴市 トヨタレンタリース京都舞鶴店 サービス その他サービス 2%

150,847 京都府 舞鶴市 都らいぶ　ヤマモト 小売業 電化製品 5%

150,848 京都府 舞鶴市 ナイスボディワーク 小売業 その他小売 5%

150,849 京都府 舞鶴市 仲井ホンダ販売 小売業 その他小売 5%

150,850 京都府 舞鶴市 ＮＡＫＡＮＯ 小売業 電化製品 5%

150,851 京都府 舞鶴市 中舞鶴 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,852 京都府 舞鶴市 ７ｎａｎａ 小売業 衣料品 5%

150,853 京都府 舞鶴市 肉のＡＢＣフーズ 小売業 食料品 5%

150,854 京都府 舞鶴市 にしがき北浜店 小売業 食料品 5%

150,855 京都府 舞鶴市 にしがき下福井店 小売業 食料品 5%

150,856 京都府 舞鶴市 にしがき東舞鶴店 小売業 食料品 5%

150,857 京都府 舞鶴市 にしがき福来店 小売業 食料品 5%

150,858 京都府 舞鶴市 ＮＩＣＫ　ＢＥＥＲ サービス 飲食業 5%

150,859 京都府 舞鶴市 ネレイド 小売業 その他小売 5%

150,860 京都府 舞鶴市 農村レストランふるる サービス 飲食業 5%

150,861 京都府 舞鶴市 パティスリー　ラ　マルシェ 小売業 食料品 5%

150,862 京都府 舞鶴市 東舞鶴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,863 京都府 舞鶴市 東舞鶴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,864 京都府 舞鶴市 株式会社東舞鶴志摩至誠堂 小売業 その他小売 5%
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150,865 京都府 舞鶴市 ピザ・リトルパーティー東舞鶴店 サービス 飲食業 5%

150,866 京都府 舞鶴市 美容室 ウエーブ サービス 理容・美容業 5%

150,867 京都府 舞鶴市 ファッションハウス　ウィズ 小売業 衣料品 5%

150,868 京都府 舞鶴市 ファッションハウスオギノ 小売業 衣料品 5%

150,869 京都府 舞鶴市 Ｆｉｓｈｂａｒ鯨 サービス 飲食業 5%

150,870 京都府 舞鶴市 福井物産株式会社 市役所売店 小売業 食料品 5%

150,871 京都府 舞鶴市 福井物産株式会社 保安学校売店 小売業 食料品 5%

150,872 京都府 舞鶴市 ぷちショップ西舞鶴店 小売業 その他小売 5%

150,873 京都府 舞鶴市 ブラックギャラクシー　らぽーる店 小売業 衣料品 5%

150,874 京都府 舞鶴市 フレッシュ　ヘアー　みずかみ サービス 理容・美容業 5%

150,875 京都府 舞鶴市 ｈａｉｒ ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ 琉音 サービス 理容・美容業 5%

150,876 京都府 舞鶴市 ヘアフィックス　ＨａｉｒＦＩＸ サービス 理容・美容業 5%

150,877 京都府 舞鶴市 Ｈａｉｒ Ｍａｋｅ Ｌｉｖ サービス 理容・美容業 5%

150,878 京都府 舞鶴市 ペットセレモニー舞鶴 サービス その他サービス 5%

150,879 京都府 舞鶴市 ベティの部屋 サービス 理容・美容業 5%

150,880 京都府 舞鶴市 ホテルアマービレ舞鶴 サービス 宿泊業 5%

150,881 京都府 舞鶴市 ポートシャインホテル サービス 宿泊業 5%

150,882 京都府 舞鶴市 舞しゃぶ サービス 飲食業 5%

150,883 京都府 舞鶴市 舞鶴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,884 京都府 舞鶴市 舞鶴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,885 京都府 舞鶴市 セブン－イレブン舞鶴大波下店 小売業 食料品 2%

150,886 京都府 舞鶴市 セブン－イレブン舞鶴北吸店 小売業 食料品 2%

150,887 京都府 舞鶴市 セブン－イレブン舞鶴倉梯町店 小売業 食料品 2%

150,888 京都府 舞鶴市 舞鶴グランドホテル サービス 宿泊業 5%

150,889 京都府 舞鶴市 舞鶴港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,890 京都府 舞鶴市 舞鶴港漁師小屋　舞鶴港　漁師小屋 サービス 飲食業 5%

150,891 京都府 舞鶴市 舞鶴赤十字病院売店 小売業 その他小売 5%

150,892 京都府 舞鶴市 セブン－イレブン舞鶴西町店 小売業 食料品 2%

150,893 京都府 舞鶴市 セブン－イレブン舞鶴溝尻店 小売業 食料品 2%

150,894 京都府 舞鶴市 舞鶴南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,895 京都府 舞鶴市 舞鶴ミフネ家具 小売業 家具・調度品 5%

150,896 京都府 舞鶴市 マイプラザ舞鶴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,897 京都府 舞鶴市 マウンテン　バーアンドキッチン サービス 飲食業 5%

150,898 京都府 舞鶴市 マクドナルド２７号舞鶴店 サービス 飲食業 2%

150,899 京都府 舞鶴市 マクドナルド東舞鶴らぽーる店 サービス 飲食業 2%

150,900 京都府 舞鶴市 ＭＡＨＡＬＯ 小売業 衣料品 5%

150,901 京都府 舞鶴市 丸田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,902 京都府 舞鶴市 マルヒラ　バザール店 サービス その他サービス 5%

150,903 京都府 舞鶴市 ミチルかさまん 小売業 家具・調度品 5%

150,904 京都府 舞鶴市 メガネの和諧堂 サービス その他サービス 5%

150,905 京都府 舞鶴市 盛都 サービス 飲食業 5%

150,906 京都府 舞鶴市 モルト・ヴォーノ・ニーナ サービス 飲食業 5%
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150,907 京都府 舞鶴市 ＪＭ／ヤスイ電機 小売業 電化製品 5%

150,908 京都府 舞鶴市 （有）山口ガラス建材 サービス その他サービス 5%

150,909 京都府 舞鶴市 山下酒店 山下酒店 小売業 食料品 5%

150,910 京都府 舞鶴市 ヤマショー電器 小売業 電化製品 5%

150,911 京都府 舞鶴市 山元ガレージ サービス その他サービス 5%

150,912 京都府 舞鶴市 山本商事 小売業 電化製品 5%

150,913 京都府 舞鶴市 有限会社黒鯛釣具 小売業 その他小売 5%

150,914 京都府 舞鶴市 有限会社堀江商会 小売業 その他小売 5%

150,915 京都府 舞鶴市 有限会社ホンダウイング筒井 小売業 その他小売 5%

150,916 京都府 舞鶴市 有限会社山本モータース 小売業 その他小売 5%

150,917 京都府 舞鶴市 夢菓房　みやした 小売業 食料品 5%

150,918 京都府 舞鶴市 ラ・クロシェット・ヒラノ サービス 飲食業 5%

150,919 京都府 舞鶴市 料理旅館　霞月 サービス 宿泊業 5%

150,920 京都府 舞鶴市 旅館　銀水閣 サービス 宿泊業 5%

150,921 京都府 舞鶴市 ルート２７ 小売業 その他小売 5%

150,922 京都府 舞鶴市 Ｌｕｇａｌｏ サービス 理容・美容業 5%

150,923 京都府 南山城村 ＪＡ京都やましろ　田山協同の家 小売業 その他小売 5%

150,924 京都府 南山城村 ＪＡ京都やましろ　南山城村支店 小売業 その他小売 5%

150,925 京都府 宮津市 ａｃｅｔｏ サービス 飲食業 5%

150,926 京都府 宮津市 天の橋立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,927 京都府 宮津市 天橋立荘 サービス 宿泊業 5%

150,928 京都府 宮津市 天橋立荘別館よさの荘 サービス 宿泊業 5%

150,929 京都府 宮津市 天橋立離宮星音 小売業 その他小売 5%

150,930 京都府 宮津市 飯尾醸造　本社蔵 小売業 食料品 5%

150,931 京都府 宮津市 池田洋品店 小売業 衣料品 5%

150,932 京都府 宮津市 イタリアンレストランチェーロ 小売業 その他小売 5%

150,933 京都府 宮津市 出光天橋立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,934 京都府 宮津市 出光栗田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,935 京都府 宮津市 出光宮津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,936 京都府 宮津市 出光宮津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,937 京都府 宮津市 出光由良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,938 京都府 宮津市 イナバ 小売業 衣料品 5%

150,939 京都府 宮津市 オーディオ南海　宮津 小売業 電化製品 5%

150,940 京都府 宮津市 有限会社岸和田旅館 サービス 宿泊業 5%

150,941 京都府 宮津市 栗田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,942 京都府 宮津市 栗田ＳＳ　有本石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,943 京都府 宮津市 玄妙庵 サービス 宿泊業 5%

150,944 京都府 宮津市 ゴダイドラッグ宮津店 小売業 その他小売 5%

150,945 京都府 宮津市 レディースショップ　コニー 小売業 衣料品 5%

150,946 京都府 宮津市 シエナヒルズアクティビティーセンター 小売業 その他小売 5%

150,947 京都府 宮津市 ＺＩＰスポーツ 小売業 その他小売 5%

150,948 京都府 宮津市 旬彩するめや 小売業 食料品 5%
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150,949 京都府 宮津市 松寿庵 小売業 食料品 5%

150,950 京都府 宮津市 神風楼 サービス 宿泊業 5%

150,951 京都府 宮津市 寿司・和食処　黒岬 サービス 飲食業 5%

150,952 京都府 宮津市 石油卸部 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,953 京都府 宮津市 対橋楼 サービス 宿泊業 5%

150,954 京都府 宮津市 Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｂａｒ　ＡＺＩＴＯ サービス 飲食業 5%

150,955 京都府 宮津市 丹後由良ＳＳ　小室石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,956 京都府 宮津市 茶六別館 サービス 宿泊業 5%

150,957 京都府 宮津市 茶六本館 サービス 宿泊業 5%

150,958 京都府 宮津市 ちよやコスメティックス 小売業 その他小売 5%

150,959 京都府 宮津市 つるや食堂 サービス 飲食業 5%

150,960 京都府 宮津市 つるや食堂 サービス 飲食業 5%

150,961 京都府 宮津市 ＤＤＹｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

150,962 京都府 宮津市 トネット 小売業 電化製品 5%

150,963 京都府 宮津市 にしがき　上宮津店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

150,964 京都府 宮津市 にしがき　府中店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

150,965 京都府 宮津市 にしがき　宮津店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

150,966 京都府 宮津市 にしがき　由良店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

150,967 京都府 宮津市 にしがき府中店 小売業 食料品 5%

150,968 京都府 宮津市 にしがき宮津店 小売業 食料品 5%

150,969 京都府 宮津市 にしがき養老店 小売業 食料品 5%

150,970 京都府 宮津市 ハクレイ酒造（株） 小売業 その他小売 5%

150,971 京都府 宮津市 橋立海産センター 小売業 その他小売 5%

150,972 京都府 宮津市 橋立海産センター　瑞松苑 サービス 飲食業 5%

150,973 京都府 宮津市 ＰａｎａＪＡＭフルカワ 小売業 電化製品 5%

150,974 京都府 宮津市 ＨＡＭＡＫＡＺＥ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

150,975 京都府 宮津市 日置ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,976 京都府 宮津市 ファーム・グランピング京都天橋立 小売業 その他小売 5%

150,977 京都府 宮津市 フジヨシ電機商会 小売業 電化製品 5%

150,978 京都府 宮津市 Ｅｌｕｃｉａ サービス 理容・美容業 5%

150,979 京都府 宮津市 ホテル北野屋 サービス 宿泊業 5%

150,980 京都府 宮津市 ホテル丹後 サービス 宿泊業 5%

150,981 京都府 宮津市 堀川オート工業 サービス その他サービス 5%

150,982 京都府 宮津市 本社営業部 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,983 京都府 宮津市 マクドナルド１７６宮津店 サービス 飲食業 2%

150,984 京都府 宮津市 松井物産　本店 小売業 その他小売 5%

150,985 京都府 宮津市 まつなみ 小売業 食料品 5%

150,986 京都府 宮津市 マリントピア２号館　マリンショップ 小売業 その他小売 5%

150,987 京都府 宮津市 マリントピアマリーナマリンショップ 小売業 その他小売 5%

150,988 京都府 宮津市 宮津 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,989 京都府 宮津市 宮津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,990 京都府 宮津市 宮津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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150,991 京都府 宮津市 配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,992 京都府 宮津市 宮津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

150,993 京都府 宮津市 宮津ＨＡＲＢＯＲ 小売業 その他小売 5%

150,994 京都府 宮津市 宮津ハーバー サービス 宿泊業 5%

150,995 京都府 宮津市 メガネのよこかわ　ミップル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

150,996 京都府 宮津市 Ｍｅｚｚｏ　ＡＬＬ　ＳＵＩＴＥ　ＶＩＬＬＡＳ 小売業 その他小売 5%

150,997 京都府 宮津市 メンズショップ竹原　メンズショップ竹原 小売業 衣料品 5%

150,998 京都府 宮津市 文珠荘 サービス 宿泊業 5%

150,999 京都府 宮津市 ＹＡＫＩＴＯＲＩ　千鳥 サービス 飲食業 5%

151,000 京都府 宮津市 株式会社　山一水産 小売業 食料品 5%

151,001 京都府 宮津市 有限会社五輪堂 小売業 その他小売 5%

151,002 京都府 宮津市 夢ファクトリー京都 小売業 その他小売 5%

151,003 京都府 宮津市 料理旅館　鳥喜） サービス 宿泊業 5%

151,004 京都府 宮津市 料理旅館　鳥喜 サービス 宿泊業 5%

151,005 京都府 宮津市 瑠璃浜 サービス 宿泊業 5%

151,006 京都府 宮津市 瑠璃浜アクティビティーセンター 小売業 その他小売 5%

151,007 京都府 宮津市 レストラン黒岬 サービス 飲食業 5%

151,008 京都府 宮津市 レストラン天香 サービス 飲食業 5%

151,009 京都府 宮津市 レストランチェーロ サービス 飲食業 5%

151,010 京都府 宮津市 和食レストラン黒岬 小売業 その他小売 5%

151,011 京都府 宮津市 和食レストラン天香 小売業 その他小売 5%

151,012 京都府 向日市 あじひろ物集女 サービス 飲食業 5%

151,013 京都府 向日市 石井スポーツ振興 サービス その他サービス 5%

151,014 京都府 向日市 壱番屋向日国道１７１号店 サービス 飲食業 2%

151,015 京都府 向日市 出光１７１向日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,016 京都府 向日市 ＶｉｌｌａＫｙｏｔｏＳａｉｉｎ サービス その他サービス 5%

151,017 京都府 向日市 エイトビート 小売業 その他小売 5%

151,018 京都府 向日市 ＧＡＡＦ　ＹＡＳＵＩ サービス 理容・美容業 5%

151,019 京都府 向日市 ＧＡＡＦ　ＹＡＳＵＩ　ＧＡＡＦ　ＹＡＳＵＩ サービス その他サービス 5%

151,020 京都府 向日市 買取販売ルチャリブレ 小売業 その他小売 5%

151,021 京都府 向日市 片山電機　向日町店 小売業 電化製品 5%

151,022 京都府 向日市 株式会社ピノス サービス その他サービス 5%

151,023 京都府 向日市 株式会社ツアーポート サービス その他サービス 5%

151,024 京都府 向日市 株式会社野村龍酒店 小売業 食料品 5%

151,025 京都府 向日市 ガラージュ 小売業 衣料品 5%

151,026 京都府 向日市 喫茶あんづ サービス 飲食業 5%

151,027 京都府 向日市 京都花糀 サービス 飲食業 5%

151,028 京都府 向日市 串いくぞう 小売業 その他小売 5%

151,029 京都府 向日市 グラスィーズギャラリータツムラ 小売業 その他小売 5%

151,030 京都府 向日市 ケントボーイズ向日店 小売業 食料品 5%

151,031 京都府 向日市 コーヨーオレイン サービス その他サービス 5%

151,032 京都府 向日市 仁ア―トショップ＆スペース 小売業 衣料品 5%
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151,033 京都府 向日市 ｓｔｅｌｌａ　東向日店 サービス 理容・美容業 5%

151,034 京都府 向日市 中国家常菜　春来 サービス 飲食業 5%

151,035 京都府 向日市 Ｎａｉｌｓａｌｏｎｃｈｅｒｉｓｈ サービス その他サービス 5%

151,036 京都府 向日市 ノムラ電化ショップ 小売業 電化製品 5%

151,037 京都府 向日市 パティスリーピラミッド　パティスリー　ピラミッド 小売業 食料品 5%

151,038 京都府 向日市 浜谷タクシー サービス 運輸業 5%

151,039 京都府 向日市 美容室ａｎ　向日町本店 サービス 理容・美容業 5%

151,040 京都府 向日市 ブランドブティック　ラベンナ 小売業 衣料品 5%

151,041 京都府 向日市 ｈａｉｒ　ｓｕｐ サービス 理容・美容業 5%

151,042 京都府 向日市 Ｈａｉｒ Ｓｐａｃｅ Ｅａｒｔｈ 本店 サービス 理容・美容業 5%

151,043 京都府 向日市 ＰｅｔｓｈｏｐＤａｉｓｙｈｉｌｌ 小売業 その他小売 5%

151,044 京都府 向日市 ほりい商店 サービス 飲食業 5%

151,045 京都府 向日市 ＭＡＲＫＥＲｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

151,046 京都府 向日市 Ｆｅｓｐａ京都 サービス その他サービス 5%

151,047 京都府 向日市 マクドナルド向日市トイザらス店 サービス 飲食業 2%

151,048 京都府 向日市 Ｍａｌｖａ サービス 理容・美容業 5%

151,049 京都府 向日市 丸五自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

151,050 京都府 向日市 マルナカ薬局 小売業 その他小売 5%

151,051 京都府 向日市 南向日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,052 京都府 向日市 都ミシンサービス 小売業 電化製品 5%

151,053 京都府 向日市 セブン－イレブン向日一文橋店 小売業 食料品 2%

151,054 京都府 向日市 セブン－イレブン向日梅ノ木店 小売業 食料品 2%

151,055 京都府 向日市 セブン－イレブン向日鶏冠井町店 小売業 食料品 2%

151,056 京都府 向日市 セブン－イレブン向日寺戸店 小売業 食料品 2%

151,057 京都府 向日市 セブン－イレブン向日東田中瀬店 小売業 食料品 2%

151,058 京都府 向日市 向日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,059 京都府 向日市 セブン－イレブン向日南垣内店 小売業 食料品 2%

151,060 京都府 向日市 セブン－イレブン向日南金村店 小売業 食料品 2%

151,061 京都府 向日市 ゆめみし　東向日店 サービス その他サービス 5%

151,062 京都府 向日市 リヴ サービス その他サービス 5%

151,063 京都府 向日市 リクリーン サービス その他サービス 5%

151,064 京都府 向日市 リラクゼーションＭｏｕｎｔａｉｎ サービス その他サービス 5%

151,065 京都府 八幡市 出光八幡 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,066 京都府 八幡市 ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

151,067 京都府 八幡市 いろり屋八幡店 サービス 飲食業 5%

151,068 京都府 八幡市 ウイングマート大石　八幡店 小売業 食料品 5%

151,069 京都府 八幡市 ＭＲ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

151,070 京都府 八幡市 オートクロス サービス その他サービス 5%

151,071 京都府 八幡市 OKAJIMA　CAR　TECHNO サービス その他サービス 5%

151,072 京都府 八幡市 岡島モータークラブ 小売業 その他小売 5%

151,073 京都府 八幡市 おくむら総合法務事務所 サービス その他サービス 5%

151,074 京都府 八幡市 奥本電気店 小売業 電化製品 5%
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151,075 京都府 八幡市 男山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,076 京都府 八幡市 セブン－イレブン男山店 小売業 食料品 2%

151,077 京都府 八幡市 カザマランドセル　八幡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

151,078 京都府 八幡市 株式会社プロスタッフ サービス 運輸業 5%

151,079 京都府 八幡市 Ｃａｐｐｕｃｃｉｎｏ ａｍｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

151,080 京都府 八幡市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋八幡国一店 サービス 飲食業 2%

151,081 京都府 八幡市 ＫＩＳＨＩＳＰＯ八幡店ＫＥＭＡＲＩ 小売業 その他小売 5%

151,082 京都府 八幡市 牛角松井山手ソフィアモール店 サービス 飲食業 2%

151,083 京都府 八幡市 業務スーパー男山店 小売業 食料品 2%

151,084 京都府 八幡市 国道八幡 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,085 京都府 八幡市 ココット 小売業 食料品 5%

151,086 京都府 八幡市 ＣＯＣＯＨＡＩＲＦＡＣＥ サービス その他サービス 5%

151,087 京都府 八幡市 ＪＡ京都やましろ　八幡市支店 小売業 その他小売 5%

151,088 京都府 八幡市 しごとぎや　たまゆら　京都店 小売業 衣料品 5%

151,089 京都府 八幡市 ｓｈｉｐｐｏ?ｆａｍｉｌｙ サービス その他サービス 5%

151,090 京都府 八幡市 ジャッキアップ八幡店株式会社浦和 サービス その他サービス 5%

151,091 京都府 八幡市 ｊａｃｋ．ｒａｂｂｉｔ．ＳＬＩＭ サービス 理容・美容業 5%

151,092 京都府 八幡市 シャノワール　松井山手店 小売業 食料品 5%

151,093 京都府 八幡市 手芸センタードリーム　ムサシ京都八幡店 小売業 その他小売 5%

151,094 京都府 八幡市 手芸センタードリームムサシ京都八幡 小売業 その他小売 5%

151,095 京都府 八幡市 人力引越社　１０５ サービス その他サービス 5%

151,096 京都府 八幡市 すすめ　ヴァイキング　京都八幡店 サービス 飲食業 5%

151,097 京都府 八幡市 スナップオンソガ 小売業 電化製品 5%

151,098 京都府 八幡市 スポーツアベニュー サービス その他サービス 5%

151,099 京都府 八幡市 スマイリング　にしかわ 小売業 電化製品 5%

151,100 京都府 八幡市 創花　創花 小売業 その他小売 5%

151,101 京都府 八幡市 竹取温泉灯りの湯 サービス その他サービス 5%

151,102 京都府 八幡市 たけや義 サービス その他サービス 5%

151,103 京都府 八幡市 ツボイ　男山店 小売業 電化製品 5%

151,104 京都府 八幡市 天狗櫻 サービス 飲食業 5%

151,105 京都府 八幡市 ハートランド男山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,106 京都府 八幡市 ｂｉｐｅｄ サービス その他サービス 5%

151,107 京都府 八幡市 ひごペット　イズミヤ八幡店 小売業 その他小売 5%

151,108 京都府 八幡市 ひごペットフレンドリー　スーパーセンターイズミヤ八幡 小売業 その他小売 5%

151,109 京都府 八幡市 ベル動物病院 サービス その他サービス 5%

151,110 京都府 八幡市 ポピー 小売業 その他小売 5%

151,111 京都府 八幡市 マーク　オブ　グラフィー　松井山手店 小売業 衣料品 5%

151,112 京都府 八幡市 セブン－イレブン松井山手店 小売業 食料品 2%

151,113 京都府 八幡市 マナベインテリアハーツ八幡店 小売業 家具・調度品 5%

151,114 京都府 八幡市 三杉屋　京都八幡店 小売業 食料品 5%

151,115 京都府 八幡市 ＭｕｃＭｏｃｂｙＫｓ?Ｐｌａｎ 小売業 家具・調度品 5%

151,116 京都府 八幡市 ｔｅｘｏｓ 小売業 衣料品 5%
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151,117 京都府 八幡市 やきとり大吉八幡男山店 サービス 飲食業 5%

151,118 京都府 八幡市 焼肉五苑　八幡店 サービス 飲食業 5%

151,119 京都府 八幡市 焼肉ダイニング　ほのか サービス 飲食業 5%

151,120 京都府 八幡市 セブン－イレブン八幡垣内山店 小売業 食料品 2%

151,121 京都府 八幡市 セブン－イレブン八幡御幸谷店 小売業 食料品 2%

151,122 京都府 八幡市 セブン－イレブン八幡五反田店 小売業 食料品 2%

151,123 京都府 八幡市 八幡ゴルフ サービス その他サービス 5%

151,124 京都府 八幡市 セブン－イレブン八幡市男山指月店 小売業 食料品 2%

151,125 京都府 八幡市 セブン－イレブン八幡市民体育館前店 小売業 食料品 2%

151,126 京都府 八幡市 セブン－イレブン八幡戸津中代店 小売業 食料品 2%

151,127 京都府 八幡市 有限会社中原モータース サービス その他サービス 5%

151,128 京都府 八幡市 吉川喜広 小売業 その他小売 5%

151,129 京都府 八幡市 株式会社ヨシタカ　カー　リベヤー サービス その他サービス 5%

151,130 京都府 八幡市 ライフポケット　八幡店 小売業 電化製品 5%

151,131 京都府 八幡市 洛楽タクシー サービス 運輸業 5%

151,132 京都府 八幡市 リラクゼーションスペースモカ サービス その他サービス 5%

151,133 京都府 八幡市 ルキナ　京都八幡店 サービス その他サービス 5%

151,134 京都府 八幡市 Ｒｅｃｏ サービス その他サービス 5%

151,135 京都府 八幡市 レストラン　男山 サービス 飲食業 5%

151,136 京都府 八幡市 露菴　京都八幡店 サービス 飲食業 5%

151,137 京都府 八幡市 ロイヤルクイーン　くずは教室 小売業 家具・調度品 5%

151,138 京都府 八幡市 Ｙ　ｓ　ｓｙｓｔｅｍ　安田電化 小売業 電化製品 5%

151,139 京都府 与謝野町 いいざわ畳店 サービス その他サービス 5%

151,140 京都府 与謝野町 幾地 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,141 京都府 与謝野町 一色ちりめん 小売業 その他小売 5%

151,142 京都府 与謝野町 岩滝 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,143 京都府 与謝野町 岩滝ＳＳ　岩滝石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,144 京都府 与謝野町 インテルナモリイ　加悦店 小売業 家具・調度品 5%

151,145 京都府 与謝野町 ＦＤオート サービス その他サービス 5%

151,146 京都府 与謝野町 大嶋カーサービス　丹後店 サービス その他サービス 5%

151,147 京都府 与謝野町 Ｃａｆｅ　ａｄｒｉａｎｏ サービス 飲食業 5%

151,148 京都府 与謝野町 株式会社西織　丹後本店 小売業 衣料品 5%

151,149 京都府 与謝野町 株式会社宮川自動車 小売業 その他小売 5%

151,150 京都府 与謝野町 加悦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,151 京都府 与謝野町 カラオケスカイ野田川店 サービス その他サービス 5%

151,152 京都府 与謝野町 きむらフローリスト きむらフローリスト 小売業 その他小売 5%

151,153 京都府 与謝野町 きものサロンながしま 小売業 衣料品 5%

151,154 京都府 与謝野町 きものと寝装品　どいはん 小売業 衣料品 5%

151,155 京都府 与謝野町 ＣＯＯＫパル　あかし 小売業 電化製品 5%

151,156 京都府 与謝野町 ゴダイドラッグ岩滝店 小売業 その他小売 5%

151,157 京都府 与謝野町 ゴダイドラッグ加悦店 小売業 その他小売 5%

151,158 京都府 与謝野町 ゴダイドラッグ野田川店 小売業 その他小売 5%
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151,159 京都府 与謝野町 古代の丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,160 京都府 与謝野町 坂根商店　酒屋 小売業 その他小売 5%

151,161 京都府 与謝野町 柴田織物 小売業 衣料品 5%

151,162 京都府 与謝野町 柴田織物 柴田織物 サービス その他サービス 5%

151,163 京都府 与謝野町 シューズショップ　カバタ 小売業 衣料品 5%

151,164 京都府 与謝野町 スバルショップ北丹 小売業 その他小売 5%

151,165 京都府 与謝野町 丹菱株式会社 サービス その他サービス 5%

151,166 京都府 与謝野町 デビュー サービス 理容・美容業 5%

151,167 京都府 与謝野町 ＪＭ／登喜蔵 小売業 衣料品 5%

151,168 京都府 与謝野町 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅサンクチュアリーのだがわＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,169 京都府 与謝野町 トリカネ商店　トリカネ　ウイル店 小売業 食料品 5%

151,170 京都府 与謝野町 にしがき　岩屋店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

151,171 京都府 与謝野町 にしがき　加悦店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

151,172 京都府 与謝野町 にしがき石川店 小売業 食料品 5%

151,173 京都府 与謝野町 にしがき岩滝店 小売業 食料品 5%

151,174 京都府 与謝野町 にしがき加悦店 小売業 食料品 5%

151,175 京都府 与謝野町 西原酒店 小売業 食料品 5%

151,176 京都府 与謝野町 野田川 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,177 京都府 与謝野町 野田川町石川店 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,178 京都府 与謝野町 ＨＯＵＳＥ １７６ 小売業 衣料品 5%

151,179 京都府 与謝野町 パン工房パパス 小売業 食料品 5%

151,180 京都府 与謝野町 フェイシャルサロン与謝野 サービス 理容・美容業 5%

151,181 京都府 与謝野町 プラス　四辻店 小売業 電化製品 5%

151,182 京都府 与謝野町 弁慶寿司　石川店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

151,183 京都府 与謝野町 ポッペ サービス 飲食業 5%

151,184 京都府 与謝野町 堀尾デンキ 小売業 電化製品 5%

151,185 京都府 与謝野町 マツダオートザム野田川 サービス その他サービス 5%

151,186 京都府 与謝野町 メナードフェイシャルサロン サービス その他サービス 5%

151,187 京都府 与謝野町 モール 小売業 衣料品 5%

151,188 京都府 与謝野町 ｍｏｌｌｅ 小売業 衣料品 5%

151,189 京都府 与謝野町 有限会社三光園 有限会社三光園 小売業 その他小売 5%

151,190 京都府 与謝野町 メナードフェイシャルサロン与謝野 サービス その他サービス 5%

151,191 京都府 与謝野町 四辻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,192 京都府 与謝野町 和光石油　橋立インターセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,193 京都府 和束町 出光東和束ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,194 京都府 和束町 出光和束ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,195 京都府 和束町 Ａｕｔｏ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｏｋｕ 小売業 その他小売 5%

151,196 京都府 和束町 ＪＡ京都やましろ　和束町支店 小売業 その他小売 5%

151,197 京都府 和束町 スーパーなかつじ 小売業 食料品 5%

151,198 京都府 和束町 竹谷酒店 小売業 食料品 5%

151,199 京都府 和束町 ＢｌｏｄｇｅＬｏｄｇｅ サービス その他サービス 5%

151,200 京都府 和束町 和束ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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151,201 京都府 和束町 和束中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,202 京都府 和束町 和束町観光案内所 小売業 その他小売 5%

151,203 大阪府 池田市 アイビー サービス その他サービス 5%

151,204 大阪府 池田市 有限会社秋田屋チェーンソーサービス サービス その他サービス 5%

151,205 大阪府 池田市 秋吉　石橋店 サービス 飲食業 5%

151,206 大阪府 池田市 あすか亭 サービス 飲食業 5%

151,207 大阪府 池田市 ａｔｅｌｉｅｒｔｏｉｅｔｍｏｉアトリエトワエモア サービス その他サービス 5%

151,208 大阪府 池田市 アルカ池田緑丘薬局 小売業 その他小売 5%

151,209 大阪府 池田市 Ａｍｂｅｒｅｙｅｓ サービス 理容・美容業 5%

151,210 大阪府 池田市 生田デンキ　石橋店 小売業 電化製品 5%

151,211 大阪府 池田市 生田デンキ 小売業 電化製品 5%

151,212 大阪府 池田市 セブン－イレブン池田旭丘１丁目店 小売業 食料品 2%

151,213 大阪府 池田市 セブン－イレブン池田石橋１丁目店 小売業 食料品 2%

151,214 大阪府 池田市 池田ＩＣＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,215 大阪府 池田市 セブン－イレブン池田駅南店 小売業 食料品 2%

151,216 大阪府 池田市 池田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,217 大阪府 池田市 池田　片岡デンキ 小売業 電化製品 5%

151,218 大阪府 池田市 セブン－イレブン池田神田店 小売業 食料品 2%

151,219 大阪府 池田市 セブン－イレブン池田市城南１丁目店 小売業 食料品 2%

151,220 大阪府 池田市 セブン－イレブン池田城南３丁目店 小売業 食料品 2%

151,221 大阪府 池田市 池田セントラルＳＳ　双羽物産株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,222 大阪府 池田市 セブン－イレブン池田鉢塚３丁目店 小売業 食料品 2%

151,223 大阪府 池田市 池田バッティングセンター サービス その他サービス 5%

151,224 大阪府 池田市 セブン－イレブン池田古江町店 小売業 食料品 2%

151,225 大阪府 池田市 居酒屋　ま王　石橋店 サービス 飲食業 5%

151,226 大阪府 池田市 居酒屋まるこん池田店 サービス 飲食業 5%

151,227 大阪府 池田市 石橋駅前サロンＬａｂｅａｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

151,228 大阪府 池田市 石橋酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

151,229 大阪府 池田市 イシバシテラス サービス 飲食業 5%

151,230 大阪府 池田市 いしばしや サービス 飲食業 5%

151,231 大阪府 池田市 伊丹空港　アイパーク サービス その他サービス 5%

151,232 大阪府 池田市 伊丹空港　アイパーク　２ サービス その他サービス 5%

151,233 大阪府 池田市 イタリアンバール　フェリーチェ サービス 飲食業 5%

151,234 大阪府 池田市 市川写真場 サービス その他サービス 5%

151,235 大阪府 池田市 出光池田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,236 大阪府 池田市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ石橋 サービス その他サービス 5%

151,237 大阪府 池田市 インテリアショップ　モビリグランデ 小売業 家具・調度品 5%

151,238 大阪府 池田市 ウイング　北大阪 小売業 その他小売 5%

151,239 大阪府 池田市 ウィング北大阪　池田店 小売業 その他小売 5%

151,240 大阪府 池田市 大木シンタロウ サービス その他サービス 2%

151,241 大阪府 池田市 ＶＥＮＵＳ サービス 理容・美容業 5%

151,242 大阪府 池田市 うさぎカフェ サービス 飲食業 5%
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151,243 大阪府 池田市 浦部養庄園 小売業 家具・調度品 5%

151,244 大阪府 池田市 Ｅｄｉｔ＆池田 サービス 理容・美容業 5%

151,245 大阪府 池田市 恵美壽 サービス 飲食業 5%

151,246 大阪府 池田市 セブン－イレブン大阪空港前店 小売業 食料品 2%

151,247 大阪府 池田市 沖縄居小屋 サービス 飲食業 5%

151,248 大阪府 池田市 お食事処　ふじた サービス 飲食業 5%

151,249 大阪府 池田市 音羽鮨　池田出前センター サービス 飲食業 5%

151,250 大阪府 池田市 ＴｈｅＯＮＯＥＦＵＲＮＩＴＵＲＥ 小売業 家具・調度品 5%

151,251 大阪府 池田市 おやじカレー サービス 飲食業 5%

151,252 大阪府 池田市 オリーブ サービス 理容・美容業 5%

151,253 大阪府 池田市 オリックスレンタカー大阪空港北店 サービス その他サービス 2%

151,254 大阪府 池田市 かごの屋池田市役所前店 サービス 飲食業 5%

151,255 大阪府 池田市 Ｃａｃｈｅ　Ｃａｃｈｅ　ｂｙ　Ｃａｐｅｌｉｔｏ サービス 理容・美容業 5%

151,256 大阪府 池田市 割烹　音羽　池田総本店 サービス 飲食業 5%

151,257 大阪府 池田市 割烹音羽池田店 サービス 飲食業 5%

151,258 大阪府 池田市 ガーデンセンター華遊 小売業 家具・調度品 5%

151,259 大阪府 池田市 カトウ電器　山崎店 小売業 電化製品 5%

151,260 大阪府 池田市 カトウ電器山崎店 小売業 電化製品 5%

151,261 大阪府 池田市 カノ－　イケダ店 小売業 食料品 5%

151,262 大阪府 池田市 ｃａｆｅａｔａ サービス 飲食業 5%

151,263 大阪府 池田市 カフェグレンミスト サービス 飲食業 5%

151,264 大阪府 池田市 株式会社ＫＥＲＡＫＥＲＡ サービス その他サービス 5%

151,265 大阪府 池田市 株式会社光和建設 サービス その他サービス 5%

151,266 大阪府 池田市 株式会社ＳＴＡＮＤＬＩＦＥ サービス その他サービス 5%

151,267 大阪府 池田市 株式会社山口寝装店 小売業 家具・調度品 5%

151,268 大阪府 池田市 株式会社らんぷや書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

151,269 大阪府 池田市 Ｋａｒｉｔｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

151,270 大阪府 池田市 カレーハウスココ壱番屋阪急池田駅前店 サービス 飲食業 2%

151,271 大阪府 池田市 河合塾マナビス石橋駅前校 サービス その他サービス 2%

151,272 大阪府 池田市 河村商店 小売業 家具・調度品 5%

151,273 大阪府 池田市 気エネルギー整体　気らく庵 サービス その他サービス 5%

151,274 大阪府 池田市 喜のかこい 池田駅前店 サービス 飲食業 5%

151,275 大阪府 池田市 喜のかこい　城南本店 サービス 飲食業 5%

151,276 大阪府 池田市 ｃａｂｉｎｅｔｗｏｒｋ サービス その他サービス 5%

151,277 大阪府 池田市 業務スーパー池田鉢塚店 小売業 食料品 2%

151,278 大阪府 池田市 極東カメラ サービス その他サービス 5%

151,279 大阪府 池田市 きらくや魚天 サービス 飲食業 5%

151,280 大阪府 池田市 串かつ まつり 池田本店 サービス 飲食業 5%

151,281 大阪府 池田市 串かつ まつり 池田駅前店 サービス 飲食業 5%

151,282 大阪府 池田市 ｃｕｐｉｄｏイベント用 サービス その他サービス 5%

151,283 大阪府 池田市 クルーズ サービス その他サービス 5%

151,284 大阪府 池田市 グレイシャス サービス 理容・美容業 5%
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151,285 大阪府 池田市 香月 小売業 食料品 5%

151,286 大阪府 池田市 ＫＯＮＩＳＨＩＫＥＯＮＷＯＲＫＳ 小売業 衣料品 5%

151,287 大阪府 池田市 ｃｏｆｔａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

151,288 大阪府 池田市 ゴルフ工房Ｋ 小売業 その他小売 5%

151,289 大阪府 池田市 ゴルフショップＧＫＹ 小売業 その他小売 5%

151,290 大阪府 池田市 ｃｏｌｏ サービス 理容・美容業 5%

151,291 大阪府 池田市 紺屋電気商会 小売業 電化製品 5%

151,292 大阪府 池田市 サイクル　トップ 小売業 その他小売 5%

151,293 大阪府 池田市 酒肴料理　菜々海 サービス 飲食業 5%

151,294 大阪府 池田市 ザ じてんしゃ屋 石橋店 小売業 その他小売 5%

151,295 大阪府 池田市 サツキ薬局 小売業 その他小売 5%

151,296 大阪府 池田市 Ｓａｎａｔｏｓ 小売業 食料品 5%

151,297 大阪府 池田市 サニーズ大阪店 サービス 飲食業 5%

151,298 大阪府 池田市 サロンドシーマ サービス 理容・美容業 5%

151,299 大阪府 池田市 三菓亭 小売業 食料品 5%

151,300 大阪府 池田市 サンスポーツ 小売業 その他小売 5%

151,301 大阪府 池田市 さんぱつ屋　なかもと　さんぱつ屋なかもと サービス 理容・美容業 5%

151,302 大阪府 池田市 シェフカワカミ　池田店 小売業 食料品 5%

151,303 大阪府 池田市 時光舎 サービス 飲食業 5%

151,304 大阪府 池田市 写真箱石橋店 サービス その他サービス 5%

151,305 大阪府 池田市 じゃんぼ總本店　石橋駅前店 サービス 飲食業 5%

151,306 大阪府 池田市 ジュエリー＆ウォッチ　ＪＩＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

151,307 大阪府 池田市 ジュエリーＷＡＫＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

151,308 大阪府 池田市 シュガーベイブ サービス 理容・美容業 5%

151,309 大阪府 池田市 勝華園 サービス その他サービス 5%

151,310 大阪府 池田市 照の家 サービス 飲食業 5%

151,311 大阪府 池田市 ＳＨＩＲＵ ＣＡＦＥ 大阪大学前店 サービス 飲食業 5%

151,312 大阪府 池田市 知るカフェ大阪大学前店 サービス 飲食業 5%

151,313 大阪府 池田市 スエヒロ家 小売業 食料品 5%

151,314 大阪府 池田市 ＳＴＵＤＩＯくらうん サービス その他サービス 5%

151,315 大阪府 池田市 住まいの研究会 サービス その他サービス 5%

151,316 大阪府 池田市 住まいるでんき館　キダ 小売業 電化製品 5%

151,317 大阪府 池田市 住まいるでんき館カナタニ 小売業 電化製品 5%

151,318 大阪府 池田市 スリーエム　池田 小売業 衣料品 5%

151,319 大阪府 池田市 セイコープロセス株式会社 サービス その他サービス 5%

151,320 大阪府 池田市 大学薬局 小売業 その他小売 5%

151,321 大阪府 池田市 ダイコクドラッグ阪急池田駅前店 小売業 その他小売 5%

151,322 大阪府 池田市 Ｄｉｎｉｎｇ　ＳＨＵ サービス 飲食業 5%

151,323 大阪府 池田市 ダイビングスクールイオ池田校 サービス その他サービス 5%

151,324 大阪府 池田市 ダイワサイクル石橋店 小売業 その他小売 5%

151,325 大阪府 池田市 たびプラザ池田 サービス その他サービス 5%

151,326 大阪府 池田市 ティダムーン　リゾート＆スパ サービス 宿泊業 5%
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151,327 大阪府 池田市 ドイール 小売業 その他小売 5%

151,328 大阪府 池田市 ドッグサロン　アンコモチ サービス その他サービス 5%

151,329 大阪府 池田市 魚々市 魚々市 サービス 飲食業 5%

151,330 大阪府 池田市 流れ鮨　三代目おとわ　池田総本店 サービス 飲食業 5%

151,331 大阪府 池田市 Ｎａｔｕｒａｍ サービス 理容・美容業 5%

151,332 大阪府 池田市 Ｎａｔｕｒａｍ サービス 理容・美容業 5%

151,333 大阪府 池田市 鳴門鯛焼本舗　阪急石橋駅前店 サービス 飲食業 5%

151,334 大阪府 池田市 西山靴研究所 小売業 衣料品 5%

151,335 大阪府 池田市 ｃｕｐｉｄｏ サービス その他サービス 5%

151,336 大阪府 池田市 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｄｉｖａ　石橋店 サービス 理容・美容業 5%

151,337 大阪府 池田市 呑み処・喰い処　かさ家 サービス 飲食業 2%

151,338 大阪府 池田市 バイクショップ　トライスター 小売業 その他小売 5%

151,339 大阪府 池田市 バイクショップ　トライスター 小売業 その他小売 5%

151,340 大阪府 池田市 ハウス　オブ　トビアス　ヤコブセン 小売業 家具・調度品 5%

151,341 大阪府 池田市 ＨｏｗｓｐｏｒｔＳ サービス その他サービス 5%

151,342 大阪府 池田市 橋本香苗 小売業 その他小売 5%

151,343 大阪府 池田市 ＢＵＤＤＹ 小売業 衣料品 5%

151,344 大阪府 池田市 パティスリーモンターニュ サービス その他サービス 5%

151,345 大阪府 池田市 セブン－イレブン阪急石橋駅前店 小売業 食料品 2%

151,346 大阪府 池田市 ピーキュア サービス 理容・美容業 5%

151,347 大阪府 池田市 東山自動車工業本社 小売業 その他小売 5%

151,348 大阪府 池田市 株式会社ワンズホテルズ サービス その他サービス 5%

151,349 大阪府 池田市 日の丸ハイヤー株式会社 サービス 運輸業 5%

151,350 大阪府 池田市 フィッシング１ＢＡＮ 小売業 その他小売 5%

151,351 大阪府 池田市 Ｆ?ｌｔ サービス その他サービス 5%

151,352 大阪府 池田市 フォトブライト池田店 サービス その他サービス 5%

151,353 大阪府 池田市 不死王閣 サービス 宿泊業 5%

151,354 大阪府 池田市 藤川光華園 小売業 その他小売 5%

151,355 大阪府 池田市 フードネットマート　石橋店 小売業 食料品 5%

151,356 大阪府 池田市 ＪＭ／ＦＲＥＥ　ＳＴＹＬＥ 小売業 衣料品 5%

151,357 大阪府 池田市 ＨＡＩＲ　ＭＯＤＥ　ＳＯＬＡＲＥ サービス 理容・美容業 5%

151,358 大阪府 池田市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＹＵＫＩ サービス 理容・美容業 5%

151,359 大阪府 池田市 ｈａｉｒｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｃｉｅｌｏａｚｕｌ サービス 理容・美容業 5%

151,360 大阪府 池田市 Ｈａｉｒ　Ｍｏｄｅ　Ｓｅａｓｏｎ サービス 理容・美容業 5%

151,361 大阪府 池田市 ベスト・クリーニング サービス その他サービス 5%

151,362 大阪府 池田市 ベーネ動物病院 サービス その他サービス 5%

151,363 大阪府 池田市 ベーネ動物病院 サービス その他サービス 5%

151,364 大阪府 池田市 ヘルス薬店ホタルドラッグ 池田栄町店 小売業 その他小売 5%

151,365 大阪府 池田市 ヘルス薬店ホタルドラッグ　サンシティ店 小売業 その他小売 5%

151,366 大阪府 池田市 Ｍａｒｋ★Ａｒｍｏｒ 小売業 家具・調度品 5%

151,367 大阪府 池田市 マクドナルド石橋店 サービス 飲食業 2%

151,368 大阪府 池田市 夢心斎 小売業 その他小売 5%
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151,369 大阪府 池田市 銘菓創庵福助堂 サービス 飲食業 5%

151,370 大阪府 池田市 メガネショップ　アイル 小売業 その他小売 5%

151,371 大阪府 池田市 モコ動物病院 サービス その他サービス 5%

151,372 大阪府 池田市 （有）モデルシーダー 小売業 その他小売 5%

151,373 大阪府 池田市 モリヤマスポーツ　池田店 小売業 その他小売 5%

151,374 大阪府 池田市 Ｍｏｌｔｏ　Ｂｕｏｎｏ　モルト　ボーノ　池田店 サービス 飲食業 5%

151,375 大阪府 池田市 焼肉特急池田駅 サービス 飲食業 5%

151,376 大阪府 池田市 山田石材店 サービス その他サービス 5%

151,377 大阪府 池田市 遊恵盆栽ポンパレモール店 小売業 その他小売 5%

151,378 大阪府 池田市 有限会社よしかわキーセンター サービス その他サービス 5%

151,379 大阪府 池田市 宵ノＫＯＦＵＫＵ サービス 飲食業 5%

151,380 大阪府 池田市 養庄園 小売業 家具・調度品 5%

151,381 大阪府 池田市 ヨネマル商事株式会社 小売業 衣料品 5%

151,382 大阪府 池田市 ら・びあん 小売業 衣料品 5%

151,383 大阪府 池田市 ｒｉｓｅ　ｃｏｃｏｏ　ｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

151,384 大阪府 池田市 ライフクリーナー　池田駅前西 サービス その他サービス 5%

151,385 大阪府 池田市 ライフクリーナーサンシティ池田駅前 サービス その他サービス 5%

151,386 大阪府 池田市 ライフクリーナーＤＱ池田旭丘店 サービス その他サービス 5%

151,387 大阪府 池田市 ラケットプラザ　石橋店 小売業 その他小売 5%

151,388 大阪府 池田市 ラコップ　アキュ サービス 理容・美容業 5%

151,389 大阪府 池田市 ラセーラ　池田 サービス その他サービス 5%

151,390 大阪府 池田市 ラセーラ　池田駅前 サービス その他サービス 5%

151,391 大阪府 池田市 ＲｅＳＥＴ　石橋店 サービス 理容・美容業 5%

151,392 大阪府 池田市 リファイン池田 サービス その他サービス 5%

151,393 大阪府 池田市 ＲｉｂｂｏｎＬｅｉＡｎｕｈｅａ サービス その他サービス 5%

151,394 大阪府 池田市 ル・クールド・ラメール　池田店 サービス その他サービス 5%

151,395 大阪府 池田市 Ｒｕｃｉａ サービス 理容・美容業 5%

151,396 大阪府 池田市 Ｒｕｃｉａ サービス 理容・美容業 5%

151,397 大阪府 池田市 レディスファッション賛京屋 小売業 衣料品 5%

151,398 大阪府 池田市 ロイヤルクイーン　池田教室 小売業 家具・調度品 5%

151,399 大阪府 泉大津市 ＡＳＰＳＹＣＨＥ’ 小売業 衣料品 5%

151,400 大阪府 泉大津市 アスリートショップ　タイム 小売業 その他小売 5%

151,401 大阪府 泉大津市 ＡＣＣＡ サービス 理容・美容業 5%

151,402 大阪府 泉大津市 セブン－イレブン泉大津綾井店 小売業 食料品 2%

151,403 大阪府 泉大津市 セブン－イレブン泉大津池浦１丁目店 小売業 食料品 2%

151,404 大阪府 泉大津市 セブン－イレブン泉大津駅南店 小売業 食料品 2%

151,405 大阪府 泉大津市 セブン－イレブン泉大津下之町店 小売業 食料品 2%

151,406 大阪府 泉大津市 セブン－イレブン泉大津東雲町店 小売業 食料品 2%

151,407 大阪府 泉大津市 セブン－イレブン泉大津市役所前店 小売業 食料品 2%

151,408 大阪府 泉大津市 泉大津市立病院売店 小売業 その他小売 5%

151,409 大阪府 泉大津市 セブン－イレブン泉大津菅原町店 小売業 食料品 2%

151,410 大阪府 泉大津市 和泉府中理容 サービス 理容・美容業 5%
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151,411 大阪府 泉大津市 泉大津　ナニワ 小売業 その他小売 5%

151,412 大阪府 泉大津市 出光セルフ泉大津北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,413 大阪府 泉大津市 出光セルフ泉大津中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,414 大阪府 泉大津市 癒し空間ＨＡＲＤ サービス その他サービス 5%

151,415 大阪府 泉大津市 インドレストランインドレストラン＆バーシタル サービス 飲食業 5%

151,416 大阪府 泉大津市 うお健中店 サービス 飲食業 5%

151,417 大阪府 泉大津市 ｅｓｏｌａ サービス 理容・美容業 5%

151,418 大阪府 泉大津市 戎米穀店 サービス 運輸業 5%

151,419 大阪府 泉大津市 エムズ 小売業 衣料品 5%

151,420 大阪府 泉大津市 ＡＵＴＯＳＨＯＰＳＵＰＥＲＩＯＲ 小売業 その他小売 5%

151,421 大阪府 泉大津市 小笠原モータース サービス その他サービス 5%

151,422 大阪府 泉大津市 ＫＭ 小売業 衣料品 5%

151,423 大阪府 泉大津市 オリーブ薬局 小売業 その他小売 5%

151,424 大阪府 泉大津市 海鮮居酒屋呑気家 サービス 飲食業 5%

151,425 大阪府 泉大津市 ＫＡＩＮＯ　いずみおおつＣＩＴＹ店 サービス 理容・美容業 5%

151,426 大阪府 泉大津市 ガッツレンタカー第二阪和泉大津店 サービス その他サービス 5%

151,427 大阪府 泉大津市 Ｃｕｔ Ｈｏｕｓｅ ＭＧ ｅｌｕａ サービス 理容・美容業 5%

151,428 大阪府 泉大津市 割烹　日菜 サービス 飲食業 5%

151,429 大阪府 泉大津市 カフェ レストラン チェック サービス 飲食業 5%

151,430 大阪府 泉大津市 株式会社エムズ サービス その他サービス 5%

151,431 大阪府 泉大津市 （株）オクカメラいずみおおつシティ店 小売業 電化製品 5%

151,432 大阪府 泉大津市 株式会社カースタイル 小売業 その他小売 5%

151,433 大阪府 泉大津市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋泉大津我孫子店 サービス 飲食業 2%

151,434 大阪府 泉大津市 川筋モータース 小売業 その他小売 5%

151,435 大阪府 泉大津市 川筋モータース 小売業 その他小売 5%

151,436 大阪府 泉大津市 かわの眼鏡店 サービス その他サービス 5%

151,437 大阪府 泉大津市 業務スーパー泉大津店 小売業 食料品 2%

151,438 大阪府 泉大津市 楠本モータース株式会社 サービス その他サービス 5%

151,439 大阪府 泉大津市 グッドガンインターナショナル 小売業 その他小売 5%

151,440 大阪府 泉大津市 グランドメイト寿町 小売業 衣料品 5%

151,441 大阪府 泉大津市 グランドメイト松之浜 小売業 衣料品 5%

151,442 大阪府 泉大津市 くれーる　和泉府中店 小売業 その他小売 5%

151,443 大阪府 泉大津市 Ｃａｋｅ　ｆａｃｔｏｒｙ　Ｎｏｉｘ 小売業 食料品 5%

151,444 大阪府 泉大津市 健康センタートロイカ サービス 理容・美容業 5%

151,445 大阪府 泉大津市 コカドサイクル 小売業 その他小売 5%

151,446 大阪府 泉大津市 コスメティックカワノ 小売業 その他小売 5%

151,447 大阪府 泉大津市 コレクションアップステージ 小売業 衣料品 5%

151,448 大阪府 泉大津市 酒専門店　鍵や 小売業 食料品 5%

151,449 大阪府 泉大津市 さつき動物病院 サービス その他サービス 5%

151,450 大阪府 泉大津市 サニーサイド松谷サイクル　サニーサイド松谷サイクル 小売業 その他小売 5%

151,451 大阪府 泉大津市 ジャストウッド美容室 サービス 理容・美容業 5%

151,452 大阪府 泉大津市 じゃんぼ總本店　泉大津我孫子店 サービス 飲食業 5%
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151,453 大阪府 泉大津市 ジュエルフジミ 小売業 貴金属・服飾品 5%

151,454 大阪府 泉大津市 ジュエルフジミ　泉大津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

151,455 大阪府 泉大津市 ジュエルフジミ本部 小売業 貴金属・服飾品 5%

151,456 大阪府 泉大津市 手芸センタードリーム　和泉府中店 小売業 その他小売 5%

151,457 大阪府 泉大津市 手芸センタードリームカナートモール和泉府 小売業 その他小売 5%

151,458 大阪府 泉大津市 ジョイブル サービス 飲食業 5%

151,459 大阪府 泉大津市 庄ちゃん寿司 サービス 飲食業 5%

151,460 大阪府 泉大津市 食彩キッチン　カフェ　ド　トワ　カフェ　ド　トワ 小売業 食料品 5%

151,461 大阪府 泉大津市 末広時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

151,462 大阪府 泉大津市 すし芳 サービス 飲食業 5%

151,463 大阪府 泉大津市 スポーツサクライ泉大津店 小売業 その他小売 5%

151,464 大阪府 泉大津市 諏訪美容室　和泉府中店 サービス 理容・美容業 5%

151,465 大阪府 泉大津市 そば草香 サービス 飲食業 5%

151,466 大阪府 泉大津市 ＳｏＬ サービス 理容・美容業 5%

151,467 大阪府 泉大津市 ＳＯＬ　ｇｒａｔｏ サービス 理容・美容業 5%

151,468 大阪府 泉大津市 大聖堂　泉大津店 小売業 家具・調度品 5%

151,469 大阪府 泉大津市 ダイワサイクル　泉大津店 小売業 その他小売 5%

151,470 大阪府 泉大津市 寿司　割烹　たから泉大津 サービス 飲食業 5%

151,471 大阪府 泉大津市 千代菊 サービス 飲食業 5%

151,472 大阪府 泉大津市 ｄｉ　ｓｏｌｉｔｏ 小売業 衣料品 5%

151,473 大阪府 泉大津市 Ｄ?ＭＡＸ 小売業 その他小売 5%

151,474 大阪府 泉大津市 ｄｉｓｏｌｉｔｏ 小売業 衣料品 5%

151,475 大阪府 泉大津市 鉄板ばる　Ｆｕｒｕｆｕｒｕ食堂 サービス 飲食業 5%

151,476 大阪府 泉大津市 ２４Ｔｗｅｎｔｙ ｆｏｕｒ Ｒｅｓｏｒｔ 泉大津店 サービス 理容・美容業 5%

151,477 大阪府 泉大津市 ２４ｔｗｅｎｔｙｆｏｕｒ泉大津 サービス 理容・美容業 5%

151,478 大阪府 泉大津市 ２４Ｒｅｓｏｒｔ泉大津店 サービス 理容・美容業 5%

151,479 大阪府 泉大津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ泉大津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,480 大阪府 泉大津市 ドコモショップ　泉大津駅前 小売業 その他小売 5%

151,481 大阪府 泉大津市 ドコモショップ泉大津駅前店 小売業 その他小売 5%

151,482 大阪府 泉大津市 ドライブマーケット２６泉大津店 小売業 その他小売 5%

151,483 大阪府 泉大津市 虎屋ｓｗｅｅｔｓ 小売業 食料品 5%

151,484 大阪府 泉大津市 Ｔｒｅｆｌｅ　泉大津店 サービス 理容・美容業 5%

151,485 大阪府 泉大津市 ナノテック サービス その他サービス 5%

151,486 大阪府 泉大津市 西辻税理士事務所 サービス その他サービス 5%

151,487 大阪府 泉大津市 西村博 小売業 その他小売 5%

151,488 大阪府 泉大津市 ニュアンス サービス 理容・美容業 5%

151,489 大阪府 泉大津市 ニュージョイブル サービス 飲食業 5%

151,490 大阪府 泉大津市 人情酒場　えん サービス 飲食業 5%

151,491 大阪府 泉大津市 ばいく屋だっく　泉大津店 小売業 その他小売 5%

151,492 大阪府 泉大津市 パソコン修理 パソコンドック２４ 泉大津店 泉大津店 サービス その他サービス 5%

151,493 大阪府 泉大津市 パソコンドック２４泉大津店 サービス その他サービス 5%

151,494 大阪府 泉大津市 八仙楼 サービス 飲食業 5%
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151,495 大阪府 泉大津市 Ｈａｎａｋｏ 小売業 衣料品 5%

151,496 大阪府 泉大津市 葉菜草 小売業 その他小売 5%

151,497 大阪府 泉大津市 ビストロ・ラ・サンテ サービス 飲食業 5%

151,498 大阪府 泉大津市 ひらの動物病院 サービス その他サービス 5%

151,499 大阪府 泉大津市 ＦＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

151,500 大阪府 泉大津市 福井自動車工業 サービス その他サービス 5%

151,501 大阪府 泉大津市 藤原装飾 サービス その他サービス 5%

151,502 大阪府 泉大津市 二葉モータース サービス その他サービス 5%

151,503 大阪府 泉大津市 ブティックキャットウォーク 小売業 衣料品 5%

151,504 大阪府 泉大津市 ｐｒｉｖａｔｅｎａｉｌｓａｌｏｎｌｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

151,505 大阪府 泉大津市 ブランドシティ　泉大津店 小売業 その他小売 5%

151,506 大阪府 泉大津市 ＨＡＩＲＳ　ＲＩＰＥＡＲ サービス 理容・美容業 5%

151,507 大阪府 泉大津市 ほっこり酒場　らん サービス 飲食業 5%

151,508 大阪府 泉大津市 マクドナルド泉大津店 サービス 飲食業 2%

151,509 大阪府 泉大津市 マドレの庭　ｃｆ?ｍａｄｒｅ 小売業 その他小売 5%

151,510 大阪府 泉大津市 ミートショップ キノシタ ミートショップキノシタ 小売業 食料品 5%

151,511 大阪府 泉大津市 ミックイノウエ　松の浜店 小売業 電化製品 5%

151,512 大阪府 泉大津市 もつ鍋永楽 サービス 飲食業 5%

151,513 大阪府 泉大津市 森下石材店 サービス その他サービス 5%

151,514 大阪府 泉大津市 Ｙｏｕたるい専門店 小売業 衣料品 5%

151,515 大阪府 泉大津市 ライフクリーナー　泉大津 サービス その他サービス 5%

151,516 大阪府 泉大津市 ライフクリーナー　泉大津 サービス その他サービス 5%

151,517 大阪府 泉大津市 ライフクリーナー　光伸 サービス その他サービス 5%

151,518 大阪府 泉大津市 ライフクリーナー　泉大津店 サービス その他サービス 5%

151,519 大阪府 泉大津市 Ｒａｖｉｒ サービス 理容・美容業 5%

151,520 大阪府 泉大津市 Ｌｉｅｆｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

151,521 大阪府 泉大津市 理容タイラ サービス 理容・美容業 5%

151,522 大阪府 泉大津市 和食うお健 サービス 飲食業 5%

151,523 大阪府 泉大津市 和食工房　水しま サービス 飲食業 5%

151,524 大阪府 泉大津市 和ダイニング絆 サービス 飲食業 5%

151,525 大阪府 泉大津市 １ｓｔａｒ　泉大津店 小売業 その他小売 5%

151,526 大阪府 泉佐野市 アド 小売業 衣料品 5%

151,527 大阪府 泉佐野市 アーリア サービス 理容・美容業 5%

151,528 大阪府 泉佐野市 Ａｌｔｂｕｒｓｔ サービス 飲食業 5%

151,529 大阪府 泉佐野市 アルプス泉佐野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,530 大阪府 泉佐野市 イオン日根野店　スシマス 小売業 食料品 5%

151,531 大阪府 泉佐野市 居酒屋太ちゃん サービス 飲食業 5%

151,532 大阪府 泉佐野市 石原住器　集金用 小売業 その他小売 5%

151,533 大阪府 泉佐野市 セブン－イレブン泉佐野上町１丁目店 小売業 食料品 2%

151,534 大阪府 泉佐野市 泉佐野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,535 大阪府 泉佐野市 セブン－イレブン泉佐野住吉町店 小売業 食料品 2%

151,536 大阪府 泉佐野市 セブン－イレブン泉佐野高松東店 小売業 食料品 2%
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151,537 大阪府 泉佐野市 セブン－イレブン泉佐野俵屋店 小売業 食料品 2%

151,538 大阪府 泉佐野市 セブン－イレブン泉佐野鶴原店 小売業 食料品 2%

151,539 大阪府 泉佐野市 セブン－イレブン泉佐野中庄店 小売業 食料品 2%

151,540 大阪府 泉佐野市 セブン－イレブン泉佐野長滝店 小売業 食料品 2%

151,541 大阪府 泉佐野市 セブン－イレブン泉佐野中町店 小売業 食料品 2%

151,542 大阪府 泉佐野市 セブン－イレブン泉佐野西本町店 小売業 食料品 2%

151,543 大阪府 泉佐野市 セブン－イレブン泉佐野羽倉崎駅前店 小売業 食料品 2%

151,544 大阪府 泉佐野市 セブン－イレブン泉佐野日根野駅前店 小売業 食料品 2%

151,545 大阪府 泉佐野市 株式会社サウンドベル泉佐野補聴器センター サービス その他サービス 5%

151,546 大阪府 泉佐野市 セブン－イレブン泉佐野松原２丁目店 小売業 食料品 2%

151,547 大阪府 泉佐野市 いづみや楽器店 いづみや楽器店 小売業 その他小売 5%

151,548 大阪府 泉佐野市 出光泉佐野港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,549 大阪府 泉佐野市 いろり サービス 飲食業 5%

151,550 大阪府 泉佐野市 いんかんやさん２４ 小売業 その他小売 5%

151,551 大阪府 泉佐野市 インテリアひろみ　泉佐野店 小売業 家具・調度品 5%

151,552 大阪府 泉佐野市 ＷＥＥＫＥＮＤＥＲ サービス 飲食業 5%

151,553 大阪府 泉佐野市 ウイングス きのした ウイングス きのした 小売業 電化製品 5%

151,554 大阪府 泉佐野市 植田 サービス 飲食業 5%

151,555 大阪府 泉佐野市 ウエディングベル サービス その他サービス 5%

151,556 大阪府 泉佐野市 Ｈ　Ｒ大阪館 サービス 理容・美容業 5%

151,557 大阪府 泉佐野市 扇屋 小売業 衣料品 5%

151,558 大阪府 泉佐野市 大谷自動車 サービス その他サービス 5%

151,559 大阪府 泉佐野市 大谷自動車株式会社　オイル館 サービス その他サービス 5%

151,560 大阪府 泉佐野市 オールドギア 泉佐野店 小売業 その他小売 5%

151,561 大阪府 泉佐野市 お好み焼まつ林 サービス 飲食業 5%

151,562 大阪府 泉佐野市 お好み家木金土 サービス 飲食業 5%

151,563 大阪府 泉佐野市 お好み家　木金土　お好み家木金土 サービス 飲食業 5%

151,564 大阪府 泉佐野市 オリックスレンタカー泉佐野店 サービス その他サービス 2%

151,565 大阪府 泉佐野市 カーサービスシンワ サービス その他サービス 5%

151,566 大阪府 泉佐野市 隠れ家サロングランドブリッジ サービス 理容・美容業 5%

151,567 大阪府 泉佐野市 かなお酒店 サービス 飲食業 5%

151,568 大阪府 泉佐野市 金久 小売業 その他小売 5%

151,569 大阪府 泉佐野市 株式会社田中産業　本店 小売業 衣料品 5%

151,570 大阪府 泉佐野市 株式会社西尾組自動車部 サービス その他サービス 5%

151,571 大阪府 泉佐野市 株式会社西尾組自動車部 小売業 その他小売 5%

151,572 大阪府 泉佐野市 カレー 洋食の店 Ｅａｔ ｉｔ イートイット サービス 飲食業 5%

151,573 大阪府 泉佐野市 ガレージＴａｋａ サービス その他サービス 5%

151,574 大阪府 泉佐野市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋泉佐野国道２６号店 サービス 飲食業 2%

151,575 大阪府 泉佐野市 関空温泉ホテルガーデンパレス サービス 宿泊業 5%

151,576 大阪府 泉佐野市 関空ホテルサンプラス　ユタカ サービス 宿泊業 5%

151,577 大阪府 泉佐野市 関空ホテル　サンプラスユタカ サービス 宿泊業 5%

151,578 大阪府 泉佐野市 ＫＩＳＨＩＳＰＯ 小売業 その他小売 5%
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151,579 大阪府 泉佐野市 有限会社　北庄司酒造店 小売業 食料品 5%

151,580 大阪府 泉佐野市 ｋｉｃｈｉｋｉｃｈｉ サービス 飲食業 5%

151,581 大阪府 泉佐野市 京橘 サービス 飲食業 5%

151,582 大阪府 泉佐野市 京都紅夢　泉佐野店 小売業 衣料品 5%

151,583 大阪府 泉佐野市 業務スーパー泉佐野店 小売業 食料品 2%

151,584 大阪府 泉佐野市 銀座かねまつりんくうプレミアムアウトレッ 小売業 衣料品 5%

151,585 大阪府 泉佐野市 熊谷電化センタ－ 小売業 電化製品 5%

151,586 大阪府 泉佐野市 クムラ自動車 サービス その他サービス 5%

151,587 大阪府 泉佐野市 ＧＲＥＥＮＷＯＯＤＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

151,588 大阪府 泉佐野市 ケアステーションクローバー サービス その他サービス 5%

151,589 大阪府 泉佐野市 ＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅ泉 サービス その他サービス 5%

151,590 大阪府 泉佐野市 ＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅ古民家和 サービス その他サービス 5%

151,591 大阪府 泉佐野市 こーたりーな 小売業 食料品 5%

151,592 大阪府 泉佐野市 ごちそう居酒屋夢 サービス 飲食業 5%

151,593 大阪府 泉佐野市 ごちそう村　泉佐野店 サービス 飲食業 5%

151,594 大阪府 泉佐野市 金剛堂　泉州店 小売業 家具・調度品 5%

151,595 大阪府 泉佐野市 サイクルショップそわ 小売業 その他小売 5%

151,596 大阪府 泉佐野市 坂本電気商会 小売業 電化製品 5%

151,597 大阪府 泉佐野市 桜珈琲泉佐野店 サービス 飲食業 5%

151,598 大阪府 泉佐野市 酒商ねごろ 小売業 食料品 5%

151,599 大阪府 泉佐野市 さこん　末広店 サービス 飲食業 5%

151,600 大阪府 泉佐野市 サブウェイ　関西国際空港店 サービス 飲食業 5%

151,601 大阪府 泉佐野市 ザ・プレミアムホテルｉｎりんくう サービス 宿泊業 5%

151,602 大阪府 泉佐野市 ＳａｎｓＴｉｔｒｅ 小売業 その他小売 5%

151,603 大阪府 泉佐野市 Ｇ・ファクトリー サービス その他サービス 5%

151,604 大阪府 泉佐野市 ｇｅｎｎｅ　日根野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

151,605 大阪府 泉佐野市 四川料理蘭梅 サービス 飲食業 5%

151,606 大阪府 泉佐野市 メガネショップ　シミズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

151,607 大阪府 泉佐野市 霜ふり庵　元気 サービス 飲食業 5%

151,608 大阪府 泉佐野市 釈迦戸 サービス その他サービス 5%

151,609 大阪府 泉佐野市 釈迦戸 サービス その他サービス 5%

151,610 大阪府 泉佐野市 １８ ４４ １８ ４４ ピーナッツ サービス 飲食業 5%

151,611 大阪府 泉佐野市 ジュエリーフルミヤイオンモール日根野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

151,612 大阪府 泉佐野市 ジュエリーフルミヤ泉佐野駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

151,613 大阪府 泉佐野市 祥和株式会社 サービス 運輸業 5%

151,614 大阪府 泉佐野市 昭和ホルモン本舗　泉佐野店 サービス 飲食業 5%

151,615 大阪府 泉佐野市 神皇漢方薬局 小売業 その他小売 5%

151,616 大阪府 泉佐野市 寿し太 サービス 飲食業 5%

151,617 大阪府 泉佐野市 ストロングスタイル サービス 飲食業 5%

151,618 大阪府 泉佐野市 スペースコースト 小売業 衣料品 5%

151,619 大阪府 泉佐野市 スポーツクラブゼオス泉佐野 サービス その他サービス 5%

151,620 大阪府 泉佐野市 セルフステーション泉佐野 小売業 ガソリンスタンド 2%
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151,621 大阪府 泉佐野市 セルフステーション貝ノ池 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,622 大阪府 泉佐野市 セルフりんくうタウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,623 大阪府 泉佐野市 泉州ブライダルセンター サービス その他サービス 5%

151,624 大阪府 泉佐野市 ダイコクドラッグりんくうアウトレット前店 小売業 その他小売 5%

151,625 大阪府 泉佐野市 ダイコクドラッグりんくうタウン駅前改札店 小売業 その他小売 5%

151,626 大阪府 泉佐野市 タイラ自動車 サービス その他サービス 5%

151,627 大阪府 泉佐野市 タイラ自動車 サービス その他サービス 5%

151,628 大阪府 泉佐野市 ｔａｏｒｕ．ｃｏｍ 小売業 衣料品 5%

151,629 大阪府 泉佐野市 竹宮商店 サービス 飲食業 5%

151,630 大阪府 泉佐野市 ＴＡＶＡＲＡＴ 小売業 衣料品 5%

151,631 大阪府 泉佐野市 第二阪和関空高松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,632 大阪府 泉佐野市 手づくりパン工房アンビクロヌ サービス 飲食業 5%

151,633 大阪府 泉佐野市 テニスコミュニケーション泉佐野プ 小売業 その他小売 5%

151,634 大阪府 泉佐野市 手のひら整顔術笑楽館 サービス 理容・美容業 5%

151,635 大阪府 泉佐野市 デフィー日根野店 小売業 その他小売 5%

151,636 大阪府 泉佐野市 ＴｅＲＲａ＋　泉佐野店 サービス 飲食業 5%

151,637 大阪府 泉佐野市 Ｔｈｏｍ　Ｍｃａｎ　ＯＫＡＨＥＩ日根野店 小売業 衣料品 5%

151,638 大阪府 泉佐野市 鳥屋鶏人 サービス 飲食業 5%

151,639 大阪府 泉佐野市 長滝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,640 大阪府 泉佐野市 なごみかふぇ サービス 飲食業 5%

151,641 大阪府 泉佐野市 ナニワ商会　関空店 小売業 その他小売 5%

151,642 大阪府 泉佐野市 ナマステスーリャ羽倉崎店 サービス 飲食業 5%

151,643 大阪府 泉佐野市 南海スズキ泉州南 小売業 その他小売 5%

151,644 大阪府 泉佐野市 南善タオル工場 小売業 衣料品 5%

151,645 大阪府 泉佐野市 ＮＥＸＴ　ＬＥＶＥＬ 小売業 衣料品 5%

151,646 大阪府 泉佐野市 ネスト 小売業 衣料品 5%

151,647 大阪府 泉佐野市 ノザワ電器商会 小売業 電化製品 5%

151,648 大阪府 泉佐野市 野田屋 サービス 飲食業 5%

151,649 大阪府 泉佐野市 バイキング左近 サービス 飲食業 5%

151,650 大阪府 泉佐野市 バイクショップＳＩＮＺＥＮ バイクショップＳＩＮＺＥＮ 小売業 その他小売 5%

151,651 大阪府 泉佐野市 ばいく屋だっく　泉佐野店 小売業 その他小売 5%

151,652 大阪府 泉佐野市 パソコンドック２４　泉佐野店 サービス その他サービス 5%

151,653 大阪府 泉佐野市 ぱそこん屋 小売業 電化製品 5%

151,654 大阪府 泉佐野市 ８９ＣＥＮＴＥＲ　８９ＣＥＮＴＥＲ サービス その他サービス 5%

151,655 大阪府 泉佐野市 ＢＡＲＡＣＣＨＩＮＯ サービス 飲食業 5%

151,656 大阪府 泉佐野市 ＰＡＲＡＴＩ サービス その他サービス 5%

151,657 大阪府 泉佐野市 針灸治療センター　泉佐野駅前店 サービス その他サービス 5%

151,658 大阪府 泉佐野市 ハワイアンネイル　レアレア サービス その他サービス 5%

151,659 大阪府 泉佐野市 Ｈａｎｇ　ｏｕｔ サービス 飲食業 5%

151,660 大阪府 泉佐野市 パンジーフラワーズ 小売業 その他小売 5%

151,661 大阪府 泉佐野市 ＰｕｂＡｎ サービス 飲食業 5%

151,662 大阪府 泉佐野市 東佐野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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151,663 大阪府 泉佐野市 ひごペット　いこらもーる泉佐野店 小売業 その他小売 5%

151,664 大阪府 泉佐野市 美食倶楽部　一歩　泉佐野店 サービス 飲食業 5%

151,665 大阪府 泉佐野市 ＢＩＧＴＲＥＥＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥ サービス その他サービス 5%

151,666 大阪府 泉佐野市 日根野 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,667 大阪府 泉佐野市 美容室　うぃを～る。 サービス 理容・美容業 5%

151,668 大阪府 泉佐野市 フォトマインズ　泉佐野店 サービス その他サービス 5%

151,669 大阪府 泉佐野市 福井自動車工業 サービス その他サービス 5%

151,670 大阪府 泉佐野市 福井自動車工業 サービス その他サービス 5%

151,671 大阪府 泉佐野市 福井自動車工業 サービス その他サービス 5%

151,672 大阪府 泉佐野市 ＢＯＯＫＳ ＴＡＫＩ サービス その他サービス 5%

151,673 大阪府 泉佐野市 不動口館 サービス 宿泊業 5%

151,674 大阪府 泉佐野市 蒲団屋かねい　蒲団屋かねい 小売業 その他小売 5%

151,675 大阪府 泉佐野市 Ｆｒｉｅｄ　Ｆｒｉｅｄ 小売業 食料品 5%

151,676 大阪府 泉佐野市 ｐｌａｓｔｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

151,677 大阪府 泉佐野市 ブランドシティ　りんくうシークル店 小売業 その他小売 5%

151,678 大阪府 泉佐野市 ブルーオーシャン 小売業 その他小売 5%

151,679 大阪府 泉佐野市 フルミヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

151,680 大阪府 泉佐野市 フレンド動物病院 サービス その他サービス 5%

151,681 大阪府 泉佐野市 文具の森 小売業 その他小売 5%

151,682 大阪府 泉佐野市 ｈａｉｒＯＮＬＹ－ＯＮＥ サービス 理容・美容業 2%

151,683 大阪府 泉佐野市 ｈａｉｒ’ｓ　Ｂｒａｎｃａ． サービス 理容・美容業 5%

151,684 大阪府 泉佐野市 ｈａｉｒ＆ｓｐａ　ｆａｃｅｇｙｍ　Ｈ．Ｕ サービス 理容・美容業 5%

151,685 大阪府 泉佐野市 Ｈａｉｒｓａｌｏｎ　Ｎｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

151,686 大阪府 泉佐野市 ｈａｉｒ　ｐｌａｙ’ｓ　Ｐａｉｘ サービス 理容・美容業 5%

151,687 大阪府 泉佐野市 ヘアメイクＢＥＧＩＮ日根野 サービス 理容・美容業 5%

151,688 大阪府 泉佐野市 ほちょうき工房ヨシノ サービス その他サービス 5%

151,689 大阪府 泉佐野市 ホテルニューユタカ サービス 宿泊業 5%

151,690 大阪府 泉佐野市 マクドナルドイオンモール日根野店 サービス 飲食業 2%

151,691 大阪府 泉佐野市 マクドナルド泉佐野店 サービス 飲食業 2%

151,692 大阪府 泉佐野市 マクドナルドりんくうシークル店 サービス 飲食業 2%

151,693 大阪府 泉佐野市 マツゲン　泉佐野店 小売業 食料品 5%

151,694 大阪府 泉佐野市 マツゲン　長滝店 小売業 食料品 5%

151,695 大阪府 泉佐野市 マツゲン　パレード泉佐野店 小売業 食料品 5%

151,696 大阪府 泉佐野市 松下電化センター 小売業 電化製品 5%

151,697 大阪府 泉佐野市 まるは釣具　泉佐野店 小売業 その他小売 5%

151,698 大阪府 泉佐野市 マルミヤでんき 小売業 電化製品 5%

151,699 大阪府 泉佐野市 み奈美亭旅館 サービス 宿泊業 5%

151,700 大阪府 泉佐野市 宮脇書店　泉佐野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

151,701 大阪府 泉佐野市 民泊はるか サービス その他サービス 5%

151,702 大阪府 泉佐野市 むか新 小売業 食料品 5%

151,703 大阪府 泉佐野市 むか新　羽倉崎店 小売業 食料品 5%

151,704 大阪府 泉佐野市 むか新　本店 小売業 食料品 5%
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151,705 大阪府 泉佐野市 むてんかスタイルふくろや 小売業 その他小売 5%

151,706 大阪府 泉佐野市 無添加手作り石けん専門店オラン・ク・オラン 小売業 衣料品 5%

151,707 大阪府 泉佐野市 メガネショップシミズ サービス その他サービス 5%

151,708 大阪府 泉佐野市 メガネワールド泉佐野 小売業 その他小売 5%

151,709 大阪府 泉佐野市 ｍｅｎａｒｄｆａｃｉａｌｓａｌｏｎＥＴＥＲＮＡＬＷＡＶＥＳ サービス 理容・美容業 5%

151,710 大阪府 泉佐野市 ＭＥＲＣＩ サービス 理容・美容業 5%

151,711 大阪府 泉佐野市 焼肉ひねちゃん サービス 飲食業 5%

151,712 大阪府 泉佐野市 やし門商店　やし門商店 小売業 その他小売 5%

151,713 大阪府 泉佐野市 矢野動物病院 サービス その他サービス 5%

151,714 大阪府 泉佐野市 有限会社シバノデンキ 小売業 電化製品 5%

151,715 大阪府 泉佐野市 有限会社　パズー 小売業 その他小売 5%

151,716 大阪府 泉佐野市 有限会社パズー国道店 サービス その他サービス 5%

151,717 大阪府 泉佐野市 アサヒビアレストラン漫画屋 サービス 飲食業 5%

151,718 大阪府 泉佐野市 善八 サービス 飲食業 5%

151,719 大阪府 泉佐野市 らーめん　ごん神 サービス 飲食業 5%

151,720 大阪府 泉佐野市 ライスマンクック サービス 飲食業 5%

151,721 大阪府 泉佐野市 ラ　クチーナ　イタリアーナ　フェリーチェ サービス 理容・美容業 5%

151,722 大阪府 泉佐野市 リフォーム工房 サービス その他サービス 5%

151,723 大阪府 泉佐野市 Ｌｉｂｒａｈａｉｒｓｐａ羽倉崎店 サービス 理容・美容業 5%

151,724 大阪府 泉佐野市 Ｌｉｂｒａｈａｉｒｓｐａ日根野店 サービス 理容・美容業 5%

151,725 大阪府 泉佐野市 セブン－イレブンりんくうプレミアムアウトレット店 小売業 食料品 2%

151,726 大阪府 泉佐野市 セブン－イレブンりんくう松原店 小売業 食料品 2%

151,727 大阪府 泉佐野市 レアラニ サービス 理容・美容業 5%

151,728 大阪府 泉佐野市 Ｒｅｎａｔａ サービス 理容・美容業 5%

151,729 大阪府 泉佐野市 レンタルブティック　ベル サービス その他サービス 5%

151,730 大阪府 泉佐野市 ワークショップ　うちた 小売業 衣料品 5%

151,731 大阪府 泉佐野市 ＷＡＴＡＮＡＢＥ－ＫＡＢＡＮ 小売業 衣料品 5%

151,732 大阪府 和泉市 あーchaとねぇね（同 サービス 飲食業 5%

151,733 大阪府 和泉市 R&F株式会社 小売業 その他小売 5%

151,734 大阪府 和泉市 ＲＣ　Ｍａｎｉａｘ　ＡＲＥＮＡ　ＲＣ　Ｍａｎｉａｘ　ＡＲＥＮＡ 小売業 その他小売 5%

151,735 大阪府 和泉市 アオバ酒店 小売業 食料品 5%

151,736 大阪府 和泉市 青葉はつが野　動物病院 サービス その他サービス 5%

151,737 大阪府 和泉市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｓｉｌｊｅ和泉府中 サービス 理容・美容業 5%

151,738 大阪府 和泉市 アールズ和泉府中サロン 小売業 その他小売 5%

151,739 大阪府 和泉市 チーズケーキの店Ａｎｇｅ サービス 飲食業 5%

151,740 大阪府 和泉市 アンジュ　チーズケーキの店　Ａｎｇｅ 小売業 食料品 5%

151,741 大阪府 和泉市 ＡＮＴＲＹ 小売業 家具・調度品 5%

151,742 大阪府 和泉市 ＡＮＴＲＹ和泉 小売業 家具・調度品 5%

151,743 大阪府 和泉市 飯阪和功 サービス その他サービス 5%

151,744 大阪府 和泉市 ｉｇｌｏｏ　（イグルー） サービス 理容・美容業 5%

151,745 大阪府 和泉市 飯酒家　柚多香 サービス 飲食業 5%

151,746 大阪府 和泉市 居酒屋ともり サービス 飲食業 5%
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151,747 大阪府 和泉市 石尾 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,748 大阪府 和泉市 和泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,749 大阪府 和泉市 セブン－イレブン和泉あゆみ野１丁目店 小売業 食料品 2%

151,750 大阪府 和泉市 セブン－イレブン和泉池上町店 小売業 食料品 2%

151,751 大阪府 和泉市 セブン－イレブン和泉一条院町店 小売業 食料品 2%

151,752 大阪府 和泉市 セブンーイレブン和泉尾井町店 小売業 食料品 2%

151,753 大阪府 和泉市 セブン－イレブン和泉尾井町２丁目店 小売業 食料品 2%

151,754 大阪府 和泉市 株式会社いずみ技研 サービス その他サービス 5%

151,755 大阪府 和泉市 和泉桑原町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,756 大阪府 和泉市 セブン－イレブン和泉桑原町店 小売業 食料品 2%

151,757 大阪府 和泉市 セブン－イレブン和泉市立総合医療センター店 小売業 食料品 2%

151,758 大阪府 和泉市 和泉中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,759 大阪府 和泉市 和泉動物病院 サービス その他サービス 5%

151,760 大阪府 和泉市 和泉トリヴェ－ルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,761 大阪府 和泉市 セブン－イレブン和泉はつが野３丁目店 小売業 食料品 2%

151,762 大阪府 和泉市 和泉府中酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

151,763 大阪府 和泉市 セブン－イレブン和泉府中町７丁目店 小売業 食料品 2%

151,764 大阪府 和泉市 セブン－イレブン和泉府中町２丁目店 小売業 食料品 2%

151,765 大阪府 和泉市 セブン－イレブン和泉和気町店 小売業 食料品 2%

151,766 大阪府 和泉市 一鳥一炭和泉中央店 サービス 飲食業 5%

151,767 大阪府 和泉市 出光和泉阪本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,768 大阪府 和泉市 出光北信太ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,769 大阪府 和泉市 出光光明池ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,770 大阪府 和泉市 出光セルフ光明池駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,771 大阪府 和泉市 出光セルフ二色の浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,772 大阪府 和泉市 今岡動物病院 サービス その他サービス 5%

151,773 大阪府 和泉市 Ｗａｌｋ　ｕｐ　シューズ　ウオ　クアップ 小売業 その他小売 5%

151,774 大阪府 和泉市 うさぎのお店Ｍｏｎｐｅｔｉｔｃｈｅｒｉ 小売業 その他小売 5%

151,775 大阪府 和泉市 エス ディーラ サービス その他サービス 5%

151,776 大阪府 和泉市 Ｓ☆ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

151,777 大阪府 和泉市 オートショップナカムラ 小売業 その他小売 5%

151,778 大阪府 和泉市 ＡＵＴＯ　ＦＡＣＥ 小売業 その他小売 5%

151,779 大阪府 和泉市 ＡｏｔｏＦａｃｅ和泉中央店 小売業 その他小売 5%

151,780 大阪府 和泉市 オールドギア 和泉中央 小売業 その他小売 5%

151,781 大阪府 和泉市 おかむら精肉店 小売業 食料品 5%

151,782 大阪府 和泉市 お好み焼　偶　和泉中央店 サービス 飲食業 5%

151,783 大阪府 和泉市 お宝家　和泉中央店 サービス その他サービス 5%

151,784 大阪府 和泉市 有限会社お包み研究所 小売業 その他小売 5%

151,785 大阪府 和泉市 オートショップ　ＺＥＲＯ サービス その他サービス 5%

151,786 大阪府 和泉市 おひげ動物病院 サービス その他サービス 5%

151,787 大阪府 和泉市 ＯｆｆｉｃｅＡＣＴ サービス その他サービス 5%

151,788 大阪府 和泉市 オフィスカロマ サービス 理容・美容業 5%

3616



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

151,789 大阪府 和泉市 ＯＩＳＥＡＵ　ＢＬＥＵ　和泉中央 サービス 理容・美容業 5%

151,790 大阪府 和泉市 家具工房ラフト 小売業 家具・調度品 5%

151,791 大阪府 和泉市 家具の西口木工 小売業 家具・調度品 5%

151,792 大阪府 和泉市 家具の西口木工　光明池店 小売業 家具・調度品 5%

151,793 大阪府 和泉市 隠れ家キッチン サービス 飲食業 5%

151,794 大阪府 和泉市 有限会社一井モータース サービス その他サービス 5%

151,795 大阪府 和泉市 Ｃａｎａｍｏ サービス 理容・美容業 5%

151,796 大阪府 和泉市 ＫＡＮＥＫＩＹＯ サービス その他サービス 5%

151,797 大阪府 和泉市 ＣａｆｅＳｉｍｐｌｅ１ サービス 飲食業 5%

151,798 大阪府 和泉市 （株）オクカメライオン和泉府中店 小売業 電化製品 5%

151,799 大阪府 和泉市 株式会社オレンジヴォックス 小売業 その他小売 5%

151,800 大阪府 和泉市 株式会社スーパーサンエー　光明台店 小売業 食料品 5%

151,801 大阪府 和泉市 株式会社ＰｉＰｉ サービス 理容・美容業 5%

151,802 大阪府 和泉市 株式会社リターナー 小売業 その他小売 5%

151,803 大阪府 和泉市 ＫＡＭＩのＴＥ サービス 理容・美容業 5%

151,804 大阪府 和泉市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋和泉いぶき野店 サービス 飲食業 2%

151,805 大阪府 和泉市 河内らーめん　喜神　和泉納花店 サービス 飲食業 5%

151,806 大阪府 和泉市 ＫＡＮＤＡ　光明池店 小売業 貴金属・服飾品 5%

151,807 大阪府 和泉市 紀州備長炭焼鳥　ほうせん サービス 飲食業 5%

151,808 大阪府 和泉市 きたがわ電器 小売業 電化製品 5%

151,809 大阪府 和泉市 セブン－イレブン北信太東口店 小売業 食料品 2%

151,810 大阪府 和泉市 木下書店　エコール店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

151,811 大阪府 和泉市 業務スーパー和泉のぞみ野店 小売業 食料品 2%

151,812 大阪府 和泉市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ和泉店 小売業 その他小売 5%

151,813 大阪府 和泉市 串のれん サービス 飲食業 5%

151,814 大阪府 和泉市 グレースフジミ　和泉府中店 小売業 貴金属・服飾品 5%

151,815 大阪府 和泉市 グレースフジミ　和泉府中店 小売業 貴金属・服飾品 5%

151,816 大阪府 和泉市 黒鱒堂 小売業 その他小売 5%

151,817 大阪府 和泉市 神戸唐唐亭　和泉店 サービス 飲食業 5%

151,818 大阪府 和泉市 セブンーイレブンＫＯＹＯ大阪母子医療センター店 小売業 食料品 2%

151,819 大阪府 和泉市 ＣＯＡＣＨＥＬＬＡ ＨＥＡＤ ＳＴＯＲＡＧＥ 小売業 家具・調度品 5%

151,820 大阪府 和泉市 ゴールデンサーフ 小売業 その他小売 5%

151,821 大阪府 和泉市 ごちそう村　和泉中央店 サービス 飲食業 5%

151,822 大阪府 和泉市 ｃｏｃｈｏｃｏｃｈｏ 小売業 衣料品 5%

151,823 大阪府 和泉市 壽屋 小売業 その他小売 5%

151,824 大阪府 和泉市 こもれ陽 小売業 その他小売 5%

151,825 大阪府 和泉市 ゴルフキッズ第２阪和府中店 小売業 その他小売 5%

151,826 大阪府 和泉市 ゴルフ工房ドッグレッグ 小売業 その他小売 5%

151,827 大阪府 和泉市 ＧＯＬＦＢＯＸ小野林 小売業 その他小売 5%

151,828 大阪府 和泉市 サイクルヒーロー和泉店 小売業 その他小売 5%

151,829 大阪府 和泉市 酒菜家　みやび サービス 飲食業 5%

151,830 大阪府 和泉市 さくらんぼ 小売業 衣料品 5%
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151,831 大阪府 和泉市 酒と肴まんまん サービス 飲食業 5%

151,832 大阪府 和泉市 酒友　じゅんや サービス 飲食業 5%

151,833 大阪府 和泉市 佐竹ガラス 小売業 その他小売 5%

151,834 大阪府 和泉市 さをりの森 小売業 その他小売 5%

151,835 大阪府 和泉市 しっぽ動物病院 サービス その他サービス 5%

151,836 大阪府 和泉市 信太山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,837 大阪府 和泉市 ジャストカーテン　エコール和泉中央店 小売業 その他小売 5%

151,838 大阪府 和泉市 じゃんぼ總本店　信太山駅前店 サービス 飲食業 5%

151,839 大阪府 和泉市 自由本舗はなひこ サービス 飲食業 5%

151,840 大阪府 和泉市 ジュエリーフルミヤ　エコールいずみ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

151,841 大阪府 和泉市 ジョイカルチャースクール サービス その他サービス 5%

151,842 大阪府 和泉市 ジョリ　ジョリ 小売業 衣料品 5%

151,843 大阪府 和泉市 ジョリィジョリィ 小売業 衣料品 5%

151,844 大阪府 和泉市 新日本ミュージック 小売業 その他小売 5%

151,845 大阪府 和泉市 新日本旅行　サティ　旅のサロン サービス その他サービス 5%

151,846 大阪府 和泉市 Ｓｗｅｅｔ Ｈｏｍｅ サービス 飲食業 5%

151,847 大阪府 和泉市 寿賀の家 サービス 飲食業 5%

151,848 大阪府 和泉市 ステーキハウス　Ｋふぁーむ サービス 飲食業 5%

151,849 大阪府 和泉市 スミタニたばこ店 小売業 その他小売 5%

151,850 大阪府 和泉市 炭火焼鳥　じゅん家 サービス 飲食業 5%

151,851 大阪府 和泉市 すみれ補聴器 小売業 その他小売 5%

151,852 大阪府 和泉市 ｓｍａｌｌｗｏｒｋｃａｍｐ 小売業 家具・調度品 5%

151,853 大阪府 和泉市 セルフカフェ　インフィニティ　セルフカフェ サービス 飲食業 5%

151,854 大阪府 和泉市 タイヤ館　泉北ニュータウン店 小売業 その他小売 2%

151,855 大阪府 和泉市 （有）タイヤ館和泉 小売業 その他小売 2%

151,856 大阪府 和泉市 竹内電機商会 小売業 電化製品 5%

151,857 大阪府 和泉市 TAX和泉店 サービス その他サービス 5%

151,858 大阪府 和泉市 田辺米穀店 小売業 食料品 5%

151,859 大阪府 和泉市 ＤＯＵＢＬＥ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

151,860 大阪府 和泉市 だんじり代行社　１号車 サービス その他サービス 5%

151,861 大阪府 和泉市 辻川商事株式会社 小売業 その他小売 5%

151,862 大阪府 和泉市 辻林オートサービス 下宮店 サービス その他サービス 5%

151,863 大阪府 和泉市 辻本珈琲 小売業 食料品 5%

151,864 大阪府 和泉市 つじよ サービス 飲食業 5%

151,865 大阪府 和泉市 つじよ サービス 飲食業 5%

151,866 大阪府 和泉市 ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＴｒａｄｉｎｇＣｏ． 小売業 その他小売 5%

151,867 大阪府 和泉市 デフィーフチュール和泉店 小売業 その他小売 5%

151,868 大阪府 和泉市 寺岡書店 小売業 その他小売 5%

151,869 大阪府 和泉市 ｔｗｅｎｔｅｔｙｆｏｕｒ和泉店 サービス 理容・美容業 5%

151,870 大阪府 和泉市 ドコモショップ　和泉中央店 小売業 その他小売 5%

151,871 大阪府 和泉市 ドコモショップ和泉中央店 小売業 その他小売 5%

151,872 大阪府 和泉市 ドッグサロンＭｏＭｏ 小売業 その他小売 5%
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151,873 大阪府 和泉市 富屋電化 小売業 電化製品 5%

151,874 大阪府 和泉市 鳥あみ焼　彩 サービス 飲食業 5%

151,875 大阪府 和泉市 鳥平商店 小売業 食料品 5%

151,876 大阪府 和泉市 トレンド書店　２６号線葛の葉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

151,877 大阪府 和泉市 とんかつ　かつ喜　和泉中央店 サービス 飲食業 5%

151,878 大阪府 和泉市 仲尾電気商会 小売業 電化製品 5%

151,879 大阪府 和泉市 ナチュラルプラス サービス 理容・美容業 5%

151,880 大阪府 和泉市 にくみつ サービス 飲食業 5%

151,881 大阪府 和泉市 ネオ・テニスプラザ　和泉 小売業 その他小売 5%

151,882 大阪府 和泉市 ハッピーカンパニー サービス その他サービス 5%

151,883 大阪府 和泉市 Ｈａｎａ　Ｔｏｔｔｏ 小売業 衣料品 5%

151,884 大阪府 和泉市 羽屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

151,885 大阪府 和泉市 林技術士事務所 サービス その他サービス 5%

151,886 大阪府 和泉市 巴里 サービス 飲食業 5%

151,887 大阪府 和泉市 パール・テニススクウェア　プロシ 小売業 その他小売 5%

151,888 大阪府 和泉市 パン工房ぺぺとと 小売業 食料品 5%

151,889 大阪府 和泉市 ぱんまるこ　ぱんまるこ 小売業 食料品 5%

151,890 大阪府 和泉市 ｈａｍｍｏｃｋ 小売業 衣料品 5%

151,891 大阪府 和泉市 繁和電器商会 小売業 電化製品 5%

151,892 大阪府 和泉市 ピュアブルーヘアー サービス 理容・美容業 5%

151,893 大阪府 和泉市 ビヨウシツ　トリコ　ビヨウシツトリコ サービス 理容・美容業 5%

151,894 大阪府 和泉市 美容室アミー サービス 理容・美容業 5%

151,895 大阪府 和泉市 Ｈｉｌｌ’ｓ ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

151,896 大阪府 和泉市 ｆａｖｏｒｉｔｅ 小売業 その他小売 5%

151,897 大阪府 和泉市 フォトクル－ト サービス その他サービス 5%

151,898 大阪府 和泉市 ふしぎや 小売業 その他小売 5%

151,899 大阪府 和泉市 府中大寺屋和泉府中店 サービス 飲食業 5%

151,900 大阪府 和泉市 府中電機設備 小売業 電化製品 5%

151,901 大阪府 和泉市 ぶつだん高橋 小売業 家具・調度品 5%

151,902 大阪府 和泉市 プライムツアー　和泉中央店 サービス その他サービス 5%

151,903 大阪府 和泉市 プラリンチュ サービス 飲食業 5%

151,904 大阪府 和泉市 フランス屋　オークワ和泉中央店 サービス その他サービス 5%

151,905 大阪府 和泉市 フランス屋　鶴山台店 サービス その他サービス 5%

151,906 大阪府 和泉市 フランス屋　松源光明池店 サービス その他サービス 5%

151,907 大阪府 和泉市 Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ・Ｍａｒｒｙ サービス その他サービス 5%

151,908 大阪府 和泉市 Ｆｌｅｃｈ．【フレッチ】 サービス 理容・美容業 5%

151,909 大阪府 和泉市 プロワーク和泉 小売業 衣料品 5%

151,910 大阪府 和泉市 ｈａｉｒ＆ｓｐａ　Ｌｅｎｅ サービス 理容・美容業 5%

151,911 大阪府 和泉市 ｈａｉｒ”ｓ　Ａｌｅｇｒｅ サービス 理容・美容業 5%

151,912 大阪府 和泉市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

151,913 大阪府 和泉市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｃｏｒ サービス 理容・美容業 5%

151,914 大阪府 和泉市 ヘアーメイク・チュラ　和泉中央店 サービス 理容・美容業 5%
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151,915 大阪府 和泉市 ｐａｉｎｌｅｓｓ　ｌａｂ サービス その他サービス 5%

151,916 大阪府 和泉市 ｐｅｒｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

151,917 大阪府 和泉市 ほうせん サービス 飲食業 5%

151,918 大阪府 和泉市 馬肉ダイニングポニーテイル サービス 飲食業 5%

151,919 大阪府 和泉市 ポニーテイル サービス 飲食業 5%

151,920 大阪府 和泉市 ポプラ和泉阪本町店 小売業 その他小売 2%

151,921 大阪府 和泉市 ポリッシャー．ＪＰ サービス その他サービス 5%

151,922 大阪府 和泉市 堀ミシン商会 サービス その他サービス 5%

151,923 大阪府 和泉市 本社 サービス その他サービス 5%

151,924 大阪府 和泉市 マクドナルド和泉中央店 サービス 飲食業 2%

151,925 大阪府 和泉市 マクドナルドエコールいずみ店 サービス 飲食業 2%

151,926 大阪府 和泉市 マクドナルド光明池エムズコート店 サービス 飲食業 2%

151,927 大阪府 和泉市 マツゲン　光明池店 小売業 食料品 5%

151,928 大阪府 和泉市 マツゲン　コムボックス光明池店 小売業 食料品 5%

151,929 大阪府 和泉市 ＭＡＨＡＬＯ　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

151,930 大阪府 和泉市 ＭｏｍＲｅｓｔ サービス 飲食業 5%

151,931 大阪府 和泉市 豆一珈楽 小売業 その他小売 5%

151,932 大阪府 和泉市 丸一駐輪場 サービス その他サービス 5%

151,933 大阪府 和泉市 マルゼン楽器店　本店 小売業 その他小売 5%

151,934 大阪府 和泉市 ミックイノウエ伯太店 小売業 電化製品 5%

151,935 大阪府 和泉市 むか新　和泉の国本館 小売業 食料品 5%

151,936 大阪府 和泉市 むか新　葛の葉店 小売業 食料品 5%

151,937 大阪府 和泉市 メガネセンター　アイトップ　光明池店 小売業 その他小売 5%

151,938 大阪府 和泉市 めがねのフォルテ サービス その他サービス 5%

151,939 大阪府 和泉市 メナードフェイシャルサロンジュヌアムール 小売業 衣料品 5%

151,940 大阪府 和泉市 モノスタイル 小売業 その他小売 5%

151,941 大阪府 和泉市 桃山学院大学生活協同組合 サービス その他サービス 5%

151,942 大阪府 和泉市 桃山学院大学生活協同組合 サービス その他サービス 5%

151,943 大阪府 和泉市 焼肉　久蒔 サービス 飲食業 5%

151,944 大阪府 和泉市 弥生の里温泉 サービス その他サービス 5%

151,945 大阪府 和泉市 ｈａｉｒ＇ｓｙｕａｎ サービス 理容・美容業 5%

151,946 大阪府 和泉市 ｈｕｉｔ　ｕｎ　ｄｅｍｉ 小売業 衣料品 5%

151,947 大阪府 和泉市 有限会社エービーシー サービス その他サービス 5%

151,948 大阪府 和泉市 有限会社プライムツアー サービス その他サービス 5%

151,949 大阪府 和泉市 ユーポス　和泉中央店 小売業 その他小売 5%

151,950 大阪府 和泉市 有限会社光明池 サービス その他サービス 5%

151,951 大阪府 和泉市 ユザワヤ　ららぽーと和泉店 小売業 その他小売 5%

151,952 大阪府 和泉市 ＹＯＵＳＨＯＰ大西 小売業 その他小売 5%

151,953 大阪府 和泉市 横山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,954 大阪府 和泉市 横山店 小売業 その他小売 5%

151,955 大阪府 和泉市 ライフクリーナー　池上 サービス その他サービス 5%

151,956 大阪府 和泉市 ライフクリーナー　和泉唐国 サービス その他サービス 5%
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151,957 大阪府 和泉市 ライフクリーナー　阪本 サービス その他サービス 5%

151,958 大阪府 和泉市 ライフクリーナー　和泉府中店 サービス その他サービス 5%

151,959 大阪府 和泉市 ライフクリーナー　ダイエー光明池店 サービス その他サービス 5%

151,960 大阪府 和泉市 楽笑堂 サービス 理容・美容業 5%

151,961 大阪府 和泉市 Ｌｉｂｒａｈａｉｒｓｐａ和泉中央店 サービス 理容・美容業 5%

151,962 大阪府 和泉市 ＬＥＡ　ＬＥＡ サービス 理容・美容業 5%

151,963 大阪府 和泉市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｅｎｃａｃｈ サービス 飲食業 5%

151,964 大阪府 和泉市 Ｒｅａｄｙ?ＭａｄｅＷＰ サービス 理容・美容業 5%

151,965 大阪府 和泉市 レパレ・アン・シュヴ サービス 理容・美容業 5%

151,966 大阪府 和泉市 わかるとできる　コムボックス光明池校 サービス その他サービス 5%

151,967 大阪府 和泉市 和牛亭　おかむら サービス 飲食業 5%

151,968 大阪府 和泉市 ヤマモトオート堺南 サービス その他サービス 5%

151,969 大阪府 茨木市 アーマーダイレクト 小売業 その他小売 5%

151,970 大阪府 茨木市 Ｒ＋ サービス 理容・美容業 5%

151,971 大阪府 茨木市 アイスベリー 小売業 衣料品 5%

151,972 大阪府 茨木市 あいファーマシー 小売業 その他小売 5%

151,973 大阪府 茨木市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｏｕｖｒｅ茨木 サービス 理容・美容業 5%

151,974 大阪府 茨木市 味幸房みなみ サービス 飲食業 5%

151,975 大阪府 茨木市 アットタイム　フィットネス茨木店 サービス その他サービス 5%

151,976 大阪府 茨木市 ａｔｅｌｉｅｒ　ＭｉｎＴ 小売業 その他小売 5%

151,977 大阪府 茨木市 ＡｔｅｌｉｅｒＣＨＥＭＭＹ 小売業 衣料品 5%

151,978 大阪府 茨木市 アトリエＭＩＨＯ茨木店 サービス 理容・美容業 5%

151,979 大阪府 茨木市 アマービレ楽器 小売業 その他小売 5%

151,980 大阪府 茨木市 アミューズ サービス その他サービス 5%

151,981 大阪府 茨木市 アーリィワークス サービス その他サービス 5%

151,982 大阪府 茨木市 アルシュ彩都 サービス 理容・美容業 5%

151,983 大阪府 茨木市 Ｅ?ＧＡＴＥ　ＳＨＯＰ　おそうじ本舗茨木彩都店 サービス その他サービス 5%

151,984 大阪府 茨木市 ＹｅｓＣａｒｓ 小売業 その他小売 5%

151,985 大阪府 茨木市 いぎあ☆すてーしょん大阪本店 サービス その他サービス 5%

151,986 大阪府 茨木市 居酒屋　千　居酒屋　千 サービス 飲食業 5%

151,987 大阪府 茨木市 居酒屋　とりとっとー サービス 飲食業 5%

151,988 大阪府 茨木市 イーズペットクリニック サービス その他サービス 5%

151,989 大阪府 茨木市 １番星　吹田インター店 小売業 衣料品 5%

151,990 大阪府 茨木市 出光セルフ茨木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,991 大阪府 茨木市 茨木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,992 大阪府 茨木市 茨木 ウエダ店 茨木ウエダ店 小売業 その他小売 5%

151,993 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木鮎川１丁目店 小売業 食料品 2%

151,994 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木五十鈴町店 小売業 食料品 2%

151,995 大阪府 茨木市 茨木稲葉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,996 大阪府 茨木市 茨木ＩＣ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

151,997 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木春日１丁目店 小売業 食料品 2%

151,998 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木桑原店 小売業 食料品 2%
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151,999 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木郡店 小売業 食料品 2%

152,000 大阪府 茨木市 茨木サイクル　茨木サイクル 小売業 その他小売 5%

152,001 大阪府 茨木市 茨木酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

152,002 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木沢良宜西店 小売業 食料品 2%

152,003 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木沢良宜東町店 小売業 食料品 2%

152,004 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木南安威２丁目店 小売業 食料品 2%

152,005 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木新和町店 小売業 食料品 2%

152,006 大阪府 茨木市 茨木中央整体院 サービス その他サービス 5%

152,007 大阪府 茨木市 茨木天満電器 小売業 電化製品 5%

152,008 大阪府 茨木市 いばらき動物病院 サービス その他サービス 5%

152,009 大阪府 茨木市 茨木豊川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,010 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木豊川５丁目店 小売業 食料品 2%

152,011 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木豊川３丁目店 小売業 食料品 2%

152,012 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木豊原町店 小売業 食料品 2%

152,013 大阪府 茨木市 茨木ドライビングスクール サービス その他サービス 5%

152,014 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木中穂積２丁目店 小売業 食料品 2%

152,015 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木中村町店 小売業 食料品 2%

152,016 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木奈良町店 小売業 食料品 2%

152,017 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木西中条町店 小売業 食料品 2%

152,018 大阪府 茨木市 茨木東ＳＳ　クロスキンキカーライフサポート 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,019 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木東太田２丁目店 小売業 食料品 2%

152,020 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木東奈良店 小売業 食料品 2%

152,021 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木舟木町店 小売業 食料品 2%

152,022 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木舟木町東店 小売業 食料品 2%

152,023 大阪府 茨木市 茨木べにや薬店 小売業 その他小売 5%

152,024 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木穂積台店 小売業 食料品 2%

152,025 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木真砂玉島台店 小売業 食料品 2%

152,026 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木三島町店 小売業 食料品 2%

152,027 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木宮元町店 小売業 食料品 2%

152,028 大阪府 茨木市 セブン－イレブン茨木目垣２丁目店 小売業 食料品 2%

152,029 大阪府 茨木市 茨木元町どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

152,030 大阪府 茨木市 茨木元町どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

152,031 大阪府 茨木市 岩田呉服店　茨木店 小売業 衣料品 5%

152,032 大阪府 茨木市 Ｉｎｆｉｎｉｔｙ サービス 飲食業 5%

152,033 大阪府 茨木市 Ｖｉｓ　Ａｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

152,034 大阪府 茨木市 宇佐美府道茨木 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,035 大阪府 茨木市 内田鈑金 サービス その他サービス 5%

152,036 大阪府 茨木市 ｏｅｕｆ?Ｐｒｉｖａｔｅｎａｉｌｓ? サービス 理容・美容業 5%

152,037 大阪府 茨木市 馬焼肉専門店馬人 サービス 飲食業 5%

152,038 大阪府 茨木市 ウルラボ　ヘアサロン サービス 理容・美容業 5%

152,039 大阪府 茨木市 株式会社エーアイディー　茨木店 小売業 家具・調度品 5%

152,040 大阪府 茨木市 駅前カットきりそめまき　きりそめまき サービス 理容・美容業 5%
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152,041 大阪府 茨木市 ハポロコ サービス 飲食業 5%

152,042 大阪府 茨木市 Ｆ－Ｈ－Ｅ　ＪＡＰＡＮ 小売業 その他小売 5%

152,043 大阪府 茨木市 ＦＬＳパーティハウス　南茨木店 小売業 衣料品 5%

152,044 大阪府 茨木市 エフビューティ茨木 サービス 理容・美容業 5%

152,045 大阪府 茨木市 ａｕショップ　茨木真砂 小売業 電化製品 5%

152,046 大阪府 茨木市 Ｌ　ＦＯＲＴ サービス 理容・美容業 5%

152,047 大阪府 茨木市 縁家 サービス 飲食業 5%

152,048 大阪府 茨木市 ＡＵＴＯ　ＬＩＦＥ サービス その他サービス 5%

152,049 大阪府 茨木市 大南商事株式会社 小売業 その他小売 5%

152,050 大阪府 茨木市 岡田ガラスふすま建具店 サービス その他サービス 5%

152,051 大阪府 茨木市 岡本電化　茨木店 小売業 電化製品 5%

152,052 大阪府 茨木市 お好み焼はここやねん　阪急茨木 サービス 飲食業 5%

152,053 大阪府 茨木市 お好み焼はここやねん阪急茨木駅前店 サービス 飲食業 5%

152,054 大阪府 茨木市 お宝家　茨木店 サービス その他サービス 5%

152,055 大阪府 茨木市 オプトアイランド サービス その他サービス 5%

152,056 大阪府 茨木市 ＪＭ／オプト井上 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,057 大阪府 茨木市 オーミナミ　彩都店 小売業 その他小売 5%

152,058 大阪府 茨木市 オーミナミ園田 小売業 その他小売 5%

152,059 大阪府 茨木市 オーミナミ園田別館 小売業 その他小売 5%

152,060 大阪府 茨木市 オーミナミ真砂 小売業 その他小売 5%

152,061 大阪府 茨木市 オルソフィット２４ サービス その他サービス 5%

152,062 大阪府 茨木市 おんがく寺子屋ぴあのぐみ サービス その他サービス 5%

152,063 大阪府 茨木市 Ｃａｒ Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｓ?ＯＮＥ 小売業 その他小売 5%

152,064 大阪府 茨木市 ｃａｒａ?ｈａｉｒ【カーラヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

152,065 大阪府 茨木市 海鮮料理と酒　いくひさ サービス 飲食業 5%

152,066 大阪府 茨木市 買取りまっくす　茨木店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

152,067 大阪府 茨木市 佳肴ながつき サービス 飲食業 5%

152,068 大阪府 茨木市 かごの屋茨木春日店 サービス 飲食業 5%

152,069 大阪府 茨木市 ＫＡＲＺ 小売業 衣料品 5%

152,070 大阪府 茨木市 春日丘動物病院 サービス その他サービス 5%

152,071 大阪府 茨木市 割烹　片桐 サービス 飲食業 5%

152,072 大阪府 茨木市 かどや酒店 小売業 食料品 5%

152,073 大阪府 茨木市 かどや酒店 小売業 食料品 5%

152,074 大阪府 茨木市 ｃａｆｅりょく サービス 飲食業 5%

152,075 大阪府 茨木市 カフェワンシーン サービス 飲食業 5%

152,076 大阪府 茨木市 株式会社アスト サービス その他サービス 5%

152,077 大阪府 茨木市 株式会社ヴェルト新創 サービス その他サービス 5%

152,078 大阪府 茨木市 株式会社デジケイト サービス その他サービス 5%

152,079 大阪府 茨木市 株式会社比良組 サービス その他サービス 5%

152,080 大阪府 茨木市 株式会社マツミ サービス その他サービス 5%

152,081 大阪府 茨木市 かまだ 小売業 その他小売 5%

152,082 大阪府 茨木市 鴨と鶏のロココ サービス 飲食業 5%
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152,083 大阪府 茨木市 空空商會朝来 サービス その他サービス 5%

152,084 大阪府 茨木市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋茨木インター店 サービス 飲食業 2%

152,085 大阪府 茨木市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋茨木豊川店 サービス 飲食業 2%

152,086 大阪府 茨木市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋茨木宮島店 サービス 飲食業 2%

152,087 大阪府 茨木市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋阪急茨木市駅前店 サービス 飲食業 2%

152,088 大阪府 茨木市 河合塾マナビスＪＲ茨木駅前校 サービス その他サービス 2%

152,089 大阪府 茨木市 河合塾マナビス阪急茨木校 サービス その他サービス 2%

152,090 大阪府 茨木市 かんだ美容室　ＳＥＰＴ店 サービス 理容・美容業 5%

152,091 大阪府 茨木市 雁飯店 サービス 飲食業 5%

152,092 大阪府 茨木市 カンプリ茨木店 サービス その他サービス 5%

152,093 大阪府 茨木市 北大阪タイヤ 小売業 その他小売 5%

152,094 大阪府 茨木市 北大阪流通センター前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,095 大阪府 茨木市 ＫＩＣＨＩＲＩ阪急茨木 サービス 飲食業 5%

152,096 大阪府 茨木市 ＫｉｄｓＬａｂ． サービス その他サービス 5%

152,097 大阪府 茨木市 Ｋｉｄｓ　Ｌａｂ． サービス その他サービス 5%

152,098 大阪府 茨木市 キャンピングカープラザ大阪 小売業 その他小売 5%

152,099 大阪府 茨木市 ｃｕｔｅｓｔｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

152,100 大阪府 茨木市 ぎょうざの満洲　阪急茨木東口店 サービス 飲食業 5%

152,101 大阪府 茨木市 業務スーパー茨木市役所前店 小売業 食料品 2%

152,102 大阪府 茨木市 業務スーパー南茨木店 小売業 食料品 2%

152,103 大阪府 茨木市 業務スーパー耳原店 小売業 食料品 2%

152,104 大阪府 茨木市 ｋｉｒｓｉｋｋａｐｕｕ 小売業 その他小売 5%

152,105 大阪府 茨木市 ＫＩＲＳＩＫＫＡＰＵＵ 小売業 衣料品 5%

152,106 大阪府 茨木市 クープシゾー美容室 サービス 理容・美容業 5%

152,107 大阪府 茨木市 靴リフレ サービス その他サービス 5%

152,108 大阪府 茨木市 ＧｌａｓｓＣｒａｆｔ六根 小売業 衣料品 5%

152,109 大阪府 茨木市 ＣＲＥＯ　スマホ修理ＣＲＥＯ サービス その他サービス 5%

152,110 大阪府 茨木市 ＱｕａｔｒｅＭｕｇｕｅｔｓクラフトフラワー教室 小売業 その他小売 5%

152,111 大阪府 茨木市 ケセラプラス サービス 理容・美容業 5%

152,112 大阪府 茨木市 現金問屋　越後屋 小売業 その他小売 5%

152,113 大阪府 茨木市 ＫＯＪＩＹＡ 小売業 その他小売 5%

152,114 大阪府 茨木市 合同会社アレグリア サービス その他サービス 5%

152,115 大阪府 茨木市 ＣＯＫＥＣＬＵＢーコーククラブ 小売業 その他小売 5%

152,116 大阪府 茨木市 小林サイクル 小売業 その他小売 5%

152,117 大阪府 茨木市 済生会茨木病院売店 小売業 その他小売 5%

152,118 大阪府 茨木市 酒匠米匠こやま 小売業 食料品 5%

152,119 大阪府 茨木市 さがの館　茨木店 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,120 大阪府 茨木市 さくらキッズハウス サービス その他サービス 5%

152,121 大阪府 茨木市 酒専やまもと 小売業 食料品 5%

152,122 大阪府 茨木市 Ｓａｔａｋｅ　茨木大池店 小売業 食料品 5%

152,123 大阪府 茨木市 Ｓａｔａｋｅ　茨木西駅前店 小売業 食料品 5%

152,124 大阪府 茨木市 サット 小売業 その他小売 5%
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152,125 大阪府 茨木市 さとこ 小売業 その他小売 5%

152,126 大阪府 茨木市 ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｇａｒｄｅｎ　ｈａｉｒｓ　ｅｎｅｒｇｙ サービス 理容・美容業 5%

152,127 大阪府 茨木市 サルメリアピザ２９ サービス 飲食業 5%

152,128 大阪府 茨木市 ｓａｌｏｎ　ＡＲ サービス その他サービス 5%

152,129 大阪府 茨木市 サロン　ド　テ　ジャマン　サロン　ド　テ　ジャマン 小売業 食料品 5%

152,130 大阪府 茨木市 沢良宜東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,131 大阪府 茨木市 さわらぎや家具店 小売業 家具・調度品 5%

152,132 大阪府 茨木市 さわらぎや家具プラザ店 小売業 家具・調度品 5%

152,133 大阪府 茨木市 さわらぎや家具店．本町店 小売業 家具・調度品 5%

152,134 大阪府 茨木市 三愛薬局大同店 小売業 その他小売 5%

152,135 大阪府 茨木市 三愛薬局舟木店 小売業 その他小売 5%

152,136 大阪府 茨木市 三愛薬局星見店 小売業 その他小売 5%

152,137 大阪府 茨木市 サンタカハタ 小売業 電化製品 5%

152,138 大阪府 茨木市 サンプラザ流通前 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,139 大阪府 茨木市 ｓＣｅｎｅ　ＥＳＴ　【シーン　エスト】 サービス 理容・美容業 5%

152,140 大阪府 茨木市 ｓＣｅｎｅ　ｎｏｒｔｈ　【シーン　ノース】 サービス 理容・美容業 5%

152,141 大阪府 茨木市 ｓＣｅｎｅ　Ｒｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

152,142 大阪府 茨木市 ＪＲ西日本レンタカー＆リース株式会社　茨木駅駐輪場 サービス 運輸業 5%

152,143 大阪府 茨木市 ＪＲ西日本レンタカー＆リース株式会社　茨木駅前駐車場 サービス 運輸業 5%

152,144 大阪府 茨木市 セブンーイレブンＪＲ茨木駅西店 小売業 食料品 2%

152,145 大阪府 茨木市 ジェイバイク 小売業 その他小売 5%

152,146 大阪府 茨木市 ジェームス１７１茨木店 小売業 その他小売 2%

152,147 大阪府 茨木市 シプレス・ドゥ・ジャポン サービス 理容・美容業 5%

152,148 大阪府 茨木市 シマコーポレーション　茨木店 小売業 家具・調度品 5%

152,149 大阪府 茨木市 シマコーポレーション茨木店 小売業 その他小売 5%

152,150 大阪府 茨木市 シマダ酒店 小売業 食料品 5%

152,151 大阪府 茨木市 しもだ電器 小売業 電化製品 5%

152,152 大阪府 茨木市 ＪＡＣＫ　ＬＩＯＮ　ＪＡＣＫ　ＬＩＯＮ サービス 飲食業 5%

152,153 大阪府 茨木市 ジャマン サービス 飲食業 5%

152,154 大阪府 茨木市 じゃんぼ總本店　茨木商店街店 サービス 飲食業 5%

152,155 大阪府 茨木市 じゃんぼ總本店　総持寺駅前店 サービス 飲食業 5%

152,156 大阪府 茨木市 じゃんぼ總本店　阪急茨木店 サービス 飲食業 5%

152,157 大阪府 茨木市 Ｓｈｕエナジー サービス その他サービス 5%

152,158 大阪府 茨木市 時優区 サービス 飲食業 5%

152,159 大阪府 茨木市 手芸センタードリーム　南茨木店 小売業 その他小売 5%

152,160 大阪府 茨木市 ジュメイラオアシス サービス 飲食業 5%

152,161 大阪府 茨木市 新和建設株式会社 サービス その他サービス 5%

152,162 大阪府 茨木市 スタジオ　すばる サービス その他サービス 5%

152,163 大阪府 茨木市 ＳｔｕｄｉｏＭ＆Ｍ 小売業 家具・調度品 5%

152,164 大阪府 茨木市 スーパーＶ 小売業 食料品 5%

152,165 大阪府 茨木市 Ｓｐｉｎ　ｈａｉｒ　ｆｌｕｆｆｙ サービス 理容・美容業 5%

152,166 大阪府 茨木市 住まいるでんき館　きょうしん 小売業 電化製品 5%
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152,167 大阪府 茨木市 住まいるでんき館きょうしん 小売業 電化製品 5%

152,168 大阪府 茨木市 住まいるでんき館フクモト 小売業 電化製品 5%

152,169 大阪府 茨木市 炭火焼肉　さかえ サービス 飲食業 5%

152,170 大阪府 茨木市 スリーエム　茨木 小売業 衣料品 5%

152,171 大阪府 茨木市 スリーエム　南茨木 小売業 衣料品 5%

152,172 大阪府 茨木市 生活彩家友紘会総合病院店 小売業 その他小売 2%

152,173 大阪府 茨木市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　茨木市駅南 サービス その他サービス 5%

152,174 大阪府 茨木市 セルフ第２流通前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,175 大阪府 茨木市 セブン－イレブン総持寺駅前店 小売業 食料品 2%

152,176 大阪府 茨木市 ソックスはきこ 小売業 衣料品 5%

152,177 大阪府 茨木市 ソフトバンク　阪急茨木 小売業 電化製品 5%

152,178 大阪府 茨木市 大貫堂印房イオンモール茨木店 小売業 その他小売 5%

152,179 大阪府 茨木市 ダイコク　茨木店 小売業 家具・調度品 5%

152,180 大阪府 茨木市 ダイコクドラッグ阪急茨木市駅前店 小売業 その他小売 5%

152,181 大阪府 茨木市 ｔａｉｒｏ－ｔｅ 小売業 衣料品 5%

152,182 大阪府 茨木市 竹下電化サ－ビス 小売業 電化製品 5%

152,183 大阪府 茨木市 タマリンド サービス その他サービス 5%

152,184 大阪府 茨木市 タミネ株式会社 小売業 食料品 5%

152,185 大阪府 茨木市 千鳥屋宗家茨木 小売業 食料品 5%

152,186 大阪府 茨木市 ツーカーステーション　阪急茨木 小売業 電化製品 5%

152,187 大阪府 茨木市 ツケメンヤチッチョカミヤマホンテン サービス 飲食業 5%

152,188 大阪府 茨木市 つじせ玩具店 小売業 その他小売 5%

152,189 大阪府 茨木市 Ｄｉｏ＇ｓＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

152,190 大阪府 茨木市 ティスオートサービス 小売業 その他小売 5%

152,191 大阪府 茨木市 ｄｅｌｉｇｈｔ サービス 理容・美容業 5%

152,192 大阪府 茨木市 デザインオフィスサリュー サービス その他サービス 5%

152,193 大阪府 茨木市 Ｄｅｃｃａ－Ｓｏｕｌ サービス 理容・美容業 5%

152,194 大阪府 茨木市 Ｄｅｃｃａ・Ｓｏｕｌ サービス 理容・美容業 5%

152,195 大阪府 茨木市 ＤＥＣＣＡ－ＤＥＵＸ（阪急茨木） サービス 理容・美容業 5%

152,196 大阪府 茨木市 土井商会 小売業 その他小売 5%

152,197 大阪府 茨木市 Ｔｏｙ　ｓ　　Ｆａｃｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

152,198 大阪府 茨木市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ茨木西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,199 大阪府 茨木市 ドックサロン　ＳＵＮＳＵＮ サービス その他サービス 5%

152,200 大阪府 茨木市 トラックタイヤファクトリー店 小売業 その他小売 5%

152,201 大阪府 茨木市 とり粂 小売業 食料品 5%

152,202 大阪府 茨木市 ｔｒｉｃｏ　茨木店 サービス 理容・美容業 5%

152,203 大阪府 茨木市 ｔｒｉｃｏ　茨木店　【トリコ】 サービス 理容・美容業 5%

152,204 大阪府 茨木市 ｔｒｉｃｏ【トリコ】ＪＲ茨木 サービス 理容・美容業 5%

152,205 大阪府 茨木市 鳥作まる　鳥作まる サービス 飲食業 5%

152,206 大阪府 茨木市 Ｔｒｉｌｌ サービス 飲食業 5%

152,207 大阪府 茨木市 中屋電器 小売業 電化製品 5%

152,208 大阪府 茨木市 Ｎａｔｕｒａｌ　ＷＡＶＥ サービス 理容・美容業 5%
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152,209 大阪府 茨木市 ナツプ　ナカニシ 小売業 電化製品 5%

152,210 大阪府 茨木市 なにや弁当 小売業 食料品 5%

152,211 大阪府 茨木市 ナニワ商会　ＪＲ茨木店 小売業 その他小売 5%

152,212 大阪府 茨木市 ナニワ商会　阪急茨木店 小売業 その他小売 5%

152,213 大阪府 茨木市 ナリス サービス 理容・美容業 2%

152,214 大阪府 茨木市 Ｎｕｍｂｅｒ　３６５　Ｎｕｍｂａｒ　３６５ 小売業 衣料品 5%

152,215 大阪府 茨木市 西尾　茨木店 小売業 衣料品 5%

152,216 大阪府 茨木市 ニッコー安威店 小売業 食料品 5%

152,217 大阪府 茨木市 ニュー茨木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,218 大阪府 茨木市 忍頂寺 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,219 大阪府 茨木市 Ｎｅｎａ　Ｎｅｎａ サービス 飲食業 5%

152,220 大阪府 茨木市 濃厚とんこつラーメン てっぺい 茨木総本店 サービス 飲食業 5%

152,221 大阪府 茨木市 ｂａｒ　Ｓｐｉｃａ サービス 飲食業 5%

152,222 大阪府 茨木市 ＢＡＲあちゅ サービス 飲食業 5%

152,223 大阪府 茨木市 パーマハウス　イング サービス 理容・美容業 5%

152,224 大阪府 茨木市 パーマハウスイング　パーマハウスイング サービス 理容・美容業 5%

152,225 大阪府 茨木市 焙煎工房　カフェ　てんぷす 小売業 食料品 5%

152,226 大阪府 茨木市 パソコントラブル１１９ 小売業 電化製品 5%

152,227 大阪府 茨木市 パソコントラブル１１９ 小売業 電化製品 5%

152,228 大阪府 茨木市 はたの米穀販売株式会社 小売業 その他小売 5%

152,229 大阪府 茨木市 株式会社白金堂 サービス その他サービス 5%

152,230 大阪府 茨木市 ハッコー山海フーズ 小売業 食料品 5%

152,231 大阪府 茨木市 ハッコー山海フーズ　はっこうふうず 小売業 食料品 5%

152,232 大阪府 茨木市 花十色茨木店 小売業 衣料品 5%

152,233 大阪府 茨木市 バナナ商店 小売業 その他小売 5%

152,234 大阪府 茨木市 ハポロコ サービス 飲食業 5%

152,235 大阪府 茨木市 パルス 茨木店 小売業 その他小売 5%

152,236 大阪府 茨木市 Ｈａｌｅ　Ｌｕａｎａ サービス その他サービス 5%

152,237 大阪府 茨木市 セブン－イレブン阪急茨木市駅東店 小売業 食料品 2%

152,238 大阪府 茨木市 ぱんるーむ 小売業 食料品 5%

152,239 大阪府 茨木市 ＢＧＪ 小売業 その他小売 5%

152,240 大阪府 茨木市 東茨木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,241 大阪府 茨木市 ひかり交通株式会社 サービス 運輸業 5%

152,242 大阪府 茨木市 ひかり交通株式会社 サービス 運輸業 5%

152,243 大阪府 茨木市 ビジネスサービス茨木 サービス その他サービス 5%

152,244 大阪府 茨木市 びっくりギターズ 小売業 その他小売 5%

152,245 大阪府 茨木市 日ノ丸家電 小売業 電化製品 5%

152,246 大阪府 茨木市 日ノ丸家電　総持寺店 小売業 電化製品 5%

152,247 大阪府 茨木市 ひらみず 小売業 電化製品 5%

152,248 大阪府 茨木市 Ｆｉｒｓｔ?Ｒ 小売業 その他小売 5%

152,249 大阪府 茨木市 Ｆｉｒｓｔ?Ｒ 小売業 衣料品 5%

152,250 大阪府 茨木市 ファイテンショップ茨木別院店 小売業 その他小売 5%
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152,251 大阪府 茨木市 ＦＡＮＩ 小売業 衣料品 5%

152,252 大阪府 茨木市 Ｆａｍｉｌｉｏ サービス その他サービス 5%

152,253 大阪府 茨木市 フォトスタジオ　バルーン サービス その他サービス 5%

152,254 大阪府 茨木市 （株）冨士商　エナジーバンク茨木サービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,255 大阪府 茨木市 ＦＬＯＷＥＲ ＷＯＲＫＳ ＳＡＫＵ ＦＬＯＷＥＲ ＷＯＲＫＳ ＳＡＫＵ 小売業 その他小売 5%

152,256 大阪府 茨木市 フラワ－ショップ　ＬＥＡＦ 小売業 その他小売 5%

152,257 大阪府 茨木市 フランジパニ サービス 理容・美容業 5%

152,258 大阪府 茨木市 フランス菓子ドエル　茨木店 小売業 食料品 5%

152,259 大阪府 茨木市 フランス菓子ドエル　総持寺駅前店 小売業 食料品 5%

152,260 大阪府 茨木市 フランス菓子ドエル　本店 小売業 食料品 5%

152,261 大阪府 茨木市 Ｆｌｅｕｒｓ　ｄｅ　ｃｅｒｉｓｉｅｒ　茨木市　ヘアサロン サービス 理容・美容業 5%

152,262 大阪府 茨木市 撮影用小道具フルヤ サービス その他サービス 5%

152,263 大阪府 茨木市 ＰＬＡＹ 小売業 衣料品 5%

152,264 大阪府 茨木市 ブレイムシック 小売業 その他小売 5%

152,265 大阪府 茨木市 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

152,266 大阪府 茨木市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＨａＬｅ サービス 理容・美容業 5%

152,267 大阪府 茨木市 ヘアーサロンぽけっと サービス 理容・美容業 5%

152,268 大阪府 茨木市 Ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　ｆ　【ヘアースタジオ　エフ】 サービス 理容・美容業 5%

152,269 大阪府 茨木市 Ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ＨＡＬ サービス 理容・美容業 5%

152,270 大阪府 茨木市 ヘアーモードアザナアネックス サービス 理容・美容業 5%

152,271 大阪府 茨木市 ＨＡＩＲ ＦＡＣＴＯＲＹ ｄｕｂ サービス 理容・美容業 5%

152,272 大阪府 茨木市 Ｈａｉｒｍａｋｅ　Ｃｅｄａｒ　ｈｉｌｌ サービス 理容・美容業 5%

152,273 大阪府 茨木市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｒｉｐｐｌｙ サービス 理容・美容業 5%

152,274 大阪府 茨木市 ペイント工房ルピナス　ペイント工房ルピナス 小売業 その他小売 5%

152,275 大阪府 茨木市 ベストハンズ サービス その他サービス 5%

152,276 大阪府 茨木市 ホテルクレストいばらき サービス 宿泊業 5%

152,277 大阪府 茨木市 ホテルクレストディオ サービス 宿泊業 5%

152,278 大阪府 茨木市 堀廣旭堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

152,279 大阪府 茨木市 株 マーベラ大阪 小売業 その他小売 5%

152,280 大阪府 茨木市 マイライフエフピー サービス その他サービス 5%

152,281 大阪府 茨木市 前田自動車 小売業 その他小売 5%

152,282 大阪府 茨木市 マクドナルドイオンモール茨木店 サービス 飲食業 2%

152,283 大阪府 茨木市 マクドナルド茨木アルプラザ店 サービス 飲食業 2%

152,284 大阪府 茨木市 マクドナルド茨木トイザらス店 サービス 飲食業 2%

152,285 大阪府 茨木市 マクドナルド中環茨木店 サービス 飲食業 2%

152,286 大阪府 茨木市 眞柴タクシー サービス 運輸業 5%

152,287 大阪府 茨木市 まちの自転車店リコ茨木店 小売業 その他小売 5%

152,288 大阪府 茨木市 町の自転車リコ総持寺店 小売業 その他小売 5%

152,289 大阪府 茨木市 ママイクコ　茨木 小売業 その他小売 5%

152,290 大阪府 茨木市 Ｍａｒｉａｎａ ＣＡＦＥ Ｍａｒｉａｎａ ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

152,291 大阪府 茨木市 マルキュー整備株式会社　北大阪工場 サービス その他サービス 5%

152,292 大阪府 茨木市 まるとみクリーニング　南茨木店 サービス その他サービス 5%

3628



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

152,293 大阪府 茨木市 有限会社美登利 サービス 飲食業 5%

152,294 大阪府 茨木市 耳つぼサロン　Ｊｅｗｅｌ サービス その他サービス 5%

152,295 大阪府 茨木市 みよし寿司 サービス 飲食業 5%

152,296 大阪府 茨木市 みらい整体院 サービス その他サービス 5%

152,297 大阪府 茨木市 メナードフェイシャルサロン　上穂東町店 小売業 その他小売 5%

152,298 大阪府 茨木市 メナードフェイシャルサロン 東太田４丁目店 小売業 その他小売 5%

152,299 大阪府 茨木市 メナードフェイシャルサロン上穂積２丁目 サービス 理容・美容業 5%

152,300 大阪府 茨木市 Ｍｅｎｏｎ茨木店 サービス 理容・美容業 5%

152,301 大阪府 茨木市 メンディングサービス　茨木店 サービス その他サービス 5%

152,302 大阪府 茨木市 モトフェニックス サービス その他サービス 5%

152,303 大阪府 茨木市 モードブルージュ茨木店 小売業 衣料品 5%

152,304 大阪府 茨木市 もみじ動物病院 サービス その他サービス 5%

152,305 大阪府 茨木市 焼鳥　ちきゅう サービス 飲食業 5%

152,306 大阪府 茨木市 焼肉　こころ亭　真砂店 サービス 飲食業 5%

152,307 大阪府 茨木市 焼肉　鉄板鍋　一家 サービス 飲食業 5%

152,308 大阪府 茨木市 山崎屋 小売業 食料品 5%

152,309 大阪府 茨木市 有限会社近畿電温サービスセンター サービス その他サービス 5%

152,310 大阪府 茨木市 有限会社まあむ 小売業 食料品 5%

152,311 大阪府 茨木市 有限会社ワンクスクリエイション 小売業 その他小売 5%

152,312 大阪府 茨木市 遊食倶楽部はるはる サービス 飲食業 5%

152,313 大阪府 茨木市 養老乃瀧南茨木店 サービス 飲食業 2%

152,314 大阪府 茨木市 米倉電気 小売業 電化製品 5%

152,315 大阪府 茨木市 ＬＡ　ＶＩＬＬＥＴＴＥ サービス 理容・美容業 5%

152,316 大阪府 茨木市 ライフクリーナー　橋ノ内 サービス その他サービス 5%

152,317 大阪府 茨木市 Ｌａｇｏｏｎ サービス 理容・美容業 5%

152,318 大阪府 茨木市 ＲｅＳＥＴ茨木店 サービス 理容・美容業 5%

152,319 大阪府 茨木市 リボーンスミス サービス その他サービス 5%

152,320 大阪府 茨木市 Ｌｉｌｉｙ サービス 理容・美容業 5%

152,321 大阪府 茨木市 Ｌｉｌｉｙ Ｌｉｌｉｙ サービス 理容・美容業 5%

152,322 大阪府 茨木市 類農園直売所　彩都店 小売業 食料品 5%

152,323 大阪府 茨木市 ル・クールド・ラメール サービス 理容・美容業 5%

152,324 大阪府 茨木市 レストラン　彩 サービス 飲食業 5%

152,325 大阪府 茨木市 れとろくろっく時々ぃ猫 小売業 その他小売 5%

152,326 大阪府 茨木市 ｒｅｎａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,327 大阪府 茨木市 レンタサイクル「駅リンくん茨木店」 サービス 運輸業 5%

152,328 大阪府 茨木市 ロイヤルクイーン　茨木教室 小売業 家具・調度品 5%

152,329 大阪府 茨木市 Ｙ’ｓ　ａｒｒａｎｇｅ 小売業 その他小売 5%

152,330 大阪府 茨木市 ワイン＆鉄板ビストロｎｏｂｕ＇ｓ サービス 飲食業 5%

152,331 大阪府 茨木市 和幸亭　茨木店 サービス 飲食業 5%

152,332 大阪府 大阪狭山市 アヴァンティ　狭山店 小売業 衣料品 5%

152,333 大阪府 大阪狭山市 アヴァンティ　狭山店 小売業 衣料品 5%

152,334 大阪府 大阪狭山市 ＡＱＵＡ－Ｂ・ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%
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152,335 大阪府 大阪狭山市 ＡＱＵＡＬＡＢＯ 小売業 その他小売 5%

152,336 大阪府 大阪狭山市 Ａｐｈｒｏｄｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

152,337 大阪府 大阪狭山市 アルファーオートカンパニー 小売業 その他小売 5%

152,338 大阪府 大阪狭山市 イカリ寿司　大阪狭山店 サービス 飲食業 5%

152,339 大阪府 大阪狭山市 イタリア家庭料理　グウフォ サービス 飲食業 5%

152,340 大阪府 大阪狭山市 イタリア料理ａｃｅｒｂｏ　ａｃｅｒｂｏ サービス 飲食業 5%

152,341 大阪府 大阪狭山市 出光セルフ狭山中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,342 大阪府 大阪狭山市 出光セルフ狭山ニュータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,343 大阪府 大阪狭山市 伊藤忠サイクル 小売業 その他小売 5%

152,344 大阪府 大阪狭山市 エスアイ美装 サービス その他サービス 5%

152,345 大阪府 大阪狭山市 エスアイ美装 サービス その他サービス 5%

152,346 大阪府 大阪狭山市 エポカ 小売業 衣料品 5%

152,347 大阪府 大阪狭山市 Ｍ’ｓ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

152,348 大阪府 大阪狭山市 大いちょう サービス 飲食業 5%

152,349 大阪府 大阪狭山市 大いちょう　狭山店 サービス 飲食業 5%

152,350 大阪府 大阪狭山市 セブン－イレブン大阪狭山草沢店 小売業 食料品 2%

152,351 大阪府 大阪狭山市 セブン－イレブン大阪狭山市駅前店 小売業 食料品 2%

152,352 大阪府 大阪狭山市 セブン－イレブン大阪狭山東野中店 小売業 食料品 2%

152,353 大阪府 大阪狭山市 オザキ電化サービス株式会社 小売業 電化製品 5%

152,354 大阪府 大阪狭山市 尾崎電機商会 小売業 電化製品 5%

152,355 大阪府 大阪狭山市 尾崎電機商会　修理工房 小売業 電化製品 5%

152,356 大阪府 大阪狭山市 尾崎電機商会　ハーティ店 小売業 電化製品 5%

152,357 大阪府 大阪狭山市 Ｏｒｇｏ【オルゴ】 サービス 理容・美容業 5%

152,358 大阪府 大阪狭山市 ＫＡＩＮＯ　金剛店 サービス 理容・美容業 5%

152,359 大阪府 大阪狭山市 株式会社エイチエーコネクト 小売業 その他小売 5%

152,360 大阪府 大阪狭山市 株式会社中嶋工務店 サービス その他サービス 5%

152,361 大阪府 大阪狭山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋大阪狭山くみの木店 サービス 飲食業 2%

152,362 大阪府 大阪狭山市 ＫＩＮＪＩ　狭山店 小売業 衣料品 5%

152,363 大阪府 大阪狭山市 グッポコンディショニングルーム サービス その他サービス 5%

152,364 大阪府 大阪狭山市 クラフトスクエア 小売業 その他小売 5%

152,365 大阪府 大阪狭山市 グランブルー サービス 飲食業 5%

152,366 大阪府 大阪狭山市 けせらせら 小売業 衣料品 5%

152,367 大阪府 大阪狭山市 コクピット３１０さやま 小売業 その他小売 5%

152,368 大阪府 大阪狭山市 Ｃｏｃｏあんしゃんて 小売業 その他小売 5%

152,369 大阪府 大阪狭山市 ＣｏＣｏーＨｉｃｏ 小売業 衣料品 5%

152,370 大阪府 大阪狭山市 こりとり処 サービス その他サービス 5%

152,371 大阪府 大阪狭山市 ｓａｌｏｎ ｄｅ ＢＯＮＨＥＵＲ 小売業 食料品 5%

152,372 大阪府 大阪狭山市 サロン　ド　デコ サービス 理容・美容業 5%

152,373 大阪府 大阪狭山市 じゃんぼ總本店　大阪狭山市駅前店 サービス 飲食業 5%

152,374 大阪府 大阪狭山市 笑家 サービス 飲食業 5%

152,375 大阪府 大阪狭山市 スティル サービス 理容・美容業 5%

152,376 大阪府 大阪狭山市 ストレイドッグオフィス 小売業 その他小売 5%
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152,377 大阪府 大阪狭山市 ｓｐａｒｒｏｗ　　（スパロウ） サービス 理容・美容業 5%

152,378 大阪府 大阪狭山市 炭火焼鳥千鳥 サービス 飲食業 5%

152,379 大阪府 大阪狭山市 炭火焼肉やまごろ サービス 飲食業 5%

152,380 大阪府 大阪狭山市 スリーエム　金剛店 小売業 衣料品 5%

152,381 大阪府 大阪狭山市 セントピーターズラケットサービス 小売業 その他小売 5%

152,382 大阪府 大阪狭山市 大吉　大野台店 サービス 飲食業 5%

152,383 大阪府 大阪狭山市 ダイワサイクル　狭山店 小売業 その他小売 5%

152,384 大阪府 大阪狭山市 でんきのライフネット大阪狭山 サービス その他サービス 5%

152,385 大阪府 大阪狭山市 とんかつ　かつ喜　大阪狭山店 サービス 飲食業 5%

152,386 大阪府 大阪狭山市 喃風　大阪狭山店 サービス 飲食業 5%

152,387 大阪府 大阪狭山市 肉処さだ源 小売業 食料品 5%

152,388 大阪府 大阪狭山市 ＮＯＢ　ＣＡＦ?　ＮＯＢ　ＣＡＦ? サービス 飲食業 5%

152,389 大阪府 大阪狭山市 Ｈａｒｍｏｎｙ サービス その他サービス 5%

152,390 大阪府 大阪狭山市 バイシクルランドサカタニ　くみの木店 小売業 その他小売 5%

152,391 大阪府 大阪狭山市 はしゅうど 小売業 衣料品 5%

152,392 大阪府 大阪狭山市 パスト金剛店 小売業 食料品 5%

152,393 大阪府 大阪狭山市 パスト狭山店 小売業 食料品 5%

152,394 大阪府 大阪狭山市 パソコン教室ＺＥＲＯ サービス その他サービス 5%

152,395 大阪府 大阪狭山市 パティスリーＮＡＮＡ 小売業 食料品 5%

152,396 大阪府 大阪狭山市 ＰＡＬＮＥＴ　狭山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

152,397 大阪府 大阪狭山市 ＰＡＬＮＥＴ　狭山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

152,398 大阪府 大阪狭山市 ＰＩＺＺＥＲＩＡ Ｅ ＯＳＴＥＲＩＡ ＭＡＳＳＩＭＯ サービス 飲食業 5%

152,399 大阪府 大阪狭山市 ブーランジェリー　フクシマ 小売業 食料品 5%

152,400 大阪府 大阪狭山市 プチレストラントルテュ サービス 飲食業 5%

152,401 大阪府 大阪狭山市 ブティックエクリュー 小売業 衣料品 5%

152,402 大阪府 大阪狭山市 布土木 小売業 その他小売 5%

152,403 大阪府 大阪狭山市 フランス屋　オークワ狭山店 サービス その他サービス 5%

152,404 大阪府 大阪狭山市 ヘアーズ・ギャラリー　ナカヤマ サービス 理容・美容業 5%

152,405 大阪府 大阪狭山市 ベスト資材大阪狭山店 小売業 家具・調度品 5%

152,406 大阪府 大阪狭山市 ほぐし処ゆるり サービス 理容・美容業 5%

152,407 大阪府 大阪狭山市 ほっかほっか亭　西山台店 サービス 飲食業 2%

152,408 大阪府 大阪狭山市 マクドナルド狭山岩室店 サービス 飲食業 2%

152,409 大阪府 大阪狭山市 マツゲン　大阪狭山店 小売業 食料品 5%

152,410 大阪府 大阪狭山市 ミックミトヤ　金剛店 小売業 電化製品 5%

152,411 大阪府 大阪狭山市 ミックミトヤさやま西山台店 小売業 電化製品 5%

152,412 大阪府 大阪狭山市 ミニョン　金剛店 サービス 理容・美容業 5%

152,413 大阪府 大阪狭山市 ライフクリーナー　イオン金剛店 サービス その他サービス 5%

152,414 大阪府 大阪狭山市 ライフクリーナー　池尻店 サービス その他サービス 5%

152,415 大阪府 大阪狭山市 ライフクリーナー　池尻店 サービス その他サービス 5%

152,416 大阪府 大阪狭山市 ライフクリーナー　ＧＣ金剛店 サービス その他サービス 5%

152,417 大阪府 大阪狭山市 Ｌａｎａ．ｒ．ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

152,418 大阪府 大阪狭山市 ｌａｕｇｈ　ｌａｕｇｈ サービス 理容・美容業 5%
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152,419 大阪府 大阪狭山市 ｒｉｆｆ　ｄｅｓｉｇｎ　ｌａｂｏ サービス 理容・美容業 5%

152,420 大阪府 大阪狭山市 レイク狭山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,421 大阪府 大阪狭山市 和食居酒屋おか田家 サービス 飲食業 5%

152,422 大阪府 大阪市 アーク・スリー・インターナショナル サービス その他サービス 5%

152,423 大阪府 大阪市 アートフーズ　９ 小売業 その他小売 5%

152,424 大阪府 大阪市 ｉ．ｒ．ｍ　Ｍｅｅｋ サービス 理容・美容業 5%

152,425 大阪府 大阪市 アイアイホーム サービス その他サービス 5%

152,426 大阪府 大阪市 ＩＮＣ大阪店 サービス 理容・美容業 5%

152,427 大阪府 大阪市 ＩＣＢＭ サービス その他サービス 5%

152,428 大阪府 大阪市 アイススペース大阪営業所 小売業 その他小売 5%

152,429 大阪府 大阪市 アイチワワヌーピー サービス 理容・美容業 5%

152,430 大阪府 大阪市 Ｉ．Ｔ．Ｓ 小売業 衣料品 5%

152,431 大阪府 大阪市 ＩＴＴＳ 小売業 電化製品 5%

152,432 大阪府 大阪市 アイト　テイル 小売業 衣料品 5%

152,433 大阪府 大阪市 ＩＶＹ＆ＮＡＶＹ 小売業 衣料品 5%

152,434 大阪府 大阪市 ｉ美章園 サービス 理容・美容業 5%

152,435 大阪府 大阪市 ＩＬｏｖｅＮｅｗＹｏｒｋ 小売業 衣料品 5%

152,436 大阪府 大阪市 ａｉｓｌｅ サービス 理容・美容業 5%

152,437 大阪府 大阪市 アヴァンティ帝塚山店 小売業 衣料品 5%

152,438 大阪府 大阪市 アウトバックステーキハウス　梅田店 サービス 飲食業 5%

152,439 大阪府 大阪市 ＯＵＴＬＥＴ　ＵＷ　戎橋店 小売業 衣料品 5%

152,440 大阪府 大阪市 アウトレットプライス　船場店 小売業 衣料品 5%

152,441 大阪府 大阪市 アウトレットプライス　大阪駅前第３ビル店 小売業 衣料品 5%

152,442 大阪府 大阪市 アウトレットプライス　大阪駅前第３ビル店　０２ 小売業 衣料品 5%

152,443 大阪府 大阪市 アウラ 小売業 食料品 5%

152,444 大阪府 大阪市 ＯＷＬＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

152,445 大阪府 大阪市 青いとり京橋店 サービス その他サービス 5%

152,446 大阪府 大阪市 青の洞窟 サービス 飲食業 5%

152,447 大阪府 大阪市 アオバ模型 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

152,448 大阪府 大阪市 青山フラワーマーケット　なんばマルイ店 小売業 その他小売 5%

152,449 大阪府 大阪市 青山フラワーマーケットディアモール大阪店 小売業 その他小売 5%

152,450 大阪府 大阪市 あかいわ 小売業 家具・調度品 5%

152,451 大阪府 大阪市 アカカベ薬局　淡路町店 小売業 その他小売 5%

152,452 大阪府 大阪市 アカカベ薬局　京橋京阪片町口店 小売業 その他小売 5%

152,453 大阪府 大阪市 アカカベ薬局　肥後橋店 小売業 その他小売 5%

152,454 大阪府 大阪市 アカカベ薬局　上新庄店 小売業 その他小売 5%

152,455 大阪府 大阪市 アカカベ薬局　鶴見緑地店 小売業 その他小売 5%

152,456 大阪府 大阪市 アカシア　駅前ビル支店 小売業 その他小売 5%

152,457 大阪府 大阪市 燈屋　とり然 サービス 飲食業 5%

152,458 大阪府 大阪市 赤ワインとチーズのマリアージュＡｄｖｅｌ サービス 飲食業 5%

152,459 大阪府 大阪市 秋吉　阿波座店 サービス 飲食業 5%

152,460 大阪府 大阪市 秋吉　梅田店 サービス 飲食業 5%

3632



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

152,461 大阪府 大阪市 秋吉　梅田店２Ｆ サービス 飲食業 5%

152,462 大阪府 大阪市 秋吉　ギャザ阪急梅田店 サービス 飲食業 5%

152,463 大阪府 大阪市 秋吉　心斎橋店 サービス 飲食業 5%

152,464 大阪府 大阪市 秋吉　心斎橋南店 サービス 飲食業 5%

152,465 大阪府 大阪市 秋吉　曽根崎店 サービス 飲食業 5%

152,466 大阪府 大阪市 秋吉　出来島店 サービス 飲食業 5%

152,467 大阪府 大阪市 秋吉　あべの店 サービス 飲食業 5%

152,468 大阪府 大阪市 秋吉　京橋コムズガーデン店 サービス 飲食業 5%

152,469 大阪府 大阪市 秋吉　ＪＲ野田店 サービス 飲食業 5%

152,470 大阪府 大阪市 秋吉　天王寺店 サービス 飲食業 5%

152,471 大阪府 大阪市 秋吉　なんば店 サービス 飲食業 5%

152,472 大阪府 大阪市 秋吉　西中島店 サービス 飲食業 5%

152,473 大阪府 大阪市 秋吉　日本橋店 サービス 飲食業 5%

152,474 大阪府 大阪市 アクアリウム工房ブルーハーバー 小売業 その他小売 5%

152,475 大阪府 大阪市 ＡＸＩＳ　ＯＳＡＫＡ 小売業 その他小売 5%

152,476 大阪府 大阪市 アクセサリー　多売来安天四店 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,477 大阪府 大阪市 アクセサリー　多売来安天四店 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,478 大阪府 大阪市 アクセスネット サービス その他サービス 5%

152,479 大阪府 大阪市 アクトブリッジシステムズ サービス その他サービス 5%

152,480 大阪府 大阪市 ＡＣＭＥ　Ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ堀江 小売業 家具・調度品 5%

152,481 大阪府 大阪市 Ａｇｌａｎｓｈ サービス 理容・美容業 5%

152,482 大阪府 大阪市 アクロス 小売業 その他小売 5%

152,483 大阪府 大阪市 ＡＣＨＲＯＭＡ 小売業 衣料品 5%

152,484 大阪府 大阪市 朝潮　鴫野店 サービス 飲食業 5%

152,485 大阪府 大阪市 麻布テーラー　心斎橋 小売業 衣料品 5%

152,486 大阪府 大阪市 麻布テーラー　難波 小売業 衣料品 5%

152,487 大阪府 大阪市 アザブテーラースクエア梅田 小売業 衣料品 5%

152,488 大阪府 大阪市 アジアコミュニティ－センタ－ サービス その他サービス 5%

152,489 大阪府 大阪市 アジアジア　北別館 サービス 飲食業 5%

152,490 大阪府 大阪市 味庵　やわらぎの郷 サービス 飲食業 5%

152,491 大阪府 大阪市 味庵　やわらぎの郷 サービス 飲食業 5%

152,492 大阪府 大阪市 アジェ　なんば店 サービス 飲食業 5%

152,493 大阪府 大阪市 あしか サービス 飲食業 5%

152,494 大阪府 大阪市 安治川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,495 大阪府 大阪市 味ごころ　四季彩 サービス 飲食業 5%

152,496 大阪府 大阪市 ａｊｉｓａｉ＋ 小売業 衣料品 5%

152,497 大阪府 大阪市 味彩　しな川 サービス 飲食業 5%

152,498 大阪府 大阪市 味処　けん サービス 飲食業 5%

152,499 大阪府 大阪市 あじ処なる　難波店 サービス 飲食業 5%

152,500 大阪府 大阪市 芦屋テーラー 小売業 衣料品 5%

152,501 大阪府 大阪市 あじわい酒房あづま　天満宮店 サービス 飲食業 5%

152,502 大阪府 大阪市 芦原橋 小売業 ガソリンスタンド 2%
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152,503 大阪府 大阪市 飛鳥 サービス 飲食業 5%

152,504 大阪府 大阪市 ａｓｔｅｒｉｓｋ サービス 理容・美容業 5%

152,505 大阪府 大阪市 アース動物病院 サービス その他サービス 5%

152,506 大阪府 大阪市 翌檜会 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,507 大阪府 大阪市 ＡＺＵｂｏｄｙＡＲＴ サービス その他サービス 5%

152,508 大阪府 大阪市 アスリートクラブ大阪梅田店 小売業 その他小売 5%

152,509 大阪府 大阪市 ＡＤＡＭＡＳ サービス その他サービス 5%

152,510 大阪府 大阪市 アツザワ・プロテーゼ　大阪 小売業 その他小売 5%

152,511 大阪府 大阪市 アットワン日本橋駅前店 サービス その他サービス 5%

152,512 大阪府 大阪市 アットワン東梅田店 サービス その他サービス 5%

152,513 大阪府 大阪市 ＵＰＴＩＤＥタマツクリ店 サービス その他サービス 5%

152,514 大阪府 大阪市 あづみ 小売業 衣料品 5%

152,515 大阪府 大阪市 アテテリアピノ サービス 飲食業 5%

152,516 大阪府 大阪市 ａｄ　ｈｏｃ サービス 飲食業 5%

152,517 大阪府 大阪市 アドプリントワークス 小売業 衣料品 5%

152,518 大阪府 大阪市 Ａｔｔｒａ　ｂｙ　ＨＨＬ サービス 理容・美容業 5%

152,519 大阪府 大阪市 アートライズ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

152,520 大阪府 大阪市 アトラス動物病院 サービス その他サービス 5%

152,521 大阪府 大阪市 アトリエ　ヒロ 小売業 家具・調度品 5%

152,522 大阪府 大阪市 アトリエ・アル 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,523 大阪府 大阪市 アトリエ　アルファ 小売業 その他小売 5%

152,524 大阪府 大阪市 アトリエサロン　ＭＯＴＯ サービス 理容・美容業 5%

152,525 大阪府 大阪市 アトリエピピ 小売業 衣料品 5%

152,526 大阪府 大阪市 アニウェル動物病院 サービス その他サービス 5%

152,527 大阪府 大阪市 ＡＲＮＥＣＫ サービス 飲食業 5%

152,528 大阪府 大阪市 Ａｎｅｌａ サービス 理容・美容業 5%

152,529 大阪府 大阪市 ａｂｏｕｔ　ａ　Ｐｏｎｄ 小売業 衣料品 5%

152,530 大阪府 大阪市 アーバンメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,531 大阪府 大阪市 アビリティ　１ サービス その他サービス 5%

152,532 大阪府 大阪市 アブティール 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,533 大阪府 大阪市 アブティール 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,534 大阪府 大阪市 Ａｂｆｌｕｇ サービス 理容・美容業 5%

152,535 大阪府 大阪市 アベノバ 小売業 その他小売 5%

152,536 大阪府 大阪市 天錦 サービス 飲食業 5%

152,537 大阪府 大阪市 天音屋本店 小売業 食料品 5%

152,538 大阪府 大阪市 アマルフィー 小売業 衣料品 5%

152,539 大阪府 大阪市 ａｍｉｃｕｓ 小売業 衣料品 5%

152,540 大阪府 大阪市 ａｍｕ サービス 理容・美容業 5%

152,541 大阪府 大阪市 ａｍｕ　ｙｏｕｒｓ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

152,542 大阪府 大阪市 あめのちはれ サービス 飲食業 5%

152,543 大阪府 大阪市 あもや南春日　生野本店 小売業 食料品 5%

152,544 大阪府 大阪市 あもや南春日　四天王寺店 小売業 食料品 5%
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152,545 大阪府 大阪市 アーモロート 小売業 その他小売 5%

152,546 大阪府 大阪市 綾瀬 サービス 飲食業 5%

152,547 大阪府 大阪市 アラカンパーニュ　大阪茶屋町店 サービス 飲食業 5%

152,548 大阪府 大阪市 ａｌａｌｏｕｃｈｅ サービス 飲食業 5%

152,549 大阪府 大阪市 有明 サービス 飲食業 5%

152,550 大阪府 大阪市 アリーズヘアー サービス 理容・美容業 5%

152,551 大阪府 大阪市 ＡＬＩ’Ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

152,552 大阪府 大阪市 ＡＲＩＺＯＮＡ　ＦＲＥＥＤＯＭ　大阪店 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,553 大阪府 大阪市 アリューレ 小売業 衣料品 5%

152,554 大阪府 大阪市 アリューレ 小売業 衣料品 5%

152,555 大阪府 大阪市 アール サービス 理容・美容業 5%

152,556 大阪府 大阪市 Ｒ＆ＢＬＵＥＳ　ＳＴＵＤＩＯ 小売業 衣料品 5%

152,557 大阪府 大阪市 ＲＦ２８　エステティックサロン 小売業 その他小売 5%

152,558 大阪府 大阪市 アルカーレ 小売業 家具・調度品 5%

152,559 大阪府 大阪市 アルカーレ 小売業 家具・調度品 5%

152,560 大阪府 大阪市 アルカーレ　ドゥーエ 小売業 家具・調度品 5%

152,561 大阪府 大阪市 Ｒ－ＧＬＡＳＳ 小売業 その他小売 5%

152,562 大阪府 大阪市 ａｒｓｈｅｅｐ サービス 理容・美容業 5%

152,563 大阪府 大阪市 アルシュ　インプレッション サービス 理容・美容業 5%

152,564 大阪府 大阪市 アルシュ　心斎橋 サービス 理容・美容業 5%

152,565 大阪府 大阪市 アルシュ　本店 サービス 理容・美容業 5%

152,566 大阪府 大阪市 アルシュ　三国 サービス 理容・美容業 5%

152,567 大阪府 大阪市 アルシュ　南堀江 サービス 理容・美容業 5%

152,568 大阪府 大阪市 ＡＬｕｖｏｕｓ 小売業 衣料品 5%

152,569 大阪府 大阪市 ＡＬＰＨＡ　ＳＨＯＰ　大阪店 小売業 衣料品 5%

152,570 大阪府 大阪市 アルプス鶴見 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,571 大阪府 大阪市 ＡｌｂｅｒｏＡｌｔｏ 小売業 衣料品 5%

152,572 大阪府 大阪市 Ｒホテルズイン大阪北梅田 サービス 宿泊業 5%

152,573 大阪府 大阪市 アローザお菓子のアトリエ 小売業 食料品 5%

152,574 大阪府 大阪市 アロマ＆エステサロン沢 サービス 理容・美容業 5%

152,575 大阪府 大阪市 アワザゴルフ　大正店 小売業 その他小売 5%

152,576 大阪府 大阪市 阿波座チキン サービス 飲食業 5%

152,577 大阪府 大阪市 阿波座チキン　１ サービス 飲食業 5%

152,578 大阪府 大阪市 阿波座ハウス サービス 宿泊業 5%

152,579 大阪府 大阪市 淡路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,580 大阪府 大阪市 淡路町　あんず亭 サービス 飲食業 5%

152,581 大阪府 大阪市 ａｎ　ｂｙ　ｖａｎｉｔｙＭＥ． 小売業 衣料品 5%

152,582 大阪府 大阪市 アンエイ 小売業 その他小売 5%

152,583 大阪府 大阪市 アンエイ　梅田店 小売業 その他小売 5%

152,584 大阪府 大阪市 アンエイ　北堀江店 小売業 その他小売 5%

152,585 大阪府 大阪市 アンエイ　十三店 小売業 その他小売 5%

152,586 大阪府 大阪市 アンエイ　新大阪店 小売業 その他小売 5%
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152,587 大阪府 大阪市 アンエイ　土佐堀店 小売業 その他小売 5%

152,588 大阪府 大阪市 アンクラージュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,589 大阪府 大阪市 アンクラージュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,590 大阪府 大阪市 アングラーズ 小売業 その他小売 5%

152,591 大阪府 大阪市 アングラース　本店 小売業 その他小売 5%

152,592 大阪府 大阪市 アングラーズ即売会 小売業 その他小売 5%

152,593 大阪府 大阪市 ＆Ｇ　心斎橋店 小売業 衣料品 5%

152,594 大阪府 大阪市 ＿Ｗｈｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

152,595 大阪府 大阪市 アンダーバーホワイト サービス 理容・美容業 5%

152,596 大阪府 大阪市 アンティーク　初金堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,597 大阪府 大阪市 ＡＮＴＩＱＵＥ　ＭＩＫＥ 小売業 その他小売 5%

152,598 大阪府 大阪市 ＡＮＴＩＱＵＥ　ＭＩＫＥ 小売業 衣料品 5%

152,599 大阪府 大阪市 ａｎｔｉｑｕｅ　ｔｏｔｔｏ 小売業 家具・調度品 5%

152,600 大阪府 大阪市 アンテナスクエア サービス 理容・美容業 5%

152,601 大阪府 大阪市 アンド サービス 飲食業 5%

152,602 大阪府 大阪市 アンドアイ サービス 飲食業 5%

152,603 大阪府 大阪市 ＆＊ａｇａｉｎ サービス 理容・美容業 5%

152,604 大阪府 大阪市 ＆＊ａｇａｉｎ－ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ－ サービス 理容・美容業 5%

152,605 大阪府 大阪市 ＡＮｄｏ 小売業 家具・調度品 5%

152,606 大阪府 大阪市 ＆ｙｏｕ サービス 飲食業 5%

152,607 大阪府 大阪市 アンナサッカ大阪 小売業 その他小売 5%

152,608 大阪府 大阪市 アンナバッサーニ 小売業 衣料品 5%

152,609 大阪府 大阪市 Ｉ　Ｒｏ　Ｈａ サービス 飲食業 5%

152,610 大阪府 大阪市 ＥＳＰカスタムショップ 小売業 その他小売 5%

152,611 大阪府 大阪市 イースト生野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,612 大阪府 大阪市 家和らぎ サービス 飲食業 5%

152,613 大阪府 大阪市 活きな男の酒処　くぼ田 小売業 その他小売 5%

152,614 大阪府 大阪市 生江町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,615 大阪府 大阪市 池野スタジオ サービス その他サービス 5%

152,616 大阪府 大阪市 活ふぐ　青柳 サービス 飲食業 5%

152,617 大阪府 大阪市 活ふく料理　かみいし サービス 飲食業 5%

152,618 大阪府 大阪市 イケマチ 小売業 食料品 5%

152,619 大阪府 大阪市 イケマチ 小売業 食料品 5%

152,620 大阪府 大阪市 異彩 サービス 飲食業 5%

152,621 大阪府 大阪市 伊坂サイクル サービス その他サービス 5%

152,622 大阪府 大阪市 居酒屋　大人のホルモン サービス 飲食業 5%

152,623 大阪府 大阪市 居酒屋　大人のホルモン　十三店 サービス 飲食業 5%

152,624 大阪府 大阪市 居酒屋　大人のホルモン　十三店 サービス 飲食業 5%

152,625 大阪府 大阪市 居酒屋　魚人　新大阪店 サービス 飲食業 5%

152,626 大阪府 大阪市 居酒屋　魚人　本店 サービス 飲食業 5%

152,627 大阪府 大阪市 居酒屋　綺羅々 サービス 飲食業 5%

152,628 大阪府 大阪市 居酒屋　浜村 サービス 飲食業 5%
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152,629 大阪府 大阪市 居酒家　まめたん サービス 飲食業 5%

152,630 大阪府 大阪市 居酒屋　マルタ サービス 飲食業 5%

152,631 大阪府 大阪市 居酒屋遊心 サービス 飲食業 5%

152,632 大阪府 大阪市 居酒屋角兵衛 サービス 飲食業 5%

152,633 大阪府 大阪市 居酒屋割烹ほたる サービス 飲食業 5%

152,634 大阪府 大阪市 居酒屋起世 サービス 飲食業 5%

152,635 大阪府 大阪市 居酒屋ちとも サービス 飲食業 5%

152,636 大阪府 大阪市 漁火市場　ＪＲ野田駅店 サービス 飲食業 5%

152,637 大阪府 大阪市 漁り舟 サービス 飲食業 5%

152,638 大阪府 大阪市 石川薬店 小売業 その他小売 5%

152,639 大阪府 大阪市 イシダ薬品　イシダ薬品 小売業 その他小売 5%

152,640 大阪府 大阪市 石橋楽器　梅田店 小売業 その他小売 5%

152,641 大阪府 大阪市 （株）　石橋楽器　心斎橋店 小売業 その他小売 5%

152,642 大阪府 大阪市 泉尾給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,643 大阪府 大阪市 椅子　ソファーの修理Ｒｅ　ｆａ 小売業 家具・調度品 5%

152,644 大阪府 大阪市 ＪＭ／ｉｓｍ サービス 理容・美容業 5%

152,645 大阪府 大阪市 ＩＳＭＢＯＳＳＥ サービス 理容・美容業 5%

152,646 大阪府 大阪市 伊勢吉 小売業 その他小売 5%

152,647 大阪府 大阪市 伊蔵／垂水邸 サービス 飲食業 5%

152,648 大阪府 大阪市 イソロピアスユリシス大阪 小売業 衣料品 5%

152,649 大阪府 大阪市 頂－ＩＴＡＤＡＫＩ－ サービス 飲食業 5%

152,650 大阪府 大阪市 イタリアン魚酒場ＡＬＢＥＲＴＡｎａｍｂａ サービス 飲食業 5%

152,651 大阪府 大阪市 イタリアン大衆酒場アルバータ サービス 飲食業 5%

152,652 大阪府 大阪市 市岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,653 大阪府 大阪市 イチゴジュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,654 大阪府 大阪市 一条　アルチメイトファクトリー　京都 小売業 その他小売 5%

152,655 大阪府 大阪市 １７０１ＴＵＲＡＮＤＯＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,656 大阪府 大阪市 １番星津守店 小売業 衣料品 5%

152,657 大阪府 大阪市 一葉 サービス 飲食業 5%

152,658 大阪府 大阪市 一鶴　心斎橋店 サービス 飲食業 5%

152,659 大阪府 大阪市 一鶴　西梅田店 サービス 飲食業 5%

152,660 大阪府 大阪市 一心 サービス 飲食業 5%

152,661 大阪府 大阪市 逸品館 小売業 電化製品 5%

152,662 大阪府 大阪市 いつもの処 サービス 飲食業 5%

152,663 大阪府 大阪市 イデアル　ビストロ サービス 飲食業 5%

152,664 大阪府 大阪市 ｉｔｏｃａｃｉ 小売業 衣料品 5%

152,665 大阪府 大阪市 猪名川屋 小売業 食料品 5%

152,666 大阪府 大阪市 稲庭うどん　佐勘 サービス 飲食業 5%

152,667 大阪府 大阪市 井上清 小売業 その他小売 5%

152,668 大阪府 大阪市 井上清株式会社 小売業 衣料品 5%

152,669 大阪府 大阪市 ｉｎｎｏｖＡｔｅ　ＡＳ　ｙｕ 小売業 衣料品 5%

152,670 大阪府 大阪市 井ノ本板金工業所 サービス その他サービス 5%
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152,671 大阪府 大阪市 今川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,672 大阪府 大阪市 今里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,673 大阪府 大阪市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ今里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,674 大阪府 大阪市 今里旅館 サービス 宿泊業 5%

152,675 大阪府 大阪市 ｉｍａｇｅｓ 小売業 衣料品 5%

152,676 大阪府 大阪市 イマージュ　大阪梅田店 小売業 その他小売 5%

152,677 大阪府 大阪市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ今林ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,678 大阪府 大阪市 今福鶴見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,679 大阪府 大阪市 ＩＭＩボイストレーニングスクール サービス その他サービス 5%

152,680 大阪府 大阪市 ＩＬ　Ａｌｂｅｒｔａ　福島店 サービス 飲食業 5%

152,681 大阪府 大阪市 ＩＬＣＨＩＢＲＡＩＮＹＯＧＡ梅田スタジオ サービス その他サービス 5%

152,682 大阪府 大阪市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ京橋 サービス その他サービス 5%

152,683 大阪府 大阪市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ天王寺 サービス その他サービス 5%

152,684 大阪府 大阪市 イルマーレ サービス 飲食業 5%

152,685 大阪府 大阪市 ｅｌａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

152,686 大阪府 大阪市 いろは サービス 飲食業 5%

152,687 大阪府 大阪市 岩尾對山窯　大阪店 小売業 家具・調度品 5%

152,688 大阪府 大阪市 いわさき 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,689 大阪府 大阪市 イワサキコンタクト 小売業 その他小売 5%

152,690 大阪府 大阪市 岩田呉服店　京橋店 小売業 衣料品 5%

152,691 大阪府 大阪市 ＩＮ　ＢＥＬＩＥＦＥ 小売業 衣料品 5%

152,692 大阪府 大阪市 インクズーネイル サービス 理容・美容業 5%

152,693 大阪府 大阪市 ＩＮＳＩＤＥ　ＭＹ　ＧＬＡＳＳＤＯＯＲＳ 小売業 衣料品 5%

152,694 大阪府 大阪市 インテリア．アサダ 小売業 家具・調度品 5%

152,695 大阪府 大阪市 インテリア・モービリロッサ 小売業 家具・調度品 5%

152,696 大阪府 大阪市 インテリアセンター西岡 小売業 家具・調度品 5%

152,697 大阪府 大阪市 ＩＭＰＲＯＶＥ サービス その他サービス 5%

152,698 大阪府 大阪市 インポ－ト・ロッサ 小売業 家具・調度品 5%

152,699 大阪府 大阪市 ヴァグリエ 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,700 大阪府 大阪市 Ｖａｓｅｌｌ 小売業 衣料品 5%

152,701 大阪府 大阪市 Ｖｉｎ　ｄｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　江坂店 サービス 飲食業 5%

152,702 大阪府 大阪市 ｖｉ　ｒｏｏｔｓ サービス その他サービス 5%

152,703 大阪府 大阪市 ヴィアサイクルズヴィレッジ 小売業 その他小売 5%

152,704 大阪府 大阪市 ヴィアサイクルズヴィレッジ〔催事〕 小売業 その他小売 5%

152,705 大阪府 大阪市 ｖｉｖｉｅ　アメ村店 小売業 衣料品 5%

152,706 大阪府 大阪市 Ｖｉｖｉｅｎｎｅ サービス 理容・美容業 5%

152,707 大阪府 大阪市 Ｖｉｓｉｏｎｓ 小売業 家具・調度品 5%

152,708 大阪府 大阪市 Ｖｉｓｉｏｎｓ　Ｌｅｖ 小売業 家具・調度品 5%

152,709 大阪府 大阪市 ヴィーナ・コッコ サービス 飲食業 5%

152,710 大阪府 大阪市 ウイリーピート　大阪 小売業 その他小売 5%

152,711 大阪府 大阪市 ＶＩＬＬＡＧＥ 小売業 衣料品 5%

152,712 大阪府 大阪市 ＷＩＬＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%
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152,713 大阪府 大阪市 ＷｉｎＴｅｃｈｎｏｓ サービス その他サービス 5%

152,714 大阪府 大阪市 ヴィンテージスポーツ心斎橋店 小売業 衣料品 5%

152,715 大阪府 大阪市 Ｖｉｎｅｙａｒｄ サービス その他サービス 5%

152,716 大阪府 大阪市 ＪＭ／ウーニーポンポンカウカウ サービス 飲食業 5%

152,717 大阪府 大阪市 ｖｅｓｔｉｒ 小売業 衣料品 5%

152,718 大阪府 大阪市 ヴェステ帝塚山 小売業 衣料品 5%

152,719 大阪府 大阪市 Ｖｅｓｓｅｌ 小売業 衣料品 5%

152,720 大阪府 大阪市 ウェディングベル〔催事〕 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,721 大阪府 大阪市 上本町酒場　ハイハイボール サービス 飲食業 5%

152,722 大阪府 大阪市 有限会社ウエムラサイクルパーツ梅田店 小売業 その他小売 5%

152,723 大阪府 大阪市 有限会社ウエムラサイクルパーツ本店 小売業 その他小売 5%

152,724 大阪府 大阪市 上六ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,725 大阪府 大阪市 魚吟／フロリダグリル サービス 飲食業 5%

152,726 大阪府 大阪市 魚心　梅田店 サービス 飲食業 5%

152,727 大阪府 大阪市 魚心　南店 サービス 飲食業 5%

152,728 大阪府 大阪市 魚瀬 サービス 飲食業 5%

152,729 大阪府 大阪市 うおまん　北新地店 サービス 飲食業 5%

152,730 大阪府 大阪市 ＶＯＹＡＧＥＫＩＤＳ 小売業 衣料品 5%

152,731 大阪府 大阪市 ウォリスライフキャリアサロンえん サービス その他サービス 5%

152,732 大阪府 大阪市 ＷＡＮＴＥＤ 小売業 電化製品 5%

152,733 大阪府 大阪市 ＷＡＮＴＥＤ 小売業 電化製品 5%

152,734 大阪府 大阪市 宇佐美十三 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,735 大阪府 大阪市 宇佐美新大阪 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,736 大阪府 大阪市 内環鶴見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,737 大阪府 大阪市 ウッディ 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,738 大阪府 大阪市 ＵｔｓｕｂｏＳｔｏｃｋ 小売業 衣料品 5%

152,739 大阪府 大阪市 うつわの翔山 小売業 その他小売 5%

152,740 大阪府 大阪市 うどん　第六感 サービス 飲食業 5%

152,741 大阪府 大阪市 うどんの祥かな泉大阪DC店 サービス 飲食業 5%

152,742 大阪府 大阪市 旨い酒と肴　呑喜 サービス 飲食業 5%

152,743 大阪府 大阪市 うまい棒ショップ 小売業 食料品 5%

152,744 大阪府 大阪市 梅田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,745 大阪府 大阪市 梅田ショールーム 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,746 大阪府 大阪市 丹青堂　梅田地下店 小売業 家具・調度品 5%

152,747 大阪府 大阪市 うめだ東動物病院 サービス その他サービス 5%

152,748 大阪府 大阪市 Ｖｉｅｗ 小売業 その他小売 5%

152,749 大阪府 大阪市 占い館　アナスタシア サービス その他サービス 5%

152,750 大阪府 大阪市 浦長瀬椅子製作所 小売業 家具・調度品 5%

152,751 大阪府 大阪市 ウルトラスタジアム舞洲 サービス その他サービス 5%

152,752 大阪府 大阪市 ウルフギャング・ステーキハウス大阪 サービス 飲食業 5%

152,753 大阪府 大阪市 宇和之島／ＥＤＥＮ サービス 飲食業 5%

152,754 大阪府 大阪市 Ａ＆Ｃギャラリー　＃１ 小売業 その他小売 5%
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152,755 大阪府 大阪市 ＨＭＨ合同会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,756 大阪府 大阪市 ＥＹＬＵＬ 小売業 衣料品 5%

152,757 大阪府 大阪市 エイ・レヴェル サービス 理容・美容業 5%

152,758 大阪府 大阪市 永和眼鏡商会 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,759 大阪府 大阪市 ａｕショップ　西中島 小売業 電化製品 5%

152,760 大阪府 大阪市 ｅｃｏｕｌｅｒｂｅａｕｔｅ サービス その他サービス 5%

152,761 大阪府 大阪市 ＥＸＰＬＯＳＩＯＮ サービス 飲食業 5%

152,762 大阪府 大阪市 ｅｃｃｅｌｌｅｎｔｅ 小売業 家具・調度品 5%

152,763 大阪府 大阪市 ＥＸＣＥＬＬＥＮＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,764 大阪府 大阪市 エコモバイルなんば 小売業 電化製品 5%

152,765 大阪府 大阪市 ｅｃｏワンズ 小売業 電化製品 5%

152,766 大阪府 大阪市 ＳＲＴ１ サービス その他サービス 5%

152,767 大阪府 大阪市 ｅｓｃａｐｅｓ 小売業 衣料品 5%

152,768 大阪府 大阪市 ＥＳＣＯＳ　梅田本店 サービス 理容・美容業 5%

152,769 大阪府 大阪市 エスコス　難波 サービス 理容・美容業 5%

152,770 大阪府 大阪市 ＥＳＣＯＳ　心斎橋 サービス 理容・美容業 5%

152,771 大阪府 大阪市 エスティ 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,772 大阪府 大阪市 Ｓ－ＴＡＧＥ　寺田町店 サービス 理容・美容業 5%

152,773 大阪府 大阪市 エステティックサロンＰｕｒｕｎｅ サービス その他サービス 5%

152,774 大阪府 大阪市 エスニカ 小売業 衣料品 5%

152,775 大阪府 大阪市 エスパス サービス 飲食業 5%

152,776 大阪府 大阪市 ＳＢＳ前川 小売業 その他小売 5%

152,777 大阪府 大阪市 ＳＰＪイベントショップ３ サービス その他サービス 5%

152,778 大阪府 大阪市 エスミー化粧品店 小売業 その他小売 5%

152,779 大阪府 大阪市 エスモ サービス 理容・美容業 5%

152,780 大阪府 大阪市 eｔｅｒｎｉｔe サービス 理容・美容業 5%

152,781 大阪府 大阪市 ｅｄｕ． サービス 理容・美容業 5%

152,782 大阪府 大阪市 ＥＤＷＩＮ　ＭＩＮＡＭＩＨＯＲＩＥ 小売業 衣料品 5%

152,783 大阪府 大阪市 エド・ヴォン サービス その他サービス 5%

152,784 大阪府 大阪市 えどぼり　和じ庵 サービス 飲食業 5%

152,785 大阪府 大阪市 えどぼり　和じ庵 サービス 飲食業 5%

152,786 大阪府 大阪市 ｅｎａｗＡ 小売業 衣料品 5%

152,787 大阪府 大阪市 エビザワ商店 サービス その他サービス 5%

152,788 大阪府 大阪市 Ｆ－ａ　ｆｉｒｍ　ｆａｉｔｈ－ サービス 理容・美容業 5%

152,789 大阪府 大阪市 エフアール サービス 飲食業 5%

152,790 大阪府 大阪市 ＦＣＴ　梅田北１号店 サービス その他サービス 5%

152,791 大阪府 大阪市 ＦＣＴ　梅田北２号店 サービス その他サービス 5%

152,792 大阪府 大阪市 ＦＣＴ　京町堀店 サービス その他サービス 5%

152,793 大阪府 大阪市 ＦＣＴ　堺筋本町店 サービス その他サービス 5%

152,794 大阪府 大阪市 ＦＣＴ　新大阪店 サービス その他サービス 5%

152,795 大阪府 大阪市 ＦＣＴ　天神橋筋６丁目店 サービス その他サービス 5%

152,796 大阪府 大阪市 ＦＣＴ　天満橋１号店 サービス その他サービス 5%
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152,797 大阪府 大阪市 ＦＣＴ　天満橋２号店 サービス その他サービス 5%

152,798 大阪府 大阪市 ＦＣＴ　長堀橋店　１ サービス その他サービス 5%

152,799 大阪府 大阪市 ＦＣＴ　長堀橋店　北浜 サービス その他サービス 5%

152,800 大阪府 大阪市 ＦＣＴ　南堀江店 サービス その他サービス 5%

152,801 大阪府 大阪市 ＥＭＭＡ＆ＦＬＯＷ 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,802 大阪府 大阪市 ＭＩジャパン　大阪校 サービス その他サービス 5%

152,803 大阪府 大阪市 Ｍ＆Ｍ 小売業 衣料品 5%

152,804 大阪府 大阪市 ＭＳＰ　あべのＨＯＯＰ店 サービス 理容・美容業 5%

152,805 大阪府 大阪市 ＭＳＰ　梅田店 サービス 理容・美容業 5%

152,806 大阪府 大阪市 ＭＣ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

152,807 大阪府 大阪市 Ｍスタイル　５号館 小売業 衣料品 5%

152,808 大阪府 大阪市 Ｍｓｔｙｌｅ　１７番街店 小売業 衣料品 5%

152,809 大阪府 大阪市 ＭＴ～Ｎｉｎｅ　Ｄｏｔｓ．～ 小売業 衣料品 5%

152,810 大阪府 大阪市 Ｍ２　フジグラン岩国店 小売業 衣料品 5%

152,811 大阪府 大阪市 ＭーＮａｉｌ　南船場店 サービス 理容・美容業 5%

152,812 大阪府 大阪市 ＭーＮａｉｌ本店 サービス 理容・美容業 5%

152,813 大阪府 大阪市 ａｕショップ　西長堀 小売業 電化製品 5%

152,814 大阪府 大阪市 ＡＲＥＡ　Ｏｓａｋａ 小売業 家具・調度品 5%

152,815 大阪府 大阪市 エリアワンエンタープライズ サービス その他サービス 5%

152,816 大阪府 大阪市 エリアワンエンタープライズ　オオサカ サービス その他サービス 5%

152,817 大阪府 大阪市 エリュシアン サービス 理容・美容業 5%

152,818 大阪府 大阪市 ＡＥＬＥＳ サービス 理容・美容業 5%

152,819 大阪府 大阪市 ＥＬ　ＣＡＭＩＮＯ サービス 飲食業 5%

152,820 大阪府 大阪市 Ｌ’ｓクリエイト サービス その他サービス 5%

152,821 大阪府 大阪市 ａｉｌｅ　ｂｅａｕｔｙ　ａｃａｄｅｍｙ サービス 理容・美容業 5%

152,822 大阪府 大阪市 エルベート 小売業 衣料品 5%

152,823 大阪府 大阪市 エルベート　大阪ヒルトンプラザ店 小売業 衣料品 5%

152,824 大阪府 大阪市 エルベート　阪急１７番街店 小売業 衣料品 5%

152,825 大阪府 大阪市 エルマーズグリーン北浜 小売業 その他小売 5%

152,826 大阪府 大阪市 株式会社エルミタージュ 小売業 衣料品 5%

152,827 大阪府 大阪市 縁寿し サービス 飲食業 5%

152,828 大阪府 大阪市 ｅｎｗｓｐ心斎橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,829 大阪府 大阪市 ＥＭＢＡＮＫＭＥＮＴ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

152,830 大阪府 大阪市 縁馬　梅田堂山店 サービス 飲食業 5%

152,831 大阪府 大阪市 老松　鮨処　よしか サービス 飲食業 5%

152,832 大阪府 大阪市 大池橋ＳＳ　森下鉱油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,833 大阪府 大阪市 大池橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,834 大阪府 大阪市 大阪駅前第一ビル漢方薬局 小売業 その他小売 5%

152,835 大阪府 大阪市 大阪ＭＣ 小売業 衣料品 5%

152,836 大阪府 大阪市 大阪オートサービス株式会社 サービス その他サービス 5%

152,837 大阪府 大阪市 大阪カオマンガイカフェ サービス 飲食業 5%

152,838 大阪府 大阪市 大阪サンセイ 小売業 その他小売 5%
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152,839 大阪府 大阪市 大阪サンセイ 小売業 その他小売 5%

152,840 大阪府 大阪市 大阪サンセイ 小売業 その他小売 5%

152,841 大阪府 大阪市 大阪漆器 小売業 その他小売 5%

152,842 大阪府 大阪市 大阪シティホテル京橋 サービス 宿泊業 5%

152,843 大阪府 大阪市 大阪支店 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,844 大阪府 大阪市 大阪大進　心斎橋南店 小売業 衣料品 5%

152,845 大阪府 大阪市 大阪大進　本店 小売業 衣料品 5%

152,846 大阪府 大阪市 大阪どうぶつ夜間急病センタ－ サービス その他サービス 5%

152,847 大阪府 大阪市 大阪の味らーめん　喜らく サービス 飲食業 5%

152,848 大阪府 大阪市 大阪府職員旅行サービス サービス その他サービス 5%

152,849 大阪府 大阪市 大阪豚しゃぶの会　本店 サービス 飲食業 5%

152,850 大阪府 大阪市 大阪ペット火葬メモリアル サービス その他サービス 5%

152,851 大阪府 大阪市 大阪ペット斎場 サービス その他サービス 5%

152,852 大阪府 大阪市 大阪ぼてぢゅう　本店 サービス 飲食業 5%

152,853 大阪府 大阪市 大阪みなと中央病院売店 小売業 その他小売 5%

152,854 大阪府 大阪市 大塚商店 サービス その他サービス 5%

152,855 大阪府 大阪市 ＡＵＴＯ　ＥＤＧＥ 小売業 その他小売 5%

152,856 大阪府 大阪市 大西洋服店 小売業 衣料品 5%

152,857 大阪府 大阪市 大野ＤＯＪＹＯ サービス その他サービス 5%

152,858 大阪府 大阪市 大林 小売業 電化製品 5%

152,859 大阪府 大阪市 おおぼけ　こぼけ サービス 飲食業 5%

152,860 大阪府 大阪市 ｏｋａｋｉ サービス 飲食業 5%

152,861 大阪府 大阪市 おがくず酵素浴イオス 小売業 その他小売 5%

152,862 大阪府 大阪市 オーガスタメンズクラブ 小売業 衣料品 5%

152,863 大阪府 大阪市 岡田屋化粧品店 小売業 その他小売 5%

152,864 大阪府 大阪市 オーガニックブルー心斎橋店 小売業 衣料品 5%

152,865 大阪府 大阪市 オカモト自動車 サービス その他サービス 5%

152,866 大阪府 大阪市 沖縄創作料理　琉宮 サービス 飲食業 5%

152,867 大阪府 大阪市 オーグ 小売業 衣料品 5%

152,868 大阪府 大阪市 オクシモロン北浜 サービス 飲食業 5%

152,869 大阪府 大阪市 ｏｋｕｄａ　ｂｅｌｔ　ｏｋｕｄａ　ｂｅｌｔ 小売業 衣料品 5%

152,870 大阪府 大阪市 おくどさん　小柴 サービス 飲食業 5%

152,871 大阪府 大阪市 お好み焼　鉄板焼　はれ サービス 飲食業 5%

152,872 大阪府 大阪市 尾崎商店 サービス その他サービス 5%

152,873 大阪府 大阪市 お食事処エキチカ サービス 飲食業 5%

152,874 大阪府 大阪市 オズ　デ　ジュール 小売業 衣料品 5%

152,875 大阪府 大阪市 Ａｕｓｔ　ｈａｉｒ　Ｂｅｎｎｕ サービス 理容・美容業 5%

152,876 大阪府 大阪市 Ａｕｓｔ　ｈａｉｒ　Ｍｏｎｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

152,877 大阪府 大阪市 Ａｕｓｔ　ｈａｉｒ　Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

152,878 大阪府 大阪市 Ａｕｓｔ　ｈａｉｒ　Ｒｉｌｌｙ サービス 理容・美容業 5%

152,879 大阪府 大阪市 オゼキ　ダイエー　長吉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,880 大阪府 大阪市 オゼキ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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152,881 大阪府 大阪市 オゼキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,882 大阪府 大阪市 おそうじ代行サービス サービス その他サービス 5%

152,883 大阪府 大阪市 ＯＷＡ 小売業 家具・調度品 5%

152,884 大阪府 大阪市 お茶の辻重庵 小売業 食料品 5%

152,885 大阪府 大阪市 ＯＴＴＥＲ　ＴＡＩＬ サービス 飲食業 5%

152,886 大阪府 大阪市 ＯＴＴＥＲ　ＴＡＩＬ サービス その他サービス 5%

152,887 大阪府 大阪市 ｏｔｔｏｎｏｖｅ サービス 飲食業 5%

152,888 大阪府 大阪市 ＡＵＤＥＭＡＲＳＰＩＧＵＥＴ　ＯＳＡＫＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,889 大阪府 大阪市 おでん田八 サービス 飲食業 5%

152,890 大阪府 大阪市 オートショップ　マツモト 小売業 その他小売 5%

152,891 大阪府 大阪市 緒乃 サービス 飲食業 5%

152,892 大阪府 大阪市 緒乃 サービス 飲食業 5%

152,893 大阪府 大阪市 小野萬年筆 小売業 その他小売 5%

152,894 大阪府 大阪市 おばた サービス 飲食業 5%

152,895 大阪府 大阪市 おばんざい　山本屋 サービス 飲食業 5%

152,896 大阪府 大阪市 おばんざい割烹　新宮 サービス 飲食業 5%

152,897 大阪府 大阪市 オブジェ　大阪店 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,898 大阪府 大阪市 オプティ 小売業 衣料品 5%

152,899 大阪府 大阪市 オプティ　堺筋本町店 小売業 衣料品 5%

152,900 大阪府 大阪市 オプティ　本町店 小売業 衣料品 5%

152,901 大阪府 大阪市 オプティコ　モダ 小売業 その他小売 5%

152,902 大阪府 大阪市 オマール　天満店 サービス 飲食業 5%

152,903 大阪府 大阪市 オマールお初天神店 サービス 飲食業 5%

152,904 大阪府 大阪市 おもだか 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,905 大阪府 大阪市 おもて質舗 小売業 その他小売 5%

152,906 大阪府 大阪市 小山ロブレＭ２ 小売業 衣料品 5%

152,907 大阪府 大阪市 泳ぎふぐ専門　ふぐ吉 サービス 飲食業 5%

152,908 大阪府 大阪市 ＡＵＲＡ．ｊｐ サービス その他サービス 5%

152,909 大阪府 大阪市 オリックス　大阪本社食堂 サービス 飲食業 5%

152,910 大阪府 大阪市 お料理　なか江 サービス 飲食業 5%

152,911 大阪府 大阪市 オルガ　ファイバーズーム サービス 理容・美容業 5%

152,912 大阪府 大阪市 オルケスタ サービス 飲食業 5%

152,913 大阪府 大阪市 ＯＲＺＯ　ＨＯＲＩＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,914 大阪府 大阪市 オレボレブラ帝塚山 小売業 衣料品 5%

152,915 大阪府 大阪市 ＯＮ　ＴＨＥ　ＢＯＯＫＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

152,916 大阪府 大阪市 御菓子司　かつらや 小売業 食料品 5%

152,917 大阪府 大阪市 御菓子司　かつらや　長居公園通店 小売業 食料品 5%

152,918 大阪府 大阪市 ＯＮ　ＳＰＯＴＺ　大阪心斎橋店 小売業 衣料品 5%

152,919 大阪府 大阪市 Ｏｎ　ｄａ　Ｌａｂ． サービス 宿泊業 5%

152,920 大阪府 大阪市 音頭 サービス 飲食業 5%

152,921 大阪府 大阪市 カーコンビニクラブ　新大阪店 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,922 大阪府 大阪市 カーコンビニクラブ　御幣島店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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152,923 大阪府 大阪市 Ｋａａｔｓｕ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｌａｋｓｈｉｍｉ+　福島店 サービス その他サービス 5%

152,924 大阪府 大阪市 ＫＡＡＴＳＵＯＮＥ サービス その他サービス 5%

152,925 大阪府 大阪市 Ｃａｒ　Ｔｅｃｈｎｏ　Ｊａｐａｎ　Ａｓｓｉｓｔ　１ サービス その他サービス 5%

152,926 大阪府 大阪市 カードラボ大阪日本橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

152,927 大阪府 大阪市 カードラボオタロード店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

152,928 大阪府 大阪市 カードラボ天王寺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

152,929 大阪府 大阪市 カードラボなんば店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

152,930 大阪府 大阪市 カートレーディング住吉 小売業 その他小売 5%

152,931 大阪府 大阪市 海鮮居酒屋　照 サービス 飲食業 5%

152,932 大阪府 大阪市 海鮮すなおや食堂 サービス 飲食業 5%

152,933 大阪府 大阪市 海鮮ふたば屋 小売業 その他小売 5%

152,934 大阪府 大阪市 海鮮屋台　まいこ　関目店 サービス 飲食業 5%

152,935 大阪府 大阪市 海鮮屋台まいこ高麗橋店 サービス 飲食業 5%

152,936 大阪府 大阪市 回転すし日本一　千日前店 サービス 飲食業 5%

152,937 大阪府 大阪市 回転寿司日本一　南海通り店 サービス 飲食業 5%

152,938 大阪府 大阪市 買取りまっくす　茨木店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

152,939 大阪府 大阪市 買取りまっくす　梅田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

152,940 大阪府 大阪市 買取りまっくす　高槻店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

152,941 大阪府 大阪市 買取りまっくす　宝塚店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

152,942 大阪府 大阪市 買いとりまっくす　中古ＤＶＤ屋さん 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

152,943 大阪府 大阪市 買取りまっくす大阪駅前第２ビルＢ２店 小売業 その他小売 5%

152,944 大阪府 大阪市 海物焼　新島水産　福島店 サービス 飲食業 5%

152,945 大阪府 大阪市 快眠ほぐしサロン　すいみん サービス その他サービス 5%

152,946 大阪府 大阪市 カイロプラクティック　仁 サービス その他サービス 5%

152,947 大阪府 大阪市 かいろみ サービス 理容・美容業 5%

152,948 大阪府 大阪市 ＣＡＶＡＬＬＥＲＩＡ 小売業 衣料品 5%

152,949 大阪府 大阪市 Ｃａｖｅａｕ　ｄｅ　ＣＨＡＳＳＡ サービス 飲食業 5%

152,950 大阪府 大阪市 カオキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,951 大阪府 大阪市 ＣＨＡＯＳ 小売業 衣料品 5%

152,952 大阪府 大阪市 ＧａＧａＭＩＬＡＮＯ　梅田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,953 大阪府 大阪市 ＧａＧａＭＩＬＡＮＯ　心斎橋店１Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,954 大阪府 大阪市 ＧａＧａＭＩＬＡＮＯ　心斎橋店３Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,955 大阪府 大阪市 かがりび綜合法律事務所 サービス その他サービス 5%

152,956 大阪府 大阪市 カギの救急車　喜連瓜破店 サービス その他サービス 5%

152,957 大阪府 大阪市 カギの救急車　昭和町店 小売業 その他小売 5%

152,958 大阪府 大阪市 カギの救急車大国町店 小売業 その他小売 5%

152,959 大阪府 大阪市 牡蠣やまと　本店 サービス 飲食業 5%

152,960 大阪府 大阪市 カクヤス　玉屋町店 小売業 食料品 5%

152,961 大阪府 大阪市 カクヤス　中本店 小売業 食料品 5%

152,962 大阪府 大阪市 カクレミノ家ＨＳＰＣａｆｅ天王寺店 サービス 飲食業 5%

152,963 大阪府 大阪市 カクレミノ家天王寺店 小売業 その他小売 5%

152,964 大阪府 大阪市 隠楽家 サービス 飲食業 5%
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152,965 大阪府 大阪市 科研製薬 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,966 大阪府 大阪市 科研製薬大阪第二 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,967 大阪府 大阪市 かご家　駒川店 サービス 飲食業 5%

152,968 大阪府 大阪市 かさね サービス 飲食業 5%

152,969 大阪府 大阪市 カザマランドセル　アビコ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

152,970 大阪府 大阪市 Ｃａｃｈｅ　Ｎａｋａｚａｋｉ サービス 理容・美容業 5%

152,971 大阪府 大阪市 Ｃａｃｈｅ　Ｈｏｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

152,972 大阪府 大阪市 かしわ舎　東三国店 サービス 飲食業 5%

152,973 大阪府 大阪市 花心　梅田 サービス 飲食業 5%

152,974 大阪府 大阪市 花心　梅田 サービス 飲食業 5%

152,975 大阪府 大阪市 花心　本店 サービス 飲食業 5%

152,976 大阪府 大阪市 花心　南店 サービス 飲食業 5%

152,977 大阪府 大阪市 ｋａｚ　ｃｙｃｌｅ 小売業 その他小売 5%

152,978 大阪府 大阪市 Ｋａｚ　ｃｙｃｌｅ 小売業 その他小売 5%

152,979 大阪府 大阪市 一将丸 サービス 飲食業 5%

152,980 大阪府 大阪市 ＫＡＺＵＮ 小売業 衣料品 5%

152,981 大阪府 大阪市 風の街千林本店 サービス 飲食業 5%

152,982 大阪府 大阪市 風の街放出店 サービス 飲食業 5%

152,983 大阪府 大阪市 風の街京橋店 サービス 飲食業 5%

152,984 大阪府 大阪市 風の街京橋飛騨店 サービス 飲食業 5%

152,985 大阪府 大阪市 風の街千林店 サービス 飲食業 5%

152,986 大阪府 大阪市 風の街玉造店 サービス 飲食業 5%

152,987 大阪府 大阪市 風の街放出店２Ｆ サービス 飲食業 5%

152,988 大阪府 大阪市 片付けプロ サービス その他サービス 5%

152,989 大阪府 大阪市 片町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,990 大阪府 大阪市 片山商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

152,991 大阪府 大阪市 がたろ サービス 飲食業 5%

152,992 大阪府 大阪市 がたろ サービス 飲食業 5%

152,993 大阪府 大阪市 活 サービス 飲食業 5%

152,994 大阪府 大阪市 ＣＡＳＳＩＮＡＩＸＣ．大阪店 小売業 家具・調度品 5%

152,995 大阪府 大阪市 活旬　大枡 サービス 飲食業 5%

152,996 大阪府 大阪市 ガッチャ　小倉店 サービス その他サービス 5%

152,997 大阪府 大阪市 ガッツ　北新地店 小売業 衣料品 5%

152,998 大阪府 大阪市 ガッツ　心斎橋店 小売業 衣料品 5%

152,999 大阪府 大阪市 ガッツ　四ツ橋本店 小売業 衣料品 5%

153,000 大阪府 大阪市 カット・サロン・ティファニー サービス 理容・美容業 5%

153,001 大阪府 大阪市 カットハウス　シュ・ヴゥ サービス 理容・美容業 5%

153,002 大阪府 大阪市 かっとはうすアゴくん サービス 理容・美容業 5%

153,003 大阪府 大阪市 河童堂 サービス その他サービス 5%

153,004 大阪府 大阪市 割烹　神留 サービス 飲食業 5%

153,005 大阪府 大阪市 割烹　ふじ久 サービス 飲食業 5%

153,006 大阪府 大阪市 割烹　うえの サービス 飲食業 5%
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153,007 大阪府 大阪市 割烹うおまん　中之島店 サービス 飲食業 5%

153,008 大阪府 大阪市 割烹　たけだ サービス 飲食業 5%

153,009 大阪府 大阪市 かつ家 サービス 飲食業 5%

153,010 大阪府 大阪市 桂　近鉄あべの店 サービス 飲食業 5%

153,011 大阪府 大阪市 家庭料理　なか サービス 飲食業 5%

153,012 大阪府 大阪市 家庭料理　淀 サービス 飲食業 5%

153,013 大阪府 大阪市 ｇａｒｄｅｎ梅田 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,014 大阪府 大阪市 ガーデンエピなんば店 サービス 理容・美容業 5%

153,015 大阪府 大阪市 ガーデン心斎橋 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,016 大阪府 大阪市 加藤時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,017 大阪府 大阪市 カードショップふらっと 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,018 大阪府 大阪市 カードラボ　オタロード本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,019 大阪府 大阪市 カードラボ　なんば店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,020 大阪府 大阪市 カードラボ　なんば２号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,021 大阪府 大阪市 蟹しぐれ サービス 飲食業 5%

153,022 大阪府 大阪市 蟹吉 サービス 飲食業 5%

153,023 大阪府 大阪市 かね一機工 小売業 電化製品 5%

153,024 大阪府 大阪市 兼続 サービス 飲食業 5%

153,025 大阪府 大阪市 かねまつ 小売業 衣料品 5%

153,026 大阪府 大阪市 かねまつ　上本町近鉄店 小売業 衣料品 5%

153,027 大阪府 大阪市 かねまつ　阪急三番街店 小売業 衣料品 5%

153,028 大阪府 大阪市 カノ－　ハジノサト店 小売業 食料品 5%

153,029 大阪府 大阪市 ＧＵＦ 小売業 衣料品 5%

153,030 大阪府 大阪市 （株）昭栄　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,031 大阪府 大阪市 Ｃａｆｅ　Ｒｉｎｇ　大阪中之島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,032 大阪府 大阪市 カフェ＆雑貨＆お庭　ホソウヤ サービス 飲食業 5%

153,033 大阪府 大阪市 Ｃａｆｅ＆Ｄｉｎｉｎｇ　きまぐれ サービス 飲食業 5%

153,034 大阪府 大阪市 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ＰｕａＭＯＡＮＡ サービス 飲食業 5%

153,035 大阪府 大阪市 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ＭＯＡＮＡ サービス 飲食業 5%

153,036 大阪府 大阪市 カフェ　サンク サービス 飲食業 5%

153,037 大阪府 大阪市 Ｃａｆｅ　Ｊ　Ｎｅｔ　ＮＥＷ　ＮＥＷ サービス その他サービス 5%

153,038 大阪府 大阪市 Ｃａｆｅ　Ｊ　Ｎｅｔ　ＮＥＷ　ＮＥＷ サービス その他サービス 5%

153,039 大阪府 大阪市 カフェ　モカ サービス 飲食業 5%

153,040 大阪府 大阪市 カフェラウンジ凛　ドーン店 サービス 飲食業 5%

153,041 大阪府 大阪市 株式会社ヤマショウ 小売業 その他小売 5%

153,042 大阪府 大阪市 ［ＨＣ］株式会社赤三電工 小売業 電化製品 5%

153,043 大阪府 大阪市 株式会社　秋田商店 小売業 家具・調度品 5%

153,044 大阪府 大阪市 株式会社アンフィニー 小売業 食料品 5%

153,045 大阪府 大阪市 株式会社イングスＪＢＳ 小売業 電化製品 5%

153,046 大阪府 大阪市 株式会社ＥＣＯ サービス 飲食業 5%

153,047 大阪府 大阪市 ＳｐｌｕｓＳ サービス その他サービス 5%

153,048 大阪府 大阪市 株式会社エム・エム・ジェイ・ジャパン 小売業 貴金属・服飾品 5%
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153,049 大阪府 大阪市 株式会社エムデートレーディング 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,050 大阪府 大阪市 株式会社カクマツ屋 小売業 衣料品 5%

153,051 大阪府 大阪市 株式会社加藤忠 小売業 衣料品 5%

153,052 大阪府 大阪市 株式会社キクマ電器 小売業 電化製品 5%

153,053 大阪府 大阪市 株式会社工芸店ようび 小売業 家具・調度品 5%

153,054 大阪府 大阪市 株式会社里内 小売業 電化製品 5%

153,055 大阪府 大阪市 株式会社ジェクト三信　野里店 小売業 衣料品 5%

153,056 大阪府 大阪市 株式会社志成販売　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,057 大阪府 大阪市 株式会社七宝装身具店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,058 大阪府 大阪市 株式会社シマムセン 小売業 電化製品 5%

153,059 大阪府 大阪市 桃太郎ジーンズ 大阪店 小売業 衣料品 5%

153,060 大阪府 大阪市 株式会社十三花園　Ｊｍａｌｌ店 小売業 その他小売 5%

153,061 大阪府 大阪市 株式会社スーパーサンエー　今川店 小売業 食料品 5%

153,062 大阪府 大阪市 株式会社スーパーサンエー　住吉店 小売業 食料品 5%

153,063 大阪府 大阪市 株式会社スーパーサンエー　平野店 小売業 食料品 5%

153,064 大阪府 大阪市 株式会社ソーイングセンターＪＯＹ 小売業 電化製品 5%

153,065 大阪府 大阪市 （株）タイヤーサービスセンター 小売業 その他小売 5%

153,066 大阪府 大阪市 株式会社ナカザワ 小売業 家具・調度品 5%

153,067 大阪府 大阪市 （株）梅仙堂　本店 小売業 食料品 5%

153,068 大阪府 大阪市 株式会社ハイブクリエーション大阪営業所 小売業 その他小売 5%

153,069 大阪府 大阪市 株式会社ＨＡＪＩＭＥコーポレーション 小売業 電化製品 5%

153,070 大阪府 大阪市 株式会社ＨＯＡ８ サービス その他サービス 5%

153,071 大阪府 大阪市 （株）三木直商店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,072 大阪府 大阪市 ［ＨＣ］株式会社ミズグチ 小売業 電化製品 5%

153,073 大阪府 大阪市 株式会社村上佛檀 小売業 家具・調度品 5%

153,074 大阪府 大阪市 株式会社モリヤマ 小売業 その他小売 5%

153,075 大阪府 大阪市 Ｒｉｎｅｎｎａ 小売業 家具・調度品 5%

153,076 大阪府 大阪市 株式会社リライズコーポレーション サービス その他サービス 5%

153,077 大阪府 大阪市 株式会社Ｌｅｇａｍｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,078 大阪府 大阪市 カプセルホテル朝日　プラザ心斎橋 サービス 宿泊業 5%

153,079 大阪府 大阪市 かぼちゃの馬車 サービス 飲食業 5%

153,080 大阪府 大阪市 加美ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,081 大阪府 大阪市 加美正覚寺 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,082 大阪府 大阪市 紙なべ　蘆月 サービス その他サービス 5%

153,083 大阪府 大阪市 ｋａｍｋａｍ サービス その他サービス 5%

153,084 大阪府 大阪市 ＣａｍｕｒｏＤａｎｃｅＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

153,085 大阪府 大阪市 亀八お初天神裏参道店 サービス 飲食業 5%

153,086 大阪府 大阪市 カメラのナニワ 小売業 電化製品 5%

153,087 大阪府 大阪市 カメラのナニワ　１号館 小売業 電化製品 5%

153,088 大阪府 大阪市 カメラのナニワ　梅田北店 小売業 電化製品 5%

153,089 大阪府 大阪市 カメラのナニワ　梅田中古買取センター 小売業 電化製品 5%

153,090 大阪府 大阪市 カメラのナニワ　心斎橋３号店 小売業 電化製品 5%
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153,091 大阪府 大阪市 カメラのナニワ　心斎橋２号店 小売業 電化製品 5%

153,092 大阪府 大阪市 カメラのナニワ　心斎橋本店 小売業 電化製品 5%

153,093 大阪府 大阪市 カメラのナニワ　心斎橋本店　東館 小売業 電化製品 5%

153,094 大阪府 大阪市 カメラのナニワ　７号館 小売業 電化製品 5%

153,095 大阪府 大阪市 カメラのナニワ　西梅田店 小売業 電化製品 5%

153,096 大阪府 大阪市 カメラのナニワ　日本橋店 小売業 電化製品 5%

153,097 大阪府 大阪市 カメラのナニワ　プリントランド　淀屋橋店 小売業 電化製品 5%

153,098 大阪府 大阪市 カメラのナニワ　プリントランド難波店 小売業 電化製品 5%

153,099 大阪府 大阪市 カメラのナニワ　毎日店 小売業 電化製品 5%

153,100 大阪府 大阪市 カメラのナニワ梅田２号店 小売業 電化製品 5%

153,101 大阪府 大阪市 ｋａｙａｋ　ｋｏｎｏ－ｔｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

153,102 大阪府 大阪市 唐揚キッチン　ここはな サービス 飲食業 5%

153,103 大阪府 大阪市 カーライフ・ヤマト サービス その他サービス 5%

153,104 大阪府 大阪市 カラオケＺＥＲＯ サービス その他サービス 5%

153,105 大阪府 大阪市 カラオケＺＥＲＯ　寺田町店 サービス その他サービス 5%

153,106 大阪府 大阪市 カラオケライブ　平野出戸店 サービス その他サービス 5%

153,107 大阪府 大阪市 カラオケライブ　弁天町駅前店 サービス その他サービス 5%

153,108 大阪府 大阪市 カラオケライブ　港区役所前店 サービス その他サービス 5%

153,109 大阪府 大阪市 ガラシャ　梅田店 サービス 理容・美容業 5%

153,110 大阪府 大阪市 ガラシャ　天王寺店 サービス 理容・美容業 5%

153,111 大阪府 大阪市 ガラシャ　西梅田店 サービス 理容・美容業 5%

153,112 大阪府 大阪市 からだケアサロンぱるま サービス 理容・美容業 5%

153,113 大阪府 大阪市 カラダファクトリー　大阪駅前第２ビル店 サービス その他サービス 5%

153,114 大阪府 大阪市 カラダファクトリー　ＮＡＭＢＡなんなん店 サービス その他サービス 5%

153,115 大阪府 大阪市 カラダファクトリー天神橋店 サービス その他サービス 5%

153,116 大阪府 大阪市 Ｋａｌａｄａｂｏ． サービス その他サービス 5%

153,117 大阪府 大阪市 からだラボ サービス その他サービス 5%

153,118 大阪府 大阪市 ＫａｒａｄａＬａｂｏＳｏＮＲｉｅ サービス その他サービス 5%

153,119 大阪府 大阪市 カラーボックス 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,120 大阪府 大阪市 ＪＭ／ｋａｒｍａ サービス 理容・美容業 5%

153,121 大阪府 大阪市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 城東関目店 サービス 飲食業 2%

153,122 大阪府 大阪市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋玉出駅前店 サービス 飲食業 2%

153,123 大阪府 大阪市 Ｃａｒｅｓｓ サービス 飲食業 5%

153,124 大阪府 大阪市 花蓮 サービス 理容・美容業 5%

153,125 大阪府 大阪市 カレンダー サービス 飲食業 5%

153,126 大阪府 大阪市 カロー 小売業 衣料品 5%

153,127 大阪府 大阪市 オートクチュール　カロー　阪急１７番街店 小売業 衣料品 5%

153,128 大阪府 大阪市 オートクチュール　カロー　富国店 小売業 衣料品 5%

153,129 大阪府 大阪市 カロー洋装店 小売業 衣料品 5%

153,130 大阪府 大阪市 川上 サービス 飲食業 5%

153,131 大阪府 大阪市 川口町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,132 大阪府 大阪市 カワチ　心斎橋店 小売業 家具・調度品 5%
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153,133 大阪府 大阪市 川丸 小売業 その他小売 5%

153,134 大阪府 大阪市 川村獣医科 サービス その他サービス 5%

153,135 大阪府 大阪市 ガンコ親父の焼鳥縁　西天満店 サービス 飲食業 5%

153,136 大阪府 大阪市 ガンコ親父の焼鳥縁　肥後橋店 サービス 飲食業 5%

153,137 大阪府 大阪市 関西楽器 小売業 その他小売 5%

153,138 大阪府 大阪市 関西楽器　住之江店 小売業 その他小売 5%

153,139 大阪府 大阪市 関西きこえ補聴器 小売業 その他小売 5%

153,140 大阪府 大阪市 関西日仏自動車 小売業 その他小売 5%

153,141 大阪府 大阪市 韓菜和牛 サービス 飲食業 5%

153,142 大阪府 大阪市 サイクルショップ　カンザキ 小売業 その他小売 5%

153,143 大阪府 大阪市 神崎川 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,144 大阪府 大阪市 ＫＡＮＤＡ　大阪事業本部 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,145 大阪府 大阪市 菅田　喜連瓜破店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,146 大阪府 大阪市 菅田　野田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,147 大阪府 大阪市 神田生花店 小売業 その他小売 5%

153,148 大阪府 大阪市 神田生花店 小売業 その他小売 5%

153,149 大阪府 大阪市 ＪＭ／カンティーヌドゥデリス サービス 飲食業 5%

153,150 大阪府 大阪市 かんてきや　瓦町店 サービス 飲食業 5%

153,151 大阪府 大阪市 かんてきや　瓦町店 サービス 飲食業 5%

153,152 大阪府 大阪市 かんてきや安土 サービス 飲食業 5%

153,153 大阪府 大阪市 感動炭焼 本舗 やきとりチョップ サービス 飲食業 5%

153,154 大阪府 大阪市 看板の桃太郎 サービス その他サービス 5%

153,155 大阪府 大阪市 カンプリ　日本橋 サービス その他サービス 5%

153,156 大阪府 大阪市 カンプリ　南森町店 サービス その他サービス 5%

153,157 大阪府 大阪市 カンフル　裏寺町店 小売業 衣料品 5%

153,158 大阪府 大阪市 カンフル　大阪アメムラ店 小売業 衣料品 5%

153,159 大阪府 大阪市 カンフル　大阪南堀江店 小売業 衣料品 5%

153,160 大阪府 大阪市 ガンモール大阪 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,161 大阪府 大阪市 ギヴ　弁天町店 サービス 理容・美容業 5%

153,162 大阪府 大阪市 Ｇｉｖｅ　弁天町店 サービス 理容・美容業 5%

153,163 大阪府 大阪市 貴久治 サービス 飲食業 5%

153,164 大阪府 大阪市 きくや酒販 小売業 食料品 5%

153,165 大阪府 大阪市 喜久屋書店東急ハンズ心斎橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,166 大阪府 大阪市 ＫＹＫＵＬＬＯＢＥＡＣＨＴＯＷＥＬＳ 小売業 衣料品 5%

153,167 大阪府 大阪市 紀州さかなや サービス 飲食業 5%

153,168 大阪府 大阪市 キーショップあべの サービス その他サービス 5%

153,169 大阪府 大阪市 貴人館 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,170 大阪府 大阪市 貴人館 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,171 大阪府 大阪市 絆 サービス 飲食業 5%

153,172 大阪府 大阪市 きずな動物病院 サービス その他サービス 5%

153,173 大阪府 大阪市 季節料理　まこと サービス 飲食業 5%

153,174 大阪府 大阪市 季節料理　ままごとや サービス 飲食業 5%
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153,175 大阪府 大阪市 季節料理　いちい サービス 飲食業 5%

153,176 大阪府 大阪市 季節料理ＧＡＲＡＳＹＡ サービス 飲食業 5%

153,177 大阪府 大阪市 北新地　君しま サービス 飲食業 5%

153,178 大阪府 大阪市 北新地　弧柳 サービス 飲食業 5%

153,179 大阪府 大阪市 北新地　鮨　葵 サービス 飲食業 5%

153,180 大阪府 大阪市 北新地　鳥屋　堂島店 サービス 飲食業 5%

153,181 大阪府 大阪市 北新地　鳥屋　堂島店 サービス 飲食業 5%

153,182 大阪府 大阪市 北新地　鳥屋　本店 サービス 飲食業 5%

153,183 大阪府 大阪市 北新地　はな柳 サービス 飲食業 5%

153,184 大阪府 大阪市 北新地　冷麺館 サービス 飲食業 5%

153,185 大阪府 大阪市 北新地Ｂａｒ　Ｂ－ＴＲＩＰ サービス 飲食業 5%

153,186 大阪府 大阪市 北の酒道－つどい－ サービス 飲食業 5%

153,187 大阪府 大阪市 北浜　やきとり　うえ田 サービス 飲食業 5%

153,188 大阪府 大阪市 北浜にくや サービス 飲食業 5%

153,189 大阪府 大阪市 北堀江寿し久 サービス 飲食業 5%

153,190 大阪府 大阪市 北堀江　ＣＨＡＲＢＯＮ サービス 飲食業 5%

153,191 大阪府 大阪市 北前居酒屋　佐勘 サービス 飲食業 5%

153,192 大阪府 大阪市 北前居酒屋　佐勘 サービス 飲食業 5%

153,193 大阪府 大阪市 Ｇｕｉｔａｒ　Ｌｉｃｋｓ 小売業 その他小売 5%

153,194 大阪府 大阪市 Ｋｉｃｋｓ 小売業 衣料品 5%

153,195 大阪府 大阪市 吉鳥　大宮店 サービス 飲食業 5%

153,196 大阪府 大阪市 吉鳥　大淀店 サービス 飲食業 5%

153,197 大阪府 大阪市 吉鳥　鴫野店 サービス 飲食業 5%

153,198 大阪府 大阪市 吉鳥　大正駅前店 サービス 飲食業 5%

153,199 大阪府 大阪市 吉鳥　谷九駅前店 サービス 飲食業 5%

153,200 大阪府 大阪市 キッチン　のりちゃん サービス 飲食業 5%

153,201 大阪府 大阪市 キッチン　ルミエール サービス 飲食業 5%

153,202 大阪府 大阪市 ＫＩＴＣＨＥＮ－ＹＡ　ＢＬＵＥ サービス 飲食業 5%

153,203 大阪府 大阪市 Ｇｕｉｇｎｏｌ 小売業 その他小売 5%

153,204 大阪府 大阪市 きのえ サービス 飲食業 5%

153,205 大阪府 大阪市 きのくにや　クリーニング サービス その他サービス 5%

153,206 大阪府 大阪市 木の暮らし大阪店 小売業 家具・調度品 5%

153,207 大阪府 大阪市 木下ホーム サービス その他サービス 5%

153,208 大阪府 大阪市 キマッタ三賞堂 小売業 その他小売 5%

153,209 大阪府 大阪市 喜麻辣屋 サービス 飲食業 5%

153,210 大阪府 大阪市 きものいなもと 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,211 大阪府 大阪市 きもの屋 小売業 衣料品 5%

153,212 大阪府 大阪市 きもの屋 小売業 衣料品 5%

153,213 大阪府 大阪市 きもの屋　ＫＹＯＥＩ 小売業 衣料品 5%

153,214 大阪府 大阪市 ＱＵＡＴＲＥ サービス 理容・美容業 5%

153,215 大阪府 大阪市 ＣＡＭＥＬ　ＤＩＮＥＲ サービス 飲食業 5%

153,216 大阪府 大阪市 ｇａｌｌｅｒｙａｌｅａｆｏｆｃｌｏｖｅｒ 小売業 衣料品 5%
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153,217 大阪府 大阪市 ギャラリー　マリアージュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,218 大阪府 大阪市 ギャラリーアイ 小売業 衣料品 5%

153,219 大阪府 大阪市 ギャラリーＳｏーＲａ サービス その他サービス 5%

153,220 大阪府 大阪市 ギャラリー　ソラリス サービス その他サービス 5%

153,221 大阪府 大阪市 キャラント　キャトル サービス 飲食業 5%

153,222 大阪府 大阪市 ＧＡＬＬＥＲＩＥ　大阪 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,223 大阪府 大阪市 ＧＡＮＫ 小売業 衣料品 5%

153,224 大阪府 大阪市 キャンディポケット　梅田店 小売業 その他小売 5%

153,225 大阪府 大阪市 キャンディポケット　心斎橋店 小売業 その他小売 5%

153,226 大阪府 大阪市 キャンディモア　あべの店 サービス 理容・美容業 5%

153,227 大阪府 大阪市 キャンディモア　梅田店 サービス 理容・美容業 5%

153,228 大阪府 大阪市 キャンディモア　心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

153,229 大阪府 大阪市 球児先生 小売業 その他小売 5%

153,230 大阪府 大阪市 牛しゃぶ　知慕里 サービス 飲食業 5%

153,231 大阪府 大阪市 牛しゃぶ　知慕里 サービス 飲食業 5%

153,232 大阪府 大阪市 牛たん料理　Ｊｙｕｊｙｕ サービス 飲食業 5%

153,233 大阪府 大阪市 牛もつどて鍋　まつい亭 サービス 飲食業 5%

153,234 大阪府 大阪市 ｑ．ｂ．ｃ 小売業 衣料品 5%

153,235 大阪府 大阪市 ｑ．ｂ．ｃ　ＰＲＩＶＡＴＥ 小売業 衣料品 5%

153,236 大阪府 大阪市 協栄産業 小売業 電化製品 5%

153,237 大阪府 大阪市 京ごふく室町 小売業 衣料品 5%

153,238 大阪府 大阪市 餃子鍋　あーちゃん サービス 飲食業 5%

153,239 大阪府 大阪市 餃子のじゃいあん 小売業 食料品 5%

153,240 大阪府 大阪市 ぎょうざの満洲　ＪＲ京橋駅店 サービス 飲食業 5%

153,241 大阪府 大阪市 ぎょうざの満洲　ＪＲ長居駅店 サービス 飲食業 5%

153,242 大阪府 大阪市 ぎょうざの満洲　ＪＲ野田駅店 サービス 飲食業 5%

153,243 大阪府 大阪市 ぎょうざの満洲　塚本西口店 サービス 飲食業 5%

153,244 大阪府 大阪市 ぎょうざの満洲　西中島南方店 サービス 飲食業 5%

153,245 大阪府 大阪市 ぎょうざの満洲　野田阪神店 サービス 飲食業 5%

153,246 大阪府 大阪市 株式会社協親交通 サービス 運輸業 5%

153,247 大阪府 大阪市 京ちゃばな　あべの店 サービス 飲食業 5%

153,248 大阪府 大阪市 京ちゃばな　梅田ＯＳ店 サービス 飲食業 5%

153,249 大阪府 大阪市 京ちゃばな　北新地 サービス 飲食業 5%

153,250 大阪府 大阪市 京ちゃばな　新大阪駅店 サービス 飲食業 5%

153,251 大阪府 大阪市 京ちゃばな　南船場 サービス 飲食業 5%

153,252 大阪府 大阪市 京都さがの館　大阪梅田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,253 大阪府 大阪市 京都さがの館　天王寺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,254 大阪府 大阪市 京都さがの館　中崎梅田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,255 大阪府 大阪市 京都さがの館　なんば店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,256 大阪府 大阪市 京ねぎ料理　葱八　京橋店 サービス 飲食業 5%

153,257 大阪府 大阪市 京橋一番家 サービス 飲食業 5%

153,258 大阪府 大阪市 きよ助 サービス 飲食業 5%
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153,259 大阪府 大阪市 起世本店 サービス 飲食業 5%

153,260 大阪府 大阪市 輝楽家 サービス 飲食業 5%

153,261 大阪府 大阪市 ＫＩＲＩＶＥ サービス 飲食業 5%

153,262 大阪府 大阪市 キリンケラーヤマト　大阪駅前店 サービス 飲食業 5%

153,263 大阪府 大阪市 キリンケラーヤマト　北浜店 サービス 飲食業 5%

153,264 大阪府 大阪市 キリンケラーヤマト　曽根崎店 サービス 飲食業 5%

153,265 大阪府 大阪市 キリンケラーヤマト　東梅田店 サービス 飲食業 5%

153,266 大阪府 大阪市 江綿　キリンド城東店 小売業 衣料品 5%

153,267 大阪府 大阪市 江綿　キリンド　淡路店 小売業 衣料品 5%

153,268 大阪府 大阪市 喜禄 サービス 飲食業 5%

153,269 大阪府 大阪市 金輝 サービス 飲食業 5%

153,270 大阪府 大阪市 銀座いち五 サービス 飲食業 5%

153,271 大阪府 大阪市 ＫＩＮＪＩ　瓜破店 小売業 衣料品 5%

153,272 大阪府 大阪市 ＫＩＮＪＩ　住之江店 小売業 衣料品 5%

153,273 大阪府 大阪市 吟酒海楽　和 サービス 飲食業 5%

153,274 大阪府 大阪市 吟助　梅田茶屋町店 サービス 飲食業 5%

153,275 大阪府 大阪市 ＪＭ／くいもんやＫＳ サービス 飲食業 5%

153,276 大阪府 大阪市 クウ　ＤＯＧ＆ＣＡＴ　ＣＬＩＮＩＣ　鴫野 サービス その他サービス 5%

153,277 大阪府 大阪市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ心斎橋店 小売業 その他小売 5%

153,278 大阪府 大阪市 クゥオドロ　大阪 小売業 衣料品 5%

153,279 大阪府 大阪市 クウ動物病院 サービス その他サービス 5%

153,280 大阪府 大阪市 クウ動物病院　動物内視鏡医療センター サービス その他サービス 5%

153,281 大阪府 大阪市 クウＤＯＧ＆ＣＡＴＣＬＩＮＩＣ　花博通り サービス その他サービス 5%

153,282 大阪府 大阪市 Ｃｏｅｕｒｉｃｈｅ 小売業 衣料品 5%

153,283 大阪府 大阪市 ＱＵＥＳＴＩＯＮＭＡＲＫ　大阪道頓堀店 小売業 衣料品 5%

153,284 大阪府 大阪市 ＱＵＥＳＴＩＯＮＭＡＲＫ大阪心斎橋本店 小売業 衣料品 5%

153,285 大阪府 大阪市 串揚げ・串かつ五菜 サービス 飲食業 5%

153,286 大阪府 大阪市 串揚げ　水庵 サービス 飲食業 5%

153,287 大阪府 大阪市 串揚げ起世 サービス 飲食業 5%

153,288 大阪府 大阪市 串揚げしんば サービス 飲食業 5%

153,289 大阪府 大阪市 串かつ　一力 サービス 飲食業 5%

153,290 大阪府 大阪市 串カツ　くしくし サービス 飲食業 5%

153,291 大阪府 大阪市 串かつ　でんがな　あべのルシアス店 サービス 飲食業 5%

153,292 大阪府 大阪市 串かつ　でんがな　大阪梅田本店 サービス 飲食業 5%

153,293 大阪府 大阪市 串かつ　でんがな　大阪駅前第３ビル店 サービス 飲食業 5%

153,294 大阪府 大阪市 串かつ　でんがな　大阪駅前第４ビル店 サービス 飲食業 5%

153,295 大阪府 大阪市 串かつ　でんがな　大阪堂山町店 サービス 飲食業 5%

153,296 大阪府 大阪市 串かつ　でんがな　天神橋３丁目店 サービス 飲食業 5%

153,297 大阪府 大阪市 串かつ　でんがな　天王寺ミオ店 サービス 飲食業 5%

153,298 大阪府 大阪市 串かつ　ひょうたん サービス 飲食業 5%

153,299 大阪府 大阪市 串カツ居酒屋　風太 サービス 飲食業 5%

153,300 大阪府 大阪市 串かつ料理　活　阪急グランドビル店 サービス 飲食業 5%
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153,301 大阪府 大阪市 串の坊 サービス 飲食業 5%

153,302 大阪府 大阪市 串の坊　味わいばし店 サービス 飲食業 5%

153,303 大阪府 大阪市 串の坊　戎橋店 サービス 飲食業 5%

153,304 大阪府 大阪市 串の坊　北新地西店 サービス 飲食業 5%

153,305 大阪府 大阪市 串の坊　北新地東店 サービス 飲食業 5%

153,306 大阪府 大阪市 串の坊　スカイビル店 サービス 飲食業 5%

153,307 大阪府 大阪市 串の坊　宗右衛門町店 サービス 飲食業 5%

153,308 大阪府 大阪市 串の坊　法善寺店 サービス 飲食業 5%

153,309 大阪府 大阪市 串の坊　もぐら店 サービス 飲食業 5%

153,310 大阪府 大阪市 ＪＭ／串焼きだだ サービス 飲食業 5%

153,311 大阪府 大阪市 九条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,312 大阪府 大阪市 グストディマサノブ　大阪店 小売業 衣料品 5%

153,313 大阪府 大阪市 果物専門店丸留 小売業 食料品 5%

153,314 大阪府 大阪市 Ｃｕｋｋａｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

153,315 大阪府 大阪市 ｃｕｃｉｎａ　ＢＥＬＬＩＮＯ サービス 飲食業 5%

153,316 大阪府 大阪市 グッディーズ千田 小売業 その他小売 5%

153,317 大阪府 大阪市 ＧＯＯＤＮＥＳＳ　ｈａｉｒ　ＧＡＲＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

153,318 大阪府 大阪市 靴のシューメイト　花幸 小売業 その他小売 5%

153,319 大阪府 大阪市 ｇｏｕｔｅ サービス 飲食業 5%

153,320 大阪府 大阪市 Ｋｎａｂｅｎ サービス 飲食業 5%

153,321 大阪府 大阪市 クニサワデンキ 小売業 電化製品 5%

153,322 大阪府 大阪市 くにじまスポーツ サービス その他サービス 5%

153,323 大阪府 大阪市 くにじまテニスコート サービス その他サービス 5%

153,324 大阪府 大阪市 ＫＵＰＵ－ＫＵＰＵ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

153,325 大阪府 大阪市 ＫＵＰＵ－ＫＵＰＵ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

153,326 大阪府 大阪市 クペ・ドゥ・ドゥ サービス 理容・美容業 5%

153,327 大阪府 大阪市 Ｋｕｂｏ　ＣＬＡＳＳＩＣ　ＳＴＹ 小売業 衣料品 5%

153,328 大阪府 大阪市 グラウンド 小売業 衣料品 5%

153,329 大阪府 大阪市 グラウンド　アウトレットストアー 小売業 衣料品 5%

153,330 大阪府 大阪市 ＴＨＥ　ＧＲＯＵＮＤ　ｄｅｐｏｔ 小売業 衣料品 5%

153,331 大阪府 大阪市 グラウンド　南船場店 小売業 衣料品 5%

153,332 大阪府 大阪市 海月文庫 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,333 大阪府 大阪市 クラシック 小売業 衣料品 5%

153,334 大阪府 大阪市 貸別荘　Ｖｉｌｌａ　Ｄｅ　Ｃｌａｓｓ サービス 宿泊業 5%

153,335 大阪府 大阪市 グラスゴウ食堂 サービス 飲食業 5%

153,336 大阪府 大阪市 ＣＬＡＳＳＹ サービス 理容・美容業 5%

153,337 大阪府 大阪市 Ｇｌａｓｓｅｓサ・エ・ラ サービス その他サービス 5%

153,338 大阪府 大阪市 クラッシュボックス サービス その他サービス 5%

153,339 大阪府 大阪市 ｃｒｕｔｃｈ．ｋａｌｅ サービス 理容・美容業 5%

153,340 大阪府 大阪市 ｇｒａｚｉｅ　ｈａｉｒｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

153,341 大阪府 大阪市 蔵ノ介／志喜 サービス 飲食業 5%

153,342 大阪府 大阪市 クラブ　神原 サービス 飲食業 5%
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153,343 大阪府 大阪市 ｃｌｕｂ　月兎 サービス 飲食業 5%

153,344 大阪府 大阪市 ＣＲＡＦＴ サービス 飲食業 5%

153,345 大阪府 大阪市 ＣＲＡＮＫＹ・Ｈ・ＢＩＲＤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,346 大阪府 大阪市 グランパスｉｎｎ大阪 サービス 宿泊業 5%

153,347 大阪府 大阪市 クリーニング　マックス サービス その他サービス 5%

153,348 大阪府 大阪市 クリーニング　ＳＥＥＤ サービス その他サービス 5%

153,349 大阪府 大阪市 サイクルショップ　クリヤマ 小売業 その他小売 5%

153,350 大阪府 大阪市 ｇｌｕｃｋ サービス 理容・美容業 5%

153,351 大阪府 大阪市 グリンヒルホテル サービス 宿泊業 5%

153,352 大阪府 大阪市 ぐるぐるねぎま サービス 飲食業 5%

153,353 大阪府 大阪市 ＣＲＥＡ 小売業 その他小売 5%

153,354 大阪府 大阪市 クレア動物病院 サービス その他サービス 5%

153,355 大阪府 大阪市 ＣＲＡＤＬＥ 小売業 衣料品 5%

153,356 大阪府 大阪市 グレースバイアフロート サービス 理容・美容業 5%

153,357 大阪府 大阪市 グレース岡田株式会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,358 大阪府 大阪市 グレースフルガーデン　阪急１７番街店 サービス その他サービス 5%

153,359 大阪府 大阪市 グレースフルガーデンホテルニュー サービス その他サービス 5%

153,360 大阪府 大阪市 ＣＬＥＤＲＡＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,361 大阪府 大阪市 ＣＲＡＹＯＮ 小売業 衣料品 5%

153,362 大阪府 大阪市 Ｇｒｏｗ サービス 飲食業 5%

153,363 大阪府 大阪市 黒田屋時計宝飾店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,364 大阪府 大阪市 グロッセ　大阪店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,365 大阪府 大阪市 グローバルビジネス 小売業 家具・調度品 5%

153,366 大阪府 大阪市 ＧＲＯＶＥ サービス 飲食業 5%

153,367 大阪府 大阪市 九郎兵衛 サービス 飲食業 5%

153,368 大阪府 大阪市 クロロフイル上本町美顔教室 小売業 その他小売 5%

153,369 大阪府 大阪市 燻製Ｓｗｉｔｃｈ サービス 飲食業 5%

153,370 大阪府 大阪市 ＫＥＣ　外語学院 サービス その他サービス 5%

153,371 大阪府 大阪市 ケイ・ウノ梅田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,372 大阪府 大阪市 ケイ・ウノ心斎橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,373 大阪府 大阪市 ＫＩＳグループ社 サービス その他サービス 5%

153,374 大阪府 大阪市 桂山 サービス 飲食業 5%

153,375 大阪府 大阪市 Ｋ’ｓ　倶楽部 サービス 飲食業 5%

153,376 大阪府 大阪市 Ｋ’ｓ　ｂａｒ サービス 飲食業 5%

153,377 大阪府 大阪市 CAVE 小売業 衣料品 5%

153,378 大阪府 大阪市 ＫＫＲ大手前（１２Ｆ）病院売店 小売業 その他小売 5%

153,379 大阪府 大阪市 ＫＢＣデンキ 茨田店 小売業 電化製品 5%

153,380 大阪府 大阪市 化粧品のみなみい サービス 理容・美容業 5%

153,381 大阪府 大阪市 ゲスト　帝国ホテルプラザ大阪店〔催事〕 小売業 衣料品 5%

153,382 大阪府 大阪市 源ヶ橋ハイパワーセンターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,383 大阪府 大阪市 健康豚焼肉　豚元 サービス 飲食業 5%

153,384 大阪府 大阪市 健彩青果 サービス その他サービス 5%
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153,385 大阪府 大阪市 乾山　大阪北新地店 サービス 飲食業 5%

153,386 大阪府 大阪市 乾山　ホテルニューオータニ大阪店 サービス 飲食業 5%

153,387 大阪府 大阪市 源氏屋　北田辺店 小売業 その他小売 5%

153,388 大阪府 大阪市 Ｋｅｎ’ｓＨｏｕｓｅ サービス 宿泊業 5%

153,389 大阪府 大阪市 健美亭 サービス 飲食業 5%

153,390 大阪府 大阪市 源兵衛　なんば店 サービス 飲食業 5%

153,391 大阪府 大阪市 げん家ケータリング事業部 小売業 食料品 5%

153,392 大阪府 大阪市 コアフィール　ブティック　ハシダ・メン サービス 理容・美容業 5%

153,393 大阪府 大阪市 コアフュール　クレア サービス 理容・美容業 5%

153,394 大阪府 大阪市 ご遺骨サポートこころ 小売業 その他小売 5%

153,395 大阪府 大阪市 Ｋｏｉ－Ｆｉｔ サービス その他サービス 5%

153,396 大阪府 大阪市 コウダ 小売業 食料品 5%

153,397 大阪府 大阪市 こうたりや 小売業 衣料品 5%

153,398 大阪府 大阪市 まちのでんきやオーバータイム 小売業 電化製品 5%

153,399 大阪府 大阪市 神戸牛炎焼 サービス 飲食業 5%

153,400 大阪府 大阪市 神戸萩原珈琲店梅田店 サービス 飲食業 5%

153,401 大阪府 大阪市 江綿株式会社 小売業 衣料品 5%

153,402 大阪府 大阪市 ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＵＧＨＮＥＣＫＳ サービス 飲食業 5%

153,403 大阪府 大阪市 小顔ＬＡＢＯ サービス その他サービス 5%

153,404 大阪府 大阪市 こがね九条店 小売業 食料品 5%

153,405 大阪府 大阪市 こがね塚本店 小売業 食料品 5%

153,406 大阪府 大阪市 こがね西田辺店 小売業 食料品 5%

153,407 大阪府 大阪市 こがね花園店 小売業 食料品 5%

153,408 大阪府 大阪市 こがね緑橋店 小売業 食料品 5%

153,409 大阪府 大阪市 小雀弥　福島店 サービス 飲食業 5%

153,410 大阪府 大阪市 こきんた　千林店 サービス 飲食業 5%

153,411 大阪府 大阪市 悟空のきもち　心斎橋店 サービス その他サービス 5%

153,412 大阪府 大阪市 ＣＯＱＵＬＥ　心斎橋店 小売業 その他小売 5%

153,413 大阪府 大阪市 心から サービス 飲食業 5%

153,414 大阪府 大阪市 ココカラリセット サービス その他サービス 5%

153,415 大阪府 大阪市 ここチキン サービス 飲食業 5%

153,416 大阪府 大阪市 ＣＯＣＯ　ｈａｎｄ　ｗｏｒｋ　ｓｈｏｅｓ 小売業 衣料品 5%

153,417 大阪府 大阪市 ここや サービス 飲食業 5%

153,418 大阪府 大阪市 心粋うどん　いろは　本店 サービス 飲食業 5%

153,419 大阪府 大阪市 ＫＯＺＡＩ司店 小売業 衣料品 5%

153,420 大阪府 大阪市 五座ふく サービス 飲食業 5%

153,421 大阪府 大阪市 個室居酒屋もみじ新地店 サービス 飲食業 5%

153,422 大阪府 大阪市 個室もつ鍋屋　ぎんなべ サービス 飲食業 5%

153,423 大阪府 大阪市 神戸牛個室焼肉大長今　心斎橋店 サービス 飲食業 5%

153,424 大阪府 大阪市 越乃蔵 サービス 飲食業 5%

153,425 大阪府 大阪市 壺心 サービス 飲食業 5%

153,426 大阪府 大阪市 個人　山田タクシー サービス その他サービス 5%
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153,427 大阪府 大阪市 個人　山田タクシー サービス その他サービス 5%

153,428 大阪府 大阪市 コスギ商事　ファミリーフェア 小売業 衣料品 5%

153,429 大阪府 大阪市 こすぎ商店 小売業 衣料品 5%

153,430 大阪府 大阪市 小杉スケート 小売業 その他小売 5%

153,431 大阪府 大阪市 小杉スケート　難波店 小売業 その他小売 5%

153,432 大阪府 大阪市 コスメティック　ヨコタ 小売業 その他小売 5%

153,433 大阪府 大阪市 コスモスクエア　憩 サービス 飲食業 5%

153,434 大阪府 大阪市 コーセツ放出 小売業 食料品 5%

153,435 大阪府 大阪市 ご馳走じきはら サービス 飲食業 5%

153,436 大阪府 大阪市 ごちそうダイニング　たからや サービス 飲食業 5%

153,437 大阪府 大阪市 ＣＯＣＣＯ サービス その他サービス 5%

153,438 大阪府 大阪市 Ｋｏｔｔｏｎ 小売業 衣料品 5%

153,439 大阪府 大阪市 Ｇｏｇｈ 小売業 衣料品 5%

153,440 大阪府 大阪市 ｇｏａｔ サービス 理容・美容業 5%

153,441 大阪府 大阪市 言祝ぎ城 サービス 飲食業 5%

153,442 大阪府 大阪市 このは サービス 飲食業 5%

153,443 大阪府 大阪市 コノミヤ　鴫野店 小売業 食料品 5%

153,444 大阪府 大阪市 コノミヤ　緑橋店 小売業 食料品 5%

153,445 大阪府 大阪市 コハク サービス 理容・美容業 5%

153,446 大阪府 大阪市 小林中央治療院 サービス その他サービス 5%

153,447 大阪府 大阪市 ごはんと晩酌　北新地　かえる サービス 飲食業 5%

153,448 大阪府 大阪市 コピーショップ　カンプリ　堂山店 サービス その他サービス 5%

153,449 大阪府 大阪市 呉服の老舗きくや 小売業 衣料品 5%

153,450 大阪府 大阪市 コポ　淡路駅前店 小売業 衣料品 5%

153,451 大阪府 大阪市 コポ　戎橋店 小売業 衣料品 5%

153,452 大阪府 大阪市 コポ　北心斎橋店 小売業 衣料品 5%

153,453 大阪府 大阪市 コポ　千林店 小売業 衣料品 5%

153,454 大阪府 大阪市 コポ　天四店 小売業 衣料品 5%

153,455 大阪府 大阪市 コポ　堂島店 小売業 衣料品 5%

153,456 大阪府 大阪市 コポ　難波なんなん店 小売業 衣料品 5%

153,457 大阪府 大阪市 コポ　南心斎橋店 小売業 衣料品 5%

153,458 大阪府 大阪市 コポ天神橋店 小売業 衣料品 5%

153,459 大阪府 大阪市 コホロＥＧコーヒーカウンター 小売業 その他小売 5%

153,460 大阪府 大阪市 ごま厨 サービス 飲食業 5%

153,461 大阪府 大阪市 小松（谷本商事） 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,462 大阪府 大阪市 ごま屋ちゅう兵衛　ごま匠　せがれ サービス 飲食業 5%

153,463 大阪府 大阪市 ごま屋ちゅう兵衛　天神橋店 サービス 飲食業 5%

153,464 大阪府 大阪市 小麦ＬＡＮＤ サービス 飲食業 5%

153,465 大阪府 大阪市 小麦ＬＡＮＤ サービス 飲食業 5%

153,466 大阪府 大阪市 コムト　大阪支店 小売業 衣料品 5%

153,467 大阪府 大阪市 ｃｏｙａ＋ＬＩＭ サービス 理容・美容業 5%

153,468 大阪府 大阪市 ＫＯＹＡＭＡ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%
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153,469 大阪府 大阪市 コリアンダイニングカフェ　ＷＥＡ サービス 飲食業 5%

153,470 大阪府 大阪市 こり貴族 サービス その他サービス 5%

153,471 大阪府 大阪市 こり重 サービス その他サービス 5%

153,472 大阪府 大阪市 こり道楽 サービス その他サービス 5%

153,473 大阪府 大阪市 小料理・鮨・だいわ　本町店 サービス 飲食業 5%

153,474 大阪府 大阪市 ＧＯＲＩＬＬＡ　ＧＹＭ サービス その他サービス 5%

153,475 大阪府 大阪市 コルチトーン補聴器株式会社　大阪支店 小売業 その他小売 5%

153,476 大阪府 大阪市 ＧＯＬＤＳＭＩＴＨ 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,477 大阪府 大阪市 ゴルフラボ　ナガタ 小売業 その他小売 5%

153,478 大阪府 大阪市 Ｋｏｌｍｉｏ＋ＬＩＭ サービス 理容・美容業 5%

153,479 大阪府 大阪市 ＧＯＲＯ　ＢＩＫＥ 小売業 その他小売 5%

153,480 大阪府 大阪市 ＣＯＲＯＮＡ サービス 飲食業 5%

153,481 大阪府 大阪市 ｇｏｌｏｎｄｒｉｎａ サービス 飲食業 5%

153,482 大阪府 大阪市 ＣＯＮＣＩＥＲＧＥ 小売業 衣料品 5%

153,483 大阪府 大阪市 コンテ サービス 理容・美容業 5%

153,484 大阪府 大阪市 コンテンツビジネス・ラボ サービス その他サービス 5%

153,485 大阪府 大阪市 コント　デュ　ヴァン サービス 飲食業 5%

153,486 大阪府 大阪市 Ｃｏｍｐｔｏｉｒ１５ サービス 飲食業 5%

153,487 大阪府 大阪市 今日亭　昭和町店 サービス 飲食業 5%

153,488 大阪府 大阪市 今日亭　巽店 サービス 飲食業 5%

153,489 大阪府 大阪市 今日亭　都島店 サービス 飲食業 5%

153,490 大阪府 大阪市 コンフォルト　ミラノ サービス 理容・美容業 5%

153,491 大阪府 大阪市 コンベス本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,492 大阪府 大阪市 Ｔｈｅ　Ｒ 小売業 衣料品 5%

153,493 大阪府 大阪市 ＴＨＥ　ＰＯＷＥＲ　ＨＯＵＳＥ 小売業 その他小売 5%

153,494 大阪府 大阪市 Ｔｈｅ　Ｖｉｎｔａｇｅ サービス 飲食業 5%

153,495 大阪府 大阪市 ＴＨＥ　ＦＡＩＴＨ　梅田店 サービス 理容・美容業 5%

153,496 大阪府 大阪市 ＴＨＥ　ＦＡＩＴＨ　難波店 サービス 理容・美容業 5%

153,497 大阪府 大阪市 ＴＨＥ　ＦＡＩＴＨ　淀屋橋店 サービス 理容・美容業 5%

153,498 大阪府 大阪市 ザ　ブリッジホテル心斎橋 サービス 宿泊業 5%

153,499 大阪府 大阪市 サーフアンドテーラー　モート 小売業 衣料品 5%

153,500 大阪府 大阪市 ＣＹＣＬＥ　ＣＯＵＮＴＹ 小売業 その他小売 5%

153,501 大阪府 大阪市 サイクルギャラリー　エバーウィン 小売業 その他小売 5%

153,502 大阪府 大阪市 サイクルコンビニ　てるてる　四天王寺店 小売業 その他小売 5%

153,503 大阪府 大阪市 サイクルコンビニ　てるてる　都島店 小売業 その他小売 5%

153,504 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる大正小林店 小売業 その他小売 5%

153,505 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　淡路店 小売業 その他小売 5%

153,506 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　市岡店 小売業 その他小売 5%

153,507 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　今福店 小売業 その他小売 5%

153,508 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　歌島橋本店 小売業 その他小売 5%

153,509 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　梅田店 小売業 その他小売 5%

153,510 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　九条店 小売業 その他小売 5%

3657



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

153,511 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　粉浜店 小売業 その他小売 5%

153,512 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　十三店 小売業 その他小売 5%

153,513 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　昭和町店 小売業 その他小売 5%

153,514 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　瑞光店 小売業 その他小売 5%

153,515 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　大正泉尾店 小売業 その他小売 5%

153,516 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　谷町店 小売業 その他小売 5%

153,517 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　玉造店 小売業 その他小売 5%

153,518 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　千鳥橋店 小売業 その他小売 5%

153,519 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　寺田町店 小売業 その他小売 5%

153,520 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　長柄店 小売業 その他小売 5%

153,521 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　西大橋店 小売業 その他小売 5%

153,522 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　西中島店 小売業 その他小売 5%

153,523 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　日本橋店 小売業 その他小売 5%

153,524 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　野田店 小売業 その他小売 5%

153,525 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　平野本町店 小売業 その他小売 5%

153,526 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　三国店 小売業 その他小売 5%

153,527 大阪府 大阪市 サイクルコンビニてるてる　都島北店 小売業 その他小売 5%

153,528 大阪府 大阪市 サイクルショップ　カンザキ　エバーレ店 小売業 その他小売 5%

153,529 大阪府 大阪市 サイクルショップ　カンザキ　上新庄店 小売業 その他小売 5%

153,530 大阪府 大阪市 サイクルショップカンザキ　菅原本店 小売業 その他小売 5%

153,531 大阪府 大阪市 サイクルショップカンザキエバーレ店 小売業 その他小売 5%

153,532 大阪府 大阪市 サイクルステーション　スピード 小売業 その他小売 5%

153,533 大阪府 大阪市 サイクルステーション　スピード 小売業 その他小売 5%

153,534 大阪府 大阪市 サイクルヒーローあべの店 小売業 その他小売 5%

153,535 大阪府 大阪市 サイクルヒーロー真田山店 小売業 その他小売 5%

153,536 大阪府 大阪市 サイクルピットスカイ 小売業 その他小売 5%

153,537 大阪府 大阪市 サイクルメイト　駒川店 小売業 その他小売 5%

153,538 大阪府 大阪市 サイクルランドナニワ［ギフト］ 小売業 その他小売 5%

153,539 大阪府 大阪市 サイクルランドナニワ　野江店 小売業 その他小売 5%

153,540 大阪府 大阪市 サイクルランドナニワ　ピット店 小売業 その他小売 5%

153,541 大阪府 大阪市 サイクルランドナニワ　本店 小売業 その他小売 5%

153,542 大阪府 大阪市 サイクルランドナニワ　緑橋店 小売業 その他小売 5%

153,543 大阪府 大阪市 菜根譚　律 サービス 飲食業 5%

153,544 大阪府 大阪市 ＳＩＺＥ 小売業 衣料品 5%

153,545 大阪府 大阪市 ｓｉｌｅｎｔ　ｆｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

153,546 大阪府 大阪市 サウスランドトラベル サービス その他サービス 5%

153,547 大阪府 大阪市 サウンドパック　アナログ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,548 大阪府 大阪市 サウンドパック　堺筋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,549 大阪府 大阪市 サウンドパック　本店２Ｆ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,550 大阪府 大阪市 ＳＡＯＲＩ　大阪 小売業 その他小売 5%

153,551 大阪府 大阪市 ＳＡＯＲＩ　豊崎長屋 小売業 その他小売 5%

153,552 大阪府 大阪市 堺筋倶楽部 サービス 飲食業 5%
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153,553 大阪府 大阪市 堺筋本町路地裏ダイニング　じぇいず サービス 飲食業 5%

153,554 大阪府 大阪市 サカイトレーディング 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,555 大阪府 大阪市 阪口工芸 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,556 大阪府 大阪市 酒蔵　呑 サービス 飲食業 5%

153,557 大阪府 大阪市 魚処　すし一 サービス 飲食業 5%

153,558 大阪府 大阪市 魚と日本のお酒　むく サービス 飲食業 5%

153,559 大阪府 大阪市 魚のすすめ サービス 飲食業 5%

153,560 大阪府 大阪市 魚のすすめ サービス 飲食業 5%

153,561 大阪府 大阪市 さかなや サービス 飲食業 5%

153,562 大阪府 大阪市 酒菜屋　かんきち サービス 飲食業 5%

153,563 大阪府 大阪市 さかなや　京阪京橋店 サービス 飲食業 5%

153,564 大阪府 大阪市 酒菜家とく サービス 飲食業 5%

153,565 大阪府 大阪市 佐勘　梅田本店 サービス 飲食業 5%

153,566 大阪府 大阪市 さきしまコスモタワー展望台 サービス その他サービス 5%

153,567 大阪府 大阪市 鷺洲自転車店 小売業 その他小売 5%

153,568 大阪府 大阪市 作業服屋アサヒ衣料　赤川店 小売業 衣料品 5%

153,569 大阪府 大阪市 さくや　谷町 サービス 飲食業 5%

153,570 大阪府 大阪市 桜宮ゴルフクラブ　ＳＧＣセレクション 小売業 その他小売 5%

153,571 大阪府 大阪市 桜橋深川 サービス 飲食業 5%

153,572 大阪府 大阪市 酒匠米匠　とみかわ 小売業 食料品 5%

153,573 大阪府 大阪市 酒高蔵 小売業 食料品 5%

153,574 大阪府 大阪市 酒処　依屋 サービス 飲食業 5%

153,575 大阪府 大阪市 酒のいえＫ 小売業 食料品 5%

153,576 大阪府 大阪市 ＴＨＥｃｏｆｆｅｅｔｉｍｅ サービス 飲食業 5%

153,577 大阪府 大阪市 ｓａｓａ　本町店 小売業 食料品 5%

153,578 大阪府 大阪市 ササヤ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,579 大阪府 大阪市 ササヤ書店　東店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,580 大阪府 大阪市 ザジヘアー サービス 理容・美容業 5%

153,581 大阪府 大阪市 ＳＡＴＵＲＤＡＹＳ　ＮＹＣ 小売業 衣料品 5%

153,582 大阪府 大阪市 Ｚａｋｋａ＆古着　ペヨコ 小売業 衣料品 5%

153,583 大阪府 大阪市 ＳＡＡＤ　大阪心斎橋ロンコート店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,584 大阪府 大阪市 サトウオート サービス その他サービス 5%

153,585 大阪府 大阪市 サトウオート サービス その他サービス 5%

153,586 大阪府 大阪市 Ｓｕｎｎｙ　ｃｌｏｕｄｓ サービス 飲食業 5%

153,587 大阪府 大阪市 鯖とか烏賊とか真とか サービス 飲食業 5%

153,588 大阪府 大阪市 サブウェイ　ＯＢＰツイン２１店 サービス 飲食業 5%

153,589 大阪府 大阪市 ＴＨＥＦＡＩＴＨ梅田茶屋町店 サービス 理容・美容業 5%

153,590 大阪府 大阪市 ＴＨＥＦＡＩＴＨ天王寺店 サービス 理容・美容業 5%

153,591 大阪府 大阪市 サプリ サービス 理容・美容業 5%

153,592 大阪府 大阪市 ＳａｐｌｌｉｎａＲ．Ｄｅｅ サービス 理容・美容業 5%

153,593 大阪府 大阪市 ＴＨＥ　ＢＯＲＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ サービス 飲食業 5%

153,594 大阪府 大阪市 ＴＨＥ　ＢＯＲＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ サービス 飲食業 5%
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153,595 大阪府 大阪市 サムライ　大阪梅田店 小売業 衣料品 5%

153,596 大阪府 大阪市 ＳＡＲＡＪＵ 梅田茶屋町店 サービス 理容・美容業 5%

153,597 大阪府 大阪市 Ｓａｌｏｏｎ　Ｂａｒ　Ｍｅｕｒｓａｕｌｔ サービス 飲食業 5%

153,598 大阪府 大阪市 サロン・ド・ポム 小売業 衣料品 5%

153,599 大阪府 大阪市 サロン・ドゥ・メアリ－カドガキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,600 大阪府 大阪市 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｏ サービス 飲食業 5%

153,601 大阪府 大阪市 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｕｎ　ｂｉｊｏｕ サービス 理容・美容業 5%

153,602 大阪府 大阪市 Ｓａｌｏｎ ｄｕ ｒｅＤＥＳＩＧＮ Ｃｌｏｓｅｔ.ｎｅｔ サービス 飲食業 5%

153,603 大阪府 大阪市 サロンドグランマーブル堂島 小売業 食料品 5%

153,604 大阪府 大阪市 Ｓａｌｏｎ．Ｃｏｏｋｉｅ　西梅田 サービス 理容・美容業 5%

153,605 大阪府 大阪市 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｖｉ－ｆｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

153,606 大阪府 大阪市 サロンド礼美 小売業 その他小売 5%

153,607 大阪府 大阪市 咲輪 サービス 飲食業 5%

153,608 大阪府 大阪市 サワディ　シンチャオ サービス 飲食業 5%

153,609 大阪府 大阪市 沢之町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,610 大阪府 大阪市 ｓｏｎ サービス 理容・美容業 5%

153,611 大阪府 大阪市 賛 サービス 飲食業 5%

153,612 大阪府 大阪市 Ｓａｎ　Ｌｏｔａｒｉｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,613 大阪府 大阪市 ［ＨＣ］三愛電器商会 小売業 電化製品 5%

153,614 大阪府 大阪市 サンエー　住吉店 小売業 食料品 5%

153,615 大阪府 大阪市 三栄水栓製作所 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,616 大阪府 大阪市 三栄水栓製作所 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,617 大阪府 大阪市 サン・オプチカル 小売業 その他小売 5%

153,618 大阪府 大阪市 ＣＩＮＱ本町 小売業 衣料品 5%

153,619 大阪府 大阪市 サングレース生玉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,620 大阪府 大阪市 サングレース天王寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,621 大阪府 大阪市 三軒家 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,622 大阪府 大阪市 三幸電機株式会社 サービス その他サービス 5%

153,623 大阪府 大阪市 三光電気商会 小売業 電化製品 5%

153,624 大阪府 大阪市 三光電気商会　福島店 小売業 電化製品 5%

153,625 大阪府 大阪市 ５１００－８２６－８８　サンシヨウ サービス その他サービス 5%

153,626 大阪府 大阪市 ３ｔｅ’　Ｃａｆｅ’ サービス 飲食業 5%

153,627 大阪府 大阪市 ｓａｎｄｗｉｃｈｍａｎ サービス 飲食業 5%

153,628 大阪府 大阪市 三東 小売業 家具・調度品 5%

153,629 大阪府 大阪市 三徳第一 小売業 その他小売 5%

153,630 大阪府 大阪市 三徳第二 小売業 その他小売 5%

153,631 大阪府 大阪市 ＳＵＮ　ＰＵＢＬＩＣ　ＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

153,632 大阪府 大阪市 三武 小売業 その他小売 5%

153,633 大阪府 大阪市 三武 小売業 その他小売 5%

153,634 大阪府 大阪市 サンプラザ サービス 宿泊業 5%

153,635 大阪府 大阪市 サンプラザ靱ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,636 大阪府 大阪市 サンプラザ２ サービス 宿泊業 5%

3660



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

153,637 大阪府 大阪市 サンプラザ２　アネックス サービス 宿泊業 5%

153,638 大阪府 大阪市 三洋薬品ＨＢＣ 小売業 その他小売 5%

153,639 大阪府 大阪市 しあわせの枕やさん。みやぐち 小売業 家具・調度品 5%

153,640 大阪府 大阪市 しあわせの枕やさん。みやぐち 小売業 その他小売 5%

153,641 大阪府 大阪市 シィーム サービス 理容・美容業 5%

153,642 大阪府 大阪市 ＧＬＰ大阪Ⅱ売店 小売業 食料品 5%

153,643 大阪府 大阪市 ＧＬＰ大阪Ⅰ売店 小売業 食料品 5%

153,644 大阪府 大阪市 ジースクエア花園町 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,645 大阪府 大阪市 Ｃ’ｓ　ＨＡＩＲ　帝塚山店 サービス 理容・美容業 5%

153,646 大阪府 大阪市 Ｃ’ｓ　ＨＡＩＲ　西九条店 サービス 理容・美容業 5%

153,647 大阪府 大阪市 ＺＩＰ サービス 理容・美容業 5%

153,648 大阪府 大阪市 ＣＢＴ サービス その他サービス 5%

153,649 大阪府 大阪市 Ｃ．Ａ． サービス 飲食業 5%

153,650 大阪府 大阪市 Ｊ・ポート　八幡店 小売業 衣料品 5%

153,651 大阪府 大阪市 ＪＳ　ＨＯＭＥＳＴＥＡＤ　堀江店 小売業 衣料品 5%

153,652 大阪府 大阪市 矢野時計店本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,653 大阪府 大阪市 ｄｅｋｕｊｉｎ サービス 理容・美容業 5%

153,654 大阪府 大阪市 ｄｅｋｕｊｉｎ　ｄｖｅ サービス 飲食業 5%

153,655 大阪府 大阪市 ＪＣＡキャンドルスタジオ大阪校 サービス その他サービス 5%

153,656 大阪府 大阪市 ＪＥＸ宝石ギャラリー　大阪駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,657 大阪府 大阪市 Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

153,658 大阪府 大阪市 ジェム サービス 理容・美容業 5%

153,659 大阪府 大阪市 ＧＥＭＰＥＲＩＯＤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,660 大阪府 大阪市 ＣＨＥＺＭＥＥ サービス 理容・美容業 5%

153,661 大阪府 大阪市 ＳＩＥＬＬＡ サービス 理容・美容業 5%

153,662 大阪府 大阪市 ジェリ－ジェリ－カフェ心斎橋店 サービス 飲食業 5%

153,663 大阪府 大阪市 Ｃｉｅｌ 小売業 衣料品 5%

153,664 大阪府 大阪市 Ｃｉｅｌ 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,665 大阪府 大阪市 芝苑 サービス 飲食業 5%

153,666 大阪府 大阪市 ＪＭ／塩田ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

153,667 大阪府 大阪市 塩町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,668 大阪府 大阪市 滋賀カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

153,669 大阪府 大阪市 四季　おりおり サービス 飲食業 5%

153,670 大阪府 大阪市 新喜多ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,671 大阪府 大阪市 シギタ商会 小売業 その他小売 5%

153,672 大阪府 大阪市 シギタ商会　鶴見支店 小売業 その他小売 5%

153,673 大阪府 大阪市 ジ－クレフミュ－ジック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,674 大阪府 大阪市 志げ サービス 飲食業 5%

153,675 大阪府 大阪市 しごとぎや　たまゆら　大阪津守店 小売業 衣料品 5%

153,676 大阪府 大阪市 地酒と旬菜　ちそうや サービス 飲食業 5%

153,677 大阪府 大阪市 ＳｙｉＳｙｕ梅田店 サービス 理容・美容業 5%

153,678 大阪府 大阪市 ＳｙｉＳｙｕなんば本店 サービス 理容・美容業 5%
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153,679 大阪府 大阪市 ＳｙｉＳｙｕ西梅田店 サービス 理容・美容業 5%

153,680 大阪府 大阪市 ＺＩＺＺ　［ジズ］ 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,681 大阪府 大阪市 ＪＩＳ　ＵＭＥＤＡ サービス 飲食業 5%

153,682 大阪府 大阪市 Ｓｙ’ｓ　ｓｅｃｏｎｄ サービス 飲食業 5%

153,683 大阪府 大阪市 Ｇ－ＳＴＡＲ　ＳＴＯＲＥ　ＯＳＡＫＡ 小売業 衣料品 5%

153,684 大阪府 大阪市 Ｇ－ＳＴＡＲ　ＳＴＯＲＥ　ＯＳＡＫＡ 小売業 衣料品 5%

153,685 大阪府 大阪市 Ｇ－ＳＴＡＲＲＡＷＳＴＯＲＥ大阪梅田 小売業 衣料品 5%

153,686 大阪府 大阪市 ＪＩＳ　ＮＡＭＢＡ サービス 飲食業 5%

153,687 大阪府 大阪市 下町ウルフ サービス 飲食業 5%

153,688 大阪府 大阪市 しちりん焼肉　若葉屋　なんば店 サービス 飲食業 5%

153,689 大阪府 大阪市 シックオーガニゼーション 小売業 衣料品 5%

153,690 大阪府 大阪市 実用中国語学院 サービス その他サービス 5%

153,691 大阪府 大阪市 実用中国語学院　梅田校 サービス その他サービス 5%

153,692 大阪府 大阪市 シティルートホテル サービス 宿泊業 5%

153,693 大阪府 大阪市 シティロックジム サービス その他サービス 5%

153,694 大阪府 大阪市 自転車市場　新大阪店 小売業 その他小売 5%

153,695 大阪府 大阪市 じてんしゃ５ 小売業 その他小売 5%

153,696 大阪府 大阪市 シテンノウジワーク サービス その他サービス 5%

153,697 大阪府 大阪市 シナコバなんばウォーク店 小売業 衣料品 5%

153,698 大阪府 大阪市 シナコバ西梅田店 小売業 衣料品 5%

153,699 大阪府 大阪市 Ｇプラザ　上新庄店 小売業 その他小売 5%

153,700 大阪府 大阪市 司法書士法人ＳＢＣパートナーズ サービス その他サービス 5%

153,701 大阪府 大阪市 四万十家 サービス 飲食業 5%

153,702 大阪府 大阪市 清水谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,703 大阪府 大阪市 シミズメガネあべの 小売業 その他小売 5%

153,704 大阪府 大阪市 シミズメガネ今里 小売業 その他小売 5%

153,705 大阪府 大阪市 シミズメガネ鴫野 小売業 その他小売 5%

153,706 大阪府 大阪市 ＪＩＭＵ 小売業 衣料品 5%

153,707 大阪府 大阪市 ＧＹＭ＆ＢＡＲ　Ｓｈｏｕｔ 小売業 その他小売 5%

153,708 大阪府 大阪市 ＪＩＭＳ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

153,709 大阪府 大阪市 しもだミシン 小売業 電化製品 5%

153,710 大阪府 大阪市 シャイニングビューティーサロン サービス 理容・美容業 5%

153,711 大阪府 大阪市 シャーウッド　アーチェリー商会 小売業 その他小売 5%

153,712 大阪府 大阪市 石楠花 サービス 飲食業 5%

153,713 大阪府 大阪市 車検の速太郎　大阪中央店 サービス その他サービス 5%

153,714 大阪府 大阪市 写真箱 サービス その他サービス 5%

153,715 大阪府 大阪市 写真箱京橋店 サービス その他サービス 5%

153,716 大阪府 大阪市 写真箱九条店 サービス その他サービス 5%

153,717 大阪府 大阪市 写真箱玉造店 サービス その他サービス 5%

153,718 大阪府 大阪市 写真箱三国店 サービス その他サービス 5%

153,719 大阪府 大阪市 ジャストインタイム　桜川 サービス その他サービス 5%

153,720 大阪府 大阪市 ジャストインタイム　西天満 サービス その他サービス 5%
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153,721 大阪府 大阪市 ジャストインタイム　本町橋 サービス その他サービス 5%

153,722 大阪府 大阪市 ジャストカーテン　大阪梅田店 小売業 家具・調度品 5%

153,723 大阪府 大阪市 ジャストリレーション 小売業 その他小売 5%

153,724 大阪府 大阪市 ＪａｚｚＲｅｃｏｒｄｓｓｅｅｅｄ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,725 大阪府 大阪市 シャトルハウス 小売業 その他小売 5%

153,726 大阪府 大阪市 ＪＯＵＲＮＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　心斎橋 小売業 衣料品 5%

153,727 大阪府 大阪市 ＪＡＰＰＡＮドリーミー サービス その他サービス 5%

153,728 大阪府 大阪市 ジャパンナイトウォークツアー サービス その他サービス 5%

153,729 大阪府 大阪市 しゃぶしゃぶ桜　梅田店 サービス 飲食業 5%

153,730 大阪府 大阪市 しゃぶしゃぶ桜　本店 サービス 飲食業 5%

153,731 大阪府 大阪市 しゃぶ陣 サービス 飲食業 5%

153,732 大阪府 大阪市 ＪＡＭ　ＰＯＴ 小売業 その他小売 5%

153,733 大阪府 大阪市 写楽　大阪第一店 サービス 飲食業 5%

153,734 大阪府 大阪市 写楽　大阪第四店 サービス 飲食業 5%

153,735 大阪府 大阪市 シャレード　千林店　即時 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,736 大阪府 大阪市 シャレード　天神橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,737 大阪府 大阪市 シャレード　駒川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,738 大阪府 大阪市 シャローム美容室 サービス 理容・美容業 5%

153,739 大阪府 大阪市 じゃんぱら　大阪なんば店 小売業 電化製品 5%

153,740 大阪府 大阪市 じゃんぱら　大阪なんば２号店 小売業 電化製品 5%

153,741 大阪府 大阪市 じゃんぱら　大阪日本橋３号店 小売業 電化製品 5%

153,742 大阪府 大阪市 じゃんぱら　大阪本店 小売業 電化製品 5%

153,743 大阪府 大阪市 じゃんぼ總本店　相川駅前店 サービス 飲食業 5%

153,744 大阪府 大阪市 じゃんぼ總本店　今川店 サービス 飲食業 5%

153,745 大阪府 大阪市 じゃんぼ總本店　京阪関目駅前店 サービス 飲食業 5%

153,746 大阪府 大阪市 ＳＵＲＥ　ＳＴＹＬＥ 小売業 その他小売 5%

153,747 大阪府 大阪市 シューギャラリー　大阪駅前第２ビル店 小売業 衣料品 5%

153,748 大阪府 大阪市 シューギャラリー　堂島店 小売業 衣料品 5%

153,749 大阪府 大阪市 シューギャラリー　本町店 小売業 衣料品 5%

153,750 大阪府 大阪市 シュークリームｂａｒ サービス 飲食業 5%

153,751 大阪府 大阪市 十三ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,752 大阪府 大阪市 十三花園 小売業 その他小売 5%

153,753 大阪府 大阪市 十三花園　グリーン店 小売業 その他小売 5%

153,754 大阪府 大阪市 ＭｏｍｏｄａｎｉＨｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

153,755 大阪府 大阪市 ｃｈｏｕｅｔｔｅ梅田 小売業 衣料品 5%

153,756 大阪府 大阪市 ジュエリ－　はくつるゲン 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,757 大阪府 大阪市 ＪＥＷＥＬＲＹ　ＳＨＯＰ　ＭｉＫｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,758 大阪府 大阪市 ジュエリーパーク 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,759 大阪府 大阪市 シューギャラリー　第２ビル店 小売業 衣料品 5%

153,760 大阪府 大阪市 Ｃｈｏｕｑｕｅｔｔｅ 小売業 衣料品 5%

153,761 大阪府 大阪市 酒肴　紀乃 サービス 飲食業 5%

153,762 大阪府 大阪市 酒彩館繁稲 サービス 飲食業 5%
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153,763 大阪府 大阪市 ｃｈｏｕｃｈｏｕ　ｅｓｔｈｅｔｉｑｕｅ　ａｎｄ　ｙｏｇａ サービス 理容・美容業 5%

153,764 大阪府 大阪市 ジュスィコムジュスィ サービス 理容・美容業 5%

153,765 大阪府 大阪市 ＪＥＵＤＩＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

153,766 大阪府 大阪市 ＪＥＵＤＩ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

153,767 大阪府 大阪市 ＪＵＰＩＴＥＲ サービス 理容・美容業 5%

153,768 大阪府 大阪市 ジュビリー　心斎橋本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,769 大阪府 大阪市 酒房うおまん　ヨドバシウメダ店 サービス 飲食業 5%

153,770 大阪府 大阪市 酒楽洒　東梅田店 サービス 飲食業 5%

153,771 大阪府 大阪市 ＳｙｕｒｉＫａｋｉｍｏｔｏ サービス 理容・美容業 5%

153,772 大阪府 大阪市 ＳＨＲＥＤ 小売業 衣料品 5%

153,773 大阪府 大阪市 旬肴料理人　裕 サービス 飲食業 5%

153,774 大阪府 大阪市 旬菜 サービス 飲食業 5%

153,775 大阪府 大阪市 旬菜　ぼちぼち サービス 飲食業 5%

153,776 大阪府 大阪市 旬菜　楽 サービス 飲食業 5%

153,777 大阪府 大阪市 旬菜すし処慶鮓 サービス 飲食業 5%

153,778 大阪府 大阪市 旬彩ダイニング　一歩 サービス 飲食業 5%

153,779 大阪府 大阪市 旬彩ダイニング　きらく サービス 飲食業 5%

153,780 大阪府 大阪市 旬菜とお酒　まも梨 サービス 飲食業 5%

153,781 大阪府 大阪市 旬の酒場　さむらい サービス 飲食業 5%

153,782 大阪府 大阪市 旬和食と天麩羅京風おでん　大森 サービス 飲食業 5%

153,783 大阪府 大阪市 旬和席うおまん　淀屋橋ｏｄｏｎａ店 サービス 飲食業 5%

153,784 大阪府 大阪市 ＳＨＯＥＩクリエイト サービス その他サービス 5%

153,785 大阪府 大阪市 松栄堂大阪本町店 小売業 家具・調度品 5%

153,786 大阪府 大阪市 ＳＨＯＧＥＴＳＵ 小売業 食料品 5%

153,787 大阪府 大阪市 松竹亭　新館 サービス 飲食業 5%

153,788 大阪府 大阪市 松竹亭　中浜店 サービス 飲食業 5%

153,789 大阪府 大阪市 城東無線 小売業 電化製品 5%

153,790 大阪府 大阪市 じょうのや　北浜店 サービス 飲食業 5%

153,791 大阪府 大阪市 じょうのや　本店 サービス 飲食業 5%

153,792 大阪府 大阪市 乗馬用品・馬具専門店ジョッパーズ 小売業 その他小売 5%

153,793 大阪府 大阪市 尚美堂 サービス その他サービス 5%

153,794 大阪府 大阪市 昭和町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,795 大阪府 大阪市 昭和町南給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,796 大阪府 大阪市 昭和の普通のおうちスタジオ＋１ サービス その他サービス 5%

153,797 大阪府 大阪市 食彩酒房　ごいちや サービス 飲食業 5%

153,798 大阪府 大阪市 食彩炉ばた　こころ サービス 飲食業 5%

153,799 大阪府 大阪市 食品館　アプロ　南市岡店 小売業 食料品 5%

153,800 大阪府 大阪市 叙々苑キッチン　大阪扇町店 小売業 食料品 5%

153,801 大阪府 大阪市 ショック　上新庄店 小売業 衣料品 5%

153,802 大阪府 大阪市 ショットバー　バッフィ・バルバ サービス 飲食業 5%

153,803 大阪府 大阪市 ＳＨＯＴＢＲＡＩＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,804 大阪府 大阪市 ジョルダン　ナビオ阪急 小売業 衣料品 5%
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153,805 大阪府 大阪市 白樺の宿 サービス 宿泊業 5%

153,806 大阪府 大阪市 Ｇｉｒａｆｆｅ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

153,807 大阪府 大阪市 シルク喜連瓜破駅前イオン店 小売業 その他小売 5%

153,808 大阪府 大阪市 シルビア 小売業 その他小売 5%

153,809 大阪府 大阪市 シルビア　梅田 小売業 その他小売 5%

153,810 大阪府 大阪市 ＳＨＩＲＯ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

153,811 大阪府 大阪市 城北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,812 大阪府 大阪市 しろくまちゃんち サービス 理容・美容業 5%

153,813 大阪府 大阪市 信 サービス 飲食業 5%

153,814 大阪府 大阪市 新　お多福 サービス 飲食業 5%

153,815 大阪府 大阪市 新今里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,816 大阪府 大阪市 シンエイ建設 小売業 その他小売 5%

153,817 大阪府 大阪市 新大阪北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,818 大阪府 大阪市 新大阪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,819 大阪府 大阪市 新大阪サニーストンホテル サービス 宿泊業 5%

153,820 大阪府 大阪市 新大阪サンプラザホテル サービス 宿泊業 5%

153,821 大阪府 大阪市 新大阪サンプラザホテル サービス 宿泊業 5%

153,822 大阪府 大阪市 新大阪南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,823 大阪府 大阪市 ジンオート桜川店 サービス その他サービス 5%

153,824 大阪府 大阪市 ジンオート本町店 サービス その他サービス 5%

153,825 大阪府 大阪市 ジンオート　梅田営業所 サービス その他サービス 5%

153,826 大阪府 大阪市 ジンオート　桜川営業所 サービス その他サービス 5%

153,827 大阪府 大阪市 ジンオート　平野営業所 サービス その他サービス 5%

153,828 大阪府 大阪市 ジンオートレンタカー　本町営業所 サービス その他サービス 5%

153,829 大阪府 大阪市 新華物産 小売業 家具・調度品 5%

153,830 大阪府 大阪市 新京愛館 サービス 飲食業 5%

153,831 大阪府 大阪市 Ｔｈｉｎｋ　Ｂｅｅ　！　大阪店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,832 大阪府 大阪市 Ｔｈｉｎｋ　Ｂｅｅ　ファミリーセール 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,833 大阪府 大阪市 Ｔｈｉｎｋ　Ｂｅｅ　Ｓａｌｏｎ 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,834 大阪府 大阪市 Ｔｈｉｎｋ　Ｂｅｅ　Ｓａｌｏｎ 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,835 大阪府 大阪市 Ｔｈｉｎｋ　Ｂｅｅ　！　Ｓｈｏｐ 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,836 大阪府 大阪市 新光写真館 サービス その他サービス 5%

153,837 大阪府 大阪市 心斎橋ＡＭＯＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

153,838 大阪府 大阪市 心斎橋サンボウル サービス その他サービス 5%

153,839 大阪府 大阪市 紳士服飾　テーラーイマイ 小売業 衣料品 5%

153,840 大阪府 大阪市 シンショク食堂　大阪市消防局　１ サービス 飲食業 5%

153,841 大阪府 大阪市 しん動物病院 サービス その他サービス 5%

153,842 大阪府 大阪市 新東洋服店 小売業 衣料品 5%

153,843 大阪府 大阪市 新福島どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

153,844 大阪府 大阪市 シンプルウィッシュ千林店 小売業 衣料品 5%

153,845 大阪府 大阪市 シンメトリー梅田店 サービス その他サービス 5%

153,846 大阪府 大阪市 シンメトリー梅田本店 小売業 その他小売 5%
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153,847 大阪府 大阪市 シンメトリー大阪駅前店 サービス その他サービス 5%

153,848 大阪府 大阪市 新森本通米穀店 小売業 食料品 5%

153,849 大阪府 大阪市 ＺＯＯ 小売業 衣料品 5%

153,850 大阪府 大阪市 粋餐　石和川　１Ｆ サービス 飲食業 5%

153,851 大阪府 大阪市 粋餐　石和川　２Ｆ サービス 飲食業 5%

153,852 大阪府 大阪市 水素セラピー　マイトリー サービス その他サービス 5%

153,853 大阪府 大阪市 睡眠考房まつい 小売業 その他小売 5%

153,854 大阪府 大阪市 ＳＷＩＴＣＨ 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,855 大阪府 大阪市 スーパーラジコン大阪日本橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,856 大阪府 大阪市 ＳＩ　ＥＴ　ＳＩＳＩＳＩ 小売業 衣料品 5%

153,857 大阪府 大阪市 スエヒロ 小売業 衣料品 5%

153,858 大阪府 大阪市 菅尾時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,859 大阪府 大阪市 スキップ　玉出店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,860 大阪府 大阪市 スギマタサイクル ＳＵＧＩＭＡＴＡ ＣＹＣＬＥ 小売業 その他小売 5%

153,861 大阪府 大阪市 すきやきダイニングＨｉｒｏ サービス 飲食業 5%

153,862 大阪府 大阪市 鮨　かなさ サービス 飲食業 5%

153,863 大阪府 大阪市 鮨　たくま サービス 飲食業 5%

153,864 大阪府 大阪市 鮨　春政 サービス 飲食業 5%

153,865 大阪府 大阪市 鮨　ＭＡＵ サービス 飲食業 5%

153,866 大阪府 大阪市 鮨　まつやま サービス 飲食業 5%

153,867 大阪府 大阪市 鮨　ゆうじろう サービス 飲食業 5%

153,868 大阪府 大阪市 すし割烹　神代　南畳屋町店 サービス 飲食業 5%

153,869 大阪府 大阪市 寿司割烹　藤井 サービス 飲食業 5%

153,870 大阪府 大阪市 鮨ご馳走処　やく藏 サービス 飲食業 5%

153,871 大阪府 大阪市 寿司田　大阪北新地店 サービス 飲食業 5%

153,872 大阪府 大阪市 鮨天寿 サービス 飲食業 5%

153,873 大阪府 大阪市 すし処　神代 サービス 飲食業 5%

153,874 大阪府 大阪市 すし処　神代　北新地別館 サービス 飲食業 5%

153,875 大阪府 大阪市 すし処　神代　北新地堂島店 サービス 飲食業 5%

153,876 大阪府 大阪市 すし処　神代　千舟店 サービス 飲食業 5%

153,877 大阪府 大阪市 すし処　つま美 サービス 飲食業 5%

153,878 大阪府 大阪市 鮨処　敏 サービス 飲食業 5%

153,879 大阪府 大阪市 鮨処　一 サービス 飲食業 5%

153,880 大阪府 大阪市 鮨処　平野 サービス 飲食業 5%

153,881 大阪府 大阪市 鮨処　よし田 サービス 飲食業 5%

153,882 大阪府 大阪市 鮨と肴　蔵 サービス 飲食業 5%

153,883 大阪府 大阪市 寿司バール　漁祭　心斎橋店 サービス 飲食業 5%

153,884 大阪府 大阪市 寿司　林田 サービス 飲食業 5%

153,885 大阪府 大阪市 寿司バール　漁祭 サービス 飲食業 5%

153,886 大阪府 大阪市 寿司バール　漁祭　京橋店 サービス 飲食業 5%

153,887 大阪府 大阪市 寿司広 サービス 飲食業 5%

153,888 大阪府 大阪市 寿司　ふたば屋 小売業 その他小売 5%
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153,889 大阪府 大阪市 すしまる屋 サービス 飲食業 5%

153,890 大阪府 大阪市 寿し門司 小売業 その他小売 5%

153,891 大阪府 大阪市 スタイル 小売業 衣料品 5%

153,892 大阪府 大阪市 スター漢方上本町店 小売業 その他小売 5%

153,893 大阪府 大阪市 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｆｕｌｉｅ サービス その他サービス 5%

153,894 大阪府 大阪市 ｓｔｕｄｉｏＬｉｂ． サービス その他サービス 5%

153,895 大阪府 大阪市 ＳｔａｒＭａｋｅｒＳｔｕｄｉｏ心斎橋 サービス その他サービス 5%

153,896 大阪府 大阪市 ＳＵＩＴ５７９ 小売業 衣料品 5%

153,897 大阪府 大阪市 スティルフラン 小売業 衣料品 5%

153,898 大阪府 大阪市 ステージモリモト 小売業 衣料品 5%

153,899 大阪府 大阪市 ステーキスタンド又三郎 サービス 飲食業 5%

153,900 大阪府 大阪市 ステーキハウスイル・カポン梅田阪急グラン サービス 飲食業 5%

153,901 大阪府 大阪市 ステーキハウス　寿々 サービス 飲食業 5%

153,902 大阪府 大阪市 ステュディオ・ダ・ルチザン 小売業 衣料品 5%

153,903 大阪府 大阪市 ステラマリス サービス 理容・美容業 5%

153,904 大阪府 大阪市 ＳＴＯＣＫ　ＯＵＴＬＥＴ 小売業 衣料品 5%

153,905 大阪府 大阪市 すなおや　新大阪店 サービス 飲食業 5%

153,906 大阪府 大阪市 すなおや　西中島 サービス 飲食業 5%

153,907 大阪府 大阪市 すなおや　東三国店 サービス 飲食業 5%

153,908 大阪府 大阪市 すなおや　三国店 サービス 飲食業 5%

153,909 大阪府 大阪市 すなおや食堂　別館 サービス 飲食業 5%

153,910 大阪府 大阪市 スニーカーショップスキット　大阪 小売業 衣料品 5%

153,911 大阪府 大阪市 スーパーサンエー　住吉店 小売業 食料品 5%

153,912 大阪府 大阪市 素肌美容研究所 サービス 理容・美容業 5%

153,913 大阪府 大阪市 素肌美容研究所　梅田 サービス 理容・美容業 5%

153,914 大阪府 大阪市 素肌美容研究所　難波 サービス 理容・美容業 5%

153,915 大阪府 大阪市 ｓｏｕｐ 小売業 家具・調度品 5%

153,916 大阪府 大阪市 Ｓｐｒｅａｄ サービス 飲食業 5%

153,917 大阪府 大阪市 ＳＯＵＶＥＮＩＲ　ＳＨＯＰ　ＭＩＫＩ 小売業 家具・調度品 5%

153,918 大阪府 大阪市 スポーツ　ミツハシ　梅田Ｅａｓｔ 小売業 その他小売 5%

153,919 大阪府 大阪市 スポ－ツ館ミツハシ　ＭＳ梅田店 小売業 その他小売 5%

153,920 大阪府 大阪市 スマイルコンタクト　大阪駅前店 小売業 その他小売 5%

153,921 大阪府 大阪市 スマイルコンタクト　上新庄店 小売業 その他小売 5%

153,922 大阪府 大阪市 スマイルレコード 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

153,923 大阪府 大阪市 すまほ屋　天神橋 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,924 大阪府 大阪市 炭割烹　誉 サービス 飲食業 5%

153,925 大阪府 大阪市 炭の屋　南巽店 サービス 飲食業 5%

153,926 大阪府 大阪市 炭美酒菜　一馬力 サービス 飲食業 5%

153,927 大阪府 大阪市 炭火酒菜ニョッキ サービス 飲食業 5%

153,928 大阪府 大阪市 炭火手焼き鰻　堀忠 サービス 飲食業 5%

153,929 大阪府 大阪市 炭火焼鳥　蔵々 サービス 飲食業 5%

153,930 大阪府 大阪市 炭火焼鳥　政 サービス 飲食業 5%

3667



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

153,931 大阪府 大阪市 炭火焼鳥＆中華小皿　凡龍 サービス 飲食業 5%

153,932 大阪府 大阪市 炭火焼鳥専門店　ひろすけ サービス 飲食業 5%

153,933 大阪府 大阪市 炭火焼鳥　匠 サービス 飲食業 5%

153,934 大阪府 大阪市 炭火やきとり　森田 サービス 飲食業 5%

153,935 大阪府 大阪市 炭火焼肉　一兆 サービス 飲食業 5%

153,936 大阪府 大阪市 炭火焼肉　かがり火 サービス 飲食業 5%

153,937 大阪府 大阪市 炭火焼肉　河内屋　京橋 サービス 飲食業 5%

153,938 大阪府 大阪市 炭火焼肉　ＣｏＣｏＲｏ サービス 飲食業 5%

153,939 大阪府 大阪市 炭火焼肉清次郎 サービス 飲食業 5%

153,940 大阪府 大阪市 炭火焼肉全力ホルモンふみや サービス 飲食業 5%

153,941 大阪府 大阪市 炭火焼肉もん太 サービス 飲食業 5%

153,942 大阪府 大阪市 炭火焼みや澤 サービス 飲食業 5%

153,943 大阪府 大阪市 炭火焼みや澤　東野田店 サービス 飲食業 5%

153,944 大阪府 大阪市 炭火焼料理専門店　和元 サービス 飲食業 5%

153,945 大阪府 大阪市 炭味家えびす丸 サービス 飲食業 5%

153,946 大阪府 大阪市 炭焼庵　福園 サービス 飲食業 5%

153,947 大阪府 大阪市 炭焼酒場すもぉ～き～ サービス 飲食業 5%

153,948 大阪府 大阪市 炭焼地鶏　鳥健 小売業 食料品 5%

153,949 大阪府 大阪市 炭焼地鶏　鳥健 サービス 飲食業 5%

153,950 大阪府 大阪市 炭焼地鶏　鳥健 サービス 飲食業 5%

153,951 大阪府 大阪市 炭焼地鶏　煽 サービス 飲食業 5%

153,952 大阪府 大阪市 炭焼き専門　ひととき サービス 飲食業 5%

153,953 大阪府 大阪市 炭焼とフレンチ　はっさく サービス 飲食業 5%

153,954 大阪府 大阪市 炭焼レストラン　又三郎 サービス 飲食業 5%

153,955 大阪府 大阪市 スリー・ディーズ　〔催事〕 小売業 衣料品 5%

153,956 大阪府 大阪市 スリーエム 小売業 衣料品 5%

153,957 大阪府 大阪市 スリーク今福鶴見店 サービス 理容・美容業 5%

153,958 大阪府 大阪市 スール 小売業 衣料品 5%

153,959 大阪府 大阪市 スローケアパーラー サービス その他サービス 5%

153,960 大阪府 大阪市 スローケアパーラー サービス その他サービス 5%

153,961 大阪府 大阪市 正正堂（健眼眼鏡） 小売業 その他小売 5%

153,962 大阪府 大阪市 生鮮卸市場ケント福島店 小売業 食料品 5%

153,963 大阪府 大阪市 精肉・卸の肉バル　Ｓａｎｏｓｏ サービス 飲食業 5%

153,964 大阪府 大阪市 精肉やまたけ　上六店 小売業 食料品 5%

153,965 大阪府 大阪市 聖バルナバ病院売店 小売業 その他小売 5%

153,966 大阪府 大阪市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　ベルファ都島 サービス その他サービス 5%

153,967 大阪府 大阪市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　三国本町 サービス その他サービス 5%

153,968 大阪府 大阪市 青藍 サービス 飲食業 5%

153,969 大阪府 大阪市 聖和動物病院 サービス その他サービス 5%

153,970 大阪府 大阪市 積水化学大阪本社食堂 サービス 飲食業 5%

153,971 大阪府 大阪市 関根珈琲 小売業 食料品 5%

153,972 大阪府 大阪市 セサンクヘアデザイン　御幣島支店 サービス 理容・美容業 5%
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153,973 大阪府 大阪市 接方来　心斎橋店 サービス 飲食業 5%

153,974 大阪府 大阪市 ｚｅｐｈｙｒ サービス 理容・美容業 5%

153,975 大阪府 大阪市 ＳＥＶＥＮＨＩＬＬＳ 小売業 衣料品 5%

153,976 大阪府 大阪市 セブンマルイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

153,977 大阪府 大阪市 ｃｅｒｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

153,978 大阪府 大阪市 セリナ梅田店 サービス 理容・美容業 5%

153,979 大阪府 大阪市 セリナ茶屋町店 サービス 理容・美容業 5%

153,980 大阪府 大阪市 ＳＡＬＥ　ＮＡＫＡＭＵＲＡＹＡ 小売業 衣料品 5%

153,981 大阪府 大阪市 セ－ルスディビジョン サービス その他サービス 5%

153,982 大阪府 大阪市 セルビックサロン直営店 小売業 その他小売 5%

153,983 大阪府 大阪市 セルフ・内環巽東給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,984 大阪府 大阪市 セルフステーション春日出 小売業 ガソリンスタンド 2%

153,985 大阪府 大阪市 ＳＥＬＥＣＴ　ＳＨＯＰ　ＢＲＥＮＤＡ 小売業 衣料品 5%

153,986 大阪府 大阪市 ゼロ４西中島店 サービス その他サービス 5%

153,987 大阪府 大阪市 ゼロ４南方店 サービス その他サービス 5%

153,988 大阪府 大阪市 658 小売業 衣料品 5%

153,989 大阪府 大阪市 善庵 サービス 飲食業 5%

153,990 大阪府 大阪市 鮮魚と郷土料理の店　たつと サービス 飲食業 5%

153,991 大阪府 大阪市 センシャス　Ｍ・Ｎ 小売業 衣料品 5%

153,992 大阪府 大阪市 ＺＥＮＳＴＹＬＥ　一作　新大阪店 サービス 飲食業 5%

153,993 大阪府 大阪市 ＺＥＮＳＴＹＬＥ　一作　新大阪店 サービス 飲食業 5%

153,994 大阪府 大阪市 ＳＥＮＳＯ　ＵＮＩＣＯ　ＬＩＬＩＴＨ 小売業 衣料品 5%

153,995 大阪府 大阪市 センソユニコ　カーサ　南船場店 小売業 衣料品 5%

153,996 大阪府 大阪市 センターホテル　大阪 サービス 宿泊業 5%

153,997 大阪府 大阪市 セントオーディン 小売業 衣料品 5%

153,998 大阪府 大阪市 千日前　はつせ サービス 飲食業 5%

153,999 大阪府 大阪市 ＳＥＮＢＡ サービス 飲食業 5%

154,000 大阪府 大阪市 船場ひさ家 サービス 飲食業 5%

154,001 大阪府 大阪市 せんば呉服　心斎橋店 小売業 衣料品 5%

154,002 大阪府 大阪市 せんば呉服　天神橋５丁目店 小売業 衣料品 5%

154,003 大阪府 大阪市 せんば呉服　天神橋３丁目店 小売業 衣料品 5%

154,004 大阪府 大阪市 仙馬自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

154,005 大阪府 大阪市 仙福南陽堂 小売業 家具・調度品 5%

154,006 大阪府 大阪市 千本松大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,007 大阪府 大阪市 鮮や丸 サービス 飲食業 5%

154,008 大阪府 大阪市 メガネのセンリ 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,009 大阪府 大阪市 ソアラネイル サービス 理容・美容業 5%

154,010 大阪府 大阪市 相互白衣　今市支店 小売業 衣料品 5%

154,011 大阪府 大阪市 相互ユニフォ－ムセンタ－ 小売業 衣料品 5%

154,012 大阪府 大阪市 惣菜酒房　きままや サービス 飲食業 5%

154,013 大阪府 大阪市 創作居酒屋　男前 サービス 飲食業 5%

154,014 大阪府 大阪市 創作居酒屋　よっとこ サービス 飲食業 5%
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154,015 大阪府 大阪市 創作串揚げ料理専門店青空 サービス 飲食業 5%

154,016 大阪府 大阪市 蒼天／眞／廣川 サービス 飲食業 5%

154,017 大阪府 大阪市 ｓｏｔ＆ｌｉｐ　大阪店 小売業 衣料品 5%

154,018 大阪府 大阪市 ＳＯＴＨＹＳ サービス 理容・美容業 5%

154,019 大阪府 大阪市 ソティス　インストティテュート　ギンザ サービス 理容・美容業 5%

154,020 大阪府 大阪市 外塚個人タクシ－ サービス 運輸業 5%

154,021 大阪府 大阪市 ソニエ 小売業 衣料品 5%

154,022 大阪府 大阪市 そのだや八万 サービス 飲食業 5%

154,023 大阪府 大阪市 蕎麦酒房　天 サービス 飲食業 5%

154,024 大阪府 大阪市 蕎麦酒房ふくまる サービス 飲食業 5%

154,025 大阪府 大阪市 そば処松風 サービス 飲食業 5%

154,026 大阪府 大阪市 蕎麦と地鶏串焼　弦 サービス 飲食業 5%

154,027 大阪府 大阪市 そばよし　阿倍野店 サービス 飲食業 5%

154,028 大阪府 大阪市 そばよし　大手前店 サービス 飲食業 5%

154,029 大阪府 大阪市 そばよし心斎橋店 サービス 飲食業 5%

154,030 大阪府 大阪市 そばよし西中島店 サービス 飲食業 5%

154,031 大阪府 大阪市 ＳＯＡＰ 小売業 衣料品 5%

154,032 大阪府 大阪市 ソファ専門店ＮＯＹＥＳ大阪心斎橋ショー 小売業 家具・調度品 5%

154,033 大阪府 大阪市 ソフトバンク 小売業 電化製品 5%

154,034 大阪府 大阪市 ソフトバンク　九条 小売業 電化製品 5%

154,035 大阪府 大阪市 ソフトバンク　長居公園東 小売業 電化製品 5%

154,036 大阪府 大阪市 蒼?ＳＯＲＡ? サービス 飲食業 5%

154,037 大阪府 大阪市 ソライロキッチン　テンシバ サービス 飲食業 5%

154,038 大阪府 大阪市 ＳＯＬＥ心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

154,039 大阪府 大阪市 soin de brace 上新庄店 サービス 理容・美容業 5%

154,040 大阪府 大阪市 soin de brace calme × nail salon Coffret 瓜破店 サービス 理容・美容業 5%

154,041 大阪府 大阪市 soin de brace cerne × nail salon Coffret 心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

154,042 大阪府 大阪市 soin de brace × nail salon Coffret あべの店 サービス 理容・美容業 5%

154,043 大阪府 大阪市 ソンティ サービス 理容・美容業 5%

154,044 大阪府 大阪市 ＴＡＲＧＥＴＰＬＡＮＴＳ 小売業 その他小売 5%

154,045 大阪府 大阪市 タイガーオート 小売業 その他小売 5%

154,046 大阪府 大阪市 大喜 小売業 衣料品 5%

154,047 大阪府 大阪市 大源味噌 小売業 食料品 5%

154,048 大阪府 大阪市 大幸庵玄 サービス 飲食業 5%

154,049 大阪府 大阪市 大衆酒場　一富士 サービス 飲食業 5%

154,050 大阪府 大阪市 大衆酒場マルタカ サービス 飲食業 5%

154,051 大阪府 大阪市 大衆焼肉ホルモン　大松 サービス 飲食業 5%

154,052 大阪府 大阪市 大正動物医療センター サービス その他サービス 5%

154,053 大阪府 大阪市 大正橋給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,054 大阪府 大阪市 株式会社　台新 小売業 家具・調度品 5%

154,055 大阪府 大阪市 有限会社　大信質舗 小売業 その他小売 5%

154,056 大阪府 大阪市 大寅蒲鉾　北浜店 小売業 食料品 5%
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154,057 大阪府 大阪市 Ｔｉｎｙ　ＯＳＡＫＡ 小売業 衣料品 5%

154,058 大阪府 大阪市 ＤＩＮＮＩＮＧＣＡＦＥ　ＤＡＮ サービス 飲食業 5%

154,059 大阪府 大阪市 ダイニングテ－ブル サービス 飲食業 5%

154,060 大阪府 大阪市 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｍ’ｓ サービス 飲食業 5%

154,061 大阪府 大阪市 ダイニングバー　ｋ’ｓ サービス 飲食業 5%

154,062 大阪府 大阪市 ダイニングバー　美ら島物語 サービス 飲食業 5%

154,063 大阪府 大阪市 ダイニングバー　楽都 サービス 飲食業 5%

154,064 大阪府 大阪市 ダイニングバ－　ルジュ サービス 飲食業 5%

154,065 大阪府 大阪市 大福屋 小売業 衣料品 5%

154,066 大阪府 大阪市 大福屋　洋服部 小売業 衣料品 5%

154,067 大阪府 大阪市 大福屋　洋服部 小売業 衣料品 5%

154,068 大阪府 大阪市 Ｔｈａｉ　Ｆｌｅｘ サービス その他サービス 5%

154,069 大阪府 大阪市 タイヤーサービスセンター　大阪中 小売業 その他小売 5%

154,070 大阪府 大阪市 タイヤーサービスセンター　守口店 小売業 その他小売 5%

154,071 大阪府 大阪市 株式会社タイヤシヨツプさつま 小売業 その他小売 5%

154,072 大阪府 大阪市 タイヤ持ち込み交換専門Ｖ．Ｓ．Ｓ東淀川店 サービス その他サービス 5%

154,073 大阪府 大阪市 太陽スポーツ　健歩館 小売業 その他小売 5%

154,074 大阪府 大阪市 Ｔｈａｉ－ｌａｘ２４ サービス その他サービス 5%

154,075 大阪府 大阪市 ダイワサイクル　生野店 小売業 その他小売 5%

154,076 大阪府 大阪市 ダイワサイクル　歌島橋店 小売業 その他小売 5%

154,077 大阪府 大阪市 ダイワサイクル　大池橋店 小売業 その他小売 5%

154,078 大阪府 大阪市 ダイワサイクル　京橋店 小売業 その他小売 5%

154,079 大阪府 大阪市 ダイワサイクル　喜連瓜破店 小売業 その他小売 5%

154,080 大阪府 大阪市 ダイワサイクル　住之江店 小売業 その他小売 5%

154,081 大阪府 大阪市 ダイワサイクル　玉出店 小売業 その他小売 5%

154,082 大阪府 大阪市 ダイワサイクル　平野加美店 小売業 その他小売 5%

154,083 大阪府 大阪市 ダイワサイクル　平野背戸口店 小売業 その他小売 5%

154,084 大阪府 大阪市 タウン平野町 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,085 大阪府 大阪市 タウン松屋町 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,086 大阪府 大阪市 高田パール大阪新阪急ホテル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,087 大阪府 大阪市 鷹野運送 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,088 大阪府 大阪市 高橋動物病院 サービス その他サービス 5%

154,089 大阪府 大阪市 高橋動物医院 サービス その他サービス 5%

154,090 大阪府 大阪市 タカモト電器 サービス その他サービス 5%

154,091 大阪府 大阪市 タカラ事務機 小売業 電化製品 5%

154,092 大阪府 大阪市 瀧川ホンダ販売 小売業 その他小売 5%

154,093 大阪府 大阪市 ＤＵＣＴＳＴＯＲＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,094 大阪府 大阪市 匠／肉屋のＹＯＳＨＩＤＡ サービス 飲食業 5%

154,095 大阪府 大阪市 タケオニシダ・ジャパン株式会社ロイヤル店 小売業 衣料品 5%

154,096 大阪府 大阪市 竹谷自動車工業 サービス その他サービス 5%

154,097 大阪府 大阪市 たこ焼酒場　しん家 サービス 飲食業 5%

154,098 大阪府 大阪市 たこ家道頓堀くくる　本店 サービス 飲食業 5%
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154,099 大阪府 大阪市 田島５丁目給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,100 大阪府 大阪市 ダスキンサーブ１００ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,101 大阪府 大阪市 ダスキンチャーム サービス その他サービス 2%

154,102 大阪府 大阪市 タータスストアー大阪 小売業 その他小売 5%

154,103 大阪府 大阪市 ＤＵＣＫ　ＴＡＩＬ 小売業 衣料品 5%

154,104 大阪府 大阪市 タックン株式会社 サービス その他サービス 5%

154,105 大阪府 大阪市 タックン大阪株式会社 サービス その他サービス 5%

154,106 大阪府 大阪市 Ｄａｒｔｓ　Ｄｒａｍａｔｔｉｃｏ　ＤＤ サービス 飲食業 5%

154,107 大阪府 大阪市 Ｄａｒｔｓ　Ｂａｒ　Ｆａｍｏｕｓ サービス 飲食業 5%

154,108 大阪府 大阪市 Ｔａａｔ サービス 理容・美容業 5%

154,109 大阪府 大阪市 タナカ　フォンテタナカ 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,110 大阪府 大阪市 タナカ　ベルタナカ 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,111 大阪府 大阪市 タナカ　宝石のタナカ 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,112 大阪府 大阪市 タナカ　メガネ・時計のタナカ 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,113 大阪府 大阪市 ［ＨＣ］田中芳電機商会本店 小売業 電化製品 5%

154,114 大阪府 大阪市 田辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,115 大阪府 大阪市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ谷町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,116 大阪府 大阪市 たびプラザ西長堀 サービス その他サービス 5%

154,117 大阪府 大阪市 たびプラザ西長堀 サービス その他サービス 5%

154,118 大阪府 大阪市 たびプラザ南森町 サービス その他サービス 5%

154,119 大阪府 大阪市 ダブルスリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,120 大阪府 大阪市 ダブルダブリュー サービス 理容・美容業 5%

154,121 大阪府 大阪市 ［ＨＣ］田部電気店 小売業 電化製品 5%

154,122 大阪府 大阪市 玉造ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,123 大阪府 大阪市 玉出西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,124 大阪府 大阪市 玉船ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,125 大阪府 大阪市 たまる サービス 飲食業 5%

154,126 大阪府 大阪市 タム　タム サービス 飲食業 5%

154,127 大阪府 大阪市 タユキ洋品店 小売業 衣料品 5%

154,128 大阪府 大阪市 たらふく サービス 飲食業 5%

154,129 大阪府 大阪市 太郎坊寿し サービス 飲食業 5%

154,130 大阪府 大阪市 ＤＡＮ 小売業 衣料品 5%

154,131 大阪府 大阪市 たんす屋　難波ウォーク一番街店 小売業 衣料品 5%

154,132 大阪府 大阪市 丹青堂　ＢＹ　Ｂｒｉｄｇｅ 小売業 家具・調度品 5%

154,133 大阪府 大阪市 丹青堂　本店 小売業 家具・調度品 5%

154,134 大阪府 大阪市 ＴＡＮＺＯ　大阪店 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,135 大阪府 大阪市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　なんば店 サービス 理容・美容業 5%

154,136 大阪府 大阪市 ＤＡＨ　ＭＤＣ　京橋店 サービス 理容・美容業 5%

154,137 大阪府 大阪市 ＤＡＨ　ＭＤＣ　天王寺店 サービス 理容・美容業 5%

154,138 大阪府 大阪市 タンバ家具 小売業 家具・調度品 5%

154,139 大阪府 大阪市 ｔｅａｍーｏｒａｎｇｅーｒｏａｄ サービス その他サービス 5%

154,140 大阪府 大阪市 ＣｈｅｅＭｏ　ｈａｐｐｙｈａｉｒｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%
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154,141 大阪府 大阪市 チェイスカンパニー サービス その他サービス 5%

154,142 大阪府 大阪市 Ｃｅｐｐｏ サービス 飲食業 5%

154,143 大阪府 大阪市 ｃｈｅｒｒｙ　ｈａｉｒ　ｂｙ　ｔｕｎｅ サービス 理容・美容業 5%

154,144 大阪府 大阪市 Ｃｅｎｔｏ　ｔｒｅｎｔａ 小売業 衣料品 5%

154,145 大阪府 大阪市 Ｃｅｎｔｏ　ｔｒｅｎｔａ　三休橋店 小売業 衣料品 5%

154,146 大阪府 大阪市 ＴｉｃｋｅｔｓＴｏｄａｙＳＨＩＮＳＡＩＢ サービス その他サービス 5%

154,147 大阪府 大阪市 千島町営業所 サービス その他サービス 2%

154,148 大阪府 大阪市 千鳥屋宗家大阪ドームシティ 小売業 食料品 5%

154,149 大阪府 大阪市 ＣＨＥＡＰ－ＴＯＣＫ 小売業 衣料品 5%

154,150 大阪府 大阪市 チャイナ・ダイニングα サービス 飲食業 5%

154,151 大阪府 大阪市 チャイニーズ　芹菜 サービス 飲食業 5%

154,152 大阪府 大阪市 中国茶房８心斎橋店 サービス 飲食業 5%

154,153 大阪府 大阪市 ＣｈｉｎｅｓｅＤｉｎｉｎｇ＆Ｂａｒ　蘭亭 サービス 飲食業 5%

154,154 大阪府 大阪市 チャイニーズ・ビストロ　蘭亭茶屋町店 サービス 飲食業 5%

154,155 大阪府 大阪市 チャオサイゴン　大阪肥後橋店 サービス 飲食業 5%

154,156 大阪府 大阪市 茶鹿の子 小売業 衣料品 5%

154,157 大阪府 大阪市 チャコールグリーン大阪 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,158 大阪府 大阪市 ちゃっぴー亭 サービス 飲食業 5%

154,159 大阪府 大阪市 Ｃｈａｒｍ　ｍａｔｅｒｉ サービス 理容・美容業 5%

154,160 大阪府 大阪市 ＣＨＡＲＭａｆｆｅｃｔ サービス 理容・美容業 5%

154,161 大阪府 大阪市 Ｃｈａｒｍｃｌａｓｓｙ サービス 理容・美容業 5%

154,162 大阪府 大阪市 チャルカ 小売業 その他小売 5%

154,163 大阪府 大阪市 中央市場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,164 大阪府 大阪市 中央軒・心斎橋店 サービス 飲食業 5%

154,165 大阪府 大阪市 中央軒和華蘭 サービス 飲食業 5%

154,166 大阪府 大阪市 中央フードサービス サービス 飲食業 5%

154,167 大阪府 大阪市 中華料理　福 サービス 飲食業 5%

154,168 大阪府 大阪市 中環鶴見インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,169 大阪府 大阪市 中環出戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,170 大阪府 大阪市 中環長吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,171 大阪府 大阪市 中国茶房８　なんば店 サービス 飲食業 5%

154,172 大阪府 大阪市 中国酒家　明元 サービス 飲食業 5%

154,173 大阪府 大阪市 中国酒菜　凛 サービス 飲食業 5%

154,174 大阪府 大阪市 中国料理　福星楼 サービス 飲食業 5%

154,175 大阪府 大阪市 酎房 まほろば サービス 飲食業 5%

154,176 大阪府 大阪市 酎房まほろば サービス 飲食業 5%

154,177 大阪府 大阪市 中房家 サービス 飲食業 5%

154,178 大阪府 大阪市 tutuBANANAアルビ住道店 サービス 飲食業 5%

154,179 大阪府 大阪市 長兵衛すし サービス 飲食業 5%

154,180 大阪府 大阪市 直売部 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,181 大阪府 大阪市 チョコレートハウスエクチュア 小売業 食料品 5%

154,182 大阪府 大阪市 千代田自動車工業所 サービス その他サービス 5%
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154,183 大阪府 大阪市 賃貸Ｎａｖｉホステル サービス その他サービス 5%

154,184 大阪府 大阪市 ちんどん　塚本店 サービス 飲食業 5%

154,185 大阪府 大阪市 ツイン田島６給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,186 大阪府 大阪市 塚本自転車店 小売業 その他小売 5%

154,187 大阪府 大阪市 塚本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,188 大阪府 大阪市 ツキアカリ サービス 飲食業 5%

154,189 大阪府 大阪市 つけ蕎麦あらた屋 サービス 飲食業 5%

154,190 大阪府 大阪市 辻電気商会 小売業 電化製品 5%

154,191 大阪府 大阪市 辻屋 サービス 飲食業 5%

154,192 大阪府 大阪市 辻芳 小売業 食料品 5%

154,193 大阪府 大阪市 筒井呉服店 小売業 衣料品 5%

154,194 大阪府 大阪市 ツデイズ　スペシャル 小売業 衣料品 5%

154,195 大阪府 大阪市 椿本めがね 小売業 その他小売 5%

154,196 大阪府 大阪市 津守ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,197 大阪府 大阪市 釣船　生駒 サービス 飲食業 5%

154,198 大阪府 大阪市 鶴見北 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,199 大阪府 大阪市 鶴見タクシー サービス 運輸業 5%

154,200 大阪府 大阪市 つるん． サービス 飲食業 5%

154,201 大阪府 大阪市 ｄＲ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

154,202 大阪府 大阪市 ディアワールド 小売業 その他小売 5%

154,203 大阪府 大阪市 ＴＧＩＦ！ 小売業 衣料品 5%

154,204 大阪府 大阪市 ＤＡＨ　梅田本店 サービス 理容・美容業 5%

154,205 大阪府 大阪市 ＤＡＨ　ＭＤＣ　ＮＵ茶屋町阪急梅田店 サービス 理容・美容業 5%

154,206 大阪府 大阪市 ＤＡＨ　大阪ヒルトンプラザ店 サービス 理容・美容業 5%

154,207 大阪府 大阪市 ＴＡＴ　梅田店 小売業 その他小売 5%

154,208 大阪府 大阪市 ＴＡＴ　心斎橋店 小売業 その他小売 5%

154,209 大阪府 大阪市 ＴＯＰ　催事 小売業 その他小売 5%

154,210 大阪府 大阪市 Ｔｉｋａ　心斎橋店 小売業 衣料品 5%

154,211 大阪府 大阪市 テイクオフ 小売業 その他小売 5%

154,212 大阪府 大阪市 Ｔ．Ｋ．ｉｔ’ｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

154,213 大阪府 大阪市 テイコク製薬社 小売業 その他小売 5%

154,214 大阪府 大阪市 テイコク製薬社　本社 小売業 その他小売 5%

154,215 大阪府 大阪市 テイコクファミリー薬局　今里店 小売業 その他小売 5%

154,216 大阪府 大阪市 テイコクファミリー薬局　上本町店 小売業 その他小売 5%

154,217 大阪府 大阪市 テイコクファミリー薬局　福島店 小売業 その他小売 5%

154,218 大阪府 大阪市 テイコクファミリー薬局　南巽店 小売業 その他小売 5%

154,219 大阪府 大阪市 テイコク薬店　十三店 小売業 その他小売 5%

154,220 大阪府 大阪市 テイコク薬局　弁天町店 小売業 その他小売 5%

154,221 大阪府 大阪市 テイコク薬局　南森町店 小売業 その他小売 5%

154,222 大阪府 大阪市 ｄａｙｓ　ｃｒａｆｔ 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,223 大阪府 大阪市 ディスクユニオン大阪店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,224 大阪府 大阪市 ディスクユニオン大阪クラシック館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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154,225 大阪府 大阪市 ディックバイク　ＤＩＣ　ＢＩＫＥ 小売業 その他小売 5%

154,226 大阪府 大阪市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅノイエス堂島大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,227 大阪府 大阪市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅノイエス西九条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,228 大阪府 大阪市 ティピーシー 小売業 電化製品 5%

154,229 大阪府 大阪市 Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ サービス 飲食業 5%

154,230 大阪府 大阪市 ＴＩＡＭ サービス 理容・美容業 5%

154,231 大阪府 大阪市 出入橋　助六 サービス 飲食業 5%

154,232 大阪府 大阪市 Ｄｅａｌ 小売業 その他小売 5%

154,233 大阪府 大阪市 テーラー尚美堂 小売業 衣料品 5%

154,234 大阪府 大阪市 テーラーブルー 小売業 衣料品 5%

154,235 大阪府 大阪市 てげてげ サービス 飲食業 5%

154,236 大阪府 大阪市 てこ舞 サービス 飲食業 5%

154,237 大阪府 大阪市 ＤＥＣＯＲＡ 小売業 衣料品 5%

154,238 大阪府 大阪市 デザート＊スプーン サービス 飲食業 5%

154,239 大阪府 大阪市 デザインポケット 小売業 その他小売 5%

154,240 大阪府 大阪市 手仕事工房　今福 小売業 衣料品 5%

154,241 大阪府 大阪市 デジタル特選館ＰＣコンフル梅田店 小売業 電化製品 5%

154,242 大阪府 大阪市 デジタル特選館ＰＣコンフルヲタロード先っ 小売業 電化製品 5%

154,243 大阪府 大阪市 デジタル特選館ＰＣコンフルなんば店 小売業 電化製品 5%

154,244 大阪府 大阪市 デジャヴ サービス 理容・美容業 5%

154,245 大阪府 大阪市 てづか動物病院 サービス その他サービス 5%

154,246 大阪府 大阪市 でっせ サービス 飲食業 5%

154,247 大阪府 大阪市 てっぱん　色彩 サービス 飲食業 5%

154,248 大阪府 大阪市 鉄板　福山 サービス 飲食業 5%

154,249 大阪府 大阪市 Ｔｅｐｐａｎ＆ｇｒｉｌｌ　Ｒ サービス 飲食業 5%

154,250 大阪府 大阪市 鉄板居酒屋　ＯＨＡＮＡ サービス 飲食業 5%

154,251 大阪府 大阪市 鉄板串酒場　しん家 サービス 飲食業 5%

154,252 大阪府 大阪市 鉄板厨房　広島焼き　お多福 サービス 飲食業 5%

154,253 大阪府 大阪市 鉄板とワイン　ＢＵＮＣＨ サービス 飲食業 5%

154,254 大阪府 大阪市 鉄板焼　福太郎 サービス 飲食業 5%

154,255 大阪府 大阪市 鉄板焼　誉 サービス 飲食業 5%

154,256 大阪府 大阪市 鉄板焼きお好み焼き　ｏｒｉｂｅ サービス 飲食業 5%

154,257 大阪府 大阪市 鉄板焼酒場　弦さん サービス 飲食業 5%

154,258 大阪府 大阪市 鉄板焼ステーキ隠岐 サービス 飲食業 5%

154,259 大阪府 大阪市 ＪＭ／鉄板焼ＢＯＮ サービス 飲食業 5%

154,260 大阪府 大阪市 鉄板焼とワイン　ＣＯＣＯＬＯ サービス 飲食業 5%

154,261 大阪府 大阪市 鉄板料理　嵯助 サービス 飲食業 5%

154,262 大阪府 大阪市 鉄板料理要 サービス 飲食業 5%

154,263 大阪府 大阪市 てっぽう サービス 飲食業 5%

154,264 大阪府 大阪市 デフィー　梅田茶屋町店 小売業 その他小売 5%

154,265 大阪府 大阪市 デフィー　心斎橋店 小売業 その他小売 5%

154,266 大阪府 大阪市 デフィー　難波店 小売業 その他小売 5%
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154,267 大阪府 大阪市 ＤＥＭＵＲＥ サービス 理容・美容業 2%

154,268 大阪府 大阪市 テーラーフィールズ　北堀江 小売業 衣料品 5%

154,269 大阪府 大阪市 寺本洋服店 小売業 衣料品 5%

154,270 大阪府 大阪市 照　梅田店 サービス 飲食業 5%

154,271 大阪府 大阪市 テレマークスキーショップ　ＳＯＵ 小売業 その他小売 5%

154,272 大阪府 大阪市 傳 サービス 飲食業 5%

154,273 大阪府 大阪市 でん サービス 飲食業 5%

154,274 大阪府 大阪市 でんがく季節料理　おかじま サービス 飲食業 5%

154,275 大阪府 大阪市 電撃串坊主 サービス 飲食業 5%

154,276 大阪府 大阪市 電材本舗テック 小売業 電化製品 5%

154,277 大阪府 大阪市 天使の木 サービス その他サービス 5%

154,278 大阪府 大阪市 天神橋バンビの森どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

154,279 大阪府 大阪市 天太 サービス 飲食業 5%

154,280 大阪府 大阪市 天天酒家　谷町店 サービス 飲食業 5%

154,281 大阪府 大阪市 天天酒家　なんば西店 サービス 飲食業 5%

154,282 大阪府 大阪市 ＴＥＮＤＯショップ大阪支店 小売業 家具・調度品 5%

154,283 大阪府 大阪市 天王寺ラグーンホテル サービス 宿泊業 5%

154,284 大阪府 大阪市 天の幸山の幸　淀屋橋ユニゾ店 サービス 飲食業 5%

154,285 大阪府 大阪市 天びん棒 サービス 飲食業 5%

154,286 大阪府 大阪市 てんぷら　木坂 サービス 飲食業 5%

154,287 大阪府 大阪市 天ぷら　大坂屋　草哲 サービス 飲食業 5%

154,288 大阪府 大阪市 天ぷら　心斎橋　一哲 サービス 飲食業 5%

154,289 大阪府 大阪市 天ぷら・鉄板焼酒場　しん家 サービス 飲食業 5%

154,290 大阪府 大阪市 てんぷら・鉄板義 サービス 飲食業 5%

154,291 大阪府 大阪市 ＴＥＭＰＯ 小売業 衣料品 5%

154,292 大阪府 大阪市 天満ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,293 大阪府 大阪市 天満橋　藤かわ サービス 飲食業 5%

154,294 大阪府 大阪市 天六ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,295 大阪府 大阪市 土井縫工所　大阪店 小売業 衣料品 5%

154,296 大阪府 大阪市 陶器　やまもと 小売業 その他小売 5%

154,297 大阪府 大阪市 童具店　大阪 小売業 家具・調度品 5%

154,298 大阪府 大阪市 ＴｕＫＴｕＫ サービス その他サービス 5%

154,299 大阪府 大阪市 Ｔｗｏ　Ｃｈｅｆｓ サービス 飲食業 5%

154,300 大阪府 大阪市 堂島喫茶ＳＵＩ サービス 飲食業 5%

154,301 大阪府 大阪市 桃酔 サービス 飲食業 5%

154,302 大阪府 大阪市 ＤＥＵＸＩＥＭＥ　ＣＬＡＳＳＥ　心斎橋店 小売業 衣料品 5%

154,303 大阪府 大阪市 ＴＯＤＡＹ　ＩＳ　ＴＨＥ　ＤＡＹ 小売業 衣料品 5%

154,304 大阪府 大阪市 道頓堀ＫＯＲＩ－ＲＥＬＡＸ サービス その他サービス 5%

154,305 大阪府 大阪市 Ｄｏｔｏｎｂｏｒｉ　１６　Ａｐａｒｔｍｅｎｔ サービス 宿泊業 5%

154,306 大阪府 大阪市 道頓堀ＦＯＲＥＳＴアメリカ村店 サービス その他サービス 5%

154,307 大阪府 大阪市 道頓堀ＦＯＲＥＳＴ道頓堀本店 サービス その他サービス 5%

154,308 大阪府 大阪市 道頓堀ホテル サービス 宿泊業 5%
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154,309 大阪府 大阪市 ＴＯＮＡＩ　ａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

154,310 大阪府 大阪市 ＴＯＮＡＩ　ｌｉｆ サービス 理容・美容業 5%

154,311 大阪府 大阪市 動物雑貨　オンリープラネット 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,312 大阪府 大阪市 トータルエステティックサロン　ガラシャ サービス 理容・美容業 5%

154,313 大阪府 大阪市 トータルボディメンテナンスＫＡＮＯＡ サービス 理容・美容業 5%

154,314 大阪府 大阪市 ＴｏＮａｉ　ｆｌａｐ サービス 理容・美容業 5%

154,315 大阪府 大阪市 トーワブツクス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,316 大阪府 大阪市 十勝そば　つざわ サービス 飲食業 5%

154,317 大阪府 大阪市 ＴＯＫＩＡ　アメリカ村店 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,318 大阪府 大阪市 ＴＯＫＩＡ　梅田茶屋町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,319 大阪府 大阪市 ＴＯＫＩＡ　戎橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,320 大阪府 大阪市 ＴＯＫＩＡ　心斎橋筋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,321 大阪府 大阪市 ＴＯＫＩＡ　ＳＥＬＥＣＴ　心斎橋 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,322 大阪府 大阪市 常盤町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,323 大阪府 大阪市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,324 大阪府 大阪市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ淀川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,325 大阪府 大阪市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ上新庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,326 大阪府 大阪市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ長居公園店 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,327 大阪府 大阪市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅネオス高津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,328 大阪府 大阪市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ御幣島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,329 大阪府 大阪市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ南森町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,330 大阪府 大阪市 徳山 サービス 飲食業 5%

154,331 大阪府 大阪市 時計倉庫ＴＯＫＩＡ　心斎橋中央店 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,332 大阪府 大阪市 時計倉庫ＴＯＫＩＡ　南船場店 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,333 大阪府 大阪市 とこうば サービス 理容・美容業 5%

154,334 大阪府 大阪市 ドコモショップ　あびこ店 小売業 電化製品 5%

154,335 大阪府 大阪市 ドコモショップ長居店 小売業 その他小売 2%

154,336 大阪府 大阪市 ドコモショップ　本町店 小売業 その他小売 2%

154,337 大阪府 大阪市 ドコモショップあべちか店 小売業 その他小売 2%

154,338 大阪府 大阪市 ドコモショップ歌島橋店 小売業 その他小売 2%

154,339 大阪府 大阪市 土佐堀通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,340 大阪府 大阪市 ｔｏｔａｌｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎＭｅｒｃｉ サービス 理容・美容業 5%

154,341 大阪府 大阪市 ト－タルボディ－ケアステ－ション京橋 サービス その他サービス 5%

154,342 大阪府 大阪市 ＤＯ－ＣＨＥ サービス 理容・美容業 5%

154,343 大阪府 大阪市 ＤＯＣＨＥ　平野店 サービス 理容・美容業 5%

154,344 大阪府 大阪市 ｔｏｔｏ　ＢＵＲＧＥＲ サービス 飲食業 5%

154,345 大阪府 大阪市 ＴＯＮＡＩ　Ｒｅｍ サービス 理容・美容業 5%

154,346 大阪府 大阪市 ＴＯＮＩ＆ＧＵＹ　梅田茶屋町店 サービス 理容・美容業 5%

154,347 大阪府 大阪市 トニック楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,348 大阪府 大阪市 ＴＯＰＯ　ＤＥ　ＭＩＮＯ 小売業 その他小売 5%

154,349 大阪府 大阪市 燈火 サービス 飲食業 5%

154,350 大阪府 大阪市 トモダサイクル サービス 飲食業 5%
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154,351 大阪府 大阪市 豊里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,352 大阪府 大阪市 豊里西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,353 大阪府 大阪市 トヨハヤ 小売業 その他小売 5%

154,354 大阪府 大阪市 虎寿司　淀川店 サービス 飲食業 5%

154,355 大阪府 大阪市 ドラッグ　アカカベ　中川店 小売業 その他小売 5%

154,356 大阪府 大阪市 ドラッグアカカベ　阿波座店 小売業 その他小売 5%

154,357 大阪府 大阪市 ドラッグアカカベ　生野小路店 小売業 その他小売 5%

154,358 大阪府 大阪市 ドラッグアカカベ　放出西店 小売業 その他小売 5%

154,359 大阪府 大阪市 ドラッグアカカベ　平野北店 小売業 その他小売 5%

154,360 大阪府 大阪市 ドラッグストアアカカベ　阿波座店 小売業 その他小売 5%

154,361 大阪府 大阪市 ドラッグストアアカカベ　淡路町店 小売業 その他小売 5%

154,362 大阪府 大阪市 ドラッグストアアカカベ　生野小路店 小売業 その他小売 5%

154,363 大阪府 大阪市 ドラッグストアアカカベ　今福店 小売業 その他小売 5%

154,364 大阪府 大阪市 ドラッグストアアカカベ　京橋店 小売業 その他小売 5%

154,365 大阪府 大阪市 ドラッグストアアカカベ　船場店 小売業 その他小売 5%

154,366 大阪府 大阪市 ドラッグストアアカカベ　中川店 小売業 その他小売 5%

154,367 大阪府 大阪市 ドラッグストアアカカベ　放出西店 小売業 その他小売 5%

154,368 大阪府 大阪市 ドラッグストアアカカベ　肥後橋店 小売業 その他小売 5%

154,369 大阪府 大阪市 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＢＡＲ　ＧＩＯＲＮＯ サービス 飲食業 5%

154,370 大阪府 大阪市 トラットリア　パッパ サービス 飲食業 5%

154,371 大阪府 大阪市 トラットリアダジャコモ サービス 飲食業 5%

154,372 大阪府 大阪市 トラットリア　ダ　プーピ サービス 飲食業 5%

154,373 大阪府 大阪市 とらの穴 サービス 飲食業 5%

154,374 大阪府 大阪市 とらのあな　梅田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,375 大阪府 大阪市 とらのあな　梅田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,376 大阪府 大阪市 とらのあな　なんば店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,377 大阪府 大阪市 とらのあな　なんば店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,378 大阪府 大阪市 とらのあな梅田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,379 大阪府 大阪市 Ｄｒｕｍ＆Ｂａｓｓ　　Ｒｅｃｏｒｅｄ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,380 大阪府 大阪市 ドラム缶京橋店 サービス 飲食業 5%

154,381 大阪府 大阪市 ドラムステーション大阪プレミアム 小売業 その他小売 5%

154,382 大阪府 大阪市 ＤＯＲＩＡＮＩリーガロイヤルホテル 小売業 衣料品 5%

154,383 大阪府 大阪市 鳥いってつ　西中島本店 サービス 飲食業 5%

154,384 大阪府 大阪市 鳥いってつ　北浜店 サービス 飲食業 5%

154,385 大阪府 大阪市 鳥いってつ　新大阪店 サービス 飲食業 5%

154,386 大阪府 大阪市 鶏皮鶏飯 サービス 飲食業 5%

154,387 大阪府 大阪市 ｔｒｉｃｏ　上新庄店 サービス 理容・美容業 5%

154,388 大阪府 大阪市 ｔｏｒｉｃｏ３５８ サービス 飲食業 5%

154,389 大阪府 大阪市 鳥茂 サービス 飲食業 5%

154,390 大阪府 大阪市 とりだん　京橋店 サービス 飲食業 5%

154,391 大阪府 大阪市 とりだん　十三店 サービス 飲食業 5%

154,392 大阪府 大阪市 とりだん　住之江店 サービス 飲食業 5%
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154,393 大阪府 大阪市 とりだん　住之江店 サービス 飲食業 5%

154,394 大阪府 大阪市 とりだん　千林店 サービス 飲食業 5%

154,395 大阪府 大阪市 とりだん　平野店 サービス 飲食業 5%

154,396 大阪府 大阪市 とりだん　深江橋店 サービス 飲食業 5%

154,397 大阪府 大阪市 とり天 サービス 飲食業 5%

154,398 大阪府 大阪市 ＴＯＲＩＤＯＲＩ サービス 飲食業 5%

154,399 大阪府 大阪市 とりなべ　やまと　北新地 サービス 飲食業 5%

154,400 大阪府 大阪市 とりの極 サービス 飲食業 5%

154,401 大阪府 大阪市 鳥八珍 サービス 飲食業 5%

154,402 大阪府 大阪市 とりへい サービス 飲食業 5%

154,403 大阪府 大阪市 トリントン　ティールーム サービス 飲食業 5%

154,404 大阪府 大阪市 ＤＯＬＣＥ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

154,405 大阪府 大阪市 ＤＯＬＣＥ　ｈａｉｒ　今里店 サービス 理容・美容業 5%

154,406 大阪府 大阪市 ＤＯＬＣＥ　ｈａｉｒ　天満店 サービス 理容・美容業 5%

154,407 大阪府 大阪市 ＤＯＬＣＥ　ｈａｉｒ　横堤店 サービス 理容・美容業 5%

154,408 大阪府 大阪市 トレカチャンス　日本橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,409 大阪府 大阪市 ドレス　アンド　ドレス 小売業 衣料品 5%

154,410 大阪府 大阪市 ｄｒｅｓｓｓａｌｏｎ　Ｌｏｖｉｎ サービス その他サービス 5%

154,411 大阪府 大阪市 ドレスプリンセスあべの店 サービス その他サービス 5%

154,412 大阪府 大阪市 ドレスベネデッタ心斎橋店 サービス その他サービス 5%

154,413 大阪府 大阪市 トレチェントウノ 小売業 衣料品 5%

154,414 大阪府 大阪市 とんかつ　かつ喜　玉出店 サービス 飲食業 5%

154,415 大阪府 大阪市 とんかつ　とん娘 サービス 飲食業 5%

154,416 大阪府 大阪市 とんかつかつ喜　長吉長原店 サービス 飲食業 5%

154,417 大阪府 大阪市 とん娘 サービス 飲食業 5%

154,418 大阪府 大阪市 とん彩や　福島店 サービス 飲食業 5%

154,419 大阪府 大阪市 どん呑　谷町店 サービス 飲食業 5%

154,420 大阪府 大阪市 ｎａｉａ サービス 理容・美容業 5%

154,421 大阪府 大阪市 ｎａｉａ サービス 理容・美容業 5%

154,422 大阪府 大阪市 中井電機 小売業 電化製品 5%

154,423 大阪府 大阪市 ナカイ電機 小売業 電化製品 5%

154,424 大阪府 大阪市 中井電機株式会社 小売業 電化製品 5%

154,425 大阪府 大阪市 中井電機株式会社 小売業 電化製品 5%

154,426 大阪府 大阪市 長居南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,427 大阪府 大阪市 ナガサワ文具センター　梅田茶屋町店 小売業 その他小売 5%

154,428 大阪府 大阪市 中島工業団地ＴＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,429 大阪府 大阪市 なか匠 サービス 飲食業 5%

154,430 大阪府 大阪市 なかたに亭 サービス 飲食業 5%

154,431 大阪府 大阪市 中々 小売業 食料品 5%

154,432 大阪府 大阪市 中々 サービス 飲食業 5%

154,433 大阪府 大阪市 中之島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,434 大阪府 大阪市 中之島　あんず亭 サービス 飲食業 5%
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154,435 大阪府 大阪市 中之島ミューズ サービス 飲食業 5%

154,436 大阪府 大阪市 長堀 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,437 大阪府 大阪市 ＮＡＫＡＭＯＳｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

154,438 大阪府 大阪市 長柄橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,439 大阪府 大阪市 流れる千年 小売業 その他小売 5%

154,440 大阪府 大阪市 なごみ サービス 飲食業 5%

154,441 大阪府 大阪市 なごみ庵旬のさち サービス 飲食業 5%

154,442 大阪府 大阪市 和み料理　もりと サービス 飲食業 5%

154,443 大阪府 大阪市 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｔａｓｔｅ　Ｎ サービス 飲食業 5%

154,444 大阪府 大阪市 ナチュラルガーデン　天神橋店 サービス その他サービス 5%

154,445 大阪府 大阪市 ナチュラルガーデン　淀屋橋ｏｄｏ サービス その他サービス 5%

154,446 大阪府 大阪市 ナチュラルヘア 小売業 その他小売 5%

154,447 大阪府 大阪市 ナチュラルヘア 小売業 その他小売 5%

154,448 大阪府 大阪市 ｋｎａｃｋ サービス 理容・美容業 5%

154,449 大阪府 大阪市 ｋｎａｃｋあべの サービス 理容・美容業 5%

154,450 大阪府 大阪市 ｋｎａｃｋ梅田 サービス 理容・美容業 5%

154,451 大阪府 大阪市 ｋｎａｃｋＧＡＲＤＥＮ サービス 理容・美容業 5%

154,452 大阪府 大阪市 ｋｎａｃｋ西梅田店 サービス 理容・美容業 5%

154,453 大阪府 大阪市 なつのき動物病院 サービス その他サービス 5%

154,454 大阪府 大阪市 ナツメ サービス 理容・美容業 5%

154,455 大阪府 大阪市 なにわ 小売業 家具・調度品 5%

154,456 大阪府 大阪市 なにわ　あびこ店 小売業 家具・調度品 5%

154,457 大阪府 大阪市 なにわ　阿倍野店 小売業 家具・調度品 5%

154,458 大阪府 大阪市 なにわ　生野店 小売業 家具・調度品 5%

154,459 大阪府 大阪市 ナニワ　ガンショップ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,460 大阪府 大阪市 なにわ　千林店 小売業 家具・調度品 5%

154,461 大阪府 大阪市 なにわ　天神橋店 小売業 家具・調度品 5%

154,462 大阪府 大阪市 なにわ　長居店 小売業 家具・調度品 5%

154,463 大阪府 大阪市 なにわ　野田店 小売業 家具・調度品 5%

154,464 大阪府 大阪市 ナニワ海老丸本舗 サービス 飲食業 5%

154,465 大阪府 大阪市 浪速割烹　昇 サービス 飲食業 5%

154,466 大阪府 大阪市 ナニワ商会 小売業 電化製品 5%

154,467 大阪府 大阪市 浪速育　松月 小売業 食料品 5%

154,468 大阪府 大阪市 なにわ動物クリニック サービス その他サービス 5%

154,469 大阪府 大阪市 浪速の隠れ家　楽屋 サービス 飲食業 5%

154,470 大阪府 大阪市 ナノハナ サービス 理容・美容業 5%

154,471 大阪府 大阪市 ナノハナ サービス 理容・美容業 5%

154,472 大阪府 大阪市 ナポリの窯 文の里店 サービス 飲食業 2%

154,473 大阪府 大阪市 鳴門 サービス 飲食業 5%

154,474 大阪府 大阪市 鳴戸 サービス 宿泊業 5%

154,475 大阪府 大阪市 なるほどの酒房　なる　阿倍野店 サービス 飲食業 5%

154,476 大阪府 大阪市 なるほどの酒房　なる　平野店 サービス 飲食業 5%
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154,477 大阪府 大阪市 南海部品 小売業 その他小売 5%

154,478 大阪府 大阪市 南海部品　本店　ピット 小売業 その他小売 5%

154,479 大阪府 大阪市 南港通りいぬねこ病院 サービス その他サービス 5%

154,480 大阪府 大阪市 南地千房　心斎橋店 サービス 飲食業 5%

154,481 大阪府 大阪市 なんでも酒やカクヤス　道頓堀店 小売業 食料品 5%

154,482 大阪府 大阪市 なんでも酒やカクヤスなんば西店 小売業 食料品 5%

154,483 大阪府 大阪市 なんば鶏皮鶏飯 サービス 飲食業 5%

154,484 大阪府 大阪市 ナンバプラザホテル サービス 宿泊業 5%

154,485 大阪府 大阪市 南里文具店 小売業 家具・調度品 5%

154,486 大阪府 大阪市 ＮＥＡＲ 小売業 衣料品 5%

154,487 大阪府 大阪市 ニーズサービス サービス その他サービス 5%

154,488 大阪府 大阪市 肉バル　ＧＡＭ サービス 飲食業 5%

154,489 大阪府 大阪市 ２９８　梅田店 サービス 飲食業 5%

154,490 大阪府 大阪市 ２９８　梅田店　上階 サービス 飲食業 5%

154,491 大阪府 大阪市 二光自動車 サービス その他サービス 5%

154,492 大阪府 大阪市 ニコニコレンタカー・吉井モータース サービス その他サービス 5%

154,493 大阪府 大阪市 西尾　本店 小売業 衣料品 5%

154,494 大阪府 大阪市 西河／ひまり サービス 飲食業 5%

154,495 大阪府 大阪市 西中島自転車店 小売業 その他小売 5%

154,496 大阪府 大阪市 株式会社西日本書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

154,497 大阪府 大阪市 西村株式会社　大阪支店 小売業 その他小売 2%

154,498 大阪府 大阪市 ニッコー　淡路店 小売業 食料品 5%

154,499 大阪府 大阪市 ニッコー　大正店 小売業 食料品 5%

154,500 大阪府 大阪市 ニッコー　波徐店 小売業 食料品 5%

154,501 大阪府 大阪市 ニッセンシェイプ・サロン　スプラッシュ 小売業 衣料品 5%

154,502 大阪府 大阪市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・プラージュ 小売業 衣料品 5%

154,503 大阪府 大阪市 ニッセンシェイプ・サロン　パワーズ 小売業 衣料品 5%

154,504 大阪府 大阪市 ニッセンシェイプファンデサロンアンディ 小売業 衣料品 5%

154,505 大阪府 大阪市 ニッセンシェイプファンデサロンドオーシャ 小売業 衣料品 5%

154,506 大阪府 大阪市 ニッセンシェイプファンデサロンドチェーロ 小売業 衣料品 5%

154,507 大阪府 大阪市 ニッセンシェイプファンデ　バウフェリス 小売業 衣料品 5%

154,508 大阪府 大阪市 ニッセンシェイプファンデサロンドファブー 小売業 衣料品 5%

154,509 大阪府 大阪市 ニッセンシェイプファンデサロンバンビーナ 小売業 衣料品 5%

154,510 大阪府 大阪市 ニッセンシェイプファンデサロン美メイク 小売業 衣料品 5%

154,511 大阪府 大阪市 ニッタ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,512 大阪府 大阪市 株式会社　ニッタ人形店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,513 大阪府 大阪市 二刀流 サービス 飲食業 5%

154,514 大阪府 大阪市 日本ジェムセンター 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,515 大阪府 大阪市 日本ジェムセンター 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,516 大阪府 大阪市 日本酒うなぎだに離れ サービス 飲食業 5%

154,517 大阪府 大阪市 日本食品サンプル普及協会 小売業 家具・調度品 5%

154,518 大阪府 大阪市 日本食レストラン　祭 サービス 飲食業 5%
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154,519 大阪府 大阪市 日本橋（丸三石油） 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,520 大阪府 大阪市 日本ユニティ 小売業 その他小売 5%

154,521 大阪府 大阪市 日本料理梅堂 サービス 飲食業 5%

154,522 大阪府 大阪市 ｎｕａｇｅＪａｐｏｎ サービス 飲食業 5%

154,523 大阪府 大阪市 ニュー平野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,524 大阪府 大阪市 ニューオーサカホテル［宴会］ サービス 宿泊業 5%

154,525 大阪府 大阪市 ニューオーサカホテル　１３Ｆベルビュー サービス 宿泊業 5%

154,526 大阪府 大阪市 ニューオーサカホテル　フロント１ サービス 宿泊業 5%

154,527 大阪府 大阪市 ニューオーサカホテル　フロント３ サービス 宿泊業 5%

154,528 大阪府 大阪市 ニューオーサカホテル　フロント２ サービス 宿泊業 5%

154,529 大阪府 大阪市 Ｎｅｗ　Ｇａｔｅ 小売業 その他小売 5%

154,530 大阪府 大阪市 ＮＵ－ｂｅａｕｔｙ西天満 サービス 理容・美容業 5%

154,531 大阪府 大阪市 ＮＥＷ　ＢＲＩＧＨＴ サービス 理容・美容業 5%

154,532 大阪府 大阪市 ニューポートコンタクト 小売業 その他小売 5%

154,533 大阪府 大阪市 ニューロッサ 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,534 大阪府 大阪市 にらめっ子 サービス 飲食業 5%

154,535 大阪府 大阪市 二和鳥 サービス 飲食業 5%

154,536 大阪府 大阪市 にんにくや　大阪店 サービス 飲食業 5%

154,537 大阪府 大阪市 ＮＵＵＫ サービス 理容・美容業 5%

154,538 大阪府 大阪市 ヌーボーテ・ド・カロー 小売業 衣料品 5%

154,539 大阪府 大阪市 ネイルサロン　オートクチュール サービス 理容・美容業 5%

154,540 大阪府 大阪市 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｓｏｕ　阿倍野店 サービス 理容・美容業 5%

154,541 大阪府 大阪市 ｎａｉｌｓａｌｏｎＳＯＵ　京橋店 サービス 理容・美容業 5%

154,542 大阪府 大阪市 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ＳＯＵ　心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

154,543 大阪府 大阪市 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ＳＯＵ　ナンバ店 サービス 理容・美容業 5%

154,544 大阪府 大阪市 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ｍｉｎｔ サービス 理容・美容業 5%

154,545 大阪府 大阪市 ＮＡＩＬ　ＳＡＬＯＮ　ＡＮＥＬＡ サービス 理容・美容業 5%

154,546 大阪府 大阪市 ｎａｉｌｓａｌｏｎｃｈｉｐｉｅ サービス 理容・美容業 5%

154,547 大阪府 大阪市 ｎａｉｌｓａｌｏｎＳＯＵ　西梅田店 サービス 理容・美容業 5%

154,548 大阪府 大阪市 ネイルサロンハナアオヤマ　福島店 サービス 理容・美容業 5%

154,549 大阪府 大阪市 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｆｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

154,550 大阪府 大阪市 ネイルパートナー　大阪店 小売業 その他小売 5%

154,551 大阪府 大阪市 ｎａｉｌｒｏｏｍ　ｍａｋｔｕｂ サービス 理容・美容業 5%

154,552 大阪府 大阪市 ネオ・テニスプラザ住之江　プロシ 小売業 その他小売 5%

154,553 大阪府 大阪市 ｎｅｘｔ．．肉ＭＡＲＫＥＴ天王寺店 サービス 飲食業 5%

154,554 大阪府 大阪市 Ｎｅｘｔ　ｂｏｄｙ サービス 理容・美容業 5%

154,555 大阪府 大阪市 熱血かんたろう サービス 飲食業 5%

154,556 大阪府 大阪市 ＮＯＡ サービス 理容・美容業 5%

154,557 大阪府 大阪市 ＮＯＡ　都島店 サービス 理容・美容業 5%

154,558 大阪府 大阪市 ＮＯＲＴＨ　ＳＨＯＲＥ サービス 飲食業 5%

154,559 大阪府 大阪市 ＮＯＲＴＨＳＨＯＲＥ　ＧＲＥＥＮ サービス 飲食業 5%

154,560 大阪府 大阪市 ｎｏｒｔｈｓｈｏｒｅｇｒｅｅｎ サービス 飲食業 5%
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154,561 大阪府 大阪市 野田阪神カイロプラクティック整体院 サービス その他サービス 5%

154,562 大阪府 大阪市 ＮＯＴＯＭＡＮＩＡ サービス 理容・美容業 5%

154,563 大阪府 大阪市 信長書店　梅田東通店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,564 大阪府 大阪市 信長書店　大阪駅前第一ビル店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,565 大阪府 大阪市 信長書店　難波店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,566 大阪府 大阪市 信長書店日本橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,567 大阪府 大阪市 信長書店　日本橋別館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,568 大阪府 大阪市 Ｎｏｖｅｌ； 小売業 衣料品 5%

154,569 大阪府 大阪市 ノマド サービス 理容・美容業 5%

154,570 大阪府 大阪市 野間洋服店 小売業 衣料品 5%

154,571 大阪府 大阪市 のむら化粧品店 小売業 その他小売 5%

154,572 大阪府 大阪市 のり友 サービス 飲食業 5%

154,573 大阪府 大阪市 Ｂａｒ　Ｉｎｓｉｄｅ　Ｓａｔｉｅ サービス 飲食業 5%

154,574 大阪府 大阪市 Ｂａｒ　織田 サービス 飲食業 5%

154,575 大阪府 大阪市 Ｂａｒ　ｃｏｃｏ サービス 飲食業 5%

154,576 大阪府 大阪市 バー　瀧 サービス 飲食業 5%

154,577 大阪府 大阪市 ｂａｒ　Ｔ　ｉ．ｓ．ｍ サービス 飲食業 5%

154,578 大阪府 大阪市 ＢＡＲ　ＵＮＫＮＯＷＮ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,579 大阪府 大阪市 Ｂａｒ　Ｈ サービス 飲食業 5%

154,580 大阪府 大阪市 ＢＡＲ　ＩＲＩＥ　ＬＩＦＥ サービス 飲食業 5%

154,581 大阪府 大阪市 バーアグレアブル サービス 飲食業 5%

154,582 大阪府 大阪市 パークサイドバイシクルズ サービス 飲食業 5%

154,583 大阪府 大阪市 株式会社パーソナルジムアドバンス サービス その他サービス 5%

154,584 大阪府 大阪市 ハートオプト　補聴器店 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,585 大阪府 大阪市 ＶＡＲＤ　ＲＨＹＴＨＭ サービス 飲食業 5%

154,586 大阪府 大阪市 ハートン動物病院 サービス その他サービス 5%

154,587 大阪府 大阪市 ハーブスパイスキッチン サービス 飲食業 5%

154,588 大阪府 大阪市 ハーブスパイスキッチン　生野店 サービス 飲食業 5%

154,589 大阪府 大阪市 ＢａｒＦｒｅｅｄｏｍ サービス 飲食業 5%

154,590 大阪府 大阪市 バー・ロボ・ムーン サービス 飲食業 5%

154,591 大阪府 大阪市 BURNSパーソナルトレーニングスタジオ サービス その他サービス 5%

154,592 大阪府 大阪市 バイキングバイク 小売業 その他小売 5%

154,593 大阪府 大阪市 バイクショップ　レジェンド 小売業 その他小売 5%

154,594 大阪府 大阪市 バイクショップクボ 小売業 その他小売 5%

154,595 大阪府 大阪市 Ｂｉｋｅ　ｓｈｏｐ　桜 小売業 その他小売 5%

154,596 大阪府 大阪市 バイクスター 小売業 その他小売 5%

154,597 大阪府 大阪市 バイシクルショップアルティ 小売業 その他小売 5%

154,598 大阪府 大阪市 ＰｉｌｅＤｒｉｖｅｒ サービス 飲食業 5%

154,599 大阪府 大阪市 Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　ＡＢＡ サービス 理容・美容業 5%

154,600 大阪府 大阪市 パウゼ サービス 理容・美容業 5%

154,601 大阪府 大阪市 ｐｏｗｄｅｒ　ｐａｐｅｒ　ｗｏｒｋｓ サービス 運輸業 5%

154,602 大阪府 大阪市 ＢＡＲ　Ａｎｇｅｌ サービス 飲食業 5%
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154,603 大阪府 大阪市 葉隠／鼓 サービス 飲食業 5%

154,604 大阪府 大阪市 博多もつ鍋大山心斎橋 サービス 飲食業 5%

154,605 大阪府 大阪市 ＰＡＲＫ　梅田店 サービス 理容・美容業 5%

154,606 大阪府 大阪市 學工房 小売業 家具・調度品 5%

154,607 大阪府 大阪市 博文栄光堂関西店 小売業 その他小売 5%

154,608 大阪府 大阪市 ＨａｃｏａＤＩＲＥＣＴＳＴＯＲＥ　なんば 小売業 家具・調度品 5%

154,609 大阪府 大阪市 ＨＡＺＡＲＤ 小売業 その他小売 5%

154,610 大阪府 大阪市 パシパラ　緑橋店 サービス 理容・美容業 5%

154,611 大阪府 大阪市 ＨＡＳＵ 小売業 その他小売 5%

154,612 大阪府 大阪市 ＨＡＳＵ 小売業 その他小売 5%

154,613 大阪府 大阪市 蓮　ＨＡＳＵ 小売業 その他小売 5%

154,614 大阪府 大阪市 バースデー　衣料館 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,615 大阪府 大阪市 バースデー　心斎橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,616 大阪府 大阪市 バースデー　新宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,617 大阪府 大阪市 パストラーレ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,618 大阪府 大阪市 ＨＡＳＥＰＲＯ　ＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

154,619 大阪府 大阪市 パソコンショップ　Ｔ＆Ａ 小売業 電化製品 5%

154,620 大阪府 大阪市 パソコンドック２４　本町店 サービス その他サービス 5%

154,621 大阪府 大阪市 パソコンドック２４　阿倍野店 サービス その他サービス 5%

154,622 大阪府 大阪市 パソコンドック２４扇町店 サービス その他サービス 5%

154,623 大阪府 大阪市 パソコンドック２４　新大阪店 サービス その他サービス 5%

154,624 大阪府 大阪市 はたごや　新大阪店 サービス 飲食業 5%

154,625 大阪府 大阪市 はちきん サービス 飲食業 5%

154,626 大阪府 大阪市 Ｐａｒｔｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,627 大阪府 大阪市 はつえダイニング サービス 飲食業 5%

154,628 大阪府 大阪市 バッカス サービス 飲食業 5%

154,629 大阪府 大阪市 パーツクラブ心斉橋店 小売業 その他小売 5%

154,630 大阪府 大阪市 ＰＡＰＰＡ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

154,631 大阪府 大阪市 バッフィ・バルバ　ウラ難波店 サービス 飲食業 5%

154,632 大阪府 大阪市 パティースリーチャウチャウ 小売業 その他小売 5%

154,633 大阪府 大阪市 パティオーク 小売業 その他小売 5%

154,634 大阪府 大阪市 ハート＆ＨＥＡＲＴ美容室 サービス 理容・美容業 5%

154,635 大阪府 大阪市 ハートオプト 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,636 大阪府 大阪市 ＰＡＤＯＭＡ サービス 理容・美容業 5%

154,637 大阪府 大阪市 ハドルギターズ 小売業 その他小売 5%

154,638 大阪府 大阪市 花菜 小売業 その他小売 5%

154,639 大阪府 大阪市 華桂 小売業 衣料品 5%

154,640 大阪府 大阪市 華喜 サービス 飲食業 5%

154,641 大阪府 大阪市 パナケイア サービス 理容・美容業 5%

154,642 大阪府 大阪市 花ごろも サービス 飲食業 5%

154,643 大阪府 大阪市 花田コーヒ 小売業 食料品 5%

154,644 大阪府 大阪市 放出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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154,645 大阪府 大阪市 花と海と緑のサロンＲｅａｆａ サービス その他サービス 5%

154,646 大阪府 大阪市 花童夢 小売業 その他小売 5%

154,647 大阪府 大阪市 花直園芸 小売業 その他小売 5%

154,648 大阪府 大阪市 花安園 小売業 その他小売 5%

154,649 大阪府 大阪市 花安園 小売業 その他小売 5%

154,650 大阪府 大阪市 花よし 小売業 その他小売 5%

154,651 大阪府 大阪市 Ｈｏｎｅｙ　ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

154,652 大阪府 大阪市 髪音色　Ｂａｒｂｅｒ サービス 理容・美容業 5%

154,653 大阪府 大阪市 ぱぴぷぺっと　大阪店 小売業 その他小売 5%

154,654 大阪府 大阪市 ハーブギャラリー　南森町店 小売業 食料品 5%

154,655 大阪府 大阪市 ハーブギャラリー　南森町店 小売業 食料品 5%

154,656 大阪府 大阪市 浜口寝具店 小売業 その他小売 5%

154,657 大阪府 大阪市 はまじま サービス 飲食業 5%

154,658 大阪府 大阪市 Ｂａｒ．Ｍｒ．ＴＡＮＡＫＡ サービス 飲食業 5%

154,659 大阪府 大阪市 パーミングプラザ　ふれんど サービス 理容・美容業 5%

154,660 大阪府 大阪市 ハヤシ サービス 飲食業 5%

154,661 大阪府 大阪市 パラダイス 小売業 衣料品 5%

154,662 大阪府 大阪市 パラダイスマーケット 小売業 衣料品 5%

154,663 大阪府 大阪市 原田時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,664 大阪府 大阪市 Ｐａｒａｂｏｏｔ大阪店 小売業 衣料品 5%

154,665 大阪府 大阪市 ハラペコ食堂 サービス 飲食業 5%

154,666 大阪府 大阪市 パラミ動物病院 サービス その他サービス 5%

154,667 大阪府 大阪市 ＰＡＲＡＭＥＸＩＣＯ 小売業 衣料品 5%

154,668 大阪府 大阪市 はり灸整体治療院　すずらん サービス その他サービス 5%

154,669 大阪府 大阪市 はりきゅうフラット♭ サービス 理容・美容業 5%

154,670 大阪府 大阪市 Ｐａｒｉｓ　Ｍａｒｒｙ サービス その他サービス 5%

154,671 大阪府 大阪市 バリニーズサロン　Ｒｉｍａ サービス その他サービス 5%

154,672 大阪府 大阪市 ハリネズミ専門ｃａｆｅ　ＨＡＲＲＹＷＯＯＤなんば店 サービス その他サービス 5%

154,673 大阪府 大阪市 Ｂａｒ　ｅＴｒａｔｔｒｉａＱＵＡＴＴＲＯ サービス 飲食業 5%

154,674 大阪府 大阪市 バール　ガルゴッタ サービス 飲食業 5%

154,675 大阪府 大阪市 パルクラブ 小売業 その他小売 5%

154,676 大阪府 大阪市 春駒寿し サービス 飲食業 5%

154,677 大阪府 大阪市 バルコラメント サービス 飲食業 5%

154,678 大阪府 大阪市 ＰＡＬＳＴＯＣＫ　南堀江店 小売業 衣料品 5%

154,679 大阪府 大阪市 パルストック　南堀江店 小売業 衣料品 5%

154,680 大阪府 大阪市 ＨＡＬ’ｚ サービス 理容・美容業 5%

154,681 大阪府 大阪市 はる動物病院 サービス その他サービス 5%

154,682 大阪府 大阪市 ＰＡＬ　ＰＡＬ 小売業 衣料品 5%

154,683 大阪府 大阪市 ＢａｒＭａｒ　エスパーニャ サービス 飲食業 5%

154,684 大阪府 大阪市 春桃小桟 サービス 宿泊業 5%

154,685 大阪府 大阪市 ＢＡＲ　ＲＡＹ－ＬＵＸＥ－ サービス 飲食業 5%

154,686 大阪府 大阪市 ハーレーダビッドソン　大阪 小売業 その他小売 5%
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154,687 大阪府 大阪市 晴晴 サービス 飲食業 5%

154,688 大阪府 大阪市 パレミュンヘン　南ＯＳプラザ店 サービス 飲食業 5%

154,689 大阪府 大阪市 ハローあゆ夢薬局 小売業 その他小売 5%

154,690 大阪府 大阪市 Ｈａｌｏｂｙｈａｐｐｙｈａｉｒｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

154,691 大阪府 大阪市 阪急東通り　焼肉一丁 サービス 飲食業 5%

154,692 大阪府 大阪市 ＶＡＮＧＯＯ サービス 理容・美容業 5%

154,693 大阪府 大阪市 播州 サービス 飲食業 5%

154,694 大阪府 大阪市 播州 サービス 飲食業 5%

154,695 大阪府 大阪市 阪神花園 小売業 その他小売 5%

154,696 大阪府 大阪市 阪神ロ－レルフ－ズ サービス 飲食業 5%

154,697 大阪府 大阪市 番鳥　千船店 サービス 飲食業 5%

154,698 大阪府 大阪市 ハンナピヤサ本店 サービス その他サービス 5%

154,699 大阪府 大阪市 はんぷ株式会社 サービス その他サービス 5%

154,700 大阪府 大阪市 ハンヤ印章店 小売業 その他小売 5%

154,701 大阪府 大阪市 ハン六　新大阪店 小売業 その他小売 5%

154,702 大阪府 大阪市 ＢｅｅｒＲｅｓｔａｕｒａｎｔＧＩＧＩ サービス 飲食業 5%

154,703 大阪府 大阪市 Ｐ＆Ｐ　てんま 小売業 電化製品 5%

154,704 大阪府 大阪市 Ｂ．Ｈ．ＢｒａｉｎリラクゼーションサロンＷｉｔｈ サービス 理容・美容業 5%

154,705 大阪府 大阪市 ＰＧ　ｋｕｒｏｍｏｎ サービス 宿泊業 5%

154,706 大阪府 大阪市 ＰＣワンズ 小売業 電化製品 5%

154,707 大阪府 大阪市 ＰＣワンズ 小売業 電化製品 5%

154,708 大阪府 大阪市 ＢＤ－ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

154,709 大阪府 大阪市 ピーナ毛馬 サービス 理容・美容業 5%

154,710 大阪府 大阪市 ピーナセントプレイス サービス 理容・美容業 5%

154,711 大阪府 大阪市 ピーナ都島 サービス 理容・美容業 5%

154,712 大阪府 大阪市 ＶｉｅｔＳｔｏｒｅ サービス その他サービス 5%

154,713 大阪府 大阪市 ｂｉｏｔｏｐ　梅田本店 小売業 その他小売 5%

154,714 大阪府 大阪市 ｂｉｏｔｏｐ　心斎橋店 小売業 その他小売 5%

154,715 大阪府 大阪市 ｂｉｏｔｏｐ北新地店 小売業 その他小売 5%

154,716 大阪府 大阪市 ＰＥＯＮＹＣＯＣＯ サービス 理容・美容業 5%

154,717 大阪府 大阪市 ＰＥＯＮＹＣＯＣＯ サービス 理容・美容業 5%

154,718 大阪府 大阪市 東心斎橋　アウン サービス 飲食業 5%

154,719 大阪府 大阪市 東住吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,720 大阪府 大阪市 東住吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,721 大阪府 大阪市 東三国コンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

154,722 大阪府 大阪市 ＨＩＫＡＲＩＳ　ｉｔａｋａｎｏ サービス 理容・美容業 5%

154,723 大阪府 大阪市 ＨＩＫＡＲＩＳ　ｈａｉｒ　相川店 サービス 理容・美容業 5%

154,724 大阪府 大阪市 ＨＩＫＡＲＩＳ　ｈａｉｒ　堀江店 サービス 理容・美容業 5%

154,725 大阪府 大阪市 ＨＩＫＡＲＩＳｈａｉｒ中崎店 サービス 理容・美容業 5%

154,726 大阪府 大阪市 ヒカリスポーツ 小売業 その他小売 5%

154,727 大阪府 大阪市 ヒカリスポーツ 小売業 その他小売 5%

154,728 大阪府 大阪市 ヒカリスポーツ（マービス） 小売業 その他小売 5%

3686



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

154,729 大阪府 大阪市 Ｂｅｇｉｎｎｅｒ’ｓ　Ｍｕｍ 小売業 その他小売 5%

154,730 大阪府 大阪市 Ｐｅａｋｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

154,731 大阪府 大阪市 ＰｉｇＳｔｙアメ村店 小売業 衣料品 5%

154,732 大阪府 大阪市 ＰｉｇＳｔｙ梅田店 小売業 衣料品 5%

154,733 大阪府 大阪市 ビグディー　サロン サービス 理容・美容業 5%

154,734 大阪府 大阪市 ＢＩＧＯＵＤＩ　ＳＡＬＯＮ　ＮＡＴＳＵＭＥ サービス 理容・美容業 5%

154,735 大阪府 大阪市 ＢＥＥＫＭＡＮ 小売業 衣料品 5%

154,736 大阪府 大阪市 Ｂ－ｃｏｎ　大阪店 小売業 家具・調度品 5%

154,737 大阪府 大阪市 ＰＩＺＺＡＳＴＡＮＤＮＹ サービス 飲食業 5%

154,738 大阪府 大阪市 Ｐｉｓｓｉ　Ｐｉｓｓｉ　Ｔｏｍｏ サービス 飲食業 5%

154,739 大阪府 大阪市 ビシクレッタ　塚本店 小売業 その他小売 5%

154,740 大阪府 大阪市 ＰＣコンフル　堺筋店 小売業 電化製品 5%

154,741 大阪府 大阪市 ビジネスイン谷町 サービス 宿泊業 5%

154,742 大阪府 大阪市 ビジネスホテル　加賀 サービス 宿泊業 5%

154,743 大阪府 大阪市 ビジネスホテル新なんば サービス 宿泊業 5%

154,744 大阪府 大阪市 ビジネスホテル新なんば サービス 宿泊業 5%

154,745 大阪府 大阪市 ビジネスホテル和香 サービス 宿泊業 5%

154,746 大阪府 大阪市 ビジュドグランマーブル周防町 小売業 食料品 5%

154,747 大阪府 大阪市 美章園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,748 大阪府 大阪市 美信 サービス その他サービス 5%

154,749 大阪府 大阪市 ビス　鷹宮店 小売業 食料品 5%

154,750 大阪府 大阪市 ＨＩＳＳ　ＧＡＴＥ 小売業 衣料品 5%

154,751 大阪府 大阪市 ＨＩＳＳ　ＧＡＴＥ 小売業 衣料品 5%

154,752 大阪府 大阪市 ＢＩＳＣＯ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

154,753 大阪府 大阪市 ビーズショップ　Ｊ４　大阪店 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,754 大阪府 大阪市 ビス千代 小売業 食料品 5%

154,755 大阪府 大阪市 ヒステリックグラマー　梅田エスト店 小売業 衣料品 5%

154,756 大阪府 大阪市 ヒステリックグラマー　ルクア大阪店 小売業 衣料品 5%

154,757 大阪府 大阪市 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｓｉｆｆｌｅｔ サービス 飲食業 5%

154,758 大阪府 大阪市 ｂｉｓｔｒｏ　ｔｅｒｒｏｉｒ サービス 飲食業 5%

154,759 大阪府 大阪市 Ｂｉｓｔｒｏ　ｄｅ　Ｒａｍｅｋｉｎ サービス 飲食業 5%

154,760 大阪府 大阪市 ビストロ　バル　羊の家　あべの店 サービス 飲食業 5%

154,761 大阪府 大阪市 ビストロ　マルセル サービス 飲食業 5%

154,762 大阪府 大阪市 ＢＩＳＴＲＯＱＵＥＴ　ＹＡＭＡＮＥ サービス 飲食業 5%

154,763 大阪府 大阪市 ビストロ　ソウルキッチン 小売業 食料品 5%

154,764 大阪府 大阪市 ビストロラメール サービス 飲食業 5%

154,765 大阪府 大阪市 ＢＥＡＤＳＦＡＣＴＯＲＹ大阪店 小売業 その他小売 5%

154,766 大阪府 大阪市 美撰堂 小売業 家具・調度品 5%

154,767 大阪府 大阪市 ｈｉｄａｍａｒｉ サービス 理容・美容業 5%

154,768 大阪府 大阪市 ビッグ　堂山店 小売業 食料品 5%

154,769 大阪府 大阪市 ＢＩＧ　ＭＡＧＩＣ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,770 大阪府 大阪市 ビッグアップル　ウエストサイド 小売業 衣料品 5%
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154,771 大阪府 大阪市 ビッグ　北新地店 小売業 食料品 5%

154,772 大阪府 大阪市 ＢＩＧＭＡＧＩＣなんば店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,773 大阪府 大阪市 BIG MAGIC なんば店1F 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,774 大阪府 大阪市 ビッシュハウジング サービス その他サービス 5%

154,775 大阪府 大阪市 Ｐｉｚｚａ　Ｆｏｒｔｕｎａ サービス 飲食業 5%

154,776 大阪府 大阪市 ピッツェリア　アッチェント サービス 飲食業 5%

154,777 大阪府 大阪市 ピッツェリアエスポージト サービス 飲食業 5%

154,778 大阪府 大阪市 ｐｉｔ　ｍａｓｔｅｒ　ＶＡＭＯＳ　梅田店 サービス 飲食業 5%

154,779 大阪府 大阪市 ｐｉｔ　ｍａｓｔｅｒ　ＶＡＭＯＳ サービス 飲食業 5%

154,780 大阪府 大阪市 ＰＤＵ　ＯＦＦＩＣＥ サービス その他サービス 5%

154,781 大阪府 大阪市 ビデオエイぺックス大阪　本町営業所 サービス その他サービス 5%

154,782 大阪府 大阪市 ビデオエイペックス　東京 サービス その他サービス 5%

154,783 大阪府 大阪市 ビデオエイペックス南森町 サービス その他サービス 5%

154,784 大阪府 大阪市 ビデオ激安王　住之江店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,785 大阪府 大阪市 Ｖ’ｔｒｅｓ　西梅田 サービス 飲食業 5%

154,786 大阪府 大阪市 日南鶏 サービス 飲食業 5%

154,787 大阪府 大阪市 ひないや サービス 飲食業 5%

154,788 大阪府 大阪市 ＶｉｎｏＬｏｃｏ サービス 飲食業 5%

154,789 大阪府 大阪市 ひふみ脳梗塞リハビリ大阪梅田 サービス その他サービス 5%

154,790 大阪府 大阪市 ピポスショップ サービス その他サービス 5%

154,791 大阪府 大阪市 美味求真　幸 サービス 飲食業 5%

154,792 大阪府 大阪市 百番　梅田店 サービス 飲食業 5%

154,793 大阪府 大阪市 百味菜酒家　きなり サービス 飲食業 5%

154,794 大阪府 大阪市 ビューティサロン　ミネ サービス 理容・美容業 5%

154,795 大阪府 大阪市 ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　Ｌｕａｎａ サービス 理容・美容業 5%

154,796 大阪府 大阪市 ビュ－ティスタジオ・ハ－ズ サービス 理容・美容業 5%

154,797 大阪府 大阪市 ＢＥＡＵＴＹ　ＴＥＣＨＮＩＣＳ　四ツ橋店 サービス 理容・美容業 5%

154,798 大阪府 大阪市 ビューティーラボ　淡路店 サービス 理容・美容業 5%

154,799 大阪府 大阪市 美容室　中の サービス 理容・美容業 5%

154,800 大阪府 大阪市 美容室アトリエリアン サービス 理容・美容業 5%

154,801 大阪府 大阪市 美容室　ｇｅｍ サービス 理容・美容業 5%

154,802 大阪府 大阪市 美容室プロスパー サービス 理容・美容業 5%

154,803 大阪府 大阪市 ひょうたん　裏なんば店 サービス 飲食業 5%

154,804 大阪府 大阪市 美容鍼・美容麗鍼ファビュラスココ サービス その他サービス 5%

154,805 大阪府 大阪市 日吉橋 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,806 大阪府 大阪市 ひら井 サービス 飲食業 5%

154,807 大阪府 大阪市 Ｂ－Ｒｅｖｉｖｅ・ｇａｒｄｅｎ梅田 サービス 理容・美容業 5%

154,808 大阪府 大阪市 ひろ整体院 サービス その他サービス 5%

154,809 大阪府 大阪市 廣田家 サービス 飲食業 5%

154,810 大阪府 大阪市 ヒロマ亭 小売業 食料品 5%

154,811 大阪府 大阪市 ＰｉｎｋＳｏｄａ サービス 飲食業 5%

154,812 大阪府 大阪市 備長炭やきとり　鶏夢 サービス 飲食業 5%
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154,813 大阪府 大阪市 Ｂｏｏ　Ｆｏｏ　Ｗｏｏ 小売業 衣料品 5%

154,814 大阪府 大阪市 『ふぁ～工房』 サービス その他サービス 5%

154,815 大阪府 大阪市 ファイテンショップ　なんばウォーク店 小売業 その他小売 5%

154,816 大阪府 大阪市 ファイブテン　サービスステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,817 大阪府 大阪市 ｆｉｎｅ　ＣＲｅＷ 小売業 衣料品 5%

154,818 大阪府 大阪市 ＦＡＣＴＯ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,819 大阪府 大阪市 ＦＡＳＴ サービス その他サービス 5%

154,820 大阪府 大阪市 ＦＡＳＣＩＮＡＴＥ 小売業 衣料品 5%

154,821 大阪府 大阪市 ファッションハウス　ミッコ 小売業 衣料品 5%

154,822 大阪府 大阪市 ＦＡＢ４　ＯＳＡＫＡ 小売業 衣料品 5%

154,823 大阪府 大阪市 ファミリーオート株式会社 サービス その他サービス 5%

154,824 大阪府 大阪市 ファルファ－ラスパ サービス 理容・美容業 5%

154,825 大阪府 大阪市 ｆａｎｂｉ　寺内 小売業 その他小売 5%

154,826 大阪府 大阪市 ｆａｎｂｉ寺内　催事 小売業 食料品 5%

154,827 大阪府 大阪市 ｐｈｙｓｉｃｓ サービス 理容・美容業 5%

154,828 大阪府 大阪市 フィッシングエイト 小売業 その他小売 5%

154,829 大阪府 大阪市 フィッシングエイト３ 小売業 その他小売 5%

154,830 大阪府 大阪市 フィッシングエイト３ 小売業 その他小売 5%

154,831 大阪府 大阪市 フィッシングデポルアルアあべの店 小売業 その他小売 5%

154,832 大阪府 大阪市 フィッシングデポルアルア天王寺店 小売業 その他小売 5%

154,833 大阪府 大阪市 フィッツミーうえほんまちハイハイタウン店 サービス その他サービス 5%

154,834 大阪府 大阪市 ＦｉｔｎｅｓｓＳｃｅｎｅ サービス その他サービス 5%

154,835 大阪府 大阪市 フィフティーズ大阪 サービス 宿泊業 5%

154,836 大阪府 大阪市 ＦＩＬＬ　ＴＨＥ　ＢＩＬＬ 小売業 衣料品 5%

154,837 大阪府 大阪市 Ｆｉｌｍ　Ｂａｒ　Ｗｕｎｄｅｒ サービス 飲食業 5%

154,838 大阪府 大阪市 ＦＯＯＬ　ＴＨＥ　ＨＥＲＭＩＴ 小売業 衣料品 5%

154,839 大阪府 大阪市 Ｆａｃｅ　ｔｏ　Ｆａｃｅ　アメ村店 小売業 衣料品 5%

154,840 大阪府 大阪市 Ｆａｃｅ－１ サービス 理容・美容業 5%

154,841 大阪府 大阪市 Ｆａｃｅ－１　Ｕ－ｍ サービス 理容・美容業 5%

154,842 大阪府 大阪市 ｆｅｖｅｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,843 大阪府 大阪市 ＴＨＥ　ＦＥＮＮＹ サービス 理容・美容業 5%

154,844 大阪府 大阪市 フェリスブライダルカンパニー サービス その他サービス 5%

154,845 大阪府 大阪市 フェリーチェ 小売業 その他小売 5%

154,846 大阪府 大阪市 Ｆｏｒｅｖｅｒ サービス 飲食業 5%

154,847 大阪府 大阪市 フォーエバーゴルフライフ サービス その他サービス 5%

154,848 大阪府 大阪市 フォーチュン 小売業 衣料品 5%

154,849 大阪府 大阪市 ＦＯＸ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,850 大阪府 大阪市 Ｆｏｒｔｙ　Ｆｉｖｅ　Ｊａｐａｎ 小売業 家具・調度品 5%

154,851 大阪府 大阪市 フォトスタジオプリンセス京橋店 サービス その他サービス 5%

154,852 大阪府 大阪市 フォトスタジオプリンセス心斎橋 サービス その他サービス 5%

154,853 大阪府 大阪市 Ｆｏｌｈａ 小売業 その他小売 5%

154,854 大阪府 大阪市 ｆｏｒｅｔ サービス 理容・美容業 5%
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154,855 大阪府 大阪市 ＦＯＲＥＳＴ＋ＰＬＵＳ サービス その他サービス 5%

154,856 大阪府 大阪市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ深江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,857 大阪府 大阪市 深江北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

154,858 大阪府 大阪市 福えびす　西中島店 サービス 飲食業 5%

154,859 大阪府 大阪市 福岡ＭＣ 小売業 衣料品 5%

154,860 大阪府 大阪市 ふぐかに処　心福 サービス 飲食業 5%

154,861 大阪府 大阪市 ふく玄 サービス 飲食業 5%

154,862 大阪府 大阪市 ふくすけ堂 小売業 その他小売 5%

154,863 大阪府 大阪市 福多亭 サービス 飲食業 5%

154,864 大阪府 大阪市 福太郎本店 小売業 食料品 5%

154,865 大阪府 大阪市 福二鈑金工業所 サービス その他サービス 5%

154,866 大阪府 大阪市 福菱 サービス その他サービス 5%

154,867 大阪府 大阪市 ふぐ政 サービス 飲食業 5%

154,868 大阪府 大阪市 ふぐまる サービス 飲食業 5%

154,869 大阪府 大阪市 ふくみ屋　天満店 サービス 飲食業 5%

154,870 大阪府 大阪市 ＦＵＫＵＹＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,871 大阪府 大阪市 フクヤ　上六店 小売業 その他小売 5%

154,872 大阪府 大阪市 フクヤ　京橋店 小売業 その他小売 5%

154,873 大阪府 大阪市 フクヤ　堺筋本町店 小売業 その他小売 5%

154,874 大阪府 大阪市 フクヤ　谷町筋天満橋店 小売業 その他小売 5%

154,875 大阪府 大阪市 フクヤ　東天満店 小売業 その他小売 5%

154,876 大阪府 大阪市 ＢＯＵＱＵＥＴ 小売業 衣料品 5%

154,877 大阪府 大阪市 ブーケティエ中央区本店 小売業 その他小売 5%

154,878 大阪府 大阪市 不思木の国 サービス 飲食業 5%

154,879 大阪府 大阪市 フジグラン三原　Ｍ２ 小売業 衣料品 5%

154,880 大阪府 大阪市 フジ化粧品店 小売業 その他小売 5%

154,881 大阪府 大阪市 ｆｏｕｊｉｔａ サービス 飲食業 5%

154,882 大阪府 大阪市 藤乃家 サービス 飲食業 5%

154,883 大阪府 大阪市 ＦＵｊｉＹＡ 小売業 食料品 5%

154,884 大阪府 大阪市 婦人服　ナカヤ 小売業 衣料品 5%

154,885 大阪府 大阪市 ＰＥＴＩＴ　ＣＡＲＥＳＳＥＳ サービス 飲食業 5%

154,886 大阪府 大阪市 ＢＯＯＫＯＦＦ　京阪京橋店 小売業 その他小売 2%

154,887 大阪府 大阪市 ＢＯＯＫＯＦＦ　大阪弁天町店 小売業 その他小売 2%

154,888 大阪府 大阪市 ブックオフ　大阪弁天町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

154,889 大阪府 大阪市 ＨＯＯＤＳ　ＯＳＡＫＡ 小売業 衣料品 5%

154,890 大阪府 大阪市 ＨＯＯＤＳ　ＯＳＡＫＡ 小売業 衣料品 5%

154,891 大阪府 大阪市 ＦＯＯＴ　ＷＥＡＲ　フクヤ 小売業 衣料品 5%

154,892 大阪府 大阪市 ＰＵＴＯＮ 小売業 衣料品 5%

154,893 大阪府 大阪市 フットサロン サービス その他サービス 5%

154,894 大阪府 大阪市 プティ　マリアージュ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,895 大阪府 大阪市 ブティック　エクリュー 小売業 衣料品 5%

154,896 大阪府 大阪市 ブティック　カドーロ 小売業 衣料品 5%
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154,897 大阪府 大阪市 ブティック・カロー　なんばＷａｌｋ店 小売業 衣料品 5%

154,898 大阪府 大阪市 ブティック・カロー　阪急三番街店 小売業 衣料品 5%

154,899 大阪府 大阪市 ブティック・カロー　ヘップナビオ店 小売業 衣料品 5%

154,900 大阪府 大阪市 ブティック　ココ 小売業 衣料品 5%

154,901 大阪府 大阪市 ブティック　ジッツォ 小売業 衣料品 5%

154,902 大阪府 大阪市 ブティック　ビーアイ 小売業 衣料品 5%

154,903 大阪府 大阪市 ブティック　マイケル 小売業 衣料品 5%

154,904 大阪府 大阪市 ブティック・ロッサ　阪急三番街店 小売業 衣料品 5%

154,905 大阪府 大阪市 ブティックロッサ富国生命ビル店 小売業 衣料品 5%

154,906 大阪府 大阪市 ブティック・ロッサ　ホテル日航大阪店 小売業 衣料品 5%

154,907 大阪府 大阪市 ブティックエクリューホテルニューオータニ 小売業 衣料品 5%

154,908 大阪府 大阪市 ブティックエクリュー・ラフィーネ店 小売業 衣料品 5%

154,909 大阪府 大阪市 ブティックカロー　阪急１７番街店 小売業 衣料品 5%

154,910 大阪府 大阪市 ブティック　ＴＡＩＹＯＳＨＡ 小売業 衣料品 5%

154,911 大阪府 大阪市 ブティックロッサ　帝国ホテルプラザ大阪 小売業 衣料品 5%

154,912 大阪府 大阪市 ブティックロッサ　阪急１７番街店 小売業 衣料品 5%

154,913 大阪府 大阪市 ふとん・インテリアのあかいわ 小売業 家具・調度品 5%

154,914 大阪府 大阪市 ふな定 小売業 食料品 5%

154,915 大阪府 大阪市 ブーフーウー 小売業 衣料品 5%

154,916 大阪府 大阪市 フープディドゥ　大阪南堀江店 小売業 衣料品 5%

154,917 大阪府 大阪市 ＦＵＥＬ 小売業 その他小売 5%

154,918 大阪府 大阪市 ＦＵＥＬ 小売業 その他小売 5%

154,919 大阪府 大阪市 フューズ サービス 理容・美容業 5%

154,920 大阪府 大阪市 ブライダルコスチューム石川 小売業 その他小売 5%

154,921 大阪府 大阪市 ブライダル　レイデロッカ サービス その他サービス 5%

154,922 大阪府 大阪市 ブライトンベル　御堂筋店 サービス 飲食業 5%

154,923 大阪府 大阪市 ブライトンベル本町通り店 サービス 飲食業 5%

154,924 大阪府 大阪市 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎ７ サービス 理容・美容業 5%

154,925 大阪府 大阪市 ＰＲＩＭＡＲＹ 小売業 衣料品 5%

154,926 大阪府 大阪市 プラザコンタクト 小売業 その他小売 5%

154,927 大阪府 大阪市 プラザコンタクト南森町店 小売業 その他小売 5%

154,928 大阪府 大阪市 プラスイチド サービス 理容・美容業 5%

154,929 大阪府 大阪市 プラスフォー 小売業 その他小売 5%

154,930 大阪府 大阪市 ＢｒａｓｓＬａｂ．ＭＯＭＯ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,931 大阪府 大阪市 ブラッキー大阪アメリカ村店 サービス 理容・美容業 5%

154,932 大阪府 大阪市 ブラッキーＰｅｒｓｏｎａｌ大阪心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

154,933 大阪府 大阪市 ブラッスリー＆ワインカフェバズ サービス 飲食業 5%

154,934 大阪府 大阪市 プラトンセンター サービス その他サービス 5%

154,935 大阪府 大阪市 フラワースタジオ　花かざり 小売業 その他小売 5%

154,936 大阪府 大阪市 フラワーラボラトリー平野店 小売業 その他小売 5%

154,937 大阪府 大阪市 フラワーガーデン 小売業 その他小売 5%

154,938 大阪府 大阪市 フラワ－ショップ沙樹 小売業 その他小売 5%
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154,939 大阪府 大阪市 ブラン 小売業 衣料品 5%

154,940 大阪府 大阪市 ブランシャト－高津 サービス 宿泊業 5%

154,941 大阪府 大阪市 フランス館 サービス 理容・美容業 5%

154,942 大阪府 大阪市 フランス館 サービス 理容・美容業 5%

154,943 大阪府 大阪市 フランス屋　淡路町支店 サービス その他サービス 5%

154,944 大阪府 大阪市 フランス屋　上本町店 サービス その他サービス 5%

154,945 大阪府 大阪市 フランス屋　聖天通り店 サービス その他サービス 5%

154,946 大阪府 大阪市 フランス屋　ポートタウン店 サービス その他サービス 5%

154,947 大阪府 大阪市 フランス屋　マルナカ住之江店 サービス その他サービス 5%

154,948 大阪府 大阪市 フランス屋　南田辺店 サービス その他サービス 5%

154,949 大阪府 大阪市 フランス屋　南堀江店 サービス その他サービス 5%

154,950 大阪府 大阪市 フランス屋　ＬＩＦＥ長居店 サービス その他サービス 5%

154,951 大阪府 大阪市 フランス屋　ＬＩＦＥ西大橋店 サービス その他サービス 5%

154,952 大阪府 大阪市 フランス屋ライフ太融寺店 サービス その他サービス 5%

154,953 大阪府 大阪市 フランス屋ライフ土佐堀店 サービス その他サービス 5%

154,954 大阪府 大阪市 フランス料理レストラン　カランドリエ サービス 飲食業 5%

154,955 大阪府 大阪市 ブランドギャラリー駒川店 サービス その他サービス 5%

154,956 大阪府 大阪市 ブランドギャラリー千林店 サービス その他サービス 5%

154,957 大阪府 大阪市 ブランドシティ　駒川中野店 小売業 その他小売 5%

154,958 大阪府 大阪市 ブランドシティ　心斎橋店 小売業 その他小売 5%

154,959 大阪府 大阪市 ＢｒａｎｄＣｉｔｙ　天下茶屋店 小売業 その他小売 5%

154,960 大阪府 大阪市 ＢｒａｎｄＣｉｔｙ　天神橋店 小売業 その他小売 5%

154,961 大阪府 大阪市 ブランドシティ　天王寺店 小売業 その他小売 5%

154,962 大阪府 大阪市 ブランドシティ　長居店 小売業 その他小売 5%

154,963 大阪府 大阪市 ブランドショップ・えびす屋 小売業 その他小売 5%

154,964 大阪府 大阪市 ＢｒａｎｄＳｈｏｐＡｋｉｎｄｏ心斎橋 小売業 その他小売 5%

154,965 大阪府 大阪市 ＢＲＡＮＤ　ＰＥＡＣＥ心斎橋店エルメス館 小売業 その他小売 5%

154,966 大阪府 大阪市 ブランドピース森ノ宮店 小売業 その他小売 5%

154,967 大阪府 大阪市 プリーズ 小売業 衣料品 5%

154,968 大阪府 大阪市 プリーズ株式会社 小売業 その他小売 5%

154,969 大阪府 大阪市 Ｐｒｉｖ．Ａｙａｋａ サービス 飲食業 5%

154,970 大阪府 大阪市 株式会社プリオリコスメ 小売業 その他小売 5%

154,971 大阪府 大阪市 フリジェリオ サービス 飲食業 5%

154,972 大阪府 大阪市 プリシラ　梅田サロン 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,973 大阪府 大阪市 Ｆｒｅｅｚ　千鳥橋店 サービス 理容・美容業 5%

154,974 大阪府 大阪市 プリズム　心斎橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,975 大阪府 大阪市 ＦｒｅｅｚＭａｋｅｒ　北巽店 サービス 理容・美容業 5%

154,976 大阪府 大阪市 ＢＲＩＤＧＥ　新町 サービス その他サービス 5%

154,977 大阪府 大阪市 ＢＲＩＤＧＥ　肥後橋 サービス その他サービス 5%

154,978 大阪府 大阪市 フリッツ　ハンセン　ストア　オオ 小売業 家具・調度品 5%

154,979 大阪府 大阪市 プリモ　ウーノ 小売業 衣料品 5%

154,980 大阪府 大阪市 Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｓｐｏｒｔｓ 小売業 その他小売 5%
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154,981 大阪府 大阪市 プリンセスカフェ大阪　新館 サービス その他サービス 5%

154,982 大阪府 大阪市 プリンセスカフェ大阪　１号館 サービス その他サービス 5%

154,983 大阪府 大阪市 プリンセスカフェ大阪　２号館 サービス その他サービス 5%

154,984 大阪府 大阪市 ＦＲＵＩＴ サービス 飲食業 5%

154,985 大阪府 大阪市 古着屋ＪＡＭ 小売業 衣料品 5%

154,986 大阪府 大阪市 古着屋ＪＡＭ　堀江 小売業 衣料品 5%

154,987 大阪府 大阪市 ブルークウォッチカンパニー 小売業 貴金属・服飾品 5%

154,988 大阪府 大阪市 フルコンプ大阪日本橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

154,989 大阪府 大阪市 ふる里 サービス 飲食業 5%

154,990 大阪府 大阪市 プルシック大阪 小売業 食料品 5%

154,991 大阪府 大阪市 ブルースカイ・ブルー サービス 飲食業 5%

154,992 大阪府 大阪市 古田工務店 サービス その他サービス 5%

154,993 大阪府 大阪市 ＰＲＵＴＥＳ整体院 サービス その他サービス 5%

154,994 大阪府 大阪市 ブルーノモータース 小売業 その他小売 5%

154,995 大阪府 大阪市 Ｆｕｌｌ　Ｂｒｉｇｈｔ サービス 理容・美容業 5%

154,996 大阪府 大阪市 ｐｅｒ　ｐｒｉｍｏ サービス 飲食業 5%

154,997 大阪府 大阪市 ブレインプロダクツ株式会社大阪修理室 サービス その他サービス 5%

154,998 大阪府 大阪市 プレシャスサロン　ルピナス サービス 理容・美容業 5%

154,999 大阪府 大阪市 フレッシュしみず加島店 小売業 その他小売 5%

155,000 大阪府 大阪市 Ｆｒｅｓｈ?Ｆａｒｍ なると 本店 小売業 その他小売 5%

155,001 大阪府 大阪市 Ｆｒｅｓｈ－Ｆａｒｍ　なると 小売業 食料品 5%

155,002 大阪府 大阪市 ブレッシング サービス その他サービス 5%

155,003 大阪府 大阪市 フレット楽器ヤマサキ 小売業 その他小売 5%

155,004 大阪府 大阪市 プレミアホテル－ＣＡＢＩＮ－大阪 サービス 宿泊業 5%

155,005 大阪府 大阪市 プレミアム　マルシェ　ウィズ　鮨なか川 サービス 飲食業 5%

155,006 大阪府 大阪市 プレミアムギターズ 小売業 その他小売 5%

155,007 大阪府 大阪市 プレミアムベース 小売業 その他小売 5%

155,008 大阪府 大阪市 ＦｒｅｎＺ－ＦｒｅｎＺＹ サービス 飲食業 5%

155,009 大阪府 大阪市 フレンチ割烹　宿 サービス 飲食業 5%

155,010 大阪府 大阪市 Ｆｒｅｎｃｈ　Ｈａｎａ サービス 飲食業 5%

155,011 大阪府 大阪市 フレンチレストランＥｖｏｌｕｅｒ サービス 飲食業 5%

155,012 大阪府 大阪市 Ｂｒｏｄｏ サービス 飲食業 5%

155,013 大阪府 大阪市 ｐｒｏｐｕｓ サービス その他サービス 5%

155,014 大阪府 大阪市 プロジェティスタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,015 大阪府 大阪市 ＢＲＯＴＵＲＥＳ　ＯＳＡＫＡ 小売業 その他小売 5%

155,016 大阪府 大阪市 ｆｒｏｍ－Ｅ サービス 理容・美容業 5%

155,017 大阪府 大阪市 ｆｒｏｍ－Ｅ　ｆｏｒ　ｌａｄｙ サービス 理容・美容業 5%

155,018 大阪府 大阪市 ふわり整体サロン サービス その他サービス 5%

155,019 大阪府 大阪市 文学館　玉造店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,020 大阪府 大阪市 文学館　玉造店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,021 大阪府 大阪市 Ｈａｉｒ　ａｃｒｏｓｓ サービス 理容・美容業 5%

155,022 大阪府 大阪市 ｈａｉｒ　ａｒｔ　ｊｕｉｃｅ　キャト店 サービス 理容・美容業 5%
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155,023 大阪府 大阪市 Ｈａｉｒ　ａｒｔ　ｊｕｉｃｅ　ｍｉｔｅｇ サービス 理容・美容業 5%

155,024 大阪府 大阪市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＮＡＧＯＭＩ サービス 理容・美容業 5%

155,025 大阪府 大阪市 Ｈａｉｒ　Ｍｏｄｅ　Ｅ－ＮＥＷ サービス 理容・美容業 5%

155,026 大阪府 大阪市 ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ　＆ＳＯＬ サービス 理容・美容業 5%

155,027 大阪府 大阪市 ヘアーサロン　サニー サービス 理容・美容業 5%

155,028 大阪府 大阪市 ベア－ズ加賀屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,029 大阪府 大阪市 ヘアーアートジュース帝塚山 サービス 理容・美容業 5%

155,030 大阪府 大阪市 ヘアーアドバイス　スニップ サービス 理容・美容業 5%

155,031 大阪府 大阪市 ヘアーミッション心斎橋 サービス 理容・美容業 5%

155,032 大阪府 大阪市 ｈａｉｒ＆ｂｅａｕｔｙ　Ｈｉｍａｗａｒｉ サービス 理容・美容業 5%

155,033 大阪府 大阪市 ヘアー＆リラクゼーション　エグゼ サービス 理容・美容業 5%

155,034 大阪府 大阪市 ヘアオフィスピークラブ サービス 理容・美容業 5%

155,035 大阪府 大阪市 ヘアオフィスピークラブ サービス 理容・美容業 5%

155,036 大阪府 大阪市 ｈａｉｒｏｆｂａｌａｎｃｅｃｒｕ サービス 理容・美容業 5%

155,037 大阪府 大阪市 Ｈａｉｒ　Ｇａｒｄｅｎ　ＨＡＬＵ サービス 理容・美容業 5%

155,038 大阪府 大阪市 ｈａｉｒ　ｃｏｎｃｅｐｔ　ＪＩＪＩ サービス 理容・美容業 5%

155,039 大阪府 大阪市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ａｒｓ サービス 理容・美容業 5%

155,040 大阪府 大阪市 ｈａｉｒｓ　ＴＲＵＳＴ サービス 理容・美容業 5%

155,041 大阪府 大阪市 ヘアーステージ　金澤 サービス 理容・美容業 5%

155,042 大阪府 大阪市 ＨＡＩＲ　７ サービス 理容・美容業 5%

155,043 大阪府 大阪市 ＨａｉｒＤｅｓｉｇｎＲｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

155,044 大阪府 大阪市 ヘア・ドレッサ　３４ サービス 理容・美容業 5%

155,045 大阪府 大阪市 ＨＡＩＲ　ＢＥＡＵＴＹ　ＣＯＣＯＲＯ サービス 理容・美容業 5%

155,046 大阪府 大阪市 ヘアファクトリー　グロウ サービス 理容・美容業 5%

155,047 大阪府 大阪市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　Ｓｏｗｅｌｕ サービス 理容・美容業 5%

155,048 大阪府 大阪市 ヘアーメイク　ＥＸＥ　フェリーチ サービス 理容・美容業 5%

155,049 大阪府 大阪市 ヘアーメイクネクスト　野田阪神店 サービス 理容・美容業 5%

155,050 大阪府 大阪市 ＨａｉｒＲｅｌａｘａｔｉｏｎｌａｕｌｅ’ サービス 理容・美容業 5%

155,051 大阪府 大阪市 ｂａｋｅｐｉｚｚａｎｆｃｔｅｋｋｅｎ サービス 飲食業 5%

155,052 大阪府 大阪市 Ｂ・Ｂ 小売業 衣料品 5%

155,053 大阪府 大阪市 ＨＥＡＶＥＮ’Ｓ　ＢＩＲＤ 小売業 衣料品 5%

155,054 大阪府 大阪市 ペーパーグラス　大阪　淀屋橋ｏｄｏｎａ店 小売業 その他小売 5%

155,055 大阪府 大阪市 ペギィスゥ サービス 飲食業 5%

155,056 大阪府 大阪市 ペコペコ サービス 飲食業 5%

155,057 大阪府 大阪市 ＶｅｇｅＣａｆｅ＋α サービス 飲食業 5%

155,058 大阪府 大阪市 ベスト資材鶴見店 小売業 家具・調度品 5%

155,059 大阪府 大阪市 ベスト資材平野店 小売業 家具・調度品 5%

155,060 大阪府 大阪市 ベストフィット株式会社 サービス その他サービス 5%

155,061 大阪府 大阪市 ベックオン 小売業 その他小売 5%

155,062 大阪府 大阪市 ベッセルイン心斎橋 サービス 宿泊業 5%

155,063 大阪府 大阪市 Ｐｅｔ　Ｔａｇ 小売業 その他小売 5%

155,064 大阪府 大阪市 ペットクリニック住吉大社南 サービス その他サービス 5%
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155,065 大阪府 大阪市 ペットケアサロン　リノン　港区店 小売業 その他小売 5%

155,066 大阪府 大阪市 ペットショップ　ファニー 小売業 その他小売 5%

155,067 大阪府 大阪市 ペットショップ　ファニー　西田辺 小売業 その他小売 5%

155,068 大阪府 大阪市 ペットショップ　モミジ 小売業 その他小売 5%

155,069 大阪府 大阪市 ヘッドスパ専門サロンスカルクイック大阪店 サービス その他サービス 5%

155,070 大阪府 大阪市 ペットバルーン　サウス店 小売業 その他小売 5%

155,071 大阪府 大阪市 ベトナムレストランカフェ　カムオーン サービス 飲食業 5%

155,072 大阪府 大阪市 ベトナムレストランカフェカムオーン難波店 サービス 飲食業 5%

155,073 大阪府 大阪市 紅屋　三番街店 小売業 衣料品 5%

155,074 大阪府 大阪市 紅屋　ミナミ店 小売業 衣料品 5%

155,075 大阪府 大阪市 ペーパーグラス大阪　淀屋橋　ｏｄｏｎａ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,076 大阪府 大阪市 ベビ－ブレス　梅田店 小売業 その他小売 5%

155,077 大阪府 大阪市 ベビ－ブレス　天六店 小売業 その他小売 5%

155,078 大阪府 大阪市 Ｂｅｌｌｅ　京橋店 サービス 理容・美容業 5%

155,079 大阪府 大阪市 ベルエ　茶屋町店 サービス 理容・美容業 5%

155,080 大阪府 大阪市 Ｂｅｌｌｅ　天王寺店 サービス 理容・美容業 5%

155,081 大阪府 大阪市 Ｂｅｌｌｅ　福島店 サービス 理容・美容業 5%

155,082 大阪府 大阪市 ベル京橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,083 大阪府 大阪市 ｈｅａｌｔｈｙ＆ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　ＮＯＬＥＥＹＮ サービス 理容・美容業 5%

155,084 大阪府 大阪市 ベルジアンビアカフェバレル サービス 飲食業 5%

155,085 大阪府 大阪市 Ｂｅｌｌ　Ｊｏｕｒｎｅ サービス 理容・美容業 5%

155,086 大阪府 大阪市 ベルプラン サービス その他サービス 5%

155,087 大阪府 大阪市 ＰＥＲ；Ｐｅｒ’ サービス 理容・美容業 5%

155,088 大阪府 大阪市 ベレッツァトレーディング 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,089 大阪府 大阪市 ベローチェ阿波座店 サービス 飲食業 5%

155,090 大阪府 大阪市 ベローチェ大阪ビジネスパーク駅前店 サービス 飲食業 5%

155,091 大阪府 大阪市 ベローチェ谷町二丁目店 サービス 飲食業 5%

155,092 大阪府 大阪市 ベローチェ難波なんさん通り店 サービス 飲食業 5%

155,093 大阪府 大阪市 ベローチェ難波西口店 サービス 飲食業 5%

155,094 大阪府 大阪市 ベローチェ西天満店 サービス 飲食業 5%

155,095 大阪府 大阪市 ベローチェ西中島南方店 サービス 飲食業 5%

155,096 大阪府 大阪市 ベローチェ平野町三丁目店 サービス 飲食業 5%

155,097 大阪府 大阪市 ベローチェ備後町三丁目店 サービス 飲食業 5%

155,098 大阪府 大阪市 ベローチェ本町二丁目店 サービス 飲食業 5%

155,099 大阪府 大阪市 ベローチェ淀屋橋店 サービス 飲食業 5%

155,100 大阪府 大阪市 弁天町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,101 大阪府 大阪市 弁天町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,102 大阪府 大阪市 弁天町　グランドボウル サービス その他サービス 5%

155,103 大阪府 大阪市 弁天どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

155,104 大阪府 大阪市 べんてんひろばＩＴＣテニススクール＆ボル サービス その他サービス 5%

155,105 大阪府 大阪市 ＶｏｉｃｅＭａｓｔｅｒ サービス その他サービス 5%

155,106 大阪府 大阪市 宝寿堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

3695



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

155,107 大阪府 大阪市 ぼうず サービス 飲食業 5%

155,108 大阪府 大阪市 宝石　時計　ハヤシ 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,109 大阪府 大阪市 法善寺横丁　誠太郎 サービス 飲食業 5%

155,110 大阪府 大阪市 ボウルキシノサト サービス その他サービス 5%

155,111 大阪府 大阪市 ｂｏｗｌｐｏｎｄｐｌａｔｚ 小売業 衣料品 5%

155,112 大阪府 大阪市 Ｂｏｎｅ’ｓ 小売業 その他小売 5%

155,113 大阪府 大阪市 木蔵大阪 小売業 家具・調度品 5%

155,114 大阪府 大阪市 ＢＯＺ大阪店 小売業 衣料品 5%

155,115 大阪府 大阪市 ボスクコーポレーション 小売業 衣料品 5%

155,116 大阪府 大阪市 ホステル淡海 サービス 宿泊業 5%

155,117 大阪府 大阪市 ｂｏｔａｎｉｃｏ＋ＬＩＭ サービス 理容・美容業 5%

155,118 大阪府 大阪市 北極星 サービス 飲食業 5%

155,119 大阪府 大阪市 北極星　堀江店 サービス 飲食業 5%

155,120 大阪府 大阪市 ほっこり亭 サービス 飲食業 5%

155,121 大阪府 大阪市 ほっＴＯすれＢａｒ サービス 飲食業 5%

155,122 大阪府 大阪市 ほてい寿司 サービス 飲食業 5%

155,123 大阪府 大阪市 ほてい寿司　ニューハイハイ店 サービス 飲食業 5%

155,124 大阪府 大阪市 ほてい寿司　東店 サービス 飲食業 5%

155,125 大阪府 大阪市 ほてい寿司　本店 サービス 飲食業 5%

155,126 大阪府 大阪市 ほてい寿司　本店 サービス 飲食業 5%

155,127 大阪府 大阪市 Ｂｏｄｙｓｈ　あべの本店 サービス その他サービス 5%

155,128 大阪府 大阪市 Ｂｏｄｙｓｈ　梅田本店 サービス その他サービス 5%

155,129 大阪府 大阪市 Ｂｏｄｙｓｈ　大阪駅前第１ビル店 サービス その他サービス 5%

155,130 大阪府 大阪市 Ｂｏｄｙｓｈ　大阪駅前第４ビル店 サービス その他サービス 5%

155,131 大阪府 大阪市 Ｂｏｄｙｓｈ　京橋店 サービス その他サービス 5%

155,132 大阪府 大阪市 Ｂｏｄｙｓｈ　心斎橋店 サービス その他サービス 5%

155,133 大阪府 大阪市 Ｂｏｄｙｓｈ　天神橋筋六丁目店 サービス その他サービス 5%

155,134 大阪府 大阪市 Ｂｏｄｙｓｈ　難波店 サービス その他サービス 5%

155,135 大阪府 大阪市 Ｂｏｄｙｓｈ　ＮＵ茶屋町店 サービス その他サービス 5%

155,136 大阪府 大阪市 Ｂｏｄｙｓｈ　福島店 サービス その他サービス 5%

155,137 大阪府 大阪市 Ｂｏｄｙｓｈ　大阪駅前第２ビルＢ２店 サービス その他サービス 5%

155,138 大阪府 大阪市 ぼてＱ サービス 飲食業 5%

155,139 大阪府 大阪市 ポテチーノ帝塚山 小売業 衣料品 5%

155,140 大阪府 大阪市 ぼてぢゅう　かっぱ横丁店 サービス 飲食業 5%

155,141 大阪府 大阪市 ぼてぢゅう　總本店 サービス 飲食業 5%

155,142 大阪府 大阪市 ぼてぢゅう　阪急サン広場店 サービス 飲食業 5%

155,143 大阪府 大阪市 ホテル　エリアワン福山 サービス その他サービス 5%

155,144 大阪府 大阪市 ＨＯＴＥＬ　ＫＡＮＡＤＥ サービス 宿泊業 5%

155,145 大阪府 大阪市 ＨＯＴＥＬ　ＴＨＥ　Ｇｒａｎｄｅｅ サービス 宿泊業 5%

155,146 大阪府 大阪市 ホテル　ジパング サービス 宿泊業 5%

155,147 大阪府 大阪市 ＨＯＴＥＬ　ＭＡＴＳＵＧＡＥ　ＯＳＡＫＡ サービス 宿泊業 5%

155,148 大阪府 大阪市 ホテル　ランドマーク　梅田 サービス 宿泊業 5%
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155,149 大阪府 大阪市 ホテル一栄 サービス 宿泊業 5%

155,150 大阪府 大阪市 ホテルエキチカ長堀橋 サービス 宿泊業 5%

155,151 大阪府 大阪市 ホテル　エリアワン サービス その他サービス 5%

155,152 大阪府 大阪市 ＨＯＴＥＬＫＡＮＡＤＥ　大阪心斎橋 サービス 宿泊業 5%

155,153 大阪府 大阪市 ＨＯＴＥＬＫＡＮＡＤＥ別邸 サービス 宿泊業 5%

155,154 大阪府 大阪市 ホテルグラッドワン南大阪 サービス 宿泊業 5%

155,155 大阪府 大阪市 ホテルサンホワイト サービス 宿泊業 5%

155,156 大阪府 大阪市 ホテルサンライフ サービス 宿泊業 5%

155,157 大阪府 大阪市 ホテルシー大阪 サービス 宿泊業 5%

155,158 大阪府 大阪市 ホテルナチュレ大阪梅田紀州鉄道グループ サービス 宿泊業 5%

155,159 大阪府 大阪市 ホテル８８　心斎橋 サービス 宿泊業 5%

155,160 大阪府 大阪市 ホテルビナリオ梅田 サービス 宿泊業 5%

155,161 大阪府 大阪市 ホテルヒラリーズ サービス 宿泊業 5%

155,162 大阪府 大阪市 ホテルメルディア大阪肥後橋 サービス 宿泊業 5%

155,163 大阪府 大阪市 ホテルやま久 サービス 宿泊業 5%

155,164 大阪府 大阪市 ホテルランドマーク梅田 サービス 宿泊業 5%

155,165 大阪府 大阪市 ＢｏｂｂｙＡｒｔＬｅａｔｈｅｒ 小売業 衣料品 5%

155,166 大阪府 大阪市 ＨＯＢＢＹ　ＳＨＯＰ　ロコ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,167 大阪府 大阪市 ホビーゾーン鶴見緑地店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,168 大阪府 大阪市 ホビーステーション日本橋２’ｓ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,169 大阪府 大阪市 ホビーステーション日本橋本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,170 大阪府 大阪市 ホビーメイト　オカ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,171 大阪府 大阪市 ホビーランド　ぽち 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,172 大阪府 大阪市 ホビーランド　ぽち　梅田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,173 大阪府 大阪市 ホビーランド　ぽち　日本橋２号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,174 大阪府 大阪市 ホビーランド　ぽち　日本橋１号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,175 大阪府 大阪市 ほびれじ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,176 大阪府 大阪市 Ｐｏｂ サービス その他サービス 5%

155,177 大阪府 大阪市 ホーム・リスターズ サービス その他サービス 5%

155,178 大阪府 大阪市 ［ＨＣ］ホームテック玉川 小売業 電化製品 5%

155,179 大阪府 大阪市 堀内商事直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,180 大阪府 大阪市 堀江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,181 大阪府 大阪市 堀江酒場 サービス 飲食業 5%

155,182 大阪府 大阪市 ほりかわ サービス 飲食業 5%

155,183 大阪府 大阪市 ＶＯＬＣＯＭ　ＳＴＯＲＥ　ＯＳＡＫＡ 小売業 衣料品 5%

155,184 大阪府 大阪市 ポルタ　イン サービス 宿泊業 5%

155,185 大阪府 大阪市 Ｐｏｒｔａ　Ｎｕｏｖａ サービス 飲食業 5%

155,186 大阪府 大阪市 ホルモン居酒屋　晴れる家 サービス 飲食業 5%

155,187 大阪府 大阪市 ホルモン炭火焼肉こてつ サービス 飲食業 5%

155,188 大阪府 大阪市 ホルモン大和　西九条本店 サービス 飲食業 5%

155,189 大阪府 大阪市 香港小菜　ＬＥＥ サービス 飲食業 5%

155,190 大阪府 大阪市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%
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155,191 大阪府 大阪市 本社倉庫 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,192 大阪府 大阪市 ホンダカーズ浪速西 小売業 その他小売 5%

155,193 大阪府 大阪市 ホンダカーズ浪速西　九条店 小売業 その他小売 5%

155,194 大阪府 大阪市 Ｂｏｎ　ｖｏｙａｇｅ 小売業 衣料品 5%

155,195 大阪府 大阪市 本町ケンボロー サービス 飲食業 5%

155,196 大阪府 大阪市 本町そばよし サービス 飲食業 5%

155,197 大阪府 大阪市 マ・ストレッチ南堀江店 サービス その他サービス 5%

155,198 大阪府 大阪市 マイアミ化粧品店 小売業 その他小売 5%

155,199 大阪府 大阪市 ＭＩＮＯＲＩＴＹ 小売業 その他小売 5%

155,200 大阪府 大阪市 ｍａｕｃａ サービス 理容・美容業 5%

155,201 大阪府 大阪市 勾玉の輪 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,202 大阪府 大阪市 ＭＡＫＡ－ＨＯＵ 小売業 衣料品 5%

155,203 大阪府 大阪市 槇尾古書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,204 大阪府 大阪市 ｍａｋｉｋａ サービス 理容・美容業 5%

155,205 大阪府 大阪市 ＭＡＲＫＳ＆ＷＥＢ　淀屋橋ショップ 小売業 その他小売 5%

155,206 大阪府 大阪市 マクドナルドあびこ店 サービス 飲食業 2%

155,207 大阪府 大阪市 マクドナルドあべの筋遠里小野店 サービス 飲食業 2%

155,208 大阪府 大阪市 マクドナルド蒲生４丁目キリンド店 サービス 飲食業 2%

155,209 大阪府 大阪市 マクドナルド京橋店 サービス 飲食業 2%

155,210 大阪府 大阪市 マクドナルド新北島店 サービス 飲食業 2%

155,211 大阪府 大阪市 マクドナルド住之江トイザらス店 サービス 飲食業 2%

155,212 大阪府 大阪市 マクドナルド関目ライフ店 サービス 飲食業 2%

155,213 大阪府 大阪市 マクドナルド地下鉄玉出駅前店 サービス 飲食業 2%

155,214 大阪府 大阪市 マクドナルド長居公園通り店 サービス 飲食業 2%

155,215 大阪府 大阪市 マクドナルド南港ポートタウン店 サービス 飲食業 2%

155,216 大阪府 大阪市 マクドナルド東三国駅前店 サービス 飲食業 2%

155,217 大阪府 大阪市 マクドナルド南津守店 サービス 飲食業 2%

155,218 大阪府 大阪市 マクドナルド南津守ホームズ店 サービス 飲食業 2%

155,219 大阪府 大阪市 マクドナルド南津守ライフ店 サービス 飲食業 2%

155,220 大阪府 大阪市 マクドナルド都島駅前店 サービス 飲食業 2%

155,221 大阪府 大阪市 マクドナルド都島ベルフア店 サービス 飲食業 2%

155,222 大阪府 大阪市 ｍａｇｎｉｆｙ． 小売業 衣料品 5%

155,223 大阪府 大阪市 ＭｃＦｌｙ 小売業 衣料品 5%

155,224 大阪府 大阪市 まぐろ料理　ＫＡ－ＴＳＵ サービス 飲食業 5%

155,225 大阪府 大阪市 まこと屋 サービス 飲食業 5%

155,226 大阪府 大阪市 まこと薬局 小売業 その他小売 5%

155,227 大阪府 大阪市 マジックショップＧＩＮ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,228 大阪府 大阪市 マスターウォール大阪 小売業 家具・調度品 5%

155,229 大阪府 大阪市 ますや 小売業 家具・調度品 5%

155,230 大阪府 大阪市 ＭＡＲＣＨｃｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

155,231 大阪府 大阪市 まちの自転車店　リコ　天六店 小売業 その他小売 5%

155,232 大阪府 大阪市 まちの自転車店　リコ　九条店 小売業 その他小売 5%
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155,233 大阪府 大阪市 ＭＡＲＣＨｍｅｒｒｙ サービス 理容・美容業 5%

155,234 大阪府 大阪市 ＭＡＲＣＨｒｅｐｌｙ サービス 理容・美容業 5%

155,235 大阪府 大阪市 マツオインターナショナル 小売業 衣料品 5%

155,236 大阪府 大阪市 マツオインターナショナル　大阪ＭＣ 小売業 衣料品 5%

155,237 大阪府 大阪市 松岡釣具株式会社 小売業 その他小売 5%

155,238 大阪府 大阪市 松尾弦楽器 小売業 その他小売 5%

155,239 大阪府 大阪市 ｍａｘ　ｏｓａｋａ　梅田店 サービス 飲食業 5%

155,240 大阪府 大阪市 松崎自動車 サービス その他サービス 5%

155,241 大阪府 大阪市 マッサン 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,242 大阪府 大阪市 松田時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,243 大阪府 大阪市 株式会社　松田宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,244 大阪府 大阪市 松原タクシ－ サービス 運輸業 5%

155,245 大阪府 大阪市 松原動物病院天満橋医療センター サービス その他サービス 5%

155,246 大阪府 大阪市 マツヤ商会　大池橋店 小売業 その他小売 5%

155,247 大阪府 大阪市 松屋町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,248 大阪府 大阪市 松屋町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,249 大阪府 大阪市 マテリア　心斎橋店 小売業 その他小売 5%

155,250 大阪府 大阪市 マテリア　心斎橋本店 小売業 その他小売 5%

155,251 大阪府 大阪市 マテリア南船場店 小売業 その他小売 5%

155,252 大阪府 大阪市 Ｍａｄｅｍｏｉｓｅｌｌｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,253 大阪府 大阪市 ＭＡＮＵＫＡ　Ｒホテルズイン　大阪北梅田 サービス 宿泊業 5%

155,254 大阪府 大阪市 マノン・レスコー 小売業 衣料品 5%

155,255 大阪府 大阪市 ｍａｂｅサロン サービス 理容・美容業 5%

155,256 大阪府 大阪市 マミーズきっちん サービス 飲食業 5%

155,257 大阪府 大阪市 Ｍａｍｅｚｏ＆Ｃａｆｅ中之島店 サービス その他サービス 5%

155,258 大阪府 大阪市 まめの助 サービス 飲食業 5%

155,259 大阪府 大阪市 マリアージュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,260 大阪府 大阪市 マリッジプランナー サービス その他サービス 5%

155,261 大阪府 大阪市 マリブ サービス 宿泊業 5%

155,262 大阪府 大阪市 Ｍａｒｒｙｍｅ 小売業 衣料品 5%

155,263 大阪府 大阪市 ＭＡＲＩＭＯ サービス その他サービス 5%

155,264 大阪府 大阪市 ｍａｒｉｍｂａｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

155,265 大阪府 大阪市 マリンポリス　天満駅前店 サービス 飲食業 5%

155,266 大阪府 大阪市 丸一ホテル サービス 宿泊業 5%

155,267 大阪府 大阪市 まるかんの店　大阪駅前ビル店 小売業 食料品 5%

155,268 大阪府 大阪市 まるさや サービス 飲食業 5%

155,269 大阪府 大阪市 まるさや　イースト サービス 飲食業 5%

155,270 大阪府 大阪市 株式会社　丸正本舗 小売業 その他小売 5%

155,271 大阪府 大阪市 丸清電化 小売業 電化製品 5%

155,272 大阪府 大阪市 丸善エース制服 小売業 衣料品 5%

155,273 大阪府 大阪市 丸善舎　生野本通店 サービス その他サービス 5%

155,274 大阪府 大阪市 丸善舎　上本町店 サービス その他サービス 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

155,275 大阪府 大阪市 丸善舎　上六店 サービス その他サービス 5%

155,276 大阪府 大阪市 丸善舎　北店 サービス その他サービス 5%

155,277 大阪府 大阪市 丸善舎　国分町店 サービス その他サービス 5%

155,278 大阪府 大阪市 丸善舎　昭和町店 サービス その他サービス 5%

155,279 大阪府 大阪市 丸善舎　寺田町店 サービス その他サービス 5%

155,280 大阪府 大阪市 丸善舎　本店 サービス その他サービス 5%

155,281 大阪府 大阪市 マルツ大阪日本橋店 小売業 電化製品 5%

155,282 大阪府 大阪市 まるとみクリーニング　阪急三国店 サービス その他サービス 5%

155,283 大阪府 大阪市 まるとみクリーニング　本店 サービス その他サービス 5%

155,284 大阪府 大阪市 まるとみクリーニング　メラード大和田店 サービス その他サービス 5%

155,285 大阪府 大阪市 まるとみクリーニング　ライフ弁天町店 サービス その他サービス 5%

155,286 大阪府 大阪市 丸橋 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,287 大阪府 大阪市 まるはちあられ 小売業 食料品 5%

155,288 大阪府 大阪市 丸菱電機商会 小売業 その他小売 5%

155,289 大阪府 大阪市 まるまん寿司　天五店 サービス 飲食業 5%

155,290 大阪府 大阪市 マルミヤ　上新庄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,291 大阪府 大阪市 マルモシャツ船場センター８号館店 小売業 衣料品 5%

155,292 大阪府 大阪市 マルモシャツ船場センター４号館店 小売業 衣料品 5%

155,293 大阪府 大阪市 マンガ倉庫にっぽんばし道楽店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,294 大阪府 大阪市 マンマパルマ　大阪福島店 サービス 飲食業 5%

155,295 大阪府 大阪市 ＪＭ／ミーム 小売業 その他小売 5%

155,296 大阪府 大阪市 美韓 サービス 飲食業 5%

155,297 大阪府 大阪市 三国ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,298 大阪府 大阪市 ミグレイト　ウメダ 小売業 衣料品 5%

155,299 大阪府 大阪市 Ｍｓ　Ｓｅａｒｅａ サービス 理容・美容業 5%

155,300 大阪府 大阪市 三杉屋　ホームズ南津守 小売業 食料品 5%

155,301 大阪府 大阪市 Ｍｒ．３９ 小売業 衣料品 5%

155,302 大阪府 大阪市 ミスタークイックマン　梅田ＯＰＡ店 サービス その他サービス 5%

155,303 大阪府 大阪市 ミスタークイックマン　ビジネスパーク店 サービス その他サービス 5%

155,304 大阪府 大阪市 ミスタークイックマン　阿倍野店 サービス その他サービス 5%

155,305 大阪府 大阪市 ミスタークイックマン　梅田店 サービス その他サービス 5%

155,306 大阪府 大阪市 ミスタークイックマン　北店 サービス その他サービス 5%

155,307 大阪府 大阪市 ミスタークイックマン　堂島店 サービス その他サービス 5%

155,308 大阪府 大阪市 ミスタークイックマン　なんばウォーク店 サービス その他サービス 5%

155,309 大阪府 大阪市 ミスタークイックマン　本部工房 サービス その他サービス 5%

155,310 大阪府 大阪市 ＭＣリアット！京阪淀屋橋店 サービス その他サービス 5%

155,311 大阪府 大阪市 ミスターケリーズ サービス 飲食業 5%

155,312 大阪府 大阪市 ミスターケリーズ　サイドバー サービス 飲食業 5%

155,313 大阪府 大阪市 ミズワン 小売業 衣料品 5%

155,314 大阪府 大阪市 ミダイ 小売業 食料品 5%

155,315 大阪府 大阪市 三田村印章店 小売業 その他小売 5%

155,316 大阪府 大阪市 ミット 小売業 電化製品 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

155,317 大阪府 大阪市 ミツワ サービス 飲食業 5%

155,318 大阪府 大阪市 みてみてや 小売業 その他小売 5%

155,319 大阪府 大阪市 みてみてや 小売業 その他小売 5%

155,320 大阪府 大阪市 緑橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,321 大阪府 大阪市 みどり美粧院　帝国店 サービス 理容・美容業 5%

155,322 大阪府 大阪市 みどり美粧院　帝国店　４階 サービス 理容・美容業 5%

155,323 大阪府 大阪市 ミドリヤ 小売業 衣料品 5%

155,324 大阪府 大阪市 みな都 サービス 飲食業 5%

155,325 大阪府 大阪市 ミナミ一番 サービス 飲食業 5%

155,326 大阪府 大阪市 南森町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,327 大阪府 大阪市 ミナモアレ 小売業 食料品 5%

155,328 大阪府 大阪市 箕面Ｍスクエア　センソユニコ 小売業 衣料品 5%

155,329 大阪府 大阪市 三宅伸税理士事務所 サービス その他サービス 5%

155,330 大阪府 大阪市 都島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,331 大阪府 大阪市 都島中通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,332 大阪府 大阪市 みやこ法律事務所 サービス その他サービス 5%

155,333 大阪府 大阪市 ｍｉａｇｏｌａ＆ｍｉａｇｏｌａ 小売業 衣料品 5%

155,334 大阪府 大阪市 宮崎酒店 小売業 食料品 5%

155,335 大阪府 大阪市 宮三自動車商会 サービス その他サービス 5%

155,336 大阪府 大阪市 Ｍｕｓｉｃｐｕｂ　２ｎｄ サービス 飲食業 5%

155,337 大阪府 大阪市 みゅう動物病院 サービス その他サービス 5%

155,338 大阪府 大阪市 Ｍｉｙｕｒａ　ＳＰＡ サービス その他サービス 5%

155,339 大阪府 大阪市 ｍｕｌｅ　ｍｕｌｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

155,340 大阪府 大阪市 ｍｕｌｅ　ｍｕｌｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

155,341 大阪府 大阪市 ミュンヘン　トウコウシティホテル店 サービス 飲食業 5%

155,342 大阪府 大阪市 ミュンヘン淀屋橋店 サービス 飲食業 5%

155,343 大阪府 大阪市 Ｍｉｌｌ　Ｗｏｏｄ 小売業 衣料品 5%

155,344 大阪府 大阪市 ミルカレス サービス 飲食業 5%

155,345 大阪府 大阪市 ミロ・アンティークス＆ビンテージ 小売業 その他小売 5%

155,346 大阪府 大阪市 ＭＩＷＡ＆Ｃｏ．　ＨＡＩＲＳ サービス 理容・美容業 5%

155,347 大阪府 大阪市 民芸酒房　牧水　１ サービス 飲食業 5%

155,348 大阪府 大阪市 みんなの海洋散骨 小売業 その他小売 5%

155,349 大阪府 大阪市 ３７プラス 小売業 その他小売 5%

155,350 大阪府 大阪市 民泊　夏堀裕之 サービス その他サービス 5%

155,351 大阪府 大阪市 向井商店 小売業 食料品 5%

155,352 大阪府 大阪市 ｍｕｓ サービス 飲食業 5%

155,353 大阪府 大阪市 ムスビガーデン 小売業 食料品 5%

155,354 大阪府 大阪市 ｍｕｔａ　ＭＡＲＩＮＥ　ＯＳＡＫＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,355 大阪府 大阪市 村上家具製作所 小売業 家具・調度品 5%

155,356 大阪府 大阪市 村瀬　瓦町本店 サービス 飲食業 5%

155,357 大阪府 大阪市 Ｍｅｕｒｓａｕｌｔ　２ｎｄ　Ｃｌ サービス 飲食業 5%

155,358 大阪府 大阪市 Ｍａｙ　ｂｙ　ＺＯＯ サービス 理容・美容業 5%
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

155,359 大阪府 大阪市 名刺エキスプレス　大阪駅前梅田店 サービス その他サービス 5%

155,360 大阪府 大阪市 ＭｅｉｘｉｎｇＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

155,361 大阪府 大阪市 名神栗東カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

155,362 大阪府 大阪市 メイト１ サービス 理容・美容業 5%

155,363 大阪府 大阪市 めがね館 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,364 大阪府 大阪市 メガネショップ　わーるど 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,365 大阪府 大阪市 メガネショップサノ 小売業 その他小売 5%

155,366 大阪府 大阪市 メガネショップサノ 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,367 大阪府 大阪市 メガネのアイ・ワールド 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,368 大阪府 大阪市 メガネのアキヤマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,369 大阪府 大阪市 メガネのイシガミ　千林店 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,370 大阪府 大阪市 メガネのかとう　城東本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,371 大阪府 大阪市 メガネのかとう　大正店 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,372 大阪府 大阪市 めがねの光生 小売業 その他小売 5%

155,373 大阪府 大阪市 メガネの紫光 小売業 その他小売 5%

155,374 大阪府 大阪市 めがねの千田 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,375 大阪府 大阪市 メガネのセンリ　今里本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,376 大阪府 大阪市 メガネのタカギ 小売業 その他小売 5%

155,377 大阪府 大阪市 メガネのハヤシ 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,378 大阪府 大阪市 メガネの原田 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,379 大阪府 大阪市 メガネのフクザワ　十三店 小売業 その他小売 5%

155,380 大阪府 大阪市 メガネのフクザワ　東淀川店 小売業 その他小売 5%

155,381 大阪府 大阪市 メガネのフジオカ喜連店 小売業 その他小売 5%

155,382 大阪府 大阪市 メガネのフジオカ長吉店 小売業 その他小売 5%

155,383 大阪府 大阪市 メガネの松岡 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,384 大阪府 大阪市 メガネのマツシタ 小売業 その他小売 5%

155,385 大阪府 大阪市 メガネの矢野 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,386 大阪府 大阪市 メガネハウス　スエオカ 小売業 その他小売 5%

155,387 大阪府 大阪市 メガネ本舗　上本町日赤前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,388 大阪府 大阪市 メガロ 小売業 衣料品 5%

155,389 大阪府 大阪市 ｍｅｘｉｃｏｋｉｔｃｈｅｎ×ｂａｒ　ｍｕ サービス 飲食業 5%

155,390 大阪府 大阪市 恵 サービス 飲食業 5%

155,391 大阪府 大阪市 ＭＡＩＳＯＮ　ＫＩＴＳＵＮＥ 小売業 衣料品 5%

155,392 大阪府 大阪市 メディアカフェポパイ泉の広場店 サービス その他サービス 5%

155,393 大阪府 大阪市 メディアカフェポパイお初天神店 サービス その他サービス 5%

155,394 大阪府 大阪市 メディアカフェポパイ十三店 サービス その他サービス 5%

155,395 大阪府 大阪市 メディアカフェポパイ太融寺店 サービス その他サービス 5%

155,396 大阪府 大阪市 メナードフェイシャルサロン清水丘 サービス その他サービス 5%

155,397 大阪府 大阪市 メモラビリアート大阪 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,398 大阪府 大阪市 メモリアルアートの大野屋　関西支社 小売業 その他小売 5%

155,399 大阪府 大阪市 メリーゴーランド 小売業 衣料品 5%

155,400 大阪府 大阪市 ｍｅｒｃｉ　ｐｌｕｓ 小売業 衣料品 5%
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

155,401 大阪府 大阪市 メルボメンズウェアー　株式会社 小売業 衣料品 5%

155,402 大阪府 大阪市 メルボメンズウェアー株式会社　外販１ 小売業 衣料品 5%

155,403 大阪府 大阪市 メルボメンズウェアー株式会社　外販２ 小売業 衣料品 5%

155,404 大阪府 大阪市 メルボメンズウェアー　本部 小売業 衣料品 5%

155,405 大阪府 大阪市 メルボメンズウエアー株式会社　本部 小売業 衣料品 5%

155,406 大阪府 大阪市 メロディ薬店 小売業 その他小売 5%

155,407 大阪府 大阪市 麺牛 サービス 飲食業 5%

155,408 大阪府 大阪市 モーターステージ 小売業 その他小売 5%

155,409 大阪府 大阪市 モダンチャイナ　大橋 サービス 飲食業 5%

155,410 大阪府 大阪市 ｍｏｃ サービス 理容・美容業 5%

155,411 大阪府 大阪市 もつ彦　心斎橋ヨーロッパ通り店 サービス 飲食業 5%

155,412 大阪府 大阪市 もつ彦　なんばアメ村店 サービス 飲食業 5%

155,413 大阪府 大阪市 ｍｏｔｅ サービス 理容・美容業 5%

155,414 大阪府 大阪市 モデルプラザ・エンドウ大阪 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,415 大阪府 大阪市 モード　キク 小売業 衣料品 5%

155,416 大阪府 大阪市 ｍｏｔｏ－ｊｐ 小売業 その他小売 5%

155,417 大阪府 大阪市 モードバロン 小売業 衣料品 5%

155,418 大阪府 大阪市 モトムラ サービス その他サービス 5%

155,419 大阪府 大阪市 モトリーノデルベント 小売業 その他小売 5%

155,420 大阪府 大阪市 モトワールドモリシン 小売業 その他小売 5%

155,421 大阪府 大阪市 桃坂動物クリニック サービス その他サービス 5%

155,422 大阪府 大阪市 桃谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,423 大阪府 大阪市 桃谷メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,424 大阪府 大阪市 桃太郎ジーンズ　大阪店 小売業 衣料品 5%

155,425 大阪府 大阪市 守口大久保 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,426 大阪府 大阪市 森小路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,427 大阪府 大阪市 森田ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

155,428 大阪府 大阪市 モリタ万年筆 小売業 その他小売 5%

155,429 大阪府 大阪市 杜乃家 サービス 飲食業 5%

155,430 大阪府 大阪市 森本ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

155,431 大阪府 大阪市 モルトハウス　本町 小売業 食料品 5%

155,432 大阪府 大阪市 モルトベーネ 小売業 その他小売 5%

155,433 大阪府 大阪市 ＭｏｎＡｎｔｉｑｕｅＦａｖｏｒｉ 小売業 その他小売 5%

155,434 大阪府 大阪市 もん吉屋Ｓａｔｏ 小売業 その他小売 5%

155,435 大阪府 大阪市 ｍｏｎｓｔｅｒａｈａｉｒｍａｋｅ上新庄店 サービス 理容・美容業 5%

155,436 大阪府 大阪市 ｍｏｎｓｔｅｒａｈａｉｒｍａｋｅ東三国店 サービス 理容・美容業 5%

155,437 大阪府 大阪市 紋瑠璃 小売業 衣料品 5%

155,438 大阪府 大阪市 矢柄 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,439 大阪府 大阪市 やき亭ぼ?の サービス 飲食業 5%

155,440 大阪府 大阪市 焼鳥　秀人 サービス 飲食業 5%

155,441 大阪府 大阪市 焼鳥　まつい サービス 飲食業 5%

155,442 大阪府 大阪市 焼鳥　やまと サービス 飲食業 5%
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155,443 大阪府 大阪市 焼鳥　やまと　北新地 サービス 飲食業 5%

155,444 大阪府 大阪市 焼とり居酒屋　吉鳥　天満店 サービス 飲食業 5%

155,445 大阪府 大阪市 焼鳥スミス サービス 飲食業 5%

155,446 大阪府 大阪市 焼鳥と焼野菜　ぎんすけ サービス 飲食業 5%

155,447 大阪府 大阪市 焼鳥と焼野菜　ぎんすけ　中津店 サービス 飲食業 5%

155,448 大阪府 大阪市 焼肉　一新家 サービス 飲食業 5%

155,449 大阪府 大阪市 焼肉　一丁　京橋店 サービス 飲食業 5%

155,450 大阪府 大阪市 焼肉　神戸屋 サービス 飲食業 5%

155,451 大阪府 大阪市 焼肉　神戸屋 サービス 飲食業 5%

155,452 大阪府 大阪市 焼肉　特急 サービス 飲食業 5%

155,453 大阪府 大阪市 焼肉　友園 サービス 飲食業 5%

155,454 大阪府 大阪市 焼肉　山咲亭 サービス 飲食業 5%

155,455 大阪府 大阪市 焼肉　炙 サービス 飲食業 5%

155,456 大阪府 大阪市 焼肉一丁　心斎橋本店 サービス 飲食業 5%

155,457 大阪府 大阪市 焼肉　家族亭 サービス 飲食業 5%

155,458 大阪府 大阪市 焼肉　喜久安 サービス 飲食業 5%

155,459 大阪府 大阪市 やきにくキッチンぱくぱく サービス 飲食業 5%

155,460 大阪府 大阪市 焼肉喜楽　森小路店 サービス 飲食業 5%

155,461 大阪府 大阪市 焼肉左近　ＡＴＣ店 サービス 飲食業 5%

155,462 大阪府 大阪市 焼肉Ｄａｉｓｅｎ サービス 飲食業 5%

155,463 大阪府 大阪市 焼肉鶴橋　笑吉亭 サービス 飲食業 5%

155,464 大阪府 大阪市 焼肉鶴橋　別邸 サービス 飲食業 5%

155,465 大阪府 大阪市 焼肉鶴橋　本店 サービス 飲食業 5%

155,466 大阪府 大阪市 焼肉処　彩 サービス 飲食業 5%

155,467 大阪府 大阪市 焼肉　ＮＩＫＵＦＵＪＩ サービス 運輸業 5%

155,468 大阪府 大阪市 焼肉ひふみ サービス 飲食業 5%

155,469 大阪府 大阪市 焼肉味旨店　まかから　森田屋 サービス 飲食業 5%

155,470 大阪府 大阪市 焼肉マルカ サービス 飲食業 5%

155,471 大阪府 大阪市 焼肉三松 サービス 飲食業 5%

155,472 大阪府 大阪市 焼肉レストラン　松井 サービス 飲食業 5%

155,473 大阪府 大阪市 焼肉レストラン和幸亭　枚方店 サービス 飲食業 5%

155,474 大阪府 大阪市 やきま専科 サービス 飲食業 5%

155,475 大阪府 大阪市 焼き焼き呑み屋　北新地ナニワヤン サービス 飲食業 5%

155,476 大阪府 大阪市 野球館 小売業 その他小売 5%

155,477 大阪府 大阪市 ヤスイデンキ 小売業 電化製品 5%

155,478 大阪府 大阪市 ヤスノリ 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,479 大阪府 大阪市 柳瀬 サービス 飲食業 5%

155,480 大阪府 大阪市 ヤナセ緑給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,481 大阪府 大阪市 山岩 サービス その他サービス 5%

155,482 大阪府 大阪市 山内商店 小売業 衣料品 5%

155,483 大阪府 大阪市 ヤマカツ上野食品・鶴橋店 小売業 食料品 5%

155,484 大阪府 大阪市 やまかわ動物病院 サービス その他サービス 5%
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155,485 大阪府 大阪市 山岸健康院 サービス その他サービス 5%

155,486 大阪府 大阪市 山工建 サービス その他サービス 5%

155,487 大阪府 大阪市 株式会社山下金物 小売業 その他小売 5%

155,488 大阪府 大阪市 山善時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,489 大阪府 大阪市 ヤマトウェルネス　ハイハイタウン３号店 サービス その他サービス 5%

155,490 大阪府 大阪市 大和自動車 小売業 その他小売 5%

155,491 大阪府 大阪市 山中タクシー サービス 運輸業 5%

155,492 大阪府 大阪市 山秀陶業 小売業 家具・調度品 5%

155,493 大阪府 大阪市 やまもと 小売業 食料品 5%

155,494 大阪府 大阪市 ヤモチ株式会社 小売業 衣料品 5%

155,495 大阪府 大阪市 弥生石油本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,496 大阪府 大阪市 有限会社エルコンタクト 小売業 その他小売 5%

155,497 大阪府 大阪市 有限会社オオハタ自動車 サービス その他サービス 5%

155,498 大阪府 大阪市 有限会社竹中五兵衛商店 小売業 家具・調度品 5%

155,499 大阪府 大阪市 有限会社ツツミ整備工場 サービス その他サービス 5%

155,500 大阪府 大阪市 有限会社トキワカメラ 小売業 電化製品 5%

155,501 大阪府 大阪市 有限会社トレード　尺土店 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,502 大阪府 大阪市 有限会社中川修文堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,503 大阪府 大阪市 有限会社フタバ化粧品店 小売業 その他小売 5%

155,504 大阪府 大阪市 有限会社プライムツアー サービス その他サービス 5%

155,505 大阪府 大阪市 ［ＨＣ］（有）ユーピット中津 小売業 電化製品 5%

155,506 大阪府 大阪市 遊人ＣＥＮＴＲＡＬ サービス 理容・美容業 5%

155,507 大阪府 大阪市 ゆうせい薬局 小売業 その他小売 5%

155,508 大阪府 大阪市 ゆうなぎ動物病院 サービス その他サービス 5%

155,509 大阪府 大阪市 ユーパワー 小売業 家具・調度品 5%

155,510 大阪府 大阪市 癒めいく サービス その他サービス 5%

155,511 大阪府 大阪市 ユーロカーサ大阪 小売業 家具・調度品 5%

155,512 大阪府 大阪市 ｅｕｒｏｌｉｆｅｓｔｙｌｅ 小売業 衣料品 5%

155,513 大阪府 大阪市 Ｕｅｎ　Ｏｓａｋａ サービス その他サービス 5%

155,514 大阪府 大阪市 ユキ動物病院 サービス その他サービス 5%

155,515 大阪府 大阪市 有限会社　芋忠本店 サービス その他サービス 5%

155,516 大阪府 大阪市 ＪｕＴｕｒｎａ サービス 飲食業 5%

155,517 大阪府 大阪市 遊人里 サービス 飲食業 5%

155,518 大阪府 大阪市 ＵＮＩＯＮ３南堀江店 小売業 衣料品 5%

155,519 大阪府 大阪市 ユニバーサルホテル西九条 サービス 宿泊業 5%

155,520 大阪府 大阪市 ユニフォーム　いしまる 小売業 衣料品 5%

155,521 大阪府 大阪市 ユノアミリー サービス 理容・美容業 5%

155,522 大阪府 大阪市 ユーパワー　本町営業所 小売業 家具・調度品 5%

155,523 大阪府 大阪市 ユリイカ サービス 理容・美容業 5%

155,524 大阪府 大阪市 ユリイカ　ｈａｉｒｃｕｔ サービス 理容・美容業 5%

155,525 大阪府 大阪市 夜一　難波法善寺店 サービス 飲食業 5%

155,526 大阪府 大阪市 養生庵和音 小売業 食料品 5%
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155,527 大阪府 大阪市 洋食倶楽部　ＥＮ サービス 飲食業 5%

155,528 大阪府 大阪市 洋食Ｍａｔｓｕｓｈｉｔａ サービス 飲食業 5%

155,529 大阪府 大阪市 横田エネルギー　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,530 大阪府 大阪市 横田エネルギー　本社２ 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,531 大阪府 大阪市 ヨシアキイノウエギャラリー 小売業 家具・調度品 5%

155,532 大阪府 大阪市 よし河 サービス 飲食業 5%

155,533 大阪府 大阪市 吉桂大阪営業所 小売業 家具・調度品 5%

155,534 大阪府 大阪市 よし光 サービス 飲食業 5%

155,535 大阪府 大阪市 ヨシダ 小売業 衣料品 5%

155,536 大阪府 大阪市 よつば 小売業 衣料品 5%

155,537 大阪府 大阪市 淀画廊 小売業 家具・調度品 5%

155,538 大阪府 大阪市 淀屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,539 大阪府 大阪市 43 サービス 飲食業 5%

155,540 大阪府 大阪市 株式会社　ラ・カーヴコーポレーション サービス 飲食業 5%

155,541 大阪府 大阪市 ラ　グラス 小売業 衣料品 5%

155,542 大阪府 大阪市 ｌａ　ＲＯＣＣＩＡ サービス 飲食業 5%

155,543 大阪府 大阪市 ライズ　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

155,544 大阪府 大阪市 ＲＩＳＥＭｉｎａｍｉｓｅｍｂａ サービス 理容・美容業 5%

155,545 大阪府 大阪市 ＲｉｃｅＢｏｗｌ 小売業 衣料品 5%

155,546 大阪府 大阪市 ｒｉｄｅＰＲＩＶＡＴＥＦＩＴＮＥＳＳＧＹＭ サービス その他サービス 5%

155,547 大阪府 大阪市 ライフクリーナー　イズミヤ上新庄店 サービス その他サービス 5%

155,548 大阪府 大阪市 ライフクリーナー 京橋店 サービス その他サービス 5%

155,549 大阪府 大阪市 ライフクリーナー　近商ストア玉造 サービス その他サービス 5%

155,550 大阪府 大阪市 ライフクリーナー　東三国店 サービス その他サービス 5%

155,551 大阪府 大阪市 ライフクリーナー　福島店 サービス その他サービス 5%

155,552 大阪府 大阪市 ＬｉＶＥＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,553 大阪府 大阪市 ＬＩＦＥ’ｓ　＃２０３　カフェ堀江店 小売業 衣料品 5%

155,554 大阪府 大阪市 ＬＩＦＥ’ｓ　＃２０３　堀江店 小売業 衣料品 5%

155,555 大阪府 大阪市 ：Ｌａ　ｖｏｉｘ　ｄｕ　ｃｏｎｔｅｕｒ： 小売業 衣料品 5%

155,556 大阪府 大阪市 ラウレア　梅田ＯＰＡ 小売業 衣料品 5%

155,557 大阪府 大阪市 ＬＡＯＳＴＯＲＥ サービス その他サービス 5%

155,558 大阪府 大阪市 樂・和ごころ サービス 飲食業 5%

155,559 大阪府 大阪市 楽一楽座 サービス その他サービス 5%

155,560 大阪府 大阪市 楽食楽酒　ｉｗａｋｏｒｏ サービス 飲食業 5%

155,561 大阪府 大阪市 ラ・クチネッラ・ディ・ヤマモト サービス 飲食業 5%

155,562 大阪府 大阪市 ラ・ゴロセッタ サービス 飲食業 5%

155,563 大阪府 大阪市 らしんばん　大阪日本橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,564 大阪府 大阪市 らしんばん　大阪日本橋店２号館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,565 大阪府 大阪市 らしんばん天王寺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,566 大阪府 大阪市 ラセーラ　谷町９丁目 サービス その他サービス 5%

155,567 大阪府 大阪市 ＬＡＮＩ サービス 理容・美容業 5%

155,568 大阪府 大阪市 ラビットストリート　Ｓ－Ｗｏｒｋｓサロン 小売業 その他小売 5%
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155,569 大阪府 大阪市 ラビットストリート　本店 小売業 その他小売 5%

155,570 大阪府 大阪市 Ｌｏｖｅ＆Ｐｅａｃｅ 小売業 衣料品 5%

155,571 大阪府 大阪市 ラベール　上本町 サービス その他サービス 5%

155,572 大阪府 大阪市 ラベール　元今里 サービス その他サービス 5%

155,573 大阪府 大阪市 Ｒａｍ’ｓ　Ａｕｔｏ サービス その他サービス 5%

155,574 大阪府 大阪市 ラム肉家３９８ サービス 飲食業 5%

155,575 大阪府 大阪市 ラム肉家ｍｕｕ サービス 飲食業 5%

155,576 大阪府 大阪市 らむ屋 サービス 飲食業 5%

155,577 大阪府 大阪市 ＪＭ／らむ屋　心斎橋店 サービス 飲食業 5%

155,578 大阪府 大阪市 らむ屋　谷町六丁目店 サービス 飲食業 5%

155,579 大阪府 大阪市 ら～めん小菜　古潭 サービス 飲食業 5%

155,580 大阪府 大阪市 ＬＡＲＡＶＩＮＴＡＧＥ 小売業 衣料品 5%

155,581 大阪府 大阪市 ララのサロン サービス 理容・美容業 5%

155,582 大阪府 大阪市 ＬａＬｕｃｅｈａｉｒ サービス その他サービス 5%

155,583 大阪府 大阪市 Ｌａｒｇｏ サービス 飲食業 5%

155,584 大阪府 大阪市 ＲＡＲＥＥＫＡ 小売業 衣料品 5%

155,585 大阪府 大阪市 ＲＡＲＥＥＫＡ　北久宝寺店 小売業 衣料品 5%

155,586 大阪府 大阪市 蘭光園 小売業 その他小売 5%

155,587 大阪府 大阪市 蘭亭 サービス 飲食業 5%

155,588 大阪府 大阪市 蘭亭 サービス 飲食業 5%

155,589 大阪府 大阪市 ランデヴーデザミ サービス 飲食業 5%

155,590 大阪府 大阪市 ランドリーバスケット サービス その他サービス 5%

155,591 大阪府 大阪市 ＬＥＡＤーＯＳＡＫＡ 小売業 その他小売 5%

155,592 大阪府 大阪市 ＬＥＡＰ　ＤＥＳＩＧＮ サービス その他サービス 5%

155,593 大阪府 大阪市 リープボックスゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

155,594 大阪府 大阪市 Ｒｅウォーク サービス その他サービス 5%

155,595 大阪府 大阪市 リエッコ大阪 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,596 大阪府 大阪市 ＲＥＧＡＬ阪急三番街店 小売業 衣料品 2%

155,597 大阪府 大阪市 リーガロイヤル　アレクサンドル 小売業 衣料品 5%

155,598 大阪府 大阪市 利休／ＵＮＯ サービス 飲食業 5%

155,599 大阪府 大阪市 リキれんプロタイムズ大阪北店 サービス その他サービス 5%

155,600 大阪府 大阪市 六合軒ショップ　オオサカ 小売業 その他小売 5%

155,601 大阪府 大阪市 ＲｅｇｅｔｔａＣａｎｏｅ 小売業 衣料品 5%

155,602 大阪府 大阪市 ＲｅｇｅｔｔａＣａｎｏｅ　中崎町店 小売業 衣料品 5%

155,603 大阪府 大阪市 Ｒｉｇｅｌ サービス 理容・美容業 5%

155,604 大阪府 大阪市 理研化学（株） 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,605 大阪府 大阪市 ｒｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

155,606 大阪府 大阪市 Ｒｅｇｏｔｔｚ サービス 理容・美容業 5%

155,607 大阪府 大阪市 Ｒｅｇｏｔｔｚ　ｄｕａｐｕｔｒｉ サービス 理容・美容業 5%

155,608 大阪府 大阪市 Ｒｅｇｏｔｔｚ　ｔｉｇａ　ｎｅｎｅｋ サービス 理容・美容業 5%

155,609 大阪府 大阪市 リサイクルきもの　たんす屋　北心斎橋店 小売業 衣料品 5%

155,610 大阪府 大阪市 リサイクルきもののタンス屋なんなんタウン 小売業 衣料品 5%
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155,611 大阪府 大阪市 リサイクルきものたんす屋　天神橋店 小売業 衣料品 5%

155,612 大阪府 大阪市 ＬＩＳＩＧＮ＆ＣＯＴＯ サービス その他サービス 5%

155,613 大阪府 大阪市 ＲＩＣＨＡＲＤＭＩＬＬＥ　ＯＳＡＫＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,614 大阪府 大阪市 Ｌｅｅ　ＳＨＯＰ　堀江店 小売業 衣料品 5%

155,615 大阪府 大阪市 リストワール サービス 飲食業 5%

155,616 大阪府 大阪市 リスロン大阪支店 サービス その他サービス 5%

155,617 大阪府 大阪市 リゼッタ淀屋橋 小売業 衣料品 5%

155,618 大阪府 大阪市 ＲｅｃｅｎｔＲｏｕｇｅ 小売業 衣料品 5%

155,619 大阪府 大阪市 ｒｉｃｃａ サービス 理容・美容業 5%

155,620 大阪府 大阪市 リーツテイラーザズー　Ｓ 小売業 衣料品 5%

155,621 大阪府 大阪市 リネアウィッグ　大阪サロン サービス 理容・美容業 5%

155,622 大阪府 大阪市 ＬＩＮＥＡＬＵＸＥリーガロイヤル 小売業 衣料品 5%

155,623 大阪府 大阪市 リネンバード　北浜 小売業 家具・調度品 5%

155,624 大阪府 大阪市 ＬＥＮＯ　ＵＰＳＴＡＩＲＳ 小売業 衣料品 5%

155,625 大阪府 大阪市 リバーフォレスト　住之江公園 サービス 宿泊業 5%

155,626 大阪府 大阪市 リーフコンタクト　フクシマ 小売業 その他小売 5%

155,627 大阪府 大阪市 ｒｉｆｆ　ｄｅｓｉｇｎ　ｌａｂｏ サービス 理容・美容業 5%

155,628 大阪府 大阪市 リフラス　サーフストア 小売業 その他小売 5%

155,629 大阪府 大阪市 リプリゼントヘアクリエーターズ サービス 理容・美容業 5%

155,630 大阪府 大阪市 リブレ西本町 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,631 大阪府 大阪市 ＬＩＭ＋ＬＩＭ サービス 理容・美容業 5%

155,632 大阪府 大阪市 Ｒｙｕ’ｓｆａｃｔｏｒｙ サービス その他サービス 5%

155,633 大阪府 大阪市 Ｒｙｏｋｏｈｅｙａ　淡路館 サービス 宿泊業 5%

155,634 大阪府 大阪市 リラクゼーション　ｃｏｃｏｎｅ サービス その他サービス 5%

155,635 大阪府 大阪市 リラクゼーション整体こりとる堂 サービス その他サービス 5%

155,636 大阪府 大阪市 リリーオン　梅田店 サービス 理容・美容業 5%

155,637 大阪府 大阪市 リリ－オン　心斎橋店 サービス その他サービス 5%

155,638 大阪府 大阪市 Ｒｅｌ サービス 理容・美容業 5%

155,639 大阪府 大阪市 リル　アベノ サービス 理容・美容業 5%

155,640 大阪府 大阪市 ＲＩＮＫＡＮ心斎橋店 小売業 衣料品 5%

155,641 大阪府 大阪市 ＲＩＮＫＡＮ南堀江店 小売業 衣料品 5%

155,642 大阪府 大阪市 ＬＩＮＤＡ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

155,643 大阪府 大阪市 株式会社ＪＣＳスクールズ サービス その他サービス 5%

155,644 大阪府 大阪市 ル・クール動物病院 サービス その他サービス 5%

155,645 大阪府 大阪市 Ｌｅ　Ｃｉｎｑｕｅ　ｋｉｔａｈａｍａ サービス 飲食業 5%

155,646 大阪府 大阪市 ル・ジャルダン サービス 飲食業 5%

155,647 大阪府 大阪市 ＬＥ　ＺＥＰＨＹＲ 小売業 衣料品 5%

155,648 大阪府 大阪市 ＬＯＵ　ＤＯＧ 小売業 衣料品 5%

155,649 大阪府 大阪市 ル・ノーブル　梅田フコク店 小売業 家具・調度品 5%

155,650 大阪府 大阪市 ル・ノーブル　大阪梅田店 小売業 家具・調度品 5%

155,651 大阪府 大阪市 ＬＵＲＥ　１ＢＡＮ 小売業 その他小売 5%

155,652 大阪府 大阪市 ルアルア　あべの店 小売業 その他小売 5%
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155,653 大阪府 大阪市 ルアルア　天王寺店 小売業 その他小売 5%

155,654 大阪府 大阪市 類農園直売所　西中島南方店 小売業 食料品 5%

155,655 大阪府 大阪市 Ｌｏｕ　ｄｕ　Ｌｏｕ 小売業 衣料品 5%

155,656 大阪府 大阪市 ＬＵＫＥ’Ｓ心斎橋店 サービス 飲食業 5%

155,657 大阪府 大阪市 Ｒｏｏｋｉｅ　Ｓｔａｒ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,658 大阪府 大阪市 ル　サロン　フラン サービス 理容・美容業 5%

155,659 大阪府 大阪市 ル　ジャルダン サービス 飲食業 5%

155,660 大阪府 大阪市 ルースハウス 小売業 衣料品 5%

155,661 大阪府 大阪市 Ｓｏｕｒｉｒｅ サービス 飲食業 5%

155,662 大阪府 大阪市 ＲＵＴＩＣＡ　ｂｙ　ＤＯＬＣＥ サービス 理容・美容業 5%

155,663 大阪府 大阪市 ＬｕＮａ サービス 理容・美容業 5%

155,664 大阪府 大阪市 Ｌｕｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

155,665 大阪府 大阪市 ＬＯＯＰ サービス 飲食業 5%

155,666 大阪府 大阪市 ルミノックスオオサカ 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,667 大阪府 大阪市 ＬＯＯＭ　ＯＳＡＫＡ 小売業 衣料品 5%

155,668 大阪府 大阪市 ｒｏｏｍ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

155,669 大阪府 大阪市 ＲＵＬＥＲ 小売業 衣料品 5%

155,670 大阪府 大阪市 ルリビオ　大阪プライベートサロン サービス 理容・美容業 5%

155,671 大阪府 大阪市 ｒｅｏｌｅ サービス 理容・美容業 5%

155,672 大阪府 大阪市 レジァンス大阪 小売業 衣料品 5%

155,673 大阪府 大阪市 レジァンス帝国ホテル大阪 小売業 衣料品 5%

155,674 大阪府 大阪市 レジデンシャルホテル　ＨＡＲＥ　新大阪 サービス 宿泊業 5%

155,675 大阪府 大阪市 ｌｅｓ・ｊｅｕ 小売業 衣料品 5%

155,676 大阪府 大阪市 レストラン　アイラ サービス 飲食業 5%

155,677 大阪府 大阪市 レストラン　北極星　阿倍野店 サービス 飲食業 5%

155,678 大阪府 大阪市 レストラン　北極星　法善寺店 サービス 飲食業 5%

155,679 大阪府 大阪市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ｍｉｔｔｅ サービス 飲食業 5%

155,680 大阪府 大阪市 レストランニューハマヤ瓦町店 サービス 飲食業 5%

155,681 大阪府 大阪市 レストラン　ひろ サービス 飲食業 5%

155,682 大阪府 大阪市 ＲＥＤ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

155,683 大阪府 大阪市 レッドファイヴ サービス 飲食業 5%

155,684 大阪府 大阪市 レディースショップ　メイト 小売業 衣料品 5%

155,685 大阪府 大阪市 Ｌｅｖｅｌ　Ｏｎｅ サービス 飲食業 5%

155,686 大阪府 大阪市 レマンシューズ　今福店 小売業 衣料品 5%

155,687 大阪府 大阪市 ｒｅ／ｍｕ 小売業 衣料品 5%

155,688 大阪府 大阪市 れもんや サービス 飲食業 5%

155,689 大阪府 大阪市 レユフィ－ル サービス その他サービス 5%

155,690 大阪府 大阪市 レンタサイクル「駅リンくん西九条店」 サービス 運輸業 5%

155,691 大阪府 大阪市 レンタルバイク大阪弁天町 小売業 その他小売 5%

155,692 大阪府 大阪市 ロアホステル道頓堀 サービス 宿泊業 5%

155,693 大阪府 大阪市 ＬｌｏｙｄＦｏｏｔｗｅａｒＯｓａｋａ 小売業 衣料品 5%

155,694 大阪府 大阪市 ＲＯＩＭＵ　心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%
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155,695 大阪府 大阪市 ロイヤル サービス 理容・美容業 5%

155,696 大阪府 大阪市 ロイヤルマン　バーバー梅田店 サービス 理容・美容業 5%

155,697 大阪府 大阪市 ロイヤルマン　バーバー茶屋町店 サービス 理容・美容業 5%

155,698 大阪府 大阪市 ｒｏｕｂｕ サービス 理容・美容業 5%

155,699 大阪府 大阪市 ＬＯＵＧＵＥ 小売業 衣料品 5%

155,700 大阪府 大阪市 ロールピュール 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,701 大阪府 大阪市 ＲＯＣＯＣＯ 小売業 衣料品 5%

155,702 大阪府 大阪市 ロコシーラ　戎橋店 小売業 衣料品 5%

155,703 大阪府 大阪市 ロコシーラ　戎橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,704 大阪府 大阪市 ロコシーラ　心斉橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,705 大阪府 大阪市 ロッサ 小売業 衣料品 5%

155,706 大阪府 大阪市 ロツサ　２カイ サービス その他サービス 5%

155,707 大阪府 大阪市 ロッサ　ヒルトンプラザイースト店 小売業 衣料品 5%

155,708 大阪府 大阪市 ロッサ　リーガロイヤルホテル 小売業 衣料品 5%

155,709 大阪府 大阪市 ロブザーコ 小売業 衣料品 5%

155,710 大阪府 大阪市 ＲＯＬＦ 小売業 衣料品 5%

155,711 大阪府 大阪市 Ｌａｕｒｅｎ． サービス 理容・美容業 5%

155,712 大阪府 大阪市 ロワズレ サービス その他サービス 5%

155,713 大阪府 大阪市 和　藤もと サービス 飲食業 5%

155,714 大阪府 大阪市 ワークステーション　八尾 小売業 衣料品 5%

155,715 大阪府 大阪市 Ｙ’ｓ　Ｂｅｒｒｙ サービス 飲食業 5%

155,716 大阪府 大阪市 ｙ．ｂｅ　ｇｒｅｅｎ　ｒｅｌ店 サービス 理容・美容業 5%

155,717 大阪府 大阪市 ワイン居酒屋　ＢＯＵＣＨＯＮ サービス 飲食業 5%

155,718 大阪府 大阪市 ワイン　カルコス サービス 飲食業 5%

155,719 大阪府 大阪市 ワイングラース サービス 飲食業 5%

155,720 大阪府 大阪市 ワインショップ　アンフィニー 小売業 食料品 5%

155,721 大阪府 大阪市 ワインスタンドパプリカ サービス 飲食業 5%

155,722 大阪府 大阪市 Ｗｉｎｅ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｑｕａｔｒｅ サービス 飲食業 5%

155,723 大阪府 大阪市 ｗｉｎｅ　ｄｉｎｉｎｇ　Ｂｏｕｃｈｏｎ サービス 飲食業 5%

155,724 大阪府 大阪市 和央 サービス 飲食業 5%

155,725 大阪府 大阪市 ワカイケ洋装店 小売業 衣料品 5%

155,726 大阪府 大阪市 若狭家　南海なんば店 サービス 飲食業 5%

155,727 大阪府 大阪市 若狭家　難波店 サービス 飲食業 5%

155,728 大阪府 大阪市 わが蔵 サービス 飲食業 5%

155,729 大阪府 大阪市 若葉屋　天満店 サービス 飲食業 5%

155,730 大阪府 大阪市 若葉屋　福島店 サービス 飲食業 5%

155,731 大阪府 大阪市 若葉屋　福島２号店 サービス 飲食業 5%

155,732 大阪府 大阪市 わがままきっちん　Ｍｏｊｏ　Ｍｏｊｏ サービス 飲食業 5%

155,733 大阪府 大阪市 和気文具 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,734 大阪府 大阪市 和牛焼肉　大志 サービス 飲食業 5%

155,735 大阪府 大阪市 ワークオーボシ 小売業 衣料品 5%

155,736 大阪府 大阪市 和けい サービス 飲食業 5%
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

155,737 大阪府 大阪市 和幸亭　茨木店 サービス 飲食業 5%

155,738 大阪府 大阪市 和酒と旬菜　じじや サービス 飲食業 5%

155,739 大阪府 大阪市 和匠魚心　はなれ サービス 飲食業 5%

155,740 大阪府 大阪市 和食　みのる サービス 飲食業 5%

155,741 大阪府 大阪市 和食Ｌａｂｏ．新た サービス 飲食業 5%

155,742 大阪府 大阪市 和心 サービス 飲食業 5%

155,743 大阪府 大阪市 ワシントンインポート　ギャレ大阪店 小売業 衣料品 5%

155,744 大阪府 大阪市 ワシントン靴店　心斎橋店 小売業 衣料品 5%

155,745 大阪府 大阪市 和ダイニング　恭道 サービス 飲食業 5%

155,746 大阪府 大阪市 ｗａｎｏｋｕｓａｎｏｔａｍａ－ｈｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,747 大阪府 大阪市 ワミレスサロン　ｖｉｖｉ 小売業 その他小売 5%

155,748 大阪府 大阪市 ワールドワールドバッフェ サービス 飲食業 5%

155,749 大阪府 大阪市 ワンコインタクシー　本社営業所 サービス その他サービス 5%

155,750 大阪府 大阪市 ワンステップ サービス 理容・美容業 5%

155,751 大阪府 大阪市旭区 ＡＲ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

155,752 大阪府 大阪市旭区 赤三薬店 小売業 その他小売 5%

155,753 大阪府 大阪市旭区 旭商店 サービス 飲食業 5%

155,754 大阪府 大阪市旭区 アジアンキッチンレストランＧＡＮＧＡ サービス 飲食業 5%

155,755 大阪府 大阪市旭区 アトム電器旭店 小売業 電化製品 5%

155,756 大阪府 大阪市旭区 アトリエシルク 大宮店 サービス 理容・美容業 5%

155,757 大阪府 大阪市旭区 アトリエシルク 千林店 サービス 理容・美容業 5%

155,758 大阪府 大阪市旭区 アロマケアサロンフロール サービス その他サービス 5%

155,759 大阪府 大阪市旭区 アンステラ 小売業 衣料品 5%

155,760 大阪府 大阪市旭区 池田酒販 サービス その他サービス 5%

155,761 大阪府 大阪市旭区 犬塚畳商店 サービス その他サービス 5%

155,762 大阪府 大阪市旭区 ＥｃｏＭａｌｌぽあん 小売業 衣料品 5%

155,763 大阪府 大阪市旭区 セブン－イレブン大阪大宮３丁目店 小売業 食料品 2%

155,764 大阪府 大阪市旭区 セブン－イレブン大阪千林２丁目店 小売業 食料品 2%

155,765 大阪府 大阪市旭区 セブン－イレブン大阪太子橋１丁目店 小売業 食料品 2%

155,766 大阪府 大阪市旭区 セブン－イレブン大阪高殿６丁目店 小売業 食料品 2%

155,767 大阪府 大阪市旭区 大阪東部ヤクルト販売 城北センター 小売業 食料品 5%

155,768 大阪府 大阪市旭区 セブン－イレブン大阪森小路１丁目店 小売業 食料品 2%

155,769 大阪府 大阪市旭区 オーバーカムズ 小売業 衣料品 5%

155,770 大阪府 大阪市旭区 お菓子のお店Ｎｏｅｌ 小売業 食料品 5%

155,771 大阪府 大阪市旭区 おかん 小売業 その他小売 5%

155,772 大阪府 大阪市旭区 かごの屋森小路インター東店 サービス 飲食業 5%

155,773 大阪府 大阪市旭区 カットハウス パレット カットハウスパレット サービス 理容・美容業 5%

155,774 大阪府 大阪市旭区 カッフェチャオッペ　カッフェチャオッペ サービス 飲食業 5%

155,775 大阪府 大阪市旭区 割烹 寿司 みはま サービス 飲食業 5%

155,776 大阪府 大阪市旭区 加藤銘茶本舗 小売業 食料品 5%

155,777 大阪府 大阪市旭区 ｃａｄｅａｕ サービス 理容・美容業 5%

155,778 大阪府 大阪市旭区 株式会社福田電機 小売業 電化製品 5%

3711



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

155,779 大阪府 大阪市旭区 株式会社ライフテック サービス その他サービス 5%

155,780 大阪府 大阪市旭区 喫茶再会 サービス 飲食業 5%

155,781 大阪府 大阪市旭区 吉鳥　大宮店 サービス 飲食業 5%

155,782 大阪府 大阪市旭区 ギボデンキ 小売業 電化製品 5%

155,783 大阪府 大阪市旭区 きものサロン　よろずや 小売業 衣料品 5%

155,784 大阪府 大阪市旭区 業務スーパー赤川店 小売業 食料品 2%

155,785 大阪府 大阪市旭区 喰”うたら サービス 飲食業 5%

155,786 大阪府 大阪市旭区 串太郎 サービス 飲食業 5%

155,787 大阪府 大阪市旭区 玄米づきの店　米友人　本店 小売業 食料品 5%

155,788 大阪府 大阪市旭区 玄米づきの店　米友人　千林店 小売業 食料品 5%

155,789 大阪府 大阪市旭区 糀とわたし サービス 飲食業 5%

155,790 大阪府 大阪市旭区 コーヒーショップ　ルポ サービス 飲食業 5%

155,791 大阪府 大阪市旭区 コーヒーショップＡＢＣ サービス 飲食業 5%

155,792 大阪府 大阪市旭区 こきんた 千林店 サービス 飲食業 5%

155,793 大阪府 大阪市旭区 ＫＯＴＯＲＩＤＥＬＩ（露店） サービス 飲食業 5%

155,794 大阪府 大阪市旭区 コポ　千林店 小売業 衣料品 5%

155,795 大阪府 大阪市旭区 サイクルセンタージャンク高殿店 小売業 その他小売 5%

155,796 大阪府 大阪市旭区 サニーアカデミー サービス その他サービス 5%

155,797 大阪府 大阪市旭区 サヌキ　アワ　オーガニック　フーズ　ショップ　サヌキ　アワ 小売業 食料品 5%

155,798 大阪府 大阪市旭区 じてんしゃ５　千林大宮店　じてんしゃ５ 小売業 その他小売 5%

155,799 大阪府 大阪市旭区 しみずでんき 小売業 電化製品 5%

155,800 大阪府 大阪市旭区 シャレード千林店 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,801 大阪府 大阪市旭区 ジャンボ酒場　赤川3丁目店 サービス 飲食業 5%

155,802 大阪府 大阪市旭区 ジャンボ酒場　千林商店街店 サービス 飲食業 5%

155,803 大阪府 大阪市旭区 ジャンボ酒場　太子橋今市店 サービス 飲食業 5%

155,804 大阪府 大阪市旭区 寝具なにわ　千林店 小売業 その他小売 5%

155,805 大阪府 大阪市旭区 寝具のなにわ 本部 小売業 その他小売 5%

155,806 大阪府 大阪市旭区 寿し家げん サービス 飲食業 5%

155,807 大阪府 大阪市旭区 鈴木哲事務所 サービス その他サービス 5%

155,808 大阪府 大阪市旭区 スズキデンカ 小売業 電化製品 5%

155,809 大阪府 大阪市旭区 炭火焼鳥匠 サービス 飲食業 5%

155,810 大阪府 大阪市旭区 炭火焼肉かんてき サービス 飲食業 5%

155,811 大阪府 大阪市旭区 生鮮＆業務スーパーＯＫ　森小路店 小売業 食料品 2%

155,812 大阪府 大阪市旭区 生鮮＆業務スーパーＯＫ　高殿店 小売業 食料品 2%

155,813 大阪府 大阪市旭区 世界のチュウリップ 千林支店 サービス 飲食業 5%

155,814 大阪府 大阪市旭区 関目ホルモン サービス 飲食業 5%

155,815 大阪府 大阪市旭区 セブン－イレブン千林商店街西店 小売業 食料品 2%

155,816 大阪府 大阪市旭区 タカセ学生服店 千林本店 小売業 衣料品 5%

155,817 大阪府 大阪市旭区 竹野電化 小売業 電化製品 5%

155,818 大阪府 大阪市旭区 辰己電機商会 小売業 電化製品 5%

155,819 大阪府 大阪市旭区 谷口クリーニング　清水店 サービス その他サービス 5%

155,820 大阪府 大阪市旭区 ツボイ新森店 小売業 電化製品 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

155,821 大阪府 大阪市旭区 Ｄａｉｓｙ　ｃｕｒｌ　ＬＥＮ サービス 理容・美容業 5%

155,822 大阪府 大阪市旭区 ＴＯＫＹＯＹＡ　メンテナンスクリーナー サービス その他サービス 5%

155,823 大阪府 大阪市旭区 ｔｏｋｉｎｏｈａｎａ 小売業 その他小売 5%

155,824 大阪府 大阪市旭区 内外アーチェリー 小売業 その他小売 5%

155,825 大阪府 大阪市旭区 ナガイコーヒーコーポレーション ナガイコーヒー 小売業 食料品 5%

155,826 大阪府 大阪市旭区 二階堂工務店 サービス その他サービス 5%

155,827 大阪府 大阪市旭区 布の店 ドシル 小売業 その他小売 5%

155,828 大阪府 大阪市旭区 ｎｏｔｏｙａｃｙｃｌｅ 小売業 その他小売 5%

155,829 大阪府 大阪市旭区 のりのぶ時計店 小売業 衣料品 5%

155,830 大阪府 大阪市旭区 ＢＡＲＢＥＲ ＨＡＲＡ ＢＡＲＢＥＲ ＨＡＲＡ サービス 理容・美容業 5%

155,831 大阪府 大阪市旭区 白梅堂 小売業 その他小売 5%

155,832 大阪府 大阪市旭区 ＢＡＣＫ ＳＴＡＧＥ ＢＡＣＫ ＳＴＡＧＥ バックステージ 小売業 衣料品 5%

155,833 大阪府 大阪市旭区 花幸タオル株式会社　花幸タオル 小売業 衣料品 5%

155,834 大阪府 大阪市旭区 パロマ中店 パロマ中店 小売業 衣料品 5%

155,835 大阪府 大阪市旭区 パン屋のグロワール 小売業 食料品 5%

155,836 大阪府 大阪市旭区 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＰＩＥＣＥＳ サービス 理容・美容業 5%

155,837 大阪府 大阪市旭区 藤田商店 小売業 衣料品 5%

155,838 大阪府 大阪市旭区 ブックマート千林大宮 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,839 大阪府 大阪市旭区 株式会社プラウド サービス その他サービス 5%

155,840 大阪府 大阪市旭区 フラワーギフトＨａｎａＨａｎａ 小売業 その他小売 5%

155,841 大阪府 大阪市旭区 フラワーショップ蔵本 小売業 その他小売 5%

155,842 大阪府 大阪市旭区 ブランドギャラリー千林店 サービス その他サービス 5%

155,843 大阪府 大阪市旭区 フローリストはなこ 小売業 その他小売 5%

155,844 大阪府 大阪市旭区 ＰＨＬＯＸ サービス その他サービス 5%

155,845 大阪府 大阪市旭区 ヘアーサロン　ニシ サービス 理容・美容業 5%

155,846 大阪府 大阪市旭区 ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ ｗａｋａｋｕｓａ ｗａｋａｋｕｓａ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

155,847 大阪府 大阪市旭区 ＨＡＩＲ＇ＳＣＡＦＥａｎ サービス 理容・美容業 5%

155,848 大阪府 大阪市旭区 ヘアースタジオＹ サービス 理容・美容業 5%

155,849 大阪府 大阪市旭区 ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　Ｙ サービス 理容・美容業 5%

155,850 大阪府 大阪市旭区 ペットランド遊遊 小売業 その他小売 5%

155,851 大阪府 大阪市旭区 寳来堂 小売業 食料品 5%

155,852 大阪府 大阪市旭区 ほてい堂薬店 小売業 その他小売 5%

155,853 大阪府 大阪市旭区 本田酒店 サービス 飲食業 5%

155,854 大阪府 大阪市旭区 居酒屋まんま。 サービス 飲食業 5%

155,855 大阪府 大阪市旭区 メガネの和田　千林店 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,856 大阪府 大阪市旭区 ｍｏｔｅ サービス 理容・美容業 5%

155,857 大阪府 大阪市旭区 焼肉キッチンぱくぱく サービス 飲食業 5%

155,858 大阪府 大阪市旭区 有限会社アンカー商事 サービス 運輸業 5%

155,859 大阪府 大阪市旭区 横田薬局 小売業 その他小売 5%

155,860 大阪府 大阪市旭区 吉田たばこ店 小売業 その他小売 5%

155,861 大阪府 大阪市旭区 ライフクリーナー　ダイエー旭 サービス その他サービス 5%

155,862 大阪府 大阪市旭区 ライフクリーナー　高殿店 サービス その他サービス 5%
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155,863 大阪府 大阪市旭区 りおんＨａｉｒｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

155,864 大阪府 大阪市旭区 ＲｅｕｓｅＴｏｗｎ 小売業 その他小売 5%

155,865 大阪府 大阪市旭区 ｌｉｌｅｙｃｒａｆｔｗｏｒｋｓ 小売業 その他小売 5%

155,866 大阪府 大阪市旭区 Ｒｅｌ サービス 理容・美容業 5%

155,867 大阪府 大阪市旭区 ミックス 小売業 衣料品 5%

155,868 大阪府 大阪市旭区 ｌｏｊｊｙｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

155,869 大阪府 大阪市阿倍野区 アージャック サービス その他サービス 5%

155,870 大阪府 大阪市阿倍野区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｏｒｅ天王寺 サービス 理容・美容業 5%

155,871 大阪府 大阪市阿倍野区 Ａｔｏｙｒ サービス 理容・美容業 5%

155,872 大阪府 大阪市阿倍野区 セブン－イレブンあべの天王寺駅西店 小売業 食料品 2%

155,873 大阪府 大阪市阿倍野区 甘辛や サービス 飲食業 5%

155,874 大阪府 大阪市阿倍野区 Ａｒｏｎａ　ｓｐａ　ｇａｒｄｅｎ サービス その他サービス 5%

155,875 大阪府 大阪市阿倍野区 居酒屋ａｉｏｉ サービス 飲食業 5%

155,876 大阪府 大阪市阿倍野区 居酒屋ａｉｏｉ サービス 飲食業 5%

155,877 大阪府 大阪市阿倍野区 ｉｔｉｍｉ 小売業 衣料品 5%

155,878 大阪府 大阪市阿倍野区 出光セルフあべのＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

155,879 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社イノオ サービス その他サービス 5%

155,880 大阪府 大阪市阿倍野区 上田印房 小売業 家具・調度品 5%

155,881 大阪府 大阪市阿倍野区 上田印房 小売業 家具・調度品 5%

155,882 大阪府 大阪市阿倍野区 うさぎとぼく サービス 飲食業 5%

155,883 大阪府 大阪市阿倍野区 栄久堂貞永 サービス 飲食業 5%

155,884 大阪府 大阪市阿倍野区 エーエムピーサービス サービス その他サービス 5%

155,885 大阪府 大阪市阿倍野区 エスカイヤクラブ　阿倍野店 サービス 飲食業 5%

155,886 大阪府 大阪市阿倍野区 Ｓ．２０１ サービス 飲食業 5%

155,887 大阪府 大阪市阿倍野区 Ｆ Ｖ元気 小売業 食料品 5%

155,888 大阪府 大阪市阿倍野区 エンディングライフあ サービス その他サービス 5%

155,889 大阪府 大阪市阿倍野区 王子薬局 小売業 その他小売 5%

155,890 大阪府 大阪市阿倍野区 セブン－イレブン大阪阿倍野筋５丁目店 小売業 食料品 2%

155,891 大阪府 大阪市阿倍野区 セブン－イレブン大阪あべの橋店 小売業 食料品 2%

155,892 大阪府 大阪市阿倍野区 セブン－イレブン大阪阿倍野元町店 小売業 食料品 2%

155,893 大阪府 大阪市阿倍野区 大阪キャッシュフローゲーム会 サービス その他サービス 5%

155,894 大阪府 大阪市阿倍野区 セブン－イレブン大阪昭和町駅前店 小売業 食料品 2%

155,895 大阪府 大阪市阿倍野区 セブン－イレブン大阪帝塚山店 小売業 食料品 2%

155,896 大阪府 大阪市阿倍野区 セブン－イレブン大阪西田辺駅東店 小売業 食料品 2%

155,897 大阪府 大阪市阿倍野区 セブン－イレブン大阪西田辺町１丁目店 小売業 食料品 2%

155,898 大阪府 大阪市阿倍野区 セブン－イレブン大阪阪南町５丁目店 小売業 食料品 2%

155,899 大阪府 大阪市阿倍野区 セブン－イレブン大阪阪南町３丁目店 小売業 食料品 2%

155,900 大阪府 大阪市阿倍野区 セブン－イレブン大阪松崎町２丁目店 小売業 食料品 2%

155,901 大阪府 大阪市阿倍野区 セブン－イレブン大阪松崎町４丁目店 小売業 食料品 2%

155,902 大阪府 大阪市阿倍野区 大平福助堂 サービス その他サービス 5%

155,903 大阪府 大阪市阿倍野区 オカブロ電化 小売業 電化製品 5%

155,904 大阪府 大阪市阿倍野区 ＯｇｇｏｒｏｇｇｏＰｒｏｄｕｃｔｓ 小売業 衣料品 5%
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155,905 大阪府 大阪市阿倍野区 お弁当の百里　あべの店 サービス 飲食業 5%

155,906 大阪府 大阪市阿倍野区 オリザ サービス 飲食業 5%

155,907 大阪府 大阪市阿倍野区 オリックスレンタカーあべのハルカス店 サービス その他サービス 2%

155,908 大阪府 大阪市阿倍野区 OluOlu Hawaiian 小売業 その他小売 5%

155,909 大阪府 大阪市阿倍野区 カードラボ　天王寺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,910 大阪府 大阪市阿倍野区 ＫＡＩＮＯ　天王寺店 サービス 理容・美容業 5%

155,911 大阪府 大阪市阿倍野区 カガワサイクル 小売業 その他小売 5%

155,912 大阪府 大阪市阿倍野区 カガワサイクル 小売業 その他小売 5%

155,913 大阪府 大阪市阿倍野区 かごの屋阿倍野王子町店 サービス 飲食業 5%

155,914 大阪府 大阪市阿倍野区 ｃａｆｅ　ＳＡＫＵＲＡ サービス 飲食業 5%

155,915 大阪府 大阪市阿倍野区 カフェオランジュ サービス 飲食業 5%

155,916 大阪府 大阪市阿倍野区 カフェＢＢ サービス 飲食業 5%

155,917 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社中山家具　中山家具 小売業 家具・調度品 5%

155,918 大阪府 大阪市阿倍野区 亀屋茂廣 小売業 食料品 5%

155,919 大阪府 大阪市阿倍野区 唐髪屋 サービス 理容・美容業 5%

155,920 大阪府 大阪市阿倍野区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　阿倍野昭和町店 サービス 飲食業 2%

155,921 大阪府 大阪市阿倍野区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋阿倍野昭和町店 サービス 飲食業 2%

155,922 大阪府 大阪市阿倍野区 キーロックス サービス その他サービス 5%

155,923 大阪府 大阪市阿倍野区 菊の露本舗　喜多林堂 小売業 食料品 5%

155,924 大阪府 大阪市阿倍野区 木杉株式会社 サービス その他サービス 5%

155,925 大阪府 大阪市阿倍野区 ＫＩＣＨＩＲＩ天王寺 サービス 飲食業 5%

155,926 大阪府 大阪市阿倍野区 着付けブライダル専門サロン　なかむら サービス 理容・美容業 5%

155,927 大阪府 大阪市阿倍野区 ギャラリーＳｏ?Ｒａ 小売業 衣料品 5%

155,928 大阪府 大阪市阿倍野区 キュリオディーラージャパン サービス その他サービス 5%

155,929 大阪府 大阪市阿倍野区 京都勝牛あべの新宿ごちそうビル サービス 飲食業 5%

155,930 大阪府 大阪市阿倍野区 筋膜専門エステサロン　プラスイチド サービス 理容・美容業 5%

155,931 大阪府 大阪市阿倍野区 くし若まる　松虫店 サービス 飲食業 5%

155,932 大阪府 大阪市阿倍野区 暮らし用品 サービス その他サービス 5%

155,933 大阪府 大阪市阿倍野区 Ｇｒｏｏｍ　Ｇｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

155,934 大阪府 大阪市阿倍野区 ｇｒａｃｅｆｕｌ サービス その他サービス 5%

155,935 大阪府 大阪市阿倍野区 健康塾ＳＢバランス整体院 サービス その他サービス 5%

155,936 大阪府 大阪市阿倍野区 ＫＯＣＨＩトータルサービス サービス その他サービス 5%

155,937 大阪府 大阪市阿倍野区 ＣＯＺＹＣｏｆｆｅｅＳｐｏｔ サービス 飲食業 5%

155,938 大阪府 大阪市阿倍野区 ＣＯＭＯＤＯ サービス 理容・美容業 5%

155,939 大阪府 大阪市阿倍野区 サイクルヒーロー　あべの店 小売業 その他小売 5%

155,940 大阪府 大阪市阿倍野区 佐々木金光堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

155,941 大阪府 大阪市阿倍野区 雑貨店ａｎｉｍｏ 小売業 衣料品 5%

155,942 大阪府 大阪市阿倍野区 サロンドフルベール阿倍野筋店 サービス 理容・美容業 5%

155,943 大阪府 大阪市阿倍野区 サワムラデンカ 小売業 電化製品 5%

155,944 大阪府 大阪市阿倍野区 幸せのホルモン　西田辺店 サービス 飲食業 5%

155,945 大阪府 大阪市阿倍野区 ＪＲ西日本レンタカー＆リース株式会社　あべの荘駐車場 サービス 運輸業 5%

155,946 大阪府 大阪市阿倍野区 セブン－イレブンＪＲ鶴ヶ丘駅前店 小売業 食料品 2%
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155,947 大阪府 大阪市阿倍野区 シティイン西田辺 サービス 宿泊業 5%

155,948 大阪府 大阪市阿倍野区 篠原カメラ サービス その他サービス 5%

155,949 大阪府 大阪市阿倍野区 下村電気商会 小売業 電化製品 5%

155,950 大阪府 大阪市阿倍野区 ジャルディーノ サービス 飲食業 5%

155,951 大阪府 大阪市阿倍野区 ＪＵＮＫＦＯＯＤＯＰＥＲＡ 小売業 衣料品 5%

155,952 大阪府 大阪市阿倍野区 じゃんぼ總本店　西田辺店 サービス 飲食業 5%

155,953 大阪府 大阪市阿倍野区 旬鮮季菜和楽 サービス 飲食業 5%

155,954 大阪府 大阪市阿倍野区 寝具なにわ　阿倍野店 小売業 その他小売 5%

155,955 大阪府 大阪市阿倍野区 スーパーポテト　昭和町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

155,956 大阪府 大阪市阿倍野区 すぎえ刺繍 サービス その他サービス 5%

155,957 大阪府 大阪市阿倍野区 ステンドギャラリー南森町 サービス その他サービス 5%

155,958 大阪府 大阪市阿倍野区 スマホスピタル天王寺店 サービス その他サービス 5%

155,959 大阪府 大阪市阿倍野区 蒼天／眞／廣川 サービス 飲食業 5%

155,960 大阪府 大阪市阿倍野区 ソニーショップサンエイ 小売業 電化製品 5%

155,961 大阪府 大阪市阿倍野区 そばうどん今日亭昭和町店 サービス 飲食業 5%

155,962 大阪府 大阪市阿倍野区 ダイコクドラッグアポロビル店 小売業 その他小売 5%

155,963 大阪府 大阪市阿倍野区 ＤＩＶＩＮＧＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮＦＵＮ サービス その他サービス 5%

155,964 大阪府 大阪市阿倍野区 太陽とハリネズミ サービス その他サービス 5%

155,965 大阪府 大阪市阿倍野区 他装着付け教室　なかむら サービス その他サービス 5%

155,966 大阪府 大阪市阿倍野区 タマリバ サービス 理容・美容業 5%

155,967 大阪府 大阪市阿倍野区 ＣＩＢＩ サービス 飲食業 5%

155,968 大阪府 大阪市阿倍野区 セブン－イレブン地下鉄阿倍野駅前店 小売業 食料品 2%

155,969 大阪府 大阪市阿倍野区 千房　阿部野橋支店 サービス 飲食業 5%

155,970 大阪府 大阪市阿倍野区 ちゃぼ次男坊 サービス 飲食業 5%

155,971 大阪府 大阪市阿倍野区 ちゃぼ本店 サービス 飲食業 5%

155,972 大阪府 大阪市阿倍野区 超ミネラル販売株式会社 サービス その他サービス 5%

155,973 大阪府 大阪市阿倍野区 ちょーず堂 ちょーず堂 サービス 飲食業 5%

155,974 大阪府 大阪市阿倍野区 ＴＳＵＢＡＭＥ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

155,975 大阪府 大阪市阿倍野区 Ｔ・Ｍプランニング株式会社 サービス その他サービス 5%

155,976 大阪府 大阪市阿倍野区 ティプトワショップ大阪阿倍野?ｈａｉｒｍａｋｅｃｈｅｒｒｙ? サービス 理容・美容業 5%

155,977 大阪府 大阪市阿倍野区 デザート＊スプーン サービス 飲食業 5%

155,978 大阪府 大阪市阿倍野区 手もみリラクゼーション　やすら　ふ　手もみリラクゼーション　やすら　ふ サービス その他サービス 5%

155,979 大阪府 大阪市阿倍野区 寺田屋商店 小売業 食料品 5%

155,980 大阪府 大阪市阿倍野区 天王寺阿倍野巻き爪矯正センター 小売業 その他小売 5%

155,981 大阪府 大阪市阿倍野区 陶芸クラブ桃久李 サービス その他サービス 5%

155,982 大阪府 大阪市阿倍野区 ＴＯＫＵＲＩ　６１　Ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

155,983 大阪府 大阪市阿倍野区 ドコモショップ　昭和町店 小売業 その他小売 5%

155,984 大阪府 大阪市阿倍野区 Ｄｏｇ　ｓａｌｏｎ　ｍｏｔｔｏ サービス その他サービス 5%

155,985 大阪府 大阪市阿倍野区 Ｄｏｇ　ｓａｌｏｎ　ｍｏｔｔｏ サービス その他サービス 5%

155,986 大阪府 大阪市阿倍野区 ＴｒｉｕｍｐＨ サービス 理容・美容業 5%

155,987 大阪府 大阪市阿倍野区 ＴｒｉｕｍｐＨ（ネイル） サービス その他サービス 5%

155,988 大阪府 大阪市阿倍野区 ナックあべの店 サービス 理容・美容業 5%
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155,989 大阪府 大阪市阿倍野区 なな菜昭和町店 小売業 食料品 5%

155,990 大阪府 大阪市阿倍野区 浪花仏壇 小売業 家具・調度品 5%

155,991 大阪府 大阪市阿倍野区 浪花餅 小売業 食料品 5%

155,992 大阪府 大阪市阿倍野区 にじ色の実 小売業 衣料品 5%

155,993 大阪府 大阪市阿倍野区 西商店 サービス 飲食業 5%

155,994 大阪府 大阪市阿倍野区 日本アルテック 小売業 電化製品 5%

155,995 大阪府 大阪市阿倍野区 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　ＤＩｖａ　天王寺店 サービス 理容・美容業 5%

155,996 大阪府 大阪市阿倍野区 バー・セカンド・ロボ サービス 飲食業 5%

155,997 大阪府 大阪市阿倍野区 Ｐａｗｒｅｔｔａ 小売業 その他小売 5%

155,998 大阪府 大阪市阿倍野区 ＢＵＧＰＩＰＥ サービス 飲食業 5%

155,999 大阪府 大阪市阿倍野区 リヴレゾン サービス 飲食業 5%

156,000 大阪府 大阪市阿倍野区 パワー＆エナジー サービス その他サービス 5%

156,001 大阪府 大阪市阿倍野区 ｂｅ　ａｍｂｉｔｉｏｕｓ サービス その他サービス 5%

156,002 大阪府 大阪市阿倍野区 ＰＩＥＣＥＳ天王寺店 サービス 理容・美容業 5%

156,003 大阪府 大阪市阿倍野区 肥後すし サービス 飲食業 5%

156,004 大阪府 大阪市阿倍野区 美章園 牛どん一番 サービス 飲食業 5%

156,005 大阪府 大阪市阿倍野区 美章園金庫 小売業 その他小売 5%

156,006 大阪府 大阪市阿倍野区 ＢｅａｕｔｙＡｋｉｒａ サービス 理容・美容業 5%

156,007 大阪府 大阪市阿倍野区 ファーストキャビンステーションあべの荘 サービス 宿泊業 2%

156,008 大阪府 大阪市阿倍野区 Ｆｅｌｉｓｔａｓ サービス 理容・美容業 5%

156,009 大阪府 大阪市阿倍野区 福田屋 サービス 飲食業 5%

156,010 大阪府 大阪市阿倍野区 藤井写真館 サービス その他サービス 5%

156,011 大阪府 大阪市阿倍野区 藤川電気 小売業 電化製品 5%

156,012 大阪府 大阪市阿倍野区 フルゴール リラックスサロン フルゴール サービス その他サービス 5%

156,013 大阪府 大阪市阿倍野区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｃｈｅｒｒｙ サービス 理容・美容業 5%

156,014 大阪府 大阪市阿倍野区 Ｈａｉｒ　ａｃｒｏｓｓ サービス 理容・美容業 5%

156,015 大阪府 大阪市阿倍野区 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮＹＡＭＡＤＡ サービス 理容・美容業 5%

156,016 大阪府 大阪市阿倍野区 ＨＡＩＲ’Ｓ　Ｌｕｎｅｔｔａ　ａｂｅｎｏ　【ヘアーズルネッタ　アベノ】 サービス 理容・美容業 5%

156,017 大阪府 大阪市阿倍野区 ヘアーフラップベイエリア サービス 理容・美容業 5%

156,018 大阪府 大阪市阿倍野区 ヘアイールディング美姫 サービス 理容・美容業 5%

156,019 大阪府 大阪市阿倍野区 Ｂｒａｎｄｎｅｗ　天王寺 サービス 理容・美容業 5%

156,020 大阪府 大阪市阿倍野区 平安堂あべのキューズ店 小売業 その他小売 5%

156,021 大阪府 大阪市阿倍野区 平蔵あびこ店 サービス 飲食業 5%

156,022 大阪府 大阪市阿倍野区 平蔵本店 サービス 飲食業 5%

156,023 大阪府 大阪市阿倍野区 ベルト専門店ベルトラボ 小売業 衣料品 5%

156,024 大阪府 大阪市阿倍野区 ポアール　帝塚山本店 小売業 食料品 5%

156,025 大阪府 大阪市阿倍野区 ｂｏｗｌ サービス 飲食業 5%

156,026 大阪府 大阪市阿倍野区 ポッシュフェイス 小売業 その他小売 5%

156,027 大阪府 大阪市阿倍野区 ＢＯＤＥＧＡ サービス 飲食業 5%

156,028 大阪府 大阪市阿倍野区 服装洋品マエダ 小売業 衣料品 5%

156,029 大阪府 大阪市阿倍野区 マグヘアー西田辺店 サービス 理容・美容業 5%

156,030 大阪府 大阪市阿倍野区 増田タバコ店　増田タバコ店 小売業 その他小売 5%
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156,031 大阪府 大阪市阿倍野区 まちの自転車店リコ美章園店 小売業 その他小売 5%

156,032 大阪府 大阪市阿倍野区 松尾興業 サービス その他サービス 5%

156,033 大阪府 大阪市阿倍野区 松田ふとん店 サービス その他サービス 5%

156,034 大阪府 大阪市阿倍野区 ＭＡＬＩＢＵ 小売業 衣料品 5%

156,035 大阪府 大阪市阿倍野区 三丘不動産 サービス その他サービス 5%

156,036 大阪府 大阪市阿倍野区 ミズノムセン 小売業 電化製品 5%

156,037 大阪府 大阪市阿倍野区 南大阪ヤクルト販売 阿倍野 小売業 食料品 5%

156,038 大阪府 大阪市阿倍野区 南大阪ヤクルト販売 阪南 小売業 食料品 5%

156,039 大阪府 大阪市阿倍野区 ミンティー寺田町店【都度払い脱毛専門店】 サービス 理容・美容業 5%

156,040 大阪府 大阪市阿倍野区 ｍｕｓｉｃａ サービス 飲食業 5%

156,041 大阪府 大阪市阿倍野区 メガネの山善 小売業 その他小売 5%

156,042 大阪府 大阪市阿倍野区 Ｍｅｎ　ｓ　ｓｈｏｐ　ｓｈｉｍｉｚｕ　昭和町店 小売業 衣料品 5%

156,043 大阪府 大阪市阿倍野区 Ｍｅｎ　ｓ　ｓｈｏｐ　ｓｈｉｍｉｚｕ 小売業 衣料品 5%

156,044 大阪府 大阪市阿倍野区 やぐら寿司　天王寺店 サービス 飲食業 5%

156,045 大阪府 大阪市阿倍野区 有限会社矢野時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

156,046 大阪府 大阪市阿倍野区 ユーファームたこ焼あほや たこ焼 あほや 帝塚山店 サービス 飲食業 2%

156,047 大阪府 大阪市阿倍野区 ユーファーム たこ焼 あほや サービス 飲食業 5%

156,048 大阪府 大阪市阿倍野区 遊泊昭和町 サービス その他サービス 5%

156,049 大阪府 大阪市阿倍野区 ユリイカｈａｉｒｃｕｔ サービス 理容・美容業 5%

156,050 大阪府 大阪市阿倍野区 洋食キッチンまえだ サービス 飲食業 5%

156,051 大阪府 大阪市阿倍野区 ＹｏｇａＳｔｕｄｉｏアンビリカ サービス その他サービス 5%

156,052 大阪府 大阪市阿倍野区 ヨガスタジオヴィアナ サービス その他サービス 5%

156,053 大阪府 大阪市阿倍野区 ライフクリーナー　昭和町店 サービス その他サービス 5%

156,054 大阪府 大阪市阿倍野区 らしんばん　天王寺店 小売業 その他小売 5%

156,055 大阪府 大阪市阿倍野区 ＬＵＸＢＥＤＯＧあべのルシアス店 サービス 理容・美容業 5%

156,056 大阪府 大阪市阿倍野区 ｒｉｄｅｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

156,057 大阪府 大阪市阿倍野区 ＬｉｚーＢ　【リズビー】 サービス 理容・美容業 5%

156,058 大阪府 大阪市阿倍野区 Ｌｉｌｅ【リル】 サービス 理容・美容業 5%

156,059 大阪府 大阪市阿倍野区 ＬＩＬＥ サービス 理容・美容業 5%

156,060 大阪府 大阪市阿倍野区 Ｌｕａｎａ サービス 理容・美容業 5%

156,061 大阪府 大阪市阿倍野区 Ｌｕｃｉａ　ｈａｉｒ　ｆｉｌｌ　天王寺店 サービス 理容・美容業 5%

156,062 大阪府 大阪市阿倍野区 ルモード サービス その他サービス 5%

156,063 大阪府 大阪市阿倍野区 ＲＵＲＵＲＡＢｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

156,064 大阪府 大阪市阿倍野区 ＲＡＬＩＮＡ　あべのルシアス店 サービス その他サービス 5%

156,065 大阪府 大阪市阿倍野区 和洋韓創作 ４３ サービス 飲食業 5%

156,066 大阪府 大阪市生野区 あいデンキ 小売業 電化製品 5%

156,067 大阪府 大阪市生野区 アカカベ　中川店 小売業 その他小売 5%

156,068 大阪府 大阪市生野区 アカカベ　生野小路店 小売業 その他小売 5%

156,069 大阪府 大阪市生野区 アサノシューズ アサノシューズ 小売業 その他小売 5%

156,070 大阪府 大阪市生野区 味はらプチ食堂 サービス 飲食業 5%

156,071 大阪府 大阪市生野区 ぎんのいえ サービス 飲食業 5%

156,072 大阪府 大阪市生野区 ａｒｕ サービス その他サービス 5%
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156,073 大阪府 大阪市生野区 生野燃料株式会社 サービス その他サービス 5%

156,074 大阪府 大阪市生野区 池田友美 小売業 その他小売 5%

156,075 大阪府 大阪市生野区 石釜パン工房 ベルフラン 石窯パン工房 ベルフラン サービス 飲食業 5%

156,076 大阪府 大阪市生野区 いしだ酒店 小売業 食料品 5%

156,077 大阪府 大阪市生野区 イズミデンキ 小売業 電化製品 5%

156,078 大阪府 大阪市生野区 イブ 小売業 衣料品 5%

156,079 大阪府 大阪市生野区 今里タマヤ　今里タマヤ化粧品店 小売業 その他小売 5%

156,080 大阪府 大阪市生野区 イリマメニハナ サービス 飲食業 5%

156,081 大阪府 大阪市生野区 寿司うお宗 サービス 飲食業 5%

156,082 大阪府 大阪市生野区 宇都宮ねぎにら餃子 小売業 食料品 5%

156,083 大阪府 大阪市生野区 海のストーリー サービス 飲食業 5%

156,084 大阪府 大阪市生野区 エイブル美容室 サービス 理容・美容業 5%

156,085 大阪府 大阪市生野区 ＥＸＥ サービス 理容・美容業 5%

156,086 大阪府 大阪市生野区 エッグの台所 エッグの台所 小売業 食料品 5%

156,087 大阪府 大阪市生野区 Ｍ２コレクション 小売業 衣料品 5%

156,088 大阪府 大阪市生野区 有限会社延寿堂薬局 小売業 その他小売 5%

156,089 大阪府 大阪市生野区 セブン－イレブン大阪生野西１丁目店 小売業 食料品 2%

156,090 大阪府 大阪市生野区 セブン－イレブン大阪勝山北５丁目店 小売業 食料品 2%

156,091 大阪府 大阪市生野区 セブン－イレブン大阪小路２丁目店 小売業 食料品 2%

156,092 大阪府 大阪市生野区 セブン－イレブン大阪巽東４丁目店 小売業 食料品 2%

156,093 大阪府 大阪市生野区 セブン－イレブン大阪巽南３丁目店 小売業 食料品 2%

156,094 大阪府 大阪市生野区 セブン－イレブン大阪東部市場前店 小売業 食料品 2%

156,095 大阪府 大阪市生野区 大阪東部ヤクルト販売　生野東センター 小売業 食料品 5%

156,096 大阪府 大阪市生野区 セブン－イレブン大阪中川３丁目店 小売業 食料品 2%

156,097 大阪府 大阪市生野区 セブン－イレブン大阪林寺２丁目店 小売業 食料品 2%

156,098 大阪府 大阪市生野区 セブン－イレブン大阪桃谷３丁目店 小売業 食料品 2%

156,099 大阪府 大阪市生野区 大友薬局 小売業 その他小売 5%

156,100 大阪府 大阪市生野区 岡田尚士 サービス その他サービス 5%

156,101 大阪府 大阪市生野区 かごの屋巽南店 サービス 飲食業 5%

156,102 大阪府 大阪市生野区 割烹冨久鮓 サービス 飲食業 5%

156,103 大阪府 大阪市生野区 Ｃａｆｅ＆ＧｏｏｄｓＢ．Ｓ．Ｃ サービス 飲食業 5%

156,104 大阪府 大阪市生野区 株式会社浦長瀬椅子製作所 サービス その他サービス 5%

156,105 大阪府 大阪市生野区 株式会社サイキョウコーポレーション サービス その他サービス 5%

156,106 大阪府 大阪市生野区 株式会社ニゴー サービス その他サービス 5%

156,107 大阪府 大阪市生野区 株式会社ニシノ酒店 株式会社ニシノ酒店 小売業 食料品 5%

156,108 大阪府 大阪市生野区 カラオケサウンドキューブ生野店 サービス 飲食業 5%

156,109 大阪府 大阪市生野区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋生野区北巽駅前店 サービス 飲食業 2%

156,110 大阪府 大阪市生野区 鳫子屋 小売業 衣料品 5%

156,111 大阪府 大阪市生野区 かんぱち寿司 サービス 飲食業 5%

156,112 大阪府 大阪市生野区 神原商店 サービス その他サービス 5%

156,113 大阪府 大阪市生野区 きのした化粧品店 小売業 その他小売 5%

156,114 大阪府 大阪市生野区 木下化粧品店 小売業 衣料品 5%
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156,115 大阪府 大阪市生野区 キムチランド キムチランド鶴橋本店 小売業 食料品 5%

156,116 大阪府 大阪市生野区 業務スーパー桃谷店 小売業 食料品 2%

156,117 大阪府 大阪市生野区 串カツ 一歩 サービス 飲食業 5%

156,118 大阪府 大阪市生野区 薬の津田 小売業 その他小売 5%

156,119 大阪府 大阪市生野区 ｃｕｃｈａｒａｃｈｉｃｏｓ 小売業 衣料品 5%

156,120 大阪府 大阪市生野区 クレープショップ デセール サービス 飲食業 5%

156,121 大阪府 大阪市生野区 Ｋ２ｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

156,122 大阪府 大阪市生野区 ゲストハウス　ワ　エヌ　ワ サービス 宿泊業 5%

156,123 大阪府 大阪市生野区 結婚相談所Ｆｉｒｓｔ サービス その他サービス 5%

156,124 大阪府 大阪市生野区 株式会社ケンテル サービス 飲食業 5%

156,125 大阪府 大阪市生野区 健美亭 サービス 飲食業 5%

156,126 大阪府 大阪市生野区 珈琲の館イゲタ サービス 飲食業 5%

156,127 大阪府 大阪市生野区 ここはな整体院 サービス その他サービス 5%

156,128 大阪府 大阪市生野区 児玉薬品 小売業 その他小売 5%

156,129 大阪府 大阪市生野区 小林玩具 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

156,130 大阪府 大阪市生野区 ＣＹＣＬＥＳＮＡＮＧＯ 小売業 その他小売 5%

156,131 大阪府 大阪市生野区 サイクルランド・アイ 小売業 その他小売 5%

156,132 大阪府 大阪市生野区 サイクルランド　アイ 小売業 その他小売 5%

156,133 大阪府 大阪市生野区 坂部サイクル商会 小売業 その他小売 5%

156,134 大阪府 大阪市生野区 しあわせの枕やさん  しあわせの枕やさん みやぐち 小売業 その他小売 5%

156,135 大阪府 大阪市生野区 シーシーラボ サービス 理容・美容業 5%

156,136 大阪府 大阪市生野区 ジェムモンプティー 小売業 衣料品 5%

156,137 大阪府 大阪市生野区 韓国おうちごはん　シナブロ サービス 飲食業 5%

156,138 大阪府 大阪市生野区 じゃんぼ總本店　今里駅前店 サービス 飲食業 5%

156,139 大阪府 大阪市生野区 じゃんぼ總本店　北巽駅前店 サービス 飲食業 5%

156,140 大阪府 大阪市生野区 じゃんぼ總本店　寺田町駅前店 サービス 飲食業 5%

156,141 大阪府 大阪市生野区 じゃんぼ總本店　本店レストラン サービス 飲食業 5%

156,142 大阪府 大阪市生野区 ＳＵＡＶＥ サービス 理容・美容業 5%

156,143 大阪府 大阪市生野区 Ｊｉｌｌ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

156,144 大阪府 大阪市生野区 寝具なにわ　生野店 小売業 その他小売 5%

156,145 大阪府 大阪市生野区 ＳＵＺＵＴＡＮ大阪巽ライフ店 小売業 衣料品 5%

156,146 大阪府 大阪市生野区 炭の屋 サービス 飲食業 5%

156,147 大阪府 大阪市生野区 スヤマ保健薬局 サービス 飲食業 5%

156,148 大阪府 大阪市生野区 スリーエム　生野 小売業 衣料品 5%

156,149 大阪府 大阪市生野区 そばうどん今日亭巽店 サービス 飲食業 5%

156,150 大阪府 大阪市生野区 第一実業 サービス その他サービス 5%

156,151 大阪府 大阪市生野区 たこ焼きてらや サービス 飲食業 5%

156,152 大阪府 大阪市生野区 ダスキンカツヤマ ダスキンカツヤマサービスマスター サービス その他サービス 2%

156,153 大阪府 大阪市生野区 ちょごり屋さん 小売業 衣料品 5%

156,154 大阪府 大阪市生野区 鶴本家 サービス 飲食業 5%

156,155 大阪府 大阪市生野区 テクノラボ株式会社 サービス その他サービス 5%

156,156 大阪府 大阪市生野区 東京屋インターナショナル 小売業 衣料品 5%
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156,157 大阪府 大阪市生野区 ドラッグボックス サービス その他サービス 5%

156,158 大阪府 大阪市生野区 ドラッグボックス　ドラッグボックス 小売業 その他小売 5%

156,159 大阪府 大阪市生野区 鳥井米穀店 小売業 食料品 5%

156,160 大阪府 大阪市生野区 Ｔｒｉｃｏｌｏｒｅ　トリコローレエクスチェンジ 小売業 その他小売 5%

156,161 大阪府 大阪市生野区 パティスリーニーナ パティスリーニーナ 小売業 食料品 5%

156,162 大阪府 大阪市生野区 ハトヤ靴店 小売業 衣料品 5%

156,163 大阪府 大阪市生野区 ハヤカワ水産 小売業 食料品 5%

156,164 大阪府 大阪市生野区 はり灸ｓａｌｏｎココロク サービス 理容・美容業 5%

156,165 大阪府 大阪市生野区 平野屋 小売業 衣料品 5%

156,166 大阪府 大阪市生野区 ＦａｉｒｙＳａｄｄｌｅ サービス その他サービス 5%

156,167 大阪府 大阪市生野区 福助堂 サービス 飲食業 5%

156,168 大阪府 大阪市生野区 福助堂菓子店　福助堂 小売業 食料品 5%

156,169 大阪府 大阪市生野区 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

156,170 大阪府 大阪市生野区 ｈａｉｒｓａｌｏｎｍｉｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

156,171 大阪府 大阪市生野区 ヘアカラーカフェ寺田町店 サービス 理容・美容業 5%

156,172 大阪府 大阪市生野区 ＨＡＩＲ７　ＨＡＩＲ７ サービス 理容・美容業 5%

156,173 大阪府 大阪市生野区 芳文堂 小売業 家具・調度品 5%

156,174 大阪府 大阪市生野区 マツオ電化 小売業 電化製品 5%

156,175 大阪府 大阪市生野区 ＭＡＸ生野店 小売業 衣料品 5%

156,176 大阪府 大阪市生野区 松本電機商会 小売業 電化製品 5%

156,177 大阪府 大阪市生野区 マナベデンキステーション 小売業 電化製品 5%

156,178 大阪府 大阪市生野区 ＭＡＲＵＫＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

156,179 大阪府 大阪市生野区 丸金商店 小売業 その他小売 5%

156,180 大阪府 大阪市生野区 丸三呉服店 小売業 衣料品 5%

156,181 大阪府 大阪市生野区 丸十米穀店 小売業 その他小売 5%

156,182 大阪府 大阪市生野区 丸徳寿司 桃谷店 サービス 飲食業 5%

156,183 大阪府 大阪市生野区 みなもと電気店 小売業 電化製品 5%

156,184 大阪府 大阪市生野区 宮崎電気商会 小売業 電化製品 5%

156,185 大阪府 大阪市生野区 御幸印刷株式会社 サービス その他サービス 5%

156,186 大阪府 大阪市生野区 三好無線電気 小売業 電化製品 5%

156,187 大阪府 大阪市生野区 木嵐の宿 サービス その他サービス 5%

156,188 大阪府 大阪市生野区 木嵐の宿 サービス 宿泊業 5%

156,189 大阪府 大阪市生野区 室蘭焼鳥たつ家 サービス 飲食業 5%

156,190 大阪府 大阪市生野区 モッキンポット 小売業 衣料品 5%

156,191 大阪府 大阪市生野区 モッキンポット　モッキンポット 小売業 衣料品 5%

156,192 大阪府 大阪市生野区 山一ハウス株式会社 サービス その他サービス 5%

156,193 大阪府 大阪市生野区 山下タクシー サービス 運輸業 5%

156,194 大阪府 大阪市生野区 有限会社マミーウェア情報システム サービス その他サービス 5%

156,195 大阪府 大阪市生野区 有限会社ユーロコーポレーション 小売業 衣料品 5%

156,196 大阪府 大阪市生野区 ゆうでんき 小売業 電化製品 5%

156,197 大阪府 大阪市生野区 吉岡自動車 サービス その他サービス 5%

156,198 大阪府 大阪市生野区 吉田タクシー サービス 運輸業 5%
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156,199 大阪府 大阪市生野区 ライフクリーナー　桃谷 サービス その他サービス 5%

156,200 大阪府 大阪市生野区 領内電器 小売業 電化製品 5%

156,201 大阪府 大阪市生野区 Ｌｉｌｙ?ｂｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

156,202 大阪府 大阪市生野区 りんどうハウス大阪寺田町 サービス その他サービス 5%

156,203 大阪府 大阪市生野区 ＷＤサンシャイン 小売業 その他小売 5%

156,204 大阪府 大阪市生野区 和風雑貨Ｍａｔｓｕｙａ　和風雑貨Ｍａｔｓｕｙａ 小売業 その他小売 5%

156,205 大阪府 大阪市北区 ＡＲＢＯＲ ｏｐｔｉｃａｌ ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

156,206 大阪府 大阪市北区 （株）アーバンブランド 小売業 貴金属・服飾品 5%

156,207 大阪府 大阪市北区 ＲＮＡ　ＭＥＤＩＡ　梅田エスト店 小売業 衣料品 5%

156,208 大阪府 大阪市北区 ｉＳＯＬＬｉＥＳ 小売業 その他小売 5%

156,209 大阪府 大阪市北区 あいき整体院 サービス その他サービス 5%

156,210 大阪府 大阪市北区 藍着堂　梅田店 小売業 衣料品 5%

156,211 大阪府 大阪市北区 愛想屋 サービス 飲食業 5%

156,212 大阪府 大阪市北区 アイパッソ　エスト店 サービス 飲食業 5%

156,213 大阪府 大阪市北区 ｉＰｈｏｎｅ修理工房　大阪梅田西日本本店 サービス その他サービス 5%

156,214 大阪府 大阪市北区 あいまい　あいまい サービス 飲食業 5%

156,215 大阪府 大阪市北区 アイラッシュサロンルーチェ サービス 理容・美容業 5%

156,216 大阪府 大阪市北区 アイラッシュ専門店グラシアス梅田店 サービス その他サービス 5%

156,217 大阪府 大阪市北区 アイラボEST店 梅田エスト 小売業 その他小売 5%

156,218 大阪府 大阪市北区 青山フラワーマーケット　ルクア大阪店 小売業 その他小売 5%

156,219 大阪府 大阪市北区 赤とんぼ サービス 飲食業 5%

156,220 大阪府 大阪市北区 ａｑｕａｂｅｒｒｙ　ｍｅｒｃｉ　ｐｌｕｓ　本店 小売業 衣料品 5%

156,221 大阪府 大阪市北区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｍａｒｒｏｎ梅田 サービス 理容・美容業 5%

156,222 大阪府 大阪市北区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｈｏｃｏｌａｔ梅田 サービス 理容・美容業 5%

156,223 大阪府 大阪市北区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｃｏｔｔｏｎ梅田 サービス 理容・美容業 5%

156,224 大阪府 大阪市北区 ａｇｒｅａｂｌｅ サービス 理容・美容業 5%

156,225 大阪府 大阪市北区 ＡＣＲＯ　梅田店 サービス 理容・美容業 5%

156,226 大阪府 大阪市北区 麻布デンタルアカデミー大阪校 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

156,227 大阪府 大阪市北区 アザレ化粧品南森町 小売業 家具・調度品 5%

156,228 大阪府 大阪市北区 アジアジア　北別館 サービス 飲食業 5%

156,229 大阪府 大阪市北区 アジアンキッチン　かっぱ横丁 サービス 飲食業 5%

156,230 大阪府 大阪市北区 アジアンキッチン　ギャザ阪急 サービス 飲食業 5%

156,231 大阪府 大阪市北区 アジアンキッチン　阪急グランドビル サービス 飲食業 5%

156,232 大阪府 大阪市北区 あじびる サービス 飲食業 5%

156,233 大阪府 大阪市北区 芦屋天がゆ　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

156,234 大阪府 大阪市北区 飛鳥 サービス 飲食業 5%

156,235 大阪府 大阪市北区 ＡｓｔｒｏｅｍｅｒｉＡ中之島 サービス 理容・美容業 5%

156,236 大阪府 大阪市北区 阿曽司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

156,237 大阪府 大阪市北区 アッソ・ダ・ヤマグチ　中崎町店 サービス 飲食業 5%

156,238 大阪府 大阪市北区 アットワン　東梅田店 サービス その他サービス 5%

156,239 大阪府 大阪市北区 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｍ サービス 理容・美容業 5%

156,240 大阪府 大阪市北区 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｍ サービス 理容・美容業 5%
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156,241 大阪府 大阪市北区 ＡｔｅｌｉｅｒｓｈｏｐＬＯＧＩＣ 小売業 衣料品 5%

156,242 大阪府 大阪市北区 アトリエタマリ 小売業 貴金属・服飾品 5%

156,243 大阪府 大阪市北区 ADDRESS　ルクア店 小売業 衣料品 5%

156,244 大阪府 大阪市北区 Ａｔｏｒｏ サービス 理容・美容業 5%

156,245 大阪府 大阪市北区 ＥｓｔｈｅｔｉｃＳａｌｏｎＡｎｅｌａ サービス 理容・美容業 5%

156,246 大阪府 大阪市北区 あばんて サービス 飲食業 5%

156,247 大阪府 大阪市北区 Abuci　梅田エスト店 小売業 衣料品 5%

156,248 大阪府 大阪市北区 あべのたこやき　やまちゃん　ルクアイーレ店 サービス 飲食業 5%

156,249 大阪府 大阪市北区 天音屋イベント用 小売業 食料品 5%

156,250 大阪府 大阪市北区 ａｍｅｌｉｅ　【アメリ】 サービス 理容・美容業 5%

156,251 大阪府 大阪市北区 a8. アルビ大阪 サービス 飲食業 5%

156,252 大阪府 大阪市北区 あらうま堂　大阪駅店 サービス 飲食業 5%

156,253 大阪府 大阪市北区 ア・ラ・カルト 小売業 衣料品 5%

156,254 大阪府 大阪市北区 あ・らん　大阪ステーションシティ サービス 飲食業 5%

156,255 大阪府 大阪市北区 ありがとう市場 小売業 食料品 5%

156,256 大阪府 大阪市北区 ＡＬＬＵＲＥｈａｉｒ梅田茶屋町店 サービス 理容・美容業 5%

156,257 大阪府 大阪市北区 ＡＲＣＡＬＥ　ＤＵＥ 小売業 衣料品 5%

156,258 大阪府 大阪市北区 アルシーヴ　ルクア大阪店 小売業 衣料品 5%

156,259 大阪府 大阪市北区 ａｌｎｌｍ サービス その他サービス 5%

156,260 大阪府 大阪市北区 アルビオン プロデュース ｂｙコーロ イープロ 小売業 その他小売 5%

156,261 大阪府 大阪市北区 アルページュストーリー　ルクアイーレ店 サービス 飲食業 5%

156,262 大阪府 大阪市北区 アレクサンドル　ズアリ 小売業 衣料品 5%

156,263 大阪府 大阪市北区 ａｌｏｈａ ａｌｏｈａ 小売業 その他小売 5%

156,264 大阪府 大阪市北区 an another angelus　梅田エスト店 小売業 衣料品 5%

156,265 大阪府 大阪市北区 アンエイ梅田店 小売業 その他小売 5%

156,266 大阪府 大阪市北区 アンジェラヴィサント　梅田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

156,267 大阪府 大阪市北区 あんじゅう サービス 飲食業 5%

156,268 大阪府 大阪市北区 antic rag　ルクア大阪店 小売業 衣料品 5%

156,269 大阪府 大阪市北区 アンドア株式会社 サービス 飲食業 5%

156,270 大阪府 大阪市北区 ＵＮＤＥＵＸ 小売業 食料品 5%

156,271 大阪府 大阪市北区 ＆ＭＯＲＥ サービス 理容・美容業 5%

156,272 大阪府 大阪市北区 アンナサッカ大阪 小売業 その他小売 5%

156,273 大阪府 大阪市北区 ENVYM梅田エスト店 小売業 衣料品 5%

156,274 大阪府 大阪市北区 アンプーファム ルクア大阪店 小売業 衣料品 5%

156,275 大阪府 大阪市北区 ＥＳＰカスタムショップ 小売業 その他小売 5%

156,276 大阪府 大阪市北区 ｌｇｌｕ サービス 理容・美容業 5%

156,277 大阪府 大阪市北区 活伊勢海老料理中納言大阪駅前第三ビル店 サービス 飲食業 5%

156,278 大阪府 大阪市北区 いけす活魚料理・やぐら亭　桜橋店 サービス 飲食業 5%

156,279 大阪府 大阪市北区 居酒屋　でん サービス 飲食業 5%

156,280 大阪府 大阪市北区 居酒屋末広 サービス 飲食業 5%

156,281 大阪府 大阪市北区 居酒屋　三喜　梅田本店 サービス 飲食業 5%

156,282 大阪府 大阪市北区 石橋楽器　梅田店 小売業 その他小売 5%
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156,283 大阪府 大阪市北区 イストワール サービス 飲食業 5%

156,284 大阪府 大阪市北区 ＡＥ ＳＯＰ ＡＥ ＳＯＰ 小売業 衣料品 5%

156,285 大阪府 大阪市北区 イタリア料理サーレペペ サービス 飲食業 5%

156,286 大阪府 大阪市北区 北新地かじ サービス 飲食業 5%

156,287 大阪府 大阪市北区 イナダ酒店 サービス 飲食業 5%

156,288 大阪府 大阪市北区 稲田酒店 サービス 飲食業 5%

156,289 大阪府 大阪市北区 ｉｍｕａ サービス 理容・美容業 5%

156,290 大阪府 大阪市北区 癒処蒲田仲六郷 サービス その他サービス 5%

156,291 大阪府 大阪市北区 入江たばこ店 入江たばこ店 小売業 食料品 5%

156,292 大阪府 大阪市北区 ｉｌｌ　ｆｒｅｒｅ　　ＫＩＴＡＵＭＥＤＡ　【イルフレール　キタウメダ】 サービス 理容・美容業 5%

156,293 大阪府 大阪市北区 イルフレール ネイル サービス 理容・美容業 5%

156,294 大阪府 大阪市北区 ＃インスタマグロ サービス 飲食業 5%

156,295 大阪府 大阪市北区 インディバサロンＪｏｌｉｅ★ サービス 理容・美容業 5%

156,296 大阪府 大阪市北区 インプレッセ西天満店 サービス その他サービス 5%

156,297 大阪府 大阪市北区 インポート・ロッサ 小売業 衣料品 5%

156,298 大阪府 大阪市北区 ＶＩＡ　ＣＹＣＬＥＳ　ＶＩＬＬＡＧＥ 小売業 その他小売 5%

156,299 大阪府 大阪市北区 ＵｉｉＣ　　梅田 サービス 理容・美容業 5%

156,300 大阪府 大阪市北区 ＶＯキューティ サービス 飲食業 5%

156,301 大阪府 大阪市北区 ＶＯローズルーム サービス 飲食業 5%

156,302 大阪府 大阪市北区 魚心　梅田店 サービス 飲食業 5%

156,303 大阪府 大阪市北区 魚心　梅田店 サービス 飲食業 5%

156,304 大阪府 大阪市北区 魚心　本店 サービス 飲食業 5%

156,305 大阪府 大阪市北区 ウォッシュルクア店 小売業 衣料品 5%

156,306 大阪府 大阪市北区 ウォッチコレ 小売業 その他小売 5%

156,307 大阪府 大阪市北区 ウオマチ サービス 飲食業 5%

156,308 大阪府 大阪市北区 Usagi　pour　toi　H.P.FRANCE　大阪店　梅田エスト 小売業 衣料品 5%

156,309 大阪府 大阪市北区 梅三小路 新浪花 サービス 飲食業 5%

156,310 大阪府 大阪市北区 梅田　かじゅある和食足立屋 サービス 飲食業 5%

156,311 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン梅田神山西店 小売業 食料品 2%

156,312 大阪府 大阪市北区 梅田ごだいご サービス 飲食業 5%

156,313 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン梅田新御口店 小売業 食料品 2%

156,314 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン梅田スカイビル東店 小売業 食料品 2%

156,315 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン梅田スカイビル前店 小売業 食料品 2%

156,316 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン梅田ダイビル店 小売業 食料品 2%

156,317 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン梅田堂山店 小売業 食料品 2%

156,318 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン梅田堂山西店 小売業 食料品 2%

156,319 大阪府 大阪市北区 梅田肉ビストロＦｏｒｇｉｖｅｎ サービス 飲食業 5%

156,320 大阪府 大阪市北区 梅田阪急東通り焼肉一丁 サービス 飲食業 5%

156,321 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン梅田万歳町店 小売業 食料品 2%

156,322 大阪府 大阪市北区 梅田フォトサービス 小売業 電化製品 5%

156,323 大阪府 大阪市北区 梅田フォトサービス　地下店 小売業 電化製品 5%

156,324 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン梅田ブリーゼタワー店 小売業 食料品 2%
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156,325 大阪府 大阪市北区 梅田ホルモン サービス 飲食業 5%

156,326 大阪府 大阪市北区 ウルトラソウル サービス 飲食業 5%

156,327 大阪府 大阪市北区 ウルフギャング　ステーキハウス大阪 サービス 飲食業 5%

156,328 大阪府 大阪市北区 ウルフギャング・ステーキハウス大阪店 サービス 飲食業 5%

156,329 大阪府 大阪市北区 うを佐　OSC店　大阪ステーションシティ サービス 飲食業 5%

156,330 大阪府 大阪市北区 英國屋　大阪梅田店 小売業 衣料品 5%

156,331 大阪府 大阪市北区 Ａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

156,332 大阪府 大阪市北区 ＨＧ　ルクア大阪 小売業 衣料品 5%

156,333 大阪府 大阪市北区 栄楽鮓 サービス 飲食業 5%

156,334 大阪府 大阪市北区 Ａ　ＯＮＥ　ｅｙｅ　ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

156,335 大阪府 大阪市北区 エキナカ酒場　うしお店 サービス 飲食業 5%

156,336 大阪府 大阪市北区 エキナカ酒場　しおつる店 サービス 飲食業 5%

156,337 大阪府 大阪市北区 ECLIN 梅田エスト店 小売業 衣料品 5%

156,338 大阪府 大阪市北区 エスエス薬局 小売業 その他小売 5%

156,339 大阪府 大阪市北区 エスカイヤクラブ　梅田店 サービス 飲食業 5%

156,340 大阪府 大阪市北区 エスカイヤクラブ　駅前第３ビル店 サービス 飲食業 5%

156,341 大阪府 大阪市北区 エスカイヤクラブ　ＯＳビル サービス 飲食業 5%

156,342 大阪府 大阪市北区 エスカイヤクラブ　新阪急アネックス店 サービス 飲食業 5%

156,343 大阪府 大阪市北区 エスカイヤクラブ　西梅田店 サービス 飲食業 5%

156,344 大阪府 大阪市北区 エスカイヤクラブ　西梅田店 サービス 飲食業 5%

156,345 大阪府 大阪市北区 エスカイヤクラブ　パルビル店 サービス 飲食業 5%

156,346 大阪府 大阪市北区 エスカイヤプレイルーム サービス 飲食業 5%

156,347 大阪府 大阪市北区 エスカイヤ　マッサージルーム サービス 飲食業 5%

156,348 大阪府 大阪市北区 エステティックサロンティエリー サービス 理容・美容業 5%

156,349 大阪府 大阪市北区 エスプリ　北阪急ビル サービス 飲食業 5%

156,350 大阪府 大阪市北区 エスプリ　ギャザ阪急 サービス 飲食業 5%

156,351 大阪府 大阪市北区 エスプリ　ＤＤハウス サービス 飲食業 5%

156,352 大阪府 大阪市北区 エスプリ　ニューＯＳ店 サービス 飲食業 5%

156,353 大阪府 大阪市北区 ｅｓｓｅｎｓｕａｌｓ　ｂｙ　ＴＯＮＩ＆ａｍｐ；ＧＵＹ　梅田茶屋町店 サービス 理容・美容業 5%

156,354 大阪府 大阪市北区 ete　ルクア大阪店 小売業 貴金属・服飾品 5%

156,355 大阪府 大阪市北区 エトヴォス ルクア イーレ店 小売業 その他小売 5%

156,356 大阪府 大阪市北区 ゑびすや呉服店 小売業 衣料品 5%

156,357 大阪府 大阪市北区 海老talianバル ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

156,358 大阪府 大阪市北区 エピローグ サービス 理容・美容業 5%

156,359 大阪府 大阪市北区 Ｆ サービス 理容・美容業 5%

156,360 大阪府 大阪市北区 株式会社ＦＷ サービス 理容・美容業 5%

156,361 大阪府 大阪市北区 ｆｐｖｏｓａｋａ 小売業 その他小売 5%

156,362 大阪府 大阪市北区 ＥＭＡＮＯＮ梅田 サービス 理容・美容業 5%

156,363 大阪府 大阪市北区 emmi　ルクア大阪店 小売業 衣料品 5%

156,364 大阪府 大阪市北区 MPSC　Product　ルクア店 小売業 その他小売 5%

156,365 大阪府 大阪市北区 m-factory 梅田エスト店 サービス 飲食業 5%

156,366 大阪府 大阪市北区 ＬＲネイルサロン サービス 理容・美容業 5%
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156,367 大阪府 大阪市北区 ＥＬＭＯ サービス 理容・美容業 5%

156,368 大阪府 大阪市北区 Ｅｌｅａｎｏｒ梅田 サービス 理容・美容業 5%

156,369 大阪府 大阪市北区 enluce サービス 理容・美容業 5%

156,370 大阪府 大阪市北区 Ｏ．Ｅ．Ｃ．ランゲージサービス　梅田校 サービス その他サービス 5%

156,371 大阪府 大阪市北区 美味ｉｎ家しげ サービス 飲食業 5%

156,372 大阪府 大阪市北区 おうち居酒屋　ちろり サービス 飲食業 5%

156,373 大阪府 大阪市北区 オーガニックサロンフェイス梅田店 サービス 理容・美容業 5%

156,374 大阪府 大阪市北区 ＯＫＵ国際特許商標事務所 サービス その他サービス 5%

156,375 大阪府 大阪市北区 ＯＫＡ　天６店 小売業 衣料品 5%

156,376 大阪府 大阪市北区 松井酒造合名会社大阪本部 サービス 飲食業 5%

156,377 大阪府 大阪市北区 大阪駅駐輪場 サービス その他サービス 5%

156,378 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪駅前第３ビル店 小売業 食料品 2%

156,379 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪駅前第２ビル店 小売業 食料品 2%

156,380 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪駅前第２ビルＢ１店 小売業 食料品 2%

156,381 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪大淀中店 小売業 食料品 2%

156,382 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪大淀南１丁目店 小売業 食料品 2%

156,383 大阪府 大阪市北区 セブンーイレブン大阪角田町店 小売業 食料品 2%

156,384 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪北新地店 小売業 食料品 2%

156,385 大阪府 大阪市北区 大阪高裁内ブックセンター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

156,386 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪芝田２丁目店 小売業 食料品 2%

156,387 大阪府 大阪市北区 大阪新世界元祖串かつだるま　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

156,388 大阪府 大阪市北区 大阪ステーションシティ駐車場 サービス その他サービス 5%

156,389 大阪府 大阪市北区 大阪ステーションシティ西梅田駐輪場 サービス その他サービス 5%

156,390 大阪府 大阪市北区 大阪整体アカデミー サービス その他サービス 5%

156,391 大阪府 大阪市北区 大阪ソソカルビ サービス 飲食業 5%

156,392 大阪府 大阪市北区 大阪竹葉亭　大阪ステーションシティ サービス 飲食業 5%

156,393 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪鶴野町店 小売業 食料品 2%

156,394 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪鶴野東店 小売業 食料品 2%

156,395 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪天神橋４丁目店 小売業 食料品 2%

156,396 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪天神橋６丁目店 小売業 食料品 2%

156,397 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪天六東店 小売業 食料品 2%

156,398 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪同心２丁目店 小売業 食料品 2%

156,399 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪豊崎３丁目店 小売業 食料品 2%

156,400 大阪府 大阪市北区 大坂豚汁・生姜焼き　ロマン亭　エキマルシェ大阪店 サービス 飲食業 5%

156,401 大阪府 大阪市北区 大阪トンテキ３ビル　大阪駅前第３ビル店 サービス 飲食業 5%

156,402 大阪府 大阪市北区 大阪トンテキ２ビル　大阪駅前第２ビル店 サービス 飲食業 5%

156,403 大阪府 大阪市北区 大阪トンテキ天神橋筋　天神橋筋店 サービス 飲食業 5%

156,404 大阪府 大阪市北区 大阪トンテキホワイティ　ホワイティうめだ店 サービス 飲食業 5%

156,405 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪中崎西店 小売業 食料品 2%

156,406 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪中之島セントラルタワー店 小売業 食料品 2%

156,407 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪中之島６丁目店 小売業 食料品 2%

156,408 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪長柄中店 小売業 食料品 2%
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156,409 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪なにわ橋店 小売業 食料品 2%

156,410 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪西天満１丁目店 小売業 食料品 2%

156,411 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪西天満４丁目店 小売業 食料品 2%

156,412 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪東天満１丁目店 小売業 食料品 2%

156,413 大阪府 大阪市北区 大阪聘珍樓 サービス 飲食業 5%

156,414 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪本庄西１丁目店 小売業 食料品 2%

156,415 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪本庄西２丁目店 小売業 食料品 2%

156,416 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン大阪南森町店 小売業 食料品 2%

156,417 大阪府 大阪市北区 大阪ゆきざき 小売業 貴金属・服飾品 5%

156,418 大阪府 大阪市北区 大坂ろまん屋　エキマルシェ大阪店 小売業 食料品 5%

156,419 大阪府 大阪市北区 大島旺起 小売業 衣料品 5%

156,420 大阪府 大阪市北区 ＡｕｓｔｈａｉｒＢｅｎｎｕ サービス 理容・美容業 5%

156,421 大阪府 大阪市北区 ＡｕｓｔｈａｉｒＭｏｎｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

156,422 大阪府 大阪市北区 大野商店 サービス 飲食業 5%

156,423 大阪府 大阪市北区 ＢＡＲ　ＯＰＥＮ　ＤＯＯＲ　Ｂ２ サービス 飲食業 5%

156,424 大阪府 大阪市北区 OVEN Lab.エキマルシェ大阪店 サービス 飲食業 5%

156,425 大阪府 大阪市北区 おおぼけこぼけ サービス 飲食業 5%

156,426 大阪府 大阪市北区 インテック株式会社 サービス その他サービス 5%

156,427 大阪府 大阪市北区 肉料理ＯＫＩＴＡＹＡ梅田東通り店 サービス 飲食業 5%

156,428 大阪府 大阪市北区 沖縄キッチンてりとりー サービス 飲食業 5%

156,429 大阪府 大阪市北区 ＯＸＹ株式会社　ＡＣＲＯ　ＵＭＥＤＡ サービス 理容・美容業 5%

156,430 大阪府 大阪市北区 おくどさん小柴 サービス 飲食業 5%

156,431 大阪府 大阪市北区 お好み たまちゃん　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

156,432 大阪府 大阪市北区 お好み焼　桃谷てんぐ中津店 サービス 飲食業 5%

156,433 大阪府 大阪市北区 お好み焼　てんぐ　西梅田店 サービス 飲食業 5%

156,434 大阪府 大阪市北区 オステリア・ガウダンテ大阪駅前第四ビル店 サービス 飲食業 5%

156,435 大阪府 大阪市北区 ＯＳＴＥＲＩＡ　ｏｒｏｂｉａｎｃｏ サービス 飲食業 5%

156,436 大阪府 大阪市北区 オステリアダパオロ サービス 飲食業 5%

156,437 大阪府 大阪市北区 オズ　堂島店 サービス その他サービス 5%

156,438 大阪府 大阪市北区 オゾン サービス 理容・美容業 5%

156,439 大阪府 大阪市北区 オッピオ・ロッサ 小売業 衣料品 5%

156,440 大阪府 大阪市北区 オートクチュールロッサ 小売業 衣料品 5%

156,441 大阪府 大阪市北区 乙女屋 サービス その他サービス 5%

156,442 大阪府 大阪市北区 音羽　船大工店 サービス 飲食業 5%

156,443 大阪府 大阪市北区 音羽別館 サービス 飲食業 5%

156,444 大阪府 大阪市北区 お直しコンシェルジュビック・ママ　ルクアイーレ店 サービス その他サービス 5%

156,445 大阪府 大阪市北区 おばんざい都月 サービス 飲食業 5%

156,446 大阪府 大阪市北区 オフィスカレント　ユーフォニアム サービス その他サービス 5%

156,447 大阪府 大阪市北区 おみやげ本舗　ＣＨＡＭＰ サービス 飲食業 5%

156,448 大阪府 大阪市北区 オムちゃん食堂 サービス 飲食業 5%

156,449 大阪府 大阪市北区 おやどＨＡＲＵ´Ｓ サービス 宿泊業 5%

156,450 大阪府 大阪市北区 オリックスレンタカー大阪駅前店 サービス その他サービス 2%
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156,451 大阪府 大阪市北区 オリックスレンタカー西梅田駅前店 サービス その他サービス 2%

156,452 大阪府 大阪市北区 Ｏｌｆａｃｔ　Ｌａｂ． 小売業 その他小売 5%

156,453 大阪府 大阪市北区 Ｏｌｆａｃｔ　Ｌａｂ　オルファクト　ラボ 小売業 その他小売 5%

156,454 大阪府 大阪市北区 温野菜お初天神店 サービス 飲食業 2%

156,455 大阪府 大阪市北区 株　ヒラマツ　ヒラマツ 小売業 その他小売 5%

156,456 大阪府 大阪市北区 加圧トレーニングＡＤＡＭＡＳ ＡＤＡＭＡＳ加圧トレーニングクラブ サービス その他サービス 5%

156,457 大阪府 大阪市北区 ガーデン　梅田 小売業 貴金属・服飾品 5%

156,458 大阪府 大阪市北区 海幸丸百番 サービス 飲食業 5%

156,459 大阪府 大阪市北区 懐石料理 雲鶴 サービス 飲食業 5%

156,460 大阪府 大阪市北区 海鮮日本酒食べ飲み放題一期一会 サービス 飲食業 5%

156,461 大阪府 大阪市北区 買取りまっくす大阪駅前２ビルＢ１店 小売業 その他小売 5%

156,462 大阪府 大阪市北区 ＫＡＩＮＯ梅田店 サービス 理容・美容業 5%

156,463 大阪府 大阪市北区 顔ツボ　岩盤浴　ちいさな木　岩盤浴　ボディエステサロン　ちいさな木 サービス 理容・美容業 5%

156,464 大阪府 大阪市北区 カジュアル割烹春夏冬 サービス 飲食業 5%

156,465 大阪府 大阪市北区 CA4LA　ルクア大阪 小売業 衣料品 5%

156,466 大阪府 大阪市北区 花心　梅田 サービス 飲食業 5%

156,467 大阪府 大阪市北区 花心　本店 サービス 飲食業 5%

156,468 大阪府 大阪市北区 がたろ サービス 飲食業 5%

156,469 大阪府 大阪市北区 活　阪急グランドビル店 サービス 飲食業 5%

156,470 大阪府 大阪市北区 割烹Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ神蔵 サービス 飲食業 5%

156,471 大阪府 大阪市北区 家庭料理なか 家庭料理なか サービス 飲食業 5%

156,472 大阪府 大阪市北区 加藤青果 小売業 その他小売 5%

156,473 大阪府 大阪市北区 cadeau AUX PARADIS　ルクアイーレ店 小売業 その他小売 5%

156,474 大阪府 大阪市北区 湊　湊 サービス 飲食業 5%

156,475 大阪府 大阪市北区 KANEKO OPTICAL　ルクアイーレ店 小売業 その他小売 5%

156,476 大阪府 大阪市北区 カノン芦屋 サービス 理容・美容業 5%

156,477 大阪府 大阪市北区 Ｃａｆｅ　Ｔｅｒｒａｃｅ サービス 飲食業 5%

156,478 大阪府 大阪市北区 Ｃａｆ?　ｄｅ　Ｃｌｅｖｅｒ　大阪ステーションシティ サービス 飲食業 5%

156,479 大阪府 大阪市北区 カフェ　ラ　ポーズ　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

156,480 大阪府 大阪市北区 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ｗａｒｍ サービス 飲食業 5%

156,481 大阪府 大阪市北区 ｃａｆｅ　ａｎｄ　ｂａｒ　ＳＯＬ サービス 飲食業 5%

156,482 大阪府 大阪市北区 カフェ英國屋１７番街店 サービス 飲食業 5%

156,483 大阪府 大阪市北区 カフェ英國屋阪急グランドビル店 サービス 飲食業 5%

156,484 大阪府 大阪市北区 ＣＡＦＥ大阪茶会 サービス 飲食業 5%

156,485 大阪府 大阪市北区 Ｃａｆｅ　Ｔｏｋｉｏｎａ サービス 飲食業 5%

156,486 大阪府 大阪市北区 Ｃａｆｅｐｌａｙｓｎｉｃｅ サービス 飲食業 5%

156,487 大阪府 大阪市北区 株式会社　清水音泉 サービス その他サービス 5%

156,488 大阪府 大阪市北区 （株）野村電気商会 小売業 電化製品 5%

156,489 大阪府 大阪市北区 Ｌｕｘｉａｎ　Ｌｕｘｉａｎ サービス 理容・美容業 5%

156,490 大阪府 大阪市北区 株式会社ＡＷ サービス その他サービス 5%

156,491 大阪府 大阪市北区 株式会社青石 サービス その他サービス 5%

156,492 大阪府 大阪市北区 株式会社旭商店 小売業 その他小売 5%
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156,493 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｈａｃｅｒ サービス その他サービス 5%

156,494 大阪府 大阪市北区 株式会社アップオン サービス その他サービス 5%

156,495 大阪府 大阪市北区 株式会社エス・イーコーポレーション サービス その他サービス 5%

156,496 大阪府 大阪市北区 株式会社オーゼ サービス その他サービス 5%

156,497 大阪府 大阪市北区 株式会社グランネット サービス その他サービス 5%

156,498 大阪府 大阪市北区 株式会社ｇｒｅｅｄｅｎ サービス その他サービス 5%

156,499 大阪府 大阪市北区 株式会社ＣＲＦ サービス その他サービス 5%

156,500 大阪府 大阪市北区 株式会社正栄山田 サービス その他サービス 5%

156,501 大阪府 大阪市北区 株式会社タイトルラボ サービス 飲食業 5%

156,502 大阪府 大阪市北区 株　辻芳　酒　辻芳 小売業 食料品 5%

156,503 大阪府 大阪市北区 株式会社ＴＣＣ サービス その他サービス 5%

156,504 大阪府 大阪市北区 株式会社ｔｒｅｎｄＰｌｕｓ サービス その他サービス 5%

156,505 大阪府 大阪市北区 株式会社ナインテラス サービス その他サービス 5%

156,506 大阪府 大阪市北区 株式会社ＭＩＫＡＷＡＹＡ チャナ 小売業 食料品 5%

156,507 大阪府 大阪市北区 株式会社ＲＯＯＫＩＥ　南森町店 サービス その他サービス 5%

156,508 大阪府 大阪市北区 株式会社ＬＵＣＥ 小売業 その他小売 5%

156,509 大阪府 大阪市北区 株式会社ワーククリエーション サービス その他サービス 5%

156,510 大阪府 大阪市北区 株式会社ｗａｖｉｃ サービス その他サービス 5%

156,511 大阪府 大阪市北区 ＣＡＭＩＮＯ サービス その他サービス 5%

156,512 大阪府 大阪市北区 カメラの大林 小売業 電化製品 5%

156,513 大阪府 大阪市北区 鴨時々 サービス 飲食業 5%

156,514 大阪府 大阪市北区 ｃａｌｌａ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

156,515 大阪府 大阪市北区 ＣＡＬＣＥ　【カルチェ】 サービス 理容・美容業 5%

156,516 大阪府 大阪市北区 Ｃｕｌｔｉ　Ｅａｒｌ　Ｈｏｔｅｌ　中崎町店 サービス 宿泊業 5%

156,517 大阪府 大阪市北区 カレーハウス　サンマルコ　大阪ステーションシティ店 サービス 飲食業 5%

156,518 大阪府 大阪市北区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋梅田スカイビル店 サービス 飲食業 2%

156,519 大阪府 大阪市北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋大阪駅前第３ビル店 サービス 飲食業 2%

156,520 大阪府 大阪市北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋北区角田町店 サービス 飲食業 2%

156,521 大阪府 大阪市北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋北区芝田一丁目店 サービス 飲食業 2%

156,522 大阪府 大阪市北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋北区太融寺店 サービス 飲食業 2%

156,523 大阪府 大阪市北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋北区天神橋７丁目店 サービス 飲食業 2%

156,524 大阪府 大阪市北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋北区天満２丁目店 サービス 飲食業 2%

156,525 大阪府 大阪市北区 カレーライスＣｏｍｅＯｎ サービス 飲食業 5%

156,526 大阪府 大阪市北区 ＫａｒｅｎｓＲｏｏｍ 小売業 衣料品 5%

156,527 大阪府 大阪市北区 カロー 小売業 衣料品 5%

156,528 大阪府 大阪市北区 カワセミ サービス その他サービス 5%

156,529 大阪府 大阪市北区 瓦そば すずめ サービス 飲食業 5%

156,530 大阪府 大阪市北区 韓菜食堂チェゴ サービス 飲食業 5%

156,531 大阪府 大阪市北区 勘田拓志 サービス 飲食業 5%

156,532 大阪府 大阪市北区 かにチャーハンの店　エキマルシェ大阪店 サービス 飲食業 5%

156,533 大阪府 大阪市北区 観音屋ＪＲ大阪 小売業 食料品 5%

156,534 大阪府 大阪市北区 平和企業株式会社 サービス 飲食業 5%
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156,535 大阪府 大阪市北区 ＫＥＹ 小売業 衣料品 5%

156,536 大阪府 大阪市北区 KEEN Garage大阪店　アルビ大阪 小売業 その他小売 5%

156,537 大阪府 大阪市北区 キスキス　梅田エスト店 小売業 衣料品 5%

156,538 大阪府 大阪市北区 北新地　感 サービス 飲食業 5%

156,539 大阪府 大阪市北区 北新地　永楽店 サービス 飲食業 5%

156,540 大阪府 大阪市北区 北新地割烹味吉野 サービス 飲食業 5%

156,541 大阪府 大阪市北区 北新地キャンプ サービス 飲食業 5%

156,542 大阪府 大阪市北区 北新地工房 サービス その他サービス 5%

156,543 大阪府 大阪市北区 ※７１０ サービス 飲食業 5%

156,544 大阪府 大阪市北区 北新地サンボア サービス 飲食業 5%

156,545 大阪府 大阪市北区 北新地たこ長 サービス 飲食業 5%

156,546 大阪府 大阪市北区 北新地　とき サービス 飲食業 5%

156,547 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン北新地東店 小売業 食料品 2%

156,548 大阪府 大阪市北区 北新地　本通店 サービス 飲食業 5%

156,549 大阪府 大阪市北区 北新地光隆 サービス 飲食業 5%

156,550 大阪府 大阪市北区 北新地ミュージックサルーン サービス 飲食業 5%

156,551 大阪府 大阪市北区 北新地やまがた屋 サービス 飲食業 5%

156,552 大阪府 大阪市北区 北新地　和牛割烹　穐山 サービス 飲食業 5%

156,553 大阪府 大阪市北区 ＫＩＣＨＩＲＩ梅田 サービス 飲食業 5%

156,554 大阪府 大阪市北区 ＫＩＣＨＩＲＩ茶屋町 サービス 飲食業 5%

156,555 大阪府 大阪市北区 ＫＩＣＨＩＲＩ茶屋町阪急駅前 サービス 飲食業 5%

156,556 大阪府 大阪市北区 喫茶サンシャイン　喫茶サンシャイン サービス 飲食業 5%

156,557 大阪府 大阪市北区 来夢 サービス 飲食業 5%

156,558 大阪府 大阪市北区 吉鳥　大淀店 サービス 飲食業 5%

156,559 大阪府 大阪市北区 ＫｉｔｃｈｅｎＢａｒＮｏ?ｌ サービス 飲食業 5%

156,560 大阪府 大阪市北区 Ｋｉｔｏｎ　ヒルトンプラザイースト 小売業 衣料品 5%

156,561 大阪府 大阪市北区 きのえ サービス 飲食業 5%

156,562 大阪府 大阪市北区 ＫｉＢＥＲＡ　エキマルシェ大阪店 サービス 飲食業 5%

156,563 大阪府 大阪市北区 着物再生工場 サービス その他サービス 5%

156,564 大阪府 大阪市北区 きもの六花 小売業 その他小売 5%

156,565 大阪府 大阪市北区 キャスキッドソン　ルクア大阪店 小売業 その他小売 5%

156,566 大阪府 大阪市北区 casselini　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

156,567 大阪府 大阪市北区 ＣＡＴＣＨＹ中崎 小売業 衣料品 5%

156,568 大阪府 大阪市北区 ｇａｌｌｅｒｙｙｏｌｃｈａ サービス その他サービス 5%

156,569 大阪府 大阪市北区 ギャラリーリョウ サービス その他サービス 5%

156,570 大阪府 大阪市北区 ＣＨＩＡＮＴＩ梅田【キャンティ】 サービス 理容・美容業 5%

156,571 大阪府 大阪市北区 キャンディストリッパー　梅田エスト店 小売業 衣料品 5%

156,572 大阪府 大阪市北区 ｃｕｉ－ｃｕｉ　ルクア店 サービス 飲食業 5%

156,573 大阪府 大阪市北区 牛角梅田お初天神店 サービス 飲食業 2%

156,574 大阪府 大阪市北区 牛角　梅田阪急東通り店 サービス 飲食業 2%

156,575 大阪府 大阪市北区 牛角　はなれ阪急東通り店 サービス 飲食業 2%

156,576 大阪府 大阪市北区 牛しゃぶ知慕里 サービス 飲食業 5%
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156,577 大阪府 大阪市北区 牛しゃぶ　知慕里 サービス 飲食業 5%

156,578 大阪府 大阪市北区 牛たん炭焼　利久　エキマルシェ大阪店 サービス 飲食業 5%

156,579 大阪府 大阪市北区 旧ヤム鐡道　ルクアイーレ店 サービス 飲食業 5%

156,580 大阪府 大阪市北区 協栄産業 小売業 その他小売 5%

156,581 大阪府 大阪市北区 京ちゃばな　梅田ＯＳ店 サービス 飲食業 5%

156,582 大阪府 大阪市北区 京ちゃばな 京ちゃばな 梅田ＯＳ店 サービス 飲食業 5%

156,583 大阪府 大阪市北区 京都勝牛梅田 サービス 飲食業 5%

156,584 大阪府 大阪市北区 京都勝牛堂島地下街 サービス 飲食業 5%

156,585 大阪府 大阪市北区 今日のごはん　和saiの国　エキマルシェ大阪店 サービス 飲食業 5%

156,586 大阪府 大阪市北区 キョードーチケットセンター サービス その他サービス 5%

156,587 大阪府 大阪市北区 キリンケラーヤマト東梅田店 サービス 飲食業 5%

156,588 大阪府 大阪市北区 ギルビヰ サービス 飲食業 5%

156,589 大阪府 大阪市北区 キングモータープール サービス その他サービス 5%

156,590 大阪府 大阪市北区 銀座　篝　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

156,591 大阪府 大阪市北区 銀座ハゲ天　大阪ステーションシティ店 サービス 飲食業 5%

156,592 大阪府 大阪市北区 ぎんちゃり 小売業 その他小売 5%

156,593 大阪府 大阪市北区 金の情熱ホルモン　兎我野町店 サービス 飲食業 5%

156,594 大阪府 大阪市北区 クアシス　阪急グランドビル店 サービス その他サービス 5%

156,595 大阪府 大阪市北区 ＱＵＡＴＴＲＯ　ＨＯＭＭＥ　ＱＵＡＴＴＲＯ　ＨＯＭＭＥ サービス 理容・美容業 5%

156,596 大阪府 大阪市北区 quoti use fith 小売業 衣料品 5%

156,597 大阪府 大阪市北区 ＣｏｅｕｒａＣｏｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

156,598 大阪府 大阪市北区 Ｃｕｏｒｅ　ｈａｉｒ　梅田店 サービス 理容・美容業 5%

156,599 大阪府 大阪市北区 串ばか　ＫＵＨＡＣＨＩ サービス 飲食業 5%

156,600 大阪府 大阪市北区 串焼　くる味 サービス 飲食業 5%

156,601 大阪府 大阪市北区 串焼き　ワイン　ＢＲＡＮＣＨ 小売業 食料品 5%

156,602 大阪府 大阪市北区 串焼き一富士 南森町店 サービス 飲食業 5%

156,603 大阪府 大阪市北区 靴工房ロングストリート サービス その他サービス 5%

156,604 大阪府 大阪市北区 クッチーナディイタリア　駅前第三ビル サービス 飲食業 5%

156,605 大阪府 大阪市北区 GOOD PROVISION NEW YORK　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

156,606 大阪府 大阪市北区 ぐっどまん サービス 飲食業 5%

156,607 大阪府 大阪市北区 Ｋｕｎｉｏ ｇａｌｌｅｒｙ 小売業 その他小売 5%

156,608 大阪府 大阪市北区 ＣＬＩＭＢＩＮＧ　ＳＰＡＣＥ　ＢＯＬＤ サービス その他サービス 5%

156,609 大阪府 大阪市北区 ｇｒａｆｓｔｕｄｉｏｓｈｏｐ 小売業 家具・調度品 5%

156,610 大阪府 大阪市北区 クラブＶＯ サービス 飲食業 5%

156,611 大阪府 大阪市北区 ＣＲＡＦＴＢＥＥＲＢＡＳＥ サービス 飲食業 5%

156,612 大阪府 大阪市北区 クラフトビアマーケット　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

156,613 大阪府 大阪市北区 ｃｌａｒｉｓｓｅ 小売業 衣料品 5%

156,614 大阪府 大阪市北区 セブンーイレブングランフロント大阪店 小売業 食料品 2%

156,615 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブングランフロント大阪フロアナイン店 小売業 食料品 2%

156,616 大阪府 大阪市北区 グリアンテ梅田 サービス 飲食業 5%

156,617 大阪府 大阪市北区 グリアンテ梅田 サービス 飲食業 5%

156,618 大阪府 大阪市北区 グリーンスレッズ 小売業 衣料品 5%
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156,619 大阪府 大阪市北区 クリエイティブアイデア サービス その他サービス 5%

156,620 大阪府 大阪市北区 くりやん サービス 飲食業 5%

156,621 大阪府 大阪市北区 グリル欧風軒 サービス 飲食業 5%

156,622 大阪府 大阪市北区 グリル北斗星 サービス 飲食業 5%

156,623 大阪府 大阪市北区 株式会社グリルラボ・パイナップル サービス 飲食業 5%

156,624 大阪府 大阪市北区 グリルらんぷ亭 サービス 飲食業 5%

156,625 大阪府 大阪市北区 グルメカリー　ピッコロ　大阪駅店 サービス 飲食業 5%

156,626 大阪府 大阪市北区 くるる食堂 サービス 飲食業 5%

156,627 大阪府 大阪市北区 グレースバイアフロート　ｇｒａｃｅ　ｂｙ　ａｆｌｏａｔ サービス 理容・美容業 5%

156,628 大阪府 大阪市北区 クレープバル　カフェ　天神橋　浅草 サービス 飲食業 5%

156,629 大阪府 大阪市北区 クレオパトラフィグ　ルクア大阪店 小売業 衣料品 5%

156,630 大阪府 大阪市北区 クレヤマタクシー サービス 運輸業 5%

156,631 大阪府 大阪市北区 GRENCH 梅田エスト店 サービス 飲食業 5%

156,632 大阪府 大阪市北区 クローム 大阪ALBi店／CHROME OSAKA ALBi HUB 小売業 その他小売 5%

156,633 大阪府 大阪市北区 ｇｒｏｗ　ｂｙ　ｋ－ｔｗｏ サービス 理容・美容業 5%

156,634 大阪府 大阪市北区 燻製と鉄板料理　鉄ぺー サービス 飲食業 5%

156,635 大阪府 大阪市北区 ケアーズ・サン サービス 理容・美容業 5%

156,636 大阪府 大阪市北区 ＣＡＲＥ　ＵＭＥＤＡ サービス 理容・美容業 5%

156,637 大阪府 大阪市北区 Ｋ－ｔｗｏスクール　梅田校 サービス 理容・美容業 5%

156,638 大阪府 大阪市北区 ｋ－ｔｗｏ　Ｗ サービス 理容・美容業 5%

156,639 大阪府 大阪市北区 ＣＡＫＥ　ＬＡＢＯ　ＭＥＬＴ 小売業 食料品 5%

156,640 大阪府 大阪市北区 ＣＡＫＥ　ＬＡＢＯ　ＭＥＬＴ 小売業 食料品 5%

156,641 大阪府 大阪市北区 ＧｕｅｓｔｈｏｕｓｅＫＡＭＯＹＡ サービス その他サービス 5%

156,642 大阪府 大阪市北区 ビークリエイツコーポレーション サービス その他サービス 5%

156,643 大阪府 大阪市北区 けむパー サービス 飲食業 5%

156,644 大阪府 大阪市北区 ケラケラクランツ サービス 飲食業 5%

156,645 大阪府 大阪市北区 健康咲かせる手づくり惣菜　咲菜　エキマルシェ大阪店 サービス 飲食業 5%

156,646 大阪府 大阪市北区 健康咲かせる手づくり惣菜　咲菜 ルクア　大阪店 サービス 飲食業 5%

156,647 大阪府 大阪市北区 乾坤一擲 サービス 飲食業 5%

156,648 大阪府 大阪市北区 乾山大阪北新地店 サービス 飲食業 5%

156,649 大阪府 大阪市北区 源兵衛 天満本店 サービス 飲食業 5%

156,650 大阪府 大阪市北区 コアラ食堂 サービス 飲食業 5%

156,651 大阪府 大阪市北区 高校野球Ｂａｒ　高三の夏 サービス 飲食業 5%

156,652 大阪府 大阪市北区 孔子園中国語教室 サービス その他サービス 5%

156,653 大阪府 大阪市北区 珈酒処あるらーじ サービス その他サービス 5%

156,654 大阪府 大阪市北区 幸田 小売業 その他小売 5%

156,655 大阪府 大阪市北区 幸田　本部 小売業 その他小売 5%

156,656 大阪府 大阪市北区 幸田　ワインハウス　新地店 小売業 その他小売 5%

156,657 大阪府 大阪市北区 合同会社イボルブ サービス その他サービス 5%

156,658 大阪府 大阪市北区 赤白　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

156,659 大阪府 大阪市北区 神戸フランツ　北新地店 小売業 食料品 5%

156,660 大阪府 大阪市北区 ＫＯＢＥ株式会社 小売業 衣料品 5%
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156,661 大阪府 大阪市北区 神戸元町別館牡丹園大阪梅田エスト店 サービス 飲食業 5%

156,662 大阪府 大阪市北区 珈琲工房 ＵＲＡ サービス 飲食業 5%

156,663 大阪府 大阪市北区 コーロ イープロ コーロイープロ サービス その他サービス 5%

156,664 大阪府 大阪市北区 小顔・骨盤矯正　ビュースタイル サービス その他サービス 5%

156,665 大阪府 大阪市北区 ＣＯＱＵＬＥ　ＥＳＴ店 小売業 衣料品 5%

156,666 大阪府 大阪市北区 ｃｏｃｃｏ英会話 サービス その他サービス 5%

156,667 大阪府 大阪市北区 Ｃｏｃｏｐｅｌｉ　　ＨＡＩＲ　　【ココペリ　ヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

156,668 大阪府 大阪市北区 心屋 本店 心屋 サービス 飲食業 5%

156,669 大阪府 大阪市北区 心屋　本通り店　心屋 サービス 飲食業 5%

156,670 大阪府 大阪市北区 心?ｃｏｃｏｒｏ?　梅田東通り店 サービス 飲食業 5%

156,671 大阪府 大阪市北区 湖崎オプティカル サービス その他サービス 5%

156,672 大阪府 大阪市北区 御座候　大阪駅店 サービス 飲食業 5%

156,673 大阪府 大阪市北区 児嶋友弥 サービス その他サービス 5%

156,674 大阪府 大阪市北区 小杉スケート梅田本店 小売業 その他小売 5%

156,675 大阪府 大阪市北区 五代庵　天満天神 小売業 食料品 5%

156,676 大阪府 大阪市北区 ごちゃまい堂 サービス 飲食業 5%

156,677 大阪府 大阪市北区 ＣＯＢＡＴＯ８３６ 小売業 食料品 5%

156,678 大阪府 大阪市北区 コバトパン工場 サービス 飲食業 5%

156,679 大阪府 大阪市北区 五福　お初天神店 サービス 飲食業 5%

156,680 大阪府 大阪市北区 コポ　天神橋店 小売業 衣料品 5%

156,681 大阪府 大阪市北区 コポ　堂島店 小売業 衣料品 5%

156,682 大阪府 大阪市北区 ごま屋ちゅう兵衛　せがれ サービス 飲食業 5%

156,683 大阪府 大阪市北区 ごま屋ちゅう兵衛　天神橋三丁目店 サービス 飲食業 5%

156,684 大阪府 大阪市北区 コモ大阪店 小売業 衣料品 5%

156,685 大阪府 大阪市北区 コモンルーム中津 サービス その他サービス 5%

156,686 大阪府 大阪市北区 ｃｏｒｓｏ サービス 理容・美容業 5%

156,687 大阪府 大阪市北区 collexルクア店 小売業 衣料品 5%

156,688 大阪府 大阪市北区 五郎っぺ食堂　大阪駅店 サービス 飲食業 5%

156,689 大阪府 大阪市北区 CORONA サービス 飲食業 5%

156,690 大阪府 大阪市北区 田口健一（ヘッドスパサロンｃｏｌｏｎ：・泊まれるヘッドスパサロンｎｅｄｏｃｏ） サービス 理容・美容業 5%

156,691 大阪府 大阪市北区 コンタクトレンズ・TCS　ルクア大阪店 小売業 その他小売 5%

156,692 大阪府 大阪市北区 コンチネンタルリズムセクション　ルクア大阪店 小売業 その他小売 5%

156,693 大阪府 大阪市北区 権之介　梅田 サービス 飲食業 5%

156,694 大阪府 大阪市北区 ｐｈｙｓｉｃａｌｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇｌａｂ．Ｃｏｍｐａｓｓ サービス その他サービス 5%

156,695 大阪府 大阪市北区 コンフォートシューズミラノ 小売業 衣料品 5%

156,696 大阪府 大阪市北区 Ｔｈｅ　ＢＡＲ　ＥＬＩＸＩＲ　Ｋ サービス 飲食業 5%

156,697 大阪府 大阪市北区 サーレアンドペペ サービス 飲食業 5%

156,698 大阪府 大阪市北区 サイクルコンビニてるてる 長柄店 小売業 その他小売 5%

156,699 大阪府 大阪市北区 株式会社サイクルランドナニワ　サイクルランドナニワ　天神橋本店　スポーツ館 小売業 その他小売 5%

156,700 大阪府 大阪市北区 ｓｉｇｎ 小売業 衣料品 5%

156,701 大阪府 大阪市北区 サウスゲートビル地下駐車場 サービス その他サービス 5%

156,702 大阪府 大阪市北区 ＴＨＥ　ＧＵＴ　Ｓ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%
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156,703 大阪府 大阪市北区 肴屋　あしか サービス 飲食業 5%

156,704 大阪府 大阪市北区 さかな屋のmaru寿司　ルクアイーレ店 サービス 飲食業 5%

156,705 大阪府 大阪市北区 酒場たちまち サービス 飲食業 5%

156,706 大阪府 大阪市北区 サキナビューティーラウンジ大阪 小売業 その他小売 5%

156,707 大阪府 大阪市北区 咲良　天神橋 サービス 飲食業 5%

156,708 大阪府 大阪市北区 有限会社ドッグアミューズメント迎賓館 小売業 その他小売 5%

156,709 大阪府 大阪市北区 さくらペットセレモニー サービス その他サービス 5%

156,710 大阪府 大阪市北区 さくらリーガル法律事務所 サービス その他サービス 5%

156,711 大阪府 大阪市北区 酒・たばこマツバラ サービス その他サービス 5%

156,712 大阪府 大阪市北区 ＳＡＫＥ玄座 サービス 飲食業 5%

156,713 大阪府 大阪市北区 酒　髙蔵　南森町店 小売業 食料品 5%

156,714 大阪府 大阪市北区 ササヤ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

156,715 大阪府 大阪市北区 ｓｏｕｔｈｅｒｎｐｅａｓ サービス 飲食業 5%

156,716 大阪府 大阪市北区 ザ・トップクラブ サービス 飲食業 5%

156,717 大阪府 大阪市北区 サニー サービス 飲食業 2%

156,718 大阪府 大阪市北区 Ｓａｇｎｉｅｒ＋ サービス その他サービス 5%

156,719 大阪府 大阪市北区 讃岐うどん今雪 サービス 飲食業 5%

156,720 大阪府 大阪市北区 さぬきうどん四國屋 サービス 飲食業 5%

156,721 大阪府 大阪市北区 ｔｈｅｐａｓｔａ＆ｇｒｉｌｌｓ サービス 飲食業 5%

156,722 大阪府 大阪市北区 SOMETHING LUCUA 1100店 サービス 飲食業 5%

156,723 大阪府 大阪市北区 侍かふぇ サービス その他サービス 5%

156,724 大阪府 大阪市北区 サラアンティーク 小売業 その他小売 5%

156,725 大阪府 大阪市北区 サルースジャパン株式会社 小売業 衣料品 5%

156,726 大阪府 大阪市北区 ザ・ロイヤル　梅田店 サービス 飲食業 5%

156,727 大阪府 大阪市北区 ザ・ロイヤル　新阪急アネックス店 サービス 飲食業 5%

156,728 大阪府 大阪市北区 ザ・ロイヤル　ニューＯＳ店 サービス 飲食業 5%

156,729 大阪府 大阪市北区 Ｔｈｅ　Ｌｏｒｄ’ｓ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

156,730 大阪府 大阪市北区 Ｓａｌｏｎ ｄｅ ＧＲＡＮＤ ＭＡＲＢＬＥ 堂島 小売業 食料品 5%

156,731 大阪府 大阪市北区 サロンドラ・ぺ サービス 理容・美容業 5%

156,732 大阪府 大阪市北区 ザ・ワインバー　梅田店 サービス 飲食業 5%

156,733 大阪府 大阪市北区 ザ・ワインバー　阪急グランドビル サービス 飲食業 5%

156,734 大阪府 大阪市北区 讃 いとし亭 サービス 飲食業 5%

156,735 大阪府 大阪市北区 サンエース 小売業 衣料品 5%

156,736 大阪府 大阪市北区 三共梅田ビル サービス その他サービス 5%

156,737 大阪府 大阪市北区 Ｓａｎｃｔｕａｒｙ　南森町店 サービス 理容・美容業 5%

156,738 大阪府 大阪市北区 ＴＥＭＰＯ 小売業 衣料品 5%

156,739 大阪府 大阪市北区 サンティ 南森町店 サービス その他サービス 5%

156,740 大阪府 大阪市北区 サンプラザ　臨海 サービス 宿泊業 5%

156,741 大阪府 大阪市北区 サンマルコ・ロッサ 小売業 衣料品 5%

156,742 大阪府 大阪市北区 サンライズ　梅田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

156,743 大阪府 大阪市北区 サンライズパブリケーション株式会社 サービス その他サービス 5%

156,744 大阪府 大阪市北区 SanwaCoffeeWorks LUCUA1100店 サービス 飲食業 5%
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156,745 大阪府 大阪市北区 合同会社ＧＳＤコンサルティング サービス その他サービス 5%

156,746 大阪府 大阪市北区 ジースターストア　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

156,747 大阪府 大阪市北区 ＳＥＥ?ＳＡＷ ＳＥＥ?ＳＡＷ 小売業 衣料品 5%

156,748 大阪府 大阪市北区 Sea Room lynn 梅田エスト店 小売業 衣料品 5%

156,749 大阪府 大阪市北区 株式会社ジーンフューチャー サービス その他サービス 5%

156,750 大阪府 大阪市北区 シェール 西洋菓子処シェール 小売業 食料品 5%

156,751 大阪府 大阪市北区 ＪＥＸ　大阪駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

156,752 大阪府 大阪市北区 宝飾ジェムパレス 小売業 貴金属・服飾品 5%

156,753 大阪府 大阪市北区 Ｃｈｅｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

156,754 大阪府 大阪市北区 Ｃｈｅｒｉｅ　Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　エキマルシェ大阪店 サービス その他サービス 5%

156,755 大阪府 大阪市北区 ＣＩＥＬ　天六【シエル】 サービス 理容・美容業 5%

156,756 大阪府 大阪市北区 ＣＩＥＬ　天六店 サービス 理容・美容業 5%

156,757 大阪府 大阪市北区 株式会社はいる 小売業 その他小売 5%

156,758 大阪府 大阪市北区 栞書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

156,759 大阪府 大阪市北区 色彩カーサ サービス その他サービス 5%

156,760 大阪府 大阪市北区 四季彩酒膳　わず サービス 飲食業 5%

156,761 大阪府 大阪市北区 the sacca shop　梅田エスト 小売業 貴金属・服飾品 5%

156,762 大阪府 大阪市北区 志津可 サービス 飲食業 5%

156,763 大阪府 大阪市北区 Ｇ－ＳＴＡＲ　ＲＡＷ　ＳＴＯＲＥ大阪梅田 小売業 衣料品 5%

156,764 大阪府 大阪市北区 七輪焼　お魚くわえたどら猫 サービス 飲食業 5%

156,765 大阪府 大阪市北区 司法書士ヤマト サービス その他サービス 5%

156,766 大阪府 大阪市北区 ＪＩＭＳ　Ｃｉｔｙ 小売業 衣料品 5%

156,767 大阪府 大阪市北区 シモンビューティークリニーク梅田店 サービス 理容・美容業 5%

156,768 大阪府 大阪市北区 JOURNALSTNDARD　ルクア大阪店 小売業 衣料品 5%

156,769 大阪府 大阪市北区 ジャストカーテングランフロント大阪 小売業 その他小売 5%

156,770 大阪府 大阪市北区 写楽　大阪第四店 サービス 飲食業 5%

156,771 大阪府 大阪市北区 シャンパン食堂 サービス 飲食業 5%

156,772 大阪府 大阪市北区 シャンパン食堂の洋食屋さん サービス 飲食業 5%

156,773 大阪府 大阪市北区 じゃんぼ總本店　天神橋1丁目店 サービス 飲食業 5%

156,774 大阪府 大阪市北区 じゃんぼ總本店　天六樋之口町店 サービス 飲食業 5%

156,775 大阪府 大阪市北区 じゃんぼ總本店　中津店 サービス 飲食業 5%

156,776 大阪府 大阪市北区 ジューシーロック　ルクアイーレ店 サービス 飲食業 5%

156,777 大阪府 大阪市北区 Jouete　ルクア大阪店 小売業 貴金属・服飾品 5%

156,778 大阪府 大阪市北区 ジュエリーサロン東京堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

156,779 大阪府 大阪市北区 熟成とんかつマンマカリー サービス 飲食業 5%

156,780 大阪府 大阪市北区 しゆく訪問施術院 サービス 理容・美容業 5%

156,781 大阪府 大阪市北区 ｃｈｏｕｃｈｏｕｖｉｎｔａｇｅ 小売業 その他小売 5%

156,782 大阪府 大阪市北区 常夜燈　曾根崎店 サービス 飲食業 5%

156,783 大阪府 大阪市北区 昭和ゴールデン　大阪駅前第４ビル店 サービス 飲食業 5%

156,784 大阪府 大阪市北区 しょくさい花器楽　しょくさい花器楽 サービス 飲食業 5%

156,785 大阪府 大阪市北区 食笑酒場炭火でＰＯＮ サービス 飲食業 5%

156,786 大阪府 大阪市北区 叙々苑　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%
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156,787 大阪府 大阪市北区 ＧＩＯＲＧＩＯＣＵＯＭＯ 小売業 衣料品 5%

156,788 大阪府 大阪市北区 Ｓｉｌｋ　ｏｉｌ　ｏｆ　ｍｏｒｏｃｃｏ－ｌｕｘｅ　ｓｔｙｌｅ－エキマルシェ大阪店 サービス 飲食業 5%

156,789 大阪府 大阪市北区 ＣＩＬＳＩＡ　ｅｙｅｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

156,790 大阪府 大阪市北区 シルシアアイビューティーサロン サービス 理容・美容業 5%

156,791 大阪府 大阪市北区 しろくまちゃんち サービス 理容・美容業 5%

156,792 大阪府 大阪市北区 しろくまちゃんち サービス 理容・美容業 5%

156,793 大阪府 大阪市北区 人外商店 小売業 衣料品 5%

156,794 大阪府 大阪市北区 Ｔｈｉｎｋｉｎｇ　　ｏｆ　ｙｏｕ サービス 理容・美容業 5%

156,795 大阪府 大阪市北区 新健勝苑大阪店 小売業 衣料品 5%

156,796 大阪府 大阪市北区 紳士服松崎　リーガロイヤルホテル店 小売業 衣料品 5%

156,797 大阪府 大阪市北区 しん司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

156,798 大阪府 大阪市北区 素（しんぷる）ショップ 小売業 衣料品 5%

156,799 大阪府 大阪市北区 新三浦大阪　新三浦大阪 サービス 飲食業 5%

156,800 大阪府 大阪市北区 ＳＷＥＥＴ’Ｓ サービス 飲食業 5%

156,801 大阪府 大阪市北区 ｓｗｅｅｔ’ｓ天六 小売業 食料品 5%

156,802 大阪府 大阪市北区 酔鯨亭大阪店 サービス 飲食業 5%

156,803 大阪府 大阪市北区 ＳＷＩＴＣＨ　ＢＡＲ　梅田東通り店 サービス 飲食業 5%

156,804 大阪府 大阪市北区 ＳｗｅｌｌＨＡＩＲｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

156,805 大阪府 大阪市北区 Ｓｕｉｔａｂｌｅ サービス その他サービス 5%

156,806 大阪府 大阪市北区 スエヒロ　スエヒロ 小売業 衣料品 5%

156,807 大阪府 大阪市北区 SKAGEN/FOSSIL　LUCUA1100店 小売業 貴金属・服飾品 5%

156,808 大阪府 大阪市北区 ＳＫＹコンピュータースクール サービス その他サービス 5%

156,809 大阪府 大阪市北区 スキンフード　ルクア大阪店 小売業 その他小売 5%

156,810 大阪府 大阪市北区 スキンフード　梅田エスト店 小売業 その他小売 5%

156,811 大阪府 大阪市北区 ＳｃｕＢａｒ サービス 飲食業 5%

156,812 大阪府 大阪市北区 すしいち　大阪駅前第４ビル店 サービス 飲食業 5%

156,813 大阪府 大阪市北区 鮨いわもと サービス 飲食業 5%

156,814 大阪府 大阪市北区 鮨北新地なか匠 サービス 飲食業 5%

156,815 大阪府 大阪市北区 寿司田　大阪北新地店 サービス 飲食業 5%

156,816 大阪府 大阪市北区 鮨処　音羽　ルクアイーレ店 サービス 飲食業 5%

156,817 大阪府 大阪市北区 寿司ふじ本 サービス 飲食業 5%

156,818 大阪府 大阪市北区 すずめの学校　北新地店 サービス 飲食業 5%

156,819 大阪府 大阪市北区 すずめの学校　ニューＯＳ店 サービス 飲食業 5%

156,820 大阪府 大阪市北区 スタジオアージュ サービス その他サービス 5%

156,821 大阪府 大阪市北区 スタジオオット サービス その他サービス 5%

156,822 大阪府 大阪市北区 スタジオ２４６ＯＳＡＫＡ サービス その他サービス 5%

156,823 大阪府 大阪市北区 スタジオ２４６ＧＥＮ サービス その他サービス 5%

156,824 大阪府 大阪市北区 スタッフバンク サービス その他サービス 5%

156,825 大阪府 大阪市北区 スタニングルアー　梅田エスト店 小売業 衣料品 5%

156,826 大阪府 大阪市北区 スタンドシャン食－ｏｓａｋａ北新地－ サービス 飲食業 5%

156,827 大阪府 大阪市北区 ＳＴＡＹＬＥ　ｈａｉｒ　ｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

156,828 大阪府 大阪市北区 ステーキ　デボン サービス 飲食業 5%
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156,829 大阪府 大阪市北区 ステーキファイブ南森町店 サービス 飲食業 5%

156,830 大阪府 大阪市北区 ストアよこい 小売業 その他小売 5%

156,831 大阪府 大阪市北区 ストロベリーフィールズ　ルクア大阪店 小売業 衣料品 5%

156,832 大阪府 大阪市北区 ＳＵＮＡＢＡ ＧＡＬＬＥＲＹ ＳＵＮＡＢＡ ギャラリー 小売業 その他小売 5%

156,833 大阪府 大阪市北区 スノーエイド サービス その他サービス 5%

156,834 大阪府 大阪市北区 スパッカ　アルバータ　ルクアイーレ店 サービス 飲食業 5%

156,835 大阪府 大阪市北区 スピック＆スパン　ルクアイーレ店 小売業 衣料品 5%

156,836 大阪府 大阪市北区 スピリットヨガ サービス その他サービス 5%

156,837 大阪府 大阪市北区 スマイルコンタクト　大阪駅前店 小売業 その他小売 5%

156,838 大阪府 大阪市北区 スマフォドクター 大阪梅田店 サービス その他サービス 5%

156,839 大阪府 大阪市北区 スマホスピタル大阪梅田店 サービス その他サービス 5%

156,840 大阪府 大阪市北区 炭火串焼らいず　南森町店 サービス 飲食業 5%

156,841 大阪府 大阪市北区 炭火ステーキレモン サービス 飲食業 5%

156,842 大阪府 大阪市北区 炭火焼肉　玄風館　炭火焼肉　玄風館 サービス 飲食業 5%

156,843 大阪府 大阪市北区 炭味家えびす丸 サービス 飲食業 5%

156,844 大阪府 大阪市北区 塊肉とチーズ！梅田テラス サービス 飲食業 5%

156,845 大阪府 大阪市北区 炭焼牛たん東山　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

156,846 大阪府 大阪市北区 炭焼きＢＩＳＴＲＯＯ サービス 飲食業 5%

156,847 大阪府 大阪市北区 炭焼屋 かっぱ サービス 飲食業 5%

156,848 大阪府 大阪市北区 炭焼屋＃彩食兼火 サービス 飲食業 5%

156,849 大阪府 大阪市北区 スリーピース サービス 飲食業 5%

156,850 大阪府 大阪市北区 西洋料理いまとむかし サービス 飲食業 5%

156,851 大阪府 大阪市北区 セノビージャ・ハポン大阪店 小売業 衣料品 5%

156,852 大阪府 大阪市北区 セブンティ・クラブ サービス 飲食業 5%

156,853 大阪府 大阪市北区 Ｔｈｅ　７　Ｌｕｃｋ　Ｇｏｄｓ サービス 飲食業 5%

156,854 大阪府 大阪市北区 セラ・アンフィニィ サービス 飲食業 5%

156,855 大阪府 大阪市北区 Ｃｅｒｄｏ　ｙ　ｐａｔｏ サービス 飲食業 5%

156,856 大阪府 大阪市北区 セルフィット大阪梅田店 サービス その他サービス 5%

156,857 大阪府 大阪市北区 Ｓｅｌｆ－ＭｅｄｉｃａｔｉｏｎＣｅｎｔｅｒＡｋｉ サービス 理容・美容業 5%

156,858 大阪府 大阪市北区 煎 小売業 その他小売 5%

156,859 大阪府 大阪市北区 船場カリー 大阪天満宮店 サービス 飲食業 5%

156,860 大阪府 大阪市北区 総合衣料なみき洋品店 小売業 衣料品 5%

156,861 大阪府 大阪市北区 創作空間ｃａｆｅアトリエ　中崎町店 サービス 飲食業 5%

156,862 大阪府 大阪市北区 創作料理　愛想屋 サービス 飲食業 5%

156,863 大阪府 大阪市北区 創作料理ボヌール サービス 飲食業 5%

156,864 大阪府 大阪市北区 痩身庵 サービス 理容・美容業 5%

156,865 大阪府 大阪市北区 株式会社スプラウト サービス その他サービス 5%

156,866 大阪府 大阪市北区 ソソカルビ牛天 サービス 飲食業 5%

156,867 大阪府 大阪市北区 曽根崎酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

156,868 大阪府 大阪市北区 そばちょこ サービス 飲食業 5%

156,869 大阪府 大阪市北区 蕎麦と地鶏串焼　弦　大阪ステーションシティ サービス 飲食業 5%

156,870 大阪府 大阪市北区 ＳＯＬ サービス その他サービス 5%
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156,871 大阪府 大阪市北区 ソルナ　梅田ＥＳＴ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

156,872 大阪府 大阪市北区 ＳＨＯＴＢＡＲＳｏｎｇＬｉｎｅ サービス 飲食業 5%

156,873 大阪府 大阪市北区 第一楼 エキマルシェ大阪店 サービス その他サービス 5%

156,874 大阪府 大阪市北区 ダイコクドラッグうめきた店 小売業 その他小売 5%

156,875 大阪府 大阪市北区 ダイコクドラッグ梅田スカイビル３Ｆ店 小売業 その他小売 5%

156,876 大阪府 大阪市北区 ダイコクドラッグ大阪駅前ＮＥＷ第２ビル店 小売業 その他小売 5%

156,877 大阪府 大阪市北区 ダイコクドラッグ北新地店 小売業 その他小売 5%

156,878 大阪府 大阪市北区 ダイコクドラッグ第一ビル店 小売業 その他小売 5%

156,879 大阪府 大阪市北区 ダイコクドラッグ天神橋筋６丁目店 小売業 その他小売 5%

156,880 大阪府 大阪市北区 ダイコクドラッグ天満駅前店 小売業 その他小売 5%

156,881 大阪府 大阪市北区 ダイコクドラッグＮＥＷ梅新店 小売業 その他小売 5%

156,882 大阪府 大阪市北区 ダイコクドラッグＮＥＷ第４ビル店 小売業 その他小売 5%

156,883 大阪府 大阪市北区 ダイコクドラッグＮＥＷ堂山店 小売業 その他小売 5%

156,884 大阪府 大阪市北区 大衆酒場てんご サービス 飲食業 5%

156,885 大阪府 大阪市北区 大衆酒場　てんま サービス 飲食業 5%

156,886 大阪府 大阪市北区 大衆飲み処　徳田酒店　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

156,887 大阪府 大阪市北区 タイトルラボ サービス その他サービス 5%

156,888 大阪府 大阪市北区 ダイナー空亀 サービス 飲食業 5%

156,889 大阪府 大阪市北区 ダイニングバー　ボギー サービス 飲食業 5%

156,890 大阪府 大阪市北区 鯛之鯛　梅田店 サービス 飲食業 5%

156,891 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブンダイビル本館店 小売業 食料品 2%

156,892 大阪府 大阪市北区 タイムリー天神橋店 サービス 飲食業 5%

156,893 大阪府 大阪市北区 ダイヤモンドカリー サービス 飲食業 5%

156,894 大阪府 大阪市北区 大陽出版　大阪梅田営業所 サービス その他サービス 5%

156,895 大阪府 大阪市北区 タイ料理スウィートバジル サービス 飲食業 5%

156,896 大阪府 大阪市北区 ダイワエクシード サービス 飲食業 5%

156,897 大阪府 大阪市北区 髙鶴邦商店 毎日新聞社 売店 小売業 その他小売 5%

156,898 大阪府 大阪市北区 高橋会計事務所 サービス その他サービス 5%

156,899 大阪府 大阪市北区 タカムラコーヒーロースターズ サービス 飲食業 5%

156,900 大阪府 大阪市北区 たこ焼あほや　天六店 サービス 飲食業 5%

156,901 大阪府 大阪市北区 たこ焼発祥の店　大阪玉出　会津屋　梅田店 サービス 飲食業 5%

156,902 大阪府 大阪市北区 Das　bitte byNeue 梅田店 小売業 その他小売 5%

156,903 大阪府 大阪市北区 立川マイト株式会社 小売業 その他小売 5%

156,904 大阪府 大阪市北区 たちまち サービス 飲食業 5%

156,905 大阪府 大阪市北区 ＤＵＣＫＳ　ＯＳＡＫＡ サービス 飲食業 5%

156,906 大阪府 大阪市北区 ダニエル　ルクア店 小売業 食料品 5%

156,907 大阪府 大阪市北区 たびと サービス 飲食業 5%

156,908 大阪府 大阪市北区 ＷＷＷＢａｒｂｅｒＳｈｏｐ サービス 理容・美容業 5%

156,909 大阪府 大阪市北区 弓削珠緒 小売業 衣料品 5%

156,910 大阪府 大阪市北区 玉屋商会 小売業 その他小売 5%

156,911 大阪府 大阪市北区 有限会社たんや舌 サービス 飲食業 5%

156,912 大阪府 大阪市北区 チキン南蛮のお店 サービス 飲食業 5%
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156,913 大阪府 大阪市北区 チケットスーパー阪急駅前店 サービス その他サービス 5%

156,914 大阪府 大阪市北区 千房　梅新支店 サービス 飲食業 5%

156,915 大阪府 大阪市北区 千房　曽根崎支店 サービス 飲食業 5%

156,916 大阪府 大阪市北区 チャイニーズ・ビストロ蘭亭茶屋町店 サービス 飲食業 5%

156,917 大阪府 大阪市北区 チャイハネ　梅田茶屋町 小売業 衣料品 5%

156,918 大阪府 大阪市北区 チャンロイ　エキマルシェ大阪店 小売業 食料品 5%

156,919 大阪府 大阪市北区 中国家常菜　桃園 サービス 飲食業 5%

156,920 大阪府 大阪市北区 注染手ぬぐい　にじゆら　ルクア大阪店 小売業 衣料品 5%

156,921 大阪府 大阪市北区 チューンアップ　チューンアップ サービス 理容・美容業 5%

156,922 大阪府 大阪市北区 ちょいベジ サービス 飲食業 5%

156,923 大阪府 大阪市北区 ＣｈｉｌｌｏｕｔＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

156,924 大阪府 大阪市北区 珍竹林阪急東通り店 サービス 飲食業 5%

156,925 大阪府 大阪市北区 TwinkleFunny 小売業 その他小売 5%

156,926 大阪府 大阪市北区 築地食堂　源ちゃん　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

156,927 大阪府 大阪市北区 つきみ サービス 飲食業 5%

156,928 大阪府 大阪市北区 辻利　エキマルシェ大阪店 サービス 飲食業 5%

156,929 大阪府 大阪市北区 爪ケア専科 サービス その他サービス 5%

156,930 大阪府 大阪市北区 つるつる庵　つるつる庵 サービス 飲食業 5%

156,931 大阪府 大阪市北区 Ｔ．Ｔ．Ｔ． サービス 飲食業 5%

156,932 大阪府 大阪市北区 ｄｉｅｃｉ天神橋 小売業 衣料品 5%

156,933 大阪府 大阪市北区 ＴＡＴ梅田店 サービス 理容・美容業 5%

156,934 大阪府 大阪市北区 ナイン　エスト サービス 飲食業 5%

156,935 大阪府 大阪市北区 ＤＩＳＨＥＬ　【ディシェル】 サービス 理容・美容業 5%

156,936 大阪府 大阪市北区 Ｄｉｃｈａ吉祥花文字 サービス その他サービス 5%

156,937 大阪府 大阪市北区 低糖質ｃａｆｅ＆ｂａｒ華美 サービス 飲食業 5%

156,938 大阪府 大阪市北区 ティナレンテ サービス 飲食業 5%

156,939 大阪府 大阪市北区 テーラーイマイ 小売業 衣料品 5%

156,940 大阪府 大阪市北区 テーラーフィールズ　ルクアイーレ店 小売業 衣料品 5%

156,941 大阪府 大阪市北区 ておりや サービス その他サービス 5%

156,942 大阪府 大阪市北区 てこ舞 サービス 飲食業 5%

156,943 大阪府 大阪市北区 鉄燻ＣＨＯＩＵＲＡＳＡＮ店 サービス 飲食業 5%

156,944 大阪府 大阪市北区 でっせ サービス 飲食業 5%

156,945 大阪府 大阪市北区 鉄板居酒屋創作鉄板ｍｏ－ｒｉＯＡＰ店 サービス 飲食業 5%

156,946 大阪府 大阪市北区 鉄板焼　グリル　ロア サービス 飲食業 5%

156,947 大阪府 大阪市北区 鉄板料理とクラフトビールＢｎＤ サービス 飲食業 5%

156,948 大阪府 大阪市北区 de tout Painduce　エキマルシェ大阪店 小売業 食料品 5%

156,949 大阪府 大阪市北区 手羽トロや　北新地店 小売業 食料品 5%

156,950 大阪府 大阪市北区 ｔｅｘ 小売業 衣料品 5%

156,951 大阪府 大阪市北区 ＤＥＭＵＲＥ サービス 理容・美容業 5%

156,952 大阪府 大阪市北区 ＤＥＭＵＲＥ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

156,953 大阪府 大阪市北区 寺井書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

156,954 大阪府 大阪市北区 デリシャステイクグループ 小売業 食料品 5%
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156,955 大阪府 大阪市北区 Ｄｅｌｔａ サービス 飲食業 5%

156,956 大阪府 大阪市北区 でんがな大阪駅前第３ビル店 サービス 飲食業 5%

156,957 大阪府 大阪市北区 でんがな大阪駅前第２ビル店 サービス 飲食業 5%

156,958 大阪府 大阪市北区 電撃串坊主 サービス 飲食業 5%

156,959 大阪府 大阪市北区 電撃串坊主 サービス 飲食業 5%

156,960 大阪府 大阪市北区 天五ホルモン サービス 飲食業 5%

156,961 大阪府 大阪市北区 天五レザー 小売業 衣料品 5%

156,962 大阪府 大阪市北区 天神土山人 サービス 飲食業 5%

156,963 大阪府 大阪市北区 天神橋サンボア サービス 飲食業 5%

156,964 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン天神橋筋６丁目駅南店 小売業 食料品 2%

156,965 大阪府 大阪市北区 ＴＥＮＣＨＯＳ サービス 飲食業 5%

156,966 大阪府 大阪市北区 天ぷら・鯛めし与太呂本店 サービス 飲食業 5%

156,967 大阪府 大阪市北区 天ぷら川原崎 サービス 飲食業 5%

156,968 大阪府 大阪市北区 天麩羅とお蕎麦三輪 サービス 飲食業 5%

156,969 大阪府 大阪市北区 天満肉焼屋 サービス 飲食業 5%

156,970 大阪府 大阪市北区 桃谷樓　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

156,971 大阪府 大阪市北区 堂島味彩家 サービス 飲食業 5%

156,972 大阪府 大阪市北区 道頓堀くくる　エキマルシェ大阪店 サービス 飲食業 2%

156,973 大阪府 大阪市北区 道明たばこ店 小売業 その他小売 5%

156,974 大阪府 大阪市北区 ｏｖｅｒ　【オーバー】 サービス その他サービス 5%

156,975 大阪府 大阪市北区 トータルビューティーサロン　ＦＬＥＶＥ　【フラヴ】 サービス 理容・美容業 5%

156,976 大阪府 大阪市北区 トータルビューティサロンルシャ サービス その他サービス 5%

156,977 大阪府 大阪市北区 トータルリバランスリバラ サービス その他サービス 5%

156,978 大阪府 大阪市北区 トキワ商会 小売業 衣料品 5%

156,979 大阪府 大阪市北区 トキワ商会 小売業 衣料品 5%

156,980 大阪府 大阪市北区 徳茶 サービス 飲食業 5%

156,981 大阪府 大阪市北区 時計修理のＭｒ ＢＯＢ ドーチカ店 サービス その他サービス 5%

156,982 大阪府 大阪市北区 時計倉庫ＴＯＫＩＡ　梅田茶屋町店 小売業 その他小売 5%

156,983 大阪府 大阪市北区 土佐料理司阪急グランドビル店 サービス 飲食業 5%

156,984 大阪府 大阪市北区 ドッグ居酒屋　にぃにぃ サービス 飲食業 5%

156,985 大阪府 大阪市北区 トッコクローゼット　梅田エスト店 小売業 衣料品 5%

156,986 大阪府 大阪市北区 ドットキッチン サービス 飲食業 5%

156,987 大阪府 大阪市北区 百々 小売業 衣料品 5%

156,988 大阪府 大阪市北区 とめ手羽　梅田北新地店 サービス 飲食業 5%

156,989 大阪府 大阪市北区 ドライブ運転代行大阪 サービス 運輸業 5%

156,990 大阪府 大阪市北区 ＴｒａｔｔｏｒｉａＫｕｒｏｕｄｏ サービス 飲食業 5%

156,991 大阪府 大阪市北区 とらのあな　梅田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

156,992 大阪府 大阪市北区 とらのあな　梅田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

156,993 大阪府 大阪市北区 31 Sons de mode ルクア大阪店 小売業 衣料品 5%

156,994 大阪府 大阪市北区 ドリードール　梅田エスト店 サービス 飲食業 5%

156,995 大阪府 大阪市北区 ＴｒｅａｔＳｐａ サービス 理容・美容業 5%

156,996 大阪府 大阪市北区 ＤＲＥＡＭ　ＯＮ　ＴＡＩＧＡ サービス 飲食業 5%
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156,997 大阪府 大阪市北区 鶏皮鶏飯 サービス 飲食業 5%

156,998 大阪府 大阪市北区 鶏皮鶏飯　鶏皮鶏飯 サービス 飲食業 5%

156,999 大阪府 大阪市北区 ｔｒｉｃｏ　梅田店 サービス 理容・美容業 5%

157,000 大阪府 大阪市北区 ｔｒｉｃｏ　梅田店【トリコ】 サービス 理容・美容業 5%

157,001 大阪府 大阪市北区 トリコミート梅田 サービス 飲食業 5%

157,002 大阪府 大阪市北区 鶏三和 ルクア大阪 サービス 飲食業 5%

157,003 大阪府 大阪市北区 ｄｒｉｆ サービス 理容・美容業 5%

157,004 大阪府 大阪市北区 鶏豚笑店 さっさ サービス 飲食業 5%

157,005 大阪府 大阪市北区 豚珍串 サービス 飲食業 5%

157,006 大阪府 大阪市北区 豚々亭 サービス 飲食業 5%

157,007 大阪府 大阪市北区 トンボヤ　トンボヤ 小売業 その他小売 5%

157,008 大阪府 大阪市北区 有限会社ナカイ電機 小売業 電化製品 5%

157,009 大阪府 大阪市北区 中川政七商店 ルクアイーレ店 小売業 その他小売 5%

157,010 大阪府 大阪市北区 中西白牡丹 小売業 貴金属・服飾品 5%

157,011 大阪府 大阪市北区 株式会社仲庭 小売業 貴金属・服飾品 5%

157,012 大阪府 大阪市北区 セブン－イレブン中之島センタービル店 小売業 食料品 2%

157,013 大阪府 大阪市北区 中之島パーク法律事務所 サービス その他サービス 5%

157,014 大阪府 大阪市北区 中村や サービス 飲食業 5%

157,015 大阪府 大阪市北区 和璃 サービス 飲食業 5%

157,016 大阪府 大阪市北区 ｎａｔｕｒａｌ ｋｉｔｃｈｅｎ めだか ２号店 サービス 飲食業 5%

157,017 大阪府 大阪市北区 ｎａｔｕｒａｌ ｋｉｔｃｈｅｎ めだか 宅配サービス 小売業 食料品 5%

157,018 大阪府 大阪市北区 ナチュラルキッチン＆　ルクアイーレ店 小売業 その他小売 5%

157,019 大阪府 大阪市北区 ナック梅田店 サービス 理容・美容業 5%

157,020 大阪府 大阪市北区 Knack　EST店 サービス 理容・美容業 5%

157,021 大阪府 大阪市北区 ナック西梅田店 サービス 理容・美容業 5%

157,022 大阪府 大阪市北区 ｎａｔｓｕｍｅ サービス 理容・美容業 5%

157,023 大阪府 大阪市北区 ｎａｔｕｒａｃｈｕｃｈｕ 梅田店 サービス その他サービス 5%

157,024 大阪府 大阪市北区 なにわ翁 サービス 飲食業 5%

157,025 大阪府 大阪市北区 なにわ活版印刷所 サービス その他サービス 5%

157,026 大阪府 大阪市北区 ナニワ商会　梅田店 小売業 その他小売 5%

157,027 大阪府 大阪市北区 ナニワ商会　堂島店 小売業 その他小売 5%

157,028 大阪府 大阪市北区 ナニワ商会　毎日店 小売業 その他小売 5%

157,029 大阪府 大阪市北区 浪芳庵　エキマルシェ大阪店 小売業 食料品 5%

157,030 大阪府 大阪市北区 ナルコティーク　梅田エスト店 小売業 衣料品 5%

157,031 大阪府 大阪市北区 Narcissus　梅田エスト店 サービス 飲食業 5%

157,032 大阪府 大阪市北区 鳴門鯛焼本舗　曽根崎店 サービス 飲食業 5%

157,033 大阪府 大阪市北区 鳴門鯛焼本舗　天神橋3丁目店 サービス 飲食業 5%

157,034 大阪府 大阪市北区 鳴門鯛焼本舗　天神橋店 サービス 飲食業 5%

157,035 大阪府 大阪市北区 南海部品本店 小売業 その他小売 5%

157,036 大阪府 大阪市北区 南郷法律事務所 サービス その他サービス 5%

157,037 大阪府 大阪市北区 にいやま サービス 飲食業 5%

157,038 大阪府 大阪市北区 煮売屋ぽっと サービス 飲食業 5%
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157,039 大阪府 大阪市北区 二階のはま田 サービス 飲食業 5%

157,040 大阪府 大阪市北区 肉と牡蠣と野菜　ＫＡＫＵＲＥ サービス 飲食業 5%

157,041 大阪府 大阪市北区 肉鍋しゃぶしゃぶ０２９番地 サービス 飲食業 5%

157,042 大阪府 大阪市北区 肉のあかい サービス 飲食業 5%

157,043 大阪府 大阪市北区 肉びすとろ熟　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

157,044 大阪府 大阪市北区 ２９８　梅田店 サービス 飲食業 5%

157,045 大阪府 大阪市北区 ２９８　梅田店　上階 サービス 飲食業 5%

157,046 大阪府 大阪市北区 西尾花店 小売業 その他小売 5%

157,047 大阪府 大阪市北区 西成二代目にしかわや サービス 飲食業 5%

157,048 大阪府 大阪市北区 貮拾四番館 サービス 飲食業 5%

157,049 大阪府 大阪市北区 日仏文化協会 大阪ビューロー 小売業 その他小売 5%

157,050 大阪府 大阪市北区 ｋｎｉｃｋ－ｋｎａｃｋ　ｌａｂｏ サービス 飲食業 5%

157,051 大阪府 大阪市北区 日光中禅寺湖温泉　ホテル花庵 サービス 宿泊業 5%

157,052 大阪府 大阪市北区 日新電器 小売業 電化製品 5%

157,053 大阪府 大阪市北区 ニホンコンピュータ・システムデザイン株式会社 サービス その他サービス 5%

157,054 大阪府 大阪市北区 日本料理　八幸 サービス 飲食業 5%

157,055 大阪府 大阪市北区 日本料理　うかむ瀬 サービス 飲食業 5%

157,056 大阪府 大阪市北区 ニューヨークチキングリル 小売業 食料品 5%

157,057 大阪府 大阪市北区 ニューヨークチキングリルイベント サービス 飲食業 5%

157,058 大阪府 大阪市北区 にんにくラーメン天洋　中崎町店 サービス 飲食業 5%

157,059 大阪府 大阪市北区 ヌーボーテドカロー 小売業 衣料品 5%

157,060 大阪府 大阪市北区 Ｎｕｍｅｒｏ　ＯＳＡＫＡ サービス 理容・美容業 5%

157,061 大阪府 大阪市北区 ｎａｉｌａｔｅｌｉｅｒａｍｂｅｒ サービス その他サービス 5%

157,062 大阪府 大阪市北区 Ｎａｉｌ Ｐｒｉｎｔａｎｇｅ サービス その他サービス 5%

157,063 大阪府 大阪市北区 Ｎａｉｌ Ｓａｌｏｎ Ｄｉｖａ 梅田Ｅｎａ店 サービス 理容・美容業 5%

157,064 大阪府 大阪市北区 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｄｉｖａ　梅田店 サービス 理容・美容業 5%

157,065 大阪府 大阪市北区 ネイルズインク　大阪 小売業 その他小売 5%

157,066 大阪府 大阪市北区 Ｎｅｏｈａｉｒ南森町 サービス 理容・美容業 5%

157,067 大阪府 大阪市北区 ねぎ焼やまもと梅田エスト店 サービス 飲食業 5%

157,068 大阪府 大阪市北区 ｎｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

157,069 大阪府 大阪市北区 ネストホテル大阪梅田 サービス 宿泊業 5%

157,070 大阪府 大阪市北区 ネットタワー　TEA18　エキマルシェ大阪店 サービス 飲食業 5%

157,071 大阪府 大阪市北区 練天はなび 練天はなび サービス 飲食業 5%

157,072 大阪府 大阪市北区 noi　LAVORA　ルクアイーレ店 小売業 その他小売 5%

157,073 大阪府 大阪市北区 NeueKarte梅田店 小売業 その他小売 5%

157,074 大阪府 大阪市北区 NeueGiftik大阪店 小売業 その他小売 5%

157,075 大阪府 大阪市北区 ＮＥＵ！ｚ　ＳＣＨＯＥＮ【ノイズシェーン】 サービス 理容・美容業 5%

157,076 大阪府 大阪市北区 ノエラ　梅田エスト店 小売業 衣料品 5%

157,077 大阪府 大阪市北区 ＮＯＲＴＨ　ＬＯＵＮＧＥ　北欧館 サービス 飲食業 5%

157,078 大阪府 大阪市北区 ｎｏｔａ サービス 飲食業 5%

157,079 大阪府 大阪市北区 NOBLE　ルクア大阪店 小売業 衣料品 5%

157,080 大阪府 大阪市北区 ＫＮＯＷ　ＨＡＩＲ　ＳＴＵＤＩＯ サービス 理容・美容業 5%
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157,081 大阪府 大阪市北区 nop de nod　ルクアイーレ店 小売業 衣料品 5%

157,082 大阪府 大阪市北区 信長書店　梅田東通店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

157,083 大阪府 大阪市北区 信長書店　大阪駅前第一ビル店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

157,084 大阪府 大阪市北区 Ｂａｒ　Ａｖａｌｏｎ サービス 飲食業 5%

157,085 大阪府 大阪市北区 ＢＡＲ　Ｎ サービス 飲食業 5%

157,086 大阪府 大阪市北区 ｂａｒ　蔭絆 サービス 飲食業 5%

157,087 大阪府 大阪市北区 Ｂａｒ　ＤＥＴＯＵＲ サービス 飲食業 5%

157,088 大阪府 大阪市北区 Ｂａｒ　Ａｒｐｅｇｇｉｏ サービス 飲食業 5%

157,089 大阪府 大阪市北区 Ｂａｒ　Ｃａｎｏｎ サービス 飲食業 5%

157,090 大阪府 大阪市北区 ＢａｒＣＲＯＳＳ サービス 飲食業 5%

157,091 大阪府 大阪市北区 ばーＺｉｚｚ サービス 飲食業 5%

157,092 大阪府 大阪市北区 Ｂａｒ　Ｊｉｎ　仁、 サービス 飲食業 5%

157,093 大阪府 大阪市北区 ＰｅｒｓｏｎａｌｇｙｍＲＥＡＣＨ サービス その他サービス 5%

157,094 大阪府 大阪市北区 パーソナルトレーニング ストレッチ マッソ サービス その他サービス 5%

157,095 大阪府 大阪市北区 ＰｅｒｓｏｎａｌＢｏｄｙｍａｋｅＳｔｕｄｉｏ１６００ サービス その他サービス 5%

157,096 大阪府 大阪市北区 ＢＡＲ ＤＥ ＯＮＥ ＢＡＲ ＤＥ ＯＮＥ サービス 飲食業 5%

157,097 大阪府 大阪市北区 ハートダンス　クロスト店 小売業 その他小売 5%

157,098 大阪府 大阪市北区 Heartdance　fourseasons　art　ルクア店 小売業 その他小売 5%

157,099 大阪府 大阪市北区 ＰｅａｒｌＰｅａｒｌ　ＰｅａｒｌＰｅａｒｌ 小売業 貴金属・服飾品 5%

157,100 大阪府 大阪市北区 株式会社辰美貿易 サービス 運輸業 5%

157,101 大阪府 大阪市北区 hi cheese ルクアイーレ店 サービス 飲食業 5%

157,102 大阪府 大阪市北区 ハイボールバー梅田１９２３ サービス 飲食業 5%

157,103 大阪府 大阪市北区 ハイボールバー梅田楽天地 サービス 飲食業 5%

157,104 大阪府 大阪市北区 ＰｉｌｅＤｒｉｖｅｒ サービス 飲食業 5%

157,105 大阪府 大阪市北区 ハウスかねき 小売業 その他小売 5%

157,106 大阪府 大阪市北区 ＨＡＵＬ　ＰＲＯＤＵＣＴＳ　ＡＲＥＡ　【ハウル　プロダクツ　エリア】 サービス 理容・美容業 5%

157,107 大阪府 大阪市北区 ハオ中国語アカデミー梅田校 サービス その他サービス 5%

157,108 大阪府 大阪市北区 博多一幸舎　エキマルシェ大阪店 サービス 飲食業 5%

157,109 大阪府 大阪市北区 博多屋台料理　もっちゃん サービス 飲食業 5%

157,110 大阪府 大阪市北区 浮浪雲 サービス 飲食業 5%

157,111 大阪府 大阪市北区 パセミヤ サービス 飲食業 5%

157,112 大阪府 大阪市北区 パソコン修理 データ復旧専門店 パソコンドック２４ 本部 サービス その他サービス 5%

157,113 大阪府 大阪市北区 パソコンドック２４扇町店 サービス その他サービス 5%

157,114 大阪府 大阪市北区 八番館画廊 サービス その他サービス 5%

157,115 大阪府 大阪市北区 華 サービス 理容・美容業 5%

157,116 大阪府 大阪市北区 ハナアオヤマ堂山店 サービス その他サービス 5%

157,117 大阪府 大阪市北区 花かれん　駅前第三ビル店 サービス 飲食業 5%

157,118 大阪府 大阪市北区 はなさか サービス 理容・美容業 5%

157,119 大阪府 大阪市北区 ＢＡＮＡＮＡＹＡ サービス 飲食業 5%

157,120 大阪府 大阪市北区 花一色 サービス 理容・美容業 5%

157,121 大阪府 大阪市北区 花一色　Ｒ＿Ｐｌａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

157,122 大阪府 大阪市北区 Honey Cinnamon　梅田エスト店 小売業 衣料品 5%
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157,123 大阪府 大阪市北区 PAPABUBBLE　ルクア大阪店 小売業 食料品 5%

157,124 大阪府 大阪市北区 ＰＡＢＬＯ　ｍｉｎｉ　ホワイティうめだ店 サービス 飲食業 5%

157,125 大阪府 大阪市北区 はまぐり庵 サービス 飲食業 5%

157,126 大阪府 大阪市北区 パラビオン　ルクア大阪店 小売業 衣料品 5%

157,127 大阪府 大阪市北区 波里 サービス 飲食業 5%

157,128 大阪府 大阪市北区 ＨａｒｉＢｅａｒ サービス 理容・美容業 2%

157,129 大阪府 大阪市北区 バリラックスザガーデン梅田 サービス 飲食業 5%

157,130 大阪府 大阪市北区 Ｈａｌｉｌ鍼灸院 サービス その他サービス 5%

157,131 大阪府 大阪市北区 バルーンショップ　フラップ 小売業 その他小売 5%

157,132 大阪府 大阪市北区 ｖａｌｅｎｔｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

157,133 大阪府 大阪市北区 ハンドメイドクミデリバリー 小売業 衣料品 5%

157,134 大阪府 大阪市北区 ハンビセッケイ サービス その他サービス 5%

157,135 大阪府 大阪市北区 ハンヤ印章店　ハンヤ印章店 小売業 その他小売 5%

157,136 大阪府 大阪市北区 ビアパーラーポゴ ビアパーラーポゴ サービス 飲食業 5%

157,137 大阪府 大阪市北区 ＯＮＺＯＲＯ． サービス 飲食業 5%

157,138 大阪府 大阪市北区 鉄板料理とクラフトビールＢｎＤ サービス 飲食業 5%

157,139 大阪府 大阪市北区 ビーウェイブ大阪支店 サービス 理容・美容業 5%

157,140 大阪府 大阪市北区 Ｂｅｅ梅田 サービス 飲食業 5%

157,141 大阪府 大阪市北区 B-COMPANY　ルクア大阪店 小売業 家具・調度品 5%

157,142 大阪府 大阪市北区 メンズ脱毛エキスパート サービス 理容・美容業 5%

157,143 大阪府 大阪市北区 Ｂ－ｓｔａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

157,144 大阪府 大阪市北区 ピーティーエス旅ストアー サービス その他サービス 5%

157,145 大阪府 大阪市北区 ＢＥＥＴ サービス 理容・美容業 5%

157,146 大阪府 大阪市北区 Ｂ－ＮＥＸＴ サービス 理容・美容業 5%

157,147 大阪府 大阪市北区 ＢｅｅＲＵＳＨ梅田 サービス 飲食業 5%

157,148 大阪府 大阪市北区 ＨＩＫＡＲＩＳ　ｈａｉｒ　中崎店 サービス 理容・美容業 5%

157,149 大阪府 大阪市北区 ビグディ　サロン サービス 理容・美容業 5%

157,150 大阪府 大阪市北区 ひさご酒店 サービス 飲食業 5%

157,151 大阪府 大阪市北区 PICHE ABAHOUSE ルクア店 小売業 その他小売 5%

157,152 大阪府 大阪市北区 HYSTERIC　GLAMOUR　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

157,153 大阪府 大阪市北区 ＨＩＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ阪急梅田ク 小売業 衣料品 5%

157,154 大阪府 大阪市北区 ＢＩＳＴＲＯ ＦＵＪＩＮＯ サービス 飲食業 5%

157,155 大阪府 大阪市北区 ビストロヴァリエ　ルクアイーレ店 サービス 飲食業 5%

157,156 大阪府 大阪市北区 ビストロ・ド・ヨシモト サービス 飲食業 5%

157,157 大阪府 大阪市北区 ビッグ　北新地店 小売業 その他小売 5%

157,158 大阪府 大阪市北区 ＢｉＧ　堂島店 小売業 その他小売 5%

157,159 大阪府 大阪市北区 ビッグ　堂山店 小売業 その他小売 5%

157,160 大阪府 大阪市北区 ｐｉｚｚｅｒｉａｄａｃｉｒｏ サービス 飲食業 5%

157,161 大阪府 大阪市北区 ｈｉｔｏｔｏ サービス その他サービス 5%

157,162 大阪府 大阪市北区 ひととひと商会株式会社 小売業 電化製品 5%

157,163 大阪府 大阪市北区 Ｖ’ｔｒｅｓ西梅田 サービス 飲食業 5%

157,164 大阪府 大阪市北区 ビトレス　ビトレス　西梅田 サービス 飲食業 5%
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157,165 大阪府 大阪市北区 ビフテキ重　肉飯　ロマン亭　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

157,166 大阪府 大阪市北区 ビフテキ重・肉飯　ロマン亭　エキマルシェ大阪店 サービス 飲食業 5%

157,167 大阪府 大阪市北区 ひふみ サービス 理容・美容業 5%

157,168 大阪府 大阪市北区 百番　梅田店 サービス 飲食業 5%

157,169 大阪府 大阪市北区 ＢｅａｕｔｙＵｐ茶屋町 サービス 理容・美容業 5%

157,170 大阪府 大阪市北区 株式会社さわらび サービス 理容・美容業 5%

157,171 大阪府 大阪市北区 ｂｅａｕｔｙｇａｒｄｅｎ　ｅｓ サービス 理容・美容業 5%

157,172 大阪府 大阪市北区 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｐｌａｉｓｉｒ サービス 理容・美容業 5%

157,173 大阪府 大阪市北区 ＥＭＡＮＯＮ梅田茶屋町 サービス 理容・美容業 5%

157,174 大阪府 大阪市北区 美容室Ｍｕｓｅｕｍ　Ｍｕｓｅｕｍ サービス 理容・美容業 5%

157,175 大阪府 大阪市北区 bills大阪ステーション サービス 飲食業 5%

157,176 大阪府 大阪市北区 ＨＩＬＬＭＡＮ　梅田店 サービス 飲食業 5%

157,177 大阪府 大阪市北区 寛屋 小売業 衣料品 5%

157,178 大阪府 大阪市北区 Ｐｉｎｋａｄｏｂｅ サービス 飲食業 5%

157,179 大阪府 大阪市北区 FAR EAST BAZAAR エキマルシェ大阪店 小売業 食料品 5%

157,180 大阪府 大阪市北区 ファーストプラン 小売業 電化製品 5%

157,181 大阪府 大阪市北区 Ｆａｃｔｏｒｙ　５ サービス 理容・美容業 5%

157,182 大阪府 大阪市北区 Ｆｅｌｉｃｅｔｅ サービス 理容・美容業 5%

157,183 大阪府 大阪市北区 FABIO RUSCONI　ルクアイーレ店 小売業 衣料品 5%

157,184 大阪府 大阪市北区 Fi.n.t　ルクア店 小売業 衣料品 5%

157,185 大阪府 大阪市北区 風月 サービス 飲食業 5%

157,186 大阪府 大阪市北区 ルクア　ブーズキッチン サービス 飲食業 5%

157,187 大阪府 大阪市北区 ｆａｃｉａｌ　ｓａｌｏｎ　Ｒ サービス 理容・美容業 5%

157,188 大阪府 大阪市北区 ＴＨＥ　ＦＥＮＮＹ サービス 理容・美容業 5%

157,189 大阪府 大阪市北区 フォクシー梅田店 小売業 衣料品 5%

157,190 大阪府 大阪市北区 服と雑貨　ｕｍｅ 小売業 衣料品 5%

157,191 大阪府 大阪市北区 ふくみ屋 天満店 サービス 飲食業 5%

157,192 大阪府 大阪市北区 ふくみや サービス 飲食業 5%

157,193 大阪府 大阪市北区 ふくみ屋　天満店 サービス 飲食業 5%

157,194 大阪府 大阪市北区 ふくみ屋天満店 サービス 飲食業 5%

157,195 大阪府 大阪市北区 フクヤ 東天満店 小売業 その他小売 5%

157,196 大阪府 大阪市北区 河豚家ゆめふく　お初天神店 サービス 飲食業 5%

157,197 大阪府 大阪市北区 ふくろうの集うカフェ サービス 飲食業 5%

157,198 大阪府 大阪市北区 フジマル食堂　大阪ステーションシティ サービス 飲食業 5%

157,199 大阪府 大阪市北区 ＰＳＹＣＨＥ サービス 理容・美容業 5%

157,200 大阪府 大阪市北区 ＦＵＪＩＷＡＲＡ サービス 飲食業 5%

157,201 大阪府 大阪市北区 ＦＵＪＩＷＡＲＡ サービス 飲食業 5%

157,202 大阪府 大阪市北区 アグー豚と茶美豚と島豚にこだわった豚しゃぶ専門店一豚 サービス 飲食業 5%

157,203 大阪府 大阪市北区 ブックマート 天六店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

157,204 大阪府 大阪市北区 フットラボ サービス 理容・美容業 5%

157,205 大阪府 大阪市北区 ブティック　エクリュー　帝国ホテルプラザ店 小売業 衣料品 5%

157,206 大阪府 大阪市北区 ブティック　ラ・セゾン 小売業 衣料品 5%
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157,207 大阪府 大阪市北区 ブティック・ロッサ 小売業 衣料品 5%

157,208 大阪府 大阪市北区 ブティックロッサ帝国ホテルプラザ大阪 小売業 衣料品 5%

157,209 大阪府 大阪市北区 ブティックロッサ阪急１７番街店 小売業 衣料品 5%

157,210 大阪府 大阪市北区 ブティックロッサ　フコクフォレスト 小売業 衣料品 5%

157,211 大阪府 大阪市北区 プテイ－フル－ルカロ 小売業 衣料品 5%

157,212 大阪府 大阪市北区 筆屋　　　さくら堂 小売業 その他小売 5%

157,213 大阪府 大阪市北区 ぶとう亭 サービス 飲食業 5%

157,214 大阪府 大阪市北区 ふみ屋 小売業 衣料品 5%

157,215 大阪府 大阪市北区 ｆｕｍｕｓ サービス 飲食業 5%

157,216 大阪府 大阪市北区 Plage ルクアイーレ店 小売業 衣料品 5%

157,217 大阪府 大阪市北区 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎＡ サービス 理容・美容業 5%

157,218 大阪府 大阪市北区 ＰｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎＫＩＲＡ サービス 理容・美容業 5%

157,219 大阪府 大阪市北区 Ｂｌａｃｋ Ｒｉｍｍｅｄ 小売業 その他小売 5%

157,220 大阪府 大阪市北区 Ｂｌａｃｋ　Ｒｉｍｍｅｄ 小売業 衣料品 5%

157,221 大阪府 大阪市北区 ＦＬＡＴＨａｉｒＤｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

157,222 大阪府 大阪市北区 Ｂｒａｔ ｂｙ ｈｕｉｔ８ サービス 理容・美容業 5%

157,223 大阪府 大阪市北区 ブラデリスニューヨーク　ルクア大阪店 小売業 衣料品 5%

157,224 大阪府 大阪市北区 flowerルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

157,225 大阪府 大阪市北区 ｂｕｒａｎｃｏ サービス 理容・美容業 5%

157,226 大阪府 大阪市北区 ブランド豚と創作串焼　Ｂｕｉｌｄ サービス 飲食業 5%

157,227 大阪府 大阪市北区 ブリアント　梅田店 サービス 理容・美容業 5%

157,228 大阪府 大阪市北区 フリースピリッツ　ルクアイーレ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

157,229 大阪府 大阪市北区 Ｂｒｉｌｌｅｒ サービス 理容・美容業 5%

157,230 大阪府 大阪市北区 ＦＬＩＣＫ　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　梅田茶屋町店 サービス 理容・美容業 5%

157,231 大阪府 大阪市北区 ブリッツインターナショナル株式会社 サービス その他サービス 5%

157,232 大阪府 大阪市北区 プリナチュール梅田店 自爪とネイルケア専門サロン プリナチュール 梅田店 サービス 理容・美容業 5%

157,233 大阪府 大阪市北区 プリナチュール梅田店 サービス その他サービス 5%

157,234 大阪府 大阪市北区 ブリュ?パブ　センターポイント サービス 飲食業 5%

157,235 大阪府 大阪市北区 Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｎａｉｌ　　　Ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

157,236 大阪府 大阪市北区 Bleu Bleuet アルビ大阪店 アルビ大阪 小売業 その他小売 5%

157,237 大阪府 大阪市北区 フルカワ 小売業 衣料品 5%

157,238 大阪府 大阪市北区 古着屋Ｒｉｃｅ Ｂｏｗｌ 小売業 衣料品 5%

157,239 大阪府 大阪市北区 ぷれじでんと千房　北店 サービス 飲食業 5%

157,240 大阪府 大阪市北区 有限会社プレストーン サービス その他サービス 5%

157,241 大阪府 大阪市北区 フレックス動物病院 サービス その他サービス 5%

157,242 大阪府 大阪市北区 ｆｌｏｒｂｕｈｏ 小売業 その他小売 5%

157,243 大阪府 大阪市北区 Ｐｒｏｇｒｅｓ サービス その他サービス 5%

157,244 大阪府 大阪市北区 北新地ブロス サービス 飲食業 5%

157,245 大阪府 大阪市北区 ＢＵＮＫＡ サービス 理容・美容業 5%

157,246 大阪府 大阪市北区 文丘堂 小売業 家具・調度品 5%

157,247 大阪府 大阪市北区 HAIR’SZENONルクア店 サービス 理容・美容業 5%

157,248 大阪府 大阪市北区 ｈａｉｒｓｔｕｄｉｏ　ＯＬＩＶＥ南森町店 サービス 理容・美容業 5%
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157,249 大阪府 大阪市北区 ｈａｉｒｓａｌｏｎＸＸＸＸ サービス 理容・美容業 5%

157,250 大阪府 大阪市北区 ＨａｉｒＭａｋｅＣＨＡＲＭＥＲ サービス 理容・美容業 5%

157,251 大阪府 大阪市北区 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｄｅｅｐ サービス 理容・美容業 5%

157,252 大阪府 大阪市北区 ヘアドレッサ３４ サービス 理容・美容業 5%

157,253 大阪府 大阪市北区 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ｅｓｐｒｉｔ サービス 理容・美容業 5%

157,254 大阪府 大阪市北区 ベイリーフ サービス 理容・美容業 5%

157,255 大阪府 大阪市北区 ＢＡＳＩＣ　ＡＮＤ　ＡＣＣＥＮＴ　ルクアイーレ 小売業 その他小売 5%

157,256 大阪府 大阪市北区 ベジタブルキッチン　ｏｎｉｏｎ サービス 飲食業 5%

157,257 大阪府 大阪市北区 ＶＥＧＥＦＲＵＳＴＡＴＩＯＮ／ベジステ 小売業 食料品 5%

157,258 大阪府 大阪市北区 ベシャメルカフェ サービス 飲食業 5%

157,259 大阪府 大阪市北区 ヘッドスパサロン　ｃｏｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

157,260 大阪府 大阪市北区 ペットランド天満 小売業 その他小売 5%

157,261 大阪府 大阪市北区 ヘナサロンｈａｅｒｕ サービス 理容・美容業 5%

157,262 大阪府 大阪市北区 紅屋　梅田店 小売業 衣料品 5%

157,263 大阪府 大阪市北区 ＰｅｎｅｌｏｐｅＪｏｈａｎｓｓｏｎ 小売業 衣料品 5%

157,264 大阪府 大阪市北区 ペフ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

157,265 大阪府 大阪市北区 ヘリテージ行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

157,266 大阪府 大阪市北区 鉄板焼きべろべろばあ サービス 飲食業 5%

157,267 大阪府 大阪市北区 勉強カフェ大阪うめだ サービス その他サービス 5%

157,268 大阪府 大阪市北区 放課後駄菓子バーＡー５５大阪店 サービス 飲食業 5%

157,269 大阪府 大阪市北区 宝石貴金属　渡辺 小売業 貴金属・服飾品 5%

157,270 大阪府 大阪市北区 ＢＯＡＲＤＧＡＭＥ　Ｌａｂ　　ＤＤＴ　?　ＢＯＡＲＤＧＡＭＥ　Ｌａｂ　ＤＤＴ 小売業 その他小売 5%

157,271 大阪府 大阪市北区 北麓草水　ルクアイーレ店 小売業 その他小売 5%

157,272 大阪府 大阪市北区 北極星　エキマルシェ大阪店 サービス 飲食業 5%

157,273 大阪府 大阪市北区 北極星　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

157,274 大阪府 大阪市北区 墨国回転鶏料理　ルクアイーレ店 サービス 飲食業 5%

157,275 大阪府 大阪市北区 ＳＴＵＤＩＯＡ サービス その他サービス 5%

157,276 大阪府 大阪市北区 ＢＯＤＹ　ＮＯＴＥ サービス その他サービス 5%

157,277 大阪府 大阪市北区 ぼてぢゅうかっぱ横丁店 サービス 飲食業 5%

157,278 大阪府 大阪市北区 ぼてぢゅう阪急サン広場店 サービス 飲食業 5%

157,279 大阪府 大阪市北区 ホテル　エルセラーン大阪 サービス 宿泊業 5%

157,280 大阪府 大阪市北区 ホテル関西 サービス 宿泊業 5%

157,281 大阪府 大阪市北区 ホテルビナリオ梅田 サービス 宿泊業 5%

157,282 大阪府 大阪市北区 ホテルランドマーク梅田 サービス 宿泊業 5%

157,283 大阪府 大阪市北区 Ｂｕｏｎｏ　Ｎａｐｏｌｉ サービス 飲食業 5%

157,284 大阪府 大阪市北区 ホビーランドぽち　梅田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

157,285 大阪府 大阪市北区 穂々恵み　?天神橋? サービス 飲食業 5%

157,286 大阪府 大阪市北区 ｐｏｐｏｋｉ 小売業 食料品 5%

157,287 大阪府 大阪市北区 堀川橋法律事務所 サービス その他サービス 5%

157,288 大阪府 大阪市北区 ハピカ大阪駅前第２ビル店 サービス 理容・美容業 5%

157,289 大阪府 大阪市北区 ホワイトバード　コーヒースタンド サービス 飲食業 5%

157,290 大阪府 大阪市北区 ｐｏｎ ｐｏｎ × Ｃｈｒｉｓ.Ｐ サービス その他サービス 5%
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157,291 大阪府 大阪市北区 株式会社ＯｆｆｉｃｅＹｏｕ 小売業 電化製品 5%

157,292 大阪府 大阪市北区 本庄レトロ燈 サービス 飲食業 5%

157,293 大阪府 大阪市北区 ｂｅａｕｔｙ＆ｂａｒｂｅｒ　Ｂｏｎｄ　【ボンド】 サービス 理容・美容業 5%

157,294 大阪府 大阪市北区 ボンフェット　ルクア大阪店 小売業 その他小売 5%

157,295 大阪府 大阪市北区 本町製麺所　天　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

157,296 大阪府 大阪市北区 MARKS&WEB　ルクアショップ 小売業 その他小売 5%

157,297 大阪府 大阪市北区 マーティーマート 小売業 食料品 5%

157,298 大阪府 大阪市北区 ＭＲＴ梅田 サービス その他サービス 5%

157,299 大阪府 大阪市北区 マーブル北新地店 小売業 食料品 5%

157,300 大阪府 大阪市北区 マーブルシュッド　ルクアイーレ店 小売業 衣料品 5%

157,301 大阪府 大阪市北区 ｍａ－ｐｒｏｄｕｃｔｓ 小売業 衣料品 5%

157,302 大阪府 大阪市北区 MARLMARL 大阪 ルクアイーレ店 小売業 その他小売 5%

157,303 大阪府 大阪市北区 舞妓　北新地店 サービス 飲食業 5%

157,304 大阪府 大阪市北区 舞昆のこうはら　エキマルシェ大阪店 小売業 食料品 5%

157,305 大阪府 大阪市北区 毎日メディラボ 小売業 その他小売 5%

157,306 大阪府 大阪市北区 ＭＡＥＴＡ＂ＢＡＲＢＥＲＬＩＦＥ＂ サービス 理容・美容業 5%

157,307 大阪府 大阪市北区 ｍａｋｉｋａ サービス その他サービス 5%

157,308 大阪府 大阪市北区 巻き焼しゃぶ専門店　美豚　東通り店 サービス 飲食業 5%

157,309 大阪府 大阪市北区 ｍａｊｏ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

157,310 大阪府 大阪市北区 Ｍａ　ＪＯＬＩＥ　阪急梅田店 サービス 飲食業 5%

157,311 大阪府 大阪市北区 萬寿味 サービス 飲食業 5%

157,312 大阪府 大阪市北区 まちの自転車店リコ天六店 小売業 その他小売 5%

157,313 大阪府 大阪市北区 街の肉バル Ｂｕｆｆ 南森町店 サービス 飲食業 5%

157,314 大阪府 大阪市北区 松井呉服店 小売業 衣料品 5%

157,315 大阪府 大阪市北区 MAX BRENNER CHOCOLATE BAR　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

157,316 大阪府 大阪市北区 ＭＡＴＳＵＺＡＫＩ 小売業 衣料品 5%

157,317 大阪府 大阪市北区 松葉　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

157,318 大阪府 大阪市北区 まどあかり サービス 飲食業 5%

157,319 大阪府 大阪市北区 マナネイルデザイン サービス その他サービス 5%

157,320 大阪府 大阪市北区 真菜や　茶屋町店 サービス 飲食業 5%

157,321 大阪府 大阪市北区 マネケンＪＲ大阪駅店 小売業 食料品 5%

157,322 大阪府 大阪市北区 ママイクコ 小売業 その他小売 5%

157,323 大阪府 大阪市北区 マリンポリス　天満駅前店 サービス 飲食業 5%

157,324 大阪府 大阪市北区 まるかんのお店大阪駅前ビル店 小売業 その他小売 5%

157,325 大阪府 大阪市北区 マルケ・ドゥ・マッシュ サービス 理容・美容業 5%

157,326 大阪府 大阪市北区 Marche de Bleuet plus ルクアイーレ店 小売業 その他小売 5%

157,327 大阪府 大阪市北区 マルシンカメラ 小売業 その他小売 5%

157,328 大阪府 大阪市北区 マルトメ・ザ・ジューサリー パフェテリア ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

157,329 大阪府 大阪市北区 萬次郎　蔵 小売業 食料品 5%

157,330 大阪府 大阪市北区 マンダリン喫茶店 サービス 飲食業 5%

157,331 大阪府 大阪市北区 まんねん 梅田本店 サービス 飲食業 5%

157,332 大阪府 大阪市北区 Ｍｅａｔ　Ｍａｒｋｅｔ サービス 飲食業 5%
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157,333 大阪府 大阪市北区 美スギ梅田店 小売業 その他小売 5%

157,334 大阪府 大阪市北区 美スギ　プチシャンゼリーゼ店 小売業 その他小売 5%

157,335 大阪府 大阪市北区 三田製麺所　梅田店　梅田エスト サービス 飲食業 5%

157,336 大阪府 大阪市北区 美知医国際運営管理株式会社 サービス その他サービス 5%

157,337 大阪府 大阪市北区 ＭＩＸＣＵＬＴＵＲＥＧＡＲＡＧＥ 小売業 衣料品 5%

157,338 大阪府 大阪市北区 ＭｉＤｉＡＮ サービス 飲食業 5%

157,339 大阪府 大阪市北区 南の島酒場てりとりー サービス 飲食業 5%

157,340 大阪府 大阪市北区 ミャムミャム　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

157,341 大阪府 大阪市北区 みゆう着付工房 サービス その他サービス 5%

157,342 大阪府 大阪市北区 ミュンヘン　東興ホテル店 サービス 飲食業 5%

157,343 大阪府 大阪市北区 ｍｕｕｔｏｓ サービス 理容・美容業 5%

157,344 大阪府 大阪市北区 ｍｕｕｔｏｓ サービス 理容・美容業 5%

157,345 大阪府 大阪市北区 ＭａｙｂｙＺｏｏメイ　バイ　ズー サービス 理容・美容業 5%

157,346 大阪府 大阪市北区 名刺エキスプレス大阪駅前梅田店 小売業 家具・調度品 5%

157,347 大阪府 大阪市北区 聞こえの田中　本部 小売業 その他小売 5%

157,348 大阪府 大阪市北区 メガネの田中　本部 小売業 その他小売 5%

157,349 大阪府 大阪市北区 恵 サービス 飲食業 5%

157,350 大阪府 大阪市北区 めっせ熊　ＪＲ大阪駅店 サービス 飲食業 5%

157,351 大阪府 大阪市北区 メディアカフェ　ポパイ　泉の広場店 サービス その他サービス 5%

157,352 大阪府 大阪市北区 メディアカフェ　ポパイ　お初天神店 サービス その他サービス 5%

157,353 大阪府 大阪市北区 メディアカフェ　ポパイ　太融寺店 サービス その他サービス 5%

157,354 大阪府 大阪市北区 メナードエステサロン梅田店 サービス その他サービス 2%

157,355 大阪府 大阪市北区 Ｍｅｒｃｉ サービス 理容・美容業 5%

157,356 大阪府 大阪市北区 Ｍｅｒｃｅｄｅｓ　ｍｅ　Ｏｓａｋａ　／　ＤＯＷＮＳＴＡＩＲＳ サービス 飲食業 5%

157,357 大阪府 大阪市北区 メロディ薬店 小売業 その他小売 5%

157,358 大阪府 大阪市北区 麺牛 サービス 飲食業 5%

157,359 大阪府 大阪市北区 麺牛 サービス 飲食業 5%

157,360 大阪府 大阪市北区 ＭｅｎＺ－ＭｅｎＺＹ 小売業 衣料品 5%

157,361 大阪府 大阪市北区 Ｍｅｎ　ｓ　Ｃｕｔ　Ｈｏｕｓｅ　ＨＡＬ　Ｚ サービス 理容・美容業 5%

157,362 大阪府 大阪市北区 ｍｅｎ’ｓＬＥＯ　中津 サービス 理容・美容業 5%

157,363 大阪府 大阪市北区 めん処　汐灯店　ＪＲ大阪駅店 サービス 飲食業 5%

157,364 大阪府 大阪市北区 麺屋　楼蘭 サービス 飲食業 5%

157,365 大阪府 大阪市北区 麺屋和人ＰＲＥＭＩＵＭ　北新地店 サービス 飲食業 5%

157,366 大阪府 大阪市北区 Ｍｏｔｏｒ　ｓｐｏｒｔｓ　ｂａｒ　Ｍｕｌｓａｎｎｅ サービス 飲食業 5%

157,367 大阪府 大阪市北区 ＭＯＫ　大阪梅田店　【モク　オオサカウメダテン】 サービス 理容・美容業 5%

157,368 大阪府 大阪市北区 ｍｏｓｈ サービス 飲食業 5%

157,369 大阪府 大阪市北区 もみほぐし堂 大阪駅前第１ビル店 サービス その他サービス 5%

157,370 大阪府 大阪市北区 もみほぐし堂　大阪駅前第４ビル店 サービス その他サービス 5%

157,371 大阪府 大阪市北区 もみほぐし堂 阪急梅田駅前店 サービス その他サービス 5%

157,372 大阪府 大阪市北区 MOMO natural 梅田店 小売業 家具・調度品 5%

157,373 大阪府 大阪市北区 モリタ屋　ルクアイーレ店 サービス 飲食業 5%

157,374 大阪府 大阪市北区 森田理容 サービス 理容・美容業 5%
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157,375 大阪府 大阪市北区 ＭＯＮＫＥＹ　ＤＯ サービス 飲食業 5%

157,376 大阪府 大阪市北区 八百富写真機店　大阪駅中央店 小売業 その他小売 5%

157,377 大阪府 大阪市北区 焼き鳥　クカバラ サービス 飲食業 5%

157,378 大阪府 大阪市北区 焼き鳥　肉バル　心　ｃｏｃｏｒｏ サービス 飲食業 5%

157,379 大阪府 大阪市北区 やきとりＣＵＲＵＲＵ 北新地店 サービス 飲食業 5%

157,380 大阪府 大阪市北区 焼鳥亭てんまはまだ サービス 飲食業 5%

157,381 大阪府 大阪市北区 焼鳥むぎ サービス 飲食業 5%

157,382 大阪府 大阪市北区 焼肉　くろうど サービス 飲食業 5%

157,383 大阪府 大阪市北区 焼肉　蔵人 サービス 飲食業 5%

157,384 大阪府 大阪市北区 焼肉　鷹ヶ巣　阪急梅田店 サービス 飲食業 5%

157,385 大阪府 大阪市北区 焼肉　ニクテンマ サービス 飲食業 5%

157,386 大阪府 大阪市北区 焼肉一丁お初天神店 サービス 飲食業 5%

157,387 大阪府 大阪市北区 焼肉五苑　北新地店 サービス 飲食業 5%

157,388 大阪府 大阪市北区 ヤキニクハウス　２９８　パルビル店 サービス 飲食業 5%

157,389 大阪府 大阪市北区 やきにく萬野　ルクア大阪店 サービス 飲食業 5%

157,390 大阪府 大阪市北区 やきやき多幸じゅう サービス 飲食業 5%

157,391 大阪府 大阪市北区 やぐら寿司　梅田店 サービス 飲食業 5%

157,392 大阪府 大阪市北区 やぐら寿司　ナビオ店 サービス 飲食業 5%

157,393 大阪府 大阪市北区 やぐら寿司　本店 サービス 飲食業 5%

157,394 大阪府 大阪市北区 やぐら總本店 サービス 飲食業 5%

157,395 大阪府 大阪市北区 櫓茶屋　梅田店 サービス 飲食業 5%

157,396 大阪府 大阪市北区 櫓茶屋　北新地 サービス 飲食業 5%

157,397 大阪府 大阪市北区 櫓茶屋　新阪急アネックス店 サービス 飲食業 5%

157,398 大阪府 大阪市北区 櫓茶屋　新御堂店 サービス 飲食業 5%

157,399 大阪府 大阪市北区 櫓茶屋　曽根崎店 サービス 飲食業 5%

157,400 大阪府 大阪市北区 櫓茶屋　東宝ＯＳＭ店 サービス 飲食業 5%

157,401 大阪府 大阪市北区 櫓茶屋　西梅田店 サービス 飲食業 5%

157,402 大阪府 大阪市北区 やぐらふぁーむず サービス 飲食業 5%

157,403 大阪府 大阪市北区 野菜を食べるカレー camp エキマルシェ大阪店 サービス 飲食業 5%

157,404 大阪府 大阪市北区 山木美術 サービス その他サービス 5%

157,405 大阪府 大阪市北区 ヤマノビューティウェルネスサロン　梅田店 サービス 理容・美容業 5%

157,406 大阪府 大阪市北区 山ぼうしの花さいた　阪急グランドビル サービス 飲食業 5%

157,407 大阪府 大阪市北区 ｙａｎｔｏｒａ 小売業 衣料品 5%

157,408 大阪府 大阪市北区 有限会社インターナショナルグッズ 小売業 衣料品 5%

157,409 大阪府 大阪市北区 有限会社オーガニックブルー 小売業 衣料品 5%

157,410 大阪府 大阪市北区 ｃｏｆｆｅｅｂｏｏｋｓｇａｌｌｅｒｙｉＴｏｈｅｎ サービス その他サービス 5%

157,411 大阪府 大阪市北区 有限会社山口商会 サービス その他サービス 5%

157,412 大阪府 大阪市北区 遊中川　ルクア店 小売業 その他小売 5%

157,413 大阪府 大阪市北区 ユザワヤ　梅田店 小売業 その他小売 5%

157,414 大阪府 大阪市北区 ユニバーバルミューズ　ルクア大阪店 小売業 衣料品 5%

157,415 大阪府 大阪市北区 横田寛税理士事務所 サービス その他サービス 5%

157,416 大阪府 大阪市北区 ヨルソラＤＩＮＩＮＧ菜菜　梅田店 サービス 飲食業 5%
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157,417 大阪府 大阪市北区 ＬＡ　ＰＡＬＭＡ 小売業 衣料品 5%

157,418 大阪府 大阪市北区 La lune サービス 飲食業 5%

157,419 大阪府 大阪市北区 ラ・ブレスグランサロン梅田 サービス 理容・美容業 5%

157,420 大阪府 大阪市北区 ラーニングバー　ラーニングバー曽根崎 サービス 飲食業 5%

157,421 大阪府 大阪市北区 らーめん段七　ＪＲ大阪駅店 サービス 飲食業 5%

157,422 大阪府 大阪市北区 ライズホテル大阪北新地 サービス 宿泊業 5%

157,423 大阪府 大阪市北区 ライフクリーナー　豊崎 サービス その他サービス 5%

157,424 大阪府 大阪市北区 ライフクリーナー 豊崎店 サービス その他サービス 5%

157,425 大阪府 大阪市北区 ライフクリーナー　阪急オアシス天六 サービス その他サービス 5%

157,426 大阪府 大阪市北区 ライフクリーナー　天六店 サービス その他サービス 5%

157,427 大阪府 大阪市北区 ライフクリーナー　豊崎店 サービス その他サービス 5%

157,428 大阪府 大阪市北区 ライフクリーナー　阪急オアシス天六店 サービス その他サービス 5%

157,429 大阪府 大阪市北区 Ｌａｖｉｅ　ｅｎ　ｌｕｍｉｅｒｅ　梅田店 サービス 理容・美容業 5%

157,430 大阪府 大阪市北区 Ｌａｖｉｅｅｎｌｕｍｉｅｒｅ サービス 理容・美容業 5%

157,431 大阪府 大阪市北区 Ravijour梅田店 小売業 衣料品 5%

157,432 大阪府 大阪市北区 Ｒａｇｇａ×Ｒａｇｇａ北新地店 サービス 飲食業 5%

157,433 大阪府 大阪市北区 楽食倶楽部 裏小路牛肉店 サービス 飲食業 5%

157,434 大阪府 大阪市北区 ラコピィン大阪店 サービス 理容・美容業 5%

157,435 大阪府 大阪市北区 ラジオシティ　ニューＯＳ店 サービス 飲食業 5%

157,436 大阪府 大阪市北区 ラフィネ　ルクアイーレ店 サービス その他サービス 5%

157,437 大阪府 大阪市北区 Ｌａ・ｐａｉｓｉｂｌｅ 小売業 衣料品 5%

157,438 大阪府 大阪市北区 LAMIA　梅田エスト店 小売業 衣料品 5%

157,439 大阪府 大阪市北区 Laline　ルクアイーレ店 サービス 飲食業 5%

157,440 大阪府 大阪市北区 LAND by MILKBOY　梅田エスト店 小売業 衣料品 5%

157,441 大阪府 大阪市北区 Ｌｅｅ　大阪店 小売業 衣料品 5%

157,442 大阪府 大阪市北区 リー・ツァン・ティン ルクア店 サービス 飲食業 5%

157,443 大阪府 大阪市北区 リカーコトブキ サービス 飲食業 5%

157,444 大阪府 大阪市北区 リーガロイヤルアレクサンドル 小売業 衣料品 5%

157,445 大阪府 大阪市北区 株式会社ＭＯＳＴ サービス 飲食業 5%

157,446 大阪府 大阪市北区 リストランテ　ドゥエ　フィオーリ サービス 飲食業 5%

157,447 大阪府 大阪市北区 Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ迫 サービス 飲食業 5%

157,448 大阪府 大阪市北区 Ｒｅ?Ｔｒｕｅ サービス 理容・美容業 5%

157,449 大阪府 大阪市北区 ＬＩＴＴＬＥＢＡＲ サービス 飲食業 5%

157,450 大阪府 大阪市北区 ｌｉｔｔｌｅＰｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

157,451 大阪府 大阪市北区 Ｒｉｎｏ ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

157,452 大阪府 大阪市北区 Ｒｉｎｏｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

157,453 大阪府 大阪市北区 リューズボーカルスクール サービス その他サービス 5%

157,454 大阪府 大阪市北区 龍峯庵 小売業 家具・調度品 5%

157,455 大阪府 大阪市北区 Lycka　ルクアイーレ店 小売業 その他小売 5%

157,456 大阪府 大阪市北区 Ｒｙｏｋｏｈｅｙａ天六館 サービス 宿泊業 5%

157,457 大阪府 大阪市北区 Ｌｉｌｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｖａｓｅ サービス 理容・美容業 5%

157,458 大阪府 大阪市北区 ＬＩＬＹ　ＢＡＢＥ サービス 理容・美容業 5%
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157,459 大阪府 大阪市北区 Ｗｏｒｋａｈｏｌｉｃ サービス 飲食業 5%

157,460 大阪府 大阪市北区 璃んご サービス 飲食業 5%

157,461 大阪府 大阪市北区 Ｒｉｎ中崎店 小売業 衣料品 5%

157,462 大阪府 大阪市北区 リンパマッサージサロンＲｅｃｏｖｅｒ サービス その他サービス 5%

157,463 大阪府 大阪市北区 ル・コントワール・ドシャンパン食堂 サービス 飲食業 5%

157,464 大阪府 大阪市北区 ルクア大阪　コロンコロンブシェ店 サービス 飲食業 5%

157,465 大阪府 大阪市北区 Ｌｕｘｉａｎ【ルシアン】 サービス 理容・美容業 5%

157,466 大阪府 大阪市北区 Ledome　ルクア大阪店 小売業 衣料品 5%

157,467 大阪府 大阪市北区 ＬＵＮＡ ＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

157,468 大阪府 大阪市北区 Ｌｕｆｔ サービス 理容・美容業 5%

157,469 大阪府 大阪市北区 Ｌｅｉ　Ｎａｉｌ　　　Ｓｅｌｅｃｔ　Ｓｈｏｐ サービス 理容・美容業 5%

157,470 大阪府 大阪市北区 レモンヒルズ　天神橋店 小売業 衣料品 5%

157,471 大阪府 大阪市北区 れもんや サービス 飲食業 5%

157,472 大阪府 大阪市北区 ＲＡＬＩＮＡ　梅田店 サービス その他サービス 5%

157,473 大阪府 大阪市北区 ろあん　大阪堂島店 サービス 飲食業 5%

157,474 大阪府 大阪市北区 蝋燭屋　グループ　阪急梅田店 サービス 飲食業 5%

157,475 大阪府 大阪市北区 ＲＯＡＶＥＲ サービス 理容・美容業 5%

157,476 大阪府 大阪市北区 ローマ軒　大阪駅前第１ビル店 サービス 飲食業 5%

157,477 大阪府 大阪市北区 ＬＯＫＡ． サービス 理容・美容業 5%

157,478 大阪府 大阪市北区 ROQUE　梅田EST店 小売業 貴金属・服飾品 5%

157,479 大阪府 大阪市北区 ROJITA 梅田エスト店 小売業 衣料品 5%

157,480 大阪府 大阪市北区 ロッサ 小売業 衣料品 5%

157,481 大阪府 大阪市北区 ロッサ地下 小売業 衣料品 5%

157,482 大阪府 大阪市北区 ロッサ　リーガロイヤルホテル 小売業 衣料品 5%

157,483 大阪府 大阪市北区 Ｌｏｐ サービス 理容・美容業 5%

157,484 大阪府 大阪市北区 炉ばた茶屋 旅籠 はたご サービス 飲食業 5%

157,485 大阪府 大阪市北区 炉ばた焼 漁火 いさりび サービス 飲食業 5%

157,486 大阪府 大阪市北区 炉ばた焼　妻籠　つまご サービス 飲食業 5%

157,487 大阪府 大阪市北区 炉ばた焼 馬籠 まごめ サービス 飲食業 5%

157,488 大阪府 大阪市北区 炉ばた焼　網衆　やんしゅう サービス 飲食業 5%

157,489 大阪府 大阪市北区 炉ばた焼 網場 やんば サービス 宿泊業 5%

157,490 大阪府 大阪市北区 Ｒｏｂｓｏｎ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

157,491 大阪府 大阪市北区 Ｌｏｌｏｔｔｅ　Ｃａｎｄｌｅ 小売業 その他小売 5%

157,492 大阪府 大阪市北区 和　　とがわ サービス 飲食業 5%

157,493 大阪府 大阪市北区 ｗｏｒｄｓ ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

157,494 大阪府 大阪市北区 ＷＨＹＫＮＯＴ 小売業 衣料品 5%

157,495 大阪府 大阪市北区 Ｗｉ?Ｆｉチャンネル　大阪梅田店 サービス その他サービス 5%

157,496 大阪府 大阪市北区 ＷｉｎｅＫｔｉｃｈｅｎＳｏｕｐｌｅ２９　ワインキッチンスープルヴァンヌフ サービス 飲食業 5%

157,497 大阪府 大阪市北区 ワイン食堂エトレーヌ サービス 飲食業 5%

157,498 大阪府 大阪市北区 Ｗｉｎｅ　Ｓｔｏｒｅ　Ｗａｓｓｙ　ｓ 小売業 食料品 5%

157,499 大阪府 大阪市北区 ＷｉｎｅＳｔｏｒｅＷａｓｓｙ ｓ中之島店 小売業 食料品 5%

157,500 大阪府 大阪市北区 Ｗａｈ  Ｗａｈ 小売業 衣料品 5%
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157,501 大阪府 大阪市北区 和蔵家 サービス その他サービス 5%

157,502 大阪府 大阪市北区 わした大阪天神橋筋店 小売業 その他小売 5%

157,503 大阪府 大阪市北区 和食いいくら サービス 飲食業 5%

157,504 大阪府 大阪市北区 和食酒場ちるる　茶屋町店 サービス 飲食業 5%

157,505 大阪府 大阪市北区 私の部屋ルクア大阪店 小売業 その他小売 5%

157,506 大阪府 大阪市北区 ワタナベ楽器店 大阪店 小売業 その他小売 5%

157,507 大阪府 大阪市北区 和処　Ｒｅ楽 サービス 飲食業 5%

157,508 大阪府 大阪市北区 ｗａｎｏｋｕｓａｎｏｔａｍａ－ｈｉ 小売業 衣料品 5%

157,509 大阪府 大阪市北区 わびさび屋 サービス その他サービス 5%

157,510 大阪府 大阪市北区 和風居酒屋いおり サービス 飲食業 5%

157,511 大阪府 大阪市北区 ＯＮＥ＇ｓＭｅｍｏｒｙ サービス その他サービス 5%

157,512 大阪府 大阪市此花区 アイヘアー倶楽部 サービス 理容・美容業 5%

157,513 大阪府 大阪市此花区 アキュリ 小売業 その他小売 5%

157,514 大阪府 大阪市此花区 イワオラジオ商会 小売業 電化製品 5%

157,515 大阪府 大阪市此花区 うしげん サービス 飲食業 5%

157,516 大阪府 大阪市此花区 セブン－イレブン大阪春日出中１丁目店 小売業 食料品 2%

157,517 大阪府 大阪市此花区 セブン－イレブン大阪暁明館病院店 小売業 食料品 2%

157,518 大阪府 大阪市此花区 セブン－イレブン大阪桜島駅前店 小売業 食料品 2%

157,519 大阪府 大阪市此花区 セブン－イレブン大阪桜島３丁目店 小売業 食料品 2%

157,520 大阪府 大阪市此花区 セブン－イレブン大阪四貫島２丁目店 小売業 食料品 2%

157,521 大阪府 大阪市此花区 セブン－イレブン大阪西九条駅前店 小売業 食料品 2%

157,522 大阪府 大阪市此花区 大阪北港マリーナ サービス その他サービス 5%

157,523 大阪府 大阪市此花区 セブン－イレブン大阪夢洲店 小売業 食料品 2%

157,524 大阪府 大阪市此花区 家具の村上 小売業 家具・調度品 5%

157,525 大阪府 大阪市此花区 株式会社イワオラジオ商会 小売業 電化製品 5%

157,526 大阪府 大阪市此花区 株 小林商店 小売業 食料品 5%

157,527 大阪府 大阪市此花区 株式会社山陽商会 小売業 電化製品 5%

157,528 大阪府 大阪市此花区 株式会社大東建設 小売業 電化製品 5%

157,529 大阪府 大阪市此花区 株式会社ハヤシ 小売業 貴金属・服飾品 5%

157,530 大阪府 大阪市此花区 餃子とイタリアン バンビーノ サービス 飲食業 5%

157,531 大阪府 大阪市此花区 餃子とイタリアンＢａｍｂｉｎｏ サービス 飲食業 5%

157,532 大阪府 大阪市此花区 京阪エクスプレス サービス 運輸業 5%

157,533 大阪府 大阪市此花区 合同会社ココサンド サービス その他サービス 5%

157,534 大阪府 大阪市此花区 ＫＯＴＯＲＩ　ＤＥＬＩ　舞洲店 小売業 食料品 5%

157,535 大阪府 大阪市此花区 サルゥードエステティコ サービス 理容・美容業 5%

157,536 大阪府 大阪市此花区 三光電気本店 小売業 電化製品 5%

157,537 大阪府 大阪市此花区 ＪＲ西日本レンタカー＆リース株式会社　西九条駅駐輪場 サービス 運輸業 5%

157,538 大阪府 大阪市此花区 ＣＳＴザパークフロントホテル店 小売業 食料品 5%

157,539 大阪府 大阪市此花区 じゃんぼ總本店　千鳥橋店 サービス 飲食業 5%

157,540 大阪府 大阪市此花区 シンプルハートホテル大阪 サービス 宿泊業 5%

157,541 大阪府 大阪市此花区 杉原米穀店 小売業 食料品 5%

157,542 大阪府 大阪市此花区 ｓｔｕｄｉｏＣＨＩＳＨＯＴ サービス その他サービス 5%
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157,543 大阪府 大阪市此花区 スマイル四貫島店 小売業 衣料品 5%

157,544 大阪府 大阪市此花区 タイヨーカメラ 小売業 その他小売 5%

157,545 大阪府 大阪市此花区 たこ家輝 サービス 飲食業 5%

157,546 大阪府 大阪市此花区 セブン－イレブン千鳥橋駅前店 小売業 食料品 2%

157,547 大阪府 大阪市此花区 天天菜館 サービス 飲食業 5%

157,548 大阪府 大阪市此花区 アキ時計店 小売業 その他小売 5%

157,549 大阪府 大阪市此花区 とさ一 サービス 飲食業 5%

157,550 大阪府 大阪市此花区 西九条酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

157,551 大阪府 大阪市此花区 パームガーデン舞洲ｂｙＷＢＦ サービス 宿泊業 5%

157,552 大阪府 大阪市此花区 原事務所 サービス その他サービス 5%

157,553 大阪府 大阪市此花区 株式会社春風堂 小売業 衣料品 5%

157,554 大阪府 大阪市此花区 Ｂａｎ ｍｕｓｉｃ サービス その他サービス 5%

157,555 大阪府 大阪市此花区 ＢａｎＭｕｓｉｃ サービス その他サービス 5%

157,556 大阪府 大阪市此花区 Ｐ＆Ｐ三光 小売業 電化製品 5%

157,557 大阪府 大阪市此花区 Ｐ＆Ｐはっとり 小売業 電化製品 5%

157,558 大阪府 大阪市此花区 フクモト薬局 小売業 その他小売 5%

157,559 大阪府 大阪市此花区 ＢＲＩＧＨＴＥＮＩＮＧ サービス その他サービス 5%

157,560 大阪府 大阪市此花区 ふるぅつふぁみりー 小売業 その他小売 5%

157,561 大阪府 大阪市此花区 ヘアーサロンライン サービス 理容・美容業 5%

157,562 大阪府 大阪市此花区 ヘアーブティックバグース サービス 理容・美容業 5%

157,563 大阪府 大阪市此花区 弁当工房此花 サービス 飲食業 5%

157,564 大阪府 大阪市此花区 舞洲バーベキューガーデン　オーチャードグラス サービス 飲食業 5%

157,565 大阪府 大阪市此花区 ＭＡＲＩＩ?ＫＥＮＴ サービス 飲食業 5%

157,566 大阪府 大阪市此花区 南大阪ヤクルト販売 此花 小売業 衣料品 5%

157,567 大阪府 大阪市此花区 ミハルステーション 小売業 その他小売 5%

157,568 大阪府 大阪市此花区 モコ動物病院 サービス その他サービス 5%

157,569 大阪府 大阪市此花区 森下塗装店 サービス その他サービス 5%

157,570 大阪府 大阪市此花区 焼肉微吟 サービス 飲食業 5%

157,571 大阪府 大阪市此花区 焼肉微吟　焼肉　微吟　?Ｂｅｇｉｎ? サービス 飲食業 5%

157,572 大阪府 大阪市此花区 やっさんの崖っぷちカレー やっさんの崖っぷちカレー サービス 飲食業 5%

157,573 大阪府 大阪市此花区 ゆめ咲ヒーリングサロン 小売業 衣料品 5%

157,574 大阪府 大阪市此花区 ゆりな＠ダイエットアドバイザー サービス その他サービス 5%

157,575 大阪府 大阪市此花区 ゆる音や サービス 理容・美容業 5%

157,576 大阪府 大阪市此花区 ラ・ジェント・ホテル大阪ベイ サービス 宿泊業 5%

157,577 大阪府 大阪市此花区 ＬｉｔｚＰｌａｃｅＮｉｓｈｉｋｕｊｏ サービス その他サービス 5%

157,578 大阪府 大阪市此花区 リラクゼーションサロンＰｕｒａｎａ サービス 理容・美容業 5%

157,579 大阪府 大阪市此花区 Ｗａｓａｉｋｅ サービス その他サービス 5%

157,580 大阪府 大阪市城東区 アカカベ　今福店 小売業 その他小売 5%

157,581 大阪府 大阪市城東区 アカカベ　放出西店 小売業 その他小売 5%

157,582 大阪府 大阪市城東区 アトリエ　リアン サービス 理容・美容業 5%

157,583 大阪府 大阪市城東区 奄美ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

157,584 大阪府 大阪市城東区 ＡＲＣＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%
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157,585 大阪府 大阪市城東区 Ｅｎｃｏｒｅ  Ｃｏｆｆｅｅ Ｒｏａｓｔｅｒｙ アンコールコーヒーロースタリー サービス 飲食業 5%

157,586 大阪府 大阪市城東区 ＆?ａｍｐｅｒｓａｎｄ サービス 理容・美容業 5%

157,587 大阪府 大阪市城東区 イタリア家庭料理の店　ＰＯＣＯＡＰＯＣＯ サービス 飲食業 5%

157,588 大阪府 大阪市城東区 いぬの幼稚園バウバウ　いぬの幼稚園バウバウ サービス その他サービス 5%

157,589 大阪府 大阪市城東区 今福ホルモン サービス 飲食業 5%

157,590 大阪府 大阪市城東区 癒し処　らく楽 サービス その他サービス 5%

157,591 大阪府 大阪市城東区 癒し処 らく楽 癒し処 らく楽 サービス その他サービス 5%

157,592 大阪府 大阪市城東区 ＨＣＷＯＲＫＳ 小売業 その他小売 5%

157,593 大阪府 大阪市城東区 ＨＣ　ＷＯＲＫＳ　ＨＣ　ＷＯＲＫＳ 小売業 その他小売 5%

157,594 大阪府 大阪市城東区 エフルーム　エフルーム 小売業 その他小売 5%

157,595 大阪府 大阪市城東区 Ｍ－ｓｔｙｌｅ 小売業 その他小売 5%

157,596 大阪府 大阪市城東区 エムバイシクルリペアーサービス サービス その他サービス 5%

157,597 大阪府 大阪市城東区 ＬＸＯＮＹ サービス その他サービス 5%

157,598 大阪府 大阪市城東区 セブン－イレブン大阪今福西６丁目店 小売業 食料品 2%

157,599 大阪府 大阪市城東区 セブン－イレブン大阪今福東１丁目店 小売業 食料品 2%

157,600 大阪府 大阪市城東区 セブン－イレブン大阪今福南１丁目店 小売業 食料品 2%

157,601 大阪府 大阪市城東区 セブン－イレブン大阪蒲生３丁目店 小売業 食料品 2%

157,602 大阪府 大阪市城東区 大阪ゲストハウス緑家 サービス 宿泊業 5%

157,603 大阪府 大阪市城東区 大阪ゲストハウス緑家 サービス その他サービス 5%

157,604 大阪府 大阪市城東区 セブン－イレブン大阪成育１丁目店 小売業 食料品 2%

157,605 大阪府 大阪市城東区 セブン－イレブン大阪関目５丁目店 小売業 食料品 2%

157,606 大阪府 大阪市城東区 セブン－イレブン大阪関目６丁目店 小売業 食料品 2%

157,607 大阪府 大阪市城東区 大阪東部ヤクルト販売　城東センター 小売業 食料品 5%

157,608 大阪府 大阪市城東区 セブン－イレブン大阪中浜３丁目店 小売業 食料品 2%

157,609 大阪府 大阪市城東区 セブン－イレブン大阪野江３丁目店 小売業 食料品 2%

157,610 大阪府 大阪市城東区 セブン－イレブン大阪放出西３丁目店 小売業 食料品 2%

157,611 大阪府 大阪市城東区 セブン－イレブン大阪東中浜８丁目店 小売業 食料品 2%

157,612 大阪府 大阪市城東区 セブン－イレブン大阪古市３丁目店 小売業 食料品 2%

157,613 大阪府 大阪市城東区 おしゃれさろんマキ サービス 理容・美容業 5%

157,614 大阪府 大阪市城東区 ｏｒｉｇｉｎｂａｌｌｗｏｌｄ 小売業 その他小売 5%

157,615 大阪府 大阪市城東区 オリックスレンタカー深江橋店 サービス その他サービス 2%

157,616 大阪府 大阪市城東区 海鮮丼専門店 丼丸 関目店 サービス 飲食業 5%

157,617 大阪府 大阪市城東区 海鮮屋台まいこ　関目店 サービス 飲食業 5%

157,618 大阪府 大阪市城東区 華月 Ｈａｉｒ Ｌ Ｉ Ｎ Ｃ サービス 理容・美容業 5%

157,619 大阪府 大阪市城東区 かごの屋深江橋店 サービス 飲食業 5%

157,620 大阪府 大阪市城東区 株式会社キング刺繍 サービス その他サービス 5%

157,621 大阪府 大阪市城東区 株式会社大都工務店 サービス その他サービス 5%

157,622 大阪府 大阪市城東区 株式会社Ｗ サービス その他サービス 5%

157,623 大阪府 大阪市城東区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋城東関目店 サービス 飲食業 2%

157,624 大阪府 大阪市城東区 吉鳥 関目店 サービス 飲食業 5%

157,625 大阪府 大阪市城東区 吉鳥　鴫野店 サービス 飲食業 5%

157,626 大阪府 大阪市城東区 城崎屋 小売業 食料品 5%
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157,627 大阪府 大阪市城東区 Ｇａｌｌｅｒｙ Ｆｏｒ Ｈａｉｒ Ｒｅｐｏ サービス 理容・美容業 5%

157,628 大阪府 大阪市城東区 業務スーパー城東古市店 小売業 食料品 2%

157,629 大阪府 大阪市城東区 楠乃喜 小売業 衣料品 5%

157,630 大阪府 大阪市城東区 ｇｌｕｃｋ サービス 理容・美容業 5%

157,631 大阪府 大阪市城東区 健氣館 サービス その他サービス 5%

157,632 大阪府 大阪市城東区 源ＳＵＮ サービス 飲食業 5%

157,633 大阪府 大阪市城東区 ＰｒｅｓｔｉｇｅＳｕｉｔｅｓＯＳＡＫＡＡＢＩＫＯ サービス その他サービス 5%

157,634 大阪府 大阪市城東区 江綿株式会社　キリンド城東店 小売業 衣料品 5%

157,635 大阪府 大阪市城東区 ｔ．ｉｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

157,636 大阪府 大阪市城東区 小橋実 サービス 運輸業 5%

157,637 大阪府 大阪市城東区 サイクルハウスＴＯＭＯ 小売業 その他小売 5%

157,638 大阪府 大阪市城東区 株式会社サイクルランドナニワ　サイクルランドナニワ　野江店 サービス 飲食業 5%

157,639 大阪府 大阪市城東区 サクラシザーズ サービス その他サービス 5%

157,640 大阪府 大阪市城東区 さくらボディケアラボ サービス 理容・美容業 5%

157,641 大阪府 大阪市城東区 サケトサカナ サービス 飲食業 5%

157,642 大阪府 大阪市城東区 Ｓａｔｏｒｉｌｎａｉｌｒｏｏｍ サービス その他サービス 5%

157,643 大阪府 大阪市城東区 ＳａｌｏｎｄｅＴｉａｒａ サービス 理容・美容業 5%

157,644 大阪府 大阪市城東区 サロンドベェラージュー サービス 理容・美容業 5%

157,645 大阪府 大阪市城東区 ｊｐｅｘ　ｊｐｅｘ印刷ショップ サービス その他サービス 5%

157,646 大阪府 大阪市城東区 ＣＩＥＬ　野江店 サービス 理容・美容業 5%

157,647 大阪府 大阪市城東区 ＣＩＥＬ　野江店 サービス 理容・美容業 5%

157,648 大阪府 大阪市城東区 ジャンボ酒場　関目高殿駅前店 サービス 飲食業 5%

157,649 大阪府 大阪市城東区 ジャンボ酒場　野江３丁目店 サービス 飲食業 5%

157,650 大阪府 大阪市城東区 じゃんぼ總本店　鴫野駅前店 サービス 飲食業 5%

157,651 大阪府 大阪市城東区 じゃんぼ總本店　緑店 サービス 飲食業 5%

157,652 大阪府 大阪市城東区 Ｓｈｕｎｏ　Ｈａａｒ サービス 理容・美容業 5%

157,653 大阪府 大阪市城東区 昭和電業社 小売業 電化製品 5%

157,654 大阪府 大阪市城東区 新世界９４ダイニング誠 サービス 飲食業 5%

157,655 大阪府 大阪市城東区 ｓｔｙｌｅ　スタイル 小売業 衣料品 5%

157,656 大阪府 大阪市城東区 ｓｔｕｄｉｏｂｅｌｌ サービス その他サービス 5%

157,657 大阪府 大阪市城東区 スタジオルーチェ サービス その他サービス 5%

157,658 大阪府 大阪市城東区 生鮮＆業務スーパーＯＫ　深江橋店 小売業 食料品 2%

157,659 大阪府 大阪市城東区 関目　とり秀 小売業 食料品 5%

157,660 大阪府 大阪市城東区 セピオ サービス その他サービス 5%

157,661 大阪府 大阪市城東区 ＴＡＫＡＢＥ ｈａｉｒ ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

157,662 大阪府 大阪市城東区 Ｃｈｅｅｒｓ　ＨＡＩＲ　ＦＯＲ　ＭＡＴＥＳ サービス 理容・美容業 5%

157,663 大阪府 大阪市城東区 セブン－イレブン地下鉄蒲生４丁目駅前店 小売業 食料品 2%

157,664 大阪府 大阪市城東区 株式会社ｃｈａｐ サービス その他サービス 5%

157,665 大阪府 大阪市城東区 常タクシー サービス 運輸業 5%

157,666 大阪府 大阪市城東区 ＴＧＩＦ！ 小売業 衣料品 5%

157,667 大阪府 大阪市城東区 ニクワインギャルド サービス 飲食業 5%

157,668 大阪府 大阪市城東区 鉄燻ＣＨＯＩ京橋本店 サービス 飲食業 5%
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157,669 大阪府 大阪市城東区 てっぱん家びと サービス 飲食業 5%

157,670 大阪府 大阪市城東区 ドッグサロン　メルシー サービス 理容・美容業 5%

157,671 大阪府 大阪市城東区 冨山事務所 サービス その他サービス 5%

157,672 大阪府 大阪市城東区 Ｔｏｍｏ’ｓ　Ｂａｒ サービス 飲食業 5%

157,673 大阪府 大阪市城東区 トラストポート サービス 運輸業 5%

157,674 大阪府 大阪市城東区 とりだん　深江橋店 サービス 飲食業 5%

157,675 大阪府 大阪市城東区 ｎｕｕｋ サービス 理容・美容業 5%

157,676 大阪府 大阪市城東区 ノビニア 小売業 電化製品 5%

157,677 大阪府 大阪市城東区 ハシルトン　鴫野本店 小売業 その他小売 5%

157,678 大阪府 大阪市城東区 発酵薬膳 カフェ Ｋａｗａｓｅｍｉ サービス 飲食業 5%

157,679 大阪府 大阪市城東区 花かざり　フラワースタジオ花かざり 小売業 その他小売 5%

157,680 大阪府 大阪市城東区 ＢＡＭＢＩ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

157,681 大阪府 大阪市城東区 ｈｉｎａ　ｄｅｌｉ 小売業 その他小売 5%

157,682 大阪府 大阪市城東区 ビューティスタジオフェリス サービス 理容・美容業 5%

157,683 大阪府 大阪市城東区 ヒューリット サービス その他サービス 5%

157,684 大阪府 大阪市城東区 Ｐｏｏｈ 小売業 食料品 5%

157,685 大阪府 大阪市城東区 Ｐｈｏｅｎｉｘ＆Ｓｕｎ サービス その他サービス 5%

157,686 大阪府 大阪市城東区 フュージョン専門店 小売業 その他小売 5%

157,687 大阪府 大阪市城東区 ＰＲＩＶＡＴＥ　ｓａｌｏｎ　Ｍ． サービス 理容・美容業 5%

157,688 大阪府 大阪市城東区 ＰＲＩＭＥ　ＲＥ　ＭＡＸ　ＰＲＩＭＥ サービス その他サービス 5%

157,689 大阪府 大阪市城東区 フローラ サービス 飲食業 5%

157,690 大阪府 大阪市城東区 フローラルホール サービス その他サービス 5%

157,691 大阪府 大阪市城東区 ヘアーサロンモリグチ サービス 理容・美容業 5%

157,692 大阪府 大阪市城東区 ＨＡＩＲＰＲＯＤＵＣＥ　ＳＴＡＲＭＯＯＮ サービス 理容・美容業 5%

157,693 大阪府 大阪市城東区 ＢＥＲＯＮＩＣＡ サービス 飲食業 5%

157,694 大阪府 大阪市城東区 ボスフィールドコーポレーション サービス その他サービス 5%

157,695 大阪府 大阪市城東区 ｍｉｏｒｉｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

157,696 大阪府 大阪市城東区 モトファクトリーホッパー 小売業 その他小売 5%

157,697 大阪府 大阪市城東区 モトファクトリーＨＯＰＰＥＲ 小売業 その他小売 5%

157,698 大阪府 大阪市城東区 森のエステサロンＳｍｉｌｙ　大阪店 サービス 理容・美容業 5%

157,699 大阪府 大阪市城東区 杜のおかしやさん サービス 飲食業 5%

157,700 大阪府 大阪市城東区 杜のＳｈｏｋｕｄｏ サービス 飲食業 5%

157,701 大阪府 大阪市城東区 焼肉五苑　深江橋店 サービス 飲食業 5%

157,702 大阪府 大阪市城東区 宿カフェＣｈｅｌｓｅａｓＲａｉｎ サービス 宿泊業 5%

157,703 大阪府 大阪市城東区 ヤマナカデンキ深江店 小売業 電化製品 5%

157,704 大阪府 大阪市城東区 有限会社平山自動車工業 小売業 その他小売 5%

157,705 大阪府 大阪市城東区 有限会社　宮崎水道衛生商会 サービス その他サービス 5%

157,706 大阪府 大阪市城東区 ｙｕｓｉｎ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

157,707 大阪府 大阪市城東区 ラ・ルミエール サービス その他サービス 5%

157,708 大阪府 大阪市城東区 ライフクリーナー　パルコープ東中浜 サービス その他サービス 5%

157,709 大阪府 大阪市城東区 ライフクリーナー　関西スーパー　今福店 サービス その他サービス 5%

157,710 大阪府 大阪市城東区 ライフクリーナー　東中浜店 サービス その他サービス 5%
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157,711 大阪府 大阪市城東区 ラペントラ サービス 飲食業 5%

157,712 大阪府 大阪市城東区 ＲｅａｃｈｉｎｇＭｏｏｎ サービス その他サービス 5%

157,713 大阪府 大阪市城東区 Ｌｉｓ　ｂｒｉｌｌｅｒ【リズ・ブリエ】 サービス 理容・美容業 5%

157,714 大阪府 大阪市城東区 ＲＩＴＺ！ サービス 理容・美容業 5%

157,715 大阪府 大阪市城東区 ＬＯＯＫＤｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

157,716 大阪府 大阪市城東区 ロードサルベージオオサカ サービス その他サービス 5%

157,717 大阪府 大阪市城東区 Ｒｏｓｓｏ Ｒｏｓｓｏ サービス 飲食業 5%

157,718 大阪府 大阪市城東区 ＲｏｓｓｏＲｏｓｓｏ サービス 飲食業 5%

157,719 大阪府 大阪市住之江区 ａｚｚｕｒｒｏｎａｔｕｒｅ 小売業 衣料品 5%

157,720 大阪府 大阪市住之江区 うめぇ家　住之江店 サービス 飲食業 5%

157,721 大阪府 大阪市住之江区 王将　住之江店 サービス 飲食業 5%

157,722 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪安立３丁目店 小売業 食料品 2%

157,723 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪北加賀屋１丁目店 小売業 食料品 2%

157,724 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪北加賀屋５丁目店 小売業 食料品 2%

157,725 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪北島３丁目店 小売業 食料品 2%

157,726 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪北島２丁目店 小売業 食料品 2%

157,727 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪新北島３丁目店 小売業 食料品 2%

157,728 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪新北島７丁目店 小売業 食料品 2%

157,729 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪住之江３丁目店 小売業 食料品 2%

157,730 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪中加賀屋３丁目店 小売業 食料品 2%

157,731 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪中川５丁目店 小売業 食料品 2%

157,732 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪南港北１丁目店 小売業 食料品 2%

157,733 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪南港中８丁目店 小売業 食料品 2%

157,734 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪南港東４丁目店 小売業 食料品 2%

157,735 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪南港南１丁目店 小売業 食料品 2%

157,736 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪南港南２丁目店 小売業 食料品 2%

157,737 大阪府 大阪市住之江区 大阪南港ミュージックサービス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

157,738 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪浜口東３丁目店 小売業 食料品 2%

157,739 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪浜口東２丁目店 小売業 食料品 2%

157,740 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪東加賀屋１丁目店 小売業 食料品 2%

157,741 大阪府 大阪市住之江区 大阪本社（卸） サービス その他サービス 5%

157,742 大阪府 大阪市住之江区 大阪本社 サービス 運輸業 5%

157,743 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪御崎１丁目店 小売業 食料品 2%

157,744 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪御崎５丁目店 小売業 食料品 2%

157,745 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪御崎８丁目店 小売業 食料品 2%

157,746 大阪府 大阪市住之江区 セブン－イレブン大阪御崎６丁目店 小売業 食料品 2%

157,747 大阪府 大阪市住之江区 お好み焼き　よつ葉　お好み焼　よつ葉 サービス 飲食業 5%

157,748 大阪府 大阪市住之江区 ｃａｆｅもまぶぅ サービス 飲食業 5%

157,749 大阪府 大阪市住之江区 株式会社アミカ・エコテック 小売業 その他小売 5%

157,750 大阪府 大阪市住之江区 株式会社子供服飾フジヤ　こびとのクローゼットフジヤ 小売業 衣料品 5%

157,751 大阪府 大阪市住之江区 株式会社通建サービス サービス その他サービス 5%

157,752 大阪府 大阪市住之江区 株式会社ニシキ商会 小売業 電化製品 5%
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157,753 大阪府 大阪市住之江区 カラオケ　Ｂ－ＳＩＤＥ サービス その他サービス 5%

157,754 大阪府 大阪市住之江区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋住之江区南港ＡＴＣ店 サービス 飲食業 2%

157,755 大阪府 大阪市住之江区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋マグ住之江店 サービス 飲食業 2%

157,756 大阪府 大阪市住之江区 喫茶かりん サービス 飲食業 5%

157,757 大阪府 大阪市住之江区 グットヒル　自然食品健康食品の店グットヒル 小売業 食料品 5%

157,758 大阪府 大阪市住之江区 クレアトールオキ 小売業 衣料品 5%

157,759 大阪府 大阪市住之江区 グロスト舎 サービス その他サービス 5%

157,760 大阪府 大阪市住之江区 個人　小野タクシー サービス 運輸業 5%

157,761 大阪府 大阪市住之江区 歌麗特　ＧＬＩＴＴＥＲ サービス 宿泊業 5%

157,762 大阪府 大阪市住之江区 ゴルフスミノエ サービス その他サービス 5%

157,763 大阪府 大阪市住之江区 コロッケ　すし工房　内山 小売業 食料品 5%

157,764 大阪府 大阪市住之江区 金剛堂　住之江店 小売業 家具・調度品 5%

157,765 大阪府 大阪市住之江区 阪井電機　住之江店 小売業 電化製品 5%

157,766 大阪府 大阪市住之江区 酒菜屋 サービス 飲食業 5%

157,767 大阪府 大阪市住之江区 祥 小売業 衣料品 5%

157,768 大阪府 大阪市住之江区 Ｓａｌｏｎｋａｐｕａ サービス 理容・美容業 5%

157,769 大阪府 大阪市住之江区 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＣＨＯＵ　ＣＨＯＵ サービス 理容・美容業 5%

157,770 大阪府 大阪市住之江区 七福園 サービス 飲食業 5%

157,771 大阪府 大阪市住之江区 じゃんぼ總本店　加賀屋商店街店 サービス 飲食業 5%

157,772 大阪府 大阪市住之江区 じゃんぼ總本店　北加賀屋駅前店 サービス 飲食業 5%

157,773 大阪府 大阪市住之江区 スーパーポテト 住之江店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

157,774 大阪府 大阪市住之江区 ＳＫＹコンピュータスクール サービス その他サービス 5%

157,775 大阪府 大阪市住之江区 スキップ　玉出店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

157,776 大阪府 大阪市住之江区 ステージモリモト 小売業 衣料品 5%

157,777 大阪府 大阪市住之江区 スマホ　パソコン教室ウェルバランス　住之江校 サービス その他サービス 5%

157,778 大阪府 大阪市住之江区 炭火焼鳥とと サービス 飲食業 5%

157,779 大阪府 大阪市住之江区 スリーエム　住吉店 小売業 衣料品 5%

157,780 大阪府 大阪市住之江区 聖月寿司 サービス 飲食業 5%

157,781 大阪府 大阪市住之江区 セレクトショップなでしこ 小売業 衣料品 5%

157,782 大阪府 大阪市住之江区 ｓｅｌｅｃｔｓｈｏｐｆｕｒ 小売業 衣料品 5%

157,783 大阪府 大阪市住之江区 Ｄａｎａｍ サービス その他サービス 5%

157,784 大阪府 大阪市住之江区 ｄａｇ サービス 理容・美容業 5%

157,785 大阪府 大阪市住之江区 たていしデンキ 小売業 電化製品 5%

157,786 大阪府 大阪市住之江区 田中モータース 小売業 その他小売 5%

157,787 大阪府 大阪市住之江区 ＤＥＬＴＡＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

157,788 大阪府 大阪市住之江区 チーズ専門店 アイチーズ 愛チーズ 小売業 食料品 5%

157,789 大阪府 大阪市住之江区 ツルヤ薬局 小売業 その他小売 5%

157,790 大阪府 大阪市住之江区 帝塚山ＷＡＮＢＡＮＡ 小売業 その他小売 5%

157,791 大阪府 大阪市住之江区 株式会社トゥールズ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

157,792 大阪府 大阪市住之江区 永岡呉服店 小売業 衣料品 5%

157,793 大阪府 大阪市住之江区 にこにこサロン。 サービス 理容・美容業 5%

157,794 大阪府 大阪市住之江区 ネオ テニスプラザ住之江 サービス その他サービス 5%
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157,795 大阪府 大阪市住之江区 ハート　ＨＥＡＲＴ美容室 サービス 理容・美容業 5%

157,796 大阪府 大阪市住之江区 有限会社イソツー（店舗名）８８ＦＡＣＴＯＲＹ（ハチハチファクトリー） 小売業 その他小売 5%

157,797 大阪府 大阪市住之江区 Ｐ＆Ｐハイテック南港 小売業 電化製品 5%

157,798 大阪府 大阪市住之江区 ヒサズミルミコ サービス 理容・美容業 5%

157,799 大阪府 大阪市住之江区 ビリヤード・ダーツ＆ピンポン サービス その他サービス 5%

157,800 大阪府 大阪市住之江区 ファレース 小売業 食料品 5%

157,801 大阪府 大阪市住之江区 フォトスタジオヒラオカ サービス その他サービス 5%

157,802 大阪府 大阪市住之江区 フジツーリスト サービス その他サービス 5%

157,803 大阪府 大阪市住之江区 婦人服飾 サンアイ ブティック サンアイ 小売業 衣料品 5%

157,804 大阪府 大阪市住之江区 ブックマーケット住之江店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

157,805 大阪府 大阪市住之江区 フランス菓子　ジュール 小売業 食料品 5%

157,806 大阪府 大阪市住之江区 古川無線敷津営業所 小売業 電化製品 5%

157,807 大阪府 大阪市住之江区 ボウルスミノエ サービス その他サービス 5%

157,808 大阪府 大阪市住之江区 ポテンシャルドックケンネル 小売業 その他小売 5%

157,809 大阪府 大阪市住之江区 ポプラボートレース住之江店 小売業 その他小売 2%

157,810 大阪府 大阪市住之江区 本社 サービス その他サービス 5%

157,811 大阪府 大阪市住之江区 本社 小売業 その他小売 5%

157,812 大阪府 大阪市住之江区 本店 サービス 飲食業 5%

157,813 大阪府 大阪市住之江区 マグフットサルスタジアム サービス その他サービス 5%

157,814 大阪府 大阪市住之江区 マグフットサルスミノエ４Ｆ サービス その他サービス 5%

157,815 大阪府 大阪市住之江区 ミキカメラ 小売業 その他小売 5%

157,816 大阪府 大阪市住之江区 みさき米穀店 小売業 その他小売 5%

157,817 大阪府 大阪市住之江区 みさき米穀店北加賀屋店 小売業 その他小売 5%

157,818 大阪府 大阪市住之江区 三貴屋昆布 小売業 その他小売 5%

157,819 大阪府 大阪市住之江区 南大阪ヤクルト販売 南港 小売業 食料品 5%

157,820 大阪府 大阪市住之江区 南大阪ヤクルト販売 住吉 小売業 食料品 5%

157,821 大阪府 大阪市住之江区 南大阪ヤクルト販売 御崎 小売業 衣料品 5%

157,822 大阪府 大阪市住之江区 南大阪ヤクルト販売 加賀屋 小売業 食料品 5%

157,823 大阪府 大阪市住之江区 めがね屋さんエストレーブ 小売業 その他小売 5%

157,824 大阪府 大阪市住之江区 焼肉五苑　加賀屋店 サービス 飲食業 5%

157,825 大阪府 大阪市住之江区 焼肉五苑　住之江店 サービス 飲食業 5%

157,826 大阪府 大阪市住之江区 やきにく村 サービス 飲食業 5%

157,827 大阪府 大阪市住之江区 結城タクシー サービス 運輸業 5%

157,828 大阪府 大阪市住之江区 ホームズヨシダ 小売業 電化製品 5%

157,829 大阪府 大阪市住之江区 有限会社ヤマテック サービス その他サービス 5%

157,830 大阪府 大阪市住之江区 ユーパワー本社 小売業 衣料品 5%

157,831 大阪府 大阪市住之江区 横岩電化ストアー 小売業 電化製品 5%

157,832 大阪府 大阪市住之江区 ライフクリーナー　近商ストア住吉 サービス その他サービス 5%

157,833 大阪府 大阪市住之江区 ライフクリーナー 南港店 サービス その他サービス 5%

157,834 大阪府 大阪市住之江区 ライフクリーナー　ポート店 サービス その他サービス 5%

157,835 大阪府 大阪市住之江区 ライフクリーナー　近商住吉店 サービス その他サービス 5%

157,836 大阪府 大阪市住之江区 ライフクリーナー　ポート店 サービス その他サービス 5%
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157,837 大阪府 大阪市住之江区 ライフクリーナーエーコープ　咲洲店 サービス その他サービス 5%

157,838 大阪府 大阪市住之江区 ライフクリーナー南港店 サービス その他サービス 5%

157,839 大阪府 大阪市住之江区 樂満タクシー サービス 運輸業 5%

157,840 大阪府 大阪市住之江区 Ｌｉｌｙ住ノ江 サービス 理容・美容業 5%

157,841 大阪府 大阪市住之江区 ＬｉＬ’住之江 サービス 理容・美容業 5%

157,842 大阪府 大阪市住之江区 ル・タン　７２８ 小売業 その他小売 5%

157,843 大阪府 大阪市住之江区 レストランアイラ　レストランアイラ サービス 飲食業 5%

157,844 大阪府 大阪市住之江区 ＬＥＸ　ＡＴＣ店 小売業 衣料品 5%

157,845 大阪府 大阪市住之江区 粉浜 小売業 その他小売 5%

157,846 大阪府 大阪市住吉区 ａｚｄａｎｃｅｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

157,847 大阪府 大阪市住吉区 アイラッシュ サービス その他サービス 5%

157,848 大阪府 大阪市住吉区 昌理容院 サービス 理容・美容業 5%

157,849 大阪府 大阪市住吉区 昌理容院 昌理容院 サービス 理容・美容業 5%

157,850 大阪府 大阪市住吉区 ａ　ｊｏｕｒ サービス 理容・美容業 5%

157,851 大阪府 大阪市住吉区 アビックス 小売業 電化製品 5%

157,852 大阪府 大阪市住吉区 有限会社アルカディア サービス その他サービス 5%

157,853 大阪府 大阪市住吉区 Ａｌｃｈａｉｓｔ 小売業 衣料品 5%

157,854 大阪府 大阪市住吉区 粟新　住吉本店 小売業 食料品 5%

157,855 大阪府 大阪市住吉区 ｅａｔｉｎｇ　ｃａｆｅ　ｍａｍｅ サービス 飲食業 5%

157,856 大阪府 大阪市住吉区 椅子張りＴＡＫＡ サービス その他サービス 5%

157,857 大阪府 大阪市住吉区 出光苅田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

157,858 大阪府 大阪市住吉区 出光セルフ長居公園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

157,859 大阪府 大阪市住吉区 稲見スタジオ サービス その他サービス 5%

157,860 大阪府 大阪市住吉区 ヴィザージュ サービス 理容・美容業 5%

157,861 大阪府 大阪市住吉区 旨手羽家　長居店 サービス 飲食業 5%

157,862 大阪府 大阪市住吉区 Ｅｃｏ　ビューティサロン　Ｌａｐｉｓｕ サービス 理容・美容業 5%

157,863 大阪府 大阪市住吉区 エステサロン　Ｗｉｎｄｂｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

157,864 大阪府 大阪市住吉区 セブン－イレブン大阪我孫子東１丁目店 小売業 食料品 2%

157,865 大阪府 大阪市住吉区 セブン－イレブン大阪苅田２丁目店 小売業 食料品 2%

157,866 大阪府 大阪市住吉区 セブン－イレブン大阪沢之町２丁目店 小売業 食料品 2%

157,867 大阪府 大阪市住吉区 セブン－イレブン大阪長居西１丁目店 小売業 食料品 2%

157,868 大阪府 大阪市住吉区 セブン－イレブン大阪長居東１丁目店 小売業 食料品 2%

157,869 大阪府 大阪市住吉区 セブン－イレブン大阪万代５丁目店 小売業 食料品 2%

157,870 大阪府 大阪市住吉区 セブン－イレブン大阪東粉浜１丁目店 小売業 食料品 2%

157,871 大阪府 大阪市住吉区 セブン－イレブン大阪南住吉１丁目店 小売業 食料品 2%

157,872 大阪府 大阪市住吉区 セブン－イレブン大阪南住吉２丁目店 小売業 食料品 2%

157,873 大阪府 大阪市住吉区 セブン－イレブン大阪山之内１丁目店 小売業 食料品 2%

157,874 大阪府 大阪市住吉区 セブン－イレブン大阪山之内元町店 小売業 食料品 2%

157,875 大阪府 大阪市住吉区 大田商会 小売業 その他小売 5%

157,876 大阪府 大阪市住吉区 オッグ 小売業 電化製品 5%

157,877 大阪府 大阪市住吉区 オリックスレンタカー住吉あびこ店 サービス その他サービス 2%

157,878 大阪府 大阪市住吉区 オレンジブロッサム サービス 理容・美容業 5%
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157,879 大阪府 大阪市住吉区 Ｃａｌｍ 小売業 その他小売 5%

157,880 大阪府 大阪市住吉区 かごの屋長居西店 サービス 飲食業 5%

157,881 大阪府 大阪市住吉区 加藤商店 小売業 電化製品 5%

157,882 大阪府 大阪市住吉区 株式会社甲信建設 サービス その他サービス 5%

157,883 大阪府 大阪市住吉区 株式会社東野材木店 サービス その他サービス 5%

157,884 大阪府 大阪市住吉区 株　長居モータース 小売業 その他小売 5%

157,885 大阪府 大阪市住吉区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋住吉区我孫子店 サービス その他サービス 2%

157,886 大阪府 大阪市住吉区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋住吉区長居公園前店 サービス 飲食業 2%

157,887 大阪府 大阪市住吉区 関西楽器 小売業 その他小売 5%

157,888 大阪府 大阪市住吉区 カンノ電器 小売業 電化製品 5%

157,889 大阪府 大阪市住吉区 喜久寿 サービス 飲食業 5%

157,890 大阪府 大阪市住吉区 喫茶ハマナス　喫茶　ハマナス サービス 飲食業 5%

157,891 大阪府 大阪市住吉区 ぎょうざの満洲　ＪＲ長居駅店 サービス 飲食業 5%

157,892 大阪府 大阪市住吉区 業務スーパー我孫子店 小売業 食料品 2%

157,893 大阪府 大阪市住吉区 串かつひろ サービス 飲食業 5%

157,894 大阪府 大阪市住吉区 クリーニングコージー　本店 サービス その他サービス 5%

157,895 大阪府 大阪市住吉区 ケーキ工房フローレンスＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

157,896 大阪府 大阪市住吉区 げんや サービス 飲食業 5%

157,897 大阪府 大阪市住吉区 （個人）ひょう谷タクシー サービス 運輸業 5%

157,898 大阪府 大阪市住吉区 金剛堂　ミニショップ 小売業 家具・調度品 5%

157,899 大阪府 大阪市住吉区 コンフォルトミラノ サービス 理容・美容業 5%

157,900 大阪府 大阪市住吉区 阪口電化ハウス 小売業 電化製品 5%

157,901 大阪府 大阪市住吉区 さつき屋 小売業 食料品 5%

157,902 大阪府 大阪市住吉区 サロンプリンセス サービス 理容・美容業 5%

157,903 大阪府 大阪市住吉区 ｔｈｅａｔｅｒ サービス 理容・美容業 5%

157,904 大阪府 大阪市住吉区 セブン－イレブンＪＲ長居駅前店 小売業 食料品 2%

157,905 大阪府 大阪市住吉区 じゃんぼ總本店　あびこ駅前店 サービス 飲食業 5%

157,906 大阪府 大阪市住吉区 じゃんぼ總本店　粉浜駅前店 サービス 飲食業 5%

157,907 大阪府 大阪市住吉区 じゃんぼ總本店　沢ノ町駅前店 サービス 飲食業 5%

157,908 大阪府 大阪市住吉区 じゃんぼ總本店　JR我孫子町駅前店 サービス 飲食業 5%

157,909 大阪府 大阪市住吉区 じゃんぼ總本店　JR長居駅前店 サービス 飲食業 5%

157,910 大阪府 大阪市住吉区 酒肴屋つき乃 サービス 飲食業 5%

157,911 大阪府 大阪市住吉区 寝具なにわ　長居店 小売業 その他小売 5%

157,912 大阪府 大阪市住吉区 スマホ　パソコン教室ウェルバランス　帝塚山校 サービス その他サービス 5%

157,913 大阪府 大阪市住吉区 株式会社住乃江味噌池田屋本舗 小売業 食料品 5%

157,914 大阪府 大阪市住吉区 ３’ｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

157,915 大阪府 大阪市住吉区 整体とパーソナルトレーニング星空 サービス その他サービス 5%

157,916 大阪府 大阪市住吉区 創作イタリアンバルシャバーノ サービス 飲食業 5%

157,917 大阪府 大阪市住吉区 大衆酒場肉のオカヤマ サービス 飲食業 5%

157,918 大阪府 大阪市住吉区 タイホ防災工業株式会社 サービス その他サービス 5%

157,919 大阪府 大阪市住吉区 タイヤショップさつま　住吉店 小売業 その他小売 5%

157,920 大阪府 大阪市住吉区 大和ツーリスト　大和ツーリスト サービス その他サービス 5%
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157,921 大阪府 大阪市住吉区 蛸味 サービス 飲食業 5%

157,922 大阪府 大阪市住吉区 楯川米穀店 小売業 食料品 5%

157,923 大阪府 大阪市住吉区 Ｃｈｅｒｒｙ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

157,924 大阪府 大阪市住吉区 セブン－イレブン地下鉄あびこ駅西店 小売業 食料品 2%

157,925 大阪府 大阪市住吉区 セブン－イレブン地下鉄あびこ駅東店 小売業 食料品 2%

157,926 大阪府 大阪市住吉区 中国菜　つじ岡 サービス 飲食業 5%

157,927 大阪府 大阪市住吉区 月輝 小売業 食料品 5%

157,928 大阪府 大阪市住吉区 ＴＨＩＳ＆ＴＨＡＴ　【あびこ店】 サービス 理容・美容業 5%

157,929 大阪府 大阪市住吉区 帝塚山芋忠株式会社 サービス その他サービス 5%

157,930 大阪府 大阪市住吉区 帝塚山デンユウシャ 小売業 電化製品 5%

157,931 大阪府 大阪市住吉区 株式会社東京屋 サービス その他サービス 5%

157,932 大阪府 大阪市住吉区 ドッグハート サービス その他サービス 5%

157,933 大阪府 大阪市住吉区 ＤｏｖｅＳｔｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

157,934 大阪府 大阪市住吉区 ＦＴＢドリームファクトリー サービス 飲食業 5%

157,935 大阪府 大阪市住吉区 とんかつ花あびこ サービス 飲食業 5%

157,936 大阪府 大阪市住吉区 長居動物病院 サービス その他サービス 5%

157,937 大阪府 大阪市住吉区 長居リラクゼーションサロンあくあ サービス 理容・美容業 5%

157,938 大阪府 大阪市住吉区 長崎堂住吉店 小売業 食料品 5%

157,939 大阪府 大阪市住吉区 中原酒販株式会社 小売業 食料品 5%

157,940 大阪府 大阪市住吉区 鳴門鯛焼本舗　あびこ駅前店 サービス 飲食業 5%

157,941 大阪府 大阪市住吉区 肉料理　幸之助 サービス 飲食業 5%

157,942 大阪府 大阪市住吉区 にんにこ にんにこ 小売業 食料品 5%

157,943 大阪府 大阪市住吉区 ネスト サービス 飲食業 5%

157,944 大阪府 大阪市住吉区 のぞみ工芸 小売業 その他小売 5%

157,945 大阪府 大阪市住吉区 ｂａｒ Ｔ ｉ ｓ ｍ ｂａｒ Ｔ Ｉ ｓ ｍ サービス 飲食業 5%

157,946 大阪府 大阪市住吉区 ＢＡＲ　ＳＵＭＩＭＡＲＵ　ＢＡＲ　ＳＵＭＩＭＡＲＵ サービス 飲食業 5%

157,947 大阪府 大阪市住吉区 ＢＡＲＢＥＲ　ｃｏｚｙ　ｓ サービス 理容・美容業 5%

157,948 大阪府 大阪市住吉区 葉月写真工芸社 サービス その他サービス 5%

157,949 大阪府 大阪市住吉区 ＨａｎｄｓＯｎ（ハンズオン） サービス 理容・美容業 5%

157,950 大阪府 大阪市住吉区 ＰＡＮＹＡＹＡＹＡＮ サービス その他サービス 5%

157,951 大阪府 大阪市住吉区 Ｐ＆Ｐながい 小売業 電化製品 5%

157,952 大阪府 大阪市住吉区 Ｐ＆Ｐ福岡 小売業 電化製品 5%

157,953 大阪府 大阪市住吉区 ビチパラディーソアウグーリオ サービス その他サービス 5%

157,954 大阪府 大阪市住吉区 美容室　ラ　シャンブル　Ｌａ　ｃｈａｍｂｒｅ サービス 理容・美容業 5%

157,955 大阪府 大阪市住吉区 ひろ乃屋　住吉店 サービス 飲食業 5%

157,956 大阪府 大阪市住吉区 ＢＯＵＬＡＮＧＥＲＩＥＢｏｎｎｅ サービス 飲食業 5%

157,957 大阪府 大阪市住吉区 フォトスタジオナカニシ サービス その他サービス 5%

157,958 大阪府 大阪市住吉区 ＦＵｊｉＹＡ　産地直送のオーガニック野菜の店 小売業 食料品 5%

157,959 大阪府 大阪市住吉区 Ｆｒｅｅ／ｚ　【フリーズ】 サービス 理容・美容業 5%

157,960 大阪府 大阪市住吉区 株式会社ポジティブライト サービス その他サービス 5%

157,961 大阪府 大阪市住吉区 古川無線 小売業 電化製品 5%

157,962 大阪府 大阪市住吉区 雑貨Ｆｒｅｄｄｏ 小売業 衣料品 5%
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157,963 大阪府 大阪市住吉区 ＨａｉＲ＆ＦａｃｅＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

157,964 大阪府 大阪市住吉区 ｈａｉｒｓｔｕｄｉｏＡＩＲ’Ｓ サービス 理容・美容業 5%

157,965 大阪府 大阪市住吉区 ＨａｉｒＭａｋｅＰｒｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

157,966 大阪府 大阪市住吉区 平八産業株式会社 小売業 衣料品 5%

157,967 大阪府 大阪市住吉区 弁光鍼灸院 サービス その他サービス 5%

157,968 大阪府 大阪市住吉区 星乃王子 小売業 その他小売 5%

157,969 大阪府 大阪市住吉区 ＢＯＮＦＩＲＥＨＯＳＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

157,970 大阪府 大阪市住吉区 ＢＯＮＦＩＲＥＨＯＳＴＥＬＯＳＡＫＡ サービス その他サービス 5%

157,971 大阪府 大阪市住吉区 Ｂｏｎｆｉｒｅ　Ｈｏｓｔｅｌ　ｏｓａｋａ　Ｂｏｎｆｉｒｅ　Ｈｏｓｔｅｌ　ｏｓａｋａ サービス 宿泊業 5%

157,972 大阪府 大阪市住吉区 まつ富久 サービス 飲食業 5%

157,973 大阪府 大阪市住吉区 ｍａｒｃｏ サービス 理容・美容業 5%

157,974 大阪府 大阪市住吉区 丸清電化 小売業 電化製品 5%

157,975 大阪府 大阪市住吉区 ｍｅａｇｏ 小売業 衣料品 5%

157,976 大阪府 大阪市住吉区 南大阪ヤクルト販売 あびこ 小売業 食料品 5%

157,977 大阪府 大阪市住吉区 南大阪ヤクルト販売 秋桜 小売業 食料品 5%

157,978 大阪府 大阪市住吉区 南埜タクシー サービス 運輸業 5%

157,979 大阪府 大阪市住吉区 モン・アヴァンティ　帝塚山店 小売業 衣料品 5%

157,980 大阪府 大阪市住吉区 やきま専科 サービス 飲食業 5%

157,981 大阪府 大阪市住吉区 ユミサカグチ 小売業 衣料品 5%

157,982 大阪府 大阪市住吉区 Ｒａｖｉｅ【ラヴィ】 サービス 理容・美容業 5%

157,983 大阪府 大阪市住吉区 ｒｅｔｅｎｔｉｓ 小売業 その他小売 5%

157,984 大阪府 大阪市住吉区 ＬＵＭＯＲＥ サービス 理容・美容業 5%

157,985 大阪府 大阪市住吉区 ｌｅＬｉ サービス 理容・美容業 5%

157,986 大阪府 大阪市住吉区 株式会社ＲＯＳＡ管理 サービス その他サービス 5%

157,987 大阪府 大阪市住吉区 ＬＯＨＡＳ サービス 理容・美容業 5%

157,988 大阪府 大阪市大正区 アジアンスタンド　キリーク　Ｔｈａｉ サービス 飲食業 5%

157,989 大阪府 大阪市大正区 遊心 サービス 飲食業 5%

157,990 大阪府 大阪市大正区 居酒屋　遊心（あそびごころ） サービス 飲食業 5%

157,991 大阪府 大阪市大正区 居酒屋じゅん平 サービス 飲食業 5%

157,992 大阪府 大阪市大正区 イズミ電化 小売業 電化製品 5%

157,993 大阪府 大阪市大正区 出光大正橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

157,994 大阪府 大阪市大正区 いとう仏壇 小売業 家具・調度品 5%

157,995 大阪府 大阪市大正区 Ｉｗａｓａ サービス その他サービス 5%

157,996 大阪府 大阪市大正区 ヴェリブ　ジャポン　ヴェリブ大正 サービス その他サービス 5%

157,997 大阪府 大阪市大正区 Ｍ　ｔｗｏ　Ｈａｉｒ　エムツーヘアー サービス 理容・美容業 5%

157,998 大阪府 大阪市大正区 王将　泉尾店 サービス 飲食業 5%

157,999 大阪府 大阪市大正区 王将　大正店 サービス 飲食業 5%

158,000 大阪府 大阪市大正区 セブン－イレブン大阪泉尾４丁目店 小売業 食料品 2%

158,001 大阪府 大阪市大正区 セブン－イレブン大阪小林東３丁目店 小売業 食料品 2%

158,002 大阪府 大阪市大正区 セブン－イレブン大阪三軒家東５丁目店 小売業 食料品 2%

158,003 大阪府 大阪市大正区 セブン－イレブン大阪三軒家東４丁目店 小売業 食料品 2%

158,004 大阪府 大阪市大正区 セブン－イレブン大阪三泉市場通店 小売業 食料品 2%
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158,005 大阪府 大阪市大正区 セブン－イレブン大阪千島１丁目店 小売業 食料品 2%

158,006 大阪府 大阪市大正区 セブン－イレブン大阪千島３丁目店 小売業 食料品 2%

158,007 大阪府 大阪市大正区 セブン－イレブン大阪鶴町１丁目店 小売業 食料品 2%

158,008 大阪府 大阪市大正区 セブン－イレブン大阪鶴町３丁目店 小売業 食料品 2%

158,009 大阪府 大阪市大正区 セブン－イレブン大阪南恩加島１丁目店 小売業 食料品 2%

158,010 大阪府 大阪市大正区 セブン－イレブン大阪南恩加島４丁目店 小売業 食料品 2%

158,011 大阪府 大阪市大正区 大本オートサービス 小売業 その他小売 5%

158,012 大阪府 大阪市大正区 ＫＡＺＵ 小売業 衣料品 5%

158,013 大阪府 大阪市大正区 かたおかでんき　比嘉店 小売業 電化製品 5%

158,014 大阪府 大阪市大正区 Ｃｕｔ　Ｓａｌｏｎ　ＳＥＴＯ サービス 理容・美容業 5%

158,015 大阪府 大阪市大正区 株式会社栄光堂印刷所 サービス その他サービス 5%

158,016 大阪府 大阪市大正区 株式会社港南タイヤ 小売業 その他小売 5%

158,017 大阪府 大阪市大正区 漢方のまさえ堂薬局 小売業 その他小売 5%

158,018 大阪府 大阪市大正区 株式会社ユニバーサルマネジメント サービス その他サービス 5%

158,019 大阪府 大阪市大正区 ＫＹＯＥＩオート 小売業 その他小売 5%

158,020 大阪府 大阪市大正区 業務スーパー大正けいさつ前店 小売業 食料品 2%

158,021 大阪府 大阪市大正区 Ｇａｌｅｒａ　ｃｌｉｍｂｉｎｇ　ｇｙｍ サービス その他サービス 5%

158,022 大阪府 大阪市大正区 米一米穀店 小売業 食料品 5%

158,023 大阪府 大阪市大正区 サイクルショップ フリー 小売業 その他小売 5%

158,024 大阪府 大阪市大正区 自転車屋　スパイキー 小売業 その他小売 5%

158,025 大阪府 大阪市大正区 じゃんぼ總本店　JR大正駅前店 サービス 飲食業 5%

158,026 大阪府 大阪市大正区 じゃんぼ總本店　大正泉尾店 サービス 飲食業 5%

158,027 大阪府 大阪市大正区 Ｓｈｏｔ Ｂａｒ Ｆｌｉｐ?Ｆｌａｐ サービス 飲食業 5%

158,028 大阪府 大阪市大正区 しんやでんき 小売業 電化製品 5%

158,029 大阪府 大阪市大正区 睡眠考房まつい　ふとん屋のおっちゃんの店　睡眠考房まつい 小売業 その他小売 5%

158,030 大阪府 大阪市大正区 スーパーポテト 大正店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

158,031 大阪府 大阪市大正区 スマイル大正本店 小売業 衣料品 5%

158,032 大阪府 大阪市大正区 大正サイクル 小売業 その他小売 5%

158,033 大阪府 大阪市大正区 大正酒場　なかの サービス 飲食業 5%

158,034 大阪府 大阪市大正区 大正　酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

158,035 大阪府 大阪市大正区 大正薬局 小売業 その他小売 5%

158,036 大阪府 大阪市大正区 大福タクシー サービス 運輸業 5%

158,037 大阪府 大阪市大正区 ぢどり亭大正駅前店 サービス 飲食業 2%

158,038 大阪府 大阪市大正区 ＤＩＧＤＩＧＢＲＯＴＨＥＲＳ＊ 小売業 衣料品 5%

158,039 大阪府 大阪市大正区 パール化粧品店 サービス その他サービス 5%

158,040 大阪府 大阪市大正区 馬肉専門　ダークホース サービス 飲食業 5%

158,041 大阪府 大阪市大正区 ビストロ　ベッセ・ヴォワール サービス 飲食業 5%

158,042 大阪府 大阪市大正区 ビストロベッセ　ヴォワール サービス 飲食業 5%

158,043 大阪府 大阪市大正区 ひろ整体院 サービス その他サービス 5%

158,044 大阪府 大阪市大正区 ひろ整体院 サービス その他サービス 5%

158,045 大阪府 大阪市大正区 ＰＯＵＳＳＩＮ 小売業 食料品 5%

158,046 大阪府 大阪市大正区 フェイシャル専門サロン ＲＥＣＩＡ サービス 理容・美容業 5%
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158,047 大阪府 大阪市大正区 フェイシャル専門サロンＲＥＣＩＡ サービス 理容・美容業 5%

158,048 大阪府 大阪市大正区 カレイド 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,049 大阪府 大阪市大正区 ＨＡＩＲ ＳＰＡＣＥ Ｇｉｖｅ Ｇｉｖｅ大正店 サービス 理容・美容業 5%

158,050 大阪府 大阪市大正区 北海道料理　楠 サービス 飲食業 5%

158,051 大阪府 大阪市大正区 ＰｏｍＰａＤ‘ｏｒｅ サービス その他サービス 5%

158,052 大阪府 大阪市大正区 前田ボールト サービス その他サービス 5%

158,053 大阪府 大阪市大正区 南大阪ヤクルト販売 南恩加島 小売業 食料品 5%

158,054 大阪府 大阪市大正区 南大阪ヤクルト販売 新大正 小売業 食料品 5%

158,055 大阪府 大阪市大正区 焼肉五苑　大正店 サービス 飲食業 5%

158,056 大阪府 大阪市大正区 ヤスイデンキ 小売業 電化製品 5%

158,057 大阪府 大阪市大正区 ヤスダ洋服店 小売業 衣料品 5%

158,058 大阪府 大阪市大正区 ヨジマ商事株式会社 サービス その他サービス 5%

158,059 大阪府 大阪市大正区 Ｒｕｉ＆Ａｇｕｒｉ 小売業 その他小売 5%

158,060 大阪府 大阪市大正区 Ｗｉｌｄｅ サービス その他サービス 5%

158,061 大阪府 大阪市中央区 一般社団法人日本現代美術振興協会 サービス その他サービス 5%

158,062 大阪府 大阪市中央区 アールアールアール サービス 理容・美容業 5%

158,063 大阪府 大阪市中央区 ＲＢＴＸＣＯ  アールビーティ  ＲＢＴＸＣＯ 小売業 衣料品 5%

158,064 大阪府 大阪市中央区 アイバス サービス その他サービス 5%

158,065 大阪府 大阪市中央区 ｉｖｙａｎｄｎａｖｙ 小売業 衣料品 5%

158,066 大阪府 大阪市中央区 ａｉｍａＦＩＴ サービス その他サービス 5%

158,067 大阪府 大阪市中央区 ＧＲＡＣｉＡ サービス 理容・美容業 5%

158,068 大阪府 大阪市中央区 アイラッシュ専門店グラシアス心斎橋店 サービス その他サービス 5%

158,069 大阪府 大阪市中央区 ａｉｒｏｕ【アイルー】 サービス 理容・美容業 5%

158,070 大阪府 大阪市中央区 青空はっぱなっぱ サービス 飲食業 5%

158,071 大阪府 大阪市中央区 青空はっぱなっぱ　有機野菜といよ高原豚の蒸し料理店 サービス 飲食業 5%

158,072 大阪府 大阪市中央区 アカカベ アカカベ薬局淡路町店 小売業 その他小売 5%

158,073 大阪府 大阪市中央区 アカカベ　船場店 小売業 その他小売 5%

158,074 大阪府 大阪市中央区 アカデミーカフェ サービス 飲食業 5%

158,075 大阪府 大阪市中央区 ＡＭＢＩＶＡＬＥＮＴＳＥＳＳＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

158,076 大阪府 大阪市中央区 Ａｑｕａｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

158,077 大阪府 大阪市中央区 Ａｒｋｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ難波 サービス その他サービス 5%

158,078 大阪府 大阪市中央区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ａｎｅｌａ心斎橋 サービス 理容・美容業 5%

158,079 大阪府 大阪市中央区 アクロス 小売業 衣料品 5%

158,080 大阪府 大阪市中央区 味庵やわらぎの郷 サービス 飲食業 5%

158,081 大阪府 大阪市中央区 味味鳥 サービス 飲食業 5%

158,082 大阪府 大阪市中央区 翌檜会 サービス その他サービス 5%

158,083 大阪府 大阪市中央区 Ａ－ｄａｎ サービス その他サービス 5%

158,084 大阪府 大阪市中央区 ａｄｄ サービス 理容・美容業 5%

158,085 大阪府 大阪市中央区 アットワン　日本橋駅前店 サービス その他サービス 5%

158,086 大阪府 大阪市中央区 ＵＰＲＩＧＨＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,087 大阪府 大阪市中央区 肴　あわ鷹 サービス 飲食業 5%

158,088 大阪府 大阪市中央区 肴　あわ鷹 サービス 飲食業 5%
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158,089 大阪府 大阪市中央区 アトリエエスカルゴ 小売業 衣料品 5%

158,090 大阪府 大阪市中央区 アトリエＫ　ＡｔｅｌｉｅｒＫ 小売業 その他小売 5%

158,091 大阪府 大阪市中央区 ａｔｅｌｉｅｒ　Ｆｉｎｃｈ　外用 小売業 衣料品 5%

158,092 大阪府 大阪市中央区 アトリエユカ 小売業 衣料品 5%

158,093 大阪府 大阪市中央区 Ａｎａｔｒａ 小売業 衣料品 5%

158,094 大阪府 大阪市中央区 ａｖａｎｔ　【アバント】 サービス 理容・美容業 5%

158,095 大阪府 大阪市中央区 ａｖａｎｔ ａｖａｎｔ サービス 理容・美容業 5%

158,096 大阪府 大阪市中央区 Ａｂｉｓ　Ｈａｌｔｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

158,097 大阪府 大阪市中央区 Ａｆｆｅｔｔｏ サービス 飲食業 5%

158,098 大阪府 大阪市中央区 Ａｐｒｉｔｅ サービス 飲食業 5%

158,099 大阪府 大阪市中央区 ａｍｕ??ａｍｕ 小売業 衣料品 5%

158,100 大阪府 大阪市中央区 ＡｍｏＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

158,101 大阪府 大阪市中央区 アランジアロンゾ大阪本店 小売業 衣料品 5%

158,102 大阪府 大阪市中央区 アリアーヌ 小売業 衣料品 5%

158,103 大阪府 大阪市中央区 アリーズヘア　ａｌｌｙｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

158,104 大阪府 大阪市中央区 アリエッタホテル大阪 サービス 宿泊業 5%

158,105 大阪府 大阪市中央区 アリヤギャラリー 小売業 その他小売 5%

158,106 大阪府 大阪市中央区 ＡＬＬＵＲＥｈａｉｒ?ｌｕｃｅ? サービス 理容・美容業 5%

158,107 大阪府 大阪市中央区 アリル　ブルー　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

158,108 大阪府 大阪市中央区 アルゴプレイス 小売業 家具・調度品 5%

158,109 大阪府 大阪市中央区 ａｒｂｒｅ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇ サービス 理容・美容業 5%

158,110 大阪府 大阪市中央区 Ａｒｌｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

158,111 大阪府 大阪市中央区 アロマオイルリンパエステ晴れ古都 サービス その他サービス 5%

158,112 大阪府 大阪市中央区 アロマラボ大阪 小売業 衣料品 5%

158,113 大阪府 大阪市中央区 あわび村　心斎橋店 サービス 飲食業 5%

158,114 大阪府 大阪市中央区 アンエイ淀屋橋店 小売業 その他小売 5%

158,115 大阪府 大阪市中央区 アン・ジョーヌドラゴ サービス 理容・美容業 5%

158,116 大阪府 大阪市中央区 ＡＮＴＥＮＡ　ＳＱＵＡＲＥ サービス 理容・美容業 5%

158,117 大阪府 大阪市中央区 ＆Ｄｏ＇ｓＮｉｋｏ サービス その他サービス 5%

158,118 大阪府 大阪市中央区 ＆ＡＮＤＨＯＳＴＥＬＨＯＭＭＡＣＨＩＥＡＳＴ サービス その他サービス 5%

158,119 大阪府 大阪市中央区 ＆ｌｏｔｔｉｅ 小売業 衣料品 5%

158,120 大阪府 大阪市中央区 優宝 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,121 大阪府 大阪市中央区 あんばい サービス 飲食業 5%

158,122 大阪府 大阪市中央区 アンプラグ 小売業 衣料品 5%

158,123 大阪府 大阪市中央区 イースクラム 小売業 電化製品 5%

158,124 大阪府 大阪市中央区 ｉｉｄｅ サービス 理容・美容業 5%

158,125 大阪府 大阪市中央区 ｅ?ｆａｃｅ サービス その他サービス 5%

158,126 大阪府 大阪市中央区 ｅ－ｈｏｓｔｅｌ心斎橋 サービス 宿泊業 5%

158,127 大阪府 大阪市中央区 ＹＥＬＬＯＷ　ＡＰＥ　ＣＲＡＦＴ サービス 飲食業 5%

158,128 大阪府 大阪市中央区 活伊勢海老料理中納言大阪千日前味楽館 サービス 飲食業 5%

158,129 大阪府 大阪市中央区 いけす活魚料理・やぐら亭　南店 サービス 飲食業 5%

158,130 大阪府 大阪市中央区 ＥＱＵＡＬＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%
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158,131 大阪府 大阪市中央区 居酒屋＆カフェ門 サービス 飲食業 5%

158,132 大阪府 大阪市中央区 居酒屋　まんまん　堺筋本町店 サービス 飲食業 5%

158,133 大阪府 大阪市中央区 石橋楽器　心斎橋店 小売業 その他小売 5%

158,134 大阪府 大阪市中央区 ｉｓｔａ 小売業 衣料品 5%

158,135 大阪府 大阪市中央区 ｉｓｍ サービス 理容・美容業 5%

158,136 大阪府 大阪市中央区 板前焼肉　一雅 サービス 飲食業 5%

158,137 大阪府 大阪市中央区 イタリアン魚酒場ＡＬＢＥＲＴＡｎａｍｂａ サービス 飲食業 5%

158,138 大阪府 大阪市中央区 イタリアン大衆酒場アルバータ サービス 飲食業 5%

158,139 大阪府 大阪市中央区 ｉｔｔｏｔｏｗａ サービス 理容・美容業 5%

158,140 大阪府 大阪市中央区 出光セルフ谷町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

158,141 大阪府 大阪市中央区 出光本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

158,142 大阪府 大阪市中央区 出光松屋町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

158,143 大阪府 大阪市中央区 糸果 サービス その他サービス 5%

158,144 大阪府 大阪市中央区 犬猫養生のお店ほしまる 小売業 その他小売 5%

158,145 大阪府 大阪市中央区 Ｉｍｍｕｎｉｔｙ＋ サービス その他サービス 5%

158,146 大阪府 大阪市中央区 ｉｍａｍｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

158,147 大阪府 大阪市中央区 癒し空間『ＬＥＯＮ２５』 サービス 理容・美容業 5%

158,148 大阪府 大阪市中央区 癒しの匠『朗笑』 サービス 理容・美容業 5%

158,149 大阪府 大阪市中央区 癒まほら　心斎橋店 サービス その他サービス 5%

158,150 大阪府 大阪市中央区 イル・チェントリーノ サービス 飲食業 5%

158,151 大阪府 大阪市中央区 ｉｌｌｕ　ｈａｉｒ　ＧＡＲＤＥＮ サービス 理容・美容業 5%

158,152 大阪府 大阪市中央区 ｉｌｌｕ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

158,153 大阪府 大阪市中央区 ＩＷＡＳＡなんばＳｋｙＯ店 小売業 衣料品 5%

158,154 大阪府 大阪市中央区 インディバアロマサロンモンレーヴ サービス 理容・美容業 5%

158,155 大阪府 大阪市中央区 VANQUISH 心斎橋 BIG STEP 小売業 衣料品 5%

158,156 大阪府 大阪市中央区 ヴィアス心斎橋店 サービス その他サービス 5%

158,157 大阪府 大阪市中央区 ウィークリー翔ホテルなんば サービス 宿泊業 5%

158,158 大阪府 大阪市中央区 ｖｉｖａｃｃｈｕｓ サービス 飲食業 5%

158,159 大阪府 大阪市中央区 ヴィヴィアン　大阪ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

158,160 大阪府 大阪市中央区 Ｖｉｓｉｏｎｓ 小売業 その他小売 5%

158,161 大阪府 大阪市中央区 ｗ／ｏ　ｓｔａｎｄ　心斎橋 サービス 飲食業 5%

158,162 大阪府 大阪市中央区 ウィル・スキル・アソシエイト株式会社 サービス その他サービス 5%

158,163 大阪府 大阪市中央区 ＷｏｍａｎＣａｒｅパレ サービス 理容・美容業 5%

158,164 大阪府 大阪市中央区 （株）ウェストコーポレーション サービス 飲食業 5%

158,165 大阪府 大阪市中央区 うえろくカメラ サービス その他サービス 5%

158,166 大阪府 大阪市中央区 ウォーターワールド大阪 小売業 その他小売 5%

158,167 大阪府 大阪市中央区 ＶＯＣＥ サービス その他サービス 5%

158,168 大阪府 大阪市中央区 うお熊 サービス 飲食業 5%

158,169 大阪府 大阪市中央区 魚心　南店 サービス 飲食業 5%

158,170 大阪府 大阪市中央区 魚心南店 サービス 飲食業 5%

158,171 大阪府 大阪市中央区 ｗａｎｔぁ サービス 飲食業 5%

158,172 大阪府 大阪市中央区 ＵＯＭＩＫＩ サービス その他サービス 5%
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158,173 大阪府 大阪市中央区 味酒かむなび サービス 飲食業 5%

158,174 大阪府 大阪市中央区 ｕｒａａｇｕｒａ サービス 飲食業 5%

158,175 大阪府 大阪市中央区 うろこ屋 サービス 飲食業 5%

158,176 大阪府 大阪市中央区 一般社団法人運命美容協会 サービス その他サービス 5%

158,177 大阪府 大阪市中央区 エイジヘアー サービス 理容・美容業 5%

158,178 大阪府 大阪市中央区 ｅｕ北浜店 小売業 衣料品 5%

158,179 大阪府 大阪市中央区 Ａ　Ｉ 小売業 衣料品 5%

158,180 大阪府 大阪市中央区 ＡＦＣ不動産 サービス その他サービス 5%

158,181 大阪府 大阪市中央区 ａｅｅｓ?ｇｙｍ サービス その他サービス 5%

158,182 大阪府 大阪市中央区 エーストラベル サービス その他サービス 5%

158,183 大阪府 大阪市中央区 ＡＤＳＲ 小売業 衣料品 5%

158,184 大阪府 大阪市中央区 エクセルブレーン株式会社 サービス その他サービス 5%

158,185 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＥＸＣＥＬＬＥＮＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,186 大阪府 大阪市中央区 ｅｃｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

158,187 大阪府 大阪市中央区 ｅｃｌａｔ　【エクラ】 サービス 理容・美容業 5%

158,188 大阪府 大阪市中央区 エクリュー　ニューオータニ店 小売業 衣料品 5%

158,189 大阪府 大阪市中央区 ｅｔｈｉｃａ　【エシカ】 サービス 理容・美容業 5%

158,190 大阪府 大阪市中央区 エスアールアイトレーディング 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,191 大阪府 大阪市中央区 エスカイヤクラブ　宗右衛門町店４Ｆ サービス 飲食業 5%

158,192 大阪府 大阪市中央区 エスカイヤクラブ　宗右衛門町店５Ｆ サービス 飲食業 5%

158,193 大阪府 大阪市中央区 エスカイヤクラブ　難波８Ｆ サービス 飲食業 5%

158,194 大阪府 大阪市中央区 エスカイヤクラブ　難波６Ｆ サービス 飲食業 5%

158,195 大阪府 大阪市中央区 エスカイヤクラブ　南店 サービス 飲食業 5%

158,196 大阪府 大阪市中央区 エスカリエ 小売業 衣料品 5%

158,197 大阪府 大阪市中央区 エスケイ インターナショナル サービス 飲食業 5%

158,198 大阪府 大阪市中央区 ｅｓｃａｐｅｓ 小売業 衣料品 5%

158,199 大阪府 大阪市中央区 有限会社康徳商事（エステサロンツツイ） サービス 理容・美容業 5%

158,200 大阪府 大阪市中央区 エステティックサロン　Ｐｕｒｕｎｅ サービス 理容・美容業 5%

158,201 大阪府 大阪市中央区 エステティックマダムテルコ サービス 理容・美容業 5%

158,202 大阪府 大阪市中央区 エステ・ド・ヒロ サービス 理容・美容業 5%

158,203 大阪府 大阪市中央区 ｅｓｔｒａｔｔｏ 小売業 衣料品 5%

158,204 大阪府 大阪市中央区 エスネイル大阪店 サービス 理容・美容業 5%

158,205 大阪府 大阪市中央区 エスプリ　周防町店 サービス 飲食業 5%

158,206 大阪府 大阪市中央区 エスプリ　南店 サービス 飲食業 5%

158,207 大阪府 大阪市中央区 ＥＤＷＩＮ なんばマルイ店 小売業 衣料品 5%

158,208 大阪府 大阪市中央区 Ａｎｙｓバーガー サービス 飲食業 5%

158,209 大阪府 大阪市中央区 縁の サービス 飲食業 5%

158,210 大阪府 大阪市中央区 エヌワイ・オフィスサポート サービス その他サービス 5%

158,211 大阪府 大阪市中央区 戎橋　英夢 小売業 その他小売 5%

158,212 大阪府 大阪市中央区 ｅｐｉｃ　【エピック】 サービス 理容・美容業 5%

158,213 大阪府 大阪市中央区 ＦＸ教室魔女の一撃 サービス その他サービス 5%

158,214 大阪府 大阪市中央区 ｅｆｆｏｒｔｌｅｓｓｌｉｆｅｌａｂｏ 小売業 衣料品 5%
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158,215 大阪府 大阪市中央区 ＡＩＭＡＮＴ サービス 理容・美容業 5%

158,216 大阪府 大阪市中央区 ＭＨＯＭＥＳＴＡＹ サービス その他サービス 5%

158,217 大阪府 大阪市中央区 ＡｉｍｅｒＬｅＢｏｎｈｅｕｒ サービス その他サービス 5%

158,218 大阪府 大阪市中央区 エルマーズグリーン サービス 飲食業 5%

158,219 大阪府 大阪市中央区 ｅｎＷＳＰ ｅｎＷＳＰ 心斎橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,220 大阪府 大阪市中央区 ｅｎｗｓｐ　心斎橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,221 大阪府 大阪市中央区 ＥＭＢＡＮＫＭＥＮＴ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

158,222 大阪府 大阪市中央区 Ｏ．Ｅ．Ｃランゲージサービス　難波校 サービス その他サービス 5%

158,223 大阪府 大阪市中央区 Ｏ．Ｅ．Ｃ．ランゲージサービス　心斎橋校 サービス その他サービス 5%

158,224 大阪府 大阪市中央区 欧風食堂 曽和料理店 サービス 飲食業 5%

158,225 大阪府 大阪市中央区 欧風食堂　曽和料理店 サービス 飲食業 5%

158,226 大阪府 大阪市中央区 近江牛専門店　万葉まえだ亭 サービス 飲食業 5%

158,227 大阪府 大阪市中央区 ｏｒｇａｎｉｃ＆ｎａｔｕｒａｌｓａｌｏｎｔｒｅｓｏｒ サービス 理容・美容業 5%

158,228 大阪府 大阪市中央区 ＯＲＧＡＮＩＣ　ＢＬＵＥ 小売業 衣料品 5%

158,229 大阪府 大阪市中央区 大阪ＡＫＡＭＡＲＵ　船場店 サービス 飲食業 5%

158,230 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪安土町１丁目店 小売業 食料品 2%

158,231 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪淡路町２丁目店 小売業 食料品 2%

158,232 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪淡路町４丁目店 小売業 食料品 2%

158,233 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪内久宝寺町４丁目店 小売業 食料品 2%

158,234 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪内本町２丁目店 小売業 食料品 2%

158,235 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪大手橋前店 小売業 食料品 2%

158,236 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪大手前１丁目店 小売業 食料品 2%

158,237 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪瓦町４丁目店 小売業 食料品 2%

158,238 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪瓦屋町３丁目店 小売業 食料品 2%

158,239 大阪府 大阪市中央区 ＯｓａｋａＫｉｔｃｈｅｎ サービス その他サービス 5%

158,240 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪久太郎町１丁目店 小売業 食料品 2%

158,241 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪久太郎町４丁目店 小売業 食料品 2%

158,242 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪高麗橋２丁目店 小売業 食料品 2%

158,243 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪堺筋本町店 小売業 食料品 2%

158,244 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪島町１丁目店 小売業 食料品 2%

158,245 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪島町２丁目店 小売業 食料品 2%

158,246 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪証券取引所ビル店 小売業 食料品 2%

158,247 大阪府 大阪市中央区 大阪然 サービス 飲食業 5%

158,248 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪宗右衛門町店 小売業 食料品 2%

158,249 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪谷町９丁目店 小売業 食料品 2%

158,250 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪谷町３丁目店 小売業 食料品 2%

158,251 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪谷町７丁目店 小売業 食料品 2%

158,252 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪谷町２丁目店 小売業 食料品 2%

158,253 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪谷町６丁目店 小売業 食料品 2%

158,254 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪玉造１丁目店 小売業 食料品 2%

158,255 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪玉造２丁目店 小売業 食料品 2%

158,256 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪天満橋京町店 小売業 食料品 2%
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158,257 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪道頓堀２丁目店 小売業 食料品 2%

158,258 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪常盤町１丁目店 小売業 食料品 2%

158,259 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪道修町１丁目店 小売業 食料品 2%

158,260 大阪府 大阪市中央区 大阪トンテキなんば　なんばウォーク店 サービス 飲食業 5%

158,261 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪難波なんさん通り店 小売業 食料品 2%

158,262 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪西心斎橋１丁目店 小売業 食料品 2%

158,263 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪日本橋駅東店 小売業 食料品 2%

158,264 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪日本橋駅前店 小売業 食料品 2%

158,265 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪農人橋１丁目店 小売業 食料品 2%

158,266 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪東心斎橋１丁目店 小売業 食料品 2%

158,267 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪平野町３丁目店 小売業 食料品 2%

158,268 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪平野町２丁目店 小売業 食料品 2%

158,269 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪伏見町３丁目店 小売業 食料品 2%

158,270 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪南久宝寺町１丁目店 小売業 食料品 2%

158,271 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪南久宝寺町３丁目店 小売業 食料品 2%

158,272 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪南久宝寺町２丁目店 小売業 食料品 2%

158,273 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪南船場１丁目店 小売業 食料品 2%

158,274 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪南船場２丁目店 小売業 食料品 2%

158,275 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪南船場４丁目店 小売業 食料品 2%

158,276 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン大阪南本町２丁目店 小売業 食料品 2%

158,277 大阪府 大阪市中央区 オーシャンテーブル ＭＡ なべや大阪店 サービス 飲食業 5%

158,278 大阪府 大阪市中央区 ＡｕｓｔｈａｉｒＬｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

158,279 大阪府 大阪市中央区 オーパスワン サービス 飲食業 5%

158,280 大阪府 大阪市中央区 ｏｈｍｙｎａｉｌｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

158,281 大阪府 大阪市中央区 ＯＨ！ＭＹ　ＢＥＥＦ！天満橋 サービス 飲食業 5%

158,282 大阪府 大阪市中央区 ＡＬＬＧＯＯＤＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

158,283 大阪府 大阪市中央区 ＡＬＬ ＧＯＯＤ ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

158,284 大阪府 大阪市中央区 ＯＬＤＢＡＲマツミヤ サービス 飲食業 5%

158,285 大阪府 大阪市中央区 Ａｌｍｏｓｔ　Ｆａｍｏｕｓ サービス 飲食業 5%

158,286 大阪府 大阪市中央区 岡田崇法律事務所 サービス その他サービス 5%

158,287 大阪府 大阪市中央区 岡田崇法律事務所 サービス その他サービス 5%

158,288 大阪府 大阪市中央区 ＯＸＹＭＯＲＯＮ北浜 サービス 飲食業 5%

158,289 大阪府 大阪市中央区 オクト株式会社 小売業 その他小売 5%

158,290 大阪府 大阪市中央区 お好み鉄板酒場どら十 サービス 飲食業 5%

158,291 大阪府 大阪市中央区 お好み焼ハチマル 鉄板一筋ハチマル サービス 飲食業 5%

158,292 大阪府 大阪市中央区 ｏｓａｍｐｏ 小売業 衣料品 5%

158,293 大阪府 大阪市中央区 42610 サービス 飲食業 5%

158,294 大阪府 大阪市中央区 御食事処きんぐ サービス 飲食業 5%

158,295 大阪府 大阪市中央区 ＯＳＣＡＲＤＥＳＩＧＮＯＦＩＣＣＥ 小売業 衣料品 5%

158,296 大阪府 大阪市中央区 オステリアニンナナンナ サービス 飲食業 5%

158,297 大阪府 大阪市中央区 オズ　なんばウォーク店 サービス その他サービス 5%

158,298 大阪府 大阪市中央区 オックスフォード 小売業 衣料品 5%
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158,299 大阪府 大阪市中央区 Ｏｇｇｉ　【オッジ】 サービス 理容・美容業 5%

158,300 大阪府 大阪市中央区 オーデマピゲ大阪 小売業 その他小売 2%

158,301 大阪府 大阪市中央区 おでんすみ吉心斉橋 サービス 飲食業 5%

158,302 大阪府 大阪市中央区 ＯＮＩＧＩＲＩ　ＢＵＲＧＥＲ サービス 飲食業 5%

158,303 大阪府 大阪市中央区 おひとりせき喫茶店　ｃｏｒｏ サービス 飲食業 5%

158,304 大阪府 大阪市中央区 ＯｆｆｉｃｅＮＯＢ サービス その他サービス 5%

158,305 大阪府 大阪市中央区 ＯＦＦ?ＫＡｉ！！　ＯＳＡＫＡ サービス 理容・美容業 5%

158,306 大阪府 大阪市中央区 Ｏｐｔｒｏｏｍ サービス その他サービス 5%

158,307 大阪府 大阪市中央区 おやつｃａｆｅ　ＨＯＬＩＣ サービス 飲食業 5%

158,308 大阪府 大阪市中央区 オリーブ サービス 飲食業 5%

158,309 大阪府 大阪市中央区 オリーブ心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

158,310 大阪府 大阪市中央区 ＯｒｉＯｒｉ 小売業 衣料品 5%

158,311 大阪府 大阪市中央区 オリックスレンタカー北浜店 サービス その他サービス 2%

158,312 大阪府 大阪市中央区 オリックスレンタカー長堀橋駅前店 サービス その他サービス 2%

158,313 大阪府 大阪市中央区 株式会社オルタナコーポレーション 小売業 衣料品 5%

158,314 大阪府 大阪市中央区 オルフィゴルフスタジオ本町 サービス その他サービス 5%

158,315 大阪府 大阪市中央区 卸の丸大　１Ｆ 小売業 衣料品 5%

158,316 大阪府 大阪市中央区 卸の丸大　８Ｆ 小売業 衣料品 5%

158,317 大阪府 大阪市中央区 卸の丸大 ６Ｆ 小売業 衣料品 5%

158,318 大阪府 大阪市中央区 オンクレール サービス その他サービス 5%

158,319 大阪府 大阪市中央区 ガーデン心斎橋 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,320 大阪府 大阪市中央区 カード王　難波店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

158,321 大阪府 大阪市中央区 海源物流株式会社 小売業 家具・調度品 5%

158,322 大阪府 大阪市中央区 介護のキャンパス サービス その他サービス 5%

158,323 大阪府 大阪市中央区 海鮮居酒屋遊魚 サービス 飲食業 5%

158,324 大阪府 大阪市中央区 懐楽料理おかん サービス 飲食業 5%

158,325 大阪府 大阪市中央区 カイロス 小売業 衣料品 5%

158,326 大阪府 大阪市中央区 楓庵 小売業 その他小売 5%

158,327 大阪府 大阪市中央区 かごの屋清水谷高校前店 サービス 飲食業 5%

158,328 大阪府 大阪市中央区 かごの屋（００５） サービス 飲食業 5%

158,329 大阪府 大阪市中央区 かじや町加寸’吉 サービス 飲食業 5%

158,330 大阪府 大阪市中央区 カジュアルバー・ジェファーソン サービス 飲食業 5%

158,331 大阪府 大阪市中央区 豚の串焼きがじゅまる サービス 飲食業 5%

158,332 大阪府 大阪市中央区 菓匠館　福壽堂秀信 小売業 食料品 5%

158,333 大阪府 大阪市中央区 花心 南店 サービス 飲食業 5%

158,334 大阪府 大阪市中央区 花心　南店 サービス 飲食業 5%

158,335 大阪府 大阪市中央区 ｋａｚ　ｃｙｃｌｅ 小売業 その他小売 5%

158,336 大阪府 大阪市中央区 ＣＡＳＳＥ－ＣＲＯＵＴＥ サービス 飲食業 5%

158,337 大阪府 大阪市中央区 ＫＡＺＵＮ 小売業 衣料品 5%

158,338 大阪府 大阪市中央区 カッシーナ・イクスシー　大阪店 小売業 家具・調度品 5%

158,339 大阪府 大阪市中央区 ｇａｔｔｏ 小売業 衣料品 5%

158,340 大阪府 大阪市中央区 加藤時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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158,341 大阪府 大阪市中央区 カドー　大阪本社 小売業 衣料品 5%

158,342 大阪府 大阪市中央区 カドリーナ 小売業 衣料品 5%

158,343 大阪府 大阪市中央区 蟹奉行　宗右衛門町店 サービス 飲食業 5%

158,344 大阪府 大阪市中央区 蟹奉行　なんば千日前店 サービス 飲食業 5%

158,345 大阪府 大阪市中央区 かねよし旅館 サービス 宿泊業 5%

158,346 大阪府 大阪市中央区 かのや篠原 サービス 飲食業 5%

158,347 大阪府 大阪市中央区 ＣａｆｅＡｄｏｍａｎｉ サービス 飲食業 5%

158,348 大阪府 大阪市中央区 カフェ英國屋心斎橋店 サービス 飲食業 5%

158,349 大阪府 大阪市中央区 カフェ英國屋なんば本社店 サービス 飲食業 5%

158,350 大阪府 大阪市中央区 ｃａｆｅ　２０２ サービス 飲食業 5%

158,351 大阪府 大阪市中央区 Ｃａｆｅ　ＢＩＧＯＵＤＥＮ サービス 飲食業 5%

158,352 大阪府 大阪市中央区 グラード 小売業 衣料品 5%

158,353 大阪府 大阪市中央区 株式会社　食玩王国　食玩王国 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

158,354 大阪府 大阪市中央区 株式会社　仲庭總本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,355 大阪府 大阪市中央区 株式会社アジアホットトラベルージャパン サービス その他サービス 5%

158,356 大阪府 大阪市中央区 株式会社アシスト サービス その他サービス 5%

158,357 大阪府 大阪市中央区 株式会社アバンティオ サービス その他サービス 5%

158,358 大阪府 大阪市中央区 株式会社イースマイル サービス その他サービス 5%

158,359 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｅｘｉｔ． サービス その他サービス 5%

158,360 大阪府 大阪市中央区 株式会社池田自動車 サービス その他サービス 5%

158,361 大阪府 大阪市中央区 株式会社池部楽器店 ドラムステーション大阪プレミアム 小売業 その他小売 5%

158,362 大阪府 大阪市中央区 株式会社池部楽器店 プレミアムベース 小売業 その他小売 5%

158,363 大阪府 大阪市中央区 株式会社池部楽器店 プレミアムギターズ１Ｆ 小売業 その他小売 5%

158,364 大阪府 大阪市中央区 株式会社石原商店 小売業 その他小売 5%

158,365 大阪府 大阪市中央区 株式会社イルサルト 小売業 衣料品 5%

158,366 大阪府 大阪市中央区 株式会社岩商 小売業 電化製品 5%

158,367 大阪府 大阪市中央区 株式会社映磁エレクトロニツク 小売業 電化製品 5%

158,368 大阪府 大阪市中央区 株式会社オールインワン サービス 運輸業 5%

158,369 大阪府 大阪市中央区 株式会社カワイ繊維 小売業 衣料品 5%

158,370 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｇｌｅｅ不動産 サービス その他サービス 5%

158,371 大阪府 大阪市中央区 株式会社グローリフーズ　黒門ふる里の香り 小売業 食料品 5%

158,372 大阪府 大阪市中央区 株式会社クロスウォーク サービス その他サービス 5%

158,373 大阪府 大阪市中央区 株式会社光貴 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,374 大阪府 大阪市中央区 株式会社神戸屋 サービス その他サービス 5%

158,375 大阪府 大阪市中央区 株式会社コーラル 小売業 衣料品 5%

158,376 大阪府 大阪市中央区 株式会社コステック サービス その他サービス 5%

158,377 大阪府 大阪市中央区 株式会社櫻井新 小売業 衣料品 5%

158,378 大阪府 大阪市中央区 株式会社山河古書象々 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

158,379 大阪府 大阪市中央区 株式会社三武上六店 株式会社三武本店 小売業 その他小売 5%

158,380 大阪府 大阪市中央区 株式会社ジェイ　アール　イーコーポレイション　本店 サービス その他サービス 5%

158,381 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＪＰビルド サービス その他サービス 5%

158,382 大阪府 大阪市中央区 スマイルマーケティング サービス その他サービス 5%
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158,383 大阪府 大阪市中央区 株式会社スリィインフィニティー 小売業 その他小売 5%

158,384 大阪府 大阪市中央区 株式会社セブンスハウス サービス その他サービス 5%

158,385 大阪府 大阪市中央区 株式会社千田 小売業 その他小売 5%

158,386 大阪府 大阪市中央区 株式会社タオトンヴィラｓｔｕｄｉｏ６ サービス その他サービス 5%

158,387 大阪府 大阪市中央区 株式会社武島合同オフィス サービス その他サービス 5%

158,388 大阪府 大阪市中央区 ダスノン サービス その他サービス 5%

158,389 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＷＷＣ サービス その他サービス 5%

158,390 大阪府 大阪市中央区 株式会社ディアワールド 小売業 その他小売 5%

158,391 大阪府 大阪市中央区 ＤＫ２ サービス その他サービス 5%

158,392 大阪府 大阪市中央区 株式会社ティケイケイ サービス その他サービス 5%

158,393 大阪府 大阪市中央区 株式会社ティスタ 小売業 衣料品 5%

158,394 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＴＲＹＡＮＧＬＥ＆ＣＯ． 小売業 家具・調度品 5%

158,395 大阪府 大阪市中央区 ナニワネーム 小売業 衣料品 5%

158,396 大阪府 大阪市中央区 株式会社生川商店 小売業 その他小売 5%

158,397 大阪府 大阪市中央区 株式会社ニュータイムズ サービス その他サービス 5%

158,398 大阪府 大阪市中央区 株式会社バイタルフォース 小売業 その他小売 5%

158,399 大阪府 大阪市中央区 バゼーヌ 小売業 衣料品 5%

158,400 大阪府 大阪市中央区 株式会社万雄 小売業 家具・調度品 5%

158,401 大阪府 大阪市中央区 ビエスト化粧品 小売業 家具・調度品 5%

158,402 大阪府 大阪市中央区 株式会社フリービジネス サービス その他サービス 5%

158,403 大阪府 大阪市中央区 株式会社フルカウント 小売業 衣料品 5%

158,404 大阪府 大阪市中央区 前山４ 小売業 衣料品 5%

158,405 大阪府 大阪市中央区 株式会社松葉堂商会 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,406 大阪府 大阪市中央区 株式会社丸善 小売業 衣料品 5%

158,407 大阪府 大阪市中央区 株式会社夢地哉 小売業 衣料品 5%

158,408 大阪府 大阪市中央区 株式会社夢地哉アンナ 小売業 衣料品 5%

158,409 大阪府 大阪市中央区 株式会社メガジェンジャパン サービス その他サービス 5%

158,410 大阪府 大阪市中央区 株式会社森の印刷屋 サービス その他サービス 5%

158,411 大阪府 大阪市中央区 株式会社ヤコト サービス 理容・美容業 5%

158,412 大阪府 大阪市中央区 株式会社和田厨房道具 小売業 電化製品 5%

158,413 大阪府 大阪市中央区 株式会社クレッシェンドツアーズ サービス その他サービス 5%

158,414 大阪府 大阪市中央区 カプセル朝日（ＮＯ－ＳＨＯＷ） サービス 宿泊業 5%

158,415 大阪府 大阪市中央区 カプセルホテル朝日プラザ心斎橋 サービス 宿泊業 5%

158,416 大阪府 大阪市中央区 ｃａｐａｃｉｏｕｓ サービス その他サービス 5%

158,417 大阪府 大阪市中央区 カポクラッセ サービス 飲食業 5%

158,418 大阪府 大阪市中央区 釜戸ダイニング縁 サービス 飲食業 5%

158,419 大阪府 大阪市中央区 カミノザ サービス 飲食業 5%

158,420 大阪府 大阪市中央区 亀田徹税理士事務所 サービス その他サービス 5%

158,421 大阪府 大阪市中央区 ＫＡＲＡＯＫＥ＆ＤＡＲＴＳＰＬＵＳ サービス その他サービス 5%

158,422 大阪府 大阪市中央区 カラオケパセラなんば道頓堀 サービス 飲食業 5%

158,423 大阪府 大阪市中央区 カラオケパセラなんば道頓堀 サービス 飲食業 5%

158,424 大阪府 大阪市中央区 カラオケパセラなんば道頓堀 サービス 飲食業 5%
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158,425 大阪府 大阪市中央区 カラオケパセラなんば道頓堀 サービス 飲食業 5%

158,426 大阪府 大阪市中央区 カラオケＰＬＵＳ サービス その他サービス 5%

158,427 大阪府 大阪市中央区 ＤＡＲＴＳＬＩＦＥＰＬＵＳ サービス その他サービス 5%

158,428 大阪府 大阪市中央区 体と顔のあんまマッサージ専門店からかお サービス 理容・美容業 5%

158,429 大阪府 大阪市中央区 空堀ナショナルセンター 小売業 電化製品 5%

158,430 大阪府 大阪市中央区 カルティ　アール　ホテル サービス 宿泊業 5%

158,431 大阪府 大阪市中央区 ＧＡＲＡＧＥ３９ サービス 飲食業 5%

158,432 大阪府 大阪市中央区 カレー専門店ｂ サービス 飲食業 5%

158,433 大阪府 大阪市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　ＯＢＰツイン２１店 サービス 飲食業 2%

158,434 大阪府 大阪市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中央区堺筋本町店 サービス 飲食業 2%

158,435 大阪府 大阪市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中央区谷町二丁目店 サービス 飲食業 2%

158,436 大阪府 大阪市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　中央区日本橋１丁目店 サービス 飲食業 2%

158,437 大阪府 大阪市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中央区南船場三丁目店 サービス 飲食業 2%

158,438 大阪府 大阪市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中央区本町４丁目店 サービス 飲食業 2%

158,439 大阪府 大阪市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋難波千日前店 サービス 飲食業 2%

158,440 大阪府 大阪市中央区 河内洋画材料店 小売業 衣料品 5%

158,441 大阪府 大阪市中央区 株式会社かわべフードサービス サービス 飲食業 5%

158,442 大阪府 大阪市中央区 韓国家庭料理専門店さらんばん サービス 飲食業 5%

158,443 大阪府 大阪市中央区 神宗　淀屋橋店 小売業 食料品 5%

158,444 大阪府 大阪市中央区 カンティーヌドゥデリス サービス 飲食業 5%

158,445 大阪府 大阪市中央区 かんてきや　安土 サービス 飲食業 5%

158,446 大阪府 大阪市中央区 かんてきや　要 サービス 飲食業 5%

158,447 大阪府 大阪市中央区 かんてきや　瓦町店 サービス 飲食業 5%

158,448 大阪府 大阪市中央区 韓日館 サービス 飲食業 5%

158,449 大阪府 大阪市中央区 カンプリ北浜店 サービス その他サービス 5%

158,450 大阪府 大阪市中央区 カンプリ堺筋本町店 サービス その他サービス 5%

158,451 大阪府 大阪市中央区 カンプリ本町店 サービス その他サービス 5%

158,452 大阪府 大阪市中央区 カンプリマイドームおおさか前店 サービス その他サービス 5%

158,453 大阪府 大阪市中央区 カンプリ南・心斎橋店 サービス その他サービス 5%

158,454 大阪府 大阪市中央区 韓和Ｄｉｎｉｎｇいと サービス 飲食業 5%

158,455 大阪府 大阪市中央区 喜界島担々麺香 サービス 飲食業 5%

158,456 大阪府 大阪市中央区 ＫＩＫＵＮＯＢＵ 大阪 小売業 衣料品 5%

158,457 大阪府 大阪市中央区 きくや筆本舗 小売業 その他小売 5%

158,458 大阪府 大阪市中央区 ｇｉｇｇｌｅ サービス 理容・美容業 5%

158,459 大阪府 大阪市中央区 季節料理いちい　季節料理いちい サービス 飲食業 5%

158,460 大阪府 大阪市中央区 季節料理つくし サービス 飲食業 5%

158,461 大阪府 大阪市中央区 北浜酒場　福力 サービス 飲食業 5%

158,462 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン北浜道修町通店 小売業 食料品 2%

158,463 大阪府 大阪市中央区 ＫＩＣＨＩＲＩ サービス 飲食業 5%

158,464 大阪府 大阪市中央区 ＫＩＣＨＩＲＩ難波駅前 サービス 飲食業 5%

158,465 大阪府 大阪市中央区 喫茶メルシー　喫茶メルシー サービス 飲食業 5%

158,466 大阪府 大阪市中央区 ｋｉｔｃｈｅｎｔｅｒａ サービス 飲食業 5%
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158,467 大阪府 大阪市中央区 Ｋｉｔｃｈｅｎ和 本店 サービス 飲食業 5%

158,468 大阪府 大阪市中央区 地酒海鮮きときと サービス 飲食業 5%

158,469 大阪府 大阪市中央区 絹の店クボ大阪店 小売業 衣料品 5%

158,470 大阪府 大阪市中央区 ＱｕｉＦｅｕＱｕｉ サービス 飲食業 5%

158,471 大阪府 大阪市中央区 氣　まぐれ本舗 小売業 その他小売 5%

158,472 大阪府 大阪市中央区 有限会社きものことぶき 小売業 衣料品 5%

158,473 大阪府 大阪市中央区 きもの丸盛 小売業 衣料品 5%

158,474 大阪府 大阪市中央区 Ｃａｓｔｌｅ大阪本町オフィス サービス その他サービス 5%

158,475 大阪府 大阪市中央区 ギャラリー・アビィ サービス その他サービス 5%

158,476 大阪府 大阪市中央区 ＧＡＬＬＥＲＹ　Ｔ．Ｋ．ＡＲＴ 小売業 その他小売 5%

158,477 大阪府 大阪市中央区 合同会社キャリアプラン サービス その他サービス 5%

158,478 大阪府 大阪市中央区 キュアバンダリン サービス 理容・美容業 5%

158,479 大阪府 大阪市中央区 牛一道頓堀 サービス 飲食業 5%

158,480 大阪府 大阪市中央区 牛角　なんば千日前店 サービス 飲食業 2%

158,481 大阪府 大阪市中央区 九州干物市場わだち 堺筋本町店 サービス 飲食業 5%

158,482 大阪府 大阪市中央区 キューティフラッシュ 小売業 衣料品 5%

158,483 大阪府 大阪市中央区 京都勝牛なんば戎橋店 サービス 飲食業 5%

158,484 大阪府 大阪市中央区 京都かつひろデリカテッセン サービス 飲食業 5%

158,485 大阪府 大阪市中央区 業務スーパー松屋町筋本町橋店 小売業 食料品 2%

158,486 大阪府 大阪市中央区 今日もここで サービス 飲食業 5%

158,487 大阪府 大阪市中央区 玉林堂 小売業 衣料品 5%

158,488 大阪府 大阪市中央区 Ｋｉｒａｒｉ サービス 飲食業 5%

158,489 大阪府 大阪市中央区 極味焼肉　牛吾 サービス 飲食業 5%

158,490 大阪府 大阪市中央区 金久右衛門　道頓堀店 サービス 飲食業 5%

158,491 大阪府 大阪市中央区 吟酒海楽 和 サービス 飲食業 5%

158,492 大阪府 大阪市中央区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ心斎橋店 小売業 その他小売 5%

158,493 大阪府 大阪市中央区 ＱＵＥＥＮＥＹＥＳ戎橋 小売業 その他小売 5%

158,494 大阪府 大阪市中央区 Ｑｕｅｅｎ｀ｓ サービス その他サービス 5%

158,495 大阪府 大阪市中央区 ＣＲＹＤＤＥＲＩ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

158,496 大阪府 大阪市中央区 空音　ｋｕ?ｎｅ サービス 飲食業 5%

158,497 大阪府 大阪市中央区 クウネルキッチン サービス 飲食業 5%

158,498 大阪府 大阪市中央区 ククル 小売業 その他小売 5%

158,499 大阪府 大阪市中央区 串揚げかしむら サービス 飲食業 5%

158,500 大阪府 大阪市中央区 串カツ居酒屋　心斎橋のおあしす サービス 飲食業 5%

158,501 大阪府 大阪市中央区 くし焼　狄　淡路町店 サービス 飲食業 5%

158,502 大阪府 大阪市中央区 串焼きｉｐｐｏｎ サービス 飲食業 5%

158,503 大阪府 大阪市中央区 ｇｏｏｄｓｈｏｔ サービス その他サービス 5%

158,504 大阪府 大阪市中央区 ＧＯＯＤＮＩＣＨＥ 小売業 衣料品 5%

158,505 大阪府 大阪市中央区 ｋｕｂｏｃｌａｓｓｉｃｓｔｙｌｅ 小売業 衣料品 5%

158,506 大阪府 大阪市中央区 一般社団法人国際クラヴマガ協会 サービス その他サービス 5%

158,507 大阪府 大阪市中央区 グラシア 小売業 その他小売 5%

158,508 大阪府 大阪市中央区 Ｇｌａｓｓｅｓ　サ　エ　ラ サービス その他サービス 5%
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158,509 大阪府 大阪市中央区 グラフィック・オン・デマンド 小売業 衣料品 5%

158,510 大阪府 大阪市中央区 クラブドゥダイビングセンター 小売業 その他小売 5%

158,511 大阪府 大阪市中央区 グラムスタイル サービス 理容・美容業 5%

158,512 大阪府 大阪市中央区 ＧＲＡＮＳＰＡ サービス 理容・美容業 5%

158,513 大阪府 大阪市中央区 ＣＬＥＡＲ 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,514 大阪府 大阪市中央区 クリアアップ株式会社 小売業 衣料品 5%

158,515 大阪府 大阪市中央区 ｃｒｅａｍ 小売業 衣料品 5%

158,516 大阪府 大阪市中央区 ｇｒｅｅｎ　【グリーン】 サービス 理容・美容業 5%

158,517 大阪府 大阪市中央区 グリーンビーンズパーラー 小売業 食料品 5%

158,518 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブンクリスタ長堀ウエストタウン店 小売業 食料品 2%

158,519 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブンクリスタ長堀セントラル店 小売業 食料品 2%

158,520 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブンクリスタ長堀店 小売業 食料品 2%

158,521 大阪府 大阪市中央区 ＣＲＩＴＴＥＲＳ　ＰＩＺＺＡ サービス 飲食業 5%

158,522 大阪府 大阪市中央区 ＣＲＩＴＴＥＲＳ　ＢＵＲＧＥＲ サービス 飲食業 5%

158,523 大阪府 大阪市中央区 クリニカルサロンＫＯＭＡＣＨＩ サービス 理容・美容業 5%

158,524 大阪府 大阪市中央区 ごちそうとビールグリルｄｅ谷町 サービス 飲食業 5%

158,525 大阪府 大阪市中央区 ｇｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

158,526 大阪府 大阪市中央区 Ｃｒｅｄｏ サービス その他サービス 5%

158,527 大阪府 大阪市中央区 ｇｌｏｂａｌｓｗｉｔｃｈ 小売業 衣料品 5%

158,528 大阪府 大阪市中央区 ｅｎａｗＡ 小売業 衣料品 5%

158,529 大阪府 大阪市中央区 クロロフイル上本町美顔教室 小売業 その他小売 5%

158,530 大阪府 大阪市中央区 ＣＡＲＥ　心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

158,531 大阪府 大阪市中央区 ケアハンズ サービス 理容・美容業 5%

158,532 大阪府 大阪市中央区 経営とデザイン サービス その他サービス 5%

158,533 大阪府 大阪市中央区 Ｋ－ｔｗｏ　エフェクト サービス 理容・美容業 5%

158,534 大阪府 大阪市中央区 Ｋ－ｔｗｏＳｈｉｎｓａｉｂａｓ サービス 理容・美容業 5%

158,535 大阪府 大阪市中央区 劇団往来 サービス その他サービス 5%

158,536 大阪府 大阪市中央区 ＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥＢ＇ｓＦｉｖｅⅡ サービス その他サービス 5%

158,537 大阪府 大阪市中央区 ゲストハウス　プレゴ サービス 飲食業 5%

158,538 大阪府 大阪市中央区 ＫＥＮＮＹａｓｉａ サービス 飲食業 5%

158,539 大阪府 大阪市中央区 Ｋｅｍａｒｉ８７ ＫＩＳＨＩＳＰＯ 心斎橋店 小売業 衣料品 5%

158,540 大阪府 大阪市中央区 健菜天 佳川 サービス 飲食業 5%

158,541 大阪府 大阪市中央区 乾山　ホテルニューオータニ大阪店 サービス 飲食業 5%

158,542 大阪府 大阪市中央区 ＫＥＮＺＯ サービス 飲食業 5%

158,543 大阪府 大阪市中央区 コ・イ・ノール 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,544 大阪府 大阪市中央区 ハワイアンジュエリー専門店アロハギフト 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,545 大阪府 大阪市中央区 光寿治療院 サービス 理容・美容業 5%

158,546 大阪府 大阪市中央区 鴻盛園 サービス 飲食業 5%

158,547 大阪府 大阪市中央区 こうたりや大阪本店 小売業 衣料品 5%

158,548 大阪府 大阪市中央区 合同会社鋼月堂 小売業 その他小売 5%

158,549 大阪府 大阪市中央区 合同会社ＧＳ管理 サービス その他サービス 5%

158,550 大阪府 大阪市中央区 神戸ベニヤ 小売業 衣料品 5%
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158,551 大阪府 大阪市中央区 幸民 サービス 飲食業 5%

158,552 大阪府 大阪市中央区 光養 小売業 その他小売 5%

158,553 大阪府 大阪市中央区 高麗橋はらはち サービス 飲食業 5%

158,554 大阪府 大阪市中央区 Ｇｏ　Ｇｏ　パクチー サービス 飲食業 5%

158,555 大阪府 大阪市中央区 ＧＯＬＤ サービス 理容・美容業 5%

158,556 大阪府 大阪市中央区 小顔矯正専門サロンｊｕｍａｒｉ サービス 理容・美容業 5%

158,557 大阪府 大阪市中央区 小顔コルギ＆ビューティＬａＶｉｅＣｌａｉｒｅラヴィクレール サービス 理容・美容業 5%

158,558 大阪府 大阪市中央区 小顔全身骨格矯正研究所 サービス 理容・美容業 5%

158,559 大阪府 大阪市中央区 極厚焼豚ラーメン　天翔 サービス 飲食業 5%

158,560 大阪府 大阪市中央区 ＣＯ　ＣＯ　ＷＥＳＴ株式会社 小売業 その他小売 5%

158,561 大阪府 大阪市中央区 ホワイトハウス芦屋店 サービス 理容・美容業 5%

158,562 大阪府 大阪市中央区 個室酒房・旬彩　南禅 サービス 飲食業 5%

158,563 大阪府 大阪市中央区 ごちそうダイニングたからや サービス 飲食業 5%

158,564 大阪府 大阪市中央区 ごちそうダイニング　たからや サービス 飲食業 5%

158,565 大阪府 大阪市中央区 Ｇｏｔｔｉｅ’ｓ　ＢＥＥＦ淀屋橋ｏｄｏｎａ サービス 飲食業 5%

158,566 大阪府 大阪市中央区 Ｋ２ＦＡＣＴＯＲＹＫＯＲＥＡＮＤＩＮＩＮＧ サービス 飲食業 5%

158,567 大阪府 大阪市中央区 ＣＯＮＹｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

158,568 大阪府 大阪市中央区 小林中央治療院 サービス その他サービス 5%

158,569 大阪府 大阪市中央区 コポ　戎橋店 小売業 衣料品 5%

158,570 大阪府 大阪市中央区 コポ　北心斎橋店 小売業 衣料品 5%

158,571 大阪府 大阪市中央区 コポ　難波なんなん店 小売業 衣料品 5%

158,572 大阪府 大阪市中央区 コポ　南心斎橋店 小売業 衣料品 5%

158,573 大阪府 大阪市中央区 コホロＥＧコーヒーカウンター 小売業 衣料品 5%

158,574 大阪府 大阪市中央区 ｋｏｍｍ　ｈｅｒ サービス 理容・美容業 5%

158,575 大阪府 大阪市中央区 湖陽樹（コヨウジュ）　谷町店 サービス 飲食業 5%

158,576 大阪府 大阪市中央区 こりあん堂治療院 サービス 理容・美容業 5%

158,577 大阪府 大阪市中央区 コンセントカフェ サービス 飲食業 5%

158,578 大阪府 大阪市中央区 コンセントカフェ サービス 飲食業 5%

158,579 大阪府 大阪市中央区 ＣＯＮＴＲＡＩＬ サービス その他サービス 5%

158,580 大阪府 大阪市中央区 こんぶ土居 サービス その他サービス 5%

158,581 大阪府 大阪市中央区 ＴＨＥ ＶＥＲＤＡＮＴ ＣＩＴＹ 小売業 その他小売 5%

158,582 大阪府 大阪市中央区 Ｔｈｅ　ｋｙｓ サービス 理容・美容業 5%

158,583 大阪府 大阪市中央区 ＴＨＩＲＤ　ＰＬＡＣＥ サービス 飲食業 5%

158,584 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＳＡＡＮＯ 小売業 その他小売 5%

158,585 大阪府 大阪市中央区 堺筋幸作 サービス 飲食業 5%

158,586 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン堺筋本町南店 小売業 食料品 2%

158,587 大阪府 大阪市中央区 サカイトレーディング サービス その他サービス 5%

158,588 大阪府 大阪市中央区 酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

158,589 大阪府 大阪市中央区 ＴＨＥＱＵＥ サービス 理容・美容業 5%

158,590 大阪府 大阪市中央区 ｓａｋｕｒａ サービス 飲食業 5%

158,591 大阪府 大阪市中央区 酒呑総合窓口スラッシュ サービス 飲食業 5%

158,592 大阪府 大阪市中央区 ザ・セラーズ　南店 サービス 飲食業 5%
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158,593 大阪府 大阪市中央区 雑貨と喫茶とギャラリーと ひなた 小売業 その他小売 5%

158,594 大阪府 大阪市中央区 ＳＡＡＤ　大阪心斎橋ロンコート 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,595 大阪府 大阪市中央区 郷音 サービス 飲食業 5%

158,596 大阪府 大阪市中央区 ザ　ビー大阪御堂筋　ｔｈｅ　ｂ　ｏｓａｋａ　ｍｉｄｏｓｕｊｉ サービス 宿泊業 5%

158,597 大阪府 大阪市中央区 サファイア サービス 運輸業 5%

158,598 大阪府 大阪市中央区 ザフレンチブルー サービス 飲食業 2%

158,599 大阪府 大阪市中央区 ＴＨＥＬＩＶＥＬＹＨＯＮＭＡＣＨＩＯＳＡＫＡ サービス その他サービス 5%

158,600 大阪府 大阪市中央区 茶寮つぼ市製茶本舗 なんば店 サービス 飲食業 5%

158,601 大阪府 大阪市中央区 サルトリアラファニエロ 小売業 衣料品 5%

158,602 大阪府 大阪市中央区 さるやみ堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

158,603 大阪府 大阪市中央区 ザ・ロイヤル　千日店 サービス 飲食業 5%

158,604 大阪府 大阪市中央区 ザ・ロイヤル　宗右衛門町店 サービス 飲食業 5%

158,605 大阪府 大阪市中央区 ＳＡＬＯＮ　ＳＨＵＨＡＲＩ サービス その他サービス 5%

158,606 大阪府 大阪市中央区 ｓａｌｏｎ　ＭＥＮＫＡＳＯＨ サービス 理容・美容業 5%

158,607 大阪府 大阪市中央区 サロン・ド・ガトー　アンジュ サービス 飲食業 5%

158,608 大阪府 大阪市中央区 ＳＡＬＯＮＧＩＳＥＬＬＥ サービス 理容・美容業 5%

158,609 大阪府 大阪市中央区 ｓａｌｏｎｄｅｎａｔｓｕ サービス 理容・美容業 5%

158,610 大阪府 大阪市中央区 ザ・ワインバー　宗右衛門町店 サービス 飲食業 5%

158,611 大阪府 大阪市中央区 ザ・ワインバー　難波店 サービス 飲食業 5%

158,612 大阪府 大阪市中央区 三喜商事　催事 サービス その他サービス 5%

158,613 大阪府 大阪市中央区 サンクアイ 小売業 衣料品 5%

158,614 大阪府 大阪市中央区 産直酒場　馬と魚　本町店 サービス 飲食業 5%

158,615 大阪府 大阪市中央区 株式会社サンナカ 小売業 衣料品 5%

158,616 大阪府 大阪市中央区 サンワ スポーツ タータスストアー大阪 小売業 その他小売 5%

158,617 大阪府 大阪市中央区 ＧＲｃａｆｅｔｅｒｒａｃｅ サービス 飲食業 5%

158,618 大阪府 大阪市中央区 ＣＩＳＬ 小売業 衣料品 5%

158,619 大阪府 大阪市中央区 ＣＥサロンｍｏｏｉ サービス その他サービス 5%

158,620 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＣＢＦ 小売業 衣料品 5%

158,621 大阪府 大阪市中央区 ＣＰ：サロン心斎橋店 サービス その他サービス 5%

158,622 大阪府 大阪市中央区 ＣＦｌａｔ サービス 飲食業 5%

158,623 大阪府 大阪市中央区 Ｊ＆Ｃ サービス その他サービス 5%

158,624 大阪府 大阪市中央区 ＪＢＳクロス 小売業 その他小売 5%

158,625 大阪府 大阪市中央区 ＣＩＥＬ　ｎａｍｂａ サービス 理容・美容業 5%

158,626 大阪府 大阪市中央区 ＣＩＥＬ　難波店 サービス 理容・美容業 5%

158,627 大阪府 大阪市中央区 ＣＩＥＬ心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

158,628 大阪府 大阪市中央区 ＣＩＥＬ　難波店　【シエルナンバテン】 サービス 理容・美容業 5%

158,629 大阪府 大阪市中央区 ＣＩＥＬ　ｎａｍｂａ＋ サービス 理容・美容業 5%

158,630 大阪府 大阪市中央区 シェルネルなんば　ｂｙＷＢＦ サービス 宿泊業 5%

158,631 大阪府 大阪市中央区 ＳｈｅｌｌＢｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

158,632 大阪府 大阪市中央区 四季彩炭美処ゆうや　玉屋町店 サービス 飲食業 5%

158,633 大阪府 大阪市中央区 （株）シグロプランニング 小売業 衣料品 5%

158,634 大阪府 大阪市中央区 自習室天馬館　天満橋ＯＭＭビル サービス その他サービス 5%
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158,635 大阪府 大阪市中央区 自然館 小売業 食料品 5%

158,636 大阪府 大阪市中央区 自然食美容室つむぎ サービス 理容・美容業 5%

158,637 大阪府 大阪市中央区 自然派美容室つむぎ サービス 理容・美容業 5%

158,638 大阪府 大阪市中央区 ＺＩＸ　ｓｔｕｄｉｏ　ジックススタジオ サービス その他サービス 5%

158,639 大阪府 大阪市中央区 シティプラザ大阪 サービス 宿泊業 5%

158,640 大阪府 大阪市中央区 ｃｉｔｒｕｓｐａｐｅｒ 小売業 その他小売 5%

158,641 大阪府 大阪市中央区 ｃｉｔｒｕｓｐａｐｅｒイベント用 小売業 その他小売 5%

158,642 大阪府 大阪市中央区 シナジー サービス 飲食業 5%

158,643 大阪府 大阪市中央区 Ｃｈｉｎｏｎ 小売業 衣料品 5%

158,644 大阪府 大阪市中央区 島バル　ｂｕｂｂｌｅ　ｌｏｕｎｇｅ サービス 飲食業 5%

158,645 大阪府 大阪市中央区 ｓｉｍ＋ サービス 理容・美容業 5%

158,646 大阪府 大阪市中央区 Ｓｉｍ＋ サービス 理容・美容業 5%

158,647 大阪府 大阪市中央区 シモーヌマレー　心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

158,648 大阪府 大阪市中央区 華都飯店　本町ガーデンシティ店 サービス 飲食業 5%

158,649 大阪府 大阪市中央区 しゃぶしゃぶ 藤 しゃぶしゃぶ藤 サービス 飲食業 5%

158,650 大阪府 大阪市中央区 しゃぶ屋じろちゃん サービス 飲食業 5%

158,651 大阪府 大阪市中央区 Ｃｈａｐｅｌｉｅｒｃｏｅｕｒ 小売業 衣料品 5%

158,652 大阪府 大阪市中央区 ＪＡＭＭＩＮ 小売業 衣料品 5%

158,653 大阪府 大阪市中央区 ジャムズファクトリー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

158,654 大阪府 大阪市中央区 シャムロックンロールスター サービス 飲食業 5%

158,655 大阪府 大阪市中央区 シャンディ サービス 理容・美容業 5%

158,656 大阪府 大阪市中央区 光洋興業株式会社Ｊａｍｐａ サービス 飲食業 5%

158,657 大阪府 大阪市中央区 Ｊａｍｐａ　Ｊａｍｐａ サービス 飲食業 5%

158,658 大阪府 大阪市中央区 Ｃｈａｍｂｒｅ サービス 飲食業 5%

158,659 大阪府 大阪市中央区 じゃんぼ總本店　瓦屋町店 サービス 飲食業 5%

158,660 大阪府 大阪市中央区 じゃんぼ總本店　南久宝寺店 サービス 飲食業 5%

158,661 大阪府 大阪市中央区 舟コンサルティング株式会社 サービス その他サービス 5%

158,662 大阪府 大阪市中央区 JEWERY GLANZ 小売業 その他小売 5%

158,663 大阪府 大阪市中央区 ジュエリーエーコー 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,664 大阪府 大阪市中央区 ジーロンド 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,665 大阪府 大阪市中央区 朱歌酒尊Ｓｕｎｎｙ 本店 サービス 飲食業 5%

158,666 大阪府 大阪市中央区 ジュビラン 小売業 その他小売 5%

158,667 大阪府 大阪市中央区 ジュビリー　心斎橋本店 小売業 その他小売 5%

158,668 大阪府 大阪市中央区 ＧＩＵＬＩＥＴＴＡ サービス その他サービス 5%

158,669 大阪府 大阪市中央区 旬菜庵やなぎ サービス 飲食業 5%

158,670 大阪府 大阪市中央区 旬彩処典 サービス 飲食業 5%

158,671 大阪府 大阪市中央区 旬菜美酒　一華 サービス 飲食業 5%

158,672 大阪府 大阪市中央区 旬菜ゆうや　本店 サービス 飲食業 5%

158,673 大阪府 大阪市中央区 旬彩和食　万や サービス 飲食業 5%

158,674 大阪府 大阪市中央区 旬翔 サービス 飲食業 5%

158,675 大阪府 大阪市中央区 春陽堂薬局 小売業 その他小売 5%

158,676 大阪府 大阪市中央区 情熱バル　パシオン　ナンバ店 サービス 飲食業 5%
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158,677 大阪府 大阪市中央区 少年写真新聞社 株式会社少年写真新聞社大阪 サービス その他サービス 5%

158,678 大阪府 大阪市中央区 乗馬用品・馬具専門店　ジョッパーズ 小売業 その他小売 5%

158,679 大阪府 大阪市中央区 食彩酒房きみや サービス 飲食業 5%

158,680 大阪府 大阪市中央区 食彩酒房ごいちや サービス 飲食業 5%

158,681 大阪府 大阪市中央区 ショコラッタ サービス 飲食業 5%

158,682 大阪府 大阪市中央区 書肆喫茶ｍｏｒｉ サービス 飲食業 5%

158,683 大阪府 大阪市中央区 叙々苑　游玄亭　ホテルニューオオタニ大阪 サービス 飲食業 5%

158,684 大阪府 大阪市中央区 ＪＩＬＬｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

158,685 大阪府 大阪市中央区 しる芳 サービス 飲食業 5%

158,686 大阪府 大阪市中央区 シロクマ整体院 サービス その他サービス 5%

158,687 大阪府 大阪市中央区 キタバル サービス 飲食業 5%

158,688 大阪府 大阪市中央区 新健勝苑難波店 小売業 衣料品 5%

158,689 大阪府 大阪市中央区 心斎橋いまり サービス 飲食業 5%

158,690 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン心斎橋駅前店 小売業 食料品 2%

158,691 大阪府 大阪市中央区 心斎橋たにぐち サービス 飲食業 5%

158,692 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン心斎橋長堀通西店 小売業 食料品 2%

158,693 大阪府 大阪市中央区 心斎橋日本酒酒場キャンプ サービス 飲食業 5%

158,694 大阪府 大阪市中央区 心斎橋美容整体サロン サービス 理容・美容業 5%

158,695 大阪府 大阪市中央区 心斎橋本店焼肉一丁 サービス 飲食業 5%

158,696 大阪府 大阪市中央区 心斎橋ゆきざき 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,697 大阪府 大阪市中央区 紳士服　松崎 小売業 衣料品 5%

158,698 大阪府 大阪市中央区 新千歳商事株式会社 小売業 その他小売 5%

158,699 大阪府 大阪市中央区 心理カウンセリングのフルフィルメント サービス その他サービス 5%

158,700 大阪府 大阪市中央区 ＳＷＩＴＣＨ ＢＡＲ 東心斎橋 サービス 飲食業 5%

158,701 大阪府 大阪市中央区 水道救急サービス サービス その他サービス 5%

158,702 大阪府 大阪市中央区 スーパーポテト なんば店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

158,703 大阪府 大阪市中央区 末廣家 サービス 飲食業 5%

158,704 大阪府 大阪市中央区 株式会社スカイビジョンモバイル 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

158,705 大阪府 大阪市中央区 スキー用品専門店 タナベスポーツ ５階フロア 小売業 その他小売 5%

158,706 大阪府 大阪市中央区 スキンサポートセルビックサロン 小売業 その他小売 5%

158,707 大阪府 大阪市中央区 鮨きよ原 サービス 飲食業 5%

158,708 大阪府 大阪市中央区 ＳＵＳＨＩ＆ＧＲＩＬＬ　創蔵 サービス 飲食業 5%

158,709 大阪府 大阪市中央区 寿司処海どう サービス 飲食業 5%

158,710 大阪府 大阪市中央区 寿司処きっ粋 サービス 飲食業 5%

158,711 大阪府 大阪市中央区 すし処だいみょう南船場店 サービス 飲食業 5%

158,712 大阪府 大阪市中央区 寿し吉 サービス 飲食業 5%

158,713 大阪府 大阪市中央区 鈴木弦楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

158,714 大阪府 大阪市中央区 すずめの学校　難波店 サービス 飲食業 5%

158,715 大阪府 大阪市中央区 株式会社　スズヤ 小売業 食料品 5%

158,716 大阪府 大阪市中央区 スタイルアップ２１ サービス 理容・美容業 5%

158,717 大阪府 大阪市中央区 スタジオ２４６心斎橋 サービス その他サービス 5%

158,718 大阪府 大阪市中央区 スタジオ２４６ＮＡＭＢＡ サービス その他サービス 5%
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158,719 大阪府 大阪市中央区 スタジオリブ サービス その他サービス 5%

158,720 大阪府 大阪市中央区 ＳＴＵＤ サービス 理容・美容業 5%

158,721 大阪府 大阪市中央区 すたみな太郎ＮＥＸＴドン・キホーテ道頓堀 サービス 飲食業 5%

158,722 大阪府 大阪市中央区 ＳＴＡＹ　ＨＵＮＧＲＹ サービス 飲食業 5%

158,723 大阪府 大阪市中央区 ストラスブルゴ大阪メンズ 小売業 衣料品 5%

158,724 大阪府 大阪市中央区 ストラスブルゴ・ドンナ　心斎橋 小売業 衣料品 5%

158,725 大阪府 大阪市中央区 ストリングフォニック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

158,726 大阪府 大阪市中央区 ストレッチアップ 北浜店 サービス その他サービス 5%

158,727 大阪府 大阪市中央区 ＳＵＮＡＯ食堂 サービス 飲食業 5%

158,728 大阪府 大阪市中央区 スパニッシュバルパシオン西心斎橋店 サービス 飲食業 5%

158,729 大阪府 大阪市中央区 スペースバンク 小売業 家具・調度品 5%

158,730 大阪府 大阪市中央区 ｓｐｅｃｔｒｕｍｇａｌｌｅｒｙ サービス その他サービス 5%

158,731 大阪府 大阪市中央区 ＳｐｏｒｔｓＢａｒ－ＬＯＫＡＨＩ サービス 飲食業 5%

158,732 大阪府 大阪市中央区 スマイル　シェアリング株式会社 サービス その他サービス 5%

158,733 大阪府 大阪市中央区 スマホ修理工房 なんばウォーク店 サービス その他サービス 5%

158,734 大阪府 大阪市中央区 スマホスピタル難波　スマホスピタル難波 サービス その他サービス 5%

158,735 大阪府 大阪市中央区 Ｓｍｉｌ　【スミール】 サービス 理容・美容業 5%

158,736 大阪府 大阪市中央区 炭旬　谷町四丁目店 サービス 飲食業 5%

158,737 大阪府 大阪市中央区 炭とおいしいお酒のお台処晃 サービス 飲食業 5%

158,738 大阪府 大阪市中央区 炭火やきとり愛之助 サービス 飲食業 5%

158,739 大阪府 大阪市中央区 炭火焼鳥の店ささき　炭火焼鳥の店ささき サービス 飲食業 5%

158,740 大阪府 大阪市中央区 炭火やきとり森田 サービス その他サービス 5%

158,741 大阪府 大阪市中央区 炭火焼肉ホルモンじゃん サービス 飲食業 5%

158,742 大阪府 大阪市中央区 Ｓｕｌａ ｓｕｌａ サービス 飲食業 5%

158,743 大阪府 大阪市中央区 3D増毛gracias サービス その他サービス 5%

158,744 大阪府 大阪市中央区 Ｔｈｒｅｅ　Ｄｏｔｓ　Ｔｕｒｑｕｏｉｓｅ 小売業 衣料品 5%

158,745 大阪府 大阪市中央区 ＳＬＥＥＰ　ＮＡｉＬ　　スリープネイル サービス その他サービス 5%

158,746 大阪府 大阪市中央区 スリーエム　クイックオーダー　淀屋橋店 小売業 衣料品 5%

158,747 大阪府 大阪市中央区 生活彩家ＯＭＭビル店 小売業 その他小売 2%

158,748 大阪府 大阪市中央区 生活彩家ＯＢＰ店 小売業 その他小売 2%

158,749 大阪府 大阪市中央区 青藍 サービス 飲食業 5%

158,750 大阪府 大阪市中央区 税理士法人ＫＡＪＩグループ サービス その他サービス 5%

158,751 大阪府 大阪市中央区 税理士法人信和綜合会計事務所 サービス その他サービス 5%

158,752 大阪府 大阪市中央区 ＳｅｃｏｎｄＳｔａｔｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

158,753 大阪府 大阪市中央区 ＳｅｔＳａｌｏｎ　Ｃｏｌｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

158,754 大阪府 大阪市中央区 合同会社ＳｅｖｅｎＳｅａｓＰｌａｎｅｔ サービス その他サービス 5%

158,755 大阪府 大阪市中央区 株式会社セブンブリッジ 小売業 衣料品 5%

158,756 大阪府 大阪市中央区 Ｇｅｐｐｅｔｔｏ サービス 理容・美容業 5%

158,757 大阪府 大阪市中央区 セマンティックス サービス 理容・美容業 5%

158,758 大阪府 大阪市中央区 ＺｅｒｏＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ サービス その他サービス 5%

158,759 大阪府 大阪市中央区 泉州タオル　トレンドアイ 小売業 その他小売 5%

158,760 大阪府 大阪市中央区 仙寿堂薬局 小売業 その他小売 5%
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158,761 大阪府 大阪市中央区 先春園本店 小売業 食料品 5%

158,762 大阪府 大阪市中央区 千日前酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

158,763 大阪府 大阪市中央区 せんばキャラクターワールド 小売業 その他小売 5%

158,764 大阪府 大阪市中央区 痩身ラボ サービス 理容・美容業 5%

158,765 大阪府 大阪市中央区 そうるめいと サービス 飲食業 5%

158,766 大阪府 大阪市中央区 ｓｏｕｌｒｅｌａｘｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

158,767 大阪府 大阪市中央区 ソティス サービス 理容・美容業 5%

158,768 大阪府 大阪市中央区 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　心斎橋店 小売業 その他小売 5%

158,769 大阪府 大阪市中央区 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　難波店 小売業 その他小売 5%

158,770 大阪府 大阪市中央区 タイ王国古式マッサージ　パヤタイ サービス その他サービス 5%

158,771 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグウォーク店 小売業 その他小売 5%

158,772 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグウルトラ心斎橋店 小売業 その他小売 5%

158,773 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグウルトラナンバ店 小売業 その他小売 5%

158,774 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグえびすダイコク店 小売業 その他小売 5%

158,775 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ北心斎橋店 小売業 その他小売 5%

158,776 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ黒門市場店 小売業 その他小売 5%

158,777 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ黒門市場南店 小売業 その他小売 5%

158,778 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ島之内２丁目店 小売業 その他小売 5%

158,779 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ心斎橋長堀通店 小売業 その他小売 5%

158,780 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ心斎橋２丁目店 小売業 その他小売 5%

158,781 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ心斎橋三津寺店 小売業 その他小売 5%

158,782 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ千日前一丁目店 小売業 その他小売 5%

158,783 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ船場店 小売業 その他小売 5%

158,784 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ船場西店 小売業 その他小売 5%

158,785 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ宗右衛門町中央店 小売業 その他小売 5%

158,786 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ宗右衛門町西店 小売業 その他小売 5%

158,787 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ宗右衛門町東店 小売業 その他小売 5%

158,788 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ大えびす店 小売業 その他小売 5%

158,789 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ道頓堀中央店 小売業 その他小売 5%

158,790 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ道頓堀店 小売業 その他小売 5%

158,791 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ道頓堀御堂筋店 小売業 その他小売 5%

158,792 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ道頓堀南店 小売業 その他小売 5%

158,793 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ難波１丁目店 小売業 その他小売 5%

158,794 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ日本一店 小売業 その他小売 5%

158,795 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグＮＥＷ心斎橋店 小売業 その他小売 5%

158,796 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ東心斎橋２丁目店 小売業 その他小売 5%

158,797 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ本町店 小売業 その他小売 5%

158,798 大阪府 大阪市中央区 ダイコクドラッグ南久宝寺店 小売業 その他小売 5%

158,799 大阪府 大阪市中央区 大衆馬肉酒場　馬王　堺筋本町店 サービス 飲食業 5%

158,800 大阪府 大阪市中央区 泰昌閣 サービス 飲食業 5%

158,801 大阪府 大阪市中央区 大成商会 小売業 その他小売 5%

158,802 大阪府 大阪市中央区 ＤｉｎｉｎｇｃａｆｅＤＡＮ サービス 飲食業 5%
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158,803 大阪府 大阪市中央区 鯛之鯛　難波店 サービス 飲食業 5%

158,804 大阪府 大阪市中央区 ダイバーズスペースマリンブルー 小売業 その他小売 5%

158,805 大阪府 大阪市中央区 ダイビングプレイス大阪本町 サービス その他サービス 5%

158,806 大阪府 大阪市中央区 タイフードラウンジＤＥＥ　心斎橋本店 サービス 飲食業 5%

158,807 大阪府 大阪市中央区 ＴＩＭＥＢＯＭＢ　ＲＥＣＯＲＤＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

158,808 大阪府 大阪市中央区 大洋珈琲株式会社 小売業 食料品 5%

158,809 大阪府 大阪市中央区 高山堂　平野町店 小売業 食料品 5%

158,810 大阪府 大阪市中央区 タケウチ 小売業 家具・調度品 5%

158,811 大阪府 大阪市中央区 テイケイキッチン株式会社 サービス 飲食業 5%

158,812 大阪府 大阪市中央区 竹本ジュエル 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,813 大阪府 大阪市中央区 タナベスポーツ 小売業 その他小売 5%

158,814 大阪府 大阪市中央区 Ｄａｎｉｅｌ　Ｗｅｌｌｉｎｇｔｏｎ　心斎橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,815 大阪府 大阪市中央区 たに川 サービス 飲食業 5%

158,816 大阪府 大阪市中央区 Ｔａｎｉ９ＢａｃｋｐａｃｋｅｒｓＯｓａｋａ サービス その他サービス 5%

158,817 大阪府 大阪市中央区 谷町酒場　タニサカ サービス 飲食業 5%

158,818 大阪府 大阪市中央区 谷町ヌーボ　本店 サービス その他サービス 5%

158,819 大阪府 大阪市中央区 谷町ホルモン サービス 飲食業 5%

158,820 大阪府 大阪市中央区 ＴＡ　２６ サービス 飲食業 5%

158,821 大阪府 大阪市中央区 谷６Ｆａｂ 小売業 その他小売 5%

158,822 大阪府 大阪市中央区 田畑株式会社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

158,823 大阪府 大阪市中央区 ｔａｈｉｅ　ｔａｈｉｅ サービス 理容・美容業 5%

158,824 大阪府 大阪市中央区 蘇茶　アメリカ村店 サービス 飲食業 5%

158,825 大阪府 大阪市中央区 タピオカドリンク　蘇茶　心斎橋店 サービス 飲食業 5%

158,826 大阪府 大阪市中央区 ＷＳＰ 小売業 貴金属・服飾品 5%

158,827 大阪府 大阪市中央区 玉造店 小売業 その他小売 5%

158,828 大阪府 大阪市中央区 株式会社　玉屋 小売業 衣料品 5%

158,829 大阪府 大阪市中央区 玉屋　催事 小売業 衣料品 5%

158,830 大阪府 大阪市中央区 たまる サービス 飲食業 5%

158,831 大阪府 大阪市中央区 ＴＡＲＴＥ サービス 理容・美容業 5%

158,832 大阪府 大阪市中央区 Ｃｈｅｅｒ 小売業 衣料品 5%

158,833 大阪府 大阪市中央区 チェッポ サービス 飲食業 5%

158,834 大阪府 大阪市中央区 ちぐさ 小売業 衣料品 5%

158,835 大阪府 大阪市中央区 チケットスーパーなんば店 サービス その他サービス 5%

158,836 大阪府 大阪市中央区 千房 サービス 飲食業 5%

158,837 大阪府 大阪市中央区 千房エレガンス　戎橋店 サービス 飲食業 5%

158,838 大阪府 大阪市中央区 千房　千日前本店 サービス 飲食業 5%

158,839 大阪府 大阪市中央区 千房　千日前本店１Ｆ サービス 飲食業 5%

158,840 大阪府 大阪市中央区 千房　道頓堀支店 サービス 飲食業 5%

158,841 大阪府 大阪市中央区 千房　道頓堀ビル　１Ｆ サービス 飲食業 5%

158,842 大阪府 大阪市中央区 ＣｈａｒｉｎＣｏＨｏｓｔｅｌＯｓａｋａ サービス その他サービス 5%

158,843 大阪府 大阪市中央区 中華名点れいか船場店 サービス 飲食業 5%

158,844 大阪府 大阪市中央区 珍竹林なんば サービス 飲食業 5%
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158,845 大阪府 大阪市中央区 陳麻家　長堀橋店 サービス 飲食業 5%

158,846 大阪府 大阪市中央区 ｔｓｕｉｄｅ　ｔｓｕｉｄｅ サービス 飲食業 5%

158,847 大阪府 大阪市中央区 月輪屋 小売業 衣料品 5%

158,848 大阪府 大阪市中央区 つづみ サービス 飲食業 5%

158,849 大阪府 大阪市中央区 つつ屋　つつ屋 サービス 飲食業 5%

158,850 大阪府 大阪市中央区 紬データ株式会社 サービス その他サービス 5%

158,851 大阪府 大阪市中央区 有限会社ティーボーン サービス その他サービス 5%

158,852 大阪府 大阪市中央区 ＴＡＴ心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

158,853 大阪府 大阪市中央区 ＴＡＫＥ ＯＦＦ テイクオフ 小売業 その他小売 5%

158,854 大阪府 大阪市中央区 Ｄｉｇｎｉｔｙ 小売業 衣料品 5%

158,855 大阪府 大阪市中央区 Ｄａｉｚｙ サービス 理容・美容業 5%

158,856 大阪府 大阪市中央区 データ復旧クイックマン サービス その他サービス 5%

158,857 大阪府 大阪市中央区 テーラー寺本 小売業 衣料品 5%

158,858 大阪府 大阪市中央区 ＤＥＳＩＧＮＯＦＡＬＬ 小売業 衣料品 5%

158,859 大阪府 大阪市中央区 デザインハウス和歌山中央 サービス その他サービス 5%

158,860 大阪府 大阪市中央区 デジタルイメージング　７２８ 小売業 その他小売 5%

158,861 大阪府 大阪市中央区 デジナ大阪 小売業 衣料品 5%

158,862 大阪府 大阪市中央区 ［手作市場］期間限定ショップ 小売業 その他小売 5%

158,863 大阪府 大阪市中央区 鉄板カフェひとと サービス 飲食業 5%

158,864 大阪府 大阪市中央区 鉄板鍋やなきち 北浜店 サービス 飲食業 5%

158,865 大阪府 大阪市中央区 鉄板バルパシオン心斎橋 サービス 飲食業 5%

158,866 大阪府 大阪市中央区 鉄板一筋ハチマル サービス 飲食業 5%

158,867 大阪府 大阪市中央区 鉄板焼　　しんか サービス 飲食業 5%

158,868 大阪府 大阪市中央区 鉄板焼　ひかり　大阪千日前味楽館 サービス 飲食業 5%

158,869 大阪府 大阪市中央区 鉄板焼　わいん　日本酒　阿利布 サービス 飲食業 5%

158,870 大阪府 大阪市中央区 鉄板焼　京 サービス 飲食業 5%

158,871 大阪府 大阪市中央区 鉄板焼もんじゃ焼ひいろ堺筋本町店 サービス 飲食業 5%

158,872 大阪府 大阪市中央区 ＤＥＰＡＡＳ サービス 飲食業 5%

158,873 大阪府 大阪市中央区 ＴＥＭＡＲＩＹＡ南本町店 サービス 飲食業 5%

158,874 大阪府 大阪市中央区 テラスハウス谷町 サービス 宿泊業 5%

158,875 大阪府 大阪市中央区 ｔｅｎｊｉｎｙａｍａ 小売業 衣料品 5%

158,876 大阪府 大阪市中央区 天地　あまっち　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

158,877 大阪府 大阪市中央区 天天酒家谷町店 サービス 飲食業 5%

158,878 大阪府 大阪市中央区 天天酒家　なんば西店 サービス 飲食業 5%

158,879 大阪府 大阪市中央区 天満橋ボクシングジム サービス その他サービス 5%

158,880 大阪府 大阪市中央区 Ｔｗｅｅｌｉｎｇ南船場店 小売業 その他小売 5%

158,881 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｋｏｎｄｏｄｏｕ？事業部 サービス その他サービス 5%

158,882 大阪府 大阪市中央区 ｄｏｕｃｅｕｒ サービス その他サービス 5%

158,883 大阪府 大阪市中央区 道頓堀　青果酒店 サービス 飲食業 5%

158,884 大阪府 大阪市中央区 道頓堀一明 サービス 飲食業 5%

158,885 大阪府 大阪市中央区 道頓堀今井本店 サービス 飲食業 5%

158,886 大阪府 大阪市中央区 道頓堀酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%
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158,887 大阪府 大阪市中央区 道頓堀Ｚｅｒｏｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

158,888 大阪府 大阪市中央区 道頓堀ＦＯＲＥＳＴアメリカ村店 サービス その他サービス 5%

158,889 大阪府 大阪市中央区 ｔｏｔａｌｃａｒｅｓａｌｏｎｔｈｅｏｒｙ＋ サービス 理容・美容業 5%

158,890 大阪府 大阪市中央区 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　ＣＡＲＩＮＡ サービス 理容・美容業 5%

158,891 大阪府 大阪市中央区 ｔｏｔａｌｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎＭＯＲＥ サービス 理容・美容業 5%

158,892 大阪府 大阪市中央区 ＤＯ?ＣＨＥ【ドーチェ】 サービス 理容・美容業 5%

158,893 大阪府 大阪市中央区 時計倉庫ＴＯＫＩＡ　心斎橋筋店 小売業 その他小売 5%

158,894 大阪府 大阪市中央区 時計倉庫ＴＯＫＩＡ　戎橋店 小売業 その他小売 5%

158,895 大阪府 大阪市中央区 時計倉庫ＴＯＫＩＡ　心斎橋中央店 小売業 その他小売 5%

158,896 大阪府 大阪市中央区 土山人天満橋 サービス 飲食業 5%

158,897 大阪府 大阪市中央区 登山用品のオクトス長堀橋店 小売業 その他小売 5%

158,898 大阪府 大阪市中央区 有限会社トシ・シミズ 小売業 衣料品 5%

158,899 大阪府 大阪市中央区 とっとりゆかりの店郷音 小売業 その他小売 5%

158,900 大阪府 大阪市中央区 豊隼株式会社 小売業 その他小売 5%

158,901 大阪府 大阪市中央区 Ｔｒｉｆｏｒｃｅ 小売業 衣料品 5%

158,902 大阪府 大阪市中央区 とらや 小売業 その他小売 5%

158,903 大阪府 大阪市中央区 鶏右衛門　鶏右衛門 サービス 飲食業 5%

158,904 大阪府 大阪市中央区 ｔｒｉｃｏ　心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

158,905 大阪府 大阪市中央区 ｔｒｉｃｏ心斎橋　【トリコ】 サービス 理容・美容業 5%

158,906 大阪府 大阪市中央区 ｄｒｅｓｓ　ｈｅａｄ　ｍａｒｃ サービス 理容・美容業 5%

158,907 大阪府 大阪市中央区 ドレスノート サービス 理容・美容業 5%

158,908 大阪府 大阪市中央区 ｄｒｏｐｉｎ サービス 理容・美容業 5%

158,909 大阪府 大阪市中央区 トワーヴ サービス 理容・美容業 5%

158,910 大阪府 大阪市中央区 とんかつ大喜 サービス 飲食業 5%

158,911 大阪府 大阪市中央区 ＴＯＭＢＯＬＡ 小売業 家具・調度品 5%

158,912 大阪府 大阪市中央区 ＴＯＮＢＯＲＩ　ＢＡＳＥ サービス その他サービス 5%

158,913 大阪府 大阪市中央区 Ｎａｉ’ａ 小売業 衣料品 5%

158,914 大阪府 大阪市中央区 ＮＩＧＨＴＢＥＡＴＲＥＣＯＲＤＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

158,915 大阪府 大阪市中央区 長崎堂心斎橋本店 小売業 食料品 5%

158,916 大阪府 大阪市中央区 長瀬防水工業 サービス その他サービス 5%

158,917 大阪府 大阪市中央区 長堀堂 小売業 その他小売 5%

158,918 大阪府 大阪市中央区 名代千房ＪＯ－ＴＥＲＲＡＣＥ　Ｏ サービス 飲食業 5%

158,919 大阪府 大阪市中央区 名代千房ＪＯ－ＴＥＲＲＡＣＥ　ＯＳＡＫＡ サービス 飲食業 5%

158,920 大阪府 大阪市中央区 菜美ら サービス 飲食業 5%

158,921 大阪府 大阪市中央区 ナチュラルスタイル 小売業 衣料品 5%

158,922 大阪府 大阪市中央区 ナニワ商会 小売業 その他小売 5%

158,923 大阪府 大阪市中央区 ナニワ商会　大阪支店 小売業 その他小売 5%

158,924 大阪府 大阪市中央区 ナニワ商会　５号館 小売業 その他小売 5%

158,925 大阪府 大阪市中央区 ナニワ商会　３号館 小売業 その他小売 5%

158,926 大阪府 大阪市中央区 ナニワ商会　７号館 小売業 その他小売 5%

158,927 大阪府 大阪市中央区 ナニワ商会　２号館 小売業 その他小売 5%

158,928 大阪府 大阪市中央区 ナニワ商会　日本橋店 小売業 その他小売 5%
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158,929 大阪府 大阪市中央区 ナニワ商会　８号館 小売業 その他小売 5%

158,930 大阪府 大阪市中央区 ナニワ商会　４号館 小売業 その他小売 5%

158,931 大阪府 大阪市中央区 ナニワ商会　６号館 小売業 その他小売 5%

158,932 大阪府 大阪市中央区 ＮａｍｉｎｏｈａｎａＲｅｃｏｒｄｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

158,933 大阪府 大阪市中央区 鳴門鯛焼本舗　クリスタ長堀店 サービス 飲食業 5%

158,934 大阪府 大阪市中央区 鳴門鯛焼本舗　千日前相合橋店 サービス 飲食業 5%

158,935 大阪府 大阪市中央区 鳴門鯛焼本舗　本町中央大通り店 サービス 飲食業 5%

158,936 大阪府 大阪市中央区 南禅 サービス 飲食業 5%

158,937 大阪府 大阪市中央区 南地　志げ サービス 飲食業 5%

158,938 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン難波千日前店 小売業 食料品 2%

158,939 大阪府 大阪市中央区 なんば鶏皮鶏飯 サービス 飲食業 5%

158,940 大阪府 大阪市中央区 なんば鶏皮鶏飯 サービス 飲食業 5%

158,941 大阪府 大阪市中央区 難波焼肉一丁 サービス 飲食業 5%

158,942 大阪府 大阪市中央区 ナンバ　ユリヤ 小売業 その他小売 5%

158,943 大阪府 大阪市中央区 南風酒膳　庵 サービス 飲食業 5%

158,944 大阪府 大阪市中央区 南平 餃子専門店 南平 サービス 飲食業 5%

158,945 大阪府 大阪市中央区 肉匠　さくら　肉匠さくら サービス 飲食業 5%

158,946 大阪府 大阪市中央区 肉鍋　飛鳥 サービス 飲食業 5%

158,947 大阪府 大阪市中央区 肉バル　カレー堂　グランデ サービス 飲食業 5%

158,948 大阪府 大阪市中央区 肉炉ばたＢＥＣＯ心斎橋店 サービス 飲食業 5%

158,949 大阪府 大阪市中央区 西玉水 サービス 飲食業 5%

158,950 大阪府 大阪市中央区 西規之司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

158,951 大阪府 大阪市中央区 有限会社ニシムラ 小売業 衣料品 5%

158,952 大阪府 大阪市中央区 ＮＩＣＫ　ＳＴＯＣＫ本町センタービル サービス 飲食業 5%

158,953 大阪府 大阪市中央区 ニッセイ産業 小売業 電化製品 5%

158,954 大阪府 大阪市中央区 日東製作所 小売業 衣料品 5%

158,955 大阪府 大阪市中央区 ｎｉｎｉ サービス 理容・美容業 5%

158,956 大阪府 大阪市中央区 弐ノ弐　宗右衛門町店 サービス 飲食業 5%

158,957 大阪府 大阪市中央区 ＮＥＷＢＲＩＧＨＴ サービス 理容・美容業 5%

158,958 大阪府 大阪市中央区 ＨＮＳ 小売業 電化製品 5%

158,959 大阪府 大阪市中央区 ｎｕｋ サービス 理容・美容業 5%

158,960 大阪府 大阪市中央区 ｎｖｙ サービス 理容・美容業 5%

158,961 大阪府 大阪市中央区 Ｎａｉｌ Ｓａｌｏｎ Ｄｉｖａ 心斎橋ｇｒａｃｅ店 サービス 理容・美容業 5%

158,962 大阪府 大阪市中央区 Ｎａｉｌ Ｓａｌｏｎ Ｄｉｖａ 心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

158,963 大阪府 大阪市中央区 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ＣＨＡＲＭＥ サービス その他サービス 5%

158,964 大阪府 大阪市中央区 Ｎａｉｌ＇ｓＫｕｕ サービス 理容・美容業 5%

158,965 大阪府 大阪市中央区 Ｎｅｏ　ｈａｉｒ　天満橋 サービス 理容・美容業 5%

158,966 大阪府 大阪市中央区 ネストホテル大阪心斎橋 サービス 宿泊業 5%

158,967 大阪府 大阪市中央区 ＮＯＲＴＨＳＨＯＲＥ　ＴＡＫＥＯＵＴ店 サービス 飲食業 5%

158,968 大阪府 大阪市中央区 の、となり　　　ｂｙ　趣佳 小売業 衣料品 5%

158,969 大阪府 大阪市中央区 野の花堂 小売業 衣料品 5%

158,970 大阪府 大阪市中央区 のまずくわず サービス 飲食業 5%
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158,971 大阪府 大阪市中央区 株式会社野間 小売業 衣料品 5%

158,972 大阪府 大阪市中央区 ＮＯＮ．Ｘ．Ｘ 小売業 その他小売 5%

158,973 大阪府 大阪市中央区 Ｂａｒ Ｏｒｉｇｉｎｓ サービス 飲食業 5%

158,974 大阪府 大阪市中央区 ＢＡＲ　Ｓｔａｃｈｅ’Ｓ サービス 飲食業 5%

158,975 大阪府 大阪市中央区 ｂａｒ　Ｂｏｏｚｅ サービス 飲食業 5%

158,976 大阪府 大阪市中央区 ｐａｒｋｂｙｍｅｒｒｙ サービス その他サービス 5%

158,977 大阪府 大阪市中央区 ＢＡＲ　６　ＢＬＵＥ 小売業 食料品 5%

158,978 大阪府 大阪市中央区 バアゼル　難波店 小売業 その他小売 5%

158,979 大阪府 大阪市中央区 バアゼル宝石　心斎橋店 小売業 その他小売 5%

158,980 大阪府 大阪市中央区 Ｂａｒ　Ｓｏｌｔ サービス 飲食業 5%

158,981 大阪府 大阪市中央区 パーティクル サービス その他サービス 5%

158,982 大阪府 大阪市中央区 ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰｓｔｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

158,983 大阪府 大阪市中央区 ＢａｒｂｅｒＮＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

158,984 大阪府 大阪市中央区 華火 サービス 飲食業 5%

158,985 大阪府 大阪市中央区 Ｂａｒ　ｍａｎｙｏｍａｎｙｏ サービス 飲食業 5%

158,986 大阪府 大阪市中央区 ｐａｌｍｇａｒａｇｅ 小売業 その他小売 5%

158,987 大阪府 大阪市中央区 Ｈａｒｍｏｎｙ サービス 飲食業 5%

158,988 大阪府 大阪市中央区 ｐｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

158,989 大阪府 大阪市中央区 ＰｏｗｅｌｌＰｏｗｅｒｓＳｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

158,990 大阪府 大阪市中央区 パウンドハウス心斎橋本店 サービス 飲食業 5%

158,991 大阪府 大阪市中央区 博多もつ鍋　大山　心斎橋 サービス 飲食業 5%

158,992 大阪府 大阪市中央区 博多もつ鍋大山 心斎橋店 サービス 飲食業 5%

158,993 大阪府 大阪市中央区 白鳥 サービス 理容・美容業 5%

158,994 大阪府 大阪市中央区 ＨＡＪＩＭＡＲＵ サービス 飲食業 5%

158,995 大阪府 大阪市中央区 橋本電器商会 小売業 その他小売 5%

158,996 大阪府 大阪市中央区 パスタフルカフェ　マリアン サービス 飲食業 5%

158,997 大阪府 大阪市中央区 アホンダラおっちゃんの店はせどん サービス 飲食業 5%

158,998 大阪府 大阪市中央区 パソコンドック２４本町店 サービス その他サービス 5%

158,999 大阪府 大阪市中央区 八剣伝　谷町九丁目店 サービス 飲食業 2%

159,000 大阪府 大阪市中央区 初日寝具株式会社 小売業 衣料品 5%

159,001 大阪府 大阪市中央区 バディライズ 小売業 衣料品 5%

159,002 大阪府 大阪市中央区 Ｈｅａｒｔｄａｎｃｅ　戎橋店 小売業 衣料品 5%

159,003 大阪府 大阪市中央区 ハトヤ薬局 小売業 その他小売 5%

159,004 大阪府 大阪市中央区 英喜　はなき サービス 飲食業 5%

159,005 大阪府 大阪市中央区 花田コーヒ（株）本社 サービス 飲食業 5%

159,006 大阪府 大阪市中央区 ＨＡＰＰＹ サービス 理容・美容業 5%

159,007 大阪府 大阪市中央区 ｈａｂｉｔｔ　【ハビット】 サービス 理容・美容業 5%

159,008 大阪府 大阪市中央区 パブデッシャロ サービス 飲食業 5%

159,009 大阪府 大阪市中央区 ｐｕｂｌｉｃ 小売業 衣料品 5%

159,010 大阪府 大阪市中央区 ＰＫ　ｃａｆｅ　南船場店 サービス 飲食業 5%

159,011 大阪府 大阪市中央区 浜崎健立現代美術館 サービス その他サービス 5%

159,012 大阪府 大阪市中央区 林カシミヤ 小売業 衣料品 5%
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159,013 大阪府 大阪市中央区 ノホホンＢＡＲハライソ サービス 飲食業 5%

159,014 大阪府 大阪市中央区 Ｂａｌｉ Ｓｉｅｓｔａ サービス 理容・美容業 5%

159,015 大阪府 大阪市中央区 バル居酒屋　ＴＷＯ　ＳＰＯＯＮ サービス 飲食業 5%

159,016 大阪府 大阪市中央区 パワーサウンドスクウェアー　パワーサウンドスクウェア サービス その他サービス 5%

159,017 大阪府 大阪市中央区 ＰＡＮＧＯ　ＨＯＵＳＥ 小売業 衣料品 5%

159,018 大阪府 大阪市中央区 ＨＡＮＳ本町店 小売業 食料品 5%

159,019 大阪府 大阪市中央区 パンプルムース サービス 飲食業 5%

159,020 大阪府 大阪市中央区 ピアットトーラー サービス その他サービス 5%

159,021 大阪府 大阪市中央区 Ｂ－ｓａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

159,022 大阪府 大阪市中央区 Ｂｅｅ心斎橋 サービス 飲食業 5%

159,023 大阪府 大阪市中央区 Ｂｅｅｚ サービス その他サービス 5%

159,024 大阪府 大阪市中央区 Ｂｅｅ難波 サービス 飲食業 5%

159,025 大阪府 大阪市中央区 Ｈｅａｌｉｎｇ　Ｓｐａｃｅ　Ｒａｆｅｅｌ サービス その他サービス 5%

159,026 大阪府 大阪市中央区 Ｒａｆｅｅｌ サービス その他サービス 5%

159,027 大阪府 大阪市中央区 美ＧＲＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

159,028 大阪府 大阪市中央区 美工画廊 小売業 家具・調度品 5%

159,029 大阪府 大阪市中央区 ＰＩＺＺＡ ＢＡＲ ＲＯＣＯ 心斎橋店 サービス 飲食業 5%

159,030 大阪府 大阪市中央区 ｂｉｊｉ　天満橋 サービス 理容・美容業 5%

159,031 大阪府 大阪市中央区 犇之屋 サービス 飲食業 5%

159,032 大阪府 大阪市中央区 菱屋カレンブロッソ 小売業 衣料品 5%

159,033 大阪府 大阪市中央区 Ｂｉｊｏｕｘ ｄｅ ＧＲＡＮＤ ＭＡＲＢＬＥ 周防町 小売業 食料品 5%

159,034 大阪府 大阪市中央区 ビジューモンドパンドラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

159,035 大阪府 大阪市中央区 美しん研究所 サービス 理容・美容業 5%

159,036 大阪府 大阪市中央区 美酔蔵　和 サービス 飲食業 5%

159,037 大阪府 大阪市中央区 ヒステリックジャム　大阪城公園店 サービス 飲食業 5%

159,038 大阪府 大阪市中央区 ビストロキャトル サービス 飲食業 5%

159,039 大阪府 大阪市中央区 ビストロキャトル サービス 飲食業 5%

159,040 大阪府 大阪市中央区 ＢｉｓｔｒｏＢａｒＭａＴａ サービス 飲食業 5%

159,041 大阪府 大阪市中央区 ビスポークホテル心斎橋 サービス 宿泊業 5%

159,042 大阪府 大阪市中央区 ヒダマル サービス その他サービス 5%

159,043 大阪府 大阪市中央区 ＢｉｃｉＴｅｒｍｉｎｉ 小売業 その他小売 5%

159,044 大阪府 大阪市中央区 ＢｉＧ　心斎橋店 小売業 その他小売 5%

159,045 大阪府 大阪市中央区 ビッグベン西川株式会社 小売業 衣料品 5%

159,046 大阪府 大阪市中央区 ＢＩＧ ＭＡＧＩＣ 大会物販店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,047 大阪府 大阪市中央区 ＨＴＪ サービス 理容・美容業 5%

159,048 大阪府 大阪市中央区 人と木 サービス その他サービス 5%

159,049 大阪府 大阪市中央区 ひなた 小売業 その他小売 5%

159,050 大阪府 大阪市中央区 日ノ本寝具 小売業 その他小売 5%

159,051 大阪府 大阪市中央区 Ｂｅａｕｔｙ Ｓａｌｏｎ ピサンリ サービス 理容・美容業 5%

159,052 大阪府 大阪市中央区 ビューティーネイラー サービス その他サービス 5%

159,053 大阪府 大阪市中央区 ．．．＆Ｂｅａｕｔｙｍａｉｓｏｎ サービス 理容・美容業 5%

159,054 大阪府 大阪市中央区 ビューティニア サービス 理容・美容業 5%
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159,055 大阪府 大阪市中央区 Ｈｕｔｔｅ８ｔｏ８ 小売業 その他小売 5%

159,056 大阪府 大阪市中央区 美容室中の サービス 理容・美容業 5%

159,057 大阪府 大阪市中央区 美容整体Ａｐｉｒａ【アピラ】 サービス その他サービス 5%

159,058 大阪府 大阪市中央区 美容装粧品センター（ＣＨ） サービス その他サービス 5%

159,059 大阪府 大阪市中央区 ビヨンクールキャッスル 小売業 貴金属・服飾品 5%

159,060 大阪府 大阪市中央区 ＢｅｅＲＵＳＨ　難波 サービス 飲食業 5%

159,061 大阪府 大阪市中央区 平野屋 小売業 衣料品 5%

159,062 大阪府 大阪市中央区 Ｂｉｌｌｉａｒｄｓ Ｃａｆｅ Ｂａｒ ＢＲＯ サービス その他サービス 5%

159,063 大阪府 大阪市中央区 ＨＩＬＬＭＡＮ サービス 飲食業 5%

159,064 大阪府 大阪市中央区 ＦＩＲＳＴ 小売業 衣料品 5%

159,065 大阪府 大阪市中央区 ＦｉｒｓｔＳｔｅｐ サービス その他サービス 5%

159,066 大阪府 大阪市中央区 Ｆａｖｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

159,067 大阪府 大阪市中央区 Ｆａｖｏｒｉ　Ｆａｖｏｒｉ 小売業 その他小売 5%

159,068 大阪府 大阪市中央区 ファッションモールエンジョイ 小売業 衣料品 5%

159,069 大阪府 大阪市中央区 ０２　ｆａＮｄｅｓｙｏＮ　【ファンデーション】 サービス 理容・美容業 5%

159,070 大阪府 大阪市中央区 Ｆｉｏｒｅ サービス 飲食業 5%

159,071 大阪府 大阪市中央区 ＦＩＮＥＺＡ フィネサ ブックス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,072 大阪府 大阪市中央区 フィネサ・ブックス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,073 大阪府 大阪市中央区 ブーケティエ 小売業 その他小売 5%

159,074 大阪府 大阪市中央区 ブーランジュリー＆カフェ　グゥ サービス 飲食業 5%

159,075 大阪府 大阪市中央区 フェアリー サービス 飲食業 5%

159,076 大阪府 大阪市中央区 Ｆａｉｔｈ　ｈａｉｒ×ｍａｋｅ　【フェイス】 サービス 理容・美容業 5%

159,077 大阪府 大阪市中央区 Ｆｅｎｋａ サービス 理容・美容業 5%

159,078 大阪府 大阪市中央区 ４ＴＨＳＴＲＥＥＴＢＡＧＥＬ サービス 飲食業 5%

159,079 大阪府 大阪市中央区 Ｆｏｒａｌｌ　大阪なんば店　【フォーラル　大阪なんば店】 サービス 理容・美容業 5%

159,080 大阪府 大阪市中央区 ＦｏｕｒＬｅａｆＣｌｏｖｅｒ サービス 飲食業 5%

159,081 大阪府 大阪市中央区 フォッシル　心斎橋 小売業 その他小売 5%

159,082 大阪府 大阪市中央区 Ｂｕｏｎ‘　Ａｇｉｏ サービス 飲食業 5%

159,083 大阪府 大阪市中央区 フォレスト　心斎橋店 サービス その他サービス 5%

159,084 大阪府 大阪市中央区 フォレスト谷町店 サービス その他サービス 5%

159,085 大阪府 大阪市中央区 道頓堀ＦＯＲＥＳＴ道頓堀本店 サービス その他サービス 5%

159,086 大阪府 大阪市中央区 福記香港創意茶餐庁 サービス 飲食業 5%

159,087 大阪府 大阪市中央区 福梅 サービス 飲食業 5%

159,088 大阪府 大阪市中央区 福栄組合　道頓堀店 サービス 飲食業 5%

159,089 大阪府 大阪市中央区 福住画廊 サービス その他サービス 5%

159,090 大阪府 大阪市中央区 福原印房 小売業 衣料品 5%

159,091 大阪府 大阪市中央区 福耳 サービス 飲食業 5%

159,092 大阪府 大阪市中央区 フクヤ 堺筋本町店 小売業 その他小売 5%

159,093 大阪府 大阪市中央区 フクヤ 谷町筋天満橋店 小売業 その他小売 5%

159,094 大阪府 大阪市中央区 ＢＯＯＫＡＮＤＢＥＤＴＯＫＹＯ心斎橋 サービス 宿泊業 5%

159,095 大阪府 大阪市中央区 ＰＥＴＩＥＳ　ＥＴ　ＧＲＡＮＤＳ　ＰＥＴＩＥＳ　ＥＴ　ＧＲＡＮＤＳ 小売業 衣料品 5%

159,096 大阪府 大阪市中央区 ｐｅＴｉＴｅｙｅｂｅａｕｔｙ　淀屋橋店 サービス 理容・美容業 5%
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159,097 大阪府 大阪市中央区 ブティック　ＢＩＡＩ 小売業 衣料品 5%

159,098 大阪府 大阪市中央区 ふとん屋クガ　ふとん屋クガ 小売業 その他小売 5%

159,099 大阪府 大阪市中央区 ププラ 小売業 衣料品 5%

159,100 大阪府 大阪市中央区 プライベートサロンネイルユー サービス 理容・美容業 5%

159,101 大阪府 大阪市中央区 プライベートボディメイクサロンＰｒａｓｔｈＡｎａ（プラスターナ） サービス その他サービス 5%

159,102 大阪府 大阪市中央区 プラスワン西心斎橋店 サービス その他サービス 5%

159,103 大阪府 大阪市中央区 ｆｌａｎｎａｇａｎフラナガン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,104 大阪府 大阪市中央区 ＦＲＡＮＧＩＰＡＮＩ サービス 理容・美容業 5%

159,105 大阪府 大阪市中央区 ブランドギャラリー心斎橋店 サービス その他サービス 5%

159,106 大阪府 大阪市中央区 ブランドピース心斎橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

159,107 大阪府 大阪市中央区 ブランドピース心斎橋店エルメス館 小売業 貴金属・服飾品 5%

159,108 大阪府 大阪市中央区 ブリアント　心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

159,109 大阪府 大阪市中央区 ブリアント　心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

159,110 大阪府 大阪市中央区 ブリアント　なんば店 サービス 理容・美容業 5%

159,111 大阪府 大阪市中央区 プリール サービス 理容・美容業 5%

159,112 大阪府 大阪市中央区 ＢｒｉｏｎＢｏｄｙＥＭＳＴｒａｉｎｉｎｇＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

159,113 大阪府 大阪市中央区 プリナチュール心斎橋店 サービス その他サービス 5%

159,114 大阪府 大阪市中央区 ブリューパブテタールヴァレ サービス 飲食業 5%

159,115 大阪府 大阪市中央区 Ｐｌｕｍｅ－ｃｌｏｔｈｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

159,116 大阪府 大阪市中央区 ＢＬＵＥＫ　ＷＡＴＣＨ　ＣＯＭＰＡＮＹ 小売業 貴金属・服飾品 5%

159,117 大阪府 大阪市中央区 ｆｒｕｉｔｓ ｆａｒｍ ｉｎｏｕｅ 小売業 食料品 5%

159,118 大阪府 大阪市中央区 古着屋あんぽんたん 小売業 衣料品 5%

159,119 大阪府 大阪市中央区 プルメリア サービス 理容・美容業 5%

159,120 大阪府 大阪市中央区 ＢＲＡＩＮ サービス その他サービス 5%

159,121 大阪府 大阪市中央区 ぷれじでんと千房　ホテル日航ビル店 サービス 飲食業 5%

159,122 大阪府 大阪市中央区 ぷれじでんと千房ホテル日航ビル サービス 飲食業 5%

159,123 大阪府 大阪市中央区 ぷれじでんと千房　南店 サービス 飲食業 5%

159,124 大阪府 大阪市中央区 ＢｌｅｓｓｅＤ ＨａｉＲ サービス 理容・美容業 5%

159,125 大阪府 大阪市中央区 フレックスフォア株式会社 小売業 衣料品 5%

159,126 大阪府 大阪市中央区 フレッシュネスバーガー天満橋ＯＭＭ サービス 飲食業 2%

159,127 大阪府 大阪市中央区 フレンチバルｃａｖｅａｕｄｅＣＨＡＳＳＡＧＮＥ サービス 飲食業 5%

159,128 大阪府 大阪市中央区 フレンチバルカヴォードシャサーニュ サービス 飲食業 5%

159,129 大阪府 大阪市中央区 ＦＬＯＲＩＳＴ　ＨＩＲＯＫＯ 小売業 その他小売 5%

159,130 大阪府 大阪市中央区 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＢＥＳ　Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＢＥＳ サービス 理容・美容業 5%

159,131 大阪府 大阪市中央区 ＨＡＩＲ ＣＲＥＡＴＩＯＮ Ｇｉｖｅ Ｇｉｖｅ玉造店 サービス 理容・美容業 5%

159,132 大阪府 大阪市中央区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＣｒＯＳＳ サービス 理容・美容業 5%

159,133 大阪府 大阪市中央区 Ｈａｉｒ＆ＭａｋｅＳａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

159,134 大阪府 大阪市中央区 ＨＡＩＲ　ＺＡＫＫＡ　ＶＩＴＡ サービス 理容・美容業 5%

159,135 大阪府 大阪市中央区 ヘアーサロンヒロイ サービス 理容・美容業 5%

159,136 大阪府 大阪市中央区 ＨＡＩＲ’Ｓ　Ｌｕｎｅｔｔａ　【ヘアーズ　ルネッタ】 サービス 理容・美容業 5%

159,137 大阪府 大阪市中央区 ヘアーミッション　ｈａｉｒ　Ｍｉｓｓｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

159,138 大阪府 大阪市中央区 ヘアーメイク　ウテナ　ｈａｉｒｍａｋｅ　ＵＴＥＮＡ サービス 理容・美容業 5%
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159,139 大阪府 大阪市中央区 ヘア＆メイクニコ サービス 理容・美容業 5%

159,140 大阪府 大阪市中央区 ヘアカラーカフェ心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

159,141 大阪府 大阪市中央区 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＢＥＳ サービス 理容・美容業 5%

159,142 大阪府 大阪市中央区 ｈａｉｒｓａｌｏｎｉｔｉ サービス 理容・美容業 5%

159,143 大阪府 大阪市中央区 ヘアサロン大野ホテルニューオータニ店 サービス 理容・美容業 5%

159,144 大阪府 大阪市中央区 ＨａｉｒＳａｌｏｎヒロイ サービス 理容・美容業 5%

159,145 大阪府 大阪市中央区 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＭＡＤＥ サービス 理容・美容業 5%

159,146 大阪府 大阪市中央区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｌｉｎｋ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｌｉｎｋ サービス 理容・美容業 5%

159,147 大阪府 大阪市中央区 ヘアメイクキュアズ サービス 理容・美容業 5%

159,148 大阪府 大阪市中央区 ｈａｉｒｍａｉｓｏｎｂｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

159,149 大阪府 大阪市中央区 平安堂堺筋伏見町店 小売業 その他小売 5%

159,150 大阪府 大阪市中央区 北京飯店 サービス 飲食業 5%

159,151 大阪府 大阪市中央区 北京飯店 サービス 飲食業 5%

159,152 大阪府 大阪市中央区 ＰＥＳＣ【ペシカ】 サービス 理容・美容業 5%

159,153 大阪府 大阪市中央区 べジテジや東心斎橋 サービス 飲食業 5%

159,154 大阪府 大阪市中央区 パーフェクトストレッチ大阪船場店 サービス その他サービス 5%

159,155 大阪府 大阪市中央区 ヘッドデザインレアレア サービス 理容・美容業 5%

159,156 大阪府 大阪市中央区 ペットの店　本店 小売業 その他小売 5%

159,157 大阪府 大阪市中央区 ベリーホテルＤＯＴＯＮＢＯＲＩ サービス 宿泊業 2%

159,158 大阪府 大阪市中央区 Ｂｅｌｌｅ サービス その他サービス 5%

159,159 大阪府 大阪市中央区 ベルヴィル サービス 飲食業 5%

159,160 大阪府 大阪市中央区 ＢＢＣ　Ｂａｒｒｅｌ サービス 飲食業 5%

159,161 大阪府 大阪市中央区 ｂｅｌｌｏ サービス 理容・美容業 5%

159,162 大阪府 大阪市中央区 弁護士 サービス その他サービス 5%

159,163 大阪府 大阪市中央区 Ｖｏｕｚｏ サービス 飲食業 5%

159,164 大阪府 大阪市中央区 蓬莱本館 サービス 飲食業 5%

159,165 大阪府 大阪市中央区 ｌｉｌｉａｎａ サービス 理容・美容業 5%

159,166 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＨＯＭＥＧＲＯＷＮ サービス その他サービス 5%

159,167 大阪府 大阪市中央区 ＭｉｌｌｅＢｏｎｈｅｕｒｓ サービス その他サービス 5%

159,168 大阪府 大阪市中央区 Ｂｏｎｅ ｓ ＢＯＮＥＳ 小売業 その他小売 5%

159,169 大阪府 大阪市中央区 ホグレルスペース本町 サービス その他サービス 5%

159,170 大阪府 大阪市中央区 ポスターラボ　大阪本店 サービス その他サービス 5%

159,171 大阪府 大阪市中央区 ホステル　みつわ屋大阪 サービス 宿泊業 5%

159,172 大阪府 大阪市中央区 ホステル洛月 サービス その他サービス 5%

159,173 大阪府 大阪市中央区 北極星心斎橋店 サービス 飲食業 5%

159,174 大阪府 大阪市中央区 ＢＯＤＹ　ＡＲＴ　ＪＡＰＡＮ 小売業 その他小売 5%

159,175 大阪府 大阪市中央区 ｂｏｄｙ　ｌａｂｏ　ｈｏｎｍｏｎ サービス その他サービス 5%

159,176 大阪府 大阪市中央区 ぼてぢゅう總本店 サービス 飲食業 5%

159,177 大阪府 大阪市中央区 ホテルくら本 サービス 宿泊業 5%

159,178 大阪府 大阪市中央区 ＨＯＴＥＬ　ＴＨＥ　ＦＬＡＧ　心斎橋 サービス 宿泊業 5%

159,179 大阪府 大阪市中央区 ホテルサンホワイト サービス 宿泊業 5%

159,180 大阪府 大阪市中央区 ホテル心斎橋ライオンズロック サービス 宿泊業 5%
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159,181 大阪府 大阪市中央区 ホテルＷＢＦ北船場ＥＡＳＴ サービス 宿泊業 5%

159,182 大阪府 大阪市中央区 ホテルＷＢＦ北船場ＷＥＳＴ サービス 宿泊業 5%

159,183 大阪府 大阪市中央区 ホテルＷＢＦ北浜 サービス 宿泊業 5%

159,184 大阪府 大阪市中央区 ホテルＷＢＦ心斎橋 サービス 宿泊業 5%

159,185 大阪府 大阪市中央区 ホテルＷＢＦなんば黒門 サービス 宿泊業 5%

159,186 大阪府 大阪市中央区 ホテルＷＢＦなんば日本橋 サービス 宿泊業 5%

159,187 大阪府 大阪市中央区 ホテルＷＢＦなんばＢＵＮＲＡＫ サービス 宿泊業 5%

159,188 大阪府 大阪市中央区 ホテルＷＢＦ本町 サービス 宿泊業 5%

159,189 大阪府 大阪市中央区 ホテルＷＢＦ淀屋橋南 サービス 宿泊業 5%

159,190 大阪府 大阪市中央区 ホテルＴＧＭ上本町 サービス 宿泊業 5%

159,191 大阪府 大阪市中央区 ホテルバリアンリゾートなんば心斎橋 サービス 宿泊業 5%

159,192 大阪府 大阪市中央区 ホテルバリアンリゾートなんば道頓堀 サービス 宿泊業 5%

159,193 大阪府 大阪市中央区 ホテルフェリーチェ心斎橋 サービス 宿泊業 5%

159,194 大阪府 大阪市中央区 ホテル　ル・ボテジュール　ナンバ サービス 宿泊業 5%

159,195 大阪府 大阪市中央区 ボブ大阪店 小売業 衣料品 5%

159,196 大阪府 大阪市中央区 ＢＯＭＢＩＮＫＧＡＬＬＥＲＹ サービス その他サービス 5%

159,197 大阪府 大阪市中央区 ホルベインショールーム 小売業 その他小売 5%

159,198 大阪府 大阪市中央区 ホワイトニングサロンＫＩＲＡＲＩ サービス その他サービス 5%

159,199 大阪府 大阪市中央区 有限会社ぼん繁 サービス 飲食業 5%

159,200 大阪府 大阪市中央区 ＣＯＣＯＲＯｌｉｆｅ株式会社 サービス その他サービス 5%

159,201 大阪府 大阪市中央区 ＬＵＣＫＹ免税店 小売業 その他小売 5%

159,202 大阪府 大阪市中央区 本町ごはん ｎａｃｈａ サービス 飲食業 5%

159,203 大阪府 大阪市中央区 本町酒場　福力 サービス 飲食業 5%

159,204 大阪府 大阪市中央区 本みやけ　大手前 サービス 飲食業 5%

159,205 大阪府 大阪市中央区 マーククリエーション 小売業 衣料品 5%

159,206 大阪府 大阪市中央区 ＭＡＡＴ サービス 理容・美容業 5%

159,207 大阪府 大阪市中央区 マーブルミナミ八幡筋店 小売業 食料品 5%

159,208 大阪府 大阪市中央区 舞妓　南店 サービス 飲食業 5%

159,209 大阪府 大阪市中央区 Ｍｙ　ｓｔｏｒｙ　ｓａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

159,210 大阪府 大阪市中央区 マイプレジャー サービス 飲食業 5%

159,211 大阪府 大阪市中央区 前田伝導機 小売業 電化製品 5%

159,212 大阪府 大阪市中央区 マグヘアー心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

159,213 大阪府 大阪市中央区 まこと屋 サービス 飲食業 5%

159,214 大阪府 大阪市中央区 マジマフルーツ大阪 サービス 飲食業 5%

159,215 大阪府 大阪市中央区 Ｍａ ＪＯＬＩＥ なんばＣＩＴＹ店 サービス 飲食業 5%

159,216 大阪府 大阪市中央区 マスターウォール　大阪店 小売業 家具・調度品 5%

159,217 大阪府 大阪市中央区 増村人形店 観月店 小売業 その他小売 5%

159,218 大阪府 大阪市中央区 増村人形店 ３号館 小売業 その他小売 5%

159,219 大阪府 大阪市中央区 増村人形店 ５号館 小売業 その他小売 5%

159,220 大阪府 大阪市中央区 増村人形店 ７号館 小売業 その他小売 5%

159,221 大阪府 大阪市中央区 ますむら仏壇神具センター 小売業 その他小売 5%

159,222 大阪府 大阪市中央区 又福商店 小売業 衣料品 5%
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159,223 大阪府 大阪市中央区 町の自転車店リコ　谷町九丁目店 サービス その他サービス 5%

159,224 大阪府 大阪市中央区 Ｗｈｉｔｅ　Ｃａｍｅｌｌｉａ サービス 理容・美容業 5%

159,225 大阪府 大阪市中央区 マックスエンジニアリング株式会社 サービス 飲食業 5%

159,226 大阪府 大阪市中央区 まつげエクステ専門店Ｇａｔｏ サービス 理容・美容業 5%

159,227 大阪府 大阪市中央区 ＭＡ?なべや　大阪店 サービス 飲食業 5%

159,228 大阪府 大阪市中央区 ＭＡＭＡＬＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

159,229 大阪府 大阪市中央区 ｍａｒｒｙ　ｓｉｎｃｅｒｅ　マリーシンシア サービス その他サービス 5%

159,230 大阪府 大阪市中央区 マリールズ 小売業 その他小売 5%

159,231 大阪府 大阪市中央区 マリング靴店　戎橋店 小売業 その他小売 5%

159,232 大阪府 大阪市中央区 マリング靴店　本町店 小売業 その他小売 5%

159,233 大阪府 大阪市中央区 マリング商事 小売業 その他小売 5%

159,234 大阪府 大阪市中央区 ｍａＲｕ 小売業 衣料品 5%

159,235 大阪府 大阪市中央区 まるか 小売業 衣料品 5%

159,236 大阪府 大阪市中央区 マルキン井上　マルキン井上株式会社 小売業 衣料品 5%

159,237 大阪府 大阪市中央区 丸丁 サービス 飲食業 5%

159,238 大阪府 大阪市中央区 丸大　本館 小売業 衣料品 5%

159,239 大阪府 大阪市中央区 万喜鶏 サービス 飲食業 5%

159,240 大阪府 大阪市中央区 まんなおし１号店 サービス 飲食業 5%

159,241 大阪府 大阪市中央区 まんなおし２号店 サービス 飲食業 5%

159,242 大阪府 大阪市中央区 まんねん 心斎橋店 まんねん心斎橋店 サービス 飲食業 5%

159,243 大阪府 大阪市中央区 まんねんカレー サービス 飲食業 5%

159,244 大阪府 大阪市中央区 Ｍｅｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

159,245 大阪府 大阪市中央区 三浦司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

159,246 大阪府 大阪市中央区 三木通商株式会社 小売業 衣料品 2%

159,247 大阪府 大阪市中央区 ｍｉｘｅｒ サービス 理容・美容業 5%

159,248 大阪府 大阪市中央区 美月 サービス 飲食業 5%

159,249 大阪府 大阪市中央区 ミッシェル・ヴァン・ジャポネ サービス 飲食業 5%

159,250 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン御堂ビル店 小売業 食料品 2%

159,251 大阪府 大阪市中央区 ＭＥＡＴ　ＤＩＮＩＮＧ　ＲＩＶＥＲ サービス 飲食業 5%

159,252 大阪府 大阪市中央区 セブン－イレブン南船場三休橋筋店 小売業 食料品 2%

159,253 大阪府 大阪市中央区 味宝楼北浜店 サービス 飲食業 5%

159,254 大阪府 大阪市中央区 株式会社三益 小売業 衣料品 5%

159,255 大阪府 大阪市中央区 宮がみ屋本店 サービス 飲食業 5%

159,256 大阪府 大阪市中央区 ｍｉｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

159,257 大阪府 大阪市中央区 ＭＩＵ サービス 理容・美容業 5%

159,258 大阪府 大阪市中央区 Ｍｅｕｚ サービス その他サービス 5%

159,259 大阪府 大阪市中央区 ミュンヘン　淀屋橋店 サービス 飲食業 5%

159,260 大阪府 大阪市中央区 未来創想本店 小売業 家具・調度品 5%

159,261 大阪府 大阪市中央区 ｍｕｎｄｉｓｐａｃｅｄｅｓｉｇｎｌａｂｏ． サービス その他サービス 5%

159,262 大阪府 大阪市中央区 ＭＡＰＬＥＣＯＭＩＣＳ 小売業 衣料品 5%

159,263 大阪府 大阪市中央区 メガネショップ　サノ 小売業 その他小売 5%

159,264 大阪府 大阪市中央区 メガネの田中　心斎橋店 小売業 その他小売 5%
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159,265 大阪府 大阪市中央区 ｍｅｇｕｒｉｃｏ サービス その他サービス 5%

159,266 大阪府 大阪市中央区 メディアカフェ　ポパイ　道頓堀店 サービス その他サービス 5%

159,267 大阪府 大阪市中央区 メディアラボ　７２８ 小売業 その他小売 5%

159,268 大阪府 大阪市中央区 ｔｈｒｅｅ サービス 理容・美容業 5%

159,269 大阪府 大阪市中央区 ｍｅｌｅｅｐ心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

159,270 大阪府 大阪市中央区 ＭｅｌｔｉｎｇＰｏｉｎｔＢｌｕｅＤｏｏｒ サービス その他サービス 5%

159,271 大阪府 大阪市中央区 メンズ脱毛ＭＡＸ心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

159,272 大阪府 大阪市中央区 メンズ脱毛ＭＡＸ心斎橋店 サービス 理容・美容業 5%

159,273 大阪府 大阪市中央区 ＭＯＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

159,274 大阪府 大阪市中央区 もえぎ サービス 飲食業 5%

159,275 大阪府 大阪市中央区 もじパラ大阪 小売業 その他小売 5%

159,276 大阪府 大阪市中央区 沫茶 サービス 飲食業 5%

159,277 大阪府 大阪市中央区 ＭＯＦｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

159,278 大阪府 大阪市中央区 もりたや酒店 小売業 食料品 5%

159,279 大阪府 大阪市中央区 ｍｏｒｉｎｏｍａ【モリノマ】 サービス 理容・美容業 5%

159,280 大阪府 大阪市中央区 ＭＯＲＩＮＯＩＹＡＲＰＧ サービス その他サービス 5%

159,281 大阪府 大阪市中央区 森本白衣 小売業 衣料品 5%

159,282 大阪府 大阪市中央区 ＭＯＮＧＯＲＵＳＥＩ 小売業 衣料品 5%

159,283 大阪府 大阪市中央区 ＭｏｎｄｏＯＮＬＩＮＥＳＨＯＰ 小売業 貴金属・服飾品 5%

159,284 大阪府 大阪市中央区 ＭＯＮＲＯＥ ＳＥＶＥＮ サービス 飲食業 5%

159,285 大阪府 大阪市中央区 ＹＡＩＣＨＩＲＯ サービス 飲食業 5%

159,286 大阪府 大阪市中央区 ＹＡＩＣＨＩＲＯ サービス 飲食業 5%

159,287 大阪府 大阪市中央区 ＹＡＥ サービス 理容・美容業 5%

159,288 大阪府 大阪市中央区 八木新株式会社 小売業 衣料品 5%

159,289 大阪府 大阪市中央区 やきとり温 サービス 飲食業 5%

159,290 大阪府 大阪市中央区 焼鳥　がっぽ サービス 飲食業 5%

159,291 大阪府 大阪市中央区 焼鳥ささき サービス 飲食業 5%

159,292 大阪府 大阪市中央区 焼肉五苑千日前店 サービス 飲食業 5%

159,293 大阪府 大阪市中央区 焼肉五苑　難波店 サービス 飲食業 5%

159,294 大阪府 大阪市中央区 焼肉五苑　西心斎橋店 サービス 飲食業 5%

159,295 大阪府 大阪市中央区 焼肉　特選ホルモン　二蝶 サービス 飲食業 5%

159,296 大阪府 大阪市中央区 ヤキニクハウス　２９８ サービス 飲食業 5%

159,297 大阪府 大阪市中央区 焼肉ふうふう亭なんば道頓堀店 サービス 飲食業 5%

159,298 大阪府 大阪市中央区 薬師真珠 小売業 貴金属・服飾品 5%

159,299 大阪府 大阪市中央区 櫓茶屋　千日店 サービス 飲食業 5%

159,300 大阪府 大阪市中央区 櫓茶屋　鍋処　難波店 サービス 飲食業 5%

159,301 大阪府 大阪市中央区 櫓茶屋　難波店 サービス 飲食業 5%

159,302 大阪府 大阪市中央区 櫓茶屋　南店 サービス 飲食業 5%

159,303 大阪府 大阪市中央区 やぶ内時計舗 小売業 貴金属・服飾品 5%

159,304 大阪府 大阪市中央区 やまぐち靴店 山口靴店 小売業 その他小売 5%

159,305 大阪府 大阪市中央区 テイケイキッチン株式会社 サービス 飲食業 5%

159,306 大阪府 大阪市中央区 鎗屋町喫茶室街の灯り サービス 飲食業 5%
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159,307 大阪府 大阪市中央区 有限会社アブジュエリー 小売業 その他小売 5%

159,308 大阪府 大阪市中央区 有限会社カンコ ＫＡＮＫＯフラワースクール サービス その他サービス 5%

159,309 大阪府 大阪市中央区 有限会社　ストリングフォニック 小売業 その他小売 5%

159,310 大阪府 大阪市中央区 セブン商事 小売業 衣料品 5%

159,311 大阪府 大阪市中央区 有限会社ピュアローズ サービス 理容・美容業 5%

159,312 大阪府 大阪市中央区 有限会社藤本興産Ｋ＇ｓｌａｂｏｐｌｕｓＡｒｔｉｓａｎ サービス 飲食業 5%

159,313 大阪府 大阪市中央区 有限会社まさ屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

159,314 大阪府 大阪市中央区 有限会社マリッジプランナー サービス その他サービス 5%

159,315 大阪府 大阪市中央区 有限会社路熊明文堂　路熊明文堂 小売業 その他小売 5%

159,316 大阪府 大阪市中央区 有恒広告社 サービス その他サービス 5%

159,317 大阪府 大阪市中央区 有彩 サービス 飲食業 5%

159,318 大阪府 大阪市中央区 遊人　ＣＥＮＴＲＡＬ【ユウジン　セントラル】 サービス 理容・美容業 5%

159,319 大阪府 大阪市中央区 ゆうなぎ サービス その他サービス 5%

159,320 大阪府 大阪市中央区 ユーパワー本町営業所 小売業 衣料品 5%

159,321 大阪府 大阪市中央区 ユザワヤ　なんばＣＩＴＹ店 小売業 その他小売 5%

159,322 大阪府 大阪市中央区 ゆみや サービス 飲食業 5%

159,323 大阪府 大阪市中央区 夢見鳥 サービス 飲食業 5%

159,324 大阪府 大阪市中央区 夢見鳥　淡路町店 サービス 飲食業 5%

159,325 大阪府 大阪市中央区 洋食の欧風軒　クリスタ長堀店 サービス 飲食業 5%

159,326 大阪府 大阪市中央区 洋服のツキムラ北船場店 小売業 衣料品 5%

159,327 大阪府 大阪市中央区 洋服のツキムラ淀屋橋店 小売業 衣料品 5%

159,328 大阪府 大阪市中央区 ヨガスタジオ　スパ　ＣＯＮＴＲＡＩＬ サービス その他サービス 5%

159,329 大阪府 大阪市中央区 ＹＯＧＡＭＡＲＵＭＩＤＯＲＩ サービス その他サービス 5%

159,330 大阪府 大阪市中央区 ヨガロータス天満橋 サービス その他サービス 5%

159,331 大阪府 大阪市中央区 有限会社吉岡ゴム印店 小売業 その他小売 5%

159,332 大阪府 大阪市中央区 吉村たばこ店 小売業 その他小売 5%

159,333 大阪府 大阪市中央区 淀屋橋事務所 サービス その他サービス 5%

159,334 大阪府 大阪市中央区 よつばの秘密基地 サービス 飲食業 5%

159,335 大阪府 大阪市中央区 Ｌａ　　Ｖｉｇｎｅ サービス 飲食業 5%

159,336 大阪府 大阪市中央区 Ｌａ　Ｐｒｉｍａ サービス 理容・美容業 5%

159,337 大阪府 大阪市中央区 Ｌａ Ｐｒｏｍｅｓｓａ 心斎橋 サービス 飲食業 5%

159,338 大阪府 大阪市中央区 ライスショップＨＡＮＥＤＡ 小売業 その他小売 5%

159,339 大阪府 大阪市中央区 ライフクリーナー　阪急オアシス上本町 サービス その他サービス 5%

159,340 大阪府 大阪市中央区 ライフクリーナー　フレスコ北浜 サービス その他サービス 5%

159,341 大阪府 大阪市中央区 ライフクリーナー　フレスコ北浜 サービス その他サービス 5%

159,342 大阪府 大阪市中央区 ライフクリーナー　上本町店 サービス その他サービス 5%

159,343 大阪府 大阪市中央区 ライフクリーナー　北浜プラザ店 サービス その他サービス 5%

159,344 大阪府 大阪市中央区 ラグジュアリーセブン 小売業 その他小売 5%

159,345 大阪府 大阪市中央区 楽酒活菜武者 サービス 飲食業 5%

159,346 大阪府 大阪市中央区 ラグビー部マーラー サービス 飲食業 5%

159,347 大阪府 大阪市中央区 Ｌａ　Ｃｈｉｃ サービス 飲食業 5%

159,348 大阪府 大阪市中央区 ＬＵＺＺＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%
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159,349 大阪府 大阪市中央区 ｌａｕｓｂｕｂ サービス 理容・美容業 5%

159,350 大阪府 大阪市中央区 Ｒａｎａ　Ｃｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

159,351 大阪府 大阪市中央区 Ｌａｐｌｇｎａｔａ サービス 飲食業 5%

159,352 大阪府 大阪市中央区 Ｌ：Ａ　ＢＲＵＫＥＴ　心斎橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

159,353 大阪府 大阪市中央区 らむ屋　　本店 サービス 飲食業 5%

159,354 大阪府 大阪市中央区 ＬＵＮＴＹＮＡＭＢＡ サービス 理容・美容業 5%

159,355 大阪府 大阪市中央区 蘭亭　本町店 サービス 飲食業 5%

159,356 大阪府 大阪市中央区 Ｒｅａｌｉｚｅ ｔｏｔａｌ ｓａｌｏｎ 小売業 その他小売 5%

159,357 大阪府 大阪市中央区 ｒｅａｌｉｚｅｔｏｔａｌｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

159,358 大阪府 大阪市中央区 リーンロゼ大阪 小売業 家具・調度品 5%

159,359 大阪府 大阪市中央区 ＬｉＥＲＲＥ　レザーアトリエ 小売業 衣料品 5%

159,360 大阪府 大阪市中央区 ＲＩＣＯＲＤＯ サービス その他サービス 5%

159,361 大阪府 大阪市中央区 Ｌｙｃｏｒｉｓ 小売業 衣料品 5%

159,362 大阪府 大阪市中央区 リシャール・ミル大阪 小売業 貴金属・服飾品 5%

159,363 大阪府 大阪市中央区 リズール サービス 飲食業 5%

159,364 大阪府 大阪市中央区 Ｒｉｓｔｒａｎｔｅ　Ｏｒｏｂｉａｎｃｏ サービス 飲食業 5%

159,365 大阪府 大阪市中央区 リゼッタ淀屋橋 小売業 衣料品 5%

159,366 大阪府 大阪市中央区 リソラ鍼灸院 ＲＥＳＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

159,367 大阪府 大阪市中央区 リデアカンパニー 小売業 衣料品 5%

159,368 大阪府 大阪市中央区 ｌｉｔｔｌｅ＄ｕｚｉｅ 小売業 衣料品 5%

159,369 大阪府 大阪市中央区 リネンバード北浜 小売業 衣料品 5%

159,370 大阪府 大阪市中央区 ＬＩＶＩＮＧ サービス 飲食業 5%

159,371 大阪府 大阪市中央区 Ｒｅ　ｆａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

159,372 大阪府 大阪市中央区 リペアスタジオ　なんば店 サービス その他サービス 5%

159,373 大阪府 大阪市中央区 ＬＩＢＥＲＡＴＯＲ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,374 大阪府 大阪市中央区 Ｒｅ?ｂｏｒｎ サービス その他サービス 5%

159,375 大阪府 大阪市中央区 Ｒｙｏｔａ＇ｓＲｏｏｍ サービス その他サービス 5%

159,376 大阪府 大阪市中央区 ｒｅｌｅａｓｅ サービス 理容・美容業 5%

159,377 大阪府 大阪市中央区 Ｌｉｌｙ?Ｒｏｓｅ 小売業 衣料品 5%

159,378 大阪府 大阪市中央区 ＬＩＬＬＩＯＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

159,379 大阪府 大阪市中央区 ＲＩＮＫＡＮ心斎橋店 小売業 衣料品 5%

159,380 大阪府 大阪市中央区 ＬＩＮＸ サービス 理容・美容業 5%

159,381 大阪府 大阪市中央区 ＲｉｎｇＰｒｉｖａｔｅＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

159,382 大阪府 大阪市中央区 ＬＩＮＫＬＩＮＫ 難波店 サービス 理容・美容業 5%

159,383 大阪府 大阪市中央区 Ｌｉｍｂｅｒ サービス 理容・美容業 5%

159,384 大阪府 大阪市中央区 ＲＯＯＴＳＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 家具・調度品 5%

159,385 大阪府 大阪市中央区 ルームエイチ 小売業 衣料品 5%

159,386 大阪府 大阪市中央区 Ｌｅ　Ｃｉｅｌ　【ルシェル】 サービス 理容・美容業 5%

159,387 大阪府 大阪市中央区 Ｌｅ　Ｔｅｍｐｓ 小売業 衣料品 5%

159,388 大阪府 大阪市中央区 Ｌｅｐａｇｅ サービス 飲食業 5%

159,389 大阪府 大阪市中央区 Ｌｅａｌｏ　ｂｙ　ｋ－ｔｗｏ サービス 理容・美容業 5%

159,390 大阪府 大阪市中央区 Ｗｒａｉｔｈｈｏｕｓｅｃｌｅａｎｉｎｇ サービス その他サービス 5%
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159,391 大阪府 大阪市中央区 冷凍美容専門店ＡＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

159,392 大阪府 大阪市中央区 Ｒｅ　ｈｏｍｍｅ　【レオム】 サービス 理容・美容業 5%

159,393 大阪府 大阪市中央区 ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴｖｏｄａｃｏａ サービス 飲食業 5%

159,394 大阪府 大阪市中央区 ＲＥＸ ＨＡＩＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ サービス 理容・美容業 5%

159,395 大阪府 大阪市中央区 レミガク サービス 理容・美容業 5%

159,396 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＬＥＭ空間工房 サービス その他サービス 5%

159,397 大阪府 大阪市中央区 ロイヤルクイーン　堺筋本町教室 小売業 家具・調度品 5%

159,398 大阪府 大阪市中央区 直輸入価格のルース屋さん 小売業 衣料品 5%

159,399 大阪府 大阪市中央区 ＲＯＶＥＲＳＩ サービス 理容・美容業 5%

159,400 大阪府 大阪市中央区 浪花オムライス サービス 飲食業 5%

159,401 大阪府 大阪市中央区 ローマ軒　天満橋店 サービス 飲食業 5%

159,402 大阪府 大阪市中央区 ローマ軒　なんばなんなんタウン店 サービス 飲食業 5%

159,403 大阪府 大阪市中央区 ローマ軒船場センタービル９号館店 サービス 飲食業 5%

159,404 大阪府 大阪市中央区 ロコヘヴン サービス 理容・美容業 5%

159,405 大阪府 大阪市中央区 ＲＯＳＡＢＩＡＮＣＡ 小売業 衣料品 5%

159,406 大阪府 大阪市中央区 ロッサ　ホテルニューオータニ大阪店 小売業 衣料品 5%

159,407 大阪府 大阪市中央区 炉ばた焼 力丸茶屋 りきまるちゃや サービス 飲食業 5%

159,408 大阪府 大阪市中央区 炉端焼き魚然 サービス 飲食業 5%

159,409 大阪府 大阪市中央区 炉ばた焼　かくれ茶屋　かくれちゃや サービス 飲食業 5%

159,410 大阪府 大阪市中央区 炉ばた焼　たぬき茶屋　たぬきちゃや サービス その他サービス 5%

159,411 大阪府 大阪市中央区 炉ばた焼　水かけ茶屋　みずかけちゃや　　炉ばた焼　水かけ茶屋 サービス その他サービス 5%

159,412 大阪府 大阪市中央区 ロワールブティック 小売業 貴金属・服飾品 5%

159,413 大阪府 大阪市中央区 ロワールブティック心斎橋店 小売業 その他小売 5%

159,414 大阪府 大阪市中央区 ロンクワン サービス 理容・美容業 5%

159,415 大阪府 大阪市中央区 和あいだ サービス 飲食業 5%

159,416 大阪府 大阪市中央区 ＹＪ サービス その他サービス 5%

159,417 大阪府 大阪市中央区 ワインショップアンフィニー サービス 飲食業 5%

159,418 大阪府 大阪市中央区 Ｍａｔｃｈｍａｋｅｒ 小売業 食料品 5%

159,419 大阪府 大阪市中央区 若葉園本舗 小売業 その他小売 5%

159,420 大阪府 大阪市中央区 脇坂司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

159,421 大阪府 大阪市中央区 和牛料理　要 サービス 飲食業 5%

159,422 大阪府 大阪市中央区 和匠魚心 サービス 飲食業 5%

159,423 大阪府 大阪市中央区 和匠　魚心 サービス 飲食業 5%

159,424 大阪府 大阪市中央区 和匠魚心　はなれ サービス 飲食業 5%

159,425 大阪府 大阪市中央区 和食ラボ新た サービス 飲食業 5%

159,426 大阪府 大阪市中央区 和心 サービス 飲食業 5%

159,427 大阪府 大阪市中央区 Ｗａｘ＆Ｃｏ． サービス 理容・美容業 5%

159,428 大阪府 大阪市中央区 ｗｏｒｌｄ　ｗｉｄｅ　ｗｅａｒ 小売業 衣料品 5%

159,429 大阪府 大阪市中央区 株式会社ワンアース 小売業 衣料品 5%

159,430 大阪府 大阪市中央区 ワンズ サービス その他サービス 5%

159,431 大阪府 大阪市中央区 ワンダーバー　ギャルズドウトン サービス 飲食業 5%

159,432 大阪府 大阪市鶴見区 ＡＲＫＨａｉｒ＇ｓ サービス 理容・美容業 5%
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159,433 大阪府 大阪市鶴見区 アカカベ アカカベ薬局鶴見緑地店 小売業 その他小売 5%

159,434 大阪府 大阪市鶴見区 アトリエリベロ サービス 理容・美容業 5%

159,435 大阪府 大阪市鶴見区 アベニューＫ サービス 理容・美容業 5%

159,436 大阪府 大阪市鶴見区 一般社団法人ウーマンアドバンス協会 小売業 衣料品 5%

159,437 大阪府 大阪市鶴見区 一本堂　鶴見緑地店 小売業 食料品 5%

159,438 大阪府 大阪市鶴見区 エステ　リラクゼーションサロン　ベクヴェーム サービス 理容・美容業 5%

159,439 大阪府 大阪市鶴見区 Ｌ　Ｈ サービス 理容・美容業 5%

159,440 大阪府 大阪市鶴見区 セブン－イレブン大阪今津中１丁目店 小売業 食料品 2%

159,441 大阪府 大阪市鶴見区 セブン－イレブン大阪今津南１丁目店 小売業 食料品 2%

159,442 大阪府 大阪市鶴見区 セブン－イレブン大阪鶴見２丁目店 小売業 食料品 2%

159,443 大阪府 大阪市鶴見区 セブン－イレブン大阪鶴見６丁目店 小売業 食料品 2%

159,444 大阪府 大阪市鶴見区 大阪東部ヤクルト販売　つるみ諸口センター 小売業 食料品 5%

159,445 大阪府 大阪市鶴見区 セブン－イレブン大阪放出東店 小売業 食料品 2%

159,446 大阪府 大阪市鶴見区 セブン－イレブン大阪浜３丁目店 小売業 食料品 2%

159,447 大阪府 大阪市鶴見区 セブン－イレブン大阪茨田大宮２丁目店 小売業 食料品 2%

159,448 大阪府 大阪市鶴見区 セブン－イレブン大阪緑１丁目店 小売業 食料品 2%

159,449 大阪府 大阪市鶴見区 セブン－イレブン大阪横堤５丁目店 小売業 食料品 2%

159,450 大阪府 大阪市鶴見区 セブン－イレブン大阪横堤３丁目店 小売業 食料品 2%

159,451 大阪府 大阪市鶴見区 セブン－イレブン大阪横堤４丁目店 小売業 食料品 2%

159,452 大阪府 大阪市鶴見区 海鮮丼専門店 丼丸 放出店 サービス 飲食業 5%

159,453 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社せいらくフーズ サービス 飲食業 5%

159,454 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社Ｍｉｌｉａｌ サービス 理容・美容業 5%

159,455 大阪府 大阪市鶴見区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋鶴見緑店 サービス 飲食業 2%

159,456 大阪府 大阪市鶴見区 業務スーパー鶴見緑地店 小売業 食料品 2%

159,457 大阪府 大阪市鶴見区 ゴディスコミット サービス その他サービス 5%

159,458 大阪府 大阪市鶴見区 ことりちゃん 小売業 衣料品 5%

159,459 大阪府 大阪市鶴見区 ｓｅｅｋ 小売業 食料品 5%

159,460 大阪府 大阪市鶴見区 シードリームｂｙ横谷企画　シードリームｂｙ横谷企画 サービス 宿泊業 5%

159,461 大阪府 大阪市鶴見区 セブン－イレブンＪＲ徳庵駅西店 小売業 食料品 2%

159,462 大阪府 大阪市鶴見区 セブン－イレブンＪＲ放出駅西店 小売業 食料品 2%

159,463 大阪府 大阪市鶴見区 じゃんぼ總本店　鶴見緑地店 サービス 飲食業 5%

159,464 大阪府 大阪市鶴見区 じゃんぼ總本店　放出駅前店 サービス 飲食業 5%

159,465 大阪府 大阪市鶴見区 じゃんぼ總本店　放出東店 サービス 飲食業 5%

159,466 大阪府 大阪市鶴見区 じゃんぼ總本店　横堤店 サービス 飲食業 5%

159,467 大阪府 大阪市鶴見区 食堂ペロ サービス 飲食業 5%

159,468 大阪府 大阪市鶴見区 スウィートキャンディ サービス 理容・美容業 5%

159,469 大阪府 大阪市鶴見区 スエヒロ薬店 小売業 その他小売 5%

159,470 大阪府 大阪市鶴見区 制服のアダチ 小売業 衣料品 5%

159,471 大阪府 大阪市鶴見区 ダイコクドラッグ今福鶴見駅前店 小売業 その他小売 5%

159,472 大阪府 大阪市鶴見区 ダイコクドラッグ放出駅前店 小売業 その他小売 5%

159,473 大阪府 大阪市鶴見区 武山電化商事　鶴見店 小売業 電化製品 5%

159,474 大阪府 大阪市鶴見区 タナカデンキ 小売業 電化製品 5%
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159,475 大阪府 大阪市鶴見区 ＴｅａｍＫＩＺＵＮＡ サービス その他サービス 5%

159,476 大阪府 大阪市鶴見区 鎮西酒店南店 小売業 食料品 5%

159,477 大阪府 大阪市鶴見区 ツルホーム サービス その他サービス 5%

159,478 大阪府 大阪市鶴見区 鶴見タクシー サービス その他サービス 5%

159,479 大阪府 大阪市鶴見区 鶴見緑地湯元　水春 サービス その他サービス 5%

159,480 大阪府 大阪市鶴見区 電化ショップ　シゲムラ 小売業 電化製品 5%

159,481 大阪府 大阪市鶴見区 トラットリア銀香 サービス 飲食業 5%

159,482 大阪府 大阪市鶴見区 トラットリアバールＢｉａＮｃａ サービス 飲食業 5%

159,483 大阪府 大阪市鶴見区 ＴｏｒｏｎＴｏ サービス 理容・美容業 5%

159,484 大阪府 大阪市鶴見区 中原電機 小売業 電化製品 5%

159,485 大阪府 大阪市鶴見区 中原電機　大宮店 小売業 電化製品 5%

159,486 大阪府 大阪市鶴見区 中原電機　横堤店 小売業 電化製品 5%

159,487 大阪府 大阪市鶴見区 パティスリーエーデル 小売業 食料品 5%

159,488 大阪府 大阪市鶴見区 花工房　Ｂｌｏｏｍｉｎ’ 小売業 その他小売 5%

159,489 大阪府 大阪市鶴見区 ＫＡＩＣＡ・そろばん塾ピコ サービス その他サービス 5%

159,490 大阪府 大阪市鶴見区 Ｐ＆Ｐじょうとう 小売業 電化製品 5%

159,491 大阪府 大阪市鶴見区 ＢＢ　ＳＴＹＬＥ　鶴見店 サービス 理容・美容業 5%

159,492 大阪府 大阪市鶴見区 東口米穀店 小売業 食料品 5%

159,493 大阪府 大阪市鶴見区 ふうふや　鶴見店 サービス 飲食業 5%

159,494 大阪府 大阪市鶴見区 藤井タクシー サービス 運輸業 5%

159,495 大阪府 大阪市鶴見区 ｐｅｔｉｔ　ｃａｍｅｒａ サービス その他サービス 5%

159,496 大阪府 大阪市鶴見区 Ｈａｉｒ　Ａｍｕｓｅ　ぱーる サービス 理容・美容業 5%

159,497 大阪府 大阪市鶴見区 ペットショップぱぺっと サービス その他サービス 5%

159,498 大阪府 大阪市鶴見区 ペットショップぱぺっと サービス その他サービス 5%

159,499 大阪府 大阪市鶴見区 ＰＥＴ ＨＯＵＳＥ ＪｕＬｉａ 小売業 その他小売 5%

159,500 大阪府 大阪市鶴見区 ベッラエレガンテ サービス 理容・美容業 5%

159,501 大阪府 大阪市鶴見区 薪窯ピザ ピッチュ サービス 飲食業 5%

159,502 大阪府 大阪市鶴見区 ミズグチ 小売業 電化製品 5%

159,503 大阪府 大阪市鶴見区 森下タクシー サービス 運輸業 5%

159,504 大阪府 大阪市鶴見区 焼き鳥 鳥鳥 サービス 飲食業 5%

159,505 大阪府 大阪市鶴見区 山口製作所 美食工房 山口製作所 サービス 飲食業 5%

159,506 大阪府 大阪市鶴見区 有限会社神戸リボン 小売業 その他小売 5%

159,507 大阪府 大阪市鶴見区 有限会社神戸リボン サービス その他サービス 5%

159,508 大阪府 大阪市鶴見区 ライフクリーナー　浜 サービス その他サービス 5%

159,509 大阪府 大阪市鶴見区 ライフクリーナー　つるみ店 サービス その他サービス 5%

159,510 大阪府 大阪市鶴見区 Ｌｕｘｅ＋ＴＫＭ サービス 理容・美容業 5%

159,511 大阪府 大阪市鶴見区 Ｒｏｕｔｅ Ｚｅｒｏ サービス 理容・美容業 5%

159,512 大阪府 大阪市天王寺区 ａｒ　ｓｈｅｅｐ サービス 理容・美容業 5%

159,513 大阪府 大阪市天王寺区 藍花 小売業 その他小売 5%

159,514 大阪府 大阪市天王寺区 愛光流ほほえみ サービス 理容・美容業 5%

159,515 大阪府 大阪市天王寺区 青葉苑　天王寺ミオプラザ店 サービス 飲食業 5%

159,516 大阪府 大阪市天王寺区 あくあ サービス その他サービス 5%
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159,517 大阪府 大阪市天王寺区 アジアンバル　ｇｌｏｗ サービス 飲食業 5%

159,518 大阪府 大阪市天王寺区 A・J・D ACCESSORIES 天王寺MIO店 小売業 その他小売 5%

159,519 大阪府 大阪市天王寺区 脚のお悩み専門スタジオひなた サービス 理容・美容業 5%

159,520 大阪府 大阪市天王寺区 飛鳥 サービス 飲食業 5%

159,521 大阪府 大阪市天王寺区 あだち薬局 小売業 その他小売 5%

159,522 大阪府 大阪市天王寺区 Ａｂｕｃｉ サービス 飲食業 5%

159,523 大阪府 大阪市天王寺区 ａｍａｃａ天王寺あべの店 サービス 理容・美容業 5%

159,524 大阪府 大阪市天王寺区 甘党まえだ天王寺ＭＩＯ店 サービス 飲食業 5%

159,525 大阪府 大阪市天王寺区 Ａｌｉｖｉｏ（Ｄｒｙｈｅａｄｓｐａ） サービス その他サービス 5%

159,526 大阪府 大阪市天王寺区 ＡＬＬＵＲＥ　ｈａｉｒ天王寺店 サービス 理容・美容業 5%

159,527 大阪府 大阪市天王寺区 アルシーヴ 小売業 衣料品 5%

159,528 大阪府 大阪市天王寺区 Ａｒｇｉｎｅアルジーヌ サービス 理容・美容業 5%

159,529 大阪府 大阪市天王寺区 ARROWTREE 天王寺ミオ店 サービス 飲食業 5%

159,530 大阪府 大阪市天王寺区 アンジュｄｅ巴里天王寺ＭＩＯ店 小売業 衣料品 5%

159,531 大阪府 大阪市天王寺区 アンズテックプログラミング教室 サービス その他サービス 5%

159,532 大阪府 大阪市天王寺区 アンティークマイクＭ サービス 飲食業 5%

159,533 大阪府 大阪市天王寺区 ａｎｔｉｃｒａｇ サービス 飲食業 5%

159,534 大阪府 大阪市天王寺区 ａｎｔｅｐｒｉｍａ サービス 理容・美容業 5%

159,535 大阪府 大阪市天王寺区 &．NOSTALGIA　天王寺ミオ 小売業 衣料品 5%

159,536 大阪府 大阪市天王寺区 アンドリューのエッグタルトＪＲ鶴橋店 小売業 食料品 5%

159,537 大阪府 大阪市天王寺区 あんにょん サービス 飲食業 5%

159,538 大阪府 大阪市天王寺区 アンプーファム　天王寺ＭＩＯ店 小売業 衣料品 5%

159,539 大阪府 大阪市天王寺区 居酒屋 サービス 飲食業 5%

159,540 大阪府 大阪市天王寺区 石本川口軒 小売業 その他小売 5%

159,541 大阪府 大阪市天王寺区 １７９／ＷＧ　ＮＩＣＯＬＥ　ＣＬＵＢ サービス 飲食業 5%

159,542 大阪府 大阪市天王寺区 ＡＮＯ合同会社 サービス その他サービス 5%

159,543 大阪府 大阪市天王寺区 ウィルエイド サービス 運輸業 5%

159,544 大阪府 大阪市天王寺区 Ｗｉｎｇｃｏｄｉｔｉｏｎｉｎｇｌａｂ サービス 理容・美容業 5%

159,545 大阪府 大阪市天王寺区 植垣商店 小売業 衣料品 5%

159,546 大阪府 大阪市天王寺区 上本町酒場ハイハイボール　上本町酒場　ハイハイボール サービス 飲食業 5%

159,547 大阪府 大阪市天王寺区 上町珈琲 小売業 その他小売 5%

159,548 大阪府 大阪市天王寺区 豆皿と御菓子うたかた サービス その他サービス 5%

159,549 大阪府 大阪市天王寺区 ウメカワ 小売業 衣料品 5%

159,550 大阪府 大阪市天王寺区 占いの館　朱門 サービス その他サービス 5%

159,551 大阪府 大阪市天王寺区 運転代行モーリック サービス 運輸業 5%

159,552 大阪府 大阪市天王寺区 Ｓ?ｎａｉｌ　天王寺店 サービス その他サービス 5%

159,553 大阪府 大阪市天王寺区 ｅｔｅ天王寺ミオ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

159,554 大阪府 大阪市天王寺区 evelyn　天王寺ミオ店 サービス 飲食業 5%

159,555 大阪府 大阪市天王寺区 ＡＵＸ　ＰＡＲＡＤＩＳ　天王寺店 小売業 その他小売 5%

159,556 大阪府 大阪市天王寺区 近江の館　天王寺店 小売業 食料品 5%

159,557 大阪府 大阪市天王寺区 セブン－イレブン大阪味原本町店 小売業 食料品 2%

159,558 大阪府 大阪市天王寺区 セブン－イレブン大阪生玉前町店 小売業 食料品 2%
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159,559 大阪府 大阪市天王寺区 セブン－イレブン大阪生玉前町南店 小売業 食料品 2%

159,560 大阪府 大阪市天王寺区 セブン－イレブン大阪上本町２丁目店 小売業 食料品 2%

159,561 大阪府 大阪市天王寺区 セブン－イレブン大阪上本町６丁目店 小売業 食料品 2%

159,562 大阪府 大阪市天王寺区 ＯｓａｋａＧｕｅｓｔｈｏｕｓｅＮＥＳＴ サービス 宿泊業 5%

159,563 大阪府 大阪市天王寺区 セブン－イレブン大阪細工谷１丁目店 小売業 食料品 2%

159,564 大阪府 大阪市天王寺区 セブン－イレブン大阪鶴橋駅西店 小売業 食料品 2%

159,565 大阪府 大阪市天王寺区 セブン－イレブン大阪寺田町２丁目店 小売業 食料品 2%

159,566 大阪府 大阪市天王寺区 セブン－イレブン大阪長堀心斎橋店 小売業 食料品 2%

159,567 大阪府 大阪市天王寺区 セブン－イレブン大阪堀越町店 小売業 食料品 2%

159,568 大阪府 大阪市天王寺区 オカ企画 サービス その他サービス 5%

159,569 大阪府 大阪市天王寺区 お好み焼 じゅうじゅう亭 サービス 飲食業 5%

159,570 大阪府 大阪市天王寺区 お好み焼金のてこ サービス 飲食業 5%

159,571 大阪府 大阪市天王寺区 お直しコンシェルジュビック・ママ　天王寺ミオ店 サービス その他サービス 5%

159,572 大阪府 大阪市天王寺区 おにぎり専門店米度 サービス 飲食業 5%

159,573 大阪府 大阪市天王寺区 オノエファニチャー天王寺ＭＩＯ店 小売業 家具・調度品 5%

159,574 大阪府 大阪市天王寺区 牡羊座 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,575 大阪府 大阪市天王寺区 オリックスレンタカー近鉄上本町駅前店 サービス その他サービス 2%

159,576 大阪府 大阪市天王寺区 オリックスレンタカー天王寺駅前店 サービス その他サービス 2%

159,577 大阪府 大阪市天王寺区 カールトンティーハウス サービス 飲食業 5%

159,578 大阪府 大阪市天王寺区 牡蠣とワイン立喰いすしまる天王寺ＭＩＯ店 サービス 飲食業 5%

159,579 大阪府 大阪市天王寺区 ＧＡＤＧＥＴ 小売業 衣料品 5%

159,580 大阪府 大阪市天王寺区 カジカフェ サービス 飲食業 5%

159,581 大阪府 大阪市天王寺区 カジュアルイタリアン　アルバータ天王寺 サービス 飲食業 5%

159,582 大阪府 大阪市天王寺区 カスカード　天王寺ミオ店 サービス 飲食業 5%

159,583 大阪府 大阪市天王寺区 カフェ英國屋 サービス 飲食業 5%

159,584 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社Ｒ＆Ｌネパール サービス その他サービス 5%

159,585 大阪府 大阪市天王寺区 木津うを新 サービス 飲食業 5%

159,586 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社Ｇ－ＳＴＹＬＥ サービス その他サービス 5%

159,587 大阪府 大阪市天王寺区 聖和動物病院 サービス その他サービス 5%

159,588 大阪府 大阪市天王寺区 会社ＳＯＫＯ 小売業 その他小売 5%

159,589 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ティプア 小売業 衣料品 5%

159,590 大阪府 大阪市天王寺区 一般社団法人トランザクションアナリシス協会 サービス その他サービス 5%

159,591 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社成田商店 サービス その他サービス 5%

159,592 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社富久屋貸衣裳店 サービス その他サービス 5%

159,593 大阪府 大阪市天王寺区 Ｃａｍｉｎｏ 小売業 電化製品 5%

159,594 大阪府 大阪市天王寺区 Ｃａｍ＆Ｏｎ サービス 飲食業 5%

159,595 大阪府 大阪市天王寺区 Ｇａ：ＲＡＧＥ　天王寺ＭＩＯ店 小売業 衣料品 5%

159,596 大阪府 大阪市天王寺区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 近鉄上本町駅前店 サービス 飲食業 2%

159,597 大阪府 大阪市天王寺区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋近鉄上本町駅前店 サービス 飲食業 2%

159,598 大阪府 大阪市天王寺区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ天王寺駅北口店 サービス 飲食業 2%

159,599 大阪府 大阪市天王寺区 河合塾マナビス上本町南校 サービス その他サービス 2%

159,600 大阪府 大阪市天王寺区 河内らーめん喜神 サービス 飲食業 5%
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159,601 大阪府 大阪市天王寺区 Ｃｈｉａｒａ サービス 飲食業 5%

159,602 大阪府 大阪市天王寺区 キートス天王寺ミオ店 小売業 その他小売 5%

159,603 大阪府 大阪市天王寺区 ＫＩＳＡＴＯ 小売業 衣料品 5%

159,604 大阪府 大阪市天王寺区 牛一 サービス 飲食業 5%

159,605 大阪府 大阪市天王寺区 牛一新館 サービス 飲食業 5%

159,606 大阪府 大阪市天王寺区 京の彩り寿司　京月　天王寺店 サービス 飲食業 5%

159,607 大阪府 大阪市天王寺区 銀座ハゲ天　天王寺店 サービス 飲食業 5%

159,608 大阪府 大阪市天王寺区 ｑｕａｔｔｒｏＰＬＵＳ サービス 飲食業 5%

159,609 大阪府 大阪市天王寺区 ＧＵＦＯ－Ｂｉａｎｃｏ サービス 飲食業 5%

159,610 大阪府 大阪市天王寺区 串の坊　天王寺MIO店 サービス 飲食業 5%

159,611 大阪府 大阪市天王寺区 靴専科　上本町店 サービス その他サービス 5%

159,612 大阪府 大阪市天王寺区 くまざわ書店天王寺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,613 大阪府 大阪市天王寺区 蔵元　豊祝　天王寺店 サービス 飲食業 5%

159,614 大阪府 大阪市天王寺区 グリーズン天王寺店 小売業 その他小売 5%

159,615 大阪府 大阪市天王寺区 グリンヒルホテル サービス 宿泊業 5%

159,616 大阪府 大阪市天王寺区 ｇｌｕｃｋ　天王寺店てんのうじ サービス 理容・美容業 5%

159,617 大阪府 大阪市天王寺区 クレア動物病院 サービス その他サービス 5%

159,618 大阪府 大阪市天王寺区 GRAPEFRUIT MOON サービス 飲食業 5%

159,619 大阪府 大阪市天王寺区 Ｇｒｅａｄｙ　ｂｒｉｌｌｉａｎ 小売業 衣料品 5%

159,620 大阪府 大阪市天王寺区 燻製　日本酒　ばーる　ＯＺ家　燻製　日本酒　ばーる　ＯＺ家 サービス 飲食業 5%

159,621 大阪府 大阪市天王寺区 健康咲かせる手づくり惣菜　咲菜（さかな）ＪＲ桃谷駅店 小売業 食料品 5%

159,622 大阪府 大阪市天王寺区 玄三庵　天王寺ミオプラザ館店 サービス 飲食業 5%

159,623 大阪府 大阪市天王寺区 幸生堂薬局寺田町店 サービス その他サービス 5%

159,624 大阪府 大阪市天王寺区 ＫＯＹＯ　天王寺ＭＩＯ店 小売業 その他小売 5%

159,625 大阪府 大阪市天王寺区 ＣＯＡＣＨＥＬＬＡ ＨＥＡＤ 上本町店 小売業 家具・調度品 5%

159,626 大阪府 大阪市天王寺区 Ｔｈｅ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｍａｒｋｅｔ サービス 飲食業 5%

159,627 大阪府 大阪市天王寺区 Coquelicot天王寺MiO店 小売業 衣料品 5%

159,628 大阪府 大阪市天王寺区 ＣＯＱＵＬＥ天王寺ＭＩＯ店 小売業 衣料品 5%

159,629 大阪府 大阪市天王寺区 ｃｏｃｏｎａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

159,630 大阪府 大阪市天王寺区 ＧＯＳＴＡＲ　ＤＥ　ＦＵＧＡ サービス 飲食業 5%

159,631 大阪府 大阪市天王寺区 コスモクリエイト 小売業 その他小売 5%

159,632 大阪府 大阪市天王寺区 兒玉良夫税理士事務所 サービス その他サービス 5%

159,633 大阪府 大阪市天王寺区 ｑｏｌ サービス 理容・美容業 5%

159,634 大阪府 大阪市天王寺区 金剛堂　関西文化前店 小売業 家具・調度品 5%

159,635 大阪府 大阪市天王寺区 ＺＡＲＮＩ　ＺＡＲＮＩ サービス 飲食業 5%

159,636 大阪府 大阪市天王寺区 サイクルヒーロー真田山店 小売業 その他小売 5%

159,637 大阪府 大阪市天王寺区 酒処　つかさ　天王寺ミオ サービス 飲食業 5%

159,638 大阪府 大阪市天王寺区 眞田幸村本家眞田丸 サービス 飲食業 5%

159,639 大阪府 大阪市天王寺区 ザ ブルーサーフ ＴｈｅＢｌｕｅｓｕｒｆ 小売業 その他小売 5%

159,640 大阪府 大阪市天王寺区 ＳＡＬＡＤ ＢＯＷＬ　天王寺ミオ店 小売業 その他小売 5%

159,641 大阪府 大阪市天王寺区 ＳａｌｏｎｅＤｉＬｕｃａ サービス その他サービス 5%

159,642 大阪府 大阪市天王寺区 ＳＡＮＫＡＲＩ真法院店 サービス 理容・美容業 5%
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159,643 大阪府 大阪市天王寺区 サンケイＳＴスイミングスクール サービス その他サービス 5%

159,644 大阪府 大阪市天王寺区 さんぱつやｍｉｎｉＶＥＬＯ サービス 理容・美容業 5%

159,645 大阪府 大阪市天王寺区 さんぱつやｍｉｎｉＶＥＬＯ サービス 理容・美容業 5%

159,646 大阪府 大阪市天王寺区 Ｃｉｍａ Ｂｉａｎｃａ サービス 理容・美容業 5%

159,647 大阪府 大阪市天王寺区 Ｇｍｏｒｅ サービス その他サービス 5%

159,648 大阪府 大阪市天王寺区 J.S.FOODIES天王寺ミオ店 小売業 衣料品 5%

159,649 大阪府 大阪市天王寺区 ｃｉｒｃＬＥ サービス その他サービス 5%

159,650 大阪府 大阪市天王寺区 プリナチュール天王寺店 天王寺店 サービス 理容・美容業 5%

159,651 大阪府 大阪市天王寺区 四天王寺カワカミ整体院 サービス その他サービス 5%

159,652 大阪府 大阪市天王寺区 四天王寺カワカミ整体院 サービス その他サービス 5%

159,653 大阪府 大阪市天王寺区 Ｓｉｉｎｏａベビー着物と雑貨のお店 小売業 衣料品 5%

159,654 大阪府 大阪市天王寺区 シャープしまづ包丁とぎサービス サービス その他サービス 5%

159,655 大阪府 大阪市天王寺区 ＪＵＮＧＬＥ　ＧＥＭＳＩＮＧ サービス 飲食業 5%

159,656 大阪府 大阪市天王寺区 じゃんぼ總本店　玉造日之出通商店街店 サービス 飲食業 5%

159,657 大阪府 大阪市天王寺区 ジュエリー大森 小売業 貴金属・服飾品 5%

159,658 大阪府 大阪市天王寺区 ＪＵＰＩＴＥＲ天王寺 サービス 理容・美容業 5%

159,659 大阪府 大阪市天王寺区 旬彩なかじま商店 サービス 飲食業 5%

159,660 大阪府 大阪市天王寺区 旬味串喝やまや サービス 飲食業 5%

159,661 大阪府 大阪市天王寺区 ジョイブ　ファクトリー 小売業 その他小売 5%

159,662 大阪府 大阪市天王寺区 スイーツパラダイス天王寺ミオ店 サービス 飲食業 5%

159,663 大阪府 大阪市天王寺区 すえひろ サービス 飲食業 5%

159,664 大阪府 大阪市天王寺区 スキップハウス　MIO店 小売業 衣料品 5%

159,665 大阪府 大阪市天王寺区 鮨　原正 サービス 飲食業 5%

159,666 大阪府 大阪市天王寺区 ｓｕｓｈｉｄｏｋｏｒｏまんま サービス 飲食業 5%

159,667 大阪府 大阪市天王寺区 すし富 サービス 飲食業 5%

159,668 大阪府 大阪市天王寺区 ZUCU ZUCA　天王寺ミオ店 サービス 飲食業 5%

159,669 大阪府 大阪市天王寺区 ZUCU ZUCA　 リミテッドストア　天王寺ミオ店 サービス 飲食業 5%

159,670 大阪府 大阪市天王寺区 ＳＴＥＬＬＡＬＵＸＢＥ天王寺あべの店 サービス 理容・美容業 5%

159,671 大阪府 大阪市天王寺区 ストロベリーフィールズ天王寺ミオ店 小売業 衣料品 5%

159,672 大阪府 大阪市天王寺区 Spick & Span　NOBLE 天王寺MIO店 小売業 衣料品 5%

159,673 大阪府 大阪市天王寺区 炭火焼鳥　権兵衛 西田屋 サービス 飲食業 5%

159,674 大阪府 大阪市天王寺区 炭焼き頂 サービス 飲食業 5%

159,675 大阪府 大阪市天王寺区 スリーズ 小売業 食料品 5%

159,676 大阪府 大阪市天王寺区 スリーエム 小売業 衣料品 5%

159,677 大阪府 大阪市天王寺区 Ｃｅｐｏ！ 小売業 衣料品 5%

159,678 大阪府 大阪市天王寺区 ｓｅｌｅｃｔＫ サービス その他サービス 5%

159,679 大阪府 大阪市天王寺区 ダイコクドラッグ上本町ハイハイタウン店 小売業 その他小売 5%

159,680 大阪府 大阪市天王寺区 ダイコクドラッグ鶴橋駅北店 小売業 その他小売 5%

159,681 大阪府 大阪市天王寺区 ダイコクドラッグ寺田町駅前店 小売業 その他小売 5%

159,682 大阪府 大阪市天王寺区 ダイコクドラッグ天王寺駅前店 小売業 その他小売 5%

159,683 大阪府 大阪市天王寺区 ダイコクドラッグＮＥＷ玉造店 小売業 その他小売 5%

159,684 大阪府 大阪市天王寺区 大豆パン専門店ダイズインターナショナル 小売業 食料品 5%
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159,685 大阪府 大阪市天王寺区 ダイビングショップ潜楽屋 サービス その他サービス 5%

159,686 大阪府 大阪市天王寺区 高橋メガネ・高橋コンタクト 小売業 その他小売 5%

159,687 大阪府 大阪市天王寺区 ｗ　ｃｌｏｓｅｔ天王寺ＭＩＯ店 サービス 飲食業 5%

159,688 大阪府 大阪市天王寺区 チケットスーパー サービス その他サービス 5%

159,689 大阪府 大阪市天王寺区 千鳥屋宗家天王寺ミオ店 小売業 食料品 5%

159,690 大阪府 大阪市天王寺区 中華そば　福笑門　中華そば福笑門 サービス 飲食業 5%

159,691 大阪府 大阪市天王寺区 中国菜館　海麟 サービス 飲食業 5%

159,692 大阪府 大阪市天王寺区 ｃｈｏｃｏｌａｔｅｂｒｏｗｎ 小売業 衣料品 5%

159,693 大阪府 大阪市天王寺区 鶴橋ホルモンえびす サービス 飲食業 5%

159,694 大阪府 大阪市天王寺区 ＤｅＩ＇ｍ サービス 理容・美容業 5%

159,695 大阪府 大阪市天王寺区 Ｔｉａｒａ サービス 理容・美容業 5%

159,696 大阪府 大阪市天王寺区 テットオム天王寺ミオ店 小売業 衣料品 5%

159,697 大阪府 大阪市天王寺区 寺田町酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

159,698 大阪府 大阪市天王寺区 寺田町 Ｆｉｒｅｌｏｏｐ バーカウンター サービス 飲食業 5%

159,699 大阪府 大阪市天王寺区 デリカＫＹＫてんのうじ店 サービス 飲食業 5%

159,700 大阪府 大阪市天王寺区 天王寺ＭＩＯ　占い　さいら サービス その他サービス 5%

159,701 大阪府 大阪市天王寺区 天王寺ＭＩＯ　おか薬局 サービス 飲食業 5%

159,702 大阪府 大阪市天王寺区 天王寺ＭＩＯ　沖縄食堂ハイサイ サービス 飲食業 5%

159,703 大阪府 大阪市天王寺区 天王寺ＭＩＯ　グリーンアースウェア サービス 飲食業 5%

159,704 大阪府 大阪市天王寺区 天王寺ＭＩＯ　グリーンショップとみもと 小売業 その他小売 5%

159,705 大阪府 大阪市天王寺区 天王寺ＭＩＯ　ＧＲＥＥＮ　ＢＯＷＬ店 サービス 飲食業 5%

159,706 大阪府 大阪市天王寺区 天王寺ＭＩＯ　嶋屋 サービス 飲食業 5%

159,707 大阪府 大阪市天王寺区 天王寺ＭＩＯ　酒遊　赤のれん サービス 飲食業 5%

159,708 大阪府 大阪市天王寺区 天王寺ＭＩＯ　ナチュラルガーデン サービス その他サービス 5%

159,709 大阪府 大阪市天王寺区 天王寺ＭＩＯ　ニュートンラボ 小売業 その他小売 5%

159,710 大阪府 大阪市天王寺区 天王寺ＭＩＯ　プリンセスアッシュ サービス 理容・美容業 5%

159,711 大阪府 大阪市天王寺区 天王寺ＭＩＯ　ミルク／ミルクボーイ 小売業 衣料品 5%

159,712 大阪府 大阪市天王寺区 天王寺ＭＩＯ　ＹＯＲＫＹＳ　Ｃｒｅｐｅｒｉ サービス 飲食業 5%

159,713 大阪府 大阪市天王寺区 天王寺ＭＩＯ　和カフェ　ちさと サービス 飲食業 5%

159,714 大阪府 大阪市天王寺区 天王寺ＭＩＯ　プチ　グリルマルヨシ サービス 飲食業 5%

159,715 大阪府 大阪市天王寺区 トゥインクル 小売業 衣料品 5%

159,716 大阪府 大阪市天王寺区 Tokyo135　天王寺ミオ店 サービス 飲食業 5%

159,717 大阪府 大阪市天王寺区 凸 サービス 飲食業 5%

159,718 大阪府 大阪市天王寺区 TRANSITION　天王寺MIO店 小売業 衣料品 5%

159,719 大阪府 大阪市天王寺区 とんかつと洋食のお店豚晴 サービス 飲食業 5%

159,720 大阪府 大阪市天王寺区 豚骨黒カレー　ＭＥＣＨＡ　豚骨カレーＭＥＣＨＡ サービス 飲食業 5%

159,721 大阪府 大阪市天王寺区 中谷眼鏡店 サービス その他サービス 5%

159,722 大阪府 大阪市天王寺区 ナチュラルキッチンアンド　天王寺ミオ店 小売業 その他小売 5%

159,723 大阪府 大阪市天王寺区 ニールズヤードレメディーズ　天王寺ミオ 小売業 その他小売 5%

159,724 大阪府 大阪市天王寺区 Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　Ｎｏｂｌｅ サービス その他サービス 5%

159,725 大阪府 大阪市天王寺区 ネイルサロンクレアーレ サービス 理容・美容業 5%

159,726 大阪府 大阪市天王寺区 ネイルサロンジュレ サービス 理容・美容業 5%
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159,727 大阪府 大阪市天王寺区 バースペランツァ サービス 飲食業 5%

159,728 大阪府 大阪市天王寺区 ハートランド サービス その他サービス 5%

159,729 大阪府 大阪市天王寺区 ＢＡＲピーコート サービス 飲食業 5%

159,730 大阪府 大阪市天王寺区 ＢＡＧＧＹ　ＰＯＲＴ　天王寺MIO店 サービス 飲食業 5%

159,731 大阪府 大阪市天王寺区 ハツクルベリー天王寺ＭＩＯ店 サービス 飲食業 5%

159,732 大阪府 大阪市天王寺区 花笑み荼 サービス 飲食業 5%

159,733 大阪府 大阪市天王寺区 パラビオン天王寺店 小売業 衣料品 5%

159,734 大阪府 大阪市天王寺区 Ｂ－ＣＯＭＰＡＮＹ天王寺ミオ店 小売業 家具・調度品 5%

159,735 大阪府 大阪市天王寺区 ぴーすはうす寿々波 サービス その他サービス 5%

159,736 大阪府 大阪市天王寺区 Ｐｉｚｚｅｒｉａ Ｃａｆｅ Ｋｏｂｅｒｔａ サービス 飲食業 5%

159,737 大阪府 大阪市天王寺区 ｈｕｅＤＡＹＴＯＥＶＥＮＩＮＧ 小売業 衣料品 5%

159,738 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社広瀬佛檀店 サービス その他サービス 5%

159,739 大阪府 大阪市天王寺区 ヒロタ　天王寺駅構内店 小売業 食料品 5%

159,740 大阪府 大阪市天王寺区 ＦＩＥＬＤ大阪天王寺店 サービス その他サービス 5%

159,741 大阪府 大阪市天王寺区 フィント＆アンアナザーアンジェラス 小売業 衣料品 5%

159,742 大阪府 大阪市天王寺区 プードゥドゥ天王寺ミオ店 小売業 衣料品 5%

159,743 大阪府 大阪市天王寺区 フェフェ　天王寺ミオ 小売業 衣料品 5%

159,744 大阪府 大阪市天王寺区 ＦＥＬＩ　ＰｒｉｖａｔｅＮａｉｌ サービス その他サービス 5%

159,745 大阪府 大阪市天王寺区 フェリーチェ 小売業 衣料品 5%

159,746 大阪府 大阪市天王寺区 フォトマイスター上本町駅前店 サービス その他サービス 5%

159,747 大阪府 大阪市天王寺区 フォメンタ！ サービス 飲食業 5%

159,748 大阪府 大阪市天王寺区 藤村トンボ玉工房 小売業 衣料品 5%

159,749 大阪府 大阪市天王寺区 冨士屋　天王寺店 サービス 飲食業 5%

159,750 大阪府 大阪市天王寺区 プティ　スープル 小売業 食料品 5%

159,751 大阪府 大阪市天王寺区 ブティックべにや　天王寺ミオ店 小売業 その他小売 5%

159,752 大阪府 大阪市天王寺区 Ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎアキ サービス 理容・美容業 5%

159,753 大阪府 大阪市天王寺区 ブラッスリー　ブー　ジュニア　天王寺ミオ店 サービス 飲食業 5%

159,754 大阪府 大阪市天王寺区 フララニハワイ サービス 飲食業 5%

159,755 大阪府 大阪市天王寺区 プリナチュール天王寺店 サービス その他サービス 5%

159,756 大阪府 大阪市天王寺区 Ｂｌｅｕ　Ｂｌｅｕｅｔ　天王寺ＭＩＯプラザ館店 小売業 その他小売 5%

159,757 大阪府 大阪市天王寺区 Ｂｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

159,758 大阪府 大阪市天王寺区 プルミエール迎賓館 サービス その他サービス 5%

159,759 大阪府 大阪市天王寺区 Ｐｌａｙ　Ｇｒｏｕｎｄ サービス 飲食業 5%

159,760 大阪府 大阪市天王寺区 ＦＲＡＭＥ　　天王寺あべの店 サービス 理容・美容業 5%

159,761 大阪府 大阪市天王寺区 Ｐｌａｉｒｅ 小売業 衣料品 5%

159,762 大阪府 大阪市天王寺区 ぷれじでんと千房　都ホテル大阪支店 サービス 飲食業 5%

159,763 大阪府 大阪市天王寺区 ぷれじでんと千房都ホテル大阪支 サービス 飲食業 5%

159,764 大阪府 大阪市天王寺区 フレッシュネスバーガー上本町 サービス 飲食業 2%

159,765 大阪府 大阪市天王寺区 プンキッチン サービス 飲食業 5%

159,766 大阪府 大阪市天王寺区 ｈａｉｒ　ａｔｅｌｉｅｒ　ｍｅｒ サービス 理容・美容業 5%

159,767 大阪府 大阪市天王寺区 ヘアーグロースフォーメン サービス 理容・美容業 5%

159,768 大阪府 大阪市天王寺区 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＫＡＺＵ サービス 理容・美容業 5%
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159,769 大阪府 大阪市天王寺区 Ｌｉｂｅｒｔｅ サービス 理容・美容業 5%

159,770 大阪府 大阪市天王寺区 ヘアーサンソウ サービス 理容・美容業 5%

159,771 大阪府 大阪市天王寺区 ＨＡＩＲ’Ｓ　ＺＥＮＯＮ天王寺 サービス 理容・美容業 5%

159,772 大阪府 大阪市天王寺区 Ｈａｉｒ’ｓ　Ｌｏｔｔｉ サービス 理容・美容業 5%

159,773 大阪府 大阪市天王寺区 Ｈａｉｒ ｓ Ｌｏｔｔｉ Ｈａｉｒ ｓ Ｌｏｔｔｉ サービス 理容・美容業 5%

159,774 大阪府 大阪市天王寺区 ＢＥＩＧＥ　ｈａｉｒ　　ｃｏｕｔｕｒｅ【ベイジヘアークチュール】 サービス 理容・美容業 5%

159,775 大阪府 大阪市天王寺区 ベビーチャイルドショップマツヤ 小売業 衣料品 5%

159,776 大阪府 大阪市天王寺区 ＶＥＲＹ－ＶＥＲＹ サービス 理容・美容業 5%

159,777 大阪府 大阪市天王寺区 ＢＥＬＬＥＡＭＥ サービス 理容・美容業 5%

159,778 大阪府 大阪市天王寺区 ペルコラ天王寺店 サービス 飲食業 5%

159,779 大阪府 大阪市天王寺区 ベントゥーノ　天王寺ミオ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

159,780 大阪府 大阪市天王寺区 北海道 サービス 飲食業 5%

159,781 大阪府 大阪市天王寺区 ぼてぢゅう　天王寺ミオ店 サービス 飲食業 5%

159,782 大阪府 大阪市天王寺区 ＨＯＴＥＬ　３ＯＣＬＯＣＫ サービス 宿泊業 5%

159,783 大阪府 大阪市天王寺区 ホテル＆リゾートバリタワー サービス 飲食業 5%

159,784 大阪府 大阪市天王寺区 ホテル＆リゾートバリタワー サービス 飲食業 5%

159,785 大阪府 大阪市天王寺区 ホテル＆リゾートバリタワー サービス 宿泊業 5%

159,786 大阪府 大阪市天王寺区 ホテルバリアンリゾート新宿フォレスト サービス 宿泊業 5%

159,787 大阪府 大阪市天王寺区 ポムの樹　ＭＩＯプラザ店 サービス 飲食業 5%

159,788 大阪府 大阪市天王寺区 ホルモン本舗 サービス 飲食業 5%

159,789 大阪府 大阪市天王寺区 ｍｙｂｏｗｌ サービス 飲食業 5%

159,790 大阪府 大阪市天王寺区 まちの自転車店リコ 小売業 その他小売 2%

159,791 大阪府 大阪市天王寺区 マネケンＪＲ天王寺駅店 小売業 食料品 5%

159,792 大阪府 大阪市天王寺区 ＭＡＨＯＲＯＢＡ　ＦＯＲＥＳＴ サービス その他サービス 5%

159,793 大阪府 大阪市天王寺区 ＭＡＲＵＦＵＪＩ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

159,794 大阪府 大阪市天王寺区 Ｍｅｕｐ サービス 理容・美容業 5%

159,795 大阪府 大阪市天王寺区 ミーチェ サービス 理容・美容業 5%

159,796 大阪府 大阪市天王寺区 ミオガーデンカフェ サービス 飲食業 5%

159,797 大阪府 大阪市天王寺区 美スギ　アベノ店 小売業 その他小売 5%

159,798 大阪府 大阪市天王寺区 みたらし小餅茶屋　天王寺ミオ店 サービス 飲食業 5%

159,799 大阪府 大阪市天王寺区 ミッシュマッシュ天王寺ミオ店 小売業 衣料品 5%

159,800 大阪府 大阪市天王寺区 ｍｕｉ サービス 理容・美容業 5%

159,801 大阪府 大阪市天王寺区 ＭＯＶＥＭＥＮＴ 小売業 その他小売 5%

159,802 大阪府 大阪市天王寺区 ＭＯＶＥＭＥＮＴ　ＢｉｃｙｃｌｅＳｔｕｄｉｏ　ＭＯＶＥＭＥＮＴ 小売業 その他小売 5%

159,803 大阪府 大阪市天王寺区 メガネの明和 サービス その他サービス 5%

159,804 大阪府 大阪市天王寺区 メガネ本舗 小売業 その他小売 5%

159,805 大阪府 大阪市天王寺区 メガネ本舗　上本町日赤前店 小売業 その他小売 5%

159,806 大阪府 大阪市天王寺区 MELTINGPOT　天王寺MIO店 サービス 飲食業 5%

159,807 大阪府 大阪市天王寺区 桃谷酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

159,808 大阪府 大阪市天王寺区 焼鳥　ボトルバード サービス 飲食業 5%

159,809 大阪府 大阪市天王寺区 焼鳥と麦　カッシーワ　天王寺ミオ サービス 飲食業 5%

159,810 大阪府 大阪市天王寺区 焼肉ソソモン サービス 飲食業 5%
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159,811 大阪府 大阪市天王寺区 ヤスノリ眼鏡店 サービス その他サービス 5%

159,812 大阪府 大阪市天王寺区 やどかり屋 小売業 その他小売 5%

159,813 大阪府 大阪市天王寺区 山野愛子美容室　都ホテル大阪店 サービス 理容・美容業 5%

159,814 大阪府 大阪市天王寺区 Ｕ．Ｓ．ＢＯＡＲＤＥＲ天王寺ＭＩＯ店 サービス 飲食業 5%

159,815 大阪府 大阪市天王寺区 有限会社上町珈琲 小売業 その他小売 5%

159,816 大阪府 大阪市天王寺区 Ｙｏｕファクトリー サービス その他サービス 5%

159,817 大阪府 大阪市天王寺区 ゆかり天王寺ミオプラザ館店 サービス 飲食業 5%

159,818 大阪府 大阪市天王寺区 ＵＮＩＶＥＲＳＥ サービス 飲食業 5%

159,819 大阪府 大阪市天王寺区 ライフクリーナー　イズミヤ国分町 サービス その他サービス 5%

159,820 大阪府 大阪市天王寺区 ライフクリーナーイズミヤ国分町店 サービス その他サービス 5%

159,821 大阪府 大阪市天王寺区 ライフクリーナー近商ストア　玉造店 サービス その他サービス 5%

159,822 大阪府 大阪市天王寺区 LALALA by Play:Ground　天王寺ミオ店 サービス 飲食業 5%

159,823 大阪府 大阪市天王寺区 蘭亭 サービス 飲食業 5%

159,824 大阪府 大阪市天王寺区 蘭亭　谷九店 サービス 飲食業 5%

159,825 大阪府 大阪市天王寺区 LAUNDRY天王寺MIO店 小売業 衣料品 5%

159,826 大阪府 大阪市天王寺区 LIZ LISA　天王寺ミオ店 サービス 飲食業 5%

159,827 大阪府 大阪市天王寺区 ＬｉｆＡｃｔ サービス 理容・美容業 5%

159,828 大阪府 大阪市天王寺区 Ｒｉｐｏ　ｔｒｅｎｔａ　ａｎｎｉ天王寺ミオ店 小売業 衣料品 5%

159,829 大阪府 大阪市天王寺区 ＲＹＯＫＯ　ＫＩＫＵＣＨＩ　ＰＬＵＳ　あべちか店 小売業 衣料品 5%

159,830 大阪府 大阪市天王寺区 リラローブ 小売業 衣料品 5%

159,831 大阪府 大阪市天王寺区 Ｒｅｗａｒｄ　Ｓｔｏｒｅ 小売業 その他小売 5%

159,832 大阪府 大阪市天王寺区 Ｒｅｗａｒｄ Ｓｔｏｒｅ 小売業 その他小売 5%

159,833 大阪府 大阪市天王寺区 Ｌｉｎｇｕａ　Ｗｏｒｌｄ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

159,834 大阪府 大阪市天王寺区 Ｌｉｎｋｓｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

159,835 大阪府 大阪市天王寺区 ｌｕａｎａ サービス 理容・美容業 5%

159,836 大阪府 大阪市天王寺区 Ｒｏｕｇｅ　ｖｉｆ　ｌａ　ｃｌｅ天王寺ＭＩＯ店 小売業 衣料品 5%

159,837 大阪府 大阪市天王寺区 Ｒａｙｃａｓｓｉｎ 小売業 衣料品 5%

159,838 大阪府 大阪市天王寺区 ＲＥＩＳＩＮ　ＮＯＶＡ サービス 飲食業 5%

159,839 大阪府 大阪市天王寺区 レディースフシムラ 小売業 衣料品 5%

159,840 大阪府 大阪市天王寺区 ＲＥＴＲＯ　ＧＩＲＬ　ＧＡＬＬＥＲＹ 小売業 衣料品 5%

159,841 大阪府 大阪市天王寺区 ＬＯＣＫ　ＹＯＵＲ　ＨＥＡＲＴＳ　天王寺ＭＩＯ店 小売業 衣料品 5%

159,842 大阪府 大阪市天王寺区 炉ばた焼 網兵衛 やんべえ サービス 飲食業 5%

159,843 大阪府 大阪市天王寺区 炉ばた焼 わすれ茶屋 わすれぢゃや サービス 飲食業 5%

159,844 大阪府 大阪市天王寺区 ワインストア　ワッシーズ 小売業 食料品 5%

159,845 大阪府 大阪市天王寺区 Ｗａｓｓｙ　ｓ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｓｏｕｐｌｅ サービス 飲食業 5%

159,846 大阪府 大阪市天王寺区 ワッシーズ　ダイニング　スープル 小売業 食料品 5%

159,847 大阪府 大阪市浪速区 ＩＣＯＮＯＣＬＡＳＭ 小売業 その他小売 5%

159,848 大阪府 大阪市浪速区 アサヒ壮健株式会社 サービス その他サービス 5%

159,849 大阪府 大阪市浪速区 アゾンレーベルショップ　大阪 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,850 大阪府 大阪市浪速区 ａｐｐｅａｒａｎｃｅ サービス その他サービス 5%

159,851 大阪府 大阪市浪速区 居酒屋光 サービス 飲食業 5%

159,852 大阪府 大阪市浪速区 居酒屋ちとも　居酒屋ちとも サービス 飲食業 5%
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159,853 大阪府 大阪市浪速区 石橋ふとん店（店外利用） 小売業 家具・調度品 5%

159,854 大阪府 大阪市浪速区 イタリアン＆コリアンバルＶＩＶＡ桜 サービス 飲食業 5%

159,855 大阪府 大阪市浪速区 板前居酒屋ゆうや　木津店 サービス 飲食業 5%

159,856 大阪府 大阪市浪速区 逸品館 小売業 電化製品 5%

159,857 大阪府 大阪市浪速区 逸品館　３号館 小売業 電化製品 5%

159,858 大阪府 大阪市浪速区 一本松海運株式会社 一本松海運 株 湊町チケットカウンター サービス その他サービス 5%

159,859 大阪府 大阪市浪速区 出光桜川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

159,860 大阪府 大阪市浪速区 セブン－イレブン今宮戎前店 小売業 食料品 2%

159,861 大阪府 大阪市浪速区 ウェブスタ！ サービス その他サービス 5%

159,862 大阪府 大阪市浪速区 ＷＡＮＴＥＤ ＷＡＮＴＥＤ 本店 小売業 電化製品 5%

159,863 大阪府 大阪市浪速区 ＥＸＴＲＡＯＶＥＲ 小売業 衣料品 5%

159,864 大阪府 大阪市浪速区 エグゼスインターナショナル 小売業 その他小売 5%

159,865 大阪府 大阪市浪速区 ステーションカンパニー株式会社 サービス 理容・美容業 5%

159,866 大阪府 大阪市浪速区 ゑびす サービス 飲食業 5%

159,867 大阪府 大阪市浪速区 恵美須町酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

159,868 大阪府 大阪市浪速区 Ｈｅｒｍｉｔａｇｅ【エルミタージュ】 サービス その他サービス 5%

159,869 大阪府 大阪市浪速区 セブン－イレブン大阪恵美須西１丁目店 小売業 食料品 2%

159,870 大阪府 大阪市浪速区 セブン－イレブン大阪ＯＣＡＴ前店 小売業 食料品 2%

159,871 大阪府 大阪市浪速区 セブン－イレブン大阪桜川２丁目店 小売業 食料品 2%

159,872 大阪府 大阪市浪速区 セブン－イレブン大阪敷津西２丁目店 小売業 食料品 2%

159,873 大阪府 大阪市浪速区 セブン－イレブン大阪大国町駅北店 小売業 食料品 2%

159,874 大阪府 大阪市浪速区 セブン－イレブン大阪難波中３丁目南店 小売業 食料品 2%

159,875 大阪府 大阪市浪速区 セブン－イレブン大阪難波中２丁目店 小売業 食料品 2%

159,876 大阪府 大阪市浪速区 セブン－イレブン大阪日本橋５丁目店 小売業 食料品 2%

159,877 大阪府 大阪市浪速区 セブン－イレブン大阪日本橋３丁目店 小売業 食料品 2%

159,878 大阪府 大阪市浪速区 ＯＳＡＫＡＭＡＲＵＨＯＵＳＥ サービス その他サービス 5%

159,879 大阪府 大阪市浪速区 セブン－イレブン大阪元町１丁目店 小売業 食料品 2%

159,880 大阪府 大阪市浪速区 セブン－イレブン大阪元町３丁目店 小売業 食料品 2%

159,881 大阪府 大阪市浪速区 オータムヒルズ サービス その他サービス 5%

159,882 大阪府 大阪市浪速区 オーバルマルチメディア 小売業 電化製品 5%

159,883 大阪府 大阪市浪速区 沖縄食堂　てぃんがーら サービス 飲食業 5%

159,884 大阪府 大阪市浪速区 お気楽ＢＡＲあんてぃー サービス 飲食業 5%

159,885 大阪府 大阪市浪速区 お気楽バー　　あんてぃー サービス 飲食業 5%

159,886 大阪府 大阪市浪速区 ｏｊｏ サービス 理容・美容業 5%

159,887 大阪府 大阪市浪速区 オソブランコ 小売業 衣料品 5%

159,888 大阪府 大阪市浪速区 おとぐら 小売業 その他小売 5%

159,889 大阪府 大阪市浪速区 オリックスレンタカーＪＲなんば駅前店 サービス その他サービス 2%

159,890 大阪府 大阪市浪速区 加圧＆ボディメイクスタジオＫ サービス その他サービス 5%

159,891 大阪府 大阪市浪速区 カードラボ　大阪日本橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,892 大阪府 大阪市浪速区 カードラボ　オタロード本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,893 大阪府 大阪市浪速区 カードラボ　なんば店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,894 大阪府 大阪市浪速区 カードラボ　なんば２号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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159,895 大阪府 大阪市浪速区 買取りまっくす　なんば店 小売業 その他小売 5%

159,896 大阪府 大阪市浪速区 買取りまっくす日本橋店 小売業 その他小売 5%

159,897 大阪府 大阪市浪速区 ＫＡＩＮＯ　なんばタワー店 サービス 理容・美容業 5%

159,898 大阪府 大阪市浪速区 かごの屋大国町店 サービス 飲食業 5%

159,899 大阪府 大阪市浪速区 株式会社Ｓ・オフィス サービス その他サービス 5%

159,900 大阪府 大阪市浪速区 株式会社エム　ティ　ジー　ふぁすとばっく３ｐｏｉｎｔｓ 小売業 その他小売 5%

159,901 大阪府 大阪市浪速区 株式会社シマムセン 小売業 電化製品 5%

159,902 大阪府 大阪市浪速区 株式会社白谷産業 小売業 衣料品 5%

159,903 大阪府 大阪市浪速区 とよつ壱や サービス 飲食業 5%

159,904 大阪府 大阪市浪速区 株式会社安兵衛 サービス その他サービス 5%

159,905 大阪府 大阪市浪速区 カベタニ ブティック カベタニ 小売業 衣料品 5%

159,906 大阪府 大阪市浪速区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋浪速区大国町店 サービス 飲食業 2%

159,907 大阪府 大阪市浪速区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋浪速区難波中一丁目店 サービス 飲食業 2%

159,908 大阪府 大阪市浪速区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋浪速区日本橋五丁目店 サービス 飲食業 2%

159,909 大阪府 大阪市浪速区 ＧＩＧＡＲＡＢＢＩＴ サービス 運輸業 5%

159,910 大阪府 大阪市浪速区 Ｋｉｃｏｒｉ サービス 飲食業 5%

159,911 大阪府 大阪市浪速区 木津 魚市食堂 サービス 飲食業 5%

159,912 大阪府 大阪市浪速区 きもの屋 小売業 衣料品 5%

159,913 大阪府 大阪市浪速区 共立電子産業　本社１Ｆ（催事） 小売業 電化製品 5%

159,914 大阪府 大阪市浪速区 清見タバコ店 小売業 その他小売 5%

159,915 大阪府 大阪市浪速区 Ｑｕｗａｎ サービス その他サービス 5%

159,916 大阪府 大阪市浪速区 げんてん サービス 飲食業 5%

159,917 大阪府 大阪市浪速区 ＧｏｌｄＬｅａｔｈｅｒＧｒａｎｄｅ 小売業 衣料品 5%

159,918 大阪府 大阪市浪速区 米ぬかオイル専門エステサロンリモン サービス 理容・美容業 5%

159,919 大阪府 大阪市浪速区 有限会社ＴＨＥ・Ｉ・Ｓ・Ｇ サービス その他サービス 5%

159,920 大阪府 大阪市浪速区 サイクルヒーロー　なんば店 小売業 その他小売 5%

159,921 大阪府 大阪市浪速区 魚とおばんざいなんばなかじゅにや サービス 飲食業 5%

159,922 大阪府 大阪市浪速区 桜川酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

159,923 大阪府 大阪市浪速区 サクラキンギョ サービス 飲食業 5%

159,924 大阪府 大阪市浪速区 ＴＨＥＰＡＸＨＯＳＴＥＬ サービス その他サービス 5%

159,925 大阪府 大阪市浪速区 賛志郎 サービス 飲食業 5%

159,926 大阪府 大阪市浪速区 ＧＵＦ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,927 大阪府 大阪市浪速区 地酒と釜飯の店森 サービス 飲食業 5%

159,928 大阪府 大阪市浪速区 地酒と釜飯の店森２ サービス 飲食業 5%

159,929 大阪府 大阪市浪速区 プリナチュール難波店 難波店 サービス 理容・美容業 5%

159,930 大阪府 大阪市浪速区 柴商 小売業 その他小売 5%

159,931 大阪府 大阪市浪速区 清水清月堂 サービス その他サービス 5%

159,932 大阪府 大阪市浪速区 じゃんぼ總本店　浪速区役所前店 サービス 飲食業 5%

159,933 大阪府 大阪市浪速区 ＳｕｇａｒＳｐｕｎＳｉｓｔｅｒ 小売業 衣料品 5%

159,934 大阪府 大阪市浪速区 シリコンハウス　１Ｆ 小売業 電化製品 5%

159,935 大阪府 大阪市浪速区 シリコンハウス　３Ｆ 小売業 電化製品 5%

159,936 大阪府 大阪市浪速区 シリコンハウス　２Ｆ 小売業 電化製品 5%
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159,937 大阪府 大阪市浪速区 ｓｉｎｇｉｎｇ ｃａｆｅ ＲｅｉｃｈｏＬ サービス 飲食業 5%

159,938 大阪府 大阪市浪速区 シンシア 小売業 衣料品 5%

159,939 大阪府 大阪市浪速区 新世界の焼肉屋かつら サービス 飲食業 5%

159,940 大阪府 大阪市浪速区 スーパーポテト　オタロード店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,941 大阪府 大阪市浪速区 鈴木自動車 サービス その他サービス 5%

159,942 大阪府 大阪市浪速区 ３Ｘ サービス その他サービス 5%

159,943 大阪府 大阪市浪速区 駿河屋日本橋オタロード店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,944 大阪府 大阪市浪速区 駿河屋日本橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,945 大阪府 大阪市浪速区 センゴクデンショウ　千石電商　大阪日本橋店 小売業 その他小売 5%

159,946 大阪府 大阪市浪速区 ソフト倶楽部ぱそまる 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,947 大阪府 大阪市浪速区 ダイコクドラッグ桜川駅前店 小売業 その他小売 5%

159,948 大阪府 大阪市浪速区 ダイコクドラッグなんば店 小売業 その他小売 5%

159,949 大阪府 大阪市浪速区 ダイコクドラッグ難波中３丁目店 小売業 その他小売 5%

159,950 大阪府 大阪市浪速区 ダイコクドラッグ難波中２丁目店 小売業 その他小売 5%

159,951 大阪府 大阪市浪速区 ダイコクドラッグ難波湊町店 小売業 その他小売 5%

159,952 大阪府 大阪市浪速区 ダイコクドラッグなんば元町店 小売業 その他小売 5%

159,953 大阪府 大阪市浪速区 ダイコクドラッグ日本橋５丁目店 小売業 その他小売 5%

159,954 大阪府 大阪市浪速区 ダイコクドラッグ日本橋３丁目店 小売業 その他小売 5%

159,955 大阪府 大阪市浪速区 大国ホステル サービス 宿泊業 5%

159,956 大阪府 大阪市浪速区 大国ホステル サービス その他サービス 5%

159,957 大阪府 大阪市浪速区 大福屋大阪店 小売業 衣料品 5%

159,958 大阪府 大阪市浪速区 武水産 サービス 飲食業 5%

159,959 大阪府 大阪市浪速区 出汁鍋 海鮮のお店  門戸 サービス 飲食業 5%

159,960 大阪府 大阪市浪速区 たちばなやＪＡＰＡＮ株式会社 サービス その他サービス 5%

159,961 大阪府 大阪市浪速区 たつみ商会 小売業 その他小売 5%

159,962 大阪府 大阪市浪速区 中医養生さ芸館　大阪難波店 サービス その他サービス 5%

159,963 大阪府 大阪市浪速区 土屋たばこ店 小売業 その他小売 5%

159,964 大阪府 大阪市浪速区 つるおか薬店 小売業 その他小売 5%

159,965 大阪府 大阪市浪速区 Ｔ＆Ａ合同会社 サービス その他サービス 5%

159,966 大阪府 大阪市浪速区 ティール 小売業 その他小売 5%

159,967 大阪府 大阪市浪速区 ＴＫＮ心理サロン サービス その他サービス 5%

159,968 大阪府 大阪市浪速区 デジット 小売業 電化製品 5%

159,969 大阪府 大阪市浪速区 鉄板キッチンＤＡＩ　鉄板ｋｉｔｃｈｅｎＤＡＩ サービス 飲食業 5%

159,970 大阪府 大阪市浪速区 天然温泉　スパディオ サービス 宿泊業 5%

159,971 大阪府 大阪市浪速区 土井謙産業株式会社　土井謙産業 小売業 その他小売 5%

159,972 大阪府 大阪市浪速区 トイズゼロ　トイズゼロ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,973 大阪府 大阪市浪速区 ＤＯＯＧＯＯ? 小売業 家具・調度品 5%

159,974 大阪府 大阪市浪速区 湯源郷太平のゆなんば店 サービス その他サービス 5%

159,975 大阪府 大阪市浪速区 ドコモショップ　なんば南店 小売業 その他小売 5%

159,976 大阪府 大阪市浪速区 ドスパラ大阪・なんば店 小売業 電化製品 5%

159,977 大阪府 大阪市浪速区 Ｄｏｎｏｒｕｍ 小売業 その他小売 5%

159,978 大阪府 大阪市浪速区 ＤＲＹＯＵＴ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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159,979 大阪府 大阪市浪速区 とらのあな　なんば店Ｂ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,980 大阪府 大阪市浪速区 とらのあな　なんば店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,981 大阪府 大阪市浪速区 とれじゃらすオタロード店 小売業 その他小売 5%

159,982 大阪府 大阪市浪速区 とれじゃらす２号店 小売業 その他小売 5%

159,983 大阪府 大阪市浪速区 セブン－イレブン浪速日本橋西店 小売業 食料品 2%

159,984 大阪府 大阪市浪速区 鳴門鯛焼本舗　大阪日本橋店 サービス 飲食業 5%

159,985 大阪府 大阪市浪速区 株式会社縄芳 小売業 その他小売 5%

159,986 大阪府 大阪市浪速区 なんば南酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

159,987 大阪府 大阪市浪速区 日本ネットサービス株式会社 小売業 その他小売 5%

159,988 大阪府 大阪市浪速区 日本ビジネスコンサルティング株式会社 サービス その他サービス 5%

159,989 大阪府 大阪市浪速区 ＮａｉｌＳａｌｏｎＭａｌｉｅ サービス 理容・美容業 5%

159,990 大阪府 大阪市浪速区 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ｌｏｔｕｓ サービス その他サービス 5%

159,991 大阪府 大阪市浪速区 Ｎｏｅ サービス 理容・美容業 5%

159,992 大阪府 大阪市浪速区 信長書店　日本橋店メディア館 小売業 その他小売 5%

159,993 大阪府 大阪市浪速区 信長書店　難波店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,994 大阪府 大阪市浪速区 信長書店　日本橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,995 大阪府 大阪市浪速区 信長書店　日本橋店コミック館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

159,996 大阪府 大阪市浪速区 ＢＡＲＢＥＲ　ＳＨＯＰ　　π サービス 理容・美容業 5%

159,997 大阪府 大阪市浪速区 ＢＡＲ　ＬＩＮＱ サービス 飲食業 5%

159,998 大阪府 大阪市浪速区 ＢＡＲ ＬＩＮＱ ＢＡＲ ＬＩＮＱ サービス 飲食業 5%

159,999 大阪府 大阪市浪速区 ＢＵＳ ＴＡＧ バスアンドタグテクノオフィス 小売業 電化製品 5%

160,000 大阪府 大阪市浪速区 旅籠屋　戎 サービス 宿泊業 5%

160,001 大阪府 大阪市浪速区 ハックルベリー　クロスト大阪店 サービス 飲食業 5%

160,002 大阪府 大阪市浪速区 パティスリー　グラン・デコ 小売業 食料品 5%

160,003 大阪府 大阪市浪速区 Ｐａｒｌａｎｔｅ サービス その他サービス 5%

160,004 大阪府 大阪市浪速区 ＨｅｌｌｏＤａｒｌｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

160,005 大阪府 大阪市浪速区 Ｐ＆Ｐまるしば 小売業 電化製品 5%

160,006 大阪府 大阪市浪速区 ビーイングエンタープライズ有限会社 なんば車検センター サービス その他サービス 5%

160,007 大阪府 大阪市浪速区 ＰＣ　ワンズ 小売業 その他小売 5%

160,008 大阪府 大阪市浪速区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲ藤井大丸店 小売業 衣料品 5%

160,009 大阪府 大阪市浪速区 BIG MAGIC なんば店2F 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,010 大阪府 大阪市浪速区 ビデオグラフィ サービス その他サービス 5%

160,011 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ファーストネット サービス その他サービス 5%

160,012 大阪府 大阪市浪速区 ＦＡＣＴＯ　　ＯＳＡＫＡ　ＦＡＣＴＯ　ＯＳＡＫＡ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,013 大阪府 大阪市浪速区 ファクトリーギアなんば店 小売業 その他小売 5%

160,014 大阪府 大阪市浪速区 ＦｕｎｔｏｃｏＢａｃｋｐａｃｋｅｒｓＮａｍｂａ サービス その他サービス 5%

160,015 大阪府 大阪市浪速区 ＦＡＮＦＵＮＢＯＯＫＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,016 大阪府 大阪市浪速区 ｆｉｎｏ　桜川店 サービス その他サービス 5%

160,017 大阪府 大阪市浪速区 ＦＯＵＲＳＥＡＳＯＮＳ　ＧＡＬＬＥＲＹ 小売業 その他小売 5%

160,018 大阪府 大阪市浪速区 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎｏｚａ サービス 理容・美容業 5%

160,019 大阪府 大阪市浪速区 ＢａＬｉＬａ サービス 理容・美容業 5%

160,020 大阪府 大阪市浪速区 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎ?ＭＡＲＵ? サービス 理容・美容業 5%
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160,021 大阪府 大阪市浪速区 ＢｒｉｌｌｅｒＮａｋａｚａｋｉ サービス その他サービス 5%

160,022 大阪府 大阪市浪速区 プリナチュール難波店 サービス その他サービス 5%

160,023 大阪府 大阪市浪速区 プリンセスカフェ大阪１号館 サービス 飲食業 5%

160,024 大阪府 大阪市浪速区 プリンセスカフェ大阪２号館 サービス 飲食業 5%

160,025 大阪府 大阪市浪速区 ＦＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%

160,026 大阪府 大阪市浪速区 プロスパー サービス その他サービス 5%

160,027 大阪府 大阪市浪速区 ベース大阪 サービス 宿泊業 5%

160,028 大阪府 大阪市浪速区 ＨＥＡＤＳ　ＳＩＥＳＴＡ サービス 理容・美容業 5%

160,029 大阪府 大阪市浪速区 ベリーホステルＮＡＭＢＡ サービス 宿泊業 2%

160,030 大阪府 大阪市浪速区 ボークス大阪ショールーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,031 大阪府 大阪市浪速区 ボークス大阪ショールーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,032 大阪府 大阪市浪速区 ボークスホビースクエア大阪 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,033 大阪府 大阪市浪速区 ＢＯＤＹ　ＳＩＺＩＮＧ サービス その他サービス 5%

160,034 大阪府 大阪市浪速区 ホテルヴェルテックス大阪 サービス 宿泊業 5%

160,035 大阪府 大阪市浪速区 ホテルＷＢＦアートステイなんば サービス 宿泊業 5%

160,036 大阪府 大阪市浪速区 ホテルＷＢＦなんばえびす サービス 宿泊業 5%

160,037 大阪府 大阪市浪速区 ホテルＷＢＦなんば元町 サービス 宿泊業 5%

160,038 大阪府 大阪市浪速区 ポパイ　なんば西口店 サービス その他サービス 5%

160,039 大阪府 大阪市浪速区 ホビーランドぽち　日本橋１号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,040 大阪府 大阪市浪速区 ホビーランドぽち　日本橋３号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,041 大阪府 大阪市浪速区 ホビーランドぽち日本橋２号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,042 大阪府 大阪市浪速区 Ｐｏｂ　ヒマラヤンセラピー専門店 サービス その他サービス 5%

160,043 大阪府 大阪市浪速区 まいどタクシー サービス 運輸業 5%

160,044 大阪府 大阪市浪速区 まちの自転車店リコ大国町店 小売業 その他小売 5%

160,045 大阪府 大阪市浪速区 豆と食糧品八分屋 有限会社八分屋商店 小売業 食料品 5%

160,046 大阪府 大阪市浪速区 マルツ大阪日本橋店 小売業 電化製品 5%

160,047 大阪府 大阪市浪速区 南大阪ヤクルト販売 なんば 小売業 食料品 5%

160,048 大阪府 大阪市浪速区 みなみ寿司 サービス 飲食業 5%

160,049 大阪府 大阪市浪速区 みなみ薬局 小売業 その他小売 5%

160,050 大阪府 大阪市浪速区 有限会社源正吉 小売業 その他小売 5%

160,051 大阪府 大阪市浪速区 明生商店 サービス その他サービス 5%

160,052 大阪府 大阪市浪速区 メディアカフェ　ポパイ　なんば本店 サービス その他サービス 5%

160,053 大阪府 大阪市浪速区 ＹｅａｈＲｏｏｍＮａｍｂａ サービス その他サービス 5%

160,054 大阪府 大阪市浪速区 有限会社岩村商店 サービス その他サービス 5%

160,055 大阪府 大阪市浪速区 マイティージャムロックショップ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,056 大阪府 大阪市浪速区 ユビカラ サービス 理容・美容業 5%

160,057 大阪府 大阪市浪速区 ＹＯＬＯ　ｐｅｅｐｓ　ＹＯＬＯ　Ｐｅｅｐｓ サービス 飲食業 5%

160,058 大阪府 大阪市浪速区 ｌｉｌａｃ サービス 理容・美容業 5%

160,059 大阪府 大阪市浪速区 楽座カフェ サービス その他サービス 5%

160,060 大阪府 大阪市浪速区 らしんばん　大阪日本橋店 小売業 その他小売 5%

160,061 大阪府 大阪市浪速区 らしんばん　大阪日本橋店２号館 小売業 その他小売 5%

160,062 大阪府 大阪市浪速区 ＬａＢｏｏｈａｉｒ Ｌａ Ｂｏｏ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%
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160,063 大阪府 大阪市浪速区 リカーハーバーやまなか屋 サービス 飲食業 5%

160,064 大阪府 大阪市浪速区 リバティデザイン 小売業 衣料品 5%

160,065 大阪府 大阪市浪速区 理容ＣｏＣｏ　理容ＣＯＣＯ サービス 理容・美容業 5%

160,066 大阪府 大阪市浪速区 料理屋哲剣 サービス 飲食業 5%

160,067 大阪府 大阪市浪速区 ルアウ＆ビューティー株式会社 サービス 理容・美容業 5%

160,068 大阪府 大阪市浪速区 ＲＥＩＳＩＮＮＯＶＡ 小売業 衣料品 5%

160,069 大阪府 大阪市浪速区 Ｗａｒｔ サービス 理容・美容業 5%

160,070 大阪府 大阪市浪速区 ワイルドワン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,071 大阪府 大阪市浪速区 ＮＥＴＰＬＵＳ株式会社 サービス その他サービス 5%

160,072 大阪府 大阪市西区 アーズビューティー サービス 理容・美容業 5%

160,073 大阪府 大阪市西区 株式会社Ｒ 小売業 衣料品 5%

160,074 大阪府 大阪市西区 ＲＣ サービス その他サービス 5%

160,075 大阪府 大阪市西区 ＡＷＡＫＥＳ サービス その他サービス 5%

160,076 大阪府 大阪市西区 アオツキ サービス 理容・美容業 5%

160,077 大阪府 大阪市西区 アカカベ　肥後橋店 小売業 その他小売 5%

160,078 大阪府 大阪市西区 アカカベ　阿波座店 小売業 その他小売 5%

160,079 大阪府 大阪市西区 ＡＣＴＯ 小売業 衣料品 5%

160,080 大阪府 大阪市西区 ＡＣＴＢＥＨｏｒｉｅ サービス その他サービス 5%

160,081 大阪府 大阪市西区 ＡＣＮＥ サービス 理容・美容業 5%

160,082 大阪府 大阪市西区 ＡＳＡＨＩ ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

160,083 大阪府 大阪市西区 アスカ薬局 小売業 その他小売 5%

160,084 大阪府 大阪市西区 アドミラルベーヘアーデザイン サービス 理容・美容業 5%

160,085 大阪府 大阪市西区 ＡｔｅｌｉｅｒＭｅｅｔｓ サービス 理容・美容業 5%

160,086 大阪府 大阪市西区 アナログワークス 小売業 衣料品 5%

160,087 大阪府 大阪市西区 アランヒルズ 小売業 衣料品 5%

160,088 大阪府 大阪市西区 ＡＲＩＴＡ立売堀店 サービス 飲食業 5%

160,089 大阪府 大阪市西区 ＡＬＰＨＡ　大阪店 小売業 衣料品 5%

160,090 大阪府 大阪市西区 アルフレッド・バニスター南堀江店 小売業 衣料品 5%

160,091 大阪府 大阪市西区 ＡＬＥＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

160,092 大阪府 大阪市西区 阿波座チキン サービス 飲食業 5%

160,093 大阪府 大阪市西区 アンエイ土佐堀店 小売業 その他小売 5%

160,094 大阪府 大阪市西区 ＡＮＴＲＹ南堀江 小売業 家具・調度品 5%

160,095 大阪府 大阪市西区 アンバーオハナ サービス 飲食業 5%

160,096 大阪府 大阪市西区 イーナ　１７　ＨＡＩＲＭＡＫＥ　ＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

160,097 大阪府 大阪市西区 ＩＥＲＯ サービス 理容・美容業 5%

160,098 大阪府 大阪市西区 ＩＺＵＭＩＡＰＡＲＴＭＥＮＴ サービス その他サービス 5%

160,099 大阪府 大阪市西区 ＩＺＵＭＩ　ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ サービス 宿泊業 5%

160,100 大阪府 大阪市西区 立売堀肴場どッと サービス 飲食業 5%

160,101 大阪府 大阪市西区 イタリア食堂ポルコ サービス 飲食業 5%

160,102 大阪府 大阪市西区 イタリアワイン倶楽部 サービス その他サービス 5%

160,103 大阪府 大阪市西区 一条アルチメイトファクトリー 小売業 その他小売 5%

160,104 大阪府 大阪市西区 いとう写真 サービス その他サービス 5%
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160,105 大阪府 大阪市西区 いぬねこ治療院 サービス その他サービス 5%

160,106 大阪府 大阪市西区 今里園芸 小売業 その他小売 5%

160,107 大阪府 大阪市西区 イリコスキー製麺所 サービス その他サービス 5%

160,108 大阪府 大阪市西区 ＩＬ ＢＥＣＣＡＦＩＣＯ サービス 飲食業 5%

160,109 大阪府 大阪市西区 ｅｌａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

160,110 大阪府 大阪市西区 ｉｎ　Ｓｔｙｌｅ 小売業 その他小売 5%

160,111 大阪府 大阪市西区 ＢＯＯＫＷＯＲＭ サービス 飲食業 5%

160,112 大阪府 大阪市西区 ヴァルオージャパン株式会社 サービス その他サービス 5%

160,113 大阪府 大阪市西区 ＶＯＤＫＡｃｏｎｎｅｃｔｉｎｇｐｅｏｐｌｅ 小売業 衣料品 5%

160,114 大阪府 大阪市西区 シンズファクトリー 小売業 その他小売 5%

160,115 大阪府 大阪市西区 ＷｏｔＵｐ株式会社 サービス その他サービス 5%

160,116 大阪府 大阪市西区 うどん家　あぶく　うどん家あぶく サービス 飲食業 5%

160,117 大阪府 大阪市西区 海だより サービス 飲食業 5%

160,118 大阪府 大阪市西区 嬉農むすび庵 サービス 飲食業 5%

160,119 大阪府 大阪市西区 ｅａｒｉａｌ サービス 理容・美容業 5%

160,120 大阪府 大阪市西区 ＨＢＢ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

160,121 大阪府 大阪市西区 ｅｃｌａｔｈａｉｒ＆ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

160,122 大阪府 大阪市西区 エステリア サービス その他サービス 5%

160,123 大阪府 大阪市西区 ＥＴＸＯＬＡ サービス 飲食業 5%

160,124 大阪府 大阪市西区 Ｅｔｅｒｎａ サービス 理容・美容業 5%

160,125 大阪府 大阪市西区 ＥＤＷＩＮ ＭＩＮＡＭＩＨＯＲＩＥ 小売業 衣料品 5%

160,126 大阪府 大阪市西区 ＦＴＳ株式会社 小売業 電化製品 5%

160,127 大阪府 大阪市西区 ＥＶＯＬＣＥ【エボルス】 サービス その他サービス 5%

160,128 大阪府 大阪市西区 ＥｍｍａＲｏｓｅ サービス その他サービス 5%

160,129 大阪府 大阪市西区 Ｅｌｕｃｅ サービス その他サービス 5%

160,130 大阪府 大阪市西区 ＥＬＭＥＴ サービス 理容・美容業 5%

160,131 大阪府 大阪市西区 エレガントボディＯｎｅｎｅｓｓ サービス 理容・美容業 5%

160,132 大阪府 大阪市西区 ｅｎｄ．．．Ｌｉｎｋ　【エンドリンク】 サービス 理容・美容業 5%

160,133 大阪府 大阪市西区 Ｏ－ｅｎｆｉｔｎｅｓｓ サービス その他サービス 5%

160,134 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪阿波座１丁目店 小売業 食料品 2%

160,135 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪阿波座２丁目店 小売業 食料品 2%

160,136 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪立売堀１丁目店 小売業 食料品 2%

160,137 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪立売堀１丁目東店 小売業 食料品 2%

160,138 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪立売堀５丁目店 小売業 食料品 2%

160,139 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪立売堀３丁目店 小売業 食料品 2%

160,140 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪靱本町１丁目店 小売業 食料品 2%

160,141 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪靱本町２丁目店 小売業 食料品 2%

160,142 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪江戸堀１丁目店 小売業 食料品 2%

160,143 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪江戸堀１丁目西店 小売業 食料品 2%

160,144 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪江戸堀３丁目店 小売業 食料品 2%

160,145 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪江之子島１丁目店 小売業 食料品 2%

160,146 大阪府 大阪市西区 ワンベルウッズ大阪オフィス サービス その他サービス 5%
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160,147 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪北堀江３丁目店 小売業 食料品 2%

160,148 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪北堀江２丁目店 小売業 食料品 2%

160,149 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪京町堀１丁目店 小売業 食料品 2%

160,150 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪九条南２丁目店 小売業 食料品 2%

160,151 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪境川１丁目店 小売業 食料品 2%

160,152 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪新町１丁目店 小売業 食料品 2%

160,153 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪新町２丁目店 小売業 食料品 2%

160,154 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪新町４丁目店 小売業 食料品 2%

160,155 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪千代崎２丁目店 小売業 食料品 2%

160,156 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪土佐堀ダイビル店 小売業 食料品 2%

160,157 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪ナインモール九条店 小売業 食料品 2%

160,158 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪西大橋駅前店 小売業 食料品 2%

160,159 大阪府 大阪市西区 セブンーイレブン大阪西本町２丁目店 小売業 食料品 2%

160,160 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪肥後橋駅前店 小売業 食料品 2%

160,161 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪南堀江１丁目店 小売業 食料品 2%

160,162 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪南堀江４丁目店 小売業 食料品 2%

160,163 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン大阪南堀江４丁目西店 小売業 食料品 2%

160,164 大阪府 大阪市西区 大杉走輪 大阪堀江店 小売業 その他小売 5%

160,165 大阪府 大阪市西区 御菓子司高砂堂 サービス 飲食業 5%

160,166 大阪府 大阪市西区 おがわや 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,167 大阪府 大阪市西区 お酒とごはん　菜な実　お酒とごはん　菜な実 サービス 飲食業 5%

160,168 大阪府 大阪市西区 オゾンロックス　大阪店 小売業 衣料品 5%

160,169 大阪府 大阪市西区 乙景 小売業 衣料品 5%

160,170 大阪府 大阪市西区 ｏｆｆｉｃｅＫＡＮＤＡ 小売業 衣料品 5%

160,171 大阪府 大阪市西区 オブジェ・大阪 小売業 その他小売 5%

160,172 大阪府 大阪市西区 オメガドライブショップ 小売業 その他小売 5%

160,173 大阪府 大阪市西区 オリーブ　ドーム店 サービス 理容・美容業 5%

160,174 大阪府 大阪市西区 オリックスレンタカー本町駅前店 サービス その他サービス 2%

160,175 大阪府 大阪市西区 ＯＲＺＯＨＯＲＩＥ 小売業 衣料品 5%

160,176 大阪府 大阪市西区 カーテン夢工房 サービス その他サービス 5%

160,177 大阪府 大阪市西区 開元カフェ サービス 飲食業 5%

160,178 大阪府 大阪市西区 Ｋａｇｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

160,179 大阪府 大阪市西区 隠れ家ｓａｌｏｎいろは サービス その他サービス 5%

160,180 大阪府 大阪市西区 かごの屋大阪ドームシティ店 サービス 飲食業 5%

160,181 大阪府 大阪市西区 株式会社アバランチ サービス その他サービス 5%

160,182 大阪府 大阪市西区 株式会社アブソルート サービス その他サービス 5%

160,183 大阪府 大阪市西区 株式会社五十君商店　大阪支店 サービス その他サービス 5%

160,184 大阪府 大阪市西区 株式会社ｅｓｐｒｏｔ サービス その他サービス 5%

160,185 大阪府 大阪市西区 株式会社円満プランニング サービス その他サービス 5%

160,186 大阪府 大阪市西区 株式会社オスカー 小売業 貴金属・服飾品 5%

160,187 大阪府 大阪市西区 株式会社カツラ 小売業 その他小売 5%

160,188 大阪府 大阪市西区 株式会社コミニケ サービス その他サービス 5%
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160,189 大阪府 大阪市西区 株式会社鶴見屋ｍｕｎｅｋａｗａ 小売業 衣料品 5%

160,190 大阪府 大阪市西区 株式会社デイリー社 サービス 飲食業 5%

160,191 大阪府 大阪市西区 株式会社ＢＡＬＳ サービス その他サービス 5%

160,192 大阪府 大阪市西区 株式会社ビリエ サービス その他サービス 5%

160,193 大阪府 大阪市西区 株式会社ブリーズ 小売業 衣料品 5%

160,194 大阪府 大阪市西区 株式会社ＰＲＩＭＡＧＩＥ サービス その他サービス 5%

160,195 大阪府 大阪市西区 株式会社モドアート サービス その他サービス 5%

160,196 大阪府 大阪市西区 株式会社ＲＥＢＯＯＴ サービス その他サービス 5%

160,197 大阪府 大阪市西区 Ｋａｍｉｋａｚｅ サービス 飲食業 5%

160,198 大阪府 大阪市西区 カメラの三和商会 小売業 電化製品 5%

160,199 大阪府 大阪市西区 ＫＡＲＡＫＵＲＩ 小売業 衣料品 5%

160,200 大阪府 大阪市西区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋西区阿波座一丁目店 サービス 飲食業 2%

160,201 大阪府 大阪市西区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋西区北堀江一丁目店 サービス 飲食業 2%

160,202 大阪府 大阪市西区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋フォレオ大阪ドームシティ店 サービス 飲食業 2%

160,203 大阪府 大阪市西区 ＣａｌｏＢｏｏｋｓｈｏｐ＆Ｃａｆｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,204 大阪府 大阪市西区 カンタループ 小売業 衣料品 5%

160,205 大阪府 大阪市西区 Ｋｉｅｓｅｌ サービス 理容・美容業 5%

160,206 大阪府 大阪市西区 キオッチョラ　ｃｈｉｏｃｃｏｌａ サービス 飲食業 5%

160,207 大阪府 大阪市西区 桔梗 サービス 飲食業 5%

160,208 大阪府 大阪市西区 ｋｉｄｓ＆ｌｉｆｅｐｈｏｔｏＮａｔｕｒａｌｆｌａｒｅ サービス その他サービス 5%

160,209 大阪府 大阪市西区 きっちん祥 サービス 飲食業 5%

160,210 大阪府 大阪市西区 きままや 小売業 その他小売 5%

160,211 大阪府 大阪市西区 きものブティックますや 小売業 衣料品 5%

160,212 大阪府 大阪市西区 ＣＡＴＣＨＹ堀江店 小売業 衣料品 5%

160,213 大阪府 大阪市西区 キャピトロ・ドゥエ サービス 飲食業 5%

160,214 大阪府 大阪市西区 Ｃｏｕｒｉｅｒ 小売業 衣料品 5%

160,215 大阪府 大阪市西区 串カツ　帆洲 サービス 飲食業 5%

160,216 大阪府 大阪市西区 串焼きホルモン金ちゃん サービス 飲食業 5%

160,217 大阪府 大阪市西区 クマちゃんサイクル 小売業 その他小売 5%

160,218 大阪府 大阪市西区 クマちゃんサイクル出張用 小売業 その他小売 5%

160,219 大阪府 大阪市西区 ＣｒａｆｔＢｕｒｇｅｒｃｏ．Ｄｏｊｉｍａ サービス 飲食業 5%

160,220 大阪府 大阪市西区 ｇｌａｎｃｅ 小売業 衣料品 5%

160,221 大阪府 大阪市西区 クリーニングＳＥＥＤ サービス その他サービス 5%

160,222 大阪府 大阪市西区 ｃｒａｚｙ?ｇａｒｄｅｎ 小売業 その他小売 5%

160,223 大阪府 大阪市西区 ｇｒａｃｅ ｎａｉｌ ｆａｃｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

160,224 大阪府 大阪市西区 ｃｒａｄｌｅ 小売業 衣料品 5%

160,225 大阪府 大阪市西区 黒船　南堀江店 小売業 食料品 5%

160,226 大阪府 大阪市西区 Ｋ－ｔｗｏ　ｉｒ店 サービス 理容・美容業 5%

160,227 大阪府 大阪市西区 コウイチ・ファインアーツ サービス その他サービス 5%

160,228 大阪府 大阪市西区 コージャル サービス その他サービス 5%

160,229 大阪府 大阪市西区 ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

160,230 大阪府 大阪市西区 ＣＯＦＥＥ　ＳＴＡＮＤ　ＯＳＡＫＡ　ＥＤＯＢＯＲＩ　ｂｌｕｅ?Ｌｉｎｅ サービス 飲食業 5%
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160,231 大阪府 大阪市西区 Ｃｏｆｆｅｅ　ｒｅｆｉｌｌ サービス 飲食業 5%

160,232 大阪府 大阪市西区 ココウェルカフェ サービス 飲食業 5%

160,233 大阪府 大阪市西区 ＣｏｓｙｏＣｏｓｙｏ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,234 大阪府 大阪市西区 Ｃｏｃｃｉｎｅｌｌａ サービス 飲食業 5%

160,235 大阪府 大阪市西区 コテ　ド　コントワール 小売業 食料品 5%

160,236 大阪府 大阪市西区 琴一油商店 小売業 その他小売 5%

160,237 大阪府 大阪市西区 ＫｏＴｏＢａＴｏ 小売業 衣料品 5%

160,238 大阪府 大阪市西区 コベントガーデン コベントガーデン サービス 飲食業 5%

160,239 大阪府 大阪市西区 サーチ 小売業 衣料品 5%

160,240 大阪府 大阪市西区 Ｓｏｕｔｈ　Ｓｗｅｌｌ 小売業 その他小売 5%

160,241 大阪府 大阪市西区 Ｓｏｕｔｈ　Ｓｗｅｌｌ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

160,242 大阪府 大阪市西区 魚と日本酒くらよし サービス 飲食業 5%

160,243 大阪府 大阪市西区 ザクラブオオサカバーバーショップ サービス 理容・美容業 5%

160,244 大阪府 大阪市西区 ＳＡＰＯＴ 小売業 衣料品 5%

160,245 大阪府 大阪市西区 Ｓａｌｏｏ 小売業 その他小売 5%

160,246 大阪府 大阪市西区 Ｔｈａｎｋｙｏｕ． サービス 理容・美容業 5%

160,247 大阪府 大阪市西区 38 サービス 飲食業 5%

160,248 大阪府 大阪市西区 ３０９Ｉｎｃ． サービス その他サービス 5%

160,249 大阪府 大阪市西区 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 大阪事務所 小売業 その他小売 5%

160,250 大阪府 大阪市西区 ｃｉｅ 小売業 衣料品 5%

160,251 大阪府 大阪市西区 ＳＥＥＴＨＥＬＩＧＨＴ 小売業 衣料品 5%

160,252 大阪府 大阪市西区 Ｊｅｓｓｙｓ　ｃｏｆｆｅｅ　大阪 サービス 飲食業 5%

160,253 大阪府 大阪市西区 ＪｅＳｕｉＳＢｅａｕ サービス 理容・美容業 5%

160,254 大阪府 大阪市西区 Ｊｅｔ　ｓｅｔ サービス 理容・美容業 5%

160,255 大阪府 大阪市西区 ｊｅｔｓｅｔ サービス 理容・美容業 5%

160,256 大阪府 大阪市西区 ｇ．ｇ．ＷＡＲＥＨＯＵＳＥ南堀江店 小売業 その他小売 5%

160,257 大阪府 大阪市西区 Ｇ－ＳＴＡＲ　ＳＴＯＲＥ　ＯＳＡＫＡ 小売業 衣料品 5%

160,258 大阪府 大阪市西区 シックオーガニゼーション 小売業 衣料品 5%

160,259 大阪府 大阪市西区 シックオーガニゼーション 小売業 衣料品 5%

160,260 大阪府 大阪市西区 シティルートホテル サービス 宿泊業 5%

160,261 大阪府 大阪市西区 Ｍ?ｒｚ サービス 理容・美容業 5%

160,262 大阪府 大阪市西区 株式会社島田商店 サービス その他サービス 5%

160,263 大阪府 大阪市西区 清水陶器店 サービス その他サービス 5%

160,264 大阪府 大阪市西区 しゃーぷへっど サービス その他サービス 5%

160,265 大阪府 大阪市西区 Ｃｈａｒｌ 小売業 衣料品 5%

160,266 大阪府 大阪市西区 しゃぶしゃぶ坂下 サービス 飲食業 5%

160,267 大阪府 大阪市西区 しゃぶしゃぶ西谷 サービス 飲食業 5%

160,268 大阪府 大阪市西区 ジャンクビンテージ南堀江店 小売業 衣料品 5%

160,269 大阪府 大阪市西区 有限会社Ｔ・Ｍ サービス 飲食業 5%

160,270 大阪府 大阪市西区 ジャンボ酒場　新町1丁目店 サービス 飲食業 5%

160,271 大阪府 大阪市西区 ＪＵＩＣＹ＇ＳＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ サービス 飲食業 5%

160,272 大阪府 大阪市西区 シューズショップオモダカ 小売業 衣料品 5%
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160,273 大阪府 大阪市西区 Ｔｊｕｔａｒｅｌａｘａｔｉｏｎｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

160,274 大阪府 大阪市西区 酒中花空心 サービス 飲食業 5%

160,275 大阪府 大阪市西区 ＳＵＰＲＥＭＥ サービス 理容・美容業 5%

160,276 大阪府 大阪市西区 焼酎と大阪の心 てりやき屋 サービス 飲食業 5%

160,277 大阪府 大阪市西区 松楽菓子司 小売業 食料品 5%

160,278 大阪府 大阪市西区 Ｊｏｌｉｅ 小売業 衣料品 5%

160,279 大阪府 大阪市西区 ジョローナ 小売業 衣料品 5%

160,280 大阪府 大阪市西区 シンガポールホリックラクサ新町店 サービス 飲食業 5%

160,281 大阪府 大阪市西区 進輝ミシン電器商会 小売業 電化製品 5%

160,282 大阪府 大阪市西区 新町ビル サービス その他サービス 5%

160,283 大阪府 大阪市西区 ＳＯＵＰｃｌｏｚｚｅｔ 小売業 その他小売 5%

160,284 大阪府 大阪市西区 杉本剛税理士事務所 サービス その他サービス 5%

160,285 大阪府 大阪市西区 ＴｏＲｅｒｕｎ サービス 理容・美容業 5%

160,286 大阪府 大阪市西区 ｓｔｕｄｉｏＳＡＰＯ サービス その他サービス 5%

160,287 大阪府 大阪市西区 ｓｔｕｄｉｏＪ サービス その他サービス 5%

160,288 大阪府 大阪市西区 スタジオデッセホリエ サービス その他サービス 5%

160,289 大阪府 大阪市西区 ＳｔｕｄｉｏＮａｔｕｒｅ サービス その他サービス 5%

160,290 大阪府 大阪市西区 Ｓｔｕｄｉｏｈｉｔｏｔｏｉｎｕ いぬねこ治療院 サービス その他サービス 5%

160,291 大阪府 大阪市西区 スタジオ　ルーズフィット　ＳｕｄｉｏＬｏｏｓｅｆｉｔ サービス その他サービス 5%

160,292 大阪府 大阪市西区 ＳＴＡＴＩＯＮ８ サービス その他サービス 5%

160,293 大阪府 大阪市西区 素敵家 サービス 飲食業 5%

160,294 大阪府 大阪市西区 スパイス食堂 ニッキ サービス 飲食業 5%

160,295 大阪府 大阪市西区 スピカアイラッシュサロン サービス 理容・美容業 5%

160,296 大阪府 大阪市西区 スマイル九条店 小売業 衣料品 5%

160,297 大阪府 大阪市西区 スマホコーティングマイスター南堀江店 サービス その他サービス 5%

160,298 大阪府 大阪市西区 Ｓｍａｌｌ? サービス 理容・美容業 5%

160,299 大阪府 大阪市西区 セイイチロウニシゾノ サービス 飲食業 5%

160,300 大阪府 大阪市西区 税理士事務所リーセット サービス その他サービス 5%

160,301 大阪府 大阪市西区 Ｓａｒａｈ 小売業 衣料品 5%

160,302 大阪府 大阪市西区 総本家とらや株式会社 小売業 食料品 5%

160,303 大阪府 大阪市西区 Ｓｏｈｏｏ 小売業 衣料品 5%

160,304 大阪府 大阪市西区 Ｓｏｌｅｉｌ【ソレイユ】 サービス 理容・美容業 5%

160,305 大阪府 大阪市西区 ＳＯＬＥＩＬ ＳＯＬＥＩＬ サービス 飲食業 5%

160,306 大阪府 大阪市西区 大榮洋服店 小売業 衣料品 5%

160,307 大阪府 大阪市西区 ダイコクドラッグ四つ橋本町店 小売業 その他小売 5%

160,308 大阪府 大阪市西区 大衆酒場マルタカ 大衆酒場マルタカ サービス 飲食業 5%

160,309 大阪府 大阪市西区 創作串料理ＤｉｎｉｎｇＪｕｉｃｙｓ１０４ サービス 飲食業 5%

160,310 大阪府 大阪市西区 ダイニングテーブル サービス 飲食業 5%

160,311 大阪府 大阪市西区 ダイブスタジオイージー 小売業 その他小売 5%

160,312 大阪府 大阪市西区 ダイヤメゾン 小売業 衣料品 5%

160,313 大阪府 大阪市西区 たかちゃん サービス 飲食業 5%

160,314 大阪府 大阪市西区 高畑電機 小売業 電化製品 5%
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160,315 大阪府 大阪市西区 高畑電機西道頓堀店 小売業 電化製品 5%

160,316 大阪府 大阪市西区 ＴＡＫＯ?ＳＨＯＷ サービス 飲食業 5%

160,317 大阪府 大阪市西区 立呑　いっぷく屋　立呑　いっぷく屋 サービス 飲食業 5%

160,318 大阪府 大阪市西区 旅路Ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

160,319 大阪府 大阪市西区 ｔａｒａｈ　イベント出店用 小売業 衣料品 5%

160,320 大阪府 大阪市西区 ｔａｒａｈ 小売業 衣料品 5%

160,321 大阪府 大阪市西区 ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ サービス その他サービス 5%

160,322 大阪府 大阪市西区 ＣＨＥＥＥＫＹｏｖｅｒ 小売業 衣料品 5%

160,323 大阪府 大阪市西区 ぢどり亭九条店 サービス 飲食業 2%

160,324 大阪府 大阪市西区 チャコールグリーンオオサカ 小売業 貴金属・服飾品 5%

160,325 大阪府 大阪市西区 ちゃり亭　松田屋 小売業 その他小売 5%

160,326 大阪府 大阪市西区 ちゃり亭松田屋　ちゃり亭松田屋 小売業 その他小売 5%

160,327 大阪府 大阪市西区 中華菜館 會賓楼 サービス 飲食業 5%

160,328 大阪府 大阪市西区 中国新華旅行社 サービス その他サービス 5%

160,329 大阪府 大阪市西区 株式会社ＴＵＭＯＣＡＥｘｐｒｅｓｓ サービス 運輸業 5%

160,330 大阪府 大阪市西区 ＴＫプランニング サービス その他サービス 5%

160,331 大阪府 大阪市西区 ＴＩＣＯＮＹ ＤＥＮＴＡＬ ＯＦＦＣＥ サービス その他サービス 5%

160,332 大阪府 大阪市西区 ＤＥ／ＢＡＵＣＨ サービス 理容・美容業 5%

160,333 大阪府 大阪市西区 ＤＡＩＬＹＤＯＳＥｑｕａｌｉｔｙｓｔｕｆｆ 小売業 衣料品 5%

160,334 大阪府 大阪市西区 ＴＥＺＵＫＡＹＡＭＡＧＡＬＬＥＲＹ サービス その他サービス 5%

160,335 大阪府 大阪市西区 鉄板　ＫＵＲＯＵＤＯ サービス 飲食業 5%

160,336 大阪府 大阪市西区 鉄板ダイニング ＯＫＯＮＯＭＩＹＡ 鉄板ダイニングＯＫＯＮＯＭＩＹＡ サービス 飲食業 5%

160,337 大阪府 大阪市西区 鉄板焼もんじゃ焼ひいろ サービス 飲食業 5%

160,338 大阪府 大阪市西区 鉄板焼もんじゃ焼ひいろ新町店 サービス 飲食業 5%

160,339 大阪府 大阪市西区 Ｔｅｔｏｔｅ サービス 理容・美容業 5%

160,340 大阪府 大阪市西区 ＤＥＶＩ サービス 飲食業 5%

160,341 大阪府 大阪市西区 天然食堂かふぅ サービス 飲食業 5%

160,342 大阪府 大阪市西区 ｔｏｉ＋ｍｏｉｐａｔｏｎ サービス 理容・美容業 5%

160,343 大阪府 大阪市西区 トゥウェンティーフォートゥウェンティーエイト サービス その他サービス 5%

160,344 大阪府 大阪市西区 東興社 サービス その他サービス 5%

160,345 大阪府 大阪市西区 東信科学株式会社 サービス その他サービス 5%

160,346 大阪府 大阪市西区 Ｔｏｔａｌｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎ７ サービス 理容・美容業 5%

160,347 大阪府 大阪市西区 トヨタホ－ム近畿本社 サービス その他サービス 5%

160,348 大阪府 大阪市西区 鶏焼肉くぼかわ サービス 飲食業 5%

160,349 大阪府 大阪市西区 ＴＲＥＺＯＲ サービス 理容・美容業 5%

160,350 大阪府 大阪市西区 ＴＲＥＣＣＥ サービス 飲食業 5%

160,351 大阪府 大阪市西区 ＴＲＥＣＣＥ サービス 飲食業 5%

160,352 大阪府 大阪市西区 なかひがし会計事務所 サービス その他サービス 5%

160,353 大阪府 大阪市西区 和み料理もりと サービス 飲食業 5%

160,354 大阪府 大阪市西区 Ｎａｔｕ．　【ナツ】 サービス 理容・美容業 5%

160,355 大阪府 大阪市西区 ＮＵＴＴＹ 小売業 その他小売 5%

160,356 大阪府 大阪市西区 納豆ＢＡＲ小金庵 小売業 食料品 5%
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160,357 大阪府 大阪市西区 ナナイロテントウ 小売業 衣料品 5%

160,358 大阪府 大阪市西区 ナニワ商会　大阪ドーム 小売業 その他小売 5%

160,359 大阪府 大阪市西区 ナニワ商会　商品センター 小売業 その他小売 5%

160,360 大阪府 大阪市西区 鳴門鯛焼本舗　阿波座駅前店 サービス 飲食業 5%

160,361 大阪府 大阪市西区 日本酒ＢＡＲ畠山 サービス 飲食業 5%

160,362 大阪府 大阪市西区 人情酒場　阿波座店 サービス 飲食業 5%

160,363 大阪府 大阪市西区 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｆｌａｔ　Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｆｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

160,364 大阪府 大阪市西区 ネイルプロショップ（業販） サービス その他サービス 5%

160,365 大阪府 大阪市西区 Ｎａｉｌ　Ｍａｌｌｏｗ サービス その他サービス 5%

160,366 大阪府 大阪市西区 猫のいるタイ古式マッサージサロンにゃんぐりら サービス 理容・美容業 5%

160,367 大阪府 大阪市西区 猫のいるタイ古式マッサージにゃんぐりら サービス その他サービス 5%

160,368 大阪府 大阪市西区 ＮｅｇｏｒｏＧｕｉｔａｒＳｔｏｒｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,369 大阪府 大阪市西区 ペパニカ（屋号はｎｅｎｅｒｏｒｏ） サービス その他サービス 5%

160,370 大阪府 大阪市西区 Ｋｎｏｃｋ Ｋｎｏｃｋ Ｐｕｃｈｉｃ 小売業 衣料品 5%

160,371 大阪府 大阪市西区 呑みどころ卯 サービス 飲食業 5%

160,372 大阪府 大阪市西区 ＰＡＲＫＩＮＧ＋ＳＡＬＯＯＮ サービス 理容・美容業 5%

160,373 大阪府 大阪市西区 パーソナルトレーニング＆ボディメイクＭ－ＳＰＩＲＩＴ サービス その他サービス 5%

160,374 大阪府 大阪市西区 Ｂａｒ　Ｂａｒｄｅｎ２ サービス 飲食業 5%

160,375 大阪府 大阪市西区 パイレックス 小売業 衣料品 5%

160,376 大阪府 大阪市西区 Ｂｕｚｚ北堀江　【バズ　キタホリエ】 サービス 理容・美容業 5%

160,377 大阪府 大阪市西区 パスレルフレンチ 小売業 その他小売 5%

160,378 大阪府 大阪市西区 パティスリーらねっと サービス 飲食業 5%

160,379 大阪府 大阪市西区 ＰＡＮＮＡ 小売業 衣料品 5%

160,380 大阪府 大阪市西区 パプリカ食堂　Ｖｅｇａｎ サービス 飲食業 5%

160,381 大阪府 大阪市西区 濵野タクシー サービス 運輸業 5%

160,382 大阪府 大阪市西区 Ｈａｌ．【ハル】 サービス 理容・美容業 5%

160,383 大阪府 大阪市西区 ＰＡＬＳＴＯＣＫ南堀江店 小売業 衣料品 5%

160,384 大阪府 大阪市西区 Ｐｕｌｐ サービス その他サービス 5%

160,385 大阪府 大阪市西区 Ｂａｒｏｕｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

160,386 大阪府 大阪市西区 ＨＵＮＫＹ ＤＯＲＹ 大阪店 小売業 衣料品 5%

160,387 大阪府 大阪市西区 ハンチ サービス 理容・美容業 5%

160,388 大阪府 大阪市西区 Ｈｕｎｃｈ　　　Ｈｕｎｃｈ サービス 理容・美容業 5%

160,389 大阪府 大阪市西区 ＰｅｅーＫａーＢｏｏ　九条 サービス その他サービス 5%

160,390 大阪府 大阪市西区 ＰＩＥＴＲＯ 小売業 衣料品 5%

160,391 大阪府 大阪市西区 ピザサントロペ サービス 飲食業 5%

160,392 大阪府 大阪市西区 ヒステリックグラマー　大阪店 小売業 衣料品 5%

160,393 大阪府 大阪市西区 ＢＩＳＴＲＯ　ＬＡＭＰＥ サービス 飲食業 5%

160,394 大阪府 大阪市西区 Ｂｉｓｔｒｏｐｏｐａｃｏｃｏ サービス 飲食業 5%

160,395 大阪府 大阪市西区 美撰堂 小売業 その他小売 5%

160,396 大阪府 大阪市西区 ビッグハートマム整体院 サービス その他サービス 5%

160,397 大阪府 大阪市西区 ＢＩＧＢＡＮＤ サービス その他サービス 5%

160,398 大阪府 大阪市西区 美肌室Ｌｅｏ サービス 理容・美容業 5%
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160,399 大阪府 大阪市西区 Ｂｅａｕｔｙａｃａｄｅｍｙ サービス 理容・美容業 5%

160,400 大阪府 大阪市西区 ビューティーソウル　堀江店 サービス その他サービス 5%

160,401 大阪府 大阪市西区 美容室 ヘアーズ レイ ヘアーズ レイ サービス 理容・美容業 5%

160,402 大阪府 大阪市西区 ＰｉｌａｔｅｓＳｔｕｄｉｏＦＲＥＥＤＢＯＤＹ サービス その他サービス 5%

160,403 大阪府 大阪市西区 ＢＩＬＬＹＨＵＮＴ 小売業 衣料品 2%

160,404 大阪府 大阪市西区 廣井堂 小売業 食料品 5%

160,405 大阪府 大阪市西区 御菓子司廣井堂 サービス 飲食業 5%

160,406 大阪府 大阪市西区 ｆａｓｔｃｕｔ　ｒｅｃｏｒｄｓ 小売業 その他小売 5%

160,407 大阪府 大阪市西区 ｆａｓｔｃｕｔ　ｒｅｃｏｒｄｓ　ｆａｓｔｃｕｔ　ｒｅｃｏｒｄｓ 小売業 その他小売 5%

160,408 大阪府 大阪市西区 ＦＡＳＣＩＮＡＴＥ 小売業 衣料品 5%

160,409 大阪府 大阪市西区 ＦＩＬＯ 小売業 衣料品 5%

160,410 大阪府 大阪市西区 Ｆｉｌｌｉｅｎ 小売業 衣料品 5%

160,411 大阪府 大阪市西区 ＢＯＯＴＹ　ＦＩＴＮＥＳＳ北堀江 サービス その他サービス 5%

160,412 大阪府 大阪市西区 ＰＯＯＬ サービス その他サービス 5%

160,413 大阪府 大阪市西区 ｆａｉｔｅｎｂｏｎｂｏｎｓ サービス 飲食業 5%

160,414 大阪府 大阪市西区 ＦＯＮ－ＳＵｂｅｄ＆ｂｒｅａｋｆａｓｔ サービス その他サービス 5%

160,415 大阪府 大阪市西区 福島書店　有限会社福島書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,416 大阪府 大阪市西区 ふくすけ堂 サービス その他サービス 5%

160,417 大阪府 大阪市西区 有限会社ふくすけ堂 サービス その他サービス 5%

160,418 大阪府 大阪市西区 ＨＵＫＵＲＯ（イベント） 小売業 衣料品 5%

160,419 大阪府 大阪市西区 ＨＵＫＵＲＯ 小売業 衣料品 5%

160,420 大阪府 大阪市西区 株式会社プライムステージ サービス その他サービス 5%

160,421 大阪府 大阪市西区 ｆｌｏｗｅｒ＆ｂａｒＲｅｌｉｅｒルリエ 小売業 その他小売 5%

160,422 大阪府 大阪市西区 株式会社Ｕｍｂｒａ 小売業 その他小売 5%

160,423 大阪府 大阪市西区 株式会社フリーネイル サービス 理容・美容業 5%

160,424 大阪府 大阪市西区 フリーマーケット① 小売業 その他小売 5%

160,425 大阪府 大阪市西区 ｈｒｉｍ サービス 理容・美容業 5%

160,426 大阪府 大阪市西区 Ｂｌｕｅ　Ｏｃｅａｎ　Ｇｙｍ サービス その他サービス 5%

160,427 大阪府 大阪市西区 ＢＲＵＧＧＥ サービス その他サービス 5%

160,428 大阪府 大阪市西区 ｂｌｕｅｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

160,429 大阪府 大阪市西区 ＢＬＵＥＭＯＯＮ サービス 理容・美容業 5%

160,430 大阪府 大阪市西区 ｂｌｕｅ?Ｌｉｎｅ サービス 飲食業 5%

160,431 大阪府 大阪市西区 ブルシック大阪 小売業 食料品 5%

160,432 大阪府 大阪市西区 ＰＲＥＣＩＯＵＳＰＬＡＣＥ 小売業 衣料品 5%

160,433 大阪府 大阪市西区 ｐｒｏｔｅｉｎｌａｂ サービス 飲食業 5%

160,434 大阪府 大阪市西区 文世食堂 サービス 飲食業 5%

160,435 大阪府 大阪市西区 Ｈａｉｒ＆Ｎａｉｌ　Ｄｅｂｕｔ サービス 理容・美容業 5%

160,436 大阪府 大阪市西区 Ｈａｉｒ　＆　Ｓｐａ　ＡｚｕＲ　【アジュール】 サービス 理容・美容業 5%

160,437 大阪府 大阪市西区 Ｂａｓｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　ＢａｓｅＤｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

160,438 大阪府 大阪市西区 ベイスデザイン サービス 理容・美容業 5%

160,439 大阪府 大阪市西区 べこ肥後橋 サービス 飲食業 5%

160,440 大阪府 大阪市西区 ベトナム食堂チャオルア サービス 飲食業 5%
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160,441 大阪府 大阪市西区 Ｂｅｎｉ??． サービス 理容・美容業 5%

160,442 大阪府 大阪市西区 ベルガマイス サービス 飲食業 5%

160,443 大阪府 大阪市西区 ベルジューネ サービス 理容・美容業 5%

160,444 大阪府 大阪市西区 ＶＥＬＶＥＴ 小売業 衣料品 5%

160,445 大阪府 大阪市西区 勉強カフェ大阪本町 サービス その他サービス 5%

160,446 大阪府 大阪市西区 ボアヴァン美術工藝 小売業 衣料品 5%

160,447 大阪府 大阪市西区 ボウラーズサポートドリーム 小売業 その他小売 5%

160,448 大阪府 大阪市西区 ＢｅａｕｔｅｄｅＲｉｃｈｅｓｓｅ．．． サービス 理容・美容業 5%

160,449 大阪府 大阪市西区 Ｂｅａｕｔｅｄｅｒｅｍｉｇａｋｕ サービス 理容・美容業 5%

160,450 大阪府 大阪市西区 コーワドラッグ サービス その他サービス 5%

160,451 大阪府 大阪市西区 北極星堀江店 サービス 飲食業 5%

160,452 大阪府 大阪市西区 ＰＯＴＡＴＯＬＡＢＯ 小売業 食料品 5%

160,453 大阪府 大阪市西区 ホテルメルディア大阪肥後橋（じゃらん サービス 宿泊業 5%

160,454 大阪府 大阪市西区 堀江アートスクール　堀江アートスクール サービス その他サービス 5%

160,455 大阪府 大阪市西区 株式会社ＰＨＲ サービス その他サービス 5%

160,456 大阪府 大阪市西区 ｂｏｎ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

160,457 大阪府 大阪市西区 Ｂｏｎｖｏｙａｇｅ 小売業 衣料品 5%

160,458 大阪府 大阪市西区 本町卓球センター 小売業 その他小売 5%

160,459 大阪府 大阪市西区 マイリッシュデザイン サービス その他サービス 5%

160,460 大阪府 大阪市西区 ｍａｅｍｕｋｉｓｕｉｔ！ 小売業 衣料品 5%

160,461 大阪府 大阪市西区 マッサン マッサン ４Ｆ 小売業 衣料品 5%

160,462 大阪府 大阪市西区 マッサン 小売業 衣料品 5%

160,463 大阪府 大阪市西区 マッサン 小売業 衣料品 5%

160,464 大阪府 大阪市西区 招き猫餡舗 招き猫餡舗 小売業 食料品 5%

160,465 大阪府 大阪市西区 マホラバキッチン サービス 飲食業 5%

160,466 大阪府 大阪市西区 マホラバキッチン サービス 飲食業 5%

160,467 大阪府 大阪市西区 マリアージュ サービス 理容・美容業 5%

160,468 大阪府 大阪市西区 マンドリル阿波座新町店 サービス 飲食業 5%

160,469 大阪府 大阪市西区 ミオレ サービス 理容・美容業 5%

160,470 大阪府 大阪市西区 美スギ　本部 小売業 その他小売 5%

160,471 大阪府 大阪市西区 南大阪ヤクルト販売 西立売堀 小売業 食料品 5%

160,472 大阪府 大阪市西区 南大阪ヤクルト販売 境川 小売業 食料品 5%

160,473 大阪府 大阪市西区 南大阪ヤクルト販売 北堀江 小売業 食料品 5%

160,474 大阪府 大阪市西区 南堀江店 小売業 その他小売 5%

160,475 大阪府 大阪市西区 ミライライト 小売業 その他小売 5%

160,476 大阪府 大阪市西区 ミンスネイル サービス 理容・美容業 5%

160,477 大阪府 大阪市西区 めぐむ美容鍼灸院 サービス その他サービス 5%

160,478 大阪府 大阪市西区 ｍｅｎ＇ｓ脱毛スマート サービス 理容・美容業 5%

160,479 大阪府 大阪市西区 森夕加里 サービス その他サービス 5%

160,480 大阪府 大阪市西区 ＹＡＧＡ 小売業 衣料品 5%

160,481 大阪府 大阪市西区 Ｕａｎ 小売業 衣料品 5%

160,482 大阪府 大阪市西区 有限会社エム・アンド・エム 小売業 衣料品 5%
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160,483 大阪府 大阪市西区 有限会社優美商事 小売業 衣料品 5%

160,484 大阪府 大阪市西区 有限会社柳々堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,485 大阪府 大阪市西区 ＵＴＩＬＩＴＹ 小売業 衣料品 5%

160,486 大阪府 大阪市西区 ＡＬＩＭＡＮＯ 小売業 衣料品 5%

160,487 大阪府 大阪市西区 豊印刷株式会社 サービス その他サービス 5%

160,488 大阪府 大阪市西区 洋服のツキムラ肥後橋店 小売業 衣料品 5%

160,489 大阪府 大阪市西区 ㈱吉田勝恵商店 サービス その他サービス 5%

160,490 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン四ツ橋立売堀店 小売業 食料品 2%

160,491 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン四ツ橋北堀江店 小売業 食料品 2%

160,492 大阪府 大阪市西区 セブン－イレブン四ツ橋南堀江店 小売業 食料品 2%

160,493 大阪府 大阪市西区 ＬＩＯＮ　ＫＩＴＣＨＥＮ　?ライオンキッチン? サービス 飲食業 5%

160,494 大阪府 大阪市西区 ライフビューティーネイルプロショップ サービス その他サービス 5%

160,495 大阪府 大阪市西区 ライフクリーナー 京町堀店 サービス その他サービス 5%

160,496 大阪府 大阪市西区 ライフクリーナー　京町堀 サービス その他サービス 5%

160,497 大阪府 大阪市西区 ライフデザイン サービス その他サービス 5%

160,498 大阪府 大阪市西区 ＬＡＺＯ　ＥＹＥ　ＢＥＡＵＴＹ サービス 理容・美容業 5%

160,499 大阪府 大阪市西区 Ｌａｎｉ　ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ サービス 理容・美容業 5%

160,500 大阪府 大阪市西区 ＬＵＶＯＮＩＣＡＬ ｆｌｏｗｅｒ ｗｏｒｋｓ 小売業 その他小売 5%

160,501 大阪府 大阪市西区 Ｌｅｅ 堀江店 小売業 衣料品 5%

160,502 大阪府 大阪市西区 ｒｉｕ サービス 理容・美容業 5%

160,503 大阪府 大阪市西区 ＲＩＣＡＲＤＯ サービス 飲食業 5%

160,504 大阪府 大阪市西区 ｒｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

160,505 大阪府 大阪市西区 ＬＩＸＴＩＣＫ 小売業 衣料品 5%

160,506 大阪府 大阪市西区 リファーレ堀江 小売業 衣料品 5%

160,507 大阪府 大阪市西区 リラクゼーションサロン　Ｒｅｓｔｅ　ｓａｌｕｂｅ【レストサリヴ】 サービス その他サービス 5%

160,508 大阪府 大阪市西区 リラクゼーションサロン縁 サービス その他サービス 5%

160,509 大阪府 大阪市西区 ＲｅｌａｘａｔｉｏｎＳａｌｏｎＰｕｓａ サービス 理容・美容業 5%

160,510 大阪府 大阪市西区 ＲＩＮＫＡＮ南堀江店 小売業 衣料品 5%

160,511 大阪府 大阪市西区 るいこ堂 小売業 衣料品 5%

160,512 大阪府 大阪市西区 ｒｕｕａ　ｈａｉｒ　ｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

160,513 大阪府 大阪市西区 ＲｏｏｍｉｎＨｏｒｉｅ サービス その他サービス 5%

160,514 大阪府 大阪市西区 ＬＯＯＭＯＳＡＫＡ 小売業 衣料品 5%

160,515 大阪府 大阪市西区 ｌｏｕ　ｄｕ　ｌｏｕ 小売業 衣料品 5%

160,516 大阪府 大阪市西区 ＲＵＫＡ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

160,517 大阪府 大阪市西区 Ｌｅｓ　Ｐｅｔｉｔｅｓ　Ｐａｐｉｌｌｏｔｅｓ　本店 小売業 食料品 5%

160,518 大阪府 大阪市西区 レールクラフト阿波座 小売業 その他小売 5%

160,519 大阪府 大阪市西区 レガーメラソ 小売業 衣料品 5%

160,520 大阪府 大阪市西区 Ｆｒｏｍａｇｅｓ　ＴＯＲＩＣＯ 小売業 食料品 5%

160,521 大阪府 大阪市西区 レ・プティット・パピヨット サービス 飲食業 5%

160,522 大阪府 大阪市西区 ローカーボキッチン然　?ｚｅｎ? サービス 飲食業 5%

160,523 大阪府 大阪市西区 ローソン西本町三丁目店 小売業 その他小売 2%

160,524 大阪府 大阪市西区 ローラシア サービス 飲食業 5%

3824



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

160,525 大阪府 大阪市西区 Ｌｏｇｒａｒ サービス その他サービス 5%

160,526 大阪府 大阪市西区 ＲＯＣＫＳ 小売業 衣料品 5%

160,527 大阪府 大阪市西区 ロッソおじさんの店 サービス 飲食業 5%

160,528 大阪府 大阪市西区 ＷＯＲＫＳｂｙＡＲＣＨＥ サービス 理容・美容業 5%

160,529 大阪府 大阪市西区 わいんがた サービス 飲食業 5%

160,530 大阪府 大阪市西区 ＷＩＮＥ　ＰＬＡＮＥＴ サービス 飲食業 5%

160,531 大阪府 大阪市西区 若木 サービス 飲食業 5%

160,532 大阪府 大阪市西区 或美容室 サービス 理容・美容業 5%

160,533 大阪府 大阪市西区 わくらく サービス その他サービス 5%

160,534 大阪府 大阪市西区 和　Ｄｉｎｎｉｎｇ　わだち サービス 飲食業 5%

160,535 大阪府 大阪市西区 ＷＡＤＡＤｅｓｉｇｎｉｎｇ サービス その他サービス 5%

160,536 大阪府 大阪市西区 渡辺美香子の色鉛筆画教室 サービス その他サービス 5%

160,537 大阪府 大阪市西成区 天津タクシー サービス 運輸業 5%

160,538 大阪府 大阪市西成区 彩乃食品 小売業 食料品 5%

160,539 大阪府 大阪市西成区 出光岸ノ里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

160,540 大阪府 大阪市西成区 今宮ホルモン サービス 飲食業 5%

160,541 大阪府 大阪市西成区 ＵＩＳＩＮＤＥＳＩＧＮＨＯＭＥＣＥＮＴＥＲ 小売業 衣料品 5%

160,542 大阪府 大阪市西成区 ｗａｖｅ　ウェーブ 小売業 衣料品 5%

160,543 大阪府 大阪市西成区 旨手羽家　天下茶屋店 サービス 飲食業 5%

160,544 大阪府 大阪市西成区 セブン－イレブン大阪橘１丁目店 小売業 食料品 2%

160,545 大阪府 大阪市西成区 セブン－イレブン大阪玉出駅東店 小売業 食料品 2%

160,546 大阪府 大阪市西成区 セブン－イレブン大阪玉出駅前店 小売業 食料品 2%

160,547 大阪府 大阪市西成区 セブン－イレブン大阪天下茶屋２丁目店 小売業 食料品 2%

160,548 大阪府 大阪市西成区 大阪ブリキ玩具資料室 小売業 その他小売 5%

160,549 大阪府 大阪市西成区 おおさか・窓フィルム・工房 サービス その他サービス 5%

160,550 大阪府 大阪市西成区 セブン－イレブン大阪南津守１丁目店 小売業 食料品 2%

160,551 大阪府 大阪市西成区 セブン－イレブン大阪南津守６丁目店 小売業 食料品 2%

160,552 大阪府 大阪市西成区 合同会社おぎどう サービス その他サービス 5%

160,553 大阪府 大阪市西成区 ＫＡＩＺＥＮＹＡ サービス その他サービス 5%

160,554 大阪府 大阪市西成区 かごの屋岸里店 サービス 飲食業 5%

160,555 大阪府 大阪市西成区 カフェ　モカ　Ｃａｆｆｅモカ サービス 飲食業 5%

160,556 大阪府 大阪市西成区 株式会社　玉出はないわごう 小売業 その他小売 5%

160,557 大阪府 大阪市西成区 株式会社Ｒアドバンス サービス その他サービス 5%

160,558 大阪府 大阪市西成区 株式会社中尾米穀店 小売業 その他小売 5%

160,559 大阪府 大阪市西成区 からだ改善スタジオ笑顔工房ふれ?る サービス その他サービス 5%

160,560 大阪府 大阪市西成区 ＧＡＮＫ 小売業 衣料品 5%

160,561 大阪府 大阪市西成区 業務スーパー南津守店 小売業 食料品 2%

160,562 大阪府 大阪市西成区 有限会社川口薬店 小売業 その他小売 5%

160,563 大阪府 大阪市西成区 クラフトことね 小売業 衣料品 5%

160,564 大阪府 大阪市西成区 グルック ヘアリラクゼーション 玉出店 サービス その他サービス 5%

160,565 大阪府 大阪市西成区 ＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥＭＡＴＳＵ サービス 宿泊業 5%

160,566 大阪府 大阪市西成区 ゴーストレストラン１１Ｊａｃｋ サービス 飲食業 5%
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160,567 大阪府 大阪市西成区 コーヒーショップ一番地 サービス 飲食業 5%

160,568 大阪府 大阪市西成区 ＴＥＮＧＡＣＨＡ サービス 飲食業 5%

160,569 大阪府 大阪市西成区 ゴシキ サービス 理容・美容業 5%

160,570 大阪府 大阪市西成区 ゴルフレスキュー 小売業 その他小売 5%

160,571 大阪府 大阪市西成区 阪井電機店 小売業 電化製品 5%

160,572 大阪府 大阪市西成区 三和薬局 小売業 その他小売 5%

160,573 大阪府 大阪市西成区 じゃんぼ總本店　鶴見橋商店街店 サービス 飲食業 5%

160,574 大阪府 大阪市西成区 じゃんぼ總本店　天下茶屋店 サービス 飲食業 5%

160,575 大阪府 大阪市西成区 有限会社　正田薬局 小売業 その他小売 5%

160,576 大阪府 大阪市西成区 ｓｋｅｐｄｅｓｉｇｎｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 小売業 衣料品 5%

160,577 大阪府 大阪市西成区 スタジオマッシュ サービス 理容・美容業 5%

160,578 大阪府 大阪市西成区 ストーンショップアルカイック 小売業 衣料品 5%

160,579 大阪府 大阪市西成区 株式会社セイコー サービス その他サービス 5%

160,580 大阪府 大阪市西成区 ダイコクドラッグ天下茶屋駅前店 小売業 その他小売 5%

160,581 大阪府 大阪市西成区 ダイコクドラッグ花園町駅前店 小売業 その他小売 5%

160,582 大阪府 大阪市西成区 ダイコクロッカー　ダイコクロッカー サービス その他サービス 5%

160,583 大阪府 大阪市西成区 ＤｏｕｂｌｅＨｅａｒｔ 小売業 衣料品 5%

160,584 大阪府 大阪市西成区 たまゆらおおさか津守店 小売業 衣料品 5%

160,585 大阪府 大阪市西成区 中華菜舘　九苑酒家　天下茶屋店 サービス 飲食業 5%

160,586 大阪府 大阪市西成区 有限会社テクニカルデザイン サービス その他サービス 5%

160,587 大阪府 大阪市西成区 セブン－イレブン天下茶屋駅前店 小売業 食料品 2%

160,588 大阪府 大阪市西成区 トヨタ部品大阪共販岸里営業所 サービス その他サービス 5%

160,589 大阪府 大阪市西成区 トラットリアリネアセッテ サービス 飲食業 5%

160,590 大阪府 大阪市西成区 ニナキ時宝堂 サービス その他サービス 5%

160,591 大阪府 大阪市西成区 ぱぁとワン 小売業 その他小売 5%

160,592 大阪府 大阪市西成区 パナ－ズつるみ 小売業 電化製品 5%

160,593 大阪府 大阪市西成区 花園酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

160,594 大阪府 大阪市西成区 華屋 小売業 その他小売 5%

160,595 大阪府 大阪市西成区 パルス　大阪店 小売業 その他小売 5%

160,596 大阪府 大阪市西成区 Ｐ＆Ｐかどや 小売業 電化製品 5%

160,597 大阪府 大阪市西成区 Ｐ＆Ｐそうでんしゃ 小売業 電化製品 5%

160,598 大阪府 大阪市西成区 ぴーすはうす株式会社 サービス その他サービス 5%

160,599 大阪府 大阪市西成区 ぴーすはうす幸 サービス その他サービス 5%

160,600 大阪府 大阪市西成区 ぴーすはうす昭和 サービス その他サービス 5%

160,601 大阪府 大阪市西成区 ビジネスホテル　福助 サービス 宿泊業 5%

160,602 大阪府 大阪市西成区 ビジネスホテル太洋 サービス 宿泊業 5%

160,603 大阪府 大阪市西成区 ビジネスホテル和香 サービス 宿泊業 5%

160,604 大阪府 大阪市西成区 ビズヘアー　マシェリ サービス 理容・美容業 5%

160,605 大阪府 大阪市西成区 ビデオクリア サービス その他サービス 5%

160,606 大阪府 大阪市西成区 ビューティサロンｋａｙｏｋｏ サービス 理容・美容業 5%

160,607 大阪府 大阪市西成区 ファーストアベニュー 小売業 食料品 5%

160,608 大阪府 大阪市西成区 藤井薬局　藤井薬局 小売業 その他小売 5%
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160,609 大阪府 大阪市西成区 ヘアラウンジ　エスパス サービス 理容・美容業 5%

160,610 大阪府 大阪市西成区 ヘルパーステーションエンジョイ サービス その他サービス 5%

160,611 大阪府 大阪市西成区 ＢＯＴＥＪＹＵＴＨＥＣＯＮＣＥＰＴＳＨＯＰ サービス 飲食業 5%

160,612 大阪府 大阪市西成区 ホテル東洋 サービス 宿泊業 5%

160,613 大阪府 大阪市西成区 香港共和物産 小売業 衣料品 5%

160,614 大阪府 大阪市西成区 本店ユニバーサルデンキ 小売業 電化製品 5%

160,615 大阪府 大阪市西成区 ＢＯＮＮＥ　ＶＯＬＯＮＴＥ サービス 理容・美容業 5%

160,616 大阪府 大阪市西成区 ミスギヤ南津守店 小売業 食料品 5%

160,617 大阪府 大阪市西成区 ミック玉出薬店 小売業 その他小売 5%

160,618 大阪府 大阪市西成区 南大阪ヤクルト販売 小売業 食料品 5%

160,619 大阪府 大阪市西成区 南大阪ヤクルト販売 花園 小売業 食料品 5%

160,620 大阪府 大阪市西成区 メンバーズＪＵＮ サービス 飲食業 5%

160,621 大阪府 大阪市西成区 モリモト薬品店　天下茶屋店 小売業 その他小売 5%

160,622 大阪府 大阪市西成区 吉田電気店 小売業 電化製品 5%

160,623 大阪府 大阪市西成区 ライフクリーナー　玉出西 サービス その他サービス 5%

160,624 大阪府 大阪市西成区 ライフクリーナー　玉出西店 サービス その他サービス 5%

160,625 大阪府 大阪市西成区 レストラン　ＳＨＩＮ サービス 飲食業 5%

160,626 大阪府 大阪市西成区 レストランＳＨＩＮ サービス 飲食業 5%

160,627 大阪府 大阪市西成区 レディースベルセーヌ 小売業 衣料品 5%

160,628 大阪府 大阪市西成区 ローヤルスポーツ 小売業 その他小売 5%

160,629 大阪府 大阪市西成区 ロジェス サービス その他サービス 5%

160,630 大阪府 大阪市西淀川区 アカシア 小売業 衣料品 5%

160,631 大阪府 大阪市西淀川区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｋａｎｏｎ塚本 サービス 理容・美容業 5%

160,632 大阪府 大阪市西淀川区 アトリエハシモト 小売業 衣料品 5%

160,633 大阪府 大阪市西淀川区 Ａｒｉａｎｎａ サービス 理容・美容業 5%

160,634 大阪府 大阪市西淀川区 居酒屋 とと サービス 飲食業 5%

160,635 大阪府 大阪市西淀川区 石井眼鏡店 小売業 その他小売 5%

160,636 大阪府 大阪市西淀川区 一般社団法人さくらんぼ サービス その他サービス 5%

160,637 大阪府 大阪市西淀川区 出光大和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

160,638 大阪府 大阪市西淀川区 出光ルート２つくだＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

160,639 大阪府 大阪市西淀川区 出光姫島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

160,640 大阪府 大阪市西淀川区 出光御幣島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

160,641 大阪府 大阪市西淀川区 ＶＩＲＥＮＡ姫島店 サービス 理容・美容業 5%

160,642 大阪府 大阪市西淀川区 セブン－イレブン大阪大野１丁目店 小売業 食料品 2%

160,643 大阪府 大阪市西淀川区 セブン－イレブン大阪大野２丁目店 小売業 食料品 2%

160,644 大阪府 大阪市西淀川区 セブン－イレブン大阪柏里３丁目店 小売業 食料品 2%

160,645 大阪府 大阪市西淀川区 セブン－イレブン大阪野里３丁目店 小売業 食料品 2%

160,646 大阪府 大阪市西淀川区 セブン－イレブン大阪福町３丁目店 小売業 食料品 2%

160,647 大阪府 大阪市西淀川区 大西呉服店 小売業 衣料品 5%

160,648 大阪府 大阪市西淀川区 オームデンキ 小売業 電化製品 5%

160,649 大阪府 大阪市西淀川区 大和田自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

160,650 大阪府 大阪市西淀川区 海鮮料理おぶ亭 サービス 飲食業 5%
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160,651 大阪府 大阪市西淀川区 ＫＡＯＲＩＮａｉｌ サービス その他サービス 5%

160,652 大阪府 大阪市西淀川区 かごの屋歌島橋店 サービス 飲食業 5%

160,653 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社中谷自動車 サービス その他サービス 5%

160,654 大阪府 大阪市西淀川区 株　村上自動車工業所 サービス その他サービス 5%

160,655 大阪府 大阪市西淀川区 きっちんみて島店 サービス 飲食業 5%

160,656 大阪府 大阪市西淀川区 キャンパスショップセノオ 小売業 衣料品 5%

160,657 大阪府 大阪市西淀川区 キャンパスショップセノオ 小売業 衣料品 5%

160,658 大阪府 大阪市西淀川区 ぎょうざの満洲　塚本西口店 サービス 飲食業 5%

160,659 大阪府 大阪市西淀川区 業務スーパー西淀川店 小売業 食料品 2%

160,660 大阪府 大阪市西淀川区 楠本米穀店 小売業 食料品 5%

160,661 大阪府 大阪市西淀川区 現金問屋ダイコク西淀川店 サービス その他サービス 5%

160,662 大阪府 大阪市西淀川区 健康和食　あらき サービス 飲食業 5%

160,663 大阪府 大阪市西淀川区 こますし サービス 飲食業 5%

160,664 大阪府 大阪市西淀川区 ＣＯＬＥＴＴＥ サービス 理容・美容業 5%

160,665 大阪府 大阪市西淀川区 さいきでんき 小売業 電化製品 5%

160,666 大阪府 大阪市西淀川区 栄屋 サービス 飲食業 5%

160,667 大阪府 大阪市西淀川区 ＣＤｓｈｏｐ　イシゲン 小売業 その他小売 5%

160,668 大阪府 大阪市西淀川区 セブン－イレブンＪＲ塚本駅西店 小売業 食料品 2%

160,669 大阪府 大阪市西淀川区 Ｃｈｅｒｉｅｈａｉｒａｔｅｌｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

160,670 大阪府 大阪市西淀川区 四季 魚八 サービス 飲食業 5%

160,671 大阪府 大阪市西淀川区 シャローム美容室 サービス 理容・美容業 5%

160,672 大阪府 大阪市西淀川区 じゃんぼ總本店　姫島駅前店 サービス 飲食業 5%

160,673 大阪府 大阪市西淀川区 すいな健康館 サービス 理容・美容業 5%

160,674 大阪府 大阪市西淀川区 杉本電気商会 小売業 電化製品 5%

160,675 大阪府 大阪市西淀川区 スタークリーニング歌島店　スタークリーニング歌島店 サービス その他サービス 5%

160,676 大阪府 大阪市西淀川区 Ｃ５ ｄｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

160,677 大阪府 大阪市西淀川区 中央電化　歌島店 小売業 電化製品 5%

160,678 大阪府 大阪市西淀川区 ＴＯＰ（催事） 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,679 大阪府 大阪市西淀川区 ＴＯＰ　本部 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,680 大阪府 大阪市西淀川区 でんきのマツダ 小売業 電化製品 5%

160,681 大阪府 大阪市西淀川区 塚本肉焼屋 サービス 飲食業 5%

160,682 大阪府 大阪市西淀川区 ドックサロンえる サービス 理容・美容業 5%

160,683 大阪府 大阪市西淀川区 トップメゾン株式会社 サービス その他サービス 5%

160,684 大阪府 大阪市西淀川区 ＴＲＵＮＫ サービス 理容・美容業 5%

160,685 大阪府 大阪市西淀川区 トリーゴ塚本 小売業 食料品 5%

160,686 大阪府 大阪市西淀川区 トリーゴ塚本店 サービス 飲食業 5%

160,687 大阪府 大阪市西淀川区 トリーゴ塚本店　トリーゴ塚本店 小売業 食料品 5%

160,688 大阪府 大阪市西淀川区 ナビチェーン　出来島店 小売業 電化製品 5%

160,689 大阪府 大阪市西淀川区 セブン－イレブン西淀川税務署前店 小売業 食料品 2%

160,690 大阪府 大阪市西淀川区 ネイルズ・クー サービス 理容・美容業 5%

160,691 大阪府 大阪市西淀川区 野里・西野商店 サービス 飲食業 5%

160,692 大阪府 大阪市西淀川区 ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰＫＩＤＯ サービス 理容・美容業 5%
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160,693 大阪府 大阪市西淀川区 ヒットショップ歌島店 小売業 電化製品 5%

160,694 大阪府 大阪市西淀川区 廣島 サービス 飲食業 5%

160,695 大阪府 大阪市西淀川区 富士製ぱん工場 サービス 飲食業 5%

160,696 大阪府 大阪市西淀川区 フローラルハウス山本 小売業 その他小売 5%

160,697 大阪府 大阪市西淀川区 ボディショップタッカー サービス その他サービス 5%

160,698 大阪府 大阪市西淀川区 ホビーランドぽち　塚本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,699 大阪府 大阪市西淀川区 マツシタ 小売業 電化製品 5%

160,700 大阪府 大阪市西淀川区 マツモトデンキ 小売業 電化製品 5%

160,701 大阪府 大阪市西淀川区 南大阪ヤクルト販売 西淀川宅配 小売業 食料品 5%

160,702 大阪府 大阪市西淀川区 もりたんショップ　西淀川店 小売業 その他小売 5%

160,703 大阪府 大阪市西淀川区 焼肉工房つるまさ サービス 飲食業 5%

160,704 大阪府 大阪市西淀川区 焼肉工房つるまさ サービス 飲食業 5%

160,705 大阪府 大阪市西淀川区 ゆうせい薬局 小売業 その他小売 5%

160,706 大阪府 大阪市西淀川区 ＹＯＧＡｓｔｕｄｉｏｎｉｉｍａ サービス その他サービス 5%

160,707 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社レーザーテック サービス その他サービス 5%

160,708 大阪府 大阪市西淀川区 Ｌｏｒｉｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

160,709 大阪府 大阪市東住吉区 あいむプロ 小売業 衣料品 5%

160,710 大阪府 大阪市東住吉区 あいむプロ 小売業 衣料品 5%

160,711 大阪府 大阪市東住吉区 東米穀店 小売業 食料品 5%

160,712 大阪府 大阪市東住吉区 ＡｔｅｌｉｅｒＭａｋｏ 小売業 衣料品 5%

160,713 大阪府 大阪市東住吉区 アメリカンスピリット 小売業 その他小売 5%

160,714 大阪府 大阪市東住吉区 あるてらす 小売業 その他小売 5%

160,715 大阪府 大阪市東住吉区 アルテリア サービス 理容・美容業 5%

160,716 大阪府 大阪市東住吉区 ＡｎｃｓＨａｉｒｓ サービス 理容・美容業 5%

160,717 大阪府 大阪市東住吉区 ＥａｓｔＡｋｋＡ サービス 理容・美容業 5%

160,718 大阪府 大阪市東住吉区 出光セルフ公園通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

160,719 大阪府 大阪市東住吉区 出光セルフ針中野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

160,720 大阪府 大阪市東住吉区 出光湯里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

160,721 大阪府 大阪市東住吉区 ニュークラウン株式会社 サービス 運輸業 5%

160,722 大阪府 大阪市東住吉区 彩りの器と和雑貨翔山 小売業 家具・調度品 5%

160,723 大阪府 大阪市東住吉区 幸せのよろず市場 小売業 電化製品 5%

160,724 大阪府 大阪市東住吉区 エラフリー サービス その他サービス 5%

160,725 大阪府 大阪市東住吉区 セブン－イレブン大阪今川８丁目店 小売業 食料品 2%

160,726 大阪府 大阪市東住吉区 セブン－イレブン大阪杭全５丁目店 小売業 食料品 2%

160,727 大阪府 大阪市東住吉区 セブン－イレブン大阪桑津１丁目店 小売業 食料品 2%

160,728 大阪府 大阪市東住吉区 セブン－イレブン大阪桑津５丁目店 小売業 食料品 2%

160,729 大阪府 大阪市東住吉区 大阪錫器株式会社 小売業 家具・調度品 5%

160,730 大阪府 大阪市東住吉区 セブン－イレブン大阪住道矢田５丁目店 小売業 食料品 2%

160,731 大阪府 大阪市東住吉区 セブン－イレブン大阪住道矢田８丁目店 小売業 食料品 2%

160,732 大阪府 大阪市東住吉区 オージャスカレー サービス 飲食業 5%

160,733 大阪府 大阪市東住吉区 大塚タクシー サービス 運輸業 5%

160,734 大阪府 大阪市東住吉区 岡本塗装 サービス その他サービス 5%
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160,735 大阪府 大阪市東住吉区 おでんバル　すとうぶ サービス 飲食業 5%

160,736 大阪府 大阪市東住吉区 Ｏｌｉｖｅ　駒川店 サービス 理容・美容業 5%

160,737 大阪府 大阪市東住吉区 カーリペアサービス サービス その他サービス 5%

160,738 大阪府 大阪市東住吉区 美・Ｅ?ｍａ 小売業 その他小売 5%

160,739 大阪府 大阪市東住吉区 カギの救急車 サービス その他サービス 5%

160,740 大阪府 大阪市東住吉区 菓子工房エリオス サービス 飲食業 5%

160,741 大阪府 大阪市東住吉区 梶原食糧 小売業 食料品 5%

160,742 大阪府 大阪市東住吉区 学校制服の店　ヨシダ 小売業 衣料品 5%

160,743 大阪府 大阪市東住吉区 ガッツレンタカー東住吉店 サービス その他サービス 5%

160,744 大阪府 大阪市東住吉区 ｃａｆｅ ｈａｋｕｒｉｎ サービス 飲食業 5%

160,745 大阪府 大阪市東住吉区 ｃａｆｅ　ｈａｋｕｒｉｎ サービス 飲食業 5%

160,746 大阪府 大阪市東住吉区 カフェライチ サービス 飲食業 5%

160,747 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社エアムーブ 小売業 その他小売 5%

160,748 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社岡島商店 サービス その他サービス 5%

160,749 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社タイセー 小売業 その他小売 5%

160,750 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社中央商会 小売業 その他小売 5%

160,751 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社ラクすむ サービス その他サービス 5%

160,752 大阪府 大阪市東住吉区 カラオケマドンナ サービス 飲食業 5%

160,753 大阪府 大阪市東住吉区 柄自慢ほんだ 小売業 衣料品 5%

160,754 大阪府 大阪市東住吉区 Ｃａｌｉｎ サービス 理容・美容業 5%

160,755 大阪府 大阪市東住吉区 カリッジュ　駒川店 小売業 食料品 5%

160,756 大阪府 大阪市東住吉区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋近鉄針中野駅前店 サービス 飲食業 2%

160,757 大阪府 大阪市東住吉区 業務スーパー今川店 小売業 食料品 2%

160,758 大阪府 大阪市東住吉区 Ｇｏｏｄ ＢＢＱ 長居公園 サービス 飲食業 5%

160,759 大阪府 大阪市東住吉区 杉中タクシー サービス 運輸業 5%

160,760 大阪府 大阪市東住吉区 ＣＬＯＳＭＡＴＩＣ サービス その他サービス 5%

160,761 大阪府 大阪市東住吉区 クロムカスタム工房 サービス その他サービス 5%

160,762 大阪府 大阪市東住吉区 ケーキショップ　ミラベル 小売業 食料品 5%

160,763 大阪府 大阪市東住吉区 化粧品のみなみい 小売業 その他小売 5%

160,764 大阪府 大阪市東住吉区 ケセラ 小売業 衣料品 5%

160,765 大阪府 大阪市東住吉区 ＣｏＣｏ壱番屋東住吉区杭全店 サービス 飲食業 2%

160,766 大阪府 大阪市東住吉区 （個人）大石タクシー サービス 運輸業 5%

160,767 大阪府 大阪市東住吉区 ＫＯＴＯＲＩ　ＤＥＬＩ　長居店 小売業 食料品 5%

160,768 大阪府 大阪市東住吉区 駒川吾妻屋 小売業 食料品 5%

160,769 大阪府 大阪市東住吉区 小松電気商会 小売業 電化製品 5%

160,770 大阪府 大阪市東住吉区 サイクルベースあさひ東住吉今川店 小売業 その他小売 2%

160,771 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社サイクルランドナニワ サイクルメイト 駒川店 小売業 その他小売 5%

160,772 大阪府 大阪市東住吉区 サロンドティンカーベル サービス その他サービス 5%

160,773 大阪府 大阪市東住吉区 島田社会保険労務士事務所 サービス その他サービス 5%

160,774 大阪府 大阪市東住吉区 ｊａｋａｊａｎ サービス その他サービス 5%

160,775 大阪府 大阪市東住吉区 じゃんぼ總本店　針中野駅前店 サービス 飲食業 5%

160,776 大阪府 大阪市東住吉区 週末のインコ サービス 飲食業 5%

3830



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

160,777 大阪府 大阪市東住吉区 ｓｈｙｕｓｈｙｕｄｕｃｈａｌｅｕｒ 小売業 衣料品 5%

160,778 大阪府 大阪市東住吉区 しょうざん サービス その他サービス 5%

160,779 大阪府 大阪市東住吉区 スウィートみたむら 小売業 電化製品 5%

160,780 大阪府 大阪市東住吉区 すし処美旨 サービス 飲食業 5%

160,781 大阪府 大阪市東住吉区 すし処美旨 サービス 飲食業 5%

160,782 大阪府 大阪市東住吉区 スマイル駒川店 小売業 衣料品 5%

160,783 大阪府 大阪市東住吉区 Ｓｕｍｉｋａ．ｂｙ　ｍｅｒｇｅ サービス 理容・美容業 5%

160,784 大阪府 大阪市東住吉区 摂陽観光　本社営業所 サービス その他サービス 5%

160,785 大阪府 大阪市東住吉区 大丸薬局 小売業 その他小売 5%

160,786 大阪府 大阪市東住吉区 田中電気商会 小売業 電化製品 5%

160,787 大阪府 大阪市東住吉区 ｄｅｖｉｓｅｆａｃｔｏｒｙ 小売業 衣料品 5%

160,788 大阪府 大阪市東住吉区 テクノジャパン サービス その他サービス 5%

160,789 大阪府 大阪市東住吉区 テラセハウス サービス その他サービス 5%

160,790 大阪府 大阪市東住吉区 Ｔｅｒａまゆり 小売業 その他小売 5%

160,791 大阪府 大阪市東住吉区 とみづや 小売業 食料品 2%

160,792 大阪府 大阪市東住吉区 トラットリアピエーノ サービス 飲食業 5%

160,793 大阪府 大阪市東住吉区 ナイスショップてらせ 小売業 衣料品 5%

160,794 大阪府 大阪市東住吉区 Ｂ－ｍａｉｎｔｅ サービス 理容・美容業 5%

160,795 大阪府 大阪市東住吉区 Ｈａｒｍｏｎｙ 小売業 衣料品 5%

160,796 大阪府 大阪市東住吉区 ＨＡＳＳ サービス 理容・美容業 5%

160,797 大阪府 大阪市東住吉区 セブン－イレブン東住吉中野２丁目店 小売業 食料品 2%

160,798 大阪府 大阪市東住吉区 セブン－イレブン東住吉中野４丁目店 小売業 食料品 2%

160,799 大阪府 大阪市東住吉区 美味求真　幸　美味求真　幸 サービス 飲食業 5%

160,800 大阪府 大阪市東住吉区 １００ｙｅｎ　ｓｈｏｐ　矢田駅前店 小売業 その他小売 5%

160,801 大阪府 大阪市東住吉区 Ｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

160,802 大阪府 大阪市東住吉区 プースカフェキタジマ サービス 飲食業 5%

160,803 大阪府 大阪市東住吉区 房本電化 小売業 電化製品 5%

160,804 大阪府 大阪市東住吉区 冨美屋旗店 小売業 衣料品 5%

160,805 大阪府 大阪市東住吉区 フラワーショップ　デリカ 小売業 その他小売 5%

160,806 大阪府 大阪市東住吉区 ｆｌｅｕｒｉｒ　フルリール 小売業 その他小売 5%

160,807 大阪府 大阪市東住吉区 Ｐｒｏ　　ｓｈｏｐ　川崎塾 小売業 その他小売 5%

160,808 大阪府 大阪市東住吉区 ｈａｉｒ　ａｒｔ　Ｌｅａｆ サービス 理容・美容業 5%

160,809 大阪府 大阪市東住吉区 ペットショップモミジ 小売業 その他小売 5%

160,810 大阪府 大阪市東住吉区 ＢＥＬＬＡ サービス 理容・美容業 5%

160,811 大阪府 大阪市東住吉区 朝粥専門店まごの屋 サービス 飲食業 5%

160,812 大阪府 大阪市東住吉区 マツウラカナモノ関西キーロック 小売業 電化製品 5%

160,813 大阪府 大阪市東住吉区 ＭＡＸ東住吉店 小売業 衣料品 5%

160,814 大阪府 大阪市東住吉区 丸岡太鼓店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,815 大阪府 大阪市東住吉区 丸尾カメラ店 サービス その他サービス 5%

160,816 大阪府 大阪市東住吉区 ミートショップキムラ 小売業 その他小売 5%

160,817 大阪府 大阪市東住吉区 南大阪ヤクルト販売 田辺 小売業 衣料品 5%

160,818 大阪府 大阪市東住吉区 メガネのアキヤマ サービス その他サービス 5%
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160,819 大阪府 大阪市東住吉区 メガネの矢野　メガネの矢野 小売業 その他小売 5%

160,820 大阪府 大阪市東住吉区 メンズショップヤマトヤ 小売業 衣料品 5%

160,821 大阪府 大阪市東住吉区 木工房ｃｏｂａ 小売業 その他小売 5%

160,822 大阪府 大阪市東住吉区 モリタ 小売業 衣料品 5%

160,823 大阪府 大阪市東住吉区 森本部品 小売業 その他小売 2%

160,824 大阪府 大阪市東住吉区 モリモト薬品店 矢田店 小売業 その他小売 5%

160,825 大阪府 大阪市東住吉区 焼肉　海雲台 サービス 飲食業 5%

160,826 大阪府 大阪市東住吉区 焼肉五苑　湯里店 サービス 飲食業 5%

160,827 大阪府 大阪市東住吉区 セブン－イレブンヤンマースタジアム長居店 小売業 食料品 2%

160,828 大阪府 大阪市東住吉区 有限会社 モリモト薬局 モリモト薬局 小売業 その他小売 5%

160,829 大阪府 大阪市東住吉区 有限会社クワハラ　ママガール駒川店 小売業 衣料品 5%

160,830 大阪府 大阪市東住吉区 有限会社未来行 小売業 衣料品 5%

160,831 大阪府 大阪市東住吉区 東住吉ユニバーサルデンキ 小売業 電化製品 5%

160,832 大阪府 大阪市東住吉区 よしい電気店 小売業 電化製品 5%

160,833 大阪府 大阪市東住吉区 リラクゼーションサロン癒エル サービス 理容・美容業 5%

160,834 大阪府 大阪市東住吉区 ＬＩＮＤＡ 小売業 衣料品 5%

160,835 大阪府 大阪市東住吉区 Ｌｕｏｎｔｏ サービス その他サービス 5%

160,836 大阪府 大阪市東住吉区 ワタナベデンキ 小売業 電化製品 5%

160,837 大阪府 大阪市東住吉区 わだのおと 小売業 食料品 5%

160,838 大阪府 大阪市東成区 ｉ．ｎ．ｇ－ｔｏｔａｌｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

160,839 大阪府 大阪市東成区 ＩＴＮ サービス その他サービス 5%

160,840 大阪府 大阪市東成区 あひるの森 小売業 その他小売 5%

160,841 大阪府 大阪市東成区 ＡＬＬＵＲＥ ＮＡＩＬ アリュールネイル サービス 理容・美容業 5%

160,842 大阪府 大阪市東成区 ａｒｃｏｂａｌｅｎｏ　ａｒｃｏｂａｌｅｎｏ サービス 飲食業 5%

160,843 大阪府 大阪市東成区 ＆＊ａｇａｉｎ サービス 理容・美容業 5%

160,844 大阪府 大阪市東成区 あんばい 森ノ宮店 サービス 飲食業 5%

160,845 大阪府 大阪市東成区 Ａｎｇｅｌ 小売業 衣料品 5%

160,846 大阪府 大阪市東成区 居酒屋　ちきゅう岬 サービス 飲食業 5%

160,847 大阪府 大阪市東成区 居酒屋　ちきゅう岬 サービス 飲食業 5%

160,848 大阪府 大阪市東成区 居酒やぶあいそう サービス 飲食業 5%

160,849 大阪府 大阪市東成区 居酒屋３５５ 居酒屋３５５ サービス 飲食業 5%

160,850 大阪府 大阪市東成区 いちる　ｉｃｈｉｒｕ　整体院　いちる?ｉｃｈｉｒｕ?整体院 サービス その他サービス 5%

160,851 大阪府 大阪市東成区 一盛 サービス 飲食業 5%

160,852 大阪府 大阪市東成区 今里旅館 サービス 宿泊業 5%

160,853 大阪府 大阪市東成区 うどん居酒屋麦笑 サービス 飲食業 5%

160,854 大阪府 大阪市東成区 うどん上々 サービス 飲食業 5%

160,855 大阪府 大阪市東成区 エンカレッジハート サービス その他サービス 5%

160,856 大阪府 大阪市東成区 ＯＡＳＩＳ サービス その他サービス 5%

160,857 大阪府 大阪市東成区 セブン－イレブン大阪大今里１丁目店 小売業 食料品 2%

160,858 大阪府 大阪市東成区 大阪教科書株式会社 サービス その他サービス 5%

160,859 大阪府 大阪市東成区 セブン－イレブン大阪新深江駅北店 小売業 食料品 2%

160,860 大阪府 大阪市東成区 セブン－イレブン大阪玉津２丁目店 小売業 食料品 2%
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160,861 大阪府 大阪市東成区 セブン－イレブン大阪中道３丁目店 小売業 食料品 2%

160,862 大阪府 大阪市東成区 セブン－イレブン大阪中道４丁目店 小売業 食料品 2%

160,863 大阪府 大阪市東成区 セブン－イレブン大阪中本５丁目店 小売業 食料品 2%

160,864 大阪府 大阪市東成区 セブン－イレブン大阪東中本３丁目店 小売業 食料品 2%

160,865 大阪府 大阪市東成区 セブン－イレブン大阪深江南２丁目店 小売業 食料品 2%

160,866 大阪府 大阪市東成区 オモニ美道 サービス 飲食業 5%

160,867 大阪府 大阪市東成区 カジュアルダイニングちゃあむ サービス 飲食業 5%

160,868 大阪府 大阪市東成区 カジュアルダイニング　ちゃあむ サービス 飲食業 5%

160,869 大阪府 大阪市東成区 カフェ　クレド サービス 飲食業 5%

160,870 大阪府 大阪市東成区 株式会社ギャップコーポレーション 小売業 衣料品 5%

160,871 大阪府 大阪市東成区 株式会社ケントハウス 小売業 食料品 5%

160,872 大阪府 大阪市東成区 株式会社　コポ 小売業 衣料品 5%

160,873 大阪府 大阪市東成区 株式会社ハーベン サービス 理容・美容業 5%

160,874 大阪府 大阪市東成区 株式会社ビデオファースト サービス その他サービス 5%

160,875 大阪府 大阪市東成区 ㈱昌宏チャングァン鶴橋本店 小売業 その他小売 5%

160,876 大阪府 大阪市東成区 株式会社ヤブキ和漢薬局 小売業 その他小売 5%

160,877 大阪府 大阪市東成区 上方文化伝承会 サービス その他サービス 5%

160,878 大阪府 大阪市東成区 髪の修復専門店　マルヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

160,879 大阪府 大阪市東成区 亀水電気商会 小売業 電化製品 5%

160,880 大阪府 大阪市東成区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　東成区大今里店 サービス 飲食業 2%

160,881 大阪府 大阪市東成区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ鶴橋駅前店 サービス 飲食業 2%

160,882 大阪府 大阪市東成区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東成区緑橋東店 サービス 飲食業 2%

160,883 大阪府 大阪市東成区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東成区大今里店 サービス 飲食業 2%

160,884 大阪府 大阪市東成区 韓国雑貨ＫＯＫＯＲＥＡ 小売業 衣料品 5%

160,885 大阪府 大阪市東成区 韓ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

160,886 大阪府 大阪市東成区 キマッタ三賞堂 小売業 家具・調度品 5%

160,887 大阪府 大阪市東成区 ＫＩＭＯＮＯみなとや 小売業 衣料品 5%

160,888 大阪府 大阪市東成区 Ｃｕｂｅ　ｄｏｇ サービス その他サービス 5%

160,889 大阪府 大阪市東成区 餃子専門店チャンピオン　深江橋店 サービス 飲食業 5%

160,890 大阪府 大阪市東成区 ぎょうざ専門店チャンピオン　小路店 サービス 飲食業 5%

160,891 大阪府 大阪市東成区 業務スーパー今里店 小売業 食料品 2%

160,892 大阪府 大阪市東成区 株式会社玉初堂 サービス その他サービス 5%

160,893 大阪府 大阪市東成区 串焼きかぶと サービス 飲食業 5%

160,894 大阪府 大阪市東成区 Ｃｕｋｋａ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

160,895 大阪府 大阪市東成区 Ｇｒａｎ サービス 理容・美容業 5%

160,896 大阪府 大阪市東成区 クレスコ楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

160,897 大阪府 大阪市東成区 ＫＵＷＡＨＡＲＡＢＩＫＥＷＯＲＫＳ 小売業 その他小売 5%

160,898 大阪府 大阪市東成区 ケイプロペット サービス その他サービス 5%

160,899 大阪府 大阪市東成区 元気島のもりたんショップ　本店 小売業 その他小売 5%

160,900 大阪府 大阪市東成区 ケンテル 今里新道筋店 小売業 食料品 5%

160,901 大阪府 大阪市東成区 古賀の○ サービス 飲食業 5%

160,902 大阪府 大阪市東成区 小林赤壁薬局 小売業 その他小売 5%
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160,903 大阪府 大阪市東成区 コムネット サービス 飲食業 5%

160,904 大阪府 大阪市東成区 ＣＯＮＰＡＬ サービス 飲食業 5%

160,905 大阪府 大阪市東成区 サイクルベースあさひ東成中本店 小売業 その他小売 2%

160,906 大阪府 大阪市東成区 酒　ｔｏ　ｃｕｒｒｙ　アーチル サービス 飲食業 5%

160,907 大阪府 大阪市東成区 塩田ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

160,908 大阪府 大阪市東成区 塩田ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

160,909 大阪府 大阪市東成区 上? サービス 飲食業 5%

160,910 大阪府 大阪市東成区 じゃんぼ總本店　今里ロータリー店 サービス 飲食業 5%

160,911 大阪府 大阪市東成区 じゃんぼ總本店　新深江店 サービス 飲食業 5%

160,912 大阪府 大阪市東成区 じゃんぼ總本店　緑橋駅前店 サービス 飲食業 5%

160,913 大阪府 大阪市東成区 じゅうじゅううめぇ家　鶴橋店 サービス 飲食業 5%

160,914 大阪府 大阪市東成区 旬彩炭火ほんぐん サービス 飲食業 5%

160,915 大阪府 大阪市東成区 旬菜ダイニング　ＣＯＳＹ サービス 飲食業 5%

160,916 大阪府 大阪市東成区 昭和テック 小売業 その他小売 5%

160,917 大阪府 大阪市東成区 株式会社ヴェルソー 小売業 衣料品 5%

160,918 大阪府 大阪市東成区 スプレンディド サービス 理容・美容業 5%

160,919 大阪府 大阪市東成区 炭火焼鳥　小皿中華　凡龍　炭火焼鳥　小皿中華　凡龍 サービス 飲食業 5%

160,920 大阪府 大阪市東成区 soin de brace × nail salon Coffret 今里店 サービス 理容・美容業 5%

160,921 大阪府 大阪市東成区 髙鶴邦商店　本店 小売業 食料品 5%

160,922 大阪府 大阪市東成区 竹内税理士社会保険労務士事務所 サービス その他サービス 5%

160,923 大阪府 大阪市東成区 竹内学税理士事務所 サービス その他サービス 5%

160,924 大阪府 大阪市東成区 セブン－イレブン地下鉄今里駅前店 小売業 食料品 2%

160,925 大阪府 大阪市東成区 中華そば　光洋軒　中華そば　光洋軒 サービス 飲食業 5%

160,926 大阪府 大阪市東成区 鶴橋酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

160,927 大阪府 大阪市東成区 鉄板ダイニング　だらけ サービス 飲食業 5%

160,928 大阪府 大阪市東成区 ＴＥＲＡ　Ｓ　ＨＯＵＳＥ サービス 宿泊業 5%

160,929 大阪府 大阪市東成区 東洋交易株式会社 サービス その他サービス 5%

160,930 大阪府 大阪市東成区 ナオサキ サービス その他サービス 5%

160,931 大阪府 大阪市東成区 永田フォト サービス その他サービス 5%

160,932 大阪府 大阪市東成区 中村商店サイクルショップエアー 小売業 その他小売 5%

160,933 大阪府 大阪市東成区 日本タイガー電器 小売業 電化製品 5%

160,934 大阪府 大阪市東成区 ネイルサロンｒｉｎ サービス 理容・美容業 5%

160,935 大阪府 大阪市東成区 バイクショップ　マツカタモータース サービス その他サービス 5%

160,936 大阪府 大阪市東成区 馬車道 サービス 飲食業 5%

160,937 大阪府 大阪市東成区 パナットかわかみ 小売業 電化製品 5%

160,938 大阪府 大阪市東成区 ひろ乃屋　本店 サービス 飲食業 5%

160,939 大阪府 大阪市東成区 ピンクガネーシャアイラッシュ サービス 理容・美容業 5%

160,940 大阪府 大阪市東成区 ＦａｃｉａｌＳａｌｏｎ丹波 サービス 理容・美容業 5%

160,941 大阪府 大阪市東成区 Ｐｒａｉａ サービス 理容・美容業 5%

160,942 大阪府 大阪市東成区 ヘア　アートレフティ サービス 理容・美容業 5%

160,943 大阪府 大阪市東成区 ｈａｉｒｓＣａｃｈｅｌｉ サービス 理容・美容業 5%

160,944 大阪府 大阪市東成区 ほっこり瓢箪島 サービス 飲食業 5%
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160,945 大阪府 大阪市東成区 ほのか サービス 飲食業 5%

160,946 大阪府 大阪市東成区 ポプラホテルオークス森ノ宮店 小売業 その他小売 2%

160,947 大阪府 大阪市東成区 ｍａｒｉｐｏｓａｂｙｃｒｏｗｎ サービス 理容・美容業 5%

160,948 大阪府 大阪市東成区 Ｍａｒｕ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

160,949 大阪府 大阪市東成区 水熊葬祭 サービス その他サービス 5%

160,950 大阪府 大阪市東成区 Ｍｒｓ．孫 小売業 衣料品 5%

160,951 大阪府 大阪市東成区 ミノル自動車 サービス その他サービス 5%

160,952 大阪府 大阪市東成区 焼肉五苑　玉造店 サービス 飲食業 5%

160,953 大阪府 大阪市東成区 安田商店 小売業 家具・調度品 5%

160,954 大阪府 大阪市東成区 山元商会本社 小売業 その他小売 5%

160,955 大阪府 大阪市東成区 ライオンラインカブシキガイシャ サービス その他サービス 5%

160,956 大阪府 大阪市東成区 ライフクリーナー　今里店 サービス その他サービス 5%

160,957 大阪府 大阪市東成区 ライフクリーナー今里（オ）店 サービス その他サービス 5%

160,958 大阪府 大阪市東成区 株式会社リードワークス サービス その他サービス 5%

160,959 大阪府 大阪市東成区 Ｌｉｓ【リズ】　今里店 サービス 理容・美容業 5%

160,960 大阪府 大阪市東成区 ｌｉｔｔｌｅ　Ｌｉｓ【リトルリズ】 サービス 理容・美容業 5%

160,961 大阪府 大阪市東成区 リラクゼーションサロン　さくらどろっぷ サービス その他サービス 5%

160,962 大阪府 大阪市東成区 リラクゼーションサロンさくらどろっぷ サービス 理容・美容業 5%

160,963 大阪府 大阪市東成区 ＬＡＤＹ‘ＳＢＯＮＮＹ 小売業 衣料品 5%

160,964 大阪府 大阪市東成区 Ｒｅｍｉｇｅ 小売業 衣料品 5%

160,965 大阪府 大阪市東成区 和田電器 小売業 電化製品 5%

160,966 大阪府 大阪市東淀川区 ＡＩＫＯＪＩＭＡＥｎａｍｅｌｉｎｇｊｅｗｅｌｒｙ 小売業 衣料品 5%

160,967 大阪府 大阪市東淀川区 赤尾電気　上新庄店 小売業 電化製品 5%

160,968 大阪府 大阪市東淀川区 アカカベ アカカベ薬局上新庄店 小売業 その他小売 5%

160,969 大阪府 大阪市東淀川区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｃｈｉｆｆｏｎ淡路 サービス 理容・美容業 5%

160,970 大阪府 大阪市東淀川区 アズテニス サービス その他サービス 5%

160,971 大阪府 大阪市東淀川区 ＡＮＣＨＯＲ　ｌａｕｌｅａ サービス 理容・美容業 5%

160,972 大阪府 大阪市東淀川区 居酒屋　まあさん　上新庄店 サービス 飲食業 5%

160,973 大阪府 大阪市東淀川区 伊食堂ＰＡＳＳＯ　Ａ　ＰＡＳＳＯ サービス 飲食業 5%

160,974 大阪府 大阪市東淀川区 一般社団法人日本ペーパーアート協会 一般社団法人日本ペーパーアート協会 小売業 その他小売 5%

160,975 大阪府 大阪市東淀川区 イトーサイクル株式会社 イトーサイクル 小売業 その他小売 5%

160,976 大阪府 大阪市東淀川区 ウェブミックス サービス その他サービス 5%

160,977 大阪府 大阪市東淀川区 エコマーノカフェ菅原 サービス 飲食業 5%

160,978 大阪府 大阪市東淀川区 エバーレ旭屋 小売業 その他小売 5%

160,979 大阪府 大阪市東淀川区 エムデイスター サービス 理容・美容業 5%

160,980 大阪府 大阪市東淀川区 オーキットテラス 小売業 その他小売 5%

160,981 大阪府 大阪市東淀川区 大國由香 小売業 その他小売 5%

160,982 大阪府 大阪市東淀川区 セブン－イレブン大阪上新庄１丁目店 小売業 食料品 2%

160,983 大阪府 大阪市東淀川区 セブン－イレブン大阪小松２丁目店 小売業 食料品 2%

160,984 大阪府 大阪市東淀川区 大阪コロナホテル サービス 宿泊業 5%

160,985 大阪府 大阪市東淀川区 セブン－イレブン大阪下新庄２丁目店 小売業 食料品 2%

160,986 大阪府 大阪市東淀川区 セブン－イレブン大阪菅原２丁目店 小売業 食料品 2%
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160,987 大阪府 大阪市東淀川区 セブン－イレブン大阪菅原１丁目店 小売業 食料品 2%

160,988 大阪府 大阪市東淀川区 セブン－イレブン大阪大桐３丁目店 小売業 食料品 2%

160,989 大阪府 大阪市東淀川区 セブン－イレブン大阪大桐２丁目店 小売業 食料品 2%

160,990 大阪府 大阪市東淀川区 セブン－イレブン大阪豊里６丁目店 小売業 食料品 2%

160,991 大阪府 大阪市東淀川区 セブン－イレブン大阪東淡路１丁目店 小売業 食料品 2%

160,992 大阪府 大阪市東淀川区 セブン－イレブン大阪東中島１丁目店 小売業 食料品 2%

160,993 大阪府 大阪市東淀川区 セブン－イレブン大阪東淀川駅前店 小売業 食料品 2%

160,994 大阪府 大阪市東淀川区 セブン－イレブン大阪豊新南店 小売業 食料品 2%

160,995 大阪府 大阪市東淀川区 セブン－イレブン大阪豊新４丁目店 小売業 食料品 2%

160,996 大阪府 大阪市東淀川区 落合タクシー サービス 運輸業 5%

160,997 大阪府 大阪市東淀川区 お弁当　なごみ　お弁当　なごみ サービス 飲食業 5%

160,998 大阪府 大阪市東淀川区 御弓屋 小売業 その他小売 5%

160,999 大阪府 大阪市東淀川区 オリックスレンタカー東淀川店 サービス その他サービス 2%

161,000 大阪府 大阪市東淀川区 Ａｌｃｏｍ 小売業 電化製品 5%

161,001 大阪府 大阪市東淀川区 海鮮ダイニング　元 サービス 飲食業 5%

161,002 大阪府 大阪市東淀川区 加賀千秋 小売業 その他小売 5%

161,003 大阪府 大阪市東淀川区 カギの１１９ロックワン サービス その他サービス 5%

161,004 大阪府 大阪市東淀川区 かごの屋東淀川店 サービス 飲食業 5%

161,005 大阪府 大阪市東淀川区 活旬うだ川 サービス 飲食業 5%

161,006 大阪府 大阪市東淀川区 Ｃｕｔｃｌｕｂ　Ｔｕｒｆ サービス 理容・美容業 5%

161,007 大阪府 大阪市東淀川区 ｃａｆｅ Ｃａｍｐａｎｕｌａ サービス 飲食業 5%

161,008 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社ＮＫシステム サービス その他サービス 5%

161,009 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社菓匠あさだ 豊里本店 小売業 その他小売 5%

161,010 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社ティーズクリエイト サービス その他サービス 5%

161,011 大阪府 大阪市東淀川区 辛口Ｌａｂ サービス 飲食業 5%

161,012 大阪府 大阪市東淀川区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　かみしんプラザ店 サービス 飲食業 2%

161,013 大阪府 大阪市東淀川区 きいろいリボン 小売業 その他小売 5%

161,014 大阪府 大阪市東淀川区 有限会社岸本自工 サービス その他サービス 5%

161,015 大阪府 大阪市東淀川区 業務スーパー上新庄店 小売業 食料品 2%

161,016 大阪府 大阪市東淀川区 キリンケラー新大阪店 サービス 飲食業 5%

161,017 大阪府 大阪市東淀川区 キリンド　淡路店 小売業 衣料品 5%

161,018 大阪府 大阪市東淀川区 クオリア新大阪 サービス その他サービス 5%

161,019 大阪府 大阪市東淀川区 くらしハウス淡路２丁目店 小売業 その他小売 2%

161,020 大阪府 大阪市東淀川区 ＧＲＡＮＤ　ＣＯＬＯＲ　ＤＡＹＳ 小売業 食料品 5%

161,021 大阪府 大阪市東淀川区 黒毛和牛焼肉龍 サービス 飲食業 5%

161,022 大阪府 大阪市東淀川区 ＣＲＯＭＡ サービス 理容・美容業 5%

161,023 大阪府 大阪市東淀川区 ｃｒｏｉｓｓａｎｔ　Ｓａｆｆａｒｉｉ サービス 飲食業 5%

161,024 大阪府 大阪市東淀川区 クロワッサン　サファリ 小売業 食料品 5%

161,025 大阪府 大阪市東淀川区 ゲストハウス木雲 サービス その他サービス 5%

161,026 大阪府 大阪市東淀川区 ＣＯＦＦＥＥ　ＢＥＡＮＳＷＯＲＫ 小売業 その他小売 5%

161,027 大阪府 大阪市東淀川区 ＣｏＣｏ壱番屋かみしんプラザ店 サービス 飲食業 2%

161,028 大阪府 大阪市東淀川区 ＫＯＫＯＲＯ 小売業 その他小売 5%
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161,029 大阪府 大阪市東淀川区 コナえもん サービス 飲食業 5%

161,030 大阪府 大阪市東淀川区 Ｃｏｎｃｅｐｔ淡路 サービス 理容・美容業 5%

161,031 大阪府 大阪市東淀川区 Ｃｏｎｃｅｐｔ淡路店 サービス 理容・美容業 5%

161,032 大阪府 大阪市東淀川区 サイクルショップカンザキ上新庄店 小売業 その他小売 5%

161,033 大阪府 大阪市東淀川区 サロンドフルベール上新庄店 サービス 理容・美容業 5%

161,034 大阪府 大阪市東淀川区 三栄書房株式会社　三栄書房株式会社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

161,035 大阪府 大阪市東淀川区 ｃｉｅｌｏｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

161,036 大阪府 大阪市東淀川区 下町スタイル　麺・丼・定 サービス 飲食業 5%

161,037 大阪府 大阪市東淀川区 下町スタイル 麺 丼 定 下町スタイル 麺 丼 定 サービス 飲食業 5%

161,038 大阪府 大阪市東淀川区 シブヤランドセル　大阪ショールーム 小売業 その他小売 5%

161,039 大阪府 大阪市東淀川区 下田自動車工業 サービス その他サービス 5%

161,040 大阪府 大阪市東淀川区 じゃんぼ總本店　淡路商店街店 サービス 飲食業 5%

161,041 大阪府 大阪市東淀川区 じゃんぼ總本店　上新庄駅前店 サービス 飲食業 5%

161,042 大阪府 大阪市東淀川区 ｊｅｗｅｌｓａｎｄｏｒｎａｍｅｎｔｓＳＩＮＲＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

161,043 大阪府 大阪市東淀川区 ジュノビューティー サービス 理容・美容業 5%

161,044 大阪府 大阪市東淀川区 ジュノ美容室　井高野店 サービス 理容・美容業 5%

161,045 大阪府 大阪市東淀川区 ジュノ美容室　上新庄店 サービス 理容・美容業 5%

161,046 大阪府 大阪市東淀川区 ジュノ美容室　菅原店 サービス 理容・美容業 5%

161,047 大阪府 大阪市東淀川区 ジュノ美容室　豊里店 サービス 理容・美容業 5%

161,048 大阪府 大阪市東淀川区 翠光堂　阪急淡路駅前店 小売業 家具・調度品 5%

161,049 大阪府 大阪市東淀川区 スマートライフ サービス その他サービス 5%

161,050 大阪府 大阪市東淀川区 スマイルコンタクト　上新庄店 小売業 その他小売 5%

161,051 大阪府 大阪市東淀川区 創作キッチン ま王 菅原店 サービス 飲食業 5%

161,052 大阪府 大阪市東淀川区 創作テッパンダイニング　大 サービス 飲食業 5%

161,053 大阪府 大阪市東淀川区 大衆馬肉酒場　馬王　上新庄店 サービス 飲食業 5%

161,054 大阪府 大阪市東淀川区 大和輪業 小売業 その他小売 5%

161,055 大阪府 大阪市東淀川区 タナカフォト 小売業 その他小売 5%

161,056 大阪府 大阪市東淀川区 たなごころ サービス 理容・美容業 5%

161,057 大阪府 大阪市東淀川区 谷川商店 サービス 飲食業 5%

161,058 大阪府 大阪市東淀川区 食べ処呑み処 祥隆 食べ処呑み処 祥隆 サービス 飲食業 5%

161,059 大阪府 大阪市東淀川区 DULTON FACTORY SERVISE OSAKA 小売業 その他小売 5%

161,060 大阪府 大阪市東淀川区 つかみ鳥 サービス 飲食業 5%

161,061 大阪府 大阪市東淀川区 蕾 サービス 飲食業 5%

161,062 大阪府 大阪市東淀川区 ＤｅＩ，ｍ サービス 理容・美容業 5%

161,063 大阪府 大阪市東淀川区 ディアグランデ 小売業 衣料品 5%

161,064 大阪府 大阪市東淀川区 ティーケイ薬局 小売業 その他小売 5%

161,065 大阪府 大阪市東淀川区 Ｄｉｏ　Ｌｕｃｅ サービス その他サービス 5%

161,066 大阪府 大阪市東淀川区 ｄｅｌｉｇｈｔ サービス 理容・美容業 5%

161,067 大阪府 大阪市東淀川区 テッパン　アンド　ミックス　縁 サービス 飲食業 5%

161,068 大阪府 大阪市東淀川区 ＴｗｉｎｋｌｅＰＡＮＤＡ サービス 理容・美容業 5%

161,069 大阪府 大阪市東淀川区 ＴｗｉｎｋｌｅＰＡＮＤＡ 小売業 その他小売 5%

161,070 大阪府 大阪市東淀川区 ドーン株式会社 サービス その他サービス 5%
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161,071 大阪府 大阪市東淀川区 トマト食堂バランス サービス 飲食業 5%

161,072 大阪府 大阪市東淀川区 ｔｒｉｃｏ　上新庄店　【トリコ】 サービス 理容・美容業 5%

161,073 大阪府 大阪市東淀川区 とりもと行政法務事務所 サービス その他サービス 5%

161,074 大阪府 大阪市東淀川区 中田順一 サービス その他サービス 5%

161,075 大阪府 大阪市東淀川区 ＮａＬｅａ サービス 理容・美容業 5%

161,076 大阪府 大阪市東淀川区 南国系居酒屋?Ｎｕｇａ? サービス 飲食業 5%

161,077 大阪府 大阪市東淀川区 にしお鍼灸院　にしお鍼灸院 サービス その他サービス 5%

161,078 大阪府 大阪市東淀川区 ＢＡＲ ＩＲＩＥ ＬＩＦＥ サービス 飲食業 5%

161,079 大阪府 大阪市東淀川区 パソコンサポート サービス その他サービス 5%

161,080 大阪府 大阪市東淀川区 浜口ふとん店 小売業 その他小売 5%

161,081 大阪府 大阪市東淀川区 Ｈａｍｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

161,082 大阪府 大阪市東淀川区 セブン－イレブン阪急淡路駅西口店 小売業 食料品 2%

161,083 大阪府 大阪市東淀川区 セブン－イレブン阪急淡路駅東口店 小売業 食料品 2%

161,084 大阪府 大阪市東淀川区 セブン－イレブン阪急下新庄駅前店 小売業 食料品 2%

161,085 大阪府 大阪市東淀川区 華なりキモノらいふ サービス その他サービス 5%

161,086 大阪府 大阪市東淀川区 ひごペット　東淀川店 小売業 その他小売 5%

161,087 大阪府 大阪市東淀川区 ＢＥＡＵＭＯＮ サービス 理容・美容業 5%

161,088 大阪府 大阪市東淀川区 ＢＥＡＵＭＯＮ サービス 理容・美容業 5%

161,089 大阪府 大阪市東淀川区 ＳＨＥＥＰ． 小売業 衣料品 5%

161,090 大阪府 大阪市東淀川区 ｆｉｖｅ サービス その他サービス 5%

161,091 大阪府 大阪市東淀川区 Ｆｒａｎ’ｓ　Ｆａｍｉｌｙ サービス その他サービス 5%

161,092 大阪府 大阪市東淀川区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＦＯＲＥＳＴ サービス 理容・美容業 5%

161,093 大阪府 大阪市東淀川区 ヘアースペースＰ‐ＪＡＢ サービス 理容・美容業 5%

161,094 大阪府 大阪市東淀川区 ｈａｉｒ．ＤＥＳＩＧＮＢＥＣＫ サービス 理容・美容業 5%

161,095 大阪府 大阪市東淀川区 ヘアーファクトリーアールキュービック サービス 理容・美容業 5%

161,096 大阪府 大阪市東淀川区 ヘアサロン　アマサキ サービス 理容・美容業 5%

161,097 大阪府 大阪市東淀川区 Ｐｅｃｏｒｉ 小売業 食料品 5%

161,098 大阪府 大阪市東淀川区 Ｂｏｊｏ 小売業 衣料品 5%

161,099 大阪府 大阪市東淀川区 本格炉端　海鮮串焼き　八八 サービス 飲食業 5%

161,100 大阪府 大阪市東淀川区 前川電気商会　小松店 小売業 電化製品 5%

161,101 大阪府 大阪市東淀川区 前川電気商会 小売業 電化製品 5%

161,102 大阪府 大阪市東淀川区 巻き爪矯正専門院シーライク サービス その他サービス 5%

161,103 大阪府 大阪市東淀川区 ママフル　上新庄店 小売業 衣料品 5%

161,104 大阪府 大阪市東淀川区 マリーココ サービス 飲食業 5%

161,105 大阪府 大阪市東淀川区 丸菱産業株式会社 小売業 電化製品 5%

161,106 大阪府 大阪市東淀川区 美作特殊印刷株式会社 サービス その他サービス 5%

161,107 大阪府 大阪市東淀川区 メガネの柳田 サービス その他サービス 5%

161,108 大阪府 大阪市東淀川区 麺屋　ステーキラーメン亭　豊里店 サービス 飲食業 5%

161,109 大阪府 大阪市東淀川区 有　八百正商店　八百正商店　本店 小売業 食料品 5%

161,110 大阪府 大阪市東淀川区 焼肉五苑　淡路店 サービス 飲食業 5%

161,111 大阪府 大阪市東淀川区 焼肉　五苑　上新庄店 サービス 飲食業 5%

161,112 大阪府 大阪市東淀川区 野菜ダイニング松 サービス 飲食業 5%
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161,113 大阪府 大阪市東淀川区 山尾企画 サービス その他サービス 5%

161,114 大阪府 大阪市東淀川区 ＹＯＵＡＮＤＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

161,115 大阪府 大阪市東淀川区 有限会社サプライズ 小売業 衣料品 5%

161,116 大阪府 大阪市東淀川区 淀阪口電化 小売業 電化製品 5%

161,117 大阪府 大阪市東淀川区 夜カフェあん サービス 飲食業 5%

161,118 大阪府 大阪市東淀川区 ライフクリーナー　イズミヤ上新庄 サービス その他サービス 5%

161,119 大阪府 大阪市東淀川区 ライフクリーナー　関西スーパー瑞光 サービス その他サービス 5%

161,120 大阪府 大阪市東淀川区 ライフクリーナー　関西スーパー南江口 サービス その他サービス 5%

161,121 大阪府 大阪市東淀川区 ライフクリーナー　瑞光店 サービス その他サービス 5%

161,122 大阪府 大阪市東淀川区 ライフクリーナーイズミヤ上新庄店 サービス その他サービス 5%

161,123 大阪府 大阪市東淀川区 ライフクリーナー　南江口店 サービス その他サービス 5%

161,124 大阪府 大阪市東淀川区 リコ大経大前店 小売業 その他小売 5%

161,125 大阪府 大阪市東淀川区 ｌｉ＇ｐｕａ サービス 理容・美容業 5%

161,126 大阪府 大阪市東淀川区 ＲｅｓｔｏｒａｔｉｏｎＳＯＲＡ サービス その他サービス 5%

161,127 大阪府 大阪市東淀川区 ＲＥＸ ＶＡＬＥＯ サービス 理容・美容業 5%

161,128 大阪府 大阪市東淀川区 ワインプラザＹＵＮＯＫＩ 小売業 食料品 5%

161,129 大阪府 大阪市東淀川区 和菓子の英華堂　菅原本店 サービス 飲食業 5%

161,130 大阪府 大阪市平野区 あげもんや彩天 サービス 飲食業 5%

161,131 大阪府 大阪市平野区 アサヒデンキ 小売業 電化製品 5%

161,132 大阪府 大阪市平野区 東電気商会 小売業 電化製品 5%

161,133 大阪府 大阪市平野区 天晴れ 小売業 その他小売 5%

161,134 大阪府 大阪市平野区 アロマペットサロン　ウィズ サービス その他サービス 5%

161,135 大阪府 大阪市平野区 居酒屋　たのし家 サービス 飲食業 5%

161,136 大阪府 大阪市平野区 いざかやびすとろやすだ サービス 飲食業 5%

161,137 大阪府 大阪市平野区 イタリア食堂 ちぇるきお サービス 飲食業 5%

161,138 大阪府 大阪市平野区 株式会社Ａｎｉｍａｔｏ サービス 飲食業 5%

161,139 大阪府 大阪市平野区 イマイデンキ 小売業 電化製品 5%

161,140 大阪府 大阪市平野区 イマイ電気　平野店 小売業 電化製品 5%

161,141 大阪府 大阪市平野区 ＫＵＲＥＭＯＴＯＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

161,142 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪瓜破３丁目店 小売業 食料品 2%

161,143 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪加美北６丁目店 小売業 食料品 2%

161,144 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪加美正覚寺店 小売業 食料品 2%

161,145 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪加美東２丁目店 小売業 食料品 2%

161,146 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪加美東４丁目店 小売業 食料品 2%

161,147 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪加美南３丁目店 小売業 食料品 2%

161,148 大阪府 大阪市平野区 セブンーイレブン大阪喜連５丁目店 小売業 食料品 2%

161,149 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪喜連西１丁目店 小売業 食料品 2%

161,150 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪喜連東４丁目店 小売業 食料品 2%

161,151 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪出戸駅前店 小売業 食料品 2%

161,152 大阪府 大阪市平野区 大阪東部ヤクルト販売　喜連センター 小売業 食料品 5%

161,153 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪長原駅北店 小売業 食料品 2%

161,154 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪長原３丁目店 小売業 食料品 2%
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161,155 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪長吉川辺３丁目店 小売業 食料品 2%

161,156 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪長吉川辺２丁目店 小売業 食料品 2%

161,157 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪長吉出戸２丁目店 小売業 食料品 2%

161,158 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪長吉長原東１丁目店 小売業 食料品 2%

161,159 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪西脇２丁目店 小売業 食料品 2%

161,160 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪平野駅前店 小売業 食料品 2%

161,161 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪平野西４丁目店 小売業 食料品 2%

161,162 大阪府 大阪市平野区 セブン－イレブン大阪平野南１丁目店 小売業 食料品 2%

161,163 大阪府 大阪市平野区 ＡｕｔｏＥＤＧＥ（オートエッジ） 小売業 その他小売 5%

161,164 大阪府 大阪市平野区 ０２ｇｙｍ サービス その他サービス 5%

161,165 大阪府 大阪市平野区 家具市 小売業 家具・調度品 5%

161,166 大阪府 大阪市平野区 かごの屋長吉長原店 サービス 飲食業 5%

161,167 大阪府 大阪市平野区 かごの屋平野区役所西店 サービス 飲食業 5%

161,168 大阪府 大阪市平野区 花鳥風月 サービス 理容・美容業 5%

161,169 大阪府 大阪市平野区 カトウ電器　逢坂店 小売業 電化製品 5%

161,170 大阪府 大阪市平野区 株式会社サコ・カーサービス サービス その他サービス 5%

161,171 大阪府 大阪市平野区 ｎｉｗａｑ サービス その他サービス 5%

161,172 大阪府 大阪市平野区 株式会社大関屋　大関屋 小売業 食料品 5%

161,173 大阪府 大阪市平野区 株式会社クローバー 小売業 衣料品 5%

161,174 大阪府 大阪市平野区 株式会社小林新聞舗 サービス 運輸業 5%

161,175 大阪府 大阪市平野区 株式会社日本水道センター近畿 サービス その他サービス 5%

161,176 大阪府 大阪市平野区 ＧａｒａｇｅＣＨＡＰ 小売業 その他小売 5%

161,177 大阪府 大阪市平野区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋平野瓜破店 サービス 飲食業 2%

161,178 大阪府 大阪市平野区 キクマ電器 小売業 電化製品 5%

161,179 大阪府 大阪市平野区 ＫＩＣＨＩＲＩ喜連瓜破 サービス 飲食業 5%

161,180 大阪府 大阪市平野区 業務スーパー平野駅前店 小売業 食料品 2%

161,181 大阪府 大阪市平野区 喜与志 サービス 飲食業 5%

161,182 大阪府 大阪市平野区 きらくや サービス 飲食業 5%

161,183 大阪府 大阪市平野区 喜連瓜破酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

161,184 大阪府 大阪市平野区 串かつ　ゑびす サービス 飲食業 5%

161,185 大阪府 大阪市平野区 グローバルオートレンタカー大阪本社 サービス その他サービス 5%

161,186 大阪府 大阪市平野区 くわはら動物病院 サービス その他サービス 5%

161,187 大阪府 大阪市平野区 経華商事株式会社 小売業 家具・調度品 5%

161,188 大阪府 大阪市平野区 健康くらぶシード サービス その他サービス 5%

161,189 大阪府 大阪市平野区 こい希 サービス 飲食業 5%

161,190 大阪府 大阪市平野区 コバルトデンキ サービス その他サービス 5%

161,191 大阪府 大阪市平野区 ＧＯＲＩＬＬＡＧＹＭ サービス その他サービス 5%

161,192 大阪府 大阪市平野区 ゴルフマートキング 小売業 その他小売 5%

161,193 大阪府 大阪市平野区 金剛堂　喜連店 小売業 家具・調度品 5%

161,194 大阪府 大阪市平野区 Ｇｏｍｂｏｂａｓｓｇｕｉｔａｒｓ サービス その他サービス 5%

161,195 大阪府 大阪市平野区 サイクルショップミナミ 小売業 その他小売 5%

161,196 大阪府 大阪市平野区 栄屋酒店 小売業 食料品 5%
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161,197 大阪府 大阪市平野区 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｂｌａｎｓｈｅ サービス 理容・美容業 5%

161,198 大阪府 大阪市平野区 ｇｅｍｍｉｅｓｈｏｕｓｈｏｕ 小売業 衣料品 5%

161,199 大阪府 大阪市平野区 ｃｈｅｒｉｅ　ｄｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

161,200 大阪府 大阪市平野区 じゃんぼ總本店　喜連瓜破店 サービス 飲食業 5%

161,201 大阪府 大阪市平野区 じゃんぼ總本店　平野駅前店 サービス 飲食業 5%

161,202 大阪府 大阪市平野区 ｚｉｌｃｈ サービス 理容・美容業 5%

161,203 大阪府 大阪市平野区 新フジカメラ サービス その他サービス 5%

161,204 大阪府 大阪市平野区 すたみな太郎　平野加美店 サービス 飲食業 5%

161,205 大阪府 大阪市平野区 スリーエム　キャルストーリー平野 小売業 衣料品 5%

161,206 大阪府 大阪市平野区 セフィールボディバランス療法院 サービス その他サービス 5%

161,207 大阪府 大阪市平野区 大東自動車本社 小売業 その他小売 5%

161,208 大阪府 大阪市平野区 たこ焼チャッピー　たこ焼きチャッピー サービス 飲食業 5%

161,209 大阪府 大阪市平野区 ＴＡＴＳＵＭＩＹＡ 小売業 衣料品 5%

161,210 大阪府 大阪市平野区 だるま珈琲 サービス 飲食業 5%

161,211 大阪府 大阪市平野区 ＴＪＢジャパン株式会社 サービス その他サービス 5%

161,212 大阪府 大阪市平野区 Ｄａｙｚ サービス 理容・美容業 5%

161,213 大阪府 大阪市平野区 テット サービス 理容・美容業 5%

161,214 大阪府 大阪市平野区 てるてるぼーず サービス 飲食業 5%

161,215 大阪府 大阪市平野区 天人堂 小売業 家具・調度品 5%

161,216 大阪府 大阪市平野区 ナルホーム サービス その他サービス 5%

161,217 大阪府 大阪市平野区 南信企画 小売業 衣料品 5%

161,218 大阪府 大阪市平野区 西川米穀店　良いコシヒカリネット 小売業 食料品 5%

161,219 大阪府 大阪市平野区 ＮＩＮＪＩＮＹＡ 小売業 衣料品 5%

161,220 大阪府 大阪市平野区 ねはしでんき 小売業 電化製品 5%

161,221 大阪府 大阪市平野区 ＢＡＲ　ＢＥＲ　ＫＩＴＡＯＫＡ サービス 理容・美容業 5%

161,222 大阪府 大阪市平野区 ＢＡＲ　ＢＥＲ　ＳＨＯＰ　ＦＡＲＧＯ サービス 理容・美容業 5%

161,223 大阪府 大阪市平野区 バイクハウスグローバル サービス その他サービス 5%

161,224 大阪府 大阪市平野区 パティスリーガレット 小売業 食料品 5%

161,225 大阪府 大阪市平野区 ＰＡＤＤＯＣＫ　泉 小売業 その他小売 5%

161,226 大阪府 大阪市平野区 東住吉ナニワ 小売業 その他小売 5%

161,227 大阪府 大阪市平野区 樋口園芸 小売業 その他小売 5%

161,228 大阪府 大阪市平野区 ひごペット　瓜破店 小売業 その他小売 5%

161,229 大阪府 大阪市平野区 ピュアナチュラａｒｏｍａｓｃｈｏｏｌ サービス その他サービス 5%

161,230 大阪府 大阪市平野区 美容室ノンノ サービス 理容・美容業 5%

161,231 大阪府 大阪市平野区 廣島酒販 サービス 飲食業 5%

161,232 大阪府 大阪市平野区 富月園 サービス 飲食業 5%

161,233 大阪府 大阪市平野区 ふうせんまる サービス 飲食業 5%

161,234 大阪府 大阪市平野区 ふうせんまる サービス 飲食業 5%

161,235 大阪府 大阪市平野区 ブックイン加美　ブックイン加美 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

161,236 大阪府 大阪市平野区 84 サービス 飲食業 5%

161,237 大阪府 大阪市平野区 プロスパー美容室 サービス 理容・美容業 5%

161,238 大阪府 大阪市平野区 ヘアーサロンバンビ サービス 理容・美容業 5%
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161,239 大阪府 大阪市平野区 創佳菓匠招喜 小売業 食料品 5%

161,240 大阪府 大阪市平野区 マユミ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

161,241 大阪府 大阪市平野区 マルイシ薬局瓜破店 小売業 その他小売 5%

161,242 大阪府 大阪市平野区 ミスタータイヤマンひらの 小売業 その他小売 2%

161,243 大阪府 大阪市平野区 メガネの田中　平野店 小売業 その他小売 5%

161,244 大阪府 大阪市平野区 メガネのフジオカ　長吉店 小売業 その他小売 5%

161,245 大阪府 大阪市平野区 森酒店東店 サービス 飲食業 5%

161,246 大阪府 大阪市平野区 森野サンプル本店 小売業 その他小売 5%

161,247 大阪府 大阪市平野区 やきたてメロンパン しまカフェ サービス 飲食業 5%

161,248 大阪府 大阪市平野区 焼肉ばんどう亭長吉長原店 サービス 飲食業 5%

161,249 大阪府 大阪市平野区 有限会社クワハラ　クワハラ　平野本町店 小売業 衣料品 5%

161,250 大阪府 大阪市平野区 有限会社東洋コマース サービス その他サービス 5%

161,251 大阪府 大阪市平野区 ＹＯＵＳＯＨＰいちかわ 小売業 その他小売 5%

161,252 大阪府 大阪市平野区 ユニバーサル電機産業平野店 小売業 電化製品 5%

161,253 大阪府 大阪市平野区 よし家 サービス 飲食業 5%

161,254 大阪府 大阪市平野区 蓮タクシー サービス 運輸業 5%

161,255 大阪府 大阪市福島区 青木たばこ店 小売業 衣料品 5%

161,256 大阪府 大阪市福島区 ＡＣＵＳｉＡ サービス 理容・美容業 5%

161,257 大阪府 大阪市福島区 ＡｍａｚｉｎｇＣｏｆｆｅｅＲｏａｓｔｅｒ 小売業 その他小売 5%

161,258 大阪府 大阪市福島区 荒川印房 小売業 家具・調度品 5%

161,259 大阪府 大阪市福島区 ａｌｏｈａ 小売業 衣料品 5%

161,260 大阪府 大阪市福島区 あわ鷹　別邸 サービス 飲食業 5%

161,261 大阪府 大阪市福島区 居酒屋旬花 サービス 飲食業 5%

161,262 大阪府 大阪市福島区 イタリア料理　ヤマモト（大社交） サービス 飲食業 5%

161,263 大阪府 大阪市福島区 いろいろな手料理とおいしいお酒ＳａＫｕＲａ サービス 飲食業 5%

161,264 大阪府 大阪市福島区 ｉｎｆｉｎｉｔｅ サービス その他サービス 5%

161,265 大阪府 大阪市福島区 ウエダ電化サービス 小売業 電化製品 5%

161,266 大阪府 大阪市福島区 ウェルーム 小売業 その他小売 5%

161,267 大阪府 大阪市福島区 セブン－イレブン梅田曽根崎新地２丁目店 小売業 食料品 2%

161,268 大阪府 大阪市福島区 Ｅｉｇｈｔ　Ｍｅａｔ サービス 飲食業 5%

161,269 大阪府 大阪市福島区 海老重建設 サービス その他サービス 5%

161,270 大阪府 大阪市福島区 エビスホームサービス サービス その他サービス 5%

161,271 大阪府 大阪市福島区 セブン－イレブン大阪梅田２丁目西店 小売業 食料品 2%

161,272 大阪府 大阪市福島区 セブン－イレブン大阪金蘭会前店 小売業 食料品 2%

161,273 大阪府 大阪市福島区 ＯｓａｋａＧｕｅｓｔｈｏｕｓｅＨＩＶＥ サービス 宿泊業 5%

161,274 大阪府 大阪市福島区 セブン－イレブン大阪鷺洲３丁目店 小売業 食料品 2%

161,275 大阪府 大阪市福島区 セブン－イレブン大阪玉川３丁目店 小売業 食料品 2%

161,276 大阪府 大阪市福島区 セブン－イレブン大阪中央卸売市場西口店 小売業 食料品 2%

161,277 大阪府 大阪市福島区 セブン－イレブン大阪野田６丁目店 小売業 食料品 2%

161,278 大阪府 大阪市福島区 セブン－イレブン大阪福島７丁目店 小売業 食料品 2%

161,279 大阪府 大阪市福島区 セブン－イレブン大阪福島西通店 小売業 食料品 2%

161,280 大阪府 大阪市福島区 セブン－イレブン大阪福島６丁目北店 小売業 食料品 2%
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161,281 大阪府 大阪市福島区 セブン－イレブン大阪福島６丁目店 小売業 食料品 2%

161,282 大阪府 大阪市福島区 ＯｓａｋａＨｏｓｔｅｌＫａｉ サービス その他サービス 5%

161,283 大阪府 大阪市福島区 オート配 サービス 運輸業 5%

161,284 大阪府 大阪市福島区 オークラ電機 小売業 電化製品 5%

161,285 大阪府 大阪市福島区 おばんざいと炭火焼　亀太郎 サービス 飲食業 5%

161,286 大阪府 大阪市福島区 オフィスオノウエ サービス その他サービス 5%

161,287 大阪府 大阪市福島区 オリックスレンタカー野田阪神駅前店 サービス その他サービス 2%

161,288 大阪府 大阪市福島区 オレギョ福島店 サービス 飲食業 5%

161,289 大阪府 大阪市福島区 ＧＡＲＤＥＮＣＲＹＳＴＡＬ サービス 理容・美容業 5%

161,290 大阪府 大阪市福島区 ＣａｒｍｉｎｅａｎｄＭａｕｖｅカーマインアンドモーヴ サービス その他サービス 5%

161,291 大阪府 大阪市福島区 カニとフグの専門店　福島　かにふぐ家 サービス 飲食業 5%

161,292 大阪府 大阪市福島区 カフェロースタリーマルシン カフェロースタリーマルシン 小売業 食料品 5%

161,293 大阪府 大阪市福島区 和食焼肉和 サービス 飲食業 5%

161,294 大阪府 大阪市福島区 テンマヤ 小売業 衣料品 5%

161,295 大阪府 大阪市福島区 ナリス化粧品 サービス 理容・美容業 5%

161,296 大阪府 大阪市福島区 株式会社ナリス化粧品 サービス 理容・美容業 5%

161,297 大阪府 大阪市福島区 株式会社藤乃　藤乃 サービス 飲食業 5%

161,298 大阪府 大阪市福島区 株式会社ＰｌｕｓＢｒｉｇｈｔ サービス 理容・美容業 5%

161,299 大阪府 大阪市福島区 株式会社丸一 サービス その他サービス 5%

161,300 大阪府 大阪市福島区 株式会社ミカランセ サービス 理容・美容業 5%

161,301 大阪府 大阪市福島区 株式会社山中躍仙堂 小売業 その他小売 5%

161,302 大阪府 大阪市福島区 かみつき屋チャンピオン サービス 飲食業 5%

161,303 大阪府 大阪市福島区 ｇａｒａｇｅｓａｌｅＹＨ 小売業 その他小売 5%

161,304 大阪府 大阪市福島区 カレーハウスココ壱番屋　ＪＲ野田駅店 サービス 飲食業 2%

161,305 大阪府 大阪市福島区 カレーハウスＣｏＣｏ番屋ＪＲ福島駅前店 サービス 飲食業 2%

161,306 大阪府 大阪市福島区 ガレリア サービス 飲食業 5%

161,307 大阪府 大阪市福島区 可憐 サービス その他サービス 5%

161,308 大阪府 大阪市福島区 九州ラーメン　片岡製作所 サービス 飲食業 5%

161,309 大阪府 大阪市福島区 ぎょうざの満洲　ＪＲ野田駅店 サービス 飲食業 5%

161,310 大阪府 大阪市福島区 ぎょうざの満洲　野田阪神店 サービス 飲食業 5%

161,311 大阪府 大阪市福島区 行政書士ＯＦＦＩＣＥノムラ サービス その他サービス 5%

161,312 大阪府 大阪市福島区 串かつ場ぁ　聖天堂 サービス 飲食業 5%

161,313 大阪府 大阪市福島区 夥汲 サービス 飲食業 5%

161,314 大阪府 大阪市福島区 燻製バル　トリンプ　ＴＲＩＵＭＰＨ サービス 飲食業 5%

161,315 大阪府 大阪市福島区 株式会社由苑ゲストハウス由苑 サービス その他サービス 5%

161,316 大阪府 大阪市福島区 ごま厨 サービス 飲食業 5%

161,317 大阪府 大阪市福島区 米蔵人　おくむら米穀 小売業 食料品 5%

161,318 大阪府 大阪市福島区 坂本音楽スタヂオ サービス その他サービス 5%

161,319 大阪府 大阪市福島区 いろいろな手料理とおいしいお酒ＳａＫｕＲａ サービス 飲食業 5%

161,320 大阪府 大阪市福島区 鮭バルＳａｌｍｏｎＢｅａｒ サービス 飲食業 5%

161,321 大阪府 大阪市福島区 株式会社ＳＡＳＡＫＡ 小売業 衣料品 5%

161,322 大阪府 大阪市福島区 三右衛門　野田阪神店 サービス 飲食業 5%
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161,323 大阪府 大阪市福島区 三光電気商会　福島店 小売業 電化製品 5%

161,324 大阪府 大阪市福島区 サンコーデンキ 小売業 電化製品 5%

161,325 大阪府 大阪市福島区 ＳＵＮ　ＲＯＯＭ 小売業 その他小売 5%

161,326 大阪府 大阪市福島区 慎英美 小売業 衣料品 5%

161,327 大阪府 大阪市福島区 地獄谷冥土バー サービス 飲食業 5%

161,328 大阪府 大阪市福島区 じゃんぼ總本店　JR野田駅前店 サービス 飲食業 5%

161,329 大阪府 大阪市福島区 寝具のなにわ 寝具なにわ 野田店 小売業 その他小売 5%

161,330 大阪府 大阪市福島区 新橋カメラ 小売業 電化製品 5%

161,331 大阪府 大阪市福島区 シンバシカメラ 小売業 電化製品 5%

161,332 大阪府 大阪市福島区 すき焼きすき六 サービス 飲食業 5%

161,333 大阪府 大阪市福島区 ＳＰＩＮＹＯＹＳＴＥＲＢＡＲ サービス 飲食業 5%

161,334 大阪府 大阪市福島区 スマイル福島店 小売業 衣料品 5%

161,335 大阪府 大阪市福島区 炭火　串焼きや　れんと サービス 飲食業 5%

161,336 大阪府 大阪市福島区 セルリアンブルー サービス その他サービス 5%

161,337 大阪府 大阪市福島区 惣作輪食大酒家 サービス 飲食業 5%

161,338 大阪府 大阪市福島区 蕎麦　鴨　酒　みかど野田店 サービス 飲食業 5%

161,339 大阪府 大阪市福島区 台湾中華料理故郷 サービス 飲食業 5%

161,340 大阪府 大阪市福島区 Ｄａｒａｊａ 小売業 衣料品 5%

161,341 大阪府 大阪市福島区 ＣｈｉａｋｉＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

161,342 大阪府 大阪市福島区 千陽　福島店 サービス 飲食業 5%

161,343 大阪府 大阪市福島区 チャレンジャー本部 サービス 飲食業 5%

161,344 大阪府 大阪市福島区 有限会社つるや化粧品店 サービス その他サービス 5%

161,345 大阪府 大阪市福島区 Ｔ－ｊｅｗｅｌ 小売業 貴金属・服飾品 5%

161,346 大阪府 大阪市福島区 Ｔ－ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

161,347 大阪府 大阪市福島区 手作りパン工房 りあん 手作りパン工房りあん サービス その他サービス 5%

161,348 大阪府 大阪市福島区 ｔｅｒｒａｃｅ　福島 サービス 理容・美容業 5%

161,349 大阪府 大阪市福島区 セブン－イレブン堂島クロスウォーク店 小売業 食料品 2%

161,350 大阪府 大阪市福島区 ＴＯＫＩＮ サービス 飲食業 5%

161,351 大阪府 大阪市福島区 土山人大阪 サービス 飲食業 5%

161,352 大阪府 大阪市福島区 トヨタ部品大阪共販福島営業所 サービス その他サービス 5%

161,353 大阪府 大阪市福島区 トラットリアアジアーゴ サービス 飲食業 5%

161,354 大阪府 大阪市福島区 ｎａｉａ　【ナイア】 サービス 理容・美容業 5%

161,355 大阪府 大阪市福島区 浪花屋菓子舗 小売業 食料品 5%

161,356 大阪府 大阪市福島区 ＮａｒｉｓＢｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

161,357 大阪府 大阪市福島区 鳴門鯛焼本舗　野田阪神駅前店 サービス 飲食業 5%

161,358 大阪府 大阪市福島区 鳴門鯛焼本舗　阪神福島駅前店 サービス 飲食業 5%

161,359 大阪府 大阪市福島区 Ｎｉｊｉｃｈａｗ サービス 理容・美容業 5%

161,360 大阪府 大阪市福島区 日本酒セラーＨＡＲＥＴＯＫＥ サービス 飲食業 5%

161,361 大阪府 大阪市福島区 Ｎａｉｌ Ｆｒｏｓｔｙ ネイル フロスティ サービス 理容・美容業 5%

161,362 大阪府 大阪市福島区 ｎｅｏｔｈａｉ サービス 飲食業 5%

161,363 大阪府 大阪市福島区 ネクスト ラグザ大阪店 サービス 理容・美容業 5%

161,364 大阪府 大阪市福島区 ＮＥＬＬＩＥ サービス 飲食業 5%
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161,365 大阪府 大阪市福島区 セブン－イレブン野田阪神駅北店 小売業 食料品 2%

161,366 大阪府 大阪市福島区 セブン－イレブン野田阪神駅前店 小売業 食料品 2%

161,367 大阪府 大阪市福島区 呑みどころ　咲楽や サービス 飲食業 5%

161,368 大阪府 大阪市福島区 Ｂａｒ　Ｓｐｅａｋｅａｓｙ サービス 飲食業 5%

161,369 大阪府 大阪市福島区 ＢＡＨＮＨＯＦ 福島本店 小売業 食料品 5%

161,370 大阪府 大阪市福島区 バスタ 新橋店 小売業 衣料品 5%

161,371 大阪府 大阪市福島区 バスタ　玉川店 小売業 衣料品 5%

161,372 大阪府 大阪市福島区 ＰＡＤＯＭＡ サービス 理容・美容業 5%

161,373 大阪府 大阪市福島区 林書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

161,374 大阪府 大阪市福島区 Ｐ＆Ｐオーエス 小売業 電化製品 5%

161,375 大阪府 大阪市福島区 髭政 サービス 飲食業 5%

161,376 大阪府 大阪市福島区 ＶｉｎｏＬｏｃｏ サービス 飲食業 5%

161,377 大阪府 大阪市福島区 ＰＩＬＩＬＡＮＩ　ＣＨＯＰ　ＳＨＯＰ【ピリラニ　チョップ　ショップ】 サービス 理容・美容業 5%

161,378 大阪府 大阪市福島区 ＰｈｏｔｏＷｉｎｇ－Ｌｉｇｈｔｓ サービス その他サービス 5%

161,379 大阪府 大阪市福島区 フジヤマドラゴン　福島店 サービス 飲食業 5%

161,380 大阪府 大阪市福島区 プラスワン野田阪神店 サービス その他サービス 5%

161,381 大阪府 大阪市福島区 Ｈａｉｒ　ｓｐａ　ｍａｒｉａｎｎａ　【マリアンナ】 サービス 理容・美容業 5%

161,382 大阪府 大阪市福島区 ヘアーサロンスプリング サービス 理容・美容業 5%

161,383 大阪府 大阪市福島区 ヘアーズ　グウ サービス 理容・美容業 5%

161,384 大阪府 大阪市福島区 ｈａｉｒ　ｄｏ　ｎａｎａ サービス 理容・美容業 5%

161,385 大阪府 大阪市福島区 ＢＥＬＯ　ＯＳＡＫＡ サービス 理容・美容業 5%

161,386 大阪府 大阪市福島区 便利屋ヘルパー サービス その他サービス 5%

161,387 大阪府 大阪市福島区 北海道海鮮にほんいち 福島店 サービス 飲食業 5%

161,388 大阪府 大阪市福島区 ソイムリエ株式会社 小売業 その他小売 5%

161,389 大阪府 大阪市福島区 ＨＯＴＥＬ　ＭＡＴＳＵＧＡＥ　ＯＳＡＫＡ サービス 宿泊業 5%

161,390 大阪府 大阪市福島区 香港小菜ＬＥＥ サービス 飲食業 5%

161,391 大阪府 大阪市福島区 本田盛文堂 小売業 家具・調度品 5%

161,392 大阪府 大阪市福島区 マキクリエイション株式会社 サービス その他サービス 5%

161,393 大阪府 大阪市福島区 街の肉バル　Ｂｕｆｆ　福島店 サービス 飲食業 5%

161,394 大阪府 大阪市福島区 町屋酒場　りとも　野田阪神店 サービス 飲食業 5%

161,395 大阪府 大阪市福島区 マルヒラ　平井金物店 小売業 その他小売 5%

161,396 大阪府 大阪市福島区 マンマパルマ大阪福島店 サービス 飲食業 5%

161,397 大阪府 大阪市福島区 ミスギヤ福島店 小売業 食料品 5%

161,398 大阪府 大阪市福島区 源正久商店 小売業 電化製品 5%

161,399 大阪府 大阪市福島区 Ｍｉｌｋｈｏｕｓｅ サービス 理容・美容業 5%

161,400 大阪府 大阪市福島区 ミロール サービス 理容・美容業 5%

161,401 大阪府 大阪市福島区 ＭＯＧＵ大阪福島店 サービス その他サービス 5%

161,402 大阪府 大阪市福島区 もつ鍋チャンピオン サービス 飲食業 5%

161,403 大阪府 大阪市福島区 ｍｏｒｒｉｓｏｎ 小売業 衣料品 5%

161,404 大阪府 大阪市福島区 やきとり六源 サービス 飲食業 5%

161,405 大阪府 大阪市福島区 焼肉　鶴心 サービス 飲食業 5%

161,406 大阪府 大阪市福島区 焼肉五苑　福島店 サービス 飲食業 5%
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161,407 大阪府 大阪市福島区 ハ壽宏商店 小売業 その他小売 5%

161,408 大阪府 大阪市福島区 有限会社新橋薬局 小売業 その他小売 5%

161,409 大阪府 大阪市福島区 有限会社ブルーライン　ブルーライン 小売業 その他小売 5%

161,410 大阪府 大阪市福島区 ｌａ Ｃｏｎｆｙ ラ コンフィ サービス 飲食業 5%

161,411 大阪府 大阪市福島区 ラ・コンフィ サービス 飲食業 5%

161,412 大阪府 大阪市福島区 ライフクリーナー　福島店 サービス その他サービス 5%

161,413 大阪府 大阪市福島区 ライフクリーナー　玉川店 サービス その他サービス 5%

161,414 大阪府 大阪市福島区 ライフクリーナー　福島店 サービス その他サービス 5%

161,415 大阪府 大阪市福島区 Ｌａｕｌｅ’ａ【ラウレア】 サービス 理容・美容業 5%

161,416 大阪府 大阪市福島区 リビングマルヒラ 小売業 その他小売 5%

161,417 大阪府 大阪市福島区 リーフコンタクト　フクシマ 小売業 その他小売 5%

161,418 大阪府 大阪市福島区 料理処　河春 サービス 飲食業 5%

161,419 大阪府 大阪市福島区 Ｌｕｃｉａ　【ルチア】 サービス 理容・美容業 5%

161,420 大阪府 大阪市福島区 Ｒｅｖｅ サービス 理容・美容業 5%

161,421 大阪府 大阪市福島区 レーシングファクトリーＶＡＲＯＮ 小売業 その他小売 5%

161,422 大阪府 大阪市福島区 ＲＥＮＥＥ サービス 飲食業 5%

161,423 大阪府 大阪市福島区 ＲＯＴＡ　ＨＯＳＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

161,424 大阪府 大阪市福島区 ワイングラース サービス 飲食業 5%

161,425 大阪府 大阪市福島区 Ｗｉｎｅ　Ｇｒａｃｅ サービス 飲食業 5%

161,426 大阪府 大阪市福島区 和気文具 小売業 家具・調度品 5%

161,427 大阪府 大阪市福島区 和気文具 小売業 その他小売 5%

161,428 大阪府 大阪市福島区 わら焼鉄板焼いやさか サービス 飲食業 5%

161,429 大阪府 大阪市港区 アーバンプラザイノックス 小売業 食料品 5%

161,430 大阪府 大阪市港区 株式会社アップ大田 サービス その他サービス 5%

161,431 大阪府 大阪市港区 ＴＯＭＡＲＯ サービス その他サービス 5%

161,432 大阪府 大阪市港区 アローザお菓子のアトリエ サービス 飲食業 5%

161,433 大阪府 大阪市港区 いずみでんき 小売業 電化製品 5%

161,434 大阪府 大阪市港区 イタリアン酒場　フィオーレクッチーナ　?オンダ?　フィオーレクッチーナ サービス 飲食業 5%

161,435 大阪府 大阪市港区 一番亭 サービス 飲食業 5%

161,436 大阪府 大阪市港区 イバデンキ弁天店 小売業 電化製品 5%

161,437 大阪府 大阪市港区 セブン－イレブン大阪磯路２丁目店 小売業 食料品 2%

161,438 大阪府 大阪市港区 セブン－イレブン大阪市岡１丁目店 小売業 食料品 2%

161,439 大阪府 大阪市港区 セブン－イレブン大阪市岡元町１丁目店 小売業 食料品 2%

161,440 大阪府 大阪市港区 大阪港 小売業 ガソリンスタンド 2%

161,441 大阪府 大阪市港区 セブン－イレブン大阪港晴３丁目店 小売業 食料品 2%

161,442 大阪府 大阪市港区 セブン－イレブン大阪田中１丁目店 小売業 食料品 2%

161,443 大阪府 大阪市港区 セブン－イレブン大阪築港１丁目店 小売業 食料品 2%

161,444 大阪府 大阪市港区 セブン－イレブン大阪築港４丁目店 小売業 食料品 2%

161,445 大阪府 大阪市港区 セブンーイレブン大阪弁天２丁目店 小売業 食料品 2%

161,446 大阪府 大阪市港区 セブン－イレブン大阪弁天４丁目店 小売業 食料品 2%

161,447 大阪府 大阪市港区 セブン－イレブン大阪三先２丁目店 小売業 食料品 2%

161,448 大阪府 大阪市港区 セブン－イレブン大阪南市岡３丁目店 小売業 食料品 2%
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161,449 大阪府 大阪市港区 セブン－イレブン大阪夕凪１丁目店 小売業 食料品 2%

161,450 大阪府 大阪市港区 お菓子のアトリエ　アローザ 小売業 食料品 5%

161,451 大阪府 大阪市港区 岡電化サービス 小売業 電化製品 5%

161,452 大阪府 大阪市港区 オリックスレンタカー弁天町駅北口店 サービス その他サービス 2%

161,453 大阪府 大阪市港区 オンリーワン 小売業 その他小売 5%

161,454 大阪府 大阪市港区 活魚料理　さかえ サービス 飲食業 5%

161,455 大阪府 大阪市港区 加藤商店 サービス その他サービス 5%

161,456 大阪府 大阪市港区 ＣａｆｅＩｖｙ サービス 飲食業 5%

161,457 大阪府 大阪市港区 株式会社アイ・エム・シー・エイ 小売業 その他小売 5%

161,458 大阪府 大阪市港区 ＣＡＲＡＢＩＮＡ　ＢＲＥＡＤ　ＳＴＡＮＤ 小売業 食料品 5%

161,459 大阪府 大阪市港区 Ｇｉｖｅ Ｇｉｖｅ弁天町店 サービス その他サービス 5%

161,460 大阪府 大阪市港区 喫茶マルキ サービス 飲食業 5%

161,461 大阪府 大阪市港区 喫茶マルキ 喫茶マルキ サービス 飲食業 5%

161,462 大阪府 大阪市港区 業務スーパー　市岡店 小売業 食料品 2%

161,463 大阪府 大阪市港区 業務スーパー　弁天町店 小売業 食料品 2%

161,464 大阪府 大阪市港区 クリーニングショップひまわり サービス その他サービス 5%

161,465 大阪府 大阪市港区 クルン株式会社 小売業 その他小売 5%

161,466 大阪府 大阪市港区 クレアペルカペリ サービス 理容・美容業 5%

161,467 大阪府 大阪市港区 ｇｌｏｗ サービス その他サービス 5%

161,468 大阪府 大阪市港区 契約農場直送ゆうゆう　大阪港店 サービス 飲食業 5%

161,469 大阪府 大阪市港区 Ｋ－ＴＥＣ サービス その他サービス 5%

161,470 大阪府 大阪市港区 ゲストハウスやどまる サービス その他サービス 5%

161,471 大阪府 大阪市港区 合同会社やさい屋さん 小売業 その他小売 5%

161,472 大阪府 大阪市港区 ＧＯＬＤＥＮ　ＧＯＬＦ 小売業 その他小売 5%

161,473 大阪府 大阪市港区 小林牛乳店 サービス 運輸業 5%

161,474 大阪府 大阪市港区 こばんざめ サービス 飲食業 5%

161,475 大阪府 大阪市港区 サイクルショップハルコマ 小売業 その他小売 5%

161,476 大阪府 大阪市港区 ＳＡＫＵＲＡ 小売業 その他小売 5%

161,477 大阪府 大阪市港区 ＳＡＫＵＬＡ天保山店 サービス 理容・美容業 5%

161,478 大阪府 大阪市港区 ＳＡＫＵＬＡ弁天町店 サービス 理容・美容業 5%

161,479 大阪府 大阪市港区 サトウ電化 小売業 電化製品 5%

161,480 大阪府 大阪市港区 サロンドＭｋ サービス 理容・美容業 5%

161,481 大阪府 大阪市港区 昌屋 サービス 飲食業 5%

161,482 大阪府 大阪市港区 ＳＵＺＵＴＡＮ弁天町ドンキホーテ店 小売業 衣料品 5%

161,483 大阪府 大阪市港区 チャーター船Ｓｔａｒｂｕｒｓｔ．ｅｃｏ－スタベコ－ サービス その他サービス 5%

161,484 大阪府 大阪市港区 炭火焼櫻坊 サービス 飲食業 5%

161,485 大阪府 大阪市港区 ＳＯＬＡＲＩＵＭ サービス 理容・美容業 5%

161,486 大阪府 大阪市港区 ダイニングキッチン　盗賊の隠れ家 サービス 飲食業 5%

161,487 大阪府 大阪市港区 辰巳飯店 サービス 飲食業 5%

161,488 大阪府 大阪市港区 タナベ 小売業 その他小売 5%

161,489 大阪府 大阪市港区 団欒中華萬集楼 サービス 飲食業 5%

161,490 大阪府 大阪市港区 中央電化チェーン　波除店 小売業 電化製品 5%
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161,491 大阪府 大阪市港区 爪切り屋メディカルフットケア大阪 サービス その他サービス 5%

161,492 大阪府 大阪市港区 ＴＫリビング 小売業 家具・調度品 5%

161,493 大阪府 大阪市港区 ＴＥＥＤＡｈａｉｒ　ＴＥＥＤＡ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

161,494 大阪府 大阪市港区 デ・ラ・グレイス サービス 理容・美容業 5%

161,495 大阪府 大阪市港区 天保山ギャラリー 小売業 その他小売 5%

161,496 大阪府 大阪市港区 鶏爛漫 朝潮橋店 サービス 飲食業 5%

161,497 大阪府 大阪市港区 Ｔｒａｉｌ＆Ｃｏ． 小売業 衣料品 5%

161,498 大阪府 大阪市港区 中山モータース本社 小売業 その他小売 5%

161,499 大阪府 大阪市港区 ナニワ商会　フリード 小売業 その他小売 5%

161,500 大阪府 大阪市港区 ナニワドラッグ　八幡屋店 小売業 その他小売 5%

161,501 大阪府 大阪市港区 日進ゴルフ 小売業 その他小売 5%

161,502 大阪府 大阪市港区 バード薬局 小売業 その他小売 5%

161,503 大阪府 大阪市港区 ８０２Ｅｖｅ＿店外用 小売業 衣料品 5%

161,504 大阪府 大阪市港区 ハング 小売業 その他小売 5%

161,505 大阪府 大阪市港区 Ｐ＆Ｐさんこー港 小売業 電化製品 5%

161,506 大阪府 大阪市港区 Ｐ＆Ｐなかい 小売業 電化製品 5%

161,507 大阪府 大阪市港区 美味彩菜　たんぽぽ大阪港店 サービス 飲食業 5%

161,508 大阪府 大阪市港区 美容室Ｈ＆Ｈハヤシ サービス 理容・美容業 5%

161,509 大阪府 大阪市港区 フォトイット 小売業 その他小売 5%

161,510 大阪府 大阪市港区 フクヤ 小売業 その他小売 5%

161,511 大阪府 大阪市港区 豚丼とつけ麺の店 甚平 豚丼とつけ麺の店 甚平 サービス 飲食業 5%

161,512 大阪府 大阪市港区 ふるさと サービス 飲食業 5%

161,513 大阪府 大阪市港区 ヘアーフラップシーズ サービス 理容・美容業 5%

161,514 大阪府 大阪市港区 ヘアーフラップ堀江 サービス 理容・美容業 5%

161,515 大阪府 大阪市港区 ｈａｉｒ　ｍａｇｉｃ サービス 理容・美容業 5%

161,516 大阪府 大阪市港区 ポートワン サービス 飲食業 5%

161,517 大阪府 大阪市港区 マルニタチバナ サービス その他サービス 5%

161,518 大阪府 大阪市港区 ＭＩＫＵＢＯ 小売業 衣料品 5%

161,519 大阪府 大阪市港区 三日坊主の店 小売業 その他小売 5%

161,520 大阪府 大阪市港区 みなとファミリーホール サービス その他サービス 5%

161,521 大阪府 大阪市港区 港モータース サービス その他サービス 5%

161,522 大阪府 大阪市港区 南大阪ヤクルト販売 磯路 小売業 食料品 5%

161,523 大阪府 大阪市港区 南大阪ヤクルト販売 港晴 小売業 衣料品 5%

161,524 大阪府 大阪市港区 モリシーアクアプランニング 小売業 その他小売 5%

161,525 大阪府 大阪市港区 森本ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

161,526 大阪府 大阪市港区 焼肉まえだ サービス 飲食業 5%

161,527 大阪府 大阪市港区 山田サイクル商会 小売業 その他小売 5%

161,528 大阪府 大阪市港区 有限会社カタギリ武道具 小売業 その他小売 5%

161,529 大阪府 大阪市港区 有限会社フォーム 小売業 衣料品 5%

161,530 大阪府 大阪市港区 有 フクオカ電機 小売業 電化製品 5%

161,531 大阪府 大阪市港区 Ｌｅｍａｒｉ 小売業 衣料品 5%

161,532 大阪府 大阪市港区 大阪港励明園 サービス その他サービス 5%
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161,533 大阪府 大阪市港区 ロココアンジュ サービス 理容・美容業 5%

161,534 大阪府 大阪市港区 ワイワイネット 間口店 小売業 食料品 5%

161,535 大阪府 大阪市都島区 ＡＵＬＡ　【アウラ】 サービス 理容・美容業 5%

161,536 大阪府 大阪市都島区 アウラ　ＡＵＬＡ サービス 理容・美容業 5%

161,537 大阪府 大阪市都島区 アカカベ　京橋店 小売業 その他小売 5%

161,538 大阪府 大阪市都島区 燈屋　とり然　京橋店 サービス 飲食業 5%

161,539 大阪府 大阪市都島区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｔｒａｉｌ京橋 サービス 理容・美容業 5%

161,540 大阪府 大阪市都島区 東図案社 サービス その他サービス 5%

161,541 大阪府 大阪市都島区 アプローチ　大阪 小売業 その他小売 5%

161,542 大阪府 大阪市都島区 ａｆｒｏｄｉｔｅ　京橋店 サービス 理容・美容業 5%

161,543 大阪府 大阪市都島区 ＡＲＡＴＡＹＡ 小売業 その他小売 5%

161,544 大阪府 大阪市都島区 アルチザンボーテ サービス 理容・美容業 5%

161,545 大阪府 大阪市都島区 アルマジロ 小売業 衣料品 5%

161,546 大阪府 大阪市都島区 ＡＮＺＵＤＯＧ 小売業 その他小売 5%

161,547 大阪府 大阪市都島区 Ｅｍｐｉｆｆｒｅｒｉｅ サービス 飲食業 5%

161,548 大阪府 大阪市都島区 ｉｉｍａ　京橋店 サービス 理容・美容業 5%

161,549 大阪府 大阪市都島区 居酒屋ヒラキ イザカヤヒラキ サービス 飲食業 5%

161,550 大阪府 大阪市都島区 色鷄 サービス 飲食業 5%

161,551 大阪府 大阪市都島区 インド料理　ナンタラ サービス 飲食業 5%

161,552 大阪府 大阪市都島区 ウイン毛馬本店 小売業 食料品 5%

161,553 大阪府 大阪市都島区 ｕｔａ＊　京橋駅前店 サービス 理容・美容業 5%

161,554 大阪府 大阪市都島区 うわさのチーズケーキハマダリア サービス その他サービス 5%

161,555 大阪府 大阪市都島区 セブン－イレブンエル京橋店 小売業 食料品 2%

161,556 大阪府 大阪市都島区 セブン－イレブン大阪内代町２丁目店 小売業 食料品 2%

161,557 大阪府 大阪市都島区 セブン－イレブン大阪内代店 小売業 食料品 2%

161,558 大阪府 大阪市都島区 セブン－イレブン大阪片町店 小売業 食料品 2%

161,559 大阪府 大阪市都島区 大阪京橋ひかり整体院　大阪京橋ひかり整体院 サービス その他サービス 5%

161,560 大阪府 大阪市都島区 セブン－イレブン大阪毛馬町２丁目店 小売業 食料品 2%

161,561 大阪府 大阪市都島区 セブン－イレブン大阪友渕町３丁目店 小売業 食料品 2%

161,562 大阪府 大阪市都島区 セブン－イレブン大阪中野町４丁目店 小売業 食料品 2%

161,563 大阪府 大阪市都島区 セブン－イレブン大阪中野２丁目店 小売業 食料品 2%

161,564 大阪府 大阪市都島区 セブン－イレブン大阪東野田町４丁目店 小売業 食料品 2%

161,565 大阪府 大阪市都島区 セブン－イレブン大阪東野田町５丁目店 小売業 食料品 2%

161,566 大阪府 大阪市都島区 セブン－イレブン大阪都島本通１丁目店 小売業 食料品 2%

161,567 大阪府 大阪市都島区 セブン－イレブン大阪都島本通２丁目店 小売業 食料品 2%

161,568 大阪府 大阪市都島区 ＡｕｓｔｈａｉｒＲｉｌｌｙ サービス 理容・美容業 5%

161,569 大阪府 大阪市都島区 ＯＤＳシステム大阪北 サービス その他サービス 5%

161,570 大阪府 大阪市都島区 ｏｋａｐｉ 小売業 衣料品 5%

161,571 大阪府 大阪市都島区 ｏｃｔａｖｕｓ 小売業 衣料品 5%

161,572 大阪府 大阪市都島区 オフィス・レッドベア サービス その他サービス 5%

161,573 大阪府 大阪市都島区 オリックスレンタカー京橋駅前店 サービス その他サービス 2%

161,574 大阪府 大阪市都島区 おんどり庵都島店 サービス 飲食業 5%
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161,575 大阪府 大阪市都島区 かごの屋　京橋東野田店 サービス 飲食業 5%

161,576 大阪府 大阪市都島区 かごの屋都島店 サービス 飲食業 5%

161,577 大阪府 大阪市都島区 菓子店あまつひ サービス 飲食業 5%

161,578 大阪府 大阪市都島区 カットハウスシュヴゥ理容室 サービス 理容・美容業 5%

161,579 大阪府 大阪市都島区 Ｋａｎｏａ　ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇ サービス 理容・美容業 5%

161,580 大阪府 大阪市都島区 ＴＨＥＣＩＴＹＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴＳ 小売業 衣料品 5%

161,581 大阪府 大阪市都島区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋京橋駅北口店 サービス 飲食業 2%

161,582 大阪府 大阪市都島区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋都島インター店 サービス 飲食業 2%

161,583 大阪府 大阪市都島区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋都島区都島北通り店 小売業 その他小売 2%

161,584 大阪府 大阪市都島区 関西第一株式会社 サービス その他サービス 5%

161,585 大阪府 大阪市都島区 ＫＩＣＨＩＲＩ京橋 サービス 飲食業 5%

161,586 大阪府 大阪市都島区 Ｋｉｎａｒｉ京橋店 小売業 その他小売 5%

161,587 大阪府 大阪市都島区 きのくにやクリーニング店 サービス その他サービス 5%

161,588 大阪府 大阪市都島区 ｑｕａｔｒｅ　ｓａｉｓｏｎｓ サービス 理容・美容業 5%

161,589 大阪府 大阪市都島区 牛角　京橋駅前店 サービス 飲食業 2%

161,590 大阪府 大阪市都島区 ぎょうざの満洲　ＪＲ京橋駅店 サービス 飲食業 5%

161,591 大阪府 大阪市都島区 京橋酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

161,592 大阪府 大阪市都島区 京橋真道 サービス 飲食業 5%

161,593 大阪府 大阪市都島区 京橋焼肉一丁 サービス 飲食業 5%

161,594 大阪府 大阪市都島区 ＫＩＲＩＶＥ サービス 飲食業 5%

161,595 大阪府 大阪市都島区 極肉しゃぶ一 サービス 飲食業 5%

161,596 大阪府 大阪市都島区 クシカツの名門　串道楽　都島店 サービス 飲食業 5%

161,597 大阪府 大阪市都島区 ＧＲＯＯＶＥ サービス 理容・美容業 5%

161,598 大阪府 大阪市都島区 車家ジョニー サービス 飲食業 5%

161,599 大阪府 大阪市都島区 ケアロハ　プメハナ　ケアロハ　プメハナフラスタジオ サービス その他サービス 5%

161,600 大阪府 大阪市都島区 セブン－イレブン京阪京橋北店 小売業 食料品 2%

161,601 大阪府 大阪市都島区 コーティングマイスター京橋駅前店 サービス その他サービス 5%

161,602 大阪府 大阪市都島区 金剛堂　桜宮店 小売業 家具・調度品 5%

161,603 大阪府 大阪市都島区 サイクルピット　スカイ 小売業 その他小売 5%

161,604 大阪府 大阪市都島区 サイクルベースあさひ　都島中通店 小売業 その他小売 2%

161,605 大阪府 大阪市都島区 サイゼン サービス その他サービス 5%

161,606 大阪府 大阪市都島区 セブン－イレブン桜ノ宮駅前店 小売業 食料品 2%

161,607 大阪府 大阪市都島区 酒 髙蔵 都島本店 小売業 食料品 5%

161,608 大阪府 大阪市都島区 ｓａｌｏｎ　Ｂｅ．大阪京橋店 サービス 理容・美容業 5%

161,609 大阪府 大阪市都島区 ３７＋ サービス 理容・美容業 5%

161,610 大阪府 大阪市都島区 三洋旅行　都島営業所 サービス その他サービス 5%

161,611 大阪府 大阪市都島区 Ｃ 小売業 衣料品 5%

161,612 大阪府 大阪市都島区 ＪＥＡＮＳ　ＨＯＵＳＥ　ピエロ 小売業 衣料品 5%

161,613 大阪府 大阪市都島区 Ｊ　ｓ　Ｂａｒ　Ｊ　ｓ　Ｂａｒ サービス 飲食業 5%

161,614 大阪府 大阪市都島区 ＪｉＪｉ　　ＡＤＲＡＢＬＥ　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

161,615 大阪府 大阪市都島区 ジャンボ酒場　京橋駅前店 サービス 飲食業 5%

161,616 大阪府 大阪市都島区 ジャンボ酒場　都島駅前店 サービス 飲食業 5%
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161,617 大阪府 大阪市都島区 ジュノ美容室　都島店 サービス 理容・美容業 5%

161,618 大阪府 大阪市都島区 旬彩鮮魚　居酒屋　漁り火 サービス 飲食業 5%

161,619 大阪府 大阪市都島区 旬楽ごはん和和 サービス 飲食業 5%

161,620 大阪府 大阪市都島区 城北通り酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

161,621 大阪府 大阪市都島区 新健勝苑京橋店 小売業 衣料品 5%

161,622 大阪府 大阪市都島区 有限会社新谷刺繍 小売業 衣料品 5%

161,623 大阪府 大阪市都島区 ＳＵＩＴＥ　アロマセラピー サービス その他サービス 5%

161,624 大阪府 大阪市都島区 杉本商店　　地酒売りの窓　杉本商店 小売業 食料品 5%

161,625 大阪府 大阪市都島区 スタジオヨガン　京橋店 サービス その他サービス 5%

161,626 大阪府 大阪市都島区 ステーキ食堂ＢＥＣＯ京橋本店 サービス 飲食業 5%

161,627 大阪府 大阪市都島区 スパニッシュバル　パシオン　京橋店 サービス 飲食業 5%

161,628 大阪府 大阪市都島区 ７’　ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

161,629 大阪府 大阪市都島区 ソニーショップさとうち 小売業 電化製品 5%

161,630 大阪府 大阪市都島区 そばうどん今日亭都島店 サービス 飲食業 5%

161,631 大阪府 大阪市都島区 ターンムファーム 小売業 その他小売 5%

161,632 大阪府 大阪市都島区 ダイコクドラッグ京橋店 小売業 その他小売 5%

161,633 大阪府 大阪市都島区 大衆酒場　馬王　都島店 サービス 飲食業 5%

161,634 大阪府 大阪市都島区 （個人）高岡タクシー サービス 運輸業 5%

161,635 大阪府 大阪市都島区 たこやき　すぎちゃん サービス 飲食業 5%

161,636 大阪府 大阪市都島区 だるま屋本舗　京橋店 サービス 飲食業 5%

161,637 大阪府 大阪市都島区 セブン－イレブン地下鉄都島駅前店 小売業 食料品 2%

161,638 大阪府 大阪市都島区 ＤＥＡＲＰＥＴ　大阪店 小売業 その他小売 5%

161,639 大阪府 大阪市都島区 ＤＥＳＩＧＮＢＵＣＫＥＲ 小売業 衣料品 5%

161,640 大阪府 大阪市都島区 てっちり もつ鍋 太っ腹 サービス 飲食業 5%

161,641 大阪府 大阪市都島区 ＴＥＲＲＥ－a－Ｓ サービス 飲食業 5%

161,642 大阪府 大阪市都島区 ｄｅｌｆｔ 小売業 その他小売 5%

161,643 大阪府 大阪市都島区 （株）問矢商店 小売業 電化製品 5%

161,644 大阪府 大阪市都島区 時計修理工房たけむら 小売業 貴金属・服飾品 5%

161,645 大阪府 大阪市都島区 土間土間京橋店 サービス 飲食業 2%

161,646 大阪府 大阪市都島区 土間土間都島店 サービス 飲食業 2%

161,647 大阪府 大阪市都島区 ｔｒｉｃｏ　都島店 サービス 理容・美容業 5%

161,648 大阪府 大阪市都島区 ｔｒｉｃｏ都島店【トリコ】 サービス 理容・美容業 5%

161,649 大阪府 大阪市都島区 とろにく　京橋店 サービス 飲食業 5%

161,650 大阪府 大阪市都島区 肉バル×イタリアン　ＲＩＶＩＯ　?リヴィオ? サービス 飲食業 5%

161,651 大阪府 大阪市都島区 ｎａｉｌｓａｌｏｎＴｏｄａｙ サービス その他サービス 5%

161,652 大阪府 大阪市都島区 葱八　京橋店 サービス 飲食業 5%

161,653 大阪府 大阪市都島区 ＢＡＲ　ＷＩＳＴＥＲＩＡ サービス 飲食業 5%

161,654 大阪府 大阪市都島区 Ｂａｒ Ａｎｇｅｌ サービス 飲食業 5%

161,655 大阪府 大阪市都島区 ＢＡＲ　　ＧＡＫＵ サービス 飲食業 5%

161,656 大阪府 大阪市都島区 ＢＡＲ　ＮＯＲＴＨ サービス 飲食業 5%

161,657 大阪府 大阪市都島区 ＢａｒｂｅｒＫＡＷＡＮＩＳＨＩ サービス 理容・美容業 5%

161,658 大阪府 大阪市都島区 ＰＥＲＭＹＡＤｉｏ サービス 理容・美容業 5%
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161,659 大阪府 大阪市都島区 馬刺しと豚料理とお酒　Ｂａｒ　ＢＡＴＯＮ サービス 飲食業 5%

161,660 大阪府 大阪市都島区 ＨＡＳＵ Ｈａｓｕ はす サービス 飲食業 5%

161,661 大阪府 大阪市都島区 花工房風香 小売業 その他小売 5%

161,662 大阪府 大阪市都島区 花茶夢 サービス 飲食業 5%

161,663 大阪府 大阪市都島区 パン工房　鳴門屋　ＪＲ京橋駅西口店 小売業 食料品 5%

161,664 大阪府 大阪市都島区 ビアカド。 サービス 飲食業 5%

161,665 大阪府 大阪市都島区 ひかり薬局 小売業 その他小売 5%

161,666 大阪府 大阪市都島区 ひごペット　ベルファ都島店 小売業 その他小売 5%

161,667 大阪府 大阪市都島区 ビジネスイン・ホテルプラザ２１大阪京橋 サービス 宿泊業 5%

161,668 大阪府 大阪市都島区 Ｂｉｃｉｃｏｒａｓ　ＡＶＥＬ 小売業 その他小売 5%

161,669 大阪府 大阪市都島区 ピッツァ　フォルトゥーナ サービス 飲食業 5%

161,670 大阪府 大阪市都島区 美容室サロン・ド・エツコ サービス 理容・美容業 5%

161,671 大阪府 大阪市都島区 美容室サロンドエツコ サービス 理容・美容業 5%

161,672 大阪府 大阪市都島区 美容室ジョリィ サービス 理容・美容業 5%

161,673 大阪府 大阪市都島区 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎＦｅｄｉｓ サービス 理容・美容業 5%

161,674 大阪府 大阪市都島区 Ｆｅｄｉｓ　ｐｒｉｖａｔｅ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

161,675 大阪府 大阪市都島区 フクヤ 京橋店 小売業 その他小売 5%

161,676 大阪府 大阪市都島区 藤平薬局 小売業 その他小売 5%

161,677 大阪府 大阪市都島区 ｐｅＴｉＴｅｙｅｂｅａｕｔｙ 京橋店 サービス 理容・美容業 5%

161,678 大阪府 大阪市都島区 ブリアント　京橋店 サービス 理容・美容業 5%

161,679 大阪府 大阪市都島区 ブルーミングラボ サービス その他サービス 5%

161,680 大阪府 大阪市都島区 ふわＳＡＬＡ サービス その他サービス 5%

161,681 大阪府 大阪市都島区 ヘアーサロン　ローズ サービス 理容・美容業 5%

161,682 大阪府 大阪市都島区 ヘアカラーカフェ　都島店 サービス 理容・美容業 5%

161,683 大阪府 大阪市都島区 ほぐし工房Ｂ‐ｃａｒｅ　ほぐし工房Ｂ?ｃａｒｅ サービス その他サービス 5%

161,684 大阪府 大阪市都島区 ｂｏｎｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

161,685 大阪府 大阪市都島区 ホリスティックケアルーム＆スクールつむぎの森 小売業 その他小売 5%

161,686 大阪府 大阪市都島区 マール サービス 理容・美容業 5%

161,687 大阪府 大阪市都島区 ミット 小売業 電化製品 5%

161,688 大阪府 大阪市都島区 三葉茶業株式会社 小売業 その他小売 5%

161,689 大阪府 大阪市都島区 ミノルイオン京橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

161,690 大阪府 大阪市都島区 都島自動車株式会社 サービス 運輸業 5%

161,691 大阪府 大阪市都島区 都島天満電器 小売業 電化製品 5%

161,692 大阪府 大阪市都島区 都電器 小売業 電化製品 5%

161,693 大阪府 大阪市都島区 ＭＩＲＡＩトラベル サービス その他サービス 5%

161,694 大阪府 大阪市都島区 Ｍｏｃ サービス 理容・美容業 5%

161,695 大阪府 大阪市都島区 有限会社ビューティサロン　テル サービス 理容・美容業 5%

161,696 大阪府 大阪市都島区 よしむら司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

161,697 大阪府 大阪市都島区 ラ・ヴィータ サービス 飲食業 5%

161,698 大阪府 大阪市都島区 らいふあっぷ　ヨコタ 小売業 電化製品 5%

161,699 大阪府 大阪市都島区 ライフクリーナー　デイリーカナート都島 サービス その他サービス 5%

161,700 大阪府 大阪市都島区 ライフクリーナー　デイリーカナート都島 サービス その他サービス 5%
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161,701 大阪府 大阪市都島区 ライフクリーナー　ライフ毛馬 サービス その他サービス 5%

161,702 大阪府 大阪市都島区 ライフクリーナー　京橋店 サービス その他サービス 5%

161,703 大阪府 大阪市都島区 ライフクリーナー　毛馬店 サービス その他サービス 5%

161,704 大阪府 大阪市都島区 ライフクリーナー都島店 サービス その他サービス 5%

161,705 大阪府 大阪市都島区 ｌｅａＬＥＡ サービス 理容・美容業 5%

161,706 大阪府 大阪市都島区 ＲＩＶＩＯ　都島南通店 サービス 飲食業 5%

161,707 大阪府 大阪市都島区 ＬＩＢＥＬＬＥ サービス その他サービス 5%

161,708 大阪府 大阪市都島区 ｌｉｌｏｕ サービス 理容・美容業 5%

161,709 大阪府 大阪市都島区 ル・タン・ドゥ・ボヌール　京橋店 サービス 理容・美容業 5%

161,710 大阪府 大阪市都島区 Ｌｏｖａｌｌ サービス 理容・美容業 5%

161,711 大阪府 大阪市都島区 ＬｕＬｕ　Ｃｈａｒｍｅ サービス 理容・美容業 5%

161,712 大阪府 大阪市都島区 レアレア　ｌｅａＬＥＡ サービス 理容・美容業 5%

161,713 大阪府 大阪市都島区 Ｌａｄｉｅｓ　ｃａｓｕａｌ　Ｃｒｅａｍ 小売業 衣料品 5%

161,714 大阪府 大阪市都島区 ローマ軒　大阪京橋店 サービス 飲食業 5%

161,715 大阪府 大阪市都島区 和光 小売業 衣料品 5%

161,716 大阪府 大阪市都島区 和風バール『鳥羽屋』 サービス 飲食業 5%

161,717 大阪府 大阪市淀川区 ＲＴＳＭＯＴＯＲ サービス その他サービス 5%

161,718 大阪府 大阪市淀川区 アイ　チワワ　ヌーピー サービス 理容・美容業 5%

161,719 大阪府 大阪市淀川区 アイ動物病院 サービス その他サービス 5%

161,720 大阪府 大阪市淀川区 アイリス行政書士法人 サービス その他サービス 5%

161,721 大阪府 大阪市淀川区 アウラ（ＡＵＲＡ） アルデ新大阪 サービス 飲食業 5%

161,722 大阪府 大阪市淀川区 アクア　ダイビングスクール 小売業 その他小売 5%

161,723 大阪府 大阪市淀川区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｎｉｎｅ東三国 サービス 理容・美容業 5%

161,724 大阪府 大阪市淀川区 味千拉麺　味千拉麺新大阪店 サービス 飲食業 5%

161,725 大阪府 大阪市淀川区 ＡＴＮＯＷ（久田敦子） 小売業 衣料品 5%

161,726 大阪府 大阪市淀川区 アップルハウス東三国 サービス 飲食業 5%

161,727 大阪府 大阪市淀川区 あどシスタ 小売業 衣料品 5%

161,728 大阪府 大阪市淀川区 アトリエ百音 サービス 理容・美容業 5%

161,729 大阪府 大阪市淀川区 アトリエルンル 小売業 その他小売 5%

161,730 大阪府 大阪市淀川区 阿波座チキン サービス 飲食業 5%

161,731 大阪府 大阪市淀川区 居酒屋風 サービス 飲食業 5%

161,732 大阪府 大阪市淀川区 居酒屋 まんまん 十三店 サービス 飲食業 5%

161,733 大阪府 大阪市淀川区 居酒屋味琴 サービス 飲食業 5%

161,734 大阪府 大阪市淀川区 石崎タクシー サービス 運輸業 5%

161,735 大阪府 大阪市淀川区 いしれい サービス 飲食業 5%

161,736 大阪府 大阪市淀川区 Italian & Bar ALBERTA shin-Osaka　アルデ新大阪 サービス 飲食業 5%

161,737 大阪府 大阪市淀川区 一誠堂印舗 小売業 家具・調度品 5%

161,738 大阪府 大阪市淀川区 出光西十三ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

161,739 大阪府 大阪市淀川区 出光バルーン野中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

161,740 大阪府 大阪市淀川区 イノセンス　アルデ新大阪店 小売業 貴金属・服飾品 5%

161,741 大阪府 大阪市淀川区 ヴァルワール サービス その他サービス 5%

161,742 大阪府 大阪市淀川区 VPALETTE　エキマルシェ新大阪店 サービス 運輸業 5%
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161,743 大阪府 大阪市淀川区 ＶＩＲＥＮＡ十三店 サービス 理容・美容業 5%

161,744 大阪府 大阪市淀川区 ＶＩＲＥＮＡ サービス 理容・美容業 5%

161,745 大阪府 大阪市淀川区 ウォリス ライフキャリアサロン えん サービス その他サービス 5%

161,746 大阪府 大阪市淀川区 ウォリスライフキャリアサロンえん サービス その他サービス 5%

161,747 大阪府 大阪市淀川区 うぐいすボール　エキマルシェ新大阪 サービス 飲食業 5%

161,748 大阪府 大阪市淀川区 宇治園　エキマルシェ新大阪店 サービス 飲食業 5%

161,749 大阪府 大阪市淀川区 海ぼうず サービス 飲食業 5%

161,750 大阪府 大阪市淀川区 梅本酒店 サービス 飲食業 5%

161,751 大阪府 大阪市淀川区 Ａ３５東三国バル サービス 飲食業 5%

161,752 大阪府 大阪市淀川区 エーティークリーン サービス その他サービス 5%

161,753 大阪府 大阪市淀川区 駅鉄ポップショップ新大阪店 小売業 その他小売 5%

161,754 大阪府 大阪市淀川区 エキナカ酒場　しおや　新大阪店 サービス 飲食業 5%

161,755 大阪府 大阪市淀川区 エステサロンクオーツ サービス 理容・美容業 5%

161,756 大阪府 大阪市淀川区 ＳＰＪａｐａｎＥＶＥＮＴＳＨＯＰ３ サービス その他サービス 5%

161,757 大阪府 大阪市淀川区 ＳＰＪａｐａｎＥＶＥＮＴＳＨＯＰ サービス その他サービス 5%

161,758 大阪府 大阪市淀川区 ＳＰＪａｐａｎＥＶＥＮＴＳＨＯＰ２ サービス その他サービス 5%

161,759 大阪府 大阪市淀川区 Ｓｂｅａｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

161,760 大阪府 大阪市淀川区 エスポワール サービス 理容・美容業 5%

161,761 大阪府 大阪市淀川区 エスミー化粧品店 小売業 衣料品 5%

161,762 大阪府 大阪市淀川区 株式会社エトスコーポレーション サービス その他サービス 5%

161,763 大阪府 大阪市淀川区 エモアイフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

161,764 大阪府 大阪市淀川区 近江スエヒロ新大阪茶屋 サービス 飲食業 5%

161,765 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪加島３丁目店 小売業 食料品 2%

161,766 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪木川西淀川通店 小売業 食料品 2%

161,767 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪十三東１丁目店 小売業 食料品 2%

161,768 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪十三東２丁目店 小売業 食料品 2%

161,769 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪十三本町１丁目店 小売業 食料品 2%

161,770 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪十三本町３丁目店 小売業 食料品 2%

161,771 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪新北野１丁目店 小売業 食料品 2%

161,772 大阪府 大阪市淀川区 大阪新世界元祖串かつだるま　アルデ新大阪 サービス 飲食業 5%

161,773 大阪府 大阪市淀川区 大阪寿司　吉野　エキマルシェ新大阪店 サービス 飲食業 5%

161,774 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪田川北２丁目店 小売業 食料品 2%

161,775 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪田川３丁目店 小売業 食料品 2%

161,776 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪塚本３丁目店 小売業 食料品 2%

161,777 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪塚本６丁目店 小売業 食料品 2%

161,778 大阪府 大阪市淀川区 大阪とまとゲストハウス サービス その他サービス 5%

161,779 大阪府 大阪市淀川区 大阪トンテキ西中島　西中島店 サービス 飲食業 5%

161,780 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪西中島１丁目店 小売業 食料品 2%

161,781 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪西中島５丁目南店 小売業 食料品 2%

161,782 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪西中島７丁目店 小売業 食料品 2%

161,783 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪西中島６丁目店 小売業 食料品 2%

161,784 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪西三国３丁目店 小売業 食料品 2%
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161,785 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪東三国駅北口店 小売業 食料品 2%

161,786 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪東三国２丁目店 小売業 食料品 2%

161,787 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪東三国４丁目店 小売業 食料品 2%

161,788 大阪府 大阪市淀川区 株式会社大阪ポンプ製作所 サービス その他サービス 5%

161,789 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪三国本町３丁目店 小売業 食料品 2%

161,790 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪三国本町２丁目店 小売業 食料品 2%

161,791 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪宮原１丁目店 小売業 食料品 2%

161,792 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪宮原２丁目店 小売業 食料品 2%

161,793 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン大阪宮原４丁目店 小売業 食料品 2%

161,794 大阪府 大阪市淀川区 お金の教習所Ｄ３－Ｓｃｈｏｏｌ サービス その他サービス 5%

161,795 大阪府 大阪市淀川区 おきとん サービス 飲食業 5%

161,796 大阪府 大阪市淀川区 ｏｃｔｏ【オクト】 サービス 理容・美容業 5%

161,797 大阪府 大阪市淀川区 お好み焼き・鉄板焼き　大石 サービス 飲食業 5%

161,798 大阪府 大阪市淀川区 鴛田総合事務所 サービス その他サービス 5%

161,799 大阪府 大阪市淀川区 おつけもの処髙野　エキマルシェ新大阪店 サービス 飲食業 5%

161,800 大阪府 大阪市淀川区 おとぎの森 小売業 その他小売 5%

161,801 大阪府 大阪市淀川区 おどりや西中島店 サービス 飲食業 5%

161,802 大阪府 大阪市淀川区 オリーブ 小売業 その他小売 5%

161,803 大阪府 大阪市淀川区 オリックスレンタカー新大阪店 サービス その他サービス 2%

161,804 大阪府 大阪市淀川区 ｏｒｓｏ ｈａｉｒ オルソーヘアー サービス 理容・美容業 5%

161,805 大阪府 大阪市淀川区 海鮮居酒屋　春夏秋冬　三津屋本店 サービス 飲食業 5%

161,806 大阪府 大阪市淀川区 海鮮丼専門店 丼丸 三国店 サービス 飲食業 5%

161,807 大阪府 大阪市淀川区 カイロプラクティックマミー サービス 理容・美容業 5%

161,808 大阪府 大阪市淀川区 柿渋の大阪西川 サービス その他サービス 5%

161,809 大阪府 大阪市淀川区 花月堂 小売業 食料品 5%

161,810 大阪府 大阪市淀川区 かごの屋三国本町店 サービス 飲食業 5%

161,811 大阪府 大阪市淀川区 加島酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

161,812 大阪府 大阪市淀川区 片岡デンキＳＣ新大阪店 小売業 電化製品 5%

161,813 大阪府 大阪市淀川区 家庭料理壱岐 サービス 飲食業 5%

161,814 大阪府 大阪市淀川区 ＣＡＦＥＴＡＲＯ サービス 飲食業 5%

161,815 大阪府 大阪市淀川区 株式会社安部 小売業 衣料品 5%

161,816 大阪府 大阪市淀川区 株式会社大阪三和 小売業 衣料品 5%

161,817 大阪府 大阪市淀川区 株式会社関西ホームライフ サービス その他サービス 5%

161,818 大阪府 大阪市淀川区 株式会社Ｋ－ＲＯＯＭ サービス その他サービス 5%

161,819 大阪府 大阪市淀川区 株式会社コンフォルタ サービス その他サービス 5%

161,820 大阪府 大阪市淀川区 株式会社谷川 小売業 衣料品 5%

161,821 大阪府 大阪市淀川区 カラオケ　ＺＥＲＯ４　西中島店 サービス その他サービス 5%

161,822 大阪府 大阪市淀川区 カレーハウスココ壱番屋　十三駅西口店 サービス 飲食業 2%

161,823 大阪府 大阪市淀川区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋淀川区西中島店 サービス 飲食業 2%

161,824 大阪府 大阪市淀川区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋淀川区三国本町店 サービス 飲食業 2%

161,825 大阪府 大阪市淀川区 カンプリ新大阪店 サービス その他サービス 5%

161,826 大阪府 大阪市淀川区 喫茶グリーンパーク サービス 飲食業 5%
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161,827 大阪府 大阪市淀川区 喜八洲総本舗　JR新大阪駅店 小売業 食料品 5%

161,828 大阪府 大阪市淀川区 ギャラリーＧＯＤＡ 小売業 衣料品 5%

161,829 大阪府 大阪市淀川区 餃子工房　ちびすけ　十三店 サービス 飲食業 5%

161,830 大阪府 大阪市淀川区 ぎょうざの満洲　西中島南方店 サービス 飲食業 5%

161,831 大阪府 大阪市淀川区 京つけもの西利　あじわい処　アルデ新大阪店 サービス 飲食業 5%

161,832 大阪府 大阪市淀川区 京都勝牛アルデ新大阪 サービス 飲食業 5%

161,833 大阪府 大阪市淀川区 今日のごはん　和saiの国　エキマルシェ新大阪店 サービス 運輸業 5%

161,834 大阪府 大阪市淀川区 業務スーパー新大阪三国店 小売業 食料品 2%

161,835 大阪府 大阪市淀川区 京もつ鍋ホルモン朱々　東三国店 サービス 飲食業 5%

161,836 大阪府 大阪市淀川区 京もつ鍋ホルモン 朱々 東三国店 サービス 飲食業 5%

161,837 大阪府 大阪市淀川区 空道 サービス その他サービス 5%

161,838 大阪府 大阪市淀川区 ｇｕｓｋｍｕｓｉｃｃｌｕｂ サービス その他サービス 5%

161,839 大阪府 大阪市淀川区 くつ、雑貨の王国 小売業 衣料品 5%

161,840 大阪府 大阪市淀川区 くつろぎ庵 サービス 飲食業 5%

161,841 大阪府 大阪市淀川区 くつろぎ庵別館 サービス 飲食業 5%

161,842 大阪府 大阪市淀川区 クラウズカンパニー サービス その他サービス 5%

161,843 大阪府 大阪市淀川区 グラスギャラリードリカム サービス その他サービス 5%

161,844 大阪府 大阪市淀川区 ＫｕｒａｍｏｔｏＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

161,845 大阪府 大阪市淀川区 ＧｒｅｅｎＰｏｃｋｅｔ 小売業 衣料品 5%

161,846 大阪府 大阪市淀川区 栗田タクシー サービス 運輸業 5%

161,847 大阪府 大阪市淀川区 グリルキャピタル東洋亭　新大阪店 サービス 飲食業 5%

161,848 大阪府 大阪市淀川区 ぐるメール西中島 サービス 飲食業 5%

161,849 大阪府 大阪市淀川区 鶏太郎　アルデ新大阪 小売業 食料品 5%

161,850 大阪府 大阪市淀川区 鶏太郎　エキマルシェ新大阪店 小売業 食料品 5%

161,851 大阪府 大阪市淀川区 ｃａｋｅ ｓｈｏｐ ｓｕｎ 小売業 食料品 5%

161,852 大阪府 大阪市淀川区 ケラケラ　ケイヴ　アルデ新大阪 サービス 飲食業 5%

161,853 大阪府 大阪市淀川区 赤白　アルデ新大阪店 サービス 飲食業 5%

161,854 大阪府 大阪市淀川区 神戸ビフテキ亭DELI　エキマルシェ新大阪店 小売業 食料品 5%

161,855 大阪府 大阪市淀川区 神戸フランツ　アルデ新大阪店 サービス 飲食業 5%

161,856 大阪府 大阪市淀川区 こうらく書店 小売業 その他小売 5%

161,857 大阪府 大阪市淀川区 こうらく書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

161,858 大阪府 大阪市淀川区 皇蘭　アルデ新大阪店 サービス 飲食業 5%

161,859 大阪府 大阪市淀川区 ＣＯＣＡＲＤＥ　アルデ新大阪 サービス 飲食業 5%

161,860 大阪府 大阪市淀川区 御座候　新大阪駅店 サービス 飲食業 5%

161,861 大阪府 大阪市淀川区 ご馳走じきはら サービス 飲食業 5%

161,862 大阪府 大阪市淀川区 米屋のおにぎり屋　菊太屋米穀店　ＪＲ新大阪店 小売業 食料品 5%

161,863 大阪府 大阪市淀川区 コリアンバルソウルファクトリー サービス 飲食業 5%

161,864 大阪府 大阪市淀川区 コンサルティングオフィスヒガシダ サービス その他サービス 5%

161,865 大阪府 大阪市淀川区 コンフェクトアサミ サービス 飲食業 5%

161,866 大阪府 大阪市淀川区 サイクルシリーズ東三国店 小売業 その他小売 5%

161,867 大阪府 大阪市淀川区 サイクルビットワダ 小売業 その他小売 5%

161,868 大阪府 大阪市淀川区 彩甲堂 小売業 食料品 5%
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161,869 大阪府 大阪市淀川区 さかがみリカーショップ 小売業 食料品 5%

161,870 大阪府 大阪市淀川区 魚居酒屋あぷちゃ２号 サービス 飲食業 5%

161,871 大阪府 大阪市淀川区 魚居酒屋あぷちゃ本店 サービス 飲食業 5%

161,872 大阪府 大阪市淀川区 さかなやのmaru寿司　アルデ新大阪 サービス 飲食業 5%

161,873 大阪府 大阪市淀川区 佐久間会計事務所 サービス その他サービス 5%

161,874 大阪府 大阪市淀川区 咲倉 サービス 飲食業 5%

161,875 大阪府 大阪市淀川区 さくら薬品 小売業 その他小売 5%

161,876 大阪府 大阪市淀川区 さくら薬品 小売業 その他小売 5%

161,877 大阪府 大阪市淀川区 ＺＡＺ サービス 理容・美容業 5%

161,878 大阪府 大阪市淀川区 サンキューみつや薬店 小売業 その他小売 2%

161,879 大阪府 大阪市淀川区 産経新聞東三国販売所 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

161,880 大阪府 大阪市淀川区 四季旬菜　むら田　四季旬菜　むら田 サービス 飲食業 5%

161,881 大阪府 大阪市淀川区 ＪＡＫＡＲＡ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

161,882 大阪府 大阪市淀川区 シャルム サービス 理容・美容業 5%

161,883 大阪府 大阪市淀川区 じゃんぼ總本店　十三東口商店街店 サービス 飲食業 5%

161,884 大阪府 大阪市淀川区 じゃんぼ總本店　十三本町店 サービス 飲食業 5%

161,885 大阪府 大阪市淀川区 じゃんぼ總本店　塚本駅前店 サービス 飲食業 5%

161,886 大阪府 大阪市淀川区 じゃんぼ總本店　東三国店 サービス 飲食業 5%

161,887 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン十三駅東口店 小売業 食料品 2%

161,888 大阪府 大阪市淀川区 ＪＵＳＯＣｏｗｏｒｋｉｎｇ サービス その他サービス 5%

161,889 大阪府 大阪市淀川区 株式会社十三動物病院 サービス その他サービス 5%

161,890 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン十三本町１丁目南店 小売業 食料品 2%

161,891 大阪府 大阪市淀川区 酒肴家いち助 サービス 飲食業 5%

161,892 大阪府 大阪市淀川区 じゅじゅ酒場 サービス 飲食業 5%

161,893 大阪府 大阪市淀川区 酒鮮やっちん サービス 飲食業 5%

161,894 大阪府 大阪市淀川区 ＪＵＮＯＮ サービス 理容・美容業 5%

161,895 大阪府 大阪市淀川区 ねこの木 サービス 飲食業 5%

161,896 大阪府 大阪市淀川区 譲渡型保護ねこカフェ ねこの木 譲渡型保護ねこカフェねこの木 サービス 飲食業 5%

161,897 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン新大阪ブリックビル店 小売業 食料品 2%

161,898 大阪府 大阪市淀川区 新世界　グリル梵　新大阪店 サービス 飲食業 5%

161,899 大阪府 大阪市淀川区 新御堂筋整体　新大阪 サービス その他サービス 5%

161,900 大阪府 大阪市淀川区 スターマウンテン サービス 運輸業 5%

161,901 大阪府 大阪市淀川区 スタジオ２４６ＪＵＳＯ サービス その他サービス 5%

161,902 大阪府 大阪市淀川区 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｌｉ’ａ サービス その他サービス 5%

161,903 大阪府 大阪市淀川区 スマイルショップ福岡 小売業 その他小売 5%

161,904 大阪府 大阪市淀川区 スマイルショップ福岡　スマイルショップ福岡 小売業 その他小売 5%

161,905 大阪府 大阪市淀川区 炭火焼肉梵仁本店 サービス 飲食業 5%

161,906 大阪府 大阪市淀川区 炭焼酒場はるはる サービス 飲食業 5%

161,907 大阪府 大阪市淀川区 ｓｌｅｅｐｉｎｇｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

161,908 大阪府 大阪市淀川区 整体　玉川温泉岩盤浴　癒めいく サービス その他サービス 5%

161,909 大阪府 大阪市淀川区 税理士法人小谷会計 サービス その他サービス 5%

161,910 大阪府 大阪市淀川区 泉寿庵　エキマルシェ新大阪店 サービス 飲食業 5%
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161,911 大阪府 大阪市淀川区 せんぶりや二宮薬店 小売業 その他小売 5%

161,912 大阪府 大阪市淀川区 ソヨ　ヘアミュージアム サービス 理容・美容業 5%

161,913 大阪府 大阪市淀川区 ＳＯＲＡＳＩＴＡ サービス 飲食業 5%

161,914 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブンＳＯＲＡ新大阪２１店 小売業 食料品 2%

161,915 大阪府 大阪市淀川区 ＳＯＬ’Ａ サービス 理容・美容業 5%

161,916 大阪府 大阪市淀川区 soin de brace calme × nail salon Coffret 西中島店 サービス 理容・美容業 5%

161,917 大阪府 大阪市淀川区 ダイコクドラッグ十三駅西口店 小売業 その他小売 5%

161,918 大阪府 大阪市淀川区 ｄｉｎｉｎｇ　咲倉 サービス 飲食業 5%

161,919 大阪府 大阪市淀川区 泰平産業株式会社 サービス その他サービス 5%

161,920 大阪府 大阪市淀川区 タカオカ電器 小売業 電化製品 5%

161,921 大阪府 大阪市淀川区 高山堂　新大阪店 小売業 食料品 5%

161,922 大阪府 大阪市淀川区 竹中米穀店　竹中米穀店 小売業 食料品 5%

161,923 大阪府 大阪市淀川区 たこ昌　新大阪駅店　アルデ新大阪 サービス 飲食業 5%

161,924 大阪府 大阪市淀川区 たこ焼道楽和なか　新大阪店　アルデ新大阪 サービス 飲食業 5%

161,925 大阪府 大阪市淀川区 たちばな新大阪店 サービス 飲食業 5%

161,926 大阪府 大阪市淀川区 谷川 小売業 衣料品 5%

161,927 大阪府 大阪市淀川区 チキラーハウス　エキマルシェ新大阪 サービス 飲食業 5%

161,928 大阪府 大阪市淀川区 チャンロイ　エキマルシェ新大阪 小売業 食料品 5%

161,929 大阪府 大阪市淀川区 中華料理　香満楼 サービス 飲食業 5%

161,930 大阪府 大阪市淀川区 中国菜　紅海月 サービス 飲食業 5%

161,931 大阪府 大阪市淀川区 ＣＨＵ?ＲＡ?ＳＡＩ サービス 理容・美容業 5%

161,932 大阪府 大阪市淀川区 辻利　アルデ新大阪店 サービス 飲食業 5%

161,933 大阪府 大阪市淀川区 釣船生駒 サービス 飲食業 5%

161,934 大阪府 大阪市淀川区 Ｄ－ＺＯＮＥ サービス 理容・美容業 5%

161,935 大阪府 大阪市淀川区 ティーパン　ティーパン サービス 飲食業 5%

161,936 大阪府 大阪市淀川区 ＤＰ淀川三国 サービス 理容・美容業 5%

161,937 大阪府 大阪市淀川区 Ｄｅａｌ　Ｄｅａｌ 小売業 貴金属・服飾品 5%

161,938 大阪府 大阪市淀川区 テイク・かたおか 小売業 電化製品 5%

161,939 大阪府 大阪市淀川区 ＴＩＲＡＮＡ十三店 小売業 衣料品 5%

161,940 大阪府 大阪市淀川区 ｄｉｎｇ　ｄｏｎｇ サービス 理容・美容業 5%

161,941 大阪府 大阪市淀川区 de tout Painduce　エキマルシェ新大阪店 小売業 食料品 5%

161,942 大阪府 大阪市淀川区 テレスマ新大阪／西中島店 サービス その他サービス 5%

161,943 大阪府 大阪市淀川区 点天バル　エキマルシェ新大阪 サービス 飲食業 5%

161,944 大阪府 大阪市淀川区 土井米穀店 小売業 食料品 5%

161,945 大阪府 大阪市淀川区 Ｔｗｏ　Ｃｈｅｆｓ サービス 飲食業 5%

161,946 大阪府 大阪市淀川区 ＮＯＷＴＲＡＶＥＬＳｈｉｎＯｓａｋａ サービス その他サービス 5%

161,947 大阪府 大阪市淀川区 特になし サービス 理容・美容業 5%

161,948 大阪府 大阪市淀川区 時計　宝飾　メガネのオカノ　時計　宝飾　メガネのオカノ 小売業 その他小売 5%

161,949 大阪府 大阪市淀川区 トモエヤ 小売業 衣料品 5%

161,950 大阪府 大阪市淀川区 トレーディングカードショップジャスティス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

161,951 大阪府 大阪市淀川区 ＴＲＡＩＮＩＮＧＲＯＯＭＷａＫａ サービス その他サービス 5%

161,952 大阪府 大阪市淀川区 トレカショップ　ジャスティス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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161,953 大阪府 大阪市淀川区 とれとれ屋　三国店 サービス 飲食業 5%

161,954 大阪府 大阪市淀川区 ナカジマ薬品店 小売業 その他小売 5%

161,955 大阪府 大阪市淀川区 ナックＧＡＲＤＥＮ店 サービス 理容・美容業 5%

161,956 大阪府 大阪市淀川区 ナックＢＡＳＥ店 サービス 理容・美容業 5%

161,957 大阪府 大阪市淀川区 ｎｕｔｓ サービス 理容・美容業 5%

161,958 大阪府 大阪市淀川区 浪花そば　エキマルシェ新大阪店 サービス 飲食業 5%

161,959 大阪府 大阪市淀川区 鳴門鯛焼本舗　阪急十三駅前店 サービス 飲食業 5%

161,960 大阪府 大阪市淀川区 あじ蔵 サービス 飲食業 5%

161,961 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ニコニコテクノサービス 小売業 電化製品 5%

161,962 大阪府 大阪市淀川区 ピアノ教室 サービス その他サービス 5%

161,963 大阪府 大阪市淀川区 Ｎｉｓｈｉｍｕｒａ 小売業 衣料品 5%

161,964 大阪府 大阪市淀川区 にっこり電器　ウイング店 小売業 電化製品 5%

161,965 大阪府 大阪市淀川区 日本フリーランスビジネス支援センター サービス その他サービス 5%

161,966 大阪府 大阪市淀川区 ニューオーサカホテル サービス 宿泊業 5%

161,967 大阪府 大阪市淀川区 ｎａｉｌｓａｌｏｎ ｃｏｏ ｎａｉｌｓａｌｏｎ ｃｏｏ サービス 理容・美容業 5%

161,968 大阪府 大阪市淀川区 ｎａｉｌｄｅｓｉｇｎｓｃｈｏｏｌＣｕｏｒｅ サービス その他サービス 5%

161,969 大阪府 大阪市淀川区 居酒屋　大人のホルモン　十三店 サービス 飲食業 5%

161,970 大阪府 大阪市淀川区 飲み処　かれん サービス 飲食業 5%

161,971 大阪府 大阪市淀川区 ＢＡＲ　ＨＡＲｅＰＰＡ サービス 飲食業 5%

161,972 大阪府 大阪市淀川区 ハートフルマリアージュ サービス その他サービス 5%

161,973 大阪府 大阪市淀川区 ＢａｒＢａｒｓｈｏｐＨａｍａｄａ サービス 理容・美容業 5%

161,974 大阪府 大阪市淀川区 バールヴルスト ｎｉｓｈｉｎａｋａｊｉｍａ サービス 飲食業 5%

161,975 大阪府 大阪市淀川区 ハウスサポート関西 サービス 運輸業 5%

161,976 大阪府 大阪市淀川区 はきもの・きもの弥生 小売業 衣料品 5%

161,977 大阪府 大阪市淀川区 パーキングプレイス サービス その他サービス 5%

161,978 大阪府 大阪市淀川区 パシオン　エ　ナチュール　新大阪店　アルデ新大阪 サービス 飲食業 5%

161,979 大阪府 大阪市淀川区 パスタ工房　あるでんて サービス 飲食業 5%

161,980 大阪府 大阪市淀川区 マンジャーレはす亭 マンジャーレはす亭 小売業 食料品 5%

161,981 大阪府 大阪市淀川区 パソコン修理 データ復旧専門店 パソコンドック２４ 新大阪店 サービス その他サービス 5%

161,982 大阪府 大阪市淀川区 パソコンヘルパー２４ サービス その他サービス 5%

161,983 大阪府 大阪市淀川区 HACHIMITSU SWEETS en-nui　エキマルシェ新大阪店 小売業 食料品 5%

161,984 大阪府 大阪市淀川区 ハックルベリー　アルデ新大阪店 小売業 衣料品 5%

161,985 大阪府 大阪市淀川区 華Ｓａｎｓｈｏｕ学 サービス 飲食業 5%

161,986 大阪府 大阪市淀川区 ハナタコ　エキマルシェ新大阪店 サービス 飲食業 2%

161,987 大阪府 大阪市淀川区 ハヤシ電化三国営業所 小売業 電化製品 5%

161,988 大阪府 大阪市淀川区 バルン洋装店 バルン 小売業 衣料品 5%

161,989 大阪府 大阪市淀川区 ぱん衛門 小売業 食料品 5%

161,990 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン東三国御堂筋店 小売業 食料品 2%

161,991 大阪府 大阪市淀川区 膳処ひなた サービス 飲食業 5%

161,992 大阪府 大阪市淀川区 ビーバーレコード本部 サービス その他サービス 5%

161,993 大阪府 大阪市淀川区 Ｂｂ－Ｃ＠ｆｅ　新大阪店 サービス その他サービス 5%

161,994 大阪府 大阪市淀川区 ひゃくえもん十三店　ひゃくえもん十三店 小売業 その他小売 5%
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161,995 大阪府 大阪市淀川区 ピュア１３ 小売業 食料品 5%

161,996 大阪府 大阪市淀川区 美容室Ｙｏｓｈｉｋａｗａ　美容室Ｙｏｓｈｉｋａｗａ サービス 理容・美容業 5%

161,997 大阪府 大阪市淀川区 広島風お好み焼 濱心 濱心 小売業 食料品 5%

161,998 大阪府 大阪市淀川区 ふぁー工房 小売業 衣料品 5%

161,999 大阪府 大阪市淀川区 ファミリーファッションドレミ 小売業 衣料品 5%

162,000 大阪府 大阪市淀川区 ＦＡＮＣＩ 小売業 家具・調度品 5%

162,001 大阪府 大阪市淀川区 ＦＩＧＯ 小売業 衣料品 5%

162,002 大阪府 大阪市淀川区 足ツボ専門店ＦｅｅｔＷａｒｍｅｒ サービス 理容・美容業 5%

162,003 大阪府 大阪市淀川区 boo foo woo 新大阪 サービス 飲食業 5%

162,004 大阪府 大阪市淀川区 風林火山 サービス 飲食業 5%

162,005 大阪府 大阪市淀川区 不思木のくに　不思木　のくに サービス 飲食業 5%

162,006 大阪府 大阪市淀川区 藤田タクシ－ サービス 運輸業 5%

162,007 大阪府 大阪市淀川区 フジヤ十三店 小売業 電化製品 5%

162,008 大阪府 大阪市淀川区 プティキュイジーヌ サービス 飲食業 5%

162,009 大阪府 大阪市淀川区 株式会社プラグロウ サービス その他サービス 5%

162,010 大阪府 大阪市淀川区 FRUIT GARDEN 山口果物 エキマルシェ新大阪店 サービス 飲食業 5%

162,011 大阪府 大阪市淀川区 フルーツ丸福 小売業 その他小売 5%

162,012 大阪府 大阪市淀川区 Ｂｌｅｕ　Ｂｌｅｕｅｔ　アルデ新大阪店 小売業 その他小売 5%

162,013 大阪府 大阪市淀川区 Ｆｕｒｕ－Ｒｅ 小売業 衣料品 5%

162,014 大阪府 大阪市淀川区 肉ビストロＢｒｅａｋＹｅｂｉｓｕ サービス 飲食業 5%

162,015 大阪府 大阪市淀川区 株式会社プロダクション天授 サービス その他サービス 5%

162,016 大阪府 大阪市淀川区 文具雑貨ｙａｎｕｙａ 小売業 衣料品 5%

162,017 大阪府 大阪市淀川区 ｈａｉｒｅｑｕａｌ サービス 理容・美容業 5%

162,018 大阪府 大阪市淀川区 ヘアーアートプレジャースタイル サービス 理容・美容業 5%

162,019 大阪府 大阪市淀川区 ベーカリーショップ エンドレス 小売業 食料品 5%

162,020 大阪府 大阪市淀川区 ヘルシー弁当フランベ　ヘルシー弁当フランベ サービス 飲食業 5%

162,021 大阪府 大阪市淀川区 Ｐｅｒｃｅ?Ｎｅｉｇｅ サービス 理容・美容業 5%

162,022 大阪府 大阪市淀川区 Ｐｏｒｋ Ｋｉｔｃｈｅｎ おきとん Ｐｏｒｋ ｋｉｔｃｈｅｎ おきとん サービス 飲食業 5%

162,023 大阪府 大阪市淀川区 北摂ビルド サービス その他サービス 5%

162,024 大阪府 大阪市淀川区 ほそかわ洋装店 小売業 衣料品 5%

162,025 大阪府 大阪市淀川区 北海道海鮮にほんいち 大阪西中島店 サービス 飲食業 5%

162,026 大阪府 大阪市淀川区 北海道海鮮ｂｉｓｔｒｏ　漁?ＲＹＯ? サービス 飲食業 5%

162,027 大阪府 大阪市淀川区 北極星　エキマルシェ新大阪店 サービス 飲食業 5%

162,028 大阪府 大阪市淀川区 有限会社エステ・ラ・フェ サービス 理容・美容業 5%

162,029 大阪府 大阪市淀川区 ぼてぢゅう　新大阪駅店　アルデ新大阪 サービス 飲食業 5%

162,030 大阪府 大阪市淀川区 ホテルＷＢＦ新大阪スカイタワー サービス 宿泊業 5%

162,031 大阪府 大阪市淀川区 ボナボン　Ｂｏｎ　ｎ　Ｂｏｎ サービス 飲食業 5%

162,032 大阪府 大阪市淀川区 ホワイト急便西岡酒店　西岡酒店 小売業 その他小売 5%

162,033 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ペップアップ 小売業 家具・調度品 5%

162,034 大阪府 大阪市淀川区 本町製麺所　天の上　ＪＲ新大阪店　アルデ新大阪 サービス 飲食業 5%

162,035 大阪府 大阪市淀川区 ｓｔｕｄｉｏｌｏｏｐｎｏｔｅｓ サービス その他サービス 5%

162,036 大阪府 大阪市淀川区 まくら サービス 飲食業 5%
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162,037 大阪府 大阪市淀川区 まちの自転車店リコ東三国店 小売業 その他小売 5%

162,038 大阪府 大阪市淀川区 まちの自転車店リコ三国店 小売業 その他小売 5%

162,039 大阪府 大阪市淀川区 街の肉バル　Ｂｕｆｆ　西中島店 サービス 飲食業 5%

162,040 大阪府 大阪市淀川区 松田時計店 サービス その他サービス 5%

162,041 大阪府 大阪市淀川区 松葉総本舗　エキマルシェ新大阪店 サービス 飲食業 5%

162,042 大阪府 大阪市淀川区 三笠屋 小売業 衣料品 5%

162,043 大阪府 大阪市淀川区 みくに帽子店 小売業 衣料品 5%

162,044 大阪府 大阪市淀川区 みすちゃーれ サービス 飲食業 5%

162,045 大阪府 大阪市淀川区 セブン－イレブン三津屋店 小売業 食料品 2%

162,046 大阪府 大阪市淀川区 ミヤハラ・セールス事務所 サービス その他サービス 5%

162,047 大阪府 大阪市淀川区 村上電化サ－ビス 小売業 電化製品 5%

162,048 大阪府 大阪市淀川区 メガネ工房モッズ 小売業 その他小売 5%

162,049 大阪府 大阪市淀川区 めがねのワタエ サービス その他サービス 5%

162,050 大阪府 大阪市淀川区 メディアカフェ　ポパイ　十三店 サービス その他サービス 5%

162,051 大阪府 大阪市淀川区 もへい動物病院 サービス その他サービス 5%

162,052 大阪府 大阪市淀川区 もみの利休 サービス その他サービス 5%

162,053 大阪府 大阪市淀川区 森の音楽室 サービス その他サービス 5%

162,054 大阪府 大阪市淀川区 焼き鳥仁 サービス 飲食業 5%

162,055 大阪府 大阪市淀川区 焼肉じゅんちゃん サービス 飲食業 5%

162,056 大阪府 大阪市淀川区 焼肉梵仁東口店 サービス 飲食業 5%

162,057 大阪府 大阪市淀川区 山内商店 小売業 衣料品 5%

162,058 大阪府 大阪市淀川区 有限会社カンバヤシ カンバヤシサイクル 小売業 その他小売 5%

162,059 大阪府 大阪市淀川区 有 ナインサービス サービス 運輸業 5%

162,060 大阪府 大阪市淀川区 有限会社ナインサービス サービス 運輸業 5%

162,061 大阪府 大阪市淀川区 有限会社丸誠 小売業 衣料品 5%

162,062 大阪府 大阪市淀川区 有限会社山庄 サービス その他サービス 5%

162,063 大阪府 大阪市淀川区 愉快酒場　加島店 サービス 飲食業 5%

162,064 大阪府 大阪市淀川区 ゆめみし　十三店 サービス その他サービス 5%

162,065 大阪府 大阪市淀川区 洋食カーネリアン サービス 飲食業 5%

162,066 大阪府 大阪市淀川区 らーめん亀王　ＪＲ新大阪店　アルデ新大阪 サービス 飲食業 5%

162,067 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー　神崎川店 サービス その他サービス 5%

162,068 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー 新高店 サービス その他サービス 5%

162,069 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー 西中島店 サービス その他サービス 5%

162,070 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー　西中島東店 サービス その他サービス 5%

162,071 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー 東三国店 サービス その他サービス 5%

162,072 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー 東三国西店 サービス その他サービス 5%

162,073 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー　宮原 サービス その他サービス 5%

162,074 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー 宮原店 サービス その他サービス 5%

162,075 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー　神崎川（オ） サービス その他サービス 5%

162,076 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー　新高店 サービス その他サービス 5%

162,077 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー　西中島東店 サービス その他サービス 5%

162,078 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー　東三国店 サービス その他サービス 5%
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162,079 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー　本部 サービス その他サービス 5%

162,080 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー神崎川店 サービス その他サービス 5%

162,081 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー新大阪店 サービス その他サービス 5%

162,082 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー西中島店 サービス その他サービス 5%

162,083 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー　東三国西店 サービス その他サービス 5%

162,084 大阪府 大阪市淀川区 ライフクリーナー宮原店 サービス その他サービス 5%

162,085 大阪府 大阪市淀川区 ｈａｉｒｓａｌｏｎＬａｂｉｍａｎｉ サービス 理容・美容業 5%

162,086 大阪府 大阪市淀川区 ラフィネ　アルデ新大阪店 サービス その他サービス 5%

162,087 大阪府 大阪市淀川区 ＬａｎＭｕｓｉｃＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

162,088 大阪府 大阪市淀川区 リベラメンテナンスプリモ 小売業 衣料品 5%

162,089 大阪府 大阪市淀川区 リラクゼーションｅｑｕａｌ サービス 理容・美容業 5%

162,090 大阪府 大阪市淀川区 ＲｅｌａｘａｔｉｏｎＳａｌｏｎ和耳～なごみ～ サービス 理容・美容業 5%

162,091 大阪府 大阪市淀川区 リラクゼーションサロンｎａｔｕｒａｌ　Ｂ サービス その他サービス 5%

162,092 大阪府 大阪市淀川区 類農園直売所西中島南方店 小売業 食料品 5%

162,093 大阪府 大阪市淀川区 ＲＵＬＡｈａｉｒ サービス その他サービス 5%

162,094 大阪府 大阪市淀川区 Ｌｕｃｉａ　ｈａｉｒ　ｃｌｅａｒ　新大阪店【ルチアヘアクリアシンオオサカテン】 サービス 理容・美容業 5%

162,095 大阪府 大阪市淀川区 ＬｅＰｅｔｉｔＳｏｌｅｉｌ サービス その他サービス 5%

162,096 大阪府 大阪市淀川区 レディースファッションみどりや 小売業 衣料品 5%

162,097 大阪府 大阪市淀川区 レンタサイクル「駅リンくん新大阪店」 サービス 運輸業 5%

162,098 大阪府 大阪市淀川区 レンタサイクル「駅リンくん塚本店」 サービス 運輸業 5%

162,099 大阪府 大阪市淀川区 炉ばた焼　十三　船番所　じゅうそうふなばんしょ サービス 飲食業 5%

162,100 大阪府 大阪市淀川区 ＷＡＴＡＮＡＢＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,101 大阪府 大阪市淀川区 渡辺ネクタイ株式会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,102 大阪府 貝塚市 ｉｓｌａｎｄｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

162,103 大阪府 貝塚市 アクジカトラベル サービス その他サービス 5%

162,104 大阪府 貝塚市 あそびば　貝塚店 サービス その他サービス 5%

162,105 大阪府 貝塚市 アーリア　二色ノ浜店 サービス 理容・美容業 5%

162,106 大阪府 貝塚市 ＡＮＣＨＯＲ 小売業 衣料品 5%

162,107 大阪府 貝塚市 イタリア料理　ＤＵＯＭＯ サービス 飲食業 5%

162,108 大阪府 貝塚市 いぬい理容 サービス 理容・美容業 5%

162,109 大阪府 貝塚市 いわい精肉店　いわい精肉店 小売業 食料品 5%

162,110 大阪府 貝塚市 うなぎ亭一座　貝塚店 サービス 飲食業 5%

162,111 大阪府 貝塚市 ｈ３ 小売業 その他小売 5%

162,112 大阪府 貝塚市 ＡＭ＿ｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

162,113 大阪府 貝塚市 ＯＫＡＨＥＩ　ｗａｌｋｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

162,114 大阪府 貝塚市 有限会社オダカメラ店 サービス その他サービス 5%

162,115 大阪府 貝塚市 貝塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,116 大阪府 貝塚市 カイヅカ衣料 小売業 衣料品 5%

162,117 大阪府 貝塚市 セブン－イレブン貝塚地蔵堂店 小売業 食料品 2%

162,118 大阪府 貝塚市 セブン－イレブン貝塚鳥羽店 小売業 食料品 2%

162,119 大阪府 貝塚市 セブン－イレブン貝塚西町店 小売業 食料品 2%

162,120 大阪府 貝塚市 セブン－イレブン貝塚半田店 小売業 食料品 2%
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162,121 大阪府 貝塚市 セブン－イレブン貝塚東山店 小売業 食料品 2%

162,122 大阪府 貝塚市 買取りまっくす　貝塚店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

162,123 大阪府 貝塚市 カットハウス キャッツ サービス 理容・美容業 5%

162,124 大阪府 貝塚市 カットハウスキャッツ サービス 理容・美容業 5%

162,125 大阪府 貝塚市 カレーハウスＣｏＣｏイチ番屋貝塚小瀬店 サービス 飲食業 2%

162,126 大阪府 貝塚市 北野空調 サービス その他サービス 5%

162,127 大阪府 貝塚市 木下書店　貝塚店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

162,128 大阪府 貝塚市 牛角貝塚店 サービス 飲食業 2%

162,129 大阪府 貝塚市 銀の卵　二色浜店 サービス 飲食業 5%

162,130 大阪府 貝塚市 ＣＬＡＩＲ 小売業 衣料品 5%

162,131 大阪府 貝塚市 クローバー動物病院 サービス その他サービス 5%

162,132 大阪府 貝塚市 ケアショップ高井 サービス その他サービス 5%

162,133 大阪府 貝塚市 激安ドットレンタカー　貝塚駅前店 サービス その他サービス 5%

162,134 大阪府 貝塚市 湖水 サービス 飲食業 5%

162,135 大阪府 貝塚市 コクピットさつま　貝塚 小売業 その他小売 5%

162,136 大阪府 貝塚市 ことのはじまり サービス 飲食業 5%

162,137 大阪府 貝塚市 肉バル×ダイニングｓａｉ－ｔｏｎ サービス 飲食業 5%

162,138 大阪府 貝塚市 魚家うずしお サービス 飲食業 5%

162,139 大阪府 貝塚市 佐道カメラ サービス その他サービス 5%

162,140 大阪府 貝塚市 Ｓａｎ－Ｄ 小売業 その他小売 5%

162,141 大阪府 貝塚市 サンライズイン サービス 宿泊業 5%

162,142 大阪府 貝塚市 塩五 小売業 食料品 5%

162,143 大阪府 貝塚市 シノハラカメラ店 サービス その他サービス 5%

162,144 大阪府 貝塚市 ジプシーフラワー 小売業 家具・調度品 5%

162,145 大阪府 貝塚市 じゅうたん売場ギャンジィー　南大阪店 小売業 家具・調度品 5%

162,146 大阪府 貝塚市 ジュエリーフルミヤ　ジャスコ貝塚店 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,147 大阪府 貝塚市 旬彩あじと サービス 飲食業 5%

162,148 大阪府 貝塚市 旬彩食べ物屋 なす 旬彩食べ物屋なす サービス 飲食業 5%

162,149 大阪府 貝塚市 旬彩食べ物屋なす サービス 飲食業 5%

162,150 大阪府 貝塚市 新フジミデンキ 小売業 電化製品 5%

162,151 大阪府 貝塚市 新フジミデンキ 小売業 電化製品 5%

162,152 大阪府 貝塚市 スタジオアガタ サービス その他サービス 5%

162,153 大阪府 貝塚市 ステーキダイニングサンシャイン サービス 飲食業 5%

162,154 大阪府 貝塚市 諏訪美容室　貝塚店 サービス 理容・美容業 5%

162,155 大阪府 貝塚市 ＳＥＲＩＯアウトレットコスメ サービス その他サービス 5%

162,156 大阪府 貝塚市 ゼロワン　ワンビジュー 小売業 その他小売 5%

162,157 大阪府 貝塚市 大黒屋 サービス 飲食業 5%

162,158 大阪府 貝塚市 第２阪和貝塚 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,159 大阪府 貝塚市 寿司　割烹　たから本店 サービス 飲食業 5%

162,160 大阪府 貝塚市 寿司 割烹 たから丸山 サービス 飲食業 5%

162,161 大阪府 貝塚市 タクヘアーサロン サービス 理容・美容業 5%

162,162 大阪府 貝塚市 たこぼうずもなか　林宝泉堂 小売業 食料品 5%
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162,163 大阪府 貝塚市 だて治 小売業 衣料品 5%

162,164 大阪府 貝塚市 俵屋　俵屋 小売業 食料品 5%

162,165 大阪府 貝塚市 つげ櫛工房辻忠商店 小売業 その他小売 5%

162,166 大阪府 貝塚市 津田宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,167 大阪府 貝塚市 デムラヤ 小売業 衣料品 5%

162,168 大阪府 貝塚市 トップスポーツ 小売業 その他小売 5%

162,169 大阪府 貝塚市 トヨダ美容室　トヨダ美容室 サービス 理容・美容業 5%

162,170 大阪府 貝塚市 トヨタ部品大阪共販貝塚営業所 サービス その他サービス 5%

162,171 大阪府 貝塚市 長常 小売業 家具・調度品 5%

162,172 大阪府 貝塚市 鳴門鯛焼本舗　貝塚駅前店 サービス 飲食業 5%

162,173 大阪府 貝塚市 肉のつじよし つじよし 小売業 食料品 5%

162,174 大阪府 貝塚市 肉のやまひろ　配達用 小売業 食料品 5%

162,175 大阪府 貝塚市 二色の浜　肉のきたで 小売業 食料品 5%

162,176 大阪府 貝塚市 二色の浜　肉のきたで 小売業 食料品 5%

162,177 大阪府 貝塚市 ニュー松本 小売業 衣料品 5%

162,178 大阪府 貝塚市 ニュー松本 小売業 衣料品 5%

162,179 大阪府 貝塚市 ｎａｉｌｓａｌｏｎｊｕｒｅｒ貝塚店 サービス 理容・美容業 5%

162,180 大阪府 貝塚市 ノリタケゴルフ 小売業 その他小売 5%

162,181 大阪府 貝塚市 土生宝文館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

162,182 大阪府 貝塚市 ｈａｒｕ食堂＋ サービス 飲食業 5%

162,183 大阪府 貝塚市 ｃａｆｅｂｌｏｗ泉佐野店 サービス 飲食業 5%

162,184 大阪府 貝塚市 東貝塚酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

162,185 大阪府 貝塚市 フィッシィングショップトライ 小売業 その他小売 5%

162,186 大阪府 貝塚市 福井健商店 小売業 家具・調度品 5%

162,187 大阪府 貝塚市 福井サイクルモータース サービス その他サービス 5%

162,188 大阪府 貝塚市 福井洋服店 小売業 衣料品 5%

162,189 大阪府 貝塚市 ブックスマウント 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

162,190 大阪府 貝塚市 ブティック江奈 小売業 衣料品 5%

162,191 大阪府 貝塚市 ふとん工房夢綿輔 サービス その他サービス 5%

162,192 大阪府 貝塚市 蒲団屋かねい二色浜店 小売業 その他小売 5%

162,193 大阪府 貝塚市 プライベートサロン青い月 サービス 理容・美容業 5%

162,194 大阪府 貝塚市 フルーツブティックミナミガワ 小売業 その他小売 5%

162,195 大阪府 貝塚市 古着屋ＮＥＸＴ５１ 貝塚店 小売業 その他小売 5%

162,196 大阪府 貝塚市 インテリアオプション館プレセラ 小売業 家具・調度品 5%

162,197 大阪府 貝塚市 ｈａｉｒｓｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

162,198 大阪府 貝塚市 マッキナ 小売業 その他小売 5%

162,199 大阪府 貝塚市 マツゲン　貝塚鳥羽店 小売業 食料品 5%

162,200 大阪府 貝塚市 水なす工房　よさこい 小売業 食料品 5%

162,201 大阪府 貝塚市 ミフクヤ 本店 小売業 衣料品 5%

162,202 大阪府 貝塚市 ミフクヤ 半田店 小売業 衣料品 5%

162,203 大阪府 貝塚市 宮崎電化センタ－ 小売業 電化製品 5%

162,204 大阪府 貝塚市 ミルクライフパートナー株式会社 小売業 食料品 5%
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162,205 大阪府 貝塚市 むか新　貝塚店 小売業 食料品 5%

162,206 大阪府 貝塚市 焼肉松ちゃん サービス 飲食業 5%

162,207 大阪府 貝塚市 有限会社阪口呉服店 小売業 衣料品 5%

162,208 大阪府 貝塚市 有限会社深川 サービス 飲食業 5%

162,209 大阪府 貝塚市 雪定ホームガス　株式会社 サービス その他サービス 5%

162,210 大阪府 貝塚市 ＹＯＵＳＨＯＰクラタ 小売業 その他小売 5%

162,211 大阪府 貝塚市 夢一喜フーズ 小売業 食料品 5%

162,212 大阪府 貝塚市 ライフクリーナー　清児 サービス その他サービス 5%

162,213 大阪府 貝塚市 ラッキーゾーン　ラッキーゾーン 小売業 その他小売 5%

162,214 大阪府 貝塚市 Ｌｉｂｒａｈａｉｒｓｐａ貝塚店 サービス 理容・美容業 5%

162,215 大阪府 貝塚市 Ｌｕｎａｐｌｅｎａｈａｉｒルナプレナ・ヘアー サービス 理容・美容業 5%

162,216 大阪府 貝塚市 Ｌｅａ　Ｍａｌａ　ｐｕａ 小売業 衣料品 5%

162,217 大阪府 貝塚市 ＲＯＺＡ　ｇｅｒｍｅ サービス 理容・美容業 5%

162,218 大阪府 貝塚市 和幸寿司 サービス 飲食業 5%

162,219 大阪府 貝塚市 ＯＮＥＥＩＧＨＴＤＲＥＡＭ サービス 理容・美容業 5%

162,220 大阪府 柏原市 ＥＹＥＨＥＡＬ サービス 理容・美容業 5%

162,221 大阪府 柏原市 株式会社ａｚｉ－ａｚｉ 小売業 衣料品 5%

162,222 大阪府 柏原市 味わい工房　庄や サービス 飲食業 5%

162,223 大阪府 柏原市 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｎｕａｇｅ 小売業 その他小売 5%

162,224 大阪府 柏原市 あまか サービス 飲食業 5%

162,225 大阪府 柏原市 ＡＬＯＨＡＬＯＨＡ 小売業 衣料品 5%

162,226 大阪府 柏原市 アンジュブラン 小売業 食料品 5%

162,227 大阪府 柏原市 居酒屋チャンピオン サービス 飲食業 5%

162,228 大阪府 柏原市 いたに商店 小売業 衣料品 5%

162,229 大阪府 柏原市 いたに商店 小売業 衣料品 5%

162,230 大阪府 柏原市 井村電気商会 小売業 電化製品 5%

162,231 大阪府 柏原市 井村電気法善寺店 小売業 電化製品 5%

162,232 大阪府 柏原市 うえだサイクル 小売業 その他小売 5%

162,233 大阪府 柏原市 Ｓ－ＦＡＣＴＯＲＹ サービス 飲食業 5%

162,234 大阪府 柏原市 大阪東部ヤクルト販売　国分センター 小売業 食料品 5%

162,235 大阪府 柏原市 ＯＶＡＬ　ｈａｉｒ【オーバルヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

162,236 大阪府 柏原市 ＯＴＳ大阪トライアルサービス サービス その他サービス 5%

162,237 大阪府 柏原市 お天気の部屋　お天気の部屋 サービス 理容・美容業 5%

162,238 大阪府 柏原市 柏原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,239 大阪府 柏原市 セブン－イレブン柏原大県４丁目店 小売業 食料品 2%

162,240 大阪府 柏原市 セブン－イレブン柏原上市４丁目店 小売業 食料品 2%

162,241 大阪府 柏原市 セブン－イレブン柏原国分市場２丁目店 小売業 食料品 2%

162,242 大阪府 柏原市 セブン－イレブン柏原国分本町店 小売業 食料品 2%

162,243 大阪府 柏原市 セブン－イレブン柏原高井田店 小売業 食料品 2%

162,244 大阪府 柏原市 セブン－イレブン柏原田辺店 小売業 食料品 2%

162,245 大阪府 柏原市 柏原谷電機 小売業 電化製品 5%

162,246 大阪府 柏原市 カタシモワイナリー直売所 小売業 食料品 5%

3865



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

162,247 大阪府 柏原市 株式会社九櫻　大阪支店 サービス その他サービス 5%

162,248 大阪府 柏原市 株式会社サンエース 小売業 その他小売 5%

162,249 大阪府 柏原市 からだケアの家 サービス その他サービス 5%

162,250 大阪府 柏原市 岸田朋大 小売業 衣料品 5%

162,251 大阪府 柏原市 きちり味斗 サービス 飲食業 5%

162,252 大阪府 柏原市 キッチンカフェ　アイン サービス 飲食業 5%

162,253 大阪府 柏原市 近畿自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

162,254 大阪府 柏原市 串かつなんぽこ サービス 飲食業 5%

162,255 大阪府 柏原市 クスリ　タツミ　クスリ　タツミ 小売業 その他小売 5%

162,256 大阪府 柏原市 化粧品の店　ヨシオカ 小売業 その他小売 5%

162,257 大阪府 柏原市 酒のすぎもと 小売業 その他小売 5%

162,258 大阪府 柏原市 ３８２８（さんぱつや） サービス 理容・美容業 5%

162,259 大阪府 柏原市 サンプラザ　柏原店 小売業 食料品 5%

162,260 大阪府 柏原市 シースペース 小売業 その他小売 5%

162,261 大阪府 柏原市 シミズメガネ国分 小売業 その他小売 5%

162,262 大阪府 柏原市 じゃんぼ總本店　柏原駅前店 サービス 飲食業 5%

162,263 大阪府 柏原市 じゃんぼ總本店　堅下駅前店 サービス 飲食業 5%

162,264 大阪府 柏原市 じゃんぼ總本店　ライフ国分店 サービス 飲食業 5%

162,265 大阪府 柏原市 酒膳えん サービス 飲食業 5%

162,266 大阪府 柏原市 庄や浪漫 サービス 飲食業 5%

162,267 大阪府 柏原市 笑楽飲　一心 サービス 飲食業 5%

162,268 大阪府 柏原市 スーパーヤオヒコ柏原店 小売業 食料品 5%

162,269 大阪府 柏原市 スーパーヤオヒコ柏原本郷店 小売業 食料品 5%

162,270 大阪府 柏原市 創作料理膳所 サービス 飲食業 5%

162,271 大阪府 柏原市 たにぐち薬品店 サービス その他サービス 5%

162,272 大阪府 柏原市 玉手山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,273 大阪府 柏原市 中国レストラン華苑 サービス 飲食業 5%

162,274 大阪府 柏原市 津田個人タクシー サービス 運輸業 5%

162,275 大阪府 柏原市 鉄板料理　庄や サービス 飲食業 5%

162,276 大阪府 柏原市 ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ　ｅｌｌｅ サービス その他サービス 5%

162,277 大阪府 柏原市 轟　自動車 小売業 その他小売 5%

162,278 大阪府 柏原市 ドラッグアカカベ　柏原店 小売業 その他小売 5%

162,279 大阪府 柏原市 ドラッグストアアカカベ　柏原大正店 小売業 その他小売 5%

162,280 大阪府 柏原市 中原物産株式会社 小売業 その他小売 5%

162,281 大阪府 柏原市 和みＢａｒ ＣＡＮＣＡＮ サービス 飲食業 5%

162,282 大阪府 柏原市 ニコニコレンタカー　河内国分駅店 小売業 その他小売 5%

162,283 大阪府 柏原市 ネオ・ドリ－ム 小売業 その他小売 5%

162,284 大阪府 柏原市 Ｂａｒｂｅｒ　Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ａｎｔｅｎｎａ サービス 理容・美容業 5%

162,285 大阪府 柏原市 パーマーク ヘアー美容室 ｐａｒｒ ｍａｒｋ ｈａｉｒ パーマーク ヘアー美容室 サービス 理容・美容業 5%

162,286 大阪府 柏原市 ハギノ サービス その他サービス 5%

162,287 大阪府 柏原市 畑のつづき　柏原店 小売業 食料品 5%

162,288 大阪府 柏原市 八剣伝　国分駅前店 サービス 飲食業 2%
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162,289 大阪府 柏原市 八光造園土木 サービス その他サービス 5%

162,290 大阪府 柏原市 パナプラザヤスノ 小売業 電化製品 5%

162,291 大阪府 柏原市 Ｖａｎｉｑａ 小売業 その他小売 5%

162,292 大阪府 柏原市 ＢＢ　ＳＴＹＬＥ　柏原店 サービス 理容・美容業 5%

162,293 大阪府 柏原市 ＢｅａｕｔｙＲｏｏｍお天気の部屋 サービス 理容・美容業 5%

162,294 大阪府 柏原市 フレッシュマーケットアオイ柏原法善寺駅前店 小売業 食料品 5%

162,295 大阪府 柏原市 フレッシュマーケットアオイ柏原法善寺駅前 小売業 食料品 5%

162,296 大阪府 柏原市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥＳ　ＡｒｉａＪ サービス 理容・美容業 5%

162,297 大阪府 柏原市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｌｕｌｕ サービス 理容・美容業 5%

162,298 大阪府 柏原市 ペルル柏原本店 小売業 衣料品 5%

162,299 大阪府 柏原市 ペルル国分店 小売業 衣料品 5%

162,300 大阪府 柏原市 ＭＥＩＨＯ　ＢＯＷＬ サービス その他サービス 5%

162,301 大阪府 柏原市 メガネのオオクマ　国分店 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,302 大阪府 柏原市 焼鳥のあじもり サービス 飲食業 5%

162,303 大阪府 柏原市 ユーポス２５号　柏原店 小売業 その他小売 5%

162,304 大阪府 柏原市 ライフクリーナー　池川 サービス その他サービス 5%

162,305 大阪府 柏原市 ライフクリーナー　玉手 サービス その他サービス 5%

162,306 大阪府 柏原市 ライフクリーナー　本郷 サービス その他サービス 5%

162,307 大阪府 柏原市 リサイクルフジタ サービス その他サービス 5%

162,308 大阪府 柏原市 レディスショップ　フナハシ 小売業 衣料品 5%

162,309 大阪府 柏原市 ｗｉｎｅ　ｇａｒｄｅｎ　ワインガーデン サービス 飲食業 5%

162,310 大阪府 柏原市 和バル　楓 サービス 飲食業 5%

162,311 大阪府 柏原市 和バル楓 サービス 飲食業 5%

162,312 大阪府 交野市 Ａｒｔｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

162,313 大阪府 交野市 愛ちゃんコンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

162,314 大阪府 交野市 アカカベ薬局　私部店 小売業 その他小売 5%

162,315 大阪府 交野市 天の川動物病院 サービス その他サービス 5%

162,316 大阪府 交野市 ＡＬＢＥＲＯ 小売業 衣料品 5%

162,317 大阪府 交野市 イケモトベテリナリークリニック サービス その他サービス 5%

162,318 大阪府 交野市 イズミ電化倉治店 小売業 電化製品 5%

162,319 大阪府 交野市 いぬいでんき 小売業 電化製品 5%

162,320 大阪府 交野市 井ノ口武良 サービス その他サービス 5%

162,321 大阪府 交野市 エコレンタカー サービス その他サービス 5%

162,322 大阪府 交野市 オートサイクルたまご屋 小売業 その他小売 5%

162,323 大阪府 交野市 春日オート　株 サービス その他サービス 5%

162,324 大阪府 交野市 風の街交野店 サービス 飲食業 5%

162,325 大阪府 交野市 交野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,326 大阪府 交野市 セブン－イレブン交野天野が原町２丁目店 小売業 食料品 2%

162,327 大阪府 交野市 交野ＳＳ　北村石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,328 大阪府 交野市 セブン－イレブン交野市駅前店 小売業 食料品 2%

162,329 大阪府 交野市 セブン－イレブン交野市役所前店 小売業 食料品 2%

162,330 大阪府 交野市 交野動物病院 サービス その他サービス 5%
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162,331 大阪府 交野市 セブン－イレブン交野星田１丁目店 小売業 食料品 2%

162,332 大阪府 交野市 株式会社中村興文堂書店　交野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

162,333 大阪府 交野市 株式会社プラマイホーム サービス その他サービス 5%

162,334 大阪府 交野市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋交野私部店 サービス 飲食業 2%

162,335 大阪府 交野市 ゴルフファクトリーＧＡＮＺＯ 小売業 その他小売 5%

162,336 大阪府 交野市 ＣＬＡＳＳＩＣＯ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

162,337 大阪府 交野市 ｇｒｅｅｎｓｔｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

162,338 大阪府 交野市 ＫＢＣデンキ　星田店 小売業 電化製品 5%

162,339 大阪府 交野市 功心道Ｋｉバランス整体院 サービス その他サービス 5%

162,340 大阪府 交野市 珈琲蔵 サービス 飲食業 5%

162,341 大阪府 交野市 サイクルショップ ワキ 小売業 その他小売 5%

162,342 大阪府 交野市 サイクルスポット　トライアングル 小売業 その他小売 5%

162,343 大阪府 交野市 さがサイクル交野店 小売業 その他小売 5%

162,344 大阪府 交野市 さくら 小売業 電化製品 5%

162,345 大阪府 交野市 Ｊａｄｅ　ｔｅｍｐｓ サービス その他サービス 5%

162,346 大阪府 交野市 Ｊａｄｅ　ｖｏｉｒ サービス その他サービス 5%

162,347 大阪府 交野市 シミズメガネイズミヤ交野 小売業 その他小売 5%

162,348 大阪府 交野市 じゃんぼ總本店　交野市駅前店 サービス 飲食業 5%

162,349 大阪府 交野市 ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

162,350 大阪府 交野市 ＳｔａｒＶｅｎｕｓ 小売業 衣料品 5%

162,351 大阪府 交野市 ＳＴＡＲＩＮＧ ＳＴＡＲＩＮＧ サービス 理容・美容業 5%

162,352 大阪府 交野市 そうま電器 小売業 電化製品 5%

162,353 大阪府 交野市 ソレイユカフェ サービス 飲食業 5%

162,354 大阪府 交野市 ダイコク交野店 サービス その他サービス 5%

162,355 大阪府 交野市 たけだ動物病院・犬猫美容室カレン サービス その他サービス 5%

162,356 大阪府 交野市 辰己電機商会　星田店 小売業 電化製品 5%

162,357 大阪府 交野市 辰己電機商会星田店 小売業 電化製品 5%

162,358 大阪府 交野市 田中製材有限会社 小売業 その他小売 5%

162,359 大阪府 交野市 ＴＳＫ交野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,360 大阪府 交野市 トップワールド星田店 小売業 食料品 5%

162,361 大阪府 交野市 ドラッグストアアカカベ　交野店 小売業 その他小売 5%

162,362 大阪府 交野市 ドラッグストアアカカベ　交野店 小売業 その他小売 5%

162,363 大阪府 交野市 ドラッグストアアカカベ　藤が尾店 小売業 その他小売 5%

162,364 大阪府 交野市 ニッコー　星田店 小売業 食料品 5%

162,365 大阪府 交野市 ネットイン 小売業 その他小売 5%

162,366 大阪府 交野市 眠り屋 よねはら 藤が尾店 小売業 その他小売 5%

162,367 大阪府 交野市 Ｎｏｔｅ サービス 理容・美容業 5%

162,368 大阪府 交野市 ハイローラーズモーターサイクル サービス その他サービス 5%

162,369 大阪府 交野市 Ｂａｍｂｉｎｉ サービス 理容・美容業 5%

162,370 大阪府 交野市 ビューティサロンモリワキ交野店 サービス 理容・美容業 5%

162,371 大阪府 交野市 ビューティサロンモリワキ河内いわ船店 サービス 理容・美容業 5%

162,372 大阪府 交野市 ビューティサロンモリワキ藤が尾店 サービス 理容・美容業 5%
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162,373 大阪府 交野市 美容室　ガーランド　ドレッシング　美容室ガーランドドレッシング サービス 理容・美容業 5%

162,374 大阪府 交野市 美容室ガーランドドレッシング サービス 理容・美容業 5%

162,375 大阪府 交野市 フェリシア 小売業 その他小売 5%

162,376 大阪府 交野市 フラットデンキ 小売業 電化製品 5%

162,377 大阪府 交野市 株式会社プラマイホーム サービス その他サービス 5%

162,378 大阪府 交野市 ふるさと サービス 飲食業 5%

162,379 大阪府 交野市 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　Ｒａｆ サービス 理容・美容業 5%

162,380 大阪府 交野市 ヘアーサロン　イズミ サービス 理容・美容業 5%

162,381 大阪府 交野市 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＦＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

162,382 大阪府 交野市 マスダ電器産業磐船駅前店 小売業 電化製品 5%

162,383 大阪府 交野市 モリワキ貸衣裳店 サービス 理容・美容業 5%

162,384 大阪府 交野市 ヤマハ　交野センター 小売業 その他小売 5%

162,385 大阪府 交野市 有限会社メガネサロン 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,386 大阪府 交野市 ＲＡＬＵＥＴ サービス 理容・美容業 5%

162,387 大阪府 交野市 ｌｅａｍｏａｎｉ サービス 理容・美容業 5%

162,388 大阪府 交野市 レンタサイクル「駅リンくん星田店」 サービス 運輸業 5%

162,389 大阪府 交野市 ｗａｃ 小売業 衣料品 5%

162,390 大阪府 門真市 愛情米家　西村商事株式会社 小売業 食料品 5%

162,391 大阪府 門真市 アウトレットＳｈｏｐアン 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,392 大阪府 門真市 アカカベ薬局　常磐町店 小売業 その他小売 5%

162,393 大阪府 門真市 アカカベ薬局　常盤町店 小売業 その他小売 5%

162,394 大阪府 門真市 赤坂電機　門真支店 小売業 電化製品 5%

162,395 大阪府 門真市 赤坂電機　門真店 小売業 電化製品 5%

162,396 大阪府 門真市 ａｌｍａ ｈａｉｒ ｓｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

162,397 大阪府 門真市 アングラーズ　門真店 小売業 その他小売 5%

162,398 大阪府 門真市 ａｎｇｅ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

162,399 大阪府 門真市 アンジュヘアー サービス 理容・美容業 5%

162,400 大阪府 門真市 アンリールアール 小売業 衣料品 5%

162,401 大阪府 門真市 ＥＦＣ古川橋本店 サービス その他サービス 5%

162,402 大阪府 門真市 いかるが サービス 飲食業 5%

162,403 大阪府 門真市 活地鶏料理　ひないや サービス 飲食業 5%

162,404 大阪府 門真市 石井電化 小売業 電化製品 5%

162,405 大阪府 門真市 出光三ツ島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,406 大阪府 門真市 ｉｌｔｅｍｐｏ サービス 飲食業 5%

162,407 大阪府 門真市 いろり屋　門真店 サービス 飲食業 5%

162,408 大阪府 門真市 うみびや大和田 サービス 飲食業 5%

162,409 大阪府 門真市 ａ．ｉサービス サービス その他サービス 5%

162,410 大阪府 門真市 エコスター 小売業 その他小売 5%

162,411 大阪府 門真市 Ｓ－ＴＡＧＥ　古川橋店 サービス 理容・美容業 5%

162,412 大阪府 門真市 ＦＣＴ　古川橋店 サービス その他サービス 5%

162,413 大阪府 門真市 Ｏｋメガネ サービス その他サービス 5%

162,414 大阪府 門真市 大阪王将　大和田店 サービス 飲食業 2%
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162,415 大阪府 門真市 大和田酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

162,416 大阪府 門真市 おしゃべりＢＡＲ　ののじ 小売業 食料品 5%

162,417 大阪府 門真市 海選彩家　笑福 サービス 飲食業 5%

162,418 大阪府 門真市 かごの屋門真巣本店 サービス 飲食業 5%

162,419 大阪府 門真市 柏原牛乳店 小売業 その他小売 5%

162,420 大阪府 門真市 加藤通商 サービス その他サービス 5%

162,421 大阪府 門真市 門真 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,422 大阪府 門真市 セブン－イレブン門真運転免許試験場前店 小売業 食料品 2%

162,423 大阪府 門真市 セブン－イレブン門真幸福町店 小売業 食料品 2%

162,424 大阪府 門真市 セブン－イレブン門真末広町店 小売業 食料品 2%

162,425 大阪府 門真市 セブン－イレブン門真巣本町店 小売業 食料品 2%

162,426 大阪府 門真市 セブン－イレブン門真堂山町店 小売業 食料品 2%

162,427 大阪府 門真市 株式会社インフォエリア 小売業 その他小売 5%

162,428 大阪府 門真市 株式会社オアシス サービス 運輸業 5%

162,429 大阪府 門真市 株式会社型枠鉄組 サービス その他サービス 5%

162,430 大阪府 門真市 株式会社ユーニック サービス 運輸業 5%

162,431 大阪府 門真市 カルビの王様　古川橋店 サービス 飲食業 5%

162,432 大阪府 門真市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋門真国道１６３号店 サービス 飲食業 2%

162,433 大阪府 門真市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋門真中央環状線店 サービス 飲食業 2%

162,434 大阪府 門真市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋京阪古川橋駅店 サービス 飲食業 2%

162,435 大阪府 門真市 ＫｉＫｏＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

162,436 大阪府 門真市 ＫＩＣＨＩＲＩｓｍｉｌｅｌａｂｅｌ古川橋 サービス 飲食業 5%

162,437 大阪府 門真市 きまぐれキッチンあやめ サービス 飲食業 5%

162,438 大阪府 門真市 ＧＡＬＦＩＴ　古川橋駅前店 小売業 衣料品 5%

162,439 大阪府 門真市 京呉服のたつみや 小売業 衣料品 5%

162,440 大阪府 門真市 業務スーパー大和田店 小売業 食料品 2%

162,441 大阪府 門真市 業務スーパー門真本町店 小売業 食料品 2%

162,442 大阪府 門真市 グラスアイズセカンド サービス その他サービス 5%

162,443 大阪府 門真市 ｃｌｅａｒ サービス 理容・美容業 5%

162,444 大阪府 門真市 くるくる 小売業 衣料品 5%

162,445 大阪府 門真市 セブン－イレブン京阪大和田駅西店 小売業 食料品 2%

162,446 大阪府 門真市 京阪電器商会 小売業 電化製品 5%

162,447 大阪府 門真市 ＫＢＣ　石原店 小売業 電化製品 5%

162,448 大阪府 門真市 ＫＢＣデンキ　ＫＢＣ電化石原店 小売業 電化製品 5%

162,449 大阪府 門真市 元氣カイロプラクティック院 サービス その他サービス 5%

162,450 大阪府 門真市 元氣カイロプラクティック院 サービス その他サービス 5%

162,451 大阪府 門真市 現金問屋ダイコクスーパープライス　門真店 小売業 家具・調度品 5%

162,452 大阪府 門真市 コノミヤ　門真千石東店 小売業 食料品 5%

162,453 大阪府 門真市 サイクル工房 小売業 その他小売 5%

162,454 大阪府 門真市 サイクルセンタージャンク島頭店 小売業 その他小売 5%

162,455 大阪府 門真市 サイクルセンタージャンク西三荘店 小売業 その他小売 5%

162,456 大阪府 門真市 サイクルセンタージャンク古川橋店 小売業 その他小売 5%
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162,457 大阪府 門真市 サイクルセンタージャンク〔古川橋 小売業 その他小売 5%

162,458 大阪府 門真市 さかもと電器 小売業 電化製品 5%

162,459 大阪府 門真市 株式会社　サクライ 小売業 その他小売 5%

162,460 大阪府 門真市 酒のはしだ 小売業 その他小売 5%

162,461 大阪府 門真市 Ｓａｔａｋｅ　コア古川橋店 小売業 食料品 5%

162,462 大阪府 門真市 里山ベースハナビ サービス その他サービス 5%

162,463 大阪府 門真市 ＪＭ／ＳＡＭＡＵＴＯＰＲＯＤＵＣＥ 小売業 その他小売 5%

162,464 大阪府 門真市 サンシャイン 小売業 食料品 5%

162,465 大阪府 門真市 しごとぎや　たまゆら　門真店 小売業 衣料品 5%

162,466 大阪府 門真市 シマコーポレーション　門真店 小売業 家具・調度品 5%

162,467 大阪府 門真市 しまんちゅう サービス 飲食業 5%

162,468 大阪府 門真市 ｊａｓｍｉｎｅｔｉｔｉ 小売業 衣料品 5%

162,469 大阪府 門真市 じゃんぼ總本店　大和田店 サービス 飲食業 5%

162,470 大阪府 門真市 じゃんぼ總本店　古川橋店 サービス 飲食業 5%

162,471 大阪府 門真市 手芸センタードリームベアーズ大日店 小売業 その他小売 5%

162,472 大阪府 門真市 手芸センタードリームベアーズ大 小売業 その他小売 5%

162,473 大阪府 門真市 Ｓｕｐｒｅ サービス その他サービス 5%

162,474 大阪府 門真市 旬菜酒房ｓｈｉｎ サービス 飲食業 5%

162,475 大阪府 門真市 旬彩美酒　池上 サービス 飲食業 5%

162,476 大阪府 門真市 ショック　門真店 小売業 衣料品 5%

162,477 大阪府 門真市 酔虎伝　門真店 サービス 飲食業 2%

162,478 大阪府 門真市 ＳＵＧＩＨＡＲＡＣＯＦＦＥＥＲＯＡＳＴＥＲ サービス 飲食業 5%

162,479 大阪府 門真市 鮨　千寿 サービス 飲食業 5%

162,480 大阪府 門真市 鈴木タクシー サービス 運輸業 5%

162,481 大阪府 門真市 ＳＵＺＵＴＡＮ　古川橋駅前店 小売業 衣料品 5%

162,482 大阪府 門真市 スリーエム　大和田 小売業 衣料品 5%

162,483 大阪府 門真市 スリーエム　キャルストーリー門真 小売業 衣料品 5%

162,484 大阪府 門真市 セルフ門真ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,485 大阪府 門真市 大雅食堂 サービス 飲食業 5%

162,486 大阪府 門真市 ダイコクスーパープライス門真店 サービス その他サービス 5%

162,487 大阪府 門真市 大東楽器　古川橋ロックハウス 小売業 その他小売 5%

162,488 大阪府 門真市 ダイワサイクル　門真店 小売業 その他小売 5%

162,489 大阪府 門真市 高橋酒店 サービス 飲食業 5%

162,490 大阪府 門真市 タケヒサデンキ 小売業 電化製品 5%

162,491 大阪府 門真市 田中オートサービス サービス その他サービス 5%

162,492 大阪府 門真市 たびプラザ古川橋 サービス その他サービス 5%

162,493 大阪府 門真市 中華菜苑 ひびき サービス 飲食業 5%

162,494 大阪府 門真市 中環門真ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,495 大阪府 門真市 ＤＣＷｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

162,496 大阪府 門真市 鉄板串焼き もんど サービス 飲食業 5%

162,497 大阪府 門真市 テニスコミュニケーション門真 サービス その他サービス 5%

162,498 大阪府 門真市 テニスコミュニケーション門真プロ 小売業 その他小売 5%
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162,499 大阪府 門真市 トップスピード 小売業 その他小売 5%

162,500 大阪府 門真市 トップ電化かどま 小売業 電化製品 5%

162,501 大阪府 門真市 トップワールド門真店 小売業 食料品 5%

162,502 大阪府 門真市 トップワールド古川橋店 小売業 食料品 5%

162,503 大阪府 門真市 トピー門真 サービス その他サービス 5%

162,504 大阪府 門真市 土間土間古川橋店 サービス 飲食業 2%

162,505 大阪府 門真市 トヨタ部品大阪共販ａｕショップ門真東 小売業 その他小売 5%

162,506 大阪府 門真市 ドラッグストアアカカベ　門真三ッ島店 小売業 その他小売 5%

162,507 大阪府 門真市 ドラッグストアアカカベ　門真江端店 小売業 その他小売 5%

162,508 大阪府 門真市 ドラッグストアアカカベ　門真大池町店 小売業 その他小売 5%

162,509 大阪府 門真市 ドラッグストアアカカベ　門真団地店 小売業 その他小売 5%

162,510 大阪府 門真市 ドラッグストアアカカベ　門真三ツ島店 小売業 その他小売 5%

162,511 大阪府 門真市 鶏炭火あぶり焼専門店　となりや サービス 飲食業 5%

162,512 大阪府 門真市 肉のなかみね 小売業 食料品 5%

162,513 大阪府 門真市 ｎｉｃｏ　　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

162,514 大阪府 門真市 西尾呉服店　古川橋店 小売業 衣料品 5%

162,515 大阪府 門真市 ＢＡＲ　亀甲 サービス 飲食業 5%

162,516 大阪府 門真市 パティスリーエルブランシュ サービス 飲食業 5%

162,517 大阪府 門真市 花のパリっ子ＬｅＲｅｖｅ 小売業 その他小売 5%

162,518 大阪府 門真市 はま太郎 小売業 その他小売 5%

162,519 大阪府 門真市 馬力 小売業 食料品 5%

162,520 大阪府 門真市 はり・灸かず縹 サービス 理容・美容業 5%

162,521 大阪府 門真市 ばんちゃん サービス 飲食業 5%

162,522 大阪府 門真市 ピアノサロンＤＡＩＴＯ 小売業 その他小売 5%

162,523 大阪府 門真市 ビューティサロン　ルビー サービス 理容・美容業 5%

162,524 大阪府 門真市 ｂｅ’ｌｅｅｆ　ｌｕｚ サービス 理容・美容業 5%

162,525 大阪府 門真市 ファーブル動物医療センター サービス その他サービス 5%

162,526 大阪府 門真市 ファーブル動物病院 サービス その他サービス 5%

162,527 大阪府 門真市 プティ　ボヌール 小売業 食料品 5%

162,528 大阪府 門真市 プラモデルの工具・材料のセレクトショップアイテムクラフトｉｔｅｍ－Ｃｒａｆｔ 小売業 その他小売 5%

162,529 大阪府 門真市 ヘアーサロンアハト サービス 理容・美容業 5%

162,530 大阪府 門真市 ヘアーサロンサトウ サービス 理容・美容業 5%

162,531 大阪府 門真市 ヘアーサロンピクニック サービス 理容・美容業 5%

162,532 大阪府 門真市 ヘアサロン　アハト サービス 理容・美容業 5%

162,533 大阪府 門真市 ＨＡＩＲ　ＢＲＡＮＤ　ＯＷＬ サービス その他サービス 5%

162,534 大阪府 門真市 ベスト資材門真店 小売業 家具・調度品 5%

162,535 大阪府 門真市 ベスト資材門真店 小売業 その他小売 5%

162,536 大阪府 門真市 ベル薬局 小売業 その他小売 5%

162,537 大阪府 門真市 真上タクシー サービス 運輸業 5%

162,538 大阪府 門真市 まちの自転車店リコ門真店 小売業 その他小売 2%

162,539 大阪府 門真市 ｍａｒｉｃａ　ｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

162,540 大阪府 門真市 マリンウインド サービス その他サービス 5%
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162,541 大阪府 門真市 ミツイオートサービス本社 サービス その他サービス 5%

162,542 大阪府 門真市 三ツ島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,543 大阪府 門真市 皆木金物店 小売業 電化製品 5%

162,544 大阪府 門真市 ミノル　大和田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,545 大阪府 門真市 ミノル　西三荘店 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,546 大阪府 門真市 ＭＵＫＵ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

162,547 大阪府 門真市 メガネのかとう　古川橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,548 大阪府 門真市 メガネ本舗　門真店 小売業 その他小売 5%

162,549 大阪府 門真市 屋形船大喜丸 サービス 飲食業 5%

162,550 大阪府 門真市 焼肉五苑　門真店 サービス 飲食業 5%

162,551 大阪府 門真市 有限会社オートリペアー信栄 サービス その他サービス 5%

162,552 大阪府 門真市 有限会社大橋タイヤ産業 小売業 その他小売 5%

162,553 大阪府 門真市 有限会社ジャンク 小売業 その他小売 5%

162,554 大阪府 門真市 有限会社まあむ　門真店 小売業 食料品 5%

162,555 大阪府 門真市 ライフクリーナー　イズミヤ門真 サービス その他サービス 5%

162,556 大阪府 門真市 ライフクリーナー　ライフ門真 サービス その他サービス 5%

162,557 大阪府 門真市 ライフクリーナー　門真店 サービス その他サービス 5%

162,558 大阪府 門真市 ライフクリーナー　門真（ラ）店 サービス その他サービス 5%

162,559 大阪府 門真市 本店 小売業 その他小売 5%

162,560 大阪府 門真市 Ｌｉｂｅｒｔｅ　Ｈａｉｒ　ｂｙ サービス 理容・美容業 5%

162,561 大阪府 門真市 Ｌｅ Ｇｒａｎｄ サービス 理容・美容業 5%

162,562 大阪府 門真市 LE CINQ サービス 理容・美容業 5%

162,563 大阪府 門真市 レストラン マリンブルー サービス 飲食業 5%

162,564 大阪府 門真市 Ｒｅｎｔａｌ Ｐｈｏｔｏ Ｓｔｕｄｉｏ Ｌｉｔｔｌｅ Ｂｅａｒ 小売業 その他小売 5%

162,565 大阪府 門真市 ロビンズバイシクル 小売業 その他小売 5%

162,566 大阪府 門真市 個人タクシー サービス 運輸業 5%

162,567 大阪府 門真市 わんわんの美容室　Ｐｅｒｒｏ サービス その他サービス 5%

162,568 大阪府 河南町 イエローオート 小売業 その他小売 5%

162,569 大阪府 河南町 上野法務事務所 サービス その他サービス 5%

162,570 大阪府 河南町 大阪東部ヤクルト販売　河南センター 小売業 食料品 5%

162,571 大阪府 河南町 奥野モータース サービス その他サービス 5%

162,572 大阪府 河南町 ＣＵＴＳＨＯＰ・ＮＡＫＡ サービス 理容・美容業 5%

162,573 大阪府 河南町 河南町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,574 大阪府 河南町 カメラのナニワ　大阪芸術大学店 小売業 電化製品 5%

162,575 大阪府 河南町 神山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,576 大阪府 河南町 咲Ｒａ 小売業 その他小売 5%

162,577 大阪府 河南町 サンプラザ　河南町芸大前店 小売業 食料品 5%

162,578 大阪府 河南町 辻元電化センター 小売業 電化製品 5%

162,579 大阪府 河南町 引越ベンリーダ サービス 運輸業 5%

162,580 大阪府 河内長野市 青葉台酒販 青葉台酒販 小売業 食料品 5%

162,581 大阪府 河内長野市 秋吉　千代田店 サービス 飲食業 5%

162,582 大阪府 河内長野市 ＡＣＴＷＩＴＨ 小売業 その他小売 5%
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162,583 大阪府 河内長野市 ＡＣＴ ＷＩＴＨ ?ＢＩＣＹＣＬＥａｎｄＰＩＺＺＡ? 小売業 その他小売 5%

162,584 大阪府 河内長野市 あすかてくるで　河内長野店 小売業 食料品 5%

162,585 大阪府 河内長野市 Ａ　ｚｈａｉｒＬＡＰＡＩＸ三日市店 サービス 理容・美容業 5%

162,586 大阪府 河内長野市 アトリエフルフル サービス 理容・美容業 5%

162,587 大阪府 河内長野市 アングラーズ　河内長野店 小売業 その他小売 5%

162,588 大阪府 河内長野市 ｅ－ｆｏｒｕｍ河内長野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

162,589 大阪府 河内長野市 出光河内長野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,590 大阪府 河内長野市 エグチプランニング サービス その他サービス 5%

162,591 大阪府 河内長野市 ｅｔｅｒｎａｌｗｉｎｇ 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,592 大阪府 河内長野市 Ｆ?ＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 その他小売 5%

162,593 大阪府 河内長野市 ｈｅｒｉｔａｇｅ　ｂｙ　ａｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

162,594 大阪府 河内長野市 ＬＢＬ サービス 理容・美容業 5%

162,595 大阪府 河内長野市 美容室べりかぺり サービス その他サービス 5%

162,596 大阪府 河内長野市 オリックスレンタカー河内長野店 サービス その他サービス 2%

162,597 大阪府 河内長野市 ＫＡＩＮＯ　ノバティながの店 サービス 理容・美容業 5%

162,598 大阪府 河内長野市 柿の葉すし本舗たなか　河内長野店 小売業 食料品 5%

162,599 大阪府 河内長野市 かごの屋河内長野市役所前店 サービス 飲食業 5%

162,600 大阪府 河内長野市 カットハウス カワエ サービス 理容・美容業 5%

162,601 大阪府 河内長野市 Ｃａｆｅ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ふたば　Ｃａｆｅ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ふたば サービス 飲食業 5%

162,602 大阪府 河内長野市 （株）イムタ電化 サービス その他サービス 5%

162,603 大阪府 河内長野市 ｃａｐｒｉ 小売業 食料品 5%

162,604 大阪府 河内長野市 ｃｈａｍｏｍｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

162,605 大阪府 河内長野市 カルビの王様　河内長野店 サービス 飲食業 5%

162,606 大阪府 河内長野市 セブン－イレブン河内長野小山田町店 小売業 食料品 2%

162,607 大阪府 河内長野市 セブン－イレブン河内長野楠町西店 小売業 食料品 2%

162,608 大阪府 河内長野市 セブン－イレブン河内長野市役所前店 小売業 食料品 2%

162,609 大阪府 河内長野市 セブン－イレブン河内長野南花台店 小売業 食料品 2%

162,610 大阪府 河内長野市 セブン－イレブン河内長野本多町店 小売業 食料品 2%

162,611 大阪府 河内長野市 セブン－イレブン河内長野本町店 小売業 食料品 2%

162,612 大阪府 河内長野市 セブン－イレブン河内長野向野町店 小売業 食料品 2%

162,613 大阪府 河内長野市 菅田　長野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,614 大阪府 河内長野市 喜神菜館　河内長野店 サービス 飲食業 5%

162,615 大阪府 河内長野市 ギャラリー　芭蕉 小売業 家具・調度品 5%

162,616 大阪府 河内長野市 業務スーパー河内長野店 小売業 食料品 2%

162,617 大阪府 河内長野市 きれいサロンしずく サービス 理容・美容業 5%

162,618 大阪府 河内長野市 クッキーハウス 小売業 衣料品 5%

162,619 大阪府 河内長野市 Ｃｒａｍ サービス 理容・美容業 5%

162,620 大阪府 河内長野市 グリーンデアイム河内長野 サービス 理容・美容業 5%

162,621 大阪府 河内長野市 グルメハウス　プシューケ サービス 飲食業 5%

162,622 大阪府 河内長野市 Ｋ．Ｙ．ＳＰＯＲＴＳ サービス その他サービス 5%

162,623 大阪府 河内長野市 現金問屋ダイコク河内長野店 小売業 家具・調度品 5%

162,624 大阪府 河内長野市 健美食彩処 柚乃香 サービス 飲食業 5%
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162,625 大阪府 河内長野市 玄米屋の玄さん　玄米屋の玄さん 小売業 食料品 5%

162,626 大阪府 河内長野市 ＣｏＣｏＲｏＧＯＬＦＧＡＲＤＥＮ サービス その他サービス 5%

162,627 大阪府 河内長野市 小谷建具店 サービス その他サービス 5%

162,628 大阪府 河内長野市 好屋書店　南花台店 小売業 食料品 5%

162,629 大阪府 河内長野市 酒のワールド　河内長野店 小売業 食料品 5%

162,630 大阪府 河内長野市 ｓａｌｏｎｄｅＢＡＲＯＲＩＮ サービス その他サービス 5%

162,631 大阪府 河内長野市 サンプラザ　河内長野店 小売業 食料品 5%

162,632 大阪府 河内長野市 サンプラザ　三日市駅前店 小売業 食料品 5%

162,633 大阪府 河内長野市 ジャンボ酒場　千代田駅前店 サービス 飲食業 5%

162,634 大阪府 河内長野市 ジュエルフジミ　ノバティながの店 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,635 大阪府 河内長野市 酒菜工房　和 サービス 飲食業 5%

162,636 大阪府 河内長野市 旬素材ｄｉｎｉｎｇ近咲暮 サービス 飲食業 5%

162,637 大阪府 河内長野市 旬素材ｄｉｎｉｎｇ近咲暮 サービス 飲食業 5%

162,638 大阪府 河内長野市 新日本旅行　ノバティながの店 サービス その他サービス 5%

162,639 大阪府 河内長野市 寿司ゆう サービス 飲食業 5%

162,640 大阪府 河内長野市 生鮮市場ｒｉｃｈばんばん千代田店 小売業 食料品 5%

162,641 大阪府 河内長野市 創作料理　靖浩 サービス 飲食業 5%

162,642 大阪府 河内長野市 Ｓｏｒｒｉｓｏ　あまほり サービス その他サービス 5%

162,643 大阪府 河内長野市 ダイコク　河内長野店 サービス その他サービス 5%

162,644 大阪府 河内長野市 旅するケーキ屋メルヘン 小売業 食料品 5%

162,645 大阪府 河内長野市 千代田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,646 大阪府 河内長野市 てご屋 サービス その他サービス 5%

162,647 大阪府 河内長野市 テニスコミュニケーション河内長野 小売業 その他小売 5%

162,648 大阪府 河内長野市 ［ＨＣ］でんきのライフネット南花台 小売業 電化製品 5%

162,649 大阪府 河内長野市 ドッグサロンユン サービス その他サービス 5%

162,650 大阪府 河内長野市 ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ　ＵＮＥ サービス その他サービス 5%

162,651 大阪府 河内長野市 トヨタ部品大阪共販河内長野営業所 サービス その他サービス 5%

162,652 大阪府 河内長野市 ｔｒａｎｑ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

162,653 大阪府 河内長野市 Ｄｒｉｎｋｕｐ 小売業 衣料品 5%

162,654 大阪府 河内長野市 ナイト動物クリニック サービス その他サービス 5%

162,655 大阪府 河内長野市 南海スズキ河内長野 小売業 その他小売 5%

162,656 大阪府 河内長野市 南天苑 サービス 宿泊業 5%

162,657 大阪府 河内長野市 肉割烹御箱 サービス 飲食業 5%

162,658 大阪府 河内長野市 西田屋ミートサービス 小売業 食料品 5%

162,659 大阪府 河内長野市 西野布団店 小売業 衣料品 5%

162,660 大阪府 河内長野市 ねぎたまパークス ねぎたまパークス サービス 飲食業 5%

162,661 大阪府 河内長野市 ねぎと卵 ねぎと卵 サービス 飲食業 5%

162,662 大阪府 河内長野市 ノバティながの店 サービス その他サービス 5%

162,663 大阪府 河内長野市 バイキング左近　河内長野店 サービス 飲食業 5%

162,664 大阪府 河内長野市 ＢＡＵＭ　ｏｐｔｉｃｓ 小売業 その他小売 5%

162,665 大阪府 河内長野市 ピークスユキナカ 小売業 電化製品 5%

162,666 大阪府 河内長野市 １００円ショップキャンドゥ　ノバティながの店 小売業 その他小売 2%
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162,667 大阪府 河内長野市 藤田電機 小売業 電化製品 5%

162,668 大阪府 河内長野市 プシューケ 小売業 食料品 5%

162,669 大阪府 河内長野市 フランス屋　サントル長野店 サービス その他サービス 5%

162,670 大阪府 河内長野市 ＢＲＯＯＭＥＷＯＲＫＳ 小売業 衣料品 5%

162,671 大阪府 河内長野市 フローリスト・フラック　河内長野 小売業 その他小売 5%

162,672 大阪府 河内長野市 フローリスト・フラック　南花台店 小売業 その他小売 5%

162,673 大阪府 河内長野市 ＨＡＩＲ ｓ ｓｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

162,674 大阪府 河内長野市 ヘアーズアッシュ サービス 理容・美容業 5%

162,675 大阪府 河内長野市 ｈａｉｒｓ　ＩＮＧＳ サービス 理容・美容業 5%

162,676 大阪府 河内長野市 Ｈａｉｒ　Ｒｏｏｍ　Ｂａｍｓｅ サービス 理容・美容業 5%

162,677 大阪府 河内長野市 ペットライフパンプキン 小売業 その他小売 5%

162,678 大阪府 河内長野市 ｓｔｕｄｉｏｂａｌａｎｃｅ． サービス その他サービス 5%

162,679 大阪府 河内長野市 マクドナルド外環河内長野店 サービス 飲食業 2%

162,680 大阪府 河内長野市 マツゲン　河内長野店 小売業 食料品 5%

162,681 大阪府 河内長野市 ＭＡＲＱＵＥ サービス 理容・美容業 5%

162,682 大阪府 河内長野市 美加の台薬局 小売業 その他小売 5%

162,683 大阪府 河内長野市 三日市書店 小売業 その他小売 5%

162,684 大阪府 河内長野市 セブン－イレブン三日市町駅前店 小売業 食料品 2%

162,685 大阪府 河内長野市 ミックミトヤ　ちよだ店 小売業 電化製品 5%

162,686 大阪府 河内長野市 ｍｉｎｏ　ｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘ サービス 理容・美容業 5%

162,687 大阪府 河内長野市 ムーラン美容室 サービス 理容・美容業 5%

162,688 大阪府 河内長野市 むか新　河内長野店 小売業 食料品 5%

162,689 大阪府 河内長野市 村上写真店 サービス その他サービス 5%

162,690 大阪府 河内長野市 メガネの金剛　ノバティながの店 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,691 大阪府 河内長野市 麺坊　蕎麦博 サービス 飲食業 5%

162,692 大阪府 河内長野市 ＭＯＣＡ　河内長野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,693 大阪府 河内長野市 モトビレッジ 小売業 その他小売 5%

162,694 大阪府 河内長野市 森花電気商会 小売業 電化製品 5%

162,695 大阪府 河内長野市 やきとり大吉　南花台店 サービス 飲食業 5%

162,696 大阪府 河内長野市 焼肉寄つ場 サービス 飲食業 5%

162,697 大阪府 河内長野市 有限会社原金物店 小売業 電化製品 5%

162,698 大阪府 河内長野市 由良鍼灸治療院 サービス その他サービス 5%

162,699 大阪府 河内長野市 吉井薬局 小売業 その他小売 5%

162,700 大阪府 河内長野市 ライフクリーナー　清見台 サービス その他サービス 5%

162,701 大阪府 河内長野市 ライフクリーナー　桐ケ丘 サービス その他サービス 5%

162,702 大阪府 河内長野市 ライフクリーナー　千代田 サービス その他サービス 5%

162,703 大阪府 河内長野市 ライフクリーナー　ノバティながの店 サービス その他サービス 5%

162,704 大阪府 河内長野市 ライフクリーナー　河内長野店 サービス その他サービス 5%

162,705 大阪府 河内長野市 らくだ サービス 飲食業 5%

162,706 大阪府 河内長野市 ラ・ジュール サービス 理容・美容業 5%

162,707 大阪府 河内長野市 ＬｉｎｏＡｎｅｌａ 小売業 衣料品 5%

162,708 大阪府 河内長野市 琉球の風 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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162,709 大阪府 河内長野市 レディースファッションＴｉｒａ 小売業 衣料品 5%

162,710 大阪府 岸和田市 ａ　ｌａ　ｍｏｄｅ サービス 理容・美容業 5%

162,711 大阪府 岸和田市 アート・まるいち 小売業 その他小売 5%

162,712 大阪府 岸和田市 愛彩ランド 小売業 食料品 5%

162,713 大阪府 岸和田市 味川 サービス 飲食業 5%

162,714 大阪府 岸和田市 Ａｍｉｔｙ サービス 理容・美容業 5%

162,715 大阪府 岸和田市 Ａｌｉｃｅ サービス その他サービス 5%

162,716 大阪府 岸和田市 ｅｎｖｉｅ 小売業 衣料品 5%

162,717 大阪府 岸和田市 ａｎｇｅ　ＲＵＥＤＡ サービス 理容・美容業 5%

162,718 大阪府 岸和田市 ｕｎｐｌｕｓ－アンプリュ－ 小売業 衣料品 5%

162,719 大阪府 岸和田市 ＹｅｌｌｏｗＢａｎａｎａＡｃａｄｅｍｙ サービス その他サービス 5%

162,720 大阪府 岸和田市 居酒屋笑縁 サービス 飲食業 5%

162,721 大阪府 岸和田市 いしづか動物病院 サービス その他サービス 5%

162,722 大阪府 岸和田市 いしづか動物病院　リハビリ検査セ サービス その他サービス 5%

162,723 大阪府 岸和田市 和泉大宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,724 大阪府 岸和田市 いずみガスサービス株式会社 小売業 その他小売 5%

162,725 大阪府 岸和田市 いちご畑はる　いちご畑はる サービス 飲食業 5%

162,726 大阪府 岸和田市 一力寿司 サービス 飲食業 5%

162,727 大阪府 岸和田市 いづみや サービス 飲食業 5%

162,728 大阪府 岸和田市 出光神須屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,729 大阪府 岸和田市 出光第二阪和岸和田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,730 大阪府 岸和田市 出光東葛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,731 大阪府 岸和田市 癒しハウス　もみっと サービス その他サービス 5%

162,732 大阪府 岸和田市 彩鳥屋てっちゃん サービス 飲食業 5%

162,733 大阪府 岸和田市 Ｖｅｎｔｐｏｒｔｅ 小売業 衣料品 5%

162,734 大阪府 岸和田市 ヴィヴァーチェピアノ教室 サービス その他サービス 5%

162,735 大阪府 岸和田市 ＶＯＮＴＥＬ サービス その他サービス 5%

162,736 大阪府 岸和田市 ＵＫＡＦＡＲＭＴＡＢＬＥ サービス 飲食業 5%

162,737 大阪府 岸和田市 ウクレレ専門店ウクレレショップ　オハナ 小売業 その他小売 5%

162,738 大阪府 岸和田市 うどん　そば　丼　うどんとふぐべ サービス 飲食業 5%

162,739 大阪府 岸和田市 ｕｗａｓａｎｏ　Ｍｕｕ サービス 飲食業 5%

162,740 大阪府 岸和田市 営農総合センター　購買店舗 小売業 その他小売 5%

162,741 大阪府 岸和田市 永楽　別館 サービス 飲食業 5%

162,742 大阪府 岸和田市 Ｓ－ＴＡＧＥ　岸和田店 サービス 理容・美容業 5%

162,743 大阪府 岸和田市 エステティックサロンナチュラーレ サービス 理容・美容業 5%

162,744 大阪府 岸和田市 Ｎ’ｓＢＲＩＬＬＡＲ店 サービス 理容・美容業 5%

162,745 大阪府 岸和田市 Ｆ－ｓｔｙｌｅ 小売業 衣料品 5%

162,746 大阪府 岸和田市 エムズサインシステム サービス その他サービス 5%

162,747 大阪府 岸和田市 Ｍ’ｓ　ｓｔｙｌｅ 小売業 衣料品 5%

162,748 大阪府 岸和田市 Ｍーｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

162,749 大阪府 岸和田市 Ｍ?ｓｔｙｌｅ岸和田店 サービス 理容・美容業 5%

162,750 大阪府 岸和田市 縁たく家 サービス 飲食業 5%

3877



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

162,751 大阪府 岸和田市 大阪岸和田カイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

162,752 大阪府 岸和田市 お菓子とお酒のデパートよしや　岸和田カンカン店 小売業 食料品 5%

162,753 大阪府 岸和田市 オカヘイプリオール　東岸和田店 小売業 衣料品 5%

162,754 大阪府 岸和田市 岡村無線 小売業 電化製品 5%

162,755 大阪府 岸和田市 オッペン化粧品　光営業所　オッペン化粧品光 小売業 その他小売 5%

162,756 大阪府 岸和田市 おばんざい居酒屋あかり サービス 飲食業 5%

162,757 大阪府 岸和田市 Ｏｒｅｎｃｈｉ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

162,758 大阪府 岸和田市 オワゾーブルー　東岸和田サロン サービス 理容・美容業 5%

162,759 大阪府 岸和田市 カーケアシステムズ　東郷 サービス その他サービス 5%

162,760 大阪府 岸和田市 ガーデン動物病院 ガーデン動物病院 サービス その他サービス 5%

162,761 大阪府 岸和田市 ガーデン　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,762 大阪府 岸和田市 カーフィールド 小売業 その他小売 5%

162,763 大阪府 岸和田市 懐食ふじたやはなれ サービス 飲食業 5%

162,764 大阪府 岸和田市 回転寿司　北海素材　岸和田店 サービス 飲食業 5%

162,765 大阪府 岸和田市 かごの屋岸和田店 サービス 飲食業 5%

162,766 大阪府 岸和田市 カツノガラス株式 小売業 その他小売 5%

162,767 大阪府 岸和田市 元朝 サービス その他サービス 5%

162,768 大阪府 岸和田市 株式会社新日本旅行 サービス その他サービス 5%

162,769 大阪府 岸和田市 株式会社スーパーサンエー　上松店 小売業 食料品 5%

162,770 大阪府 岸和田市 株式会社スーパーサンエー　久米田店 小売業 食料品 5%

162,771 大阪府 岸和田市 株式会社スーパーサンエー　東岸和田店 小売業 食料品 5%

162,772 大阪府 岸和田市 株式会社スーパーサンエー　フードたなか店 小売業 食料品 5%

162,773 大阪府 岸和田市 株式会社スーパーサンエー　山直店 小売業 食料品 5%

162,774 大阪府 岸和田市 （株）大一食鶏 小売業 食料品 5%

162,775 大阪府 岸和田市 株式会社長三郎商店 小売業 食料品 5%

162,776 大阪府 岸和田市 株式会社ＤＩＣ サービス その他サービス 5%

162,777 大阪府 岸和田市 株式会社 鳥居商店 昆布の鳥居  創作頂昆布 サービス その他サービス 5%

162,778 大阪府 岸和田市 （株）鳥居商店 小売業 食料品 5%

162,779 大阪府 岸和田市 株式会社ねごろ 小売業 衣料品 5%

162,780 大阪府 岸和田市 株式会社はまでん サービス その他サービス 5%

162,781 大阪府 岸和田市 （株）丸一商店 小売業 その他小売 5%

162,782 大阪府 岸和田市 （株）丸尾商店 小売業 食料品 5%

162,783 大阪府 岸和田市 株式会社ユー・エス・シー 小売業 その他小売 5%

162,784 大阪府 岸和田市 株式会社ランディングプレース サービス その他サービス 5%

162,785 大阪府 岸和田市 かみででんき 小売業 電化製品 5%

162,786 大阪府 岸和田市 亀十料理店 サービス 飲食業 5%

162,787 大阪府 岸和田市 加守田佛具店 小売業 家具・調度品 5%

162,788 大阪府 岸和田市 カラオケライブ　岸和田店 サービス その他サービス 5%

162,789 大阪府 岸和田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋岸和田インター店 サービス 飲食業 2%

162,790 大阪府 岸和田市 川口コーポレーション 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

162,791 大阪府 岸和田市 川口コーポレーション 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

162,792 大阪府 岸和田市 川端自動車 小売業 その他小売 5%
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162,793 大阪府 岸和田市 カンプリ　泉州 サービス その他サービス 5%

162,794 大阪府 岸和田市 岸貝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,795 大阪府 岸和田市 ＫＩＳＨＩＳＰＯ 小売業 その他小売 5%

162,796 大阪府 岸和田市 岸和田 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,797 大阪府 岸和田市 岸和田 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,798 大阪府 岸和田市 岸和田駅前観光案内所 小売業 家具・調度品 5%

162,799 大阪府 岸和田市 セブン－イレブン岸和田作才町１丁目店 小売業 食料品 2%

162,800 大阪府 岸和田市 セブン－イレブン岸和田下松町店 小売業 食料品 2%

162,801 大阪府 岸和田市 セブン－イレブン岸和田中井町店 小売業 食料品 2%

162,802 大阪府 岸和田市 セブン－イレブン岸和田西之内町店 小売業 食料品 2%

162,803 大阪府 岸和田市 セブン－イレブン岸和田八幡町店 小売業 食料品 2%

162,804 大阪府 岸和田市 セブン－イレブン岸和田土生町店 小売業 食料品 2%

162,805 大阪府 岸和田市 セブン－イレブン岸和田春木泉町店 小売業 食料品 2%

162,806 大阪府 岸和田市 セブン－イレブン岸和田宮本町店 小売業 食料品 2%

162,807 大阪府 岸和田市 岸和田レンズ工業 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,808 大阪府 岸和田市 ＧＵＩＴＡＲＳＦＡＣＴ．ＫＡＷＡＮＡＫＡ サービス その他サービス 5%

162,809 大阪府 岸和田市 木下書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

162,810 大阪府 岸和田市 木下書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

162,811 大阪府 岸和田市 木下書店　下松店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

162,812 大阪府 岸和田市 木下書店　トーク店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

162,813 大阪府 岸和田市 ＧＡＬＦＩＴ　岸和田店 小売業 衣料品 5%

162,814 大阪府 岸和田市 ギャングスター 岸和田駅前店 小売業 その他小売 5%

162,815 大阪府 岸和田市 ギャングスター　岸和田駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

162,816 大阪府 岸和田市 ＫＩＮＪＩ　岸和田店 小売業 衣料品 5%

162,817 大阪府 岸和田市 久米田（今本礦油） 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,818 大阪府 岸和田市 Ｃｌｕｂ ＪＡＭＲＯＣＫ Ｃｌｕｂ ＪＡＭＲＯＣＫ サービス 飲食業 5%

162,819 大阪府 岸和田市 ＧＲＩＮＷＯＲＫＳ 小売業 衣料品 5%

162,820 大阪府 岸和田市 クール・カレアン岸和田店 小売業 衣料品 5%

162,821 大阪府 岸和田市 クレコンタクト　キスパ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,822 大阪府 岸和田市 クレメガネ　キスパ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,823 大阪府 岸和田市 ＣＯＦＦＥＥ　ＡＮＤ　ＳＬＯＷＬＡＮＥ サービス 飲食業 5%

162,824 大阪府 岸和田市 有限会社　小門紙店 小売業 その他小売 5%

162,825 大阪府 岸和田市 コクピット　さつま 小売業 その他小売 5%

162,826 大阪府 岸和田市 ＣＯＣＫＰＩＴ　ＳＡＴＳＵＭＡ　岸和田店 小売業 その他小売 5%

162,827 大阪府 岸和田市 ＣｏＣｏ’ｓ　ｂｅｅ サービス 理容・美容業 5%

162,828 大阪府 岸和田市 ごちそう村　岸和田店 サービス 飲食業 5%

162,829 大阪府 岸和田市 後藤自動車工業所 サービス その他サービス 5%

162,830 大阪府 岸和田市 サイクランドイケモト 小売業 その他小売 5%

162,831 大阪府 岸和田市 有限会社池本商店 小売業 その他小売 5%

162,832 大阪府 岸和田市 催事会場　リュクスジャパン 小売業 家具・調度品 5%

162,833 大阪府 岸和田市 有限会社阪本自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

162,834 大阪府 岸和田市 酒＆業務ス－パ－岸和田店 小売業 食料品 2%
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162,835 大阪府 岸和田市 にわねこ サービス 理容・美容業 5%

162,836 大阪府 岸和田市 ＳａｌｏｎＬＩＮＯＲＥ サービス 理容・美容業 5%

162,837 大阪府 岸和田市 さわ花店 小売業 その他小売 5%

162,838 大阪府 岸和田市 サンエー　今川店 小売業 食料品 5%

162,839 大阪府 岸和田市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 岸和田営業所 小売業 その他小売 5%

162,840 大阪府 岸和田市 山麓苑 サービス 飲食業 5%

162,841 大阪府 岸和田市 ドッグサロンＣｈｉｅｎ Ｂａｔｅａｕ ドッグサロンＣｈｉｅｎ Ｂａｔｅａｕ サービス 理容・美容業 5%

162,842 大阪府 岸和田市 四季彩　空 サービス 飲食業 5%

162,843 大阪府 岸和田市 司法書士坂田郁夫事務所 サービス その他サービス 5%

162,844 大阪府 岸和田市 シメノ 小売業 家具・調度品 5%

162,845 大阪府 岸和田市 シメノ　本店 小売業 家具・調度品 5%

162,846 大阪府 岸和田市 シャンソニエ サービス 飲食業 5%

162,847 大阪府 岸和田市 じゃんぼ總本店　岸和田駅前店 サービス 飲食業 5%

162,848 大阪府 岸和田市 じゃんぼ總本店　春木駅前店 サービス 飲食業 5%

162,849 大阪府 岸和田市 ジュエリーウォッチフルミヤ岸和田カンカン 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,850 大阪府 岸和田市 ジュエリーフルミヤ　イオン東岸和田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,851 大阪府 岸和田市 ジュエリーフルミヤラパーク長崎屋岸和田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,852 大阪府 岸和田市 酒肴家　えがお サービス 飲食業 5%

162,853 大阪府 岸和田市 昌久園　岸和田店 サービス 飲食業 5%

162,854 大阪府 岸和田市 上新電気工業所 小売業 電化製品 5%

162,855 大阪府 岸和田市 昭和ホルモン サービス 飲食業 5%

162,856 大阪府 岸和田市 Ｓｃｅｎｅ株式会社本社 小売業 その他小売 5%

162,857 大阪府 岸和田市 新日本旅行　第二阪和岸和田営業所 サービス その他サービス 5%

162,858 大阪府 岸和田市 新日本旅行　トーク旅行センター サービス その他サービス 5%

162,859 大阪府 岸和田市 すいか サービス 飲食業 5%

162,860 大阪府 岸和田市 ＳＴＯＲＥＨＯＵＳＥ 小売業 衣料品 5%

162,861 大阪府 岸和田市 ＳＴＲＩＰＥＢＡＬＬＯＯＮ 小売業 衣料品 5%

162,862 大阪府 岸和田市 スーパーサンエー 小売業 食料品 5%

162,863 大阪府 岸和田市 ｓｐｅａｋ?ｕｐ サービス 理容・美容業 5%

162,864 大阪府 岸和田市 ｓｐｅａｋーｕｐ サービス 理容・美容業 5%

162,865 大阪府 岸和田市 炭火焼肉　香煙　岸和田店 サービス 飲食業 5%

162,866 大阪府 岸和田市 スリーエム　キャルストーリー岸和田 小売業 衣料品 5%

162,867 大阪府 岸和田市 諏訪美容室　和泉大宮店 サービス 理容・美容業 5%

162,868 大阪府 岸和田市 舌好鳥 サービス 飲食業 5%

162,869 大阪府 岸和田市 泉州食糧販売　お米マイスターｓｈｏｐ　う米蔵 小売業 食料品 5%

162,870 大阪府 岸和田市 泉州メガネ卸 小売業 その他小売 5%

162,871 大阪府 岸和田市 ソラーズキッチン サービス 飲食業 5%

162,872 大阪府 岸和田市 ソワカ サービス 理容・美容業 5%

162,873 大阪府 岸和田市 大悦　岸和田店 小売業 家具・調度品 5%

162,874 大阪府 岸和田市 ダイコー岸和田店 小売業 食料品 5%

162,875 大阪府 岸和田市 第二阪和岸和田 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,876 大阪府 岸和田市 第二阪和旅行センター営業部 サービス その他サービス 5%
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162,877 大阪府 岸和田市 ダイヘイ本店 小売業 食料品 5%

162,878 大阪府 岸和田市 たから弥　岸和田店 小売業 衣料品 5%

162,879 大阪府 岸和田市 玉季 サービス 飲食業 5%

162,880 大阪府 岸和田市 中国酒菜暢暢 サービス 飲食業 5%

162,881 大阪府 岸和田市 ちょうちん サービス 飲食業 5%

162,882 大阪府 岸和田市 第二阪和岸和田中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,883 大阪府 岸和田市 ＤＰ東岸和田 サービス 理容・美容業 5%

162,884 大阪府 岸和田市 テクニカルオフィスモリツカ 小売業 電化製品 5%

162,885 大阪府 岸和田市 デフィー 小売業 その他小売 5%

162,886 大阪府 岸和田市 デフィー東岸和田店 小売業 その他小売 5%

162,887 大阪府 岸和田市 テラダデンキ 小売業 電化製品 5%

162,888 大阪府 岸和田市 ｔｏｉｔｏｉｔｏｉ．ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

162,889 大阪府 岸和田市 ｔｏｔａｌｓａｌｏｎｉｅ サービス 理容・美容業 5%

162,890 大阪府 岸和田市 トーヨートラベル株式会社 サービス その他サービス 5%

162,891 大阪府 岸和田市 ＴｏｐＨａｉｒＳＥＶＥＮ サービス 理容・美容業 5%

162,892 大阪府 岸和田市 トラットリア　ソグノ サービス 飲食業 5%

162,893 大阪府 岸和田市 トランスミュート サービス 理容・美容業 5%

162,894 大阪府 岸和田市 鳥奉行　岸和田店 サービス 飲食業 5%

162,895 大阪府 岸和田市 飛鳥有限会社 小売業 その他小売 5%

162,896 大阪府 岸和田市 中西モータサイクル　中西モーターサイクル 小売業 その他小売 5%

162,897 大阪府 岸和田市 Ｎａｔｕｌｌｙ 岸和田 サービス 理容・美容業 5%

162,898 大阪府 岸和田市 鳴門鯛焼本舗　岸和田駅前通商店街店 サービス 飲食業 5%

162,899 大阪府 岸和田市 南海スズキ岸和田 小売業 その他小売 5%

162,900 大阪府 岸和田市 南洋自動車 小売業 その他小売 5%

162,901 大阪府 岸和田市 ｎＩＡｕ．　ｈａｉｒ　ｄｒｅｓｓ サービス 理容・美容業 5%

162,902 大阪府 岸和田市 ｎａｉｌ　ａ＿ｃｈｅ サービス その他サービス 5%

162,903 大阪府 岸和田市 ＨＥＡＲＴＹＳ 小売業 衣料品 5%

162,904 大阪府 岸和田市 ＢＡＲＢＥＲ　ＳＨＯＰ　ＡＳＡＨＩ サービス 理容・美容業 5%

162,905 大阪府 岸和田市 ＢｉｋｅＨｏｕｓｅＭＯＲＩ サービス その他サービス 5%

162,906 大阪府 岸和田市 Ｈａｕ’ｏｌｉ サービス その他サービス 5%

162,907 大阪府 岸和田市 ＰＡＳＫＯ サービス 飲食業 5%

162,908 大阪府 岸和田市 八苑　岸和田店 サービス 飲食業 5%

162,909 大阪府 岸和田市 服部商店 小売業 その他小売 5%

162,910 大阪府 岸和田市 パーティハウス　コープ岸和田店 小売業 衣料品 5%

162,911 大阪府 岸和田市 はり重食品有限会社 小売業 食料品 5%

162,912 大阪府 岸和田市 ｈａｒｕｈａｒｕｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

162,913 大阪府 岸和田市 ひごペット　岸和田店 小売業 その他小売 5%

162,914 大阪府 岸和田市 美食倶楽部　一歩　岸和田店 サービス 飲食業 5%

162,915 大阪府 岸和田市 ビストロ オゼ ミニョン Ｂｉｓｔｒｏ Ｏｓｅｒ ｍｉｇｎｏｎ サービス 飲食業 5%

162,916 大阪府 岸和田市 ビューティーサロンパール サービス その他サービス 5%

162,917 大阪府 岸和田市 Ｐｉｌｚｃａｆｅ＋ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

162,918 大阪府 岸和田市 福井自動車工業 サービス その他サービス 5%
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162,919 大阪府 岸和田市 福原薬局 小売業 その他小売 5%

162,920 大阪府 岸和田市 ふぐ政 サービス 飲食業 5%

162,921 大阪府 岸和田市 藤田ヒヤリングセンター 小売業 その他小売 5%

162,922 大阪府 岸和田市 ふじもと 小売業 電化製品 5%

162,923 大阪府 岸和田市 ブティック　えいきゅう 小売業 衣料品 5%

162,924 大阪府 岸和田市 ブティック　パレ 小売業 衣料品 5%

162,925 大阪府 岸和田市 プライベートサロンｙｕｉｙｕｉ サービス 理容・美容業 5%

162,926 大阪府 岸和田市 Ｂｒａｔｓ　岸和田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,927 大阪府 岸和田市 フランス屋　和泉大宮駅前店 サービス その他サービス 5%

162,928 大阪府 岸和田市 フランス屋　オークワ岸和田八田店 サービス その他サービス 5%

162,929 大阪府 岸和田市 フランス屋　カンカン店 サービス その他サービス 5%

162,930 大阪府 岸和田市 フランス屋　岸和田店 サービス その他サービス 5%

162,931 大阪府 岸和田市 フランス屋　久米田駅前店 サービス その他サービス 5%

162,932 大阪府 岸和田市 フランス屋　サンエー山直店 サービス その他サービス 5%

162,933 大阪府 岸和田市 フランス屋　サントル藤井町店 サービス その他サービス 5%

162,934 大阪府 岸和田市 フランス屋　トークタウン店 サービス その他サービス 5%

162,935 大阪府 岸和田市 フランス屋　春木店 サービス その他サービス 5%

162,936 大阪府 岸和田市 フランス屋　本部 サービス その他サービス 5%

162,937 大阪府 岸和田市 フランス屋　松源岸和田中井店 サービス その他サービス 5%

162,938 大阪府 岸和田市 フランス屋サンエー上松店 サービス その他サービス 5%

162,939 大阪府 岸和田市 フランスヤ西之内店 サービス その他サービス 5%

162,940 大阪府 岸和田市 ｐｌｕｍｅ【プリュム】 サービス 理容・美容業 5%

162,941 大阪府 岸和田市 Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ サービス 理容・美容業 5%

162,942 大阪府 岸和田市 フルーツショップ大佳 小売業 その他小売 5%

162,943 大阪府 岸和田市 ＦＲＡＭＥ　ＮＡＩＬＳ サービス 理容・美容業 5%

162,944 大阪府 岸和田市 プロワーク　岸和田 小売業 衣料品 5%

162,945 大阪府 岸和田市 ＩＲＯＥＮＰＩＴＳＵ サービス 理容・美容業 5%

162,946 大阪府 岸和田市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　うららか サービス その他サービス 5%

162,947 大阪府 岸和田市 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮうららか サービス 理容・美容業 5%

162,948 大阪府 岸和田市 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｏｎ　ＭｏＫａ サービス 理容・美容業 5%

162,949 大阪府 岸和田市 宝泉丸油カード 小売業 ガソリンスタンド 2%

162,950 大阪府 岸和田市 ほのぼの亭　ほのぼの亭 サービス 飲食業 5%

162,951 大阪府 岸和田市 保米本電気店 小売業 電化製品 5%

162,952 大阪府 岸和田市 ホリスティックケアサロンりおん サービス その他サービス 5%

162,953 大阪府 岸和田市 ホリスティックケアサロンりおん サービス その他サービス 5%

162,954 大阪府 岸和田市 マクドナルド岸和田磯上店 サービス 飲食業 2%

162,955 大阪府 岸和田市 マクドナルド岸和田インターエネオス店 サービス 飲食業 2%

162,956 大阪府 岸和田市 マツゲン　岸和田中井店 小売業 食料品 5%

162,957 大阪府 岸和田市 マツゲン　岸和田西之内店 小売業 食料品 5%

162,958 大阪府 岸和田市 皆様食品 小売業 食料品 5%

162,959 大阪府 岸和田市 南掃守　購買店舗 小売業 その他小売 5%

162,960 大阪府 岸和田市 宮本商店 宮本鶏卵 サービス その他サービス 5%
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162,961 大阪府 岸和田市 むか新　岸和田店 小売業 食料品 5%

162,962 大阪府 岸和田市 むか新　久米田店 小売業 食料品 5%

162,963 大阪府 岸和田市 メガネのオクモト サービス その他サービス 5%

162,964 大阪府 岸和田市 ウエルネスネット株式会社 サービス その他サービス 5%

162,965 大阪府 岸和田市 メナードフェイシャルサロン岸和田別所 サービス 理容・美容業 5%

162,966 大阪府 岸和田市 炭焼き鳥楽鳥 サービス 飲食業 5%

162,967 大阪府 岸和田市 焼肉特急　岸和田店 サービス 飲食業 5%

162,968 大阪府 岸和田市 焼肉ホルモン正 サービス 飲食業 5%

162,969 大阪府 岸和田市 安兵衛産業株式会社 小売業 その他小売 5%

162,970 大阪府 岸和田市 山直下　購買店舗 小売業 その他小売 5%

162,971 大阪府 岸和田市 有限会社エストトレード サービス その他サービス 5%

162,972 大阪府 岸和田市 有限会社単車屋吉田 小売業 その他小売 5%

162,973 大阪府 岸和田市 株式会社雪本米穀 小売業 食料品 5%

162,974 大阪府 岸和田市 吉野電気店 サービス その他サービス 5%

162,975 大阪府 岸和田市 ラ・フェスタ　岸和田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,976 大阪府 岸和田市 ラ・フェスタ　岸和田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

162,977 大阪府 岸和田市 ラーメンハウスヒロ サービス 飲食業 5%

162,978 大阪府 岸和田市 ライスマンクック和泉大宮店 サービス 飲食業 5%

162,979 大阪府 岸和田市 ライフクリーナー　別所 サービス その他サービス 5%

162,980 大阪府 岸和田市 Ｌａｂａ?ｌａｂａ サービス 飲食業 5%

162,981 大阪府 岸和田市 ＬｉｍＡｎｅｌａ サービス 理容・美容業 5%

162,982 大阪府 岸和田市 ＬｉｍＡｎｅｌａＦａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

162,983 大阪府 岸和田市 Ｌｙｕｃａ サービス 理容・美容業 5%

162,984 大阪府 岸和田市 料理屋ゆう香 サービス 飲食業 5%

162,985 大阪府 岸和田市 リラクゼーションサロン橙花　ｎｅｒｏｌｉ サービス その他サービス 5%

162,986 大阪府 岸和田市 Ｌｕｃｉａ美容室 サービス 理容・美容業 5%

162,987 大阪府 岸和田市 ルネットエプリ サービス その他サービス 5%

162,988 大阪府 岸和田市 ルフレ大阪 サービス その他サービス 5%

162,989 大阪府 岸和田市 レストラン　ブルーテ サービス 飲食業 5%

162,990 大阪府 岸和田市 レストラン　ブルーテ サービス 飲食業 5%

162,991 大阪府 岸和田市 レディースオブローゼ 小売業 その他小売 5%

162,992 大阪府 岸和田市 ロイヤルクイーン　岸和田教室 小売業 家具・調度品 5%

162,993 大阪府 岸和田市 ＲＯＺＡ　ｏｒｉｇｉｎ． サービス 理容・美容業 5%

162,994 大阪府 岸和田市 ＲＯＺＡ　ｓｅｅｄ サービス 理容・美容業 5%

162,995 大阪府 岸和田市 和食や　庄八 サービス 飲食業 5%

162,996 大阪府 岸和田市 和田鈑金塗装工業所 サービス その他サービス 5%

162,997 大阪府 熊取町 ｅｎｖｉｅ 小売業 衣料品 2%

162,998 大阪府 熊取町 ＶＩＲＩＬＥ サービス 理容・美容業 5%

162,999 大阪府 熊取町 エコプライスレンタカー サービス その他サービス 5%

163,000 大阪府 熊取町 扇屋熊取店 小売業 衣料品 5%

163,001 大阪府 熊取町 セブン－イレブン大阪体育大学前店 小売業 食料品 2%

163,002 大阪府 熊取町 オカヘイウォーキング　熊取店 小売業 衣料品 5%
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163,003 大阪府 熊取町 カットハウステイネイ館　本店 サービス 理容・美容業 5%

163,004 大阪府 熊取町 カットハウステイネイ館駅前店 サービス 理容・美容業 5%

163,005 大阪府 熊取町 Ｋｉｃｈｉｔｅｉ 月の笑 サービス 飲食業 5%

163,006 大阪府 熊取町 Ｋｉｃｈｉｔｅｉ　月の笑 サービス 飲食業 5%

163,007 大阪府 熊取町 季風舎 サービス その他サービス 5%

163,008 大阪府 熊取町 きもの　りんか　熊取店 小売業 衣料品 5%

163,009 大阪府 熊取町 クシカツの名門　串道楽　熊取店 サービス 飲食業 5%

163,010 大阪府 熊取町 熊取朝代 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,011 大阪府 熊取町 セブン－イレブン熊取大久保店 小売業 食料品 2%

163,012 大阪府 熊取町 セブン－イレブン熊取小谷南店 小売業 食料品 2%

163,013 大阪府 熊取町 セブン－イレブン熊取七山店 小売業 食料品 2%

163,014 大阪府 熊取町 セブン－イレブン熊取西店 小売業 食料品 2%

163,015 大阪府 熊取町 熊取野田 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,016 大阪府 熊取町 ｓｅｅｋ． 小売業 貴金属・服飾品 5%

163,017 大阪府 熊取町 下中自動車本社 小売業 その他小売 5%

163,018 大阪府 熊取町 ｓｎｕｇ　【スナッグ】 サービス 理容・美容業 5%

163,019 大阪府 熊取町 泉南動物病院 サービス その他サービス 5%

163,020 大阪府 熊取町 泉南動物病院 サービス その他サービス 5%

163,021 大阪府 熊取町 ダイハツショップ下中自動車 サービス その他サービス 5%

163,022 大阪府 熊取町 マクドナルド外環熊取町店 サービス 飲食業 2%

163,023 大阪府 熊取町 マツゲン　熊取五門店 小売業 食料品 5%

163,024 大阪府 熊取町 まるよし 小売業 衣料品 5%

163,025 大阪府 熊取町 まるよし呉服店 小売業 衣料品 5%

163,026 大阪府 熊取町 むか新　熊取店 小売業 食料品 5%

163,027 大阪府 熊取町 ＭＥＮＡＲＤ熊取七山店 サービス 理容・美容業 5%

163,028 大阪府 熊取町 メナードフェイシャルサロン熊取五門東 サービス 理容・美容業 5%

163,029 大阪府 熊取町 ヤマグチデンキ 小売業 電化製品 5%

163,030 大阪府 熊取町 Ｗａｔｔｓ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

163,031 大阪府 熊取町 ワッツヘアーデザイン サービス 理容・美容業 5%

163,032 大阪府 堺市 Ａｒｔｉｃａｌ　Ｇａｒａｇｅ サービス その他サービス 5%

163,033 大阪府 堺市 Ⅰ・Ｍ・Ｇオート サービス 飲食業 5%

163,034 大阪府 堺市 アヴァンティ　深井店 小売業 衣料品 5%

163,035 大阪府 堺市 アヴァンティ　三国ケ丘店 小売業 衣料品 5%

163,036 大阪府 堺市 アキオカーズ サービス その他サービス 5%

163,037 大阪府 堺市 秋吉　堺東店 サービス 飲食業 5%

163,038 大阪府 堺市 秋吉　深井店 サービス 飲食業 5%

163,039 大阪府 堺市 アクティブ車体 サービス その他サービス 5%

163,040 大阪府 堺市 旭ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,041 大阪府 堺市 Ａ’ｚｈａｉｒ北野田店 サービス 理容・美容業 5%

163,042 大阪府 堺市 アートサイクル　堺一条通店 小売業 その他小売 5%

163,043 大阪府 堺市 アートサイクルティーエーズ 小売業 その他小売 5%

163,044 大阪府 堺市 アニー動物病院 サービス その他サービス 5%
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163,045 大阪府 堺市 アマゾン堺売店 小売業 食料品 5%

163,046 大阪府 堺市 アルシュ　エモーション サービス 理容・美容業 5%

163,047 大阪府 堺市 イカリ寿司　本店 サービス 飲食業 5%

163,048 大阪府 堺市 居酒屋　いし川 サービス 飲食業 5%

163,049 大阪府 堺市 居酒屋　展 サービス 飲食業 5%

163,050 大阪府 堺市 肴酒屋　おとと倶楽部 サービス 飲食業 5%

163,051 大阪府 堺市 居酒屋おとめん サービス 飲食業 5%

163,052 大阪府 堺市 いさりび堺店 サービス 飲食業 5%

163,053 大阪府 堺市 イシガミ　堺東店 小売業 貴金属・服飾品 5%

163,054 大阪府 堺市 イズホーム サービス その他サービス 5%

163,055 大阪府 堺市 泉ヶ丘Ｃ．Ｃ サービス その他サービス 5%

163,056 大阪府 堺市 １番星　堺上野芝店 小売業 衣料品 5%

163,057 大阪府 堺市 一心堂書店　一心堂書店 小売業 その他小売 5%

163,058 大阪府 堺市 出光堺南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,059 大阪府 堺市 出光セルフ中環堺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,060 大阪府 堺市 出光陵南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,061 大阪府 堺市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ堺東 サービス その他サービス 5%

163,062 大阪府 堺市 いろんな国の雑貨と衣料　ＲＡＫＵＤＡ 小売業 その他小売 5%

163,063 大阪府 堺市 ウイング　ユウ 小売業 その他小売 5%

163,064 大阪府 堺市 うどん土佐屋　本店 サービス 飲食業 5%

163,065 大阪府 堺市 Ｕｌａ－Ｂａｙ 小売業 その他小売 5%

163,066 大阪府 堺市 栄助寿司 サービス 飲食業 5%

163,067 大阪府 堺市 エヴァジュエリー　堺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

163,068 大阪府 堺市 ＥＸＣＨＡＮＧＥ サービス その他サービス 5%

163,069 大阪府 堺市 ｅｔｅ　ｂｙ　ＬＩＬＩＡ． サービス 理容・美容業 5%

163,070 大阪府 堺市 Ｅｖａｎｓ　ｔｈｅ　ｙａｋｉｎｉｋｕ サービス 飲食業 5%

163,071 大阪府 堺市 ＦＬＳパーティハウスレインボー　堺金岡店 小売業 衣料品 5%

163,072 大阪府 堺市 エムケイ住設 小売業 その他小売 5%

163,073 大阪府 堺市 エムシーサービス サービス その他サービス 5%

163,074 大阪府 堺市 鳳 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,075 大阪府 堺市 おおひがし動物病院 サービス その他サービス 5%

163,076 大阪府 堺市 尾崎電機商会　モズ店 小売業 電化製品 5%

163,077 大阪府 堺市 ＪＭ／Ｏｈｐ　ｂａｒｂｅｒ　Ｓｈｏｐ サービス 理容・美容業 5%

163,078 大阪府 堺市 オニツカ商会 小売業 その他小売 5%

163,079 大阪府 堺市 Ａｕｂｅ　ｂｙ　ＡＩＭＥＥ 小売業 衣料品 5%

163,080 大阪府 堺市 おもいでフォトハウス サービス その他サービス 5%

163,081 大阪府 堺市 おりえん 小売業 衣料品 5%

163,082 大阪府 堺市 ＯＬＤ　ＧＯＡＴ 小売業 衣料品 5%

163,083 大阪府 堺市 ＪＭ／Ｃａｒ　Ｇａｒａｇｅ　ａｍｉｓ 小売業 その他小売 5%

163,084 大阪府 堺市 カーポートマルゼンＷＥＢ店 小売業 その他小売 5%

163,085 大阪府 堺市 買取りまっくす　堺南店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

163,086 大阪府 堺市 カザマランドセル　南大阪ショールーム 小売業 貴金属・服飾品 5%
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163,087 大阪府 堺市 Ｃａｒ　Ｓｔａｇｅ　ＧＯあっぷ！ 小売業 その他小売 5%

163,088 大阪府 堺市 片岡　サンピア店 小売業 貴金属・服飾品 5%

163,089 大阪府 堺市 割烹松月 サービス 飲食業 5%

163,090 大阪府 堺市 割烹かつらぎ サービス 飲食業 5%

163,091 大阪府 堺市 カトレヤ 小売業 衣料品 5%

163,092 大阪府 堺市 カノ－　サカイ店 小売業 食料品 5%

163,093 大阪府 堺市 ＣＵＰＥＣＯ　Ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

163,094 大阪府 堺市 株式会社庵寿 小売業 貴金属・服飾品 5%

163,095 大阪府 堺市 株式会社オートプラザ近畿 サービス その他サービス 5%

163,096 大阪府 堺市 株式会社ケイゾーインターナショナル サービス その他サービス 5%

163,097 大阪府 堺市 （株）澤田電機工業所 小売業 その他小売 5%

163,098 大阪府 堺市 株式会社スーパーサンエー　大美野店 小売業 食料品 5%

163,099 大阪府 堺市 株式会社スーパーサンエー　新檜尾台店 小売業 食料品 5%

163,100 大阪府 堺市 株式会社ダイコク本部 サービス その他サービス 5%

163,101 大阪府 堺市 株式会社ティーオート サービス その他サービス 5%

163,102 大阪府 堺市 ＮｉｉＦｉｎｅＡｒｔｓ サービス その他サービス 5%

163,103 大阪府 堺市 株式会社ブックスファミリア堺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

163,104 大阪府 堺市 株式会社プロショップ山本金物 小売業 家具・調度品 5%

163,105 大阪府 堺市 株式会社山吹電気商会 小売業 電化製品 5%

163,106 大阪府 堺市 （株）ＬＵＣＵＳ　石原店 小売業 その他小売 5%

163,107 大阪府 堺市 株式会社ＬＵＣＵＳ サービス その他サービス 5%

163,108 大阪府 堺市 カラオケライブ　堺岩室店 サービス その他サービス 5%

163,109 大阪府 堺市 カラオケライブ　ＪＲ堺市駅前店 サービス その他サービス 5%

163,110 大阪府 堺市 カラオケライブ　中百舌鳥店 サービス その他サービス 5%

163,111 大阪府 堺市 かりぃー サービス 飲食業 5%

163,112 大阪府 堺市 ガレージ　テンキ 小売業 その他小売 5%

163,113 大阪府 堺市 かわいいキャンピングカー サービス その他サービス 5%

163,114 大阪府 堺市 ＫＡＮＤＡ　堺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

163,115 大阪府 堺市 広東酒家　結 サービス 飲食業 5%

163,116 大阪府 堺市 カンプリ堺 サービス その他サービス 5%

163,117 大阪府 堺市 株）岸和田スポーツ堺店　キシスポフットサ 小売業 その他小売 5%

163,118 大阪府 堺市 ｑ．ｂ．ｃ　メモリー 小売業 衣料品 5%

163,119 大阪府 堺市 京都紅夢　堺店 小売業 衣料品 5%

163,120 大阪府 堺市 業務スーパー泉北檜尾店 小売業 食料品 2%

163,121 大阪府 堺市 業務部　業務課 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,122 大阪府 堺市 ＫＩＮＪＩ　なかもず店 小売業 衣料品 5%

163,123 大阪府 堺市 串の井　サンピア店 サービス 飲食業 5%

163,124 大阪府 堺市 クッキー動物病院 サービス その他サービス 5%

163,125 大阪府 堺市 くつろぎ酒場　居酒屋　しろうちゃ サービス 飲食業 5%

163,126 大阪府 堺市 グラスアデル 小売業 貴金属・服飾品 5%

163,127 大阪府 堺市 グラススタジオ　ウィズイー 小売業 貴金属・服飾品 5%

163,128 大阪府 堺市 グラススタジオ　ウィズイー 小売業 貴金属・服飾品 5%
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163,129 大阪府 堺市 クラブ　貴美 サービス 飲食業 5%

163,130 大阪府 堺市 Ｇｌｉｔｔｅｒ＋ サービス 理容・美容業 5%

163,131 大阪府 堺市 グルメハウス　プシューケ 小売業 食料品 5%

163,132 大阪府 堺市 クローネ サービス 理容・美容業 5%

163,133 大阪府 堺市 クロロフイル堺東美顔教室 小売業 その他小売 5%

163,134 大阪府 堺市 Ｋ－ＣＲＥＷ サービス 理容・美容業 5%

163,135 大阪府 堺市 激安ドットレンタカー三国ヶ丘駅前 サービス その他サービス 5%

163,136 大阪府 堺市 ケムズ　プロジェクト サービス その他サービス 5%

163,137 大阪府 堺市 現金問屋ダイコク本部 小売業 家具・調度品 5%

163,138 大阪府 堺市 けん蔵 サービス 飲食業 5%

163,139 大阪府 堺市 ごちそう村　堺なかもず店 サービス 飲食業 5%

163,140 大阪府 堺市 ｃｏｔｔｙｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

163,141 大阪府 堺市 コノミヤ　泉ヶ丘店 小売業 食料品 5%

163,142 大阪府 堺市 コノミヤ　深井店 小売業 食料品 5%

163,143 大阪府 堺市 こぶ政 小売業 食料品 5%

163,144 大阪府 堺市 ゴルフキッズ堺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

163,145 大阪府 堺市 コンテ サービス 理容・美容業 5%

163,146 大阪府 堺市 今日亭　中もず店 サービス 飲食業 5%

163,147 大阪府 堺市 コンフォート草部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,148 大阪府 堺市 ザ・ベース堺東アパートメントホテル サービス 宿泊業 5%

163,149 大阪府 堺市 サイクルガレージＫＣＳ 小売業 その他小売 5%

163,150 大阪府 堺市 サイクルショップ　カワハラダ 小売業 その他小売 5%

163,151 大阪府 堺市 サイクルショップ金岡 小売業 その他小売 5%

163,152 大阪府 堺市 サイクルショップ金太郎 小売業 その他小売 5%

163,153 大阪府 堺市 ＣＹＣＬＥ　ＳＨＯＰ　ＫＣＳ 小売業 その他小売 5%

163,154 大阪府 堺市 サイクルショップ自転車ＢＯＸ美原店 小売業 その他小売 5%

163,155 大阪府 堺市 サイクルヒーロー堺本店 小売業 その他小売 5%

163,156 大阪府 堺市 サイクルヒーローときはま金岡店 小売業 その他小売 5%

163,157 大阪府 堺市 サイクルヒーロー美原店 小売業 その他小売 5%

163,158 大阪府 堺市 サイクルヒーロー　堺駅プラットプラット店 小売業 その他小売 5%

163,159 大阪府 堺市 彩光車 サービス その他サービス 5%

163,160 大阪府 堺市 さい楽 サービス 飲食業 5%

163,161 大阪府 堺市 堺　花政 小売業 その他小売 5%

163,162 大阪府 堺市 堺蔵前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,163 大阪府 堺市 堺サービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,164 大阪府 堺市 堺中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,165 大阪府 堺市 堺東山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,166 大阪府 堺市 肴と御馳走　夢屋 サービス 飲食業 5%

163,167 大阪府 堺市 咲蔵 サービス 飲食業 5%

163,168 大阪府 堺市 Ｓａｋｕｒａ　ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ 小売業 食料品 5%

163,169 大阪府 堺市 酒のＡＢＣ 小売業 食料品 5%

163,170 大阪府 堺市 酒のＡＢＣ　中もず店 小売業 食料品 5%
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163,171 大阪府 堺市 ＳＡＢＬＩＥＲ サービス 理容・美容業 5%

163,172 大阪府 堺市 サムシング初芝 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,173 大阪府 堺市 サムシング美原 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,174 大阪府 堺市 三田屋本店　中百舌鳥 サービス 飲食業 5%

163,175 大阪府 堺市 サンプラザ　北野田店 小売業 食料品 5%

163,176 大阪府 堺市 サンプラザ光明池店 小売業 食料品 5%

163,177 大阪府 堺市 サンプラザ　さつき野店 小売業 食料品 5%

163,178 大阪府 堺市 サンプラザ　本部 小売業 食料品 5%

163,179 大阪府 堺市 サンプラザ　三国ヶ丘東店 小売業 食料品 5%

163,180 大阪府 堺市 サンプラザ　美原余部店 小売業 食料品 5%

163,181 大阪府 堺市 サンプラザ　三原台店 小売業 食料品 5%

163,182 大阪府 堺市 Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺 サービス その他サービス 5%

163,183 大阪府 堺市 Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺ドリームキャンプ サービス 宿泊業 5%

163,184 大阪府 堺市 シメノ　堺店 小売業 家具・調度品 5%

163,185 大阪府 堺市 写真箱諏訪の森店 サービス その他サービス 5%

163,186 大阪府 堺市 ジャストカーテン　堺店 小売業 家具・調度品 5%

163,187 大阪府 堺市 ジュエリーフルミヤ　エブリーサティ新金岡 小売業 貴金属・服飾品 5%

163,188 大阪府 堺市 ジュエリーフルミヤ　泉北店 小売業 貴金属・服飾品 5%

163,189 大阪府 堺市 手芸センタードリーム　泉北店 小売業 その他小売 5%

163,190 大阪府 堺市 酒食満菜　悠 サービス 飲食業 5%

163,191 大阪府 堺市 酒楽ごこち屋　頂 サービス 飲食業 5%

163,192 大阪府 堺市 旬彩　心陣 サービス 飲食業 5%

163,193 大阪府 堺市 ジンオート堺営業所 サービス その他サービス 5%

163,194 大阪府 堺市 ジンオート サービス その他サービス 5%

163,195 大阪府 堺市 株式会社ジンオート堺営業所 サービス その他サービス 5%

163,196 大阪府 堺市 新金岡交通株式会社 サービス 運輸業 5%

163,197 大阪府 堺市 菅生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,198 大阪府 堺市 寿し丸 サービス 飲食業 5%

163,199 大阪府 堺市 ＳＴＡＲＳ サービス 理容・美容業 5%

163,200 大阪府 堺市 ｓｔｒｅａｍｍａｒｋｅｔ堺店 小売業 その他小売 5%

163,201 大阪府 堺市 スナック千友 サービス 飲食業 5%

163,202 大阪府 堺市 スピリカ サービス 理容・美容業 5%

163,203 大阪府 堺市 スポーツサクライ　堺店　サッカー 小売業 その他小売 5%

163,204 大阪府 堺市 スポーツサクライ　堺店　野球 小売業 その他小売 5%

163,205 大阪府 堺市 スマイルコンタクト　堺東店 小売業 その他小売 5%

163,206 大阪府 堺市 Ｓｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

163,207 大阪府 堺市 諏訪美容室　綾之町店 サービス 理容・美容業 5%

163,208 大阪府 堺市 諏訪美容室　諏訪ノ森駅前店 サービス 理容・美容業 5%

163,209 大阪府 堺市 精肉やまたけ　津久野店 小売業 食料品 5%

163,210 大阪府 堺市 ＺＥＮＯＮ　ＢＲＩＧＨＴ サービス 理容・美容業 5%

163,211 大阪府 堺市 セラヴィ 小売業 衣料品 5%

163,212 大阪府 堺市 セルビス 小売業 衣料品 5%
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163,213 大阪府 堺市 セルフ泉ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,214 大阪府 堺市 セルフ泉北菱木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,215 大阪府 堺市 セルフ御池台 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,216 大阪府 堺市 ゼロワンネーブルハウス 小売業 その他小売 5%

163,217 大阪府 堺市 泉北１号ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,218 大阪府 堺市 創作イタリアン　丹治 サービス 飲食業 5%

163,219 大阪府 堺市 創作割烹　湖泉　別館 サービス 飲食業 5%

163,220 大阪府 堺市 創作工房プランタン 小売業 食料品 5%

163,221 大阪府 堺市 ぞおれえしんぐ サービス その他サービス 5%

163,222 大阪府 堺市 ＺＯＲＧ／ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

163,223 大阪府 堺市 ソレイユ 小売業 貴金属・服飾品 5%

163,224 大阪府 堺市 第一ゴルフサービスショップ 小売業 その他小売 5%

163,225 大阪府 堺市 第一ゴルフ　箕面北摂店 小売業 その他小売 5%

163,226 大阪府 堺市 ダイコク　堺店 小売業 家具・調度品 5%

163,227 大阪府 堺市 ダイコク　大泉緑地店 小売業 家具・調度品 5%

163,228 大阪府 堺市 大将 サービス 飲食業 5%

163,229 大阪府 堺市 タイヤ館　堺 小売業 その他小売 2%

163,230 大阪府 堺市 タイヤ館　さつま泉北 小売業 その他小売 2%

163,231 大阪府 堺市 タイヤ館堺 小売業 その他小売 2%

163,232 大阪府 堺市 タイヤ館泉北ニュータウン 小売業 その他小売 2%

163,233 大阪府 堺市 タイヤキングス 小売業 その他小売 5%

163,234 大阪府 堺市 タイヨウ工業株式会社サカイ支店 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,235 大阪府 堺市 ダイワサイクル　堺初芝店 小売業 その他小売 5%

163,236 大阪府 堺市 ダイワサイクル　堺福田店 小売業 その他小売 5%

163,237 大阪府 堺市 ダイワサイクル　泉北店 小売業 その他小売 5%

163,238 大阪府 堺市 高辻モータース サービス その他サービス 5%

163,239 大阪府 堺市 谷動物病院 サービス その他サービス 5%

163,240 大阪府 堺市 たぬき茶屋 サービス 飲食業 5%

163,241 大阪府 堺市 煙草屋 小売業 その他小売 5%

163,242 大阪府 堺市 Ｗファクトリー サービス その他サービス 5%

163,243 大阪府 堺市 千鳥屋宗家堺北花田 小売業 食料品 5%

163,244 大阪府 堺市 中環大泉緑地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,245 大阪府 堺市 中国料理　丹甫 サービス 飲食業 5%

163,246 大阪府 堺市 第二阪和浜寺南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,247 大阪府 堺市 津久野第一ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,248 大阪府 堺市 つむら動物病院 サービス その他サービス 5%

163,249 大阪府 堺市 つり具のブンブン堺店 小売業 その他小売 5%

163,250 大阪府 堺市 ティ・ケイきっちん サービス 飲食業 5%

163,251 大阪府 堺市 ｔｅｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

163,252 大阪府 堺市 デフィー　アミナス北野田店 小売業 その他小売 5%

163,253 大阪府 堺市 デフィー　鳳ウイングス店 小売業 その他小売 5%

163,254 大阪府 堺市 デフィー中百舌鳥店 小売業 その他小売 5%
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163,255 大阪府 堺市 デフィー　光明池店 小売業 その他小売 5%

163,256 大阪府 堺市 デリシャスダイニングサカイ サービス 飲食業 5%

163,257 大阪府 堺市 ［ＨＣ］でんきのライフネットうぐいす 小売業 電化製品 5%

163,258 大阪府 堺市 天翔 サービス 飲食業 5%

163,259 大阪府 堺市 Ｄｕｅｘ　Ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

163,260 大阪府 堺市 東文堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

163,261 大阪府 堺市 栂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,262 大阪府 堺市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ新金岡店 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,263 大阪府 堺市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ泉北２号店 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,264 大阪府 堺市 ＤＯＧ　ＤＥＰＴ堺北花田店 小売業 衣料品 5%

163,265 大阪府 堺市 Ｔｏｐ－ｔｅｃｈ サービス その他サービス 5%

163,266 大阪府 堺市 ＴＲＩＡＬ 小売業 その他小売 5%

163,267 大阪府 堺市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ＬＳＣ サービス 飲食業 5%

163,268 大阪府 堺市 トンボ鮓 サービス 飲食業 5%

163,269 大阪府 堺市 中井工務店 サービス その他サービス 5%

163,270 大阪府 堺市 ナカジマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

163,271 大阪府 堺市 なかもず動物病院 サービス その他サービス 5%

163,272 大阪府 堺市 なごみ サービス 飲食業 5%

163,273 大阪府 堺市 和 サービス 飲食業 5%

163,274 大阪府 堺市 なるほどの酒房　なる　堺東店 サービス 飲食業 5%

163,275 大阪府 堺市 肉料理玉屋本店 サービス 飲食業 5%

163,276 大阪府 堺市 西尾　おおとり店 小売業 衣料品 5%

163,277 大阪府 堺市 西尾呉服店　北野田店 小売業 衣料品 5%

163,278 大阪府 堺市 ニッセンシェイプサロン・ド・Ｎａｔｕｒａ 小売業 衣料品 5%

163,279 大阪府 堺市 ニュー金岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,280 大阪府 堺市 ネイルサロンミルクアンドローズ サービス 理容・美容業 5%

163,281 大阪府 堺市 ネオ・テニスプラザ　堺 小売業 その他小売 5%

163,282 大阪府 堺市 Ｎｅｘｔｐｌａｎｎｉｎｇ サービス その他サービス 5%

163,283 大阪府 堺市 農産物直売所またきて菜 小売業 食料品 5%

163,284 大阪府 堺市 Ｂａｒ　Ｋｉｌｎ サービス 飲食業 5%

163,285 大阪府 堺市 Ｂａｒ　Ｌｉｇｈｔｈｏｕｓｅ サービス 飲食業 5%

163,286 大阪府 堺市 パークザビエル 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,287 大阪府 堺市 バー　ラングリッツ サービス 飲食業 5%

163,288 大阪府 堺市 バイキング左近　泉北店 サービス 飲食業 5%

163,289 大阪府 堺市 ばいく屋だっく　堺店 小売業 その他小売 5%

163,290 大阪府 堺市 ハウスデザインクラブ 小売業 家具・調度品 5%

163,291 大阪府 堺市 パスト金岡店 小売業 食料品 5%

163,292 大阪府 堺市 パスト白鷺店 小売業 食料品 5%

163,293 大阪府 堺市 パストなかもず店 小売業 食料品 5%

163,294 大阪府 堺市 長谷川牛乳店　長谷川牛乳店 小売業 食料品 5%

163,295 大阪府 堺市 パソコンドック２４堺店 サービス その他サービス 5%

163,296 大阪府 堺市 パソコンドック２４　堺店 サービス その他サービス 5%
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163,297 大阪府 堺市 八田荘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,298 大阪府 堺市 パティスリ－　アッシュ 小売業 食料品 5%

163,299 大阪府 堺市 Ｂａｌ　ｈａｃｈｉ－Ｇｏ サービス 飲食業 5%

163,300 大阪府 堺市 Ｈａｎｄｍａｄｅｚａｋｋａｐｅｔｉｔ 小売業 衣料品 5%

163,301 大阪府 堺市 阪和鳳自動車学校 サービス その他サービス 5%

163,302 大阪府 堺市 阪和自動車工業 サービス その他サービス 5%

163,303 大阪府 堺市 阪和ホーム サービス その他サービス 5%

163,304 大阪府 堺市 ｐｉａｒ サービス 理容・美容業 5%

163,305 大阪府 堺市 Ｂ－ｃｌｅセンターセルフ赤坂台 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,306 大阪府 堺市 ＢＭＯ堺上野芝店 小売業 衣料品 5%

163,307 大阪府 堺市 ｂｉｏｔｏｐ　堺東店 小売業 その他小売 5%

163,308 大阪府 堺市 東山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,309 大阪府 堺市 ピクチャーブックギャラリーリール 小売業 家具・調度品 5%

163,310 大阪府 堺市 ビタミン薬店みなと店 小売業 その他小売 5%

163,311 大阪府 堺市 Ｐｉｔ　Ｃｒｅｗ 小売業 その他小売 5%

163,312 大阪府 堺市 ＪＭ／ビューティサロンあっぷる サービス 理容・美容業 5%

163,313 大阪府 堺市 備長炭　焼鶏　草刈 サービス 飲食業 5%

163,314 大阪府 堺市 ファ－ストオ－ト　堺支店 小売業 その他小売 5%

163,315 大阪府 堺市 ファーレ堺高島屋店 小売業 衣料品 5%

163,316 大阪府 堺市 フォトスマイル北野田 小売業 電化製品 5%

163,317 大阪府 堺市 深井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,318 大阪府 堺市 福むすび サービス 飲食業 5%

163,319 大阪府 堺市 仏壇ギャラリー堺 小売業 家具・調度品 5%

163,320 大阪府 堺市 Ｐｕｃｃｉｎａ＊ 小売業 家具・調度品 5%

163,321 大阪府 堺市 Ｂｏｕｔｉｑｕｅ　ＡＩＭＥＥ 小売業 衣料品 5%

163,322 大阪府 堺市 ＢＯＵＴＩＱＵＥ　ＬＡ－ＰＩＳＴＡ 小売業 衣料品 5%

163,323 大阪府 堺市 ＦＵＹＯＨＡＲＵＮＡ堺店 小売業 その他小売 5%

163,324 大阪府 堺市 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ａｒｏｍａ　Ｓａｌｏｎ　Ｇｒａｚｉｏｓｏ サービス その他サービス 5%

163,325 大阪府 堺市 プライベートキッチン　おかえり サービス 飲食業 5%

163,326 大阪府 堺市 プライムツアー　泉大津営業所 サービス その他サービス 5%

163,327 大阪府 堺市 プライムツアー　新金岡営業所 サービス その他サービス 5%

163,328 大阪府 堺市 プライムツアー　本社営業所 サービス その他サービス 5%

163,329 大阪府 堺市 プライムツアープラットプラット堺店 サービス その他サービス 5%

163,330 大阪府 堺市 プラザコンタクト　堺東店 小売業 その他小売 5%

163,331 大阪府 堺市 フランス屋　サントル大和川店 サービス その他サービス 5%

163,332 大阪府 堺市 フランス屋　新桧尾台店 サービス その他サービス 5%

163,333 大阪府 堺市 フランス屋　竹城台店 サービス その他サービス 5%

163,334 大阪府 堺市 フランス屋　デイリーカナート中百舌鳥店 サービス その他サービス 5%

163,335 大阪府 堺市 フランス屋　デイリーカナート原山台店 サービス その他サービス 5%

163,336 大阪府 堺市 フランス屋　中百舌鳥駅前店 サービス その他サービス 5%

163,337 大阪府 堺市 フランス屋　フレスポしんかな店 サービス その他サービス 5%

163,338 大阪府 堺市 フランス屋　ベルマージュ店 サービス その他サービス 5%
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163,339 大阪府 堺市 フランス屋　松源北条店 サービス その他サービス 5%

163,340 大阪府 堺市 フランス屋　御池台店 サービス その他サービス 5%

163,341 大阪府 堺市 ブランドシティ　堺市駅前店 小売業 その他小売 5%

163,342 大阪府 堺市 Ｐｒｅｔｔｙ７ 小売業 貴金属・服飾品 5%

163,343 大阪府 堺市 フリュティエ　泉北店 小売業 食料品 5%

163,344 大阪府 堺市 ｐｌａｉｓｉｒ サービス 理容・美容業 5%

163,345 大阪府 堺市 Ｐｒｏｄｕｃｅ　ｈａｉｒ　ＥＡＲＴＨ サービス 理容・美容業 5%

163,346 大阪府 堺市 プロポ－ションアカデミ－ サービス 理容・美容業 5%

163,347 大阪府 堺市 ＨＡＩＲ’ＳＺＥＮＯＮ　光明池サンピア店 サービス 理容・美容業 5%

163,348 大阪府 堺市 ヘアーライフ　ルシア サービス 理容・美容業 5%

163,349 大阪府 堺市 ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ｈａｌ－ｈａｌ サービス 理容・美容業 5%

163,350 大阪府 堺市 ｈａｉｒ　ｄｅ　ｃｏｒａｚｏｎ　ＬｅｉＲ サービス 理容・美容業 5%

163,351 大阪府 堺市 ヘアデザイン　ラフィーネ サービス 理容・美容業 5%

163,352 大阪府 堺市 ヘアーメイク・チュラ　泉田中店 サービス 理容・美容業 5%

163,353 大阪府 堺市 ｈａｉｒ　Ｌａ　Ｖｉｅ サービス 理容・美容業 5%

163,354 大阪府 堺市 ペダル　堺福田店 小売業 その他小売 5%

163,355 大阪府 堺市 ペダル　堺深井店 小売業 その他小売 5%

163,356 大阪府 堺市 ペダル　新金岡店 小売業 その他小売 5%

163,357 大阪府 堺市 ペダル　泉北店 小売業 その他小売 5%

163,358 大阪府 堺市 ペダル　浜寺店 小売業 その他小売 5%

163,359 大阪府 堺市 Ｂｅｌｌｅ　なかもず店 サービス 理容・美容業 5%

163,360 大阪府 堺市 ほっかほっか亭　北野田駅前店 サービス 飲食業 2%

163,361 大阪府 堺市 ほっかほっか亭　堺南余部店 サービス 飲食業 2%

163,362 大阪府 堺市 ほっとＢＢステーション　堺北花田店 サービス 飲食業 5%

163,363 大阪府 堺市 ホテルサンプラザ堺アネックス サービス 宿泊業 5%

163,364 大阪府 堺市 ホテルミュートス サービス 宿泊業 5%

163,365 大阪府 堺市 堀野赤心館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

163,366 大阪府 堺市 マクドナルドイオンモール堺北花田店 サービス 飲食業 2%

163,367 大阪府 堺市 マクドナルド泉ケ丘ジョイパーク店 サービス 飲食業 2%

163,368 大阪府 堺市 マクドナルド北野田駅東口店 サービス 飲食業 2%

163,369 大阪府 堺市 マクドナルド北花田店 サービス 飲食業 2%

163,370 大阪府 堺市 マクドナルド光明池店 サービス 飲食業 2%

163,371 大阪府 堺市 マクドナルド堺一条店 サービス 飲食業 2%

163,372 大阪府 堺市 マクドナルド堺黒土店 サービス 飲食業 2%

163,373 大阪府 堺市 マクドナルド堺東店 サービス 飲食業 2%

163,374 大阪府 堺市 マクドナルド堺福田店 サービス 飲食業 2%

163,375 大阪府 堺市 マクドナルド３０９堺美原店 サービス 飲食業 2%

163,376 大阪府 堺市 マクドナルド泉北アクロスモール店 サービス 飲食業 2%

163,377 大阪府 堺市 マクドナルド大仙店 サービス 飲食業 2%

163,378 大阪府 堺市 マクドナルド中環大泉緑地店 サービス 飲食業 2%

163,379 大阪府 堺市 マクドナルドなかもず店 サービス 飲食業 2%

163,380 大阪府 堺市 マクドナルド南海堺駅店 サービス 飲食業 2%
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163,381 大阪府 堺市 マクドナルド庭代台東店 サービス 飲食業 2%

163,382 大阪府 堺市 マクドナルド浜寺店 サービス 飲食業 2%

163,383 大阪府 堺市 マクドナルド百舌鳥店 サービス 飲食業 2%

163,384 大阪府 堺市 マスターピース堺鉄砲町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

163,385 大阪府 堺市 まつ元 サービス 飲食業 5%

163,386 大阪府 堺市 マツゲン　北条店 小売業 食料品 5%

163,387 大阪府 堺市 マナベインテリアハーツ堺泉北店 小売業 家具・調度品 5%

163,388 大阪府 堺市 豆の花　泉北店 サービス 飲食業 5%

163,389 大阪府 堺市 丸十人形工房　堺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

163,390 大阪府 堺市 マルゼン楽器店　サンピア店 小売業 その他小売 5%

163,391 大阪府 堺市 株式会社　丸武道具堂 小売業 家具・調度品 5%

163,392 大阪府 堺市 万字堂堺東店 小売業 その他小売 5%

163,393 大阪府 堺市 万福寿司 サービス 飲食業 5%

163,394 大阪府 堺市 美木多ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,395 大阪府 堺市 三杉屋　ジョイパーク　泉ヶ丘店 小売業 食料品 5%

163,396 大阪府 堺市 ミスター天津飯 サービス 飲食業 5%

163,397 大阪府 堺市 ミネルバ　本店 小売業 衣料品 5%

163,398 大阪府 堺市 美原人酒場 サービス 飲食業 5%

163,399 大阪府 堺市 美原町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,400 大阪府 堺市 美原町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,401 大阪府 堺市 美原ホンダ松本２ 小売業 その他小売 5%

163,402 大阪府 堺市 みやざき地頭鶏専門店　門出 サービス 飲食業 5%

163,403 大阪府 堺市 民芸藤よし　堺駅前店 サービス 飲食業 5%

163,404 大阪府 堺市 むか新　金岡公園店 小売業 食料品 5%

163,405 大阪府 堺市 むか新　堺本館 小売業 食料品 5%

163,406 大阪府 堺市 むか新　泉北店 小売業 食料品 5%

163,407 大阪府 堺市 むか新　もず店 小売業 食料品 5%

163,408 大阪府 堺市 ｍｅｉｌｉ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

163,409 大阪府 堺市 Ｍａｓｉｏｎ　Ｌｅｎｅｍｅｒ サービス 理容・美容業 5%

163,410 大阪府 堺市 メッセ美原テニススタジアム 小売業 その他小売 5%

163,411 大阪府 堺市 メディアカフェポパイ堺東店 サービス その他サービス 5%

163,412 大阪府 堺市 メルボメンズウェア－　泉北パンジョ店 小売業 衣料品 5%

163,413 大阪府 堺市 百舌鳥ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,414 大阪府 堺市 Ｍｏｄｅ・ｅｔ・Ｇｕｉｄｅ 小売業 衣料品 5%

163,415 大阪府 堺市 やきとり石樽 サービス 飲食業 5%

163,416 大阪府 堺市 焼肉　１１２９ サービス 飲食業 5%

163,417 大阪府 堺市 焼肉　炸 サービス 飲食業 5%

163,418 大阪府 堺市 焼肉　タンク サービス 飲食業 5%

163,419 大阪府 堺市 ヤマト川自動車 サービス その他サービス 5%

163,420 大阪府 堺市 山本紙業 小売業 家具・調度品 5%

163,421 大阪府 堺市 株式会社山脇刃物製作所 小売業 家具・調度品 5%

163,422 大阪府 堺市 有限会社永田刃物 小売業 その他小売 5%
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163,423 大阪府 堺市 有限会社カードック鳳 サービス その他サービス 5%

163,424 大阪府 堺市 遊食家 サービス 飲食業 5%

163,425 大阪府 堺市 洋食のみどころ　レント サービス 飲食業 5%

163,426 大阪府 堺市 ヨシダデンキ 小売業 電化製品 5%

163,427 大阪府 堺市 ＬＡ　ＣＯＣＯＴＴＥ 小売業 その他小売 5%

163,428 大阪府 堺市 ライフクリーナー　ダイエー北野田店 サービス その他サービス 5%

163,429 大阪府 堺市 ラウンジ　ルリアン　〔ＬｅＬｉｅｎ〕 サービス 飲食業 5%

163,430 大阪府 堺市 ラウンジ亜季 サービス 飲食業 5%

163,431 大阪府 堺市 ラ　グランド　ルー 小売業 衣料品 5%

163,432 大阪府 堺市 ＲＡＳＰＩＮＩ 小売業 衣料品 5%

163,433 大阪府 堺市 ＬＡＺＯ サービス 理容・美容業 5%

163,434 大阪府 堺市 Ｌｉｅｎ サービス その他サービス 5%

163,435 大阪府 堺市 リーズヘアー サービス 理容・美容業 5%

163,436 大阪府 堺市 リトルフィールド　長曽根店 小売業 その他小売 5%

163,437 大阪府 堺市 リーフ動物病院 サービス その他サービス 5%

163,438 大阪府 堺市 りんかいＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,439 大阪府 堺市 ル・グラン・シャリオ　堺店 小売業 食料品 5%

163,440 大阪府 堺市 ルーニーグランプリ店 小売業 その他小売 5%

163,441 大阪府 堺市 ルーニー茶山台店 小売業 その他小売 5%

163,442 大阪府 堺市 ルーニー深井店 小売業 その他小売 5%

163,443 大阪府 堺市 Ｒｏｏｍｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

163,444 大阪府 堺市 ルーチェ動物病院 サービス その他サービス 5%

163,445 大阪府 堺市 ＲＥＴＲＯ　ＢＡＳＥ 小売業 家具・調度品 5%

163,446 大阪府 堺市 ロイヤルクイーン　泉北教室 小売業 家具・調度品 5%

163,447 大阪府 堺市 ローキーズ　インターナショナル 小売業 その他小売 5%

163,448 大阪府 堺市 ＬｏｃｏＭｏｔｉｏｎ サービス 飲食業 5%

163,449 大阪府 堺市 ワイン酒場Ｒｉｎｏ サービス 飲食業 5%

163,450 大阪府 堺市 ワカバヤシ 小売業 衣料品 5%

163,451 大阪府 堺市 和彩食　来都 サービス 飲食業 5%

163,452 大阪府 堺市 和ダイニングなの華 サービス 飲食業 5%

163,453 大阪府 堺市 和馳 サービス 飲食業 5%

163,454 大阪府 堺市 和風ダイニング　華 サービス 飲食業 5%

163,455 大阪府 堺市 和風ダイニング二葉 サービス 飲食業 5%

163,456 大阪府 堺市 ワンコイン南花田株式会社 サービス 運輸業 5%

163,457 大阪府 堺市 ワンスター 小売業 その他小売 5%

163,458 大阪府 堺市北区 アーチヘアー サービス 理容・美容業 5%

163,459 大阪府 堺市北区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒｅｃｉｅｌ北花田 サービス 理容・美容業 5%

163,460 大阪府 堺市北区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒｏｕｇｅ中百舌鳥 サービス 理容・美容業 5%

163,461 大阪府 堺市北区 アッドバリュー会計有限会社 サービス その他サービス 5%

163,462 大阪府 堺市北区 Ａｎｉｒｉｓ サービス 理容・美容業 5%

163,463 大阪府 堺市北区 ａｍａｎｄａ サービス 理容・美容業 5%

163,464 大阪府 堺市北区 アンジュ サービス 理容・美容業 5%
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163,465 大阪府 堺市北区 ｅ－Ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

163,466 大阪府 堺市北区 ｅ－Ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

163,467 大阪府 堺市北区 石田金物　石田金物 小売業 その他小売 5%

163,468 大阪府 堺市北区 いどころ屋おせっかい サービス 飲食業 5%

163,469 大阪府 堺市北区 ｉｎｏｖａｃａｏ サービス その他サービス 5%

163,470 大阪府 堺市北区 いろはからあげ 小売業 その他小売 5%

163,471 大阪府 堺市北区 寿の酒かみさか サービス 飲食業 5%

163,472 大阪府 堺市北区 美容室ヴァンサンカン サービス 理容・美容業 5%

163,473 大阪府 堺市北区 ウエサイクル泉北１号線 小売業 その他小売 5%

163,474 大阪府 堺市北区 オートクラフト 小売業 その他小売 5%

163,475 大阪府 堺市北区 大虎青木商店 サービス その他サービス 5%

163,476 大阪府 堺市北区 オールアメリカン 小売業 その他小売 5%

163,477 大阪府 堺市北区 ｏｊｉｋｏ．【オジコ】 サービス 理容・美容業 5%

163,478 大阪府 堺市北区 カースタレンタカー 堺市駅前店 サービス その他サービス 5%

163,479 大阪府 堺市北区 ＫＡＩＮＯフレスポしんかな店 サービス 理容・美容業 5%

163,480 大阪府 堺市北区 かごの屋北花田店 サービス 飲食業 5%

163,481 大阪府 堺市北区 ガッツレンタカー堺なかもず店 サービス その他サービス 5%

163,482 大阪府 堺市北区 かつらぎ サービス 飲食業 5%

163,483 大阪府 堺市北区 Ｃａｆｅ　ＳＡＴＯ サービス 飲食業 5%

163,484 大阪府 堺市北区 Ｃａｆｅ　ＳＡＴＯ　ｃａｆｅ　ＳＡＴＯ サービス 飲食業 5%

163,485 大阪府 堺市北区 Ｃａｆｅ＆ＤｉｎｉｎｇＢＥＬＬＥ サービス 飲食業 5%

163,486 大阪府 堺市北区 ＣＡＦＥ　ＤＩＮＩＮＧ　ＢＥＬＬＥ サービス 飲食業 5%

163,487 大阪府 堺市北区 ｃａｆｅｄｉｎｉｎｇ　ｋｏｈｇａ サービス 飲食業 5%

163,488 大阪府 堺市北区 株式会社　堂本自動車 サービス その他サービス 5%

163,489 大阪府 堺市北区 株式会社ＡＩＰＳＴＥＭ サービス その他サービス 5%

163,490 大阪府 堺市北区 株式会社エヌケイシイ 小売業 電化製品 5%

163,491 大阪府 堺市北区 株式会社柿の葉すし本舗たなか堺もず店 小売業 食料品 5%

163,492 大阪府 堺市北区 千代田 小売業 その他小売 5%

163,493 大阪府 堺市北区 株式会社リンク サービス その他サービス 5%

163,494 大阪府 堺市北区 株式会社ワールドコーポレーション 小売業 その他小売 5%

163,495 大阪府 堺市北区 カラオケ喫茶ハーレー サービス 飲食業 5%

163,496 大阪府 堺市北区 寛屋　寛屋堺百舌鳥店 サービス 飲食業 5%

163,497 大阪府 堺市北区 北花田どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

163,498 大阪府 堺市北区 牛角北花田 サービス 飲食業 2%

163,499 大阪府 堺市北区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ堺店 小売業 その他小売 5%

163,500 大阪府 堺市北区 ＱＵＥＮＴ サービス 理容・美容業 5%

163,501 大阪府 堺市北区 串とら サービス 飲食業 5%

163,502 大阪府 堺市北区 くし若まる　なかもず店 サービス 飲食業 5%

163,503 大阪府 堺市北区 Ｇｏｏｄ　ＢＢＱ　大泉緑地 サービス 飲食業 5%

163,504 大阪府 堺市北区 Ｇｌａｄｙａｎｔ サービス 理容・美容業 5%

163,505 大阪府 堺市北区 ＣＬＯＶＥＲ【クローバー】 サービス 理容・美容業 5%

163,506 大阪府 堺市北区 鐵 サービス 飲食業 5%

3895



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

163,507 大阪府 堺市北区 黒土西尾電氣 小売業 電化製品 5%

163,508 大阪府 堺市北区 Ｋｅｍａｒｉ８７ ＫＩＳＨＩＳＰＯ 堺店 小売業 衣料品 5%

163,509 大阪府 堺市北区 元気島のもりたんショップ　堺店 小売業 その他小売 5%

163,510 大阪府 堺市北区 五箇荘葬祭和田 サービス その他サービス 5%

163,511 大阪府 堺市北区 ＣｏＣｏ壱番屋堺北花田店 サービス 飲食業 2%

163,512 大阪府 堺市北区 ＧｏｌｆＡｉｄ サービス その他サービス 5%

163,513 大阪府 堺市北区 ＳＵＲＦＳＨＯＰＢＵＬＢＯＵＳＢＯＷ 小売業 その他小売 5%

163,514 大阪府 堺市北区 サイクルヒーローときはま金岡店 小売業 その他小売 5%

163,515 大阪府 堺市北区 セブンーイレブン堺大泉緑地公園前店 小売業 食料品 2%

163,516 大阪府 堺市北区 セブン－イレブン堺大阪府立大学前店 小売業 食料品 2%

163,517 大阪府 堺市北区 セブン－イレブン堺大阪労災病院前店 小売業 食料品 2%

163,518 大阪府 堺市北区 セブン－イレブン堺金岡町店 小売業 食料品 2%

163,519 大阪府 堺市北区 セブン－イレブン堺北花田駅前店 小売業 食料品 2%

163,520 大阪府 堺市北区 セブン－イレブン堺北花田町４丁店 小売業 食料品 2%

163,521 大阪府 堺市北区 セブン－イレブン堺北花田店 小売業 食料品 2%

163,522 大阪府 堺市北区 セブン－イレブン堺東雲東町店 小売業 食料品 2%

163,523 大阪府 堺市北区 セブン－イレブン堺長曽根町南店 小売業 食料品 2%

163,524 大阪府 堺市北区 セブン－イレブン堺中百舌鳥駅北口店 小売業 食料品 2%

163,525 大阪府 堺市北区 セブン－イレブン堺中百舌鳥駅南口店 小売業 食料品 2%

163,526 大阪府 堺市北区 セブン－イレブン堺中百舌鳥町６丁店 小売業 食料品 2%

163,527 大阪府 堺市北区 セブン－イレブン堺東浅香山２丁店 小売業 食料品 2%

163,528 大阪府 堺市北区 セブン－イレブン堺東上野芝町２丁店 小売業 食料品 2%

163,529 大阪府 堺市北区 セブン－イレブン堺南花田町店 小売業 食料品 2%

163,530 大阪府 堺市北区 セブン－イレブン堺百舌鳥梅町１丁店 小売業 食料品 2%

163,531 大阪府 堺市北区 セブン－イレブン堺百舌鳥梅町３丁店 小売業 食料品 2%

163,532 大阪府 堺市北区 ＴＨＥ　ＬＡＮＥ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

163,533 大阪府 堺市北区 サロンＫｕｕ サービス 理容・美容業 5%

163,534 大阪府 堺市北区 ｓａｌｏｎｄｅｐｕｃｃｉ サービス 理容・美容業 5%

163,535 大阪府 堺市北区 サンワつり具 小売業 その他小売 5%

163,536 大阪府 堺市北区 ＳＣＥＮＡＲＩＯ　ＰＥＰＰＥＲＳ 小売業 衣料品 5%

163,537 大阪府 堺市北区 ＳＣＥＮＡＲＩＯＰＥＰＰＥＲＳ 小売業 衣料品 5%

163,538 大阪府 堺市北区 ジュリアスラボ サービス 理容・美容業 5%

163,539 大阪府 堺市北区 城電器 小売業 電化製品 5%

163,540 大阪府 堺市北区 新金岡酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

163,541 大阪府 堺市北区 新日本ミュージック　新金岡店 小売業 その他小売 5%

163,542 大阪府 堺市北区 スバル美装 サービス その他サービス 5%

163,543 大阪府 堺市北区 Ｓｏｕｆｆｌｅ サービス 理容・美容業 5%

163,544 大阪府 堺市北区 スマートスマイル　ｓｍａｒｔ　ｓｍｉｌｅ サービス その他サービス 5%

163,545 大阪府 堺市北区 スリーエムキャルストーリー　中もず店 小売業 衣料品 5%

163,546 大阪府 堺市北区 ｓｏｄａｃｈｉ サービス その他サービス 5%

163,547 大阪府 堺市北区 そばうどん今日亭中百舌鳥店 サービス 飲食業 5%

163,548 大阪府 堺市北区 ソフトバンク　南花田 小売業 その他小売 5%
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163,549 大阪府 堺市北区 ダイコク　大泉緑地店 サービス その他サービス 5%

163,550 大阪府 堺市北区 ＴＡＫＯＺＯ北花田 サービス 飲食業 5%

163,551 大阪府 堺市北区 ダスキンマリーナ サービス その他サービス 2%

163,552 大阪府 堺市北区 Ｃｈｉｉ＇ｓＥｎｇｌｉｓｈ サービス その他サービス 5%

163,553 大阪府 堺市北区 ｔａｓｔｙ サービス 理容・美容業 5%

163,554 大阪府 堺市北区 ｔｉｍｍｙ【ティミー】 サービス 理容・美容業 5%

163,555 大阪府 堺市北区 ティミー　ｔｉｍｍｙ　　ｔｉｍｍｙ サービス 理容・美容業 5%

163,556 大阪府 堺市北区 手織りの店ＹＵＩＷＥＡＶＥＳ サービス その他サービス 5%

163,557 大阪府 堺市北区 天然工房なちゅらぶ サービス 飲食業 5%

163,558 大阪府 堺市北区 トットノエル サービス 理容・美容業 5%

163,559 大阪府 堺市北区 トリミングハウスＯＨＡＮＡ サービス その他サービス 5%

163,560 大阪府 堺市北区 中百舌鳥酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

163,561 大阪府 堺市北区 南海スズキオートピア・E 小売業 その他小売 5%

163,562 大阪府 堺市北区 日本酒こころのバー サービス 飲食業 5%

163,563 大阪府 堺市北区 ＮｕＲｉｅ サービス 理容・美容業 5%

163,564 大阪府 堺市北区 Ｂａｒ ａｍａｒａｃｈ Ｂａｒ ａｍａｒａｃｈ サービス 飲食業 5%

163,565 大阪府 堺市北区 ＢＡＲＢＬＩＮＤＯＷＬ サービス 飲食業 5%

163,566 大阪府 堺市北区 花うさぎ サービス 飲食業 5%

163,567 大阪府 堺市北区 ＨＡＮＡさぁさ 小売業 その他小売 5%

163,568 大阪府 堺市北区 Ｂｉｊｏｕ サービス その他サービス 5%

163,569 大阪府 堺市北区 Ｂｅａｕｔｙ　ｄｒｏｐ【ビューティドロップ】 サービス 理容・美容業 5%

163,570 大阪府 堺市北区 美容室ヴァンサンカン サービス 理容・美容業 5%

163,571 大阪府 堺市北区 ｆａｔａｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

163,572 大阪府 堺市北区 プライベートサロンｋｕｋｕｒｕ サービス その他サービス 5%

163,573 大阪府 堺市北区 プリティテイル 小売業 その他小売 5%

163,574 大阪府 堺市北区 田中利佳 サービス その他サービス 5%

163,575 大阪府 堺市北区 古川タクシー サービス 運輸業 5%

163,576 大阪府 堺市北区 ｈａｉｒ’ｓ　Ｂｏｈｎｅ サービス 理容・美容業 5%

163,577 大阪府 堺市北区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ａ　ＲＣＨ サービス 理容・美容業 5%

163,578 大阪府 堺市北区 ＨａｉｒＶａｌｌＲａＱ サービス 理容・美容業 5%

163,579 大阪府 堺市北区 ＰＥＤＡＬ 新金岡店 小売業 その他小売 5%

163,580 大阪府 堺市北区 ＶＥＬＦＡＲＲＥ サービス 理容・美容業 5%

163,581 大阪府 堺市北区 宝石・時計・メガネ　中村 小売業 貴金属・服飾品 5%

163,582 大阪府 堺市北区 前田酒店　前田米酒店 小売業 食料品 5%

163,583 大阪府 堺市北区 まちの自転車店リコ　なかもず店 小売業 その他小売 5%

163,584 大阪府 堺市北区 マンマミーア サービス 飲食業 5%

163,585 大阪府 堺市北区 ミックイマムラ　金岡店 小売業 電化製品 5%

163,586 大阪府 堺市北区 ミナト自動車 サービス その他サービス 5%

163,587 大阪府 堺市北区 ミニョン　北花田店 サービス 理容・美容業 5%

163,588 大阪府 堺市北区 ミニョン　なかもず店 サービス 理容・美容業 5%

163,589 大阪府 堺市北区 メナード　フェイシャルサロン　Ｌｉｎｏ サービス その他サービス 5%

163,590 大阪府 堺市北区 麺家八兵衛 サービス 飲食業 5%
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163,591 大阪府 堺市北区 Ｍｏｃｈａ　Ａｒｔ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

163,592 大阪府 堺市北区 山田質舗 サービス その他サービス 5%

163,593 大阪府 堺市北区 ユウキサイクル 小売業 その他小売 5%

163,594 大阪府 堺市北区 有限会社南海オート販売 小売業 その他小売 5%

163,595 大阪府 堺市北区 有限会社ハシモト サービス その他サービス 5%

163,596 大阪府 堺市北区 吉田鍼きゅう院 サービス その他サービス 5%

163,597 大阪府 堺市北区 ライフクリーナー　南花田店 サービス その他サービス 5%

163,598 大阪府 堺市北区 ライフクリーナー　グルメシティ中もず サービス その他サービス 5%

163,599 大阪府 堺市北区 ライフクリーナー　南花田店 サービス その他サービス 5%

163,600 大阪府 堺市北区 Ｒｅｎｃｏｎｔｒｅ サービス 飲食業 5%

163,601 大阪府 堺市北区 ＲｉｓａＲｉｓａ 小売業 食料品 5%

163,602 大阪府 堺市北区 リゾルト サービス その他サービス 5%

163,603 大阪府 堺市北区 リラクゼーションサロン　ＳＵＡＩ サービス その他サービス 5%

163,604 大阪府 堺市北区 ＬＩＬＩＡ． サービス 理容・美容業 5%

163,605 大阪府 堺市北区 Ｌｅ　Ｃｉｅｌ【ルシェル】 サービス 理容・美容業 5%

163,606 大阪府 堺市北区 ＲｕＬｉｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

163,607 大阪府 堺市北区 ロイヤルクイーン　堺教室 小売業 家具・調度品 5%

163,608 大阪府 堺市北区 ＷｉｎｅＳａｌｏｎＣｏｕｌａｎｔ サービス 飲食業 5%

163,609 大阪府 堺市北区 和牛処けーちゃん サービス 飲食業 5%

163,610 大阪府 堺市堺区 アートサイクル 堺一条通り店 小売業 その他小売 5%

163,611 大阪府 堺市堺区 アヴァンティ　三国ヶ丘店 小売業 衣料品 5%

163,612 大阪府 堺市堺区 赤いばら サービス 飲食業 5%

163,613 大阪府 堺市堺区 ａｑｕａｉｒ　ｆｏｎｔｅ サービス 理容・美容業 5%

163,614 大阪府 堺市堺区 アニー動物病院 サービス その他サービス 5%

163,615 大阪府 堺市堺区 ＡＭＡＲＡｓｐａ＆ｃａｆｅ サービス 理容・美容業 5%

163,616 大阪府 堺市堺区 アマン商会 サービス その他サービス 5%

163,617 大阪府 堺市堺区 アロマオイルトリートメントサロンｃａｌｍ サービス 理容・美容業 5%

163,618 大阪府 堺市堺区 ｅｎｆｒｅｒｅ サービス 理容・美容業 5%

163,619 大阪府 堺市堺区 株式会社イーロックホーム サービス その他サービス 5%

163,620 大阪府 堺市堺区 居酒屋　義経　堺店 サービス 飲食業 5%

163,621 大阪府 堺市堺区 居酒屋おやじ サービス 飲食業 5%

163,622 大阪府 堺市堺区 一条薬局 小売業 その他小売 5%

163,623 大阪府 堺市堺区 出光サニーズ御陵前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,624 大阪府 堺市堺区 今村電機 小売業 電化製品 5%

163,625 大阪府 堺市堺区 囲炉裏乃逸品 サービス 飲食業 5%

163,626 大阪府 堺市堺区 いわしや薬局 いわしや薬局 小売業 その他小売 5%

163,627 大阪府 堺市堺区 うえはら酒店 小売業 その他小売 5%

163,628 大阪府 堺市堺区 ｅｌｆｏ サービス 理容・美容業 5%

163,629 大阪府 堺市堺区 ａｎｇｅｌ＇ｓ美容室 サービス 理容・美容業 5%

163,630 大阪府 堺市堺区 大垣書店 ｲｵﾝﾓｰﾙ堺鉄砲町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

163,631 大阪府 堺市堺区 大森タクシー サービス 運輸業 5%

163,632 大阪府 堺市堺区 沖田電気 小売業 電化製品 5%
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

163,633 大阪府 堺市堺区 カーポートマルゼン大阪本店 小売業 その他小売 5%

163,634 大阪府 堺市堺区 ＫＡＩＮＯ　プラットプラット店 サービス 理容・美容業 5%

163,635 大阪府 堺市堺区 カットハウスキシダ　キシダタバコ店 小売業 その他小売 5%

163,636 大阪府 堺市堺区 ｃａｆｅｍｕｌｔｉｚｕｎｚｕｎ サービス 飲食業 5%

163,637 大阪府 堺市堺区 株式会社小野木酒店 サービス 飲食業 5%

163,638 大阪府 堺市堺区 株式会社大豊堂　大豊堂 小売業 その他小売 5%

163,639 大阪府 堺市堺区 株式会社浪忠 サービス その他サービス 5%

163,640 大阪府 堺市堺区 株式会社パワーシステム サービス その他サービス 5%

163,641 大阪府 堺市堺区 株式会社福井 小売業 電化製品 5%

163,642 大阪府 堺市堺区 ｃａｌｍ サービス その他サービス 5%

163,643 大阪府 堺市堺区 カメラのヤマゲン 小売業 その他小売 5%

163,644 大阪府 堺市堺区 カメラのヤマゲン ２号館 小売業 電化製品 5%

163,645 大阪府 堺市堺区 河洋美容室 サービス 理容・美容業 5%

163,646 大阪府 堺市堺区 からだサロンＳＵＮＮＹ サービス 理容・美容業 5%

163,647 大阪府 堺市堺区 カレーハウスココ壱番屋堺区南清水町店 サービス 飲食業 2%

163,648 大阪府 堺市堺区 カワハラダサイクル 小売業 その他小売 5%

163,649 大阪府 堺市堺区 川村会計事務所 サービス その他サービス 5%

163,650 大阪府 堺市堺区 北中書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

163,651 大阪府 堺市堺区 ＫＩＣＨＩＲＩ堺東 サービス 飲食業 5%

163,652 大阪府 堺市堺区 キャピック　オオサカ サービス その他サービス 5%

163,653 大阪府 堺市堺区 キャピックオオサカ２ サービス その他サービス 5%

163,654 大阪府 堺市堺区 クシカツの名門　串道楽　堺東店 サービス 飲食業 5%

163,655 大阪府 堺市堺区 薬の山下薬舗 小売業 その他小売 5%

163,656 大阪府 堺市堺区 くつ修理　合カギ　なかじま サービス その他サービス 5%

163,657 大阪府 堺市堺区 クリーニングのふじもと　クリーニングのふじもと サービス その他サービス 5%

163,658 大阪府 堺市堺区 クリエイション サービス その他サービス 5%

163,659 大阪府 堺市堺区 構内給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,660 大阪府 堺市堺区 コウノスポーツ 小売業 その他小売 5%

163,661 大阪府 堺市堺区 ＫＯＧＡＯ美ＹＯＲＩ サービス その他サービス 5%

163,662 大阪府 堺市堺区 Ｃｏ楽兆 サービス 飲食業 5%

163,663 大阪府 堺市堺区 金剛堂　堺店 小売業 家具・調度品 5%

163,664 大阪府 堺市堺区 コンペイトウプチミュージアム堺 小売業 食料品 5%

163,665 大阪府 堺市堺区 サイクルヒーロー堺ＰＬＡＴ店 小売業 その他小売 5%

163,666 大阪府 堺市堺区 サイクルヒーロー　プラットプラット店 小売業 その他小売 5%

163,667 大阪府 堺市堺区 セブン－イレブン堺旭ヶ丘北町１丁店 小売業 食料品 2%

163,668 大阪府 堺市堺区 セブン－イレブン堺戎島町４丁店 小売業 食料品 2%

163,669 大阪府 堺市堺区 セブン－イレブン堺大町西３丁店 小売業 食料品 2%

163,670 大阪府 堺市堺区 セブン－イレブン堺大浜中町３丁店 小売業 食料品 2%

163,671 大阪府 堺市堺区 セブン－イレブン堺大浜南町２丁店 小売業 食料品 2%

163,672 大阪府 堺市堺区 セブン－イレブン堺海山町店 小売業 食料品 2%

163,673 大阪府 堺市堺区 堺伽俚 小売業 食料品 5%

163,674 大阪府 堺市堺区 堺菊虎本舗　村田刃物 小売業 その他小売 5%
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163,675 大阪府 堺市堺区 セブン－イレブン堺北瓦町２丁店 小売業 食料品 2%

163,676 大阪府 堺市堺区 セブン－イレブン堺熊野町東４丁店 小売業 食料品 2%

163,677 大阪府 堺市堺区 セブン－イレブン堺けやき通り店 小売業 食料品 2%

163,678 大阪府 堺市堺区 セブン－イレブン堺向陵中町５丁店 小売業 食料品 2%

163,679 大阪府 堺市堺区 セブン－イレブン堺宿院店 小売業 食料品 2%

163,680 大阪府 堺市堺区 セブン－イレブン堺出島町５丁店 小売業 食料品 2%

163,681 大阪府 堺市堺区 堺花政 小売業 その他小売 5%

163,682 大阪府 堺市堺区 セブン－イレブン堺浜シーサイド店 小売業 食料品 2%

163,683 大阪府 堺市堺区 セブン－イレブン堺松屋大和川通店 小売業 食料品 2%

163,684 大阪府 堺市堺区 堺南出島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,685 大阪府 堺市堺区 サコンデンキ 小売業 電化製品 5%

163,686 大阪府 堺市堺区 Ｇ’　ＨＯＴＥＬＳ サービス 宿泊業 5%

163,687 大阪府 堺市堺区 自転車処ぽたりんぐぅ 小売業 その他小売 5%

163,688 大阪府 堺市堺区 じゃんぼ總本店　錦綾町店 サービス 飲食業 5%

163,689 大阪府 堺市堺区 じゃんぼ總本店　JR堺市駅前店 サービス 飲食業 5%

163,690 大阪府 堺市堺区 じゃんぼ總本店　三国ヶ丘駅前店 サービス 飲食業 5%

163,691 大阪府 堺市堺区 じゃんぼ總本店　湊駅前店 サービス 飲食業 5%

163,692 大阪府 堺市堺区 Ｊｕｎｅ Ｂｒｉｄｅ  ジューンブライド 小売業 その他小売 5%

163,693 大阪府 堺市堺区 昌久園　堺（天神）店 サービス 飲食業 5%

163,694 大阪府 堺市堺区 鮨匠津田 サービス 飲食業 5%

163,695 大阪府 堺市堺区 すし竹 サービス 飲食業 5%

163,696 大阪府 堺市堺区 有限会社スポテッドホース・クラフト 小売業 衣料品 5%

163,697 大阪府 堺市堺区 スマホスピタル堺東店 サービス その他サービス 5%

163,698 大阪府 堺市堺区 制服のシラカワ 小売業 衣料品 5%

163,699 大阪府 堺市堺区 ＺｅｌＣｏｖａ サービス 理容・美容業 5%

163,700 大阪府 堺市堺区 ダイコク　堺店 サービス その他サービス 5%

163,701 大阪府 堺市堺区 ダイコクドラッグ堺東駅前店 小売業 その他小売 5%

163,702 大阪府 堺市堺区 ダイニングＮ サービス 飲食業 5%

163,703 大阪府 堺市堺区 タイムステーションＮＥＯイオンモール堺鉄砲町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

163,704 大阪府 堺市堺区 たからや時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

163,705 大阪府 堺市堺区 たこ勝 サービス 飲食業 5%

163,706 大阪府 堺市堺区 たばこ の マツヤ 小売業 その他小売 5%

163,707 大阪府 堺市堺区 月詠　居酒屋　月詠 サービス 飲食業 5%

163,708 大阪府 堺市堺区 ＴＳＵＢＡＫＩＡＮ 小売業 衣料品 5%

163,709 大阪府 堺市堺区 電話屋　堺東店 小売業 その他小売 5%

163,710 大阪府 堺市堺区 トータルリサイクルディーカーズ 小売業 その他小売 5%

163,711 大阪府 堺市堺区 ときさん 小売業 その他小売 5%

163,712 大阪府 堺市堺区 トキワ温泉　トキワ温泉 サービス その他サービス 5%

163,713 大阪府 堺市堺区 トト洋菓子店 小売業 食料品 5%

163,714 大阪府 堺市堺区 土間土間堺東駅前店 サービス 飲食業 2%

163,715 大阪府 堺市堺区 永木白文堂 小売業 その他小売 5%

163,716 大阪府 堺市堺区 ナチュラルコスモ 小売業 その他小売 5%
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163,717 大阪府 堺市堺区 なな菜堺東駅前店 小売業 食料品 5%

163,718 大阪府 堺市堺区 南海スズキオートピア・S 小売業 その他小売 5%

163,719 大阪府 堺市堺区 南海スズキマイカーセンター 小売業 その他小売 5%

163,720 大阪府 堺市堺区 ｎｅａｍ 小売業 衣料品 5%

163,721 大阪府 堺市堺区 ＮＥＸＴ５１ ＮＥＸＴ５１三国ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

163,722 大阪府 堺市堺区 ｂａｒ　ＣＬＡＳＳＩＣＡＬ サービス 飲食業 5%

163,723 大阪府 堺市堺区 はちみつ屋雅蜂園 小売業 食料品 5%

163,724 大阪府 堺市堺区 花あずき 小売業 食料品 5%

163,725 大阪府 堺市堺区 ＰＡＬＮＥＴ　ベルマージュ堺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

163,726 大阪府 堺市堺区 ＢＭＯ堺上野芝店 小売業 衣料品 5%

163,727 大阪府 堺市堺区 ひごペット　堺プラット店 小売業 その他小売 5%

163,728 大阪府 堺市堺区 Ｂｉｓｔｒｏ ＶＥＺＯ サービス 飲食業 5%

163,729 大阪府 堺市堺区 羊の家 サービス 飲食業 5%

163,730 大阪府 堺市堺区 ヒビノビア　クラフトビアストア 小売業 食料品 5%

163,731 大阪府 堺市堺区 美容室　髪物語 サービス 理容・美容業 5%

163,732 大阪府 堺市堺区 ｆｏｒｔｙｔｈｏｕｓａｎｄｓｐｉｒｉｔｓ 小売業 衣料品 5%

163,733 大阪府 堺市堺区 フォルムアーツ サービス 理容・美容業 5%

163,734 大阪府 堺市堺区 フカガワ洋菓子店 小売業 食料品 5%

163,735 大阪府 堺市堺区 ブライダル堺 サービス その他サービス 5%

163,736 大阪府 堺市堺区 ｐｌａｎｔｓ＆ｋｅｒａｍｉｋｋａｋｉｎｅ サービス その他サービス 5%

163,737 大阪府 堺市堺区 ｂｌｏｏｍ【ブルーム】 サービス 理容・美容業 5%

163,738 大阪府 堺市堺区 文清堂株式会社 小売業 その他小売 5%

163,739 大阪府 堺市堺区 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ｂ?ｆｏｕｒ サービス 理容・美容業 5%

163,740 大阪府 堺市堺区 Ｈａｉｒ ｂｒｉｌｌｅｒ Ｈａｉｒｂｒｉｌｌｅｒ サービス 理容・美容業 5%

163,741 大阪府 堺市堺区 ヘアーメイクデククラウズ　Ｄｅｋｕ　ｃｌａｗｓ サービス 理容・美容業 5%

163,742 大阪府 堺市堺区 鳳文堂印舗 小売業 その他小売 5%

163,743 大阪府 堺市堺区 ポッシュフェイス 小売業 その他小売 5%

163,744 大阪府 堺市堺区 ポッシュフェイス 小売業 その他小売 5%

163,745 大阪府 堺市堺区 ポップアイド　堺本店 小売業 食料品 5%

163,746 大阪府 堺市堺区 ホテルサンプラザ堺　ＡＮＮＥＸ サービス 宿泊業 5%

163,747 大阪府 堺市堺区 本社 サービス その他サービス 5%

163,748 大阪府 堺市堺区 巻き爪矯正センター快梛 サービス 理容・美容業 5%

163,749 大阪府 堺市堺区 マスダ電気商会 小売業 電化製品 5%

163,750 大阪府 堺市堺区 みくにタカハタデンキ 小売業 電化製品 5%

163,751 大阪府 堺市堺区 緑ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,752 大阪府 堺市堺区 耳原総合病院売店 小売業 その他小売 5%

163,753 大阪府 堺市堺区 ＭＩＭＰＩ サービス 理容・美容業 5%

163,754 大阪府 堺市堺区 ｍｅｉｌｉ　ｈａｉｒ　ｍｅｉｌｉ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

163,755 大阪府 堺市堺区 メディアカフェ　ポパイ　堺東店 サービス その他サービス 5%

163,756 大阪府 堺市堺区 ＭＯＬＬＡ　ＳＡＬＯＮ　浅香山店 サービス 理容・美容業 5%

163,757 大阪府 堺市堺区 もず庵 小売業 その他小売 5%

163,758 大阪府 堺市堺区 もち月一味庵 サービス 飲食業 5%
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163,759 大阪府 堺市堺区 ㈱森岡工務店 サービス その他サービス 5%

163,760 大阪府 堺市堺区 八百屋８０８ 小売業 食料品 5%

163,761 大阪府 堺市堺区 焼きとん屋くうとん堺店 サービス 飲食業 5%

163,762 大阪府 堺市堺区 焼肉いちごいちえ サービス 飲食業 5%

163,763 大阪府 堺市堺区 焼肉でん　堺店 サービス 飲食業 5%

163,764 大阪府 堺市堺区 優しげ サービス 飲食業 5%

163,765 大阪府 堺市堺区 ヤマノビューティウェルネスサロン　サカイ サービス 理容・美容業 5%

163,766 大阪府 堺市堺区 山吹電気商会 小売業 電化製品 5%

163,767 大阪府 堺市堺区 ゆでぞう サービス 飲食業 5%

163,768 大阪府 堺市堺区 洋食のみどころ Ｌｅｎｔ サービス 飲食業 5%

163,769 大阪府 堺市堺区 義経　堺駅前店　居酒屋　義経 サービス 飲食業 5%

163,770 大阪府 堺市堺区 ライフアンドウ　堺東店 小売業 その他小売 5%

163,771 大阪府 堺市堺区 ライフクリーナー　イズミヤ百舌鳥 サービス その他サービス 5%

163,772 大阪府 堺市堺区 ライフクリーナー百舌鳥店 サービス その他サービス 5%

163,773 大阪府 堺市堺区 ＬｉＦｅ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

163,774 大阪府 堺市堺区 リーズヘアー サービス 理容・美容業 5%

163,775 大阪府 堺市堺区 リコジャパン本部 小売業 その他小売 5%

163,776 大阪府 堺市堺区 理容ダルマ舘 サービス 理容・美容業 5%

163,777 大阪府 堺市堺区 臨海ホテル サービス 宿泊業 5%

163,778 大阪府 堺市堺区 臨海ホテル　Ｎｏ　Ｓｈｏｗ サービス 宿泊業 5%

163,779 大阪府 堺市堺区 Ｌｕｓｔｏｒａ サービス その他サービス 5%

163,780 大阪府 堺市堺区 ＲＯＣＣＡ サービス 理容・美容業 5%

163,781 大阪府 堺市堺区 和風ダイニング二葉　和風ダイニング二葉 サービス 飲食業 5%

163,782 大阪府 堺市中区 合鍵センター サービス その他サービス 5%

163,783 大阪府 堺市中区 ｉｓｌａｎｄｃａｆｅｏｌｕｏｌｕ サービス 飲食業 5%

163,784 大阪府 堺市中区 アヴァンティ　深井店 小売業 衣料品 5%

163,785 大阪府 堺市中区 アガぺ深井薬局 小売業 その他小売 5%

163,786 大阪府 堺市中区 アットワン 小売業 その他小売 5%

163,787 大阪府 堺市中区 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｏ　Ｍ サービス その他サービス 5%

163,788 大阪府 堺市中区 ウサギ専門クリニックｖｉｎａｋａ サービス その他サービス 5%

163,789 大阪府 堺市中区 ａｉｌｅ　ｆｅｒｍｅ サービス 理容・美容業 5%

163,790 大阪府 堺市中区 オートナウ 小売業 その他小売 5%

163,791 大阪府 堺市中区 ＣＡＲＳＨＯＰＭＩＬＬＩＯＮ 小売業 その他小売 5%

163,792 大阪府 堺市中区 ＫＡＩＮＯ　アイラッシュ　エステサロン サービス 理容・美容業 5%

163,793 大阪府 堺市中区 ＫＡＩＮＯ　深井本店 サービス 理容・美容業 5%

163,794 大阪府 堺市中区 株式会社カザールホーム サービス その他サービス 5%

163,795 大阪府 堺市中区 カザマランドセル南大阪ショウルーム 小売業 その他小売 5%

163,796 大阪府 堺市中区 株式会社グランツ サービス その他サービス 5%

163,797 大阪府 堺市中区 株式会社陽光 小売業 その他小売 5%

163,798 大阪府 堺市中区 ガレージネクスト 小売業 その他小売 5%

163,799 大阪府 堺市中区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋堺福田店 サービス 飲食業 2%

163,800 大阪府 堺市中区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋泉北高速深井駅前店 サービス 飲食業 2%
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163,801 大阪府 堺市中区 カントリーサロンリオール サービス その他サービス 5%

163,802 大阪府 堺市中区 株式会社希望社 サービス その他サービス 5%

163,803 大阪府 堺市中区 業務スーパー堺福田店 小売業 食料品 2%

163,804 大阪府 堺市中区 Ｑｕｉｎｔｅｔ サービス 理容・美容業 5%

163,805 大阪府 堺市中区 暮らしにファッションパンプキン 小売業 衣料品 5%

163,806 大阪府 堺市中区 らーめん五麺八舎 サービス 飲食業 5%

163,807 大阪府 堺市中区 金剛堂　泉北店 小売業 家具・調度品 5%

163,808 大阪府 堺市中区 サイクルヒーロー堺本店 小売業 その他小売 5%

163,809 大阪府 堺市中区 サイクルプロショップリコ深井店　サイクルプロショップリコ深井店 小売業 その他小売 5%

163,810 大阪府 堺市中区 セブン－イレブン堺辻之店 小売業 食料品 2%

163,811 大阪府 堺市中区 堺ＴＰラボ サービス 理容・美容業 5%

163,812 大阪府 堺市中区 セブン－イレブン堺土塔町店 小売業 食料品 2%

163,813 大阪府 堺市中区 セブン－イレブン堺楢葉店 小売業 食料品 2%

163,814 大阪府 堺市中区 セブン－イレブン堺土師町１丁店 小売業 食料品 2%

163,815 大阪府 堺市中区 セブン－イレブン堺八田北町店 小売業 食料品 2%

163,816 大阪府 堺市中区 セブン－イレブン堺八田西町店 小売業 食料品 2%

163,817 大阪府 堺市中区 セブン－イレブン堺東山店 小売業 食料品 2%

163,818 大阪府 堺市中区 セブン－イレブン堺深井清水町店 小売業 食料品 2%

163,819 大阪府 堺市中区 セブン－イレブン堺深井東町店 小売業 食料品 2%

163,820 大阪府 堺市中区 セブン－イレブン堺深井水池町店 小売業 食料品 2%

163,821 大阪府 堺市中区 セブン－イレブン堺深阪店 小売業 食料品 2%

163,822 大阪府 堺市中区 坂口カイロプラクテッック院 サービス 理容・美容業 5%

163,823 大阪府 堺市中区 ＳａｋｕｒａＭＯＴＯＲＥ 小売業 その他小売 5%

163,824 大阪府 堺市中区 ＣＢＲ　ＯＮＥ深井店 サービス その他サービス 5%

163,825 大阪府 堺市中区 四国アセチレン販売株式会社 サービス その他サービス 5%

163,826 大阪府 堺市中区 じゃんぼ總本店　深井店 サービス 飲食業 5%

163,827 大阪府 堺市中区 スポーツサクライ　堺店　野球 小売業 その他小売 5%

163,828 大阪府 堺市中区 スポーツサクライ 堺店 サッカー フットサル 小売業 その他小売 5%

163,829 大阪府 堺市中区 スリーエム　泉ヶ丘店 小売業 衣料品 5%

163,830 大阪府 堺市中区 スリーエム　深井店 小売業 衣料品 5%

163,831 大阪府 堺市中区 ソウカワガレージ ソウカワガレージ 小売業 その他小売 5%

163,832 大阪府 堺市中区 ソリード行政書士事務所　ペットビジネスサポートセンター大阪 サービス その他サービス 5%

163,833 大阪府 堺市中区 タイヤ館泉北ニュータウン店 小売業 その他小売 2%

163,834 大阪府 堺市中区 タイヤショップさつま泉北１号店 小売業 その他小売 5%

163,835 大阪府 堺市中区 ダナセドナ サービス その他サービス 5%

163,836 大阪府 堺市中区 ＤＥＥＰＬＹ　ＪＡＰＡＮ サービス その他サービス 5%

163,837 大阪府 堺市中区 ＴＯＴＡＬ ＢＥＡＵＴＹ ＳＡＬＯＮ ＨＡＲＵＫＩ サービス 理容・美容業 5%

163,838 大阪府 堺市中区 トシキ電器 小売業 電化製品 5%

163,839 大阪府 堺市中区 とり王 小売業 食料品 5%

163,840 大阪府 堺市中区 ニッカホーム　堺営業所 サービス その他サービス 5%

163,841 大阪府 堺市中区 ハタナカオート 小売業 その他小売 5%

163,842 大阪府 堺市中区 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ ｎｉｃｏｒｉ 小売業 食料品 5%

3903



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

163,843 大阪府 堺市中区 ひゃくえもん深井プラザ店　ひゃくえもん深井プラザ店 小売業 その他小売 5%

163,844 大阪府 堺市中区 ｆａｍｉｌｉａｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

163,845 大阪府 堺市中区 ふかい珈琲 サービス 飲食業 5%

163,846 大阪府 堺市中区 深井酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

163,847 大阪府 堺市中区 ヘアーサロンアサヒ サービス 理容・美容業 5%

163,848 大阪府 堺市中区 ヘアーズ　リトル サービス 理容・美容業 5%

163,849 大阪府 堺市中区 ほくなん商会 小売業 その他小売 5%

163,850 大阪府 堺市中区 ｍａｃｈｅｒｙ サービス 理容・美容業 5%

163,851 大阪府 堺市中区 メガネセンター　アイトップ 小売業 その他小売 5%

163,852 大阪府 堺市中区 メガネセンター　アイトップ泉北店 小売業 その他小売 5%

163,853 大阪府 堺市中区 メナード化粧品泉北東山代行店 サービス その他サービス 5%

163,854 大阪府 堺市中区 焼鳥酉美庵 サービス 飲食業 5%

163,855 大阪府 堺市中区 焼肉　じんほ サービス 飲食業 5%

163,856 大阪府 堺市中区 焼肉居酒屋大ふへん者 サービス 飲食業 5%

163,857 大阪府 堺市中区 焼肉冷麺つくし サービス 飲食業 5%

163,858 大阪府 堺市中区 有限会社カートップ大阪 サービス その他サービス 5%

163,859 大阪府 堺市中区 夢や 小売業 食料品 5%

163,860 大阪府 堺市中区 ライフクリーナー　千成深井店 サービス その他サービス 5%

163,861 大阪府 堺市中区 ＲＡＳＰＩＮＩ 小売業 衣料品 5%

163,862 大阪府 堺市中区 ＲＡＳＰＩＮＩ　ＲＡＳＰＩＮＩ　　　ラスピーニ 小売業 衣料品 5%

163,863 大阪府 堺市中区 Ｒｅｆｌｅｔ サービス 理容・美容業 5%

163,864 大阪府 堺市中区 レストランドゥースドゥース サービス 飲食業 5%

163,865 大阪府 堺市中区 Ｌｅｓ　Ｍａｉｎｓ　Ｃａｒｓ サービス その他サービス 5%

163,866 大阪府 堺市中区 株式会社アイチ 小売業 衣料品 5%

163,867 大阪府 堺市中区 ｗａｃｃａ サービス 理容・美容業 5%

163,868 大阪府 堺市西区 Ｒ・ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

163,869 大阪府 堺市西区 アクションタッチ 小売業 電化製品 5%

163,870 大阪府 堺市西区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆａｉｒｅ堺 サービス 理容・美容業 5%

163,871 大阪府 堺市西区 足と歩行改善治療院ＣＯＦＳＵ サービス 理容・美容業 5%

163,872 大阪府 堺市西区 Ａｔｒａｅｒ　Ｇａｔｅ 小売業 その他小売 5%

163,873 大阪府 堺市西区 ａｎｄｍｏｒｅ＋ サービス その他サービス 5%

163,874 大阪府 堺市西区 イタリアンバールアンダンテ サービス 飲食業 5%

163,875 大阪府 堺市西区 出光セルフ泉北鳳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,876 大阪府 堺市西区 うるとらや サービス 飲食業 5%

163,877 大阪府 堺市西区 エッセンシャルハウスｅＢｉ 小売業 電化製品 5%

163,878 大阪府 堺市西区 エデンオブシークレットボン・ヴォヤージュ サービス 理容・美容業 5%

163,879 大阪府 堺市西区 Ｅｐｉｃｕｒｅａｎ サービス その他サービス 5%

163,880 大阪府 堺市西区 オータデリ サービス 飲食業 5%

163,881 大阪府 堺市西区 （株）オートサービスエイト サービス その他サービス 5%

163,882 大阪府 堺市西区 ｔｉｒａｂｅｎｔｏ サービス 理容・美容業 5%

163,883 大阪府 堺市西区 おおとりウイングス　旅のサロン サービス その他サービス 5%

163,884 大阪府 堺市西区 沖田電気エバラ店 小売業 電化製品 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

163,885 大阪府 堺市西区 プライベートサロンオハナ サービス その他サービス 5%

163,886 大阪府 堺市西区 オリックスレンタカー堺鳳店 サービス その他サービス 2%

163,887 大阪府 堺市西区 かごの屋堺もず店 サービス 飲食業 5%

163,888 大阪府 堺市西区 菓子工房桜 小売業 食料品 5%

163,889 大阪府 堺市西区 カトレアクリーニング店 サービス その他サービス 5%

163,890 大阪府 堺市西区 株式会社ＳＳコーポレーション サービス その他サービス 5%

163,891 大阪府 堺市西区 株式会社タナカクリーン商事 小売業 電化製品 5%

163,892 大阪府 堺市西区 株式会社フィック サービス その他サービス 5%

163,893 大阪府 堺市西区 株式会社美乃や サービス 飲食業 5%

163,894 大阪府 堺市西区 ＣＡＬＭＡＡＲＴ 小売業 衣料品 5%

163,895 大阪府 堺市西区 川﨑電化センター 小売業 電化製品 5%

163,896 大阪府 堺市西区 岸田電化ハウス 小売業 電化製品 5%

163,897 大阪府 堺市西区 ㈱きもの悠々 小売業 その他小売 5%

163,898 大阪府 堺市西区 業務スーパー鳳店 小売業 食料品 2%

163,899 大阪府 堺市西区 ｇｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

163,900 大阪府 堺市西区 ケイズレンタカー サービス その他サービス 5%

163,901 大阪府 堺市西区 ＫＯＥＩＨＯＭＥ サービス その他サービス 5%

163,902 大阪府 堺市西区 サイクルパークトミー 小売業 その他小売 5%

163,903 大阪府 堺市西区 セブン－イレブン堺上野芝町３丁店 小売業 食料品 2%

163,904 大阪府 堺市西区 セブン－イレブン堺大鳥大社前店 小売業 食料品 2%

163,905 大阪府 堺市西区 セブン－イレブン堺鳳中町８丁店 小売業 食料品 2%

163,906 大阪府 堺市西区 セブン－イレブン堺鳳西町１丁店 小売業 食料品 2%

163,907 大阪府 堺市西区 セブン－イレブン堺鳳西町２丁店 小売業 食料品 2%

163,908 大阪府 堺市西区 セブン－イレブン堺鳳南町５丁店 小売業 食料品 2%

163,909 大阪府 堺市西区 セブン－イレブン堺上店 小売業 食料品 2%

163,910 大阪府 堺市西区 セブン－イレブン堺草部店 小売業 食料品 2%

163,911 大阪府 堺市西区 セブン－イレブン堺下田町店 小売業 食料品 2%

163,912 大阪府 堺市西区 セブン－イレブン堺浜寺石津町中店 小売業 食料品 2%

163,913 大阪府 堺市西区 セブン－イレブン堺浜寺諏訪森町店 小売業 食料品 2%

163,914 大阪府 堺市西区 セブン－イレブン堺浜寺船尾町西店 小売業 食料品 2%

163,915 大阪府 堺市西区 セブン－イレブン堺平岡町店 小売業 食料品 2%

163,916 大阪府 堺市西区 セブン－イレブン堺堀上緑町店 小売業 食料品 2%

163,917 大阪府 堺市西区 セブン－イレブン堺山田３丁店 小売業 食料品 2%

163,918 大阪府 堺市西区 酒商なかの 小売業 その他小売 5%

163,919 大阪府 堺市西区 サロンドグランデール サービス 理容・美容業 5%

163,920 大阪府 堺市西区 サンデザイン サービス その他サービス 5%

163,921 大阪府 堺市西区 七宝２ｇａｗａ サービス その他サービス 5%

163,922 大阪府 堺市西区 シュシュフルール サービス 理容・美容業 5%

163,923 大阪府 堺市西区 松露だんご　福栄堂 小売業 食料品 5%

163,924 大阪府 堺市西区 スウィート．とうこう 小売業 電化製品 5%

163,925 大阪府 堺市西区 炭火焼鳥　瑞 サービス 飲食業 5%

163,926 大阪府 堺市西区 ＳＬＯＷ　ＢＡＳＥ　Ｈ サービス 理容・美容業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定
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163,927 大阪府 堺市西区 諏訪の森ナニワ 小売業 その他小売 5%

163,928 大阪府 堺市西区 創作中華山哲 サービス 飲食業 5%

163,929 大阪府 堺市西区 ＺＯＲＧ／ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

163,930 大阪府 堺市西区 第一ゴルフサービスショップ 小売業 その他小売 5%

163,931 大阪府 堺市西区 ダイコク　堺浜寺店 サービス その他サービス 5%

163,932 大阪府 堺市西区 タイヤ館堺 小売業 その他小売 2%

163,933 大阪府 堺市西区 タカハタデンキ 小売業 電化製品 5%

163,934 大阪府 堺市西区 タバタ株式会社 サービス その他サービス 5%

163,935 大阪府 堺市西区 ＤＡＭＹＳ 小売業 衣料品 5%

163,936 大阪府 堺市西区 千草園 小売業 その他小売 5%

163,937 大阪府 堺市西区 テイクイットイージー サービス 理容・美容業 5%

163,938 大阪府 堺市西区 本社 サービス 理容・美容業 5%

163,939 大阪府 堺市西区 ２４ｔｗｅｎｔｙｆｏｕｒ鳳 サービス 理容・美容業 5%

163,940 大阪府 堺市西区 トヨタ部品大阪共販堺営業所 サービス その他サービス 5%

163,941 大阪府 堺市西区 トリガーポイント サービス その他サービス 5%

163,942 大阪府 堺市西区 鳥匠 サービス 飲食業 5%

163,943 大阪府 堺市西区 とりまこ サービス 飲食業 5%

163,944 大阪府 堺市西区 ナンカイタイヤ サービス その他サービス 5%

163,945 大阪府 堺市西区 ニコニコレンタカー南海石津川駅店 サービス その他サービス 5%

163,946 大阪府 堺市西区 ＳＴＡＹ　ＧＯＬＤ サービス その他サービス 5%

163,947 大阪府 堺市西区 長谷川牛乳店 小売業 その他小売 5%

163,948 大阪府 堺市西区 ＰＣＲＥＳＣＵＥＳＥＲＶＩＣＥ サービス その他サービス 5%

163,949 大阪府 堺市西区 八苑　鳳店 サービス 飲食業 5%

163,950 大阪府 堺市西区 ハッケン酒場　浜寺元町店 サービス 飲食業 2%

163,951 大阪府 堺市西区 はっぴ サービス 飲食業 5%

163,952 大阪府 堺市西区 Ｂｕｄｄｙ株式会社 サービス その他サービス 5%

163,953 大阪府 堺市西区 有限会社アジア運輸 サービス 運輸業 5%

163,954 大阪府 堺市西区 阪南電化 小売業 電化製品 5%

163,955 大阪府 堺市西区 Ｐｉａｒ　ｐｉａｒ サービス 理容・美容業 5%

163,956 大阪府 堺市西区 美杏 サービス 理容・美容業 5%

163,957 大阪府 堺市西区 日の出プロダクツ 小売業 衣料品 5%

163,958 大阪府 堺市西区 ビューティーデリバリー サービス その他サービス 5%

163,959 大阪府 堺市西区 ファースト堺店 小売業 その他小売 5%

163,960 大阪府 堺市西区 フォルテ サービス その他サービス 5%

163,961 大阪府 堺市西区 プレイス サービス 理容・美容業 5%

163,962 大阪府 堺市西区 ヘアーズワーる サービス 理容・美容業 5%

163,963 大阪府 堺市西区 Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＷＯＷ サービス 理容・美容業 5%

163,964 大阪府 堺市西区 平成自動車 小売業 その他小売 5%

163,965 大阪府 堺市西区 ホンダウイングテラヤマ 小売業 その他小売 5%

163,966 大阪府 堺市西区 まちの自転車店「リコ」鳳店 小売業 その他小売 5%

163,967 大阪府 堺市西区 まちの自転車店リコ津久野店 小売業 その他小売 5%

163,968 大阪府 堺市西区 マルショウ 小売業 衣料品 5%
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163,969 大阪府 堺市西区 丸高サイクル 小売業 その他小売 5%

163,970 大阪府 堺市西区 ミニョン　おおとり店 サービス 理容・美容業 5%

163,971 大阪府 堺市西区 メガネセンターアイトップ　津久野店 小売業 その他小売 5%

163,972 大阪府 堺市西区 ＭＯＬＬＡ　ＳＡＬＯＮ　鳳店 サービス 理容・美容業 5%

163,973 大阪府 堺市西区 もつ鍋・餃子　永楽 サービス 飲食業 5%

163,974 大阪府 堺市西区 森本商店 小売業 電化製品 5%

163,975 大阪府 堺市西区 Ｌｉｇｈｔｓ 小売業 衣料品 5%

163,976 大阪府 堺市西区 ライフクリーナー　ライフ福泉 サービス その他サービス 5%

163,977 大阪府 堺市西区 ライフクリーナー　福泉店 サービス その他サービス 5%

163,978 大阪府 堺市西区 理容ボン サービス その他サービス 5%

163,979 大阪府 堺市西区 臨海ホテル　石津店 サービス 宿泊業 5%

163,980 大阪府 堺市西区 臨海ホテル　別館 サービス 宿泊業 5%

163,981 大阪府 堺市西区 Ｒｏｏｍ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

163,982 大阪府 堺市西区 和食ふじさき サービス 飲食業 5%

163,983 大阪府 堺市東区 Ａｒｔｓｔｕｄｉｏ－ａｎａｒｏｍａ－ サービス その他サービス 5%

163,984 大阪府 堺市東区 亜希 小売業 衣料品 5%

163,985 大阪府 堺市東区 味の散歩道　いろり サービス 飲食業 5%

163,986 大阪府 堺市東区 ａｌｌｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

163,987 大阪府 堺市東区 株式会社アンリツ大阪 小売業 電化製品 5%

163,988 大阪府 堺市東区 イーグル 小売業 食料品 5%

163,989 大阪府 堺市東区 出光セルフ堺草尾 小売業 ガソリンスタンド 2%

163,990 大阪府 堺市東区 おうちｃａｆｅモモ サービス 飲食業 5%

163,991 大阪府 堺市東区 菓匠　式部庵 小売業 食料品 5%

163,992 大阪府 堺市東区 株式会社関西車輌 サービス その他サービス 5%

163,993 大阪府 堺市東区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋堺八下店 サービス 飲食業 2%

163,994 大阪府 堺市東区 串カツ焼鳥　若まる　白鷺店 サービス 飲食業 5%

163,995 大阪府 堺市東区 セブン－イレブン堺出雲大社前店 小売業 食料品 2%

163,996 大阪府 堺市東区 セブン－イレブン堺大美野東店 小売業 食料品 2%

163,997 大阪府 堺市東区 セブン－イレブン堺北野田店 小売業 食料品 2%

163,998 大阪府 堺市東区 セブン－イレブン堺白鷺町３丁店 小売業 食料品 2%

163,999 大阪府 堺市東区 堺中環酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

164,000 大阪府 堺市東区 セブン－イレブン堺日置荘北町店 小売業 食料品 2%

164,001 大阪府 堺市東区 セブン－イレブン堺日置荘原寺町店 小売業 食料品 2%

164,002 大阪府 堺市東区 セブン－イレブン堺引野町２丁店 小売業 食料品 2%

164,003 大阪府 堺市東区 サロン・ド・フルール サービス 理容・美容業 5%

164,004 大阪府 堺市東区 三洋旅行北野田営業所 サービス その他サービス 5%

164,005 大阪府 堺市東区 シャルル・マキ サービス その他サービス 5%

164,006 大阪府 堺市東区 じゃんぼ總本店　北野田店 サービス 飲食業 5%

164,007 大阪府 堺市東区 Ｓｗｉｔｈ サービス 理容・美容業 5%

164,008 大阪府 堺市東区 多賀建材ｎｅｔ 小売業 家具・調度品 5%

164,009 大阪府 堺市東区 タク通訳案内士事務所 サービス その他サービス 5%

164,010 大阪府 堺市東区 デザイン工房トムワーカーズ 小売業 家具・調度品 5%
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164,011 大阪府 堺市東区 登美屋書店 登美屋書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

164,012 大阪府 堺市東区 日本寺社巧房 小売業 貴金属・服飾品 5%

164,013 大阪府 堺市東区 プリンチペッサジゼル サービス 理容・美容業 5%

164,014 大阪府 堺市東区 パーラーマズルカ サービス 飲食業 5%

164,015 大阪府 堺市東区 セブン－イレブン初芝駅東店 小売業 食料品 2%

164,016 大阪府 堺市東区 ピークスサワノきたのだ店 小売業 電化製品 5%

164,017 大阪府 堺市東区 美容室アクア サービス 理容・美容業 5%

164,018 大阪府 堺市東区 フォトスマイル北野田 小売業 電化製品 5%

164,019 大阪府 堺市東区 藤光家具 小売業 家具・調度品 5%

164,020 大阪府 堺市東区 ＰＬＥＡＳＵＲＥ サービス 飲食業 5%

164,021 大阪府 堺市東区 ヘアーズ　ツジノ サービス 理容・美容業 5%

164,022 大阪府 堺市東区 ｈａｉｒ　ｐｌａｃｅ　ａｐｅｇｏ サービス 理容・美容業 5%

164,023 大阪府 堺市東区 ｈａｉｒ　ｐｌａｃｅ　ａｐｅｇｏ サービス 理容・美容業 5%

164,024 大阪府 堺市東区 星眼鏡店 小売業 その他小売 5%

164,025 大阪府 堺市東区 ＭＡＺＵＲＫＡ 小売業 衣料品 5%

164,026 大阪府 堺市東区 メガネセンター　アイトップ 小売業 その他小売 5%

164,027 大阪府 堺市東区 メナード化粧品土塔販社 サービス 理容・美容業 5%

164,028 大阪府 堺市東区 もみじや化粧品店 小売業 その他小売 5%

164,029 大阪府 堺市東区 ヨーコ 小売業 衣料品 5%

164,030 大阪府 堺市東区 らーめん五麺八舎　北野田駅前店 サービス 飲食業 5%

164,031 大阪府 堺市東区 ライフクリーナー　ＧＣ北野田店 サービス その他サービス 5%

164,032 大阪府 堺市東区 Ｒｉｃｏｎｏ　　Ｒｉｃｏｎｏ　りこの　　株式会社ＥＭＳＳ　一級建築士事務所 サービス その他サービス 5%

164,033 大阪府 堺市東区 Ｌｉｔｔｌｅｂａｒｂｅｒｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

164,034 大阪府 堺市東区 ＬＩＮＯ サービス 理容・美容業 5%

164,035 大阪府 堺市東区 リラクゼーションサロンフレヒード サービス その他サービス 5%

164,036 大阪府 堺市東区 Ｌｏｃｏｃｏ　Ｌｏｃｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

164,037 大阪府 堺市南区 アダチ歯材 小売業 その他小売 5%

164,038 大阪府 堺市南区 泉ヶ丘動物病院 サービス その他サービス 5%

164,039 大阪府 堺市南区 一般社団法人日本舌診協会 サービス その他サービス 5%

164,040 大阪府 堺市南区 出光セルフ槇塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,041 大阪府 堺市南区 うめぇ家　じゅじゅ　岩室店 サービス 飲食業 5%

164,042 大阪府 堺市南区 エステティックサロンマーメイド サービス 理容・美容業 5%

164,043 大阪府 堺市南区 エタニスタジオ サービス その他サービス 5%

164,044 大阪府 堺市南区 エフケー薬局 小売業 その他小売 5%

164,045 大阪府 堺市南区 ＯＲＭ 小売業 その他小売 5%

164,046 大阪府 堺市南区 ＫＡＩＮＯ　泉ヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

164,047 大阪府 堺市南区 ＫＡＩＮＯ　光明池店 サービス 理容・美容業 5%

164,048 大阪府 堺市南区 かごの屋泉北泉ヶ丘店 サービス 飲食業 5%

164,049 大阪府 堺市南区 Ｃａｆｅハッピーロード サービス 飲食業 5%

164,050 大阪府 堺市南区 株式会社イズテック サービス その他サービス 5%

164,051 大阪府 堺市南区 株式会社オウンワールド 小売業 家具・調度品 5%

164,052 大阪府 堺市南区 株式会社タナカオート サービス その他サービス 5%
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164,053 大阪府 堺市南区 株式会社松山自動車 サービス その他サービス 5%

164,054 大阪府 堺市南区 ミライエ サービス その他サービス 5%

164,055 大阪府 堺市南区 ＣＡＭＩＮＯＭＡ サービス 理容・美容業 5%

164,056 大阪府 堺市南区 ガラス工房健 サービス その他サービス 5%

164,057 大阪府 堺市南区 楠乃喜 小売業 衣料品 5%

164,058 大阪府 堺市南区 ＣＲＯＯＺＥＣＬＯＴＨＩＮＧ 小売業 衣料品 5%

164,059 大阪府 堺市南区 ＣＲＥＥＲ　泉ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

164,060 大阪府 堺市南区 ケムズプロジェクト 小売業 その他小売 5%

164,061 大阪府 堺市南区 けやき書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

164,062 大阪府 堺市南区 神戸仔牛屋 東灘店 サービス 飲食業 5%

164,063 大阪府 堺市南区 ｃｏｍｏｄｏｌｏｐｅ サービス 理容・美容業 5%

164,064 大阪府 堺市南区 Ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｃｅ　ＭＵＲＯ 小売業 その他小売 5%

164,065 大阪府 堺市南区 セブン－イレブン堺赤坂台６丁店 小売業 食料品 2%

164,066 大阪府 堺市南区 セブン－イレブン堺インター前店 小売業 食料品 2%

164,067 大阪府 堺市南区 セブン－イレブン堺大庭寺店 小売業 食料品 2%

164,068 大阪府 堺市南区 セブン－イレブン堺光明池駅東店 小売業 食料品 2%

164,069 大阪府 堺市南区 セブン－イレブン堺若松台１丁店 小売業 食料品 2%

164,070 大阪府 堺市南区 セブン－イレブン堺若松台３丁店 小売業 食料品 2%

164,071 大阪府 堺市南区 セブン－イレブン堺和田東店 小売業 食料品 2%

164,072 大阪府 堺市南区 坂本タクシー サービス 運輸業 5%

164,073 大阪府 堺市南区 自宅 サービス 理容・美容業 5%

164,074 大阪府 堺市南区 手芸センタードリーム泉北店 小売業 その他小売 5%

164,075 大阪府 堺市南区 ＳＵＺＵＴＡＮ大阪泉ケ丘店 小売業 衣料品 5%

164,076 大阪府 堺市南区 ストレート和泉車検場前店 小売業 その他小売 5%

164,077 大阪府 堺市南区 泉北２号線酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

164,078 大阪府 堺市南区 セブン－イレブン泉北槇塚台店 小売業 食料品 2%

164,079 大阪府 堺市南区 泉北ユニバ－サル電機商会 小売業 電化製品 5%

164,080 大阪府 堺市南区 チャイナ厨房　じゅらく サービス 飲食業 5%

164,081 大阪府 堺市南区 ｃｈａｃｈａ サービス その他サービス 5%

164,082 大阪府 堺市南区 中華料理 味菜亭 サービス 飲食業 5%

164,083 大阪府 堺市南区 デントリペアダブルメリット サービス その他サービス 5%

164,084 大阪府 堺市南区 東文堂書店　本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

164,085 大阪府 堺市南区 トライマックスコーポレーション 小売業 その他小売 5%

164,086 大阪府 堺市南区 トラベルＫＩＸ サービス その他サービス 5%

164,087 大阪府 堺市南区 ナチュール 小売業 衣料品 5%

164,088 大阪府 堺市南区 ナニワパーツ株式会社 小売業 電化製品 5%

164,089 大阪府 堺市南区 日本料理　手と錫 サービス 飲食業 5%

164,090 大阪府 堺市南区 晴美電器商会 小売業 電化製品 5%

164,091 大阪府 堺市南区 ひごペット　泉ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

164,092 大阪府 堺市南区 ＢＣ家具 小売業 家具・調度品 5%

164,093 大阪府 堺市南区 フルール 小売業 その他小売 5%

164,094 大阪府 堺市南区 フルフルルーナ サービス 理容・美容業 5%
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164,095 大阪府 堺市南区 フルフルルーナ サービス 理容・美容業 5%

164,096 大阪府 堺市南区 保健薬局　泉ヶ丘保健薬局 小売業 その他小売 5%

164,097 大阪府 堺市南区 ほっこり美容村 サービス 理容・美容業 5%

164,098 大阪府 堺市南区 廣田隆 サービス その他サービス 5%

164,099 大阪府 堺市南区 Ｂｏｎｉｔｕｒｅ 小売業 衣料品 5%

164,100 大阪府 堺市南区 ミスギヤ泉ケ丘店 小売業 食料品 5%

164,101 大阪府 堺市南区 ミックミトヤ泉北店 小売業 電化製品 5%

164,102 大阪府 堺市南区 メガネセンター　アイトップ　堺南店 小売業 その他小売 5%

164,103 大阪府 堺市南区 ｍｏｃｃｏ【モコ】 サービス 理容・美容業 5%

164,104 大阪府 堺市南区 Ｍｏｎｉｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

164,105 大阪府 堺市南区 山本タクシー サービス 運輸業 5%

164,106 大阪府 堺市南区 ＭＣＬジャパン サービス その他サービス 5%

164,107 大阪府 堺市南区 有限会社昭和米穀店 小売業 その他小売 5%

164,108 大阪府 堺市南区 有限会社中條自動車 サービス その他サービス 5%

164,109 大阪府 堺市南区 ヨシダデンキ 小売業 電化製品 5%

164,110 大阪府 堺市南区 ライフクリーナー　原山台 サービス その他サービス 5%

164,111 大阪府 堺市南区 ライフクリーナー　赤坂台店 サービス その他サービス 5%

164,112 大阪府 堺市南区 リーフ動物病院 サービス その他サービス 5%

164,113 大阪府 堺市南区 ルーベラ 小売業 衣料品 5%

164,114 大阪府 堺市南区 ロミ・マザー 小売業 衣料品 5%

164,115 大阪府 堺市南区 ロミマザーフクフク 小売業 衣料品 5%

164,116 大阪府 堺市美原区 出光美原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,117 大阪府 堺市美原区 出光美原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,118 大阪府 堺市美原区 ＭＧＦ大阪丹比会 小売業 その他小売 5%

164,119 大阪府 堺市美原区 カークイックサービス サービス その他サービス 5%

164,120 大阪府 堺市美原区 家具市場 小売業 家具・調度品 5%

164,121 大阪府 堺市美原区 株式会社トライアル 小売業 その他小売 5%

164,122 大阪府 堺市美原区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋大阪美原店 サービス 飲食業 2%

164,123 大阪府 堺市美原区 業務スーパー堺美原店 小売業 食料品 2%

164,124 大阪府 堺市美原区 グランパレ・キョウエイ 小売業 電化製品 5%

164,125 大阪府 堺市美原区 黒山電器 小売業 電化製品 5%

164,126 大阪府 堺市美原区 琥珀ログ サービス その他サービス 5%

164,127 大阪府 堺市美原区 サイクルヒーロー　美原店 小売業 その他小売 5%

164,128 大阪府 堺市美原区 セブン－イレブン堺黒山店 小売業 食料品 2%

164,129 大阪府 堺市美原区 セブン－イレブン堺下黒山店 小売業 食料品 2%

164,130 大阪府 堺市美原区 セブン－イレブン堺真福寺店 小売業 食料品 2%

164,131 大阪府 堺市美原区 セブン－イレブン堺菅生店 小売業 食料品 2%

164,132 大阪府 堺市美原区 セブン－イレブン堺木材町通４丁目店 小売業 食料品 2%

164,133 大阪府 堺市美原区 サワノ電気 小売業 電化製品 5%

164,134 大阪府 堺市美原区 千尋の道 サービス 飲食業 5%

164,135 大阪府 堺市美原区 ｔｏｔａｌｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎＳｏｐｈｉｅ サービス その他サービス 5%

164,136 大阪府 堺市美原区 トライアル 小売業 その他小売 5%
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164,137 大阪府 堺市美原区 NAPAuto サービス その他サービス 5%

164,138 大阪府 堺市美原区 ＨｉＭａｗａｒｉ サービス 理容・美容業 5%

164,139 大阪府 堺市美原区 株式会社藤光家具 小売業 家具・調度品 5%

164,140 大阪府 堺市美原区 ＨａｉｒＳｔｏｒｙＲ サービス 理容・美容業 5%

164,141 大阪府 堺市美原区 松一 小売業 衣料品 5%

164,142 大阪府 堺市美原区 ｍａ－ｍｅ 小売業 衣料品 5%

164,143 大阪府 堺市美原区 まるたけ商店 サービス その他サービス 5%

164,144 大阪府 堺市美原区 美原ホンダ松本 小売業 その他小売 5%

164,145 大阪府 堺市美原区 焼肉ホルモン　大饗屋 サービス 飲食業 5%

164,146 大阪府 堺市美原区 ヤマト白蟻研究所 サービス その他サービス 5%

164,147 大阪府 堺市美原区 ライフクリーナー美原店 サービス その他サービス 5%

164,148 大阪府 堺市美原区 ｌｅ　ｔｉｒｏｉｒ 小売業 その他小売 5%

164,149 大阪府 堺市美原区 脇田米穀店 小売業 食料品 5%

164,150 大阪府 四條畷市 アカカベ　楠公通薬局 小売業 その他小売 5%

164,151 大阪府 四條畷市 アカカベ薬局　楠公通店 小売業 その他小売 5%

164,152 大阪府 四條畷市 アカカベ薬局　岡山店 小売業 その他小売 5%

164,153 大阪府 四條畷市 あぐ楽 サービス 飲食業 5%

164,154 大阪府 四條畷市 アジィーズ　四條畷 サービス 飲食業 5%

164,155 大阪府 四條畷市 東 酒販 小売業 食料品 5%

164,156 大阪府 四條畷市 アールブイヴィレッジ サービス その他サービス 5%

164,157 大阪府 四條畷市 アンジェロ サービス 飲食業 5%

164,158 大阪府 四條畷市 アンジェロ サービス 飲食業 5%

164,159 大阪府 四條畷市 有限会社飯盛石材店 サービス その他サービス 5%

164,160 大阪府 四條畷市 活麺富蔵 サービス 飲食業 5%

164,161 大阪府 四條畷市 出光東中野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,162 大阪府 四條畷市 衣料ストアーマツカワ 小売業 衣料品 5%

164,163 大阪府 四條畷市 エステティックサロンリリー サービス 理容・美容業 5%

164,164 大阪府 四條畷市 恩地のりもの　恩地のりもの 小売業 その他小売 5%

164,165 大阪府 四條畷市 かたおかでんき忍ケ丘店 小売業 電化製品 5%

164,166 大阪府 四條畷市 株式会社 ハジメフーズ 本部 サービス 飲食業 5%

164,167 大阪府 四條畷市 （株）アンド・ファクトリー サービス その他サービス 5%

164,168 大阪府 四條畷市 株式会社グローバルギャラリー サービス その他サービス 5%

164,169 大阪府 四條畷市 上田原（西尾石油） 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,170 大阪府 四條畷市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋四條畷外環状線店 サービス 飲食業 2%

164,171 大阪府 四條畷市 Ｃｏｃｃｏｌａｒｅ Ｃｏｃｃｏｌａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

164,172 大阪府 四條畷市 Ｃｏｃｏｒｏ サービス 理容・美容業 5%

164,173 大阪府 四條畷市 小島動物病院 サービス その他サービス 5%

164,174 大阪府 四條畷市 酒Ｂａｒ仁人 サービス 飲食業 5%

164,175 大阪府 四條畷市 ＧＥＯＧＲＡＰＨＹ　イオンモール四條畷店 小売業 衣料品 5%

164,176 大阪府 四條畷市 栞書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

164,177 大阪府 四條畷市 セブン－イレブン四條畷塚脇町店 小売業 食料品 2%

164,178 大阪府 四條畷市 セブン－イレブン四條畷中野店 小売業 食料品 2%
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164,179 大阪府 四條畷市 セブン－イレブン四條畷楠公１丁目店 小売業 食料品 2%

164,180 大阪府 四條畷市 忍ケ丘ゴルフセンター 小売業 その他小売 5%

164,181 大阪府 四條畷市 シミズメガネ忍ヶ丘 小売業 その他小売 5%

164,182 大阪府 四條畷市 しもたにデンキ 小売業 電化製品 5%

164,183 大阪府 四條畷市 下田原 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,184 大阪府 四條畷市 じゃんぼ總本店　四條畷店 サービス 飲食業 5%

164,185 大阪府 四條畷市 じゃんぼ總本店　忍ヶ丘駅前店 サービス 飲食業 5%

164,186 大阪府 四條畷市 食パン専門店　一本堂　四條畷駅前店 小売業 食料品 5%

164,187 大阪府 四條畷市 ソフトバンク　四條畷 小売業 電化製品 5%

164,188 大阪府 四條畷市 空とぶからあげ 本店 サービス 飲食業 5%

164,189 大阪府 四條畷市 空とぶからあげアカカベ楠公通店 サービス 飲食業 5%

164,190 大阪府 四條畷市 大貫堂印房イオンモール四條畷店 小売業 その他小売 5%

164,191 大阪府 四條畷市 タイムステーションＮＥＯイオンモール四條畷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

164,192 大阪府 四條畷市 ドラッグストアアカカベ　サンリッチ店 小売業 その他小売 5%

164,193 大阪府 四條畷市 ドラッグストアアカカベ　四條畷店 小売業 その他小売 5%

164,194 大阪府 四條畷市 ドラッグストアアカカベ　忍ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

164,195 大阪府 四條畷市 ドラッグストアアカカベ　田原台店 小売業 その他小売 5%

164,196 大阪府 四條畷市 ドラッグストアアカカベ　楠公通店 小売業 その他小売 5%

164,197 大阪府 四條畷市 とんかつ　かつ喜　四条畷店 サービス 飲食業 5%

164,198 大阪府 四條畷市 ｎａｏ＊ｃ　田原台店 サービス 理容・美容業 5%

164,199 大阪府 四條畷市 中島組工業 サービス その他サービス 5%

164,200 大阪府 四條畷市 仲デンキ 小売業 電化製品 5%

164,201 大阪府 四條畷市 西川たばこ店 小売業 その他小売 5%

164,202 大阪府 四條畷市 ネイルサロン　リルージュ サービス その他サービス 5%

164,203 大阪府 四條畷市 ねこのて動物病院 サービス その他サービス 5%

164,204 大阪府 四條畷市 パソコンクラッセｐｒｉｍｏ サービス その他サービス 5%

164,205 大阪府 四條畷市 服部電気 小売業 電化製品 5%

164,206 大阪府 四條畷市 服部電気　木村店 小売業 電化製品 5%

164,207 大阪府 四條畷市 パナファミリー　マスオ 小売業 電化製品 5%

164,208 大阪府 四條畷市 はんこや四条畷店 小売業 その他小売 5%

164,209 大阪府 四條畷市 ＢＭＯ四條畷店 小売業 衣料品 5%

164,210 大阪府 四條畷市 ＰｉｃｃｏｌｏＣａｎｆｏｒｏ サービス 飲食業 5%

164,211 大阪府 四條畷市 ＰｕｒｅＮａｉｌＰｅｔｉｔ　イオンモール四條畷店 サービス 理容・美容業 5%

164,212 大阪府 四條畷市 美容カイロプラクティックＮＡＧＯＭＩ サービス 理容・美容業 5%

164,213 大阪府 四條畷市 船本モータース サービス その他サービス 5%

164,214 大阪府 四條畷市 ヘアーサロンリュウタニ サービス 理容・美容業 5%

164,215 大阪府 四條畷市 平和堂 小売業 食料品 5%

164,216 大阪府 四條畷市 Ｂｅｎｅ　四條畷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

164,217 大阪府 四條畷市 ホビーゾーン四條畷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

164,218 大阪府 四條畷市 ホワイトアンドシガー サービス 飲食業 5%

164,219 大阪府 四條畷市 前川電器 小売業 電化製品 5%

164,220 大阪府 四條畷市 まちの自転車店・リコ［四條畷店］ 小売業 その他小売 5%
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164,221 大阪府 四條畷市 松田商店 小売業 その他小売 5%

164,222 大阪府 四條畷市 マナベインテリアハーツイオンモール四條畷 小売業 家具・調度品 5%

164,223 大阪府 四條畷市 モアナ サービス その他サービス 5%

164,224 大阪府 四條畷市 ゆりかご本店 小売業 衣料品 5%

164,225 大阪府 四條畷市 リ・バース株式会社 小売業 電化製品 5%

164,226 大阪府 四條畷市 ＲＩＰＯＳ サービス 飲食業 5%

164,227 大阪府 四條畷市 ｍｅｒｃｉ　ｃｏｃｏ サービス その他サービス 5%

164,228 大阪府 四條畷市 ｙ．ｂｅ　ｇａｒｄｅｎ　ｖｉｌｌａ店 サービス 理容・美容業 5%

164,229 大阪府 島本町 ｉｉｍｏｒｉ?ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

164,230 大阪府 島本町 居酒屋みやび　居酒屋みやび サービス 飲食業 5%

164,231 大阪府 島本町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　島本町国道１７１号店 サービス 飲食業 2%

164,232 大阪府 島本町 喫茶処 離 サービス 飲食業 5%

164,233 大阪府 島本町 Ｋ＆Ｂサイクル 小売業 その他小売 5%

164,234 大阪府 島本町 セブン－イレブン島本高浜店 小売業 食料品 2%

164,235 大阪府 島本町 昭和 小売業 電化製品 5%

164,236 大阪府 島本町 鮮酔丸 サービス 飲食業 5%

164,237 大阪府 島本町 ツタヤデンキ 小売業 電化製品 5%

164,238 大阪府 島本町 中嶋タクシー サービス 運輸業 5%

164,239 大阪府 島本町 Ｐａｒａｇｏｎ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

164,240 大阪府 島本町 ビューティサロン　マインド サービス 理容・美容業 5%

164,241 大阪府 島本町 藤寿司 サービス 飲食業 5%

164,242 大阪府 島本町 ホビータイム 小売業 電化製品 5%

164,243 大阪府 島本町 Ｈｏｎｄａ Ｎｏｓｅ サービス その他サービス 5%

164,244 大阪府 島本町 マナベインテリアハーツ　高槻店 小売業 家具・調度品 5%

164,245 大阪府 島本町 水無瀬 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,246 大阪府 島本町 ライフクリーナー　島本 サービス その他サービス 5%

164,247 大阪府 島本町 ライフクリーナー 水無瀬店 サービス その他サービス 5%

164,248 大阪府 島本町 ライフクリーナー　水無瀬店 サービス その他サービス 5%

164,249 大阪府 島本町 わんまいる かわかみ 小売業 その他小売 5%

164,250 大阪府 吹田市 Ｒ・Ｋ 小売業 衣料品 5%

164,251 大阪府 吹田市 アイサプライ 小売業 その他小売 5%

164,252 大阪府 吹田市 あいす介護タクシー サービス 運輸業 5%

164,253 大阪府 吹田市 あいす介護タクシー サービス 運輸業 5%

164,254 大阪府 吹田市 ＡＵＲＡ．Ｋ サービス 理容・美容業 5%

164,255 大阪府 吹田市 青山台米穀店 小売業 食料品 5%

164,256 大阪府 吹田市 あか瀬 サービス 飲食業 5%

164,257 大阪府 吹田市 秋吉　江坂店 サービス 飲食業 5%

164,258 大阪府 吹田市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｌａｓｓｅ江坂 サービス 理容・美容業 5%

164,259 大阪府 吹田市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｇｒａｎ吹田 サービス 理容・美容業 5%

164,260 大阪府 吹田市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｂｉａｎ関大前 サービス 理容・美容業 5%

164,261 大阪府 吹田市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｇｒａｎ　吹田 サービス 理容・美容業 5%

164,262 大阪府 吹田市 ａ　Ｇｌａｎｄ　ｖｉｌｌａ サービス 理容・美容業 5%
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164,263 大阪府 吹田市 アサヒ片山店 小売業 衣料品 5%

164,264 大阪府 吹田市 アサヒ眼鏡専門店 サービス その他サービス 5%

164,265 大阪府 吹田市 あすなろ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

164,266 大阪府 吹田市 ＠ａｎｔｅ 小売業 その他小売 5%

164,267 大阪府 吹田市 アドバンスドフットデザイン 小売業 その他小売 5%

164,268 大阪府 吹田市 アトリエＭＩＨＯ　吹田店 サービス 理容・美容業 5%

164,269 大阪府 吹田市 有限会社サーチディストリビューション 小売業 衣料品 5%

164,270 大阪府 吹田市 ａｎｎｅａｕ サービス 理容・美容業 5%

164,271 大阪府 吹田市 Ａｍｉｔｉｅ 小売業 衣料品 5%

164,272 大阪府 吹田市 アルカ北千里薬局ドラッグ 小売業 その他小売 5%

164,273 大阪府 吹田市 アルカ中島薬局ドラッグ 小売業 その他小売 5%

164,274 大阪府 吹田市 Ｒ・Ｋ 小売業 衣料品 5%

164,275 大阪府 吹田市 ａＬｂａ　ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ａＬｂａ　アルバ サービス 理容・美容業 5%

164,276 大阪府 吹田市 アルファシステム サービス 理容・美容業 5%

164,277 大阪府 吹田市 アルプス千里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,278 大阪府 吹田市 アロマセラピールームジャスミン サービス 理容・美容業 5%

164,279 大阪府 吹田市 アンジェラヴィサント　ららぽーと EXPOCITY店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

164,280 大阪府 吹田市 エステサロンアンジュール サービス 理容・美容業 5%

164,281 大阪府 吹田市 アンダーウッドブランド 小売業 その他小売 5%

164,282 大阪府 吹田市 Ａｎｄｂｏｏｋｓ サービス 飲食業 5%

164,283 大阪府 吹田市 トッカヘアーワークス サービス 理容・美容業 5%

164,284 大阪府 吹田市 いすずや化粧品店 小売業 その他小売 5%

164,285 大阪府 吹田市 いすずや化粧品店 小売業 その他小売 5%

164,286 大阪府 吹田市 一条サイクルセンター 小売業 その他小売 5%

164,287 大阪府 吹田市 一文字 サービス 飲食業 5%

164,288 大阪府 吹田市 石庵　江坂店 サービス 飲食業 5%

164,289 大阪府 吹田市 出光江坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,290 大阪府 吹田市 出光新梅田シティ前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,291 大阪府 吹田市 出光スーパーセルフ新御堂筋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,292 大阪府 吹田市 出光セルフ千里丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,293 大阪府 吹田市 伊藤モータース サービス その他サービス 5%

164,294 大阪府 吹田市 井上電気 小売業 電化製品 5%

164,295 大阪府 吹田市 ＥＶＯＮＮＵ　イボンヌ 小売業 衣料品 5%

164,296 大阪府 吹田市 癒しｔｏ絆ｓａｌｏｎ Ｎａｉ ａ サービス 理容・美容業 5%

164,297 大阪府 吹田市 癒やし処　ほうき星 サービス その他サービス 5%

164,298 大阪府 吹田市 色音　　　ｉｒｏｎｅ 小売業 その他小売 5%

164,299 大阪府 吹田市 色音…ｉｒｏｎｅ… 小売業 その他小売 5%

164,300 大阪府 吹田市 Ｖｉｎ　ｄｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　江坂店 サービス 飲食業 5%

164,301 大阪府 吹田市 ヴィアモンテ 小売業 衣料品 5%

164,302 大阪府 吹田市 ＷＩＴＨ　ＳＵＲＦ 小売業 衣料品 5%

164,303 大阪府 吹田市 ＶＩＶＯ　ＧＡＲＢＡＴＯ サービス その他サービス 5%

164,304 大阪府 吹田市 ＶＩＶＯ　ＧＡＲＢＡＴＯ（提携） サービス その他サービス 5%
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164,305 大阪府 吹田市 うつわ穂垂 サービス その他サービス 5%

164,306 大阪府 吹田市 うまか処　烏 サービス 飲食業 5%

164,307 大阪府 吹田市 浦部ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

164,308 大阪府 吹田市 浦部ふとん店 小売業 その他小売 5%

164,309 大阪府 吹田市 江坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,310 大阪府 吹田市 江坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,311 大阪府 吹田市 セブン－イレブン江坂駅南店 小売業 食料品 2%

164,312 大阪府 吹田市 セブン－イレブン江坂エスコタウン店 小売業 食料品 2%

164,313 大阪府 吹田市 セブン－イレブン江坂公園前店 小売業 食料品 2%

164,314 大阪府 吹田市 エスコス　難波 サービス 理容・美容業 5%

164,315 大阪府 吹田市 Ｘモバイル代理店ヘアワークス 小売業 その他小売 5%

164,316 大阪府 吹田市 ｅｎｙｓｉｓ サービス 理容・美容業 5%

164,317 大阪府 吹田市 ＥＮＩＦ サービス 理容・美容業 5%

164,318 大阪府 吹田市 ＦＣＴ　江坂店 サービス その他サービス 5%

164,319 大阪府 吹田市 ｍ＇ｓｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

164,320 大阪府 吹田市 Ｍ，ｓｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

164,321 大阪府 吹田市 Ｌ．Ｍ．Ａ．ハワイアンジュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

164,322 大阪府 吹田市 ｅｍｂｌｅｍ サービス 理容・美容業 5%

164,323 大阪府 吹田市 おいしんぼ サービス 飲食業 5%

164,324 大阪府 吹田市 大阪無限堂オフィス館 小売業 その他小売 5%

164,325 大阪府 吹田市 大阪無限堂本館 小売業 その他小売 5%

164,326 大阪府 吹田市 オーシャンテーブル 菓匠 新富 小売業 食料品 5%

164,327 大阪府 吹田市 大月酒店 小売業 その他小売 5%

164,328 大阪府 吹田市 大橋タイヤ株式会社 小売業 その他小売 5%

164,329 大阪府 吹田市 オカヘイウォーキング　南千里店 小売業 衣料品 5%

164,330 大阪府 吹田市 お好み焼き　鉄板焼　とよつ壱や　とよつ　壱や サービス 飲食業 5%

164,331 大阪府 吹田市 おだ鍼灸院 サービス その他サービス 5%

164,332 大阪府 吹田市 お茶の北岡園 吹田さんくす 小売業 食料品 5%

164,333 大阪府 吹田市 お茶の北岡園　北千里 小売業 食料品 5%

164,334 大阪府 吹田市 オッペン化粧品株式会社 Ｌｉａｎｔ ｄｅ Ｏｐｐｅｎ 小売業 その他小売 5%

164,335 大阪府 吹田市 音羽鮨　千里山店 サービス 飲食業 5%

164,336 大阪府 吹田市 音羽鮨　千里山店（出前） サービス 飲食業 5%

164,337 大阪府 吹田市 オフィスＦＰＬｉｎｏ サービス その他サービス 5%

164,338 大阪府 吹田市 お仏壇のみずもと 小売業 家具・調度品 5%

164,339 大阪府 吹田市 オム＆デリ　ファクトリ－ サービス 飲食業 5%

164,340 大阪府 吹田市 おもてなし肉料理　中乃屋 サービス 飲食業 2%

164,341 大阪府 吹田市 オリックスレンタカー江坂駅前店 サービス その他サービス 2%

164,342 大阪府 吹田市 オリックスレンタカー江坂店 サービス その他サービス 2%

164,343 大阪府 吹田市 オルボビスポーク 小売業 衣料品 5%

164,344 大阪府 吹田市 オルボ ビスポーク オルボビスポーク 小売業 衣料品 5%

164,345 大阪府 吹田市 Ｋａａｔｓｕ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｌａｋｓｈｉｍｉ サービス その他サービス 5%

164,346 大阪府 吹田市 邂逅 小売業 衣料品 5%
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164,347 大阪府 吹田市 海鮮屋台　まいこ　関大前店 サービス 飲食業 5%

164,348 大阪府 吹田市 かごの屋吹田五月が丘店 サービス 飲食業 5%

164,349 大阪府 吹田市 かごの屋（００１） サービス 飲食業 5%

164,350 大阪府 吹田市 かごの屋（００３） サービス 飲食業 5%

164,351 大阪府 吹田市 かごの屋（００２） サービス 飲食業 5%

164,352 大阪府 吹田市 かごの屋（００４） サービス 飲食業 5%

164,353 大阪府 吹田市 菓匠　新富 小売業 食料品 5%

164,354 大阪府 吹田市 菓匠清閑院　ビエラ岸辺健都店 小売業 食料品 5%

164,355 大阪府 吹田市 柏木設備 サービス その他サービス 5%

164,356 大阪府 吹田市 家族亭南千里店 サービス 飲食業 5%

164,357 大阪府 吹田市 カットスペースジョイ サービス 理容・美容業 5%

164,358 大阪府 吹田市 カット専門店　チェンジ　ＣＡＴ　ＨＯＵＳＥ　ＣＨＡＮＧＥ サービス 理容・美容業 5%

164,359 大阪府 吹田市 株式会社Ｋａｔｓｕｙａｋｕ サービス その他サービス 5%

164,360 大阪府 吹田市 Ｃａｎａｇｅ　【カナージュ】 サービス 理容・美容業 5%

164,361 大阪府 吹田市 Ｃａｆｅ　ｅｄｅｎ サービス 飲食業 5%

164,362 大阪府 吹田市 千里ブックス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

164,363 大阪府 吹田市 株式会社アートリフォーム　営業企画推進室 サービス その他サービス 5%

164,364 大阪府 吹田市 株式会社石井装飾 サービス その他サービス 5%

164,365 大阪府 吹田市 株式会社エース 小売業 家具・調度品 5%

164,366 大阪府 吹田市 株式会社大塚商事　江坂店 サービス その他サービス 5%

164,367 大阪府 吹田市 株式会社栗田屋 サービス 飲食業 5%

164,368 大阪府 吹田市 株式会社劇団ひまわり サービス その他サービス 5%

164,369 大阪府 吹田市 株式会社コニシ　千里店 小売業 電化製品 5%

164,370 大阪府 吹田市 株式会社シンファート サービス その他サービス 5%

164,371 大阪府 吹田市 株式会社スズキ特販吹田 小売業 その他小売 5%

164,372 大阪府 吹田市 カブシキガイシャツルカメ サービス その他サービス 5%

164,373 大阪府 吹田市 株式会社ネクストフェイズ サービス その他サービス 5%

164,374 大阪府 吹田市 株式会社マッハ 小売業 家具・調度品 5%

164,375 大阪府 吹田市 株式会社ヤマダモータース サービス その他サービス 5%

164,376 大阪府 吹田市 ユアコンパス調理師試験講座 サービス その他サービス 5%

164,377 大阪府 吹田市 株式会社夢旅人　北千里店 サービス その他サービス 5%

164,378 大阪府 吹田市 カミノート サービス 理容・美容業 5%

164,379 大阪府 吹田市 カメラの大学堂 小売業 家具・調度品 5%

164,380 大阪府 吹田市 カラオケライブ　北千里駅前店 サービス その他サービス 5%

164,381 大阪府 吹田市 カラオケライブ　正雀店 サービス その他サービス 5%

164,382 大阪府 吹田市 ＣＯＬＯＲＩＳＴｂｙＨＩＫＡＲＩＳｈａｉ サービス 理容・美容業 5%

164,383 大阪府 吹田市 カルナオート 小売業 その他小売 5%

164,384 大阪府 吹田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋吹田豊津店 サービス 飲食業 2%

164,385 大阪府 吹田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋トナリエ南千里店 サービス 飲食業 2%

164,386 大阪府 吹田市 ｋａｗａｋａｍｉ　ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

164,387 大阪府 吹田市 関西大学生協 サービス その他サービス 5%

164,388 大阪府 吹田市 関西大学生協教科書（提携） サービス その他サービス 5%
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164,389 大阪府 吹田市 関西大学生協購買店 サービス その他サービス 5%

164,390 大阪府 吹田市 関西大学生協書籍店 サービス その他サービス 5%

164,391 大阪府 吹田市 関西大学生協（提携） サービス その他サービス 5%

164,392 大阪府 吹田市 関西大学生協ディノア（提携） サービス その他サービス 5%

164,393 大阪府 吹田市 関西大学生協ディノア サービス その他サービス 5%

164,394 大阪府 吹田市 関西大学生協カフェソシオ サービス その他サービス 5%

164,395 大阪府 吹田市 関大生協　教科書店 サービス その他サービス 5%

164,396 大阪府 吹田市 関大生協　購買店 サービス その他サービス 5%

164,397 大阪府 吹田市 関大生協　購買店（提携） サービス その他サービス 5%

164,398 大阪府 吹田市 関大生協　コンビニ以文館店 サービス その他サービス 5%

164,399 大阪府 吹田市 関大生協　コンビニ社会店（提携） サービス その他サービス 5%

164,400 大阪府 吹田市 関大生協　コンビニ体育館店 サービス その他サービス 5%

164,401 大阪府 吹田市 関大生協　コンビニ本部店 サービス その他サービス 5%

164,402 大阪府 吹田市 関大生協　コンビニ凜風館店 サービス その他サービス 5%

164,403 大阪府 吹田市 関大生協コンビニ凛風館店 サービス その他サービス 5%

164,404 大阪府 吹田市 関大生協　書籍店 サービス その他サービス 5%

164,405 大阪府 吹田市 関大生協　書籍店（提携） サービス その他サービス 5%

164,406 大阪府 吹田市 関大生協　トラベル サービス その他サービス 5%

164,407 大阪府 吹田市 関大生協　トラベル（提携） サービス その他サービス 5%

164,408 大阪府 吹田市 関大生協　トラベル（提携） サービス その他サービス 5%

164,409 大阪府 吹田市 関大生協　ライセンス サービス その他サービス 5%

164,410 大阪府 吹田市 関大生協　ライセンス（提携） サービス その他サービス 5%

164,411 大阪府 吹田市 関大生協　レストラン　チルコロ サービス その他サービス 5%

164,412 大阪府 吹田市 神野織物 小売業 その他小売 5%

164,413 大阪府 吹田市 ｃａｍｐａｎｉｏ サービス 飲食業 5%

164,414 大阪府 吹田市 岸部酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

164,415 大阪府 吹田市 季節料理あらい サービス 飲食業 5%

164,416 大阪府 吹田市 北大阪店 サービス その他サービス 5%

164,417 大阪府 吹田市 ＫＩＣＨＩＲＩ江坂 サービス 飲食業 5%

164,418 大阪府 吹田市 ｋｉｃｃａ サービス その他サービス 5%

164,419 大阪府 吹田市 吉鳥　関大前店 サービス 飲食業 5%

164,420 大阪府 吹田市 キットパスアート大阪吹田校 小売業 家具・調度品 5%

164,421 大阪府 吹田市 リラクゼーションサロンＫＩＴＴＹＨＵＧ サービス その他サービス 5%

164,422 大阪府 吹田市 ぎょうざの満洲　江坂工場直売店 サービス 飲食業 5%

164,423 大阪府 吹田市 協進電化 小売業 電化製品 5%

164,424 大阪府 吹田市 業務スーパー江坂店 小売業 食料品 2%

164,425 大阪府 吹田市 業務スーパー吹田店 小売業 食料品 2%

164,426 大阪府 吹田市 金久右衛門　江坂店　金久右衛門　江坂店 サービス 飲食業 5%

164,427 大阪府 吹田市 銀座美粧堂　マーラ．アンジュ サービス 理容・美容業 5%

164,428 大阪府 吹田市 株式会社キンライサー サービス その他サービス 5%

164,429 大阪府 吹田市 串かつ明かり サービス 飲食業 5%

164,430 大阪府 吹田市 串かつ甲子園 サービス 飲食業 5%
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164,431 大阪府 吹田市 くすのき動物病院 サービス その他サービス 5%

164,432 大阪府 吹田市 ＦＣＧＯＯＤＩＥＧＯＯＤＩＥ岸辺店 サービス 飲食業 5%

164,433 大阪府 吹田市 ｇｌａｎｃｅ 小売業 衣料品 5%

164,434 大阪府 吹田市 Ｇｒａｎｄｉｒ サービス 理容・美容業 5%

164,435 大阪府 吹田市 ＣＲＩＳＡＮ　ＦＩＵＭＥ サービス 理容・美容業 5%

164,436 大阪府 吹田市 クリーニング　ステップ サービス その他サービス 5%

164,437 大阪府 吹田市 Ｃｌｅａｎｉｎｇ　ＥＬＦ サービス その他サービス 5%

164,438 大阪府 吹田市 アロマセラピールームクルム サービス その他サービス 5%

164,439 大阪府 吹田市 ＣｌａｉｒＡｎｇｅｌｉｑｕｅ 小売業 衣料品 5%

164,440 大阪府 吹田市 ｇｒｏｗｃｕｂｅ サービス 理容・美容業 5%

164,441 大阪府 吹田市 クロード 小売業 食料品 5%

164,442 大阪府 吹田市 クロロフイル吹田美顔教室 サービス 理容・美容業 5%

164,443 大阪府 吹田市 くわはら自転車 小売業 その他小売 5%

164,444 大阪府 吹田市 ケアーズドラッグ　千里丘イズミヤ店 小売業 その他小売 5%

164,445 大阪府 吹田市 ケアーズドラッグ 五月が丘店 小売業 その他小売 5%

164,446 大阪府 吹田市 ケアーズドラッグ五月が丘店 小売業 その他小売 5%

164,447 大阪府 吹田市 Ｋ－ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

164,448 大阪府 吹田市 ＫＲフードサービス本部 サービス 飲食業 5%

164,449 大阪府 吹田市 Ｋ－ｃｏ’ｍ　ｈｕｉｔ サービス 理容・美容業 5%

164,450 大阪府 吹田市 源八 サービス 飲食業 5%

164,451 大阪府 吹田市 兼六庭園　江坂店 サービス 飲食業 5%

164,452 大阪府 吹田市 ｇｏｏｙａａｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

164,453 大阪府 吹田市 個室　鉄板居酒屋　花菱 サービス 飲食業 5%

164,454 大阪府 吹田市 ｃｏｓｏａｄｏ．ｚａｋｋａ 小売業 その他小売 5%

164,455 大阪府 吹田市 コポ　南千里店 小売業 衣料品 5%

164,456 大阪府 吹田市 米富 小売業 食料品 5%

164,457 大阪府 吹田市 米の専門店つねもと商店 小売業 食料品 5%

164,458 大阪府 吹田市 ＣＯＬＩＮＡ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

164,459 大阪府 吹田市 ゴルフギアサージ　吹田店 小売業 その他小売 5%

164,460 大阪府 吹田市 金剛堂　吹田店 小売業 家具・調度品 5%

164,461 大阪府 吹田市 Ｃｏｎｃｅｐｔ　ｔｏ　ｂｅ…【コンセプト　トゥ　ビー】　江坂 サービス 理容・美容業 5%

164,462 大阪府 吹田市 サイクルコンビニてるてる　吹田泉町店 小売業 その他小売 5%

164,463 大阪府 吹田市 サイクルショップカンザキ　阪急　千里山店 小売業 その他小売 5%

164,464 大阪府 吹田市 サイクルショップカンザキ吹田店 小売業 その他小売 5%

164,465 大阪府 吹田市 サイクルショップカンザキ千里店 小売業 その他小売 5%

164,466 大阪府 吹田市 ＳａｉＺ 小売業 衣料品 5%

164,467 大阪府 吹田市 Ｓａｔａｋｅ　朝日町本店 小売業 食料品 5%

164,468 大阪府 吹田市 Ｓａｔａｋｅ　岸辺駅前店 小売業 食料品 5%

164,469 大阪府 吹田市 佐竹台サイクル 小売業 その他小売 5%

164,470 大阪府 吹田市 Ｓａｔａｋｅ　ビエラ千里丘 小売業 食料品 5%

164,471 大阪府 吹田市 ＳＡＴＡＫＥビエラ千里丘店 小売業 食料品 5%

164,472 大阪府 吹田市 さつき珈琲 サービス 飲食業 5%
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164,473 大阪府 吹田市 サニ－ストンホテル サービス 宿泊業 5%

164,474 大阪府 吹田市 Ｓｕｐｒｅ　Ｍａ’ａｍ　デュー阪急山田店 小売業 食料品 5%

164,475 大阪府 吹田市 地域のサポート「さぽちぃ。」 サービス その他サービス 5%

164,476 大阪府 吹田市 ＸＡＲＡ　Ｌｕｎａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

164,477 大阪府 吹田市 ＳＡＬＯＮＥ　ＣＩＮＱ サービス 理容・美容業 5%

164,478 大阪府 吹田市 サロン　ド　イルエル サービス 理容・美容業 5%

164,479 大阪府 吹田市 サロンドフィオラ サービス 理容・美容業 5%

164,480 大阪府 吹田市 サン・アロハ サービス その他サービス 5%

164,481 大阪府 吹田市 三栄硝子 サービス その他サービス 5%

164,482 大阪府 吹田市 三右衛門　吹田店 サービス 飲食業 5%

164,483 大阪府 吹田市 ＣＩＮＱ 小売業 衣料品 5%

164,484 大阪府 吹田市 サントノーレー 小売業 食料品 5%

164,485 大阪府 吹田市 ＳＵＮＭＡＤＥ サービス その他サービス 5%

164,486 大阪府 吹田市 ＳＵＮＭＡＤＥ（提携） サービス その他サービス 5%

164,487 大阪府 吹田市 ｓＣｅｎｅ　【シーン】 サービス 理容・美容業 5%

164,488 大阪府 吹田市 シェ・ナカツカ　江坂店 小売業 食料品 5%

164,489 大阪府 吹田市 セブン－イレブンＪＲ岸辺駅北店 小売業 食料品 2%

164,490 大阪府 吹田市 ＪＴＢ夢旅人 サービス その他サービス 5%

164,491 大阪府 吹田市 ＣＨＥＲＩＭＯ サービス 理容・美容業 5%

164,492 大阪府 吹田市 シェルシェ 小売業 衣料品 5%

164,493 大阪府 吹田市 シェルライン　本店 小売業 食料品 5%

164,494 大阪府 吹田市 ＣＩＥＬＯ 小売業 衣料品 5%

164,495 大阪府 吹田市 Ｓｈｉｅｎ´ｙａ サービス その他サービス 5%

164,496 大阪府 吹田市 ＳＨＩＮＯＢＵｘｘＶＯＣＡＬＳ サービス その他サービス 5%

164,497 大阪府 吹田市 ＪＡＣ サービス 理容・美容業 5%

164,498 大阪府 吹田市 しゃれーど吹田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

164,499 大阪府 吹田市 Ｓｈａｍ×ｐｏｏ サービス 理容・美容業 5%

164,500 大阪府 吹田市 じゃんぼ總本店　北千里駅前店 サービス 飲食業 5%

164,501 大阪府 吹田市 じゃんぼ總本店　JR吹田駅前店 サービス 飲食業 5%

164,502 大阪府 吹田市 じゃんぼ總本店　桃山台駅前店 サービス 飲食業 5%

164,503 大阪府 吹田市 秀光堂 小売業 衣料品 5%

164,504 大阪府 吹田市 ｃｈｏｕｅｔｔｅ吹田 小売業 衣料品 5%

164,505 大阪府 吹田市 ＪｅｗｅｒｌｙＤａｙｓ サービス 理容・美容業 5%

164,506 大阪府 吹田市 旬菜ｃａｆｅ　奏ｃａｎａｄｅ サービス 飲食業 5%

164,507 大阪府 吹田市 ジュノ美容室　吹田店 サービス 理容・美容業 5%

164,508 大阪府 吹田市 酒麺　きっしゃん サービス 飲食業 5%

164,509 大阪府 吹田市 ジュリークヘアー サービス 理容・美容業 5%

164,510 大阪府 吹田市 旬菜 神その 旬菜 神その サービス 飲食業 5%

164,511 大阪府 吹田市 松月堂 サービス 飲食業 5%

164,512 大阪府 吹田市 蜀王府 サービス 飲食業 5%

164,513 大阪府 吹田市 知るカフェ関西大学前店 サービス 飲食業 5%

164,514 大阪府 吹田市 ＡＤＶＥＮ－ＰＸ 小売業 衣料品 5%
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164,515 大阪府 吹田市 シンタクサイクル 小売業 その他小売 5%

164,516 大阪府 吹田市 翠光堂吹田本店 小売業 家具・調度品 5%

164,517 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田青葉丘南店 小売業 食料品 2%

164,518 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田泉町２丁目店 小売業 食料品 2%

164,519 大阪府 吹田市 吹田内本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,520 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田江坂町２丁目店 小売業 食料品 2%

164,521 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田江の木町店 小売業 食料品 2%

164,522 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田片山１丁目店 小売業 食料品 2%

164,523 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田上山田店 小売業 食料品 2%

164,524 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田川岸町店 小売業 食料品 2%

164,525 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田関大前店 小売業 食料品 2%

164,526 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田岸部北５丁目店 小売業 食料品 2%

164,527 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田岸部南１丁目店 小売業 食料品 2%

164,528 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田新芦屋上店 小売業 食料品 2%

164,529 大阪府 吹田市 吹田セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,530 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田千里山西５丁目店 小売業 食料品 2%

164,531 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田千里山西６丁目店 小売業 食料品 2%

164,532 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田竹見台店 小売業 食料品 2%

164,533 大阪府 吹田市 吹田卓球センター 小売業 その他小売 5%

164,534 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田垂水町３丁目店 小売業 食料品 2%

164,535 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田垂水町店 小売業 食料品 2%

164,536 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田豊津町店 小売業 食料品 2%

164,537 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田豊二店 小売業 食料品 2%

164,538 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田広芝町北店 小売業 食料品 2%

164,539 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田広芝町店 小売業 食料品 2%

164,540 大阪府 吹田市 吹田穂波町酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

164,541 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田南金田１丁目店 小売業 食料品 2%

164,542 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田元町店 小売業 食料品 2%

164,543 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田山田北店 小売業 食料品 2%

164,544 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田山田東１丁目店 小売業 食料品 2%

164,545 大阪府 吹田市 セブン－イレブン吹田山田南店 小売業 食料品 2%

164,546 大阪府 吹田市 杉林液化ガス株式会社　杉林液化ガス株式会社 小売業 その他小売 5%

164,547 大阪府 吹田市 すし釜めし百万石 サービス 飲食業 5%

164,548 大阪府 吹田市 鮨こにし サービス 飲食業 5%

164,549 大阪府 吹田市 スタジアム　モリスポ　吹田店 小売業 その他小売 5%

164,550 大阪府 吹田市 スタジオキャラット吹田グリーンプレイス店 サービス その他サービス 5%

164,551 大阪府 吹田市 スタジオキャラット吹田グリーンプレイス サービス その他サービス 5%

164,552 大阪府 吹田市 ＳＴＵＤＩＯＹＯＵ サービス 理容・美容業 5%

164,553 大阪府 吹田市 すなおや　江坂店 サービス 飲食業 5%

164,554 大阪府 吹田市 スマイルコンタクト　江坂店 小売業 その他小売 5%

164,555 大阪府 吹田市 炭火串焼　鳥堂 サービス 飲食業 5%

164,556 大阪府 吹田市 炭火焼き鳥　一鶏。 サービス 飲食業 5%
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164,557 大阪府 吹田市 炭火焼肉　元喜 サービス 飲食業 5%

164,558 大阪府 吹田市 ｔｈｒｅｅｃｒａｆｔｒｏｏｍ 小売業 衣料品 5%

164,559 大阪府 吹田市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　千里丘店 小売業 食料品 2%

164,560 大阪府 吹田市 精肉専門店大成 サービス その他サービス 5%

164,561 大阪府 吹田市 千里セントラル　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,562 大阪府 吹田市 セブン－イレブン千里万博公園西口店 小売業 食料品 2%

164,563 大阪府 吹田市 千里山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,564 大阪府 吹田市 中国菜桃花 サービス 飲食業 5%

164,565 大阪府 吹田市 ＳＯ　ＨＡＰＰＹ サービス その他サービス 5%

164,566 大阪府 吹田市 草楽園 小売業 家具・調度品 5%

164,567 大阪府 吹田市 草楽園　南千里 小売業 その他小売 5%

164,568 大阪府 吹田市 そば処　万両 サービス 飲食業 5%

164,569 大阪府 吹田市 ＳＯＬＡＳ サービス 理容・美容業 5%

164,570 大阪府 吹田市 ダイコク　江坂店 小売業 家具・調度品 5%

164,571 大阪府 吹田市 ダイコクドラッグ江坂駅前店 小売業 その他小売 5%

164,572 大阪府 吹田市 大衆酒場－頂－ サービス 飲食業 5%

164,573 大阪府 吹田市 第２サニ－ストンホテル サービス 宿泊業 5%

164,574 大阪府 吹田市 大和　本社 小売業 その他小売 5%

164,575 大阪府 吹田市 ダイワサイクル　江坂店 小売業 その他小売 5%

164,576 大阪府 吹田市 ダイワサイクル　吹田佐井寺店 小売業 その他小売 5%

164,577 大阪府 吹田市 だいわ自転車　本店 小売業 その他小売 5%

164,578 大阪府 吹田市 たうんサイクルミヤ 小売業 その他小売 5%

164,579 大阪府 吹田市 Ｔｏｗｎ ＣＹＣＬＥ ＭＩＹＡ たうんサイクル ミヤ 小売業 その他小売 5%

164,580 大阪府 吹田市 タキグチ商会／ＢＳＣ サービス その他サービス 5%

164,581 大阪府 吹田市 ＴＡＫＵＷＡＮ サービス 飲食業 5%

164,582 大阪府 吹田市 たこ焼あほや 亥の子谷店 たこ焼あほや 亥の子谷店 小売業 食料品 5%

164,583 大阪府 吹田市 Ｔａｃｋハヤシ　吹田店 小売業 電化製品 5%

164,584 大阪府 吹田市 Ｃｈｅｒｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%

164,585 大阪府 吹田市 チャップリン 小売業 衣料品 5%

164,586 大阪府 吹田市 中国采　老饕 サービス 飲食業 5%

164,587 大阪府 吹田市 直輸入ワインショップ　ＥＳＰＯＡ 小売業 食料品 5%

164,588 大阪府 吹田市 ＣＨＯＰＰＥＲ サービス その他サービス 5%

164,589 大阪府 吹田市 常本米穀店 小売業 食料品 5%

164,590 大阪府 吹田市 つり具のブンブン　桃山台店 小売業 その他小売 5%

164,591 大阪府 吹田市 Ｔ＇ｓｏｓａｋａ 小売業 衣料品 5%

164,592 大阪府 吹田市 テイコク薬局　江坂店 小売業 その他小売 5%

164,593 大阪府 吹田市 テイコク薬局　江坂店〔調剤店舗〕 小売業 その他小売 5%

164,594 大阪府 吹田市 ティムニーキャスト サービス 理容・美容業 5%

164,595 大阪府 吹田市 ｔａｌｅｓｏｆｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

164,596 大阪府 吹田市 ｔｅｔｏｔｅ　江坂店【テトテ】 サービス 理容・美容業 5%

164,597 大阪府 吹田市 テニスショッププラス吹田 小売業 その他小売 5%

164,598 大阪府 吹田市 てるぼの屋 サービス その他サービス 5%
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164,599 大阪府 吹田市 でんきやさんイノヤマ 小売業 電化製品 5%

164,600 大阪府 吹田市 天然石手作りアクセサリーＰａｏＰａｏ 小売業 衣料品 5%

164,601 大阪府 吹田市 ＴＯＵＴＯＵ　ＶＩＶＡＮＴ 小売業 その他小売 5%

164,602 大阪府 吹田市 登龍門江坂本店 サービス 飲食業 5%

164,603 大阪府 吹田市 時計宝石の美王 小売業 貴金属・服飾品 5%

164,604 大阪府 吹田市 株式会社トップ通商　株式会社トップ通商大阪支店 小売業 その他小売 5%

164,605 大阪府 吹田市 ＴＯＭＹ　ＷＡＬＫ 小売業 その他小売 5%

164,606 大阪府 吹田市 トヨタ部品大阪共販千里営業所 サービス その他サービス 5%

164,607 大阪府 吹田市 豊津ファミリーショップ・ハース 小売業 食料品 5%

164,608 大阪府 吹田市 豊。 サービス 飲食業 5%

164,609 大阪府 吹田市 トラットリアｃｈｉｃｃｏ サービス 飲食業 5%

164,610 大阪府 吹田市 ドリームポケット 小売業 その他小売 5%

164,611 大阪府 吹田市 とんかつ　かつ喜　吹田店 サービス 飲食業 5%

164,612 大阪府 吹田市 なじみ屋 サービス 飲食業 5%

164,613 大阪府 吹田市 ナチュール 小売業 衣料品 5%

164,614 大阪府 吹田市 ナニワ商会　関大前店 小売業 その他小売 5%

164,615 大阪府 吹田市 成瀬造園 サービス その他サービス 5%

164,616 大阪府 吹田市 鳴門鯛焼本舗　江坂駅前店 サービス 飲食業 5%

164,617 大阪府 吹田市 鳴門鯛焼本舗　北千里駅前店 サービス 飲食業 5%

164,618 大阪府 吹田市 ＮｉｉＬＡＢ サービス その他サービス 5%

164,619 大阪府 吹田市 肉処　倉　グリーンプレイス店 サービス 飲食業 5%

164,620 大阪府 吹田市 肉の森田屋 小売業 その他小売 5%

164,621 大阪府 吹田市 西形家電販売 小売業 電化製品 5%

164,622 大阪府 吹田市 西形家電販売 小売業 電化製品 5%

164,623 大阪府 吹田市 ニッコー　佐井寺店 小売業 食料品 5%

164,624 大阪府 吹田市 Ｎｅｘｔｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

164,625 大阪府 吹田市 呑み食い鉄ちゃん サービス 飲食業 5%

164,626 大阪府 吹田市 Ｂａｒ Ｂａｎｚａｉ サービス 飲食業 5%

164,627 大阪府 吹田市 Ｂａｒｂｅｒ＆Ｎａｉｌｂｌｅｎｄ サービス 理容・美容業 5%

164,628 大阪府 吹田市 ｂａｒｂｅｒ　Ｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

164,629 大阪府 吹田市 バーバーショップグラス サービス 理容・美容業 5%

164,630 大阪府 吹田市 ｂａｒｂｅｒｓｈｏｐＨｏｐｅ サービス 理容・美容業 5%

164,631 大阪府 吹田市 ＢＩＫＥＳＨＯＰジョイント 小売業 その他小売 5%

164,632 大阪府 吹田市 ｂｉｃｙｃｌｅかごしま 小売業 その他小売 5%

164,633 大阪府 吹田市 端村動物病院 サービス その他サービス 5%

164,634 大阪府 吹田市 はじめて補聴器　桃山台店 小売業 その他小売 5%

164,635 大阪府 吹田市 ハースデコ 小売業 電化製品 5%

164,636 大阪府 吹田市 ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ【バタフライ】 サービス 理容・美容業 5%

164,637 大阪府 吹田市 パッションツリー サービス 理容・美容業 5%

164,638 大阪府 吹田市 ＢＡＢＡ鍼灸北京堂大阪　ＢＡＢＡ鍼灸北京堂大阪 サービス その他サービス 5%

164,639 大阪府 吹田市 ハピネス サービス 飲食業 5%

164,640 大阪府 吹田市 ＨＡＭＡＧＵＣＨＩ サービス 理容・美容業 5%
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164,641 大阪府 吹田市 はり灸ここいろ サービス 理容・美容業 5%

164,642 大阪府 吹田市 パワーアップ　江坂店 小売業 その他小売 5%

164,643 大阪府 吹田市 セブン－イレブン阪急山田駅前店 小売業 食料品 2%

164,644 大阪府 吹田市 はんこや１番　江坂店 小売業 その他小売 5%

164,645 大阪府 吹田市 万博西口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,646 大阪府 吹田市 万博南口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,647 大阪府 吹田市 Ｂ＆Ｂ　ＡＨ８７　ＯＳＡＫＡ サービス 宿泊業 5%

164,648 大阪府 吹田市 Ｐ＆ＬＵＸＥ 小売業 その他小売 5%

164,649 大阪府 吹田市 Ｂｅｅ江坂 サービス 飲食業 5%

164,650 大阪府 吹田市 ピオミージュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

164,651 大阪府 吹田市 ＨＩＫＡＲＩＳ　ｈａｉｒ　吹田店 サービス 理容・美容業 5%

164,652 大阪府 吹田市 ひごペット　南千里店 小売業 その他小売 5%

164,653 大阪府 吹田市 ひごペットフレンドリー　本社 小売業 その他小売 5%

164,654 大阪府 吹田市 ひごペットフレンドリー　イズミヤ千里丘 小売業 その他小売 5%

164,655 大阪府 吹田市 ひごペットフレンドリーイズミヤ千里丘店 小売業 その他小売 5%

164,656 大阪府 吹田市 ひごペットフレンドリー　ららぽーとＥＸＰ 小売業 その他小売 5%

164,657 大阪府 吹田市 美酒佳肴　しょうじょう サービス 飲食業 5%

164,658 大阪府 吹田市 ピッツェリア　カプリコルノ サービス 飲食業 5%

164,659 大阪府 吹田市 ビーボ　山田市場 サービス その他サービス 5%

164,660 大阪府 吹田市 ヒマツデンキ　千里店 小売業 電化製品 5%

164,661 大阪府 吹田市 美容室Ｔｓｕｊｉ サービス 理容・美容業 5%

164,662 大阪府 吹田市 美容室ビーンズ サービス 理容・美容業 5%

164,663 大阪府 吹田市 平井タクシー サービス 運輸業 5%

164,664 大阪府 吹田市 平野商店 小売業 衣料品 5%

164,665 大阪府 吹田市 広島お好み焼きちはる サービス 飲食業 5%

164,666 大阪府 吹田市 ファイブコネクション　バーデンス取扱店　　ファイブコネクション　バーデンス取扱店 サービス 理容・美容業 5%

164,667 大阪府 吹田市 Ｆｉｇａｒｏ　ａｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

164,668 大阪府 吹田市 ふうふや　岸辺店 サービス 飲食業 5%

164,669 大阪府 吹田市 ＦｅｔｙＳｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

164,670 大阪府 吹田市 Ｆｅｌｉｃｅ　Ｌｉｎｋｓ サービス 理容・美容業 5%

164,671 大阪府 吹田市 Ｆｕｅｎｔｅ　ーフェンテー サービス 理容・美容業 5%

164,672 大阪府 吹田市 フォトスタジオアミュ サービス その他サービス 5%

164,673 大阪府 吹田市 フジハラスポーツ 小売業 その他小売 5%

164,674 大阪府 吹田市 フジヤ　北千里店 小売業 電化製品 5%

164,675 大阪府 吹田市 フジワラ サービス 理容・美容業 5%

164,676 大阪府 吹田市 プチラグゼ　デュー阪急山田店 サービス その他サービス 5%

164,677 大阪府 吹田市 ブティック　マツナガ 小売業 衣料品 5%

164,678 大阪府 吹田市 ブティックＴＯＭＯ 小売業 衣料品 5%

164,679 大阪府 吹田市 フードネットマート　サンゼリア店 小売業 食料品 5%

164,680 大阪府 吹田市 ＢＢＡＢ　吹田店 サービス その他サービス 5%

164,681 大阪府 吹田市 ｐｕｐｕＲｅ サービス 理容・美容業 5%

164,682 大阪府 吹田市 ＰＲＡＫＡＳＡ サービス 理容・美容業 5%
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164,683 大阪府 吹田市 ＋Ｒ 小売業 衣料品 5%

164,684 大阪府 吹田市 フラワーラボラトリー北千里店 小売業 その他小売 5%

164,685 大阪府 吹田市 フランス屋　阪急オアシスアザール桃山台店 サービス その他サービス 5%

164,686 大阪府 吹田市 フランス料理レストランＬａＢａｌａｎｃｅ サービス 飲食業 5%

164,687 大阪府 吹田市 プリマヴェーラ サービス 飲食業 5%

164,688 大阪府 吹田市 ブルークロス サービス その他サービス 5%

164,689 大阪府 吹田市 ブルードルフィン ブルードルフィン サービス 飲食業 5%

164,690 大阪府 吹田市 プルソワン江坂 サービス 理容・美容業 5%

164,691 大阪府 吹田市 フローリスト花菱 小売業 その他小売 5%

164,692 大阪府 吹田市 ぷろろーぐ サービス 飲食業 5%

164,693 大阪府 吹田市 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ＬＵＣＩＡ サービス 理容・美容業 5%

164,694 大阪府 吹田市 ヘアーサロンくりあ サービス 理容・美容業 5%

164,695 大阪府 吹田市 ヘアーサロン ツーワン サービス 理容・美容業 5%

164,696 大阪府 吹田市 ヘアーズ　アトリエ　ユキ サービス 理容・美容業 5%

164,697 大阪府 吹田市 ｈａｉｒｓｐａｃｅｌａｓｏｕｒｃｅ サービス 理容・美容業 5%

164,698 大阪府 吹田市 ＨＡＩＲ ＭＡＫＥ ＴＵＮＥ Ｎａｃｈｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

164,699 大阪府 吹田市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＴＵＮＥ サービス 理容・美容業 5%

164,700 大阪府 吹田市 ＨＡＩＲＭＡＫＥＲＥＢＩＲＴＨ サービス 理容・美容業 5%

164,701 大阪府 吹田市 Ｈａｉｒ＆Ｎａｉｌ　Ｌｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

164,702 大阪府 吹田市 ヘア＆メイクＣｏｒｅ サービス その他サービス 5%

164,703 大阪府 吹田市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ａｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

164,704 大阪府 吹田市 Ｈａｉｒ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｓ　ａｂｉｅｎｔｏｔ サービス 理容・美容業 5%

164,705 大阪府 吹田市 ＨＡＩＲ　ＷＯＲＫＳ サービス 理容・美容業 5%

164,706 大阪府 吹田市 ＰＡＧＥＢＯＹ サービス 理容・美容業 5%

164,707 大阪府 吹田市 ＰＥＴＳＨＯＰＣＯＯＫＩＥ桃山台店 小売業 その他小売 5%

164,708 大阪府 吹田市 ｈｅａｄ　ｔｏ　ｈｅａｄ サービス 理容・美容業 5%

164,709 大阪府 吹田市 ペットシッターＭｏｍ＆Ｈｏｎｅｙ サービス その他サービス 5%

164,710 大阪府 吹田市 ベトナムレストランカフェカムオーン江坂店 サービス 飲食業 5%

164,711 大阪府 吹田市 ＢＥＲＡＭＩ北千里店 サービス 理容・美容業 5%

164,712 大阪府 吹田市 勉強カフェ吹田江坂スタジオ サービス その他サービス 5%

164,713 大阪府 吹田市 ＶＥＮＤＹ　ＫＩＮＧ　ベンディキング　ＶＥＮＤＹ　ＫＩＮＧ サービス 飲食業 5%

164,714 大阪府 吹田市 ＢＯＡ　ＳＯＲＴＥ サービス 理容・美容業 5%

164,715 大阪府 吹田市 ＰｏｓｉｔｉｖｅＥｄｇｅ 小売業 衣料品 5%

164,716 大阪府 吹田市 穗高企画 サービス その他サービス 5%

164,717 大阪府 吹田市 ボタニカルタイム サービス その他サービス 5%

164,718 大阪府 吹田市 ほっぷっ サービス 飲食業 5%

164,719 大阪府 吹田市 ほっぷっ サービス 飲食業 5%

164,720 大阪府 吹田市 ホテルパークサイド サービス 宿泊業 5%

164,721 大阪府 吹田市 穂波町　和豊 サービス 飲食業 5%

164,722 大阪府 吹田市 ＢＯＮＨＥＵＲ．Ｋ 小売業 衣料品 5%

164,723 大阪府 吹田市 ｗｈｉｔｅｎｉｎｇ　Ｌａｂｏ　Ｂｅ　Ｓｍｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

164,724 大阪府 吹田市 ホワイトニングラボ　ビースマイル サービス 理容・美容業 5%
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164,725 大阪府 吹田市 ホワイトベル　片山 サービス その他サービス 5%

164,726 大阪府 吹田市 ボンスリーＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

164,727 大阪府 吹田市 ボンベル千里山 サービス 飲食業 5%

164,728 大阪府 吹田市 ぼんぼり庵・天 サービス 宿泊業 5%

164,729 大阪府 吹田市 マクドナルドいのこ谷店 サービス 飲食業 2%

164,730 大阪府 吹田市 マクドナルド江坂ハートランド店 サービス 飲食業 2%

164,731 大阪府 吹田市 マクドナルド佐井寺関西スーパー店 サービス 飲食業 2%

164,732 大阪府 吹田市 マクドナルド吹田さんくす店 サービス 飲食業 2%

164,733 大阪府 吹田市 マクドナルド千里丘イズミヤ店 サービス 飲食業 2%

164,734 大阪府 吹田市 マクドナルド千里山田コーナン店 サービス 飲食業 2%

164,735 大阪府 吹田市 マクドナルドＤｅｗ阪急山田店 サービス 飲食業 2%

164,736 大阪府 吹田市 マスヤ薬局 小売業 その他小売 5%

164,737 大阪府 吹田市 町の酒屋古木 小売業 その他小売 5%

164,738 大阪府 吹田市 まちの自転車店リコ　吹田店 小売業 その他小売 5%

164,739 大阪府 吹田市 まちの自転車店リコ吹田店 小売業 その他小売 5%

164,740 大阪府 吹田市 街の肉バル Ｂｕｆｆ 江坂店 サービス 飲食業 5%

164,741 大阪府 吹田市 松本深圧院大阪 サービス 理容・美容業 5%

164,742 大阪府 吹田市 まるとみクリーニング　関西スーパー江坂店 サービス その他サービス 5%

164,743 大阪府 吹田市 まるとみクリーニング　北千里店 サービス その他サービス 5%

164,744 大阪府 吹田市 まるとみクリーニング　千里山店 サービス その他サービス 5%

164,745 大阪府 吹田市 まるとみクリーニング　デュー阪急山田店 サービス その他サービス 5%

164,746 大阪府 吹田市 ｍａｎｒｉ サービス その他サービス 5%

164,747 大阪府 吹田市 美スギ　千里店 小売業 その他小売 5%

164,748 大阪府 吹田市 ミヂカナ薬局 小売業 その他小売 5%

164,749 大阪府 吹田市 緑の風 小売業 その他小売 5%

164,750 大阪府 吹田市 セブン－イレブン南吹田３丁目店 小売業 食料品 2%

164,751 大阪府 吹田市 南吹田動物病院 サービス その他サービス 5%

164,752 大阪府 吹田市 南千里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,753 大阪府 吹田市 セブン－イレブン南千里駅前店 小売業 食料品 2%

164,754 大阪府 吹田市 宮原タクシー サービス 運輸業 5%

164,755 大阪府 吹田市 （株）ＭＢコミュニケーション サービス その他サービス 5%

164,756 大阪府 吹田市 ミライズ サービス その他サービス 5%

164,757 大阪府 吹田市 名刺エキスプレス大阪本社 小売業 家具・調度品 5%

164,758 大阪府 吹田市 名刺エキスプレス　大阪本店 サービス その他サービス 5%

164,759 大阪府 吹田市 メガネのセンリ 南千里店 小売業 その他小売 5%

164,760 大阪府 吹田市 メガネのセンリ　南千里店 小売業 貴金属・服飾品 5%

164,761 大阪府 吹田市 メガネは長江 小売業 その他小売 5%

164,762 大阪府 吹田市 メナードフェイシャルサロン吹田山田西 サービス 理容・美容業 5%

164,763 大阪府 吹田市 ｍｅｍｏｒｉａ サービス 理容・美容業 5%

164,764 大阪府 吹田市 メルシー吹田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

164,765 大阪府 吹田市 メンズカミセタ 小売業 衣料品 5%

164,766 大阪府 吹田市 メンズサロン　ホワイト サービス 理容・美容業 5%
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164,767 大阪府 吹田市 ＭＥＮ＇ＳＳＨＯＰさいたに 小売業 衣料品 5%

164,768 大阪府 吹田市 モートクラフト 小売業 その他小売 5%

164,769 大阪府 吹田市 森タクシー サービス 運輸業 5%

164,770 大阪府 吹田市 焼きとり景気屋 サービス 飲食業 5%

164,771 大阪府 吹田市 焼鳥誠 サービス 飲食業 5%

164,772 大阪府 吹田市 焼肉　倉屋　南千里店 サービス 飲食業 5%

164,773 大阪府 吹田市 山手電化 小売業 電化製品 5%

164,774 大阪府 吹田市 焼味尽本舗 焼味尽本舗 江坂店 サービス 飲食業 5%

164,775 大阪府 吹田市 ＵＳボーカル教室 江坂駅前校 サービス その他サービス 5%

164,776 大阪府 吹田市 有限会社ＳＴＫ サービス その他サービス 5%

164,777 大阪府 吹田市 有限会社えるむ サービス その他サービス 5%

164,778 大阪府 吹田市 Ｕ－ＴＥＸ 小売業 衣料品 5%

164,779 大阪府 吹田市 有限会社オクトバース　ホテルクライトン江坂） サービス 宿泊業 5%

164,780 大阪府 吹田市 Ｕ美容室 サービス 理容・美容業 5%

164,781 大阪府 吹田市 ［ＨＣ］ユーピット北千里 小売業 電化製品 5%

164,782 大阪府 吹田市 ＴｕＲｅｌｉｅｒ～ゆるりえ～ サービス 理容・美容業 5%

164,783 大阪府 吹田市 ユーロ動物病院 サービス その他サービス 5%

164,784 大阪府 吹田市 ＹＯＳＡ　ＰＡＲＫ　ラシーク サービス その他サービス 5%

164,785 大阪府 吹田市 吉田屋 小売業 衣料品 5%

164,786 大阪府 吹田市 ＲＩＳＥ　ＳＷＥＬＬ サービス 理容・美容業 5%

164,787 大阪府 吹田市 Ｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

164,788 大阪府 吹田市 ライフクリーナー　原町 サービス その他サービス 5%

164,789 大阪府 吹田市 ライフクリーナー　阪急オアシス千里山竹園 サービス その他サービス 5%

164,790 大阪府 吹田市 ライフクリーナー　阪急オアシス南千里 サービス その他サービス 5%

164,791 大阪府 吹田市 ライフクリーナー　阪急オアシス南千里店 サービス その他サービス 5%

164,792 大阪府 吹田市 ライフクリーナー　イオン南千里店 サービス その他サービス 5%

164,793 大阪府 吹田市 ライフクリーナーオアシス　北千里店 サービス その他サービス 5%

164,794 大阪府 吹田市 ライフクリーナー　岸部店 サービス その他サービス 5%

164,795 大阪府 吹田市 ライフクリーナーオアシス南千里店 サービス その他サービス 5%

164,796 大阪府 吹田市 ライフクリーナー千里山竹園店 サービス その他サービス 5%

164,797 大阪府 吹田市 ＲＡＫＵＳＡ サービス その他サービス 5%

164,798 大阪府 吹田市 ｌａ　ｃｒｅｐｒｉｅ　ｄｅ　ｐｏｐｉｎ　　ラクレープリ　ドポパン 小売業 食料品 5%

164,799 大阪府 吹田市 ＬＡＣＨＩＣ【ラシック】 サービス 理容・美容業 5%

164,800 大阪府 吹田市 ラセーラ　江坂 サービス その他サービス 5%

164,801 大阪府 吹田市 ＬＵＸＢＥＢＥＬＬＥ関大前店 サービス 理容・美容業 5%

164,802 大阪府 吹田市 ＲＡＰＰＯＲＴＩ サービス 飲食業 5%

164,803 大阪府 吹田市 Ｌａｔｉｎａ 小売業 衣料品 5%

164,804 大阪府 吹田市 ＲＡＢＢＩＴＳ 小売業 その他小売 5%

164,805 大阪府 吹田市 ラビットストリート　江坂店 小売業 その他小売 5%

164,806 大阪府 吹田市 ラベットラ 小売業 その他小売 5%

164,807 大阪府 吹田市 Ｌａｐｏｒｔｅ サービス 理容・美容業 5%

164,808 大阪府 吹田市 Ｒ！デュー阪急山田店 サービス その他サービス 5%
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164,809 大阪府 吹田市 Ｌｉｅｒ　ｍａｇｉｅ 小売業 衣料品 5%

164,810 大阪府 吹田市 ｌｉｋｅ　ｌｉｋｅ 小売業 衣料品 5%

164,811 大阪府 吹田市 ｌｉｋｅ　ｌｉｋｅ　吹田本店 小売業 衣料品 5%

164,812 大阪府 吹田市 リサイクルきもの　たんす屋　吹田店 小売業 衣料品 5%

164,813 大阪府 吹田市 ｒｉｔｔａ 小売業 衣料品 5%

164,814 大阪府 吹田市 リフレ サービス 理容・美容業 5%

164,815 大阪府 吹田市 リフレ江坂治療院 サービス その他サービス 5%

164,816 大阪府 吹田市 リフレッシュ工房オズ南千里店 サービス その他サービス 5%

164,817 大阪府 吹田市 リフレッシュスペース サービス 理容・美容業 5%

164,818 大阪府 吹田市 ｒｉｎｇ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

164,819 大阪府 吹田市 ルヴェールフレ サービス 飲食業 5%

164,820 大阪府 吹田市 Ｌｕｎｅ 小売業 衣料品 5%

164,821 大阪府 吹田市 レストラン法文坂 サービス その他サービス 5%

164,822 大阪府 吹田市 ＲＥＸ ＣＯＲ サービス 理容・美容業 5%

164,823 大阪府 吹田市 ＲａｄｉａｎｔＨａｉｒＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

164,824 大阪府 吹田市 Ｒａｄｉａｎｔ　Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

164,825 大阪府 吹田市 ロイヤルクイーン　千里教室 小売業 家具・調度品 5%

164,826 大阪府 吹田市 ロッソ　豊中ロマンチック街道店 サービス 飲食業 5%

164,827 大阪府 吹田市 ロッソ江坂店 サービス 飲食業 5%

164,828 大阪府 吹田市 和　水都饌菓 小売業 食料品 5%

164,829 大阪府 吹田市 わいどや吹田店 サービス 飲食業 5%

164,830 大阪府 吹田市 ワインバル　ケルシュ サービス 飲食業 5%

164,831 大阪府 吹田市 和牛屋敷焼肉せんりや山田本店 サービス 飲食業 5%

164,832 大阪府 吹田市 私のサロン サービス 理容・美容業 5%

164,833 大阪府 吹田市 わら焼きと海鮮　太郎丸　江坂店 サービス 飲食業 5%

164,834 大阪府 摂津市 ＥＹＥ　ＰＬＡＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

164,835 大阪府 摂津市 味な赤ちょうちん　だんだん サービス 飲食業 5%

164,836 大阪府 摂津市 ＡＴＥＬＩＥＲ　ＭＩＨＯ サービス 理容・美容業 5%

164,837 大阪府 摂津市 Ａｗａｊｉｎ サービス 飲食業 5%

164,838 大阪府 摂津市 癒しの空間ａｔｅｌｉｅｒＭＩＨＡＲＵ サービス 理容・美容業 5%

164,839 大阪府 摂津市 エイトスナイプ 小売業 衣料品 5%

164,840 大阪府 摂津市 ＮＰＯ法人摂津まるごとプロジェクト サービス その他サービス 5%

164,841 大阪府 摂津市 エムズオートサービス サービス その他サービス 5%

164,842 大阪府 摂津市 大西商会 小売業 その他小売 5%

164,843 大阪府 摂津市 オカベ電化 小売業 電化製品 5%

164,844 大阪府 摂津市 オカモト電化 小売業 電化製品 5%

164,845 大阪府 摂津市 お好み焼きダイニング 白馬 サービス 飲食業 5%

164,846 大阪府 摂津市 カットサロン　なかにし サービス 理容・美容業 5%

164,847 大阪府 摂津市 ＣＵＴ　ＨＯＵＳＥ　ＴＷＩＮＳ サービス 理容・美容業 5%

164,848 大阪府 摂津市 ｃａｆｅ＆ｄｉｎｉｎｇＡｚａｌａ サービス 飲食業 5%

164,849 大阪府 摂津市 株式会社マツノ自動車 サービス その他サービス 5%

164,850 大阪府 摂津市 カラオケライブ　摂津店 サービス その他サービス 5%
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164,851 大阪府 摂津市 カランドリエ 小売業 食料品 5%

164,852 大阪府 摂津市 河合塾マナビス千里丘校 サービス その他サービス 2%

164,853 大阪府 摂津市 かんだ美容室　千里丘店 サービス 理容・美容業 5%

164,854 大阪府 摂津市 木原電気 小売業 電化製品 5%

164,855 大阪府 摂津市 九州らーめん　元ちゃん サービス 飲食業 5%

164,856 大阪府 摂津市 業務スーパー鳥飼店 小売業 食料品 2%

164,857 大阪府 摂津市 業務スーパー東別府店 小売業 食料品 2%

164,858 大阪府 摂津市 近畿オーディオ　近畿オーディオ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

164,859 大阪府 摂津市 くし若まる　千里丘店 サービス 飲食業 5%

164,860 大阪府 摂津市 ケアーズドラッグ千里丘駅前店 小売業 その他小売 5%

164,861 大阪府 摂津市 ＫＢＣ　千里丘店 小売業 電化製品 5%

164,862 大阪府 摂津市 Ｋ１　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 小売業 その他小売 5%

164,863 大阪府 摂津市 ＫＢＣ　鳥飼店 小売業 電化製品 5%

164,864 大阪府 摂津市 Ｋ－ｃｏ’ｍ　ａｒｃｈ サービス 理容・美容業 5%

164,865 大阪府 摂津市 Ｋ－ｃｏ’ｍ　ｓｉｓ サービス 理容・美容業 5%

164,866 大阪府 摂津市 コスモパーク摂津 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,867 大阪府 摂津市 小寺自動車 サービス その他サービス 5%

164,868 大阪府 摂津市 コノミヤ　摂津市駅前店 小売業 食料品 5%

164,869 大阪府 摂津市 佐川電器商会 小売業 電化製品 5%

164,870 大阪府 摂津市 Ｓａｔａｋｅ　千里丘店 小売業 食料品 5%

164,871 大阪府 摂津市 ＳＡＴＡＫＥ千里丘駅前店 小売業 食料品 5%

164,872 大阪府 摂津市 ＴＭＣＦｒｉｅｎｄｒｙＳｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

164,873 大阪府 摂津市 サワダサイクル 小売業 その他小売 5%

164,874 大阪府 摂津市 三心食品株式会社 サービス その他サービス 5%

164,875 大阪府 摂津市 絲ｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

164,876 大阪府 摂津市 しごとぎや　たまゆら　摂津鳥飼店 小売業 衣料品 5%

164,877 大阪府 摂津市 ジャランジャラン サービス その他サービス 5%

164,878 大阪府 摂津市 じゃんぼ總本店　正雀駅前店 サービス 飲食業 5%

164,879 大阪府 摂津市 ＳＵＣＲＥ サービス 理容・美容業 5%

164,880 大阪府 摂津市 正雀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,881 大阪府 摂津市 正雀串安 サービス 飲食業 5%

164,882 大阪府 摂津市 正和堂 小売業 その他小売 5%

164,883 大阪府 摂津市 神愛グル－プ サービス 運輸業 5%

164,884 大阪府 摂津市 住まいるでんき館タニグチ 小売業 電化製品 5%

164,885 大阪府 摂津市 摂津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,886 大阪府 摂津市 Ｉ．Ｓ．Ｃ．Ｌａｂ．株式会社 サービス その他サービス 5%

164,887 大阪府 摂津市 セブン－イレブン摂津香露園店 小売業 食料品 2%

164,888 大阪府 摂津市 摂津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,889 大阪府 摂津市 セブン－イレブン摂津千里丘西店 小売業 食料品 2%

164,890 大阪府 摂津市 セブン－イレブン摂津千里丘２丁目店 小売業 食料品 2%

164,891 大阪府 摂津市 セブン－イレブン摂津千里丘東１丁目店 小売業 食料品 2%

164,892 大阪府 摂津市 セブン－イレブン摂津千里丘４丁目店 小売業 食料品 2%
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164,893 大阪府 摂津市 セブン－イレブン摂津千里丘６丁目店 小売業 食料品 2%

164,894 大阪府 摂津市 セブン－イレブン摂津鳥飼中３丁目店 小売業 食料品 2%

164,895 大阪府 摂津市 セブン－イレブン摂津鳥飼西２丁目店 小売業 食料品 2%

164,896 大阪府 摂津市 セブン－イレブン摂津鳥飼野々１丁目店 小売業 食料品 2%

164,897 大阪府 摂津市 セブン－イレブン摂津鳥飼本町５丁目店 小売業 食料品 2%

164,898 大阪府 摂津市 セブン－イレブン摂津東一津屋店 小売業 食料品 2%

164,899 大阪府 摂津市 セブン－イレブン摂津東別府４丁目店 小売業 食料品 2%

164,900 大阪府 摂津市 セブン－イレブン摂津三島２丁目店 小売業 食料品 2%

164,901 大阪府 摂津市 センダ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

164,902 大阪府 摂津市 千里丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,903 大阪府 摂津市 ＴａｃｔｉｃａｌＡｒｔ サービス その他サービス 5%

164,904 大阪府 摂津市 たけうち薬房 たけうち薬房 小売業 その他小売 5%

164,905 大阪府 摂津市 ＣｈｉｈｏｎＫｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

164,906 大阪府 摂津市 中央電気商会 小売業 電化製品 5%

164,907 大阪府 摂津市 ｃｈｏｃｏａ サービス 理容・美容業 5%

164,908 大阪府 摂津市 津波ルアーズ 小売業 その他小売 5%

164,909 大阪府 摂津市 Ｔ　Ｍ　Ｔｏｔａｌ　Ｄｅｓｉｇｎ 小売業 その他小売 5%

164,910 大阪府 摂津市 鉄板ステーキ　采、彩、 サービス 飲食業 5%

164,911 大阪府 摂津市 鳥修 小売業 食料品 5%

164,912 大阪府 摂津市 日本仲人協会プールモンシェール サービス その他サービス 5%

164,913 大阪府 摂津市 ネオ・テニスプラザ摂津　プロショ 小売業 その他小売 5%

164,914 大阪府 摂津市 パーソナルトレーニング＆ボディケアＧＯＳＩＮ サービス その他サービス 5%

164,915 大阪府 摂津市 ファッションハウス　アリス　千里 小売業 衣料品 5%

164,916 大阪府 摂津市 フイッシングエイト　２ 小売業 その他小売 5%

164,917 大阪府 摂津市 ｐｕｐａｐｕｐａ サービス 理容・美容業 5%

164,918 大阪府 摂津市 ブックプラザ　千里丘店 サービス その他サービス 5%

164,919 大阪府 摂津市 プライズ株式会社 サービス その他サービス 5%

164,920 大阪府 摂津市 ブライトリバー サービス その他サービス 5%

164,921 大阪府 摂津市 古川皓一バイオリン工房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

164,922 大阪府 摂津市 古川皓一バイオリン工房　古川皓一バイオリン工房 小売業 その他小売 5%

164,923 大阪府 摂津市 ブレックス大阪営業所 サービス 運輸業 5%

164,924 大阪府 摂津市 ヘアーデザインスペース　カミムラ サービス 理容・美容業 5%

164,925 大阪府 摂津市 ベスト資材摂津店 小売業 家具・調度品 5%

164,926 大阪府 摂津市 堀田コンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

164,927 大阪府 摂津市 ＢＯＮＨＥＵＲ　Ｋ 小売業 その他小売 5%

164,928 大阪府 摂津市 前田酒店 小売業 食料品 5%

164,929 大阪府 摂津市 マクドナルドアトリウム南摂津店 サービス 飲食業 2%

164,930 大阪府 摂津市 マクドナルド千里丘店 サービス 飲食業 2%

164,931 大阪府 摂津市 窓ガラスフィルム施工快空 サービス その他サービス 5%

164,932 大阪府 摂津市 マルケン サービス 飲食業 5%

164,933 大阪府 摂津市 まんねん 千里丘店 まんねん千里丘店 サービス 飲食業 5%

164,934 大阪府 摂津市 三杉屋　京都八幡店 小売業 食料品 5%
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164,935 大阪府 摂津市 南摂津焼肉一丁 サービス 飲食業 5%

164,936 大阪府 摂津市 モリモトクリーニング サービス その他サービス 5%

164,937 大阪府 摂津市 ライフクリーナー　阪急オアシス千里丘 サービス その他サービス 5%

164,938 大阪府 摂津市 ライフクリーナー　千里丘店 サービス その他サービス 5%

164,939 大阪府 摂津市 ラジコンショップＭＳＴ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

164,940 大阪府 摂津市 龍希 サービス 飲食業 5%

164,941 大阪府 摂津市 Ｌｅ　ｃｈｉｅｎ 小売業 その他小売 5%

164,942 大阪府 摂津市 ｌｅ　ｔｒｅｆｌｅ サービス その他サービス 5%

164,943 大阪府 摂津市 レンタサイクル「駅リンくん千里丘店」 サービス 運輸業 5%

164,944 大阪府 摂津市 ＷｏｒｋｏｕｔＳｔｕｄｉｏＡｚｕ＿Ｌｕ サービス その他サービス 5%

164,945 大阪府 泉南市 アロハテイ サービス 飲食業 5%

164,946 大阪府 泉南市 イタリアンレストラン　ヌーノ サービス 飲食業 5%

164,947 大阪府 泉南市 ｉｍｐｒｏｖｅ サービス 理容・美容業 5%

164,948 大阪府 泉南市 お顔そりルーム　ラニモエ サービス 理容・美容業 5%

164,949 大阪府 泉南市 奥野呉服店 小売業 衣料品 5%

164,950 大阪府 泉南市 ｃｕｔ　ｓｐａｃｅ　Ｋ５ サービス 理容・美容業 5%

164,951 大阪府 泉南市 ＣＯＬＯＲＦＵＬチアダンスクラブ サービス その他サービス 5%

164,952 大阪府 泉南市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋泉南男里店 サービス 飲食業 2%

164,953 大阪府 泉南市 キョウヘアーデザインストア サービス 理容・美容業 5%

164,954 大阪府 泉南市 キョウヘアーデザインストア キョウヘアーデザインストア サービス 理容・美容業 5%

164,955 大阪府 泉南市 ＫＩＮＪＩ　ＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 衣料品 5%

164,956 大阪府 泉南市 くうた動物病院 サービス その他サービス 5%

164,957 大阪府 泉南市 グレースフジミ　泉南店 小売業 貴金属・服飾品 5%

164,958 大阪府 泉南市 グレースフジミ　泉南店 小売業 貴金属・服飾品 5%

164,959 大阪府 泉南市 ケイワイスカイ 小売業 衣料品 5%

164,960 大阪府 泉南市 サンクフレール サービス 飲食業 5%

164,961 大阪府 泉南市 胡蝶蘭のねば～らんど 小売業 その他小売 5%

164,962 大阪府 泉南市 整体処そら サービス その他サービス 5%

164,963 大阪府 泉南市 セブン－イレブン泉南市役所前店 小売業 食料品 2%

164,964 大阪府 泉南市 セブン－イレブン泉南新家東店 小売業 食料品 2%

164,965 大阪府 泉南市 ダイコク・泉南店 小売業 その他小売 5%

164,966 大阪府 泉南市 タイムステーション ＮＥＯイオンモールりんくう泉南店 小売業 貴金属・服飾品 5%

164,967 大阪府 泉南市 泉南新家ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

164,968 大阪府 泉南市 角谷煙草店 小売業 その他小売 5%

164,969 大阪府 泉南市 デビッド・オースチン・ロージズカブシキガイシャ 小売業 その他小売 5%

164,970 大阪府 泉南市 東プリ サービス その他サービス 5%

164,971 大阪府 泉南市 ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙｍｉｙａｂｉ サービス 理容・美容業 5%

164,972 大阪府 泉南市 トータルビューティー　Ｍｉｙａｂｉ サービス 理容・美容業 5%

164,973 大阪府 泉南市 ドッグスハウスワンダーランド 小売業 その他小売 5%

164,974 大阪府 泉南市 殿谷呉服 小売業 衣料品 5%

164,975 大阪府 泉南市 とんかつかつ喜　泉南新家店 サービス 飲食業 5%

164,976 大阪府 泉南市 ＮＥＯＳＴＹＬＥＳ 小売業 その他小売 5%
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164,977 大阪府 泉南市 バイクレット　エムズｂｙモトテック　バイクレットエムズｂｙモトテック 小売業 その他小売 5%

164,978 大阪府 泉南市 ｐａｐａｍａｍａｃａｆｅかくれ家 サービス 飲食業 5%

164,979 大阪府 泉南市 浜寿し サービス 飲食業 5%

164,980 大阪府 泉南市 浜寿し サービス 飲食業 5%

164,981 大阪府 泉南市 美空間Ｓａｒａｂｙｋｏｎｄｏ サービス 理容・美容業 5%

164,982 大阪府 泉南市 畚寅砂川店 小売業 その他小売 5%

164,983 大阪府 泉南市 ブレスガーデン泉南本店 小売業 その他小売 5%

164,984 大阪府 泉南市 ｈａｉｒ　ｄｏｃ．　ｇｒａｎｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

164,985 大阪府 泉南市 ヘアーフォルム　ヘアーフォルム サービス 理容・美容業 5%

164,986 大阪府 泉南市 Ｂａｋｅ　ｉｃｏｉ サービス 飲食業 5%

164,987 大阪府 泉南市 ［ＨＣ］細井でんき 小売業 電化製品 5%

164,988 大阪府 泉南市 マクドナルドイオンモールりんくう泉南店 サービス 飲食業 2%

164,989 大阪府 泉南市 マクドナルド２６号泉南店 サービス 飲食業 2%

164,990 大阪府 泉南市 ＭＡＧＮＥＴ サービス 理容・美容業 5%

164,991 大阪府 泉南市 宮楠自動車 サービス その他サービス 5%

164,992 大阪府 泉南市 むか新　泉南店 小売業 食料品 5%

164,993 大阪府 泉南市 メガネの田中　泉南店 小売業 その他小売 5%

164,994 大阪府 泉南市 ＭＥＮＡＲＤＦＡＩＣＩＡＬ サービス 理容・美容業 5%

164,995 大阪府 泉南市 ＭｏｎＤｉａｄ　りんくう店 小売業 貴金属・服飾品 5%

164,996 大阪府 泉南市 山本モータース サービス その他サービス 5%

164,997 大阪府 泉南市 吉田珈琲本舗 小売業 食料品 5%

164,998 大阪府 泉南市 与野自動車商会 サービス その他サービス 5%

164,999 大阪府 泉南市 和来 サービス 飲食業 5%

165,000 大阪府 太子町 懐食　吉田 サービス 飲食業 5%

165,001 大阪府 太子町 京谷電気 小売業 電化製品 5%

165,002 大阪府 太子町 サンプラザ　太子店 小売業 食料品 5%

165,003 大阪府 太子町 セブン－イレブン太子春日店 小売業 食料品 2%

165,004 大阪府 太子町 セブン－イレブン太子町太子店 小売業 食料品 2%

165,005 大阪府 太子町 ＨＡＩＲ　Ｄｒｏｐ サービス 理容・美容業 5%

165,006 大阪府 大東市 赤井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,007 大阪府 大東市 アカカベ薬局　住道駅前店 小売業 その他小売 5%

165,008 大阪府 大東市 アカカベ薬局　谷川店 小売業 その他小売 5%

165,009 大阪府 大東市 アカカベ薬局　野崎参道店 小売業 その他小売 5%

165,010 大阪府 大東市 ＩＺＡＫＡＹＡ火間土 住道店 サービス 飲食業 5%

165,011 大阪府 大東市 一笑 サービス 飲食業 5%

165,012 大阪府 大東市 出光住道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,013 大阪府 大東市 出光大東北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,014 大阪府 大東市 株式会社ウエノ電機設備プロジェクト サービス その他サービス 5%

165,015 大阪府 大東市 うえの動物病院 サービス その他サービス 5%

165,016 大阪府 大東市 ウェルネスセラピー サービス 理容・美容業 5%

165,017 大阪府 大東市 エステティックサロンａｇｅｔｅ サービス 理容・美容業 5%

165,018 大阪府 大東市 ｆ－Ｇｒａｃｅエフグラース 小売業 その他小売 5%
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165,019 大阪府 大東市 ＦＣ大東楽器 小売業 その他小売 5%

165,020 大阪府 大東市 エム・ギャラリー大東 小売業 衣料品 5%

165,021 大阪府 大東市 御菓子處　絹笠　住道店　アルビ住道 サービス 飲食業 5%

165,022 大阪府 大東市 買取りまっくす　大東店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

165,023 大阪府 大東市 ガウディ 小売業 食料品 5%

165,024 大阪府 大東市 菓子工房　レジェール　アルビ住道店 サービス 飲食業 5%

165,025 大阪府 大東市 ＫＡＺ’サービスファクトリー 小売業 その他小売 5%

165,026 大阪府 大東市 株式会社ＫＹＯＵＥＩ サービス その他サービス 5%

165,027 大阪府 大東市 株式会社大東タイヤサービス サービス その他サービス 5%

165,028 大阪府 大東市 株式会社ＴＯＳＨＩＮ不動産 サービス その他サービス 5%

165,029 大阪府 大東市 モンロワール　住道店　アルビ住道 小売業 食料品 5%

165,030 大阪府 大東市 華龍商事株式会社　華龍商事株式会社 小売業 食料品 5%

165,031 大阪府 大東市 関西商事 小売業 貴金属・服飾品 5%

165,032 大阪府 大東市 行政書士横山敬冶事務所 サービス その他サービス 5%

165,033 大阪府 大東市 キングス阪奈山頂店 小売業 その他小売 5%

165,034 大阪府 大東市 グッドリー 小売業 その他小売 5%

165,035 大阪府 大東市 ＱｕｐｕＱｕｐｕ 小売業 家具・調度品 5%

165,036 大阪府 大東市 Ｋｕｍａ’ｓＨｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

165,037 大阪府 大東市 ＧｌａｓｓＡｉ サービス その他サービス 5%

165,038 大阪府 大東市 ＫＢＣ電化　諸福店 小売業 電化製品 5%

165,039 大阪府 大東市 ＫＢＣ 御供田店 小売業 電化製品 5%

165,040 大阪府 大東市 ＫＢＣ　四条畷店 小売業 電化製品 5%

165,041 大阪府 大東市 ＣｏＣｏ壱番屋大東諸福店 サービス 飲食業 2%

165,042 大阪府 大東市 コマツ自動車 サービス その他サービス 5%

165,043 大阪府 大東市 米せん 小売業 食料品 5%

165,044 大阪府 大東市 米せん 本店 小売業 食料品 5%

165,045 大阪府 大東市 コンビニエンス　ヤスイ 小売業 食料品 5%

165,046 大阪府 大東市 サイクルコンビニてるてる　住道店 小売業 その他小売 5%

165,047 大阪府 大東市 サイクルショップミラノ サイクルショップ ミラノ 小売業 その他小売 5%

165,048 大阪府 大東市 さがサイクル住道店 小売業 その他小売 5%

165,049 大阪府 大東市 さくもと動物病院 サービス その他サービス 5%

165,050 大阪府 大東市 さくもと動物病院　さくもと動物病院 サービス その他サービス 5%

165,051 大阪府 大東市 三箇ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,052 大阪府 大東市 さんきゅう水産　住道店　アルビ住道 サービス 飲食業 5%

165,053 大阪府 大東市 三幸電機大東店 小売業 電化製品 5%

165,054 大阪府 大東市 しごとぎや　たまゆら　大東店 小売業 衣料品 5%

165,055 大阪府 大東市 しせんらーめん サービス 飲食業 5%

165,056 大阪府 大東市 ｓｙｍＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

165,057 大阪府 大東市 シャンボール 野崎店 小売業 その他小売 5%

165,058 大阪府 大東市 鮓　石松　阪奈店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

165,059 大阪府 大東市 スポーツサクライ　大東店 小売業 その他小売 5%

165,060 大阪府 大東市 スマホスピタル住道オペラパーク店 サービス その他サービス 5%

3932



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

165,061 大阪府 大東市 整体工房りらくざ サービス 理容・美容業 5%

165,062 大阪府 大東市 整体工房りらくざ サービス 理容・美容業 5%

165,063 大阪府 大東市 セルフ大東新田サービスステー 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,064 大阪府 大東市 ｓｏｌｅ　ｅ　ｌｕｎａ　ｓｏｌｅ　ｅ　ｌｕｎａ サービス 理容・美容業 5%

165,065 大阪府 大東市 大東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,066 大阪府 大東市 大東 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,067 大阪府 大東市 大東楽器エレクトーンキーボードハウ 小売業 その他小売 5%

165,068 大阪府 大東市 大東楽器　住道ロックハウス 小売業 その他小売 5%

165,069 大阪府 大東市 大東楽器　レコードショップ 小売業 その他小売 5%

165,070 大阪府 大東市 セブン－イレブン大東御領３丁目店 小売業 食料品 2%

165,071 大阪府 大東市 セブン－イレブン大東市寺川３丁目店 小売業 食料品 2%

165,072 大阪府 大東市 セブン－イレブン大東市役所前店 小売業 食料品 2%

165,073 大阪府 大東市 セブン－イレブン大東新田西町店 小売業 食料品 2%

165,074 大阪府 大東市 セブン－イレブン大東新町店 小売業 食料品 2%

165,075 大阪府 大東市 セブン－イレブン大東野崎駅南店 小売業 食料品 2%

165,076 大阪府 大東市 大和電器 小売業 電化製品 5%

165,077 大阪府 大東市 デザインスクールテント サービス その他サービス 5%

165,078 大阪府 大東市 鉄板鍋料理　はじめ サービス 飲食業 5%

165,079 大阪府 大東市 鉄板焼き居酒屋たけちゃん サービス 飲食業 5%

165,080 大阪府 大東市 Ｄｏｇ　Ｔｒｉｍｍｉｎｇ　Ｍａｈａｌｏ サービス その他サービス 5%

165,081 大阪府 大東市 トップワールド野崎店 小売業 食料品 5%

165,082 大阪府 大東市 ｔｏｔｏ ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

165,083 大阪府 大東市 轟デンキ　寺川店 小売業 電化製品 5%

165,084 大阪府 大東市 ドラッグストア　アカカベ 小売業 その他小売 5%

165,085 大阪府 大東市 ドラッグストアアカカベ　扇町店 小売業 その他小売 5%

165,086 大阪府 大東市 ドラッグストアアカカベ　住道店 小売業 その他小売 5%

165,087 大阪府 大東市 ドラッグストアアカカベ　津の辺店 小売業 その他小売 5%

165,088 大阪府 大東市 ドラッグストアアカカベ　野崎店 小売業 その他小売 5%

165,089 大阪府 大東市 ドラッグストアアカカベ　諸福店 小売業 その他小売 5%

165,090 大阪府 大東市 中楠ノ里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,091 大阪府 大東市 肉の森田屋　スミノドウテン アルビ住道 サービス 飲食業 5%

165,092 大阪府 大東市 ニッセンシェイプファンデサロンド平野 小売業 衣料品 5%

165,093 大阪府 大東市 ｎａｉｌａｒｃｅｎｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

165,094 大阪府 大東市 ｎａｉｌｒ∞ｍ３５ サービス 理容・美容業 5%

165,095 大阪府 大東市 ハートボックス　アルビ住道店 サービス その他サービス 5%

165,096 大阪府 大東市 ｈａｔａＰＯＰｗｏｒｋｓ 小売業 衣料品 5%

165,097 大阪府 大東市 ハナフル　アルビ住道 小売業 その他小売 5%

165,098 大阪府 大東市 Ｐａｒｍｔｏｗｎ　Ｃｌｉｍｂ サービス 理容・美容業 5%

165,099 大阪府 大東市 パルウエダ大東店 小売業 電化製品 5%

165,100 大阪府 大東市 阪奈電子 小売業 電化製品 5%

165,101 大阪府 大東市 ピエト文庫　ピエト文庫 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

165,102 大阪府 大東市 羊屋 小売業 衣料品 5%
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165,103 大阪府 大東市 ファ－ストオ－ト　大東支店 小売業 その他小売 5%

165,104 大阪府 大東市 ファンシーシューズスミマン 小売業 衣料品 5%

165,105 大阪府 大東市 ＦＯＮＳ　ＡＵＴＯ サービス その他サービス 5%

165,106 大阪府 大東市 ＦＥＥＬｅｒ サービス 理容・美容業 5%

165,107 大阪府 大東市 ブティック・コンヤ 小売業 衣料品 5%

165,108 大阪府 大東市 歩ら里 サービス 飲食業 5%

165,109 大阪府 大東市 Ｆｒｅｅｚ　住道店 サービス 理容・美容業 5%

165,110 大阪府 大東市 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｐｉｅｃｅ サービス 理容・美容業 5%

165,111 大阪府 大東市 ＨＡＩＲ’Ｓ　路武 サービス 理容・美容業 5%

165,112 大阪府 大東市 ホームスタジオたけなか サービス その他サービス 5%

165,113 大阪府 大東市 本間自動車 小売業 その他小売 5%

165,114 大阪府 大東市 マエダオートモービル サービス その他サービス 5%

165,115 大阪府 大東市 丸幸水産JR住道駅店 アルビ住道 サービス 飲食業 5%

165,116 大阪府 大東市 夢中堂　Ｐｏｗｅｒ　ｔｅｃ 小売業 その他小売 5%

165,117 大阪府 大東市 メガネの上杉 小売業 その他小売 5%

165,118 大阪府 大東市 モーダボナディア 小売業 衣料品 5%

165,119 大阪府 大東市 焼肉　兀　焼肉イルモン兀　ごつ サービス 飲食業 5%

165,120 大阪府 大東市 ラステリー サービス 理容・美容業 5%

165,121 大阪府 大東市 Ｒａｐｐｏｒｔ サービス 理容・美容業 5%

165,122 大阪府 大東市 ｌｉｑｕｏｒ　ｍａｒｋｅｔ　Ｌｅｔ’ｓ　ｇｏ　０１ 小売業 その他小売 5%

165,123 大阪府 大東市 リターナル株式会社　本社 サービス その他サービス 5%

165,124 大阪府 大東市 レンタサイクル「駅リンくん住道店」 サービス 運輸業 5%

165,125 大阪府 大東市 ｙ．ｂｅ　ａｎｎｅｘ店 サービス 理容・美容業 5%

165,126 大阪府 大東市 ｙ．ｂｅ　四條畷店 サービス 理容・美容業 5%

165,127 大阪府 大東市 ｙ．ｂｅ　住道店 サービス 理容・美容業 5%

165,128 大阪府 大東市 ｙ．ｂｅ　ｎａｔｕｒｅ店 サービス 理容・美容業 5%

165,129 大阪府 大東市 和田電器 小売業 電化製品 5%

165,130 大阪府 大東市 わたなべ動物病院 サービス その他サービス 5%

165,131 大阪府 高石市 アヴァンティ　高石店 小売業 衣料品 5%

165,132 大阪府 高石市 ＡｌｉｃｅＯｓａｋａ サービス その他サービス 5%

165,133 大阪府 高石市 居酒屋あいま サービス 飲食業 5%

165,134 大阪府 高石市 いさりび　高石店 サービス 飲食業 5%

165,135 大阪府 高石市 一山工芸 小売業 貴金属・服飾品 5%

165,136 大阪府 高石市 エコホームサービス サービス その他サービス 5%

165,137 大阪府 高石市 エステティックサロンＡｍｉｅ サービス 理容・美容業 5%

165,138 大阪府 高石市 ＥＮ サービス 飲食業 5%

165,139 大阪府 高石市 ａｕｔｏｓｈｏｐｓｔｙｌｅ 小売業 その他小売 5%

165,140 大阪府 高石市 お米が美味しい発酵食堂ハチハチ サービス 飲食業 5%

165,141 大阪府 高石市 ＣｕｔＨｏｕｓｅＭＧ ＣｕｔＨｏｕｓｅＭＧ サービス 理容・美容業 5%

165,142 大阪府 高石市 カットハウスファンファン サービス 理容・美容業 5%

165,143 大阪府 高石市 カフェ ら さぼうる サービス 飲食業 5%

165,144 大阪府 高石市 株 つぼ市製茶本舗 工場直売所 小売業 食料品 5%
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165,145 大阪府 高石市 セブン－イレブン北助松駅前店 小売業 食料品 2%

165,146 大阪府 高石市 きのすら 小売業 食料品 5%

165,147 大阪府 高石市 キャリアプラン高石教室 サービス その他サービス 5%

165,148 大阪府 高石市 業務スーパー高石綾園店 小売業 食料品 2%

165,149 大阪府 高石市 業務スーパー羽衣店 小売業 食料品 2%

165,150 大阪府 高石市 小杉スケート　臨海店 小売業 その他小売 5%

165,151 大阪府 高石市 ごちそう村　高石店 サービス 飲食業 5%

165,152 大阪府 高石市 コノミヤ　高石店 小売業 食料品 5%

165,153 大阪府 高石市 Ｓｔｒｅａｍｌｉｎｅ 小売業 衣料品 5%

165,154 大阪府 高石市 諏訪美容室　羽衣店 サービス 理容・美容業 5%

165,155 大阪府 高石市 整体院　ｎａｔｕｒａ サービス その他サービス 5%

165,156 大阪府 高石市 高石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,157 大阪府 高石市 高石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,158 大阪府 高石市 セブン－イレブン高石駅南店 小売業 食料品 2%

165,159 大阪府 高石市 セブン－イレブン高石加茂４丁目店 小売業 食料品 2%

165,160 大阪府 高石市 セブン－イレブン高石高師浜店 小売業 食料品 2%

165,161 大阪府 高石市 セブン－イレブン高石取石７丁目店 小売業 食料品 2%

165,162 大阪府 高石市 てこいっぽん サービス 飲食業 5%

165,163 大阪府 高石市 テニストピア 小売業 その他小売 5%

165,164 大阪府 高石市 テニストピア 小売業 その他小売 5%

165,165 大阪府 高石市 電化ショップエコー 小売業 電化製品 5%

165,166 大阪府 高石市 とんかつ　かつ喜　高石店 サービス 飲食業 5%

165,167 大阪府 高石市 和み料理夢酒房 サービス 飲食業 5%

165,168 大阪府 高石市 ｎｉｃｏ＋ｍ高石店 小売業 衣料品 5%

165,169 大阪府 高石市 西村商店 小売業 その他小売 5%

165,170 大阪府 高石市 呑喰処ぎん サービス 飲食業 5%

165,171 大阪府 高石市 ばーるばなーれ サービス 飲食業 5%

165,172 大阪府 高石市 羽衣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,173 大阪府 高石市 羽衣コロッケ店 クロケット ｃｒｏｑｕｅｔｔｅ サービス 飲食業 5%

165,174 大阪府 高石市 春木 サービス その他サービス 5%

165,175 大阪府 高石市 パン工房　ボングー　アプラ店 小売業 食料品 5%

165,176 大阪府 高石市 美容室みつや サービス 理容・美容業 5%

165,177 大阪府 高石市 フランス屋　オークワ高石羽衣店 サービス その他サービス 5%

165,178 大阪府 高石市 フランス屋　羽衣駅前店 サービス その他サービス 5%

165,179 大阪府 高石市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　３　【ヘアーメイクスリー】 サービス 理容・美容業 5%

165,180 大阪府 高石市 ペダル　高石店 小売業 その他小売 5%

165,181 大阪府 高石市 ホンダカーズ堺西　高石東店 小売業 その他小売 5%

165,182 大阪府 高石市 まちの自転車店リコ高石店 まちの自転車店リコ高石店 小売業 その他小売 5%

165,183 大阪府 高石市 松井電器　富木店 小売業 電化製品 5%

165,184 大阪府 高石市 ｍｉｓｕｍｉ サービス 飲食業 5%

165,185 大阪府 高石市 みやび屋 小売業 衣料品 5%

165,186 大阪府 高石市 ＭＯＬＬＡ　ＳＡＬＯＮ　高石店 サービス 理容・美容業 5%
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165,187 大阪府 高石市 山野愛子どろんこ美容 サービス 理容・美容業 5%

165,188 大阪府 高石市 有限会社　富木自動車 サービス その他サービス 5%

165,189 大阪府 高石市 ヨシダ産業 小売業 電化製品 5%

165,190 大阪府 高石市 ＲＥＴＲＯｇｒｏｕｎｄ サービス 理容・美容業 5%

165,191 大阪府 高石市 ワインショップ きんぎょ ワインショップ きんぎょ アプラたかいし店 小売業 食料品 5%

165,192 大阪府 高石市 ワインショップ　きんぎょ 小売業 食料品 5%

165,193 大阪府 高石市 ワインショップきんぎょアプラたかいし店 小売業 その他小売 5%

165,194 大阪府 高槻市 ＵＲＧＥ　高槻店 サービス 飲食業 5%

165,195 大阪府 高槻市 アイエスクラブ 小売業 衣料品 5%

165,196 大阪府 高槻市 アイビーズ高槻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,197 大阪府 高槻市 ａｏｊｉ サービス その他サービス 5%

165,198 大阪府 高槻市 茜　タクシー サービス 運輸業 5%

165,199 大阪府 高槻市 秋政大師堂 サービス その他サービス 5%

165,200 大阪府 高槻市 アキレス・ソルボ店 小売業 衣料品 5%

165,201 大阪府 高槻市 ＡＱｕａＳｔａｒ 小売業 その他小売 5%

165,202 大阪府 高槻市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌａｕｔ阪急高槻市駅前 サービス 理容・美容業 5%

165,203 大阪府 高槻市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｙａｎ高槻 サービス 理容・美容業 5%

165,204 大阪府 高槻市 亜光電化サ－ビス 小売業 電化製品 5%

165,205 大阪府 高槻市 旭オート本社 小売業 その他小売 5%

165,206 大阪府 高槻市 アスクス　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

165,207 大阪府 高槻市 アトリエ　アルビオン高槻店 小売業 その他小売 5%

165,208 大阪府 高槻市 ＡＴＥＬＩＥＲ　ＭＩＨＯ　高槻店 サービス 理容・美容業 5%

165,209 大阪府 高槻市 ａｂｉｒｔｈ サービス 理容・美容業 5%

165,210 大阪府 高槻市 ａｆｉｃ　ｌｉｍａ　ａｆｉｃ　ｌｉｍａ サービス 理容・美容業 5%

165,211 大阪府 高槻市 あぶり肉丼　えんじゅう屋 サービス 飲食業 5%

165,212 大阪府 高槻市 アミューズ 小売業 その他小売 5%

165,213 大阪府 高槻市 アメリカ衣料　サンヨー 小売業 衣料品 5%

165,214 大阪府 高槻市 Ａｒｔｅｓｉｏ【アルテシオ】 サービス 理容・美容業 5%

165,215 大阪府 高槻市 ａｒＴ　ｈａｉｒ サービス その他サービス 5%

165,216 大阪府 高槻市 アロマ・フランス サービス その他サービス 5%

165,217 大阪府 高槻市 アロマサロン心香 サービス その他サービス 5%

165,218 大阪府 高槻市 アロマミーレ サービス その他サービス 5%

165,219 大阪府 高槻市 Ａｎｓｗｅｒｅｒ【アンサラー】 サービス 理容・美容業 5%

165,220 大阪府 高槻市 ａｎｐａｎ 小売業 食料品 5%

165,221 大阪府 高槻市 ＡｎＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

165,222 大阪府 高槻市 ＡＮＬｉｎｅｎ 小売業 衣料品 5%

165,223 大阪府 高槻市 居酒屋　希ＳＡＫＵ サービス 飲食業 5%

165,224 大阪府 高槻市 濃厚とんこつラーメン石田てっぺい　高槻駅前店 サービス 飲食業 5%

165,225 大阪府 高槻市 伊と長 サービス 飲食業 5%

165,226 大阪府 高槻市 イナバ洋装店 小売業 衣料品 5%

165,227 大阪府 高槻市 乾タクシー サービス 運輸業 5%

165,228 大阪府 高槻市 イバラキヤ　本店 小売業 衣料品 5%
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165,229 大阪府 高槻市 今井電器高槻販売 小売業 電化製品 5%

165,230 大阪府 高槻市 イマソラ珈琲 サービス 飲食業 5%

165,231 大阪府 高槻市 祖谷庄　千寿庵　ＪＲ高槻駅店 小売業 食料品 5%

165,232 大阪府 高槻市 宇佐美セルフ高槻富田 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,233 大阪府 高槻市 ＶＯＬＣＡＮＯ サービス 飲食業 5%

165,234 大阪府 高槻市 ＥＣＬＯＲＥ　【エクロール】 サービス 理容・美容業 5%

165,235 大阪府 高槻市 エジソンアカデミー高槻校 サービス その他サービス 5%

165,236 大阪府 高槻市 エスアールシー センター パソコン スマホ総合相談 ＳＲＣＣ サービス その他サービス 5%

165,237 大阪府 高槻市 エスコス　高槻 サービス 理容・美容業 5%

165,238 大阪府 高槻市 エステサロン　Ｒｅｐｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

165,239 大阪府 高槻市 エステ処麗らか サービス 理容・美容業 5%

165,240 大阪府 高槻市 Ｅｎｏｔｅｃａ　Ｉｄｅｎｔｉｔａ 小売業 食料品 5%

165,241 大阪府 高槻市 エポック電化 小売業 電化製品 5%

165,242 大阪府 高槻市 エポック電化　清水店 小売業 電化製品 5%

165,243 大阪府 高槻市 エムズミート肉のマルヨシ　芥川店 小売業 食料品 5%

165,244 大阪府 高槻市 江麗雅 サービス 理容・美容業 5%

165,245 大阪府 高槻市 エレガントボディ　Ｏｎｅｎｅｓｓ サービス 理容・美容業 5%

165,246 大阪府 高槻市 おうちサロンＯｗｌ サービス その他サービス 5%

165,247 大阪府 高槻市 大垣書店 高槻店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

165,248 大阪府 高槻市 岡本サイクル　オカモトサイクル 小売業 その他小売 5%

165,249 大阪府 高槻市 オカモト電化高槻店 小売業 電化製品 5%

165,250 大阪府 高槻市 お好み焼はここやねん　高槻駅前店 小売業 食料品 5%

165,251 大阪府 高槻市 お好み焼はここやねん　高槻駅前 サービス 飲食業 5%

165,252 大阪府 高槻市 おさかなと地酒凛太郎 サービス 飲食業 5%

165,253 大阪府 高槻市 お茶の北岡園 高槻 小売業 食料品 5%

165,254 大阪府 高槻市 オーミナミ富田 小売業 その他小売 5%

165,255 大阪府 高槻市 オリオン電化サービス 小売業 電化製品 5%

165,256 大阪府 高槻市 オリックスレンタカー高槻店 サービス その他サービス 2%

165,257 大阪府 高槻市 カースマイズ サービス その他サービス 5%

165,258 大阪府 高槻市 かい サービス 飲食業 5%

165,259 大阪府 高槻市 買取りまっくす　高槻店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

165,260 大阪府 高槻市 かごの屋高槻城東店 サービス 飲食業 5%

165,261 大阪府 高槻市 ＣＡＳＡ　ＫＩＣＨＩＲＩ高槻 サービス 飲食業 5%

165,262 大阪府 高槻市 樫田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,263 大阪府 高槻市 ガッツレンタカー大阪高槻店 サービス その他サービス 5%

165,264 大阪府 高槻市 カットクラブ　シモテ サービス 理容・美容業 5%

165,265 大阪府 高槻市 割烹旅館亀屋 サービス 宿泊業 5%

165,266 大阪府 高槻市 株式会社　寺田商会 小売業 その他小売 5%

165,267 大阪府 高槻市 株式会社　ＭＫオート サービス その他サービス 5%

165,268 大阪府 高槻市 株式会社クリモト 小売業 その他小売 5%

165,269 大阪府 高槻市 すまいるりーど 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

165,270 大阪府 高槻市 株式会社大京タイヤサービス高槻店 小売業 その他小売 5%
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165,271 大阪府 高槻市 株式会社津田商店 サービス その他サービス 5%

165,272 大阪府 高槻市 株式会社西田本店 サービス 飲食業 5%

165,273 大阪府 高槻市 株式会社ヒキタ仏壇店店高槻 小売業 その他小売 5%

165,274 大阪府 高槻市 株式会社まゆけん サービス その他サービス 5%

165,275 大阪府 高槻市 ［ＨＣ］株式会社よしおかでんか 小売業 電化製品 5%

165,276 大阪府 高槻市 からあげ大吉　高槻すえひろ店 サービス 飲食業 5%

165,277 大阪府 高槻市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋高槻国道１７１号店 サービス 飲食業 2%

165,278 大阪府 高槻市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋阪急高槻市駅南口店 サービス 飲食業 2%

165,279 大阪府 高槻市 河合塾マナビス高槻駅前校 サービス その他サービス 2%

165,280 大阪府 高槻市 関西大学生協高槻店 サービス その他サービス 5%

165,281 大阪府 高槻市 関大生協　高槻食堂 サービス その他サービス 5%

165,282 大阪府 高槻市 関西大学生協高槻店 サービス その他サービス 5%

165,283 大阪府 高槻市 関大生協　高槻店 サービス その他サービス 5%

165,284 大阪府 高槻市 関大生協　高槻店（提携） サービス その他サービス 5%

165,285 大阪府 高槻市 カンプリ サービス その他サービス 5%

165,286 大阪府 高槻市 キタハラデンキ 小売業 電化製品 5%

165,287 大阪府 高槻市 喫茶　白樺　喫茶　白樺 サービス 飲食業 5%

165,288 大阪府 高槻市 京口町てるい サービス 飲食業 5%

165,289 大阪府 高槻市 業務スーパー高槻店 小売業 食料品 2%

165,290 大阪府 高槻市 業務スーパー奈佐原店 小売業 食料品 2%

165,291 大阪府 高槻市 業務スーパー南富田店 小売業 食料品 2%

165,292 大阪府 高槻市 清鶴酒造株式会社 小売業 食料品 5%

165,293 大阪府 高槻市 ＱＵＡＤＥ＋ｍ サービス 理容・美容業 5%

165,294 大阪府 高槻市 ＧＯＯＷ 小売業 その他小売 5%

165,295 大阪府 高槻市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ高槻店 小売業 その他小売 5%

165,296 大阪府 高槻市 くしひろ サービス 飲食業 5%

165,297 大阪府 高槻市 クニトミ電化　森安店 小売業 電化製品 5%

165,298 大阪府 高槻市 ＣＵＲＡ美容室 サービス 理容・美容業 5%

165,299 大阪府 高槻市 アロマサロングランツ サービス 理容・美容業 5%

165,300 大阪府 高槻市 ｋｌｅｅｙｕ  ハンドメイドショップ 教室 小売業 その他小売 5%

165,301 大阪府 高槻市 ケアーズドラッグ　栄町店 小売業 その他小売 5%

165,302 大阪府 高槻市 ケアーズドラッグ　グリーンプラザ店 小売業 その他小売 5%

165,303 大阪府 高槻市 ケアーズドラッグ　本部 小売業 その他小売 5%

165,304 大阪府 高槻市 ケアーズドラッグ芥川店 小売業 その他小売 5%

165,305 大阪府 高槻市 ケアーズドラッグアクト店 小売業 その他小売 5%

165,306 大阪府 高槻市 ケアーズドラッグ浦堂店 小売業 その他小売 5%

165,307 大阪府 高槻市 ケアーズドラッグ大手町店 小売業 その他小売 5%

165,308 大阪府 高槻市 ケアーズドラッグ川添店 小売業 その他小売 5%

165,309 大阪府 高槻市 ケアーズドラッグ郡家店 小売業 その他小売 5%

165,310 大阪府 高槻市 ケアーズドラッグ古曽部店 小売業 その他小売 5%

165,311 大阪府 高槻市 ケアーズドラッグ富田駅前店 小売業 その他小売 5%

165,312 大阪府 高槻市 ケアーズドラッグ奈佐原店 小売業 その他小売 5%
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165,313 大阪府 高槻市 ＫＴＭ大阪北 小売業 その他小売 5%

165,314 大阪府 高槻市 化粧品タカハシ 小売業 その他小売 5%

165,315 大阪府 高槻市 結婚の学校 サービス その他サービス 5%

165,316 大阪府 高槻市 ケントボーイズ高槻店 小売業 食料品 5%

165,317 大阪府 高槻市 公園と、タルト サービス 飲食業 5%

165,318 大阪府 高槻市 ｃｏｖｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

165,319 大阪府 高槻市 合同会社ソア 小売業 食料品 5%

165,320 大阪府 高槻市 ゴーイングカミング 小売業 衣料品 5%

165,321 大阪府 高槻市 個室　鉄板居酒屋　花菱 サービス 飲食業 5%

165,322 大阪府 高槻市 小杉スケート　関大店 小売業 その他小売 5%

165,323 大阪府 高槻市 小菅一輝 サービス その他サービス 5%

165,324 大阪府 高槻市 コスモコンタクト 小売業 その他小売 5%

165,325 大阪府 高槻市 コスモコンタクト 小売業 その他小売 5%

165,326 大阪府 高槻市 コスモス電化センター高槻店 小売業 電化製品 5%

165,327 大阪府 高槻市 壽酒造株式会社　本社店頭小売 小売業 食料品 5%

165,328 大阪府 高槻市 コノミヤ　高槻店 小売業 食料品 5%

165,329 大阪府 高槻市 コピーショップカンプリ　高槻店 サービス その他サービス 5%

165,330 大阪府 高槻市 コピーショップカンプリ　高槻店 サービス その他サービス 5%

165,331 大阪府 高槻市 コピーショップ　カンプリ　堂山店 サービス その他サービス 5%

165,332 大阪府 高槻市 小柳寿司店 サービス 飲食業 5%

165,333 大阪府 高槻市 コレサワ　サイクル 小売業 その他小売 5%

165,334 大阪府 高槻市 金剛堂　高槻店 小売業 家具・調度品 5%

165,335 大阪府 高槻市 ごんた動物病院 サービス その他サービス 5%

165,336 大阪府 高槻市 Ｃｏ．Ｎ．Ｔｅ サービス 飲食業 5%

165,337 大阪府 高槻市 コンビニエンスショップはやしもと　コンビニエンスショップはやしもと 小売業 その他小売 5%

165,338 大阪府 高槻市 サイクルショップさとう 小売業 その他小売 5%

165,339 大阪府 高槻市 サイクルショップ仲田　サイクルショップ仲田 小売業 その他小売 5%

165,340 大阪府 高槻市 Ｃｙｃｌｅ　Ｓｈｏｐ　Ｒｉｎｇ　Ｌｉｆｅ 小売業 その他小売 5%

165,341 大阪府 高槻市 サイクルファム輪音 小売業 その他小売 5%

165,342 大阪府 高槻市 サイクルプロショップリコ高槻芝生店 小売業 その他小売 5%

165,343 大阪府 高槻市 サイクルベースあさひ　高槻富田 小売業 その他小売 2%

165,344 大阪府 高槻市 彩々　彩々 サービス 飲食業 5%

165,345 大阪府 高槻市 齋藤毅 サービス その他サービス 5%

165,346 大阪府 高槻市 Side Trip Caf?　高槻店 サービス 飲食業 5%

165,347 大阪府 高槻市 榮自動車 サービス その他サービス 5%

165,348 大阪府 高槻市 株式会社笹井食糧 笹井食糧 小売業 食料品 5%

165,349 大阪府 高槻市 Ｓａｔａｋｅ　高槻城西店 小売業 食料品 5%

165,350 大阪府 高槻市 サロンドソレイユ サービス 理容・美容業 5%

165,351 大阪府 高槻市 ｓａｌｏｎｄｅＲｅｙ サービス 理容・美容業 5%

165,352 大阪府 高槻市 三信衣料高槻南店 小売業 衣料品 5%

165,353 大阪府 高槻市 ジーラソーレ サービス 飲食業 5%

165,354 大阪府 高槻市 ＪＢＡＭＢＩ サービス その他サービス 5%
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165,355 大阪府 高槻市 シェトムテ サービス 飲食業 5%

165,356 大阪府 高槻市 シェトムテ サービス 飲食業 5%

165,357 大阪府 高槻市 自家焙煎珈琲　香珈房 小売業 食料品 5%

165,358 大阪府 高槻市 自家焙煎珈琲　豆増 サービス 飲食業 5%

165,359 大阪府 高槻市 シグマスピードショップ 小売業 その他小売 5%

165,360 大阪府 高槻市 しごとぎや　たまゆら　高槻大塚店 小売業 衣料品 5%

165,361 大阪府 高槻市 しごとぎや　たまゆら　高槻店 小売業 衣料品 5%

165,362 大阪府 高槻市 ＳｙｉＳｙｕ高槻店 サービス 理容・美容業 5%

165,363 大阪府 高槻市 芝谷コンタクト サービス その他サービス 5%

165,364 大阪府 高槻市 島珈琲　高槻店 小売業 食料品 5%

165,365 大阪府 高槻市 シマコーポレーション高槻店 小売業 その他小売 5%

165,366 大阪府 高槻市 シモウラ　電気 小売業 電化製品 5%

165,367 大阪府 高槻市 ジャスティス　ヘアスペース サービス 理容・美容業 5%

165,368 大阪府 高槻市 ｊｕｍｂｌｅ　ｓｏｕｐ 小売業 衣料品 5%

165,369 大阪府 高槻市 じゃんぼ總本店　上牧駅前店 サービス 飲食業 5%

165,370 大阪府 高槻市 じゃんぼ總本店　阪急高槻市駅前店 サービス 飲食業 5%

165,371 大阪府 高槻市 シューズワールドオオミヤ 小売業 衣料品 5%

165,372 大阪府 高槻市 ｃｈｏｕ?ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

165,373 大阪府 高槻市 旬彩酒房　きたむら サービス 飲食業 5%

165,374 大阪府 高槻市 ＧＥＯＲＧＥ 小売業 衣料品 5%

165,375 大阪府 高槻市 ＧＥＯＲＧＥ 小売業 衣料品 5%

165,376 大阪府 高槻市 ショック　高槻店 小売業 衣料品 5%

165,377 大阪府 高槻市 新日本補聴器センター　高槻店 小売業 その他小売 5%

165,378 大阪府 高槻市 しんべ電器 小売業 電化製品 5%

165,379 大阪府 高槻市 しんべ電器 小売業 電化製品 5%

165,380 大阪府 高槻市 杉岡時計　北店 小売業 貴金属・服飾品 5%

165,381 大阪府 高槻市 杉岡時計店　北店 小売業 その他小売 5%

165,382 大阪府 高槻市 杉岡時計店　本店 小売業 その他小売 5%

165,383 大阪府 高槻市 杉岡眼鏡店　芥川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

165,384 大阪府 高槻市 寿司八百鶴　金星店 サービス 飲食業 5%

165,385 大阪府 高槻市 スタジアムモリスポ　高槻店 小売業 その他小売 5%

165,386 大阪府 高槻市 ｓｍｉｌｅｙｈａｉｒｂｅａｃｈ サービス 理容・美容業 5%

165,387 大阪府 高槻市 住まいるでんき館　おがわ 小売業 電化製品 5%

165,388 大阪府 高槻市 炭火焼き 鳥とん サービス 飲食業 5%

165,389 大阪府 高槻市 炭焼き＆ワイン酒場　Ｅｂｉｓｕ サービス 飲食業 5%

165,390 大阪府 高槻市 ｔｈｒｅｅＬｉｏｎ サービス その他サービス 5%

165,391 大阪府 高槻市 スリーエム　高槻 小売業 衣料品 5%

165,392 大阪府 高槻市 精肉卸問屋　肉のやまかわ 小売業 食料品 5%

165,393 大阪府 高槻市 摂津富田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,394 大阪府 高槻市 セブンイレブン高槻病院前 小売業 衣料品 2%

165,395 大阪府 高槻市 セルバ 小売業 電化製品 5%

165,396 大阪府 高槻市 創和設計 サービス その他サービス 5%
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165,397 大阪府 高槻市 第一東和会病院売店 小売業 その他小売 5%

165,398 大阪府 高槻市 タイガー電器　団地店 小売業 電化製品 5%

165,399 大阪府 高槻市 ダイコク電化販売 小売業 電化製品 5%

165,400 大阪府 高槻市 ダイコクドラッグＮＥＷ阪急高槻市駅前店 小売業 その他小売 5%

165,401 大阪府 高槻市 鯛将丸　高槻店 サービス 飲食業 5%

165,402 大阪府 高槻市 大清酒店 小売業 食料品 5%

165,403 大阪府 高槻市 ダイハン書房　高槻店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

165,404 大阪府 高槻市 タイヤーサービスセンター　高槻店 小売業 その他小売 5%

165,405 大阪府 高槻市 ダイワサイクル　高槻店 小売業 その他小売 5%

165,406 大阪府 高槻市 大和マート 小売業 その他小売 5%

165,407 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻芥川町店 小売業 食料品 2%

165,408 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻安満中の町店 小売業 食料品 2%

165,409 大阪府 高槻市 高槻アレックスシネマ 小売業 食料品 5%

165,410 大阪府 高槻市 高槻いし川 サービス 飲食業 5%

165,411 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻浦堂本町店 小売業 食料品 2%

165,412 大阪府 高槻市 高槻営業所 サービス その他サービス 5%

165,413 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻大冠町店 小売業 食料品 2%

165,414 大阪府 高槻市 高槻岡本酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

165,415 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻上田辺町店 小売業 食料品 2%

165,416 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻唐崎北店 小売業 食料品 2%

165,417 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻唐崎西１丁目店 小売業 食料品 2%

165,418 大阪府 高槻市 高槻北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,419 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻郡家新町店 小売業 食料品 2%

165,420 大阪府 高槻市 高槻交通株式会社　３０９号車 サービス 運輸業 5%

165,421 大阪府 高槻市 高槻酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

165,422 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻下田部町２丁目店 小売業 食料品 2%

165,423 大阪府 高槻市 たかつき酒販　たかつき酒販 小売業 食料品 5%

165,424 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻城西町店 小売業 食料品 2%

165,425 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻城東町店 小売業 食料品 2%

165,426 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻庄所町店 小売業 食料品 2%

165,427 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻城南町２丁目店 小売業 食料品 2%

165,428 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻城北通り店 小売業 食料品 2%

165,429 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻大蔵司２丁目店 小売業 食料品 2%

165,430 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻高槻町店 小売業 食料品 2%

165,431 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻竹の内町店 小売業 食料品 2%

165,432 大阪府 高槻市 高槻ちゃぶちゃぶ サービス 飲食業 5%

165,433 大阪府 高槻市 ＡＴＳ－ＳＡ 小売業 その他小売 5%

165,434 大阪府 高槻市 高槻電業 小売業 電化製品 5%

165,435 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻天神町１丁目店 小売業 食料品 2%

165,436 大阪府 高槻市 たかつき鳥の病院 サービス その他サービス 5%

165,437 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻富田５丁目店 小売業 食料品 2%

165,438 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻野田２丁目店 小売業 食料品 2%
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165,439 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻柱本店 小売業 食料品 2%

165,440 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻八丁西町店 小売業 食料品 2%

165,441 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻土室町北店 小売業 食料品 2%

165,442 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻土室町店 小売業 食料品 2%

165,443 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻日吉台口店 小売業 食料品 2%

165,444 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻松川町店 小売業 食料品 2%

165,445 大阪府 高槻市 高槻南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,446 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻南芥川町店 小売業 食料品 2%

165,447 大阪府 高槻市 セブン－イレブン高槻宮野町店 小売業 食料品 2%

165,448 大阪府 高槻市 高槻ロイド 小売業 貴金属・服飾品 5%

165,449 大阪府 高槻市 Ｔａｋｅ サービス 飲食業 5%

165,450 大阪府 高槻市 タテヤマ眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

165,451 大阪府 高槻市 種次郎 サービス 飲食業 5%

165,452 大阪府 高槻市 たばこ専門店 阪口商店 小売業 その他小売 5%

165,453 大阪府 高槻市 田渕タクシー サービス その他サービス 5%

165,454 大阪府 高槻市 樽源酒店 樽源酒店 小売業 食料品 5%

165,455 大阪府 高槻市 チェック２ サービス その他サービス 5%

165,456 大阪府 高槻市 チカラモータース サービス その他サービス 5%

165,457 大阪府 高槻市 薩摩郷土料理　ぢどり亭　高槻店 サービス 飲食業 5%

165,458 大阪府 高槻市 津之江電気商会 小売業 電化製品 5%

165,459 大阪府 高槻市 つり具のブンブン　高槻店 小売業 その他小売 5%

165,460 大阪府 高槻市 ツーリストジャパン西武高槻店 サービス その他サービス 5%

165,461 大阪府 高槻市 デ・アイム高槻 サービス 理容・美容業 5%

165,462 大阪府 高槻市 ｄ．ＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

165,463 大阪府 高槻市 ティーボックス 小売業 電化製品 5%

165,464 大阪府 高槻市 テニスコミュニケーション高槻プロ 小売業 その他小売 5%

165,465 大阪府 高槻市 テニスコミュニケーション萩之庄プ 小売業 その他小売 5%

165,466 大阪府 高槻市 でんきや　さんらいず　でんきや　さんらいず高槻店 小売業 電化製品 5%

165,467 大阪府 高槻市 天翔 サービス 飲食業 5%

165,468 大阪府 高槻市 ｔｒｕｅ　ｐｌａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

165,469 大阪府 高槻市 Ｔｒｕｅ　ｐｌａｃｅ　ｔｒｕｅ　ｐｌａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

165,470 大阪府 高槻市 ＴＯＩＣダイビングスクール 小売業 その他小売 5%

165,471 大阪府 高槻市 時計宝石のタイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

165,472 大阪府 高槻市 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

165,473 大阪府 高槻市 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｃｉｅｌ 小売業 その他小売 5%

165,474 大阪府 高槻市 トップワールド富田店 小売業 食料品 5%

165,475 大阪府 高槻市 鶏酒場 ちょびっと 小売業 食料品 5%

165,476 大阪府 高槻市 鳥とん サービス 飲食業 5%

165,477 大阪府 高槻市 ＴＲＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

165,478 大阪府 高槻市 ナカタニ園芸　ナカタニ園芸 小売業 その他小売 5%

165,479 大阪府 高槻市 ナカタニ園芸 小売業 その他小売 5%

165,480 大阪府 高槻市 ナニワ商会　阪急高槻店 小売業 その他小売 5%
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165,481 大阪府 高槻市 高槻 サービス その他サービス 5%

165,482 大阪府 高槻市 鳴門鯛焼本舗　ＪＲ高槻駅前店 サービス 飲食業 5%

165,483 大阪府 高槻市 南平台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,484 大阪府 高槻市 西尾　高槻店 小売業 衣料品 5%

165,485 大阪府 高槻市 西岡設備工業所 サービス その他サービス 5%

165,486 大阪府 高槻市 日本酒と串カツ　一穂 サービス 飲食業 5%

165,487 大阪府 高槻市 日本タイガー電器八幡店 小売業 電化製品 5%

165,488 大阪府 高槻市 株式会社　ニュー千里 サービス その他サービス 5%

165,489 大阪府 高槻市 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｄｉｖａ　高槻店 サービス 理容・美容業 5%

165,490 大阪府 高槻市 Ｎａｉｌｓｎａｌ? サービス 理容・美容業 5%

165,491 大阪府 高槻市 猫のいる生活 小売業 その他小売 5%

165,492 大阪府 高槻市 眠りショップ　わたや館 小売業 その他小売 5%

165,493 大阪府 高槻市 濃厚とんこつラーメン　石田てっぺい　高槻本店 サービス 飲食業 5%

165,494 大阪府 高槻市 ｎｏｌ　ｈａｉｒ＆ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

165,495 大阪府 高槻市 ＨＡＬＦＴＩＭＥ サービス 理容・美容業 5%

165,496 大阪府 高槻市 ＰＥＲＭ　ＨＯＵＳＥ　ｆｆ サービス 理容・美容業 5%

165,497 大阪府 高槻市 バイクショップシャリン 小売業 その他小売 5%

165,498 大阪府 高槻市 ｂｉｋｅ－ｓｈｏｐＤＣＣＬＵＢ 小売業 その他小売 5%

165,499 大阪府 高槻市 隠　希ＳＡＫＵ サービス 飲食業 5%

165,500 大阪府 高槻市 渡辺ムセン サービス その他サービス 5%

165,501 大阪府 高槻市 八苑　高槻今城店 サービス 飲食業 5%

165,502 大阪府 高槻市 ＢａｃｋｐａｃｋｅｒｓＨｏｔｅｌＮＯＯＳＡＪＡＰＡＮｉｎＴａｋａｔｓｕｋｉＴｏｎｄａ サービス その他サービス 5%

165,503 大阪府 高槻市 パティスリーシエール 小売業 食料品 5%

165,504 大阪府 高槻市 パナットいけだ高槻店 小売業 電化製品 5%

165,505 大阪府 高槻市 パナびーんずタケベ 小売業 電化製品 5%

165,506 大阪府 高槻市 はましょう サービス 飲食業 5%

165,507 大阪府 高槻市 ハミングバード サービス 飲食業 5%

165,508 大阪府 高槻市 原養魚場 サービス 飲食業 5%

165,509 大阪府 高槻市 張替工房 高槻店 小売業 その他小売 5%

165,510 大阪府 高槻市 ＢＭＯ高槻梶原店 小売業 衣料品 5%

165,511 大阪府 高槻市 東田獣医科 サービス その他サービス 5%

165,512 大阪府 高槻市 ヒカリ時計メガネ店 小売業 その他小売 5%

165,513 大阪府 高槻市 ビジネスサービス　高槻店 サービス その他サービス 5%

165,514 大阪府 高槻市 ｐｉｚｚｅｒｉａ　ＶＩＶＯ サービス 飲食業 5%

165,515 大阪府 高槻市 ｐｉｔ　ｍｉｎｄ サービス その他サービス 5%

165,516 大阪府 高槻市 ＢＥＡＭヘアサロン サービス 理容・美容業 5%

165,517 大阪府 高槻市 ビューティープロジェクトＦｕｊｉｋｏ サービス 理容・美容業 5%

165,518 大阪府 高槻市 ビューティハウス　マルイ 小売業 その他小売 5%

165,519 大阪府 高槻市 美容室　ハーフタイム サービス 理容・美容業 5%

165,520 大阪府 高槻市 美容室　ピュア・レッフェルン サービス 理容・美容業 5%

165,521 大阪府 高槻市 美容室エクロール サービス 理容・美容業 5%

165,522 大阪府 高槻市 平尾電気 小売業 電化製品 5%
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165,523 大阪府 高槻市 ファストリペア サービス その他サービス 5%

165,524 大阪府 高槻市 ファストリペア 小売業 電化製品 5%

165,525 大阪府 高槻市 ファニービー高槻店 サービス 理容・美容業 5%

165,526 大阪府 高槻市 ＦａｍｉｌｙＳｋｉＪａｐａｎ サービス その他サービス 5%

165,527 大阪府 高槻市 ファミリーペット　あん 小売業 その他小売 5%

165,528 大阪府 高槻市 Ｆｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

165,529 大阪府 高槻市 フィエスタ上牧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,530 大阪府 高槻市 フィッツミー高槻駅前店 サービス その他サービス 5%

165,531 大阪府 高槻市 フィットネススタジオ　スワン サービス その他サービス 5%

165,532 大阪府 高槻市 ＦＩＦＴＥＥＮ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲ 小売業 食料品 5%

165,533 大阪府 高槻市 ｆｕｍｏ サービス 飲食業 5%

165,534 大阪府 高槻市 ４Ｂ　ｓ サービス 飲食業 5%

165,535 大阪府 高槻市 ふぐ義 サービス 飲食業 5%

165,536 大阪府 高槻市 フジ　ジャパン株式会社　街の写真屋さん　フジジャパン サービス その他サービス 5%

165,537 大阪府 高槻市 藤原自動車工場 小売業 その他小売 5%

165,538 大阪府 高槻市 藤原自動車ショールーム 小売業 その他小売 5%

165,539 大阪府 高槻市 藤原モ－タ－ス サービス その他サービス 5%

165,540 大阪府 高槻市 ＢＯＯＫＯＦＦ　高槻別所店 小売業 その他小売 2%

165,541 大阪府 高槻市 ブティック　ケセラ 小売業 衣料品 5%

165,542 大阪府 高槻市 ブティック　ＢＲＩ’Ｏ 小売業 衣料品 5%

165,543 大阪府 高槻市 フードネットマート　高槻店 小売業 食料品 5%

165,544 大阪府 高槻市 フミ電器 小売業 電化製品 5%

165,545 大阪府 高槻市 ＢＬＡＳＴ 小売業 その他小売 5%

165,546 大阪府 高槻市 Ｂｒａｓｓｅｒｉｅ２４℃ サービス 飲食業 5%

165,547 大阪府 高槻市 ｆｌｏｗｅｒｓｈｏｐＢｏｃｃｏ 小売業 その他小売 5%

165,548 大阪府 高槻市 ｆｌｏｗｅｒｐｏｓｔ株式会社 サービス その他サービス 5%

165,549 大阪府 高槻市 フランス菓子ドエル　高槻店 小売業 食料品 5%

165,550 大阪府 高槻市 フランス菓子ドエル　富田北店 小売業 食料品 5%

165,551 大阪府 高槻市 プルメリアリゾート サービス 飲食業 5%

165,552 大阪府 高槻市 フレンド・シティ防犯センター 小売業 その他小売 5%

165,553 大阪府 高槻市 フレンド　シティ防犯センター サービス その他サービス 5%

165,554 大阪府 高槻市 フレンド・シティ防犯センター サービス その他サービス 5%

165,555 大阪府 高槻市 フロマジェリー　カゼウス サービス 飲食業 5%

165,556 大阪府 高槻市 Ｆｕｗａｋｏｒｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

165,557 大阪府 高槻市 文具クワウチ 小売業 その他小売 5%

165,558 大阪府 高槻市 Ｈａｉｒ?Ｍａｋｅ　つぼみ サービス 理容・美容業 5%

165,559 大阪府 高槻市 ｈａｉｒ＆ｎａｉｌ　ジラソーレ サービス 理容・美容業 5%

165,560 大阪府 高槻市 プラン サービス 理容・美容業 5%

165,561 大阪府 高槻市 ペアースポット サービス 理容・美容業 5%

165,562 大阪府 高槻市 ＢＡＳＩＣ　高槻センター街店 小売業 衣料品 5%

165,563 大阪府 高槻市 へそ サービス 飲食業 5%

165,564 大阪府 高槻市 ペダル　高槻店 小売業 その他小売 5%
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165,565 大阪府 高槻市 ペットサロンＷａｎｓｍｉｌｅ サービス その他サービス 5%

165,566 大阪府 高槻市 Ｈｏｍｅｍａｄｅ Ｒ 小売業 食料品 5%

165,567 大阪府 高槻市 ほぐし堂　芥川店 サービス その他サービス 5%

165,568 大阪府 高槻市 文具の星乃宮　星乃宮 小売業 その他小売 5%

165,569 大阪府 高槻市 ＰｏｐＬｉｆｅＣａｆｅ 小売業 衣料品 5%

165,570 大阪府 高槻市 Ｂｏｄｙｓｈ　高槻店 サービス その他サービス 5%

165,571 大阪府 高槻市 ｂｏｎｈｅｕｒ サービス その他サービス 5%

165,572 大阪府 高槻市 ｐｏｎｏ　ｐｏｎｏ　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｓａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

165,573 大阪府 高槻市 本家かまどや　高槻栄町店 サービス 飲食業 5%

165,574 大阪府 高槻市 マイカ サービス その他サービス 5%

165,575 大阪府 高槻市 マス星自動車 サービス 運輸業 5%

165,576 大阪府 高槻市 マツシタ 小売業 電化製品 5%

165,577 大阪府 高槻市 ｍａｔｓｕｄａ サービス その他サービス 5%

165,578 大阪府 高槻市 麻友 サービス 飲食業 5%

165,579 大阪府 高槻市 まるい化粧品店 小売業 その他小売 5%

165,580 大阪府 高槻市 マルミヤデンキ高槻店 小売業 電化製品 5%

165,581 大阪府 高槻市 ｍｅ＆Ｊｉｍｍｙ 小売業 衣料品 5%

165,582 大阪府 高槻市 三木サイクルショップ サービス その他サービス 5%

165,583 大阪府 高槻市 ミッシュ　マッシュ　高槻店 小売業 衣料品 5%

165,584 大阪府 高槻市 みまつでんき サービス その他サービス 5%

165,585 大阪府 高槻市 みまつでんき 小売業 電化製品 5%

165,586 大阪府 高槻市 セブン－イレブンミューズ高槻店 小売業 食料品 2%

165,587 大阪府 高槻市 三輪酒店 小売業 食料品 5%

165,588 大阪府 高槻市 無添加サロンｕｋａ サービス 理容・美容業 5%

165,589 大阪府 高槻市 Ｍａｋｅ’ｓ　　ＣＡＴＴＬＥＹＡ　【カトレア】 サービス 理容・美容業 5%

165,590 大阪府 高槻市 メガネのイシガミ　高槻店 小売業 貴金属・服飾品 5%

165,591 大阪府 高槻市 メガネの杉岡 小売業 その他小売 5%

165,592 大阪府 高槻市 メディアカフェポパイ高槻店 サービス その他サービス 5%

165,593 大阪府 高槻市 メナード津之江 サービス 理容・美容業 5%

165,594 大阪府 高槻市 メナードフェイシャルサロン高槻町 サービス 理容・美容業 5%

165,595 大阪府 高槻市 メナードフェイシャルサロンなずな サービス 理容・美容業 5%

165,596 大阪府 高槻市 メンディングサービス　高槻店 サービス その他サービス 5%

165,597 大阪府 高槻市 モーター　サイクルショップマツザキ 小売業 その他小売 5%

165,598 大阪府 高槻市 ＭＯＲＬＥＹＣＬＯＴＨＩＮＧ 小売業 衣料品 5%

165,599 大阪府 高槻市 ＭＯＲＬＥＹ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ　ＭＯＲＬＥＹ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ 小売業 衣料品 5%

165,600 大阪府 高槻市 ＭＯＴＯ　ＣＹＣＬＥ　　ＫＡＰＰＡ 小売業 その他小売 5%

165,601 大阪府 高槻市 桃太郎履物店 小売業 衣料品 5%

165,602 大阪府 高槻市 もりもと　芥川店 小売業 その他小売 5%

165,603 大阪府 高槻市 もりもと　本店 小売業 その他小売 5%

165,604 大阪府 高槻市 もりもと　本店 小売業 その他小売 5%

165,605 大阪府 高槻市 もりもと　城北店 小売業 その他小売 5%

165,606 大阪府 高槻市 八百浅 サービス その他サービス 5%
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165,607 大阪府 高槻市 八百浅　八百浅 小売業 食料品 5%

165,608 大阪府 高槻市 やぎサイクル 小売業 その他小売 5%

165,609 大阪府 高槻市 焼肉　やまかわ サービス 飲食業 5%

165,610 大阪府 高槻市 焼肉五苑　高槻店 サービス 飲食業 5%

165,611 大阪府 高槻市 焼肉　しがらき サービス 飲食業 5%

165,612 大阪府 高槻市 やまぎし動物病院 サービス その他サービス 5%

165,613 大阪府 高槻市 有限会社カーオーディオクラブＣＡＲＡＵＤＩＯＣＬＵＢＣｏ．，Ｌｔｄ 小売業 その他小売 5%

165,614 大阪府 高槻市 有限会社キタノ寝装 小売業 家具・調度品 5%

165,615 大阪府 高槻市 キューズＱ 小売業 その他小売 5%

165,616 大阪府 高槻市 有限会社丹生新聞舗 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

165,617 大阪府 高槻市 有限会社プリシモ・ハシクラ商会 サービス その他サービス 5%

165,618 大阪府 高槻市 有限会社マツシタデンキ 小売業 電化製品 5%

165,619 大阪府 高槻市 ユザワヤ　高槻店 小売業 その他小売 5%

165,620 大阪府 高槻市 ゆたか動物病院 サービス その他サービス 5%

165,621 大阪府 高槻市 ゆめみし　高槻店 サービス その他サービス 5%

165,622 大阪府 高槻市 ＹＵＭＯＨＡ 小売業 衣料品 5%

165,623 大阪府 高槻市 ＹＵＭＯＨＡ ｃｌｏｓｅｔ 小売業 衣料品 5%

165,624 大阪府 高槻市 洋食カフェｋｕｗａ サービス 飲食業 5%

165,625 大阪府 高槻市 横井ガラス サービス その他サービス 5%

165,626 大阪府 高槻市 吉岡電化サービス 小売業 電化製品 5%

165,627 大阪府 高槻市 らぁめん甚 サービス 飲食業 5%

165,628 大阪府 高槻市 ライフクリーナー　新深沢 サービス その他サービス 5%

165,629 大阪府 高槻市 ライフクリーナー　ダイエー摂津富田 サービス その他サービス 5%

165,630 大阪府 高槻市 ライフクリーナー　高槻店 サービス その他サービス 5%

165,631 大阪府 高槻市 ライフクリーナー　摂津富田店 サービス その他サービス 5%

165,632 大阪府 高槻市 ライフクリーナー　高槻店 サービス その他サービス 5%

165,633 大阪府 高槻市 ｌｕｓｈ サービス 理容・美容業 5%

165,634 大阪府 高槻市 リーガルシューズ　高槻店 小売業 衣料品 5%

165,635 大阪府 高槻市 ＲＥＳＵＬＴ 小売業 その他小売 5%

165,636 大阪府 高槻市 ＲｅＳＥＴ　ＪＲ高槻店 サービス 理容・美容業 5%

165,637 大阪府 高槻市 ＲｅＳＥＴ高槻センター街 サービス 理容・美容業 5%

165,638 大阪府 高槻市 ＲＥＥＦｍａｈａｌｏ サービス 理容・美容業 5%

165,639 大阪府 高槻市 靴修理　合鍵　リペアショップ　リペアショップ　バース サービス その他サービス 5%

165,640 大阪府 高槻市 リラクゼーションルームｆｕａｆｕａ サービス 理容・美容業 5%

165,641 大阪府 高槻市 ｒｅｌａ＾ｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

165,642 大阪府 高槻市 レジュール 小売業 その他小売 5%

165,643 大阪府 高槻市 レマンシューズ高槻店 小売業 衣料品 5%

165,644 大阪府 高槻市 ロイヤルクイーン　高槻教室 小売業 家具・調度品 5%

165,645 大阪府 高槻市 ローカーボキッチン然高槻本店 サービス 飲食業 5%

165,646 大阪府 高槻市 Ｒｏｍａ サービス 理容・美容業 5%

165,647 大阪府 高槻市 炉ばた焼 煉瓦 力丸亭 れんがりきまるてい サービス 飲食業 5%

165,648 大阪府 高槻市 Ｙ’ｓｗｉｔｈｆｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%
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165,649 大阪府 高槻市 Ｙ　ｓ　ｗｉｔｈ　ｆｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

165,650 大阪府 高槻市 Ｗｉｎｅｂａｒ　ｍｏｒｉｍｏｔｏ サービス 飲食業 5%

165,651 大阪府 高槻市 若林佛具製作所　大阪高槻店 小売業 家具・調度品 5%

165,652 大阪府 高槻市 わんちゃんの美容室ＨＥＡＲＴＹ サービス その他サービス 5%

165,653 大阪府 田尻町 いば美容室 サービス 理容・美容業 5%

165,654 大阪府 田尻町 オリックスレンタカー関西空港店 サービス その他サービス 2%

165,655 大阪府 田尻町 栄屋 サービス 飲食業 5%

165,656 大阪府 田尻町 セブン－イレブン関西空港第２ターミナル店 小売業 食料品 2%

165,657 大阪府 田尻町 Ｂａｒふり?すたいる サービス 飲食業 5%

165,658 大阪府 田尻町 ホテル　ユタカ　ウイング サービス 宿泊業 5%

165,659 大阪府 田尻町 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　泉南田尻 小売業 その他小売 5%

165,660 大阪府 田尻町 三鈴電化センター 小売業 電化製品 5%

165,661 大阪府 田尻町 ＭＥＮＡＲＤＦＡＣＩＡＬＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

165,662 大阪府 忠岡町 （株）オクカメラ　忠岡本店 小売業 電化製品 5%

165,663 大阪府 忠岡町 共同自動車 キョウドウ自動車 サービス その他サービス 5%

165,664 大阪府 忠岡町 三電社 小売業 電化製品 5%

165,665 大阪府 忠岡町 三電社 小売業 衣料品 5%

165,666 大阪府 忠岡町 三電社遠土店 小売業 電化製品 5%

165,667 大阪府 忠岡町 じゃんぼ總本店　忠岡駅前店 サービス 飲食業 5%

165,668 大阪府 忠岡町 大和酵素 小売業 その他小売 5%

165,669 大阪府 忠岡町 大和酵素株式会社 小売業 食料品 5%

165,670 大阪府 忠岡町 やまとも 小売業 衣料品 5%

165,671 大阪府 忠岡町 ゆうぜん 小売業 衣料品 5%

165,672 大阪府 千早赤阪村 赤阪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,673 大阪府 千早赤阪村 多聞橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,674 大阪府 千早赤阪村 千早ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,675 大阪府 千早赤阪村 ライフクリーナー　小吹台 サービス その他サービス 5%

165,676 大阪府 千早赤阪村 ｌｅｍｏｎ サービス 飲食業 5%

165,677 大阪府 豊中市 ｗｈａｒｆｗｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

165,678 大阪府 豊中市 Ｒｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

165,679 大阪府 豊中市 ａｉｈａｎａのシフォンとコーヒー サービス 飲食業 5%

165,680 大阪府 豊中市 ｉｖｙ サービス 理容・美容業 5%

165,681 大阪府 豊中市 アイラッシュサロンシュナ サービス 理容・美容業 5%

165,682 大阪府 豊中市 アイランド サービス 飲食業 5%

165,683 大阪府 豊中市 ＡｑｕａＭａｒｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

165,684 大阪府 豊中市 アグネス宝石 小売業 貴金属・服飾品 5%

165,685 大阪府 豊中市 アトリエ　マロン 小売業 衣料品 5%

165,686 大阪府 豊中市 アフリカ雑貨＆オリジナルｋｗａＭＡＬＯＧＯ 小売業 衣料品 5%

165,687 大阪府 豊中市 ＡｍｉＪｅｗｅｌｒｙ サービス その他サービス 5%

165,688 大阪府 豊中市 あみや　蛍池店 サービス 飲食業 5%

165,689 大阪府 豊中市 アメデオート　アメデオート 小売業 その他小売 5%

165,690 大阪府 豊中市 歩工房 小売業 衣料品 5%
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165,691 大阪府 豊中市 ａｙｕｍｉｐｌａｉｓｉｒ 小売業 衣料品 5%

165,692 大阪府 豊中市 ＡＲＩＴＡ豊中店 サービス 飲食業 5%

165,693 大阪府 豊中市 アンクレール 小売業 衣料品 5%

165,694 大阪府 豊中市 ａｎｇｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

165,695 大阪府 豊中市 ＆Ｃ麻布テーラー千里 小売業 衣料品 5%

165,696 大阪府 豊中市 ＥＭＢＥＬＬＩＲ サービス その他サービス 5%

165,697 大阪府 豊中市 アンボア サービス 飲食業 5%

165,698 大阪府 豊中市 イヴォンヌ 小売業 貴金属・服飾品 5%

165,699 大阪府 豊中市 ＩＳＭｎａｔｕｒａｌｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

165,700 大阪府 豊中市 磯のがってん寿司豊中上新田店 サービス 飲食業 5%

165,701 大阪府 豊中市 イタリア酒ＢＡＲ　Ｄｒｏｐｉｎ サービス 飲食業 5%

165,702 大阪府 豊中市 ｉｔａｎＣｌｉｐ　イタンクリップ サービス 飲食業 5%

165,703 大阪府 豊中市 １番星　豊中南店 小売業 衣料品 5%

165,704 大阪府 豊中市 イナキク酒店 小売業 食料品 5%

165,705 大阪府 豊中市 株式会社イナダデンキ 小売業 電化製品 5%

165,706 大阪府 豊中市 イノウエタクシー サービス 運輸業 5%

165,707 大阪府 豊中市 癒し処 ほのか 豊中店 サービス 理容・美容業 5%

165,708 大阪府 豊中市 インアリウム協会 サービス その他サービス 5%

165,709 大阪府 豊中市 イング サービス その他サービス 5%

165,710 大阪府 豊中市 Ｉｎｄｕｓ 小売業 衣料品 5%

165,711 大阪府 豊中市 Ｖａｌｏ サービス 理容・美容業 5%

165,712 大阪府 豊中市 ＶＩＢ　ｈａｉｒ　豊中店 サービス 理容・美容業 5%

165,713 大阪府 豊中市 ＷＩＮＳ美容室 サービス 理容・美容業 5%

165,714 大阪府 豊中市 上田防災設備 サービス その他サービス 5%

165,715 大阪府 豊中市 ウェブコンビニエンス ウェブコンビニエンス サービス その他サービス 5%

165,716 大阪府 豊中市 宇佐美ＥｎｅＪｅｔ豊中 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,717 大阪府 豊中市 宇佐美セルフ豊中桜塚 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,718 大阪府 豊中市 Ｗｕｓｈｂｏｎｅ　Ｍｕｓｉｃ　大阪本店 小売業 その他小売 5%

165,719 大阪府 豊中市 うつわ一客　大阪店 小売業 家具・調度品 5%

165,720 大阪府 豊中市 うつわ１１ 小売業 家具・調度品 5%

165,721 大阪府 豊中市 ｕｎａｃａｓａ サービス 理容・美容業 5%

165,722 大阪府 豊中市 Ｕｍａ　Ｕｍａ　Ｃａｆｅ　Ｕｍａ　Ｕｍａ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

165,723 大阪府 豊中市 ｈｃｒｏｓｓ　蛍池店 サービス 理容・美容業 5%

165,724 大阪府 豊中市 ＥＧＯ ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

165,725 大阪府 豊中市 ｅｓ サービス 理容・美容業 5%

165,726 大阪府 豊中市 エスカイヤ 小売業 衣料品 5%

165,727 大阪府 豊中市 ＥＳＣＯＳ　豊中 サービス 理容・美容業 5%

165,728 大阪府 豊中市 エスプリ　千里中央店 サービス 飲食業 5%

165,729 大阪府 豊中市 Ｅｄｉｔ　＆　ＳＥＮＲＩ サービス 理容・美容業 5%

165,730 大阪府 豊中市 Ｅｄｉｔ　＆　ＲＹＯＫＵＣＨＩ サービス 理容・美容業 5%

165,731 大阪府 豊中市 エフビューティＰＬＵＳ緑地公園店 サービス 理容・美容業 5%

165,732 大阪府 豊中市 Ｍ２　せんちゅうパル店 小売業 衣料品 5%
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165,733 大阪府 豊中市 ａｕショップ　千里中央 小売業 電化製品 5%

165,734 大阪府 豊中市 エル・エストナショナルＴＳ　ヴァ 小売業 その他小売 5%

165,735 大阪府 豊中市 ｅｌＢａｕＤｅｃｏｒａｔｉｏｎ サービス 飲食業 5%

165,736 大阪府 豊中市 ｅｎ　ｒｉｓｅ　ｉｋｅｄａ サービス 理容・美容業 5%

165,737 大阪府 豊中市 ＯｙｓｔｅｒＢａｒ　Ｒａｃｃｏ サービス 飲食業 5%

165,738 大阪府 豊中市 欧風バル　Ｌａｚｏ サービス 飲食業 5%

165,739 大阪府 豊中市 ＯＳファーマシー薬局ほうなん店 小売業 その他小売 5%

165,740 大阪府 豊中市 Ｏ／Ｘ　ＨＡＩＲ　ＰＲＯＤＵＣＥ サービス 理容・美容業 5%

165,741 大阪府 豊中市 大垣書店 豊中緑丘店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

165,742 大阪府 豊中市 大問屋豊中店 サービス その他サービス 5%

165,743 大阪府 豊中市 Ｏｒｏ Ｖｅｒｄｅ 小売業 食料品 5%

165,744 大阪府 豊中市 ＯｒｏＶｅｒｄｅ サービス その他サービス 5%

165,745 大阪府 豊中市 お菓子のデパートＯＨ　かしや 小売業 食料品 5%

165,746 大阪府 豊中市 お香＆お念珠てらの サービス その他サービス 5%

165,747 大阪府 豊中市 お好み幸房　和楽 サービス 飲食業 5%

165,748 大阪府 豊中市 おばんざいＣＡＦＥＵＮ サービス 飲食業 5%

165,749 大阪府 豊中市 ＯＦＦ サービス 理容・美容業 5%

165,750 大阪府 豊中市 オフィスエコ大阪店 小売業 電化製品 5%

165,751 大阪府 豊中市 オリックスレンタカー大阪空港店 サービス その他サービス 2%

165,752 大阪府 豊中市 オリックスレンタカー千里中央駅前店 サービス その他サービス 2%

165,753 大阪府 豊中市 おんどり庵庄内店 サービス 飲食業 5%

165,754 大阪府 豊中市 海鮮うろこ サービス 飲食業 5%

165,755 大阪府 豊中市 買取りまっくす　豊中店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

165,756 大阪府 豊中市 学習塾曽根ゼミ サービス その他サービス 5%

165,757 大阪府 豊中市 カクタス　千里せんちゅうぱる店 小売業 衣料品 5%

165,758 大阪府 豊中市 かごの屋豊中少路店 サービス 飲食業 5%

165,759 大阪府 豊中市 かごの屋服部店 サービス 飲食業 5%

165,760 大阪府 豊中市 カザマランドセル豊中店 小売業 貴金属・服飾品 5%

165,761 大阪府 豊中市 ｃａｃｈｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

165,762 大阪府 豊中市 かしわ舎　服部店 サービス 飲食業 5%

165,763 大阪府 豊中市 かしわ舎服部店 サービス 飲食業 5%

165,764 大阪府 豊中市 片岡デンキ緑地店 小売業 電化製品 5%

165,765 大阪府 豊中市 カットスタジオ　ａ－ｈａ サービス 理容・美容業 5%

165,766 大阪府 豊中市 割烹　せんりや サービス 飲食業 5%

165,767 大阪府 豊中市 金沢屋豊中店 サービス その他サービス 5%

165,768 大阪府 豊中市 カネ正 小売業 衣料品 5%

165,769 大阪府 豊中市 ＫＡＮＯＮ サービス 理容・美容業 5%

165,770 大阪府 豊中市 ｃａｆｅ　ｄｉｎｉｎｇ　かや サービス 飲食業 5%

165,771 大阪府 豊中市 株式会社アポロン　ワントップハウス 小売業 その他小売 5%

165,772 大阪府 豊中市 株式会社ウォーターハウス サービス その他サービス 5%

165,773 大阪府 豊中市 株式会社ジェイスタイル 小売業 貴金属・服飾品 5%

165,774 大阪府 豊中市 株式会社ティケイトラスト サービス その他サービス 5%
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165,775 大阪府 豊中市 株式会社ビクター特販 小売業 電化製品 5%

165,776 大阪府 豊中市 ［ＨＣ］株式会社ますみや商会 小売業 電化製品 5%

165,777 大阪府 豊中市 株式会社メイジ サービス その他サービス 5%

165,778 大阪府 豊中市 ｃａｆＵｎｅ サービス 理容・美容業 5%

165,779 大阪府 豊中市 髪形室 サービス 理容・美容業 5%

165,780 大阪府 豊中市 亀は萬年 サービス 飲食業 5%

165,781 大阪府 豊中市 カメラのナニワ　千里中央店 小売業 電化製品 5%

165,782 大阪府 豊中市 カーライフ・ヤマト　豊中支店 サービス その他サービス 5%

165,783 大阪府 豊中市 カラダファクトリー　せんちゅうパル店 サービス その他サービス 5%

165,784 大阪府 豊中市 ＣＡＲＡＴ サービス 理容・美容業 5%

165,785 大阪府 豊中市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋豊中インター店 サービス 飲食業 2%

165,786 大阪府 豊中市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋豊中緑地公園店 サービス 飲食業 2%

165,787 大阪府 豊中市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋阪急豊中駅前店 サービス 飲食業 2%

165,788 大阪府 豊中市 ｇａｒａｇｅ　ヨリタカ サービス その他サービス 5%

165,789 大阪府 豊中市 カワカミ 小売業 電化製品 5%

165,790 大阪府 豊中市 関西片付け隊 サービス その他サービス 5%

165,791 大阪府 豊中市 漢方のけやき堂薬局 小売業 その他小売 5%

165,792 大阪府 豊中市 北乃屋　長興寺店 小売業 食料品 5%

165,793 大阪府 豊中市 きたはま サービス 飲食業 5%

165,794 大阪府 豊中市 北村電気緑丘 小売業 電化製品 5%

165,795 大阪府 豊中市 ＫＩＣＨＩＲＩ千里中央 サービス 飲食業 5%

165,796 大阪府 豊中市 ＫＩＣＨＩＲＩ豊中市駅前 サービス 飲食業 5%

165,797 大阪府 豊中市 キッズハナハナ 小売業 食料品 5%

165,798 大阪府 豊中市 キャスケット サービス その他サービス 5%

165,799 大阪府 豊中市 キャトル サービス 理容・美容業 5%

165,800 大阪府 豊中市 Ｑｕａｔｔｒｏ サービス 理容・美容業 5%

165,801 大阪府 豊中市 ＧＡＬＬＥＲＩＡ ＣＩＮＱ サービス 理容・美容業 5%

165,802 大阪府 豊中市 ＧＡＬＬＥＲＩＡ　ＣＩＮＱ サービス 理容・美容業 5%

165,803 大阪府 豊中市 Ｃｕｉ　ＬＡＲＤＯＩＳＥ サービス 飲食業 5%

165,804 大阪府 豊中市 ぎょうざの満洲　豊中駅前店 サービス 飲食業 5%

165,805 大阪府 豊中市 業務スーパー千成店 小売業 食料品 2%

165,806 大阪府 豊中市 業務スーパー豊中店 小売業 食料品 2%

165,807 大阪府 豊中市 ＪＭ／キリコ眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

165,808 大阪府 豊中市 きりん珈琲 サービス 飲食業 5%

165,809 大阪府 豊中市 キリンド　庄内店 小売業 衣料品 5%

165,810 大阪府 豊中市 空港ナニワ 小売業 その他小売 5%

165,811 大阪府 豊中市 串カツ市場 サービス 飲食業 5%

165,812 大阪府 豊中市 くしかつ専門店オリオ サービス 飲食業 5%

165,813 大阪府 豊中市 くしや 小売業 衣料品 5%

165,814 大阪府 豊中市 クッチーナカサイ サービス 飲食業 5%

165,815 大阪府 豊中市 グッドスリープミズノ 小売業 家具・調度品 5%

165,816 大阪府 豊中市 Ｇｒａｄｉｖａ　【グラディーヴァ】 サービス 理容・美容業 5%
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165,817 大阪府 豊中市 ＣＬＩＰ　ｏｎ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

165,818 大阪府 豊中市 ＣＲＵ 小売業 衣料品 5%

165,819 大阪府 豊中市 ＫＵＲＵＫＵＲＵ　庄内店 小売業 衣料品 5%

165,820 大阪府 豊中市 ＣＯＵＬＯＭＭＩＥＲＳ 小売業 衣料品 5%

165,821 大阪府 豊中市 ＣＲＯＳＳ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

165,822 大阪府 豊中市 Ｃｒｏｎｉｃｏ　ｃｌｉｍｂｉｎｇ サービス その他サービス 5%

165,823 大阪府 豊中市 ゲストハウス日本宿屋１６８ サービス その他サービス 5%

165,824 大阪府 豊中市 幸田　ＢＩＧ　千里店 小売業 その他小売 5%

165,825 大阪府 豊中市 神戸凬月堂　空港店 小売業 食料品 5%

165,826 大阪府 豊中市 工房チリントゥ　店舗用 小売業 衣料品 5%

165,827 大阪府 豊中市 コーデン社曽根店 小売業 電化製品 5%

165,828 大阪府 豊中市 ｃｏｃｏｂｉｔ 小売業 衣料品 5%

165,829 大阪府 豊中市 ＣＯＣＯＢＩＴ 小売業 衣料品 5%

165,830 大阪府 豊中市 ＫＯＪＩＢＡＲ サービス 飲食業 5%

165,831 大阪府 豊中市 （個人）　ｆａｉｒ　ｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

165,832 大阪府 豊中市 コスメティクス　アカカベ 小売業 その他小売 5%

165,833 大阪府 豊中市 ごちそう村　豊中上新田店 サービス 飲食業 5%

165,834 大阪府 豊中市 コ－デン社本店 小売業 電化製品 5%

165,835 大阪府 豊中市 このはな整体院 サービス その他サービス 5%

165,836 大阪府 豊中市 ゴブンノロク サービス 理容・美容業 5%

165,837 大阪府 豊中市 コポ千里中央店 小売業 衣料品 5%

165,838 大阪府 豊中市 ごま屋ちゅう兵衛　ＬＡＢＩ千里店 サービス 飲食業 5%

165,839 大阪府 豊中市 コリアンキッチン　スビン サービス 飲食業 5%

165,840 大阪府 豊中市 コルサヘアーデザイン サービス 理容・美容業 5%

165,841 大阪府 豊中市 ゴルフ総合研究所 サービス その他サービス 5%

165,842 大阪府 豊中市 コワーキングスペースＵｍｉｄａｓｓ サービス その他サービス 5%

165,843 大阪府 豊中市 コンテンタ サービス 飲食業 5%

165,844 大阪府 豊中市 サイクルコンビニてるてる　庄内店 小売業 その他小売 5%

165,845 大阪府 豊中市 サイクルショップ　輪娯ロード 小売業 その他小売 5%

165,846 大阪府 豊中市 さいくるぴっとダイワ２ 小売業 その他小売 5%

165,847 大阪府 豊中市 さいくるぴっとダイワ豊中 小売業 その他小売 5%

165,848 大阪府 豊中市 サイクルフジオカ 小売業 その他小売 5%

165,849 大阪府 豊中市 ｓａＣａｉ サービス 理容・美容業 5%

165,850 大阪府 豊中市 サカイデンキ 小売業 電化製品 5%

165,851 大阪府 豊中市 作業服屋アサヒ　北条店 小売業 衣料品 5%

165,852 大阪府 豊中市 ＳＵＣＣＥＥＤ サービス 理容・美容業 5%

165,853 大阪府 豊中市 桜塚ギャラリー 小売業 家具・調度品 5%

165,854 大阪府 豊中市 桜Ｂｒｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

165,855 大阪府 豊中市 ＳＡＫＥＳＨＯＰＳＡＴＯ サービス 飲食業 5%

165,856 大阪府 豊中市 笹部書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

165,857 大阪府 豊中市 ｚａｋｋａＳｍｉｌｅ 小売業 衣料品 5%

165,858 大阪府 豊中市 さつき電気商会 小売業 電化製品 5%

3951



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

165,859 大阪府 豊中市 薩摩屋 小売業 その他小売 5%

165,860 大阪府 豊中市 サバイバルギアショップグッドハンティング 小売業 その他小売 5%

165,861 大阪府 豊中市 サロン・ドハピネス サービス 理容・美容業 5%

165,862 大阪府 豊中市 ＳＡＷＡＤＡＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

165,863 大阪府 豊中市 三共メガネ 小売業 その他小売 5%

165,864 大阪府 豊中市 三共メガネ 小売業 その他小売 5%

165,865 大阪府 豊中市 三光写真機店 サービス その他サービス 5%

165,866 大阪府 豊中市 Ｓｅａ＇ｓ サービス 理容・美容業 5%

165,867 大阪府 豊中市 Ｓｗｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

165,868 大阪府 豊中市 Ｚｉｐ　ｃｌｉｎｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

165,869 大阪府 豊中市 ＧＥＯＧＲＡＰＨＹ　豊中緑ヶ丘店 小売業 衣料品 5%

165,870 大阪府 豊中市 ジェットネイル　千里本店 小売業 その他小売 5%

165,871 大阪府 豊中市 シェフカワカミ桜塚店 小売業 食料品 5%

165,872 大阪府 豊中市 シェフカワカミ　豊中店 小売業 食料品 5%

165,873 大阪府 豊中市 シェフカワカミ東豊中店 小売業 食料品 5%

165,874 大阪府 豊中市 Ｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

165,875 大阪府 豊中市 シースリードラッグ　エトレ豊中店 小売業 その他小売 5%

165,876 大阪府 豊中市 Ｇｉｓｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

165,877 大阪府 豊中市 三枝正典 サービス その他サービス 5%

165,878 大阪府 豊中市 島熊山グラーヴ サービス 飲食業 5%

165,879 大阪府 豊中市 島珈琲　岡町本店 小売業 食料品 5%

165,880 大阪府 豊中市 シマコーポレーション　豊中店 小売業 家具・調度品 5%

165,881 大阪府 豊中市 写真箱豊中店 サービス その他サービス 5%

165,882 大阪府 豊中市 写真箱　蛍池店 小売業 その他小売 5%

165,883 大阪府 豊中市 シャルマーミ サービス 理容・美容業 5%

165,884 大阪府 豊中市 じゃんぼ總本店　庄内WEST店 サービス 飲食業 5%

165,885 大阪府 豊中市 じゃんぼ總本店　服部天神店 サービス 飲食業 5%

165,886 大阪府 豊中市 ｃｈｏｕ?ｆｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

165,887 大阪府 豊中市 Ｊｕｎｅｓｓｅ・ＩＤジュネス・アイディ サービス 理容・美容業 5%

165,888 大阪府 豊中市 庄内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,889 大阪府 豊中市 庄内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,890 大阪府 豊中市 庄内サイクル 小売業 その他小売 5%

165,891 大阪府 豊中市 昌文堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

165,892 大阪府 豊中市 食品館　アプロ　豊中春日店 小売業 食料品 5%

165,893 大阪府 豊中市 書象会　大阪支部 サービス その他サービス 5%

165,894 大阪府 豊中市 ショップエム 小売業 衣料品 5%

165,895 大阪府 豊中市 伸栄工業 サービス その他サービス 5%

165,896 大阪府 豊中市 新免館 サービス 宿泊業 5%

165,897 大阪府 豊中市 人力引越社　１２７ サービス その他サービス 5%

165,898 大阪府 豊中市 吹田電化　豊中店 小売業 電化製品 5%

165,899 大阪府 豊中市 株式会社ズオーデンキ 小売業 電化製品 5%

165,900 大阪府 豊中市 スキップステップ 小売業 電化製品 5%
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165,901 大阪府 豊中市 Ｓｋｉｐ　Ｓｔｅｐ 小売業 その他小売 5%

165,902 大阪府 豊中市 鈴木商店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

165,903 大阪府 豊中市 スタークリーニング庄内店 スタークリーニング 庄内店 サービス その他サービス 5%

165,904 大阪府 豊中市 スタークリーニング本店　スタークリーニング　本店 サービス その他サービス 5%

165,905 大阪府 豊中市 スタイリングショップ　スファイス　ＳｔｙｌｉｎｇＳｈｏｐＳｕＦａＹ　ｓ サービス 理容・美容業 5%

165,906 大阪府 豊中市 Ｓｔｕｄｉｏ Ｅｆｆｏｒｔ サービス その他サービス 5%

165,907 大阪府 豊中市 ｓｔｕｄｉｏＰｉｌａｔｅｓｒｅｍｏｖｅ サービス その他サービス 5%

165,908 大阪府 豊中市 ＳＴＡＧＥ緑地公園【ステージ】 サービス 理容・美容業 5%

165,909 大阪府 豊中市 ＳＴＥＥＮ サービス 飲食業 5%

165,910 大阪府 豊中市 ＳＴＲＩ 小売業 衣料品 5%

165,911 大阪府 豊中市 ストレート　豊中店 小売業 その他小売 5%

165,912 大阪府 豊中市 スポーツプラザ　豊中店 小売業 その他小売 5%

165,913 大阪府 豊中市 住まいるでんき館　協洋 小売業 電化製品 5%

165,914 大阪府 豊中市 住まいるでんき館　ハシクラ 小売業 電化製品 5%

165,915 大阪府 豊中市 炭火焼鳥専門店 あみや 蛍池店 サービス 飲食業 5%

165,916 大阪府 豊中市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　豊南店 小売業 食料品 2%

165,917 大阪府 豊中市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　蛍池店 小売業 食料品 2%

165,918 大阪府 豊中市 ｃ’ｅｓｔ　ＳＹＭＰＡ サービス 理容・美容業 5%

165,919 大阪府 豊中市 千里花壇 小売業 その他小売 5%

165,920 大阪府 豊中市 千里しゃぶちん本店 サービス 飲食業 5%

165,921 大阪府 豊中市 セブン－イレブン千里中央駅北店 小売業 食料品 2%

165,922 大阪府 豊中市 千里ナニワ 小売業 その他小売 5%

165,923 大阪府 豊中市 千里ニュータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,924 大阪府 豊中市 千里補聴器センター 小売業 その他小売 5%

165,925 大阪府 豊中市 壮健塾 サービス その他サービス 5%

165,926 大阪府 豊中市 創作中華　ＴＥＮ　ＴＥＮ サービス 飲食業 5%

165,927 大阪府 豊中市 ＳｏｗＭｅｎ． 小売業 衣料品 5%

165,928 大阪府 豊中市 ペットショップソネット 小売業 その他小売 5%

165,929 大阪府 豊中市 ソフィックオータニ サービス 理容・美容業 5%

165,930 大阪府 豊中市 ダイコクドラッグ豊中駅前店 小売業 その他小売 5%

165,931 大阪府 豊中市 第三梟帝國 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

165,932 大阪府 豊中市 ダイショートレーディング株式会社 サービス その他サービス 5%

165,933 大阪府 豊中市 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｉｋｉｎａ サービス 飲食業 5%

165,934 大阪府 豊中市 Ｄｉｎｉｎｇ　ＩＫＩＮＡ サービス 飲食業 5%

165,935 大阪府 豊中市 ダイニングバーＬｏｏｐ　ループ サービス 飲食業 5%

165,936 大阪府 豊中市 ダイハツ北部販売本社 サービス その他サービス 5%

165,937 大阪府 豊中市 タイヤーサービスセンター　豊中店 小売業 その他小売 5%

165,938 大阪府 豊中市 ダイワサイクル　豊中店 小売業 その他小売 5%

165,939 大阪府 豊中市 ダイワサイクル　東豊中店 小売業 その他小売 5%

165,940 大阪府 豊中市 ダイワサイクル本店 小売業 その他小売 5%

165,941 大阪府 豊中市 たか鍼灸院 サービス その他サービス 5%

165,942 大阪府 豊中市 高橋タクシー サービス 運輸業 5%
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165,943 大阪府 豊中市 高橋テレビ商会 小売業 電化製品 5%

165,944 大阪府 豊中市 宝島　朝日阪急ビル店 サービス 飲食業 5%

165,945 大阪府 豊中市 たきい畳店 サービス その他サービス 5%

165,946 大阪府 豊中市 たけや サービス その他サービス 5%

165,947 大阪府 豊中市 たこ焼あほや　上野店　上野店 小売業 食料品 5%

165,948 大阪府 豊中市 タシロデンキ 小売業 電化製品 5%

165,949 大阪府 豊中市 合同会社たたみ無双 サービス その他サービス 5%

165,950 大阪府 豊中市 抱っこひも収納カバー専門店 ルカコ 株式会社ルカコ 小売業 その他小売 5%

165,951 大阪府 豊中市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　千里セルシー店 サービス 理容・美容業 5%

165,952 大阪府 豊中市 チェックローズ豊中本店 小売業 衣料品 5%

165,953 大阪府 豊中市 チプレッソ服部天神駅前店 小売業 食料品 5%

165,954 大阪府 豊中市 中国名菜　さだひろ サービス 飲食業 5%

165,955 大阪府 豊中市 直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,956 大阪府 豊中市 チョコレートブランチ サービス 飲食業 5%

165,957 大阪府 豊中市 辻川音楽教室 サービス その他サービス 5%

165,958 大阪府 豊中市 Ｄ－Ｒｕｔ サービス 理容・美容業 5%

165,959 大阪府 豊中市 ディーラリエ サービス その他サービス 5%

165,960 大阪府 豊中市 テイコク薬局　千里中央店 小売業 その他小売 5%

165,961 大阪府 豊中市 ディメンション　千里中央店 サービス 理容・美容業 5%

165,962 大阪府 豊中市 大邱 小売業 その他小売 5%

165,963 大阪府 豊中市 ＤｅｃｏｒＤｏｕｃｅ サービス その他サービス 5%

165,964 大阪府 豊中市 Ｔｅｔｕ＆Ｓｕｎ サービス 飲食業 5%

165,965 大阪府 豊中市 鉄火麺 サービス 飲食業 5%

165,966 大阪府 豊中市 手包み餃子と中華キッチン　ひげ サービス 飲食業 5%

165,967 大阪府 豊中市 鉄板焼れすとらん中はら サービス 飲食業 5%

165,968 大阪府 豊中市 デリカショップ浜田 サービス その他サービス 5%

165,969 大阪府 豊中市 テンポ　エトレ豊中店 小売業 貴金属・服飾品 5%

165,970 大阪府 豊中市 トータルリフォームフェニックス サービス その他サービス 5%

165,971 大阪府 豊中市 ｔｏｔａｌｂｏｄｙｃａｒｅｍｅ サービス 理容・美容業 5%

165,972 大阪府 豊中市 ＤｏｌｌｙＣｌｏｃｋ 小売業 衣料品 5%

165,973 大阪府 豊中市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ中環豊中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,974 大阪府 豊中市 利倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

165,975 大阪府 豊中市 ドコモショップ庄内駅前店 小売業 その他小売 2%

165,976 大阪府 豊中市 ＴＯＭＩ治療院 サービス 理容・美容業 5%

165,977 大阪府 豊中市 豊中営業所 サービス その他サービス 5%

165,978 大阪府 豊中市 セブンーイレブン豊中岡上の町２丁目店 小売業 食料品 2%

165,979 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中岡町東店 小売業 食料品 2%

165,980 大阪府 豊中市 豊中硝子株式会社 小売業 電化製品 5%

165,981 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中桜の町５丁目店 小売業 食料品 2%

165,982 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中桜の町６丁目店 小売業 食料品 2%

165,983 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中稲津町１丁目店 小売業 食料品 2%

165,984 大阪府 豊中市 豊中自動車教習所 サービス その他サービス 5%
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165,985 大阪府 豊中市 豊中商工会議所 サービス その他サービス 5%

165,986 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中少路１丁目店 小売業 食料品 2%

165,987 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中庄内西町２丁目店 小売業 食料品 2%

165,988 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中新千里北町店 小売業 食料品 2%

165,989 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中新千里南町店 小売業 食料品 2%

165,990 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中千成町店 小売業 食料品 2%

165,991 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中千里園１丁目店 小売業 食料品 2%

165,992 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中曽根東町店 小売業 食料品 2%

165,993 大阪府 豊中市 豊中卓球センター サービス その他サービス 5%

165,994 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中寺内２丁目店 小売業 食料品 2%

165,995 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中利倉東２丁目店 小売業 食料品 2%

165,996 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中中桜塚２丁目店 小売業 食料品 2%

165,997 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中服部寿町３丁目店 小売業 食料品 2%

165,998 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中服部本町１丁目店 小売業 食料品 2%

165,999 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中服部南町４丁目店 小売業 食料品 2%

166,000 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中浜１丁目店 小売業 食料品 2%

166,001 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中東泉丘店 小売業 食料品 2%

166,002 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中豊南町東４丁目店 小売業 食料品 2%

166,003 大阪府 豊中市 セブンーイレブン豊中豊南西店 小売業 食料品 2%

166,004 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中螢池中町店 小売業 食料品 2%

166,005 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中本町９丁目店 小売業 食料品 2%

166,006 大阪府 豊中市 セブン－イレブン豊中宮山町２丁目店 小売業 食料品 2%

166,007 大阪府 豊中市 豊中名神口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,008 大阪府 豊中市 トラットリアサルーテ サービス 飲食業 5%

166,009 大阪府 豊中市 ＴＯＲＡＭＩ サービス その他サービス 5%

166,010 大阪府 豊中市 トリアングル サービス その他サービス 5%

166,011 大阪府 豊中市 ｔｒｉｇｇｅｒ 小売業 その他小売 5%

166,012 大阪府 豊中市 とんかつ　かつ喜　豊中南店 サービス 飲食業 5%

166,013 大阪府 豊中市 株式会社　ナガヅミ電気工作所 小売業 その他小売 5%

166,014 大阪府 豊中市 ｎａｔｕｒａｌ?ｆ サービス 理容・美容業 5%

166,015 大阪府 豊中市 ナチュラルヒーリングサロンネフェルティティ サービス 理容・美容業 5%

166,016 大阪府 豊中市 ナレ総合企画 サービス その他サービス 5%

166,017 大阪府 豊中市 肉匠 さくら 黒毛和牛焼肉 桜 サービス 飲食業 5%

166,018 大阪府 豊中市 肉匠　さくら　こだわりＤｉｎｉｎｇひよこ サービス 飲食業 5%

166,019 大阪府 豊中市 肉処　倉　豊中店 サービス 飲食業 5%

166,020 大阪府 豊中市 西豊中ＳＳ　株式会社西豊中サービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,021 大阪府 豊中市 にじゆら サービス 理容・美容業 5%

166,022 大阪府 豊中市 ｎｉｃｋ　ａｎｄ　ｒｅｎｅｅ サービス 飲食業 5%

166,023 大阪府 豊中市 日進堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

166,024 大阪府 豊中市 日本料理　四幸 サービス 飲食業 5%

166,025 大阪府 豊中市 日本料理おおさわ サービス 飲食業 5%

166,026 大阪府 豊中市 ＭＡＮＵＥＬＡ サービス その他サービス 5%
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166,027 大阪府 豊中市 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｄｉｖａ　豊中店 サービス 理容・美容業 5%

166,028 大阪府 豊中市 呑み処昌太 サービス 飲食業 5%

166,029 大阪府 豊中市 バーベックマルシェ サービス 飲食業 5%

166,030 大阪府 豊中市 ｂａｒＩＬＣＯＮＣＥＲＴＯ サービス 飲食業 5%

166,031 大阪府 豊中市 ＶｉｏｌｅｔＭｏｄｅ 小売業 衣料品 5%

166,032 大阪府 豊中市 ｈｉｃｕｌｔｕｒｅ サービス その他サービス 5%

166,033 大阪府 豊中市 ＢＩＫＥ　ＳＨＯＰ　緑丘 小売業 その他小売 5%

166,034 大阪府 豊中市 バイクセンター曽根 小売業 その他小売 5%

166,035 大阪府 豊中市 唄酒店 小売業 食料品 5%

166,036 大阪府 豊中市 ハイツサクラ サービス 飲食業 5%

166,037 大阪府 豊中市 ハイツサクラ サービス 飲食業 5%

166,038 大阪府 豊中市 バオ動物病院 サービス その他サービス 5%

166,039 大阪府 豊中市 パソコンサポート北摂 サービス その他サービス 5%

166,040 大阪府 豊中市 パソコンドック２４豊中店 サービス その他サービス 5%

166,041 大阪府 豊中市 Ｈｕｓｈ 小売業 衣料品 5%

166,042 大阪府 豊中市 服部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,043 大阪府 豊中市 パナエース共栄 小売業 電化製品 5%

166,044 大阪府 豊中市 パナショップ　おかまち 小売業 電化製品 5%

166,045 大阪府 豊中市 ハピネスエクゼ サービス 理容・美容業 5%

166,046 大阪府 豊中市 浜口無線 小売業 電化製品 5%

166,047 大阪府 豊中市 ハヤシ電化千里西町店 小売業 電化製品 5%

166,048 大阪府 豊中市 Ｐａｌａｃｃｈｉ　豊中店 サービス 理容・美容業 5%

166,049 大阪府 豊中市 ＰａｌａｃｃｈｉＭＯＣＡ サービス 理容・美容業 5%

166,050 大阪府 豊中市 ハラデン　本部 小売業 電化製品 5%

166,051 大阪府 豊中市 原電気　岡町店 小売業 電化製品 5%

166,052 大阪府 豊中市 原電気　豊中駅前店 小売業 電化製品 5%

166,053 大阪府 豊中市 原電気　服部店 小売業 電化製品 5%

166,054 大阪府 豊中市 原電気　東豊中店 小売業 電化製品 5%

166,055 大阪府 豊中市 原電気　緑地駅前店 小売業 電化製品 5%

166,056 大阪府 豊中市 はり・きゅう・マッサージおだやか堂トンボ庵 サービス その他サービス 5%

166,057 大阪府 豊中市 ハロー！パソコン教室　千里中央校 サービス その他サービス 5%

166,058 大阪府 豊中市 セブン－イレブン阪急岡町駅前店 小売業 食料品 2%

166,059 大阪府 豊中市 ＰＩＥＲ　８９　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,060 大阪府 豊中市 セブン－イレブン東豊中４丁目店 小売業 食料品 2%

166,061 大阪府 豊中市 ｐｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

166,062 大阪府 豊中市 ビストロアンフィニ サービス 飲食業 5%

166,063 大阪府 豊中市 ビストロアンフィニ サービス 飲食業 5%

166,064 大阪府 豊中市 ［ＨＣ］ビット千里 小売業 電化製品 5%

166,065 大阪府 豊中市 Ｂ－ｆｉｔスポーツクラブ千里中央店 サービス その他サービス 5%

166,066 大阪府 豊中市 ひふみ・キッチン サービス 飲食業 5%

166,067 大阪府 豊中市 ＶＩＶＯ　緑丘 サービス その他サービス 5%

166,068 大阪府 豊中市 ＨＵＩ 小売業 衣料品 5%
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166,069 大阪府 豊中市 ビューティーサロンＤＩＡＭＯＮＤ サービス 理容・美容業 5%

166,070 大阪府 豊中市 ビューティコスメ美空 サービス その他サービス 5%

166,071 大阪府 豊中市 ビューティスペース　ウィウィ サービス 理容・美容業 5%

166,072 大阪府 豊中市 美容室　沙々羅 サービス 理容・美容業 5%

166,073 大阪府 豊中市 美容室 ＦＯＲＥＬＯＣＫ Ｈａｉｒ Ｍａｋｅ ＦＯＲＥＬＯＣＫ サービス 理容・美容業 5%

166,074 大阪府 豊中市 美容室　めぞん・ど・ぼーて　少路店 サービス 理容・美容業 5%

166,075 大阪府 豊中市 美容室イレブンカットイオンタウウ豊中緑丘店 サービス 理容・美容業 5%

166,076 大阪府 豊中市 ヒロイズム サービス 理容・美容業 5%

166,077 大阪府 豊中市 ｈｉｒｏｉｓｍ（美容室ヒロイズム） サービス 理容・美容業 5%

166,078 大阪府 豊中市 Ｈ．ｕａ サービス 理容・美容業 5%

166,079 大阪府 豊中市 ファーマシーそま　ファーマシーそま 小売業 その他小売 5%

166,080 大阪府 豊中市 ファッションルームラミ 小売業 衣料品 5%

166,081 大阪府 豊中市 ファビット サービス その他サービス 5%

166,082 大阪府 豊中市 ＦＵＣＨＩ　ＫＵＣＨＩ　　ａｍａｔｉ　　豊中店 サービス 理容・美容業 5%

166,083 大阪府 豊中市 ｆａｉｒ ｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

166,084 大阪府 豊中市 Ｆａｉｔｈウエダ 小売業 電化製品 5%

166,085 大阪府 豊中市 ｆｅｌｉｃｉｔａ服部店 サービス 理容・美容業 5%

166,086 大阪府 豊中市 フットサロンリ・ソール サービス その他サービス 5%

166,087 大阪府 豊中市 プティパ サービス その他サービス 5%

166,088 大阪府 豊中市 フードネットマート　桜の町店 小売業 食料品 5%

166,089 大阪府 豊中市 フードネットマート　蛍池店 小売業 食料品 5%

166,090 大阪府 豊中市 プライベートジムＴＳＵＢＡＭＥ サービス その他サービス 5%

166,091 大阪府 豊中市 プラスワン　ダイエーグルメシティ庄内店 サービス その他サービス 5%

166,092 大阪府 豊中市 Ｐｌｕｓｏｎｅ 蛍池店 サービス その他サービス 5%

166,093 大阪府 豊中市 プラスワン庄内店 サービス その他サービス 5%

166,094 大阪府 豊中市 ｂｌａｃｋｂｉｒｄｂｏｏｋｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

166,095 大阪府 豊中市 フラットランド株式会社 サービス その他サービス 5%

166,096 大阪府 豊中市 ＢＲＩＤＧＥ　千里 サービス その他サービス 5%

166,097 大阪府 豊中市 ｆｕｌｌ　ｍａｒｋｓ　豊中店 サービス 理容・美容業 5%

166,098 大阪府 豊中市 フルーツオクダ 小売業 食料品 5%

166,099 大阪府 豊中市 フルーツ奥田 フルーツ奥田 小売業 食料品 5%

166,100 大阪府 豊中市 プレジール 小売業 その他小売 5%

166,101 大阪府 豊中市 Ｐｌａｉｓｉｒ 小売業 衣料品 5%

166,102 大阪府 豊中市 Ｐｒｅｃｉｏｕｓ サービス その他サービス 5%

166,103 大阪府 豊中市 Ｐｌａｉｓｉｒ 小売業 衣料品 5%

166,104 大阪府 豊中市 フローリスト千里花壇曽根駅前店 小売業 その他小売 5%

166,105 大阪府 豊中市 フローリスト千里花壇曽根駅前店 小売業 その他小売 5%

166,106 大阪府 豊中市 文学館　緑地駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

166,107 大阪府 豊中市 ｈａｉｒ　ｃｈｏｕｃｈｏｕ　ｃｏｍｅ サービス 理容・美容業 5%

166,108 大阪府 豊中市 ＨＡＩＲ＆ＳＰＡ　ＶＯＧＵＥ サービス 理容・美容業 5%

166,109 大阪府 豊中市 ヘアーサロンココア サービス 理容・美容業 5%

166,110 大阪府 豊中市 ＣＲＥＤＯ サービス 理容・美容業 5%
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166,111 大阪府 豊中市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｌｅｇａ サービス 理容・美容業 5%

166,112 大阪府 豊中市 ｈａｉｒｓｔａｇｅナンバーワン サービス 理容・美容業 5%

166,113 大阪府 豊中市 ヘアステージ　ハーツ サービス 理容・美容業 5%

166,114 大阪府 豊中市 ヘア－ステージヤン サービス 理容・美容業 5%

166,115 大阪府 豊中市 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ　Ｌａｕｇｈ サービス 理容・美容業 5%

166,116 大阪府 豊中市 平城園 サービス 飲食業 5%

166,117 大阪府 豊中市 Ｂａｓｉｃ　珈琲 サービス 飲食業 5%

166,118 大阪府 豊中市 Ｂａｓｉｃ珈琲 サービス 飲食業 5%

166,119 大阪府 豊中市 ＰＡＧＥＢＯＹ千里 サービス 理容・美容業 5%

166,120 大阪府 豊中市 ベストウェイケアアカデミー サービス その他サービス 5%

166,121 大阪府 豊中市 ペダル　豊中店 小売業 その他小売 5%

166,122 大阪府 豊中市 ベッチンヤ 小売業 衣料品 5%

166,123 大阪府 豊中市 ペットショップｈｉｎａｔａ サービス その他サービス 5%

166,124 大阪府 豊中市 ペットトリミング　ミュウ サービス その他サービス 5%

166,125 大阪府 豊中市 ＢＥＲＡＭＩ千里中央店 サービス 理容・美容業 5%

166,126 大阪府 豊中市 ＢＥＲＡＭＩ千里阪急店 サービス 理容・美容業 5%

166,127 大阪府 豊中市 ＢＥＲＡＭＩ豊中少路店 サービス 理容・美容業 5%

166,128 大阪府 豊中市 ヘルス薬店ホタルドラッグ　蛍池店 小売業 その他小売 5%

166,129 大阪府 豊中市 豊南町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,130 大阪府 豊中市 ホクセツオート　千里ニュータウン北町店 サービス その他サービス 5%

166,131 大阪府 豊中市 蛍ヶ池ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,132 大阪府 豊中市 ホテル　アイボリー　新免館 サービス 宿泊業 5%

166,133 大阪府 豊中市 ホテル　アイボリー サービス 宿泊業 5%

166,134 大阪府 豊中市 ホテルＡ．Ｐ（大阪空港前） サービス 宿泊業 5%

166,135 大阪府 豊中市 ホリスティックケアサロン蓮 サービス 理容・美容業 5%

166,136 大阪府 豊中市 ホルス サービス その他サービス 5%

166,137 大阪府 豊中市 本店営業部 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,138 大阪府 豊中市 本場インドネパール料理店ＲＡＲＡ サービス 飲食業 5%

166,139 大阪府 豊中市 マーケットバスケット 小売業 その他小売 5%

166,140 大阪府 豊中市 まがたまＷＯＲＬＤ 小売業 衣料品 5%

166,141 大阪府 豊中市 マクドナルド１７６北豊中店 サービス 飲食業 2%

166,142 大阪府 豊中市 マクドナルド内環豊中店 サービス 飲食業 2%

166,143 大阪府 豊中市 マクドナルド空港線走井店 サービス 飲食業 2%

166,144 大阪府 豊中市 マクドナルド庄内店 サービス 飲食業 2%

166,145 大阪府 豊中市 マクドナルド庄内ライフ店 サービス 飲食業 2%

166,146 大阪府 豊中市 マクドナルド千里中央店 サービス 飲食業 2%

166,147 大阪府 豊中市 マクドナルド豊中上新田店 サービス 飲食業 2%

166,148 大阪府 豊中市 まちの自転車店リコ 曽根店 小売業 その他小売 5%

166,149 大阪府 豊中市 まちの自転車店リコ曽根店 小売業 その他小売 5%

166,150 大阪府 豊中市 まちの自転車店リコ蛍池店 小売業 その他小売 5%

166,151 大阪府 豊中市 マツヤマ電器 小売業 電化製品 5%

166,152 大阪府 豊中市 ＭＡＨＯＴ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%
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166,153 大阪府 豊中市 丸十寿司 サービス 飲食業 5%

166,154 大阪府 豊中市 まるとみクリーニング　豊中南店 サービス その他サービス 5%

166,155 大阪府 豊中市 マルミヤ電器　泉ヶ丘 小売業 電化製品 5%

166,156 大阪府 豊中市 満まる　庄内駅前店 サービス 飲食業 5%

166,157 大阪府 豊中市 ミク サービス その他サービス 5%

166,158 大阪府 豊中市 水口電化ストア－ 小売業 電化製品 5%

166,159 大阪府 豊中市 箕輪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,160 大阪府 豊中市 Ｍｕｓｉｃ　Ｕｎｉ　Ｓｔｒｅｅｔ サービス 宿泊業 5%

166,161 大阪府 豊中市 Ｍａｋｅｒｓ＋ サービス 飲食業 5%

166,162 大阪府 豊中市 メガネサロン　アイム 小売業 その他小売 5%

166,163 大阪府 豊中市 メガネのセンリ 千里中央店 小売業 その他小売 5%

166,164 大阪府 豊中市 メガネのセンリ　千里中央店 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,165 大阪府 豊中市 メガネのセンリ　千里補聴器センター 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,166 大阪府 豊中市 メガネの大晃堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,167 大阪府 豊中市 メガネのファミリア 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,168 大阪府 豊中市 メガネのモモイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,169 大阪府 豊中市 メガネのヤマデラ サービス その他サービス 5%

166,170 大阪府 豊中市 森本電器 小売業 電化製品 5%

166,171 大阪府 豊中市 Ｍｏｌｔｏ Ｂｕｏｎｏ モルト ボーノ 豊中稲荷神社前店 サービス 飲食業 5%

166,172 大阪府 豊中市 モンロワール　豊中店 小売業 食料品 5%

166,173 大阪府 豊中市 焼鳥と焼野菜 ぎんすけ 緑地公園店 サービス 飲食業 5%

166,174 大阪府 豊中市 焼鳥と焼野菜ぎんすけ　緑地公園店 サービス 飲食業 5%

166,175 大阪府 豊中市 やきとり　とり琉　豊中本町店 サービス 飲食業 5%

166,176 大阪府 豊中市 焼肉たか サービス 飲食業 5%

166,177 大阪府 豊中市 櫓茶屋　千里中央店 サービス 飲食業 5%

166,178 大阪府 豊中市 山城愛仙園 小売業 その他小売 5%

166,179 大阪府 豊中市 ヤマノビューティウェルネス　千里店 サービス 理容・美容業 5%

166,180 大阪府 豊中市 山本タクシー サービス 運輸業 5%

166,181 大阪府 豊中市 ユアーズ　あんくる店 小売業 電化製品 5%

166,182 大阪府 豊中市 有限会社　岡村水道ポンプ工業所 サービス その他サービス 5%

166,183 大阪府 豊中市 有限会社天野 サービス その他サービス 5%

166,184 大阪府 豊中市 シリウスタバコ庄内店 サービス その他サービス 5%

166,185 大阪府 豊中市 有限会社ノア 豊中本店 サービス その他サービス 5%

166,186 大阪府 豊中市 有限会社ヨシミ商事 小売業 その他小売 5%

166,187 大阪府 豊中市 ユザワヤ　千里中央オトカリテ店 小売業 その他小売 5%

166,188 大阪府 豊中市 ユニバーサルヒーリング サービス その他サービス 5%

166,189 大阪府 豊中市 ユーヘアー サービス 理容・美容業 5%

166,190 大阪府 豊中市 ＹｏｓａｐａｒｋＪｕｎｏ サービス 理容・美容業 5%

166,191 大阪府 豊中市 よつば住設 サービス その他サービス 5%

166,192 大阪府 豊中市 淀屋橋心理療法センター サービス その他サービス 5%

166,193 大阪府 豊中市 ｌａ　Ｅｔｏｉｌｅ（ラ・エトワ－ル） 小売業 衣料品 5%

166,194 大阪府 豊中市 ライオン写真館 サービス その他サービス 5%
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166,195 大阪府 豊中市 ＲＩＳＥＨＡＩＲＢＲＡＮＤ豊中／Ｌｅｉａ サービス 理容・美容業 5%

166,196 大阪府 豊中市 ライフクリーナー　小曽根店 サービス その他サービス 5%

166,197 大阪府 豊中市 ライフクリーナー　コープ桜塚 サービス その他サービス 5%

166,198 大阪府 豊中市 ライフクリーナー　コープ東豊中 サービス その他サービス 5%

166,199 大阪府 豊中市 ライフクリーナー　庄内 サービス その他サービス 5%

166,200 大阪府 豊中市 ライフクリーナー　庄内店 サービス その他サービス 5%

166,201 大阪府 豊中市 ライフクリーナー　服部元町 サービス その他サービス 5%

166,202 大阪府 豊中市 ライフクリーナー　阪急オアシス豊中 サービス その他サービス 5%

166,203 大阪府 豊中市 ライフクリーナー　小曽根店 サービス その他サービス 5%

166,204 大阪府 豊中市 ライフクリーナー　桜塚店 サービス その他サービス 5%

166,205 大阪府 豊中市 ライフクリーナー　庄内店 サービス その他サービス 5%

166,206 大阪府 豊中市 ライフクリーナーダイエー千里中央店 サービス その他サービス 5%

166,207 大阪府 豊中市 ライフクリーナー　服部元町店 サービス その他サービス 5%

166,208 大阪府 豊中市 ライフクリーナー　オアシス豊中店 サービス その他サービス 5%

166,209 大阪府 豊中市 ライフクリーナー　東豊中店 サービス その他サービス 5%

166,210 大阪府 豊中市 来来亭豊中夕日丘店 豊中夕日丘店 サービス 飲食業 2%

166,211 大阪府 豊中市 楽読豊中スクール サービス その他サービス 5%

166,212 大阪府 豊中市 ラ・クール サービス 理容・美容業 5%

166,213 大阪府 豊中市 ＲＡＪＩＬＬ　ｂｙ　ｃｒｅａ サービス 理容・美容業 5%

166,214 大阪府 豊中市 ラ　ターブル　ド　クラージュ サービス 飲食業 5%

166,215 大阪府 豊中市 リカーショップ　ミツヤ 小売業 食料品 5%

166,216 大阪府 豊中市 ＲｅＳＥＴ　曽根店 サービス 理容・美容業 5%

166,217 大阪府 豊中市 Ｌｉｎｏ　Ｈａｉｒ＆Ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

166,218 大阪府 豊中市 Ｒｅ；ｆａ サービス 理容・美容業 5%

166,219 大阪府 豊中市 料理屋くおん サービス 飲食業 5%

166,220 大阪府 豊中市 ＬＩＬＡＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

166,221 大阪府 豊中市 リリーハウス 小売業 衣料品 5%

166,222 大阪府 豊中市 ＬｉＬ’豊中 サービス 理容・美容業 5%

166,223 大阪府 豊中市 しゃっぷりん サービス その他サービス 5%

166,224 大阪府 豊中市 ループインオゾネ 小売業 その他小売 5%

166,225 大阪府 豊中市 Ｌｅ　Ｐｌｕｓ サービス 飲食業 5%

166,226 大阪府 豊中市 ＬｕＬｕ 小売業 衣料品 5%

166,227 大阪府 豊中市 レイドバックミュージックスクール豊中校 サービス その他サービス 5%

166,228 大阪府 豊中市 レオニダス豊中店 小売業 食料品 5%

166,229 大阪府 豊中市 レストール　ツルミ 小売業 食料品 5%

166,230 大阪府 豊中市 レマンシューズ　庄内店 小売業 衣料品 5%

166,231 大阪府 豊中市 れんげ商会 小売業 その他小売 5%

166,232 大阪府 豊中市 ｒｏｓｓｏ サービス 理容・美容業 5%

166,233 大阪府 豊中市 ロッソ　豊中ロマンチック街道店 サービス 飲食業 5%

166,234 大阪府 豊中市 ロン　シャンブル　豊中店 小売業 その他小売 5%

166,235 大阪府 豊中市 ｙ’ｓ　ｏｎｅ　千里店 サービス 理容・美容業 5%

166,236 大阪府 豊中市 ｙ’ｓ　ｏｎｅ　緑地店 サービス 理容・美容業 5%
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166,237 大阪府 豊中市 ｙｙｗｉｌｌｉａｍｓ 小売業 衣料品 5%

166,238 大阪府 豊中市 ワイン亭　鷹ヶ巣 小売業 食料品 5%

166,239 大阪府 豊中市 和音フィットネス ミュージック サービス その他サービス 5%

166,240 大阪府 豊中市 和菓子処喜楽 サービス 飲食業 5%

166,241 大阪府 豊中市 藁焼とかまど飯　はちふく サービス 飲食業 5%

166,242 大阪府 豊中市 藁焼とかまど飯　はちふく　緑地公園店 サービス 飲食業 5%

166,243 大阪府 豊能町 あさば総合コンサルテイング サービス その他サービス 5%

166,244 大阪府 豊能町 上西書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

166,245 大阪府 豊能町 尾崎自動車工業 サービス その他サービス 5%

166,246 大阪府 豊能町 かえる君のウッドチップアート サービス その他サービス 5%

166,247 大阪府 豊能町 クウネル　新光風台 サービス その他サービス 5%

166,248 大阪府 豊能町 武美動物病院 サービス その他サービス 5%

166,249 大阪府 豊能町 セブン－イレブン豊能町ときわ台店 小売業 食料品 2%

166,250 大阪府 豊能町 とよのていねい雑貨店 小売業 その他小売 5%

166,251 大阪府 豊能町 フルハウス　シモナカ 小売業 電化製品 5%

166,252 大阪府 豊能町 有限会社かめたに　かめたに サービス 飲食業 5%

166,253 大阪府 豊能町 有限会社将栄モータース サービス その他サービス 5%

166,254 大阪府 豊能町 ライフクリーナー　新光風台店 サービス その他サービス 5%

166,255 大阪府 富田林市 愛犬美容室ダンボ サービス その他サービス 5%

166,256 大阪府 富田林市 味新 味新 小売業 食料品 5%

166,257 大阪府 富田林市 Ａｔｅｌｉｅｒ．Ｋｉｒｉ 小売業 衣料品 5%

166,258 大阪府 富田林市 アルミナティ建設工業 サービス その他サービス 5%

166,259 大阪府 富田林市 本社ダミーコード 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,260 大阪府 富田林市 一鳥一炭　喜志本店 サービス 飲食業 5%

166,261 大阪府 富田林市 出光外環富田林ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,262 大阪府 富田林市 居炉鶏鳥 サービス 飲食業 5%

166,263 大阪府 富田林市 ［ＨＣ］ウイズ喜志 小売業 電化製品 5%

166,264 大阪府 富田林市 ウイングみのる 小売業 その他小売 5%

166,265 大阪府 富田林市 株式会社エービーシーコーポレーション 小売業 その他小売 5%

166,266 大阪府 富田林市 ａｉｌｅ　ｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

166,267 大阪府 富田林市 ａｉｌｅ　ｒｉｃｈｅ（エールリーチェ） サービス 理容・美容業 5%

166,268 大阪府 富田林市 Ｎ．Ｒオートサ?ビス サービス その他サービス 5%

166,269 大阪府 富田林市 エルズ富田林ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,270 大阪府 富田林市 おおきにモーター 小売業 その他小売 5%

166,271 大阪府 富田林市 大阪うどん　きらく　富田林店 サービス 飲食業 5%

166,272 大阪府 富田林市 Ａｕｔｏｄｕａｌ 小売業 その他小売 5%

166,273 大阪府 富田林市 ＯＮＩＪＵＳＣＯＦＦＥＥＶＩＬＬＡＧＥ サービス 飲食業 5%

166,274 大阪府 富田林市 ｋｉｎｏｔｅｓｃｒａｆｔ＆ｖｉｎｔａｇｅ 小売業 家具・調度品 5%

166,275 大阪府 富田林市 カフェポルト サービス 飲食業 5%

166,276 大阪府 富田林市 株式会社エステート松葉 サービス その他サービス 5%

166,277 大阪府 富田林市 株式会社　ミナミ 小売業 食料品 5%

166,278 大阪府 富田林市 カラオケライブ　富田林駅前店 サービス その他サービス 5%
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166,279 大阪府 富田林市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　富田林外環状線店 サービス 飲食業 2%

166,280 大阪府 富田林市 ガレリア富田林 サービス 飲食業 5%

166,281 大阪府 富田林市 河合塾マナビス富田林西口校 サービス その他サービス 2%

166,282 大阪府 富田林市 川田屋 サービス 飲食業 5%

166,283 大阪府 富田林市 菊水自動車 サービス その他サービス 5%

166,284 大阪府 富田林市 汽車ポッポ　コノミヤ富田林店 サービス 飲食業 5%

166,285 大阪府 富田林市 喜神菜館 サービス 飲食業 5%

166,286 大阪府 富田林市 株式会社北モンヤ 小売業 衣料品 5%

166,287 大阪府 富田林市 北モンヤ　北モンヤ　新店 小売業 衣料品 5%

166,288 大阪府 富田林市 喫茶フランス サービス 飲食業 5%

166,289 大阪府 富田林市 キッチンカフェ キルシェ キルシェ サービス 飲食業 5%

166,290 大阪府 富田林市 Ｇａｌｌｅｒｙ　Ｂｌａｕ　Ｋａｔｚｅ 小売業 家具・調度品 5%

166,291 大阪府 富田林市 ギャラリー彩 サービス その他サービス 5%

166,292 大阪府 富田林市 業務スーパー富田林店 小売業 食料品 2%

166,293 大阪府 富田林市 暮らしにファッションパンプキン金剛店 小売業 衣料品 5%

166,294 大阪府 富田林市 暮らしにファッションパンプキン金剛店 小売業 衣料品 5%

166,295 大阪府 富田林市 暮らし屋 サービス 飲食業 5%

166,296 大阪府 富田林市 クラフトショップ　ポピー 小売業 その他小売 5%

166,297 大阪府 富田林市 ＣＬＯＶＥＲ?ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ? サービス 理容・美容業 5%

166,298 大阪府 富田林市 源氏本店 サービス 飲食業 5%

166,299 大阪府 富田林市 甲田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,300 大阪府 富田林市 公原税理士事務所 サービス その他サービス 5%

166,301 大阪府 富田林市 小梅 小売業 衣料品 5%

166,302 大阪府 富田林市 セブンーイレブンＫＯＹＯＰＬ病院店 小売業 食料品 2%

166,303 大阪府 富田林市 ｃｏｆｆｅｅｈｏｕｓｅ　ＢＡＭＢＯＯ サービス 飲食業 5%

166,304 大阪府 富田林市 サイクルヒーロー富田林店 小売業 その他小売 5%

166,305 大阪府 富田林市 ｓｕｎｓｈｉｐ サービス 飲食業 5%

166,306 大阪府 富田林市 サンプラザ　喜志店 小売業 食料品 5%

166,307 大阪府 富田林市 サンプラザ　富田林店 小売業 食料品 5%

166,308 大阪府 富田林市 サンプラザ　山中田店 小売業 食料品 5%

166,309 大阪府 富田林市 三和野村畳店 サービス その他サービス 5%

166,310 大阪府 富田林市 ジェリーズポップコーン富田林 小売業 食料品 5%

166,311 大阪府 富田林市 ｇｉｇｉｆｕｌｌａｈｅａｄ サービス 理容・美容業 5%

166,312 大阪府 富田林市 ジュエリーフルミヤ　エコールロゼ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,313 大阪府 富田林市 ｊｏｌｉ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

166,314 大阪府 富田林市 スカイマート 小売業 その他小売 5%

166,315 大阪府 富田林市 寿司割烹仕出し南喜久 サービス 飲食業 5%

166,316 大阪府 富田林市 スタンダードブックストア 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

166,317 大阪府 富田林市 ステーキインビッグジョー　富田林店 サービス 飲食業 5%

166,318 大阪府 富田林市 ＳＮＡＣＫ　ＭＩＭＩ　Ｍｉ　Ｍｉ サービス 飲食業 5%

166,319 大阪府 富田林市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　富田林店 小売業 食料品 2%

166,320 大阪府 富田林市 大衆焼肉　炭火　牛兵衛 サービス 飲食業 5%
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166,321 大阪府 富田林市 鷹電設工業 小売業 電化製品 5%

166,322 大阪府 富田林市 滝谷ＳＳ　中西石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,323 大阪府 富田林市 株式会社たばき 小売業 家具・調度品 5%

166,324 大阪府 富田林市 多目的カフェ＆バー花唐草 サービス 飲食業 5%

166,325 大阪府 富田林市 ＴＡＮＴＲＡ 小売業 家具・調度品 5%

166,326 大阪府 富田林市 ＴＡＫＥ５ サービス 飲食業 5%

166,327 大阪府 富田林市 ｔｉｒｏｉｒ 富田林西口店 サービス 理容・美容業 5%

166,328 大阪府 富田林市 天ぷら三丁目 サービス 飲食業 5%

166,329 大阪府 富田林市 陶芸工房ｃｏｃｏｃｈｉ サービス その他サービス 5%

166,330 大阪府 富田林市 ドッグサロン　リレイズ サービス その他サービス 5%

166,331 大阪府 富田林市 ＴｒａｔｔｏｒｉａＰｉａｔｔｏＳｏｌａｒｅ－太陽のおさら－ サービス 飲食業 5%

166,332 大阪府 富田林市 ドリームチャンネル 小売業 その他小売 5%

166,333 大阪府 富田林市 鶏と蕎麦　玄 サービス 飲食業 5%

166,334 大阪府 富田林市 ＴＯＷＡ　ＡＵＴＯ 小売業 その他小売 5%

166,335 大阪府 富田林市 とんかつ　かつ喜　喜志店 サービス 飲食業 5%

166,336 大阪府 富田林市 とんかつ　かつ喜　喜志店 サービス 飲食業 5%

166,337 大阪府 富田林市 セブン－イレブン富田林梅の里店 小売業 食料品 2%

166,338 大阪府 富田林市 富田林ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,339 大阪府 富田林市 セブン－イレブン富田林彼方店 小売業 食料品 2%

166,340 大阪府 富田林市 セブン－イレブン富田林川向町店 小売業 食料品 2%

166,341 大阪府 富田林市 セブン－イレブン富田林喜志町２丁目店 小売業 食料品 2%

166,342 大阪府 富田林市 セブン－イレブン富田林瀧谷不動店 小売業 食料品 2%

166,343 大阪府 富田林市 セブン－イレブン富田林中小企業団地店 小売業 食料品 2%

166,344 大阪府 富田林市 セブン－イレブン富田林西板持店 小売業 食料品 2%

166,345 大阪府 富田林市 セブンーイレブン富田林錦織店 小売業 食料品 2%

166,346 大阪府 富田林市 セブン－イレブン富田林西口店 小売業 食料品 2%

166,347 大阪府 富田林市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ富田林東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,348 大阪府 富田林市 セブン－イレブン富田林藤沢台７丁目店 小売業 食料品 2%

166,349 大阪府 富田林市 中林寝装店 小売業 衣料品 5%

166,350 大阪府 富田林市 なるお動物病院 サービス その他サービス 5%

166,351 大阪府 富田林市 南海スズキ富田林 小売業 その他小売 5%

166,352 大阪府 富田林市 喃風　富田林店 サービス 飲食業 5%

166,353 大阪府 富田林市 ネオ・テニスプラザ　富田林プロシ 小売業 その他小売 5%

166,354 大阪府 富田林市 バイシクルランドサカタニ　滝谷駅前店 小売業 その他小売 5%

166,355 大阪府 富田林市 パソカレッジ富田林教室 サービス その他サービス 5%

166,356 大阪府 富田林市 Ｐａｄｍａ 小売業 衣料品 5%

166,357 大阪府 富田林市 ｖａｌｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

166,358 大阪府 富田林市 はんどぱわー極　はんどぱわー極 サービス その他サービス 5%

166,359 大阪府 富田林市 ＰＥＡＣＳセンダ 小売業 電化製品 5%

166,360 大阪府 富田林市 平田自動車工業所 サービス その他サービス 5%

166,361 大阪府 富田林市 府中家具販売株式会社 小売業 家具・調度品 5%

166,362 大阪府 富田林市 ぶつだんの天照堂 サービス その他サービス 5%
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166,363 大阪府 富田林市 ブティックサヤ 小売業 衣料品 5%

166,364 大阪府 富田林市 ＰｅｔｉｔＰｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

166,365 大阪府 富田林市 フラグシップいちはし 小売業 電化製品 5%

166,366 大阪府 富田林市 プラザ二輪館 小売業 その他小売 5%

166,367 大阪府 富田林市 フラワーショップサンドロット 小売業 その他小売 5%

166,368 大阪府 富田林市 フランス屋　サントル富田林店 サービス その他サービス 5%

166,369 大阪府 富田林市 ＦＵＬＬ　Ａ　ＨＥＡＤ サービス 理容・美容業 5%

166,370 大阪府 富田林市 プログレ中野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,371 大阪府 富田林市 ｈａｉｒ　ｐｏｒｔｅ－ｃｈａｎｃ サービス 理容・美容業 5%

166,372 大阪府 富田林市 ヘアーサロン　エイト サービス 理容・美容業 5%

166,373 大阪府 富田林市 ベアーズ富田林ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,374 大阪府 富田林市 ヘアーメイク・チュラ　富田林店 サービス 理容・美容業 5%

166,375 大阪府 富田林市 ＢＯＵＹＡ 小売業 その他小売 5%

166,376 大阪府 富田林市 ほっかほっか亭　川西甲田店 サービス 飲食業 2%

166,377 大阪府 富田林市 ほっかほっか亭　コノミヤ富田林店 サービス 飲食業 2%

166,378 大阪府 富田林市 マクドナルドエコールロゼ店 サービス 飲食業 2%

166,379 大阪府 富田林市 ミックミトヤくのき台店 小売業 電化製品 5%

166,380 大阪府 富田林市 美登里屋米酒販 小売業 食料品 5%

166,381 大阪府 富田林市 南大伴富田林石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,382 大阪府 富田林市 ミナミ薬局 小売業 その他小売 5%

166,383 大阪府 富田林市 明宝 サービス 飲食業 5%

166,384 大阪府 富田林市 ＭＯＣＡ　金剛店 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,385 大阪府 富田林市 ＭＯＣＡ　富田林店 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,386 大阪府 富田林市 モトショップｌｉｖｅｌｙ 小売業 その他小売 5%

166,387 大阪府 富田林市 やきとりしば家 サービス 飲食業 5%

166,388 大阪府 富田林市 焼肉五苑　富田林店 サービス 飲食業 5%

166,389 大阪府 富田林市 山本商会 小売業 その他小売 5%

166,390 大阪府 富田林市 有限会社協和自動車 サービス その他サービス 5%

166,391 大阪府 富田林市 ＹＵＭＥＳＡ　ＣＯ　ＬＴＤ サービス その他サービス 5%

166,392 大阪府 富田林市 よりどり味鳥 サービス 飲食業 5%

166,393 大阪府 富田林市 ライフクリーナー　板持店 サービス その他サービス 5%

166,394 大阪府 富田林市 ライフクリーナー　サンプラザ山中田 サービス その他サービス 5%

166,395 大阪府 富田林市 ライフクリーナー　富田林東 サービス その他サービス 5%

166,396 大阪府 富田林市 ライフクリーナー　富田林東店 サービス その他サービス 5%

166,397 大阪府 富田林市 ライフクリーナー　板持店 サービス その他サービス 5%

166,398 大阪府 富田林市 ライフクリーナー　富田林東店 サービス その他サービス 5%

166,399 大阪府 富田林市 ライフクリーナー　山中田店 サービス その他サービス 5%

166,400 大阪府 富田林市 ＬｉｎＣ サービス 理容・美容業 5%

166,401 大阪府 富田林市 笑暖 サービス 飲食業 5%

166,402 大阪府 寝屋川市 アートタウン香里 小売業 食料品 5%

166,403 大阪府 寝屋川市 Ａｉ　やまぐち 小売業 電化製品 5%

166,404 大阪府 寝屋川市 ＯＷＬ☆ＷＡＮ 小売業 その他小売 5%
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166,405 大阪府 寝屋川市 アカカベ薬店あさひまち店　あさひまち薬店 小売業 その他小売 5%

166,406 大阪府 寝屋川市 アカカベ薬局　大利店 小売業 その他小売 5%

166,407 大阪府 寝屋川市 赤から香里園店 サービス 飲食業 5%

166,408 大阪府 寝屋川市 赤坂電機寝屋川店 小売業 電化製品 5%

166,409 大阪府 寝屋川市 秋吉　香里店 サービス 飲食業 5%

166,410 大阪府 寝屋川市 アクアショップ グッディ 小売業 その他小売 5%

166,411 大阪府 寝屋川市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｒｏｙ寝屋川 サービス 理容・美容業 5%

166,412 大阪府 寝屋川市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｗｉｌｌ香里園 サービス 理容・美容業 5%

166,413 大阪府 寝屋川市 アコルデ サービス 飲食業 5%

166,414 大阪府 寝屋川市 アトム電器　西寝屋川店 小売業 電化製品 5%

166,415 大阪府 寝屋川市 アトリエアンジェ 小売業 衣料品 5%

166,416 大阪府 寝屋川市 アトリエ河川敷 小売業 その他小売 5%

166,417 大阪府 寝屋川市 ＡｔｅｌｉｅｒＲａｍａｎ 小売業 衣料品 5%

166,418 大阪府 寝屋川市 アラモーダ東香里 サービス 理容・美容業 5%

166,419 大阪府 寝屋川市 アルゴプレストギアショップ 小売業 その他小売 5%

166,420 大阪府 寝屋川市 アルル サービス 飲食業 5%

166,421 大阪府 寝屋川市 アングラーズ　寝屋川店 小売業 その他小売 5%

166,422 大阪府 寝屋川市 ｕｎｓｏｕｒｉｒｅ サービス その他サービス 5%

166,423 大阪府 寝屋川市 あんだぁ亭 サービス 飲食業 5%

166,424 大阪府 寝屋川市 イケバタ電化 小売業 電化製品 5%

166,425 大阪府 寝屋川市 居酒屋　雅楽亭　早子店 サービス 飲食業 5%

166,426 大阪府 寝屋川市 居酒屋　雅楽亭　本店 サービス 飲食業 5%

166,427 大阪府 寝屋川市 イシガミ　香里店 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,428 大阪府 寝屋川市 石川家 サービス 飲食業 5%

166,429 大阪府 寝屋川市 出光掛川商事（株）寝屋川 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,430 大阪府 寝屋川市 伊藤電化ハウス 小売業 電化製品 5%

166,431 大阪府 寝屋川市 イマワカ電器 小売業 電化製品 5%

166,432 大阪府 寝屋川市 いろり屋　門真店 サービス 飲食業 5%

166,433 大阪府 寝屋川市 いろり屋　寝屋川店 サービス 飲食業 5%

166,434 大阪府 寝屋川市 岩田呉服店　香里店 小売業 衣料品 5%

166,435 大阪府 寝屋川市 株式会社ＷｅａｌＣｒａｆｔ サービス その他サービス 5%

166,436 大阪府 寝屋川市 うまい処　ちゃんこ部屋　香里本店 サービス 飲食業 5%

166,437 大阪府 寝屋川市 ＳＴＳ サービス その他サービス 5%

166,438 大阪府 寝屋川市 エトー写真館 サービス その他サービス 5%

166,439 大阪府 寝屋川市 エトー写真館 エトー写真館 サービス その他サービス 5%

166,440 大阪府 寝屋川市 ＥＦＦＥＣＴＯＲ サービス 理容・美容業 5%

166,441 大阪府 寝屋川市 ＥＦＦＥＣＴＯＲ サービス 理容・美容業 5%

166,442 大阪府 寝屋川市 おいすかった サービス 飲食業 5%

166,443 大阪府 寝屋川市 ＯＩＴ 小売業 その他小売 5%

166,444 大阪府 寝屋川市 大谷デンキ 小売業 電化製品 5%

166,445 大阪府 寝屋川市 岡島ふとん店 サービス その他サービス 5%

166,446 大阪府 寝屋川市 おきな住宅建設　株 サービス その他サービス 5%
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166,447 大阪府 寝屋川市 お好み焼　だいちゃん　香里園店 サービス 飲食業 5%

166,448 大阪府 寝屋川市 お好み焼はここやねん　寝屋川池田新町店 小売業 食料品 5%

166,449 大阪府 寝屋川市 お好み焼はここやねん　寝屋川池田 サービス 飲食業 5%

166,450 大阪府 寝屋川市 おさむら動物病院 サービス その他サービス 5%

166,451 大阪府 寝屋川市 おさむら動物病院　トリミングサロン サービス その他サービス 5%

166,452 大阪府 寝屋川市 オステリアカンパーナ サービス 飲食業 5%

166,453 大阪府 寝屋川市 お茶の松露園 小売業 食料品 5%

166,454 大阪府 寝屋川市 ＯＴＴＩＳ サービス 理容・美容業 5%

166,455 大阪府 寝屋川市 オレンジ動物病院 サービス その他サービス 5%

166,456 大阪府 寝屋川市 御菓子司　虎屋 小売業 その他小売 5%

166,457 大阪府 寝屋川市 御菓子司 虎屋 御菓子司 虎屋 小売業 その他小売 5%

166,458 大阪府 寝屋川市 かごの屋寝屋川店 サービス 飲食業 5%

166,459 大阪府 寝屋川市 風の街寝屋川店 サービス 飲食業 5%

166,460 大阪府 寝屋川市 カットハウス雅 サービス 理容・美容業 5%

166,461 大阪府 寝屋川市 ＣＡＦＥ　ＢＯＮ　ＶＯＹＡＧＥ サービス 飲食業 5%

166,462 大阪府 寝屋川市 ｃａｆｆｅｍｏｒｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

166,463 大阪府 寝屋川市 株式会社エアロテックジャパン サービス その他サービス 5%

166,464 大阪府 寝屋川市 （株）ｓｗ サービス その他サービス 5%

166,465 大阪府 寝屋川市 株式会社エンタープライズ山要 サービス その他サービス 5%

166,466 大阪府 寝屋川市 株式会社長栄建設 サービス その他サービス 5%

166,467 大阪府 寝屋川市 株式会社中村興文堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

166,468 大阪府 寝屋川市 株式会社寝屋川興業 サービス その他サービス 5%

166,469 大阪府 寝屋川市 株式会社はえみ ＭｉＫＡＣＨＵ ｃｏｂｏ 小売業 その他小売 5%

166,470 大阪府 寝屋川市 ［ＨＣ］株式会社ヨシムラデンキ 小売業 電化製品 5%

166,471 大阪府 寝屋川市 カペリベラ　香里園店 サービス 理容・美容業 5%

166,472 大阪府 寝屋川市 カペリベラネヤガワ サービス 理容・美容業 5%

166,473 大阪府 寝屋川市 髪道楽理容所 サービス 理容・美容業 5%

166,474 大阪府 寝屋川市 カラオケ蓮華 サービス 飲食業 5%

166,475 大阪府 寝屋川市 ｇａｒａｇｅ　ｂｏｂ 小売業 その他小売 5%

166,476 大阪府 寝屋川市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ビバモール寝屋川店 サービス 飲食業 2%

166,477 大阪府 寝屋川市 元祖鉄板鍋　きのした　香里園 サービス 飲食業 5%

166,478 大阪府 寝屋川市 ＫＡＮＮＡＩＮＯＵＥ サービス その他サービス 5%

166,479 大阪府 寝屋川市 ＫＩＣＨＩＲＩ寝屋川市駅前 サービス 飲食業 5%

166,480 大阪府 寝屋川市 喫茶オトワ サービス 飲食業 5%

166,481 大阪府 寝屋川市 喫茶ラリー サービス 飲食業 5%

166,482 大阪府 寝屋川市 キッチン　バール　チキ－チキ サービス 飲食業 5%

166,483 大阪府 寝屋川市 きむち畑 きむち畑 小売業 食料品 5%

166,484 大阪府 寝屋川市 牛角萱島店 サービス 飲食業 2%

166,485 大阪府 寝屋川市 行政書士たかひら事務所 サービス その他サービス 5%

166,486 大阪府 寝屋川市 業務スーパー池田店 小売業 食料品 2%

166,487 大阪府 寝屋川市 業務スーパー寝屋川店 小売業 食料品 2%

166,488 大阪府 寝屋川市 串揚げと本格焼酎膳 サービス 飲食業 5%
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166,489 大阪府 寝屋川市 グッドライフ長栄店 小売業 電化製品 5%

166,490 大阪府 寝屋川市 ｃｌｅａｒ【クリア】 サービス 理容・美容業 5%

166,491 大阪府 寝屋川市 ｃｌｅａｒ ｃｌｅａｒ サービス 理容・美容業 5%

166,492 大阪府 寝屋川市 ｃｒｅａｐ サービス 理容・美容業 5%

166,493 大阪府 寝屋川市 ケアーズドラッグ寝屋川店 小売業 その他小売 5%

166,494 大阪府 寝屋川市 京阪石油　寝屋川小路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,495 大阪府 寝屋川市 京阪石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,496 大阪府 寝屋川市 京阪米穀株式会社 京阪米穀株式会社 小売業 食料品 5%

166,497 大阪府 寝屋川市 ＫＢＣデンキ　大利店 小売業 電化製品 5%

166,498 大阪府 寝屋川市 健康ライフ やすらぎ 健康ライフやすらぎ 小売業 その他小売 5%

166,499 大阪府 寝屋川市 香里司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

166,500 大阪府 寝屋川市 コーヒーショップＡＢＣ サービス 飲食業 5%

166,501 大阪府 寝屋川市 ここほれワンワン 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,502 大阪府 寝屋川市 後藤 小売業 電化製品 5%

166,503 大阪府 寝屋川市 後藤商会 サービス その他サービス 5%

166,504 大阪府 寝屋川市 ゴトーダイニング サービス 飲食業 5%

166,505 大阪府 寝屋川市 コノミヤ　寝屋川店 小売業 食料品 5%

166,506 大阪府 寝屋川市 こめや サービス 飲食業 5%

166,507 大阪府 寝屋川市 ザ・ボディ・プロフェッショナル サービス その他サービス 5%

166,508 大阪府 寝屋川市 サイクルショップねやがわ 小売業 その他小売 5%

166,509 大阪府 寝屋川市 サイクルネット 香里園店 小売業 その他小売 5%

166,510 大阪府 寝屋川市 さがサイクル香里店 小売業 その他小売 5%

166,511 大阪府 寝屋川市 Ｓａｔａｋｅ　寝屋川店 小売業 食料品 5%

166,512 大阪府 寝屋川市 ＳａｌｏｎｄｅＭｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

166,513 大阪府 寝屋川市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　北大阪営業所 小売業 その他小売 5%

166,514 大阪府 寝屋川市 ｃｅｒｒｏ香里園 サービス その他サービス 5%

166,515 大阪府 寝屋川市 自家製ジェラートアイスの店 ペロタ サービス 飲食業 5%

166,516 大阪府 寝屋川市 しごとぎや　たまゆら　外環寝屋川店 小売業 衣料品 5%

166,517 大阪府 寝屋川市 しごとぎや　たまゆら　寝屋川店 小売業 衣料品 5%

166,518 大阪府 寝屋川市 七穀ベーカリー サービス 飲食業 5%

166,519 大阪府 寝屋川市 じゃんぼ總本店　香里園店 サービス 飲食業 5%

166,520 大阪府 寝屋川市 ジュエリーユタカ 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,521 大阪府 寝屋川市 ジュエルフジミ　寝屋川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,522 大阪府 寝屋川市 旬菜旬魚　華と月 サービス 飲食業 5%

166,523 大阪府 寝屋川市 旬彩料理真心 サービス 飲食業 5%

166,524 大阪府 寝屋川市 純手焼きえごのあられ　えご製菓八坂店 小売業 食料品 5%

166,525 大阪府 寝屋川市 純手焼きえごのあられ　対馬江店 小売業 食料品 5%

166,526 大阪府 寝屋川市 純手焼きえごのあられ　八坂店 小売業 食料品 5%

166,527 大阪府 寝屋川市 ＳｃｈｏｅｎｈｅｉｔＢｉｊｏｕｘ 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,528 大阪府 寝屋川市 ＳＨＩＲＯ　ｓ 小売業 その他小売 5%

166,529 大阪府 寝屋川市 伸光電気 小売業 電化製品 5%

166,530 大阪府 寝屋川市 鮨楽　さかえや サービス 飲食業 5%
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166,531 大阪府 寝屋川市 スタジオアルファ サービス その他サービス 5%

166,532 大阪府 寝屋川市 スタジオキャラット　寝屋川店 サービス その他サービス 5%

166,533 大阪府 寝屋川市 すたみな太郎　寝屋川店 サービス 飲食業 5%

166,534 大阪府 寝屋川市 ステーキファイブ 寝屋川店 サービス 飲食業 5%

166,535 大阪府 寝屋川市 ストレート　寝屋川店 小売業 その他小売 5%

166,536 大阪府 寝屋川市 炭火焼鳥神田川 サービス 飲食業 5%

166,537 大阪府 寝屋川市 炭火焼肉　牛極雅楽 サービス 飲食業 5%

166,538 大阪府 寝屋川市 スリーエム　香里園 小売業 衣料品 5%

166,539 大阪府 寝屋川市 ｓｗａｌｌｏｗ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

166,540 大阪府 寝屋川市 生活雑貨ｒｉｔｍｏ　香里園店 小売業 家具・調度品 5%

166,541 大阪府 寝屋川市 ＳＥＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

166,542 大阪府 寝屋川市 ＪＭ／ＳＥＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

166,543 大阪府 寝屋川市 ＳＥＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

166,544 大阪府 寝屋川市 千成ヤクルト販売株式会社 サービス その他サービス 5%

166,545 大阪府 寝屋川市 ゼンマイセッティングサービス サービス その他サービス 5%

166,546 大阪府 寝屋川市 大一機工株式会社 サービス その他サービス 5%

166,547 大阪府 寝屋川市 大東楽器　寝屋川ロックハウス 小売業 その他小売 5%

166,548 大阪府 寝屋川市 大東楽器　寝屋川ロックハウススタジオ 小売業 その他小売 5%

166,549 大阪府 寝屋川市 タイヤハウスＵＡＰ　大阪寝屋川店 小売業 その他小売 5%

166,550 大阪府 寝屋川市 ダイワサイクル寝屋川高宮店 小売業 その他小売 5%

166,551 大阪府 寝屋川市 ダイワサイクル寝屋川店 小売業 その他小売 5%

166,552 大阪府 寝屋川市 高倉商店 小売業 その他小売 5%

166,553 大阪府 寝屋川市 たなべ治療院 サービス 理容・美容業 5%

166,554 大阪府 寝屋川市 谷口クリーニング　音羽店 サービス その他サービス 5%

166,555 大阪府 寝屋川市 たにぐちでんき 小売業 電化製品 5%

166,556 大阪府 寝屋川市 チャレンジ 小売業 その他小売 5%

166,557 大阪府 寝屋川市 チャレンジ 小売業 その他小売 5%

166,558 大阪府 寝屋川市 ツボイ香里店 小売業 電化製品 5%

166,559 大阪府 寝屋川市 テイコク薬店　寝屋川店 小売業 その他小売 5%

166,560 大阪府 寝屋川市 ＴＧＣ サービス その他サービス 5%

166,561 大阪府 寝屋川市 ＴＧＣ サービス その他サービス 5%

166,562 大阪府 寝屋川市 鉄板鍋　きのした サービス 飲食業 5%

166,563 大阪府 寝屋川市 同源院薬局 小売業 その他小売 5%

166,564 大阪府 寝屋川市 株式会社敏塾 サービス その他サービス 5%

166,565 大阪府 寝屋川市 ＴＯＰ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

166,566 大阪府 寝屋川市 トップワールド萱島店 小売業 食料品 5%

166,567 大阪府 寝屋川市 トップワールド黒原店 小売業 食料品 5%

166,568 大阪府 寝屋川市 トップワールド香里園店 小売業 食料品 5%

166,569 大阪府 寝屋川市 友栄自動車 サービス その他サービス 5%

166,570 大阪府 寝屋川市 トヨタ部品大阪共販ａｕショップビバモール 小売業 その他小売 5%

166,571 大阪府 寝屋川市 トヨタ部品大阪共販ａｕショップ香里園店 小売業 その他小売 5%

166,572 大阪府 寝屋川市 トヨタ部品大阪共販本社営業所 サービス その他サービス 5%

3968



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

166,573 大阪府 寝屋川市 トヨタ部品大阪共販本部 サービス その他サービス 5%

166,574 大阪府 寝屋川市 ドラッグストアアカカベ　萱島店 小売業 その他小売 5%

166,575 大阪府 寝屋川市 ドラッグストアアカカベ　木田町店 小売業 その他小売 5%

166,576 大阪府 寝屋川市 ドラッグストアアカカベ　寝屋川池田店 小売業 その他小売 5%

166,577 大阪府 寝屋川市 トラットリア＆バール　ココメロ サービス 飲食業 5%

166,578 大阪府 寝屋川市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｌｕｃｃａ サービス 飲食業 5%

166,579 大阪府 寝屋川市 鳥一番 サービス 飲食業 5%

166,580 大阪府 寝屋川市 株式会社ナカウチスポーツ 小売業 その他小売 5%

166,581 大阪府 寝屋川市 ナガセ　電化 小売業 電化製品 5%

166,582 大阪府 寝屋川市 ながはら写真館 小売業 電化製品 5%

166,583 大阪府 寝屋川市 株式会社寝屋川中村電機 小売業 家具・調度品 5%

166,584 大阪府 寝屋川市 中山生花 小売業 その他小売 5%

166,585 大阪府 寝屋川市 成田山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,586 大阪府 寝屋川市 肉処　倉　寝屋川店 サービス 飲食業 5%

166,587 大阪府 寝屋川市 西寝屋川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,588 大阪府 寝屋川市 日大石油株式会社本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,589 大阪府 寝屋川市 にっこり電器寝屋川店 小売業 電化製品 5%

166,590 大阪府 寝屋川市 旬田・なべ サービス 飲食業 5%

166,591 大阪府 寝屋川市 ニューコマンダーホテル サービス 宿泊業 5%

166,592 大阪府 寝屋川市 仁和寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,593 大阪府 寝屋川市 人情酒場　寝屋川店 サービス 飲食業 5%

166,594 大阪府 寝屋川市 ぬっとく　寝屋川店 小売業 家具・調度品 5%

166,595 大阪府 寝屋川市 ネオプライス 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,596 大阪府 寝屋川市 セブン－イレブン寝屋川池田旭町店 小売業 食料品 2%

166,597 大阪府 寝屋川市 寝屋川オート 小売業 その他小売 5%

166,598 大阪府 寝屋川市 セブン－イレブン寝屋川音羽町店 小売業 食料品 2%

166,599 大阪府 寝屋川市 セブン－イレブン寝屋川萱島東３丁目店 小売業 食料品 2%

166,600 大阪府 寝屋川市 セブン－イレブン寝屋川萱島南店 小売業 食料品 2%

166,601 大阪府 寝屋川市 セブン－イレブン寝屋川黒原新町店 小売業 食料品 2%

166,602 大阪府 寝屋川市 セブン－イレブン寝屋川香里新町店 小売業 食料品 2%

166,603 大阪府 寝屋川市 セブン－イレブン寝屋川香里南之町店 小売業 食料品 2%

166,604 大阪府 寝屋川市 セブン－イレブン寝屋川木屋元町店 小売業 食料品 2%

166,605 大阪府 寝屋川市 寝屋川酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

166,606 大阪府 寝屋川市 セブン－イレブン寝屋川点野３丁目店 小売業 食料品 2%

166,607 大阪府 寝屋川市 セブン－イレブン寝屋川昭栄町店 小売業 食料品 2%

166,608 大阪府 寝屋川市 セブン－イレブン寝屋川宝町店 小売業 食料品 2%

166,609 大阪府 寝屋川市 セブン－イレブン寝屋川対馬江東町店 小売業 食料品 2%

166,610 大阪府 寝屋川市 セブンーイレブン寝屋川中神田町店 小売業 食料品 2%

166,611 大阪府 寝屋川市 寝屋川ナニワ 小売業 その他小売 5%

166,612 大阪府 寝屋川市 セブン－イレブン寝屋川仁和寺町店 小売業 食料品 2%

166,613 大阪府 寝屋川市 セブン－イレブン寝屋川仁和寺本町店 小売業 食料品 2%

166,614 大阪府 寝屋川市 セブン－イレブン寝屋川寝屋店 小売業 食料品 2%
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166,615 大阪府 寝屋川市 寝屋川東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,616 大阪府 寝屋川市 セブン－イレブン寝屋川日之出町店 小売業 食料品 2%

166,617 大阪府 寝屋川市 セブン－イレブン寝屋川松屋町店 小売業 食料品 2%

166,618 大阪府 寝屋川市 ｎｅｕｅ サービス 理容・美容業 5%

166,619 大阪府 寝屋川市 煮干とんこつラーメン　寝屋川　石田　てっぺい　濃厚煮干とんこつラーメン寝屋川石田てっぺい サービス 飲食業 5%

166,620 大阪府 寝屋川市 バイキング左近　寝屋川店 サービス 飲食業 5%

166,621 大阪府 寝屋川市 はじめ薬店 小売業 その他小売 5%

166,622 大阪府 寝屋川市 橋本理美容商事株式会社　橋本理美容商事株式会社 小売業 その他小売 5%

166,623 大阪府 寝屋川市 パシモン 小売業 衣料品 5%

166,624 大阪府 寝屋川市 秦漢方薬局（小売り） 小売業 その他小売 5%

166,625 大阪府 寝屋川市 花の店　ジュリアン 小売業 家具・調度品 5%

166,626 大阪府 寝屋川市 ＢＡＲ　マルーブラ サービス 飲食業 5%

166,627 大阪府 寝屋川市 ビーワンポート サービス その他サービス 5%

166,628 大阪府 寝屋川市 東香里　水春 サービス その他サービス 5%

166,629 大阪府 寝屋川市 東寝屋川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,630 大阪府 寝屋川市 ＢＫカンパニー サービス その他サービス 5%

166,631 大阪府 寝屋川市 ピザ サントロペ枚方店 成田店 サービス 飲食業 5%

166,632 大阪府 寝屋川市 ビストロ　新 サービス 飲食業 5%

166,633 大阪府 寝屋川市 ビストロ　新 サービス 飲食業 5%

166,634 大阪府 寝屋川市 七輪焼肉パルパル サービス 飲食業 5%

166,635 大阪府 寝屋川市 ＢＥ－ＰＨＡＳＥ　ＣＵ－ＣＵ サービス 理容・美容業 5%

166,636 大阪府 寝屋川市 ひまわり動物病院 サービス その他サービス 5%

166,637 大阪府 寝屋川市 ひまわり動物病院　東寝屋川医療センター サービス その他サービス 5%

166,638 大阪府 寝屋川市 ビューティサロンモリワキ東寝屋川 サービス 理容・美容業 5%

166,639 大阪府 寝屋川市 ビューティサロンモリワキラバーズ店 サービス 理容・美容業 5%

166,640 大阪府 寝屋川市 平岡メガネ 小売業 その他小売 5%

166,641 大阪府 寝屋川市 ヒラカワ会計事務所 サービス その他サービス 5%

166,642 大阪府 寝屋川市 フィスドシェリー 小売業 その他小売 5%

166,643 大阪府 寝屋川市 フィッツミーイズミヤ寝屋川店 サービス その他サービス 5%

166,644 大阪府 寝屋川市 フィールド 小売業 電化製品 5%

166,645 大阪府 寝屋川市 フォトスタジオ　ダイトー サービス その他サービス 5%

166,646 大阪府 寝屋川市 ブックマーケット寝屋川香里店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

166,647 大阪府 寝屋川市 プルミエールパニス寝屋川池田店 小売業 食料品 5%

166,648 大阪府 寝屋川市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＫＥＩ　エレガンス サービス 理容・美容業 5%

166,649 大阪府 寝屋川市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ｃｈａｒａ サービス 理容・美容業 5%

166,650 大阪府 寝屋川市 ヘアーサロンヤマモト サービス 理容・美容業 5%

166,651 大阪府 寝屋川市 ＨＡＩＲ　ＰＬＡＣＥ　Ｗ（ダブリュー）　寝屋川店 サービス 理容・美容業 5%

166,652 大阪府 寝屋川市 Ｇｒａｚｉａｃｉｅｌｏ サービス 理容・美容業 5%

166,653 大阪府 寝屋川市 ｈａｉｒｍａｋｅＧｒａＺｉａＣｉ サービス 理容・美容業 5%

166,654 大阪府 寝屋川市 ｈａｉｒｒｏｏｍｍａｎｏ サービス 理容・美容業 2%

166,655 大阪府 寝屋川市 便利屋　ナイス サービス その他サービス 5%

166,656 大阪府 寝屋川市 宝石・時計・メガネナス 小売業 貴金属・服飾品 5%
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166,657 大阪府 寝屋川市 宝石・時計・メガネ　ナス 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,658 大阪府 寝屋川市 星田コモンシティＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,659 大阪府 寝屋川市 細谷産業株式会社　ホソタニリフォーム 小売業 衣料品 5%

166,660 大阪府 寝屋川市 補聴器専門店　百聞 小売業 その他小売 5%

166,661 大阪府 寝屋川市 ボディヒーリング楽 サービス 理容・美容業 5%

166,662 大阪府 寝屋川市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,663 大阪府 寝屋川市 前田モータース サービス その他サービス 5%

166,664 大阪府 寝屋川市 マクドナルド香里園アルプラザ店 サービス 飲食業 2%

166,665 大阪府 寝屋川市 マクドナルド香里園店 サービス 飲食業 2%

166,666 大阪府 寝屋川市 マスダ 小売業 電化製品 5%

166,667 大阪府 寝屋川市 マルシン電化　点野店 小売業 電化製品 5%

166,668 大阪府 寝屋川市 まるぜん質舗 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,669 大阪府 寝屋川市 三杉屋　寝屋川店 小売業 食料品 5%

166,670 大阪府 寝屋川市 ミドリシステムサービス 小売業 電化製品 5%

166,671 大阪府 寝屋川市 ミノル　大利店 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,672 大阪府 寝屋川市 向井電器商会 小売業 電化製品 5%

166,673 大阪府 寝屋川市 宗まる サービス 飲食業 5%

166,674 大阪府 寝屋川市 麺丼　備前屋　ビバモール店 サービス 飲食業 5%

166,675 大阪府 寝屋川市 麺丼　備前屋　寝屋川店 サービス 飲食業 5%

166,676 大阪府 寝屋川市 八木電気商会 小売業 電化製品 5%

166,677 大阪府 寝屋川市 焼肉しば田 サービス 飲食業 5%

166,678 大阪府 寝屋川市 野球堂一球 小売業 その他小売 5%

166,679 大阪府 寝屋川市 山田犬猫病院 サービス その他サービス 5%

166,680 大阪府 寝屋川市 山田犬猫病院 サービス その他サービス 5%

166,681 大阪府 寝屋川市 ユアーズ　大阪店 小売業 電化製品 5%

166,682 大阪府 寝屋川市 有限会社上田産業　おこめやウエダ　コインランドリー洗空間 小売業 食料品 5%

166,683 大阪府 寝屋川市 有限会社オイタ写真社 サービス その他サービス 5%

166,684 大阪府 寝屋川市 有限会社　豊昇 小売業 衣料品 5%

166,685 大阪府 寝屋川市 ユートラクト Ｕ?ｔｒａｃｔ サービス 理容・美容業 5%

166,686 大阪府 寝屋川市 来来亭　寝屋川高宮店 サービス 飲食業 2%

166,687 大阪府 寝屋川市 ラーク動物病院 サービス その他サービス 5%

166,688 大阪府 寝屋川市 Ｌｉｚ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

166,689 大阪府 寝屋川市 ｒｉｔｍｏ　香里園店 小売業 家具・調度品 5%

166,690 大阪府 寝屋川市 Ｒｉｖｅｒ 小売業 衣料品 5%

166,691 大阪府 寝屋川市 リンリン寝屋川店 小売業 その他小売 5%

166,692 大阪府 寝屋川市 ＬＵＣＩＡ サービス 理容・美容業 5%

166,693 大阪府 寝屋川市 Ｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

166,694 大阪府 寝屋川市 Ｌｕｎａ　ｐｉｅｎａ 小売業 衣料品 5%

166,695 大阪府 寝屋川市 ロイヤルクイーン　香里園教室 小売業 家具・調度品 5%

166,696 大阪府 寝屋川市 Ｙ＇ｓエージェンシー サービス その他サービス 5%

166,697 大阪府 寝屋川市 和洋創菜　ゆめや サービス 飲食業 5%

166,698 大阪府 能勢町 ア－トレイクゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%
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166,699 大阪府 能勢町 出光ルート１７３ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,700 大阪府 能勢町 協電 小売業 電化製品 5%

166,701 大阪府 能勢町 里づと サービス 飲食業 5%

166,702 大阪府 能勢町 妙見 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,703 大阪府 能勢町 杜のテラス サービス その他サービス 5%

166,704 大阪府 能勢町 杜のテラス サービス その他サービス 5%

166,705 大阪府 羽曳野市 秋吉　古市店 サービス 飲食業 5%

166,706 大阪府 羽曳野市 あすかてくるで　羽曳野店 小売業 食料品 5%

166,707 大阪府 羽曳野市 アトム電器　伊賀店 小売業 電化製品 5%

166,708 大阪府 羽曳野市 アトリエアーバー サービス 理容・美容業 5%

166,709 大阪府 羽曳野市 アトリエ　フルフル サービス 理容・美容業 5%

166,710 大阪府 羽曳野市 ａｌｉｃｅＦａｒｍ 小売業 衣料品 5%

166,711 大阪府 羽曳野市 出光羽曳が丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,712 大阪府 羽曳野市 岩崎商店 岩崎商店 小売業 その他小売 5%

166,713 大阪府 羽曳野市 ＩｎｔｅｒｉｏｒＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎｄａｃａｏ サービス その他サービス 5%

166,714 大阪府 羽曳野市 ｖａｃａ サービス その他サービス 5%

166,715 大阪府 羽曳野市 ｖｉｖａＣｉｅｌｏ サービス 理容・美容業 5%

166,716 大阪府 羽曳野市 内田デンキ 小売業 電化製品 5%

166,717 大阪府 羽曳野市 Ａ．ｂ．ｂｅａｒ サービス その他サービス 5%

166,718 大阪府 羽曳野市 エガデンキ 小売業 電化製品 5%

166,719 大阪府 羽曳野市 エステサロン　カトレア サービス 理容・美容業 5%

166,720 大阪府 羽曳野市 エステティックコイケ サービス 理容・美容業 5%

166,721 大阪府 羽曳野市 Ｍ’ｓ　ＨＡＩＲ　ＯＳＡＫＡＫＡＮ サービス 理容・美容業 5%

166,722 大阪府 羽曳野市 エリシオン サービス その他サービス 5%

166,723 大阪府 羽曳野市 ＯＷＬ　ＯＵＴＤＯＯＲ 小売業 家具・調度品 5%

166,724 大阪府 羽曳野市 大阪東部ヤクルト販売 羽曳野センター 小売業 食料品 5%

166,725 大阪府 羽曳野市 お好み焼．鉄板焼河内源氏　羽曳が丘店 サービス 飲食業 5%

166,726 大阪府 羽曳野市 ＯＳＡＭＥ－ＬＡＢＯ サービス その他サービス 5%

166,727 大阪府 羽曳野市 オンカフェ サービス 飲食業 5%

166,728 大阪府 羽曳野市 温ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

166,729 大阪府 羽曳野市 温カフェ 小売業 衣料品 5%

166,730 大阪府 羽曳野市 かごの屋藤井寺インター南店 サービス 飲食業 5%

166,731 大阪府 羽曳野市 カネヒラスポーツ 小売業 その他小売 5%

166,732 大阪府 羽曳野市 株式会社グリーンツリー関西 小売業 家具・調度品 5%

166,733 大阪府 羽曳野市 株式会社サムライオートモビルズ 小売業 その他小売 5%

166,734 大阪府 羽曳野市 株式会社ブックスファミリア羽曳野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

166,735 大阪府 羽曳野市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋羽曳野樫山店 サービス 飲食業 2%

166,736 大阪府 羽曳野市 羽曳野市観光協会 サービス その他サービス 5%

166,737 大阪府 羽曳野市 キーステーション 小売業 電化製品 5%

166,738 大阪府 羽曳野市 串カツかつもと サービス 飲食業 5%

166,739 大阪府 羽曳野市 グリーンアリーナ玉手山 サービス その他サービス 5%

166,740 大阪府 羽曳野市 ゲストハウス庵（いおり）大阪 サービス 宿泊業 5%
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166,741 大阪府 羽曳野市 ＳＹＭＰＡ サービス 理容・美容業 5%

166,742 大阪府 羽曳野市 サンプラザ　伊賀店 小売業 食料品 5%

166,743 大阪府 羽曳野市 サンプラザ　誉田店 小売業 食料品 5%

166,744 大阪府 羽曳野市 サンプラザ　島泉店 小売業 食料品 5%

166,745 大阪府 羽曳野市 サンプラザ　埴生店 小売業 食料品 5%

166,746 大阪府 羽曳野市 サンプラザ　羽曳が丘店 小売業 食料品 5%

166,747 大阪府 羽曳野市 サンプラザ　古市南店 小売業 食料品 5%

166,748 大阪府 羽曳野市 サンライズ羽曳野島泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,749 大阪府 羽曳野市 サンライズ羽曳野バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,750 大阪府 羽曳野市 四川料理 祥園 中華四川料理 祥園 サービス 飲食業 5%

166,751 大阪府 羽曳野市 じゃんぼ總本店　恵我之荘店 サービス 飲食業 5%

166,752 大阪府 羽曳野市 じゃんぼ總本店　古市店 サービス 飲食業 5%

166,753 大阪府 羽曳野市 ｊｕｒｅｒ サービス 理容・美容業 5%

166,754 大阪府 羽曳野市 ジュエリーカンダ古市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,755 大阪府 羽曳野市 ｊｅｗｅｌｅｄｂｕｔｔｅｒｆｌｙ サービス その他サービス 5%

166,756 大阪府 羽曳野市 旬彩工房　颯　１ サービス 飲食業 5%

166,757 大阪府 羽曳野市 旬彩工房　颯　２ サービス 飲食業 5%

166,758 大阪府 羽曳野市 スタジオシエル羽曳野店 サービス その他サービス 5%

166,759 大阪府 羽曳野市 ステーキインビッグジョー　富田林店 サービス 飲食業 5%

166,760 大阪府 羽曳野市 スリークロス　羽曳野店 小売業 その他小売 5%

166,761 大阪府 羽曳野市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　羽曳野店 小売業 食料品 2%

166,762 大阪府 羽曳野市 外環羽曳野西浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,763 大阪府 羽曳野市 谷電化 小売業 電化製品 5%

166,764 大阪府 羽曳野市 谷電化 小売業 電化製品 5%

166,765 大阪府 羽曳野市 辻野屋 小売業 その他小売 5%

166,766 大阪府 羽曳野市 ツダ薬品店 小売業 その他小売 5%

166,767 大阪府 羽曳野市 テーラータカタニ 小売業 衣料品 5%

166,768 大阪府 羽曳野市 鉄板焼．ゆずりは サービス 飲食業 5%

166,769 大阪府 羽曳野市 ＤＥＬＩ ＤＩＮＩＮＧ ＰＥＫＯＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

166,770 大阪府 羽曳野市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ外環羽曳野店 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,771 大阪府 羽曳野市 ドッグサロン　ぱる 小売業 その他小売 5%

166,772 大阪府 羽曳野市 トム ソーヤー動物病院 サービス その他サービス 5%

166,773 大阪府 羽曳野市 あべのデアイム サービス 理容・美容業 5%

166,774 大阪府 羽曳野市 ＨａｌｆＢｅａｎｓ サービス その他サービス 5%

166,775 大阪府 羽曳野市 バイクショップ ステイブル バイクショップ ステイブル 小売業 その他小売 5%

166,776 大阪府 羽曳野市 バイクショップＩＫＥ 小売業 その他小売 5%

166,777 大阪府 羽曳野市 ＢＩＫＥ　ＳＨＯＰ　ＳＴＡＢＬＥ 小売業 その他小売 5%

166,778 大阪府 羽曳野市 ばいせん工房珈琲倶楽部古市店 小売業 食料品 5%

166,779 大阪府 羽曳野市 ｐｏｗＤｅｒ　パウダー サービス 理容・美容業 5%

166,780 大阪府 羽曳野市 パティスリー　バロン 小売業 食料品 5%

166,781 大阪府 羽曳野市 花工房四季の詩 小売業 その他小売 5%

166,782 大阪府 羽曳野市 セブン－イレブンはびきの１丁目店 小売業 食料品 2%
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166,783 大阪府 羽曳野市 セブン－イレブン羽曳野栄町店 小売業 食料品 2%

166,784 大阪府 羽曳野市 セブン－イレブン羽曳野新町店 小売業 食料品 2%

166,785 大阪府 羽曳野市 セブン－イレブン羽曳野高鷲店 小売業 食料品 2%

166,786 大阪府 羽曳野市 セブン－イレブン羽曳野西浦店 小売業 食料品 2%

166,787 大阪府 羽曳野市 セブン－イレブンはびきの４丁目店 小売業 食料品 2%

166,788 大阪府 羽曳野市 Ｐｅａｃｓエガ 小売業 電化製品 5%

166,789 大阪府 羽曳野市 ピカイチ写真工房 サービス その他サービス 5%

166,790 大阪府 羽曳野市 ビゴロッソ・ヘア サービス 理容・美容業 5%

166,791 大阪府 羽曳野市 味喰笑　羽曳野店 サービス 飲食業 5%

166,792 大阪府 羽曳野市 日之出石油シャ－プ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,793 大阪府 羽曳野市 美容室タートルズハウス サービス 理容・美容業 5%

166,794 大阪府 羽曳野市 美容室ナチュレ サービス 理容・美容業 5%

166,795 大阪府 羽曳野市 ヒルズ・ワキタ 小売業 食料品 5%

166,796 大阪府 羽曳野市 ファ－ストオ－ト　大阪本店 小売業 その他小売 5%

166,797 大阪府 羽曳野市 プチジャルダン サービス 理容・美容業 5%

166,798 大阪府 羽曳野市 ブックプラザ　羽曳野店 サービス その他サービス 5%

166,799 大阪府 羽曳野市 ＦＬＡＧ白鳥店 サービス 理容・美容業 5%

166,800 大阪府 羽曳野市 ふらっとヤマウチ 小売業 電化製品 5%

166,801 大阪府 羽曳野市 フランス屋　古市駅前店 サービス その他サービス 5%

166,802 大阪府 羽曳野市 古市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,803 大阪府 羽曳野市 古市タイヤー商会 小売業 その他小売 5%

166,804 大阪府 羽曳野市 ｔａｃｋ サービス 理容・美容業 5%

166,805 大阪府 羽曳野市 ｈａｉｒｍａｋｅｒｏｏｍｃｈｉｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

166,806 大阪府 羽曳野市 ヘーアーズルシエル サービス 理容・美容業 5%

166,807 大阪府 羽曳野市 ペガサス 小売業 衣料品 5%

166,808 大阪府 羽曳野市 ホテル　ダイコク サービス 宿泊業 5%

166,809 大阪府 羽曳野市 ボトルワールドＯＫ羽曳野店 小売業 食料品 5%

166,810 大阪府 羽曳野市 ホビーアリモト 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

166,811 大阪府 羽曳野市 堀口商店 小売業 食料品 5%

166,812 大阪府 羽曳野市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,813 大阪府 羽曳野市 ホンダドリーム羽曳野 小売業 その他小売 5%

166,814 大阪府 羽曳野市 ホンダ二輪　イシダ 小売業 その他小売 5%

166,815 大阪府 羽曳野市 マザーブックス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

166,816 大阪府 羽曳野市 丸十人形工房　羽曳野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

166,817 大阪府 羽曳野市 マルルーヘアー サービス 理容・美容業 5%

166,818 大阪府 羽曳野市 メガネのウィズ　羽曳野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,819 大阪府 羽曳野市 ＭＡＩＳＯＮＩＮＣＯ サービス 飲食業 5%

166,820 大阪府 羽曳野市 Ｍａｉｓｏｎ　Ｉｎｃｏ サービス 飲食業 5%

166,821 大阪府 羽曳野市 有限会社　籾井自動車 サービス その他サービス 5%

166,822 大阪府 羽曳野市 焼肉　蔵 サービス 飲食業 5%

166,823 大阪府 羽曳野市 ユアハート羽曳野 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,824 大阪府 羽曳野市 有限会社つばさ洋書 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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166,825 大阪府 羽曳野市 有限会社モリタオート サービス その他サービス 5%

166,826 大阪府 羽曳野市 腰痛専門治療院五六 サービス 理容・美容業 5%

166,827 大阪府 羽曳野市 吉村園芸 サービス その他サービス 5%

166,828 大阪府 羽曳野市 ライフクリーナー　伊賀 サービス その他サービス 5%

166,829 大阪府 羽曳野市 ライフクリーナー　近商ストア古市 サービス その他サービス 5%

166,830 大阪府 羽曳野市 ライフクリーナー　古市店 サービス その他サービス 5%

166,831 大阪府 羽曳野市 ライフクリーナー島泉店 サービス その他サービス 5%

166,832 大阪府 羽曳野市 Ｌｅｃｏｅｕｒ サービス その他サービス 5%

166,833 大阪府 羽曳野市 炉端家　真 サービス 飲食業 5%

166,834 大阪府 羽曳野市 わたぼうし ｈａｉｒ ｍａｋｅ ｓｔｕｄｉｏ サービス 理容・美容業 5%

166,835 大阪府 阪南市 居酒屋　次郎長　居酒屋　次郎長 サービス 飲食業 5%

166,836 大阪府 阪南市 居酒屋次郎長 サービス 飲食業 5%

166,837 大阪府 阪南市 ウィングスポーツ 小売業 その他小売 5%

166,838 大阪府 阪南市 魚酔 小売業 その他小売 5%

166,839 大阪府 阪南市 大谷マリン 小売業 その他小売 5%

166,840 大阪府 阪南市 海洋散骨のＡクルーズ 小売業 その他小売 5%

166,841 大阪府 阪南市 株式会社騰飛 サービス その他サービス 5%

166,842 大阪府 阪南市 かぶら サービス 飲食業 5%

166,843 大阪府 阪南市 貴田茶舗 小売業 食料品 5%

166,844 大阪府 阪南市 きもの　りんか　尾崎店 小売業 衣料品 5%

166,845 大阪府 阪南市 行政書士太田事務所 サービス その他サービス 5%

166,846 大阪府 阪南市 業務スーパー阪南店 小売業 食料品 2%

166,847 大阪府 阪南市 グレースフジミ　尾崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,848 大阪府 阪南市 グレースフジミ　尾崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,849 大阪府 阪南市 グレースフジミ（催事） 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,850 大阪府 阪南市 グレース　フジミ 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,851 大阪府 阪南市 ケーキ工房　モンクール サービス 飲食業 5%

166,852 大阪府 阪南市 元気家 サービス 飲食業 5%

166,853 大阪府 阪南市 元気家 サービス 飲食業 5%

166,854 大阪府 阪南市 ここ家 サービス 飲食業 5%

166,855 大阪府 阪南市 ご支援ネット サービス その他サービス 5%

166,856 大阪府 阪南市 ごとうでんき 小売業 電化製品 5%

166,857 大阪府 阪南市 有限会社嶋津 小売業 家具・調度品 5%

166,858 大阪府 阪南市 スワットケネル 小売業 その他小売 5%

166,859 大阪府 阪南市 泉南メモリアルパーク石材相談コーナー サービス その他サービス 5%

166,860 大阪府 阪南市 大規鮨し サービス その他サービス 5%

166,861 大阪府 阪南市 ダイワ建設企画 サービス その他サービス 5%

166,862 大阪府 阪南市 ダンシィＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

166,863 大阪府 阪南市 ちぇりぃあん サービス 飲食業 5%

166,864 大阪府 阪南市 南海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,865 大阪府 阪南市 阪南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,866 大阪府 阪南市 セブン－イレブン阪南自然田店 小売業 食料品 2%
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166,867 大阪府 阪南市 セブン－イレブン阪南市役所前店 小売業 食料品 2%

166,868 大阪府 阪南市 セブン－イレブン阪南箱作店 小売業 食料品 2%

166,869 大阪府 阪南市 阪南マイカーセンター サービス その他サービス 5%

166,870 大阪府 阪南市 ピア動物病院 サービス その他サービス 5%

166,871 大阪府 阪南市 ぴえろ　尾崎店 小売業 衣料品 5%

166,872 大阪府 阪南市 １００円レンタカー阪南店 サービス その他サービス 5%

166,873 大阪府 阪南市 美容室シーズ サービス 理容・美容業 5%

166,874 大阪府 阪南市 ＡｌｔｅｒＥｇｏ 小売業 衣料品 5%

166,875 大阪府 阪南市 フォトサービスフジモト サービス その他サービス 5%

166,876 大阪府 阪南市 畚寅緑ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

166,877 大阪府 阪南市 ブティック　ハーフ 小売業 衣料品 5%

166,878 大阪府 阪南市 ブティック　ハーフ 小売業 衣料品 5%

166,879 大阪府 阪南市 ブティック　薔薇園 小売業 衣料品 5%

166,880 大阪府 阪南市 フラワーボックスビー 小売業 その他小売 5%

166,881 大阪府 阪南市 マクドナルド阪南店 サービス 飲食業 2%

166,882 大阪府 阪南市 むか新　阪南店 小売業 食料品 5%

166,883 大阪府 阪南市 ＭｅｋｅＡｌｏｈａ サービス 理容・美容業 5%

166,884 大阪府 阪南市 やきとりコートハウス サービス 飲食業 5%

166,885 大阪府 阪南市 焼肉　炭屋　阪南店 サービス 飲食業 5%

166,886 大阪府 阪南市 焼肉ホルモン　マルキ精肉阪南店 サービス 飲食業 5%

166,887 大阪府 阪南市 山吉 サービス 飲食業 5%

166,888 大阪府 阪南市 Ｒｅｔｒａｓ 小売業 その他小売 5%

166,889 大阪府 阪南市 ＬｉｖｅｓＣＯＲＥ 小売業 家具・調度品 5%

166,890 大阪府 阪南市 Ｌｅｓ　ｍｕｕｕｕｅｓ サービス 理容・美容業 5%

166,891 大阪府 東大阪市 アールアンドエムゴルフ 小売業 その他小売 5%

166,892 大阪府 東大阪市 アヴェニュー　あさひ 小売業 電化製品 5%

166,893 大阪府 東大阪市 アカカベ薬局　徳庵駅前店 小売業 その他小売 5%

166,894 大阪府 東大阪市 アカカベ薬局　荒本店 小売業 その他小売 5%

166,895 大阪府 東大阪市 アカカベ薬局　西鴻池町店 小売業 その他小売 5%

166,896 大阪府 東大阪市 アクアガレージ 小売業 その他小売 5%

166,897 大阪府 東大阪市 アクアテイラーズ東大阪本店 小売業 その他小売 5%

166,898 大阪府 東大阪市 Ａｃｔ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

166,899 大阪府 東大阪市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｓｏｗｅｌ鴻池 サービス 理容・美容業 5%

166,900 大阪府 東大阪市 朝日堂 小売業 食料品 5%

166,901 大阪府 東大阪市 旭町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,902 大阪府 東大阪市 味彩旬香 菜ばな サービス 飲食業 5%

166,903 大阪府 東大阪市 味彩旬香　菜ばな サービス 飲食業 5%

166,904 大阪府 東大阪市 あずさ珈琲東大阪小阪店 サービス 飲食業 5%

166,905 大阪府 東大阪市 あそびぃおん サービス その他サービス 5%

166,906 大阪府 東大阪市 アップシップス　八戸ノ里 小売業 衣料品 5%

166,907 大阪府 東大阪市 アパートメントホテルコーポ大福 サービス その他サービス 5%

166,908 大阪府 東大阪市 ａｂｉｊｅ サービス 理容・美容業 5%
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166,909 大阪府 東大阪市 Ａｐａｉｓｅｒ サービス 理容・美容業 5%

166,910 大阪府 東大阪市 アミューズモリデン 小売業 電化製品 5%

166,911 大阪府 東大阪市 荒本酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

166,912 大阪府 東大阪市 アリス　若江岩田店 小売業 衣料品 5%

166,913 大阪府 東大阪市 アルファカーズ サービス その他サービス 5%

166,914 大阪府 東大阪市 アンジェロ 小売業 衣料品 5%

166,915 大阪府 東大阪市 ａｎｔ　ｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

166,916 大阪府 東大阪市 ＆．ｓｏｉ サービス 理容・美容業 5%

166,917 大阪府 東大阪市 アンナサッカ大阪 小売業 その他小売 5%

166,918 大阪府 東大阪市 イイダデンキ 小売業 電化製品 5%

166,919 大阪府 東大阪市 居酒家　房　居酒家　房 サービス 飲食業 5%

166,920 大阪府 東大阪市 居酒屋ダイニングごくう荒本店 サービス 飲食業 5%

166,921 大阪府 東大阪市 石井モータース サービス その他サービス 5%

166,922 大阪府 東大阪市 イシガミ　布施店 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,923 大阪府 東大阪市 イシガミ　ロンモール店 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,924 大阪府 東大阪市 石川自動車株式会社　東大阪店 サービス その他サービス 5%

166,925 大阪府 東大阪市 石川タクシー サービス 運輸業 5%

166,926 大阪府 東大阪市 石切ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,927 大阪府 東大阪市 石切動物病院 サービス その他サービス 5%

166,928 大阪府 東大阪市 磯村建窓 小売業 電化製品 5%

166,929 大阪府 東大阪市 出光石切ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,930 大阪府 東大阪市 出光鴻池新田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,931 大阪府 東大阪市 出光渋川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,932 大阪府 東大阪市 出光中央吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,933 大阪府 東大阪市 出光長田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,934 大阪府 東大阪市 出光菱屋西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,935 大阪府 東大阪市 出光瓢箪山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,936 大阪府 東大阪市 出光布施西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,937 大阪府 東大阪市 イトウ電化 小売業 電化製品 5%

166,938 大阪府 東大阪市 稲本サイクル 小売業 その他小売 5%

166,939 大阪府 東大阪市 井上 小売業 衣料品 5%

166,940 大阪府 東大阪市 今井電器産業 小売業 電化製品 5%

166,941 大阪府 東大阪市 今米ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

166,942 大阪府 東大阪市 イムラ清水電器 小売業 電化製品 5%

166,943 大阪府 東大阪市 岩佐印章堂 小売業 その他小売 5%

166,944 大阪府 東大阪市 ＥｎｇｌｉｓｈＣｏｍｍｕｎｉｔｙＨｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

166,945 大阪府 東大阪市 三井保典 小売業 衣料品 5%

166,946 大阪府 東大阪市 魚正いまい サービス 飲食業 5%

166,947 大阪府 東大阪市 魚正いまい　魚正いまい サービス 飲食業 5%

166,948 大阪府 東大阪市 うなぎみさき サービス 飲食業 5%

166,949 大阪府 東大阪市 エコプラッツ 小売業 衣料品 5%

166,950 大阪府 東大阪市 Ａｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%
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166,951 大阪府 東大阪市 エステサロン　枡谷 サービス 理容・美容業 5%

166,952 大阪府 東大阪市 ［ＨＣ］エースネッツ石切 小売業 電化製品 5%

166,953 大阪府 東大阪市 エヌケーファクトリー サービス その他サービス 5%

166,954 大阪府 東大阪市 Ｎ２・Ｎａｉｓｓａｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

166,955 大阪府 東大阪市 株式会社エビス　台車販売センター 小売業 その他小売 5%

166,956 大阪府 東大阪市 ｅｆ　Ｎａｉｌ　東花園店 サービス 理容・美容業 5%

166,957 大阪府 東大阪市 Ｍ－Ｆａｃｔｏｒｙ 小売業 その他小売 2%

166,958 大阪府 東大阪市 ＬＳＥライフサポート サービス その他サービス 5%

166,959 大阪府 東大阪市 ＬＳＥ　ライフサポート サービス その他サービス 5%

166,960 大阪府 東大阪市 エル化粧品店 小売業 その他小売 5%

166,961 大阪府 東大阪市 エル化粧品店 サービス 理容・美容業 5%

166,962 大阪府 東大阪市 エルデンキ 小売業 電化製品 5%

166,963 大阪府 東大阪市 大阪オートバイ事業協同組合 小売業 その他小売 5%

166,964 大阪府 東大阪市 大阪東部ヤクルト販売 東大阪東部センター 小売業 食料品 5%

166,965 大阪府 東大阪市 大阪東部ヤクルト販売 東大阪センター 小売業 食料品 5%

166,966 大阪府 東大阪市 おおさか屋 小売業 その他小売 5%

166,967 大阪府 東大阪市 オートサービスマノ サービス その他サービス 5%

166,968 大阪府 東大阪市 大西衣料 小売業 衣料品 5%

166,969 大阪府 東大阪市 おおにしでんき 小売業 電化製品 5%

166,970 大阪府 東大阪市 大野時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,971 大阪府 東大阪市 大蓮インドアテニスクラブ　プロシ 小売業 その他小売 5%

166,972 大阪府 東大阪市 大蓮ゴング米酒店　大蓮ゴング米酒店 小売業 食料品 5%

166,973 大阪府 東大阪市 オオミデンキ 小売業 電化製品 5%

166,974 大阪府 東大阪市 岡本電器 小売業 電化製品 5%

166,975 大阪府 東大阪市 お酒のりかーてぃ サービス その他サービス 5%

166,976 大阪府 東大阪市 お茶茶道具十菱 小売業 食料品 5%

166,977 大阪府 東大阪市 お肉やさんのバルｎｕｓａ サービス 飲食業 5%

166,978 大阪府 東大阪市 尾上写真場 サービス その他サービス 5%

166,979 大阪府 東大阪市 Ｏｆｆｉｃｅ　川　?　ｓｅｎ　?　サロン　ド　紫苑 小売業 その他小売 5%

166,980 大阪府 東大阪市 オリックスレンタカー近鉄荒本駅前店 サービス その他サービス 2%

166,981 大阪府 東大阪市 ＯＬＴ　ｉｎ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

166,982 大阪府 東大阪市 カ・シンエー サービス その他サービス 5%

166,983 大阪府 東大阪市 カーチェンジＡ１　新石切店 サービス その他サービス 5%

166,984 大阪府 東大阪市 カーポートマルゼン東大阪店 小売業 その他小売 5%

166,985 大阪府 東大阪市 かごの屋花園ラグビー場北店 サービス 飲食業 5%

166,986 大阪府 東大阪市 かごの屋菱屋西店 サービス 飲食業 5%

166,987 大阪府 東大阪市 カザマランドセル　東大阪ショールーム 小売業 貴金属・服飾品 5%

166,988 大阪府 東大阪市 カットハウス　ＰＥＡＴＥＲ　ＰＡＮ サービス 理容・美容業 5%

166,989 大阪府 東大阪市 カナリヤカメラ店 小売業 その他小売 5%

166,990 大阪府 東大阪市 加納酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

166,991 大阪府 東大阪市 ＧＯＬＬＹ’ｓ サービス 飲食業 5%

166,992 大阪府 東大阪市 株式会社エクスプライド サービス その他サービス 5%
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166,993 大阪府 東大阪市 株式会社かいた屋 小売業 その他小売 5%

166,994 大阪府 東大阪市 株式会社カーテクノヤマガタ サービス その他サービス 5%

166,995 大阪府 東大阪市 株式会社カラーズバリュー 古家再生 サービス その他サービス 5%

166,996 大阪府 東大阪市 株式会社ガレージライム サービス その他サービス 5%

166,997 大阪府 東大阪市 株式会社タムラギ サービス その他サービス 5%

166,998 大阪府 東大阪市 株式会社トミクル 小売業 その他小売 5%

166,999 大阪府 東大阪市 株式会社ニューアシスト サービス その他サービス 5%

167,000 大阪府 東大阪市 株式会社バイクショップ　コタニ 小売業 その他小売 5%

167,001 大阪府 東大阪市 株式会社プライムテック 本店 小売業 電化製品 5%

167,002 大阪府 東大阪市 株式会社マザーズ 小売業 その他小売 5%

167,003 大阪府 東大阪市 株式会社ヤマト産業 サービス その他サービス 5%

167,004 大阪府 東大阪市 株式会社ヨネシマ 小売業 その他小売 5%

167,005 大阪府 東大阪市 カーポートマルゼン　ルート８８　東大阪店 小売業 その他小売 5%

167,006 大阪府 東大阪市 髪遊館 サービス 理容・美容業 5%

167,007 大阪府 東大阪市 カメラのナニワ　鴻池店 小売業 その他小売 5%

167,008 大阪府 東大阪市 カラオケサウンドキューブ布施店 サービス 飲食業 5%

167,009 大阪府 東大阪市 カラオケライブ　徳庵駅前店 サービス その他サービス 5%

167,010 大阪府 東大阪市 カラオケライブ　東大阪店 サービス その他サービス 5%

167,011 大阪府 東大阪市 カラオケライブ　南上小阪店 サービス その他サービス 5%

167,012 大阪府 東大阪市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 東大阪長田店 サービス 飲食業 2%

167,013 大阪府 東大阪市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋河内小阪駅店 サービス 飲食業 2%

167,014 大阪府 東大阪市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋近鉄布施駅前店 サービス 飲食業 2%

167,015 大阪府 東大阪市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東大阪長田店 サービス 飲食業 2%

167,016 大阪府 東大阪市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東大阪中野店 サービス 飲食業 2%

167,017 大阪府 東大阪市 カワイオート サービス その他サービス 5%

167,018 大阪府 東大阪市 関西日仏自動車 小売業 その他小売 5%

167,019 大阪府 東大阪市 有限会社カンスケ サービス その他サービス 5%

167,020 大阪府 東大阪市 ＫＡＮＤＡ　カルフール　東大阪店 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,021 大阪府 東大阪市 ＫＡＮＤＡ　若江岩田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,022 大阪府 東大阪市 菊沢電器 小売業 電化製品 5%

167,023 大阪府 東大阪市 菊沢電器　若江店 小売業 電化製品 5%

167,024 大阪府 東大阪市 ＫＩＧＯＣｒａｆｔｓｍａｎ’ｓＦａｃｔｏｒｙ＆Ｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

167,025 大阪府 東大阪市 ＫＩＣＨＩＲＩ布施駅前 サービス 飲食業 5%

167,026 大阪府 東大阪市 希望新風　長瀬近大前店 サービス 飲食業 5%

167,027 大阪府 東大阪市 有限会社木村商会 サービス その他サービス 5%

167,028 大阪府 東大阪市 きもの庵　きらく 小売業 衣料品 5%

167,029 大阪府 東大阪市 キャロット サービス 飲食業 5%

167,030 大阪府 東大阪市 久宝寺営業所 サービス その他サービス 2%

167,031 大阪府 東大阪市 業務スーパー宝持店 小売業 食料品 2%

167,032 大阪府 東大阪市 業務スーパー大阪布施店 小売業 食料品 2%

167,033 大阪府 東大阪市 業務スーパー東大阪店 小売業 食料品 2%

167,034 大阪府 東大阪市 ＫＥＥＬ’Ｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%
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167,035 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン近畿道東大阪ＰＡ下り店 小売業 食料品 2%

167,036 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン近鉄河内永和駅前店 小売業 食料品 2%

167,037 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン近鉄河内小阪駅南店 小売業 食料品 2%

167,038 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン近鉄布施駅南店 小売業 食料品 2%

167,039 大阪府 東大阪市 銀の卵　友井店 サービス 飲食業 5%

167,040 大阪府 東大阪市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ東大阪店 小売業 その他小売 5%

167,041 大阪府 東大阪市 クオレヘアー　瓢箪山店 サービス 理容・美容業 5%

167,042 大阪府 東大阪市 ｃｕｏｒｅ　ｈａｉｒ　布施店 サービス 理容・美容業 5%

167,043 大阪府 東大阪市 串かつ　浪漫亭 サービス 飲食業 5%

167,044 大阪府 東大阪市 串ＧＥＮ サービス 飲食業 5%

167,045 大阪府 東大阪市 串焼三玄 サービス 飲食業 5%

167,046 大阪府 東大阪市 くし若まる　高井田店 サービス 飲食業 5%

167,047 大阪府 東大阪市 クスミ電器 小売業 電化製品 5%

167,048 大阪府 東大阪市 クライミングジムシエスタ サービス その他サービス 5%

167,049 大阪府 東大阪市 クライミングジムシエスタ クライミングジムシエスタ高井田店 サービス その他サービス 5%

167,050 大阪府 東大阪市 ｃｌｏｕｄ－９ 小売業 その他小売 5%

167,051 大阪府 東大阪市 ＣＬＵＴＣＨ　ＡＲＴ　ＷＯＲＫＳ サービス 理容・美容業 5%

167,052 大阪府 東大阪市 ｃｌｕｔｃｈ　ｇａｌｌｏ サービス 理容・美容業 5%

167,053 大阪府 東大阪市 株式会社　クラフト 小売業 その他小売 5%

167,054 大阪府 東大阪市 株式会社　クラフト 小売業 その他小売 5%

167,055 大阪府 東大阪市 グリーングラス 小売業 その他小売 5%

167,056 大阪府 東大阪市 クリエイトジャパン サービス その他サービス 5%

167,057 大阪府 東大阪市 ＣＯＯＬ　久宝寺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

167,058 大阪府 東大阪市 車屋 若江店 小売業 衣料品 5%

167,059 大阪府 東大阪市 クローバー化粧品店 クローバー化粧品店 小売業 その他小売 5%

167,060 大阪府 東大阪市 グローリーカンパニー サービス その他サービス 5%

167,061 大阪府 東大阪市 黒毛和牛焼肉かのえ サービス 飲食業 5%

167,062 大阪府 東大阪市 ｃｏｌｏＲｉ サービス 理容・美容業 5%

167,063 大阪府 東大阪市 Ｋメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,064 大阪府 東大阪市 Ｋ’ｓ美人増強計画 サービス 理容・美容業 5%

167,065 大阪府 東大阪市 ＫＯＧＡＮＥ　立岩商店 小売業 その他小売 5%

167,066 大阪府 東大阪市 ココロアロマサロンｔｏｂｅ サービス その他サービス 5%

167,067 大阪府 東大阪市 心ＨＡＫＫＥＮＤＥＮ 心ＨＡＫＫＥＮＤＥＮ東花園駅前店 サービス 飲食業 2%

167,068 大阪府 東大阪市 小阪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,069 大阪府 東大阪市 寿自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

167,070 大阪府 東大阪市 コナカムセン 小売業 電化製品 5%

167,071 大阪府 東大阪市 コノミヤ　徳庵店 小売業 食料品 5%

167,072 大阪府 東大阪市 好屋書店　徳庵店 小売業 食料品 5%

167,073 大阪府 東大阪市 好屋書店　弥刀店 小売業 食料品 5%

167,074 大阪府 東大阪市 駒すし サービス 飲食業 5%

167,075 大阪府 東大阪市 ゴルフパートナータカラゴルフ東大阪店 小売業 その他小売 2%

167,076 大阪府 東大阪市 ゴルフプランナー 小売業 その他小売 5%
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167,077 大阪府 東大阪市 金剛堂　東大阪店 小売業 家具・調度品 5%

167,078 大阪府 東大阪市 今日亭 サービス 飲食業 5%

167,079 大阪府 東大阪市 サイクルショップＭ＇ｓ 小売業 その他小売 5%

167,080 大阪府 東大阪市 サイクルショップＭ ｓ 小売業 その他小売 5%

167,081 大阪府 東大阪市 坂上印房 小売業 その他小売 5%

167,082 大阪府 東大阪市 サクラ産業 小売業 その他小売 5%

167,083 大阪府 東大阪市 酒のにしだ 小売業 食料品 5%

167,084 大阪府 東大阪市 笹互 河内小阪店 サービス 飲食業 5%

167,085 大阪府 東大阪市 サライ 小売業 衣料品 5%

167,086 大阪府 東大阪市 ＳａｌｏｎＭｏｍｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

167,087 大阪府 東大阪市 さわい洋品店 小売業 衣料品 5%

167,088 大阪府 東大阪市 ＳＵＮＦＬＡＲＥサンフラーレ サービス 理容・美容業 5%

167,089 大阪府 東大阪市 ＧＦＣ・ライムストーン　東大阪店 小売業 衣料品 5%

167,090 大阪府 東大阪市 ＣＯＦ 小売業 その他小売 5%

167,091 大阪府 東大阪市 ＺＩＰ　ｓｅｃｏｎｄ サービス 理容・美容業 5%

167,092 大阪府 東大阪市 ＪＲ西日本レンタカー＆リース株式会社　鴻池新田駅駐輪場 サービス 運輸業 5%

167,093 大阪府 東大阪市 Ｊ－ＦＩＴ 小売業 その他小売 5%

167,094 大阪府 東大阪市 ＳｈｅｌｌｙＯｃｅａｎ 小売業 衣料品 5%

167,095 大阪府 東大阪市 自家製麺うどん屋島 サービス 飲食業 5%

167,096 大阪府 東大阪市 四季折々の和食ＳＡＫＵＲＡ サービス 飲食業 5%

167,097 大阪府 東大阪市 しごとぎや　たまゆら　東大阪川田店 小売業 衣料品 5%

167,098 大阪府 東大阪市 七輪焼きとり鶏ちゃん サービス 飲食業 5%

167,099 大阪府 東大阪市 しのはらでんき 小売業 電化製品 5%

167,100 大阪府 東大阪市 芝人大阪店 サービス その他サービス 5%

167,101 大阪府 東大阪市 清水タクシー サービス 運輸業 5%

167,102 大阪府 東大阪市 シミズメガネ池島 小売業 その他小売 5%

167,103 大阪府 東大阪市 シミズメガネ東大阪花園 小売業 その他小売 5%

167,104 大阪府 東大阪市 シミズメガネ瓢箪山 小売業 その他小売 5%

167,105 大阪府 東大阪市 シミズメガネ本店 小売業 その他小売 5%

167,106 大阪府 東大阪市 Ｓｙａｎａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

167,107 大阪府 東大阪市 ＪＡＦ　中央ロードサービス 小売業 その他小売 5%

167,108 大阪府 東大阪市 じゃんぼ總本店　大蓮東店 サービス 飲食業 5%

167,109 大阪府 東大阪市 じゃんぼ總本店　河内小阪駅前店 サービス 飲食業 5%

167,110 大阪府 東大阪市 じゃんぼ總本店　河内花園店 サービス 飲食業 5%

167,111 大阪府 東大阪市 じゃんぼ總本店　近鉄長瀬駅前店 サービス 飲食業 5%

167,112 大阪府 東大阪市 じゃんぼ總本店　鴻池新田店 サービス 飲食業 5%

167,113 大阪府 東大阪市 じゃんぼ總本店　小若江2丁目店 サービス 飲食業 5%

167,114 大阪府 東大阪市 じゃんぼ總本店　瓢箪山店 サービス 飲食業 5%

167,115 大阪府 東大阪市 じゃんぼ總本店　弥刀駅前店 サービス 飲食業 5%

167,116 大阪府 東大阪市 じゃんぼ總本店　若江岩田店 サービス 飲食業 5%

167,117 大阪府 東大阪市 シューズショップ　伊太利 小売業 衣料品 5%

167,118 大阪府 東大阪市 じゅえりー工房Ｋ　東大阪店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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167,119 大阪府 東大阪市 手芸センタードリーム　東大阪店 小売業 その他小売 5%

167,120 大阪府 東大阪市 ジョイスヒサトミ 小売業 電化製品 5%

167,121 大阪府 東大阪市 ジョイロック 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,122 大阪府 東大阪市 正直屋 小売業 家具・調度品 5%

167,123 大阪府 東大阪市 焼酎バ－　りば－てぃ サービス 飲食業 5%

167,124 大阪府 東大阪市 ＧＥＯＲＧＥ　ＢＡＫＥＲＹ 小売業 食料品 5%

167,125 大阪府 東大阪市 ＪＩＬＬ サービス 理容・美容業 5%

167,126 大阪府 東大阪市 ＪＩＬＬ　ｆｒａｎｃ サービス 理容・美容業 5%

167,127 大阪府 東大阪市 真政モーターサービス株式会社 サービス その他サービス 5%

167,128 大阪府 東大阪市 人力引越社　７３５５ サービス その他サービス 5%

167,129 大阪府 東大阪市 ＺＯＯ 小売業 衣料品 5%

167,130 大阪府 東大阪市 Ｓｕｐｅｒ　Ｐｒｏ　Ｓｈｏｐ　ＤＡＩＫＯＳＨＩ 小売業 その他小売 5%

167,131 大阪府 東大阪市 杉村電器商会 小売業 電化製品 5%

167,132 大阪府 東大阪市 寿司居酒屋　縁 サービス 飲食業 5%

167,133 大阪府 東大阪市 寿司居酒屋　縁 サービス 飲食業 5%

167,134 大阪府 東大阪市 寿司居酒屋縁　鴻池店 サービス 飲食業 5%

167,135 大阪府 東大阪市 鮨錦 サービス 飲食業 5%

167,136 大阪府 東大阪市 すずや×石切丸 小売業 その他小売 5%

167,137 大阪府 東大阪市 Ｓｔｏｌｅ サービス 理容・美容業 5%

167,138 大阪府 東大阪市 ストレート　蔵まるごと店 小売業 その他小売 5%

167,139 大阪府 東大阪市 ストレート　本部 小売業 その他小売 5%

167,140 大阪府 東大阪市 ストレート東大阪店 小売業 その他小売 5%

167,141 大阪府 東大阪市 ＳＭＩＬＥＴＥＣ ＳＭＩＬＥＴＥＣ サービス その他サービス 5%

167,142 大阪府 東大阪市 住まいるライフ 小売業 その他小売 5%

167,143 大阪府 東大阪市 炭火焼肉　河内屋 サービス 飲食業 5%

167,144 大阪府 東大阪市 炭火焼肉　河内屋　枚岡店 サービス 飲食業 5%

167,145 大阪府 東大阪市 炭火焼肉　南大門 サービス 飲食業 5%

167,146 大阪府 東大阪市 炭火焼肉我流 サービス 飲食業 5%

167,147 大阪府 東大阪市 スリ－エム　八戸ノ里店 小売業 衣料品 5%

167,148 大阪府 東大阪市 生花青果近鉄布施店 小売業 その他小売 5%

167,149 大阪府 東大阪市 精工堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,150 大阪府 東大阪市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　玉串店 小売業 食料品 2%

167,151 大阪府 東大阪市 正電 小売業 電化製品 5%

167,152 大阪府 東大阪市 ２ｎｄ．Ｗａｒｄｒｏｂｅイオン布施駅前店 小売業 衣料品 5%

167,153 大阪府 東大阪市 セビロ・ギャラリー　ＭアンドＭ 小売業 衣料品 5%

167,154 大阪府 東大阪市 セルフ菱江 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,155 大阪府 東大阪市 善根寺 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,156 大阪府 東大阪市 ｓｏｓｈｉ　ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

167,157 大阪府 東大阪市 ＳＯＲＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,158 大阪府 東大阪市 外環枚岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,159 大阪府 東大阪市 そばうどん今日亭東大阪店 サービス 飲食業 5%

167,160 大阪府 東大阪市 ソフトバンク　高井田 小売業 その他小売 5%
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167,161 大阪府 東大阪市 soin de brace × nail salon Coffret 布施店 サービス 理容・美容業 5%

167,162 大阪府 東大阪市 soin de brace 小阪店 サービス 理容・美容業 5%

167,163 大阪府 東大阪市 soin de brace Fran 東花園店 サービス 理容・美容業 5%

167,164 大阪府 東大阪市 大悦　今米店 小売業 家具・調度品 5%

167,165 大阪府 東大阪市 タイガー電器 小売業 電化製品 5%

167,166 大阪府 東大阪市 ダイコク　東大阪店 小売業 家具・調度品 5%

167,167 大阪府 東大阪市 ダイコクドラッグ布施駅前店 小売業 その他小売 5%

167,168 大阪府 東大阪市 大松タクシー サービス 運輸業 5%

167,169 大阪府 東大阪市 タイヤショップＦＯＸ 小売業 その他小売 5%

167,170 大阪府 東大阪市 ダイヤペット サービス その他サービス 5%

167,171 大阪府 東大阪市 タイルクラフトＹｏｎｅ’ｓ　ｔｉｌｅ 小売業 その他小売 5%

167,172 大阪府 東大阪市 ダイワサイクル　小阪店 小売業 その他小売 5%

167,173 大阪府 東大阪市 ダイワサイクル　住道店 小売業 その他小売 5%

167,174 大阪府 東大阪市 ダイワサイクル　花園店 小売業 その他小売 5%

167,175 大阪府 東大阪市 ダイワサイクル　東大阪寿町店 小売業 その他小売 5%

167,176 大阪府 東大阪市 ダイワサイクル楠根店 小売業 その他小売 5%

167,177 大阪府 東大阪市 台湾好吃 小売業 食料品 5%

167,178 大阪府 東大阪市 高井田本通 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,179 大阪府 東大阪市 高田オート株式会社 サービス その他サービス 5%

167,180 大阪府 東大阪市 タグ・コンバート 小売業 衣料品 5%

167,181 大阪府 東大阪市 タック株式会社 小売業 衣料品 5%

167,182 大阪府 東大阪市 田中アートグラス サービス その他サービス 5%

167,183 大阪府 東大阪市 田中モータース サービス その他サービス 5%

167,184 大阪府 東大阪市 たにやま米店 小売業 食料品 5%

167,185 大阪府 東大阪市 楽しい酒と味の店中津江 サービス 飲食業 5%

167,186 大阪府 東大阪市 たまゆら　外環石切店 小売業 衣料品 5%

167,187 大阪府 東大阪市 たまる サービス 飲食業 5%

167,188 大阪府 東大阪市 Ｃｉｔｔａ サービス 理容・美容業 5%

167,189 大阪府 東大阪市 ぢどり亭長瀬店 サービス 飲食業 5%

167,190 大阪府 東大阪市 千鳥屋宗家東大阪 小売業 食料品 5%

167,191 大阪府 東大阪市 チャイニーズスタイル　ほうみん サービス 飲食業 5%

167,192 大阪府 東大阪市 ちゅうか屋　恵楽　ちゅうかや恵楽 サービス 飲食業 5%

167,193 大阪府 東大阪市 中環長田 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,194 大阪府 東大阪市 中環東大阪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,195 大阪府 東大阪市 直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,196 大阪府 東大阪市 ｃｉｎｑｕｅｄｉｔａ 小売業 衣料品 5%

167,197 大阪府 東大阪市 ＴＷＯＰＥＤＡＬ 小売業 その他小売 5%

167,198 大阪府 東大阪市 つり具のブンブン　高井田店 小売業 その他小売 5%

167,199 大阪府 東大阪市 釣人料理　太公望　ほっぺち サービス 飲食業 5%

167,200 大阪府 東大阪市 Ｔ．Ｓ．Ｐ．Ｕ 小売業 その他小売 5%

167,201 大阪府 東大阪市 ＤＮシステム株式会社 サービス その他サービス 5%

167,202 大阪府 東大阪市 Ｔ．Ｋタクシー サービス 運輸業 5%
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167,203 大阪府 東大阪市 Ｔｅａ　Ｒｏｏｍ銀香　Ｔｅａ　Ｒｏｏｍ　銀香 サービス 飲食業 5%

167,204 大阪府 東大阪市 ＴＭコーポレーションアップル車検　本庄店 サービス その他サービス 5%

167,205 大阪府 東大阪市 テクニウオッシュニキ サービス その他サービス 5%

167,206 大阪府 東大阪市 デザインエッグ株式会社 サービス その他サービス 5%

167,207 大阪府 東大阪市 ＤｅｓｉｇｎＨｏｐ サービス その他サービス 5%

167,208 大阪府 東大阪市 ｔｅｔｏｐｉｅ サービス その他サービス 5%

167,209 大阪府 東大阪市 電化のマツシタ 小売業 電化製品 5%

167,210 大阪府 東大阪市 ドゥカティ大阪イースト 小売業 その他小売 5%

167,211 大阪府 東大阪市 東峰電機 小売業 電化製品 5%

167,212 大阪府 東大阪市 ドゥ・リアン　ボーテキャビン サービス 理容・美容業 5%

167,213 大阪府 東大阪市 ＴＯＴＡＬ　ＳＡＬＯＮ　ＮＹ　小阪店 サービス 理容・美容業 5%

167,214 大阪府 東大阪市 とくあんナニワ 小売業 その他小売 5%

167,215 大阪府 東大阪市 とくあんナニワ サービス その他サービス 5%

167,216 大阪府 東大阪市 トータルビューティーバルフィット サービス 理容・美容業 5%

167,217 大阪府 東大阪市 ＤＯＣＨＥ　瓢箪山店 サービス 理容・美容業 5%

167,218 大阪府 東大阪市 富屋 小売業 食料品 5%

167,219 大阪府 東大阪市 友井 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,220 大阪府 東大阪市 トヨタ部品大阪共販布施営業所 サービス その他サービス 5%

167,221 大阪府 東大阪市 トライ寿町店 小売業 その他小売 5%

167,222 大阪府 東大阪市 トライ布施店 小売業 その他小売 5%

167,223 大阪府 東大阪市 ドライブマーケット　東大阪店 小売業 その他小売 5%

167,224 大阪府 東大阪市 ドラッグアカカベ　足代店 小売業 その他小売 5%

167,225 大阪府 東大阪市 ドラッグストアアカカベ　足代店 小売業 その他小売 5%

167,226 大阪府 東大阪市 ドラッグストアアカカベ　徳庵駅前店 小売業 その他小売 5%

167,227 大阪府 東大阪市 ドラッグストアアカカベ　吉田店 小売業 その他小売 5%

167,228 大阪府 東大阪市 ドリームキャッチ サービス その他サービス 5%

167,229 大阪府 東大阪市 ドリーム　東大阪店 小売業 食料品 5%

167,230 大阪府 東大阪市 Ｄｏｎ Ｄｏｎ Ｄｏｗｎ ｏｎ Ｗｅｄｎｅｓｄａｙ ドンドンダウン オン ウエンズデイ 東大阪店 小売業 その他小売 2%

167,231 大阪府 東大阪市 中新開ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,232 大阪府 東大阪市 有限会社奈技工房 小売業 家具・調度品 5%

167,233 大阪府 東大阪市 ｎａｎａｓａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

167,234 大阪府 東大阪市 なりひら寿司　なりひら寿司 小売業 食料品 5%

167,235 大阪府 東大阪市 鳴門鯛焼本舗　大蓮店 サービス 飲食業 5%

167,236 大阪府 東大阪市 南大門市場 サービス 飲食業 5%

167,237 大阪府 東大阪市 南大門キッチン サービス 飲食業 5%

167,238 大阪府 東大阪市 ナンバーワン布施薬店　布施薬店 小売業 その他小売 5%

167,239 大阪府 東大阪市 にぎり寿し　福笹 サービス 飲食業 5%

167,240 大阪府 東大阪市 錦寿し サービス 飲食業 5%

167,241 大阪府 東大阪市 ニッカホーム西日本 サービス その他サービス 5%

167,242 大阪府 東大阪市 日研 サービス その他サービス 5%

167,243 大阪府 東大阪市 日本製ベビー服ＰＵＰＯ 小売業 衣料品 5%

167,244 大阪府 東大阪市 株式会社松よし人形 サービス その他サービス 5%
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167,245 大阪府 東大阪市 額田駅前店 小売業 その他小売 5%

167,246 大阪府 東大阪市 Ｉ．ＮＡＩＬＳ サービス その他サービス 5%

167,247 大阪府 東大阪市 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｃａｌｙｐｓｏ２ サービス 理容・美容業 5%

167,248 大阪府 東大阪市 ｅｓｉｌａｒａｎｔｅ サービス その他サービス 5%

167,249 大阪府 東大阪市 Ｎａｉｌ Ｓａｌｏｎ ＣａｌｙｐｓｏＩＩ サービス 理容・美容業 5%

167,250 大阪府 東大阪市 ネイルサロンラリュー サービス 理容・美容業 5%

167,251 大阪府 東大阪市 ネイルズピュアティ サービス 理容・美容業 5%

167,252 大阪府 東大阪市 野口自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

167,253 大阪府 東大阪市 野口自動車株式会社　六万寺店 サービス その他サービス 5%

167,254 大阪府 東大阪市 ｎｏｖｅｌｈｏｍｅ サービス その他サービス 5%

167,255 大阪府 東大阪市 Ｂａｒ＆ＤｉｎｉｎｇＬｉＮＣＵＥ サービス 飲食業 5%

167,256 大阪府 東大阪市 Ｖｅｒｂｅｎａ サービス 理容・美容業 5%

167,257 大阪府 東大阪市 Ｐａｒｍｔｏｗｎ　Ｂｅｅ サービス 理容・美容業 5%

167,258 大阪府 東大阪市 バイキング左近　布施店 サービス 飲食業 5%

167,259 大阪府 東大阪市 バイクショップ　Ｑｕｉｃｋ 小売業 その他小売 5%

167,260 大阪府 東大阪市 バイシクルカラー東大阪店 小売業 その他小売 5%

167,261 大阪府 東大阪市 Ｈａｊｙ サービス 理容・美容業 5%

167,262 大阪府 東大阪市 パセオ・カフェ 小売業 食料品 5%

167,263 大阪府 東大阪市 畑のつづき　長瀬店 小売業 食料品 5%

167,264 大阪府 東大阪市 畑のつづき　東大阪店 小売業 食料品 5%

167,265 大阪府 東大阪市 八戸の里病院売店 小売業 その他小売 5%

167,266 大阪府 東大阪市 発達障害の家庭教師／学習塾アティピカル サービス その他サービス 5%

167,267 大阪府 東大阪市 華かんざし サービス 理容・美容業 5%

167,268 大阪府 東大阪市 パナット　イシダ 小売業 電化製品 5%

167,269 大阪府 東大阪市 パナット・きのした 小売業 電化製品 5%

167,270 大阪府 東大阪市 パネッテリーアオッティモマッシモ 小売業 食料品 5%

167,271 大阪府 東大阪市 Ｐａｒｍｔｏｗｎ　Ａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

167,272 大阪府 東大阪市 浜焼太郎　鴻池新田店 サービス 飲食業 5%

167,273 大阪府 東大阪市 ハヤデンやまいち 小売業 電化製品 5%

167,274 大阪府 東大阪市 ばらえ亭 サービス 飲食業 5%

167,275 大阪府 東大阪市 株式会社メディカルヘルスプラザ サービス その他サービス 5%

167,276 大阪府 東大阪市 はりとお灸ひなた サービス 理容・美容業 5%

167,277 大阪府 東大阪市 ＢａｌｉｎｅｓｅｓａｌｏｎＳａｎｔａｉ サービス その他サービス 5%

167,278 大阪府 東大阪市 ＢＡＲ　ＭＡＲ　Ｅｓｐａｎａ サービス 飲食業 5%

167,279 大阪府 東大阪市 ぱんだ動物病院 サービス その他サービス 5%

167,280 大阪府 東大阪市 Ｐ＆ＬＵＸＥ 小売業 その他小売 5%

167,281 大阪府 東大阪市 美育爪ｎａｉｌｓａｌｏｎＢｅａｎｓ サービス 理容・美容業 5%

167,282 大阪府 東大阪市 ピーシーラック 小売業 電化製品 5%

167,283 大阪府 東大阪市 セイコー 小売業 その他小売 5%

167,284 大阪府 東大阪市 セブンーイレブン東大阪足代新町店 小売業 食料品 2%

167,285 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪荒本北２丁目店 小売業 食料品 2%

167,286 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪稲田新町店 小売業 食料品 2%
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167,287 大阪府 東大阪市 東大阪今米ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,288 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪岩田町１丁目店 小売業 食料品 2%

167,289 大阪府 東大阪市 東大阪営業所 サービス その他サービス 5%

167,290 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪永和１丁目店 小売業 食料品 2%

167,291 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪金岡４丁目店 小売業 食料品 2%

167,292 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪加納８丁目店 小売業 食料品 2%

167,293 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪川田１丁目店 小売業 食料品 2%

167,294 大阪府 東大阪市 セブンーイレブン東大阪川中店 小売業 食料品 2%

167,295 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪衣摺４丁目店 小売業 食料品 2%

167,296 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪鴻池元町店 小売業 食料品 2%

167,297 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪小阪３丁目店 小売業 食料品 2%

167,298 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪小阪２丁目店 小売業 食料品 2%

167,299 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪小若江４丁目店 小売業 食料品 2%

167,300 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪渋川町店 小売業 食料品 2%

167,301 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪下六万寺町店 小売業 食料品 2%

167,302 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪俊徳町３丁目店 小売業 食料品 2%

167,303 大阪府 東大阪市 東大阪市立総合病院売店 小売業 その他小売 5%

167,304 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪新家東町店 小売業 食料品 2%

167,305 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪善根寺町３丁目店 小売業 食料品 2%

167,306 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪高井田本通５丁目店 小売業 食料品 2%

167,307 大阪府 東大阪市 東大阪中環ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,308 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪長堂１丁目店 小売業 食料品 2%

167,309 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪長堂３丁目店 小売業 食料品 2%

167,310 大阪府 東大阪市 東大阪天満電器 小売業 電化製品 5%

167,311 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪中鴻池町店 小売業 食料品 2%

167,312 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪中小阪５丁目店 小売業 食料品 2%

167,313 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪中新開１丁目店 小売業 食料品 2%

167,314 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪長田中３丁目店 小売業 食料品 2%

167,315 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪長田西４丁目店 小売業 食料品 2%

167,316 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪西石切町５丁目店 小売業 食料品 2%

167,317 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪西岩田１丁目店 小売業 食料品 2%

167,318 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪西岩田３丁目店 小売業 食料品 2%

167,319 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪西堤本通西１丁目店 小売業 食料品 2%

167,320 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪東山町店 小売業 食料品 2%

167,321 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪菱江３丁目店 小売業 食料品 2%

167,322 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪菱江店 小売業 食料品 2%

167,323 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪御厨栄町店 小売業 食料品 2%

167,324 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪御厨東１丁目店 小売業 食料品 2%

167,325 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪御厨南店 小売業 食料品 2%

167,326 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪南上小阪店 小売業 食料品 2%

167,327 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪箕輪２丁目店 小売業 食料品 2%

167,328 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪森河内西２丁目店 小売業 食料品 2%
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167,329 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪横小路４丁目店 小売業 食料品 2%

167,330 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪吉田５丁目店 小売業 食料品 2%

167,331 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪吉松２丁目店 小売業 食料品 2%

167,332 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪六万寺店 小売業 食料品 2%

167,333 大阪府 東大阪市 セブン－イレブン東大阪若江北町２丁目店 小売業 食料品 2%

167,334 大阪府 東大阪市 菱屋東　９ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,335 大阪府 東大阪市 菱屋東　１１ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,336 大阪府 東大阪市 菱屋東　１５ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,337 大阪府 東大阪市 菱屋東　１３ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,338 大阪府 東大阪市 菱屋東　１４ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,339 大阪府 東大阪市 菱屋東　１７ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,340 大阪府 東大阪市 菱屋東　１２ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,341 大阪府 東大阪市 菱屋東　１６ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,342 大阪府 東大阪市 菱屋東　８ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,343 大阪府 東大阪市 菱屋東カ－ド 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,344 大阪府 東大阪市 株式会社ライフデザイン サービス その他サービス 2%

167,345 大阪府 東大阪市 びっくりドンキー高井田店 サービス 飲食業 2%

167,346 大阪府 東大阪市 美容室　Ｒ－ＣＵＢｉＣ サービス 理容・美容業 5%

167,347 大阪府 東大阪市 美容室ｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

167,348 大阪府 東大阪市 美容室ハレハレ サービス 理容・美容業 5%

167,349 大阪府 東大阪市 ひょうたん屋 サービス 飲食業 5%

167,350 大阪府 東大阪市 瓢箪山酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

167,351 大阪府 東大阪市 ＨＩＹＯＫＯＹＡＵＥＤＡ サービス 飲食業 5%

167,352 大阪府 東大阪市 枚岡セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,353 大阪府 東大阪市 枚岡電化 小売業 電化製品 5%

167,354 大阪府 東大阪市 枚岡南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,355 大阪府 東大阪市 ひらた米穀店 小売業 食料品 5%

167,356 大阪府 東大阪市 ｇｒｅｅｎｐｌａｎｅｔ 小売業 衣料品 5%

167,357 大阪府 東大阪市 広永電器商会 小売業 電化製品 5%

167,358 大阪府 東大阪市 ファーストアベニュー東大阪店 小売業 その他小売 5%

167,359 大阪府 東大阪市 ＦｉｖｅＳｔａｒ サービス その他サービス 5%

167,360 大阪府 東大阪市 ファッションハウス　アリス　鴻池 小売業 衣料品 5%

167,361 大阪府 東大阪市 ファッションハウス　アリス　小阪 小売業 衣料品 5%

167,362 大阪府 東大阪市 ファッションハウス　アリス　瓢箪 小売業 衣料品 5%

167,363 大阪府 東大阪市 Ｆｕｎｎｙ　Ｌｏｃｋｓ サービス 理容・美容業 5%

167,364 大阪府 東大阪市 ファミリーファッションピッコロ 小売業 衣料品 5%

167,365 大阪府 東大阪市 ＦＩＧＡＲＯ　Ｒｅ サービス 理容・美容業 2%

167,366 大阪府 東大阪市 ＦＩＧＡＲＯ　Ｒｅ サービス 理容・美容業 5%

167,367 大阪府 東大阪市 Ｆｉｇａｒｏ　ＤｏｕＤｏｕ サービス 理容・美容業 5%

167,368 大阪府 東大阪市 Ｆｉｇａｒｏ　ＭＡＧＩＥ サービス 理容・美容業 5%

167,369 大阪府 東大阪市 フィッツミーイズミヤ若江岩田店 サービス その他サービス 5%

167,370 大阪府 東大阪市 ＢＯＯ－ＰＥＥＰ美容室 サービス 理容・美容業 5%
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167,371 大阪府 東大阪市 ＰｈｏｔｏＰｅｏｐｌｅ 小売業 その他小売 5%

167,372 大阪府 東大阪市 ＰｈｏｔｏＬａｂｍｉｚｕｍｏｔｏ サービス その他サービス 5%

167,373 大阪府 東大阪市 ＦＵＫＵＥＩ　ＴＩＲＥ 小売業 その他小売 5%

167,374 大阪府 東大阪市 ｓａｃｈｉ 小売業 その他小売 5%

167,375 大阪府 東大阪市 福助 サービス 飲食業 5%

167,376 大阪府 東大阪市 布施駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,377 大阪府 東大阪市 布施ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,378 大阪府 東大阪市 布施酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

167,379 大阪府 東大阪市 布施長田 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,380 大阪府 東大阪市 布施南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,381 大阪府 東大阪市 布施薬局 小売業 その他小売 5%

167,382 大阪府 東大阪市 ブティック　ルーチェ 小売業 衣料品 5%

167,383 大阪府 東大阪市 ＢＲＡＶＯＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

167,384 大阪府 東大阪市 ｂｒｉｇｈｔｆａｉｒｙ サービス 理容・美容業 5%

167,385 大阪府 東大阪市 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎｉｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

167,386 大阪府 東大阪市 フラワーショップカワグチ 小売業 その他小売 5%

167,387 大阪府 東大阪市 フラワーショップまつもと 小売業 その他小売 5%

167,388 大阪府 東大阪市 フラワーラボラトリー鴻池店 小売業 その他小売 5%

167,389 大阪府 東大阪市 フラワーラボラトリー小阪店 小売業 その他小売 5%

167,390 大阪府 東大阪市 フラワーペインティング サービス その他サービス 5%

167,391 大阪府 東大阪市 フリーウィル サービス その他サービス 5%

167,392 大阪府 東大阪市 ＰｒｉｍａＶｅｒａ サービス 理容・美容業 5%

167,393 大阪府 東大阪市 ｐｕｒｉｍｏ　ｈｉｒｏ サービス 理容・美容業 5%

167,394 大阪府 東大阪市 プリンセスネイル　小阪本店 サービス 理容・美容業 5%

167,395 大阪府 東大阪市 ＦＬＥＵＲＳＥＰＴ７ 小売業 その他小売 5%

167,396 大阪府 東大阪市 Ｐｌａｉｓｉｒｈａｉｒｓｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

167,397 大阪府 東大阪市 フレッシュ ８０８ 小売業 食料品 5%

167,398 大阪府 東大阪市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｓｎｉｆｆ サービス 理容・美容業 5%

167,399 大阪府 東大阪市 ＨＡＩＲ　ＨＹＧＧＥ　ＭＩＹＡＺ サービス 理容・美容業 5%

167,400 大阪府 東大阪市 ｈａｉｒ　Ｌｉｂｒｅ　ｂｏｔｅ サービス 理容・美容業 5%

167,401 大阪府 東大阪市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｎｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

167,402 大阪府 東大阪市 ＨＡＩＲ　ＣＯＮＣＥＰＴ　ＳＷＡＮ サービス 理容・美容業 5%

167,403 大阪府 東大阪市 ヘアーサロンアラタニ サービス その他サービス 5%

167,404 大阪府 東大阪市 ｈａｉｒｓａｌｏｎＪ＋ サービス 理容・美容業 5%

167,405 大阪府 東大阪市 Ｈａｉｒ Ｐｌａｃｅ Ｄｅｕｘ Ａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

167,406 大阪府 東大阪市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＧＯＥＮ サービス 理容・美容業 5%

167,407 大阪府 東大阪市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｎｅａｒ　石切店 サービス 理容・美容業 5%

167,408 大阪府 東大阪市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｎｅａｒ　新石切店 サービス 理容・美容業 5%

167,409 大阪府 東大阪市 ｈａｉｒ　ｅｓｔｈｅｔｉｃ　ｓａｌｏｎ　Ｍｅｒｃｉ サービス 理容・美容業 5%

167,410 大阪府 東大阪市 ヘアクリエーションアンベリール サービス 理容・美容業 5%

167,411 大阪府 東大阪市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＳＯＬＡ サービス 理容・美容業 5%

167,412 大阪府 東大阪市 ｈａｉｒ　ｓｔａｔｉｏｎ　ｇａｔｈｅｒ サービス 理容・美容業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

167,413 大阪府 東大阪市 ベーカーズショップパピオ 小売業 食料品 5%

167,414 大阪府 東大阪市 ペットハウスペロ 小売業 その他小売 5%

167,415 大阪府 東大阪市 紅まる　新石切店 サービス 飲食業 5%

167,416 大阪府 東大阪市 ｂｅｌｌ ｗｏｏｄ 小売業 衣料品 5%

167,417 大阪府 東大阪市 ＢＥＬ－ＶＯＩＲ 小売業 衣料品 5%

167,418 大阪府 東大阪市 便利屋おさるさん サービス その他サービス 5%

167,419 大阪府 東大阪市 朋大タクシー サービス 運輸業 5%

167,420 大阪府 東大阪市 ホームパートナー サービス その他サービス 5%

167,421 大阪府 東大阪市 ポラールシュテルン 小売業 衣料品 5%

167,422 大阪府 東大阪市 ＢＯＮＤＳ サービス 理容・美容業 5%

167,423 大阪府 東大阪市 ホンダカーズ大阪東花園店 小売業 その他小売 5%

167,424 大阪府 東大阪市 マウントフジ サービス 飲食業 5%

167,425 大阪府 東大阪市 前川カメラ店　前川カメラ弥刀店 小売業 その他小売 5%

167,426 大阪府 東大阪市 前田商店 前田商店 小売業 その他小売 5%

167,427 大阪府 東大阪市 前田電機 小売業 電化製品 5%

167,428 大阪府 東大阪市 マサミデンキ 小売業 電化製品 5%

167,429 大阪府 東大阪市 又平食堂 サービス 飲食業 5%

167,430 大阪府 東大阪市 ＭＡＸゴルフ　Ａ館 小売業 その他小売 5%

167,431 大阪府 東大阪市 ＭＡＸゴルフ　Ｂ館 小売業 その他小売 5%

167,432 大阪府 東大阪市 ＭＡＸゴルフ布施駅前店 小売業 その他小売 5%

167,433 大阪府 東大阪市 松村工芸　大田店 小売業 その他小売 5%

167,434 大阪府 東大阪市 マツヤブレッドファクトリー 小売業 食料品 5%

167,435 大阪府 東大阪市 ｍａｈｏｒｏｂａ東大阪店 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,436 大阪府 東大阪市 マルコウキッチン サービス 飲食業 5%

167,437 大阪府 東大阪市 マルニ商会 小売業 衣料品 5%

167,438 大阪府 東大阪市 マルマ 小売業 その他小売 5%

167,439 大阪府 東大阪市 丸和自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

167,440 大阪府 東大阪市 まんまダイニング 小売業 食料品 5%

167,441 大阪府 東大阪市 御厨ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,442 大阪府 東大阪市 御厨酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

167,443 大阪府 東大阪市 ミツイオートサービス東大阪 サービス その他サービス 5%

167,444 大阪府 東大阪市 ミツシヨン 小売業 衣料品 5%

167,445 大阪府 東大阪市 ミツヤ 小売業 衣料品 5%

167,446 大阪府 東大阪市 箕本タクシー サービス 運輸業 5%

167,447 大阪府 東大阪市 結 サービス 飲食業 5%

167,448 大阪府 東大阪市 村上自動車工業株式会社 小売業 その他小売 5%

167,449 大阪府 東大阪市 メガネのイシガミ　布施店 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,450 大阪府 東大阪市 メガネのオプト・アイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,451 大阪府 東大阪市 メガネのマツダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,452 大阪府 東大阪市 メガネ本舗　八戸の里店 小売業 その他小売 5%

167,453 大阪府 東大阪市 メガフォン☆ラビット サービス その他サービス 5%

167,454 大阪府 東大阪市 メディカルサロン　オリーブ サービス 理容・美容業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

167,455 大阪府 東大阪市 森河内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,456 大阪府 東大阪市 モリ薬店 小売業 その他小売 5%

167,457 大阪府 東大阪市 モリヤマスポーツ　東大阪店 小売業 その他小売 5%

167,458 大阪府 東大阪市 パティスリーモンガトウ サービス 飲食業 5%

167,459 大阪府 東大阪市 八戸ノ里ドライビングスクール サービス その他サービス 5%

167,460 大阪府 東大阪市 焼とり 吉鳥 吉田駅前店 サービス 飲食業 5%

167,461 大阪府 東大阪市 焼肉　食水苑 サービス 飲食業 5%

167,462 大阪府 東大阪市 焼肉五苑　布施店 サービス 飲食業 5%

167,463 大阪府 東大阪市 焼肉でん　東大阪店 サービス 飲食業 5%

167,464 大阪府 東大阪市 ヤスホームページ工房 サービス その他サービス 5%

167,465 大阪府 東大阪市 山縣タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

167,466 大阪府 東大阪市 山口会計事務所 サービス その他サービス 5%

167,467 大阪府 東大阪市 山口燃料店 小売業 その他小売 5%

167,468 大阪府 東大阪市 ヤマシナオートサービス サービス その他サービス 5%

167,469 大阪府 東大阪市 ＪＭ／山田漢方薬局 サービス その他サービス 5%

167,470 大阪府 東大阪市 やまなみ銘石 サービス その他サービス 5%

167,471 大阪府 東大阪市 山輪 小売業 その他小売 5%

167,472 大阪府 東大阪市 ユアーズ 小売業 電化製品 5%

167,473 大阪府 東大阪市 有限会社あんどうスタジオ サービス その他サービス 5%

167,474 大阪府 東大阪市 有限会社きむら宝クリーニング　きむら宝クリーニング サービス その他サービス 5%

167,475 大阪府 東大阪市 有限会社ユウキストレーション サービス その他サービス 5%

167,476 大阪府 東大阪市 遊食屋　　わらべえ サービス 飲食業 5%

167,477 大阪府 東大阪市 遊輪館　花園店 小売業 その他小売 5%

167,478 大阪府 東大阪市 Ｕ・コミュニティホテル サービス 宿泊業 5%

167,479 大阪府 東大阪市 Ｕ・コミュニティホテル　レストラン サービス 宿泊業 5%

167,480 大阪府 東大阪市 湯村動物病院 サービス その他サービス 5%

167,481 大阪府 東大阪市 ＹＯＳＡＰＡＲＫ　ＦＯＲＴＵＮＡ サービス その他サービス 5%

167,482 大阪府 東大阪市 ＹＯＳＡ　ＰＡＲＫ　ｙｏｕｍｅ　東大阪小阪店 サービス 理容・美容業 5%

167,483 大阪府 東大阪市 吉本タクシー サービス 運輸業 5%

167,484 大阪府 東大阪市 ラ・エステ　布施店 サービス 理容・美容業 5%

167,485 大阪府 東大阪市 ライフクリーナー　コノミヤ弥刀 サービス その他サービス 5%

167,486 大阪府 東大阪市 ライフクリーナー　弥刀店 サービス その他サービス 5%

167,487 大阪府 東大阪市 ライフクリーナー　八戸ノ里店 サービス その他サービス 5%

167,488 大阪府 東大阪市 ライフクリーナー　若江岩田店 サービス その他サービス 5%

167,489 大阪府 東大阪市 来来亭　玉串店 サービス 飲食業 2%

167,490 大阪府 東大阪市 ＬＵＸＢＥＳＨＵＫＲＡＮ八戸ノ里駅前店 サービス 理容・美容業 5%

167,491 大阪府 東大阪市 ｒｕｓｈ　永和店 サービス 理容・美容業 5%

167,492 大阪府 東大阪市 ｒｕｓｈ　布施店 サービス 理容・美容業 5%

167,493 大阪府 東大阪市 Ｌａｐ　Ｌａｐ【ラプ　ラプ】 サービス 理容・美容業 5%

167,494 大阪府 東大阪市 ラフォーレ 小売業 衣料品 5%

167,495 大阪府 東大阪市 ＬＯＶＥＴＨＡＮＫ Ｌｏｖｅ Ｔｈａｎｋ サービス 理容・美容業 5%

167,496 大阪府 東大阪市 ＲＡＰＲＯＴ 小売業 その他小売 5%
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167,497 大阪府 東大阪市 らむ屋　布施店 サービス 飲食業 5%

167,498 大阪府 東大阪市 Ｌａｌｌｕｒｅ【ラリュー】 サービス その他サービス 5%

167,499 大阪府 東大阪市 ランダム サービス 理容・美容業 5%

167,500 大阪府 東大阪市 ランドリープラネット 小売業 衣料品 5%

167,501 大阪府 東大阪市 リカーランドドリーム　新家店 小売業 食料品 5%

167,502 大阪府 東大阪市 Ｒｉｊｕｌｙ サービス 理容・美容業 5%

167,503 大阪府 東大阪市 Ｌｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

167,504 大阪府 東大阪市 リビング 小売業 食料品 5%

167,505 大阪府 東大阪市 リペアホームサービス サービス その他サービス 5%

167,506 大阪府 東大阪市 ＲＩＲＡ（布施本店） サービス その他サービス 5%

167,507 大阪府 東大阪市 リライフ サービス その他サービス 5%

167,508 大阪府 東大阪市 グリッスンモア サービス 理容・美容業 5%

167,509 大阪府 東大阪市 リラクゼーションサロン　ルパス サービス その他サービス 5%

167,510 大阪府 東大阪市 リンクス サービス その他サービス 5%

167,511 大阪府 東大阪市 りんくのおうち相談 サービス その他サービス 5%

167,512 大阪府 東大阪市 Ｌｕｃｉａ サービス 理容・美容業 5%

167,513 大阪府 東大阪市 ルシエル サービス 理容・美容業 5%

167,514 大阪府 東大阪市 Ｌｅｐａｓ サービス その他サービス 5%

167,515 大阪府 東大阪市 ＬＵ３ＮＡ サービス 理容・美容業 5%

167,516 大阪府 東大阪市 ＲＥＣＨ　ＮＡＩＬ　ｓａｌｏｎ＆ｓｃｈｏｏｌ サービス その他サービス 5%

167,517 大阪府 東大阪市 株式会社ＴＢＦ 小売業 その他小売 5%

167,518 大阪府 東大阪市 レンタサイクル「駅リンくん鴻池新田店」 サービス 運輸業 5%

167,519 大阪府 東大阪市 ＲｏｂｅＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

167,520 大阪府 東大阪市 ワイドループ大阪ＲＵセンター 小売業 その他小売 5%

167,521 大阪府 東大阪市 ｗｉｎｅ＆ｆｏｏｄ　ｂｕｃａ サービス 飲食業 5%

167,522 大阪府 東大阪市 ワインとおかず　ＤａｎＲａｎ サービス 飲食業 5%

167,523 大阪府 東大阪市 若江岩田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,524 大阪府 東大阪市 和気産業株式会社 サービス その他サービス 5%

167,525 大阪府 東大阪市 ワシントン（メガネ）オプティック 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,526 大阪府 東大阪市 ワッツ鴻池イオン店 小売業 その他小売 5%

167,527 大阪府 東大阪市 和門なかむら 小売業 衣料品 5%

167,528 大阪府 枚方市 アークスリーインターナショナル サービス その他サービス 5%

167,529 大阪府 枚方市 Ａｒｔｉｃｅ　Ａｖｅｎｉｒ サービス 理容・美容業 5%

167,530 大阪府 枚方市 アイドール 小売業 衣料品 5%

167,531 大阪府 枚方市 アヴニール 小売業 その他小売 5%

167,532 大阪府 枚方市 あおいデンキ 小売業 電化製品 5%

167,533 大阪府 枚方市 あおいデンキ　東中振店 小売業 電化製品 5%

167,534 大阪府 枚方市 あおいホーム サービス その他サービス 5%

167,535 大阪府 枚方市 あおぞらハウスクリーニング サービス その他サービス 5%

167,536 大阪府 枚方市 アカカベ　長尾元町店 小売業 その他小売 5%

167,537 大阪府 枚方市 アカカベ　星丘店 小売業 その他小売 5%

167,538 大阪府 枚方市 アカカベ薬局　星丘店 小売業 その他小売 5%
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167,539 大阪府 枚方市 ＡＫＩＲＡ　１ｓｔ　ｓｔａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

167,540 大阪府 枚方市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｐａｒｋ枚方 サービス 理容・美容業 5%

167,541 大阪府 枚方市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｍｅｌ枚方牧野 サービス 理容・美容業 5%

167,542 大阪府 枚方市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｅｉｇｈｔ枚方 サービス 理容・美容業 5%

167,543 大阪府 枚方市 Ａｓ　ｉｓ　ｍｕｓｉｃ　枚方店 サービス その他サービス 5%

167,544 大阪府 枚方市 Ａｚｕｒ サービス 飲食業 5%

167,545 大阪府 枚方市 アップスポット 小売業 その他小売 5%

167,546 大阪府 枚方市 Ａｎｕｅｎｕｅ サービス その他サービス 5%

167,547 大阪府 枚方市 ａｍｏｒｅｔｔｏ サービス 飲食業 5%

167,548 大阪府 枚方市 ａｍｏｒｅｔｔｏ サービス 飲食業 5%

167,549 大阪府 枚方市 アール動物病院 サービス その他サービス 5%

167,550 大阪府 枚方市 アルビオン美容室 サービス 理容・美容業 5%

167,551 大阪府 枚方市 Ａｒｐｉｔａ＋Ｃａｆｅ 小売業 衣料品 5%

167,552 大阪府 枚方市 アルファオート くずは本店 サービス その他サービス 5%

167,553 大阪府 枚方市 アングラーズ　枚方出屋敷店 小売業 その他小売 5%

167,554 大阪府 枚方市 ａｎｇｅｌｉｃａ助産院 小売業 その他小売 5%

167,555 大阪府 枚方市 あんどん サービス 飲食業 5%

167,556 大阪府 枚方市 株式会社いすゞ旅行 サービス その他サービス 5%

167,557 大阪府 枚方市 ＩＣＨＩＣＡＲＡ　ＣＥＲＡＭＩＣ　ＦＡＣＴＯＲＹ サービス その他サービス 5%

167,558 大阪府 枚方市 イトウ電化 小売業 電化製品 5%

167,559 大阪府 枚方市 イルーシー３００枚方ニトリモール店 小売業 衣料品 5%

167,560 大阪府 枚方市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ　枚方 サービス その他サービス 5%

167,561 大阪府 枚方市 いろは動物病院 いろは動物病院 サービス その他サービス 5%

167,562 大阪府 枚方市 インテリアモリタ 小売業 家具・調度品 5%

167,563 大阪府 枚方市 ＶｅｅＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

167,564 大阪府 枚方市 Ｖｅｒｔ サービス 理容・美容業 5%

167,565 大阪府 枚方市 ヴェルサイユ 小売業 その他小売 5%

167,566 大阪府 枚方市 Ｖｅｎｔｏ　ｆｒｅｓｃｏ サービス 理容・美容業 5%

167,567 大阪府 枚方市 株式会社内村電気設備 サービス その他サービス 5%

167,568 大阪府 枚方市 エールデンキ 小売業 電化製品 5%

167,569 大阪府 枚方市 Ａｃｅ電工 サービス その他サービス 5%

167,570 大阪府 枚方市 ［ＨＣ］エーテックシライ 小売業 電化製品 5%

167,571 大阪府 枚方市 ｅｄｕ．関西医大枚方店 サービス 理容・美容業 5%

167,572 大阪府 枚方市 ｎ．ｔ．ｃ　ハンドメイドアイテム 小売業 その他小売 5%

167,573 大阪府 枚方市 ＡＢＣクラフト枚方店 小売業 その他小売 5%

167,574 大阪府 枚方市 ＦＣＴ　くずは店 サービス その他サービス 5%

167,575 大阪府 枚方市 ｍ ｓ ｃｏｎｔｒｏｌ ｍ ｓ ｃｏｎｔｒｏｌ サービス 理容・美容業 5%

167,576 大阪府 枚方市 Ｍ２　ｂｙ　ｓｅｎｓｏｕｎｉｃｏ　楠葉店 小売業 衣料品 5%

167,577 大阪府 枚方市 ｅｌａｌｉｓｈ 小売業 衣料品 5%

167,578 大阪府 枚方市 ｅｌｅａｎｏｒｌｅａｔｈｅｒｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

167,579 大阪府 枚方市 Ｅｎｖｙ　ｂｙ　ｃｏｓｍｅａ サービス 理容・美容業 5%

167,580 大阪府 枚方市 ＡｎｇｅｌｉｃＡｌｃｈｅｍｙ 小売業 衣料品 5%
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167,581 大阪府 枚方市 大賀大阪　　ファミリーセール 小売業 衣料品 5%

167,582 大阪府 枚方市 大賀セール 小売業 衣料品 5%

167,583 大阪府 枚方市 大久保電器 小売業 電化製品 5%

167,584 大阪府 枚方市 大阪府立精神病院売店 小売業 その他小売 5%

167,585 大阪府 枚方市 オカザキデンキサービス 小売業 電化製品 5%

167,586 大阪府 枚方市 奥田眼鏡商店 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,587 大阪府 枚方市 おくだ花舗 小売業 その他小売 5%

167,588 大阪府 枚方市 Ｏｔｏ サービス 理容・美容業 5%

167,589 大阪府 枚方市 オートサービスＫＥＣ サービス その他サービス 5%

167,590 大阪府 枚方市 おぶつだんの志喜屋　枚方店 小売業 家具・調度品 5%

167,591 大阪府 枚方市 Ｏｐｔｉｃａｌメガネサロン 小売業 その他小売 5%

167,592 大阪府 枚方市 オリックスレンタカー枚方店 サービス その他サービス 2%

167,593 大阪府 枚方市 ＯＷＮＤＡＹＳ枚方ビオルネ店 小売業 その他小売 5%

167,594 大阪府 枚方市 加圧トレーニングスタジオ Ｋ Ｃ Ｌａｂ サービス その他サービス 5%

167,595 大阪府 枚方市 カーポートマルゼン枚方店 小売業 その他小売 5%

167,596 大阪府 枚方市 買取りまっくす　枚方店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

167,597 大阪府 枚方市 快眠生活サニー 小売業 家具・調度品 5%

167,598 大阪府 枚方市 カイロプラクティックオフィス宝珠堂 サービス その他サービス 5%

167,599 大阪府 枚方市 カオルコーヒーロースタリー 小売業 食料品 5%

167,600 大阪府 枚方市 家具の田辺 小売業 家具・調度品 5%

167,601 大阪府 枚方市 かごの屋くずは店 サービス 飲食業 5%

167,602 大阪府 枚方市 かごの屋枚方市役所前店 サービス 飲食業 5%

167,603 大阪府 枚方市 カザマランドセル　枚方ショールー 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,604 大阪府 枚方市 カスタムパラノイア 小売業 その他小売 5%

167,605 大阪府 枚方市 風の街枚方店 サービス 飲食業 5%

167,606 大阪府 枚方市 片岡敬智 サービス その他サービス 5%

167,607 大阪府 枚方市 割烹西や サービス 飲食業 5%

167,608 大阪府 枚方市 株式会社　加藤モータース 小売業 その他小売 5%

167,609 大阪府 枚方市 ｃａｆｅ　ｈｉｎｏｄｅ サービス 飲食業 5%

167,610 大阪府 枚方市 Ｃａｆｅ＆Ｄｉｎｉｎｇ　Ｙ サービス 飲食業 5%

167,611 大阪府 枚方市 Ｃａｆｅ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ＭＡＲＵＬＡ サービス 飲食業 5%

167,612 大阪府 枚方市 株式会社アフィックス 小売業 その他小売 5%

167,613 大阪府 枚方市 株式会社京阪ホーム サービス その他サービス 5%

167,614 大阪府 枚方市 株式会社大京タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

167,615 大阪府 枚方市 ［ＨＣ］（株）タチバナ電器エースネッツ牧 小売業 電化製品 5%

167,616 大阪府 枚方市 株式会社ナルミヤ　香里ヶ丘店 小売業 衣料品 5%

167,617 大阪府 枚方市 Ｃａｐｐｕｃｃｉｎｏ ｋｏｔｏｎａ サービス 理容・美容業 5%

167,618 大阪府 枚方市 カペリベラ　グラマラス サービス 理容・美容業 5%

167,619 大阪府 枚方市 ＣａｐｅｌｌｉＢｅｌｌａ　ＴＥＲ サービス 理容・美容業 5%

167,620 大阪府 枚方市 カペリベラ枚方 サービス 理容・美容業 5%

167,621 大阪府 枚方市 髪や サービス 理容・美容業 5%

167,622 大阪府 枚方市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋枚方国一店 サービス 飲食業 2%
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167,623 大阪府 枚方市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋枚方東香里店 サービス 飲食業 2%

167,624 大阪府 枚方市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋枚方宮之阪店 サービス 飲食業 2%

167,625 大阪府 枚方市 喜久屋精肉店 小売業 食料品 5%

167,626 大阪府 枚方市 北田モータース 小売業 その他小売 5%

167,627 大阪府 枚方市 ＫＩＣＨＩＲＩ枚方市駅前店 サービス 飲食業 5%

167,628 大阪府 枚方市 Ｃａｆｅ　ｍｅｅｔ　喫茶カフェ　ミート サービス 飲食業 5%

167,629 大阪府 枚方市 ｇｉｆｔ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

167,630 大阪府 枚方市 気まぐれ サービス 飲食業 5%

167,631 大阪府 枚方市 ギャラリー　アルタ 小売業 家具・調度品 5%

167,632 大阪府 枚方市 ギャラリー　メモリア　大阪枚方 小売業 家具・調度品 5%

167,633 大阪府 枚方市 京の手づくり小物惠（ＫＥＩ） 小売業 その他小売 5%

167,634 大阪府 枚方市 京正寿司 サービス 飲食業 5%

167,635 大阪府 枚方市 業務スーパー大峰店 小売業 食料品 2%

167,636 大阪府 枚方市 業務スーパー長尾店 小売業 食料品 2%

167,637 大阪府 枚方市 業務スーパー枚方北店 小売業 食料品 2%

167,638 大阪府 枚方市 業務スーパー枚方西禁野店 小売業 食料品 2%

167,639 大阪府 枚方市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ枚方店 小売業 その他小売 5%

167,640 大阪府 枚方市 Ｇｕｅｌｌｂｉｃｙｃｌｅｓｔｏｒｅ枚方店 小売業 その他小売 5%

167,641 大阪府 枚方市 串幸 サービス 飲食業 5%

167,642 大阪府 枚方市 楠葉ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

167,643 大阪府 枚方市 楠葉マキノ電業 小売業 電化製品 5%

167,644 大阪府 枚方市 くずは優足屋 サービス その他サービス 5%

167,645 大阪府 枚方市 クツシエ／ピアンピアノ 小売業 衣料品 5%

167,646 大阪府 枚方市 Ｇｏｏｄ　ＢＢＱ　山田池公園 サービス 飲食業 5%

167,647 大阪府 枚方市 ＫＵＲＡＷＡＮＫＡ 小売業 その他小売 5%

167,648 大阪府 枚方市 Ｃｌａｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

167,649 大阪府 枚方市 クロロフイルくずは美顔教室 小売業 その他小売 5%

167,650 大阪府 枚方市 ＫＥＣ　外語学院 サービス その他サービス 5%

167,651 大阪府 枚方市 Ｋ・Ｔロックサービス 小売業 その他小売 5%

167,652 大阪府 枚方市 Ｋバイク 小売業 その他小売 5%

167,653 大阪府 枚方市 ＫＢＣデンキ 宮之阪店 小売業 電化製品 5%

167,654 大阪府 枚方市 ＫＢＣデンキ　光善寺店 小売業 電化製品 5%

167,655 大阪府 枚方市 ＫＢＣデンキ　小倉店 小売業 電化製品 5%

167,656 大阪府 枚方市 ゲンズ枚方 有限会社 森田商会 小売業 その他小売 5%

167,657 大阪府 枚方市 恒康堂 小売業 その他小売 5%

167,658 大阪府 枚方市 光善寺三和薬局エステ　光善寺三和薬局 小売業 その他小売 5%

167,659 大阪府 枚方市 セブンーイレブンＫＯＹＯ星ケ丘医療センター店 小売業 食料品 2%

167,660 大阪府 枚方市 香里ケ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,661 大阪府 枚方市 ＧＯＡＴ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

167,662 大阪府 枚方市 ごきげんえびす　樟葉店 サービス 飲食業 5%

167,663 大阪府 枚方市 呼人堂 小売業 食料品 5%

167,664 大阪府 枚方市 ご馳走中華厨房 はっちん サービス 飲食業 5%
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167,665 大阪府 枚方市 ご馳走中華厨房　はっちん サービス 飲食業 5%

167,666 大阪府 枚方市 御殿山電機商会 小売業 電化製品 5%

167,667 大阪府 枚方市 御殿山電機　長尾店 小売業 電化製品 5%

167,668 大阪府 枚方市 コノミヤ　枚方店 小売業 食料品 5%

167,669 大阪府 枚方市 コノミヤ　牧野店 小売業 食料品 5%

167,670 大阪府 枚方市 ＧＯＬＦ　ＬＡＢ　池之宮 小売業 その他小売 5%

167,671 大阪府 枚方市 金剛堂　枚方店 小売業 家具・調度品 5%

167,672 大阪府 枚方市 ＣｏｎＣｅｒｔｏ サービス 理容・美容業 5%

167,673 大阪府 枚方市 Ｔｈｅ　Ｓｅｃｏｎｄ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

167,674 大阪府 枚方市 ＣｙｃｌｅＦｌｏｗｅｒ 小売業 その他小売 5%

167,675 大阪府 枚方市 さがサイクル牧野店 小売業 その他小売 5%

167,676 大阪府 枚方市 坂田電器商会　長尾店 小売業 電化製品 5%

167,677 大阪府 枚方市 さとみでんき池之宮店 小売業 電化製品 5%

167,678 大阪府 枚方市 Ｓａｒｔｏｒ 小売業 衣料品 5%

167,679 大阪府 枚方市 ＳａｌｏｎｄｅＡｇｒｅａｂｌｅ サービス 理容・美容業 5%

167,680 大阪府 枚方市 サンタモニカ サービス 飲食業 5%

167,681 大阪府 枚方市 ３．ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

167,682 大阪府 枚方市 サンヨー堂薬房 小売業 その他小売 5%

167,683 大阪府 枚方市 三和デンキ 小売業 電化製品 5%

167,684 大阪府 枚方市 ＧＬＰ枚方Ⅲ　食堂 小売業 食料品 5%

167,685 大阪府 枚方市 ＧＬＰ枚方Ⅲ 小売業 食料品 5%

167,686 大阪府 枚方市 ジーンバイクス 枚方 小売業 その他小売 5%

167,687 大阪府 枚方市 Ｊａｄｅ　ｒｅｃｉｔ サービス その他サービス 5%

167,688 大阪府 枚方市 ＧＥＮＥＳＩＳ 小売業 衣料品 5%

167,689 大阪府 枚方市 しごとぎや　たまゆら　中振本店 小売業 衣料品 5%

167,690 大阪府 枚方市 しごとぎや　たまゆら　枚方堂山店 小売業 衣料品 5%

167,691 大阪府 枚方市 しごとぎや　たまゆら　枚方南店 小売業 衣料品 5%

167,692 大阪府 枚方市 しごとぎや　たまゆら　牧野店 小売業 衣料品 5%

167,693 大阪府 枚方市 質はしもと 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,694 大阪府 枚方市 自転車工房　タック 小売業 その他小売 5%

167,695 大阪府 枚方市 若石・フットケア　あしゅう サービス その他サービス 5%

167,696 大阪府 枚方市 ジャスト 小売業 電化製品 5%

167,697 大阪府 枚方市 シャンボール 枚方本店 小売業 その他小売 5%

167,698 大阪府 枚方市 じゃんぼ總本店　JR長尾駅前店 サービス 飲食業 5%

167,699 大阪府 枚方市 じゃんぼ總本店　枚方公園店 サービス 飲食業 5%

167,700 大阪府 枚方市 じゃんぼ總本店　枚方市駅前店 サービス 飲食業 5%

167,701 大阪府 枚方市 住電工房　ＭａＲｕ 小売業 電化製品 5%

167,702 大阪府 枚方市 旬肴　どうひら サービス 飲食業 5%

167,703 大阪府 枚方市 ＳＨＯＣＫ楠葉店 小売業 衣料品 5%

167,704 大阪府 枚方市 ショップ　ＫＧＴＣ 小売業 その他小売 5%

167,705 大阪府 枚方市 シンエイ電化 小売業 電化製品 5%

167,706 大阪府 枚方市 Ｓｋｙ　Ｈｏｒｎｅｔ サービス その他サービス 5%
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167,707 大阪府 枚方市 すし処たかの サービス 飲食業 5%

167,708 大阪府 枚方市 スターローズブレンデ サービス 理容・美容業 5%

167,709 大阪府 枚方市 スタジオツゥー菅原店 サービス その他サービス 5%

167,710 大阪府 枚方市 ｓｔｏｒｉａ 小売業 衣料品 5%

167,711 大阪府 枚方市 スナックア・レ－ズ サービス 飲食業 5%

167,712 大阪府 枚方市 スマホスピタルくずは店 サービス その他サービス 5%

167,713 大阪府 枚方市 スマホスピタルビオルネ枚方店 サービス その他サービス 5%

167,714 大阪府 枚方市 炭火焼鳥山くら サービス 飲食業 5%

167,715 大阪府 枚方市 炭火焼肉　さか元 サービス 飲食業 5%

167,716 大阪府 枚方市 スリーエム　キャルストーリー枚方 小売業 衣料品 5%

167,717 大阪府 枚方市 スリーエム　東香里 小売業 衣料品 5%

167,718 大阪府 枚方市 スリーエム　枚方 小売業 衣料品 5%

167,719 大阪府 枚方市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　高田店 小売業 食料品 2%

167,720 大阪府 枚方市 ＳＡＹ?ＢＥ　長尾店 小売業 電化製品 5%

167,721 大阪府 枚方市 セイビデンキくずは店 小売業 電化製品 5%

167,722 大阪府 枚方市 成美電気東香里店 小売業 電化製品 5%

167,723 大阪府 枚方市 清美堂マツモト電化 小売業 電化製品 5%

167,724 大阪府 枚方市 セノオデンキ 小売業 電化製品 5%

167,725 大阪府 枚方市 ｓｅｍａ サービス 理容・美容業 5%

167,726 大阪府 枚方市 ソアーズ美容室 サービス 理容・美容業 5%

167,727 大阪府 枚方市 大東楽器　楠葉エレクトーンハウス 小売業 その他小売 5%

167,728 大阪府 枚方市 大東楽器　香里センター 小売業 その他小売 5%

167,729 大阪府 枚方市 大東楽器　枚方店 小売業 その他小売 5%

167,730 大阪府 枚方市 ダイニング 和 サービス 飲食業 5%

167,731 大阪府 枚方市 ダイワサイクル　枚方店 小売業 その他小売 5%

167,732 大阪府 枚方市 タバタ電機 小売業 電化製品 5%

167,733 大阪府 枚方市 田伏一哉 サービス その他サービス 5%

167,734 大阪府 枚方市 ちゃりん坊　枚方店 サービス 飲食業 5%

167,735 大阪府 枚方市 ちゃんこ部屋枚方市駅前店 サービス 飲食業 5%

167,736 大阪府 枚方市 中国料理　朱鷺 サービス 飲食業 5%

167,737 大阪府 枚方市 ｔｓｕくずは店 サービス 理容・美容業 5%

167,738 大阪府 枚方市 ｔｓｕ菅原店 サービス 理容・美容業 5%

167,739 大阪府 枚方市 ｔｓｕ長尾駅前店 サービス 理容・美容業 5%

167,740 大阪府 枚方市 つじ整体院 サービス その他サービス 5%

167,741 大阪府 枚方市 ツボイ長尾店 小売業 電化製品 5%

167,742 大阪府 枚方市 ツボイ藤阪店 小売業 電化製品 5%

167,743 大阪府 枚方市 ティオフジヤ 小売業 衣料品 5%

167,744 大阪府 枚方市 テニスショップ　ラポーム 小売業 その他小売 5%

167,745 大阪府 枚方市 でんきやＰＬＡＭ（プラム） 小売業 電化製品 5%

167,746 大阪府 枚方市 天仙工藝 小売業 衣料品 5%

167,747 大阪府 枚方市 １０ｄａｙｓｂｉｃｙｃｌｅｓｔｏｒｅ 小売業 その他小売 5%

167,748 大阪府 枚方市 １０ｄａｙｓｂｉｃｙｃｌｅｓｔｏｒｅ 小売業 その他小売 5%
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167,749 大阪府 枚方市 天然酵母　ひねもすぱん 小売業 食料品 5%

167,750 大阪府 枚方市 天然酵母ひねもすぱん サービス 飲食業 5%

167,751 大阪府 枚方市 天邑　あつが瀬 サービス 飲食業 5%

167,752 大阪府 枚方市 ドイツ菓子ハイデ サービス 飲食業 5%

167,753 大阪府 枚方市 唐膳　東香里店 サービス 飲食業 5%

167,754 大阪府 枚方市 トーヨー電子製作所 小売業 衣料品 5%

167,755 大阪府 枚方市 ｔｏｃｏｈａｎａｃｅｒａｍｉｃｓ サービス その他サービス 5%

167,756 大阪府 枚方市 床屋秀 サービス 理容・美容業 5%

167,757 大阪府 枚方市 トップワールド楠葉店 小売業 食料品 5%

167,758 大阪府 枚方市 トップワールド香里ヶ丘店 小売業 食料品 5%

167,759 大阪府 枚方市 トップワールド枚方店 小売業 食料品 5%

167,760 大阪府 枚方市 トップワールド牧野店 小売業 食料品 5%

167,761 大阪府 枚方市 土間土間枚方市駅前店 サービス 飲食業 2%

167,762 大阪府 枚方市 トヨダ写真店 サービス その他サービス 5%

167,763 大阪府 枚方市 ドラッグストアアカカベ　甲斐田東町店 小売業 その他小売 5%

167,764 大阪府 枚方市 ドラッグストアアカカベ　甲斐田東町店 小売業 その他小売 5%

167,765 大阪府 枚方市 ドラッグストアアカカベ　北山店 小売業 その他小売 5%

167,766 大阪府 枚方市 ドラッグストアアカカベ　禁野店 小売業 その他小売 5%

167,767 大阪府 枚方市 ドラッグストアアカカベ　香里店 小売業 その他小売 5%

167,768 大阪府 枚方市 ドラッグストアアカカベ　桜丘店 小売業 その他小売 5%

167,769 大阪府 枚方市 ドラッグストアアカカベ　津田店 小売業 その他小売 5%

167,770 大阪府 枚方市 ドラッグストアアカカベ　出口店 小売業 その他小売 5%

167,771 大阪府 枚方市 ドラッグストアアカカベ　長尾谷町店 小売業 その他小売 5%

167,772 大阪府 枚方市 ドラッグストアアカカベ　長尾元町店 小売業 その他小売 5%

167,773 大阪府 枚方市 ドラッグストアアカカベ　茄子作店 小売業 その他小売 5%

167,774 大阪府 枚方市 ドラッグストアアカカベ　枚方公園店 小売業 その他小売 5%

167,775 大阪府 枚方市 ドラッグストアアカカベ　山之上店 小売業 その他小売 5%

167,776 大阪府 枚方市 トラットリア　ダ　ナオシ サービス 飲食業 5%

167,777 大阪府 枚方市 ｔｒａｖｉｓ　ｔｒａｖｉｓ　?　ｂｏｕｌｄｅｒｉｎｇ　ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

167,778 大阪府 枚方市 内藤牛豚肉店 小売業 食料品 5%

167,779 大阪府 枚方市 Ｎｉｇｈｔ　ｃａｆｅ　?Ｎ　ｓｐｌａｃｅ? サービス 飲食業 5%

167,780 大阪府 枚方市 ナチュラルフーズグラン 小売業 その他小売 5%

167,781 大阪府 枚方市 ナルミヤ　ナルミヤ　枚方駅前店 小売業 衣料品 5%

167,782 大阪府 枚方市 ナルミヤ 小売業 衣料品 5%

167,783 大阪府 枚方市 ナルミヤ 小売業 衣料品 5%

167,784 大阪府 枚方市 肉と魚と酒と。　徳平 サービス 飲食業 5%

167,785 大阪府 枚方市 株式会社　肉の松阪　サンプラザ店 サービス 飲食業 5%

167,786 大阪府 枚方市 肉の松阪　山之上店 サービス 飲食業 5%

167,787 大阪府 枚方市 西田自動車販売東船橋南店 小売業 その他小売 5%

167,788 大阪府 枚方市 西田自動車販売本社 小売業 その他小売 5%

167,789 大阪府 枚方市 ニッコー 小売業 食料品 5%

167,790 大阪府 枚方市 ニッコー　東山店 小売業 食料品 5%
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167,791 大阪府 枚方市 ニュー枚方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,792 大阪府 枚方市 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｋａｚｒｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

167,793 大阪府 枚方市 ＮａｉｌＰａｌＦｌｕｌｕ サービス その他サービス 5%

167,794 大阪府 枚方市 Ｎａｉｌ Ｓａｌｏｎ Ｄｉｖａ くずは店 サービス 理容・美容業 5%

167,795 大阪府 枚方市 Ｎａｉｌｒｏｏｍ＂Ｓ＂ サービス 理容・美容業 5%

167,796 大阪府 枚方市 ＮｏｔｅＧａｌｌｅｒｙ サービス その他サービス 5%

167,797 大阪府 枚方市 信長書店　枚方店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

167,798 大阪府 枚方市 ＢＡＲ　ＣｒｏｓｓＲｏａｄ サービス 飲食業 5%

167,799 大阪府 枚方市 パークヒルズ枚方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,800 大阪府 枚方市 ＨｅａｒｔｙＳｅｌｅｃｔ 小売業 衣料品 5%

167,801 大阪府 枚方市 ＢＩＫＥ　ＳＨＯＰ　ビーズファクトリー 小売業 その他小売 5%

167,802 大阪府 枚方市 バイクショップ　ヒトミ 小売業 その他小売 5%

167,803 大阪府 枚方市 バイクショップスマイル　バイクショップ　スマイル 小売業 その他小売 5%

167,804 大阪府 枚方市 バイクショップＭＯＴＯＷＯＲＫ 小売業 その他小売 5%

167,805 大阪府 枚方市 バイク屋ふぁ～すと枚方店 小売業 その他小売 5%

167,806 大阪府 枚方市 パークサイド動物病院 サービス その他サービス 5%

167,807 大阪府 枚方市 パソコンドック２４ 枚方店 サービス その他サービス 5%

167,808 大阪府 枚方市 パソコンドック２４　枚方店 小売業 電化製品 5%

167,809 大阪府 枚方市 八苑　東香里店 サービス 飲食業 5%

167,810 大阪府 枚方市 やまぎわ文具店 小売業 その他小売 5%

167,811 大阪府 枚方市 ｐａｓｓａｇｅ　ｈａｎａ 小売業 その他小売 5%

167,812 大阪府 枚方市 ｈａｐｐｙ＆ｓｕｎ サービス 理容・美容業 5%

167,813 大阪府 枚方市 ハッピーメガネ 小売業 その他小売 5%

167,814 大阪府 枚方市 ハッピーメガネ 小売業 その他小売 5%

167,815 大阪府 枚方市 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ＲＡＯ サービス その他サービス 5%

167,816 大阪府 枚方市 Ｐ．はっち 小売業 電化製品 5%

167,817 大阪府 枚方市 パナブリッジ 小売業 電化製品 5%

167,818 大阪府 枚方市 ハピノマ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

167,819 大阪府 枚方市 浜焼太郎　枚方宮之阪店 サービス 飲食業 5%

167,820 大阪府 枚方市 ＢＡＲ　ＢＩＡＮＣＯ サービス 飲食業 5%

167,821 大阪府 枚方市 パルップ　ＰＡＬＵＰ 小売業 その他小売 5%

167,822 大阪府 枚方市 パール・テニススクウェア枚方 小売業 その他小売 5%

167,823 大阪府 枚方市 ＢＡＲ　ｄｅ　Ｍｏｏ サービス 飲食業 5%

167,824 大阪府 枚方市 ＮａｉｌＳａｌｏｎＰａｌＦｌｕｌｕ サービス 理容・美容業 5%

167,825 大阪府 枚方市 ばんなりさ サービス 飲食業 5%

167,826 大阪府 枚方市 ビアーズポップ 小売業 食料品 5%

167,827 大阪府 枚方市 ｂｅａｄ’ｓ【ビィーズ】 サービス 理容・美容業 5%

167,828 大阪府 枚方市 東香里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,829 大阪府 枚方市 東香里ゴルフセンター サービス その他サービス 5%

167,830 大阪府 枚方市 東香里ゴルフセンター 小売業 その他小売 5%

167,831 大阪府 枚方市 ピザ　サントロペ枚方店　枚方店 サービス 飲食業 5%

167,832 大阪府 枚方市 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｑｕａｔｒｅ　Ｆｅｕｉｌｌｅｓ　　ビストロ　キャトル　フィーユ サービス 飲食業 5%
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167,833 大阪府 枚方市 ＢＩＳＴＲＯＬｅＰａｓｓａｇｅ サービス 飲食業 5%

167,834 大阪府 枚方市 ｂｉｔｔｅｒ 小売業 その他小売 5%

167,835 大阪府 枚方市 Ｂｅａｕｔｙ　Ｌａｂｏｎ　ビューティーラボーン サービス その他サービス 5%

167,836 大阪府 枚方市 ビューティサロンモリワキ香里店 サービス 理容・美容業 5%

167,837 大阪府 枚方市 ビューティサロンモリワキ宮之阪店 サービス 理容・美容業 5%

167,838 大阪府 枚方市 ビュ－ティ－スタイル　エフ サービス 理容・美容業 5%

167,839 大阪府 枚方市 枚方池之宮酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

167,840 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方池之宮２丁目店 小売業 食料品 2%

167,841 大阪府 枚方市 枚方営業所 サービス その他サービス 5%

167,842 大阪府 枚方市 枚方オートバイセンター 小売業 その他小売 5%

167,843 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方春日西町１丁目店 小売業 食料品 2%

167,844 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方楠葉朝日３丁目店 小売業 食料品 2%

167,845 大阪府 枚方市 枚方　クニトミ電化 小売業 電化製品 5%

167,846 大阪府 枚方市 枚方クローゼット縁 小売業 衣料品 5%

167,847 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方高田２丁目店 小売業 食料品 2%

167,848 大阪府 枚方市 枚方コンタクトレンズセンター 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,849 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方市駅東口店 小売業 食料品 2%

167,850 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方市役所前店 小売業 食料品 2%

167,851 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方招提中町店 小売業 食料品 2%

167,852 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方招提元町店 小売業 食料品 2%

167,853 大阪府 枚方市 セブンーイレブン枚方尊延寺店 小売業 食料品 2%

167,854 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方田口４丁目店 小売業 食料品 2%

167,855 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方田辺西インター店 小売業 食料品 2%

167,856 大阪府 枚方市 枚方津田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,857 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方津田駅前店 小売業 食料品 2%

167,858 大阪府 枚方市 セブンーイレブン枚方出口店 小売業 食料品 2%

167,859 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方出屋敷西町店 小売業 食料品 2%

167,860 大阪府 枚方市 枚方電化ナカムラ店 小売業 電化製品 5%

167,861 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方堂山３丁目店 小売業 食料品 2%

167,862 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方長尾荒阪２丁目店 小売業 食料品 2%

167,863 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方長尾家具町２丁目店 小売業 食料品 2%

167,864 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方中宮東之町店 小売業 食料品 2%

167,865 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方渚西２丁目店 小売業 食料品 2%

167,866 大阪府 枚方市 セブンーイレブン枚方茄子作北町店 小売業 食料品 2%

167,867 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方茄子作南町店 小売業 食料品 2%

167,868 大阪府 枚方市 枚方ナニワ 小売業 その他小売 5%

167,869 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方野村中町店 小売業 食料品 2%

167,870 大阪府 枚方市 枚方バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,871 大阪府 枚方市 ビィーゴ サービス その他サービス 5%

167,872 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方東中振２丁目店 小売業 食料品 2%

167,873 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方東船橋店 小売業 食料品 2%

167,874 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方船橋本町店 小売業 食料品 2%
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167,875 大阪府 枚方市 枚方補聴器センター 小売業 その他小売 5%

167,876 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方牧野駅西口店 小売業 食料品 2%

167,877 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方牧野阪２丁目店 小売業 食料品 2%

167,878 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方村野西町店 小売業 食料品 2%

167,879 大阪府 枚方市 枚方焼肉　冷麺館　新羅 サービス 飲食業 5%

167,880 大阪府 枚方市 セブン－イレブン枚方養父西店 小売業 食料品 2%

167,881 大阪府 枚方市 セブンーイレブン枚方山之上２丁目店 小売業 食料品 2%

167,882 大阪府 枚方市 ｂｅ’ｌｅｅｆ　ｅｊｅ サービス 理容・美容業 5%

167,883 大阪府 枚方市 ファミリーファッションフジ フジファミリー館 小売業 衣料品 5%

167,884 大阪府 枚方市 ファミリーファッションフジ　フジ牧野店 小売業 衣料品 5%

167,885 大阪府 枚方市 ＦＡＣＥ ＳＡＬＯＮ ＢＵＺＡ サービス 理容・美容業 5%

167,886 大阪府 枚方市 ブライダルサロンまからんや サービス その他サービス 5%

167,887 大阪府 枚方市 ＦＲＡＮＣＫ　ＰＲＯＶＯＳＴ　南草津店 サービス 理容・美容業 5%

167,888 大阪府 枚方市 フランス屋　大丸ピーコック香里店 サービス その他サービス 5%

167,889 大阪府 枚方市 プリントショップ　カンプリ枚方店 サービス その他サービス 5%

167,890 大阪府 枚方市 ｈａｉｒ　ｌｅｉｂｚ．ｃｏ サービス 理容・美容業 5%

167,891 大阪府 枚方市 ＨａｉｒＧａｒｄｅｎ　ＨＡＲＥＬ サービス 理容・美容業 5%

167,892 大阪府 枚方市 ヘアークラブ　Ｚ－ＰＲＯＰ サービス 理容・美容業 5%

167,893 大阪府 枚方市 ヘアーサロンレストタイム サービス 理容・美容業 5%

167,894 大阪府 枚方市 ｈａｉｒｓＢｅｌｉｅｖｅ サービス 理容・美容業 5%

167,895 大阪府 枚方市 ヘアースペース　ミステル　ヘアースペースミステル サービス 理容・美容業 5%

167,896 大阪府 枚方市 ヘアスタジオ・アネックス　樟葉店 サービス 理容・美容業 5%

167,897 大阪府 枚方市 ヘアスタジオ・アネックス　枚方店 サービス 理容・美容業 5%

167,898 大阪府 枚方市 ＨＡＩＲ　ＳＴＵＤＩＯ　Ｂｅ　ｇｉｎ サービス 理容・美容業 5%

167,899 大阪府 枚方市 ｈａｉｒ ｌｅｉｂｚ ｃｏ ｈａｉｒ ｌｅｉｂｚ サービス 理容・美容業 5%

167,900 大阪府 枚方市 ベーカリーファースト 小売業 食料品 5%

167,901 大阪府 枚方市 ＢＡＳＥＣＡＭＰ サービス 理容・美容業 5%

167,902 大阪府 枚方市 ｐｅｔｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

167,903 大阪府 枚方市 ペット・はうす山之上店 サービス その他サービス 5%

167,904 大阪府 枚方市 Ｖｅｒｙ Ｖｅｒｙ Ｖｅｒｙ Ｖｅｒｙ サービス 理容・美容業 5%

167,905 大阪府 枚方市 ＨＯＭＥＰＡＩＮＴ縁 サービス その他サービス 5%

167,906 大阪府 枚方市 ＰＯＰＵＰ　ＳＴＡＧＥ　２ｎｄ　ＰＯＰＵＰ　ＳＴＡＧＥ２ＮＤ サービス その他サービス 5%

167,907 大阪府 枚方市 ｂｏｎｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

167,908 大阪府 枚方市 ｍａｒｋｈａｉｒｒｅｌａｘ サービス 理容・美容業 5%

167,909 大阪府 枚方市 まからんや 小売業 衣料品 5%

167,910 大阪府 枚方市 マキノ電業 小売業 電化製品 5%

167,911 大阪府 枚方市 ＪＭ／まぐろ家まる東香里店 サービス 飲食業 5%

167,912 大阪府 枚方市 ｍｏｍｓｋｉｔｃｈｅｎ＆ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

167,913 大阪府 枚方市 ｍａｒｃｏ 小売業 その他小売 5%

167,914 大阪府 枚方市 マルシン電化星ケ丘店 小売業 電化製品 5%

167,915 大阪府 枚方市 丸天酒店 小売業 その他小売 5%

167,916 大阪府 枚方市 マルヒロ 小売業 衣料品 5%
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167,917 大阪府 枚方市 夢ちゃん サービス 飲食業 5%

167,918 大阪府 枚方市 水嶋書房　ニトリモール枚方店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

167,919 大阪府 枚方市 水嶋書房ニトリ枚方店　本棚食堂ｍｉｚｕ サービス 飲食業 5%

167,920 大阪府 枚方市 ｍｅｅｔｓ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

167,921 大阪府 枚方市 ミニョン　東香里店 サービス 理容・美容業 5%

167,922 大阪府 枚方市 ミニョン　枚方駅前店 サービス 理容・美容業 5%

167,923 大阪府 枚方市 ミニョン　くずは店 サービス 理容・美容業 5%

167,924 大阪府 枚方市 ミネデンキ 小売業 電化製品 5%

167,925 大阪府 枚方市 ミノル　枚方店 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,926 大阪府 枚方市 ＭＩＨＯＨＩＲＡＯＫＡ サービス 理容・美容業 5%

167,927 大阪府 枚方市 ミヤコデンキ 小売業 電化製品 5%

167,928 大阪府 枚方市 ミューズデュオ 小売業 その他小売 5%

167,929 大阪府 枚方市 ミュゼステージ サービス 理容・美容業 5%

167,930 大阪府 枚方市 ミラン 小売業 衣料品 5%

167,931 大阪府 枚方市 ｍｏｏｎｌｉｇｈｔ ムーンライト サービス 飲食業 5%

167,932 大阪府 枚方市 武藤理容館　武藤理容館 サービス 理容・美容業 5%

167,933 大阪府 枚方市 メガネサロン　シック 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,934 大阪府 枚方市 メガネの松原 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,935 大阪府 枚方市 メガネのモリト 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,936 大阪府 枚方市 メガネのモリト　枚方北店 小売業 その他小売 5%

167,937 大阪府 枚方市 メルシーベーカリー サービス 飲食業 5%

167,938 大阪府 枚方市 メンズショップ服職家 小売業 衣料品 5%

167,939 大阪府 枚方市 ｍｏｎａ　ｈａｉｒ　ｐｉｕ サービス 理容・美容業 5%

167,940 大阪府 枚方市 もりかわ巻き爪矯正院 サービス 理容・美容業 5%

167,941 大阪府 枚方市 やぎ司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

167,942 大阪府 枚方市 焼肉処 和み サービス 飲食業 5%

167,943 大阪府 枚方市 焼肉レストラン和幸亭　枚方店 サービス 飲食業 5%

167,944 大阪府 枚方市 山口電化 小売業 電化製品 5%

167,945 大阪府 枚方市 山本電気商会 小売業 電化製品 5%

167,946 大阪府 枚方市 山本動物病院 サービス その他サービス 5%

167,947 大阪府 枚方市 弥生ひらかたＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

167,948 大阪府 枚方市 ［ＨＣ］有限会社香電商社 小売業 電化製品 5%

167,949 大阪府 枚方市 有限会社夢人蔵 小売業 衣料品 5%

167,950 大阪府 枚方市 ゆう工房　枚方公園教室 サービス その他サービス 5%

167,951 大阪府 枚方市 ユザワヤ　くずはモール店 小売業 その他小売 5%

167,952 大阪府 枚方市 ゆめみし　枚方店 サービス その他サービス 5%

167,953 大阪府 枚方市 ラアンジュ サービス 理容・美容業 5%

167,954 大阪府 枚方市 ライフクリーナー　イズミヤ枚方店 サービス その他サービス 5%

167,955 大阪府 枚方市 ライフクリーナー　香里園 サービス その他サービス 5%

167,956 大阪府 枚方市 ライフクリーナー　西招提店 サービス その他サービス 5%

167,957 大阪府 枚方市 ライフクリーナー　パルコープ長尾 サービス その他サービス 5%

167,958 大阪府 枚方市 ライフクリーナー　長尾店 サービス その他サービス 5%

4001



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

167,959 大阪府 枚方市 ライフクリーナー　西くずは店 サービス その他サービス 5%

167,960 大阪府 枚方市 ライフクリーナー　西招提 サービス その他サービス 5%

167,961 大阪府 枚方市 ライフクリーナー枚方店 サービス その他サービス 5%

167,962 大阪府 枚方市 ＲＵＳＴＩＣ　ＨＡＩＲ+ＮＡＩＬ　ＧＡＬＬＥＲＩＥＳ サービス 理容・美容業 5%

167,963 大阪府 枚方市 ラ テール 小売業 家具・調度品 5%

167,964 大阪府 枚方市 Ｒａｂｂｉｅ　Ｎａｉｌｓ サービス 理容・美容業 5%

167,965 大阪府 枚方市 Ｌｉｎ　Ｂｒｕｎ 小売業 衣料品 5%

167,966 大阪府 枚方市 ＲＩーＺ　リーズ サービス 理容・美容業 5%

167,967 大阪府 枚方市 Ｒｅｃａｃｃｈｉ サービス その他サービス 5%

167,968 大阪府 枚方市 ｒｉｇ 小売業 衣料品 5%

167,969 大阪府 枚方市 Ｒｅｂｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

167,970 大阪府 枚方市 リラクゼーションサロン楽（ＲＡＫＵ） サービス 理容・美容業 5%

167,971 大阪府 枚方市 ルネ　エ　ルネ大阪店 小売業 貴金属・服飾品 5%

167,972 大阪府 枚方市 ルラシェ サービス 理容・美容業 5%

167,973 大阪府 枚方市 るり動物病院 サービス その他サービス 5%

167,974 大阪府 枚方市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　鎌倉 サービス 飲食業 5%

167,975 大阪府 枚方市 レストラン西本 サービス 飲食業 5%

167,976 大阪府 枚方市 露菴　東香里店 サービス その他サービス 5%

167,977 大阪府 枚方市 露庵　東香里店 サービス 飲食業 5%

167,978 大阪府 枚方市 ローズ電化 小売業 電化製品 5%

167,979 大阪府 枚方市 ワイズファクトリー 小売業 衣料品 5%

167,980 大阪府 枚方市 ＷＩＮＥ　ＨＯＵＳＥ　ＳＡＮＯＹＡ サービス 飲食業 5%

167,981 大阪府 枚方市 ワカバヤシ　酒店 小売業 食料品 5%

167,982 大阪府 枚方市 和幸カントリークラブ　ゴルフ用品 小売業 その他小売 5%

167,983 大阪府 枚方市 和－Ｄｉｎｉｎｇ蔵 サービス 飲食業 5%

167,984 大阪府 枚方市 有限会社ワニコ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

167,985 大阪府 藤井寺市 ａｔｅｒｒｅｌａｘ＆ｂｅａｕｔｙ サービス その他サービス 5%

167,986 大阪府 藤井寺市 旬彩味庵 サービス 飲食業 5%

167,987 大阪府 藤井寺市 アトリエアヤｃｈｉｃｃａ 小売業 衣料品 5%

167,988 大阪府 藤井寺市 アロテア サービス その他サービス 5%

167,989 大阪府 藤井寺市 Ｅｍｂｅｌｌｉｒ（アンベリール） サービス 理容・美容業 5%

167,990 大阪府 藤井寺市 イタリア料理プリモピアーノ サービス 飲食業 5%

167,991 大阪府 藤井寺市 今川タイヤ商会藤井寺店 サービス その他サービス 5%

167,992 大阪府 藤井寺市 いわもと動物病院 サービス その他サービス 5%

167,993 大阪府 藤井寺市 大阪東部ヤクルト販売　藤井寺センター 小売業 食料品 5%

167,994 大阪府 藤井寺市 オートファクトリー　花川 サービス その他サービス 5%

167,995 大阪府 藤井寺市 沖本商店 小売業 電化製品 5%

167,996 大阪府 藤井寺市 御忍び炉端一心 サービス 飲食業 5%

167,997 大阪府 藤井寺市 ＯＨＡＫＯ サービス 飲食業 5%

167,998 大阪府 藤井寺市 オリックスレンタカー近鉄藤井寺駅前店 サービス その他サービス 2%

167,999 大阪府 藤井寺市 ＪＭ／カスタムファクトリー刀鍛冶 小売業 その他小売 5%

168,000 大阪府 藤井寺市 ｃｕｔｓｔｕｄｉｏ　ＦＵＴＡＢＡ サービス 理容・美容業 5%
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168,001 大阪府 藤井寺市 ｃｕｔ　ｓｔｕｄｉｏ　ＦＵＴＡＢＡ サービス 理容・美容業 5%

168,002 大阪府 藤井寺市 カノ－　ドウミョウジ店 小売業 食料品 5%

168,003 大阪府 藤井寺市 株式会社ＡＵＴＯＳＴＡＧＥ　ＡＳ?ＤＥＳＩＧＮ サービス その他サービス 5%

168,004 大阪府 藤井寺市 からあげ酒場ゆうちゃん サービス 飲食業 5%

168,005 大阪府 藤井寺市 カルビの王様　堺インター店 サービス 飲食業 5%

168,006 大阪府 藤井寺市 カルビの王様 サービス 飲食業 5%

168,007 大阪府 藤井寺市 カルビの王様 サービス 飲食業 5%

168,008 大阪府 藤井寺市 カルビの王様　河内長野店 サービス 飲食業 5%

168,009 大阪府 藤井寺市 カルビの王様　八尾店 サービス 飲食業 5%

168,010 大阪府 藤井寺市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋藤井寺外環状線店 サービス 飲食業 2%

168,011 大阪府 藤井寺市 河内自動車 サービス その他サービス 5%

168,012 大阪府 藤井寺市 Ｋｉｉｔｏｓ　Ｋｏｔｉ 小売業 その他小売 5%

168,013 大阪府 藤井寺市 きのこ社 小売業 その他小売 5%

168,014 大阪府 藤井寺市 きもの処あだち 小売業 衣料品 5%

168,015 大阪府 藤井寺市 きものの華栞 小売業 貴金属・服飾品 5%

168,016 大阪府 藤井寺市 餃子屋本舗 サービス 飲食業 5%

168,017 大阪府 藤井寺市 業務スーパー藤井寺駅前店 小売業 食料品 2%

168,018 大阪府 藤井寺市 釘忠商店　外環支店 小売業 家具・調度品 5%

168,019 大阪府 藤井寺市 ＫーＢＲＥＡＫ 小売業 その他小売 5%

168,020 大阪府 藤井寺市 激安ドットレンタカー藤井寺駅前店 サービス その他サービス 5%

168,021 大阪府 藤井寺市 ケミセル株式会社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

168,022 大阪府 藤井寺市 御縁屋 サービス 飲食業 5%

168,023 大阪府 藤井寺市 米ぬか酵素風呂瑞穂　Ｈａｎａ サービス その他サービス 5%

168,024 大阪府 藤井寺市 サイクルショップサトー 小売業 その他小売 5%

168,025 大阪府 藤井寺市 サンプラザ　小山店 小売業 食料品 5%

168,026 大阪府 藤井寺市 ＪＹＳＳ　ＴＡＬＥ サービス 理容・美容業 5%

168,027 大阪府 藤井寺市 シャレード　千林店　即時 小売業 貴金属・服飾品 5%

168,028 大阪府 藤井寺市 じゃんぼ總本店　アプロはじの里店 サービス 飲食業 5%

168,029 大阪府 藤井寺市 じゃんぼ總本店　藤井寺駅前店 サービス 飲食業 5%

168,030 大阪府 藤井寺市 庵 サービス その他サービス 5%

168,031 大阪府 藤井寺市 将棋囲碁の専門店　将碁屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

168,032 大阪府 藤井寺市 伸光組 小売業 その他小売 5%

168,033 大阪府 藤井寺市 スウィート・にしおか 小売業 電化製品 5%

168,034 大阪府 藤井寺市 ［ＨＣ］杉田電器有限会社 小売業 電化製品 5%

168,035 大阪府 藤井寺市 ステーキインビッグジョー　藤井寺店 サービス 飲食業 5%

168,036 大阪府 藤井寺市 ステーキインビッグジョー　藤井寺店 サービス 飲食業 5%

168,037 大阪府 藤井寺市 Ｓｔｅａｄｙ サービス 理容・美容業 5%

168,038 大阪府 藤井寺市 Ｓｐｅｃ　Ｈｏｌｄｅｒ サービス 理容・美容業 5%

168,039 大阪府 藤井寺市 スリーエム　キャルストーリー藤井寺 小売業 衣料品 5%

168,040 大阪府 藤井寺市 外環藤井寺酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

168,041 大阪府 藤井寺市 大聖堂　藤井寺店 小売業 家具・調度品 5%

168,042 大阪府 藤井寺市 ダイワサイクル　藤井寺店 小売業 その他小売 5%
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168,043 大阪府 藤井寺市 タカマツ電器 小売業 電化製品 5%

168,044 大阪府 藤井寺市 武廣米穀店　本店 小売業 食料品 5%

168,045 大阪府 藤井寺市 ＪＭ／たこ焼き・串カツバルＧＯ サービス 飲食業 5%

168,046 大阪府 藤井寺市 たつみ電器 小売業 電化製品 5%

168,047 大阪府 藤井寺市 田中ふとん店 小売業 その他小売 5%

168,048 大阪府 藤井寺市 掌 サービス 飲食業 5%

168,049 大阪府 藤井寺市 ちゅうべい電器 小売業 電化製品 5%

168,050 大阪府 藤井寺市 株 ディスカウントアクア 小売業 その他小売 5%

168,051 大阪府 藤井寺市 天ぷらのじ菊 サービス 飲食業 5%

168,052 大阪府 藤井寺市 鶏道 サービス 飲食業 5%

168,053 大阪府 藤井寺市 鶏と創作お台所　ＯＨＡＫＯ サービス 飲食業 5%

168,054 大阪府 藤井寺市 Ｎａｕｗａｌｅｎｏ サービス 理容・美容業 5%

168,055 大阪府 藤井寺市 ７５３ＮＡＧＯＭＩ サービス 飲食業 5%

168,056 大阪府 藤井寺市 ニュー 小売業 衣料品 5%

168,057 大阪府 藤井寺市 なつめ整体院 なつめ整体院 サービス その他サービス 5%

168,058 大阪府 藤井寺市 南海部品藤井寺店 小売業 その他小売 5%

168,059 大阪府 藤井寺市 にちべー サービス 飲食業 5%

168,060 大阪府 藤井寺市 Ｂａｒ　ｈｉｄｅ?ｏｕｔ サービス 飲食業 5%

168,061 大阪府 藤井寺市 パティスリーバロン藤井寺店 小売業 食料品 5%

168,062 大阪府 藤井寺市 林米穀燃料店 小売業 食料品 5%

168,063 大阪府 藤井寺市 パルネット新藤ヶ丘店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

168,064 大阪府 藤井寺市 ｈａｌｅ サービス 理容・美容業 5%

168,065 大阪府 藤井寺市 Ｂ１ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

168,066 大阪府 藤井寺市 味喰笑　ちゃんこ場 サービス 飲食業 5%

168,067 大阪府 藤井寺市 ひょうたんや 小売業 電化製品 5%

168,068 大阪府 藤井寺市 ピレリーレーン サービス その他サービス 5%

168,069 大阪府 藤井寺市 藤井寺 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,070 大阪府 藤井寺市 セブン－イレブン藤井寺インター西店 小売業 食料品 2%

168,071 大阪府 藤井寺市 セブン－イレブン藤井寺大井４丁目店 小売業 食料品 2%

168,072 大阪府 藤井寺市 セブン－イレブン藤井寺岡１丁目店 小売業 食料品 2%

168,073 大阪府 藤井寺市 セブン－イレブン藤井寺岡２丁目店 小売業 食料品 2%

168,074 大阪府 藤井寺市 セブン－イレブン藤井寺国府１丁目店 小売業 食料品 2%

168,075 大阪府 藤井寺市 セブン－イレブン藤井寺古室３丁目店 小売業 食料品 2%

168,076 大阪府 藤井寺市 藤井寺酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

168,077 大阪府 藤井寺市 藤井寺自動車教習所 サービス その他サービス 5%

168,078 大阪府 藤井寺市 セブン－イレブン藤井寺道明寺２丁目店 小売業 食料品 2%

168,079 大阪府 藤井寺市 セブン－イレブン藤井寺東藤井寺町店 小売業 食料品 2%

168,080 大阪府 藤井寺市 フジスポ 小売業 その他小売 5%

168,081 大阪府 藤井寺市 ふみ化粧品店 小売業 衣料品 5%

168,082 大阪府 藤井寺市 プラスワンビス河南藤井店 サービス その他サービス 5%

168,083 大阪府 藤井寺市 ＦＬＡＧ藤井寺１ｓｔ店　ＦＬＡＧ藤井寺２ｎｄ店 サービス 理容・美容業 5%

168,084 大阪府 藤井寺市 フランス屋　藤井寺駅前店 サービス その他サービス 5%
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168,085 大阪府 藤井寺市 Ｔ．ＢＬＵＥ　ＢＥＲＲＹ 小売業 衣料品 5%

168,086 大阪府 藤井寺市 ｍａｇｎｅｔｉｃ サービス 理容・美容業 5%

168,087 大阪府 藤井寺市 まんてん楼 サービス 飲食業 5%

168,088 大阪府 藤井寺市 Ｍａｍｍａ 小売業 食料品 5%

168,089 大阪府 藤井寺市 メガネ本舗　藤井寺店 小売業 その他小売 5%

168,090 大阪府 藤井寺市 モ・ディープ　泰夢 サービス 理容・美容業 5%

168,091 大阪府 藤井寺市 吉乃屋　藤井寺店 小売業 食料品 5%

168,092 大阪府 藤井寺市 ライフクリーナー　藤井寺店 サービス その他サービス 5%

168,093 大阪府 藤井寺市 ＬＡＲＭＥ～ラルム～ サービス 理容・美容業 5%

168,094 大阪府 藤井寺市 蘭月　中華料理蘭月 サービス 飲食業 5%

168,095 大阪府 藤井寺市 料亭　こもだ サービス 飲食業 5%

168,096 大阪府 藤井寺市 ＬＵＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

168,097 大阪府 藤井寺市 Ｌｅａｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

168,098 大阪府 藤井寺市 炉端焼き酒場　一心 サービス 飲食業 5%

168,099 大阪府 藤井寺市 有限会社予防医学分析研究所 サービス その他サービス 5%

168,100 大阪府 藤井寺市 若葉 サービス 飲食業 5%

168,101 大阪府 松原市 アーバンアイ美容室 サービス 理容・美容業 5%

168,102 大阪府 松原市 アヴァンティ 小売業 衣料品 5%

168,103 大阪府 松原市 アヴァンティ　松原店 小売業 衣料品 5%

168,104 大阪府 松原市 あじあ堂 小売業 電化製品 5%

168,105 大阪府 松原市 ａｓｉＭ サービス 理容・美容業 5%

168,106 大阪府 松原市 天美ふれあい整体院 サービス その他サービス 5%

168,107 大阪府 松原市 稲田眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

168,108 大阪府 松原市 彩味鶏 サービス 飲食業 5%

168,109 大阪府 松原市 インターナショナルスポーツ　松原 小売業 その他小売 5%

168,110 大阪府 松原市 ヴイゾン　ニシモト 小売業 衣料品 5%

168,111 大阪府 松原市 魚周　魚周 サービス 飲食業 5%

168,112 大阪府 松原市 有限会社オクゼン 小売業 家具・調度品 5%

168,113 大阪府 松原市 おしゃれ巧房マツモト天美店 おしゃれ巧房マツモト天美店 小売業 その他小売 5%

168,114 大阪府 松原市 おでん研究所 サービス 飲食業 5%

168,115 大阪府 松原市 オートステージグローリー 小売業 その他小売 5%

168,116 大阪府 松原市 買取りまっくす　松原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

168,117 大阪府 松原市 風の街　松原駅前店 サービス 飲食業 5%

168,118 大阪府 松原市 風の街　松原駅前店 サービス 飲食業 5%

168,119 大阪府 松原市 カットスタジオＳＨＵ サービス 理容・美容業 5%

168,120 大阪府 松原市 我堂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,121 大阪府 松原市 株式会社エース サービス その他サービス 5%

168,122 大阪府 松原市 株式会社大煉 サービス その他サービス 5%

168,123 大阪府 松原市 株式会社マエダ　松原整備センター サービス その他サービス 5%

168,124 大阪府 松原市 ㈱松室 小売業 貴金属・服飾品 5%

168,125 大阪府 松原市 カラオケＺＥＲＯ　河内天美店 サービス その他サービス 5%

168,126 大阪府 松原市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋松原インター店 サービス 飲食業 2%
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168,127 大阪府 松原市 河内松原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,128 大阪府 松原市 川西米 酒販 小売業 食料品 5%

168,129 大阪府 松原市 ＫＡＮＤＡ　松原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

168,130 大阪府 松原市 カンプリ松原店 サービス その他サービス 5%

168,131 大阪府 松原市 北松原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,132 大阪府 松原市 きものチャームサロンあすか 小売業 衣料品 5%

168,133 大阪府 松原市 コーヒーハウス芝 サービス 飲食業 5%

168,134 大阪府 松原市 Ｃｏｒａｌｍｏｎｓｔｅｒ 小売業 その他小売 5%

168,135 大阪府 松原市 酒のスーパーキング 小売業 食料品 5%

168,136 大阪府 松原市 ｚａｋｋａ屋ｄｏｏｒ 小売業 その他小売 5%

168,137 大阪府 松原市 サンプラザ　天美我堂店 小売業 食料品 5%

168,138 大阪府 松原市 サンプラザ　三宅店 小売業 食料品 5%

168,139 大阪府 松原市 さんぽ サービス 飲食業 5%

168,140 大阪府 松原市 シクラメン サービス 飲食業 5%

168,141 大阪府 松原市 自転車修理ＢａｓｅＳｅｇｒｅｔａ 小売業 その他小売 5%

168,142 大阪府 松原市 じゃんぼ總本店　河内天美店 サービス 飲食業 5%

168,143 大阪府 松原市 じゃんぼ總本店　河内松原駅前店 サービス 飲食業 5%

168,144 大阪府 松原市 シュークリーム工房Ｕ－ｎａｎ サービス 飲食業 5%

168,145 大阪府 松原市 税理士法人杉井総合会計 サービス その他サービス 5%

168,146 大阪府 松原市 すすめ　ヴァイキング　松原店 サービス 飲食業 5%

168,147 大阪府 松原市 ｓｌｉｎｇｓｈｏｔｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅｓ 小売業 その他小売 5%

168,148 大阪府 松原市 スリングショットモーターサイクル 小売業 その他小売 5%

168,149 大阪府 松原市 整体院　希心 サービス その他サービス 5%

168,150 大阪府 松原市 セイロモータース南大阪 サービス その他サービス 5%

168,151 大阪府 松原市 総合事業サポート株式会社 サービス その他サービス 5%

168,152 大阪府 松原市 ダイコク　松原店 小売業 家具・調度品 5%

168,153 大阪府 松原市 Ｄｉｎｉｎｇ　花凛縁 サービス 飲食業 5%

168,154 大阪府 松原市 タイヤガーデン名阪 サービス その他サービス 5%

168,155 大阪府 松原市 タイヤショップ　Ｍ’ｓ 小売業 その他小売 5%

168,156 大阪府 松原市 ダイワサイクル　松原店 小売業 その他小売 5%

168,157 大阪府 松原市 立ち飲み　北川酒店 サービス 飲食業 5%

168,158 大阪府 松原市 ＴＡＸ中環松原店 小売業 その他小売 5%

168,159 大阪府 松原市 丹下工業 サービス その他サービス 5%

168,160 大阪府 松原市 ちいさなめがね屋こま サービス その他サービス 5%

168,161 大阪府 松原市 中国料理Ｍ＆Ｍ サービス 飲食業 5%

168,162 大阪府 松原市 ｔ－ｉｓｌａｎｄ サービス 理容・美容業 5%

168,163 大阪府 松原市 テニスラウンジ松原 サービス その他サービス 5%

168,164 大阪府 松原市 天空の城 サービス 飲食業 5%

168,165 大阪府 松原市 ＴＵＫＴＵＫ　松原店 小売業 衣料品 5%

168,166 大阪府 松原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ天美店 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,167 大阪府 松原市 ドッグサロン　ココロ サービス その他サービス 5%

168,168 大阪府 松原市 トランタン 小売業 衣料品 5%
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168,169 大阪府 松原市 トランタン 小売業 衣料品 5%

168,170 大阪府 松原市 リーセントルージュ 小売業 衣料品 5%

168,171 大阪府 松原市 とり福本店 小売業 その他小売 5%

168,172 大阪府 松原市 どろんこ美容 サービス 理容・美容業 5%

168,173 大阪府 松原市 とんかつ　かつ喜　松原店 サービス 飲食業 5%

168,174 大阪府 松原市 西田商店 小売業 その他小売 5%

168,175 大阪府 松原市 西名阪松原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,176 大阪府 松原市 ハイアットシステム研究所 小売業 電化製品 5%

168,177 大阪府 松原市 パインヒルズ 小売業 その他小売 5%

168,178 大阪府 松原市 はしもと サービス 飲食業 5%

168,179 大阪府 松原市 はせがわでんき 小売業 電化製品 5%

168,180 大阪府 松原市 畑のつづき　天美店 小売業 食料品 5%

168,181 大阪府 松原市 畑のつづき　松原店 小売業 食料品 5%

168,182 大阪府 松原市 ｈａｎａｉｒｏａｉｋｉ 小売業 衣料品 5%

168,183 大阪府 松原市 花串　ひら井 サービス 飲食業 5%

168,184 大阪府 松原市 花のスマイル 小売業 その他小売 5%

168,185 大阪府 松原市 花むすび 花むすび 魚周 サービス 飲食業 5%

168,186 大阪府 松原市 ＰＡＬＮＥＴ　天美駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

168,187 大阪府 松原市 パルネット松原駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

168,188 大阪府 松原市 阪堺電器 小売業 電化製品 5%

168,189 大阪府 松原市 阪堺電器産業 小売業 電化製品 5%

168,190 大阪府 松原市 ｈａｎｄｍａｄｅＨＯＮＯＣＯＣＯ サービス その他サービス 5%

168,191 大阪府 松原市 ＢｉｃＭａｃＴｏｏｌｓ 小売業 電化製品 5%

168,192 大阪府 松原市 美容室アトリエＪｉｎ サービス 理容・美容業 5%

168,193 大阪府 松原市 美容室ぽけっと サービス 理容・美容業 5%

168,194 大阪府 松原市 藤永モータース有限会社 サービス その他サービス 5%

168,195 大阪府 松原市 藤浪 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

168,196 大阪府 松原市 ブティック　３０ＴＡＮ 小売業 衣料品 5%

168,197 大阪府 松原市 ＦＵＥＬ 小売業 その他小売 5%

168,198 大阪府 松原市 Ｐｌｕｓｆｏｒｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

168,199 大阪府 松原市 ブリエｂｙマロニエ　Ｂｒｉｌｌｅｒ　ｂｙ　ｍａｒｏｎｉｅ サービス 理容・美容業 5%

168,200 大阪府 松原市 ブリング　ボディライン事業部 サービス その他サービス 5%

168,201 大阪府 松原市 ふれあいショップ　イナダ 小売業 電化製品 5%

168,202 大阪府 松原市 Ｂｌｅｓｓ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

168,203 大阪府 松原市 ブレス　ヘア　デザイン　ブレス　ヘア　デザイン サービス 理容・美容業 5%

168,204 大阪府 松原市 フレンチ食堂ＢｏｃｈｉＢｏｃｈｉ サービス 飲食業 5%

168,205 大阪府 松原市 ＨＡＩＲ ＭＡＫＥ ＭＡＲＯＮＩＥ マロニエグラント サービス 理容・美容業 5%

168,206 大阪府 松原市 ＢＥＮＥＳＵ大阪松原店 小売業 衣料品 5%

168,207 大阪府 松原市 星屋服装株式会社 小売業 衣料品 5%

168,208 大阪府 松原市 ポライト美容室 サービス 理容・美容業 5%

168,209 大阪府 松原市 ボン　レーシング サービス その他サービス 5%

168,210 大阪府 松原市 マクドナルド河内天美店 サービス 飲食業 2%
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168,211 大阪府 松原市 マクドナルド高見の里店 サービス 飲食業 2%

168,212 大阪府 松原市 マクドナルド中環松原店 サービス 飲食業 2%

168,213 大阪府 松原市 マクドナルド松原イズミヤ店 サービス 飲食業 2%

168,214 大阪府 松原市 まちの自転車店リコ松原店 小売業 その他小売 5%

168,215 大阪府 松原市 松原天美ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,216 大阪府 松原市 セブン－イレブン松原天美西２丁目店 小売業 食料品 2%

168,217 大阪府 松原市 セブン－イレブン松原天美南５丁目店 小売業 食料品 2%

168,218 大阪府 松原市 松原インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,219 大阪府 松原市 セブン－イレブン松原上田１丁目店 小売業 食料品 2%

168,220 大阪府 松原市 松原セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,221 大阪府 松原市 セブン－イレブン松原高見の里２丁目店 小売業 食料品 2%

168,222 大阪府 松原市 松原中央薬局 小売業 その他小売 5%

168,223 大阪府 松原市 松原動物病院 サービス その他サービス 5%

168,224 大阪府 松原市 セブン－イレブン松原一津屋店 小売業 食料品 2%

168,225 大阪府 松原市 セブン－イレブン松原松ケ丘３丁目店 小売業 食料品 2%

168,226 大阪府 松原市 まんまーる サービス 飲食業 5%

168,227 大阪府 松原市 光田電気商会 小売業 電化製品 5%

168,228 大阪府 松原市 メナードフェイシャルサロン松原上田北 サービス 理容・美容業 5%

168,229 大阪府 松原市 もけいや松原 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

168,230 大阪府 松原市 モリモト薬品店　松原店 小売業 その他小売 5%

168,231 大阪府 松原市 焼肉しゃぶしゃぶ　ほくでん サービス 飲食業 5%

168,232 大阪府 松原市 ヤマモト 小売業 衣料品 5%

168,233 大阪府 松原市 山本写真スタジオ サービス その他サービス 5%

168,234 大阪府 松原市 有限会社大倉寝具 サービス 運輸業 5%

168,235 大阪府 松原市 株式会社ユダハウス サービス その他サービス 5%

168,236 大阪府 松原市 洋菓子店ＭＩＫＡｄｏｉＹＡＳＵ 小売業 食料品 5%

168,237 大阪府 松原市 よっ写プラス サービス 飲食業 5%

168,238 大阪府 松原市 ライフクリーナー　阿保 サービス その他サービス 5%

168,239 大阪府 松原市 ラトリート サービス 理容・美容業 5%

168,240 大阪府 松原市 Ｌｉｌｙ松原 サービス 理容・美容業 5%

168,241 大阪府 松原市 Ｒｏｕｇｅ サービス 飲食業 5%

168,242 大阪府 松原市 ルサロンリーカ サービス 理容・美容業 5%

168,243 大阪府 松原市 ｗａｔｏｋａ． サービス 理容・美容業 5%

168,244 大阪府 岬町 セルフステーションミサキパーク 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,245 大阪府 岬町 フケマリンステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,246 大阪府 岬町 岬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,247 大阪府 岬町 セブン－イレブンみさき公園前店 小売業 食料品 2%

168,248 大阪府 岬町 セブン－イレブン岬町淡輪中店 小売業 食料品 2%

168,249 大阪府 岬町 モト・メンテナンス・ウエヤマ 小売業 その他小売 5%

168,250 大阪府 岬町 ６１ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

168,251 大阪府 岬町 ６１ｈａｉｒ　６１　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

168,252 大阪府 箕面市 ＡＲＴＩＳＴプリック サービス 飲食業 5%
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168,253 大阪府 箕面市 ＲＣ資産管理 サービス その他サービス 5%

168,254 大阪府 箕面市 アクア動物病院 サービス その他サービス 5%

168,255 大阪府 箕面市 あさちゃん サービス 飲食業 5%

168,256 大阪府 箕面市 ＡｔｅｌｉｅｒｄｅＬＵＭＩＥＲＥ 小売業 衣料品 5%

168,257 大阪府 箕面市 ａｂｏｕｔ　ｈｅｒ（物販） 小売業 衣料品 5%

168,258 大阪府 箕面市 アムリタ 小売業 衣料品 5%

168,259 大阪府 箕面市 ＆ＳＴＯＲＹ 小売業 家具・調度品 5%

168,260 大阪府 箕面市 （株）ｅ－旅行 サービス その他サービス 5%

168,261 大阪府 箕面市 居酒家　マルコン サービス 飲食業 5%

168,262 大阪府 箕面市 磯のがってん寿司箕面小野原店 サービス 飲食業 5%

168,263 大阪府 箕面市 磯よし　川床店 サービス 飲食業 5%

168,264 大阪府 箕面市 一条アルチメイトファクトリー箕面 小売業 その他小売 5%

168,265 大阪府 箕面市 出光セルフ箕面東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,266 大阪府 箕面市 インターセプト 小売業 その他小売 5%

168,267 大阪府 箕面市 インディアンキッチン サービス 飲食業 5%

168,268 大阪府 箕面市 ウェアハウスコーヒー サービス 飲食業 5%

168,269 大阪府 箕面市 ｕｎａｃａｓａ　箕面 サービス 理容・美容業 5%

168,270 大阪府 箕面市 うの花 サービス 飲食業 5%

168,271 大阪府 箕面市 Ａ?１　ＢＬＯＯＭ　Ａ?１　ＢＬＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

168,272 大阪府 箕面市 ＳＢＳホクブ 小売業 その他小売 5%

168,273 大阪府 箕面市 ｅｍｕ　ｃａｆｅ　ｅｍｕ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

168,274 大阪府 箕面市 ａｕショップ小野原 小売業 電化製品 5%

168,275 大阪府 箕面市 大西サエ 小売業 衣料品 5%

168,276 大阪府 箕面市 オールドギア箕面店 小売業 その他小売 5%

168,277 大阪府 箕面市 沖縄そばあかばなァ サービス 飲食業 5%

168,278 大阪府 箕面市 奥本動物病院 サービス その他サービス 5%

168,279 大阪府 箕面市 お食事処　さくらい サービス 飲食業 5%

168,280 大阪府 箕面市 音羽鮨　箕面出前センター サービス 飲食業 5%

168,281 大阪府 箕面市 小畑雄貴 サービス その他サービス 5%

168,282 大阪府 箕面市 ｏｎｚｅ サービス 理容・美容業 5%

168,283 大阪府 箕面市 オンブラージュ 小売業 その他小売 5%

168,284 大阪府 箕面市 オンフルール 小売業 食料品 5%

168,285 大阪府 箕面市 カーサデルソーレ サービス その他サービス 5%

168,286 大阪府 箕面市 カーテクノジャパン箕面店　２ サービス その他サービス 5%

168,287 大阪府 箕面市 介護タクシー雅夢 サービス 運輸業 5%

168,288 大阪府 箕面市 カジカソウ ミノオ カジカソウ サービス 飲食業 5%

168,289 大阪府 箕面市 割烹　はんべい サービス 飲食業 5%

168,290 大阪府 箕面市 割烹はんべい サービス 飲食業 5%

168,291 大阪府 箕面市 株式会社ＲＧＢ サービス その他サービス 5%

168,292 大阪府 箕面市 株式会社　三京商会（催事） 小売業 衣料品 5%

168,293 大阪府 箕面市 株式会社山田設備工業所 サービス その他サービス 5%

168,294 大阪府 箕面市 ＣＡＬＬＡ箕面店 サービス 理容・美容業 5%
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168,295 大阪府 箕面市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋箕面国道１７１号店 サービス 飲食業 2%

168,296 大阪府 箕面市 ＫＡＮＤＡ　箕面店 小売業 貴金属・服飾品 5%

168,297 大阪府 箕面市 北千里動物病院 サービス その他サービス 5%

168,298 大阪府 箕面市 北の椅子とｍｉｎｏｈ 小売業 家具・調度品 5%

168,299 大阪府 箕面市 北乃屋　箕面店 小売業 食料品 5%

168,300 大阪府 箕面市 キーポイント　箕面店 小売業 衣料品 5%

168,301 大阪府 箕面市 ギャラリーメモリア大阪箕面 小売業 家具・調度品 5%

168,302 大阪府 箕面市 ギャンジィー 小売業 家具・調度品 5%

168,303 大阪府 箕面市 業務スーパー坊島店 小売業 食料品 2%

168,304 大阪府 箕面市 業務スーパー箕面店 小売業 食料品 2%

168,305 大阪府 箕面市 クウネル　森町 サービス その他サービス 5%

168,306 大阪府 箕面市 クシロ薬局 小売業 その他小売 5%

168,307 大阪府 箕面市 グリーンピールサロンミント サービス 理容・美容業 5%

168,308 大阪府 箕面市 ＫＵＲＵＫＵＲＵ箕面店 小売業 衣料品 5%

168,309 大阪府 箕面市 Ｃｌａｉｒｅ 小売業 衣料品 5%

168,310 大阪府 箕面市 ＧＬＯＷ サービス その他サービス 5%

168,311 大阪府 箕面市 ㈱桑源家具 小売業 家具・調度品 5%

168,312 大阪府 箕面市 外院の里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,313 大阪府 箕面市 健康倶楽部１００ジム サービス その他サービス 5%

168,314 大阪府 箕面市 合同会社いせや動物病院 サービス その他サービス 5%

168,315 大阪府 箕面市 神戸からの風 小売業 貴金属・服飾品 5%

168,316 大阪府 箕面市 ゴルフギアサージ　千里箕面店 サービス 飲食業 5%

168,317 大阪府 箕面市 ゴルフギアサージ　千里箕面アウトレット店 小売業 その他小売 5%

168,318 大阪府 箕面市 ゴルフギアサージ　千里箕面店 小売業 その他小売 5%

168,319 大阪府 箕面市 ゴルフ工房Ｋ 小売業 その他小売 5%

168,320 大阪府 箕面市 西国自動車 小売業 その他小売 5%

168,321 大阪府 箕面市 阪上金物株式会社 小売業 その他小売 5%

168,322 大阪府 箕面市 ｓｕｓ４ｃｕｓ 小売業 衣料品 5%

168,323 大阪府 箕面市 ｓｕｓ４ｃｕｓ 小売業 衣料品 5%

168,324 大阪府 箕面市 ＳＡＦ　ｐａｒ　ｒｅｎｃｏｎｔｒｅ 小売業 その他小売 5%

168,325 大阪府 箕面市 サロン凛　ｎａｉｌ＆ｚａｋｋａ サービス その他サービス 5%

168,326 大阪府 箕面市 三英美術 サービス その他サービス 5%

168,327 大阪府 箕面市 三英美術 小売業 家具・調度品 5%

168,328 大阪府 箕面市 三京商会 小売業 衣料品 5%

168,329 大阪府 箕面市 三京商会 小売業 衣料品 5%

168,330 大阪府 箕面市 サンコロール 小売業 衣料品 5%

168,331 大阪府 箕面市 サンコロール 小売業 衣料品 5%

168,332 大阪府 箕面市 ＺＥＡＫ　箕面牧落店 サービス 理容・美容業 5%

168,333 大阪府 箕面市 ジィップパルミィ サービス 理容・美容業 5%

168,334 大阪府 箕面市 シェ・ナカツカ 小売業 食料品 5%

168,335 大阪府 箕面市 ＪＡ大阪北部農産物直売所 小売業 食料品 5%

168,336 大阪府 箕面市 シェフカワカミ彩都店 小売業 食料品 5%
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168,337 大阪府 箕面市 Ｃｈｅｒｉｅ’ｓ　Ｍｉｎｏ サービス その他サービス 5%

168,338 大阪府 箕面市 シゲタアケミ 小売業 衣料品 5%

168,339 大阪府 箕面市 整体院リプレ サービス その他サービス 5%

168,340 大阪府 箕面市 ジャストカーテン　箕面店 小売業 その他小売 5%

168,341 大阪府 箕面市 ジャパン・カーナイス サービス その他サービス 5%

168,342 大阪府 箕面市 ＳＹＬＰＨＹ　ＳＡＬＡＤＥ サービス 飲食業 5%

168,343 大阪府 箕面市 ＳＱＵＡＲＥ　ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ 小売業 家具・調度品 5%

168,344 大阪府 箕面市 ＳＰＲＯＵＴ サービス その他サービス 5%

168,345 大阪府 箕面市 炭火焼肉　心一 サービス 飲食業 5%

168,346 大阪府 箕面市 ｓｌｏｅｎａｉｌｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

168,347 大阪府 箕面市 セレクトショップ コニー 小売業 衣料品 5%

168,348 大阪府 箕面市 せんしゅう サービス 飲食業 5%

168,349 大阪府 箕面市 想展 小売業 衣料品 5%

168,350 大阪府 箕面市 第一ゴルフ　箕面北摂店 小売業 その他小売 5%

168,351 大阪府 箕面市 大海 サービス 飲食業 5%

168,352 大阪府 箕面市 大漁市場　こんぴら丸 サービス その他サービス 5%

168,353 大阪府 箕面市 ダイワサイクル　箕面店 小売業 その他小売 5%

168,354 大阪府 箕面市 タカツカ サービス その他サービス 5%

168,355 大阪府 箕面市 高山堂　箕面店 小売業 食料品 5%

168,356 大阪府 箕面市 ＥＸＣＬＵＳＵＶＥＯＲＤＥＲＳＵＩＴＳＳＥＣ， 小売業 衣料品 5%

168,357 大阪府 箕面市 ＣＥＲＴＯ 小売業 衣料品 5%

168,358 大阪府 箕面市 ちょっとバーｓｌｏｐｐｙ サービス 飲食業 5%

168,359 大阪府 箕面市 ｔｗｉｎａｎｔｉｑｕｅｓ 小売業 家具・調度品 5%

168,360 大阪府 箕面市 ｄｉａｎａ　ｇａｒｄｅｎ 小売業 衣料品 5%

168,361 大阪府 箕面市 テイコク薬局　箕面店 小売業 その他小売 5%

168,362 大阪府 箕面市 電化の久栄堂　あお店 小売業 電化製品 5%

168,363 大阪府 箕面市 電化の久栄堂　小島店 小売業 電化製品 5%

168,364 大阪府 箕面市 電化の久栄堂　桜ヶ丘店 小売業 電化製品 5%

168,365 大阪府 箕面市 電化の久栄堂東店 小売業 電化製品 5%

168,366 大阪府 箕面市 デンカＬＩＦＥハロー 小売業 電化製品 5%

168,367 大阪府 箕面市 ドーナツデプト 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

168,368 大阪府 箕面市 ｄｏｃｋｅｔｓｔｏｒｅ 小売業 家具・調度品 5%

168,369 大阪府 箕面市 止々呂美ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,370 大阪府 箕面市 中井商会 小売業 その他小売 5%

168,371 大阪府 箕面市 中井商会 小売業 その他小売 5%

168,372 大阪府 箕面市 南海部品箕面店 小売業 その他小売 5%

168,373 大阪府 箕面市 肉の三田亭 小売業 その他小売 5%

168,374 大阪府 箕面市 にこにこＥｎｇｌｉｓｈ サービス その他サービス 5%

168,375 大阪府 箕面市 西山電気 小売業 電化製品 5%

168,376 大阪府 箕面市 二輪館 小売業 その他小売 5%

168,377 大阪府 箕面市 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ｌｅｃｒｉｎ サービス その他サービス 5%

168,378 大阪府 箕面市 Ｎｅｘｔ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%
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168,379 大阪府 箕面市 ノイカフェ 箕面船場本店 サービス 飲食業 5%

168,380 大阪府 箕面市 ノイシュタット　箕面店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

168,381 大阪府 箕面市 ノイシュタット　箕面店 小売業 その他小売 5%

168,382 大阪府 箕面市 ＮＯＯＮＥＢＥＴＴＥＲ 小売業 その他小売 5%

168,383 大阪府 箕面市 のさか箕面店 小売業 衣料品 5%

168,384 大阪府 箕面市 ＢｉｋｅＳｈｏｐ ＴＥＲＲＡ 小売業 その他小売 5%

168,385 大阪府 箕面市 ＢｉｋｅＳｈｏｐ　ＴＥＲＲＡ 小売業 その他小売 5%

168,386 大阪府 箕面市 博文堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

168,387 大阪府 箕面市 博文堂書店　博文堂書店　箕面あお店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

168,388 大阪府 箕面市 パティスリークリドコック サービス 飲食業 5%

168,389 大阪府 箕面市 ハーレーダビッドソン　テイク　箕 小売業 その他小売 5%

168,390 大阪府 箕面市 Ｂｂ箕面船場店 サービス その他サービス 5%

168,391 大阪府 箕面市 ひごペットフレンドリーみのおキューズモー 小売業 その他小売 5%

168,392 大阪府 箕面市 ビストロ居酒屋　心 サービス 飲食業 5%

168,393 大阪府 箕面市 ｆｕｓｅ　ｆｕｓｅ 小売業 その他小売 5%

168,394 大阪府 箕面市 ビューティーリゾートビビ サービス 理容・美容業 5%

168,395 大阪府 箕面市 美容室　写楽 サービス 理容・美容業 5%

168,396 大阪府 箕面市 美容室　めぞん・ど・ぼーて　箕面店 サービス 理容・美容業 5%

168,397 大阪府 箕面市 平林書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

168,398 大阪府 箕面市 ヒロイズム セキュリティラウンジ大阪 小売業 その他小売 5%

168,399 大阪府 箕面市 ファインモーグル サービス 理容・美容業 5%

168,400 大阪府 箕面市 ＦＥＥＬＣＡＰ 小売業 衣料品 5%

168,401 大阪府 箕面市 フーレセラピーサロン ファイン サービス 理容・美容業 5%

168,402 大阪府 箕面市 ｆｏｒ　ｙｏｕ サービス 理容・美容業 5%

168,403 大阪府 箕面市 フォト・Ｃ・スタジオ 小売業 その他小売 5%

168,404 大阪府 箕面市 フォルザ 小売業 衣料品 5%

168,405 大阪府 箕面市 フジメイト 小売業 衣料品 5%

168,406 大阪府 箕面市 ブックパル　デューク書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

168,407 大阪府 箕面市 ブックパル　デューク書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

168,408 大阪府 箕面市 ブックプラザ　牧落店 サービス その他サービス 5%

168,409 大阪府 箕面市 ブックプラザ　箕面小野原店 サービス その他サービス 5%

168,410 大阪府 箕面市 ＰＬＵＳ　３５８ サービス 飲食業 5%

168,411 大阪府 箕面市 プラスワン箕面店 サービス その他サービス 5%

168,412 大阪府 箕面市 フランス屋　大丸ピーコツク箕面外院店 サービス その他サービス 5%

168,413 大阪府 箕面市 ブリタリーモード 小売業 衣料品 5%

168,414 大阪府 箕面市 フレスデザイン 小売業 衣料品 5%

168,415 大阪府 箕面市 プロフーズ　大阪箕面店 小売業 食料品 5%

168,416 大阪府 箕面市 ｈａｉｒ　ＩＴ’ｓ　ＯＫ サービス 理容・美容業 5%

168,417 大阪府 箕面市 ｈａｉｒ ＩＴ Ｓ ＯＫ サービス 理容・美容業 5%

168,418 大阪府 箕面市 ヘアーサロン五味 サービス その他サービス 5%

168,419 大阪府 箕面市 ベスト資材箕面店 小売業 家具・調度品 5%

168,420 大阪府 箕面市 ほぐし整体 サービス その他サービス 5%
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168,421 大阪府 箕面市 北摂オート 小売業 その他小売 5%

168,422 大阪府 箕面市 ホクセツオート サービス その他サービス 5%

168,423 大阪府 箕面市 ホクセツサイクル サービス その他サービス 5%

168,424 大阪府 箕面市 北摂ワインズ サービス その他サービス 5%

168,425 大阪府 箕面市 Ｐｏｔ眼鏡店 サービス その他サービス 5%

168,426 大阪府 箕面市 ポパンクールカフェ　Ｐｏｐｉｎｃｏｕｒｔ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

168,427 大阪府 箕面市 ボブ 小売業 衣料品 5%

168,428 大阪府 箕面市 マイライントレーディングカンパニ 小売業 食料品 5%

168,429 大阪府 箕面市 マクドナルド１７１小野原店 サービス 飲食業 2%

168,430 大阪府 箕面市 マクドナルド１７１号箕面店 サービス 飲食業 2%

168,431 大阪府 箕面市 マクドナルド牧落店 サービス 飲食業 2%

168,432 大阪府 箕面市 マナベインテリアハーツ箕面店 小売業 家具・調度品 5%

168,433 大阪府 箕面市 ミコノス 小売業 衣料品 5%

168,434 大阪府 箕面市 三崎商事 小売業 衣料品 5%

168,435 大阪府 箕面市 三崎商事 小売業 衣料品 5%

168,436 大阪府 箕面市 ミスタークイックマン　ジェット店 サービス その他サービス 5%

168,437 大阪府 箕面市 ＭＩＳＯＫＡブティック箕面　ＭＩＳＯＫＡ　ＢＯＵＴＩＱＵＥ　ＭＩＮＯＨ サービス その他サービス 5%

168,438 大阪府 箕面市 み～とがぁでん　箕面店 サービス 飲食業 5%

168,439 大阪府 箕面市 みのお山荘　風の杜 サービス 宿泊業 5%

168,440 大阪府 箕面市 箕面ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,441 大阪府 箕面市 セブン－イレブン箕面粟生間谷東店 小売業 食料品 2%

168,442 大阪府 箕面市 セブン－イレブン箕面今宮４丁目店 小売業 食料品 2%

168,443 大阪府 箕面市 箕面Ｍスクエア　センソユニコ 小売業 衣料品 5%

168,444 大阪府 箕面市 セブン－イレブン箕面彩都南店 小売業 食料品 2%

168,445 大阪府 箕面市 箕面桜ヶ丘どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

168,446 大阪府 箕面市 箕面森町動物病院 サービス その他サービス 5%

168,447 大阪府 箕面市 セブン－イレブン箕面森町南店 小売業 食料品 2%

168,448 大阪府 箕面市 みのお整体院 サービス その他サービス 5%

168,449 大阪府 箕面市 セブン－イレブン箕面船場東店 小売業 食料品 2%

168,450 大阪府 箕面市 みのお滝茶屋 楓来坊 サービス 飲食業 5%

168,451 大阪府 箕面市 セブン－イレブン箕面西小路店 小売業 食料品 2%

168,452 大阪府 箕面市 セブン－イレブン箕面坊島５丁目店 小売業 食料品 2%

168,453 大阪府 箕面市 箕面湯元　水春 サービス その他サービス 5%

168,454 大阪府 箕面市 明治の森　音羽山荘 サービス 飲食業 5%

168,455 大阪府 箕面市 メガネの田中　箕面本店 小売業 その他小売 5%

168,456 大阪府 箕面市 メゾンドガトーミュール 小売業 食料品 5%

168,457 大阪府 箕面市 メナードフェイシャルサロンウェリアイナ サービス 理容・美容業 5%

168,458 大阪府 箕面市 メナード サービス 理容・美容業 5%

168,459 大阪府 箕面市 メナードフェイシャルサロン箕面西宿 サービス 理容・美容業 5%

168,460 大阪府 箕面市 メリーマート 小売業 その他小売 5%

168,461 大阪府 箕面市 モーターサイクルショップ　ホクセツ 小売業 その他小売 5%

168,462 大阪府 箕面市 Ｍｏｎｋｅｙ　Ｗｒｅｎｃｈ サービス 飲食業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

168,463 大阪府 箕面市 北摂ベースボールアカデミー サービス その他サービス 5%

168,464 大阪府 箕面市 421 小売業 その他小売 5%

168,465 大阪府 箕面市 ＲＩＺＥ サービス 理容・美容業 5%

168,466 大阪府 箕面市 ＬａＣｏｓｔａ サービス 飲食業 5%

168,467 大阪府 箕面市 ラセーラ　粟生間谷 サービス その他サービス 5%

168,468 大阪府 箕面市 ラセーラ　箕面 サービス その他サービス 5%

168,469 大阪府 箕面市 ラ　パン 小売業 食料品 5%

168,470 大阪府 箕面市 ＬＯＶＥｉｓ… 小売業 衣料品 5%

168,471 大阪府 箕面市 リラクサービス株式会社 小売業 その他小売 5%

168,472 大阪府 箕面市 リラクゼーションルームＳｗｅｅｔ＊Ｈａｎｄ サービス 理容・美容業 5%

168,473 大阪府 箕面市 ＬＵＣＥ　【ルーチェ】 サービス その他サービス 5%

168,474 大阪府 箕面市 ｌｅＳｏｌｅｉｌ 小売業 その他小売 5%

168,475 大阪府 箕面市 レオニダス箕面小野原店 小売業 食料品 5%

168,476 大阪府 箕面市 ワシントンメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

168,477 大阪府 箕面市 １ｓｔａｒ 小売業 その他小売 5%

168,478 大阪府 箕面市 １スター　箕面店 サービス その他サービス 5%

168,479 大阪府 守口市 株式会社アートダンスバレエ サービス その他サービス 5%

168,480 大阪府 守口市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｗｅｌｉｎａ大日イオン前 サービス 理容・美容業 5%

168,481 大阪府 守口市 味肴房田 サービス 飲食業 5%

168,482 大阪府 守口市 ＡＲＴ　ＦＯＲ　ＡＲＴ’Ｓ サービス 理容・美容業 5%

168,483 大阪府 守口市 ＡＲＴ　ＦＯＲ　ＡＲＴ’Ｓ サービス 理容・美容業 5%

168,484 大阪府 守口市 アベニールみや 小売業 衣料品 5%

168,485 大阪府 守口市 アルプス守口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,486 大阪府 守口市 居酒屋　みつ岡　居酒屋みつ岡 サービス 飲食業 5%

168,487 大阪府 守口市 癒しの森 サービス その他サービス 5%

168,488 大阪府 守口市 いわさ薬局 小売業 その他小売 5%

168,489 大阪府 守口市 Ｗｉｓｈ 小売業 衣料品 5%

168,490 大阪府 守口市 上田タクシー サービス 運輸業 5%

168,491 大阪府 守口市 うつわやｂａｋｕ サービス その他サービス 5%

168,492 大阪府 守口市 うぺぽ サービス 飲食業 5%

168,493 大阪府 守口市 うまいもん家　繋 サービス 飲食業 5%

168,494 大阪府 守口市 エムズカラー サービス その他サービス 5%

168,495 大阪府 守口市 えんまんゲストハウス大阪 サービス その他サービス 5%

168,496 大阪府 守口市 大石果実店 サービス その他サービス 5%

168,497 大阪府 守口市 大枝公園 サービス その他サービス 5%

168,498 大阪府 守口市 オーシマモト酒　米店 小売業 食料品 5%

168,499 大阪府 守口市 大宮通 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,500 大阪府 守口市 お菓子工房Ｅｃｈｅｌｌｅ 小売業 食料品 5%

168,501 大阪府 守口市 オカモト電産 小売業 電化製品 5%

168,502 大阪府 守口市 おぶつだんの志喜屋　守口店 小売業 家具・調度品 5%

168,503 大阪府 守口市 オリックスレンタカー大日駅前店 サービス その他サービス 2%

168,504 大阪府 守口市 カイロプラクティックＴーＡＲＡ サービス その他サービス 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

168,505 大阪府 守口市 かごの屋守口太子橋店 サービス 飲食業 5%

168,506 大阪府 守口市 Ｃａｆｅ　Ｇｉａｒｄｉｎｏ サービス 飲食業 5%

168,507 大阪府 守口市 （株）インターナショナルトラスト サービス その他サービス 5%

168,508 大阪府 守口市 株式会社エヌツークリエイト サービス その他サービス 5%

168,509 大阪府 守口市 株式会社大岩自動車整備 サービス その他サービス 5%

168,510 大阪府 守口市 株式会社菊水自動車工業 小売業 その他小売 5%

168,511 大阪府 守口市 ガブ飲みバル　Ｍｏｔｔｉ サービス 飲食業 5%

168,512 大阪府 守口市 果木堂 小売業 その他小売 5%

168,513 大阪府 守口市 カワグチコーポレーション　守口本社　カワグチコーポレーション サービス その他サービス 5%

168,514 大阪府 守口市 関西技研工業 小売業 電化製品 5%

168,515 大阪府 守口市 韓味Ｋｉｔｃｈｅｎかい サービス 飲食業 5%

168,516 大阪府 守口市 北守口 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,517 大阪府 守口市 ＫＩＣＨＩＲＩ守口市駅前 サービス 飲食業 5%

168,518 大阪府 守口市 吉鳥　太子橋店 サービス 飲食業 5%

168,519 大阪府 守口市 ｋｉｔｃｈｅｎ　　ｂｕｚｚ サービス 飲食業 5%

168,520 大阪府 守口市 ｇｕｚｅｌｂａｇｕｓ サービス 理容・美容業 5%

168,521 大阪府 守口市 串かつ酒場　えん満 サービス 飲食業 5%

168,522 大阪府 守口市 西口共栄社 サービス その他サービス 5%

168,523 大阪府 守口市 くすのき司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

168,524 大阪府 守口市 ＫＵＫＫＡ サービス 理容・美容業 5%

168,525 大阪府 守口市 グリンストア　大日店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

168,526 大阪府 守口市 クロスキンキ　アクロス 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,527 大阪府 守口市 クロスキンキ　阿倍野 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,528 大阪府 守口市 クロスキンキ　今福 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,529 大阪府 守口市 クロスキンキ　庄内 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,530 大阪府 守口市 クロスキンキ　セントラル 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,531 大阪府 守口市 クロスキンキ　鶴見 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,532 大阪府 守口市 クロスキンキ　天満橋ＲＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,533 大阪府 守口市 クロスキンキ　日本橋 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,534 大阪府 守口市 クロスキンキ　富田林 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,535 大阪府 守口市 桑本商店 小売業 食料品 5%

168,536 大阪府 守口市 ＫＢＣデンキ 八雲店 小売業 電化製品 5%

168,537 大阪府 守口市 株式会社シロハチ 小売業 その他小売 5%

168,538 大阪府 守口市 山本タクシー サービス 運輸業 5%

168,539 大阪府 守口市 コスモキング　ＴＣＧ専門店　コスモキング　滝井駅前店 小売業 その他小売 5%

168,540 大阪府 守口市 コノミヤ　守口店 小売業 食料品 5%

168,541 大阪府 守口市 コポ　守口店 小売業 衣料品 5%

168,542 大阪府 守口市 コリアン酒場　せじょん サービス 飲食業 5%

168,543 大阪府 守口市 ゴルフパートナー守口寺方店 小売業 その他小売 2%

168,544 大阪府 守口市 金剛堂　守口店 小売業 家具・調度品 5%

168,545 大阪府 守口市 近藤武道具 小売業 その他小売 5%

168,546 大阪府 守口市 サイクルセンタージャンク梶町店 小売業 その他小売 5%

4015



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

168,547 大阪府 守口市 サイクルセンタージャンク太子橋店 小売業 その他小売 5%

168,548 大阪府 守口市 サイクルセンターフォルクローレ 小売業 その他小売 5%

168,549 大阪府 守口市 Ｓａｔａｋｅ　梶町店 小売業 食料品 5%

168,550 大阪府 守口市 サムスン サービス 飲食業 5%

168,551 大阪府 守口市 サロンド　美漸 サービス 理容・美容業 5%

168,552 大阪府 守口市 サロン　ド　びぜん サービス 理容・美容業 5%

168,553 大阪府 守口市 シェフカワカミ　外島店 小売業 食料品 5%

168,554 大阪府 守口市 しごとぎや　たまゆら　守口店 小売業 衣料品 5%

168,555 大阪府 守口市 シマコーポレーション　守口店 小売業 家具・調度品 5%

168,556 大阪府 守口市 ＪｕｓｔインＴｉｍｅ　守口店 サービス その他サービス 5%

168,557 大阪府 守口市 シャンブル朝美 サービス 宿泊業 5%

168,558 大阪府 守口市 じゃんぼ總本店　土居旭通商店街店 サービス 飲食業 5%

168,559 大阪府 守口市 酒房　なにわ サービス 飲食業 5%

168,560 大阪府 守口市 旬菜天ぷらかねまさ サービス 飲食業 5%

168,561 大阪府 守口市 スズキアリーナ城東 サービス その他サービス 5%

168,562 大阪府 守口市 すすめ　ヴァイキング　守口店 サービス 飲食業 5%

168,563 大阪府 守口市 ステラ守口 小売業 その他小売 5%

168,564 大阪府 守口市 ＫＩＴＣＨＩＮ美（ｙｏｓｈｉ） サービス 飲食業 5%

168,565 大阪府 守口市 生鮮食品館　ベイはしば 小売業 食料品 5%

168,566 大阪府 守口市 清美堂　ウト電化 小売業 電化製品 5%

168,567 大阪府 守口市 清美堂電化 小売業 電化製品 5%

168,568 大阪府 守口市 ＳＥＶＥＮ＆ＥＩＧＨＴ　守口本店 サービス その他サービス 5%

168,569 大阪府 守口市 せんたく屋 サービス その他サービス 5%

168,570 大阪府 守口市 そばうどん今日亭守口店 サービス 飲食業 5%

168,571 大阪府 守口市 soin de brace 大日店 サービス 理容・美容業 5%

168,572 大阪府 守口市 太子橋酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

168,573 大阪府 守口市 鯛将丸　守口本店 サービス 飲食業 5%

168,574 大阪府 守口市 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　ｓｉｓ サービス 飲食業 5%

168,575 大阪府 守口市 タイムステーション ＮＥＯイオンモール大日店 小売業 貴金属・服飾品 5%

168,576 大阪府 守口市 タイヤファクトリーフラット店 小売業 その他小売 5%

168,577 大阪府 守口市 だい芳金物店 小売業 電化製品 5%

168,578 大阪府 守口市 ダイワサイクル　守口店 小売業 その他小売 5%

168,579 大阪府 守口市 高千穂トリーゴ 小売業 食料品 5%

168,580 大阪府 守口市 田中タクシー サービス 運輸業 5%

168,581 大阪府 守口市 谷口クリーニング　桜通店 サービス その他サービス 5%

168,582 大阪府 守口市 谷口クリーニング　土居店 サービス その他サービス 5%

168,583 大阪府 守口市 谷口クリーニング　本店 サービス その他サービス 5%

168,584 大阪府 守口市 たまゆら　守口南寺方店 小売業 衣料品 5%

168,585 大阪府 守口市 田村商会 サービス その他サービス 5%

168,586 大阪府 守口市 千鳥屋宗家大日 小売業 食料品 5%

168,587 大阪府 守口市 中央阪口電化 小売業 電化製品 5%

168,588 大阪府 守口市 中央電化チェーン　京阪店 小売業 電化製品 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

168,589 大阪府 守口市 Ｃｈｕｌａｎａｉｌ＆ｅｙｅ サービス その他サービス 5%

168,590 大阪府 守口市 鶴見緑地乗馬苑 サービス その他サービス 5%

168,591 大阪府 守口市 Ｔ．Ａ．Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ同時通訳・語学研修 サービス その他サービス 5%

168,592 大阪府 守口市 藤田町　だい芳金物店 小売業 その他小売 5%

168,593 大阪府 守口市 ドッグサロン　ポレポレ サービス 理容・美容業 5%

168,594 大阪府 守口市 ドッグプラザハピイ サービス その他サービス 5%

168,595 大阪府 守口市 トヨタ部品大阪共販ａｕショップ大日 小売業 その他小売 5%

168,596 大阪府 守口市 ドラッグストアアカカベ　寺方店 小売業 その他小売 5%

168,597 大阪府 守口市 ドラッグストアアカカベ　藤田町店 小売業 その他小売 5%

168,598 大阪府 守口市 ドラッグストアアカカベ　守口店 小売業 その他小売 5%

168,599 大阪府 守口市 Ｔｒｉｇｏ トリーゴ八雲店 小売業 食料品 5%

168,600 大阪府 守口市 ドリームＡＣウェーブ 小売業 電化製品 5%

168,601 大阪府 守口市 ｔｒｉｃｏ　守口店 サービス 理容・美容業 5%

168,602 大阪府 守口市 ｔｒｉｃｏ　守口店　【トリコ】 サービス 理容・美容業 5%

168,603 大阪府 守口市 長崎自動車 サービス その他サービス 5%

168,604 大阪府 守口市 中澤タクシー サービス 運輸業 5%

168,605 大阪府 守口市 Ｎｅａｒ　Ｆｕｔｕｒｅ サービス その他サービス 5%

168,606 大阪府 守口市 にく楽家　鐵牛 サービス 飲食業 5%

168,607 大阪府 守口市 西日本ＰＡＭ株式会社 サービス 運輸業 5%

168,608 大阪府 守口市 日進法律事務所 日進法律事務所 サービス その他サービス 5%

168,609 大阪府 守口市 ニッセンシェイプファンデ・サロンリーブラ 小売業 衣料品 5%

168,610 大阪府 守口市 Ｎｏｒｔｈ　Ｄｉｎｉｎｇ　神衣 サービス 飲食業 5%

168,611 大阪府 守口市 はぁとプリントファクトリー サービス その他サービス 5%

168,612 大阪府 守口市 バイクセンター守口 小売業 その他小売 5%

168,613 大阪府 守口市 Ｂａｇｕｓ　ｄｕａ サービス 理容・美容業 5%

168,614 大阪府 守口市 ばってんまる サービス 飲食業 5%

168,615 大阪府 守口市 ＨＡＰＰＹ　ＣＯＭＥ 小売業 その他小売 5%

168,616 大阪府 守口市 パルウエダ 小売業 電化製品 5%

168,617 大阪府 守口市 ばんどう亭 サービス 飲食業 5%

168,618 大阪府 守口市 東守口 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,619 大阪府 守口市 疋田タクシー サービス 運輸業 5%

168,620 大阪府 守口市 ビジョン北川 小売業 電化製品 5%

168,621 大阪府 守口市 一二三薬局 小売業 その他小売 5%

168,622 大阪府 守口市 ビューティタマイ サービス 理容・美容業 5%

168,623 大阪府 守口市 ＢＥＡＵＴＹ　ＴＥＣＨＮＩＣＳ　守口本店 サービス 理容・美容業 5%

168,624 大阪府 守口市 美容室ｅｄｕ． サービス 理容・美容業 5%

168,625 大阪府 守口市 ｂｅ’ｌｅｅｆ　ｒｉｃ サービス 理容・美容業 5%

168,626 大阪府 守口市 廣岡中小企業診断士事務所 サービス その他サービス 5%

168,627 大阪府 守口市 ファッション　スギヤマ 小売業 衣料品 5%

168,628 大阪府 守口市 ファンシーショップはしば 小売業 衣料品 5%

168,629 大阪府 守口市 フードショップ　井上 小売業 その他小売 5%

168,630 大阪府 守口市 ブックスふかだ守口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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168,631 大阪府 守口市 ブティック　ＴＡＫＡＧＩ 小売業 衣料品 5%

168,632 大阪府 守口市 ＦＬＯＷＥＲＨＯＵＳＥＫＡＮＡエル守口店 小売業 その他小売 5%

168,633 大阪府 守口市 ＦＬＯＷＥＲＨＯＵＳＥＫＡＮＡ　北斗店 小売業 その他小売 5%

168,634 大阪府 守口市 プルミエールパニス西三荘駅前店 小売業 食料品 5%

168,635 大阪府 守口市 フローラルポケット 小売業 その他小売 5%

168,636 大阪府 守口市 ヘアークリエーション　ヴィタリテ サービス 理容・美容業 5%

168,637 大阪府 守口市 ヘアークリエーション　ヴィタリテ サービス 理容・美容業 5%

168,638 大阪府 守口市 ＨＡＩＲＳ ＥＮＥＲＧＹ 守口店 サービス 理容・美容業 5%

168,639 大阪府 守口市 日進法律事務所 サービス その他サービス 5%

168,640 大阪府 守口市 朋和商店 サービス その他サービス 5%

168,641 大阪府 守口市 ＪＭ／ポテト双葉薬店 小売業 食料品 5%

168,642 大阪府 守口市 マクドナルドイオンモール大日店 サービス 飲食業 2%

168,643 大阪府 守口市 マクドナルドジャガーグリーン店 サービス 飲食業 2%

168,644 大阪府 守口市 Ｍａｃｃｏｒｏ　ｈａｉｒ　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

168,645 大阪府 守口市 松野商会 小売業 その他小売 5%

168,646 大阪府 守口市 丸久寝具店 小売業 その他小売 5%

168,647 大阪府 守口市 株式会社マルホ サービス その他サービス 5%

168,648 大阪府 守口市 ミノル　守口店 小売業 貴金属・服飾品 5%

168,649 大阪府 守口市 三宅タクシー サービス 運輸業 5%

168,650 大阪府 守口市 マイカバ！ 小売業 衣料品 5%

168,651 大阪府 守口市 メガネの正美堂 サービス その他サービス 5%

168,652 大阪府 守口市 メガネの正美堂 小売業 その他小売 5%

168,653 大阪府 守口市 守口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,654 大阪府 守口市 セブン－イレブン守口金田町２丁目店 小売業 食料品 2%

168,655 大阪府 守口市 守口くらはし 守口くらはし 小売業 その他小売 5%

168,656 大阪府 守口市 セブン－イレブン守口京阪北本通店 小売業 食料品 2%

168,657 大阪府 守口市 セブン－イレブン守口京阪本通１丁目東店 小売業 食料品 2%

168,658 大阪府 守口市 セブン－イレブン守口京阪本通店 小売業 食料品 2%

168,659 大阪府 守口市 守口市駅西自転車駐車場 サービス その他サービス 5%

168,660 大阪府 守口市 守口駅八島自転車駐車場 サービス その他サービス 5%

168,661 大阪府 守口市 セブン－イレブン守口市駅西店 小売業 食料品 2%

168,662 大阪府 守口市 セブン－イレブン守口大日町２丁目店 小売業 食料品 2%

168,663 大阪府 守口市 守口寺方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,664 大阪府 守口市 セブン－イレブン守口寺方本通２丁目店 小売業 食料品 2%

168,665 大阪府 守口市 セブン－イレブン守口寺方元町店 小売業 食料品 2%

168,666 大阪府 守口市 セブン－イレブン守口東光町２丁目店 小売業 食料品 2%

168,667 大阪府 守口市 セブン－イレブン守口南寺方東通６丁目店 小売業 食料品 2%

168,668 大阪府 守口市 セブン－イレブン守口南寺方東通店 小売業 食料品 2%

168,669 大阪府 守口市 セブン－イレブン守口八雲東町２丁目店 小売業 食料品 2%

168,670 大阪府 守口市 Ｍｏｎ　Ｄｉａｄ　守口大日店 小売業 貴金属・服飾品 5%

168,671 大阪府 守口市 やすべえ サービス 飲食業 5%

168,672 大阪府 守口市 やすべえ　はなれ サービス 飲食業 5%
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168,673 大阪府 守口市 侑 サービス 飲食業 5%

168,674 大阪府 守口市 ユザワヤ京阪百貨店守口店 小売業 その他小売 5%

168,675 大阪府 守口市 ユリヤ化粧品店 小売業 その他小売 5%

168,676 大阪府 守口市 ゆるびか サービス 理容・美容業 5%

168,677 大阪府 守口市 ４２１　ＲＥＳＴＯＲＥ　ＡＮＤ　ＣＵＳＴＯＭ　ＢＩＫＥ 小売業 その他小売 5%

168,678 大阪府 守口市 ライブスミノ 小売業 電化製品 5%

168,679 大阪府 守口市 ラクティー サービス その他サービス 5%

168,680 大阪府 守口市 Ｌａｇｉｏｉａ 小売業 その他小売 5%

168,681 大阪府 守口市 らぽっぽ　守口本店 小売業 食料品 5%

168,682 大阪府 守口市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ松屋守口 サービス その他サービス 2%

168,683 大阪府 守口市 リファーム サービス その他サービス 5%

168,684 大阪府 守口市 Ｒｅ：ｍｏｕ サービス 理容・美容業 5%

168,685 大阪府 守口市 リリハ　リリハ守口店 小売業 食料品 5%

168,686 大阪府 守口市 リンリン　守口店 小売業 その他小売 5%

168,687 大阪府 守口市 レアール・シミズ 小売業 電化製品 5%

168,688 大阪府 守口市 レア－ル・ヤマモト 小売業 電化製品 5%

168,689 大阪府 守口市 ワイズ 小売業 電化製品 5%

168,690 大阪府 守口市 和食桂 サービス 飲食業 5%

168,691 大阪府 守口市 渡辺電化サービス 小売業 電化製品 5%

168,692 大阪府 守口市 笑?ｗａｒａｉ? サービス 飲食業 5%

168,693 大阪府 守口市 わんぱく亭 サービス 飲食業 5%

168,694 大阪府 八尾市 アイサロン　シャルム サービス 理容・美容業 5%

168,695 大阪府 八尾市 アイスタジオヴィサージ 小売業 貴金属・服飾品 5%

168,696 大阪府 八尾市 アオイ　久宝寺店 小売業 食料品 5%

168,697 大阪府 八尾市 アオイ　ＪＲ八尾駅前店 小売業 食料品 5%

168,698 大阪府 八尾市 赤坂金型彫刻所 サービス その他サービス 5%

168,699 大阪府 八尾市 あじ処　なる　八尾店 サービス 飲食業 5%

168,700 大阪府 八尾市 あずさ珈琲　八尾店 サービス 飲食業 5%

168,701 大阪府 八尾市 うつわと雑貨ａｎｅｗｓｐｒｏｕｔ サービス その他サービス 5%

168,702 大阪府 八尾市 ＡＭ＇ｓＦＡＭＩＬＹ サービス 飲食業 5%

168,703 大阪府 八尾市 ＡＮＣＨＯＲ サービス 理容・美容業 5%

168,704 大阪府 八尾市 石川自動車株式会社　本店 小売業 その他小売 5%

168,705 大阪府 八尾市 ＩＴ’ｓ　Ｆａｍｉｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

168,706 大阪府 八尾市 ＩＴ’ｓｌｏｒｉｇｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

168,707 大阪府 八尾市 ｉｔｏ サービス 理容・美容業 5%

168,708 大阪府 八尾市 乾産業株式会社 サービス その他サービス 5%

168,709 大阪府 八尾市 ＩＮＯ　ｂｒａｎｄｉｎｇ　ｂｙ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

168,710 大阪府 八尾市 今川タイヤ商会 サービス その他サービス 5%

168,711 大阪府 八尾市 井村電気 小売業 電化製品 5%

168,712 大阪府 八尾市 Van Council 八尾店 サービス 理容・美容業 5%

168,713 大阪府 八尾市 ＶＩＡＶＡＩリノアス 小売業 衣料品 5%

168,714 大阪府 八尾市 植木企画 サービス その他サービス 5%
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168,715 大阪府 八尾市 ウダデンキ 小売業 電化製品 5%

168,716 大阪府 八尾市 鰻のもり サービス 飲食業 5%

168,717 大阪府 八尾市 エキゾチックアフリカ 小売業 その他小売 5%

168,718 大阪府 八尾市 Ｅｓｔｈｅ＆ＲｅｌａｘａｔｉｏｎＥｃｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

168,719 大阪府 八尾市 Ｎ?Ｗｏｒｋｅｒ サービス その他サービス 5%

168,720 大阪府 八尾市 エフワン八尾 小売業 衣料品 5%

168,721 大阪府 八尾市 ＭＪＧＹＭ サービス その他サービス 5%

168,722 大阪府 八尾市 ＭＪＦＩＴ サービス その他サービス 5%

168,723 大阪府 八尾市 Ｍ２　八尾店 小売業 衣料品 5%

168,724 大阪府 八尾市 ｌ－ｒｕｓｈ 小売業 その他小売 5%

168,725 大阪府 八尾市 大川家具卸売センター 小売業 家具・調度品 5%

168,726 大阪府 八尾市 おおさかキャンパル 小売業 その他小売 5%

168,727 大阪府 八尾市 大阪東部ヤクルト販売 弓削センター 小売業 食料品 5%

168,728 大阪府 八尾市 大谷模型店 小売業 その他小売 5%

168,729 大阪府 八尾市 太田東口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,730 大阪府 八尾市 オートプラザ　ニシミネ 小売業 その他小売 5%

168,731 大阪府 八尾市 オート・ラック サービス その他サービス 5%

168,732 大阪府 八尾市 お好み焼　鉄板焼　まま家 サービス 飲食業 5%

168,733 大阪府 八尾市 お好み焼はここやねん八尾高美店 サービス 飲食業 5%

168,734 大阪府 八尾市 おしゃれ服地と学生服　タケヒロヤ 小売業 衣料品 5%

168,735 大阪府 八尾市 おひさま動物病院 サービス その他サービス 5%

168,736 大阪府 八尾市 ＧＡＲＤＥＮ　ｆｒｏｍ　ＩＴ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

168,737 大阪府 八尾市 カーライフサポート株式会社 サービス その他サービス 5%

168,738 大阪府 八尾市 カイロサロンはまむら サービス その他サービス 5%

168,739 大阪府 八尾市 かごの屋八尾高安店 サービス 飲食業 5%

168,740 大阪府 八尾市 籠乃屋　八尾店 サービス 飲食業 5%

168,741 大阪府 八尾市 カジキ商会 小売業 衣料品 5%

168,742 大阪府 八尾市 有限会社ガッツコーポレーション 小売業 その他小売 5%

168,743 大阪府 八尾市 カットハウスまえがわ サービス 理容・美容業 5%

168,744 大阪府 八尾市 株式会社　大京住宅　大京住宅 サービス その他サービス 5%

168,745 大阪府 八尾市 株式会社乾酒店 小売業 食料品 5%

168,746 大阪府 八尾市 株式会社岡坂鉄工 サービス その他サービス 5%

168,747 大阪府 八尾市 ［ＨＣ］株式会社香川電化 小売業 電化製品 5%

168,748 大阪府 八尾市 株式会社グランド・ゼロ サービス その他サービス 5%

168,749 大阪府 八尾市 株　糀谷モータース商会 サービス その他サービス 5%

168,750 大阪府 八尾市 桃林堂陌草園 小売業 食料品 5%

168,751 大阪府 八尾市 かぼちゃ薬店 小売業 その他小売 5%

168,752 大阪府 八尾市 神子製作所 小売業 その他小売 5%

168,753 大阪府 八尾市 かもじや 本店 小売業 その他小売 5%

168,754 大阪府 八尾市 かもじや リノアス店 小売業 その他小売 5%

168,755 大阪府 八尾市 カラダファクトリー　近鉄八尾店 サービス その他サービス 5%

168,756 大阪府 八尾市 カルビの王様　八尾店 サービス 飲食業 5%
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168,757 大阪府 八尾市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋八尾外環状線店 サービス 飲食業 2%

168,758 大阪府 八尾市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋八尾太子堂店 サービス 飲食業 2%

168,759 大阪府 八尾市 かわうそ屋 小売業 その他小売 5%

168,760 大阪府 八尾市 セブン－イレブン河内山本駅東店 小売業 食料品 2%

168,761 大阪府 八尾市 関西オート 小売業 その他小売 5%

168,762 大阪府 八尾市 ＫＩＣＨＩＲＩ八尾 サービス 飲食業 5%

168,763 大阪府 八尾市 喫茶 メモリー ティールーム ＭＥＭＯＲＩ サービス 飲食業 5%

168,764 大阪府 八尾市 ＱＯＭスポーツはり・きゅう院 サービス 理容・美容業 5%

168,765 大阪府 八尾市 久宝寺口インドアテニススクールプ 小売業 その他小売 5%

168,766 大阪府 八尾市 業務スーパー久宝寺駅南店 小売業 食料品 2%

168,767 大阪府 八尾市 セブン－イレブン近鉄高安駅西店 小売業 食料品 2%

168,768 大阪府 八尾市 近鉄八尾駅北自転車駐車場 サービス その他サービス 5%

168,769 大阪府 八尾市 串揚げ処法善寺 サービス 飲食業 5%

168,770 大阪府 八尾市 串料理りき サービス 飲食業 5%

168,771 大阪府 八尾市 国川たばこ店 小売業 その他小売 5%

168,772 大阪府 八尾市 グランドボウル サービス その他サービス 5%

168,773 大阪府 八尾市 クール・カレ　アン　八尾店 小売業 衣料品 5%

168,774 大阪府 八尾市 車屋 山本店 小売業 衣料品 5%

168,775 大阪府 八尾市 ケーアイスポーツ 小売業 その他小売 5%

168,776 大阪府 八尾市 化粧品のいまとく 小売業 その他小売 5%

168,777 大阪府 八尾市 健康美容サロンＮａｔｕｌｅ サービス 理容・美容業 5%

168,778 大阪府 八尾市 工和電化 小売業 電化製品 5%

168,779 大阪府 八尾市 珈琲フチ サービス 飲食業 5%

168,780 大阪府 八尾市 小料理ゆるり サービス 飲食業 5%

168,781 大阪府 八尾市 小料理ゆるり サービス 飲食業 5%

168,782 大阪府 八尾市 ゴルフ４５℃ 小売業 その他小売 5%

168,783 大阪府 八尾市 コンペイトウミュージアムやお 小売業 食料品 5%

168,784 大阪府 八尾市 さくら洋品店 小売業 衣料品 5%

168,785 大阪府 八尾市 Ｓａｔａｋｅ　久宝寺駅前店 小売業 食料品 5%

168,786 大阪府 八尾市 佐堂 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,787 大阪府 八尾市 ＳＡＬＯＮ　ＤＥＬＩＧＨＴ サービス 理容・美容業 5%

168,788 大阪府 八尾市 ＳａｌｏｎｄｅＡｎｎａ サービス 理容・美容業 5%

168,789 大阪府 八尾市 サロンドゥエアーズ サービス 理容・美容業 5%

168,790 大阪府 八尾市 三田屋本店　八尾 サービス 飲食業 5%

168,791 大阪府 八尾市 サンプラザ　八尾跡部店 小売業 食料品 5%

168,792 大阪府 八尾市 サンプラザ　八尾沼店 小売業 食料品 5%

168,793 大阪府 八尾市 三洋旅行　八尾営業所 サービス その他サービス 5%

168,794 大阪府 八尾市 ＪＲ久宝寺駅北自転車駐車場 サービス その他サービス 5%

168,795 大阪府 八尾市 志紀 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,796 大阪府 八尾市 四季旬彩　正庵 サービス 飲食業 5%

168,797 大阪府 八尾市 シマコーポレーション　中環八尾店 小売業 家具・調度品 5%

168,798 大阪府 八尾市 シマコーポレーション中環八尾店 小売業 その他小売 5%
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168,799 大阪府 八尾市 シミズメガネ志紀 小売業 その他小売 5%

168,800 大阪府 八尾市 Ｓｈａｓｔａ８０ 小売業 その他小売 5%

168,801 大阪府 八尾市 ジャッキー　サイクル 小売業 その他小売 5%

168,802 大阪府 八尾市 ジャンボ酒場　河内山本駅前店 サービス 飲食業 5%

168,803 大阪府 八尾市 じゃんぼ總本店　JR久宝寺駅前店 サービス 飲食業 5%

168,804 大阪府 八尾市 じゃんぼ總本店　JR八尾駅前店 サービス 飲食業 5%

168,805 大阪府 八尾市 ジュエリーキクヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

168,806 大阪府 八尾市 巡心堂漢方薬局 小売業 その他小売 5%

168,807 大阪府 八尾市 ジョウ エックス 小売業 その他小売 5%

168,808 大阪府 八尾市 食品館　アプロ　高安店 小売業 食料品 5%

168,809 大阪府 八尾市 シンエイサイクル 小売業 その他小売 5%

168,810 大阪府 八尾市 ＳＷＥＥＴ・ＳＨＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

168,811 大阪府 八尾市 スーパーヤオヒコ八尾木の本店 小売業 食料品 5%

168,812 大阪府 八尾市 スタジオブルーメ サービス その他サービス 5%

168,813 大阪府 八尾市 ｓｔｙｌｉｓｔｅ 小売業 衣料品 5%

168,814 大阪府 八尾市 Ｓｔｅａｄｉａ サービス 理容・美容業 5%

168,815 大阪府 八尾市 炭火とワイン　八尾店 サービス 飲食業 5%

168,816 大阪府 八尾市 スリーエム　キャルストーリー八尾 小売業 衣料品 5%

168,817 大阪府 八尾市 外環恩智 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,818 大阪府 八尾市 外環水越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,819 大阪府 八尾市 外環八尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,820 大阪府 八尾市 soin de brace 八尾店 サービス 理容・美容業 5%

168,821 大阪府 八尾市 タイガー電器八尾店 小売業 電化製品 5%

168,822 大阪府 八尾市 太子堂 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,823 大阪府 八尾市 ダイワサイクル　青山店 小売業 その他小売 5%

168,824 大阪府 八尾市 ダイワサイクル　八尾北店 小売業 その他小売 5%

168,825 大阪府 八尾市 ダイワサイクル　八尾店 小売業 その他小売 5%

168,826 大阪府 八尾市 タケオニシダ・ジャパン株式会社　八尾店 小売業 衣料品 5%

168,827 大阪府 八尾市 多田米穀店 小売業 食料品 5%

168,828 大阪府 八尾市 タニムラ電化 小売業 電化製品 5%

168,829 大阪府 八尾市 ｔａｎｅ＇ｓｇａｒｄｅｎ 小売業 その他小売 5%

168,830 大阪府 八尾市 タムラオート 小売業 その他小売 5%

168,831 大阪府 八尾市 千房　リノアス八尾支店 サービス 飲食業 5%

168,832 大阪府 八尾市 千房　リノアス八尾店 サービス 飲食業 5%

168,833 大阪府 八尾市 ＣＨＵＲＣＨ 小売業 衣料品 5%

168,834 大阪府 八尾市 ＣＨＵＲＣＨ 小売業 衣料品 5%

168,835 大阪府 八尾市 ＣｈａｎｎｅｌＴＯＹＢＯＸ 小売業 衣料品 5%

168,836 大阪府 八尾市 中環八尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,837 大阪府 八尾市 ＣＩＲＣＯ　ｓａｌｏｔｔｏ サービス 理容・美容業 5%

168,838 大阪府 八尾市 手作りふとん 紀の長 小売業 家具・調度品 5%

168,839 大阪府 八尾市 テニスラウンジ八尾 サービス その他サービス 5%

168,840 大阪府 八尾市 寺下電器 小売業 電化製品 5%
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168,841 大阪府 八尾市 デルパンジャパン 小売業 貴金属・服飾品 5%

168,842 大阪府 八尾市 天ぷら　心。 サービス 飲食業 5%

168,843 大阪府 八尾市 天ぷら旬菜 天花 サービス 飲食業 5%

168,844 大阪府 八尾市 ［ＨＣ］電洋社 小売業 電化製品 5%

168,845 大阪府 八尾市 ＴＵＫＴＵＫ 小売業 衣料品 5%

168,846 大阪府 八尾市 堂島焼肉威徳 サービス 飲食業 5%

168,847 大阪府 八尾市 桃林堂　近鉄八尾駅前店 小売業 食料品 5%

168,848 大阪府 八尾市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ北山本店 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,849 大阪府 八尾市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,850 大阪府 八尾市 徳治昭童画館 サービス その他サービス 5%

168,851 大阪府 八尾市 土間土間八尾店 サービス 飲食業 2%

168,852 大阪府 八尾市 富永自動車 サービス その他サービス 5%

168,853 大阪府 八尾市 トヨタ部品大阪共販八尾営業所 サービス その他サービス 5%

168,854 大阪府 八尾市 ドラゴン 小売業 その他小売 5%

168,855 大阪府 八尾市 トラストモータース サービス その他サービス 5%

168,856 大阪府 八尾市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｒｏｍａｎａ サービス 飲食業 5%

168,857 大阪府 八尾市 ドリーム観光サービス　八尾営業所 サービス その他サービス 5%

168,858 大阪府 八尾市 とんかつ花八尾 サービス 飲食業 5%

168,859 大阪府 八尾市 ナガノゴルフ 小売業 その他小売 5%

168,860 大阪府 八尾市 ナガノゴルフ 小売業 その他小売 5%

168,861 大阪府 八尾市 中原ノルウェ－ジャンの森 小売業 その他小売 5%

168,862 大阪府 八尾市 西村動物病院 サービス その他サービス 5%

168,863 大阪府 八尾市 西元タクシー サービス 運輸業 5%

168,864 大阪府 八尾市 西山本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,865 大阪府 八尾市 日本料理・鍋料理　おおはた サービス 飲食業 5%

168,866 大阪府 八尾市 Ｎａｉｌ　Ｒｏｏｍ　Ｕ サービス 理容・美容業 5%

168,867 大阪府 八尾市 Ｎａｉｌ　Ｒｏｏｍ　Ｕ サービス その他サービス 5%

168,868 大阪府 八尾市 ノーマジーン サービス 理容・美容業 5%

168,869 大阪府 八尾市 野宮タクシー サービス 運輸業 5%

168,870 大阪府 八尾市 野村行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

168,871 大阪府 八尾市 有限会社ハシヤマデンキ サービス その他サービス 5%

168,872 大阪府 八尾市 パスタハウス　Ｍａ　ｃｈａｎ　パスタハウス　Ｍａ　ｃｈａｎ サービス 飲食業 5%

168,873 大阪府 八尾市 畑のつづき　八尾店 小売業 食料品 5%

168,874 大阪府 八尾市 畑のつづき　龍華店 小売業 食料品 5%

168,875 大阪府 八尾市 パナびーんず・ほしの 小売業 電化製品 5%

168,876 大阪府 八尾市 パナライフハシヤマ 小売業 電化製品 5%

168,877 大阪府 八尾市 バラエティーショップＡＩＤＡ 小売業 その他小売 5%

168,878 大阪府 八尾市 ＪＭ／パリ洋品店 小売業 衣料品 5%

168,879 大阪府 八尾市 ＢＢ　ＳＴＹＬＥ　八尾店 サービス 理容・美容業 5%

168,880 大阪府 八尾市 ビズヘアーグランバース店 サービス 理容・美容業 5%

168,881 大阪府 八尾市 ビズヘアー　プチ店 サービス 理容・美容業 5%

168,882 大阪府 八尾市 ｖｉｐ ｂｅａｕｔｙ ｌｏｕｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%
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168,883 大阪府 八尾市 ビューティバランスｆｏｒｅｖｅｒ ビューティバランスｆｏｒｅｖｅｒ サービス その他サービス 5%

168,884 大阪府 八尾市 ファ－ストオ－ト　中環平野支店 小売業 その他小売 5%

168,885 大阪府 八尾市 ファ－ストオ－ト　八尾支店 小売業 その他小売 5%

168,886 大阪府 八尾市 フクマンジモーターサイクル 小売業 その他小売 5%

168,887 大阪府 八尾市 Ｐｅｔｉｔ　Ｃｈｏｕｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

168,888 大阪府 八尾市 ＢＲＯＷＮ サービス 飲食業 5%

168,889 大阪府 八尾市 フリーダム サービス その他サービス 5%

168,890 大阪府 八尾市 ｆｌａｖｏｒ　ｏｆ　Ｓａｉｇｏｎ　バインミー専門店　ｆｌａｖｏｒ　ｏｆ　Ｓａｉｇｏｎ サービス 飲食業 5%

168,891 大阪府 八尾市 ｆｌａｖｏｒ　ｏｆ　Ｓａｉｇｏｎ サービス 飲食業 5%

168,892 大阪府 八尾市 フレッシュマーケットアオイＪＲ八尾駅前店 小売業 食料品 5%

168,893 大阪府 八尾市 フレッシュマーケットアオイ八尾久宝寺店 小売業 食料品 5%

168,894 大阪府 八尾市 フレッシュマーケットアオイ八尾山本駅前南店 小売業 食料品 5%

168,895 大阪府 八尾市 フレッシュマーケットアオイ八尾山本駅前南 小売業 食料品 5%

168,896 大阪府 八尾市 プレミアムオート 小売業 その他小売 5%

168,897 大阪府 八尾市 ヘア　アミューズ　ヘア　アミューズ サービス 理容・美容業 5%

168,898 大阪府 八尾市 ＨＡＩＲ　ＡＬＰＨＡ サービス 理容・美容業 5%

168,899 大阪府 八尾市 ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　ｅＭ サービス 理容・美容業 5%

168,900 大阪府 八尾市 Ｈａｉｒ　ａｒｔ　コスメニシヒロ サービス 理容・美容業 5%

168,901 大阪府 八尾市 Ｈａｉｒ＆ＭａｋｅＳｈａｌｏｍ サービス 理容・美容業 5%

168,902 大阪府 八尾市 ＨａｉｒＳａｌｏｎＢｏｎＦｉｎ サービス 理容・美容業 5%

168,903 大阪府 八尾市 ｈａｉｒ’ｓ　ＲｏｏＭ サービス 理容・美容業 5%

168,904 大阪府 八尾市 ｈａｉｒｓ　ＬＥＩＲＹ サービス 理容・美容業 5%

168,905 大阪府 八尾市 Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

168,906 大阪府 八尾市 ｈａｉｒｍａｋｅｎａｒｕ サービス 理容・美容業 5%

168,907 大阪府 八尾市 ｒｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

168,908 大阪府 八尾市 ｈａｉｒ　ｗｏｒｋ　Ｄｅｅｐ サービス 理容・美容業 5%

168,909 大阪府 八尾市 ベスト資材八尾店 小売業 家具・調度品 5%

168,910 大阪府 八尾市 ベスト資材八尾店 小売業 その他小売 5%

168,911 大阪府 八尾市 ＰｅｔＳａｌｏｎＫ．ｐｌｕｍ サービス その他サービス 5%

168,912 大阪府 八尾市 豊栄電器商會 小売業 電化製品 5%

168,913 大阪府 八尾市 ボディ・バランスＲＡＫＵＲＡＫＵ サービス 理容・美容業 5%

168,914 大阪府 八尾市 ＢＯＲＯＴ　ＢＯＲＯＴ　ｐｉｌｏｔｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

168,915 大阪府 八尾市 ボンシィク サービス 飲食業 5%

168,916 大阪府 八尾市 本間モータース サービス その他サービス 5%

168,917 大阪府 八尾市 マクドナルド外環八尾店 サービス 飲食業 2%

168,918 大阪府 八尾市 ＭａＳａ サービス 理容・美容業 5%

168,919 大阪府 八尾市 ＭａＳａ サービス 理容・美容業 5%

168,920 大阪府 八尾市 ＭＭ八尾店 サービス その他サービス 5%

168,921 大阪府 八尾市 マツモト寝装 小売業 家具・調度品 5%

168,922 大阪府 八尾市 マツモト寝装 小売業 家具・調度品 5%

168,923 大阪府 八尾市 マナベインテリアハーツ八尾外環状店 小売業 家具・調度品 5%

168,924 大阪府 八尾市 まるつね鮨 サービス 飲食業 5%
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168,925 大阪府 八尾市 ＭＩＳＵＧＩＹＡ　リノアス八尾店 小売業 食料品 5%

168,926 大阪府 八尾市 身だしなみネイル　ＡＱｌｅａｒ サービス その他サービス 5%

168,927 大阪府 八尾市 三井酒店 小売業 食料品 5%

168,928 大阪府 八尾市 ＭＩＭＹ ＳＰＯＴ 小売業 その他小売 5%

168,929 大阪府 八尾市 ムーラン洋菓子店 サービス 飲食業 5%

168,930 大阪府 八尾市 Ｍａｋｅ－ｕｐ 小売業 その他小売 5%

168,931 大阪府 八尾市 メガネのオオクマ　八尾本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

168,932 大阪府 八尾市 メガネ本舗　八尾桜ケ丘店 小売業 その他小売 5%

168,933 大阪府 八尾市 メタルアートファクトリー 小売業 その他小売 5%

168,934 大阪府 八尾市 ももちゃんのおかきせんべい 本店 小売業 食料品 5%

168,935 大阪府 八尾市 モンディマンシェ 小売業 その他小売 5%

168,936 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾相生町２丁目店 小売業 食料品 2%

168,937 大阪府 八尾市 八尾あけぼのＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

168,938 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾老原４丁目店 小売業 食料品 2%

168,939 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾太田新町４丁目店 小売業 食料品 2%

168,940 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾小畑町店 小売業 食料品 2%

168,941 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾柏村町３丁目店 小売業 食料品 2%

168,942 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾上之島町南店 小売業 食料品 2%

168,943 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾萱振町３丁目店 小売業 食料品 2%

168,944 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾北亀井町店 小売業 食料品 2%

168,945 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾北久宝寺１丁目店 小売業 食料品 2%

168,946 大阪府 八尾市 セブンーイレブン八尾久宝寺１丁目店 小売業 食料品 2%

168,947 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾久宝寺５丁目店 小売業 食料品 2%

168,948 大阪府 八尾市 八尾自動車教習所 リノアス八尾自動車教習所カウンター サービス その他サービス 5%

168,949 大阪府 八尾市 八尾自動車教習所 サービス その他サービス 5%

168,950 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾高美町４丁目店 小売業 食料品 2%

168,951 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾天王寺屋２丁目店 小売業 食料品 2%

168,952 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾西山本６丁目店 小売業 食料品 2%

168,953 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾光町１丁目店 小売業 食料品 2%

168,954 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾光町店 小売業 食料品 2%

168,955 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾福万寺町店 小売業 食料品 2%

168,956 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾本町７丁目店 小売業 食料品 2%

168,957 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾水越東店 小売業 食料品 2%

168,958 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾南太子堂２丁目店 小売業 食料品 2%

168,959 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾南太子堂６丁目店 小売業 食料品 2%

168,960 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾南本町１丁目店 小売業 食料品 2%

168,961 大阪府 八尾市 八尾宮町どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

168,962 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾八尾木北４丁目店 小売業 食料品 2%

168,963 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾八尾木東３丁目店 小売業 食料品 2%

168,964 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾山賀町３丁目店 小売業 食料品 2%

168,965 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾山本町１丁目店 小売業 食料品 2%

168,966 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾弓削町店 小売業 食料品 2%
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168,967 大阪府 八尾市 セブン－イレブン八尾陽光園１丁目店 小売業 食料品 2%

168,968 大阪府 八尾市 やきとり大吉八尾店 サービス 飲食業 5%

168,969 大阪府 八尾市 焼鳥まも善 サービス 飲食業 5%

168,970 大阪府 八尾市 焼肉特急ＰＲＥＭＩＵＭアクロスプラザ八尾 サービス 飲食業 5%

168,971 大阪府 八尾市 焼肉トラットリア西山 サービス 飲食業 5%

168,972 大阪府 八尾市 焼肉もっちゃん　八尾店 サービス 飲食業 5%

168,973 大阪府 八尾市 保原酒店 小売業 食料品 5%

168,974 大阪府 八尾市 山科食堂 サービス 飲食業 5%

168,975 大阪府 八尾市 やまと サービス 飲食業 5%

168,976 大阪府 八尾市 ヤマトウェルネス　八尾店 サービス その他サービス 5%

168,977 大阪府 八尾市 山本商店株式会社 サービス その他サービス 5%

168,978 大阪府 八尾市 ユアーズ　八尾旭店 小売業 電化製品 5%

168,979 大阪府 八尾市 有限会社カサブランカ サービス 理容・美容業 5%

168,980 大阪府 八尾市 有限会社共進自動車 サービス その他サービス 5%

168,981 大阪府 八尾市 有限会社太子電機商会 小売業 電化製品 5%

168,982 大阪府 八尾市 有限会社ヒガシダフォトスタジオ 小売業 その他小売 5%

168,983 大阪府 八尾市 有限会社フルムーン」 小売業 衣料品 5%

168,984 大阪府 八尾市 優善 サービス 飲食業 5%

168,985 大阪府 八尾市 ユーポス２５号　八尾店 小売業 その他小売 5%

168,986 大阪府 八尾市 洋食や サービス 飲食業 5%

168,987 大阪府 八尾市 ライフクリーナー　太田 サービス その他サービス 5%

168,988 大阪府 八尾市 Ｒｉｌｅｙ　ｈａｉｒ　八尾 サービス 理容・美容業 5%

168,989 大阪府 八尾市 ｒｕｓｈ　ｐｏｅ サービス 理容・美容業 5%

168,990 大阪府 八尾市 ラナンキュラス 小売業 衣料品 5%

168,991 大阪府 八尾市 ラペ 小売業 衣料品 5%

168,992 大阪府 八尾市 Ｌａｂｏ サービス 理容・美容業 5%

168,993 大阪府 八尾市 ランチＢＯＸ サービス 飲食業 5%

168,994 大阪府 八尾市 Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

168,995 大阪府 八尾市 リサルトジョカーレ 小売業 衣料品 5%

168,996 大阪府 八尾市 ＲＩＮＡＬＤＯｂｙＮｏｔｒｅＳｏｕｈａｉｔ 小売業 衣料品 5%

168,997 大阪府 八尾市 ｌｉｍｅｌ サービス 理容・美容業 5%

168,998 大阪府 八尾市 理容ＣＯＴＹ サービス 理容・美容業 5%

168,999 大阪府 八尾市 ルートアン八尾店 小売業 衣料品 5%

169,000 大阪府 八尾市 ルームヘアー　プラス サービス 理容・美容業 5%

169,001 大阪府 八尾市 ｌｅ　ｃｏｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

169,002 大阪府 八尾市 ルチェーレ サービス 理容・美容業 5%

169,003 大阪府 八尾市 ルームヘアー　プラス サービス 理容・美容業 5%

169,004 大阪府 八尾市 ＲＥＡＴＨ サービス その他サービス 5%

169,005 大阪府 八尾市 レンタサイクル「駅リンくん八尾店」 サービス 運輸業 5%

169,006 大阪府 八尾市 ロイヤルクイーン　八尾教室 小売業 家具・調度品 5%

169,007 大阪府 八尾市 炉端焼き酒場　一心 サービス 飲食業 5%

169,008 大阪府 八尾市 ワークステーション　八尾 小売業 衣料品 5%
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169,009 大阪府 八尾市 ＹＳＰ大阪東 小売業 その他小売 5%

169,010 大阪府 八尾市 ワイン居酒屋 Ｂｏｕｃｈｏｎ サービス 飲食業 5%

169,011 兵庫県 相生市 セブン－イレブン相生垣内店 小売業 食料品 2%

169,012 兵庫県 相生市 セブン－イレブン相生西谷町店 小売業 食料品 2%

169,013 兵庫県 相生市 セブン－イレブン相生山手店 小売業 食料品 2%

169,014 兵庫県 相生市 セブン－イレブン相生竜泉店 小売業 食料品 2%

169,015 兵庫県 相生市 有限会社相生鈑金　あいばん サービス その他サービス 5%

169,016 兵庫県 相生市 カーメンテナンス 潤 サービス その他サービス 5%

169,017 兵庫県 相生市 美容室かずきくんの店 サービス 理容・美容業 5%

169,018 兵庫県 相生市 カワベ相生本店 小売業 食料品 5%

169,019 兵庫県 相生市 ｋｉｔｃｈｅｎにこにこ サービス 飲食業 5%

169,020 兵庫県 相生市 クリーニング　ブーケ　相生東店 サービス その他サービス 5%

169,021 兵庫県 相生市 クリーニング　ブーケ　相生南店 サービス その他サービス 5%

169,022 兵庫県 相生市 クリーニングブーケ　デイズ相生店 サービス その他サービス 5%

169,023 兵庫県 相生市 ゴダイドラッグ相生店 小売業 その他小売 5%

169,024 兵庫県 相生市 サイクルショップ滝井 小売業 その他小売 5%

169,025 兵庫県 相生市 ＪＲ西日本レンタカー＆リース株式会社　相生駅駐車場 サービス 運輸業 5%

169,026 兵庫県 相生市 シューズショップ　サタケ 小売業 衣料品 5%

169,027 兵庫県 相生市 御食事処　だるく亭 サービス 飲食業 5%

169,028 兵庫県 相生市 備前焼　松井宏之 小売業 その他小売 5%

169,029 兵庫県 相生市 ファッションライフ　タブチ 小売業 衣料品 5%

169,030 兵庫県 相生市 ブックフォーラムジュンク　相生店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

169,031 兵庫県 相生市 ＨＯＴＥＬ万葉岬 サービス 飲食業 5%

169,032 兵庫県 相生市 マーシ 小売業 衣料品 5%

169,033 兵庫県 相生市 和田電波 小売業 電化製品 5%

169,034 兵庫県 明石市 ＡＲＫ　イオン土山 サービス 理容・美容業 5%

169,035 兵庫県 明石市 株式会社ＲＩＨ 小売業 衣料品 5%

169,036 兵庫県 明石市 あいえぬ販売 サービス その他サービス 5%

169,037 兵庫県 明石市 ａｉｃｏ：ｐｏｔｔｅｒｉｃｏ サービス その他サービス 5%

169,038 兵庫県 明石市 アオイ スポーツ 小売業 その他小売 5%

169,039 兵庫県 明石市 あおい福祉タクシー サービス 運輸業 5%

169,040 兵庫県 明石市 あおい福祉タクシー サービス 運輸業 5%

169,041 兵庫県 明石市 明石　みつぼし　明石みつぼし サービス 飲食業 5%

169,042 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石相生町１丁目店 小売業 食料品 2%

169,043 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石朝霧店 小売業 食料品 2%

169,044 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石魚住駅前店 小売業 食料品 2%

169,045 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石魚住住吉店 小売業 食料品 2%

169,046 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石魚住長坂寺店 小売業 食料品 2%

169,047 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石魚住浜西店 小売業 食料品 2%

169,048 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石江井ヶ島駅前店 小売業 食料品 2%

169,049 兵庫県 明石市 明石営業所 サービス その他サービス 5%

169,050 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石大明石町店 小売業 食料品 2%
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169,051 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石大久保インター店 小売業 食料品 2%

169,052 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石大久保駅南口店 小売業 食料品 2%

169,053 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石大久保町大窪店 小売業 食料品 2%

169,054 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石大久保町松陰店 小売業 食料品 2%

169,055 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石大久保西店 小売業 食料品 2%

169,056 兵庫県 明石市 明石カーライフステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,057 兵庫県 明石市 明石菊水　明石駅店 サービス 飲食業 5%

169,058 兵庫県 明石市 明石菊水桜町本店 サービス 飲食業 5%

169,059 兵庫県 明石市 明石菊水桜町本店 サービス 飲食業 5%

169,060 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石貴崎５丁目店 小売業 食料品 2%

169,061 兵庫県 明石市 セブンーイレブン明石貴崎３丁目店 小売業 食料品 2%

169,062 兵庫県 明石市 明石小型自動車 サービス その他サービス 5%

169,063 兵庫県 明石市 明石シーサイド動物病院 サービス その他サービス 5%

169,064 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石市役所店 小売業 食料品 2%

169,065 兵庫県 明石市 明石市立市民病院売店 小売業 その他小売 5%

169,066 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石硯町店 小売業 食料品 2%

169,067 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石太寺天王町店 小売業 食料品 2%

169,068 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石田町２丁目店 小売業 食料品 2%

169,069 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石鳥羽店 小売業 食料品 2%

169,070 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石西江井ヶ島西店 小売業 食料品 2%

169,071 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石西新町店 小売業 食料品 2%

169,072 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石荷山町店 小売業 食料品 2%

169,073 兵庫県 明石市 明石の魚　嵜?ＳＡＫＩ? サービス 飲食業 5%

169,074 兵庫県 明石市 明石の魚　嵜　?ＳＡＫＩ? サービス 飲食業 5%

169,075 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石野々上店 小売業 食料品 2%

169,076 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石林崎店 小売業 食料品 2%

169,077 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石藤江店 小売業 食料品 2%

169,078 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石二見町店 小売業 食料品 2%

169,079 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石二見町東二見店 小売業 食料品 2%

169,080 兵庫県 明石市 明石みつぼし サービス 飲食業 5%

169,081 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石明姫藤江店 小売業 食料品 2%

169,082 兵庫県 明石市 セブン－イレブン明石山下町店 小売業 食料品 2%

169,083 兵庫県 明石市 明石家旅館別館 サービス 宿泊業 5%

169,084 兵庫県 明石市 明石家旅館別館 サービス 宿泊業 5%

169,085 兵庫県 明石市 秋吉　明石店 サービス 飲食業 5%

169,086 兵庫県 明石市 ａｋｉｒａ朝霧店 サービス 理容・美容業 5%

169,087 兵庫県 明石市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｍｉｅｌ明石 サービス 理容・美容業 5%

169,088 兵庫県 明石市 朝比奈興産株式会社 小売業 その他小売 5%

169,089 兵庫県 明石市 Ａｓｔｅｒｉｓｍ 小売業 衣料品 5%

169,090 兵庫県 明石市 あづき処 千賀 あづき処千賀 小売業 食料品 5%

169,091 兵庫県 明石市 穴子．活魚料理でん助 サービス 飲食業 5%

169,092 兵庫県 明石市 アビット大久保店 小売業 その他小売 5%
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169,093 兵庫県 明石市 アビット二見店 小売業 その他小売 5%

169,094 兵庫県 明石市 アプリコット　明石店 小売業 家具・調度品 5%

169,095 兵庫県 明石市 ＡＲＴＩＳＴＡ サービス 理容・美容業 5%

169,096 兵庫県 明石市 アルファ　朝霧 サービス その他サービス 5%

169,097 兵庫県 明石市 α　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

169,098 兵庫県 明石市 アルフィー サービス 理容・美容業 5%

169,099 兵庫県 明石市 淡路屋　西明石店 サービス 飲食業 5%

169,100 兵庫県 明石市 安居楽業 サービス その他サービス 5%

169,101 兵庫県 明石市 安東ミシン商会 小売業 電化製品 5%

169,102 兵庫県 明石市 アントス　プリコ西明石店 小売業 その他小売 5%

169,103 兵庫県 明石市 Ａｎｔｗｅｒｐ サービス 理容・美容業 5%

169,104 兵庫県 明石市 Ａｎｔｗｅｒｐ　Ａｎｔｗｅｒｐ サービス 理容・美容業 5%

169,105 兵庫県 明石市 Ａｎｔｗｅｒｐ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

169,106 兵庫県 明石市 e-shop ピオレ明石店 小売業 衣料品 5%

169,107 兵庫県 明石市 いくら家　丼　明石本店 サービス 飲食業 5%

169,108 兵庫県 明石市 イシズ　明石店 小売業 その他小売 5%

169,109 兵庫県 明石市 Ｉｔａｌｉａｎ ｄｉｎｉｎｇ ｂｅａｎｓ サービス 飲食業 5%

169,110 兵庫県 明石市 いっぷく屋 小売業 その他小売 5%

169,111 兵庫県 明石市 出光大久保団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,112 兵庫県 明石市 出光大久保山手ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,113 兵庫県 明石市 茨木酒造合名会社 サービス その他サービス 5%

169,114 兵庫県 明石市 ＷＩＬＬ　魚住 サービス 理容・美容業 5%

169,115 兵庫県 明石市 ＷＩＬＬ　西明石 サービス 理容・美容業 5%

169,116 兵庫県 明石市 ＷＩＬＬ美容室　魚住店 サービス 理容・美容業 5%

169,117 兵庫県 明石市 ｗｉｌｌ美容室　西明石店 サービス 理容・美容業 5%

169,118 兵庫県 明石市 ＶＩＮＣＵＬＯ サービス 理容・美容業 5%

169,119 兵庫県 明石市 ＷＡＲＥ　ＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

169,120 兵庫県 明石市 Ｗｅａｔｈｅｒｃｏｃｋ?風見鶏?　Ｗｅａｔｈｅｒｃｏｃｋ?風見鶏?　バリアフリー店舗 サービス 理容・美容業 5%

169,121 兵庫県 明石市 ウェル・カナイ 小売業 電化製品 5%

169,122 兵庫県 明石市 魚住ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,123 兵庫県 明石市 ウオズミサイクル 小売業 その他小売 5%

169,124 兵庫県 明石市 魚住モータース サービス その他サービス 5%

169,125 兵庫県 明石市 うどん割烹　はな喜 サービス 飲食業 5%

169,126 兵庫県 明石市 うまいもん横丁　藤江店 サービス 飲食業 5%

169,127 兵庫県 明石市 うまいもん横丁明石西店 サービス 飲食業 5%

169,128 兵庫県 明石市 江井ケ島 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,129 兵庫県 明石市 江井ヶ嶋酒造 小売業 食料品 5%

169,130 兵庫県 明石市 栄光宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,131 兵庫県 明石市 英國屋　魚住南店 サービス その他サービス 5%

169,132 兵庫県 明石市 英國屋　太寺店 サービス その他サービス 5%

169,133 兵庫県 明石市 Ａ．ＳＴＵＤＩＯ株式会社 サービス その他サービス 5%

169,134 兵庫県 明石市 ａｕショップ　西明石 小売業 電化製品 5%
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169,135 兵庫県 明石市 ＥｎｅＪｅｔ朝霧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,136 兵庫県 明石市 ＥｎｅＪｅｔ西明石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,137 兵庫県 明石市 ＥｎｅＪｅｔ明姫魚住ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,138 兵庫県 明石市 M style ピオレ明石店 小売業 衣料品 5%

169,139 兵庫県 明石市 ａｕショップ　明石土山 小売業 電化製品 5%

169,140 兵庫県 明石市 エリーナ　ワコール　ショップ　ピオレ明石店 サービス 飲食業 5%

169,141 兵庫県 明石市 ｅｌｆｌｏｒｅｒｏ サービス 理容・美容業 5%

169,142 兵庫県 明石市 ＯＥＣランゲージサービス明石ＶＩＶＲＥ校 サービス その他サービス 5%

169,143 兵庫県 明石市 王子電化 小売業 電化製品 5%

169,144 兵庫県 明石市 大久保酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

169,145 兵庫県 明石市 岡本電器 小売業 電化製品 5%

169,146 兵庫県 明石市 ｏｃｔｅｔ 小売業 衣料品 5%

169,147 兵庫県 明石市 奥村モータース株式会社　明石店 小売業 その他小売 5%

169,148 兵庫県 明石市 お好み焼き　しょうちゃん サービス 飲食業 5%

169,149 兵庫県 明石市 お好み焼きしょうちゃん サービス 飲食業 5%

169,150 兵庫県 明石市 お好み焼　つくし２号店 サービス 飲食業 5%

169,151 兵庫県 明石市 お好み焼道場 サービス 飲食業 5%

169,152 兵庫県 明石市 お好み焼きれん サービス 飲食業 5%

169,153 兵庫県 明石市 メガネのオジマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,154 兵庫県 明石市 おち呉服店 小売業 衣料品 5%

169,155 兵庫県 明石市 お直しコンシェルジュ ビック・ママ ピオレ明石店 サービス その他サービス 5%

169,156 兵庫県 明石市 おのや神具仏具店 サービス その他サービス 5%

169,157 兵庫県 明石市 オリックスレンタカー明石駅西口店 サービス その他サービス 2%

169,158 兵庫県 明石市 オリックスレンタカー西明石駅前店 サービス その他サービス 2%

169,159 兵庫県 明石市 ＣａｒＳｅｒｖｉｃｅＯｖｅｒｆｌｏｗ 小売業 その他小売 5%

169,160 兵庫県 明石市 華々 サービス その他サービス 5%

169,161 兵庫県 明石市 かごの屋明石店 サービス 飲食業 5%

169,162 兵庫県 明石市 籠屋八兵衛　明石二見店 サービス 飲食業 5%

169,163 兵庫県 明石市 ＪＭ／カスタムオートマルタ 小売業 その他小売 5%

169,164 兵庫県 明石市 Ｋａｓｅｎ サービス 理容・美容業 5%

169,165 兵庫県 明石市 ［ＨＣ］株式会社足立電器 小売業 電化製品 5%

169,166 兵庫県 明石市 株式会社岩井寿商店 小売業 食料品 5%

169,167 兵庫県 明石市 株 岡田屋商店 酒匠米匠 酒の岡田屋 大久保店 小売業 食料品 5%

169,168 兵庫県 明石市 株式会社玉泉堂　明石文化会館前店 小売業 家具・調度品 5%

169,169 兵庫県 明石市 株式会社クラバブルマイスター サービス その他サービス 5%

169,170 兵庫県 明石市 株式会社ＫＯＢＵＪＡＰＡＮ 小売業 その他小売 5%

169,171 兵庫県 明石市 株式会社たなか酒店 サービス その他サービス 5%

169,172 兵庫県 明石市 株式会社ナカネ サービス その他サービス 5%

169,173 兵庫県 明石市 株式会社　花雅　明石魚棚店 小売業 その他小売 5%

169,174 兵庫県 明石市 株式会社人丸花壇 サービス 宿泊業 5%

169,175 兵庫県 明石市 株式会社補聴器センターめいりょう サービス その他サービス 5%

169,176 兵庫県 明石市 株式会社水田種苗園　大久保駅前店 小売業 家具・調度品 5%
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169,177 兵庫県 明石市 株式会社水田種苗園　本店 小売業 家具・調度品 5%

169,178 兵庫県 明石市 株式会社ミヤコオート 小売業 その他小売 5%

169,179 兵庫県 明石市 ＣｕｒｒｙＰｒｏｊｅｃｔ 小売業 衣料品 5%

169,180 兵庫県 明石市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋明石大久保店 サービス 飲食業 2%

169,181 兵庫県 明石市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋朝霧国道２号店 サービス 飲食業 2%

169,182 兵庫県 明石市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋西明石松の内店 サービス 飲食業 2%

169,183 兵庫県 明石市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋明幹明石魚住店 サービス 飲食業 2%

169,184 兵庫県 明石市 河合塾マナビス大久保駅前校 サービス その他サービス 2%

169,185 兵庫県 明石市 キートス明石店 小売業 その他小売 5%

169,186 兵庫県 明石市 菊水鮓　西店 サービス 飲食業 5%

169,187 兵庫県 明石市 喜久屋書店　明石駅ビル店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

169,188 兵庫県 明石市 きさき薬局 小売業 その他小売 5%

169,189 兵庫県 明石市 季節料理　さくら サービス 飲食業 5%

169,190 兵庫県 明石市 北川畳店 小売業 その他小売 5%

169,191 兵庫県 明石市 北野エース　西明石店 小売業 食料品 5%

169,192 兵庫県 明石市 喫茶コケシ サービス 飲食業 5%

169,193 兵庫県 明石市 キノシタデンキ 小売業 電化製品 5%

169,194 兵庫県 明石市 きもの　うめおか　西明石店 小売業 衣料品 5%

169,195 兵庫県 明石市 キャピックコウベ サービス その他サービス 5%

169,196 兵庫県 明石市 Ｃｕｔｉｅ　ｍ　ｔｏｔａｌ　ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

169,197 兵庫県 明石市 株式会社神戸カーペンターズ サービス その他サービス 5%

169,198 兵庫県 明石市 業務スーパー硯町店 小売業 食料品 2%

169,199 兵庫県 明石市 Ｋｉｒａｎａ（キラーナ） サービス 理容・美容業 5%

169,200 兵庫県 明石市 金扇堂 サービス 飲食業 5%

169,201 兵庫県 明石市 ぎん虎 サービス 飲食業 5%

169,202 兵庫県 明石市 クアシス　明石アスピア店 サービス その他サービス 5%

169,203 兵庫県 明石市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ明石店 小売業 その他小売 5%

169,204 兵庫県 明石市 cuoRE サービス 理容・美容業 5%

169,205 兵庫県 明石市 串かつ神鷹 サービス 飲食業 5%

169,206 兵庫県 明石市 串処　満蔵 サービス 飲食業 5%

169,207 兵庫県 明石市 楠本電機 小売業 電化製品 5%

169,208 兵庫県 明石市 くすり屋いとう 小売業 その他小売 5%

169,209 兵庫県 明石市 ＣＬＥＡＲ サービス 理容・美容業 5%

169,210 兵庫県 明石市 クリーニング　レック　アスピア明石店 サービス その他サービス 5%

169,211 兵庫県 明石市 クリーニングレック　コープ大久保店 サービス その他サービス 5%

169,212 兵庫県 明石市 クリーニングレック　コープ西明石店 サービス その他サービス 5%

169,213 兵庫県 明石市 クリーニング　レック　ラムー店 サービス その他サービス 5%

169,214 兵庫県 明石市 グリーンバスケット 小売業 その他小売 5%

169,215 兵庫県 明石市 クリーニングプラザ　シーズ店 サービス その他サービス 5%

169,216 兵庫県 明石市 Ｃｌｕｅ サービス 理容・美容業 5%

169,217 兵庫県 明石市 黒川染工場 小売業 衣料品 5%

169,218 兵庫県 明石市 鶏太郎　ピオレ明石店 小売業 食料品 5%
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169,219 兵庫県 明石市 合同会社　源太　居酒屋源太 サービス 飲食業 5%

169,220 兵庫県 明石市 合同会社森岡畳店 サービス その他サービス 5%

169,221 兵庫県 明石市 神戸舘 サービス 飲食業 5%

169,222 兵庫県 明石市 神戸新聞明石販売 小売業 その他小売 5%

169,223 兵庫県 明石市 こかく庵 サービス 飲食業 5%

169,224 兵庫県 明石市 国際トラベル　イオン土山営業所 サービス その他サービス 5%

169,225 兵庫県 明石市 ココクレール サービス 理容・美容業 5%

169,226 兵庫県 明石市 ココサロン ミーネ  Ｃｏｃｏ Ｓａｌｏｎ Ｍｉ Ｎｅ   Ｃｏｃｏ Ｓａｌｏｎ Ｍｉ Ｎｅ サービス 理容・美容業 5%

169,227 兵庫県 明石市 ココット サービス 理容・美容業 5%

169,228 兵庫県 明石市 コスメティック　はなびし ピオレ明石店 小売業 その他小売 5%

169,229 兵庫県 明石市 こすもす動物診療所 サービス その他サービス 5%

169,230 兵庫県 明石市 小高司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

169,231 兵庫県 明石市 こだま　ピオレ明石店 サービス 飲食業 5%

169,232 兵庫県 明石市 ごちそう村　大久保店 サービス 飲食業 5%

169,233 兵庫県 明石市 ごちそう村　西明石店 サービス 飲食業 5%

169,234 兵庫県 明石市 GOHOBI 明石駅店 小売業 食料品 5%

169,235 兵庫県 明石市 ｋｏｍｏｒｅｂｉｈａｉｒｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

169,236 兵庫県 明石市 コリアンキッチン　カッチ　コリアンキッチン　カッチ サービス 飲食業 5%

169,237 兵庫県 明石市 ゴルフギアサージ大久保店 小売業 その他小売 5%

169,238 兵庫県 明石市 ゴンチャロフ　ピオレ明石店 小売業 食料品 5%

169,239 兵庫県 明石市 ゴンチャロフ　プリコ西明石店 小売業 食料品 5%

169,240 兵庫県 明石市 齊木商店 小売業 衣料品 5%

169,241 兵庫県 明石市 坂蔵 サービス 飲食業 5%

169,242 兵庫県 明石市 酒道場 サービス 飲食業 5%

169,243 兵庫県 明石市 酒の岡田屋　大久保店 小売業 食料品 5%

169,244 兵庫県 明石市 株　座古海産 小売業 食料品 5%

169,245 兵庫県 明石市 薩摩せんべろ居酒家　姶良 サービス 飲食業 5%

169,246 兵庫県 明石市 Ｓａｔｏｘ　Ｆａｃｔｏｒｙ サービス その他サービス 5%

169,247 兵庫県 明石市 サムズアップ サービス その他サービス 5%

169,248 兵庫県 明石市 澤田帽子専門店 小売業 衣料品 5%

169,249 兵庫県 明石市 三洋航空サービス　大久保営業所 サービス その他サービス 5%

169,250 兵庫県 明石市 ＣＨＥＲＩＲ サービス 理容・美容業 5%

169,251 兵庫県 明石市 子午線ロックセキュリティ サービス その他サービス 5%

169,252 兵庫県 明石市 七輪バル　たにやん 小売業 食料品 5%

169,253 兵庫県 明石市 七輪バルたにやん サービス 飲食業 5%

169,254 兵庫県 明石市 Ｊｏｕｒｎｅｙ Ｃｏｆｆｅｅ Ｒｏａｓｔｅｒｓ サービス 飲食業 5%

169,255 兵庫県 明石市 シャポード　ピオレ明石店 サービス 飲食業 5%

169,256 兵庫県 明石市 シャレード兵庫営業所 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,257 兵庫県 明石市 習字教室はるる サービス その他サービス 5%

169,258 兵庫県 明石市 ジュエリー　ＫＡＮＤＡ　明石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,259 兵庫県 明石市 熟成炭焼ステーキ・ワインと元気野菜たち　森のロマン亭　～terrace～ サービス 飲食業 5%

169,260 兵庫県 明石市 シューズショップ　カワカミ 小売業 衣料品 5%
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169,261 兵庫県 明石市 旬鮮の房はたごやJR明石駅前店 サービス 飲食業 5%

169,262 兵庫県 明石市 白川本店　ピオレ明石店 小売業 食料品 5%

169,263 兵庫県 明石市 白川南店 小売業 食料品 5%

169,264 兵庫県 明石市 シルエット美容室 サービス 理容・美容業 5%

169,265 兵庫県 明石市 辰希屋 小売業 電化製品 5%

169,266 兵庫県 明石市 末広薬局 小売業 その他小売 5%

169,267 兵庫県 明石市 すこやかカイロプラクティック院 サービス その他サービス 5%

169,268 兵庫県 明石市 鮨　双樹 サービス 飲食業 5%

169,269 兵庫県 明石市 すし所酒処道場　ピオレ明石店 サービス 飲食業 5%

169,270 兵庫県 明石市 鮓　廣嶋 サービス 飲食業 5%

169,271 兵庫県 明石市 ステーキハウス　葵 小売業 食料品 5%

169,272 兵庫県 明石市 ｓｔｒｅａｍ　ｍａｒｋｅｔ　プリコ西明石店 小売業 衣料品 5%

169,273 兵庫県 明石市 ストロベリーフィールズ　ピオレ明石店 小売業 衣料品 5%

169,274 兵庫県 明石市 ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙｒｉｂｂｏｎ サービス その他サービス 5%

169,275 兵庫県 明石市 スピードタイヤ商会　本社 小売業 その他小売 5%

169,276 兵庫県 明石市 スピードタイヤ商会　タイヤランド明石西 小売業 その他小売 5%

169,277 兵庫県 明石市 スピードタイヤ商会　金ヶ崎営業所 小売業 その他小売 5%

169,278 兵庫県 明石市 スピードタイヤ商会　本社 小売業 その他小売 5%

169,279 兵庫県 明石市 すみの　パピオスあかし本店 小売業 その他小売 5%

169,280 兵庫県 明石市 炭火居酒屋　とり若 サービス 飲食業 5%

169,281 兵庫県 明石市 炭火焼鶏　じろう サービス 飲食業 5%

169,282 兵庫県 明石市 炭火焼鶏　じろう　明石桜町店 サービス 飲食業 5%

169,283 兵庫県 明石市 炭火焼鳥　はなやん サービス 飲食業 5%

169,284 兵庫県 明石市 炭火焼鶏じろう　明石２号店 サービス 飲食業 5%

169,285 兵庫県 明石市 炭火焼鶏じろう　西明石店 サービス 飲食業 5%

169,286 兵庫県 明石市 炭火焼肉あぶり サービス 飲食業 5%

169,287 兵庫県 明石市 炭火焼肉十座 サービス 飲食業 5%

169,288 兵庫県 明石市 Ｓｅｖｅｎ　Ｔｗｏ　Ｓｕｒｆ 小売業 その他小売 5%

169,289 兵庫県 明石市 cepo..STATICE　ピオレ明石店 小売業 衣料品 5%

169,290 兵庫県 明石市 セルフステージ魚住東ＳＳ　藤田産業 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,291 兵庫県 明石市 ＣＥＮＴＡＳ 小売業 衣料品 5%

169,292 兵庫県 明石市 センタス　明石店 小売業 衣料品 5%

169,293 兵庫県 明石市 膳家　明石店 サービス 飲食業 5%

169,294 兵庫県 明石市 創研 サービス その他サービス 5%

169,295 兵庫県 明石市 ソフトバンク　明石二見店 小売業 電化製品 5%

169,296 兵庫県 明石市 ソフトバンク　ＪＲ大久保駅前店 小売業 電化製品 5%

169,297 兵庫県 明石市 大栄堂本舗　ピオレ明石店 小売業 食料品 5%

169,298 兵庫県 明石市 ダイコクドラッグ明石駅前店 小売業 その他小売 5%

169,299 兵庫県 明石市 大成陸運有限会社 サービス 運輸業 5%

169,300 兵庫県 明石市 太寺サイクルサービス 明石店 小売業 その他小売 5%

169,301 兵庫県 明石市 第２神明道路　上り　明石ＳＡ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,302 兵庫県 明石市 Ｔｉｍｅ サービス 飲食業 5%
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169,303 兵庫県 明石市 ７１８　ダイヤクリーニングハローズ魚住店 サービス その他サービス 5%

169,304 兵庫県 明石市 ７１７ダイヤクリーニングハローズ西二見店 サービス その他サービス 5%

169,305 兵庫県 明石市 タイレストラン　ライタイ サービス 飲食業 5%

169,306 兵庫県 明石市 竹本商会 サービス その他サービス 5%

169,307 兵庫県 明石市 タテアキ　プリコ西明石 小売業 食料品 5%

169,308 兵庫県 明石市 ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ　１３５ サービス その他サービス 5%

169,309 兵庫県 明石市 ダンマルシェ明石店 サービス 飲食業 5%

169,310 兵庫県 明石市 チェックローズアスピア明石店 小売業 衣料品 5%

169,311 兵庫県 明石市 中央食彩ピオレ明石店 小売業 食料品 5%

169,312 兵庫県 明石市 つちやまサイクルショップ 小売業 その他小売 5%

169,313 兵庫県 明石市 釣り船魚英 サービス その他サービス 5%

169,314 兵庫県 明石市 ｔｅａ－ａｎｄｏｒｒａ 小売業 その他小売 5%

169,315 兵庫県 明石市 ＤＰ大久保西 サービス 理容・美容業 5%

169,316 兵庫県 明石市 ＤＰトンボプラザ明石硯町店 サービス 理容・美容業 5%

169,317 兵庫県 明石市 ＤＭＣ 小売業 電化製品 5%

169,318 兵庫県 明石市 ＤｉｏｎＤｉｏｎ　ピオレ明石店 サービス その他サービス 5%

169,319 兵庫県 明石市 デフィー　明石店 小売業 その他小売 5%

169,320 兵庫県 明石市 テルミーニ　西明石店 サービス 飲食業 5%

169,321 兵庫県 明石市 デンキの三和 小売業 電化製品 5%

169,322 兵庫県 明石市 天然石アクセサリーペトラアスピア明石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,323 兵庫県 明石市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ明姫大久保 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,324 兵庫県 明石市 トミヤ 大久保駅前店 小売業 その他小売 5%

169,325 兵庫県 明石市 トヨタカローラ兵庫大久保店 小売業 その他小売 5%

169,326 兵庫県 明石市 鶏膳明石總本店 サービス 飲食業 5%

169,327 兵庫県 明石市 中山雅友 サービス その他サービス 5%

169,328 兵庫県 明石市 Ｎａｔｕｒａｌｎ サービス その他サービス 5%

169,329 兵庫県 明石市 ＮＵＴＨＹＯＵＧＯ商店 小売業 その他小売 5%

169,330 兵庫県 明石市 鳴門鯛焼本舗　明石店 サービス 飲食業 5%

169,331 兵庫県 明石市 西明石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,332 兵庫県 明石市 セブン－イレブン西明石南町店 小売業 食料品 2%

169,333 兵庫県 明石市 西海商店 サービス その他サービス 5%

169,334 兵庫県 明石市 西新町カーライフステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,335 兵庫県 明石市 明石ニシヤマ 小売業 電化製品 5%

169,336 兵庫県 明石市 株式会社日光神戸新聞朝霧専売所 サービス 運輸業 5%

169,337 兵庫県 明石市 ニューヤマモト　ピオレ明石店 小売業 衣料品 5%

169,338 兵庫県 明石市 布瀬電気 小売業 電化製品 5%

169,339 兵庫県 明石市 ＮａｉｌｉｓｔＡｙａ サービス 理容・美容業 5%

169,340 兵庫県 明石市 ｎａｉｌｓａｌｏｎｌｉｐｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

169,341 兵庫県 明石市 Ｂｉｒｔｈ サービス 理容・美容業 5%

169,342 兵庫県 明石市 ハートダンス　ピオレ明石店 小売業 その他小売 5%

169,343 兵庫県 明石市 ＢａｒｂｅｒＳｈｏｐ　Ｂｏｎｄ サービス 理容・美容業 5%

169,344 兵庫県 明石市 ＢａｒｂｅｒＳｈｏｐＢｏｎｄ サービス 理容・美容業 5%
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169,345 兵庫県 明石市 焙煎豆鶴 小売業 食料品 5%

169,346 兵庫県 明石市 焙煎豆鶴 サービス 飲食業 5%

169,347 兵庫県 明石市 白十字　大久保店 小売業 食料品 5%

169,348 兵庫県 明石市 箱庭雑貨店 小売業 その他小売 5%

169,349 兵庫県 明石市 パセリ 小売業 衣料品 5%

169,350 兵庫県 明石市 合同会社　ハツダ商店 サービス 飲食業 5%

169,351 兵庫県 明石市 パティスリー 一菓だんらん パティスリー 一菓だんらん 小売業 食料品 5%

169,352 兵庫県 明石市 パティスリーｂｏｌｏ サービス 飲食業 5%

169,353 兵庫県 明石市 パティスリーヤマチョウ サービス 飲食業 5%

169,354 兵庫県 明石市 パーティハウス　イオン明石大久保西店 小売業 衣料品 5%

169,355 兵庫県 明石市 パナランド　デンエー 小売業 電化製品 5%

169,356 兵庫県 明石市 ハリミツクリーニング　大久保店 サービス その他サービス 5%

169,357 兵庫県 明石市 ハリミツクリーニング　西明石店 サービス その他サービス 5%

169,358 兵庫県 明石市 ハリミツクリーニング　ピーコック明舞店 サービス その他サービス 5%

169,359 兵庫県 明石市 有限会社　春岡自動車販売 サービス その他サービス 5%

169,360 兵庫県 明石市 パルマ 小売業 衣料品 5%

169,361 兵庫県 明石市 ＢＥＥ 小売業 衣料品 5%

169,362 兵庫県 明石市 ＢＭＯ明石大久保店 小売業 衣料品 5%

169,363 兵庫県 明石市 びすいえん　ピオレ明石店 小売業 その他小売 5%

169,364 兵庫県 明石市 ピタットハウス明石大久保店 サービス その他サービス 5%

169,365 兵庫県 明石市 美魔女ラボ　　Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｂｅａｕｔｙ サービス その他サービス 5%

169,366 兵庫県 明石市 ビューティーサロンケッズ サービス 理容・美容業 5%

169,367 兵庫県 明石市 兵庫県自動車学校明石校 サービス その他サービス 5%

169,368 兵庫県 明石市 兵庫トヨタ自動車　大久保店 小売業 その他小売 5%

169,369 兵庫県 明石市 美容室ぐぅ・ちょき・ぱぁ サービス 理容・美容業 5%

169,370 兵庫県 明石市 Ｈｉｒａ－Ｔｅｎ 小売業 衣料品 5%

169,371 兵庫県 明石市 平野商店 小売業 その他小売 5%

169,372 兵庫県 明石市 平野商店 小売業 食料品 5%

169,373 兵庫県 明石市 ヒロオカデンキ 小売業 電化製品 5%

169,374 兵庫県 明石市 ファイテンショップ　アスピア明石 小売業 その他小売 5%

169,375 兵庫県 明石市 Ｆｉｎｅ　ｃｕｔ?Ｙ． サービス 理容・美容業 5%

169,376 兵庫県 明石市 風花 サービス 飲食業 5%

169,377 兵庫県 明石市 ｆｅｌｉｃｅ サービス その他サービス 5%

169,378 兵庫県 明石市 福永サービス　福永サービス サービス その他サービス 5%

169,379 兵庫県 明石市 ふく音 サービス 飲食業 5%

169,380 兵庫県 明石市 フジイ 小売業 電化製品 5%

169,381 兵庫県 明石市 藤井タンス店 小売業 家具・調度品 5%

169,382 兵庫県 明石市 藤江屋分大　ピオレ明石店 小売業 食料品 5%

169,383 兵庫県 明石市 フジコンピュータ学院大久保駅前校 サービス その他サービス 5%

169,384 兵庫県 明石市 富士電気商会魚住店 小売業 電化製品 5%

169,385 兵庫県 明石市 富士の山菓舗 サービス 飲食業 5%

169,386 兵庫県 明石市 二見自工 サービス その他サービス 5%
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169,387 兵庫県 明石市 プチマルシェ 魚住店 小売業 食料品 5%

169,388 兵庫県 明石市 プチマルシェ魚住店 小売業 食料品 5%

169,389 兵庫県 明石市 プチマルシェ西新町店 小売業 食料品 5%

169,390 兵庫県 明石市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　明石大久保店 小売業 その他小売 2%

169,391 兵庫県 明石市 仏壇 仏具 京屋仏壇店 京屋仏壇店 明石店 小売業 その他小売 5%

169,392 兵庫県 明石市 フミヤ　西明石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,393 兵庫県 明石市 かばんのフミヤ　明石ＳＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,394 兵庫県 明石市 かばんのフミヤ　西明石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,395 兵庫県 明石市 フミヤ　西明石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,396 兵庫県 明石市 フミヤ　マイカル明石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,397 兵庫県 明石市 ＢＬＵＥＢＬＵＥ明石　ダイビングショップＢＬＵＥＢＬＵＥ明石 サービス その他サービス 5%

169,398 兵庫県 明石市 Bleu Bleuet  ピオレ明石店 小売業 その他小売 5%

169,399 兵庫県 明石市 ぷれいずの保育園 サービス その他サービス 5%

169,400 兵庫県 明石市 フレッシュ・モア大久保駅前店 小売業 食料品 5%

169,401 兵庫県 明石市 フレッシュモア　大久保店 小売業 食料品 5%

169,402 兵庫県 明石市 フレッシュモア　西明石店 小売業 食料品 5%

169,403 兵庫県 明石市 フレンドオート神戸 小売業 その他小売 5%

169,404 兵庫県 明石市 文明堂　プリコ西明石店 小売業 食料品 5%

169,405 兵庫県 明石市 ｈａｉｒ　Ａｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

169,406 兵庫県 明石市 Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ ＳｈｕＳｈｕ サービス 理容・美容業 5%

169,407 兵庫県 明石市 ヘアーメイク　スパイス サービス 理容・美容業 5%

169,408 兵庫県 明石市 ＨａｉｒＳａｌｏｎＳｈｕＳｈｕ サービス 理容・美容業 5%

169,409 兵庫県 明石市 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＳＴＥＬ サービス 理容・美容業 5%

169,410 兵庫県 明石市 ペトラ 天然石アクセサリー ペトラ 小売業 その他小売 5%

169,411 兵庫県 明石市 ほっとステーション サービス その他サービス 5%

169,412 兵庫県 明石市 ホテル　大久保 サービス 宿泊業 5%

169,413 兵庫県 明石市 ホテルプレフォート西明石 サービス 宿泊業 5%

169,414 兵庫県 明石市 ＢＯＮＨＥＵＲ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

169,415 兵庫県 明石市 ＢＯＮＨＥＵＲ　ｈａｉｒ　ｏｆｆｒｉｒ サービス 理容・美容業 5%

169,416 兵庫県 明石市 ＰＯＲＣＯ　ＲＯＳＳＯ サービス 飲食業 5%

169,417 兵庫県 明石市 本神戸肉森谷商店明石支店 小売業 食料品 5%

169,418 兵庫県 明石市 本神戸肉森谷商店ピオレ明石店 小売業 食料品 5%

169,419 兵庫県 明石市 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　西明石　西明石店 小売業 その他小売 5%

169,420 兵庫県 明石市 ホンダドリーム明石 小売業 その他小売 5%

169,421 兵庫県 明石市 Ｍａｒｋ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

169,422 兵庫県 明石市 まある笑店 サービス 飲食業 5%

169,423 兵庫県 明石市 マエダデンキサービス 小売業 電化製品 5%

169,424 兵庫県 明石市 マクドナルド明石店 サービス 飲食業 2%

169,425 兵庫県 明石市 マクドナルドイオン明石２番街店 サービス 飲食業 2%

169,426 兵庫県 明石市 マクドナルド大蔵海岸店 サービス 飲食業 2%

169,427 兵庫県 明石市 マクドナルド２５０魚住店 サービス 飲食業 2%

169,428 兵庫県 明石市 増田重機 サービス 運輸業 5%
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169,429 兵庫県 明石市 マツイ電器有限会社 小売業 電化製品 5%

169,430 兵庫県 明石市 マリナー　西明石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,431 兵庫県 明石市 マリナー　西明石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,432 兵庫県 明石市 まるは釣具　明石店 小売業 その他小売 5%

169,433 兵庫県 明石市 まるは釣具　二見店 小売業 その他小売 5%

169,434 兵庫県 明石市 まんが喫茶　コミックガーデン サービス その他サービス 5%

169,435 兵庫県 明石市 満面イオン明石店 サービス 飲食業 5%

169,436 兵庫県 明石市 ミスギヤ山陽明石店 小売業 食料品 5%

169,437 兵庫県 明石市 ミスタードーナツ　プリコ西明石 サービス 飲食業 2%

169,438 兵庫県 明石市 みどり食品　ピオレ明石店 小売業 食料品 5%

169,439 兵庫県 明石市 都きしめん明石本店 サービス 飲食業 5%

169,440 兵庫県 明石市 ミャムミャム　ピオレ明石店 サービス 飲食業 5%

169,441 兵庫県 明石市 身楽中国式リラクゼーション サービス その他サービス 5%

169,442 兵庫県 明石市 明邦モータース サービス その他サービス 5%

169,443 兵庫県 明石市 明舞センターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,444 兵庫県 明石市 明和タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

169,445 兵庫県 明石市 眼鏡工房ノイエ 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,446 兵庫県 明石市 メガネのオジマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,447 兵庫県 明石市 メガネのハヤシ サービス その他サービス 5%

169,448 兵庫県 明石市 野菜食堂めぐみカフェ サービス 飲食業 5%

169,449 兵庫県 明石市 モア・モカ サービス 理容・美容業 5%

169,450 兵庫県 明石市 モーターサイクルヒサダ 小売業 その他小売 5%

169,451 兵庫県 明石市 ＭＯＭＯと魔法のランプ サービス その他サービス 5%

169,452 兵庫県 明石市 モラモラ サービス その他サービス 5%

169,453 兵庫県 明石市 モンロワール　明石店 小売業 食料品 5%

169,454 兵庫県 明石市 やきとり一番大久保駅前店 サービス 飲食業 5%

169,455 兵庫県 明石市 焼鳥・炉端　とりしん サービス 飲食業 5%

169,456 兵庫県 明石市 焼肉　千久 サービス 飲食業 5%

169,457 兵庫県 明石市 焼肉カルビチャンプ　魚住店 サービス 飲食業 5%

169,458 兵庫県 明石市 安井無線電器商会 小売業 電化製品 5%

169,459 兵庫県 明石市 山口モータース サービス その他サービス 5%

169,460 兵庫県 明石市 山田電気商会 小売業 電化製品 5%

169,461 兵庫県 明石市 山根酒店　山根酒店 小売業 食料品 5%

169,462 兵庫県 明石市 有限会社　起己スポーツ 小売業 その他小売 5%

169,463 兵庫県 明石市 ［ＨＣ］有限会社ナグラ 小売業 電化製品 5%

169,464 兵庫県 明石市 有限会社フジコンピュータサービス サービス その他サービス 5%

169,465 兵庫県 明石市 有限会社富士屋 小売業 衣料品 5%

169,466 兵庫県 明石市 有限会社明植堂 サービス 飲食業 5%

169,467 兵庫県 明石市 ユザワヤ　明石ビブレ店 小売業 その他小売 5%

169,468 兵庫県 明石市 らぁ麺しん サービス 飲食業 5%

169,469 兵庫県 明石市 楽　明石店 サービス 飲食業 5%

169,470 兵庫県 明石市 ラシェールタケウチ 小売業 電化製品 5%
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169,471 兵庫県 明石市 ラフィネ　ピオレ明石店 サービス その他サービス 5%

169,472 兵庫県 明石市 らーめん八角　藤江店 サービス 飲食業 5%

169,473 兵庫県 明石市 リアライズ サービス その他サービス 5%

169,474 兵庫県 明石市 Lee　ピオレ明石店 小売業 衣料品 5%

169,475 兵庫県 明石市 Ｌｉｅｂｌｉｎｇ サービス その他サービス 5%

169,476 兵庫県 明石市 力丸二見店 サービス 飲食業 5%

169,477 兵庫県 明石市 リサイクル市場エコ 大久保店 小売業 その他小売 5%

169,478 兵庫県 明石市 リモーネ 小売業 衣料品 5%

169,479 兵庫県 明石市 Ｌｕｍｉｅｒｅ サービス 理容・美容業 5%

169,480 兵庫県 明石市 漁師寿司　海蓮丸　明石店 サービス 飲食業 5%

169,481 兵庫県 明石市 ルアー館　明石店 小売業 その他小売 5%

169,482 兵庫県 明石市 レーブドゥシェフ　ピオレ明石店 小売業 食料品 5%

169,483 兵庫県 明石市 レストランバーオオタニ サービス 飲食業 5%

169,484 兵庫県 明石市 レンタサイクル「駅リンくん明石店」 サービス 運輸業 5%

169,485 兵庫県 明石市 レンタサイクル「駅リンくん西明石店」 サービス 運輸業 5%

169,486 兵庫県 明石市 ロイヤルクイーン　明石教室 小売業 家具・調度品 5%

169,487 兵庫県 明石市 Ｙ．ガード．キーシステム サービス その他サービス 5%

169,488 兵庫県 明石市 Ｙ．ガード．キーシステム サービス その他サービス 5%

169,489 兵庫県 明石市 私の文具店　明石店 小売業 その他小売 5%

169,490 兵庫県 明石市 ワッフル・ケーキの店R.L(エール・エル)　ピオレ明石店 小売業 食料品 5%

169,491 兵庫県 明石市 ＷＡＲａＲａ 小売業 食料品 5%

169,492 兵庫県 明石市 ＷＡＲａＲａ ＷＡＲａＲａ 小売業 食料品 5%

169,493 兵庫県 明石市 ワンエココーポレーション サービス その他サービス 5%

169,494 兵庫県 明石市 ワンダリングスター　明石店 小売業 衣料品 5%

169,495 兵庫県 赤穂市 赤穂インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,496 兵庫県 赤穂市 セブン－イレブン赤穂尾崎店 小売業 食料品 2%

169,497 兵庫県 赤穂市 セブン－イレブン赤穂新田七軒家店 小売業 食料品 2%

169,498 兵庫県 赤穂市 赤穂西給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,499 兵庫県 赤穂市 赤穂東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,500 兵庫県 赤穂市 赤穂みやげセンター 小売業 食料品 5%

169,501 兵庫県 赤穂市 赤穂ラーメン 麺坊 赤穂らーめん 麺坊 サービス 飲食業 5%

169,502 兵庫県 赤穂市 赤穂ロイヤルホテル サービス 宿泊業 5%

169,503 兵庫県 赤穂市 セブン－イレブン赤穂若草町店 小売業 食料品 2%

169,504 兵庫県 赤穂市 赤穂パークホテル サービス 宿泊業 5%

169,505 兵庫県 赤穂市 赤穂パークホテル サービス 宿泊業 5%

169,506 兵庫県 赤穂市 イオン赤穂店　スシマス 小売業 食料品 5%

169,507 兵庫県 赤穂市 いかりや　赤穂店 小売業 衣料品 5%

169,508 兵庫県 赤穂市 井筒書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

169,509 兵庫県 赤穂市 岩佐屋イオン店 小売業 食料品 5%

169,510 兵庫県 赤穂市 上田電気 小売業 電化製品 5%

169,511 兵庫県 赤穂市 ＯＨＡＮＡ美容室 サービス 理容・美容業 5%

169,512 兵庫県 赤穂市 有限会社　鹿久居荘 サービス 飲食業 5%
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169,513 兵庫県 赤穂市 Ｃａｄｏｕ サービス 飲食業 5%

169,514 兵庫県 赤穂市 金川工作所本社 サービス その他サービス 5%

169,515 兵庫県 赤穂市 ｃａｆｅ　ＢＲＯＷＮ　ＦＬＡＧ サービス 飲食業 5%

169,516 兵庫県 赤穂市 かましま赤穂店　かましま赤穂店 サービス 飲食業 5%

169,517 兵庫県 赤穂市 かもめ＆ランプのあかり 小売業 衣料品 5%

169,518 兵庫県 赤穂市 かもめ＆ランプのあかり 小売業 その他小売 5%

169,519 兵庫県 赤穂市 ＫＡＮＤＡ　赤穂店 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,520 兵庫県 赤穂市 業務スーパー赤穂店 小売業 食料品 2%

169,521 兵庫県 赤穂市 クリーニング　ブーケ　赤穂尾崎店 サービス その他サービス 5%

169,522 兵庫県 赤穂市 クリーニングブーケイオン赤穂店 サービス その他サービス 5%

169,523 兵庫県 赤穂市 ケイズテクノ株式会社 サービス その他サービス 5%

169,524 兵庫県 赤穂市 ゴダイドラッグ赤穂上町店 小売業 その他小売 5%

169,525 兵庫県 赤穂市 ゴダイドラッグ赤穂中央店 小売業 その他小売 5%

169,526 兵庫県 赤穂市 ごほうび酒場 サービス 飲食業 5%

169,527 兵庫県 赤穂市 ゴルフショップ　イシバシ 小売業 その他小売 5%

169,528 兵庫県 赤穂市 ゴルフショップ　イシバシ 小売業 その他小売 5%

169,529 兵庫県 赤穂市 さくら・ドゥ・アベニュー 小売業 食料品 5%

169,530 兵庫県 赤穂市 サロンドコスメＰＡＸ 小売業 その他小売 5%

169,531 兵庫県 赤穂市 三弥 サービス 飲食業 5%

169,532 兵庫県 赤穂市 シークレット　ベース サービス 理容・美容業 5%

169,533 兵庫県 赤穂市 潮彩きらら　祥吉 サービス 宿泊業 5%

169,534 兵庫県 赤穂市 潮見堂赤穂店 小売業 食料品 5%

169,535 兵庫県 赤穂市 清水オーエスサポートサービス サービス その他サービス 5%

169,536 兵庫県 赤穂市 写真箱赤穂店 サービス その他サービス 5%

169,537 兵庫県 赤穂市 ＪＡＣＳ赤穂店 サービス その他サービス 5%

169,538 兵庫県 赤穂市 ジョイハシモト 小売業 衣料品 5%

169,539 兵庫県 赤穂市 すみや 小売業 その他小売 5%

169,540 兵庫県 赤穂市 絶景露天風呂の宿銀波荘 サービス 宿泊業 5%

169,541 兵庫県 赤穂市 セルフ赤穂西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,542 兵庫県 赤穂市 セルフ赤穂御崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,543 兵庫県 赤穂市 たなべ花店 小売業 その他小売 5%

169,544 兵庫県 赤穂市 田原文具センター 小売業 その他小売 5%

169,545 兵庫県 赤穂市 Ｃｈｅｒｉｓｈ　株式会社 サービス 理容・美容業 5%

169,546 兵庫県 赤穂市 茶舗わかさ 小売業 食料品 5%

169,547 兵庫県 赤穂市 直売部門 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,548 兵庫県 赤穂市 紡木 小売業 衣料品 5%

169,549 兵庫県 赤穂市 ＤＰ赤穂 サービス 理容・美容業 5%

169,550 兵庫県 赤穂市 テイスティー 小売業 衣料品 5%

169,551 兵庫県 赤穂市 テイスティー 小売業 衣料品 5%

169,552 兵庫県 赤穂市 寺田ドラッグストア 小売業 その他小売 5%

169,553 兵庫県 赤穂市 でんきの白鷺チェーン　ニシモト 小売業 電化製品 5%

169,554 兵庫県 赤穂市 でんきの白鷺チェーン本部店 小売業 電化製品 5%
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169,555 兵庫県 赤穂市 天馬ラーメン 赤穂総本店 サービス 飲食業 5%

169,556 兵庫県 赤穂市 トータルインテリアセルビー 小売業 その他小売 5%

169,557 兵庫県 赤穂市 ともや手芸店 小売業 衣料品 5%

169,558 兵庫県 赤穂市 トヨタカローラ姫路赤穂店 小売業 その他小売 5%

169,559 兵庫県 赤穂市 トラックストップ　ターン 小売業 その他小売 5%

169,560 兵庫県 赤穂市 トラックストップ　ターン　赤穂店 小売業 その他小売 5%

169,561 兵庫県 赤穂市 ドラッグマート薬局 ドラッグマート薬局 小売業 その他小売 5%

169,562 兵庫県 赤穂市 暖木 サービス 飲食業 5%

169,563 兵庫県 赤穂市 白十字　赤穂店 小売業 食料品 5%

169,564 兵庫県 赤穂市 はしもと鮮魚 小売業 食料品 5%

169,565 兵庫県 赤穂市 華かれん・赤穂店 小売業 衣料品 5%

169,566 兵庫県 赤穂市 花工房 小売業 その他小売 5%

169,567 兵庫県 赤穂市 パルテックムロイ 小売業 電化製品 5%

169,568 兵庫県 赤穂市 ＰＯＷＥＲ Ｓ ＡＵＴＯ サービス その他サービス 5%

169,569 兵庫県 赤穂市 セブン－イレブン播州赤穂駅前店 小売業 食料品 2%

169,570 兵庫県 赤穂市 ぷち・おるごーる サービス 飲食業 5%

169,571 兵庫県 赤穂市 フナモトデンキ 小売業 電化製品 5%

169,572 兵庫県 赤穂市 フミヤ赤穂店 小売業 衣料品 5%

169,573 兵庫県 赤穂市 Ｐｌａｃｅたにさき 小売業 電化製品 5%

169,574 兵庫県 赤穂市 Ｐｌａｃｅフジタ 小売業 電化製品 5%

169,575 兵庫県 赤穂市 Ｐｌａｃｅ　ヤマモト 小売業 電化製品 5%

169,576 兵庫県 赤穂市 Ｐｌａｃｅウメモト 小売業 電化製品 5%

169,577 兵庫県 赤穂市 Ｐｌａｃｅおさべ 小売業 電化製品 5%

169,578 兵庫県 赤穂市 Ｐｌａｃｅやまの 小売業 電化製品 5%

169,579 兵庫県 赤穂市 ＰＬａｙｆｕＬ サービス 理容・美容業 5%

169,580 兵庫県 赤穂市 文楽　赤穂店 サービス 飲食業 5%

169,581 兵庫県 赤穂市 ヘアーシャングリラマツバラ サービス 理容・美容業 5%

169,582 兵庫県 赤穂市 ＨＡＩＲ　Ｓｈａｎｇｒｉ?ｌａ　ＭＡＴＳＵＢＡＲＡ サービス 理容・美容業 5%

169,583 兵庫県 赤穂市 ヘアスタジオＩ　Ｋ赤穂 サービス 理容・美容業 5%

169,584 兵庫県 赤穂市 ヘアスタジオアイケー 赤穂店 サービス 理容・美容業 5%

169,585 兵庫県 赤穂市 ホルモン秀吉 サービス 飲食業 5%

169,586 兵庫県 赤穂市 前田石油　ＥＲＩＸ本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,587 兵庫県 赤穂市 マクドナルド赤穂フレスポ店 サービス 飲食業 2%

169,588 兵庫県 赤穂市 マクドナルドイオン赤穂店 サービス 飲食業 2%

169,589 兵庫県 赤穂市 御崎ガラス舎 サービス その他サービス 5%

169,590 兵庫県 赤穂市 ミサキテラス サービス 宿泊業 5%

169,591 兵庫県 赤穂市 民宿初音 サービス 飲食業 5%

169,592 兵庫県 赤穂市 メガネストアー赤穂 小売業 その他小売 5%

169,593 兵庫県 赤穂市 メガネストアー赤穂店 小売業 その他小売 5%

169,594 兵庫県 赤穂市 焼肉秀吉 赤穂店 サービス 飲食業 5%

169,595 兵庫県 赤穂市 焼肉家 しょくどうえん サービス 飲食業 5%

169,596 兵庫県 朝来市 朝来給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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169,597 兵庫県 朝来市 アトリエ サービス 理容・美容業 5%

169,598 兵庫県 朝来市 天野屋ラジオ商店 小売業 電化製品 5%

169,599 兵庫県 朝来市 出光生野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,600 兵庫県 朝来市 出光山東町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,601 兵庫県 朝来市 ウエサカ模型店 小売業 その他小売 5%

169,602 兵庫県 朝来市 太田家和田山店 小売業 食料品 5%

169,603 兵庫県 朝来市 オートワールド信栄 サービス その他サービス 5%

169,604 兵庫県 朝来市 ｋａｋｕｒｅｂｉ サービス その他サービス 5%

169,605 兵庫県 朝来市 株式会社アートオート 小売業 その他小売 5%

169,606 兵庫県 朝来市 株式会社吉本自動車 サービス その他サービス 5%

169,607 兵庫県 朝来市 喫茶　来夢 サービス 飲食業 5%

169,608 兵庫県 朝来市 キッズハウスもりもと 小売業 衣料品 5%

169,609 兵庫県 朝来市 日下部釣具店 小売業 その他小売 5%

169,610 兵庫県 朝来市 ゴダイドラッグ和田山店 小売業 その他小売 5%

169,611 兵庫県 朝来市 ゴダイドラッグ和田山土田店 小売業 その他小売 5%

169,612 兵庫県 朝来市 こめやストアーやなせ店 小売業 その他小売 5%

169,613 兵庫県 朝来市 サムソン＆デリラ　和田山店 サービス 理容・美容業 5%

169,614 兵庫県 朝来市 山陰オアシス サービス その他サービス 5%

169,615 兵庫県 朝来市 ＪＡたじま　朝来営農生活センター 小売業 その他小売 5%

169,616 兵庫県 朝来市 ＪＡたじま　グリーンセンター 小売業 その他小売 5%

169,617 兵庫県 朝来市 ＪＡたじま　山東営農生活センター 小売業 その他小売 5%

169,618 兵庫県 朝来市 写真のミツタ和田山店 サービス その他サービス 5%

169,619 兵庫県 朝来市 すぎうら　すぎうら 小売業 その他小売 5%

169,620 兵庫県 朝来市 ＳｔｕｄｉｏＡｉｎ サービス その他サービス 5%

169,621 兵庫県 朝来市 スポーツゾーンやましょう 小売業 その他小売 5%

169,622 兵庫県 朝来市 竹田城下まち朱々 サービス 宿泊業 5%

169,623 兵庫県 朝来市 蔓牛焼肉　太田家　和田山店 サービス 飲食業 5%

169,624 兵庫県 朝来市 トラックストップ　ターン　和田山店 小売業 その他小売 5%

169,625 兵庫県 朝来市 ニュ－朝来給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,626 兵庫県 朝来市 二輪館にしがき 小売業 その他小売 5%

169,627 兵庫県 朝来市 パンケーキ＆コーヒー　ぽわん サービス 飲食業 5%

169,628 兵庫県 朝来市 ビジネスホテル好日 サービス 宿泊業 5%

169,629 兵庫県 朝来市 ビジネスホテルてつや サービス 宿泊業 5%

169,630 兵庫県 朝来市 美容室るい 美容室るい サービス 理容・美容業 5%

169,631 兵庫県 朝来市 フレッシュあさご 小売業 食料品 5%

169,632 兵庫県 朝来市 フレッシュバザール朝来アルバ店 小売業 食料品 5%

169,633 兵庫県 朝来市 Ｈａｉｒ　Ｓｅｒａｐｈｉｃ サービス 理容・美容業 5%

169,634 兵庫県 朝来市 便利屋まごのて サービス その他サービス 5%

169,635 兵庫県 朝来市 便利屋まごのて サービス その他サービス 5%

169,636 兵庫県 朝来市 宝石　眼鏡　時計　補聴器　藤原 小売業 その他小売 5%

169,637 兵庫県 朝来市 ボディ＆フットケアサロンリフージュ サービス その他サービス 5%

169,638 兵庫県 朝来市 舞しゃぶ　和田山店 サービス 飲食業 5%
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169,639 兵庫県 朝来市 マクドナルド和田山ＪＡＳＳ店 サービス 飲食業 2%

169,640 兵庫県 朝来市 マツウラデンキ 小売業 電化製品 5%

169,641 兵庫県 朝来市 マンガ倉庫和田山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

169,642 兵庫県 朝来市 Ｍｉｃｈｅｌｏｏｆ 小売業 衣料品 5%

169,643 兵庫県 朝来市 ミニフレッシュ生野店 小売業 食料品 5%

169,644 兵庫県 朝来市 ミニフレッシュ山東店 小売業 食料品 5%

169,645 兵庫県 朝来市 ミニフレッシュ和田山宮田店 小売業 食料品 5%

169,646 兵庫県 朝来市 メガネ　時計　藤原 小売業 その他小売 5%

169,647 兵庫県 朝来市 梁瀬 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,648 兵庫県 朝来市 矢名瀬屋 サービス 飲食業 5%

169,649 兵庫県 朝来市 有限会社和田山サービス工場 小売業 その他小売 5%

169,650 兵庫県 朝来市 有斐軒 サービス 宿泊業 5%

169,651 兵庫県 朝来市 ルミエール　ムラカミ 小売業 電化製品 5%

169,652 兵庫県 朝来市 和田山 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,653 兵庫県 朝来市 和田山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,654 兵庫県 朝来市 和田山北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,655 兵庫県 朝来市 和田山給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,656 兵庫県 朝来市 和田山コンタクトレンズ株式会社 サービス その他サービス 5%

169,657 兵庫県 朝来市 和田山自動車教習所 サービス その他サービス 5%

169,658 兵庫県 朝来市 和田山東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,659 兵庫県 朝来市 ＷＡＣ 小売業 衣料品 5%

169,660 兵庫県 芦屋市 アイシスオートサービス サービス その他サービス 5%

169,661 兵庫県 芦屋市 アイレーション株式会社 小売業 衣料品 5%

169,662 兵庫県 芦屋市 アクセソワール 小売業 衣料品 5%

169,663 兵庫県 芦屋市 Ａｓａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

169,664 兵庫県 芦屋市 芦屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,665 兵庫県 芦屋市 芦屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,666 兵庫県 芦屋市 芦屋　北じま サービス 飲食業 5%

169,667 兵庫県 芦屋市 芦屋　貴兆陶家 小売業 その他小売 5%

169,668 兵庫県 芦屋市 芦屋　土山人 サービス 飲食業 5%

169,669 兵庫県 芦屋市 芦屋ロサブラン 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,670 兵庫県 芦屋市 芦屋あきボディケア サービス その他サービス 5%

169,671 兵庫県 芦屋市 芦屋イ－スト　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,672 兵庫県 芦屋市 芦屋ウィッシュ サービス その他サービス 5%

169,673 兵庫県 芦屋市 セブン－イレブン芦屋打出駅北店 小売業 食料品 2%

169,674 兵庫県 芦屋市 セブン－イレブン芦屋打出駅南店 小売業 食料品 2%

169,675 兵庫県 芦屋市 セブン－イレブン芦屋駅北口店 小売業 食料品 2%

169,676 兵庫県 芦屋市 芦屋カーテン館石 サービス その他サービス 5%

169,677 兵庫県 芦屋市 芦屋カンツリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

169,678 兵庫県 芦屋市 芦屋近又 小売業 食料品 5%

169,679 兵庫県 芦屋市 芦屋シーサイドＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,680 兵庫県 芦屋市 アシヤ食堂ｍａｎｃｈｏｓ  無国籍バル アシヤ食堂 ｍａｎｃｈｏｓ サービス 飲食業 5%
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169,681 兵庫県 芦屋市 アシヤ食堂ｍａｎｃｈｏｓ！ サービス 飲食業 5%

169,682 兵庫県 芦屋市 芦屋セルフステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,683 兵庫県 芦屋市 芦屋ゾーヌ株式会社 小売業 食料品 5%

169,684 兵庫県 芦屋市 芦屋動物病院 サービス その他サービス 5%

169,685 兵庫県 芦屋市 芦屋鳥きよ サービス 飲食業 5%

169,686 兵庫県 芦屋市 セブン－イレブン芦屋南宮町店 小売業 食料品 2%

169,687 兵庫県 芦屋市 セブン－イレブン芦屋東山町店 小売業 食料品 2%

169,688 兵庫県 芦屋市 芦屋美蓉館 小売業 衣料品 5%

169,689 兵庫県 芦屋市 芦屋本店 サービス 理容・美容業 5%

169,690 兵庫県 芦屋市 芦屋味楽 小売業 食料品 5%

169,691 兵庫県 芦屋市 芦屋和奏こころ サービス 飲食業 5%

169,692 兵庫県 芦屋市 ａｔｅｌｉｅｒ Ｍａｔｋａ 小売業 衣料品 5%

169,693 兵庫県 芦屋市 あらに心 サービス 飲食業 5%

169,694 兵庫県 芦屋市 アルファ　打出浜 サービス その他サービス 5%

169,695 兵庫県 芦屋市 アルファ　浜芦屋 サービス その他サービス 5%

169,696 兵庫県 芦屋市 ＡＬＥＸ　芦屋店 サービス 理容・美容業 5%

169,697 兵庫県 芦屋市 淡路屋　芦屋店 サービス 飲食業 5%

169,698 兵庫県 芦屋市 アンシャンテ芦屋店 サービス 理容・美容業 5%

169,699 兵庫県 芦屋市 アンビカ サービス 飲食業 5%

169,700 兵庫県 芦屋市 Ｅ×Ｌｉｆｅ サービス その他サービス 5%

169,701 兵庫県 芦屋市 居酒屋　大地　鮮魚と炭火焼き居酒屋　大地 サービス 飲食業 5%

169,702 兵庫県 芦屋市 ｉｃｉ サービス 飲食業 5%

169,703 兵庫県 芦屋市 伊知地 小売業 食料品 5%

169,704 兵庫県 芦屋市 出光打出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,705 兵庫県 芦屋市 株式会社ＩＮＴＥＲＰＬＡＹ 小売業 衣料品 5%

169,706 兵庫県 芦屋市 宇佐美芦屋東山 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,707 兵庫県 芦屋市 Ｕｔｓｕｂｏ　Ｓｔｏｃｋ　芦屋店 小売業 衣料品 5%

169,708 兵庫県 芦屋市 エステ・ステーションル・レーヴ芦屋 サービス 理容・美容業 5%

169,709 兵庫県 芦屋市 戎家 サービス 飲食業 5%

169,710 兵庫県 芦屋市 えびすや化粧品店 小売業 その他小売 5%

169,711 兵庫県 芦屋市 えびすや化粧品店 えびすや化粧品店 小売業 その他小売 5%

169,712 兵庫県 芦屋市 エメ サービス 理容・美容業 5%

169,713 兵庫県 芦屋市 Ｅｎｚｏ芦屋 小売業 衣料品 5%

169,714 兵庫県 芦屋市 大利昭文堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

169,715 兵庫県 芦屋市 小笠原流煎茶道 小売業 家具・調度品 5%

169,716 兵庫県 芦屋市 音羽鮨芦屋西宮出前センター サービス 飲食業 5%

169,717 兵庫県 芦屋市 ｏｌｇａ 小売業 衣料品 5%

169,718 兵庫県 芦屋市 オルガ　ファイバーズーム サービス 理容・美容業 5%

169,719 兵庫県 芦屋市 ｃｕｒｌ サービス 理容・美容業 5%

169,720 兵庫県 芦屋市 かごの屋芦屋店 サービス 飲食業 5%

169,721 兵庫県 芦屋市 Ｃａｓａ　Ｂｅｌｌｉｎｉ サービス 飲食業 5%

169,722 兵庫県 芦屋市 カットスタジオアスカ カットスタジオ アスカ サービス 理容・美容業 5%

4043



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

169,723 兵庫県 芦屋市 カットスペースとりい　カットスペース　とりい サービス 理容・美容業 5%

169,724 兵庫県 芦屋市 割烹音羽　芦屋店 サービス 飲食業 5%

169,725 兵庫県 芦屋市 かどた無双房鍼灸院 サービス その他サービス 5%

169,726 兵庫県 芦屋市 かね徳　芦屋工房　かね徳芦屋工房本店 小売業 食料品 5%

169,727 兵庫県 芦屋市 かね徳芦屋工房本店 小売業 食料品 5%

169,728 兵庫県 芦屋市 ｃａｆｆｅＤｅＰａｄｏｖａ サービス その他サービス 5%

169,729 兵庫県 芦屋市 株式会社インテリアＲ サービス その他サービス 5%

169,730 兵庫県 芦屋市 株式会社神舞衣 小売業 衣料品 5%

169,731 兵庫県 芦屋市 株式会社トワージュプリモ サービス その他サービス 5%

169,732 兵庫県 芦屋市 株式会社Ｐａｓｓｉｏｎｅ 小売業 家具・調度品 5%

169,733 兵庫県 芦屋市 ＤｅＰａｄｏｖａ サービス その他サービス 5%

169,734 兵庫県 芦屋市 ＣＡＦＵＮＥ サービス 理容・美容業 5%

169,735 兵庫県 芦屋市 Ｃａｐｒｉｃｅ Ｃａｆｅ Ｃａｐｒｉｃｅ Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

169,736 兵庫県 芦屋市 カラダファクトリー　芦屋ラポルテ店 サービス その他サービス 5%

169,737 兵庫県 芦屋市 カワキ屋クリーニング　芦屋駅前店 サービス その他サービス 5%

169,738 兵庫県 芦屋市 カワキ屋クリーニング　芦屋大原店 サービス その他サービス 5%

169,739 兵庫県 芦屋市 カワキ屋クリーニング　芦屋東山店 サービス その他サービス 5%

169,740 兵庫県 芦屋市 聞こえの田中　芦屋店 小売業 その他小売 5%

169,741 兵庫県 芦屋市 キャンディモア　芦屋ラポルテ店 サービス 理容・美容業 5%

169,742 兵庫県 芦屋市 ｇｉｎｇａｍ 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,743 兵庫県 芦屋市 ＣＯＵＧＳ サービス その他サービス 5%

169,744 兵庫県 芦屋市 くおん サービス 飲食業 5%

169,745 兵庫県 芦屋市 Ｋｕｓｈｉ　ＡＧＥＡＧＥ サービス 飲食業 5%

169,746 兵庫県 芦屋市 串倶楽部 サービス 飲食業 5%

169,747 兵庫県 芦屋市 クボタ理容室 サービス 理容・美容業 5%

169,748 兵庫県 芦屋市 神代結 サービス その他サービス 5%

169,749 兵庫県 芦屋市 ＧＲＡＴＩＡ サービス 理容・美容業 5%

169,750 兵庫県 芦屋市 倉橋商店 サービス 飲食業 5%

169,751 兵庫県 芦屋市 ＧＲＡＢ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

169,752 兵庫県 芦屋市 ｇｒａｍ＋ サービス 理容・美容業 5%

169,753 兵庫県 芦屋市 ＧＲＥＥＮＬＩＦＥさち 小売業 その他小売 5%

169,754 兵庫県 芦屋市 ｃｏｕｌｅｕｒ＆ｒａｄｉａｎ 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,755 兵庫県 芦屋市 ＫＵＲＵＫＵＲＵ　芦屋店 小売業 衣料品 5%

169,756 兵庫県 芦屋市 ＣＲＯＳＳ サービス 理容・美容業 5%

169,757 兵庫県 芦屋市 ＣＲＯＳＳ サービス 理容・美容業 5%

169,758 兵庫県 芦屋市 Ｋｇｅｍ 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,759 兵庫県 芦屋市 珈琲家ミニザ サービス 飲食業 5%

169,760 兵庫県 芦屋市 こがね　芦屋店 小売業 食料品 5%

169,761 兵庫県 芦屋市 ｌｅｃｏｃｏｔｉｅｒ． 小売業 その他小売 5%

169,762 兵庫県 芦屋市 小坂タクシー サービス 運輸業 5%

169,763 兵庫県 芦屋市 こもれび動物病院 サービス その他サービス 5%

169,764 兵庫県 芦屋市 サヤン サービス 理容・美容業 5%
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169,765 兵庫県 芦屋市 ｓａｌｏｎＳＵＬＩＳ サービス 理容・美容業 5%

169,766 兵庫県 芦屋市 サロンドクルール芦屋 サービス 理容・美容業 5%

169,767 兵庫県 芦屋市 （有）三幸メディカル サービス その他サービス 5%

169,768 兵庫県 芦屋市 ＳａｎＬｅａｄ 小売業 衣料品 5%

169,769 兵庫県 芦屋市 シ・カシミヤ 小売業 衣料品 5%

169,770 兵庫県 芦屋市 セブン－イレブンＪＲ芦屋駅前店 小売業 食料品 2%

169,771 兵庫県 芦屋市 Ｊクオリア 小売業 家具・調度品 5%

169,772 兵庫県 芦屋市 Ｊｅｍ　ｌｏｆｔ　ＵＥＤＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,773 兵庫県 芦屋市 Ｃｉｅｌｏａｚｕｌ サービス 理容・美容業 5%

169,774 兵庫県 芦屋市 潮芦屋温泉　スパ水春 サービス その他サービス 5%

169,775 兵庫県 芦屋市 セブン－イレブン潮芦屋店 小売業 食料品 2%

169,776 兵庫県 芦屋市 ＪＩＢ芦屋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,777 兵庫県 芦屋市 トータル人事労務オフィス サービス その他サービス 5%

169,778 兵庫県 芦屋市 ジュエリーカミネ　芦屋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,779 兵庫県 芦屋市 ｊｅｗｅｌｒｙ　Ｇｌａｄ 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,780 兵庫県 芦屋市 食楽螢 サービス 飲食業 5%

169,781 兵庫県 芦屋市 ＪＯＬＩＥ　ＰＯＣＨＥ サービス その他サービス 5%

169,782 兵庫県 芦屋市 しらん サービス 飲食業 5%

169,783 兵庫県 芦屋市 スイミー動物病院 サービス その他サービス 5%

169,784 兵庫県 芦屋市 鮨処多田 サービス 飲食業 5%

169,785 兵庫県 芦屋市 すし寅 サービス 飲食業 5%

169,786 兵庫県 芦屋市 スター動物病院 サービス その他サービス 5%

169,787 兵庫県 芦屋市 ステラステリーナ 小売業 衣料品 5%

169,788 兵庫県 芦屋市 スペースＲ 小売業 その他小売 5%

169,789 兵庫県 芦屋市 スペースＲ 小売業 その他小売 5%

169,790 兵庫県 芦屋市 ＳｕｐｅｒＭａｅｓｔｒｏ サービス その他サービス 5%

169,791 兵庫県 芦屋市 ＳｕｐｅｒＭａｅｓｔｒｏ ボディメインテナンス パーソナルトレーニングＳｕｐｅｒＭａｅｓｔｒｏ サービス その他サービス 5%

169,792 兵庫県 芦屋市 炭や庵 サービス 飲食業 5%

169,793 兵庫県 芦屋市 スローフラワーデザイン 小売業 その他小売 5%

169,794 兵庫県 芦屋市 Ｓｅｉ＆Ｋｅｉ 小売業 衣料品 5%

169,795 兵庫県 芦屋市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　芦屋 サービス その他サービス 5%

169,796 兵庫県 芦屋市 Ｃｅｃｉｌｅ【セシル】 サービス 理容・美容業 5%

169,797 兵庫県 芦屋市 Ｓｅｌｅｃｔ　Ｓｈｏｐ　ＡＩＬＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,798 兵庫県 芦屋市 曽ろ利 サービス 飲食業 5%

169,799 兵庫県 芦屋市 soin de brace 芦屋店 サービス 理容・美容業 5%

169,800 兵庫県 芦屋市 大地 サービス 飲食業 5%

169,801 兵庫県 芦屋市 タヒボマリア 小売業 その他小売 5%

169,802 兵庫県 芦屋市 ＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥ　芦屋川店 小売業 家具・調度品 5%

169,803 兵庫県 芦屋市 ＣＨＥＣＫ　ＳＴＲＩＰＥ　ｆａｂｒｉｃ　ｔｈｉｎｇｓ 小売業 その他小売 5%

169,804 兵庫県 芦屋市 ちもとり サービス 飲食業 5%

169,805 兵庫県 芦屋市 ＣＨＯＰ　ＳＴＯＣＫ 小売業 食料品 5%

169,806 兵庫県 芦屋市 チルアウトヘアーロジック サービス 理容・美容業 5%
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169,807 兵庫県 芦屋市 ＤｉｅｃｉＣａｓａ 小売業 衣料品 5%

169,808 兵庫県 芦屋市 ＤＴＰ　ｂａｓｅ　ｃａｍｐ サービス その他サービス 5%

169,809 兵庫県 芦屋市 ＤＥＶＥＬＯＰＬａｎｇｕａｇｅＩｎｓｔｉｔｕｔｅ サービス その他サービス 5%

169,810 兵庫県 芦屋市 Ｔｅｏｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

169,811 兵庫県 芦屋市 ＤＥＤＩＣＡ 小売業 その他小売 5%

169,812 兵庫県 芦屋市 デントリペア・オハラ サービス その他サービス 5%

169,813 兵庫県 芦屋市 天ぷら＆ワインいわい サービス 飲食業 5%

169,814 兵庫県 芦屋市 道具屋　河口 小売業 その他小売 5%

169,815 兵庫県 芦屋市 ドゥブリアン サービス その他サービス 5%

169,816 兵庫県 芦屋市 合資会社東洋ランドリー サービス その他サービス 5%

169,817 兵庫県 芦屋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ芦屋セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,818 兵庫県 芦屋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ芦屋店 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,819 兵庫県 芦屋市 ドッグアンドキャットサロンハナコ芦屋店 小売業 その他小売 5%

169,820 兵庫県 芦屋市 ドッグブティック　ｍｉｎｔ 小売業 その他小売 5%

169,821 兵庫県 芦屋市 ナチュラルガーデン芦屋ラポルテ店 サービス その他サービス 5%

169,822 兵庫県 芦屋市 ナニワ商会　ＪＲ芦屋店 小売業 その他小売 5%

169,823 兵庫県 芦屋市 肉菜花苑 サービス 飲食業 5%

169,824 兵庫県 芦屋市 ｎｉｃｏｎｉｎａ 小売業 衣料品 5%

169,825 兵庫県 芦屋市 ｎａｉｌｓａｌｏｎ＿ｍｉｎｉ サービス 理容・美容業 5%

169,826 兵庫県 芦屋市 野口動物病院 サービス その他サービス 5%

169,827 兵庫県 芦屋市 Ｂａｒ　ｋａｒｍａ サービス 飲食業 5%

169,828 兵庫県 芦屋市 株式会社ＳＣＢ サービス 理容・美容業 5%

169,829 兵庫県 芦屋市 パイクとそら サービス 飲食業 5%

169,830 兵庫県 芦屋市 Ｐａｖｅ　ａｒｔｉｓａＮ 小売業 食料品 5%

169,831 兵庫県 芦屋市 白星社クリーニング　打出営業所 サービス その他サービス 5%

169,832 兵庫県 芦屋市 パソコンドック２４　芦屋店 小売業 その他小売 5%

169,833 兵庫県 芦屋市 花菜　　芦屋店 サービス 飲食業 5%

169,834 兵庫県 芦屋市 ぱぴぷぺっと芦屋店 小売業 その他小売 5%

169,835 兵庫県 芦屋市 ハリミツクリーニング　コープデイズ芦屋店 サービス その他サービス 5%

169,836 兵庫県 芦屋市 バルネット サービス その他サービス 5%

169,837 兵庫県 芦屋市 パル・ヤマト芦屋店 小売業 食料品 5%

169,838 兵庫県 芦屋市 ヒーリングアーツ あまら タイ古式マッサージとチネイザン ヒーリングアーツあまら サービス 理容・美容業 5%

169,839 兵庫県 芦屋市 美食美菜　いちごいちえ サービス 飲食業 5%

169,840 兵庫県 芦屋市 ＳＡＬＴ＆ＰＥＰＰＥＲ サービス 飲食業 5%

169,841 兵庫県 芦屋市 ピッツェリアイルサッチアーレ サービス 飲食業 5%

169,842 兵庫県 芦屋市 美容室ＰＡＲ－ＴＹ　芦屋店 サービス 理容・美容業 5%

169,843 兵庫県 芦屋市 株式会社　ファイバーズーム サービス 理容・美容業 5%

169,844 兵庫県 芦屋市 ファイバーズーム　芦屋店 サービス 理容・美容業 5%

169,845 兵庫県 芦屋市 プチアンジュ 小売業 その他小売 5%

169,846 兵庫県 芦屋市 ｐｅｔｉｔｓ　ｐｏｉｓ 小売業 その他小売 5%

169,847 兵庫県 芦屋市 フミ美容室 サービス 理容・美容業 5%

169,848 兵庫県 芦屋市 フランス屋　芦屋川西店 サービス その他サービス 5%
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169,849 兵庫県 芦屋市 Ｐｕｌｉｑｕｅ　ａ　ｊｏｕｒ 小売業 衣料品 5%

169,850 兵庫県 芦屋市 ＰＲＥＣＵＲＥ 小売業 衣料品 5%

169,851 兵庫県 芦屋市 ＢＲＩＣＫ　Ｓ サービス 理容・美容業 5%

169,852 兵庫県 芦屋市 フリッシェ　グラン サービス その他サービス 5%

169,853 兵庫県 芦屋市 プリンチペッサ芦屋 小売業 衣料品 5%

169,854 兵庫県 芦屋市 ｆｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

169,855 兵庫県 芦屋市 ヘアーサロンソレイユ サービス 理容・美容業 5%

169,856 兵庫県 芦屋市 ヘアースタジオベンテ サービス 理容・美容業 5%

169,857 兵庫県 芦屋市 Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ａｒｇｏ サービス 理容・美容業 5%

169,858 兵庫県 芦屋市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＵＮＩＴＹ サービス 理容・美容業 5%

169,859 兵庫県 芦屋市 Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ａｒｇｏ サービス 理容・美容業 5%

169,860 兵庫県 芦屋市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＳＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

169,861 兵庫県 芦屋市 ＨＥＤＧＥ　芦屋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,862 兵庫県 芦屋市 ＶＥＮＴＥｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ サービス 理容・美容業 5%

169,863 兵庫県 芦屋市 ＢＯＸＹＪＡＰＡＮ　ＢＯＸＩＮＧ　ＧＹＭ サービス その他サービス 5%

169,864 兵庫県 芦屋市 ＨｏｌｉｓｔｉｃｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎＡｉ サービス 理容・美容業 5%

169,865 兵庫県 芦屋市 堀萬昭堂 小売業 その他小売 5%

169,866 兵庫県 芦屋市 堀萬昭堂　ラポルテ店 小売業 その他小売 5%

169,867 兵庫県 芦屋市 ＷＨＩＴＥＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

169,868 兵庫県 芦屋市 マッジックミシン　ラポルテ芦屋店 サービス その他サービス 5%

169,869 兵庫県 芦屋市 ＭＡＴＩＬＤＡ サービス 理容・美容業 5%

169,870 兵庫県 芦屋市 マツコのまつげサロン　ＪＲ芦屋店 サービス 理容・美容業 5%

169,871 兵庫県 芦屋市 まるとみクリーニング　芦屋店 サービス その他サービス 5%

169,872 兵庫県 芦屋市 ＭＳ倶楽部ヒガシ 小売業 電化製品 5%

169,873 兵庫県 芦屋市 メガネの田中　芦屋店 小売業 その他小売 5%

169,874 兵庫県 芦屋市 Ｍｅｄｉ－ＰＲＡＮＡサロン 小売業 その他小売 5%

169,875 兵庫県 芦屋市 モデルバーン 小売業 その他小売 5%

169,876 兵庫県 芦屋市 Ｍｏｎｅｔ 小売業 衣料品 5%

169,877 兵庫県 芦屋市 Ｍｏｎーｐｅｃｈｅーｍｉｇｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

169,878 兵庫県 芦屋市 焼肉　花菜 サービス 飲食業 5%

169,879 兵庫県 芦屋市 やぐら亭　芦屋店 サービス 飲食業 5%

169,880 兵庫県 芦屋市 山本測量登記事務所 サービス その他サービス 5%

169,881 兵庫県 芦屋市 山和 サービス その他サービス 5%

169,882 兵庫県 芦屋市 ライドワークス 小売業 その他小売 5%

169,883 兵庫県 芦屋市 ライフクリーナー　東芦屋店 サービス その他サービス 5%

169,884 兵庫県 芦屋市 ラカサ　芦屋本店 小売業 衣料品 5%

169,885 兵庫県 芦屋市 株式会社ＬｉＳＡＬｉＳＡ 小売業 衣料品 5%

169,886 兵庫県 芦屋市 ＬＩＦＴ　ＵＰ　ＣＵＴ　ＳＵＮＡＹＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

169,887 兵庫県 芦屋市 リンリン芦屋店 小売業 その他小売 5%

169,888 兵庫県 芦屋市 Ｒ　ｆｒａｎｃ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓａｌｏｎ　Ｒ　ｆｒａｎｃ サービス 理容・美容業 5%

169,889 兵庫県 芦屋市 Ｌｅ　Ｐｅｔｉｔ　Ｃａｄｅａｕ サービス 飲食業 5%

169,890 兵庫県 芦屋市 Ｌｅｓｃｉｏｎ． 小売業 衣料品 5%
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169,891 兵庫県 芦屋市 麗清会 サービス その他サービス 5%

169,892 兵庫県 芦屋市 ＲＥ・ＣＲＥ 小売業 衣料品 5%

169,893 兵庫県 芦屋市 レストラン　ベリーニ サービス 飲食業 5%

169,894 兵庫県 芦屋市 Ｌｅｆｔ Ａｌｏｎｅ サービス 飲食業 5%

169,895 兵庫県 芦屋市 ロイヤルクイーン　芦屋教室 小売業 家具・調度品 5%

169,896 兵庫県 芦屋市 ロッサ芦屋店 小売業 衣料品 5%

169,897 兵庫県 芦屋市 ｗｏｒｋ　ａｎｄ　ｐｌａｃｅ サービス その他サービス 5%

169,898 兵庫県 芦屋市 ワインガーデン リブゴーシュ 小売業 食料品 5%

169,899 兵庫県 芦屋市 ワインハウス　センチュリー 小売業 食料品 5%

169,900 兵庫県 芦屋市 和食＆ワイン芦屋いわい サービス 飲食業 5%

169,901 兵庫県 芦屋市 ｎｍａ　ｎｍａ サービス 理容・美容業 5%

169,902 兵庫県 尼崎市 ＲＦＲサポート サービス その他サービス 5%

169,903 兵庫県 尼崎市 アイ サービス 理容・美容業 5%

169,904 兵庫県 尼崎市 アイグレー サービス その他サービス 5%

169,905 兵庫県 尼崎市 会沢表具内装店 サービス その他サービス 5%

169,906 兵庫県 尼崎市 アイスクライマー 小売業 衣料品 5%

169,907 兵庫県 尼崎市 ｉ立花 サービス 理容・美容業 5%

169,908 兵庫県 尼崎市 愛ペットセレモニー 小売業 その他小売 5%

169,909 兵庫県 尼崎市 アイロカーシェア　尼崎西昆陽店 サービス その他サービス 5%

169,910 兵庫県 尼崎市 アカザワ 小売業 衣料品 5%

169,911 兵庫県 尼崎市 秋吉　園田店 サービス 飲食業 5%

169,912 兵庫県 尼崎市 秋吉　武庫之荘店 サービス 飲食業 5%

169,913 兵庫県 尼崎市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｅｄｅｌ武庫之荘 サービス 理容・美容業 5%

169,914 兵庫県 尼崎市 ａｇｌａｉａ サービス 理容・美容業 5%

169,915 兵庫県 尼崎市 亜細亜屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,916 兵庫県 尼崎市 亜細亜屋　亜細亜屋 小売業 衣料品 5%

169,917 兵庫県 尼崎市 味矧 サービス 飲食業 5%

169,918 兵庫県 尼崎市 ＴＨＥ　ＥＡＲＴＨ　ＢＩＫＥＳ 小売業 その他小売 5%

169,919 兵庫県 尼崎市 アズマサイクル 小売業 その他小売 5%

169,920 兵庫県 尼崎市 あだち電気 小売業 電化製品 5%

169,921 兵庫県 尼崎市 Ａｖｅｎｔｕｒｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

169,922 兵庫県 尼崎市 アポテーク塚口薬局　アポテーク塚口薬局 小売業 その他小売 5%

169,923 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎稲葉荘４丁目店 小売業 食料品 2%

169,924 兵庫県 尼崎市 株式会社スズキ尼崎営業所 サービス その他サービス 5%

169,925 兵庫県 尼崎市 尼崎営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,926 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎大西町２丁目店 小売業 食料品 2%

169,927 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎上坂部３丁目店 小売業 食料品 2%

169,928 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎神田中通４丁目店 小売業 食料品 2%

169,929 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎神田南通３丁目店 小売業 食料品 2%

169,930 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎神田南通６丁目店 小売業 食料品 2%

169,931 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎杭瀬本町東店 小売業 食料品 2%

169,932 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎杭瀬南新町店 小売業 食料品 2%
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169,933 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎久々知西町１丁目店 小売業 食料品 2%

169,934 兵庫県 尼崎市 ａｍａサラダ 小売業 その他小売 5%

169,935 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎食満７丁目店 小売業 食料品 2%

169,936 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎潮江５丁目店 小売業 食料品 2%

169,937 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎下坂部３丁目店 小売業 食料品 2%

169,938 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎常光寺３丁目店 小売業 食料品 2%

169,939 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎昭和通７丁目店 小売業 食料品 2%

169,940 兵庫県 尼崎市 尼崎セントラルホテル　フロント サービス 宿泊業 5%

169,941 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎園田学園前店 小売業 食料品 2%

169,942 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎立花駅前店 小売業 食料品 2%

169,943 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎立花町２丁目店 小売業 食料品 2%

169,944 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎塚口本町３丁目店 小売業 食料品 2%

169,945 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎富松町２丁目店 小売業 食料品 2%

169,946 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎若王寺店 小売業 食料品 2%

169,947 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎七松町店 小売業 食料品 2%

169,948 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎西昆陽２丁目店 小売業 食料品 2%

169,949 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎西昆陽南店 小売業 食料品 2%

169,950 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎額田町店 小売業 食料品 2%

169,951 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎浜３丁目店 小売業 食料品 2%

169,952 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎浜田町５丁目店 小売業 食料品 2%

169,953 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎浜田町２丁目店 小売業 食料品 2%

169,954 兵庫県 尼崎市 尼崎東 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,955 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎東難波町２丁目店 小売業 食料品 2%

169,956 兵庫県 尼崎市 尼崎ホルモン サービス 飲食業 5%

169,957 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎南清水店 小売業 食料品 2%

169,958 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎南塚口町７丁目店 小売業 食料品 2%

169,959 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎南塚口２丁目店 小売業 食料品 2%

169,960 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎南武庫之荘３丁目店 小売業 食料品 2%

169,961 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎南武庫之荘２丁目店 小売業 食料品 2%

169,962 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎南武庫之荘４丁目店 小売業 食料品 2%

169,963 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎武庫之荘１丁目店 小売業 食料品 2%

169,964 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎武庫元町店 小売業 食料品 2%

169,965 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン尼崎名神町２丁目店 小売業 食料品 2%

169,966 兵庫県 尼崎市 アマミ電器 小売業 電化製品 5%

169,967 兵庫県 尼崎市 あらしよガスセンター 小売業 その他小売 5%

169,968 兵庫県 尼崎市 あらしよガスセンター 小売業 その他小売 5%

169,969 兵庫県 尼崎市 アルカドラッグ　ビエラ塚口店 小売業 その他小売 5%

169,970 兵庫県 尼崎市 アルファ　近松 サービス その他サービス 5%

169,971 兵庫県 尼崎市 アールヘアメイク サービス 理容・美容業 5%

169,972 兵庫県 尼崎市 阿波電器 小売業 電化製品 5%

169,973 兵庫県 尼崎市 Ｕｎｅ　Ｆａｍｉｌｌｅ 小売業 衣料品 5%

169,974 兵庫県 尼崎市 Ａｎｄａｎｔｅ サービス 飲食業 5%
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169,975 兵庫県 尼崎市 安藤タクシー サービス 運輸業 5%

169,976 兵庫県 尼崎市 居酒屋　そるてぃぼんぼん サービス 飲食業 5%

169,977 兵庫県 尼崎市 居酒屋 車 サービス 飲食業 5%

169,978 兵庫県 尼崎市 イサワオート 小売業 その他小売 5%

169,979 兵庫県 尼崎市 イシガミ 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,980 兵庫県 尼崎市 イシガミ　尼セン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,981 兵庫県 尼崎市 イシガミ　つかしん店 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,982 兵庫県 尼崎市 イシガミ　尼崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

169,983 兵庫県 尼崎市 石上塗装工業所 サービス その他サービス 5%

169,984 兵庫県 尼崎市 磯寿司　武庫之荘店 サービス 飲食業 5%

169,985 兵庫県 尼崎市 いそだ商店 小売業 食料品 5%

169,986 兵庫県 尼崎市 １番星　武庫之荘店 小売業 衣料品 5%

169,987 兵庫県 尼崎市 １番星　名神町店 小売業 衣料品 5%

169,988 兵庫県 尼崎市 出光尼崎南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,989 兵庫県 尼崎市 出光杭瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,990 兵庫県 尼崎市 出光セルフ尼崎園田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

169,991 兵庫県 尼崎市 ＩＮＯＵＥ本店 小売業 衣料品 5%

169,992 兵庫県 尼崎市 Ｉｎｇｅｎｉｏｕｓ　ｃｒｅａｔｉｖｅ　ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

169,993 兵庫県 尼崎市 Ｖｅｒｖｅ 小売業 衣料品 5%

169,994 兵庫県 尼崎市 Ｖａｎｖｅｓ 小売業 その他小売 5%

169,995 兵庫県 尼崎市 ヴィシュア サービス その他サービス 5%

169,996 兵庫県 尼崎市 ウイズ 小売業 食料品 5%

169,997 兵庫県 尼崎市 ウイン サービス 理容・美容業 5%

169,998 兵庫県 尼崎市 Vinculum サービス 理容・美容業 5%

169,999 兵庫県 尼崎市 有限会社ウエグシステム サービス その他サービス 5%

170,000 兵庫県 尼崎市 上田電器 小売業 電化製品 5%

170,001 兵庫県 尼崎市 植山タクシー サービス その他サービス 5%

170,002 兵庫県 尼崎市 Ｖｏｇｕｅ Ｈａｉｒ Ｆａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

170,003 兵庫県 尼崎市 宇佐美山手幹線尼崎 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,004 兵庫県 尼崎市 宇杉精肉店 小売業 食料品 5%

170,005 兵庫県 尼崎市 内田電器 小売業 電化製品 5%

170,006 兵庫県 尼崎市 馬也 サービス 飲食業 5%

170,007 兵庫県 尼崎市 Ｕｍｅｎｏ サービス 飲食業 5%

170,008 兵庫県 尼崎市 うるまタクシー サービス 運輸業 5%

170,009 兵庫県 尼崎市 うるまタクシー サービス 運輸業 5%

170,010 兵庫県 尼崎市 エアージュ サービス 理容・美容業 5%

170,011 兵庫県 尼崎市 エアージュ美容室 サービス 理容・美容業 5%

170,012 兵庫県 尼崎市 エイワーク サービス その他サービス 5%

170,013 兵庫県 尼崎市 Ａ．Ｓｈｉｚｕｋｉ 小売業 衣料品 5%

170,014 兵庫県 尼崎市 エコクリーンスタッフ尼崎 サービス その他サービス 5%

170,015 兵庫県 尼崎市 エスコス　塚口 サービス 理容・美容業 5%

170,016 兵庫県 尼崎市 ｅｓｆｅｒａｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%
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170,017 兵庫県 尼崎市 江藤自動車 サービス その他サービス 5%

170,018 兵庫県 尼崎市 ＡＢＣ自転車 小売業 その他小売 5%

170,019 兵庫県 尼崎市 恵比須堂 小売業 食料品 5%

170,020 兵庫県 尼崎市 ＦＷＳ阪急塚口ｓａｌｏｎ本店 サービス 理容・美容業 5%

170,021 兵庫県 尼崎市 Ｍ２　塚口店 小売業 衣料品 5%

170,022 兵庫県 尼崎市 エルア　バイ　クラップ サービス 理容・美容業 5%

170,023 兵庫県 尼崎市 オーヴヘア サービス 理容・美容業 5%

170,024 兵庫県 尼崎市 大阪屋商店 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,025 兵庫県 尼崎市 大園サポートサービス サービス その他サービス 5%

170,026 兵庫県 尼崎市 大園サポートサービス　名神町本部 サービス その他サービス 5%

170,027 兵庫県 尼崎市 太田川口法律事務所 サービス その他サービス 5%

170,028 兵庫県 尼崎市 オートオアシス立花ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,029 兵庫県 尼崎市 ＯＰＥＮＣＬＯＳＥＴ 小売業 その他小売 5%

170,030 兵庫県 尼崎市 オーロックス サービス 飲食業 5%

170,031 兵庫県 尼崎市 お菓子のアトリエ　カプリス 小売業 食料品 5%

170,032 兵庫県 尼崎市 岡本モータース サービス その他サービス 5%

170,033 兵庫県 尼崎市 お好み酒場てつ サービス 飲食業 5%

170,034 兵庫県 尼崎市 お好み焼　偶　出屋敷店 サービス 飲食業 5%

170,035 兵庫県 尼崎市 お茶の北岡園　園田 小売業 食料品 5%

170,036 兵庫県 尼崎市 ｏｈ庭ｙａ尼崎店 サービス その他サービス 5%

170,037 兵庫県 尼崎市 尾浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,038 兵庫県 尼崎市 オリックスレンタカー尼崎立花店 サービス その他サービス 2%

170,039 兵庫県 尼崎市 オリックスレンタカー尼崎店 サービス その他サービス 2%

170,040 兵庫県 尼崎市 オリックスレンタカー近鉄尼崎ニューアルカイック店 サービス その他サービス 2%

170,041 兵庫県 尼崎市 オレンジカフェ　尼崎店 サービス その他サービス 5%

170,042 兵庫県 尼崎市 おんどり庵塚口店 サービス 飲食業 2%

170,043 兵庫県 尼崎市 ＧＡＲＤＥＮ サービス 理容・美容業 5%

170,044 兵庫県 尼崎市 Ｃａｖａｔｉｎｅ サービス 飲食業 5%

170,045 兵庫県 尼崎市 カウンター焼肉かるび サービス 飲食業 5%

170,046 兵庫県 尼崎市 かおり サービス 飲食業 5%

170,047 兵庫県 尼崎市 佳嘉家 サービス 理容・美容業 5%

170,048 兵庫県 尼崎市 学生服のスズキ　アマスタ・アマセン店 小売業 衣料品 5%

170,049 兵庫県 尼崎市 学生服のスズキ　西武庫店 小売業 衣料品 5%

170,050 兵庫県 尼崎市 カクダ サービス その他サービス 5%

170,051 兵庫県 尼崎市 梯米穀店 サービス その他サービス 5%

170,052 兵庫県 尼崎市 かごの屋尼崎昭和通店 サービス 飲食業 5%

170,053 兵庫県 尼崎市 かごの屋塚口店 サービス 飲食業 5%

170,054 兵庫県 尼崎市 ｇａｓａｋｉｂａｓｅ 小売業 家具・調度品 5%

170,055 兵庫県 尼崎市 かじ井 サービス 飲食業 5%

170,056 兵庫県 尼崎市 鍛治伸哉税理士事務所 サービス その他サービス 5%

170,057 兵庫県 尼崎市 Ｃａｒ　Ｓｈｏｐ～ＴＲＵＳＴ　ＡＣＥ～ サービス その他サービス 5%

170,058 兵庫県 尼崎市 風の街塚口店 サービス 飲食業 5%
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170,059 兵庫県 尼崎市 片岡デンキ塚口 小売業 電化製品 5%

170,060 兵庫県 尼崎市 ガッツワークス 小売業 その他小売 5%

170,061 兵庫県 尼崎市 ｃｕｔａｎｄｓｐａＭＩＳＯＮＯ サービス 理容・美容業 5%

170,062 兵庫県 尼崎市 カットスタジオロング サービス 理容・美容業 5%

170,063 兵庫県 尼崎市 カットハウス　リバー サービス 理容・美容業 5%

170,064 兵庫県 尼崎市 カットハウス良 サービス 理容・美容業 5%

170,065 兵庫県 尼崎市 カネ吉呉服店 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,066 兵庫県 尼崎市 株式会社ナカムラ　レンタカー尼崎 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,067 兵庫県 尼崎市 株式会社ナカムラ　レンタカー三田 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,068 兵庫県 尼崎市 株式会社ナカムラ　レンタカー塚口 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,069 兵庫県 尼崎市 株式会社アービレック ノール グランヴォラ サービス 飲食業 5%

170,070 兵庫県 尼崎市 株式会社安心セレモニー サービス その他サービス 5%

170,071 兵庫県 尼崎市 株式会社宇野 小売業 その他小売 5%

170,072 兵庫県 尼崎市 株式会社オー・エム・ピー サービス その他サービス 5%

170,073 兵庫県 尼崎市 （株）小西電気 小売業 電化製品 5%

170,074 兵庫県 尼崎市 株式会社さつまオートセンター 小売業 その他小売 5%

170,075 兵庫県 尼崎市 株式会社昭和設備 サービス その他サービス 5%

170,076 兵庫県 尼崎市 株式会社スーパーサンエー　杭瀬店 小売業 食料品 5%

170,077 兵庫県 尼崎市 株式会社　ゼネラルオート 小売業 その他小売 5%

170,078 兵庫県 尼崎市 株式会社ドノバン 小売業 衣料品 5%

170,079 兵庫県 尼崎市 株式会社日翔工業 サービス その他サービス 5%

170,080 兵庫県 尼崎市 株式会社ニュートラル 小売業 その他小売 5%

170,081 兵庫県 尼崎市 株式会社フレッシュとも　株式会社フレッシュとも 小売業 食料品 5%

170,082 兵庫県 尼崎市 株式会社マイカー尼崎センター カーシティＭＡＣ 小売業 その他小売 5%

170,083 兵庫県 尼崎市 （株）丸正洋品店　尼セン店 小売業 衣料品 5%

170,084 兵庫県 尼崎市 （株）丸正洋品店　サンルイ店 小売業 衣料品 5%

170,085 兵庫県 尼崎市 株式会社ＢＲＩＺＥ サービス その他サービス 5%

170,086 兵庫県 尼崎市 カプリシャスミー 小売業 衣料品 5%

170,087 兵庫県 尼崎市 髪きり屋 ｏｆｆ サービス 理容・美容業 5%

170,088 兵庫県 尼崎市 かるだ整体堂　本店 サービス その他サービス 5%

170,089 兵庫県 尼崎市 ガレージＴＹ 小売業 その他小売 5%

170,090 兵庫県 尼崎市 カレーハウスココ壱番屋　尼崎大庄西町店 サービス 飲食業 2%

170,091 兵庫県 尼崎市 カレーハウスココ壱番屋　尼崎潮江店 サービス 飲食業 2%

170,092 兵庫県 尼崎市 カレーハウスココ壱番屋　尼崎錦橋店 サービス 飲食業 2%

170,093 兵庫県 尼崎市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋尼崎西昆陽店 サービス 飲食業 2%

170,094 兵庫県 尼崎市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋阪急塚口駅北口店 サービス 飲食業 2%

170,095 兵庫県 尼崎市 河合塾マナビス塚口校 サービス その他サービス 2%

170,096 兵庫県 尼崎市 かわべフードサービス サービス 飲食業 5%

170,097 兵庫県 尼崎市 韓国料理釜山 サービス 飲食業 5%

170,098 兵庫県 尼崎市 ＫＡＮＤＡ　尼崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,099 兵庫県 尼崎市 キイロヤインポート 小売業 衣料品 5%

170,100 兵庫県 尼崎市 喜三太 サービス 飲食業 5%
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170,101 兵庫県 尼崎市 北野エースフーズブティック　代表 小売業 食料品 5%

170,102 兵庫県 尼崎市 北村電気 小売業 電化製品 5%

170,103 兵庫県 尼崎市 キッチン＆カフェエマーブル サービス 飲食業 5%

170,104 兵庫県 尼崎市 キーポイント　尼崎猪名寺店 小売業 衣料品 5%

170,105 兵庫県 尼崎市 キミヤ 小売業 衣料品 5%

170,106 兵庫県 尼崎市 木村屋 サービス 飲食業 5%

170,107 兵庫県 尼崎市 きもの利久 小売業 衣料品 5%

170,108 兵庫県 尼崎市 キャビンビヨウシツ サービス 理容・美容業 5%

170,109 兵庫県 尼崎市 ギャラリーマルイ サービス その他サービス 5%

170,110 兵庫県 尼崎市 ギャレット 小売業 その他小売 5%

170,111 兵庫県 尼崎市 キャンディポケット　園田店 小売業 その他小売 5%

170,112 兵庫県 尼崎市 キャンディモア　園田店 サービス 理容・美容業 5%

170,113 兵庫県 尼崎市 ぎょうざの満洲　阪急塚口南口店 サービス 飲食業 5%

170,114 兵庫県 尼崎市 業務スーパー　尼崎杭瀬店 小売業 食料品 2%

170,115 兵庫県 尼崎市 業務スーパー三和店 小売業 食料品 2%

170,116 兵庫県 尼崎市 業務スーパー園田店 小売業 食料品 2%

170,117 兵庫県 尼崎市 キングフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

170,118 兵庫県 尼崎市 Ｃｏｅｕｒ　Ｂｒｉｌｌａｎｔ サービス その他サービス 5%

170,119 兵庫県 尼崎市 串揚酒場かわ神武庫之荘店 サービス 飲食業 5%

170,120 兵庫県 尼崎市 串カツ焼鳥　若まる　武庫之荘店 サービス 飲食業 5%

170,121 兵庫県 尼崎市 串ＢＡＲ　丸田 サービス 飲食業 5%

170,122 兵庫県 尼崎市 靴修理店　ＣＲＡＤＬＥ 小売業 衣料品 5%

170,123 兵庫県 尼崎市 ＧＯＯＤ尼崎南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,124 兵庫県 尼崎市 グッドメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,125 兵庫県 尼崎市 暮らしの店　西村商店 小売業 その他小売 5%

170,126 兵庫県 尼崎市 Ｃｒｙｓｔａｌｉｅ 小売業 衣料品 5%

170,127 兵庫県 尼崎市 グリタモード サービス 理容・美容業 5%

170,128 兵庫県 尼崎市 クリップ　エルム サービス 理容・美容業 5%

170,129 兵庫県 尼崎市 グリーンアリーナ　神崎 小売業 その他小売 5%

170,130 兵庫県 尼崎市 ＣＲＥＥＲ塚口店 サービス 理容・美容業 5%

170,131 兵庫県 尼崎市 ＨｅａｌｉｎｇＴｏｕｃｈＣＬＯＶＥＲ 小売業 その他小売 5%

170,132 兵庫県 尼崎市 くろ潮まる サービス 飲食業 5%

170,133 兵庫県 尼崎市 クロスフィット尼崎 サービス その他サービス 5%

170,134 兵庫県 尼崎市 ケーキ工房ワタナベ サービス 飲食業 5%

170,135 兵庫県 尼崎市 Ｋｅｍａｒｉ８７ＫＩＳＨＩＳＰＯ　尼崎店 小売業 その他小売 5%

170,136 兵庫県 尼崎市 ケント 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,137 兵庫県 尼崎市 合通システム 小売業 電化製品 5%

170,138 兵庫県 尼崎市 コーヒーショップ サムサラ サービス 飲食業 5%

170,139 兵庫県 尼崎市 珈琲屋コロンビア サービス 飲食業 5%

170,140 兵庫県 尼崎市 珈琲ロマン サービス 飲食業 5%

170,141 兵庫県 尼崎市 Ｃｏｒａｌ 小売業 その他小売 5%

170,142 兵庫県 尼崎市 こがね　尼崎店 小売業 食料品 5%
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170,143 兵庫県 尼崎市 こがね　園田店 小売業 食料品 5%

170,144 兵庫県 尼崎市 ＣＯＣＯ　ＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

170,145 兵庫県 尼崎市 ＧＯＴＨＩＣ サービス 理容・美容業 5%

170,146 兵庫県 尼崎市 五福　西昆陽店 サービス 飲食業 5%

170,147 兵庫県 尼崎市 コポ　尼セン店 小売業 衣料品 5%

170,148 兵庫県 尼崎市 Ｃｏｒ　ｐｕｒｕｍ サービス 理容・美容業 5%

170,149 兵庫県 尼崎市 ゴルフギアサージ　尼崎店 小売業 その他小売 5%

170,150 兵庫県 尼崎市 ゴルフスタジオヒロ 小売業 その他小売 5%

170,151 兵庫県 尼崎市 金剛堂　尼崎店 小売業 家具・調度品 5%

170,152 兵庫県 尼崎市 サイクルコンビニてるてる　南武庫之荘店 小売業 その他小売 5%

170,153 兵庫県 尼崎市 サイクルコンビニてるてる　武庫之荘店 小売業 その他小売 5%

170,154 兵庫県 尼崎市 サイクルショップ　Ｓｏｒａ 小売業 その他小売 5%

170,155 兵庫県 尼崎市 サイクルショップスマイル サービス その他サービス 5%

170,156 兵庫県 尼崎市 サイクルスタジオシルバーリングつかしん店 小売業 その他小売 5%

170,157 兵庫県 尼崎市 ｃａｅｌａ　ｓｅａｒｃｈ 小売業 衣料品 5%

170,158 兵庫県 尼崎市 魚・季節料理　たがわ サービス 飲食業 5%

170,159 兵庫県 尼崎市 魚立呑み　いそかわ サービス 飲食業 5%

170,160 兵庫県 尼崎市 さくさく屋 サービス 飲食業 5%

170,161 兵庫県 尼崎市 ＳＡＫＵＭＡＲＵ サービス 飲食業 5%

170,162 兵庫県 尼崎市 ＳＡＫＵＲＡ サービス 飲食業 5%

170,163 兵庫県 尼崎市 酒処　雲 サービス 飲食業 5%

170,164 兵庫県 尼崎市 酒処雲 サービス 飲食業 5%

170,165 兵庫県 尼崎市 酒舛 サービス 飲食業 5%

170,166 兵庫県 尼崎市 Ｓａｔａｋｅ　尼崎道意店 小売業 食料品 5%

170,167 兵庫県 尼崎市 さとう動物病院 サービス その他サービス 5%

170,168 兵庫県 尼崎市 サムギョプサル　和牛焼肉　ブヒー サービス 飲食業 5%

170,169 兵庫県 尼崎市 ＴＨＵＭＢＳＵＰＭＡＲＫＥＴ サービス 飲食業 5%

170,170 兵庫県 尼崎市 Ｓａｌｏｎ．Ｃｏｏｋｉｅ サービス 理容・美容業 5%

170,171 兵庫県 尼崎市 サロンドエクラ サービス 理容・美容業 5%

170,172 兵庫県 尼崎市 三右衛門　尼崎西店 サービス 飲食業 5%

170,173 兵庫県 尼崎市 ３Ｑｅｅ．ｃｏｍ　３号店 小売業 その他小売 5%

170,174 兵庫県 尼崎市 三電社塚口北店 小売業 電化製品 5%

170,175 兵庫県 尼崎市 サンペール本店 小売業 衣料品 5%

170,176 兵庫県 尼崎市 サンペール南店 小売業 衣料品 5%

170,177 兵庫県 尼崎市 三洋旅行　立花営業所 サービス その他サービス 5%

170,178 兵庫県 尼崎市 三和電器 小売業 電化製品 5%

170,179 兵庫県 尼崎市 ＣＶＳヨシイ 小売業 食料品 5%

170,180 兵庫県 尼崎市 ＧＬＰ尼崎売店 小売業 食料品 5%

170,181 兵庫県 尼崎市 Ｃｔｈｒｅｅ サービス 理容・美容業 5%

170,182 兵庫県 尼崎市 ＳＨＥＥＴＳ　園田店 サービス 理容・美容業 5%

170,183 兵庫県 尼崎市 ＣＶＳヨシイ サービス その他サービス 5%

170,184 兵庫県 尼崎市 Ｃｈｅｚ　Ｈｏｒｉ サービス 飲食業 5%
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170,185 兵庫県 尼崎市 ＪＲ尼崎 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,186 兵庫県 尼崎市 ＪＲ西日本レンタカー＆リース株式会社　尼崎駅北口駐輪場 サービス 運輸業 5%

170,187 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブンＪＲ塚口駅前店 小売業 食料品 2%

170,188 兵庫県 尼崎市 ジェクト三信　武庫之荘店 小売業 衣料品 5%

170,189 兵庫県 尼崎市 ジェニー サービス 理容・美容業 5%

170,190 兵庫県 尼崎市 潮江電化　園田店 小売業 電化製品 5%

170,191 兵庫県 尼崎市 重田タクシー サービス 運輸業 5%

170,192 兵庫県 尼崎市 仕事の家庭教師 サービス その他サービス 5%

170,193 兵庫県 尼崎市 ジーバンク 小売業 その他小売 5%

170,194 兵庫県 尼崎市 シマコーポレーション尼崎店 小売業 その他小売 5%

170,195 兵庫県 尼崎市 シマダ写真店 小売業 電化製品 5%

170,196 兵庫県 尼崎市 清水米穀店 小売業 食料品 5%

170,197 兵庫県 尼崎市 下坂部ＳＳ　宝石油商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,198 兵庫県 尼崎市 写真箱武庫之荘店 サービス その他サービス 5%

170,199 兵庫県 尼崎市 ジャパテック貿易 サービス その他サービス 5%

170,200 兵庫県 尼崎市 ＪＡＭ サービス 理容・美容業 5%

170,201 兵庫県 尼崎市 ジャム・ルガ 小売業 その他小売 5%

170,202 兵庫県 尼崎市 じゃんぼ總本店　尼崎下坂部店 サービス 飲食業 5%

170,203 兵庫県 尼崎市 じゃんぼ總本店　尼崎西店 サービス 飲食業 5%

170,204 兵庫県 尼崎市 じゃんぼ總本店　杭瀬本町店 サービス 飲食業 5%

170,205 兵庫県 尼崎市 じゃんぼ總本店　園田店 サービス 飲食業 5%

170,206 兵庫県 尼崎市 じゃんぼ總本店　立花商店街店 サービス 飲食業 5%

170,207 兵庫県 尼崎市 じゃんぼ總本店　つかしん店 サービス 飲食業 5%

170,208 兵庫県 尼崎市 じゃんぼ總本店　阪急塚口駅前店 サービス 飲食業 5%

170,209 兵庫県 尼崎市 じゃんぼ總本店　武庫之荘店 サービス 飲食業 5%

170,210 兵庫県 尼崎市 ＪＵＡＮＧＡ サービス 理容・美容業 5%

170,211 兵庫県 尼崎市 シューズショップ スズキ シューズショップ スズキ 小売業 衣料品 5%

170,212 兵庫県 尼崎市 シューズショップＦＵＪＩＹＡ 小売業 衣料品 5%

170,213 兵庫県 尼崎市 ｃｈｏｕ?ｆｌｅｕｒ武庫之荘店 サービス 理容・美容業 5%

170,214 兵庫県 尼崎市 ｊｏｕｒｓ 小売業 衣料品 5%

170,215 兵庫県 尼崎市 手芸センタードリーム　つかしん店 小売業 その他小売 5%

170,216 兵庫県 尼崎市 酒肴　のっぽさん サービス 飲食業 5%

170,217 兵庫県 尼崎市 酒肴　のっぽさん サービス 飲食業 5%

170,218 兵庫県 尼崎市 シューズサロン　ナカガワ 小売業 衣料品 5%

170,219 兵庫県 尼崎市 シューズショップ　ＦＵＪＩＹＡ 小売業 衣料品 5%

170,220 兵庫県 尼崎市 昭石塚口給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,221 兵庫県 尼崎市 ショコラクラブ サービス 飲食業 5%

170,222 兵庫県 尼崎市 ＳＨＯＴ　ＢＡＲ　ＣＡＬＭ サービス 飲食業 5%

170,223 兵庫県 尼崎市 寝具の今井 小売業 家具・調度品 5%

170,224 兵庫県 尼崎市 ＳＩＮＣＥＲＩＴＹ サービス 理容・美容業 5%

170,225 兵庫県 尼崎市 鈴木靴店 小売業 衣料品 5%

170,226 兵庫県 尼崎市 ＳＵＺＵＴＡＮ尼崎店 小売業 衣料品 5%
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170,227 兵庫県 尼崎市 スタイルインバランス美容室 サービス 理容・美容業 5%

170,228 兵庫県 尼崎市 スタジアム 小売業 その他小売 5%

170,229 兵庫県 尼崎市 スタジオ　クローバー 小売業 その他小売 5%

170,230 兵庫県 尼崎市 ｓｔｕｄｉｏｔｅｔｏｔｅ サービス その他サービス 5%

170,231 兵庫県 尼崎市 すたみな太郎　武庫川店 サービス 飲食業 5%

170,232 兵庫県 尼崎市 スパイシーＩＮＣ 小売業 衣料品 5%

170,233 兵庫県 尼崎市 スマイル杭瀬店 小売業 衣料品 5%

170,234 兵庫県 尼崎市 すまいるリトミック サービス その他サービス 5%

170,235 兵庫県 尼崎市 スマホスピタル尼崎店 サービス その他サービス 5%

170,236 兵庫県 尼崎市 炭火焼鳥専門店あみや武庫之荘店 サービス 飲食業 5%

170,237 兵庫県 尼崎市 炭火焼肉　寿月 サービス 飲食業 5%

170,238 兵庫県 尼崎市 炭火焼肉寿門 サービス 飲食業 5%

170,239 兵庫県 尼崎市 スリーピングプラザ　マルサン 小売業 家具・調度品 5%

170,240 兵庫県 尼崎市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　尾浜店 小売業 食料品 2%

170,241 兵庫県 尼崎市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　南武庫店 小売業 食料品 2%

170,242 兵庫県 尼崎市 Ｓｅｔｔｌｅ サービス 理容・美容業 5%

170,243 兵庫県 尼崎市 セレクトファニチャーショップ　スター 小売業 家具・調度品 5%

170,244 兵庫県 尼崎市 ゼーレ弦楽器工房 小売業 その他小売 5%

170,245 兵庫県 尼崎市 セレモニー優輝 サービス その他サービス 5%

170,246 兵庫県 尼崎市 セントラルサービス サービス その他サービス 5%

170,247 兵庫県 尼崎市 せんば呉服 小売業 衣料品 5%

170,248 兵庫県 尼崎市 せんば呉服　４番街店 小売業 衣料品 5%

170,249 兵庫県 尼崎市 創作呉服たかにし 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,250 兵庫県 尼崎市 そーいんぐ・すていしょん　コミニカ 小売業 衣料品 5%

170,251 兵庫県 尼崎市 ソーシャルデザイン サービス その他サービス 5%

170,252 兵庫県 尼崎市 ソックコウベ　杭瀬店 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,253 兵庫県 尼崎市 園田寝装店 小売業 家具・調度品 5%

170,254 兵庫県 尼崎市 そばーず２ｎｄ サービス 飲食業 5%

170,255 兵庫県 尼崎市 そばや楽 サービス 飲食業 5%

170,256 兵庫県 尼崎市 soin de brace elne 立花店 サービス 理容・美容業 5%

170,257 兵庫県 尼崎市 soin de brace 立花店 サービス 理容・美容業 5%

170,258 兵庫県 尼崎市 タイ古式マッサージ　ジムサヤーム サービス その他サービス 5%

170,259 兵庫県 尼崎市 大衆ビストロ　馬と魚 サービス 飲食業 5%

170,260 兵庫県 尼崎市 鯛将丸　立花店 サービス 飲食業 5%

170,261 兵庫県 尼崎市 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　ＰＲＩＭＡＶＥＲＡ サービス 飲食業 5%

170,262 兵庫県 尼崎市 ダイニングレストラン　ワイヤード サービス 飲食業 5%

170,263 兵庫県 尼崎市 ダイハン書房　本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

170,264 兵庫県 尼崎市 大宝電器 小売業 電化製品 5%

170,265 兵庫県 尼崎市 タイモスポーツ 小売業 その他小売 5%

170,266 兵庫県 尼崎市 大物ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,267 兵庫県 尼崎市 大洋鉱油株式会社尼崎北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,268 兵庫県 尼崎市 ダイワサイクル　山幹通り店 小売業 その他小売 5%
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170,269 兵庫県 尼崎市 たかにし呉服アマスタアマセン店 小売業 衣料品 5%

170,270 兵庫県 尼崎市 高西商店フレッシュコア 小売業 衣料品 5%

170,271 兵庫県 尼崎市 高山堂　園田店 小売業 食料品 5%

170,272 兵庫県 尼崎市 高山堂　武庫之荘店 小売業 食料品 5%

170,273 兵庫県 尼崎市 竹家荘旅館 サービス その他サービス 5%

170,274 兵庫県 尼崎市 Ｔａｋｏ ｃａｆｅ ＣＡＲＯＬ サービス 飲食業 5%

170,275 兵庫県 尼崎市 立呑処　中田商店　中田商店 サービス 飲食業 5%

170,276 兵庫県 尼崎市 立花自転車店 小売業 その他小売 5%

170,277 兵庫県 尼崎市 タックイン９９ 小売業 その他小売 5%

170,278 兵庫県 尼崎市 Ｄａｃｃｏ 小売業 衣料品 5%

170,279 兵庫県 尼崎市 田中園芸 小売業 その他小売 5%

170,280 兵庫県 尼崎市 個人タクシー サービス 運輸業 5%

170,281 兵庫県 尼崎市 田野電化 小売業 電化製品 5%

170,282 兵庫県 尼崎市 玉木タクシー サービス 運輸業 5%

170,283 兵庫県 尼崎市 チサトピラティスビューティスタジオ サービス その他サービス 5%

170,284 兵庫県 尼崎市 ぢどり亭　阪急塚口店 サービス 飲食業 5%

170,285 兵庫県 尼崎市 ちゃりん坊 サービス 飲食業 5%

170,286 兵庫県 尼崎市 ちゃりん坊　ちゃりん坊 サービス 飲食業 5%

170,287 兵庫県 尼崎市 中央カメラ 小売業 電化製品 5%

170,288 兵庫県 尼崎市 中央モデル 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

170,289 兵庫県 尼崎市 中華　尼崎店 サービス 飲食業 5%

170,290 兵庫県 尼崎市 兆治 サービス 飲食業 5%

170,291 兵庫県 尼崎市 塚口北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,292 兵庫県 尼崎市 塚口南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,293 兵庫県 尼崎市 辻井社労士事務所 サービス その他サービス 5%

170,294 兵庫県 尼崎市 津田正昭米穀店 小売業 食料品 5%

170,295 兵庫県 尼崎市 つり具のブンブン　尼崎西昆陽店 小売業 その他小売 5%

170,296 兵庫県 尼崎市 つり具のブンブン西昆陽店 小売業 その他小売 5%

170,297 兵庫県 尼崎市 鶴橋風月尼崎店 サービス 飲食業 2%

170,298 兵庫県 尼崎市 ｔｏｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

170,299 兵庫県 尼崎市 ＴＣ　Ｂｏｄｙ　Ｃａｒｅ　Ｓｐａｃｅ サービス その他サービス 5%

170,300 兵庫県 尼崎市 ＤＰ尼崎 サービス 理容・美容業 5%

170,301 兵庫県 尼崎市 Ｄｉｚｚｙ サービス 理容・美容業 5%

170,302 兵庫県 尼崎市 ＴＨＩＳＣＯＶＥＲ＋尼崎店 サービス その他サービス 5%

170,303 兵庫県 尼崎市 ＴＨＩＳＣＯＶＥＲ＋武庫之荘 サービス その他サービス 5%

170,304 兵庫県 尼崎市 Ｔ－ＳＴＹＬＥ 小売業 衣料品 5%

170,305 兵庫県 尼崎市 ＬａＰａｉｓｉｂｌｅ サービス その他サービス 5%

170,306 兵庫県 尼崎市 ＴＩＲＡＮＡ尼崎店 小売業 衣料品 5%

170,307 兵庫県 尼崎市 ＴＩＲＡＮＡ三和店 小売業 衣料品 5%

170,308 兵庫県 尼崎市 鉄板酒場　ひさちゃん サービス 飲食業 5%

170,309 兵庫県 尼崎市 デフィー　武庫之荘店 小売業 その他小売 5%

170,310 兵庫県 尼崎市 寺沢商店 小売業 食料品 5%
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170,311 兵庫県 尼崎市 ＭＧＤＩＮＥＲ サービス 飲食業 5%

170,312 兵庫県 尼崎市 東華園 サービス 飲食業 5%

170,313 兵庫県 尼崎市 動物病院むこのそう サービス その他サービス 5%

170,314 兵庫県 尼崎市 ＴｏｔａｌＥｓｔｈｅｔｉｃｌｉｍｅ サービス 理容・美容業 5%

170,315 兵庫県 尼崎市 トータルビューティーソワンヴィサージュ サービス 理容・美容業 5%

170,316 兵庫県 尼崎市 時友畳商店 小売業 その他小売 5%

170,317 兵庫県 尼崎市 時本ミシン商会 小売業 電化製品 5%

170,318 兵庫県 尼崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ尼崎北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,319 兵庫県 尼崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフネオス杭瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,320 兵庫県 尼崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ塚口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,321 兵庫県 尼崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ武庫之荘南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,322 兵庫県 尼崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ名神尼崎店 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,323 兵庫県 尼崎市 ドッグサロン　プリオール 小売業 その他小売 5%

170,324 兵庫県 尼崎市 ドッグサロン　ララわん サービス その他サービス 5%

170,325 兵庫県 尼崎市 ドッグビューティーサロンＥＬＬＥ サービス その他サービス 5%

170,326 兵庫県 尼崎市 トナイ産業 サービス その他サービス 5%

170,327 兵庫県 尼崎市 土間土間阪神尼崎店 サービス 飲食業 2%

170,328 兵庫県 尼崎市 とも動物病院 サービス その他サービス 5%

170,329 兵庫県 尼崎市 ト－ヨ－電化 小売業 電化製品 5%

170,330 兵庫県 尼崎市 トヨタ部品兵庫共販　尼崎店 サービス その他サービス 5%

170,331 兵庫県 尼崎市 トラストオイル株式会社 サービス 運輸業 5%

170,332 兵庫県 尼崎市 有限会社サントップ 小売業 その他小売 5%

170,333 兵庫県 尼崎市 ＴＲＥＡＴ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

170,334 兵庫県 尼崎市 ドリーム観光サービス サービス その他サービス 5%

170,335 兵庫県 尼崎市 鳥光　尼崎店 サービス 飲食業 5%

170,336 兵庫県 尼崎市 とんかつ　かつ喜　尼崎西昆陽店 サービス 飲食業 5%

170,337 兵庫県 尼崎市 内外砿油　塚口店 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,338 兵庫県 尼崎市 ナカガワ　尼崎店 小売業 衣料品 5%

170,339 兵庫県 尼崎市 中島電器 小売業 電化製品 5%

170,340 兵庫県 尼崎市 中島南店 サービス 飲食業 5%

170,341 兵庫県 尼崎市 長洲 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,342 兵庫県 尼崎市 中田商店 中田商店 小売業 食料品 5%

170,343 兵庫県 尼崎市 （有）中田電気 小売業 電化製品 5%

170,344 兵庫県 尼崎市 永田電器 小売業 電化製品 5%

170,345 兵庫県 尼崎市 長門電機商会 小売業 電化製品 5%

170,346 兵庫県 尼崎市 中野電気商会 小売業 電化製品 5%

170,347 兵庫県 尼崎市 中濱モーターサイクル 小売業 その他小売 5%

170,348 兵庫県 尼崎市 仲松のお店 サービス 飲食業 5%

170,349 兵庫県 尼崎市 なか家 サービス 飲食業 5%

170,350 兵庫県 尼崎市 生豆本舗 小売業 食料品 5%

170,351 兵庫県 尼崎市 鳴門鯛焼本舗　阪急武庫之荘店 サービス 飲食業 5%

170,352 兵庫県 尼崎市 南海部品尼崎店 小売業 その他小売 5%
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170,353 兵庫県 尼崎市 喃風　尼崎店 サービス 飲食業 5%

170,354 兵庫県 尼崎市 肉しゃぶしゃぶ　肉沼 サービス 飲食業 5%

170,355 兵庫県 尼崎市 ニシイチドラッグ 小売業 その他小売 5%

170,356 兵庫県 尼崎市 ニシイチドラッグ　アミング潮江店 小売業 その他小売 5%

170,357 兵庫県 尼崎市 ニシイチドラッグ　尾浜本店 小売業 その他小売 5%

170,358 兵庫県 尼崎市 ニシイチドラッグ　健康館武庫之荘店 小売業 その他小売 5%

170,359 兵庫県 尼崎市 ニシイチドラッグ健康館　つかしん店 小売業 その他小売 5%

170,360 兵庫県 尼崎市 西尾呉服店　塚口店 小売業 衣料品 5%

170,361 兵庫県 尼崎市 ニシダヤ　三和店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

170,362 兵庫県 尼崎市 ニシダヤ　中央店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

170,363 兵庫県 尼崎市 西村商店 小売業 その他小売 5%

170,364 兵庫県 尼崎市 ニッセンシェイプファンデ　グランドルー 小売業 衣料品 5%

170,365 兵庫県 尼崎市 ニッセンシェイプファンデサロンタップ 小売業 衣料品 5%

170,366 兵庫県 尼崎市 ニッセンシェイプファンデサロン　ＲＵＫＡ 小売業 衣料品 5%

170,367 兵庫県 尼崎市 Ｎａｉｌ Ｓａｌｏｎ Ｄｉｖａ 塚口店 サービス 理容・美容業 5%

170,368 兵庫県 尼崎市 ネッツトヨタゾナ神戸尼崎店 小売業 その他小売 5%

170,369 兵庫県 尼崎市 ノムラ電器 小売業 電化製品 5%

170,370 兵庫県 尼崎市 パーソナルトレーニングジムライジング サービス その他サービス 5%

170,371 兵庫県 尼崎市 パーツショップＷＡＶＥ　パーツショップＷＡＶＥ 小売業 その他小売 5%

170,372 兵庫県 尼崎市 ばーでぃ ず ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

170,373 兵庫県 尼崎市 バイク屋ふぁ～すと　尼崎店 小売業 その他小売 5%

170,374 兵庫県 尼崎市 焙煎工房マルイ サービス その他サービス 5%

170,375 兵庫県 尼崎市 Ｈｉ－Ｆｉｖｅ阪神営業所 サービス 飲食業 5%

170,376 兵庫県 尼崎市 ハイマル日商電機 小売業 電化製品 5%

170,377 兵庫県 尼崎市 はじめ サービス 飲食業 5%

170,378 兵庫県 尼崎市 パーツ　ショップ　ウェーブ 小売業 その他小売 5%

170,379 兵庫県 尼崎市 はっぱや立花店 サービス 飲食業 5%

170,380 兵庫県 尼崎市 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅｉｄｅｅ サービス 飲食業 5%

170,381 兵庫県 尼崎市 華の居酒屋　幸　ぜん　華の居酒屋幸ぜん サービス 飲食業 5%

170,382 兵庫県 尼崎市 はなやぎ健鍼院 小売業 その他小売 5%

170,383 兵庫県 尼崎市 ハピネス サービス 飲食業 5%

170,384 兵庫県 尼崎市 ハピネス サービス 飲食業 5%

170,385 兵庫県 尼崎市 ハマモトサイクル 小売業 その他小売 5%

170,386 兵庫県 尼崎市 林タクシー サービス 運輸業 5%

170,387 兵庫県 尼崎市 ｐａｌｍｏ サービス 理容・美容業 5%

170,388 兵庫県 尼崎市 晴れたらいいね サービス 飲食業 5%

170,389 兵庫県 尼崎市 ハロ・ウェーブ合同会社 サービス その他サービス 5%

170,390 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン阪急園田駅東店 小売業 食料品 2%

170,391 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン阪急塚口駅北店 小売業 食料品 2%

170,392 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン阪急塚口駅東店 小売業 食料品 2%

170,393 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン阪急塚口駅南店 小売業 食料品 2%

170,394 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン阪急武庫之荘駅南店 小売業 食料品 2%
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170,395 兵庫県 尼崎市 パン工房　オラット 小売業 食料品 5%

170,396 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン阪神尼崎駅北店 小売業 食料品 2%

170,397 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン阪神尼崎駅西店 小売業 食料品 2%

170,398 兵庫県 尼崎市 セブン－イレブン阪神大物駅南店 小売業 食料品 2%

170,399 兵庫県 尼崎市 Ｐａｉｎ　ｄｅ　Ａｇａｔｈａ 小売業 食料品 5%

170,400 兵庫県 尼崎市 Ｐｉａｃｅｒｅ サービス 飲食業 5%

170,401 兵庫県 尼崎市 ＢＭＫ サービス その他サービス 5%

170,402 兵庫県 尼崎市 ＰＣＳｕｐｐｏｒｔＫｅｎｚｏ サービス その他サービス 5%

170,403 兵庫県 尼崎市 ｂｉｏｔｏｐ　阪神尼崎店 小売業 その他小売 5%

170,404 兵庫県 尼崎市 ビストロ　タンオタン サービス 飲食業 5%

170,405 兵庫県 尼崎市 ビストロタンオタン サービス 飲食業 5%

170,406 兵庫県 尼崎市 ひめ動物クリニック サービス その他サービス 5%

170,407 兵庫県 尼崎市 ＢｅａｕｔｙｓａｌｏｎＢｅｌｌｉｒｕ サービス 理容・美容業 5%

170,408 兵庫県 尼崎市 Ｂｅａｕｔｙ　Ｌａｂｏ　塚口店 サービス 理容・美容業 5%

170,409 兵庫県 尼崎市 ビューティーラボ サービス 理容・美容業 5%

170,410 兵庫県 尼崎市 ビューティーラボ　塚口店 サービス 理容・美容業 5%

170,411 兵庫県 尼崎市 ビューティーラボ　塚口店２ サービス 理容・美容業 5%

170,412 兵庫県 尼崎市 ヒュ－マン日商電機 小売業 電化製品 5%

170,413 兵庫県 尼崎市 兵庫トヨタ自動車塚口店 小売業 その他小売 5%

170,414 兵庫県 尼崎市 ヒラデン 小売業 電化製品 5%

170,415 兵庫県 尼崎市 ファッションハウス　尼崎駅前店 小売業 衣料品 5%

170,416 兵庫県 尼崎市 ファッションハウス　アリス　オア 小売業 衣料品 5%

170,417 兵庫県 尼崎市 ファミリアトレーディング サービス その他サービス 5%

170,418 兵庫県 尼崎市 ｆｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

170,419 兵庫県 尼崎市 フィットネス整体ｃａｒａｄａｌａｂ サービス その他サービス 5%

170,420 兵庫県 尼崎市 フィフティーン 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,421 兵庫県 尼崎市 フォトアクセスレイ サービス その他サービス 5%

170,422 兵庫県 尼崎市 フォトハウス 小売業 その他小売 5%

170,423 兵庫県 尼崎市 Volkswagen尼崎 サービス その他サービス 5%

170,424 兵庫県 尼崎市 福村整体院 サービス その他サービス 5%

170,425 兵庫県 尼崎市 藤田タクシー サービス 運輸業 5%

170,426 兵庫県 尼崎市 藤原ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

170,427 兵庫県 尼崎市 藤原ＴＡＸＩ 藤原ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

170,428 兵庫県 尼崎市 ふたば書房　つかしん店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

170,429 兵庫県 尼崎市 ＢＯＯＫＯＦＦ　尼崎東難波店 小売業 その他小売 2%

170,430 兵庫県 尼崎市 ブティック　Ｂｕｎ 小売業 衣料品 5%

170,431 兵庫県 尼崎市 ブティック　ＬＵＶ 小売業 衣料品 5%

170,432 兵庫県 尼崎市 ブティックＯＦＦＴＩＭＥ 小売業 衣料品 5%

170,433 兵庫県 尼崎市 ブティック　マミー 小売業 衣料品 5%

170,434 兵庫県 尼崎市 ＭＡＲＩＬＹＮ サービス 理容・美容業 5%

170,435 兵庫県 尼崎市 プライベートヘアサロンクレオ サービス 理容・美容業 5%

170,436 兵庫県 尼崎市 ぶらっとステーション名神尼崎店 サービス 飲食業 5%
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170,437 兵庫県 尼崎市 ｆｌｏｗｅｒｓｈｏｐＰｅａｃｅ 小売業 その他小売 5%

170,438 兵庫県 尼崎市 フランス屋　アミング潮江店 サービス その他サービス 5%

170,439 兵庫県 尼崎市 フランス屋　そのだ阪急プラザ店 サービス その他サービス 5%

170,440 兵庫県 尼崎市 ｐｌａｎｔｅｄｍｕｆｆｉｎ 小売業 その他小売 5%

170,441 兵庫県 尼崎市 ぷりずむ サービス その他サービス 5%

170,442 兵庫県 尼崎市 ＢＬＵＭＥ 小売業 衣料品 5%

170,443 兵庫県 尼崎市 ｂｌｏｏｍ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

170,444 兵庫県 尼崎市 ブルーブルーエ尼崎アマスタアマセン 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,445 兵庫県 尼崎市 フレッシュしみず本店 小売業 その他小売 5%

170,446 兵庫県 尼崎市 株式会社フレッシュとも 小売業 食料品 5%

170,447 兵庫県 尼崎市 プロテック　フジカワ　自転車修理 サービス その他サービス 5%

170,448 兵庫県 尼崎市 プロテックフジカワ サービス その他サービス 5%

170,449 兵庫県 尼崎市 ぷろぽ サービス 飲食業 5%

170,450 兵庫県 尼崎市 ＨＩＳＵＩ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

170,451 兵庫県 尼崎市 ヘアー＆エステ　ＪＡＰＳ サービス 理容・美容業 5%

170,452 兵庫県 尼崎市 ヘアー　エステＪＡＰＳ サービス 理容・美容業 5%

170,453 兵庫県 尼崎市 ヘアーエテ サービス 理容・美容業 5%

170,454 兵庫県 尼崎市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｆａｉｒｙ サービス 理容・美容業 5%

170,455 兵庫県 尼崎市 ヘアースタジオアート サービス 理容・美容業 5%

170,456 兵庫県 尼崎市 ｈａｉｒ　ｐａｒｔｎｅｒ　ｃｈｉｌｌｏｕｔ　本店 サービス 理容・美容業 5%

170,457 兵庫県 尼崎市 ｈａｉｒ　ｐａｒｔｎｅｒ　ｃｈｉｌｌｏｕｔ　本町店 サービス 理容・美容業 5%

170,458 兵庫県 尼崎市 ヘアーメイク　Ｐｊ２ サービス 理容・美容業 5%

170,459 兵庫県 尼崎市 ｈａｉｒ ｃａｒｅ ｓａｌｏｎ ｓｃｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

170,460 兵庫県 尼崎市 Ｈａｉｒ　ｓｔａｇｅ　Ｌｅ・ｃ・ｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

170,461 兵庫県 尼崎市 ヘアーメイク　ピージェートゥー サービス 理容・美容業 5%

170,462 兵庫県 尼崎市 ヘアリラクゼーション月光 サービス 理容・美容業 5%

170,463 兵庫県 尼崎市 ｈａｉｒｒｏｏｍ　ｅ９ｕａ サービス 理容・美容業 5%

170,464 兵庫県 尼崎市 ベーカリーレジュール 小売業 食料品 5%

170,465 兵庫県 尼崎市 ペダル　尼崎店 小売業 その他小売 5%

170,466 兵庫県 尼崎市 ＨＥＤＧＥ　武庫之荘店 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,467 兵庫県 尼崎市 株式会社ＰＥＲＳＯＮＵＴＳ サービス その他サービス 5%

170,468 兵庫県 尼崎市 ベルファム 小売業 衣料品 5%

170,469 兵庫県 尼崎市 ベローチェ尼崎神田中通店 サービス 飲食業 5%

170,470 兵庫県 尼崎市 ぺんぎんモータース サービス その他サービス 5%

170,471 兵庫県 尼崎市 ＢＯＬＯ 小売業 衣料品 5%

170,472 兵庫県 尼崎市 ほしのしっぽ 小売業 衣料品 5%

170,473 兵庫県 尼崎市 補聴器のアマガン 小売業 その他小売 5%

170,474 兵庫県 尼崎市 補聴器のビビッド サービス その他サービス 5%

170,475 兵庫県 尼崎市 ホテルファーストステイ尼崎 サービス 宿泊業 5%

170,476 兵庫県 尼崎市 ほねつき鳥の店　Ｈａｎａｒｅ サービス 飲食業 5%

170,477 兵庫県 尼崎市 ｈｏｌｙ ｍｏｌｙ テタンレール 小売業 食料品 5%

170,478 兵庫県 尼崎市 ホンダウイング二輪館 小売業 その他小売 5%
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170,479 兵庫県 尼崎市 株式会社本田盛文堂尼崎 小売業 家具・調度品 5%

170,480 兵庫県 尼崎市 マイティジャパン 小売業 その他小売 5%

170,481 兵庫県 尼崎市 毎日屋クリーニング店 サービス その他サービス 5%

170,482 兵庫県 尼崎市 前田タクシー サービス 運輸業 5%

170,483 兵庫県 尼崎市 巻木ｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

170,484 兵庫県 尼崎市 マギーとらや 小売業 衣料品 5%

170,485 兵庫県 尼崎市 マクドナルド１７１西昆陽店 サービス 飲食業 2%

170,486 兵庫県 尼崎市 マクドナルド五合橋線塚口店 サービス 飲食業 2%

170,487 兵庫県 尼崎市 マクドナルドつかしん店 サービス 飲食業 2%

170,488 兵庫県 尼崎市 マクドナルド阪急塚口店 サービス 飲食業 2%

170,489 兵庫県 尼崎市 マクドナルド南武庫之荘店 サービス 飲食業 2%

170,490 兵庫県 尼崎市 マクドナルド武庫之荘駅前店 サービス 飲食業 2%

170,491 兵庫県 尼崎市 まさカイロプラクティック院 サービス 理容・美容業 5%

170,492 兵庫県 尼崎市 マサゴ楽器 小売業 その他小売 5%

170,493 兵庫県 尼崎市 まさし工房 小売業 衣料品 5%

170,494 兵庫県 尼崎市 マスターテック株式会社 サービス その他サービス 5%

170,495 兵庫県 尼崎市 ます屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,496 兵庫県 尼崎市 まちの自転車店リコ 尼崎店 サービス その他サービス 5%

170,497 兵庫県 尼崎市 まちの自転車店リコ尼崎店 サービス その他サービス 5%

170,498 兵庫県 尼崎市 松井商店 小売業 その他小売 5%

170,499 兵庫県 尼崎市 松浦タクシー サービス 運輸業 5%

170,500 兵庫県 尼崎市 マツコのまつげサロン尼崎店 サービス 理容・美容業 5%

170,501 兵庫県 尼崎市 松永 小売業 衣料品 5%

170,502 兵庫県 尼崎市 松葉寿司 サービス 飲食業 5%

170,503 兵庫県 尼崎市 松村電共舎 小売業 電化製品 5%

170,504 兵庫県 尼崎市 まつや 小売業 衣料品 5%

170,505 兵庫県 尼崎市 マネケンＪＲ尼崎駅店 小売業 食料品 5%

170,506 兵庫県 尼崎市 まほろば 小売業 食料品 5%

170,507 兵庫県 尼崎市 ママイクコ　尼セン 小売業 その他小売 5%

170,508 兵庫県 尼崎市 ママイクコ　塚口 小売業 その他小売 5%

170,509 兵庫県 尼崎市 マリモ 小売業 衣料品 5%

170,510 兵庫県 尼崎市 マリン 小売業 その他小売 5%

170,511 兵庫県 尼崎市 マルイチストアー 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,512 兵庫県 尼崎市 丸島 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,513 兵庫県 尼崎市 マル印ノモト 小売業 その他小売 5%

170,514 兵庫県 尼崎市 丸善薬局 小売業 その他小売 5%

170,515 兵庫県 尼崎市 丸八　下坂部店 小売業 食料品 5%

170,516 兵庫県 尼崎市 マルヒコ 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,517 兵庫県 尼崎市 マルフジ 小売業 衣料品 5%

170,518 兵庫県 尼崎市 ◯◯企画室 小売業 衣料品 5%

170,519 兵庫県 尼崎市 マンサク　モデルナ サービス 飲食業 5%

170,520 兵庫県 尼崎市 みずかみ酒店 小売業 食料品 5%
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170,521 兵庫県 尼崎市 光山貢商店 小売業 電化製品 5%

170,522 兵庫県 尼崎市 ミツワ電化 小売業 電化製品 5%

170,523 兵庫県 尼崎市 南大阪ヤクルト販売 大物駅前 小売業 食料品 5%

170,524 兵庫県 尼崎市 Ｓｕｚｕｋｉ サービス 運輸業 5%

170,525 兵庫県 尼崎市 望福 サービス 飲食業 5%

170,526 兵庫県 尼崎市 Ｍｉｒａ－Ｒｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

170,527 兵庫県 尼崎市 ミルリトン 小売業 衣料品 5%

170,528 兵庫県 尼崎市 武庫 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,529 兵庫県 尼崎市 武庫書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

170,530 兵庫県 尼崎市 武庫之荘南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,531 兵庫県 尼崎市 武庫元町松井酒店 小売業 食料品 5%

170,532 兵庫県 尼崎市 睦ホームサービス 小売業 その他小売 5%

170,533 兵庫県 尼崎市 ムーンシード サービス 理容・美容業 5%

170,534 兵庫県 尼崎市 明月館尼崎店 サービス 飲食業 5%

170,535 兵庫県 尼崎市 名神尼崎インターチェンジＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,536 兵庫県 尼崎市 名神タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

170,537 兵庫県 尼崎市 メガネのアマガン センター店 小売業 その他小売 5%

170,538 兵庫県 尼崎市 メガネのアマガン　立花店 小売業 その他小売 5%

170,539 兵庫県 尼崎市 メガネのイシガミ　尼崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,540 兵庫県 尼崎市 メガネのイシガミ　三和店 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,541 兵庫県 尼崎市 メガネのイシガミ　出屋敷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,542 兵庫県 尼崎市 めがねのニチズイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,543 兵庫県 尼崎市 メナードフェイシャルサロンＡｍｉｃａｒｉｎａ サービス 理容・美容業 2%

170,544 兵庫県 尼崎市 めん処ゆ釜 サービス 飲食業 5%

170,545 兵庫県 尼崎市 モトスポーツＷＥＳＴ 小売業 その他小売 5%

170,546 兵庫県 尼崎市 有限会社森口商店 サービス その他サービス 5%

170,547 兵庫県 尼崎市 もりぐちつねよし事務所 サービス その他サービス 5%

170,548 兵庫県 尼崎市 守部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,549 兵庫県 尼崎市 ｍｏｎｓｔｅｒａｈａｉｒｍａｋｅ塚口店 サービス 理容・美容業 5%

170,550 兵庫県 尼崎市 焼とり屋　番鳥　武庫川店 サービス 飲食業 5%

170,551 兵庫県 尼崎市 焼とり屋　番鳥　武庫之荘店 サービス 飲食業 5%

170,552 兵庫県 尼崎市 焼鳥和風居酒屋　かめにい サービス 飲食業 5%

170,553 兵庫県 尼崎市 焼肉いこい サービス 飲食業 5%

170,554 兵庫県 尼崎市 焼肉一力 サービス 飲食業 5%

170,555 兵庫県 尼崎市 焼肉勝っちゃん　尼崎アマドゥ店 サービス 飲食業 5%

170,556 兵庫県 尼崎市 やきにく加茂川 サービス 飲食業 5%

170,557 兵庫県 尼崎市 焼肉五苑　尼崎店 サービス 飲食業 5%

170,558 兵庫県 尼崎市 焼肉　酒家　武田 サービス 飲食業 5%

170,559 兵庫県 尼崎市 焼肉特急西昆陽１７１駅 サービス 飲食業 5%

170,560 兵庫県 尼崎市 焼肉問屋　闇市　塚口店 サービス 飲食業 5%

170,561 兵庫県 尼崎市 野菜とごはん ｆｉｋａ サービス 飲食業 5%

170,562 兵庫県 尼崎市 薬局リベルファーマシー 小売業 その他小売 5%
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170,563 兵庫県 尼崎市 山口時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,564 兵庫県 尼崎市 山三住宅 サービス その他サービス 5%

170,565 兵庫県 尼崎市 山手幹線尼崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,566 兵庫県 尼崎市 山本米穀店　山本米穀店 小売業 食料品 5%

170,567 兵庫県 尼崎市 闇市　本店 サービス 飲食業 5%

170,568 兵庫県 尼崎市 闇市　武庫之荘店 サービス 飲食業 5%

170,569 兵庫県 尼崎市 ユアコーナー サービス 理容・美容業 5%

170,570 兵庫県 尼崎市 有限会社小野崎タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

170,571 兵庫県 尼崎市 有限会社ペイサージュ サービス その他サービス 5%

170,572 兵庫県 尼崎市 ユーポス１７１　尼崎店 小売業 その他小売 5%

170,573 兵庫県 尼崎市 悠々庵 サービス 理容・美容業 5%

170,574 兵庫県 尼崎市 ユーレット 小売業 その他小売 5%

170,575 兵庫県 尼崎市 ＹＯＳＡＰＡＲＫ　カサブランカ サービス その他サービス 5%

170,576 兵庫県 尼崎市 ＹＯＳＡＰＡＲＫＩｓ サービス 理容・美容業 5%

170,577 兵庫県 尼崎市 ＹＯＳＡＰＡＲＫｌｅｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

170,578 兵庫県 尼崎市 吉井オセック有限会社 サービス その他サービス 5%

170,579 兵庫県 尼崎市 吉田屋ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

170,580 兵庫県 尼崎市 吉藤商店 サービス その他サービス 5%

170,581 兵庫県 尼崎市 ４３号尼崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,582 兵庫県 尼崎市 ライフクリーナー　コープ立花店 サービス その他サービス 5%

170,583 兵庫県 尼崎市 ライフクリーナー　コープ名神 サービス その他サービス 5%

170,584 兵庫県 尼崎市 ライフクリーナー　コープ名神店 サービス その他サービス 5%

170,585 兵庫県 尼崎市 ライフクリーナー　ダイエー塚口 サービス その他サービス 5%

170,586 兵庫県 尼崎市 ライフクリーナー　浜田 サービス その他サービス 5%

170,587 兵庫県 尼崎市 ライフクリーナー　立花店 サービス その他サービス 5%

170,588 兵庫県 尼崎市 ライフクリーナー　塚口店 サービス その他サービス 5%

170,589 兵庫県 尼崎市 ライフクリーナー　武庫之荘店 サービス その他サービス 5%

170,590 兵庫県 尼崎市 ライフクリーナーイズミヤ浜田町店 サービス その他サービス 5%

170,591 兵庫県 尼崎市 ライフクリーナー　生協塚口店 サービス その他サービス 5%

170,592 兵庫県 尼崎市 ライフクリーナー園田店 サービス その他サービス 5%

170,593 兵庫県 尼崎市 ライフクリーナー名神店 サービス その他サービス 5%

170,594 兵庫県 尼崎市 ラヴィーゲ サービス 理容・美容業 5%

170,595 兵庫県 尼崎市 ＬＡＵＲＡ＆ＲＯ サービス 理容・美容業 5%

170,596 兵庫県 尼崎市 ｌｕｘｕｒｙｎａｉｌラクサリーネイル サービス 理容・美容業 5%

170,597 兵庫県 尼崎市 ラクヨーフォト サービス その他サービス 5%

170,598 兵庫県 尼崎市 ＬａＣｈｉｃ サービス 理容・美容業 2%

170,599 兵庫県 尼崎市 ＬａＴｅｒｒｅ サービス その他サービス 5%

170,600 兵庫県 尼崎市 ＬＡＢＯ 小売業 衣料品 5%

170,601 兵庫県 尼崎市 ラ・ミューゼリゾート サービス 理容・美容業 5%

170,602 兵庫県 尼崎市 Ｌｉｅｎ　ｍａ　ｃｈｅ’ｒｅ サービス 理容・美容業 5%

170,603 兵庫県 尼崎市 Ｒｅｃｏ． サービス その他サービス 5%

170,604 兵庫県 尼崎市 ＲｅＳＥＴ　塚口店 サービス 理容・美容業 5%
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170,605 兵庫県 尼崎市 ＮａｉｌｓａｌｏｎＲｉｃｃｉｏ サービス その他サービス 5%

170,606 兵庫県 尼崎市 ＬｉｔｔｌｅｂｙＬｉｔｔｌｅ 小売業 衣料品 5%

170,607 兵庫県 尼崎市 Ｌｅａｆ サービス 理容・美容業 5%

170,608 兵庫県 尼崎市 ＲＹＵ?ＲＹＵ阪神尼崎店 サービス 飲食業 5%

170,609 兵庫県 尼崎市 ＬｉＬ’阪神尼崎 サービス 理容・美容業 5%

170,610 兵庫県 尼崎市 ルミエ武庫之荘コンタクト サービス その他サービス 5%

170,611 兵庫県 尼崎市 ルルド鍼灸 サービス その他サービス 5%

170,612 兵庫県 尼崎市 れいゆぅる 小売業 衣料品 5%

170,613 兵庫県 尼崎市 ＲＥＤ　ＴＲＩＡＮＧＬＥ 小売業 衣料品 5%

170,614 兵庫県 尼崎市 レディースショップアン 小売業 衣料品 5%

170,615 兵庫県 尼崎市 レトロシティー 小売業 衣料品 5%

170,616 兵庫県 尼崎市 ロイヤルクイーン　武庫之荘教室 小売業 家具・調度品 5%

170,617 兵庫県 尼崎市 ＬＯＣＯＣＯ　ｏｒｇａｎｉｃｓｌａｂｅｌ サービス 理容・美容業 5%

170,618 兵庫県 尼崎市 Ｌｏｓｔ＆Ｆｏｕｎｄ　Ｂｉｃｙｃｌｅｓ 小売業 その他小売 5%

170,619 兵庫県 尼崎市 ロリアンクレープ 小売業 食料品 5%

170,620 兵庫県 尼崎市 ロリアンクレープ　ロリアンクレープ尼崎店 小売業 食料品 5%

170,621 兵庫県 尼崎市 ワークショップ　キャプテン 小売業 衣料品 5%

170,622 兵庫県 尼崎市 ワイズヘア サービス 理容・美容業 5%

170,623 兵庫県 尼崎市 わいん　おさけ　たばこ　いこま 小売業 食料品 5%

170,624 兵庫県 尼崎市 わかば日商電機 小売業 電化製品 5%

170,625 兵庫県 尼崎市 和彩 友 サービス 飲食業 5%

170,626 兵庫県 尼崎市 和食　さくら サービス 飲食業 5%

170,627 兵庫県 尼崎市 和琉酒房　結 サービス 飲食業 5%

170,628 兵庫県 尼崎市 ワンダー交通 サービス 運輸業 5%

170,629 兵庫県 尼崎市 ワンワン屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

170,630 兵庫県 淡路市 アテーナ海月 サービス 宿泊業 5%

170,631 兵庫県 淡路市 アテーナ海月 サービス 宿泊業 5%

170,632 兵庫県 淡路市 淡路いちのみやＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,633 兵庫県 淡路市 淡路翁 サービス 飲食業 5%

170,634 兵庫県 淡路市 淡路翁 サービス 飲食業 5%

170,635 兵庫県 淡路市 淡路黒毛和牛焼肉　三楽園 サービス 飲食業 5%

170,636 兵庫県 淡路市 淡路島　鼓や サービス 飲食業 5%

170,637 兵庫県 淡路市 淡路島台所　五感ダイニング　そらと海 サービス 飲食業 5%

170,638 兵庫県 淡路市 淡路島天然温泉東浦サンパーク サービス 宿泊業 5%

170,639 兵庫県 淡路市 淡路島パームハウス 淡路島パームハウス２ サービス 宿泊業 5%

170,640 兵庫県 淡路市 アワジスポーツ 小売業 その他小売 5%

170,641 兵庫県 淡路市 Ａｗａｊｉ　Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｒｏｏｍ サービス 宿泊業 5%

170,642 兵庫県 淡路市 セブン－イレブン淡路中田店 小売業 食料品 2%

170,643 兵庫県 淡路市 淡路梅薫堂　江井工場 サービス その他サービス 5%

170,644 兵庫県 淡路市 淡路梅薫堂　江井工場 小売業 その他小売 5%

170,645 兵庫県 淡路市 あわじ和牛亭 サービス 飲食業 5%

170,646 兵庫県 淡路市 池田時計店　津名店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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170,647 兵庫県 淡路市 いざなぎ写真館 サービス その他サービス 5%

170,648 兵庫県 淡路市 いせや写真館 シンデレラポエム サービス その他サービス 5%

170,649 兵庫県 淡路市 １番星　志筑店 小売業 衣料品 5%

170,650 兵庫県 淡路市 出光浅野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,651 兵庫県 淡路市 出光津名バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,652 兵庫県 淡路市 出光東浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,653 兵庫県 淡路市 岩桐モータース サービス その他サービス 5%

170,654 兵庫県 淡路市 岩屋 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,655 兵庫県 淡路市 ウェル　ニシオカ 小売業 その他小売 5%

170,656 兵庫県 淡路市 エイショップ　はまだ 小売業 その他小売 5%

170,657 兵庫県 淡路市 えぇとこどり　大谷店 サービス 飲食業 5%

170,658 兵庫県 淡路市 エサピチ 小売業 その他小売 5%

170,659 兵庫県 淡路市 大杖呉服店 小売業 衣料品 5%

170,660 兵庫県 淡路市 Ｏ＇ＴｒｕｎｏＴｒｕｓ サービス その他サービス 5%

170,661 兵庫県 淡路市 沖モータース サービス その他サービス 5%

170,662 兵庫県 淡路市 海物焼　新島水産　東浦店 サービス 飲食業 5%

170,663 兵庫県 淡路市 勝泉　伊弉諾神宮前店 サービス 飲食業 5%

170,664 兵庫県 淡路市 株式会社梅薫堂 小売業 衣料品 5%

170,665 兵庫県 淡路市 川越電機商会 小売業 電化製品 5%

170,666 兵庫県 淡路市 がんこおやじ志筑店 サービス 飲食業 5%

170,667 兵庫県 淡路市 サカイハラ津名店 小売業 電化製品 5%

170,668 兵庫県 淡路市 酒のＫＡＷＡＮＯ 小売業 食料品 5%

170,669 兵庫県 淡路市 サザナミ電機商会 小売業 電化製品 5%

170,670 兵庫県 淡路市 ｓａｌｏｎ　ＰＥＤＡＬ サービス 理容・美容業 5%

170,671 兵庫県 淡路市 ＳＥＥＤＳ　ＢＬＥＮＤ サービス 飲食業 5%

170,672 兵庫県 淡路市 潮崎自動車 サービス その他サービス 5%

170,673 兵庫県 淡路市 志筑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,674 兵庫県 淡路市 志筑 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,675 兵庫県 淡路市 しぶれっと サービス 飲食業 5%

170,676 兵庫県 淡路市 シャポー シャポー 小売業 その他小売 5%

170,677 兵庫県 淡路市 シャポー　　有　ちかの商店 小売業 その他小売 5%

170,678 兵庫県 淡路市 新崎自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

170,679 兵庫県 淡路市 スーパーキンキ志筑本店 小売業 食料品 5%

170,680 兵庫県 淡路市 スーパーキンキ東浦店 小売業 食料品 5%

170,681 兵庫県 淡路市 Ｓｋｉｐセゴウ 小売業 電化製品 5%

170,682 兵庫県 淡路市 Ｓｋｉｐセゴウ株式会社 サービス その他サービス 5%

170,683 兵庫県 淡路市 寿司一 サービス 飲食業 5%

170,684 兵庫県 淡路市 スーパーマーケット　キンキ　東浦店 小売業 食料品 5%

170,685 兵庫県 淡路市 すみ孫 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

170,686 兵庫県 淡路市 炭焼きあなごあさじ 小売業 食料品 5%

170,687 兵庫県 淡路市 岨下酒店 小売業 食料品 5%

170,688 兵庫県 淡路市 太耀電化商會 小売業 電化製品 5%
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170,689 兵庫県 淡路市 たきの種苗株式会社 小売業 その他小売 5%

170,690 兵庫県 淡路市 たこせんべいの里 小売業 食料品 5%

170,691 兵庫県 淡路市 淡海荘 サービス 宿泊業 5%

170,692 兵庫県 淡路市 中古パソコンショップ０７９９．ｊｐ 小売業 電化製品 5%

170,693 兵庫県 淡路市 津名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,694 兵庫県 淡路市 津名ＩＣＢＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,695 兵庫県 淡路市 つるでん 小売業 電化製品 5%

170,696 兵庫県 淡路市 電化ショップ　ふぁみりあ 小売業 電化製品 5%

170,697 兵庫県 淡路市 ドゥ動物病院 サービス その他サービス 5%

170,698 兵庫県 淡路市 トシマダイマル 小売業 衣料品 5%

170,699 兵庫県 淡路市 トヨタカローラ兵庫志筑店 小売業 その他小売 5%

170,700 兵庫県 淡路市 ナカヤマ家電 小売業 電化製品 5%

170,701 兵庫県 淡路市 亙 サービス 飲食業 5%

170,702 兵庫県 淡路市 ハート美容室 カリヨン店 サービス 理容・美容業 5%

170,703 兵庫県 淡路市 花工房カナオカ 小売業 その他小売 5%

170,704 兵庫県 淡路市 パナペップ　ハルイ 小売業 電化製品 5%

170,705 兵庫県 淡路市 パルシェ香りの館・香りの湯 小売業 その他小売 5%

170,706 兵庫県 淡路市 春田モータース サービス その他サービス 5%

170,707 兵庫県 淡路市 ＰＣ淡路株式会社 サービス その他サービス 5%

170,708 兵庫県 淡路市 美聲堂 小売業 電化製品 5%

170,709 兵庫県 淡路市 ひらめき製作所 サービス その他サービス 5%

170,710 兵庫県 淡路市 広瀬モータース サービス その他サービス 5%

170,711 兵庫県 淡路市 吹き戻しの里 サービス その他サービス 5%

170,712 兵庫県 淡路市 ふとん工房　冨久屋 小売業 家具・調度品 5%

170,713 兵庫県 淡路市 フジタ サービス その他サービス 5%

170,714 兵庫県 淡路市 株式会社　フジタ　アイランド店 サービス その他サービス 5%

170,715 兵庫県 淡路市 藤本水産（株） 小売業 食料品 5%

170,716 兵庫県 淡路市 ｂｏｏｋｃａｆｅＡＮＵＹ サービス 飲食業 5%

170,717 兵庫県 淡路市 Ｆｒｉｅｎｄｓ　やまと 小売業 電化製品 5%

170,718 兵庫県 淡路市 ペンション　ターニングポイント「キッズ館」 サービス 宿泊業 5%

170,719 兵庫県 淡路市 ペンションいちごの物語　ペンションいちごの物語 サービス 宿泊業 5%

170,720 兵庫県 淡路市 ペンショングリーンリーフ サービス 宿泊業 5%

170,721 兵庫県 淡路市 ペンションストロベリー サービス 宿泊業 5%

170,722 兵庫県 淡路市 有限会社ターニングポイント サービス その他サービス 5%

170,723 兵庫県 淡路市 ペンションプラージュ サービス 宿泊業 5%

170,724 兵庫県 淡路市 宝佛堂 本店 小売業 その他小売 5%

170,725 兵庫県 淡路市 本四海峡バス　東浦券売所 サービス その他サービス 5%

170,726 兵庫県 淡路市 マクドナルドイオン淡路店 サービス 飲食業 2%

170,727 兵庫県 淡路市 向田モータース サービス その他サービス 5%

170,728 兵庫県 淡路市 室津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,729 兵庫県 淡路市 ＭＯＮＣＯＥＵＲ サービス 理容・美容業 5%

170,730 兵庫県 淡路市 有限会社　近藤モ－タ－ス サービス その他サービス 5%
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170,731 兵庫県 淡路市 ＲＥＡＬ サービス 理容・美容業 5%

170,732 兵庫県 淡路市 レストラン大公 サービス 飲食業 5%

170,733 兵庫県 淡路市 Ｌｏｂｂｙｈａｉｒ＆ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

170,734 兵庫県 淡路市 ワールドネットワークワン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

170,735 兵庫県 伊丹市 アールイズヘア サービス 理容・美容業 5%

170,736 兵庫県 伊丹市 赤帽レオエクスプレス サービス 運輸業 2%

170,737 兵庫県 伊丹市 赤帽レオエクスプレス サービス その他サービス 5%

170,738 兵庫県 伊丹市 ａｋａｌａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

170,739 兵庫県 伊丹市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｖｉｓｔａ伊丹 サービス 理容・美容業 5%

170,740 兵庫県 伊丹市 朝山和子 サービス その他サービス 5%

170,741 兵庫県 伊丹市 アジアン雑貨ショップラフエイジア 小売業 衣料品 5%

170,742 兵庫県 伊丹市 あじまる サービス 飲食業 5%

170,743 兵庫県 伊丹市 あたらし サービス その他サービス 5%

170,744 兵庫県 伊丹市 奄んちゅ サービス 飲食業 5%

170,745 兵庫県 伊丹市 あみや　伊丹店 サービス 飲食業 5%

170,746 兵庫県 伊丹市 ＡｍｉｒａＨｅａｌｔｈ＆ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

170,747 兵庫県 伊丹市 あらしよガスセンター　伊丹店 小売業 その他小売 5%

170,748 兵庫県 伊丹市 アルファ　伊丹 サービス その他サービス 5%

170,749 兵庫県 伊丹市 居酒屋　そるてぃぼんぼん サービス 飲食業 5%

170,750 兵庫県 伊丹市 石橋儀酒店 小売業 食料品 5%

170,751 兵庫県 伊丹市 伊丹うまか家　山酎 サービス 飲食業 5%

170,752 兵庫県 伊丹市 伊丹営業所 サービス その他サービス 5%

170,753 兵庫県 伊丹市 セブン－イレブン伊丹大野１丁目店 小売業 食料品 2%

170,754 兵庫県 伊丹市 セブン－イレブン伊丹北本町３丁目店 小売業 食料品 2%

170,755 兵庫県 伊丹市 セブン－イレブン伊丹御願塚３丁目店 小売業 食料品 2%

170,756 兵庫県 伊丹市 セブン－イレブン伊丹昆陽８丁目店 小売業 食料品 2%

170,757 兵庫県 伊丹市 セブン－イレブン伊丹桜ケ丘３丁目店 小売業 食料品 2%

170,758 兵庫県 伊丹市 セブン－イレブン伊丹３丁目店 小売業 食料品 2%

170,759 兵庫県 伊丹市 株式会社伊丹ダイハツ 小売業 その他小売 5%

170,760 兵庫県 伊丹市 伊丹ダイハツ本社 小売業 その他小売 5%

170,761 兵庫県 伊丹市 伊丹タイヤ　荻野 小売業 その他小売 5%

170,762 兵庫県 伊丹市 伊丹店 サービス その他サービス 5%

170,763 兵庫県 伊丹市 伊丹電気商会 小売業 電化製品 5%

170,764 兵庫県 伊丹市 伊丹ナニワ 小売業 その他小売 5%

170,765 兵庫県 伊丹市 伊丹東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,766 兵庫県 伊丹市 セブン－イレブン伊丹船原１丁目店 小売業 食料品 2%

170,767 兵庫県 伊丹市 セブン－イレブン伊丹瑞ヶ丘店 小売業 食料品 2%

170,768 兵庫県 伊丹市 セブン－イレブン伊丹南鈴原２丁目店 小売業 食料品 2%

170,769 兵庫県 伊丹市 セブン－イレブン伊丹南野５丁目店 小売業 食料品 2%

170,770 兵庫県 伊丹市 セブン－イレブン伊丹南本町７丁目店 小売業 食料品 2%

170,771 兵庫県 伊丹市 セブン－イレブン伊丹南町２丁目店 小売業 食料品 2%

170,772 兵庫県 伊丹市 セブン－イレブン伊丹森本３丁目店 小売業 食料品 2%
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170,773 兵庫県 伊丹市 伊丹ロックサービス サービス その他サービス 5%

170,774 兵庫県 伊丹市 市口 サービス 飲食業 5%

170,775 兵庫県 伊丹市 市口 サービス 飲食業 5%

170,776 兵庫県 伊丹市 市口 サービス 飲食業 5%

170,777 兵庫県 伊丹市 出光セルフ昆陽池公園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,778 兵庫県 伊丹市 犬のさんぱつやさんＬａＰｉｎｃｈ サービス その他サービス 5%

170,779 兵庫県 伊丹市 ＩＮＤＩＶＩＤＵＡＬ　サービスセンター サービス その他サービス 5%

170,780 兵庫県 伊丹市 ウィズ動物病院 サービス その他サービス 5%

170,781 兵庫県 伊丹市 ｗｉｓｈ 小売業 その他小売 5%

170,782 兵庫県 伊丹市 旨し酒　岩猿 サービス 飲食業 5%

170,783 兵庫県 伊丹市 エイト サービス 飲食業 5%

170,784 兵庫県 伊丹市 ＡＭタクシー サービス 運輸業 5%

170,785 兵庫県 伊丹市 ラ・フェリーチェ サービス 理容・美容業 5%

170,786 兵庫県 伊丹市 エスペランサ サービス 理容・美容業 5%

170,787 兵庫県 伊丹市 エスペランサスポーツボクシングジム サービス その他サービス 5%

170,788 兵庫県 伊丹市 えすぽツーリスト　伊丹営業所 サービス その他サービス 5%

170,789 兵庫県 伊丹市 えすぽツーリスト伊丹営業所 サービス その他サービス 5%

170,790 兵庫県 伊丹市 Ｍ２　伊丹店 小売業 衣料品 5%

170,791 兵庫県 伊丹市 ｅｎ　ｒｉｓｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

170,792 兵庫県 伊丹市 ｅｎ　ｒｉｓｅ　ｈａｎａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

170,793 兵庫県 伊丹市 おかず倶楽部 おかず倶楽部 サービス 飲食業 5%

170,794 兵庫県 伊丹市 オクムラ電化 小売業 電化製品 5%

170,795 兵庫県 伊丹市 音羽鮨　伊丹出前センター サービス 飲食業 5%

170,796 兵庫県 伊丹市 音羽茶屋　新伊丹店 サービス 飲食業 5%

170,797 兵庫県 伊丹市 オンズ。 サービス 飲食業 5%

170,798 兵庫県 伊丹市 甲斐電化 小売業 電化製品 5%

170,799 兵庫県 伊丹市 菓匠　宝樹庵 小売業 食料品 5%

170,800 兵庫県 伊丹市 カスウドンガチンコ　伊丹店 サービス 飲食業 5%

170,801 兵庫県 伊丹市 Ｃｕｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｆｒｉｔｔ サービス 理容・美容業 5%

170,802 兵庫県 伊丹市 ＫＡＰＰＯ　むら井 サービス 飲食業 5%

170,803 兵庫県 伊丹市 株式会社アーバンネットワーク 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,804 兵庫県 伊丹市 株式会社伊丹マツダモータース サービス その他サービス 5%

170,805 兵庫県 伊丹市 株式会社イナダ サービス その他サービス 5%

170,806 兵庫県 伊丹市 株式会社ぐっど・ほーむ サービス その他サービス 5%

170,807 兵庫県 伊丹市 株式会社マエダ サービス その他サービス 5%

170,808 兵庫県 伊丹市 株式会社吉岡薬局 小売業 その他小売 5%

170,809 兵庫県 伊丹市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋伊丹国道１７１号店 サービス 飲食業 2%

170,810 兵庫県 伊丹市 河合塾マナビス阪急伊丹駅前校 サービス その他サービス 2%

170,811 兵庫県 伊丹市 関塾伊丹駅前進学学院 サービス その他サービス 5%

170,812 兵庫県 伊丹市 菅田　昆陽店 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,813 兵庫県 伊丹市 Ｋｉｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

170,814 兵庫県 伊丹市 キザキ電化ストアー 小売業 電化製品 5%
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170,815 兵庫県 伊丹市 ｋｉｓｈｉｄａ サービス その他サービス 5%

170,816 兵庫県 伊丹市 季節料理　卯月 サービス 飲食業 5%

170,817 兵庫県 伊丹市 北伊丹自動車 サービス その他サービス 5%

170,818 兵庫県 伊丹市 北伊丹ダイハツ販売本社 小売業 その他小売 5%

170,819 兵庫県 伊丹市 北川パリスオートサービス 小売業 その他小売 5%

170,820 兵庫県 伊丹市 ＫＩＣＨＩＲＩ阪急伊丹 サービス 飲食業 5%

170,821 兵庫県 伊丹市 キーポイント　北伊丹店 小売業 衣料品 5%

170,822 兵庫県 伊丹市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ伊丹店 小売業 その他小売 5%

170,823 兵庫県 伊丹市 Ｃｕｏｎ サービス 理容・美容業 5%

170,824 兵庫県 伊丹市 ㈱ジャパンライフサポーティング サービス その他サービス 5%

170,825 兵庫県 伊丹市 グリンストア　伊丹テラス店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

170,826 兵庫県 伊丹市 グリンストア 伊丹店 小売業 その他小売 5%

170,827 兵庫県 伊丹市 クロスロードカフェ サービス 飲食業 5%

170,828 兵庫県 伊丹市 クローバー動物病院 サービス その他サービス 5%

170,829 兵庫県 伊丹市 こがね　伊丹店 小売業 食料品 5%

170,830 兵庫県 伊丹市 コジマ伊丹動物病院 小売業 その他小売 5%

170,831 兵庫県 伊丹市 古書みつづみ書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

170,832 兵庫県 伊丹市 コスモブレイン 小売業 電化製品 5%

170,833 兵庫県 伊丹市 馳走酒房まいど　イオンモール伊丹店 サービス 飲食業 5%

170,834 兵庫県 伊丹市 昆陽ノ里サイクル 小売業 その他小売 5%

170,835 兵庫県 伊丹市 昆陽の里サイクル 小売業 その他小売 5%

170,836 兵庫県 伊丹市 ゴンチャロフ製菓　伊丹ショップ 小売業 食料品 5%

170,837 兵庫県 伊丹市 Ｔｈｉｒｔｙｔｈｒｅｅ サービス 理容・美容業 5%

170,838 兵庫県 伊丹市 サイクルショップカンザキ伊丹店 小売業 その他小売 5%

170,839 兵庫県 伊丹市 坂本食品株式会社 肉のさかもと 小売業 食料品 5%

170,840 兵庫県 伊丹市 酒の茶碗屋 サービス 飲食業 5%

170,841 兵庫県 伊丹市 サーフアップ伊丹 小売業 その他小売 5%

170,842 兵庫県 伊丹市 ＳａｌｏｎＫＩＲＡＲＩ サービス その他サービス 5%

170,843 兵庫県 伊丹市 サロンドヒルトン サービス 理容・美容業 5%

170,844 兵庫県 伊丹市 三洋塗装工業株式会社 サービス その他サービス 5%

170,845 兵庫県 伊丹市 三和自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

170,846 兵庫県 伊丹市 じゃんぼ總本店　阪急伊丹駅前店 サービス 飲食業 5%

170,847 兵庫県 伊丹市 シューズサロン　ナカガワ 小売業 その他小売 5%

170,848 兵庫県 伊丹市 手芸センタードリーム伊丹昆陽 小売業 衣料品 5%

170,849 兵庫県 伊丹市 シューズサロン　ナカガワ 小売業 衣料品 5%

170,850 兵庫県 伊丹市 純白そば月山 サービス その他サービス 5%

170,851 兵庫県 伊丹市 庄野電気工事株式会社 サービス その他サービス 5%

170,852 兵庫県 伊丹市 植物セラピーあろあろ 小売業 衣料品 5%

170,853 兵庫県 伊丹市 ジョニーのからあげ　伊丹本店 サービス 飲食業 5%

170,854 兵庫県 伊丹市 白雪ブルワリーレストラン 長寿蔵 サービス 飲食業 5%

170,855 兵庫県 伊丹市 ［ＨＣ］伸光有限会社 小売業 電化製品 5%

170,856 兵庫県 伊丹市 シンワ電器 小売業 電化製品 5%
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170,857 兵庫県 伊丹市 スウィートいとう 小売業 電化製品 5%

170,858 兵庫県 伊丹市 スタイル新伊丹治療院 サービス その他サービス 5%

170,859 兵庫県 伊丹市 スリーエム　昆陽 小売業 衣料品 5%

170,860 兵庫県 伊丹市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　伊丹店 小売業 食料品 2%

170,861 兵庫県 伊丹市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　桜台 サービス その他サービス 5%

170,862 兵庫県 伊丹市 セルフ・サンハート本町 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,863 兵庫県 伊丹市 創庫生活館伊丹店 小売業 その他小売 5%

170,864 兵庫県 伊丹市 相互白衣　伊丹支店 小売業 衣料品 5%

170,865 兵庫県 伊丹市 創作中華　扇 サービス 飲食業 5%

170,866 兵庫県 伊丹市 創作料理かんな月 サービス 飲食業 5%

170,867 兵庫県 伊丹市 ＤａｒｔｓＣａｆｅ：ＢＡＲへて サービス 飲食業 5%

170,868 兵庫県 伊丹市 第一ゴルフ　伊丹店 小売業 その他小売 5%

170,869 兵庫県 伊丹市 第一ゴルフ　伊丹店 小売業 その他小売 5%

170,870 兵庫県 伊丹市 大貫堂印房イオンモール伊丹昆陽店 小売業 その他小売 5%

170,871 兵庫県 伊丹市 タイムステーション ＮＥＯイオンモール伊丹昆陽店 小売業 貴金属・服飾品 5%

170,872 兵庫県 伊丹市 瀧川薬局　伊丹店 小売業 その他小売 5%

170,873 兵庫県 伊丹市 タケモト模型 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

170,874 兵庫県 伊丹市 たなか動物病院 サービス その他サービス 5%

170,875 兵庫県 伊丹市 だるまや 小売業 衣料品 5%

170,876 兵庫県 伊丹市 チャイカ 小売業 衣料品 5%

170,877 兵庫県 伊丹市 チャイニーズ酒房Ｃｏｃｏｉｒｏ サービス 飲食業 5%

170,878 兵庫県 伊丹市 デジタル特選館ＰＣコンフル伊丹店 小売業 電化製品 5%

170,879 兵庫県 伊丹市 鉄板バールＦＯＯＬ サービス 飲食業 5%

170,880 兵庫県 伊丹市 ＴｅｒｒａｇｅｎＦａｒｍ サービス その他サービス 5%

170,881 兵庫県 伊丹市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ伊丹中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,882 兵庫県 伊丹市 ＤＯＧＧＡＲＤＥＮ サービス その他サービス 5%

170,883 兵庫県 伊丹市 ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ　ＰＯＣＯＲＯＮ　ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ　ＰＯＣＯＲＯＮ サービス その他サービス 5%

170,884 兵庫県 伊丹市 トパーズ犬猫クリニック サービス その他サービス 5%

170,885 兵庫県 伊丹市 Ｔｒｏｎｃａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

170,886 兵庫県 伊丹市 ＴＯＮＴＯＮ　カジュアルファッション　ＴＯＮＴＯＮ 小売業 衣料品 5%

170,887 兵庫県 伊丹市 どんぶりミュージアム伊丹昆陽店 サービス 飲食業 5%

170,888 兵庫県 伊丹市 中井家具　アリオ店 小売業 家具・調度品 5%

170,889 兵庫県 伊丹市 鳴門鯛焼本舗　阪急伊丹駅前店 サービス 飲食業 5%

170,890 兵庫県 伊丹市 西尾　伊丹店 小売業 衣料品 5%

170,891 兵庫県 伊丹市 ニッコー伊丹店 小売業 食料品 5%

170,892 兵庫県 伊丹市 日新電器 小売業 電化製品 5%

170,893 兵庫県 伊丹市 日生自動車販売株式会社 サービス 運輸業 5%

170,894 兵庫県 伊丹市 ネイルサロン スクール ラウレア サービス 理容・美容業 5%

170,895 兵庫県 伊丹市 ネッツトヨタゾナ神戸伊丹店 小売業 その他小売 5%

170,896 兵庫県 伊丹市 株式会社ハウス・デポ関西現金問屋伊丹店 小売業 その他小売 5%

170,897 兵庫県 伊丹市 Ｐａｓｔａ＆Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｃｒｅｏ サービス 飲食業 5%

170,898 兵庫県 伊丹市 ８Ｐ’ｓＢＡＬＬＯＯＮ サービス その他サービス 5%
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170,899 兵庫県 伊丹市 パティスリーシュシュ 小売業 食料品 5%

170,900 兵庫県 伊丹市 ＢＡＲ：ＯＮ サービス 理容・美容業 5%

170,901 兵庫県 伊丹市 パルス　伊丹店 小売業 その他小売 5%

170,902 兵庫県 伊丹市 パワーフィッシング伊丹店 小売業 その他小売 5%

170,903 兵庫県 伊丹市 阪神マイカーランド サービス その他サービス 5%

170,904 兵庫県 伊丹市 阪神マイカーランド 小売業 その他小売 5%

170,905 兵庫県 伊丹市 番鳥　伊丹店 サービス 飲食業 5%

170,906 兵庫県 伊丹市 飛行船　本店 サービス 理容・美容業 5%

170,907 兵庫県 伊丹市 ひごペット　ＣＰ伊丹店 小売業 その他小売 5%

170,908 兵庫県 伊丹市 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｃａｒｎｅ サービス 飲食業 5%

170,909 兵庫県 伊丹市 Ｂｉｃｉｃｌｅｔｔａｄｉｍａｒｕ 小売業 その他小売 5%

170,910 兵庫県 伊丹市 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＨＩＲＯ 小売業 食料品 5%

170,911 兵庫県 伊丹市 ＰＩＺＺＥＲＩＡＨＩＲＯ サービス 飲食業 5%

170,912 兵庫県 伊丹市 ビューティーラボ　伊丹店 サービス 理容・美容業 5%

170,913 兵庫県 伊丹市 兵庫トヨタ自動車　伊丹昆陽店 小売業 その他小売 5%

170,914 兵庫県 伊丹市 松瀬 サービス 理容・美容業 5%

170,915 兵庫県 伊丹市 美容室Ｎｏｚｏｍｉ　希 サービス 理容・美容業 5%

170,916 兵庫県 伊丹市 美容室ＲＵＮ　駅前店 サービス 理容・美容業 5%

170,917 兵庫県 伊丹市 美容室ＲＵＮ　桜ヶ丘店 サービス 理容・美容業 5%

170,918 兵庫県 伊丹市 美容整体サロン　ＣＯＣＯ サービス その他サービス 5%

170,919 兵庫県 伊丹市 廣野商店 小売業 その他小売 5%

170,920 兵庫県 伊丹市 ファミリーヘアサロンホームズ サービス 理容・美容業 5%

170,921 兵庫県 伊丹市 フクユタクシー 小売業 その他小売 5%

170,922 兵庫県 伊丹市 ﾌﾞｯｸｽﾕｰﾄﾋﾟｱ 野間店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

170,923 兵庫県 伊丹市 ブックスユートピア　野間店 小売業 その他小売 5%

170,924 兵庫県 伊丹市 ブックスユートピア野間店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

170,925 兵庫県 伊丹市 船尾電器　西支店 小売業 電化製品 5%

170,926 兵庫県 伊丹市 船本眼鏡店 サービス その他サービス 5%

170,927 兵庫県 伊丹市 ＰＬＡＴＩＮＵＭ サービス 理容・美容業 5%

170,928 兵庫県 伊丹市 Ｆｒｅｅｚ　伊丹店 サービス 理容・美容業 5%

170,929 兵庫県 伊丹市 Ｐｌｕｓ Ｐｌｕｓ稲野店 サービス 理容・美容業 5%

170,930 兵庫県 伊丹市 ｆｌｅｕｒ． サービス 理容・美容業 5%

170,931 兵庫県 伊丹市 フローリストはなかご 小売業 その他小売 5%

170,932 兵庫県 伊丹市 文学館　伊丹ターミナル店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

170,933 兵庫県 伊丹市 ヘアーミッション伊丹 サービス 理容・美容業 5%

170,934 兵庫県 伊丹市 ヘアーミッション伊丹 サービス 理容・美容業 5%

170,935 兵庫県 伊丹市 ヘア＆メイク　ラ・ミューゼ サービス 理容・美容業 5%

170,936 兵庫県 伊丹市 ヘアーショップＨＫ サービス 理容・美容業 5%

170,937 兵庫県 伊丹市 ｈａｉｒｗｏｒｋｓｈｏｐ　ＣＯＲＴＯ サービス 理容・美容業 5%

170,938 兵庫県 伊丹市 ＢＶＥ 伊丹店 ー 燃料 ー 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,939 兵庫県 伊丹市 ペダル　伊丹店 小売業 その他小売 5%

170,940 兵庫県 伊丹市 ペダル伊丹野間店 小売業 その他小売 5%
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170,941 兵庫県 伊丹市 ヘブンリースパ サービス その他サービス 5%

170,942 兵庫県 伊丹市 ＢＥＬＬＥＤＯＮＮＡ 小売業 衣料品 5%

170,943 兵庫県 伊丹市 ＰＯＣＯ　ａ　ＰＯＣＯ サービス その他サービス 5%

170,944 兵庫県 伊丹市 ＰＯＣＯ ａ ＰＯＣＯ サービス その他サービス 5%

170,945 兵庫県 伊丹市 ｈｏｔｅｌ　ｉｔａｍｉ サービス 宿泊業 5%

170,946 兵庫県 伊丹市 Ｐｏｎｔｅ　Ｌｕｎｇｏ サービス 飲食業 5%

170,947 兵庫県 伊丹市 株式会社オーパスビルド サービス その他サービス 5%

170,948 兵庫県 伊丹市 マクドナルドイオンモール伊丹昆陽店 サービス 飲食業 2%

170,949 兵庫県 伊丹市 マクドナルドイオンモール伊丹店 サービス 飲食業 2%

170,950 兵庫県 伊丹市 マクドナルド伊丹南本町店 サービス 飲食業 2%

170,951 兵庫県 伊丹市 マクドナルド昆陽イズミヤ店 サービス 飲食業 2%

170,952 兵庫県 伊丹市 まついサイクル　北野店 小売業 その他小売 5%

170,953 兵庫県 伊丹市 まつでん 小売業 電化製品 5%

170,954 兵庫県 伊丹市 ＭＡＲＵＳＨＯ 小売業 衣料品 5%

170,955 兵庫県 伊丹市 丸八　西野店 小売業 食料品 5%

170,956 兵庫県 伊丹市 水野会計事務所 サービス その他サービス 5%

170,957 兵庫県 伊丹市 緑ヶ丘薬品 小売業 その他小売 5%

170,958 兵庫県 伊丹市 ＭｉＬＤＡ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

170,959 兵庫県 伊丹市 Ｍ?Ｒｕ 小売業 衣料品 5%

170,960 兵庫県 伊丹市 メイト　メイト 小売業 衣料品 5%

170,961 兵庫県 伊丹市 メガネ本舗　昆陽店 小売業 その他小売 5%

170,962 兵庫県 伊丹市 ＭＥＧＡＭＩ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

170,963 兵庫県 伊丹市 モーターハウス 虹伝説 小売業 その他小売 5%

170,964 兵庫県 伊丹市 ヤマトライフサービス サービス その他サービス 5%

170,965 兵庫県 伊丹市 山中育樹園 小売業 その他小売 5%

170,966 兵庫県 伊丹市 山中育樹園株式会社 小売業 家具・調度品 5%

170,967 兵庫県 伊丹市 有限会社島田ミシン商会 小売業 その他小売 5%

170,968 兵庫県 伊丹市 ＹＯＵＳＨＯＰ金川　金川商会 小売業 その他小売 5%

170,969 兵庫県 伊丹市 ライフクリーナー　イズミヤ昆陽 サービス その他サービス 5%

170,970 兵庫県 伊丹市 ライフクリーナー　関西スーパー荒牧 サービス その他サービス 5%

170,971 兵庫県 伊丹市 ライフクリーナー　荒牧店 サービス その他サービス 5%

170,972 兵庫県 伊丹市 ライフクリーナー　伊丹駅前店 サービス その他サービス 5%

170,973 兵庫県 伊丹市 ライフクリーナー　イズミヤ昆陽店 サービス その他サービス 5%

170,974 兵庫県 伊丹市 ライフクリーナー伊丹北店 サービス その他サービス 5%

170,975 兵庫県 伊丹市 ライフクリーナー行基店 サービス その他サービス 5%

170,976 兵庫県 伊丹市 ライフクリーナーコープ野間店 サービス その他サービス 5%

170,977 兵庫県 伊丹市 ライフクリーナー昆陽店 サービス その他サービス 5%

170,978 兵庫県 伊丹市 ラケット工房　ファミリー 小売業 その他小売 5%

170,979 兵庫県 伊丹市 Ｒｅａｌｉｚｅ 小売業 衣料品 5%

170,980 兵庫県 伊丹市 リラクゼーション翔風堂 サービス その他サービス 5%

170,981 兵庫県 伊丹市 りれあ整体院 サービス その他サービス 5%

170,982 兵庫県 伊丹市 Ｌｕｃｉａ サービス 理容・美容業 5%
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170,983 兵庫県 伊丹市 ルソワン サービス その他サービス 5%

170,984 兵庫県 伊丹市 レ　アール小南 小売業 その他小売 5%

170,985 兵庫県 伊丹市 ＬｅａＬｅａ　ｈａｉｒ　ｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

170,986 兵庫県 伊丹市 Ｌｅｉａ伊丹 サービス 理容・美容業 5%

170,987 兵庫県 伊丹市 レディースショップ　メイト 小売業 衣料品 5%

170,988 兵庫県 伊丹市 レトロブース 小売業 その他小売 5%

170,989 兵庫県 伊丹市 レンタサイクル「駅リンくん伊丹店」 サービス 運輸業 5%

170,990 兵庫県 伊丹市 Ｒｏｋｕｙｏｎｐｒｏｄｕｃｔｓ 小売業 衣料品 5%

170,991 兵庫県 伊丹市 ｌｏｌｅ＇ サービス 理容・美容業 5%

170,992 兵庫県 伊丹市 ワカサ電化 小売業 電化製品 5%

170,993 兵庫県 市川町 あかまつクリーニング　川辺店 サービス その他サービス 5%

170,994 兵庫県 市川町 あかまつクリーニング　鶴居店 サービス その他サービス 5%

170,995 兵庫県 市川町 あかまつクリーニング店 サービス その他サービス 5%

170,996 兵庫県 市川町 市川 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,997 兵庫県 市川町 市川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,998 兵庫県 市川町 市川ＳＳ　正木石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

170,999 兵庫県 市川町 ＡＵＴＯ　ＦＥＬＩＣＥ　ＰＩＺＺＡ　ＡＵＴＯ　ＦＥＬＩＣＥ サービス 飲食業 5%

171,000 兵庫県 市川町 ゴダイドラッグ市川店 小売業 その他小売 5%

171,001 兵庫県 市川町 繁乃家 サービス 飲食業 5%

171,002 兵庫県 市川町 瀬加ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,003 兵庫県 市川町 タズミ商事 小売業 食料品 5%

171,004 兵庫県 市川町 （有）南但石油　市川給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,005 兵庫県 市川町 フォレスト市川ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

171,006 兵庫県 猪名川町 出光猪名川町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,007 兵庫県 猪名川町 セブン－イレブン猪名川北田原店 小売業 食料品 2%

171,008 兵庫県 猪名川町 セブン－イレブン猪名川つつじが丘店 小売業 食料品 2%

171,009 兵庫県 猪名川町 セブン－イレブン猪名川パークタウン店 小売業 食料品 2%

171,010 兵庫県 猪名川町 セブン－イレブン猪名川伏見台１丁目店 小売業 食料品 2%

171,011 兵庫県 猪名川町 ＥＶ’ＥＲ　ＪＥＷＥＬＲＹ 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,012 兵庫県 猪名川町 えすぽツーリストイオンモール猪名川営業所 サービス その他サービス 5%

171,013 兵庫県 猪名川町 えすぽツーリスト　イオンモール猪名川営業 サービス その他サービス 5%

171,014 兵庫県 猪名川町 Ｃａｆｅ　ｍａｎｎａ サービス 飲食業 5%

171,015 兵庫県 猪名川町 カフェ　山の駅 サービス 飲食業 5%

171,016 兵庫県 猪名川町 サヴァードランスタン サービス 飲食業 5%

171,017 兵庫県 猪名川町 ジェンヌ　猪名川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,018 兵庫県 猪名川町 パン工房　ゆっくり 小売業 食料品 5%

171,019 兵庫県 猪名川町 美容室　アラン　パーク サービス 理容・美容業 5%

171,020 兵庫県 猪名川町 ふぁみぐりあ サービス 飲食業 5%

171,021 兵庫県 猪名川町 フルーツファーム果楽土 サービス その他サービス 5%

171,022 兵庫県 猪名川町 ｂｅｂｅｔｒｕｎｋ 小売業 衣料品 5%

171,023 兵庫県 猪名川町 マクドナルドイオンモール猪名川店 サービス 飲食業 2%

171,024 兵庫県 猪名川町 ママイクコ　日生中央 小売業 その他小売 5%
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171,025 兵庫県 猪名川町 ムラヤマデンキ 小売業 電化製品 5%

171,026 兵庫県 猪名川町 紫合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,027 兵庫県 猪名川町 和菓子処うませ 小売業 食料品 5%

171,028 兵庫県 稲美町 アグリスクエア中一色ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,029 兵庫県 稲美町 厚見自動車 サービス その他サービス 5%

171,030 兵庫県 稲美町 井澤商店 小売業 その他小売 5%

171,031 兵庫県 稲美町 出光加古川南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,032 兵庫県 稲美町 出光セルフ稲美ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,033 兵庫県 稲美町 出光セルフ西神ニュータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,034 兵庫県 稲美町 出光西明石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,035 兵庫県 稲美町 出光西新町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,036 兵庫県 稲美町 セブン－イレブン稲美国岡店 小売業 食料品 2%

171,037 兵庫県 稲美町 セブン－イレブン稲美国安店 小売業 食料品 2%

171,038 兵庫県 稲美町 セブン－イレブン稲美中村店 小売業 食料品 2%

171,039 兵庫県 稲美町 いなみの 小売業 電化製品 5%

171,040 兵庫県 稲美町 セブン－イレブン稲美野寺店 小売業 食料品 2%

171,041 兵庫県 稲美町 Ｅｌ　Ｌｉｓｔｏｎ サービス 飲食業 5%

171,042 兵庫県 稲美町 株式会社ヒラヤマ サービス その他サービス 5%

171,043 兵庫県 稲美町 銀細工内藤 小売業 衣料品 5%

171,044 兵庫県 稲美町 クリーニングレック　コープ稲美店 サービス その他サービス 5%

171,045 兵庫県 稲美町 ケンプランター 小売業 衣料品 5%

171,046 兵庫県 稲美町 ことり 小売業 衣料品 5%

171,047 兵庫県 稲美町 ことりカフェ サービス 飲食業 5%

171,048 兵庫県 稲美町 ことり雑貨 小売業 その他小売 5%

171,049 兵庫県 稲美町 scarecrow 小売業 衣料品 5%

171,050 兵庫県 稲美町 西洋菓子のお店 Ｉｎｔｉｍｉｔｅ ＫＯＳＥＫＩ 小売業 食料品 5%

171,051 兵庫県 稲美町 西洋菓子のお店ＫＯＳＥＫＩ サービス 飲食業 5%

171,052 兵庫県 稲美町 白十字　稲美店 小売業 食料品 5%

171,053 兵庫県 稲美町 ハーブテラス サービス 飲食業 5%

171,054 兵庫県 稲美町 ファッションショップ　モリ 小売業 衣料品 5%

171,055 兵庫県 稲美町 メガネストアー稲美 小売業 その他小売 5%

171,056 兵庫県 稲美町 メガネストアー稲美店 小売業 その他小売 5%

171,057 兵庫県 稲美町 モトハウス　クラフト 小売業 その他小売 5%

171,058 兵庫県 稲美町 モンステラ サービス その他サービス 5%

171,059 兵庫県 稲美町 焼肉　鈴 サービス 飲食業 5%

171,060 兵庫県 稲美町 ライフデザインアトリエＡｒｃｅｎＣｉｅｌ サービス その他サービス 5%

171,061 兵庫県 稲美町 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　林工務店 サービス その他サービス 2%

171,062 兵庫県 小野市 アニマリートス動物病院 サービス その他サービス 5%

171,063 兵庫県 小野市 出光小野中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,064 兵庫県 小野市 出光社ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,065 兵庫県 小野市 出光社南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,066 兵庫県 小野市 魚司 サービス 飲食業 5%
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171,067 兵庫県 小野市 うまいもん横丁小野店 サービス 飲食業 5%

171,068 兵庫県 小野市 エステサロンベルデ サービス 理容・美容業 5%

171,069 兵庫県 小野市 エフクラブ 小売業 衣料品 5%

171,070 兵庫県 小野市 小野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,071 兵庫県 小野市 セブン－イレブン小野粟生町店 小売業 食料品 2%

171,072 兵庫県 小野市 セブン－イレブン小野大島町店 小売業 食料品 2%

171,073 兵庫県 小野市 セブン－イレブン小野浄谷町店 小売業 食料品 2%

171,074 兵庫県 小野市 セブン－イレブン小野市役所前店 小売業 食料品 2%

171,075 兵庫県 小野市 セブン－イレブン小野中町南店 小売業 食料品 2%

171,076 兵庫県 小野市 Ｍｓ．やまとなでしこ サービス 理容・美容業 5%

171,077 兵庫県 小野市 セブン－イレブン小野福住町店 小売業 食料品 2%

171,078 兵庫県 小野市 セブン－イレブン小野本町店 小売業 食料品 2%

171,079 兵庫県 小野市 ＯＰＴＩＭ　ヨシカワ 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,080 兵庫県 小野市 梶本鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

171,081 兵庫県 小野市 北はりま観光バス サービス 運輸業 5%

171,082 兵庫県 小野市 近都畳製造所 サービス その他サービス 5%

171,083 兵庫県 小野市 上月清美堂 小売業 その他小売 5%

171,084 兵庫県 小野市 ごちそう村　小野店 サービス 飲食業 5%

171,085 兵庫県 小野市 酒蔵 小売業 食料品 5%

171,086 兵庫県 小野市 酒のスーパー　足軽小野本店 小売業 食料品 5%

171,087 兵庫県 小野市 さんろく小野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,088 兵庫県 小野市 ＪＡ兵庫みらい　グリーンおの 小売業 その他小売 5%

171,089 兵庫県 小野市 写真箱小野店 サービス その他サービス 5%

171,090 兵庫県 小野市 新神戸ランドリー　小野中町店 サービス その他サービス 5%

171,091 兵庫県 小野市 ＳＵＭＩＲＥ　小野店 小売業 その他小売 5%

171,092 兵庫県 小野市 セイブ電工社 小売業 電化製品 5%

171,093 兵庫県 小野市 扇港興産　小野小売 小売業 その他小売 5%

171,094 兵庫県 小野市 田中菊蔵商店　田中菊蔵商店 サービス その他サービス 5%

171,095 兵庫県 小野市 たなごころ サービス その他サービス 5%

171,096 兵庫県 小野市 デリシャス サービス 飲食業 5%

171,097 兵庫県 小野市 東条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,098 兵庫県 小野市 トミナガ時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,099 兵庫県 小野市 トヨタカローラ兵庫小野店 小売業 その他小売 5%

171,100 兵庫県 小野市 とり翔 サービス 飲食業 5%

171,101 兵庫県 小野市 西森電機 小売業 電化製品 5%

171,102 兵庫県 小野市 ネオスクエアおのＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,103 兵庫県 小野市 バーバーサルヴェ　お顔そりエン サービス 理容・美容業 5%

171,104 兵庫県 小野市 パーティハウス　王子店 小売業 衣料品 5%

171,105 兵庫県 小野市 パルネット　小野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

171,106 兵庫県 小野市 ぱわーずＯＮＯトミタ 小売業 電化製品 5%

171,107 兵庫県 小野市 ビイ．シャイン　オノ サービス 理容・美容業 5%

171,108 兵庫県 小野市 セブン－イレブン兵庫小野樫山町店 小売業 食料品 2%
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171,109 兵庫県 小野市 フミヤ　小野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,110 兵庫県 小野市 フミヤ　小野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,111 兵庫県 小野市 ＢＶＥ 小野店 ー 油外 ー 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,112 兵庫県 小野市 マクドナルド１７５小野店 サービス 飲食業 2%

171,113 兵庫県 小野市 焼鳥専門店さくら屋 サービス 飲食業 5%

171,114 兵庫県 小野市 らーめん八角　小野店 サービス 飲食業 5%

171,115 兵庫県 小野市 ワールド美容室小野店 サービス 理容・美容業 5%

171,116 兵庫県 小野市 ワンズ? 小売業 電化製品 5%

171,117 兵庫県 加古川市 ａｒｔ＊ｃｒａｆｔ 小売業 衣料品 5%

171,118 兵庫県 加古川市 ＡｒｔＳｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

171,119 兵庫県 加古川市 【アイズ　バイ　ルクセ】 サービス 理容・美容業 5%

171,120 兵庫県 加古川市 アイブティックカーマイン サービス その他サービス 5%

171,121 兵庫県 加古川市 Ａｕｌｉｉアウリィ サービス 理容・美容業 5%

171,122 兵庫県 加古川市 赤帽ウメタニ運送 サービス 運輸業 2%

171,123 兵庫県 加古川市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｓａｌｕｔ加古川 サービス 理容・美容業 5%

171,124 兵庫県 加古川市 アケミ写真館 サービス その他サービス 5%

171,125 兵庫県 加古川市 アサヒヤ　アサヒヤ 小売業 衣料品 5%

171,126 兵庫県 加古川市 アサンブラージュ加古川店 小売業 衣料品 5%

171,127 兵庫県 加古川市 味処　いりふね サービス 飲食業 5%

171,128 兵庫県 加古川市 あずさ珈琲ニッケパークタウン加古川店 サービス 飲食業 5%

171,129 兵庫県 加古川市 アートイン サービス 理容・美容業 5%

171,130 兵庫県 加古川市 ＡＮＥＲＡ サービス 理容・美容業 5%

171,131 兵庫県 加古川市 アライカメラ　イオン加古川店 小売業 その他小売 5%

171,132 兵庫県 加古川市 ありがとうサービス サービス その他サービス 5%

171,133 兵庫県 加古川市 アロー電工 サービス その他サービス 5%

171,134 兵庫県 加古川市 アロー電工 サービス その他サービス 5%

171,135 兵庫県 加古川市 イオン加古川店 サービス その他サービス 5%

171,136 兵庫県 加古川市 イオン加古川店　スシマス 小売業 食料品 5%

171,137 兵庫県 加古川市 株式会社イーグル 小売業 その他小売 5%

171,138 兵庫県 加古川市 いこる家　加古川店 サービス 飲食業 5%

171,139 兵庫県 加古川市 居酒や　まるふく サービス 飲食業 5%

171,140 兵庫県 加古川市 居酒屋ＹＯＳＨＩ サービス 飲食業 5%

171,141 兵庫県 加古川市 居酒屋ＹＯＳＨＩ サービス 飲食業 5%

171,142 兵庫県 加古川市 石窯ピザハイダウェイ　石窯ピザハイダウェイ サービス 飲食業 5%

171,143 兵庫県 加古川市 石塚武道具店 小売業 その他小売 5%

171,144 兵庫県 加古川市 いせや 加古川店 サービス 飲食業 5%

171,145 兵庫県 加古川市 板文　加古川店 小売業 家具・調度品 5%

171,146 兵庫県 加古川市 市位尚文堂 小売業 その他小売 5%

171,147 兵庫県 加古川市 市位尚文堂　安田店 小売業 その他小売 5%

171,148 兵庫県 加古川市 いちわか 小売業 電化製品 5%

171,149 兵庫県 加古川市 ＩＤＥＡ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

171,150 兵庫県 加古川市 イマージュ 小売業 衣料品 5%
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171,151 兵庫県 加古川市 いりふね 小売業 食料品 5%

171,152 兵庫県 加古川市 Ｖｉａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

171,153 兵庫県 加古川市 ｖｉｔｒａ　【ヴィトラ】 サービス 理容・美容業 5%

171,154 兵庫県 加古川市 うおいち サービス 飲食業 5%

171,155 兵庫県 加古川市 えいとう二級建築士事務所 サービス その他サービス 5%

171,156 兵庫県 加古川市 マネキダイニング加古川店 サービス 飲食業 5%

171,157 兵庫県 加古川市 Ｅｃｏｃｏｉｎ 小売業 その他小売 5%

171,158 兵庫県 加古川市 ｎ－ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

171,159 兵庫県 加古川市 ｎ?ｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

171,160 兵庫県 加古川市 ＦＢタクシー　１号車 サービス 運輸業 5%

171,161 兵庫県 加古川市 ａｕショップ　加古川 小売業 電化製品 5%

171,162 兵庫県 加古川市 ａｕショップ　東加古川 小売業 電化製品 5%

171,163 兵庫県 加古川市 ＡｒｅａＰｒｏすえひろ 小売業 電化製品 5%

171,164 兵庫県 加古川市 Ａｒｅａ　Ｐｒｏ　フクデン 小売業 電化製品 5%

171,165 兵庫県 加古川市 ＡｒｅａＰｒｏありもと 小売業 電化製品 5%

171,166 兵庫県 加古川市 ＡｒｅａＰｒｏイノウエ 小売業 電化製品 5%

171,167 兵庫県 加古川市 ＰｒｉｖａｔｅＳｐａ縁 サービス その他サービス 5%

171,168 兵庫県 加古川市 車検代行くまさん サービス その他サービス 5%

171,169 兵庫県 加古川市 大浦商店 小売業 その他小売 5%

171,170 兵庫県 加古川市 オオセデンキ 小売業 電化製品 5%

171,171 兵庫県 加古川市 大西ジム 小売業 電化製品 5%

171,172 兵庫県 加古川市 お好み焼き　鉄板ダイニング　みち サービス 飲食業 5%

171,173 兵庫県 加古川市 お好み焼　偶　尾上店 サービス 飲食業 5%

171,174 兵庫県 加古川市 お好み焼　偶　東加古川店 サービス 飲食業 5%

171,175 兵庫県 加古川市 お好み焼き・鉄板焼きとんぼ サービス 飲食業 5%

171,176 兵庫県 加古川市 おじぎ屋　加古川本店 サービス 飲食業 5%

171,177 兵庫県 加古川市 おしゃれハウスオガワ 小売業 衣料品 5%

171,178 兵庫県 加古川市 おそうじ革命 兵庫加古川高砂店 兵庫加古川高砂店 サービス その他サービス 5%

171,179 兵庫県 加古川市 おそうじ革命兵庫加古川高砂店 サービス その他サービス 5%

171,180 兵庫県 加古川市 お宝市番館　加古川店 小売業 その他小売 5%

171,181 兵庫県 加古川市 オートサービスキシモト 小売業 その他小売 5%

171,182 兵庫県 加古川市 オートショップおれんじべあ 小売業 その他小売 5%

171,183 兵庫県 加古川市 オプスアマーレ サービス 理容・美容業 5%

171,184 兵庫県 加古川市 オフハウス加古川店 小売業 その他小売 2%

171,185 兵庫県 加古川市 オフハウス加古川別府店 小売業 その他小売 2%

171,186 兵庫県 加古川市 オリックスレンタカー加古川駅前店 サービス その他サービス 2%

171,187 兵庫県 加古川市 オリックスレンタカー加古川店 サービス その他サービス 2%

171,188 兵庫県 加古川市 織部グリーンプラザ　べふ店 小売業 家具・調度品 5%

171,189 兵庫県 加古川市 カードトレーダー 小売業 その他小売 5%

171,190 兵庫県 加古川市 介護タクシーコニーサポートキャブ サービス 運輸業 5%

171,191 兵庫県 加古川市 カギのドクター サービス その他サービス 5%

171,192 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川一色店 小売業 食料品 2%
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171,193 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川駅東店 小売業 食料品 2%

171,194 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川駅前店 小売業 食料品 2%

171,195 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川尾上口里店 小売業 食料品 2%

171,196 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川尾上町店 小売業 食料品 2%

171,197 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川尾上長田店 小売業 食料品 2%

171,198 兵庫県 加古川市 加古川上荘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,199 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川上荘町都染店 小売業 食料品 2%

171,200 兵庫県 加古川市 加古川カワサキ 小売業 その他小売 5%

171,201 兵庫県 加古川市 加古川交通株式会社 サービス 運輸業 5%

171,202 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川篠原町店 小売業 食料品 2%

171,203 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川宗佐店 小売業 食料品 2%

171,204 兵庫県 加古川市 加古川出合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,205 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川長砂店 小売業 食料品 2%

171,206 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川西神吉店 小売業 食料品 2%

171,207 兵庫県 加古川市 加古川野口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,208 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川野口町店 小売業 食料品 2%

171,209 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川東神吉ウェルネス店 小売業 食料品 2%

171,210 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川東神吉店 小売業 食料品 2%

171,211 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川平岡新在家店 小売業 食料品 2%

171,212 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川平岡町店 小売業 食料品 2%

171,213 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川平岡辻ヶ内店 小売業 食料品 2%

171,214 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川平岡山之上店 小売業 食料品 2%

171,215 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川平野店 小売業 食料品 2%

171,216 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川備後店 小売業 食料品 2%

171,217 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川福留店 小売業 食料品 2%

171,218 兵庫県 加古川市 加古川平荘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,219 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川平荘町店 小売業 食料品 2%

171,220 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川別府石町店 小売業 食料品 2%

171,221 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川別府新野辺北町店 小売業 食料品 2%

171,222 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川別府新野辺店 小売業 食料品 2%

171,223 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川本町店 小売業 食料品 2%

171,224 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川溝之口店 小売業 食料品 2%

171,225 兵庫県 加古川市 加古川美津和電器商会 小売業 電化製品 5%

171,226 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川美乃利店 小売業 食料品 2%

171,227 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン加古川山ノ越店 小売業 食料品 2%

171,228 兵庫県 加古川市 かごの屋加古川駅前店 サービス 飲食業 5%

171,229 兵庫県 加古川市 かすや法務行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

171,230 兵庫県 加古川市 かつぜん　加古川店 サービス 飲食業 5%

171,231 兵庫県 加古川市 かつめしいろはーず サービス 飲食業 5%

171,232 兵庫県 加古川市 金山商店 サービス 飲食業 5%

171,233 兵庫県 加古川市 （株）カノコ サービス 飲食業 5%

171,234 兵庫県 加古川市 株式会社　秋田仏壇店 小売業 家具・調度品 5%
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171,235 兵庫県 加古川市 株式会社　大西自動車 サービス その他サービス 5%

171,236 兵庫県 加古川市 株式会社おちあい 小売業 衣料品 5%

171,237 兵庫県 加古川市 株式会社喜多農機 サービス その他サービス 5%

171,238 兵庫県 加古川市 株式会社玉泉堂 小売業 家具・調度品 5%

171,239 兵庫県 加古川市 株式会社バンズ サービス その他サービス 5%

171,240 兵庫県 加古川市 株式会社兵神自動車 小売業 その他小売 5%

171,241 兵庫県 加古川市 株式会社山田屋　二俣売店 小売業 食料品 5%

171,242 兵庫県 加古川市 株式会社山田屋　本店 小売業 その他小売 5%

171,243 兵庫県 加古川市 カメラのアサヒ加古川 サービス その他サービス 5%

171,244 兵庫県 加古川市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋加古川平岡店 サービス 飲食業 2%

171,245 兵庫県 加古川市 河合塾マナビス加古川駅前校 サービス その他サービス 2%

171,246 兵庫県 加古川市 関西工芸社有限会社　Ｃｈｅｒｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%

171,247 兵庫県 加古川市 神野団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,248 兵庫県 加古川市 岸本産業有限会社 小売業 電化製品 5%

171,249 兵庫県 加古川市 ギター工房サウンドリバー サービス その他サービス 5%

171,250 兵庫県 加古川市 喜多山建工株式会社 サービス その他サービス 5%

171,251 兵庫県 加古川市 きもの　うめおか　加古川店 小売業 衣料品 5%

171,252 兵庫県 加古川市 きもの　うめおか　加古川店 小売業 衣料品 5%

171,253 兵庫県 加古川市 キャピックカコガワ サービス その他サービス 5%

171,254 兵庫県 加古川市 牛角東加古川店 サービス 飲食業 2%

171,255 兵庫県 加古川市 キヨタ電器 小売業 電化製品 5%

171,256 兵庫県 加古川市 きららカイロプラクティック院 サービス 理容・美容業 5%

171,257 兵庫県 加古川市 ＫＩＲＡＲＩ－ｈａｎａｒｅ－ サービス 飲食業 5%

171,258 兵庫県 加古川市 銀座屋グリーンモール店 小売業 衣料品 5%

171,259 兵庫県 加古川市 銀座屋本店 小売業 衣料品 5%

171,260 兵庫県 加古川市 クアシス　ヤマトヤシキ加古川店 サービス その他サービス 5%

171,261 兵庫県 加古川市 クオリティライフ　みずの電器 小売業 電化製品 5%

171,262 兵庫県 加古川市 ぐちゅぷるん 旨肉鉄鍋屋ぐちゅぷるん サービス 飲食業 5%

171,263 兵庫県 加古川市 グッズマーケット 小売業 衣料品 5%

171,264 兵庫県 加古川市 グラン 小売業 衣料品 5%

171,265 兵庫県 加古川市 クリーニング　ブーケ　浜の宮店 サービス その他サービス 5%

171,266 兵庫県 加古川市 クリーニング　ブーケ　平野店 サービス その他サービス 5%

171,267 兵庫県 加古川市 クリーニング　レック　イオン加古川店 サービス その他サービス 5%

171,268 兵庫県 加古川市 クリーニング　レック　加古川駅前店 サービス その他サービス 5%

171,269 兵庫県 加古川市 クリーニング　レック　神野店 サービス その他サービス 5%

171,270 兵庫県 加古川市 クリーニング　レック　北在家店 サービス その他サービス 5%

171,271 兵庫県 加古川市 クリーニングレック　コープ神吉店 サービス その他サービス 5%

171,272 兵庫県 加古川市 クリーニングレック　コープ東加古川店 サービス その他サービス 5%

171,273 兵庫県 加古川市 クリーニング　レック　ニッケパークタウン店 サービス その他サービス 5%

171,274 兵庫県 加古川市 クリーニング　レック　本店 サービス その他サービス 5%

171,275 兵庫県 加古川市 クリーニング　レック　マルナカ店 サービス その他サービス 5%

171,276 兵庫県 加古川市 クリーニング　レック　溝之口店 サービス その他サービス 5%
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171,277 兵庫県 加古川市 Ｃｒｅｓｃｅｎｔ サービス 理容・美容業 5%

171,278 兵庫県 加古川市 ＣＬＯＶＥＲＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

171,279 兵庫県 加古川市 ケイリクス加古川南店 サービス 理容・美容業 5%

171,280 兵庫県 加古川市 ＫＢツーリスト サービス その他サービス 5%

171,281 兵庫県 加古川市 県農北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,282 兵庫県 加古川市 珈琲工房おおたに サービス 飲食業 5%

171,283 兵庫県 加古川市 国際トラベルグリーンプラザべふ営業所 サービス その他サービス 5%

171,284 兵庫県 加古川市 ｃｏｓａｊｉ サービス 飲食業 5%

171,285 兵庫県 加古川市 ゴダイドラッグ神野店 小売業 その他小売 5%

171,286 兵庫県 加古川市 ごちそう村　加古川店 サービス 飲食業 5%

171,287 兵庫県 加古川市 呉美屋 小売業 衣料品 5%

171,288 兵庫県 加古川市 コリアンダイニング聖 サービス 飲食業 5%

171,289 兵庫県 加古川市 コワヒュール　クープ サービス 理容・美容業 5%

171,290 兵庫県 加古川市 コンディショニングラボ サービス その他サービス 5%

171,291 兵庫県 加古川市 酒の岡田屋　加古川本町店 小売業 食料品 5%

171,292 兵庫県 加古川市 ＳａｎａーＲａｙ 小売業 その他小売 5%

171,293 兵庫県 加古川市 Ｔｈａｎｋｓ ｈａｉｒ ｆｉｒｓｔ 加古川 サービス 理容・美容業 5%

171,294 兵庫県 加古川市 サンマルク　加古川店 サービス 飲食業 2%

171,295 兵庫県 加古川市 シーエスレンタカー サービス その他サービス 5%

171,296 兵庫県 加古川市 Ｊ＆Ｋ美容室　加古川店 サービス 理容・美容業 5%

171,297 兵庫県 加古川市 Ｊ＆Ｙｏｕ　Ａｕｔｏ サービス その他サービス 5%

171,298 兵庫県 加古川市 Ｊ・ポート加古川店 小売業 衣料品 5%

171,299 兵庫県 加古川市 ＪＥＮＮＹＴＨＯＮＧ加古川店 小売業 衣料品 5%

171,300 兵庫県 加古川市 志方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,301 兵庫県 加古川市 ＣＩＳＴＡ サービス 理容・美容業 5%

171,302 兵庫県 加古川市 しもかわリスペクト　イマージュ店 小売業 衣料品 5%

171,303 兵庫県 加古川市 下村商店 小売業 食料品 5%

171,304 兵庫県 加古川市 写真の双葉 サービス その他サービス 5%

171,305 兵庫県 加古川市 シャンゼ加古川店 小売業 衣料品 5%

171,306 兵庫県 加古川市 手芸の丸十　本部 小売業 その他小売 5%

171,307 兵庫県 加古川市 シューズショップ　ＳＵＺＵＹＡ 小売業 衣料品 5%

171,308 兵庫県 加古川市 酒創鹿児蔵 小売業 食料品 5%

171,309 兵庫県 加古川市 Ｊｕｖｅｌｉａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,310 兵庫県 加古川市 味季料理　りんどう サービス 飲食業 5%

171,311 兵庫県 加古川市 味季料理　りんどう サービス 飲食業 5%

171,312 兵庫県 加古川市 ショップ　刻 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,313 兵庫県 加古川市 三宮オイル　神鋼加古川ＳＳ　姫路用 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,314 兵庫県 加古川市 神鋼サブセンターＳＳ　姫路用 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,315 兵庫県 加古川市 ジーンズステーション　加古川店 小売業 衣料品 5%

171,316 兵庫県 加古川市 シンワ産業株式会社 小売業 衣料品 5%

171,317 兵庫県 加古川市 すし官太 加古川店 サービス 飲食業 5%

171,318 兵庫県 加古川市 ｓｔｕｄｉｏ　ＳＳＳ サービス 理容・美容業 5%
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171,319 兵庫県 加古川市 すたみな太郎　加古川店 サービス 飲食業 5%

171,320 兵庫県 加古川市 Ｓｔｒａｉｎ サービス その他サービス 5%

171,321 兵庫県 加古川市 Ｓｎｏｗ Ｗｈｉｔｅ   スノーホワイト サービス 理容・美容業 5%

171,322 兵庫県 加古川市 ＳｎｏｗＷｈｉｔｅ． サービス 理容・美容業 5%

171,323 兵庫県 加古川市 ＳｕｐｅｒｂＨａｉｒＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

171,324 兵庫県 加古川市 炭火ホルモンこたつ　東加古川店 サービス 飲食業 5%

171,325 兵庫県 加古川市 炭火焼肉と生だれ　黒ぎゅう サービス 飲食業 5%

171,326 兵庫県 加古川市 炭焼地鶏　しずく サービス 飲食業 5%

171,327 兵庫県 加古川市 スリーエム　加古川 小売業 衣料品 5%

171,328 兵庫県 加古川市 Ｚｅｓｔ　ｈａｉｒ【ゼストヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

171,329 兵庫県 加古川市 膳家　加古川総本店 サービス 飲食業 5%

171,330 兵庫県 加古川市 素心　加古川店 小売業 その他小売 5%

171,331 兵庫県 加古川市 大貫堂印房イオン加古川店 小売業 その他小売 5%

171,332 兵庫県 加古川市 大西洋ツーリストイオン加古川店 サービス その他サービス 5%

171,333 兵庫県 加古川市 ７１３　ダイヤクリーニング　北在家店 サービス その他サービス 5%

171,334 兵庫県 加古川市 太陽ギフトショップ 小売業 その他小売 5%

171,335 兵庫県 加古川市 ＴＡＫＡＭＩＯＫＡＫＩ 小売業 その他小売 5%

171,336 兵庫県 加古川市 高見電化サービス　本店 小売業 電化製品 5%

171,337 兵庫県 加古川市 たちばな呉服店 小売業 衣料品 5%

171,338 兵庫県 加古川市 たちばな呉服店 小売業 衣料品 5%

171,339 兵庫県 加古川市 たちばな呉服店 小売業 衣料品 5%

171,340 兵庫県 加古川市 橘電気商会 小売業 電化製品 5%

171,341 兵庫県 加古川市 ｗ?ｗｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

171,342 兵庫県 加古川市 丹安本店　丹安本店 小売業 食料品 5%

171,343 兵庫県 加古川市 ＣＨＡＴＳＷＯＲＴＨ サービス 飲食業 5%

171,344 兵庫県 加古川市 つじばやし電器 小売業 電化製品 5%

171,345 兵庫県 加古川市 つたや寝具店 小売業 家具・調度品 5%

171,346 兵庫県 加古川市 ツーリストインサンシャイン サービス その他サービス 5%

171,347 兵庫県 加古川市 デジタルデータ工房こうとく サービス その他サービス 5%

171,348 兵庫県 加古川市 鉄板イタリアンＭａｎｏ サービス 飲食業 5%

171,349 兵庫県 加古川市 鉄板バル ＰＡＹＤＡＹ サービス 飲食業 5%

171,350 兵庫県 加古川市 手羽先唐揚とりぞう サービス 飲食業 5%

171,351 兵庫県 加古川市 デ・　モーダ 小売業 衣料品 5%

171,352 兵庫県 加古川市 ＤＥＬＬ＇ＡＭＯＲＥ サービス その他サービス 5%

171,353 兵庫県 加古川市 天下一品　加古川店 サービス 飲食業 5%

171,354 兵庫県 加古川市 でんきの白鷺チェーン　マルサン 小売業 電化製品 5%

171,355 兵庫県 加古川市 伝承献菓　六萬石工房店 小売業 食料品 5%

171,356 兵庫県 加古川市 ｄｏ－ｉｎｇ 小売業 その他小売 5%

171,357 兵庫県 加古川市 ｄｏｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

171,358 兵庫県 加古川市 東城自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

171,359 兵庫県 加古川市 東播自動車整備協業組合 サービス その他サービス 5%

171,360 兵庫県 加古川市 東麺房　加古川店 サービス 飲食業 5%
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171,361 兵庫県 加古川市 トータルボディケアＲｅｓＴｏｒｅ サービス その他サービス 5%

171,362 兵庫県 加古川市 トータルボディケアＲｅｓＴｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

171,363 兵庫県 加古川市 時?ｔｏｋｉ?美容室 サービス 理容・美容業 5%

171,364 兵庫県 加古川市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ　平岡店 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,365 兵庫県 加古川市 ＤＤ明姫加古川店 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,366 兵庫県 加古川市 トクラカーサービス サービス その他サービス 5%

171,367 兵庫県 加古川市 ＤｏｇＳａｌｏｎｍｏｆ サービス その他サービス 5%

171,368 兵庫県 加古川市 トヨタカローラ姫路加古川店 小売業 その他小売 5%

171,369 兵庫県 加古川市 トヨタカローラ姫路トヨタマイカーランド加 小売業 その他小売 5%

171,370 兵庫県 加古川市 トヨタ部品兵庫共販加古川店 サービス その他サービス 5%

171,371 兵庫県 加古川市 トリコヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

171,372 兵庫県 加古川市 鳥魂 サービス 飲食業 5%

171,373 兵庫県 加古川市 とんかつきりしま　とんかつ　きりしま サービス 飲食業 5%

171,374 兵庫県 加古川市 とん福　鈴 サービス 飲食業 5%

171,375 兵庫県 加古川市 和み処さくら サービス 飲食業 5%

171,376 兵庫県 加古川市 ニシカワパン 小売業 食料品 5%

171,377 兵庫県 加古川市 西神吉 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,378 兵庫県 加古川市 ニシタ米穀株式会社 小売業 食料品 5%

171,379 兵庫県 加古川市 ニッケパークタウン店 サービス その他サービス 5%

171,380 兵庫県 加古川市 Ｎａｉｌ＇ｓＣＨＩＣ サービス 理容・美容業 5%

171,381 兵庫県 加古川市 ノムラ薬局 小売業 その他小売 5%

171,382 兵庫県 加古川市 ノルム サービス 理容・美容業 5%

171,383 兵庫県 加古川市 株式会社ハウス・デポ関西ダイコク加古川店 小売業 その他小売 5%

171,384 兵庫県 加古川市 白十字　加古川店 小売業 食料品 5%

171,385 兵庫県 加古川市 パークヘアー サービス 理容・美容業 5%

171,386 兵庫県 加古川市 長谷川写真室 サービス その他サービス 5%

171,387 兵庫県 加古川市 ＨＡＤＡＧＹＭ サービス 理容・美容業 5%

171,388 兵庫県 加古川市 パティスリールグランディ サービス 飲食業 5%

171,389 兵庫県 加古川市 パーティハウス　イオンタウン加古川店 小売業 衣料品 5%

171,390 兵庫県 加古川市 ハナフサデンキ 小売業 電化製品 5%

171,391 兵庫県 加古川市 浜工務店 サービス その他サービス 5%

171,392 兵庫県 加古川市 はまのみやサイクル 小売業 その他小売 5%

171,393 兵庫県 加古川市 浜焼太郎　東加古川店 サービス 飲食業 5%

171,394 兵庫県 加古川市 バラエティドラッグＰＡＸ 小売業 その他小売 5%

171,395 兵庫県 加古川市 ハリミツクリーニングマックスバリュ石守店 サービス その他サービス 5%

171,396 兵庫県 加古川市 ハリミツクリーニングマックスバリュ安田店 サービス その他サービス 5%

171,397 兵庫県 加古川市 Ｐａｌｅｔｔｅ 小売業 衣料品 5%

171,398 兵庫県 加古川市 ＰＯＷＥＲＲＥＣＯＲＤＳ サービス その他サービス 5%

171,399 兵庫県 加古川市 播翠園芸 小売業 その他小売 5%

171,400 兵庫県 加古川市 ＰＲＤ　ＫＡＫＯＧＡＷＡ サービス 飲食業 5%

171,401 兵庫県 加古川市 Ｂ－ｒｅａｄ 小売業 衣料品 5%

171,402 兵庫県 加古川市 ヒーリング＆ビューティスペースＫＥＮ＇Ｓ サービス その他サービス 5%
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171,403 兵庫県 加古川市 セブン－イレブン東加古川駅北口店 小売業 食料品 2%

171,404 兵庫県 加古川市 ひごペット　ＡＴ加古川店 小売業 その他小売 5%

171,405 兵庫県 加古川市 ひな野　加古川店 サービス 飲食業 5%

171,406 兵庫県 加古川市 ヒマリキッチン サービス 飲食業 5%

171,407 兵庫県 加古川市 美容院　ＨａＮａ サービス 理容・美容業 5%

171,408 兵庫県 加古川市 美容カイロサロン　みるきぃほーむ サービス その他サービス 5%

171,409 兵庫県 加古川市 兵庫トヨタ自動車　マイカ－ランド加古川 小売業 その他小売 5%

171,410 兵庫県 加古川市 兵庫トヨタ自動車加古川店 小売業 その他小売 5%

171,411 兵庫県 加古川市 美容室おしゃれキャット　加古川店 サービス 理容・美容業 5%

171,412 兵庫県 加古川市 ヒロレンタカー　加古川営業所 サービス その他サービス 5%

171,413 兵庫県 加古川市 ファーマーズ尾上 小売業 食料品 5%

171,414 兵庫県 加古川市 ファーマーズ野口 小売業 食料品 5%

171,415 兵庫県 加古川市 ファーマーズ平岡 小売業 食料品 5%

171,416 兵庫県 加古川市 Ｐｏｕｓｅ サービス 理容・美容業 5%

171,417 兵庫県 加古川市 フォアパディ サービス その他サービス 5%

171,418 兵庫県 加古川市 フォトスタジオプリンセス加古川店 サービス その他サービス 5%

171,419 兵庫県 加古川市 フォンタナベルデ サービス 飲食業 5%

171,420 兵庫県 加古川市 フクタスサービス 小売業 電化製品 5%

171,421 兵庫県 加古川市 婦人服飾ベル 小売業 衣料品 5%

171,422 兵庫県 加古川市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　加古川木村店 小売業 その他小売 2%

171,423 兵庫県 加古川市 フラワーショップみすみ 小売業 その他小売 5%

171,424 兵庫県 加古川市 ＰＲＩＮ ＰＲＩＮ 小売業 衣料品 5%

171,425 兵庫県 加古川市 プリントスタジオＳＡＴＯ サービス その他サービス 5%

171,426 兵庫県 加古川市 フレンチレストラン　ポム　ココット　フレンチレストランポム　ココット サービス 飲食業 5%

171,427 兵庫県 加古川市 フロッシュ サービス その他サービス 5%

171,428 兵庫県 加古川市 フロム．ファースト．アネックス 小売業 衣料品 5%

171,429 兵庫県 加古川市 ｈａｉｒ　ａｔｅｌｉｅｒ　ｍｕｍ サービス 理容・美容業 5%

171,430 兵庫県 加古川市 ヘア　アナベル サービス 理容・美容業 5%

171,431 兵庫県 加古川市 ヘアーサロン　ＫＥＮ サービス 理容・美容業 5%

171,432 兵庫県 加古川市 ヘアーサロン　大使館 サービス 理容・美容業 5%

171,433 兵庫県 加古川市 ｈａｉｒ’ｓ　Ｂｉｏｓ サービス 理容・美容業 5%

171,434 兵庫県 加古川市 ヘアーズカームプレイ サービス 理容・美容業 5%

171,435 兵庫県 加古川市 へあーすたぢおＫＡＴＯ サービス 理容・美容業 5%

171,436 兵庫県 加古川市 ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　Ｖ サービス 理容・美容業 5%

171,437 兵庫県 加古川市 ＨＡＩＲ　ＭＡＧＩＣ　ＧＬＯＲＹ サービス 理容・美容業 5%

171,438 兵庫県 加古川市 ヘアーマジックグローリープラス サービス 理容・美容業 5%

171,439 兵庫県 加古川市 ｈａｉｒｓｐａｃｅＱＵＥＮＣＨ サービス 理容・美容業 5%

171,440 兵庫県 加古川市 ヘアブティック禅新神野 サービス 理容・美容業 5%

171,441 兵庫県 加古川市 ヘアブティック禅プラス サービス 理容・美容業 5%

171,442 兵庫県 加古川市 ＨａｉｒｐｌｅｓｅＢｅ－ｖｉｄ サービス 理容・美容業 5%

171,443 兵庫県 加古川市 平安薬局 小売業 その他小売 5%

171,444 兵庫県 加古川市 セブン－イレブンベルデモール加古川店 小売業 食料品 2%
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171,445 兵庫県 加古川市 ホームサロン彩愛－ｓａｉａｉ－ サービス 理容・美容業 5%

171,446 兵庫県 加古川市 ホテルアゼリア　加古川 サービス 宿泊業 5%

171,447 兵庫県 加古川市 堀本農園せいちゃんといちごちゃん サービス その他サービス 5%

171,448 兵庫県 加古川市 ボンマルシェ志方店 小売業 食料品 5%

171,449 兵庫県 加古川市 マイルストーンブルーイング東加古川醸造所 サービス 飲食業 5%

171,450 兵庫県 加古川市 ＭＡＤＥＭＯＲＥ－ｐｅｔｉｔｅ－加古川店 サービス 理容・美容業 5%

171,451 兵庫県 加古川市 ＭＡＤＥＭＯＲＥ東加古川店 サービス 理容・美容業 5%

171,452 兵庫県 加古川市 ミーツ加古川イオン店 小売業 その他小売 5%

171,453 兵庫県 加古川市 三河屋 サービス その他サービス 5%

171,454 兵庫県 加古川市 みずの電器 小売業 電化製品 5%

171,455 兵庫県 加古川市 宮脇書店　加古川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

171,456 兵庫県 加古川市 メガコート　メガコート サービス その他サービス 5%

171,457 兵庫県 加古川市 メガネギャラリー　プリモ 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,458 兵庫県 加古川市 メガネストアー加古川 小売業 その他小売 5%

171,459 兵庫県 加古川市 メガネストアー加古川店 小売業 その他小売 5%

171,460 兵庫県 加古川市 メガネのたかはし 小売業 その他小売 5%

171,461 兵庫県 加古川市 メガネのやまもと　イオンタウン東加古川 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,462 兵庫県 加古川市 メガネのやまもと　東加古川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,463 兵庫県 加古川市 メガネのやまもと　平岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,464 兵庫県 加古川市 メガネのやまもと　別府店 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,465 兵庫県 加古川市 モーダ・バーゼ 小売業 衣料品 5%

171,466 兵庫県 加古川市 ものテクラボ サービス その他サービス 5%

171,467 兵庫県 加古川市 モリスホームセンター　加古川店 小売業 家具・調度品 5%

171,468 兵庫県 加古川市 もんほる　豚と牛とホルモン焼肉酒場　もんほる サービス 飲食業 5%

171,469 兵庫県 加古川市 やぎ楽器　東加古川店 小売業 その他小売 5%

171,470 兵庫県 加古川市 やき笑　加古川本店 サービス 飲食業 5%

171,471 兵庫県 加古川市 焼肉北義 サービス 飲食業 5%

171,472 兵庫県 加古川市 山崎米穀店 小売業 食料品 5%

171,473 兵庫県 加古川市 山本硝子建材 サービス その他サービス 5%

171,474 兵庫県 加古川市 有限会社グリーンハーベストジャパン　みどり工房 小売業 食料品 5%

171,475 兵庫県 加古川市 イクタオ－トサ－ビス サービス その他サービス 5%

171,476 兵庫県 加古川市 有限会社武田電機商会 小売業 電化製品 5%

171,477 兵庫県 加古川市 有限会社野村電器川西 小売業 電化製品 5%

171,478 兵庫県 加古川市 ＬＡＰＲＯＶＥＮＣＥ サービス 飲食業 5%

171,479 兵庫県 加古川市 ライオン屋本店 小売業 その他小売 5%

171,480 兵庫県 加古川市 ＬａｖｉｅｅｎＲｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

171,481 兵庫県 加古川市 ラクティー　くじゃく 小売業 電化製品 5%

171,482 兵庫県 加古川市 ラクティーくじゃく 小売業 電化製品 5%

171,483 兵庫県 加古川市 ラケットスポーツＹＢＳ 小売業 その他小売 5%

171,484 兵庫県 加古川市 らーめん八角　加古川店 サービス 飲食業 5%

171,485 兵庫県 加古川市 力丸加古川店 サービス 飲食業 5%

171,486 兵庫県 加古川市 竜一屋 サービス 飲食業 5%
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171,487 兵庫県 加古川市 理容バリューＭＥＮ サービス 理容・美容業 5%

171,488 兵庫県 加古川市 リラクゼーションサロンこかげ サービス 理容・美容業 5%

171,489 兵庫県 加古川市 ｌｕ　ｘｅ サービス 理容・美容業 5%

171,490 兵庫県 加古川市 ｌｕ：ｘｅ サービス 理容・美容業 5%

171,491 兵庫県 加古川市 ＬＯＯＫ　ニッケパークタウン店 小売業 その他小売 5%

171,492 兵庫県 加古川市 ＬｅａＬｅａ 小売業 その他小売 5%

171,493 兵庫県 加古川市 ＲＡＳＩＥ サービス 理容・美容業 5%

171,494 兵庫県 加古川市 ｒｅｇａｌｏ サービス 理容・美容業 5%

171,495 兵庫県 加古川市 レンタサイクル「駅リンくん加古川店」 サービス 運輸業 5%

171,496 兵庫県 加古川市 レンタサイクル「駅リンくん東加古川店」 サービス 運輸業 5%

171,497 兵庫県 加古川市 Ｒｅ＋ｂｉｒｔｈ サービス 理容・美容業 5%

171,498 兵庫県 加古川市 株式会社ローヤルタクシー サービス 運輸業 5%

171,499 兵庫県 加古川市 播磨奉菓匠　六萬石加古川駅前店 小売業 食料品 5%

171,500 兵庫県 加古川市 ＲＯＣＯ’Ｓ サービス 飲食業 5%

171,501 兵庫県 加古川市 ワークマンおかだ 小売業 衣料品 5%

171,502 兵庫県 加古川市 ＹＳＰ　加古川 小売業 その他小売 5%

171,503 兵庫県 加古川市 わかるとできる　イオンタウン東加古川校 サービス その他サービス 5%

171,504 兵庫県 加古川市 渡部塗装工業有限会社 サービス その他サービス 5%

171,505 兵庫県 加古川市 和風レストランとん平 サービス 飲食業 5%

171,506 兵庫県 加西市 赤松自工 サービス その他サービス 5%

171,507 兵庫県 加西市 アグリ食品工業 小売業 その他小売 5%

171,508 兵庫県 加西市 アート観光イオンモール加西北条店 サービス その他サービス 5%

171,509 兵庫県 加西市 アリタサイクル 小売業 その他小売 5%

171,510 兵庫県 加西市 アンプリエミシマ サービス 飲食業 5%

171,511 兵庫県 加西市 イイダセツビ株式会社 サービス その他サービス 5%

171,512 兵庫県 加西市 泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,513 兵庫県 加西市 ヴィトライユ＆ジャムズバッグ 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,514 兵庫県 加西市 vitrail&jam'sbag加西北条店 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,515 兵庫県 加西市 ヴィトライユ＆ジャムズバッグ店 小売業 衣料品 5%

171,516 兵庫県 加西市 魚彩庵あづま屋 サービス 飲食業 5%

171,517 兵庫県 加西市 ＥｎｅＪｅｔ加西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,518 兵庫県 加西市 ａｉｍｅｒｆｅｅｌイオンモール加西北条店 小売業 衣料品 5%

171,519 兵庫県 加西市 ａｕショップ　加西 小売業 電化製品 5%

171,520 兵庫県 加西市 大古瀬釣具センター 小売業 その他小売 5%

171,521 兵庫県 加西市 オートサービスノブ サービス その他サービス 5%

171,522 兵庫県 加西市 岡田電気商会 小売業 電化製品 5%

171,523 兵庫県 加西市 オコノミヤキ　マンメン　イオン加西北条店 サービス 飲食業 5%

171,524 兵庫県 加西市 オリエンティーマキ サービス 飲食業 5%

171,525 兵庫県 加西市 オリエンティーマキ サービス 飲食業 5%

171,526 兵庫県 加西市 がいな製麺所 サービス 飲食業 5%

171,527 兵庫県 加西市 カイロプラクティック総癒館加西院 サービス その他サービス 5%

171,528 兵庫県 加西市 加西　ｃａｆｅ　ｄａｎｄａｎ サービス 飲食業 5%
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171,529 兵庫県 加西市 加西アスティア店 サービス その他サービス 5%

171,530 兵庫県 加西市 加西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,531 兵庫県 加西市 加西自動車学院 サービス その他サービス 5%

171,532 兵庫県 加西市 加西創作イタリアン　ｇｏｔｔｕｏ サービス 飲食業 5%

171,533 兵庫県 加西市 セブン－イレブン加西段下店 小売業 食料品 2%

171,534 兵庫県 加西市 加西電機 小売業 電化製品 5%

171,535 兵庫県 加西市 セブン－イレブン加西殿原店 小売業 食料品 2%

171,536 兵庫県 加西市 加西レオ動物病院 サービス その他サービス 5%

171,537 兵庫県 加西市 Ｃａｓｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

171,538 兵庫県 加西市 梶原電器 小売業 電化製品 5%

171,539 兵庫県 加西市 有限会社カネコメガネ サービス その他サービス 5%

171,540 兵庫県 加西市 カネコメガネ サービス その他サービス 5%

171,541 兵庫県 加西市 株式会社藤原 小売業 その他小売 5%

171,542 兵庫県 加西市 株式会社アガヤ 小売業 電化製品 5%

171,543 兵庫県 加西市 株式会社タカシマカーズ サービス その他サービス 5%

171,544 兵庫県 加西市 株式会社播敷 小売業 家具・調度品 5%

171,545 兵庫県 加西市 賀茂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,546 兵庫県 加西市 菓遊館 サービス 飲食業 5%

171,547 兵庫県 加西市 きつね茶屋 小売業 衣料品 5%

171,548 兵庫県 加西市 衣笠モ－タ－サイクル サービス その他サービス 5%

171,549 兵庫県 加西市 きもの　うめおか　加西店 小売業 衣料品 5%

171,550 兵庫県 加西市 業務スーパー加西北条店 小売業 食料品 2%

171,551 兵庫県 加西市 ＣＬＡＰ 小売業 衣料品 5%

171,552 兵庫県 加西市 クリーニングレック　コープ加西店 サービス その他サービス 5%

171,553 兵庫県 加西市 黒毛和牛専門店　株式会社たけうち 小売業 食料品 5%

171,554 兵庫県 加西市 工和自動車 サービス その他サービス 5%

171,555 兵庫県 加西市 ＣＯＤＡＴＥ２９３ｃａｆｅ． サービス 飲食業 5%

171,556 兵庫県 加西市 酒のスーパー足軽　足軽　加西北条店 小売業 その他小売 5%

171,557 兵庫県 加西市 酒のスーパー足軽加西店 小売業 食料品 5%

171,558 兵庫県 加西市 三光自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

171,559 兵庫県 加西市 ＪＡ兵庫みらい　グリーンかさい 小売業 その他小売 5%

171,560 兵庫県 加西市 ＪＡ兵庫みらい　旅行センター サービス その他サービス 5%

171,561 兵庫県 加西市 ＣｉＥＮＡ サービス 理容・美容業 5%

171,562 兵庫県 加西市 四季創庫モリ サービス その他サービス 5%

171,563 兵庫県 加西市 ジョイあおやま 小売業 衣料品 5%

171,564 兵庫県 加西市 すし官太 加西店 サービス 飲食業 5%

171,565 兵庫県 加西市 スタジオ栄光社 サービス その他サービス 5%

171,566 兵庫県 加西市 総合ブライダル館いのうえ サービス その他サービス 5%

171,567 兵庫県 加西市 大西洋ツーリスト　加西店 サービス その他サービス 5%

171,568 兵庫県 加西市 高井自動車 サービス その他サービス 5%

171,569 兵庫県 加西市 高井製菓 サービス その他サービス 5%

171,570 兵庫県 加西市 高橋醤油 小売業 食料品 5%
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171,571 兵庫県 加西市 ダルマヤ　加西店 小売業 衣料品 5%

171,572 兵庫県 加西市 ｔｅｎ 小売業 食料品 5%

171,573 兵庫県 加西市 でんきの白鷺チェーンクマクラ 小売業 電化製品 5%

171,574 兵庫県 加西市 殿原ＳＳ　藤本石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,575 兵庫県 加西市 ナカウ電化センター 小売業 電化製品 5%

171,576 兵庫県 加西市 西野々 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,577 兵庫県 加西市 西村書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

171,578 兵庫県 加西市 ニッセンシェイプファンデサロンドフォーレ 小売業 衣料品 5%

171,579 兵庫県 加西市 株式会社ハヤシ化粧品店 サービス その他サービス 5%

171,580 兵庫県 加西市 秀美容室 サービス 理容・美容業 5%

171,581 兵庫県 加西市 ＨＩＤＥ美容室 サービス 理容・美容業 5%

171,582 兵庫県 加西市 Ｐｈｏｔｏすみよし サービス その他サービス 5%

171,583 兵庫県 加西市 プチマルシェ加西店 小売業 食料品 5%

171,584 兵庫県 加西市 ブティック　ＣＵＢＥ 小売業 衣料品 5%

171,585 兵庫県 加西市 ジャスコ　加西店 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,586 兵庫県 加西市 ＰｒｉｖａｔｅＳａｌｏｎＵ－ｎａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

171,587 兵庫県 加西市 ＨａｉｒＳａｌｏｎ　ＫＯＳＨＩＯ サービス 理容・美容業 5%

171,588 兵庫県 加西市 北条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,589 兵庫県 加西市 北条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,590 兵庫県 加西市 ＢｏｗｌｃａｆｅＲｏｔｔａ サービス 飲食業 5%

171,591 兵庫県 加西市 ボニータ 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,592 兵庫県 加西市 堀江電機 小売業 電化製品 5%

171,593 兵庫県 加西市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,594 兵庫県 加西市 ｂｏｎｒｅｖｅ サービス 理容・美容業 5%

171,595 兵庫県 加西市 マクドナルド加西店 サービス 飲食業 2%

171,596 兵庫県 加西市 松井洋装店 小売業 衣料品 5%

171,597 兵庫県 加西市 松井洋装店（支店） 小売業 衣料品 5%

171,598 兵庫県 加西市 満面イオンモール加西北条店 サービス 飲食業 5%

171,599 兵庫県 加西市 見上サービス サービス その他サービス 5%

171,600 兵庫県 加西市 御車山自動車 サービス その他サービス 5%

171,601 兵庫県 加西市 ミヤマデンキ加西 小売業 電化製品 5%

171,602 兵庫県 加西市 民泊　Ｄｒｅａｍ　千石 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,603 兵庫県 加西市 メガネストアー加西 小売業 その他小売 5%

171,604 兵庫県 加西市 メガネストアー加西店 小売業 その他小売 5%

171,605 兵庫県 加西市 メガネランドｈａｒａｄａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,606 兵庫県 加西市 メガネランドｈａｒａｄａ 小売業 その他小売 5%

171,607 兵庫県 加西市 有限会社ウェルビー サービス その他サービス 5%

171,608 兵庫県 加西市 有限会社四ツ目旅館 サービス 飲食業 5%

171,609 兵庫県 加西市 ルーエキタオ サービス 理容・美容業 5%

171,610 兵庫県 加西市 ロイヤルフラワー 小売業 その他小売 5%

171,611 兵庫県 加西市 ワイワイワイン サービス 飲食業 5%

171,612 兵庫県 加西市 渡辺車輌工業所 サービス その他サービス 5%
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171,613 兵庫県 加東市 アイパ－クタキノＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,614 兵庫県 加東市 阿江正商店 小売業 その他小売 5%

171,615 兵庫県 加東市 アート観光Ｂｉｏ サービス その他サービス 5%

171,616 兵庫県 加東市 アリス動物病院 サービス その他サービス 5%

171,617 兵庫県 加東市 イデックスセルフ滝野社インター給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,618 兵庫県 加東市 出光郷瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,619 兵庫県 加東市 出光中町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,620 兵庫県 加東市 出光西脇北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,621 兵庫県 加東市 出光社東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,622 兵庫県 加東市 井上商店 小売業 その他小売 5%

171,623 兵庫県 加東市 ヴィテス　ラボ サービス 理容・美容業 5%

171,624 兵庫県 加東市 Ｎプラニング サービス その他サービス 5%

171,625 兵庫県 加東市 オートヴィテス オートヴィテス サービス その他サービス 5%

171,626 兵庫県 加東市 ホテルオリンピア サービス その他サービス 5%

171,627 兵庫県 加東市 カイロプラクティックＭ’ｚ サービス 理容・美容業 5%

171,628 兵庫県 加東市 セブン－イレブン加東上滝野店 小売業 食料品 2%

171,629 兵庫県 加東市 加東市観光案内所 小売業 その他小売 5%

171,630 兵庫県 加東市 加東自動車教習所 サービス その他サービス 5%

171,631 兵庫県 加東市 セブン－イレブン加東高岡店 小売業 食料品 2%

171,632 兵庫県 加東市 株式会社エルエルシーコンピューター サービス その他サービス 5%

171,633 兵庫県 加東市 株式会社梶原電器 小売業 電化製品 5%

171,634 兵庫県 加東市 株式会社カンベ自動車 サービス その他サービス 5%

171,635 兵庫県 加東市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番滝野社インター店 サービス 飲食業 2%

171,636 兵庫県 加東市 河村自動車 サービス その他サービス 5%

171,637 兵庫県 加東市 株式会社神戸タンス店 小売業 家具・調度品 5%

171,638 兵庫県 加東市 キューまる加東店 サービス その他サービス 5%

171,639 兵庫県 加東市 こまどり 小売業 その他小売 5%

171,640 兵庫県 加東市 サロンドボーテアミ サービス 理容・美容業 5%

171,641 兵庫県 加東市 新神戸ランドリー　上中店 サービス その他サービス 5%

171,642 兵庫県 加東市 新神戸ランドリー　滝野店 サービス その他サービス 5%

171,643 兵庫県 加東市 新神戸ランドリー　社店 サービス その他サービス 5%

171,644 兵庫県 加東市 すし官太 滝野社店 サービス 飲食業 5%

171,645 兵庫県 加東市 ｓｎｏｗｗｈｉｔｅしらゆきひめ　梶原店 サービス 理容・美容業 2%

171,646 兵庫県 加東市 Ｓｎｗｗｈｉｔｅ　しらゆきひめ サービス 理容・美容業 5%

171,647 兵庫県 加東市 ＳｍｉｌｅＫｉｄｓＮｕｒｓｅｒｙＳｃｈｏｏｌ サービス その他サービス 5%

171,648 兵庫県 加東市 ｔｈｒｅｅａｒｒｏｗｓ 小売業 衣料品 5%

171,649 兵庫県 加東市 株式会社セリウ電器 小売業 電化製品 5%

171,650 兵庫県 加東市 滝野インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,651 兵庫県 加東市 滝野給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,652 兵庫県 加東市 滝野バイパス給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,653 兵庫県 加東市 セブン－イレブン中国道社ＰＡ上り店 小売業 食料品 2%

171,654 兵庫県 加東市 株式会社こうせつ・たなか 小売業 その他小売 5%
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171,655 兵庫県 加東市 東条湖おもちゃ王国ショップ サービス その他サービス 5%

171,656 兵庫県 加東市 東条湖グランド赤坂 小売業 その他小売 5%

171,657 兵庫県 加東市 ドール サービス 理容・美容業 5%

171,658 兵庫県 加東市 ドール　ビー サービス その他サービス 5%

171,659 兵庫県 加東市 富勝 サービス 飲食業 5%

171,660 兵庫県 加東市 西山自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

171,661 兵庫県 加東市 日光園 サービス 宿泊業 5%

171,662 兵庫県 加東市 にっぽんばし道楽　滝野店 小売業 その他小売 5%

171,663 兵庫県 加東市 ネオスクエアやしろＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,664 兵庫県 加東市 ネッツトヨタゾナ神戸社店 小売業 その他小売 5%

171,665 兵庫県 加東市 ＮｏｎＫｉＤｏ サービス 飲食業 5%

171,666 兵庫県 加東市 パ－クサイドＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,667 兵庫県 加東市 白開発グループ サービス その他サービス 5%

171,668 兵庫県 加東市 服部石油本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,669 兵庫県 加東市 ぱわーず　井上 小売業 電化製品 5%

171,670 兵庫県 加東市 ぱわーずトミタ・やしろ 小売業 電化製品 5%

171,671 兵庫県 加東市 ぱわーずむらかみ 小売業 電化製品 5%

171,672 兵庫県 加東市 ハンズコテラ　加東店 小売業 その他小売 5%

171,673 兵庫県 加東市 ハンズコテラ加東店 小売業 その他小売 5%

171,674 兵庫県 加東市 ビイ．シャイン　タキノ サービス 理容・美容業 5%

171,675 兵庫県 加東市 ビイ．シャイン　ヤシロ サービス 理容・美容業 5%

171,676 兵庫県 加東市 ひさえ酵素ジューススクール サービス その他サービス 5%

171,677 兵庫県 加東市 兵庫トヨタ自動車小野社店 小売業 その他小売 5%

171,678 兵庫県 加東市 福龍苑 サービス 飲食業 5%

171,679 兵庫県 加東市 藤井デンキ 小売業 電化製品 5%

171,680 兵庫県 加東市 藤原モーターサービス 小売業 その他小売 5%

171,681 兵庫県 加東市 ブライダルサロン寿 小売業 衣料品 5%

171,682 兵庫県 加東市 ヘアークリエーション　ラフィーネ　ヘアークリエーション　ラフィーネ サービス 理容・美容業 5%

171,683 兵庫県 加東市 ヘアードロップ　２号店 サービス 理容・美容業 5%

171,684 兵庫県 加東市 Ｇ・Ｒｏｏｍｓ サービス 理容・美容業 5%

171,685 兵庫県 加東市 ボートレースチケットショップ滝野　２Ｆ受付 サービス その他サービス 5%

171,686 兵庫県 加東市 ホテルグリーンプラザ東条湖 サービス 宿泊業 5%

171,687 兵庫県 加東市 ボンマルシェ社店 小売業 食料品 5%

171,688 兵庫県 加東市 マクドナルド１７５社店 サービス 飲食業 2%

171,689 兵庫県 加東市 マックスフリー商事 小売業 その他小売 5%

171,690 兵庫県 加東市 みさ和　やしろ店 小売業 衣料品 5%

171,691 兵庫県 加東市 森田石材店　滝野店 小売業 家具・調度品 5%

171,692 兵庫県 加東市 モンテゴベイ サービス 飲食業 5%

171,693 兵庫県 加東市 焼肉の牛太加東店 サービス 飲食業 5%

171,694 兵庫県 加東市 焼肉毘沙門 サービス 飲食業 5%

171,695 兵庫県 加東市 社ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,696 兵庫県 加東市 社スポーツレーン サービス その他サービス 5%
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171,697 兵庫県 加東市 セブン－イレブン社町社店 小売業 食料品 2%

171,698 兵庫県 加東市 やしろ電化 小売業 電化製品 5%

171,699 兵庫県 加東市 社人形会館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

171,700 兵庫県 加東市 セブン－イレブン社松尾店 小売業 食料品 2%

171,701 兵庫県 加東市 株式会社ヤマザキ 小売業 その他小売 5%

171,702 兵庫県 加東市 ヤマザキショップ　ミニボートピア滝野店 小売業 食料品 2%

171,703 兵庫県 加東市 吉川ロイヤルゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

171,704 兵庫県 加東市 ラ　プラス　スクレート サービス 理容・美容業 5%

171,705 兵庫県 加東市 料理旅館　滝寺荘 サービス 宿泊業 5%

171,706 兵庫県 神河町 あかまつクリーニング　粟賀店 サービス その他サービス 5%

171,707 兵庫県 神河町 粟賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,708 兵庫県 神河町 出光粟賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,709 兵庫県 神河町 出光峰山口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,710 兵庫県 神河町 かんざき大黒茶屋 サービス 飲食業 5%

171,711 兵庫県 神河町 ＧＬＡＭＩＮＫＡ サービス その他サービス 5%

171,712 兵庫県 神河町 坂元自動車 サービス その他サービス 5%

171,713 兵庫県 神河町 左納オート サービス その他サービス 5%

171,714 兵庫県 神河町 生鮮パワー神埼店 小売業 食料品 5%

171,715 兵庫県 神河町 村営ふれあいＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,716 兵庫県 神河町 寺前楽座　まちの灯り 小売業 その他小売 5%

171,717 兵庫県 神河町 Ｐｌａｃｅ　すぎた 小売業 電化製品 5%

171,718 兵庫県 神河町 らー麺八番 サービス 飲食業 5%

171,719 兵庫県 神河町 Ｒｉｔａ’ サービス 理容・美容業 5%

171,720 兵庫県 上郡町 欧風家庭料理ＦＵＫＵＴＥＩ サービス 飲食業 5%

171,721 兵庫県 上郡町 オートウェーブ　兵庫西 サービス その他サービス 5%

171,722 兵庫県 上郡町 株式会社ミウラギ サービス 運輸業 5%

171,723 兵庫県 上郡町 ｃａｐｅｌｌｉ ｗｏｒｋｓ ＨＩＤＥＴＡＮＩ 山野里店 サービス 理容・美容業 5%

171,724 兵庫県 上郡町 上郡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,725 兵庫県 上郡町 上郡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,726 兵庫県 上郡町 セブン－イレブン上郡竹万店 小売業 食料品 2%

171,727 兵庫県 上郡町 クラフト 小売業 その他小売 5%

171,728 兵庫県 上郡町 クリーニング　ブーケ　上郡店 サービス その他サービス 5%

171,729 兵庫県 上郡町 ゴダイドラッグ上郡南店 小売業 その他小売 5%

171,730 兵庫県 上郡町 ジョイハシモト　上郡店 小売業 衣料品 5%

171,731 兵庫県 上郡町 半田モーターサイクル 小売業 その他小売 5%

171,732 兵庫県 上郡町 Ｐｌａｃｅ　なるみや 小売業 電化製品 5%

171,733 兵庫県 上郡町 ブリランテ高田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,734 兵庫県 上郡町 ボンマルシェ上郡店 小売業 食料品 5%

171,735 兵庫県 上郡町 山本新聞店　事務所 小売業 その他小売 5%

171,736 兵庫県 香美町 味焼肉屋 サービス 飲食業 5%

171,737 兵庫県 香美町 庵月 サービス 宿泊業 5%

171,738 兵庫県 香美町 井上電器店 小売業 電化製品 5%
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171,739 兵庫県 香美町 魚や　はらとく 小売業 食料品 5%

171,740 兵庫県 香美町 お酒のＫａｚｏｕ 小売業 食料品 5%

171,741 兵庫県 香美町 小代モータース 小売業 その他小売 5%

171,742 兵庫県 香美町 おやど　旬香 サービス 宿泊業 5%

171,743 兵庫県 香美町 お宿　ひさ家 サービス 宿泊業 5%

171,744 兵庫県 香美町 温泉のある海鮮宿　ひろや サービス 宿泊業 5%

171,745 兵庫県 香美町 御宿　たつみ サービス 宿泊業 5%

171,746 兵庫県 香美町 カーサービス中村 小売業 その他小売 5%

171,747 兵庫県 香美町 香住 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,748 兵庫県 香美町 香住インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,749 兵庫県 香美町 香住鶴　福寿蔵 小売業 食料品 5%

171,750 兵庫県 香美町 香住港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,751 兵庫県 香美町 かどや新館 サービス 宿泊業 5%

171,752 兵庫県 香美町 かに市場 小売業 食料品 5%

171,753 兵庫県 香美町 カニ工房まるや 催事販売用 小売業 食料品 5%

171,754 兵庫県 香美町 かに八代　　れんが亭 サービス 飲食業 5%

171,755 兵庫県 香美町 かに八代 れんが亭 かに八代 サービス 飲食業 5%

171,756 兵庫県 香美町 かに楽座　甲羅戯 サービス 宿泊業 5%

171,757 兵庫県 香美町 株式会社西村モータース香住営業所 サービス その他サービス 5%

171,758 兵庫県 香美町 かや荘 サービス 宿泊業 5%

171,759 兵庫県 香美町 川戸自動車工業株式会社　香住店 小売業 その他小売 5%

171,760 兵庫県 香美町 キタムラ時計店 小売業 その他小売 5%

171,761 兵庫県 香美町 けやき荘 サービス その他サービス 5%

171,762 兵庫県 香美町 源六 サービス 宿泊業 5%

171,763 兵庫県 香美町 荒神のやどる民宿三宝 サービス 宿泊業 5%

171,764 兵庫県 香美町 神戸新聞香住専売所 小売業 その他小売 5%

171,765 兵庫県 香美町 国民宿舎ファミリーイン今子浦 サービス 宿泊業 5%

171,766 兵庫県 香美町 ゴダイドラッグ香住店 小売業 その他小売 5%

171,767 兵庫県 香美町 ゴダイドラッグ村岡店 小売業 その他小売 5%

171,768 兵庫県 香美町 颯花 サービス 宿泊業 5%

171,769 兵庫県 香美町 さとの風 小売業 食料品 5%

171,770 兵庫県 香美町 ＪＡたじま　香住営農生活センター 小売業 その他小売 5%

171,771 兵庫県 香美町 ＪＡたじま　村岡営農生活センター 小売業 その他小売 5%

171,772 兵庫県 香美町 旬の宿　尾崎屋 サービス 宿泊業 5%

171,773 兵庫県 香美町 白鳩書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

171,774 兵庫県 香美町 スカイバレイスキー場 サービス 運輸業 5%

171,775 兵庫県 香美町 スカイバレイスキー場 サービス その他サービス 2%

171,776 兵庫県 香美町 ＳＫＩ　ＢＯＸ サービス その他サービス 5%

171,777 兵庫県 香美町 Ｓｐｏｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　Ｈｉｓａｙａ　スポーツ　ショップ　ヒサヤ サービス その他サービス 5%

171,778 兵庫県 香美町 田野電機商会 小売業 電化製品 5%

171,779 兵庫県 香美町 てくてく 小売業 衣料品 5%

171,780 兵庫県 香美町 ナガオカデンキ 小売業 電化製品 5%
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171,781 兵庫県 香美町 なごみの香風の宿さだ助 サービス 宿泊業 5%

171,782 兵庫県 香美町 にしたにや サービス 宿泊業 5%

171,783 兵庫県 香美町 波音の宿くろしお サービス 宿泊業 5%

171,784 兵庫県 香美町 ハチ北高原　旅館　わさびや サービス 宿泊業 5%

171,785 兵庫県 香美町 ハチ北高原スキー場　フードサービス　展望レストラン　ハチ北 サービス 飲食業 5%

171,786 兵庫県 香美町 ハチ北高原スキー場　フードサービス　ゲレンデコンビニ　ハチ北 サービス 飲食業 5%

171,787 兵庫県 香美町 ハチ北高原スキー場　フードサービス　クリスタ　ＫＡＺＡＯ サービス 飲食業 5%

171,788 兵庫県 香美町 フクダ電器 小売業 電化製品 5%

171,789 兵庫県 香美町 フレッシュバザール香住パーク店 小売業 食料品 5%

171,790 兵庫県 香美町 ホテル花郷里 サービス 宿泊業 5%

171,791 兵庫県 香美町 丸大 丸大 小売業 その他小売 5%

171,792 兵庫県 香美町 まるみや荘 サービス 宿泊業 5%

171,793 兵庫県 香美町 三七十館 サービス 宿泊業 5%

171,794 兵庫県 香美町 三七十館 サービス 宿泊業 5%

171,795 兵庫県 香美町 ミニフレッシュ香住店 小売業 食料品 5%

171,796 兵庫県 香美町 民宿　旭屋 サービス 宿泊業 5%

171,797 兵庫県 香美町 民宿かどや サービス 宿泊業 5%

171,798 兵庫県 香美町 民宿くらはし サービス 宿泊業 5%

171,799 兵庫県 香美町 民宿なぎさ サービス 宿泊業 5%

171,800 兵庫県 香美町 民宿旅館　ひろや　民宿旅館ひろや サービス 宿泊業 5%

171,801 兵庫県 香美町 村岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,802 兵庫県 香美町 村岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,803 兵庫県 香美町 村岡中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,804 兵庫県 香美町 夕香楼しょう和 サービス 宿泊業 5%

171,805 兵庫県 香美町 有限会社いとうめ 小売業 衣料品 5%

171,806 兵庫県 香美町 にしたにや　海華 サービス 宿泊業 5%

171,807 兵庫県 香美町 湧昇 サービス 宿泊業 5%

171,808 兵庫県 香美町 湯宿　川本屋 サービス 宿泊業 5%

171,809 兵庫県 香美町 リゾートヴィラ　ハチ北 サービス 宿泊業 5%

171,810 兵庫県 香美町 レンタルショップ　ＳＫＩ　ＢＯＸ サービス その他サービス 5%

171,811 兵庫県 香美町 ロッヂ野間 サービス 飲食業 5%

171,812 兵庫県 川西市 Ｒ　Ｋ　ＰＬＵＳ　アステ川西店 小売業 衣料品 5%

171,813 兵庫県 川西市 アイドッグかわにし サービス その他サービス 5%

171,814 兵庫県 川西市 アキツトレーディング 小売業 衣料品 5%

171,815 兵庫県 川西市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｔｒｉｐ兵庫川西 サービス 理容・美容業 5%

171,816 兵庫県 川西市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｅｔｒａ川西 サービス 理容・美容業 5%

171,817 兵庫県 川西市 アトリエパリ 小売業 食料品 5%

171,818 兵庫県 川西市 あみや　川西店 サービス 飲食業 5%

171,819 兵庫県 川西市 アミ洋菓子 サービス その他サービス 5%

171,820 兵庫県 川西市 出光コティ川西南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,821 兵庫県 川西市 出光篠山インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,822 兵庫県 川西市 イバラキヤ　川西店 小売業 衣料品 5%
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171,823 兵庫県 川西市 インテリアふじ 小売業 家具・調度品 5%

171,824 兵庫県 川西市 ｗｅｄｇｅ サービス その他サービス 5%

171,825 兵庫県 川西市 ａｕショップ　川西 小売業 電化製品 5%

171,826 兵庫県 川西市 エコー電器　大和店 小売業 電化製品 5%

171,827 兵庫県 川西市 エコー電器　多田店 小売業 電化製品 5%

171,828 兵庫県 川西市 エムワイシーティー　ｃａｎｄｙえんとつ町店 サービス 飲食業 5%

171,829 兵庫県 川西市 ｓｔｙｌｉｓｔＹｏｓｈｉｍｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

171,830 兵庫県 川西市 エルム薬局川西店 小売業 その他小売 5%

171,831 兵庫県 川西市 大西電気本店 小売業 電化製品 5%

171,832 兵庫県 川西市 大西電気緑ケ丘店 小売業 電化製品 5%

171,833 兵庫県 川西市 大野輪業社 小売業 その他小売 5%

171,834 兵庫県 川西市 おクスリのつるや　アステ店 小売業 その他小売 5%

171,835 兵庫県 川西市 おだがみ電器川西店 小売業 電化製品 5%

171,836 兵庫県 川西市 音羽鮨　川西出前センター サービス 飲食業 5%

171,837 兵庫県 川西市 音羽鮨　多田出前センター サービス 飲食業 5%

171,838 兵庫県 川西市 Ｈｏｎｅｓｔ 小売業 その他小売 5%

171,839 兵庫県 川西市 合同会社みかげ サービス その他サービス 5%

171,840 兵庫県 川西市 お墓と終活のみかげ 小売業 その他小売 5%

171,841 兵庫県 川西市 オルトグラフ サービス その他サービス 5%

171,842 兵庫県 川西市 温家 サービス 飲食業 5%

171,843 兵庫県 川西市 ｃｏｗｓｌｉｐｈａｉｒｃｌｉｎｉｃ サービス 理容・美容業 5%

171,844 兵庫県 川西市 かごの屋川西多田店 サービス 飲食業 5%

171,845 兵庫県 川西市 カットプラザホソミ サービス 理容・美容業 5%

171,846 兵庫県 川西市 割烹音羽　多田別館 サービス 飲食業 5%

171,847 兵庫県 川西市 かなみ社会保険労務士事務所 サービス その他サービス 5%

171,848 兵庫県 川西市 珈乃香　本店 サービス 飲食業 5%

171,849 兵庫県 川西市 株式会社オーエフティー 小売業 その他小売 5%

171,850 兵庫県 川西市 株式会社西尾　川西店 小売業 衣料品 5%

171,851 兵庫県 川西市 カラーズギャラリー　カラーズ　ギャラリー サービス 理容・美容業 5%

171,852 兵庫県 川西市 カラオケＺＥＲＯ４　川西能勢口店 サービス その他サービス 5%

171,853 兵庫県 川西市 カレーハウスココ壱番屋　阪急川西能勢口駅店 サービス 飲食業 2%

171,854 兵庫県 川西市 河合塾マナビス川西校 サービス その他サービス 2%

171,855 兵庫県 川西市 河合塾マナビス多田駅前校 サービス その他サービス 2%

171,856 兵庫県 川西市 川西池田いぬとねこの病院 サービス その他サービス 5%

171,857 兵庫県 川西市 川西営業所 小売業 その他小売 5%

171,858 兵庫県 川西市 セブン－イレブン川西久代１丁目店 小売業 食料品 2%

171,859 兵庫県 川西市 セブン－イレブン川西下加茂１丁目店 小売業 食料品 2%

171,860 兵庫県 川西市 セブン－イレブン川西鼓滝駅前店 小売業 食料品 2%

171,861 兵庫県 川西市 セブン－イレブン川西能勢口駅前店 小売業 食料品 2%

171,862 兵庫県 川西市 セブン－イレブン川西東畦野３丁目店 小売業 食料品 2%

171,863 兵庫県 川西市 セブン－イレブン川西東畦野２丁目店 小売業 食料品 2%

171,864 兵庫県 川西市 セブン－イレブン川西矢問３丁目店 小売業 食料品 2%
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171,865 兵庫県 川西市 気になるカフェ　Ｃｏｃｏｒｏ サービス 飲食業 5%

171,866 兵庫県 川西市 ｃｕｒｉｏｕｓ【キュリアス】 サービス 理容・美容業 5%

171,867 兵庫県 川西市 業務スーパー川西下加茂店 小売業 食料品 2%

171,868 兵庫県 川西市 ｇｒａｎｄ　ｍｕｌｅ サービス 理容・美容業 5%

171,869 兵庫県 川西市 黒毛和牛炭火焼肉　炭小屋 サービス 飲食業 5%

171,870 兵庫県 川西市 ｃｏｃｏｔ サービス 理容・美容業 5%

171,871 兵庫県 川西市 小坂電気商会 小売業 電化製品 5%

171,872 兵庫県 川西市 ｃｏｍ　ｐａｓｓｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

171,873 兵庫県 川西市 ｓａｙｕｒｉｍａｔｓｕｓｈｉｔａｆｅｌｔｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

171,874 兵庫県 川西市 ＳＡＲＡＪＵ　川西店 サービス 理容・美容業 5%

171,875 兵庫県 川西市 三田屋本店川西萩原台 サービス 飲食業 5%

171,876 兵庫県 川西市 ＣＨＮ 小売業 家具・調度品 5%

171,877 兵庫県 川西市 Ｃｆａｒｍ　川西店 サービス 飲食業 5%

171,878 兵庫県 川西市 繁 サービス 理容・美容業 5%

171,879 兵庫県 川西市 シャレード 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,880 兵庫県 川西市 じゃんぼ總本店　イオンタウン川西店 サービス 飲食業 5%

171,881 兵庫県 川西市 スマイルタクシー サービス 運輸業 5%

171,882 兵庫県 川西市 ＺＵＭＤＥＳＩＧＮ サービス その他サービス 5%

171,883 兵庫県 川西市 スリー・ディーズ　〔催事〕 小売業 衣料品 5%

171,884 兵庫県 川西市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　アステ川西 サービス その他サービス 5%

171,885 兵庫県 川西市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　水明台 サービス その他サービス 5%

171,886 兵庫県 川西市 ＳＥＩＹＯＳＨＡ　清和台 サービス その他サービス 5%

171,887 兵庫県 川西市 清和台動物病院 サービス その他サービス 5%

171,888 兵庫県 川西市 ＳＯＺＯ サービス その他サービス 5%

171,889 兵庫県 川西市 ダイコクドラッグモザイクボックス川西店 小売業 その他小売 5%

171,890 兵庫県 川西市 第二協立病院売店 小売業 その他小売 5%

171,891 兵庫県 川西市 多田ハイグリーン ゴルフ サービス その他サービス 5%

171,892 兵庫県 川西市 辰己電機商会　多田店 小売業 電化製品 5%

171,893 兵庫県 川西市 辰己電機商会多田店 小売業 電化製品 5%

171,894 兵庫県 川西市 タナカタクシー サービス 運輸業 5%

171,895 兵庫県 川西市 たびプラザ川西 サービス その他サービス 5%

171,896 兵庫県 川西市 テクニカルショップスギモト サービス 運輸業 5%

171,897 兵庫県 川西市 テニスラウンジ川西 サービス その他サービス 5%

171,898 兵庫県 川西市 Ｄｏ－ｐｌａｎｎｉｎｇ　ｃｌｕｂ サービス その他サービス 5%

171,899 兵庫県 川西市 ＤＤセルフネオス川西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

171,900 兵庫県 川西市 ドコモショップ　川西多田店 小売業 電化製品 5%

171,901 兵庫県 川西市 ドコモショップ　川西多田店 小売業 電化製品 5%

171,902 兵庫県 川西市 ドコモショップ　宝塚 小売業 電化製品 5%

171,903 兵庫県 川西市 ドッグサロンファミリア サービス その他サービス 5%

171,904 兵庫県 川西市 ＴＲＥＡＴ【トリート】 サービス 理容・美容業 5%

171,905 兵庫県 川西市 鳥処　福笑 サービス 飲食業 5%

171,906 兵庫県 川西市 とれとれ屋　多田店 サービス 飲食業 5%
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171,907 兵庫県 川西市 中平タクシー サービス 運輸業 5%

171,908 兵庫県 川西市 名代の肉十八屋 小売業 食料品 5%

171,909 兵庫県 川西市 ＮＡＲＵＫＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

171,910 兵庫県 川西市 ＮＡＲＵＫＩ　ＮＡＲＵＫＩ 小売業 その他小売 5%

171,911 兵庫県 川西市 鳴門鯛焼本舗　阪急川西能勢口店　西口 サービス 飲食業 5%

171,912 兵庫県 川西市 西日本タイヤ 小売業 その他小売 5%

171,913 兵庫県 川西市 にしね電化 小売業 電化製品 5%

171,914 兵庫県 川西市 布内オート 小売業 その他小売 5%

171,915 兵庫県 川西市 ネッツトヨタゾナ神戸川西店 小売業 その他小売 5%

171,916 兵庫県 川西市 ＢＡＲＢＥＲいこい サービス 理容・美容業 5%

171,917 兵庫県 川西市 バイクショップ　おおすみ 小売業 その他小売 5%

171,918 兵庫県 川西市 ｐｉｎｅｔｒｅｅ サービス 理容・美容業 5%

171,919 兵庫県 川西市 ＨＡＵＳ サービス 理容・美容業 5%

171,920 兵庫県 川西市 ハッピー川西 小売業 その他小売 5%

171,921 兵庫県 川西市 ＨＯＮＥＹ　ＤＥＷ【ハニーデュウ】 サービス 理容・美容業 5%

171,922 兵庫県 川西市 はる丼丸川西さかえ店 サービス 飲食業 5%

171,923 兵庫県 川西市 ｂａｌｕ ｂａｌｕ サービス 理容・美容業 5%

171,924 兵庫県 川西市 Ｂａｒ　ＷｉｚｚＺ サービス 飲食業 5%

171,925 兵庫県 川西市 Ｂｅ　Ｈａｐｐｙ　Ｂｅ　ＨＡＰＰＹ サービス 理容・美容業 5%

171,926 兵庫県 川西市 ＶＩＶＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

171,927 兵庫県 川西市 ｂｉｆｉｎｏ　ｉｒｉｓ サービス 理容・美容業 5%

171,928 兵庫県 川西市 ｂｉｆｉｎｏ　Ｉｒｉｓ サービス 理容・美容業 5%

171,929 兵庫県 川西市 ｂｉｆｉｎｏ　ｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

171,930 兵庫県 川西市 兵庫トヨタ自動車川西店 小売業 その他小売 5%

171,931 兵庫県 川西市 美容室　フェイス サービス 理容・美容業 5%

171,932 兵庫県 川西市 美容室　リンウッド サービス 理容・美容業 5%

171,933 兵庫県 川西市 ふぁみぐりあ サービス 飲食業 5%

171,934 兵庫県 川西市 ｆｕｎｂｏｏｔｈ 小売業 衣料品 5%

171,935 兵庫県 川西市 ＢＯＯＫＳ＋コトバノイエ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

171,936 兵庫県 川西市 フードネットマート　山下店 小売業 食料品 5%

171,937 兵庫県 川西市 芙蓉プロモーション 小売業 その他小売 5%

171,938 兵庫県 川西市 フラワースタジオルーク 小売業 その他小売 5%

171,939 兵庫県 川西市 Ｆｒｅｅｚ　川西店 サービス 理容・美容業 5%

171,940 兵庫県 川西市 ＦＲＩＳＥＵＲ川西店 サービス 理容・美容業 5%

171,941 兵庫県 川西市 プリントランドアステ川西店 小売業 電化製品 5%

171,942 兵庫県 川西市 フルーツファーム果楽土 小売業 食料品 5%

171,943 兵庫県 川西市 古川電器商会 小売業 電化製品 5%

171,944 兵庫県 川西市 古川電器商会 小売業 電化製品 5%

171,945 兵庫県 川西市 フレッシュストアー丸忠 小売業 食料品 5%

171,946 兵庫県 川西市 プロショップシゲサキ 小売業 その他小売 5%

171,947 兵庫県 川西市 Ｈａｉｒ ｓ Ｂｅａｕｔｙ Ｌ２ サービス 理容・美容業 5%

171,948 兵庫県 川西市 ｈａｉｒ　ｓ　Ｃａｐｅｌｉｔｏ サービス 理容・美容業 5%
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171,949 兵庫県 川西市 Ｈａｉｒ’ｓ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｌ２ サービス 理容・美容業 5%

171,950 兵庫県 川西市 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＲＵＣＡ サービス 理容・美容業 5%

171,951 兵庫県 川西市 ヘアスタジオエンジェル サービス 理容・美容業 5%

171,952 兵庫県 川西市 ヘアーブティック　アラン サービス 理容・美容業 5%

171,953 兵庫県 川西市 ベスト資材川西店 小売業 家具・調度品 5%

171,954 兵庫県 川西市 ＰＥＴＡＬＥ 小売業 衣料品 5%

171,955 兵庫県 川西市 ＰＥＴＡＬＥ　ＰＥＴＡＬＥ サービス 飲食業 5%

171,956 兵庫県 川西市 ベリタス病院売店 小売業 その他小売 5%

171,957 兵庫県 川西市 マクドナルド１７３川西店 サービス 飲食業 2%

171,958 兵庫県 川西市 マクドナルド川西加茂店 サービス 飲食業 2%

171,959 兵庫県 川西市 マクドナルド川西多田店 サービス 飲食業 2%

171,960 兵庫県 川西市 松井酒販株式会社 サービス 飲食業 5%

171,961 兵庫県 川西市 マナベインテリアハーツ　川西店 小売業 家具・調度品 5%

171,962 兵庫県 川西市 マノン動物病院 サービス その他サービス 5%

171,963 兵庫県 川西市 まるかんの店大阪駅前ビル店 小売業 その他小売 5%

171,964 兵庫県 川西市 マルミヤ電化サービス 小売業 電化製品 5%

171,965 兵庫県 川西市 マルミヤデンカ日生店 小売業 電化製品 5%

171,966 兵庫県 川西市 水野屋 サービス その他サービス 5%

171,967 兵庫県 川西市 みつおか行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

171,968 兵庫県 川西市 株式会社ミツワ 小売業 その他小売 5%

171,969 兵庫県 川西市 緑のマーケット川西本店 小売業 その他小売 5%

171,970 兵庫県 川西市 ｐｕｒｒ（南制作所） 小売業 衣料品 5%

171,971 兵庫県 川西市 宮本純 サービス その他サービス 5%

171,972 兵庫県 川西市 夢限舎 小売業 食料品 5%

171,973 兵庫県 川西市 むらかみ肩腰整体院 サービス 理容・美容業 5%

171,974 兵庫県 川西市 メガネのアマガン アステ川西店 小売業 その他小売 5%

171,975 兵庫県 川西市 （株）タスト サービス その他サービス 5%

171,976 兵庫県 川西市 メガネ本舗　川西加茂店 小売業 その他小売 5%

171,977 兵庫県 川西市 メガネ本舗キセラ川西店 小売業 その他小売 5%

171,978 兵庫県 川西市 森井真史 サービス その他サービス 5%

171,979 兵庫県 川西市 Ｍｏｌｔｏ Ｂｕｏｎｏ モルト ボーノ 川西西多田店 サービス 飲食業 5%

171,980 兵庫県 川西市 焼肉でん　川西店 サービス 飲食業 5%

171,981 兵庫県 川西市 ヤノラジオ清和台店 小売業 電化製品 5%

171,982 兵庫県 川西市 ゆい美容室川西店 サービス 理容・美容業 5%

171,983 兵庫県 川西市 ＪＭ／有限会社ニシタニ 小売業 その他小売 5%

171,984 兵庫県 川西市 有限会社　福本鈑金 サービス その他サービス 5%

171,985 兵庫県 川西市 有限会社ヤノラジオ 小売業 電化製品 5%

171,986 兵庫県 川西市 ユザワヤ　アステ川西店 小売業 その他小売 5%

171,987 兵庫県 川西市 ゆめのや　川西店 サービス 飲食業 5%

171,988 兵庫県 川西市 ヨシダ電化 小売業 電化製品 5%

171,989 兵庫県 川西市 ライフクリーナー　イズミヤ多田 サービス その他サービス 5%

171,990 兵庫県 川西市 ライフクリーナー　うえやま サービス その他サービス 5%
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171,991 兵庫県 川西市 ライフクリーナー　向陽台 サービス その他サービス 5%

171,992 兵庫県 川西市 ライフクリーナー　うねの店 サービス その他サービス 5%

171,993 兵庫県 川西市 ライフクリーナー　イズミヤ多田店 サービス その他サービス 5%

171,994 兵庫県 川西市 ライフクリーナー　西友川西店 サービス その他サービス 5%

171,995 兵庫県 川西市 ラセーラ　能勢口 サービス その他サービス 5%

171,996 兵庫県 川西市 ラセーラ　東畦野 サービス その他サービス 5%

171,997 兵庫県 川西市 ラセーラ　平野 サービス その他サービス 5%

171,998 兵庫県 川西市 りさいくるしょっぷＭＯＭＯ 小売業 その他小売 5%

171,999 兵庫県 川西市 リラクゼーションサロンＢｏｄｙＣａｒｅたると サービス 理容・美容業 5%

172,000 兵庫県 川西市 Ｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

172,001 兵庫県 川西市 レストラン・カリヨン サービス 飲食業 5%

172,002 兵庫県 川西市 Ｌｏｕｓｉｅ サービス 理容・美容業 5%

172,003 兵庫県 神戸市 アイアイサービス サービス 運輸業 5%

172,004 兵庫県 神戸市 アイエスト生田ロード店 サービス 理容・美容業 5%

172,005 兵庫県 神戸市 アイエスト三宮駅前店 サービス 理容・美容業 5%

172,006 兵庫県 神戸市 愛燦燦 サービス 飲食業 5%

172,007 兵庫県 神戸市 ＩＴＣ神戸インドアテニス＆フィットネス サービス その他サービス 5%

172,008 兵庫県 神戸市 アイラッシュスタジオ　シュシュ サービス 理容・美容業 5%

172,009 兵庫県 神戸市 ｉｓｌｅ 小売業 衣料品 5%

172,010 兵庫県 神戸市 ＯＵＴＬＥＴＵＷ神戸三宮店 小売業 衣料品 5%

172,011 兵庫県 神戸市 アウロラ 小売業 衣料品 5%

172,012 兵庫県 神戸市 アウロラ　２ 小売業 衣料品 5%

172,013 兵庫県 神戸市 ＡＯ 小売業 その他小売 5%

172,014 兵庫県 神戸市 青いとり神戸店 サービス その他サービス 5%

172,015 兵庫県 神戸市 アオイビン＆ブルービー サービス 飲食業 5%

172,016 兵庫県 神戸市 ａｒｃｈｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

172,017 兵庫県 神戸市 明石海峡大橋開発 サービス 飲食業 5%

172,018 兵庫県 神戸市 秋葉台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,019 兵庫県 神戸市 秋吉　兵庫駅前店 サービス 飲食業 5%

172,020 兵庫県 神戸市 あきよし建築工房 サービス その他サービス 5%

172,021 兵庫県 神戸市 Ａｑｕａ新長田 サービス その他サービス 5%

172,022 兵庫県 神戸市 ア－ク住宅設備 サービス その他サービス 5%

172,023 兵庫県 神戸市 アークフラワースタジオ 小売業 その他小売 5%

172,024 兵庫県 神戸市 アグロガーデン神戸スィートデコレーション 小売業 家具・調度品 5%

172,025 兵庫県 神戸市 あげは　トアロード店 サービス 飲食業 5%

172,026 兵庫県 神戸市 あげは　トアロード店 サービス 飲食業 5%

172,027 兵庫県 神戸市 Ａｇｅｒａｔｕｍ サービス 理容・美容業 5%

172,028 兵庫県 神戸市 アサヒ屋　二宮店 小売業 その他小売 5%

172,029 兵庫県 神戸市 アサヒ屋　兵庫店 小売業 その他小売 5%

172,030 兵庫県 神戸市 麻布テーラー神戸 小売業 衣料品 5%

172,031 兵庫県 神戸市 明日葉 サービス 理容・美容業 5%

172,032 兵庫県 神戸市 Ｈ．Ｒ．Ｍ． 小売業 衣料品 5%
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172,033 兵庫県 神戸市 アッシュアールエム　催事 小売業 衣料品 5%

172,034 兵庫県 神戸市 アットワンＪＲ三宮店 サービス その他サービス 5%

172,035 兵庫県 神戸市 アップル眼鏡工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,036 兵庫県 神戸市 ＡＤＥＳＳＯ 小売業 衣料品 5%

172,037 兵庫県 神戸市 ＡＤＥＳＳＯ 小売業 衣料品 5%

172,038 兵庫県 神戸市 アトリエ　ライム サービス 理容・美容業 5%

172,039 兵庫県 神戸市 アトリエカントリーハート 小売業 その他小売 5%

172,040 兵庫県 神戸市 アトリエマニュアルレイバー 小売業 衣料品 5%

172,041 兵庫県 神戸市 ＡＮＡＴＯＭＩＣＡ神戸店 小売業 衣料品 5%

172,042 兵庫県 神戸市 ＡＮＩＭＡ　ｍｏｄｅｒｎｉｔａｌｉａｎｒｅｓｔａｕｒａｎｔ サービス 飲食業 5%

172,043 兵庫県 神戸市 アニモ動物病院 サービス その他サービス 5%

172,044 兵庫県 神戸市 アビット三ノ宮店 小売業 その他小売 5%

172,045 兵庫県 神戸市 ＡＦＦＥＣＴＩＯＮＥＲＹ サービス 理容・美容業 5%

172,046 兵庫県 神戸市 あぶり焼き　ＴＯＳＨＩ サービス 飲食業 5%

172,047 兵庫県 神戸市 あみだ堂　まんだらや佛具店 小売業 家具・調度品 5%

172,048 兵庫県 神戸市 アラカンパーニュ　三宮店 サービス 飲食業 5%

172,049 兵庫県 神戸市 アラカンパーニュトアロード店 サービス 飲食業 5%

172,050 兵庫県 神戸市 Ａｌｉｃｅ サービス 飲食業 5%

172,051 兵庫県 神戸市 アリスネット 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

172,052 兵庫県 神戸市 有馬御苑 サービス 宿泊業 5%

172,053 兵庫県 神戸市 有馬グランドホテル　売店１ サービス 宿泊業 5%

172,054 兵庫県 神戸市 有馬グランドホテル　花のれん サービス 宿泊業 5%

172,055 兵庫県 神戸市 有馬グランドホテル　フィオーレ華苑 サービス 飲食業 5%

172,056 兵庫県 神戸市 有馬グランドホテル　フロント１ サービス 宿泊業 5%

172,057 兵庫県 神戸市 有馬グランドホテル　フロント２ サービス 宿泊業 5%

172,058 兵庫県 神戸市 有馬グランドホテル　ラウンジ サービス 飲食業 5%

172,059 兵庫県 神戸市 有馬グランドホテル　和楽 サービス 飲食業 5%

172,060 兵庫県 神戸市 有馬グランドホテルバー サービス 宿泊業 5%

172,061 兵庫県 神戸市 有馬山叢　御所別墅 サービス 宿泊業 5%

172,062 兵庫県 神戸市 有馬十八番 サービス 飲食業 5%

172,063 兵庫県 神戸市 アルカ池田緑丘薬局 小売業 その他小売 5%

172,064 兵庫県 神戸市 アールジー 小売業 衣料品 5%

172,065 兵庫県 神戸市 アルバータ　アルバータ　神戸トアロード店 サービス 飲食業 5%

172,066 兵庫県 神戸市 ＡＬＥＧＲＩＡ サービス 飲食業 5%

172,067 兵庫県 神戸市 アレスウェルネス 小売業 衣料品 5%

172,068 兵庫県 神戸市 アロマファイン サービス その他サービス 5%

172,069 兵庫県 神戸市 アンヴィゴ・プラス サービス 理容・美容業 5%

172,070 兵庫県 神戸市 ＥＮＣＵＥＩＬ サービス 飲食業 5%

172,071 兵庫県 神戸市 ＆Ｇ　神戸元町店 小売業 衣料品 5%

172,072 兵庫県 神戸市 ＆Ｇ 小売業 衣料品 5%

172,073 兵庫県 神戸市 Ａｎｇｅｌｕｓ 小売業 衣料品 5%

172,074 兵庫県 神戸市 ＡＮＪＥＬＩＣＡ　岡本店 小売業 衣料品 5%
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172,075 兵庫県 神戸市 ＡＮＺ　ＫＯＢＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,076 兵庫県 神戸市 ＵｎｄｅｒｇｒｏｕｎｄＧａｌｌｅｒｙ サービス 飲食業 5%

172,077 兵庫県 神戸市 Ａｎｔｉｑｕｅ　ｂｉｓ サービス 理容・美容業 5%

172,078 兵庫県 神戸市 アンド・エム サービス その他サービス 5%

172,079 兵庫県 神戸市 アントス　ベルスト鈴蘭台店 小売業 その他小売 5%

172,080 兵庫県 神戸市 アンプーファム 小売業 衣料品 5%

172,081 兵庫県 神戸市 アンプーファム　元町店 小売業 衣料品 5%

172,082 兵庫県 神戸市 いかりや サービス 飲食業 5%

172,083 兵庫県 神戸市 いくら家　丼　伊川谷店 サービス 飲食業 5%

172,084 兵庫県 神戸市 居酒屋ごん太　垂水店 サービス 飲食業 5%

172,085 兵庫県 神戸市 １３６ｉｓｍ サービス 理容・美容業 5%

172,086 兵庫県 神戸市 石臼挽そば　弦 サービス 飲食業 5%

172,087 兵庫県 神戸市 石上サービス サービス その他サービス 5%

172,088 兵庫県 神戸市 石橋楽器店　神戸三宮店 小売業 その他小売 5%

172,089 兵庫県 神戸市 いしん庵 サービス その他サービス 5%

172,090 兵庫県 神戸市 ｅａｓｅ　ｈａｉｒピフレ　新長田店 サービス 理容・美容業 5%

172,091 兵庫県 神戸市 磯のがってん寿司神戸菊水店 サービス 飲食業 5%

172,092 兵庫県 神戸市 ＩＳＯＬＡ＋ 小売業 衣料品 5%

172,093 兵庫県 神戸市 板文　ベルタ六甲アイランド店 小売業 家具・調度品 5%

172,094 兵庫県 神戸市 板宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,095 兵庫県 神戸市 一夜一夜 サービス 飲食業 5%

172,096 兵庫県 神戸市 一石家 サービス 飲食業 5%

172,097 兵庫県 神戸市 石庵　三宮店 サービス 飲食業 5%

172,098 兵庫県 神戸市 ＩＰＰＯＴＥＩ サービス 飲食業 5%

172,099 兵庫県 神戸市 伊藤ファッションサービス株式会社 小売業 衣料品 5%

172,100 兵庫県 神戸市 井上モータース サービス その他サービス 5%

172,101 兵庫県 神戸市 ｙｖｅｓ サービス 理容・美容業 5%

172,102 兵庫県 神戸市 イフティアート 小売業 衣料品 5%

172,103 兵庫県 神戸市 ｉｋｈｔｉａｒｔ　サンプラザ店 小売業 衣料品 5%

172,104 兵庫県 神戸市 いりえのほとり 小売業 その他小売 5%

172,105 兵庫県 神戸市 衣料の美容室 サービス その他サービス 5%

172,106 兵庫県 神戸市 イル・アルティスタ サービス 飲食業 5%

172,107 兵庫県 神戸市 ＩＬＣＨＩＢＲＡＩＮＹＯＧＡ　神戸新長田 サービス その他サービス 5%

172,108 兵庫県 神戸市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ　御影 サービス その他サービス 5%

172,109 兵庫県 神戸市 ＩＬＣＨＩＢＲＡＩＮＹＯＧＡ六甲道教室 サービス その他サービス 5%

172,110 兵庫県 神戸市 囲炉裏焼き大正ろまんまりも亭 サービス 飲食業 5%

172,111 兵庫県 神戸市 岩本自動車 サービス その他サービス 5%

172,112 兵庫県 神戸市 インド料理店　ラジャ サービス 飲食業 5%

172,113 兵庫県 神戸市 インポートブティック　ＤＡＮ 小売業 衣料品 5%

172,114 兵庫県 神戸市 ＶＩＶＯＡ サービス 理容・美容業 5%

172,115 兵庫県 神戸市 ヴィクトリー・スペック サービス その他サービス 5%

172,116 兵庫県 神戸市 ヴィクトリア 小売業 衣料品 5%
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172,117 兵庫県 神戸市 ウイング店 小売業 衣料品 5%

172,118 兵庫県 神戸市 ウエストオートサービス株式会社 サービス その他サービス 5%

172,119 兵庫県 神戸市 ウエストオートサービス株式会社 サービス その他サービス 5%

172,120 兵庫県 神戸市 魚心　三宮店 サービス 飲食業 5%

172,121 兵庫県 神戸市 うさぎレンタカー サービス その他サービス 5%

172,122 兵庫県 神戸市 宇佐美ＥｎｅＪｅｔ六甲 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,123 兵庫県 神戸市 Ｕｔｓｕｂｏ　Ｓｔｏｃｋ　神戸店 小売業 衣料品 5%

172,124 兵庫県 神戸市 うみねこ軒 小売業 食料品 5%

172,125 兵庫県 神戸市 ｖｏｕｌｅｚ　ｖｏｕｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,126 兵庫県 神戸市 ｖｏｕｌｅｚ　ｖｏｕｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,127 兵庫県 神戸市 エーアイディー神戸店 小売業 家具・調度品 5%

172,128 兵庫県 神戸市 英國屋　有瀬店 サービス その他サービス 5%

172,129 兵庫県 神戸市 英國屋　藤原台店 サービス その他サービス 5%

172,130 兵庫県 神戸市 英國屋　桃山台店 サービス その他サービス 5%

172,131 兵庫県 神戸市 ＨＲＳ サービス その他サービス 2%

172,132 兵庫県 神戸市 ＨＧ　神戸店 小売業 衣料品 5%

172,133 兵庫県 神戸市 ａｕショップ　伊川谷 小売業 電化製品 5%

172,134 兵庫県 神戸市 ａｕショップ　垂水 小売業 電化製品 5%

172,135 兵庫県 神戸市 エクステリアデザイン神戸 小売業 その他小売 5%

172,136 兵庫県 神戸市 エサ光 小売業 その他小売 5%

172,137 兵庫県 神戸市 ＳＪ　ＫＯＢＥ 小売業 食料品 5%

172,138 兵庫県 神戸市 えすぽツーリスト サービス その他サービス 5%

172,139 兵庫県 神戸市 えすぽツーリスト垂水営業所 サービス その他サービス 5%

172,140 兵庫県 神戸市 えすぽツーリストレバンテ垂水営業所 サービス その他サービス 5%

172,141 兵庫県 神戸市 えすぽツーリスト六甲道営業所 サービス その他サービス 5%

172,142 兵庫県 神戸市 えすぽツ－リスト垂水 サービス その他サービス 5%

172,143 兵庫県 神戸市 えすぽツーリストレバンテ垂水 サービス その他サービス 5%

172,144 兵庫県 神戸市 えすぽツ－リスト六甲道 サービス その他サービス 5%

172,145 兵庫県 神戸市 エトワール 小売業 食料品 5%

172,146 兵庫県 神戸市 エナジーパーク西神南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,147 兵庫県 神戸市 Ｎａ＋Ｈ 小売業 衣料品 5%

172,148 兵庫県 神戸市 ＥｎｅＪｅｔ学園西町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,149 兵庫県 神戸市 ＥｎｅＪｅｔ枦谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,150 兵庫県 神戸市 ＥｎｅＪｅｔ平野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,151 兵庫県 神戸市 ＥｎｅＪｅｔ舞子坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,152 兵庫県 神戸市 エフ・ビー・シー 小売業 家具・調度品 5%

172,153 兵庫県 神戸市 ＦＬＳパーティハウス　神戸星和台店 小売業 衣料品 5%

172,154 兵庫県 神戸市 Ｍ　ｓｔｙｌｅ　さんちか店 小売業 衣料品 5%

172,155 兵庫県 神戸市 エメフィール　神戸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,156 兵庫県 神戸市 ａｉｍｅｒ　ｆｅｅｌ　三宮センター街店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,157 兵庫県 神戸市 エメフィールｂｙソックコウベ 小売業 衣料品 5%

172,158 兵庫県 神戸市 ａｕショップ　名谷 小売業 電化製品 5%
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172,159 兵庫県 神戸市 エルザ動物病院　北神戸 サービス その他サービス 5%

172,160 兵庫県 神戸市 エルサンク サービス その他サービス 5%

172,161 兵庫県 神戸市 ＥｌｐｈＧｒａｎｏｌａ サービス 飲食業 5%

172,162 兵庫県 神戸市 エルベート神戸ポートピアホテル店 小売業 衣料品 5%

172,163 兵庫県 神戸市 エレガンス美容室 サービス 理容・美容業 5%

172,164 兵庫県 神戸市 エンジェル・ハンド サービス その他サービス 5%

172,165 兵庫県 神戸市 エンジョイスペース　ギルド 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

172,166 兵庫県 神戸市 エンドレス サービス その他サービス 5%

172,167 兵庫県 神戸市 エンヌ　さんちか店 小売業 その他小売 5%

172,168 兵庫県 神戸市 扇株式会社 サービス 運輸業 5%

172,169 兵庫県 神戸市 扇観光株式会社 サービス 運輸業 5%

172,170 兵庫県 神戸市 扇タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

172,171 兵庫県 神戸市 大蔵谷ＩＣＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,172 兵庫県 神戸市 大倉山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,173 兵庫県 神戸市 太田家本店 小売業 食料品 5%

172,174 兵庫県 神戸市 大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,175 兵庫県 神戸市 ＬＦＯｘＪＥＴＳＰＥＥＤＥＲ サービス 理容・美容業 5%

172,176 兵庫県 神戸市 大林モータース サービス その他サービス 5%

172,177 兵庫県 神戸市 大原山公園テニススクール サービス その他サービス 5%

172,178 兵庫県 神戸市 丘の上のビアレストラン サービス 飲食業 5%

172,179 兵庫県 神戸市 丘の上のビアレストラン サービス 飲食業 5%

172,180 兵庫県 神戸市 岡場笑店 サービス 飲食業 5%

172,181 兵庫県 神戸市 岡防水工業 サービス その他サービス 5%

172,182 兵庫県 神戸市 おかもと サービス 飲食業 5%

172,183 兵庫県 神戸市 岡本クリ－ニング サービス その他サービス 5%

172,184 兵庫県 神戸市 岡本タイヤ販売　ＲＤ魚崎 小売業 その他小売 5%

172,185 兵庫県 神戸市 奥村モータース株式会社　本社工場 小売業 その他小売 5%

172,186 兵庫県 神戸市 お好み焼はここやねん伊川谷店 サービス 飲食業 5%

172,187 兵庫県 神戸市 押部谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,188 兵庫県 神戸市 オステリア・ダ・ボスチーノ サービス 飲食業 5%

172,189 兵庫県 神戸市 Ｏｈａｎａ．はり灸院 サービス 理容・美容業 5%

172,190 兵庫県 神戸市 オフィス・ジガー サービス その他サービス 5%

172,191 兵庫県 神戸市 オマール三宮店 サービス 飲食業 5%

172,192 兵庫県 神戸市 オマール住吉店 サービス 飲食業 5%

172,193 兵庫県 神戸市 Ｏｌｉｏ　Ｃｉｔｙ　神戸阪急店 小売業 家具・調度品 5%

172,194 兵庫県 神戸市 オリーブ動物病院 サービス その他サービス 5%

172,195 兵庫県 神戸市 ＯＲＺＯ　神戸店 小売業 衣料品 5%

172,196 兵庫県 神戸市 ＯＲＺＯ　神戸店　１Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,197 兵庫県 神戸市 音楽工房ピアノサロン サービス その他サービス 5%

172,198 兵庫県 神戸市 オンタリオ　ペット　クリニック サービス その他サービス 5%

172,199 兵庫県 神戸市 カーコンビニ倶楽部　コスモ伊川谷店 サービス その他サービス 5%

172,200 兵庫県 神戸市 海神社の写真館　スタジオＧＲＡＣＥ サービス その他サービス 5%
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172,201 兵庫県 神戸市 ＫＡＧＡＭＩ 小売業 その他小売 5%

172,202 兵庫県 神戸市 学園南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,203 兵庫県 神戸市 カクテン屋 小売業 衣料品 5%

172,204 兵庫県 神戸市 家具のまさえもん 小売業 家具・調度品 5%

172,205 兵庫県 神戸市 カクレミノ家神戸元町店 小売業 その他小売 5%

172,206 兵庫県 神戸市 カーコンビニ倶楽部長尾店 サービス その他サービス 5%

172,207 兵庫県 神戸市 カサベライン神戸 サービス 宿泊業 5%

172,208 兵庫県 神戸市 カザマランドセル　神戸ショールーム 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,209 兵庫県 神戸市 風見鶏本舗　北野坂店 小売業 家具・調度品 5%

172,210 兵庫県 神戸市 風見鶏本舗　５号店 小売業 家具・調度品 5%

172,211 兵庫県 神戸市 風見鶏本舗１号店 小売業 家具・調度品 5%

172,212 兵庫県 神戸市 風見鶏本舗２号店 小売業 家具・調度品 5%

172,213 兵庫県 神戸市 カシミヤカシミヤ神戸元町 小売業 衣料品 5%

172,214 兵庫県 神戸市 家事リフォーム サービス その他サービス 5%

172,215 兵庫県 神戸市 春日野道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,216 兵庫県 神戸市 ＧＵＴ’Ｓ 小売業 衣料品 5%

172,217 兵庫県 神戸市 ガッツ 小売業 衣料品 5%

172,218 兵庫県 神戸市 カットクラブ　ＪＪ サービス 理容・美容業 5%

172,219 兵庫県 神戸市 カットスタジオＷＡＫＡＭＩＹＡ　伊川谷店 サービス 理容・美容業 5%

172,220 兵庫県 神戸市 カットスタジオＷＡＫＡＭＩＹＡ　新長田店 サービス 理容・美容業 5%

172,221 兵庫県 神戸市 カットスタジオＷＡＫＡＭＩＹＡ　本多聞店 サービス 理容・美容業 5%

172,222 兵庫県 神戸市 割烹道下 サービス 飲食業 5%

172,223 兵庫県 神戸市 角の坊 サービス 宿泊業 5%

172,224 兵庫県 神戸市 ガーネットゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

172,225 兵庫県 神戸市 Ｃａｆｅ　＆　Ｂａｒ　Ｃａｎｄｙ サービス 飲食業 5%

172,226 兵庫県 神戸市 Ｃａｆｅｂａｒ－Ｆｉｎｅ サービス 飲食業 5%

172,227 兵庫県 神戸市 株式会社ナカムラ　レンタカー新神戸 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,228 兵庫県 神戸市 株式会社ヴィンテック サービス その他サービス 5%

172,229 兵庫県 神戸市 株式会社エイト玉津 小売業 その他小売 5%

172,230 兵庫県 神戸市 株式会社Ｎスタイル サービス その他サービス 5%

172,231 兵庫県 神戸市 株式会社オートセイリョウ 小売業 その他小売 5%

172,232 兵庫県 神戸市 株式会社オートセイリョウ　学院前店 小売業 その他小売 5%

172,233 兵庫県 神戸市 株式会社クワムラ電機商会 小売業 電化製品 5%

172,234 兵庫県 神戸市 株式会社国際トラベル 三ノ宮営業所 サービス その他サービス 5%

172,235 兵庫県 神戸市 株式会社全国観光　本社営業所 サービス その他サービス 5%

172,236 兵庫県 神戸市 株式会社ハヤマホーム 小売業 その他小売 5%

172,237 兵庫県 神戸市 株式会社ハリミツ　イオン藤原台店 サービス その他サービス 5%

172,238 兵庫県 神戸市 株式会社ハリミツ　ダイエーグルメシティポートアイランド店 サービス その他サービス 5%

172,239 兵庫県 神戸市 株式会社ハリミツ　ダイエー西神中央店 サービス その他サービス 5%

172,240 兵庫県 神戸市 株式会社ハリミツ　ダイエー舞子店 サービス その他サービス 5%

172,241 兵庫県 神戸市 株式会社マハナリフォ－ム サービス その他サービス 5%

172,242 兵庫県 神戸市 株式会社水田種苗園　神戸岩岡店 小売業 家具・調度品 5%
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172,243 兵庫県 神戸市 合同会社メディケア サービス その他サービス 5%

172,244 兵庫県 神戸市 着せ替え万華鏡、ガラスの雫☆かぷり～す☆ 小売業 衣料品 5%

172,245 兵庫県 神戸市 上大坊 サービス 宿泊業 5%

172,246 兵庫県 神戸市 かみよし動物病院 サービス その他サービス 5%

172,247 兵庫県 神戸市 カメラのナニワ　神戸元町店 小売業 電化製品 5%

172,248 兵庫県 神戸市 カメラのナニワ　プリントランド三宮店 小売業 電化製品 5%

172,249 兵庫県 神戸市 ＫＡＹＡＫＩ　タビ福 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,250 兵庫県 神戸市 ガラージュ　ジュリア 小売業 その他小売 5%

172,251 兵庫県 神戸市 ガラシャ　神戸店 サービス 理容・美容業 5%

172,252 兵庫県 神戸市 カラダファクトリー　神戸三宮店 サービス その他サービス 5%

172,253 兵庫県 神戸市 カラダファクトリー　神戸元町店 サービス その他サービス 5%

172,254 兵庫県 神戸市 カラダファクトリー　フォレスタ六甲店 サービス その他サービス 5%

172,255 兵庫県 神戸市 カラダファクトリー　デュオこうべ店 サービス その他サービス 5%

172,256 兵庫県 神戸市 ガリュウホンポ 小売業 衣料品 5%

172,257 兵庫県 神戸市 ＧＡＲＮＩＥＲ 小売業 食料品 5%

172,258 兵庫県 神戸市 ガレリーア・レティーロ・デ・オ サービス 宿泊業 5%

172,259 兵庫県 神戸市 ガレリーア　レティーロ　デ　オーロ 小売業 家具・調度品 5%

172,260 兵庫県 神戸市 カワキ屋クリーニング　山幹岡本店 サービス その他サービス 5%

172,261 兵庫県 神戸市 カワキ屋クリーニング　六甲アイランド店 サービス その他サービス 5%

172,262 兵庫県 神戸市 革研究所神戸店 サービス その他サービス 5%

172,263 兵庫県 神戸市 カワチドライクリーニング サービス その他サービス 5%

172,264 兵庫県 神戸市 川ｂａｒ サービス 飲食業 5%

172,265 兵庫県 神戸市 韓国家庭料理チャギヤ サービス 飲食業 5%

172,266 兵庫県 神戸市 韓国家庭料理　あんじゃあんじゃ サービス 飲食業 5%

172,267 兵庫県 神戸市 関西ホ－ムサ－ビス サービス その他サービス 5%

172,268 兵庫県 神戸市 ＫＡＮＤＡ　神戸北 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,269 兵庫県 神戸市 ＫＡＮＤＡ　須磨パティオ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,270 兵庫県 神戸市 神出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,271 兵庫県 神戸市 漢方芍薬堂 小売業 その他小売 5%

172,272 兵庫県 神戸市 漢方の桜井薬品 小売業 その他小売 5%

172,273 兵庫県 神戸市 ｋｉｏ 小売業 衣料品 5%

172,274 兵庫県 神戸市 ＫＩＫＵＹＡ音像館　伊川谷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

172,275 兵庫県 神戸市 北大久保ＳＳ　藤田産業 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,276 兵庫県 神戸市 北上ホテル サービス 宿泊業 5%

172,277 兵庫県 神戸市 キッチン志摩 サービス 飲食業 5%

172,278 兵庫県 神戸市 Ｋｉｄｏｙａ　Ｖｉｏｌｉｎ　工房 小売業 その他小売 5%

172,279 兵庫県 神戸市 木の暮らし神戸店 小売業 家具・調度品 5%

172,280 兵庫県 神戸市 キノヤ 小売業 その他小売 5%

172,281 兵庫県 神戸市 キノヤ 小売業 その他小売 5%

172,282 兵庫県 神戸市 ＫｅｅＰｒｅＰＲＯＳＨＯＰ明舞 小売業 その他小売 5%

172,283 兵庫県 神戸市 ＫｅｙＰｏｉｎｔ　垂水店 小売業 衣料品 5%

172,284 兵庫県 神戸市 キミ・ロイヤル　板宿店 サービス 理容・美容業 5%
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172,285 兵庫県 神戸市 キミ・ロイヤル　甲南店 サービス 理容・美容業 5%

172,286 兵庫県 神戸市 キミ・ロイヤル　東山店 サービス 理容・美容業 5%

172,287 兵庫県 神戸市 キミ・ロイヤル　本店 サービス 理容・美容業 5%

172,288 兵庫県 神戸市 ＫＩＭＵＲＡ－ＧＲＩＴ サービス その他サービス 2%

172,289 兵庫県 神戸市 きもの工房　一休 小売業 衣料品 5%

172,290 兵庫県 神戸市 着物びっくり屋 小売業 衣料品 5%

172,291 兵庫県 神戸市 ＣＡＭＥＬ　ＤＩＮＥＲ　三宮店 サービス 飲食業 5%

172,292 兵庫県 神戸市 ギャラリーアイ　六甲道店 小売業 衣料品 5%

172,293 兵庫県 神戸市 ギャラリー壺屋 小売業 家具・調度品 5%

172,294 兵庫県 神戸市 キャンディポケット　元町店 小売業 その他小売 5%

172,295 兵庫県 神戸市 キャンディモア　岡本店 サービス 理容・美容業 5%

172,296 兵庫県 神戸市 キャンディモア　三ノ宮東口店 サービス 理容・美容業 5%

172,297 兵庫県 神戸市 キャンドル　ナッツ 小売業 その他小売 5%

172,298 兵庫県 神戸市 牛とろ サービス 飲食業 5%

172,299 兵庫県 神戸市 Ｑｓｉｃ 小売業 その他小売 5%

172,300 兵庫県 神戸市 ｑ．ｂ．ｃ　プラス 小売業 衣料品 5%

172,301 兵庫県 神戸市 餃子ノ酒場おおえす　メトロこうべ サービス 飲食業 5%

172,302 兵庫県 神戸市 京都さがの館　神戸三宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,303 兵庫県 神戸市 キヨヤ肉店 キヨヤニクミセ 小売業 食料品 5%

172,304 兵庫県 神戸市 切味乃家 小売業 その他小売 5%

172,305 兵庫県 神戸市 欽山 サービス 宿泊業 5%

172,306 兵庫県 神戸市 銀水荘別館　兆楽 サービス 宿泊業 5%

172,307 兵庫県 神戸市 ｉｌＱｕａｄｒｉｆｏｇｌｉｏ 小売業 衣料品 5%

172,308 兵庫県 神戸市 Ｑｕｅｅｎｓｃａｒｅ サービス その他サービス 5%

172,309 兵庫県 神戸市 ＱＵＥＥＱＵＥＧ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

172,310 兵庫県 神戸市 クインクラシコ 小売業 衣料品 5%

172,311 兵庫県 神戸市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ神戸垂水店 小売業 その他小売 5%

172,312 兵庫県 神戸市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ神戸東灘店 小売業 その他小売 5%

172,313 兵庫県 神戸市 串かつ　でんがな　三ノ宮店 サービス 飲食業 5%

172,314 兵庫県 神戸市 串かつ　樹 サービス 飲食業 5%

172,315 兵庫県 神戸市 串かつおおえす　三宮 サービス 飲食業 5%

172,316 兵庫県 神戸市 串カツとワイン　海山 サービス 飲食業 5%

172,317 兵庫県 神戸市 クツナ無線株式会社 小売業 電化製品 5%

172,318 兵庫県 神戸市 グラデーション サービス 理容・美容業 5%

172,319 兵庫県 神戸市 ＣＲＡＦＴ　ＯＦ　ＨＡＩＲ　ａｌ サービス 理容・美容業 5%

172,320 兵庫県 神戸市 グラモウディーズ岡本本店 サービス 飲食業 5%

172,321 兵庫県 神戸市 ＧＲＡＮＤ　ＳＵＲ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

172,322 兵庫県 神戸市 グランシュール　カフェ サービス 飲食業 5%

172,323 兵庫県 神戸市 クリーニング　アルファ　板宿店 サービス その他サービス 5%

172,324 兵庫県 神戸市 クリーニング　アルファ　北鈴蘭台店 サービス その他サービス 5%

172,325 兵庫県 神戸市 クリーニング　アルファ　白川台店 サービス その他サービス 5%

172,326 兵庫県 神戸市 クリーニング　アルファ　新神戸店 サービス その他サービス 5%
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172,327 兵庫県 神戸市 クリーニング　アルファ　新在家店 サービス その他サービス 5%

172,328 兵庫県 神戸市 クリーニング　アルファ　鈴蘭台東店 サービス その他サービス 5%

172,329 兵庫県 神戸市 クリーニング　アルファ　須磨店 サービス その他サービス 5%

172,330 兵庫県 神戸市 クリーニング　アルファ　鷹取店 サービス その他サービス 5%

172,331 兵庫県 神戸市 クリーニング　アルファ　長田北店 サービス その他サービス 5%

172,332 兵庫県 神戸市 クリーニング　アルファ　長田店 サービス その他サービス 5%

172,333 兵庫県 神戸市 クリーニング　アルファ　西鈴蘭台店 サービス その他サービス 5%

172,334 兵庫県 神戸市 クリーニング　アルファ　兵庫支店 サービス その他サービス 5%

172,335 兵庫県 神戸市 クリーニング　アルファ　福田店 サービス その他サービス 5%

172,336 兵庫県 神戸市 クリーニング　アルファ　御影店 サービス その他サービス 5%

172,337 兵庫県 神戸市 クリーニング　アルファ　本山南店 サービス その他サービス 5%

172,338 兵庫県 神戸市 クリーニング　アルファ　山手店 サービス その他サービス 5%

172,339 兵庫県 神戸市 クリーニング　アルファ　六甲店 サービス その他サービス 5%

172,340 兵庫県 神戸市 クリーニング　レック　霞ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

172,341 兵庫県 神戸市 クリーニングレック　コープ新多聞店 サービス その他サービス 5%

172,342 兵庫県 神戸市 クリーニングレック　コープ神陵台店 サービス その他サービス 5%

172,343 兵庫県 神戸市 クリーニングレック　コープ西神店 サービス その他サービス 5%

172,344 兵庫県 神戸市 クリーニングレック　コープ西神南店 サービス その他サービス 5%

172,345 兵庫県 神戸市 クリーニングレック　コープ垂水店 サービス その他サービス 5%

172,346 兵庫県 神戸市 クリーニングレック　コープディズ神戸西店 サービス その他サービス 5%

172,347 兵庫県 神戸市 クリーニングレック　コープ名谷店 サービス その他サービス 5%

172,348 兵庫県 神戸市 クリーニング　レック　三宮店 サービス その他サービス 5%

172,349 兵庫県 神戸市 クリーニング　レック　月見山店 サービス その他サービス 5%

172,350 兵庫県 神戸市 クリーニング　レック　布引店 サービス その他サービス 5%

172,351 兵庫県 神戸市 クリーニング　レック　阪急六甲店 サービス その他サービス 5%

172,352 兵庫県 神戸市 クリーニング　レック　ビエラ明舞店 サービス その他サービス 5%

172,353 兵庫県 神戸市 クリーニング　レック　山本通店 サービス その他サービス 5%

172,354 兵庫県 神戸市 ｃｒｅａｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

172,355 兵庫県 神戸市 クリップ サービス 理容・美容業 5%

172,356 兵庫県 神戸市 クリップ　アンドオアー サービス 理容・美容業 5%

172,357 兵庫県 神戸市 クリップ　エミュー サービス 理容・美容業 5%

172,358 兵庫県 神戸市 クリップ　エルム サービス 理容・美容業 5%

172,359 兵庫県 神戸市 クリップ　コージー サービス 理容・美容業 5%

172,360 兵庫県 神戸市 クリップ　シエテ サービス 理容・美容業 5%

172,361 兵庫県 神戸市 クリップ　ポートアイランド サービス 理容・美容業 5%

172,362 兵庫県 神戸市 グリルバールｍｉｔｓｕ サービス 飲食業 5%

172,363 兵庫県 神戸市 グリルバールＭＩＴＳＵ　元町 サービス 飲食業 5%

172,364 兵庫県 神戸市 グレースフジミ　神戸北町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,365 兵庫県 神戸市 ＣＬＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

172,366 兵庫県 神戸市 ｑｕａｔｒｏ 小売業 衣料品 5%

172,367 兵庫県 神戸市 群愛飯店　本店 サービス 飲食業 5%

172,368 兵庫県 神戸市 群愛飯店　本店 サービス 飲食業 5%
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172,369 兵庫県 神戸市 ケイ・ウノ神戸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,370 兵庫県 神戸市 ケイアンドエムヘアーズ サービス 理容・美容業 5%

172,371 兵庫県 神戸市 有限会社ケイズプロ 小売業 その他小売 5%

172,372 兵庫県 神戸市 ケーニヒスクローネ　さんちか店 小売業 食料品 5%

172,373 兵庫県 神戸市 ケーニヒスクローネ　Ｄ＆Ｄ店 小売業 食料品 5%

172,374 兵庫県 神戸市 ケーニヒスクローネ　阪急御影店 小売業 食料品 5%

172,375 兵庫県 神戸市 ケーニヒスクローネ　阪急六甲店 小売業 食料品 5%

172,376 兵庫県 神戸市 ケーニヒスクローネ　御影本店 小売業 食料品 5%

172,377 兵庫県 神戸市 Ｋ’ｓ　ｂｉｃｙｃｌｅ 小売業 その他小売 5%

172,378 兵庫県 神戸市 月光園 サービス 宿泊業 5%

172,379 兵庫県 神戸市 月光園　游月山荘 サービス 宿泊業 5%

172,380 兵庫県 神戸市 ケーニヒスクローネ　くまポチ邸 小売業 食料品 5%

172,381 兵庫県 神戸市 ケーニヒスクローネ　コレクション 小売業 食料品 5%

172,382 兵庫県 神戸市 ケーニヒスクローネ　手づくりスイーツ館 小売業 食料品 5%

172,383 兵庫県 神戸市 ケーニヒスクローネ　ポチの家 小売業 食料品 5%

172,384 兵庫県 神戸市 ケーニヒスクローネザ・ダンケコレクション 小売業 食料品 5%

172,385 兵庫県 神戸市 ケルセン神戸直営店 小売業 家具・調度品 5%

172,386 兵庫県 神戸市 ＫＯＡ　ＨＡＩＲ　ＲＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

172,387 兵庫県 神戸市 ＪＭ／恋花 サービス 飲食業 5%

172,388 兵庫県 神戸市 合同会社　林　建築 サービス その他サービス 5%

172,389 兵庫県 神戸市 甲南カードック サービス その他サービス 5%

172,390 兵庫県 神戸市 神戸　極楽堂 小売業 家具・調度品 5%

172,391 兵庫県 神戸市 コウベ　マリ 小売業 衣料品 5%

172,392 兵庫県 神戸市 神戸　元町サントス サービス 飲食業 5%

172,393 兵庫県 神戸市 ｋｏｂｅＩＮＫ物語ｂｙＮＡＧＡＳＡＷＡ 小売業 その他小売 5%

172,394 兵庫県 神戸市 神戸きもの学院 小売業 衣料品 5%

172,395 兵庫県 神戸市 神戸牛串焼ホルモン大長今 サービス 飲食業 5%

172,396 兵庫県 神戸市 神戸牛三宮焼肉大長今　北野坂店 サービス 飲食業 5%

172,397 兵庫県 神戸市 神戸牛炭式焼肉大長今天空生田ロー サービス 飲食業 5%

172,398 兵庫県 神戸市 神戸クアハウス サービス その他サービス 5%

172,399 兵庫県 神戸市 神戸珈琲物語　板宿喫茶 サービス 飲食業 5%

172,400 兵庫県 神戸市 神戸珈琲物語　板宿店 小売業 食料品 5%

172,401 兵庫県 神戸市 神戸珈琲物語　上池田本店 サービス 飲食業 5%

172,402 兵庫県 神戸市 神戸珈琲物語　さんちか店〔喫茶〕 サービス 飲食業 5%

172,403 兵庫県 神戸市 神戸珈琲物語　さんちか店〔小売〕 小売業 食料品 5%

172,404 兵庫県 神戸市 神戸珈琲物語　三宮センター街店 小売業 食料品 5%

172,405 兵庫県 神戸市 神戸珈琲物語　鈴蘭台店 サービス 飲食業 5%

172,406 兵庫県 神戸市 神戸珈琲物語　垂水店 小売業 食料品 5%

172,407 兵庫県 神戸市 神戸珈琲物語　名谷店 サービス 飲食業 5%

172,408 兵庫県 神戸市 神戸三宮ユニオンホテル サービス 宿泊業 5%

172,409 兵庫県 神戸市 神戸シティガーデンズホテル サービス 宿泊業 5%

172,410 兵庫県 神戸市 神戸市役所前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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172,411 兵庫県 神戸市 神戸自立学習研究会 サービス その他サービス 5%

172,412 兵庫県 神戸市 神戸心理療法センター サービス その他サービス 5%

172,413 兵庫県 神戸市 神戸住吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,414 兵庫県 神戸市 神戸セントラル動物病院 サービス その他サービス 5%

172,415 兵庫県 神戸市 神戸大進　三宮一丁目店 小売業 衣料品 5%

172,416 兵庫県 神戸市 神戸タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

172,417 兵庫県 神戸市 神戸店 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,418 兵庫県 神戸市 神戸堂 小売業 衣料品 5%

172,419 兵庫県 神戸市 神戸どうぶつ王国 サービス その他サービス 5%

172,420 兵庫県 神戸市 神戸長田カーライフステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,421 兵庫県 神戸市 神戸西カーライフステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,422 兵庫県 神戸市 神戸西補聴器 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,423 兵庫県 神戸市 ＫＯＢＥバイクショップＯＲＢ 小売業 その他小売 5%

172,424 兵庫県 神戸市 神戸萩原珈琲店　１２７番地 サービス 飲食業 5%

172,425 兵庫県 神戸市 神戸平野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,426 兵庫県 神戸市 神戸フォークランド 小売業 衣料品 5%

172,427 兵庫県 神戸市 神戸プラザ・ホテル サービス 宿泊業 5%

172,428 兵庫県 神戸市 神戸プラス工具 小売業 家具・調度品 5%

172,429 兵庫県 神戸市 神戸ボウリング倶楽部 小売業 その他小売 5%

172,430 兵庫県 神戸市 ＫＯＢＥ　ＭＥＮＳ　ＳＥＬＥＣＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,431 兵庫県 神戸市 神戸元町別館牡丹園 サービス 飲食業 5%

172,432 兵庫県 神戸市 神戸養蜂場 小売業 食料品 5%

172,433 兵庫県 神戸市 神戸養蜂場　カフェ サービス 飲食業 5%

172,434 兵庫県 神戸市 ＣＯＴＥＲＩＥ 小売業 衣料品 5%

172,435 兵庫県 神戸市 ＧＯＬＤ　ＤＵＳＴ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

172,436 兵庫県 神戸市 こがね板宿店 小売業 食料品 5%

172,437 兵庫県 神戸市 こがね新開地本店 小売業 食料品 5%

172,438 兵庫県 神戸市 こがね住吉店 小売業 食料品 5%

172,439 兵庫県 神戸市 国際トラベル三宮営業所 サービス その他サービス 5%

172,440 兵庫県 神戸市 〔個人〕中垣ｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

172,441 兵庫県 神戸市 Ｃｏｓｔｕｍｅ　Ｓａｌｏｎ　まや サービス その他サービス 5%

172,442 兵庫県 神戸市 コスモオート サービス その他サービス 5%

172,443 兵庫県 神戸市 古泉閣 サービス 宿泊業 5%

172,444 兵庫県 神戸市 食事もできる　ショットバー　こたん サービス 飲食業 5%

172,445 兵庫県 神戸市 東風庵 サービス 飲食業 5%

172,446 兵庫県 神戸市 ごちそう村　大蔵谷店 サービス 飲食業 5%

172,447 兵庫県 神戸市 ごちそう村　学園南店 サービス 飲食業 5%

172,448 兵庫県 神戸市 ごちそう村　神戸有野店 サービス 飲食業 5%

172,449 兵庫県 神戸市 こどもプラザ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

172,450 兵庫県 神戸市 こどもメガネ専門店　ノイエ・キッズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,451 兵庫県 神戸市 コバルト 小売業 食料品 5%

172,452 兵庫県 神戸市 ｃｏ－ｆｕｑｕｅ　ｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%
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172,453 兵庫県 神戸市 呉服の駒屋　元町店 小売業 衣料品 5%

172,454 兵庫県 神戸市 コポ　神戸元町店 小売業 衣料品 5%

172,455 兵庫県 神戸市 コポ　デュオ神戸店 小売業 衣料品 5%

172,456 兵庫県 神戸市 駒栄町配送センター 小売業 その他小売 2%

172,457 兵庫県 神戸市 Ｇｏｌｄｅｎ　Ｂｅｌｌｓ　英語教室 サービス その他サービス 5%

172,458 兵庫県 神戸市 ゴルフギア　サージ　アウトレット館 小売業 その他小売 5%

172,459 兵庫県 神戸市 ゴルフギア　サージ　アウトレット館 小売業 その他小売 5%

172,460 兵庫県 神戸市 ゴルフギアサージ　尼崎店 小売業 その他小売 5%

172,461 兵庫県 神戸市 ゴルフギアサージ　宝塚店 小売業 その他小売 5%

172,462 兵庫県 神戸市 ゴルフギアサージ　西神戸店 小売業 その他小売 5%

172,463 兵庫県 神戸市 ゴルフギアサージ　西神戸店　マービス 小売業 その他小売 5%

172,464 兵庫県 神戸市 ゴルフギアサージ　西宮店 小売業 その他小売 5%

172,465 兵庫県 神戸市 ゴルフギアサージ　三木店 小売業 その他小売 5%

172,466 兵庫県 神戸市 ゴルフギアサージ　名谷店 小売業 その他小売 5%

172,467 兵庫県 神戸市 ゴルフギアサージ　名谷店 小売業 その他小売 5%

172,468 兵庫県 神戸市 ごん太　東店 サービス 飲食業 5%

172,469 兵庫県 神戸市 ごん太　本店 サービス 飲食業 5%

172,470 兵庫県 神戸市 ゴンチャロフ製菓 小売業 食料品 5%

172,471 兵庫県 神戸市 ＴＨＥ　ＦＡＩＴＨ　旧居留地店 サービス 理容・美容業 5%

172,472 兵庫県 神戸市 ＴＨＥＥ　ＴＲＩＯ 小売業 衣料品 5%

172,473 兵庫県 神戸市 彩 サービス 飲食業 5%

172,474 兵庫県 神戸市 ｃｙｃｌｅｓｈｏｐ　Ｍ’ｓｆａｃｔｏｒｙ 小売業 その他小売 5%

172,475 兵庫県 神戸市 済生会兵庫県病院売店 小売業 その他小売 5%

172,476 兵庫県 神戸市 ＳＡＯＲＩ　神戸 小売業 その他小売 5%

172,477 兵庫県 神戸市 酒井タクシー サービス 運輸業 5%

172,478 兵庫県 神戸市 堺正元刃物店　本店 小売業 その他小売 5%

172,479 兵庫県 神戸市 肴　大富 サービス 飲食業 5%

172,480 兵庫県 神戸市 肴と盃　はまけん サービス 飲食業 5%

172,481 兵庫県 神戸市 坂本保険事務所 小売業 その他小売 5%

172,482 兵庫県 神戸市 Ｓａｃｒａ サービス 理容・美容業 5%

172,483 兵庫県 神戸市 ｓａｋｕｒａ　ｔｅｓｓｅｎ サービス 理容・美容業 5%

172,484 兵庫県 神戸市 Ｓａｋｕｒａ　Ｓｔｙｌｅ 小売業 衣料品 5%

172,485 兵庫県 神戸市 酒匠米匠なら 酒匠米匠 奈良酒店 小売業 食料品 5%

172,486 兵庫県 神戸市 ＳＡＴＵＲＤＡＹＳ　ＮＹＣ 小売業 衣料品 5%

172,487 兵庫県 神戸市 ＳＥＡＲＣＨ 小売業 衣料品 5%

172,488 兵庫県 神戸市 ＳＥＡＲＣＨ＋３０ 小売業 衣料品 5%

172,489 兵庫県 神戸市 サーティーファイブ 小売業 衣料品 5%

172,490 兵庫県 神戸市 佐藤紙店　佐藤紙店 小売業 その他小売 5%

172,491 兵庫県 神戸市 サトー・トップビジネスマシン株式会社 小売業 家具・調度品 5%

172,492 兵庫県 神戸市 ｔｈｅ　＋ＣＡＳＡ　神戸北野坂店 小売業 家具・調度品 5%

172,493 兵庫県 神戸市 ザ・ヘヴン 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,494 兵庫県 神戸市 ザ・ペニーワイズ神戸 小売業 家具・調度品 5%
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172,495 兵庫県 神戸市 さむらい　北野坂店 サービス 飲食業 5%

172,496 兵庫県 神戸市 サロン　ド　コトブキ 小売業 衣料品 5%

172,497 兵庫県 神戸市 サロンドジェイズ サービス 飲食業 5%

172,498 兵庫県 神戸市 ＪＭ／サロンドシャルム サービス 理容・美容業 5%

172,499 兵庫県 神戸市 ３Ｑｅｅ．ｃｏｍ 小売業 その他小売 5%

172,500 兵庫県 神戸市 ３Ｑｅｅ．ｃｏｍ　１号店 小売業 その他小売 5%

172,501 兵庫県 神戸市 Ｓｔ．Ａｇａｔａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,502 兵庫県 神戸市 ｓｕｎｔａｒｏ サービス 理容・美容業 5%

172,503 兵庫県 神戸市 さんちかゴンチャロフショップ 小売業 食料品 5%

172,504 兵庫県 神戸市 三宮オイル株式会社配送部 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,505 兵庫県 神戸市 三洋航空サービス　三ノ宮営業所 サービス その他サービス 5%

172,506 兵庫県 神戸市 三洋航空サービス　六甲道営業所 サービス その他サービス 5%

172,507 兵庫県 神戸市 三洋航空サービス　六甲道営業所 サービス その他サービス 5%

172,508 兵庫県 神戸市 三洋航空サービス三宮営業所 サービス その他サービス 5%

172,509 兵庫県 神戸市 三洋航空サービス　新長田営業所 サービス その他サービス 5%

172,510 兵庫県 神戸市 さんろくぼう サービス 飲食業 5%

172,511 兵庫県 神戸市 三和 小売業 衣料品 5%

172,512 兵庫県 神戸市 ＳＡＮＷＡ　ｂｙ　ＣＯＳＨ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,513 兵庫県 神戸市 シ・カシミヤ 小売業 衣料品 5%

172,514 兵庫県 神戸市 ＧＬＰ神戸西Ⅱ売店 小売業 食料品 5%

172,515 兵庫県 神戸市 ＳＨＡＲＥＷＯＯＤＳ 小売業 家具・調度品 5%

172,516 兵庫県 神戸市 ＪＲ西日本レンタカー＆リース株式会社　摩耶駅駐輪場 サービス 運輸業 5%

172,517 兵庫県 神戸市 ジェームス山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,518 兵庫県 神戸市 ジェ―ムス山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,519 兵庫県 神戸市 塩塚食堂 サービス 飲食業 5%

172,520 兵庫県 神戸市 志賀 サービス 飲食業 5%

172,521 兵庫県 神戸市 シーサイドホテル舞子ビラ神戸 サービス 宿泊業 5%

172,522 兵庫県 神戸市 シサム工房　神戸岡本店 小売業 家具・調度品 5%

172,523 兵庫県 神戸市 刺繍．ｃｏｍ サービス その他サービス 5%

172,524 兵庫県 神戸市 七宮エスエス 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,525 兵庫県 神戸市 ＣＨＩＣ　ＮＯＵＶＥ サービス 理容・美容業 5%

172,526 兵庫県 神戸市 柴田静楽堂 小売業 家具・調度品 5%

172,527 兵庫県 神戸市 Ｇフェスタ 小売業 衣料品 5%

172,528 兵庫県 神戸市 株式会社しもかわ サービス 飲食業 5%

172,529 兵庫県 神戸市 車検のコバック　北神三田店 サービス その他サービス 5%

172,530 兵庫県 神戸市 写真箱星陵台店 サービス その他サービス 5%

172,531 兵庫県 神戸市 ジャストカーテン　神戸ＨＤＣ店 小売業 家具・調度品 5%

172,532 兵庫県 神戸市 ジャストカーテン　神戸北店 小売業 家具・調度品 5%

172,533 兵庫県 神戸市 ジャストカーテン　神戸垂水店 小売業 家具・調度品 5%

172,534 兵庫県 神戸市 ＪＯＵＲＮＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　神戸店 小売業 衣料品 5%

172,535 兵庫県 神戸市 ＪＯＵＲＮＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　神戸店 小売業 衣料品 5%

172,536 兵庫県 神戸市 シャルトルズ サービス 理容・美容業 5%
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172,537 兵庫県 神戸市 じゃんぱら　神戸店 小売業 電化製品 5%

172,538 兵庫県 神戸市 じゃんぱら　三宮センター街店 小売業 電化製品 5%

172,539 兵庫県 神戸市 じゃんぱら　三宮店 小売業 電化製品 5%

172,540 兵庫県 神戸市 収穫祭　三宮店 サービス 飲食業 5%

172,541 兵庫県 神戸市 シューギャラリー　三宮店 小売業 衣料品 5%

172,542 兵庫県 神戸市 ジュエリーカンダ　セリオ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,543 兵庫県 神戸市 ジュエリーＨＡＲＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,544 兵庫県 神戸市 手芸センタードリーム　舞多聞店 小売業 その他小売 5%

172,545 兵庫県 神戸市 手芸センタードリーム　六甲店 小売業 その他小売 5%

172,546 兵庫県 神戸市 手芸センタードリーム　大久保インター店 小売業 その他小売 5%

172,547 兵庫県 神戸市 シューズショップ　ＴＡＰＳ 小売業 衣料品 5%

172,548 兵庫県 神戸市 ジュネ サービス その他サービス 5%

172,549 兵庫県 神戸市 ＳＰＵＲ サービス 理容・美容業 5%

172,550 兵庫県 神戸市 シュール　アイ　ラッシュ サービス 理容・美容業 5%

172,551 兵庫県 神戸市 シュール　カトゥル サービス 理容・美容業 5%

172,552 兵庫県 神戸市 シュール　カトゥル サービス 理容・美容業 5%

172,553 兵庫県 神戸市 ＳＵＲＣＩＮＱ サービス 理容・美容業 5%

172,554 兵庫県 神戸市 シュール・ドゥ サービス 理容・美容業 5%

172,555 兵庫県 神戸市 ＳＵＲ　ＨＡＩＲ　ＰＲＯＤＵＣＥ サービス 理容・美容業 5%

172,556 兵庫県 神戸市 旬菜　和彩美 サービス 飲食業 5%

172,557 兵庫県 神戸市 旬味　永いし サービス 飲食業 5%

172,558 兵庫県 神戸市 昌園 サービス 飲食業 5%

172,559 兵庫県 神戸市 小燕京 サービス 飲食業 5%

172,560 兵庫県 神戸市 商事部 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,561 兵庫県 神戸市 ショコラティエ　ヤスヒロセノ　コウベ 小売業 食料品 5%

172,562 兵庫県 神戸市 ジョルオーネ サービス 飲食業 5%

172,563 兵庫県 神戸市 白川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,564 兵庫県 神戸市 寝具御誂専門店ＩＷＡＴＡ神戸 小売業 家具・調度品 5%

172,565 兵庫県 神戸市 新港交通 サービス 運輸業 5%

172,566 兵庫県 神戸市 神港フラワーセンター 小売業 その他小売 5%

172,567 兵庫県 神戸市 心心 サービス その他サービス 5%

172,568 兵庫県 神戸市 ジーンズジェオ　神戸北店 小売業 衣料品 5%

172,569 兵庫県 神戸市 ジーンズショップ　ミヤキタ 小売業 衣料品 5%

172,570 兵庫県 神戸市 進藤クリーニング サービス その他サービス 5%

172,571 兵庫県 神戸市 シンフォニーナガノ 小売業 食料品 5%

172,572 兵庫県 神戸市 シンフォニーナガノ　岡本店 小売業 食料品 5%

172,573 兵庫県 神戸市 シンフォニーナガノ　摂津本山店 小売業 食料品 5%

172,574 兵庫県 神戸市 神明大蔵谷インタ―ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,575 兵庫県 神戸市 神陵台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,576 兵庫県 神戸市 スーパーマーケットＮＩＳＨＩＹＡＭＡ　有野店 小売業 食料品 5%

172,577 兵庫県 神戸市 株式会社スエマツ 小売業 その他小売 5%

172,578 兵庫県 神戸市 杉本酒販 小売業 食料品 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在
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172,579 兵庫県 神戸市 スクイーズプラネット 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

172,580 兵庫県 神戸市 スクラッチゴルフプレイス 小売業 その他小売 5%

172,581 兵庫県 神戸市 スクラッチゴルフプレイス 小売業 その他小売 5%

172,582 兵庫県 神戸市 鮓　國次 サービス 飲食業 5%

172,583 兵庫県 神戸市 鮨　しゅんぺい サービス 飲食業 5%

172,584 兵庫県 神戸市 鮨　ななお サービス 飲食業 5%

172,585 兵庫県 神戸市 すし官太 玉津店 サービス 飲食業 5%

172,586 兵庫県 神戸市 鮨処　心 サービス 飲食業 5%

172,587 兵庫県 神戸市 ＳｕｚｕｋｉＳｐｅｅｃｈＲｏｏｍ サービス その他サービス 5%

172,588 兵庫県 神戸市 スズキトモヒサ　ＤＲＵＭ　ＳＣＨＯＯＬ サービス その他サービス 5%

172,589 兵庫県 神戸市 鈴蘭台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,590 兵庫県 神戸市 スタイルフルネス サービス その他サービス 5%

172,591 兵庫県 神戸市 Ｓｔｕｄｉｏ　Ａｒｔｓ サービス 理容・美容業 5%

172,592 兵庫県 神戸市 ｓｔｕｄｉｏ　ＳＵＮＤＡＲＩ サービス その他サービス 5%

172,593 兵庫県 神戸市 スタジオシュシュ サービス 理容・美容業 5%

172,594 兵庫県 神戸市 ＳＴＩＬＬ　ＳＴＯＮＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,595 兵庫県 神戸市 ステーキハウス　ビッグシェフ サービス 飲食業 5%

172,596 兵庫県 神戸市 ステ－キ工房　小粋 サービス 飲食業 5%

172,597 兵庫県 神戸市 ステーキランド サービス 飲食業 5%

172,598 兵庫県 神戸市 ステーキランド サービス 飲食業 5%

172,599 兵庫県 神戸市 ステーキランド　神戸 サービス 飲食業 5%

172,600 兵庫県 神戸市 ステーキランド　神戸館 サービス 飲食業 5%

172,601 兵庫県 神戸市 ステーキランド　山崎 サービス 飲食業 5%

172,602 兵庫県 神戸市 ステーキランドつるうし別館 サービス 飲食業 5%

172,603 兵庫県 神戸市 ストレートバー サービス 飲食業 5%

172,604 兵庫県 神戸市 Ｓｕｎａｂａ　２’ｎｄ サービス 飲食業 5%

172,605 兵庫県 神戸市 ＳＰＥＡＫＥＡＳＹ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,606 兵庫県 神戸市 スマイルハウス サービス その他サービス 5%

172,607 兵庫県 神戸市 須磨ニュータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,608 兵庫県 神戸市 炭火焙煎　神戸　萩原珈琲店 サービス 飲食業 5%

172,609 兵庫県 神戸市 炭火焼鶏　じろう　垂水店 サービス 飲食業 5%

172,610 兵庫県 神戸市 炭火焼鳥　畑屋 サービス 飲食業 5%

172,611 兵庫県 神戸市 炭火焼肉　一心 サービス 飲食業 5%

172,612 兵庫県 神戸市 炭火焼肉　深山 サービス 飲食業 5%

172,613 兵庫県 神戸市 炭焼　ＭＩＴＳＵ サービス 飲食業 5%

172,614 兵庫県 神戸市 住吉イーストＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,615 兵庫県 神戸市 Ｓｌｅｅｋ　甲南山手店 サービス 理容・美容業 5%

172,616 兵庫県 神戸市 Ｓｌｅｅｋ　本山店 サービス 理容・美容業 5%

172,617 兵庫県 神戸市 勢弘家電 小売業 電化製品 5%

172,618 兵庫県 神戸市 税理士法人 神戸合同会計事務所 サービス その他サービス 5%

172,619 兵庫県 神戸市 西神池上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,620 兵庫県 神戸市 西神家具　卸センター 小売業 家具・調度品 5%
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172,621 兵庫県 神戸市 西神サービスセンター サービス その他サービス 5%

172,622 兵庫県 神戸市 西神ニュータウンテニスガーデン サービス その他サービス 5%

172,623 兵庫県 神戸市 西神平野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,624 兵庫県 神戸市 西神南テニスガーデン サービス その他サービス 5%

172,625 兵庫県 神戸市 整体院　大鉄 サービス その他サービス 5%

172,626 兵庫県 神戸市 ＳＥＰＴＮＡＩＬ神戸元町店 サービス 理容・美容業 5%

172,627 兵庫県 神戸市 ７ＢＲＩＤＧＥ　ブルメール舞多聞 小売業 衣料品 5%

172,628 兵庫県 神戸市 セルフ神出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,629 兵庫県 神戸市 セレブヒルズ神戸店 サービス 理容・美容業 5%

172,630 兵庫県 神戸市 扇港興産株式会社本社直販 小売業 その他小売 5%

172,631 兵庫県 神戸市 Ｚｅｎｍａ 小売業 その他小売 5%

172,632 兵庫県 神戸市 せんりや サービス 飲食業 5%

172,633 兵庫県 神戸市 ＳｏａＳｏａｈ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,634 兵庫県 神戸市 爽 サービス 飲食業 5%

172,635 兵庫県 神戸市 掃快おそうじサービス サービス その他サービス 5%

172,636 兵庫県 神戸市 創作フレンチレストラン　ユニック サービス 飲食業 5%

172,637 兵庫県 神戸市 育てる革小物　ｍａ－ｓａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,638 兵庫県 神戸市 ソックコウベ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,639 兵庫県 神戸市 ソックコウベ　湊川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,640 兵庫県 神戸市 ソニックプラスセンター　神戸 小売業 その他小売 5%

172,641 兵庫県 神戸市 そば処　吉まん サービス 飲食業 5%

172,642 兵庫県 神戸市 ソフトバンク　西神戸 小売業 電化製品 5%

172,643 兵庫県 神戸市 ソフトバンク　兵庫駅前 小売業 電化製品 5%

172,644 兵庫県 神戸市 ＳＯＨＯｎｅｗｙｏｒｋ　新長田店 サービス 理容・美容業 5%

172,645 兵庫県 神戸市 ｓｅｕｌｅ　ｅｔ　ｕｎｉｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

172,646 兵庫県 神戸市 ＳＯＬＡＣＥＲＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

172,647 兵庫県 神戸市 それいゆ 小売業 衣料品 5%

172,648 兵庫県 神戸市 それいゆ　元町店 小売業 衣料品 5%

172,649 兵庫県 神戸市 ソンフィルトル サービス 飲食業 5%

172,650 兵庫県 神戸市 Ｄａｒｔｓ　Ｂａｒ　ＲＡＩＴＯ サービス 飲食業 5%

172,651 兵庫県 神戸市 第一ゴルフ　神戸垂水店 小売業 その他小売 5%

172,652 兵庫県 神戸市 大一産業株式会社　本社営業部 小売業 家具・調度品 5%

172,653 兵庫県 神戸市 ダイキ住設 サービス その他サービス 5%

172,654 兵庫県 神戸市 大黒屋　北野店 小売業 食料品 5%

172,655 兵庫県 神戸市 大黒屋　北野店 小売業 食料品 5%

172,656 兵庫県 神戸市 大豆屋 サービス 飲食業 5%

172,657 兵庫県 神戸市 タイ伝統療法スクールさくら美和 サービス その他サービス 5%

172,658 兵庫県 神戸市 ダイニングルームインザマイコ サービス 飲食業 5%

172,659 兵庫県 神戸市 ダイブステ－ション　ブルミンゴ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

172,660 兵庫県 神戸市 大洋真珠株式会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,661 兵庫県 神戸市 タイ料理レストランルアンタイ サービス 飲食業 5%

172,662 兵庫県 神戸市 たか整体院 サービス その他サービス 5%
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172,663 兵庫県 神戸市 卓球ＢＡＲ　ＢＩＧ　ＷＡＶＥ サービス 飲食業 5%

172,664 兵庫県 神戸市 谷上笑店 サービス 飲食業 5%

172,665 兵庫県 神戸市 タビ福　センタープラザ２Ｆ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,666 兵庫県 神戸市 ｄｕｂｌｕｖｙｏｂｓダブラヴヨブス 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,667 兵庫県 神戸市 タルショク 小売業 その他小売 5%

172,668 兵庫県 神戸市 垂水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,669 兵庫県 神戸市 垂水クリーニング サービス その他サービス 5%

172,670 兵庫県 神戸市 だんご サービス 飲食業 5%

172,671 兵庫県 神戸市 だんご　三宮東店 サービス 飲食業 5%

172,672 兵庫県 神戸市 ｄａｎスタジオ サービス その他サービス 5%

172,673 兵庫県 神戸市 ダンディズム 小売業 衣料品 5%

172,674 兵庫県 神戸市 ダンロップゴルフコース サービス その他サービス 5%

172,675 兵庫県 神戸市 ダンロップゴルフコース　パースリー サービス その他サービス 5%

172,676 兵庫県 神戸市 小さい店　良 サービス 飲食業 5%

172,677 兵庫県 神戸市 小さなブティック屋　ランラン 小売業 衣料品 5%

172,678 兵庫県 神戸市 ＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥ　神戸店 小売業 家具・調度品 5%

172,679 兵庫県 神戸市 Ｃｈｉｖｅｓ 小売業 その他小売 5%

172,680 兵庫県 神戸市 中華菜館　龍郷 サービス 飲食業 5%

172,681 兵庫県 神戸市 中国料理　椿苑 サービス 飲食業 5%

172,682 兵庫県 神戸市 中国料理　悠悠 サービス 飲食業 5%

172,683 兵庫県 神戸市 月見山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,684 兵庫県 神戸市 つくし サービス 飲食業 5%

172,685 兵庫県 神戸市 ツネヨシ電器 小売業 電化製品 5%

172,686 兵庫県 神戸市 蔓牛焼肉　太田家　神戸湊川店 サービス 飲食業 5%

172,687 兵庫県 神戸市 蔓牛焼肉　太田家　神戸元町店 サービス 飲食業 5%

172,688 兵庫県 神戸市 つるや洋服店 小売業 衣料品 5%

172,689 兵庫県 神戸市 鶴よし サービス 飲食業 5%

172,690 兵庫県 神戸市 ｔｋｓｈｅ 小売業 衣料品 5%

172,691 兵庫県 神戸市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　神戸店 サービス 理容・美容業 5%

172,692 兵庫県 神戸市 Ｄｉｏｎｅ垂水駅前店 サービス 理容・美容業 5%

172,693 兵庫県 神戸市 Ｄｉｏｎ　Ｄｉｏｎ　三宮高架下店 サービス 理容・美容業 5%

172,694 兵庫県 神戸市 ＤＴＰｂａｓｅｃａｍｐ サービス その他サービス 5%

172,695 兵庫県 神戸市 Ｔｉｍｏ サービス 飲食業 5%

172,696 兵庫県 神戸市 手打ちそば処　卓 サービス 飲食業 5%

172,697 兵庫県 神戸市 デジタル・ケイブ サービス 飲食業 5%

172,698 兵庫県 神戸市 大長今 サービス 飲食業 5%

172,699 兵庫県 神戸市 大長今トアロード店 サービス 飲食業 5%

172,700 兵庫県 神戸市 鉄板ダイニング　法貴 サービス 飲食業 5%

172,701 兵庫県 神戸市 ＴＥＰＰＡＮ　ＢＡＬ　ＩＣＨＩ サービス 飲食業 5%

172,702 兵庫県 神戸市 ＴＥＴＲＡ 小売業 衣料品 5%

172,703 兵庫県 神戸市 テニスコミュニケーション神戸プロ 小売業 その他小売 5%

172,704 兵庫県 神戸市 テニスショップ　ラリー 小売業 その他小売 5%
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172,705 兵庫県 神戸市 テニスヒル仁川 サービス その他サービス 5%

172,706 兵庫県 神戸市 デフィー　神戸三宮店 小売業 その他小売 5%

172,707 兵庫県 神戸市 ＴＥＲＲＡ　ＳＡＮＡ サービス 飲食業 5%

172,708 兵庫県 神戸市 ｔｅｒｚｏ サービス 飲食業 5%

172,709 兵庫県 神戸市 伝動詩人えいたオフィス サービス その他サービス 5%

172,710 兵庫県 神戸市 Ｔｏｋｙｏ１３５°　三宮店 小売業 衣料品 5%

172,711 兵庫県 神戸市 童具店神戸 小売業 家具・調度品 5%

172,712 兵庫県 神戸市 Ｄｅｕｘｉｅｍｅ　Ｃｌａｓｓｅ　神戸 小売業 衣料品 5%

172,713 兵庫県 神戸市 陶泉　御所坊 サービス 宿泊業 5%

172,714 兵庫県 神戸市 Ｔｒｕｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

172,715 兵庫県 神戸市 ＴＯＫＩＡ　三宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,716 兵庫県 神戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅグリ―ンヒル学園店 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,717 兵庫県 神戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ神戸ポートアイランドＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,718 兵庫県 神戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ三宮店 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,719 兵庫県 神戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ将軍通店 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,720 兵庫県 神戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ須磨外浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,721 兵庫県 神戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ須磨横尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,722 兵庫県 神戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ谷上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,723 兵庫県 神戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大開通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,724 兵庫県 神戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西鈴蘭台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,725 兵庫県 神戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東尻池ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,726 兵庫県 神戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ摩耶埠頭ＴＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,727 兵庫県 神戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ御影ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,728 兵庫県 神戸市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ本山西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,729 兵庫県 神戸市 ドクターミール　三ノ宮 小売業 食料品 5%

172,730 兵庫県 神戸市 時計宝石貴金属　志鳳 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,731 兵庫県 神戸市 とけいや サービス 飲食業 5%

172,732 兵庫県 神戸市 土山人　はなれ サービス 飲食業 5%

172,733 兵庫県 神戸市 ドッグアンドキャットサロンハナコ本山店 小売業 その他小売 5%

172,734 兵庫県 神戸市 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　ＪＩＮ サービス その他サービス 5%

172,735 兵庫県 神戸市 ＪＭ／ドッグスタイル サービス その他サービス 5%

172,736 兵庫県 神戸市 ＤＯＧＤＥＰＴ神戸異人館店 小売業 衣料品 5%

172,737 兵庫県 神戸市 ドッグホテル　フェリーチェ サービス その他サービス 5%

172,738 兵庫県 神戸市 ．ｍｅｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

172,739 兵庫県 神戸市 トップエス　インターナショナル 小売業 その他小売 5%

172,740 兵庫県 神戸市 富永タクシー サービス 運輸業 5%

172,741 兵庫県 神戸市 トムズカフェ　舞子店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

172,742 兵庫県 神戸市 鳥舍　ちんころ サービス 飲食業 5%

172,743 兵庫県 神戸市 とよかわ サービス その他サービス 5%

172,744 兵庫県 神戸市 トヨフク靴店 小売業 衣料品 5%

172,745 兵庫県 神戸市 トライアンフ神戸 小売業 その他小売 5%

172,746 兵庫県 神戸市 ドラッグストアー　ピジョン 小売業 その他小売 5%
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172,747 兵庫県 神戸市 とらのあな　三宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

172,748 兵庫県 神戸市 とらのあな　三宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

172,749 兵庫県 神戸市 鳥一 サービス 飲食業 5%

172,750 兵庫県 神戸市 鶏工房　喜輪 小売業 その他小売 5%

172,751 兵庫県 神戸市 ＴＲＩＮＩＴＹ サービス 理容・美容業 5%

172,752 兵庫県 神戸市 ｔｏｒｉｎｏ　ｏｔｔｉｍｏ サービス 理容・美容業 5%

172,753 兵庫県 神戸市 鶏の商店　だんご サービス 飲食業 5%

172,754 兵庫県 神戸市 鳥光　中山手通店 サービス 飲食業 5%

172,755 兵庫県 神戸市 鳥光　サンプラザ店 サービス 飲食業 5%

172,756 兵庫県 神戸市 鳥光　本店 サービス 飲食業 5%

172,757 兵庫県 神戸市 鶏料理　ひとりひとり サービス 飲食業 5%

172,758 兵庫県 神戸市 ＤＲＥＳＳ　ＲＯＳＳＯ 小売業 衣料品 5%

172,759 兵庫県 神戸市 トレビナ　グレン　ファーム 小売業 衣料品 5%

172,760 兵庫県 神戸市 内外砿油 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,761 兵庫県 神戸市 内外砿油　神戸駅前Ｓ・Ｓ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,762 兵庫県 神戸市 内外砿油　深江Ｓ・Ｓ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,763 兵庫県 神戸市 内外砿油　本山店 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,764 兵庫県 神戸市 内外砿油　脇浜Ｓ・Ｓ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,765 兵庫県 神戸市 中江物産株式会社 小売業 その他小売 5%

172,766 兵庫県 神戸市 ナガサワ神戸煉瓦倉庫店 小売業 その他小売 5%

172,767 兵庫県 神戸市 ナガサワ文具センター　ＤＥＮ 小売業 その他小売 5%

172,768 兵庫県 神戸市 ナガサワ文具センター　本店 小売業 その他小売 5%

172,769 兵庫県 神戸市 長田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,770 兵庫県 神戸市 中田時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,771 兵庫県 神戸市 中田時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,772 兵庫県 神戸市 ナガタ薬品　妙法寺駅前店 小売業 その他小売 5%

172,773 兵庫県 神戸市 永田良介商店 小売業 家具・調度品 5%

172,774 兵庫県 神戸市 中の坊瑞苑 サービス 宿泊業 5%

172,775 兵庫県 神戸市 中橋コンタクト 小売業 その他小売 5%

172,776 兵庫県 神戸市 ｎａｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

172,777 兵庫県 神戸市 ナラヤマ 小売業 衣料品 5%

172,778 兵庫県 神戸市 ナラヤマ　垂水店 小売業 衣料品 5%

172,779 兵庫県 神戸市 ２９８三宮 サービス 飲食業 5%

172,780 兵庫県 神戸市 肉料理　かやま サービス 飲食業 5%

172,781 兵庫県 神戸市 西川ローズふとん販売　三宮営業所 小売業 その他小売 5%

172,782 兵庫県 神戸市 西鈴蘭台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,783 兵庫県 神戸市 にしだい動物病院 サービス その他サービス 5%

172,784 兵庫県 神戸市 ニシダ商会 小売業 衣料品 5%

172,785 兵庫県 神戸市 大沢西山自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

172,786 兵庫県 神戸市 日興堂 小売業 その他小売 5%

172,787 兵庫県 神戸市 ニッセンシェイプファンデサロンドティアラ 小売業 衣料品 5%

172,788 兵庫県 神戸市 日本ウェルネスサポート 小売業 その他小売 5%
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172,789 兵庫県 神戸市 ニューミヤムラ 小売業 衣料品 5%

172,790 兵庫県 神戸市 俄　神戸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,791 兵庫県 神戸市 ｎａｉｌｓａｌｏｎＳｙｉＳｙｕ三宮店 サービス 理容・美容業 5%

172,792 兵庫県 神戸市 ｎａｉｌｓ　ｃａｆｅ　ａｎ　元町店 サービス 理容・美容業 5%

172,793 兵庫県 神戸市 ねぎや　陵楓閣 サービス 宿泊業 5%

172,794 兵庫県 神戸市 猫もしゃ串も サービス 飲食業 5%

172,795 兵庫県 神戸市 掖谷公園テニススクール サービス その他サービス 5%

172,796 兵庫県 神戸市 農家 サービス 飲食業 5%

172,797 兵庫県 神戸市 農家うたげ。 サービス 飲食業 5%

172,798 兵庫県 神戸市 ＮＯＲＴＨＥＲＮＥＩＧＨＴ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

172,799 兵庫県 神戸市 信長書店　三宮駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

172,800 兵庫県 神戸市 ノーワンエルス サービス 理容・美容業 5%

172,801 兵庫県 神戸市 ＢａｒＣｏｖｏ サービス 飲食業 5%

172,802 兵庫県 神戸市 ｈｅａｒｔｈ 小売業 衣料品 5%

172,803 兵庫県 神戸市 Ｂａｒ　橙 サービス 飲食業 5%

172,804 兵庫県 神戸市 ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰＷＡＫＡＭＩＹＡ　名谷店 サービス 理容・美容業 5%

172,805 兵庫県 神戸市 バイキング左近　須磨店 サービス 飲食業 5%

172,806 兵庫県 神戸市 バイクショップエンゼル 小売業 その他小売 5%

172,807 兵庫県 神戸市 バイクショップ　ＢＲＡＶＯ！ 小売業 その他小売 5%

172,808 兵庫県 神戸市 バイク屋ふぁーすと　神戸本店 小売業 その他小売 5%

172,809 兵庫県 神戸市 バイク屋ふぁ～すと　六甲店 小売業 その他小売 5%

172,810 兵庫県 神戸市 バイク屋ふぁ～すと　垂水店 小売業 その他小売 5%

172,811 兵庫県 神戸市 ハイボールバー三ノ宮 １９２３ サービス 飲食業 5%

172,812 兵庫県 神戸市 ハイボールバー三ノ宮１９２３ サービス 飲食業 5%

172,813 兵庫県 神戸市 ハヴァナイストリップ 小売業 衣料品 5%

172,814 兵庫県 神戸市 ＢＡＲ８ サービス 飲食業 5%

172,815 兵庫県 神戸市 ＢＡＲＫＳ 小売業 衣料品 5%

172,816 兵庫県 神戸市 白星社クリーニング　グルメシティ灘支店 サービス その他サービス 5%

172,817 兵庫県 神戸市 白星社クリーニング　甲南支店 サービス その他サービス 5%

172,818 兵庫県 神戸市 白星社クリーニング　三宮支店 サービス その他サービス 5%

172,819 兵庫県 神戸市 白星社クリーニング　セリオ営業所 サービス その他サービス 5%

172,820 兵庫県 神戸市 白星社クリーニング　西岡本支店 サービス その他サービス 5%

172,821 兵庫県 神戸市 白星社クリーニング　阪急六甲店 サービス その他サービス 5%

172,822 兵庫県 神戸市 白星社クリーニングポートアイランド営業所 サービス その他サービス 5%

172,823 兵庫県 神戸市 白星社クリーニング　本社営業所 サービス その他サービス 5%

172,824 兵庫県 神戸市 白星社クリーニング　御影支店 サービス その他サービス 5%

172,825 兵庫県 神戸市 白星社クリーニング　名谷支店 サービス その他サービス 5%

172,826 兵庫県 神戸市 バークレー　三宮店 小売業 衣料品 5%

172,827 兵庫県 神戸市 パコ動物病院 サービス その他サービス 5%

172,828 兵庫県 神戸市 箱舟 サービス 飲食業 5%

172,829 兵庫県 神戸市 橋乃家別館　嵐翠 サービス 宿泊業 5%

172,830 兵庫県 神戸市 橋本屋　神戸店 サービス 飲食業 5%
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172,831 兵庫県 神戸市 はたごや　新大阪店 サービス 飲食業 5%

172,832 兵庫県 神戸市 パーツクラブ　三宮本通店 小売業 その他小売 5%

172,833 兵庫県 神戸市 パーティハウス　長田南店 小売業 衣料品 5%

172,834 兵庫県 神戸市 花かんざし 小売業 その他小売 5%

172,835 兵庫県 神戸市 花ほうび サービス 飲食業 5%

172,836 兵庫県 神戸市 ハナメダイエット＆ボディケアサロン サービス その他サービス 5%

172,837 兵庫県 神戸市 バブアー　神戸店 小売業 衣料品 5%

172,838 兵庫県 神戸市 ＨＡＬＦＷＡＹ 小売業 その他小売 5%

172,839 兵庫県 神戸市 ハーブス　神戸クレフィ　三宮店 小売業 食料品 5%

172,840 兵庫県 神戸市 浜焼太郎　阪神御影駅前店 サービス 飲食業 5%

172,841 兵庫県 神戸市 林工務店 サービス その他サービス 5%

172,842 兵庫県 神戸市 林タクシー サービス 運輸業 5%

172,843 兵庫県 神戸市 林宝石 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,844 兵庫県 神戸市 ハリミツクリーニング　マルナカ玉津店 サービス その他サービス 5%

172,845 兵庫県 神戸市 ハリミツクリーニング　ライフ神戸駅前店 サービス その他サービス 5%

172,846 兵庫県 神戸市 ハリミツクリーニング　イオン藤原台店 サービス その他サービス 5%

172,847 兵庫県 神戸市 ハリミツクリーニング　かりばプラザ店 サービス その他サービス 5%

172,848 兵庫県 神戸市 ハリミツクリーニング　神戸相生店 サービス その他サービス 5%

172,849 兵庫県 神戸市 ハリミツクリーニング　コープ兵庫店 サービス その他サービス 5%

172,850 兵庫県 神戸市 ハリミツクリーニング　ＪＲ神戸駅店 サービス その他サービス 5%

172,851 兵庫県 神戸市 ハリミツクリーニング　水道筋店 サービス その他サービス 5%

172,852 兵庫県 神戸市 ハリミツクリーニング　ダイエー名谷店 サービス その他サービス 5%

172,853 兵庫県 神戸市 ハリミツクリーニング　深江店 サービス その他サービス 5%

172,854 兵庫県 神戸市 ハリミツクリーニングマックスバリュ伊川谷 サービス その他サービス 5%

172,855 兵庫県 神戸市 ハリミツクリーニング　メトロ店 サービス その他サービス 5%

172,856 兵庫県 神戸市 ハリミツプラス　魚崎南店 サービス その他サービス 5%

172,857 兵庫県 神戸市 ハリミツプラス　北別府店 サービス その他サービス 5%

172,858 兵庫県 神戸市 ＰＥＡＲ＋Ｌ サービス 理容・美容業 5%

172,859 兵庫県 神戸市 ハーレーダビッドソン　テイク　須 小売業 その他小売 5%

172,860 兵庫県 神戸市 Ｂａｒｒｅｔｔａ　ｋｏｂｅ サービス 理容・美容業 5%

172,861 兵庫県 神戸市 汎芽舎 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

172,862 兵庫県 神戸市 はんこ広場　御影店 小売業 その他小売 5%

172,863 兵庫県 神戸市 パンダプラザ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

172,864 兵庫県 神戸市 Ｐ．Ｍ．Ａ 小売業 その他小売 5%

172,865 兵庫県 神戸市 ビー・ビー・アイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,866 兵庫県 神戸市 ｐｉａｔｔｏ　ｃｏｌｏｒａｔｉ サービス 飲食業 5%

172,867 兵庫県 神戸市 ピアンジ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,868 兵庫県 神戸市 ＢＥ－ＬＡＮＤ 小売業 その他小売 5%

172,869 兵庫県 神戸市 ＢＩＯ　ＬＩＦＥ サービス 飲食業 5%

172,870 兵庫県 神戸市 ひかり商会 きょくとうクリーニングひかり店 サービス その他サービス 2%

172,871 兵庫県 神戸市 ピコリノス　神戸店 小売業 衣料品 5%

172,872 兵庫県 神戸市 美酒佳肴　あづま サービス 飲食業 5%
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※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

172,873 兵庫県 神戸市 ビジュ　モトイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,874 兵庫県 神戸市 ビジュ　モトイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,875 兵庫県 神戸市 Ｂｓｈｏｐ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,876 兵庫県 神戸市 Ｂｓｈｏｐ　Ｇａｌｌｅｒｙ 小売業 その他小売 5%

172,877 兵庫県 神戸市 ビステッカ　三宮店 サービス 飲食業 5%

172,878 兵庫県 神戸市 ヒステリックグラマー　ミント神戸店 小売業 衣料品 5%

172,879 兵庫県 神戸市 ひだまり 小売業 家具・調度品 5%

172,880 兵庫県 神戸市 ピーチジャム神戸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,881 兵庫県 神戸市 日の丸ハイヤー株式会社神戸営業所 サービス 運輸業 5%

172,882 兵庫県 神戸市 ｖｉｖｉｄ サービス その他サービス 5%

172,883 兵庫県 神戸市 向日葵化粧室 小売業 その他小売 5%

172,884 兵庫県 神戸市 美味肴処　Ｎｏｒｉ サービス 飲食業 5%

172,885 兵庫県 神戸市 姫すし サービス 飲食業 5%

172,886 兵庫県 神戸市 ピュアノア 西神戸店 サービス 理容・美容業 5%

172,887 兵庫県 神戸市 ＰＵＩＳ サービス 理容・美容業 5%

172,888 兵庫県 神戸市 ビューティーサロン　シュール サービス 理容・美容業 5%

172,889 兵庫県 神戸市 ビューティーラボ　岡本店 サービス 理容・美容業 5%

172,890 兵庫県 神戸市 兵庫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,891 兵庫県 神戸市 兵庫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,892 兵庫県 神戸市 兵庫県警察本部 小売業 ガソリンスタンド 2%

172,893 兵庫県 神戸市 兵庫県立神戸西テニスコート サービス その他サービス 5%

172,894 兵庫県 神戸市 兵庫県立リハビリテーション病院売店 小売業 その他小売 5%

172,895 兵庫県 神戸市 美容室　シンデレラ サービス 理容・美容業 5%

172,896 兵庫県 神戸市 美容室　パーティ　名谷店 サービス 理容・美容業 5%

172,897 兵庫県 神戸市 ひより電器 小売業 電化製品 5%

172,898 兵庫県 神戸市 平瀬楽器　藤原台センター 小売業 その他小売 5%

172,899 兵庫県 神戸市 平野屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,900 兵庫県 神戸市 ビルケンシュトック　神戸 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,901 兵庫県 神戸市 ビルケンシュトック　神戸 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,902 兵庫県 神戸市 ファインド 小売業 その他小売 5%

172,903 兵庫県 神戸市 ｆａｂ４ 小売業 衣料品 5%

172,904 兵庫県 神戸市 ファミリ－トラベル サービス その他サービス 5%

172,905 兵庫県 神戸市 ＦＩＧＯ　ＧＩＯＩＥＬＬＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,906 兵庫県 神戸市 フィッシングヒカリ 小売業 その他小売 5%

172,907 兵庫県 神戸市 フィットネス＆スパ　VIVA板宿 サービス その他サービス 5%

172,908 兵庫県 神戸市 ｖｅｒｒｅｖｏｌｔｅ 小売業 電化製品 5%

172,909 兵庫県 神戸市 Ｆｅｌｉｃｅ サービス 飲食業 5%

172,910 兵庫県 神戸市 Ｆｅｌｉｃｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,911 兵庫県 神戸市 フェリーチェ正直屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,912 兵庫県 神戸市 ＢｕｏｎａＶｉｔａ　三宮オーパ２ 小売業 その他小売 5%

172,913 兵庫県 神戸市 ＪＭ／フオトアートロツコー サービス その他サービス 5%

172,914 兵庫県 神戸市 フォトスタジオプリンセス神戸 サービス その他サービス 5%
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172,915 兵庫県 神戸市 ＦＯＲＡＬＬ　神戸 サービス 理容・美容業 5%

172,916 兵庫県 神戸市 フォルテシモ 小売業 衣料品 5%

172,917 兵庫県 神戸市 フクギドウ 小売業 家具・調度品 5%

172,918 兵庫県 神戸市 フクギドウ　２０１号室 小売業 家具・調度品 5%

172,919 兵庫県 神戸市 ふぐ三味 サービス 飲食業 5%

172,920 兵庫県 神戸市 ふぐ三味 サービス 飲食業 5%

172,921 兵庫県 神戸市 福順号 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

172,922 兵庫県 神戸市 フクヤ 小売業 その他小売 5%

172,923 兵庫県 神戸市 現直し サービス 飲食業 5%

172,924 兵庫県 神戸市 藤岡自動車興業 サービス その他サービス 5%

172,925 兵庫県 神戸市 冨士鞄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,926 兵庫県 神戸市 冨士鞄店　グレースコウベ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,927 兵庫県 神戸市 冨士鞄店　センター店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,928 兵庫県 神戸市 富士交通株式会社 サービス 運輸業 5%

172,929 兵庫県 神戸市 富士商会 小売業 その他小売 5%

172,930 兵庫県 神戸市 ＢＯＯＫＯＦＦ　三宮センター街店 小売業 その他小売 2%

172,931 兵庫県 神戸市 ＢＯＯＫＯＦＦ　神戸西鈴蘭台店 小売業 その他小売 2%

172,932 兵庫県 神戸市 ブックフォーラム　伊川谷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

172,933 兵庫県 神戸市 ブックフォーラム　セリオ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

172,934 兵庫県 神戸市 フットサルコートVIVA板宿 サービス その他サービス 5%

172,935 兵庫県 神戸市 ブティック　それいゆ 小売業 衣料品 5%

172,936 兵庫県 神戸市 ブティック　ら・ぽーむ 小売業 衣料品 5%

172,937 兵庫県 神戸市 ブティック・ロッサ　神戸店 小売業 衣料品 5%

172,938 兵庫県 神戸市 ブティックノワール 小売業 衣料品 5%

172,939 兵庫県 神戸市 ｂｏｕｔｉｑｕｅ　ｒｉａｎｇ　神戸岡本店 小売業 衣料品 5%

172,940 兵庫県 神戸市 不動坂　菊地 サービス 飲食業 5%

172,941 兵庫県 神戸市 ふとんの西本 小売業 家具・調度品 5%

172,942 兵庫県 神戸市 ｆｕｆｌａ サービス 理容・美容業 5%

172,943 兵庫県 神戸市 フミヤ神戸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,944 兵庫県 神戸市 Ｆｙｎヴェアルセ サービス その他サービス 5%

172,945 兵庫県 神戸市 フライショップ　Ｕ’ｓ　Ｒｉｖｅｒ 小売業 その他小売 5%

172,946 兵庫県 神戸市 フライショップ　Ｕ’ｓ　Ｒｉｖｅｒ 小売業 その他小売 5%

172,947 兵庫県 神戸市 Ｆｌｙｉｎｇ　Ｃａｒｐｅｔ 小売業 家具・調度品 5%

172,948 兵庫県 神戸市 ＢＬＡＣＫ　ＯＵＴ 小売業 衣料品 5%

172,949 兵庫県 神戸市 フラワーアンドサムシングＣＯ－ＣＯ 小売業 その他小売 5%

172,950 兵庫県 神戸市 フラワーショップロベリア 小売業 その他小売 5%

172,951 兵庫県 神戸市 フラワーボックス　国際会館店 小売業 その他小売 5%

172,952 兵庫県 神戸市 フランジパニ サービス 理容・美容業 5%

172,953 兵庫県 神戸市 フランス屋　デイリーカナート御影店 サービス その他サービス 5%

172,954 兵庫県 神戸市 フランス屋　御影山手店 サービス その他サービス 5%

172,955 兵庫県 神戸市 ブランド４８ 小売業 貴金属・服飾品 5%

172,956 兵庫県 神戸市 プリコ三杉屋　六甲道店 小売業 食料品 5%
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172,957 兵庫県 神戸市 振袖はれすがた 小売業 衣料品 5%

172,958 兵庫県 神戸市 ブルジョアオート サービス その他サービス 5%

172,959 兵庫県 神戸市 ｆｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

172,960 兵庫県 神戸市 ＢＲＥＮＺＡ　ＨＯＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

172,961 兵庫県 神戸市 プロフーズ　神戸店 小売業 食料品 5%

172,962 兵庫県 神戸市 フロマジュリー　ミュウ 小売業 食料品 5%

172,963 兵庫県 神戸市 ＦＲＯＭ　ＦＩＲＳＴ　Ｍｕｓｅｅ 小売業 衣料品 5%

172,964 兵庫県 神戸市 フロムファースト　ミュゼ岡本店 小売業 衣料品 5%

172,965 兵庫県 神戸市 フロムファースト　ミュゼ神戸店 小売業 衣料品 5%

172,966 兵庫県 神戸市 ＪＭ／ＨａｉｒＣ’ｅｓｔｃｈｉｃ サービス 理容・美容業 5%

172,967 兵庫県 神戸市 ヘアーサロン笠木 サービス 理容・美容業 5%

172,968 兵庫県 神戸市 ｈａｉｒｓａｌｏｎ６ サービス 理容・美容業 5%

172,969 兵庫県 神戸市 Ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ｔｏｕｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

172,970 兵庫県 神戸市 ヘアーサロン　ＢＡＮ サービス 理容・美容業 5%

172,971 兵庫県 神戸市 ＨａｉｒＳａｌｏｎ　ａｂｓｏｌｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

172,972 兵庫県 神戸市 ヘアーズ　モガ サービス 理容・美容業 5%

172,973 兵庫県 神戸市 ヘアースペース　クリップ　西神中央店 サービス 理容・美容業 5%

172,974 兵庫県 神戸市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ａＲｉａ サービス 理容・美容業 5%

172,975 兵庫県 神戸市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｅｍｕｓ サービス 理容・美容業 5%

172,976 兵庫県 神戸市 ヘアメイク　Ｐｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

172,977 兵庫県 神戸市 ＢＡＳＩＣ元町通り店 小売業 衣料品 5%

172,978 兵庫県 神戸市 ベージェー店 小売業 衣料品 5%

172,979 兵庫県 神戸市 ペガーズ サービス 飲食業 5%

172,980 兵庫県 神戸市 Ｂ．Ｃ　ＧＡＲＡＧＥ　神戸三宮 小売業 衣料品 5%

172,981 兵庫県 神戸市 ＢＣＳｌｉｍｉｔｅｄ　神戸元町 小売業 衣料品 5%

172,982 兵庫県 神戸市 ヘッドスパ専門サロンスカルクイック神戸店 サービス その他サービス 5%

172,983 兵庫県 神戸市 ベニヤ 小売業 衣料品 5%

172,984 兵庫県 神戸市 ベニヤ　グラマラスガーデン店 小売業 衣料品 5%

172,985 兵庫県 神戸市 ベニヤ　本店 小売業 衣料品 5%

172,986 兵庫県 神戸市 Ｂｅｌｌｅ サービス その他サービス 5%

172,987 兵庫県 神戸市 Ｂｅｒｂｅｎａｈメトロこうべ店 サービス その他サービス 5%

172,988 兵庫県 神戸市 Ｐｅｎ　ａｎｄ　ｍｅｓｓａｇｅ 小売業 その他小売 5%

172,989 兵庫県 神戸市 北神営業所 小売業 その他小売 5%

172,990 兵庫県 神戸市 ホースファームエルミオーレ神戸 サービス その他サービス 5%

172,991 兵庫県 神戸市 ＨｏｚｕｍｉＫＡＢＡＮ サービス その他サービス 5%

172,992 兵庫県 神戸市 ホテル　セトレ サービス 宿泊業 5%

172,993 兵庫県 神戸市 ＨＯＴＥＬ　ＳＥＴＲＥ　フロント サービス 宿泊業 5%

172,994 兵庫県 神戸市 ほてるＩＳＡＧＯ神戸 サービス 宿泊業 5%

172,995 兵庫県 神戸市 ホテル花小宿 サービス 宿泊業 5%

172,996 兵庫県 神戸市 ホテルピエナ神戸 サービス 宿泊業 5%

172,997 兵庫県 神戸市 ホビーショップタムタム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

172,998 兵庫県 神戸市 ホビーランドぽち　神戸店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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172,999 兵庫県 神戸市 Ｂｏｒａｂｏｒａ神戸三宮 サービス 飲食業 5%

173,000 兵庫県 神戸市 ポラリス　鈴蘭台本店 小売業 衣料品 5%

173,001 兵庫県 神戸市 ＰＯＲＴＡＰＥＲＴＡ サービス 飲食業 5%

173,002 兵庫県 神戸市 ポルトポルテ サービス 飲食業 5%

173,003 兵庫県 神戸市 ホルモンバルＢＯＶＩＮ サービス 飲食業 5%

173,004 兵庫県 神戸市 ｐｏｉｎｔ　Ｄａｔｔａｃｈｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,005 兵庫県 神戸市 ボンイセヤ 小売業 衣料品 5%

173,006 兵庫県 神戸市 ボンイセヤ　エバー店 小売業 衣料品 5%

173,007 兵庫県 神戸市 ボンイセヤ　角店 小売業 衣料品 5%

173,008 兵庫県 神戸市 ボンイセヤ　ＢＩＳ店 小売業 衣料品 5%

173,009 兵庫県 神戸市 本神戸肉　森谷商店 小売業 食料品 5%

173,010 兵庫県 神戸市 ＢＯＮ　ＣＨＩＣ　ＢＯＮ　ＧＯＵＴ 小売業 その他小売 5%

173,011 兵庫県 神戸市 本社 小売業 その他小売 2%

173,012 兵庫県 神戸市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

173,013 兵庫県 神戸市 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　西明石　垂水店 小売業 その他小売 5%

173,014 兵庫県 神戸市 ぼんちゃん サービス 飲食業 5%

173,015 兵庫県 神戸市 Ｂｏｎ　Ｒｕｂａｎ　Ｄｅｃｏｒ 小売業 その他小売 5%

173,016 兵庫県 神戸市 （ｍ）ａｒｂｌｅ サービス 理容・美容業 5%

173,017 兵庫県 神戸市 舞子台カーライフステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

173,018 兵庫県 神戸市 舞子ペットクリニック サービス その他サービス 5%

173,019 兵庫県 神戸市 マイステーション神戸北 小売業 ガソリンスタンド 2%

173,020 兵庫県 神戸市 マイリビング 小売業 家具・調度品 5%

173,021 兵庫県 神戸市 マイルドスポーツウエステ 小売業 その他小売 5%

173,022 兵庫県 神戸市 前田自動車整備 サービス その他サービス 5%

173,023 兵庫県 神戸市 マクドナルドイオンモール神戸北店 サービス 飲食業 2%

173,024 兵庫県 神戸市 マクドナルドエコールリラ店 サービス 飲食業 2%

173,025 兵庫県 神戸市 マクドナルド大蔵谷インター店 サービス 飲食業 2%

173,026 兵庫県 神戸市 マクドナルド神戸上津台店 サービス 飲食業 2%

173,027 兵庫県 神戸市 マクドナルド西神中央店 サービス 飲食業 2%

173,028 兵庫県 神戸市 マクドナルド玉津インター店 サービス 飲食業 2%

173,029 兵庫県 神戸市 まさ　三宮北店 サービス 飲食業 5%

173,030 兵庫県 神戸市 ＭＯＴＨＥＲＭＥＥＴＳ 小売業 衣料品 5%

173,031 兵庫県 神戸市 マサ（スチェッソ北野） 小売業 衣料品 5%

173,032 兵庫県 神戸市 Ｍｅｒｇｅ　Ｌａｂｏ サービス その他サービス 5%

173,033 兵庫県 神戸市 ますや 小売業 衣料品 5%

173,034 兵庫県 神戸市 ｍａｔｕｒｅ　ｈａ． 小売業 衣料品 5%

173,035 兵庫県 神戸市 松岡カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

173,036 兵庫県 神戸市 Ｍａｔｃｈ　Ｈｏｕｓｅ　マッチ棒 サービス その他サービス 5%

173,037 兵庫県 神戸市 的 サービス 飲食業 5%

173,038 兵庫県 神戸市 マナベインテリアハーツ　神戸店 小売業 家具・調度品 5%

173,039 兵庫県 神戸市 マリモ 小売業 衣料品 5%

173,040 兵庫県 神戸市 マリモコナ サービス 飲食業 5%
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173,041 兵庫県 神戸市 マリモジョイ 小売業 衣料品 5%

173,042 兵庫県 神戸市 マルヰパン・ビバタウン店 小売業 食料品 5%

173,043 兵庫県 神戸市 丸太や 小売業 衣料品 5%

173,044 兵庫県 神戸市 万平 サービス 飲食業 5%

173,045 兵庫県 神戸市 マンヨシ サービス 飲食業 5%

173,046 兵庫県 神戸市 ＭＩＶＵ　ＭＯＴＯＭＡＣＨＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,047 兵庫県 神戸市 御影新生堂　住吉南店 小売業 食料品 5%

173,048 兵庫県 神戸市 みかげや 小売業 その他小売 5%

173,049 兵庫県 神戸市 御崎 小売業 ガソリンスタンド 2%

173,050 兵庫県 神戸市 水井商事 サービス その他サービス 5%

173,051 兵庫県 神戸市 ｍｉｚｕｉｒｏ　ｉｎｄ 小売業 衣料品 5%

173,052 兵庫県 神戸市 三杉屋 小売業 食料品 5%

173,053 兵庫県 神戸市 ミスタークイックマン　さんちか店 サービス その他サービス 5%

173,054 兵庫県 神戸市 三ツ森駅前店 小売業 食料品 5%

173,055 兵庫県 神戸市 三ツ森温泉寺店 小売業 食料品 5%

173,056 兵庫県 神戸市 三ツ森金の湯前店 小売業 食料品 5%

173,057 兵庫県 神戸市 三ツ森太閤通店 小売業 食料品 5%

173,058 兵庫県 神戸市 三ツ森炭酸泉店 小売業 食料品 5%

173,059 兵庫県 神戸市 三ツ森本店 小売業 食料品 5%

173,060 兵庫県 神戸市 三ツ森饅頭店 小売業 食料品 5%

173,061 兵庫県 神戸市 株式会社ミツワ北神営業所 小売業 その他小売 5%

173,062 兵庫県 神戸市 株式会社ミツワ北神営業所２ 小売業 その他小売 5%

173,063 兵庫県 神戸市 みどり美粧院 サービス 理容・美容業 5%

173,064 兵庫県 神戸市 みどり美粧院　本店 サービス 理容・美容業 5%

173,065 兵庫県 神戸市 みどり美粧院　名谷店 サービス 理容・美容業 5%

173,066 兵庫県 神戸市 みどりモータース サービス その他サービス 5%

173,067 兵庫県 神戸市 ＭＩＮＯＳ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

173,068 兵庫県 神戸市 ミモザ西神戸店 小売業 家具・調度品 5%

173,069 兵庫県 神戸市 美や川 サービス 飲食業 5%

173,070 兵庫県 神戸市 海やびの サービス 飲食業 5%

173,071 兵庫県 神戸市 宮前写真場 サービス その他サービス 5%

173,072 兵庫県 神戸市 宮村ガスセンター 小売業 その他小売 5%

173,073 兵庫県 神戸市 御幸荘 サービス 宿泊業 5%

173,074 兵庫県 神戸市 御幸荘　花結び サービス 宿泊業 5%

173,075 兵庫県 神戸市 ＭＵＳＥＵＭ サービス 理容・美容業 5%

173,076 兵庫県 神戸市 名谷テニスガーデン サービス その他サービス 5%

173,077 兵庫県 神戸市 ミント 小売業 衣料品 5%

173,078 兵庫県 神戸市 ミントグッズ 小売業 衣料品 5%

173,079 兵庫県 神戸市 武蔵 サービス 飲食業 5%

173,080 兵庫県 神戸市 ムラサキスポーツ　神戸三宮店 小売業 その他小売 5%

173,081 兵庫県 神戸市 明和タクシー株式会社 サービス その他サービス 5%

173,082 兵庫県 神戸市 メガネ工房　ノイエ　西神戸店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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173,083 兵庫県 神戸市 メガネ工房ノイエ＆ノイエ・キッズ御影店 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,084 兵庫県 神戸市 メガネのミエール 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,085 兵庫県 神戸市 メガネパドック 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,086 兵庫県 神戸市 めがね舎ストライク 小売業 その他小売 5%

173,087 兵庫県 神戸市 ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　ｂｏｉｓ 小売業 衣料品 5%

173,088 兵庫県 神戸市 メットリー 小売業 その他小売 5%

173,089 兵庫県 神戸市 有限会社メディアサポート サービス その他サービス 5%

173,090 兵庫県 神戸市 メルヴェール　有馬 サービス 宿泊業 5%

173,091 兵庫県 神戸市 Ｍｅｌｂｏ　２１　須磨パティオ店 小売業 衣料品 5%

173,092 兵庫県 神戸市 メンズショップナック　プラザ店 小売業 衣料品 5%

173,093 兵庫県 神戸市 モ－ド・ア・レ－ズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,094 兵庫県 神戸市 元町　コンフォート　ギャラリー 小売業 家具・調度品 5%

173,095 兵庫県 神戸市 元町　コンフォート　ギャラリー 小売業 家具・調度品 5%

173,096 兵庫県 神戸市 元町ツバメ洋品店 小売業 衣料品 5%

173,097 兵庫県 神戸市 元町時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,098 兵庫県 神戸市 本山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

173,099 兵庫県 神戸市 本山東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

173,100 兵庫県 神戸市 Ｍｏｎａ　Ｌｉｓａ サービス 理容・美容業 5%

173,101 兵庫県 神戸市 ＭＯＮＡ　ＬＩＳＡ サービス 飲食業 5%

173,102 兵庫県 神戸市 ＭｏｎａＬｉｓａ　生田ロード店 サービス 理容・美容業 5%

173,103 兵庫県 神戸市 ＭＯＮＯ　ＯＰＴＩＱＵＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,104 兵庫県 神戸市 モハンス商会 小売業 衣料品 5%

173,105 兵庫県 神戸市 もみじ サービス 飲食業 5%

173,106 兵庫県 神戸市 モンテール 小売業 衣料品 5%

173,107 兵庫県 神戸市 モンロワール　岡本本店 小売業 食料品 5%

173,108 兵庫県 神戸市 モンロワール　三宮店 小売業 食料品 5%

173,109 兵庫県 神戸市 モンロワール　新神戸駅店 小売業 食料品 5%

173,110 兵庫県 神戸市 モンロワール　元町店 小売業 食料品 5%

173,111 兵庫県 神戸市 八百屋カフェＳＡＮＮＯＭＩＹＡ サービス 飲食業 5%

173,112 兵庫県 神戸市 八百屋農園 サービス 飲食業 5%

173,113 兵庫県 神戸市 八百屋ファーム サービス 飲食業 5%

173,114 兵庫県 神戸市 焼肉きち太郎 サービス 飲食業 5%

173,115 兵庫県 神戸市 焼肉牧場　やまがき　三宮店 サービス 飲食業 5%

173,116 兵庫県 神戸市 焼肉牧場　やまがき　三宮店 サービス 飲食業 5%

173,117 兵庫県 神戸市 野菜と魚　きろく サービス 飲食業 5%

173,118 兵庫県 神戸市 ヤスダ宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,119 兵庫県 神戸市 柳家 サービス 飲食業 5%

173,120 兵庫県 神戸市 山の街ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

173,121 兵庫県 神戸市 やまびこ動物病院 サービス その他サービス 5%

173,122 兵庫県 神戸市 ヤマワキクリーナーズ　魚崎店 サービス その他サービス 5%

173,123 兵庫県 神戸市 ヤマワキクリーナーズ　本店 サービス その他サービス 5%

173,124 兵庫県 神戸市 ユアーズ サービス その他サービス 5%
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173,125 兵庫県 神戸市 ユア動物病院 サービス その他サービス 5%

173,126 兵庫県 神戸市 有限会社つるや本店 サービス その他サービス 5%

173,127 兵庫県 神戸市 有限会社朝日自動車サービス サービス その他サービス 5%

173,128 兵庫県 神戸市 有限大森金物店 サービス その他サービス 5%

173,129 兵庫県 神戸市 有限会社グラスパディ 小売業 その他小売 5%

173,130 兵庫県 神戸市 ［ＨＣ］有限会社島田電器 小売業 電化製品 5%

173,131 兵庫県 神戸市 有限会社ひこみ宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,132 兵庫県 神戸市 （有）フィオレ 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,133 兵庫県 神戸市 有限会社ペット・プラザ　本店 小売業 その他小売 5%

173,134 兵庫県 神戸市 有限会社三木屋 小売業 家具・調度品 5%

173,135 兵庫県 神戸市 有限会社山根電化 小売業 電化製品 5%

173,136 兵庫県 神戸市 有限会社ユタカ園東灘店 小売業 その他小売 5%

173,137 兵庫県 神戸市 ユーズドセレクトショップＬＩＦＥ 小売業 その他小売 5%

173,138 兵庫県 神戸市 ユニヴァーサルタクシー サービス その他サービス 5%

173,139 兵庫県 神戸市 ＵＮＩＯＮＷＯＲＫＳ 小売業 衣料品 5%

173,140 兵庫県 神戸市 ユニバー神戸テニス倶楽部 サービス その他サービス 5%

173,141 兵庫県 神戸市 夢おり本舗　神戸元町店 小売業 衣料品 5%

173,142 兵庫県 神戸市 ゆめ春来 サービス 宿泊業 5%

173,143 兵庫県 神戸市 洋食の赤ちゃん　兵庫南 サービス 飲食業 5%

173,144 兵庫県 神戸市 吉川自動車 サービス その他サービス 5%

173,145 兵庫県 神戸市 吉田勝恵商店 小売業 その他小売 5%

173,146 兵庫県 神戸市 吉光自転車商会 小売業 その他小売 5%

173,147 兵庫県 神戸市 吉光自転車商会 小売業 その他小売 5%

173,148 兵庫県 神戸市 4103 小売業 衣料品 5%

173,149 兵庫県 神戸市 ｌａ　Ｍｅｃｑｕｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,150 兵庫県 神戸市 ｌａ　ｌａｍｐｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,151 兵庫県 神戸市 ラ・エステ　神戸元町店 サービス 理容・美容業 5%

173,152 兵庫県 神戸市 ラ・エステ　神戸元町店 サービス 理容・美容業 5%

173,153 兵庫県 神戸市 来人 サービス 飲食業 5%

173,154 兵庫県 神戸市 ライフデザイン サービス その他サービス 5%

173,155 兵庫県 神戸市 ライフライン岡本 小売業 その他小売 5%

173,156 兵庫県 神戸市 ライフライン御影 小売業 その他小売 5%

173,157 兵庫県 神戸市 ラカサ　元町店 小売業 衣料品 5%

173,158 兵庫県 神戸市 ラケットプラザ　三宮店 小売業 その他小売 5%

173,159 兵庫県 神戸市 Ｌａ，ｓｅｅ サービス 飲食業 5%

173,160 兵庫県 神戸市 ＬＡＣＨＩＣ サービス 飲食業 5%

173,161 兵庫県 神戸市 らしんばん　神戸店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

173,162 兵庫県 神戸市 らしんばん　神戸店２号館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

173,163 兵庫県 神戸市 Ｌａ・ｐｉａｎｔａ 小売業 衣料品 5%

173,164 兵庫県 神戸市 ラピュタ・ザ・フランダース・テ・イル サービス 飲食業 5%

173,165 兵庫県 神戸市 ラピロ―ズ 小売業 衣料品 5%

173,166 兵庫県 神戸市 Ｒａｐｈａ サービス その他サービス 5%
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173,167 兵庫県 神戸市 Ｌａｎｄｓｃｈａｐｂｏｅｋ 小売業 その他小売 5%

173,168 兵庫県 神戸市 ランドマーク　ノース 小売業 その他小売 5%

173,169 兵庫県 神戸市 Ｌ　ｉ・Ａｒｇｅｅ サービス 理容・美容業 5%

173,170 兵庫県 神戸市 リアット！コープリビング甲南店 サービス その他サービス 5%

173,171 兵庫県 神戸市 リアット！ピアザ神戸２店 サービス その他サービス 5%

173,172 兵庫県 神戸市 Ｒｅａｌ　Ｔｒｅｅ　神戸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,173 兵庫県 神戸市 リアン動物病院 サービス その他サービス 5%

173,174 兵庫県 神戸市 ＪＭ／リーフティーカフェヒカリ サービス 飲食業 5%

173,175 兵庫県 神戸市 力源堂 小売業 食料品 5%

173,176 兵庫県 神戸市 力丸大蔵谷店 サービス 飲食業 5%

173,177 兵庫県 神戸市 力丸垂水店 サービス 飲食業 5%

173,178 兵庫県 神戸市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　北島建設　神戸住吉店 サービス その他サービス 2%

173,179 兵庫県 神戸市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　橋本建設 サービス その他サービス 2%

173,180 兵庫県 神戸市 ＲＩＣＯ　ＩＢＥＲＩＣＯ　ＫＯＢＥ サービス 飲食業 5%

173,181 兵庫県 神戸市 ＲＩＣＯＳＳＷＩＮＧＤＥＳＩＧＮＣＯＭＰＡＮＹ サービス その他サービス 5%

173,182 兵庫県 神戸市 ｌｉｃｏｌ サービス 理容・美容業 5%

173,183 兵庫県 神戸市 リサイクルきもの　たんす屋　元町店 小売業 衣料品 5%

173,184 兵庫県 神戸市 ＲｉｓｔｏｒａｎｔｅＤｕｅ サービス 飲食業 5%

173,185 兵庫県 神戸市 りずむぼっくす　元町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

173,186 兵庫県 神戸市 リナックスホーム サービス その他サービス 5%

173,187 兵庫県 神戸市 リビング　サトウ 小売業 その他小売 5%

173,188 兵庫県 神戸市 ｌｉｂｅｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

173,189 兵庫県 神戸市 リミックス　デュオ神戸店 小売業 衣料品 5%

173,190 兵庫県 神戸市 漁師寿司　海蓮丸　神戸店 サービス 飲食業 5%

173,191 兵庫県 神戸市 理容室　ハル サービス 理容・美容業 5%

173,192 兵庫県 神戸市 ｒｅｌａｘａｔｉｏｎｓａｌｏｎＷｉＣＣＡ サービス その他サービス 5%

173,193 兵庫県 神戸市 リラクゼーションつるかめ サービス その他サービス 5%

173,194 兵庫県 神戸市 リラクゼーション　つるかめ サービス その他サービス 5%

173,195 兵庫県 神戸市 ｒｉｎｇｒａｍ神戸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,196 兵庫県 神戸市 ＬＥ　ＺＥＰＨＹＲ 小売業 衣料品 5%

173,197 兵庫県 神戸市 ル・レストラン・マロニエ サービス 飲食業 5%

173,198 兵庫県 神戸市 ループサービス サービス その他サービス 5%

173,199 兵庫県 神戸市 Ｒｏｏｍ 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,200 兵庫県 神戸市 ルンバ☆ルンバ サービス 宿泊業 5%

173,201 兵庫県 神戸市 Ｒｅａｌ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

173,202 兵庫県 神戸市 レガリエッタ サービス 飲食業 5%

173,203 兵庫県 神戸市 レストハウス　グリゥック サービス 飲食業 5%

173,204 兵庫県 神戸市 レストハウス　グリゥック サービス 飲食業 5%

173,205 兵庫県 神戸市 レストラン　或る頁 サービス 飲食業 5%

173,206 兵庫県 神戸市 レストラン　パトリー サービス 飲食業 5%

173,207 兵庫県 神戸市 レストラン　みやす サービス 飲食業 5%

173,208 兵庫県 神戸市 ＲＥＤ　ＣＡＴ　ＳＡＬＯＯＮ 小売業 衣料品 5%
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173,209 兵庫県 神戸市 レニージョエル サービス 飲食業 5%

173,210 兵庫県 神戸市 れーるぎゃらりーろっこう 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

173,211 兵庫県 神戸市 ロイヤル化粧品（別所サロン） サービス その他サービス 5%

173,212 兵庫県 神戸市 ＬＯＵ　ｅｎ　ｒｏｕｔｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,213 兵庫県 神戸市 ＬＯＣＡＬＥＮＴＨＵＳＩＡＳＴ． 小売業 衣料品 5%

173,214 兵庫県 神戸市 ロードバイクＰＲＯＫＵ 小売業 その他小売 5%

173,215 兵庫県 神戸市 Ｌｏｃａ サービス 理容・美容業 5%

173,216 兵庫県 神戸市 ＬＯＴＵＳ　ＣＡＬＩＦＯＲＮＩＡ 小売業 衣料品 5%

173,217 兵庫県 神戸市 ロータスアサヒ サービス その他サービス 5%

173,218 兵庫県 神戸市 六甲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

173,219 兵庫県 神戸市 六甲口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

173,220 兵庫県 神戸市 ロッサ＆ＴＲ サービス 理容・美容業 5%

173,221 兵庫県 神戸市 ロハス　ヘア　アンジュ　西元町店 サービス 理容・美容業 5%

173,222 兵庫県 神戸市 ロハスヘア髪心 サービス 理容・美容業 5%

173,223 兵庫県 神戸市 ロベリア　さんプラザ神戸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,224 兵庫県 神戸市 ＪＭ／ろろ 小売業 その他小売 5%

173,225 兵庫県 神戸市 ワークショップ　細川 小売業 衣料品 5%

173,226 兵庫県 神戸市 Ｙ，ＹＫＩＤ’Ｓ　甲南山手店 小売業 衣料品 5%

173,227 兵庫県 神戸市 和菓子工坊ありま 小売業 食料品 5%

173,228 兵庫県 神戸市 和彩キッチン　直 サービス 飲食業 5%

173,229 兵庫県 神戸市 ワシダ商店　ワシダメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,230 兵庫県 神戸市 和酒膳　寛 サービス 飲食業 5%

173,231 兵庫県 神戸市 綿の実工房 小売業 その他小売 5%

173,232 兵庫県 神戸市 わちふぃーるど　デュオこうべ店 小売業 その他小売 5%

173,233 兵庫県 神戸市 和ろうそくｋｏｂｅ　松本商店 サービス その他サービス 5%

173,234 兵庫県 神戸市 １－ｓｔｙｌｅ神戸ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

173,235 兵庫県 神戸市 ワンステップ神戸店 サービス 理容・美容業 5%

173,236 兵庫県 神戸市 ｗａｎｄｅｒｖｏｇｅｌ サービス 理容・美容業 5%

173,237 兵庫県 神戸市北区 Ｒｅ－ｅｎｃｏｕｎｔｅｒ サービス 飲食業 5%

173,238 兵庫県 神戸市北区 ＲＳ－ＳＰＯＲＴＳ サービス その他サービス 5%

173,239 兵庫県 神戸市北区 アクアアベニュー 小売業 その他小売 5%

173,240 兵庫県 神戸市北区 飛鳥電子株式会社 小売業 電化製品 5%

173,241 兵庫県 神戸市北区 アトリエシュシュ サービス その他サービス 5%

173,242 兵庫県 神戸市北区 ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

173,243 兵庫県 神戸市北区 Ａｂａｔｅｎｎｅ サービス その他サービス 5%

173,244 兵庫県 神戸市北区 甘利交通 サービス 運輸業 5%

173,245 兵庫県 神戸市北区 アミエ 小売業 衣料品 5%

173,246 兵庫県 神戸市北区 有馬温泉　銀水荘　兆楽 サービス 宿泊業 5%

173,247 兵庫県 神戸市北区 有馬温泉　ＳＰＡ　ＴＥＲＲＡＣＥ紫翠 サービス 宿泊業 5%

173,248 兵庫県 神戸市北区 有馬温泉　欽山） サービス 宿泊業 5%

173,249 兵庫県 神戸市北区 セブン－イレブン有馬温泉店 小売業 食料品 2%

173,250 兵庫県 神戸市北区 有馬籠本店 小売業 その他小売 5%
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173,251 兵庫県 神戸市北区 有馬香心堂 サービス その他サービス 5%

173,252 兵庫県 神戸市北区 有馬山叢御所別墅 サービス 宿泊業 5%

173,253 兵庫県 神戸市北区 有馬十八番 サービス 飲食業 5%

173,254 兵庫県 神戸市北区 有馬せんべい本舗 サービス その他サービス 5%

173,255 兵庫県 神戸市北区 有馬炭酸力 サービス その他サービス 5%

173,256 兵庫県 神戸市北区 有馬土山人 サービス 飲食業 5%

173,257 兵庫県 神戸市北区 有馬里駐車場 サービス その他サービス 5%

173,258 兵庫県 神戸市北区 アルファ　鈴蘭台東 サービス その他サービス 5%

173,259 兵庫県 神戸市北区 アルファ　西鈴蘭台 サービス その他サービス 5%

173,260 兵庫県 神戸市北区 ａＬａ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

173,261 兵庫県 神戸市北区 Ｕｎ　Ｐｒｏｖｅｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

173,262 兵庫県 神戸市北区 居酒屋ゆもちゃん サービス 飲食業 5%

173,263 兵庫県 神戸市北区 いっぺ・こっぺ サービス 飲食業 5%

173,264 兵庫県 神戸市北区 エステサロン瑚夏 サービス 理容・美容業 5%

173,265 兵庫県 神戸市北区 榎本孝二 サービス 運輸業 5%

173,266 兵庫県 神戸市北区 エムエム３９ 小売業 衣料品 5%

173,267 兵庫県 神戸市北区 えり正 小売業 衣料品 5%

173,268 兵庫県 神戸市北区 ＡｎｇｅｌＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

173,269 兵庫県 神戸市北区 オートサービス　プレスト サービス その他サービス 5%

173,270 兵庫県 神戸市北区 岡田成市 サービス その他サービス 5%

173,271 兵庫県 神戸市北区 岡田タクシー サービス 運輸業 5%

173,272 兵庫県 神戸市北区 おざき建装 サービス その他サービス 5%

173,273 兵庫県 神戸市北区 音羽鮨　鈴蘭台出前センター サービス 飲食業 5%

173,274 兵庫県 神戸市北区 オレンジ動物病院 サービス その他サービス 5%

173,275 兵庫県 神戸市北区 介護タクシー　きんとうん サービス 運輸業 5%

173,276 兵庫県 神戸市北区 菓子工房 ボン クラージュ 小売業 食料品 5%

173,277 兵庫県 神戸市北区 菓子工房ボンクラージュ サービス 飲食業 5%

173,278 兵庫県 神戸市北区 カットインイデ サービス 理容・美容業 5%

173,279 兵庫県 神戸市北区 角の坊 サービス 宿泊業 5%

173,280 兵庫県 神戸市北区 ｃａｆｅ　ｔｈｅ　ｇｉｌｂｅｅ サービス 飲食業 5%

173,281 兵庫県 神戸市北区 カフェパンドール サービス 飲食業 5%

173,282 兵庫県 神戸市北区 株式会社アザレア建築設計工房 サービス その他サービス 5%

173,283 兵庫県 神戸市北区 株式会社アスカ サービス その他サービス 5%

173,284 兵庫県 神戸市北区 株式会社アルコ サービス その他サービス 5%

173,285 兵庫県 神戸市北区 株式会社エイム サービス その他サービス 5%

173,286 兵庫県 神戸市北区 株式会社Ｃａｓａｉｌ サービス その他サービス 5%

173,287 兵庫県 神戸市北区 株式会社としや サービス 飲食業 5%

173,288 兵庫県 神戸市北区 株式会社満月堂　催事管理用 小売業 食料品 5%

173,289 兵庫県 神戸市北区 株式会社満月堂　大丸神戸店　催事販売 小売業 食料品 5%

173,290 兵庫県 神戸市北区 株式会社みなみかぜ 小売業 衣料品 5%

173,291 兵庫県 神戸市北区 株式会社若狭屋 小売業 衣料品 5%

173,292 兵庫県 神戸市北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋北区谷上店 サービス 飲食業 2%
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173,293 兵庫県 神戸市北区 河合塾マナビス鈴蘭台駅前校 サービス その他サービス 2%

173,294 兵庫県 神戸市北区 キクロスカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

173,295 兵庫県 神戸市北区 キタデンキ 小売業 電化製品 5%

173,296 兵庫県 神戸市北区 喫茶いずみ サービス 飲食業 5%

173,297 兵庫県 神戸市北区 きなりがらす　有馬温泉店 小売業 その他小売 5%

173,298 兵庫県 神戸市北区 業務スーパー岡場店 小売業 食料品 2%

173,299 兵庫県 神戸市北区 喜楽屋 サービス 飲食業 5%

173,300 兵庫県 神戸市北区 グリーンハウス サービス その他サービス 5%

173,301 兵庫県 神戸市北区 クレアトゥールヘアーズ北町店 サービス 理容・美容業 5%

173,302 兵庫県 神戸市北区 グレースフジミ　神戸北町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,303 兵庫県 神戸市北区 月光園　鴻朧館 サービス 宿泊業 5%

173,304 兵庫県 神戸市北区 月光園　游月山荘 サービス 宿泊業 5%

173,305 兵庫県 神戸市北区 合同会社ぶりくら　ショップぶりくら 小売業 その他小売 5%

173,306 兵庫県 神戸市北区 セブン－イレブン神戸有野中町２丁目店 小売業 食料品 2%

173,307 兵庫県 神戸市北区 神戸新聞鈴蘭台販売所 小売業 その他小売 5%

173,308 兵庫県 神戸市北区 神戸新聞北神北摂販売センター 小売業 その他小売 5%

173,309 兵庫県 神戸市北区 神戸新聞箕谷神戸北町専売所 小売業 その他小売 5%

173,310 兵庫県 神戸市北区 セブン－イレブン神戸鈴蘭台南町店 小売業 食料品 2%

173,311 兵庫県 神戸市北区 セブン－イレブン神戸星和台１丁目店 小売業 食料品 2%

173,312 兵庫県 神戸市北区 セブン－イレブン神戸西多聞通１丁目店 小売業 食料品 2%

173,313 兵庫県 神戸市北区 セブン－イレブン神戸山田小部店 小売業 食料品 2%

173,314 兵庫県 神戸市北区 神戸養蜂場 小売業 その他小売 5%

173,315 兵庫県 神戸市北区 神戸養蜂場カフェ 小売業 その他小売 5%

173,316 兵庫県 神戸市北区 セブン－イレブン神戸若葉台３丁目店 小売業 食料品 2%

173,317 兵庫県 神戸市北区 御所坊 サービス 宿泊業 5%

173,318 兵庫県 神戸市北区 個人ＳＤＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

173,319 兵庫県 神戸市北区 コスメティックミュゲ 小売業 その他小売 5%

173,320 兵庫県 神戸市北区 ＣＯＳＭＯＳＰＯＲＴＳ 小売業 その他小売 5%

173,321 兵庫県 神戸市北区 ころん 小売業 その他小売 5%

173,322 兵庫県 神戸市北区 桜ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

173,323 兵庫県 神戸市北区 幸電器 小売業 電化製品 5%

173,324 兵庫県 神戸市北区 茶房　堂加亭 サービス 飲食業 5%

173,325 兵庫県 神戸市北区 ＳＡＢＯＲ サービス 飲食業 5%

173,326 兵庫県 神戸市北区 セブン－イレブン三田プレミアム・アウトレット店 小売業 食料品 2%

173,327 兵庫県 神戸市北区 Ｓｈａｏｔｉａｎ 小売業 その他小売 5%

173,328 兵庫県 神戸市北区 社会保険労務士法人みらいへ サービス その他サービス 5%

173,329 兵庫県 神戸市北区 ジャストカーテン　神戸北店 小売業 その他小売 5%

173,330 兵庫県 神戸市北区 松栄堂 サービス 飲食業 5%

173,331 兵庫県 神戸市北区 すがはらケアサービス サービス 運輸業 5%

173,332 兵庫県 神戸市北区 鈴珈屋 サービス 飲食業 5%

173,333 兵庫県 神戸市北区 すずらん吉田商店 小売業 食料品 5%

173,334 兵庫県 神戸市北区 すたみな太郎　神戸鹿の子台店 サービス 飲食業 5%
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173,335 兵庫県 神戸市北区 Ｎ・Ｙ・フードサービス株式会社 サービス 飲食業 5%

173,336 兵庫県 神戸市北区 スリーエム　鈴蘭台 小売業 衣料品 5%

173,337 兵庫県 神戸市北区 大黒屋 小売業 その他小売 5%

173,338 兵庫県 神戸市北区 タイム交通 サービス その他サービス 5%

173,339 兵庫県 神戸市北区 高山荘　華野 サービス 宿泊業 5%

173,340 兵庫県 神戸市北区 ｄａｋｕｈａｉｒｇａｌｌｅｒｙ サービス 理容・美容業 5%

173,341 兵庫県 神戸市北区 竹取亭円山 サービス 宿泊業 5%

173,342 兵庫県 神戸市北区 たこやき屋蛸よし サービス 飲食業 5%

173,343 兵庫県 神戸市北区 谷タクシー サービス 運輸業 5%

173,344 兵庫県 神戸市北区 ダンロップゴルフコース サービス その他サービス 5%

173,345 兵庫県 神戸市北区 チェックローズ 小売業 衣料品 5%

173,346 兵庫県 神戸市北区 チェックローズ　藤原台店 小売業 衣料品 5%

173,347 兵庫県 神戸市北区 つるや洗舗 サービス その他サービス 5%

173,348 兵庫県 神戸市北区 デジール サービス その他サービス 5%

173,349 兵庫県 神戸市北区 てぶらや 小売業 衣料品 5%

173,350 兵庫県 神戸市北区 テレワークコミュニケーションズ サービス その他サービス 5%

173,351 兵庫県 神戸市北区 テンヤクドー薬局北鈴店 小売業 その他小売 5%

173,352 兵庫県 神戸市北区 トアルージュ サービス 飲食業 5%

173,353 兵庫県 神戸市北区 トータルビューティクリスタル サービス 理容・美容業 5%

173,354 兵庫県 神戸市北区 ドルチェカーネ・中塚 サービス その他サービス 5%

173,355 兵庫県 神戸市北区 ＴＲＯＩＳＤＥＢＥＡＵＴＥ サービス 理容・美容業 5%

173,356 兵庫県 神戸市北区 永福電設 サービス その他サービス 5%

173,357 兵庫県 神戸市北区 ナチュレ サービス 飲食業 5%

173,358 兵庫県 神戸市北区 ナポリの窯　ストロベリーコーンズ北神戸店　ナポリの窯　ストロベリーコーンズ北神戸店 サービス 飲食業 2%

173,359 兵庫県 神戸市北区 ニッカホーム　神戸北営業所 サービス その他サービス 5%

173,360 兵庫県 神戸市北区 日本電子 小売業 電化製品 5%

173,361 兵庫県 神戸市北区 日本電子西鈴営業所 小売業 電化製品 5%

173,362 兵庫県 神戸市北区 にろや サービス その他サービス 5%

173,363 兵庫県 神戸市北区 ネッツトヨタゾナ神戸北神店 小売業 その他小売 5%

173,364 兵庫県 神戸市北区 ｎｏｒｄ サービス 飲食業 5%

173,365 兵庫県 神戸市北区 希海ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

173,366 兵庫県 神戸市北区 のぼり屋 小売業 食料品 5%

173,367 兵庫県 神戸市北区 パーシモンズ神戸 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,368 兵庫県 神戸市北区 ハートヘアースタジオ・マキ サービス 理容・美容業 5%

173,369 兵庫県 神戸市北区 ＢＢＱ太郎神戸店 サービス 理容・美容業 5%

173,370 兵庫県 神戸市北区 八間蔵 サービス 飲食業 5%

173,371 兵庫県 神戸市北区 花小宿 サービス 宿泊業 5%

173,372 兵庫県 神戸市北区 早川タクシー サービス 運輸業 5%

173,373 兵庫県 神戸市北区 パルネット　北鈴蘭台店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

173,374 兵庫県 神戸市北区 ピアットコロラティ　ピアットコロラティ サービス 飲食業 5%

173,375 兵庫県 神戸市北区 ひかりペイント サービス その他サービス 5%

173,376 兵庫県 神戸市北区 ｂｉｓｈｏｐ サービス その他サービス 5%
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173,377 兵庫県 神戸市北区 ＢｅａｕｔｙｓａｌｏｎＳｏｌ サービス 理容・美容業 5%

173,378 兵庫県 神戸市北区 兵庫トヨタ自動車鈴蘭台店 小売業 その他小売 5%

173,379 兵庫県 神戸市北区 兵庫トヨタ自動車藤原台店 小売業 その他小売 5%

173,380 兵庫県 神戸市北区 兵庫トヨタ自動車マイカ－ランド藤原台 小売業 その他小売 5%

173,381 兵庫県 神戸市北区 平瀬楽器藤原台センター　平瀬楽器　藤原台センター 小売業 その他小売 5%

173,382 兵庫県 神戸市北区 株式会社平野屋本舗 サービス その他サービス 5%

173,383 兵庫県 神戸市北区 ＦＡＭＩＴＴＯ 小売業 衣料品 5%

173,384 兵庫県 神戸市北区 ファミリー広陵 小売業 電化製品 5%

173,385 兵庫県 神戸市北区 Ｆｉｏｒｅｎｔｅ 小売業 その他小売 5%

173,386 兵庫県 神戸市北区 ｆｉｓｈ　ｈｏｕｓｅ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

173,387 兵庫県 神戸市北区 株式会社フェールパシパラ 小売業 衣料品 5%

173,388 兵庫県 神戸市北区 プチアンジュ サービス その他サービス 5%

173,389 兵庫県 神戸市北区 ブティック　ノワール　岡場店 小売業 衣料品 5%

173,390 兵庫県 神戸市北区 ブティック　ノワール　コアキタマチ店 小売業 衣料品 5%

173,391 兵庫県 神戸市北区 ブティックマリモ 小売業 衣料品 5%

173,392 兵庫県 神戸市北区 フラワーショップ アントス ベルスト鈴蘭台店 小売業 その他小売 5%

173,393 兵庫県 神戸市北区 ブリュッケホステルアンドカフェ サービス 宿泊業 5%

173,394 兵庫県 神戸市北区 プリン 小売業 その他小売 5%

173,395 兵庫県 神戸市北区 プレッツェル　プレッツェル サービス 飲食業 5%

173,396 兵庫県 神戸市北区 ＰＲＯＶＥＮＣＥ サービス 理容・美容業 5%

173,397 兵庫県 神戸市北区 ヘアーアクティブ サービス 理容・美容業 5%

173,398 兵庫県 神戸市北区 ヘアーサロン花 サービス 理容・美容業 5%

173,399 兵庫県 神戸市北区 ヘアースタジオｂ２ サービス 理容・美容業 5%

173,400 兵庫県 神戸市北区 弁護士法人近畿フロンティア法律事務所 サービス その他サービス 5%

173,401 兵庫県 神戸市北区 ベンチタイム 小売業 食料品 5%

173,402 兵庫県 神戸市北区 北海ラーメン　淡河店 サービス 飲食業 5%

173,403 兵庫県 神戸市北区 ホテル　花小宿 サービス 宿泊業 5%

173,404 兵庫県 神戸市北区 ｐｏｌｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%

173,405 兵庫県 神戸市北区 ホンダオートファミリー 小売業 その他小売 5%

173,406 兵庫県 神戸市北区 Ｂｏｎｐｏｉｎｔ 小売業 食料品 5%

173,407 兵庫県 神戸市北区 Ｂｏｎｐｏｉｎｔ 小売業 食料品 5%

173,408 兵庫県 神戸市北区 Ｂｏｎｐｏｉｎｔ　Ｓｕｚｕ 小売業 食料品 5%

173,409 兵庫県 神戸市北区 株式会社北神企画 サービス その他サービス 5%

173,410 兵庫県 神戸市北区 松元隼人 サービス その他サービス 5%

173,411 兵庫県 神戸市北区 窓とドアのｍａｄｏａ サービス その他サービス 5%

173,412 兵庫県 神戸市北区 マルオカ電器 小売業 電化製品 5%

173,413 兵庫県 神戸市北区 マルオカ電器松ケ枝店 小売業 電化製品 5%

173,414 兵庫県 神戸市北区 株式会社Ｓ＆Ｙフード サービス 飲食業 5%

173,415 兵庫県 神戸市北区 ＭＳ倶楽部シバ 小売業 電化製品 5%

173,416 兵庫県 神戸市北区 ミタニヤ 小売業 衣料品 5%

173,417 兵庫県 神戸市北区 ミッキー電化機器 小売業 電化製品 5%

173,418 兵庫県 神戸市北区 みどりモータース北神店 サービス その他サービス 5%
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173,419 兵庫県 神戸市北区 百足屋 サービス 飲食業 5%

173,420 兵庫県 神戸市北区 メナード小倉台店 サービス 理容・美容業 5%

173,421 兵庫県 神戸市北区 メルヴェール有馬 サービス 宿泊業 5%

173,422 兵庫県 神戸市北区 モルゲンロート サービス その他サービス 5%

173,423 兵庫県 神戸市北区 モンベルルーム有馬 小売業 その他小売 2%

173,424 兵庫県 神戸市北区 焼肉すみび屋 サービス 飲食業 5%

173,425 兵庫県 神戸市北区 やしろや サービス 飲食業 5%

173,426 兵庫県 神戸市北区 ヤスイ電気 サービス その他サービス 5%

173,427 兵庫県 神戸市北区 山善寿司　北五葉店 サービス 飲食業 5%

173,428 兵庫県 神戸市北区 ユアーズ サービス その他サービス 5%

173,429 兵庫県 神戸市北区 優印堂 小売業 家具・調度品 5%

173,430 兵庫県 神戸市北区 有限会社　関西総合住設 サービス その他サービス 5%

173,431 兵庫県 神戸市北区 有限会社オズエステート サービス その他サービス 5%

173,432 兵庫県 神戸市北区 有限会社クリーニング北條屋 サービス その他サービス 5%

173,433 兵庫県 神戸市北区 有限会社クリーニング北條屋 サービス その他サービス 5%

173,434 兵庫県 神戸市北区 有限会社二葉建設 サービス その他サービス 5%

173,435 兵庫県 神戸市北区 有限会社ホットホイールズ 小売業 その他小売 5%

173,436 兵庫県 神戸市北区 Ｙｏｕサポート サービス 運輸業 5%

173,437 兵庫県 神戸市北区 ＵＮＩＴＥＤＭＯＴＯＲＳ神戸２ｎｄＧＡＲＡＧＥ サービス その他サービス 5%

173,438 兵庫県 神戸市北区 吉岡商店 小売業 衣料品 5%

173,439 兵庫県 神戸市北区 ラ　ルーナＡＬＥＸ　神戸北町店 サービス 理容・美容業 5%

173,440 兵庫県 神戸市北区 ＲｅＣｏｍｐａｎｙ サービス 理容・美容業 5%

173,441 兵庫県 神戸市北区 りぐこうべ兵庫 サービス その他サービス 5%

173,442 兵庫県 神戸市北区 ｒｉｐｐｌｅ 小売業 衣料品 5%

173,443 兵庫県 神戸市北区 Ｒｅｆｉｏｒａ 小売業 衣料品 5%

173,444 兵庫県 神戸市北区 ルック美容室 サービス 理容・美容業 5%

173,445 兵庫県 神戸市北区 ｌｕｌｕ　ｌａ　ｃｏｃｏｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

173,446 兵庫県 神戸市北区 レストランカフェ　エルボン サービス 飲食業 5%

173,447 兵庫県 神戸市北区 ＲｏｍａｎｃｅＳｔａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

173,448 兵庫県 神戸市北区 ＷＡＴＡＮＡＢＥＭＯＴＯＲＳＴ?ＢＩＲＤ ＷＡＴＡＮＡＢＥＭＯＴＯＲＳ Ｔ?ＢＩＲＤ サービス その他サービス 5%

173,449 兵庫県 神戸市須磨区 ａｋｉｒａ名谷店 サービス 理容・美容業 5%

173,450 兵庫県 神戸市須磨区 アクアレラ サービス 理容・美容業 5%

173,451 兵庫県 神戸市須磨区 アクアレラ サービス 理容・美容業 5%

173,452 兵庫県 神戸市須磨区 揚匠 しげ盛 揚匠 しげ盛 サービス 飲食業 5%

173,453 兵庫県 神戸市須磨区 アコースティックハーモニー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

173,454 兵庫県 神戸市須磨区 アトリエブロセ サービス 理容・美容業 5%

173,455 兵庫県 神戸市須磨区 アリエル 小売業 その他小売 5%

173,456 兵庫県 神戸市須磨区 アルファ　板宿 サービス その他サービス 5%

173,457 兵庫県 神戸市須磨区 アルファ　白川台 サービス その他サービス 5%

173,458 兵庫県 神戸市須磨区 アルファ　須磨 サービス その他サービス 5%

173,459 兵庫県 神戸市須磨区 Ａｌｏｈａ サービス 理容・美容業 5%

173,460 兵庫県 神戸市須磨区 ＥＣＣジュニア神の谷教室 サービス その他サービス 5%
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173,461 兵庫県 神戸市須磨区 板宿酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

173,462 兵庫県 神戸市須磨区 板宿酒場わっしょい サービス 飲食業 5%

173,463 兵庫県 神戸市須磨区 板宿装飾 サービス その他サービス 5%

173,464 兵庫県 神戸市須磨区 出光セルフ須磨ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

173,465 兵庫県 神戸市須磨区 今川昇 サービス その他サービス 5%

173,466 兵庫県 神戸市須磨区 Ｇｉｖｉｎｇｔｒｅｅ サービス 理容・美容業 5%

173,467 兵庫県 神戸市須磨区 海の家パラダイス サービス 飲食業 5%

173,468 兵庫県 神戸市須磨区 Ａｒｅａ　Ｐｒｏ　よしかわ 小売業 電化製品 5%

173,469 兵庫県 神戸市須磨区 ｅｎｊｏｏｏｙ３６５ サービス その他サービス 5%

173,470 兵庫県 神戸市須磨区 おこのみやき３丁目 サービス 飲食業 5%

173,471 兵庫県 神戸市須磨区 おこのみやき３丁目 サービス 飲食業 5%

173,472 兵庫県 神戸市須磨区 おちゃめくらぶ 小売業 食料品 5%

173,473 兵庫県 神戸市須磨区 介護タクシースマイリー サービス 運輸業 5%

173,474 兵庫県 神戸市須磨区 椛八 サービス 飲食業 5%

173,475 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社ＡＴＥＬＩＥＲＲＩＫＩ サービス その他サービス 5%

173,476 兵庫県 神戸市須磨区 ＳＷＥＬＬｉｎｃ． サービス その他サービス 5%

173,477 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社日昌エンジニアリング 小売業 電化製品 5%

173,478 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社プライム サービス 運輸業 5%

173,479 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社ＲＩＮＫＥＮ サービス その他サービス 5%

173,480 兵庫県 神戸市須磨区 釜出しうどんこと平 サービス 飲食業 5%

173,481 兵庫県 神戸市須磨区 ガレージ?ワン 小売業 その他小売 5%

173,482 兵庫県 神戸市須磨区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋板宿駅前店 サービス 飲食業 2%

173,483 兵庫県 神戸市須磨区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋須磨駅前店 サービス 飲食業 2%

173,484 兵庫県 神戸市須磨区 河合塾マナビス板宿校 サービス その他サービス 2%

173,485 兵庫県 神戸市須磨区 漢方杏林堂 小売業 その他小売 5%

173,486 兵庫県 神戸市須磨区 汽車ポッポ　板宿駅前店 サービス 飲食業 5%

173,487 兵庫県 神戸市須磨区 北出青果 小売業 その他小売 5%

173,488 兵庫県 神戸市須磨区 喫茶ハウディ サービス 飲食業 5%

173,489 兵庫県 神戸市須磨区 ＣＡＭＥＬＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

173,490 兵庫県 神戸市須磨区 牛角須磨パティオ店 サービス 飲食業 2%

173,491 兵庫県 神戸市須磨区 クツナ無線 小売業 電化製品 5%

173,492 兵庫県 神戸市須磨区 ＧＬＡＭＯＵＲステーション サービス 理容・美容業 5%

173,493 兵庫県 神戸市須磨区 グランド 宝塚南口店 サービス 理容・美容業 5%

173,494 兵庫県 神戸市須磨区 黒のれん サービス 飲食業 5%

173,495 兵庫県 神戸市須磨区 黒のれん サービス 飲食業 5%

173,496 兵庫県 神戸市須磨区 クロンボ サービス 飲食業 5%

173,497 兵庫県 神戸市須磨区 ＣＡＲＥｄｏｇｓａｌｏｎ：ｋｏｂｅ サービス その他サービス 5%

173,498 兵庫県 神戸市須磨区 セブン－イレブン神戸板宿駅前店 小売業 食料品 2%

173,499 兵庫県 神戸市須磨区 セブン－イレブン神戸奥須磨店 小売業 食料品 2%

173,500 兵庫県 神戸市須磨区 神戸住宅合資会社 サービス その他サービス 5%

173,501 兵庫県 神戸市須磨区 神戸新聞板宿専売所 小売業 その他小売 5%

173,502 兵庫県 神戸市須磨区 神戸新聞名谷北専売所 小売業 その他小売 5%
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173,503 兵庫県 神戸市須磨区 セブン－イレブン神戸須磨大池町店 小売業 食料品 2%

173,504 兵庫県 神戸市須磨区 セブン－イレブン神戸須磨車店 小売業 食料品 2%

173,505 兵庫県 神戸市須磨区 セブン－イレブン神戸須磨白川店 小売業 食料品 2%

173,506 兵庫県 神戸市須磨区 セブン－イレブン神戸須磨平田町５丁目店 小売業 食料品 2%

173,507 兵庫県 神戸市須磨区 セブン－イレブン神戸須磨行幸町店 小売業 食料品 2%

173,508 兵庫県 神戸市須磨区 セブン－イレブン神戸多井畑南町店 小売業 食料品 2%

173,509 兵庫県 神戸市須磨区 神戸タイヤサービス株式会社 小売業 その他小売 5%

173,510 兵庫県 神戸市須磨区 珈琲焙煎工房Ｓｏｒａ．ｍａｍｅ サービス 飲食業 5%

173,511 兵庫県 神戸市須磨区 ココナドットコム サービス その他サービス 5%

173,512 兵庫県 神戸市須磨区 ごはん家梨川 サービス 飲食業 5%

173,513 兵庫県 神戸市須磨区 コペンハーゲン サービス 飲食業 5%

173,514 兵庫県 神戸市須磨区 コロッケと、、、神戸水野家　ＪＲ須磨駅店 小売業 食料品 5%

173,515 兵庫県 神戸市須磨区 ｃｏｍｐｌｅｔｅ サービス その他サービス 5%

173,516 兵庫県 神戸市須磨区 Ｚａｋｊａｋｉｃｈｉ 小売業 衣料品 5%

173,517 兵庫県 神戸市須磨区 三祐木材を 小売業 電化製品 5%

173,518 兵庫県 神戸市須磨区 幸ギャル サービス 理容・美容業 5%

173,519 兵庫県 神戸市須磨区 ジュエリーカミネ　板宿店 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,520 兵庫県 神戸市須磨区 酒菜ダイニング　すずろ サービス 飲食業 5%

173,521 兵庫県 神戸市須磨区 Ｃｈｏｕｃｈｏｕ＊ａｎｎｅｘｅ サービス その他サービス 5%

173,522 兵庫県 神戸市須磨区 スタジオフレッシェ サービス その他サービス 5%

173,523 兵庫県 神戸市須磨区 すまい研究所 サービス その他サービス 5%

173,524 兵庫県 神戸市須磨区 スマイル 小売業 衣料品 5%

173,525 兵庫県 神戸市須磨区 須磨温泉寿楼 小売業 その他小売 5%

173,526 兵庫県 神戸市須磨区 すま建築と福祉の研究所 サービス その他サービス 5%

173,527 兵庫県 神戸市須磨区 須磨のり　河昌 小売業 食料品 5%

173,528 兵庫県 神戸市須磨区 炭火居酒屋喜楽 サービス 飲食業 5%

173,529 兵庫県 神戸市須磨区 炭火焼肉モランボン サービス 飲食業 5%

173,530 兵庫県 神戸市須磨区 生活衣類と雑貨のお店　つむら 小売業 衣料品 5%

173,531 兵庫県 神戸市須磨区 生活彩家神戸女子大学須磨店 小売業 その他小売 2%

173,532 兵庫県 神戸市須磨区 ｇｅｎｅｒａｌｓｔｏｒｅＣＡＲＴ 小売業 家具・調度品 5%

173,533 兵庫県 神戸市須磨区 ＳｅｌｅｃｔＳｈｏｐＴ－ＡＲＡ 小売業 衣料品 5%

173,534 兵庫県 神戸市須磨区 大鼓 サービス 飲食業 5%

173,535 兵庫県 神戸市須磨区 大師餅本舗 サービス 飲食業 5%

173,536 兵庫県 神戸市須磨区 大翔電工 サービス その他サービス 5%

173,537 兵庫県 神戸市須磨区 炊きたてご飯　Ｃａｆｅ　Ｒｉｚｏ　炊きたてご飯　Ｃａｆｅ　Ｒｉｚｏ サービス 飲食業 5%

173,538 兵庫県 神戸市須磨区 ＣＨＯ－ＫＩＮＨＯＵＳＥＩＮＯＵＥ サービス 理容・美容業 5%

173,539 兵庫県 神戸市須磨区 ツムラ電器 小売業 電化製品 5%

173,540 兵庫県 神戸市須磨区 ｄｂ．ゆう サービス 飲食業 5%

173,541 兵庫県 神戸市須磨区 Ｄａｙ　Ｔｒｉｐｐｅｒ サービス 理容・美容業 5%

173,542 兵庫県 神戸市須磨区 てっぱん食堂ひろも サービス 飲食業 5%

173,543 兵庫県 神戸市須磨区 東条屋 小売業 食料品 5%

173,544 兵庫県 神戸市須磨区 ＤｏｇｓａｌｏｎＣｉｔｒｉｎｅＴｏｐａｚ サービス その他サービス 5%
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173,545 兵庫県 神戸市須磨区 トヨタカローラ兵庫須磨店 小売業 その他小売 5%

173,546 兵庫県 神戸市須磨区 ｔｒｉｏｗｏｏｄ サービス その他サービス 5%

173,547 兵庫県 神戸市須磨区 鳥輝 サービス 飲食業 5%

173,548 兵庫県 神戸市須磨区 鳥嗣 サービス 飲食業 5%

173,549 兵庫県 神戸市須磨区 ＴｒｅａｓｕｒｅＣｈｅｓｔ 小売業 衣料品 5%

173,550 兵庫県 神戸市須磨区 とんかつかっさい サービス 飲食業 5%

173,551 兵庫県 神戸市須磨区 仲川 サービス 飲食業 5%

173,552 兵庫県 神戸市須磨区 ナガタ薬品 小売業 その他小売 5%

173,553 兵庫県 神戸市須磨区 鳴門鯛焼本舗　板宿駅前店 サービス 飲食業 5%

173,554 兵庫県 神戸市須磨区 西内酒類食品 サービス その他サービス 5%

173,555 兵庫県 神戸市須磨区 日正電化工業 小売業 電化製品 5%

173,556 兵庫県 神戸市須磨区 日正電化工業名谷南店 小売業 電化製品 5%

173,557 兵庫県 神戸市須磨区 ｖｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

173,558 兵庫県 神戸市須磨区 ぱそこん教室ロケット サービス その他サービス 5%

173,559 兵庫県 神戸市須磨区 肌愛サロン?栞風?しおかぜ サービス 理容・美容業 5%

173,560 兵庫県 神戸市須磨区 ｐｉａｃｃｏｌｌｉｎａＳａｉ サービス 飲食業 5%

173,561 兵庫県 神戸市須磨区 ぴーす白川動物病院 ぴーす白川動物病院 サービス その他サービス 5%

173,562 兵庫県 神戸市須磨区 ひづめ屋 サービス 理容・美容業 5%

173,563 兵庫県 神戸市須磨区 ビューティーサロンシュン サービス 理容・美容業 5%

173,564 兵庫県 神戸市須磨区 ビューティサロンジョイ ビューティーサロンジョイ サービス 理容・美容業 5%

173,565 兵庫県 神戸市須磨区 兵庫トヨタ自動車特販営業所 小売業 その他小売 5%

173,566 兵庫県 神戸市須磨区 ＰＩＮＫＳＰＩＫＥ 小売業 衣料品 5%

173,567 兵庫県 神戸市須磨区 ｐｕａｎ?ｎ? 小売業 衣料品 5%

173,568 兵庫県 神戸市須磨区 フィットネスVIVA板宿 サービス その他サービス 5%

173,569 兵庫県 神戸市須磨区 フォルダー サービス その他サービス 5%

173,570 兵庫県 神戸市須磨区 フットサルコート板宿 サービス その他サービス 5%

173,571 兵庫県 神戸市須磨区 プラスワン板宿商店街店 サービス その他サービス 5%

173,572 兵庫県 神戸市須磨区 フリーダムゲート サービス その他サービス 5%

173,573 兵庫県 神戸市須磨区 ＦｒａｍｅＦｒａｍｅ 小売業 衣料品 5%

173,574 兵庫県 神戸市須磨区 ｈａｉｒＵｒｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

173,575 兵庫県 神戸市須磨区 ＨＡＩＲＷＩＳＨ サービス 理容・美容業 5%

173,576 兵庫県 神戸市須磨区 ヘアーガーデン サービス 理容・美容業 5%

173,577 兵庫県 神戸市須磨区 ｃｏｚｙ　板宿店 サービス 理容・美容業 5%

173,578 兵庫県 神戸市須磨区 ｈａｉｒｓａｌｏｎｆｅｌｉｃｉａｓ サービス 理容・美容業 5%

173,579 兵庫県 神戸市須磨区 ヘアスタジオココロ　バリアフリーサロンＣＯＣＯｒＯ サービス 理容・美容業 5%

173,580 兵庫県 神戸市須磨区 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎＭｅｒｒｙ サービス 理容・美容業 5%

173,581 兵庫県 神戸市須磨区 ｈａｉｒｗｏｒｋｓＲ サービス 理容・美容業 5%

173,582 兵庫県 神戸市須磨区 ＢＯＲＤＯ　ＬＵＡ サービス 理容・美容業 5%

173,583 兵庫県 神戸市須磨区 まねきねこ企画 サービス その他サービス 5%

173,584 兵庫県 神戸市須磨区 ままぷろラボ合同会社 小売業 衣料品 5%

173,585 兵庫県 神戸市須磨区 マルガリータ板宿店 サービス 飲食業 5%

173,586 兵庫県 神戸市須磨区 まる悟 サービス 飲食業 5%
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173,587 兵庫県 神戸市須磨区 Ｍａｒｃｈｅｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

173,588 兵庫県 神戸市須磨区 ミエルリー 小売業 その他小売 5%

173,589 兵庫県 神戸市須磨区 ｄｒｅｓｓ 小売業 衣料品 5%

173,590 兵庫県 神戸市須磨区 ＭＳ倶楽部ニチデン 小売業 電化製品 5%

173,591 兵庫県 神戸市須磨区 ロイヤル神戸株式会社 サービス その他サービス 5%

173,592 兵庫県 神戸市須磨区 メカタイト株式会社 サービス その他サービス 5%

173,593 兵庫県 神戸市須磨区 メリケン商会 小売業 その他小売 5%

173,594 兵庫県 神戸市須磨区 森商店 サービス 飲食業 5%

173,595 兵庫県 神戸市須磨区 森のくまさん 小売業 衣料品 5%

173,596 兵庫県 神戸市須磨区 やまなか　須磨パティオ店 小売業 食料品 5%

173,597 兵庫県 神戸市須磨区 ユアーズ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

173,598 兵庫県 神戸市須磨区 有限会社ベル・タケサダ サービス その他サービス 5%

173,599 兵庫県 神戸市須磨区 有限会社足立商店 小売業 その他小売 5%

173,600 兵庫県 神戸市須磨区 有限会社トレジャーアイル 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,601 兵庫県 神戸市須磨区 ライダーズカフェパッシング 小売業 衣料品 5%

173,602 兵庫県 神戸市須磨区 ラウダダ・カンパニー 小売業 その他小売 5%

173,603 兵庫県 神戸市須磨区 ラウダダ・カンパニー 小売業 その他小売 5%

173,604 兵庫県 神戸市須磨区 ｒａｋｕｔｉｎ サービス 理容・美容業 5%

173,605 兵庫県 神戸市須磨区 リ　プロダクツ　プロジェクト 小売業 その他小売 5%

173,606 兵庫県 神戸市須磨区 リサイクル着物いし井 小売業 衣料品 5%

173,607 兵庫県 神戸市須磨区 リゾーム 小売業 衣料品 5%

173,608 兵庫県 神戸市須磨区 リラクゼーションつるかめ サービス 理容・美容業 5%

173,609 兵庫県 神戸市須磨区 リラクゼーションつるかめ サービス 理容・美容業 5%

173,610 兵庫県 神戸市須磨区 リラクゼーションつるかめ サービス その他サービス 5%

173,611 兵庫県 神戸市須磨区 レイアウトカフェＪＢ? サービス 飲食業 5%

173,612 兵庫県 神戸市須磨区 レイジーフェローズ 小売業 その他小売 5%

173,613 兵庫県 神戸市須磨区 Ｌ＇ｅｑｕｉｐｅｄｅＭａｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

173,614 兵庫県 神戸市須磨区 ロードキャニオン 小売業 その他小売 5%

173,615 兵庫県 神戸市須磨区 シルバー＆レザーＲＯＣＫｏｎＳＩＬＶＥＲ 小売業 衣料品 5%

173,616 兵庫県 神戸市須磨区 ワンズ サービス 飲食業 5%

173,617 兵庫県 神戸市須磨区 ｃａｆｅ １Ｓ １ ｓ サービス 飲食業 5%

173,618 兵庫県 神戸市須磨区 ワンズポムル 小売業 衣料品 5%

173,619 兵庫県 神戸市垂水区 ａｒｃｈｉｖｅ ａｒｃｈｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

173,620 兵庫県 神戸市垂水区 アイリスコンサルティング サービス その他サービス 5%

173,621 兵庫県 神戸市垂水区 明石交通タクシー サービス 運輸業 5%

173,622 兵庫県 神戸市垂水区 ＡＱＵＡＴＥＣＨ サービス その他サービス 5%

173,623 兵庫県 神戸市垂水区 ｓａｌｏｎｋａｉ－ｙａ サービス 理容・美容業 5%

173,624 兵庫県 神戸市垂水区 アスカ舞子店 サービス 理容・美容業 5%

173,625 兵庫県 神戸市垂水区 ＡＴＥＬＩＥＲ　ＡＲＣＨＥ サービス 理容・美容業 5%

173,626 兵庫県 神戸市垂水区 アトリエアルシュ サービス その他サービス 5%

173,627 兵庫県 神戸市垂水区 ’ａｎｏ　’ａｎｏ サービス 理容・美容業 5%

173,628 兵庫県 神戸市垂水区 ａｈｕ　ａｈｕ　　Ｄｅｌｉ 小売業 食料品 5%
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173,629 兵庫県 神戸市垂水区 あぶり肉工房西村家 サービス 飲食業 5%

173,630 兵庫県 神戸市垂水区 アルファ　福田 サービス その他サービス 5%

173,631 兵庫県 神戸市垂水区 ａｒｏｍａ＆ｅｓｔｈｅｔｉｃＨＡＮＡ＊ サービス 理容・美容業 5%

173,632 兵庫県 神戸市垂水区 アントス　プリコ垂水店 小売業 その他小売 5%

173,633 兵庫県 神戸市垂水区 ｅｓｔｙｌｅ 小売業 衣料品 5%

173,634 兵庫県 神戸市垂水区 磯のがってん寿司神戸垂水店 サービス 飲食業 5%

173,635 兵庫県 神戸市垂水区 頂 サービス 飲食業 5%

173,636 兵庫県 神戸市垂水区 上横手 サービス その他サービス 5%

173,637 兵庫県 神戸市垂水区 エイント サービス 理容・美容業 5%

173,638 兵庫県 神戸市垂水区 江頭畳店 小売業 家具・調度品 5%

173,639 兵庫県 神戸市垂水区 えすぽツーリスト　垂水営業所 サービス その他サービス 5%

173,640 兵庫県 神戸市垂水区 えすぽツーリスト　レバンテ垂水営業所 サービス その他サービス 5%

173,641 兵庫県 神戸市垂水区 江戸屋本丸 小売業 食料品 5%

173,642 兵庫県 神戸市垂水区 M style プリコ垂水店 小売業 衣料品 5%

173,643 兵庫県 神戸市垂水区 Ａｒｅａ　Ｐｒｏ　みやもと 小売業 電化製品 5%

173,644 兵庫県 神戸市垂水区 美味しんぼうひで サービス 飲食業 5%

173,645 兵庫県 神戸市垂水区 大室明治也 サービス その他サービス 5%

173,646 兵庫県 神戸市垂水区 お菓子のデパート　よしや　垂水店 小売業 食料品 5%

173,647 兵庫県 神戸市垂水区 尾川オートサービス サービス その他サービス 5%

173,648 兵庫県 神戸市垂水区 お酒とお料理たもや サービス 飲食業 5%

173,649 兵庫県 神戸市垂水区 オフハウス神戸星陵台店 小売業 その他小売 2%

173,650 兵庫県 神戸市垂水区 オラシオン サービス 飲食業 5%

173,651 兵庫県 神戸市垂水区 オリックスレンタカー垂水舞子坂店 サービス その他サービス 2%

173,652 兵庫県 神戸市垂水区 オンリーワンタクシー サービス 運輸業 5%

173,653 兵庫県 神戸市垂水区 家具の福屋 小束山店 小売業 家具・調度品 5%

173,654 兵庫県 神戸市垂水区 かっさサロン心心 サービス 理容・美容業 5%

173,655 兵庫県 神戸市垂水区 カトームセン電機株式会社 小売業 電化製品 5%

173,656 兵庫県 神戸市垂水区 ＫａｎａｄｅＢｉｓｔｒｏ サービス 飲食業 5%

173,657 兵庫県 神戸市垂水区 カフェ森のベンチ サービス 飲食業 5%

173,658 兵庫県 神戸市垂水区 カフェ森のベンチ サービス 飲食業 5%

173,659 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社神戸垂水東販売 小売業 その他小売 5%

173,660 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社神戸リフォーム・サービス サービス その他サービス 5%

173,661 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社素木 サービス その他サービス 5%

173,662 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社フミ美容室　ＧＩＧＩ店 サービス 理容・美容業 5%

173,663 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社モード?ア?レーズ 小売業 衣料品 5%

173,664 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社モンロワール　垂水店　プリコ垂水 小売業 食料品 5%

173,665 兵庫県 神戸市垂水区 亀井堂総本店 小売業 食料品 5%

173,666 兵庫県 神戸市垂水区 カランダッシュ サービス 飲食業 5%

173,667 兵庫県 神戸市垂水区 カレーとうつわ ころは サービス 飲食業 5%

173,668 兵庫県 神戸市垂水区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋垂水区小束山店 サービス 飲食業 2%

173,669 兵庫県 神戸市垂水区 河合塾マナビス垂水校 サービス その他サービス 2%

173,670 兵庫県 神戸市垂水区 カワグチ自動車株式会社 サービス その他サービス 5%
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173,671 兵庫県 神戸市垂水区 韓食堂　モクチャ　Ｍｏｋｃｈａ サービス 飲食業 5%

173,672 兵庫県 神戸市垂水区 北野エース　垂水店 小売業 食料品 5%

173,673 兵庫県 神戸市垂水区 喫茶レストランブラジル 喫茶レストランブラジル サービス 飲食業 5%

173,674 兵庫県 神戸市垂水区 木下水産 小売業 食料品 5%

173,675 兵庫県 神戸市垂水区 木村タイヤ株式会社 サービス その他サービス 5%

173,676 兵庫県 神戸市垂水区 ｇａｌｌｅｒｙｎａｎａｓｕｍｉ サービス その他サービス 5%

173,677 兵庫県 神戸市垂水区 牛角垂水店 サービス 飲食業 2%

173,678 兵庫県 神戸市垂水区 業務スーパー　垂水駅前店 小売業 食料品 2%

173,679 兵庫県 神戸市垂水区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ神戸垂水店 小売業 その他小売 5%

173,680 兵庫県 神戸市垂水区 くだもの専門店　三国屋 小売業 食料品 5%

173,681 兵庫県 神戸市垂水区 くだもの三国屋 小売業 食料品 5%

173,682 兵庫県 神戸市垂水区 くら蔵 サービス 飲食業 5%

173,683 兵庫県 神戸市垂水区 暮らしのファッション　つむら　垂水店 小売業 衣料品 5%

173,684 兵庫県 神戸市垂水区 グリーン薬局 小売業 その他小売 5%

173,685 兵庫県 神戸市垂水区 鶏太郎　プリコ垂水 小売業 食料品 5%

173,686 兵庫県 神戸市垂水区 セブン－イレブン神戸泉が丘店 小売業 食料品 2%

173,687 兵庫県 神戸市垂水区 神戸新聞上高丸専売所 小売業 その他小売 5%

173,688 兵庫県 神戸市垂水区 神戸新聞多聞台専売所 小売業 その他小売 5%

173,689 兵庫県 神戸市垂水区 セブン－イレブン神戸垂水青山台４丁目店 小売業 食料品 2%

173,690 兵庫県 神戸市垂水区 セブン－イレブン神戸垂水朝谷町店 小売業 食料品 2%

173,691 兵庫県 神戸市垂水区 セブン－イレブン神戸垂水向陽３丁目店 小売業 食料品 2%

173,692 兵庫県 神戸市垂水区 セブン－イレブン神戸垂水小束山店 小売業 食料品 2%

173,693 兵庫県 神戸市垂水区 セブン－イレブン神戸垂水塩屋北店 小売業 食料品 2%

173,694 兵庫県 神戸市垂水区 セブン－イレブン神戸垂水福田２丁目店 小売業 食料品 2%

173,695 兵庫県 神戸市垂水区 セブン－イレブン神戸垂水星が丘１丁目店 小売業 食料品 2%

173,696 兵庫県 神戸市垂水区 セブン－イレブン神戸垂水南多聞台店 小売業 食料品 2%

173,697 兵庫県 神戸市垂水区 セブン－イレブン神戸日向２丁目店 小売業 食料品 2%

173,698 兵庫県 神戸市垂水区 神戸凬月堂　山陽垂水店 小売業 食料品 5%

173,699 兵庫県 神戸市垂水区 セブン－イレブン神戸本多聞１丁目店 小売業 食料品 2%

173,700 兵庫県 神戸市垂水区 セブン－イレブン神戸舞子坂１丁目店 小売業 食料品 2%

173,701 兵庫県 神戸市垂水区 セブン－イレブン神戸名谷町賀市店 小売業 食料品 2%

173,702 兵庫県 神戸市垂水区 ｃｏｚｙ　垂水店 サービス 理容・美容業 5%

173,703 兵庫県 神戸市垂水区 五感　垂水店 小売業 衣料品 5%

173,704 兵庫県 神戸市垂水区 ｃｏｃｏｃｉａｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

173,705 兵庫県 神戸市垂水区 御座候垂水駅店　プリコ垂水 サービス 飲食業 5%

173,706 兵庫県 神戸市垂水区 古潭　ＪＲ垂水店　プリコ垂水 サービス 飲食業 5%

173,707 兵庫県 神戸市垂水区 コポ　垂水店　プリコ垂水 小売業 衣料品 5%

173,708 兵庫県 神戸市垂水区 ＣＯＲＩＥＴＴＯ 小売業 衣料品 5%

173,709 兵庫県 神戸市垂水区 コルナッキア サービス 飲食業 5%

173,710 兵庫県 神戸市垂水区 コロッケと、、、神戸水野家　ＪＲ垂水駅店 小売業 食料品 5%

173,711 兵庫県 神戸市垂水区 金剛堂　垂水店 小売業 家具・調度品 5%

173,712 兵庫県 神戸市垂水区 ゴンチャロフ　プリコ垂水店 小売業 食料品 5%

4138



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

173,713 兵庫県 神戸市垂水区 才神交通 サービス 運輸業 5%

173,714 兵庫県 神戸市垂水区 才神交通ＴＡＸＩ サービス その他サービス 5%

173,715 兵庫県 神戸市垂水区 サイクルベースあさひ名谷店 小売業 その他小売 2%

173,716 兵庫県 神戸市垂水区 坂口電器 小売業 電化製品 5%

173,717 兵庫県 神戸市垂水区 魚処 木下 サービス 飲食業 5%

173,718 兵庫県 神戸市垂水区 Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｓｐｉｒｉｔ サービス 運輸業 5%

173,719 兵庫県 神戸市垂水区 ＳＡＬＯＮ１９７９ 小売業 衣料品 5%

173,720 兵庫県 神戸市垂水区 ヤマネットプロモーション株式会社屋号：仕出し割烹和心 サービス 飲食業 5%

173,721 兵庫県 神戸市垂水区 志奈乃　プリコ垂水 サービス 飲食業 5%

173,722 兵庫県 神戸市垂水区 有限会社　島田電器 小売業 電化製品 5%

173,723 兵庫県 神戸市垂水区 ジャストカーテン　神戸垂水店 小売業 その他小売 5%

173,724 兵庫県 神戸市垂水区 ｓｈｏｅｓ　ｓｈｏｐ　ｓｋｙ 小売業 その他小売 5%

173,725 兵庫県 神戸市垂水区 ジュエリーカミネ　垂水店 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,726 兵庫県 神戸市垂水区 手芸センタードリーム舞多聞店 小売業 その他小売 5%

173,727 兵庫県 神戸市垂水区 シンコー電気垂水店 小売業 電化製品 5%

173,728 兵庫県 神戸市垂水区 新多聞補聴器センター サービス その他サービス 5%

173,729 兵庫県 神戸市垂水区 スギノデンキ 小売業 電化製品 5%

173,730 兵庫県 神戸市垂水区 Ｓｔｕｄｉｏ－ＡＫＩＭＢＯ 小売業 衣料品 5%

173,731 兵庫県 神戸市垂水区 スタジオポートレー サービス その他サービス 5%

173,732 兵庫県 神戸市垂水区 ｓｔｕｄｉｏ　Ｐｏｒｔｒａｙ サービス その他サービス 5%

173,733 兵庫県 神戸市垂水区 Ｓｔｒａｉｇｈｔｆａｃｔ 小売業 衣料品 5%

173,734 兵庫県 神戸市垂水区 炭火居酒屋アングラー サービス 飲食業 5%

173,735 兵庫県 神戸市垂水区 スリ－エム　垂水店 小売業 衣料品 5%

173,736 兵庫県 神戸市垂水区 生活館　つむら 小売業 衣料品 5%

173,737 兵庫県 神戸市垂水区 それいゆ 小売業 衣料品 5%

173,738 兵庫県 神戸市垂水区 第一ゴルフ　神戸垂水店 小売業 その他小売 5%

173,739 兵庫県 神戸市垂水区 セブン－イレブン第二神明垂水ＰＡ下り店 小売業 食料品 2%

173,740 兵庫県 神戸市垂水区 匠晴 サービス 飲食業 5%

173,741 兵庫県 神戸市垂水区 タツミ不動産サービス株式会社 サービス その他サービス 5%

173,742 兵庫県 神戸市垂水区 リラックスビューティーサロンリバース サービス 理容・美容業 5%

173,743 兵庫県 神戸市垂水区 垂水温泉　太平のゆ サービス その他サービス 5%

173,744 兵庫県 神戸市垂水区 小さなブティック屋　ランラン 小売業 衣料品 5%

173,745 兵庫県 神戸市垂水区 千鳥屋宗家　垂水店 サービス 飲食業 5%

173,746 兵庫県 神戸市垂水区 つつじタクシー サービス 運輸業 5%

173,747 兵庫県 神戸市垂水区 ＤＰ舞多聞 サービス 理容・美容業 5%

173,748 兵庫県 神戸市垂水区 Ｄｉｏｎｅ　垂水駅前店 サービス その他サービス 5%

173,749 兵庫県 神戸市垂水区 電化ショップ　愛和 小売業 電化製品 5%

173,750 兵庫県 神戸市垂水区 デンキノスマイル 小売業 電化製品 5%

173,751 兵庫県 神戸市垂水区 天馬らぁめん ブランチ神戸学園都市店 サービス 飲食業 5%

173,752 兵庫県 神戸市垂水区 ドコモショップブルメール舞多聞店 小売業 その他小売 5%

173,753 兵庫県 神戸市垂水区 トムズカフェ　舞子店 小売業 その他小売 5%

173,754 兵庫県 神戸市垂水区 トヨタカローラ兵庫　学園南インター店 小売業 その他小売 5%
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173,755 兵庫県 神戸市垂水区 ＴＲＵＮＫ　ＤＥＳＩＧＮ 小売業 衣料品 5%

173,756 兵庫県 神戸市垂水区 トランクデザイン　塩屋 小売業 衣料品 5%

173,757 兵庫県 神戸市垂水区 長田無線垂水店 小売業 電化製品 5%

173,758 兵庫県 神戸市垂水区 中橋コンタクト 小売業 その他小売 5%

173,759 兵庫県 神戸市垂水区 和料理と魚 サービス 飲食業 5%

173,760 兵庫県 神戸市垂水区 Ｎａｔｕｒａ　Ｔｅｒｒａｓｓｅ サービス 理容・美容業 5%

173,761 兵庫県 神戸市垂水区 ナップオンマンデー　Ｎａｐ　ｏｎ　Ｍｏｎｄａｙ サービス 理容・美容業 5%

173,762 兵庫県 神戸市垂水区 ７８４ＪＵＮＣＴＩＯＮＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

173,763 兵庫県 神戸市垂水区 奈良山　垂水店 小売業 衣料品 5%

173,764 兵庫県 神戸市垂水区 虹の森動物病院 サービス その他サービス 5%

173,765 兵庫県 神戸市垂水区 西村ミートショップ 小売業 その他小売 5%

173,766 兵庫県 神戸市垂水区 ｎｉｊｉｙａｒｎ サービス その他サービス 5%

173,767 兵庫県 神戸市垂水区 ニッカホーム　神戸西営業所 サービス その他サービス 5%

173,768 兵庫県 神戸市垂水区 ニューエンゼル 小売業 衣料品 5%

173,769 兵庫県 神戸市垂水区 Ｎａｉｌ　ｉｎ　プリコ垂水店 サービス その他サービス 5%

173,770 兵庫県 神戸市垂水区 パーティー サービス 理容・美容業 5%

173,771 兵庫県 神戸市垂水区 ＢａｒｂｅｒＳｔｕｄｉｏＲＡＦＴＥＬ サービス 理容・美容業 5%

173,772 兵庫県 神戸市垂水区 パームスプリングス Ｐａｌｍ Ｓｐｒｉｎｇｓ パームスプリングス 小売業 衣料品 5%

173,773 兵庫県 神戸市垂水区 ハイカラ屋 サービス 理容・美容業 5%

173,774 兵庫県 神戸市垂水区 バイクショップ　ねお サービス その他サービス 5%

173,775 兵庫県 神戸市垂水区 バイクショップＤＡＸ サービス その他サービス 5%

173,776 兵庫県 神戸市垂水区 バイクスタッフヤマダ 小売業 その他小売 5%

173,777 兵庫県 神戸市垂水区 白十字　垂水店 小売業 食料品 5%

173,778 兵庫県 神戸市垂水区 白鵬社　神陵台店 サービス その他サービス 5%

173,779 兵庫県 神戸市垂水区 ハ－トのマエダ 小売業 電化製品 5%

173,780 兵庫県 神戸市垂水区 ハマヤ製パン工場 サービス 飲食業 5%

173,781 兵庫県 神戸市垂水区 はんこ家サン垂水 小売業 家具・調度品 5%

173,782 兵庫県 神戸市垂水区 バンブー バンブー 小売業 衣料品 5%

173,783 兵庫県 神戸市垂水区 ＢＬ ＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 その他小売 5%

173,784 兵庫県 神戸市垂水区 ピーステック サービス その他サービス 5%

173,785 兵庫県 神戸市垂水区 ＰＩＺＺＡ　ＡＫＩＲＡＴＳＣＨ サービス 飲食業 5%

173,786 兵庫県 神戸市垂水区 美味肴処 Ｎｏｒｉ サービス 飲食業 5%

173,787 兵庫県 神戸市垂水区 ピュアノア垂水店 サービス 理容・美容業 5%

173,788 兵庫県 神戸市垂水区 兵庫トヨタ自動車　学園南店 小売業 その他小売 5%

173,789 兵庫県 神戸市垂水区 兵庫トヨタ自動車　マイカーランド学園南店 小売業 その他小売 5%

173,790 兵庫県 神戸市垂水区 平松畳店 小売業 その他小売 5%

173,791 兵庫県 神戸市垂水区 ｆａｖｏｒｉｔａ 小売業 その他小売 5%

173,792 兵庫県 神戸市垂水区 ブーランジェリコヤマ サービス 飲食業 5%

173,793 兵庫県 神戸市垂水区 合同会社アイシーザライト サービス その他サービス 5%

173,794 兵庫県 神戸市垂水区 ふたば書房　プリコ垂水店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

173,795 兵庫県 神戸市垂水区 プリーズ サービス 飲食業 5%

173,796 兵庫県 神戸市垂水区 ｈａｍａｒｉｓａ 小売業 衣料品 5%
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173,797 兵庫県 神戸市垂水区 ｆｌｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

173,798 兵庫県 神戸市垂水区 分福茶釜 サービス 飲食業 5%

173,799 兵庫県 神戸市垂水区 文明堂　プリコ垂水店 小売業 食料品 5%

173,800 兵庫県 神戸市垂水区 ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　Ｒｉｃｃｏ サービス 理容・美容業 5%

173,801 兵庫県 神戸市垂水区 ＨＡＩＲ　ＢＲＡＮＤ　Ｌｉｎｋ　小束山店　（リンク） サービス 理容・美容業 5%

173,802 兵庫県 神戸市垂水区 Ｈａｉｒｂｏｘ　Ａｎｎ?Ｃｈａｎ サービス 理容・美容業 5%

173,803 兵庫県 神戸市垂水区 ヘアクラプリューズ サービス 理容・美容業 5%

173,804 兵庫県 神戸市垂水区 ＨａｉｒＣｌｕｂ　ＲＹＵ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

173,805 兵庫県 神戸市垂水区 ＢａｙＤｒｅａｍ　垂水 小売業 衣料品 5%

173,806 兵庫県 神戸市垂水区 ＨｅａｖｅｎｌｙＪ サービス その他サービス 5%

173,807 兵庫県 神戸市垂水区 補聴器センターめいりょう垂水駅前店 サービス その他サービス 5%

173,808 兵庫県 神戸市垂水区 ホビーオフ神戸星陵台店 小売業 その他小売 2%

173,809 兵庫県 神戸市垂水区 本神戸肉森谷商店垂水店 小売業 食料品 5%

173,810 兵庫県 神戸市垂水区 ホンダドリーム垂水 小売業 その他小売 5%

173,811 兵庫県 神戸市垂水区 舞の夢 小売業 食料品 5%

173,812 兵庫県 神戸市垂水区 マエダデンキ滝の茶屋店 小売業 電化製品 5%

173,813 兵庫県 神戸市垂水区 マゴワヤサシイキッチンここから垂水ジェームス山店 サービス 飲食業 2%

173,814 兵庫県 神戸市垂水区 Ｍａｒｉａ 小売業 衣料品 5%

173,815 兵庫県 神戸市垂水区 Marche de bleuet plus プリコ垂水店 小売業 その他小売 5%

173,816 兵庫県 神戸市垂水区 ｍａｉｎ・ｇａｕｃｈｅ 小売業 衣料品 5%

173,817 兵庫県 神戸市垂水区 ミシンハウス　美心工房　神戸店 小売業 その他小売 5%

173,818 兵庫県 神戸市垂水区 ミャムミャム　プリコ垂水店 サービス 飲食業 5%

173,819 兵庫県 神戸市垂水区 三好タクシー サービス 運輸業 5%

173,820 兵庫県 神戸市垂水区 メイマイ薬品 小売業 衣料品 5%

173,821 兵庫県 神戸市垂水区 モトブルーズ 小売業 衣料品 5%

173,822 兵庫県 神戸市垂水区 泰ちゃん サービス 飲食業 5%

173,823 兵庫県 神戸市垂水区 山田貴裕絵画室 サービス その他サービス 5%

173,824 兵庫県 神戸市垂水区 山本工業 サービス その他サービス 5%

173,825 兵庫県 神戸市垂水区 ｒｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

173,826 兵庫県 神戸市垂水区 ｒｉｓｅ（ライズ） サービス 理容・美容業 5%

173,827 兵庫県 神戸市垂水区 ラピローズ　ラピローズ 小売業 衣料品 5%

173,828 兵庫県 神戸市垂水区 ランラン 小売業 衣料品 5%

173,829 兵庫県 神戸市垂水区 リカーショップ　もんど　リカーショップもんど 小売業 食料品 5%

173,830 兵庫県 神戸市垂水区 ＲｅＤｉｘ サービス その他サービス 5%

173,831 兵庫県 神戸市垂水区 リビングルームアキタス 小売業 家具・調度品 5%

173,832 兵庫県 神戸市垂水区 リフアシル株式会社 小売業 その他小売 5%

173,833 兵庫県 神戸市垂水区 ｒｅｍａｌｌｏｗ 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,834 兵庫県 神戸市垂水区 流泉書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

173,835 兵庫県 神戸市垂水区 リラクゼーションサロン　オオタ サービス その他サービス 5%

173,836 兵庫県 神戸市垂水区 リラクゼーションサロン　トトラ サービス その他サービス 5%

173,837 兵庫県 神戸市垂水区 ＬｉＲａＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

173,838 兵庫県 神戸市垂水区 リンク小束山店 サービス 理容・美容業 5%

4141



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

173,839 兵庫県 神戸市垂水区 レーブドゥシェフ　プリコ垂水店 小売業 食料品 5%

173,840 兵庫県 神戸市垂水区 レガロ　プリコ垂水店 小売業 その他小売 5%

173,841 兵庫県 神戸市垂水区 ＬＯＲＥｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

173,842 兵庫県 神戸市垂水区 ローズ美容室　ローズ美容室 サービス 理容・美容業 5%

173,843 兵庫県 神戸市垂水区 ＷＡＫＡＢＡ 小売業 衣料品 5%

173,844 兵庫県 神戸市垂水区 和牛炭火焼肉おおはし サービス 飲食業 5%

173,845 兵庫県 神戸市垂水区 私のお針箱 ダイエー舞子店 サービス その他サービス 5%

173,846 兵庫県 神戸市垂水区 ＴＯＯＬｈａｉｒ＋ｌｉｆｅｌａｂ． サービス 理容・美容業 5%

173,847 兵庫県 神戸市中央区 ａ　ｊｕｇ　ｂａｒ サービス 飲食業 5%

173,848 兵庫県 神戸市中央区 ＲｅｙｅｓＣｏ．，ＬＴＤ． 小売業 衣料品 5%

173,849 兵庫県 神戸市中央区 Ｒ・Ｐ・Ｒ磯上邸 小売業 食料品 5%

173,850 兵庫県 神戸市中央区 Ｒ・Ｐ・Ｒ磯上邸ＴＲ 小売業 食料品 5%

173,851 兵庫県 神戸市中央区 アイアシアター神戸物販 小売業 その他小売 5%

173,852 兵庫県 神戸市中央区 アイキッズ株式会社 サービス その他サービス 5%

173,853 兵庫県 神戸市中央区 ｉＣｒａｃｋｅｄＳｔｏｒｅ　神戸元町 小売業 その他小売 5%

173,854 兵庫県 神戸市中央区 株式会社岩井特許翻訳事務所 サービス その他サービス 5%

173,855 兵庫県 神戸市中央区 Ａｉ　Ｍｏｎａｓｔｅｒｉ 小売業 その他小売 5%

173,856 兵庫県 神戸市中央区 アイラッシュサロン　ＲＥＡＬ サービス 理容・美容業 5%

173,857 兵庫県 神戸市中央区 ｉｓｌｅ 小売業 衣料品 5%

173,858 兵庫県 神戸市中央区 Audi Approved Automobile神戸 サービス その他サービス 5%

173,859 兵庫県 神戸市中央区 Audi神戸 サービス その他サービス 5%

173,860 兵庫県 神戸市中央区 青山フラワーマーケットプリコ神戸店 小売業 その他小売 5%

173,861 兵庫県 神戸市中央区 ＡｋａｔｓｕｋｉＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

173,862 兵庫県 神戸市中央区 ａｋｉｒａ三宮店 サービス 理容・美容業 5%

173,863 兵庫県 神戸市中央区 ＡＱＵＡＢＥＡＵＴＹ サービス 理容・美容業 5%

173,864 兵庫県 神戸市中央区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｒｏｏｍ三ノ宮 サービス 理容・美容業 5%

173,865 兵庫県 神戸市中央区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｗａｌｌ三ノ宮 サービス 理容・美容業 5%

173,866 兵庫県 神戸市中央区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｓｃｅｎｅ元町 サービス 理容・美容業 5%

173,867 兵庫県 神戸市中央区 ＡＺＡＢＵ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

173,868 兵庫県 神戸市中央区 アシエット サービス 飲食業 5%

173,869 兵庫県 神戸市中央区 明日ヲ考エル古着屋タナゴコロータス 小売業 衣料品 5%

173,870 兵庫県 神戸市中央区 ａｊｉｔｏ　三宮店 サービス 飲食業 5%

173,871 兵庫県 神戸市中央区 有限会社エーティーズコレクション 小売業 家具・調度品 5%

173,872 兵庫県 神戸市中央区 アットワン　生田新道店 サービス その他サービス 5%

173,873 兵庫県 神戸市中央区 アットワン　ＪＲ三宮店 サービス その他サービス 5%

173,874 兵庫県 神戸市中央区 アップフェルネス サービス その他サービス 5%

173,875 兵庫県 神戸市中央区 Ａ＋ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

173,876 兵庫県 神戸市中央区 ａｔｅｌｉｅｒ．【アトリエ】 サービス 理容・美容業 5%

173,877 兵庫県 神戸市中央区 ＡｎｎｉｅＢｌｕｅ 小売業 衣料品 5%

173,878 兵庫県 神戸市中央区 ａｐａｒｔｍｅｎｔ４０１．４０２ サービス 理容・美容業 5%

173,879 兵庫県 神戸市中央区 ＡＢＡＨＯＵＳＥクレフィ三宮店 小売業 衣料品 5%

173,880 兵庫県 神戸市中央区 ＡＦＦＥＣＴｉＯＮＥＲＹ サービス 理容・美容業 5%
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173,881 兵庫県 神戸市中央区 あぶり肉工房西村家　三宮店 サービス 飲食業 5%

173,882 兵庫県 神戸市中央区 Ａｍａｎｔｅ 小売業 その他小売 5%

173,883 兵庫県 神戸市中央区 アメリカンサイズショップエムアンドヴイ 小売業 衣料品 5%

173,884 兵庫県 神戸市中央区 ? ＬＡ ＭＡＩＳＯＮ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ ? ＬＡ ＭＡＩＳＯＮ サービス 理容・美容業 5%

173,885 兵庫県 神戸市中央区 ａｌｉ 小売業 その他小売 5%

173,886 兵庫県 神戸市中央区 Ａｌｌｅｙ 小売業 衣料品 5%

173,887 兵庫県 神戸市中央区 アルチザンハウス神戸 小売業 その他小売 5%

173,888 兵庫県 神戸市中央区 アルバータアルバータ神戸 サービス 飲食業 5%

173,889 兵庫県 神戸市中央区 ａｌｌｅｓ 小売業 衣料品 5%

173,890 兵庫県 神戸市中央区 淡路屋　神戸駅１号店 サービス 飲食業 5%

173,891 兵庫県 神戸市中央区 淡路屋　新神戸駅１号店 サービス 飲食業 5%

173,892 兵庫県 神戸市中央区 淡路屋　新神戸駅３号店 サービス 飲食業 5%

173,893 兵庫県 神戸市中央区 淡路屋　新神戸駅2号店 サービス 飲食業 5%

173,894 兵庫県 神戸市中央区 淡路屋　新神戸店 サービス 飲食業 5%

173,895 兵庫県 神戸市中央区 ａｍｃｒｏｗｄ 小売業 衣料品 5%

173,896 兵庫県 神戸市中央区 アンシャンテ元町店 サービス 理容・美容業 5%

173,897 兵庫県 神戸市中央区 アンジュブラン 小売業 衣料品 5%

173,898 兵庫県 神戸市中央区 アンティークショップ　ａｔ’ｓ 小売業 家具・調度品 5%

173,899 兵庫県 神戸市中央区 Ａｎｔｉｑｕｅｓ Ｑｕｅｅｎｓ Ｃｏｕｒｔ アンティークス クイーンズコート 小売業 家具・調度品 5%

173,900 兵庫県 神戸市中央区 ａｎｄＮＵＴＳ サービス その他サービス 5%

173,901 兵庫県 神戸市中央区 ＵＮＢＩＲＴＨＤＡＹ サービス 理容・美容業 5%

173,902 兵庫県 神戸市中央区 ＡＭＰＬＯＰ 小売業 衣料品 5%

173,903 兵庫県 神戸市中央区 アンベリールスマイル元町店 サービス 理容・美容業 5%

173,904 兵庫県 神戸市中央区 いいオフィス神戸ｂｙＫＴ?ｊｏｙ サービス その他サービス 5%

173,905 兵庫県 神戸市中央区 イーマキーナ株式会社 サービス その他サービス 5%

173,906 兵庫県 神戸市中央区 イカリヤ 小売業 衣料品 5%

173,907 兵庫県 神戸市中央区 イカリヤ　モトコー店　モトコー店 小売業 衣料品 5%

173,908 兵庫県 神戸市中央区 イカリヤモトコー店 小売業 衣料品 5%

173,909 兵庫県 神戸市中央区 活伊勢海老料理中納言神戸ハーバーランド店 サービス 飲食業 5%

173,910 兵庫県 神戸市中央区 活伊勢海老料理中納言神戸プラザホテル店 サービス 飲食業 5%

173,911 兵庫県 神戸市中央区 活伊勢海老料理中納言新神戸店 サービス 飲食業 5%

173,912 兵庫県 神戸市中央区 活鮨　魚發 サービス 飲食業 5%

173,913 兵庫県 神戸市中央区 居酒屋　新 サービス 飲食業 5%

173,914 兵庫県 神戸市中央区 居酒屋風助 サービス 飲食業 5%

173,915 兵庫県 神戸市中央区 イザベルコマツ　センター街店 小売業 衣料品 5%

173,916 兵庫県 神戸市中央区 イザベルコマツ　大丸前店 小売業 衣料品 5%

173,917 兵庫県 神戸市中央区 石井商店 小売業 食料品 5%

173,918 兵庫県 神戸市中央区 石橋楽器　三宮店 小売業 その他小売 5%

173,919 兵庫県 神戸市中央区 石橋楽器　神戸三宮店 小売業 その他小売 5%

173,920 兵庫県 神戸市中央区 石橋楽器店神戸三宮店 小売業 その他小売 5%

173,921 兵庫県 神戸市中央区 石焼ハンバーグ　ステーキ　Ｈａｍｂｕｒｇ　石焼ハンバーグ　ステーキＨａｍｂｕｒｇ サービス 飲食業 5%

173,922 兵庫県 神戸市中央区 いずみカリー 神戸元町 いずみカリー神戸元町 サービス 飲食業 5%
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173,923 兵庫県 神戸市中央区 イタリアーノエスプレッソ サービス 飲食業 5%

173,924 兵庫県 神戸市中央区 一三酒店 小売業 食料品 5%

173,925 兵庫県 神戸市中央区 一菜ますや サービス 飲食業 5%

173,926 兵庫県 神戸市中央区 いつも美味しい♪ＦＲＥＳＨ！３６５ 小売業 食料品 5%

173,927 兵庫県 神戸市中央区 株式会社イデアシーラボ サービス その他サービス 5%

173,928 兵庫県 神戸市中央区 出光ハーバーランド神戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

173,929 兵庫県 神戸市中央区 出光埠頭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

173,930 兵庫県 神戸市中央区 伊藤商店 小売業 家具・調度品 5%

173,931 兵庫県 神戸市中央区 Ｉｆｅｎｉ 小売業 衣料品 5%

173,932 兵庫県 神戸市中央区 芋屋 ＨＵＧ 三宮店 サービス 飲食業 5%

173,933 兵庫県 神戸市中央区 飲食店の食器屋 サービス 飲食業 5%

173,934 兵庫県 神戸市中央区 インペリアル 小売業 衣料品 5%

173,935 兵庫県 神戸市中央区 Ｉｎｈｅｒｉｔ Ｓｉｇｎ Ｉｎｈｅｒｉｔ Ｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

173,936 兵庫県 神戸市中央区 ＶｅｎｔＭｅｒ 小売業 衣料品 5%

173,937 兵庫県 神戸市中央区 ｗｉｅｎ 小売業 衣料品 5%

173,938 兵庫県 神戸市中央区 ＶｉＶＯ，ＶＡ 小売業 家具・調度品 5%

173,939 兵庫県 神戸市中央区 ｖｉｅｎｉ サービス 飲食業 5%

173,940 兵庫県 神戸市中央区 Ｖｉｓ?ａ?Ｖｉｓ サービス 飲食業 5%

173,941 兵庫県 神戸市中央区 ヴィザヴィ神戸 小売業 家具・調度品 5%

173,942 兵庫県 神戸市中央区 ウィズ 小売業 衣料品 5%

173,943 兵庫県 神戸市中央区 Ｗ／Ｏ　ｓｔａｎｄ　神戸 サービス 飲食業 5%

173,944 兵庫県 神戸市中央区 ＷｉｔｈＹｏｕ サービス その他サービス 5%

173,945 兵庫県 神戸市中央区 Ｖｉｌｌａｇｅ サービス 飲食業 5%

173,946 兵庫県 神戸市中央区 ＶＩＬＬＡ　１８ サービス 飲食業 5%

173,947 兵庫県 神戸市中央区 うえ山 サービス 飲食業 5%

173,948 兵庫県 神戸市中央区 ｖｅｒｎｉｓ　【ヴェルニ】 サービス その他サービス 5%

173,949 兵庫県 神戸市中央区 うおくに商店 小売業 衣料品 5%

173,950 兵庫県 神戸市中央区 魚心 三宮店 サービス 飲食業 5%

173,951 兵庫県 神戸市中央区 魚心　三宮店 サービス 飲食業 5%

173,952 兵庫県 神戸市中央区 Ｗａｔｃｈ＆Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ サービス その他サービス 5%

173,953 兵庫県 神戸市中央区 宇治川かまぼこ 小売業 その他小売 5%

173,954 兵庫県 神戸市中央区 宇治茶園 小売業 その他小売 5%

173,955 兵庫県 神戸市中央区 宇宙とかいてＳＡＫＡＢＡとよむ サービス 飲食業 5%

173,956 兵庫県 神戸市中央区 有鳥天 サービス 飲食業 5%

173,957 兵庫県 神戸市中央区 うな基 サービス 飲食業 5%

173,958 兵庫県 神戸市中央区 旨い酒寿司あおやま サービス 飲食業 5%

173,959 兵庫県 神戸市中央区 梅一輪 サービス 飲食業 5%

173,960 兵庫県 神戸市中央区 うろこ サービス 飲食業 5%

173,961 兵庫県 神戸市中央区 うろこの家 サービス その他サービス 5%

173,962 兵庫県 神戸市中央区 うろこの家　売店 サービス その他サービス 5%

173,963 兵庫県 神戸市中央区 エーアイディー　神戸店 小売業 家具・調度品 5%

173,964 兵庫県 神戸市中央区 英国館 サービス その他サービス 5%
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173,965 兵庫県 神戸市中央区 榮太郎 サービス 飲食業 5%

173,966 兵庫県 神戸市中央区 ＨＧ　神戸店 小売業 衣料品 5%

173,967 兵庫県 神戸市中央区 エイバリーズアイリッシュパブ サービス 飲食業 5%

173,968 兵庫県 神戸市中央区 エイプリルフール 小売業 その他小売 5%

173,969 兵庫県 神戸市中央区 ＡＮＢ全日商株式会社 小売業 衣料品 5%

173,970 兵庫県 神戸市中央区 ａｗｊ サービス 飲食業 5%

173,971 兵庫県 神戸市中央区 ｅｘｌｉｅｎ　【エグリア】 サービス 理容・美容業 5%

173,972 兵庫県 神戸市中央区 ＳＩ２Ｃ三宮さんプラザ店 小売業 衣料品 5%

173,973 兵庫県 神戸市中央区 エスカイヤクラブ三宮　５Ｆ サービス 飲食業 5%

173,974 兵庫県 神戸市中央区 エスカイヤクラブ三宮　６Ｆ サービス 飲食業 5%

173,975 兵庫県 神戸市中央区 エスカル神戸 サービス 宿泊業 5%

173,976 兵庫県 神戸市中央区 ＳＱ　ｏｆ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

173,977 兵庫県 神戸市中央区 ＳＫメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

173,978 兵庫県 神戸市中央区 エスデン サービス その他サービス 5%

173,979 兵庫県 神戸市中央区 エスデン サービス その他サービス 5%

173,980 兵庫県 神戸市中央区 エスプリ　ステラ三宮８Ｆ サービス 飲食業 5%

173,981 兵庫県 神戸市中央区 エスプリ　ステラ三宮６Ｆ サービス 飲食業 5%

173,982 兵庫県 神戸市中央区 エックスモバイル神戸元町店 小売業 その他小売 5%

173,983 兵庫県 神戸市中央区 ｅｒｒｅ サービス 飲食業 5%

173,984 兵庫県 神戸市中央区 Ｅｎｙ Ｔｅｒｒａｃｅ 三宮 元町 サービス 理容・美容業 5%

173,985 兵庫県 神戸市中央区 エニタイムフィットネス三宮旭通店 サービス その他サービス 2%

173,986 兵庫県 神戸市中央区 ＥＢＯＮＹ 小売業 衣料品 5%

173,987 兵庫県 神戸市中央区 ＭＴサプラン サービス その他サービス 5%

173,988 兵庫県 神戸市中央区 Ａｉｍｅｒ サービス 飲食業 5%

173,989 兵庫県 神戸市中央区 ｅｌ　ｔｒｅｓ　【エルトレス】 サービス 理容・美容業 5%

173,990 兵庫県 神戸市中央区 エルベ料理教室 サービス その他サービス 5%

173,991 兵庫県 神戸市中央区 株式会社エフ・ビー・シー・ネットワーク 小売業 家具・調度品 5%

173,992 兵庫県 神戸市中央区 エルモ エルモアイラッシュ サービス 理容・美容業 5%

173,993 兵庫県 神戸市中央区 ＥＬＬＥ?ｒｅｓｏｒｔ サービス 飲食業 5%

173,994 兵庫県 神戸市中央区 Ｅｎｚｏ三宮 小売業 衣料品 5%

173,995 兵庫県 神戸市中央区 おうどん処たべよし サービス 飲食業 5%

173,996 兵庫県 神戸市中央区 近江の館 神戸元町店 小売業 食料品 5%

173,997 兵庫県 神戸市中央区 大垣書店 神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

173,998 兵庫県 神戸市中央区 大垣書店　プリコ神戸店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

173,999 兵庫県 神戸市中央区 オーガニックコスメとアロマの体質改善サロンりびはだ サービス 理容・美容業 5%

174,000 兵庫県 神戸市中央区 ＡｕｔｏＳｅｌｅｃｔＢｌｏｓｓｏｍ 小売業 その他小売 5%

174,001 兵庫県 神戸市中央区 ＯＬＤ　ＫＯＢＥ サービス 飲食業 5%

174,002 兵庫県 神戸市中央区 奥州化粧品店 小売業 衣料品 5%

174,003 兵庫県 神戸市中央区 お寿司屋さんの卵焼き サービス 飲食業 5%

174,004 兵庫県 神戸市中央区 オステリア・ガウダンテ神戸ハーバーランド店 サービス 飲食業 5%

174,005 兵庫県 神戸市中央区 Ｏｇｇｉ合同会社 サービス その他サービス 5%

174,006 兵庫県 神戸市中央区 おはぎの珠家 小売業 食料品 5%
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174,007 兵庫県 神戸市中央区 ＯｆｆｉｃｅＩｓｈｉｇａｍｉ 小売業 衣料品 5%

174,008 兵庫県 神戸市中央区 ＯＭＯＮＩ サービス 飲食業 5%

174,009 兵庫県 神戸市中央区 オリックスレンタカー三宮駅前店 サービス その他サービス 2%

174,010 兵庫県 神戸市中央区 オリックスレンタカー新神戸店 サービス その他サービス 2%

174,011 兵庫県 神戸市中央区 ａｌｓｏ 小売業 家具・調度品 5%

174,012 兵庫県 神戸市中央区 ＯＲＺＯＫＯＢＥ 小売業 衣料品 5%

174,013 兵庫県 神戸市中央区 オレギョ三宮店 サービス 飲食業 5%

174,014 兵庫県 神戸市中央区 オレギョ中央店 サービス 飲食業 5%

174,015 兵庫県 神戸市中央区 オレギョトアウエスト店 サービス 飲食業 5%

174,016 兵庫県 神戸市中央区 開栄貿易株式会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,017 兵庫県 神戸市中央区 懐石料理　三木 サービス 飲食業 5%

174,018 兵庫県 神戸市中央区 海鮮問屋　三宮　セリ壱 サービス 飲食業 5%

174,019 兵庫県 神戸市中央区 カイロプラクティックスタジオ三宮 サービス 理容・美容業 5%

174,020 兵庫県 神戸市中央区 かき小屋フィーバー　ＢＬＵＥ　ＪＡＷＳ　神戸三宮東店 サービス 飲食業 5%

174,021 兵庫県 神戸市中央区 家具工房アートワークス 小売業 家具・調度品 5%

174,022 兵庫県 神戸市中央区 かごの屋阪神春日野道駅前店 サービス 飲食業 5%

174,023 兵庫県 神戸市中央区 菓子工房　パオデロ　プリコ神戸店 小売業 食料品 5%

174,024 兵庫県 神戸市中央区 Ｂａｒ　ｃａｓｋ サービス 飲食業 5%

174,025 兵庫県 神戸市中央区 かっさサロンフー サービス 理容・美容業 5%

174,026 兵庫県 神戸市中央区 Ｇａｔｅａｕｘ　ｆａｖｏｒｉｓ サービス 飲食業 5%

174,027 兵庫県 神戸市中央区 加納町　志賀 サービス 飲食業 5%

174,028 兵庫県 神戸市中央区 カフーツ サービス その他サービス 5%

174,029 兵庫県 神戸市中央区 火風鼎　三宮東店 サービス 飲食業 5%

174,030 兵庫県 神戸市中央区 カフェ・サンビート サービス 飲食業 5%

174,031 兵庫県 神戸市中央区 カフェ花 サービス 飲食業 5%

174,032 兵庫県 神戸市中央区 カフェ花 サービス 飲食業 5%

174,033 兵庫県 神戸市中央区 カフェ豆茶 サービス 飲食業 5%

174,034 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＡＭＯ 小売業 衣料品 5%

174,035 兵庫県 神戸市中央区 株式会社インベスターＬａｄｙ サービス 理容・美容業 5%

174,036 兵庫県 神戸市中央区 こすとっぷ京都店 小売業 その他小売 5%

174,037 兵庫県 神戸市中央区 株式会社オンザコート　本社 小売業 衣料品 5%

174,038 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ｋｔ－ｐｒｏｄｕｃｔ 小売業 衣料品 5%

174,039 兵庫県 神戸市中央区 株式会社コウベ・プレシアス・パール 小売業 衣料品 5%

174,040 兵庫県 神戸市中央区 株式会社コルウ 小売業 衣料品 5%

174,041 兵庫県 神戸市中央区 株式会社鶴井堂 サービス 飲食業 5%

174,042 兵庫県 神戸市中央区 ｔｅｔｏｔｅｓｈａｒｅｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

174,043 兵庫県 神戸市中央区 株式会社東栄商行　元町店 小売業 食料品 5%

174,044 兵庫県 神戸市中央区 株式会社とよさき 元町本店 小売業 衣料品 5%

174,045 兵庫県 神戸市中央区 株　鳥忠 小売業 食料品 5%

174,046 兵庫県 神戸市中央区 株式会社日経神戸販売 サービス その他サービス 5%

174,047 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ノアコーポレーション 小売業 衣料品 5%

174,048 兵庫県 神戸市中央区 株式会社早川 サービス その他サービス 5%

4146



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

174,049 兵庫県 神戸市中央区 株式会社フードピクト サービス その他サービス 5%

174,050 兵庫県 神戸市中央区 株式会社フォトスタジオ八木 サービス その他サービス 5%

174,051 兵庫県 神戸市中央区 株式会社フロムファースト ＦＲＯＭＦＩＲＳＴ ＭＵＳＥＥ 神戸店 小売業 衣料品 5%

174,052 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ペットライフジャパン 小売業 その他小売 5%

174,053 兵庫県 神戸市中央区 株式会社みのりアソシエイツ サービス その他サービス 5%

174,054 兵庫県 神戸市中央区 株式会社リガメント 小売業 衣料品 5%

174,055 兵庫県 神戸市中央区 株式会社レガロクルー 小売業 衣料品 5%

174,056 兵庫県 神戸市中央区 ＢＡＲ　ｅｌ　ＣＡＭＩＮＯ サービス 飲食業 5%

174,057 兵庫県 神戸市中央区 亀井堂総本店 小売業 食料品 5%

174,058 兵庫県 神戸市中央区 カメラのカツミ堂 小売業 電化製品 5%

174,059 兵庫県 神戸市中央区 身体工房リベルテクス サービス その他サービス 5%

174,060 兵庫県 神戸市中央区 Ｃａ　ｌｉｖｉｏ　ＨＡＩＲ　【カリビオヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

174,061 兵庫県 神戸市中央区 Ｇａｒｙｕ サービス 飲食業 5%

174,062 兵庫県 神戸市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ元町駅前店 サービス 飲食業 2%

174,063 兵庫県 神戸市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中央区西元町店 サービス 飲食業 2%

174,064 兵庫県 神戸市中央区 ＨＡＩＲＧＬＯＢＥ川合擁介 サービス 理容・美容業 5%

174,065 兵庫県 神戸市中央区 革工房ｍｕｍｕ サービス その他サービス 5%

174,066 兵庫県 神戸市中央区 観光文化研究所 サービス その他サービス 5%

174,067 兵庫県 神戸市中央区 革鞄小物カンダミサコ 小売業 衣料品 5%

174,068 兵庫県 神戸市中央区 観音屋ＪＲ新神戸 小売業 食料品 5%

174,069 兵庫県 神戸市中央区 岩盤美浴ほどらひ 小売業 その他小売 5%

174,070 兵庫県 神戸市中央区 ＫＡＮＧ．ＦＬＯＷＥＲＤＥＳＩＧＮ． 小売業 その他小売 5%

174,071 兵庫県 神戸市中央区 カンプリ神戸店 サービス その他サービス 5%

174,072 兵庫県 神戸市中央区 漢方薬店翔貴 小売業 その他小売 5%

174,073 兵庫県 神戸市中央区 ｋｅｅｆｅｒ 小売業 衣料品 5%

174,074 兵庫県 神戸市中央区 ｋｅｅｐｏｎ サービス 理容・美容業 5%

174,075 兵庫県 神戸市中央区 ＫＥＥＰ　ＹＯＵ 小売業 その他小売 5%

174,076 兵庫県 神戸市中央区 菊地商店 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,077 兵庫県 神戸市中央区 帽子の?久屋 小売業 衣料品 5%

174,078 兵庫県 神戸市中央区 紀州　紀ノ国地鶏　鳥吉 サービス 飲食業 5%

174,079 兵庫県 神戸市中央区 北野外国人倶楽部 サービス その他サービス 5%

174,080 兵庫県 神戸市中央区 北野カフェ 小売業 その他小売 5%

174,081 兵庫県 神戸市中央区 北野坂酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

174,082 兵庫県 神戸市中央区 ＫＩＣＨＩＲＩ三宮サンキタ通り サービス 飲食業 5%

174,083 兵庫県 神戸市中央区 ＫＩＣＨＩＲＩ三宮フラワーロード サービス 飲食業 5%

174,084 兵庫県 神戸市中央区 喫茶室きっさこ サービス 飲食業 5%

174,085 兵庫県 神戸市中央区 木津商店 小売業 衣料品 5%

174,086 兵庫県 神戸市中央区 希望軒　ＪＲ神戸駅前店 サービス 飲食業 5%

174,087 兵庫県 神戸市中央区 ＱＵＡＴＲＥ サービス 理容・美容業 5%

174,088 兵庫県 神戸市中央区 ＫＡＰＩＴＡＬ　神戸店 小売業 衣料品 5%

174,089 兵庫県 神戸市中央区 キャプテン　本店 サービス その他サービス 5%

174,090 兵庫県 神戸市中央区 ｃａｒａｍｅｌ　【キャラメル】 サービス 理容・美容業 5%
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174,091 兵庫県 神戸市中央区 ＧａｌｌｅｒｙＡＲＣＡ サービス その他サービス 5%

174,092 兵庫県 神戸市中央区 ＧＡＬＬＥＲＹ３０１ サービス その他サービス 5%

174,093 兵庫県 神戸市中央区 ギャラリーマリー 小売業 衣料品 5%

174,094 兵庫県 神戸市中央区 キャンドゥ店 小売業 家具・調度品 2%

174,095 兵庫県 神戸市中央区 牛角　阪急三宮さんきた店 サービス 飲食業 2%

174,096 兵庫県 神戸市中央区 ぎょうざの一休　三宮店 サービス 飲食業 5%

174,097 兵庫県 神戸市中央区 行政書士紀氏法務事務所 サービス その他サービス 5%

174,098 兵庫県 神戸市中央区 行政書士みのり事務所 サービス その他サービス 5%

174,099 兵庫県 神戸市中央区 京都勝牛神戸三宮センタープラザ サービス 飲食業 5%

174,100 兵庫県 神戸市中央区 京表具泰観堂 サービス その他サービス 5%

174,101 兵庫県 神戸市中央区 業務スーパー大安亭 小売業 食料品 2%

174,102 兵庫県 神戸市中央区 キラリネ 小売業 その他小売 5%

174,103 兵庫県 神戸市中央区 ｋｉｎｇｏｆｄｏｇ 小売業 その他小売 5%

174,104 兵庫県 神戸市中央区 キングスサロン神戸ハーバーランド店 サービス 理容・美容業 5%

174,105 兵庫県 神戸市中央区 銀しゃりＤｉｎｉｎｇ灯戸　あかり サービス 飲食業 5%

174,106 兵庫県 神戸市中央区 銀しゃりＤｉｎｉｎｇ火土木 サービス 飲食業 5%

174,107 兵庫県 神戸市中央区 クアシス　ＪＲ三ノ宮駅店 サービス その他サービス 5%

174,108 兵庫県 神戸市中央区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ神戸三宮店 小売業 その他小売 5%

174,109 兵庫県 神戸市中央区 ＱＵＥＳＴ サービス その他サービス 5%

174,110 兵庫県 神戸市中央区 串かつ　でんがな　三ノ宮店 サービス 飲食業 5%

174,111 兵庫県 神戸市中央区 串カツとワイン　海山 サービス 飲食業 5%

174,112 兵庫県 神戸市中央区 串かつ日光　神戸店 サービス 飲食業 5%

174,113 兵庫県 神戸市中央区 クスダテーラー 小売業 衣料品 5%

174,114 兵庫県 神戸市中央区 クスダホーム株式会社 サービス その他サービス 5%

174,115 兵庫県 神戸市中央区 くすの樹 サービス 飲食業 5%

174,116 兵庫県 神戸市中央区 薬のウッディー 小売業 その他小売 5%

174,117 兵庫県 神戸市中央区 ｃｕｃｉｎａ　ｏｔｔｏ サービス 飲食業 5%

174,118 兵庫県 神戸市中央区 ラトリエ サービス 飲食業 5%

174,119 兵庫県 神戸市中央区 Ｃｕｂｉｃｕｌｕｍ サービス 理容・美容業 5%

174,120 兵庫県 神戸市中央区 グラマシーＡＸ店　グラマシーＡＸ三宮店 サービス 理容・美容業 5%

174,121 兵庫県 神戸市中央区 ＧｌａｍｏｒｏｕｓＧｕｉｔａｒｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

174,122 兵庫県 神戸市中央区 ｃｒａｍｔｒｕｎｋ 小売業 衣料品 5%

174,123 兵庫県 神戸市中央区 グランミカエライダゴ サービス 飲食業 5%

174,124 兵庫県 神戸市中央区 グリーズン　プリコ神戸店 小売業 その他小売 5%

174,125 兵庫県 神戸市中央区 クリームワールド 小売業 衣料品 5%

174,126 兵庫県 神戸市中央区 クリームワールド 小売業 衣料品 5%

174,127 兵庫県 神戸市中央区 ｇｒｅｅｎ　ｋｉｔａｎｏ サービス 飲食業 5%

174,128 兵庫県 神戸市中央区 ＧＲＥＥＮＳ 小売業 食料品 5%

174,129 兵庫県 神戸市中央区 ＫＵＲＩＹＡ　ＭＵＲＡＴＡ サービス 飲食業 5%

174,130 兵庫県 神戸市中央区 ｃｌｕｅｔｏ 小売業 衣料品 5%

174,131 兵庫県 神戸市中央区 ＣＬＥＦ　ｔｏｒｗｅｓｔ サービス 飲食業 5%

174,132 兵庫県 神戸市中央区 グレイシーバッハＪＡＰＡＮ 小売業 その他小売 5%
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174,133 兵庫県 神戸市中央区 Ｃｒｅｖｉｅ　【クレヴィ】 サービス 理容・美容業 5%

174,134 兵庫県 神戸市中央区 クロールバリエ　神戸元町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,135 兵庫県 神戸市中央区 株式会社クロス 小売業 衣料品 5%

174,136 兵庫県 神戸市中央区 ＣＡＲＥ　ＫＯＢＥ サービス 理容・美容業 5%

174,137 兵庫県 神戸市中央区 ケイティーズ神戸 サービス その他サービス 5%

174,138 兵庫県 神戸市中央区 ゲストハウス　プレゴ サービス 飲食業 5%

174,139 兵庫県 神戸市中央区 ケーニヒスクローネ 小売業 食料品 5%

174,140 兵庫県 神戸市中央区 ケーニヒスクローネくまポチ邸 小売業 食料品 5%

174,141 兵庫県 神戸市中央区 ケーニヒスクローネくまポチ邸Ｔ 小売業 食料品 5%

174,142 兵庫県 神戸市中央区 ケーニヒスクローネコレクション 小売業 食料品 5%

174,143 兵庫県 神戸市中央区 ケーニヒスクローネさんちか店 小売業 食料品 5%

174,144 兵庫県 神戸市中央区 ケーニヒスクローネＤ＆Ｄ 小売業 食料品 5%

174,145 兵庫県 神戸市中央区 Ｋｅｌｌｙ　ｓ　Ｇｒｅｅｎ　ｋｅｌｌｙｓ　ｇｒｅｅｎ　ケリーズグリーン サービス 理容・美容業 5%

174,146 兵庫県 神戸市中央区 健康咲かせる手づくり惣菜　咲菜（さかな）プリコ神戸店 サービス 飲食業 5%

174,147 兵庫県 神戸市中央区 ケント株式会社 サービス その他サービス 5%

174,148 兵庫県 神戸市中央区 合資会社　茜屋珈琲店 サービス 飲食業 5%

174,149 兵庫県 神戸市中央区 合同会社インザシティ サービス その他サービス 5%

174,150 兵庫県 神戸市中央区 ＯＲＺＯ催事用 小売業 衣料品 5%

174,151 兵庫県 神戸市中央区 ＫＯＢＥ　ＧＡＲＡＧＥ サービス 飲食業 5%

174,152 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸相生１丁目店 小売業 食料品 2%

174,153 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸相生町１丁目北店 小売業 食料品 2%

174,154 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸生田新道店 小売業 食料品 2%

174,155 兵庫県 神戸市中央区 神戸イタリアＫｉｚｕｎａ　神戸イタリアン　ＫＩＺＵＮＡ　キズナ サービス 飲食業 5%

174,156 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸江戸町店 小売業 食料品 2%

174,157 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸乙仲通店 小売業 食料品 2%

174,158 兵庫県 神戸市中央区 神戸からの手紙 小売業 食料品 5%

174,159 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸北長狭通３丁目店 小売業 食料品 2%

174,160 兵庫県 神戸市中央区 神戸北の坂ホテル サービス 宿泊業 5%

174,161 兵庫県 神戸市中央区 ＦＥＬＬＩＮＩ 小売業 衣料品 5%

174,162 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸京町店 小売業 食料品 2%

174,163 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸国香通２丁目店 小売業 食料品 2%

174,164 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸鯉川筋店 小売業 食料品 2%

174,165 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸琴ノ緒町５丁目店 小売業 食料品 2%

174,166 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸琴ノ緒町店 小売業 食料品 2%

174,167 兵庫県 神戸市中央区 神戸コピー サービス その他サービス 5%

174,168 兵庫県 神戸市中央区 神戸サウナ＆スパ サービス 宿泊業 5%

174,169 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸栄町通３丁目店 小売業 食料品 2%

174,170 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸坂口通３丁目店 小売業 食料品 2%

174,171 兵庫県 神戸市中央区 コウベサコム 小売業 その他小売 5%

174,172 兵庫県 神戸市中央区 コウベサコム 小売業 その他小売 5%

174,173 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸三宮磯上通店 小売業 食料品 2%

174,174 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸三宮駅南店 小売業 食料品 2%

4149



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

174,175 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸さんプラザ店 小売業 食料品 2%

174,176 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸下山手通５丁目店 小売業 食料品 2%

174,177 兵庫県 神戸市中央区 神戸旬膳Ｋ’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

174,178 兵庫県 神戸市中央区 神戸新聞大倉山専売所 小売業 その他小売 5%

174,179 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸中央磯辺通店 小売業 食料品 2%

174,180 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸中央区役所北店 小売業 食料品 2%

174,181 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸中央中町通店 小売業 食料品 2%

174,182 兵庫県 神戸市中央区 神戸中華うえばやし サービス 飲食業 5%

174,183 兵庫県 神戸市中央区 神戸手づくりスイーツ館 小売業 食料品 5%

174,184 兵庫県 神戸市中央区 神戸手づくりスイーツ館ＴＲ 小売業 食料品 5%

174,185 兵庫県 神戸市中央区 神戸トアロードホテル山楽 サービス 宿泊業 5%

174,186 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸中山手通１丁目店 小売業 食料品 2%

174,187 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸中山手通４丁目店 小売業 食料品 2%

174,188 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸西元町店 小売業 食料品 2%

174,189 兵庫県 神戸市中央区 神戸・萩原珈琲店　１２７番地 小売業 食料品 5%

174,190 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸ハーバーランド店 小売業 食料品 2%

174,191 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸ハンター坂店 小売業 食料品 2%

174,192 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヒヤリングセンター 小売業 その他小売 5%

174,193 兵庫県 神戸市中央区 神戸凬月堂 小売業 食料品 5%

174,194 兵庫県 神戸市中央区 神戸凬月堂　茶寮 小売業 食料品 5%

174,195 兵庫県 神戸市中央区 神戸凬月堂　さんちか店 小売業 食料品 5%

174,196 兵庫県 神戸市中央区 神戸凬月堂新神戸駅銘店ショップ 小売業 食料品 5%

174,197 兵庫県 神戸市中央区 神戸凬月堂　港島店 小売業 食料品 5%

174,198 兵庫県 神戸市中央区 神戸フランツ 小売業 食料品 5%

174,199 兵庫県 神戸市中央区 神戸フランツ　異人館店 小売業 食料品 5%

174,200 兵庫県 神戸市中央区 神戸フランツ　北野店 小売業 食料品 5%

174,201 兵庫県 神戸市中央区 神戸フランツ　三宮店 小売業 食料品 5%

174,202 兵庫県 神戸市中央区 神戸フランツ新神戸駅店 小売業 食料品 5%

174,203 兵庫県 神戸市中央区 神戸フランツ　南京町店 小売業 食料品 5%

174,204 兵庫県 神戸市中央区 神戸プリントステーション 小売業 その他小売 5%

174,205 兵庫県 神戸市中央区 神戸ベイクルーズ サービス 運輸業 5%

174,206 兵庫県 神戸市中央区 神戸芳香園 サービス その他サービス 5%

174,207 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸ポートアイランド北店 小売業 食料品 2%

174,208 兵庫県 神戸市中央区 神戸元町　辰屋 小売業 食料品 5%

174,209 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸元町商店街店 小売業 食料品 2%

174,210 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸元町通１丁目店 小売業 食料品 2%

174,211 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸元町通３丁目店 小売業 食料品 2%

174,212 兵庫県 神戸市中央区 ＫＯＢＥ　ｍｏｎｔｅｕｒ 小売業 その他小売 5%

174,213 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸八雲通１丁目店 小売業 食料品 2%

174,214 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売　谷上センター 小売業 食料品 5%

174,215 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売 三宮センター 小売業 食料品 5%

174,216 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売 県庁前センター 小売業 食料品 5%
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174,217 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売　神戸センター 小売業 食料品 5%

174,218 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売 元町センター 小売業 食料品 5%

174,219 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売 中道センター 小売業 食料品 5%

174,220 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売　鈴蘭台センター 小売業 食料品 5%

174,221 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売　白川センター 小売業 食料品 5%

174,222 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売　王子センター 小売業 食料品 5%

174,223 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売　六甲道センター 小売業 食料品 5%

174,224 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売 藤原台センター 小売業 食料品 5%

174,225 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売 篠山センター 小売業 食料品 5%

174,226 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売　三田センター 小売業 食料品 5%

174,227 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売 三田西センター 小売業 食料品 5%

174,228 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売 氷上センター 小売業 食料品 5%

174,229 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売　豊岡センター 小売業 食料品 5%

174,230 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売 日高センター 小売業 食料品 5%

174,231 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売　出石センター 小売業 食料品 5%

174,232 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売 和田山センター 小売業 食料品 5%

174,233 兵庫県 神戸市中央区 神戸ヤクルト販売　浜坂センター 小売業 食料品 5%

174,234 兵庫県 神戸市中央区 神戸ユザワヤ 小売業 その他小売 5%

174,235 兵庫県 神戸市中央区 神戸ルミナスホテル三宮 サービス 宿泊業 5%

174,236 兵庫県 神戸市中央区 神戸レディススパ サービス 宿泊業 5%

174,237 兵庫県 神戸市中央区 コウベレンタカー サービス その他サービス 5%

174,238 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン神戸脇浜町３丁目店 小売業 食料品 2%

174,239 兵庫県 神戸市中央区 神戸和食　とよき サービス 飲食業 5%

174,240 兵庫県 神戸市中央区 光明ガレージ 光明堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,241 兵庫県 神戸市中央区 ＣＯｒＤＥ　ｋ?ｃｒｅａｔｉｖｅ?ＣＯｒＤＥ サービス 理容・美容業 5%

174,242 兵庫県 神戸市中央区 珈琲とミートパイの店　とんぼ茶屋 サービス 飲食業 5%

174,243 兵庫県 神戸市中央区 コーヒーローストワンズ 小売業 食料品 5%

174,244 兵庫県 神戸市中央区 コーヒーローストワンズ サービス 飲食業 5%

174,245 兵庫県 神戸市中央区 コーベガロー 小売業 衣料品 5%

174,246 兵庫県 神戸市中央区 ＣＯＵＶＥＮＩＲ サービス その他サービス 5%

174,247 兵庫県 神戸市中央区 御座候　三ノ宮駅店 サービス 飲食業 5%

174,248 兵庫県 神戸市中央区 古書ノーボ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

174,249 兵庫県 神戸市中央区 コスメティック　楠公堂 小売業 その他小売 5%

174,250 兵庫県 神戸市中央区 コスメティックス　ひろや 小売業 その他小売 5%

174,251 兵庫県 神戸市中央区 ＣＯＴＯｎｏＩＬＯＲＳＨＩＲＴ 小売業 衣料品 5%

174,252 兵庫県 神戸市中央区 Ｃｏｔｔｏｌｉ 小売業 衣料品 5%

174,253 兵庫県 神戸市中央区 ごはんとお酒　あんぴもん サービス 飲食業 5%

174,254 兵庫県 神戸市中央区 五福茶荘 小売業 その他小売 5%

174,255 兵庫県 神戸市中央区 コベヨガ　コベヨガ　ハマスタジオ サービス その他サービス 5%

174,256 兵庫県 神戸市中央区 いきもにあ サービス その他サービス 5%

174,257 兵庫県 神戸市中央区 コポ　神戸元町店 小売業 衣料品 5%

174,258 兵庫県 神戸市中央区 コポ　三宮センター街店 小売業 衣料品 5%
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174,259 兵庫県 神戸市中央区 コポ　デュオ神戸店 小売業 衣料品 5%

174,260 兵庫県 神戸市中央区 米粉パン Ｌｅ Ｒｉｚ 小売業 食料品 5%

174,261 兵庫県 神戸市中央区 こめとぶどう サービス 飲食業 5%

174,262 兵庫県 神戸市中央区 ｃｏｒｏｎｅｔ サービス 理容・美容業 5%

174,263 兵庫県 神戸市中央区 金剛堂　神戸本店 小売業 家具・調度品 5%

174,264 兵庫県 神戸市中央区 ＣＯＮＳＴＦＡＣＴＯＲ サービス その他サービス 5%

174,265 兵庫県 神戸市中央区 ゴンチャロフ　プリコ神戸店 小売業 食料品 5%

174,266 兵庫県 神戸市中央区 コンフィチュール・カジュー神戸 小売業 食料品 5%

174,267 兵庫県 神戸市中央区 昆布の岩田屋 小売業 その他小売 5%

174,268 兵庫県 神戸市中央区 ＣｉＲＣＡ 小売業 衣料品 5%

174,269 兵庫県 神戸市中央区 ｓｅａｒｃｈ　ｓｅａｒｃｈ 小売業 衣料品 5%

174,270 兵庫県 神戸市中央区 ｓｅａｒｃｈ　　３０　ｓｅａｒｃｈ　３０ 小売業 衣料品 5%

174,271 兵庫県 神戸市中央区 彩ｓａｉ サービス 飲食業 5%

174,272 兵庫県 神戸市中央区 菜遊季 サービス 飲食業 5%

174,273 兵庫県 神戸市中央区 ＳＡＥＫＯＤＥＳＩＧＮ＆ＰＨＯＴＯＧＲＡＰＨＹ サービス その他サービス 5%

174,274 兵庫県 神戸市中央区 魚菜きし サービス 飲食業 5%

174,275 兵庫県 神戸市中央区 肴大富　肴大富 サービス 飲食業 5%

174,276 兵庫県 神戸市中央区 魚とごはん　つき灯り サービス 飲食業 5%

174,277 兵庫県 神戸市中央区 坂の上の異人館 サービス その他サービス 5%

174,278 兵庫県 神戸市中央区 サキナビューティーラウンジ神戸 小売業 その他小売 5%

174,279 兵庫県 神戸市中央区 サクラスタイル　サクラスタイル 小売業 衣料品 5%

174,280 兵庫県 神戸市中央区 ＳＵＢＴＬＥ サービス その他サービス 5%

174,281 兵庫県 神戸市中央区 ザ　ビー神戸　ザ　ビー神戸 サービス 宿泊業 5%

174,282 兵庫県 神戸市中央区 サムアップ サービス その他サービス 5%

174,283 兵庫県 神戸市中央区 ザ・ロイヤル　三宮店 サービス 飲食業 5%

174,284 兵庫県 神戸市中央区 ザ・ワインバー　三宮店 サービス 飲食業 5%

174,285 兵庫県 神戸市中央区 サンアポロモトマチ 小売業 衣料品 5%

174,286 兵庫県 神戸市中央区 ＳＡＮＣ　３９ サービス 理容・美容業 5%

174,287 兵庫県 神戸市中央区 サンサイドホテル サービス 宿泊業 5%

174,288 兵庫県 神戸市中央区 サンサカエ 小売業 衣料品 5%

174,289 兵庫県 神戸市中央区 三宮酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

174,290 兵庫県 神戸市中央区 三宮写真室 サービス その他サービス 5%

174,291 兵庫県 神戸市中央区 三宮電器 小売業 電化製品 5%

174,292 兵庫県 神戸市中央区 三宮薬品株式会社 小売業 その他小売 5%

174,293 兵庫県 神戸市中央区 有限会社サンミハール サービス その他サービス 5%

174,294 兵庫県 神戸市中央区 ジィール 小売業 その他小売 5%

174,295 兵庫県 神戸市中央区 Ｘｉｅ 小売業 衣料品 5%

174,296 兵庫県 神戸市中央区 Ｊｇｒｏｕｐ サービス 理容・美容業 5%

174,297 兵庫県 神戸市中央区 Ｊｅｓｓｙｓｃｏｆｆｅｅｓｈｏｐ サービス 飲食業 5%

174,298 兵庫県 神戸市中央区 ＧＥＮＥＳｉＳ サービス その他サービス 5%

174,299 兵庫県 神戸市中央区 ヘアーアンドスパシェリーシェリ サービス 理容・美容業 5%

174,300 兵庫県 神戸市中央区 ＳＨＥＬＴＴＥＲＩＩ 小売業 衣料品 5%
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174,301 兵庫県 神戸市中央区 ＣＩＥＬ　ＨＡＴ神戸店 サービス 理容・美容業 5%

174,302 兵庫県 神戸市中央区 四季魚菜うらべ サービス 飲食業 5%

174,303 兵庫県 神戸市中央区 シスター洋装店 小売業 衣料品 5%

174,304 兵庫県 神戸市中央区 ＳＩＴＵＶＥＵＸ 小売業 衣料品 5%

174,305 兵庫県 神戸市中央区 ｓｉｘｐｏｉｎｔｅｒ 小売業 衣料品 5%

174,306 兵庫県 神戸市中央区 シトロン 小売業 衣料品 5%

174,307 兵庫県 神戸市中央区 ｃｉｔｒｏｎ 小売業 衣料品 5%

174,308 兵庫県 神戸市中央区 柴田静楽堂 小売業 その他小売 5%

174,309 兵庫県 神戸市中央区 Ｇ’ＦＥＳＴＡ（催事） 小売業 衣料品 5%

174,310 兵庫県 神戸市中央区 しもかわワイン倶楽部　ワイバーン サービス 飲食業 5%

174,311 兵庫県 神戸市中央区 ジャストカーテン　神戸ＨＤＣ店 小売業 その他小売 5%

174,312 兵庫県 神戸市中央区 魚虎 サービス 飲食業 5%

174,313 兵庫県 神戸市中央区 シャトロワ 小売業 食料品 5%

174,314 兵庫県 神戸市中央区 Ｊａｍｉｌ サービス 理容・美容業 5%

174,315 兵庫県 神戸市中央区 ジャルダンクレール 小売業 その他小売 5%

174,316 兵庫県 神戸市中央区 じゃんぐる〇〇 サービス 飲食業 5%

174,317 兵庫県 神戸市中央区 上海ダイニング　ママミヤ サービス 飲食業 5%

174,318 兵庫県 神戸市中央区 上海ダイニング　ママミヤ サービス 飲食業 5%

174,319 兵庫県 神戸市中央区 じゃんぼ總本店　春日野道店 サービス 飲食業 5%

174,320 兵庫県 神戸市中央区 Ｊｕ?ｃ?１００　　北野工房のまち店 サービス 飲食業 5%

174,321 兵庫県 神戸市中央区 シューズドクター＆キー サービス その他サービス 5%

174,322 兵庫県 神戸市中央区 ジュエリーカミネ（催事） 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,323 兵庫県 神戸市中央区 ジュエリーカミネ　三宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,324 兵庫県 神戸市中央区 ジュエリーカミネ本部 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,325 兵庫県 神戸市中央区 ジュエリーカミネ　元町本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,326 兵庫県 神戸市中央区 ジュエリー林 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,327 兵庫県 神戸市中央区 ＳＵＧＡＲＲＥＹ 小売業 衣料品 5%

174,328 兵庫県 神戸市中央区 ｃｈｏｕ ｃｈｏｕ サービス 飲食業 5%

174,329 兵庫県 神戸市中央区 ジュネル　ティプトワショップ神戸北野 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,330 兵庫県 神戸市中央区 旬菜・酒房もろみ家 サービス 飲食業 5%

174,331 兵庫県 神戸市中央区 旬菜酒楽三なすび サービス 飲食業 5%

174,332 兵庫県 神戸市中央区 旬菜和彩美 サービス 飲食業 5%

174,333 兵庫県 神戸市中央区 ＪＵＮブライダル・ラボ サービス その他サービス 5%

174,334 兵庫県 神戸市中央区 Ｊｏｙ＆Ｍａｒｉｏ 小売業 衣料品 5%

174,335 兵庫県 神戸市中央区 小小心縁 サービス 飲食業 5%

174,336 兵庫県 神戸市中央区 昭石　神戸駅前給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

174,337 兵庫県 神戸市中央区 昭石脇浜給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

174,338 兵庫県 神戸市中央区 松竹タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

174,339 兵庫県 神戸市中央区 昭和ゴールデン　三ノ宮本店 サービス 飲食業 5%

174,340 兵庫県 神戸市中央区 食彩工房　いちにっさん　食彩工房いちにっさん サービス 飲食業 5%

174,341 兵庫県 神戸市中央区 食酒場ハッチ 食酒場ハッチ サービス 飲食業 5%

174,342 兵庫県 神戸市中央区 ｃｈｏｃｏｌａ 小売業 衣料品 5%
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174,343 兵庫県 神戸市中央区 白石 サービス その他サービス 5%

174,344 兵庫県 神戸市中央区 ひまわり サービス 飲食業 5%

174,345 兵庫県 神戸市中央区 シルクロードキャラバン 小売業 その他小売 5%

174,346 兵庫県 神戸市中央区 汁そば処ちょぼいち 本家 サービス 飲食業 5%

174,347 兵庫県 神戸市中央区 新健勝苑神戸ショールーム 小売業 衣料品 5%

174,348 兵庫県 神戸市中央区 シンコーカーポート サービス その他サービス 5%

174,349 兵庫県 神戸市中央区 シンコー電気 小売業 電化製品 5%

174,350 兵庫県 神戸市中央区 ｓｉｎｃｅｒｅ サービス 飲食業 5%

174,351 兵庫県 神戸市中央区 ＳＨＩＮＪＩＭＡＳＵＤＡ 小売業 衣料品 5%

174,352 兵庫県 神戸市中央区 神東会館 サービス その他サービス 5%

174,353 兵庫県 神戸市中央区 新日本補聴器センター神戸店 小売業 その他小売 5%

174,354 兵庫県 神戸市中央区 ｚｏｏｔｉｅ　神戸栄町店 小売業 衣料品 5%

174,355 兵庫県 神戸市中央区 鮨佐津満 サービス 飲食業 5%

174,356 兵庫県 神戸市中央区 ｓｕｚｕｋｉ サービス その他サービス 5%

174,357 兵庫県 神戸市中央区 スズキトモヒサ・ドラムスクール サービス その他サービス 5%

174,358 兵庫県 神戸市中央区 スタイルフルネス サービス その他サービス 5%

174,359 兵庫県 神戸市中央区 スタジオｊｕｎａ サービス その他サービス 5%

174,360 兵庫県 神戸市中央区 スタジオ２４６ＷＥＳＴ サービス その他サービス 5%

174,361 兵庫県 神戸市中央区 すたみな太郎ＮＥＸＴ　三宮店 サービス 飲食業 5%

174,362 兵庫県 神戸市中央区 スタンデイング６ 小売業 衣料品 5%

174,363 兵庫県 神戸市中央区 Ｓｔａｎｄ　Ｔｏｌｉｕｏ サービス 飲食業 5%

174,364 兵庫県 神戸市中央区 ステーキランド　つるうし館 サービス 飲食業 5%

174,365 兵庫県 神戸市中央区 ＳＴＥＰｕｐｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

174,366 兵庫県 神戸市中央区 Ｓｔｏｒｅ　ＵＮＢＩＲＴＨＤＡＹ サービス 理容・美容業 5%

174,367 兵庫県 神戸市中央区 ストーリーズ 小売業 衣料品 5%

174,368 兵庫県 神戸市中央区 ｓｐｉｋｅ 小売業 衣料品 5%

174,369 兵庫県 神戸市中央区 ＳＰＥＡＫＥＡＳＹ 小売業 衣料品 5%

174,370 兵庫県 神戸市中央区 ｓｐａｃｅｍｏｔｈ 小売業 衣料品 5%

174,371 兵庫県 神戸市中央区 スペシャリティパンプキンズッカ 小売業 食料品 5%

174,372 兵庫県 神戸市中央区 スペシャリティパンプキンズッカ サービス 飲食業 5%

174,373 兵庫県 神戸市中央区 スポーツＪＩＮ 小売業 その他小売 5%

174,374 兵庫県 神戸市中央区 スマイルハウス サービス その他サービス 5%

174,375 兵庫県 神戸市中央区 炭トリウオはなれ サービス 飲食業 5%

174,376 兵庫県 神戸市中央区 炭火串焼き日々 サービス 飲食業 5%

174,377 兵庫県 神戸市中央区 炭焼元祖　神戸ホルモン　三宮本店 サービス 飲食業 5%

174,378 兵庫県 神戸市中央区 炭焼神戸牛　神戸ホルモン　三宮生田店 サービス 飲食業 5%

174,379 兵庫県 神戸市中央区 千人代官　酒居 サービス 飲食業 5%

174,380 兵庫県 神戸市中央区 西洋菓子処フーケ 西洋菓子処フーケ 小売業 食料品 5%

174,381 兵庫県 神戸市中央区 税理士法人松本会計事務所　神戸事務所 サービス その他サービス 5%

174,382 兵庫県 神戸市中央区 ＳＥＳＳＩＯＮＳ 小売業 衣料品 5%

174,383 兵庫県 神戸市中央区 Ｃｅｄｒｅ　Ｃｌｏｔｈｉｎｇ　Ｓｔｏｒｅ　Ｃｅｄｒｅ　Ｃｌｏｔｈｉｎｇ　Ｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

174,384 兵庫県 神戸市中央区 ＣＥＮＡＲＬ サービス 飲食業 5%
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174,385 兵庫県 神戸市中央区 Ｓｅｖｅｎ　ｆｏｒ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

174,386 兵庫県 神戸市中央区 Ｚｅｌｌｉｊ 小売業 その他小売 5%

174,387 兵庫県 神戸市中央区 セレブ神戸店 サービス 理容・美容業 5%

174,388 兵庫県 神戸市中央区 Ｓｅｎｇａ サービス 飲食業 5%

174,389 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＣＢＤ サービス 理容・美容業 5%

174,390 兵庫県 神戸市中央区 ＳＥＮＳＥｂｙｐｌｕｓｈａｉｒ神戸三宮店 サービス その他サービス 5%

174,391 兵庫県 神戸市中央区 千人代官　千人代官　本店 サービス 飲食業 5%

174,392 兵庫県 神戸市中央区 ＳｏａＳｏａｈ 小売業 衣料品 5%

174,393 兵庫県 神戸市中央区 創作鞄槌井 小売業 衣料品 5%

174,394 兵庫県 神戸市中央区 プリエ葬本舗 サービス その他サービス 5%

174,395 兵庫県 神戸市中央区 ＳＯＬＤＥＳＯＬ 小売業 衣料品 5%

174,396 兵庫県 神戸市中央区 Ｓｏｌｍａｒｅ サービス その他サービス 5%

174,397 兵庫県 神戸市中央区 大王漢方 小売業 その他小売 5%

174,398 兵庫県 神戸市中央区 ダイコクドラッグ高速神戸駅西口店 小売業 その他小売 5%

174,399 兵庫県 神戸市中央区 ダイコクドラッグ三宮生田ロード店 小売業 その他小売 5%

174,400 兵庫県 神戸市中央区 ダイコクドラッグ三宮センタープラザ店 小売業 その他小売 5%

174,401 兵庫県 神戸市中央区 ｔｉｅｓ　ｓｅｃｏｎｄ　ｉｍｐａｃｔ　ｔｉｅｓ　ｓｅｃｏｎｄ　ｉｍｐａｃｔ サービス 理容・美容業 5%

174,402 兵庫県 神戸市中央区 田居畳加工所 小売業 その他小売 5%

174,403 兵庫県 神戸市中央区 ダイニング小麦 サービス 飲食業 5%

174,404 兵庫県 神戸市中央区 ダイニングバー　ゾロメ サービス 飲食業 5%

174,405 兵庫県 神戸市中央区 鯛之鯛　神戸三宮店 サービス 飲食業 5%

174,406 兵庫県 神戸市中央区 ダイハツ神戸中部販売所本社 小売業 その他小売 5%

174,407 兵庫県 神戸市中央区 ダイブステーションブルミンゴ サービス その他サービス 5%

174,408 兵庫県 神戸市中央区 ダイブステーションブルミンゴ ダイブステーション ブルミンゴ サービス その他サービス 5%

174,409 兵庫県 神戸市中央区 大丸神戸店 小売業 その他小売 5%

174,410 兵庫県 神戸市中央区 Ｔｉｍｅｓｆａｃｔｏｒｙ 小売業 その他小売 5%

174,411 兵庫県 神戸市中央区 台湾タンパオ　三宮生田ロード店　台湾タンパオ三宮生田ロード店 サービス 飲食業 5%

174,412 兵庫県 神戸市中央区 株式会社高山草月堂 サービス その他サービス 5%

174,413 兵庫県 神戸市中央区 瀧川薬局　トアロード店 小売業 その他小売 5%

174,414 兵庫県 神戸市中央区 タキビネコ サービス 飲食業 5%

174,415 兵庫県 神戸市中央区 ＴＡＰＳ 小売業 衣料品 5%

174,416 兵庫県 神戸市中央区 タナゴコロータス 小売業 衣料品 5%

174,417 兵庫県 神戸市中央区 Ｔａｐｉｒ 小売業 衣料品 5%

174,418 兵庫県 神戸市中央区 たびサポ 小売業 衣料品 5%

174,419 兵庫県 神戸市中央区 たべよし サービス 飲食業 5%

174,420 兵庫県 神戸市中央区 たれ焼肉　ブタ専　三宮１号店 サービス 飲食業 5%

174,421 兵庫県 神戸市中央区 たん焼ＢＡＮ三宮北野店 サービス 飲食業 5%

174,422 兵庫県 神戸市中央区 たん焼ＢＡＮ三宮東門店 サービス 飲食業 5%

174,423 兵庫県 神戸市中央区 ちいきすと サービス その他サービス 5%

174,424 兵庫県 神戸市中央区 ＣＨＥＣＫ ＳＴＲＩＰＥ 神戸店 小売業 その他小売 5%

174,425 兵庫県 神戸市中央区 チェックローズ　三宮本通店 小売業 衣料品 5%

174,426 兵庫県 神戸市中央区 地球屋ＥＡＲＴＨ 小売業 その他小売 5%
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174,427 兵庫県 神戸市中央区 チケットプラザ サービス その他サービス 5%

174,428 兵庫県 神戸市中央区 チケットプラザ２ サービス その他サービス 5%

174,429 兵庫県 神戸市中央区 千鳥屋宗家　三宮店 サービス 飲食業 5%

174,430 兵庫県 神戸市中央区 千鳥屋宗家　プリコ神戸店 小売業 食料品 5%

174,431 兵庫県 神戸市中央区 Ｃｈａｒｌｉｅ サービス 飲食業 5%

174,432 兵庫県 神戸市中央区 チャイナウィング有限会社 サービス その他サービス 5%

174,433 兵庫県 神戸市中央区 チャイナクックワンミン サービス 飲食業 5%

174,434 兵庫県 神戸市中央区 中央米穀株式会社 小売業 食料品 5%

174,435 兵庫県 神戸市中央区 中華料理沁香園 サービス 飲食業 5%

174,436 兵庫県 神戸市中央区 ｃ－ｈ－ｏ－ｃ 小売業 衣料品 5%

174,437 兵庫県 神戸市中央区 ＣＩＮＱＵＥ　ｕｎ　ＡＬＴＲＯ　ＫＯＢＥ 小売業 衣料品 5%

174,438 兵庫県 神戸市中央区 つき灯り サービス 飲食業 5%

174,439 兵庫県 神戸市中央区 ツバクロ雑貨店 サービス その他サービス 5%

174,440 兵庫県 神戸市中央区 鶴亀餃子製作所 サービス 飲食業 5%

174,441 兵庫県 神戸市中央区 ＤＩＹｃａｆｅ　三宮北野坂店 サービス 飲食業 5%

174,442 兵庫県 神戸市中央区 ＴｅｅＡｎｄａ神戸 サービス 飲食業 5%

174,443 兵庫県 神戸市中央区 Ｄ　Ｄ　　ＴＨＡＩＦＯＯＤ サービス 飲食業 5%

174,444 兵庫県 神戸市中央区 Ｄ．Ｄ．　ＴＨＡＩＦＯＯＤ サービス 飲食業 5%

174,445 兵庫県 神戸市中央区 ＤｉｏｎＤｉｏｎ　ＰＬｉＣＯ神戸店 サービス その他サービス 5%

174,446 兵庫県 神戸市中央区 ＤＩＧＧＩＮ　ＳＴＯＲＥ　１９８７ サービス 飲食業 5%

174,447 兵庫県 神戸市中央区 Ｄａｉｓｙ（Ｐｒｏｄ．ｂｙ　Ｂｒｅａｔｈ　ｂｅａｕｕ） サービス 理容・美容業 5%

174,448 兵庫県 神戸市中央区 ＤＥＬＩＧＨＴ　ＨＡＩＲ　トア サービス 理容・美容業 5%

174,449 兵庫県 神戸市中央区 手打ちうどんの店 倭 サービス 飲食業 5%

174,450 兵庫県 神戸市中央区 ｍａｉｓｏｎｄｕＰＩＡＮＯ 小売業 その他小売 5%

174,451 兵庫県 神戸市中央区 手作市場 小売業 衣料品 5%

174,452 兵庫県 神戸市中央区 手創り工房　風樹の塔　ＨＤＣ神戸店 小売業 家具・調度品 5%

174,453 兵庫県 神戸市中央区 鉄板バル ｃｌａｐ 鉄板バル ｃｌａｐ サービス 飲食業 5%

174,454 兵庫県 神戸市中央区 鉄板料理お好み焼きたまい サービス 飲食業 5%

174,455 兵庫県 神戸市中央区 ＴＥＴＲＡ 小売業 衣料品 5%

174,456 兵庫県 神戸市中央区 株式会社デューイ サービス その他サービス 5%

174,457 兵庫県 神戸市中央区 ＤＵＮＯｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

174,458 兵庫県 神戸市中央区 ＴＥＬＡ サービス 理容・美容業 5%

174,459 兵庫県 神戸市中央区 天ぷら　島家 サービス 宿泊業 2%

174,460 兵庫県 神戸市中央区 トゥインクル 小売業 衣料品 5%

174,461 兵庫県 神戸市中央区 ＴＯＹＨＯＦ神戸店 小売業 家具・調度品 5%

174,462 兵庫県 神戸市中央区 ｔｏ　ａ　ｔｅｅ　Ｔｏｒｗｅｓｔ 小売業 衣料品 5%

174,463 兵庫県 神戸市中央区 ｔｏ　ａ　ｔｅｅ 小売業 衣料品 5%

174,464 兵庫県 神戸市中央区 ｔｏａｔｅｅＴｏｒｗｅｓｔ 小売業 衣料品 5%

174,465 兵庫県 神戸市中央区 トゥインクル 小売業 衣料品 5%

174,466 兵庫県 神戸市中央区 東栄酒家 サービス 飲食業 5%

174,467 兵庫県 神戸市中央区 ＴＯＮＥＢＬＵＥ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

174,468 兵庫県 神戸市中央区 時計倉庫ＴＯＫＩＡ 三宮店 小売業 その他小売 5%
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174,469 兵庫県 神戸市中央区 ドコモショップ　三宮さんプラザ店 小売業 その他小売 5%

174,470 兵庫県 神戸市中央区 ドコモショップ　三宮センター街店 小売業 その他小売 5%

174,471 兵庫県 神戸市中央区 ドコモショップ　元町商店街店 小売業 その他小売 5%

174,472 兵庫県 神戸市中央区 ドスパラ神戸・三宮店 小売業 電化製品 5%

174,473 兵庫県 神戸市中央区 トト路地 小売業 衣料品 5%

174,474 兵庫県 神戸市中央区 トヨタカローラ兵庫三宮東店 小売業 その他小売 5%

174,475 兵庫県 神戸市中央区 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｍｅｔａ サービス 飲食業 5%

174,476 兵庫県 神戸市中央区 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡｍｏｃｃｈｉ サービス 飲食業 5%

174,477 兵庫県 神戸市中央区 とらのあな　三宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

174,478 兵庫県 神戸市中央区 とらのあな三宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

174,479 兵庫県 神戸市中央区 トリッペン　神戸店 小売業 衣料品 5%

174,480 兵庫県 神戸市中央区 とり徹 三宮 サービス 飲食業 5%

174,481 兵庫県 神戸市中央区 ＴＲＥＡＳＵＲＥＢＯＸ 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,482 兵庫県 神戸市中央区 Ｔｒｏｉｓー神戸デコショップー 小売業 その他小売 5%

174,483 兵庫県 神戸市中央区 ＤＲＡＷＳ 小売業 衣料品 5%

174,484 兵庫県 神戸市中央区 Ｄｒｏｐ　ｉｎ サービス 飲食業 5%

174,485 兵庫県 神戸市中央区 ３ｅｐｉｃｅ サービス 飲食業 5%

174,486 兵庫県 神戸市中央区 ３ｅｐｉｃｅ　ＯＴＣライゼ サービス その他サービス 5%

174,487 兵庫県 神戸市中央区 中尾パートナーズ河合 サービス その他サービス 5%

174,488 兵庫県 神戸市中央区 中尾博英税理士事務所 サービス その他サービス 5%

174,489 兵庫県 神戸市中央区 長月 丼丸 県庁前店 サービス 飲食業 5%

174,490 兵庫県 神戸市中央区 中村薬局 小売業 その他小売 5%

174,491 兵庫県 神戸市中央区 なきぼくろＤｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

174,492 兵庫県 神戸市中央区 ＮＡＭＡＳＴＥＧＡＮＥＳＨＭＡＨＡＬ サービス 飲食業 5%

174,493 兵庫県 神戸市中央区 奈良山 小売業 衣料品 5%

174,494 兵庫県 神戸市中央区 鳴門鯛焼本舗　阪急三宮駅前店 サービス 飲食業 5%

174,495 兵庫県 神戸市中央区 鳴門鯛焼本舗　兵庫県庁前店 サービス 飲食業 5%

174,496 兵庫県 神戸市中央区 鳴門鯛焼本舗　元町駅前店 サービス 飲食業 5%

174,497 兵庫県 神戸市中央区 ナルミトレーディング株式会社 小売業 衣料品 5%

174,498 兵庫県 神戸市中央区 天ぷらカウンター楠山 サービス 飲食業 5%

174,499 兵庫県 神戸市中央区 なん天 サービス 飲食業 5%

174,500 兵庫県 神戸市中央区 ニーハオラーメン　ニーハオラーメン サービス 飲食業 5%

174,501 兵庫県 神戸市中央区 肉バル　ｓｔａｕｂ サービス 飲食業 5%

174,502 兵庫県 神戸市中央区 ２９８　三宮店 サービス 飲食業 5%

174,503 兵庫県 神戸市中央区 ２９８三宮 サービス 飲食業 5%

174,504 兵庫県 神戸市中央区 西田果物店 小売業 その他小売 5%

174,505 兵庫県 神戸市中央区 西田果物店 小売業 その他小売 5%

174,506 兵庫県 神戸市中央区 西日本ユニ株式会社 小売業 衣料品 5%

174,507 兵庫県 神戸市中央区 西村屋味の工房 １号車 サービス 飲食業 5%

174,508 兵庫県 神戸市中央区 西村屋ダイニング サービス 飲食業 5%

174,509 兵庫県 神戸市中央区 西村屋たじま路 サービス 飲食業 5%

174,510 兵庫県 神戸市中央区 西村屋和味旬彩 サービス 飲食業 5%
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174,511 兵庫県 神戸市中央区 日伊商事株式会社 サービス 飲食業 5%

174,512 兵庫県 神戸市中央区 Ｎｉｃｋ　新神戸駅店 小売業 食料品 5%

174,513 兵庫県 神戸市中央区 日本ウェルネスサポート　カノンドボーテ 小売業 その他小売 5%

174,514 兵庫県 神戸市中央区 ＮａｉｌＧａｒｄｅｎＡＬＩＣＥ サービス 理容・美容業 5%

174,515 兵庫県 神戸市中央区 プラムジュース サービス その他サービス 5%

174,516 兵庫県 神戸市中央区 ＮＥＸＴ 小売業 衣料品 5%

174,517 兵庫県 神戸市中央区 ＮＯＲＴＨＳＨＯＲＥ　ＫＯＢＥ サービス 飲食業 5%

174,518 兵庫県 神戸市中央区 ＮＯＲＴＨＳＨＯＲＥＫＯＢＥＴＡＫＥＯＵ サービス 飲食業 5%

174,519 兵庫県 神戸市中央区 ＮＡＵＧＨＴＹＳＵＰＥＲＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

174,520 兵庫県 神戸市中央区 串カツのこのこ サービス 飲食業 5%

174,521 兵庫県 神戸市中央区 信長書店　三宮駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

174,522 兵庫県 神戸市中央区 ＮＯＭＩＥＮＡ　ノミーナ サービス 飲食業 5%

174,523 兵庫県 神戸市中央区 バー　アン・パ サービス 飲食業 5%

174,524 兵庫県 神戸市中央区 Ｂａｒ　彩ｓａｉ サービス 飲食業 5%

174,525 兵庫県 神戸市中央区 パーフェクトポーション京都店 サービス その他サービス 5%

174,526 兵庫県 神戸市中央区 ＰＥＡＲ＋Ｌ サービス 理容・美容業 5%

174,527 兵庫県 神戸市中央区 ｙｕｋｉｅｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,528 兵庫県 神戸市中央区 パール清原 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,529 兵庫県 神戸市中央区 ＨａｒｌｏｗＩＣＥＣＲＥＡＭ サービス 飲食業 5%

174,530 兵庫県 神戸市中央区 ＢＩＯＭＥ サービス その他サービス 5%

174,531 兵庫県 神戸市中央区 ハイジ　神戸駅店 小売業 食料品 5%

174,532 兵庫県 神戸市中央区 白星社クリーニング アップル店 サービス その他サービス 5%

174,533 兵庫県 神戸市中央区 土師弘之税理士事務所 サービス その他サービス 5%

174,534 兵庫県 神戸市中央区 ＰＡＳＴＡＮＡ サービス 飲食業 5%

174,535 兵庫県 神戸市中央区 はた珈琲店 サービス 飲食業 5%

174,536 兵庫県 神戸市中央区 パッションランド 小売業 衣料品 5%

174,537 兵庫県 神戸市中央区 八天堂　三ノ宮店 小売業 食料品 5%

174,538 兵庫県 神戸市中央区 株式会社服部宝生堂眼鏡店 サービス その他サービス 5%

174,539 兵庫県 神戸市中央区 ハッピーグロウ 小売業 その他小売 5%

174,540 兵庫県 神戸市中央区 パディー 小売業 衣料品 5%

174,541 兵庫県 神戸市中央区 株式会社バディ サービス その他サービス 5%

174,542 兵庫県 神戸市中央区 パデル神戸プラス サービス その他サービス 5%

174,543 兵庫県 神戸市中央区 Ｈｅａｒｔｄａｎｃｅ　さんちか店 小売業 衣料品 5%

174,544 兵庫県 神戸市中央区 Ｈｕｄｄｌｅ 小売業 衣料品 5%

174,545 兵庫県 神戸市中央区 花くま　辨慶 サービス 飲食業 5%

174,546 兵庫県 神戸市中央区 花の館 パラディ北野 サービス 飲食業 5%

174,547 兵庫県 神戸市中央区 ハニーハート 小売業 その他小売 5%

174,548 兵庫県 神戸市中央区 Ｂａｒｂｏｕｒ　神戸店 小売業 衣料品 5%

174,549 兵庫県 神戸市中央区 ＰＥＲＦＯＲＭ 小売業 衣料品 5%

174,550 兵庫県 神戸市中央区 ＢｕｂｂｌｅＴｅａＳｔｙｌｅ８ 小売業 食料品 5%

174,551 兵庫県 神戸市中央区 ｈａｒｉｓａｌｏｎＲｅＳＥＴｂｙ林田鍼灸整体院 サービス その他サービス 5%

174,552 兵庫県 神戸市中央区 バルーンギフト・ドット・コム神戸 小売業 その他小売 5%
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174,553 兵庫県 神戸市中央区 ＰＡＬカタオカ 小売業 衣料品 5%

174,554 兵庫県 神戸市中央区 Ｂａｒｒｅｌ サービス 理容・美容業 5%

174,555 兵庫県 神戸市中央区 ＨａｗａｉｉａｎＫｏｍｂｕｃｈａ 小売業 その他小売 5%

174,556 兵庫県 神戸市中央区 セブン－イレブン阪急春日野道駅前店 小売業 食料品 2%

174,557 兵庫県 神戸市中央区 阪神写真館 阪神写真館株式会社 サービス その他サービス 5%

174,558 兵庫県 神戸市中央区 Ｂａｍｂｏｏ サービス その他サービス 5%

174,559 兵庫県 神戸市中央区 Ｂａｍｂｏｏ サービス 理容・美容業 5%

174,560 兵庫県 神戸市中央区 Ｐｉａｎ Ｐｉａｎｏ 小売業 その他小売 5%

174,561 兵庫県 神戸市中央区 ビーキュート サービス 理容・美容業 5%

174,562 兵庫県 神戸市中央区 Ｂｅｅ三宮 サービス 飲食業 5%

174,563 兵庫県 神戸市中央区 ｐｅａｃｅ＆ｐｅａｃｅ サービス 飲食業 5%

174,564 兵庫県 神戸市中央区 ピーパル 小売業 その他小売 5%

174,565 兵庫県 神戸市中央区 柊草 はなれ サービス 飲食業 5%

174,566 兵庫県 神戸市中央区 柊草　本店 サービス 飲食業 5%

174,567 兵庫県 神戸市中央区 柊草　はなれ サービス 飲食業 5%

174,568 兵庫県 神戸市中央区 ＢＥＣＯＢＯ サービス その他サービス 5%

174,569 兵庫県 神戸市中央区 ビジターセンター サービス その他サービス 5%

174,570 兵庫県 神戸市中央区 ビジターセンター２ サービス その他サービス 5%

174,571 兵庫県 神戸市中央区 美酒美食平田 サービス 飲食業 5%

174,572 兵庫県 神戸市中央区 ＨＹＳＴＥＲＩＣＧＬＡＭＯＵＲミント神戸 小売業 衣料品 5%

174,573 兵庫県 神戸市中央区 ヒステリックジャム　元町本店 サービス 飲食業 5%

174,574 兵庫県 神戸市中央区 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｓｕｍｉｍｏｔｏ サービス 飲食業 5%

174,575 兵庫県 神戸市中央区 ビストロ　レクレ　神戸 サービス 飲食業 5%

174,576 兵庫県 神戸市中央区 ビストロアルバータ　神戸三ノ宮 サービス 飲食業 5%

174,577 兵庫県 神戸市中央区 ＢｉｓｔｒｏＣａｆｅ７１２ サービス 飲食業 5%

174,578 兵庫県 神戸市中央区 ビデオランドミッキー　三宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

174,579 兵庫県 神戸市中央区 美的メイク協会 サービス 理容・美容業 5%

174,580 兵庫県 神戸市中央区 日の出洋品店 小売業 衣料品 5%

174,581 兵庫県 神戸市中央区 ひばり雑貨店 小売業 その他小売 5%

174,582 兵庫県 神戸市中央区 ＰＢ－１　神戸三ノ宮店 小売業 衣料品 5%

174,583 兵庫県 神戸市中央区 ＢＥＦＯＲＴ サービス その他サービス 5%

174,584 兵庫県 神戸市中央区 ひまわり サービス 理容・美容業 5%

174,585 兵庫県 神戸市中央区 ｂｅａｕｔｙサロン光 サービス 理容・美容業 5%

174,586 兵庫県 神戸市中央区 ＢｅａｕｔｙＬｅｓｓｏｎａｉｌｌｙ サービス 理容・美容業 5%

174,587 兵庫県 神戸市中央区 Ｈｕｔｔｅ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

174,588 兵庫県 神戸市中央区 兵庫トヨタ自動車三宮店 小売業 その他小売 5%

174,589 兵庫県 神戸市中央区 兵庫トヨタ自動車レクサスＨＡＴ神戸 小売業 その他小売 5%

174,590 兵庫県 神戸市中央区 ＢｅｙｏｎｄＣｏｆｆｅｅＲｏａｓｔｅｒｓ サービス 飲食業 5%

174,591 兵庫県 神戸市中央区 ピラティススタジオｓｏｒａｍａ サービス その他サービス 5%

174,592 兵庫県 神戸市中央区 ひろひろ サービス 飲食業 5%

174,593 兵庫県 神戸市中央区 ＦａｕｓＳｉｌｖｅｒＷｏｒｋｓ 小売業 衣料品 5%

174,594 兵庫県 神戸市中央区 ｆａｂｂｉｔ神戸三宮 サービス その他サービス 5%

4159



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

174,595 兵庫県 神戸市中央区 ｆａｒ．ｐｉｔｔｅ サービス 飲食業 5%

174,596 兵庫県 神戸市中央区 フィールアーズ サービス 理容・美容業 5%

174,597 兵庫県 神戸市中央区 ＦＵＧＥＴＳＵＤＯ　サロン・ド・テ 小売業 食料品 5%

174,598 兵庫県 神戸市中央区 ＢｏｕｒａｎｇｅｒｉｅＡｎｎｅ サービス 飲食業 5%

174,599 兵庫県 神戸市中央区 Ｐｏｏｌ ｃｌｕｂ ＢｒｅａｋＮｉｎｅ サービス その他サービス 5%

174,600 兵庫県 神戸市中央区 ＦＥＬＩＣＥ神戸店 小売業 家具・調度品 5%

174,601 兵庫県 神戸市中央区 フォクシー神戸店 小売業 衣料品 5%

174,602 兵庫県 神戸市中央区 ＰＨＯＮＩＣＳＧＡＲＤＥＮ サービス その他サービス 5%

174,603 兵庫県 神戸市中央区 ふくみみＤｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

174,604 兵庫県 神戸市中央区 河豚家ゆめふく　北野坂店 サービス 飲食業 5%

174,605 兵庫県 神戸市中央区 ブティックロッサ神戸元町店 小売業 衣料品 5%

174,606 兵庫県 神戸市中央区 ＦＲＡＵ　ＫＯＢＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,607 兵庫県 神戸市中央区 ＋ｅｍ　【プラス　エム】 サービス 理容・美容業 5%

174,608 兵庫県 神戸市中央区 ＰＬＵＳ　Ｓ 小売業 その他小売 5%

174,609 兵庫県 神戸市中央区 フラワーズパートナー 小売業 その他小売 5%

174,610 兵庫県 神戸市中央区 フラワーボックス 神戸国際会館店 小売業 その他小売 5%

174,611 兵庫県 神戸市中央区 ブランイリス 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,612 兵庫県 神戸市中央区 ブランジュリ　ラ　リュンヌ 小売業 食料品 5%

174,613 兵庫県 神戸市中央区 フランス家庭料理とワインのお店Ｔａｋｅｂｏｕ サービス 飲食業 5%

174,614 兵庫県 神戸市中央区 ｂｒｉｌｌａｎｔ（ｅ） サービス 理容・美容業 5%

174,615 兵庫県 神戸市中央区 ブリアント　神戸三宮店 サービス 理容・美容業 5%

174,616 兵庫県 神戸市中央区 ＦＬＥＥＫ サービス 理容・美容業 5%

174,617 兵庫県 神戸市中央区 ＢＡＲ　Ｂｒｉｃｋ サービス 飲食業 5%

174,618 兵庫県 神戸市中央区 ｐｒｅｔｔｙ　ｐｏｏｃｈ サービス その他サービス 5%

174,619 兵庫県 神戸市中央区 ｆｒｉｐｉｅｒ　ＺＯＥＴＲＯＰＥ 小売業 衣料品 5%

174,620 兵庫県 神戸市中央区 Bleu Bleuet  プリコ神戸店 小売業 その他小売 5%

174,621 兵庫県 神戸市中央区 ｆｌｅｕｒ　【フルール】 サービス 理容・美容業 5%

174,622 兵庫県 神戸市中央区 株式会社すとろーはうす 小売業 衣料品 5%

174,623 兵庫県 神戸市中央区 ぷれじでんと千房　北野坂店 サービス 飲食業 5%

174,624 兵庫県 神戸市中央区 Ｂｒｅａｔｈ　ｂｅａｕｕ　　　　【ブレス　ボー】 サービス 理容・美容業 5%

174,625 兵庫県 神戸市中央区 プレステージ２１　神戸 小売業 衣料品 5%

174,626 兵庫県 神戸市中央区 ＢＲＯＯＣＨ 小売業 衣料品 5%

174,627 兵庫県 神戸市中央区 ｆｌｏｒｅｎｔ　【フローレント】 サービス 理容・美容業 5%

174,628 兵庫県 神戸市中央区 ブロコート ブロコート サービス 飲食業 5%

174,629 兵庫県 神戸市中央区 ＢＬＯＣＫ サービス 理容・美容業 5%

174,630 兵庫県 神戸市中央区 文具サワタニ 小売業 その他小売 5%

174,631 兵庫県 神戸市中央区 文明堂　プリコ神戸店 小売業 食料品 5%

174,632 兵庫県 神戸市中央区 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＥＹＥＳ サービス 理容・美容業 5%

174,633 兵庫県 神戸市中央区 ヘアーサロン　サチ サービス 理容・美容業 5%

174,634 兵庫県 神戸市中央区 ｈａｉｒｓａｌｏｎＲＩＺ サービス 理容・美容業 5%

174,635 兵庫県 神戸市中央区 ｈａｉｒｓａｌｏｎ６　ｈａｉｒｓａｌｏｎ６ サービス 理容・美容業 5%

174,636 兵庫県 神戸市中央区 Ｈａｉｒ　Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%
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174,637 兵庫県 神戸市中央区 ＨＡＩＲ　Ｓ　ＡＴＥＬＩＥＲ　ＧＲＡＳＳ　ＲＯＯＴＳ サービス 理容・美容業 5%

174,638 兵庫県 神戸市中央区 ＨＡＩＲＳＴＵＤＩＯ［ＰＲＩ：Ｚ サービス 理容・美容業 5%

174,639 兵庫県 神戸市中央区 ＨＡＩＲ　ＤＯＵＸ サービス 理容・美容業 5%

174,640 兵庫県 神戸市中央区 ヘアカラーカフェ　神戸元町店 サービス 理容・美容業 5%

174,641 兵庫県 神戸市中央区 ＨＡＩＲ　ＧＬＯＢＥ サービス 理容・美容業 5%

174,642 兵庫県 神戸市中央区 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｌｅａｆ サービス 理容・美容業 5%

174,643 兵庫県 神戸市中央区 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＬＥＨＵＡ【ヘアサロン　レフア】 サービス 理容・美容業 5%

174,644 兵庫県 神戸市中央区 ｊｅｎａｊｅｎａ サービス 理容・美容業 5%

174,645 兵庫県 神戸市中央区 ｈａｉｒｓａｌｏｎＳＥＲＥＮＤＩＰＩＴＹ サービス 理容・美容業 5%

174,646 兵庫県 神戸市中央区 ＨａｉｒＳａｌｏｎセンス サービス 理容・美容業 5%

174,647 兵庫県 神戸市中央区 ＨａｉｒＳａｌｏｎ　みずぐち サービス 理容・美容業 5%

174,648 兵庫県 神戸市中央区 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎＲａｙ＇ｚ サービス 理容・美容業 5%

174,649 兵庫県 神戸市中央区 ヘアメイクｐｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

174,650 兵庫県 神戸市中央区 ベーカリーバカンス 小売業 食料品 5%

174,651 兵庫県 神戸市中央区 ＢＡＳＥ【ベース】 サービス 理容・美容業 5%

174,652 兵庫県 神戸市中央区 ＢＡＳＥ　ｆｏｒ サービス その他サービス 5%

174,653 兵庫県 神戸市中央区 Ｂｅｃｏ 小売業 衣料品 5%

174,654 兵庫県 神戸市中央区 ヘッドスパサロンｇｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

174,655 兵庫県 神戸市中央区 ヘッドスパサロンｇｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

174,656 兵庫県 神戸市中央区 紅屋 小売業 衣料品 5%

174,657 兵庫県 神戸市中央区 紅屋　ウイング　（ビザキャッシュ） 小売業 衣料品 5%

174,658 兵庫県 神戸市中央区 紅屋　エルベ　（ビザキャッシュ） 小売業 衣料品 5%

174,659 兵庫県 神戸市中央区 紅屋　さんちか店　（ビザキャッシュ） 小売業 衣料品 5%

174,660 兵庫県 神戸市中央区 紅屋　ベージェ店　（ビザキャッシュ） 小売業 衣料品 5%

174,661 兵庫県 神戸市中央区 紅屋　本店　（ビザキャッシュ） 小売業 衣料品 5%

174,662 兵庫県 神戸市中央区 ベビーギフト　Ｐｏｃｏ 小売業 衣料品 5%

174,663 兵庫県 神戸市中央区 べらみ サービス 飲食業 5%

174,664 兵庫県 神戸市中央区 Ｈｅｌｐ 小売業 衣料品 5%

174,665 兵庫県 神戸市中央区 勉強カフェ神戸三宮スタジオ サービス その他サービス 5%

174,666 兵庫県 神戸市中央区 便利サービス サービス その他サービス 5%

174,667 兵庫県 神戸市中央区 ＶＯＩＣＥ　ｏｆ　ＣＯＦＦＥＥ　ＶＯＩＣＥ　ｏｆ　ＣＯＦＦＥＥ 小売業 食料品 5%

174,668 兵庫県 神戸市中央区 方龍 小売業 衣料品 5%

174,669 兵庫県 神戸市中央区 ボークス神戸ショールーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

174,670 兵庫県 神戸市中央区 ボークス神戸ショールーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

174,671 兵庫県 神戸市中央区 ＨＯＰＳＴＡＮＤ三宮店 サービス 飲食業 5%

174,672 兵庫県 神戸市中央区 ＢｏｄｙＮａｔｅ サービス その他サービス 5%

174,673 兵庫県 神戸市中央区 ボディサプライズレナータ サービス その他サービス 5%

174,674 兵庫県 神戸市中央区 ボディワークサロン凛 サービス 理容・美容業 5%

174,675 兵庫県 神戸市中央区 ホテルケーニヒスクローネ神戸 小売業 食料品 5%

174,676 兵庫県 神戸市中央区 ホテル　トアロード　神戸 サービス 宿泊業 5%

174,677 兵庫県 神戸市中央区 ホビーランドぽち神戸店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

174,678 兵庫県 神戸市中央区 ボルカノ　三宮駅前店 サービス 飲食業 5%
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174,679 兵庫県 神戸市中央区 ボルサ　ソベラナ 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,680 兵庫県 神戸市中央区 ホルモン　モツデフ サービス 飲食業 5%

174,681 兵庫県 神戸市中央区 ＷＨＩＴＥ　ＨＯＵＳＥ　ＫＯＢＥ サービス 理容・美容業 5%

174,682 兵庫県 神戸市中央区 香港甜品店　甜蜜蜜 サービス 飲食業 5%

174,683 兵庫県 神戸市中央区 本社 サービス その他サービス 5%

174,684 兵庫県 神戸市中央区 本社 サービス その他サービス 5%

174,685 兵庫県 神戸市中央区 Ｂｏｎ’ａｐ！ 小売業 食料品 5%

174,686 兵庫県 神戸市中央区 ｍａｖｉ 小売業 衣料品 5%

174,687 兵庫県 神戸市中央区 ＭＡＲＧＥ 小売業 衣料品 5%

174,688 兵庫県 神戸市中央区 ＭｅｒｇｅＬａｂｏ サービス その他サービス 5%

174,689 兵庫県 神戸市中央区 マキシン 神戸トアロード本店 小売業 衣料品 5%

174,690 兵庫県 神戸市中央区 マスヤ株式会社 小売業 衣料品 5%

174,691 兵庫県 神戸市中央区 松村設備 サービス その他サービス 5%

174,692 兵庫県 神戸市中央区 ＭＡＴＴＯＴＴＩ　ＭＡＴＴＯＴＴＩ 小売業 衣料品 5%

174,693 兵庫県 神戸市中央区 マネケンＪＲ三ノ宮駅店 小売業 食料品 5%

174,694 兵庫県 神戸市中央区 まみや洋品店 小売業 衣料品 5%

174,695 兵庫県 神戸市中央区 豆皿小皿　食卓とワイン サービス 飲食業 5%

174,696 兵庫県 神戸市中央区 豆皿小皿　食卓とワイン　豆皿小皿　食卓とワイン サービス 飲食業 5%

174,697 兵庫県 神戸市中央区 ＭＡＹＡーＭＡＹＡ マヤマヤ サービス 飲食業 5%

174,698 兵庫県 神戸市中央区 マリーナアイス 小売業 その他小売 5%

174,699 兵庫県 神戸市中央区 マリング靴店　三地下店 小売業 その他小売 5%

174,700 兵庫県 神戸市中央区 マルカ 小売業 その他小売 5%

174,701 兵庫県 神戸市中央区 マルパマーパマーパ サービス 理容・美容業 5%

174,702 兵庫県 神戸市中央区 マルマン サービス 飲食業 5%

174,703 兵庫県 神戸市中央区 円山飯店 神戸三宮店 サービス 飲食業 5%

174,704 兵庫県 神戸市中央区 万里 サービス 飲食業 5%

174,705 兵庫県 神戸市中央区 ｍｉ－ｃｈｕ． 小売業 衣料品 5%

174,706 兵庫県 神戸市中央区 ＭＩＫＡＫＩＴＣＨＥＮ サービス その他サービス 5%

174,707 兵庫県 神戸市中央区 ＭＩＴＳＵＲＵ ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

174,708 兵庫県 神戸市中央区 ＭＩＴＳＵＲＵ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

174,709 兵庫県 神戸市中央区 みなと軒 三宮東門店 サービス 飲食業 5%

174,710 兵庫県 神戸市中央区 南薩摩旨いもん　キリシマ山荘　南薩摩旨いもん　キリシマ山荘 サービス 飲食業 5%

174,711 兵庫県 神戸市中央区 Ｍｅｗ’ｓ　さんちか店 小売業 衣料品 5%

174,712 兵庫県 神戸市中央区 Ｍｉｒａｂｅｌｌｅ（ミラベル） サービス 飲食業 5%

174,713 兵庫県 神戸市中央区 Ｍｅｌｉｙ サービス 理容・美容業 5%

174,714 兵庫県 神戸市中央区 ｍｉｌｉｍｉｌｉ　【ミリミリ】 サービス その他サービス 5%

174,715 兵庫県 神戸市中央区 ｍｉｗａ サービス 理容・美容業 5%

174,716 兵庫県 神戸市中央区 ｍｕｔａ　Ｋｏｂｅ 小売業 衣料品 5%

174,717 兵庫県 神戸市中央区 Ｍａｙｆａｉｒ 小売業 その他小売 5%

174,718 兵庫県 神戸市中央区 ＭｅｉｗａＰｅａｒｌ 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,719 兵庫県 神戸市中央区 メガネ工房アイオイ サービス その他サービス 5%

174,720 兵庫県 神戸市中央区 メガネ工房アイオイ　メガネ工房アイオイ 小売業 その他小売 5%
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174,721 兵庫県 神戸市中央区 メガネのおうさか サービス その他サービス 5%

174,722 兵庫県 神戸市中央区 メキシコ　中南米雑貨ｍａｎｏ 小売業 その他小売 5%

174,723 兵庫県 神戸市中央区 ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　ｐａｉｌｌｅ サービス 飲食業 5%

174,724 兵庫県 神戸市中央区 めだかの学校　三宮店 サービス 飲食業 5%

174,725 兵庫県 神戸市中央区 メディアカフェポパイ三宮駅前店 サービス その他サービス 5%

174,726 兵庫県 神戸市中央区 メディアカフェポパイ三宮店 サービス その他サービス 5%

174,727 兵庫県 神戸市中央区 メディアカフェポパイ元町店 サービス その他サービス 5%

174,728 兵庫県 神戸市中央区 メニアマル 小売業 衣料品 5%

174,729 兵庫県 神戸市中央区 ＭＥＭＯＲＩ 小売業 その他小売 5%

174,730 兵庫県 神戸市中央区 ｍｅｒｉｋｅｎｇａｌｌｅｒｙ＆ｃａｆｅ株式会社メリケンギヤラリー サービス その他サービス 5%

174,731 兵庫県 神戸市中央区 ＭＥＲＩＣＡＮ　ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ サービス 理容・美容業 5%

174,732 兵庫県 神戸市中央区 ｍｅｒｃｉ サービス 理容・美容業 5%

174,733 兵庫県 神戸市中央区 麺所 水野 サービス 飲食業 5%

174,734 兵庫県 神戸市中央区 ＭＯＫ　ｍｉｄｒｅ サービス 理容・美容業 5%

174,735 兵庫県 神戸市中央区 ＭＯＫ神戸元町店 サービス 理容・美容業 5%

174,736 兵庫県 神戸市中央区 木馬 サービス 飲食業 5%

174,737 兵庫県 神戸市中央区 ｍｏｊａ 小売業 衣料品 5%

174,738 兵庫県 神戸市中央区 モジャカレー神戸ＦＴ店 サービス 飲食業 5%

174,739 兵庫県 神戸市中央区 ｍｏｃｔ サービス 理容・美容業 5%

174,740 兵庫県 神戸市中央区 ＭＯＳＴＲＡ 小売業 衣料品 5%

174,741 兵庫県 神戸市中央区 モズライトカフェ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

174,742 兵庫県 神戸市中央区 モダン波止場神戸着付け教室 サービス 理容・美容業 5%

174,743 兵庫県 神戸市中央区 もっせー明石海鮮と日本酒の和食酒場ー サービス 飲食業 5%

174,744 兵庫県 神戸市中央区 モトコーｏｒｅｎｇｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

174,745 兵庫県 神戸市中央区 ＭｏＴｏＤＥＶｉＬ 小売業 衣料品 5%

174,746 兵庫県 神戸市中央区 株式会社大上鞄店 小売業 衣料品 5%

174,747 兵庫県 神戸市中央区 元町コンフォート　ギャラリー 小売業 その他小売 5%

174,748 兵庫県 神戸市中央区 元町ＰＣサービス サービス その他サービス 5%

174,749 兵庫県 神戸市中央区 ｍｏｎａｍｉ 小売業 衣料品 5%

174,750 兵庫県 神戸市中央区 ＭＯＮＯ ＯＰＴＩＱＵＥ ＭＯＮＯ ＯＰＴＩＱＵＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,751 兵庫県 神戸市中央区 もろみ家 サービス 飲食業 5%

174,752 兵庫県 神戸市中央区 もんじゃ　寛 サービス 飲食業 5%

174,753 兵庫県 神戸市中央区 モンプティフレール 小売業 衣料品 5%

174,754 兵庫県 神戸市中央区 モンロワール　新神戸駅店 小売業 食料品 5%

174,755 兵庫県 神戸市中央区 やきとり鶏鳴 サービス 飲食業 5%

174,756 兵庫県 神戸市中央区 焼肉 萬成館 サービス 飲食業 5%

174,757 兵庫県 神戸市中央区 焼肉風風亭　三宮店 小売業 食料品 5%

174,758 兵庫県 神戸市中央区 やきにくもつ鍋箱舟 サービス 飲食業 5%

174,759 兵庫県 神戸市中央区 焼肉酒家暁市 サービス 飲食業 5%

174,760 兵庫県 神戸市中央区 櫓茶屋　三宮店　２Ｆ サービス 飲食業 5%

174,761 兵庫県 神戸市中央区 櫓茶屋　三宮　Ｂ１ サービス 飲食業 5%

174,762 兵庫県 神戸市中央区 ヤノスポーツ１３６ 小売業 その他小売 5%
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174,763 兵庫県 神戸市中央区 ヤノスポーツ外商１区 サービス その他サービス 5%

174,764 兵庫県 神戸市中央区 山口電機 小売業 電化製品 5%

174,765 兵庫県 神戸市中央区 山下ピアノ社　音楽教室　山下ピアノ社音楽教室 小売業 その他小売 5%

174,766 兵庫県 神戸市中央区 ヤマダサイクルセンター 小売業 食料品 5%

174,767 兵庫県 神戸市中央区 ＹＡＲＲＡ　三宮 小売業 衣料品 5%

174,768 兵庫県 神戸市中央区 有限会社駒田モータース サービス その他サービス 5%

174,769 兵庫県 神戸市中央区 有限会社宝寿司生田筋店 サービス 飲食業 5%

174,770 兵庫県 神戸市中央区 有限会社東福　南京町本店 小売業 その他小売 5%

174,771 兵庫県 神戸市中央区 有限会社ＢＡＳＫ神戸 小売業 食料品 5%

174,772 兵庫県 神戸市中央区 有限会社花井真珠 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,773 兵庫県 神戸市中央区 ＥＵＲＯＣＯ サービス その他サービス 5%

174,774 兵庫県 神戸市中央区 ユタカインターナショナル 小売業 家具・調度品 5%

174,775 兵庫県 神戸市中央区 ｕｎｉｖｅｒｓＹ 小売業 その他小売 5%

174,776 兵庫県 神戸市中央区 ユリヤ 小売業 その他小売 5%

174,777 兵庫県 神戸市中央区 ラ　レゾナンス　レストラン　ラ　レゾナンス サービス 飲食業 5%

174,778 兵庫県 神戸市中央区 ライフクリーナー　ダイエー神戸三宮 サービス その他サービス 5%

174,779 兵庫県 神戸市中央区 ライフクリーナー　ライフ春日野道 サービス その他サービス 5%

174,780 兵庫県 神戸市中央区 ライフクリーナーダイエー三宮駅前店 サービス その他サービス 5%

174,781 兵庫県 神戸市中央区 ライフクリーナー　ライフ　春日野道店 サービス その他サービス 5%

174,782 兵庫県 神戸市中央区 Ｌａ　ｖｉｅ　【ラヴィエ】 サービス 理容・美容業 5%

174,783 兵庫県 神戸市中央区 ＬＯＶＥＳＴ　【ラヴェスト】 サービス その他サービス 5%

174,784 兵庫県 神戸市中央区 ラ・エステ　神戸元町店 サービス 理容・美容業 5%

174,785 兵庫県 神戸市中央区 ラケットプラザ三宮店 サービス その他サービス 5%

174,786 兵庫県 神戸市中央区 らしんばん　神戸店 小売業 その他小売 5%

174,787 兵庫県 神戸市中央区 ＬＵＸＢＥＹＯＵＴＨ サービス 理容・美容業 5%

174,788 兵庫県 神戸市中央区 Ｒｕｂｂｅｒｄｕｃｋ 小売業 衣料品 5%

174,789 兵庫県 神戸市中央区 Ｒａｐｈａ サービス 理容・美容業 5%

174,790 兵庫県 神戸市中央区 Ｌａ　Ｆａｍｉｇｌｉａ サービス 飲食業 5%

174,791 兵庫県 神戸市中央区 ラフィネ　PLiCO神戸店 サービス その他サービス 5%

174,792 兵庫県 神戸市中央区 ラポールＫＯＢＥ サービス その他サービス 5%

174,793 兵庫県 神戸市中央区 Ｌａｒｍｅｓｄｕｃｉｅｌ 小売業 衣料品 5%

174,794 兵庫県 神戸市中央区 Ｌｅａｐｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

174,795 兵庫県 神戸市中央区 リサブレア元町 サービス その他サービス 5%

174,796 兵庫県 神戸市中央区 イタリア料理ジャンカルド サービス 飲食業 5%

174,797 兵庫県 神戸市中央区 リズム サービス 理容・美容業 5%

174,798 兵庫県 神戸市中央区 ＲＩＣＨＢＯＤＹ サービス その他サービス 5%

174,799 兵庫県 神戸市中央区 Ｒｉｃｃｉｏ　ｄ’ｏｒｏ サービス 飲食業 5%

174,800 兵庫県 神戸市中央区 リッチョドーロ 本店 サービス 飲食業 5%

174,801 兵庫県 神戸市中央区 ＲＩＰＣＵＲＬ サービス 理容・美容業 5%

174,802 兵庫県 神戸市中央区 Ｌｉｄｅｅ サービス 理容・美容業 5%

174,803 兵庫県 神戸市中央区 Ｒｉｎａｓｃｅ サービス 理容・美容業 5%

174,804 兵庫県 神戸市中央区 ｒｅ　ｖｉｅｗ【リビュー】 サービス 理容・美容業 5%
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174,805 兵庫県 神戸市中央区 龍神 小売業 その他小売 5%

174,806 兵庫県 神戸市中央区 理容ナガオ 理容ナガオ サービス 理容・美容業 5%

174,807 兵庫県 神戸市中央区 Ｈｏｋｕｌａｎｉ サービス その他サービス 5%

174,808 兵庫県 神戸市中央区 かしきりらっくす サービス その他サービス 5%

174,809 兵庫県 神戸市中央区 リラクゼーションサロンかしきりらっくす サービス 理容・美容業 5%

174,810 兵庫県 神戸市中央区 ＬＵＡＮＡ　　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

174,811 兵庫県 神戸市中央区 ＬＵＣＡＳ　【ルーカス】 サービス 理容・美容業 5%

174,812 兵庫県 神戸市中央区 ＬＵＣＥ サービス 理容・美容業 5%

174,813 兵庫県 神戸市中央区 Ｒｏｏｍｓ 小売業 衣料品 5%

174,814 兵庫県 神戸市中央区 ｌｅｓｉｒａｐ 小売業 衣料品 5%

174,815 兵庫県 神戸市中央区 Ｌｅａ サービス 理容・美容業 5%

174,816 兵庫県 神戸市中央区 ＲＡＩＳＥ サービス 理容・美容業 5%

174,817 兵庫県 神戸市中央区 ＬＡＩＤＢＡＣＫＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

174,818 兵庫県 神戸市中央区 ＲＢＦＭ＋ 小売業 衣料品 5%

174,819 兵庫県 神戸市中央区 ｒｅｖｅ サービス 理容・美容業 5%

174,820 兵庫県 神戸市中央区 レオーネ サービス 理容・美容業 5%

174,821 兵庫県 神戸市中央区 ｌｅｇｎｏ サービス 飲食業 5%

174,822 兵庫県 神戸市中央区 ＲＥＤＬＩＮＥ　ｃｈｅｒｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%

174,823 兵庫県 神戸市中央区 ＲＥＤ ＬＩＮＥ ＲＥＤＬＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

174,824 兵庫県 神戸市中央区 Ｒｅｂｅｌｓ． 小売業 衣料品 5%

174,825 兵庫県 神戸市中央区 れんが家 サービス 飲食業 5%

174,826 兵庫県 神戸市中央区 ＬＯＵｅｎｒｏｕｔｅ 小売業 衣料品 5%

174,827 兵庫県 神戸市中央区 Ｒｏｓｅｆｉｅｌｄ サービス 理容・美容業 5%

174,828 兵庫県 神戸市中央区 Ｒｏｓｅｆａｉｒｙ サービス 理容・美容業 5%

174,829 兵庫県 神戸市中央区 ロクヨンカレー サービス 飲食業 5%

174,830 兵庫県 神戸市中央区 Ｌｏｇｉｓロジ 小売業 その他小売 5%

174,831 兵庫県 神戸市中央区 路地裏スタンド　アベック サービス 飲食業 5%

174,832 兵庫県 神戸市中央区 ロジバル サービス 飲食業 5%

174,833 兵庫県 神戸市中央区 ＲＯＳＥ´　三宮店 サービス その他サービス 5%

174,834 兵庫県 神戸市中央区 ロディスポット　さんちか店 小売業 衣料品 5%

174,835 兵庫県 神戸市中央区 ＬＯＨＡＳ　ｈａｉｒ　ＡＮＧＩＥ サービス 理容・美容業 5%

174,836 兵庫県 神戸市中央区 ＷＯＲＬＤ サービス その他サービス 5%

174,837 兵庫県 神戸市中央区 （株）ワクレア 小売業 衣料品 5%

174,838 兵庫県 神戸市中央区 和ごころ　旬花 サービス 飲食業 5%

174,839 兵庫県 神戸市中央区 和彩キッチン 直 サービス 飲食業 5%

174,840 兵庫県 神戸市中央区 和食・うどん　　ひろひろ サービス 飲食業 5%

174,841 兵庫県 神戸市中央区 わたしのハイフ神戸元町店 サービス 理容・美容業 5%

174,842 兵庫県 神戸市中央区 ＷＡＴＡＲＡＩ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

174,843 兵庫県 神戸市中央区 侘 サービス 飲食業 5%

174,844 兵庫県 神戸市中央区 ワンミン サービス 飲食業 5%

174,845 兵庫県 神戸市長田区 ＡｑｌｉｙａＫＯＢＥ 小売業 衣料品 5%

174,846 兵庫県 神戸市長田区 あじどころはる サービス 飲食業 5%
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174,847 兵庫県 神戸市長田区 アルファ　鷹取 サービス その他サービス 5%

174,848 兵庫県 神戸市長田区 アルファ　長田北 サービス その他サービス 5%

174,849 兵庫県 神戸市長田区 ａｌｐｈａｄｏｒｎ 小売業 衣料品 5%

174,850 兵庫県 神戸市長田区 ｅａｓｅ ピフレ新長田 サービス 理容・美容業 5%

174,851 兵庫県 神戸市長田区 居酒屋一番 サービス 飲食業 5%

174,852 兵庫県 神戸市長田区 居酒屋ごはんみっちゃん サービス 飲食業 5%

174,853 兵庫県 神戸市長田区 一般社団法人ｍｙｓｏｌｅ協会 サービス その他サービス 5%

174,854 兵庫県 神戸市長田区 出光サンフラワー長田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

174,855 兵庫県 神戸市長田区 出光新長田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

174,856 兵庫県 神戸市長田区 ＩＴＯＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

174,857 兵庫県 神戸市長田区 一般旅客自動車運送事業 サービス 運輸業 5%

174,858 兵庫県 神戸市長田区 ｕｎｏ サービス 理容・美容業 5%

174,859 兵庫県 神戸市長田区 うまいもんいちＰＯＴ　うまいもんいちＰＯＴ 小売業 その他小売 5%

174,860 兵庫県 神戸市長田区 ウルトラ介護隊 サービス その他サービス 5%

174,861 兵庫県 神戸市長田区 ＡＮＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

174,862 兵庫県 神戸市長田区 ＦＣ六時 小売業 その他小売 5%

174,863 兵庫県 神戸市長田区 黄土よもぎ蒸し足ツボ温美活サロンＳＯＬ サービス 理容・美容業 5%

174,864 兵庫県 神戸市長田区 お好みハウス八洲 サービス 飲食業 5%

174,865 兵庫県 神戸市長田区 ＯＫＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

174,866 兵庫県 神戸市長田区 オリックスレンタカー神戸鷹取店 サービス その他サービス 2%

174,867 兵庫県 神戸市長田区 温美活ｄｅｔｏｘサロンＳＯＬ サービス 理容・美容業 5%

174,868 兵庫県 神戸市長田区 ＣａｒＢｅａｕｔｙＰｒｏＬＵＳＴＲＥ サービス その他サービス 5%

174,869 兵庫県 神戸市長田区 カギのヤマモトヤ 小売業 電化製品 5%

174,870 兵庫県 神戸市長田区 かしま商会有限会社 サービス 飲食業 5%

174,871 兵庫県 神戸市長田区 株式会社あとりえ岡田 小売業 衣料品 5%

174,872 兵庫県 神戸市長田区 株式会社ＥＸＺＥＳＴ サービス その他サービス 5%

174,873 兵庫県 神戸市長田区 株式会社協信 サービス その他サービス 5%

174,874 兵庫県 神戸市長田区 株式会社コーベカメラ サービス その他サービス 5%

174,875 兵庫県 神戸市長田区 株式会社扇弘興産 サービス 運輸業 5%

174,876 兵庫県 神戸市長田区 株式会社ホクサン須磨 サービス その他サービス 5%

174,877 兵庫県 神戸市長田区 株式会社ホクサン須磨 サービス その他サービス 5%

174,878 兵庫県 神戸市長田区 カミイ 小売業 衣料品 5%

174,879 兵庫県 神戸市長田区 カレーハウスｃｏｃｏ壱番屋神戸高速長田駅前店 サービス 飲食業 2%

174,880 兵庫県 神戸市長田区 河合塾マナビス長田校 サービス その他サービス 2%

174,881 兵庫県 神戸市長田区 韓館マート 小売業 食料品 5%

174,882 兵庫県 神戸市長田区 韓流味食　韓館 サービス 飲食業 5%

174,883 兵庫県 神戸市長田区 キムチ　韓国餅の中山商店 小売業 食料品 5%

174,884 兵庫県 神戸市長田区 ＣａｄｉｌｌａｃＫｏｂｅ 小売業 衣料品 5%

174,885 兵庫県 神戸市長田区 業務スーパー　菅原店 小売業 食料品 2%

174,886 兵庫県 神戸市長田区 吟匠傳也 サービス 飲食業 5%

174,887 兵庫県 神戸市長田区 くつはきものタツヤ 小売業 衣料品 5%

174,888 兵庫県 神戸市長田区 ケーキ工房　パティスリー　ド　ロマン　ケーキ工房　パティスリー　ド　ロマン 小売業 食料品 5%
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174,889 兵庫県 神戸市長田区 セブン－イレブン神戸梅ヶ香町２丁目店 小売業 食料品 2%

174,890 兵庫県 神戸市長田区 セブン－イレブン神戸大橋６丁目店 小売業 食料品 2%

174,891 兵庫県 神戸市長田区 セブン－イレブン神戸御屋敷通３丁目店 小売業 食料品 2%

174,892 兵庫県 神戸市長田区 セブン－イレブン神戸上池田５丁目店 小売業 食料品 2%

174,893 兵庫県 神戸市長田区 神戸小桜 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,894 兵庫県 神戸市長田区 神戸新聞板宿北専売所 小売業 その他小売 5%

174,895 兵庫県 神戸市長田区 神戸新聞長田北専売所 サービス その他サービス 5%

174,896 兵庫県 神戸市長田区 ＫＯＢＥ鉄人三国志ギャラリー 小売業 衣料品 5%

174,897 兵庫県 神戸市長田区 セブン－イレブン神戸長田駒栄町店 小売業 食料品 2%

174,898 兵庫県 神戸市長田区 セブン－イレブン神戸長田神社前店 小売業 食料品 2%

174,899 兵庫県 神戸市長田区 セブン－イレブン神戸二番町店 小売業 食料品 2%

174,900 兵庫県 神戸市長田区 セブン－イレブン神戸二葉町店 小売業 食料品 2%

174,901 兵庫県 神戸市長田区 セブン－イレブン神戸細田町４丁目店 小売業 食料品 2%

174,902 兵庫県 神戸市長田区 神戸ボディショップ サービス その他サービス 5%

174,903 兵庫県 神戸市長田区 セブン－イレブン神戸松野通店 小売業 食料品 2%

174,904 兵庫県 神戸市長田区 神戸三ツ輪 小売業 食料品 5%

174,905 兵庫県 神戸市長田区 セブン－イレブン神戸湊川インター店 小売業 食料品 2%

174,906 兵庫県 神戸市長田区 ＳａｌｏｎｄｅＲｔ サービス その他サービス 5%

174,907 兵庫県 神戸市長田区 三洋航空サービス 新長田営業所 サービス その他サービス 5%

174,908 兵庫県 神戸市長田区 ＣＩＥＬ　新長田店 サービス 理容・美容業 5%

174,909 兵庫県 神戸市長田区 じゃんぼ總本店　新長田店 サービス 飲食業 5%

174,910 兵庫県 神戸市長田区 シューズショップムツミヤ 小売業 衣料品 5%

174,911 兵庫県 神戸市長田区 新長田中華食堂房ｓ サービス 飲食業 5%

174,912 兵庫県 神戸市長田区 寿司松田 サービス 飲食業 5%

174,913 兵庫県 神戸市長田区 ＳＵＺＵＫＩＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

174,914 兵庫県 神戸市長田区 スリーエム長田店 小売業 衣料品 5%

174,915 兵庫県 神戸市長田区 セレクトショップリング 小売業 衣料品 5%

174,916 兵庫県 神戸市長田区 鮮魚 惣菜 やなぎ 小売業 食料品 5%

174,917 兵庫県 神戸市長田区 ＳＯＨＯ　ｎｅｗｙｏｒｋ　新長田 サービス 理容・美容業 5%

174,918 兵庫県 神戸市長田区 ｓｏｉｎｃｈｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

174,919 兵庫県 神戸市長田区 Ｓｏｉｎｃｈｅｕｒ　ソワンシュール サービス 理容・美容業 5%

174,920 兵庫県 神戸市長田区 大喜屋電機 小売業 電化製品 5%

174,921 兵庫県 神戸市長田区 大正筋寿司 麺類 七福 サービス 飲食業 5%

174,922 兵庫県 神戸市長田区 竹村電業社 小売業 電化製品 5%

174,923 兵庫県 神戸市長田区 千歳電機　五位の池店 小売業 電化製品 5%

174,924 兵庫県 神戸市長田区 ツムジ靴店 小売業 衣料品 5%

174,925 兵庫県 神戸市長田区 Ｄｉｖａ 小売業 衣料品 5%

174,926 兵庫県 神戸市長田区 ＴＡＫＥ　ＯＮ　ｗｉｔｈ　スミモト 小売業 電化製品 5%

174,927 兵庫県 神戸市長田区 てんてん サービス 飲食業 5%

174,928 兵庫県 神戸市長田区 特定非営利活動法人リバティさくら サービス 理容・美容業 5%

174,929 兵庫県 神戸市長田区 鶏冠 サービス 飲食業 5%

174,930 兵庫県 神戸市長田区 トヨタ部品兵庫共販神戸店 サービス その他サービス 5%
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174,931 兵庫県 神戸市長田区 とらや洋品店 小売業 衣料品 5%

174,932 兵庫県 神戸市長田区 鶏笑　西代店 サービス 飲食業 5%

174,933 兵庫県 神戸市長田区 長田酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

174,934 兵庫県 神戸市長田区 長田無線 小売業 電化製品 5%

174,935 兵庫県 神戸市長田区 西尾板金工作所 サービス その他サービス 5%

174,936 兵庫県 神戸市長田区 にしだい動物病院 サービス その他サービス 5%

174,937 兵庫県 神戸市長田区 西村川魚店 小売業 食料品 5%

174,938 兵庫県 神戸市長田区 ＮａｉｌＳａｌｏｎＭｉｍｉ サービス 理容・美容業 5%

174,939 兵庫県 神戸市長田区 ハートビート　ＴＯＤＡＹ　Ｓ 小売業 衣料品 5%

174,940 兵庫県 神戸市長田区 ぱあるふあん サービス 飲食業 5%

174,941 兵庫県 神戸市長田区 ８丁目のポチ サービス その他サービス 5%

174,942 兵庫県 神戸市長田区 パティスリー・ド・ロマン サービス 飲食業 5%

174,943 兵庫県 神戸市長田区 パティスリードゥ サービス 飲食業 5%

174,944 兵庫県 神戸市長田区 ハマデスポーツ 小売業 その他小売 5%

174,945 兵庫県 神戸市長田区 ＰＰワークス サービス その他サービス 5%

174,946 兵庫県 神戸市長田区 兵庫トヨタ自動車神戸店 小売業 その他小売 5%

174,947 兵庫県 神戸市長田区 ひろや サービス 飲食業 5%

174,948 兵庫県 神戸市長田区 フィッシングヒカリ フィッシングヒカリ 小売業 その他小売 5%

174,949 兵庫県 神戸市長田区 ＰＨＯＥＮＩＸ　ＢＯＷＬ長田店 サービス その他サービス 5%

174,950 兵庫県 神戸市長田区 藤本英樹税理士事務所 サービス その他サービス 5%

174,951 兵庫県 神戸市長田区 ブティックベルベル 小売業 衣料品 5%

174,952 兵庫県 神戸市長田区 ＰｒｉｎｃｅｓｓＭｅｇｕＭｅｇｕｍｉ 小売業 衣料品 5%

174,953 兵庫県 神戸市長田区 ブレックス神戸営業所 サービス 運輸業 5%

174,954 兵庫県 神戸市長田区 ＨＥＹＭＥＥ サービス 理容・美容業 5%

174,955 兵庫県 神戸市長田区 ＶＯＮＯＶＯＮＯ サービス 飲食業 5%

174,956 兵庫県 神戸市長田区 Ｂｏｎｃｏｕｒａｇｅ サービス 飲食業 5%

174,957 兵庫県 神戸市長田区 毎日自動車工業 サービス その他サービス 5%

174,958 兵庫県 神戸市長田区 前田寝具 小売業 衣料品 5%

174,959 兵庫県 神戸市長田区 松田温水器管理センター サービス その他サービス 5%

174,960 兵庫県 神戸市長田区 三木交通 サービス 運輸業 5%

174,961 兵庫県 神戸市長田区 ミフネＷＥＢデザイン サービス その他サービス 5%

174,962 兵庫県 神戸市長田区 メガネストアー新長田 小売業 その他小売 5%

174,963 兵庫県 神戸市長田区 メナードフェイシャルサロンビュー 小売業 衣料品 5%

174,964 兵庫県 神戸市長田区 もっこすのこ サービス 飲食業 5%

174,965 兵庫県 神戸市長田区 焼肉のぶちゃん サービス 飲食業 5%

174,966 兵庫県 神戸市長田区 山下電機商会 小売業 電化製品 5%

174,967 兵庫県 神戸市長田区 山根時計店 サービス その他サービス 5%

174,968 兵庫県 神戸市長田区 山本タクシー サービス 運輸業 5%

174,969 兵庫県 神戸市長田区 有限会社タニガワ 小売業 衣料品 5%

174,970 兵庫県 神戸市長田区 ゆう珈琲 サービス その他サービス 5%

174,971 兵庫県 神戸市長田区 ユリヤ 小売業 その他小売 5%

174,972 兵庫県 神戸市長田区 よじま サービス 飲食業 5%
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174,973 兵庫県 神戸市長田区 Ｌａｕｌｅ＇ａ サービス 飲食業 5%

174,974 兵庫県 神戸市長田区 楽々本舗 新長田本店 サービス その他サービス 5%

174,975 兵庫県 神戸市長田区 リハビリモンスター サービス その他サービス 5%

174,976 兵庫県 神戸市長田区 Ｌｏｃａ サービス 理容・美容業 5%

174,977 兵庫県 神戸市灘区 合資会社アールエーエス サービス その他サービス 5%

174,978 兵庫県 神戸市灘区 ＲＢＧａｒａｇｅＣｏｏｒｄｙ サービス その他サービス 5%

174,979 兵庫県 神戸市灘区 有限会社アイック 小売業 その他小売 5%

174,980 兵庫県 神戸市灘区 アイラッシュサロンブラン六甲道店 サービス 理容・美容業 2%

174,981 兵庫県 神戸市灘区 ＯＵＴＬＥＴＳＨＯＰ　ＤＡＹＳ 小売業 その他小売 5%

174,982 兵庫県 神戸市灘区 明石焼カズちゃん サービス 飲食業 5%

174,983 兵庫県 神戸市灘区 赤玉スポーツ 赤玉スポーツ 小売業 その他小売 5%

174,984 兵庫県 神戸市灘区 ＡＳＯＴＲＡＤＩＮＧ 小売業 貴金属・服飾品 5%

174,985 兵庫県 神戸市灘区 阿地動物病院 サービス その他サービス 5%

174,986 兵庫県 神戸市灘区 ａｔｅｙａ 小売業 食料品 5%

174,987 兵庫県 神戸市灘区 甘夏食堂 甘夏食堂 サービス 飲食業 5%

174,988 兵庫県 神戸市灘区 アルファ　六甲 サービス その他サービス 5%

174,989 兵庫県 神戸市灘区 イタリア食堂ｙａｍａｍｏｔｏ サービス 飲食業 5%

174,990 兵庫県 神戸市灘区 一井サイクル 小売業 その他小売 5%

174,991 兵庫県 神戸市灘区 出光セルフ西灘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

174,992 兵庫県 神戸市灘区 出光摩耶埠頭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

174,993 兵庫県 神戸市灘区 乾畳装飾店 小売業 その他小売 5%

174,994 兵庫県 神戸市灘区 ＶＩＢ　ｈａｉｒ　六甲道店 サービス 理容・美容業 5%

174,995 兵庫県 神戸市灘区 ウエシマタクシー サービス 運輸業 5%

174,996 兵庫県 神戸市灘区 うどん　京屋 サービス 飲食業 5%

174,997 兵庫県 神戸市灘区 うどん 直 サービス 飲食業 5%

174,998 兵庫県 神戸市灘区 うどん な也 サービス 飲食業 5%

174,999 兵庫県 神戸市灘区 ｕｍａｒｕｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

175,000 兵庫県 神戸市灘区 エステティックサロンエフェ サービス 理容・美容業 5%

175,001 兵庫県 神戸市灘区 えすぽツーリスト　六甲道営業所 サービス その他サービス 5%

175,002 兵庫県 神戸市灘区 ゑみや洋服店 小売業 衣料品 5%

175,003 兵庫県 神戸市灘区 ｍタクシー サービス その他サービス 5%

175,004 兵庫県 神戸市灘区 ＥＬ ＰＩＮＯ サービス 理容・美容業 5%

175,005 兵庫県 神戸市灘区 エレガンス美容室 サービス 理容・美容業 5%

175,006 兵庫県 神戸市灘区 Ａｎｇｅｌｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

175,007 兵庫県 神戸市灘区 大阪洋服 小売業 衣料品 5%

175,008 兵庫県 神戸市灘区 お菓子のデパートタマヤ　水道筋店 小売業 食料品 5%

175,009 兵庫県 神戸市灘区 岡田コンタクト 小売業 その他小売 5%

175,010 兵庫県 神戸市灘区 岡田コンタクト 小売業 その他小売 5%

175,011 兵庫県 神戸市灘区 奥井畳店　店舗 小売業 その他小売 5%

175,012 兵庫県 神戸市灘区 おしゃれ工房　プリコ六甲道店 サービス その他サービス 5%

175,013 兵庫県 神戸市灘区 ＯＴＯＹＡ　ｔｈｅ　Ａｔｅｌｉｅｒ 小売業 その他小売 5%

175,014 兵庫県 神戸市灘区 オリーブ動物病院 サービス その他サービス 5%
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175,015 兵庫県 神戸市灘区 Ｃａｓａ　ｄｉ　Ａｌｂｅｒｇｏ　プリコ六甲道店 サービス 飲食業 5%

175,016 兵庫県 神戸市灘区 Ｇａｊａｈ サービス 理容・美容業 5%

175,017 兵庫県 神戸市灘区 ＣＡＴＥＲＩＮＡ サービス 飲食業 5%

175,018 兵庫県 神戸市灘区 金谷米穀店 小売業 食料品 5%

175,019 兵庫県 神戸市灘区 Ｃａｎｏｎ 小売業 衣料品 5%

175,020 兵庫県 神戸市灘区 Ｃａｆｅ　Ｂｅｌｍｏｎｔｅ サービス 飲食業 5%

175,021 兵庫県 神戸市灘区 株式会社ＡＱＵＡＤｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

175,022 兵庫県 神戸市灘区 窯焼きピッツァＢｌｕｃｈｉａｒｏ サービス 飲食業 5%

175,023 兵庫県 神戸市灘区 髪高地 サービス 理容・美容業 5%

175,024 兵庫県 神戸市灘区 唐揚げ　いっとく サービス 飲食業 5%

175,025 兵庫県 神戸市灘区 ＫＡＲＡＰＡＲＡ摩耶店 サービス その他サービス 5%

175,026 兵庫県 神戸市灘区 ＣａｌｉｖｉｏＨＡＩＲ王子公園店 サービス 理容・美容業 5%

175,027 兵庫県 神戸市灘区 ｇａｌｅｔ 小売業 衣料品 5%

175,028 兵庫県 神戸市灘区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋神戸摩耶ランプ店 サービス 飲食業 2%

175,029 兵庫県 神戸市灘区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ六甲道駅前店 サービス 飲食業 2%

175,030 兵庫県 神戸市灘区 漢方　侑備堂 小売業 その他小売 5%

175,031 兵庫県 神戸市灘区 季節　一品料理　梵 サービス 飲食業 5%

175,032 兵庫県 神戸市灘区 希望軒　　　ＪＲ灘駅前店 サービス 飲食業 5%

175,033 兵庫県 神戸市灘区 九州地鶏七輪網焼き 田しま サービス 飲食業 5%

175,034 兵庫県 神戸市灘区 ｃｕｒｉｏｕｓｌａｂ サービス その他サービス 5%

175,035 兵庫県 神戸市灘区 餃子のギョ サービス 飲食業 5%

175,036 兵庫県 神戸市灘区 靴下専門店Ｈａｎａｋｏ　王子公園店 小売業 衣料品 5%

175,037 兵庫県 神戸市灘区 ｇｌａｓｓ　ｎａｉｌ　【グラス　ネイル　六甲】 サービス その他サービス 5%

175,038 兵庫県 神戸市灘区 ＣＲＥＳＥ サービス 理容・美容業 5%

175,039 兵庫県 神戸市灘区 毛穴 脱毛サロン Ｌｅｓｏｉｎ  ルソアン サービス 理容・美容業 5%

175,040 兵庫県 神戸市灘区 ＫＱ サービス 飲食業 5%

175,041 兵庫県 神戸市灘区 ゲストハウス萬家 サービス その他サービス 5%

175,042 兵庫県 神戸市灘区 ケーニヒスクローネ阪急六甲店 小売業 食料品 5%

175,043 兵庫県 神戸市灘区 健康咲かせる手づくり惣菜　咲菜（さかな）プリコ六甲道店 サービス 飲食業 5%

175,044 兵庫県 神戸市灘区 KOBE お菓子の店 モリナカ プリコ六甲道店 サービス 飲食業 5%

175,045 兵庫県 神戸市灘区 セブン－イレブン神戸記田町３丁目店 小売業 食料品 2%

175,046 兵庫県 神戸市灘区 セブン－イレブン神戸篠原南町４丁目店 小売業 食料品 2%

175,047 兵庫県 神戸市灘区 セブン－イレブン神戸新在家南町３丁目店 小売業 食料品 2%

175,048 兵庫県 神戸市灘区 神戸新聞西灘専売所 小売業 その他小売 5%

175,049 兵庫県 神戸市灘区 神戸新聞　六甲道専売所 小売業 その他小売 5%

175,050 兵庫県 神戸市灘区 セブン－イレブン神戸灘岩屋駅前店 小売業 食料品 2%

175,051 兵庫県 神戸市灘区 セブン－イレブン神戸灘楠丘町６丁目店 小売業 食料品 2%

175,052 兵庫県 神戸市灘区 セブン－イレブン神戸灘六甲道駅前店 小売業 食料品 2%

175,053 兵庫県 神戸市灘区 神戸ファクトリーナコーヒー 小売業 食料品 5%

175,054 兵庫県 神戸市灘区 神戸?月堂　六甲道店 小売業 食料品 5%

175,055 兵庫県 神戸市灘区 神戸フランツ　六甲店 小売業 食料品 5%

175,056 兵庫県 神戸市灘区 セブン－イレブン神戸摩耶埠頭店 小売業 食料品 2%
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175,057 兵庫県 神戸市灘区 セブン－イレブン神戸大和町４丁目店 小売業 食料品 2%

175,058 兵庫県 神戸市灘区 セブン－イレブン神戸六甲口店 小売業 食料品 2%

175,059 兵庫県 神戸市灘区 セブン－イレブン神戸六甲登山口店 小売業 食料品 2%

175,060 兵庫県 神戸市灘区 工房壱 小売業 衣料品 5%

175,061 兵庫県 神戸市灘区 ５９０　＆　Ｃｏ． 小売業 その他小売 5%

175,062 兵庫県 神戸市灘区 （個人）藤本タクシー サービス 運輸業 5%

175,063 兵庫県 神戸市灘区 こどもプラザ 小売業 その他小売 5%

175,064 兵庫県 神戸市灘区 コベヨガ　コベヨガ神戸六甲スタジオ サービス その他サービス 5%

175,065 兵庫県 神戸市灘区 コベヨガ神戸六甲 サービス その他サービス 5%

175,066 兵庫県 神戸市灘区 ゴンチャロフ　プリコ六甲道店 小売業 食料品 5%

175,067 兵庫県 神戸市灘区 ＴＨＩＲＤＰＬＡＣＥ　ＲＯＫＫＯ サービス 飲食業 5%

175,068 兵庫県 神戸市灘区 サウンドタウン 小売業 電化製品 5%

175,069 兵庫県 神戸市灘区 サツマ薬局 ＨＡＴ神戸店 小売業 その他小売 5%

175,070 兵庫県 神戸市灘区 黒毛和牛焼肉さはら サービス 飲食業 5%

175,071 兵庫県 神戸市灘区 サロン・ド・ミサ サービス 理容・美容業 5%

175,072 兵庫県 神戸市灘区 三洋航空サービス　六甲道営業所 サービス その他サービス 5%

175,073 兵庫県 神戸市灘区 Ｃｉｅｌｏ　Ｃｉｅｌｏ サービス 理容・美容業 5%

175,074 兵庫県 神戸市灘区 ジェイヘアー サービス 理容・美容業 5%

175,075 兵庫県 神戸市灘区 下町かっぽう　つくし サービス 飲食業 5%

175,076 兵庫県 神戸市灘区 シミズ薬店 小売業 その他小売 5%

175,077 兵庫県 神戸市灘区 ＳＨＡＬＡＮ サービス 理容・美容業 5%

175,078 兵庫県 神戸市灘区 じゃんぼ總本店　水道筋商店街店 サービス 飲食業 5%

175,079 兵庫県 神戸市灘区 ジュエリーカミネ　六甲道店 小売業 貴金属・服飾品 5%

175,080 兵庫県 神戸市灘区 ジュピター　プリコ六甲道店 サービス 飲食業 5%

175,081 兵庫県 神戸市灘区 ＳＨＩＲＵ ＣＡＦＥ 神戸大学前店 サービス 飲食業 5%

175,082 兵庫県 神戸市灘区 知るカフェ神戸大学前店 サービス 飲食業 5%

175,083 兵庫県 神戸市灘区 ｔｈｉｎｋ サービス 理容・美容業 5%

175,084 兵庫県 神戸市灘区 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｈｉｄｅａｗａｙ　阪急六甲店 サービス その他サービス 5%

175,085 兵庫県 神戸市灘区 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｈｉｄｅａｗａｙ　六甲道店 サービス その他サービス 5%

175,086 兵庫県 神戸市灘区 炭火焼き鳥　靜鳥 サービス 飲食業 5%

175,087 兵庫県 神戸市灘区 炭火焼鳥畑屋 サービス 飲食業 5%

175,088 兵庫県 神戸市灘区 炭火焼鳥ワイワイ サービス 飲食業 5%

175,089 兵庫県 神戸市灘区 炭火焼まさとや 新在家店 サービス 飲食業 5%

175,090 兵庫県 神戸市灘区 炭火焼まさとや まさとや岩屋店 サービス 飲食業 5%

175,091 兵庫県 神戸市灘区 スヤマ電化センター 小売業 電化製品 5%

175,092 兵庫県 神戸市灘区 たまいち岩屋店 サービス 飲食業 5%

175,093 兵庫県 神戸市灘区 千野電設株式会社 サービス その他サービス 5%

175,094 兵庫県 神戸市灘区 中国料理青虎 サービス 飲食業 5%

175,095 兵庫県 神戸市灘区 ちょこっとん サービス 飲食業 5%

175,096 兵庫県 神戸市灘区 ＴａｎｄＫＨｏｓｔｅｌＫｏｂｅＳａｎｎｏｍｉｙａＥａｓｔ サービス その他サービス 5%

175,097 兵庫県 神戸市灘区 ＴＭ交通 サービス 運輸業 5%

175,098 兵庫県 神戸市灘区 Ｔｅａ　ｃａｆｅ　Ｃｏｌｏｕｒ サービス 飲食業 5%
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175,099 兵庫県 神戸市灘区 ＤｉｏｎＤｉｏｎ ＰＬｉＣＯ六甲道店 サービス 飲食業 5%

175,100 兵庫県 神戸市灘区 テンプハウス 小売業 衣料品 5%

175,101 兵庫県 神戸市灘区 東月窯 サービス その他サービス 5%

175,102 兵庫県 神戸市灘区 ドクターストレッチ　プリコ六甲道店 サービス その他サービス 2%

175,103 兵庫県 神戸市灘区 鶏炭焼料理やまぢ サービス 飲食業 5%

175,104 兵庫県 神戸市灘区 鶏の郷 サービス 飲食業 5%

175,105 兵庫県 神戸市灘区 ＴｒｅｓｏｒｄｅＳＡＲＡ 小売業 衣料品 5%

175,106 兵庫県 神戸市灘区 中塚クリーニング　Ｒｏｙａｌ　ＭＩＹＡＢＩ サービス その他サービス 5%

175,107 兵庫県 神戸市灘区 那須タクシー サービス 運輸業 5%

175,108 兵庫県 神戸市灘区 鳴門鯛焼本舗　ウェルブ六甲道店 サービス 飲食業 5%

175,109 兵庫県 神戸市灘区 錦屋酒店 小売業 食料品 5%

175,110 兵庫県 神戸市灘区 株式会社　ニチデン　灘店 小売業 電化製品 5%

175,111 兵庫県 神戸市灘区 Ｎｉｍ　ｃａｆｅ　Ｎｉｍ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

175,112 兵庫県 神戸市灘区 縫いおと サービス その他サービス 5%

175,113 兵庫県 神戸市灘区 Ｎａｉｌ　Ｄｏｌｌ サービス その他サービス 5%

175,114 兵庫県 神戸市灘区 ネッツトヨタゾナ神戸六甲店 小売業 その他小売 5%

175,115 兵庫県 神戸市灘区 ｂａｒ　ｂａｎａｎａｆｉｓｈ サービス 飲食業 5%

175,116 兵庫県 神戸市灘区 バイオリン工房音屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

175,117 兵庫県 神戸市灘区 ＢＡＧＥＲＡ 小売業 衣料品 5%

175,118 兵庫県 神戸市灘区 パティスリープレフェレ サービス その他サービス 5%

175,119 兵庫県 神戸市灘区 パテントナビ株式会社 サービス その他サービス 5%

175,120 兵庫県 神戸市灘区 花板 サービス 飲食業 5%

175,121 兵庫県 神戸市灘区 はりまや動物病院 サービス その他サービス 5%

175,122 兵庫県 神戸市灘区 パル・ヤマト六甲店 小売業 食料品 5%

175,123 兵庫県 神戸市灘区 ハローペッツクラブ 小売業 その他小売 5%

175,124 兵庫県 神戸市灘区 セブン－イレブン阪急王子公園駅前店 小売業 食料品 2%

175,125 兵庫県 神戸市灘区 パンダプラザ 小売業 その他小売 5%

175,126 兵庫県 神戸市灘区 パン本舗にこねこ堂 小売業 食料品 5%

175,127 兵庫県 神戸市灘区 株式会社ビジネステーラーコンサルティング サービス その他サービス 5%

175,128 兵庫県 神戸市灘区 Ｐｉｚｚｅｒｉａ ＲＩＣＣＡ サービス 飲食業 5%

175,129 兵庫県 神戸市灘区 ビューティスペースマリの店 サービス 理容・美容業 5%

175,130 兵庫県 神戸市灘区 美容小顔矯正サロンモアヴィ サービス 理容・美容業 5%

175,131 兵庫県 神戸市灘区 兵庫トヨタ自動車灘店 小売業 その他小売 5%

175,132 兵庫県 神戸市灘区 ＦＡＭＩＬＹ　Ｓ　ファミリーズ六甲店 サービス 理容・美容業 5%

175,133 兵庫県 神戸市灘区 ｖ２　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

175,134 兵庫県 神戸市灘区 ｆａｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

175,135 兵庫県 神戸市灘区 ＰＨＯＥＮＩＸ　ＢＯＷＬ摩耶店 サービス その他サービス 5%

175,136 兵庫県 神戸市灘区 Ｆｅｌｉｃｅ 小売業 衣料品 5%

175,137 兵庫県 神戸市灘区 Volkswagen神戸東 サービス その他サービス 5%

175,138 兵庫県 神戸市灘区 ＦＵＪＩＭＯＴＯｔｅｃｎｉｃａ サービス その他サービス 5%

175,139 兵庫県 神戸市灘区 ブティックミキマツ 小売業 衣料品 5%

175,140 兵庫県 神戸市灘区 ＦＲＡＮＣＥＳＣＡＡＭＡＭＬＡＢＥＬ 小売業 衣料品 5%
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175,141 兵庫県 神戸市灘区 プリヴェ　　ヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

175,142 兵庫県 神戸市灘区 Bleu Bleuet  プリコ六甲道店 小売業 その他小売 5%

175,143 兵庫県 神戸市灘区 文明堂　プリコ六甲道店 小売業 食料品 5%

175,144 兵庫県 神戸市灘区 ヘアーカット一歩 サービス その他サービス 5%

175,145 兵庫県 神戸市灘区 ヘアカラーカフェ神戸六甲店 サービス 理容・美容業 5%

175,146 兵庫県 神戸市灘区 健康美ｈａｉｒｓｐａｃｅ　ｍ サービス 理容・美容業 5%

175,147 兵庫県 神戸市灘区 ペットハウスリトルワン 小売業 その他小売 5%

175,148 兵庫県 神戸市灘区 ぺとわる☆ サービス 理容・美容業 5%

175,149 兵庫県 神戸市灘区 ＨＥＲＣＵＬＩＺＥＦＩＴＮＥＳＳ サービス その他サービス 5%

175,150 兵庫県 神戸市灘区 ポルト動物病院 サービス その他サービス 5%

175,151 兵庫県 神戸市灘区 まつざわ サービス その他サービス 5%

175,152 兵庫県 神戸市灘区 まな家灘徳井店 サービス 飲食業 5%

175,153 兵庫県 神戸市灘区 まな家の餃子　焼き処六甲店 サービス 飲食業 5%

175,154 兵庫県 神戸市灘区 ママイクコ　プリコ六甲道店 小売業 その他小売 5%

175,155 兵庫県 神戸市灘区 まるざいけ サービス 飲食業 5%

175,156 兵庫県 神戸市灘区 御影新生堂　プリコ六甲道店 サービス 飲食業 5%

175,157 兵庫県 神戸市灘区 ミスギヤプリコ六甲道店 小売業 食料品 5%

175,158 兵庫県 神戸市灘区 ＭＳ倶楽部ヤマネ 小売業 電化製品 5%

175,159 兵庫県 神戸市灘区 水野家　六甲道店 サービス 飲食業 5%

175,160 兵庫県 神戸市灘区 ミハラヤ 小売業 家具・調度品 5%

175,161 兵庫県 神戸市灘区 ミントはり灸院 サービス 理容・美容業 5%

175,162 兵庫県 神戸市灘区 みんなのやきとり　ＪＲ灘駅店 サービス 飲食業 5%

175,163 兵庫県 神戸市灘区 Ｍｏｔｏｒｉｍｏｄａ神戸店 小売業 衣料品 5%

175,164 兵庫県 神戸市灘区 モードブルージュ六甲道店 小売業 衣料品 5%

175,165 兵庫県 神戸市灘区 モバイルエール サービス その他サービス 5%

175,166 兵庫県 神戸市灘区 モリナカ　神戸本店 小売業 食料品 5%

175,167 兵庫県 神戸市灘区 モンロワール　六甲道店 小売業 食料品 5%

175,168 兵庫県 神戸市灘区 やさしい靴工房　ＢｅＬＬｅ＆Ｓｏｆａ　六甲道店 サービス 飲食業 5%

175,169 兵庫県 神戸市灘区 有限会社おのや 小売業 その他小売 5%

175,170 兵庫県 神戸市灘区 洋菓子の店ロアール サービス 飲食業 5%

175,171 兵庫県 神戸市灘区 吉田酒店 小売業 食料品 5%

175,172 兵庫県 神戸市灘区 ライフクリーナー　グルメシティ　六甲道店 サービス その他サービス 5%

175,173 兵庫県 神戸市灘区 ラスティネール 小売業 衣料品 5%

175,174 兵庫県 神戸市灘区 ラトリエ・ドゥ・アッシュ サービス その他サービス 5%

175,175 兵庫県 神戸市灘区 ラフィネ　プリコ六甲道店 サービス その他サービス 5%

175,176 兵庫県 神戸市灘区 ラ　ルーナＡＬＥＸ　阪急六甲店 サービス 理容・美容業 5%

175,177 兵庫県 神戸市灘区 Ｌｉｅｔｏ　Ｓａｌｏｎｅ　リエットサローネ　リエットサローネ サービス 理容・美容業 5%

175,178 兵庫県 神戸市灘区 ｌｉｃｏｌ【リコル】 サービス 理容・美容業 5%

175,179 兵庫県 神戸市灘区 ＬＵＣＡ 小売業 衣料品 5%

175,180 兵庫県 神戸市灘区 れーるぎゃらりーろっこう　　株　れーるぎゃらりーろっこう 小売業 その他小売 5%

175,181 兵庫県 神戸市灘区 レガロ　プリコ六甲道店 小売業 その他小売 5%

175,182 兵庫県 神戸市灘区 六甲厨房 サービス 飲食業 5%
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175,183 兵庫県 神戸市灘区 六甲電機通信サービス サービス その他サービス 5%

175,184 兵庫県 神戸市灘区 六甲道酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

175,185 兵庫県 神戸市灘区 ＲｏｋｋｏＢａｓｅ 小売業 その他小売 5%

175,186 兵庫県 神戸市灘区 ワイン居酒屋　びーあん　びーあん サービス 飲食業 5%

175,187 兵庫県 神戸市灘区 ワインバル山 サービス 飲食業 5%

175,188 兵庫県 神戸市灘区 ワインライフ株式会社 サービス 飲食業 5%

175,189 兵庫県 神戸市灘区 ワッフル・ケーキの店R.L(エール・エル)　プリコ六甲道店 小売業 食料品 5%

175,190 兵庫県 神戸市灘区 ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ サービス 飲食業 5%

175,191 兵庫県 神戸市西区 Audi神戸西 サービス その他サービス 5%

175,192 兵庫県 神戸市西区 アジアンカフェレストランＪＡＬＡＮＪＡＬＡＮ サービス 飲食業 5%

175,193 兵庫県 神戸市西区 味華 サービス 飲食業 5%

175,194 兵庫県 神戸市西区 Ａｓｔｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

175,195 兵庫県 神戸市西区 ａｔｅｌｉｅｒ　Ｆｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

175,196 兵庫県 神戸市西区 ａｔｅｌｉｅｒ　ＲＩＴＺ サービス 理容・美容業 5%

175,197 兵庫県 神戸市西区 ＡＬＥＸ　西神中央 サービス 理容・美容業 5%

175,198 兵庫県 神戸市西区 アロマテラピーサロン木乃葉 サービス 理容・美容業 5%

175,199 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン伊川谷住宅前店 小売業 食料品 2%

175,200 兵庫県 神戸市西区 池本醤油合名会社 小売業 その他小売 5%

175,201 兵庫県 神戸市西区 居酒屋一輝 サービス 飲食業 5%

175,202 兵庫県 神戸市西区 いせや 大蔵谷店 サービス 飲食業 5%

175,203 兵庫県 神戸市西区 いせや　玉津店 サービス 飲食業 5%

175,204 兵庫県 神戸市西区 出光神出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,205 兵庫県 神戸市西区 出光神出バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,206 兵庫県 神戸市西区 出光セルフ岩岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,207 兵庫県 神戸市西区 出光セルフ西神ＩＰ 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,208 兵庫県 神戸市西区 出光セルフ西神高和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,209 兵庫県 神戸市西区 井上タクシー サービス 運輸業 5%

175,210 兵庫県 神戸市西区 ＳＢＳキャンパス サービス その他サービス 5%

175,211 兵庫県 神戸市西区 特定非営利活動法人日本心理カウンセラー協会 サービス その他サービス 5%

175,212 兵庫県 神戸市西区 ｅｍｕ サービス 理容・美容業 5%

175,213 兵庫県 神戸市西区 エルミオーレ神戸 サービス その他サービス 5%

175,214 兵庫県 神戸市西区 お好み焼はここやねん　伊川谷店 サービス 飲食業 5%

175,215 兵庫県 神戸市西区 オリックスレンタカー玉津インター店 サービス その他サービス 2%

175,216 兵庫県 神戸市西区 菓子工房キャネット　１９８７ 小売業 食料品 5%

175,217 兵庫県 神戸市西区 カフェ レストラン グリーンテーブル グリーンテーブル サービス 飲食業 5%

175,218 兵庫県 神戸市西区 カフェ西風 サービス 飲食業 5%

175,219 兵庫県 神戸市西区 株式会社エーディーラボ サービス その他サービス 5%

175,220 兵庫県 神戸市西区 株式会社キャットテックラボ サービス その他サービス 5%

175,221 兵庫県 神戸市西区 株式会社三協パーツ商会 小売業 その他小売 5%

175,222 兵庫県 神戸市西区 株式会社スマート 小売業 その他小売 5%

175,223 兵庫県 神戸市西区 ゼロ サービス その他サービス 5%

175,224 兵庫県 神戸市西区 株式会社多田自動車商会 小売業 その他小売 5%
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175,225 兵庫県 神戸市西区 株式会社のじぎく 小売業 家具・調度品 5%

175,226 兵庫県 神戸市西区 株式会社ＰＡＳＳＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

175,227 兵庫県 神戸市西区 株式会社フジイ新聞舗 小売業 その他小売 5%

175,228 兵庫県 神戸市西区 株式会社ボォウ・ピープ サービス 理容・美容業 5%

175,229 兵庫県 神戸市西区 株式会社水田種苗園岩岡支店 サービス その他サービス 5%

175,230 兵庫県 神戸市西区 ｇａｒａｇｅ－ｉｇｕ サービス その他サービス 5%

175,231 兵庫県 神戸市西区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋神戸玉津インター店 サービス 飲食業 2%

175,232 兵庫県 神戸市西区 河合塾マナビス西神中央校 サービス その他サービス 2%

175,233 兵庫県 神戸市西区 神出電化 小売業 電化製品 5%

175,234 兵庫県 神戸市西区 ギフトショップ アピデ ギフトショップアピデ 小売業 その他小売 5%

175,235 兵庫県 神戸市西区 キャンドゥ 神戸玉津店 小売業 その他小売 2%

175,236 兵庫県 神戸市西区 ｃｈｉｏｃｃｈｉｏ（キヨキヨ。） 小売業 衣料品 5%

175,237 兵庫県 神戸市西区 串３６ サービス 飲食業 5%

175,238 兵庫県 神戸市西区 ＣＬＵＴＣＨ　ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ 小売業 家具・調度品 5%

175,239 兵庫県 神戸市西区 グランド　学園都市店 サービス 理容・美容業 5%

175,240 兵庫県 神戸市西区 ｇｒｅｅｎ　ｓｐａｃｅ【グリーンスペース】 サービス その他サービス 5%

175,241 兵庫県 神戸市西区 ＣｒｅａｔｉｖｅＬｉｆｅ　タナカ 小売業 電化製品 5%

175,242 兵庫県 神戸市西区 ぐりぐり家 伊川谷店 サービス 飲食業 5%

175,243 兵庫県 神戸市西区 クロスオーバープロジェクト 小売業 その他小売 5%

175,244 兵庫県 神戸市西区 Ｋ＆ＰＡＳＴＡ サービス 飲食業 5%

175,245 兵庫県 神戸市西区 ゲームセンタートップラン　トップラン サービス その他サービス 5%

175,246 兵庫県 神戸市西区 株式会社Ｋ－Ｒｅｃｋｓ サービス その他サービス 5%

175,247 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸伊川谷赤羽店 小売業 食料品 2%

175,248 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸伊川谷駅前店 小売業 食料品 2%

175,249 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸池上２丁目店 小売業 食料品 2%

175,250 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸井吹台西町店 小売業 食料品 2%

175,251 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸岩岡町店 小売業 食料品 2%

175,252 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸王塚台１丁目店 小売業 食料品 2%

175,253 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸押部谷西盛店 小売業 食料品 2%

175,254 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸学院大学東店 小売業 食料品 2%

175,255 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸神出町宝勢店 小売業 食料品 2%

175,256 兵庫県 神戸市西区 神戸技術オフィス サービス その他サービス 5%

175,257 兵庫県 神戸市西区 神戸新聞学園都市専売所 小売業 その他小売 5%

175,258 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸西神南駅前店 小売業 食料品 2%

175,259 兵庫県 神戸市西区 セブンーイレブン神戸ハイテクパーク店 小売業 食料品 2%

175,260 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸平野町中津橋店 小売業 食料品 2%

175,261 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸平野町西戸田店 小売業 食料品 2%

175,262 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸二ツ屋１丁目店 小売業 食料品 2%

175,263 兵庫県 神戸市西区 ＫＯＢＥフラワーグリーン 小売業 その他小売 5%

175,264 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸丸塚１丁目店 小売業 食料品 2%

175,265 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸見津が丘３丁目店 小売業 食料品 2%

175,266 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸南別府１丁目店 小売業 食料品 2%
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175,267 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸森友２丁目店 小売業 食料品 2%

175,268 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸森友４丁目店 小売業 食料品 2%

175,269 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン神戸竜が岡店 小売業 食料品 2%

175,270 兵庫県 神戸市西区 木幡電器 小売業 電化製品 5%

175,271 兵庫県 神戸市西区 ゴルフギアサージ アウトレット 西神戸アウトレット店 小売業 その他小売 5%

175,272 兵庫県 神戸市西区 ゴルフギアサージ苦楽園店 苦楽園店 小売業 その他小売 5%

175,273 兵庫県 神戸市西区 ゴルフギアサージ 西神戸店 小売業 その他小売 5%

175,274 兵庫県 神戸市西区 ＴＨＥＫＡＲＯＮ 小売業 衣料品 5%

175,275 兵庫県 神戸市西区 株式会社サミット 小売業 その他小売 5%

175,276 兵庫県 神戸市西区 ｓａｌｏｎ．ｄｅ．ｐｌｕｍｅ． サービス その他サービス 5%

175,277 兵庫県 神戸市西区 三愛自動車工業所 サービス その他サービス 5%

175,278 兵庫県 神戸市西区 三栄刺繍 サービス その他サービス 5%

175,279 兵庫県 神戸市西区 さんぱつやぐー サービス 理容・美容業 5%

175,280 兵庫県 神戸市西区 ジーンバイクス 神戸西 小売業 その他小売 5%

175,281 兵庫県 神戸市西区 四季の味しゅせん サービス 飲食業 5%

175,282 兵庫県 神戸市西区 藤田弓子 サービス 理容・美容業 5%

175,283 兵庫県 神戸市西区 自転車出張修理専門店匠 サービス その他サービス 5%

175,284 兵庫県 神戸市西区 事務所マツムラ サービス その他サービス 5%

175,285 兵庫県 神戸市西区 しもかわリスペクト イマージュ西神戸店 小売業 衣料品 5%

175,286 兵庫県 神戸市西区 ジャンリュック動物病院 サービス その他サービス 5%

175,287 兵庫県 神戸市西区 自遊空間　大蔵谷インター店 サービス その他サービス 2%

175,288 兵庫県 神戸市西区 手芸センタードリーム大久保インター店 小売業 その他小売 5%

175,289 兵庫県 神戸市西区 ショップキムラ サービス その他サービス 5%

175,290 兵庫県 神戸市西区 ショップヒロ 小売業 衣料品 5%

175,291 兵庫県 神戸市西区 鈴木靴店 小売業 衣料品 5%

175,292 兵庫県 神戸市西区 セブン－イレブン西神中央駅前店 小売業 食料品 2%

175,293 兵庫県 神戸市西区 ｓｌｅｃｔｓｈｏｐ＆ 小売業 衣料品 5%

175,294 兵庫県 神戸市西区 セントプライドピュアノア西神戸店 サービス 理容・美容業 5%

175,295 兵庫県 神戸市西区 太寺サイクルサービス 神戸店 小売業 その他小売 5%

175,296 兵庫県 神戸市西区 糀・甘酒・味噌たかた サービス 飲食業 5%

175,297 兵庫県 神戸市西区 高野モーター サイクル 高野モーター サイクル サービス その他サービス 5%

175,298 兵庫県 神戸市西区 高和　米舞くらぶ　高和 小売業 食料品 5%

175,299 兵庫県 神戸市西区 武貞商店 小売業 その他小売 5%

175,300 兵庫県 神戸市西区 タッチ　さざなみ 小売業 電化製品 5%

175,301 兵庫県 神戸市西区 ＴａｍｉＲｉｍｉ 小売業 家具・調度品 5%

175,302 兵庫県 神戸市西区 鉄板Ｄｉｎｉｎｇ　からし サービス 飲食業 5%

175,303 兵庫県 神戸市西区 天 サービス 飲食業 5%

175,304 兵庫県 神戸市西区 ｔｏ　Ｖｉｌｌａ サービス 理容・美容業 5%

175,305 兵庫県 神戸市西区 Ｄｏｇｓｐａｃｅａｎｉｍｏ サービス その他サービス 5%

175,306 兵庫県 神戸市西区 トヨタカローラ兵庫伊川谷店 小売業 その他小売 5%

175,307 兵庫県 神戸市西区 トヨタカローラ兵庫西神テクノショップ 小売業 その他小売 5%

175,308 兵庫県 神戸市西区 トヨタカローラ兵庫バル玉津店 小売業 その他小売 5%
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175,309 兵庫県 神戸市西区 トヨタカローラ兵庫マイカーセンター神戸西 小売業 その他小売 5%

175,310 兵庫県 神戸市西区 トヨタ部品兵庫共販明石店 サービス その他サービス 5%

175,311 兵庫県 神戸市西区 有限会社内藤豊文堂 サービス その他サービス 5%

175,312 兵庫県 神戸市西区 日正電化工業セリオ店 小売業 電化製品 5%

175,313 兵庫県 神戸市西区 ＮａｉｌＳａｌｏｎｌａｌａ サービス その他サービス 5%

175,314 兵庫県 神戸市西区 焙煎豆鶴 小売業 その他小売 5%

175,315 兵庫県 神戸市西区 白十字　伊川谷店 小売業 食料品 5%

175,316 兵庫県 神戸市西区 パソアシスト サービス その他サービス 5%

175,317 兵庫県 神戸市西区 花岡石材 サービス その他サービス 5%

175,318 兵庫県 神戸市西区 花鼓 サービス 飲食業 5%

175,319 兵庫県 神戸市西区 パン工房メリメロ サービス 飲食業 5%

175,320 兵庫県 神戸市西区 パンドール西神店 サービス 飲食業 5%

175,321 兵庫県 神戸市西区 ｐｉｅｃｅｓ焼き菓子のお店 サービス 飲食業 5%

175,322 兵庫県 神戸市西区 菱田電気商会 小売業 電化製品 5%

175,323 兵庫県 神戸市西区 ピュアノア西神戸店 サービス 理容・美容業 5%

175,324 兵庫県 神戸市西区 兵庫トヨタ自動車明石店 小売業 その他小売 5%

175,325 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 明石西部センター 小売業 食料品 5%

175,326 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 明石中央センター 小売業 食料品 5%

175,327 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 朝霧センター 小売業 食料品 5%

175,328 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 稲美センター 小売業 食料品 5%

175,329 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 岩岡大久保センター 小売業 食料品 5%

175,330 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 Ｗ高砂センター 小売業 食料品 5%

175,331 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売　大久保南ひまわりセンター 小売業 食料品 5%

175,332 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 小野センター 小売業 食料品 5%

175,333 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 加古川北センター 小売業 食料品 5%

175,334 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 加古川センター 小売業 食料品 5%

175,335 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 加古川中央センター 小売業 食料品 5%

175,336 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 加古川南センター 小売業 食料品 5%

175,337 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 加西センター 小売業 食料品 5%

175,338 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 北西神なでしこセンター 小売業 食料品 5%

175,339 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 須磨センター 小売業 食料品 5%

175,340 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 西神センター 小売業 食料品 5%

175,341 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 高砂センター 小売業 食料品 5%

175,342 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 滝野社センター 小売業 食料品 5%

175,343 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 垂水センター 小売業 食料品 5%

175,344 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 長田センター 小売業 食料品 5%

175,345 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 西明石センター 小売業 食料品 5%

175,346 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 西脇センター 小売業 食料品 5%

175,347 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 東加古川センター 小売業 食料品 5%

175,348 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 兵庫津センター 小売業 食料品 5%

175,349 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 北播支店 小売業 食料品 5%

175,350 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 本社センター 小売業 食料品 5%
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175,351 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 舞子センター 小売業 食料品 5%

175,352 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 三木センター 小売業 食料品 5%

175,353 兵庫県 神戸市西区 兵庫ヤクルト販売 名谷センター 小売業 食料品 5%

175,354 兵庫県 神戸市西区 ファーストステップ サービス 理容・美容業 5%

175,355 兵庫県 神戸市西区 ブーケティエ 小売業 その他小売 5%

175,356 兵庫県 神戸市西区 フェールアンヌー サービス 飲食業 5%

175,357 兵庫県 神戸市西区 藤原タクシー サービス 運輸業 5%

175,358 兵庫県 神戸市西区 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　神戸伊川谷店 小売業 その他小売 2%

175,359 兵庫県 神戸市西区 フミヤ神戸店 小売業 衣料品 5%

175,360 兵庫県 神戸市西区 ブライト 小売業 電化製品 5%

175,361 兵庫県 神戸市西区 ブラッセリーミニョン サービス 飲食業 5%

175,362 兵庫県 神戸市西区 Ｌｉｎｋ　伊川谷店 サービス 理容・美容業 5%

175,363 兵庫県 神戸市西区 Ｈａｉｒ’ｓ　ＳＮＩＰＳＮＩＰ サービス 理容・美容業 5%

175,364 兵庫県 神戸市西区 ｈａｉｒ’ｓ　ｆｕｋａｓｅ サービス 理容・美容業 5%

175,365 兵庫県 神戸市西区 Ｖｅｒｉｔｅナカシマ 小売業 電化製品 5%

175,366 兵庫県 神戸市西区 ボンヌ　シャンス 小売業 食料品 5%

175,367 兵庫県 神戸市西区 マウンテン西神戸店 サービス 飲食業 5%

175,368 兵庫県 神戸市西区 牧社労士事務所 サービス その他サービス 5%

175,369 兵庫県 神戸市西区 マサニ電気　伊川谷店 小売業 その他小売 5%

175,370 兵庫県 神戸市西区 Ｍａｃｗｅｓｔｔｏｏｌｇａｒａｇｅ 小売業 電化製品 5%

175,371 兵庫県 神戸市西区 ママイクコ　西神 小売業 その他小売 5%

175,372 兵庫県 神戸市西区 ミキヤ　学園都市キャンパス店 小売業 その他小売 5%

175,373 兵庫県 神戸市西区 村上オート鈑金 サービス その他サービス 5%

175,374 兵庫県 神戸市西区 名神タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

175,375 兵庫県 神戸市西区 メガパレス　メガパレス サービス その他サービス 5%

175,376 兵庫県 神戸市西区 モア　スピード 小売業 その他小売 5%

175,377 兵庫県 神戸市西区 モーターレーシングストアＳｔａｒ５ 小売業 その他小売 5%

175,378 兵庫県 神戸市西区 ｍｏ?ｍａ サービス 理容・美容業 5%

175,379 兵庫県 神戸市西区 株式会社安福冷暖 サービス その他サービス 5%

175,380 兵庫県 神戸市西区 株式会社安福冷暖　あじっこ サービス 飲食業 5%

175,381 兵庫県 神戸市西区 ヤマヒ株式会社 サービス その他サービス 5%

175,382 兵庫県 神戸市西区 有限会社エイチアドオフィス サービス その他サービス 5%

175,383 兵庫県 神戸市西区 有限会社カートピア神戸トランクルーム玉津 サービス その他サービス 5%

175,384 兵庫県 神戸市西区 有限会社神戸新聞西神南専売所 小売業 その他小売 5%

175,385 兵庫県 神戸市西区 洋菓子のブリエブラン 小売業 食料品 5%

175,386 兵庫県 神戸市西区 よつば動物病院 サービス その他サービス 5%

175,387 兵庫県 神戸市西区 Ｒｕｓｈ＆Ｒｕｓｈ 小売業 その他小売 5%

175,388 兵庫県 神戸市西区 リサイクル市場エコ　伊川谷店 小売業 その他小売 5%

175,389 兵庫県 神戸市西区 ＬＩＮＫ 小売業 その他小売 5%

175,390 兵庫県 神戸市西区 リンク伊川谷店 サービス 理容・美容業 5%

175,391 兵庫県 神戸市西区 レーヴ　ヘアー　シエル サービス 理容・美容業 5%

175,392 兵庫県 神戸市西区 れんがの家 サービス 飲食業 5%
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175,393 兵庫県 神戸市西区 ロヴェスト神戸 サービス その他サービス 5%

175,394 兵庫県 神戸市東灘区 あさの電気商会 小売業 電化製品 5%

175,395 兵庫県 神戸市東灘区 あたま サービス 理容・美容業 5%

175,396 兵庫県 神戸市東灘区 ＡＭＵＬＥＴＴ 小売業 衣料品 5%

175,397 兵庫県 神戸市東灘区 Ａｍｅｔｈｙｓｔｅ－ｋｏｂｅ 小売業 衣料品 5%

175,398 兵庫県 神戸市東灘区 アリオリオ　アリオリオ サービス 飲食業 5%

175,399 兵庫県 神戸市東灘区 アルファ　御影 サービス その他サービス 5%

175,400 兵庫県 神戸市東灘区 アルファ　本山南 サービス その他サービス 5%

175,401 兵庫県 神戸市東灘区 ＡＲＢＯＳ サービス 飲食業 5%

175,402 兵庫県 神戸市東灘区 淡路島バーガー岡本店 サービス 飲食業 5%

175,403 兵庫県 神戸市東灘区 淡路のビストロ　ｍａｎｋｉ サービス 飲食業 5%

175,404 兵庫県 神戸市東灘区 いなば和幸神戸住吉店 サービス 飲食業 5%

175,405 兵庫県 神戸市東灘区 イノウエ サービス その他サービス 5%

175,406 兵庫県 神戸市東灘区 ｉｌｆｉｒｏ 小売業 衣料品 5%

175,407 兵庫県 神戸市東灘区 ｉｎｇ住吉【イング　スミヨシ】 サービス 理容・美容業 5%

175,408 兵庫県 神戸市東灘区 ＶｉａＢｏｄｙＣｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ サービス その他サービス 5%

175,409 兵庫県 神戸市東灘区 ウィンディーサイド 小売業 その他小売 5%

175,410 兵庫県 神戸市東灘区 ウエルビー 小売業 衣料品 5%

175,411 兵庫県 神戸市東灘区 Ａ－ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

175,412 兵庫県 神戸市東灘区 ＳＳＭＵＳＩＣ サービス その他サービス 5%

175,413 兵庫県 神戸市東灘区 Ｎストレッチ サービス 理容・美容業 5%

175,414 兵庫県 神戸市東灘区 Ｎストレッチ サービス 理容・美容業 5%

175,415 兵庫県 神戸市東灘区 Ｅｎｎ?ａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

175,416 兵庫県 神戸市東灘区 ＦｒｅｅＳｔｙｌｅ 小売業 衣料品 5%

175,417 兵庫県 神戸市東灘区 mbutterfly accessories 小売業 衣料品 5%

175,418 兵庫県 神戸市東灘区 Ｈａｉｒ＆ＦａｃｅＥｌｉｚａｂｅｔｈ サービス 理容・美容業 5%

175,419 兵庫県 神戸市東灘区 エルサンク サービス その他サービス 5%

175,420 兵庫県 神戸市東灘区 欧風居酒屋　ＴＡＫＵＭＩ サービス 飲食業 5%

175,421 兵庫県 神戸市東灘区 欧和食ライン サービス 飲食業 5%

175,422 兵庫県 神戸市東灘区 ＡＬＬＳＴＡＲＯＳＡＫＡＷＡＬＫ サービス その他サービス 5%

175,423 兵庫県 神戸市東灘区 岡本コミンカ サービス 飲食業 5%

175,424 兵庫県 神戸市東灘区 岡本商店街振興組合 小売業 その他小売 5%

175,425 兵庫県 神戸市東灘区 お好み焼き　鉄板焼　あんちゃん サービス 飲食業 5%

175,426 兵庫県 神戸市東灘区 オステリアレガーロ サービス 飲食業 5%

175,427 兵庫県 神戸市東灘区 Ｏｇｇｉｄｅｌｓｏｌｅ サービス その他サービス 5%

175,428 兵庫県 神戸市東灘区 おてもｔｏ サービス 飲食業 5%

175,429 兵庫県 神戸市東灘区 音羽鮨　東神戸出前センター サービス 飲食業 5%

175,430 兵庫県 神戸市東灘区 ＯｆｆｉｃｅＰａｙｆｏｒｗａｒｄ 小売業 その他小売 5%

175,431 兵庫県 神戸市東灘区 オリックスレンタカー東灘店 サービス その他サービス 2%

175,432 兵庫県 神戸市東灘区 温美整サロンＫｕＲｏｃｋ サービス 理容・美容業 5%

175,433 兵庫県 神戸市東灘区 ＣＡＲＨＥＡＲＴ　ＫＯＢＥ　カーハート神戸 サービス その他サービス 5%

175,434 兵庫県 神戸市東灘区 海鮮丼専門店 丼丸 深江店 サービス 飲食業 5%
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175,435 兵庫県 神戸市東灘区 カイロプラクティック　バランス　ラボ サービス その他サービス 5%

175,436 兵庫県 神戸市東灘区 カケラストア 小売業 電化製品 5%

175,437 兵庫県 神戸市東灘区 かごの屋神戸住吉店 サービス 飲食業 5%

175,438 兵庫県 神戸市東灘区 ＣＡＳＳＡＬＡＤＥ サービス 飲食業 5%

175,439 兵庫県 神戸市東灘区 かねいフルーツ餅　松竹堂 小売業 食料品 5%

175,440 兵庫県 神戸市東灘区 加納タクシー サービス 運輸業 5%

175,441 兵庫県 神戸市東灘区 ｃａｆｅ　ｔｕｏｌｉ サービス 飲食業 5%

175,442 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社いづよね　いづよね 小売業 食料品 5%

175,443 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社おがわ サービス その他サービス 5%

175,444 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社向洋広告 サービス その他サービス 5%

175,445 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社Ｇ２Ｐ 小売業 衣料品 5%

175,446 兵庫県 神戸市東灘区 ＳＨＯＥＢＥＲ サービス その他サービス 5%

175,447 兵庫県 神戸市東灘区 髪と健康の予防美容室 サービス 理容・美容業 5%

175,448 兵庫県 神戸市東灘区 ガルレルトンデュトン 小売業 衣料品 5%

175,449 兵庫県 神戸市東灘区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東灘区田中町店 サービス 飲食業 2%

175,450 兵庫県 神戸市東灘区 河合塾マナビス摂津本山校 サービス その他サービス 2%

175,451 兵庫県 神戸市東灘区 河合塾マナビス阪急岡本駅前校 サービス その他サービス 2%

175,452 兵庫県 神戸市東灘区 河合塾マナビス阪神御影校 サービス その他サービス 2%

175,453 兵庫県 神戸市東灘区 川畑タクシー サービス 運輸業 5%

175,454 兵庫県 神戸市東灘区 Ｋｉｉｔｏｓ 小売業 その他小売 5%

175,455 兵庫県 神戸市東灘区 菊正宗酒造記念館 小売業 食料品 5%

175,456 兵庫県 神戸市東灘区 季節の味　さと サービス 飲食業 5%

175,457 兵庫県 神戸市東灘区 北村電気商会 小売業 電化製品 5%

175,458 兵庫県 神戸市東灘区 ＫＩＣＨＩＲＩ阪急岡本 サービス 飲食業 5%

175,459 兵庫県 神戸市東灘区 牛角御影店 サービス 飲食業 2%

175,460 兵庫県 神戸市東灘区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ神戸東灘店 小売業 その他小売 5%

175,461 兵庫県 神戸市東灘区 Ｑｕｅｅｎｓ　ｈｉｌｌ サービス 理容・美容業 5%

175,462 兵庫県 神戸市東灘区 串揚げ旬の一品丸幸 サービス 飲食業 5%

175,463 兵庫県 神戸市東灘区 くっく ばっく 岡本店 サービス その他サービス 5%

175,464 兵庫県 神戸市東灘区 ｋｎｏｓｐｅ 小売業 その他小売 5%

175,465 兵庫県 神戸市東灘区 ｇｌａｓｓ サービス 理容・美容業 5%

175,466 兵庫県 神戸市東灘区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＧＲＡＤＡＴＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

175,467 兵庫県 神戸市東灘区 グリーンピールサロンアリンアリン サービス 理容・美容業 5%

175,468 兵庫県 神戸市東灘区 Ｃｒｉｓ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

175,469 兵庫県 神戸市東灘区 griffonner Liv住吉店 小売業 衣料品 5%

175,470 兵庫県 神戸市東灘区 ｃｏｕｌｅｕｒ【クルール】《個室ヘッドスパ・エステ》 サービス 理容・美容業 5%

175,471 兵庫県 神戸市東灘区 クルール　プリュス サービス その他サービス 5%

175,472 兵庫県 神戸市東灘区 グレディブリリアン　リブ住吉店 小売業 衣料品 5%

175,473 兵庫県 神戸市東灘区 ＫＵＲＯＣＫＳＥＬＥＣＴ サービス その他サービス 5%

175,474 兵庫県 神戸市東灘区 ケイリクス住吉駅前店 サービス 理容・美容業 5%

175,475 兵庫県 神戸市東灘区 ケーニヒスクローネ御影本店 小売業 食料品 5%

175,476 兵庫県 神戸市東灘区 甲南そば サービス 飲食業 5%

4180



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

175,477 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸赤鳥居前店 小売業 食料品 2%

175,478 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸魚崎北町５丁目店 小売業 食料品 2%

175,479 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸魚崎北町４丁目店 小売業 食料品 2%

175,480 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸魚崎南町４丁目店 小売業 食料品 2%

175,481 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸岡本２丁目店 小売業 食料品 2%

175,482 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸北青木４丁目店 小売業 食料品 2%

175,483 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸ＪＲ住吉駅前店 小売業 食料品 2%

175,484 兵庫県 神戸市東灘区 神戸商材株式会社 サービス その他サービス 5%

175,485 兵庫県 神戸市東灘区 神戸新聞御影専売所 小売業 その他小売 5%

175,486 兵庫県 神戸市東灘区 神戸新聞御影専売所渦が森支店 小売業 その他小売 5%

175,487 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸住吉本町店 小売業 食料品 2%

175,488 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸住吉南町店 小売業 食料品 2%

175,489 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸田中町４丁目店 小売業 食料品 2%

175,490 兵庫県 神戸市東灘区 神戸チャイハーネ サービス 飲食業 5%

175,491 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸阪神深江駅北店 小売業 食料品 2%

175,492 兵庫県 神戸市東灘区 神戸?月堂　住吉店 小売業 食料品 5%

175,493 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸深江浜町店 小売業 食料品 2%

175,494 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸本庄町１丁目店 小売業 食料品 2%

175,495 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸御影石町２丁目店 小売業 食料品 2%

175,496 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸御影２丁目店 小売業 食料品 2%

175,497 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸御影八色橋東店 小売業 食料品 2%

175,498 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸本山駅南店 小売業 食料品 2%

175,499 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸本山中町４丁目店 小売業 食料品 2%

175,500 兵庫県 神戸市東灘区 神戸洋食料理店Ｉｔａｓａｎ亭 サービス 飲食業 5%

175,501 兵庫県 神戸市東灘区 コウベレンタカー　六甲１Ｒ営業所 サービス その他サービス 5%

175,502 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸六甲アイランド北店 小売業 食料品 2%

175,503 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン神戸六甲アイランド東店 小売業 食料品 2%

175,504 兵庫県 神戸市東灘区 ＣＯＴＥＲＩＥ 小売業 衣料品 5%

175,505 兵庫県 神戸市東灘区 ＣＯＦＦＥＥ　ＢＡＲ　ｎａｍｉ 小売業 食料品 5%

175,506 兵庫県 神戸市東灘区 ここちリラックス処 サービス その他サービス 5%

175,507 兵庫県 神戸市東灘区 ｃｏｃｏｂｅｅｏｒｇａｎｉｃ サービス 飲食業 5%

175,508 兵庫県 神戸市東灘区 個人佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

175,509 兵庫県 神戸市東灘区 コスメティック　ベニヤ化粧品店　ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ　ＢＥＮＩＹＡ 小売業 その他小売 5%

175,510 兵庫県 神戸市東灘区 ＫＯＴＡ　ｂｏａｓｏｒｕｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

175,511 兵庫県 神戸市東灘区 米粉クッキー店　Ｊ　ブリエ　米粉クッキー店Ｊ　ブリエ 小売業 食料品 5%

175,512 兵庫県 神戸市東灘区 Ｔｈｅ串ｓａｋｕｒａｉ サービス 飲食業 5%

175,513 兵庫県 神戸市東灘区 サイトウ電器本店 小売業 電化製品 5%

175,514 兵庫県 神戸市東灘区 ＣＩＰＨＥＲ　Ｈａｉｒ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

175,515 兵庫県 神戸市東灘区 酒倶楽部いちの サービス その他サービス 5%

175,516 兵庫県 神戸市東灘区 酒肴石心 サービス 飲食業 5%

175,517 兵庫県 神戸市東灘区 雑貨小売店 小売業 その他小売 5%

175,518 兵庫県 神戸市東灘区 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｑｕｅｅｎ岡本店 サービス 理容・美容業 5%
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175,519 兵庫県 神戸市東灘区 山神山人　岡本店 サービス 飲食業 5%

175,520 兵庫県 神戸市東灘区 山神山人　御影店 サービス 飲食業 5%

175,521 兵庫県 神戸市東灘区 三洋航空サービス岡本営業所 サービス その他サービス 5%

175,522 兵庫県 神戸市東灘区 シェ　Ｙａｍａｔｏ サービス 飲食業 5%

175,523 兵庫県 神戸市東灘区 ジェラートＣａｊｕ 果樹 神戸岡本店 サービス 飲食業 5%

175,524 兵庫県 神戸市東灘区 シサム工房 神戸 岡本店 小売業 衣料品 5%

175,525 兵庫県 神戸市東灘区 シサム工房　神戸岡本店 小売業 衣料品 5%

175,526 兵庫県 神戸市東灘区 自然菜園　中華料理　碧桐 サービス 飲食業 5%

175,527 兵庫県 神戸市東灘区 Jasmin Speaks リブ住吉店 小売業 衣料品 5%

175,528 兵庫県 神戸市東灘区 シャンティ・ヨーガ サービス その他サービス 5%

175,529 兵庫県 神戸市東灘区 じゃんぼ總本店　キララ住吉店 サービス 飲食業 5%

175,530 兵庫県 神戸市東灘区 ＳＨＵＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

175,531 兵庫県 神戸市東灘区 絨毯ギャラリー 小売業 その他小売 5%

175,532 兵庫県 神戸市東灘区 酒仙堂フジモリ　酒仙堂フジモリ 小売業 食料品 5%

175,533 兵庫県 神戸市東灘区 昭石深江給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,534 兵庫県 神戸市東灘区 昭石本山給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,535 兵庫県 神戸市東灘区 ｃｈｏｃｏｌａ 小売業 衣料品 5%

175,536 兵庫県 神戸市東灘区 ショップ市之宮 小売業 衣料品 5%

175,537 兵庫県 神戸市東灘区 ｊｏｌｉｅ 小売業 衣料品 5%

175,538 兵庫県 神戸市東灘区 ｚｉｎｇｍｕｓｉｃｌａｂ． サービス その他サービス 5%

175,539 兵庫県 神戸市東灘区 ｚｏｏｔｉｅ ｆａｂｌｉｃａ 岡本店 小売業 衣料品 5%

175,540 兵庫県 神戸市東灘区 Ｓｕｅｔｏｍｏｔａｘｌ サービス 運輸業 5%

175,541 兵庫県 神戸市東灘区 スカイ 小売業 その他小売 5%

175,542 兵庫県 神戸市東灘区 スコティ 小売業 その他小売 5%

175,543 兵庫県 神戸市東灘区 スタイリッシュネイルズ サービス その他サービス 5%

175,544 兵庫県 神戸市東灘区 ｓｔｕｄｉｏｔｒｕｎｋ サービス その他サービス 5%

175,545 兵庫県 神戸市東灘区 スタジオファイン サービス その他サービス 5%

175,546 兵庫県 神戸市東灘区 stream market　リブ住吉店 小売業 衣料品 5%

175,547 兵庫県 神戸市東灘区 ＳＰＩＣＥ　ＵＰ サービス 飲食業 5%

175,548 兵庫県 神戸市東灘区 Ｓｍｉｌｅ　ｃｈｏｕｃｈｏｕ　住吉店 サービス 理容・美容業 5%

175,549 兵庫県 神戸市東灘区 炭火焼まさとや 炭火焼まさとや 住吉本店 サービス 飲食業 5%

175,550 兵庫県 神戸市東灘区 スミヨシドラッグ 小売業 その他小売 5%

175,551 兵庫県 神戸市東灘区 生鮮＆業務スーパーＯＫ　本山店 小売業 食料品 2%

175,552 兵庫県 神戸市東灘区 ＴＨＥＲＡＰＩＳＴ　ＲＯＯＭ　ＳＨＩＫＡ サービス 理容・美容業 5%

175,553 兵庫県 神戸市東灘区 ＴｉｎｙＴｉｅＣｌｕｂ／Ｃｅｎｔａｎｎｉ 小売業 その他小売 5%

175,554 兵庫県 神戸市東灘区 ダイハン書房　岡本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

175,555 兵庫県 神戸市東灘区 多田電気ラジオ店 小売業 電化製品 5%

175,556 兵庫県 神戸市東灘区 ｄｕｂｌｕｖｙｏｂｓ 小売業 衣料品 5%

175,557 兵庫県 神戸市東灘区 チャイニーズキッチン粤香 サービス 飲食業 5%

175,558 兵庫県 神戸市東灘区 ｃｉａｏｖｅｌｌａ摂津本山店 サービス 理容・美容業 5%

175,559 兵庫県 神戸市東灘区 中国料理　悠悠 サービス 飲食業 5%

175,560 兵庫県 神戸市東灘区 中国料理　翔園 サービス 飲食業 5%
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175,561 兵庫県 神戸市東灘区 ツネヨシ電器 小売業 電化製品 5%

175,562 兵庫県 神戸市東灘区 ＤＥＬＩＧＨＴ　ＨＡＩＲ　本山店 サービス 理容・美容業 5%

175,563 兵庫県 神戸市東灘区 ＤＥＬＩＧＨＴ　ＨＡＩＲ　御影店 サービス 理容・美容業 5%

175,564 兵庫県 神戸市東灘区 手打ち一筋　かさ　住吉店 サービス 飲食業 5%

175,565 兵庫県 神戸市東灘区 ｔｅｑ?ｔｅｑ サービス 飲食業 5%

175,566 兵庫県 神戸市東灘区 Ｄｅｃｏｃｏ 小売業 その他小売 5%

175,567 兵庫県 神戸市東灘区 デザートスタジオ　コンフィ　リブ住吉店 サービス 飲食業 5%

175,568 兵庫県 神戸市東灘区 テニスコミュニケーション神戸 サービス その他サービス 5%

175,569 兵庫県 神戸市東灘区 寺島美髪研究所?Ｔ．ｌａｂｏ? サービス 理容・美容業 5%

175,570 兵庫県 神戸市東灘区 ＴＥＲＲＡＣＥＬＵＸＢＥ岡本店 サービス 理容・美容業 5%

175,571 兵庫県 神戸市東灘区 でんきのウキタ 小売業 電化製品 5%

175,572 兵庫県 神戸市東灘区 天然石ごろごろ 小売業 その他小売 5%

175,573 兵庫県 神戸市東灘区 天ぷら　波多野 サービス 飲食業 5%

175,574 兵庫県 神戸市東灘区 ｔｒａｔｔｏｒ?ａ漣 サービス 飲食業 5%

175,575 兵庫県 神戸市東灘区 ｄｏｒｉａｎｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

175,576 兵庫県 神戸市東灘区 トリニティ サービス 理容・美容業 5%

175,577 兵庫県 神戸市東灘区 内外砿油 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,578 兵庫県 神戸市東灘区 Ｎａｄａ　阪神青木店　【ナダ　ハンシンオオギテン】 サービス 理容・美容業 5%

175,579 兵庫県 神戸市東灘区 ＮａＮａＮａｉｌｓ サービス その他サービス 5%

175,580 兵庫県 神戸市東灘区 ナニワ商会　御影駅前店 小売業 その他小売 5%

175,581 兵庫県 神戸市東灘区 鳴門鯛焼本舗　岡本店 サービス 飲食業 5%

175,582 兵庫県 神戸市東灘区 喃風　住吉店 サービス 飲食業 5%

175,583 兵庫県 神戸市東灘区 西村屋花みかげ サービス 飲食業 5%

175,584 兵庫県 神戸市東灘区 西村屋和楽 サービス 飲食業 5%

175,585 兵庫県 神戸市東灘区 ニルキューブ サービス その他サービス 5%

175,586 兵庫県 神戸市東灘区 爪心ナチュール サービス その他サービス 5%

175,587 兵庫県 神戸市東灘区 ｎＡｉｌｓ【ネイルズ】 サービス その他サービス 5%

175,588 兵庫県 神戸市東灘区 ネッツトヨタゾナ神戸甲南店 小売業 その他小売 5%

175,589 兵庫県 神戸市東灘区 花菜 サービス 飲食業 5%

175,590 兵庫県 神戸市東灘区 ハニーマザー サービス その他サービス 5%

175,591 兵庫県 神戸市東灘区 Ｐａｐ’ｓ　ｄｅ　ｃｏｉｆｆｅｕｒ　甲南山手店 サービス 理容・美容業 5%

175,592 兵庫県 神戸市東灘区 浜福鶴　吟醸工房 小売業 食料品 5%

175,593 兵庫県 神戸市東灘区 林　ＣＯＦＦＥＥ　ＳＴＡＮＤ サービス 飲食業 5%

175,594 兵庫県 神戸市東灘区 ハヤミガーデン 小売業 その他小売 5%

175,595 兵庫県 神戸市東灘区 パル・ヤマト青木店 小売業 食料品 5%

175,596 兵庫県 神戸市東灘区 ＨＡＬＥ サービス その他サービス 5%

175,597 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン阪神青木駅前店 小売業 食料品 2%

175,598 兵庫県 神戸市東灘区 セブン－イレブン阪神御影駅東店 小売業 食料品 2%

175,599 兵庫県 神戸市東灘区 ヒーローズ 甲南山手校 サービス その他サービス 5%

175,600 兵庫県 神戸市東灘区 ひかり整体院 ひかり整体院 サービス その他サービス 5%

175,601 兵庫県 神戸市東灘区 Ｐｉｚｚｅｒｉａｄｅｌｒｏｋｋｏ サービス 飲食業 5%

175,602 兵庫県 神戸市東灘区 ＰｉｔＢｏｘＡｙａ 小売業 その他小売 5%
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175,603 兵庫県 神戸市東灘区 ｂｉｂ－ｂａｂ 小売業 衣料品 5%

175,604 兵庫県 神戸市東灘区 ヒューヴェジカンパニー 小売業 衣料品 5%

175,605 兵庫県 神戸市東灘区 Ｂｅａｕｔｙ　Ｌａｂｏ　岡本店 サービス 理容・美容業 5%

175,606 兵庫県 神戸市東灘区 兵庫トヨタ自動車甲南店 小売業 その他小売 5%

175,607 兵庫県 神戸市東灘区 美容室　ｍａ’ａｍ サービス 理容・美容業 5%

175,608 兵庫県 神戸市東灘区 美容室　ｍａ　ａｍ　美容室ｍａ　ａｍ サービス 理容・美容業 5%

175,609 兵庫県 神戸市東灘区 ひより電器 小売業 電化製品 5%

175,610 兵庫県 神戸市東灘区 ｄｕｂｌｕｖｙｏｂｓ 小売業 衣料品 5%

175,611 兵庫県 神戸市東灘区 ファクトリーシン　住吉店 小売業 食料品 5%

175,612 兵庫県 神戸市東灘区 ファットリア　ルッカ サービス 飲食業 5%

175,613 兵庫県 神戸市東灘区 ＦｉＬｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

175,614 兵庫県 神戸市東灘区 ｆｅｌｉｃｉｔａ岡本店　【フェリシータ】 サービス 理容・美容業 5%

175,615 兵庫県 神戸市東灘区 フォトアートロッコー サービス その他サービス 5%

175,616 兵庫県 神戸市東灘区 フオトアートロツコー サービス その他サービス 5%

175,617 兵庫県 神戸市東灘区 フォトジョー サービス その他サービス 5%

175,618 兵庫県 神戸市東灘区 Ｆｏｒｅｓｔ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｒｏａｓｔｅｒｓ サービス 飲食業 5%

175,619 兵庫県 神戸市東灘区 福牛 サービス 飲食業 5%

175,620 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社Ａｐｐｌｅｓｅｅｄ サービス 理容・美容業 5%

175,621 兵庫県 神戸市東灘区 福耳 サービス 飲食業 5%

175,622 兵庫県 神戸市東灘区 藤田タクシー サービス 運輸業 5%

175,623 兵庫県 神戸市東灘区 ふたつぢゃや サービス 飲食業 5%

175,624 兵庫県 神戸市東灘区 ブックワンセルバ甲南山手店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

175,625 兵庫県 神戸市東灘区 ブティックドリアン 小売業 衣料品 5%

175,626 兵庫県 神戸市東灘区 ブティックミドリ 小売業 衣料品 5%

175,627 兵庫県 神戸市東灘区 プラスワン サービス その他サービス 5%

175,628 兵庫県 神戸市東灘区 ＋Ｏｎｅ サービス 飲食業 5%

175,629 兵庫県 神戸市東灘区 フラワーボックス　リブ住吉店 小売業 その他小売 5%

175,630 兵庫県 神戸市東灘区 ブランフィ サービス 理容・美容業 5%

175,631 兵庫県 神戸市東灘区 ＢＲＡＮＭＡ ＫＯＢＥ 小売業 食料品 5%

175,632 兵庫県 神戸市東灘区 ＦＬＩＣＫＡ 小売業 衣料品 5%

175,633 兵庫県 神戸市東灘区 Ｐｒｉｍｅｖｅｒｅ カフェ サービス 飲食業 5%

175,634 兵庫県 神戸市東灘区 プリムヴェール 小売業 衣料品 5%

175,635 兵庫県 神戸市東灘区 ブルーメ 小売業 衣料品 5%

175,636 兵庫県 神戸市東灘区 文明堂　リブ住吉店 小売業 食料品 5%

175,637 兵庫県 神戸市東灘区 ヘアーサロン　しみず サービス 理容・美容業 5%

175,638 兵庫県 神戸市東灘区 ヘアーサロン萩原 サービス 理容・美容業 5%

175,639 兵庫県 神戸市東灘区 ＨＡＩＲ　ＳＴＵＤＩＯ　ＦＵＣＣＡ サービス 理容・美容業 5%

175,640 兵庫県 神戸市東灘区 ヘアアトリエＶｉｖａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

175,641 兵庫県 神戸市東灘区 ｈａｉｒｒｅｓｏｒｔｔｅｒｒａｓｓｅ サービス 理容・美容業 5%

175,642 兵庫県 神戸市東灘区 ＲＯＯＫ サービス 理容・美容業 5%

175,643 兵庫県 神戸市東灘区 Ａｔｅｌｉｅｒ　ｅｃｒｕ サービス 理容・美容業 5%

175,644 兵庫県 神戸市東灘区 ｂａｂｙｐｈｏｔｏｇｒａｐｈ サービス その他サービス 5%
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175,645 兵庫県 神戸市東灘区 ベンジャミンゴルフスタジオ 小売業 その他小売 5%

175,646 兵庫県 神戸市東灘区 宝石職人ＮＥＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

175,647 兵庫県 神戸市東灘区 宝石職人ＮＥＯ 時代屋 ＮＥＯ本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

175,648 兵庫県 神戸市東灘区 ホテルプラザ神戸 サービス 宿泊業 5%

175,649 兵庫県 神戸市東灘区 ｍａｄｒｅ サービス 理容・美容業 5%

175,650 兵庫県 神戸市東灘区 薪たま サービス 飲食業 5%

175,651 兵庫県 神戸市東灘区 マザーミーツ サービス 飲食業 5%

175,652 兵庫県 神戸市東灘区 マサモーターサイクル サービス その他サービス 5%

175,653 兵庫県 神戸市東灘区 マスト 小売業 その他小売 5%

175,654 兵庫県 神戸市東灘区 Ｍａｋｋｉｎ 小売業 衣料品 5%

175,655 兵庫県 神戸市東灘区 マツコのまつげサロン　岡本店 サービス 理容・美容業 5%

175,656 兵庫県 神戸市東灘区 まな家　岡本本店 小売業 食料品 5%

175,657 兵庫県 神戸市東灘区 マリア株式会社 小売業 衣料品 5%

175,658 兵庫県 神戸市東灘区 マルドルメ サービス 飲食業 5%

175,659 兵庫県 神戸市東灘区 御影新生堂　リブ住吉店 サービス 飲食業 5%

175,660 兵庫県 神戸市東灘区 御影スポーツ 小売業 その他小売 5%

175,661 兵庫県 神戸市東灘区 御影ラジオ 小売業 電化製品 5%

175,662 兵庫県 神戸市東灘区 ミスタードーナツJR住?ショップ サービス 飲食業 2%

175,663 兵庫県 神戸市東灘区 Ｍｒ．Ｇａｂｂｅｈ 小売業 その他小売 5%

175,664 兵庫県 神戸市東灘区 宮地商店　宮地商店 小売業 その他小売 5%

175,665 兵庫県 神戸市東灘区 ムカイ林檎店 サービス その他サービス 5%

175,666 兵庫県 神戸市東灘区 ｍｅｉｌｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

175,667 兵庫県 神戸市東灘区 メガネのイシガミLiv住吉店 サービス 飲食業 5%

175,668 兵庫県 神戸市東灘区 メガネの田中　神戸岡本店 小売業 その他小売 5%

175,669 兵庫県 神戸市東灘区 Ｍｅｒｒｙ－Ｊ 小売業 衣料品 5%

175,670 兵庫県 神戸市東灘区 ｍｅｌｅｅｐ岡本店 サービス 理容・美容業 5%

175,671 兵庫県 神戸市東灘区 麺所　水野　住吉店 サービス 飲食業 5%

175,672 兵庫県 神戸市東灘区 ＭＯＭＥＮＣＯ． 小売業 家具・調度品 5%

175,673 兵庫県 神戸市東灘区 ｍｏｄｅｒａｔｅ 小売業 衣料品 5%

175,674 兵庫県 神戸市東灘区 ＭＯＴＯＹＡＭＡ　ＢＡＳＥ サービス その他サービス 5%

175,675 兵庫県 神戸市東灘区 ＭＯＲＩＴＡ 小売業 衣料品 5%

175,676 兵庫県 神戸市東灘区 モンロワール　住吉店 小売業 食料品 5%

175,677 兵庫県 神戸市東灘区 焼肉勝っちゃん サンシャインワーフ神戸店 サービス 飲食業 5%

175,678 兵庫県 神戸市東灘区 焼肉光洋 サービス 飲食業 5%

175,679 兵庫県 神戸市東灘区 焼肉ファミリー味道園 サービス 飲食業 5%

175,680 兵庫県 神戸市東灘区 薬膳食材専門店　甜蜜蜜 小売業 食料品 5%

175,681 兵庫県 神戸市東灘区 山下モータース サービス その他サービス 5%

175,682 兵庫県 神戸市東灘区 山の手緋色舘 サービス その他サービス 5%

175,683 兵庫県 神戸市東灘区 有限会社　兵神サービス サービス その他サービス 5%

175,684 兵庫県 神戸市東灘区 ＬｅＢｏｎｈｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

175,685 兵庫県 神戸市東灘区 読売センター東灘 サービス 運輸業 5%

175,686 兵庫県 神戸市東灘区 ライフクリーナー　コープ岡本 サービス その他サービス 5%
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175,687 兵庫県 神戸市東灘区 ライフクリーナー　コープ甲南 サービス その他サービス 5%

175,688 兵庫県 神戸市東灘区 ライフクリーナー　コープ深江 サービス その他サービス 5%

175,689 兵庫県 神戸市東灘区 ライフクリーナー　シーア サービス その他サービス 5%

175,690 兵庫県 神戸市東灘区 ライフクリーナー　ダイエー甲南 サービス その他サービス 5%

175,691 兵庫県 神戸市東灘区 ライフクリーナー　ライフ本山 サービス その他サービス 5%

175,692 兵庫県 神戸市東灘区 ライフクリーナー　岡本店 サービス その他サービス 5%

175,693 兵庫県 神戸市東灘区 ライフクリーナー　ＧＣ甲南店 サービス その他サービス 5%

175,694 兵庫県 神戸市東灘区 ライフクリーナー　深江店 サービス その他サービス 5%

175,695 兵庫県 神戸市東灘区 ライフクリーナー　ライフ本山店 サービス その他サービス 5%

175,696 兵庫県 神戸市東灘区 ライフクリーナーシーア店 サービス その他サービス 5%

175,697 兵庫県 神戸市東灘区 ライフクリーナー生協甲南店 サービス その他サービス 5%

175,698 兵庫県 神戸市東灘区 ライフクリーナー六甲ＩＬ店 サービス その他サービス 5%

175,699 兵庫県 神戸市東灘区 ラクソン 小売業 家具・調度品 5%

175,700 兵庫県 神戸市東灘区 ラトリエ　ドゥ　マッサ サービス 飲食業 5%

175,701 兵庫県 神戸市東灘区 ｌｏｖｅｒｓ＆ｄｒｉｐｐｅｒｓ サービス 飲食業 5%

175,702 兵庫県 神戸市東灘区 Ｌａｂｏｒａ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

175,703 兵庫県 神戸市東灘区 Ｌｉａｎ　ｈａｉｒ　ｃｏｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

175,704 兵庫県 神戸市東灘区 Ｌｉａｎ　ｈａｉｒ　ｃｏｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

175,705 兵庫県 神戸市東灘区 リークス関西株式会社 サービス その他サービス 5%

175,706 兵庫県 神戸市東灘区 Ｒｉｃｃｏ サービス 理容・美容業 5%

175,707 兵庫県 神戸市東灘区 理容イシオカ サービス 理容・美容業 5%

175,708 兵庫県 神戸市東灘区 料理教室ＣａｎｄＣ サービス その他サービス 5%

175,709 兵庫県 神戸市東灘区 リラクゼーションゆず　リラクゼーションゆず 小売業 その他小売 5%

175,710 兵庫県 神戸市東灘区 Ｒｉｌａｓｃｉｏ サービス その他サービス 5%

175,711 兵庫県 神戸市東灘区 ＬＯＯＫ 御影クラッセ店 小売業 その他小売 5%

175,712 兵庫県 神戸市東灘区 WORLD WIDE REPUBLIC リブ住吉店 小売業 衣料品 5%

175,713 兵庫県 神戸市兵庫区 あいしん珈琲　東山店 サービス 飲食業 5%

175,714 兵庫県 神戸市兵庫区 Ａｓａｈｉ　カプセル＆サウナ サービス 宿泊業 5%

175,715 兵庫県 神戸市兵庫区 アトリエジュン 小売業 家具・調度品 5%

175,716 兵庫県 神戸市兵庫区 アルファ　兵庫支店 サービス その他サービス 5%

175,717 兵庫県 神戸市兵庫区 出光セルフ上沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,718 兵庫県 神戸市兵庫区 出光柳原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,719 兵庫県 神戸市兵庫区 芋屋 ＨＵＧ 湊川本店 サービス 飲食業 5%

175,720 兵庫県 神戸市兵庫区 インディバサロンＫＯＫＯＲＯ サービス 理容・美容業 5%

175,721 兵庫県 神戸市兵庫区 ＶＥＳＴＡ　大開通店 サービス 飲食業 5%

175,722 兵庫県 神戸市兵庫区 ウエストオーシャントレーディング株式会社 サービス その他サービス 5%

175,723 兵庫県 神戸市兵庫区 上田刀剣店 小売業 その他小売 5%

175,724 兵庫県 神戸市兵庫区 魚勝 魚勝 小売業 食料品 5%

175,725 兵庫県 神戸市兵庫区 Ａマート　東山店 小売業 その他小売 5%

175,726 兵庫県 神戸市兵庫区 エステと化粧品　フクヤ 小売業 その他小売 5%

175,727 兵庫県 神戸市兵庫区 えびす大黒新開地北店 サービス 飲食業 5%

175,728 兵庫県 神戸市兵庫区 ＨＥＭＳカンパニー 小売業 衣料品 5%
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175,729 兵庫県 神戸市兵庫区 岡本水産商業 サービス その他サービス 5%

175,730 兵庫県 神戸市兵庫区 ガーデンレストラン　風舎 サービス 飲食業 5%

175,731 兵庫県 神戸市兵庫区 カイロオフィス　神戸快癒館 サービス その他サービス 5%

175,732 兵庫県 神戸市兵庫区 カイロオフィス神戸快癒館 サービス 理容・美容業 5%

175,733 兵庫県 神戸市兵庫区 鍵のナカシマ サービス その他サービス 5%

175,734 兵庫県 神戸市兵庫区 梶　デンキ 小売業 電化製品 5%

175,735 兵庫県 神戸市兵庫区 カジュアル食堂Ａｄｏｌ サービス 飲食業 5%

175,736 兵庫県 神戸市兵庫区 がってん寿司神戸菊水店 サービス 飲食業 5%

175,737 兵庫県 神戸市兵庫区 家庭料理の店やよい サービス 飲食業 5%

175,738 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社スカイパール 小売業 貴金属・服飾品 5%

175,739 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社福住 サービス 運輸業 5%

175,740 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社ＬＩＦＥ 兵庫店 サービス その他サービス 5%

175,741 兵庫県 神戸市兵庫区 カレーハウスｃｏｃｏ壱番屋兵庫区湊川駅前店 サービス 飲食業 2%

175,742 兵庫県 神戸市兵庫区 河合塾マナビス兵庫中央校 サービス その他サービス 2%

175,743 兵庫県 神戸市兵庫区 きくや手芸ボタン店　きくや手芸店 小売業 衣料品 5%

175,744 兵庫県 神戸市兵庫区 キトキト サービス 飲食業 5%

175,745 兵庫県 神戸市兵庫区 きねまさ本舗 小売業 食料品 5%

175,746 兵庫県 神戸市兵庫区 牛角兵庫駅前店 サービス 飲食業 2%

175,747 兵庫県 神戸市兵庫区 業務スーパー　湊川店 小売業 食料品 2%

175,748 兵庫県 神戸市兵庫区 串おやじ サービス 飲食業 5%

175,749 兵庫県 神戸市兵庫区 ｃｌａｓｓｉｃｓ 小売業 その他小売 5%

175,750 兵庫県 神戸市兵庫区 ＧＬＡＳＳＹ 小売業 その他小売 5%

175,751 兵庫県 神戸市兵庫区 くわの園 小売業 食料品 5%

175,752 兵庫県 神戸市兵庫区 合名会社高田屋京店 サービス 飲食業 5%

175,753 兵庫県 神戸市兵庫区 セブン－イレブン神戸芦原通１丁目店 小売業 食料品 2%

175,754 兵庫県 神戸市兵庫区 セブン－イレブン神戸ウィングスタジアム前店 小売業 食料品 2%

175,755 兵庫県 神戸市兵庫区 セブン－イレブン神戸小河通５丁目店 小売業 食料品 2%

175,756 兵庫県 神戸市兵庫区 セブン－イレブン神戸上沢通６丁目店 小売業 食料品 2%

175,757 兵庫県 神戸市兵庫区 セブン－イレブン神戸七宮町２丁目店 小売業 食料品 2%

175,758 兵庫県 神戸市兵庫区 セブン－イレブン神戸西上橘通１丁目店 小売業 食料品 2%

175,759 兵庫県 神戸市兵庫区 セブン－イレブン神戸浜崎通店 小売業 食料品 2%

175,760 兵庫県 神戸市兵庫区 セブン－イレブン神戸御崎本町３丁目店 小売業 食料品 2%

175,761 兵庫県 神戸市兵庫区 セブン－イレブン神戸湊町４丁目店 小売業 食料品 2%

175,762 兵庫県 神戸市兵庫区 ｃｏｚｙ　ＷｉＩＩ美容室 サービス 理容・美容業 5%

175,763 兵庫県 神戸市兵庫区 ＣＯＣＯ 小売業 その他小売 5%

175,764 兵庫県 神戸市兵庫区 寿ＴＡＸＹ サービス 運輸業 5%

175,765 兵庫県 神戸市兵庫区 ３８ＳＩＬＶＥＲＷＯＲＫＳ サービス その他サービス 5%

175,766 兵庫県 神戸市兵庫区 サイクルプラザ・イレブン 小売業 その他小売 5%

175,767 兵庫県 神戸市兵庫区 櫻井 小売業 その他小売 5%

175,768 兵庫県 神戸市兵庫区 セブン－イレブンＪＲ兵庫駅前店 小売業 食料品 2%

175,769 兵庫県 神戸市兵庫区 七輪焼肉菊屋 サービス 飲食業 5%

175,770 兵庫県 神戸市兵庫区 シャイニーダックス。。 小売業 その他小売 5%
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175,771 兵庫県 神戸市兵庫区 じゃんぼ總本店　湊川公園店 サービス 飲食業 5%

175,772 兵庫県 神戸市兵庫区 ジュエリーカミネ　湊川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

175,773 兵庫県 神戸市兵庫区 ショーデン 小売業 電化製品 5%

175,774 兵庫県 神戸市兵庫区 すし おとと 小売業 食料品 5%

175,775 兵庫県 神戸市兵庫区 寿し幸 サービス 飲食業 5%

175,776 兵庫県 神戸市兵庫区 すず薬店 小売業 その他小売 5%

175,777 兵庫県 神戸市兵庫区 炭火焼肉新日本 サービス 飲食業 5%

175,778 兵庫県 神戸市兵庫区 スワンバッグ 小売業 衣料品 5%

175,779 兵庫県 神戸市兵庫区 正貫堂印房 小売業 家具・調度品 5%

175,780 兵庫県 神戸市兵庫区 セブンアーツ サービス その他サービス 5%

175,781 兵庫県 神戸市兵庫区 ダイニングｆｕｆｕｆｕ 歩歩歩  ダイニング ｆｕｆｕｆｕ ?歩歩歩? サービス 飲食業 5%

175,782 兵庫県 神戸市兵庫区 タイ料理レストラン ルアンタイ サービス 飲食業 5%

175,783 兵庫県 神戸市兵庫区 たちばな湯 サービス その他サービス 5%

175,784 兵庫県 神戸市兵庫区 谷口モータース サービス その他サービス 5%

175,785 兵庫県 神戸市兵庫区 谷水額縁店 サービス その他サービス 5%

175,786 兵庫県 神戸市兵庫区 たむちゃん サービス 飲食業 5%

175,787 兵庫県 神戸市兵庫区 つりキチ 小売業 その他小売 5%

175,788 兵庫県 神戸市兵庫区 Ｔ．ＴＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

175,789 兵庫県 神戸市兵庫区 てっぼう寿司 サービス 飲食業 5%

175,790 兵庫県 神戸市兵庫区 土井宝飾店 小売業 貴金属・服飾品 5%

175,791 兵庫県 神戸市兵庫区 トヨタカローラ兵庫本店 小売業 その他小売 5%

175,792 兵庫県 神戸市兵庫区 鶏笑　　御崎公園店 サービス 飲食業 5%

175,793 兵庫県 神戸市兵庫区 ＴＲＯＪＡＮＨＯＲＳＥ 小売業 衣料品 5%

175,794 兵庫県 神戸市兵庫区 ネッツトヨタゾナ神戸兵庫店 小売業 その他小売 5%

175,795 兵庫県 神戸市兵庫区 ＫＮＯＣＫＳＢＥＳＰＯＫＥ 小売業 衣料品 5%

175,796 兵庫県 神戸市兵庫区 パティスリィ ビスキュイ 小売業 食料品 5%

175,797 兵庫県 神戸市兵庫区 パティスリィビスキュイ サービス 飲食業 5%

175,798 兵庫県 神戸市兵庫区 パティスリーピック・ヴィット上沢 小売業 食料品 5%

175,799 兵庫県 神戸市兵庫区 浜山食品株式会社 小売業 その他小売 5%

175,800 兵庫県 神戸市兵庫区 パラトリエ 小売業 その他小売 5%

175,801 兵庫県 神戸市兵庫区 ＰＡＬＮＥＴ　神鉄ビル店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

175,802 兵庫県 神戸市兵庫区 東山水族館 小売業 その他小売 5%

175,803 兵庫県 神戸市兵庫区 東山米穀　東山米穀　東山店 小売業 食料品 5%

175,804 兵庫県 神戸市兵庫区 ビ ナイス ヘアードレッシング サービス 理容・美容業 5%

175,805 兵庫県 神戸市兵庫区 ひまわり　ひまわり 小売業 食料品 5%

175,806 兵庫県 神戸市兵庫区 ひまわり化粧品店 小売業 その他小売 5%

175,807 兵庫県 神戸市兵庫区 ＢｅａｕｔｙｓａｌｏｎＫ サービス 理容・美容業 5%

175,808 兵庫県 神戸市兵庫区 ＢＥＡＵＴＹＨＯＵＳＥしすたあ サービス 理容・美容業 5%

175,809 兵庫県 神戸市兵庫区 兵庫サンヨー商会 サービス その他サービス 5%

175,810 兵庫県 神戸市兵庫区 兵庫みなと動物病院 サービス その他サービス 5%

175,811 兵庫県 神戸市兵庫区 ＢＯＵＬＡＮＧＥＲＩＥサナガワ サービス 飲食業 5%

175,812 兵庫県 神戸市兵庫区 ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅｒｅｃｏｌｔｅ サービス 飲食業 5%
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175,813 兵庫県 神戸市兵庫区 ｆｌｅｕｒｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

175,814 兵庫県 神戸市兵庫区 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｅｍｕｓ　ヤスユキの店 サービス 理容・美容業 5%

175,815 兵庫県 神戸市兵庫区 ＨＡＩＲＭＡＫＥＨＩＭＡＷＡＲＩ サービス 理容・美容業 5%

175,816 兵庫県 神戸市兵庫区 ヘアサロンボンシャンヌ サービス 理容・美容業 5%

175,817 兵庫県 神戸市兵庫区 ベストタクシー サービス 運輸業 5%

175,818 兵庫県 神戸市兵庫区 ホシノ不動産株式会社 サービス その他サービス 5%

175,819 兵庫県 神戸市兵庫区 ホルモンかんてき サービス 飲食業 5%

175,820 兵庫県 神戸市兵庫区 甲南防災株式会社 サービス その他サービス 5%

175,821 兵庫県 神戸市兵庫区 マイピタ 小売業 衣料品 5%

175,822 兵庫県 神戸市兵庫区 丸萬 サービス 飲食業 5%

175,823 兵庫県 神戸市兵庫区 ＭＳ倶楽部イナオカ 小売業 電化製品 5%

175,824 兵庫県 神戸市兵庫区 ｍｒ．ｋａｎｓｏ兵庫駅前店 サービス 飲食業 5%

175,825 兵庫県 神戸市兵庫区 ミナトガワラヂヲ 小売業 衣料品 5%

175,826 兵庫県 神戸市兵庫区 ミナトガワラヂヲ 小売業 衣料品 5%

175,827 兵庫県 神戸市兵庫区 ミナトガワラヂヲ　ｆａｃｔｏｒｙ 小売業 衣料品 5%

175,828 兵庫県 神戸市兵庫区 湊川和バル ナホトミー サービス 飲食業 5%

175,829 兵庫県 神戸市兵庫区 湊山温泉 サービス その他サービス 5%

175,830 兵庫県 神戸市兵庫区 ３８ ＳＩＬＶＥＲ ＷＯＲＫＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

175,831 兵庫県 神戸市兵庫区 ミヤノハンドメイドベーカリー 小売業 食料品 5%

175,832 兵庫県 神戸市兵庫区 メガネサロン　アイル 小売業 その他小売 5%

175,833 兵庫県 神戸市兵庫区 焼肉 月光 サービス 飲食業 5%

175,834 兵庫県 神戸市兵庫区 やきにくふくちゃん サービス 飲食業 5%

175,835 兵庫県 神戸市兵庫区 やすまる サービス 飲食業 5%

175,836 兵庫県 神戸市兵庫区 ヤンヤンヤン 小売業 衣料品 5%

175,837 兵庫県 神戸市兵庫区 有限会社田村金魚池 小売業 その他小売 5%

175,838 兵庫県 神戸市兵庫区 洋食の赤ちゃん兵庫南 サービス 飲食業 5%

175,839 兵庫県 神戸市兵庫区 洋風料理＆ｃａｆｅ光苑 サービス 飲食業 5%

175,840 兵庫県 神戸市兵庫区 ランドロマット サービス その他サービス 5%

175,841 兵庫県 神戸市兵庫区 リペアショップ神戸魔法堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

175,842 兵庫県 神戸市兵庫区 ループ サービス その他サービス 5%

175,843 兵庫県 神戸市兵庫区 ＹＰモーターサイクル サービス その他サービス 5%

175,844 兵庫県 神戸市兵庫区 和の館 小売業 衣料品 5%

175,845 兵庫県 佐用町 赤松酒店　地酒のＤＯＮ 小売業 食料品 5%

175,846 兵庫県 佐用町 カットハウス　ノムラ サービス 理容・美容業 5%

175,847 兵庫県 佐用町 上月ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,848 兵庫県 佐用町 ゴダイドラッグ佐用店 小売業 その他小売 5%

175,849 兵庫県 佐用町 コバコＷｏｒｋ＆Ｃａｍｐ サービス その他サービス 5%

175,850 兵庫県 佐用町 ジミーハウス 小売業 衣料品 5%

175,851 兵庫県 佐用町 スエヒロデンキ 小売業 電化製品 5%

175,852 兵庫県 佐用町 合同会社デジコ サービス その他サービス 5%

175,853 兵庫県 佐用町 でんきはうすジョイ・アップ 小売業 電化製品 5%

175,854 兵庫県 佐用町 天元石油店　天元石油　　佐用ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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175,855 兵庫県 佐用町 中井電器 小売業 電化製品 5%

175,856 兵庫県 佐用町 肉の兵庫屋 小売業 食料品 5%

175,857 兵庫県 佐用町 福祉タクシーあやとり　佐用営業所 サービス 運輸業 5%

175,858 兵庫県 佐用町 プチマルシェ徳久店 小売業 食料品 5%

175,859 兵庫県 佐用町 ミュージアムショップトウィンクル 小売業 その他小売 5%

175,860 兵庫県 佐用町 有限会社佐用ホンダ販売 小売業 その他小売 5%

175,861 兵庫県 三田市 アイコンタクト 小売業 その他小売 5%

175,862 兵庫県 三田市 あずさ珈琲　三田けやき台店 サービス 飲食業 5%

175,863 兵庫県 三田市 アスリフィット サービス その他サービス 5%

175,864 兵庫県 三田市 アトリエＭＩＴＡＮＩ 小売業 その他小売 5%

175,865 兵庫県 三田市 Ａｐｓｅｅ　三田駅前店 サービス 理容・美容業 5%

175,866 兵庫県 三田市 Ａｐｓｅｅ　南が丘本店 サービス 理容・美容業 5%

175,867 兵庫県 三田市 あみだ堂まんだらや仏具店　三田店 小売業 家具・調度品 5%

175,868 兵庫県 三田市 ａｌａｎａｌａｎｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

175,869 兵庫県 三田市 有馬カンツリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

175,870 兵庫県 三田市 アングラーズ　三田店 小売業 その他小売 5%

175,871 兵庫県 三田市 サンパル石名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,872 兵庫県 三田市 一代目　山屋 サービス 飲食業 5%

175,873 兵庫県 三田市 出光城山公園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,874 兵庫県 三田市 出光長坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,875 兵庫県 三田市 ＩＮＯＲＩ 小売業 衣料品 5%

175,876 兵庫県 三田市 いろり燻 サービス 飲食業 5%

175,877 兵庫県 三田市 ヴィテス　オン　ボディーズ　エステサロン サービス 理容・美容業 5%

175,878 兵庫県 三田市 宇佐美三田西インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,879 兵庫県 三田市 ウチダオートセンター サービス その他サービス 5%

175,880 兵庫県 三田市 ウッディタウン動物病院 サービス その他サービス 5%

175,881 兵庫県 三田市 うわのそら 小売業 その他小売 5%

175,882 兵庫県 三田市 駅前倉庫 サービス 飲食業 5%

175,883 兵庫県 三田市 ｅｃｉａ サービス 理容・美容業 5%

175,884 兵庫県 三田市 ＳーＨＯＵＳＥ サービス 理容・美容業 5%

175,885 兵庫県 三田市 岡尾自動車 サービス その他サービス 5%

175,886 兵庫県 三田市 岡村酒造店 小売業 食料品 5%

175,887 兵庫県 三田市 オクショウ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

175,888 兵庫県 三田市 音羽鮨　三田出前センター サービス 飲食業 5%

175,889 兵庫県 三田市 オリーブハウス三田店 オリーブハウス三田店 小売業 その他小売 5%

175,890 兵庫県 三田市 ｏｒｉｇｉｎ サービス その他サービス 5%

175,891 兵庫県 三田市 海鮮酒酒房魚の介 サービス 飲食業 5%

175,892 兵庫県 三田市 貝と日本酒　貝男　シェルマン サービス 飲食業 5%

175,893 兵庫県 三田市 ＫＡＥＤＥ サービス 飲食業 5%

175,894 兵庫県 三田市 かごの屋三田ウッディタウン店 サービス 飲食業 5%

175,895 兵庫県 三田市 かさやイチゴ園 サービス その他サービス 5%

175,896 兵庫県 三田市 カット王国ハイ サービス 理容・美容業 5%
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175,897 兵庫県 三田市 カット王国ハイ サービス 理容・美容業 5%

175,898 兵庫県 三田市 カットとヘナの家 サービス 理容・美容業 5%

175,899 兵庫県 三田市 Ｃａｆｆｅ　ＳＴＥＬＬＡ サービス 飲食業 5%

175,900 兵庫県 三田市 株式会社かじ原 小売業 電化製品 5%

175,901 兵庫県 三田市 株式会社はやし　はやし サービス 飲食業 5%

175,902 兵庫県 三田市 株式会社マエナカスポーツ 小売業 その他小売 5%

175,903 兵庫県 三田市 川越 サービス 運輸業 5%

175,904 兵庫県 三田市 ＫＡＭＰＯペンギン堂　ＫＡＭＰＯペンギン堂 小売業 その他小売 5%

175,905 兵庫県 三田市 ＫＡＭＰＯペンギン堂 小売業 その他小売 5%

175,906 兵庫県 三田市 ＫｅｙＬａｒｇｏ Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

175,907 兵庫県 三田市 Ｋｉ：Ｋｉ工房 サービス その他サービス 5%

175,908 兵庫県 三田市 貴志商店 小売業 電化製品 5%

175,909 兵庫県 三田市 ＫＩＭＯＮＯ－ＫＡＮ　三國屋 小売業 衣料品 5%

175,910 兵庫県 三田市 業務スーパー三田けやき台店 小売業 食料品 2%

175,911 兵庫県 三田市 業務スーパー三田中央店 小売業 食料品 2%

175,912 兵庫県 三田市 嬉らく人 サービス 飲食業 5%

175,913 兵庫県 三田市 国太郎 サービス 飲食業 5%

175,914 兵庫県 三田市 クルトン　クルトン 小売業 食料品 5%

175,915 兵庫県 三田市 アスリフィット サービス その他サービス 5%

175,916 兵庫県 三田市 神戸新聞三田販売所 小売業 その他小売 5%

175,917 兵庫県 三田市 工房昇楽 小売業 家具・調度品 5%

175,918 兵庫県 三田市 こにし家 サービス 飲食業 5%

175,919 兵庫県 三田市 サカモトヘアー サービス 理容・美容業 5%

175,920 兵庫県 三田市 サキナビューティーラウンジ三田 小売業 その他小売 5%

175,921 兵庫県 三田市 サムギョプサル＆一品料理　りょうま サービス 飲食業 5%

175,922 兵庫県 三田市 ＳＡＲＡＪＵ 三田店 サービス 理容・美容業 5%

175,923 兵庫県 三田市 サロン・ド・エタニティ 小売業 衣料品 5%

175,924 兵庫県 三田市 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｐｒｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

175,925 兵庫県 三田市 三牛志藍屋 サービス 飲食業 5%

175,926 兵庫県 三田市 セブン－イレブン三田加茂店 小売業 食料品 2%

175,927 兵庫県 三田市 セブン－イレブン三田けやき台店 小売業 食料品 2%

175,928 兵庫県 三田市 三田サミットホテル サービス 宿泊業 5%

175,929 兵庫県 三田市 セブン－イレブン三田下井沢店 小売業 食料品 2%

175,930 兵庫県 三田市 三田西インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,931 兵庫県 三田市 セブン－イレブン三田西山２丁目店 小売業 食料品 2%

175,932 兵庫県 三田市 セブン－イレブン三田東本庄店 小売業 食料品 2%

175,933 兵庫県 三田市 三田フラワータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,934 兵庫県 三田市 三田ホテルマネジメント株式会社 サービス 宿泊業 5%

175,935 兵庫県 三田市 セブン－イレブン三田三輪３丁目店 小売業 食料品 2%

175,936 兵庫県 三田市 三田屋本店　やすらぎの郷　売店 小売業 食料品 5%

175,937 兵庫県 三田市 三田屋本店　やすらぎの郷　レストラン サービス 飲食業 5%

175,938 兵庫県 三田市 三田レークサイドカントリークラブ サービス その他サービス 5%
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175,939 兵庫県 三田市 三田レークサイドカントリークラブ サービス その他サービス 5%

175,940 兵庫県 三田市 三田ローズガーデン 小売業 衣料品 5%

175,941 兵庫県 三田市 サント・アン 小売業 食料品 5%

175,942 兵庫県 三田市 しい茸ランドかさや サービス その他サービス 5%

175,943 兵庫県 三田市 ジパング三田南ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

175,944 兵庫県 三田市 島田モータース サービス その他サービス 5%

175,945 兵庫県 三田市 酒楽スタンドにこいち サービス 飲食業 5%

175,946 兵庫県 三田市 新三田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,947 兵庫県 三田市 スーパーマーケットＮＩＳＨＩＹＡＭＡ　三田フラワータウン店 小売業 食料品 5%

175,948 兵庫県 三田市 鮨・季節料理　やわらぎ サービス 飲食業 5%

175,949 兵庫県 三田市 炭火豚モツ焼　もつ吉 サービス 飲食業 5%

175,950 兵庫県 三田市 セサミ三田店 小売業 その他小売 5%

175,951 兵庫県 三田市 セルフ三田 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,952 兵庫県 三田市 創作串揚げくしん サービス 飲食業 5%

175,953 兵庫県 三田市 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｓｕｎ サービス 飲食業 5%

175,954 兵庫県 三田市 台湾風居酒屋華吉 サービス 飲食業 5%

175,955 兵庫県 三田市 たから弥　三田店 小売業 衣料品 5%

175,956 兵庫県 三田市 丹文窯 サービス その他サービス 5%

175,957 兵庫県 三田市 丹文窯　（丹波焼） 小売業 その他小売 5%

175,958 兵庫県 三田市 千鳥屋宗家　三田店 サービス 飲食業 5%

175,959 兵庫県 三田市 手島英則 サービス その他サービス 5%

175,960 兵庫県 三田市 ＴＥＰＰＡＮ　ＦＩＮＧＥＲ サービス 飲食業 5%

175,961 兵庫県 三田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ三田ウッディタウン店 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,962 兵庫県 三田市 トヨタ部品兵庫共販三田店 サービス その他サービス 5%

175,963 兵庫県 三田市 ドラッグナガタ 小売業 その他小売 5%

175,964 兵庫県 三田市 内藤屋 サービス その他サービス 5%

175,965 兵庫県 三田市 長坂モータース サービス その他サービス 5%

175,966 兵庫県 三田市 肉ＮＩＫＵ２９バール肉男 サービス 飲食業 5%

175,967 兵庫県 三田市 肉のマルセ 小売業 食料品 5%

175,968 兵庫県 三田市 にしら米穀店 小売業 食料品 5%

175,969 兵庫県 三田市 にしら米穀店つつじが丘店 小売業 食料品 5%

175,970 兵庫県 三田市 ニッセンシェイプファンデサロンドクロス 小売業 衣料品 5%

175,971 兵庫県 三田市 ニュー三田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,972 兵庫県 三田市 おそうじ代行 サービス その他サービス 5%

175,973 兵庫県 三田市 Ｂｕｚｚ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

175,974 兵庫県 三田市 パンの店ブルーベル 小売業 食料品 5%

175,975 兵庫県 三田市 ｒｅｃｅｔｔｅ サービス 飲食業 5%

175,976 兵庫県 三田市 ＢＩＳＴＲＯ　ＦＵＮ　Ｄ　ＴＡＢＬＥ サービス 飲食業 5%

175,977 兵庫県 三田市 ＰｉｚｚｅｒｉａＥＮ サービス 飲食業 5%

175,978 兵庫県 三田市 ＶＩＶＡ骨盤整体院　三田院 サービス その他サービス 5%

175,979 兵庫県 三田市 ｖｉｐｉｔ サービス 理容・美容業 5%

175,980 兵庫県 三田市 兵庫トヨタ自動車三田店 小売業 その他小売 5%
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175,981 兵庫県 三田市 ノブヘアー サービス 理容・美容業 5%

175,982 兵庫県 三田市 美容室プロフェッショナル サービス 理容・美容業 5%

175,983 兵庫県 三田市 平瀬楽器 三田センター イベント用 小売業 その他小売 5%

175,984 兵庫県 三田市 平瀬楽器 藤原台センター イベント用 小売業 その他小売 5%

175,985 兵庫県 三田市 広野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

175,986 兵庫県 三田市 ＦＩＮＥＳＴＹＬＥ サービス 理容・美容業 5%

175,987 兵庫県 三田市 フィッツミー三田フローラ８８店 サービス その他サービス 5%

175,988 兵庫県 三田市 ブティック　ノワール　フラワータウン店 小売業 衣料品 5%

175,989 兵庫県 三田市 Ｈａｉｒ＇ｓｃｕｒａｒ サービス 理容・美容業 5%

175,990 兵庫県 三田市 Ｈａｉｒ　ｓ　Ｃｕｒａｒ　Ｈａｉｒ　ｓ　Ｃｕｒａｒ サービス 理容・美容業 5%

175,991 兵庫県 三田市 ヘアースタジオ　ｅｄｇｅ　新三田店 サービス 理容・美容業 5%

175,992 兵庫県 三田市 Ｈａｉｒ　ｐｏｃｋｅｔ　ｃｉａｏ サービス 理容・美容業 5%

175,993 兵庫県 三田市 ヘアサロンハル三田ウッディタウン店 サービス 理容・美容業 5%

175,994 兵庫県 三田市 北摂家電 小売業 電化製品 5%

175,995 兵庫県 三田市 ホテルメルクス サービス 宿泊業 5%

175,996 兵庫県 三田市 本田薬局 小売業 その他小売 5%

175,997 兵庫県 三田市 マクドナルドイオン三田ウッディタウン店 サービス 飲食業 2%

175,998 兵庫県 三田市 マクドナルド三田店 サービス 飲食業 2%

175,999 兵庫県 三田市 マクドナルド三田フラワータウン店 サービス 飲食業 2%

176,000 兵庫県 三田市 ＭｏｔｈｅｒＬｅａｆ サービス 理容・美容業 5%

176,001 兵庫県 三田市 Ｍａｒｕ’ｓ　Ｃｏｆｆｅｅ 小売業 食料品 5%

176,002 兵庫県 三田市 みどりモータース三田店 サービス その他サービス 5%

176,003 兵庫県 三田市 ＭＥＮ”ＳＣＬＵＢ サービス 理容・美容業 5%

176,004 兵庫県 三田市 ＭＯＴＯＳＨＯＰＶｉＴｅ 小売業 その他小売 5%

176,005 兵庫県 三田市 モリナカ　三田店 小売業 食料品 5%

176,006 兵庫県 三田市 焼肉まるゆう サービス 飲食業 5%

176,007 兵庫県 三田市 ＹＯＳＡＰＡＲＫｔａｒａｐｉ サービス 理容・美容業 5%

176,008 兵庫県 三田市 吉本商店 小売業 その他小売 5%

176,009 兵庫県 三田市 ＬＵＸＢＥＥＬＭＯ サービス 理容・美容業 5%

176,010 兵庫県 三田市 ＬＵＸＢＥＤＯＧ サービス 理容・美容業 5%

176,011 兵庫県 三田市 Ｌｉａｎ サービス 理容・美容業 5%

176,012 兵庫県 三田市 Ｌｙｄｉａ 小売業 衣料品 5%

176,013 兵庫県 三田市 ｌｉｔｔｌｅｓｔｏｒｙ～ｉｎｓｅｃｔｃａｆｅ～ 小売業 その他小売 5%

176,014 兵庫県 三田市 ＬＵＫＡＨＩ サービス 理容・美容業 5%

176,015 兵庫県 三田市 Ｌｕｌｕ サービス その他サービス 5%

176,016 兵庫県 三田市 平瀬楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

176,017 兵庫県 三田市 レコードショップ　ひらせ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

176,018 兵庫県 三田市 ＲＥＸ ＬＯＲＥ サービス 理容・美容業 5%

176,019 兵庫県 三田市 わくわくハウス　オーギノ 小売業 電化製品 5%

176,020 兵庫県 三田市 ワッツ三田ウッディタウンイオン店 小売業 その他小売 5%

176,021 兵庫県 三田市 アデュール アデュール サービス 理容・美容業 5%

176,022 兵庫県 宍粟市 あがた薬局　船元店 小売業 その他小売 5%
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176,023 兵庫県 宍粟市 あがた薬局　船元店 小売業 その他小売 5%

176,024 兵庫県 宍粟市 アクト サービス その他サービス 5%

176,025 兵庫県 宍粟市 伊沢の里 サービス 宿泊業 5%

176,026 兵庫県 宍粟市 一宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,027 兵庫県 宍粟市 上畑自動車商会 サービス その他サービス 5%

176,028 兵庫県 宍粟市 うまいもん横丁　山崎店 サービス 飲食業 5%

176,029 兵庫県 宍粟市 贈物広場セノヲ山崎店 小売業 その他小売 5%

176,030 兵庫県 宍粟市 葛根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,031 兵庫県 宍粟市 株式会社タケデン 小売業 電化製品 5%

176,032 兵庫県 宍粟市 カワベ山崎店 小売業 食料品 5%

176,033 兵庫県 宍粟市 岸本サービス サービス その他サービス 5%

176,034 兵庫県 宍粟市 きもの　とくさや 小売業 衣料品 5%

176,035 兵庫県 宍粟市 きもの京山　きもの京山山崎店 小売業 衣料品 5%

176,036 兵庫県 宍粟市 共栄綜合自動車工業 サービス その他サービス 5%

176,037 兵庫県 宍粟市 暮らしの衣料ウエダ 小売業 衣料品 5%

176,038 兵庫県 宍粟市 ゴダイドラッグ山崎店 小売業 その他小売 5%

176,039 兵庫県 宍粟市 ゴダイドラッグ山崎西店 小売業 その他小売 5%

176,040 兵庫県 宍粟市 ゴダイドラッグ山崎南店 小売業 その他小売 5%

176,041 兵庫県 宍粟市 サロン優凜 小売業 衣料品 5%

176,042 兵庫県 宍粟市 セブン－イレブン宍粟山崎町船元店 小売業 食料品 2%

176,043 兵庫県 宍粟市 Ｓｃｈｒａｎｋ 小売業 家具・調度品 5%

176,044 兵庫県 宍粟市 昭和自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

176,045 兵庫県 宍粟市 寝装・寝具　こばやし 小売業 その他小売 5%

176,046 兵庫県 宍粟市 大松建設 サービス その他サービス 5%

176,047 兵庫県 宍粟市 楽しむドッグサロン　ａｓｉｏｔｏ サービス その他サービス 5%

176,048 兵庫県 宍粟市 チクモグループ サービス その他サービス 5%

176,049 兵庫県 宍粟市 蔦沢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,050 兵庫県 宍粟市 Ｄ－ＪＫ 小売業 その他小売 5%

176,051 兵庫県 宍粟市 テレマン楽器 小売業 その他小売 5%

176,052 兵庫県 宍粟市 でんきの白鷺チェーン　スガサキ 小売業 電化製品 5%

176,053 兵庫県 宍粟市 陶楽窯 サービス その他サービス 5%

176,054 兵庫県 宍粟市 ナンバホームセンター　山崎店 小売業 家具・調度品 5%

176,055 兵庫県 宍粟市 ナンバ　山崎店 小売業 その他小売 5%

176,056 兵庫県 宍粟市 ニュー山崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,057 兵庫県 宍粟市 波賀 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,058 兵庫県 宍粟市 リマックスライフエンジョイ有限会社ぱそこん応援隊 小売業 電化製品 5%

176,059 兵庫県 宍粟市 播磨一宮 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,060 兵庫県 宍粟市 フミヤ　山崎サキランド店 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,061 兵庫県 宍粟市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｒｏｃｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

176,062 兵庫県 宍粟市 ホテル日新会館 サービス 宿泊業 5%

176,063 兵庫県 宍粟市 マイセルフ　山崎店 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,064 兵庫県 宍粟市 マクドナルド山崎店 サービス 飲食業 2%
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176,065 兵庫県 宍粟市 ミートショップみうら 小売業 食料品 5%

176,066 兵庫県 宍粟市 ミキモクショールーム 小売業 家具・調度品 5%

176,067 兵庫県 宍粟市 みさ美容室 サービス 理容・美容業 5%

176,068 兵庫県 宍粟市 皆様の店カタヤマ 小売業 衣料品 5%

176,069 兵庫県 宍粟市 ヤマトサービス サービス その他サービス 5%

176,070 兵庫県 宍粟市 有限会社　森下自動車工業 サービス その他サービス 5%

176,071 兵庫県 宍粟市 Ｌｕｃｋｙ　Ｃｈａｒｍｓ　Ｌｕｃｋｙ　Ｃｈａｒｍｓ 小売業 その他小売 5%

176,072 兵庫県 新温泉町 アイガモの谷口 小売業 食料品 5%

176,073 兵庫県 新温泉町 朝野家 サービス 宿泊業 5%

176,074 兵庫県 新温泉町 朝野家／Ｊ＆Ｊギフト サービス その他サービス 5%

176,075 兵庫県 新温泉町 出光温泉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,076 兵庫県 新温泉町 出光セルフ浜坂東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,077 兵庫県 新温泉町 出光ニュー温泉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,078 兵庫県 新温泉町 出光ニュー浜坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,079 兵庫県 新温泉町 出光浜坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,080 兵庫県 新温泉町 井上自動車整備株式会社 サービス その他サービス 5%

176,081 兵庫県 新温泉町 うつのＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,082 兵庫県 新温泉町 海べのおやど　丸文 サービス 宿泊業 5%

176,083 兵庫県 新温泉町 川戸自動車工業株式会社　湯村店 小売業 その他小売 5%

176,084 兵庫県 新温泉町 ギフトのタニタ 小売業 その他小売 5%

176,085 兵庫県 新温泉町 ゴダイドラッグ浜坂店 小売業 その他小売 5%

176,086 兵庫県 新温泉町 ゴダイドラッグ湯村店 小売業 その他小売 5%

176,087 兵庫県 新温泉町 山陰湯村温泉　湧泉の宿　ゆあむ サービス 宿泊業 5%

176,088 兵庫県 新温泉町 三晃モータース サービス その他サービス 5%

176,089 兵庫県 新温泉町 三晃モータース サービス その他サービス 5%

176,090 兵庫県 新温泉町 三和カードック　コバック浜坂店 サービス その他サービス 5%

176,091 兵庫県 新温泉町 ＪＡたじま　温泉営農生活センター 小売業 その他小売 5%

176,092 兵庫県 新温泉町 ＪＡたじま　温泉肉の店 小売業 食料品 5%

176,093 兵庫県 新温泉町 ＪＡたじま　浜坂営農生活センター 小売業 その他小売 5%

176,094 兵庫県 新温泉町 ジャンボ西村 小売業 電化製品 5%

176,095 兵庫県 新温泉町 澄風荘 サービス その他サービス 5%

176,096 兵庫県 新温泉町 澄風荘 サービス 宿泊業 5%

176,097 兵庫県 新温泉町 高垣自転車店 小売業 その他小売 5%

176,098 兵庫県 新温泉町 とみや旅館 サービス 宿泊業 5%

176,099 兵庫県 新温泉町 ニューとみや サービス 宿泊業 5%

176,100 兵庫県 新温泉町 はまさかＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,101 兵庫県 新温泉町 美容室ロダン サービス 理容・美容業 5%

176,102 兵庫県 新温泉町 フレッシュバザール浜坂店 小売業 食料品 5%

176,103 兵庫県 新温泉町 別館カワナツ サービス 宿泊業 5%

176,104 兵庫県 新温泉町 本社直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,105 兵庫県 新温泉町 松元商店 小売業 食料品 5%

176,106 兵庫県 新温泉町 ㈱マル海渡辺水産 小売業 その他小売 5%
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176,107 兵庫県 新温泉町 ＭＥＲＣＩ　ＣＡＭＰＡ 小売業 衣料品 5%

176,108 兵庫県 新温泉町 森田呉服店　森田呉服店 小売業 衣料品 5%

176,109 兵庫県 新温泉町 山長商店 小売業 食料品 5%

176,110 兵庫県 新温泉町 山米鮮魚 小売業 食料品 5%

176,111 兵庫県 新温泉町 有限会社ニシムラパワーズ 小売業 その他小売 5%

176,112 兵庫県 新温泉町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ湯村温泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,113 兵庫県 新温泉町 湯村温泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,114 兵庫県 新温泉町 ゆめ春来 サービス 宿泊業 5%

176,115 兵庫県 新温泉町 米寅商店 小売業 食料品 5%

176,116 兵庫県 洲本市 Ａｄｅａｌ＆Ｓｋ－ｉｍ サービス その他サービス 5%

176,117 兵庫県 洲本市 淡路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,118 兵庫県 洲本市 淡路島観光ホテル サービス 宿泊業 5%

176,119 兵庫県 洲本市 淡路島洲本温泉　海月館 サービス 宿泊業 5%

176,120 兵庫県 洲本市 淡路島パームハウス サービス 宿泊業 5%

176,121 兵庫県 洲本市 淡路広石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,122 兵庫県 洲本市 あわじん サービス 飲食業 5%

176,123 兵庫県 洲本市 あわすまいる スマホ堂淡路 洲本店 小売業 その他小売 5%

176,124 兵庫県 洲本市 出海仏具店 小売業 家具・調度品 5%

176,125 兵庫県 洲本市 いせや写真館 小売業 その他小売 5%

176,126 兵庫県 洲本市 いたりあ亭 いたりあ亭 サービス 飲食業 5%

176,127 兵庫県 洲本市 ｉｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

176,128 兵庫県 洲本市 出光洲本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,129 兵庫県 洲本市 出光都志ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,130 兵庫県 洲本市 癒しのサロンこきゅう サービス 理容・美容業 5%

176,131 兵庫県 洲本市 インテリア田村 サービス その他サービス 5%

176,132 兵庫県 洲本市 魚里電機商会 小売業 電化製品 5%

176,133 兵庫県 洲本市 海のホテル　島花 サービス 宿泊業 5%

176,134 兵庫県 洲本市 英国ニット専門店にいみ 小売業 衣料品 5%

176,135 兵庫県 洲本市 えぇとこどり　洲本下加茂店 サービス 飲食業 5%

176,136 兵庫県 洲本市 ＦＢＩ　ＡＷＡＪＩ サービス その他サービス 5%

176,137 兵庫県 洲本市 エムドゥ サービス 理容・美容業 5%

176,138 兵庫県 洲本市 圓 サービス 飲食業 5%

176,139 兵庫県 洲本市 太田化粧品店 小売業 その他小売 5%

176,140 兵庫県 洲本市 オクノ電機 小売業 電化製品 5%

176,141 兵庫県 洲本市 お宝家洲本店 サービス その他サービス 5%

176,142 兵庫県 洲本市 オリンピア 小売業 衣料品 5%

176,143 兵庫県 洲本市 海月館 サービス 宿泊業 5%

176,144 兵庫県 洲本市 かき氷専門店 紺屋 サービス 飲食業 5%

176,145 兵庫県 洲本市 カーステーション上田 サービス その他サービス 5%

176,146 兵庫県 洲本市 かつ富士洲本店 サービス 飲食業 5%

176,147 兵庫県 洲本市 かつ富士洲本店 サービス 飲食業 5%

176,148 兵庫県 洲本市 株式会社戸田薬局 小売業 その他小売 5%
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176,149 兵庫県 洲本市 カモ珈琲 サービス 飲食業 5%

176,150 兵庫県 洲本市 ｃａｒｒａｔ　　　　　ｃａｒｒａｔ 小売業 その他小売 5%

176,151 兵庫県 洲本市 観光料理旅館　やしま サービス 宿泊業 5%

176,152 兵庫県 洲本市 韓国料理ナム サービス 飲食業 5%

176,153 兵庫県 洲本市 喫茶ビエン サービス 飲食業 5%

176,154 兵庫県 洲本市 気ままな洋食屋さん　Ｌｅ　ｃｈａｔ　ｎｏｉｒ サービス 飲食業 5%

176,155 兵庫県 洲本市 株式会社キャンサス 小売業 衣料品 5%

176,156 兵庫県 洲本市 キャンサス　Ｋ’ｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

176,157 兵庫県 洲本市 牛福洲本店 サービス 飲食業 5%

176,158 兵庫県 洲本市 共栄商事　河原結納 小売業 その他小売 5%

176,159 兵庫県 洲本市 金たろう洲本店 サービス 飲食業 5%

176,160 兵庫県 洲本市 金たろう洲本店 サービス 飲食業 5%

176,161 兵庫県 洲本市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵイオン洲本店 小売業 その他小売 5%

176,162 兵庫県 洲本市 コーヒー＆ベイクスタンドペガサス サービス 飲食業 5%

176,163 兵庫県 洲本市 ＣＯＴＹＡＮＤＳＴＹＬＥ 小売業 衣料品 5%

176,164 兵庫県 洲本市 コモリデンキ 小売業 電化製品 5%

176,165 兵庫県 洲本市 ｃｏｎ　ｃｏｎ　唐草 小売業 衣料品 5%

176,166 兵庫県 洲本市 Ｔｈｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　ｂｕｏｎｏｂｕｏｎｏ サービス 飲食業 5%

176,167 兵庫県 洲本市 サエラ サービス 理容・美容業 5%

176,168 兵庫県 洲本市 ＳＡＫＡＩＹＡ 小売業 衣料品 5%

176,169 兵庫県 洲本市 坂本文昌堂本店 小売業 その他小売 5%

176,170 兵庫県 洲本市 ザ・サンプラザ サービス 宿泊業 5%

176,171 兵庫県 洲本市 サラダ館下加茂店 下加茂店 小売業 その他小売 2%

176,172 兵庫県 洲本市 サラダ館下加茂店 小売業 その他小売 2%

176,173 兵庫県 洲本市 サンジップ 小売業 衣料品 5%

176,174 兵庫県 洲本市 三代目かツ泉イオン洲本店前アルチザン店 サービス 飲食業 5%

176,175 兵庫県 洲本市 サンプライズ洲本 サービス その他サービス 5%

176,176 兵庫県 洲本市 サンライズ鮎原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,177 兵庫県 洲本市 サンライズ下加茂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,178 兵庫県 洲本市 四季の料理　竹一 サービス 飲食業 5%

176,179 兵庫県 洲本市 シティー海月 サービス 宿泊業 5%

176,180 兵庫県 洲本市 シティー海月 サービス 宿泊業 5%

176,181 兵庫県 洲本市 島海月 サービス 宿泊業 5%

176,182 兵庫県 洲本市 ＪＥＷＥＬＲＹ　ＷＩＴＴＹ 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,183 兵庫県 洲本市 ジュエリスタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,184 兵庫県 洲本市 真異端流カレーるつぼや サービス その他サービス 5%

176,185 兵庫県 洲本市 有限会社新東 小売業 家具・調度品 5%

176,186 兵庫県 洲本市 しんむら店　イダカ 小売業 その他小売 5%

176,187 兵庫県 洲本市 スマホ堂淡路・洲本店 小売業 電化製品 5%

176,188 兵庫県 洲本市 洲本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,189 兵庫県 洲本市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ洲本インタ－店 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,190 兵庫県 洲本市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ洲本駅前店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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176,191 兵庫県 洲本市 セブン－イレブン洲本小路谷店 小売業 食料品 2%

176,192 兵庫県 洲本市 洲本海岸通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,193 兵庫県 洲本市 セブン－イレブン洲本下加茂店 小売業 食料品 2%

176,194 兵庫県 洲本市 瀬尾商店　シューズショップ　セオ 小売業 その他小売 5%

176,195 兵庫県 洲本市 ダイニングスペース ベルデ サービス 飲食業 5%

176,196 兵庫県 洲本市 立花動物病院 サービス その他サービス 5%

176,197 兵庫県 洲本市 ツキヤ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,198 兵庫県 洲本市 出口商店 小売業 その他小売 5%

176,199 兵庫県 洲本市 ドイツワイン葡萄坂 サービス 飲食業 5%

176,200 兵庫県 洲本市 トミモト楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

176,201 兵庫県 洲本市 中西呉服店 小売業 衣料品 5%

176,202 兵庫県 洲本市 中野砂糖店 小売業 その他小売 5%

176,203 兵庫県 洲本市 渚の荘　花季 サービス 宿泊業 5%

176,204 兵庫県 洲本市 鳴門千鳥本舗夢千鳥店 小売業 食料品 5%

176,205 兵庫県 洲本市 西住スポーツ 小売業 その他小売 5%

176,206 兵庫県 洲本市 日洋堂 サービス 飲食業 5%

176,207 兵庫県 洲本市 シーアイガ海月 サービス 宿泊業 5%

176,208 兵庫県 洲本市 農園レストラン「夢蔵」 サービス 飲食業 5%

176,209 兵庫県 洲本市 ハーバーホテル海月 サービス 宿泊業 5%

176,210 兵庫県 洲本市 パティスリーメモワール サービス 飲食業 5%

176,211 兵庫県 洲本市 はまの税理士事務所 サービス その他サービス 5%

176,212 兵庫県 洲本市 原田モータース サービス その他サービス 5%

176,213 兵庫県 洲本市 Ｂｅａｃｈ　Ｈｏｕｓｅ　ｐｏｐｉ　カフェ 小売業 食料品 5%

176,214 兵庫県 洲本市 兵庫トヨタ自動車　洲本店 小売業 その他小売 5%

176,215 兵庫県 洲本市 フミヤ　ジャスコ洲本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,216 兵庫県 洲本市 かばんのフミヤ　洲本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,217 兵庫県 洲本市 ＨＡＩＲＣＬＩＮＩＣオークス　ＨＡＩＲＣＬＩＮＩＣオークス サービス 理容・美容業 5%

176,218 兵庫県 洲本市 ヘアーサロンオオハラ サービス 理容・美容業 5%

176,219 兵庫県 洲本市 べるそ・もんど サービス 飲食業 5%

176,220 兵庫県 洲本市 ペンション　ラ・メール サービス 宿泊業 5%

176,221 兵庫県 洲本市 ペンションラ・メール サービス 宿泊業 5%

176,222 兵庫県 洲本市 宝扇商事株式会社洲本支店 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,223 兵庫県 洲本市 星の果実園 サービス 飲食業 5%

176,224 兵庫県 洲本市 有限会社ポッポドイ・ケアハウス サービス その他サービス 5%

176,225 兵庫県 洲本市 ホテルニューアワジ別亭　淡路夢泉景 サービス 宿泊業 5%

176,226 兵庫県 洲本市 ホテルニューアワジ別亭　淡路夢泉景 サービス 宿泊業 5%

176,227 兵庫県 洲本市 ホテルニューアワジ サービス 宿泊業 5%

176,228 兵庫県 洲本市 長手長栄堂堀端本店 サービス 飲食業 5%

176,229 兵庫県 洲本市 本四海峡バス　洲本券売所 サービス その他サービス 5%

176,230 兵庫県 洲本市 マーケットとくた 小売業 その他小売 5%

176,231 兵庫県 洲本市 マウントブルー 小売業 衣料品 5%

176,232 兵庫県 洲本市 マクドナルドイオン洲本店 サービス 飲食業 2%
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176,233 兵庫県 洲本市 マクドナルド洲本インター店 サービス 飲食業 2%

176,234 兵庫県 洲本市 増田電気店 小売業 電化製品 5%

176,235 兵庫県 洲本市 マトヤ楽器 小売業 その他小売 5%

176,236 兵庫県 洲本市 ママイクコ洲本 小売業 その他小売 5%

176,237 兵庫県 洲本市 まるは釣具　洲本店 小売業 その他小売 5%

176,238 兵庫県 洲本市 ＭＳ倶楽部コトブキ 小売業 電化製品 5%

176,239 兵庫県 洲本市 ｍｉｔｅ 小売業 衣料品 5%

176,240 兵庫県 洲本市 宮脇書店　洲本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

176,241 兵庫県 洲本市 民宿　西田荘 サービス 宿泊業 5%

176,242 兵庫県 洲本市 メガネ池田　洲本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,243 兵庫県 洲本市 やお屋 小売業 食料品 5%

176,244 兵庫県 洲本市 株式会社ヤマトヤ 小売業 衣料品 5%

176,245 兵庫県 洲本市 山松 小売業 衣料品 5%

176,246 兵庫県 洲本市 山本クリーニングイオン洲本店 サービス その他サービス 5%

176,247 兵庫県 洲本市 山本クリーニング洲本インター店 サービス その他サービス 5%

176,248 兵庫県 洲本市 山本クリーニング本店 サービス その他サービス 5%

176,249 兵庫県 洲本市 夢海游淡路島 サービス 宿泊業 5%

176,250 兵庫県 洲本市 由良天川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,251 兵庫県 洲本市 食器の店　よねざわ 小売業 その他小売 5%

176,252 兵庫県 洲本市 ライフ由良南店 小売業 その他小売 5%

176,253 兵庫県 洲本市 Ｌａ　Ｃａｓｉｎａ　Ｌａ　ｃａｓｉｎａ サービス 飲食業 5%

176,254 兵庫県 洲本市 Ｒｕｓｔｉｃ　ａｒｔｉｓａｎ　ラスティック　アルチザン サービス 理容・美容業 5%

176,255 兵庫県 洲本市 Ｒａｂｏ サービス 飲食業 5%

176,256 兵庫県 洲本市 リビンズ淡路 小売業 家具・調度品 5%

176,257 兵庫県 洲本市 Ｒｕｅｌｌｅ サービス 飲食業 5%

176,258 兵庫県 洲本市 レスプリ・ド・グリシーヌ サービス 飲食業 5%

176,259 兵庫県 太子町 うしまる 小売業 家具・調度品 5%

176,260 兵庫県 太子町 英國屋　太子店 サービス その他サービス 5%

176,261 兵庫県 太子町 大阪ホルモン　太子店 サービス 飲食業 5%

176,262 兵庫県 太子町 オグラ電機 小売業 電化製品 5%

176,263 兵庫県 太子町 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋兵庫太子町店 サービス 飲食業 2%

176,264 兵庫県 太子町 カワベ太子店 小売業 食料品 5%

176,265 兵庫県 太子町 牛角太子店 サービス 飲食業 2%

176,266 兵庫県 太子町 クリーニング　ブーケ　太子店 サービス その他サービス 5%

176,267 兵庫県 太子町 クリーニング　ブーケ　太子東店 サービス その他サービス 5%

176,268 兵庫県 太子町 Ｋ－ＧＯＬＤ 小売業 その他小売 5%

176,269 兵庫県 太子町 ゲームアイビス　太子店 サービス その他サービス 5%

176,270 兵庫県 太子町 ごちそう村　太子店 サービス 飲食業 5%

176,271 兵庫県 太子町 すし官太 太子店 サービス 飲食業 5%

176,272 兵庫県 太子町 スナックＧＡＮ２ サービス 飲食業 5%

176,273 兵庫県 太子町 西播産業株式会社 サービス その他サービス 5%

176,274 兵庫県 太子町 セルフ太子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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176,275 兵庫県 太子町 セルフ太子 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,276 兵庫県 太子町 太子動物病院 サービス その他サービス 5%

176,277 兵庫県 太子町 トヨタカローラ姫路太子店 小売業 その他小売 5%

176,278 兵庫県 太子町 トヨタ部品兵庫共販太子店 サービス その他サービス 5%

176,279 兵庫県 太子町 とらや山本　本店 小売業 食料品 5%

176,280 兵庫県 太子町 とらや山本　サンパーク店 小売業 食料品 5%

176,281 兵庫県 太子町 鶏子゛屋 サービス 飲食業 5%

176,282 兵庫県 太子町 白十字　太子町店 小売業 食料品 5%

176,283 兵庫県 太子町 美容カイロ　ゆいまぁる サービス その他サービス 5%

176,284 兵庫県 太子町 セブン－イレブン兵庫太子太田店 小売業 食料品 2%

176,285 兵庫県 太子町 セブン－イレブン兵庫太子佐用岡店 小売業 食料品 2%

176,286 兵庫県 太子町 セブン－イレブン兵庫太子東南店 小売業 食料品 2%

176,287 兵庫県 太子町 兵庫トヨタ自動車　太子店 小売業 その他小売 5%

176,288 兵庫県 太子町 ジャスコ　太子店 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,289 兵庫県 太子町 フラワーズ　エンジェル 小売業 その他小売 5%

176,290 兵庫県 太子町 有限会社マルコ青果 小売業 食料品 5%

176,291 兵庫県 太子町 みずたでんき 小売業 電化製品 5%

176,292 兵庫県 太子町 宮田クリーニング サービス その他サービス 5%

176,293 兵庫県 太子町 ラシェール　ムラセ 小売業 電化製品 5%

176,294 兵庫県 太子町 らーめん八角　太子店 サービス 飲食業 5%

176,295 兵庫県 太子町 力丸太子店 サービス 飲食業 5%

176,296 兵庫県 太子町 Ｌｅ：Ｒｅｐｏｓ サービス 理容・美容業 5%

176,297 兵庫県 高砂市 Ｒｊｂ【アールジェイビー】 サービス その他サービス 5%

176,298 兵庫県 高砂市 アガヤ 小売業 衣料品 5%

176,299 兵庫県 高砂市 荒井ＳＳ　大橋石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,300 兵庫県 高砂市 荒井タクシー サービス 運輸業 5%

176,301 兵庫県 高砂市 ＡＬＯＨＡＢＡＢＹ 小売業 その他小売 5%

176,302 兵庫県 高砂市 ｙｅｌｌｏｗ サービス 飲食業 5%

176,303 兵庫県 高砂市 居酒屋くせもん サービス 飲食業 5%

176,304 兵庫県 高砂市 いわくに電器 小売業 電化製品 5%

176,305 兵庫県 高砂市 魚亭やつか サービス 飲食業 5%

176,306 兵庫県 高砂市 うまいもん横丁高砂店 サービス 飲食業 5%

176,307 兵庫県 高砂市 英國屋　松陽店 サービス その他サービス 5%

176,308 兵庫県 高砂市 Ｎ　ｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

176,309 兵庫県 高砂市 エバーホテル　高砂駅前 サービス 宿泊業 5%

176,310 兵庫県 高砂市 ａｕショップ　高砂明姫 小売業 電化製品 5%

176,311 兵庫県 高砂市 お好み焼　偶　高砂本店 サービス 飲食業 5%

176,312 兵庫県 高砂市 株式会社Ｓｙｄｅｃａｓ 小売業 衣料品 5%

176,313 兵庫県 高砂市 Ｏホテル高砂 サービス 宿泊業 5%

176,314 兵庫県 高砂市 おやつ工房 高砂店 小売業 食料品 5%

176,315 兵庫県 高砂市 かざぐるまアガヤ 小売業 衣料品 5%

176,316 兵庫県 高砂市 株式会社イカリヤ 小売業 衣料品 5%
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176,317 兵庫県 高砂市 株式会社田中でんき 小売業 電化製品 5%

176,318 兵庫県 高砂市 株式会社ＮＥＤＯＨ サービス その他サービス 5%

176,319 兵庫県 高砂市 株式会社フロムファースト　フロムファーストクラブ 小売業 衣料品 5%

176,320 兵庫県 高砂市 株式会社フロムファースト　ＦＲＯＭＦＩＲＳＴ　ｍａｉｎ 小売業 衣料品 5%

176,321 兵庫県 高砂市 株式会社御影屋 サービス その他サービス 5%

176,322 兵庫県 高砂市 株式会社山田屋　高砂売店 小売業 その他小売 5%

176,323 兵庫県 高砂市 亀屋化粧品店 小売業 その他小売 5%

176,324 兵庫県 高砂市 亀屋化粧品店 小売業 その他小売 5%

176,325 兵庫県 高砂市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋高砂北インター店 サービス 飲食業 2%

176,326 兵庫県 高砂市 喫茶メルヘン サービス 飲食業 5%

176,327 兵庫県 高砂市 キャプテン サービス その他サービス 5%

176,328 兵庫県 高砂市 銀座屋高砂店 小売業 衣料品 5%

176,329 兵庫県 高砂市 クオリティライフ　さんけい 小売業 電化製品 5%

176,330 兵庫県 高砂市 くっき?さくら 小売業 その他小売 5%

176,331 兵庫県 高砂市 Ｍｔ．ＤｒａｇｏｎＳｔｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

176,332 兵庫県 高砂市 クリーニング　ブーケ　梅井店 サービス その他サービス 5%

176,333 兵庫県 高砂市 クリーニング　ブーケ　宝殿店 サービス その他サービス 5%

176,334 兵庫県 高砂市 クリーニングレック　コープ高砂店 サービス その他サービス 5%

176,335 兵庫県 高砂市 クリーニング　レック　宝殿店 サービス その他サービス 5%

176,336 兵庫県 高砂市 神戸新聞高砂販売所　本店 小売業 その他小売 5%

176,337 兵庫県 高砂市 ＣＯＳＭＥ　ＢＥＡＵＴＹ　ＴＡＭＡＹＡ　本店 小売業 その他小売 5%

176,338 兵庫県 高砂市 ゴダイドラッグ大塩店 小売業 その他小売 5%

176,339 兵庫県 高砂市 ごちそう村　高砂店 サービス 飲食業 5%

176,340 兵庫県 高砂市 小森電機産業 小売業 電化製品 5%

176,341 兵庫県 高砂市 ＳＡＫＵＲＡＨａｉｒ宝殿店 サービス 理容・美容業 5%

176,342 兵庫県 高砂市 ＴＨＥＳＰＡＮｏｉｒ サービス 理容・美容業 5%

176,343 兵庫県 高砂市 サロン　ド　慕留童 サービス 飲食業 5%

176,344 兵庫県 高砂市 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｖｉｎｏｓ サービス 理容・美容業 5%

176,345 兵庫県 高砂市 サンケイ電機商会 小売業 電化製品 5%

176,346 兵庫県 高砂市 酒家　山葵 サービス 飲食業 5%

176,347 兵庫県 高砂市 手芸センタードリーム　アイモール高砂店 小売業 その他小売 5%

176,348 兵庫県 高砂市 手芸センタードリームアイモール高砂 小売業 その他小売 5%

176,349 兵庫県 高砂市 シューズパークサンダー 小売業 衣料品 5%

176,350 兵庫県 高砂市 旬彩料理綴り サービス 飲食業 5%

176,351 兵庫県 高砂市 伸幸運輸商事株式会社 サービス 運輸業 5%

176,352 兵庫県 高砂市 神鋼タクシー　１４０２　４５６ サービス 運輸業 5%

176,353 兵庫県 高砂市 すいれん堂薬局 小売業 その他小売 5%

176,354 兵庫県 高砂市 素心　高砂店 小売業 その他小売 5%

176,355 兵庫県 高砂市 大西洋ツーリスト サービス その他サービス 5%

176,356 兵庫県 高砂市 大西洋ツーリスト　加西店 サービス その他サービス 5%

176,357 兵庫県 高砂市 ７１４　ダイヤクリーニング　荒井店 サービス その他サービス 5%

176,358 兵庫県 高砂市 ７０８　ダイヤクリーニング　曽根店 サービス その他サービス 5%
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176,359 兵庫県 高砂市 ７０２　ダイヤクリーニングハローズ高砂店 サービス その他サービス 5%

176,360 兵庫県 高砂市 高砂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,361 兵庫県 高砂市 セブン－イレブン高砂荒井駅前店 小売業 食料品 2%

176,362 兵庫県 高砂市 セブン－イレブン高砂御旅１丁目店 小売業 食料品 2%

176,363 兵庫県 高砂市 セブン－イレブン高砂神爪店 小売業 食料品 2%

176,364 兵庫県 高砂市 セブン－イレブン高砂北浜町店 小売業 食料品 2%

176,365 兵庫県 高砂市 セブン－イレブン高砂小松原店 小売業 食料品 2%

176,366 兵庫県 高砂市 高砂西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,367 兵庫県 高砂市 高砂本社 サービス その他サービス 5%

176,368 兵庫県 高砂市 高砂緑丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,369 兵庫県 高砂市 高砂米田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,370 兵庫県 高砂市 田中屋模型店　田中屋模型店 小売業 その他小売 5%

176,371 兵庫県 高砂市 高橋建設 小売業 その他小売 5%

176,372 兵庫県 高砂市 田中でんき 小売業 電化製品 5%

176,373 兵庫県 高砂市 タマヤ 小売業 その他小売 5%

176,374 兵庫県 高砂市 タマヤ 小売業 その他小売 5%

176,375 兵庫県 高砂市 中華料理天山閣 サービス 飲食業 5%

176,376 兵庫県 高砂市 塚本時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,377 兵庫県 高砂市 ＴＡＫＥ２ サービス その他サービス 5%

176,378 兵庫県 高砂市 鉄板酒房じゅうべえ サービス 飲食業 5%

176,379 兵庫県 高砂市 トヨタカローラ姫路高砂店 小売業 その他小売 5%

176,380 兵庫県 高砂市 トラックストップ　ターン　高砂店 小売業 その他小売 5%

176,381 兵庫県 高砂市 トラックストップ　ターン　高砂店 小売業 その他小売 5%

176,382 兵庫県 高砂市 なかたに電気 小売業 電化製品 5%

176,383 兵庫県 高砂市 Ｎｉｃｏｒｓ明姫高砂店 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,384 兵庫県 高砂市 バイク　サイクル　マルタカ　バイク　サイクル　マルタカ 小売業 その他小売 5%

176,385 兵庫県 高砂市 バイク＆サイクルマルタカ 小売業 その他小売 5%

176,386 兵庫県 高砂市 パインフィールド 小売業 衣料品 5%

176,387 兵庫県 高砂市 ＪＭ／パインフィールド 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,388 兵庫県 高砂市 パソコン応援団！ サービス その他サービス 5%

176,389 兵庫県 高砂市 火乃丸ワークス サービス その他サービス 5%

176,390 兵庫県 高砂市 姫山電機商会（高砂） 小売業 電化製品 5%

176,391 兵庫県 高砂市 兵庫トヨタ自動車高砂店 小売業 その他小売 5%

176,392 兵庫県 高砂市 株式会社福助堂 小売業 その他小売 5%

176,393 兵庫県 高砂市 福助堂アスパ店 小売業 その他小売 5%

176,394 兵庫県 高砂市 フジライト サービス その他サービス 5%

176,395 兵庫県 高砂市 プチマルシェ曽根店 小売業 食料品 5%

176,396 兵庫県 高砂市 ＢＯＯＫ　ＯＦＦ　高砂米田店 小売業 その他小売 2%

176,397 兵庫県 高砂市 サンモ－ル　高砂 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,398 兵庫県 高砂市 フミヤ　高砂店 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,399 兵庫県 高砂市 フロムファースト 小売業 衣料品 5%

176,400 兵庫県 高砂市 フロムファースト 小売業 衣料品 5%
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176,401 兵庫県 高砂市 フロムファースト　クラブ 小売業 衣料品 5%

176,402 兵庫県 高砂市 ヘア＆ビューティ　ノン サービス 理容・美容業 5%

176,403 兵庫県 高砂市 ヘアーサロン　ＳＡＮ サービス 理容・美容業 5%

176,404 兵庫県 高砂市 ヘアーサロン　タカタニ サービス 理容・美容業 5%

176,405 兵庫県 高砂市 宝殿カイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

176,406 兵庫県 高砂市 ほぐし処悠楽院 サービス その他サービス 5%

176,407 兵庫県 高砂市 ｂｅａｕ　ｄｅｆｉ 小売業 その他小売 5%

176,408 兵庫県 高砂市 招き鶏 サービス 飲食業 5%

176,409 兵庫県 高砂市 みつわ美容室 サービス 理容・美容業 5%

176,410 兵庫県 高砂市 ミナミ サービス 飲食業 5%

176,411 兵庫県 高砂市 明姫高砂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,412 兵庫県 高砂市 メガネ・ジュエリー・ウォッチ　砂川 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,413 兵庫県 高砂市 レストランメゾンドール サービス 飲食業 5%

176,414 兵庫県 高砂市 モリスホームセンター　高砂米田店 小売業 家具・調度品 5%

176,415 兵庫県 高砂市 モリスホームセンター　緑ヶ丘店 小売業 家具・調度品 5%

176,416 兵庫県 高砂市 山本電気商会 小売業 電化製品 5%

176,417 兵庫県 高砂市 ゆう サービス 飲食業 5%

176,418 兵庫県 高砂市 有限会社春日野商店 小売業 食料品 5%

176,419 兵庫県 高砂市 力丸高砂店 サービス 飲食業 5%

176,420 兵庫県 高砂市 リサイクルショップ　Ｕ－ＣＬＵＢ 小売業 その他小売 5%

176,421 兵庫県 高砂市 リトルシェフ サービス 飲食業 5%

176,422 兵庫県 高砂市 レンタサイクル「駅リンくん宝殿店」 サービス 運輸業 5%

176,423 兵庫県 高砂市 六萬石高砂店 小売業 食料品 5%

176,424 兵庫県 高砂市 ｙ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

176,425 兵庫県 高砂市 和膳松たに サービス 飲食業 5%

176,426 兵庫県 高砂市 和風ステーキ梅はら　和風ステーキ梅はら サービス 飲食業 5%

176,427 兵庫県 高砂市 和風ステーキ　梅はら サービス 飲食業 5%

176,428 兵庫県 多可町 安心堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,429 兵庫県 多可町 出光八千代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,430 兵庫県 多可町 カイマナファーム サービス 理容・美容業 5%

176,431 兵庫県 多可町 加美ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,432 兵庫県 多可町 加美オート 小売業 その他小売 5%

176,433 兵庫県 多可町 加美オート 小売業 その他小売 5%

176,434 兵庫県 多可町 きはら呉服店 小売業 衣料品 5%

176,435 兵庫県 多可町 ギフトショップ清水 小売業 その他小売 5%

176,436 兵庫県 多可町 クローバー美容室 サービス 理容・美容業 5%

176,437 兵庫県 多可町 こてらでんき 小売業 電化製品 5%

176,438 兵庫県 多可町 小西酒店 サービス 飲食業 5%

176,439 兵庫県 多可町 新神戸ランドリー　安坂シルカ店 サービス その他サービス 5%

176,440 兵庫県 多可町 多可町 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,441 兵庫県 多可町 ＴＯＴＡＬ　ＰＨＯＴＯ　ＬＩＦＥ　サンダ サービス その他サービス 5%

176,442 兵庫県 多可町 肉の多栄 小売業 食料品 5%
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176,443 兵庫県 多可町 ニュー加美ＳＳ有限会社　橋詰信石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,444 兵庫県 多可町 ぱわーず　テツ 小売業 電化製品 5%

176,445 兵庫県 多可町 ひょうたんや 小売業 その他小売 5%

176,446 兵庫県 多可町 服飾すぎうら 小売業 衣料品 5%

176,447 兵庫県 多可町 服飾　すぎうら 小売業 衣料品 5%

176,448 兵庫県 多可町 藤田石油店 小売業 その他小売 5%

176,449 兵庫県 多可町 Ｈａｉｒ　ｇａｒｄｅｎ　ＳＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

176,450 兵庫県 多可町 ベロカフェ サービス 飲食業 5%

176,451 兵庫県 多可町 ライフ薬局 小売業 その他小売 5%

176,452 兵庫県 多可町 ＲＥＦＦＥＣＴ サービス その他サービス 5%

176,453 兵庫県 宝塚市 アートレディー藤井 小売業 衣料品 5%

176,454 兵庫県 宝塚市 あいあいギャラリー 小売業 家具・調度品 5%

176,455 兵庫県 宝塚市 Audi宝塚 サービス その他サービス 5%

176,456 兵庫県 宝塚市 東浜工房 小売業 衣料品 5%

176,457 兵庫県 宝塚市 アークマネージメント サービス その他サービス 5%

176,458 兵庫県 宝塚市 あずさ珈琲　宝塚店 サービス 飲食業 5%

176,459 兵庫県 宝塚市 ＡｔｅｌｉｅｒｃａｆｅＣＡＳＴ 小売業 衣料品 5%

176,460 兵庫県 宝塚市 アトリエジール サービス 理容・美容業 5%

176,461 兵庫県 宝塚市 アネックス　オオヤ 小売業 衣料品 5%

176,462 兵庫県 宝塚市 あみや　宝塚店 サービス 飲食業 5%

176,463 兵庫県 宝塚市 アリアンヌ　中山台店 小売業 衣料品 5%

176,464 兵庫県 宝塚市 アリアンヌ　中山台店 小売業 衣料品 5%

176,465 兵庫県 宝塚市 ａｌｕｕｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ　中山寺店 サービス 理容・美容業 5%

176,466 兵庫県 宝塚市 ａｌｕｕ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

176,467 兵庫県 宝塚市 アンクヒーラーズ宝塚 小売業 衣料品 5%

176,468 兵庫県 宝塚市 Ｕｎｓｏｕｒｉｒｅ ＵｎＳｏｕｒｉｒｅ Ｆｌｏｗｅｒ Ｄｅｓｉｇｎ Ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

176,469 兵庫県 宝塚市 ＵｎｓｏｕｒｉｒｅＦｌｏｗｅｒＤｅｓｉｇｎＳｔｕｄｉｏ 小売業 その他小売 5%

176,470 兵庫県 宝塚市 Ｕｎｓｏｕｒｉｒｅ サービス その他サービス 5%

176,471 兵庫県 宝塚市 ｕｍｂｅｒ サービス 理容・美容業 5%

176,472 兵庫県 宝塚市 いぐちさいくる 小売業 その他小売 5%

176,473 兵庫県 宝塚市 池田工務店 サービス その他サービス 5%

176,474 兵庫県 宝塚市 いけはた電器 小売業 電化製品 5%

176,475 兵庫県 宝塚市 イケホ 小売業 衣料品 5%

176,476 兵庫県 宝塚市 有限会社伊丹タイヤ商会 サービス その他サービス 5%

176,477 兵庫県 宝塚市 一条アルチメイトファクトリー　宝塚 小売業 その他小売 5%

176,478 兵庫県 宝塚市 出光荒牧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,479 兵庫県 宝塚市 出光金井町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,480 兵庫県 宝塚市 出光宝塚中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,481 兵庫県 宝塚市 出光宝塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,482 兵庫県 宝塚市 出光宝塚東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,483 兵庫県 宝塚市 出光宝塚山本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,484 兵庫県 宝塚市 出光生瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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176,485 兵庫県 宝塚市 出光バルーン宝塚インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,486 兵庫県 宝塚市 今井電器宝塚店 小売業 電化製品 5%

176,487 兵庫県 宝塚市 ＩＮＴＥＬＩＥ　逆瀬川店 小売業 衣料品 2%

176,488 兵庫県 宝塚市 インポートハウス　マイン 小売業 家具・調度品 5%

176,489 兵庫県 宝塚市 植田萬青園 小売業 その他小売 5%

176,490 兵庫県 宝塚市 ウラマツ 小売業 衣料品 5%

176,491 兵庫県 宝塚市 ａｕショップ　逆瀬川小林 小売業 電化製品 5%

176,492 兵庫県 宝塚市 ａｕショップ　宝塚 小売業 電化製品 5%

176,493 兵庫県 宝塚市 エステティックｉｖｙ サービス 理容・美容業 5%

176,494 兵庫県 宝塚市 えすぽツーリストソリオ宝塚営業所 サービス その他サービス 5%

176,495 兵庫県 宝塚市 エナックマーズヘア サービス 理容・美容業 5%

176,496 兵庫県 宝塚市 デコレボンヌスタイル 小売業 衣料品 5%

176,497 兵庫県 宝塚市 Ｌ．マイサイズ　オオヤ 小売業 衣料品 5%

176,498 兵庫県 宝塚市 お菓子の店　ＯＫＩＮＡ 小売業 食料品 5%

176,499 兵庫県 宝塚市 お好み焼　偶　宝塚店 サービス 飲食業 5%

176,500 兵庫県 宝塚市 Ｏｃｃｈｉ 小売業 衣料品 5%

176,501 兵庫県 宝塚市 カレーと和牛ステーキオフロード サービス 飲食業 5%

176,502 兵庫県 宝塚市 オフロード　カレーと和牛ステーキ　オフロード サービス 飲食業 5%

176,503 兵庫県 宝塚市 オリックスレンタカー宝塚歌劇場前店 サービス その他サービス 2%

176,504 兵庫県 宝塚市 ＧｈａｎａＬｕｃｅ 小売業 衣料品 5%

176,505 兵庫県 宝塚市 ＣａｒＰｒｏｄｕｃｅＩＬＬＵＳＩＯＮ サービス その他サービス 5%

176,506 兵庫県 宝塚市 ショールームＣａｌｍ 小売業 家具・調度品 5%

176,507 兵庫県 宝塚市 買取りまっくす　宝塚店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

176,508 兵庫県 宝塚市 かごの屋宝塚店 サービス 飲食業 5%

176,509 兵庫県 宝塚市 和カイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

176,510 兵庫県 宝塚市 カスタムジュエリーシュアーズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,511 兵庫県 宝塚市 カーテンじゅうたん王国　宝塚店 小売業 家具・調度品 5%

176,512 兵庫県 宝塚市 Ｃａｆｅ　ｄｅ　Ｖｏｉｌａ サービス 飲食業 5%

176,513 兵庫県 宝塚市 株式会社Ａ・Ｓ・Ｂ 小売業 その他小売 5%

176,514 兵庫県 宝塚市 株式会社ジェネシス 小売業 その他小売 5%

176,515 兵庫県 宝塚市 株式会社ＺＯＮＯ サービス 理容・美容業 5%

176,516 兵庫県 宝塚市 株式会社ビー・オー・エム・サービス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

176,517 兵庫県 宝塚市 株式会社ＢＡＳＩＳ サービス その他サービス 5%

176,518 兵庫県 宝塚市 株式会社ベスタ サービス その他サービス 5%

176,519 兵庫県 宝塚市 株式会社　陽春園植物場 小売業 その他小売 5%

176,520 兵庫県 宝塚市 河合塾マナビス逆瀬川校 サービス その他サービス 2%

176,521 兵庫県 宝塚市 河合塾マナビス中山寺校 サービス その他サービス 2%

176,522 兵庫県 宝塚市 カンサイデンキ 小売業 電化製品 5%

176,523 兵庫県 宝塚市 漢方薬局嬉氣 小売業 その他小売 5%

176,524 兵庫県 宝塚市 漢方ワカマツ薬局 小売業 その他小売 5%

176,525 兵庫県 宝塚市 ＧＥＡＤ 小売業 衣料品 5%

176,526 兵庫県 宝塚市 キーフレンド サービス その他サービス 5%
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176,527 兵庫県 宝塚市 北宝塚モータース サービス その他サービス 5%

176,528 兵庫県 宝塚市 気ままなヴェニス サービス 飲食業 5%

176,529 兵庫県 宝塚市 業務スーパー宝塚仁川店 小売業 食料品 2%

176,530 兵庫県 宝塚市 京もつ鍋ホルモン朱々仁川店 サービス 飲食業 5%

176,531 兵庫県 宝塚市 琴月　きんげつ サービス 飲食業 5%

176,532 兵庫県 宝塚市 ｃｒａｆｔｈａｎａ 小売業 衣料品 5%

176,533 兵庫県 宝塚市 クリアライフ 小売業 家具・調度品 5%

176,534 兵庫県 宝塚市 グリーンショップ　ペオニア 小売業 家具・調度品 5%

176,535 兵庫県 宝塚市 くるまランド宝塚 サービス その他サービス 5%

176,536 兵庫県 宝塚市 芸樹アベニュー 小売業 衣料品 5%

176,537 兵庫県 宝塚市 芸樹Ｃａｆｅ　Ｓｙｂｅｌｅ 小売業 衣料品 5%

176,538 兵庫県 宝塚市 ＨｅｒｂＣａｆｅ荒神’ｓガーデン サービス 飲食業 5%

176,539 兵庫県 宝塚市 宏精堂家門表具店 サービス その他サービス 5%

176,540 兵庫県 宝塚市 合同会社天洋コーポレーション サービス その他サービス 5%

176,541 兵庫県 宝塚市 工房Ｙａｓ サービス その他サービス 5%

176,542 兵庫県 宝塚市 紅葉館　別庭　あざれ サービス 宿泊業 5%

176,543 兵庫県 宝塚市 紅露養生院 サービス 理容・美容業 5%

176,544 兵庫県 宝塚市 コスメガーデン オオヤ 小売業 その他小売 5%

176,545 兵庫県 宝塚市 コスメガーデン　オオヤ 小売業 その他小売 5%

176,546 兵庫県 宝塚市 ごとーかふぇ サービス 飲食業 5%

176,547 兵庫県 宝塚市 コトリエ　コトリエ 小売業 その他小売 5%

176,548 兵庫県 宝塚市 小西 サービス その他サービス 5%

176,549 兵庫県 宝塚市 コベラサロンゆい美容室宝塚 サービス 理容・美容業 5%

176,550 兵庫県 宝塚市 Ｋｏｒｅａｎｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎｒｅｂｏｒｎ サービス 理容・美容業 5%

176,551 兵庫県 宝塚市 ゴルフギアサージ　宝塚店 小売業 その他小売 5%

176,552 兵庫県 宝塚市 コンパル 小売業 衣料品 5%

176,553 兵庫県 宝塚市 阪上自動車工業所 サービス その他サービス 5%

176,554 兵庫県 宝塚市 さくら株式会社 サービス その他サービス 5%

176,555 兵庫県 宝塚市 ＳＡＲＡＪＵ　逆瀬川店 サービス 理容・美容業 5%

176,556 兵庫県 宝塚市 ＳＡＲＡＪＵ 仁川店 サービス 理容・美容業 5%

176,557 兵庫県 宝塚市 ＳＡＲＡＪＵ サービス 理容・美容業 5%

176,558 兵庫県 宝塚市 Ｓａｌｏｎ　ＴＡＫＡＭＩ サービス その他サービス 5%

176,559 兵庫県 宝塚市 三協住設株式会社 サービス その他サービス 5%

176,560 兵庫県 宝塚市 サンコーコンタクト 小売業 その他小売 5%

176,561 兵庫県 宝塚市 さん志ょうや本家 小売業 その他小売 5%

176,562 兵庫県 宝塚市 三田屋　宝塚店 サービス 飲食業 5%

176,563 兵庫県 宝塚市 サンペール　宝塚店 小売業 衣料品 5%

176,564 兵庫県 宝塚市 三洋航空サービス　逆瀬川営業所 サービス その他サービス 5%

176,565 兵庫県 宝塚市 シェリイ サービス 理容・美容業 5%

176,566 兵庫県 宝塚市 しゃれーど宝塚店 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,567 兵庫県 宝塚市 時悠 Ｃｏｆｆｅｅ Ｒｏａｓｔ   Ｃａｆｅ?Ｂａｒ サービス 飲食業 5%

176,568 兵庫県 宝塚市 ジュエリーカンダ　小林店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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176,569 兵庫県 宝塚市 シューズショップ　ツルヤ 小売業 衣料品 5%

176,570 兵庫県 宝塚市 進学塾ステージ宝塚中山校 サービス その他サービス 5%

176,571 兵庫県 宝塚市 末廣寿司 清荒神参道 サービス 飲食業 5%

176,572 兵庫県 宝塚市 スタジオ・ワン 小売業 電化製品 5%

176,573 兵庫県 宝塚市 スタジオ・ワン　プラス 小売業 電化製品 5%

176,574 兵庫県 宝塚市 スハラクライミングジム サービス その他サービス 5%

176,575 兵庫県 宝塚市 生活彩家宝塚第一病院店 小売業 その他小売 2%

176,576 兵庫県 宝塚市 セブンロード サービス 理容・美容業 5%

176,577 兵庫県 宝塚市 セラピー整体サロンえみ サービス その他サービス 5%

176,578 兵庫県 宝塚市 大開自動車 サービス その他サービス 5%

176,579 兵庫県 宝塚市 大和金属工業　東京営業所 小売業 家具・調度品 5%

176,580 兵庫県 宝塚市 高田パール宝塚ホテル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,581 兵庫県 宝塚市 宝塚セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,582 兵庫県 宝塚市 デアイム宝塚 サービス 理容・美容業 5%

176,583 兵庫県 宝塚市 ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ　ロココ 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,584 兵庫県 宝塚市 セブン－イレブン宝塚安倉南３丁目店 小売業 食料品 2%

176,585 兵庫県 宝塚市 セブン－イレブン宝塚安倉南４丁目店 小売業 食料品 2%

176,586 兵庫県 宝塚市 宝塚アン 花のみち店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

176,587 兵庫県 宝塚市 宝塚アン・花のみち店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

176,588 兵庫県 宝塚市 セブン－イレブン宝塚泉町店 小売業 食料品 2%

176,589 兵庫県 宝塚市 セブン－イレブン宝塚伊孑志３丁目店 小売業 食料品 2%

176,590 兵庫県 宝塚市 セブン－イレブン宝塚小林３丁目店 小売業 食料品 2%

176,591 兵庫県 宝塚市 たからづかカートフィールド サービス その他サービス 5%

176,592 兵庫県 宝塚市 宝塚けやきヒルカントリークラブ サービス その他サービス 5%

176,593 兵庫県 宝塚市 セブン－イレブン宝塚小浜２丁目店 小売業 食料品 2%

176,594 兵庫県 宝塚市 たからづかコロナ サービス 理容・美容業 5%

176,595 兵庫県 宝塚市 宝塚酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

176,596 兵庫県 宝塚市 宝塚書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

176,597 兵庫県 宝塚市 宝塚整体ＯＦＦＩＣＥ Ｒｏｏｔｓ 市役所前 サービス その他サービス 5%

176,598 兵庫県 宝塚市 宝塚総本店パンネル一麦館 小売業 食料品 5%

176,599 兵庫県 宝塚市 セブン－イレブン宝塚高司２丁目店 小売業 食料品 2%

176,600 兵庫県 宝塚市 宝塚ネイルサロン マツエクサロンＣ ｚ ｃｏｕｔｕｒｅ シーズクチュール サービス 理容・美容業 5%

176,601 兵庫県 宝塚市 宝塚プリエ　宝塚プリエ 小売業 食料品 5%

176,602 兵庫県 宝塚市 宝塚補聴器センター サービス その他サービス 5%

176,603 兵庫県 宝塚市 宝塚マリー・アンジュ サービス 飲食業 5%

176,604 兵庫県 宝塚市 セブン－イレブン宝塚南口２丁目店 小売業 食料品 2%

176,605 兵庫県 宝塚市 セブン－イレブン宝塚売布東の町店 小売業 食料品 2%

176,606 兵庫県 宝塚市 セブン－イレブン宝塚山本西店 小売業 食料品 2%

176,607 兵庫県 宝塚市 セブン－イレブン宝塚山本東３丁目店 小売業 食料品 2%

176,608 兵庫県 宝塚市 セブン－イレブン宝塚山本丸橋２丁目店 小売業 食料品 2%

176,609 兵庫県 宝塚市 セブン－イレブン宝塚湯本町店 小売業 食料品 2%

176,610 兵庫県 宝塚市 宝塚ＬＩＢＲＥ サービス その他サービス 5%
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176,611 兵庫県 宝塚市 宝塚ワシントンホテル サービス 宿泊業 2%

176,612 兵庫県 宝塚市 ＴＡＫＩＢＡＫＥ サービス 飲食業 5%

176,613 兵庫県 宝塚市 たくみの森 たくみの森 小売業 衣料品 5%

176,614 兵庫県 宝塚市 立飲み処鳥友 サービス 飲食業 5%

176,615 兵庫県 宝塚市 中国料理天津 サービス 飲食業 5%

176,616 兵庫県 宝塚市 ＣＨＯＩＣＥ　ＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥＳ 小売業 その他小売 5%

176,617 兵庫県 宝塚市 朝陽園植物場 サービス その他サービス 5%

176,618 兵庫県 宝塚市 ｔｙ 小売業 衣料品 5%

176,619 兵庫県 宝塚市 ｄｉｏｎｅ宝塚武庫川町 サービス 理容・美容業 5%

176,620 兵庫県 宝塚市 鉄板バル　ラグー サービス 飲食業 5%

176,621 兵庫県 宝塚市 鉄板焼にし緒 サービス 飲食業 5%

176,622 兵庫県 宝塚市 テニスラウンジ宝塚 サービス その他サービス 5%

176,623 兵庫県 宝塚市 ドコモショップ　宝塚 小売業 電化製品 5%

176,624 兵庫県 宝塚市 トヨタ部品兵庫共販宝塚店 サービス その他サービス 5%

176,625 兵庫県 宝塚市 ｔｒａｔｔｏｒ?ａａｌｆｉｏ１９９７ サービス 飲食業 5%

176,626 兵庫県 宝塚市 鶏笑　中山寺店 サービス 飲食業 5%

176,627 兵庫県 宝塚市 とりの館 サービス 飲食業 5%

176,628 兵庫県 宝塚市 Ｄｏｌｃｅ　ｈａｉｒｓ サービス 理容・美容業 5%

176,629 兵庫県 宝塚市 中江塗装 サービス その他サービス 5%

176,630 兵庫県 宝塚市 南風海青 小売業 衣料品 5%

176,631 兵庫県 宝塚市 仁川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,632 兵庫県 宝塚市 仁川電機商会 小売業 電化製品 5%

176,633 兵庫県 宝塚市 ニシイチ健康館　小林駅前店 小売業 その他小売 5%

176,634 兵庫県 宝塚市 ニシイチドラッグ　健康館山本駅前店 小売業 その他小売 5%

176,635 兵庫県 宝塚市 ＮｅｗＤｒｙＣｕｔ　Ｄｅｆ サービス 理容・美容業 5%

176,636 兵庫県 宝塚市 Ｎｅｗ　Ｄｒｙ　Ｃｕｔ　Ｄｅｆ サービス 理容・美容業 5%

176,637 兵庫県 宝塚市 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｄｉｖａ　宝塚店 サービス 理容・美容業 5%

176,638 兵庫県 宝塚市 猫蔵屋 サービス その他サービス 5%

176,639 兵庫県 宝塚市 ネッツトヨタゾナ神戸宝塚店 小売業 その他小売 5%

176,640 兵庫県 宝塚市 ネッツトヨタゾナ神戸レクサス宝塚 小売業 その他小売 5%

176,641 兵庫県 宝塚市 ＢＡＲ　Ｒ?ＴＷＯ サービス 飲食業 5%

176,642 兵庫県 宝塚市 ＢＡＲ　Ｒ?ＴＷＯ サービス 飲食業 5%

176,643 兵庫県 宝塚市 バー小林 サービス 飲食業 5%

176,644 兵庫県 宝塚市 バイクショップマサキ宝塚店 小売業 その他小売 5%

176,645 兵庫県 宝塚市 バイクハウスケンズ 小売業 その他小売 5%

176,646 兵庫県 宝塚市 ハッピークッキー　ハッピーケアサロンクッキー サービス その他サービス 5%

176,647 兵庫県 宝塚市 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅーｉｓｈ サービス 飲食業 5%

176,648 兵庫県 宝塚市 ＪＭ／パティスリーミエル 小売業 食料品 5%

176,649 兵庫県 宝塚市 パティスリーミエル　パティスリーミエル 小売業 食料品 5%

176,650 兵庫県 宝塚市 パナットふかだ 小売業 電化製品 5%

176,651 兵庫県 宝塚市 バーバーショップ　グルーミングクラブ サービス 理容・美容業 5%

176,652 兵庫県 宝塚市 Ｐａｐ’ｓ　ｄｅ　ｃｏｉｆｆｅｕｒ　宝塚中山寺店 サービス 理容・美容業 5%
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176,653 兵庫県 宝塚市 Ｐａｐ’ｓ　ｄｅ　ｃｏｉｆｆｅｕｒ　小林店 サービス 理容・美容業 5%

176,654 兵庫県 宝塚市 Ｐａｐ’ｓ　ｄｅ　ｃｏｉｆｆｅｕｒ　宝塚南口 サービス 理容・美容業 5%

176,655 兵庫県 宝塚市 Ｐａｐ’ｓ　中山観音店 サービス 理容・美容業 5%

176,656 兵庫県 宝塚市 株貼工 サービス その他サービス 5%

176,657 兵庫県 宝塚市 セブン－イレブン阪急雲雀丘花屋敷駅前店 小売業 食料品 2%

176,658 兵庫県 宝塚市 はんぞう動物病院 サービス その他サービス 5%

176,659 兵庫県 宝塚市 ｈａｎｄｍａｄｅｐｏｃｏ 小売業 衣料品 5%

176,660 兵庫県 宝塚市 パンネル可成店 小売業 食料品 5%

176,661 兵庫県 宝塚市 パンネルグランデ中山寺 小売業 食料品 5%

176,662 兵庫県 宝塚市 パンネル宝塚工房 小売業 食料品 5%

176,663 兵庫県 宝塚市 ＶＡＮ　ＶＡＮ サービス 理容・美容業 5%

176,664 兵庫県 宝塚市 ヒーリングアンク 小売業 衣料品 5%

176,665 兵庫県 宝塚市 ＶｉｃｔｏｒｉａＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ サービス その他サービス 5%

176,666 兵庫県 宝塚市 ひばり模型店 小売業 その他小売 5%

176,667 兵庫県 宝塚市 ひばり模型店 小売業 その他小売 5%

176,668 兵庫県 宝塚市 ＢｅｆｏｒｅＤａｒｋ 小売業 衣料品 5%

176,669 兵庫県 宝塚市 ＶＩＶＯ　山本 サービス その他サービス 5%

176,670 兵庫県 宝塚市 ビューティコレット　中山寺店 サービス 理容・美容業 5%

176,671 兵庫県 宝塚市 ビューティーコレット宝塚店 サービス 理容・美容業 5%

176,672 兵庫県 宝塚市 兵庫宝塚カイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

176,673 兵庫県 宝塚市 兵庫トヨタ自動車宝塚店 小売業 その他小売 5%

176,674 兵庫県 宝塚市 美容室アンフィニ アンフィニ サービス 理容・美容業 5%

176,675 兵庫県 宝塚市 美容室Ｍ サービス 理容・美容業 5%

176,676 兵庫県 宝塚市 美癒庵 サービス 理容・美容業 5%

176,677 兵庫県 宝塚市 ファイブテック サービス その他サービス 5%

176,678 兵庫県 宝塚市 ｆｕｎｔｉｍｅｓ 小売業 家具・調度品 5%

176,679 兵庫県 宝塚市 Ｆｕ－Ｒｉｎｋａ??風凛花 小売業 その他小売 5%

176,680 兵庫県 宝塚市 フクエイペット 小売業 その他小売 5%

176,681 兵庫県 宝塚市 ＢＵＳＡＫＡＷＡＭＯＮｆ．ｅ 小売業 衣料品 5%

176,682 兵庫県 宝塚市 ＢＯＯＫＯＦＦ　宝塚安倉店 小売業 その他小売 2%

176,683 兵庫県 宝塚市 フットサルアリーナ宝塚 サービス その他サービス 5%

176,684 兵庫県 宝塚市 ブティック　オオヤ 小売業 衣料品 5%

176,685 兵庫県 宝塚市 ブティック　芸樹 小売業 衣料品 5%

176,686 兵庫県 宝塚市 ブティックオオヤ 小売業 衣料品 5%

176,687 兵庫県 宝塚市 ブティックマ・ヴィー 小売業 衣料品 5%

176,688 兵庫県 宝塚市 フラットレック 小売業 その他小売 5%

176,689 兵庫県 宝塚市 フランス屋　仁川店 サービス その他サービス 5%

176,690 兵庫県 宝塚市 フランス屋　南口店 サービス その他サービス 5%

176,691 兵庫県 宝塚市 ｆｒｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

176,692 兵庫県 宝塚市 ＰＥＬＯＵＳＥ 小売業 衣料品 5%

176,693 兵庫県 宝塚市 ｆｌｅｕｒ　ｄｅ　Ｎｉｅｒ 小売業 その他小売 5%

176,694 兵庫県 宝塚市 ヘアーショップＨＡＷ サービス 理容・美容業 5%
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176,695 兵庫県 宝塚市 株式会社宝塚デザイン サービス その他サービス 5%

176,696 兵庫県 宝塚市 ペダル　宝塚小林店 小売業 その他小売 5%

176,697 兵庫県 宝塚市 ＰＥＴＳＨＯＰＣＯＯＫＩＥ 小売業 その他小売 5%

176,698 兵庫県 宝塚市 ホームドライ　JR宝塚エキマルシェ店 サービス 飲食業 5%

176,699 兵庫県 宝塚市 ホンダウイング泉 小売業 その他小売 5%

176,700 兵庫県 宝塚市 梵天 サービス 飲食業 5%

176,701 兵庫県 宝塚市 本部設備 サービス その他サービス 5%

176,702 兵庫県 宝塚市 マイブロダリー 小売業 衣料品 5%

176,703 兵庫県 宝塚市 マクドナルド小林イズミヤ店 サービス 飲食業 2%

176,704 兵庫県 宝塚市 マクドナルド仁川店 サービス 飲食業 2%

176,705 兵庫県 宝塚市 マーズ　売布店 サービス 理容・美容業 5%

176,706 兵庫県 宝塚市 マーズ　ラフィネ サービス 理容・美容業 5%

176,707 兵庫県 宝塚市 マーズオム サービス 理容・美容業 5%

176,708 兵庫県 宝塚市 マーズソレイユアンドオム サービス 理容・美容業 5%

176,709 兵庫県 宝塚市 マーズソレイユラモード サービス 理容・美容業 5%

176,710 兵庫県 宝塚市 マーズナチュール サービス 理容・美容業 5%

176,711 兵庫県 宝塚市 マーズ山本丸橋店 サービス 理容・美容業 5%

176,712 兵庫県 宝塚市 マリマリ 小売業 衣料品 5%

176,713 兵庫県 宝塚市 ミウラデンカ 小売業 電化製品 5%

176,714 兵庫県 宝塚市 ミシンのフジモト 小売業 電化製品 5%

176,715 兵庫県 宝塚市 ＭＩＮＩ宝塚 サービス その他サービス 5%

176,716 兵庫県 宝塚市 みの源中山店 小売業 食料品 5%

176,717 兵庫県 宝塚市 参福 小売業 家具・調度品 5%

176,718 兵庫県 宝塚市 ミラヴェイユ サービス 飲食業 5%

176,719 兵庫県 宝塚市 メガネのトミタ 小売業 その他小売 5%

176,720 兵庫県 宝塚市 メガネ本舗　ソリオ宝塚店 小売業 その他小売 5%

176,721 兵庫県 宝塚市 メガネ本舗　宝塚中山店 小売業 その他小売 5%

176,722 兵庫県 宝塚市 メルボメンズウェアー　宝塚南口店 小売業 衣料品 5%

176,723 兵庫県 宝塚市 ＭＯＴＯＲ　ＧＡＲＡＧＥ　ＴＯＯＬＢＯＸ サービス その他サービス 5%

176,724 兵庫県 宝塚市 ｍｏｎｏＷｒａｐ 小売業 衣料品 5%

176,725 兵庫県 宝塚市 鳥友商店 サービス 飲食業 5%

176,726 兵庫県 宝塚市 ｍｏｍｐ サービス 理容・美容業 5%

176,727 兵庫県 宝塚市 焼肉　宝船 サービス 飲食業 5%

176,728 兵庫県 宝塚市 焼肉高山 サービス 飲食業 5%

176,729 兵庫県 宝塚市 焼肉ホルモン　そとま サービス 飲食業 5%

176,730 兵庫県 宝塚市 焼肉ホルモン　マルキ精肉宝塚店 サービス 飲食業 5%

176,731 兵庫県 宝塚市 ヤマグチデンキ 小売業 電化製品 5%

176,732 兵庫県 宝塚市 大和農園洋蘭部 サービス その他サービス 5%

176,733 兵庫県 宝塚市 有限会社　池田竹産店 小売業 その他小売 5%

176,734 兵庫県 宝塚市 有限会社高畑電機宝塚店 小売業 電化製品 5%

176,735 兵庫県 宝塚市 Ｘ－ＢＥＥＣＯＭＰＡＮＹ サービス その他サービス 5%

176,736 兵庫県 宝塚市 ラーメン桂 売布店 サービス 飲食業 5%
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176,737 兵庫県 宝塚市 ＲＩＳＥＨＡＩＲＢＲＡＮＤ宝塚中山店 サービス 理容・美容業 5%

176,738 兵庫県 宝塚市 ライフクリーナー　コープ宝塚 サービス その他サービス 5%

176,739 兵庫県 宝塚市 ライフクリーナー　ラビスタ サービス その他サービス 5%

176,740 兵庫県 宝塚市 ライフクリーナー　ラビスタ店 サービス その他サービス 5%

176,741 兵庫県 宝塚市 ライフクリーナー　ＧＣ宝塚中山店 サービス その他サービス 5%

176,742 兵庫県 宝塚市 ライフクリーナー　中山台店 サービス その他サービス 5%

176,743 兵庫県 宝塚市 ライフクリーナー宝塚店 サービス その他サービス 5%

176,744 兵庫県 宝塚市 ライフクリーナー仁川店 サービス その他サービス 5%

176,745 兵庫県 宝塚市 ライフクリーナーラビスタ店 サービス その他サービス 5%

176,746 兵庫県 宝塚市 ラセーラ　サーバ宝塚東 サービス その他サービス 5%

176,747 兵庫県 宝塚市 ＬＡ　　ＢＲＡＣＥ サービス 飲食業 5%

176,748 兵庫県 宝塚市 ラボッカ サービス 飲食業 5%

176,749 兵庫県 宝塚市 ＬａＢＯＣＣＡ サービス 飲食業 5%

176,750 兵庫県 宝塚市 Ｌｉｅｎ 小売業 その他小売 5%

176,751 兵庫県 宝塚市 Ｒｅゆとりら サービス 理容・美容業 5%

176,752 兵庫県 宝塚市 リュヌ　エ　ソレイユ 小売業 衣料品 5%

176,753 兵庫県 宝塚市 リュヌ　エ　ソレイユ 小売業 衣料品 5%

176,754 兵庫県 宝塚市 ＲＹＯＫＯ　ＫＩＫＵＣＨＩ　ＰＬＵＳ　逆瀬川店 小売業 衣料品 5%

176,755 兵庫県 宝塚市 レイドバックミュージックスクール宝塚校 サービス その他サービス 5%

176,756 兵庫県 宝塚市 ロイヤルクイーン　阪急山本教室 小売業 家具・調度品 5%

176,757 兵庫県 宝塚市 ｒｏｓｓｏ　ｎｅｒｏ サービス 飲食業 5%

176,758 兵庫県 宝塚市 ｒｏｓｓｏ　ｎｅｒｏ サービス 飲食業 5%

176,759 兵庫県 宝塚市 ＬｏｍｉＬｏｍｉＯｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

176,760 兵庫県 宝塚市 ｗｉｎｅ　ｆｏｏｄ　ｙｏｓｈｉｄａ サービス 飲食業 5%

176,761 兵庫県 宝塚市 ｗｉｎｅａｎｄｆｏｏｄｙｏｓｈｉｄａ サービス 飲食業 5%

176,762 兵庫県 宝塚市 若松電器 小売業 電化製品 5%

176,763 兵庫県 宝塚市 輪心 輪心 小売業 その他小売 5%

176,764 兵庫県 たつの市 相生水上ゴルフセンター サービス その他サービス 5%

176,765 兵庫県 たつの市 相生モ－タ－ス揖保川店 サービス その他サービス 5%

176,766 兵庫県 たつの市 イタリアンダイニング　ＤＯＮ★９ サービス 飲食業 5%

176,767 兵庫県 たつの市 揖西　自動車 サービス その他サービス 5%

176,768 兵庫県 たつの市 出光揖西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,769 兵庫県 たつの市 稲葉電器 小売業 電化製品 5%

176,770 兵庫県 たつの市 揖保車輌 小売業 その他小売 5%

176,771 兵庫県 たつの市 内海電化ハウス 小売業 電化製品 5%

176,772 兵庫県 たつの市 うまいもん横丁たつの店 サービス 飲食業 5%

176,773 兵庫県 たつの市 エデンの東 サービス 飲食業 5%

176,774 兵庫県 たつの市 Ｍ－ＳＴＹＬＥ サービス その他サービス 5%

176,775 兵庫県 たつの市 ａｕショップ　たつの 小売業 電化製品 5%

176,776 兵庫県 たつの市 旺久グループ 小売業 その他小売 5%

176,777 兵庫県 たつの市 岡本モータース 小売業 その他小売 5%

176,778 兵庫県 たつの市 お好み焼き　たんと　お好み焼き　たんと サービス 飲食業 5%
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176,779 兵庫県 たつの市 株式会社小田商店 小売業 衣料品 5%

176,780 兵庫県 たつの市 御菓子司 櫻屋 小売業 食料品 5%

176,781 兵庫県 たつの市 オンリーワン 小売業 その他小売 5%

176,782 兵庫県 たつの市 懐石宿　潮里 サービス 宿泊業 5%

176,783 兵庫県 たつの市 籠山陶房 サービス その他サービス 5%

176,784 兵庫県 たつの市 菓子と珈琲　朔 サービス 飲食業 5%

176,785 兵庫県 たつの市 片しぼ竹の宿　梅玉 サービス 宿泊業 5%

176,786 兵庫県 たつの市 割烹　いぐち サービス 飲食業 5%

176,787 兵庫県 たつの市 株式会社オフィスヒロ サービス その他サービス 5%

176,788 兵庫県 たつの市 株式会社ＴＡＴＳＵＮＯ サービス その他サービス 5%

176,789 兵庫県 たつの市 株式会社トミオカ 小売業 家具・調度品 5%

176,790 兵庫県 たつの市 髪と顔を創るさくら美容室 サービス 理容・美容業 5%

176,791 兵庫県 たつの市 カワベ竜野店 小売業 食料品 5%

176,792 兵庫県 たつの市 きむら化粧品 サービス その他サービス 5%

176,793 兵庫県 たつの市 きむら化粧品　きむら化粧品 小売業 その他小売 5%

176,794 兵庫県 たつの市 きもの　うめおか　竜野店 小売業 衣料品 5%

176,795 兵庫県 たつの市 共和自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

176,796 兵庫県 たつの市 クラテラスたつの サービス 飲食業 5%

176,797 兵庫県 たつの市 クリーニング　ブーケ　揖保川店 サービス その他サービス 5%

176,798 兵庫県 たつの市 クリーニング　ブーケ　新宮店 サービス その他サービス 5%

176,799 兵庫県 たつの市 クリーニング　ブーケ　新宮南店 サービス その他サービス 5%

176,800 兵庫県 たつの市 クリーニング　ブーケ　たつの支店 サービス その他サービス 5%

176,801 兵庫県 たつの市 クリーニング　ブーケ　たつの中央店 サービス その他サービス 5%

176,802 兵庫県 たつの市 クリーニング　ブーケ　龍野店 サービス その他サービス 5%

176,803 兵庫県 たつの市 クリーニング　ブーケ　たつの西店 サービス その他サービス 5%

176,804 兵庫県 たつの市 ＫＣＳセンター揖保川 サービス その他サービス 5%

176,805 兵庫県 たつの市 合資会社フクタケ 小売業 電化製品 5%

176,806 兵庫県 たつの市 神戸新聞新宮専売所 小売業 その他小売 5%

176,807 兵庫県 たつの市 コエヅカ電機 小売業 電化製品 5%

176,808 兵庫県 たつの市 珈琲　紫園 サービス 飲食業 5%

176,809 兵庫県 たつの市 ゴダイドラッグ新宮店 小売業 その他小売 5%

176,810 兵庫県 たつの市 ゴダイドラッグ龍野北店 小売業 その他小売 5%

176,811 兵庫県 たつの市 ゴダイドラッグ御津店 小売業 その他小売 5%

176,812 兵庫県 たつの市 セブン－イレブンＪＲ竜野駅前店 小売業 食料品 2%

176,813 兵庫県 たつの市 写真箱竜野店 サービス その他サービス 5%

176,814 兵庫県 たつの市 旬彩館　山喜 小売業 食料品 5%

176,815 兵庫県 たつの市 新宮サービス サービス その他サービス 5%

176,816 兵庫県 たつの市 新健勝苑姫路店 小売業 衣料品 5%

176,817 兵庫県 たつの市 新舞子ガーデンホテル サービス 宿泊業 5%

176,818 兵庫県 たつの市 吹田屋精肉店 小売業 その他小売 5%

176,819 兵庫県 たつの市 スーパーホームセンターいない　龍野店 小売業 その他小売 5%

176,820 兵庫県 たつの市 すし官太 龍野店 サービス 飲食業 5%
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176,821 兵庫県 たつの市 セルビックサロン　カノン 小売業 その他小売 5%

176,822 兵庫県 たつの市 セルフ神岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,823 兵庫県 たつの市 セルフ龍野西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,824 兵庫県 たつの市 セルフ本龍野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,825 兵庫県 たつの市 大黒屋丹治 小売業 食料品 5%

176,826 兵庫県 たつの市 大三万年堂 サービス 飲食業 5%

176,827 兵庫県 たつの市 高原屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

176,828 兵庫県 たつの市 たつの赤とんぼ店 サービス その他サービス 5%

176,829 兵庫県 たつの市 セブン－イレブンたつの揖西小神店 小売業 食料品 2%

176,830 兵庫県 たつの市 セブン－イレブンたつの揖西南山店 小売業 食料品 2%

176,831 兵庫県 たつの市 セブン－イレブン龍野小宅北店 小売業 食料品 2%

176,832 兵庫県 たつの市 セブン－イレブン龍野片山店 小売業 食料品 2%

176,833 兵庫県 たつの市 セブン－イレブンたつの新宮町新宮店 小売業 食料品 2%

176,834 兵庫県 たつの市 龍野水上ゴルフセンター サービス その他サービス 5%

176,835 兵庫県 たつの市 セブン－イレブン龍野末政店 小売業 食料品 2%

176,836 兵庫県 たつの市 龍野タクシー サービス 運輸業 5%

176,837 兵庫県 たつの市 セブン－イレブンたつの富永店 小売業 食料品 2%

176,838 兵庫県 たつの市 龍野西ＳＡＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,839 兵庫県 たつの市 龍野西サービスエリア店 サービス 飲食業 5%

176,840 兵庫県 たつの市 セブン－イレブンたつの日飼店 小売業 食料品 2%

176,841 兵庫県 たつの市 セブン－イレブンたつの御津町釜屋店 小売業 食料品 2%

176,842 兵庫県 たつの市 ダテ理容 サービス 理容・美容業 5%

176,843 兵庫県 たつの市 どい動物病院　龍野エルザ サービス その他サービス 5%

176,844 兵庫県 たつの市 肉の山喜 肉の山喜 本店 小売業 食料品 5%

176,845 兵庫県 たつの市 野村中古車センター 小売業 その他小売 5%

176,846 兵庫県 たつの市 のんびりでええやん サービス 飲食業 5%

176,847 兵庫県 たつの市 履物のカツハラ 小売業 衣料品 5%

176,848 兵庫県 たつの市 八宝閣 サービス 飲食業 5%

176,849 兵庫県 たつの市 パティスリーベネディクション 小売業 食料品 5%

176,850 兵庫県 たつの市 原田自動車整備 サービス その他サービス 5%

176,851 兵庫県 たつの市 播磨新宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,852 兵庫県 たつの市 播磨新宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,853 兵庫県 たつの市 びそうえん 小売業 その他小売 5%

176,854 兵庫県 たつの市 ｐｉｐｉｐａｎ　ｐｉｐｉｐａｎ 小売業 食料品 5%

176,855 兵庫県 たつの市 美容カイロサロンはっぴぃ・りーふ サービス その他サービス 5%

176,856 兵庫県 たつの市 兵庫トヨタ自動車西はりま店 小売業 その他小売 5%

176,857 兵庫県 たつの市 フクミヅデンキ 小売業 電化製品 5%

176,858 兵庫県 たつの市 藤井写真館 サービス その他サービス 5%

176,859 兵庫県 たつの市 藤本新聞舗 小売業 その他小売 5%

176,860 兵庫県 たつの市 プチマルシェ新宮店 小売業 食料品 5%

176,861 兵庫県 たつの市 ブックボーイ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

176,862 兵庫県 たつの市 ぶっちゃー 小売業 食料品 5%
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176,863 兵庫県 たつの市 ｆｒｅｙａ サービス 理容・美容業 5%

176,864 兵庫県 たつの市 ヘアーサロンユイ サービス 理容・美容業 5%

176,865 兵庫県 たつの市 ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　Ｋ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

176,866 兵庫県 たつの市 ヘアスタジオＩ サービス 理容・美容業 5%

176,867 兵庫県 たつの市 ヘアスタジオＩ　Ｋ サービス 理容・美容業 5%

176,868 兵庫県 たつの市 ｈａｉｒｍａｋｅａｎｄ　Ｍｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

176,869 兵庫県 たつの市 ベスト寝具 小売業 家具・調度品 5%

176,870 兵庫県 たつの市 宝山電気商会 小売業 電化製品 5%

176,871 兵庫県 たつの市 ＢｏｄｙＣａｒｅＥＡＲＴＨ サービス 理容・美容業 5%

176,872 兵庫県 たつの市 Ｂｏｄｙ　Ｃａｒｅ　ＥＡＲＴＨ サービス その他サービス 5%

176,873 兵庫県 たつの市 ホテル　シーショア・リゾート サービス 宿泊業 5%

176,874 兵庫県 たつの市 ホリヨシ電器 小売業 電化製品 5%

176,875 兵庫県 たつの市 堀理美容室 サービス 理容・美容業 5%

176,876 兵庫県 たつの市 誉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,877 兵庫県 たつの市 円尾自動車 サービス その他サービス 5%

176,878 兵庫県 たつの市 道の駅みつ サービス 飲食業 5%

176,879 兵庫県 たつの市 みゆき美容室 サービス 理容・美容業 5%

176,880 兵庫県 たつの市 株式会社村田住設 サービス その他サービス 5%

176,881 兵庫県 たつの市 メガネショップルック サービス その他サービス 5%

176,882 兵庫県 たつの市 メガネストアー竜野 小売業 その他小売 5%

176,883 兵庫県 たつの市 メガネストアー竜野店 小売業 その他小売 5%

176,884 兵庫県 たつの市 焼肉力　相生店 サービス 飲食業 5%

176,885 兵庫県 たつの市 株式会社山根電器商会 小売業 電化製品 5%

176,886 兵庫県 たつの市 株式会社　山吹 サービス 飲食業 5%

176,887 兵庫県 たつの市 山本モータース サービス その他サービス 5%

176,888 兵庫県 たつの市 やよい美容室 サービス 理容・美容業 5%

176,889 兵庫県 たつの市 有限会社イケダめがね 小売業 その他小売 5%

176,890 兵庫県 たつの市 有限会社エール サービス その他サービス 5%

176,891 兵庫県 たつの市 有限会社Ｋ．ＤＲＥＡＭ 小売業 衣料品 5%

176,892 兵庫県 たつの市 リブマックスリゾート瀬戸内シーフロント サービス 宿泊業 5%

176,893 兵庫県 丹波篠山市 ＲＨ　Ｂａｇｅｌｓ サービス 飲食業 5%

176,894 兵庫県 丹波篠山市 ＲＨ　Ｂａｇｅｌｓ サービス 飲食業 5%

176,895 兵庫県 丹波篠山市 アグリヘルシーファーム 小売業 食料品 5%

176,896 兵庫県 丹波篠山市 あんばい整体院 サービス その他サービス 5%

176,897 兵庫県 丹波篠山市 稲右衛門窯 小売業 家具・調度品 5%

176,898 兵庫県 丹波篠山市 イマイ無線電器 小売業 電化製品 5%

176,899 兵庫県 丹波篠山市 器とくらしの道具ハクトヤ 小売業 衣料品 5%

176,900 兵庫県 丹波篠山市 うめたん 小売業 食料品 5%

176,901 兵庫県 丹波篠山市 お菓子屋豆畑 小売業 食料品 5%

176,902 兵庫県 丹波篠山市 カーシティ三田 小売業 その他小売 5%

176,903 兵庫県 丹波篠山市 家具工房ＧＡＫＵ 小売業 家具・調度品 5%

176,904 兵庫県 丹波篠山市 カクマツモータース サービス その他サービス 5%
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176,905 兵庫県 丹波篠山市 加古勝己 小売業 家具・調度品 5%

176,906 兵庫県 丹波篠山市 株式会社　創虹社 サービス その他サービス 5%

176,907 兵庫県 丹波篠山市 株式会社青木表具店 サービス その他サービス 5%

176,908 兵庫県 丹波篠山市 株式会社小田垣商店 小売業 食料品 5%

176,909 兵庫県 丹波篠山市 （株）木下楽器 小売業 その他小売 5%

176,910 兵庫県 丹波篠山市 株式会社キャメル 小売業 貴金属・服飾品 5%

176,911 兵庫県 丹波篠山市 株式会社　城東 サービス その他サービス 5%

176,912 兵庫県 丹波篠山市 株式会社　正和 サービス その他サービス 5%

176,913 兵庫県 丹波篠山市 株式会社畑中自動車 サービス その他サービス 5%

176,914 兵庫県 丹波篠山市 株式会社ミカタ 小売業 電化製品 5%

176,915 兵庫県 丹波篠山市 株式会社米忠商店 小売業 食料品 5%

176,916 兵庫県 丹波篠山市 雅峰窯 サービス その他サービス 5%

176,917 兵庫県 丹波篠山市 窯元やまの サービス その他サービス 5%

176,918 兵庫県 丹波篠山市 喫茶美貴 サービス 飲食業 5%

176,919 兵庫県 丹波篠山市 業務スーパー篠山インター店 小売業 食料品 2%

176,920 兵庫県 丹波篠山市 草山自動車工業 小売業 その他小売 5%

176,921 兵庫県 丹波篠山市 栗屋西垣 小売業 食料品 5%

176,922 兵庫県 丹波篠山市 黒まめの（株）小田垣商店 小売業 食料品 5%

176,923 兵庫県 丹波篠山市 グンゲピッツア サービス 飲食業 5%

176,924 兵庫県 丹波篠山市 Ｋ－ＨＯＵＳＥ 小売業 衣料品 5%

176,925 兵庫県 丹波篠山市 ＫＴ－ＣＡＲサービス サービス その他サービス 5%

176,926 兵庫県 丹波篠山市 神戸新聞篠山日置専売所 小売業 その他小売 5%

176,927 兵庫県 丹波篠山市 ココチ舎 サービス その他サービス 5%

176,928 兵庫県 丹波篠山市 ゴダイドラッグ篠山店 小売業 その他小売 5%

176,929 兵庫県 丹波篠山市 酒と食品やまがみ サービス その他サービス 5%

176,930 兵庫県 丹波篠山市 ささ一被服 小売業 衣料品 5%

176,931 兵庫県 丹波篠山市 篠山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,932 兵庫県 丹波篠山市 セブン－イレブン篠山大沢店 小売業 食料品 2%

176,933 兵庫県 丹波篠山市 篠山観光ホテル サービス 宿泊業 5%

176,934 兵庫県 丹波篠山市 セブン－イレブン篠山黒岡店 小売業 食料品 2%

176,935 兵庫県 丹波篠山市 篠山自動車サービス株式会社 小売業 その他小売 5%

176,936 兵庫県 丹波篠山市 篠山食料品店 小売業 食料品 5%

176,937 兵庫県 丹波篠山市 茶遊菓楽 諏訪園 茶遊菓楽 諏訪園 インター店 小売業 食料品 5%

176,938 兵庫県 丹波篠山市 茶遊菓楽　諏訪園　茶遊菓楽　諏訪園　本店 小売業 食料品 5%

176,939 兵庫県 丹波篠山市 三田屋　篠山インター店 サービス 飲食業 5%

176,940 兵庫県 丹波篠山市 四旬 サービス 飲食業 5%

176,941 兵庫県 丹波篠山市 ＪＡ丹波ささやま　Ａコープ 小売業 食料品 5%

176,942 兵庫県 丹波篠山市 ＪＡ丹波ささやま　生活ふれあい課 小売業 家具・調度品 5%

176,943 兵庫県 丹波篠山市 自転車工房ハイランダー 小売業 その他小売 5%

176,944 兵庫県 丹波篠山市 シューズベル 小売業 その他小売 5%

176,945 兵庫県 丹波篠山市 陶の郷 小売業 家具・調度品 5%

176,946 兵庫県 丹波篠山市 末晴窯 小売業 家具・調度品 5%
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176,947 兵庫県 丹波篠山市 Ｓｏｕｆｆｌｅ ｃａｆｅ Ｋａｍｏｔｔｅ サービス 飲食業 5%

176,948 兵庫県 丹波篠山市 数元自動車 小売業 その他小売 5%

176,949 兵庫県 丹波篠山市 諏訪園　篠山店 小売業 食料品 5%

176,950 兵庫県 丹波篠山市 セルフ篠山 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,951 兵庫県 丹波篠山市 蕎麦切　ゆる里 サービス 飲食業 5%

176,952 兵庫県 丹波篠山市 大正ロマン館 小売業 食料品 5%

176,953 兵庫県 丹波篠山市 タカラブネ　ＮＥＷＳ篠山店 小売業 食料品 5%

176,954 兵庫県 丹波篠山市 多紀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,955 兵庫県 丹波篠山市 竹内金物 小売業 電化製品 5%

176,956 兵庫県 丹波篠山市 田中正一商店 小売業 食料品 5%

176,957 兵庫県 丹波篠山市 たなかでんき アトム電器丹南古市店 小売業 電化製品 5%

176,958 兵庫県 丹波篠山市 玉川食品 小売業 食料品 5%

176,959 兵庫県 丹波篠山市 遊牧民の絨毯ダルシャン 小売業 その他小売 5%

176,960 兵庫県 丹波篠山市 丹水窯 サービス その他サービス 5%

176,961 兵庫県 丹波篠山市 丹南 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,962 兵庫県 丹波篠山市 丹波篠山　黒豆畑 サービス その他サービス 5%

176,963 兵庫県 丹波篠山市 丹波ささやま　西八本店 小売業 その他小売 5%

176,964 兵庫県 丹波篠山市 丹波篠山味処　みたけ　本店 サービス 飲食業 5%

176,965 兵庫県 丹波篠山市 丹波篠山味処　みたけ　支店 サービス 飲食業 5%

176,966 兵庫県 丹波篠山市 丹波篠山百景館 小売業 食料品 5%

176,967 兵庫県 丹波篠山市 丹波篠山百景館 小売業 食料品 5%

176,968 兵庫県 丹波篠山市 丹波ささやまホロンピアホテル サービス 宿泊業 5%

176,969 兵庫県 丹波篠山市 丹波路ブルワリー　テラノ・サウス サービス 飲食業 5%

176,970 兵庫県 丹波篠山市 丹波たぶち農場 小売業 食料品 5%

176,971 兵庫県 丹波篠山市 丹波焼雅峰窯 サービス その他サービス 5%

176,972 兵庫県 丹波篠山市 天然酵母のパン屋さん　白殻五粉 小売業 食料品 5%

176,973 兵庫県 丹波篠山市 陶芳窯 陶芳窯 展示イベント販売 小売業 その他小売 5%

176,974 兵庫県 丹波篠山市 時計メガネ補聴器　ツチヤ 小売業 その他小売 5%

176,975 兵庫県 丹波篠山市 俊彦窯 小売業 その他小売 5%

176,976 兵庫県 丹波篠山市 内藤仏具店 小売業 家具・調度品 5%

176,977 兵庫県 丹波篠山市 なかにし文具店 なかにし文具店 小売業 その他小売 5%

176,978 兵庫県 丹波篠山市 中山電器 小売業 電化製品 5%

176,979 兵庫県 丹波篠山市 ＮａｔｕｒａｌＢａｃｋｙａｒｄ 小売業 家具・調度品 5%

176,980 兵庫県 丹波篠山市 肉の東門 小売業 食料品 5%

176,981 兵庫県 丹波篠山市 西紀ＳＡＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,982 兵庫県 丹波篠山市 西紀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,983 兵庫県 丹波篠山市 ニッセンシェイプファンデサロンドラブミー 小売業 衣料品 5%

176,984 兵庫県 丹波篠山市 ニュー多紀 小売業 ガソリンスタンド 2%

176,985 兵庫県 丹波篠山市 信行窯 サービス その他サービス 5%

176,986 兵庫県 丹波篠山市 梅角堂 小売業 食料品 5%

176,987 兵庫県 丹波篠山市 ＢｉｋｅＳｈｏｐ ＳＡＫＡＩ サービス その他サービス 5%

176,988 兵庫県 丹波篠山市 ハタ印房 小売業 その他小売 5%
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176,989 兵庫県 丹波篠山市 はり・きゅう治療の一茶庵 サービス 理容・美容業 5%

176,990 兵庫県 丹波篠山市 ぱわーずもり 小売業 電化製品 5%

176,991 兵庫県 丹波篠山市 兵庫医大ささやま医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

176,992 兵庫県 丹波篠山市 ファミリーダイニング　パラパラ サービス 飲食業 5%

176,993 兵庫県 丹波篠山市 フ－ドショップいじり 小売業 その他小売 5%

176,994 兵庫県 丹波篠山市 フードショップ小畠 小売業 その他小売 5%

176,995 兵庫県 丹波篠山市 株式会社藤本林業所 小売業 その他小売 5%

176,996 兵庫県 丹波篠山市 ヘアースタジオ　ヤマグチ サービス 理容・美容業 5%

176,997 兵庫県 丹波篠山市 宝魚園 サービス 飲食業 5%

176,998 兵庫県 丹波篠山市 鳳鳴酒造ほろ酔い城下蔵 小売業 食料品 5%

176,999 兵庫県 丹波篠山市 ボーシュマン サービス 飲食業 5%

177,000 兵庫県 丹波篠山市 ぼたん鍋専門店　ぼたん亭 サービス 飲食業 5%

177,001 兵庫県 丹波篠山市 ぼたん鍋処　如月庵 サービス 飲食業 5%

177,002 兵庫県 丹波篠山市 薪窯ピザ　ＤＯＮＯ サービス 飲食業 5%

177,003 兵庫県 丹波篠山市 マクドナルド篠山ファーカス店 サービス 飲食業 2%

177,004 兵庫県 丹波篠山市 マミフラワー 小売業 その他小売 5%

177,005 兵庫県 丹波篠山市 豆畑 サービス 飲食業 5%

177,006 兵庫県 丹波篠山市 丸八窯 サービス その他サービス 5%

177,007 兵庫県 丹波篠山市 丹波焼まるまつ窯 サービス その他サービス 5%

177,008 兵庫県 丹波篠山市 合資会社三國屋呉服店 小売業 衣料品 5%

177,009 兵庫県 丹波篠山市 ｍｉｍｏｓａ　ｃａｆｅ　ミモザカフェ サービス 飲食業 5%

177,010 兵庫県 丹波篠山市 メリーゴーランドグラス サービス その他サービス 5%

177,011 兵庫県 丹波篠山市 森田石材店　たんば篠山店 小売業 家具・調度品 5%

177,012 兵庫県 丹波篠山市 やまがみ酒店 小売業 食料品 5%

177,013 兵庫県 丹波篠山市 有限会社 山本石材店 有限会社 山本石材店 小売業 その他小売 5%

177,014 兵庫県 丹波篠山市 有限会社もりでんき 小売業 電化製品 5%

177,015 兵庫県 丹波篠山市 有限会社レディースオート篠山 小売業 その他小売 5%

177,016 兵庫県 丹波篠山市 雪岡市郎兵衛洋菓子舗 サービス 飲食業 5%

177,017 兵庫県 丹波篠山市 ランプヤ電機部 小売業 電化製品 5%

177,018 兵庫県 丹波篠山市 料理旅館　玉川楼 サービス 宿泊業 5%

177,019 兵庫県 丹波篠山市 ＬｉｎｄａＬｉｎｄａ サービス 理容・美容業 5%

177,020 兵庫県 丹波篠山市 ルナパルパドス サービス 飲食業 5%

177,021 兵庫県 丹波篠山市 瞼月 サービス 飲食業 5%

177,022 兵庫県 丹波篠山市 ルミエール　きたむら 小売業 電化製品 5%

177,023 兵庫県 丹波篠山市 ロッヂＳ．Ｐ．Ｈ サービス その他サービス 5%

177,024 兵庫県 丹波市 青垣町ＳＳ　衣川石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,025 兵庫県 丹波市 アシケン 小売業 衣料品 5%

177,026 兵庫県 丹波市 芦田石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,027 兵庫県 丹波市 アダチ精肉店　アダチ精肉店 小売業 食料品 5%

177,028 兵庫県 丹波市 市島 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,029 兵庫県 丹波市 出光石生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,030 兵庫県 丹波市 出光山南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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177,031 兵庫県 丹波市 ヴォーノ・ピアチェーレ サービス 飲食業 5%

177,032 兵庫県 丹波市 ＷＯＯＤ－ＴＯＰ 小売業 家具・調度品 5%

177,033 兵庫県 丹波市 ａｕショップ　氷上 小売業 電化製品 5%

177,034 兵庫県 丹波市 オアシスカットサロン サービス 理容・美容業 5%

177,035 兵庫県 丹波市 太田自動車（株） サービス その他サービス 5%

177,036 兵庫県 丹波市 ＡＵＴＯ　ＢＯＤＹ若林 小売業 その他小売 5%

177,037 兵庫県 丹波市 岡林写真館 サービス その他サービス 5%

177,038 兵庫県 丹波市 おにぎりと野菜のレストラン 千華 サービス 飲食業 5%

177,039 兵庫県 丹波市 柏原中央セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,040 兵庫県 丹波市 カーテンじゅうたん王国　宝塚店 小売業 家具・調度品 5%

177,041 兵庫県 丹波市 株式会社　大仏堂 小売業 家具・調度品 5%

177,042 兵庫県 丹波市 株式会社ウエキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,043 兵庫県 丹波市 株式会社酒井農機商会 小売業 その他小売 5%

177,044 兵庫県 丹波市 株式会社新興自動車 小売業 その他小売 5%

177,045 兵庫県 丹波市 株式会社デンテックス サービス その他サービス 5%

177,046 兵庫県 丹波市 株式会社森田石材店 小売業 家具・調度品 5%

177,047 兵庫県 丹波市 関西旅行社 サービス その他サービス 2%

177,048 兵庫県 丹波市 衣川石油店　ＥＮＥＯＳ　青垣町　衣川石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,049 兵庫県 丹波市 クリーニング　レック　山南店 サービス その他サービス 5%

177,050 兵庫県 丹波市 クリーニングレックコープ柏原店 サービス その他サービス 5%

177,051 兵庫県 丹波市 グリーンホテル松風 サービス 宿泊業 5%

177,052 兵庫県 丹波市 合資会社　谷垣商店 小売業 食料品 5%

177,053 兵庫県 丹波市 神戸新聞三田北専売所 小売業 その他小売 5%

177,054 兵庫県 丹波市 工房　木楽屋 小売業 その他小売 5%

177,055 兵庫県 丹波市 工房木楽屋 小売業 家具・調度品 5%

177,056 兵庫県 丹波市 ゴダイドラッグ山南店 小売業 その他小売 5%

177,057 兵庫県 丹波市 ゴダイドラッグ氷上本郷店 小売業 その他小売 5%

177,058 兵庫県 丹波市 ことのはファーム 小売業 食料品 5%

177,059 兵庫県 丹波市 ＪＡ丹波ひかみ　とれたて野菜直売所 小売業 食料品 5%

177,060 兵庫県 丹波市 ＪＡ丹波ひかみ　農機センター サービス その他サービス 5%

177,061 兵庫県 丹波市 下滝 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,062 兵庫県 丹波市 昭和堂 小売業 その他小売 5%

177,063 兵庫県 丹波市 Ｓｈｉｎａｒｔｓ サービス その他サービス 5%

177,064 兵庫県 丹波市 すし官太　氷上店 サービス 飲食業 5%

177,065 兵庫県 丹波市 ３Ｒｏａｓｔｅｒｙ サービス 飲食業 5%

177,066 兵庫県 丹波市 染織工房こおり舎 サービス その他サービス 5%

177,067 兵庫県 丹波市 ダイハツ春日 小売業 その他小売 5%

177,068 兵庫県 丹波市 大連飯店 サービス 飲食業 5%

177,069 兵庫県 丹波市 竹田 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,070 兵庫県 丹波市 セブン－イレブン丹波市島町店 小売業 食料品 2%

177,071 兵庫県 丹波市 セブン－イレブン丹波春日黒井店 小売業 食料品 2%

177,072 兵庫県 丹波市 丹波支店柏原営業所 小売業 その他小売 5%
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177,073 兵庫県 丹波市 丹波支店柏原営業所２ 小売業 その他小売 5%

177,074 兵庫県 丹波市 丹波旬菜　田舎家 サービス 飲食業 5%

177,075 兵庫県 丹波市 丹波パラグライダースクール サービス その他サービス 5%

177,076 兵庫県 丹波市 TOOL SPOT　フシミヤ 小売業 その他小売 5%

177,077 兵庫県 丹波市 つばきや　氷上店 サービス 飲食業 5%

177,078 兵庫県 丹波市 でんこうしゃ 小売業 電化製品 5%

177,079 兵庫県 丹波市 でんこうしゃ 小売業 電化製品 5%

177,080 兵庫県 丹波市 Ｄｏｇ・ｓｐａｃｅ　Ｃｕｔｉｅ！ サービス その他サービス 5%

177,081 兵庫県 丹波市 中村屋酒店 小売業 食料品 5%

177,082 兵庫県 丹波市 ｄｅｉｍ サービス 理容・美容業 5%

177,083 兵庫県 丹波市 ニッセンシェイプ・サロン　シェアーズ 小売業 衣料品 5%

177,084 兵庫県 丹波市 ニッセンシェイプファンデサロンプレジール 小売業 衣料品 5%

177,085 兵庫県 丹波市 ニッセンシェイプファンデサロンドボヌール 小売業 衣料品 5%

177,086 兵庫県 丹波市 ニュー柏原 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,087 兵庫県 丹波市 ネッツトヨタゾナ神戸柏原店 小売業 その他小売 5%

177,088 兵庫県 丹波市 Ｂａｒ　Ａｃｃｏｒ サービス 飲食業 5%

177,089 兵庫県 丹波市 パークイン　カイバラ サービス 宿泊業 5%

177,090 兵庫県 丹波市 パティスリーカフェカタシマ丹波店 小売業 食料品 5%

177,091 兵庫県 丹波市 氷上インターセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,092 兵庫県 丹波市 氷上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,093 兵庫県 丹波市 兵庫トヨタ自動車柏原店（新車） 小売業 その他小売 5%

177,094 兵庫県 丹波市 ファイヤーウッド丹波（店舗内） 小売業 その他小売 5%

177,095 兵庫県 丹波市 ブックフォーラムジュンク　柏原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

177,096 兵庫県 丹波市 フレッシュバザール青垣店 小売業 食料品 5%

177,097 兵庫県 丹波市 ｈａｉｒｓｔｕｄｉｏＮａｔｙ サービス 理容・美容業 5%

177,098 兵庫県 丹波市 株式会社西山酒造場 サービス 飲食業 5%

177,099 兵庫県 丹波市 舞しゃぶ　柏原店 サービス 飲食業 5%

177,100 兵庫県 丹波市 ｍａｃｉｏｌｌａ 小売業 衣料品 5%

177,101 兵庫県 丹波市 マクドナルド氷上店 サービス 飲食業 2%

177,102 兵庫県 丹波市 ｍａｍｅ庵 サービス その他サービス 5%

177,103 兵庫県 丹波市 三ッ塚観光ブドウ園　ミツズカカンコウブドウエン 小売業 その他小売 5%

177,104 兵庫県 丹波市 株式会社ミツワ柏原営業所 小売業 その他小売 5%

177,105 兵庫県 丹波市 株式会社ミツワ　丹波支店　産業用販売 小売業 その他小売 5%

177,106 兵庫県 丹波市 有）ミツワ梅垣薬局 小売業 その他小売 5%

177,107 兵庫県 丹波市 ｍｉｍｏｓａｈｏｕｓｅ 小売業 衣料品 5%

177,108 兵庫県 丹波市 めがね工房＋ラクーラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,109 兵庫県 丹波市 もみじ市民ホール サービス その他サービス 5%

177,110 兵庫県 丹波市 一般社団ユアーズファンナップ サービス その他サービス 5%

177,111 兵庫県 丹波市 藤平自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

177,112 兵庫県 丹波市 株式会社横谷モータース 小売業 その他小売 5%

177,113 兵庫県 丹波市 よしだ屋 サービス 飲食業 5%

177,114 兵庫県 丹波市 吉森商会本社 小売業 その他小売 5%
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177,115 兵庫県 丹波市 Ｌａｌａ 小売業 衣料品 5%

177,116 兵庫県 丹波市 リビンズ神戸屋 小売業 家具・調度品 5%

177,117 兵庫県 丹波市 料理旅館　播磨屋 サービス 宿泊業 5%

177,118 兵庫県 丹波市 ルミエール　タカセ 小売業 電化製品 5%

177,119 兵庫県 丹波市 ルミエール　フキ 小売業 電化製品 5%

177,120 兵庫県 丹波市 和田ＳＳ　天川屋石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,121 兵庫県 豊岡市 ＥＹＥＳ 小売業 その他小売 5%

177,122 兵庫県 豊岡市 アクアリウムＦＵＪＩ 小売業 その他小売 5%

177,123 兵庫県 豊岡市 ａｓＢ宮島店 小売業 その他小売 5%

177,124 兵庫県 豊岡市 アトム電器　豊岡南店 小売業 電化製品 2%

177,125 兵庫県 豊岡市 アピデ　タッチ　豊岡店 小売業 その他小売 5%

177,126 兵庫県 豊岡市 アルソア四季 小売業 その他小売 5%

177,127 兵庫県 豊岡市 アルビ 小売業 衣料品 5%

177,128 兵庫県 豊岡市 飯田商店 サービス 飲食業 5%

177,129 兵庫県 豊岡市 飯田電器 小売業 電化製品 5%

177,130 兵庫県 豊岡市 イガキフォトスタジオ　イガキフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

177,131 兵庫県 豊岡市 出石皿そば　山下 サービス 飲食業 5%

177,132 兵庫県 豊岡市 出石手打ち皿蕎麦　天通 サービス 飲食業 5%

177,133 兵庫県 豊岡市 いたや商店 小売業 その他小売 5%

177,134 兵庫県 豊岡市 一魚一恵 城崎店 サービス 飲食業 5%

177,135 兵庫県 豊岡市 いちだや旅館 サービス 宿泊業 5%

177,136 兵庫県 豊岡市 出光出石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,137 兵庫県 豊岡市 出光城崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,138 兵庫県 豊岡市 出光国府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,139 兵庫県 豊岡市 出光セルフ豊岡西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,140 兵庫県 豊岡市 出光中山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,141 兵庫県 豊岡市 出光バイパス日高ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,142 兵庫県 豊岡市 出光日高ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,143 兵庫県 豊岡市 井戸オートサービス 小売業 その他小売 5%

177,144 兵庫県 豊岡市 ＩＭＡＩ　ＭＯＴＯＲ　ＷＯＲＬＤ 小売業 その他小売 5%

177,145 兵庫県 豊岡市 イマオカオートショップ 小売業 その他小売 5%

177,146 兵庫県 豊岡市 一六八 小売業 その他小売 5%

177,147 兵庫県 豊岡市 インテリアプラザ　山根家具 小売業 家具・調度品 5%

177,148 兵庫県 豊岡市 海の音　うみのね サービス 宿泊業 5%

177,149 兵庫県 豊岡市 エイコーデンキ 小売業 電化製品 5%

177,150 兵庫県 豊岡市 映像倉庫 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

177,151 兵庫県 豊岡市 エイワン家具 小売業 家具・調度品 5%

177,152 兵庫県 豊岡市 エステサロンｋｉｎｏｍｉ サービス 理容・美容業 5%

177,153 兵庫県 豊岡市 エックスモバイル豊岡店 小売業 電化製品 5%

177,154 兵庫県 豊岡市 大西屋水翔苑 サービス 宿泊業 5%

177,155 兵庫県 豊岡市 奥城崎シーサイドホテル サービス 宿泊業 5%

177,156 兵庫県 豊岡市 おしゃれショップ　玉屋 小売業 衣料品 5%
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177,157 兵庫県 豊岡市 Ｏホテル豊岡 サービス 宿泊業 5%

177,158 兵庫県 豊岡市 Ｏホテル豊岡 サービス 宿泊業 5%

177,159 兵庫県 豊岡市 お宿　芹 サービス 宿泊業 5%

177,160 兵庫県 豊岡市 お宿　白山 サービス 宿泊業 5%

177,161 兵庫県 豊岡市 お宿「山の季」きゃら サービス 宿泊業 5%

177,162 兵庫県 豊岡市 オリックスレンタカー豊岡駅前店 サービス その他サービス 2%

177,163 兵庫県 豊岡市 ＡｌｔｅｒＥｇｏ 小売業 衣料品 5%

177,164 兵庫県 豊岡市 ＯＷＮＤＡＹＳ ＯＷＮＤＡＹＳ豊岡店 小売業 その他小売 5%

177,165 兵庫県 豊岡市 カーテン工房 小売業 その他小売 5%

177,166 兵庫県 豊岡市 和屋 小売業 衣料品 5%

177,167 兵庫県 豊岡市 割烹　魁 サービス 飲食業 5%

177,168 兵庫県 豊岡市 加藤サービス出合営業所 サービス その他サービス 5%

177,169 兵庫県 豊岡市 かど家 サービス 飲食業 5%

177,170 兵庫県 豊岡市 かばん団地・木和田 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,171 兵庫県 豊岡市 カバンツクリエーション サービス その他サービス 5%

177,172 兵庫県 豊岡市 かばんのたなか 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,173 兵庫県 豊岡市 かばんの館エムエスステーション 小売業 その他小売 5%

177,174 兵庫県 豊岡市 カフェ　こやま サービス 飲食業 5%

177,175 兵庫県 豊岡市 株式会社アビット　出石営業所 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,176 兵庫県 豊岡市 株式会社Ｉ－Ｒｉｓｅ 小売業 その他小売 5%

177,177 兵庫県 豊岡市 株式会社Ａ’ｐｅｉｒｏｎ 小売業 その他小売 5%

177,178 兵庫県 豊岡市 株式会社ＵＥＤＡ 小売業 その他小売 5%

177,179 兵庫県 豊岡市 株式会社植村畳 サービス その他サービス 5%

177,180 兵庫県 豊岡市 株式会社ＮＲＶ 小売業 その他小売 5%

177,181 兵庫県 豊岡市 株式会社オートステージ 小売業 その他小売 5%

177,182 兵庫県 豊岡市 株式会社加藤商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,183 兵庫県 豊岡市 株式会社加藤商店　国府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,184 兵庫県 豊岡市 株式会社加藤商店　セルフオールマイティ１ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,185 兵庫県 豊岡市 株式会社加藤商店　セルフナンバー１ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,186 兵庫県 豊岡市 株式会社加藤商店　問屋町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,187 兵庫県 豊岡市 株式会社加藤商店　豊岡九日市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,188 兵庫県 豊岡市 株式会社コヤマリビング 小売業 家具・調度品 5%

177,189 兵庫県 豊岡市 株式会社山陰タイヤ 小売業 その他小売 5%

177,190 兵庫県 豊岡市 株式会社とよおかガスセンター 小売業 その他小売 5%

177,191 兵庫県 豊岡市 株式会社日本電器 小売業 その他小売 5%

177,192 兵庫県 豊岡市 株式会社浜田 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,193 兵庫県 豊岡市 株式会社Ｂ．Ｔ．Ｒ 小売業 その他小売 5%

177,194 兵庫県 豊岡市 株式会社ビー・フレンド 小売業 その他小売 5%

177,195 兵庫県 豊岡市 株式会社マルナカ 小売業 その他小売 5%

177,196 兵庫県 豊岡市 株式会社マルマツスポーツ 小売業 その他小売 5%

177,197 兵庫県 豊岡市 株式会社ユラク　炭火家らんたん サービス 飲食業 5%

177,198 兵庫県 豊岡市 株式会社ユラク　宴会処夢邸 サービス 飲食業 5%
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177,199 兵庫県 豊岡市 かみさき化粧品店 小売業 その他小売 5%

177,200 兵庫県 豊岡市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋豊岡正法寺店 サービス 飲食業 2%

177,201 兵庫県 豊岡市 川口屋城崎リバーサイドホテル サービス 宿泊業 5%

177,202 兵庫県 豊岡市 川戸自動車工業株式会社 小売業 その他小売 5%

177,203 兵庫県 豊岡市 川戸自動車工業株式会社　九日市店 小売業 その他小売 5%

177,204 兵庫県 豊岡市 革のかばん　サーカスサーカス 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,205 兵庫県 豊岡市 神鍋自動車工業 小売業 その他小売 5%

177,206 兵庫県 豊岡市 KEYBOXフジヤ 小売業 その他小売 5%

177,207 兵庫県 豊岡市 城崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,208 兵庫県 豊岡市 城崎温泉　喜楽 サービス 宿泊業 5%

177,209 兵庫県 豊岡市 城崎温泉　幸楽園 サービス 宿泊業 5%

177,210 兵庫県 豊岡市 城崎温泉　泉翠 サービス 宿泊業 5%

177,211 兵庫県 豊岡市 城崎温泉　名物かにかまくらの宿　やなぎ荘 サービス 宿泊業 5%

177,212 兵庫県 豊岡市 城崎ビネガー 小売業 食料品 5%

177,213 兵庫県 豊岡市 城崎プリン専門店　ｋｉｍａｎ サービス 飲食業 5%

177,214 兵庫県 豊岡市 城崎モータープール 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,215 兵庫県 豊岡市 木村商店　木村赤ちゃん店 小売業 衣料品 5%

177,216 兵庫県 豊岡市 牛匠　上田 小売業 食料品 5%

177,217 兵庫県 豊岡市 喜楽 サービス 宿泊業 5%

177,218 兵庫県 豊岡市 錦水 サービス 宿泊業 5%

177,219 兵庫県 豊岡市 グッディ サービス 飲食業 5%

177,220 兵庫県 豊岡市 クツバコ 小売業 その他小売 5%

177,221 兵庫県 豊岡市 合同会社ＢｏｄｙＳｈｏｐ光 小売業 その他小売 5%

177,222 兵庫県 豊岡市 コウノトリ本舗 小売業 食料品 5%

177,223 兵庫県 豊岡市 神戸新聞専売所 小売業 その他小売 5%

177,224 兵庫県 豊岡市 神戸新聞城崎専売所 小売業 その他小売 5%

177,225 兵庫県 豊岡市 神戸メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,226 兵庫県 豊岡市 コクピット３１２トヨオカ 小売業 その他小売 5%

177,227 兵庫県 豊岡市 心温まる宿　ひだまり サービス 宿泊業 5%

177,228 兵庫県 豊岡市 心の宿　三國屋 サービス 宿泊業 5%

177,229 兵庫県 豊岡市 コスメティックひさや 小売業 その他小売 5%

177,230 兵庫県 豊岡市 ゴダイドラッグ出石店 小売業 その他小売 5%

177,231 兵庫県 豊岡市 ゴダイドラッグ江本店 小売業 その他小売 5%

177,232 兵庫県 豊岡市 ゴダイドラッグ豊岡昭和町店 小売業 その他小売 5%

177,233 兵庫県 豊岡市 ゴダイドラッグ豊岡店 小売業 その他小売 5%

177,234 兵庫県 豊岡市 ゴダイドラッグ豊岡戸牧店 小売業 その他小売 5%

177,235 兵庫県 豊岡市 ゴダイドラッグ日高パーク店 小売業 その他小売 5%

177,236 兵庫県 豊岡市 こだま荘会社名（株）コンフレックス サービス その他サービス 5%

177,237 兵庫県 豊岡市 コバックス 小売業 衣料品 5%

177,238 兵庫県 豊岡市 小林屋 サービス 宿泊業 5%

177,239 兵庫県 豊岡市 コムサポートオフィス サービス その他サービス 5%

177,240 兵庫県 豊岡市 コムサポートオフィス サービス その他サービス 5%
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177,241 兵庫県 豊岡市 小宿縁 サービス 宿泊業 5%

177,242 兵庫県 豊岡市 ＣＩＲＣＬＥ＆ＬＩＮＥ 小売業 衣料品 5%

177,243 兵庫県 豊岡市 酒菜哉 サービス 飲食業 5%

177,244 兵庫県 豊岡市 左京 サービス 飲食業 5%

177,245 兵庫県 豊岡市 さくら咲くら 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,246 兵庫県 豊岡市 酒とくすりのにしがき 小売業 食料品 5%

177,247 兵庫県 豊岡市 酒処　万感遊楽 サービス 飲食業 5%

177,248 兵庫県 豊岡市 雑貨shop久屋 小売業 その他小売 5%

177,249 兵庫県 豊岡市 茶房　夢屋 サービス 飲食業 5%

177,250 兵庫県 豊岡市 サムソン＆デリラＳａｋｕｒａＧａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

177,251 兵庫県 豊岡市 ＳＡＭＳＯＮ ＤＥＬＩＬＡ ＳＡＭＳＯＮ ＤＥＬＩＬＡ豊岡店 サービス 理容・美容業 5%

177,252 兵庫県 豊岡市 サムソン＆デリラ　豊岡店 サービス 理容・美容業 5%

177,253 兵庫県 豊岡市 サメン・ド・玉屋 小売業 衣料品 5%

177,254 兵庫県 豊岡市 茶和々　城崎店 小売業 その他小売 5%

177,255 兵庫県 豊岡市 山陰タイヤ 小売業 その他小売 5%

177,256 兵庫県 豊岡市 サンキュー代行運転 サービス 運輸業 5%

177,257 兵庫県 豊岡市 ＪＡたじま　出石営農生活センター 小売業 その他小売 5%

177,258 兵庫県 豊岡市 ＪＡたじま　グリーンセンター 小売業 その他小売 5%

177,259 兵庫県 豊岡市 ＪＡたじま　但東営農生活センター 小売業 その他小売 5%

177,260 兵庫県 豊岡市 ＪＡたじま　農業資材センター豊岡店 小売業 その他小売 5%

177,261 兵庫県 豊岡市 ＪＡたじま　日高営農生活センター 小売業 その他小売 5%

177,262 兵庫県 豊岡市 しののめ荘 サービス 宿泊業 5%

177,263 兵庫県 豊岡市 下宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,264 兵庫県 豊岡市 写真のミツタ サービス その他サービス 5%

177,265 兵庫県 豊岡市 写真のミツタ　豊岡店 サービス その他サービス 5%

177,266 兵庫県 豊岡市 写真のミツタ　日高店 サービス その他サービス 5%

177,267 兵庫県 豊岡市 ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＴＥＡ　ＣＡＦＥ　ＦＵＬＵＣＫ サービス 飲食業 5%

177,268 兵庫県 豊岡市 ＪＵＮＧＬＥ　ＧＹＭ 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,269 兵庫県 豊岡市 しゃんらん出石 サービス 飲食業 5%

177,270 兵庫県 豊岡市 樹里 小売業 衣料品 5%

177,271 兵庫県 豊岡市 新かめや サービス 宿泊業 5%

177,272 兵庫県 豊岡市 深山楽亭 サービス 宿泊業 5%

177,273 兵庫県 豊岡市 ＪＥＡＮ＇Ｓ　ＣＯＵＮＴＲＹ 小売業 衣料品 5%

177,274 兵庫県 豊岡市 （株）進和電機 サービス その他サービス 5%

177,275 兵庫県 豊岡市 全但トヨタ整備株式会社 小売業 その他小売 5%

177,276 兵庫県 豊岡市 千年の湯　古まん サービス 宿泊業 5%

177,277 兵庫県 豊岡市 千年の湯　権左衛門 サービス 宿泊業 5%

177,278 兵庫県 豊岡市 贈答百貨フジイ 小売業 その他小売 5%

177,279 兵庫県 豊岡市 そば　彩蕎子 サービス 飲食業 5%

177,280 兵庫県 豊岡市 大幸商店 サービス 飲食業 5%

177,281 兵庫県 豊岡市 ＤＩＮＩＮＧＢＡＲ真蔵 サービス 飲食業 5%

177,282 兵庫県 豊岡市 タイヨーでんき 小売業 電化製品 5%
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177,283 兵庫県 豊岡市 タカラブネ　アイティさとう豊岡店 小売業 食料品 5%

177,284 兵庫県 豊岡市 ＴＡＣワークス 小売業 その他小売 5%

177,285 兵庫県 豊岡市 山しろや旅館 サービス 宿泊業 5%

177,286 兵庫県 豊岡市 但馬ゴム工業所 小売業 その他小売 5%

177,287 兵庫県 豊岡市 但馬屋 サービス 宿泊業 5%

177,288 兵庫県 豊岡市 谷垣モーター 小売業 その他小売 5%

177,289 兵庫県 豊岡市 谷山人形店 小売業 その他小売 5%

177,290 兵庫県 豊岡市 タベルナ　サクハタ サービス 飲食業 5%

177,291 兵庫県 豊岡市 タマヤ　コープ店 小売業 衣料品 5%

177,292 兵庫県 豊岡市 千鶴園 小売業 衣料品 5%

177,293 兵庫県 豊岡市 地天泰　城崎店 小売業 その他小売 5%

177,294 兵庫県 豊岡市 中華厨房　楽友軒 サービス 飲食業 5%

177,295 兵庫県 豊岡市 月本屋旅館 サービス 宿泊業 5%

177,296 兵庫県 豊岡市 デコンプラボラトリー 小売業 衣料品 5%

177,297 兵庫県 豊岡市 ｔｅｎ サービス その他サービス 5%

177,298 兵庫県 豊岡市 ときわガーデン サービス 飲食業 5%

177,299 兵庫県 豊岡市 ときわ別館 サービス 宿泊業 5%

177,300 兵庫県 豊岡市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ豊岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,301 兵庫県 豊岡市 ＴＯＴＯＭＡ 小売業 食料品 5%

177,302 兵庫県 豊岡市 豊岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,303 兵庫県 豊岡市 豊岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,304 兵庫県 豊岡市 豊岡駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,305 兵庫県 豊岡市 豊岡北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,306 兵庫県 豊岡市 豊岡港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,307 兵庫県 豊岡市 豊岡こうのとりインターセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,308 兵庫県 豊岡市 豊岡パークホテル サービス 宿泊業 5%

177,309 兵庫県 豊岡市 豊岡東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,310 兵庫県 豊岡市 トヨタカローラ姫路豊岡店 小売業 その他小売 5%

177,311 兵庫県 豊岡市 トヨタ部品兵庫共販豊岡店 サービス その他サービス 5%

177,312 兵庫県 豊岡市 豊の丘風遊菓　港や 小売業 食料品 5%

177,313 兵庫県 豊岡市 なかがわ 小売業 その他小売 5%

177,314 兵庫県 豊岡市 なかがわ 小売業 その他小売 5%

177,315 兵庫県 豊岡市 中山 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,316 兵庫県 豊岡市 梛 サービス 飲食業 5%

177,317 兵庫県 豊岡市 梛 サービス 飲食業 5%

177,318 兵庫県 豊岡市 和みの宿おおかわ サービス 宿泊業 5%

177,319 兵庫県 豊岡市 名色荘 名色荘 サービス 宿泊業 5%

177,320 兵庫県 豊岡市 南條デンキ 小売業 電化製品 5%

177,321 兵庫県 豊岡市 ニイデンキ 小売業 電化製品 5%

177,322 兵庫県 豊岡市 にしがき　豊岡店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

177,323 兵庫県 豊岡市 にしがき出石店 小売業 食料品 5%

177,324 兵庫県 豊岡市 にしがき豊岡店 小売業 食料品 5%
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177,325 兵庫県 豊岡市 にしがき元町店 小売業 食料品 5%

177,326 兵庫県 豊岡市 にしがき元町店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

177,327 兵庫県 豊岡市 西村屋ホテル招月庭 サービス 宿泊業 5%

177,328 兵庫県 豊岡市 西村屋本館 サービス 宿泊業 5%

177,329 兵庫県 豊岡市 バーガーシティ サービス 飲食業 5%

177,330 兵庫県 豊岡市 長谷川電機 小売業 電化製品 5%

177,331 兵庫県 豊岡市 バッグギャラリー　玄武 小売業 衣料品 5%

177,332 兵庫県 豊岡市 パティスリーカフェカタシマ豊岡店 小売業 食料品 5%

177,333 兵庫県 豊岡市 花小路彩月 サービス 宿泊業 5%

177,334 兵庫県 豊岡市 花まんだら サービス 宿泊業 5%

177,335 兵庫県 豊岡市 ばらっど サービス 飲食業 5%

177,336 兵庫県 豊岡市 挽きたてそば大門 サービス 飲食業 5%

177,337 兵庫県 豊岡市 日高給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,338 兵庫県 豊岡市 ピッツェリア　Ｓａｋａｉ サービス 飲食業 5%

177,339 兵庫県 豊岡市 兵庫トヨタ自動車豊岡店 小売業 その他小売 5%

177,340 兵庫県 豊岡市 ファームハウス　のの花 サービス 宿泊業 5%

177,341 兵庫県 豊岡市 ファンシーショップ　ジュンコ 小売業 その他小売 5%

177,342 兵庫県 豊岡市 フィッシュオン　豊岡店 小売業 その他小売 5%

177,343 兵庫県 豊岡市 風月魚匠 サービス 宿泊業 5%

177,344 兵庫県 豊岡市 フードショップ日足 小売業 その他小売 5%

177,345 兵庫県 豊岡市 フォトスタジオコジロー サービス その他サービス 5%

177,346 兵庫県 豊岡市 フォルマ　バイ　タマヤ 小売業 衣料品 5%

177,347 兵庫県 豊岡市 二方蒲鉾株式会社　直売所 小売業 食料品 5%

177,348 兵庫県 豊岡市 プチイワモト 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,349 兵庫県 豊岡市 ｂｏｏｋ　ｓｔｏｒｅ　ｉＣｈｉ サービス 飲食業 5%

177,350 兵庫県 豊岡市 ブティック　ビビ 小売業 衣料品 5%

177,351 兵庫県 豊岡市 ブティックビビ 小売業 衣料品 5%

177,352 兵庫県 豊岡市 布遊舎　城崎店 小売業 その他小売 5%

177,353 兵庫県 豊岡市 フラワーショップふれりあ 小売業 その他小売 5%

177,354 兵庫県 豊岡市 フラワーショップ　ふれりあ 小売業 その他小売 5%

177,355 兵庫県 豊岡市 Ｂｌｕｅ　Ｏｃｅａｎ　Ｂｌｕｅ　Ｏｃｅａｎ サービス その他サービス 5%

177,356 兵庫県 豊岡市 ＢＬＵＥ　ＪＥＡＮ 小売業 衣料品 5%

177,357 兵庫県 豊岡市 ｂｌｏｏｍ 小売業 その他小売 5%

177,358 兵庫県 豊岡市 ｂｌｏｏｍ 小売業 その他小売 5%

177,359 兵庫県 豊岡市 フレッシュバザール出石店 小売業 食料品 5%

177,360 兵庫県 豊岡市 フレッシュバザール豊岡江本店 小売業 食料品 5%

177,361 兵庫県 豊岡市 フレッシュバザール豊岡正法寺パーク店 小売業 食料品 5%

177,362 兵庫県 豊岡市 フレッシュバザール日高パーク店 小売業 食料品 5%

177,363 兵庫県 豊岡市 Ｂａｋｅ?ｈｏｕｓｅ 小売業 食料品 5%

177,364 兵庫県 豊岡市 北但自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

177,365 兵庫県 豊岡市 北部畳 サービス その他サービス 5%

177,366 兵庫県 豊岡市 ｈｏｔｓｔｙｌｅＴＯＹＯＯＫＡ 小売業 その他小売 5%
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177,367 兵庫県 豊岡市 ボディショップニシムラ サービス その他サービス 5%

177,368 兵庫県 豊岡市 ホテルシルク温泉やまびこ サービス 宿泊業 5%

177,369 兵庫県 豊岡市 ｐｏｒｃｏｒｏｓｓｏ サービス 飲食業 5%

177,370 兵庫県 豊岡市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,371 兵庫県 豊岡市 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　豊岡昭和町店 小売業 その他小売 5%

177,372 兵庫県 豊岡市 舞しゃぶ　豊岡店 サービス 飲食業 5%

177,373 兵庫県 豊岡市 マクドナルド１７８豊岡店 サービス 飲食業 2%

177,374 兵庫県 豊岡市 マスミ鞄嚢 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,375 兵庫県 豊岡市 まむ サービス その他サービス 5%

177,376 兵庫県 豊岡市 ｍａｒｉｅｅ ｔａｍａｙａ コープ店 小売業 衣料品 5%

177,377 兵庫県 豊岡市 マリエ　タマヤ　日高店 小売業 衣料品 5%

177,378 兵庫県 豊岡市 マリヤ医科興業株式会社 サービス その他サービス 5%

177,379 兵庫県 豊岡市 丸小電機合同会社 小売業 その他小売 5%

177,380 兵庫県 豊岡市 マルシン文具店　マルシン文具店 小売業 その他小売 5%

177,381 兵庫県 豊岡市 圓山モータース株式会社 小売業 その他小売 5%

177,382 兵庫県 豊岡市 実咲自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

177,383 兵庫県 豊岡市 みなとや 小売業 その他小売 5%

177,384 兵庫県 豊岡市 ミニフレッシュ城崎店 小売業 食料品 5%

177,385 兵庫県 豊岡市 ミニフレッシュ竹野店 小売業 食料品 5%

177,386 兵庫県 豊岡市 ミニフレッシュ但東出合店 小売業 食料品 5%

177,387 兵庫県 豊岡市 ミニフレッシュ豊岡下陰店 小売業 食料品 5%

177,388 兵庫県 豊岡市 メガネのミヤマエ 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,389 兵庫県 豊岡市 ＭａｉｓｏｎＤｅｆ 小売業 衣料品 5%

177,390 兵庫県 豊岡市 メディカルサロンピュア サービス 理容・美容業 5%

177,391 兵庫県 豊岡市 森本ＳＳ　谷垣石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,392 兵庫県 豊岡市 八塩 サービス 飲食業 5%

177,393 兵庫県 豊岡市 山下燃料店　山下燃料店 サービス その他サービス 5%

177,394 兵庫県 豊岡市 山の家浄山　神鍋ハイランドホテル サービス 宿泊業 5%

177,395 兵庫県 豊岡市 山本屋 サービス 宿泊業 5%

177,396 兵庫県 豊岡市 ヤマヨシ　旬鮮市場 小売業 家具・調度品 5%

177,397 兵庫県 豊岡市 有限会社サンオート 小売業 その他小売 5%

177,398 兵庫県 豊岡市 有限会社永沢兄弟製陶所 小売業 その他小売 5%

177,399 兵庫県 豊岡市 有限会社マインドハウスもりうち 小売業 衣料品 5%

177,400 兵庫県 豊岡市 遊膳　城崎店 小売業 その他小売 5%

177,401 兵庫県 豊岡市 城崎温泉ゆかた専門店いろは 小売業 衣料品 5%

177,402 兵庫県 豊岡市 ゆとうや旅館 サービス 宿泊業 5%

177,403 兵庫県 豊岡市 Ｕｎｉｔｅｄ　Ｐａｒｋｓ　アイテ 小売業 衣料品 5%

177,404 兵庫県 豊岡市 湯楽朝市広場　朝市広場 小売業 食料品 5%

177,405 兵庫県 豊岡市 湯楽　Ｙｕｒａｋｕ　Ｋｉｎｏｓａｋｉ　Ｓｐａ　Ｇａｒｄｅｎｓ サービス 宿泊業 5%

177,406 兵庫県 豊岡市 ヨシヤ化粧品店 サービス その他サービス 5%

177,407 兵庫県 豊岡市 米沢ラジオ商会 小売業 電化製品 5%

177,408 兵庫県 豊岡市 来来亭豊岡店 サービス 飲食業 2%
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177,409 兵庫県 豊岡市 ＬｉｂｅｒｔｙＨｏｕｓｅ権兵衛 サービス 宿泊業 5%

177,410 兵庫県 豊岡市 リビンズトヨオカ 小売業 家具・調度品 5%

177,411 兵庫県 豊岡市 リモージュ 小売業 その他小売 5%

177,412 兵庫県 豊岡市 旅館　まつや サービス 宿泊業 5%

177,413 兵庫県 豊岡市 旅館　三木屋 サービス 宿泊業 5%

177,414 兵庫県 豊岡市 旅館　山よし サービス 宿泊業 5%

177,415 兵庫県 豊岡市 ルミエール　あかつき 小売業 電化製品 5%

177,416 兵庫県 豊岡市 レストラン　アミタ サービス 飲食業 5%

177,417 兵庫県 豊岡市 レストラン カフェ玄武洞 サービス 飲食業 5%

177,418 兵庫県 豊岡市 ＲＥＸ株式会社 小売業 その他小売 5%

177,419 兵庫県 豊岡市 Ｌｅｔ＇ｓマート　みずしま 小売業 その他小売 5%

177,420 兵庫県 豊岡市 ロータリー日髙店 小売業 電化製品 5%

177,421 兵庫県 豊岡市 ロックキャンディ 小売業 衣料品 5%

177,422 兵庫県 豊岡市 ロッヂ・ユートピア サービス 宿泊業 5%

177,423 兵庫県 豊岡市 ワタキ自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

177,424 兵庫県 西宮市 アートイング サービス その他サービス 5%

177,425 兵庫県 西宮市 アームドパリ サービス 理容・美容業 5%

177,426 兵庫県 西宮市 Ｒ＋ｂｙＲｕＬａＮ 小売業 衣料品 5%

177,427 兵庫県 西宮市 ａｉｓｅｎｋａ サービス 理容・美容業 5%

177,428 兵庫県 西宮市 ［ＨＣ］アイレックス札場 小売業 電化製品 5%

177,429 兵庫県 西宮市 Audi西宮 サービス その他サービス 5%

177,430 兵庫県 西宮市 アウトダフェ 小売業 衣料品 5%

177,431 兵庫県 西宮市 青いとり西宮店 サービス その他サービス 5%

177,432 兵庫県 西宮市 アカシヤ電器店 小売業 電化製品 5%

177,433 兵庫県 西宮市 秋初月 サービス 飲食業 5%

177,434 兵庫県 西宮市 秋山タクシー サービス その他サービス 5%

177,435 兵庫県 西宮市 秋山タクシー サービス 運輸業 5%

177,436 兵庫県 西宮市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｂｅａｃｈ西宮北口 サービス 理容・美容業 5%

177,437 兵庫県 西宮市 アクロス サービス その他サービス 5%

177,438 兵庫県 西宮市 朝日新聞ＡＳＡ甲東園（有限会社岩原） 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

177,439 兵庫県 西宮市 旭メガネ 小売業 その他小売 5%

177,440 兵庫県 西宮市 芦屋花ゆうぜん サービス 飲食業 5%

177,441 兵庫県 西宮市 ＡｓｅｎｔｉｖＪａｐａｎ サービス その他サービス 5%

177,442 兵庫県 西宮市 ａｓｓｅｍｂｌａｇｅｈａｉｒｐｌａｎｎｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

177,443 兵庫県 西宮市 アソシエ薬局 小売業 その他小売 5%

177,444 兵庫県 西宮市 アッシュ犬猫クリニック サービス その他サービス 5%

177,445 兵庫県 西宮市 アップシップス　西宮 小売業 衣料品 5%

177,446 兵庫県 西宮市 ａｄｄｉｃｔ サービス その他サービス 5%

177,447 兵庫県 西宮市 ＡＤＤＩＣＴ サービス 理容・美容業 5%

177,448 兵庫県 西宮市 アトリエ　プルミエール サービス その他サービス 5%

177,449 兵庫県 西宮市 アトリエ　ヤネガタ 小売業 その他小売 5%

177,450 兵庫県 西宮市 ａｔｅｌｉｅｒ７８ 小売業 衣料品 5%
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177,451 兵庫県 西宮市 ＡｔｅｌｉｅｒｄｅＹｕｋｉ サービス 理容・美容業 5%

177,452 兵庫県 西宮市 アトリエフォーカル 小売業 その他小売 5%

177,453 兵庫県 西宮市 Ａｔｅｌｉｅｒ ＹＡＮＥＧＡＴＡ 小売業 その他小売 5%

177,454 兵庫県 西宮市 アトリエヤネガタ 小売業 その他小売 5%

177,455 兵庫県 西宮市 あばうと． サービス その他サービス 5%

177,456 兵庫県 西宮市 ａｐｒｉｃｏｔ サービス 理容・美容業 5%

177,457 兵庫県 西宮市 アメニティ甲子園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,458 兵庫県 西宮市 Ａｒｃｏ サービス 理容・美容業 5%

177,459 兵庫県 西宮市 Ａｌｔｅ　ＦＯＴＯＳ 小売業 衣料品 5%

177,460 兵庫県 西宮市 ＡｌｂｅｒｔａＡｌｂｅｒｔａＡＣＴＡ西宮 サービス 飲食業 5%

177,461 兵庫県 西宮市 アルバータ食堂 サービス 飲食業 5%

177,462 兵庫県 西宮市 アルファ　夙川 サービス その他サービス 5%

177,463 兵庫県 西宮市 アレーズエスパス サービス 理容・美容業 5%

177,464 兵庫県 西宮市 アレーズエスパス サービス 理容・美容業 5%

177,465 兵庫県 西宮市 ＡＲＲＯＷ　ＴＲＥＥ　苦楽園店 サービス 飲食業 5%

177,466 兵庫県 西宮市 ＵＮ サービス 理容・美容業 5%

177,467 兵庫県 西宮市 アンジュ 小売業 その他小売 5%

177,468 兵庫県 西宮市 Ａｎｊｏ【アンジョ】 サービス 理容・美容業 5%

177,469 兵庫県 西宮市 ｕｎｄｙｅｄｐｌｕｓ 小売業 家具・調度品 5%

177,470 兵庫県 西宮市 ＡＮＴＥ　ＬＯＰＥ 小売業 衣料品 5%

177,471 兵庫県 西宮市 アンティロープ 小売業 衣料品 5%

177,472 兵庫県 西宮市 ＥＳ動物病院 サービス その他サービス 5%

177,473 兵庫県 西宮市 イーエックストレード株式会社ＹｏｕｒＰａｒｔｓ事業部 小売業 その他小売 5%

177,474 兵庫県 西宮市 ｅ－ｓｔｕｄｉｏ西宮 サービス その他サービス 5%

177,475 兵庫県 西宮市 池田塗装 サービス その他サービス 5%

177,476 兵庫県 西宮市 居酒屋りん サービス 飲食業 5%

177,477 兵庫県 西宮市 イサック　ブランコ サービス 理容・美容業 5%

177,478 兵庫県 西宮市 ＩＳＡＡＣ　Ｂｅｂｅ サービス 理容・美容業 5%

177,479 兵庫県 西宮市 ＩＳＡＡＣ　Ｂｅｂｅ サービス 理容・美容業 5%

177,480 兵庫県 西宮市 磯浜 サービス 飲食業 5%

177,481 兵庫県 西宮市 磯家波平 サービス 飲食業 5%

177,482 兵庫県 西宮市 １７１西宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,483 兵庫県 西宮市 株式会社イデア サービス その他サービス 5%

177,484 兵庫県 西宮市 ＩＤＥＣＯＬＡＢＯ サービス その他サービス 5%

177,485 兵庫県 西宮市 出光西谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,486 兵庫県 西宮市 出光４３号西宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,487 兵庫県 西宮市 イプロス 小売業 その他小売 5%

177,488 兵庫県 西宮市 ｉｍａｇｅｓ 小売業 衣料品 5%

177,489 兵庫県 西宮市 今津菊池電気商会 小売業 電化製品 5%

177,490 兵庫県 西宮市 イリケアフラスタジオ サービス その他サービス 5%

177,491 兵庫県 西宮市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ西宮 サービス その他サービス 5%

177,492 兵庫県 西宮市 イワノ理容所 サービス 理容・美容業 5%
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177,493 兵庫県 西宮市 ｉｎｇ　【イング】 サービス 理容・美容業 5%

177,494 兵庫県 西宮市 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｎｏｎ?Ｓｍｏｋｉｎｇ　Ｂａｒ サービス 飲食業 5%

177,495 兵庫県 西宮市 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｎｏｎ－Ｓｍｏｋｉｎｇ　Ｂａｒ サービス 飲食業 5%

177,496 兵庫県 西宮市 インテック 小売業 その他小売 5%

177,497 兵庫県 西宮市 インテリアラボタケシタ 小売業 家具・調度品 5%

177,498 兵庫県 西宮市 Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

177,499 兵庫県 西宮市 ＶＡＳＴＹ【ヴァスティ】 サービス 理容・美容業 5%

177,500 兵庫県 西宮市 ViaLattea 小売業 衣料品 5%

177,501 兵庫県 西宮市 ｖｉｌｌａ西宮北口店 サービス その他サービス 5%

177,502 兵庫県 西宮市 ウイリアムインターナショナル 小売業 衣料品 5%

177,503 兵庫県 西宮市 ＶＥＲＴ サービス その他サービス 5%

177,504 兵庫県 西宮市 うえがはら動物病院 サービス その他サービス 5%

177,505 兵庫県 西宮市 植村写真事務所 サービス その他サービス 5%

177,506 兵庫県 西宮市 ネイルサロンウェリナ サービス 理容・美容業 5%

177,507 兵庫県 西宮市 ウェルクリーニング　甲子園口店 サービス その他サービス 5%

177,508 兵庫県 西宮市 うおかじ サービス 飲食業 5%

177,509 兵庫県 西宮市 うお久 サービス 飲食業 5%

177,510 兵庫県 西宮市 動きのコツ研究所 サービス その他サービス 5%

177,511 兵庫県 西宮市 宇佐美西宮苦楽園 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,512 兵庫県 西宮市 梅基電気商会 小売業 電化製品 5%

177,513 兵庫県 西宮市 エーアイディー　西宮店 小売業 家具・調度品 5%

177,514 兵庫県 西宮市 英国雑貨ＧＡＲＤＥＮ 小売業 その他小売 5%

177,515 兵庫県 西宮市 ＨＩタクシー サービス 運輸業 5%

177,516 兵庫県 西宮市 ＨＰＩ サービス その他サービス 5%

177,517 兵庫県 西宮市 莵原電算 サービス その他サービス 5%

177,518 兵庫県 西宮市 エコソ－レ 小売業 衣料品 5%

177,519 兵庫県 西宮市 エスコス　西宮北口 サービス 理容・美容業 5%

177,520 兵庫県 西宮市 ｓｇｔ－ｈ 小売業 衣料品 5%

177,521 兵庫県 西宮市 エステセレニティー サービス 理容・美容業 5%

177,522 兵庫県 西宮市 エスブランド　本社カード 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,523 兵庫県 西宮市 エスブランド　西宮本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,524 兵庫県 西宮市 Ｓ　ｍｏｔｏｒ　ｃｙｃｌｅ 小売業 その他小売 5%

177,525 兵庫県 西宮市 ｅｓｏｒａ．ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

177,526 兵庫県 西宮市 ＮＲＳ ニュートラルレーシングサービス  ニュートラルレーシングサービス 小売業 その他小売 5%

177,527 兵庫県 西宮市 えびすフラワー 小売業 その他小売 5%

177,528 兵庫県 西宮市 Ｆ．Ｊ．ＭＡＤＥ． サービス 理容・美容業 5%

177,529 兵庫県 西宮市 ＦＷＳ阪急西宮ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

177,530 兵庫県 西宮市 ＦｘＦ サービス その他サービス 5%

177,531 兵庫県 西宮市 エフ　ビューティ西宮 サービス 理容・美容業 5%

177,532 兵庫県 西宮市 ａｉｍａｂｌｅ サービス 理容・美容業 5%

177,533 兵庫県 西宮市 ＥＭＡ西宮 小売業 衣料品 5%

177,534 兵庫県 西宮市 Ｍ＆ＡＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%
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177,535 兵庫県 西宮市 ＭＳＰ 小売業 その他小売 5%

177,536 兵庫県 西宮市 Ｍｓｉｓ サービス 理容・美容業 5%

177,537 兵庫県 西宮市 Ｍ２　ｂｙ　ｓｅｎｓｏｕｎｉｃｏ　夙川店 小売業 衣料品 5%

177,538 兵庫県 西宮市 Ｍｎａｉｌｓ サービス その他サービス 5%

177,539 兵庫県 西宮市 Ｍ－Ｌａｂｏ サービス その他サービス 5%

177,540 兵庫県 西宮市 ａｕショップ甲子園南 小売業 電化製品 5%

177,541 兵庫県 西宮市 ａｕ専売店　Ｃｏｒｏｗａ甲子園 小売業 電化製品 5%

177,542 兵庫県 西宮市 えるえる サービス 飲食業 5%

177,543 兵庫県 西宮市 ＥＬＦＯ　ｈａｉｒ　ｓｔａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

177,544 兵庫県 西宮市 大垣花店 小売業 その他小売 5%

177,545 兵庫県 西宮市 大垣花店 小売業 その他小売 5%

177,546 兵庫県 西宮市 ＡｗｅｓｏｍｅＦｉｔｎｅｓｓＬａｂ サービス その他サービス 5%

177,547 兵庫県 西宮市 Ａｗｅｓｏｍｅ　本店 サービス その他サービス 5%

177,548 兵庫県 西宮市 大杉走輪 ２号店 小売業 その他小売 5%

177,549 兵庫県 西宮市 株式会社ＣＯＣＯＬＯＣＫ 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,550 兵庫県 西宮市 オートプロショップ サービス その他サービス 5%

177,551 兵庫県 西宮市 大問屋西宮店 サービス その他サービス 5%

177,552 兵庫県 西宮市 ＯＶＥＲＨＥＡＴ 小売業 その他小売 5%

177,553 兵庫県 西宮市 岡島観賞魚店 小売業 その他小売 5%

177,554 兵庫県 西宮市 男髪製作所 ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ ｓｕｇｉｍｏｔｏ サービス 理容・美容業 5%

177,555 兵庫県 西宮市 オブジェ サービス 理容・美容業 5%

177,556 兵庫県 西宮市 Ｏｍａｒ’ｓ　西宮北口店 サービス 飲食業 5%

177,557 兵庫県 西宮市 Ｏｒｉｇｉｎａｌ－ｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

177,558 兵庫県 西宮市 オリックスレンタカー西宮北口店 サービス その他サービス 2%

177,559 兵庫県 西宮市 御料理　はた田 サービス 飲食業 5%

177,560 兵庫県 西宮市 ＯＲＲＡＮＧＥ サービス その他サービス 5%

177,561 兵庫県 西宮市 オレンジステーションコロワ甲子園 サービス その他サービス 5%

177,562 兵庫県 西宮市 カーポートマルゼン西宮店 小売業 その他小売 5%

177,563 兵庫県 西宮市 快生堂薬品 小売業 その他小売 5%

177,564 兵庫県 西宮市 海鮮ダイニング すえの サービス 飲食業 5%

177,565 兵庫県 西宮市 カーオーディオ専門店　Ａｄａｇｉ 小売業 その他小売 5%

177,566 兵庫県 西宮市 かき藤 サービス 飲食業 5%

177,567 兵庫県 西宮市 かごの屋甲子園店 サービス 飲食業 5%

177,568 兵庫県 西宮市 貸衣装店　近藤衣裳店 小売業 衣料品 5%

177,569 兵庫県 西宮市 風屋 サービス 飲食業 5%

177,570 兵庫県 西宮市 勝屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

177,571 兵庫県 西宮市 活魚酒場　幸ぜん　活魚酒場　幸ぜん サービス 飲食業 5%

177,572 兵庫県 西宮市 活　魚料理　肉料理さちあん サービス 飲食業 5%

177,573 兵庫県 西宮市 Ｃａｆｕ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

177,574 兵庫県 西宮市 ｃａｆｅ ｓｈｉｎ サービス 飲食業 5%

177,575 兵庫県 西宮市 カフェオコナ サービス 飲食業 5%

177,576 兵庫県 西宮市 Ｃａｆｅ　Ｓｈｅ’ｓ サービス 飲食業 5%
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177,577 兵庫県 西宮市 株式会社青沼 小売業 衣料品 5%

177,578 兵庫県 西宮市 株式会社イーストフィールド 小売業 その他小売 5%

177,579 兵庫県 西宮市 株式会社エーエムアイクローズ 小売業 衣料品 5%

177,580 兵庫県 西宮市 株式会社ＣＬＥＯＨ サービス その他サービス 5%

177,581 兵庫県 西宮市 株式会社　光沢堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,582 兵庫県 西宮市 株式会社光典社 サービス その他サービス 5%

177,583 兵庫県 西宮市 株式会社Ｊｏｎｅ サービス その他サービス 5%

177,584 兵庫県 西宮市 株式会社東甲インテリア　本店 サービス その他サービス 5%

177,585 兵庫県 西宮市 株式会社阪神ブライダル サービス その他サービス 5%

177,586 兵庫県 西宮市 株式会社日名技研工業セキュリティ事業部 サービス その他サービス 5%

177,587 兵庫県 西宮市 株式会社安田文具店 やすだ文具店 小売業 その他小売 5%

177,588 兵庫県 西宮市 株式会社ローナ サービス その他サービス 5%

177,589 兵庫県 西宮市 便利屋ワンズスタイル サービス その他サービス 5%

177,590 兵庫県 西宮市 髪のアトリエｎｅｍｕｎｏｋｉ サービス 理容・美容業 5%

177,591 兵庫県 西宮市 ｃａｒａ サービス 理容・美容業 5%

177,592 兵庫県 西宮市 Ｋａｒａｄａ　Ｒｅｎｏｖａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

177,593 兵庫県 西宮市 カレーキッチン福耳 サービス 飲食業 5%

177,594 兵庫県 西宮市 カレーハウス ビーホット ｃｕｒｒｙ ｈｏｕｓｅ Ｂｅｅ?Ｈｏｔ サービス 飲食業 5%

177,595 兵庫県 西宮市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ西宮駅前店 サービス 飲食業 2%

177,596 兵庫県 西宮市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋西宮北インター店 サービス 飲食業 2%

177,597 兵庫県 西宮市 ガレージ　トレジャー 小売業 その他小売 5%

177,598 兵庫県 西宮市 カワキ屋クリーニング サービス その他サービス 5%

177,599 兵庫県 西宮市 カワキ屋クリーニング　苦楽園店 サービス その他サービス 5%

177,600 兵庫県 西宮市 カワキ屋クリーニング　甲陽園店 サービス その他サービス 5%

177,601 兵庫県 西宮市 カワキ屋クリーニング　夙川店 サービス その他サービス 5%

177,602 兵庫県 西宮市 カワキ屋クリーニング　高座橋店 サービス その他サービス 5%

177,603 兵庫県 西宮市 カワキ屋クリーニング　西宮北口店 サービス その他サービス 5%

177,604 兵庫県 西宮市 ＫＡＷＡＳＥ サービス 理容・美容業 5%

177,605 兵庫県 西宮市 ＫＡＮＤＡ　コロワ甲子園 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,606 兵庫県 西宮市 ｋａｎｎａ 小売業 家具・調度品 5%

177,607 兵庫県 西宮市 漢方幸梅堂 小売業 その他小売 5%

177,608 兵庫県 西宮市 北甲子園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,609 兵庫県 西宮市 木田鍼灸院 サービス その他サービス 5%

177,610 兵庫県 西宮市 喜?蝶 サービス その他サービス 5%

177,611 兵庫県 西宮市 吉鳥　西宮北今津店 サービス 飲食業 5%

177,612 兵庫県 西宮市 きてや西宮北口店 サービス 飲食業 5%

177,613 兵庫県 西宮市 衣川工夢店 小売業 その他小売 5%

177,614 兵庫県 西宮市 ＧＩＦＴ【ギフト】 サービス 理容・美容業 5%

177,615 兵庫県 西宮市 焼肉きむら サービス 飲食業 5%

177,616 兵庫県 西宮市 Ｃａｎｙｏｎ サービス その他サービス 5%

177,617 兵庫県 西宮市 ギャラリー　ｎｕｎｏｋａｍｅ 小売業 その他小売 5%

177,618 兵庫県 西宮市 ギャラリーアライ サービス その他サービス 5%
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177,619 兵庫県 西宮市 Ｑ’ｓ倶楽部 小売業 電化製品 5%

177,620 兵庫県 西宮市 行政書士オフィスＪ サービス その他サービス 5%

177,621 兵庫県 西宮市 京都インバン　コロワ甲子園店 小売業 その他小売 5%

177,622 兵庫県 西宮市 銀座かねまつ　阪急西宮ガーデンズ店 小売業 衣料品 5%

177,623 兵庫県 西宮市 クール美容室 サービス 理容・美容業 5%

177,624 兵庫県 西宮市 串揚酒場かわ神甲子園口店 サービス 飲食業 5%

177,625 兵庫県 西宮市 串かつ　かつ源 サービス 飲食業 5%

177,626 兵庫県 西宮市 串しも田 サービス 飲食業 5%

177,627 兵庫県 西宮市 串しも田　串しも田 サービス 飲食業 5%

177,628 兵庫県 西宮市 クスノキシステムズ サービス その他サービス 5%

177,629 兵庫県 西宮市 靴専科　苦楽園店 サービス その他サービス 5%

177,630 兵庫県 西宮市 靴専科 苦楽園店 サービス その他サービス 5%

177,631 兵庫県 西宮市 ＧＯＯＤＩＥ　ＧＯＯＤＩＥ　今津 サービス 飲食業 5%

177,632 兵庫県 西宮市 ＧＯＯＤＩＥ　ＧＯＯＤＩＥ　西宮北口本店 サービス 飲食業 5%

177,633 兵庫県 西宮市 苦楽園ＢａｃｃｈｕｓＦＵＫＵＩ 小売業 食料品 5%

177,634 兵庫県 西宮市 苦楽園みのりや 小売業 その他小売 5%

177,635 兵庫県 西宮市 苦楽園みのりや　苦楽園みのりや 小売業 食料品 5%

177,636 兵庫県 西宮市 苦楽園ＲＩＣＣＡ サービス その他サービス 5%

177,637 兵庫県 西宮市 くらしのもの　ｓｉｒｏ 小売業 その他小売 5%

177,638 兵庫県 西宮市 グラフェ 小売業 家具・調度品 5%

177,639 兵庫県 西宮市 クリーニング　アルファ　西宮浜町店 サービス その他サービス 5%

177,640 兵庫県 西宮市 ｃｏｕｌｅｕ?ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

177,641 兵庫県 西宮市 ＫＵＲＵＫＵＲＵ　苦楽園店 小売業 衣料品 5%

177,642 兵庫県 西宮市 くるくる丸阪神西宮店 サービス 飲食業 5%

177,643 兵庫県 西宮市 ＣｒｅｓｃｅｎｔＩｎｃ サービス その他サービス 5%

177,644 兵庫県 西宮市 ｃｌｏｖｅｒ 小売業 食料品 5%

177,645 兵庫県 西宮市 Ｓ’ｃｏｕｒｏｎｎｅ サービス 理容・美容業 5%

177,646 兵庫県 西宮市 ｑｕｉｅｔｒｏｏｍ 小売業 衣料品 5%

177,647 兵庫県 西宮市 ＫＳファクトリー　浜倉庫店 サービス その他サービス 5%

177,648 兵庫県 西宮市 ＫＳファクトリー株式会社 サービス その他サービス 5%

177,649 兵庫県 西宮市 ＫＳファクトリー株式会社　サービス工場 サービス その他サービス 5%

177,650 兵庫県 西宮市 Ｋ’ｓ　ＭＡＤＡＭ サービス 理容・美容業 5%

177,651 兵庫県 西宮市 化粧物語ＭＩＫＡ 小売業 その他小売 5%

177,652 兵庫県 西宮市 Ｋ－ｔｗｏ　西宮北口店 サービス 理容・美容業 5%

177,653 兵庫県 西宮市 ＫＥＬＵＡ サービス 理容・美容業 5%

177,654 兵庫県 西宮市 ｋｅｎ．ｆｍ サービス その他サービス 5%

177,655 兵庫県 西宮市 健康咲かせる手づくり惣菜　咲菜（さかな）ＪＲ西宮駅店 小売業 食料品 5%

177,656 兵庫県 西宮市 健寿の京アクタ西宮店 小売業 食料品 5%

177,657 兵庫県 西宮市 ＫＯＵ サービス 理容・美容業 5%

177,658 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン甲子園浦風町店 小売業 食料品 2%

177,659 兵庫県 西宮市 甲子園口 サービス その他サービス 5%

177,660 兵庫県 西宮市 Ｋｏｓｈｉｅｎ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｒｏａｓｔｅｒｓ 小売業 食料品 5%
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177,661 兵庫県 西宮市 甲子園セルフステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,662 兵庫県 西宮市 合同会社ＴＡＮＯＳＨＩ．３ サービス その他サービス 5%

177,663 兵庫県 西宮市 合同会社４Ｕ サービス その他サービス 5%

177,664 兵庫県 西宮市 甲風画苑 小売業 家具・調度品 5%

177,665 兵庫県 西宮市 甲風画苑 小売業 家具・調度品 5%

177,666 兵庫県 西宮市 甲陽園　すし佳 サービス 飲食業 5%

177,667 兵庫県 西宮市 ＣＯＤＥ サービス 理容・美容業 5%

177,668 兵庫県 西宮市 珈琲屋ドリーム サービス 飲食業 5%

177,669 兵庫県 西宮市 珈琲屋ドリーム サービス 飲食業 5%

177,670 兵庫県 西宮市 こがね　鳴尾店 小売業 食料品 5%

177,671 兵庫県 西宮市 こがね　西宮北口店 小売業 食料品 5%

177,672 兵庫県 西宮市 コシダカサポート サービス その他サービス 5%

177,673 兵庫県 西宮市 コジマ整体 サービス その他サービス 5%

177,674 兵庫県 西宮市 コジマ整体 コジマ整体 サービス その他サービス 5%

177,675 兵庫県 西宮市 ＣＯＳＭＥたちばなや 小売業 衣料品 5%

177,676 兵庫県 西宮市 コスメティックハウスアロア サービス その他サービス 5%

177,677 兵庫県 西宮市 箏三絃なかにし 小売業 その他小売 5%

177,678 兵庫県 西宮市 箏三絃なかにし 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

177,679 兵庫県 西宮市 小西玩具店 小売業 その他小売 5%

177,680 兵庫県 西宮市 古美術遊美 小売業 その他小売 5%

177,681 兵庫県 西宮市 コポ　西宮北口店 小売業 衣料品 5%

177,682 兵庫県 西宮市 こやま サービス 飲食業 5%

177,683 兵庫県 西宮市 コーラルアイランド　イベント店 サービス 理容・美容業 5%

177,684 兵庫県 西宮市 コリスヤ 小売業 衣料品 5%

177,685 兵庫県 西宮市 ゴルフギアサージ　苦楽園店 小売業 その他小売 5%

177,686 兵庫県 西宮市 ゴルフギアサージ　西宮店 小売業 その他小売 5%

177,687 兵庫県 西宮市 コワクラ サービス その他サービス 5%

177,688 兵庫県 西宮市 ザ　ショップ　ジャミング 小売業 その他小売 5%

177,689 兵庫県 西宮市 サイクルコンビニてるてる　西宮今津店 小売業 その他小売 5%

177,690 兵庫県 西宮市 サイクルショップ　リンタロウ　サイクルショップ　リンタロウ 小売業 その他小売 5%

177,691 兵庫県 西宮市 Ｃｙｃｌｅ　Ｓｈｏｐ　Ｈｉｒａｋａｗａ サービス その他サービス 5%

177,692 兵庫県 西宮市 ｃｙｃｌｅｌｉｆｅｕ 小売業 その他小売 5%

177,693 兵庫県 西宮市 Ｓｏｕｔｈ　Ｇａｒｄｅｎ 小売業 その他小売 5%

177,694 兵庫県 西宮市 酒屋いちりやま 酒屋いちりやま 小売業 その他小売 5%

177,695 兵庫県 西宮市 さくら補聴器夙川店 小売業 その他小売 5%

177,696 兵庫県 西宮市 さくらモータース サービス その他サービス 5%

177,697 兵庫県 西宮市 さとう 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,698 兵庫県 西宮市 ｓｕｎｎｙＬｅｍｏｎａｄｅ サービス その他サービス 5%

177,699 兵庫県 西宮市 鯖一今津店 サービス 飲食業 5%

177,700 兵庫県 西宮市 鯖一本店 サービス 飲食業 5%

177,701 兵庫県 西宮市 ＳＡＲＡＪＵ　西宮北口店 サービス 理容・美容業 5%

177,702 兵庫県 西宮市 サラジュ西宮北口店 サービス その他サービス 5%
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177,703 兵庫県 西宮市 サロンドとも サービス 理容・美容業 5%

177,704 兵庫県 西宮市 ＳａｌｏｎｄｅＢｅａｕ サービス 理容・美容業 5%

177,705 兵庫県 西宮市 三田屋　金仙寺湖畔　ＤＣ サービス 飲食業 5%

177,706 兵庫県 西宮市 三田屋　西宮北インター店 サービス 飲食業 5%

177,707 兵庫県 西宮市 三洋航空サービス苦楽園営業所 サービス その他サービス 5%

177,708 兵庫県 西宮市 三洋航空サービス夙川営業所 サービス その他サービス 5%

177,709 兵庫県 西宮市 三洋航空サービス サービス その他サービス 5%

177,710 兵庫県 西宮市 ＳＵＮＲＩＳＥ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

177,711 兵庫県 西宮市 ジークロス サービス その他サービス 5%

177,712 兵庫県 西宮市 ＺＩ－ＴＡ 小売業 衣料品 5%

177,713 兵庫県 西宮市 ｇａｒｄｅｎｚａｋｋａｌｉｔｔｌｅｃｈｏｕｃｈｏｕ 小売業 電化製品 5%

177,714 兵庫県 西宮市 ＳｅａＹｏｕ 小売業 その他小売 5%

177,715 兵庫県 西宮市 ＪＫＢ株式会社 小売業 電化製品 5%

177,716 兵庫県 西宮市 Ｊ－サーキット苦楽園店 サービス その他サービス 5%

177,717 兵庫県 西宮市 ＪＴＢ　三洋航空サービス サービス その他サービス 5%

177,718 兵庫県 西宮市 ｄｅｋｕｊｉｎ　ｔｒｉ サービス 理容・美容業 5%

177,719 兵庫県 西宮市 Ｊｅｓｓｉｃａ　ＮＩＳＨＩＮＯＭＩＹＡ サービス 理容・美容業 5%

177,720 兵庫県 西宮市 ＣＩＥＬ　甲東園店 サービス 理容・美容業 5%

177,721 兵庫県 西宮市 Ｇｅｌｓｏｍｉｎｏ 小売業 衣料品 5%

177,722 兵庫県 西宮市 ＪＩＢ　船坂店 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,723 兵庫県 西宮市 ＪＩＢ西宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,724 兵庫県 西宮市 Ｓｈｉｍａｉｒｏｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

177,725 兵庫県 西宮市 清水タクシー サービス 運輸業 5%

177,726 兵庫県 西宮市 写真箱夙川店 サービス その他サービス 5%

177,727 兵庫県 西宮市 ジャンヌ　マリー サービス 理容・美容業 5%

177,728 兵庫県 西宮市 じゃんぼ總本店　今津駅前店 サービス 飲食業 5%

177,729 兵庫県 西宮市 じゃんぼ總本店　甲子園口店 サービス 飲食業 5%

177,730 兵庫県 西宮市 じゃんぼ總本店　ＪＲ西宮駅前店 サービス 飲食業 5%

177,731 兵庫県 西宮市 じゃんぼ總本店　西宮上大市店 サービス 飲食業 5%

177,732 兵庫県 西宮市 じゃんぼ總本店　阪急門戸厄神店 サービス 飲食業 5%

177,733 兵庫県 西宮市 じゃんぼ總本店　メルカード武庫川店 サービス 飲食業 5%

177,734 兵庫県 西宮市 住宅工作 サービス その他サービス 5%

177,735 兵庫県 西宮市 自由西宮法律事務所 サービス その他サービス 5%

177,736 兵庫県 西宮市 ジュエリー　アート・フジ 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,737 兵庫県 西宮市 ジュエリーカンダ　西宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,738 兵庫県 西宮市 ジュエリーマツオ 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,739 兵庫県 西宮市 ジュエリーマツオ　ジュエリーマツオ 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,740 兵庫県 西宮市 ジュエリーマツオ 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,741 兵庫県 西宮市 夙川ナニワ 小売業 その他小売 5%

177,742 兵庫県 西宮市 手芸センターグランドリームコロワ甲子園店 小売業 その他小売 5%

177,743 兵庫県 西宮市 手芸センターＧＲＡＮＤドリームコロ 小売業 その他小売 5%

177,744 兵庫県 西宮市 手芸センタードリーム　西宮店 小売業 その他小売 5%
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177,745 兵庫県 西宮市 ＪＵＮＯ サービス 理容・美容業 5%

177,746 兵庫県 西宮市 酒房　天　西宮北口店 サービス 飲食業 5%

177,747 兵庫県 西宮市 酒房天 サービス 飲食業 5%

177,748 兵庫県 西宮市 ＪｅｕｎｅＨｏｍｍｅＬＩＮＧＫＡＲＡＮ サービス 理容・美容業 5%

177,749 兵庫県 西宮市 将棋初段養成アカデミー サービス その他サービス 5%

177,750 兵庫県 西宮市 食楽ぐう サービス 飲食業 5%

177,751 兵庫県 西宮市 ｃｈｏｃｏｌａｔ 小売業 衣料品 5%

177,752 兵庫県 西宮市 知るカフェ関西学院大学前店 サービス 飲食業 5%

177,753 兵庫県 西宮市 Ｓｉｌｖｅｔ　１Ｆ サービス 理容・美容業 5%

177,754 兵庫県 西宮市 Ｓｉｒｅｎａ　Ｈａｉｒ　Ｒｅｓｏｒｔ サービス 理容・美容業 5%

177,755 兵庫県 西宮市 進学塾卓 サービス その他サービス 5%

177,756 兵庫県 西宮市 新大衆居酒屋たすき サービス 飲食業 5%

177,757 兵庫県 西宮市 寿司割烹松葉 サービス 飲食業 5%

177,758 兵庫県 西宮市 スタジアムモリスポ西宮店 小売業 その他小売 5%

177,759 兵庫県 西宮市 ｓｔｕｄｉｏａｗａｉ サービス その他サービス 5%

177,760 兵庫県 西宮市 ＳＴＵＦＦ　ＩＴ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

177,761 兵庫県 西宮市 ＳＴＥＡＫ 鉄板 ゆずか ＳＴＥＡＫ 鉄板 ゆずか サービス 飲食業 5%

177,762 兵庫県 西宮市 ＳＴＥＡＫ＆鉄板ゆずか サービス 飲食業 5%

177,763 兵庫県 西宮市 ステーキハウス　三田屋 サービス 飲食業 5%

177,764 兵庫県 西宮市 ステラ動物病院 サービス その他サービス 5%

177,765 兵庫県 西宮市 “Ｓｔｏｉｃ　Ａｉｒ” 小売業 衣料品 5%

177,766 兵庫県 西宮市 ストレート　西宮店 小売業 その他小売 5%

177,767 兵庫県 西宮市 スナップオン中西 小売業 電化製品 2%

177,768 兵庫県 西宮市 ｓｐａｃｅｆｌａｍｉｎｇｏ 小売業 衣料品 5%

177,769 兵庫県 西宮市 スポーツウィング 小売業 その他小売 5%

177,770 兵庫県 西宮市 スマートリペア西宮店 サービス その他サービス 5%

177,771 兵庫県 西宮市 スマホスピタル西宮北口店 サービス その他サービス 5%

177,772 兵庫県 西宮市 炭鶏焼　だいこくさん サービス 飲食業 5%

177,773 兵庫県 西宮市 炭火焼肉　石焼ビビンバ　勝っちゃん　西宮店 サービス 飲食業 5%

177,774 兵庫県 西宮市 炭火焼肉慶州園 サービス 飲食業 5%

177,775 兵庫県 西宮市 炭火焼肉伸 サービス 飲食業 5%

177,776 兵庫県 西宮市 炭や　えん サービス 飲食業 5%

177,777 兵庫県 西宮市 すむーず 小売業 その他小売 5%

177,778 兵庫県 西宮市 Ｔｈｒｅｅ　Ｃｏｄｅｓ サービス 飲食業 5%

177,779 兵庫県 西宮市 スリ－エム　鳴尾店 小売業 衣料品 5%

177,780 兵庫県 西宮市 スリーエム　西宮 小売業 衣料品 5%

177,781 兵庫県 西宮市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　今津店 小売業 食料品 2%

177,782 兵庫県 西宮市 生鮮＆業務スーパーｏｋ　西宮鳴尾店 小売業 食料品 2%

177,783 兵庫県 西宮市 整体サロン　メホリア サービス その他サービス 5%

177,784 兵庫県 西宮市 せいや サービス 飲食業 5%

177,785 兵庫県 西宮市 Ｚオート西宮 小売業 その他小売 5%

177,786 兵庫県 西宮市 ＳＥＰＴＮＡＩＬ　西宮北口店 サービス 理容・美容業 5%

4235



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

177,787 兵庫県 西宮市 セレブブランド 小売業 衣料品 5%

177,788 兵庫県 西宮市 ＺＥＲＯＳＵＮ甲子園 サービス その他サービス 5%

177,789 兵庫県 西宮市 ＺＥＲＯＳＵＮ西宮 サービス その他サービス 5%

177,790 兵庫県 西宮市 そば源 サービス 飲食業 5%

177,791 兵庫県 西宮市 それいゆ　苦楽園店 小売業 衣料品 5%

177,792 兵庫県 西宮市 株式会社大梅商店 サービス その他サービス 5%

177,793 兵庫県 西宮市 ダイニング古賀 サービス 飲食業 5%

177,794 兵庫県 西宮市 ＴＩＭＥＬＥＳＳ 小売業 家具・調度品 5%

177,795 兵庫県 西宮市 ダイワサイクル　西宮北口店 小売業 その他小売 5%

177,796 兵庫県 西宮市 高辰寿司 サービス 飲食業 5%

177,797 兵庫県 西宮市 髙辰寿司 寿司高辰 サービス 飲食業 5%

177,798 兵庫県 西宮市 高山堂　西宮本店 小売業 食料品 5%

177,799 兵庫県 西宮市 瀧川薬局　甲東店 小売業 その他小売 5%

177,800 兵庫県 西宮市 瀧川薬局　鳴尾店 小売業 その他小売 5%

177,801 兵庫県 西宮市 瀧川薬局　西宮店 小売業 その他小売 5%

177,802 兵庫県 西宮市 瀧川薬局 門戸店 小売業 その他小売 5%

177,803 兵庫県 西宮市 武田尾温泉元湯 サービス その他サービス 5%

177,804 兵庫県 西宮市 竹田タクシー サービス 運輸業 5%

177,805 兵庫県 西宮市 タートルショア サービス 宿泊業 5%

177,806 兵庫県 西宮市 エルマールダイビングスクール 小売業 その他小売 5%

177,807 兵庫県 西宮市 チキチキボンバー源店 サービス 飲食業 5%

177,808 兵庫県 西宮市 馳走侘助 サービス 飲食業 5%

177,809 兵庫県 西宮市 地中海食堂タイーム サービス 飲食業 5%

177,810 兵庫県 西宮市 薩摩郷土料理　ぢどり亭　苦楽園店 サービス 飲食業 5%

177,811 兵庫県 西宮市 チャルテチャルテ甲子園 サービス 飲食業 5%

177,812 兵庫県 西宮市 中華料理 悠香園 サービス 飲食業 5%

177,813 兵庫県 西宮市 中国四川料理　悠香園 サービス 飲食業 5%

177,814 兵庫県 西宮市 中納言弁当事業 サービス 飲食業 5%

177,815 兵庫県 西宮市 伊賀良子 サービス その他サービス 5%

177,816 兵庫県 西宮市 釣船　Ｖ?７ｗｅｓｔ サービス その他サービス 5%

177,817 兵庫県 西宮市 ＤｅーＧｌａｄ サービス 理容・美容業 5%

177,818 兵庫県 西宮市 Ｄｅ?Ｇｒａｄ サービス 理容・美容業 5%

177,819 兵庫県 西宮市 ＴＤＳＰ サービス その他サービス 5%

177,820 兵庫県 西宮市 Ｄｅｅｐ　ｂｌｕｅ　?ｆｏｒ　ｙｏｕｒ　ｃｈｉｒｏｐｒａｃｔｉｃ? サービス 理容・美容業 5%

177,821 兵庫県 西宮市 ＴＥＡＭ７　アルダー１ 小売業 家具・調度品 5%

177,822 兵庫県 西宮市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　西宮北口店 サービス 理容・美容業 5%

177,823 兵庫県 西宮市 ＴＡＴ サービス 理容・美容業 5%

177,824 兵庫県 西宮市 ＴＡＴ　イベント 小売業 家具・調度品 5%

177,825 兵庫県 西宮市 テイク　西宮 小売業 その他小売 5%

177,826 兵庫県 西宮市 ｔａｋｅ?Ｍ サービス その他サービス 5%

177,827 兵庫県 西宮市 ＤＩＳＰＡＴＣＨ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

177,828 兵庫県 西宮市 ＤＩＳＰＡＴＣＨ　ＨＡＩＲ　今津店 サービス 理容・美容業 5%
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177,829 兵庫県 西宮市 ｄｅｔｏｕｒ?ｅｓｃ 小売業 衣料品 5%

177,830 兵庫県 西宮市 Ｄ＋Ｅ　ＲＥＶＩＶＡＬ 小売業 家具・調度品 5%

177,831 兵庫県 西宮市 ティンカームーン 小売業 衣料品 5%

177,832 兵庫県 西宮市 テタンレール 小売業 食料品 5%

177,833 兵庫県 西宮市 テテ サービス 理容・美容業 5%

177,834 兵庫県 西宮市 ｔｅｔｅｎｏｒ サービス 理容・美容業 5%

177,835 兵庫県 西宮市 テニスヒル　仁川 サービス その他サービス 5%

177,836 兵庫県 西宮市 手ぶらバーベキュー　勝っちゃん サービス その他サービス 5%

177,837 兵庫県 西宮市 ｄｅｍｉｔｅｒ甲子園口店 サービス 理容・美容業 5%

177,838 兵庫県 西宮市 ｄｅｌｉ ｃａｆｅ はな サービス 飲食業 5%

177,839 兵庫県 西宮市 電化のカワムラ　仁川店 小売業 電化製品 5%

177,840 兵庫県 西宮市 電化のタクミ 小売業 電化製品 5%

177,841 兵庫県 西宮市 でんでんキタムラ 小売業 電化製品 5%

177,842 兵庫県 西宮市 天然　すっぽん料理　万両　鱧料理 サービス 飲食業 5%

177,843 兵庫県 西宮市 ドゥ　シェルシェ　夙川店 小売業 家具・調度品 5%

177,844 兵庫県 西宮市 ｔｏ　ＳＨＩＮＥ　ヘアーサロン　ｔｏＳＨＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

177,845 兵庫県 西宮市 道喜 サービス 飲食業 5%

177,846 兵庫県 西宮市 ｔｏＳＨＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

177,847 兵庫県 西宮市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ夙川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,848 兵庫県 西宮市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西宮広田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,849 兵庫県 西宮市 ドッグアンドキャットサロンハナコ苦楽園店 小売業 その他小売 5%

177,850 兵庫県 西宮市 ＤｏｇＳｈｏｐＤ．Ｏ．Ｇ 小売業 その他小売 5%

177,851 兵庫県 西宮市 とと サービス 飲食業 5%

177,852 兵庫県 西宮市 ともえや 小売業 家具・調度品 5%

177,853 兵庫県 西宮市 トモタケ サービス その他サービス 5%

177,854 兵庫県 西宮市 ドュシェルシェ　夙川店 小売業 家具・調度品 5%

177,855 兵庫県 西宮市 豊多屋ホステル サービス 宿泊業 5%

177,856 兵庫県 西宮市 トライブダイビングスクール サービス その他サービス 5%

177,857 兵庫県 西宮市 ドラッグかしま武庫川店 小売業 その他小売 5%

177,858 兵庫県 西宮市 ＴＯＲＩＫＡＲＡ　ＳＴＡＮＤ サービス 飲食業 5%

177,859 兵庫県 西宮市 ＴＯＲＩＫＡＲＡ ＳＴＡＮＤ サービス 飲食業 5%

177,860 兵庫県 西宮市 ｔｏｒｉｃｏ 小売業 食料品 5%

177,861 兵庫県 西宮市 Ｔｒｉｐ サービス 飲食業 5%

177,862 兵庫県 西宮市 ｔｒｉｍｍｉｎｇｓｈｏｐＭＡＲＩＭＯ 小売業 その他小売 5%

177,863 兵庫県 西宮市 鳥屋鷄壽 サービス 飲食業 5%

177,864 兵庫県 西宮市 とれとれ屋　西宮大島店 サービス 飲食業 5%

177,865 兵庫県 西宮市 ＴｏｒｏＲｏｓｓｏ　トロロッソ サービス 飲食業 5%

177,866 兵庫県 西宮市 ｔｒｏｉｓ【トロワ】 サービス 理容・美容業 5%

177,867 兵庫県 西宮市 とんかつ　かつ喜　西宮北口店 サービス 飲食業 5%

177,868 兵庫県 西宮市 永岡玲子税理士事務所 サービス その他サービス 5%

177,869 兵庫県 西宮市 ナカハラデンキ 小売業 電化製品 5%

177,870 兵庫県 西宮市 ナカハラ電機甲子園口店 小売業 電化製品 5%
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177,871 兵庫県 西宮市 流れ鮨　三代目　おとわ　西宮北インター店 サービス 飲食業 5%

177,872 兵庫県 西宮市 ｎａｋｉｒｉ サービス 理容・美容業 5%

177,873 兵庫県 西宮市 若王寺鍼灸院 サービス その他サービス 5%

177,874 兵庫県 西宮市 ＮａｔｕｒＦｉｔ サービス 理容・美容業 5%

177,875 兵庫県 西宮市 ナッツ　水道筋店 小売業 その他小売 5%

177,876 兵庫県 西宮市 なっぱ サービス 飲食業 5%

177,877 兵庫県 西宮市 生右衛門 サービス 飲食業 5%

177,878 兵庫県 西宮市 菜味季 サービス 飲食業 5%

177,879 兵庫県 西宮市 鳴尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,880 兵庫県 西宮市 ナルオ電化センター 小売業 電化製品 5%

177,881 兵庫県 西宮市 鳴尾ぴっと骨盤整体院 サービス その他サービス 5%

177,882 兵庫県 西宮市 ｎｉｃｏｌａ．どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

177,883 兵庫県 西宮市 ニシイチドラッグ　健康館上ケ原店 小売業 その他小売 5%

177,884 兵庫県 西宮市 ニシイチドラッグ　健康館苦楽園店 小売業 その他小売 5%

177,885 兵庫県 西宮市 ニシイチドラッグ　甲東園店 小売業 その他小売 5%

177,886 兵庫県 西宮市 ニシイチ薬局健康館上ケ原店 小売業 その他小売 5%

177,887 兵庫県 西宮市 西宮中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,888 兵庫県 西宮市 にしのみや　Ｃｏｗｏｒｋｉｎｇ　コワクラ サービス その他サービス 5%

177,889 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮大島町店 小売業 食料品 2%

177,890 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮大浜町店 小売業 食料品 2%

177,891 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮ガーデンズ北口店 小売業 食料品 2%

177,892 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮上大市５丁目店 小売業 食料品 2%

177,893 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮上甲子園店 小売業 食料品 2%

177,894 兵庫県 西宮市 西宮河原町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,895 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮瓦林町店 小売業 食料品 2%

177,896 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮北口駅北店 小売業 食料品 2%

177,897 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮北夙川通り店 小売業 食料品 2%

177,898 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮北昭和町店 小売業 食料品 2%

177,899 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮甲子園口２丁目店 小売業 食料品 2%

177,900 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮甲子園７番町店 小売業 食料品 2%

177,901 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮甲子園八番町店 小売業 食料品 2%

177,902 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮香櫨園店 小売業 食料品 2%

177,903 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮小曽根町２丁目店 小売業 食料品 2%

177,904 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮小松町２丁目店 小売業 食料品 2%

177,905 兵庫県 西宮市 西宮酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

177,906 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮ＪＲ甲子園口駅南店 小売業 食料品 2%

177,907 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮夙川店 小売業 食料品 2%

177,908 兵庫県 西宮市 西宮セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,909 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮高木西町店 小売業 食料品 2%

177,910 兵庫県 西宮市 西宮治療院 サービス 理容・美容業 5%

177,911 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮津門大塚町店 小売業 食料品 2%

177,912 兵庫県 西宮市 にしのみや動物病院 サービス その他サービス 5%
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177,913 兵庫県 西宮市 西宮名塩ＳＡＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

177,914 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮能登町店 小売業 食料品 2%

177,915 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮花園町店 小売業 食料品 2%

177,916 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮東町店 小売業 食料品 2%

177,917 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮樋之池町店 小売業 食料品 2%

177,918 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮深津町店 小売業 食料品 2%

177,919 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮船坂店 小売業 食料品 2%

177,920 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮前浜町店 小売業 食料品 2%

177,921 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮松原町店 小売業 食料品 2%

177,922 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮マリナパーク店 小売業 食料品 2%

177,923 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮南昭和町店 小売業 食料品 2%

177,924 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮武庫川学院前店 小売業 食料品 2%

177,925 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮門戸東町店 小売業 食料品 2%

177,926 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮柳本町店 小売業 食料品 2%

177,927 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン西宮若草町店 小売業 食料品 2%

177,928 兵庫県 西宮市 西村タクシー サービス 運輸業 5%

177,929 兵庫県 西宮市 ニッセンシェイプファンデＬｏｖｅＨｅａｒ 小売業 衣料品 5%

177,930 兵庫県 西宮市 ニュートラルレーシングサービス 小売業 その他小売 5%

177,931 兵庫県 西宮市 ＮｉＬｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

177,932 兵庫県 西宮市 Ｎａｉｌ Ｓａｌｏｎ Ｄｉｖａ 甲子園口店 サービス 理容・美容業 5%

177,933 兵庫県 西宮市 ＮａｉｌＳａｌｏｎｔｒｅｓ サービス 理容・美容業 5%

177,934 兵庫県 西宮市 ｎａｉｌｓａｌｏｎｍｉｇｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

177,935 兵庫県 西宮市 ネイルサロンレイル サービス 理容・美容業 5%

177,936 兵庫県 西宮市 ネイルショップＴＡＴ（催事） サービス 理容・美容業 5%

177,937 兵庫県 西宮市 ネイルショップＴＡＴイベント 小売業 家具・調度品 5%

177,938 兵庫県 西宮市 ネクスト　阪神今津店 サービス 理容・美容業 5%

177,939 兵庫県 西宮市 ネッツトヨタゾナ神戸西宮１７１店 小売業 その他小売 5%

177,940 兵庫県 西宮市 ネッツトヨタゾナ神戸西宮店 小売業 その他小売 5%

177,941 兵庫県 西宮市 ノイカフェ ノイカフェ 苦楽園店 サービス 飲食業 5%

177,942 兵庫県 西宮市 ＰＡＲＣＳ 小売業 その他小売 5%

177,943 兵庫県 西宮市 ＰＡＲＣＳ サービス その他サービス 5%

177,944 兵庫県 西宮市 Ｂａｒ ＣＲＥＳＴ サービス 飲食業 5%

177,945 兵庫県 西宮市 ＢａｒＫ サービス 飲食業 5%

177,946 兵庫県 西宮市 ＰＡＲ－ＴＹ サービス 理容・美容業 5%

177,947 兵庫県 西宮市 Ｂａｒ Ｄｅｅｐｅｓｔ Ｒｉｖｅｒ サービス 飲食業 5%

177,948 兵庫県 西宮市 ＢＡＲ　ＢＥＲ　ＷＡＤＡ サービス 理容・美容業 5%

177,949 兵庫県 西宮市 バイタルベイ サービス その他サービス 5%

177,950 兵庫県 西宮市 ＨＩＴＥＣＨ サービス その他サービス 5%

177,951 兵庫県 西宮市 ＰＡＧＹＯＮ サービス その他サービス 5%

177,952 兵庫県 西宮市 白鹿クラシックス サービス 飲食業 5%

177,953 兵庫県 西宮市 白鹿クラシックス 小売業 食料品 5%

177,954 兵庫県 西宮市 白鹿クラシックス 小売業 食料品 5%
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177,955 兵庫県 西宮市 白星社クリーニング　苦楽園支店 サービス その他サービス 5%

177,956 兵庫県 西宮市 パゴットモーターサイクル サービス その他サービス 5%

177,957 兵庫県 西宮市 橋本鍼灸院 サービス その他サービス 5%

177,958 兵庫県 西宮市 パソコンドック２４　フレンテ西宮店 小売業 その他小売 5%

177,959 兵庫県 西宮市 有限会社畑ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

177,960 兵庫県 西宮市 ＢａｃｃｈｕｓＦＵＫＵＩ夙川店 小売業 食料品 5%

177,961 兵庫県 西宮市 ＢａｃｃｈｕｓＦＵＫＵＩ 夙川店 小売業 食料品 5%

177,962 兵庫県 西宮市 はっぱや　甲子園口店 サービス 飲食業 5%

177,963 兵庫県 西宮市 パティシエトシヒロタダノ　パティシエトシヒロタダノ サービス 飲食業 5%

177,964 兵庫県 西宮市 こころとからだの癒しサロンパトゥマ サービス 理容・美容業 5%

177,965 兵庫県 西宮市 パナ電器 小売業 電化製品 5%

177,966 兵庫県 西宮市 Ｐｕｂ　ＧＡＬＷＡＹ サービス 飲食業 5%

177,967 兵庫県 西宮市 Ｐａｐ’ｓ　ｄｅ　ｃｏｉｆｆｅｕｒ　甲東園 サービス 理容・美容業 5%

177,968 兵庫県 西宮市 運転代行浜風 サービス 運輸業 5%

177,969 兵庫県 西宮市 浜甲デンキ 小売業 電化製品 5%

177,970 兵庫県 西宮市 パーマネントエイジ 小売業 衣料品 5%

177,971 兵庫県 西宮市 Ｐａｌａｃｃｈｉ　西宮店 サービス 理容・美容業 5%

177,972 兵庫県 西宮市 ハリミツクリーニング　苦楽園店 サービス その他サービス 5%

177,973 兵庫県 西宮市 ハリミツクリーニング　グルメシティ夙川店 サービス その他サービス 5%

177,974 兵庫県 西宮市 ハリミツクリーニング　コープ西宮店 サービス その他サービス 5%

177,975 兵庫県 西宮市 ｂａｒ　ａｃｅｒｏ サービス 飲食業 5%

177,976 兵庫県 西宮市 バルーンショップディアハーツ 小売業 その他小売 5%

177,977 兵庫県 西宮市 パルス　西宮店 小売業 その他小売 5%

177,978 兵庫県 西宮市 パル・ヤマト西宮店 小売業 食料品 5%

177,979 兵庫県 西宮市 バレエボディトレーナー・ＩＭＵＲＡ サービス その他サービス 5%

177,980 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン阪急夙川駅南口店 小売業 食料品 2%

177,981 兵庫県 西宮市 はんこ広場甲子園店 小売業 家具・調度品 5%

177,982 兵庫県 西宮市 セブン－イレブン阪神西宮駅南店 小売業 食料品 2%

177,983 兵庫県 西宮市 Ｂａｎ．ｓ　Ｈａｉｒ　Ｆａｍｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

177,984 兵庫県 西宮市 パン・ド・カンパーニュプリュス　ＪＲ甲子園口駅店 小売業 食料品 5%

177,985 兵庫県 西宮市 Ｂｅｅｒ　Ｃａｆｅ　Ｂａｒｌｅｙ サービス 飲食業 5%

177,986 兵庫県 西宮市 ピアノ舎　ピアノ舎 サービス その他サービス 5%

177,987 兵庫県 西宮市 からだコンディショニングルームＰＮＦ研究所西宮 サービス 理容・美容業 5%

177,988 兵庫県 西宮市 ビート魂ショップ ビート魂ショップ 小売業 衣料品 5%

177,989 兵庫県 西宮市 ビィフィーノ・モーダ サービス 理容・美容業 5%

177,990 兵庫県 西宮市 ひごペット　コロワ甲子園店 小売業 その他小売 5%

177,991 兵庫県 西宮市 ひごペットフレンドリー　コロワ甲子園 小売業 その他小売 5%

177,992 兵庫県 西宮市 ビジュデオール 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,993 兵庫県 西宮市 ビジュデオール（催事） 小売業 貴金属・服飾品 5%

177,994 兵庫県 西宮市 ひじり屋 小売業 その他小売 5%

177,995 兵庫県 西宮市 ＨＥＡＴＨ 小売業 衣料品 5%

177,996 兵庫県 西宮市 ビステッカ西宮北口店 サービス 飲食業 5%
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177,997 兵庫県 西宮市 ビストロヘンゼルカフェ サービス 飲食業 5%

177,998 兵庫県 西宮市 ｐｉｔａ?ｍａｈａ　西宮北口店 サービス その他サービス 5%

177,999 兵庫県 西宮市 ＰＩＣＣＡ　Ｐｉｃｃａ 小売業 衣料品 5%

178,000 兵庫県 西宮市 ビート魂ショップ 小売業 衣料品 5%

178,001 兵庫県 西宮市 ピノコラ サービス 理容・美容業 5%

178,002 兵庫県 西宮市 ｂｉｆｉｎｏ　ｓｏｌａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

178,003 兵庫県 西宮市 ｂｉｆｉｎｏ　ｍｏｄａ サービス 理容・美容業 5%

178,004 兵庫県 西宮市 ｂｉｆｉｎｏ　ＳＯＬＡＲＥ サービス 理容・美容業 5%

178,005 兵庫県 西宮市 ひまわり サービス その他サービス 5%

178,006 兵庫県 西宮市 ＨＩＭＥＫＵＲＩ サービス 理容・美容業 5%

178,007 兵庫県 西宮市 ビューティーサロン　ミラーゾーン サービス 理容・美容業 5%

178,008 兵庫県 西宮市 ビューティーサロンミラーゾーン　ビューティーサロン　ミラーゾーン サービス 理容・美容業 5%

178,009 兵庫県 西宮市 Ｂｅａｕｔｙ　Ｌａｂｏ　関学前店 サービス 理容・美容業 5%

178,010 兵庫県 西宮市 Ｐｕｒ　ｌａｆｏｒｅｔ サービス 理容・美容業 5%

178,011 兵庫県 西宮市 兵庫医大医療材料病院売店 小売業 その他小売 5%

178,012 兵庫県 西宮市 兵庫医大ラ・メール病院売店 小売業 その他小売 5%

178,013 兵庫県 西宮市 兵庫県自動車学校 サービス その他サービス 5%

178,014 兵庫県 西宮市 兵庫県立西宮病院売店 小売業 その他小売 5%

178,015 兵庫県 西宮市 兵庫トヨタ自動車西宮店 小売業 その他小売 5%

178,016 兵庫県 西宮市 兵庫トヨタ自動車マイカーランド西宮 小売業 その他小売 5%

178,017 兵庫県 西宮市 美容室アッツ サービス 理容・美容業 5%

178,018 兵庫県 西宮市 美容室パーティー　本店 サービス 理容・美容業 5%

178,019 兵庫県 西宮市 美容室パーティ　阪神西宮店 サービス 理容・美容業 5%

178,020 兵庫県 西宮市 美容室　フーピー サービス 理容・美容業 5%

178,021 兵庫県 西宮市 ひょうたん サービス 飲食業 5%

178,022 兵庫県 西宮市 ＢＩＬＬＹ’Ｓ　ＣＵＰ サービス 飲食業 5%

178,023 兵庫県 西宮市 びーんず西宮店 小売業 電化製品 5%

178,024 兵庫県 西宮市 ファッションリフォームアドー サービス その他サービス 5%

178,025 兵庫県 西宮市 Ｆｕｎｋｔｉｏｎ１ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

178,026 兵庫県 西宮市 ファンファン 小売業 その他小売 5%

178,027 兵庫県 西宮市 ｆｉｏｒｅｊａｒｄｉｎｏ サービス 飲食業 5%

178,028 兵庫県 西宮市 ＦＩＧＡＲＯ サービス 理容・美容業 5%

178,029 兵庫県 西宮市 フィジオサロンパヴォーネ サービス 理容・美容業 5%

178,030 兵庫県 西宮市 Ｆｉｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

178,031 兵庫県 西宮市 フェイシャルサロン　アスリ サービス 理容・美容業 5%

178,032 兵庫県 西宮市 フォトスタジオ１０１ サービス その他サービス 5%

178,033 兵庫県 西宮市 ＰｈｏｔｏｓｔｕｄｉｏＩ サービス その他サービス 5%

178,034 兵庫県 西宮市 フォトハウスフレンド サービス その他サービス 5%

178,035 兵庫県 西宮市 Volkswagen西宮 サービス その他サービス 5%

178,036 兵庫県 西宮市 Volkswagen西宮ユーズドカーセンター サービス その他サービス 5%

178,037 兵庫県 西宮市 ｆｏｎｔｅｇａｒａ サービス 飲食業 5%

178,038 兵庫県 西宮市 フォンテガーラ サービス 飲食業 5%
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178,039 兵庫県 西宮市 フカダ電器生瀬店 小売業 電化製品 5%

178,040 兵庫県 西宮市 フカダ電器西宮店 小売業 電化製品 5%

178,041 兵庫県 西宮市 福寿司 サービス 飲食業 5%

178,042 兵庫県 西宮市 ＦｕＫｕＦｕＫｕ 小売業 衣料品 5%

178,043 兵庫県 西宮市 フジ電化 小売業 電化製品 5%

178,044 兵庫県 西宮市 プチサロン　名越 小売業 衣料品 5%

178,045 兵庫県 西宮市 プチサロン名越 小売業 衣料品 5%

178,046 兵庫県 西宮市 ブックフォーラム　西宮北店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

178,047 兵庫県 西宮市 仏壇ギャラリー西宮 小売業 家具・調度品 5%

178,048 兵庫県 西宮市 ｂｏｕｔｉｑｕｅ 小売業 衣料品 5%

178,049 兵庫県 西宮市 ブティックノワール 小売業 衣料品 5%

178,050 兵庫県 西宮市 ブティックプール 小売業 衣料品 5%

178,051 兵庫県 西宮市 ブティックロッサ　阪急西宮ガーデンズ店 小売業 衣料品 5%

178,052 兵庫県 西宮市 ＦＯＯＤＩＥ　ＰＡＰＡ　西宮北口 サービス 飲食業 5%

178,053 兵庫県 西宮市 ブライダルサロンＨＡＮＡＴＡＢＡ サービス その他サービス 5%

178,054 兵庫県 西宮市 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎｌｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

178,055 兵庫県 西宮市 ＰＲＩＭＥ　ＡＵＴＯ　ＳＥＲＶＩＣＥ サービス その他サービス 5%

178,056 兵庫県 西宮市 ＯＮ ＤＥＳＩＧＮ  ＯＮ ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

178,057 兵庫県 西宮市 ｆｌｕｆｆｙ＆ｔｅｎｄｅｒｌｙ 小売業 家具・調度品 5%

178,058 兵庫県 西宮市 ｆｌｏｗｅｒ＆ｐｌａｎｔｓＡＺＩＴＯ 小売業 その他小売 5%

178,059 兵庫県 西宮市 フランス屋　西宮北口店 サービス その他サービス 5%

178,060 兵庫県 西宮市 フランス屋　阪急オアシスなじおプラザ店 サービス その他サービス 5%

178,061 兵庫県 西宮市 フランス屋　阪神西宮店 サービス その他サービス 5%

178,062 兵庫県 西宮市 ブランニューなかむら 小売業 衣料品 5%

178,063 兵庫県 西宮市 ｆｒｅｅｈａｉｒｓ サービス 理容・美容業 5%

178,064 兵庫県 西宮市 Ｂｌｉｓｓ　Ｃａｎｅ サービス 理容・美容業 5%

178,065 兵庫県 西宮市 フリゼーア　小牧 サービス 理容・美容業 5%

178,066 兵庫県 西宮市 ｆｕｌｌ　ｍａｒｋｓ西宮北口店 サービス 理容・美容業 5%

178,067 兵庫県 西宮市 ｂｒｕｎｏ　ＢＡＲ　ｂｒｕｎｏ サービス 飲食業 5%

178,068 兵庫県 西宮市 ＦＲＡＭＥ＊ サービス その他サービス 5%

178,069 兵庫県 西宮市 ｆｒｅｓｃａ サービス 理容・美容業 5%

178,070 兵庫県 西宮市 ブレックス西宮営業所 サービス 運輸業 5%

178,071 兵庫県 西宮市 フレッシュネスバーガーＪＲ宮駅前 サービス 飲食業 2%

178,072 兵庫県 西宮市 ｂｒｏｏＣＨ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

178,073 兵庫県 西宮市 フローリド サービス その他サービス 5%

178,074 兵庫県 西宮市 Ｐｒｏｓ－Ｐｒｏｃａ サービス 理容・美容業 5%

178,075 兵庫県 西宮市 ｈａｉｒｍａｋｅｉｎｄｉｇｏ サービス 理容・美容業 5%

178,076 兵庫県 西宮市 ＨａｉｒｓａｌｏｎＦＩＡＲＣＥ サービス 理容・美容業 5%

178,077 兵庫県 西宮市 ＨａｉｒＳａｌｏｎＣＯＣＯＲＯ サービス 理容・美容業 5%

178,078 兵庫県 西宮市 ＨＡＩＲ’Ｓ　ａｂｉｌｉｔｙ サービス 理容・美容業 5%

178,079 兵庫県 西宮市 Ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ Ｐｏｒｔｅ サービス 理容・美容業 5%

178,080 兵庫県 西宮市 ヘアメイクアミューズ サービス 理容・美容業 5%
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178,081 兵庫県 西宮市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　Ｃａｎｖａｓ サービス 理容・美容業 5%

178,082 兵庫県 西宮市 ヘアーリゾートフェイス サービス 理容・美容業 5%

178,083 兵庫県 西宮市 Ｈａｉｒ　Ｌｕａｎａ　ｎａｏ サービス 理容・美容業 5%

178,084 兵庫県 西宮市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＣＡＬ－ＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

178,085 兵庫県 西宮市 ｈａｉｒ　Ｏｃｈｉ　Ｃｏｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

178,086 兵庫県 西宮市 ヘアサロン　ランブット サービス 理容・美容業 5%

178,087 兵庫県 西宮市 Ｈａｉｒ　　Ｓａｌｏｎ　　Ｗ サービス 理容・美容業 5%

178,088 兵庫県 西宮市 ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　ａｒｔ サービス 理容・美容業 5%

178,089 兵庫県 西宮市 ＨａｉｒｂｅａｕｔｙＦｌｏｗｅｒ サービス 理容・美容業 5%

178,090 兵庫県 西宮市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＶＩＬＬＡ サービス 理容・美容業 5%

178,091 兵庫県 西宮市 美容室Ｂ．Ｃ．Ｂ．Ｇ． サービス 理容・美容業 5%

178,092 兵庫県 西宮市 ＢｅｓｔＣｕｔｓイオン西宮店 サービス 理容・美容業 5%

178,093 兵庫県 西宮市 ペダル　西宮店 小売業 その他小売 5%

178,094 兵庫県 西宮市 ペット倶楽部　Ａｎｎｉｅ サービス その他サービス 5%

178,095 兵庫県 西宮市 ペットサロンＴｓｕＢａＳａ サービス その他サービス 5%

178,096 兵庫県 西宮市 ヘッドマッサージＴｉｇｅｒＳｐａ サービス その他サービス 5%

178,097 兵庫県 西宮市 ペットメディカルセンター サービス その他サービス 5%

178,098 兵庫県 西宮市 ＨＥＬＬＹ　ＨＡＮＳＥＮ　新西宮店 小売業 その他小売 5%

178,099 兵庫県 西宮市 ｖｅｌｖｅｔｙ 小売業 衣料品 5%

178,100 兵庫県 西宮市 勉強カフェ西宮北口スタジオ サービス その他サービス 5%

178,101 兵庫県 西宮市 ペンギン堂 小売業 その他小売 5%

178,102 兵庫県 西宮市 蓬莱の郷 サービス 飲食業 5%

178,103 兵庫県 西宮市 ペットホテルＰＡＷＳ サービス その他サービス 5%

178,104 兵庫県 西宮市 ポッポヤ 小売業 その他小売 5%

178,105 兵庫県 西宮市 ボディケア・リラクセーションサロンＰｏｌｅｓｔａｒ サービス 理容・美容業 5%

178,106 兵庫県 西宮市 ボディケア　リラクゼーションサロン　Ｐｏｌｅｓｔａｒ サービス その他サービス 5%

178,107 兵庫県 西宮市 Ｂｏｄｙｓｈ　エビスタ西宮店 サービス その他サービス 5%

178,108 兵庫県 西宮市 Ｂｏｄｙｓｈ　ＪＲ甲子園口駅前店 サービス その他サービス 5%

178,109 兵庫県 西宮市 ホテル　中寿美花壇 サービス 宿泊業 5%

178,110 兵庫県 西宮市 ホテル山荘有馬香花園 サービス 宿泊業 5%

178,111 兵庫県 西宮市 ｈｏｎｏ 小売業 その他小売 5%

178,112 兵庫県 西宮市 ホビーショップ　ガネット 小売業 その他小売 5%

178,113 兵庫県 西宮市 ＶＯＹＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

178,114 兵庫県 西宮市 ボルボ・カー西宮 サービス その他サービス 5%

178,115 兵庫県 西宮市 ホルモン第一本舗 サービス 飲食業 5%

178,116 兵庫県 西宮市 マーシャルの国語塾 サービス その他サービス 5%

178,117 兵庫県 西宮市 マクドナルド甲東園駅前店 サービス 飲食業 2%

178,118 兵庫県 西宮市 マクドナルド西宮北インター店 サービス 飲食業 2%

178,119 兵庫県 西宮市 ＭｏｔｈｅｒＥａｒｔｈＣｒｅａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

178,120 兵庫県 西宮市 マジア 小売業 衣料品 5%

178,121 兵庫県 西宮市 ＭＭ夙川グリーンタウン サービス その他サービス 5%

178,122 兵庫県 西宮市 マダムジユン 小売業 衣料品 5%
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178,123 兵庫県 西宮市 合名会社松下呉服店 小売業 衣料品 5%

178,124 兵庫県 西宮市 松下欣史 よしのぶ 税理士事務所 サービス その他サービス 5%

178,125 兵庫県 西宮市 マナベインテリアハーツコーナンＰＲＯ西宮 小売業 家具・調度品 5%

178,126 兵庫県 西宮市 マニフレックス兵庫西宮店 小売業 家具・調度品 5%

178,127 兵庫県 西宮市 ｍａｈａｌｏａ サービス その他サービス 5%

178,128 兵庫県 西宮市 マルサスポーツ 小売業 その他小売 5%

178,129 兵庫県 西宮市 まるとみクリーニング　エキーマ今津店 サービス その他サービス 5%

178,130 兵庫県 西宮市 まるとみクリーニング　関西スーパー鳴尾店 サービス その他サービス 5%

178,131 兵庫県 西宮市 まるとみクリーニング　阪急　夙川店 サービス その他サービス 5%

178,132 兵庫県 西宮市 まるとみクリーニング　ライフ浜甲子園店 サービス その他サービス 5%

178,133 兵庫県 西宮市 ＭＡＮＧＡｌｉｖｅｒ 小売業 衣料品 5%

178,134 兵庫県 西宮市 ミウラデンカ名塩店 小売業 電化製品 5%

178,135 兵庫県 西宮市 三起電器 小売業 電化製品 5%

178,136 兵庫県 西宮市 ｍｉｋｕｍａｒｉ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

178,137 兵庫県 西宮市 有限会社美晃園 小売業 その他小売 5%

178,138 兵庫県 西宮市 実千代鍼灸院　実千代鍼灸院 サービス その他サービス 5%

178,139 兵庫県 西宮市 Ｍｉｎａｍｉくんのお部屋 サービス 理容・美容業 5%

178,140 兵庫県 西宮市 みほ美容室 サービス 理容・美容業 5%

178,141 兵庫県 西宮市 宮脇書店　マルナカ西宮店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

178,142 兵庫県 西宮市 ｍｕｓｉｃｓｃｈｏｏｌつちＨＯＵＳＥ サービス その他サービス 5%

178,143 兵庫県 西宮市 みらい税理士法人 サービス その他サービス 5%

178,144 兵庫県 西宮市 ミルコート 小売業 その他小売 5%

178,145 兵庫県 西宮市 無糖派ダイニングひさ家 サービス 飲食業 5%

178,146 兵庫県 西宮市 ムーブメント サービス その他サービス 5%

178,147 兵庫県 西宮市 Ｍａｐｌｅ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

178,148 兵庫県 西宮市 明和医療材料病院売店 小売業 その他小売 5%

178,149 兵庫県 西宮市 メガネのＪＯＹ 小売業 その他小売 5%

178,150 兵庫県 西宮市 メガネ本舗　さくら夙川店 小売業 その他小売 5%

178,151 兵庫県 西宮市 メガネ本舗　西宮店 小売業 その他小売 5%

178,152 兵庫県 西宮市 女神の足つぼ?Ｍａｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

178,153 兵庫県 西宮市 メッツァ サービス 理容・美容業 5%

178,154 兵庫県 西宮市 メナードフェイシャルサロン甲陽園 サービス 理容・美容業 5%

178,155 兵庫県 西宮市 メルボジェントルマンズクラブ　阪急夙川店 小売業 衣料品 5%

178,156 兵庫県 西宮市 ｍｅｌｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

178,157 兵庫県 西宮市 麺や　白ぼし サービス 飲食業 5%

178,158 兵庫県 西宮市 モトラッド阪神 小売業 その他小売 5%

178,159 兵庫県 西宮市 ＭｏｎａＬｉｓａ　西宮北口店 サービス 理容・美容業 5%

178,160 兵庫県 西宮市 Ｍｏｎｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

178,161 兵庫県 西宮市 モモキッズ保育ルーム サービス その他サービス 5%

178,162 兵庫県 西宮市 モリサイクル 小売業 その他小売 5%

178,163 兵庫県 西宮市 モリタニ薬店 小売業 その他小売 5%

178,164 兵庫県 西宮市 モンロワール　夙川店 小売業 食料品 5%
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178,165 兵庫県 西宮市 ＹＡＥＮー夜縁ー サービス 飲食業 5%

178,166 兵庫県 西宮市 八百資　やおすけ 小売業 食料品 5%

178,167 兵庫県 西宮市 八木電気　北口店 小売業 電化製品 5%

178,168 兵庫県 西宮市 八木電気商会　仁川店 小売業 電化製品 5%

178,169 兵庫県 西宮市 焼とり屋番鳥　阪神西宮店 サービス 飲食業 5%

178,170 兵庫県 西宮市 焼肉　牛宝 サービス 飲食業 5%

178,171 兵庫県 西宮市 焼肉牛伝　西宮店 サービス 飲食業 5%

178,172 兵庫県 西宮市 安田文具店 小売業 家具・調度品 5%

178,173 兵庫県 西宮市 泰楽整体院 サービス その他サービス 5%

178,174 兵庫県 西宮市 山下 サービス その他サービス 5%

178,175 兵庫県 西宮市 山谷 サービス 飲食業 5%

178,176 兵庫県 西宮市 ＹＯＵ サービス その他サービス 5%

178,177 兵庫県 西宮市 有限会社アディクト おすましプーちゃんショップ 小売業 その他小売 5%

178,178 兵庫県 西宮市 有限会社十一屋 サービス 飲食業 5%

178,179 兵庫県 西宮市 トーマスクラブ 小売業 その他小売 5%

178,180 兵庫県 西宮市 有限会社ナヤモータース サービス その他サービス 5%

178,181 兵庫県 西宮市 有限会社パール動物病院 サービス その他サービス 5%

178,182 兵庫県 西宮市 有限会社はまの 小売業 食料品 5%

178,183 兵庫県 西宮市 有限会社ＭＯＶＥＭＥＮＴ サービス その他サービス 5%

178,184 兵庫県 西宮市 ライフスタッフ サービス その他サービス 5%

178,185 兵庫県 西宮市 Ｅｕｒｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,186 兵庫県 西宮市 ｕ’ｓ　香枦園 サービス 宿泊業 5%

178,187 兵庫県 西宮市 洋食バル　ドアーズキッチン サービス 飲食業 5%

178,188 兵庫県 西宮市 洋食バル　Ｄｏｏｒｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

178,189 兵庫県 西宮市 ｙｏｇａｓｐａｃｅａｔｈａ サービス その他サービス 5%

178,190 兵庫県 西宮市 ヨーク苦楽園店 小売業 衣料品 5%

178,191 兵庫県 西宮市 ヨークベイスメント店 小売業 衣料品 5%

178,192 兵庫県 西宮市 吉川タクシー サービス 運輸業 5%

178,193 兵庫県 西宮市 よしぼん サービス 飲食業 5%

178,194 兵庫県 西宮市 よねとみ動物病院 サービス その他サービス 5%

178,195 兵庫県 西宮市 ４４６イルーシー３００甲子園コロワ店 小売業 衣料品 5%

178,196 兵庫県 西宮市 Ｌａ　Ｔｅｒｒａｃｏｔｔａ サービス 飲食業 5%

178,197 兵庫県 西宮市 ＬｉｇｈｔｈｏｕｓｅＰｈｏｔｏ サービス その他サービス 5%

178,198 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー　イオン西宮 サービス その他サービス 5%

178,199 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー　関西スーパー広田 サービス その他サービス 5%

178,200 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー　甲陽園 サービス その他サービス 5%

178,201 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー　コープ甲東園 サービス その他サービス 5%

178,202 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー　コープ甲陽園 サービス その他サービス 5%

178,203 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー　コープ西宮南 サービス その他サービス 5%

178,204 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー　コープ武庫川店 サービス その他サービス 5%

178,205 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー　末広 サービス その他サービス 5%

178,206 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー　ダイエー今津 サービス その他サービス 5%
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178,207 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー　北口店 サービス その他サービス 5%

178,208 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー　ＧＣ今津店 サービス その他サービス 5%

178,209 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー　甲子園店 サービス その他サービス 5%

178,210 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー　ダイエー　西宮店 サービス その他サービス 5%

178,211 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー甲東園店 サービス その他サービス 5%

178,212 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー甲陽園店 サービス その他サービス 5%

178,213 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー西宮東店 サービス その他サービス 5%

178,214 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー　西宮南店 サービス その他サービス 5%

178,215 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー広田店 サービス その他サービス 5%

178,216 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー　マリナパーク店 サービス その他サービス 5%

178,217 兵庫県 西宮市 ライフクリーナー武庫川店 サービス その他サービス 5%

178,218 兵庫県 西宮市 ラヴェニール・チャイナ サービス 飲食業 5%

178,219 兵庫県 西宮市 ラ・ヴォーテ サービス 理容・美容業 5%

178,220 兵庫県 西宮市 Ｌａｕｌｅ’ａ 小売業 衣料品 5%

178,221 兵庫県 西宮市 Ｌａｕｌｅ’ａ　ｌｕａ サービス 理容・美容業 5%

178,222 兵庫県 西宮市 ｌａｃｏ　Ｒｏｏｔｓ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

178,223 兵庫県 西宮市 ラット大阪 サービス その他サービス 5%

178,224 兵庫県 西宮市 ＲＡＴ★ＲＡＣＥ 小売業 衣料品 5%

178,225 兵庫県 西宮市 ラナイズビーチクラブ 小売業 その他小売 5%

178,226 兵庫県 西宮市 Ｒａｆｒｅ サービス 理容・美容業 5%

178,227 兵庫県 西宮市 Ｌａｆｒｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

178,228 兵庫県 西宮市 ＲＡＮＭＡＲＵ倶楽部 サービス 飲食業 5%

178,229 兵庫県 西宮市 ＲＥＡＬ　ＦＯＯＤ　ｃａｆ? サービス 飲食業 5%

178,230 兵庫県 西宮市 ＬＩＥＮ／Ｈ＇ａＢ サービス 理容・美容業 5%

178,231 兵庫県 西宮市 Ｌｅｅ 西宮ガーデンズ店 小売業 衣料品 5%

178,232 兵庫県 西宮市 リーガルシューズ阪急西宮ガーデンズ 小売業 衣料品 5%

178,233 兵庫県 西宮市 リサイクルショップ復活堂 小売業 衣料品 5%

178,234 兵庫県 西宮市 ＲｅＳＥＴ　西宮北口店 サービス 理容・美容業 5%

178,235 兵庫県 西宮市 ｒｅｔｒｅａｔ サービス 理容・美容業 5%

178,236 兵庫県 西宮市 リトル書房 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

178,237 兵庫県 西宮市 リノ 小売業 衣料品 5%

178,238 兵庫県 西宮市 ｌｉｂｅｒａ サービス 理容・美容業 5%

178,239 兵庫県 西宮市 リボンネイルズ サービス 理容・美容業 5%

178,240 兵庫県 西宮市 竜星の嵐っぽ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

178,241 兵庫県 西宮市 ＲｙｕｄｅＭｕｕ サービス 理容・美容業 5%

178,242 兵庫県 西宮市 リュリュ　鳴尾店 サービス 飲食業 5%

178,243 兵庫県 西宮市 リラクゼーションスパエスタシオン サービス その他サービス 5%

178,244 兵庫県 西宮市 リンカラン　オム　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

178,245 兵庫県 西宮市 ＬＩＮＫ 小売業 衣料品 5%

178,246 兵庫県 西宮市 ルアーショップ擬似餌屋 小売業 その他小売 5%

178,247 兵庫県 西宮市 ルアーショップ　擬似餌屋 小売業 その他小売 5%

178,248 兵庫県 西宮市 Ｌｕｃｃｉｃａ サービス 理容・美容業 5%
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178,249 兵庫県 西宮市 ｒｕｔｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

178,250 兵庫県 西宮市 ｒｕｔｉｌｅ　ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

178,251 兵庫県 西宮市 ルーデマレー 小売業 衣料品 5%

178,252 兵庫県 西宮市 Ｌｕｎａ　Ｌｕｃｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

178,253 兵庫県 西宮市 るりいろ サービス その他サービス 5%

178,254 兵庫県 西宮市 Ｒｅｌｉｕｒｅ－ＣｏｓｍｅｔｉｃＬａｂｏｒａｔｏｒｙ－ サービス その他サービス 5%

178,255 兵庫県 西宮市 ｌ　Ｅｓｓｅｎｃｅ　ｂ　レサンス　ベー サービス 飲食業 5%

178,256 兵庫県 西宮市 レジャーコンダクター サービス その他サービス 5%

178,257 兵庫県 西宮市 レストランバー　えるえる サービス 飲食業 5%

178,258 兵庫県 西宮市 ＬＥＬｉＢＥ【レリビー】 サービス 理容・美容業 5%

178,259 兵庫県 西宮市 レンタサイクル「駅リンくん甲子園口店」 サービス 運輸業 5%

178,260 兵庫県 西宮市 ロイド＆ロイド（夙川グリーンタウン） 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,261 兵庫県 西宮市 Ｒｏｓｅ　西宮 サービス 理容・美容業 5%

178,262 兵庫県 西宮市 Ｒｏｎｄａ 小売業 その他小売 5%

178,263 兵庫県 西宮市 ワイン食堂　コクリコ サービス 飲食業 5%

178,264 兵庫県 西宮市 ワカサ電化　西宮店 小売業 電化製品 5%

178,265 兵庫県 西宮市 ＷＡＴＳＯＮ 小売業 家具・調度品 5%

178,266 兵庫県 西宮市 和ろうそく　松本商店 サービス その他サービス 5%

178,267 兵庫県 西宮市 101 小売業 衣料品 5%

178,268 兵庫県 西脇市 アグロワーク西脇店 小売業 その他小売 5%

178,269 兵庫県 西脇市 アサダ写真舘 サービス その他サービス 5%

178,270 兵庫県 西脇市 アート飛田 小売業 家具・調度品 5%

178,271 兵庫県 西脇市 ヴィーヴコロヤス　ヴィーヴコロヤス サービス 理容・美容業 5%

178,272 兵庫県 西脇市 Ｗａｔｃｈ＆Ｅｙｗｅａｒ　ヨシカワ 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,273 兵庫県 西脇市 魚松 小売業 食料品 2%

178,274 兵庫県 西脇市 内橋綿行 小売業 家具・調度品 5%

178,275 兵庫県 西脇市 大城戸織布　ふぉとクラス 小売業 衣料品 5%

178,276 兵庫県 西脇市 大山記念病院売店 小売業 その他小売 5%

178,277 兵庫県 西脇市 お好み焼工房　つばきや サービス 飲食業 5%

178,278 兵庫県 西脇市 学用品の店エンヤス 小売業 衣料品 5%

178,279 兵庫県 西脇市 嘉祥福楽 サービス 飲食業 5%

178,280 兵庫県 西脇市 株式会社テッタオデザインオフィス サービス その他サービス 5%

178,281 兵庫県 西脇市 株式会社トダ電化 小売業 電化製品 5%

178,282 兵庫県 西脇市 株式会社西脇小西 サービス その他サービス 5%

178,283 兵庫県 西脇市 藤井酒販 サービス 飲食業 5%

178,284 兵庫県 西脇市 株式会社藤田幸三商店 小売業 電化製品 5%

178,285 兵庫県 西脇市 株式会社Ｙａｔｙａｒｎ 小売業 衣料品 5%

178,286 兵庫県 西脇市 カワサキ西脇 小売業 電化製品 5%

178,287 兵庫県 西脇市 ギフトハウス　タナカ 小売業 その他小売 5%

178,288 兵庫県 西脇市 業務スーパー西脇店 小売業 食料品 2%

178,289 兵庫県 西脇市 黒田庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,290 兵庫県 西脇市 けんしん亭 サービス 飲食業 5%
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178,291 兵庫県 西脇市 小坂町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,292 兵庫県 西脇市 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

178,293 兵庫県 西脇市 笹倉園芸 小売業 その他小売 5%

178,294 兵庫県 西脇市 鹿野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,295 兵庫県 西脇市 篠田農園 サービス その他サービス 5%

178,296 兵庫県 西脇市 島田製織 小売業 衣料品 5%

178,297 兵庫県 西脇市 島田製織株式会社 小売業 衣料品 5%

178,298 兵庫県 西脇市 ジュエリーＫＡＮＤＡ　西脇店 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,299 兵庫県 西脇市 新神戸ランドリー　西田ニポポ店 サービス その他サービス 5%

178,300 兵庫県 西脇市 新神戸ランドリー　西脇本店 サービス その他サービス 5%

178,301 兵庫県 西脇市 スミレ 小売業 衣料品 5%

178,302 兵庫県 西脇市 セイブシステム 小売業 電化製品 5%

178,303 兵庫県 西脇市 大西洋ツーリスト 西脇営業所 サービス その他サービス 5%

178,304 兵庫県 西脇市 大門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,305 兵庫県 西脇市 高松ゴルフプラザ 小売業 その他小売 5%

178,306 兵庫県 西脇市 津万ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,307 兵庫県 西脇市 でんきのきよせ 小売業 電化製品 5%

178,308 兵庫県 西脇市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西脇店 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,309 兵庫県 西脇市 トヨタカローラ兵庫西脇店 小売業 その他小売 5%

178,310 兵庫県 西脇市 トヨタ部品兵庫共販西脇店 サービス その他サービス 5%

178,311 兵庫県 西脇市 ナリス化粧品 サービス 理容・美容業 5%

178,312 兵庫県 西脇市 ナリス化粧品販売 サービス 理容・美容業 5%

178,313 兵庫県 西脇市 肉料理　樹 サービス 飲食業 5%

178,314 兵庫県 西脇市 西田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,315 兵庫県 西脇市 西村書店　西脇店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

178,316 兵庫県 西脇市 セブン－イレブン西脇市原町店 小売業 食料品 2%

178,317 兵庫県 西脇市 西脇給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,318 兵庫県 西脇市 セブン－イレブン西脇和布町店 小売業 食料品 2%

178,319 兵庫県 西脇市 日進電機 小売業 電化製品 5%

178,320 兵庫県 西脇市 ニッセンシェイプファンデ　ポルカドット 小売業 衣料品 5%

178,321 兵庫県 西脇市 ＮａｉｌＳｐａｃｅ＊ｋｕｋｕ－ｔｏｋｏ＊ サービス 理容・美容業 5%

178,322 兵庫県 西脇市 バーガークレイジー サービス 飲食業 5%

178,323 兵庫県 西脇市 橋本屋 サービス 飲食業 5%

178,324 兵庫県 西脇市 サロンＨＡＳＵ（ハス） サービス 理容・美容業 5%

178,325 兵庫県 西脇市 パルドン 小売業 食料品 5%

178,326 兵庫県 西脇市 ピーターパン サービス 飲食業 5%

178,327 兵庫県 西脇市 美容室おしゃれキャット　西脇店 サービス 理容・美容業 5%

178,328 兵庫県 西脇市 ヒラタデンキ 小売業 電化製品 5%

178,329 兵庫県 西脇市 ふぉとクラス サービス その他サービス 5%

178,330 兵庫県 西脇市 ブックワン　西脇店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

178,331 兵庫県 西脇市 ブティック＆サプリメント　葉月 小売業 衣料品 5%

178,332 兵庫県 西脇市 ヘアーコレクションナオキ サービス 理容・美容業 5%
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178,333 兵庫県 西脇市 ｈａｉｒｍａｋｅＶＡＬＥ－ＴＵＤＯ サービス 理容・美容業 5%

178,334 兵庫県 西脇市 ホーライカメラ店 小売業 電化製品 5%

178,335 兵庫県 西脇市 ホーライカメラ店 小売業 その他小売 5%

178,336 兵庫県 西脇市 ホンダウイング西脇 小売業 その他小売 5%

178,337 兵庫県 西脇市 マクドナルド西脇店 サービス 飲食業 2%

178,338 兵庫県 西脇市 ますだ酒店 サービス その他サービス 5%

178,339 兵庫県 西脇市 ママイクコ　西脇 小売業 その他小売 5%

178,340 兵庫県 西脇市 ミキモト化粧品真璃亜営業所 小売業 その他小売 5%

178,341 兵庫県 西脇市 道の駅 北はりまエコミュージアム 小売業 その他小売 5%

178,342 兵庫県 西脇市 みます屋 小売業 衣料品 5%

178,343 兵庫県 西脇市 むらかみ写真スタジオ サービス その他サービス 5%

178,344 兵庫県 西脇市 メガネの木川 サービス その他サービス 5%

178,345 兵庫県 西脇市 有限会社ｋａｊｉｔｓｕ サービス その他サービス 5%

178,346 兵庫県 西脇市 有限会社飛田モータース サービス その他サービス 5%

178,347 兵庫県 西脇市 ヨシダ楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

178,348 兵庫県 西脇市 ヨシダ楽器 小売業 その他小売 5%

178,349 兵庫県 西脇市 Ｒｉｂａｐｏｍｐｏｎ サービス その他サービス 5%

178,350 兵庫県 西脇市 ＳｙｍｐｈｏｎｉｃＷｏｒｌｄ サービス その他サービス 5%

178,351 兵庫県 西脇市 ｒｕｂｙ サービス 理容・美容業 5%

178,352 兵庫県 西脇市 ｒｕｂｙ－ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

178,353 兵庫県 西脇市 レ ボ プロヴァンス レ ボ プロヴァンス サービス 飲食業 5%

178,354 兵庫県 西脇市 レスキューピーシー株式会社 サービス その他サービス 5%

178,355 兵庫県 西脇市 和田モータース サービス その他サービス 5%

178,356 兵庫県 播磨町 アートライフコーポレーション 小売業 衣料品 5%

178,357 兵庫県 播磨町 エジソン 小売業 電化製品 5%

178,358 兵庫県 播磨町 エバーホテル　はりま加古川 サービス 宿泊業 5%

178,359 兵庫県 播磨町 岡本自転車商会 小売業 その他小売 5%

178,360 兵庫県 播磨町 串まる サービス 飲食業 5%

178,361 兵庫県 播磨町 くつろぎダイニング　まろや サービス 飲食業 5%

178,362 兵庫県 播磨町 クリーニングレック　コープ播磨店 サービス その他サービス 5%

178,363 兵庫県 播磨町 神戸凬月堂　土山店 小売業 食料品 5%

178,364 兵庫県 播磨町 ごちそう村　播磨店 サービス 飲食業 5%

178,365 兵庫県 播磨町 サエキ社会保険労務士 サービス その他サービス 5%

178,366 兵庫県 播磨町 Ｓａｌｏｎ　Ｃｌｏｖｅｒ サービス その他サービス 5%

178,367 兵庫県 播磨町 旬菜ＫＩＴＣＨＥＮ　ＢａｎＳａｉ サービス 飲食業 5%

178,368 兵庫県 播磨町 末松電気設備管理事務所 サービス その他サービス 5%

178,369 兵庫県 播磨町 リンパケアサロンＴＩＭＥＴＯＴＲＥＡＴ サービス 理容・美容業 5%

178,370 兵庫県 播磨町 武田電気商会 小売業 電化製品 5%

178,371 兵庫県 播磨町 たなか動物病院 サービス その他サービス 5%

178,372 兵庫県 播磨町 トヨタカローラ姫路はりま店 小売業 その他小売 5%

178,373 兵庫県 播磨町 西村書店　土山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

178,374 兵庫県 播磨町 播磨さくら丸 サービス その他サービス 5%
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178,375 兵庫県 播磨町 播磨畳内装工房株式会社 小売業 その他小売 5%

178,376 兵庫県 播磨町 セブン－イレブン播磨町駅北店 小売業 食料品 2%

178,377 兵庫県 播磨町 セブンーイレブン播磨野添１丁目店 小売業 食料品 2%

178,378 兵庫県 播磨町 セブン－イレブン播磨東本荘店 小売業 食料品 2%

178,379 兵庫県 播磨町 セブン－イレブン播磨本荘４丁目店 小売業 食料品 2%

178,380 兵庫県 播磨町 セブン－イレブン播磨南高校前店 小売業 食料品 2%

178,381 兵庫県 播磨町 美容室おしゃれキャット　土山店 サービス 理容・美容業 5%

178,382 兵庫県 播磨町 ＪＭ／美容室　クリアヘアーズ サービス 理容・美容業 5%

178,383 兵庫県 播磨町 ＰＵＲＡＶＩＴＡ サービス その他サービス 5%

178,384 兵庫県 播磨町 富士電気商会 小売業 電化製品 5%

178,385 兵庫県 播磨町 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　みのり サービス 理容・美容業 5%

178,386 兵庫県 播磨町 本店 サービス その他サービス 5%

178,387 兵庫県 播磨町 マツオデンキ 小売業 電化製品 5%

178,388 兵庫県 播磨町 やきにく武蔵 サービス 飲食業 5%

178,389 兵庫県 播磨町 山下電器 小売業 電化製品 5%

178,390 兵庫県 播磨町 洋食のまなべ播磨店 サービス 飲食業 5%

178,391 兵庫県 播磨町 らーめん八角　播磨本店 サービス 飲食業 5%

178,392 兵庫県 姫路市 アークレザージャパン株式会社 小売業 その他小売 5%

178,393 兵庫県 姫路市 アート美容 サービス 理容・美容業 5%

178,394 兵庫県 姫路市 アート薬局 小売業 その他小売 5%

178,395 兵庫県 姫路市 ａ　Ｌａ　ｈａｉｒｃｌｕｂ　アーラ　ヘアークラブ サービス 理容・美容業 5%

178,396 兵庫県 姫路市 Ｒ．Ｓ．ハヤシ 小売業 その他小売 5%

178,397 兵庫県 姫路市 ＲＫ サービス 理容・美容業 5%

178,398 兵庫県 姫路市 Ｒ’ｓ【アールズ】 サービス 理容・美容業 5%

178,399 兵庫県 姫路市 アールプライベートヘアサロン サービス 理容・美容業 5%

178,400 兵庫県 姫路市 アイシス サービス その他サービス 5%

178,401 兵庫県 姫路市 ＡＩＳ 小売業 その他小売 5%

178,402 兵庫県 姫路市 アイデザインスペースオリオン サービス 理容・美容業 5%

178,403 兵庫県 姫路市 Audi姫路 サービス その他サービス 5%

178,404 兵庫県 姫路市 青田電機商会 小売業 電化製品 5%

178,405 兵庫県 姫路市 青山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,406 兵庫県 姫路市 青山商会２ 小売業 その他小売 5%

178,407 兵庫県 姫路市 暁商会 小売業 その他小売 5%

178,408 兵庫県 姫路市 赤船堂漢方薬局 小売業 その他小売 5%

178,409 兵庫県 姫路市 赤船堂漢方薬局 小売業 その他小売 5%

178,410 兵庫県 姫路市 あかまつクリーニング　いずみや サービス その他サービス 5%

178,411 兵庫県 姫路市 あきむ整体 サービス その他サービス 5%

178,412 兵庫県 姫路市 ＡＲＫ　ｆｏｒｈａｉｒ　姫路みゆき通り店 サービス 理容・美容業 5%

178,413 兵庫県 姫路市 アクアショップフィッシュマン 小売業 その他小売 5%

178,414 兵庫県 姫路市 ａｃｔａｎｏｉｄ　ｅｔｔｏ サービス 理容・美容業 5%

178,415 兵庫県 姫路市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｓｅａｓｏｎ姫路 サービス 理容・美容業 5%

178,416 兵庫県 姫路市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ａｃｔ姫路駅前 サービス 理容・美容業 5%
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178,417 兵庫県 姫路市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｖｉｓｉｏｎ姫路 サービス 理容・美容業 5%

178,418 兵庫県 姫路市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｔｈｒｅｅ姫路 サービス 理容・美容業 5%

178,419 兵庫県 姫路市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ａｎｙ姫路 サービス 理容・美容業 5%

178,420 兵庫県 姫路市 アグロガーデン　生活応援隊 小売業 家具・調度品 5%

178,421 兵庫県 姫路市 旭サービス辻井店 小売業 その他小売 5%

178,422 兵庫県 姫路市 Ａ・Ｊ・ＤＡＣＣＥＳＳＯＲＩＥＳ姫路店 小売業 その他小売 5%

178,423 兵庫県 姫路市 味三昧飾磨店 小売業 食料品 5%

178,424 兵庫県 姫路市 アシスト　アシスト サービス その他サービス 5%

178,425 兵庫県 姫路市 あずさ珈琲姫路店 サービス 飲食業 5%

178,426 兵庫県 姫路市 アズノゥアズピンキー姫路店 小売業 衣料品 5%

178,427 兵庫県 姫路市 ａｓＢゴダイ城北店 小売業 その他小売 5%

178,428 兵庫県 姫路市 ａｓｍｅ　?　自分らしく サービス 理容・美容業 5%

178,429 兵庫県 姫路市 厚切り焼肉　福福亭　広畑本店 サービス 飲食業 5%

178,430 兵庫県 姫路市 ｕｐ　ｓｔａｉｒ　【アップステア】 サービス 理容・美容業 5%

178,431 兵庫県 姫路市 アップル動物病院 サービス その他サービス 5%

178,432 兵庫県 姫路市 アデッソ　竹田家具 小売業 家具・調度品 5%

178,433 兵庫県 姫路市 アトリエＦ 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,434 兵庫県 姫路市 アトリエリーフノート サービス 理容・美容業 5%

178,435 兵庫県 姫路市 アニバーサリーデザインアルテ 小売業 衣料品 5%

178,436 兵庫県 姫路市 アネモネ　ピオレ姫路 小売業 衣料品 5%

178,437 兵庫県 姫路市 ＡＶＩＲＡ　ＰＩＮＫ 小売業 その他小売 5%

178,438 兵庫県 姫路市 アヒルホビー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

178,439 兵庫県 姫路市 ＡＲＫｆｏｒｈａｉｒ姫路みゆき通り サービス 理容・美容業 5%

178,440 兵庫県 姫路市 アプリコット　本店 小売業 家具・調度品 5%

178,441 兵庫県 姫路市 炙／ＨＡＮＡＲＥ　姫路店 サービス 飲食業 5%

178,442 兵庫県 姫路市 網干ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,443 兵庫県 姫路市 アマノ自動車 サービス その他サービス 5%

178,444 兵庫県 姫路市 ａｍｉｓｏｌ サービス 理容・美容業 5%

178,445 兵庫県 姫路市 あやたかＤＲＹＨＥＡＤＳＰＡ サービス その他サービス 5%

178,446 兵庫県 姫路市 あゆむ鍼灸院 サービス その他サービス 5%

178,447 兵庫県 姫路市 アライカメラ　姫路リバーシティ店 小売業 その他小売 5%

178,448 兵庫県 姫路市 アリ－ゼ　板文 小売業 家具・調度品 5%

178,449 兵庫県 姫路市 アルソア　Ｔｏｐａｚ 小売業 その他小売 5%

178,450 兵庫県 姫路市 アルバータファミリア サービス 飲食業 5%

178,451 兵庫県 姫路市 市之橋美容室 サービス 理容・美容業 5%

178,452 兵庫県 姫路市 ＡＬＦＡＬＦＡ 小売業 家具・調度品 5%

178,453 兵庫県 姫路市 アルファロメオ姫路 小売業 その他小売 5%

178,454 兵庫県 姫路市 Ａｎｇｉｅ サービス 理容・美容業 5%

178,455 兵庫県 姫路市 アンシャンテ姫路店 サービス 理容・美容業 5%

178,456 兵庫県 姫路市 Ａｎｇｅ　あゆむ鍼灸院 サービス その他サービス 5%

178,457 兵庫県 姫路市 ＡＭＰ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

178,458 兵庫県 姫路市 飯塚運動具店 小売業 その他小売 5%
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178,459 兵庫県 姫路市 ＥＶ姫路 小売業 その他小売 5%

178,460 兵庫県 姫路市 ｅ－Ｒｅｌａｘ サービス 理容・美容業 5%

178,461 兵庫県 姫路市 ＹＥＡＨ．ＪＡＰＡＮ 小売業 衣料品 5%

178,462 兵庫県 姫路市 イオン姫路リバーシティ店　スシマス 小売業 食料品 5%

178,463 兵庫県 姫路市 ｉｇｕ＆ｐｅａｃｅ　ＶＥＲＡＮＤＡ サービス 飲食業 5%

178,464 兵庫県 姫路市 居酒屋あっしゅ サービス 飲食業 5%

178,465 兵庫県 姫路市 鶏焼き・焼肉居酒屋心?ｓｈｉｎ? サービス 飲食業 5%

178,466 兵庫県 姫路市 石井精肉店 小売業 食料品 5%

178,467 兵庫県 姫路市 ｅａｓｅ　ｈａｉｒピフレ　新長田店 サービス 理容・美容業 5%

178,468 兵庫県 姫路市 ｅａｓｅｈａｉｒピフレＳＨＩＮ－ＮＡＧＡ サービス 理容・美容業 5%

178,469 兵庫県 姫路市 伊勢屋本店　ピオレおみやげ館店 サービス 飲食業 5%

178,470 兵庫県 姫路市 ＩＳＯＲＡＦＩＴＮＥＳＳ サービス その他サービス 5%

178,471 兵庫県 姫路市 板文 小売業 家具・調度品 5%

178,472 兵庫県 姫路市 板文 小売業 家具・調度品 5%

178,473 兵庫県 姫路市 板文　カ－ペットセンタ－ 小売業 家具・調度品 5%

178,474 兵庫県 姫路市 板文　北姫路店 小売業 家具・調度品 5%

178,475 兵庫県 姫路市 板文　流通センタ－ 小売業 家具・調度品 5%

178,476 兵庫県 姫路市 板文　ロイヤルセンタ－ 小売業 家具・調度品 5%

178,477 兵庫県 姫路市 イタリアン酒場　マリアマリア サービス 飲食業 5%

178,478 兵庫県 姫路市 イタリアン酒場マリアマリア サービス 飲食業 5%

178,479 兵庫県 姫路市 一夢庵 サービス 飲食業 5%

178,480 兵庫県 姫路市 一楽 サービス 飲食業 5%

178,481 兵庫県 姫路市 一休 サービス その他サービス 5%

178,482 兵庫県 姫路市 壱丁町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,483 兵庫県 姫路市 いっぷくせんべい半月庵　ピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

178,484 兵庫県 姫路市 一本松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,485 兵庫県 姫路市 ｉｔｓｕｍｏ 小売業 衣料品 5%

178,486 兵庫県 姫路市 出光網干ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,487 兵庫県 姫路市 出光新姫路市役所前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,488 兵庫県 姫路市 出光東光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,489 兵庫県 姫路市 出光姫路蒲田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,490 兵庫県 姫路市 出光広畑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,491 兵庫県 姫路市 出光妻鹿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,492 兵庫県 姫路市 ＪＭ／イトー靴店 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,493 兵庫県 姫路市 井上鍼灸院 サービス その他サービス 5%

178,494 兵庫県 姫路市 今村産業株式会社 サービス その他サービス 5%

178,495 兵庫県 姫路市 芋蔵　姫路店 サービス 飲食業 5%

178,496 兵庫県 姫路市 癒やしの水素 サービス その他サービス 5%

178,497 兵庫県 姫路市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ　姫路 サービス その他サービス 5%

178,498 兵庫県 姫路市 彩りメガネ工房ＣＯＬＯＲＦＵＬ　彩りメガネ工房ＣＯＬＯＲＦＵＬ 小売業 その他小売 5%

178,499 兵庫県 姫路市 Ｈａｉｒ　ＭＡＤＡ サービス 理容・美容業 5%

178,500 兵庫県 姫路市 ｉｎ　ＭＹ　ＰＬＡＣＥ　ｂｙ　ＲＡＧＭＡＲＴ　ピオレ姫路店 小売業 衣料品 5%
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178,501 兵庫県 姫路市 ＶＩＮＹＡ サービス 飲食業 5%

178,502 兵庫県 姫路市 ＷＩＬＬ 姫路駅前 サービス 理容・美容業 5%

178,503 兵庫県 姫路市 ｈａｉｒ’ｓ　Ｗｉｌｌ　姫路駅前店 サービス 理容・美容業 5%

178,504 兵庫県 姫路市 ｈａｉｒ’ｓ　Ｗｉｌｌ　姫路駅前店 サービス 理容・美容業 5%

178,505 兵庫県 姫路市 ＷｉＩＩ美容室　湊川店 サービス 理容・美容業 5%

178,506 兵庫県 姫路市 ｗｉｌｌ美容室　西明石店 サービス 理容・美容業 5%

178,507 兵庫県 姫路市 ウエスイ設備 サービス その他サービス 5%

178,508 兵庫県 姫路市 うえのや 小売業 衣料品 5%

178,509 兵庫県 姫路市 上山旅館 サービス 宿泊業 5%

178,510 兵庫県 姫路市 ＶＯＬＵＴＴＡ　【ヴォルッタ】 サービス 理容・美容業 5%

178,511 兵庫県 姫路市 宇佐美姫路花田インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,512 兵庫県 姫路市 うしくんの加古川かつめし亭　ピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

178,513 兵庫県 姫路市 旨いもん屋　あん サービス 飲食業 5%

178,514 兵庫県 姫路市 うまいもん横丁姫路東店 サービス 飲食業 5%

178,515 兵庫県 姫路市 うまいもん横丁広畑店 サービス 飲食業 5%

178,516 兵庫県 姫路市 梅岡　呉服店 小売業 衣料品 5%

178,517 兵庫県 姫路市 ｕｒｕ サービス 理容・美容業 5%

178,518 兵庫県 姫路市 運転代行エリート サービス その他サービス 5%

178,519 兵庫県 姫路市 運転代行 ケロット サービス その他サービス 5%

178,520 兵庫県 姫路市 運転代行　ケロット サービス 運輸業 5%

178,521 兵庫県 姫路市 英國屋　亀山店 サービス その他サービス 5%

178,522 兵庫県 姫路市 英國屋　白浜店 サービス その他サービス 5%

178,523 兵庫県 姫路市 英國屋　南条店 サービス その他サービス 5%

178,524 兵庫県 姫路市 英國屋　東延末店 サービス その他サービス 5%

178,525 兵庫県 姫路市 英國屋　東山店 サービス その他サービス 5%

178,526 兵庫県 姫路市 英國屋　広畑店 サービス その他サービス 5%

178,527 兵庫県 姫路市 エイミーパール　ピオレ姫路店 小売業 衣料品 5%

178,528 兵庫県 姫路市 ａｕショップ 小売業 電化製品 5%

178,529 兵庫県 姫路市 えきそば在来下り売店 サービス 飲食業 5%

178,530 兵庫県 姫路市 えきそば在来上り売店 サービス 飲食業 5%

178,531 兵庫県 姫路市 エスポア　こにし 小売業 食料品 5%

178,532 兵庫県 姫路市 えすぽツーリストゆめタウン姫路営業所 サービス その他サービス 5%

178,533 兵庫県 姫路市 えすぽツーリスト　姫路営業所 サービス その他サービス 5%

178,534 兵庫県 姫路市 Ｅｓｐｏｉｒ サービス 理容・美容業 5%

178,535 兵庫県 姫路市 ＥＴＥＲＮＡＬ サービス 理容・美容業 5%

178,536 兵庫県 姫路市 ｅｔｅ　ピオレ姫路店 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,537 兵庫県 姫路市 恵美酒自動車工作所 サービス その他サービス 5%

178,538 兵庫県 姫路市 恵美酒自動車工作所 サービス その他サービス 5%

178,539 兵庫県 姫路市 戎電機産業 小売業 電化製品 5%

178,540 兵庫県 姫路市 エビヤ洋品店 小売業 衣料品 5%

178,541 兵庫県 姫路市 ＥＦＦＥＣＴ 小売業 その他小売 5%

178,542 兵庫県 姫路市 エミリオ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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178,543 兵庫県 姫路市 エミリオ 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,544 兵庫県 姫路市 Ｍ．きものプランニング 小売業 衣料品 5%

178,545 兵庫県 姫路市 Ｍ’ｓ　【エムズ】 サービス その他サービス 5%

178,546 兵庫県 姫路市 Ｍ ｓ サービス その他サービス 5%

178,547 兵庫県 姫路市 Ｍ　ｓ　ｓｏｕｎｄ 小売業 その他小売 5%

178,548 兵庫県 姫路市 ａｕショップ　姫路別所 小売業 電化製品 5%

178,549 兵庫県 姫路市 ａｕショップ　姫路みゆき通り 小売業 電化製品 5%

178,550 兵庫県 姫路市 ａｕショップ姫路けいさつ前 小売業 電化製品 5%

178,551 兵庫県 姫路市 エール　ウメヤ 小売業 衣料品 5%

178,552 兵庫県 姫路市 エルザ動物医療センター サービス その他サービス 5%

178,553 兵庫県 姫路市 ｅｎ＋ サービス 理容・美容業 5%

178,554 兵庫県 姫路市 ｅｎ＋ サービス 理容・美容業 5%

178,555 兵庫県 姫路市 宴ん屋一代　姫路駅店 サービス 飲食業 5%

178,556 兵庫県 姫路市 オーガニックガーデンピオレ姫路店 小売業 食料品 5%

178,557 兵庫県 姫路市 大角自動車 サービス その他サービス 5%

178,558 兵庫県 姫路市 大村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,559 兵庫県 姫路市 大森どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

178,560 兵庫県 姫路市 大矢電器 小売業 電化製品 5%

178,561 兵庫県 姫路市 お菓子のアトリエ ラ マドレーヌ 小売業 食料品 5%

178,562 兵庫県 姫路市 岡田彫金工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,563 兵庫県 姫路市 岡田電器商会 小売業 電化製品 5%

178,564 兵庫県 姫路市 お好み焼き　遇 サービス 飲食業 5%

178,565 兵庫県 姫路市 お好み焼　偶　青山店 サービス 飲食業 5%

178,566 兵庫県 姫路市 お好み焼　偶　田寺東店 サービス 飲食業 5%

178,567 兵庫県 姫路市 お好み焼　偶　砥堀店 サービス 飲食業 5%

178,568 兵庫県 姫路市 お好み焼　偶　姫路駅南店 サービス 飲食業 5%

178,569 兵庫県 姫路市 お好み焼はここやねん　姫路飾磨 サービス 飲食業 5%

178,570 兵庫県 姫路市 お好み焼はここやねん姫路飾磨店 サービス 飲食業 5%

178,571 兵庫県 姫路市 お米のみよちゃん 小売業 食料品 5%

178,572 兵庫県 姫路市 お食事処　さくら サービス 飲食業 5%

178,573 兵庫県 姫路市 お食事処　孝ふく サービス 飲食業 5%

178,574 兵庫県 姫路市 オステリアピッツェリアアルベロ サービス 飲食業 5%

178,575 兵庫県 姫路市 お宝市番館　飾磨店 小売業 その他小売 5%

178,576 兵庫県 姫路市 お宝市番館　姫路東店 小売業 その他小売 5%

178,577 兵庫県 姫路市 オニオンスープ 小売業 衣料品 5%

178,578 兵庫県 姫路市 オニオンスープ 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,579 兵庫県 姫路市 お仏壇　せんばはまや 小売業 家具・調度品 5%

178,580 兵庫県 姫路市 オフハウス姫路野里店 小売業 その他小売 2%

178,581 兵庫県 姫路市 オフハウス姫路御立店 小売業 その他小売 2%

178,582 兵庫県 姫路市 おむすび　ひさご 小売業 食料品 5%

178,583 兵庫県 姫路市 おもてなしＤＩＮＩＮＧ　福亭 サービス 飲食業 5%

178,584 兵庫県 姫路市 オリックスレンタカー姫路飾磨店 サービス その他サービス 2%
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178,585 兵庫県 姫路市 オリックスレンタカー姫路店 サービス その他サービス 2%

178,586 兵庫県 姫路市 オリーブ 小売業 家具・調度品 5%

178,587 兵庫県 姫路市 御菓子司　橘屋　今宿店 小売業 食料品 5%

178,588 兵庫県 姫路市 カーエンジニアアリカタ サービス その他サービス 5%

178,589 兵庫県 姫路市 Ｃａｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　ＧＬＡＮＺ サービス その他サービス 5%

178,590 兵庫県 姫路市 カーサフミヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,591 兵庫県 姫路市 casaFUMIYA姫路リバーシティ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,592 兵庫県 姫路市 加圧スタジオＡｚｕｒｅ サービス その他サービス 5%

178,593 兵庫県 姫路市 カーテンスクエア 小売業 家具・調度品 5%

178,594 兵庫県 姫路市 ＣａｒＢｏｄｙＳｈｏｐ前田合同会社 サービス その他サービス 5%

178,595 兵庫県 姫路市 スプラウトゼロ スプラウトゼロ 小売業 その他小売 5%

178,596 兵庫県 姫路市 海鮮酒場ふくふく サービス 飲食業 5%

178,597 兵庫県 姫路市 カギテック サービス その他サービス 5%

178,598 兵庫県 姫路市 隠れ家 れんこん サービス 飲食業 5%

178,599 兵庫県 姫路市 かごの屋姫路市民会館前店 サービス 飲食業 5%

178,600 兵庫県 姫路市 株式会社錺工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,601 兵庫県 姫路市 カーズワールド 小売業 その他小売 5%

178,602 兵庫県 姫路市 活魚かねと株式会社 小売業 その他小売 5%

178,603 兵庫県 姫路市 カットステージ　アシュ サービス 理容・美容業 5%

178,604 兵庫県 姫路市 カットハウス フジワラ サービス 理容・美容業 5%

178,605 兵庫県 姫路市 割烹　森富〔仕出し〕 小売業 食料品 5%

178,606 兵庫県 姫路市 ガーデン姫路 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,607 兵庫県 姫路市 角寿司 サービス 飲食業 5%

178,608 兵庫県 姫路市 カードラボ　姫路店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

178,609 兵庫県 姫路市 カトルフィーユ姫路店 小売業 衣料品 5%

178,610 兵庫県 姫路市 金子眼鏡店　ピオレ姫路店 小売業 その他小売 5%

178,611 兵庫県 姫路市 華風菜苑　豊韻 サービス 飲食業 5%

178,612 兵庫県 姫路市 ｃａｆｅ ＹＵＮ 韻 サービス 飲食業 5%

178,613 兵庫県 姫路市 株式会社ナカムラ　直販 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,614 兵庫県 姫路市 株式会社ナカムラ　フェローズハウス 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,615 兵庫県 姫路市 株式会社ナカムラ　レンタカー姫路 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,616 兵庫県 姫路市 株式会社ウチマコーポレーション　毎日新聞姫路中央販売所 小売業 その他小売 5%

178,617 兵庫県 姫路市 株式会社ウメダ サービス その他サービス 5%

178,618 兵庫県 姫路市 株式会社エコー 小売業 衣料品 5%

178,619 兵庫県 姫路市 株式会社カナイ 小売業 電化製品 5%

178,620 兵庫県 姫路市 株式会社ギャラリー華姫 小売業 その他小売 5%

178,621 兵庫県 姫路市 株式会社ココモ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

178,622 兵庫県 姫路市 株式会社Ｓｈｕｏｎｅｓｉｌｋ 小売業 衣料品 5%

178,623 兵庫県 姫路市 株式会社ＪＵＮＨＯＭＥ サービス その他サービス 5%

178,624 兵庫県 姫路市 株式会社高原商店 小売業 その他小売 5%

178,625 兵庫県 姫路市 株式会社タニグチ サービス その他サービス 5%

178,626 兵庫県 姫路市 株式会社Ｔ-ＳＴＹＬＥ 小売業 その他小売 5%
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178,627 兵庫県 姫路市 株式会社ｔｒｉｐヘアメイクＭＩＯ サービス 理容・美容業 5%

178,628 兵庫県 姫路市 株式会社パナウイングおおつ 小売業 電化製品 5%

178,629 兵庫県 姫路市 株式会社播州卸問屋 トレカセブン 小売業 その他小売 5%

178,630 兵庫県 姫路市 株式会社平野時計本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,631 兵庫県 姫路市 株式会社ベンハウス 小売業 その他小売 5%

178,632 兵庫県 姫路市 株式会社室辰商店 小売業 電化製品 5%

178,633 兵庫県 姫路市 株式会社ＬＯＯＰ 小売業 その他小売 5%

178,634 兵庫県 姫路市 Ｋａｍｉ－Ｇｏｙａ サービス 理容・美容業 5%

178,635 兵庫県 姫路市 北野産業株式会社　神屋町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,636 兵庫県 姫路市 カラダファクトリーピオレ姫路店 サービス その他サービス 5%

178,637 兵庫県 姫路市 隠れ家エステｃｈａｒｉｓ サービス 理容・美容業 5%

178,638 兵庫県 姫路市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋飾磨区下野田店 サービス 飲食業 2%

178,639 兵庫県 姫路市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋姫路網干店 サービス 飲食業 2%

178,640 兵庫県 姫路市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋姫路辻井店 サービス 飲食業 2%

178,641 兵庫県 姫路市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋姫路砥堀店 サービス 飲食業 2%

178,642 兵庫県 姫路市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋姫路花田国道２号店 サービス 飲食業 2%

178,643 兵庫県 姫路市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋姫路文化センター店 サービス 飲食業 2%

178,644 兵庫県 姫路市 花恋人　ピオレ姫路店 小売業 その他小売 5%

178,645 兵庫県 姫路市 河合塾マナビス姫路大手前校 サービス その他サービス 2%

178,646 兵庫県 姫路市 かわぐち電気 小売業 電化製品 5%

178,647 兵庫県 姫路市 河端モータース サービス その他サービス 5%

178,648 兵庫県 姫路市 カワベ網干店 小売業 食料品 5%

178,649 兵庫県 姫路市 カワベ姫路城東店 小売業 食料品 5%

178,650 兵庫県 姫路市 カワベ姫路城東店 小売業 食料品 5%

178,651 兵庫県 姫路市 幹線下り売店　ＪＲ姫路駅店 小売業 食料品 5%

178,652 兵庫県 姫路市 幹線上り売店　ＪＲ姫路駅店 小売業 食料品 5%

178,653 兵庫県 姫路市 菅田　姫路大津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,654 兵庫県 姫路市 ＫＡＮＤＡ　姫路リバーシティ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,655 兵庫県 姫路市 ＫＡＮＤＡ　広畑店 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,656 兵庫県 姫路市 カンタービレ 小売業 家具・調度品 5%

178,657 兵庫県 姫路市 キクヤ漢方 小売業 その他小売 5%

178,658 兵庫県 姫路市 薪先自転車店 薪先自転車店 小売業 その他小売 5%

178,659 兵庫県 姫路市 岸本電機 小売業 電化製品 5%

178,660 兵庫県 姫路市 ギター専門店ＰＡＬ 小売業 その他小売 5%

178,661 兵庫県 姫路市 北野エースピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

178,662 兵庫県 姫路市 吉福 サービス 飲食業 5%

178,663 兵庫県 姫路市 喫茶みわ サービス 飲食業 5%

178,664 兵庫県 姫路市 杵屋 サービス 飲食業 5%

178,665 兵庫県 姫路市 杵屋ピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

178,666 兵庫県 姫路市 キーポイント　姫路花田店 小売業 衣料品 5%

178,667 兵庫県 姫路市 キーポイント　夢前台店 小売業 衣料品 5%

178,668 兵庫県 姫路市 きもの　うめおか　小溝筋店 小売業 衣料品 5%
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178,669 兵庫県 姫路市 きもの　うめおか　二階町本店 小売業 衣料品 5%

178,670 兵庫県 姫路市 きもの　うめおか　本社 小売業 衣料品 5%

178,671 兵庫県 姫路市 きもの　うめおか　御立店 小売業 衣料品 5%

178,672 兵庫県 姫路市 きもの京山姫路店 小売業 衣料品 5%

178,673 兵庫県 姫路市 きもの屋まるそう 小売業 衣料品 5%

178,674 兵庫県 姫路市 キャピックヒメジ サービス その他サービス 5%

178,675 兵庫県 姫路市 きゃぷてん　たまき 小売業 衣料品 5%

178,676 兵庫県 姫路市 ぎゃらりぃ８１ サービス その他サービス 5%

178,677 兵庫県 姫路市 牛角姫路駅前店 サービス 飲食業 2%

178,678 兵庫県 姫路市 牛角姫路飾磨店 サービス 飲食業 2%

178,679 兵庫県 姫路市 牛タン専門店 舌家たかを サービス 飲食業 5%

178,680 兵庫県 姫路市 牛秀 サービス 飲食業 5%

178,681 兵庫県 姫路市 ｑ．ｂ．ｃ　コア店 小売業 衣料品 5%

178,682 兵庫県 姫路市 キョーヒメ 小売業 家具・調度品 5%

178,683 兵庫県 姫路市 勤成丸 小売業 食料品 5%

178,684 兵庫県 姫路市 キンバリー　姫路中地店 小売業 その他小売 5%

178,685 兵庫県 姫路市 金べこ サービス 飲食業 5%

178,686 兵庫県 姫路市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ姫路店 小売業 その他小売 5%

178,687 兵庫県 姫路市 クオリティライフ　マルデン 小売業 電化製品 5%

178,688 兵庫県 姫路市 串かつ　でんがな　ピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

178,689 兵庫県 姫路市 串かつ　でんがな　姫路店 サービス 飲食業 5%

178,690 兵庫県 姫路市 国光デンキ 小売業 電化製品 5%

178,691 兵庫県 姫路市 ＧＲＡＳＳ 小売業 その他小売 5%

178,692 兵庫県 姫路市 カフェエンドバークライム サービス 飲食業 5%

178,693 兵庫県 姫路市 クライム・サイクルスポーツ 小売業 その他小売 5%

178,694 兵庫県 姫路市 ＣＬＯＵＤＮｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

178,695 兵庫県 姫路市 ＣＬＵＢ　彩 サービス 飲食業 5%

178,696 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　英賀保店 サービス その他サービス 5%

178,697 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　網干南店 サービス その他サービス 5%

178,698 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　イオン姫路店 サービス その他サービス 5%

178,699 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　大津店 サービス その他サービス 5%

178,700 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　岡田店 サービス その他サービス 5%

178,701 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　構店 サービス その他サービス 5%

178,702 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　熊見店 サービス その他サービス 5%

178,703 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　香呂店 サービス その他サービス 5%

178,704 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　御着店 サービス その他サービス 5%

178,705 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　城の西店 サービス その他サービス 5%

178,706 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　高浜店 サービス その他サービス 5%

178,707 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　田寺店 サービス その他サービス 5%

178,708 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　砥堀店 サービス その他サービス 5%

178,709 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　花田店 サービス その他サービス 5%

178,710 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　北条店 サービス その他サービス 5%
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178,711 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　本社 サービス その他サービス 5%

178,712 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　町田店 サービス その他サービス 5%

178,713 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　南今宿店 サービス その他サービス 5%

178,714 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　宮西店 サービス その他サービス 5%

178,715 兵庫県 姫路市 クリーニング　ブーケ　夢前店 サービス その他サービス 5%

178,716 兵庫県 姫路市 クリーニング　レック　イオンタウン姫路店 サービス その他サービス 5%

178,717 兵庫県 姫路市 クリーニング店シャローム サービス その他サービス 5%

178,718 兵庫県 姫路市 クリーニングブーケリバーシティー店 サービス その他サービス 5%

178,719 兵庫県 姫路市 クリーニング　レック　花田店 サービス その他サービス 5%

178,720 兵庫県 姫路市 クリーンアートラボラトリー サービス 理容・美容業 5%

178,721 兵庫県 姫路市 クール・カレ　アン　キャスパ姫路店 小売業 衣料品 5%

178,722 兵庫県 姫路市 ＣｒｅａｌａＬｕｃｅ姫路 サービス 理容・美容業 5%

178,723 兵庫県 姫路市 グレディブリリアン　ピオレ姫路店 小売業 衣料品 5%

178,724 兵庫県 姫路市 ＫＪセンター 小売業 その他小売 5%

178,725 兵庫県 姫路市 鶏太郎　ピオレ姫路店 小売業 食料品 5%

178,726 兵庫県 姫路市 ケーキハウス ナルミ ケーキハウスナルミ 小売業 食料品 5%

178,727 兵庫県 姫路市 ＫＣＳセンター　姫路西院 サービス その他サービス 5%

178,728 兵庫県 姫路市 健全館 サービス その他サービス 5%

178,729 兵庫県 姫路市 元天ねぎ蛸 サービス 飲食業 5%

178,730 兵庫県 姫路市 恋の浜セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,731 兵庫県 姫路市 格子屋 小売業 衣料品 5%

178,732 兵庫県 姫路市 香寺エルザ動物病院 サービス その他サービス 5%

178,733 兵庫県 姫路市 甲南興業株式会社 サービス 運輸業 5%

178,734 兵庫県 姫路市 神戸新聞田寺専売所 小売業 その他小売 5%

178,735 兵庫県 姫路市 神戸新聞船山専売所 小売業 その他小売 5%

178,736 兵庫県 姫路市 神戸新聞夢前橋専売所 サービス その他サービス 5%

178,737 兵庫県 姫路市 神戸ヒヤリングセンター　姫路 小売業 その他小売 5%

178,738 兵庫県 姫路市 ごきげんえびす　姫路店 サービス 飲食業 5%

178,739 兵庫県 姫路市 コキュリコットピオレ姫路店 小売業 衣料品 5%

178,740 兵庫県 姫路市 ココアロマ　姫路店 サービス その他サービス 5%

178,741 兵庫県 姫路市 Ｃｏｃｏｒｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

178,742 兵庫県 姫路市 Ｃｏｃｏｒｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

178,743 兵庫県 姫路市 試 サービス 飲食業 5%

178,744 兵庫県 姫路市 御座候　姫路駅店 サービス 飲食業 5%

178,745 兵庫県 姫路市 小皿料理　常三郎 サービス 飲食業 5%

178,746 兵庫県 姫路市 こじごろ サービス 飲食業 5%

178,747 兵庫県 姫路市 個室居酒屋　ことり　姫路駅前店 サービス 飲食業 5%

178,748 兵庫県 姫路市 個室居酒屋ことり　みゆき通り店 サービス 飲食業 5%

178,749 兵庫県 姫路市 コスメダイアリー 小売業 その他小売 5%

178,750 兵庫県 姫路市 五層もなか本舗　ピオレ姫路店 小売業 食料品 5%

178,751 兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ青山北店 小売業 その他小売 5%

178,752 兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ青山店 小売業 その他小売 5%
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178,753 兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ上野田店 小売業 その他小売 5%

178,754 兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ香寺店 小売業 その他小売 5%

178,755 兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ御着店 小売業 その他小売 5%

178,756 兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ城北新町店 小売業 その他小売 5%

178,757 兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ新岡田店 小売業 その他小売 5%

178,758 兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ田寺東店 小売業 その他小売 5%

178,759 兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ町田店 小売業 その他小売 5%

178,760 兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ東山店 小売業 その他小売 5%

178,761 兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ広畑店 小売業 その他小売 5%

178,762 兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ宮上店 小売業 その他小売 5%

178,763 兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグみゆき通り店 小売業 その他小売 5%

178,764 兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグモルティひめじ店 小売業 その他小売 5%

178,765 兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ安富店 小売業 その他小売 5%

178,766 兵庫県 姫路市 ゴダイドラッグ夢前店 小売業 その他小売 5%

178,767 兵庫県 姫路市 五大薬品本店 小売業 その他小売 5%

178,768 兵庫県 姫路市 ごちそう村　姫路土山店 サービス 飲食業 5%

178,769 兵庫県 姫路市 ごちそう村　姫路花田店 サービス 飲食業 5%

178,770 兵庫県 姫路市 ごちそう村　姫路南店 サービス 飲食業 5%

178,771 兵庫県 姫路市 ＪＭ／コックン サービス その他サービス 5%

178,772 兵庫県 姫路市 ｋｏｐｋｕｎ　実法寺店 サービス その他サービス 5%

178,773 兵庫県 姫路市 五島列島 サービス 飲食業 5%

178,774 兵庫県 姫路市 コトブキヤクラブ 小売業 その他小売 5%

178,775 兵庫県 姫路市 小林秀花園 小売業 その他小売 5%

178,776 兵庫県 姫路市 古美術　Ｎｅｘｔｙ 小売業 その他小売 5%

178,777 兵庫県 姫路市 小廣 サービス 飲食業 5%

178,778 兵庫県 姫路市 コポ　姫路みゆき通り店 小売業 衣料品 5%

178,779 兵庫県 姫路市 ｃｏｂｏｔｏ　ｂａｋｅｒｙ サービス 飲食業 5%

178,780 兵庫県 姫路市 こーま 小売業 家具・調度品 5%

178,781 兵庫県 姫路市 こまだ電器 小売業 電化製品 5%

178,782 兵庫県 姫路市 コムヒー サービス 飲食業 5%

178,783 兵庫県 姫路市 コルギ小顔サロンＨｅｐｂｕｒｎ サービス 理容・美容業 5%

178,784 兵庫県 姫路市 ゴルフスタジオ　ケイエム 小売業 家具・調度品 5%

178,785 兵庫県 姫路市 酒菜処　希　（のぞみ） サービス 飲食業 5%

178,786 兵庫県 姫路市 魚と鶏のお店　うおっとり サービス 飲食業 5%

178,787 兵庫県 姫路市 サキナビューティーラウンジ姫路 小売業 その他小売 5%

178,788 兵庫県 姫路市 サクセスサポ－トオフィス・セレクトテンギタ－ズ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

178,789 兵庫県 姫路市 ＳＡＫＵＲＡＨａｉｒ網干店 サービス 理容・美容業 5%

178,790 兵庫県 姫路市 酒匠米匠ウエダ 小売業 食料品 5%

178,791 兵庫県 姫路市 酒のＳＡＴＯ 小売業 食料品 5%

178,792 兵庫県 姫路市 酒のソクハイ　姫路本店 小売業 その他小売 5%

178,793 兵庫県 姫路市 笹沼燃料店 小売業 電化製品 5%

178,794 兵庫県 姫路市 さつき電器 小売業 電化製品 5%
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178,795 兵庫県 姫路市 ｚａｐｐａ 小売業 衣料品 5%

178,796 兵庫県 姫路市 讃岐うどん将 サービス 飲食業 5%

178,797 兵庫県 姫路市 ＴＨＥＦＡＩＴＨ姫路店 サービス 理容・美容業 5%

178,798 兵庫県 姫路市 茶房　一福 サービス 飲食業 5%

178,799 兵庫県 姫路市 ＳＡＬＡＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

178,800 兵庫県 姫路市 ｓａｌｕｔ ｌｅ ｓｏｌｅｉｌ 小売業 食料品 5%

178,801 兵庫県 姫路市 サロン・ド・ＭＩＣＨＩＹＯ 小売業 衣料品 5%

178,802 兵庫県 姫路市 Ｓａｌｏｎｄｅｅｔｏｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

178,803 兵庫県 姫路市 サンミッシェル サービス 飲食業 5%

178,804 兵庫県 姫路市 ＳＵＮいまじゅく 小売業 電化製品 5%

178,805 兵庫県 姫路市 サンオイル　サンオイル 小売業 その他小売 5%

178,806 兵庫県 姫路市 三興テクニカ 小売業 電化製品 5%

178,807 兵庫県 姫路市 サンマリノナカジマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,808 兵庫県 姫路市 サンマリンショップ 小売業 その他小売 5%

178,809 兵庫県 姫路市 サンミッシェル 小売業 衣料品 5%

178,810 兵庫県 姫路市 サンモード 小売業 衣料品 5%

178,811 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン山陽道白鳥ＰＡ下り店 小売業 食料品 2%

178,812 兵庫県 姫路市 三和タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

178,813 兵庫県 姫路市 時庵 サービス 飲食業 5%

178,814 兵庫県 姫路市 ｃｓｕｓ４ サービス 理容・美容業 5%

178,815 兵庫県 姫路市 ジーンズステーション　ピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

178,816 兵庫県 姫路市 ＪＲ西日本レンタカー＆リース株式会社　姫路駅高架下駐輪場 サービス 運輸業 5%

178,817 兵庫県 姫路市 Ｊ＆Ｋ美容室　魚住店 サービス 理容・美容業 5%

178,818 兵庫県 姫路市 Ｊ＆Ｋ美容室　加古川店 サービス 理容・美容業 5%

178,819 兵庫県 姫路市 Ｃｒｅｓｃｅｎ’ｄｏＪ＆Ｋ新長田店 サービス 理容・美容業 5%

178,820 兵庫県 姫路市 ｇｉｏ【ジオ】 サービス 理容・美容業 5%

178,821 兵庫県 姫路市 かばんのフミヤ　飾磨店 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,822 兵庫県 姫路市 飾東産業株式会社 小売業 その他小売 5%

178,823 兵庫県 姫路市 仕事スタイル専門店ＰＲＯプラス姫路別所店 小売業 衣料品 5%

178,824 兵庫県 姫路市 じごろ　本店 サービス 飲食業 5%

178,825 兵庫県 姫路市 ＳｙｉＳｙｕ姫路店 サービス 理容・美容業 5%

178,826 兵庫県 姫路市 静かな向かい風 小売業 その他小売 5%

178,827 兵庫県 姫路市 七厘家　姫路店 サービス 飲食業 5%

178,828 兵庫県 姫路市 自転車ＤＥＰＯ　姫路保城店 小売業 その他小売 5%

178,829 兵庫県 姫路市 シバタオートサービス 小売業 その他小売 5%

178,830 兵庫県 姫路市 Ｓｙａｋａ サービス 理容・美容業 5%

178,831 兵庫県 姫路市 写真のダック 小売業 その他小売 5%

178,832 兵庫県 姫路市 写真箱　姫路店 小売業 電化製品 5%

178,833 兵庫県 姫路市 写真箱網干店 サービス その他サービス 5%

178,834 兵庫県 姫路市 Ｊａｓｍｉｎ　Ｓｐｅａｋｓ　ピオレ姫路店 小売業 衣料品 5%

178,835 兵庫県 姫路市 ｓｈｙｍｔ サービス 理容・美容業 5%

178,836 兵庫県 姫路市 ジャムトータルクリーニング サービス その他サービス 5%
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178,837 兵庫県 姫路市 シャルドネ　姫路店 小売業 家具・調度品 5%

178,838 兵庫県 姫路市 シャンカル 姫路安田店 サービス 飲食業 5%

178,839 兵庫県 姫路市 ジャンクション１０１ 姫路店 小売業 衣料品 5%

178,840 兵庫県 姫路市 ｊｅｗｅｌｒｙｌａｍａｎｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,841 兵庫県 姫路市 手芸センタードリーム　姫路岩端店 小売業 その他小売 5%

178,842 兵庫県 姫路市 Ｓｕｐｒｅｍｅ サービス 理容・美容業 5%

178,843 兵庫県 姫路市 Ｊｕｖｅｌｉａ サービス 理容・美容業 5%

178,844 兵庫県 姫路市 シュベール　シバタ 小売業 衣料品 5%

178,845 兵庫県 姫路市 趣味のきもの　えり新 小売業 衣料品 5%

178,846 兵庫県 姫路市 ジョイホットエステ サービス その他サービス 5%

178,847 兵庫県 姫路市 城東町 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,848 兵庫県 姫路市 小豆島フェリー　姫路営業所 サービス その他サービス 5%

178,849 兵庫県 姫路市 食彩酒家　和らび サービス 飲食業 5%

178,850 兵庫県 姫路市 ｊｏｙｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

178,851 兵庫県 姫路市 白井電化 小売業 電化製品 5%

178,852 兵庫県 姫路市 シラサギサイクル 小売業 その他小売 5%

178,853 兵庫県 姫路市 白浜セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,854 兵庫県 姫路市 白浜電機　白浜電機株式会社 小売業 電化製品 5%

178,855 兵庫県 姫路市 Ｓｈｅ’ｌｌ　ｂｅ サービス 飲食業 5%

178,856 兵庫県 姫路市 シロノシタゲストハウス姫路のお宿 サービス その他サービス 5%

178,857 兵庫県 姫路市 城山電子 小売業 電化製品 5%

178,858 兵庫県 姫路市 ジーンズステーション　姫路北店 小売業 衣料品 5%

178,859 兵庫県 姫路市 ジーンズステーション　姫路店 小売業 衣料品 5%

178,860 兵庫県 姫路市 スイスシャレー サービス 飲食業 5%

178,861 兵庫県 姫路市 スーパードラッグひまわり 今宿店 小売業 その他小売 5%

178,862 兵庫県 姫路市 スーパードラッグひまわり今宿店 小売業 その他小売 5%

178,863 兵庫県 姫路市 スーパードラッグひまわり香寺店 小売業 その他小売 5%

178,864 兵庫県 姫路市 スーパードラッグひまわり三条店 小売業 その他小売 5%

178,865 兵庫県 姫路市 スーパードラッグひまわり西今宿店 小売業 その他小売 5%

178,866 兵庫県 姫路市 Ｓｃｕｂａ＆ＦｉｔｎｅｓｓＶｅｒｙＶｅｒｙ サービス その他サービス 5%

178,867 兵庫県 姫路市 スキンフード　ピオレ姫路店 小売業 その他小売 5%

178,868 兵庫県 姫路市 三春商事有限会社（すし一） サービス 飲食業 5%

178,869 兵庫県 姫路市 すし官太 市川橋店 サービス 飲食業 5%

178,870 兵庫県 姫路市 すし官太 砥堀店 サービス 飲食業 5%

178,871 兵庫県 姫路市 寿司処　青海 サービス 飲食業 5%

178,872 兵庫県 姫路市 スズキサービスショップ大津 小売業 その他小売 5%

178,873 兵庫県 姫路市 ＳＵＺＵＴＡＮ姫路店 小売業 衣料品 5%

178,874 兵庫県 姫路市 すずのあん サービス 飲食業 5%

178,875 兵庫県 姫路市 Ｓｔｙｌｉｓｈ　Ｇａｌｌｅｒｙ　ＰＲＯＦＩＬＥ　ピオレ姫路店 小売業 衣料品 5%

178,876 兵庫県 姫路市 スタジオ　リンダリンダ サービス 理容・美容業 5%

178,877 兵庫県 姫路市 スタジオＧＡＯＮ サービス その他サービス 5%

178,878 兵庫県 姫路市 スタジオ　Ｍｅｒｃｉ サービス その他サービス 5%
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178,879 兵庫県 姫路市 すたじおわよ サービス 理容・美容業 5%

178,880 兵庫県 姫路市 すたみな太郎　姫路網干店 サービス 飲食業 5%

178,881 兵庫県 姫路市 ステーキハウスジャンプ 白浜店 サービス 飲食業 5%

178,882 兵庫県 姫路市 ストレート　姫路店 小売業 その他小売 5%

178,883 兵庫県 姫路市 ストロベリーフィールズ　ピオレ姫路店 小売業 衣料品 5%

178,884 兵庫県 姫路市 スパニッシュタパスバルバイラ サービス 飲食業 5%

178,885 兵庫県 姫路市 スプラウトゼロ 小売業 衣料品 5%

178,886 兵庫県 姫路市 スプリッグ　セカンド 小売業 衣料品 5%

178,887 兵庫県 姫路市 スマホリペアー姫路広畑店 サービス その他サービス 5%

178,888 兵庫県 姫路市 炭崎モ－タ－ス サービス その他サービス 5%

178,889 兵庫県 姫路市 炭火焼肉　牛恋 サービス 飲食業 5%

178,890 兵庫県 姫路市 炭焼　鳥よし サービス 飲食業 5%

178,891 兵庫県 姫路市 炭焼地鶏とええごはん　ごかん サービス 飲食業 5%

178,892 兵庫県 姫路市 清交倶楽部 サービス 飲食業 5%

178,893 兵庫県 姫路市 セイコー自動車 サービス その他サービス 5%

178,894 兵庫県 姫路市 セールカンパニー 小売業 その他小売 5%

178,895 兵庫県 姫路市 瀬加 サービス その他サービス 5%

178,896 兵庫県 姫路市 妹尾電化サービス 小売業 電化製品 5%

178,897 兵庫県 姫路市 Ｃｅｐｏ！　ピオレ姫路店 小売業 衣料品 5%

178,898 兵庫県 姫路市 世良電気商会 小売業 その他小売 5%

178,899 兵庫県 姫路市 セルフ中地インター南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,900 兵庫県 姫路市 セルフ姫路青山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,901 兵庫県 姫路市 セルフ姫路別所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,902 兵庫県 姫路市 セルフ船津インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,903 兵庫県 姫路市 染織工房　美布乃 小売業 衣料品 5%

178,904 兵庫県 姫路市 セントラルマイクロメーション株式会社 サービス その他サービス 5%

178,905 兵庫県 姫路市 ぞうか屋　姫路元町 小売業 その他小売 5%

178,906 兵庫県 姫路市 総本家かん川　ピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

178,907 兵庫県 姫路市 ｓｏｌｅ　Ａｎｇｅ　【ソールアンジュ】 サービス 理容・美容業 5%

178,908 兵庫県 姫路市 素心　姫路店 小売業 その他小売 5%

178,909 兵庫県 姫路市 ソフトバンク　姫路野里 小売業 電化製品 5%

178,910 兵庫県 姫路市 ソフトバンク　姫路東 小売業 電化製品 5%

178,911 兵庫県 姫路市 ソフトバンク姫路今宿 小売業 電化製品 5%

178,912 兵庫県 姫路市 ｓｏｒａｉｒｏ　ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

178,913 兵庫県 姫路市 ＳＯＲＡＥ　保城店 サービス その他サービス 5%

178,914 兵庫県 姫路市 田井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,915 兵庫県 姫路市 第一ゴルフ 小売業 その他小売 5%

178,916 兵庫県 姫路市 第一ゴルフ 小売業 その他小売 5%

178,917 兵庫県 姫路市 第一ゴルフ　姫路本店 小売業 その他小売 5%

178,918 兵庫県 姫路市 大一産業株式会社　姫路支店 小売業 その他小売 5%

178,919 兵庫県 姫路市 大貫堂印房イオン姫路店 小売業 その他小売 5%

178,920 兵庫県 姫路市 大貫堂印房イオンモール姫路大津店 小売業 その他小売 5%
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178,921 兵庫県 姫路市 大貫堂印房姫路リバーシティ店 小売業 その他小売 5%

178,922 兵庫県 姫路市 Ｄａｉｋｉ皮革 サービス その他サービス 5%

178,923 兵庫県 姫路市 太子産業 サービス その他サービス 5%

178,924 兵庫県 姫路市 大衆割烹旨い庵 サービス 飲食業 5%

178,925 兵庫県 姫路市 （有）大昌 サービス その他サービス 5%

178,926 兵庫県 姫路市 大神モーター サービス その他サービス 5%

178,927 兵庫県 姫路市 ダイハツ西部 小売業 その他小売 5%

178,928 兵庫県 姫路市 ＴＩＭＥＬＥＳＳ サービス 理容・美容業 5%

178,929 兵庫県 姫路市 タイヤガーデン　ＡＯＮＯ 小売業 その他小売 5%

178,930 兵庫県 姫路市 ７０４　ダイヤクリーニング　イオン別所店 サービス その他サービス 5%

178,931 兵庫県 姫路市 ７１１　ダイヤクリーニング　カワベ城東店 サービス その他サービス 5%

178,932 兵庫県 姫路市 ７１６　ダイヤクリーニング　新在家店 サービス その他サービス 5%

178,933 兵庫県 姫路市 ７０３ダイヤクリーニングハローズ東姫路店 サービス その他サービス 5%

178,934 兵庫県 姫路市 ７０１ダイヤクリーニングハローズ夢前台店 サービス その他サービス 5%

178,935 兵庫県 姫路市 ７００　ダイヤクリーニング　姫路本店 サービス その他サービス 5%

178,936 兵庫県 姫路市 ７１０　ダイヤクリーニング　双葉町店 サービス その他サービス 5%

178,937 兵庫県 姫路市 ７１２　ＤＩＡ　マックスバリュ城北店 サービス その他サービス 5%

178,938 兵庫県 姫路市 ７０６　ＤＩＡ　マックスバリュ書写店 サービス その他サービス 5%

178,939 兵庫県 姫路市 ７０５　ＤＩＡ　マックスバリュ豊富店 サービス その他サービス 5%

178,940 兵庫県 姫路市 ７０７ダイヤクリーニングマルアイフェルト サービス その他サービス 5%

178,941 兵庫県 姫路市 ７０９ダイヤクリーニングマルナカ広畑店 サービス その他サービス 5%

178,942 兵庫県 姫路市 ７１５　ダイヤクリーニング　みゆき通り店 サービス その他サービス 5%

178,943 兵庫県 姫路市 高田の馬場 小売業 その他小売 5%

178,944 兵庫県 姫路市 高濱自動車 サービス その他サービス 5%

178,945 兵庫県 姫路市 たかはまどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

178,946 兵庫県 姫路市 たから弥　姫路広畑店 小売業 衣料品 5%

178,947 兵庫県 姫路市 田口酒店 サービス 飲食業 5%

178,948 兵庫県 姫路市 TANAKA AUTO GARAGE 小売業 その他小売 5%

178,949 兵庫県 姫路市 田中自動車整備 サービス その他サービス 5%

178,950 兵庫県 姫路市 Ｄａ　Ｎｏｎｎａ サービス その他サービス 5%

178,951 兵庫県 姫路市 ＷＳＩ　ピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

178,952 兵庫県 姫路市 ｗｃｌｏｄｅｔ姫路店 小売業 衣料品 5%

178,953 兵庫県 姫路市 姫路の小さな和食屋さん 喰い処 音松 サービス 飲食業 5%

178,954 兵庫県 姫路市 ＣＨＥＳＩＬ サービス 理容・美容業 5%

178,955 兵庫県 姫路市 ＣＨＥＳＴ　ピオレ姫路店 サービス 理容・美容業 5%

178,956 兵庫県 姫路市 チェンジアップステ－ション砥堀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,957 兵庫県 姫路市 チコ 小売業 衣料品 5%

178,958 兵庫県 姫路市 －地産地消と地酒の店－　　和ごころの台所 サービス 飲食業 5%

178,959 兵庫県 姫路市 チャルマ サービス 飲食業 5%

178,960 兵庫県 姫路市 辻川　ごんべえ サービス 飲食業 5%

178,961 兵庫県 姫路市 鶴のおんがえし サービス 飲食業 5%

178,962 兵庫県 姫路市 ティーアールエステート サービス その他サービス 5%
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178,963 兵庫県 姫路市 ＤＰ東山 サービス 理容・美容業 5%

178,964 兵庫県 姫路市 停主 サービス 飲食業 5%

178,965 兵庫県 姫路市 ディマジオ　フミヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,966 兵庫県 姫路市 ｔｅｔｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

178,967 兵庫県 姫路市 デフィー　姫路店 小売業 その他小売 5%

178,968 兵庫県 姫路市 手もみ 和みの里 一休 サービス その他サービス 5%

178,969 兵庫県 姫路市 ＴＥＲＲＡＣＥ 小売業 衣料品 5%

178,970 兵庫県 姫路市 テラモト生花園 小売業 その他小売 5%

178,971 兵庫県 姫路市 天下一品　姫路店 サービス 飲食業 5%

178,972 兵庫県 姫路市 でんきの白鷺チェーン　イノウエ 小売業 電化製品 5%

178,973 兵庫県 姫路市 でんきの白鷺チェーン　コタニ 小売業 電化製品 5%

178,974 兵庫県 姫路市 でんきの白鷺チェーンモリカワ 小売業 電化製品 5%

178,975 兵庫県 姫路市 天神 サービス 飲食業 5%

178,976 兵庫県 姫路市 天馬らぁめんピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

178,977 兵庫県 姫路市 天家　まるまさ　姫路南町店 サービス 飲食業 5%

178,978 兵庫県 姫路市 どい寿し サービス 飲食業 5%

178,979 兵庫県 姫路市 ドイツゲーム喫茶 Ｂ?ＣＡＦＥ ドイツゲーム喫茶 Ｂ?ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

178,980 兵庫県 姫路市 Ｄｕｓｃｈｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

178,981 兵庫県 姫路市 トーウン株式会社 サービス その他サービス 5%

178,982 兵庫県 姫路市 ＴＷＥＮＴＹ　ＦＩＶＥ サービス 理容・美容業 5%

178,983 兵庫県 姫路市 トータルプロデュース　Ｔ-ＳＴＹＬＥ 小売業 その他小売 5%

178,984 兵庫県 姫路市 トータルボディケアサロンほぐしん サービス その他サービス 5%

178,985 兵庫県 姫路市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ網干店　セルフ用 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,986 兵庫県 姫路市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ網干店 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,987 兵庫県 姫路市 ＤＤセルフ飾磨店 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,988 兵庫県 姫路市 ＤＤセルフ飾磨店　フル用 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,989 兵庫県 姫路市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ林田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,990 兵庫県 姫路市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ姫路北条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,991 兵庫県 姫路市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ姫路新在家ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,992 兵庫県 姫路市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ姫路平野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

178,993 兵庫県 姫路市 都倉眼鏡店 小売業 その他小売 5%

178,994 兵庫県 姫路市 時計　喫煙具　ＫＡＷＡＢＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,995 兵庫県 姫路市 時計 宝石 富屋 富屋姫路駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

178,996 兵庫県 姫路市 Ｄｏｇ ｃｉＴｙ Ｄｏｇ ｃｉＴｙ サービス その他サービス 5%

178,997 兵庫県 姫路市 ｄｏｇｓｌｉｆｅｃａｌｍ サービス その他サービス 5%

178,998 兵庫県 姫路市 ｔｏｃｃｏｃｌｏｓｅｔピオレ姫路店 小売業 衣料品 5%

178,999 兵庫県 姫路市 土間土間姫路店 サービス 飲食業 2%

179,000 兵庫県 姫路市 富屋時計店　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,001 兵庫県 姫路市 富屋　姫路駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,002 兵庫県 姫路市 富屋広畑店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,003 兵庫県 姫路市 トミヤ帽子店 小売業 衣料品 5%

179,004 兵庫県 姫路市 Ｔｏｙｏ 小売業 その他小売 5%
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179,005 兵庫県 姫路市 トヨタカローラ姫路　ひめじ店 小売業 その他小売 5%

179,006 兵庫県 姫路市 トヨタカローラ姫路カローラセンタースペー 小売業 その他小売 5%

179,007 兵庫県 姫路市 トヨタカローラ姫路飾磨店 小売業 その他小売 5%

179,008 兵庫県 姫路市 トヨタカローラ姫路しらさぎ店 小売業 その他小売 5%

179,009 兵庫県 姫路市 トヨタカローラ姫路ひろはた店 小売業 その他小売 5%

179,010 兵庫県 姫路市 トヨタカローラ姫路本店 小売業 その他小売 5%

179,011 兵庫県 姫路市 トヨタカローラ姫路本部 小売業 その他小売 5%

179,012 兵庫県 姫路市 トヨタカローラ姫路Ｕ－Ｃａｒプラザ姫路 小売業 その他小売 5%

179,013 兵庫県 姫路市 トヨタ部品兵庫共販姫路店 サービス その他サービス 5%

179,014 兵庫県 姫路市 豊富ＳＳ　竹川石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,015 兵庫県 姫路市 トラックストップ　ターン 小売業 その他小売 5%

179,016 兵庫県 姫路市 とりいち　ピオレおみやげ館店 サービス 飲食業 5%

179,017 兵庫県 姫路市 鶏一　姫路総本店 サービス 飲食業 5%

179,018 兵庫県 姫路市 株式会社トリコロールイリエ 小売業 家具・調度品 5%

179,019 兵庫県 姫路市 ＴＲＩＰ　ＧＡＲＤＥＮ サービス 飲食業 5%

179,020 兵庫県 姫路市 トリップバル サービス 飲食業 5%

179,021 兵庫県 姫路市 ｔｏｒｏｗａ サービス 理容・美容業 5%

179,022 兵庫県 姫路市 とんかつ　ふなこし　とんかつふなこし サービス 飲食業 5%

179,023 兵庫県 姫路市 ９ＧＲＯＵＰ サービス その他サービス 5%

179,024 兵庫県 姫路市 ナカオ塗装 サービス その他サービス 5%

179,025 兵庫県 姫路市 長沢印房 小売業 家具・調度品 5%

179,026 兵庫県 姫路市 ナカジマ靴店 小売業 衣料品 5%

179,027 兵庫県 姫路市 長月 丼丸 姫路花田店 サービス 飲食業 5%

179,028 兵庫県 姫路市 株式会社ナカムラ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,029 兵庫県 姫路市 株式会社ナカムラ　自動車整備今宿 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,030 兵庫県 姫路市 和みだいにんぐ亜蔵　（あぐら） サービス 飲食業 5%

179,031 兵庫県 姫路市 和ダイニング　三日潮 サービス 飲食業 5%

179,032 兵庫県 姫路市 ナサダ電器 小売業 電化製品 5%

179,033 兵庫県 姫路市 ＮＡＸ姫路店 サービス 理容・美容業 5%

179,034 兵庫県 姫路市 Ｎｕｔｓ　ＤＯＭ　ピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

179,035 兵庫県 姫路市 ｎａｎａ’ｓ　ｇｒｅｅｎ　ｔｅａ　ピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

179,036 兵庫県 姫路市 那波釣具　渡船店 小売業 その他小売 5%

179,037 兵庫県 姫路市 Ｎｉｎａ　Ｒｏｓｓ　Ｃｕｓｔｏｍ サービス その他サービス 5%

179,038 兵庫県 姫路市 肉匠牛膳　姫路店 サービス 飲食業 5%

179,039 兵庫県 姫路市 肉バル　テルミニ　ピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

179,040 兵庫県 姫路市 肉家まるまさ　　テラス サービス 飲食業 5%

179,041 兵庫県 姫路市 肉家まるまさ　姫路久保町店 サービス 飲食業 5%

179,042 兵庫県 姫路市 ｎｉｃｏ　今宿店 サービス 理容・美容業 5%

179,043 兵庫県 姫路市 ニシオデンキ 小売業 電化製品 5%

179,044 兵庫県 姫路市 にしひで昆布 小売業 食料品 5%

179,045 兵庫県 姫路市 西村屋白鷺館 サービス 飲食業 5%

179,046 兵庫県 姫路市 西森モータース本社 小売業 その他小売 5%
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179,047 兵庫県 姫路市 西森モータース　網干ダイハツＮＩＳＨＩＭ 小売業 その他小売 5%

179,048 兵庫県 姫路市 西山仏壇店姫路店 小売業 家具・調度品 5%

179,049 兵庫県 姫路市 ニッセンシェイプ・サロン　ドール 小売業 衣料品 5%

179,050 兵庫県 姫路市 ニッセンシェイプファンデサロントゥエンテ 小売業 衣料品 5%

179,051 兵庫県 姫路市 日東運輸　整備 サービス その他サービス 5%

179,052 兵庫県 姫路市 ニュー書写ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,053 兵庫県 姫路市 ニューブライダルセンター 小売業 家具・調度品 5%

179,054 兵庫県 姫路市 人形のちぐさや 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

179,055 兵庫県 姫路市 ｎｏｕｖｅａｕ 小売業 衣料品 5%

179,056 兵庫県 姫路市 Ｎａｉｌｓ　リアン サービス その他サービス 5%

179,057 兵庫県 姫路市 ネイルズカフェ　アン サービス 理容・美容業 5%

179,058 兵庫県 姫路市 ＮａｉｌＳａｌｏｎＫｉｃｋｙ サービス 理容・美容業 5%

179,059 兵庫県 姫路市 Ｎｏｅｌａ　ピオレ姫路店 小売業 衣料品 5%

179,060 兵庫県 姫路市 ノムラ化粧品店 小売業 その他小売 5%

179,061 兵庫県 姫路市 ＦＯＵＲＳＥＡＳＯＮ サービス 理容・美容業 5%

179,062 兵庫県 姫路市 ハーレーダビッドソン姫路 小売業 その他小売 5%

179,063 兵庫県 姫路市 バイオ・メディカル・サロン　ビビッド サービス 理容・美容業 5%

179,064 兵庫県 姫路市 ＢＵＹＫＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

179,065 兵庫県 姫路市 バイク サイクルｓｈｏｐ ｔｏｙｏ 小売業 その他小売 5%

179,066 兵庫県 姫路市 バイクショップ　アンクル　展示場　バイクショップアンクル サービス その他サービス 5%

179,067 兵庫県 姫路市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　姫路東山店 サービス その他サービス 5%

179,068 兵庫県 姫路市 ハイボールＢＡＲ　ジャンボリー　ジャンボリー サービス 飲食業 5%

179,069 兵庫県 姫路市 ハイランドヴィラ　ブライダル サービス その他サービス 5%

179,070 兵庫県 姫路市 ハウジングランド　いない　姫路東山店 小売業 家具・調度品 5%

179,071 兵庫県 姫路市 白十字　勝原店 小売業 食料品 5%

179,072 兵庫県 姫路市 白十字　飾磨店 小売業 食料品 5%

179,073 兵庫県 姫路市 白十字　辻井店 小売業 食料品 5%

179,074 兵庫県 姫路市 白十字　砥堀店 小売業 食料品 5%

179,075 兵庫県 姫路市 白十字　別所店 小売業 食料品 5%

179,076 兵庫県 姫路市 白鷺陣屋　ピオレおみやげ館店 小売業 食料品 5%

179,077 兵庫県 姫路市 橋本モータース サービス その他サービス 5%

179,078 兵庫県 姫路市 長谷川デンキ商会 小売業 電化製品 5%

179,079 兵庫県 姫路市 ぱそこんクリニック サービス その他サービス 5%

179,080 兵庫県 姫路市 パソコン塾アイティーエル サービス その他サービス 5%

179,081 兵庫県 姫路市 八苑　野里店 サービス 飲食業 5%

179,082 兵庫県 姫路市 バックステージバイエット サービス 理容・美容業 5%

179,083 兵庫県 姫路市 バックヤードキッチン サービス 飲食業 5%

179,084 兵庫県 姫路市 ハッピーラビット 小売業 その他小売 5%

179,085 兵庫県 姫路市 花北　モ－ル店内フミヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,086 兵庫県 姫路市 花ｃｏｃｏ 小売業 その他小売 5%

179,087 兵庫県 姫路市 ＰａｎａｓｏｎｉｃリフォームＣｌｕｂ サービス その他サービス 5%

179,088 兵庫県 姫路市 花田インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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179,089 兵庫県 姫路市 はなやす サービス 飲食業 5%

179,090 兵庫県 姫路市 パナライフひぐま 小売業 電化製品 5%

179,091 兵庫県 姫路市 ＰＡＰＡＳＵ 小売業 その他小売 5%

179,092 兵庫県 姫路市 ハピス　英賀保店 サービス 理容・美容業 5%

179,093 兵庫県 姫路市 バビロン　ピオレ姫路店 サービス 飲食業 2%

179,094 兵庫県 姫路市 はまもとコーヒー　はまもとコーヒー サービス 飲食業 5%

179,095 兵庫県 姫路市 ハミングバード２０００ サービス 飲食業 5%

179,096 兵庫県 姫路市 ハミングバードパスタアンドカフェ　ハミングバードパスタアンドカフェ サービス 飲食業 5%

179,097 兵庫県 姫路市 林自動車 小売業 その他小売 5%

179,098 兵庫県 姫路市 はりきゅう院ＴＳＵＫＡＭＯＴＯ サービス 理容・美容業 5%

179,099 兵庫県 姫路市 播磨本舗姫想ピオレ姫路店 小売業 食料品 5%

179,100 兵庫県 姫路市 パル　フミヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,101 兵庫県 姫路市 Ｂａｌ　ｈａｉｒ　１　飾磨店 サービス 理容・美容業 5%

179,102 兵庫県 姫路市 Ｐａｌｅｔｔｅ町坪店 小売業 その他小売 5%

179,103 兵庫県 姫路市 Ｐａｌｅｔｔｅ　姫路リバーシティ店 小売業 その他小売 5%

179,104 兵庫県 姫路市 板金工場 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,105 兵庫県 姫路市 播産館 小売業 家具・調度品 5%

179,106 兵庫県 姫路市 播州酒場 サービス 飲食業 5%

179,107 兵庫県 姫路市 播州石材 サービス その他サービス 5%

179,108 兵庫県 姫路市 パンと焼き菓子の店ホリオ サービス 飲食業 5%

179,109 兵庫県 姫路市 ＰＩＥＣＥ　ｈａｉｒ＆ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

179,110 兵庫県 姫路市 ＢＭＯ姫路飾磨店 小売業 衣料品 5%

179,111 兵庫県 姫路市 東阿保 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,112 兵庫県 姫路市 光サービス サービス その他サービス 5%

179,113 兵庫県 姫路市 ヒカリメガネ　ヒカリメガネ 小売業 その他小売 5%

179,114 兵庫県 姫路市 美こるぽ サービス 理容・美容業 5%

179,115 兵庫県 姫路市 ピザマリア サービス 飲食業 5%

179,116 兵庫県 姫路市 ビストロゼブラ サービス 飲食業 5%

179,117 兵庫県 姫路市 ｂｉｓｔｒｏｂａｒ　ａｖｉｇｎｏｎ サービス 飲食業 5%

179,118 兵庫県 姫路市 引越家マック サービス その他サービス 5%

179,119 兵庫県 姫路市 ［ＨＣ］Ｐｉｔ英賀保（有）矢庭電器 小売業 電化製品 5%

179,120 兵庫県 姫路市 Ｐｉｔ網干　合田電器　Ｐｉｔ網干　合田電器 小売業 電化製品 5%

179,121 兵庫県 姫路市 ［ＨＣ］Ｐｉｔ今宿 小売業 電化製品 5%

179,122 兵庫県 姫路市 ［ＨＣ］Ｐｉｔ駅南 小売業 電化製品 5%

179,123 兵庫県 姫路市 ［ＨＣ］ピット蒲田浅野電気 小売業 電化製品 5%

179,124 兵庫県 姫路市 姫兎 姫兎 小売業 その他小売 5%

179,125 兵庫県 姫路市 姫路　ちそう サービス 飲食業 5%

179,126 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路青山４丁目店 小売業 食料品 2%

179,127 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路阿保北店 小売業 食料品 2%

179,128 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路網干東雲橋南店 小売業 食料品 2%

179,129 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路網干新在家店 小売業 食料品 2%

179,130 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路網干浜田店 小売業 食料品 2%
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179,131 兵庫県 姫路市 ヒメジイーストＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,132 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路市川ランプ南店 小売業 食料品 2%

179,133 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路伊伝居北店 小売業 食料品 2%

179,134 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路伊伝居店 小売業 食料品 2%

179,135 兵庫県 姫路市 姫路今宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,136 兵庫県 姫路市 姫路エルザ動物病院 サービス その他サービス 5%

179,137 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路大津西土井店 小売業 食料品 2%

179,138 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路垣内中町店 小売業 食料品 2%

179,139 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路勝原熊見店 小売業 食料品 2%

179,140 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路加納原田店 小売業 食料品 2%

179,141 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路鎌倉町店 小売業 食料品 2%

179,142 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路上原田店 小売業 食料品 2%

179,143 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路上余部店 小売業 食料品 2%

179,144 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路北平野２丁目店 小売業 食料品 2%

179,145 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路京口店 小売業 食料品 2%

179,146 兵庫県 姫路市 姫路港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,147 兵庫県 姫路市 姫路こーま 小売業 その他小売 5%

179,148 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路塩町店 小売業 食料品 2%

179,149 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路飾磨思案橋西店 小売業 食料品 2%

179,150 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路飾磨清水１丁目店 小売業 食料品 2%

179,151 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路飾磨中島３丁目店 小売業 食料品 2%

179,152 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路飾磨中島店 小売業 食料品 2%

179,153 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路飾磨中野田店 小売業 食料品 2%

179,154 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路飾磨細江店 小売業 食料品 2%

179,155 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路四郷町店 小売業 食料品 2%

179,156 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路下手野店 小売業 食料品 2%

179,157 兵庫県 姫路市 姫路市役所前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,158 兵庫県 姫路市 姫路城下町ホテルクレール日笠 サービス 宿泊業 5%

179,159 兵庫県 姫路市 姫路食堂 サービス 飲食業 5%

179,160 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路白浜町北店 小売業 食料品 2%

179,161 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路白浜町店 小売業 食料品 2%

179,162 兵庫県 姫路市 姫路城西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,163 兵庫県 姫路市 姫路城ノ東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,164 兵庫県 姫路市 有 姫路スミダ商会 姫路スミダ商会 小売業 その他小売 5%

179,165 兵庫県 姫路市 姫路高岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,166 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路田寺７丁目店 小売業 食料品 2%

179,167 兵庫県 姫路市 姫路玉子焼きピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

179,168 兵庫県 姫路市 姫路タンメン サービス 飲食業 5%

179,169 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路佃町店 小売業 食料品 2%

179,170 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路津田今在家北店 小売業 食料品 2%

179,171 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路津田構店 小売業 食料品 2%

179,172 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路南条店 小売業 食料品 2%
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179,173 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路西今宿３丁目店 小売業 食料品 2%

179,174 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路西中島店 小売業 食料品 2%

179,175 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路南畝町店 小売業 食料品 2%

179,176 兵庫県 姫路市 姫路の地酒と姫路おでん本舗　ピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

179,177 兵庫県 姫路市 姫路バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,178 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路東今宿２丁目店 小売業 食料品 2%

179,179 兵庫県 姫路市 姫路東インタ－ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,180 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路東駅前町店 小売業 食料品 2%

179,181 兵庫県 姫路市 姫路東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,182 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路東延末５丁目店 小売業 食料品 2%

179,183 兵庫県 姫路市 姫路平野町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,184 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路広畑蒲田店 小売業 食料品 2%

179,185 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路広畑小松町店 小売業 食料品 2%

179,186 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路広畑正門通３丁目店 小売業 食料品 2%

179,187 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路広畑早瀬町北店 小売業 食料品 2%

179,188 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路広畑東新町店 小売業 食料品 2%

179,189 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路双葉町店 小売業 食料品 2%

179,190 兵庫県 姫路市 姫路別所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,191 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路別所佐土店 小売業 食料品 2%

179,192 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路北条口１丁目店 小売業 食料品 2%

179,193 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路北条店 小売業 食料品 2%

179,194 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路御国野町御着店 小売業 食料品 2%

179,195 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路御国野町店 小売業 食料品 2%

179,196 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路御立北１丁目店 小売業 食料品 2%

179,197 兵庫県 姫路市 姫路南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,198 兵庫県 姫路市 姫路南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,199 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路南町店 小売業 食料品 2%

179,200 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路南ランプ南店 小売業 食料品 2%

179,201 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路宮田東店 小売業 食料品 2%

179,202 兵庫県 姫路市 姫路みゆき通り酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

179,203 兵庫県 姫路市 姫路ヤクルト販売 小売業 食料品 5%

179,204 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路八代本町２丁目店 小売業 食料品 2%

179,205 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路安田４丁目店 小売業 食料品 2%

179,206 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路安富町安志店 小売業 食料品 2%

179,207 兵庫県 姫路市 姫路山田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,208 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路夢前町置本店 小売業 食料品 2%

179,209 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路夢前町前之庄西店 小売業 食料品 2%

179,210 兵庫県 姫路市 姫路リバーシティ 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,211 兵庫県 姫路市 姫路レザー 小売業 その他小売 5%

179,212 兵庫県 姫路市 セブン－イレブン姫路六角店 小売業 食料品 2%

179,213 兵庫県 姫路市 百貨タ－ン 小売業 その他小売 5%

179,214 兵庫県 姫路市 Ｐｕｒｅｔｒｅ　ピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%
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179,215 兵庫県 姫路市 ビューティーサポート　セラピア サービス 理容・美容業 5%

179,216 兵庫県 姫路市 ビューティサロン　ミモザ サービス 理容・美容業 5%

179,217 兵庫県 姫路市 ビューティサロン　ドリーム　姫路店 サービス 理容・美容業 5%

179,218 兵庫県 姫路市 小顔＆美容矯正ＳａｌｏｎＰｏｎｏＰｏｎｏ サービス 理容・美容業 5%

179,219 兵庫県 姫路市 兵庫県自動車学校姫路校 サービス その他サービス 5%

179,220 兵庫県 姫路市 兵庫トヨタ自動車姫路店 小売業 その他小売 5%

179,221 兵庫県 姫路市 兵庫トヨタ自動車姫路西店 小売業 その他小売 5%

179,222 兵庫県 姫路市 兵庫トヨタ自動車マイカーランド姫路 小売業 その他小売 5%

179,223 兵庫県 姫路市 兵庫トヨタ自動車レクサス姫路 小売業 その他小売 5%

179,224 兵庫県 姫路市 美容室アレキサンドルｄｅアバン　香寺店 サービス 理容・美容業 5%

179,225 兵庫県 姫路市 美容室アレキサンドルｄｅアバン　野里店 サービス 理容・美容業 5%

179,226 兵庫県 姫路市 美容室藤本（柳川）ゼナナ サービス 理容・美容業 5%

179,227 兵庫県 姫路市 平岡不動産 サービス その他サービス 5%

179,228 兵庫県 姫路市 広畑北 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,229 兵庫県 姫路市 ひろはた動物病院 サービス その他サービス 5%

179,230 兵庫県 姫路市 広畑西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,231 兵庫県 姫路市 備長 地鶏コーチン 鳥行 備長地鶏コーチン鳥行 サービス 飲食業 5%

179,232 兵庫県 姫路市 フィッツミーイオンタウン姫路店 サービス その他サービス 5%

179,233 兵庫県 姫路市 ＦｉｔｌａｂＢＯＯＳＴ サービス その他サービス 5%

179,234 兵庫県 姫路市 ブーケ 小売業 衣料品 5%

179,235 兵庫県 姫路市 ＢＯＯＺＥ サービス 飲食業 5%

179,236 兵庫県 姫路市 プーラヴィーダ サービス 理容・美容業 5%

179,237 兵庫県 姫路市 フェスタコンタクト 小売業 その他小売 5%

179,238 兵庫県 姫路市 ＦＥＬＩＣＥ ｆｅｌｉｃｅ姫路店 小売業 家具・調度品 5%

179,239 兵庫県 姫路市 ｆｏｓｓｅｔｔａ 小売業 その他小売 5%

179,240 兵庫県 姫路市 ｐｈｏｔｏｔｈｅｒａｐｙｔｉｍｅｇｒａｐｈ サービス その他サービス 5%

179,241 兵庫県 姫路市 深志野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,242 兵庫県 姫路市 株式会社フクサヤ 小売業 その他小売 5%

179,243 兵庫県 姫路市 フジデン 小売業 電化製品 5%

179,244 兵庫県 姫路市 藤花電器 小売業 電化製品 5%

179,245 兵庫県 姫路市 藤本貴広 サービス 理容・美容業 5%

179,246 兵庫県 姫路市 二木商店本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,247 兵庫県 姫路市 フタバ無線 小売業 電化製品 5%

179,248 兵庫県 姫路市 ＢＯＯＫＯＦＦ　姫路三宅店 小売業 その他小売 2%

179,249 兵庫県 姫路市 フットケア専門店すあし サービス 理容・美容業 5%

179,250 兵庫県 姫路市 Ｐｅｔｉｔ　Ｃｉｅｌ 小売業 食料品 5%

179,251 兵庫県 姫路市 ブティック　パレット 小売業 衣料品 5%

179,252 兵庫県 姫路市 ブティック原宿　ＴＵＭＩＫＩ 小売業 衣料品 5%

179,253 兵庫県 姫路市 フミヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,254 兵庫県 姫路市 フミヤ　ザ・モ－ル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,255 兵庫県 姫路市 フミヤ　ジャスコ飾磨店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,256 兵庫県 姫路市 フミヤ　姫路駅南店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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179,257 兵庫県 姫路市 フミヤ　モール店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,258 兵庫県 姫路市 フミヤ　リバーシティ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,259 兵庫県 姫路市 フミヤ　駅南店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,260 兵庫県 姫路市 フミヤ　広畑店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,261 兵庫県 姫路市 フミヤ　フェスタ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,262 兵庫県 姫路市 フミヤ　フェスタ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,263 兵庫県 姫路市 フミヤ本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,264 兵庫県 姫路市 フミヤ　モール店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,265 兵庫県 姫路市 フミヤ　リバーシティ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,266 兵庫県 姫路市 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎｋｉｔｔｅ． サービス 理容・美容業 5%

179,267 兵庫県 姫路市 プラスワンイオンタウン姫路店 サービス その他サービス 5%

179,268 兵庫県 姫路市 ＨｕｌａＬａｎｉＨａｗａｉｉピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

179,269 兵庫県 姫路市 ぶらり鉄板焼　Ｌｉｎｋ?鈴久? サービス 飲食業 5%

179,270 兵庫県 姫路市 ぶらり焼蔵 サービス 飲食業 5%

179,271 兵庫県 姫路市 フラワーショップやまぐち 小売業 その他小売 5%

179,272 兵庫県 姫路市 イベント　フラワーパーク 小売業 その他小売 5%

179,273 兵庫県 姫路市 プリムス サービス その他サービス 5%

179,274 兵庫県 姫路市 Ｂｌｅｕ　Ｂｌｅｕｅｔ　ピオレ姫路店 小売業 その他小売 5%

179,275 兵庫県 姫路市 ブルーラグーン サービス 理容・美容業 5%

179,276 兵庫県 姫路市 フルーツギフト　マルサン 小売業 食料品 5%

179,277 兵庫県 姫路市 フレカンテ 小売業 衣料品 5%

179,278 兵庫県 姫路市 フレカンテ 小売業 衣料品 5%

179,279 兵庫県 姫路市 プレミアム播州酒場 サービス 飲食業 5%

179,280 兵庫県 姫路市 Ｐｒｏ　ｓｈｏｐ　Ｄｒｅａｍｙ 小売業 その他小売 5%

179,281 兵庫県 姫路市 ＰＲＯプラス　イオンタウン姫路別所店 小売業 その他小売 5%

179,282 兵庫県 姫路市 文楽　砥堀店 サービス 飲食業 5%

179,283 兵庫県 姫路市 文楽　姫路駅南店 サービス 飲食業 5%

179,284 兵庫県 姫路市 Ｈａｉｒ　ＳＥＮＳＥ サービス 理容・美容業 5%

179,285 兵庫県 姫路市 Ｂｉｊｏｕ サービス 理容・美容業 5%

179,286 兵庫県 姫路市 ＨａｉｒＭａｋｅＲＡＳＩＣ砥堀店 サービス 理容・美容業 5%

179,287 兵庫県 姫路市 ｈａｉｒａｒｔＰＡＬＩＯ飾磨店 サービス 理容・美容業 5%

179,288 兵庫県 姫路市 ｈａｉｒａｒｔＰＡＬＩＯ本店 サービス 理容・美容業 5%

179,289 兵庫県 姫路市 Ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ＣＵＣＵ サービス 理容・美容業 5%

179,290 兵庫県 姫路市 ｈａｉｒ　ｃｏｄｅ　ｃａｆｕｎｅ サービス 理容・美容業 5%

179,291 兵庫県 姫路市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＫＩＮＵＧＡＳＡ サービス 理容・美容業 5%

179,292 兵庫県 姫路市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｋｏｔａｎｉ サービス 理容・美容業 5%

179,293 兵庫県 姫路市 ヘアーズ　ラブリー　ジョブリー サービス 理容・美容業 5%

179,294 兵庫県 姫路市 ＨＡＩＲ　ＴＯＰＩＣＳ　ＢＡＣＫ?ＵＰ サービス 理容・美容業 5%

179,295 兵庫県 姫路市 プログレス サービス 理容・美容業 5%

179,296 兵庫県 姫路市 ヘアーメイクワシントン京口店 サービス 理容・美容業 5%

179,297 兵庫県 姫路市 ヘアカシェット サービス 理容・美容業 5%

179,298 兵庫県 姫路市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｓｈａｒｅ サービス 理容・美容業 5%
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179,299 兵庫県 姫路市 ＦｏｏＱ　Ｂｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

179,300 兵庫県 姫路市 ヘアサロン　ＢＯＴＨ サービス 理容・美容業 5%

179,301 兵庫県 姫路市 ＨａｉｒＳａｌｏｎＳＥＲＯ サービス 理容・美容業 5%

179,302 兵庫県 姫路市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　そと川 サービス 理容・美容業 5%

179,303 兵庫県 姫路市 ｈａｉｒ’ｓ　Ｗｉｌｌ　花北店 サービス 理容・美容業 5%

179,304 兵庫県 姫路市 ｈａｉｒ’ｓ　Ｗｉｌｌ　花北店 サービス 理容・美容業 5%

179,305 兵庫県 姫路市 ヘアーズトゥエンティファイブ サービス 理容・美容業 5%

179,306 兵庫県 姫路市 ＨＡＩＲ　ＳＰＡＣＥ　ＥＷＡＬＵ サービス 理容・美容業 5%

179,307 兵庫県 姫路市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＲＡＳＩＣ サービス 理容・美容業 5%

179,308 兵庫県 姫路市 ＨａｉｒＲｅｓｏｒｔＶａｒ サービス 理容・美容業 5%

179,309 兵庫県 姫路市 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ＳＡＩ．【サイ】 サービス 理容・美容業 5%

179,310 兵庫県 姫路市 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ＳＡＩ サービス 理容・美容業 5%

179,311 兵庫県 姫路市 米穀大塩販売店 小売業 その他小売 5%

179,312 兵庫県 姫路市 株式会社平和自動車工業所 サービス その他サービス 5%

179,313 兵庫県 姫路市 ｐｅｓｃｅｐｈｏｔｏ サービス その他サービス 5%

179,314 兵庫県 姫路市 Ｂａｓｅｄｅｓｉｇｎｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

179,315 兵庫県 姫路市 ベータミュージック　姫路東店 サービス その他サービス 5%

179,316 兵庫県 姫路市 ベータミュージック ベータミュージック姫路南店 サービス その他サービス 5%

179,317 兵庫県 姫路市 ベータミュージック　本町店 サービス その他サービス 5%

179,318 兵庫県 姫路市 北京閣　別館 サービス 飲食業 5%

179,319 兵庫県 姫路市 紅鶴 サービス 飲食業 5%

179,320 兵庫県 姫路市 Ｂｅｒｅａ サービス 理容・美容業 5%

179,321 兵庫県 姫路市 ベローチェＪＲ姫路駅東口店 サービス 飲食業 5%

179,322 兵庫県 姫路市 べんてん サービス 飲食業 5%

179,323 兵庫県 姫路市 宝飾サロンタケウチ 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,324 兵庫県 姫路市 保城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,325 兵庫県 姫路市 ｂｏｃａｇｒａｎｄｅ 小売業 その他小売 5%

179,326 兵庫県 姫路市 ボックス飾磨店 小売業 その他小売 5%

179,327 兵庫県 姫路市 ボックス新在家店 小売業 その他小売 5%

179,328 兵庫県 姫路市 ホテルクレール日笠 サービス 宿泊業 5%

179,329 兵庫県 姫路市 ホテル日航姫路　山野愛子美容室 サービス 理容・美容業 5%

179,330 兵庫県 姫路市 ホテルモントレ姫路　山野愛子美容室 サービス 理容・美容業 5%

179,331 兵庫県 姫路市 Ｂｏｎｎｙ サービス 理容・美容業 5%

179,332 兵庫県 姫路市 ホビーオフ姫路御立店 小売業 その他小売 2%

179,333 兵庫県 姫路市 ホリデーインヴィラ サービス 飲食業 5%

179,334 兵庫県 姫路市 ボルカノ　姫路みゆき通り店 サービス 飲食業 5%

179,335 兵庫県 姫路市 ＢＯＲＢＯＳＳ 小売業 衣料品 5%

179,336 兵庫県 姫路市 本家かもめ屋 サービス 飲食業 5%

179,337 兵庫県 姫路市 アスタネット サービス その他サービス 5%

179,338 兵庫県 姫路市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,339 兵庫県 姫路市 ボンマルシェ英賀保店 小売業 食料品 5%

179,340 兵庫県 姫路市 ボンマルシェ大手前店 小売業 食料品 5%
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179,341 兵庫県 姫路市 ボンマルシェ南条店 小売業 食料品 5%

179,342 兵庫県 姫路市 ボンマルシェ姫路店 小売業 食料品 5%

179,343 兵庫県 姫路市 ＭＡＲＫＳ＆ＷＥＢ　ピオレ姫路店 小売業 その他小売 5%

179,344 兵庫県 姫路市 マースペック　ヘアプラース　プロストア サービス 理容・美容業 5%

179,345 兵庫県 姫路市 マースペックヘアプラースプロストア ｍａｒｓｐｅｃマースペック ヘアプラース プロストア サービス 理容・美容業 5%

179,346 兵庫県 姫路市 マーレ サービス 飲食業 5%

179,347 兵庫県 姫路市 マイセルフ３１２　保城店 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,348 兵庫県 姫路市 ｍａｉｎＳｐａｃｅ 小売業 衣料品 5%

179,349 兵庫県 姫路市 マエダ楽器店 小売業 その他小売 5%

179,350 兵庫県 姫路市 マエダデンキ 小売業 電化製品 5%

179,351 兵庫県 姫路市 前之庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,352 兵庫県 姫路市 薪窯グリル＆ハイボール　ジョージズ　ピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

179,353 兵庫県 姫路市 マクドナルドイオンモール姫路リバーシティー店 サービス 飲食業 2%

179,354 兵庫県 姫路市 マクドナルド３１２姫路保城店 サービス 飲食業 2%

179,355 兵庫県 姫路市 マクドナルド姫路中島店 サービス 飲食業 2%

179,356 兵庫県 姫路市 マクドナルド姫路東山店 サービス 飲食業 2%

179,357 兵庫県 姫路市 マックス姫路パソコンサポートセンター サービス その他サービス 5%

179,358 兵庫県 姫路市 マックス姫路パソコンサポートセンター サービス その他サービス 5%

179,359 兵庫県 姫路市 ＭＲＴ姫路駅前 サービス その他サービス 5%

179,360 兵庫県 姫路市 ＭＡＤＥＭＯＲＥ大津店 サービス 理容・美容業 5%

179,361 兵庫県 姫路市 ＭＡＤＥＭＯＲＥ?姫路店 サービス 理容・美容業 5%

179,362 兵庫県 姫路市 ＭＡＤＥＭＯＲＥ?ｐ　姫路店 サービス 理容・美容業 5%

179,363 兵庫県 姫路市 マネキダイニング　姫路店 サービス 飲食業 5%

179,364 兵庫県 姫路市 マネキダイニングイオンリバーシティー店 サービス 飲食業 5%

179,365 兵庫県 姫路市 ＭＡ・ｂｅ 小売業 その他小売 5%

179,366 兵庫県 姫路市 マリナー姫路店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,367 兵庫県 姫路市 馬里奈リバーシティ店 小売業 衣料品 5%

179,368 兵庫県 姫路市 丸晶電気 小売業 電化製品 5%

179,369 兵庫県 姫路市 マルチメディア×クリエイト サービス その他サービス 5%

179,370 兵庫県 姫路市 マルナカ 小売業 衣料品 5%

179,371 兵庫県 姫路市 まるは釣具　姫路店 小売業 その他小売 5%

179,372 兵庫県 姫路市 まる雅 サービス 飲食業 5%

179,373 兵庫県 姫路市 まる雅　塩町店 サービス 飲食業 5%

179,374 兵庫県 姫路市 ＭＡＲＵＭＡＳＡ姫路駅前店 サービス 飲食業 5%

179,375 兵庫県 姫路市 まるまさ家　姫路本店 サービス 飲食業 5%

179,376 兵庫県 姫路市 丸和商店 サービス その他サービス 5%

179,377 兵庫県 姫路市 丸和のラー麺 サービス 飲食業 5%

179,378 兵庫県 姫路市 みき釣具店 小売業 その他小売 5%

179,379 兵庫県 姫路市 美貴時計店　美貴時計店 小売業 その他小売 5%

179,380 兵庫県 姫路市 みきや海苔店 小売業 食料品 5%

179,381 兵庫県 姫路市 ＭＲ．ＰＩＡ 小売業 衣料品 5%

179,382 兵庫県 姫路市 水野家　ピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%
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179,383 兵庫県 姫路市 美津和電器商会 小売業 電化製品 5%

179,384 兵庫県 姫路市 Ｍｉｄｉ Ｆｕｊｉｙａ 小売業 その他小売 5%

179,385 兵庫県 姫路市 三七十庵 サービス 飲食業 5%

179,386 兵庫県 姫路市 峰相自動車工業 サービス その他サービス 5%

179,387 兵庫県 姫路市 耳つぼサロン明日葉姫路店 サービス 理容・美容業 5%

179,388 兵庫県 姫路市 宮脇書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

179,389 兵庫県 姫路市 ＭｉｒａｎＭｕｓｉｃＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

179,390 兵庫県 姫路市 ｍｙｌｃピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

179,391 兵庫県 姫路市 メイトフミヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,392 兵庫県 姫路市 メガネストアーＭＥＧＡドン・キホーテ姫路広畑店 小売業 その他小売 5%

179,393 兵庫県 姫路市 メガネストアー姫路広畑 小売業 その他小売 5%

179,394 兵庫県 姫路市 メガネのソムリエ都倉眼鏡店 サービス その他サービス 5%

179,395 兵庫県 姫路市 メガネのタカヤ花北店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,396 兵庫県 姫路市 メガネのタカヤ本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,397 兵庫県 姫路市 メガネのやまもと 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,398 兵庫県 姫路市 メリーゴーラウンド サービス 飲食業 5%

179,399 兵庫県 姫路市 ｍｅｒｃ　　ｍｅｒｃ サービス 理容・美容業 5%

179,400 兵庫県 姫路市 ＭｅＬＬｏｗ サービス 理容・美容業 5%

179,401 兵庫県 姫路市 メンテナンスショップ高岡店 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,402 兵庫県 姫路市 モードパレー　ウメヤ 小売業 衣料品 5%

179,403 兵庫県 姫路市 モリカフェ サービス 飲食業 5%

179,404 兵庫県 姫路市 森重 サービス 飲食業 5%

179,405 兵庫県 姫路市 モリスホームセンター　花田店 小売業 家具・調度品 5%

179,406 兵庫県 姫路市 森山洋服店 小売業 衣料品 5%

179,407 兵庫県 姫路市 モンロワール　ピオレ姫路店 小売業 食料品 5%

179,408 兵庫県 姫路市 ８１ｙａｉｃｈｉ 小売業 家具・調度品 5%

179,409 兵庫県 姫路市 八重垣　ピオレ姫路店 小売業 食料品 5%

179,410 兵庫県 姫路市 やぎ楽器　姫路店 小売業 その他小売 5%

179,411 兵庫県 姫路市 やぎ楽器　広畑本店 小売業 その他小売 5%

179,412 兵庫県 姫路市 やき笑　市川橋店 サービス 飲食業 5%

179,413 兵庫県 姫路市 やき笑　姫路南店 サービス 飲食業 5%

179,414 兵庫県 姫路市 焼鳥系居酒屋　とりッくす サービス 飲食業 5%

179,415 兵庫県 姫路市 焼鳥酒場　鳥　　とりまる サービス 飲食業 5%

179,416 兵庫県 姫路市 焼肉 千山閣 サービス 飲食業 5%

179,417 兵庫県 姫路市 焼肉・サムギョプサル　サムベジ家　姫路小溝筋店 サービス 飲食業 5%

179,418 兵庫県 姫路市 焼肉寿寿亭 サービス 飲食業 5%

179,419 兵庫県 姫路市 焼肉ダイニング喰。 サービス 飲食業 5%

179,420 兵庫県 姫路市 ＹＡＫＩＮＩＫＵＲＩＫＩ　しらさぎ サービス 飲食業 5%

179,421 兵庫県 姫路市 焼肉力　ＹＵＭＥＳＡＫＩ サービス 飲食業 5%

179,422 兵庫県 姫路市 焼肉力今宿店 サービス 飲食業 5%

179,423 兵庫県 姫路市 焼肉力飾磨店 サービス 飲食業 5%

179,424 兵庫県 姫路市 焼肉力姫路店 サービス 飲食業 5%
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179,425 兵庫県 姫路市 弥次喜多 サービス 飲食業 5%

179,426 兵庫県 姫路市 安富町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,427 兵庫県 姫路市 矢谷電気株式会社 サービス その他サービス 5%

179,428 兵庫県 姫路市 やねメディカル整体院 姫路院 サービス その他サービス 5%

179,429 兵庫県 姫路市 ヤマサ蒲鉾　イベント 小売業 食料品 5%

179,430 兵庫県 姫路市 ヤマサ蒲鉾　大手前店 小売業 食料品 5%

179,431 兵庫県 姫路市 ヤマサ蒲鉾　ピオレ姫路店 小売業 食料品 5%

179,432 兵庫県 姫路市 山崎モータース サービス その他サービス 5%

179,433 兵庫県 姫路市 株式会社山田屋制服 小売業 衣料品 5%

179,434 兵庫県 姫路市 山本サービス サービス その他サービス 5%

179,435 兵庫県 姫路市 和らぎ サービス 飲食業 5%

179,436 兵庫県 姫路市 有限会社ナンバオートサービス サービス その他サービス 5%

179,437 兵庫県 姫路市 ＹＵＩＫＡ 小売業 その他小売 5%

179,438 兵庫県 姫路市 ゆいトレ サービス その他サービス 5%

179,439 兵庫県 姫路市 結納　那波 小売業 家具・調度品 5%

179,440 兵庫県 姫路市 ＵＳｃａｒｓ－ｕｎｓｕｎｇ　ｓｐｅｃ－ 小売業 その他小売 5%

179,441 兵庫県 姫路市 有限会社浅川自動車 サービス その他サービス 5%

179,442 兵庫県 姫路市 有限会社エフ情報ネットワーク サービス その他サービス 5%

179,443 兵庫県 姫路市 有限会社カナザワ 小売業 衣料品 5%

179,444 兵庫県 姫路市 有限会社双葉モータース　有限会社　双葉モータース サービス その他サービス 5%

179,445 兵庫県 姫路市 有限会社リトルウォリアーズ 小売業 衣料品 5%

179,446 兵庫県 姫路市 ｙｏｕｋａｒｉ　玉手店 サービス 理容・美容業 5%

179,447 兵庫県 姫路市 夢前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,448 兵庫県 姫路市 夢前菅生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,449 兵庫県 姫路市 夢鮮館 小売業 食料品 5%

179,450 兵庫県 姫路市 夢乃井 サービス 宿泊業 5%

179,451 兵庫県 姫路市 夢乃そば 小売業 食料品 5%

179,452 兵庫県 姫路市 夢番地 サービス 飲食業 5%

179,453 兵庫県 姫路市 夢番地 サービス 飲食業 5%

179,454 兵庫県 姫路市 横田石油販売部ＮＯ１ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,455 兵庫県 姫路市 吉川キーセンター サービス その他サービス 5%

179,456 兵庫県 姫路市 吉川キーセンター サービス その他サービス 5%

179,457 兵庫県 姫路市 丁ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,458 兵庫県 姫路市 ＬＩＦＥ　ｗｉｔｈ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

179,459 兵庫県 姫路市 ライフショップ　エルフィン 小売業 その他小売 5%

179,460 兵庫県 姫路市 ラヴァンド サービス その他サービス 5%

179,461 兵庫県 姫路市 ｌａ　ｖｉｅ?ｐｏｌｉ 小売業 食料品 5%

179,462 兵庫県 姫路市 ＬａｕＬａｕｈａｉｒｒｅｓｏｒｔ サービス 理容・美容業 5%

179,463 兵庫県 姫路市 楽食処　てっぺい サービス 飲食業 5%

179,464 兵庫県 姫路市 ラクティー　ダルマヤ 小売業 電化製品 5%

179,465 兵庫県 姫路市 ラクティーおおふじ 小売業 電化製品 5%

179,466 兵庫県 姫路市 ラクティー　だいわ 小売業 電化製品 5%
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179,467 兵庫県 姫路市 ラクティーたなか 小売業 電化製品 5%

179,468 兵庫県 姫路市 ラクティー　ユ－アイ 小売業 電化製品 5%

179,469 兵庫県 姫路市 らしんばん　姫路店 小売業 その他小売 5%

179,470 兵庫県 姫路市 ラセーヌ 小売業 衣料品 5%

179,471 兵庫県 姫路市 ラセーヌ　宮田店 小売業 衣料品 5%

179,472 兵庫県 姫路市 ＬａｔｔｅＡｒｔ－Ｂａｒ　Ｚ．Ｅ．Ｒ．Ｏ サービス 飲食業 5%

179,473 兵庫県 姫路市 Ｌａｔｔｅ＊Ｎａｉｌ３０５ サービス その他サービス 5%

179,474 兵庫県 姫路市 ラフィネ　ピオレ姫路店 サービス その他サービス 5%

179,475 兵庫県 姫路市 らーめん八角　飾磨店 サービス 飲食業 5%

179,476 兵庫県 姫路市 らーめん八角　姫路御着店 サービス 飲食業 5%

179,477 兵庫県 姫路市 らーめん八角　姫路総本店 サービス 飲食業 5%

179,478 兵庫県 姫路市 らーめん八角　広畑店 サービス 飲食業 5%

179,479 兵庫県 姫路市 Ｌｅｅ　ピオレ姫路店 小売業 衣料品 5%

179,480 兵庫県 姫路市 Ｒｅｅｓ田寺店 サービス その他サービス 5%

179,481 兵庫県 姫路市 リカーランドドリーム　姫路市川台店 小売業 食料品 5%

179,482 兵庫県 姫路市 力丸　ピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

179,483 兵庫県 姫路市 力丸大津店 サービス 飲食業 5%

179,484 兵庫県 姫路市 力丸中地店 サービス 飲食業 5%

179,485 兵庫県 姫路市 力丸辻井店 サービス 飲食業 5%

179,486 兵庫県 姫路市 力丸東山店 サービス 飲食業 5%

179,487 兵庫県 姫路市 リジェイ　姫路リバーシティー店 小売業 衣料品 5%

179,488 兵庫県 姫路市 Ｌｙｃｋａ サービス その他サービス 5%

179,489 兵庫県 姫路市 Ｒｉｃｃｏ サービス その他サービス 5%

179,490 兵庫県 姫路市 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｗａｒｒｉｏｒｓ 小売業 衣料品 5%

179,491 兵庫県 姫路市 リブレフミヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,492 兵庫県 姫路市 ＲＥＭＩＸ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

179,493 兵庫県 姫路市 リュバンドール サービス 理容・美容業 5%

179,494 兵庫県 姫路市 リュリュ　ピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

179,495 兵庫県 姫路市 ｄｅｕｘ　ｃｏｕｌｅｕｒｓ サービス 飲食業 5%

179,496 兵庫県 姫路市 ｅａｓｅ サービス その他サービス 5%

179,497 兵庫県 姫路市 Ｌｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

179,498 兵庫県 姫路市 Ｌｉｎｄａ サービス 理容・美容業 5%

179,499 兵庫県 姫路市 ＬＵＡＮＡ　ｂｙ　ｔｈｅ　ＳＥＡ サービス 理容・美容業 5%

179,500 兵庫県 姫路市 ＬＯＯＫ　イオンモール姫路大津店 小売業 その他小売 5%

179,501 兵庫県 姫路市 ＬＯＯＫ　姫路グランフェスタ店 小売業 その他小売 5%

179,502 兵庫県 姫路市 ルック　姫路フェスタ店 小売業 その他小売 5%

179,503 兵庫県 姫路市 ルフトヘアー サービス 理容・美容業 5%

179,504 兵庫県 姫路市 ｒａｉｌ サービス 飲食業 5%

179,505 兵庫県 姫路市 ｒａｉｌ サービス 飲食業 5%

179,506 兵庫県 姫路市 Ｌａｄｉｅｓ　Ｆｉｒｓｔ サービス 飲食業 5%

179,507 兵庫県 姫路市 ＬＡＤＹ　ＬＵＣＫ　ＬＵＣＡ　ピオレ姫路店 小売業 衣料品 5%

179,508 兵庫県 姫路市 ＬｅｈｕａＨａｉｒＧａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%
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179,509 兵庫県 姫路市 レンタサイクル「駅リンくん姫路店」 サービス 運輸業 5%

179,510 兵庫県 姫路市 レンタルキモノマイン　姫路店 サービス その他サービス 5%

179,511 兵庫県 姫路市 ロイヤルクイーン　姫路教室 小売業 家具・調度品 5%

179,512 兵庫県 姫路市 ローズカンパニー 小売業 衣料品 5%

179,513 兵庫県 姫路市 Ｌｏｔｕｓ 小売業 衣料品 5%

179,514 兵庫県 姫路市 ロキ　ピオレ姫路店 サービス 飲食業 5%

179,515 兵庫県 姫路市 Ｒｏｍａｎｚａ 小売業 衣料品 5%

179,516 兵庫県 姫路市 ＲＯＮＤＯ サービス 飲食業 5%

179,517 兵庫県 姫路市 ＹＭ＇ｓ サービス その他サービス 5%

179,518 兵庫県 姫路市 ワイジェイグループ サービス その他サービス 5%

179,519 兵庫県 姫路市 和幸メガネ 小売業 その他小売 5%

179,520 兵庫県 姫路市 和食 れんげ 和食れんげ サービス 飲食業 5%

179,521 兵庫県 姫路市 和食ｄｉｎｉｎｇ　ほの華 サービス 飲食業 5%

179,522 兵庫県 姫路市 私の文具店　網干店 小売業 その他小売 5%

179,523 兵庫県 姫路市 ワッフル・ケーキの店　Ｒ．Ｌ（エール・エル）　ピオレ姫路店 小売業 食料品 5%

179,524 兵庫県 姫路市 侘びすけ 小売業 衣料品 5%

179,525 兵庫県 姫路市 倭風酔 サービス 飲食業 5%

179,526 兵庫県 姫路市 ワールド動物病院 サービス その他サービス 5%

179,527 兵庫県 姫路市 ワンズ サービス その他サービス 5%

179,528 兵庫県 姫路市 Ｗｏｎｄｅｒｗａｌｌ 小売業 その他小売 5%

179,529 兵庫県 姫路市 ワンダリングスター　姫路店 小売業 衣料品 5%

179,530 兵庫県 姫路市 ワンダリングスターメンズ館 小売業 衣料品 5%

179,531 兵庫県 姫路市 ＯＮＥＨｏｓｔｅｌ＆ＳｔａｎｄｉｎｇＢａｓ サービス その他サービス 5%

179,532 兵庫県 福崎町 あかまつクリーニング　ライフ福崎店 サービス その他サービス 5%

179,533 兵庫県 福崎町 アングラーズ　福崎店 小売業 その他小売 5%

179,534 兵庫県 福崎町 出光福崎南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,535 兵庫県 福崎町 ＮＳフィットネス福崎 サービス その他サービス 5%

179,536 兵庫県 福崎町 介護タクシーファミリー サービス 運輸業 5%

179,537 兵庫県 福崎町 株式会社ナカムラ　レンタカー福崎 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,538 兵庫県 福崎町 カーライフコンサルタントはるな サービス その他サービス 5%

179,539 兵庫県 福崎町 ゴダイドラッグ福崎店 小売業 その他小売 5%

179,540 兵庫県 福崎町 ごとう電化 小売業 電化製品 5%

179,541 兵庫県 福崎町 さろん・ピュアムック サービス その他サービス 5%

179,542 兵庫県 福崎町 サンアイオートサービス サービス その他サービス 5%

179,543 兵庫県 福崎町 志水京染店 小売業 衣料品 5%

179,544 兵庫県 福崎町 ジュエリーカンダ　福崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,545 兵庫県 福崎町 ＳＥＴＴＥ サービス 理容・美容業 5%

179,546 兵庫県 福崎町 ソフトバンク　福崎 小売業 電化製品 5%

179,547 兵庫県 福崎町 天下一品　福崎店 サービス 飲食業 5%

179,548 兵庫県 福崎町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福崎店 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,549 兵庫県 福崎町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福崎店２ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,550 兵庫県 福崎町 トヨタカローラ姫路福崎店 小売業 その他小売 5%
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179,551 兵庫県 福崎町 ナンバ　福崎店 小売業 その他小売 5%

179,552 兵庫県 福崎町 ニュー福崎ＳＳ　松岡石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,553 兵庫県 福崎町 白十字　福崎店 小売業 食料品 5%

179,554 兵庫県 福崎町 ピッツェリア ダ フィオーレ サービス 飲食業 5%

179,555 兵庫県 福崎町 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｄａ　ＦＩＯＲＥ サービス 飲食業 5%

179,556 兵庫県 福崎町 兵庫トヨタ自動車福崎店 小売業 その他小売 5%

179,557 兵庫県 福崎町 美容室アレキサンドルｄｅアバン　福崎店 サービス 理容・美容業 5%

179,558 兵庫県 福崎町 福崎ＳＳ　松岡石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,559 兵庫県 福崎町 セブン－イレブン福崎井ノ口店 小売業 食料品 2%

179,560 兵庫県 福崎町 福崎インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,561 兵庫県 福崎町 セブン－イレブン福崎高橋店 小売業 食料品 2%

179,562 兵庫県 福崎町 福崎電装車輛産業 サービス その他サービス 5%

179,563 兵庫県 福崎町 福崎東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,564 兵庫県 福崎町 ｈａｉｌ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

179,565 兵庫県 福崎町 ボンマルシェ福崎店 小売業 食料品 5%

179,566 兵庫県 福崎町 マクドナルド福崎店 サービス 飲食業 2%

179,567 兵庫県 福崎町 ミツオカモータース サービス その他サービス 5%

179,568 兵庫県 福崎町 むのじじょう サービス 飲食業 5%

179,569 兵庫県 福崎町 メガネストアー福崎 小売業 その他小売 5%

179,570 兵庫県 福崎町 メガネストアー福崎店 小売業 その他小売 5%

179,571 兵庫県 福崎町 森崎タイヤ（株） 小売業 その他小売 5%

179,572 兵庫県 福崎町 株式会社ライフメンテナンス サービス その他サービス 5%

179,573 兵庫県 福崎町 ロイヤルフラワーフクサキシテン 小売業 その他小売 5%

179,574 兵庫県 福崎町 ワンスマイル 小売業 その他小売 5%

179,575 兵庫県 三木市 アイテックサービス サービス その他サービス 5%

179,576 兵庫県 三木市 アウル美容室 サービス 理容・美容業 5%

179,577 兵庫県 三木市 アグロワーク三木店 小売業 その他小売 5%

179,578 兵庫県 三木市 上石八洲商店 小売業 電化製品 5%

179,579 兵庫県 三木市 アットカーズ三木 サービス その他サービス 5%

179,580 兵庫県 三木市 ｌａｄｉｅｓ　ｗｅａｒ　ｓｅｌｅｃｔ　ｓｈｏｐ　Ａｍｕｓｅｒ 小売業 衣料品 5%

179,581 兵庫県 三木市 Ａｎｄｅｐａｎｄａ サービス 飲食業 5%

179,582 兵庫県 三木市 イオン三木青山店　スシマス 小売業 食料品 5%

179,583 兵庫県 三木市 イオン三木店 サービス その他サービス 5%

179,584 兵庫県 三木市 イオン三木店　スシマス 小売業 食料品 5%

179,585 兵庫県 三木市 出光三木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,586 兵庫県 三木市 イワイカメラ サービス その他サービス 5%

179,587 兵庫県 三木市 上田動物病院 サービス その他サービス 5%

179,588 兵庫県 三木市 栄太楼 小売業 食料品 5%

179,589 兵庫県 三木市 エオの森研修センター サービス 宿泊業 5%

179,590 兵庫県 三木市 Ｎ－ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

179,591 兵庫県 三木市 ＥｎｅＪｅｔ広野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,592 兵庫県 三木市 ＦＪ　ＦＡＣＴＯＲＹ サービス その他サービス 5%
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179,593 兵庫県 三木市 エムアイスポーツ 小売業 その他小売 5%

179,594 兵庫県 三木市 御菓子司　一心堂 小売業 食料品 5%

179,595 兵庫県 三木市 お好み焼　偶　三木店 サービス 飲食業 5%

179,596 兵庫県 三木市 オジェール サービス 飲食業 5%

179,597 兵庫県 三木市 おでんバル　杏樺 サービス 飲食業 5%

179,598 兵庫県 三木市 carshopaminaka サービス その他サービス 5%

179,599 兵庫県 三木市 カイロプラクティック癒美館 サービス その他サービス 5%

179,600 兵庫県 三木市 ガーネットゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

179,601 兵庫県 三木市 カネマス自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

179,602 兵庫県 三木市 Ｇａｒｄｅｎ Ｃａｆｅ ｈｏｍｅ サービス 飲食業 5%

179,603 兵庫県 三木市 株式会社岩本輪業商会 小売業 その他小売 5%

179,604 兵庫県 三木市 株式会社第一家電ミドリ店　株式会社第一家電ミドリ店 小売業 電化製品 5%

179,605 兵庫県 三木市 株式会社ハーティプラン ハーティ エクスプレス 小売業 その他小売 5%

179,606 兵庫県 三木市 株式会社美嚢種苗園 小売業 その他小売 5%

179,607 兵庫県 三木市 株式会社みきヴェルデ　ハーブ工房みきヴェルデ 小売業 食料品 5%

179,608 兵庫県 三木市 カラオケＺＥＲＯ　三木志染店 サービス その他サービス 5%

179,609 兵庫県 三木市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋三木別所店 サービス 飲食業 2%

179,610 兵庫県 三木市 関西クラシックゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

179,611 兵庫県 三木市 関西洋鋸㈱ 小売業 電化製品 5%

179,612 兵庫県 三木市 菅田　三木店 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,613 兵庫県 三木市 ＣｏｕｎｔｒｙＶｉｅｗ 小売業 衣料品 5%

179,614 兵庫県 三木市 銀座屋三木店 小売業 衣料品 5%

179,615 兵庫県 三木市 クリーニングレック　コープ志染店 サービス その他サービス 5%

179,616 兵庫県 三木市 クリーニングレックコープ三木・緑ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

179,617 兵庫県 三木市 クリーンシアスシューズ 小売業 衣料品 5%

179,618 兵庫県 三木市 Ｋｅｉｚｕ 小売業 衣料品 5%

179,619 兵庫県 三木市 ＧＡＩＳＨＯＵ 小売業 その他小売 5%

179,620 兵庫県 三木市 コスモ家電 小売業 電化製品 5%

179,621 兵庫県 三木市 ごちそう村　三木青山店 サービス 飲食業 5%

179,622 兵庫県 三木市 ゴルフギアサージ　三木店 小売業 その他小売 5%

179,623 兵庫県 三木市 酒のスーパー　足軽三木大村店 小売業 食料品 5%

179,624 兵庫県 三木市 酒のスーパー足軽　三木店 小売業 その他小売 5%

179,625 兵庫県 三木市 ＳＵＮＮＹ ＤＡＹ Ｃａｆｅ Ｄｅｌｉ サービス 飲食業 5%

179,626 兵庫県 三木市 ｓａｌｏｎｄｅＭＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

179,627 兵庫県 三木市 サロン・ド・レイラ サービス 理容・美容業 5%

179,628 兵庫県 三木市 セブン－イレブン山陽道三木ＳＡ上り店 小売業 食料品 2%

179,629 兵庫県 三木市 ＪＡ兵庫みらい　グリーンみき 小売業 その他小売 5%

179,630 兵庫県 三木市 紫苑仏壇店 小売業 家具・調度品 5%

179,631 兵庫県 三木市 シャトラン美容室 サービス 理容・美容業 5%

179,632 兵庫県 三木市 自由が丘ヌマタサイクル 小売業 その他小売 5%

179,633 兵庫県 三木市 ＪＯＹ　ＴＯＯＬＳ サービス その他サービス 5%

179,634 兵庫県 三木市 すし官太 三木店 サービス 飲食業 5%
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179,635 兵庫県 三木市 すし宗 小売業 食料品 5%

179,636 兵庫県 三木市 ｓｔｕｄｉｏ　ｍｏｃｏ サービス その他サービス 5%

179,637 兵庫県 三木市 スナックエゴイスト サービス 飲食業 5%

179,638 兵庫県 三木市 炭火焼肉　一茶 サービス 飲食業 5%

179,639 兵庫県 三木市 ＳＵＭＩＲＥ サービス 理容・美容業 5%

179,640 兵庫県 三木市 有限会社ゼンシン 小売業 電化製品 5%

179,641 兵庫県 三木市 創作料理 しゃかりき サービス 飲食業 5%

179,642 兵庫県 三木市 大西洋ツーリストイオン三木店 サービス その他サービス 5%

179,643 兵庫県 三木市 タイヤーサービスセンター　兵庫三 小売業 その他小売 5%

179,644 兵庫県 三木市 龍屋工務店 サービス その他サービス 5%

179,645 兵庫県 三木市 田中一之刃物製作所 小売業 電化製品 5%

179,646 兵庫県 三木市 Ｃｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

179,647 兵庫県 三木市 チェリーヒルズゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

179,648 兵庫県 三木市 津田本店 小売業 食料品 5%

179,649 兵庫県 三木市 ＴＭ　こんどう サービス その他サービス 5%

179,650 兵庫県 三木市 ｄ?ｓｍａｒｔ 三木店 ｄ?ｓｍａｒｔ三木店 サービス その他サービス 5%

179,651 兵庫県 三木市 手作り弁当ひまわりキッチン サービス 飲食業 5%

179,652 兵庫県 三木市 天山閣三木店 サービス 飲食業 5%

179,653 兵庫県 三木市 ＴｏＵＧＩ 小売業 その他小売 5%

179,654 兵庫県 三木市 時計・メガネ　やまもと 小売業 その他小売 5%

179,655 兵庫県 三木市 ドコモショップ　三木志染店 小売業 電化製品 5%

179,656 兵庫県 三木市 トヨタカローラ兵庫マイカ－センタ－三木 小売業 その他小売 5%

179,657 兵庫県 三木市 トヨタカローラ兵庫三木店 小売業 その他小売 5%

179,658 兵庫県 三木市 株式会社中井武雄商店 小売業 その他小売 5%

179,659 兵庫県 三木市 ＮａｔｕｒａｌＭｅｄｉｃｉｎｅ サービス 飲食業 5%

179,660 兵庫県 三木市 ナレッジ特許＆技術士事務所 サービス その他サービス 5%

179,661 兵庫県 三木市 ナンバホームセンター　三木店 小売業 家具・調度品 5%

179,662 兵庫県 三木市 ナンバ　三木店 小売業 その他小売 5%

179,663 兵庫県 三木市 肉侍 サービス その他サービス 5%

179,664 兵庫県 三木市 肉侍 小売業 食料品 5%

179,665 兵庫県 三木市 日本車輛株式会社 小売業 その他小売 5%

179,666 兵庫県 三木市 ネッツトヨタゾナ神戸三木店 小売業 その他小売 5%

179,667 兵庫県 三木市 Ｈａａｒ サービス 理容・美容業 5%

179,668 兵庫県 三木市 バランタイン サービス 飲食業 5%

179,669 兵庫県 三木市 ビイ．シャイン　三木 サービス 理容・美容業 5%

179,670 兵庫県 三木市 ｂ ｐｌａｃｅ ｈａｉｒ 柴田 サービス 理容・美容業 5%

179,671 兵庫県 三木市 ＨＥＬＤＯＧ サービス その他サービス 5%

179,672 兵庫県 三木市 ピザアルト 緑が丘店 小売業 食料品 5%

179,673 兵庫県 三木市 ヒシカ工業株式会社 小売業 電化製品 5%

179,674 兵庫県 三木市 毘沙門 サービス 飲食業 5%

179,675 兵庫県 三木市 ビッグマート浅井商店 小売業 食料品 5%

179,676 兵庫県 三木市 ピュアノア三木店 サービス 理容・美容業 5%
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179,677 兵庫県 三木市 ぴゅありーふらわーず 小売業 その他小売 5%

179,678 兵庫県 三木市 美容カイロ　癒美館 サービス その他サービス 5%

179,679 兵庫県 三木市 美容カイロエステサロン?ソレース? サービス 理容・美容業 5%

179,680 兵庫県 三木市 兵庫トヨタ自動車三木店 小売業 その他小売 5%

179,681 兵庫県 三木市 美容室おしゃれキャット　志染店 サービス 理容・美容業 5%

179,682 兵庫県 三木市 平井精肉店 小売業 その他小売 5%

179,683 兵庫県 三木市 フィッシュオン　三木店 小売業 その他小売 5%

179,684 兵庫県 三木市 風凛香山 サービス 飲食業 5%

179,685 兵庫県 三木市 Ｆａｖｏｒｉｔｅ－フェイバリット－ 小売業 衣料品 5%

179,686 兵庫県 三木市 ふくちゃん サービス 飲食業 5%

179,687 兵庫県 三木市 福屋 サービス 飲食業 5%

179,688 兵庫県 三木市 藤原小刀製作所 小売業 電化製品 5%

179,689 兵庫県 三木市 Ｆｕｇｉｗａｒａｐｏ 小売業 その他小売 5%

179,690 兵庫県 三木市 ＢＯＯＫＯＦＦ　兵庫三木店 小売業 その他小売 2%

179,691 兵庫県 三木市 フリーストレッチング兵庫三木店 サービス その他サービス 5%

179,692 兵庫県 三木市 フルーツランチＫａｍｅｙａ 小売業 その他小売 5%

179,693 兵庫県 三木市 文具のながさか 小売業 家具・調度品 5%

179,694 兵庫県 三木市 ヘアークルー サービス 理容・美容業 5%

179,695 兵庫県 三木市 ヘアークルー サービス 理容・美容業 5%

179,696 兵庫県 三木市 ヘアーフレンズカミフウセン サービス 理容・美容業 5%

179,697 兵庫県 三木市 ヘアサロンＲＡＩＪＩＮ サービス 理容・美容業 5%

179,698 兵庫県 三木市 ヘアメイク　アンジェ サービス 理容・美容業 5%

179,699 兵庫県 三木市 ヘアワークスキュー サービス 理容・美容業 5%

179,700 兵庫県 三木市 ＰＯＮＯｂｙｙｕｋｉｙｕｋｉ 小売業 衣料品 5%

179,701 兵庫県 三木市 ポポーニア 小売業 衣料品 5%

179,702 兵庫県 三木市 堀尾モータース サービス その他サービス 5%

179,703 兵庫県 三木市 マクドナルドイオン三木青山店 サービス 飲食業 2%

179,704 兵庫県 三木市 マクドナルド三木店 サービス 飲食業 2%

179,705 兵庫県 三木市 三枝電気商会 サービス その他サービス 5%

179,706 兵庫県 三木市 三木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,707 兵庫県 三木市 セブン－イレブン三木青山３丁目店 小売業 食料品 2%

179,708 兵庫県 三木市 三木インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,709 兵庫県 三木市 セブン－イレブン三木大塚２丁目店 小売業 食料品 2%

179,710 兵庫県 三木市 セブン－イレブン三木加佐店 小売業 食料品 2%

179,711 兵庫県 三木市 みきかじや村 小売業 その他小売 5%

179,712 兵庫県 三木市 三木金物展示館 サービス その他サービス 5%

179,713 兵庫県 三木市 三木工場公園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,714 兵庫県 三木市 三木志染ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,715 兵庫県 三木市 セブン－イレブン三木中自由が丘店 小売業 食料品 2%

179,716 兵庫県 三木市 セブン－イレブン三木別所町正法寺店 小売業 食料品 2%

179,717 兵庫県 三木市 三木ホースランドパーク　エオの森 サービス 宿泊業 5%

179,718 兵庫県 三木市 三木ホースランドパーク　エオの森 サービス 宿泊業 5%
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179,719 兵庫県 三木市 ＭＩＫＩ夢ステーション ＭＩＫＩ夢ステーション 小売業 食料品 5%

179,720 兵庫県 三木市 三寿ゞ刃物製作所 小売業 電化製品 5%

179,721 兵庫県 三木市 緑が丘動物病院 サービス その他サービス 5%

179,722 兵庫県 三木市 メガネストアー三木 小売業 その他小売 5%

179,723 兵庫県 三木市 メガネストアー三木店 小売業 その他小売 5%

179,724 兵庫県 三木市 やきとり 大吉 やきとり大吉 三木緑ヶ丘店 サービス 飲食業 5%

179,725 兵庫県 三木市 やきとり大吉　三木緑ヶ丘店 サービス 飲食業 5%

179,726 兵庫県 三木市 安田眼鏡店 サービス その他サービス 5%

179,727 兵庫県 三木市 安福自動車サービス サービス その他サービス 5%

179,728 兵庫県 三木市 ｙ．Ｇｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

179,729 兵庫県 三木市 有限会社小倉自動車工作所 小売業 その他小売 5%

179,730 兵庫県 三木市 有限会社さ栄き 小売業 衣料品 5%

179,731 兵庫県 三木市 有限会社冨田 サービス 飲食業 5%

179,732 兵庫県 三木市 Ｙｏｕ　Ｍｅ 小売業 衣料品 5%

179,733 兵庫県 三木市 吉川 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,734 兵庫県 三木市 Ｌａｚｏ サービス 理容・美容業 5%

179,735 兵庫県 三木市 リリハ洋菓子店　緑が丘店 小売業 食料品 5%

179,736 兵庫県 三木市 リンク サービス その他サービス 5%

179,737 兵庫県 三木市 ルナ 小売業 衣料品 5%

179,738 兵庫県 三木市 ＹＳキノシタ 小売業 その他小売 5%

179,739 兵庫県 南あわじ市 阿万 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,740 兵庫県 南あわじ市 阿万ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,741 兵庫県 南あわじ市 アマテラス サービス 飲食業 5%

179,742 兵庫県 南あわじ市 阿万店 小売業 その他小売 5%

179,743 兵庫県 南あわじ市 アミー山松 小売業 衣料品 5%

179,744 兵庫県 南あわじ市 アミー山松　アミー山松 小売業 衣料品 5%

179,745 兵庫県 南あわじ市 観光旅館うめ丸 サービス 宿泊業 5%

179,746 兵庫県 南あわじ市 淡路島海上ホテル サービス 宿泊業 5%

179,747 兵庫県 南あわじ市 淡路島しふぉんの店 ｆｏｒｔｕｎｅ 淡路島しふぉんの店 ｆｏｒｔｕｎｅ 小売業 食料品 5%

179,748 兵庫県 南あわじ市 淡路島ホテル・ロッジＧＲＥＥＮＣＯＺＹ サービス その他サービス 5%

179,749 兵庫県 南あわじ市 淡路セントラルＳＳ　藤井商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,750 兵庫県 南あわじ市 淡路灘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,751 兵庫県 南あわじ市 アワジ花ホテル サービス 宿泊業 5%

179,752 兵庫県 南あわじ市 淡路湊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,753 兵庫県 南あわじ市 出光湊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,754 兵庫県 南あわじ市 井本産業株式会社　本社 小売業 その他小売 5%

179,755 兵庫県 南あわじ市 イングランドの丘 チケット窓口１ サービス その他サービス 5%

179,756 兵庫県 南あわじ市 榎列 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,757 兵庫県 南あわじ市 大谷農園 サービス その他サービス 5%

179,758 兵庫県 南あわじ市 大橋モータース サービス その他サービス 5%

179,759 兵庫県 南あわじ市 小畠章電化販売 小売業 電化製品 5%

179,760 兵庫県 南あわじ市 Ｏｒｐｈｅｕｓ 小売業 衣料品 5%
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179,761 兵庫県 南あわじ市 オルフェウス 小売業 衣料品 5%

179,762 兵庫県 南あわじ市 オルフェウス 小売業 衣料品 5%

179,763 兵庫県 南あわじ市 かツ泉　三原店 サービス 飲食業 5%

179,764 兵庫県 南あわじ市 株式会社くるまや 小売業 その他小売 5%

179,765 兵庫県 南あわじ市 カメラのサンジョウ 小売業 電化製品 5%

179,766 兵庫県 南あわじ市 ガラス工房しみず サービス その他サービス 5%

179,767 兵庫県 南あわじ市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋洲本インター店 サービス 飲食業 2%

179,768 兵庫県 南あわじ市 喜田電気商会 小売業 電化製品 5%

179,769 兵庫県 南あわじ市 ＧＡＬＬＥＲＹ　土坐 小売業 その他小売 5%

179,770 兵庫県 南あわじ市 靴のポッポ 小売業 衣料品 5%

179,771 兵庫県 南あわじ市 グリーン長田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,772 兵庫県 南あわじ市 ぐりるエイト サービス 飲食業 5%

179,773 兵庫県 南あわじ市 ぐりるエイト サービス 飲食業 5%

179,774 兵庫県 南あわじ市 くるまや サービス その他サービス 5%

179,775 兵庫県 南あわじ市 こだわりの宿　やぶ萬 サービス 宿泊業 5%

179,776 兵庫県 南あわじ市 坂本文昌堂シーパ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

179,777 兵庫県 南あわじ市 サンライズ淡路 サービス 宿泊業 5%

179,778 兵庫県 南あわじ市 ＳＨＩＫＯＮ サービス 飲食業 5%

179,779 兵庫県 南あわじ市 志知カフェ サービス 飲食業 5%

179,780 兵庫県 南あわじ市 城古タンス店　三原支店 小売業 家具・調度品 5%

179,781 兵庫県 南あわじ市 進藤自動車 サービス その他サービス 5%

179,782 兵庫県 南あわじ市 ｓｐｉｃａｒｏｓｅｔｈｅｂａｒ サービス 飲食業 5%

179,783 兵庫県 南あわじ市 セルフ賀集ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,784 兵庫県 南あわじ市 玉岡屋 小売業 衣料品 5%

179,785 兵庫県 南あわじ市 ｔａｎｂａ．ｉｎｃ サービス その他サービス 5%

179,786 兵庫県 南あわじ市 ちどり写真館 サービス その他サービス 5%

179,787 兵庫県 南あわじ市 千博屋 サービス 飲食業 5%

179,788 兵庫県 南あわじ市 ｃｈａｒ＊ｂｙｃｈｅｅｐ－ｃｈｅｅｐ 小売業 衣料品 5%

179,789 兵庫県 南あわじ市 トヨタカローラ兵庫淡路店 小売業 その他小売 5%

179,790 兵庫県 南あわじ市 ＮＥＯｂｅａｃｈｄｅｐｏｔ サービス 理容・美容業 5%

179,791 兵庫県 南あわじ市 焙煎工房　ジロ・デ・アワジ サービス 飲食業 5%

179,792 兵庫県 南あわじ市 馬部電器商会 小売業 電化製品 5%

179,793 兵庫県 南あわじ市 ハラペコキッチン サービス 飲食業 5%

179,794 兵庫県 南あわじ市 秀モータース サービス その他サービス 5%

179,795 兵庫県 南あわじ市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＬａｖｉｅ サービス 理容・美容業 5%

179,796 兵庫県 南あわじ市 廣本肥料株式会社 小売業 その他小売 5%

179,797 兵庫県 南あわじ市 福良 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,798 兵庫県 南あわじ市 福良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,799 兵庫県 南あわじ市 福良店 小売業 その他小売 5%

179,800 兵庫県 南あわじ市 ふらんす食堂　プティポワ サービス 飲食業 5%

179,801 兵庫県 南あわじ市 プロショップ洗車工房 サービス その他サービス 5%

179,802 兵庫県 南あわじ市 ペンションアマテラス サービス 宿泊業 5%
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179,803 兵庫県 南あわじ市 萌蘖 小売業 衣料品 5%

179,804 兵庫県 南あわじ市 ホテルニューアワジプラザ淡路島 サービス 宿泊業 5%

179,805 兵庫県 南あわじ市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,806 兵庫県 南あわじ市 前川電機商会 小売業 電化製品 5%

179,807 兵庫県 南あわじ市 マクドナルド２８号南あわじ店 サービス 飲食業 2%

179,808 兵庫県 南あわじ市 桝本電機商会 小売業 電化製品 5%

179,809 兵庫県 南あわじ市 松下電器 小売業 電化製品 5%

179,810 兵庫県 南あわじ市 松帆 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,811 兵庫県 南あわじ市 満面国衙店 サービス 飲食業 5%

179,812 兵庫県 南あわじ市 みこと薬局國衙店 小売業 その他小売 5%

179,813 兵庫県 南あわじ市 ＭＳ倶楽部サンワ　淡路店 小売業 電化製品 5%

179,814 兵庫県 南あわじ市 湊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,815 兵庫県 南あわじ市 湊小宿海の薫とＡＷＡＪＩＳＨＩＭＡ サービス 宿泊業 5%

179,816 兵庫県 南あわじ市 セブン－イレブン南あわじ市福永店 小売業 食料品 2%

179,817 兵庫県 南あわじ市 セブン－イレブン南あわじ賀集野田店 小売業 食料品 2%

179,818 兵庫県 南あわじ市 南あわじ市サイクリングターミナルゆずるは荘 サービス 宿泊業 5%

179,819 兵庫県 南あわじ市 三原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,820 兵庫県 南あわじ市 ミレットマルシェ　ソラ サービス 飲食業 5%

179,821 兵庫県 南あわじ市 民宿花円 サービス 宿泊業 5%

179,822 兵庫県 南あわじ市 村松薬品　本店 小売業 その他小売 5%

179,823 兵庫県 南あわじ市 村松薬局　市店 サービス 飲食業 5%

179,824 兵庫県 南あわじ市 メガネ工房すが 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,825 兵庫県 南あわじ市 焼肉海鮮　食彩苑 サービス 飲食業 5%

179,826 兵庫県 南あわじ市 山口タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

179,827 兵庫県 南あわじ市 山櫻 小売業 その他小売 5%

179,828 兵庫県 南あわじ市 山櫻 小売業 その他小売 5%

179,829 兵庫県 南あわじ市 旅館　若潮 サービス 宿泊業 5%

179,830 兵庫県 南あわじ市 ルフィアージュ 小売業 衣料品 5%

179,831 兵庫県 南あわじ市 ＷＨＩＲＬＰＯＯＬ サービス 飲食業 5%

179,832 兵庫県 南あわじ市 若林化粧品店 小売業 その他小売 5%

179,833 兵庫県 養父市 （有）赤江サ－ビス工場 サービス その他サービス 5%

179,834 兵庫県 養父市 飯野電器 小売業 電化製品 5%

179,835 兵庫県 養父市 出光大屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,836 兵庫県 養父市 出光八鹿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,837 兵庫県 養父市 Ｃａｒ　Ｓｈｏｐ　Ｄａｉｓｙ 小売業 その他小売 5%

179,838 兵庫県 養父市 株式会社加藤商店　八鹿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,839 兵庫県 養父市 株式会社関宮サービス 小売業 その他小売 5%

179,840 兵庫県 養父市 株式会社田村オート サービス その他サービス 5%

179,841 兵庫県 養父市 株式会社リープアサノ 小売業 その他小売 5%

179,842 兵庫県 養父市 カラオケサウンド　デポ サービス その他サービス 5%

179,843 兵庫県 養父市 ぎゃらりーＬ．ｄ．ｋクレイＬａｂ サービス その他サービス 5%

179,844 兵庫県 養父市 合資会社タムラ電器商会 小売業 電化製品 5%
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179,845 兵庫県 養父市 神戸新聞広谷大屋専売所 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

179,846 兵庫県 養父市 こころの里　懐 サービス 宿泊業 5%

179,847 兵庫県 養父市 ゴダイドラッグ八鹿店 小売業 その他小売 5%

179,848 兵庫県 養父市 酒匠米匠　あさぶん 小売業 食料品 5%

179,849 兵庫県 養父市 ＪＡたじま　農業資材センター八鹿店 小売業 その他小売 5%

179,850 兵庫県 養父市 四季 小売業 その他小売 5%

179,851 兵庫県 養父市 宿院商店 小売業 食料品 5%

179,852 兵庫県 養父市 関宮 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,853 兵庫県 養父市 仙霞堂　フジタ印房 小売業 その他小売 5%

179,854 兵庫県 養父市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ養父ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,855 兵庫県 養父市 トヨタカローラ姫路八鹿店 小売業 その他小売 5%

179,856 兵庫県 養父市 ナイル理容所 サービス 理容・美容業 5%

179,857 兵庫県 養父市 南但自動車整備株式会社 サービス その他サービス 5%

179,858 兵庫県 養父市 西岡自機センター 小売業 その他小売 5%

179,859 兵庫県 養父市 にしがき　八鹿店 小売業 食料品 5%

179,860 兵庫県 養父市 にしがき　八鹿店　ギフトカード専用 小売業 食料品 5%

179,861 兵庫県 養父市 にしがき八鹿店 小売業 食料品 5%

179,862 兵庫県 養父市 ハイパーボウル東鉢 サービス その他サービス 2%

179,863 兵庫県 養父市 パティスリーカフェカタシマ本店 小売業 食料品 5%

179,864 兵庫県 養父市 ピュアホテル サービス 宿泊業 5%

179,865 兵庫県 養父市 プチホテル　ホワイトウイング サービス 宿泊業 5%

179,866 兵庫県 養父市 フレッシュバザール八鹿店 小売業 食料品 5%

179,867 兵庫県 養父市 ヘアー　ストリーム サービス 理容・美容業 5%

179,868 兵庫県 養父市 ヘアーサロン一心軒 サービス 理容・美容業 5%

179,869 兵庫県 養父市 ヘアーサロン一心軒 サービス 理容・美容業 5%

179,870 兵庫県 養父市 ヘアーサロン　一心軒 サービス 理容・美容業 5%

179,871 兵庫県 養父市 ミニフレッシュ大屋店 小売業 食料品 5%

179,872 兵庫県 養父市 ミニフレッシュ関宮店 小売業 食料品 5%

179,873 兵庫県 養父市 メガネのミヤマエ 小売業 貴金属・服飾品 5%

179,874 兵庫県 養父市 モリタスポーツ 小売業 その他小売 5%

179,875 兵庫県 養父市 養父給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,876 兵庫県 養父市 やぶの本やさん 小売業 その他小売 5%

179,877 兵庫県 養父市 やぶ飯店 サービス 飲食業 5%

179,878 兵庫県 養父市 やまとよ サービス 宿泊業 5%

179,879 兵庫県 養父市 有限会社マンエー 小売業 衣料品 5%

179,880 兵庫県 養父市 八鹿国道給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,881 兵庫県 養父市 米田理容 サービス 理容・美容業 5%

179,882 兵庫県 養父市 ラ・リビエール サービス 飲食業 5%

179,883 兵庫県 養父市 リゾートロッヂ山水館 サービス 宿泊業 5%

179,884 兵庫県 養父市 旅館　古城 サービス 宿泊業 5%

179,885 兵庫県 養父市 レストラン　ラ・リビエール サービス 飲食業 5%

179,886 兵庫県 養父市 れすとらんやの　れすとらんやの サービス 飲食業 5%
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179,887 奈良県 明日香村 セブン－イレブン明日香川原店 小売業 食料品 2%

179,888 奈良県 明日香村 セブン－イレブン明日香御園店 小売業 食料品 2%

179,889 奈良県 明日香村 あすか癒俚の里　森羅塾 サービス 宿泊業 5%

179,890 奈良県 明日香村 徳星商店 小売業 食料品 5%

179,891 奈良県 明日香村 民宿北村 サービス その他サービス 5%

179,892 奈良県 明日香村 メロディア・しまだ 小売業 電化製品 5%

179,893 奈良県 安堵町 安堵 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,894 奈良県 安堵町 キキフォトワークス株式会社 サービス その他サービス 5%

179,895 奈良県 安堵町 昭工自動車 サービス その他サービス 5%

179,896 奈良県 安堵町 ＢＬＩＴＺ サービス その他サービス 5%

179,897 奈良県 安堵町 ＢＬＩＴＺ 小売業 その他小売 5%

179,898 奈良県 斑鳩町 アットワン　いかるが店 サービス その他サービス 5%

179,899 奈良県 斑鳩町 斑鳩酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

179,900 奈良県 斑鳩町 斑鳩タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

179,901 奈良県 斑鳩町 セブン－イレブン斑鳩町龍田店 小売業 食料品 2%

179,902 奈良県 斑鳩町 セブン－イレブン斑鳩町法隆寺東店 小売業 食料品 2%

179,903 奈良県 斑鳩町 卯川家 サービス 宿泊業 5%

179,904 奈良県 斑鳩町 菓子徳 小売業 食料品 5%

179,905 奈良県 斑鳩町 ｃａｆｅこもど サービス 飲食業 5%

179,906 奈良県 斑鳩町 関西理容　いかるが店 サービス 理容・美容業 5%

179,907 奈良県 斑鳩町 グリーンベアーズカンパニー 小売業 家具・調度品 5%

179,908 奈良県 斑鳩町 グリーンベアーズカンパニー 小売業 その他小売 5%

179,909 奈良県 斑鳩町 グリーンスポーツ 小売業 その他小売 5%

179,910 奈良県 斑鳩町 コウチフォート サービス その他サービス 5%

179,911 奈良県 斑鳩町 ＺＡＤＡＮ サービス 飲食業 5%

179,912 奈良県 斑鳩町 Ｊａｓｍｉｎ サービス 理容・美容業 5%

179,913 奈良県 斑鳩町 じゃんぼ總本店　斑鳩店 サービス 飲食業 5%

179,914 奈良県 斑鳩町 森緑カフェ サービス 飲食業 5%

179,915 奈良県 斑鳩町 生鮮＆業務スーパーＯＫ　法隆寺店 小売業 食料品 2%

179,916 奈良県 斑鳩町 タイヤガーデン大和 小売業 その他小売 5%

179,917 奈良県 斑鳩町 髙塚電気商会 小売業 電化製品 5%

179,918 奈良県 斑鳩町 多賀米酒店　多賀米酒店 小売業 食料品 5%

179,919 奈良県 斑鳩町 竜田川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,920 奈良県 斑鳩町 トヨタレンタリース奈良西大和店 サービス その他サービス 2%

179,921 奈良県 斑鳩町 ドラッグストアー　ヘルシー 小売業 その他小売 5%

179,922 奈良県 斑鳩町 ドラッグストア木のうた　法隆寺店 小売業 その他小売 5%

179,923 奈良県 斑鳩町 ドラッグストア木のうた法隆寺店 小売業 その他小売 5%

179,924 奈良県 斑鳩町 奈良斑鳩ツーリズムＷａｉｋａｒｕ サービス その他サービス 5%

179,925 奈良県 斑鳩町 セブン－イレブン奈良三室病院前店 小売業 食料品 2%

179,926 奈良県 斑鳩町 ピュア　ジャスコ斑鳩店 サービス 理容・美容業 5%

179,927 奈良県 斑鳩町 フジ薬局 フジ薬局 小売業 その他小売 5%

179,928 奈良県 斑鳩町 セブン－イレブン法隆寺インター店 小売業 食料品 2%
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179,929 奈良県 斑鳩町 北斗武道具 小売業 その他小売 5%

179,930 奈良県 斑鳩町 前平自動車 サービス その他サービス 5%

179,931 奈良県 斑鳩町 マクドナルド２５号斑鳩店 サービス 飲食業 2%

179,932 奈良県 斑鳩町 株式会社益久染織研究所奈良法隆寺店 小売業 その他小売 5%

179,933 奈良県 斑鳩町 まほろばステーションｉｋａｒｕｃｏｋｉ 小売業 食料品 5%

179,934 奈良県 斑鳩町 ［ＨＣ］むらでん 小売業 電化製品 5%

179,935 奈良県 斑鳩町 ライフクリーナー　斑鳩 サービス その他サービス 5%

179,936 奈良県 斑鳩町 リラクゼーションカフェシャンドゥルール サービス 飲食業 5%

179,937 奈良県 斑鳩町 レディースファッションＣＥＣＩＬ 小売業 衣料品 5%

179,938 奈良県 生駒市 Ｒ．Ｙ．Ｏ．ＭＵＳＩＣ サービス その他サービス 5%

179,939 奈良県 生駒市 愛来る 小売業 その他小売 5%

179,940 奈良県 生駒市 ｉ　Ｎａｉｌ　生駒店 サービス 理容・美容業 5%

179,941 奈良県 生駒市 ＩＰ－ＴＥＸＴＩＬＥ 小売業 衣料品 5%

179,942 奈良県 生駒市 味わい処 一会 サービス 飲食業 5%

179,943 奈良県 生駒市 アスカノ薬品 小売業 その他小売 5%

179,944 奈良県 生駒市 アトム電器鹿ノ台店 サービス その他サービス 5%

179,945 奈良県 生駒市 アン・シーズ生駒店 小売業 衣料品 5%

179,946 奈良県 生駒市 生駒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,947 奈良県 生駒市 セブン－イレブン生駒有里町店 小売業 食料品 2%

179,948 奈良県 生駒市 生駒壱分 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,949 奈良県 生駒市 セブン－イレブン生駒壱分町店 小売業 食料品 2%

179,950 奈良県 生駒市 セブン－イレブン生駒北田原町店 小売業 食料品 2%

179,951 奈良県 生駒市 生駒交通株式会社 本社営業所 サービス 運輸業 5%

179,952 奈良県 生駒市 セブン－イレブン生駒鹿畑町店 小売業 食料品 2%

179,953 奈良県 生駒市 セブン－イレブン生駒白庭台駅前店 小売業 食料品 2%

179,954 奈良県 生駒市 生駒中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,955 奈良県 生駒市 いこまツーリスト サービス その他サービス 5%

179,956 奈良県 生駒市 いこま電化サ－ビス 小売業 電化製品 5%

179,957 奈良県 生駒市 生駒ハイウェイＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,958 奈良県 生駒市 セブン－イレブン生駒東菜畑店 小売業 食料品 2%

179,959 奈良県 生駒市 セブン－イレブン生駒東山町店 小売業 食料品 2%

179,960 奈良県 生駒市 セブン－イレブン生駒南田原町店 小売業 食料品 2%

179,961 奈良県 生駒市 セブン－イレブン生駒元町１丁目店 小売業 食料品 2%

179,962 奈良県 生駒市 いそかわイトーピア店 小売業 食料品 5%

179,963 奈良県 生駒市 いそかわ新生駒店 小売業 食料品 5%

179,964 奈良県 生駒市 イタリア風料理　トヨジタリーノ サービス 飲食業 5%

179,965 奈良県 生駒市 出光セルフ生駒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,966 奈良県 生駒市 出光セルフ生駒東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,967 奈良県 生駒市 癒し処 らくな サービス その他サービス 5%

179,968 奈良県 生駒市 イルジラソーレ サービス 飲食業 5%

179,969 奈良県 生駒市 いろは本店 小売業 食料品 5%

179,970 奈良県 生駒市 インテリアートアフロス 小売業 その他小売 5%
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179,971 奈良県 生駒市 Ｗｉｓｈ萩の台 サービス 理容・美容業 5%

179,972 奈良県 生駒市 ｅｔｅｒｎａｌ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

179,973 奈良県 生駒市 ｅｆ　Ｎａｉｌ＆ｆｒｉｌｌ　ｅｙｅ サービス 理容・美容業 5%

179,974 奈良県 生駒市 オーベストコリーナ 小売業 衣料品 5%

179,975 奈良県 生駒市 オステリア　ウマーノ サービス 飲食業 5%

179,976 奈良県 生駒市 小瀬中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

179,977 奈良県 生駒市 オリックスレンタカー近鉄生駒駅前店 サービス その他サービス 2%

179,978 奈良県 生駒市 カイロプラクティックウイング サービス 理容・美容業 5%

179,979 奈良県 生駒市 カウンセリングルーム沙羅 サービス その他サービス 5%

179,980 奈良県 生駒市 かしき屋　福茂千 サービス 飲食業 5%

179,981 奈良県 生駒市 一喜屋ラーメン　一喜屋 サービス 飲食業 5%

179,982 奈良県 生駒市 カワツウ店 小売業 その他小売 5%

179,983 奈良県 生駒市 観光旅館やまと サービス 宿泊業 5%

179,984 奈良県 生駒市 甘羅舎福茂千 サービス 飲食業 5%

179,985 奈良県 生駒市 きものなかむら 小売業 衣料品 5%

179,986 奈良県 生駒市 けいはんな通信 小売業 その他小売 5%

179,987 奈良県 生駒市 ＫＢＣデンキ 生駒店 小売業 電化製品 5%

179,988 奈良県 生駒市 Ｋ　ｚ　Ｌｉｎｅ　Ｋ　ｚ　Ｌｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

179,989 奈良県 生駒市 Ｋ＇ｚＬｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

179,990 奈良県 生駒市 ゲストハウス鹿音 サービス その他サービス 5%

179,991 奈良県 生駒市 コウキ商事 生駒センター 小売業 その他小売 5%

179,992 奈良県 生駒市 米崎由明 小売業 その他小売 5%

179,993 奈良県 生駒市 ゴルフショップフラットヒル 小売業 その他小売 5%

179,994 奈良県 生駒市 ゴルフパートナーＲ１６８生駒店 小売業 その他小売 2%

179,995 奈良県 生駒市 魚と岩盤焼温 サービス 飲食業 5%

179,996 奈良県 生駒市 さつき台ペットクリニック サービス その他サービス 5%

179,997 奈良県 生駒市 サロンラシェンテ サービス 理容・美容業 5%

179,998 奈良県 生駒市 ＣＩＮＱ ＲＥＰＯ サービス 理容・美容業 5%

179,999 奈良県 生駒市 三和漢方堂 サービス その他サービス 5%

180,000 奈良県 生駒市 ＺＩＣＯ ＳＴＵＤＩＯ ジーコスタジオ サービス その他サービス 5%

180,001 奈良県 生駒市 Ｘ?ａｘｉａ サービス 理容・美容業 5%

180,002 奈良県 生駒市 シーファームアントレ生駒店 サービス 飲食業 5%

180,003 奈良県 生駒市 鹿の畑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,004 奈良県 生駒市 手芸センタードリーム　生駒店 小売業 その他小売 5%

180,005 奈良県 生駒市 スーパーヤオヒコ北大和店 小売業 食料品 5%

180,006 奈良県 生駒市 ＳＮＡＰＰＹＬＡＢＥＬ 小売業 家具・調度品 5%

180,007 奈良県 生駒市 ＳｍａｉＲｉｎ?ｕ サービス 理容・美容業 5%

180,008 奈良県 生駒市 すみれ サービス 理容・美容業 5%

180,009 奈良県 生駒市 スリーエム　東生駒店 小売業 衣料品 5%

180,010 奈良県 生駒市 ｓｌｏｗｌｙｔｉｍｅ サービス 理容・美容業 5%

180,011 奈良県 生駒市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　南生駒店 小売業 食料品 2%

180,012 奈良県 生駒市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　生駒店 小売業 食料品 2%
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180,013 奈良県 生駒市 Ｃｅｃｉｌ　Ｓｈｉｐ サービス 理容・美容業 5%

180,014 奈良県 生駒市 セルフステーション東生駒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,015 奈良県 生駒市 高山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,016 奈良県 生駒市 タガワアニマルホームドクター サービス その他サービス 5%

180,017 奈良県 生駒市 タッチカンパニ－ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

180,018 奈良県 生駒市 田中電業 小売業 電化製品 5%

180,019 奈良県 生駒市 田中電業あすか野店 小売業 電化製品 5%

180,020 奈良県 生駒市 谷口ワイン店 小売業 その他小売 5%

180,021 奈良県 生駒市 ｃｈｅｅｒ　ＨＡＩＲＲＥＬＡＸＡＴＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

180,022 奈良県 生駒市 Ｃｈｉｎａ　Ｇａｒｄｅｎ　笑空 サービス 飲食業 5%

180,023 奈良県 生駒市 中医養生さ芸館　奈良生駒店 サービス その他サービス 5%

180,024 奈良県 生駒市 ＴＳ－Ｄｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

180,025 奈良県 生駒市 デイリースタイル 小売業 その他小売 5%

180,026 奈良県 生駒市 東鮓出前センター東生駒店 サービス 飲食業 5%

180,027 奈良県 生駒市 陶泡石けん　イマジンハウス　陶器泡石けん　イマジンハウス 小売業 その他小売 5%

180,028 奈良県 生駒市 トスアップ 小売業 その他小売 5%

180,029 奈良県 生駒市 トスアップ 小売業 その他小売 5%

180,030 奈良県 生駒市 ＤＯＧＣＡＦＥ＆ＳＡＬＯＮ　ＷＩＴＨ サービス その他サービス 5%

180,031 奈良県 生駒市 ドッグサロンそら サービス その他サービス 5%

180,032 奈良県 生駒市 トヨタレンタリース奈良東生駒店 サービス その他サービス 2%

180,033 奈良県 生駒市 ドリームワークス サービス その他サービス 5%

180,034 奈良県 生駒市 とりカフェ Ｂｉｒｄ ｃａｇｅ サービス 飲食業 5%

180,035 奈良県 生駒市 ナオシエリアツー サービス 理容・美容業 5%

180,036 奈良県 生駒市 中村屋　東生駒店 小売業 食料品 5%

180,037 奈良県 生駒市 ガラス工房ななお＆朱夏 小売業 衣料品 5%

180,038 奈良県 生駒市 奈良ダイハツ生駒店 小売業 その他小売 5%

180,039 奈良県 生駒市 西村屋 小売業 衣料品 5%

180,040 奈良県 生駒市 ネクスト今小路真弓店 小売業 電化製品 5%

180,041 奈良県 生駒市 ＰＡＲＫ サービス 理容・美容業 5%

180,042 奈良県 生駒市 ＢＡＲＫＢＯＸ 小売業 衣料品 5%

180,043 奈良県 生駒市 ＢＩＲＴＨＤＡＹＳＵＩＴ サービス その他サービス 5%

180,044 奈良県 生駒市 Ｂａｒｂｅｒ２２６ サービス 理容・美容業 5%

180,045 奈良県 生駒市 Ｐａｌｍｓ Ｐａｌｍｓ サービス 理容・美容業 5%

180,046 奈良県 生駒市 パソコン修理 データ復旧専門店 パソコンドック２４生駒店 パソコンドック２４ 生駒店 サービス その他サービス 5%

180,047 奈良県 生駒市 パティスリー　アンバトー 小売業 食料品 5%

180,048 奈良県 生駒市 パナックイトウ 小売業 電化製品 5%

180,049 奈良県 生駒市 パナファミリー 小売業 電化製品 5%

180,050 奈良県 生駒市 パナファミリー東生駒店 小売業 電化製品 5%

180,051 奈良県 生駒市 Ｈｅｌｌｏ赤ちゃん　近鉄生駒店 小売業 衣料品 5%

180,052 奈良県 生駒市 パン工房西山荘 小売業 食料品 5%

180,053 奈良県 生駒市 パンと喫茶ミカクロ サービス 飲食業 5%

180,054 奈良県 生駒市 阪奈生駒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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180,055 奈良県 生駒市 阪奈森岡住設機器 小売業 その他小売 5%

180,056 奈良県 生駒市 東生駒 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,057 奈良県 生駒市 東生駒 小売業 食料品 5%

180,058 奈良県 生駒市 美粋彩 サービス 理容・美容業 5%

180,059 奈良県 生駒市 Ｂｅｎｉ サービス 理容・美容業 5%

180,060 奈良県 生駒市 ＢＩＨＡＤＡ サービス 理容・美容業 5%

180,061 奈良県 生駒市 百花生駒店 小売業 衣料品 5%

180,062 奈良県 生駒市 ピュアメンテナンスコジマ サービス その他サービス 5%

180,063 奈良県 生駒市 ひろしや電器 小売業 電化製品 5%

180,064 奈良県 生駒市 ファッションハウス　アリス　生駒 小売業 衣料品 5%

180,065 奈良県 生駒市 Ｆｉｇａｒｏ　Ｍｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

180,066 奈良県 生駒市 ＦＯＲＥＳＴ サービス 飲食業 5%

180,067 奈良県 生駒市 フサヤ　フサヤ 小売業 その他小売 5%

180,068 奈良県 生駒市 フジオパナショップ 小売業 電化製品 5%

180,069 奈良県 生駒市 ＢＯＯＫＯＦＦ　奈良東山店 小売業 その他小売 2%

180,070 奈良県 生駒市 ｂｒｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

180,071 奈良県 生駒市 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎ＠ｍ サービス 理容・美容業 5%

180,072 奈良県 生駒市 Ｂｒａｎｄｎｅｗ東生駒店 サービス 理容・美容業 5%

180,073 奈良県 生駒市 プリクール サービス 理容・美容業 5%

180,074 奈良県 生駒市 ブルーレース　ブルーレース 小売業 その他小売 5%

180,075 奈良県 生駒市 フローリスト　サンティール 小売業 その他小売 5%

180,076 奈良県 生駒市 Ｈａｉｒ　Ｐｌａｃｅ　ＶＩＶＥ　Ｈａｉｒ　Ｐｌａｃｅ　ＶＩＶＥ サービス 理容・美容業 5%

180,077 奈良県 生駒市 Ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ＫｓＢ サービス 理容・美容業 5%

180,078 奈良県 生駒市 ヘアメイクアイデアル サービス 理容・美容業 5%

180,079 奈良県 生駒市 ペール・ド・ノエル 小売業 食料品 5%

180,080 奈良県 生駒市 ＢｏｔｔｅｇａＲｕａｎ 小売業 貴金属・服飾品 5%

180,081 奈良県 生駒市 ポリマーＫＩＤＳ！ サービス その他サービス 5%

180,082 奈良県 生駒市 ホワイトガーデン稲葉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,083 奈良県 生駒市 マウンテン生駒 小売業 食料品 5%

180,084 奈良県 生駒市 マクドナルドイオンモール奈良登美ヶ丘店 サービス 飲食業 2%

180,085 奈良県 生駒市 マクドナルド近鉄東生駒駅前店 サービス 飲食業 2%

180,086 奈良県 生駒市 マクドナルド白庭台店 サービス 飲食業 2%

180,087 奈良県 生駒市 マクドナルド南生駒店 サービス 飲食業 2%

180,088 奈良県 生駒市 まどか村 小売業 食料品 5%

180,089 奈良県 生駒市 美幸寿司炉ばた サービス 飲食業 5%

180,090 奈良県 生駒市 南生駒　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,091 奈良県 生駒市 メガネ本舗　東生駒店 小売業 その他小売 5%

180,092 奈良県 生駒市 メンズサロンＭｏｒｅｓｐｅｃ サービス 理容・美容業 5%

180,093 奈良県 生駒市 萌日香 小売業 衣料品 5%

180,094 奈良県 生駒市 ＭｏｒｉｔａＰｌａｎｎｉｎｇＩｎｃ サービス その他サービス 5%

180,095 奈良県 生駒市 やきとり大吉　生駒店 サービス 飲食業 5%

180,096 奈良県 生駒市 やすらぎ処癒しの手東生駒店 サービス その他サービス 5%
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180,097 奈良県 生駒市 有限会社フサヤ 小売業 その他小売 5%

180,098 奈良県 生駒市 ｙｏｕ美 小売業 貴金属・服飾品 5%

180,099 奈良県 生駒市 優美美容鍼灸院 サービス 理容・美容業 5%

180,100 奈良県 生駒市 洋服のツキムラ生駒駅前店 小売業 衣料品 5%

180,101 奈良県 生駒市 ＹＯＳＡＰＡＲＫ生駒店 サービス その他サービス 5%

180,102 奈良県 生駒市 ＹＯＳＡＰＡＲＫ生駒店　ＹＯＳＡＰＡＲＫ　生駒店 サービス 理容・美容業 5%

180,103 奈良県 生駒市 ライフクリーナー　白庭台 サービス その他サービス 5%

180,104 奈良県 生駒市 ランダーブルー サービス 理容・美容業 5%

180,105 奈良県 生駒市 リラクゼーションサロン生駒 サービス 理容・美容業 5%

180,106 奈良県 生駒市 ＬＵＡＮＡ 小売業 衣料品 5%

180,107 奈良県 生駒市 合同会社Ｒｅｗｐｅｌａｂ サービス 理容・美容業 5%

180,108 奈良県 生駒市 ＲＥＣＨＥＲＣＨＥ 小売業 食料品 5%

180,109 奈良県 生駒市 ビオレミガク サービス 飲食業 5%

180,110 奈良県 生駒市 Ｌｅ　ＲｅｌｉｎＱｕｅ　Ｈａｉｒ　ｍｏｄｅ　Ｌｅ　ＲｅｌｉｎＱｕｅ サービス 理容・美容業 5%

180,111 奈良県 宇陀市 井谷石油　本社 小売業 その他小売 2%

180,112 奈良県 宇陀市 宇陀カントリークラブ サービス その他サービス 5%

180,113 奈良県 宇陀市 セブン－イレブン宇陀篠楽店 小売業 食料品 2%

180,114 奈良県 宇陀市 宇陀市立病院売店 小売業 その他小売 5%

180,115 奈良県 宇陀市 菟田野 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,116 奈良県 宇陀市 菟田野モータース サービス その他サービス 5%

180,117 奈良県 宇陀市 大宇陀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,118 奈良県 宇陀市 坂本農園 イベント 小売業 食料品 5%

180,119 奈良県 宇陀市 三榛ホ－ムガス株式会社 小売業 その他小売 5%

180,120 奈良県 宇陀市 菓子工房さぶるー サービス 飲食業 5%

180,121 奈良県 宇陀市 しみず洋品店 小売業 衣料品 5%

180,122 奈良県 宇陀市 鈴鹿セーム工業株式会社 サービス その他サービス 5%

180,123 奈良県 宇陀市 関戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,124 奈良県 宇陀市 竹あかり「輪々」 小売業 衣料品 5%

180,125 奈良県 宇陀市 谷岡呉服店 小売業 衣料品 5%

180,126 奈良県 宇陀市 椿寿荘 サービス 宿泊業 5%

180,127 奈良県 宇陀市 テンマ電気 小売業 電化製品 5%

180,128 奈良県 宇陀市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ榛原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,129 奈良県 宇陀市 中井時計店 小売業 その他小売 5%

180,130 奈良県 宇陀市 にった薬局 小売業 その他小売 5%

180,131 奈良県 宇陀市 パーティハウス　大宇陀店 小売業 衣料品 5%

180,132 奈良県 宇陀市 古市場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,133 奈良県 宇陀市 宝泉窯 サービス その他サービス 5%

180,134 奈良県 宇陀市 マイウィル 小売業 衣料品 5%

180,135 奈良県 宇陀市 マクドナルド榛原サンクシティ店 サービス 飲食業 2%

180,136 奈良県 宇陀市 メガネセンターフジモリ　榛原店 小売業 その他小売 5%

180,137 奈良県 宇陀市 山岡呉服店 小売業 衣料品 5%

180,138 奈良県 宇陀市 ユキ美容室 サービス 理容・美容業 5%
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180,139 奈良県 宇陀市 ライフクリーナー　榛原 サービス その他サービス 5%

180,140 奈良県 宇陀市 和カフェ＆ダイニングきえん サービス 飲食業 5%

180,141 奈良県 宇陀市 和心 サービス 飲食業 5%

180,142 奈良県 王寺町 アイ　ジュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

180,143 奈良県 王寺町 あいほん相談所 サービス その他サービス 5%

180,144 奈良県 王寺町 あいほん相談所 サービス その他サービス 5%

180,145 奈良県 王寺町 あげいん サービス 飲食業 5%

180,146 奈良県 王寺町 Ａｎｔｈｕｒｉｕｍ サービス 理容・美容業 5%

180,147 奈良県 王寺町 エレガンス　ヨシダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

180,148 奈良県 王寺町 エレガンスヨシダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

180,149 奈良県 王寺町 エレガンスヨシダ　リーベル王寺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

180,150 奈良県 王寺町 エレガンスヨシダ　リーベル王寺店〔催事〕 小売業 貴金属・服飾品 5%

180,151 奈良県 王寺町 エレクトロニクスマルサン 小売業 電化製品 5%

180,152 奈良県 王寺町 王寺 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,153 奈良県 王寺町 セブン－イレブン王寺町藤井２丁目店 小売業 食料品 2%

180,154 奈良県 王寺町 セブン－イレブン王寺畠田４丁目店 小売業 食料品 2%

180,155 奈良県 王寺町 大阪うどん　きらく　王寺店 サービス 飲食業 5%

180,156 奈良県 王寺町 かごの屋奈良王寺店 サービス 飲食業 5%

180,157 奈良県 王寺町 株式会社寿本店 サービス 飲食業 5%

180,158 奈良県 王寺町 株式会社はまもと薬局 小売業 その他小売 5%

180,159 奈良県 王寺町 河合塾マナビス王寺校 サービス その他サービス 2%

180,160 奈良県 王寺町 業務スーパー畠田店 小売業 食料品 2%

180,161 奈良県 王寺町 ぎんのいす 小売業 衣料品 5%

180,162 奈良県 王寺町 ｃｏｕｐｅ． 小売業 衣料品 5%

180,163 奈良県 王寺町 クウプ　ｃｏｕｐｅ 小売業 衣料品 5%

180,164 奈良県 王寺町 コウキ商事 ユニスタイル王寺 小売業 その他小売 5%

180,165 奈良県 王寺町 セブン－イレブンＪＲ王寺駅南口店 小売業 食料品 2%

180,166 奈良県 王寺町 ジュエリーサロン　ほのぼの館 小売業 貴金属・服飾品 5%

180,167 奈良県 王寺町 ジョゼップ　クラフトビール　肉バル　ＪＯＳＥＰ　?　ＣＲＡＦＴ　ＢＥＥＲ　　　ＭＥＡＴＳ　? サービス 飲食業 5%

180,168 奈良県 王寺町 住まい工房ヤマギワ サービス その他サービス 2%

180,169 奈良県 王寺町 スリ－エム　王寺店 小売業 衣料品 5%

180,170 奈良県 王寺町 つちや花店 小売業 その他小売 5%

180,171 奈良県 王寺町 とんかつ　かつ喜　王寺店 サービス 飲食業 5%

180,172 奈良県 王寺町 バッテリーゴルフスクール サービス その他サービス 5%

180,173 奈良県 王寺町 パン．ド．ブール 小売業 食料品 5%

180,174 奈良県 王寺町 ピュア　王寺駅前店 サービス 理容・美容業 5%

180,175 奈良県 王寺町 ブティック　しんどう 小売業 衣料品 5%

180,176 奈良県 王寺町 プラザ　王寺店 サービス 理容・美容業 5%

180,177 奈良県 王寺町 Ｈａｉｒ　Ｒｅｓｏｒｔ　ＬｏＲＥ サービス 理容・美容業 5%

180,178 奈良県 王寺町 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　未来－ｍｉｒａｉ サービス 理容・美容業 5%

180,179 奈良県 王寺町 Ｈａｉｒ　Ｒｅｓｏｒｔ　ＬｏＲＥ　Ｈａｉｒ　Ｒｅｓｏｒｔ　ＬｏＲＥ サービス 理容・美容業 5%

180,180 奈良県 王寺町 ＢｏｄｙｍａｋｅｓｔｕｄｉｏＰｓ－ｈ サービス その他サービス 5%
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180,181 奈良県 王寺町 マクドナルド王寺りーべる店 サービス 飲食業 2%

180,182 奈良県 王寺町 まさご電機 小売業 電化製品 5%

180,183 奈良県 王寺町 まさご電機畠田営業所 小売業 電化製品 5%

180,184 奈良県 王寺町 マユ－ル サービス 飲食業 5%

180,185 奈良県 王寺町 メガネ本舗　王寺店 小売業 その他小売 5%

180,186 奈良県 王寺町 ＭＯＭＯＴＡＲＯ サービス 理容・美容業 5%

180,187 奈良県 王寺町 山コーヒー学会 サービス その他サービス 5%

180,188 奈良県 王寺町 ライフクリーナー　王寺南 サービス その他サービス 5%

180,189 奈良県 王寺町 ライフクリーナー王寺店 サービス その他サービス 5%

180,190 奈良県 王寺町 リアット！りーべる王寺店 サービス その他サービス 5%

180,191 奈良県 王寺町 リピュア サービス 理容・美容業 5%

180,192 奈良県 王寺町 リビングよしだ 小売業 その他小売 5%

180,193 奈良県 王寺町 ＲｉＲｉ　Ｎａｉｌ　【王寺店】 サービス その他サービス 5%

180,194 奈良県 王寺町 ｒｅｃｈｅｒｃｈｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

180,195 奈良県 王寺町 ＪＭ／レディースファッションつたや 小売業 衣料品 5%

180,196 奈良県 王寺町 レディースモード　ナカムラ 小売業 衣料品 5%

180,197 奈良県 王寺町 ロイヤルクイーン　王寺教室 小売業 家具・調度品 5%

180,198 奈良県 王寺町 和ダイニングバーＨａｚｕｋｉ サービス 飲食業 5%

180,199 奈良県 大淀町 出光吉野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,200 奈良県 大淀町 移動スーパー（ヨシスト号） 小売業 食料品 5%

180,201 奈良県 大淀町 上村電器 小売業 電化製品 5%

180,202 奈良県 大淀町 ＥＮＧＩＮＥ 小売業 その他小売 5%

180,203 奈良県 大淀町 大倉種苗店 小売業 その他小売 5%

180,204 奈良県 大淀町 大倉種苗店 小売業 その他小売 5%

180,205 奈良県 大淀町 オケタ石油株式会社 小売業 その他小売 5%

180,206 奈良県 大淀町 オケタ石油株式会社２ 小売業 その他小売 5%

180,207 奈良県 大淀町 オートハウス　ヨシノ 小売業 その他小売 5%

180,208 奈良県 大淀町 柿の葉すし本舗たなか　桜吉野店 小売業 食料品 5%

180,209 奈良県 大淀町 ショップＡＺＺ 小売業 その他小売 5%

180,210 奈良県 大淀町 どんちゃん食堂 サービス 飲食業 5%

180,211 奈良県 大淀町 Ｐａｎａ工房にしむら 小売業 電化製品 5%

180,212 奈良県 大淀町 フォトサロン竹中 サービス その他サービス 5%

180,213 奈良県 大淀町 マイステーション吉野 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,214 奈良県 大淀町 マクドナルド大淀オークワ店 サービス 飲食業 2%

180,215 奈良県 大淀町 ＪＭ／薬房　ワタナベ 小売業 食料品 5%

180,216 奈良県 大淀町 吉野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,217 奈良県 大淀町 吉野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,218 奈良県 大淀町 よしのカントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

180,219 奈良県 大淀町 吉野ストア大淀新野店 小売業 食料品 5%

180,220 奈良県 香芝市 アイモコーポレーション 小売業 衣料品 5%

180,221 奈良県 香芝市 Ａｑｕｉ 小売業 衣料品 5%

180,222 奈良県 香芝市 ＵｌｔーＪＡＭ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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180,223 奈良県 香芝市 ｕｎ　Ｒｅｖｅ サービス 理容・美容業 5%

180,224 奈良県 香芝市 卯之庵 サービス 飲食業 5%

180,225 奈良県 香芝市 エース動物病院 サービス その他サービス 5%

180,226 奈良県 香芝市 エステ＆トレーニング　ＶｉＶｉ サービス その他サービス 5%

180,227 奈良県 香芝市 エース動物病院 サービス その他サービス 5%

180,228 奈良県 香芝市 エフ サービス 理容・美容業 5%

180,229 奈良県 香芝市 ＦＬＳパーティハウス　香芝南店 小売業 衣料品 5%

180,230 奈良県 香芝市 えりこのパーマ屋さん サービス 理容・美容業 5%

180,231 奈良県 香芝市 おおじでんき 小売業 電化製品 5%

180,232 奈良県 香芝市 Ｏ２Ｆａｃｔｏｒｙ サービス その他サービス 5%

180,233 奈良県 香芝市 おくだ書店 小売業 その他小売 5%

180,234 奈良県 香芝市 ｏｔｏ－ａｌｐｈａ サービス その他サービス 5%

180,235 奈良県 香芝市 おにぎりの古都屋 小売業 食料品 5%

180,236 奈良県 香芝市 香芝 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,237 奈良県 香芝市 セブン－イレブン香芝穴虫店 小売業 食料品 2%

180,238 奈良県 香芝市 セブン－イレブン香芝磯壁３丁目店 小売業 食料品 2%

180,239 奈良県 香芝市 香芝インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,240 奈良県 香芝市 香芝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,241 奈良県 香芝市 セブン－イレブン香芝北今市店 小売業 食料品 2%

180,242 奈良県 香芝市 セブン－イレブン香芝五位堂３丁目店 小売業 食料品 2%

180,243 奈良県 香芝市 セブン－イレブン香芝すみれ野１丁目店 小売業 食料品 2%

180,244 奈良県 香芝市 香芝生喜病院売店 小売業 その他小売 5%

180,245 奈良県 香芝市 香芝動物病院 サービス その他サービス 5%

180,246 奈良県 香芝市 セブン－イレブン香芝西真美店 小売業 食料品 2%

180,247 奈良県 香芝市 カットハウス　クパラ サービス 理容・美容業 5%

180,248 奈良県 香芝市 カットハウス クパラ サービス 理容・美容業 5%

180,249 奈良県 香芝市 株式会社柿の葉すし本舗たなか香芝店 小売業 食料品 5%

180,250 奈良県 香芝市 株式会社　中谷モ－タ－ス サービス その他サービス 5%

180,251 奈良県 香芝市 Ｂｅａｕｔｙ＆ＲｅｌａｘａｔｉｏｎＫＡＨＵＮＡ サービス 理容・美容業 5%

180,252 奈良県 香芝市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋香芝インター店 サービス 飲食業 2%

180,253 奈良県 香芝市 カーロード　ヤマト 小売業 その他小売 5%

180,254 奈良県 香芝市 Ｇｏｏｄ Ｈａｉｒ Ｄｅｓｉｇｎ ＬＩＦＥＷＯＲＫ サービス 理容・美容業 5%

180,255 奈良県 香芝市 車屋 香芝店 小売業 衣料品 5%

180,256 奈良県 香芝市 ＣｌｅｍａＲＥＧＵ ＣｌｅｍａＲＥＧＵ サービス 理容・美容業 5%

180,257 奈良県 香芝市 クロスヘアー サービス 理容・美容業 5%

180,258 奈良県 香芝市 クロロフイル香芝美顔教室 小売業 その他小売 5%

180,259 奈良県 香芝市 コウキ商事 真美ケ丘センター 小売業 その他小売 5%

180,260 奈良県 香芝市 個室焼肉　小風神　五位堂店 サービス 飲食業 5%

180,261 奈良県 香芝市 古民家ダイニング ココチキッチン奈良狐井 ココチキッチン奈良狐井 サービス 飲食業 5%

180,262 奈良県 香芝市 Ｃｏｍｆｙ　ｓｐａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

180,263 奈良県 香芝市 サウンドスリープ 小売業 その他小売 5%

180,264 奈良県 香芝市 ジェオグラフィー 小売業 衣料品 5%
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180,265 奈良県 香芝市 ＧＥＯＧＲＡＰＨＹ　真美ヶ丘店 小売業 衣料品 5%

180,266 奈良県 香芝市 しゃぶしゃぶとワイン じょるの屋 サービス 飲食業 5%

180,267 奈良県 香芝市 ｊｏｇｏ サービス 飲食業 5%

180,268 奈良県 香芝市 杉田工務店 サービス その他サービス 5%

180,269 奈良県 香芝市 鮓かしな サービス 飲食業 5%

180,270 奈良県 香芝市 鮨割烹　あい川 小売業 食料品 5%

180,271 奈良県 香芝市 スタジオキャラット サービス その他サービス 5%

180,272 奈良県 香芝市 生鮮＆業務スーパーｏｋ　香芝高店 小売業 食料品 2%

180,273 奈良県 香芝市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　香芝店 小売業 食料品 2%

180,274 奈良県 香芝市 西和オート サービス その他サービス 5%

180,275 奈良県 香芝市 ＣＥＬＵＸ【セリュックス】 サービス 理容・美容業 5%

180,276 奈良県 香芝市 セルフ名阪香芝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,277 奈良県 香芝市 シンエネ香芝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,278 奈良県 香芝市 ダイハツ　カツラギ サービス その他サービス 5%

180,279 奈良県 香芝市 ＤＡＭ　ｈａｉｒ　ｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

180,280 奈良県 香芝市 中国酒菜 鉄心 サービス 飲食業 5%

180,281 奈良県 香芝市 ｔｅｔｅ ａ ｔｅｔｅ 小売業 家具・調度品 5%

180,282 奈良県 香芝市 Ｄｏｇｓａｌｏｎ楽髪 サービス その他サービス 5%

180,283 奈良県 香芝市 トヨタレンタリース奈良香芝店 サービス その他サービス 2%

180,284 奈良県 香芝市 ドリーム香芝店 小売業 その他小売 5%

180,285 奈良県 香芝市 ドローンシステム サービス その他サービス 5%

180,286 奈良県 香芝市 奈良ダイハツ香芝店 小売業 その他小売 5%

180,287 奈良県 香芝市 西川自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

180,288 奈良県 香芝市 西真美ペットクリニック サービス その他サービス 5%

180,289 奈良県 香芝市 ニュ－香芝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,290 奈良県 香芝市 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｄｉｖａ　奈良香芝店 サービス 理容・美容業 5%

180,291 奈良県 香芝市 ハグハグ香芝店 サービス 宿泊業 5%

180,292 奈良県 香芝市 東タクシー サービス 運輸業 5%

180,293 奈良県 香芝市 ｖｉｖｉ サービス その他サービス 5%

180,294 奈良県 香芝市 広島風お好み焼きごんちゃん 真美ヶ丘店 サービス 飲食業 5%

180,295 奈良県 香芝市 藤田鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

180,296 奈良県 香芝市 ｐｒｉｖａｔｅｃａｒｅｓａｌｏｎｓａｙａｎｇ サービス 理容・美容業 5%

180,297 奈良県 香芝市 ＦＬＡＧ五位堂本店 サービス 理容・美容業 5%

180,298 奈良県 香芝市 ＦＬＡＧ下田店 サービス 理容・美容業 5%

180,299 奈良県 香芝市 ブランドピース 小売業 その他小売 5%

180,300 奈良県 香芝市 Ｄｅａｒｓ サービス 理容・美容業 5%

180,301 奈良県 香芝市 ＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮＡＲｉＡＣＬＡＮ サービス 理容・美容業 5%

180,302 奈良県 香芝市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　楽髪 サービス 理容・美容業 5%

180,303 奈良県 香芝市 ベジタブー サービス 飲食業 5%

180,304 奈良県 香芝市 ＨＯＫＵ サービス 理容・美容業 5%

180,305 奈良県 香芝市 マクドナルド１６８香芝店 サービス 飲食業 2%

180,306 奈良県 香芝市 マクドナルドエコールマミ店 サービス 飲食業 2%
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180,307 奈良県 香芝市 マクドナルド五位堂駅前店 サービス 飲食業 2%

180,308 奈良県 香芝市 マツダオートザム　葛城 小売業 その他小売 5%

180,309 奈良県 香芝市 マツダスポーツ　外商部 小売業 その他小売 5%

180,310 奈良県 香芝市 マツダスポーツ 香芝店 小売業 その他小売 5%

180,311 奈良県 香芝市 ｍｉｍｉ サービス 理容・美容業 5%

180,312 奈良県 香芝市 メガネ本舗香芝店 小売業 その他小売 5%

180,313 奈良県 香芝市 めがねＷＯＲＫＳ　Ｏ　Ｍ　Ｓ　　めがねＷＯＲＫＳ　Ｏ　Ｍ　Ｓ　オムズ 小売業 その他小売 5%

180,314 奈良県 香芝市 焼鶏とお茶漬け　風神　五位堂店 サービス 飲食業 5%

180,315 奈良県 香芝市 焼肉 楽 サービス 飲食業 5%

180,316 奈良県 香芝市 やきにく・や サービス 飲食業 5%

180,317 奈良県 香芝市 焼肉レストラン平安 サービス 飲食業 5%

180,318 奈良県 香芝市 ＹＡＭＡＴＯ館 小売業 その他小売 5%

180,319 奈良県 香芝市 芳林酒店 小売業 食料品 5%

180,320 奈良県 香芝市 ライフクリーナー　下田 サービス その他サービス 5%

180,321 奈良県 香芝市 ライフクリーナー　二上 サービス その他サービス 5%

180,322 奈良県 香芝市 ＬＩＦＥＷＯＲＫ サービス 理容・美容業 5%

180,323 奈良県 香芝市 Ｌ ｅＣＲｉｎ Ｌ ｅＣＲｉｎ サービス 理容・美容業 5%

180,324 奈良県 香芝市 レストラン　平安　香芝 サービス 飲食業 5%

180,325 奈良県 香芝市 レックス 小売業 衣料品 5%

180,326 奈良県 香芝市 ＲＥＤＥＥ　ｇｎｏｍｅｓ 小売業 衣料品 5%

180,327 奈良県 橿原市 赤ちゃん筆センター　奈良店 小売業 その他小売 5%

180,328 奈良県 橿原市 ａｊｉｔｏ サービス 飲食業 5%

180,329 奈良県 橿原市 ａｓ　ＷＩＮＥ　ＤＩＮＩＮＧ サービス 飲食業 5%

180,330 奈良県 橿原市 アングラーズ奈良橿原店 小売業 その他小売 5%

180,331 奈良県 橿原市 ～＆ｅ～ 小売業 衣料品 5%

180,332 奈良県 橿原市 ＡＮＮＡ 小売業 衣料品 5%

180,333 奈良県 橿原市 居酒家小間蔵　大和八木店 サービス 飲食業 5%

180,334 奈良県 橿原市 出光香久山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,335 奈良県 橿原市 ＩｍａｇａｍＩ ＩｍａｇａｍＩ サービス 飲食業 5%

180,336 奈良県 橿原市 癒し痩身ＥｍａＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

180,337 奈良県 橿原市 癒しの匠　和揉美 サービス その他サービス 5%

180,338 奈良県 橿原市 植田商店 サービス その他サービス 5%

180,339 奈良県 橿原市 うねび動物病院 サービス その他サービス 5%

180,340 奈良県 橿原市 うめもり橿原神宮前駅店 サービス 飲食業 5%

180,341 奈良県 橿原市 Ｖｉｅｗ 小売業 その他小売 5%

180,342 奈良県 橿原市 ｅｖｉｓ　Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

180,343 奈良県 橿原市 ｅｖｉｓＰｒｅｍｉｕｍＨａｉ サービス 理容・美容業 5%

180,344 奈良県 橿原市 ａｌｍオートランドモンキッキ　法隆寺店 小売業 その他小売 5%

180,345 奈良県 橿原市 エクステリアプロ橿原店 小売業 その他小売 5%

180,346 奈良県 橿原市 エスコス　奈良橿原店 サービス 理容・美容業 5%

180,347 奈良県 橿原市 ＴｃｈｕＴｃｈｕＫａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

180,348 奈良県 橿原市 オールドギア奈良橿原店 小売業 その他小売 5%
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180,349 奈良県 橿原市 翁楼 サービス 飲食業 5%

180,350 奈良県 橿原市 お好み焼　まん房 サービス 飲食業 5%

180,351 奈良県 橿原市 お好み焼はここやねん　橿原神宮前 サービス 飲食業 5%

180,352 奈良県 橿原市 お好み焼はここやねん橿原神宮前店 サービス 飲食業 5%

180,353 奈良県 橿原市 おしゃれの店　タケムラ　美顔教室　タケムラ　八木店 小売業 その他小売 5%

180,354 奈良県 橿原市 おしゃれの店　タケムラ　美顔教室　タケムラ　神宮前店 小売業 その他小売 5%

180,355 奈良県 橿原市 オズライン サービス 理容・美容業 5%

180,356 奈良県 橿原市 オリックスレンタカー近鉄大和八木駅前店 サービス その他サービス 2%

180,357 奈良県 橿原市 かごの屋奈良橿原店 サービス 飲食業 5%

180,358 奈良県 橿原市 セブン－イレブン橿原忌部町店 小売業 食料品 2%

180,359 奈良県 橿原市 橿原ガラスロックサービス サービス その他サービス 5%

180,360 奈良県 橿原市 橿原酒場情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

180,361 奈良県 橿原市 橿原四条 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,362 奈良県 橿原市 セブン－イレブン橿原四条町店 小売業 食料品 2%

180,363 奈良県 橿原市 セブン－イレブン橿原新賀町店 小売業 食料品 2%

180,364 奈良県 橿原市 セブン－イレブン橿原神宮前駅東店 小売業 食料品 2%

180,365 奈良県 橿原市 セブン－イレブン橿原醍醐町店 小売業 食料品 2%

180,366 奈良県 橿原市 セブン－イレブン橿原十市町店 小売業 食料品 2%

180,367 奈良県 橿原市 セブン－イレブン橿原豊田町店 小売業 食料品 2%

180,368 奈良県 橿原市 セブン－イレブン橿原鳥屋町店 小売業 食料品 2%

180,369 奈良県 橿原市 セブン－イレブン橿原中曽司町店 小売業 食料品 2%

180,370 奈良県 橿原市 セブン－イレブン橿原西池尻町店 小売業 食料品 2%

180,371 奈良県 橿原市 セブン－イレブン橿原新口町店 小売業 食料品 2%

180,372 奈良県 橿原市 橿原曲川 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,373 奈良県 橿原市 セブン－イレブン橿原南八木町１丁目店 小売業 食料品 2%

180,374 奈良県 橿原市 膳夫 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,375 奈良県 橿原市 ガッツレンタカー奈良橿原店 サービス その他サービス 5%

180,376 奈良県 橿原市 カットショップ フジハラ サービス 理容・美容業 5%

180,377 奈良県 橿原市 カットショップフジハラ サービス 理容・美容業 5%

180,378 奈良県 橿原市 かにの家 サービス 飲食業 5%

180,379 奈良県 橿原市 カネキモリカワ 小売業 その他小売 5%

180,380 奈良県 橿原市 ｃａｆｅ　ａｇｌｉｏ サービス 飲食業 5%

180,381 奈良県 橿原市 ＣＡＦＥ＆ＬＯＵＮＧＥ　ＯＡＳＩ サービス 飲食業 5%

180,382 奈良県 橿原市 株式会社高橋商店　本社 小売業 その他小売 2%

180,383 奈良県 橿原市 株式会社弓場佛法堂 小売業 その他小売 5%

180,384 奈良県 橿原市 髪匠かわくぼ サービス 理容・美容業 5%

180,385 奈良県 橿原市 かみまえ　本店 小売業 その他小売 5%

180,386 奈良県 橿原市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋橿原四条店 サービス 飲食業 2%

180,387 奈良県 橿原市 カレーハウスＣｏｃｏ壱番屋ツインゲート橿原店 サービス 飲食業 2%

180,388 奈良県 橿原市 かわばた衣料店 小売業 衣料品 5%

180,389 奈良県 橿原市 ＫＩＣＨＩＲＩ大和八木 サービス 飲食業 5%

180,390 奈良県 橿原市 吉秀。 サービス 飲食業 5%
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180,391 奈良県 橿原市 きてやこうて屋 小売業 衣料品 5%

180,392 奈良県 橿原市 きふう サービス 飲食業 5%

180,393 奈良県 橿原市 キュアフロウ・橿原店 サービス その他サービス 5%

180,394 奈良県 橿原市 牛角橿原店 サービス 飲食業 2%

180,395 奈良県 橿原市 セブン－イレブン近鉄大和八木駅北口店 小売業 食料品 2%

180,396 奈良県 橿原市 セブン－イレブン近鉄大和八木駅南口店 小売業 食料品 2%

180,397 奈良県 橿原市 串カツ　串揚げホルモン サービス 飲食業 5%

180,398 奈良県 橿原市 ぐっすりなかじま 小売業 家具・調度品 5%

180,399 奈良県 橿原市 ＣｕｃｃｈａＢｅｃｃｈａ サービス 理容・美容業 5%

180,400 奈良県 橿原市 ＣＲＥＡＲ サービス 理容・美容業 5%

180,401 奈良県 橿原市 ＣＲＥＡＲ ｂｒｏｔｅ サービス 理容・美容業 5%

180,402 奈良県 橿原市 ｇｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

180,403 奈良県 橿原市 黒毛和牛焼肉　壱 サービス 飲食業 5%

180,404 奈良県 橿原市 クロロフィル美顔教室　神宮前店 小売業 その他小売 5%

180,405 奈良県 橿原市 クロロフィル美顔教室　タケムラ 小売業 その他小売 5%

180,406 奈良県 橿原市 クロロフィル美顔教室　八木店 小売業 その他小売 5%

180,407 奈良県 橿原市 コウキ商事 八木店 小売業 その他小売 5%

180,408 奈良県 橿原市 コープみみなし 小売業 その他小売 5%

180,409 奈良県 橿原市 ごきげんえびす　大和八木店 サービス 飲食業 5%

180,410 奈良県 橿原市 志ＣＯＣＯＲＯ サービス 理容・美容業 5%

180,411 奈良県 橿原市 コンディショニングサロンＣＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

180,412 奈良県 橿原市 サンプラザ　大和八木店 小売業 食料品 5%

180,413 奈良県 橿原市 ＧＥＯＧＲＡＰＨＹ　イオンモール橿原店 小売業 衣料品 5%

180,414 奈良県 橿原市 塩津植物研究所 サービス その他サービス 5%

180,415 奈良県 橿原市 車検のコバック畝傍高校東店 サービス その他サービス 5%

180,416 奈良県 橿原市 写真箱真管店 サービス その他サービス 5%

180,417 奈良県 橿原市 ＪＡＮＧＵ　ＪＡＣＫ 小売業 その他小売 5%

180,418 奈良県 橿原市 ジョイビジョン奈良オプトまつもと 小売業 その他小売 5%

180,419 奈良県 橿原市 Ｇｉｏｒｃｏ サービス 飲食業 5%

180,420 奈良県 橿原市 鮨　かわしま サービス 飲食業 5%

180,421 奈良県 橿原市 鮓　恷兵 サービス 飲食業 5%

180,422 奈良県 橿原市 株式会社スーパーおくやま橿原店 小売業 食料品 5%

180,423 奈良県 橿原市 スリーエム　橿原店 小売業 衣料品 5%

180,424 奈良県 橿原市 スリーエム　キャルストーリー大和高田 小売業 衣料品 5%

180,425 奈良県 橿原市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　神宮前店 小売業 食料品 2%

180,426 奈良県 橿原市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　葛本店 小売業 食料品 2%

180,427 奈良県 橿原市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　橿原店 小売業 食料品 2%

180,428 奈良県 橿原市 瀬川オート商会 サービス その他サービス 2%

180,429 奈良県 橿原市 セルフステーション橿原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,430 奈良県 橿原市 ＺＥＲＯ　橿原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

180,431 奈良県 橿原市 タケウチデンキ 小売業 電化製品 5%

180,432 奈良県 橿原市 中華バルＤｒａｇｏｎ　Ｎ．Ｙ． サービス 飲食業 5%
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180,433 奈良県 橿原市 Ｃｈｕｃｏｌａ サービス 理容・美容業 5%

180,434 奈良県 橿原市 つり具のブンブン　橿原店 小売業 その他小売 5%

180,435 奈良県 橿原市 Ｔｉｊｕａｎａ サービス 飲食業 5%

180,436 奈良県 橿原市 デザインヘアーピアジェ　橿原店 サービス 理容・美容業 5%

180,437 奈良県 橿原市 デザインヘアーピアジェ　八木店 サービス 理容・美容業 5%

180,438 奈良県 橿原市 トータルビューティーレフア サービス 理容・美容業 5%

180,439 奈良県 橿原市 ドコモショップ大和八木店 小売業 電化製品 2%

180,440 奈良県 橿原市 トヨタ部品奈良共販橿原営業所 サービス その他サービス 5%

180,441 奈良県 橿原市 トヨタレンタリース奈良橿原店 サービス その他サービス 2%

180,442 奈良県 橿原市 ドラッグストア木のうた　坊城店 小売業 その他小売 5%

180,443 奈良県 橿原市 ドラッグストア木のうた坊城店 小売業 その他小売 5%

180,444 奈良県 橿原市 鶏あみ焼ひでまる サービス 飲食業 5%

180,445 奈良県 橿原市 どり－む サービス 運輸業 5%

180,446 奈良県 橿原市 奈良ＫＡＥＲＵ整体院　ならかえるせいたいいん サービス その他サービス 5%

180,447 奈良県 橿原市 奈良ダイハツ橿原曲川店 小売業 その他小売 5%

180,448 奈良県 橿原市 奈良ダイハツ橿原耳成店 小売業 その他小売 5%

180,449 奈良県 橿原市 なんこう橿原店 小売業 電化製品 5%

180,450 奈良県 橿原市 なんこう坊城店 小売業 電化製品 5%

180,451 奈良県 橿原市 にじいろくれよん サービス その他サービス 5%

180,452 奈良県 橿原市 西川理容所 サービス 理容・美容業 5%

180,453 奈良県 橿原市 西本薬品 小売業 その他小売 5%

180,454 奈良県 橿原市 ニュー明日香ＳＳ　元三商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,455 奈良県 橿原市 ニューコメダ電機　橿原店 小売業 その他小売 5%

180,456 奈良県 橿原市 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｄｉｖａ　奈良橿原店 サービス 理容・美容業 5%

180,457 奈良県 橿原市 ネクスト　イワタ 小売業 電化製品 5%

180,458 奈良県 橿原市 ネクストＹＡＧＩ 小売業 電化製品 5%

180,459 奈良県 橿原市 ＢａｒＢａｒ　ヤマナカ サービス 理容・美容業 5%

180,460 奈良県 橿原市 ＨＡＭＥＬＮ 小売業 その他小売 5%

180,461 奈良県 橿原市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　奈良橿原店 サービス その他サービス 5%

180,462 奈良県 橿原市 爆音モータース サービス その他サービス 5%

180,463 奈良県 橿原市 秦タンス家具 橿原店 小売業 家具・調度品 5%

180,464 奈良県 橿原市 パティスリーどんぐり 小売業 食料品 5%

180,465 奈良県 橿原市 ビジネス観光ホテル河合 サービス 宿泊業 5%

180,466 奈良県 橿原市 ビジネスサポート サービス その他サービス 5%

180,467 奈良県 橿原市 美肌工房エステサロン上迫 サービス 理容・美容業 5%

180,468 奈良県 橿原市 ヒポポタマスの定理 サービス 理容・美容業 5%

180,469 奈良県 橿原市 Ｐｕｒｅ　ｌａｎｄ 小売業 その他小売 5%

180,470 奈良県 橿原市 Ｐｕｒｅｌａｎｄ 小売業 その他小売 5%

180,471 奈良県 橿原市 Ｆｉｖｅ サービス 飲食業 5%

180,472 奈良県 橿原市 Ｆａｉｒｙ サービス 理容・美容業 5%

180,473 奈良県 橿原市 Ｆｅｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

180,474 奈良県 橿原市 ＢＯＯＫＯＦＦ　ＰＬＵＳ　奈良かしはら店 小売業 その他小売 2%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

180,475 奈良県 橿原市 プティアルシェ 小売業 食料品 5%

180,476 奈良県 橿原市 ふとんのなかじま 小売業 家具・調度品 5%

180,477 奈良県 橿原市 ｈｏｏｐｌａ サービス 飲食業 5%

180,478 奈良県 橿原市 ｈｏｏｐｌａ２ サービス 飲食業 5%

180,479 奈良県 橿原市 ＰＬＵＳ　Ｄ サービス 理容・美容業 5%

180,480 奈良県 橿原市 ブランドピース八木店 小売業 その他小売 5%

180,481 奈良県 橿原市 プロショップエム 小売業 その他小売 5%

180,482 奈良県 橿原市 プロショップエム 小売業 その他小売 5%

180,483 奈良県 橿原市 フローリスト花萠 小売業 その他小売 5%

180,484 奈良県 橿原市 ｈａｉｒ＆ｅｙｅｂｅ＇ｃｒａｆｔ サービス 理容・美容業 5%

180,485 奈良県 橿原市 ヘアーサロン　オカハシ サービス 理容・美容業 5%

180,486 奈良県 橿原市 ヘアーサロン　ナガイ サービス 理容・美容業 5%

180,487 奈良県 橿原市 ｈａｉｒｓａｌｏｎｍｏｒｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

180,488 奈良県 橿原市 ｈａｉｒｓｐａｃｅａｓｔ　ｈａｉｒｓｐａｃｅａｓｔ サービス 理容・美容業 5%

180,489 奈良県 橿原市 Ｈａｉｒｃｌｕｂａｎｎ・ａｎｎｓｗｅｅｔ サービス 理容・美容業 5%

180,490 奈良県 橿原市 ヘアメイク　アフロウト サービス 理容・美容業 5%

180,491 奈良県 橿原市 セブン－イレブン平成記念病院店 小売業 食料品 2%

180,492 奈良県 橿原市 ペルル八木店 小売業 衣料品 5%

180,493 奈良県 橿原市 宝樹 小売業 その他小売 5%

180,494 奈良県 橿原市 ほっこり酒場 千鳥家 サービス 飲食業 5%

180,495 奈良県 橿原市 ホビーゾーン橿原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

180,496 奈良県 橿原市 ｐｏｌｋａｄｏｔ サービス 飲食業 5%

180,497 奈良県 橿原市 マクドナルドイオンモール橿原店 サービス 飲食業 2%

180,498 奈良県 橿原市 マクドナルド１６９橿原店 サービス 飲食業 2%

180,499 奈良県 橿原市 マクドナルド橿原葛本町店 サービス 飲食業 2%

180,500 奈良県 橿原市 マクドナルド２４号橿原店 サービス 飲食業 2%

180,501 奈良県 橿原市 ますが 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,502 奈良県 橿原市 Ｍａｎｉｓ　ｏｆ　ｈａｉｒ　郡山店 サービス 理容・美容業 5%

180,503 奈良県 橿原市 ミサオ電器 小売業 電化製品 5%

180,504 奈良県 橿原市 三つ柱治療院 サービス 理容・美容業 5%

180,505 奈良県 橿原市 民芸焼肉てん サービス 飲食業 5%

180,506 奈良県 橿原市 ＭＵＵ橿原新ノ口店 サービス その他サービス 5%

180,507 奈良県 橿原市 メガネ本舗　橿原店 小売業 その他小売 5%

180,508 奈良県 橿原市 メガネ本舗　橿原新ノ口店 小売業 その他小売 5%

180,509 奈良県 橿原市 麺匠らーめん　いせ屋 サービス 飲食業 5%

180,510 奈良県 橿原市 モイスティーヌ　八木内膳サロン 小売業 その他小売 5%

180,511 奈良県 橿原市 毛断職人 毛断職人 サービス 理容・美容業 5%

180,512 奈良県 橿原市 モリタスポーツ　モリタスポーツ 小売業 その他小売 5%

180,513 奈良県 橿原市 モリモト 小売業 電化製品 5%

180,514 奈良県 橿原市 焼肉特急　橿原駅 サービス 飲食業 5%

180,515 奈良県 橿原市 やぎばる Ｃｌｏｖｅｒ サービス 飲食業 5%

180,516 奈良県 橿原市 八向 サービス 飲食業 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

180,517 奈良県 橿原市 やさい菓子工房ココアイ 小売業 食料品 5%

180,518 奈良県 橿原市 やさい菓子工房ｃｏｃｏａｉ 小売業 食料品 5%

180,519 奈良県 橿原市 大和橿原シティホテル サービス 宿泊業 5%

180,520 奈良県 橿原市 大和物産館 総本舗増田屋 小売業 食料品 5%

180,521 奈良県 橿原市 有限会社リオン補聴器センター奈良 小売業 電化製品 5%

180,522 奈良県 橿原市 ユザワヤ　イオンモール橿原店 小売業 その他小売 5%

180,523 奈良県 橿原市 夢衣 小売業 衣料品 5%

180,524 奈良県 橿原市 横田寿司　橿原店 サービス 飲食業 5%

180,525 奈良県 橿原市 横田寿司橿原店 サービス 飲食業 5%

180,526 奈良県 橿原市 Ｙｏｓｅｍｉｔｅ 小売業 衣料品 5%

180,527 奈良県 橿原市 らーめん サクラ サービス 飲食業 5%

180,528 奈良県 橿原市 ライフクリーナー　八木店 サービス その他サービス 5%

180,529 奈良県 橿原市 Ｌａｆｕ サービス 理容・美容業 5%

180,530 奈良県 橿原市 ＲｅｂｉｒｔｈＣｏｎｔｅｎｔ サービス その他サービス 5%

180,531 奈良県 橿原市 ｒｅｆｕｇｅ サービス 理容・美容業 5%

180,532 奈良県 橿原市 リラクゼーション　サアート サービス その他サービス 5%

180,533 奈良県 橿原市 リラクゼーションLien サービス その他サービス 5%

180,534 奈良県 橿原市 Ｌｉｎｋ’ｓ　Ｈｅａｒｔ　橿原店 サービス 理容・美容業 5%

180,535 奈良県 橿原市 ＲＯＯＭ　Ｈａｉｒ　Ｐｌａｙｇｒｏｕｎｄ サービス 理容・美容業 5%

180,536 奈良県 橿原市 Ｌｅｉ Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

180,537 奈良県 橿原市 ＲＥＧＵＮＥＸＴ ＲＥＧＵ ＮＥＸＴ サービス 理容・美容業 5%

180,538 奈良県 橿原市 ロイヤルクイーン　橿原教室 小売業 家具・調度品 5%

180,539 奈良県 橿原市 脇岡電器 小売業 電化製品 5%

180,540 奈良県 橿原市 ワキオカデンキ耳成店 小売業 電化製品 5%

180,541 奈良県 橿原市 わくわく橿原店 サービス 理容・美容業 5%

180,542 奈良県 葛城市 アスムテック株式会社 アスムテック サービス その他サービス 5%

180,543 奈良県 葛城市 出光葛城インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,544 奈良県 葛城市 出光林堂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,545 奈良県 葛城市 エステルーム　アイオライト サービス 理容・美容業 5%

180,546 奈良県 葛城市 奥田地所 サービス その他サービス 5%

180,547 奈良県 葛城市 温野菜奈良葛城店 サービス 飲食業 2%

180,548 奈良県 葛城市 柿の葉すし本舗たなか　葛城店 小売業 食料品 5%

180,549 奈良県 葛城市 不二家　新庄店　不二家新庄店 小売業 食料品 2%

180,550 奈良県 葛城市 葛城酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

180,551 奈良県 葛城市 セブン－イレブン葛城新在家店 小売業 食料品 2%

180,552 奈良県 葛城市 セブン－イレブン葛城中戸店 小売業 食料品 2%

180,553 奈良県 葛城市 セブン－イレブン葛城西室店 小売業 食料品 2%

180,554 奈良県 葛城市 ＧＡＲＡＧＥＲＩＤＥ 小売業 その他小売 5%

180,555 奈良県 葛城市 牛角奈良葛城店 サービス 飲食業 2%

180,556 奈良県 葛城市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ奈良新庄店 小売業 その他小売 5%

180,557 奈良県 葛城市 くいしんぼ サービス 飲食業 5%

180,558 奈良県 葛城市 酒食市場エポック 小売業 その他小売 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

180,559 奈良県 葛城市 サンオーキッド 小売業 その他小売 5%

180,560 奈良県 葛城市 ｇ－ｆｅｅｌｉｎｇ サービス 飲食業 5%

180,561 奈良県 葛城市 新庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,562 奈良県 葛城市 新庄動物病院 サービス その他サービス 5%

180,563 奈良県 葛城市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　新庄店 小売業 食料品 2%

180,564 奈良県 葛城市 辻村動物病院 サービス その他サービス 5%

180,565 奈良県 葛城市 鉄板焼き　はまだ サービス 飲食業 5%

180,566 奈良県 葛城市 肉のふくにし 小売業 食料品 5%

180,567 奈良県 葛城市 ネクストたにむかい 小売業 電化製品 5%

180,568 奈良県 葛城市 ヒラックス２１ 小売業 電化製品 5%

180,569 奈良県 葛城市 ＦＡＣＴＯＲＹ サービス 理容・美容業 5%

180,570 奈良県 葛城市 プリヴィレージュ サービス その他サービス 5%

180,571 奈良県 葛城市 ヘアーサロンコイタニ サービス 理容・美容業 5%

180,572 奈良県 葛城市 ヘアーサロンコイタニ サービス 理容・美容業 5%

180,573 奈良県 葛城市 マクドナルド大和新庄店 サービス 飲食業 2%

180,574 奈良県 葛城市 充 小売業 食料品 5%

180,575 奈良県 葛城市 ＭＯＴＯＢＵＴＴＩ サービス その他サービス 5%

180,576 奈良県 葛城市 株式会社ヤスカワ 小売業 その他小売 5%

180,577 奈良県 葛城市 大和新庄 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,578 奈良県 葛城市 ローズクォーツ サービス 理容・美容業 5%

180,579 奈良県 葛城市 和美一品企画 サービス その他サービス 5%

180,580 奈良県 上北山村 大和北山ＳＳ　有限会社後岡石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,581 奈良県 河合町 アトリエはん子 小売業 その他小売 5%

180,582 奈良県 河合町 アラームヘアー サービス 理容・美容業 5%

180,583 奈良県 河合町 イオン西大和店　スシマス 小売業 食料品 5%

180,584 奈良県 河合町 岩井電器店 小売業 電化製品 5%

180,585 奈良県 河合町 エレガンスヨシダイオン西大和店 小売業 貴金属・服飾品 5%

180,586 奈良県 河合町 エレガンスヨシダイオン西大和店 小売業 貴金属・服飾品 5%

180,587 奈良県 河合町 カミナリヤ サービス 飲食業 5%

180,588 奈良県 河合町 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋法隆寺インター店 サービス 飲食業 2%

180,589 奈良県 河合町 セブン－イレブン河合町佐味田店 小売業 食料品 2%

180,590 奈良県 河合町 キュアフロウ・西大和店 サービス その他サービス 5%

180,591 奈良県 河合町 セブン－イレブン近鉄大輪田駅前店 小売業 食料品 2%

180,592 奈良県 河合町 ＪＴＢ夢旅人　西大和店 サービス その他サービス 5%

180,593 奈良県 河合町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西大和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,594 奈良県 河合町 ［ＨＣ］ＴＡＬＫ西大和 小売業 電化製品 5%

180,595 奈良県 河合町 フットケアサロン和み サービス その他サービス 5%

180,596 奈良県 河合町 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＫＥＩ サービス 理容・美容業 5%

180,597 奈良県 河合町 法隆寺ＩＣＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,598 奈良県 河合町 マクドナルドイオン西大和店 サービス 飲食業 2%

180,599 奈良県 河合町 マクドナルド法隆寺インター店 サービス 飲食業 2%

180,600 奈良県 河合町 めがね物語　法隆寺店 小売業 その他小売 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

180,601 奈良県 河合町 ライフクリーナー　星和台 サービス その他サービス 5%

180,602 奈良県 川上村 いにま陶房 サービス その他サービス 5%

180,603 奈良県 川上村 料理旅館朝日館 サービス 宿泊業 5%

180,604 奈良県 川西町 セブン－イレブン川西町唐院店 小売業 食料品 2%

180,605 奈良県 川西町 ＳＵＮ　ＦＡＣＴＯＲＹ 小売業 その他小売 5%

180,606 奈良県 川西町 株式会社スーパーおくやま結崎店 小売業 食料品 5%

180,607 奈良県 川西町 唐院ＳＳ　株式会社吉田石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,608 奈良県 川西町 ヘアーサロン　ビエンナ サービス 理容・美容業 5%

180,609 奈良県 川西町 メナード　川西結崎店 小売業 その他小売 5%

180,610 奈良県 川西町 モリウチ 小売業 電化製品 5%

180,611 奈良県 川西町 大和川西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,612 奈良県 上牧町 ＡＤＤＨｏｕｓｅＮａｒａ サービス その他サービス 5%

180,613 奈良県 上牧町 ａｎｓｏｌ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

180,614 奈良県 上牧町 イトヨシ手芸店 サービス その他サービス 5%

180,615 奈良県 上牧町 ＦＬＳパーティハウス　レインボー西大和店 小売業 衣料品 5%

180,616 奈良県 上牧町 オムライスのお店Ｆｕ?Ｆｕ? サービス 飲食業 5%

180,617 奈良県 上牧町 柿の葉すし本舗たなか　西和店 小売業 食料品 5%

180,618 奈良県 上牧町 Ｃｏｔｏｃｏｔｏ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

180,619 奈良県 上牧町 サラ サービス 理容・美容業 5%

180,620 奈良県 上牧町 株式会社スーパーおくやま上牧店 小売業 食料品 5%

180,621 奈良県 上牧町 ナナツモリ サービス 飲食業 5%

180,622 奈良県 上牧町 フクイフラワーショップ 小売業 その他小売 5%

180,623 奈良県 上牧町 プラザ　西大和店 サービス 理容・美容業 5%

180,624 奈良県 上牧町 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ポイントナイ サービス 理容・美容業 5%

180,625 奈良県 上牧町 ベルホール　真美ヶ丘 サービス その他サービス 5%

180,626 奈良県 上牧町 ペルル　西大和店 小売業 衣料品 5%

180,627 奈良県 上牧町 まさご電機三郷営業所 小売業 電化製品 5%

180,628 奈良県 上牧町 まさご電機西大和営業所 小売業 電化製品 5%

180,629 奈良県 上牧町 山浦オステオパシー整体院　本店 サービス その他サービス 5%

180,630 奈良県 上牧町 Ｌｉｓａ 小売業 衣料品 5%

180,631 奈良県 上牧町 ロータスリーフ サービス 理容・美容業 5%

180,632 奈良県 黒滝村 株式会社徳田銘木 小売業 その他小売 5%

180,633 奈良県 広陵町 Ａｎｇｅ　広陵店 サービス 理容・美容業 5%

180,634 奈良県 広陵町 ＡｓｉａｎＧａｒｄｅｎ　空音?くおん? サービス 飲食業 5%

180,635 奈良県 広陵町 あづまフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

180,636 奈良県 広陵町 あづまフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

180,637 奈良県 広陵町 Ａｔｅｌｉｅｒ　ＮＯＡ サービス 理容・美容業 5%

180,638 奈良県 広陵町 アペティート サービス 飲食業 5%

180,639 奈良県 広陵町 居酒屋あおい サービス 飲食業 5%

180,640 奈良県 広陵町 イタリア食房アペティート サービス 飲食業 5%

180,641 奈良県 広陵町 稲田酒店 小売業 食料品 5%

180,642 奈良県 広陵町 Ｏｌｕ  ｏｌｕ サービス 理容・美容業 5%
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180,643 奈良県 広陵町 カイロプラクティックＫＯＲＹＯ サービス 理容・美容業 5%

180,644 奈良県 広陵町 ＫＡＧＵＹＡ　ＣＡＦＥ　かぐやｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

180,645 奈良県 広陵町 カノ－　コウリョウ店 小売業 食料品 5%

180,646 奈良県 広陵町 Ｃａｆｅそらみる サービス 飲食業 5%

180,647 奈良県 広陵町 ｃａｆｅ　ｎａｔｕｒａｌ サービス 飲食業 5%

180,648 奈良県 広陵町 神谷電脳堂 サービス その他サービス 5%

180,649 奈良県 広陵町 広　陵 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,650 奈良県 広陵町 広陵中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,651 奈良県 広陵町 広陵町ＳＳ　極東油業株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,652 奈良県 広陵町 セブン－イレブン広陵町安部店 小売業 食料品 2%

180,653 奈良県 広陵町 セブン－イレブン広陵町笠東店 小売業 食料品 2%

180,654 奈良県 広陵町 コスモス　コスモス化粧品店 小売業 その他小売 5%

180,655 奈良県 広陵町 Ｃｏｂｉｔｔｏ南堀江 小売業 衣料品 5%

180,656 奈良県 広陵町 じゃんぼ總本店　広陵中和幹線店 サービス 飲食業 5%

180,657 奈良県 広陵町 じゃんぼ總本店　奈良広陵町店 サービス 飲食業 5%

180,658 奈良県 広陵町 ｃｈｏｕｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

180,659 奈良県 広陵町 旬彩　ゆうはな サービス 飲食業 5%

180,660 奈良県 広陵町 ＳＫＩＰ　ＢＥＡＴ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

180,661 奈良県 広陵町 スタジオキャラット　広陵店 サービス その他サービス 5%

180,662 奈良県 広陵町 すたみな太郎　広陵店 サービス 飲食業 5%

180,663 奈良県 広陵町 セルクル美容室 サービス 理容・美容業 5%

180,664 奈良県 広陵町 そばうどん今日亭広陵店 サービス 飲食業 5%

180,665 奈良県 広陵町 チャペル　クレール サービス その他サービス 5%

180,666 奈良県 広陵町 テニスガーデン広陵 サービス その他サービス 5%

180,667 奈良県 広陵町 ドラッグストア木のうた　真美ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

180,668 奈良県 広陵町 ドラッグストア木のうた真美ケ丘店 小売業 その他小売 5%

180,669 奈良県 広陵町 中森自動車 サービス その他サービス 5%

180,670 奈良県 広陵町 生パスタ専門店　ＲＥＡＬＥ サービス 飲食業 5%

180,671 奈良県 広陵町 にしな 光喜庵 小売業 食料品 5%

180,672 奈良県 広陵町 Ｎｉｎｏ治療院 サービス 理容・美容業 5%

180,673 奈良県 広陵町 ビジョン広陵ＳＳ　岸上石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,674 奈良県 広陵町 ＰｉｚｚｅｒｉａＨＡＲＵ サービス 飲食業 5%

180,675 奈良県 広陵町 フローリストラン Ｆｌｏｒｉｓｔ Ｒａｎ エコール マミ店 小売業 その他小売 5%

180,676 奈良県 広陵町 ＢＶＥ 真美ヶ丘店 ー 燃料 ー 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,677 奈良県 広陵町 有限会社増田自動車 サービス その他サービス 5%

180,678 奈良県 広陵町 リバースコンタクト サービス その他サービス 5%

180,679 奈良県 広陵町 露菴　奈良広陵店 サービス 飲食業 5%

180,680 奈良県 五條市 ＡＩＮＳＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 小売業 その他小売 5%

180,681 奈良県 五條市 エキサイト　ヨシハラ 小売業 食料品 5%

180,682 奈良県 五條市 柿の専門いしい　本店 小売業 食料品 5%

180,683 奈良県 五條市 柿の葉すし本舗たなか　丹生川店 小売業 食料品 5%

180,684 奈良県 五條市 柿の葉すし本舗たなか　本店 小売業 食料品 5%
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180,685 奈良県 五條市 カットクラブ　マニッシュ サービス 理容・美容業 5%

180,686 奈良県 五條市 カトウ電器 小売業 電化製品 5%

180,687 奈良県 五條市 株式会社柿の葉すし本舗たなか国道店 小売業 食料品 5%

180,688 奈良県 五條市 株式会社五條モータース サービス その他サービス 5%

180,689 奈良県 五條市 河合塾マナビス五條校 サービス その他サービス 2%

180,690 奈良県 五條市 カンタレーレ サービス 飲食業 5%

180,691 奈良県 五條市 北宇智ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,692 奈良県 五條市 紀和ドライ サービス その他サービス 5%

180,693 奈良県 五條市 金閣園 小売業 食料品 5%

180,694 奈良県 五條市 セブン－イレブン五條北インター店 小売業 食料品 2%

180,695 奈良県 五條市 セブン－イレブン五條須恵店 小売業 食料品 2%

180,696 奈良県 五條市 セブン－イレブン五條二見店 小売業 食料品 2%

180,697 奈良県 五條市 小松産業株式会社五條本店 小売業 その他小売 5%

180,698 奈良県 五條市 じゅびろ美容室 サービス 理容・美容業 5%

180,699 奈良県 五條市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　五條店 小売業 食料品 2%

180,700 奈良県 五條市 清流ホール サービス その他サービス 5%

180,701 奈良県 五條市 ２＆４モーターサービス栗本 サービス その他サービス 5%

180,702 奈良県 五條市 電脳工房　ピポ！　中電気店 小売業 電化製品 5%

180,703 奈良県 五條市 トヨタレンタリース奈良五條店 サービス その他サービス 2%

180,704 奈良県 五條市 奈良五條 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,705 奈良県 五條市 南和モータース サービス その他サービス 5%

180,706 奈良県 五條市 ＮＩＳＨＩＤＥ ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

180,707 奈良県 五條市 延原電器 小売業 電化製品 5%

180,708 奈良県 五條市 花ふぶき サービス 宿泊業 5%

180,709 奈良県 五條市 Ｐａｒｍｔｏｗｎ　ｌａ　ｌｒｅｖｅ サービス 理容・美容業 5%

180,710 奈良県 五條市 藤井館 サービス 宿泊業 5%

180,711 奈良県 五條市 撫石庵 サービス 飲食業 5%

180,712 奈良県 五條市 マクドナルド２４号五條店 サービス 飲食業 2%

180,713 奈良県 五條市 メイク・まるい 小売業 その他小売 5%

180,714 奈良県 五條市 ＭｏｔｏＤＩＮＥＲ サービス 飲食業 5%

180,715 奈良県 五條市 もんぺや 小売業 衣料品 5%

180,716 奈良県 五條市 よしの川 サービス 飲食業 5%

180,717 奈良県 五條市 吉野ストア五條店 小売業 食料品 5%

180,718 奈良県 五條市 ライフクリーナー　田園 サービス その他サービス 5%

180,719 奈良県 五條市 ＬＵＮＣＨ　ＦＯＯＤ　ＹＡＫＫＯ サービス 飲食業 5%

180,720 奈良県 五條市 リバーサイドホテル サービス 宿泊業 5%

180,721 奈良県 五條市 リバーサイドホテルレストラン菜ＮＯＯＫ サービス 宿泊業 5%

180,722 奈良県 五條市 ワッツ五條イオン店 小売業 その他小売 5%

180,723 奈良県 御所市 出光御所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,724 奈良県 御所市 扇屋自動車 サービス その他サービス 5%

180,725 奈良県 御所市 角南ふとん店 小売業 その他小売 5%

180,726 奈良県 御所市 葛城高原ロッジ サービス 宿泊業 5%
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180,727 奈良県 御所市 株式会社辻本自動車 サービス その他サービス 5%

180,728 奈良県 御所市 株式会社ぷちてんぐ 小売業 その他小売 5%

180,729 奈良県 御所市 かめびわん サービス その他サービス 5%

180,730 奈良県 御所市 カメラのバンビ 小売業 電化製品 5%

180,731 奈良県 御所市 御所 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,732 奈良県 御所市 御所 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,733 奈良県 御所市 御所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,734 奈良県 御所市 セブン－イレブン御所小殿店 小売業 食料品 2%

180,735 奈良県 御所市 御所セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,736 奈良県 御所市 古民家ぐらし サービス 宿泊業 5%

180,737 奈良県 御所市 じゅえりー工房Ｋ　御所店 小売業 貴金属・服飾品 5%

180,738 奈良県 御所市 戸毛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,739 奈良県 御所市 西川燃料株式会社 小売業 その他小売 5%

180,740 奈良県 御所市 Ｐａｒｍｔｏｗｎ　Ｓｏａｒ サービス 理容・美容業 5%

180,741 奈良県 御所市 ビューティーショップ　エル 小売業 その他小売 5%

180,742 奈良県 御所市 古川建築 小売業 電化製品 5%

180,743 奈良県 御所市 マクドナルド御所ライフ店 サービス 飲食業 2%

180,744 奈良県 御所市 吉村朝日堂 小売業 食料品 5%

180,745 奈良県 桜井市 明日葉奈良 サービス 飲食業 5%

180,746 奈良県 桜井市 井谷屋 サービス 宿泊業 5%

180,747 奈良県 桜井市 維鶴木工 小売業 家具・調度品 5%

180,748 奈良県 桜井市 ＦＬＳパーティハウス　桜井南店 小売業 衣料品 5%

180,749 奈良県 桜井市 Ｍ３ＡＦＩＴ サービス その他サービス 5%

180,750 奈良県 桜井市 Ａｕｔｏ　Ａｍｕｓｅ 小売業 その他小売 5%

180,751 奈良県 桜井市 カザマランドセル 小売業 貴金属・服飾品 5%

180,752 奈良県 桜井市 カザマランドセル 小売業 貴金属・服飾品 5%

180,753 奈良県 桜井市 セブン－イレブン橿原総合庁舎前店 小売業 食料品 2%

180,754 奈良県 桜井市 髪ＴＯＭＯ．ＨＡＴＡＮＡＫＡ サービス 理容・美容業 5%

180,755 奈良県 桜井市 髪ＴＯＭＯＨＡＴＡＮＡＫＡ サービス 理容・美容業 5%

180,756 奈良県 桜井市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋桜井東新堂店 サービス 飲食業 2%

180,757 奈良県 桜井市 ギフト富士 小売業 その他小売 5%

180,758 奈良県 桜井市 ゲストハウスいったん サービス その他サービス 5%

180,759 奈良県 桜井市 桜井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,760 奈良県 桜井市 セブン－イレブン桜井阿部店 小売業 食料品 2%

180,761 奈良県 桜井市 桜井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,762 奈良県 桜井市 セブン－イレブン桜井粟殿店 小売業 食料品 2%

180,763 奈良県 桜井市 桜井市庁前 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,764 奈良県 桜井市 桜井たに整体院 サービス その他サービス 5%

180,765 奈良県 桜井市 セブン－イレブン桜井外山店 小売業 食料品 2%

180,766 奈良県 桜井市 セブン－イレブン桜井東新堂店 小売業 食料品 2%

180,767 奈良県 桜井市 三和石油ガス株式会社２ 小売業 その他小売 5%

180,768 奈良県 桜井市 杉田モータース商会 サービス その他サービス 5%
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180,769 奈良県 桜井市 セラヴィヨシカワ 小売業 その他小売 5%

180,770 奈良県 桜井市 ゼロファイターオートカスタム サービス その他サービス 5%

180,771 奈良県 桜井市 たまき会計事務所 サービス その他サービス 5%

180,772 奈良県 桜井市 千宝 サービス 飲食業 5%

180,773 奈良県 桜井市 多武峰観光ホテル サービス 宿泊業 5%

180,774 奈良県 桜井市 外山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,775 奈良県 桜井市 ドラッグストア木のうた桜井店 小売業 その他小売 5%

180,776 奈良県 桜井市 肉料理よしかわ サービス 飲食業 5%

180,777 奈良県 桜井市 ネクスト　ふじもと 小売業 電化製品 5%

180,778 奈良県 桜井市 パーティハウス　桜井店 小売業 衣料品 5%

180,779 奈良県 桜井市 林自動車　株式会社 サービス その他サービス 5%

180,780 奈良県 桜井市 ひつじ屋 小売業 家具・調度品 5%

180,781 奈良県 桜井市 表具師　高梧堂 サービス その他サービス 5%

180,782 奈良県 桜井市 ブティックマトバ　本店 小売業 衣料品 5%

180,783 奈良県 桜井市 ヘアーサロンＫＩＴＡＧＵＣＨＩ サービス 理容・美容業 5%

180,784 奈良県 桜井市 ヘアーサロンＫＩＴＡＧＵＣＨＩ サービス 理容・美容業 5%

180,785 奈良県 桜井市 ヘヤーサロンみやざき サービス 理容・美容業 5%

180,786 奈良県 桜井市 ヘアーワーカービー サービス 理容・美容業 5%

180,787 奈良県 桜井市 Ｈａｉｒ＆ｓｐａ　Ｒｅｇａｌｏ サービス 理容・美容業 5%

180,788 奈良県 桜井市 マクドナルドイオン桜井店 サービス 飲食業 2%

180,789 奈良県 桜井市 マクドナルド１６５桜井店 サービス 飲食業 2%

180,790 奈良県 桜井市 まもるホンダ販売 サービス その他サービス 5%

180,791 奈良県 桜井市 マリンハウス　デジャヴー 小売業 その他小売 5%

180,792 奈良県 桜井市 マルハシ理容所 サービス 理容・美容業 5%

180,793 奈良県 桜井市 味波美装株式会社　プロタイムズ桜井店 サービス その他サービス 5%

180,794 奈良県 桜井市 ヘアーモードサロンミヤケ サービス 理容・美容業 5%

180,795 奈良県 桜井市 三輪山本 小売業 食料品 5%

180,796 奈良県 桜井市 メロディア・かねとめ 小売業 電化製品 5%

180,797 奈良県 桜井市 山岡自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

180,798 奈良県 桜井市 大和肉鶏　千鶏 サービス 飲食業 5%

180,799 奈良県 桜井市 山の辺病院売店 小売業 その他小売 5%

180,800 奈良県 桜井市 ユアーズ　タニグチ店 小売業 電化製品 5%

180,801 奈良県 桜井市 夢工房 小売業 電化製品 5%

180,802 奈良県 桜井市 ライフクリーナー　新朝倉台 サービス その他サービス 5%

180,803 奈良県 桜井市 Ｌｉｎｋ’ｓ　Ｈｅａｒｔ　桜井店 サービス 理容・美容業 5%

180,804 奈良県 桜井市 Ｌｕｐｉｎｕｓ　ｓｔａｇｅ　７ｎａｎａ サービス その他サービス 5%

180,805 奈良県 桜井市 ＲＥＧＵ ＲＥＧＵ朝倉 サービス 理容・美容業 5%

180,806 奈良県 桜井市 ＲＥＧＵ ＲＥＧＵ桜井 サービス 理容・美容業 5%

180,807 奈良県 桜井市 わくわく桜井店 サービス 理容・美容業 5%

180,808 奈良県 三郷町 カイロプラクティックＡＫＩ サービス 理容・美容業 2%

180,809 奈良県 三郷町 柿本家 サービス 宿泊業 5%

180,810 奈良県 三郷町 カフェ　ファンチャーナ サービス 飲食業 5%
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180,811 奈良県 三郷町 カラーミューズ サービス 理容・美容業 5%

180,812 奈良県 三郷町 ｇｒｅｅｎｗｏｒｋｓｓｔｏｌｏ 小売業 その他小売 5%

180,813 奈良県 三郷町 小林設備 サービス その他サービス 5%

180,814 奈良県 三郷町 信貴山観光ホテル サービス 宿泊業 5%

180,815 奈良県 三郷町 奈良三郷町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,816 奈良県 三郷町 ＨｅａｒｔＴｒｕｓｔＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

180,817 奈良県 三郷町 パソデジ出張サポート（有限会社ビートウェーブ） サービス その他サービス 5%

180,818 奈良県 三郷町 山田自動車　山田自動車 サービス その他サービス 5%

180,819 奈良県 三郷町 ライフクリーナー　三郷 サービス その他サービス 5%

180,820 奈良県 三郷町 リサイクルショップ堀江 小売業 その他小売 5%

180,821 奈良県 三郷町 旅亭　十三屋 サービス 宿泊業 5%

180,822 奈良県 下市町 下市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,823 奈良県 下北山村 池原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,824 奈良県 下北山村 池原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,825 奈良県 下北山村 出光下北山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,826 奈良県 曽爾村 （株）そに木霊プロジェクト サービス 飲食業 5%

180,827 奈良県 曽爾村 曽爾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,828 奈良県 曽爾村 曽爾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,829 奈良県 曽爾村 Ｔａｗａ　Ｓｈｏｐ サービス 飲食業 5%

180,830 奈良県 高取町 明日香 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,831 奈良県 高取町 カイロオフィスあしたか サービス その他サービス 5%

180,832 奈良県 高取町 総合パーツ販売株式会社 サービス その他サービス 5%

180,833 奈良県 高取町 セブン－イレブン高取町越智店 小売業 食料品 2%

180,834 奈良県 高取町 森山食品 小売業 その他小売 5%

180,835 奈良県 高取町 吉野ストア髙取店 小売業 食料品 5%

180,836 奈良県 田原本町 あいらんど あいらんど サービス 飲食業 5%

180,837 奈良県 田原本町 あかさか犬と猫の病院 サービス その他サービス 5%

180,838 奈良県 田原本町 あす香　田原本店 小売業 衣料品 5%

180,839 奈良県 田原本町 ＩＲＯＪＹＵ 小売業 その他小売 5%

180,840 奈良県 田原本町 有限会社スイッチ サービス 運輸業 5%

180,841 奈良県 田原本町 エルハウス サービス その他サービス 5%

180,842 奈良県 田原本町 織田畳店 小売業 衣料品 5%

180,843 奈良県 田原本町 ＣＵＴＥ　ＲＡＢＢＩＴ 小売業 その他小売 5%

180,844 奈良県 田原本町 サンプラザ　田原本店 小売業 食料品 5%

180,845 奈良県 田原本町 株式会社スーパーおくやま新町店 小売業 食料品 5%

180,846 奈良県 田原本町 株式会社スーパーおくやま三笠店 小売業 食料品 5%

180,847 奈良県 田原本町 田原本 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,848 奈良県 田原本町 セブン－イレブン田原本味間店 小売業 食料品 2%

180,849 奈良県 田原本町 セブン－イレブン田原本鍵店 小売業 食料品 2%

180,850 奈良県 田原本町 セブン－イレブン田原本千代店 小売業 食料品 2%

180,851 奈良県 田原本町 セブン－イレブン田原本松本店 小売業 食料品 2%

180,852 奈良県 田原本町 セブン－イレブン田原本満田南店 小売業 食料品 2%
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180,853 奈良県 田原本町 ティーカーズ サービス その他サービス 5%

180,854 奈良県 田原本町 トータルビューティーサロン　ピュア サービス 理容・美容業 5%

180,855 奈良県 田原本町 中谷本舗　田原本店 小売業 食料品 5%

180,856 奈良県 田原本町 奈良ホープ自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

180,857 奈良県 田原本町 肉匠迎賓館田原本店 サービス 飲食業 5%

180,858 奈良県 田原本町 Ｎａｔｕｒｅ 小売業 その他小売 5%

180,859 奈良県 田原本町 橋本産機 サービス その他サービス 5%

180,860 奈良県 田原本町 パン工房トゥジュール 小売業 食料品 5%

180,861 奈良県 田原本町 ピアールＴ 小売業 電化製品 5%

180,862 奈良県 田原本町 ＰＩＣＮＩＣ サービス その他サービス 5%

180,863 奈良県 田原本町 ひごペット　田原本店 小売業 その他小売 5%

180,864 奈良県 田原本町 ピザカリビアン 田原本店 サービス 飲食業 5%

180,865 奈良県 田原本町 ピュア美容室　ジャスコ田原本店 サービス 理容・美容業 5%

180,866 奈良県 田原本町 ピュア美容室　田原本店 サービス 理容・美容業 5%

180,867 奈良県 田原本町 福岡正信自然農園 小売業 その他小売 5%

180,868 奈良県 田原本町 ヘアークリエイション ベル サービス 理容・美容業 5%

180,869 奈良県 田原本町 マクドナルド田原本店 サービス 飲食業 2%

180,870 奈良県 田原本町 まんがの虫 サービス 飲食業 5%

180,871 奈良県 田原本町 三笠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,872 奈良県 田原本町 メロディアたけむら 小売業 電化製品 5%

180,873 奈良県 田原本町 メンズかめや 小売業 衣料品 5%

180,874 奈良県 田原本町 森田薬王堂薬局　森田薬王堂薬局 小売業 その他小売 5%

180,875 奈良県 田原本町 ＲｕｓｔｙＡｃｏｒｎＡｎｔｉｑｕｅｓ 小売業 その他小売 5%

180,876 奈良県 田原本町 ＲｉＲｉ　Ｎａｉｌ　【田原本店】 サービス その他サービス 5%

180,877 奈良県 田原本町 Ｌｉｎｋ’ｓ　Ｈｅａｒｔ　田原本店 サービス 理容・美容業 5%

180,878 奈良県 田原本町 ＲＩＮ　ＨＡＩＲ　ＦＡＣＴＯＲＹ サービス 理容・美容業 5%

180,879 奈良県 田原本町 ワイズヘアー サービス 理容・美容業 5%

180,880 奈良県 天川村 出光洞川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,881 奈良県 天川村 光緑園　西清 サービス 宿泊業 5%

180,882 奈良県 天川村 さら徳旅館 サービス その他サービス 5%

180,883 奈良県 天川村 せせらぎの宿　弥仙館 サービス 宿泊業 5%

180,884 奈良県 天川村 銭谷小角堂 小売業 その他小売 5%

180,885 奈良県 天川村 辻彦平本舗 小売業 その他小売 5%

180,886 奈良県 天川村 天川村 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,887 奈良県 天川村 松谷清造本舗 小売業 その他小売 5%

180,888 奈良県 天川村 宿　花屋徳兵衛 サービス 宿泊業 5%

180,889 奈良県 天川村 料理旅館まえひら サービス 宿泊業 5%

180,890 奈良県 天川村 旅館　紀の国屋甚八 サービス 宿泊業 5%

180,891 奈良県 天川村 旅館久保治 サービス 宿泊業 5%

180,892 奈良県 天理市 ＡｔｅｌｉｅｒＬｉｅｎ 小売業 家具・調度品 5%

180,893 奈良県 天理市 イオンタウン天理店 小売業 衣料品 5%

180,894 奈良県 天理市 憩の家ケアサービス 小売業 家具・調度品 5%
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180,895 奈良県 天理市 ゐざさ　天理店 小売業 食料品 5%

180,896 奈良県 天理市 石西呉服店 小売業 衣料品 5%

180,897 奈良県 天理市 出光柳本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,898 奈良県 天理市 稲天 小売業 食料品 5%

180,899 奈良県 天理市 Ｉｎ　ｊａ　ｎｅ?ｎｏ 小売業 衣料品 5%

180,900 奈良県 天理市 Ｉｎｊａｎｅ～ｎｏ 小売業 衣料品 5%

180,901 奈良県 天理市 植村自転車商会 小売業 その他小売 5%

180,902 奈良県 天理市 Ｎ・Ｈ　Ａｕｔｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ サービス その他サービス 5%

180,903 奈良県 天理市 ＭＬＳ防犯センター サービス その他サービス 5%

180,904 奈良県 天理市 お好み焼鉄板焼　春道 サービス 飲食業 5%

180,905 奈良県 天理市 男と女のカットサロン　フクダ サービス 理容・美容業 5%

180,906 奈良県 天理市 オリックスレンタカー近鉄天理駅前店 サービス その他サービス 2%

180,907 奈良県 天理市 ＣａｒＣｌｉｎｉｃ９９ サービス その他サービス 5%

180,908 奈良県 天理市 カフェテラス　オズ サービス 飲食業 5%

180,909 奈良県 天理市 カフェテラスオズ サービス 飲食業 5%

180,910 奈良県 天理市 株式会社天理スポーツ社 小売業 その他小売 5%

180,911 奈良県 天理市 株式会社メモリーホーム サービス その他サービス 5%

180,912 奈良県 天理市 （株）天理スポーツ社 小売業 その他小売 5%

180,913 奈良県 天理市 カラコ舎　本店 サービス その他サービス 5%

180,914 奈良県 天理市 カレーハウスココ壱番屋天理嘉幡店 サービス 飲食業 2%

180,915 奈良県 天理市 ＫＡＮＤＡ　天理店 小売業 貴金属・服飾品 5%

180,916 奈良県 天理市 気まぐれ家 サービス 飲食業 5%

180,917 奈良県 天理市 ぎんのコンシェルジュ ぎんのコンシェルジュ サービス その他サービス 5%

180,918 奈良県 天理市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ天理店 小売業 その他小売 5%

180,919 奈良県 天理市 ＧｒｅｅｎＴｅｒｒａｃｅＭＡＴＳＵＩ 小売業 その他小売 5%

180,920 奈良県 天理市 グリーン動物病院 サービス その他サービス 5%

180,921 奈良県 天理市 コウキ商事株式会社 小売業 その他小売 5%

180,922 奈良県 天理市 コウキ商事 Ｗｉｔｈ Ｙｏｕ 小売業 その他小売 5%

180,923 奈良県 天理市 セブン－イレブン高清会病院店 小売業 食料品 2%

180,924 奈良県 天理市 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｃｅｖａ サービス 理容・美容業 5%

180,925 奈良県 天理市 ジェイ・ネット株式会社 サービス 運輸業 5%

180,926 奈良県 天理市 寿司　和食　たかまる サービス 飲食業 5%

180,927 奈良県 天理市 すたみな太郎　天理店 サービス 飲食業 5%

180,928 奈良県 天理市 スマイル動物病院 サービス その他サービス 5%

180,929 奈良県 天理市 スマイルレンタカー サービス その他サービス 5%

180,930 奈良県 天理市 炭火焼肉亀山社中天理店 小売業 その他小売 5%

180,931 奈良県 天理市 そば処　更科 サービス 飲食業 5%

180,932 奈良県 天理市 たなかや　三島店 小売業 その他小売 5%

180,933 奈良県 天理市 Ｄ．Ｂ．Ｌａｐｅｌ伊藤 小売業 衣料品 5%

180,934 奈良県 天理市 寺口オート サービス その他サービス 5%

180,935 奈良県 天理市 セブン－イレブン天理インター店 小売業 食料品 2%

180,936 奈良県 天理市 セブン－イレブン天理インター南店 小売業 食料品 2%
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180,937 奈良県 天理市 セブン－イレブン天理庵治町店 小売業 食料品 2%

180,938 奈良県 天理市 セブン－イレブン天理喜殿町店 小売業 食料品 2%

180,939 奈良県 天理市 セブン－イレブン天理三昧田町店 小売業 食料品 2%

180,940 奈良県 天理市 天理商会 サービス その他サービス 5%

180,941 奈良県 天理市 セブン－イレブン天理杉本町店 小売業 食料品 2%

180,942 奈良県 天理市 セブン－イレブン天理大学店 小売業 食料品 2%

180,943 奈良県 天理市 セブン－イレブン天理田井庄町店 小売業 食料品 2%

180,944 奈良県 天理市 天理中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,945 奈良県 天理市 天理勾田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,946 奈良県 天理市 セブン－イレブン天理三島町北大路店 小売業 食料品 2%

180,947 奈良県 天理市 天理南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,948 奈良県 天理市 セブン－イレブン天理守目堂町店 小売業 食料品 2%

180,949 奈良県 天理市 中村薬局 小売業 その他小売 5%

180,950 奈良県 天理市 Ｎａｇｉ サービス 理容・美容業 5%

180,951 奈良県 天理市 南口オートサービス サービス その他サービス 5%

180,952 奈良県 天理市 喃風　天理店 サービス 飲食業 5%

180,953 奈良県 天理市 肉匠迎賓館天理店 サービス 飲食業 5%

180,954 奈良県 天理市 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ｍｉｍｉ サービス その他サービス 5%

180,955 奈良県 天理市 バイシクルカラー　奈良天理店 小売業 その他小売 5%

180,956 奈良県 天理市 Ｐａｒｍｔｏｗｎ　Ａｔｔａｉｎ サービス 理容・美容業 5%

180,957 奈良県 天理市 ヒカリオート サービス その他サービス 5%

180,958 奈良県 天理市 ビジネス旅館やまべ サービス 宿泊業 5%

180,959 奈良県 天理市 ビューティサロン千鶴 サービス 理容・美容業 5%

180,960 奈良県 天理市 廣田石材工業 サービス その他サービス 5%

180,961 奈良県 天理市 ＦＬＳパーティハウス　天理店 小売業 衣料品 5%

180,962 奈良県 天理市 フカセ種苗株式会社 小売業 その他小売 5%

180,963 奈良県 天理市 ブックマーケット天理店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

180,964 奈良県 天理市 フラワーショップ　花いちもんめ　フラワーショップ　花いちもんめ 小売業 その他小売 5%

180,965 奈良県 天理市 ｈａｉｒ　ｅｓｔｈｅ　Ｉ．Ｅ サービス 理容・美容業 5%

180,966 奈良県 天理市 Ｈａｉｒｃｌｕｂａｎｎ・ａｎｎＫｕｕ サービス 理容・美容業 5%

180,967 奈良県 天理市 ヘアリラクゼーションアイビー　天理店 サービス 理容・美容業 5%

180,968 奈良県 天理市 便利屋ａｚ サービス その他サービス 5%

180,969 奈良県 天理市 マクドナルド１６９天理店 サービス 飲食業 2%

180,970 奈良県 天理市 マクドナルド天理ダイキ店 サービス 飲食業 2%

180,971 奈良県 天理市 村島米酒店 小売業 食料品 5%

180,972 奈良県 天理市 メガネ本舗　天理店 小売業 その他小売 5%

180,973 奈良県 天理市 ＭＯＲＥ＋　ｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

180,974 奈良県 天理市 大和軒　本店 サービス 飲食業 5%

180,975 奈良県 天理市 山中章弘農園 小売業 その他小売 5%

180,976 奈良県 天理市 ユミ美容室 サービス 理容・美容業 5%

180,977 奈良県 天理市 吉本サイクル 小売業 その他小売 5%

180,978 奈良県 天理市 ラ　チェーロ サービス 飲食業 5%
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180,979 奈良県 天理市 ライフクリーナー　天理南 サービス その他サービス 5%

180,980 奈良県 天理市 理容ウィル サービス 理容・美容業 5%

180,981 奈良県 天理市 Ｌｅ　Ｒｅｖｅ サービス 飲食業 5%

180,982 奈良県 十津川村 神湯荘 サービス 宿泊業 5%

180,983 奈良県 十津川村 スーパーヤマイチ 小売業 その他小売 5%

180,984 奈良県 十津川村 十津川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,985 奈良県 十津川村 十津川温泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,986 奈良県 十津川村 十津川温泉　ホテル昴 サービス 宿泊業 5%

180,987 奈良県 十津川村 十津川中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

180,988 奈良県 奈良市 ｒｐｍ サービス その他サービス 5%

180,989 奈良県 奈良市 愛栽家族　ならやま店 小売業 家具・調度品 5%

180,990 奈良県 奈良市 ｉ　Ｎａｉｌ　奈良店 サービス 理容・美容業 5%

180,991 奈良県 奈良市 アイプラス奈良ミ・ナーラ店 サービス その他サービス 5%

180,992 奈良県 奈良市 Ｌｉｌｙ　Ｍ サービス 理容・美容業 5%

180,993 奈良県 奈良市 アカートライフスタイル 小売業 その他小売 5%

180,994 奈良県 奈良市 ＡＫＩ交通　１ サービス その他サービス 5%

180,995 奈良県 奈良市 秋篠の森　なず菜 サービス 飲食業 5%

180,996 奈良県 奈良市 秋篠の森　つき草 サービス 飲食業 5%

180,997 奈良県 奈良市 アクティオ 小売業 貴金属・服飾品 5%

180,998 奈良県 奈良市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｕａｎａ西大寺 サービス 理容・美容業 5%

180,999 奈良県 奈良市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｐａｒｆａｉｔ奈良駅前 サービス 理容・美容業 5%

181,000 奈良県 奈良市 アジア雑貨ｍｉｍｐｉ 小売業 その他小売 5%

181,001 奈良県 奈良市 あじ処　なる　西大寺店 サービス 飲食業 5%

181,002 奈良県 奈良市 あじ処　なる　奈良店 サービス 飲食業 5%

181,003 奈良県 奈良市 あすは六曜日 サービス 飲食業 5%

181,004 奈良県 奈良市 東鮓 サービス 飲食業 5%

181,005 奈良県 奈良市 東鮓　おしくま店 サービス 飲食業 5%

181,006 奈良県 奈良市 東鮓　総本店 サービス 飲食業 5%

181,007 奈良県 奈良市 東鮓出前ＣＫ サービス 飲食業 5%

181,008 奈良県 奈良市 東鮓出前センター王寺店 サービス 飲食業 5%

181,009 奈良県 奈良市 東鮓出前センター大宮店 サービス 飲食業 5%

181,010 奈良県 奈良市 東鮓出前センター本店 サービス 飲食業 5%

181,011 奈良県 奈良市 東鮓　法ヶ寺店 サービス 飲食業 5%

181,012 奈良県 奈良市 あたつく組合 サービス その他サービス 5%

181,013 奈良県 奈良市 新司商店 小売業 食料品 5%

181,014 奈良県 奈良市 アップシップス　奈良 小売業 衣料品 5%

181,015 奈良県 奈良市 あーとぉ 小売業 その他小売 5%

181,016 奈良県 奈良市 アトリエ桑江 小売業 衣料品 5%

181,017 奈良県 奈良市 ａｔｅｌｉｅｒＲＩＣＯ サービス 理容・美容業 5%

181,018 奈良県 奈良市 アビレッジ 小売業 その他小売 5%

181,019 奈良県 奈良市 アミーゴ 小売業 衣料品 5%

181,020 奈良県 奈良市 あみもの工房Ｓｈｅｅｐｌ 小売業 その他小売 5%
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181,021 奈良県 奈良市 あやめ電化ハウス 小売業 電化製品 2%

181,022 奈良県 奈良市 新井電気店 小売業 電化製品 5%

181,023 奈良県 奈良市 荒木メガネ サービス その他サービス 5%

181,024 奈良県 奈良市 Ａｌｌａ　ｍｏｄａ サービス 理容・美容業 5%

181,025 奈良県 奈良市 Ａｒｔｉｓｔａ（アルティスタ） サービス 理容・美容業 5%

181,026 奈良県 奈良市 ＡＬＥＸ綜合法律事務所 サービス その他サービス 5%

181,027 奈良県 奈良市 アングラーズ　押熊店 小売業 その他小売 5%

181,028 奈良県 奈良市 あんず舎 サービス その他サービス 5%

181,029 奈良県 奈良市 アンソレイユ サービス 飲食業 5%

181,030 奈良県 奈良市 アンティーム 小売業 衣料品 5%

181,031 奈良県 奈良市 アンビシャス 小売業 衣料品 5%

181,032 奈良県 奈良市 飯村赤ちゃん 小売業 衣料品 5%

181,033 奈良県 奈良市 イオカ　ビューティーショップ 小売業 その他小売 5%

181,034 奈良県 奈良市 居酒家　小間蔵ｈａｎａ　西大寺店 サービス 飲食業 5%

181,035 奈良県 奈良市 居酒屋つのふり サービス 飲食業 5%

181,036 奈良県 奈良市 イシガミ　奈良四条大路メガネ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,037 奈良県 奈良市 イシガミ　奈良店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,038 奈良県 奈良市 ゆめおもふ サービス その他サービス 5%

181,039 奈良県 奈良市 いそかわ尼ヶ辻店 小売業 食料品 5%

181,040 奈良県 奈良市 いそかわあやめ池店 小売業 食料品 5%

181,041 奈良県 奈良市 いそかわ押熊店 小売業 食料品 5%

181,042 奈良県 奈良市 板前焼肉一輪 サービス 飲食業 5%

181,043 奈良県 奈良市 イタリア料理イオタ サービス 飲食業 5%

181,044 奈良県 奈良市 いつか森になるカフェ サービス 飲食業 5%

181,045 奈良県 奈良市 出光荻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,046 奈良県 奈良市 出光学園前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,047 奈良県 奈良市 出光大安寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,048 奈良県 奈良市 出光月ヶ瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,049 奈良県 奈良市 犬野苑 サービス その他サービス 5%

181,050 奈良県 奈良市 居間焼肉　百欒 サービス 飲食業 5%

181,051 奈良県 奈良市 癒指工房　奈良西大寺店 サービス 理容・美容業 5%

181,052 奈良県 奈良市 癒家わびさび　富雄駅前店 サービス その他サービス 5%

181,053 奈良県 奈良市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ奈良 サービス その他サービス 5%

181,054 奈良県 奈良市 色十色 小売業 衣料品 5%

181,055 奈良県 奈良市 いろはずし サービス 飲食業 5%

181,056 奈良県 奈良市 インテリアショップ西尾 小売業 家具・調度品 5%

181,057 奈良県 奈良市 ＩＭＰＥＲＩＡＬ’Ｓ 小売業 衣料品 5%

181,058 奈良県 奈良市 ヴァンテーヌ 小売業 衣料品 5%

181,059 奈良県 奈良市 Ｖｅｎｔ　Ｄｅｕｘｒ 小売業 衣料品 5%

181,060 奈良県 奈良市 ウィメンズフューチャーセンター サービス その他サービス 5%

181,061 奈良県 奈良市 ＶＩＮＴＡＧＥＧＡＲＤＥＮ 小売業 家具・調度品 5%

181,062 奈良県 奈良市 ＷＥＳＴ　ＭＯＵＮＴＡＩＮ 小売業 衣料品 5%
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181,063 奈良県 奈良市 ウエムラ化粧院 サービス 理容・美容業 5%

181,064 奈良県 奈良市 上村商会 サービス その他サービス 5%

181,065 奈良県 奈良市 上村電化 小売業 電化製品 5%

181,066 奈良県 奈良市 ｗｅｌｃａｍｅ奈良 サービス その他サービス 5%

181,067 奈良県 奈良市 魚いち サービス 飲食業 5%

181,068 奈良県 奈良市 魚釣り酒場　九鬼水軍 サービス 飲食業 5%

181,069 奈良県 奈良市 器まつもり 小売業 その他小売 5%

181,070 奈良県 奈良市 梅乃家 サービス 飲食業 5%

181,071 奈良県 奈良市 ＥＩＧＨＴＨＳＥＮＳＥ 小売業 衣料品 5%

181,072 奈良県 奈良市 エーティーエム建築 サービス その他サービス 5%

181,073 奈良県 奈良市 エクステリア＆ガーデン　ルーチェ サービス その他サービス 5%

181,074 奈良県 奈良市 エスコス　学園前 サービス 理容・美容業 5%

181,075 奈良県 奈良市 エステ＆シェービングＶＥＲＹ サービス 理容・美容業 5%

181,076 奈良県 奈良市 ＥＳＴＨＥＳＡＬＯＮＨＡＬ サービス 理容・美容業 5%

181,077 奈良県 奈良市 エスペランスレーヴ サービス 理容・美容業 5%

181,078 奈良県 奈良市 江戸三 サービス その他サービス 5%

181,079 奈良県 奈良市 株式会社エビスヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,080 奈良県 奈良市 ＡＢホテル奈良 サービス 宿泊業 5%

181,081 奈良県 奈良市 ＦＬＳパーティハウス　三条大路店 小売業 衣料品 5%

181,082 奈良県 奈良市 ＦＣＴ　奈良大宮店 サービス その他サービス 5%

181,083 奈良県 奈良市 ＦＰオフィス家計のいろは　新大宮相談ルーム サービス その他サービス 5%

181,084 奈良県 奈良市 ＭＳＰ　ならファミリ－店 サービス 理容・美容業 5%

181,085 奈良県 奈良市 ＭＬＰショップ 小売業 家具・調度品 5%

181,086 奈良県 奈良市 ＭＴＧ専門店しかのつの 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

181,087 奈良県 奈良市 ｍｔｂｇａｒａｇｅＺＯＮＥ 小売業 その他小売 5%

181,088 奈良県 奈良市 エメロード 小売業 その他小売 5%

181,089 奈良県 奈良市 エル 小売業 衣料品 5%

181,090 奈良県 奈良市 エルマリア サービス 理容・美容業 5%

181,091 奈良県 奈良市 エレトピア 小売業 電化製品 5%

181,092 奈良県 奈良市 Ａｎｇｅｌ’ｓ　Ｔａｉｌ 小売業 その他小売 5%

181,093 奈良県 奈良市 Ａｎｇｅｌｓ’ｔａｉｌ 小売業 衣料品 5%

181,094 奈良県 奈良市 オイカゼサイクル 小売業 その他小売 5%

181,095 奈良県 奈良市 邑地町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,096 奈良県 奈良市 ｏｒｂｉｔ サービス 理容・美容業 5%

181,097 奈良県 奈良市 大宮１丁目 小売業 食料品 5%

181,098 奈良県 奈良市 おかだ動物病院 サービス その他サービス 5%

181,099 奈良県 奈良市 岡本友芳軒 小売業 その他小売 5%

181,100 奈良県 奈良市 沖縄酒場　海風 サービス 飲食業 5%

181,101 奈良県 奈良市 尾崎珈琲 尾崎珈琲 サービス 飲食業 5%

181,102 奈良県 奈良市 おちゃのこ 小売業 食料品 5%

181,103 奈良県 奈良市 おめかしラボｒｉ－ｂｏ－ｎ 小売業 衣料品 5%

181,104 奈良県 奈良市 オリックスレンタカー近鉄西大寺駅前店 サービス その他サービス 2%
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181,105 奈良県 奈良市 オリックスレンタカー近鉄奈良駅前店 サービス その他サービス 2%

181,106 奈良県 奈良市 オリックスレンタカー奈良駅前店 サービス その他サービス 2%

181,107 奈良県 奈良市 柿なら 小売業 衣料品 5%

181,108 奈良県 奈良市 柿の専門いしい ＪＲ奈良店 小売業 食料品 5%

181,109 奈良県 奈良市 柿の専門いしい 三条通店 小売業 食料品 5%

181,110 奈良県 奈良市 柿の葉すし本舗たなか　がくえんまえ店 小売業 食料品 5%

181,111 奈良県 奈良市 柿の葉すし本舗たなか　なら本店 小売業 食料品 5%

181,112 奈良県 奈良市 学園前インターナショナルテニスク 小売業 その他小売 5%

181,113 奈良県 奈良市 カクレミノ家　奈良駅前店 小売業 その他小売 5%

181,114 奈良県 奈良市 かごの屋学園前店 サービス 飲食業 5%

181,115 奈良県 奈良市 かごの屋奈良新大宮店 サービス 飲食業 5%

181,116 奈良県 奈良市 ＫＡＣＯＲＩＮＡ 小売業 衣料品 5%

181,117 奈良県 奈良市 カサブランカ奈良 小売業 その他小売 5%

181,118 奈良県 奈良市 ｃａｇｅ 小売業 食料品 5%

181,119 奈良県 奈良市 春日庵 サービス 飲食業 5%

181,120 奈良県 奈良市 カフェ・ショップ鹿音 サービス 飲食業 5%

181,121 奈良県 奈良市 春日野カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

181,122 奈良県 奈良市 ガッツレンタカー奈良駅前店 サービス その他サービス 5%

181,123 奈良県 奈良市 ｃｕｔ倶楽部 橘 サービス 理容・美容業 5%

181,124 奈良県 奈良市 ＣＵＴ　ＨＯＵＳＥ　ＫＩＴＡ サービス 理容・美容業 5%

181,125 奈良県 奈良市 活版工房　丹 小売業 その他小売 5%

181,126 奈良県 奈良市 割烹東吉 サービス 飲食業 5%

181,127 奈良県 奈良市 カナタコナタ 小売業 その他小売 5%

181,128 奈良県 奈良市 Ｃａｆｅ＆Ｄｉｎｉｎｇ　Ｔｉｇｒｅ サービス 飲食業 5%

181,129 奈良県 奈良市 ｃａｆｅＴＡＮＮＥ サービス 飲食業 5%

181,130 奈良県 奈良市 株式会社あぷん 小売業 食料品 5%

181,131 奈良県 奈良市 株式会社柿の葉すし本舗たなか奈良ショップ 小売業 食料品 5%

181,132 奈良県 奈良市 ［ＨＣ］株式会社鈴木電気商会 小売業 電化製品 5%

181,133 奈良県 奈良市 株式会社奈良ユニフォーム 小売業 衣料品 5%

181,134 奈良県 奈良市 株式会社バイシクルカラー バイシクルカラー 奈良登美ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

181,135 奈良県 奈良市 株式会社ホーリーエクィップ 小売業 その他小売 5%

181,136 奈良県 奈良市 株式会社ミヤコ 小売業 その他小売 5%

181,137 奈良県 奈良市 株式会社ＲＡＨＯＴＳＵ サービス 飲食業 5%

181,138 奈良県 奈良市 髪さろんｎ床屋 サービス 理容・美容業 5%

181,139 奈良県 奈良市 カミタケモータース奈良店 サービス その他サービス 5%

181,140 奈良県 奈良市 カラオケライブ　新大宮店 サービス その他サービス 5%

181,141 奈良県 奈良市 ガラージュモリ　第二 サービス その他サービス 5%

181,142 奈良県 奈良市 ガラージュモリ　本社 サービス その他サービス 5%

181,143 奈良県 奈良市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋近鉄新大宮駅前店 サービス 飲食業 2%

181,144 奈良県 奈良市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋近鉄八尾駅店 サービス その他サービス 2%

181,145 奈良県 奈良市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋奈良上三条店 サービス 飲食業 2%

181,146 奈良県 奈良市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋奈良神殿店 サービス 飲食業 2%
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181,147 奈良県 奈良市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　奈良藤ノ木台店 サービス 飲食業 2%

181,148 奈良県 奈良市 河合塾マナビス新大宮校 サービス その他サービス 2%

181,149 奈良県 奈良市 観光福祉タクシー　ＭＩＹＡＢＩＷＥＬＣＡＢ サービス 運輸業 5%

181,150 奈良県 奈良市 Ｋａｎｓａｉサービス 小売業 その他小売 5%

181,151 奈良県 奈良市 菅田　学園前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,152 奈良県 奈良市 かんとりい 小売業 その他小売 5%

181,153 奈良県 奈良市 ｇｅｅｋ．ｃｈｉｃ．ａｔｅｌｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

181,154 奈良県 奈良市 着飾処雅 サービス その他サービス 5%

181,155 奈良県 奈良市 菊一文珠四郎　包永 小売業 家具・調度品 5%

181,156 奈良県 奈良市 菊一文珠四郎包永 小売業 家具・調度品 5%

181,157 奈良県 奈良市 菊一文珠四郎包永 小売業 電化製品 5%

181,158 奈良県 奈良市 菊一文珠四郎包永 小売業 家具・調度品 5%

181,159 奈良県 奈良市 菊一文珠四郎包永本店 小売業 その他小売 5%

181,160 奈良県 奈良市 菊岡漢方薬局 小売業 その他小売 5%

181,161 奈良県 奈良市 菊岡漢方薬局 小売業 その他小売 5%

181,162 奈良県 奈良市 菊岡工芸 小売業 その他小売 5%

181,163 奈良県 奈良市 喜久屋書店　奈良駅店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

181,164 奈良県 奈良市 きたでんき 小売業 電化製品 5%

181,165 奈良県 奈良市 キタハタ電器 小売業 電化製品 5%

181,166 奈良県 奈良市 ＫＩＣＨＩＲＩ近鉄奈良駅前 サービス 飲食業 5%

181,167 奈良県 奈良市 紀寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,168 奈良県 奈良市 きと庵 サービス 飲食業 5%

181,169 奈良県 奈良市 ＫｉｎａｒｉＰｉｚｚａ サービス 飲食業 5%

181,170 奈良県 奈良市 Ｇｉｆｔ サービス 理容・美容業 5%

181,171 奈良県 奈良市 ギャラリー　たちばな 小売業 家具・調度品 5%

181,172 奈良県 奈良市 ギャラリーアイ　奈良餅飯殿店 小売業 衣料品 5%

181,173 奈良県 奈良市 ギャラリー一風 サービス その他サービス 5%

181,174 奈良県 奈良市 ギャラリー工房　朋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

181,175 奈良県 奈良市 ＫＹＡＮＯＳ行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

181,176 奈良県 奈良市 牛角新大宮店 サービス 飲食業 2%

181,177 奈良県 奈良市 ９＆ 小売業 衣料品 5%

181,178 奈良県 奈良市 行徳庵 小売業 その他小売 5%

181,179 奈良県 奈良市 京春 小売業 家具・調度品 5%

181,180 奈良県 奈良市 きりしまオートサービス サービス その他サービス 5%

181,181 奈良県 奈良市 銀座亜紀枝刺子の店奈良店 小売業 その他小売 5%

181,182 奈良県 奈良市 セブン－イレブン近鉄奈良駅北口店 小売業 食料品 2%

181,183 奈良県 奈良市 セブン－イレブン近鉄奈良駅西店 小売業 食料品 2%

181,184 奈良県 奈良市 Ｇｕｅｌｌｂｉｃｙｃｌｅｓｔｏｒｅ奈良店 小売業 その他小売 5%

181,185 奈良県 奈良市 Ｃｕｏｒｅ　ｈａｉｒ　奈良店 サービス 理容・美容業 5%

181,186 奈良県 奈良市 くし若まる　奈良駅前店 サービス 飲食業 5%

181,187 奈良県 奈良市 くだもの　こうげつ 小売業 食料品 5%

181,188 奈良県 奈良市 靴修理／はんこのスライヴ高の原 サービス その他サービス 5%
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181,189 奈良県 奈良市 ｇｒｉｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

181,190 奈良県 奈良市 グリーンガーデン サービス 飲食業 5%

181,191 奈良県 奈良市 ＫＵＲＵＫＵＲＵ　学園前店 小売業 衣料品 5%

181,192 奈良県 奈良市 くるみの木 サービス 飲食業 5%

181,193 奈良県 奈良市 くるみの木　一条店 サービス 飲食業 5%

181,194 奈良県 奈良市 グレージ 小売業 その他小売 5%

181,195 奈良県 奈良市 クレージーモーターワークスムカイプレジャ 小売業 その他小売 5%

181,196 奈良県 奈良市 ＣＲＯＳＳ サービス 理容・美容業 5%

181,197 奈良県 奈良市 ＫＣＳセンター サービス その他サービス 5%

181,198 奈良県 奈良市 化粧工房　カインド 小売業 その他小売 5%

181,199 奈良県 奈良市 ＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅＮａＮａ サービス その他サービス 5%

181,200 奈良県 奈良市 杉屋ゲストハウス サービス その他サービス 5%

181,201 奈良県 奈良市 ｋｅｎｔｏａｚｕｍｉＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ サービス その他サービス 5%

181,202 奈良県 奈良市 光栄電化 小売業 電化製品 5%

181,203 奈良県 奈良市 コウキ商事 学園前センター 小売業 その他小売 5%

181,204 奈良県 奈良市 コウキ商事 ユニスタイル高の原 小売業 その他小売 5%

181,205 奈良県 奈良市 Ｇｏｄａ塾 サービス その他サービス 5%

181,206 奈良県 奈良市 香薬房 小売業 その他小売 5%

181,207 奈良県 奈良市 セブンーイレブンＫＯＹＯ奈良県総合医療センター店 小売業 食料品 2%

181,208 奈良県 奈良市 珈琲処豆屋 サービス その他サービス 5%

181,209 奈良県 奈良市 コープおしくま 小売業 その他小売 5%

181,210 奈良県 奈良市 ごきげんえびす　新大宮店 サービス 飲食業 5%

181,211 奈良県 奈良市 ごきげんえびす　大和西大寺 サービス 飲食業 5%

181,212 奈良県 奈良市 ここはな 小売業 衣料品 5%

181,213 奈良県 奈良市 こじか漢方薬局 小売業 その他小売 5%

181,214 奈良県 奈良市 コジマ電気商会 小売業 電化製品 5%

181,215 奈良県 奈良市 コスメフルフル 小売業 その他小売 5%

181,216 奈良県 奈良市 古都奈良の宿飛鳥荘 サービス 宿泊業 5%

181,217 奈良県 奈良市 神殿 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,218 奈良県 奈良市 神殿酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

181,219 奈良県 奈良市 ことのまあかり サービス 飲食業 5%

181,220 奈良県 奈良市 古都の宿　むさし野 サービス 宿泊業 5%

181,221 奈良県 奈良市 古白 サービス その他サービス 5%

181,222 奈良県 奈良市 こまひろ電気奈良店 小売業 電化製品 5%

181,223 奈良県 奈良市 金剛堂　奈良店 小売業 家具・調度品 5%

181,224 奈良県 奈良市 ＴＨＥ　ＦＡＩＴＨ　西大寺店 サービス 理容・美容業 5%

181,225 奈良県 奈良市 サイクルショップひろしの店 小売業 その他小売 5%

181,226 奈良県 奈良市 サイクルショップひろしの店 小売業 その他小売 5%

181,227 奈良県 奈良市 サイクルドリーム新大宮店 小売業 その他小売 5%

181,228 奈良県 奈良市 西大寺司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

181,229 奈良県 奈良市 西大寺バル サービス 飲食業 5%

181,230 奈良県 奈良市 魚創作料理花しば サービス 飲食業 5%
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181,231 奈良県 奈良市 さくらドールズ 小売業 その他小売 5%

181,232 奈良県 奈良市 ＳＡＫＵＲＡＢＵＲＧＥＲ サービス 飲食業 5%

181,233 奈良県 奈良市 さくらバーガー サービス 飲食業 5%

181,234 奈良県 奈良市 さくら町バール サービス 飲食業 5%

181,235 奈良県 奈良市 雑貨＆ボーロｔｏｒｉｔｏｔｅ 小売業 衣料品 5%

181,236 奈良県 奈良市 ＺＡＫＫＡ　Ｃａｇｅ［カージュ］ サービス 飲食業 5%

181,237 奈良県 奈良市 砂糖傳　増尾商店 小売業 食料品 5%

181,238 奈良県 奈良市 ＳＵＮＮＹ ａｎｄ ＭＯＲＥ サービス 飲食業 5%

181,239 奈良県 奈良市 ＳＵＮＮＹａｎｄＭＯＲＥ サービス 飲食業 5%

181,240 奈良県 奈良市 ｔｈｅ' Ｂｌｅｎｄ サービス 理容・美容業 5%

181,241 奈良県 奈良市 猿沢商店街　ふじや 小売業 食料品 5%

181,242 奈良県 奈良市 ｓａｌｏｎ　凛　ＲＩＮ サービス 理容・美容業 5%

181,243 奈良県 奈良市 サロンドフルベール学園前店 サービス 理容・美容業 5%

181,244 奈良県 奈良市 サロンドフルベール奈良東九条店 サービス 理容・美容業 5%

181,245 奈良県 奈良市 サロンドボーテハピィ サービス 理容・美容業 5%

181,246 奈良県 奈良市 散華 サービス 宿泊業 5%

181,247 奈良県 奈良市 サンシャインギター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

181,248 奈良県 奈良市 サンセール帯解ＳＳ　永尾石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,249 奈良県 奈良市 ３０（サンマル）オート 小売業 その他小売 5%

181,250 奈良県 奈良市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　奈良営業所 小売業 その他小売 5%

181,251 奈良県 奈良市 三楽洞 小売業 その他小売 5%

181,252 奈良県 奈良市 三楽洞　三条店 小売業 その他小売 5%

181,253 奈良県 奈良市 三楽洞　東向店 小売業 その他小売 5%

181,254 奈良県 奈良市 Ｃｆａｒｍ近鉄奈良店 サービス 飲食業 5%

181,255 奈良県 奈良市 Ｓｅｅ　Ｙｏｕ　奈良店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

181,256 奈良県 奈良市 ジェイ・ネット・ナラ 小売業 その他小売 5%

181,257 奈良県 奈良市 セブン－イレブンＪＲ奈良駅前店 小売業 食料品 2%

181,258 奈良県 奈良市 ジェームス　奈良大安寺店 小売業 その他小売 2%

181,259 奈良県 奈良市 ＧＥＯＧＲＡＰＨＹ　押熊店 小売業 衣料品 5%

181,260 奈良県 奈良市 ジェリル サービス 理容・美容業 5%

181,261 奈良県 奈良市 ＣＩＥＬ　　奈良店 サービス 理容・美容業 5%

181,262 奈良県 奈良市 糸季 小売業 衣料品 5%

181,263 奈良県 奈良市 四季旬彩あらき サービス 飲食業 5%

181,264 奈良県 奈良市 ｓｉｓｉ 小売業 衣料品 5%

181,265 奈良県 奈良市 芝田自動車Ｓｍｉｌｅ店 サービス その他サービス 5%

181,266 奈良県 奈良市 シフォンのお店ＰＵＫＫＵ 小売業 食料品 5%

181,267 奈良県 奈良市 清水建築研究所 サービス その他サービス 5%

181,268 奈良県 奈良市 社会保険労務士岡田ちか事務所 サービス その他サービス 5%

181,269 奈良県 奈良市 上海楼 サービス 飲食業 5%

181,270 奈良県 奈良市 ＪｕｍｐｔｈｅＧｕｎＪａｐａｎ 小売業 衣料品 5%

181,271 奈良県 奈良市 ｊｕｇｏ サービス 理容・美容業 5%

181,272 奈良県 奈良市 ジュエリーアイサンク 小売業 貴金属・服飾品 5%
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181,273 奈良県 奈良市 じゅえりー工房Ｋ　奈良店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,274 奈良県 奈良市 じゅえりー工房Ｋ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,275 奈良県 奈良市 ジュエリージェンヌ　奈良店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,276 奈良県 奈良市 手芸センタードリーム　ミ・ナーラ奈良店 小売業 その他小売 5%

181,277 奈良県 奈良市 手芸センタードリームミ・ナーラ奈良 小売業 その他小売 5%

181,278 奈良県 奈良市 ｓｔｒａｈｌ サービス 理容・美容業 5%

181,279 奈良県 奈良市 酒房　亜耶 サービス 飲食業 5%

181,280 奈良県 奈良市 旬彩　ひより サービス 飲食業 5%

181,281 奈良県 奈良市 旬菜香音 サービス 飲食業 5%

181,282 奈良県 奈良市 旬菜こまち サービス 飲食業 5%

181,283 奈良県 奈良市 食こころ　八十八 サービス 飲食業 5%

181,284 奈良県 奈良市 食彩　Ｋ’ｓ　Ｈａｒ サービス 飲食業 5%

181,285 奈良県 奈良市 食パンの店　フリブール 小売業 食料品 5%

181,286 奈良県 奈良市 Ｓｈｏｐ　ＴＡＢＩ?ＪＩ　奈良公園 小売業 衣料品 5%

181,287 奈良県 奈良市 ジルコ サービス 理容・美容業 5%

181,288 奈良県 奈良市 新大宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,289 奈良県 奈良市 寝装の店 つじむら 小売業 その他小売 5%

181,290 奈良県 奈良市 新日本補聴器センター奈良店 小売業 その他小売 5%

181,291 奈良県 奈良市 スーパーヤオヒコ富雄店 小売業 食料品 5%

181,292 奈良県 奈良市 杉本電気 小売業 電化製品 5%

181,293 奈良県 奈良市 スタジオキャラット　クレール奈良大宮通店 サービス その他サービス 5%

181,294 奈良県 奈良市 ｓｕｄａｃｈｉ　ｓｕｄａｃｈｉ サービス 飲食業 5%

181,295 奈良県 奈良市 ＳｔＥＡＫ　ＪｉＮ サービス 飲食業 5%

181,296 奈良県 奈良市 ステーキ　中山 サービス 飲食業 5%

181,297 奈良県 奈良市 ｆｏｏｓｔｉｔｃｈ サービス その他サービス 5%

181,298 奈良県 奈良市 ステップ倶楽部ふれんど 小売業 電化製品 5%

181,299 奈良県 奈良市 ストレージ　奈良店 小売業 衣料品 5%

181,300 奈良県 奈良市 ＳＰＡＺＩＯ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

181,301 奈良県 奈良市 ｓｐａｃｅＲＯＫＵ 小売業 衣料品 5%

181,302 奈良県 奈良市 スポーツ館ミツハシ　Ｒ２４ 小売業 その他小売 5%

181,303 奈良県 奈良市 スポーツ館ミツハシ　Ｒ２４　２号店 小売業 その他小売 5%

181,304 奈良県 奈良市 スポーツ館　ミツハシ 小売業 その他小売 5%

181,305 奈良県 奈良市 スポーツ館ミツハシ　本部催事セール 小売業 その他小売 5%

181,306 奈良県 奈良市 ＳｍｉｌｅＦｌｏｗｅｒｓｍｉｓａｋｉ 小売業 その他小売 5%

181,307 奈良県 奈良市 スマホスピタル奈良店 サービス その他サービス 5%

181,308 奈良県 奈良市 炭火焼肉大味家 サービス 飲食業 5%

181,309 奈良県 奈良市 炭火焼肉とみや学園前本店 サービス 飲食業 5%

181,310 奈良県 奈良市 炭火焼肉とみや登美ヶ丘店 サービス 飲食業 5%

181,311 奈良県 奈良市 炭焼きとりっこ サービス 飲食業 5%

181,312 奈良県 奈良市 スリーエム　キャルストーリー奈良 小売業 衣料品 5%

181,313 奈良県 奈良市 スリーエム　奈良押熊店 小売業 衣料品 5%

181,314 奈良県 奈良市 Ｚｕ－Ｒｏｄｅｓｉｇｎ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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181,315 奈良県 奈良市 ＳＷＡＧＧＯＬＦＪＡＰＡＮ 小売業 その他小売 5%

181,316 奈良県 奈良市 ｓｅｉ サービス 理容・美容業 5%

181,317 奈良県 奈良市 ｓｅｉ サービス 理容・美容業 5%

181,318 奈良県 奈良市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　大安寺店 小売業 食料品 2%

181,319 奈良県 奈良市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　奈良店 小売業 食料品 2%

181,320 奈良県 奈良市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　押熊店 小売業 食料品 2%

181,321 奈良県 奈良市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　富雄店 小売業 食料品 2%

181,322 奈良県 奈良市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　奈良南店 小売業 食料品 2%

181,323 奈良県 奈良市 整体院　誠 サービス その他サービス 5%

181,324 奈良県 奈良市 誠美堂 小売業 家具・調度品 5%

181,325 奈良県 奈良市 制服なかむら本店 小売業 衣料品 5%

181,326 奈良県 奈良市 西部自動車 サービス その他サービス 5%

181,327 奈良県 奈良市 ＳＥＰＴＮＡＩＬ　西大寺店 サービス 理容・美容業 5%

181,328 奈良県 奈良市 Ｓｅ：ａｎｇｅ　センジュ サービス 理容・美容業 5%

181,329 奈良県 奈良市 セントキュア　ヘナ専門店 サービス 理容・美容業 5%

181,330 奈良県 奈良市 蕎麦とうなぎの店　紅屋 サービス 飲食業 5%

181,331 奈良県 奈良市 空櫁 サービス その他サービス 5%

181,332 奈良県 奈良市 soin de brace La・paix × nail salon Coffret あやめ池店 サービス 理容・美容業 5%

181,333 奈良県 奈良市 soin de brace 高の原店 サービス 理容・美容業 5%

181,334 奈良県 奈良市 soin de brace 奈良店 サービス 理容・美容業 5%

181,335 奈良県 奈良市 ダイコクドラッグ近鉄奈良駅前店 小売業 その他小売 5%

181,336 奈良県 奈良市 ダイコクドラッグＪＲ奈良駅前店 小売業 その他小売 5%

181,337 奈良県 奈良市 第二阪奈中町ＩＣ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,338 奈良県 奈良市 大仏館 サービス 宿泊業 5%

181,339 奈良県 奈良市 タウン・メガネ学園前 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,340 奈良県 奈良市 たから弥　奈良店 小売業 衣料品 5%

181,341 奈良県 奈良市 たけうち動物病院 サービス その他サービス 5%

181,342 奈良県 奈良市 タケダドラッグ新大宮店 小売業 その他小売 5%

181,343 奈良県 奈良市 武永登記測量事務所 サービス その他サービス 5%

181,344 奈良県 奈良市 武部商会 小売業 電化製品 5%

181,345 奈良県 奈良市 竹村電気パナショップ 小売業 電化製品 5%

181,346 奈良県 奈良市 竹村電気パナショップ法蓮店 小売業 電化製品 5%

181,347 奈良県 奈良市 Ｔａｇｏｒｅ サービス 飲食業 5%

181,348 奈良県 奈良市 ＤＡＤＡ サービス 理容・美容業 5%

181,349 奈良県 奈良市 巽 小売業 衣料品 5%

181,350 奈良県 奈良市 たつみ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

181,351 奈良県 奈良市 たべものやちきん サービス 飲食業 5%

181,352 奈良県 奈良市 Ｔａｍａｉ　ｏｒｇａｎｉｃ サービス 理容・美容業 5%

181,353 奈良県 奈良市 ｔａｍａｋｉ　奈良店 小売業 衣料品 5%

181,354 奈良県 奈良市 タマヤ眼鏡店 サービス その他サービス 5%

181,355 奈良県 奈良市 田村青芳園茶舗 小売業 その他小売 5%

181,356 奈良県 奈良市 ＤＡＨＬＩＡ サービス 理容・美容業 5%
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181,357 奈良県 奈良市 タンしゃぶ鍋と焼肉の店　こいずみ サービス 飲食業 5%

181,358 奈良県 奈良市 千鳥屋宗家　寛永堂奈良店 サービス 飲食業 5%

181,359 奈良県 奈良市 千福 小売業 衣料品 5%

181,360 奈良県 奈良市 ＣＨＡＭＩ サービス 飲食業 5%

181,361 奈良県 奈良市 中古バイク専門店　ポパイズ２ 小売業 その他小売 5%

181,362 奈良県 奈良市 ｚｕｋａｔｅｃｈ サービス その他サービス 5%

181,363 奈良県 奈良市 塚本畳商店 小売業 家具・調度品 5%

181,364 奈良県 奈良市 月草 小売業 その他小売 5%

181,365 奈良県 奈良市 つじた動物病院 サービス その他サービス 5%

181,366 奈良県 奈良市 つのや 小売業 食料品 5%

181,367 奈良県 奈良市 Ｔｓｕｂａｋｉｓｏｕ サービス その他サービス 5%

181,368 奈良県 奈良市 鶴屋徳満三条店 小売業 食料品 5%

181,369 奈良県 奈良市 鶴屋徳満パラディ学園前店 小売業 食料品 5%

181,370 奈良県 奈良市 鶴屋徳満本店 小売業 食料品 5%

181,371 奈良県 奈良市 Ｄｅｅｆｕｕ サービス 飲食業 5%

181,372 奈良県 奈良市 ＤＡＨ　ならファミリ－店 サービス 理容・美容業 5%

181,373 奈良県 奈良市 Ｄ．Ｂ．Ｌａｐｅｌ 小売業 衣料品 5%

181,374 奈良県 奈良市 鉄板キッチン「ｃｏｎａ」 サービス 飲食業 5%

181,375 奈良県 奈良市 でなり 小売業 衣料品 5%

181,376 奈良県 奈良市 でなり 小売業 衣料品 5%

181,377 奈良県 奈良市 デフィー西大寺店 小売業 その他小売 5%

181,378 奈良県 奈良市 Ｔｈｅｒｅｓｅ 小売業 衣料品 5%

181,379 奈良県 奈良市 天平倶楽部 サービス 飲食業 5%

181,380 奈良県 奈良市 天平倶楽部 サービス 飲食業 5%

181,381 奈良県 奈良市 天平旅館 サービス 宿泊業 5%

181,382 奈良県 奈良市 割烹　東吉 サービス 飲食業 5%

181,383 奈良県 奈良市 陶芸　きらら 小売業 家具・調度品 5%

181,384 奈良県 奈良市 桃谷樓 サービス 飲食業 5%

181,385 奈良県 奈良市 動物病院奈良 サービス その他サービス 5%

181,386 奈良県 奈良市 東和自動車 サービス その他サービス 5%

181,387 奈良県 奈良市 東和土木設計 サービス その他サービス 5%

181,388 奈良県 奈良市 トータルエイジングケアｆｕ?ふう サービス 理容・美容業 5%

181,389 奈良県 奈良市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅせん都ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,390 奈良県 奈良市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ富雄南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,391 奈良県 奈良市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフネオス奈良北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,392 奈良県 奈良市 Ｄｏｍｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

181,393 奈良県 奈良市 トミー犬猫病院 サービス その他サービス 5%

181,394 奈良県 奈良市 富雄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,395 奈良県 奈良市 富雄 小売業 食料品 5%

181,396 奈良県 奈良市 トミカラー　メディアラボＴＯＭＹ サービス その他サービス 5%

181,397 奈良県 奈良市 トヨタ部品奈良共販本社営業所 サービス その他サービス 5%

181,398 奈良県 奈良市 トヨタレンタリース奈良押熊店 サービス その他サービス 2%
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181,399 奈良県 奈良市 トヨタレンタリース奈良近鉄奈良駅前店 サービス その他サービス 2%

181,400 奈良県 奈良市 トヨタレンタリース奈良奈良店 サービス その他サービス 2%

181,401 奈良県 奈良市 トラック＆フィールド 小売業 その他小売 5%

181,402 奈良県 奈良市 ドラッグストアアカカベ　四条大路店 小売業 その他小売 5%

181,403 奈良県 奈良市 ドラッグストア木のうた　ＪＲ奈良駅前店 小売業 その他小売 5%

181,404 奈良県 奈良市 ドラッグストア木のうた　西の京店 小売業 その他小売 5%

181,405 奈良県 奈良市 ドラッグストア木のうたＪＲ奈良駅前店 小売業 その他小売 5%

181,406 奈良県 奈良市 ドラッグストア木のうた高の原すずらん館店 小売業 その他小売 5%

181,407 奈良県 奈良市 トラックストップターン　奈良針ＴＳ店 小売業 その他小売 5%

181,408 奈良県 奈良市 トラックストップ　ターン　奈良針店 小売業 その他小売 5%

181,409 奈良県 奈良市 とんかつ　かつ喜　奈良学園前店 サービス 飲食業 5%

181,410 奈良県 奈良市 ｎａｏ＊ｃ　ｔｒｅｓ サービス 理容・美容業 5%

181,411 奈良県 奈良市 ナカインターナショナル サービス その他サービス 5%

181,412 奈良県 奈良市 中川音楽教室 サービス その他サービス 5%

181,413 奈良県 奈良市 仲川個人タクシー サービス 運輸業 5%

181,414 奈良県 奈良市 中谷本舗 小売業 食料品 5%

181,415 奈良県 奈良市 中谷本舗　三条店 小売業 食料品 5%

181,416 奈良県 奈良市 中谷本舗　新大宮店 小売業 食料品 5%

181,417 奈良県 奈良市 中西与三郎 サービス 飲食業 5%

181,418 奈良県 奈良市 中村屋 小売業 食料品 5%

181,419 奈良県 奈良市 ｎａｋａｍｕｒａｙａ サービス 飲食業 5%

181,420 奈良県 奈良市 中村屋　大宮１丁目店 小売業 食料品 5%

181,421 奈良県 奈良市 中村屋　富雄店 小売業 食料品 5%

181,422 奈良県 奈良市 中山獣医科病院 サービス その他サービス 5%

181,423 奈良県 奈良市 ナショナル　北和電器 小売業 電化製品 5%

181,424 奈良県 奈良市 ナショナル北和電器 小売業 電化製品 5%

181,425 奈良県 奈良市 なべや焼肉店 サービス 飲食業 5%

181,426 奈良県 奈良市 ナポリス奈良三条通り店 サービス 飲食業 5%

181,427 奈良県 奈良市 奈間蔵　栄　三条店 サービス 飲食業 5%

181,428 奈良県 奈良市 奈間蔵　栄　新大宮店 サービス 飲食業 5%

181,429 奈良県 奈良市 奈良 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,430 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良秋篠町店 小売業 食料品 2%

181,431 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良あやめ池南６丁目店 小売業 食料品 2%

181,432 奈良県 奈良市 奈良大宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,433 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良大宮町１丁目店 小売業 食料品 2%

181,434 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良大宮町５丁目店 小売業 食料品 2%

181,435 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良大宮町４丁目店 小売業 食料品 2%

181,436 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良押熊町店 小売業 食料品 2%

181,437 奈良県 奈良市 奈良オフィス サービス その他サービス 5%

181,438 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良学園大和町２丁目店 小売業 食料品 2%

181,439 奈良県 奈良市 奈良北営業所 サービス その他サービス 5%

181,440 奈良県 奈良市 奈良紀寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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181,441 奈良県 奈良市 奈良京終ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,442 奈良県 奈良市 ならクターショップ　絵図屋 小売業 その他小売 5%

181,443 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良窪之庄町店 小売業 食料品 2%

181,444 奈良県 奈良市 奈良ゲストハウス３Ｆ サービス その他サービス 5%

181,445 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良神殿町店 小売業 食料品 2%

181,446 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良西大寺本町店 小売業 食料品 2%

181,447 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良三条大宮町店 小売業 食料品 2%

181,448 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良四条大路４丁目店 小売業 食料品 2%

181,449 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良芝辻町店 小売業 食料品 2%

181,450 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良大安寺町店 小売業 食料品 2%

181,451 奈良県 奈良市 奈良ダイハツ三条大路店 小売業 その他小売 5%

181,452 奈良県 奈良市 奈良ダイハツ登美ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

181,453 奈良県 奈良市 奈良ダイハツ奈良店 小売業 その他小売 5%

181,454 奈良県 奈良市 奈良ダイハツＵ－ＣＡＲ登美ヶ丘 小売業 その他小売 5%

181,455 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良高畑町店 小売業 食料品 2%

181,456 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良東九条町店 小売業 食料品 2%

181,457 奈良県 奈良市 奈良動物医療センター サービス その他サービス 5%

181,458 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良中登美ヶ丘３丁目店 小売業 食料品 2%

181,459 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良西木辻町店 小売業 食料品 2%

181,460 奈良県 奈良市 奈良のすごいタオル屋さん　ときどき猫 小売業 その他小売 5%

181,461 奈良県 奈良市 ならの実 小売業 その他小売 5%

181,462 奈良県 奈良市 ならの実 小売業 その他小売 5%

181,463 奈良県 奈良市 奈良白鹿荘 サービス 宿泊業 5%

181,464 奈良県 奈良市 奈良パークホテル サービス 宿泊業 5%

181,465 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良八軒町店 小売業 食料品 2%

181,466 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良針インター店 小売業 食料品 2%

181,467 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良般若寺町店 小売業 食料品 2%

181,468 奈良県 奈良市 なら麦酒ならまち醸造所 サービス 飲食業 5%

181,469 奈良県 奈良市 奈良ふじや 小売業 衣料品 5%

181,470 奈良県 奈良市 奈良法蓮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,471 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良法蓮町店 小売業 食料品 2%

181,472 奈良県 奈良市 ならまち わおん ならまち わおん 小売業 その他小売 5%

181,473 奈良県 奈良市 ならまち創房 サービス その他サービス 5%

181,474 奈良県 奈良市 ならまち創房 サービス その他サービス 5%

181,475 奈良県 奈良市 奈良町の宿　料理旅館　吉野 サービス 宿泊業 5%

181,476 奈良県 奈良市 ならまち万葉陶芸教室 サービス その他サービス 5%

181,477 奈良県 奈良市 ならまち飲茶バル サービス 飲食業 5%

181,478 奈良県 奈良市 セブン－イレブン奈良三碓２丁目店 小売業 食料品 2%

181,479 奈良県 奈良市 菊一文珠四郎包永_奈良みやこ路店 サービス 飲食業 5%

181,480 奈良県 奈良市 奈良野菜ソムリエの店Ｒｏｋｕｍｅｉｋａｎ サービス 飲食業 5%

181,481 奈良県 奈良市 何でも屋ツナグ サービス その他サービス 5%

181,482 奈良県 奈良市 肉匠迎賓館富雄店 サービス 飲食業 5%
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181,483 奈良県 奈良市 肉匠迎賓館奈良店 サービス 飲食業 5%

181,484 奈良県 奈良市 肉よし　学園前店 小売業 食料品 5%

181,485 奈良県 奈良市 ｎｉｃｏｌｅ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

181,486 奈良県 奈良市 西浦電器商会 小売業 電化製品 5%

181,487 奈良県 奈良市 西尾呉服店　富雄店 小売業 衣料品 5%

181,488 奈良県 奈良市 西奈良中央病院売店 小売業 その他小売 5%

181,489 奈良県 奈良市 ぬっく サービス 理容・美容業 5%

181,490 奈良県 奈良市 ｎａｉｌ＆ｅｙｅ　’ｏｌｉ サービス 理容・美容業 5%

181,491 奈良県 奈良市 ｎａｉｌｒｏｏｍｅ＇ｃｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

181,492 奈良県 奈良市 のみくいや楽鳥 サービス 飲食業 5%

181,493 奈良県 奈良市 Ｎｏｉ’ｘ　Ｌａ　ＳｏｅｕＲ サービス 飲食業 5%

181,494 奈良県 奈良市 ＰＡＲＫ桃谷樓 サービス 飲食業 5%

181,495 奈良県 奈良市 ＢＡＲＢＥＲ　ＫＡＬＳＯＵＬ サービス 理容・美容業 5%

181,496 奈良県 奈良市 ＢＡＲＢＥＲ　ＮＥＯ?ＨＡＩＲ 小売業 その他小売 5%

181,497 奈良県 奈良市 ＨｅｒｂＢａｌｌＹｏｇａＴｈｅｒａｐｙＳｗｅｅ２? サービス その他サービス 5%

181,498 奈良県 奈良市 バーマンズチョコレート バーマンズチョコレート 小売業 食料品 5%

181,499 奈良県 奈良市 梅古庵 小売業 食料品 5%

181,500 奈良県 奈良市 バイシクルカラー　奈良登美ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

181,501 奈良県 奈良市 パケット鴻ノ池店 小売業 食料品 5%

181,502 奈良県 奈良市 パケット大安寺店 小売業 食料品 5%

181,503 奈良県 奈良市 パケット奈良店 小売業 食料品 5%

181,504 奈良県 奈良市 ハタナカでんき 小売業 電化製品 5%

181,505 奈良県 奈良市 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｒｉｃｈｅ 小売業 食料品 5%

181,506 奈良県 奈良市 花いちば 小売業 その他小売 5%

181,507 奈良県 奈良市 パナック西ノ京 小売業 電化製品 5%

181,508 奈良県 奈良市 ハナテバミテリ 小売業 その他小売 5%

181,509 奈良県 奈良市 花の店ＷａｒＭ 小売業 その他小売 5%

181,510 奈良県 奈良市 ｈａｖｅ　ａ　ｇｏｌｄｅｎ　ｄａｙ！ 小売業 衣料品 5%

181,511 奈良県 奈良市 Ｐａｒｍｔｏｗｎ　ａｆｕｌａ サービス 理容・美容業 5%

181,512 奈良県 奈良市 Ｐａｒｍｔｏｗｎ　ｌｅ・ｃｏｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

181,513 奈良県 奈良市 バルラティーナ サービス 飲食業 5%

181,514 奈良県 奈良市 阪奈宝来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,515 奈良県 奈良市 バンビシャス奈良 グッズ販売 小売業 その他小売 5%

181,516 奈良県 奈良市 バンビ美容室 サービス 理容・美容業 5%

181,517 奈良県 奈良市 バンブスドラッグ 小売業 その他小売 5%

181,518 奈良県 奈良市 バンブスドラッグ 小売業 その他小売 5%

181,519 奈良県 奈良市 ＨＥＲＯ サービス その他サービス 5%

181,520 奈良県 奈良市 ＢＨ サービス 理容・美容業 5%

181,521 奈良県 奈良市 Ｐｉｅｎｉ３５ 小売業 その他小売 5%

181,522 奈良県 奈良市 東口会計事務所 サービス その他サービス 5%

181,523 奈良県 奈良市 東土地家屋調査士事務所 サービス その他サービス 5%

181,524 奈良県 奈良市 東濱明博 サービス その他サービス 5%
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181,525 奈良県 奈良市 光総合設備 サービス その他サービス 5%

181,526 奈良県 奈良市 ｂｉｓ　ｔｅｒ サービス 飲食業 5%

181,527 奈良県 奈良市 ビストロスクワール サービス 飲食業 5%

181,528 奈良県 奈良市 ビッグ．ナラ　本店 小売業 食料品 5%

181,529 奈良県 奈良市 ビッグ．ナラ　若草店 小売業 食料品 5%

181,530 奈良県 奈良市 びっくりドンキー奈良学園前店 サービス 飲食業 2%

181,531 奈良県 奈良市 ピッツェリアダセルジオ サービス 飲食業 5%

181,532 奈良県 奈良市 ＶＩＤＥＯはーと サービス その他サービス 5%

181,533 奈良県 奈良市 ヒデノンパソコン診療所 小売業 電化製品 5%

181,534 奈良県 奈良市 ピュア サービス その他サービス 5%

181,535 奈良県 奈良市 ピュア　学園前駅店 サービス 理容・美容業 5%

181,536 奈良県 奈良市 ピュア　西大寺１号店 サービス 理容・美容業 5%

181,537 奈良県 奈良市 ピュアフォールズ サービス その他サービス 5%

181,538 奈良県 奈良市 ｐｕｒｅｒｕｂｂｅｒＭＡＴＥＲＩＡＬＳ 小売業 その他小売 5%

181,539 奈良県 奈良市 美容室ｙｏｕ サービス 理容・美容業 5%

181,540 奈良県 奈良市 ＰｉｌａｔｅｓＢｏｄｙ サービス その他サービス 5%

181,541 奈良県 奈良市 ＰＩＲＥＬＬＩ飛鳥 小売業 その他小売 5%

181,542 奈良県 奈良市 広島焼　雪風 サービス 飲食業 5%

181,543 奈良県 奈良市 ピンエステート株式会社 サービス その他サービス 5%

181,544 奈良県 奈良市 ファイテンショップ　奈良三条通り店 小売業 その他小売 5%

181,545 奈良県 奈良市 Ｆｉｎｅｇａｒｄｅｎ サービス その他サービス 5%

181,546 奈良県 奈良市 ＦＵＲＮＩＴＵＲＥＳＴＵＤＩＯＣＯＭ 小売業 家具・調度品 5%

181,547 奈良県 奈良市 ファ－マシ－木のうた 小売業 その他小売 5%

181,548 奈良県 奈良市 フィガロ　フルール サービス 理容・美容業 5%

181,549 奈良県 奈良市 フィッツミーイオンタウン富雄南店 サービス その他サービス 5%

181,550 奈良県 奈良市 ｆｉｌ　ｅｔ　ｍｉｅｌ 小売業 家具・調度品 5%

181,551 奈良県 奈良市 風神　近鉄奈良駅前店 サービス 飲食業 5%

181,552 奈良県 奈良市 ＨｏｏＮｙａｎＢｏｏ 小売業 家具・調度品 5%

181,553 奈良県 奈良市 ＨｏｏＮｙａｎＢｏｏ　ＨｏｏＮｙａｎＢｏｏ 小売業 その他小売 5%

181,554 奈良県 奈良市 Ｆｕ－ｒａ 小売業 衣料品 5%

181,555 奈良県 奈良市 風流味覚梁山泊 サービス 飲食業 5%

181,556 奈良県 奈良市 ｐｈｏｏｌ サービス 飲食業 5%

181,557 奈良県 奈良市 ｆｅｒｉｅ奈良 サービス その他サービス 5%

181,558 奈良県 奈良市 ＰＨＯＴＯ　ＧＡＲＤＥＮ 小売業 その他小売 5%

181,559 奈良県 奈良市 株式会社福井商会　直売 小売業 その他小売 5%

181,560 奈良県 奈良市 株式会社富士グループ 小売業 電化製品 5%

181,561 奈良県 奈良市 藤ノ木台店ＧＭ１９０５ 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,562 奈良県 奈良市 奈良ふじや 小売業 衣料品 5%

181,563 奈良県 奈良市 ＰＥＵＧＥＯＴ　奈良 小売業 その他小売 5%

181,564 奈良県 奈良市 婦人洋品のやまぐち 小売業 衣料品 5%

181,565 奈良県 奈良市 プチレストラン　ボーノボーノ サービス 飲食業 5%

181,566 奈良県 奈良市 ＢＯＯＫＯＦＦ　奈良押熊店 小売業 その他小売 2%
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181,567 奈良県 奈良市 ブティック一番館 小売業 衣料品 5%

181,568 奈良県 奈良市 プティ・マルシエ サービス 飲食業 5%

181,569 奈良県 奈良市 ふとんタナカ　奈良店 小売業 その他小売 5%

181,570 奈良県 奈良市 ＦＵＭＡＲＥ 小売業 その他小売 5%

181,571 奈良県 奈良市 ＦＵＥＬＫＡＢＵＳＨＩＫＩＫＡＩＳＨＡ 小売業 その他小売 5%

181,572 奈良県 奈良市 プライベートネイルサロンＬａｋｉ サービス 理容・美容業 5%

181,573 奈良県 奈良市 フラワーショップメープル 小売業 その他小売 5%

181,574 奈良県 奈良市 フラワーショップ　花いちば 小売業 その他小売 5%

181,575 奈良県 奈良市 フラワーショップ　花いちば 小売業 その他小売 5%

181,576 奈良県 奈良市 フランシス 小売業 衣料品 5%

181,577 奈良県 奈良市 ブランニューサンワシティ西大寺店 サービス 理容・美容業 5%

181,578 奈良県 奈良市 Ｂｒｉｉｃｉｌ サービス 理容・美容業 5%

181,579 奈良県 奈良市 株式会社ＢＬＵＥＯＣＥＡＮＩＮＴ． サービス その他サービス 5%

181,580 奈良県 奈良市 プレール 小売業 衣料品 5%

181,581 奈良県 奈良市 ＦｒｅｓｈＭａｒｔＯｋｅｓｔ餅飯殿店 小売業 食料品 5%

181,582 奈良県 奈良市 ＦＲＥＳＨＭＡＲＴＯＫ　餅飯殿店 小売業 食料品 2%

181,583 奈良県 奈良市 フロレスタ サービス 飲食業 5%

181,584 奈良県 奈良市 フロンテ サービス 理容・美容業 5%

181,585 奈良県 奈良市 ｂｌｏｍｍａ サービス 理容・美容業 5%

181,586 奈良県 奈良市 ＰＵＮＣＨＩＬＡＭＡＩ 小売業 衣料品 5%

181,587 奈良県 奈良市 文楽　奈良東向通店 サービス 飲食業 5%

181,588 奈良県 奈良市 Ｈａｉｒ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｔｒｉｐ　Ｈａｉｒ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｔｒｉｐ サービス 理容・美容業 5%

181,589 奈良県 奈良市 Ｃａｒｐｅ　ｄｉｅｍ サービス 理容・美容業 5%

181,590 奈良県 奈良市 ヘアーサロン タケダ サービス 理容・美容業 5%

181,591 奈良県 奈良市 ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ｎａｇｏｍｉ サービス 理容・美容業 5%

181,592 奈良県 奈良市 ｈａｉｒｓ　ｇｅｎ． サービス 理容・美容業 5%

181,593 奈良県 奈良市 ＢｅａｒＢｅｒｒｙ サービス 理容・美容業 5%

181,594 奈良県 奈良市 Ｈａｉｒ Ｍａｋｅ ｅｉｎｅｓ    アイネス サービス 理容・美容業 5%

181,595 奈良県 奈良市 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ｂｒｏｗｎ サービス 理容・美容業 5%

181,596 奈良県 奈良市 ヘアメイクアイデアル　平松本店 サービス 理容・美容業 5%

181,597 奈良県 奈良市 ヘアーメイク　アバンス サービス 理容・美容業 5%

181,598 奈良県 奈良市 ＨａｉｒＭａｋｅＬｅａｐｓ サービス 理容・美容業 5%

181,599 奈良県 奈良市 ｈａｉｒｗｏｒｋｓｋａｋａ サービス 理容・美容業 5%

181,600 奈良県 奈良市 平城ニュータウン 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,601 奈良県 奈良市 ＢＥＳＴ　ＡＵＴＯ 小売業 その他小売 5%

181,602 奈良県 奈良市 ヘッドスラップ 小売業 その他小売 5%

181,603 奈良県 奈良市 ベトナム料理　コムゴン　奈良 サービス 飲食業 5%

181,604 奈良県 奈良市 ベヌ・エ・ボヌール 小売業 衣料品 5%

181,605 奈良県 奈良市 帽子のｉｉｄａ 小売業 衣料品 5%

181,606 奈良県 奈良市 宝来営業所 サービス 運輸業 5%

181,607 奈良県 奈良市 ｂｏｋｉｃａｆｅ サービス その他サービス 5%

181,608 奈良県 奈良市 ホクワ電器西登美店 小売業 電化製品 5%
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181,609 奈良県 奈良市 法華寺町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,610 奈良県 奈良市 株式会社リエゾン サービス その他サービス 5%

181,611 奈良県 奈良市 ホテル　ハーフタイム サービス 宿泊業 5%

181,612 奈良県 奈良市 ホテルアジール・奈良アネックス サービス 宿泊業 5%

181,613 奈良県 奈良市 ホテルアジール・奈良 サービス 宿泊業 5%

181,614 奈良県 奈良市 ホテルニューわかさ サービス 宿泊業 5%

181,615 奈良県 奈良市 ホテル葉風泰夢 サービス 宿泊業 5%

181,616 奈良県 奈良市 ホテル美松 サービス 宿泊業 5%

181,617 奈良県 奈良市 ボトルワールドＯＫ 小売業 食料品 2%

181,618 奈良県 奈良市 ＨＯＬＩＧＯＮ サービス その他サービス 5%

181,619 奈良県 奈良市 Малый　МИР 小売業 その他小売 5%

181,620 奈良県 奈良市 マクドナルド学園前イズミヤ店 サービス 飲食業 2%

181,621 奈良県 奈良市 マクドナルド近鉄学園前店 サービス 飲食業 2%

181,622 奈良県 奈良市 マクドナルド奈良からもも店 サービス 飲食業 2%

181,623 奈良県 奈良市 マクドナルド奈良北店 サービス 飲食業 2%

181,624 奈良県 奈良市 マクドナルド奈良紀寺店 サービス 飲食業 2%

181,625 奈良県 奈良市 マクドナルド奈良店 サービス 飲食業 2%

181,626 奈良県 奈良市 マクドナルドならファミリー店 サービス 飲食業 2%

181,627 奈良県 奈良市 マクドナルド阪奈宝来店 サービス 飲食業 2%

181,628 奈良県 奈良市 益田ミシン商会 益田ミシン商会 小売業 電化製品 5%

181,629 奈良県 奈良市 ＭＡＳＵＮＡＧＡ　１９０５ 小売業 その他小売 5%

181,630 奈良県 奈良市 町屋の宿宮 サービス その他サービス 5%

181,631 奈良県 奈良市 まつ喜 サービス 飲食業 5%

181,632 奈良県 奈良市 松田写真機店 小売業 電化製品 5%

181,633 奈良県 奈良市 マツダスポーツ 奈良店 小売業 その他小売 5%

181,634 奈良県 奈良市 ＭＡＮＵＳ サービス 理容・美容業 5%

181,635 奈良県 奈良市 ＭＡＮＵＳ サービス 理容・美容業 5%

181,636 奈良県 奈良市 麻布おかい　奈良店 小売業 その他小売 5%

181,637 奈良県 奈良市 麻布おかい　東向店 小売業 その他小売 5%

181,638 奈良県 奈良市 魔法の手 サービス 理容・美容業 5%

181,639 奈良県 奈良市 ｍａｈｏｒｏｂａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,640 奈良県 奈良市 豆鹿喫茶 サービス 飲食業 5%

181,641 奈良県 奈良市 まめじか食堂 サービス 飲食業 5%

181,642 奈良県 奈良市 マルジュ本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,643 奈良県 奈良市 満布 小売業 衣料品 5%

181,644 奈良県 奈良市 マンヨウ 小売業 衣料品 5%

181,645 奈良県 奈良市 ＭＩＡＳＢＲＥＡＤ サービス 飲食業 5%

181,646 奈良県 奈良市 ＭＩＡＳＢＲＥＡＤ椿井店 サービス 飲食業 5%

181,647 奈良県 奈良市 有限会社三紀工房 小売業 家具・調度品 5%

181,648 奈良県 奈良市 ミストラル サービス 宿泊業 5%

181,649 奈良県 奈良市 ＭＵＵ新大宮店 サービス その他サービス 5%

181,650 奈良県 奈良市 ムッシュペペ サービス 飲食業 5%
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181,651 奈良県 奈良市 メアリー サービス 理容・美容業 5%

181,652 奈良県 奈良市 メイワ 小売業 電化製品 5%

181,653 奈良県 奈良市 メガネ・宝石・時計・補聴器アイクリエイト高の原店 サービス その他サービス 5%

181,654 奈良県 奈良市 メガネ本舗　新大宮駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,655 奈良県 奈良市 メガネ本舗　奈良三条店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,656 奈良県 奈良市 メゾンドホテル サービス その他サービス 5%

181,657 奈良県 奈良市 Ｍｅｄｅｔｅーｙａｙａｃｏ∞ｙａ 小売業 その他小売 5%

181,658 奈良県 奈良市 メナード　大宮町南店 小売業 その他小売 5%

181,659 奈良県 奈良市 メルボメンズウェアー　西大寺店 小売業 衣料品 5%

181,660 奈良県 奈良市 ｍｅｌｌｏｗ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

181,661 奈良県 奈良市 麺屋空間 サービス 飲食業 5%

181,662 奈良県 奈良市 ＭＯＡＮＡＫＡＰＵ サービス 飲食業 5%

181,663 奈良県 奈良市 森奈良漬店 小売業 食料品 5%

181,664 奈良県 奈良市 森野サンプル奈良店 小売業 その他小売 5%

181,665 奈良県 奈良市 ＭｏｎｋｓｏｎｔｈｅＭｏｏｎ サービス 飲食業 5%

181,666 奈良県 奈良市 もんじゃ焼き眞田 近鉄奈良店 サービス 飲食業 5%

181,667 奈良県 奈良市 八木酒造株式会社 小売業 その他小売 5%

181,668 奈良県 奈良市 焼鶏とお鍋　奈良町　雷門 サービス 飲食業 5%

181,669 奈良県 奈良市 焼肉あやめ サービス 飲食業 5%

181,670 奈良県 奈良市 焼肉あやめ 小売業 食料品 5%

181,671 奈良県 奈良市 焼肉製作所　神神 サービス 飲食業 5%

181,672 奈良県 奈良市 薬師寺東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,673 奈良県 奈良市 薬師寺前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,674 奈良県 奈良市 優しさと癒しのちから サービス 理容・美容業 5%

181,675 奈良県 奈良市 やたがらす サービス 飲食業 5%

181,676 奈良県 奈良市 やまからな 小売業 その他小売 5%

181,677 奈良県 奈良市 大和乃山賊 サービス 飲食業 5%

181,678 奈良県 奈良市 大和骨付鳥　一勝　近鉄奈良駅店 サービス 飲食業 5%

181,679 奈良県 奈良市 飲茶　桃谷樓 サービス 飲食業 5%

181,680 奈良県 奈良市 遊景の宿　平城 サービス 宿泊業 5%

181,681 奈良県 奈良市 有限会社名和藤商店　　有　名和藤商店 小売業 その他小売 5%

181,682 奈良県 奈良市 有限会社まゆ 小売業 衣料品 5%

181,683 奈良県 奈良市 有限会社山田印刷 サービス その他サービス 5%

181,684 奈良県 奈良市 遊山ゲストハウス別館 サービス その他サービス 5%

181,685 奈良県 奈良市 弓月 小売業 その他小売 5%

181,686 奈良県 奈良市 夢おり本舗　奈良店 小売業 衣料品 5%

181,687 奈良県 奈良市 洋服のツキムラ 小売業 衣料品 5%

181,688 奈良県 奈良市 洋服のツキムラ学園前店 小売業 衣料品 5%

181,689 奈良県 奈良市 洋服のツキムラ西大寺店 小売業 衣料品 5%

181,690 奈良県 奈良市 洋服のツキムラ　シルキア奈良店 小売業 衣料品 5%

181,691 奈良県 奈良市 吉田動物病院 サービス その他サービス 5%

181,692 奈良県 奈良市 吉田薬店 小売業 その他小売 5%
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181,693 奈良県 奈良市 吉田屋旅館 サービス 宿泊業 5%

181,694 奈良県 奈良市 ｙｏｃｃｏｈ． 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,695 奈良県 奈良市 ライフクリーナー　イズミヤ新大宮店 サービス その他サービス 5%

181,696 奈良県 奈良市 ライフクリーナー　恋の窪 サービス その他サービス 5%

181,697 奈良県 奈良市 ライフクリーナー　西大寺 サービス その他サービス 5%

181,698 奈良県 奈良市 ライフクリーナー　西寺林 サービス その他サービス 5%

181,699 奈良県 奈良市 ライフクリーナー　芝辻 サービス その他サービス 5%

181,700 奈良県 奈良市 ライフクリーナー　朱雀店 サービス その他サービス 5%

181,701 奈良県 奈良市 ライフクリーナー　ユーユー サービス その他サービス 5%

181,702 奈良県 奈良市 ライフクリーナー　ＧＣ富雄店 サービス その他サービス 5%

181,703 奈良県 奈良市 ライフクリーナー　朱雀店 サービス その他サービス 5%

181,704 奈良県 奈良市 ライフクリーナー　富雄（ヤ）店 サービス その他サービス 5%

181,705 奈良県 奈良市 ライフクリーナー新大宮店 サービス その他サービス 5%

181,706 奈良県 奈良市 落語喫茶 古々粋亭 サービス 飲食業 5%

181,707 奈良県 奈良市 ＬＡＴＲＡＣＥ サービス 飲食業 5%

181,708 奈良県 奈良市 ラナサイン工芸 サービス その他サービス 5%

181,709 奈良県 奈良市 ラブ　学園前店 小売業 衣料品 5%

181,710 奈良県 奈良市 ラ・フォルムドエテルニテ サービス 飲食業 5%

181,711 奈良県 奈良市 ＲＡＨＯＴＳＵ サービス 飲食業 5%

181,712 奈良県 奈良市 ラ・ボンヌ・サブール サービス 飲食業 5%

181,713 奈良県 奈良市 ランディーハーベス　あやめ池店 サービス その他サービス 5%

181,714 奈良県 奈良市 Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

181,715 奈良県 奈良市 ＬｉＣ　【リック】 サービス 理容・美容業 5%

181,716 奈良県 奈良市 Ｌｉｔｈｏｐｓ 小売業 衣料品 5%

181,717 奈良県 奈良市 ＲＹＯＫＯ　ＫＩＫＵＣＨＩ　ＰＬＵＳ　学園前店 小売業 衣料品 5%

181,718 奈良県 奈良市 旅館　江泉 サービス 宿泊業 5%

181,719 奈良県 奈良市 リラクゼーションサロン癒樹新大宮店 サービス 理容・美容業 5%

181,720 奈良県 奈良市 ＲｅＬＩＥＦ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

181,721 奈良県 奈良市 Ｌｅ　Ｐｅｔｉｔ　Ｅｔｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,722 奈良県 奈良市 Ｌｏｕｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

181,723 奈良県 奈良市 ルシャトン 小売業 衣料品 5%

181,724 奈良県 奈良市 レストラン　大納言 小売業 その他小売 5%

181,725 奈良県 奈良市 レストランパザパ サービス 飲食業 5%

181,726 奈良県 奈良市 イタリア料理レプレ サービス 飲食業 5%

181,727 奈良県 奈良市 ロイヤルクイーン　奈良教室 小売業 家具・調度品 5%

181,728 奈良県 奈良市 ロイヤルビューティセンター 小売業 その他小売 5%

181,729 奈良県 奈良市 ＲＯＫＵＭＥＩ　ＣＯＦＦＥＥ　ＣＯ． サービス 飲食業 5%

181,730 奈良県 奈良市 鹿鳴堂薬局 小売業 その他小売 5%

181,731 奈良県 奈良市 ロックウエーブ サービス その他サービス 5%

181,732 奈良県 奈良市 ロックサービス京奈２４ サービス その他サービス 5%

181,733 奈良県 奈良市 ロペ　奈良 小売業 衣料品 5%

181,734 奈良県 奈良市 ワインの王子様 小売業 食料品 5%
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181,735 奈良県 奈良市 和牛寿司と肉料理ＬＡＢＯ サービス 飲食業 5%

181,736 奈良県 奈良市 和だいにんぐＹＵＢＡ サービス 飲食業 5%

181,737 奈良県 奈良市 倭のは サービス 飲食業 5%

181,738 奈良県 奈良市 和風カフェレストラン三山 サービス 飲食業 5%

181,739 奈良県 奈良市 和モダンキッチン にこすたいる サービス 飲食業 5%

181,740 奈良県 奈良市 和洋ばる　Ｐｏｎ　ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

181,741 奈良県 野迫川村 野迫川 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,742 奈良県 野迫川村 のせがわ村　雲海の里の宿　のせがわ村　雲海の里の宿 サービス 宿泊業 5%

181,743 奈良県 野迫川村 ホテル　のせ川 サービス 宿泊業 5%

181,744 奈良県 東吉野村 ゲストヴィラ逢桜 サービス 宿泊業 5%

181,745 奈良県 平群町 エレガンスヨシダ　サンシティ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,746 奈良県 平群町 ｇａｌｏｃｈｅｒ サービス 理容・美容業 5%

181,747 奈良県 平群町 ｇｌａｓｓｕｎｉ－ｂｉｒｔｈ サービス その他サービス 5%

181,748 奈良県 平群町 信貴電気商会 小売業 電化製品 5%

181,749 奈良県 平群町 や・ぅまと 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

181,750 奈良県 平群町 セルフステーション平群ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,751 奈良県 平群町 バイクサービスＮＡＲＡ 小売業 その他小売 5%

181,752 奈良県 平群町 ＢＯＯＴＹＦＩＴＮＥＳＳ奈良生駒 サービス その他サービス 5%

181,753 奈良県 三宅町 アミュール美容室 サービス 理容・美容業 5%

181,754 奈良県 三宅町 Ｔｏｔａｌ　Ｓａｌｏｎ　ｎａｎａｉｒｏ サービス その他サービス 5%

181,755 奈良県 三宅町 ＴｏｔａｌＳａｌｏｎｎａｎａｉｒｏ サービス その他サービス 5%

181,756 奈良県 三宅町 ピアール松本 小売業 電化製品 5%

181,757 奈良県 山添村 出光山添ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,758 奈良県 山添村 有限会社神野山造園 サービス その他サービス 5%

181,759 奈良県 大和郡山市 東鮓出前センター郡山店 サービス 飲食業 5%

181,760 奈良県 大和郡山市 アズワンオート 小売業 その他小売 5%

181,761 奈良県 大和郡山市 アトリエクチュール サービス その他サービス 5%

181,762 奈良県 大和郡山市 イシガミ　郡山西友店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,763 奈良県 大和郡山市 イシガミ　郡山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,764 奈良県 大和郡山市 石間印判店 小売業 その他小売 5%

181,765 奈良県 大和郡山市 石村行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

181,766 奈良県 大和郡山市 出光セルフ奈良郡山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,767 奈良県 大和郡山市 インテリアライブラリー源 小売業 家具・調度品 5%

181,768 奈良県 大和郡山市 インテリアライブラリー源 小売業 家具・調度品 5%

181,769 奈良県 大和郡山市 エステ・レヴェイユ 小売業 その他小売 5%

181,770 奈良県 大和郡山市 エレガンスヨシダ　アスモ大和郡山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,771 奈良県 大和郡山市 御菓子司新泉堂 サービス 飲食業 5%

181,772 奈良県 大和郡山市 料理旅館　尾川 サービス 宿泊業 5%

181,773 奈良県 大和郡山市 お化粧パーク はるみちや お化粧パークはるみちや 小売業 その他小売 5%

181,774 奈良県 大和郡山市 オ－トサイクル川本 小売業 その他小売 5%

181,775 奈良県 大和郡山市 隠れ家サロンＣｏｕｓｓｉｎｄｅＬｙｏｎ サービス 理容・美容業 5%

181,776 奈良県 大和郡山市 株式会社光洋自動車 サービス その他サービス 5%
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181,777 奈良県 大和郡山市 株式会社ＰＭＳ サービス その他サービス 5%

181,778 奈良県 大和郡山市 からあげ専門店　鶏笑　大和郡山筒井店 サービス 飲食業 5%

181,779 奈良県 大和郡山市 季節料理翁 サービス 飲食業 5%

181,780 奈良県 大和郡山市 北村住設 小売業 電化製品 5%

181,781 奈良県 大和郡山市 業務スーパー奈良中央卸売市場前店 小売業 食料品 2%

181,782 奈良県 大和郡山市 セブン－イレブン近鉄郡山駅前店 小売業 食料品 2%

181,783 奈良県 大和郡山市 串カツ居酒屋　燦 サービス 飲食業 5%

181,784 奈良県 大和郡山市 ｃｌｏｕｄ９ 小売業 衣料品 5%

181,785 奈良県 大和郡山市 クリーム サービス 理容・美容業 5%

181,786 奈良県 大和郡山市 クリーム　エクセル サービス 理容・美容業 5%

181,787 奈良県 大和郡山市 健康ステーションＮＡＲＡ サービス その他サービス 5%

181,788 奈良県 大和郡山市 合同会社ピアソンパートナーズ 小売業 衣料品 5%

181,789 奈良県 大和郡山市 郡山営業所 サービス 運輸業 5%

181,790 奈良県 大和郡山市 郡山横田 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,791 奈良県 大和郡山市 こまひろでんき 小売業 電化製品 5%

181,792 奈良県 大和郡山市 サンホテル大和郡山 サービス 宿泊業 5%

181,793 奈良県 大和郡山市 ジーンズジェオ　郡山店 小売業 衣料品 5%

181,794 奈良県 大和郡山市 ＧＥＯＧＲＡＰＨＹイオンモール大和郡山店 小売業 衣料品 5%

181,795 奈良県 大和郡山市 シティロックジム　大和郡山店 サービス その他サービス 5%

181,796 奈良県 大和郡山市 嶋川養魚場　金魚すくいドットコム 小売業 その他小売 5%

181,797 奈良県 大和郡山市 ジャパンブックス郡山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

181,798 奈良県 大和郡山市 ＧｌａｓｓＳｔｕｄｉｏＨａｎｄ サービス その他サービス 5%

181,799 奈良県 大和郡山市 セブン－イレブン昭和工業団地店 小売業 食料品 2%

181,800 奈良県 大和郡山市 ストレート　大和郡山店 小売業 その他小売 5%

181,801 奈良県 大和郡山市 生鮮＆業務スーパーＯＫ　郡山店 小売業 食料品 2%

181,802 奈良県 大和郡山市 Ｔａｉｓｈｉｎ サービス その他サービス 5%

181,803 奈良県 大和郡山市 つり具のブンブン奈良郡山店 小売業 その他小売 5%

181,804 奈良県 大和郡山市 ｔｉｍｋａ サービス 理容・美容業 5%

181,805 奈良県 大和郡山市 デジタルコネクション サービス その他サービス 5%

181,806 奈良県 大和郡山市 トヨタレンタリース奈良郡山店 サービス その他サービス 2%

181,807 奈良県 大和郡山市 ドラッグストア木のうた泉原店 小売業 その他小売 5%

181,808 奈良県 大和郡山市 ｎａｔｕｒａｌｃｒａｆｔメルシー　イオンモール大和郡山店 小売業 衣料品 5%

181,809 奈良県 大和郡山市 奈間蔵　栄　郡山店 サービス 飲食業 5%

181,810 奈良県 大和郡山市 奈良ダイハツ郡山店 小売業 その他小売 5%

181,811 奈良県 大和郡山市 ｎｉｋａｔｔｏ サービス 理容・美容業 5%

181,812 奈良県 大和郡山市 ネクストフジ 小売業 電化製品 5%

181,813 奈良県 大和郡山市 パティスリー　プティ　グラン 小売業 食料品 5%

181,814 奈良県 大和郡山市 パティスリー　アドゥマン 小売業 食料品 5%

181,815 奈良県 大和郡山市 ピザリトルパーティー郡山店 サービス 飲食業 5%

181,816 奈良県 大和郡山市 びっくりドンキー大和郡山店 サービス 飲食業 2%

181,817 奈良県 大和郡山市 ＰｕｒｅＮａｉｌＰｅｔｉｔ　イオンモール大和郡山店 サービス 理容・美容業 5%

181,818 奈良県 大和郡山市 ファッションサロン　ミキヤ 小売業 衣料品 5%
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181,819 奈良県 大和郡山市 ＦｉｔｎｅｓｓＣｕｒｅ サービス その他サービス 5%

181,820 奈良県 大和郡山市 フジ電器 小売業 電化製品 5%

181,821 奈良県 大和郡山市 ＢＲＥＥＺＥ 小売業 その他小売 5%

181,822 奈良県 大和郡山市 フルーツの店　なかじま 小売業 その他小売 5%

181,823 奈良県 大和郡山市 謙　ｊａｐａｎ サービス 理容・美容業 5%

181,824 奈良県 大和郡山市 Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ謙ｊａｐａｎ サービス 理容・美容業 5%

181,825 奈良県 大和郡山市 マクドナルドイオンモール大和郡山店 サービス 飲食業 2%

181,826 奈良県 大和郡山市 マクドナルド２５号大和郡山店 サービス 飲食業 2%

181,827 奈良県 大和郡山市 マクドナルド大和郡山インター店 サービス 飲食業 2%

181,828 奈良県 大和郡山市 マクドナルド大和中央道郡山店 サービス 飲食業 2%

181,829 奈良県 大和郡山市 マスダモータース サービス その他サービス 5%

181,830 奈良県 大和郡山市 マツゲン　大和郡山店 小売業 食料品 5%

181,831 奈良県 大和郡山市 メガネのイシガミ　西友店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,832 奈良県 大和郡山市 やまと小泉コンタクト 小売業 その他小売 5%

181,833 奈良県 大和郡山市 セブン－イレブン大和郡山上三橋町店 小売業 食料品 2%

181,834 奈良県 大和郡山市 セブン－イレブン大和郡山九条町店 小売業 食料品 2%

181,835 奈良県 大和郡山市 セブン－イレブン大和郡山小林町西店 小売業 食料品 2%

181,836 奈良県 大和郡山市 セブン－イレブン大和郡山高田町店 小売業 食料品 2%

181,837 奈良県 大和郡山市 キャンバスショップ　イトブン　キャンパスショップ　イトブン 小売業 衣料品 5%

181,838 奈良県 大和郡山市 有限会社カンサイ・イー・シー サービス その他サービス 5%

181,839 奈良県 大和郡山市 ライフクリーナー　千日 サービス その他サービス 5%

181,840 奈良県 大和郡山市 ライフクリーナー　西井 サービス その他サービス 5%

181,841 奈良県 大和郡山市 リバティプリントショップＭＥＲＣＩ 小売業 衣料品 5%

181,842 奈良県 大和郡山市 株式会社領内商会　筒井営業所 小売業 電化製品 5%

181,843 奈良県 大和郡山市 Ｒｏｏｍ＋１ 小売業 家具・調度品 5%

181,844 奈良県 大和高田市 ａ ｌｅａｆ サービス 理容・美容業 5%

181,845 奈良県 大和高田市 あずさ珈琲大和高田店 サービス 飲食業 5%

181,846 奈良県 大和高田市 あそびば　大和高田店 サービス その他サービス 5%

181,847 奈良県 大和高田市 アメニティ高田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,848 奈良県 大和高田市 ａｎｎ サービス 理容・美容業 5%

181,849 奈良県 大和高田市 ＩＳＭＷＯＲＫＳＨＯＰ サービス 理容・美容業 5%

181,850 奈良県 大和高田市 Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ サービス 理容・美容業 5%

181,851 奈良県 大和高田市 エレガンスヨシダトナリエ大和高田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,852 奈良県 大和高田市 エンジェ 小売業 食料品 5%

181,853 奈良県 大和高田市 花魁体験スタジオやまと桜 サービス その他サービス 5%

181,854 奈良県 大和高田市 オオタニ電機商会 小売業 電化製品 5%

181,855 奈良県 大和高田市 陵西ＳＳ　増井石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,856 奈良県 大和高田市 オズ八木店 サービス 理容・美容業 5%

181,857 奈良県 大和高田市 株式会社　加藤商店　片塩小売部 小売業 食料品 5%

181,858 奈良県 大和高田市 株式会社ピーエルジェイインターナショナル 小売業 衣料品 5%

181,859 奈良県 大和高田市 株式会社ＹＵＳＯＮ サービス 理容・美容業 5%

181,860 奈良県 大和高田市 Ｋａｎｓａｉ　高田店 サービス 理容・美容業 5%
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181,861 奈良県 大和高田市 きもの・帯　むらた 小売業 衣料品 5%

181,862 奈良県 大和高田市 グエルバイシクルストア　大和高田店 小売業 その他小売 5%

181,863 奈良県 大和高田市 ｋｕｍｏｎｉ　ｎｏｒｕ 小売業 衣料品 5%

181,864 奈良県 大和高田市 ＫＵＲＵＫＵＲＵ　大和高田店 小売業 衣料品 5%

181,865 奈良県 大和高田市 ＫＵＲＵＫＵＲＵ大和高田店２号店 小売業 衣料品 5%

181,866 奈良県 大和高田市 Ｃｒｅｅｒ サービス 理容・美容業 5%

181,867 奈良県 大和高田市 クロロフィル美顔教室　高田店 小売業 その他小売 5%

181,868 奈良県 大和高田市 ごはんどき サービス 飲食業 5%

181,869 奈良県 大和高田市 紺甚釣具店 小売業 その他小売 5%

181,870 奈良県 大和高田市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 奈良南営業所 小売業 その他小売 5%

181,871 奈良県 大和高田市 Ｃ－ＡＲＴ サービス その他サービス 5%

181,872 奈良県 大和高田市 Ｓｅｅ　Ｙｏｕ　大和高田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

181,873 奈良県 大和高田市 シャディギフト 兆屋 小売業 その他小売 5%

181,874 奈良県 大和高田市 スタイリッシュ・ワン大和高田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,875 奈良県 大和高田市 株式会社スーパーおくやま高田店 小売業 食料品 5%

181,876 奈良県 大和高田市 高田東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,877 奈良県 大和高田市 Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｄｉｎｉｎｇ　白鳳酒家 サービス 飲食業 5%

181,878 奈良県 大和高田市 ＤＯＬＬ サービス 理容・美容業 5%

181,879 奈良県 大和高田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大和高田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,880 奈良県 大和高田市 トヨタレンタリース奈良高田店 サービス その他サービス 2%

181,881 奈良県 大和高田市 とんかつ　かつ喜　大和高田店 サービス 飲食業 5%

181,882 奈良県 大和高田市 ノアパナフレンド 小売業 電化製品 5%

181,883 奈良県 大和高田市 ＰＡＲＫ　ＨＩＬＬＳ 小売業 衣料品 5%

181,884 奈良県 大和高田市 ハートランド サービス その他サービス 5%

181,885 奈良県 大和高田市 長谷川電気 サービス その他サービス 5%

181,886 奈良県 大和高田市 ｐａｄｄｏｃｋ 小売業 衣料品 5%

181,887 奈良県 大和高田市 Ｐａｒｍｔｏｗｎ　Ａｄｖａｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

181,888 奈良県 大和高田市 ＰＥＡＣＥ　ｏｆ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

181,889 奈良県 大和高田市 ピーナ高田 サービス 理容・美容業 5%

181,890 奈良県 大和高田市 ＨｅａｌｉｎｇＳａｌｏｎかおん サービス その他サービス 5%

181,891 奈良県 大和高田市 ひごペットトナリエ大和高田店 小売業 その他小売 5%

181,892 奈良県 大和高田市 ビショップデザインファクトリー サービス その他サービス 5%

181,893 奈良県 大和高田市 ひなた 小売業 衣料品 5%

181,894 奈良県 大和高田市 ピーナ　大和高田店 サービス 理容・美容業 5%

181,895 奈良県 大和高田市 ＦｅＭＭｅ ヘアードレッシング ファム サービス 理容・美容業 5%

181,896 奈良県 大和高田市 ＢＯＯＫＯＦＦ　大和高田店 小売業 その他小売 2%

181,897 奈良県 大和高田市 ブライテクト 小売業 電化製品 5%

181,898 奈良県 大和高田市 ヘアーサロン　カツモト サービス 理容・美容業 5%

181,899 奈良県 大和高田市 ＨＡＩＲＳＥＬＥＣＴＩＯＮＰＭＡ サービス 理容・美容業 5%

181,900 奈良県 大和高田市 ヘアーサロン　ＧＬＯＶＥ サービス 理容・美容業 5%

181,901 奈良県 大和高田市 ヘアードレッシング　ファム サービス 理容・美容業 5%

181,902 奈良県 大和高田市 宝石時計タケウチ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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181,903 奈良県 大和高田市 ＨＯＴＥＬ　ＷＯＯ サービス 宿泊業 2%

181,904 奈良県 大和高田市 マクドナルド中和幹線大和高田店 サービス 飲食業 2%

181,905 奈良県 大和高田市 マツダスポーツ　高田店 小売業 その他小売 5%

181,906 奈良県 大和高田市 ママとベビーの専門店マムマム ピーカブー 小売業 衣料品 5%

181,907 奈良県 大和高田市 宮脇書店　大和高田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

181,908 奈良県 大和高田市 メロディア　まえくぼ 小売業 電化製品 5%

181,909 奈良県 大和高田市 モイスティーヌ　大和高田サロン サービス 理容・美容業 5%

181,910 奈良県 大和高田市 モーターサイクル亀谷 小売業 その他小売 5%

181,911 奈良県 大和高田市 森田燃料店　電化部 小売業 電化製品 5%

181,912 奈良県 大和高田市 大和高田 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,913 奈良県 大和高田市 セブン－イレブン大和高田今里町店 小売業 食料品 2%

181,914 奈良県 大和高田市 セブン－イレブン大和高田上大谷店 小売業 食料品 2%

181,915 奈良県 大和高田市 セブン－イレブン大和高田東中１丁目店 小売業 食料品 2%

181,916 奈良県 大和高田市 セブン－イレブン大和高田日之出町店 小売業 食料品 2%

181,917 奈良県 大和高田市 セブン－イレブン大和高田三倉堂南店 小売業 食料品 2%

181,918 奈良県 大和高田市 ＵＮＩＤ サービス 理容・美容業 5%

181,919 奈良県 大和高田市 ヨシダ写真館 サービス その他サービス 5%

181,920 奈良県 大和高田市 有限会社ヨシムラ防災 小売業 その他小売 5%

181,921 奈良県 大和高田市 ライフクリーナー　新築山 サービス その他サービス 5%

181,922 奈良県 大和高田市 Ｒｉｌｅｙ ｈａｉｒ 高田 サービス 理容・美容業 5%

181,923 奈良県 大和高田市 ラルーナ サービス 理容・美容業 5%

181,924 奈良県 大和高田市 ｒｈｙｔｈｍ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

181,925 奈良県 大和高田市 理容　キテナ サービス 理容・美容業 5%

181,926 奈良県 大和高田市 Ｌｅｓｈｙ　ｆｏｒｅｓｔ 小売業 衣料品 5%

181,927 奈良県 大和高田市 ロイヤルクイーン　高田教室 小売業 家具・調度品 5%

181,928 奈良県 大和高田市 ろここがーでん サービス 理容・美容業 5%

181,929 奈良県 大和高田市 ロペ　ａｎｙｓｉｓ　大和高田 小売業 衣料品 5%

181,930 奈良県 大和高田市 ワインプラザマツムラ 小売業 食料品 5%

181,931 奈良県 吉野町 出光上市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,932 奈良県 吉野町 お食事処　はるかぜ サービス 飲食業 5%

181,933 奈良県 吉野町 おつけもの処　まやま 小売業 家具・調度品 5%

181,934 奈良県 吉野町 柿の葉寿司ひょうたろう 小売業 食料品 5%

181,935 奈良県 吉野町 株式会社松村商店 サービス その他サービス 5%

181,936 奈良県 吉野町 車田商店 小売業 家具・調度品 5%

181,937 奈良県 吉野町 クラフトワーク サービス その他サービス 5%

181,938 奈良県 吉野町 桜堂 小売業 食料品 5%

181,939 奈良県 吉野町 太鼓判　花夢・花夢 サービス 宿泊業 5%

181,940 奈良県 吉野町 田中商会三茶屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,941 奈良県 吉野町 谷嶋誠心堂 小売業 家具・調度品 5%

181,942 奈良県 吉野町 竹林院群芳園 サービス 宿泊業 5%

181,943 奈良県 吉野町 初音 サービス 飲食業 5%

181,944 奈良県 吉野町 東平デンキ 小売業 電化製品 5%
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181,945 奈良県 吉野町 美吉野桜庵 サービス その他サービス 5%

181,946 奈良県 吉野町 大和物産館 小売業 食料品 5%

181,947 奈良県 吉野町 ヨシスト上市店 小売業 食料品 5%

181,948 奈良県 吉野町 吉野ＳＳ　西本石油有限会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,949 奈良県 吉野町 吉野自動車工業 サービス その他サービス 5%

181,950 奈良県 吉野町 吉野書画坊 サービス その他サービス 5%

181,951 奈良県 吉野町 吉野荘湯川屋 サービス 宿泊業 5%

181,952 奈良県 吉野町 吉野山桜近藤 小売業 食料品 5%

181,953 和歌山県 有田川町 アイジュエリーイワモト 小売業 衣料品 5%

181,954 和歌山県 有田川町 粟生ＳＳ　坂上石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,955 和歌山県 有田川町 赤山行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

181,956 和歌山県 有田川町 セブン－イレブン有田インター店 小売業 食料品 2%

181,957 和歌山県 有田川町 有田川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,958 和歌山県 有田川町 森園 サービス その他サービス 5%

181,959 和歌山県 有田川町 有田鉄道株式会社 サービス 運輸業 5%

181,960 和歌山県 有田川町 有田鉄道株式会社　本社営業所　１１１ サービス 運輸業 5%

181,961 和歌山県 有田川町 出光吉備町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,962 和歌山県 有田川町 出光清水町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,963 和歌山県 有田川町 Ａ・ＣＯＯＰ　かなや店 小売業 その他小売 5%

181,964 和歌山県 有田川町 エ・コープ　かなや店 小売業 その他小売 5%

181,965 和歌山県 有田川町 ＦＬＳパーティハウス　有田川店 小売業 衣料品 5%

181,966 和歌山県 有田川町 かえりみちのブルー珈琲 サービス 飲食業 5%

181,967 和歌山県 有田川町 金屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,968 和歌山県 有田川町 株式会社紀和自動車 サービス その他サービス 5%

181,969 和歌山県 有田川町 株式会社ナルト 小売業 食料品 5%

181,970 和歌山県 有田川町 吉備 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,971 和歌山県 有田川町 牛角有田川店 サービス 飲食業 2%

181,972 和歌山県 有田川町 紀陽ユアーズ 小売業 その他小売 5%

181,973 和歌山県 有田川町 楠林電化中紀住設 小売業 電化製品 5%

181,974 和歌山県 有田川町 ＣＲＥＯＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

181,975 和歌山県 有田川町 Ｋマート金屋口店 小売業 その他小売 5%

181,976 和歌山県 有田川町 さりげなく花 小売業 その他小売 5%

181,977 和歌山県 有田川町 Ｊｅ Ｖａｉｓ Ｊｅ Ｖａｉｓ サービス 飲食業 5%

181,978 和歌山県 有田川町 ジュエリーセキネ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,979 和歌山県 有田川町 食楽　東家 サービス 飲食業 5%

181,980 和歌山県 有田川町 スバルショップ有田 小売業 その他小売 5%

181,981 和歌山県 有田川町 炭火焼肉のんちゃん サービス 飲食業 5%

181,982 和歌山県 有田川町 セキネ　メガネ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

181,983 和歌山県 有田川町 トヨタカローラ和歌山シーズ有田店 小売業 その他小売 5%

181,984 和歌山県 有田川町 トヨタレンタリース和歌山有田店 小売業 その他小売 2%

181,985 和歌山県 有田川町 二澤商店 小売業 食料品 5%

181,986 和歌山県 有田川町 ネッツトヨタ和歌山有田店 小売業 その他小売 5%
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181,987 和歌山県 有田川町 二川 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,988 和歌山県 有田川町 マツゲン　吉備店 小売業 食料品 5%

181,989 和歌山県 有田川町 ヤスダ　デンキ 小売業 電化製品 5%

181,990 和歌山県 有田川町 ＵＧパナトップ　水尻店　水尻店 小売業 電化製品 5%

181,991 和歌山県 有田川町 ＵＧパナトップ本店 小売業 電化製品 5%

181,992 和歌山県 有田川町 ＵＧパナトップ水尻店 小売業 電化製品 5%

181,993 和歌山県 有田川町 リノ有田川店 小売業 衣料品 5%

181,994 和歌山県 有田川町 ルアーショップｍｏｋｋｏｙａ 小売業 その他小売 5%

181,995 和歌山県 有田川町 和歌山ダイハツ販売有田店 小売業 その他小売 5%

181,996 和歌山県 有田川町 和歌山トヨタ自動車有田店 小売業 その他小売 5%

181,997 和歌山県 有田川町 和歌山トヨペット有田インター店 小売業 その他小売 5%

181,998 和歌山県 有田市 有田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

181,999 和歌山県 有田市 有田川温泉　ホテルサンシャイン サービス 宿泊業 5%

182,000 和歌山県 有田市 出光有田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,001 和歌山県 有田市 うなぎ屋かわすい　川口水産 小売業 食料品 5%

182,002 和歌山県 有田市 オートショップｙａｍａｓａｋｉ 小売業 その他小売 5%

182,003 和歌山県 有田市 ｃａｆｅ５５ サービス 飲食業 5%

182,004 和歌山県 有田市 株式会社ありだ住宅情報センター サービス その他サービス 5%

182,005 和歌山県 有田市 株式会社合同自動車 サービス その他サービス 5%

182,006 和歌山県 有田市 北山人形店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

182,007 和歌山県 有田市 紀電チェーン　初島店 小売業 電化製品 5%

182,008 和歌山県 有田市 紀電チェーン宮原店 小売業 電化製品 5%

182,009 和歌山県 有田市 キャロットハウス 小売業 その他小売 5%

182,010 和歌山県 有田市 有限会社平左エ門さかせ サービス 飲食業 5%

182,011 和歌山県 有田市 さけい料理教室 サービス その他サービス 5%

182,012 和歌山県 有田市 橘家 サービス 飲食業 5%

182,013 和歌山県 有田市 千田ＳＳ　宮井石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,014 和歌山県 有田市 とこり書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

182,015 和歌山県 有田市 ｄｏｇ　ｈｏｕｓｅ　Ｌ＆Ｍ 小売業 その他小売 5%

182,016 和歌山県 有田市 則岡醤油譲造元糸我国道筋店 小売業 食料品 5%

182,017 和歌山県 有田市 パーティハウス　有田店 小売業 衣料品 5%

182,018 和歌山県 有田市 はぎのキッチン サービス 飲食業 5%

182,019 和歌山県 有田市 初島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,020 和歌山県 有田市 初島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,021 和歌山県 有田市 花フローレ 箕島店 小売業 その他小売 5%

182,022 和歌山県 有田市 花フローレ 小売業 その他小売 5%

182,023 和歌山県 有田市 美容室　貴 サービス 理容・美容業 5%

182,024 和歌山県 有田市 フォトスペース箕島店 小売業 電化製品 5%

182,025 和歌山県 有田市 フラワーブティック花安　有田店 小売業 その他小売 5%

182,026 和歌山県 有田市 古川文具カバン店 小売業 その他小売 5%

182,027 和歌山県 有田市 マクドナルド４２号有田店 サービス 飲食業 2%

182,028 和歌山県 有田市 マツゲン　箕島店 小売業 食料品 5%
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182,029 和歌山県 有田市 まるわ 小売業 衣料品 5%

182,030 和歌山県 有田市 箕島 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,031 和歌山県 有田市 箕島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,032 和歌山県 有田市 箕島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,033 和歌山県 有田市 みやいでんき 小売業 電化製品 5%

182,034 和歌山県 有田市 宮原 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,035 和歌山県 有田市 メガネストアー有田 小売業 その他小売 5%

182,036 和歌山県 有田市 メガネストアー有田店 小売業 その他小売 5%

182,037 和歌山県 有田市 メガネのヤマシタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

182,038 和歌山県 有田市 保田 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,039 和歌山県 有田市 （有）エヌ・ワークス サービス その他サービス 5%

182,040 和歌山県 有田市 ＵＧアクティ 小売業 電化製品 5%

182,041 和歌山県 有田市 ＵＧパナック 小売業 電化製品 5%

182,042 和歌山県 有田市 ＵＧモリイ 小売業 電化製品 5%

182,043 和歌山県 印南町 印南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,044 和歌山県 印南町 印南石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,045 和歌山県 印南町 今又旅館 サービス 宿泊業 5%

182,046 和歌山県 印南町 こまはん商店 小売業 その他小売 5%

182,047 和歌山県 印南町 竹乃屋　竹乃屋 サービス 飲食業 5%

182,048 和歌山県 印南町 モアッサン 小売業 電化製品 5%

182,049 和歌山県 岩出市 ＡＯＩＴＯＲＩ 小売業 食料品 5%

182,050 和歌山県 岩出市 ＡＣＲＩ サービス 理容・美容業 5%

182,051 和歌山県 岩出市 ＡＣＲＩ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

182,052 和歌山県 岩出市 ＵＰＣｌｉｍｂｉｎｇＧｙｍ サービス その他サービス 5%

182,053 和歌山県 岩出市 あんず　かばん 小売業 貴金属・服飾品 5%

182,054 和歌山県 岩出市 いちのしん サービス 飲食業 5%

182,055 和歌山県 岩出市 セブン－イレブン岩出清水店 小売業 食料品 2%

182,056 和歌山県 岩出市 セブン－イレブン岩出市役所前店 小売業 食料品 2%

182,057 和歌山県 岩出市 セブン－イレブン岩出新田広芝店 小売業 食料品 2%

182,058 和歌山県 岩出市 岩出ダイハツ本社 小売業 その他小売 5%

182,059 和歌山県 岩出市 セブン－イレブン岩出中黒店 小売業 食料品 2%

182,060 和歌山県 岩出市 セブン－イレブン岩出中島店 小売業 食料品 2%

182,061 和歌山県 岩出市 セブン－イレブン岩出根来店 小売業 食料品 2%

182,062 和歌山県 岩出市 岩出バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,063 和歌山県 岩出市 セブン－イレブン岩出吉田店 小売業 食料品 2%

182,064 和歌山県 岩出市 イントラスト大森 サービス その他サービス 5%

182,065 和歌山県 岩出市 インナーブティックＲＩＫＡ 小売業 衣料品 5%

182,066 和歌山県 岩出市 海のお店ＳｕｎＦｌｏｗｅｒ 小売業 その他小売 5%

182,067 和歌山県 岩出市 ＥｎｅＪｅｔ岩出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,068 和歌山県 岩出市 大平電気店 小売業 電化製品 5%

182,069 和歌山県 岩出市 ＡＬＬＢＬＵＥ サービス その他サービス 5%

182,070 和歌山県 岩出市 おかでんき　岩出店 小売業 電化製品 5%
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182,071 和歌山県 岩出市 オカヘイ　岩出店 小売業 衣料品 5%

182,072 和歌山県 岩出市 オカヘイ　岩出店 小売業 衣料品 5%

182,073 和歌山県 岩出市 お好み焼はここやねん　岩出店 小売業 食料品 5%

182,074 和歌山県 岩出市 オリエントショップ 小売業 衣料品 5%

182,075 和歌山県 岩出市 柿の葉すし本舗たなか　岩出店 小売業 食料品 5%

182,076 和歌山県 岩出市 鍵屋ロックレスキュー和歌山 サービス その他サービス 5%

182,077 和歌山県 岩出市 株式会社ＧＬＡＮＣＥ 小売業 電化製品 5%

182,078 和歌山県 岩出市 ｃａｌｍａｔｉ サービス 飲食業 5%

182,079 和歌山県 岩出市 ＣＡＬＭＡＴＩ サービス 飲食業 5%

182,080 和歌山県 岩出市 紀伊の里漢方薬舗 小売業 その他小売 5%

182,081 和歌山県 岩出市 紀伊の里漢方薬舗 小売業 その他小売 5%

182,082 和歌山県 岩出市 牛角岩出店 サービス 飲食業 2%

182,083 和歌山県 岩出市 キュリオステーション岩出店 サービス その他サービス 5%

182,084 和歌山県 岩出市 コープ岩出中央 小売業 その他小売 5%

182,085 和歌山県 岩出市 ごちそうｉＺＡＫＡＹＡ　和伊もん サービス 飲食業 5%

182,086 和歌山県 岩出市 ＣＯＮＴＥ＆ＣＯＦＦＥＥｓ サービス 飲食業 5%

182,087 和歌山県 岩出市 サウンドラインモノリス 小売業 電化製品 5%

182,088 和歌山県 岩出市 酒のワールド　岩出店 小売業 食料品 5%

182,089 和歌山県 岩出市 酒のワールド　岩出中黒店 小売業 食料品 5%

182,090 和歌山県 岩出市 ＺＥＡＬ　ＳＴＡＧＥ－５ サービス 理容・美容業 5%

182,091 和歌山県 岩出市 ｓｈｅｌｔｅｒ サービス 理容・美容業 5%

182,092 和歌山県 岩出市 ジャストカーテン　和歌山岩出店 小売業 その他小売 5%

182,093 和歌山県 岩出市 しゃぶしゃぶ温野菜和歌山岩出店 サービス 飲食業 2%

182,094 和歌山県 岩出市 シューズスタジアム 小売業 衣料品 5%

182,095 和歌山県 岩出市 ジュエリーフルミヤ　オークワ岩出店 小売業 貴金属・服飾品 5%

182,096 和歌山県 岩出市 炭火焼肉屋さかい　岩出店 サービス 飲食業 2%

182,097 和歌山県 岩出市 駿河屋　岩出店 小売業 食料品 5%

182,098 和歌山県 岩出市 ＳＥＮＳＥｂｙｐｌｕｓｈａｉｒ和歌山岩出店 サービス その他サービス 5%

182,099 和歌山県 岩出市 総本家駿河屋岩出中迫店 小売業 食料品 5%

182,100 和歌山県 岩出市 タイ古式マッサージプーケット サービス 理容・美容業 5%

182,101 和歌山県 岩出市 たびプラザ岩出 サービス その他サービス 5%

182,102 和歌山県 岩出市 田村酒店 小売業 食料品 5%

182,103 和歌山県 岩出市 ＣｈｕｍＢｕｃｋｅｔ サービス 飲食業 5%

182,104 和歌山県 岩出市 中華そば九龍 サービス 飲食業 5%

182,105 和歌山県 岩出市 東洋建機（株）　岩出営業所 サービス その他サービス 5%

182,106 和歌山県 岩出市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岩出バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,107 和歌山県 岩出市 トマト　オニオン岩出店 サービス 飲食業 2%

182,108 和歌山県 岩出市 トヨタカローラ和歌山シ－ズ岩出店 小売業 その他小売 5%

182,109 和歌山県 岩出市 トヨタレンタリース和歌山岩出店 小売業 その他小売 2%

182,110 和歌山県 岩出市 トリニティアニマルクリニック サービス その他サービス 5%

182,111 和歌山県 岩出市 とりの座 サービス 飲食業 5%

182,112 和歌山県 岩出市 ニュー岩出ＳＳ　有限会社吉岡石油 小売業 ガソリンスタンド 2%
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182,113 和歌山県 岩出市 ネイルアトリエ・キュアネ岩出店 サービス その他サービス 5%

182,114 和歌山県 岩出市 根来 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,115 和歌山県 岩出市 ネッツトヨタ和歌山岩出店 小売業 その他小売 5%

182,116 和歌山県 岩出市 ＮＯＡＣＨ サービス その他サービス 5%

182,117 和歌山県 岩出市 ＢＡＲＢＥＲ笑和 サービス 理容・美容業 5%

182,118 和歌山県 岩出市 パーティハウス　岩出店 小売業 衣料品 5%

182,119 和歌山県 岩出市 パナプラザ　ホッタ 小売業 電化製品 5%

182,120 和歌山県 岩出市 ぴえろ　岩出店 小売業 衣料品 5%

182,121 和歌山県 岩出市 ビューティシェアハウスレイ サービス 理容・美容業 5%

182,122 和歌山県 岩出市 美容室ｆｒｅｉｈｅｉｔ サービス 理容・美容業 5%

182,123 和歌山県 岩出市 ファーマーズマーケットＯＩＮＡＣＩＴＹ 小売業 食料品 5%

182,124 和歌山県 岩出市 フォルマッジオ サービス 飲食業 5%

182,125 和歌山県 岩出市 ＢＯＯＫＯＦＦ　岩出中央店 小売業 その他小売 2%

182,126 和歌山県 岩出市 ブティック　ＳＹＬＰＨ 小売業 衣料品 5%

182,127 和歌山県 岩出市 ブティック　ＳＹＬＰＨ 小売業 衣料品 5%

182,128 和歌山県 岩出市 株式会社リモデルホーム 小売業 その他小売 5%

182,129 和歌山県 岩出市 フランス屋　岩出サントル店 サービス その他サービス 5%

182,130 和歌山県 岩出市 フランス屋　松源岩出店 サービス その他サービス 5%

182,131 和歌山県 岩出市 ＨＡＩＲ ＡＳＳＩＳＴ ＶｉＶｉ 岩出店 サービス 理容・美容業 5%

182,132 和歌山県 岩出市 Ｈａｉｒ　Ａｌｉｖｅ　Ｍａｋｉ サービス 理容・美容業 5%

182,133 和歌山県 岩出市 Ｐｅｔｓｈｏｐ　ＯＮＥＤＡＹ 小売業 その他小売 5%

182,134 和歌山県 岩出市 ホテル　いとう サービス 宿泊業 5%

182,135 和歌山県 岩出市 マクドナルド岩出ミレニアシティ店 サービス 飲食業 2%

182,136 和歌山県 岩出市 マクドナルド２４号岩出店 サービス 飲食業 2%

182,137 和歌山県 岩出市 マツゲン　岩出店 小売業 食料品 5%

182,138 和歌山県 岩出市 マツゲン　岩出中黒店 小売業 食料品 5%

182,139 和歌山県 岩出市 マツゲン　岩出中迫店 小売業 食料品 5%

182,140 和歌山県 岩出市 松下種苗店 小売業 その他小売 5%

182,141 和歌山県 岩出市 マツミ米穀店 小売業 食料品 5%

182,142 和歌山県 岩出市 マツヤ　シューズ　スタジアム 小売業 その他小売 5%

182,143 和歌山県 岩出市 マナベインテリアハーツ和歌山岩出店 小売業 家具・調度品 5%

182,144 和歌山県 岩出市 道の駅ねごろ歴史の丘　花笑み館 小売業 その他小売 5%

182,145 和歌山県 岩出市 ＭＩＹＡＩ整体院　岩出院 サービス その他サービス 5%

182,146 和歌山県 岩出市 むか新　岩出店 小売業 食料品 5%

182,147 和歌山県 岩出市 ＹＡＫＩＴＯＲＩ　ｍａｇａｒｉ サービス 飲食業 5%

182,148 和歌山県 岩出市 ヤキトリキッチンマガリ サービス 飲食業 5%

182,149 和歌山県 岩出市 山田ヒロキチ商店 サービス 飲食業 5%

182,150 和歌山県 岩出市 好い処よいち サービス 飲食業 5%

182,151 和歌山県 岩出市 ＲＥＬＡＸＡＴＩＯＮＲＯＯＭＣＯＲＵＧＩＮＯ サービス 理容・美容業 5%

182,152 和歌山県 岩出市 レイ自動車サービス サービス その他サービス 5%

182,153 和歌山県 岩出市 和歌山動物医療センター西川動物病院 サービス その他サービス 5%

182,154 和歌山県 岩出市 和歌山トヨタ自動車岩出店 小売業 その他小売 5%
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182,155 和歌山県 岩出市 和歌山トヨタ自動車Ｕ－Ｃａｒランド岩出 小売業 その他小売 5%

182,156 和歌山県 岩出市 和歌山トヨペット岩出中島店 小売業 その他小売 5%

182,157 和歌山県 海南市 アムール　海南店 小売業 衣料品 5%

182,158 和歌山県 海南市 杏梅堂 小売業 その他小売 5%

182,159 和歌山県 海南市 インテリアショップマージナル 小売業 家具・調度品 5%

182,160 和歌山県 海南市 Ａ＇ｓワークス 小売業 衣料品 5%

182,161 和歌山県 海南市 オカヘイ　海南店 小売業 衣料品 5%

182,162 和歌山県 海南市 海南イーストＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,163 和歌山県 海南市 セブン－イレブン海南井田店 小売業 食料品 2%

182,164 和歌山県 海南市 海南医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

182,165 和歌山県 海南市 海南亀川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,166 和歌山県 海南市 海南阪井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,167 和歌山県 海南市 セブン－イレブン海南重根店 小売業 食料品 2%

182,168 和歌山県 海南市 セブン－イレブン海南下津町店 小売業 食料品 2%

182,169 和歌山県 海南市 海南東店 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,170 和歌山県 海南市 セブン－イレブン海南船尾店 小売業 食料品 2%

182,171 和歌山県 海南市 画材　文具の備忠　画材　文具　備忠 小売業 その他小売 5%

182,172 和歌山県 海南市 株式会社　福岡書店　福岡書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

182,173 和歌山県 海南市 株式会社角田清兵衛商店 小売業 その他小売 5%

182,174 和歌山県 海南市 加茂郷 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,175 和歌山県 海南市 加茂郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,176 和歌山県 海南市 紀州漆器伝統産業会館　うるわし館　紀州漆器伝統産業会館　うるわし館 小売業 その他小売 5%

182,177 和歌山県 海南市 きたおか 小売業 衣料品 5%

182,178 和歌山県 海南市 ｋｉｔｃｈｅｎ あすか サービス 飲食業 5%

182,179 和歌山県 海南市 黒江駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,180 和歌山県 海南市 ｃａｉｔｓｉｔｈ サービス 飲食業 5%

182,181 和歌山県 海南市 光星電器店 小売業 電化製品 5%

182,182 和歌山県 海南市 合同会社アッソオート サービス その他サービス 5%

182,183 和歌山県 海南市 坂田カバン店　坂田カバン店 小売業 その他小売 5%

182,184 和歌山県 海南市 坂本ふとん店 小売業 その他小売 5%

182,185 和歌山県 海南市 Ｓａｌｏｏｎ　ｓ　Ｂａｒ　　　Ｃａｆｅ　ＤＡＩＳＹ サービス 飲食業 5%

182,186 和歌山県 海南市 自家焙煎珈琲　アウルキャビン　ｏｗｌｃａｂｉｎ サービス 飲食業 5%

182,187 和歌山県 海南市 住金海南構内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,188 和歌山県 海南市 駿河屋　海南店 小売業 食料品 5%

182,189 和歌山県 海南市 セルフ海南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,190 和歌山県 海南市 セルフステーション下津 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,191 和歌山県 海南市 ソフトバンク海南 小売業 電化製品 5%

182,192 和歌山県 海南市 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　ＤＩＮＯ サービス 飲食業 5%

182,193 和歌山県 海南市 ダイヤモンドのしこう 小売業 その他小売 5%

182,194 和歌山県 海南市 谷本りほーむ 小売業 家具・調度品 5%

182,195 和歌山県 海南市 中国料理 桂花 サービス 飲食業 5%

182,196 和歌山県 海南市 長久庵　中野ＢＣ株式会社 サービス その他サービス 5%
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182,197 和歌山県 海南市 ＤＡＩＳＹ サービス 飲食業 5%

182,198 和歌山県 海南市 電器ランド　サウンドサポート 小売業 電化製品 5%

182,199 和歌山県 海南市 トマト　オニオン海南店 サービス 飲食業 2%

182,200 和歌山県 海南市 とれたて広場 小売業 食料品 5%

182,201 和歌山県 海南市 中田電気店 小売業 電化製品 5%

182,202 和歌山県 海南市 長浜らーめん 海南店 サービス 飲食業 5%

182,203 和歌山県 海南市 ＨＯＵＳＥＨＯＬＤＩＮＤＵＳＴＲＹ サービス その他サービス 5%

182,204 和歌山県 海南市 橋爪商店 小売業 その他小売 5%

182,205 和歌山県 海南市 花安　海南店 小売業 その他小売 5%

182,206 和歌山県 海南市 ひがしはま前岡電器 小売業 電化製品 5%

182,207 和歌山県 海南市 東本肥料店 小売業 その他小売 5%

182,208 和歌山県 海南市 ピザ・リトルパーティー海南店 小売業 食料品 5%

182,209 和歌山県 海南市 ヒダカヤ＆業務スーパー海南店 小売業 食料品 2%

182,210 和歌山県 海南市 ふじ白庵　佶楓 サービス 飲食業 5%

182,211 和歌山県 海南市 藤山電器店 小売業 電化製品 5%

182,212 和歌山県 海南市 フラット　フィールド サービス 理容・美容業 5%

182,213 和歌山県 海南市 ＰＬＡＢＯＴＥＣ サービス その他サービス 5%

182,214 和歌山県 海南市 フランス屋　松源海南阪井店 サービス その他サービス 5%

182,215 和歌山県 海南市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　　　Ｒｅｌａｘ　ＮＯＩ サービス 理容・美容業 5%

182,216 和歌山県 海南市 ヘアーサロンＯＨ サービス 理容・美容業 5%

182,217 和歌山県 海南市 ＨａｉｒＭａｋｅ＆Ｒｅｌａｘｎｏｉ サービス 理容・美容業 5%

182,218 和歌山県 海南市 ＭＡＲＧＩＮＡＬ 小売業 家具・調度品 5%

182,219 和歌山県 海南市 前山仏壇店 小売業 その他小売 5%

182,220 和歌山県 海南市 マクドナルド４２号海南店 サービス 飲食業 2%

182,221 和歌山県 海南市 マツゲン　海南阪井店 小売業 食料品 5%

182,222 和歌山県 海南市 マツゲン　海南日方店 小売業 食料品 5%

182,223 和歌山県 海南市 マツゲン　下津店 小売業 食料品 5%

182,224 和歌山県 海南市 まつや　海南店 小売業 衣料品 5%

182,225 和歌山県 海南市 ｍｅｅｒｓｃｈａｕｍ サービス 理容・美容業 5%

182,226 和歌山県 海南市 ｍｅｅｒｓｃｈａｕｍ サービス 理容・美容業 5%

182,227 和歌山県 海南市 メガネストアー和歌山海南 小売業 その他小売 5%

182,228 和歌山県 海南市 メガネストアー和歌山海南店 小売業 その他小売 5%

182,229 和歌山県 海南市 メガネのマエカワ 小売業 その他小売 5%

182,230 和歌山県 海南市 メガネのミヤコ 小売業 その他小売 5%

182,231 和歌山県 海南市 メガネのツチハシ　メガネのツチハシ 小売業 その他小売 5%

182,232 和歌山県 海南市 モリタカメラ 小売業 その他小売 5%

182,233 和歌山県 海南市 山口ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

182,234 和歌山県 海南市 ＵＧアルプ 小売業 電化製品 5%

182,235 和歌山県 海南市 ＵＧオオカブ 小売業 電化製品 5%

182,236 和歌山県 海南市 ＵＧマルイワ 小売業 電化製品 5%

182,237 和歌山県 海南市 リノ海南店 小売業 衣料品 5%

182,238 和歌山県 海南市 ＲＥＩＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%
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182,239 和歌山県 かつらぎ町 Ａコープかつらぎ 小売業 食料品 5%

182,240 和歌山県 かつらぎ町 Ｏｒａｎｇｅ 小売業 その他小売 5%

182,241 和歌山県 かつらぎ町 Ｏｒａｎｇｅ 小売業 その他小売 5%

182,242 和歌山県 かつらぎ町 かつらぎ温泉　八風の湯 サービス 宿泊業 5%

182,243 和歌山県 かつらぎ町 セブン－イレブンかつらぎ町東渋田店 小売業 食料品 2%

182,244 和歌山県 かつらぎ町 株式会社有交紀北　７０２号車 サービス 運輸業 5%

182,245 和歌山県 かつらぎ町 紀伊高原ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

182,246 和歌山県 かつらぎ町 紀北ダイハツ本社 小売業 その他小売 5%

182,247 和歌山県 かつらぎ町 山荘　天の里 サービス 宿泊業 5%

182,248 和歌山県 かつらぎ町 渋田 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,249 和歌山県 かつらぎ町 Ｓｅｌｆｉｘかつらぎ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,250 和歌山県 かつらぎ町 ナカノ時計メガネ 小売業 その他小売 5%

182,251 和歌山県 かつらぎ町 パーティハウス　妙寺店 小売業 衣料品 5%

182,252 和歌山県 かつらぎ町 マツゲン　妙寺店 小売業 食料品 5%

182,253 和歌山県 かつらぎ町 松下モータース　松下モータース サービス その他サービス 5%

182,254 和歌山県 かつらぎ町 丸十人形工房　紀北かつらぎ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

182,255 和歌山県 かつらぎ町 まるよし 串カツ まるよし サービス 飲食業 5%

182,256 和歌山県 かつらぎ町 有限会社見好モータース サービス その他サービス 5%

182,257 和歌山県 かつらぎ町 ＵＧまつや 小売業 電化製品 5%

182,258 和歌山県 上富田町 朝来 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,259 和歌山県 上富田町 朝来バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,260 和歌山県 上富田町 岩﨑火薬銃砲店 小売業 その他小売 5%

182,261 和歌山県 上富田町 岩田バイパスＳＳ　富田川石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,262 和歌山県 上富田町 ［ＨＣ］エコー上富田 小売業 電化製品 5%

182,263 和歌山県 上富田町 Ａコープ紀南　ＡＰＩＡ店 小売業 食料品 5%

182,264 和歌山県 上富田町 ＮＶＳ サービス その他サービス 5%

182,265 和歌山県 上富田町 ＯＲＵＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

182,266 和歌山県 上富田町 株式会社フィールドラック サービス 飲食業 5%

182,267 和歌山県 上富田町 カラオケボックスチェリーチェリー上富田店 サービス 理容・美容業 5%

182,268 和歌山県 上富田町 業務スーパー朝来駅前店 小売業 その他小売 2%

182,269 和歌山県 上富田町 田辺米穀株式会社 紀州の食問屋 べっこく堂 小売業 食料品 5%

182,270 和歌山県 上富田町 中国料理 宏華 サービス 飲食業 5%

182,271 和歌山県 上富田町 株式会社ナカウチデンキ 小売業 電化製品 5%

182,272 和歌山県 上富田町 パーティハウス　上富田店 小売業 衣料品 5%

182,273 和歌山県 上富田町 ハザマデンキ 小売業 電化製品 5%

182,274 和歌山県 上富田町 パナット　ナカマツ 小売業 電化製品 5%

182,275 和歌山県 上富田町 パナットフカミ 小売業 電化製品 5%

182,276 和歌山県 上富田町 バリューハウス富田川店 小売業 食料品 5%

182,277 和歌山県 上富田町 福すし サービス 飲食業 5%

182,278 和歌山県 上富田町 郵便橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,279 和歌山県 紀の川市 Ｋａｎｏａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

182,280 和歌山県 紀の川市 株式会社有交紀北　名手営業所　８号車 サービス 運輸業 5%
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182,281 和歌山県 紀の川市 株式会社有交紀北 粉河営業所 １号車 サービス 運輸業 5%

182,282 和歌山県 紀の川市 観音山フルーツガーデン 小売業 食料品 5%

182,283 和歌山県 紀の川市 貴志駅たまショップ 小売業 その他小売 5%

182,284 和歌山県 紀の川市 セブン－イレブン貴志川町井ノ口店 小売業 食料品 2%

182,285 和歌山県 紀の川市 貴志川店 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,286 和歌山県 紀の川市 セブン－イレブン紀の川打田店 小売業 食料品 2%

182,287 和歌山県 紀の川市 セブン－イレブン紀の川北勢田店 小売業 食料品 2%

182,288 和歌山県 紀の川市 セブン－イレブン紀の川粉河駅南店 小売業 食料品 2%

182,289 和歌山県 紀の川市 セブン－イレブン紀の川粉河店 小売業 食料品 2%

182,290 和歌山県 紀の川市 セブン－イレブン紀の川名手大黒店 小売業 食料品 2%

182,291 和歌山県 紀の川市 セブン－イレブン紀の川東国分店 小売業 食料品 2%

182,292 和歌山県 紀の川市 紀の国カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

182,293 和歌山県 紀の川市 きもの　りんか　オーストリート店 小売業 衣料品 5%

182,294 和歌山県 紀の川市 黒川 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,295 和歌山県 紀の川市 公立那賀病院売店 小売業 その他小売 5%

182,296 和歌山県 紀の川市 サンキョー打田店 小売業 食料品 5%

182,297 和歌山県 紀の川市 シューズショップサカイ 小売業 その他小売 5%

182,298 和歌山県 紀の川市 昌和無線 小売業 電化製品 5%

182,299 和歌山県 紀の川市 白山写真館 サービス その他サービス 5%

182,300 和歌山県 紀の川市 スーパーネゴロ　打田店 小売業 食料品 5%

182,301 和歌山県 紀の川市 Ｓｅｌｆｉｘ貴志川 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,302 和歌山県 紀の川市 デントリペア関西 サービス その他サービス 5%

182,303 和歌山県 紀の川市 中西ミシン商会 小売業 その他小売 5%

182,304 和歌山県 紀の川市 名手 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,305 和歌山県 紀の川市 パーティハウス　打田店 小売業 衣料品 5%

182,306 和歌山県 紀の川市 花光真司 サービス 理容・美容業 5%

182,307 和歌山県 紀の川市 ヒダカヤ＆業務スーパー貴志川店 小売業 食料品 2%

182,308 和歌山県 紀の川市 ファーマーズマーケットめっけもん広場 小売業 食料品 5%

182,309 和歌山県 紀の川市 フォトスタジオわかみ サービス その他サービス 5%

182,310 和歌山県 紀の川市 ブックマーケット打田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

182,311 和歌山県 紀の川市 ＨＡＩＲ ＳＰＡＣＥ ＡＬＰＨＡ 打田店 サービス 理容・美容業 5%

182,312 和歌山県 紀の川市 マクドナルド貴志川オークワ店 サービス 飲食業 2%

182,313 和歌山県 紀の川市 マクドナルド２４号粉河店 サービス 飲食業 2%

182,314 和歌山県 紀の川市 マツゲン　打田店 小売業 食料品 5%

182,315 和歌山県 紀の川市 マツゲン　貴志川店 小売業 食料品 5%

182,316 和歌山県 紀の川市 マツゲン　粉河店 小売業 食料品 5%

182,317 和歌山県 紀の川市 まつやＦＯＯＴ　ＬＩＦＥ　紀ノ川店 小売業 衣料品 5%

182,318 和歌山県 紀の川市 有　宮村石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,319 和歌山県 紀の川市 村國農園　村國農園 小売業 食料品 5%

182,320 和歌山県 紀の川市 メガネストアー　オーストリート紀の 小売業 その他小売 5%

182,321 和歌山県 紀の川市 メガネストアーオーストリート紀の川井阪店 小売業 その他小売 5%

182,322 和歌山県 紀の川市 山田電業社 サービス その他サービス 5%
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182,323 和歌山県 紀の川市 よけそ農園 サービス その他サービス 5%

182,324 和歌山県 紀の川市 Ｒａｆｅｌｉ サービス 理容・美容業 5%

182,325 和歌山県 紀の川市 Ｌｕｃｅｒｅ サービス 理容・美容業 5%

182,326 和歌山県 紀の川市 Ｌｅｔ　ｓ　アトリエ店 サービス 理容・美容業 5%

182,327 和歌山県 紀美野町 ＯＵＴＤＯＯＲ　ＬＩＦＥ　たまゆらの里 サービス 宿泊業 5%

182,328 和歌山県 紀美野町 キミノーカ　キミノーカ サービス 飲食業 5%

182,329 和歌山県 紀美野町 毛原 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,330 和歌山県 紀美野町 ＵＧキノシタ 小売業 電化製品 5%

182,331 和歌山県 紀美野町 ＵＧニシヤマ 小売業 電化製品 5%

182,332 和歌山県 串本町 株式会社あらふねリゾート サービス 宿泊業 5%

182,333 和歌山県 串本町 株式会社いちはら商会 小売業 その他小売 5%

182,334 和歌山県 串本町 Ａコープ紀南　ＶＡＳＥＯ店 小売業 食料品 5%

182,335 和歌山県 串本町 Ａコープ紀南　たなみ店 小売業 食料品 5%

182,336 和歌山県 串本町 Ｍ’ｓ　ｃａｆｅ＆ｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

182,337 和歌山県 串本町 岡栄住建 サービス その他サービス 5%

182,338 和歌山県 串本町 株式会社　オザキタイヤ　串本店 小売業 その他小売 5%

182,339 和歌山県 串本町 串本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,340 和歌山県 串本町 串本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,341 和歌山県 串本町 串本中央電器 小売業 電化製品 5%

182,342 和歌山県 串本町 クラブドゥダイビングセンター　串本 小売業 その他小売 5%

182,343 和歌山県 串本町 Ｋ’ＳＰＯＲＴＳ 小売業 その他小売 5%

182,344 和歌山県 串本町 古座 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,345 和歌山県 串本町 サラヤ自動車 サービス その他サービス 5%

182,346 和歌山県 串本町 須江ダイビングセンター サービス 理容・美容業 5%

182,347 和歌山県 串本町 セルフステーション串本 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,348 和歌山県 串本町 ＤＩＶＥＫＯＯＺＡ サービス その他サービス 5%

182,349 和歌山県 串本町 タイヨウのカフェ サービス 飲食業 5%

182,350 和歌山県 串本町 ドコモショップ串本店 小売業 その他小売 5%

182,351 和歌山県 串本町 トヨタレンタリース和歌山串本駅前店 小売業 その他小売 2%

182,352 和歌山県 串本町 なかやま 小売業 その他小売 5%

182,353 和歌山県 串本町 南紀シーマンズクラブ サービス その他サービス 5%

182,354 和歌山県 串本町 バブルリングダイバーズ串本 サービス その他サービス 5%

182,355 和歌山県 串本町 ベイサイドイン串本館 サービス 宿泊業 5%

182,356 和歌山県 串本町 ペットと泊まれる宿福籠 サービス その他サービス 5%

182,357 和歌山県 串本町 ｐｏｌｅ　ｐｏｌｅ　　　ｓｅａ　ｐｏｌｅ　ｐｏｌｅ　　　ｓｅａ サービス その他サービス 5%

182,358 和歌山県 串本町 松寿し サービス 飲食業 5%

182,359 和歌山県 串本町 メガネストック メガネストック串本店 小売業 その他小売 5%

182,360 和歌山県 串本町 メガネストック串本店 小売業 その他小売 5%

182,361 和歌山県 串本町 レストラン　サンドリア サービス 飲食業 5%

182,362 和歌山県 九度山町 出光九度山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,363 和歌山県 高野町 一の橋観光センター 小売業 その他小売 5%

182,364 和歌山県 高野町 出光高野山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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182,365 和歌山県 高野町 今井治平商店 小売業 家具・調度品 5%

182,366 和歌山県 高野町 カネ幸慈幸商店 小売業 食料品 5%

182,367 和歌山県 高野町 ゲストハウス富貴宿 サービス 宿泊業 5%

182,368 和歌山県 高野町 高野山ゲストハウスＫＯＫＵＵ サービス その他サービス 5%

182,369 和歌山県 高野町 増福院 サービス その他サービス 5%

182,370 和歌山県 高野町 珠数屋佳兵衛 小売業 その他小売 5%

182,371 和歌山県 高野町 中本名玉堂 小売業 その他小売 5%

182,372 和歌山県 高野町 法徳堂 小売業 家具・調度品 5%

182,373 和歌山県 高野町 霊宝館 サービス その他サービス 5%

182,374 和歌山県 古座川町 古座川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,375 和歌山県 古座川町 道の駅虫喰岩 サービス その他サービス 5%

182,376 和歌山県 古座川町 フローリスト花はる 小売業 その他小売 5%

182,377 和歌山県 御坊市 アイデアスポーツ 小売業 その他小売 5%

182,378 和歌山県 御坊市 ＡＴＡＲＵ サービス 飲食業 5%

182,379 和歌山県 御坊市 有田屋 小売業 食料品 5%

182,380 和歌山県 御坊市 いそよし　みのり屋 小売業 食料品 5%

182,381 和歌山県 御坊市 出光御坊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,382 和歌山県 御坊市 ｉｎｉｚｉｏ サービス 理容・美容業 5%

182,383 和歌山県 御坊市 魚徳商店 サービス 飲食業 5%

182,384 和歌山県 御坊市 宴屋　ずかずか サービス 飲食業 5%

182,385 和歌山県 御坊市 宴屋ずかずか サービス 飲食業 5%

182,386 和歌山県 御坊市 大畑時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

182,387 和歌山県 御坊市 お茶の八百香園 小売業 食料品 5%

182,388 和歌山県 御坊市 お仏壇の阪本 小売業 その他小売 5%

182,389 和歌山県 御坊市 お仏壇の阪本 小売業 家具・調度品 5%

182,390 和歌山県 御坊市 株式会社塩路家具 小売業 家具・調度品 5%

182,391 和歌山県 御坊市 カラオケエリア　デュオ サービス その他サービス 5%

182,392 和歌山県 御坊市 カラオケ喫茶 未来 未来 サービス 飲食業 5%

182,393 和歌山県 御坊市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋御坊国道４２号店 サービス 飲食業 2%

182,394 和歌山県 御坊市 紀州田舎の小さな八百屋さん 小売業 食料品 5%

182,395 和歌山県 御坊市 紀州金山寺みそ　天田屋 小売業 食料品 5%

182,396 和歌山県 御坊市 ギフトショップ岸新 ギフトショップ 岸 新 小売業 食料品 5%

182,397 和歌山県 御坊市 キャロット サービス 飲食業 5%

182,398 和歌山県 御坊市 郷土銘菓処　ふく田 小売業 食料品 5%

182,399 和歌山県 御坊市 クール・カレ　アン　オークワ御坊店 小売業 衣料品 5%

182,400 和歌山県 御坊市 ケントハウス サービス 飲食業 5%

182,401 和歌山県 御坊市 ＣＯＣＯＬＯ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

182,402 和歌山県 御坊市 御坊 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,403 和歌山県 御坊市 御坊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,404 和歌山県 御坊市 ごぼうめがね 小売業 その他小売 5%

182,405 和歌山県 御坊市 阪本種苗店 小売業 その他小売 5%

182,406 和歌山県 御坊市 ジュエリーセキネ　ロマンシティ店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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182,407 和歌山県 御坊市 旬菜　ｋｉｔｃｈｅｎ　一楓 サービス 飲食業 5%

182,408 和歌山県 御坊市 スギキ電化チェーン 小売業 電化製品 5%

182,409 和歌山県 御坊市 杉本フォトサービス サービス その他サービス 5%

182,410 和歌山県 御坊市 スマートクールロマンシティ御坊店 サービス その他サービス 5%

182,411 和歌山県 御坊市 炭火焼肉屋さかい　御坊店 サービス 飲食業 2%

182,412 和歌山県 御坊市 セルフ御坊国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,413 和歌山県 御坊市 倉庫ミュージアム　ｗａｗａｗａ　倉庫ミュージアムｗａｗａｗａ サービス 飲食業 5%

182,414 和歌山県 御坊市 そのてつ　ロマンシティ店 小売業 その他小売 5%

182,415 和歌山県 御坊市 大丸文具店 小売業 その他小売 5%

182,416 和歌山県 御坊市 財部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,417 和歌山県 御坊市 財部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,418 和歌山県 御坊市 樽の味 小売業 その他小売 5%

182,419 和歌山県 御坊市 中紀バス観光社 サービス その他サービス 5%

182,420 和歌山県 御坊市 トヨタカローラ和歌山シーズ御坊店 小売業 その他小売 5%

182,421 和歌山県 御坊市 トヨタレンタリース和歌山　御坊店 小売業 その他小売 2%

182,422 和歌山県 御坊市 ナーセリーナカムラ 小売業 その他小売 5%

182,423 和歌山県 御坊市 名田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,424 和歌山県 御坊市 名屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,425 和歌山県 御坊市 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ｐｌａｇｅ サービス その他サービス 5%

182,426 和歌山県 御坊市 パーティハウス　御坊店 小売業 衣料品 5%

182,427 和歌山県 御坊市 ばーしゃんくす サービス 飲食業 5%

182,428 和歌山県 御坊市 パナットマツヤマ 小売業 電化製品 5%

182,429 和歌山県 御坊市 ハラモータース 小売業 その他小売 5%

182,430 和歌山県 御坊市 ハラモータース サービス その他サービス 5%

182,431 和歌山県 御坊市 ビジネスホテルセントラル サービス 宿泊業 5%

182,432 和歌山県 御坊市 ＰＣＬＩＦＥＰＡＲＴＮＥＲＦＵＪＩＴＡ 小売業 電化製品 5%

182,433 和歌山県 御坊市 ひだか犬猫病院 サービス その他サービス 5%

182,434 和歌山県 御坊市 ファナー御坊店 小売業 衣料品 5%

182,435 和歌山県 御坊市 フォレストイン御坊 サービス 宿泊業 5%

182,436 和歌山県 御坊市 藤川酒店 小売業 その他小売 5%

182,437 和歌山県 御坊市 伏木商店 小売業 電化製品 5%

182,438 和歌山県 御坊市 ＳＫｉＬＬ　（スキル） サービス 理容・美容業 5%

182,439 和歌山県 御坊市 ペット用品の店ぶひぶひ　御坊店 小売業 その他小売 5%

182,440 和歌山県 御坊市 紅屋 小売業 その他小売 5%

182,441 和歌山県 御坊市 マクドナルド４２号御坊店 サービス 飲食業 2%

182,442 和歌山県 御坊市 マツゲン　御坊店 小売業 食料品 5%

182,443 和歌山県 御坊市 マツヤ　御坊店 小売業 その他小売 5%

182,444 和歌山県 御坊市 丸金焼肉コーナー サービス 飲食業 5%

182,445 和歌山県 御坊市 丸幸水産御坊店 小売業 食料品 5%

182,446 和歌山県 御坊市 メガネの田中　ロマンシティ御坊 小売業 その他小売 5%

182,447 和歌山県 御坊市 メディカル　ステーションそのてつ 小売業 その他小売 5%

182,448 和歌山県 御坊市 メモリーフォトハシモト サービス その他サービス 5%
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182,449 和歌山県 御坊市 森本時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

182,450 和歌山県 御坊市 焼肉ホルモン　マルキ精肉御坊店 サービス 飲食業 5%

182,451 和歌山県 御坊市 有限会社北野薬局 小売業 その他小売 5%

182,452 和歌山県 御坊市 湯川 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,453 和歌山県 御坊市 和歌山自動車株式会社　御坊営業所 小売業 その他小売 5%

182,454 和歌山県 御坊市 和歌山ダイハツ販売日高店 小売業 その他小売 5%

182,455 和歌山県 御坊市 Ｏｎｅ　Ｌｏｖｅ 小売業 衣料品 5%

182,456 和歌山県 白浜町 ＡＲＴＥ　ＳＥＩＫＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

182,457 和歌山県 白浜町 出光セルフ東宝西富田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,458 和歌山県 白浜町 犬御殿 サービス 宿泊業 5%

182,459 和歌山県 白浜町 インフィニートＨＯＴＥＬ＆ＳＰＡ南紀白浜 サービス 宿泊業 5%

182,460 和歌山県 白浜町 魚政商店　大浦店 小売業 食料品 5%

182,461 和歌山県 白浜町 魚政商店　本店 小売業 食料品 5%

182,462 和歌山県 白浜町 海ごはん　山ごはんマルキヨ　マルキヨ サービス 飲食業 5%

182,463 和歌山県 白浜町 梅樽温泉ホテルシーモア サービス 宿泊業 5%

182,464 和歌山県 白浜町 Ａコープ紀南　あぜみち店 小売業 食料品 5%

182,465 和歌山県 白浜町 エルマール 小売業 その他小売 5%

182,466 和歌山県 白浜町 ＯＺＡＫＩ代行 サービス 運輸業 5%

182,467 和歌山県 白浜町 オリックスレンタカー南紀白浜空港店 サービス その他サービス 2%

182,468 和歌山県 白浜町 海鮮寿司　とれとれ市場 サービス 飲食業 5%

182,469 和歌山県 白浜町 樫山酒店 小売業 食料品 5%

182,470 和歌山県 白浜町 株式会社月崎 サービス 宿泊業 5%

182,471 和歌山県 白浜町 Ｃａｄｏｇ 小売業 貴金属・服飾品 5%

182,472 和歌山県 白浜町 業務スーパー白浜店 小売業 食料品 2%

182,473 和歌山県 白浜町 楠原酒食品店 小売業 食料品 5%

182,474 和歌山県 白浜町 グランパスＳＥＡ サービス 宿泊業 5%

182,475 和歌山県 白浜町 源泉かけ流し湯宿　長生庵 サービス 宿泊業 5%

182,476 和歌山県 白浜町 源泉かけ流し湯宿長生庵 サービス 宿泊業 5%

182,477 和歌山県 白浜町 さきのや サービス 宿泊業 5%

182,478 和歌山県 白浜町 サニーマート 小売業 その他小売 5%

182,479 和歌山県 白浜町 珊瑚礁 サービス 飲食業 5%

182,480 和歌山県 白浜町 三段屋 サービス その他サービス 5%

182,481 和歌山県 白浜町 桟橋店 小売業 その他小売 5%

182,482 和歌山県 白浜町 ｊｉｊｉ 小売業 衣料品 5%

182,483 和歌山県 白浜町 シャイン サービス 飲食業 5%

182,484 和歌山県 白浜町 白浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,485 和歌山県 白浜町 白浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,486 和歌山県 白浜町 白浜館 サービス 宿泊業 5%

182,487 和歌山県 白浜町 ＳＨＩＲＡＨＡＭＡ　ＫＥＹ　ＴＥＲＲＡＣＥ　ＳＥＡＭＯＲＥ　ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ サービス 宿泊業 5%

182,488 和歌山県 白浜町 白浜シーサイドホテル サービス 宿泊業 5%

182,489 和歌山県 白浜町 白浜湯崎 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,490 和歌山県 白浜町 スカルベッタ サービス 飲食業 5%
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182,491 和歌山県 白浜町 ＳＴＯＣＫＯＵＴＤＯＯＲ 小売業 その他小売 5%

182,492 和歌山県 白浜町 ＳＰＡＩＮ ＢＡＲ ＶＡＬＥＳＴＡ サービス 飲食業 5%

182,493 和歌山県 白浜町 ＳＰＡＩＮＢＡＲＶＡＬＥＳＴＡ サービス 飲食業 5%

182,494 和歌山県 白浜町 炭と旬彩　晴 サービス 飲食業 5%

182,495 和歌山県 白浜町 ＺＥＮゲストハウス好日庵 サービス その他サービス 5%

182,496 和歌山県 白浜町 大黒代行 サービス 運輸業 5%

182,497 和歌山県 白浜町 ダイコクドラッグ白浜とれとれ市場店 小売業 その他小売 5%

182,498 和歌山県 白浜町 ダイブサプライ 小売業 その他小売 5%

182,499 和歌山県 白浜町 汐彩の宿月崎 サービス その他サービス 5%

182,500 和歌山県 白浜町 トヨタレンタリース和歌山　白浜駅前店 小売業 その他小売 2%

182,501 和歌山県 白浜町 とれとれ市場 小売業 食料品 5%

182,502 和歌山県 白浜町 とれとれ市場　梅工房 小売業 食料品 5%

182,503 和歌山県 白浜町 とれとれ市場　梅まんじゅう 小売業 食料品 5%

182,504 和歌山県 白浜町 とれとれ市場　塩干 小売業 食料品 5%

182,505 和歌山県 白浜町 とれとれ市場　活魚 小売業 食料品 5%

182,506 和歌山県 白浜町 とれとれ市場　旬菓庵かどや 小売業 食料品 5%

182,507 和歌山県 白浜町 とれとれ市場　鮮魚 小売業 食料品 5%

182,508 和歌山県 白浜町 とれとれ市場　店千代本舗 小売業 食料品 5%

182,509 和歌山県 白浜町 とれとれ市場　とれとれグッズの店 小売業 食料品 5%

182,510 和歌山県 白浜町 とれとれ市場　とれとれ珍味の店 小売業 食料品 5%

182,511 和歌山県 白浜町 とれとれ市場　とれとれ銘菓市場 小売業 食料品 5%

182,512 和歌山県 白浜町 とれとれ市場　南紀白浜 小売業 食料品 5%

182,513 和歌山県 白浜町 とれとれ市場　北海道 小売業 食料品 5%

182,514 和歌山県 白浜町 とれとれ市場　マグロ 小売業 食料品 5%

182,515 和歌山県 白浜町 とれとれ市場　丸新本家 小売業 食料品 5%

182,516 和歌山県 白浜町 とれとれ市場　ガラスの小部屋 小売業 食料品 5%

182,517 和歌山県 白浜町 とれとれ市場　幸鮨 小売業 食料品 5%

182,518 和歌山県 白浜町 とれとれ亭 サービス 飲食業 5%

182,519 和歌山県 白浜町 ＮａｇｉｓａＢｅｅｒＤｉｎｎｉｎｇシラハマＢａｒｌｅｙ サービス 飲食業 5%

182,520 和歌山県 白浜町 ＮａｇｉｓａＢｅｅｒＦａｃｔｏｒｙ サービス その他サービス 5%

182,521 和歌山県 白浜町 南紀白浜　とれとれヴィレッジ サービス 宿泊業 5%

182,522 和歌山県 白浜町 南紀白浜温泉　とれとれの湯 サービス その他サービス 5%

182,523 和歌山県 白浜町 パナットおぐら 小売業 電化製品 5%

182,524 和歌山県 白浜町 バリューハウス西富田店 小売業 食料品 5%

182,525 和歌山県 白浜町 バンヤ サービス 飲食業 5%

182,526 和歌山県 白浜町 ピッツァ・チーズ料理の店　美砂家 サービス 飲食業 5%

182,527 和歌山県 白浜町 品品香 サービス 飲食業 5%

182,528 和歌山県 白浜町 フィッシュマーケット 小売業 食料品 5%

182,529 和歌山県 白浜町 藤田造園 サービス その他サービス 5%

182,530 和歌山県 白浜町 ブランシェット南紀白浜 サービス 宿泊業 5%

182,531 和歌山県 白浜町 ホテル三楽荘 サービス 宿泊業 5%

182,532 和歌山県 白浜町 ホテル天山閣　海ゆう庭 サービス 宿泊業 5%
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182,533 和歌山県 白浜町 ホテル花飾璃 サービス 宿泊業 5%

182,534 和歌山県 白浜町 Ｍｉｘ　Ｅｔｈｎｉｃ　Ｊａｍａｎ 小売業 衣料品 5%

182,535 和歌山県 白浜町 民宿　ことぶき サービス 宿泊業 5%

182,536 和歌山県 白浜町 民宿 さきのや サービス 宿泊業 5%

182,537 和歌山県 白浜町 民宿　望海 サービス 宿泊業 5%

182,538 和歌山県 白浜町 民宿ｉｎｎしらはま　海の宿 サービス その他サービス 5%

182,539 和歌山県 白浜町 民宿ｉｎｎしらはま　駅の宿 サービス その他サービス 5%

182,540 和歌山県 白浜町 むさし サービス 宿泊業 5%

182,541 和歌山県 白浜町 ＭＵＹＡ 小売業 衣料品 5%

182,542 和歌山県 白浜町 森商店 小売業 食料品 5%

182,543 和歌山県 白浜町 柳屋 サービス 宿泊業 5%

182,544 和歌山県 白浜町 有限会社豊店 小売業 食料品 5%

182,545 和歌山県 白浜町 有限会社豊店 小売業 その他小売 5%

182,546 和歌山県 白浜町 ゆかり サービス 飲食業 5%

182,547 和歌山県 白浜町 ｌｉＢｅｅ サービス 理容・美容業 5%

182,548 和歌山県 白浜町 Ｌｕａｎａ サービス 理容・美容業 5%

182,549 和歌山県 白浜町 ログハウス木輪 サービス 宿泊業 5%

182,550 和歌山県 白浜町 露天風呂の宿　天山閣　湯楽庵 サービス 宿泊業 5%

182,551 和歌山県 白浜町 和ん サービス 飲食業 5%

182,552 和歌山県 新宮市 あづま寿司 サービス 飲食業 5%

182,553 和歌山県 新宮市 あづま寿司 サービス 飲食業 5%

182,554 和歌山県 新宮市 アートラジオ商会 小売業 電化製品 5%

182,555 和歌山県 新宮市 出光セルフ勝浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,556 和歌山県 新宮市 出光セルフ新宮下田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,557 和歌山県 新宮市 出光セルフ三輪崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,558 和歌山県 新宮市 うえなか 小売業 衣料品 5%

182,559 和歌山県 新宮市 ｕｒａｌａ 小売業 衣料品 5%

182,560 和歌山県 新宮市 ［ＨＣ］エコー本店 小売業 電化製品 5%

182,561 和歌山県 新宮市 ｃａｆｅ＆創作バル縁 サービス 飲食業 5%

182,562 和歌山県 新宮市 ｍａｆｆａｂｌｙ 小売業 その他小売 5%

182,563 和歌山県 新宮市 有限会社仮屋商会 小売業 その他小売 5%

182,564 和歌山県 新宮市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋和歌山新宮店 サービス 飲食業 2%

182,565 和歌山県 新宮市 喫茶杏 サービス 飲食業 5%

182,566 和歌山県 新宮市 クボデンキ 小売業 電化製品 5%

182,567 和歌山県 新宮市 熊野川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,568 和歌山県 新宮市 熊野物産神倉本店 サービス その他サービス 5%

182,569 和歌山県 新宮市 クリヤ電器 小売業 電化製品 5%

182,570 和歌山県 新宮市 クール・カレ　アン　オークワ南紀店 小売業 衣料品 5%

182,571 和歌山県 新宮市 ジュエリーセキネ　南紀店 小売業 貴金属・服飾品 5%

182,572 和歌山県 新宮市 シューズショップ　マツヤ　新宮店 小売業 衣料品 5%

182,573 和歌山県 新宮市 清家　ばる サービス 飲食業 5%

182,574 和歌山県 新宮市 新宮駅前 小売業 ガソリンスタンド 2%
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182,575 和歌山県 新宮市 新宮酒販 小売業 食料品 5%

182,576 和歌山県 新宮市 新宮セントラルホテル サービス 宿泊業 5%

182,577 和歌山県 新宮市 新宮セントラルホテル サービス 宿泊業 5%

182,578 和歌山県 新宮市 新宮ユーアイホテル フロント サービス 宿泊業 5%

182,579 和歌山県 新宮市 心楽　本館 サービス 飲食業 5%

182,580 和歌山県 新宮市 ステーションホテル新宮 サービス 宿泊業 5%

182,581 和歌山県 新宮市 スポーツギアアダチ 小売業 その他小売 5%

182,582 和歌山県 新宮市 炭火焼肉屋さかい　新宮店 サービス 飲食業 2%

182,583 和歌山県 新宮市 是空 サービス 飲食業 5%

182,584 和歌山県 新宮市 セルフステーション新宮 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,585 和歌山県 新宮市 セルフステーション新宮橋本 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,586 和歌山県 新宮市 総本家めはりや サービス 飲食業 5%

182,587 和歌山県 新宮市 ＤＡＹＺＹＬＡＷＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

182,588 和歌山県 新宮市 タニグチ電器 小売業 電化製品 5%

182,589 和歌山県 新宮市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ新宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,590 和歌山県 新宮市 ドコモショップ新宮店 小売業 その他小売 5%

182,591 和歌山県 新宮市 トマト　オニオン新宮佐野店 サービス 飲食業 2%

182,592 和歌山県 新宮市 トヨタカローラ和歌山シーズ新宮店 小売業 その他小売 5%

182,593 和歌山県 新宮市 トヨタレンタリース和歌山新宮駅前店 小売業 その他小売 2%

182,594 和歌山県 新宮市 なかすでんき 小売業 電化製品 5%

182,595 和歌山県 新宮市 ナカミチ新宮店 小売業 衣料品 5%

182,596 和歌山県 新宮市 中本葬祭 ウィズハウス 新宮 サービス その他サービス 5%

182,597 和歌山県 新宮市 中本葬祭 ベルホール中本 三佐木斎場 サービス その他サービス 5%

182,598 和歌山県 新宮市 南紀プロパンガス株式会社 サービス その他サービス 5%

182,599 和歌山県 新宮市 西村電機店 小売業 電化製品 5%

182,600 和歌山県 新宮市 ネッツトヨタ和歌山新宮店 小売業 その他小売 5%

182,601 和歌山県 新宮市 ハイマート 小売業 その他小売 5%

182,602 和歌山県 新宮市 長谷旅館 サービス 宿泊業 5%

182,603 和歌山県 新宮市 パンむぎとし 小売業 食料品 5%

182,604 和歌山県 新宮市 日の出自動車 サービス その他サービス 5%

182,605 和歌山県 新宮市 福岡電器店 小売業 電化製品 5%

182,606 和歌山県 新宮市 福田時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

182,607 和歌山県 新宮市 ぷち熊工房マークス 小売業 衣料品 5%

182,608 和歌山県 新宮市 ｈａｉｒａｔｅｌｉｅｒｃｏｎｆｏｒｔｏ サービス 理容・美容業 5%

182,609 和歌山県 新宮市 Ｂｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

182,610 和歌山県 新宮市 ホテルニューパレス サービス 宿泊業 5%

182,611 和歌山県 新宮市 マエダ新宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,612 和歌山県 新宮市 マクドナルドイオン新宮店 サービス 飲食業 2%

182,613 和歌山県 新宮市 マクドナルド４２号新宮店 サービス 飲食業 2%

182,614 和歌山県 新宮市 マツヤ　新宮店 小売業 その他小売 5%

182,615 和歌山県 新宮市 ｍａｒｉｋｏ鍼灸院　ｍａｒｉｋｏ鍼灸院 サービス 理容・美容業 5%

182,616 和歌山県 新宮市 ミートショップたなか総本店 小売業 食料品 5%
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182,617 和歌山県 新宮市 ｍｘｓｄｏｔ サービス 飲食業 5%

182,618 和歌山県 新宮市 メガネストック新宮店 小売業 その他小売 5%

182,619 和歌山県 新宮市 杢美　移動店舗 サービス その他サービス 5%

182,620 和歌山県 新宮市 山崎酒店 小売業 食料品 5%

182,621 和歌山県 新宮市 有限会社峪中家具 小売業 家具・調度品 5%

182,622 和歌山県 新宮市 有限会社中村電気店 小売業 電化製品 5%

182,623 和歌山県 新宮市 ＬａｕｎｄｏｗＬ サービス その他サービス 5%

182,624 和歌山県 新宮市 Ｌｅａｆ サービス 理容・美容業 5%

182,625 和歌山県 新宮市 理容ひがし サービス 理容・美容業 5%

182,626 和歌山県 新宮市 和歌山自動車株式会社　新宮営業所 小売業 その他小売 5%

182,627 和歌山県 新宮市 和歌山ダイハツ販売新宮店 小売業 その他小売 5%

182,628 和歌山県 新宮市 和歌山トヨタ自動車新宮店 小売業 その他小売 5%

182,629 和歌山県 新宮市 和歌山トヨペット新宮店 小売業 その他小売 5%

182,630 和歌山県 すさみ町 イブファーム 小売業 食料品 5%

182,631 和歌山県 すさみ町 江住給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,632 和歌山県 すさみ町 カフェパノラマ サービス 飲食業 5%

182,633 和歌山県 すさみ町 ショウジ 小売業 電化製品 5%

182,634 和歌山県 すさみ町 有限会社すさみガス芝商店 小売業 その他小売 5%

182,635 和歌山県 すさみ町 周参見給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,636 和歌山県 すさみ町 南紀すさみ温泉ホテルベルヴェデーレ サービス 宿泊業 5%

182,637 和歌山県 すさみ町 ＢＲＵＮＴ 小売業 その他小売 5%

182,638 和歌山県 太地町 ＡｓｉｌｅＢｌｅｕ サービス 理容・美容業 5%

182,639 和歌山県 太地町 太地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,640 和歌山県 太地町 太地漁協スーパー 小売業 その他小売 5%

182,641 和歌山県 太地町 中本葬祭 そうそうの郷 太地 サービス その他サービス 5%

182,642 和歌山県 田辺市 アイス 小売業 電化製品 5%

182,643 和歌山県 田辺市 アイリスパーク サービス 宿泊業 5%

182,644 和歌山県 田辺市 アイリスパーク サービス 宿泊業 5%

182,645 和歌山県 田辺市 秋平 サービス 飲食業 5%

182,646 和歌山県 田辺市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｍａｒｉｎｅ田辺 サービス 理容・美容業 5%

182,647 和歌山県 田辺市 旭屋心禄 サービス 飲食業 5%

182,648 和歌山県 田辺市 アサヒヤ模型 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

182,649 和歌山県 田辺市 アパアパヘアメイク サービス その他サービス 5%

182,650 和歌山県 田辺市 アルティエホテル紀伊田辺 サービス 宿泊業 5%

182,651 和歌山県 田辺市 アルフィー・ヨコヤ 小売業 衣料品 5%

182,652 和歌山県 田辺市 Ａｎｎｐａｎｔｏ． サービス 飲食業 5%

182,653 和歌山県 田辺市 一期一会 サービス 飲食業 5%

182,654 和歌山県 田辺市 ｉｄｅａｌ　ｉｄｅａｌ サービス 理容・美容業 5%

182,655 和歌山県 田辺市 出光セルフ東宝文里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,656 和歌山県 田辺市 出光セルフ万呂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,657 和歌山県 田辺市 稲成ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,658 和歌山県 田辺市 癒し処和みかん サービス 理容・美容業 5%
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182,659 和歌山県 田辺市 Ａコープ紀南　熊野古道なかへち 小売業 食料品 5%

182,660 和歌山県 田辺市 Ａコープ紀南　熊野古道ちかつゆ店 小売業 食料品 5%

182,661 和歌山県 田辺市 Ａコープ紀南　Ｃｏｏｋ　ＧＡＲＤＥＮ店 小売業 食料品 5%

182,662 和歌山県 田辺市 Ａコープ紀南ＤＥＬＩＳＩＳＩＮＡＲＩ店 小売業 食料品 5%

182,663 和歌山県 田辺市 ＳＧ　ＪＡＰＡＮ 小売業 その他小売 5%

182,664 和歌山県 田辺市 ＦＬＳパーティハウス　田辺芳養店 小売業 衣料品 5%

182,665 和歌山県 田辺市 ＦＬＳパーティハウス　田辺文里店 小売業 衣料品 5%

182,666 和歌山県 田辺市 ＦＤ　たかはし 小売業 電化製品 5%

182,667 和歌山県 田辺市 Ａ－ｏｎｅケンネル 小売業 その他小売 5%

182,668 和歌山県 田辺市 大塔ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,669 和歌山県 田辺市 ＯＶＥＲＦＬＯＷ 小売業 衣料品 5%

182,670 和歌山県 田辺市 御食事しもじ本宮店 サービス 飲食業 5%

182,671 和歌山県 田辺市 オズライズ サービス その他サービス 5%

182,672 和歌山県 田辺市 おとなしの郷 サービス 宿泊業 5%

182,673 和歌山県 田辺市 オリックスレンタカー田辺店 サービス その他サービス 2%

182,674 和歌山県 田辺市 カービューティープロ貴彩翔　カービューティープロ貴彩翔 サービス その他サービス 5%

182,675 和歌山県 田辺市 カービューティープロ田辺 サービス その他サービス 5%

182,676 和歌山県 田辺市 甲斐ノ川 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,677 和歌山県 田辺市 ｃａｆｅＤ サービス 飲食業 5%

182,678 和歌山県 田辺市 ｃａｆｅ　ＢＡＳＥ サービス 飲食業 5%

182,679 和歌山県 田辺市 株式会社　花いちもんめ 小売業 その他小売 5%

182,680 和歌山県 田辺市 上秋津店 小売業 その他小売 5%

182,681 和歌山県 田辺市 カラオケボックスチェリーチェリー田辺店 サービス その他サービス 5%

182,682 和歌山県 田辺市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋田辺元町店 サービス 飲食業 2%

182,683 和歌山県 田辺市 河合塾マナビス田辺校 サービス その他サービス 2%

182,684 和歌山県 田辺市 紀州庵なかた 小売業 食料品 5%

182,685 和歌山県 田辺市 紀州梅処なかた　あおい店 小売業 食料品 5%

182,686 和歌山県 田辺市 紀州　梅の里　なかた 小売業 食料品 5%

182,687 和歌山県 田辺市 キタハバ電気店 小売業 電化製品 5%

182,688 和歌山県 田辺市 紀南病院売店 小売業 その他小売 5%

182,689 和歌山県 田辺市 紀之宿新屋敷 サービス 宿泊業 5%

182,690 和歌山県 田辺市 牛角田辺店 サービス 飲食業 2%

182,691 和歌山県 田辺市 靴のまつや ＦＯＯＴ ＬＩＦＥ店 小売業 その他小売 5%

182,692 和歌山県 田辺市 熊野本宮とりいの店 小売業 衣料品 5%

182,693 和歌山県 田辺市 栗須商店 小売業 その他小売 5%

182,694 和歌山県 田辺市 クール・カレ　アン　オークワ田辺店 小売業 衣料品 5%

182,695 和歌山県 田辺市 くるまインフォメーション 小売業 その他小売 5%

182,696 和歌山県 田辺市 Ｘ　ＧＡＴＥ 小売業 衣料品 5%

182,697 和歌山県 田辺市 ＣＯＥＵＲ サービス 理容・美容業 5%

182,698 和歌山県 田辺市 ＫｅＬａＬａ 小売業 その他小売 5%

182,699 和歌山県 田辺市 神戸屋 小売業 衣料品 5%

182,700 和歌山県 田辺市 Ｃｏｔｙｌｅ 小売業 衣料品 5%
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182,701 和歌山県 田辺市 紺屋町店 小売業 その他小売 5%

182,702 和歌山県 田辺市 作業着専門店マルミ 作業着専門店マルミ 小売業 衣料品 5%

182,703 和歌山県 田辺市 ＪＡ紀南　ファーマーズマーケット紀菜柑 小売業 食料品 5%

182,704 和歌山県 田辺市 試着室 小売業 衣料品 5%

182,705 和歌山県 田辺市 自転車生活Ｔｏｕｃｈ！　マエダ自 小売業 その他小売 5%

182,706 和歌山県 田辺市 シミズデンキ 小売業 電化製品 5%

182,707 和歌山県 田辺市 下御殿 サービス 宿泊業 5%

182,708 和歌山県 田辺市 下三栖店 小売業 その他小売 5%

182,709 和歌山県 田辺市 ジュエル　フクダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

182,710 和歌山県 田辺市 シューズショップ　きりんや 小売業 衣料品 5%

182,711 和歌山県 田辺市 旬味　辻庵 サービス 飲食業 5%

182,712 和歌山県 田辺市 ＳＨＯＣＫＩＮＧ　ＢＬＵＥ 小売業 衣料品 5%

182,713 和歌山県 田辺市 白井電業所 サービス その他サービス 5%

182,714 和歌山県 田辺市 新谷自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

182,715 和歌山県 田辺市 新日本補聴器センター田辺店 小売業 その他小売 5%

182,716 和歌山県 田辺市 新万ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,717 和歌山県 田辺市 有限会社　新万電器 小売業 電化製品 5%

182,718 和歌山県 田辺市 スーパービジネスホテル　田辺 サービス 宿泊業 5%

182,719 和歌山県 田辺市 有限会社　鮨康 サービス 飲食業 5%

182,720 和歌山県 田辺市 ＳＴＹＬＥ　ｆａｃｔｏｒｙ 小売業 貴金属・服飾品 5%

182,721 和歌山県 田辺市 ＳＴＵＰＩＤ　ＫＩＤＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

182,722 和歌山県 田辺市 ＺＵＣＣＡ サービス 飲食業 5%

182,723 和歌山県 田辺市 炭火焼肉 馳走 サービス 飲食業 5%

182,724 和歌山県 田辺市 炭火焼肉屋さかい　田辺店 サービス 飲食業 2%

182,725 和歌山県 田辺市 Ｓｏｒｒｉｓｏ サービス 飲食業 5%

182,726 和歌山県 田辺市 Ｄｉｎｉｎｇ　ＩＬＯＨＡ サービス 飲食業 5%

182,727 和歌山県 田辺市 Ｄｉｎｉｎｇ ＩＬＯＨＡ サービス 飲食業 5%

182,728 和歌山県 田辺市 ダイビングスクールプライム 小売業 その他小売 5%

182,729 和歌山県 田辺市 滝内店 小売業 その他小売 5%

182,730 和歌山県 田辺市 Ｄａ！ｃｏｗｏｒｋｉｎｇ サービス その他サービス 5%

182,731 和歌山県 田辺市 田辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,732 和歌山県 田辺市 田辺ダイハツ販売本社 小売業 その他小売 5%

182,733 和歌山県 田辺市 田辺ダイビングサービス サービス その他サービス 5%

182,734 和歌山県 田辺市 田辺電化センター 小売業 電化製品 5%

182,735 和歌山県 田辺市 田辺ノースＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,736 和歌山県 田辺市 谷地自動車 サービス その他サービス 5%

182,737 和歌山県 田辺市 旅人の宿蒼空げすとはうす サービス その他サービス 5%

182,738 和歌山県 田辺市 タマキ電器 小売業 電化製品 5%

182,739 和歌山県 田辺市 近露オートキャンプ場 サービス 理容・美容業 5%

182,740 和歌山県 田辺市 近野石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,741 和歌山県 田辺市 チャイニーズ酒場 福福 チャイニーズ酒場 福福 サービス 飲食業 5%

182,742 和歌山県 田辺市 中国料理 天津楼 サービス 飲食業 5%
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182,743 和歌山県 田辺市 Ｔ．Ａ．Ｐ サービス その他サービス 5%

182,744 和歌山県 田辺市 ＤＩＶＡ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

182,745 和歌山県 田辺市 てんつくゲストハウス サービス 宿泊業 5%

182,746 和歌山県 田辺市 トマト　オニオン田辺店 サービス 飲食業 2%

182,747 和歌山県 田辺市 トヨタカローラ和歌山シ－ズ田辺店 小売業 その他小売 5%

182,748 和歌山県 田辺市 トヨタ部品大阪共販田辺営業所 サービス その他サービス 5%

182,749 和歌山県 田辺市 トヨタレンタリース和歌山　紀伊田辺駅前店 小売業 その他小売 2%

182,750 和歌山県 田辺市 とらや薬局 小売業 その他小売 5%

182,751 和歌山県 田辺市 トレジャーマーケット 小売業 その他小売 5%

182,752 和歌山県 田辺市 ナカヤドラッグ薬局 小売業 その他小売 5%

182,753 和歌山県 田辺市 ＮＡＳＵＥＮ 小売業 その他小売 5%

182,754 和歌山県 田辺市 南紀ガス株式会社 小売業 その他小売 5%

182,755 和歌山県 田辺市 にこにこ電化サービス 小売業 電化製品 5%

182,756 和歌山県 田辺市 ニューエイコーデンキ 小売業 電化製品 5%

182,757 和歌山県 田辺市 ネッツトヨタ和歌山田辺店 小売業 その他小売 5%

182,758 和歌山県 田辺市 パークサイドホテル サービス 宿泊業 5%

182,759 和歌山県 田辺市 八幡店 小売業 その他小売 5%

182,760 和歌山県 田辺市 八屋 小売業 その他小売 5%

182,761 和歌山県 田辺市 パナット　ナカセ 小売業 電化製品 5%

182,762 和歌山県 田辺市 パナット　おおた 小売業 電化製品 5%

182,763 和歌山県 田辺市 パナットミヤコヤ 小売業 電化製品 5%

182,764 和歌山県 田辺市 Ｖａｎｉｌｌａ　Ｃａｆｅ 小売業 食料品 5%

182,765 和歌山県 田辺市 芳養大屋 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,766 和歌山県 田辺市 ぴえろ　田辺店 小売業 その他小売 5%

182,767 和歌山県 田辺市 Ｂｉｑｕｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

182,768 和歌山県 田辺市 ビジネスホテル　田辺サンシャイン サービス 宿泊業 5%

182,769 和歌山県 田辺市 ビジネスホテル花屋 サービス 宿泊業 5%

182,770 和歌山県 田辺市 ビューティースペース サービス 理容・美容業 5%

182,771 和歌山県 田辺市 ファッション・ド・コア 小売業 衣料品 5%

182,772 和歌山県 田辺市 ファナーライムストーン田辺店 小売業 衣料品 5%

182,773 和歌山県 田辺市 フィッシング＆レジャー　ナニワ 小売業 その他小売 5%

182,774 和歌山県 田辺市 Ｆｉｍｐｅｎ＋Ｎｕｌ 小売業 衣料品 5%

182,775 和歌山県 田辺市 冨士屋 サービス 宿泊業 5%

182,776 和歌山県 田辺市 フック電器店 小売業 電化製品 5%

182,777 和歌山県 田辺市 フライショップペスカドール 小売業 その他小売 5%

182,778 和歌山県 田辺市 プライム薬局　田辺店 小売業 その他小売 5%

182,779 和歌山県 田辺市 古谷電器店 小売業 電化製品 5%

182,780 和歌山県 田辺市 フレッシュハウス新万店 小売業 食料品 5%

182,781 和歌山県 田辺市 ヘアーメイク・ディテール サービス 理容・美容業 5%

182,782 和歌山県 田辺市 ペット用品の店ぶひぶひ 田辺店 小売業 その他小売 5%

182,783 和歌山県 田辺市 ボイジャーブルーイング株式会社 サービス 飲食業 5%

182,784 和歌山県 田辺市 宝月自動車 サービス その他サービス 5%
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182,785 和歌山県 田辺市 ボニータ サービス 飲食業 5%

182,786 和歌山県 田辺市 本宮 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,787 和歌山県 田辺市 本宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,788 和歌山県 田辺市 本宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,789 和歌山県 田辺市 ＢＯＮＤＳ サービス 飲食業 5%

182,790 和歌山県 田辺市 マクドナルド田辺パビリオンシティ店 サービス 飲食業 2%

182,791 和歌山県 田辺市 マクドナルド４２号田辺バイパス店 サービス 飲食業 2%

182,792 和歌山県 田辺市 マツヤ　パビリオン店 小売業 その他小売 5%

182,793 和歌山県 田辺市 Ｍａｎａｒａｍ サービス その他サービス 5%

182,794 和歌山県 田辺市 湊米穀 小売業 食料品 5%

182,795 和歌山県 田辺市 ミナミ電気商会 小売業 電化製品 5%

182,796 和歌山県 田辺市 南和歌山医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

182,797 和歌山県 田辺市 民宿　大村屋 サービス 宿泊業 5%

182,798 和歌山県 田辺市 メイトスポーツ 小売業 その他小売 5%

182,799 和歌山県 田辺市 メガネの田中　パビリオンシティ田辺店 小売業 その他小売 5%

182,800 和歌山県 田辺市 ＭＯＣ　ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ 小売業 家具・調度品 5%

182,801 和歌山県 田辺市 ＪＭ／もんぺとくわ サービス 飲食業 5%

182,802 和歌山県 田辺市 焼肉ホルモン　マルキ精肉田辺店 サービス 飲食業 5%

182,803 和歌山県 田辺市 山根酒店東山店 小売業 食料品 5%

182,804 和歌山県 田辺市 山彦商店 小売業 食料品 5%

182,805 和歌山県 田辺市 山本建築工房 サービス その他サービス 5%

182,806 和歌山県 田辺市 ヤマモトスポーツ 小売業 その他小売 5%

182,807 和歌山県 田辺市 ヤマモト電器 小売業 電化製品 5%

182,808 和歌山県 田辺市 ヨコヤ 小売業 衣料品 5%

182,809 和歌山県 田辺市 磊風八 サービス 飲食業 5%

182,810 和歌山県 田辺市 ライフ江川店 小売業 その他小売 5%

182,811 和歌山県 田辺市 ＲＡＮＺＵ サービス 飲食業 5%

182,812 和歌山県 田辺市 リトルインディアン 小売業 衣料品 5%

182,813 和歌山県 田辺市 リモバ田辺店 小売業 その他小売 5%

182,814 和歌山県 田辺市 竜神ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,815 和歌山県 田辺市 龍神 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,816 和歌山県 田辺市 レスキューＰＣサポートサービス 小売業 電化製品 5%

182,817 和歌山県 田辺市 レディス・ヌーボ 小売業 衣料品 5%

182,818 和歌山県 田辺市 六文舎 サービス 飲食業 5%

182,819 和歌山県 田辺市 ｌｏｇｏｌｉｆｅａｔｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

182,820 和歌山県 田辺市 和歌山自動車株式会社　田辺営業所 小売業 その他小売 5%

182,821 和歌山県 田辺市 和歌山トヨタ自動車田辺店 小売業 その他小売 5%

182,822 和歌山県 田辺市 和歌山トヨペット田辺店 小売業 その他小売 5%

182,823 和歌山県 田辺市 わたらせ温泉　ホテルひめゆり サービス 宿泊業 5%

182,824 和歌山県 田辺市 わたらせ温泉　ホテルやまゆり サービス 宿泊業 5%

182,825 和歌山県 那智勝浦町 ＡＴ＆Ｒグローバルビジネス合同会社 サービス その他サービス 5%

182,826 和歌山県 那智勝浦町 太田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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182,827 和歌山県 那智勝浦町 勝浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,828 和歌山県 那智勝浦町 勝浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,829 和歌山県 那智勝浦町 かつうら御苑 サービス 宿泊業 5%

182,830 和歌山県 那智勝浦町 ＫＥＡＮＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

182,831 和歌山県 那智勝浦町 ＫｏｄｏＢａｃｋｐａｃｋｅｒ＇ｓＩｎｎ サービス その他サービス 5%

182,832 和歌山県 那智勝浦町 サンドリ－ムセルフ下里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,833 和歌山県 那智勝浦町 ｓｍａｒｔ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

182,834 和歌山県 那智勝浦町 セルフステーション勝浦市屋 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,835 和歌山県 那智勝浦町 ダイワエネルギー株式会社勝浦 小売業 その他小売 5%

182,836 和歌山県 那智勝浦町 タテキデンキ 小売業 電化製品 5%

182,837 和歌山県 那智勝浦町 電化ショップチャイム 小売業 電化製品 5%

182,838 和歌山県 那智勝浦町 東花園 小売業 その他小売 5%

182,839 和歌山県 那智勝浦町 ドコモショップ　新宮店 小売業 電化製品 5%

182,840 和歌山県 那智勝浦町 トヨタレンタリース和歌山勝浦店 小売業 その他小売 2%

182,841 和歌山県 那智勝浦町 ドンソレイユ　勝浦店 小売業 貴金属・服飾品 5%

182,842 和歌山県 那智勝浦町 中本葬祭　勝浦斎場　ザ　スランバーズガーデン サービス その他サービス 5%

182,843 和歌山県 那智勝浦町 中本葬祭 ベルホール中本 サービス その他サービス 5%

182,844 和歌山県 那智勝浦町 那智自動車販売株式会社 サービス その他サービス 5%

182,845 和歌山県 那智勝浦町 パナットマツシタ 小売業 電化製品 5%

182,846 和歌山県 那智勝浦町 フローリスト花はる 小売業 その他小売 5%

182,847 和歌山県 那智勝浦町 ｂｏｄａｉ ｂｏｄａｉ サービス 飲食業 5%

182,848 和歌山県 那智勝浦町 本社卸 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,849 和歌山県 那智勝浦町 Ｍｏｕｔｏｎ　Ｋｉｄ’ｓ 小売業 衣料品 5%

182,850 和歌山県 那智勝浦町 メガネストック メガネストック 勝浦店 小売業 その他小売 5%

182,851 和歌山県 那智勝浦町 メガネストック勝浦店 小売業 その他小売 5%

182,852 和歌山県 那智勝浦町 メガネストック勝浦店 小売業 貴金属・服飾品 5%

182,853 和歌山県 那智勝浦町 桃井電器店 小売業 電化製品 5%

182,854 和歌山県 那智勝浦町 有限会社たき川 小売業 食料品 5%

182,855 和歌山県 橋本市 赤井スポーツ 小売業 その他小売 5%

182,856 和歌山県 橋本市 食めちゃうまあらじん サービス 飲食業 5%

182,857 和歌山県 橋本市 アングラーズ　橋本店 小売業 その他小売 5%

182,858 和歌山県 橋本市 出光高野口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,859 和歌山県 橋本市 出光セルフ紀伊清水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,860 和歌山県 橋本市 ｅｂｉｉ サービス 理容・美容業 5%

182,861 和歌山県 橋本市 大岩自動車 サービス その他サービス 5%

182,862 和歌山県 橋本市 大谷電気 小売業 電化製品 5%

182,863 和歌山県 橋本市 大谷電気　城山台店 小売業 電化製品 5%

182,864 和歌山県 橋本市 奥田スポーツ店 小売業 その他小売 5%

182,865 和歌山県 橋本市 オフサイド 小売業 その他小売 5%

182,866 和歌山県 橋本市 柿の葉すし本舗たなか　はしもと店 小売業 食料品 5%

182,867 和歌山県 橋本市 ｃｕｔ　ｓｔｕｄｉｏ　ＣＬＩＰ サービス 理容・美容業 5%

182,868 和歌山県 橋本市 株式会社トミオ　辻商店 小売業 食料品 5%
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182,869 和歌山県 橋本市 学文路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,870 和歌山県 橋本市 Ｑｕａｌｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

182,871 和歌山県 橋本市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　橋本国道２４号店 サービス 飲食業 2%

182,872 和歌山県 橋本市 革首輪工房ｗｉｔｈＤｏｇｓ 小売業 衣料品 5%

182,873 和歌山県 橋本市 紀伊見荘 サービス 宿泊業 5%

182,874 和歌山県 橋本市 紀州繊維工業協同組合 小売業 衣料品 5%

182,875 和歌山県 橋本市 有限会社喜多石油店 小売業 その他小売 5%

182,876 和歌山県 橋本市 牛角和歌山橋本店 サービス 飲食業 2%

182,877 和歌山県 橋本市 靴のオフサイド 小売業 その他小売 5%

182,878 和歌山県 橋本市 ゲストハウス サービス 飲食業 5%

182,879 和歌山県 橋本市 ｃｏ．Ｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

182,880 和歌山県 橋本市 高野口 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,881 和歌山県 橋本市 セブン－イレブン高野口町大野店 小売業 食料品 2%

182,882 和歌山県 橋本市 セブン－イレブン高野口町伏原店 小売業 食料品 2%

182,883 和歌山県 橋本市 高野口動物病院 サービス その他サービス 5%

182,884 和歌山県 橋本市 五福 サービス その他サービス 5%

182,885 和歌山県 橋本市 Ｓａｉｔｏゴルフ工房 小売業 その他小売 5%

182,886 和歌山県 橋本市 酒のワールド 高野口伏原店 小売業 食料品 5%

182,887 和歌山県 橋本市 酒のワールド　高野口伏原店 小売業 食料品 5%

182,888 和歌山県 橋本市 酒のワールド　橋本東家店 小売業 食料品 5%

182,889 和歌山県 橋本市 酒のワールド　プロマートハシモト店 小売業 食料品 5%

182,890 和歌山県 橋本市 Ｇｅｎｅｓｉｓ サービス 理容・美容業 5%

182,891 和歌山県 橋本市 Ｇｅｎｅｓｉｓ　ｇｒａｎｄｅ サービス 理容・美容業 5%

182,892 和歌山県 橋本市 ジュエリー　ｙｏｕ 小売業 貴金属・服飾品 5%

182,893 和歌山県 橋本市 シューズ＆バッグ　こにし 小売業 衣料品 5%

182,894 和歌山県 橋本市 食事居酒屋 柿善 サービス 飲食業 5%

182,895 和歌山県 橋本市 新日本補聴器センター　橋本店 小売業 その他小売 5%

182,896 和歌山県 橋本市 隅田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,897 和歌山県 橋本市 すまい：Ｒｅ サービス その他サービス 2%

182,898 和歌山県 橋本市 だるまやデンキ本店 小売業 電化製品 5%

182,899 和歌山県 橋本市 ツツミコレクション 小売業 衣料品 5%

182,900 和歌山県 橋本市 ドゥーブレメゾン橋本店 小売業 衣料品 5%

182,901 和歌山県 橋本市 トヨタカローラ和歌山シーズ橋本店 小売業 その他小売 5%

182,902 和歌山県 橋本市 トヨタレンタリース和歌山　橋本駅前店 小売業 その他小売 2%

182,903 和歌山県 橋本市 日栄電気商会 小売業 電化製品 5%

182,904 和歌山県 橋本市 ネッツトヨタ和歌山橋本店 小売業 その他小売 5%

182,905 和歌山県 橋本市 パーティハウス　橋本店 小売業 衣料品 5%

182,906 和歌山県 橋本市 橋本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,907 和歌山県 橋本市 小浦石油　橋本あやの台SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,908 和歌山県 橋本市 セブン－イレブン橋本インター南店 小売業 食料品 2%

182,909 和歌山県 橋本市 セブン－イレブン橋本河瀬店 小売業 食料品 2%

182,910 和歌山県 橋本市 セブン－イレブン橋本隅田町店 小売業 食料品 2%
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182,911 和歌山県 橋本市 セブン－イレブン橋本東家店 小売業 食料品 2%

182,912 和歌山県 橋本市 パティスリー　ドゥ　キュール 小売業 食料品 5%

182,913 和歌山県 橋本市 パナット・ナパ 小売業 電化製品 5%

182,914 和歌山県 橋本市 ファッションハウス　キャロット 小売業 衣料品 5%

182,915 和歌山県 橋本市 ブランヴェール　橋本店 小売業 衣料品 5%

182,916 和歌山県 橋本市 フランス屋　松源高野口店 サービス その他サービス 5%

182,917 和歌山県 橋本市 フランス屋　松源伏原店 サービス その他サービス 5%

182,918 和歌山県 橋本市 ｈａｉｒ ｃｒａｆｔ ｍｏｕｎｔａｉｎ   ｍｏｕｎｔａｉｎ サービス 理容・美容業 5%

182,919 和歌山県 橋本市 ペパーミント美容室 サービス 理容・美容業 5%

182,920 和歌山県 橋本市 北欧セレクトＦｙｎｄａ 小売業 その他小売 5%

182,921 和歌山県 橋本市 ホステルイン橋本 サービス 宿泊業 5%

182,922 和歌山県 橋本市 マクドナルド高野口オークワ店 サービス 飲食業 2%

182,923 和歌山県 橋本市 マクドナルド林間田園都市店 サービス 飲食業 2%

182,924 和歌山県 橋本市 まごころ弁当橋本店 サービス 飲食業 2%

182,925 和歌山県 橋本市 マツゲン　高野口店 小売業 食料品 5%

182,926 和歌山県 橋本市 マツゲン　橋本店 小売業 食料品 5%

182,927 和歌山県 橋本市 マツゲン　橋本林間店 小売業 食料品 5%

182,928 和歌山県 橋本市 マツゲン　伏原店 小売業 食料品 5%

182,929 和歌山県 橋本市 まつや　高野口店 小売業 衣料品 5%

182,930 和歌山県 橋本市 ＭＡＤＯショップ橋本高野口店 小売業 その他小売 5%

182,931 和歌山県 橋本市 ｍｅ　ｔｏｏ サービス 理容・美容業 5%

182,932 和歌山県 橋本市 メガネの安里 小売業 その他小売 5%

182,933 和歌山県 橋本市 モイスティーヌ　サロン　ド　アトレ 小売業 その他小売 5%

182,934 和歌山県 橋本市 やっちょん広場 小売業 その他小売 5%

182,935 和歌山県 橋本市 やどり温泉 いやしの湯 温泉宿泊施設 サービス 宿泊業 5%

182,936 和歌山県 橋本市 柳澤米穀店 小売業 食料品 5%

182,937 和歌山県 橋本市 有限会社畑自動車 サービス その他サービス 5%

182,938 和歌山県 橋本市 ヨネサカ＆ラ・ミニョン 小売業 衣料品 5%

182,939 和歌山県 橋本市 ライフクリーナー　新紀見ケ丘 サービス その他サービス 5%

182,940 和歌山県 橋本市 ライフクリーナー　高野口東店 サービス その他サービス 5%

182,941 和歌山県 橋本市 リーテンルム・ハンドワークスティッラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

182,942 和歌山県 橋本市 和歌山トヨタ自動車高野口店 小売業 その他小売 5%

182,943 和歌山県 橋本市 和歌山トヨペット橋本店 小売業 その他小売 5%

182,944 和歌山県 日高川町 川辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,945 和歌山県 日高川町 川原河第二 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,946 和歌山県 日高川町 小池農園 サービス その他サービス 5%

182,947 和歌山県 日高川町 そうがわパソコンサポート サービス その他サービス 5%

182,948 和歌山県 日高川町 原留中津 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,949 和歌山県 日高川町 ｈａｉｒｍｏｄｅ　ａｉｒｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%

182,950 和歌山県 日高川町 ユガミ電器店 小売業 電化製品 5%

182,951 和歌山県 日高川町 らんぷりらっくす サービス 理容・美容業 5%

182,952 和歌山県 日高川町 レストランあんちん 小売業 その他小売 5%
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182,953 和歌山県 日高川町 Ｙ．Ｙ　ＡＵＴＯ サービス その他サービス 5%

182,954 和歌山県 日高川町 和佐 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,955 和歌山県 日高町 﨑山電器商会 小売業 電化製品 5%

182,956 和歌山県 日高町 日高ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,957 和歌山県 日高町 日高ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,958 和歌山県 日高町 日高ダイビングセンター サービス 理容・美容業 5%

182,959 和歌山県 広川町 紀の国ガーデン 小売業 その他小売 5%

182,960 和歌山県 広川町 広川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,961 和歌山県 広川町 広 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,962 和歌山県 広川町 ＭｉｌｉｔａｒｙＳｈｏｐＴＯＲＡＹＡＭＡ 小売業 その他小売 5%

182,963 和歌山県 広川町 ＢＯＡＴＣＡＦＥ Ｂａｙｓｉｄｅ サービス 飲食業 5%

182,964 和歌山県 広川町 ＵＧシマダ 小売業 電化製品 5%

182,965 和歌山県 広川町 ＵＧひがし 小売業 電化製品 5%

182,966 和歌山県 みなべ町 ［ＨＣ］エコーみなべ 小売業 電化製品 5%

182,967 和歌山県 みなべ町 かつら堂 小売業 食料品 5%

182,968 和歌山県 みなべ町 清川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,969 和歌山県 みなべ町 五代庵 本社 小売業 食料品 5%

182,970 和歌山県 みなべ町 ＳＴＡＲＦＯＲＥＳＴ サービス その他サービス 5%

182,971 和歌山県 みなべ町 ダイコクドラッグ南部ロイヤルホテル店 小売業 その他小売 5%

182,972 和歌山県 みなべ町 鶴の湯温泉 サービス 宿泊業 5%

182,973 和歌山県 みなべ町 バリューハウス南部店 小売業 食料品 5%

182,974 和歌山県 みなべ町 晩稲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,975 和歌山県 みなべ町 フードショップ たにぐち フードショプたにぐち 小売業 食料品 5%

182,976 和歌山県 みなべ町 南部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,977 和歌山県 みなべ町 みなべＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,978 和歌山県 みなべ町 みなべＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,979 和歌山県 みなべ町 有限会社池本 小売業 その他小売 5%

182,980 和歌山県 美浜町 国立和歌山病院売店 小売業 その他小売 5%

182,981 和歌山県 美浜町 谷国水産 小売業 食料品 5%

182,982 和歌山県 美浜町 夏目電器商会 小売業 電化製品 5%

182,983 和歌山県 美浜町 美浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,984 和歌山県 美浜町 ＵＧタバタ 小売業 電化製品 5%

182,985 和歌山県 美浜町 ｌｏｃｏ． サービス 理容・美容業 5%

182,986 和歌山県 湯浅町 あみ清 数見商店 本店 小売業 食料品 5%

182,987 和歌山県 湯浅町 有田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,988 和歌山県 湯浅町 セブン－イレブン有田湯浅町店 小売業 食料品 2%

182,989 和歌山県 湯浅町 ＦＬＳパーティハウス　湯浅店 小売業 衣料品 5%

182,990 和歌山県 湯浅町 大宮 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,991 和歌山県 湯浅町 カービューティープロ　ユアサ サービス その他サービス 5%

182,992 和歌山県 湯浅町 小浦石油　サンプラザ湯浅SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

182,993 和歌山県 湯浅町 そまの薬局 小売業 その他小売 5%

182,994 和歌山県 湯浅町 タケナカ　おしゃれ雑貨　タケナカ 小売業 その他小売 5%
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182,995 和歌山県 湯浅町 中芳電器工房株式会社 小売業 電化製品 5%

182,996 和歌山県 湯浅町 はやし電器 小売業 電化製品 5%

182,997 和歌山県 湯浅町 パン工房カワ本店 小売業 食料品 5%

182,998 和歌山県 湯浅町 ぴえろ　湯浅店 小売業 衣料品 5%

182,999 和歌山県 湯浅町 古由青果 小売業 食料品 5%

183,000 和歌山県 湯浅町 ホンダウィングＢＨＢ広畑 小売業 その他小売 5%

183,001 和歌山県 湯浅町 マクドナルド湯浅ユピア店 サービス 飲食業 2%

183,002 和歌山県 湯浅町 マツゲン　湯浅店 小売業 食料品 5%

183,003 和歌山県 湯浅町 松由 サービス 飲食業 5%

183,004 和歌山県 湯浅町 メンズ　アプティ 小売業 衣料品 5%

183,005 和歌山県 湯浅町 メンズ　アプティ 小売業 衣料品 5%

183,006 和歌山県 湯浅町 湯浅温泉　湯浅城 サービス 宿泊業 5%

183,007 和歌山県 湯浅町 湯浅蔵町 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,008 和歌山県 湯浅町 有限会社ヒトミヤ ユピア店 小売業 その他小売 5%

183,009 和歌山県 湯浅町 ＵＧコーキョー堂 小売業 電化製品 5%

183,010 和歌山県 湯浅町 ＵＧシンケ 小売業 電化製品 5%

183,011 和歌山県 湯浅町 リノ　有田川店 小売業 衣料品 5%

183,012 和歌山県 湯浅町 リノ湯浅店 小売業 衣料品 5%

183,013 和歌山県 湯浅町 レスト喫茶ドンキー サービス 飲食業 5%

183,014 和歌山県 由良町 パナットオザキ 小売業 電化製品 5%

183,015 和歌山県 由良町 由良港 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,016 和歌山県 由良町 由良町 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,017 和歌山県 由良町 由良門前 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,018 和歌山県 和歌山市 ａ　ｃｏｔｅ サービス 理容・美容業 5%

183,019 和歌山県 和歌山市 Ｒ．Ｔ．Ａ．ステーション本社 小売業 電化製品 5%

183,020 和歌山県 和歌山市 ＲＴＡたけにし 小売業 電化製品 5%

183,021 和歌山県 和歌山市 ＲＴＡ東店 小売業 電化製品 5%

183,022 和歌山県 和歌山市 ＲＴＡ和歌山店 小売業 電化製品 5%

183,023 和歌山県 和歌山市 Ａｉｚ 小売業 衣料品 5%

183,024 和歌山県 和歌山市 ａｉｒｅ サービス その他サービス 5%

183,025 和歌山県 和歌山市 あおい茶寮 サービス 飲食業 5%

183,026 和歌山県 和歌山市 青岸油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,027 和歌山県 和歌山市 ａｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

183,028 和歌山県 和歌山市 赤井商会 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,029 和歌山県 和歌山市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ａｒ和歌山ガーデンパーク前 サービス 理容・美容業 5%

183,030 和歌山県 和歌山市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｅｍｕ和歌山 サービス 理容・美容業 5%

183,031 和歌山県 和歌山市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｐｒｕｎｅ和歌山駅前 サービス 理容・美容業 5%

183,032 和歌山県 和歌山市 朝日新聞　六十谷 小売業 その他小売 5%

183,033 和歌山県 和歌山市 朝日タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

183,034 和歌山県 和歌山市 アサヒライス 小売業 食料品 5%

183,035 和歌山県 和歌山市 アズノゥアズピンキー　和歌山ミオ店 小売業 衣料品 5%

183,036 和歌山県 和歌山市 アースレンタカー サービス その他サービス 5%
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183,037 和歌山県 和歌山市 アップス城北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,038 和歌山県 和歌山市 アムール本店 小売業 衣料品 5%

183,039 和歌山県 和歌山市 ＡＭＵＲＩＴＡＬＡＮＤ サービス 理容・美容業 5%

183,040 和歌山県 和歌山市 アムール　海南店 小売業 衣料品 5%

183,041 和歌山県 和歌山市 アランチャ サービス 飲食業 5%

183,042 和歌山県 和歌山市 アリス藤株式会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,043 和歌山県 和歌山市 ａｌｍｏ サービス 飲食業 5%

183,044 和歌山県 和歌山市 アロマとハーブの専門店　ラ・ベルビー 小売業 その他小売 5%

183,045 和歌山県 和歌山市 杏亭 古屋店 サービス 飲食業 5%

183,046 和歌山県 和歌山市 杏亭　県庁前店 サービス 飲食業 5%

183,047 和歌山県 和歌山市 杏亭古屋店 小売業 食料品 5%

183,048 和歌山県 和歌山市 アンティークつづれ 小売業 その他小売 5%

183,049 和歌山県 和歌山市 ＡＮＴＥＶＯＲＴＥ 小売業 その他小売 5%

183,050 和歌山県 和歌山市 ＆　Ｒｏｏｍ 小売業 家具・調度品 5%

183,051 和歌山県 和歌山市 ＥＭショップ百姓家族 サービス その他サービス 5%

183,052 和歌山県 和歌山市 Ｅ薬局 小売業 その他小売 5%

183,053 和歌山県 和歌山市 漁火の宿　シーサイド観潮 サービス 宿泊業 5%

183,054 和歌山県 和歌山市 石窯ポポロ サービス 飲食業 5%

183,055 和歌山県 和歌山市 石田イヌネコ病院 サービス その他サービス 5%

183,056 和歌山県 和歌山市 パソコン訪問サポートのいずみ サービス その他サービス 5%

183,057 和歌山県 和歌山市 イズミヤ和歌山店 サービス その他サービス 5%

183,058 和歌山県 和歌山市 いせた 小売業 家具・調度品 5%

183,059 和歌山県 和歌山市 イタリア食堂 Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｃａｍｍｙ イタリア食堂 ｋｉｔｃｈｅｎ Ｃａｍｍｙ サービス 飲食業 5%

183,060 和歌山県 和歌山市 一寸法師工場直売店 小売業 食料品 5%

183,061 和歌山県 和歌山市 一般社団法人ボディメイク研究所　スキレッタ　スキレッテ サービス 飲食業 5%

183,062 和歌山県 和歌山市 出光秋月ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,063 和歌山県 和歌山市 出光紀伊山口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,064 和歌山県 和歌山市 出光西ノ庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,065 和歌山県 和歌山市 出光和歌山インターチェンジＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,066 和歌山県 和歌山市 田舎茶屋や万志多 サービス 飲食業 5%

183,067 和歌山県 和歌山市 癒し処　休家 サービス その他サービス 5%

183,068 和歌山県 和歌山市 ｉｒｏｄｏｒｉ サービス 理容・美容業 5%

183,069 和歌山県 和歌山市 岩倉クリーニング サービス その他サービス 5%

183,070 和歌山県 和歌山市 印章工房上野 小売業 その他小売 5%

183,071 和歌山県 和歌山市 インテリアひろみ　二番館 小売業 家具・調度品 5%

183,072 和歌山県 和歌山市 インテリアひろみ　婚礼館 小売業 家具・調度品 5%

183,073 和歌山県 和歌山市 インテリアひろみ　和歌山本店 小売業 家具・調度品 5%

183,074 和歌山県 和歌山市 ｕ サービス 理容・美容業 5%

183,075 和歌山県 和歌山市 ｗｉｓｈ?ｂ?ｗａｖｅ　ｗｉｓｈ　Ｂ　ＷＡＶＥ サービス 理容・美容業 5%

183,076 和歌山県 和歌山市 ヴィレジア　やまだ 小売業 電化製品 5%

183,077 和歌山県 和歌山市 魚もんや サービス 飲食業 5%

183,078 和歌山県 和歌山市 宇治書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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183,079 和歌山県 和歌山市 ウタゲ サービス 飲食業 5%

183,080 和歌山県 和歌山市 宇野電器店 小売業 電化製品 5%

183,081 和歌山県 和歌山市 梅原 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,082 和歌山県 和歌山市 浦電器店 小売業 電化製品 5%

183,083 和歌山県 和歌山市 ＵＬＩ　ＵＬＩ サービス その他サービス 5%

183,084 和歌山県 和歌山市 ［ＨＣ］エコー木ノ本店 小売業 電化製品 5%

183,085 和歌山県 和歌山市 ［ＨＣ］エコー園部店 小売業 電化製品 5%

183,086 和歌山県 和歌山市 エコＰＡＲＫＳ 小売業 その他小売 5%

183,087 和歌山県 和歌山市 エステルームなでしこ サービス 理容・美容業 5%

183,088 和歌山県 和歌山市 エステルームなでしこ サービス 理容・美容業 5%

183,089 和歌山県 和歌山市 ｅｓｐｒｉｔ－Ａ 小売業 衣料品 5%

183,090 和歌山県 和歌山市 エスプリア　秋葉山店 小売業 衣料品 5%

183,091 和歌山県 和歌山市 エピ漢方 小売業 その他小売 5%

183,092 和歌山県 和歌山市 ＦＬＳ　パーティハウス　西庄店 小売業 衣料品 5%

183,093 和歌山県 和歌山市 ＦＬＳパーティハウス　神前店 小売業 衣料品 5%

183,094 和歌山県 和歌山市 ＦＬＳ　パーティハウス　西浜店 小売業 衣料品 5%

183,095 和歌山県 和歌山市 Ｅｌｅｔｔａ　Ｐｒｏｄｕｃｅｄ　　ｂｙ　ＡＬＬＵＲＥ サービス 理容・美容業 5%

183,096 和歌山県 和歌山市 大池カフェ セント ゼファー サービス 飲食業 5%

183,097 和歌山県 和歌山市 大垣内 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,098 和歌山県 和歌山市 大阪屋　ひいなの湯 サービス 宿泊業 5%

183,099 和歌山県 和歌山市 大角石油店安原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,100 和歌山県 和歌山市 大谷自動車（株）和歌山店 サービス その他サービス 5%

183,101 和歌山県 和歌山市 大谷被服産業株式会社 小売業 衣料品 5%

183,102 和歌山県 和歌山市 オートランド　ハシモト 小売業 その他小売 5%

183,103 和歌山県 和歌山市 大西時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,104 和歌山県 和歌山市 大野食品株式会社 小売業 その他小売 5%

183,105 和歌山県 和歌山市 岡久家具 小売業 家具・調度品 5%

183,106 和歌山県 和歌山市 野菜ショップおかし屋 サービス 飲食業 5%

183,107 和歌山県 和歌山市 おかでんき　本店 小売業 電化製品 5%

183,108 和歌山県 和歌山市 岡野電化 小売業 電化製品 5%

183,109 和歌山県 和歌山市 オカヘイ 小売業 衣料品 5%

183,110 和歌山県 和歌山市 オカヘイ　エグゼクティブ　丸正店 小売業 衣料品 5%

183,111 和歌山県 和歌山市 オカヘイ　ダイエー店 小売業 衣料品 5%

183,112 和歌山県 和歌山市 オカヘイ　ＰＲＩＯＲ２ 小売業 衣料品 5%

183,113 和歌山県 和歌山市 オカヘイ　ＭＥＮ’Ｓ　ＰＲＩＯＲ 小売業 衣料品 5%

183,114 和歌山県 和歌山市 オカヘイ　メンズ近鉄店 小売業 衣料品 5%

183,115 和歌山県 和歌山市 オカヘイ　レディース近鉄店 小売業 衣料品 5%

183,116 和歌山県 和歌山市 オカヘイプリオール　フォルテワジマ店 小売業 衣料品 5%

183,117 和歌山県 和歌山市 オカヘイ本店 小売業 衣料品 5%

183,118 和歌山県 和歌山市 ｏｃｔａｖｉａ 小売業 衣料品 5%

183,119 和歌山県 和歌山市 小倉カントリークラブ サービス その他サービス 5%

183,120 和歌山県 和歌山市 お好み焼き　偶　和歌山駅前店 サービス 飲食業 5%

4362



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

183,121 和歌山県 和歌山市 お好み焼　偶 サービス 飲食業 5%

183,122 和歌山県 和歌山市 小沢電器商会 小売業 電化製品 5%

183,123 和歌山県 和歌山市 オートピットタキモト自動車 サービス その他サービス 5%

183,124 和歌山県 和歌山市 小野町 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,125 和歌山県 和歌山市 株式会社オフィスシーアンドエヌ サービス その他サービス 5%

183,126 和歌山県 和歌山市 オリックスレンタカー和歌山駅前店 サービス その他サービス 2%

183,127 和歌山県 和歌山市 織部パームシティ　和歌山 小売業 その他小売 5%

183,128 和歌山県 和歌山市 温野菜大浦街道店 サービス 飲食業 2%

183,129 和歌山県 和歌山市 ＣａｒＳｈｏｐＬｉｎｋ サービス その他サービス 5%

183,130 和歌山県 和歌山市 ｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

183,131 和歌山県 和歌山市 カーフレンド　アカコ 小売業 ガソリンスタンド 5%

183,132 和歌山県 和歌山市 カーペイントサカモト サービス その他サービス 5%

183,133 和歌山県 和歌山市 海瀬デンキ 小売業 電化製品 5%

183,134 和歌山県 和歌山市 カイラス 小売業 衣料品 5%

183,135 和歌山県 和歌山市 カクタニ電器 小売業 電化製品 5%

183,136 和歌山県 和歌山市 かごの屋ＪＲ和歌山駅前店 サービス 飲食業 5%

183,137 和歌山県 和歌山市 かさまつ自転車店 小売業 その他小売 5%

183,138 和歌山県 和歌山市 梶本無線商会 小売業 電化製品 5%

183,139 和歌山県 和歌山市 ＬＰガス　家電　杉本商店 小売業 電化製品 5%

183,140 和歌山県 和歌山市 ガット張り専門店 Ｔｓｕｂａｋｉ ガット張り専門店 Ｔｓｕｂａｋｉ 小売業 その他小売 5%

183,141 和歌山県 和歌山市 割烹うしお サービス 飲食業 5%

183,142 和歌山県 和歌山市 割烹恵比寿 サービス 飲食業 5%

183,143 和歌山県 和歌山市 割烹忠治 サービス 飲食業 5%

183,144 和歌山県 和歌山市 カービューティーワカヤマ サービス その他サービス 5%

183,145 和歌山県 和歌山市 ｃａｆｅＳＨＩＮＹ サービス 飲食業 5%

183,146 和歌山県 和歌山市 Ｃａｆｅ　Ｔｒｉｎｉｔｙ　Ｕｎｉｔｙ　Ｃａｆｅ　Ｔｒｎｉｔｙ　Ｕｎｉｔｙ サービス 飲食業 5%

183,147 和歌山県 和歌山市 株式会社アラモードレーヴ ヴォートルアラモード サービス 理容・美容業 5%

183,148 和歌山県 和歌山市 株式会社エビス商会 小売業 電化製品 5%

183,149 和歌山県 和歌山市 株式会社をぐらや 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

183,150 和歌山県 和歌山市 株式会社かじもと 小売業 その他小売 5%

183,151 和歌山県 和歌山市 株式会社グラントップ ＬＥＦＩＵＳ サービス 理容・美容業 5%

183,152 和歌山県 和歌山市 株式会社グリーンフォトセンター サービス その他サービス 5%

183,153 和歌山県 和歌山市 株式会社渋谷電器商会 小売業 電化製品 5%

183,154 和歌山県 和歌山市 株式会社鶴屋忠彦 サービス 飲食業 5%

183,155 和歌山県 和歌山市 株式会社ドリーム産業 サービス その他サービス 5%

183,156 和歌山県 和歌山市 株式会社ファーストオーエー 小売業 電化製品 5%

183,157 和歌山県 和歌山市 株式会社　吹上デンキ 小売業 電化製品 5%

183,158 和歌山県 和歌山市 株式会社マインズソフト 小売業 その他小売 5%

183,159 和歌山県 和歌山市 株式会社水間 サービス その他サービス 5%

183,160 和歌山県 和歌山市 株式会社未来図 サービス その他サービス 5%

183,161 和歌山県 和歌山市 かま山 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,162 和歌山県 和歌山市 カミフーセン Ｋａｍｉｆｕｓｅｎ Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%
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183,163 和歌山県 和歌山市 ＣｏｌｏｒＣｏｌｌｅｃｔ サービス 理容・美容業 5%

183,164 和歌山県 和歌山市 ガラス屋工房 サービス その他サービス 5%

183,165 和歌山県 和歌山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ラウンドワン和歌山店 サービス 宿泊業 2%

183,166 和歌山県 和歌山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋和歌山国道２６号店 サービス 飲食業 2%

183,167 和歌山県 和歌山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋和歌山ＪＲ駅前店 サービス 飲食業 2%

183,168 和歌山県 和歌山市 河合塾マナビス堀止校 サービス その他サービス 2%

183,169 和歌山県 和歌山市 河合塾マナビス和歌山駅前校 サービス その他サービス 2%

183,170 和歌山県 和歌山市 川崎電器商会 小売業 電化製品 5%

183,171 和歌山県 和歌山市 かわしま 小売業 食料品 5%

183,172 和歌山県 和歌山市 ＫＡＮＤＡ　和歌山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,173 和歌山県 和歌山市 カンニングバーハテナ サービス 飲食業 5%

183,174 和歌山県 和歌山市 ＣＡＮＮＩＮＧ　ＢＡＲ　ＨＡＴＥＮＡ　ＣＡＮＮＩＮＧ　ＢＡＲ　ＨＡＴＥＮＡ サービス 飲食業 5%

183,175 和歌山県 和歌山市 カンプリ　和歌山店 サービス その他サービス 5%

183,176 和歌山県 和歌山市 寛屋　岩出店 サービス 飲食業 5%

183,177 和歌山県 和歌山市 寛屋　紀三井寺本店 サービス 飲食業 5%

183,178 和歌山県 和歌山市 きいちゃん食堂 サービス 飲食業 5%

183,179 和歌山県 和歌山市 紀州応援酒場　三代目 サービス 飲食業 5%

183,180 和歌山県 和歌山市 紀州のしずく サービス 飲食業 5%

183,181 和歌山県 和歌山市 紀州麺処　誉　紀州麺処　誉 サービス 飲食業 5%

183,182 和歌山県 和歌山市 北島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,183 和歌山県 和歌山市 北島橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,184 和歌山県 和歌山市 株式会社北畑海苔店 小売業 食料品 5%

183,185 和歌山県 和歌山市 着付け教室・着付けサロン?ｙｏｓｈｉｋｏ? サービス その他サービス 5%

183,186 和歌山県 和歌山市 喫茶ビーンズ夜のビール部 サービス 飲食業 5%

183,187 和歌山県 和歌山市 紀電チェーン　紀洋 小売業 電化製品 5%

183,188 和歌山県 和歌山市 紀電チェーン　西川店 小売業 電化製品 5%

183,189 和歌山県 和歌山市 紀の川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,190 和歌山県 和歌山市 紀の川ＳＡ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,191 和歌山県 和歌山市 紀の川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,192 和歌山県 和歌山市 紀の川動物病院 サービス その他サービス 5%

183,193 和歌山県 和歌山市 紀ノ川バイパス店 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,194 和歌山県 和歌山市 ギフトのウチショー 小売業 衣料品 5%

183,195 和歌山県 和歌山市 紀三井寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,196 和歌山県 和歌山市 きもの帯　たまき 小売業 衣料品 5%

183,197 和歌山県 和歌山市 きもの帯たまき振袖館 小売業 衣料品 5%

183,198 和歌山県 和歌山市 きものぎゃらりぃ　和 小売業 衣料品 5%

183,199 和歌山県 和歌山市 株式会社きもののきらり 小売業 衣料品 5%

183,200 和歌山県 和歌山市 キャナリイ ロウ和歌山店 サービス 飲食業 5%

183,201 和歌山県 和歌山市 キャピックワカヤマ サービス その他サービス 5%

183,202 和歌山県 和歌山市 Ｇａｌｌｅｒｙ Ｃａｆｅ ＡＱＵＡ Ｇａｌｌｅｒｙ Ｃａｆｅ ＡＱＵＡ サービス その他サービス 5%

183,203 和歌山県 和歌山市 牛角塩屋店 サービス 飲食業 2%

183,204 和歌山県 和歌山市 牛角和歌山ガーデンパークテン サービス 飲食業 2%
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183,205 和歌山県 和歌山市 餃子日和 サービス 飲食業 5%

183,206 和歌山県 和歌山市 京風中華厨房　上上 サービス 飲食業 5%

183,207 和歌山県 和歌山市 業務スーパー六十谷店 小売業 食料品 2%

183,208 和歌山県 和歌山市 Ｑｉｌａｌｉｓｓ サービス 理容・美容業 5%

183,209 和歌山県 和歌山市 貴和家電サービス 小売業 電化製品 5%

183,210 和歌山県 和歌山市 貴和電器商会 小売業 電化製品 5%

183,211 和歌山県 和歌山市 キワ物流 サービス 運輸業 5%

183,212 和歌山県 和歌山市 銀平　匠 サービス 飲食業 5%

183,213 和歌山県 和歌山市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ和歌山店 小売業 その他小売 5%

183,214 和歌山県 和歌山市 串揚三昧　幸華 サービス 飲食業 5%

183,215 和歌山県 和歌山市 串かつ串焼き味よし サービス 飲食業 5%

183,216 和歌山県 和歌山市 くすりオカ 小売業 その他小売 5%

183,217 和歌山県 和歌山市 ｃｕｃｉｎａ　ＡＢＩＳＳＯ サービス 飲食業 5%

183,218 和歌山県 和歌山市 グッドライフ サービス その他サービス 5%

183,219 和歌山県 和歌山市 クドウのめがね 小売業 その他小売 5%

183,220 和歌山県 和歌山市 ＣＬＡＳＳＹ　ＡＮＤ　ＦＡＢＵＬＯＵＳ 小売業 衣料品 5%

183,221 和歌山県 和歌山市 グリルエイト サービス 飲食業 5%

183,222 和歌山県 和歌山市 黒潮市場 小売業 食料品 5%

183,223 和歌山県 和歌山市 黒潮温泉 サービス その他サービス 5%

183,224 和歌山県 和歌山市 クロス動物病院 サービス その他サービス 5%

183,225 和歌山県 和歌山市 ゲストハウスｋｕｋｕｒｕ サービス 宿泊業 5%

183,226 和歌山県 和歌山市 ＧｕｅｓｔｈｕｓｅＲＩＣＯ サービス その他サービス 5%

183,227 和歌山県 和歌山市 Ｋｅｍａｒｉ８７ＫＩＳＨＩＳＰＯ和歌山店 小売業 その他小売 5%

183,228 和歌山県 和歌山市 けやき 小売業 家具・調度品 5%

183,229 和歌山県 和歌山市 公園前酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

183,230 和歌山県 和歌山市 神前酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

183,231 和歌山県 和歌山市 神前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,232 和歌山県 和歌山市 コーヒー専門店　ファイブ サービス 飲食業 5%

183,233 和歌山県 和歌山市 コープ中之島 小売業 その他小売 5%

183,234 和歌山県 和歌山市 ごきげんえびす　和歌山店 サービス 飲食業 5%

183,235 和歌山県 和歌山市 ｃｏｃｏｔｔｅ 小売業 その他小売 5%

183,236 和歌山県 和歌山市 ｃｏｃｏｒｏｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

183,237 和歌山県 和歌山市 コトブキ電気商会 小売業 電化製品 5%

183,238 和歌山県 和歌山市 Ｋｏｔｏｒｉｃｏ 小売業 衣料品 5%

183,239 和歌山県 和歌山市 古布の店華 小売業 衣料品 5%

183,240 和歌山県 和歌山市 小料理さよ サービス 飲食業 5%

183,241 和歌山県 和歌山市 ゴルフ道楽箱和歌山塩屋店 小売業 その他小売 5%

183,242 和歌山県 和歌山市 ｃｏｒｅｃｔｒｅｅ サービス その他サービス 5%

183,243 和歌山県 和歌山市 ｃｏｎｄｏｔｔｉ　ｃｏｎｄｏｔｔｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,244 和歌山県 和歌山市 サイ賀屋マチ カフェ２９ ｗｉｔｈ フォレスト Ｇ Ｐ サービス 飲食業 5%

183,245 和歌山県 和歌山市 サイクルショップサンレモ 小売業 その他小売 5%

183,246 和歌山県 和歌山市 済生会和歌山病院売店 小売業 その他小売 5%
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183,247 和歌山県 和歌山市 栄谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,248 和歌山県 和歌山市 坂田商会 小売業 電化製品 5%

183,249 和歌山県 和歌山市 酒屋　さけよし　酒吉　さけよし 小売業 その他小売 5%

183,250 和歌山県 和歌山市 酒のソクハイ和歌山アロチ店 小売業 その他小売 5%

183,251 和歌山県 和歌山市 酒のワールド　西浜店 小売業 食料品 5%

183,252 和歌山県 和歌山市 酒のワールド　和歌山インター店 小売業 食料品 5%

183,253 和歌山県 和歌山市 有　酒芳　タバコ店 小売業 その他小売 5%

183,254 和歌山県 和歌山市 サノデンカ 小売業 電化製品 5%

183,255 和歌山県 和歌山市 さのでんき 小売業 電化製品 5%

183,256 和歌山県 和歌山市 さのでんき和歌川店 小売業 電化製品 5%

183,257 和歌山県 和歌山市 サラームつじ美容室 サービス 理容・美容業 5%

183,258 和歌山県 和歌山市 サラスバティ サービス その他サービス 5%

183,259 和歌山県 和歌山市 サラ　メディカルビューティー サービス 理容・美容業 5%

183,260 和歌山県 和歌山市 山久 サービス 飲食業 5%

183,261 和歌山県 和歌山市 山久 サービス 飲食業 5%

183,262 和歌山県 和歌山市 サンキョー北島店 小売業 食料品 5%

183,263 和歌山県 和歌山市 サンキョー楠見店 小売業 食料品 5%

183,264 和歌山県 和歌山市 さんくらふと 小売業 その他小売 5%

183,265 和歌山県 和歌山市 山東 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,266 和歌山県 和歌山市 サンドウ 小売業 その他小売 5%

183,267 和歌山県 和歌山市 山東メガネ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,268 和歌山県 和歌山市 小浦石油　サンプラザ紀三井寺SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,269 和歌山県 和歌山市 三邦丸 サービス その他サービス 5%

183,270 和歌山県 和歌山市 さんまや中井水産 小売業 食料品 5%

183,271 和歌山県 和歌山市 サンロード木ノ本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,272 和歌山県 和歌山市 Ｓｅａ サービス 理容・美容業 5%

183,273 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブンＪＲ和歌山駅東口店 小売業 食料品 2%

183,274 和歌山県 和歌山市 ＧＥＮＥＲＩＣ　ＤＥＳＩＧＮ 小売業 その他小売 5%

183,275 和歌山県 和歌山市 潮風荘 サービス 宿泊業 5%

183,276 和歌山県 和歌山市 四ヶ郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,277 和歌山県 和歌山市 四季の味ちひろ サービス 飲食業 5%

183,278 和歌山県 和歌山市 地蔵の辻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,279 和歌山県 和歌山市 シティインワカヤマ サービス 宿泊業 5%

183,280 和歌山県 和歌山市 地鶏彩どり亭 サービス 飲食業 5%

183,281 和歌山県 和歌山市 嶋精一本店ＪＲ駅前店 小売業 その他小売 5%

183,282 和歌山県 和歌山市 島本石油（株）　舟津町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,283 和歌山県 和歌山市 島本石油　株式会社　和歌山インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,284 和歌山県 和歌山市 〆﨑電化機器 小売業 電化製品 5%

183,285 和歌山県 和歌山市 下田電機　貴志中店 小売業 電化製品 5%

183,286 和歌山県 和歌山市 下村タクシー サービス 運輸業 5%

183,287 和歌山県 和歌山市 ジャストカーテン　箕面店 小売業 家具・調度品 5%

183,288 和歌山県 和歌山市 ジャストカーテンプレミアム和歌山県庁前店 小売業 その他小売 5%
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183,289 和歌山県 和歌山市 ジャスミン 小売業 その他小売 5%

183,290 和歌山県 和歌山市 華都飯店　和歌山店 サービス 飲食業 5%

183,291 和歌山県 和歌山市 しゃぶかつかつ喜　和歌山ガーデンパーク店 サービス 飲食業 5%

183,292 和歌山県 和歌山市 しゃぶしゃぶ温野菜和歌山紀三井寺店 サービス 飲食業 2%

183,293 和歌山県 和歌山市 十四階農園 サービス 飲食業 5%

183,294 和歌山県 和歌山市 ジュエリー　真珠孔 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,295 和歌山県 和歌山市 ジュエリーセキネ　イオンモール和歌山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,296 和歌山県 和歌山市 ジュエリーセキネ　パームシティ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,297 和歌山県 和歌山市 手芸センタードリーム　和歌山店 小売業 その他小売 5%

183,298 和歌山県 和歌山市 酒肴　蓮 サービス 飲食業 5%

183,299 和歌山県 和歌山市 酒菜 ひだりうま サービス 飲食業 5%

183,300 和歌山県 和歌山市 旬彩　星楽風?せらふ? サービス 飲食業 5%

183,301 和歌山県 和歌山市 勝僖梅　ＶＩＶＯ店 小売業 食料品 5%

183,302 和歌山県 和歌山市 城北スポーツ 小売業 その他小売 5%

183,303 和歌山県 和歌山市 食堂ことぶき サービス 飲食業 5%

183,304 和歌山県 和歌山市 食肉問屋・食肉専門店　有限会社池田屋 小売業 食料品 5%

183,305 和歌山県 和歌山市 食楽ｃｈａｒｌｌ サービス 飲食業 5%

183,306 和歌山県 和歌山市 食楽Ｃｈａｒｌｌ サービス 飲食業 5%

183,307 和歌山県 和歌山市 ＳＨＯＰ　Ｆ 小売業 衣料品 5%

183,308 和歌山県 和歌山市 山利 小売業 その他小売 5%

183,309 和歌山県 和歌山市 次郎丸ストア 小売業 食料品 5%

183,310 和歌山県 和歌山市 ｓｉｎｋａ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

183,311 和歌山県 和歌山市 シンクタンク 小売業 衣料品 5%

183,312 和歌山県 和歌山市 新健勝苑和歌山店 小売業 衣料品 5%

183,313 和歌山県 和歌山市 寝装・寝具　いせた 小売業 衣料品 5%

183,314 和歌山県 和歌山市 新日本旅行イズミヤ和歌山店 サービス その他サービス 5%

183,315 和歌山県 和歌山市 新日本補聴器センター和歌山店 小売業 その他小売 5%

183,316 和歌山県 和歌山市 新和歌ロッジ サービス その他サービス 5%

183,317 和歌山県 和歌山市 新和交通１ サービス その他サービス 5%

183,318 和歌山県 和歌山市 Ｓｔｕｄｉｏ Ｆｌｕｆｆｙ Ｂｒｉｔｚ サービス その他サービス 5%

183,319 和歌山県 和歌山市 すたみな太郎　和歌山岩出バイパス店 サービス 飲食業 5%

183,320 和歌山県 和歌山市 砂山店 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,321 和歌山県 和歌山市 スピード電化 小売業 電化製品 5%

183,322 和歌山県 和歌山市 ＳＰＡＣＥ 小売業 衣料品 5%

183,323 和歌山県 和歌山市 炭焼菜彩干物飯　紀州のしずく　炭焼菜彩干物飯　紀州のしずく サービス 飲食業 5%

183,324 和歌山県 和歌山市 駿河屋　駿河町本舗 小売業 食料品 5%

183,325 和歌山県 和歌山市 駿河屋　高松店 小売業 食料品 5%

183,326 和歌山県 和歌山市 駿河屋　六十谷店 小売業 食料品 5%

183,327 和歌山県 和歌山市 駿河屋森商店 小売業 食料品 5%

183,328 和歌山県 和歌山市 諏訪園 小売業 食料品 5%

183,329 和歌山県 和歌山市 正視堂眼鏡店 サービス その他サービス 5%

183,330 和歌山県 和歌山市 生鮮＆業務スーパー榎原店 小売業 食料品 2%
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183,331 和歌山県 和歌山市 生鮮＆業務スーパー鈴丸店 小売業 食料品 2%

183,332 和歌山県 和歌山市 生鮮＆業務スーパー和歌浦店 小売業 食料品 2%

183,333 和歌山県 和歌山市 生鮮＆業務スーパー和歌川店 小売業 食料品 2%

183,334 和歌山県 和歌山市 cepo..STATICE 小売業 衣料品 5%

183,335 和歌山県 和歌山市 Ｃｅｒａ サービス 飲食業 5%

183,336 和歌山県 和歌山市 Ｓｅｌｆｉｘ和佐 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,337 和歌山県 和歌山市 セルフエスティーム サービス 理容・美容業 5%

183,338 和歌山県 和歌山市 小浦石油　セルフ西田井SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,339 和歌山県 和歌山市 小浦石油　セルフ和歌山インターSS 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,340 和歌山県 和歌山市 セルフ和歌山バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,341 和歌山県 和歌山市 セントゼファー サービス 飲食業 5%

183,342 和歌山県 和歌山市 ぜんまい治療院 サービス その他サービス 5%

183,343 和歌山県 和歌山市 ぜんまい治療院 サービス その他サービス 5%

183,344 和歌山県 和歌山市 相互タクシー株式会社　相互タクシー　営業所 サービス 運輸業 5%

183,345 和歌山県 和歌山市 創作串揚　９４ サービス 飲食業 5%

183,346 和歌山県 和歌山市 総本家駿河屋本社工場小倉店 小売業 食料品 5%

183,347 和歌山県 和歌山市 蕎麦　野田や サービス 飲食業 5%

183,348 和歌山県 和歌山市 そば切徳 サービス 飲食業 5%

183,349 和歌山県 和歌山市 そばと料理　輪一 サービス 飲食業 5%

183,350 和歌山県 和歌山市 ターゲット　ＭＡＴＵＹＡ 小売業 衣料品 5%

183,351 和歌山県 和歌山市 大昇堂薬局 小売業 その他小売 5%

183,352 和歌山県 和歌山市 大昇堂薬局 小売業 その他小売 5%

183,353 和歌山県 和歌山市 Ｄｉｎｎｉｎｇ　Ｃａｆｅ　Ｗｉｎｅ　ＧＲＩＭＰＥＵＲ サービス 飲食業 5%

183,354 和歌山県 和歌山市 わかやまＤｉｎｉｎｇ紀州蔵 サービス 飲食業 5%

183,355 和歌山県 和歌山市 ダイハツ河北センター本社 小売業 その他小売 5%

183,356 和歌山県 和歌山市 タイムステーションＮＥＯイオンモール和歌山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,357 和歌山県 和歌山市 大泰 サービス その他サービス 5%

183,358 和歌山県 和歌山市 ダイワエネルギー株式会社 小売業 その他小売 5%

183,359 和歌山県 和歌山市 ダイワペット和歌山店 小売業 その他小売 5%

183,360 和歌山県 和歌山市 宝梅 小売業 食料品 5%

183,361 和歌山県 和歌山市 タキガワメガネ 小売業 その他小売 5%

183,362 和歌山県 和歌山市 タキヒロデンキ店 小売業 電化製品 5%

183,363 和歌山県 和歌山市 ＴａｋｅｕｃｈｉＢｉｙｏｕｔｅｎ サービス 理容・美容業 5%

183,364 和歌山県 和歌山市 武田時計メガネ店 サービス その他サービス 5%

183,365 和歌山県 和歌山市 たっちゃんち サービス 飲食業 5%

183,366 和歌山県 和歌山市 田の上電業 小売業 電化製品 5%

183,367 和歌山県 和歌山市 だるまやデンキ　秋月店 小売業 電化製品 5%

183,368 和歌山県 和歌山市 Ｔａｎｔｅ　Ｇｒａｚｉｅ 小売業 衣料品 5%

183,369 和歌山県 和歌山市 千草屋 小売業 その他小売 5%

183,370 和歌山県 和歌山市 ちゃりんこルート２６ 小売業 その他小売 5%

183,371 和歌山県 和歌山市 中華バル 錦斗雲 サービス 飲食業 5%

183,372 和歌山県 和歌山市 中華バル　錦斗雲 サービス 飲食業 5%
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183,373 和歌山県 和歌山市 中国酒家　くうくう サービス 飲食業 5%

183,374 和歌山県 和歌山市 中心屋　あしやぎ サービス 飲食業 5%

183,375 和歌山県 和歌山市 中心屋　忠次郎 サービス 飲食業 5%

183,376 和歌山県 和歌山市 中和印刷紙器株式会社 小売業 その他小売 5%

183,377 和歌山県 和歌山市 治療院セルフケア サービス その他サービス 5%

183,378 和歌山県 和歌山市 ＴＳＵＫＩＪＩ　ＨＯＳＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

183,379 和歌山県 和歌山市 ＴＭファクトリー サービス その他サービス 5%

183,380 和歌山県 和歌山市 Ｄｉｏｎｅ和歌山けやき大通り店 サービス 理容・美容業 5%

183,381 和歌山県 和歌山市 出口酒食品店 小売業 食料品 5%

183,382 和歌山県 和歌山市 デジタルレスキュー隊 小売業 家具・調度品 5%

183,383 和歌山県 和歌山市 手作り梅パンの店ピノキオ 小売業 食料品 5%

183,384 和歌山県 和歌山市 手と手ヘルプマン サービス その他サービス 5%

183,385 和歌山県 和歌山市 デフィー和歌山店 小売業 その他小売 5%

183,386 和歌山県 和歌山市 手もみの達人 サービス その他サービス 5%

183,387 和歌山県 和歌山市 寺本電器商会 小売業 電化製品 5%

183,388 和歌山県 和歌山市 ソフトバンク海南 サービス その他サービス 5%

183,389 和歌山県 和歌山市 テレウェーブ和歌山店 小売業 電化製品 5%

183,390 和歌山県 和歌山市 デレディールピエス サービス 理容・美容業 5%

183,391 和歌山県 和歌山市 電子酒販店みなみで サービス 飲食業 5%

183,392 和歌山県 和歌山市 土井印刷 サービス その他サービス 5%

183,393 和歌山県 和歌山市 峠電器店 小売業 電化製品 5%

183,394 和歌山県 和歌山市 東洋建機（株） サービス その他サービス 5%

183,395 和歌山県 和歌山市 東洋建機（株）　和歌山インター店 サービス その他サービス 5%

183,396 和歌山県 和歌山市 道楽箱　和歌山塩屋店 小売業 その他小売 5%

183,397 和歌山県 和歌山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西和歌山店 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,398 和歌山県 和歌山市 時計・宝石のハヤシ 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,399 和歌山県 和歌山市 時計宝石メガネ植金 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,400 和歌山県 和歌山市 ドックンロール サービス その他サービス 5%

183,401 和歌山県 和歌山市 トップレンタカー サービス その他サービス 5%

183,402 和歌山県 和歌山市 トマト　オニオン塩屋店 サービス 飲食業 2%

183,403 和歌山県 和歌山市 富田電器商会 小売業 電化製品 5%

183,404 和歌山県 和歌山市 Ｔｈｏｍ　Ｍｃａｎ　ＯＫＡＨＥＩ和歌山店 小売業 衣料品 5%

183,405 和歌山県 和歌山市 トヨタカローラ和歌山シ－ズ秋葉山店 小売業 その他小売 5%

183,406 和歌山県 和歌山市 トヨタカローラ和歌山シ－ズ北島店 小売業 その他小売 5%

183,407 和歌山県 和歌山市 トヨタカローラ和歌山シーズ宮街道店 小売業 その他小売 5%

183,408 和歌山県 和歌山市 トヨタカローラ和歌山シ－ズ宮街道店サ－ビ 小売業 その他小売 5%

183,409 和歌山県 和歌山市 トヨタ部品大阪共販和歌山営業所 サービス その他サービス 5%

183,410 和歌山県 和歌山市 トヨタレンタリース和歌山　ＪＲ和歌山駅前 小売業 その他小売 2%

183,411 和歌山県 和歌山市 トヨタレンタリース和歌山　和歌山大学前駅 小売業 その他小売 2%

183,412 和歌山県 和歌山市 トヨタレンタリース和歌山紀三井寺店 小売業 その他小売 2%

183,413 和歌山県 和歌山市 トヨタレンタリース和歌山南海和歌山市駅前 小売業 その他小売 2%

183,414 和歌山県 和歌山市 ドリーム　えがわ店 小売業 食料品 5%
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183,415 和歌山県 和歌山市 トレディングカードｓｈｏｐマナソース　マナソース 小売業 その他小売 5%

183,416 和歌山県 和歌山市 トレンド書店　和歌山四ヶ郷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

183,417 和歌山県 和歌山市 ｄｒｏｐ　ｄｒｏｐ サービス 理容・美容業 5%

183,418 和歌山県 和歌山市 とんかつ　かつ喜　和歌山店 サービス 飲食業 5%

183,419 和歌山県 和歌山市 とんかつ弁当おおにし とんかつ弁当おおにし サービス 飲食業 5%

183,420 和歌山県 和歌山市 ナカザワ自動車 サービス その他サービス 5%

183,421 和歌山県 和歌山市 中筋電気商会 小売業 電化製品 5%

183,422 和歌山県 和歌山市 なかでんき 小売業 電化製品 5%

183,423 和歌山県 和歌山市 中野電器 小売業 電化製品 5%

183,424 和歌山県 和歌山市 長浜らーめん 国体道路店 サービス 飲食業 5%

183,425 和歌山県 和歌山市 長浜らーめん 紀ノ川店 サービス 飲食業 5%

183,426 和歌山県 和歌山市 長浜らーめん 和歌山本店 サービス 飲食業 5%

183,427 和歌山県 和歌山市 ナショナルショップ　ヒロタ 小売業 電化製品 5%

183,428 和歌山県 和歌山市 名高自動車 サービス その他サービス 5%

183,429 和歌山県 和歌山市 ナチュラルガーデン サービス その他サービス 5%

183,430 和歌山県 和歌山市 ナニワ商会　和歌山支店 小売業 その他小売 5%

183,431 和歌山県 和歌山市 ｎａｎｕｋａ サービス その他サービス 5%

183,432 和歌山県 和歌山市 Ｎａｐｌｕ サービス その他サービス 5%

183,433 和歌山県 和歌山市 鳴滝家電 小売業 電化製品 5%

183,434 和歌山県 和歌山市 ナルミ楽器店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

183,435 和歌山県 和歌山市 Ｎａｎ－Ｔｏｏ－Ｋａｎａｌｌ　あ サービス 飲食業 5%

183,436 和歌山県 和歌山市 南海部品和歌山店 小売業 その他小売 5%

183,437 和歌山県 和歌山市 ニコニコレンタカー和歌山納定店 サービス その他サービス 2%

183,438 和歌山県 和歌山市 西川電気商会 小売業 電化製品 5%

183,439 和歌山県 和歌山市 西出水産 小売業 食料品 5%

183,440 和歌山県 和歌山市 西電化商会 小売業 電化製品 5%

183,441 和歌山県 和歌山市 西中商店 小売業 家具・調度品 5%

183,442 和歌山県 和歌山市 西庄 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,443 和歌山県 和歌山市 西浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,444 和歌山県 和歌山市 ニシワキ電器　二里ケ浜店 小売業 電化製品 5%

183,445 和歌山県 和歌山市 日鉄店 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,446 和歌山県 和歌山市 日本商事株式会社　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,447 和歌山県 和歌山市 ｎｅｗｒａｎｄａｓ サービス 理容・美容業 5%

183,448 和歌山県 和歌山市 ニ与呂 サービス 飲食業 5%

183,449 和歌山県 和歌山市 ２６号バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,450 和歌山県 和歌山市 猫カフェ　キャッチー サービス 飲食業 5%

183,451 和歌山県 和歌山市 猫カフェ キャッチー 猫カフェ キャッチー サービス 飲食業 5%

183,452 和歌山県 和歌山市 ネッツトヨタ和歌山　ダイハツショップ紀三 小売業 その他小売 5%

183,453 和歌山県 和歌山市 ネッツトヨタ和歌山大浦店 小売業 その他小売 5%

183,454 和歌山県 和歌山市 ネッツトヨタ和歌山紀ノ川店 小売業 その他小売 5%

183,455 和歌山県 和歌山市 ネッツトヨタ和歌山国体道路店 小売業 その他小売 5%

183,456 和歌山県 和歌山市 ノア　ハウス サービス 飲食業 5%
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183,457 和歌山県 和歌山市 ｎｏｒｍ 小売業 家具・調度品 5%

183,458 和歌山県 和歌山市 パークパシフィーク　飲食 サービス その他サービス 5%

183,459 和歌山県 和歌山市 パークパシフィーク　チケットブース サービス その他サービス 5%

183,460 和歌山県 和歌山市 パークパシフィーク　物販 サービス その他サービス 5%

183,461 和歌山県 和歌山市 Ｐｅｒｓｏｎｒｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

183,462 和歌山県 和歌山市 パーティハウス　本部 小売業 衣料品 5%

183,463 和歌山県 和歌山市 Ｂｉｒｄｏｆｐａｓｓａｇｅ 小売業 衣料品 5%

183,464 和歌山県 和歌山市 ＢＡＲＢＥＲｈａｉｒ凱 サービス 理容・美容業 5%

183,465 和歌山県 和歌山市 バイキング左近　紀ノ川店 サービス 飲食業 5%

183,466 和歌山県 和歌山市 バイクショップＭ　ｓ 小売業 その他小売 5%

183,467 和歌山県 和歌山市 ばいく屋だっく　和歌山店 小売業 その他小売 5%

183,468 和歌山県 和歌山市 はざま屋 サービス 飲食業 5%

183,469 和歌山県 和歌山市 八幡前 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,470 和歌山県 和歌山市 初井電器店 小売業 電化製品 5%

183,471 和歌山県 和歌山市 Ｂａｃｋｓｔａｇｅ サービス 飲食業 5%

183,472 和歌山県 和歌山市 パティスリーアグレアーブル サービス 飲食業 5%

183,473 和歌山県 和歌山市 パティスリーケイトシィ サービス 飲食業 5%

183,474 和歌山県 和歌山市 パーティハウス　パームシティ和歌山店 小売業 衣料品 5%

183,475 和歌山県 和歌山市 パーティハウス　和歌山北バイパス店 小売業 衣料品 5%

183,476 和歌山県 和歌山市 花えみ動物病院 サービス その他サービス 5%

183,477 和歌山県 和歌山市 花○ サービス 飲食業 5%

183,478 和歌山県 和歌山市 花安 小売業 その他小売 5%

183,479 和歌山県 和歌山市 花安 小売業 その他小売 5%

183,480 和歌山県 和歌山市 花山温泉 サービス その他サービス 5%

183,481 和歌山県 和歌山市 ｈａｎａｌｉｍａｗｏｒｋｓ 小売業 衣料品 5%

183,482 和歌山県 和歌山市 ハマノスポーツ 小売業 その他小売 5%

183,483 和歌山県 和歌山市 はやし サービス 宿泊業 5%

183,484 和歌山県 和歌山市 パリゴー サービス 飲食業 5%

183,485 和歌山県 和歌山市 ハローナカスジ 小売業 電化製品 5%

183,486 和歌山県 和歌山市 パワーステーション伊太祁曽 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,487 和歌山県 和歌山市 ｂａｍｂｉｎａ．イタリア家庭料理 サービス 飲食業 5%

183,488 和歌山県 和歌山市 Ｐｉａｃｅｒｅ 小売業 衣料品 5%

183,489 和歌山県 和歌山市 ｐｉａｔｔｏ 小売業 食料品 5%

183,490 和歌山県 和歌山市 日出ずる酒寅一 小売業 食料品 5%

183,491 和歌山県 和歌山市 東和歌山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,492 和歌山県 和歌山市 ひごペットパームシティ和歌山店 小売業 その他小売 5%

183,493 和歌山県 和歌山市 ビジネスホテル　川しま サービス 宿泊業 5%

183,494 和歌山県 和歌山市 ヒダカヤ　黒田店 小売業 食料品 5%

183,495 和歌山県 和歌山市 ヒダカヤ　西脇店 小売業 食料品 5%

183,496 和歌山県 和歌山市 ヒダカヤ＆業務スーパー神前店 小売業 食料品 2%

183,497 和歌山県 和歌山市 ヒダカヤ　高松店 小売業 食料品 5%

183,498 和歌山県 和歌山市 ヒダカヤ本部 小売業 食料品 5%
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183,499 和歌山県 和歌山市 ピタットハウス　和歌山国体道路店 小売業 その他小売 5%

183,500 和歌山県 和歌山市 びっくりドンキーＰＣ和歌山店 サービス 飲食業 2%

183,501 和歌山県 和歌山市 ＢｅＨａｐｐｙ 小売業 衣料品 5%

183,502 和歌山県 和歌山市 美容室オンズゲート サービス 理容・美容業 5%

183,503 和歌山県 和歌山市 美容室 スクエア カットハウス スクエア サービス 理容・美容業 5%

183,504 和歌山県 和歌山市 美容室　ｄｒｏｐＥＸＴＲＥＭＥ　ｄｒｏｐｅｘｔｒｅｍｅ サービス 理容・美容業 5%

183,505 和歌山県 和歌山市 美容室　ワタナベ サービス 理容・美容業 5%

183,506 和歌山県 和歌山市 ガラッジ・面貸し美容室 サービス 理容・美容業 5%

183,507 和歌山県 和歌山市 平岡電器商会 小売業 電化製品 5%

183,508 和歌山県 和歌山市 Ｐｉｌａｔｅｓ専門ｓｔｕｄｉｏ Ｍａｋｅ Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎｓ サービス その他サービス 5%

183,509 和歌山県 和歌山市 平山電器 小売業 電化製品 5%

183,510 和歌山県 和歌山市 ｈｉｒｏｉ サービス 理容・美容業 5%

183,511 和歌山県 和歌山市 廣井時計店 小売業 その他小売 5%

183,512 和歌山県 和歌山市 廣井時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,513 和歌山県 和歌山市 ファイン 小売業 衣料品 5%

183,514 和歌山県 和歌山市 ファクトリーブティック　シマ　フォルテ店 小売業 衣料品 5%

183,515 和歌山県 和歌山市 ファミリーショップ クイノセ 小売業 その他小売 5%

183,516 和歌山県 和歌山市 ＦＵＮ＋Ｚｅｒｏ サービス 飲食業 5%

183,517 和歌山県 和歌山市 フィッツミー和歌山店 サービス その他サービス 5%

183,518 和歌山県 和歌山市 フォトスペース神前店 小売業 電化製品 5%

183,519 和歌山県 和歌山市 フォルテ 小売業 食料品 5%

183,520 和歌山県 和歌山市 フォルテワジマ 小売業 その他小売 5%

183,521 和歌山県 和歌山市 福田表具店 サービス その他サービス 5%

183,522 和歌山県 和歌山市 ふくろうの湯 サービス その他サービス 5%

183,523 和歌山県 和歌山市 ふじむら 小売業 その他小売 5%

183,524 和歌山県 和歌山市 フットケアサロン　マツヤ 小売業 衣料品 5%

183,525 和歌山県 和歌山市 プティ サービス その他サービス 5%

183,526 和歌山県 和歌山市 ブティックシマ 小売業 衣料品 5%

183,527 和歌山県 和歌山市 ふとん工房　かわむら 小売業 その他小売 5%

183,528 和歌山県 和歌山市 舟津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,529 和歌山県 和歌山市 舟津町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,530 和歌山県 和歌山市 ＰｒｉｖａｔｅｅｓｔｈｅｔｉｑｕｅｓａｌｏｎＡＹＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

183,531 和歌山県 和歌山市 ネイルサロン　アトリエ サービス その他サービス 5%

183,532 和歌山県 和歌山市 ぶらくりきっちん サービス 飲食業 5%

183,533 和歌山県 和歌山市 ぶらくりきっちん　かどっこ サービス 飲食業 5%

183,534 和歌山県 和歌山市 プラザコンタクト和歌山店 小売業 その他小売 5%

183,535 和歌山県 和歌山市 ＦｌｕｆｆｙＢｒｉｔｚ サービス その他サービス 5%

183,536 和歌山県 和歌山市 プラローグ　ホビーショップ　プラローグ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

183,537 和歌山県 和歌山市 フラワーアート ポカラ 小売業 その他小売 5%

183,538 和歌山県 和歌山市 フラワーブティック花安　東急プラザ店 小売業 その他小売 5%

183,539 和歌山県 和歌山市 ブランヴェール　和歌山店 小売業 衣料品 5%

183,540 和歌山県 和歌山市 フランス屋　神前店 サービス その他サービス 5%
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183,541 和歌山県 和歌山市 フランス屋　松源西浜店 サービス その他サービス 5%

183,542 和歌山県 和歌山市 フランスヤ松源和歌山インター店 サービス その他サービス 5%

183,543 和歌山県 和歌山市 ブランドピース 小売業 その他小売 5%

183,544 和歌山県 和歌山市 フリックネットワークス サービス その他サービス 5%

183,545 和歌山県 和歌山市 ｐｒｉｍｐ サービス 理容・美容業 5%

183,546 和歌山県 和歌山市 ふるさと駅 日赤前店 小売業 食料品 5%

183,547 和歌山県 和歌山市 フレンチレストラン　パリゴー サービス 飲食業 5%

183,548 和歌山県 和歌山市 ＦＬＯＷＭＩＮＥ サービス その他サービス 5%

183,549 和歌山県 和歌山市 プロシステム 小売業 その他小売 5%

183,550 和歌山県 和歌山市 ｈａｉｒ　ｓｈｉｐｓ サービス その他サービス 5%

183,551 和歌山県 和歌山市 ｈａｉｒ　ａｔｅｌｉｅｒ　ＣＯＣＯ サービス 理容・美容業 5%

183,552 和歌山県 和歌山市 ｈａｉｒ ａ ｔ ｈａｉｒ ａ ｔ サービス 理容・美容業 5%

183,553 和歌山県 和歌山市 ＨＡＩＲＳ　ＳＣＥＮＥ サービス 理容・美容業 5%

183,554 和歌山県 和歌山市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｅｌｅｔｔａ サービス 理容・美容業 5%

183,555 和歌山県 和歌山市 ｈａｉｒ　ｂｏｎｉｔａ　ヘア　ボニータ サービス 理容・美容業 5%

183,556 和歌山県 和歌山市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｍｉｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

183,557 和歌山県 和歌山市 ｈａｉｒ　ＲｕＳＨ サービス 理容・美容業 5%

183,558 和歌山県 和歌山市 ｈａｉｒ　ｌａｂ　ｌａｒｇｏ サービス 理容・美容業 5%

183,559 和歌山県 和歌山市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬｏＮ　ＴＨＥ　ＮＡＫＥＤ サービス 理容・美容業 5%

183,560 和歌山県 和歌山市 ｈａｉｒ’ｓ　Ｌｕｓｔｙ サービス 理容・美容業 5%

183,561 和歌山県 和歌山市 ＨａｉｒＤｅｓｉｇｎｓｑｕａｄ サービス 理容・美容業 5%

183,562 和歌山県 和歌山市 ＨＡＩＲＤＲＥＳＳＥＲＳＶＡＮＤＡＬＩＳＭ サービス 理容・美容業 5%

183,563 和歌山県 和歌山市 ｈａｉｒｍａｋｅＬＯＯＰ サービス 理容・美容業 5%

183,564 和歌山県 和歌山市 ペーパームーン 小売業 衣料品 5%

183,565 和歌山県 和歌山市 ＢＥＲＢＥＲ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

183,566 和歌山県 和歌山市 弁当家　花笑味 小売業 食料品 5%

183,567 和歌山県 和歌山市 ぼくらの食卓 サービス 飲食業 5%

183,568 和歌山県 和歌山市 ホビーショップサンドウ 小売業 その他小売 5%

183,569 和歌山県 和歌山市 ＨＯＭＥ 小売業 衣料品 5%

183,570 和歌山県 和歌山市 堀内電器店 小売業 電化製品 5%

183,571 和歌山県 和歌山市 堀止 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,572 和歌山県 和歌山市 ＷｈｉｔｅｎｉｎｇｓａｌｏｎＢｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

183,573 和歌山県 和歌山市 ＷｈｉｔｅｎｉｎｇｓａｌｏｎＭＯＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

183,574 和歌山県 和歌山市 本家　貴志タンス 小売業 家具・調度品 5%

183,575 和歌山県 和歌山市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,576 和歌山県 和歌山市 ＭＡＲＧＩＮＡＬ 小売業 家具・調度品 5%

183,577 和歌山県 和歌山市 マインドアース サービス その他サービス 5%

183,578 和歌山県 和歌山市 マギー 小売業 衣料品 5%

183,579 和歌山県 和歌山市 マクドナルドイオンモール和歌山店 サービス 飲食業 2%

183,580 和歌山県 和歌山市 マクドナルド大浦街道店 サービス 飲食業 2%

183,581 和歌山県 和歌山市 マクドナルド紀三井寺店 サービス 飲食業 2%

183,582 和歌山県 和歌山市 マクドナルド次郎丸店 サービス 飲食業 2%
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183,583 和歌山県 和歌山市 マクドナルド２４号川辺店 サービス 飲食業 2%

183,584 和歌山県 和歌山市 マクドナルド２４号四箇郷店 サービス 飲食業 2%

183,585 和歌山県 和歌山市 マクドナルド２６号島橋店 サービス 飲食業 2%

183,586 和歌山県 和歌山市 マクドナルド和歌山イズミヤ店 サービス 飲食業 2%

183,587 和歌山県 和歌山市 マクドナルド和歌山宮街道店 サービス 飲食業 2%

183,588 和歌山県 和歌山市 マコトドラッグ 小売業 その他小売 5%

183,589 和歌山県 和歌山市 真砂町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,590 和歌山県 和歌山市 マダム大河内 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,591 和歌山県 和歌山市 マダム大河内 小売業 その他小売 5%

183,592 和歌山県 和歌山市 松井カーサービス サービス その他サービス 5%

183,593 和歌山県 和歌山市 ＭＡＸゴルフショップ 小売業 その他小売 5%

183,594 和歌山県 和歌山市 ＭＡＸゴルフショップ　紀州店 小売業 その他小売 5%

183,595 和歌山県 和歌山市 マツゲン　内原店 小売業 食料品 5%

183,596 和歌山県 和歌山市 マツゲン　木ノ本店 小売業 食料品 5%

183,597 和歌山県 和歌山市 マツゲン　吉礼駅前店 小売業 食料品 5%

183,598 和歌山県 和歌山市 マツゲン　栄谷店 小売業 食料品 5%

183,599 和歌山県 和歌山市 マツゲン　西庄店 小売業 食料品 5%

183,600 和歌山県 和歌山市 マツゲン　西浜店 小売業 食料品 5%

183,601 和歌山県 和歌山市 マツゲン　本店 小売業 食料品 5%

183,602 和歌山県 和歌山市 マツゲン　元寺店 小売業 食料品 5%

183,603 和歌山県 和歌山市 マツゲン　和歌山インター店 小売業 食料品 5%

183,604 和歌山県 和歌山市 松田電器商会 小売業 電化製品 5%

183,605 和歌山県 和歌山市 松野電機 小売業 電化製品 5%

183,606 和歌山県 和歌山市 まつや 小売業 衣料品 5%

183,607 和歌山県 和歌山市 まつや サービス 飲食業 5%

183,608 和歌山県 和歌山市 マツヤ　イズミヤ店 小売業 衣料品 5%

183,609 和歌山県 和歌山市 まつや　フロイデ店 小売業 衣料品 5%

183,610 和歌山県 和歌山市 まつや　丸正店 小売業 衣料品 5%

183,611 和歌山県 和歌山市 ｍａｈａｌｏ 小売業 その他小売 5%

183,612 和歌山県 和歌山市 真昼猫 小売業 衣料品 5%

183,613 和歌山県 和歌山市 株式会社豆徳 サービス 運輸業 5%

183,614 和歌山県 和歌山市 ｍａｒｉｍｏ．ｍｏｅ サービス その他サービス 5%

183,615 和歌山県 和歌山市 ＭＡＲＵＲＵ　ｂｙ　ＳＯＮＯＹＡ 小売業 衣料品 5%

183,616 和歌山県 和歌山市 萬波 サービス 宿泊業 5%

183,617 和歌山県 和歌山市 ミーカ・マーレ 小売業 その他小売 5%

183,618 和歌山県 和歌山市 Ｍｅａｔ　Ｄｉｎｉｎｇきた川牛侍 サービス 飲食業 5%

183,619 和歌山県 和歌山市 みき楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

183,620 和歌山県 和歌山市 ミキスポーツ 小売業 その他小売 5%

183,621 和歌山県 和歌山市 南方電気店 小売業 電化製品 5%

183,622 和歌山県 和歌山市 ミニョン アイラッシュデザインサロン 和歌山店 サービス 理容・美容業 5%

183,623 和歌山県 和歌山市 ミニョンアイラッシュ和歌山 サービス 理容・美容業 5%

183,624 和歌山県 和歌山市 ミヤタ 小売業 電化製品 5%
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183,625 和歌山県 和歌山市 宮脇書店　ロイネット和歌山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

183,626 和歌山県 和歌山市 ｍｏｖｉｎｈｉｇｈスタジオ サービス その他サービス 5%

183,627 和歌山県 和歌山市 むか新　和歌山北店 小売業 食料品 5%

183,628 和歌山県 和歌山市 ｍｕｋｕ　ｍｕｋｕ サービス 理容・美容業 5%

183,629 和歌山県 和歌山市 ｍｕｓｉｃａｆｉｃｔａ サービス 理容・美容業 5%

183,630 和歌山県 和歌山市 明電社 小売業 電化製品 5%

183,631 和歌山県 和歌山市 明和電器 小売業 電化製品 5%

183,632 和歌山県 和歌山市 ｍａｉｎ　ｓｔｒｅａｍ 小売業 衣料品 5%

183,633 和歌山県 和歌山市 メガネストアー大浦街道 小売業 その他小売 5%

183,634 和歌山県 和歌山市 メガネストアー大浦街道店 小売業 その他小売 5%

183,635 和歌山県 和歌山市 メガネの田中　パームシティ和歌山店 小売業 その他小売 5%

183,636 和歌山県 和歌山市 メガネの田中　和歌山国体道路店 小売業 その他小売 5%

183,637 和歌山県 和歌山市 めで鯛食堂　加太貝センター サービス 飲食業 5%

183,638 和歌山県 和歌山市 メープル動物病院 サービス その他サービス 5%

183,639 和歌山県 和歌山市 ＭＥＬＴＩＮＧＰＯＴ　ＳＯＥＵＲＳ　和歌山ミオ店 小売業 食料品 5%

183,640 和歌山県 和歌山市 屋形町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,641 和歌山県 和歌山市 ＹＡＫＩＴＯＲＩ　鳥ふじ サービス 飲食業 5%

183,642 和歌山県 和歌山市 焼肉　たなか サービス 飲食業 5%

183,643 和歌山県 和歌山市 焼き肉　和み サービス 飲食業 5%

183,644 和歌山県 和歌山市 焼肉　啓 サービス 飲食業 5%

183,645 和歌山県 和歌山市 焼肉　ザ　ゴッド　タン サービス 飲食業 5%

183,646 和歌山県 和歌山市 焼肉でん　西浜店 サービス 飲食業 5%

183,647 和歌山県 和歌山市 焼肉啓 サービス 飲食業 5%

183,648 和歌山県 和歌山市 焼肉ホルモン２９ サービス 飲食業 5%

183,649 和歌山県 和歌山市 野球酒場絆 サービス 飲食業 5%

183,650 和歌山県 和歌山市 野菜家さい サービス 飲食業 5%

183,651 和歌山県 和歌山市 山一モータース　有 サービス その他サービス 5%

183,652 和歌山県 和歌山市 ヤングスポーツメイト 小売業 その他小売 5%

183,653 和歌山県 和歌山市 有限会社　西岡石材 小売業 その他小売 5%

183,654 和歌山県 和歌山市 有　カンコー電化センター 小売業 電化製品 5%

183,655 和歌山県 和歌山市 有限会社昌英自動車整備 サービス その他サービス 5%

183,656 和歌山県 和歌山市 有限会社辰己屋 サービス 飲食業 5%

183,657 和歌山県 和歌山市 有限会社手平薬局　テビラ薬局イズミヤ店 小売業 その他小売 5%

183,658 和歌山県 和歌山市 有限会社ミヤコヤ 小売業 衣料品 5%

183,659 和歌山県 和歌山市 有限会社宮本印判店 小売業 その他小売 5%

183,660 和歌山県 和歌山市 遊輪館 小売業 その他小売 5%

183,661 和歌山県 和歌山市 友和治療院　友和治療院 サービス その他サービス 5%

183,662 和歌山県 和歌山市 ユニクロ　紀伊川辺店 小売業 衣料品 5%

183,663 和歌山県 和歌山市 ユニクロ　紀の川店 小売業 衣料品 5%

183,664 和歌山県 和歌山市 ユニクロ　国体道路店 小売業 衣料品 5%

183,665 和歌山県 和歌山市 ユミネ電器店 小売業 電化製品 5%

183,666 和歌山県 和歌山市 夢屋美容室 サービス その他サービス 5%
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183,667 和歌山県 和歌山市 万町はこ サービス 飲食業 5%

183,668 和歌山県 和歌山市 ｒｉｃｅ　ｇａｒｄｅｎ 小売業 食料品 5%

183,669 和歌山県 和歌山市 Ｌａｇｏｏｎ サービス 理容・美容業 5%

183,670 和歌山県 和歌山市 らくだ サービス その他サービス 5%

183,671 和歌山県 和歌山市 Ｒａｋｕｍｏ／ＳｕｐｅｒＳｃａｌｐ サービス 理容・美容業 5%

183,672 和歌山県 和歌山市 Ｌａ Ｄｏｎｎａ サービス 飲食業 5%

183,673 和歌山県 和歌山市 ＬａｖａｎｄｅＨｏｎｅｙ サービス 理容・美容業 5%

183,674 和歌山県 和歌山市 ラフィネ　和歌山ミオ店 サービス その他サービス 5%

183,675 和歌山県 和歌山市 ラ・ミア・カーサ 小売業 家具・調度品 5%

183,676 和歌山県 和歌山市 ｌａｍａｉｓｏｎｃｌｏｃｈｅｔｔｅ サービス 飲食業 5%

183,677 和歌山県 和歌山市 リヴ ゴーシュ サービス 理容・美容業 5%

183,678 和歌山県 和歌山市 リーガルシューズ　和歌山店 小売業 衣料品 5%

183,679 和歌山県 和歌山市 Ｒｉｔａｍａｓｏｅｕｒ 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,680 和歌山県 和歌山市 リビングハウス　和歌山店 小売業 家具・調度品 5%

183,681 和歌山県 和歌山市 リペアネット サービス その他サービス 5%

183,682 和歌山県 和歌山市 リペアネット リペアネット サービス その他サービス 5%

183,683 和歌山県 和歌山市 ＲＵＪＹ’Ｓ サービス 理容・美容業 5%

183,684 和歌山県 和歌山市 Ｒｅｐｏｓ サービス 理容・美容業 5%

183,685 和歌山県 和歌山市 Ｒｅｐｏｓ ＰＲＯＤＵＣＥＤ ＢＹ ＡＬＬＵＲＥ サービス その他サービス 5%

183,686 和歌山県 和歌山市 ルミエール華月殿 サービス その他サービス 5%

183,687 和歌山県 和歌山市 レオ動物病院 サービス その他サービス 5%

183,688 和歌山県 和歌山市 レストラン　ゴーゴー　キッチン サービス 飲食業 5%

183,689 和歌山県 和歌山市 レゼル サービス その他サービス 5%

183,690 和歌山県 和歌山市 ロイヤルクイーン　和歌山教室 小売業 家具・調度品 5%

183,691 和歌山県 和歌山市 ロイヤルパインズホテルウエディングサロン サービス その他サービス 5%

183,692 和歌山県 和歌山市 ロジェ サービス 飲食業 5%

183,693 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌浦津屋店 小売業 食料品 2%

183,694 和歌山県 和歌山市 和歌浦病院売店 小売業 その他小売 5%

183,695 和歌山県 和歌山市 Ｗａｋａｎｏｕｒａ　Ｎａｔｕｒｅ　Ｒｅｓｏｒｔ　エピカリス サービス 宿泊業 5%

183,696 和歌山県 和歌山市 和歌山 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,697 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山榎原店 小売業 食料品 2%

183,698 和歌山県 和歌山市 ワカヤマオーキッド サービス その他サービス 5%

183,699 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山太田店 小売業 食料品 2%

183,700 和歌山県 和歌山市 和歌山加太温泉　シーサイドホテル加太海月 サービス 宿泊業 5%

183,701 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山川永団地店 小売業 食料品 2%

183,702 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山梶取店 小売業 食料品 2%

183,703 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山北新５丁目店 小売業 食料品 2%

183,704 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山狐島店 小売業 食料品 2%

183,705 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山木ノ本店 小売業 食料品 2%

183,706 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山京橋店 小売業 食料品 2%

183,707 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山楠見中店 小売業 食料品 2%

183,708 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山久保丁２丁目店 小売業 食料品 2%

4376



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

183,709 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山黒田店 小売業 食料品 2%

183,710 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山小雑賀１丁目店 小売業 食料品 2%

183,711 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山栄谷店 小売業 食料品 2%

183,712 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山塩屋店 小売業 食料品 2%

183,713 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山四ヶ郷店 小売業 食料品 2%

183,714 和歌山県 和歌山市 和歌山自動車株式会社　北営業所 小売業 その他小売 5%

183,715 和歌山県 和歌山市 和歌山自動車株式会社　デンソー サービス その他サービス 5%

183,716 和歌山県 和歌山市 和歌山自動車株式会社　本社営業所 小売業 その他小売 5%

183,717 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山下三毛店 小売業 食料品 2%

183,718 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山砂山南４丁目店 小売業 食料品 2%

183,719 和歌山県 和歌山市 わかやまＤｉｎｉｎｎｇ紀州藏 サービス 飲食業 5%

183,720 和歌山県 和歌山市 和歌山ダイハツ販売大浦店 小売業 その他小売 5%

183,721 和歌山県 和歌山市 和歌山ダイハツ販売本社 小売業 その他小売 5%

183,722 和歌山県 和歌山市 和歌山ダイハツ販売松島店 小売業 その他小売 5%

183,723 和歌山県 和歌山市 和歌山ダイハツ販売Ｕ－ＣＡＲラウンジ大 小売業 その他小売 5%

183,724 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山田尻南店 小売業 食料品 2%

183,725 和歌山県 和歌山市 やきどころ大門 小売業 その他小売 5%

183,726 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山津秦店 小売業 食料品 2%

183,727 和歌山県 和歌山市 ワカヤマテニススクール サービス その他サービス 5%

183,728 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山友田町４丁目店 小売業 食料品 2%

183,729 和歌山県 和歌山市 和歌山トヨタ自動車梶取店 小売業 その他小売 5%

183,730 和歌山県 和歌山市 和歌山トヨタ自動車小雑賀店 小売業 その他小売 5%

183,731 和歌山県 和歌山市 和歌山トヨタ自動車美園店 小売業 その他小売 5%

183,732 和歌山県 和歌山市 和歌山トヨタ自動車Ｕ－Ｃａｒプラザ和歌 小売業 その他小売 5%

183,733 和歌山県 和歌山市 和歌山トヨタ自動車Ｕ－Ｃａｒランド手平 小売業 その他小売 5%

183,734 和歌山県 和歌山市 和歌山トヨタ自動車レクサス紀三井寺 小売業 その他小売 5%

183,735 和歌山県 和歌山市 和歌山トヨペット北インター店 小売業 その他小売 5%

183,736 和歌山県 和歌山市 和歌山トヨペット国体道路店 小売業 その他小売 5%

183,737 和歌山県 和歌山市 和歌山トヨペット特販グループ 小売業 その他小売 5%

183,738 和歌山県 和歌山市 和歌山トヨペット延時店 小売業 その他小売 5%

183,739 和歌山県 和歌山市 和歌山トヨペットレクサス和歌山インター 小売業 その他小売 5%

183,740 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山永山店 小売業 食料品 2%

183,741 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山西庄店 小売業 食料品 2%

183,742 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山バイパス店 小売業 食料品 2%

183,743 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山パームシティ前店 小売業 食料品 2%

183,744 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山平岡店 小売業 食料品 2%

183,745 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山吹上店 小売業 食料品 2%

183,746 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山冬野店 小売業 食料品 2%

183,747 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山松江北店 小売業 食料品 2%

183,748 和歌山県 和歌山市 和歌山マリーナシティ サービス その他サービス 5%

183,749 和歌山県 和歌山市 和歌山マリーナシティヨット倶楽部 サービス その他サービス 5%

183,750 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山マリーナ入口店 小売業 食料品 2%
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183,751 和歌山県 和歌山市 和歌山マリーナシティホテル サービス 宿泊業 5%

183,752 和歌山県 和歌山市 和歌山ミオ　梅のこさき 小売業 その他小売 5%

183,753 和歌山県 和歌山市 和歌山ミオ　karendo 小売業 その他小売 5%

183,754 和歌山県 和歌山市 和歌山ミオ　くまざわ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

183,755 和歌山県 和歌山市 和歌山ミオ　黒潮市場 小売業 食料品 5%

183,756 和歌山県 和歌山市 和歌山ミオ　信濃屋 サービス 飲食業 5%

183,757 和歌山県 和歌山市 和歌山ミオ　たんとと和くら サービス 飲食業 5%

183,758 和歌山県 和歌山市 和歌山ミオ　ストロベリーフィールズ 小売業 衣料品 5%

183,759 和歌山県 和歌山市 和歌山ミオ　帽子屋Kizuna 小売業 衣料品 5%

183,760 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山美園町４丁目店 小売業 食料品 2%

183,761 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山湊御殿店 小売業 食料品 2%

183,762 和歌山県 和歌山市 和歌山南出島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,763 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山向芝店 小売業 食料品 2%

183,764 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山山吹丁店 小売業 食料品 2%

183,765 和歌山県 和歌山市 セブン－イレブン和歌山和佐関戸店 小売業 食料品 2%

183,766 和歌山県 和歌山市 わきさか　呉服　わきさか 小売業 その他小売 5%

183,767 和歌山県 和歌山市 配置薬のわきもと薬品 小売業 その他小売 5%

183,768 和歌山県 和歌山市 配置薬のわきもと薬品　脇本伸二 小売業 その他小売 5%

183,769 和歌山県 和歌山市 配置薬のわきもと薬品 小売業 その他小売 5%

183,770 和歌山県 和歌山市 和心　石橋 サービス 飲食業 5%

183,771 和歌山県 和歌山市 Ｗａｊｉｍａ十番丁 サービス その他サービス 5%

183,772 和歌山県 和歌山市 和色創菜＆ＧＲＩＬＬＢＡＲＨｉ－Ｆｉｖｅ サービス 飲食業 5%

183,773 和歌山県 和歌山市 和だ田 サービス 飲食業 5%

183,774 鳥取県 岩美町 岩井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,775 鳥取県 岩美町 株式会社オートルビーズ 小売業 その他小売 5%

183,776 鳥取県 岩美町 かまや旅館 サービス 宿泊業 5%

183,777 鳥取県 岩美町 クラフト館岩井窯 サービス その他サービス 5%

183,778 鳥取県 岩美町 ゴダイドラッグ岩美店 小売業 その他小売 5%

183,779 鳥取県 岩美町 サンマート　岩美店 小売業 食料品 5%

183,780 鳥取県 岩美町 旬魚　たつみ サービス 飲食業 5%

183,781 鳥取県 岩美町 ステージ浦富 サービス 宿泊業 5%

183,782 鳥取県 岩美町 有 東栄自動車 サービス その他サービス 5%

183,783 鳥取県 岩美町 肉のたむら 小売業 食料品 5%

183,784 鳥取県 岩美町 ファッションショップよしだ 小売業 衣料品 5%

183,785 鳥取県 岩美町 有限会社東和モータース 小売業 その他小売 5%

183,786 鳥取県 岩美町 れすとはうすロマン サービス 飲食業 5%

183,787 鳥取県 倉吉市 赤瓦一号館 小売業 家具・調度品 5%

183,788 鳥取県 倉吉市 赤瓦八号館 小売業 その他小売 5%

183,789 鳥取県 倉吉市 赤瓦八号館お菓子の館寅蔵 小売業 その他小売 5%

183,790 鳥取県 倉吉市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｂｒｅｅｚｅ鳥取倉吉 サービス 理容・美容業 5%

183,791 鳥取県 倉吉市 あげい　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,792 鳥取県 倉吉市 あじくら本舗 サービス 飲食業 5%
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183,793 鳥取県 倉吉市 味処　進 サービス 飲食業 5%

183,794 鳥取県 倉吉市 一蔵 一蔵 サービス 飲食業 5%

183,795 鳥取県 倉吉市 出光わくわくステーション上灘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,796 鳥取県 倉吉市 伊藤自動車有限会社 小売業 その他小売 5%

183,797 鳥取県 倉吉市 いなしま酒店 小売業 食料品 5%

183,798 鳥取県 倉吉市 今井書店倉吉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

183,799 鳥取県 倉吉市 今井書店パープルタウン店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

183,800 鳥取県 倉吉市 岩間眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,801 鳥取県 倉吉市 ｖｍｖ　倉吉店 小売業 衣料品 5%

183,802 鳥取県 倉吉市 ヴィス　ベリー サービス 理容・美容業 5%

183,803 鳥取県 倉吉市 ヴィーマヴィー　倉吉店 サービス その他サービス 5%

183,804 鳥取県 倉吉市 ウォーキング・ギア・２００１ 小売業 衣料品 5%

183,805 鳥取県 倉吉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ打吹公園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,806 鳥取県 倉吉市 Ａコープせきがね 小売業 その他小売 5%

183,807 鳥取県 倉吉市 笑顔でこたえるパソコン教室 サービス その他サービス 5%

183,808 鳥取県 倉吉市 ＳＢＳ　金沢文庫 小売業 その他小売 5%

183,809 鳥取県 倉吉市 エスマートめいりん店 小売業 食料品 5%

183,810 鳥取県 倉吉市 Ｎ’ｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ 小売業 その他小売 5%

183,811 鳥取県 倉吉市 エム　エム　パープル店 小売業 衣料品 5%

183,812 鳥取県 倉吉市 エム・エム サービス その他サービス 5%

183,813 鳥取県 倉吉市 ＥｌＡｇｕａＡｚｕｌ サービス 飲食業 5%

183,814 鳥取県 倉吉市 オートサロン倉吉河北 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,815 鳥取県 倉吉市 オートステージニシオ 小売業 その他小売 5%

183,816 鳥取県 倉吉市 おしゃれはうす姫 サービス 理容・美容業 5%

183,817 鳥取県 倉吉市 お宝市番館　倉吉店 小売業 その他小売 5%

183,818 鳥取県 倉吉市 オリックスレンタカー倉吉駅前店 サービス その他サービス 2%

183,819 鳥取県 倉吉市 温野菜倉吉店 サービス 飲食業 2%

183,820 鳥取県 倉吉市 カイロプラクティック桜 サービス その他サービス 5%

183,821 鳥取県 倉吉市 貸衣装いしい サービス その他サービス 5%

183,822 鳥取県 倉吉市 株式会社石谷精華堂 小売業 食料品 5%

183,823 鳥取県 倉吉市 株式会社サンクス 小売業 その他小売 5%

183,824 鳥取県 倉吉市 株式会社産陽モータース 小売業 その他小売 5%

183,825 鳥取県 倉吉市 株式会社産陽モータース　カーパルコ店 小売業 その他小売 5%

183,826 鳥取県 倉吉市 株式会社Ｇ－ＮＥＸＴ 小売業 その他小売 5%

183,827 鳥取県 倉吉市 株式会社ＳＰＩＮＤＬＥ 小売業 その他小売 5%

183,828 鳥取県 倉吉市 株式会社トータス 小売業 その他小売 5%

183,829 鳥取県 倉吉市 株式会社中井脩　倉吉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,830 鳥取県 倉吉市 株式会社プラスコーポレーション 小売業 その他小売 5%

183,831 鳥取県 倉吉市 株式会社明和オート 小売業 その他小売 5%

183,832 鳥取県 倉吉市 株式会社ユーネット 小売業 その他小売 5%

183,833 鳥取県 倉吉市 株　ハルキ　西倉吉ＣＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,834 鳥取県 倉吉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ河北小学校前　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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183,835 鳥取県 倉吉市 かんだや、 小売業 その他小売 5%

183,836 鳥取県 倉吉市 ギャラリーＭ 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,837 鳥取県 倉吉市 キラリプラス サービス その他サービス 5%

183,838 鳥取県 倉吉市 クオータ 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,839 鳥取県 倉吉市 クラシック　マム サービス 理容・美容業 5%

183,840 鳥取県 倉吉市 セブン－イレブン倉吉上灘小学校前店 小売業 食料品 2%

183,841 鳥取県 倉吉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ倉吉駅前　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,842 鳥取県 倉吉市 くらよし駅ヨコプラザ 小売業 家具・調度品 5%

183,843 鳥取県 倉吉市 くらよし駅ヨコプラザ 小売業 その他小売 5%

183,844 鳥取県 倉吉市 倉吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,845 鳥取県 倉吉市 倉吉観光物産館 小売業 その他小売 5%

183,846 鳥取県 倉吉市 倉吉酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

183,847 鳥取県 倉吉市 倉吉シティホテル サービス 宿泊業 5%

183,848 鳥取県 倉吉市 倉吉動物医療センター山根動物病院 サービス その他サービス 5%

183,849 鳥取県 倉吉市 くらよし花幸 小売業 その他小売 5%

183,850 鳥取県 倉吉市 倉吉ホンダ販売有限会社 小売業 その他小売 5%

183,851 鳥取県 倉吉市 グリーンスコーレせきがね サービス その他サービス 5%

183,852 鳥取県 倉吉市 グリーンパークストピック　倉吉 小売業 衣料品 5%

183,853 鳥取県 倉吉市 クリーズマリー サービス 宿泊業 5%

183,854 鳥取県 倉吉市 グリル ピッツァ カッティーナ カッティーナ サービス 飲食業 5%

183,855 鳥取県 倉吉市 ＧｒｅｅｎＰａｒｋｓｔｏｐｉｃ倉吉 サービス その他サービス 5%

183,856 鳥取県 倉吉市 黒十兵衛 サービス 飲食業 5%

183,857 鳥取県 倉吉市 健康堂　パープル店 サービス その他サービス 5%

183,858 鳥取県 倉吉市 合同会社カーワーク 小売業 その他小売 5%

183,859 鳥取県 倉吉市 合同会社Ｊｅｒｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

183,860 鳥取県 倉吉市 小鴨 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,861 鳥取県 倉吉市 ＣＯＣＯ壱番屋倉吉福庭店 サービス 飲食業 2%

183,862 鳥取県 倉吉市 ＣＯＣＯＲＯ　ＳＴＯＲＥ 小売業 家具・調度品 5%

183,863 鳥取県 倉吉市 Ｃｏｓ’Ｍｉｋｉ（コスメショップみき） サービス その他サービス 5%

183,864 鳥取県 倉吉市 ｓａｏｎ 小売業 その他小売 5%

183,865 鳥取県 倉吉市 さわずみ動物病院 サービス その他サービス 5%

183,866 鳥取県 倉吉市 サンフラワー 小売業 その他小売 5%

183,867 鳥取県 倉吉市 サンフラワー 小売業 その他小売 5%

183,868 鳥取県 倉吉市 Ｇ－ＹＯＵステーション　倉吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,869 鳥取県 倉吉市 シューズショップコマツ 小売業 衣料品 5%

183,870 鳥取県 倉吉市 Ｊｅｗｅｌ 小売業 衣料品 5%

183,871 鳥取県 倉吉市 シューズショップコマツ　パープル サービス その他サービス 5%

183,872 鳥取県 倉吉市 松風荘旅館 サービス 宿泊業 5%

183,873 鳥取県 倉吉市 新あじそうパープル店 小売業 食料品 5%

183,874 鳥取県 倉吉市 真木自動車　小鴨給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,875 鳥取県 倉吉市 真木自動車　河北給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,876 鳥取県 倉吉市 真木自動車　和田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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183,877 鳥取県 倉吉市 真木自動車リース　昭和町店 小売業 その他小売 5%

183,878 鳥取県 倉吉市 すいみんはうす　きたや 小売業 家具・調度品 5%

183,879 鳥取県 倉吉市 すいみんはうすＫｉｔａｙａ 小売業 家具・調度品 5%

183,880 鳥取県 倉吉市 スーパーホームセンターいない　倉吉中央店 小売業 家具・調度品 5%

183,881 鳥取県 倉吉市 ストーンズクラブ 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,882 鳥取県 倉吉市 ストーンズクラブ倉吉パープルタウン サービス その他サービス 5%

183,883 鳥取県 倉吉市 スナック　Ｄａｎｄｙ サービス 飲食業 5%

183,884 鳥取県 倉吉市 炭焼ちゃあしゅう大香房? サービス 飲食業 5%

183,885 鳥取県 倉吉市 関金ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,886 鳥取県 倉吉市 Ｔｉｇｅｒ　Ｌｉｌｙ 小売業 衣料品 5%

183,887 鳥取県 倉吉市 ＣＨＩＴＯＳＥ サービス 飲食業 5%

183,888 鳥取県 倉吉市 チャイルドショップ　Ｋｉｄ’ｓ・ラボ 小売業 衣料品 5%

183,889 鳥取県 倉吉市 チャイルドショップ　Ｋｉｄ’ｓ・ラボ 小売業 衣料品 5%

183,890 鳥取県 倉吉市 チャイルドショップ　キッズ　ラボ 小売業 衣料品 5%

183,891 鳥取県 倉吉市 鶴乃觜本店 小売業 食料品 5%

183,892 鳥取県 倉吉市 ＴＩＲＯＩＲＨａｉｒｃａｒｅ＆ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

183,893 鳥取県 倉吉市 ｔｉｒｏｉｒ サービス 理容・美容業 5%

183,894 鳥取県 倉吉市 天ぷら海鮮 くら福 サービス 飲食業 5%

183,895 鳥取県 倉吉市 東宝ストア河北店 小売業 食料品 5%

183,896 鳥取県 倉吉市 東宝ストア新町店 小売業 食料品 5%

183,897 鳥取県 倉吉市 東宝ストア西倉吉店 小売業 食料品 5%

183,898 鳥取県 倉吉市 東宝ストア米田店 小売業 食料品 5%

183,899 鳥取県 倉吉市 東宝ストアロータリー店 小売業 食料品 5%

183,900 鳥取県 倉吉市 鳥取三菱自動車販売　倉吉八屋店 小売業 その他小売 5%

183,901 鳥取県 倉吉市 トミヤ楽器店　本店 小売業 その他小売 5%

183,902 鳥取県 倉吉市 トヨタカローラ鳥取倉吉店 小売業 その他小売 5%

183,903 鳥取県 倉吉市 トヨタレンタリース鳥取倉吉営業所 サービス その他サービス 2%

183,904 鳥取県 倉吉市 ドラッグ１７１　昭和町店 小売業 家具・調度品 5%

183,905 鳥取県 倉吉市 ドリームラーナーズ サービス その他サービス 5%

183,906 鳥取県 倉吉市 Ｄｒｏｌｌ　ＢＩＧ　ＡＭＥＲＩＣＡＮＳＨ 小売業 衣料品 5%

183,907 鳥取県 倉吉市 トワニーティエル サービス 理容・美容業 5%

183,908 鳥取県 倉吉市 ナカムラ靴店 小売業 衣料品 5%

183,909 鳥取県 倉吉市 なだて明るいノーソン 小売業 その他小売 5%

183,910 鳥取県 倉吉市 ニクバルダカラ　倉吉店 サービス 飲食業 5%

183,911 鳥取県 倉吉市 ニクバルダカラ倉吉店 サービス 飲食業 5%

183,912 鳥取県 倉吉市 ニューウェーブ電視館 小売業 電化製品 5%

183,913 鳥取県 倉吉市 人形のはなふさ　倉吉店 小売業 その他小売 5%

183,914 鳥取県 倉吉市 野田自動車鈑金　野田自動車鈑金 サービス その他サービス 5%

183,915 鳥取県 倉吉市 ハイ・アップ有限会社 小売業 その他小売 5%

183,916 鳥取県 倉吉市 ハウジングランドいない　倉吉西店 小売業 家具・調度品 5%

183,917 鳥取県 倉吉市 ハチ駆除スギモト サービス その他サービス 5%

183,918 鳥取県 倉吉市 バックミヨシヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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183,919 鳥取県 倉吉市 Ｂａｇ　みよしや サービス その他サービス 5%

183,920 鳥取県 倉吉市 パドックⅢ 小売業 その他小売 5%

183,921 鳥取県 倉吉市 パナックごとう 小売業 電化製品 5%

183,922 鳥取県 倉吉市 パープルタウン サービス その他サービス 5%

183,923 鳥取県 倉吉市 ＰＡＲＩＳ１９８１ サービス 飲食業 5%

183,924 鳥取県 倉吉市 バルコス　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,925 鳥取県 倉吉市 パレット 小売業 衣料品 5%

183,926 鳥取県 倉吉市 ハンノタイラドウ 小売業 その他小売 5%

183,927 鳥取県 倉吉市 ビジネスイン諏訪部 サービス 宿泊業 5%

183,928 鳥取県 倉吉市 ビジネスインたけのや サービス 宿泊業 5%

183,929 鳥取県 倉吉市 ＢＩＳＨＯＰ サービス 飲食業 5%

183,930 鳥取県 倉吉市 日ノ丸観光トラベル　倉吉営業所 サービス その他サービス 5%

183,931 鳥取県 倉吉市 ビーワイヨシダ 小売業 その他小売 5%

183,932 鳥取県 倉吉市 深田電器 小売業 電化製品 5%

183,933 鳥取県 倉吉市 ふじ蔵 サービス 宿泊業 5%

183,934 鳥取県 倉吉市 ブティック　ＢｅＢｅ 小売業 衣料品 5%

183,935 鳥取県 倉吉市 Ｈａｉｒ　ｔｈｅ　ＦＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

183,936 鳥取県 倉吉市 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＹｏｕＹｏｕ　Ｎ．Ｙ店 サービス 理容・美容業 5%

183,937 鳥取県 倉吉市 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＹｏｕＹｏｕ　河北店 サービス 理容・美容業 5%

183,938 鳥取県 倉吉市 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＹｏｕＹｏｕ　ｃｌａｎ店 サービス 理容・美容業 5%

183,939 鳥取県 倉吉市 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＹｏｕＹｏｕ　昭和町店 サービス 理容・美容業 5%

183,940 鳥取県 倉吉市 ホテル　アルファー サービス 宿泊業 5%

183,941 鳥取県 倉吉市 ホテルセントパレス倉吉 サービス その他サービス 5%

183,942 鳥取県 倉吉市 ポプラＪＡ山守店 小売業 その他小売 2%

183,943 鳥取県 倉吉市 ホームズ サービス その他サービス 5%

183,944 鳥取県 倉吉市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,945 鳥取県 倉吉市 マクドナルド１７９倉吉店 サービス 飲食業 2%

183,946 鳥取県 倉吉市 ママイクコ サービス その他サービス 5%

183,947 鳥取県 倉吉市 マルイ上井店 小売業 食料品 5%

183,948 鳥取県 倉吉市 マルイスポーツ 小売業 その他小売 5%

183,949 鳥取県 倉吉市 ミートハウスしょうじ 小売業 食料品 5%

183,950 鳥取県 倉吉市 南倉吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,951 鳥取県 倉吉市 ミュージックサロンささき 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

183,952 鳥取県 倉吉市 未来中心おみやげ館 小売業 食料品 5%

183,953 鳥取県 倉吉市 モリモト電器 小売業 電化製品 5%

183,954 鳥取県 倉吉市 焼肉大平門　倉吉本店 サービス 飲食業 5%

183,955 鳥取県 倉吉市 焼肉まさしげ サービス 飲食業 5%

183,956 鳥取県 倉吉市 焼肉まんしゅう サービス 飲食業 5%

183,957 鳥取県 倉吉市 薬膳食堂犬挟 サービス 飲食業 5%

183,958 鳥取県 倉吉市 薬膳食堂めぐり サービス 飲食業 5%

183,959 鳥取県 倉吉市 やまや洋装店 小売業 衣料品 5%

183,960 鳥取県 倉吉市 ゆうアニマルクリニック サービス その他サービス 5%
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183,961 鳥取県 倉吉市 有限会社鹿屋酒店 小売業 食料品 5%

183,962 鳥取県 倉吉市 有限会社ジパング 小売業 その他小売 5%

183,963 鳥取県 倉吉市 有限会社タニモト自動車 小売業 その他小売 5%

183,964 鳥取県 倉吉市 有限会社とさき サービス その他サービス 5%

183,965 鳥取県 倉吉市 有限会社西尾モータース 小売業 その他小売 5%

183,966 鳥取県 倉吉市 有限会社ファッションルームオサキ 小売業 衣料品 5%

183,967 鳥取県 倉吉市 ［ＨＣ］（有）藤井家電 小売業 電化製品 5%

183,968 鳥取県 倉吉市 有限会社増田商会 小売業 その他小売 5%

183,969 鳥取県 倉吉市 有限会社森田商会 小売業 その他小売 5%

183,970 鳥取県 倉吉市 米澤自転車　倉吉店 小売業 その他小売 5%

183,971 鳥取県 倉吉市 ＲＩＺＥＦｉｔｎｅｓｓ サービス その他サービス 5%

183,972 鳥取県 倉吉市 ＬａｂｅａｕｔｅＱｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

183,973 鳥取県 倉吉市 リアン 小売業 その他小売 5%

183,974 鳥取県 倉吉市 リッシュ サービス 理容・美容業 5%

183,975 鳥取県 倉吉市 Ｌｅ　ｃｉｅｌ サービス その他サービス 5%

183,976 鳥取県 倉吉市 ルネックス サービス その他サービス 5%

183,977 鳥取県 倉吉市 ルネックス　パープル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

183,978 鳥取県 倉吉市 レッツ　リラックス サービス 運輸業 5%

183,979 鳥取県 倉吉市 レディース・アキシタ 小売業 衣料品 5%

183,980 鳥取県 倉吉市 ロベリア　倉吉店 小売業 衣料品 5%

183,981 鳥取県 倉吉市 ロマンティナーササキ 小売業 その他小売 5%

183,982 鳥取県 倉吉市 ロマンティナーササキ　パープル店 サービス その他サービス 5%

183,983 鳥取県 倉吉市 ロマンティナーササキ本店 小売業 家具・調度品 5%

183,984 鳥取県 倉吉市 ｙ．ｍ サービス その他サービス 5%

183,985 鳥取県 倉吉市 Ｙｍ　パープル店 小売業 衣料品 5%

183,986 鳥取県 倉吉市 和カフェ 茶屋 サービス 飲食業 5%

183,987 鳥取県 倉吉市 ワン ｓ パートナー サービス その他サービス 5%

183,988 鳥取県 江府町 江尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,989 鳥取県 江府町 おかもと旅館 サービス 飲食業 5%

183,990 鳥取県 江府町 米子屋旅館 サービス 宿泊業 5%

183,991 鳥取県 琴浦町 赤碕ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,992 鳥取県 琴浦町 赤碕ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,993 鳥取県 琴浦町 赤碕ダイハツ本社 小売業 その他小売 5%

183,994 鳥取県 琴浦町 赤碕ホンダ販売有限会社 小売業 その他小売 5%

183,995 鳥取県 琴浦町 出光東赤碕ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

183,996 鳥取県 琴浦町 今井書店アプト店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

183,997 鳥取県 琴浦町 Ｖｅｓｔｉｔｏ　ｍａｌｉａ 小売業 衣料品 5%

183,998 鳥取県 琴浦町 Ｖｅｓｔｉｔｏ　ｍａｌｉａ 小売業 衣料品 5%

183,999 鳥取県 琴浦町 ヴェスティート・マリア 小売業 衣料品 5%

184,000 鳥取県 琴浦町 Ａコープ赤碕 小売業 その他小売 5%

184,001 鳥取県 琴浦町 オンフラックス 小売業 衣料品 5%

184,002 鳥取県 琴浦町 株式会社赤碕オート 小売業 その他小売 5%
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184,003 鳥取県 琴浦町 くらみつ自動車工業株式会社 小売業 その他小売 5%

184,004 鳥取県 琴浦町 Ｋ．スタイル 小売業 その他小売 5%

184,005 鳥取県 琴浦町 コスメティックショップ　ナヴィ 小売業 その他小売 5%

184,006 鳥取県 琴浦町 琴浦うまいもんや 小売業 家具・調度品 5%

184,007 鳥取県 琴浦町 琴浦うまいもんや 小売業 その他小売 5%

184,008 鳥取県 琴浦町 ショッピングセンター・アプト 小売業 その他小売 5%

184,009 鳥取県 琴浦町 たかうな サービス 飲食業 5%

184,010 鳥取県 琴浦町 東伯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,011 鳥取県 琴浦町 鳥取マツダ東伯店 小売業 その他小売 5%

184,012 鳥取県 琴浦町 トピア 小売業 その他小売 5%

184,013 鳥取県 琴浦町 ハウジングランドいない　東伯店 小売業 家具・調度品 5%

184,014 鳥取県 琴浦町 バッカスアプト店 小売業 その他小売 5%

184,015 鳥取県 琴浦町 林電器 小売業 電化製品 5%

184,016 鳥取県 琴浦町 フォーシーズン サービス 運輸業 5%

184,017 鳥取県 琴浦町 フォーシーズン サービス 運輸業 5%

184,018 鳥取県 琴浦町 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＢｉＤａＮ サービス 理容・美容業 5%

184,019 鳥取県 琴浦町 マルイアプト店 小売業 食料品 5%

184,020 鳥取県 琴浦町 有限会社　丸正商店 小売業 その他小売 5%

184,021 鳥取県 琴浦町 みなとガーデン　みなとガーデン サービス 飲食業 5%

184,022 鳥取県 琴浦町 （有）高塚かまぼこ店 小売業 食料品 5%

184,023 鳥取県 琴浦町 有限会社宇田川呉服店 小売業 衣料品 5%

184,024 鳥取県 琴浦町 有限会社竹林モータース 小売業 その他小売 5%

184,025 鳥取県 琴浦町 有限会社山本おたふく堂 小売業 食料品 5%

184,026 鳥取県 境港市 あとりえｇｔｐ　あとりえｇｔｐ　水木しげるロード店 小売業 その他小売 5%

184,027 鳥取県 境港市 和泉 サービス 飲食業 5%

184,028 鳥取県 境港市 一月と六月 小売業 衣料品 5%

184,029 鳥取県 境港市 １Ｂａｎｃｈｉ 小売業 その他小売 5%

184,030 鳥取県 境港市 今井書店境港店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

184,031 鳥取県 境港市 ｗｉｎｇワタナベ　Ｗｉｎｇ　ワタナベ 小売業 電化製品 5%

184,032 鳥取県 境港市 エルポ－トかやの 小売業 電化製品 5%

184,033 鳥取県 境港市 岡田商店本店 小売業 食料品 5%

184,034 鳥取県 境港市 御食事処さかゑや サービス 飲食業 5%

184,035 鳥取県 境港市 オリックスレンタカー米子空港店 サービス その他サービス 2%

184,036 鳥取県 境港市 おんぼらあと サービス その他サービス 5%

184,037 鳥取県 境港市 海上石油有限会社本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,038 鳥取県 境港市 柏木米穀店 小売業 食料品 5%

184,039 鳥取県 境港市 ガス部門 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,040 鳥取県 境港市 カットプレイス カミュー カットプレイス カミュー サービス 理容・美容業 5%

184,041 鳥取県 境港市 株式会社Ｏｎｅ’ｓ 小売業 その他小売 5%

184,042 鳥取県 境港市 カルマバザーロ 小売業 その他小売 5%

184,043 鳥取県 境港市 鬼太郎の里わたなべ 小売業 その他小売 5%

184,044 鳥取県 境港市 工房　アルクス 小売業 貴金属・服飾品 5%
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184,045 鳥取県 境港市 セブン－イレブン境港上道町店 小売業 食料品 2%

184,046 鳥取県 境港市 境港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,047 鳥取県 境港市 境港北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,048 鳥取県 境港市 セブン－イレブン境港市役所前店 小売業 食料品 2%

184,049 鳥取県 境港市 境港西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,050 鳥取県 境港市 酒や乃　えんどう 小売業 その他小売 5%

184,051 鳥取県 境港市 里岩商店 小売業 電化製品 5%

184,052 鳥取県 境港市 Ｓａｌｕｔ！ サービス 理容・美容業 5%

184,053 鳥取県 境港市 昭和町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,054 鳥取県 境港市 新来軒　新来軒 サービス 飲食業 5%

184,055 鳥取県 境港市 スーパードラッグひまわり境港店 小売業 その他小売 5%

184,056 鳥取県 境港市 スーパーホームセンターいない境港店 小売業 家具・調度品 5%

184,057 鳥取県 境港市 スミモト 小売業 その他小売 5%

184,058 鳥取県 境港市 スミモトスポーツ 小売業 その他小売 5%

184,059 鳥取県 境港市 蕎麦処　阿礼 サービス 飲食業 5%

184,060 鳥取県 境港市 大漁市場　なかうら 小売業 家具・調度品 5%

184,061 鳥取県 境港市 竹内団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,062 鳥取県 境港市 たまゆら　境港店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,063 鳥取県 境港市 直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,064 鳥取県 境港市 トヨタカローラ鳥取境港店 小売業 その他小売 5%

184,065 鳥取県 境港市 トヨタレンタリース鳥取　米子鬼太郎空港店 サービス その他サービス 2%

184,066 鳥取県 境港市 ぬりかべ商店 小売業 その他小売 5%

184,067 鳥取県 境港市 ネッツトヨタ鳥取　境港店 小売業 その他小売 5%

184,068 鳥取県 境港市 はちまん茶屋 サービス 飲食業 5%

184,069 鳥取県 境港市 ハ剣伝 境港海岸通り店 サービス 飲食業 2%

184,070 鳥取県 境港市 パナック　わたなべ 小売業 電化製品 5%

184,071 鳥取県 境港市 ＢＥＥＷＩＮＧ ＢＥＥＷＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

184,072 鳥取県 境港市 ビーロード境港ＳＳ　株式会社岡田商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,073 鳥取県 境港市 ビューティショップ桃色 サービス 理容・美容業 5%

184,074 鳥取県 境港市 風水ギャラリーるせん 小売業 その他小売 5%

184,075 鳥取県 境港市 フジ産業外江給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,076 鳥取県 境港市 ぶんぶん堂境港店 ぶんぶん堂境港店 小売業 その他小売 5%

184,077 鳥取県 境港市 ヘアーサロン　マジック　ヘアーサロンマジック サービス 理容・美容業 5%

184,078 鳥取県 境港市 ホームデコ境港店 小売業 その他小売 5%

184,079 鳥取県 境港市 ホテルエリアワン境港マリーナ サービス 宿泊業 5%

184,080 鳥取県 境港市 マクドナルド境港店 サービス 飲食業 2%

184,081 鳥取県 境港市 マルイ渡店 小売業 食料品 5%

184,082 鳥取県 境港市 まるか商事 小売業 その他小売 5%

184,083 鳥取県 境港市 水木しげる文庫 小売業 食料品 5%

184,084 鳥取県 境港市 水木ロードＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,085 鳥取県 境港市 目玉おやじまんじゅう 小売業 食料品 5%

184,086 鳥取県 境港市 焼肉　せと サービス 飲食業 5%
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184,087 鳥取県 境港市 有限会社川口商店 小売業 食料品 5%

184,088 鳥取県 境港市 渡辺ラジオ店 小売業 電化製品 5%

184,089 鳥取県 境港市 妖怪開運堂 小売業 その他小売 5%

184,090 鳥取県 境港市 妖怪工房 小売業 その他小売 5%

184,091 鳥取県 境港市 妖怪ショップ　ゲゲゲ 小売業 その他小売 5%

184,092 鳥取県 境港市 レディースショップしんえい 小売業 衣料品 5%

184,093 鳥取県 大山町 Ａコープ名和 小売業 その他小売 5%

184,094 鳥取県 大山町 エム・マート 小売業 その他小売 5%

184,095 鳥取県 大山町 株式会社華誦絵 小売業 衣料品 5%

184,096 鳥取県 大山町 株式会社ダイハツ名和 小売業 その他小売 5%

184,097 鳥取県 大山町 国民宿舎　大山ビューハイツ サービス 宿泊業 5%

184,098 鳥取県 大山町 ＫＯＭＯＲＥＢＩＴＯ サービス 飲食業 5%

184,099 鳥取県 大山町 さいき美容室 サービス 理容・美容業 5%

184,100 鳥取県 大山町 山楽荘 サービス 宿泊業 5%

184,101 鳥取県 大山町 大山乗馬センター サービス その他サービス 5%

184,102 鳥取県 大山町 とやま旅館 サービス 宿泊業 5%

184,103 鳥取県 大山町 中の原ぎんれい サービス 宿泊業 5%

184,104 鳥取県 大山町 株式会社名和オートサービス サービス その他サービス 5%

184,105 鳥取県 大山町 Ｈａｎｉｅｌｕ サービス その他サービス 5%

184,106 鳥取県 大山町 プリムローズガーデン サービス その他サービス 5%

184,107 鳥取県 大山町 ペンション赤いりぼん サービス 宿泊業 5%

184,108 鳥取県 大山町 柳川真樹 サービス その他サービス 5%

184,109 鳥取県 大山町 ホテル　大山 サービス 飲食業 5%

184,110 鳥取県 大山町 マツモト電器 小売業 電化製品 5%

184,111 鳥取県 大山町 有限会社光和鉱油 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,112 鳥取県 大山町 米子電器　小林店 小売業 電化製品 5%

184,113 鳥取県 大山町 ラーメンさくら サービス 飲食業 5%

184,114 鳥取県 智頭町 出光クワトロＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,115 鳥取県 智頭町 會州堂 小売業 その他小売 5%

184,116 鳥取県 智頭町 梶屋　諏訪酒造蔵出直販部 小売業 食料品 5%

184,117 鳥取県 智頭町 恋山形ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,118 鳥取県 智頭町 ゴダイドラッグ智頭店 小売業 その他小売 5%

184,119 鳥取県 智頭町 真木自動車　智頭給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,120 鳥取県 智頭町 タルマーリー サービス 飲食業 5%

184,121 鳥取県 智頭町 智頭 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,122 鳥取県 智頭町 智頭宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,123 鳥取県 智頭町 中西文具店 小売業 その他小売 5%

184,124 鳥取県 智頭町 那岐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,125 鳥取県 智頭町 パン工房アイ サービス 飲食業 5%

184,126 鳥取県 智頭町 有限会社中村伊平商店　智頭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,127 鳥取県 智頭町 有限会社中村伊平商店　智頭山形ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,128 鳥取県 鳥取市 アイスバーグ サービス 理容・美容業 5%
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184,129 鳥取県 鳥取市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒａｂｂｉｔ鳥取 サービス 理容・美容業 5%

184,130 鳥取県 鳥取市 アコヤ楽器店 小売業 その他小売 5%

184,131 鳥取県 鳥取市 旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

184,132 鳥取県 鳥取市 味処　すゞ満 サービス 飲食業 5%

184,133 鳥取県 鳥取市 Ａｓｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

184,134 鳥取県 鳥取市 アスペック株式会社 小売業 その他小売 5%

184,135 鳥取県 鳥取市 有限会社　アダチアトリエ 小売業 その他小売 5%

184,136 鳥取県 鳥取市 足立ふとん店 小売業 その他小売 5%

184,137 鳥取県 鳥取市 ＵＰ・ＬＥＡＤ・ＣＡＲ　ＳＥＲＶＩＣＥ 小売業 その他小売 5%

184,138 鳥取県 鳥取市 アトム電化 小売業 電化製品 5%

184,139 鳥取県 鳥取市 アトリエパルファム サービス 理容・美容業 5%

184,140 鳥取県 鳥取市 アバンセ・エピ 小売業 その他小売 5%

184,141 鳥取県 鳥取市 アフェット サービス その他サービス 5%

184,142 鳥取県 鳥取市 Ａｎｇｌｅ サービス 理容・美容業 5%

184,143 鳥取県 鳥取市 Ｅｎ　ｆａｍｉｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

184,144 鳥取県 鳥取市 ｉｎｆｉｎｉ サービス その他サービス 5%

184,145 鳥取県 鳥取市 ａｎｐ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

184,146 鳥取県 鳥取市 ＶＭＶ　イオンモール鳥取北店 小売業 その他小売 5%

184,147 鳥取県 鳥取市 イタリア料理びーどろ亭 サービス 飲食業 5%

184,148 鳥取県 鳥取市 出光オーレ叶ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,149 鳥取県 鳥取市 出光オーレ湖山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,150 鳥取県 鳥取市 出光オーレ松並ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,151 鳥取県 鳥取市 出光サウスステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,152 鳥取県 鳥取市 出光ハートランド雲山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,153 鳥取県 鳥取市 出光スーパーセルフハートランド菖蒲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,154 鳥取県 鳥取市 出光ゆうステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,155 鳥取県 鳥取市 いなばハウジング株式会社 小売業 その他小売 5%

184,156 鳥取県 鳥取市 ビューティサロン　イヌイ 小売業 その他小売 5%

184,157 鳥取県 鳥取市 今井書店湖山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

184,158 鳥取県 鳥取市 今井書店湖山メディア館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

184,159 鳥取県 鳥取市 今井書店吉成店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

184,160 鳥取県 鳥取市 今井書店吉成店サウンドスタジアム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

184,161 鳥取県 鳥取市 因州・中井窯 小売業 その他小売 5%

184,162 鳥取県 鳥取市 印ショップ　いろは堂 小売業 その他小売 5%

184,163 鳥取県 鳥取市 インテリアプラザ加納 小売業 家具・調度品 5%

184,164 鳥取県 鳥取市 Ｗｅｂ　ｓｔｏｒｅ　ＢＩＮＧＯＹＡ 小売業 衣料品 5%

184,165 鳥取県 鳥取市 魚頂天 サービス 飲食業 5%

184,166 鳥取県 鳥取市 器屋　うらの 小売業 その他小売 5%

184,167 鳥取県 鳥取市 ＡＤＳ サービス その他サービス 5%

184,168 鳥取県 鳥取市 エステティックサロンＯＭＢＲＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

184,169 鳥取県 鳥取市 ＳＰＧきのした店 小売業 電化製品 5%

184,170 鳥取県 鳥取市 ＳＰＧ湖山店 小売業 電化製品 5%
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184,171 鳥取県 鳥取市 エスマート川端店 小売業 食料品 5%

184,172 鳥取県 鳥取市 エスマート湖山店 小売業 食料品 5%

184,173 鳥取県 鳥取市 エスマート桜谷店 小売業 食料品 5%

184,174 鳥取県 鳥取市 エスマート末広店 小売業 食料品 5%

184,175 鳥取県 鳥取市 エスマートつのい店 小売業 食料品 5%

184,176 鳥取県 鳥取市 エスマート田園町店 小売業 食料品 5%

184,177 鳥取県 鳥取市 エスマート徳尾店 小売業 食料品 5%

184,178 鳥取県 鳥取市 エスマート浜村店 小売業 食料品 5%

184,179 鳥取県 鳥取市 エスマート緑町店 小売業 食料品 5%

184,180 鳥取県 鳥取市 エスマート吉成店 小売業 食料品 5%

184,181 鳥取県 鳥取市 ＮＫＣ　クリーン事業部 サービス その他サービス 5%

184,182 鳥取県 鳥取市 エネトピアプラザ サービス その他サービス 5%

184,183 鳥取県 鳥取市 ｍ・ｍ　鳥取店 小売業 衣料品 5%

184,184 鳥取県 鳥取市 Ａｎｇｅｌ　Ｈｏｕｓｅ 小売業 その他小売 5%

184,185 鳥取県 鳥取市 Ａｎｇｅｌ　Ｈｏｕｓｅ 小売業 その他小売 5%

184,186 鳥取県 鳥取市 大江ノ郷自然牧場　鳥取空港店 小売業 食料品 5%

184,187 鳥取県 鳥取市 大江ノ郷ＨＡＮＡＲＥ サービス 飲食業 5%

184,188 鳥取県 鳥取市 大上電気店 小売業 電化製品 5%

184,189 鳥取県 鳥取市 オオクラデンキ 小売業 電化製品 5%

184,190 鳥取県 鳥取市 オートガーデン 小売業 その他小売 5%

184,191 鳥取県 鳥取市 オートショップ　センダイ 小売業 その他小売 5%

184,192 鳥取県 鳥取市 オートテック 小売業 その他小売 5%

184,193 鳥取県 鳥取市 Ａｕｔｏ　Ｆｉｒｍ 小売業 その他小売 5%

184,194 鳥取県 鳥取市 オービットカラーズ 小売業 その他小売 5%

184,195 鳥取県 鳥取市 岡田モータース 小売業 その他小売 5%

184,196 鳥取県 鳥取市 おくだいら商店 サービス 飲食業 5%

184,197 鳥取県 鳥取市 お好み工房　こな サービス 飲食業 5%

184,198 鳥取県 鳥取市 おしゃれの店やぶた　桜谷店 小売業 その他小売 5%

184,199 鳥取県 鳥取市 お食事処　かに大陸 サービス 飲食業 5%

184,200 鳥取県 鳥取市 お仏壇のふじた 小売業 家具・調度品 5%

184,201 鳥取県 鳥取市 お宿夢彦 サービス 宿泊業 5%

184,202 鳥取県 鳥取市 オリーブ 小売業 衣料品 5%

184,203 鳥取県 鳥取市 オリーブ２ 小売業 衣料品 5%

184,204 鳥取県 鳥取市 オリックスレンタカー鳥取空港店 サービス その他サービス 2%

184,205 鳥取県 鳥取市 オリックスレンタカー鳥取店 サービス その他サービス 2%

184,206 鳥取県 鳥取市 尾脇電機 小売業 電化製品 5%

184,207 鳥取県 鳥取市 温泉旅館　丸茂 サービス 宿泊業 5%

184,208 鳥取県 鳥取市 カーセブン鳥取店 小売業 その他小売 5%

184,209 鳥取県 鳥取市 ＣＡＲ　ＦＡＭＩＬＹ　ＩＳＨＩＤＡ 小売業 その他小売 5%

184,210 鳥取県 鳥取市 カー用品　チャンプ 小売業 その他小売 5%

184,211 鳥取県 鳥取市 カットハウスついんず サービス 理容・美容業 5%

184,212 鳥取県 鳥取市 加藤紙店 小売業 その他小売 5%
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184,213 鳥取県 鳥取市 ｃａｆｅ?ｎｅｅ ｃａｆ??ｎｅｅ サービス 飲食業 5%

184,214 鳥取県 鳥取市 カフェレストランスカット サービス 飲食業 5%

184,215 鳥取県 鳥取市 株式会社アレス サービス 理容・美容業 5%

184,216 鳥取県 鳥取市 株式会社インテリアフクタ 小売業 家具・調度品 5%

184,217 鳥取県 鳥取市 株式会社エスガレージ 小売業 その他小売 5%

184,218 鳥取県 鳥取市 株式会社オートフレンド 小売業 その他小売 5%

184,219 鳥取県 鳥取市 株式会社カーハウスプロテク 小売業 その他小売 5%

184,220 鳥取県 鳥取市 株式会社かどを 小売業 衣料品 5%

184,221 鳥取県 鳥取市 株式会社たかた 小売業 その他小売 5%

184,222 鳥取県 鳥取市 株式会社鳥取大丸 小売業 その他小売 2%

184,223 鳥取県 鳥取市 株式会社中井脩 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,224 鳥取県 鳥取市 株式会社中井脩　ガーデン 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,225 鳥取県 鳥取市 株式会社日本海自動車学校 サービス その他サービス 5%

184,226 鳥取県 鳥取市 株式会社バイスリー サービス その他サービス 5%

184,227 鳥取県 鳥取市 株式会社パレット 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

184,228 鳥取県 鳥取市 株式会社Ｂｒｕｓｈ　Ｕｐ　Ｃｏｍｐａｎｙ 小売業 その他小売 5%

184,229 鳥取県 鳥取市 株式会社ベルモード 小売業 衣料品 5%

184,230 鳥取県 鳥取市 株式会社マツワ サービス その他サービス 5%

184,231 鳥取県 鳥取市 株式会社みつかね洋装店 小売業 衣料品 5%

184,232 鳥取県 鳥取市 株式会社メモワールイナバ サービス その他サービス 5%

184,233 鳥取県 鳥取市 かぶら亭 サービス 飲食業 5%

184,234 鳥取県 鳥取市 かめや釣具 鳥取店 小売業 その他小売 5%

184,235 鳥取県 鳥取市 カラオケ　ＳＰＩＲＡＬ サービス その他サービス 5%

184,236 鳥取県 鳥取市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋鳥取湖山店 サービス 飲食業 2%

184,237 鳥取県 鳥取市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋鳥取宮長店 サービス 飲食業 2%

184,238 鳥取県 鳥取市 ガレリア 小売業 衣料品 5%

184,239 鳥取県 鳥取市 かろばんや サービス 飲食業 5%

184,240 鳥取県 鳥取市 川のｈｏｔｏｒｉ用瀬　川のｈｏｔｏｒｉ用瀬 サービス 飲食業 5%

184,241 鳥取県 鳥取市 韓国焼肉　トントン サービス 飲食業 5%

184,242 鳥取県 鳥取市 観水庭こぜにや　ブライダル サービス その他サービス 5%

184,243 鳥取県 鳥取市 キクヤ薬粧　流郷極楽堂 小売業 その他小売 5%

184,244 鳥取県 鳥取市 岸本自動車 小売業 その他小売 5%

184,245 鳥取県 鳥取市 北川旅館 サービス 宿泊業 5%

184,246 鳥取県 鳥取市 きたむら自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

184,247 鳥取県 鳥取市 キッチンカフェEN サービス 飲食業 5%

184,248 鳥取県 鳥取市 絹の館さーびす 小売業 衣料品 5%

184,249 鳥取県 鳥取市 ギフト館トダ 小売業 その他小売 5%

184,250 鳥取県 鳥取市 キャピックトットリ サービス その他サービス 5%

184,251 鳥取県 鳥取市 ギャラリーそら／スペース空 小売業 その他小売 5%

184,252 鳥取県 鳥取市 牛豚馬鶏 鳥取店 サービス 飲食業 5%

184,253 鳥取県 鳥取市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ鳥取店 小売業 その他小売 5%

184,254 鳥取県 鳥取市 クニモリモータース サービス その他サービス 5%
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184,255 鳥取県 鳥取市 くぼた動物病院 サービス その他サービス 5%

184,256 鳥取県 鳥取市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ雲山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,257 鳥取県 鳥取市 倉式珈琲ナチュラルガーデン国府店 サービス 飲食業 2%

184,258 鳥取県 鳥取市 倉式珈琲ナチュラルガーデンマルイ国府 サービス 飲食業 5%

184,259 鳥取県 鳥取市 ＣＬＡＰ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

184,260 鳥取県 鳥取市 クリーンカーとっとり 小売業 その他小売 5%

184,261 鳥取県 鳥取市 くるま市場 小売業 その他小売 5%

184,262 鳥取県 鳥取市 ＫＨＳ鳥取 小売業 その他小売 5%

184,263 鳥取県 鳥取市 ケイハピネス サービス その他サービス 5%

184,264 鳥取県 鳥取市 ケーキのお店ＫＯＯＮｅｅｄｓ 小売業 食料品 5%

184,265 鳥取県 鳥取市 健康ケアハウス田口 サービス その他サービス 5%

184,266 鳥取県 鳥取市 合同会社ＳｉｄｅＧａｔｅ サービス その他サービス 5%

184,267 鳥取県 鳥取市 セブンーイレブンＫＯＹＯ鳥取県立中央病院店 小売業 食料品 2%

184,268 鳥取県 鳥取市 こうりん坊 サービス 飲食業 5%

184,269 鳥取県 鳥取市 こうりん坊 サービス 飲食業 5%

184,270 鳥取県 鳥取市 こうりん屋敷 サービス 飲食業 5%

184,271 鳥取県 鳥取市 国府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,272 鳥取県 鳥取市 国民宿舎　山紫苑 サービス 宿泊業 5%

184,273 鳥取県 鳥取市 コスメティックあき 小売業 その他小売 5%

184,274 鳥取県 鳥取市 コスメティックパティオ　ゆう＆Ｙ 小売業 その他小売 5%

184,275 鳥取県 鳥取市 （有）五臓圓薬局 小売業 その他小売 5%

184,276 鳥取県 鳥取市 ゴダイドラッグ鳥取店 小売業 その他小売 5%

184,277 鳥取県 鳥取市 ゴダイドラッグ用瀬店 小売業 その他小売 5%

184,278 鳥取県 鳥取市 小谷時計店 小売業 その他小売 5%

184,279 鳥取県 鳥取市 ご馳家ぐらっちぇ　本店 サービス 飲食業 5%

184,280 鳥取県 鳥取市 ご馳家ぐらっちぇ末広 サービス 飲食業 5%

184,281 鳥取県 鳥取市 ご亭めし サービス 飲食業 5%

184,282 鳥取県 鳥取市 コナン探偵社　鳥取空港店 小売業 家具・調度品 5%

184,283 鳥取県 鳥取市 ＫＯＮＯ　Ｓ　ｃｏｆｆｅ サービス 飲食業 5%

184,284 鳥取県 鳥取市 小林産業 小売業 電化製品 5%

184,285 鳥取県 鳥取市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ湖山中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,286 鳥取県 鳥取市 ＧＯＬＦＳＴＡＧＥ　Ｅｖｅｎ 小売業 その他小売 5%

184,287 鳥取県 鳥取市 ゴルフパートナー　日本海ゴルフセンター店 小売業 その他小売 2%

184,288 鳥取県 鳥取市 （有）ザ・グリーンハウス 小売業 その他小売 5%

184,289 鳥取県 鳥取市 サイクルショップ　フクハマ 小売業 その他小売 5%

184,290 鳥取県 鳥取市 サイクルセンターヨネザワ　環境大学前店 小売業 その他小売 5%

184,291 鳥取県 鳥取市 サイクルセンターヨネザワ湖山店 小売業 その他小売 5%

184,292 鳥取県 鳥取市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ幸町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,293 鳥取県 鳥取市 砂丘センター 小売業 その他小売 5%

184,294 鳥取県 鳥取市 砂丘東　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,295 鳥取県 鳥取市 砂丘フレンド 小売業 その他小売 5%

184,296 鳥取県 鳥取市 佐々木モータース 小売業 その他小売 5%
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184,297 鳥取県 鳥取市 Ｓｕｎｎｙ　ｓｉｄｅ　ｂａｒ　サニバル サービス 飲食業 5%

184,298 鳥取県 鳥取市 サロンドソラ駅前店 サービス 理容・美容業 5%

184,299 鳥取県 鳥取市 サロンドソラ　パレットとっとり店 サービス 理容・美容業 5%

184,300 鳥取県 鳥取市 サロンドボーテ・みゆき サービス 理容・美容業 5%

184,301 鳥取県 鳥取市 三広自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

184,302 鳥取県 鳥取市 サンマート　青谷店 小売業 食料品 5%

184,303 鳥取県 鳥取市 サンマート　岩倉店 小売業 食料品 5%

184,304 鳥取県 鳥取市 サンマート　北園店 小売業 食料品 5%

184,305 鳥取県 鳥取市 サンマート　湖山店 小売業 食料品 5%

184,306 鳥取県 鳥取市 サンマート　西店 小売業 食料品 5%

184,307 鳥取県 鳥取市 サンマート　東店 小売業 食料品 5%

184,308 鳥取県 鳥取市 サンマート　南店 小売業 食料品 5%

184,309 鳥取県 鳥取市 三友商事 小売業 衣料品 5%

184,310 鳥取県 鳥取市 しあわせとどける菓子工房 うずまきや サービス 飲食業 5%

184,311 鳥取県 鳥取市 しいたけ本舗 小売業 食料品 5%

184,312 鳥取県 鳥取市 しいたけ本舗 小売業 食料品 5%

184,313 鳥取県 鳥取市 Ｇ－ＹＯＵステーション　大森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,314 鳥取県 鳥取市 Ｇ－ＹＯＵステーション　桜谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,315 鳥取県 鳥取市 ＪＡグリーン　千代水店 小売業 その他小売 5%

184,316 鳥取県 鳥取市 ＪＡグリーン愛菜館〔直売所〕 小売業 食料品 5%

184,317 鳥取県 鳥取市 ＪＡ葬祭センター 小売業 家具・調度品 5%

184,318 鳥取県 鳥取市 ＪＡ鳥取いなば　用瀬資材館 小売業 その他小売 5%

184,319 鳥取県 鳥取市 ＪＡ鳥取いなば　旅行センター サービス その他サービス 5%

184,320 鳥取県 鳥取市 ＪＡ鳥取いなば　旅行センター サービス その他サービス 5%

184,321 鳥取県 鳥取市 ｃｈｅｒｉｒ サービス 理容・美容業 5%

184,322 鳥取県 鳥取市 鹿野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,323 鳥取県 鳥取市 四季愉遊　たもや サービス 飲食業 5%

184,324 鳥取県 鳥取市 四季愉遊たもや サービス 飲食業 5%

184,325 鳥取県 鳥取市 シティコンタクト　イオン鳥取北店 小売業 その他小売 5%

184,326 鳥取県 鳥取市 シナリー化粧品　アリス営業所 小売業 その他小売 5%

184,327 鳥取県 鳥取市 ＪＡＣＫ　ＳＰＯＴ サービス 理容・美容業 5%

184,328 鳥取県 鳥取市 ジャパンズ サービス 飲食業 5%

184,329 鳥取県 鳥取市 株式会社シャルビー 小売業 その他小売 5%

184,330 鳥取県 鳥取市 上海茶楼　湖山店 サービス 飲食業 5%

184,331 鳥取県 鳥取市 Ｊｕｍｐ 小売業 電化製品 5%

184,332 鳥取県 鳥取市 秀光園 小売業 食料品 5%

184,333 鳥取県 鳥取市 ジュエリー＆メガネスイス 小売業 その他小売 5%

184,334 鳥取県 鳥取市 ジュエリーショップＮＯＮＢＯＤＹ 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,335 鳥取県 鳥取市 ジュピター シャミネ鳥取店 サービス 飲食業 5%

184,336 鳥取県 鳥取市 春歌秋灯　花のれん サービス 飲食業 5%

184,337 鳥取県 鳥取市 春歌秋灯　花のれん サービス 飲食業 5%

184,338 鳥取県 鳥取市 旬魚たつみ　鳥取店 サービス 飲食業 5%
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184,339 鳥取県 鳥取市 純米酒とやきとり もつ鍋のお店御銀 サービス 飲食業 5%

184,340 鳥取県 鳥取市 食・酒　ととろ サービス 飲食業 5%

184,341 鳥取県 鳥取市 ショップカワムラ 小売業 その他小売 5%

184,342 鳥取県 鳥取市 真木自動車　白兎給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,343 鳥取県 鳥取市 新日本補聴器センター鳥取店 小売業 その他小売 5%

184,344 鳥取県 鳥取市 スーパー居酒屋鳥取だいぜん サービス 飲食業 5%

184,345 鳥取県 鳥取市 スーパーロック サービス その他サービス 5%

184,346 鳥取県 鳥取市 寿し一貫 サービス 飲食業 5%

184,347 鳥取県 鳥取市 スズキ興南販売 サービス その他サービス 5%

184,348 鳥取県 鳥取市 スズキ販売鳥取中央 小売業 その他小売 5%

184,349 鳥取県 鳥取市 すたみな太郎　鳥取店 サービス 飲食業 5%

184,350 鳥取県 鳥取市 ストーンプランニングいしの鳥取店 小売業 その他小売 5%

184,351 鳥取県 鳥取市 スナックなつ サービス 飲食業 5%

184,352 鳥取県 鳥取市 砂時計 シャミネ鳥取 小売業 その他小売 5%

184,353 鳥取県 鳥取市 炭火焼　ジュジュアン サービス 飲食業 5%

184,354 鳥取県 鳥取市 炭火焼肉大平門 雲山店 サービス 飲食業 5%

184,355 鳥取県 鳥取市 清流茶屋かわはら 小売業 家具・調度品 5%

184,356 鳥取県 鳥取市 星来庵 サービス 飲食業 5%

184,357 鳥取県 鳥取市 セントラルアーサオブヘアー サービス 理容・美容業 5%

184,358 鳥取県 鳥取市 セントラルアーサｏｆ　ｈａｉｒ　セントラルアーサ　ｏｆ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

184,359 鳥取県 鳥取市 セントラルクリーニング　イオンモール鳥取北店 サービス その他サービス 5%

184,360 鳥取県 鳥取市 創作味処　そろそろ サービス 飲食業 5%

184,361 鳥取県 鳥取市 創作きものと帯　京つづれ 小売業 衣料品 5%

184,362 鳥取県 鳥取市 対翠閣 サービス 宿泊業 5%

184,363 鳥取県 鳥取市 ダイソー・ランディーズ国府店 小売業 その他小売 2%

184,364 鳥取県 鳥取市 ダイソー・ランディーズ宮長店 小売業 その他小売 2%

184,365 鳥取県 鳥取市 大東鈑金 小売業 その他小売 5%

184,366 鳥取県 鳥取市 ダイハツ雲山 小売業 その他小売 5%

184,367 鳥取県 鳥取市 タイムステーション ＮＥＯイオンモール鳥取北店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,368 鳥取県 鳥取市 たくみ割烹 サービス 飲食業 5%

184,369 鳥取県 鳥取市 竹内電器設備 小売業 電化製品 5%

184,370 鳥取県 鳥取市 ｄａｄａｐａ サービス 理容・美容業 5%

184,371 鳥取県 鳥取市 谷岡薬局 小売業 その他小売 5%

184,372 鳥取県 鳥取市 田淵金物道具資材館 小売業 その他小売 5%

184,373 鳥取県 鳥取市 田淵金物ファームマート店 小売業 その他小売 5%

184,374 鳥取県 鳥取市 タブチ時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,375 鳥取県 鳥取市 たみの木 サービス 飲食業 5%

184,376 鳥取県 鳥取市 だるまや鳥取店 小売業 衣料品 5%

184,377 鳥取県 鳥取市 ｔａｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

184,378 鳥取県 鳥取市 智頭街道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,379 鳥取県 鳥取市 ｃｈａｎｄｒａ サービス 理容・美容業 5%

184,380 鳥取県 鳥取市 中国ミシンセンター鳥取支社 小売業 電化製品 5%
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184,381 鳥取県 鳥取市 中国ミシンセンター鳥取支社 小売業 電化製品 5%

184,382 鳥取県 鳥取市 ディーハウス　クランツ 小売業 その他小売 5%

184,383 鳥取県 鳥取市 ディス　イズ 小売業 衣料品 5%

184,384 鳥取県 鳥取市 Ｔａｂｌｅ　ｍａｋｅ サービス 飲食業 5%

184,385 鳥取県 鳥取市 手創りの店ウィルミナ 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,386 鳥取県 鳥取市 鉄板居酒屋じゅうべえ 鉄板居酒屋じゅうべえ サービス 飲食業 5%

184,387 鳥取県 鳥取市 Ｆｒａｓｓｉｎｏ 小売業 その他小売 5%

184,388 鳥取県 鳥取市 デンキハウスおぎはら 小売業 電化製品 5%

184,389 鳥取県 鳥取市 でんでん谷口店 小売業 電化製品 5%

184,390 鳥取県 鳥取市 鳥取医療病院売店 小売業 その他小売 5%

184,391 鳥取県 鳥取市 鳥取オート サービス その他サービス 5%

184,392 鳥取県 鳥取市 鳥取瓦斯株式会社　本社 サービス その他サービス 5%

184,393 鳥取県 鳥取市 鳥取瓦斯産業株式会社　本社 サービス その他サービス 5%

184,394 鳥取県 鳥取市 鳥取カントリー?楽部株式会社 サービス その他サービス 5%

184,395 鳥取県 鳥取市 鳥取県東部自動車学校 サービス その他サービス 5%

184,396 鳥取県 鳥取市 鳥取シティホテル サービス 宿泊業 5%

184,397 鳥取県 鳥取市 鳥取スターボウル サービス その他サービス 5%

184,398 鳥取県 鳥取市 セブン－イレブン鳥取津ノ井店 小売業 食料品 2%

184,399 鳥取県 鳥取市 Tottori Bar KINSATTA シャミネ鳥取 サービス 飲食業 5%

184,400 鳥取県 鳥取市 鳥取ファーマーズガーデン 小売業 食料品 5%

184,401 鳥取県 鳥取市 鳥取マツダ千代水店 小売業 その他小売 5%

184,402 鳥取県 鳥取市 セブン－イレブン鳥取緑ケ丘１丁目店 小売業 食料品 2%

184,403 鳥取県 鳥取市 鳥取南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,404 鳥取県 鳥取市 鳥取南ＢＰ　ＳＳ　グレース株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,405 鳥取県 鳥取市 鳥取やきおこし　シャミネ鳥取 小売業 食料品 5%

184,406 鳥取県 鳥取市 鳥取ヤクルト販売 ヤクルト上井センター 小売業 食料品 5%

184,407 鳥取県 鳥取市 鳥取ヤクルト販売　ヤクルト倉吉中央センター 小売業 食料品 5%

184,408 鳥取県 鳥取市 鳥取ヤクルト販売　ヤクルト千代水センター 小売業 食料品 5%

184,409 鳥取県 鳥取市 鳥取ヤクルト販売　ヤクルト東伯センター 小売業 食料品 5%

184,410 鳥取県 鳥取市 鳥取ヤクルト販売 ヤクルト鳥取中央センター 小売業 食料品 5%

184,411 鳥取県 鳥取市 鳥取ヤクルト販売 ヤクルト風紋センター 小売業 食料品 5%

184,412 鳥取県 鳥取市 鳥取ヤクルト販売　ヤクルト宝木センター 小売業 食料品 5%

184,413 鳥取県 鳥取市 鳥取ヤクルト販売　ヤクルトみどりセンター 小売業 食料品 5%

184,414 鳥取県 鳥取市 鳥取ヤクルト販売　ヤクルト南センター 小売業 食料品 5%

184,415 鳥取県 鳥取市 セブン－イレブン鳥取吉方店 小売業 食料品 2%

184,416 鳥取県 鳥取市 兎ッ兎ワイナリー 小売業 食料品 5%

184,417 鳥取県 鳥取市 ドトールコーヒーショップ　ＪＲ鳥取駅店 サービス 飲食業 2%

184,418 鳥取県 鳥取市 トヨタカローラ鳥取桜ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

184,419 鳥取県 鳥取市 トヨタカローラ鳥取鳥取店 小売業 その他小売 5%

184,420 鳥取県 鳥取市 トヨタレンタリース鳥取　鳥取砂丘コナン空港店 サービス その他サービス 2%

184,421 鳥取県 鳥取市 トヨタレンタリース鳥取鳥取駅前店 サービス その他サービス 2%

184,422 鳥取県 鳥取市 トヨタレンタリース鳥取鳥取空港カウンター店 サービス その他サービス 2%
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184,423 鳥取県 鳥取市 ドラッグ　１７１　駅南店 小売業 家具・調度品 5%

184,424 鳥取県 鳥取市 ドラッグ１７１　丸山店 小売業 家具・調度品 5%

184,425 鳥取県 鳥取市 ドラッグストア　イヌイ 小売業 その他小売 5%

184,426 鳥取県 鳥取市 トリミングサロンＴｅＴｅ サービス その他サービス 5%

184,427 鳥取県 鳥取市 ＴＲＥＡＳＵＲＥ株式会社 サービス その他サービス 5%

184,428 鳥取県 鳥取市 中井脩　ガーデン 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,429 鳥取県 鳥取市 中村時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,430 鳥取県 鳥取市 和み処　八洲 サービス 飲食業 5%

184,431 鳥取県 鳥取市 ナッツベリーファーム 小売業 その他小売 5%

184,432 鳥取県 鳥取市 nana's green tea シャミネ鳥取店 サービス 飲食業 5%

184,433 鳥取県 鳥取市 七つのレモン 小売業 衣料品 5%

184,434 鳥取県 鳥取市 ナンバ　鳥取店 小売業 その他小売 5%

184,435 鳥取県 鳥取市 ナンバ　鳥取東店 小売業 その他小売 5%

184,436 鳥取県 鳥取市 ナンバホームセンター　鳥取店 小売業 家具・調度品 5%

184,437 鳥取県 鳥取市 ナンバホームセンター　鳥取東店 小売業 家具・調度品 5%

184,438 鳥取県 鳥取市 握りの頂天 サービス 飲食業 5%

184,439 鳥取県 鳥取市 ニクバルダカラ 鳥取店 サービス 飲食業 5%

184,440 鳥取県 鳥取市 ニクバルダカラ鳥取 サービス 飲食業 5%

184,441 鳥取県 鳥取市 ニシオ 小売業 衣料品 5%

184,442 鳥取県 鳥取市 西根鮮魚店 小売業 食料品 5%

184,443 鳥取県 鳥取市 日本家具株式会社 小売業 家具・調度品 5%

184,444 鳥取県 鳥取市 人形のはなふさ　総本店 小売業 その他小売 5%

184,445 鳥取県 鳥取市 人形のはなふさ　鳥取店 小売業 その他小売 5%

184,446 鳥取県 鳥取市 ｎａｉｌ ｓａｌｏｎ Ｔｏｃｏ ＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

184,447 鳥取県 鳥取市 ねじまき鳥靴工房 サービス その他サービス 5%

184,448 鳥取県 鳥取市 ネッツトヨタ鳥取　鳥取駅南店 小売業 その他小売 5%

184,449 鳥取県 鳥取市 ネッツトヨタ鳥取　鳥取安長店 小売業 その他小売 5%

184,450 鳥取県 鳥取市 ネットワーク鳥取 小売業 その他小売 5%

184,451 鳥取県 鳥取市 ＳａｌｏｎｄｅＮｏｎｏＢｏｎｈｅｕｒ（ノノボヌール） サービス その他サービス 5%

184,452 鳥取県 鳥取市 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｎｏｎｏ　Ｂｏｎｈｅｕｒ　Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＮｏｎｏＢｏｎｈｅｕｒ サービス その他サービス 5%

184,453 鳥取県 鳥取市 ＪＭ／ＮＯＮＢＯＤＹ 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,454 鳥取県 鳥取市 ＢＡＲアジト サービス 飲食業 5%

184,455 鳥取県 鳥取市 バードステイホテル サービス 宿泊業 5%

184,456 鳥取県 鳥取市 ハートランドマミー鳥取店 小売業 その他小売 5%

184,457 鳥取県 鳥取市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　鳥取湖山店 サービス その他サービス 5%

184,458 鳥取県 鳥取市 ハウジングランドいない　河原店 小売業 家具・調度品 5%

184,459 鳥取県 鳥取市 白兎 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,460 鳥取県 鳥取市 バッカス湖山店 小売業 その他小売 5%

184,461 鳥取県 鳥取市 バッカス宮長店 小売業 その他小売 5%

184,462 鳥取県 鳥取市 バドミントン工房オレンヂＯＮＥ 小売業 その他小売 5%

184,463 鳥取県 鳥取市 パナックいのうえ 小売業 電化製品 5%

184,464 鳥取県 鳥取市 パナック　むらかみ 小売業 電化製品 5%
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184,465 鳥取県 鳥取市 パナック　おかだ 小売業 電化製品 5%

184,466 鳥取県 鳥取市 花のれん サービス 飲食業 5%

184,467 鳥取県 鳥取市 花のれん　春歌秋灯 サービス 飲食業 5%

184,468 鳥取県 鳥取市 はまだ美容室 サービス 理容・美容業 5%

184,469 鳥取県 鳥取市 浜村海岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,470 鳥取県 鳥取市 ハリカ鳥取店有限会社 小売業 その他小売 2%

184,471 鳥取県 鳥取市 ＢＡＲＣＯＳ　鳥取店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,472 鳥取県 鳥取市 バルコスブルー　シャミネ鳥取 サービス 飲食業 5%

184,473 鳥取県 鳥取市 販社券　鳥取三自販鳥取松並店 小売業 その他小売 5%

184,474 鳥取県 鳥取市 販社券　東鳥取三自販湖山店 小売業 その他小売 5%

184,475 鳥取県 鳥取市 Ｂｅｅｒ　Ｂｏｎｄｓ　ＡＫＡＲＩ 小売業 食料品 5%

184,476 鳥取県 鳥取市 ＢＭＯ鳥取千代水店 小売業 衣料品 5%

184,477 鳥取県 鳥取市 ＰＥＯＮＹ サービス 理容・美容業 5%

184,478 鳥取県 鳥取市 光油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,479 鳥取県 鳥取市 美粧堂 小売業 その他小売 5%

184,480 鳥取県 鳥取市 ビッグウッド　鳥取店 小売業 家具・調度品 2%

184,481 鳥取県 鳥取市 日ノ丸観光株式会社　ホテルニューオータニ鳥取 サービス 宿泊業 2%

184,482 鳥取県 鳥取市 日ノ丸観光株式会社　ホテルニューオータニ鳥取　アゼリア サービス 飲食業 2%

184,483 鳥取県 鳥取市 日ノ丸観光株式会社　ホテルニューオータニ鳥取　グリーンハウス サービス 飲食業 2%

184,484 鳥取県 鳥取市 日ノ丸観光株式会社　ホテルニューオータニ鳥取　山茶花 サービス 飲食業 2%

184,485 鳥取県 鳥取市 日ノ丸観光株式会社　ホテルニューオータニ鳥取　サブリエ サービス 飲食業 2%

184,486 鳥取県 鳥取市 日ノ丸観光株式会社　ホテルニューオータニ鳥取　大観苑 サービス 飲食業 2%

184,487 鳥取県 鳥取市 日ノ丸観光株式会社　ホテルニューオータニ鳥取　パリエール サービス 飲食業 2%

184,488 鳥取県 鳥取市 日ノ丸観光株式会社　ホテルニューオータニ鳥取　ビアガーデン サービス 飲食業 2%

184,489 鳥取県 鳥取市 日ノ丸観光株式会社　ホテルニューオータニ鳥取　ベルビュー サービス 飲食業 2%

184,490 鳥取県 鳥取市 日ノ丸観光トラベル　本社営業所 サービス その他サービス 5%

184,491 鳥取県 鳥取市 姫村電器商会 小売業 電化製品 5%

184,492 鳥取県 鳥取市 ビューティ髪ふうせん サービス 理容・美容業 5%

184,493 鳥取県 鳥取市 美容室アーサＫＯＹＡＭＡＫＩＴＡ サービス 理容・美容業 5%

184,494 鳥取県 鳥取市 びんごや 小売業 衣料品 5%

184,495 鳥取県 鳥取市 ＢＩＮＧＯＹＡ　駅南店 小売業 衣料品 5%

184,496 鳥取県 鳥取市 ＢＩＮＧＯＹＡ　ＳＵＰＥＲ　ＳＨＯＰ 鳥取店 小売業 衣料品 5%

184,497 鳥取県 鳥取市 びんごやスーパーショップ鳥取店 小売業 衣料品 5%

184,498 鳥取県 鳥取市 びんごや　鳥取駅南店 小売業 衣料品 5%

184,499 鳥取県 鳥取市 ファッションクリエーターニーズ 小売業 衣料品 5%

184,500 鳥取県 鳥取市 ファッションハウス　四季 小売業 衣料品 5%

184,501 鳥取県 鳥取市 ファッションプラザ　コサカ 小売業 衣料品 5%

184,502 鳥取県 鳥取市 ファミリーショップ　ササキ 小売業 衣料品 5%

184,503 鳥取県 鳥取市 フィッシングフィールドもり 小売業 その他小売 5%

184,504 鳥取県 鳥取市 フィットネスクラブ　パジャ　鳥取 サービス その他サービス 5%

184,505 鳥取県 鳥取市 フェリース紅茶日記 サービス 飲食業 5%

184,506 鳥取県 鳥取市 フォーモーション サービス その他サービス 5%
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184,507 鳥取県 鳥取市 ブーケフラワースタジオ 小売業 その他小売 5%

184,508 鳥取県 鳥取市 富士音饗 小売業 電化製品 5%

184,509 鳥取県 鳥取市 藤田仏具　本店 小売業 家具・調度品 5%

184,510 鳥取県 鳥取市 フタバ時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,511 鳥取県 鳥取市 仏唱堂有限会社 小売業 その他小売 5%

184,512 鳥取県 鳥取市 ブティック　ヒサズミ 小売業 衣料品 5%

184,513 鳥取県 鳥取市 ぶどうや 小売業 衣料品 5%

184,514 鳥取県 鳥取市 婦美屋 小売業 その他小売 5%

184,515 鳥取県 鳥取市 ブライダルショップ　ジュノー サービス その他サービス 5%

184,516 鳥取県 鳥取市 フラワー＆ベーカリーＨａＲｕ 小売業 その他小売 5%

184,517 鳥取県 鳥取市 フラワーハウス　ウッドローズ 小売業 その他小売 5%

184,518 鳥取県 鳥取市 フラワーガーデン　あぐり 小売業 その他小売 5%

184,519 鳥取県 鳥取市 フラワーショップ　ヨシダ 小売業 その他小売 5%

184,520 鳥取県 鳥取市 ブラン×ワークス 小売業 衣料品 5%

184,521 鳥取県 鳥取市 ふらんべ サービス 飲食業 5%

184,522 鳥取県 鳥取市 フルーツショップ フェリース サービス 飲食業 5%

184,523 鳥取県 鳥取市 ＢｌｕｅＮｏｔｅ サービス その他サービス 5%

184,524 鳥取県 鳥取市 Bleu Bleuet シャミネ鳥取店 小売業 その他小売 5%

184,525 鳥取県 鳥取市 フローリストみき 小売業 その他小売 5%

184,526 鳥取県 鳥取市 フロッシー鳥取店 小売業 衣料品 5%

184,527 鳥取県 鳥取市 ｆｌｏｓｓｙ　鳥取店 小売業 衣料品 5%

184,528 鳥取県 鳥取市 ｈａｉｒ　ａｎｄ　ｍａｋｅ　Ａｉｓｌｅ サービス 理容・美容業 5%

184,529 鳥取県 鳥取市 ヘアースパイス サービス 理容・美容業 5%

184,530 鳥取県 鳥取市 ｈａｉｒ ｎａｉｌ ｊａｙａ サービス 理容・美容業 5%

184,531 鳥取県 鳥取市 ヘアーフレックス イケモト サービス 理容・美容業 5%

184,532 鳥取県 鳥取市 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　Ｒａｒｅ．ｂ サービス 理容・美容業 5%

184,533 鳥取県 鳥取市 ＨａｉｒＳａｌｏｎ　Ｊ．ＢＯＹ サービス 理容・美容業 5%

184,534 鳥取県 鳥取市 ベッラエレガンテ サービス 理容・美容業 5%

184,535 鳥取県 鳥取市 ペペネーロ　イタリア館 サービス 飲食業 5%

184,536 鳥取県 鳥取市 ｖｅｒｙｂｅｒｒｙＦＬＯＷＥＲＳ 小売業 その他小売 5%

184,537 鳥取県 鳥取市 ベル美容室 サービス 理容・美容業 5%

184,538 鳥取県 鳥取市 ベルマン・コスメティック サービス その他サービス 5%

184,539 鳥取県 鳥取市 ペンション コスモスの館 サービス 宿泊業 5%

184,540 鳥取県 鳥取市 ホットエアー サービス 飲食業 5%

184,541 鳥取県 鳥取市 Ｂｏｄｙ　Ｓｈｏｐ　Ｂｅ－ｏｎｅ 小売業 その他小売 5%

184,542 鳥取県 鳥取市 ポテチーノ 小売業 衣料品 5%

184,543 鳥取県 鳥取市 ＨＯＴＥＬ　ＲＥＳＨ サービス 宿泊業 5%

184,544 鳥取県 鳥取市 ホテルニューオータニ鳥取　アゼリア サービス 宿泊業 5%

184,545 鳥取県 鳥取市 ホテルニューオータニ鳥取　グリーンハウス サービス 宿泊業 5%

184,546 鳥取県 鳥取市 ホテルニューオータニ鳥取　サブリエ サービス 宿泊業 5%

184,547 鳥取県 鳥取市 ホテルニューオータニ鳥取　ビアガーデン サービス 宿泊業 5%

184,548 鳥取県 鳥取市 ホテルニューオータニ鳥取 サービス 宿泊業 5%
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184,549 鳥取県 鳥取市 ホテルニューオータニ鳥取　山茶花 サービス 宿泊業 5%

184,550 鳥取県 鳥取市 ホテルニューオータニ鳥取　大観苑 サービス 宿泊業 5%

184,551 鳥取県 鳥取市 ホテルニューオータニ鳥取ビアガー サービス 宿泊業 5%

184,552 鳥取県 鳥取市 ホワイト急便　こうなん店 サービス その他サービス 5%

184,553 鳥取県 鳥取市 ホワイト急便　大覚寺店 サービス その他サービス 5%

184,554 鳥取県 鳥取市 ホワイト急便　南吉方店 サービス その他サービス 5%

184,555 鳥取県 鳥取市 ホワイト急便　ルート５３ サービス その他サービス 5%

184,556 鳥取県 鳥取市 まえた療術院 サービス その他サービス 5%

184,557 鳥取県 鳥取市 マクドナルドイオンモール鳥取北店 サービス 飲食業 2%

184,558 鳥取県 鳥取市 マクドナルドカインズモール鳥取店 サービス 飲食業 2%

184,559 鳥取県 鳥取市 マクドナルド鳥取店 サービス 飲食業 2%

184,560 鳥取県 鳥取市 マクドナルド鳥取丸山店 サービス 飲食業 2%

184,561 鳥取県 鳥取市 ＭＡＤＯショップ　鳥取中央店 サービス その他サービス 5%

184,562 鳥取県 鳥取市 ＭＡＹＡＭＡ 小売業 その他小売 5%

184,563 鳥取県 鳥取市 マルイ国府店 小売業 食料品 5%

184,564 鳥取県 鳥取市 マルイ湖山店 小売業 食料品 5%

184,565 鳥取県 鳥取市 マルイ宮長店 小売業 食料品 5%

184,566 鳥取県 鳥取市 マルイ薬師町店 小売業 食料品 5%

184,567 鳥取県 鳥取市 マルサン 小売業 衣料品 5%

184,568 鳥取県 鳥取市 希笑 希笑 サービス その他サービス 5%

184,569 鳥取県 鳥取市 万年筆博士 小売業 その他小売 5%

184,570 鳥取県 鳥取市 味覚の宿　山田屋 サービス 宿泊業 5%

184,571 鳥取県 鳥取市 美津吉商事・鳥取 小売業 家具・調度品 5%

184,572 鳥取県 鳥取市 みどり美容室 サービス 理容・美容業 5%

184,573 鳥取県 鳥取市 ミモザ鳥取店 小売業 家具・調度品 5%

184,574 鳥取県 鳥取市 宮脇書店　鳥取店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

184,575 鳥取県 鳥取市 ミュージックロータリーアコヤ 小売業 その他小売 5%

184,576 鳥取県 鳥取市 ＭＩＲＡＩ ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ   ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

184,577 鳥取県 鳥取市 ＭＩＲＡＩ サービス 飲食業 5%

184,578 鳥取県 鳥取市 メカショップ　オカダ サービス その他サービス 5%

184,579 鳥取県 鳥取市 メガネのマツモト 小売業 その他小売 5%

184,580 鳥取県 鳥取市 メナードフェイシャルサロン鳥取市田島店 サービス 理容・美容業 5%

184,581 鳥取県 鳥取市 メナードフェイシャルサロン鳥取市田島店 サービス 理容・美容業 5%

184,582 鳥取県 鳥取市 ルクルフローラ緑ヶ丘 サービス その他サービス 5%

184,583 鳥取県 鳥取市 メルチェリーア　シャミネ鳥取店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,584 鳥取県 鳥取市 ｍｏｃｏ ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ ｓｔｏｒｅ サービス 飲食業 5%

184,585 鳥取県 鳥取市 モッブスフェローズ サービス 飲食業 5%

184,586 鳥取県 鳥取市 ｍｏｍｉｍｏ サービス その他サービス 5%

184,587 鳥取県 鳥取市 ｍｏｍｉｍｏ サービス その他サービス 5%

184,588 鳥取県 鳥取市 モリケン 小売業 その他小売 5%

184,589 鳥取県 鳥取市 有限会社　森田印房 小売業 その他小売 5%

184,590 鳥取県 鳥取市 安蔵森林公園 森のレストラン サービス 飲食業 5%
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184,591 鳥取県 鳥取市 八百谷時計電器店 小売業 電化製品 5%

184,592 鳥取県 鳥取市 やきとり家すみれ　鳥取店 サービス 飲食業 5%

184,593 鳥取県 鳥取市 焼肉屋大平門 湖山店 サービス 飲食業 5%

184,594 鳥取県 鳥取市 山下佳酒店 小売業 食料品 5%

184,595 鳥取県 鳥取市 ヤマト電器 小売業 電化製品 5%

184,596 鳥取県 鳥取市 有限会社アイウィッシュ　リ・ソフィ 小売業 衣料品 5%

184,597 鳥取県 鳥取市 有限会社青木衣裳店 サービス その他サービス 5%

184,598 鳥取県 鳥取市 有限会社いわなり 小売業 衣料品 5%

184,599 鳥取県 鳥取市 有限会社上網モータース 小売業 その他小売 5%

184,600 鳥取県 鳥取市 有限会社植田印判 小売業 その他小売 5%

184,601 鳥取県 鳥取市 有限会社植田印判　駅前店 小売業 その他小売 5%

184,602 鳥取県 鳥取市 有限会社植田印判　川端店 小売業 その他小売 5%

184,603 鳥取県 鳥取市 有限会社ウコン自動車 小売業 その他小売 5%

184,604 鳥取県 鳥取市 有限会社ウコン自動車　湖山 小売業 その他小売 5%

184,605 鳥取県 鳥取市 有限会社エフエムエルサービス 小売業 その他小売 5%

184,606 鳥取県 鳥取市 有限会社オートジール 小売業 その他小売 5%

184,607 鳥取県 鳥取市 有限会社オカダ人形 小売業 その他小売 5%

184,608 鳥取県 鳥取市 有限会社叶オート 小売業 その他小売 5%

184,609 鳥取県 鳥取市 有限会社ガレージベース　ＧａｒａｇｅＢａｓｅ 小売業 その他小売 5%

184,610 鳥取県 鳥取市 有限会社くるまや 小売業 その他小売 5%

184,611 鳥取県 鳥取市 有限会社シューズ・クラタ 小売業 衣料品 5%

184,612 鳥取県 鳥取市 有限会社セントラルモータース 小売業 その他小売 5%

184,613 鳥取県 鳥取市 有限会社高垣時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,614 鳥取県 鳥取市 有限会社ダクタリ動物病院 サービス その他サービス 5%

184,615 鳥取県 鳥取市 有限会社辻商店 小売業 衣料品 5%

184,616 鳥取県 鳥取市 有限会社てんまり サービス 飲食業 5%

184,617 鳥取県 鳥取市 有限会社中谷かばん店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,618 鳥取県 鳥取市 有限会社中村屋 小売業 その他小売 5%

184,619 鳥取県 鳥取市 有限会社西尾金物店 小売業 その他小売 5%

184,620 鳥取県 鳥取市 有限会社西山家具 小売業 家具・調度品 5%

184,621 鳥取県 鳥取市 有限会社ニューモードロマン 小売業 衣料品 5%

184,622 鳥取県 鳥取市 有限会社林オート 小売業 その他小売 5%

184,623 鳥取県 鳥取市 有限会社ふじもと鞄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,624 鳥取県 鳥取市 有限会社フタバ時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,625 鳥取県 鳥取市 有限会社フラワーショップヨシダ 小売業 その他小売 5%

184,626 鳥取県 鳥取市 有限会社平成自販 小売業 その他小売 5%

184,627 鳥取県 鳥取市 有限会社メガネの太田 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,628 鳥取県 鳥取市 有限会社メガネフレンドキノ 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,629 鳥取県 鳥取市 有限会社モードサロン・シャルム　ジェイモーダ 小売業 衣料品 5%

184,630 鳥取県 鳥取市 有限会社山口タンス店 小売業 家具・調度品 5%

184,631 鳥取県 鳥取市 有限会社吉田自動車 サービス その他サービス 5%

184,632 鳥取県 鳥取市 ようこそ亭 ようこそ亭 サービス 飲食業 5%
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184,633 鳥取県 鳥取市 洋食屋 スノーラスカル サービス 飲食業 5%

184,634 鳥取県 鳥取市 吉方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,635 鳥取県 鳥取市 フラワーショップヨシダ　サントピア南店 小売業 その他小売 5%

184,636 鳥取県 鳥取市 フラワーショップヨシダ　サンマート北園店 小売業 その他小売 5%

184,637 鳥取県 鳥取市 フラワーショップヨシダ　サンマート湖山店 小売業 その他小売 5%

184,638 鳥取県 鳥取市 フラワーショップヨシダ　トスク吉方店 小売業 その他小売 5%

184,639 鳥取県 鳥取市 米澤自転車店 小売業 その他小売 5%

184,640 鳥取県 鳥取市 らーめん　肉丼ぶり　吉成鶏白湯　鶏神 サービス 飲食業 5%

184,641 鳥取県 鳥取市 ＬＯＶＥＲ　ｏｆ　ＮＡＩＬＳ　鳥取店 サービス 理容・美容業 5%

184,642 鳥取県 鳥取市 リ・ソフィー 小売業 衣料品 5%

184,643 鳥取県 鳥取市 リエジュ　イオンモール鳥取北店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,644 鳥取県 鳥取市 リエジュ　本部店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,645 鳥取県 鳥取市 リエジュ鳥取北店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,646 鳥取県 鳥取市 リトットマルシェ サービス 飲食業 5%

184,647 鳥取県 鳥取市 リプル 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,648 鳥取県 鳥取市 龍鳳 サービス 飲食業 5%

184,649 鳥取県 鳥取市 Ｒｕｆｕｓ サービス 理容・美容業 5%

184,650 鳥取県 鳥取市 Ｒｕｆａｓ サービス 理容・美容業 5%

184,651 鳥取県 鳥取市 ルクールブラン シャミネ鳥取店 小売業 衣料品 5%

184,652 鳥取県 鳥取市 ＬｅｉｆＥｒｉｋｓｏｎ 小売業 衣料品 5%

184,653 鳥取県 鳥取市 レーブ　アバンセ サービス 理容・美容業 5%

184,654 鳥取県 鳥取市 レーブ　サリュー サービス 理容・美容業 5%

184,655 鳥取県 鳥取市 レジァンス鳥取店 小売業 衣料品 5%

184,656 鳥取県 鳥取市 レストラン仏区里屋 サービス 飲食業 5%

184,657 鳥取県 鳥取市 レッツリラックス　ホテルモナーク鳥取店 サービス その他サービス 5%

184,658 鳥取県 鳥取市 路庵　かろばんや サービス 飲食業 5%

184,659 鳥取県 鳥取市 ロードスター 小売業 その他小売 5%

184,660 鳥取県 鳥取市 ろさんじん サービス 飲食業 5%

184,661 鳥取県 鳥取市 ワールドスペース　パル 小売業 その他小売 5%

184,662 鳥取県 鳥取市 和想館本店 小売業 衣料品 5%

184,663 鳥取県 鳥取市 わらべ館 サービス その他サービス 5%

184,664 鳥取県 鳥取市 ＯＮＥ＋ＯＮＥ 小売業 衣料品 5%

184,665 鳥取県 南部町 出光法勝寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,666 鳥取県 南部町 ＡＯＴカーサービス サービス その他サービス 5%

184,667 鳥取県 南部町 西伯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,668 鳥取県 南部町 セルフ西伯　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,669 鳥取県 南部町 そば処門所 サービス 飲食業 5%

184,670 鳥取県 南部町 セブン－イレブン南部町阿賀店 小売業 食料品 2%

184,671 鳥取県 南部町 はしもと 小売業 電化製品 5%

184,672 鳥取県 南部町 有限会社石上モータース 小売業 その他小売 5%

184,673 鳥取県 日南町 出光上石見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,674 鳥取県 日南町 出光生山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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184,675 鳥取県 日南町 くすりのＭＡＸ　くすりのＭＡＸ 小売業 その他小売 5%

184,676 鳥取県 日南町 生山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,677 鳥取県 日南町 生山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,678 鳥取県 日南町 多里　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,679 鳥取県 日南町 日南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,680 鳥取県 日南町 本条書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

184,681 鳥取県 日吉津村 ＶＭＶ　イオンモール日吉津店 小売業 その他小売 5%

184,682 鳥取県 日吉津村 うつわギャラリー釉 小売業 その他小売 5%

184,683 鳥取県 日吉津村 オルグローブ 小売業 その他小売 5%

184,684 鳥取県 日吉津村 ＫＡＮＤＡ　日吉津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,685 鳥取県 日吉津村 ギャルフィット　日吉津店 小売業 衣料品 5%

184,686 鳥取県 日吉津村 シーベレット　日吉津店 小売業 衣料品 5%

184,687 鳥取県 日吉津村 ＧＥＮＥＲＡＬ　ＳＴＯＲＥ　ＢＩＮＧＯＹＡ 小売業 衣料品 5%

184,688 鳥取県 日吉津村 ジェネラルストアＢＩＮＧＯＹＡ 小売業 衣料品 5%

184,689 鳥取県 日吉津村 しゃぶしゃぶ処あん庵 サービス 飲食業 5%

184,690 鳥取県 日吉津村 ｂａｇ　＆　ｓｈｏｅｓ　ｊｕｊｕ 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,691 鳥取県 日吉津村 末広ドライイオン日吉津店 サービス その他サービス 5%

184,692 鳥取県 日吉津村 スタジオワンダーイオンモール日吉津店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

184,693 鳥取県 日吉津村 スタジオワンダーイオンモール日 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

184,694 鳥取県 日吉津村 すたみな太郎　米子日吉津店 サービス 飲食業 5%

184,695 鳥取県 日吉津村 ＳｍａｐｈｏＤｒ．米子 サービス その他サービス 5%

184,696 鳥取県 日吉津村 セルフ日吉津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,697 鳥取県 日吉津村 ティーエヌ日吉津店 サービス 理容・美容業 2%

184,698 鳥取県 日吉津村 ながた商店 サービス その他サービス 5%

184,699 鳥取県 日吉津村 肉の市場カタオカ新鮮市場店 小売業 食料品 5%

184,700 鳥取県 日吉津村 有限会社　長谷川電器サービス 小売業 電化製品 5%

184,701 鳥取県 日吉津村 日吉津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,702 鳥取県 日吉津村 日吉津北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,703 鳥取県 日吉津村 マクドナルドイオンモール日吉津店 サービス 飲食業 2%

184,704 鳥取県 日吉津村 マクドナルド４３１日吉津店 サービス 飲食業 2%

184,705 鳥取県 日吉津村 無印良品イオンモール日吉津 小売業 衣料品 2%

184,706 鳥取県 日吉津村 焼肉飯店 ふるさと サービス 飲食業 5%

184,707 鳥取県 日吉津村 リエジュ　イオン日吉津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,708 鳥取県 日吉津村 リエジュ日吉津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,709 鳥取県 日野町 黒坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,710 鳥取県 日野町 サイハラ自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

184,711 鳥取県 日野町 そば道場　たたらや サービス 飲食業 5%

184,712 鳥取県 日野町 ハイマートタッチ ハイマートタッチ本店 小売業 食料品 5%

184,713 鳥取県 伯耆町 Ａｌｉｖｉｏ岸本店 サービス 運輸業 5%

184,714 鳥取県 伯耆町 出光尾高ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,715 鳥取県 伯耆町 出光溝口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,716 鳥取県 伯耆町 植田商会 小売業 電化製品 5%
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184,717 鳥取県 伯耆町 Ａコープみぞくち 小売業 その他小売 5%

184,718 鳥取県 伯耆町 ＦＢＩ　ＤＡＩＳＥＮ サービス その他サービス 5%

184,719 鳥取県 伯耆町 おどろ木ももの木さんしょの木 サービス 宿泊業 5%

184,720 鳥取県 伯耆町 岸本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,721 鳥取県 伯耆町 ご当地ファーム山の駅　大山望 小売業 家具・調度品 5%

184,722 鳥取県 伯耆町 真木自動車　米子東給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,723 鳥取県 伯耆町 生活彩家大山リハビリテーション病院店 小売業 その他小売 2%

184,724 鳥取県 伯耆町 大山ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

184,725 鳥取県 伯耆町 大山バックパッカーズ サービス その他サービス 5%

184,726 鳥取県 伯耆町 大山バックパッカーズ 大山バックパッカーズ サービス 宿泊業 5%

184,727 鳥取県 伯耆町 大山ＰＡ上り売店 小売業 家具・調度品 5%

184,728 鳥取県 伯耆町 大山まきば　みるくの里 小売業 家具・調度品 5%

184,729 鳥取県 伯耆町 蜂駆除の林原 サービス その他サービス 5%

184,730 鳥取県 伯耆町 フーズマーケットホック　伯耆店 小売業 食料品 5%

184,731 鳥取県 伯耆町 ポプラ大山八郷店 小売業 その他小売 2%

184,732 鳥取県 伯耆町 有限会社松岡旅館（お食事処まつおか） サービス 飲食業 5%

184,733 鳥取県 伯耆町 ミート＆デリ　いまがわ 小売業 食料品 5%

184,734 鳥取県 北栄町 アウトドアショップＧａｄｇｅｔ 小売業 その他小売 5%

184,735 鳥取県 北栄町 Ａコープ下北条 小売業 その他小売 5%

184,736 鳥取県 北栄町 景山石材 小売業 その他小売 5%

184,737 鳥取県 北栄町 コナン探偵社 小売業 その他小売 5%

184,738 鳥取県 北栄町 コナン百貨店 小売業 家具・調度品 5%

184,739 鳥取県 北栄町 真木自動車　由良給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,740 鳥取県 北栄町 タイヤステーション鳥取中央 小売業 その他小売 5%

184,741 鳥取県 北栄町 東宝ストア由良店 小売業 食料品 5%

184,742 鳥取県 北栄町 鳥取県倉吉自動車学校 サービス その他サービス 5%

184,743 鳥取県 北栄町 富盛電器店 小売業 電化製品 5%

184,744 鳥取県 北栄町 ハチ駆除センターいぬい サービス その他サービス 5%

184,745 鳥取県 北栄町 花工房あげたけ 小売業 その他小売 5%

184,746 鳥取県 北栄町 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅＨａｔｉｉ サービス 理容・美容業 5%

184,747 鳥取県 北栄町 北条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,748 鳥取県 北栄町 美津吉商事・倉吉 小売業 家具・調度品 5%

184,749 鳥取県 北栄町 由良 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,750 鳥取県 北栄町 由良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,751 鳥取県 北栄町 吉村三光堂薬品　よしむら薬品 小売業 その他小売 5%

184,752 鳥取県 三朝町 アイザワフォトスタジオ 小売業 その他小売 5%

184,753 鳥取県 三朝町 居酒屋　味季 サービス 飲食業 5%

184,754 鳥取県 三朝町 依山楼　岩崎 サービス 宿泊業 5%

184,755 鳥取県 三朝町 依山楼岩崎 サービス 宿泊業 5%

184,756 鳥取県 三朝町 旅館　大橋 サービス 宿泊業 5%

184,757 鳥取県 三朝町 かめや サービス 飲食業 5%

184,758 鳥取県 三朝町 木造りの宿　橋津屋 サービス 宿泊業 5%

4401



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

184,759 鳥取県 三朝町 旬彩の宿いわゆ サービス 宿泊業 5%

184,760 鳥取県 三朝町 清流荘 サービス 宿泊業 5%

184,761 鳥取県 三朝町 茶田屋　茶田屋 サービス 飲食業 5%

184,762 鳥取県 三朝町 藤井酒造合資会社 小売業 食料品 5%

184,763 鳥取県 三朝町 ポプラＪＡ三徳店 小売業 その他小売 2%

184,764 鳥取県 三朝町 本田モータース サービス その他サービス 5%

184,765 鳥取県 三朝町 三朝温泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,766 鳥取県 三朝町 三朝館 サービス 宿泊業 5%

184,767 鳥取県 三朝町 三朝町営国民宿舎ブランナールみささ サービス 宿泊業 5%

184,768 鳥取県 三朝町 三朝薬師の湯　万翆楼 サービス 宿泊業 5%

184,769 鳥取県 三朝町 遊食空間きらく サービス 飲食業 5%

184,770 鳥取県 三朝町 米広商事 小売業 その他小売 5%

184,771 鳥取県 八頭町 いしもと整体 サービス その他サービス 5%

184,772 鳥取県 八頭町 大江ノ郷ヴィレッジ サービス 飲食業 5%

184,773 鳥取県 八頭町 ＯＯＥ　ＶＡＬＬＥＹ　ＳＴＡＹ サービス 宿泊業 5%

184,774 鳥取県 八頭町 おおたでんき 小売業 電化製品 5%

184,775 鳥取県 八頭町 おしゃれの店やぶた　郡家店 小売業 その他小売 5%

184,776 鳥取県 八頭町 ＯＺ ＧＡＲＤＥＮ 小売業 その他小売 5%

184,777 鳥取県 八頭町 尾脇電機郡家支店 小売業 電化製品 5%

184,778 鳥取県 八頭町 株式会社ａｇｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

184,779 鳥取県 八頭町 株式会社オートギャラリー 小売業 その他小売 5%

184,780 鳥取県 八頭町 郡家北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,781 鳥取県 八頭町 郡家南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,782 鳥取県 八頭町 ｃｏｃｏｔｏ＋ サービス その他サービス 5%

184,783 鳥取県 八頭町 里山ヘアサロン サービス 理容・美容業 5%

184,784 鳥取県 八頭町 サラダ館　郡家店 小売業 その他小売 2%

184,785 鳥取県 八頭町 サンマート　郡家店 小売業 食料品 5%

184,786 鳥取県 八頭町 田中純子美容室 サービス 理容・美容業 2%

184,787 鳥取県 八頭町 津山ブックセンター郡家店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

184,788 鳥取県 八頭町 デトゥール 小売業 食料品 5%

184,789 鳥取県 八頭町 中西文具店／郡家店 小売業 その他小売 5%

184,790 鳥取県 八頭町 中西文具店郡家店 小売業 その他小売 5%

184,791 鳥取県 八頭町 パナック　たなか 小売業 電化製品 5%

184,792 鳥取県 八頭町 ビューティ巴亜麻 サービス 理容・美容業 5%

184,793 鳥取県 八頭町 船岡竹林公園 サービス 宿泊業 5%

184,794 鳥取県 八頭町 ＨＡＩＲ＆ＳＰＡ　アトリエ　カラーズ サービス 理容・美容業 5%

184,795 鳥取県 八頭町 ポプラ八頭郡家駅店 小売業 その他小売 2%

184,796 鳥取県 八頭町 八百谷商事 小売業 電化製品 5%

184,797 鳥取県 八頭町 Ｙａｚｕ　ｇａｒｄｅｎ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

184,798 鳥取県 八頭町 やぶた 小売業 その他小売 5%

184,799 鳥取県 八頭町 有限会社小谷写真館 サービス その他サービス 5%

184,800 鳥取県 八頭町 ［ＨＣ］有限会社西尾電機商会 小売業 電化製品 5%
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184,801 鳥取県 八頭町 有限会社西尾ボデー 小売業 その他小売 5%

184,802 鳥取県 八頭町 有限会社安井オートサービス 小売業 その他小売 5%

184,803 鳥取県 湯梨浜町 アロハカフェ サービス 飲食業 5%

184,804 鳥取県 湯梨浜町 打吹商事株式会社　ハワイＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,805 鳥取県 湯梨浜町 ＳＰＧ北原店 小売業 電化製品 5%

184,806 鳥取県 湯梨浜町 クリエイティブオート株式会社 小売業 その他小売 5%

184,807 鳥取県 湯梨浜町 交流センターゆるりん館 小売業 その他小売 5%

184,808 鳥取県 湯梨浜町 新あじそうハワイ店 小売業 食料品 5%

184,809 鳥取県 湯梨浜町 真木自動車　東郷給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,810 鳥取県 湯梨浜町 真木自動車　ハワイ給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,811 鳥取県 湯梨浜町 スクールショップ石沼 小売業 衣料品 5%

184,812 鳥取県 湯梨浜町 千年亭 サービス 宿泊業 5%

184,813 鳥取県 湯梨浜町 高橋酒店 小売業 食料品 5%

184,814 鳥取県 湯梨浜町 東郷館 サービス 宿泊業 5%

184,815 鳥取県 湯梨浜町 ネッツトヨタ鳥取　倉吉店 小売業 その他小売 5%

184,816 鳥取県 湯梨浜町 ハウジングランドいない　羽合店 小売業 家具・調度品 5%

184,817 鳥取県 湯梨浜町 パナックだいでん 小売業 電化製品 5%

184,818 鳥取県 湯梨浜町 羽合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,819 鳥取県 湯梨浜町 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅハワイＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,820 鳥取県 湯梨浜町 ハワイゆ～たうん サービス その他サービス 5%

184,821 鳥取県 湯梨浜町 望湖楼 サービス 宿泊業 5%

184,822 鳥取県 湯梨浜町 ポプラはわい中央店 小売業 その他小売 2%

184,823 鳥取県 湯梨浜町 ポプラはわい道の駅店 小売業 その他小売 2%

184,824 鳥取県 湯梨浜町 モリキ電器 小売業 電化製品 5%

184,825 鳥取県 湯梨浜町 ゆアシス東郷　龍鳳閣 サービス その他サービス 5%

184,826 鳥取県 湯梨浜町 有限会社大和屋 小売業 衣料品 5%

184,827 鳥取県 湯梨浜町 ゆの宿彩香 サービス 宿泊業 5%

184,828 鳥取県 米子市 アイシア サービス 理容・美容業 5%

184,829 鳥取県 米子市 青戸洋服店 小売業 食料品 5%

184,830 鳥取県 米子市 あかいどうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

184,831 鳥取県 米子市 ＡＴＳＵＴＡ　米子店 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,832 鳥取県 米子市 ａｔｅｌｉｅｒ　ｆｒｅｅｌａｎｄ 小売業 その他小売 5%

184,833 鳥取県 米子市 ＡＰＡ　ＡＰＡ サービス その他サービス 5%

184,834 鳥取県 米子市 アリオン　皆生店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

184,835 鳥取県 米子市 アリオン　米原店 サービス その他サービス 5%

184,836 鳥取県 米子市 アリカフェ　皆生店 サービス 飲食業 5%

184,837 鳥取県 米子市 アルガ美容室 サービス 理容・美容業 5%

184,838 鳥取県 米子市 ａｒｏｍｅｂｅａｕｔｙＴｈｅｒａｐｉｓｉａ サービス その他サービス 5%

184,839 鳥取県 米子市 イーアンドエル 小売業 その他小売 5%

184,840 鳥取県 米子市 イーエフジーストア 小売業 衣料品 5%

184,841 鳥取県 米子市 いこい亭菊萬 サービス 宿泊業 5%

184,842 鳥取県 米子市 出光久米町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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184,843 鳥取県 米子市 出光産業道路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,844 鳥取県 米子市 出光セルフ米子南インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,845 鳥取県 米子市 出光東伯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,846 鳥取県 米子市 出光鳥取中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,847 鳥取県 米子市 出光富益ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,848 鳥取県 米子市 出光中山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,849 鳥取県 米子市 出光セルフ弓ヶ浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,850 鳥取県 米子市 出光米子東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,851 鳥取県 米子市 出光夜見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,852 鳥取県 米子市 犬の庭 サービス その他サービス 5%

184,853 鳥取県 米子市 犬の庭 犬の庭 サービス 理容・美容業 5%

184,854 鳥取県 米子市 今井書店錦町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

184,855 鳥取県 米子市 岩崎塗装店 小売業 その他小売 5%

184,856 鳥取県 米子市 ヴィス　レガロ サービス 理容・美容業 5%

184,857 鳥取県 米子市 ウィーンの森　コンディトライ店 小売業 食料品 5%

184,858 鳥取県 米子市 旨食堂　あげあげ サービス 飲食業 5%

184,859 鳥取県 米子市 海色・湯の宿　松月 サービス 飲食業 5%

184,860 鳥取県 米子市 ＡＮＡクラウンプラザホテル米子 サービス 宿泊業 5%

184,861 鳥取県 米子市 Ａコープ大高 小売業 その他小売 5%

184,862 鳥取県 米子市 Ａコープよどえ 小売業 その他小売 5%

184,863 鳥取県 米子市 Ｘ－ｔｒｅｍｅ 小売業 その他小売 5%

184,864 鳥取県 米子市 江戸前やぐら鮨 サービス 飲食業 5%

184,865 鳥取県 米子市 ［ＨＣ］エパハウス福米店 小売業 電化製品 5%

184,866 鳥取県 米子市 オートライケン 小売業 その他小売 5%

184,867 鳥取県 米子市 岡田商店宗像店 小売業 食料品 5%

184,868 鳥取県 米子市 沖縄酒場　ゆんたく サービス 飲食業 5%

184,869 鳥取県 米子市 御食事処　松の江 サービス 飲食業 5%

184,870 鳥取県 米子市 オゾック 小売業 衣料品 5%

184,871 鳥取県 米子市 Ｏｍｇｅｅ 小売業 衣料品 5%

184,872 鳥取県 米子市 ｏｌａｆ サービス 飲食業 5%

184,873 鳥取県 米子市 Ｏｒａｎｇ　Ｌａｕｔ サービス 飲食業 5%

184,874 鳥取県 米子市 オリックスレンタカー鳥取駅前店 サービス その他サービス 2%

184,875 鳥取県 米子市 オリックスレンタカー米子駅前末広店 サービス その他サービス 2%

184,876 鳥取県 米子市 オリックスレンタカー米子駅前店 サービス その他サービス 2%

184,877 鳥取県 米子市 オリックスレンタカー米子東店 サービス その他サービス 2%

184,878 鳥取県 米子市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ卸団地入口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,879 鳥取県 米子市 温野菜米子店 サービス 飲食業 2%

184,880 鳥取県 米子市 カーサービス板脇 小売業 その他小売 5%

184,881 鳥取県 米子市 皆生菊乃家 サービス 宿泊業 5%

184,882 鳥取県 米子市 皆生グランドホテル天水 サービス 宿泊業 5%

184,883 鳥取県 米子市 皆生シーサイドホテル海の四季 サービス 宿泊業 5%

184,884 鳥取県 米子市 皆生つるや サービス 宿泊業 5%

4404



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

184,885 鳥取県 米子市 皆生游月 サービス 宿泊業 5%

184,886 鳥取県 米子市 海潮園 サービス 宿泊業 5%

184,887 鳥取県 米子市 ガイナックスシアター サービス その他サービス 5%

184,888 鳥取県 米子市 カイロプラクティックエステサロン結 サービス その他サービス 5%

184,889 鳥取県 米子市 かえる不動産 サービス その他サービス 5%

184,890 鳥取県 米子市 家具商舗やす井 小売業 家具・調度品 5%

184,891 鳥取県 米子市 籠乃鶏大山　角盤町店 サービス 飲食業 5%

184,892 鳥取県 米子市 柏尾自動車 小売業 その他小売 5%

184,893 鳥取県 米子市 がじゅまる 小売業 食料品 5%

184,894 鳥取県 米子市 華水亭 サービス 宿泊業 5%

184,895 鳥取県 米子市 活魚　たこ八 サービス 飲食業 5%

184,896 鳥取県 米子市 学校法人山陰中央自動車学校 サービス その他サービス 5%

184,897 鳥取県 米子市 カットクラブドゥー サービス 理容・美容業 5%

184,898 鳥取県 米子市 ＣＵＴＳＨＯＰｃｈ．２ サービス 理容・美容業 5%

184,899 鳥取県 米子市 ＣＡＦＥＴＥＲＩＡ　ＬＡＮＤ＆ＹＥＡＲＳ 小売業 衣料品 5%

184,900 鳥取県 米子市 カフェレスト　ピュア サービス 飲食業 5%

184,901 鳥取県 米子市 株式会社カナヤマ 小売業 衣料品 5%

184,902 鳥取県 米子市 株式会社山陰タイヤセンター 小売業 その他小売 5%

184,903 鳥取県 米子市 株式会社日ノ丸観光トラベル　米子営業所 サービス その他サービス 5%

184,904 鳥取県 米子市 ＬｅＣｉｅｌ?ＢｅａｕｔｙＤｅｓｉｇｎ? サービス 理容・美容業 5%

184,905 鳥取県 米子市 家富良 サービス 飲食業 5%

184,906 鳥取県 米子市 かめや釣具 米子店 小売業 その他小売 5%

184,907 鳥取県 米子市 カラオケ　スパイラル　米子店 サービス その他サービス 5%

184,908 鳥取県 米子市 カラースタジオアイル サービス 理容・美容業 5%

184,909 鳥取県 米子市 カリフォルニアキッチン米子 サービス 飲食業 5%

184,910 鳥取県 米子市 ＧＡＲＡＧＥ　Ｆｌａｔ　ｏｕｔ 小売業 その他小売 5%

184,911 鳥取県 米子市 キーウエスト サービス 飲食業 5%

184,912 鳥取県 米子市 きものギャラリー八重垣　米子店 小売業 衣料品 5%

184,913 鳥取県 米子市 ＣＡＢ　ＨＡＩＲＳ　ＦＯＲ　ＭＥＮ サービス 理容・美容業 5%

184,914 鳥取県 米子市 牛角米子しんまち店 サービス 飲食業 2%

184,915 鳥取県 米子市 ＧＵＥＮＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,916 鳥取県 米子市 ＣＲＡＦＴ サービス その他サービス 5%

184,917 鳥取県 米子市 ｇｒｅｅｎｉｃｈｅ　ＹＯＮＡＧＯ 小売業 家具・調度品 5%

184,918 鳥取県 米子市 グリヘアーアンドメイク サービス 理容・美容業 5%

184,919 鳥取県 米子市 クレイ商品事業部 小売業 その他小売 5%

184,920 鳥取県 米子市 県境　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,921 鳥取県 米子市 合同会社Ｕ．Ｇファクトリー 小売業 その他小売 5%

184,922 鳥取県 米子市 こうりん坊 サービス 飲食業 5%

184,923 鳥取県 米子市 こうりん坊　山月庵 サービス 飲食業 5%

184,924 鳥取県 米子市 ＣＯＣＯ壱番屋米子皆生店 サービス その他サービス 2%

184,925 鳥取県 米子市 ＣＯＣＯ壱番屋米子旗ヶ崎店 サービス 飲食業 2%

184,926 鳥取県 米子市 ＣｏＣｏカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%
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184,927 鳥取県 米子市 越河金属 小売業 家具・調度品 5%

184,928 鳥取県 米子市 ごとう絣店　ごとう絣店 小売業 衣料品 5%

184,929 鳥取県 米子市 このみ　このみ サービス 飲食業 5%

184,930 鳥取県 米子市 米蔵 サービス 飲食業 5%

184,931 鳥取県 米子市 ゴルフパートナー　米子産業道路店 小売業 その他小売 2%

184,932 鳥取県 米子市 株式会社コンピュータロマン 小売業 電化製品 5%

184,933 鳥取県 米子市 ＴＨＥ　ＰＡＲＫ 小売業 衣料品 5%

184,934 鳥取県 米子市 ＴＨＥ　ＰＡＲＫ　１Ｆ 小売業 衣料品 5%

184,935 鳥取県 米子市 サイクルハウス　あんどう 小売業 その他小売 5%

184,936 鳥取県 米子市 Ｐｓｙｃｈｏｂｏｘ　ＬＡＢ　Ｐｓｙｃｈｏｂｏｘ　ＬＡＢ 小売業 衣料品 5%

184,937 鳥取県 米子市 さくらや米子店 サービス その他サービス 5%

184,938 鳥取県 米子市 雑貨Ｃａｎｔｉｋ 小売業 衣料品 5%

184,939 鳥取県 米子市 ＴＨＥＰＡＲＫ 小売業 衣料品 5%

184,940 鳥取県 米子市 ＴＨＥＰＡＲＫ２Ｆ サービス 飲食業 5%

184,941 鳥取県 米子市 山陰車輌整備 サービス その他サービス 5%

184,942 鳥取県 米子市 サンエリア 小売業 その他小売 5%

184,943 鳥取県 米子市 時宝館 小売業 貴金属・服飾品 5%

184,944 鳥取県 米子市 ＳＨＩＭＡＴＯＲＩ米子店 小売業 その他小売 5%

184,945 鳥取県 米子市 島根電工　米子支社 サービス その他サービス 5%

184,946 鳥取県 米子市 シューズ　スリール 小売業 衣料品 5%

184,947 鳥取県 米子市 松涛園 サービス 宿泊業 5%

184,948 鳥取県 米子市 鉄板焼笑家 サービス 飲食業 5%

184,949 鳥取県 米子市 真木自動車　米子整備工場 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,950 鳥取県 米子市 寝具の木下 小売業 家具・調度品 5%

184,951 鳥取県 米子市 シンセイ技研　米子営業所 サービス その他サービス 5%

184,952 鳥取県 米子市 新日本補聴器センター米子店 小売業 その他小売 5%

184,953 鳥取県 米子市 翠幸園 サービス 宿泊業 5%

184,954 鳥取県 米子市 ＴＨＩＮＫ＆ＣＯ． 小売業 衣料品 5%

184,955 鳥取県 米子市 スーパードラッグひまわり河崎店 小売業 その他小売 5%

184,956 鳥取県 米子市 すずらん補聴器 サービス その他サービス 5%

184,957 鳥取県 米子市 すずらん補聴器 小売業 その他小売 5%

184,958 鳥取県 米子市 スタンスコレクション 小売業 衣料品 5%

184,959 鳥取県 米子市 スタンス３Ｆメンズ 小売業 衣料品 5%

184,960 鳥取県 米子市 ストーンプランニングいしの米子店 小売業 その他小売 5%

184,961 鳥取県 米子市 スーパーホームセンターいない　米子店 小売業 家具・調度品 5%

184,962 鳥取県 米子市 炭火焼肉　いまがわ サービス 飲食業 5%

184,963 鳥取県 米子市 Ｓｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

184,964 鳥取県 米子市 生活雑貨ティンクルティンクル　米子店 小売業 家具・調度品 5%

184,965 鳥取県 米子市 セオリー 小売業 衣料品 5%

184,966 鳥取県 米子市 セカンド 小売業 その他小売 5%

184,967 鳥取県 米子市 セカンドａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

184,968 鳥取県 米子市 セルフ卸団地入口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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184,969 鳥取県 米子市 セルフステーション米子中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,970 鳥取県 米子市 セルフ旗ヶ崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,971 鳥取県 米子市 セルフ米子東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,972 鳥取県 米子市 セルフ夜見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,973 鳥取県 米子市 ＳＯ－ＪＵ サービス 飲食業 5%

184,974 鳥取県 米子市 外村電器 小売業 電化製品 5%

184,975 鳥取県 米子市 ダイハツ・ベストピット店 サービス その他サービス 5%

184,976 鳥取県 米子市 タジキナミ 小売業 衣料品 5%

184,977 鳥取県 米子市 田中隆 サービス その他サービス 5%

184,978 鳥取県 米子市 辻谷自動車 小売業 その他小売 5%

184,979 鳥取県 米子市 椿自動車 小売業 その他小売 5%

184,980 鳥取県 米子市 釣研加藤 サービス その他サービス 5%

184,981 鳥取県 米子市 鉄板　ふくもと サービス 飲食業 5%

184,982 鳥取県 米子市 天満屋フィットネスクラブ　パジャ サービス その他サービス 5%

184,983 鳥取県 米子市 トイズ キッチン カフェ サービス 飲食業 5%

184,984 鳥取県 米子市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅウイング日原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,985 鳥取県 米子市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ皆生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,986 鳥取県 米子市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ上後藤ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,987 鳥取県 米子市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ旗ヶ崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,988 鳥取県 米子市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ三柳セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,989 鳥取県 米子市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅメッセ４３１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,990 鳥取県 米子市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ米子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,991 鳥取県 米子市 友保自動車 小売業 その他小売 5%

184,992 鳥取県 米子市 トヨタカローラ鳥取米子店 小売業 その他小売 5%

184,993 鳥取県 米子市 トヨタレンタリース鳥取米子駅前店 サービス その他サービス 2%

184,994 鳥取県 米子市 トヨタレンタリース鳥取米子店 サービス その他サービス 2%

184,995 鳥取県 米子市 トラットリア　ラ・リーベラ サービス 飲食業 5%

184,996 鳥取県 米子市 ｔｒｉｃａ サービス 理容・美容業 5%

184,997 鳥取県 米子市 鳥料理　さんぽう サービス 飲食業 5%

184,998 鳥取県 米子市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ長砂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

184,999 鳥取県 米子市 ナカダオートサービス 小売業 その他小売 5%

185,000 鳥取県 米子市 株式会社中ノ森オフィス サービス その他サービス 5%

185,001 鳥取県 米子市 なる美 サービス 飲食業 5%

185,002 鳥取県 米子市 ニコニコレンタカー米子駅前店 サービス その他サービス 5%

185,003 鳥取県 米子市 西尾自動車株式会社　米子店 サービス その他サービス 5%

185,004 鳥取県 米子市 西尾自動車株式会社　米子店 サービス その他サービス 5%

185,005 鳥取県 米子市 ニッセンシェイプファンデサロンドＢａｂｅ 小売業 衣料品 5%

185,006 鳥取県 米子市 日本家具株式会社　米子店 小売業 家具・調度品 5%

185,007 鳥取県 米子市 二和電器商会 小売業 電化製品 5%

185,008 鳥取県 米子市 人形のはなふさ　米子店 小売業 その他小売 5%

185,009 鳥取県 米子市 Ｎａｔｕｒｅ　ｂｏｘ 小売業 その他小売 5%

185,010 鳥取県 米子市 ネッツトヨタ鳥取株式会社 小売業 その他小売 5%
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185,011 鳥取県 米子市 ネッツトヨタ鳥取　本部 小売業 その他小売 5%

185,012 鳥取県 米子市 ネッツトヨタ鳥取　米子日野橋店 小売業 その他小売 5%

185,013 鳥取県 米子市 ハートピア皆生 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,014 鳥取県 米子市 ハウジングランドいない　淀江店 小売業 家具・調度品 5%

185,015 鳥取県 米子市 パソコンドック２４　米子店 サービス その他サービス 5%

185,016 鳥取県 米子市 旗ケ崎　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,017 鳥取県 米子市 パナツク　やすよし 小売業 電化製品 5%

185,018 鳥取県 米子市 パナックむら 小売業 電化製品 5%

185,019 鳥取県 米子市 Ｈｏｎｅｙｃｏｍｂ 小売業 衣料品 5%

185,020 鳥取県 米子市 Ｖａｎｉｌｌａ 小売業 衣料品 5%

185,021 鳥取県 米子市 Ｖａｎｉｌｌａ 小売業 衣料品 5%

185,022 鳥取県 米子市 林原自動車 サービス その他サービス 5%

185,023 鳥取県 米子市 び・かむ 小売業 衣料品 5%

185,024 鳥取県 米子市 ＢＭＯ米子店 小売業 衣料品 5%

185,025 鳥取県 米子市 ビーロード安倍ＳＳ　株式会社岡田商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,026 鳥取県 米子市 彦名水鳥公園前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,027 鳥取県 米子市 ビジネスホテル　アジェンダ サービス 宿泊業 5%

185,028 鳥取県 米子市 ビジネスホテル　アジェンダ　駅前館 サービス 宿泊業 5%

185,029 鳥取県 米子市 日々の糧 サービス 飲食業 5%

185,030 鳥取県 米子市 美容室　ｓｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

185,031 鳥取県 米子市 美容室　ＤＯＭＯ サービス 理容・美容業 5%

185,032 鳥取県 米子市 美容室ドーモ　安倍店 サービス 理容・美容業 5%

185,033 鳥取県 米子市 平田ミュージック　トミヤ楽器店 小売業 その他小売 5%

185,034 鳥取県 米子市 ＢＩＮＧＯＹＡ　ＳＵＰＥＲ　ＳＨＯＰ 米子店 小売業 衣料品 5%

185,035 鳥取県 米子市 びんごやスーパーショップ米子店 小売業 衣料品 5%

185,036 鳥取県 米子市 ふじい動物病院 サービス その他サービス 5%

185,037 鳥取県 米子市 藤尾化粧品店 小売業 その他小売 5%

185,038 鳥取県 米子市 フーズマーケットホック　安倍店 小売業 食料品 5%

185,039 鳥取県 米子市 フーズマーケットホック　皆生店 小売業 食料品 5%

185,040 鳥取県 米子市 フーズマーケットホック　夜見店 小売業 食料品 5%

185,041 鳥取県 米子市 Ｂｏｕｔｉｑｕｅ　Ｍｏｉｒａｉ 小売業 衣料品 5%

185,042 鳥取県 米子市 ブティックマイ 小売業 衣料品 5%

185,043 鳥取県 米子市 ブティックモイラ米子ショールーム 小売業 衣料品 5%

185,044 鳥取県 米子市 ブティックリサ 小売業 衣料品 5%

185,045 鳥取県 米子市 ふとん館 小売業 家具・調度品 5%

185,046 鳥取県 米子市 フモール サービス 飲食業 5%

185,047 鳥取県 米子市 ｐｌｕｓ　ｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

185,048 鳥取県 米子市 Ｂｒａｓｓｅｒｉｅ　Ａｇｏｒａ サービス 飲食業 5%

185,049 鳥取県 米子市 ＪＭ／プルクラン サービス 理容・美容業 5%

185,050 鳥取県 米子市 プロケア　リッシュ サービス 理容・美容業 5%

185,051 鳥取県 米子市 フロッシー米子店 小売業 衣料品 5%

185,052 鳥取県 米子市 ｆｌｏｓｓｙ　米子店 小売業 衣料品 5%
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185,053 鳥取県 米子市 ぶんぶん堂米子店　ぶんぶん堂米子店 小売業 その他小売 5%

185,054 鳥取県 米子市 ｈａｉｒｍａｋｅＣｈａｒｌａｚｏ サービス 理容・美容業 5%

185,055 鳥取県 米子市 ｈａｉｒｓａｌｏｎｆａｖｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

185,056 鳥取県 米子市 ｈａｉｒＤａｙｓ サービス 理容・美容業 5%

185,057 鳥取県 米子市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＤＡＮＣＥ サービス 理容・美容業 5%

185,058 鳥取県 米子市 ｈａｉｒ ａｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓ ｂａｒｒｅｔｔａ サービス 理容・美容業 5%

185,059 鳥取県 米子市 ｈａｉｒ＆ｌｉｆｅ　ｋｉｉｔｏｓ サービス 理容・美容業 5%

185,060 鳥取県 米子市 ＨＡＩＲ ＢＥＡＴ ｈａｉｒｂｅａｔ サービス 理容・美容業 5%

185,061 鳥取県 米子市 ｈａｉｒｍａｋｅ　Ｃｈｏｕｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

185,062 鳥取県 米子市 ベイサイドスクエア　皆生ホテル サービス 宿泊業 5%

185,063 鳥取県 米子市 ポートベロー 小売業 衣料品 5%

185,064 鳥取県 米子市 ホームデコ　米子店 小売業 その他小売 5%

185,065 鳥取県 米子市 ホームデコ米子店 小売業 その他小売 5%

185,066 鳥取県 米子市 ホソダデンキ商会 小売業 電化製品 5%

185,067 鳥取県 米子市 ホック　皆生店 小売業 食料品 5%

185,068 鳥取県 米子市 ホック　昭和町店 小売業 食料品 5%

185,069 鳥取県 米子市 ホック　花園店 小売業 食料品 5%

185,070 鳥取県 米子市 ホテル　カクバン サービス 宿泊業 5%

185,071 鳥取県 米子市 ホテル真田 サービス 宿泊業 5%

185,072 鳥取県 米子市 ボヌール サービス 理容・美容業 5%

185,073 鳥取県 米子市 ホープタウンマルイ店 小売業 食料品 5%

185,074 鳥取県 米子市 ポプラ米子大高店 小売業 その他小売 2%

185,075 鳥取県 米子市 ホルモン　いまがわ サービス 飲食業 5%

185,076 鳥取県 米子市 本の学校今井ブックセンター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

185,077 鳥取県 米子市 本の学校メディア館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

185,078 鳥取県 米子市 まいもんや　かっぱ サービス 飲食業 5%

185,079 鳥取県 米子市 マクドナルド１８１米子南店 サービス 飲食業 2%

185,080 鳥取県 米子市 マクドナルド米子店 サービス 飲食業 2%

185,081 鳥取県 米子市 マッキントッシュフィロソフィー 小売業 衣料品 5%

185,082 鳥取県 米子市 ＭＡＸＳＨＯＰ株式会社 小売業 その他小売 5%

185,083 鳥取県 米子市 ＭＡＸＳＨＯＰ株式会社 サービス 飲食業 5%

185,084 鳥取県 米子市 松田染物店 サービス その他サービス 5%

185,085 鳥取県 米子市 株式会社松本油店 小売業 その他小売 5%

185,086 鳥取県 米子市 マルイ安倍店 小売業 食料品 5%

185,087 鳥取県 米子市 マルイ車尾店 小売業 食料品 5%

185,088 鳥取県 米子市 マルイホープタウンマルイ店 小売業 食料品 5%

185,089 鳥取県 米子市 マルイ米子しんまち店 小売業 食料品 5%

185,090 鳥取県 米子市 マルイ両三柳店 小売業 食料品 5%

185,091 鳥取県 米子市 丸木屋 小売業 衣料品 5%

185,092 鳥取県 米子市 丸合 小売業 その他小売 5%

185,093 鳥取県 米子市 丸合すまいる五千石店 小売業 衣料品 5%

185,094 鳥取県 米子市 三井 サービス 宿泊業 5%
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185,095 鳥取県 米子市 湊山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,096 鳥取県 米子市 宮本電化サービス 小売業 電化製品 5%

185,097 鳥取県 米子市 ミルポア　イオン米子駅前店 小売業 その他小売 5%

185,098 鳥取県 米子市 ＭＯＯＮ＆ＳＰＯＯＮ サービス 飲食業 5%

185,099 鳥取県 米子市 明治書店　皆生店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

185,100 鳥取県 米子市 めがねのスエツグｐｌｕｓ 小売業 その他小売 5%

185,101 鳥取県 米子市 メガネの田中　米子本店 小売業 その他小売 5%

185,102 鳥取県 米子市 メガネのハマダ サービス その他サービス 5%

185,103 鳥取県 米子市 メガネルームアイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,104 鳥取県 米子市 ｍｅｎ ｓ ｊｏｙ サービス 理容・美容業 5%

185,105 鳥取県 米子市 Ｍ ｓＢａｒｂｅｒｓｈｏｐ サービス 理容・美容業 5%

185,106 鳥取県 米子市 モイラコーポレーション 小売業 衣料品 5%

185,107 鳥取県 米子市 Ｍｏｄｅ＆ＲｅｌａｘＴＡＪＩＫＩ サービス 理容・美容業 5%

185,108 鳥取県 米子市 持田モータース 小売業 その他小売 5%

185,109 鳥取県 米子市 もつ鍋　椿や サービス 飲食業 5%

185,110 鳥取県 米子市 やきとり葵屋 サービス 飲食業 5%

185,111 鳥取県 米子市 焼肉一八 サービス 飲食業 5%

185,112 鳥取県 米子市 焼肉 うえば サービス 飲食業 5%

185,113 鳥取県 米子市 焼肉＆グルメバイキングかたおか　米子店 サービス 飲食業 5%

185,114 鳥取県 米子市 焼肉　喜多八 サービス 飲食業 5%

185,115 鳥取県 米子市 焼肉キッチン一龍 サービス 飲食業 5%

185,116 鳥取県 米子市 焼き肉黒 サービス 飲食業 5%

185,117 鳥取県 米子市 焼肉たいへい門 米子店 サービス 飲食業 5%

185,118 鳥取県 米子市 焼肉ぷるこぎ米子店 サービス 飲食業 5%

185,119 鳥取県 米子市 焼肉ホルモンだんだん サービス 飲食業 5%

185,120 鳥取県 米子市 ヤマサ食品 小売業 食料品 5%

185,121 鳥取県 米子市 ヤマハパルス　米子楽器社　米子店 小売業 その他小売 5%

185,122 鳥取県 米子市 有限会社　岩坂紙店 小売業 その他小売 5%

185,123 鳥取県 米子市 有限会社カジマ自動車 小売業 その他小売 5%

185,124 鳥取県 米子市 有限会社加納屋 小売業 電化製品 5%

185,125 鳥取県 米子市 有限会社クリーンボディー米子 小売業 その他小売 5%

185,126 鳥取県 米子市 有限会社ジャーマニーハウス 小売業 その他小売 5%

185,127 鳥取県 米子市 有限会社らぱん 小売業 その他小売 5%

185,128 鳥取県 米子市 有限会社Ｒｅｉｎｄｅｅｒ 小売業 家具・調度品 5%

185,129 鳥取県 米子市 有限会社ワインセラー葡萄屋 小売業 食料品 5%

185,130 鳥取県 米子市 湯喜望　白扇 サービス 宿泊業 5%

185,131 鳥取県 米子市 洋風居酒屋 オッティモ サービス 飲食業 5%

185,132 鳥取県 米子市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ淀江なかまＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,133 鳥取県 米子市 淀江西　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,134 鳥取県 米子市 米子駅前ＳＳ　株式会社岡田商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,135 鳥取県 米子市 米子駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,136 鳥取県 米子市 セブン－イレブン米子河崎店 小売業 食料品 2%
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185,137 鳥取県 米子市 よなご山荘 小売業 その他小売 5%

185,138 鳥取県 米子市 セブン－イレブン米子新開１丁目店 小売業 食料品 2%

185,139 鳥取県 米子市 セブン－イレブン米子諏訪店 小売業 食料品 2%

185,140 鳥取県 米子市 米子タウンホテル サービス 宿泊業 5%

185,141 鳥取県 米子市 米子動物医療センター サービス その他サービス 5%

185,142 鳥取県 米子市 米子中井脩　米子店 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,143 鳥取県 米子市 セブン－イレブン米子西福原３丁目店 小売業 食料品 2%

185,144 鳥取県 米子市 米子ニューアーバンホテル サービス 宿泊業 5%

185,145 鳥取県 米子市 セブン－イレブン米子博愛病院店 小売業 食料品 2%

185,146 鳥取県 米子市 米子東ＳＳ　株式会社岡田商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,147 鳥取県 米子市 米子メカサービス 小売業 その他小売 5%

185,148 鳥取県 米子市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ夜見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,149 鳥取県 米子市 らーめん大學 サービス その他サービス 5%

185,150 鳥取県 米子市 ラシーヌ 小売業 衣料品 5%

185,151 鳥取県 米子市 ＬＡＮＤ＆ＹＥＡＲＳ２Ｆ サービス 飲食業 5%

185,152 鳥取県 米子市 ＬＡＮＤ＆ＹＥＡＲＳ 小売業 衣料品 5%

185,153 鳥取県 米子市 らんぷＳＯＵＱＫａｎｓ 小売業 衣料品 5%

185,154 鳥取県 米子市 リーガルシューズ　米子店 小売業 衣料品 2%

185,155 鳥取県 米子市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　石田リフォームネット サービス その他サービス 2%

185,156 鳥取県 米子市 ＬＩＸＩＬリフォームショプ島津組 サービス その他サービス 2%

185,157 鳥取県 米子市 リビンズ山根 小売業 家具・調度品 5%

185,158 鳥取県 米子市 理容　タジキ サービス 理容・美容業 5%

185,159 鳥取県 米子市 理容　タジキ サービス 理容・美容業 5%

185,160 鳥取県 米子市 両國鮨支店 サービス 飲食業 5%

185,161 鳥取県 米子市 ＲＵＡＮＧ 小売業 家具・調度品 5%

185,162 鳥取県 米子市 ルート４３１夜見ＳＳ　株式会社岡田商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,163 鳥取県 米子市 Ｌｅ Ｐａｎｄｅｍｏｎｉｕｍ 小売業 食料品 5%

185,164 鳥取県 米子市 Ｒｅｐｏｍｅ　ハーブとアロマの専門店ハーブギャラリー米子店 小売業 その他小売 5%

185,165 鳥取県 米子市 レオ動物病院 サービス その他サービス 5%

185,166 鳥取県 米子市 レストハウス皆生温泉 サービス 宿泊業 5%

185,167 鳥取県 米子市 レストラン　ルポルト サービス 飲食業 5%

185,168 鳥取県 米子市 和想館米子店 小売業 衣料品 5%

185,169 鳥取県 米子市 和ビストロ　かぶら倶楽部 サービス 飲食業 5%

185,170 鳥取県 米子市 ｏｎｅ’ｓ 小売業 衣料品 5%

185,171 鳥取県 米子市 環境プラント工業株式会社ワンフー事業部 小売業 その他小売 5%

185,172 鳥取県 米子市 ワンフー 小売業 食料品 5%

185,173 鳥取県 若桜町 出光若桜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,174 鳥取県 若桜町 カリーハウス　ＭＡＨＡＲＥ サービス 飲食業 5%

185,175 鳥取県 若桜町 ダイニングカフェ新 サービス 飲食業 5%

185,176 鳥取県 若桜町 ＭＯＤＥ　ＯＮＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,177 鳥取県 若桜町 有限会社　太田酒造場　太田酒造場　　辨天娘　べんてんむすめ　醸造元 小売業 食料品 5%

185,178 鳥取県 若桜町 若桜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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185,179 島根県 海士町 海士ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,180 島根県 海士町 出光菱浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,181 島根県 海士町 隠岐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,182 島根県 海士町 島宿但馬屋 サービス その他サービス 5%

185,183 島根県 海士町 マリンポートホテル海士 サービス 宿泊業 5%

185,184 島根県 飯南町 赤名酒造直売店 小売業 食料品 5%

185,185 島根県 飯南町 憩いの郷　衣掛 小売業 家具・調度品 5%

185,186 島根県 飯南町 一福　本店 サービス 飲食業 5%

185,187 島根県 飯南町 出光頓原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,188 島根県 飯南町 来島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,189 島根県 飯南町 琴引ビレッジ山荘 サービス 宿泊業 5%

185,190 島根県 飯南町 島根電工　飯南営業所 サービス その他サービス 5%

185,191 島根県 飯南町 新赤名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,192 島根県 飯南町 道の駅　とんばら サービス 宿泊業 5%

185,193 島根県 飯南町 （有）飯南自動車整備工場 小売業 その他小売 5%

185,194 島根県 飯南町 ラブリーしおだ 小売業 電化製品 5%

185,195 島根県 出雲市 アートステージ　アズ サービス 理容・美容業 5%

185,196 島根県 出雲市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｃｕｒｒｏ出雲 サービス 理容・美容業 5%

185,197 島根県 出雲市 味処　おかや サービス 飲食業 5%

185,198 島根県 出雲市 足立電気商会 小売業 電化製品 5%

185,199 島根県 出雲市 アツタ楽器 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,200 島根県 出雲市 アッベリーナ サービス 理容・美容業 5%

185,201 島根県 出雲市 アッベリーレ サービス 理容・美容業 5%

185,202 島根県 出雲市 ａｐｐｒｏｖｅ サービス 理容・美容業 5%

185,203 島根県 出雲市 Ａｍｉｔｙ サービス 理容・美容業 5%

185,204 島根県 出雲市 アリオン　塩冶店 サービス その他サービス 5%

185,205 島根県 出雲市 アリオン　皆生店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

185,206 島根県 出雲市 アリオン　浜山通り店 サービス その他サービス 5%

185,207 島根県 出雲市 アリカフェ　駅前店 サービス その他サービス 5%

185,208 島根県 出雲市 アルファいいつか 小売業 電化製品 5%

185,209 島根県 出雲市 ＡＮＴＷＯＲＫＳＧＡＬＬＥＲＹ 小売業 その他小売 5%

185,210 島根県 出雲市 楽しむ算数 サービス その他サービス 5%

185,211 島根県 出雲市 居酒屋ＢＡＭＢＯＯ サービス 飲食業 5%

185,212 島根県 出雲市 石橋呉服店 小売業 衣料品 5%

185,213 島根県 出雲市 ．ｉｚ－ｃｏｍＩＴ経営相談所 サービス その他サービス 5%

185,214 島根県 出雲市 セブン－イレブン出雲朝山町店 小売業 食料品 2%

185,215 島根県 出雲市 セブン－イレブン出雲大塚町店 小売業 食料品 2%

185,216 島根県 出雲市 セブン－イレブン出雲大津新崎２丁目店 小売業 食料品 2%

185,217 島根県 出雲市 出雲北　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,218 島根県 出雲市 出雲市駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,219 島根県 出雲市 出雲路遊食八雲 サービス 飲食業 5%

185,220 島根県 出雲市 出雲路遊食八雲 サービス 飲食業 5%
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185,221 島根県 出雲市 出雲市立病院売店 小売業 その他小売 5%

185,222 島根県 出雲市 出雲そば めぐみ 惠 サービス 飲食業 5%

185,223 島根県 出雲市 出雲大社　御師の宿　ますや旅館 サービス 宿泊業 5%

185,224 島根県 出雲市 セブン－イレブン出雲武志町店 小売業 食料品 2%

185,225 島根県 出雲市 いずもちーずけーき本舗 小売業 食料品 5%

185,226 島根県 出雲市 セブン－イレブン出雲天神町店 小売業 食料品 2%

185,227 島根県 出雲市 セブン－イレブン出雲長浜店 小売業 食料品 2%

185,228 島根県 出雲市 出雲西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,229 島根県 出雲市 セブン－イレブン出雲西新町店 小売業 食料品 2%

185,230 島根県 出雲市 セブン－イレブン出雲浜山通り店 小売業 食料品 2%

185,231 島根県 出雲市 イズモＢＰセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,232 島根県 出雲市 出雲東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,233 島根県 出雲市 セブン－イレブン出雲斐川町荘原店 小売業 食料品 2%

185,234 島根県 出雲市 出雲ペットクリニック サービス その他サービス 5%

185,235 島根県 出雲市 出雲南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,236 島根県 出雲市 出雲結　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,237 島根県 出雲市 出雲ロイヤルホテル サービス 宿泊業 5%

185,238 島根県 出雲市 板垣電器店 小売業 電化製品 5%

185,239 島根県 出雲市 とんぼ玉工房いちの家大社店 小売業 その他小売 5%

185,240 島根県 出雲市 一福　出雲大社店 サービス 飲食業 5%

185,241 島根県 出雲市 一福　出雲店 サービス 飲食業 5%

185,242 島根県 出雲市 出光出雲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,243 島根県 出雲市 出光一畑口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,244 島根県 出雲市 出光神西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,245 島根県 出雲市 出光セルフ平田東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,246 島根県 出雲市 出光湯の川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,247 島根県 出雲市 伊藤武道店 小売業 その他小売 5%

185,248 島根県 出雲市 今井書店ＡＲＥＡ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

185,249 島根県 出雲市 今井書店出雲店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

185,250 島根県 出雲市 今井書店スタジオワンダーゆめタウン出雲店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

185,251 島根県 出雲市 今井書店ゆめタウン出雲店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

185,252 島根県 出雲市 井山屋製菓　出雲店 小売業 食料品 5%

185,253 島根県 出雲市 井山屋製菓 小売業 食料品 5%

185,254 島根県 出雲市 インテルナモリイ　出雲店 小売業 家具・調度品 5%

185,255 島根県 出雲市 鵜鷺店舗 小売業 食料品 5%

185,256 島根県 出雲市 宇竜店舗 小売業 食料品 5%

185,257 島根県 出雲市 えすこ 小売業 家具・調度品 5%

185,258 島根県 出雲市 ＳＰＲＥＣＯＲＤＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

185,259 島根県 出雲市 ＳＰＧ大西店 小売業 電化製品 5%

185,260 島根県 出雲市 ＭＳサービス 小売業 その他小売 5%

185,261 島根県 出雲市 ｍｍ　平田店 小売業 衣料品 5%

185,262 島根県 出雲市 Ｍ２　ｂｙ　ｓｅｎｓｏｕｎｉｃｏ　出雲店 小売業 衣料品 5%
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185,263 島根県 出雲市 ＬｉｔｔｌｅＬｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

185,264 島根県 出雲市 オートサービスオオノ サービス 飲食業 5%

185,265 島根県 出雲市 ＯＶＡＬ サービス 理容・美容業 5%

185,266 島根県 出雲市 オールマイティ 小売業 その他小売 5%

185,267 島根県 出雲市 岡清木芸 サービス その他サービス 5%

185,268 島根県 出雲市 御菓子 福泉堂 福泉堂 小売業 食料品 5%

185,269 島根県 出雲市 おきな サービス 飲食業 5%

185,270 島根県 出雲市 オクイ電器 小売業 電化製品 5%

185,271 島根県 出雲市 オートサロンワイズ 小売業 その他小売 5%

185,272 島根県 出雲市 オートサロンワイズ　空港店 サービス その他サービス 5%

185,273 島根県 出雲市 オリーブハウス　平田店 小売業 その他小売 5%

185,274 島根県 出雲市 ＯｌｉＳｐａ サービス 理容・美容業 5%

185,275 島根県 出雲市 オリックスレンタカー出雲空港カウンター サービス その他サービス 2%

185,276 島根県 出雲市 オリックスレンタカー出雲空港店 サービス その他サービス 2%

185,277 島根県 出雲市 オリックスレンタカー出雲市駅前店 サービス その他サービス 2%

185,278 島根県 出雲市 おれんじ整体 サービス その他サービス 5%

185,279 島根県 出雲市 おれんじ整体 サービス その他サービス 5%

185,280 島根県 出雲市 カーボンズ 小売業 その他小売 5%

185,281 島根県 出雲市 海都　出雲ド－ム店 サービス 飲食業 5%

185,282 島根県 出雲市 カッテゴ Ｂａｒｂｅｒ ｓｈｏｐ サービス 理容・美容業 5%

185,283 島根県 出雲市 カット・インＫ サービス 理容・美容業 5%

185,284 島根県 出雲市 カットハウス シザーハンズ サービス 理容・美容業 5%

185,285 島根県 出雲市 かにかに家 小売業 食料品 5%

185,286 島根県 出雲市 ｃａｆｅ　ＬＥＯＮ サービス 飲食業 5%

185,287 島根県 出雲市 株式会社アツタ 小売業 その他小売 5%

185,288 島根県 出雲市 株式会社おかずくらぶ　おかずくらぶ 小売業 食料品 5%

185,289 島根県 出雲市 株式会社おかや（直営店） 小売業 家具・調度品 5%

185,290 島根県 出雲市 株式会社影山呉服店 小売業 衣料品 5%

185,291 島根県 出雲市 株式会社グリーンルーム 小売業 その他小売 5%

185,292 島根県 出雲市 株式会社ダブル 小売業 その他小売 5%

185,293 島根県 出雲市 株式会社日発オートセンター 小売業 その他小売 5%

185,294 島根県 出雲市 株式会社斐川自工 小売業 その他小売 5%

185,295 島根県 出雲市 株式会社フレスト 小売業 その他小売 5%

185,296 島根県 出雲市 株式会社ボディワークスハラ 小売業 その他小売 5%

185,297 島根県 出雲市 株式会社ＹＯＳＨＩＤＡ’Ｓ　ＣＡＲ 小売業 その他小売 5%

185,298 島根県 出雲市 株式会社よろずやサービス サービス その他サービス 5%

185,299 島根県 出雲市 かめや釣具 出雲店 小売業 その他小売 5%

185,300 島根県 出雲市 有限会社　川口オートーセンター 小売業 その他小売 5%

185,301 島根県 出雲市 カワシマ本店 小売業 衣料品 5%

185,302 島根県 出雲市 川跡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,303 島根県 出雲市 北神立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,304 島根県 出雲市 北村酒店 小売業 食料品 5%
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185,305 島根県 出雲市 北村電機ストアー 小売業 電化製品 5%

185,306 島根県 出雲市 北村電機ストア－塩冶後藤店 小売業 電化製品 5%

185,307 島根県 出雲市 ギフティスミカワ 小売業 その他小売 5%

185,308 島根県 出雲市 きものと装いの店つねまつ 小売業 衣料品 5%

185,309 島根県 出雲市 ギャラリー高瀬川 小売業 家具・調度品 5%

185,310 島根県 出雲市 牛角出雲渡橋店 サービス 飲食業 2%

185,311 島根県 出雲市 きらら薬局 小売業 その他小売 5%

185,312 島根県 出雲市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ出雲店 小売業 その他小売 5%

185,313 島根県 出雲市 クウカ・ホームスタジオ 小売業 その他小売 5%

185,314 島根県 出雲市 くしかつ笑 サービス 飲食業 5%

185,315 島根県 出雲市 くすりのダック 小売業 その他小売 5%

185,316 島根県 出雲市 久多美ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,317 島根県 出雲市 グッディー医大通店 小売業 食料品 5%

185,318 島根県 出雲市 グッディー上成店 小売業 食料品 5%

185,319 島根県 出雲市 グッディー斐川店 小売業 食料品 5%

185,320 島根県 出雲市 グッディー平田店 小売業 食料品 5%

185,321 島根県 出雲市 グッディー北部店 小売業 食料品 5%

185,322 島根県 出雲市 久村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,323 島根県 出雲市 ＧＲＡＮＴ サービス 理容・美容業 5%

185,324 島根県 出雲市 グリーンセンター出雲 小売業 その他小売 5%

185,325 島根県 出雲市 グリーンセンター大社 小売業 その他小売 5%

185,326 島根県 出雲市 グリーンセンター平田 小売業 その他小売 5%

185,327 島根県 出雲市 グリーンセンター南 小売業 その他小売 5%

185,328 島根県 出雲市 來間屋生姜糖本舗 小売業 食料品 5%

185,329 島根県 出雲市 くろだ人形 小売業 その他小売 5%

185,330 島根県 出雲市 ＣＯＣＯ壱番屋出雲大津新崎店 サービス 飲食業 2%

185,331 島根県 出雲市 心と身体の美と健康サポートサロンｌｕｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

185,332 島根県 出雲市 ココロンイオン出雲店 小売業 その他小売 5%

185,333 島根県 出雲市 こじまクラフト　出雲店 小売業 その他小売 5%

185,334 島根県 出雲市 ＫＯＰＳＴＡＮＤ 小売業 その他小売 5%

185,335 島根県 出雲市 湖北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,336 島根県 出雲市 湖陵ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,337 島根県 出雲市 ＴＨＥ　ＰＡＲＫ　ＩＺＵＭＯ　２Ｆ 小売業 衣料品 5%

185,338 島根県 出雲市 ＳｉｄｅーＢ 小売業 その他小売 5%

185,339 島根県 出雲市 咲楽 サービス 飲食業 5%

185,340 島根県 出雲市 佐田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,341 島根県 出雲市 ＴＨＥＰＡＲＫＩＺＵＭＯ 小売業 衣料品 5%

185,342 島根県 出雲市 ｓａｌｏｎ ｃｈｏｃｏ エステ サービス 理容・美容業 5%

185,343 島根県 出雲市 サロン・ド　アイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,344 島根県 出雲市 サンドリーム出雲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,345 島根県 出雲市 サンフラワー観光 サービス 運輸業 5%

185,346 島根県 出雲市 山洋電機商会 小売業 電化製品 5%
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185,347 島根県 出雲市 ＪＡしまね斐川地区本部グリーンセンター 小売業 その他小売 5%

185,348 島根県 出雲市 ＪＡイズモ　旅行センター サービス その他サービス 5%

185,349 島根県 出雲市 ＪＪタイムステーションイオンモール出雲店 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,350 島根県 出雲市 ＪＪフクハラ　イオンモール出雲店 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,351 島根県 出雲市 しーじゃっく　出雲駅南店 サービス 飲食業 5%

185,352 島根県 出雲市 紫翠窯 サービス その他サービス 5%

185,353 島根県 出雲市 ＳＩＸＴＨ　ＳＥＮＳＥ 小売業 その他小売 5%

185,354 島根県 出雲市 島根医大前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,355 島根県 出雲市 有限会社島根井上書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

185,356 島根県 出雲市 島根ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

185,357 島根県 出雲市 島根電工　出雲支店 サービス その他サービス 5%

185,358 島根県 出雲市 島根トヨタ自動車出雲店 小売業 その他小売 5%

185,359 島根県 出雲市 島根トヨペット出雲店 小売業 その他小売 5%

185,360 島根県 出雲市 シャディギフト　こばやし　斐川店 小売業 その他小売 5%

185,361 島根県 出雲市 しゃぶしゃぶ温野菜出雲店 サービス 飲食業 2%

185,362 島根県 出雲市 出西窯　無自性館 小売業 家具・調度品 5%

185,363 島根県 出雲市 ｓｕｂｓｔａｎｃｅ 小売業 食料品 5%

185,364 島根県 出雲市 松園 サービス 宿泊業 5%

185,365 島根県 出雲市 昭和酒場　一番星 サービス 飲食業 5%

185,366 島根県 出雲市 白枝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,367 島根県 出雲市 ジンギスカンじゅじゅ サービス 飲食業 5%

185,368 島根県 出雲市 宍道インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,369 島根県 出雲市 宍道インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,370 島根県 出雲市 新車市場　出雲ドーム北店 小売業 その他小売 5%

185,371 島根県 出雲市 スーパードラッグひまわり今市店 小売業 その他小売 5%

185,372 島根県 出雲市 スーパードラッグひまわり姫原店 小売業 その他小売 5%

185,373 島根県 出雲市 スーパーホームセンターいない　斐川店 小売業 家具・調度品 5%

185,374 島根県 出雲市 スタジオナウ サービス その他サービス 5%

185,375 島根県 出雲市 スタジオぴゅあ出雲店 サービス その他サービス 5%

185,376 島根県 出雲市 スタジオフォトワークス サービス その他サービス 5%

185,377 島根県 出雲市 スペリオール 小売業 その他小売 5%

185,378 島根県 出雲市 ズーム 小売業 電化製品 5%

185,379 島根県 出雲市 スリープマリアージュ糸賀 サービス その他サービス 5%

185,380 島根県 出雲市 生花センター　天神店 小売業 その他小売 5%

185,381 島根県 出雲市 セルフサンハートかんどＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,382 島根県 出雲市 セントラルスポーツ 小売業 その他小売 5%

185,383 島根県 出雲市 葬祭センター　出雲 サービス その他サービス 5%

185,384 島根県 出雲市 創作ダイニング　ｋｏｈａｋｕ サービス 飲食業 5%

185,385 島根県 出雲市 園山輪店 小売業 その他小売 5%

185,386 島根県 出雲市 そば処　喜多縁 サービス 飲食業 5%

185,387 島根県 出雲市 大社港　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,388 島根県 出雲市 ＤＩＮＩＮＧ　雅 サービス 飲食業 5%
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185,389 島根県 出雲市 タイヤセレクト　出雲 小売業 その他小売 5%

185,390 島根県 出雲市 タカハシデンキ 小売業 電化製品 5%

185,391 島根県 出雲市 たきがわ製菓 小売業 食料品 5%

185,392 島根県 出雲市 田儀マーケット 小売業 食料品 5%

185,393 島根県 出雲市 株式会社田中種苗北本町店 小売業 その他小売 5%

185,394 島根県 出雲市 たまゆら　出雲大社店 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,395 島根県 出雲市 中華食堂一番 サービス 飲食業 5%

185,396 島根県 出雲市 直売 小売業 その他小売 2%

185,397 島根県 出雲市 ティーエヌ出雲店 サービス 理容・美容業 2%

185,398 島根県 出雲市 テックサイクルビルド 小売業 その他小売 5%

185,399 島根県 出雲市 鉄板・お好み焼き　Ｓｙｕ サービス 飲食業 5%

185,400 島根県 出雲市 鉄板焼　藤増 サービス 飲食業 5%

185,401 島根県 出雲市 テレネット山陰 小売業 電化製品 5%

185,402 島根県 出雲市 デントリペアうえのや サービス その他サービス 5%

185,403 島根県 出雲市 天ぷら海鮮と釜飯　縁福 サービス 飲食業 5%

185,404 島根県 出雲市 Ｔｅｍｐｅｒｏ　ｄｅ　ｍａｅ サービス 飲食業 5%

185,405 島根県 出雲市 ＴｏｔａｌＳａｌｏｎＣｕａｒａ サービス 理容・美容業 5%

185,406 島根県 出雲市 ドッグライフ　エルム　販売 サービス その他サービス 5%

185,407 島根県 出雲市 トヨタカローラ島根出雲店 小売業 その他小売 5%

185,408 島根県 出雲市 トヨタレンタリース島根　出雲駅南店 サービス その他サービス 2%

185,409 島根県 出雲市 トヨタレンタリース島根出雲空港営業所 サービス その他サービス 2%

185,410 島根県 出雲市 直江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,411 島根県 出雲市 長崎モータース サービス その他サービス 5%

185,412 島根県 出雲市 ＮＡＭＩ サービス 飲食業 5%

185,413 島根県 出雲市 ナンバ　出雲ドーム店 小売業 その他小売 5%

185,414 島根県 出雲市 ナンバホームセンター　出雲ドーム店 小売業 家具・調度品 5%

185,415 島根県 出雲市 西尾自動車株式会社　出雲店 サービス その他サービス 5%

185,416 島根県 出雲市 日新自動車サービス工場 小売業 その他小売 5%

185,417 島根県 出雲市 ニュー出雲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,418 島根県 出雲市 ニューウェルシティ出雲 サービス 宿泊業 5%

185,419 島根県 出雲市 人形のはなふさ　出雲店 小売業 その他小売 5%

185,420 島根県 出雲市 ネッツトヨタ島根出雲店 小売業 その他小売 5%

185,421 島根県 出雲市 ネッツトヨタ島根斐川店 小売業 その他小売 5%

185,422 島根県 出雲市 ノブパン 小売業 食料品 5%

185,423 島根県 出雲市 ＨＥＡＲＴ　ａｎｄ　ＳＯＵＬ 小売業 衣料品 5%

185,424 島根県 出雲市 ＢＡＲＢＥＲ　ＮＡＲＩＡＩ サービス 理容・美容業 5%

185,425 島根県 出雲市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　出雲塩冶店 サービス その他サービス 5%

185,426 島根県 出雲市 ハウジングランドいない　出雲ドーム東店 小売業 家具・調度品 5%

185,427 島根県 出雲市 パステル 小売業 衣料品 5%

185,428 島根県 出雲市 パソコンドック２４　出雲店 サービス その他サービス 5%

185,429 島根県 出雲市 はたご小田温泉 サービス 宿泊業 5%

185,430 島根県 出雲市 八光園 サービス 宿泊業 5%
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185,431 島根県 出雲市 ハッピーランド三愛平田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,432 島根県 出雲市 ハナダ電器 小売業 電化製品 5%

185,433 島根県 出雲市 パナックふじはら 小売業 電化製品 5%

185,434 島根県 出雲市 パナックアサヒ 小売業 電化製品 5%

185,435 島根県 出雲市 パナックやくも 小売業 電化製品 5%

185,436 島根県 出雲市 花の道　出雲大社店 小売業 食料品 5%

185,437 島根県 出雲市 はらぶん　出雲支店 小売業 その他小売 5%

185,438 島根県 出雲市 東山 サービス 飲食業 5%

185,439 島根県 出雲市 斐川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,440 島根県 出雲市 斐川中央自動車 サービス その他サービス 5%

185,441 島根県 出雲市 ひごペットフレンドリー　イオンモール出雲 小売業 その他小売 5%

185,442 島根県 出雲市 ビジネスホテル大社 サービス 宿泊業 5%

185,443 島根県 出雲市 Ｂｓｈｏｐ　出西店 小売業 衣料品 5%

185,444 島根県 出雲市 ビストロ ヴルーテ ビストロ ヴルーテ サービス 飲食業 5%

185,445 島根県 出雲市 日之出商会 小売業 その他小売 5%

185,446 島根県 出雲市 美容室ＳＡＬＰＨＡ サービス 理容・美容業 5%

185,447 島根県 出雲市 美容室　リアン・テ　タカハシ サービス 理容・美容業 5%

185,448 島根県 出雲市 美容室アルファ サービス 理容・美容業 5%

185,449 島根県 出雲市 美容室ＡＬＯＨＡ サービス その他サービス 5%

185,450 島根県 出雲市 平田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,451 島根県 出雲市 ヒラタコンタクト 小売業 その他小売 5%

185,452 島根県 出雲市 広島鉄板焼　ＨＥＲＡ サービス 飲食業 5%

185,453 島根県 出雲市 ＢＩＮＧＯＹＡ　ＳＵＰＥＲ　ＳＨＯＰ 出雲店 小売業 衣料品 5%

185,454 島根県 出雲市 びんごやスーパーショップ出雲店 小売業 衣料品 5%

185,455 島根県 出雲市 ファインヘアーセブン サービス 理容・美容業 5%

185,456 島根県 出雲市 ファッションハウス ヴィレッジ 小売業 衣料品 5%

185,457 島根県 出雲市 フーズマーケットホック　大社店 小売業 食料品 5%

185,458 島根県 出雲市 ブーランジェリーミケ 小売業 食料品 5%

185,459 島根県 出雲市 フェアトレードｆｕｋｕ?ｍｉｍｉ 小売業 衣料品 5%

185,460 島根県 出雲市 富士酒造合資会社 小売業 食料品 5%

185,461 島根県 出雲市 フジ電器 小売業 電化製品 5%

185,462 島根県 出雲市 フーズマーケットホック　塩冶店 小売業 食料品 5%

185,463 島根県 出雲市 フーズマーケットホック　平田店 小売業 食料品 5%

185,464 島根県 出雲市 ブティック　美麗 小売業 衣料品 5%

185,465 島根県 出雲市 フランス料理ラルカンシェル サービス 飲食業 5%

185,466 島根県 出雲市 フリーエンタープライズ サービス その他サービス 5%

185,467 島根県 出雲市 古着屋　ファミリー 小売業 衣料品 5%

185,468 島根県 出雲市 フロッシー出雲店 小売業 衣料品 5%

185,469 島根県 出雲市 ｆｌｏｓｓｙ　出雲店 小売業 衣料品 5%

185,470 島根県 出雲市 ｈａｉｒ　ａｒｋ　ＬＥＡＰ　Ｓ サービス 理容・美容業 5%

185,471 島根県 出雲市 ＨＡＩＲ　ＰＬＡＹ　ＮＥＩＲＯ サービス 理容・美容業 5%

185,472 島根県 出雲市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＩＮＯＵＥ サービス 理容・美容業 5%
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185,473 島根県 出雲市 ヘアーサロンカツミ サービス 理容・美容業 5%

185,474 島根県 出雲市 ヘアーズミカミ サービス 理容・美容業 5%

185,475 島根県 出雲市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｚａｚｉｅ サービス 理容・美容業 5%

185,476 島根県 出雲市 ＨＡＩＲ　ＷＯＲＫＳ サービス 理容・美容業 5%

185,477 島根県 出雲市 ヘアサロン　エココロ サービス 理容・美容業 5%

185,478 島根県 出雲市 ヘアサロンアート サービス 理容・美容業 5%

185,479 島根県 出雲市 Ｈａｉｒｂｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

185,480 島根県 出雲市 ヘアーレジェンド　タカハシ サービス 理容・美容業 5%

185,481 島根県 出雲市 宝石工房　ＫＡＤＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,482 島根県 出雲市 ホテル　武志山荘 サービス 宿泊業 5%

185,483 島根県 出雲市 ホテル　武志山荘／Ｊ＆Ｊギフト サービス その他サービス 5%

185,484 島根県 出雲市 ホテルエリアワン出雲 サービス 宿泊業 5%

185,485 島根県 出雲市 ホテルサンヌーベ サービス 宿泊業 5%

185,486 島根県 出雲市 ホテルながた サービス 宿泊業 5%

185,487 島根県 出雲市 ポプラ出雲駅前店 小売業 その他小売 2%

185,488 島根県 出雲市 ポプラ出雲市民病院店 小売業 その他小売 2%

185,489 島根県 出雲市 Ｂｏｎｄ　ＣＬＡＩＲ　ＢｏｎｄＣＬＡＩＲ 小売業 衣料品 5%

185,490 島根県 出雲市 槇野理容室　槇野理容室 サービス 理容・美容業 5%

185,491 島根県 出雲市 マクドナルド出雲店 サービス 飲食業 2%

185,492 島根県 出雲市 マクドナルド出雲バイパス店 サービス 飲食業 2%

185,493 島根県 出雲市 マクドナルド出雲ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

185,494 島根県 出雲市 Ｍａｒｃｈｉ 小売業 衣料品 5%

185,495 島根県 出雲市 松井銘木 小売業 家具・調度品 5%

185,496 島根県 出雲市 松ヶ枝屋 小売業 食料品 5%

185,497 島根県 出雲市 電化のマツモト 小売業 電化製品 5%

185,498 島根県 出雲市 馬庭　本店 小売業 その他小売 5%

185,499 島根県 出雲市 マルイ出雲店 小売業 食料品 5%

185,500 島根県 出雲市 マルエーデンキ 小売業 電化製品 5%

185,501 島根県 出雲市 マルサン石油株式会社　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,502 島根県 出雲市 マルマン　大社店 小売業 食料品 5%

185,503 島根県 出雲市 ｍｉｓａｋｉｃａｆｅ　ｔａｔｓｕｚａｗａ サービス 飲食業 5%

185,504 島根県 出雲市 ミサキ自動車 サービス その他サービス 5%

185,505 島根県 出雲市 御碕店舗 小売業 食料品 5%

185,506 島根県 出雲市 みみてい　出雲店 サービス 飲食業 5%

185,507 島根県 出雲市 ＪＭ／みみてい　出雲店 サービス 飲食業 5%

185,508 島根県 出雲市 ミルポア　イオンモール出雲店 小売業 その他小売 5%

185,509 島根県 出雲市 無印良品　ゆめタウン出雲 小売業 その他小売 2%

185,510 島根県 出雲市 メガネ２１　出雲店 小売業 その他小売 5%

185,511 島根県 出雲市 メガネ２１出雲店 小売業 その他小売 5%

185,512 島根県 出雲市 メディアカフェ　アリオン サービス その他サービス 5%

185,513 島根県 出雲市 メディアハウスイケブチ 小売業 電化製品 5%

185,514 島根県 出雲市 めのや 小売業 貴金属・服飾品 5%
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185,515 島根県 出雲市 持田スポーツ 小売業 その他小売 5%

185,516 島根県 出雲市 モッチモパスタ　出雲店 サービス 飲食業 5%

185,517 島根県 出雲市 森山寝装 小売業 家具・調度品 5%

185,518 島根県 出雲市 焼肉　大和 サービス 飲食業 5%

185,519 島根県 出雲市 焼肉韓国家庭料理　幸楽苑 サービス 飲食業 5%

185,520 島根県 出雲市 焼肉と鍋料理の店　あらき サービス 飲食業 5%

185,521 島根県 出雲市 焼肉の藤増　大塚店 サービス 飲食業 5%

185,522 島根県 出雲市 矢野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,523 島根県 出雲市 大社ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,524 島根県 出雲市 有限会社岡田忠市商店 小売業 その他小売 5%

185,525 島根県 出雲市 有限会社小早川自動車ボデー 小売業 その他小売 5%

185,526 島根県 出雲市 有限会社フリーク 小売業 その他小売 5%

185,527 島根県 出雲市 荒茅ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,528 島根県 出雲市 有限会社森山商会 小売業 その他小売 5%

185,529 島根県 出雲市 有限会社安原自動車 小売業 その他小売 5%

185,530 島根県 出雲市 有限会社よふきや サービス 飲食業 5%

185,531 島根県 出雲市 遊食倶楽部　おきな サービス 飲食業 5%

185,532 島根県 出雲市 ユウデン 小売業 電化製品 5%

185,533 島根県 出雲市 ユニクロゆめタウン出雲店 小売業 衣料品 2%

185,534 島根県 出雲市 湯元湯の川 サービス 宿泊業 5%

185,535 島根県 出雲市 湯宿草菴 サービス 宿泊業 5%

185,536 島根県 出雲市 遙堪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,537 島根県 出雲市 吉田電器 小売業 電化製品 5%

185,538 島根県 出雲市 ライブデンキ 小売業 電化製品 5%

185,539 島根県 出雲市 ラショコラトリナナイロ サービス 飲食業 5%

185,540 島根県 出雲市 ラピタ　湖陵店 小売業 食料品 5%

185,541 島根県 出雲市 ラピタ　佐田店 小売業 食料品 5%

185,542 島根県 出雲市 ラピタ　大社店須藤クリーニング サービス その他サービス 5%

185,543 島根県 出雲市 ラピタ　多伎店クリーニング サービス その他サービス 5%

185,544 島根県 出雲市 ラピタ　はまやま店　食品売場 小売業 食料品 5%

185,545 島根県 出雲市 ラピタ　ひらた店太陽ドライ サービス その他サービス 5%

185,546 島根県 出雲市 ラピタ本店　スペース サービス 理容・美容業 5%

185,547 島根県 出雲市 ラピタ本店　たこ焼き 小売業 食料品 5%

185,548 島根県 出雲市 ラピタ本店　プティパトラン 小売業 食料品 5%

185,549 島根県 出雲市 ラピタ　本店　ブライダル サービス その他サービス 5%

185,550 島根県 出雲市 ラピタ　みなみ店須藤クリーニング サービス その他サービス 5%

185,551 島根県 出雲市 ラピタひらた店　プティパトラン 小売業 食料品 5%

185,552 島根県 出雲市 ラピタ　予備店５ 小売業 その他小売 5%

185,553 島根県 出雲市 ｌａｍｉｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

185,554 島根県 出雲市 ラロッサ　おやま店 小売業 食料品 5%

185,555 島根県 出雲市 リサイクルショップゴリラ 小売業 その他小売 5%

185,556 島根県 出雲市 Ｌｉｔｈｉｕｍ サービス 理容・美容業 5%
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185,557 島根県 出雲市 Ｒｉｃｈｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

185,558 島根県 出雲市 ＬＩＴＴＬＥＴＯＬＬＹ サービス 理容・美容業 5%

185,559 島根県 出雲市 Ｒｅ　ｂｉｒｔｈ　ｈａｉｒ　Ｒｅ　ｂｉｒｔｈ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

185,560 島根県 出雲市 ＲＹＵＮＯＳＵ　ｆｕｒｎｉｔｕｒ 小売業 家具・調度品 5%

185,561 島根県 出雲市 ワークショップ　イモッツェ 小売業 その他小売 5%

185,562 島根県 出雲市 和食 出雲集い処 やおよろず サービス 飲食業 5%

185,563 島根県 出雲市 和想館出雲店 小売業 衣料品 5%

185,564 島根県 雲南市 アドバンスサエキ 小売業 電化製品 5%

185,565 島根県 雲南市 荒木金物店 小売業 家具・調度品 5%

185,566 島根県 雲南市 ＆ＣＡＦＥ華羅 サービス 飲食業 5%

185,567 島根県 雲南市 出雲たかはし 小売業 食料品 5%

185,568 島根県 雲南市 伊原呉服店 小売業 衣料品 5%

185,569 島根県 雲南市 今井書店木次マルシェリーズ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

185,570 島根県 雲南市 旬菜酒房うさぎ組 サービス 飲食業 5%

185,571 島根県 雲南市 海潮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,572 島根県 雲南市 エアペイジス　トレカタウン三刀屋 小売業 その他小売 5%

185,573 島根県 雲南市 エクシード 小売業 その他小売 5%

185,574 島根県 雲南市 オイルタイヤショップＮａｎｂａ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,575 島根県 雲南市 オオタスタジオ サービス その他サービス 5%

185,576 島根県 雲南市 オ―トオアシス里方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,577 島根県 雲南市 オートセンター大東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,578 島根県 雲南市 御菓子司橘屋 小売業 食料品 5%

185,579 島根県 雲南市 掛合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,580 島根県 雲南市 掛合中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,581 島根県 雲南市 株式会社赤川自動車 小売業 その他小売 5%

185,582 島根県 雲南市 株式会社えすみ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

185,583 島根県 雲南市 加茂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,584 島根県 雲南市 かもマート 小売業 その他小売 5%

185,585 島根県 雲南市 貴光 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,586 島根県 雲南市 貴光　三刀屋みしまや店 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,587 島根県 雲南市 木次ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,588 島根県 雲南市 木次ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,589 島根県 雲南市 木次国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,590 島根県 雲南市 木村農機商会 小売業 その他小売 5%

185,591 島根県 雲南市 共栄無線 小売業 電化製品 5%

185,592 島根県 雲南市 グッディー木次店 小売業 食料品 5%

185,593 島根県 雲南市 グリーンシティー 小売業 その他小売 5%

185,594 島根県 雲南市 酒ゴリラ 三刀屋店 小売業 食料品 5%

185,595 島根県 雲南市 しーじゃっく　三刀屋店 サービス 飲食業 5%

185,596 島根県 雲南市 島根電工　雲南営業所 サービス その他サービス 5%

185,597 島根県 雲南市 島根トヨタ自動車雲南店 小売業 その他小売 5%

185,598 島根県 雲南市 島根トヨペット雲南店 小売業 その他小売 5%
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185,599 島根県 雲南市 下佐世ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,600 島根県 雲南市 シャディギフト　こばやし　三刀屋店 小売業 その他小売 5%

185,601 島根県 雲南市 しらつき 小売業 衣料品 5%

185,602 島根県 雲南市 スズキ販売雲南 小売業 その他小売 5%

185,603 島根県 雲南市 セルフ加茂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,604 島根県 雲南市 大東 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,605 島根県 雲南市 直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,606 島根県 雲南市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ三刀屋店 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,607 島根県 雲南市 トヨタカローラ島根雲南店 小売業 その他小売 5%

185,608 島根県 雲南市 ネッツトヨタ島根雲南店 小売業 その他小売 5%

185,609 島根県 雲南市 ハウジングランドいない　三刀屋店 小売業 家具・調度品 5%

185,610 島根県 雲南市 はたマーケット 小売業 その他小売 5%

185,611 島根県 雲南市 パナックみはら 小売業 電化製品 5%

185,612 島根県 雲南市 パレットマルシェリーズ木次店 小売業 衣料品 5%

185,613 島根県 雲南市 ビストロ オーブ ビストロ オーブ サービス 飲食業 5%

185,614 島根県 雲南市 ひのストア 小売業 食料品 5%

185,615 島根県 雲南市 美容室ＭＯＲＩＫＡ【モリカ】 サービス 理容・美容業 5%

185,616 島根県 雲南市 ファッションアトリエ　タマキ 小売業 衣料品 5%

185,617 島根県 雲南市 ファッションクリエイティブアオキ 小売業 衣料品 5%

185,618 島根県 雲南市 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ＧＲＯＷ サービス 理容・美容業 5%

185,619 島根県 雲南市 ポプラきすき道の駅店 小売業 その他小売 2%

185,620 島根県 雲南市 マルマン　雲南店 小売業 食料品 5%

185,621 島根県 雲南市 みしまや　三刀屋店 小売業 食料品 5%

185,622 島根県 雲南市 みつばタクシー 本社 サービス 運輸業 5%

185,623 島根県 雲南市 三刀屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,624 島根県 雲南市 めかだ電気 小売業 電化製品 5%

185,625 島根県 雲南市 メッツア　ルナ 小売業 衣料品 5%

185,626 島根県 雲南市 有限会社アプローズおかだ 小売業 その他小売 5%

185,627 島根県 雲南市 大東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,628 島根県 雲南市 有限会社美容室アール サービス 理容・美容業 5%

185,629 島根県 雲南市 有限会社横山時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,630 島根県 雲南市 吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,631 島根県 雲南市 ラケットショップＴＫ 小売業 その他小売 5%

185,632 島根県 大田市 飯田電器 小売業 電化製品 5%

185,633 島根県 大田市 池の原　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,634 島根県 大田市 石崎施術院 サービス その他サービス 5%

185,635 島根県 大田市 一宮酒造有限会社 小売業 食料品 5%

185,636 島根県 大田市 出光大田国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,637 島根県 大田市 出光大田栄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,638 島根県 大田市 出光大田石油本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,639 島根県 大田市 石見ワイナリー 小売業 その他小売 5%

185,640 島根県 大田市 大田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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185,641 島根県 大田市 大田市立病院売店 小売業 その他小売 5%

185,642 島根県 大田市 大田中央　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,643 島根県 大田市 大田パストラル サービス 宿泊業 5%

185,644 島根県 大田市 海都　大田店 サービス 飲食業 5%

185,645 島根県 大田市 荊尾商会 サービス その他サービス 5%

185,646 島根県 大田市 カフェ＆パスタ　ピッコリーノ サービス 飲食業 5%

185,647 島根県 大田市 株式会社　銀企画 サービス 宿泊業 5%

185,648 島根県 大田市 川合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,649 島根県 大田市 キーパープロショップ　大田店 小売業 その他小売 5%

185,650 島根県 大田市 京都らーめん　とりの助　大田店 サービス 飲食業 5%

185,651 島根県 大田市 業務用食品スーパー　大田店 小売業 食料品 5%

185,652 島根県 大田市 ぎんざん市場 小売業 食料品 5%

185,653 島根県 大田市 グッディー大田店 小売業 食料品 5%

185,654 島根県 大田市 群言堂　本店 小売業 衣料品 5%

185,655 島根県 大田市 三瓶ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,656 島根県 大田市 ＪＡグリーンおおだ 小売業 その他小売 5%

185,657 島根県 大田市 ＪＪ　大田市駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,658 島根県 大田市 ＪＪ・フクハラ　大田市駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,659 島根県 大田市 ＪＪロックタウン店［フクハラアシャール］ 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,660 島根県 大田市 四季の宿さひめ野 サービス 宿泊業 5%

185,661 島根県 大田市 島根電工　大田営業所 サービス その他サービス 5%

185,662 島根県 大田市 島根トヨタ自動車大田店 小売業 その他小売 5%

185,663 島根県 大田市 島根トヨペット大田店 小売業 その他小売 5%

185,664 島根県 大田市 シャディギフト　おおくま　シャディギフトおおくま 小売業 その他小売 5%

185,665 島根県 大田市 ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ 小売業 衣料品 5%

185,666 島根県 大田市 春光園 小売業 食料品 5%

185,667 島根県 大田市 白石電器 小売業 電化製品 5%

185,668 島根県 大田市 すいせんの里 小売業 食料品 5%

185,669 島根県 大田市 スカイホテル　大田 サービス 宿泊業 5%

185,670 島根県 大田市 スカイホテル大田 サービス 宿泊業 5%

185,671 島根県 大田市 ＳＴＡＹ＆ＣＡＦＥ　ＷＡＭＯＴＯ サービス 飲食業 5%

185,672 島根県 大田市 ｓｔｉｔｃｈｃｒａｆｔ 小売業 衣料品 5%

185,673 島根県 大田市 アロマセラピーｓｏｕａｇｅｓ サービス その他サービス 5%

185,674 島根県 大田市 全野電器店大田店 小売業 電化製品 5%

185,675 島根県 大田市 久手東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,676 島根県 大田市 中央自動車 大田店 サービス その他サービス 5%

185,677 島根県 大田市 チョッキンハウス大田店 サービス 理容・美容業 5%

185,678 島根県 大田市 椿窯 小売業 その他小売 5%

185,679 島根県 大田市 トヨタカローラ島根大田店 小売業 その他小売 5%

185,680 島根県 大田市 なかのや旅館 サービス 宿泊業 5%

185,681 島根県 大田市 なかのや旅館 サービス 宿泊業 5%

185,682 島根県 大田市 長久ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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185,683 島根県 大田市 仁万東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,684 島根県 大田市 ネッツトヨタ島根大田店 小売業 その他小売 5%

185,685 島根県 大田市 ハウジングランドいない　大田店 小売業 家具・調度品 5%

185,686 島根県 大田市 波根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,687 島根県 大田市 フクマデンキ 小売業 電化製品 5%

185,688 島根県 大田市 福光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,689 島根県 大田市 ブライダルセンター　雅 サービス その他サービス 5%

185,690 島根県 大田市 ペットハウスＳＯＧＡ 小売業 その他小売 5%

185,691 島根県 大田市 ポプラ大田栄町店 小売業 その他小売 2%

185,692 島根県 大田市 マツダオートザム大田 サービス その他サービス 5%

185,693 島根県 大田市 マルシェ温泉津市場 小売業 その他小売 5%

185,694 島根県 大田市 マルタケストア 小売業 その他小売 5%

185,695 島根県 大田市 みしまや　大田長久店 小売業 食料品 5%

185,696 島根県 大田市 水上　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,697 島根県 大田市 水間電器 小売業 電化製品 5%

185,698 島根県 大田市 みどりや 小売業 衣料品 5%

185,699 島根県 大田市 メガネのルック 小売業 その他小売 5%

185,700 島根県 大田市 モリイデンキ 小売業 電化製品 5%

185,701 島根県 大田市 山崎教具店 小売業 電化製品 5%

185,702 島根県 大田市 有限会社大田オート 小売業 その他小売 5%

185,703 島根県 大田市 ユウナガ電器 小売業 電化製品 5%

185,704 島根県 大田市 温泉津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,705 島根県 大田市 旅館ますや サービス 宿泊業 5%

185,706 島根県 邑南町 朝日屋商店 小売業 食料品 5%

185,707 島根県 邑南町 出光石見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,708 島根県 邑南町 出光石見第２ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,709 島根県 邑南町 いわみプラザ 小売業 その他小売 5%

185,710 島根県 邑南町 小河内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,711 島根県 邑南町 株式会社つかだアベル店 小売業 電化製品 5%

185,712 島根県 邑南町 株式会社パソム サービス その他サービス 5%

185,713 島根県 邑南町 口羽 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,714 島根県 邑南町 児玉電器 小売業 電化製品 5%

185,715 島根県 邑南町 里山イタリアンＡＪＩＫＵＲＡ サービス 飲食業 5%

185,716 島根県 邑南町 ＪＡしまね　島根おおち地区本部　生活部 小売業 その他小売 5%

185,717 島根県 邑南町 島根おおち農業協同組合口羽店舗 小売業 その他小売 5%

185,718 島根県 邑南町 田所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,719 島根県 邑南町 中村電機商会 小売業 電化製品 5%

185,720 島根県 邑南町 ビレッジストアー・フーズ・フーズ 小売業 その他小売 5%

185,721 島根県 邑南町 ファミリーショップうめだ 小売業 その他小売 5%

185,722 島根県 邑南町 みずほ・ひの 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,723 島根県 邑南町 瑞穂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,724 島根県 邑南町 矢上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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185,725 島根県 隠岐の島町 あいらんどパークホテル サービス 宿泊業 5%

185,726 島根県 隠岐の島町 隠岐西郷ＳＳ　有限会社泉商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,727 島根県 隠岐の島町 隠岐車輌本社 小売業 その他小売 5%

185,728 島根県 隠岐の島町 隠岐電化センター 小売業 電化製品 5%

185,729 島根県 隠岐の島町 隠岐ビューポートホテル サービス 宿泊業 5%

185,730 島根県 隠岐の島町 北方ＰＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,731 島根県 隠岐の島町 郡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,732 島根県 隠岐の島町 こころ旅館 サービス 宿泊業 5%

185,733 島根県 隠岐の島町 西郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,734 島根県 隠岐の島町 西郷南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,735 島根県 隠岐の島町 ＪＡしまね　隠岐地区本部　経済部 小売業 その他小売 5%

185,736 島根県 隠岐の島町 都万ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,737 島根県 隠岐の島町 土中米穀店 小売業 食料品 5%

185,738 島根県 隠岐の島町 中村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,739 島根県 隠岐の島町 ひまり隠岐店 小売業 食料品 5%

185,740 島根県 隠岐の島町 港町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,741 島根県 隠岐の島町 民宿喜兵衛 サービス その他サービス 5%

185,742 島根県 隠岐の島町 有限会社あずま家具住建センター 小売業 家具・調度品 5%

185,743 島根県 奥出雲町 阿井食品センター 小売業 その他小売 5%

185,744 島根県 奥出雲町 出雲工芸 小売業 家具・調度品 5%

185,745 島根県 奥出雲町 一風庵 サービス 飲食業 5%

185,746 島根県 奥出雲町 出光仁多ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,747 島根県 奥出雲町 雲州そろばん協業組合 小売業 家具・調度品 5%

185,748 島根県 奥出雲町 奥出雲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,749 島根県 奥出雲町 亀嵩温泉　玉峰山荘 サービス 宿泊業 5%

185,750 島根県 奥出雲町 下横田 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,751 島根県 奥出雲町 下横田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,752 島根県 奥出雲町 ダイニ電工 小売業 電化製品 5%

185,753 島根県 奥出雲町 たいのす食品 小売業 食料品 5%

185,754 島根県 奥出雲町 Ｔｕｔｔｉ 小売業 衣料品 5%

185,755 島根県 奥出雲町 浪花旅館 サービス 宿泊業 5%

185,756 島根県 奥出雲町 パナックしようわ 小売業 電化製品 5%

185,757 島根県 奥出雲町 藤原写真館 サービス その他サービス 5%

185,758 島根県 奥出雲町 ポプラ仁多亀嵩店 小売業 その他小売 2%

185,759 島根県 奥出雲町 ポプラ横田中央店 小売業 その他小売 2%

185,760 島根県 奥出雲町 松葉屋 小売業 食料品 5%

185,761 島根県 奥出雲町 村上石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,762 島根県 奥出雲町 麺屋ＪＩＮ サービス 飲食業 5%

185,763 島根県 奥出雲町 有限会社　石原電機 小売業 電化製品 5%

185,764 島根県 奥出雲町 横田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,765 島根県 奥出雲町 横田ショッピングセンター 小売業 食料品 5%

185,766 島根県 奥出雲町 横田ショッピングセンター　蔵市 小売業 その他小売 5%
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185,767 島根県 川本町 出光因原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,768 島根県 川本町 川本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,769 島根県 川本町 島根電工　川本営業所 サービス その他サービス 5%

185,770 島根県 川本町 フードプラザすまいる 小売業 その他小売 5%

185,771 島根県 川本町 三原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,772 島根県 川本町 リンパ屋Ｌａｕｇｈ サービス その他サービス 5%

185,773 島根県 江津市 浅利ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,774 島根県 江津市 浅利ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,775 島根県 江津市 あさり亭　あさり亭 サービス 飲食業 5%

185,776 島根県 江津市 有福温泉　旅館ぬしや サービス 宿泊業 5%

185,777 島根県 江津市 出光江津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,778 島根県 江津市 出光セルフ桜江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,779 島根県 江津市 石見麦酒 石見麦酒江津工場 小売業 食料品 5%

185,780 島根県 江津市 オカダ電気 サービス その他サービス 5%

185,781 島根県 江津市 キヌヤ都野津店 小売業 食料品 5%

185,782 島根県 江津市 キヌヤ二宮店 小売業 食料品 5%

185,783 島根県 江津市 キヌヤ渡津店 小売業 食料品 5%

185,784 島根県 江津市 共栄　本店 サービス 飲食業 5%

185,785 島根県 江津市 江津給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,786 島根県 江津市 江津中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,787 島根県 江津市 セブン－イレブン江津二宮店 小売業 食料品 2%

185,788 島根県 江津市 セブン－イレブン江津和木店 小売業 食料品 2%

185,789 島根県 江津市 珈琲専門店　　壱番館 サービス 飲食業 5%

185,790 島根県 江津市 サントウ電機 小売業 電化製品 5%

185,791 島根県 江津市 地場産センター 小売業 その他小売 5%

185,792 島根県 江津市 島根電工　江津営業所 サービス その他サービス 5%

185,793 島根県 江津市 セルフ＆カーケアステーションつのづ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,794 島根県 江津市 セルフ江津 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,795 島根県 江津市 セルフステーション渡津 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,796 島根県 江津市 中央 小売業 その他小売 5%

185,797 島根県 江津市 都野津給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,798 島根県 江津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ江津かわら町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,799 島根県 江津市 服部タイヨー　江津店 小売業 食料品 5%

185,800 島根県 江津市 ＨＡＩＲ－ＳＴＹＬＥ－ サービス 理容・美容業 5%

185,801 島根県 江津市 ポプラ江津アクアス前店 小売業 その他小売 2%

185,802 島根県 江津市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,803 島根県 江津市 舞乃市 小売業 家具・調度品 5%

185,804 島根県 江津市 まつの駅前店 小売業 電化製品 5%

185,805 島根県 江津市 まつの嘉久志店 小売業 電化製品 5%

185,806 島根県 江津市 マルシェあさり市場 小売業 その他小売 5%

185,807 島根県 江津市 南山酒店 小売業 食料品 5%

185,808 島根県 江津市 もりでん 小売業 電化製品 5%
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185,809 島根県 江津市 森トピア 小売業 家具・調度品 5%

185,810 島根県 江津市 れすとらん　異瑠香 小売業 家具・調度品 5%

185,811 島根県 知夫村 合同会社 島守ちぶり サービス その他サービス 5%

185,812 島根県 津和野町 出光日原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,813 島根県 津和野町 駅前ビジネスホテルつわの サービス 宿泊業 5%

185,814 島根県 津和野町 ＳＰＧ津和野店 小売業 電化製品 5%

185,815 島根県 津和野町 キヌヤ津和野店 小売業 食料品 5%

185,816 島根県 津和野町 沙羅の木・松韻亭 小売業 その他小売 5%

185,817 島根県 津和野町 ＪＡしまね　グリーンセンターしろやま 小売業 その他小売 5%

185,818 島根県 津和野町 ＪＡしまね　グリーンセンターひまわり 小売業 その他小売 5%

185,819 島根県 津和野町 津和野のお宿　よしのや サービス 宿泊業 5%

185,820 島根県 津和野町 津和野ホテル サービス 宿泊業 5%

185,821 島根県 津和野町 日原国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,822 島根県 西ノ島町 隠岐車輌島前総合センター 小売業 その他小売 5%

185,823 島根県 西ノ島町 カンバラ 小売業 衣料品 5%

185,824 島根県 西ノ島町 コンセーユ サービス 飲食業 5%

185,825 島根県 西ノ島町 さくらや 小売業 食料品 5%

185,826 島根県 西ノ島町 西ノ島石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,827 島根県 西ノ島町 Ｂａｒｂｅｒ　Ｉｗａｓａ サービス 理容・美容業 5%

185,828 島根県 西ノ島町 ホテル隠岐 サービス 宿泊業 5%

185,829 島根県 西ノ島町 まつのや 小売業 食料品 5%

185,830 島根県 西ノ島町 美田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,831 島根県 西ノ島町 旅館みつけ島荘 サービス 宿泊業 5%

185,832 島根県 浜田市 アイフォン工房浜田 サービス その他サービス 5%

185,833 島根県 浜田市 アクアスミュージアムショップ 小売業 家具・調度品 5%

185,834 島根県 浜田市 浅井倉庫 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,835 島根県 浜田市 アリス＠alice 小売業 電化製品 5%

185,836 島根県 浜田市 イタリアンレストラン　ＯＲＩＺＺＯＮＴＥ サービス 飲食業 5%

185,837 島根県 浜田市 市木　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,838 島根県 浜田市 出光岡見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,839 島根県 浜田市 出光三隅ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,840 島根県 浜田市 今井書店ゆめタウン浜田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

185,841 島根県 浜田市 今福ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,842 島根県 浜田市 岩垣電器 小売業 電化製品 5%

185,843 島根県 浜田市 ＳＲＺ個別指導教室 サービス その他サービス 5%

185,844 島根県 浜田市 ＆．ｃｕｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

185,845 島根県 浜田市 お魚のなかだ 小売業 その他小売 5%

185,846 島根県 浜田市 おさだコンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

185,847 島根県 浜田市 かくれの里ゆかり サービス 宿泊業 5%

185,848 島根県 浜田市 金城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,849 島根県 浜田市 金城観光ホテル サービス 宿泊業 5%

185,850 島根県 浜田市 金城モータース本社 小売業 その他小売 5%
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185,851 島根県 浜田市 Ｃａｆｅ．Ｂａｌｌｏｎｄ＇Ｏｒ サービス 飲食業 5%

185,852 島根県 浜田市 株式会社かめや旅館 サービス 宿泊業 5%

185,853 島根県 浜田市 株式会社ブルーコーンズ 小売業 その他小売 5%

185,854 島根県 浜田市 かめや釣具 浜田店 小売業 その他小売 5%

185,855 島根県 浜田市 キヌヤ笠柄店 小売業 食料品 5%

185,856 島根県 浜田市 キヌヤ金城店 小売業 食料品 5%

185,857 島根県 浜田市 キヌヤ国府店 小売業 食料品 5%

185,858 島根県 浜田市 キヌヤひなし店 小売業 食料品 5%

185,859 島根県 浜田市 キヌヤプリル店 小売業 食料品 5%

185,860 島根県 浜田市 雲城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,861 島根県 浜田市 黒川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,862 島根県 浜田市 合庁前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,863 島根県 浜田市 国府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,864 島根県 浜田市 国民宿舎　千畳苑 サービス 宿泊業 5%

185,865 島根県 浜田市 ［ＨＣ］小谷電機店 小売業 電化製品 5%

185,866 島根県 浜田市 澤蓮商店 小売業 その他小売 5%

185,867 島根県 浜田市 サンカクヤ サービス 飲食業 5%

185,868 島根県 浜田市 サンデーサン　ゆうひパーク浜田店 サービス 飲食業 5%

185,869 島根県 浜田市 ＪＡしまね　いわみ中央旅行センター サービス その他サービス 5%

185,870 島根県 浜田市 ＪＪニッタ本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,871 島根県 浜田市 七条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,872 島根県 浜田市 島根電工　西部支店 サービス その他サービス 5%

185,873 島根県 浜田市 島根トヨタ自動車浜田店 小売業 その他小売 5%

185,874 島根県 浜田市 島根トヨペット浜田店 小売業 その他小売 5%

185,875 島根県 浜田市 下府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,876 島根県 浜田市 シンセイ技研　浜田営業所 サービス その他サービス 5%

185,877 島根県 浜田市 スタジオアニー サービス その他サービス 5%

185,878 島根県 浜田市 スタジオアニー サービス その他サービス 5%

185,879 島根県 浜田市 すふＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,880 島根県 浜田市 清香苑 サービス 飲食業 5%

185,881 島根県 浜田市 セルフ神在坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,882 島根県 浜田市 セントラルスポーツ浜田店 小売業 その他小売 5%

185,883 島根県 浜田市 多久馬電業 サービス その他サービス 5%

185,884 島根県 浜田市 田町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,885 島根県 浜田市 Ｃｈｉｎｅｓｅ　ｃｏｏｋｉｎｇ　杏 サービス 飲食業 5%

185,886 島根県 浜田市 直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,887 島根県 浜田市 津茂谷旅館 サービス 宿泊業 5%

185,888 島根県 浜田市 でんきや 小売業 電化製品 5%

185,889 島根県 浜田市 電文社 小売業 電化製品 5%

185,890 島根県 浜田市 電菱センター 小売業 電化製品 5%

185,891 島根県 浜田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ浜田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,892 島根県 浜田市 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｍｉｅｌ． サービス その他サービス 5%
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185,893 島根県 浜田市 トヨタカローラ島根浜田店 小売業 その他小売 5%

185,894 島根県 浜田市 トヨタレンタリース島根浜田店 サービス その他サービス 2%

185,895 島根県 浜田市 直江デンキ 小売業 電化製品 5%

185,896 島根県 浜田市 （株）中島水道 サービス その他サービス 5%

185,897 島根県 浜田市 長浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,898 島根県 浜田市 ニッタ　サティ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

185,899 島根県 浜田市 人形のはなふさ　浜田店 小売業 その他小売 5%

185,900 島根県 浜田市 ネッツトヨタ島根浜田店 小売業 その他小売 5%

185,901 島根県 浜田市 パキノ パン工房パキノ 小売業 食料品 5%

185,902 島根県 浜田市 ハゼヤマ　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,903 島根県 浜田市 服部タイヨー　長澤店 小売業 食料品 5%

185,904 島根県 浜田市 パナック　うめづ 小売業 電化製品 5%

185,905 島根県 浜田市 パナック　おおや 小売業 電化製品 5%

185,906 島根県 浜田市 パナックおきた 小売業 電化製品 5%

185,907 島根県 浜田市 パナック　しながわ 小売業 電化製品 5%

185,908 島根県 浜田市 セブン－イレブン浜田相生町店 小売業 食料品 2%

185,909 島根県 浜田市 セブン－イレブン浜田浅井町店 小売業 食料品 2%

185,910 島根県 浜田市 浜田駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,911 島根県 浜田市 セブン－イレブン浜田金城町店 小売業 食料品 2%

185,912 島根県 浜田市 セブン－イレブン浜田京町店 小売業 食料品 2%

185,913 島根県 浜田市 セブン－イレブン浜田黒川町店 小売業 食料品 2%

185,914 島根県 浜田市 セブン－イレブン浜田県立体育館前店 小売業 食料品 2%

185,915 島根県 浜田市 セブン－イレブン浜田国分店 小売業 食料品 2%

185,916 島根県 浜田市 セブン－イレブン浜田新町店 小売業 食料品 2%

185,917 島根県 浜田市 セブン－イレブン浜田周布店 小売業 食料品 2%

185,918 島根県 浜田市 浜田　田町第２ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,919 島根県 浜田市 浜田ニューキャッスルホテル サービス 宿泊業 5%

185,920 島根県 浜田市 浜田東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,921 島根県 浜田市 浜田フラワーセンター 小売業 その他小売 5%

185,922 島根県 浜田市 セブン－イレブン浜田三隅町店 小売業 食料品 2%

185,923 島根県 浜田市 浜田南　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,924 島根県 浜田市 ビジネスホテル　浜一　ビジネスホテル　浜一 サービス 宿泊業 5%

185,925 島根県 浜田市 ビューティ・イクコ　ピュア店 サービス 理容・美容業 5%

185,926 島根県 浜田市 ビューティ・イクコ　本店 サービス 理容・美容業 5%

185,927 島根県 浜田市 ファミリーショップ　オカモト 小売業 電化製品 5%

185,928 島根県 浜田市 ボウルＪＡＣ サービス その他サービス 5%

185,929 島根県 浜田市 ホテル川隅 サービス 宿泊業 5%

185,930 島根県 浜田市 ポプラ浜田下府店 小売業 その他小売 2%

185,931 島根県 浜田市 マクドナルド浜田ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

185,932 島根県 浜田市 松村動物病院 サービス その他サービス 5%

185,933 島根県 浜田市 ミカミデンキ 小売業 電化製品 5%

185,934 島根県 浜田市 みずほ楽器 小売業 その他小売 5%
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185,935 島根県 浜田市 三隅町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,936 島根県 浜田市 三隅西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,937 島根県 浜田市 メンズプラザスワキ 小売業 衣料品 5%

185,938 島根県 浜田市 湯屋温泉リフレパークきんたの里 サービス 宿泊業 5%

185,939 島根県 浜田市 ラムズバー サービス 飲食業 5%

185,940 島根県 浜田市 リフレパークきんたの里 サービス 宿泊業 5%

185,941 島根県 浜田市 リフレパークきんたの里 サービス 宿泊業 5%

185,942 島根県 浜田市 旅館みくにや サービス 宿泊業 5%

185,943 島根県 浜田市 Ｌｅ　ｌｉｅｎ 小売業 衣料品 5%

185,944 島根県 浜田市 レディスワールド 小売業 衣料品 5%

185,945 島根県 浜田市 レンタルスペースＴＡＭＡＣＨＩ サービス その他サービス 5%

185,946 島根県 浜田市 和想館　浜田店 小売業 衣料品 5%

185,947 島根県 益田市 アネックス益田 サービス 宿泊業 5%

185,948 島根県 益田市 荒磯温泉　荒磯館 サービス 宿泊業 5%

185,949 島根県 益田市 荒磯温泉　荒磯館 サービス 宿泊業 5%

185,950 島根県 益田市 アルファー２１ 小売業 電化製品 5%

185,951 島根県 益田市 ＡＮＧＬＥＢＡＮＫ 小売業 衣料品 5%

185,952 島根県 益田市 ＡＮＧＬＥＢＡＮＫ 小売業 その他小売 5%

185,953 島根県 益田市 出光エアポート石見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,954 島根県 益田市 出光仙道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,955 島根県 益田市 出光津田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,956 島根県 益田市 いまみや電器 小売業 電化製品 5%

185,957 島根県 益田市 いまみや電器 小売業 電化製品 5%

185,958 島根県 益田市 石見横田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,959 島根県 益田市 エアポートショップ萩・石見 小売業 家具・調度品 5%

185,960 島根県 益田市 ＳＰＧ久城店 小売業 電化製品 5%

185,961 島根県 益田市 大谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,962 島根県 益田市 オーベルジュわさび サービス 飲食業 5%

185,963 島根県 益田市 オリックスレンタカー石見空港カウンター サービス その他サービス 2%

185,964 島根県 益田市 オリックスレンタカー益田駅前店 サービス その他サービス 2%

185,965 島根県 益田市 外販部 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,966 島根県 益田市 ＣＵＴＴＥＲ サービス 理容・美容業 5%

185,967 島根県 益田市 株式会社じょういち　ギフト館じょういち 小売業 その他小売 5%

185,968 島根県 益田市 Ｋｅｅｐｒｉｄｅ サービス その他サービス 5%

185,969 島根県 益田市 キヌヤ久城店 小売業 食料品 5%

185,970 島根県 益田市 キヌヤ遠田店 小売業 食料品 5%

185,971 島根県 益田市 キヌヤ中吉田店 小売業 食料品 5%

185,972 島根県 益田市 キヌヤ西益田店 小売業 食料品 5%

185,973 島根県 益田市 キヌヤ東町店 小売業 食料品 5%

185,974 島根県 益田市 キヌヤ益田ショッピングセンター店 小売業 食料品 5%

185,975 島根県 益田市 キヌヤ緑ヶ丘店 小売業 食料品 5%

185,976 島根県 益田市 木部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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185,977 島根県 益田市 暮らスパ サービス 理容・美容業 5%

185,978 島根県 益田市 さら サービス 理容・美容業 5%

185,979 島根県 益田市 （有）サンフラワーナチュレ店 小売業 その他小売 5%

185,980 島根県 益田市 ＪＡしまね　西いわみグリーンセンター 小売業 その他小売 5%

185,981 島根県 益田市 ＪＡしまね　西いわみ旅行センター サービス その他サービス 5%

185,982 島根県 益田市 島根電工　益田営業所 サービス その他サービス 5%

185,983 島根県 益田市 島根トヨタ自動車益田店 小売業 その他小売 5%

185,984 島根県 益田市 島根トヨペット益田店 小売業 その他小売 5%

185,985 島根県 益田市 シューズ　バッグ　エビスヤ　シューズ　バッグエビスヤ 小売業 その他小売 5%

185,986 島根県 益田市 正直屋　乙吉店 小売業 衣料品 5%

185,987 島根県 益田市 正直屋　本店 小売業 衣料品 5%

185,988 島根県 益田市 スマイル電器おおば 小売業 電化製品 5%

185,989 島根県 益田市 スマイル補聴器 小売業 その他小売 5%

185,990 島根県 益田市 高津　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,991 島根県 益田市 東和電器 小売業 電化製品 5%

185,992 島根県 益田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ中吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,993 島根県 益田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,994 島根県 益田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ緑ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

185,995 島根県 益田市 トヨタカローラ島根益田店 小売業 その他小売 5%

185,996 島根県 益田市 豊田電器店 小売業 電化製品 5%

185,997 島根県 益田市 トヨタレンタリース島根　石見空港店 サービス その他サービス 2%

185,998 島根県 益田市 トヨタレンタリース島根　益田駅北店 サービス その他サービス 2%

185,999 島根県 益田市 トラットリア・スタジオーネ サービス 飲食業 5%

186,000 島根県 益田市 西益田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,001 島根県 益田市 ネッツトヨタ島根益田店 小売業 その他小売 5%

186,002 島根県 益田市 サロン・ド　能地 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,003 島根県 益田市 パナソニック・ライフ 小売業 電化製品 5%

186,004 島根県 益田市 花みずき サービス 理容・美容業 5%

186,005 島根県 益田市 ｐａｌｅｔｔｅ 小売業 衣料品 5%

186,006 島根県 益田市 ビー・グランテッド 小売業 その他小売 5%

186,007 島根県 益田市 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｄａＮＡＰＯＩ サービス 飲食業 5%

186,008 島根県 益田市 美容室 マジック 美容室 マジック サービス 理容・美容業 5%

186,009 島根県 益田市 美容室・マジック サービス 理容・美容業 5%

186,010 島根県 益田市 Ｔｈｅ　１ｓｔ サービス 理容・美容業 5%

186,011 島根県 益田市 双葉電機商会 小売業 電化製品 5%

186,012 島根県 益田市 ヘアーサロンあけぼの サービス 理容・美容業 5%

186,013 島根県 益田市 ホテルダイエー益田 サービス 宿泊業 5%

186,014 島根県 益田市 ｂｏｍｂ　ｄｕ　ａ サービス 理容・美容業 5%

186,015 島根県 益田市 ホルモンたけちゃん サービス 飲食業 5%

186,016 島根県 益田市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,017 島根県 益田市 マクドナルド益田店 サービス 飲食業 2%

186,018 島根県 益田市 ＭＡＳＣＯＳ　ＨＯＴＥＬ サービス 宿泊業 5%
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186,019 島根県 益田市 セブン－イレブン益田あけぼの本町店 小売業 食料品 2%

186,020 島根県 益田市 セブン－イレブン益田乙吉町店 小売業 食料品 2%

186,021 島根県 益田市 セブン－イレブン益田かもしま西町店 小売業 食料品 2%

186,022 島根県 益田市 益田赤十字病院売店 小売業 その他小売 5%

186,023 島根県 益田市 益田石油　管理部 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,024 島根県 益田市 益田中央　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,025 島根県 益田市 セブン－イレブン益田中吉田店 小売業 食料品 2%

186,026 島根県 益田市 益田西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,027 島根県 益田市 セブン－イレブン益田横田町店 小売業 食料品 2%

186,028 島根県 益田市 瑞穂イン石見益田 サービス 宿泊業 5%

186,029 島根県 益田市 ＭＩＮＯＹＡ サービス 飲食業 5%

186,030 島根県 益田市 三好家 サービス 宿泊業 5%

186,031 島根県 益田市 明林堂書店益田店 小売業 その他小売 5%

186,032 島根県 益田市 モード・エ・モード静 小売業 衣料品 5%

186,033 島根県 益田市 モードエモード静キヌヤ店 小売業 衣料品 5%

186,034 島根県 益田市 ｍｏｒｉｔａｎｉ 小売業 食料品 5%

186,035 島根県 益田市 有限会社ジェムス和田 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,036 島根県 益田市 リコスマイル　リコスマイル 小売業 その他小売 5%

186,037 島根県 益田市 Ｌｅ　Ｃｉｅｌ サービス 飲食業 5%

186,038 島根県 松江市 秋鹿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,039 島根県 松江市 アイパルテ東出雲店 小売業 その他小売 5%

186,040 島根県 松江市 アイパルテ矢田店 小売業 その他小売 5%

186,041 島根県 松江市 あいマーケット 小売業 その他小売 5%

186,042 島根県 松江市 アウトドア菊信 小売業 その他小売 5%

186,043 島根県 松江市 翠鳩の巣 サービス 宿泊業 5%

186,044 島根県 松江市 青山電器サービス 小売業 電化製品 5%

186,045 島根県 松江市 明石医科器械店 小売業 その他小売 5%

186,046 島根県 松江市 味富 サービス 飲食業 5%

186,047 島根県 松江市 味皆美　ふじな亭 サービス 飲食業 5%

186,048 島根県 松江市 ａｓ　Ｉ’ｍ　ｂｙ　Ｍｏｃｈｉｄａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,049 島根県 松江市 ＡＴＳＵＴＡ松江店 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,050 島根県 松江市 アドーラブルヘアー サービス 理容・美容業 5%

186,051 島根県 松江市 あとりえｇｔｐ 小売業 衣料品 5%

186,052 島根県 松江市 アベニュークラブ　ＮＡＧＡＹＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,053 島根県 松江市 Ａｌａｎａ’ｓ サービス 飲食業 5%

186,054 島根県 松江市 アリオン　学園店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,055 島根県 松江市 アリオン　浜乃木店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,056 島根県 松江市 アリオン　東出雲店 サービス その他サービス 5%

186,057 島根県 松江市 アリカフェ　学園店 サービス 飲食業 5%

186,058 島根県 松江市 アリカフェ　浜乃木店 サービス 飲食業 5%

186,059 島根県 松江市 ＲＫｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

186,060 島根県 松江市 アルソアさとわ サービス その他サービス 5%
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186,061 島根県 松江市 ａｒｔｏｓ　Ｂｏｏｋ　Ｓｔｏｒｅ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,062 島根県 松江市 ａｌｆａ　シャミネ松江 小売業 衣料品 5%

186,063 島根県 松江市 アンベリール　ささき　シャミネ松江 小売業 衣料品 5%

186,064 島根県 松江市 ｉｋｏｉ　ｓａｌｏｎ　ｍｅｌｏ サービス 理容・美容業 5%

186,065 島根県 松江市 居酒屋大河　東本町店 サービス 飲食業 5%

186,066 島根県 松江市 出雲神々縁結びの宿紺家 サービス 宿泊業 5%

186,067 島根県 松江市 出雲そば　たたらや シャミネ松江 小売業 食料品 5%

186,068 島根県 松江市 いずもまがたまの里　伝承館 小売業 家具・調度品 5%

186,069 島根県 松江市 市岡コンタクトレンズ　松江駅前 小売業 その他小売 5%

186,070 島根県 松江市 一畑住設 サービス その他サービス 5%

186,071 島根県 松江市 一力堂　シャミネ松江 小売業 食料品 5%

186,072 島根県 松江市 出光鹿島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,073 島根県 松江市 出光ジョイフル上乃木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,074 島根県 松江市 出光宍道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,075 島根県 松江市 出光宍道南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,076 島根県 松江市 出光新嫁島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,077 島根県 松江市 出光ハートランドセルフ東津田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,078 島根県 松江市 出光東出雲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,079 島根県 松江市 出光乃木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,080 島根県 松江市 出光松江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,081 島根県 松江市 出光セルフ松江ルート４３１ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,082 島根県 松江市 出光セルフ松江インター西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,083 島根県 松江市 出光セルフ松江インター東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,084 島根県 松江市 出光セルフくにびきＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,085 島根県 松江市 出光セルフ松江城北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,086 島根県 松江市 出光松江城東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,087 島根県 松江市 いとし屋ついん 小売業 その他小売 5%

186,088 島根県 松江市 今井書店学園通り店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,089 島根県 松江市 今井書店グループセンター店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,090 島根県 松江市 今井書店グループセンター店スタジオワンダー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,091 島根県 松江市 今岡ガクブチ店 小売業 家具・調度品 5%

186,092 島根県 松江市 いろり茶屋 サービス その他サービス 5%

186,093 島根県 松江市 いろり茶屋 サービス 飲食業 5%

186,094 島根県 松江市 イワセ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,095 島根県 松江市 岩成電器 小売業 電化製品 5%

186,096 島根県 松江市 ｉｎｈｅｒｉｔ 小売業 衣料品 5%

186,097 島根県 松江市 ｉｎｈｅｒｉｔ　ｉｎｈｅｒｉｔ 小売業 衣料品 5%

186,098 島根県 松江市 ＶＭＶ シャミネ松江店 サービス 飲食業 5%

186,099 島根県 松江市 ヴィヴィアン 小売業 電化製品 5%

186,100 島根県 松江市 ヴィラ　ノッツェ　ウェディング サービス その他サービス 5%

186,101 島根県 松江市 ウィーンの森　田和山店 小売業 食料品 5%

186,102 島根県 松江市 ヴェルデ　　中央店 小売業 食料品 5%
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186,103 島根県 松江市 ヴェルデ　　中原店 小売業 食料品 5%

186,104 島根県 松江市 ヴェルデ　　八束店 小売業 食料品 5%

186,105 島根県 松江市 ｗａｒｍｉｅ． 小売業 衣料品 5%

186,106 島根県 松江市 宇宙のたまご 小売業 衣料品 5%

186,107 島根県 松江市 うつわギャラリー唯 小売業 その他小売 5%

186,108 島根県 松江市 旨味牛たん玉田屋 サービス 飲食業 5%

186,109 島根県 松江市 駅弁　一文字屋 シャミネ松江 小売業 食料品 5%

186,110 島根県 松江市 ＳＰＧ松江店 小売業 電化製品 5%

186,111 島根県 松江市 ＮＲーＣ 小売業 その他小売 5%

186,112 島根県 松江市 Ｎプランニング 小売業 その他小売 5%

186,113 島根県 松江市 エフワン・アズ 小売業 衣料品 5%

186,114 島根県 松江市 エムズコレクション　マロン店 小売業 その他小売 5%

186,115 島根県 松江市 Ｍ２　ｂｙ　ｓｅｎｓｏｕｎｉｃｏ　松江店 小売業 衣料品 5%

186,116 島根県 松江市 ＭＢ?ＭＡＸ サービス 理容・美容業 5%

186,117 島根県 松江市 ｅｍｐｆａｎｇｅｎｃａｎｄｌｅ サービス その他サービス 5%

186,118 島根県 松江市 縁結び八重 サービス 飲食業 5%

186,119 島根県 松江市 大橋館 サービス 宿泊業 5%

186,120 島根県 松江市 オートショップコイズミ 小売業 その他小売 5%

186,121 島根県 松江市 オートショップ　さぽーと サービス その他サービス 5%

186,122 島根県 松江市 オートプラス 小売業 その他小売 5%

186,123 島根県 松江市 オーベル 小売業 その他小売 5%

186,124 島根県 松江市 Ａｕｒａ－Ｓｏｐｈｉａ サービス その他サービス 5%

186,125 島根県 松江市 お好み焼　てっちゃん　お好み焼き　てっちゃん サービス 飲食業 5%

186,126 島根県 松江市 お米の広場ふじもと 小売業 食料品 5%

186,127 島根県 松江市 オステリアサンテ サービス 飲食業 5%

186,128 島根県 松江市 Ｃａｆｅおつまみ研究所 サービス 飲食業 5%

186,129 島根県 松江市 ＯＴＯ 小売業 衣料品 5%

186,130 島根県 松江市 ＯｍａｇｇｉｏｄａＫｏｎｉｓｈｉ サービス 飲食業 5%

186,131 島根県 松江市 オリックスレンタカー島根大学通りカウンター サービス その他サービス 2%

186,132 島根県 松江市 オリックスレンタカー浜乃木玉造温泉カウンター サービス その他サービス 2%

186,133 島根県 松江市 オリックスレンタカー松江駅東カウンター サービス その他サービス 2%

186,134 島根県 松江市 オリックスレンタカー松江駅前店 サービス その他サービス 2%

186,135 島根県 松江市 オリックスレンタカー松江店 サービス その他サービス 2%

186,136 島根県 松江市 温泉街の珈琲屋　Ｙｏｒｉ荘 サービス 飲食業 5%

186,137 島根県 松江市 温野菜松江上乃木店 サービス 飲食業 2%

186,138 島根県 松江市 温野菜松江駅前店 サービス 飲食業 2%

186,139 島根県 松江市 ＣａｒＳｈｏｐ　ＰＥＡＣＥ 小売業 その他小売 5%

186,140 島根県 松江市 カーテンとリフォームの店 ｗｏｏｄｙ サービス その他サービス 5%

186,141 島根県 松江市 海鮮うまいもん料理　京らぎ サービス 飲食業 5%

186,142 島根県 松江市 海鮮れすとらん四季庵 松江店 サービス 飲食業 5%

186,143 島根県 松江市 加賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,144 島根県 松江市 学園通り　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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186,145 島根県 松江市 カシェ＆ヴィーマヴィー松江学園通り店 小売業 衣料品 5%

186,146 島根県 松江市 佳翠苑　皆美 サービス 宿泊業 5%

186,147 島根県 松江市 カードボックス　浜乃木店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,148 島根県 松江市 Ｃａｆｅ　ＰＵＥＮＴＥ サービス 飲食業 5%

186,149 島根県 松江市 Ｃａｆｅ　Ｂｒｏｗｎｉｅ サービス 飲食業 5%

186,150 島根県 松江市 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ＦＲＡＮＣ サービス 飲食業 5%

186,151 島根県 松江市 株式会社エヌ・スペース 小売業 その他小売 5%

186,152 島根県 松江市 株式会社オートガレージフレンド 小売業 その他小売 5%

186,153 島根県 松江市 株式会社ブックス文化の友 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,154 島根県 松江市 株式会社Ｂｏｕｔｉｑｕｅこがね 小売業 衣料品 5%

186,155 島根県 松江市 株式会社松江三和部品商会 サービス その他サービス 5%

186,156 島根県 松江市 株式会社Ｌｉｎｋ 小売業 その他小売 5%

186,157 島根県 松江市 株式会社レアルボックス 小売業 その他小売 5%

186,158 島根県 松江市 Ｃａｒ　ｆｒｉｅｎｄ　Ｋ サービス その他サービス 5%

186,159 島根県 松江市 Ｋａｐｏｋ サービス 理容・美容業 5%

186,160 島根県 松江市 ｋａｐｏｋ（カポック） サービス その他サービス 5%

186,161 島根県 松江市 かめや釣具 松江店 小売業 その他小売 5%

186,162 島根県 松江市 カラオケルーム３３５松江駅前店 サービス 飲食業 5%

186,163 島根県 松江市 Ｇａｒａｇｅ　ＣＯＰＥＬ 小売業 その他小売 5%

186,164 島根県 松江市 カワシマアルファ店 小売業 衣料品 5%

186,165 島根県 松江市 川津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,166 島根県 松江市 ＫＩＫＵＮＯＢＵ 松江 小売業 衣料品 5%

186,167 島根県 松江市 季節料理　湖粋 サービス 飲食業 5%

186,168 島根県 松江市 北浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,169 島根県 松江市 キャピックマツエ サービス その他サービス 5%

186,170 島根県 松江市 牛角松江北店 サービス 飲食業 2%

186,171 島根県 松江市 牛角松江上乃木店 サービス 飲食業 2%

186,172 島根県 松江市 共栄工業 小売業 電化製品 5%

186,173 島根県 松江市 協同メイカ　桂月堂　シャミネ松江 小売業 食料品 5%

186,174 島根県 松江市 橋北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,175 島根県 松江市 業務スーパーＦＣ朝日町店 小売業 食料品 2%

186,176 島根県 松江市 ホテル玉泉 サービス 宿泊業 5%

186,177 島根県 松江市 清原商店 小売業 その他小売 5%

186,178 島根県 松江市 Ｑｕａｒｔｅｒｌｙｒｏｏｍ 小売業 衣料品 5%

186,179 島根県 松江市 クォータリールーム 小売業 衣料品 5%

186,180 島根県 松江市 串焼鳥　どげだや サービス 飲食業 5%

186,181 島根県 松江市 暮らしのギャラリーなすの花 小売業 衣料品 5%

186,182 島根県 松江市 ＧＬＡＮＺ 小売業 その他小売 5%

186,183 島根県 松江市 グランドホテル水天閣／Ｊ＆Ｊギフト サービス その他サービス 5%

186,184 島根県 松江市 Ｇｒｅｅｎｓ　Ｂａｂｙ サービス 飲食業 5%

186,185 島根県 松江市 ｃｒｙｓｔａｌ サービス 理容・美容業 5%

186,186 島根県 松江市 ＧＬＩＴＴＥＲ サービス 理容・美容業 5%
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186,187 島根県 松江市 クリニカルルーム咲－ｓａｋｕ－ サービス 理容・美容業 5%

186,188 島根県 松江市 呉竹鮨 サービス 飲食業 5%

186,189 島根県 松江市 クレランス 小売業 その他小売 5%

186,190 島根県 松江市 クロード 小売業 食料品 5%

186,191 島根県 松江市 グローバーク株式会社 サービス その他サービス 5%

186,192 島根県 松江市 クロスキャンパ― クロスキャンパ― 小売業 その他小売 5%

186,193 島根県 松江市 燻製居酒屋　Ｔｈｅ Ｏａｋｓ サービス 飲食業 5%

186,194 島根県 松江市 ケーキハウス　アガート 小売業 食料品 5%

186,195 島根県 松江市 化粧品の店　絵留夢 小売業 その他小売 5%

186,196 島根県 松江市 ゲストハウスダイショー サービス 宿泊業 5%

186,197 島根県 松江市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ松江けやき通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,198 島根県 松江市 こうりん坊　松江 サービス 飲食業 5%

186,199 島根県 松江市 ＣｏＣｏ壱番屋松江学園通り店 サービス 宿泊業 2%

186,200 島根県 松江市 ＣｏＣｏ壱番屋松江城山西通り店 サービス 飲食業 2%

186,201 島根県 松江市 ＣＯＣＯ壱番屋松江田和山店 サービス 飲食業 2%

186,202 島根県 松江市 ココロン松江店 小売業 その他小売 5%

186,203 島根県 松江市 ＣＯＳＭＥＴＩＣ　はなびし 小売業 その他小売 5%

186,204 島根県 松江市 コドモトリタイスタジオ　コトリス サービス その他サービス 5%

186,205 島根県 松江市 コムギ サービス 飲食業 5%

186,206 島根県 松江市 コムギ　コムギ サービス 飲食業 5%

186,207 島根県 松江市 ゴルフパートナー　松江くにびき通り店 小売業 その他小売 2%

186,208 島根県 松江市 こんぺいとう 小売業 その他小売 5%

186,209 島根県 松江市 彩雲堂シャミネ店　シャミネ松江 小売業 食料品 5%

186,210 島根県 松江市 サイクルショップ おおくぼ 小売業 その他小売 5%

186,211 島根県 松江市 ＣＹＣＬＥＳＨＯＰＶＩＬＬＥＴＴ 小売業 その他小売 5%

186,212 島根県 松江市 サイクルハウス　ヤマサキ 小売業 その他小売 5%

186,213 島根県 松江市 サキナビューティーラウンジ松江 小売業 その他小売 5%

186,214 島根県 松江市 酒の槙戸天狗堂 小売業 食料品 5%

186,215 島根県 松江市 鷦鷯屋　シャミネ松江 小売業 食料品 5%

186,216 島根県 松江市 サーフ・アップ島根 小売業 その他小売 5%

186,217 島根県 松江市 山陰釣具センター 小売業 その他小売 5%

186,218 島根県 松江市 三英堂　シャミネ松江 小売業 食料品 5%

186,219 島根県 松江市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンドリーム春日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,220 島根県 松江市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ松江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,221 島根県 松江市 ｇ　ａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

186,222 島根県 松江市 シーエルタイヤ 小売業 その他小売 5%

186,223 島根県 松江市 Ｇｉｎａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

186,224 島根県 松江市 Ｇｉｎａｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

186,225 島根県 松江市 シェ・ブラン シャミネ松江 小売業 食料品 5%

186,226 島根県 松江市 ＪＪ　キャスパルおちあい 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,227 島根県 松江市 ｃｈｅｒｉｅ ｂｉｑｕｅｔ サービス 理容・美容業 5%

186,228 島根県 松江市 ＳＩＳＧＬＩＴＴＥＲ サービス 理容・美容業 5%
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186,229 島根県 松江市 シートン動物病院 サービス その他サービス 5%

186,230 島根県 松江市 地ビール　松江ビアへるん　イベント店舗 サービス 飲食業 5%

186,231 島根県 松江市 島大前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,232 島根県 松江市 島根県物産観光館東京支所 小売業 家具・調度品 5%

186,233 島根県 松江市 島根電工　松江営業所 サービス その他サービス 5%

186,234 島根県 松江市 島根電工本社 サービス その他サービス 5%

186,235 島根県 松江市 島根トヨタ自動車松江店 小売業 その他小売 5%

186,236 島根県 松江市 島根トヨタ自動車レクサス松江 小売業 その他小売 5%

186,237 島根県 松江市 島根トヨペット　松江Ｕ－Ｃａｒステーショ 小売業 その他小売 5%

186,238 島根県 松江市 島根トヨペット松江店 小売業 その他小売 5%

186,239 島根県 松江市 シャディギフト　こばやし　松江店 小売業 その他小売 5%

186,240 島根県 松江市 シャミネ松江　しまね寶楽庵 小売業 食料品 5%

186,241 島根県 松江市 ｊｅｓｕｉｓ サービス その他サービス 5%

186,242 島根県 松江市 ジュピター シャミネ松江店 サービス 飲食業 5%

186,243 島根県 松江市 Ｓｈｖｅｔａｍｓ 小売業 衣料品 5%

186,244 島根県 松江市 ジョイクラブ　ナガサコ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,245 島根県 松江市 ジョイクラブナガサコ 小売業 その他小売 5%

186,246 島根県 松江市 尚武堂 小売業 その他小売 5%

186,247 島根県 松江市 松平閣 サービス 宿泊業 5%

186,248 島根県 松江市 城北通り動物病院松江 サービス その他サービス 5%

186,249 島根県 松江市 昭和自動車 サービス その他サービス 5%

186,250 島根県 松江市 昭和自動車 サービス その他サービス 5%

186,251 島根県 松江市 ショップ　カーサ 小売業 家具・調度品 5%

186,252 島根県 松江市 Ｇｉｒａｆｆｅ 小売業 衣料品 5%

186,253 島根県 松江市 シンク　浜乃木店 小売業 衣料品 5%

186,254 島根県 松江市 シンクユー　浜乃木店 小売業 衣料品 5%

186,255 島根県 松江市 シンコー黒田店 小売業 その他小売 5%

186,256 島根県 松江市 シンコー玉湯店 小売業 その他小売 5%

186,257 島根県 松江市 宍道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,258 島根県 松江市 宍道ショッピングセンター 小売業 その他小売 5%

186,259 島根県 松江市 シンセイ技研本社 サービス その他サービス 5%

186,260 島根県 松江市 本格中華　酔仙楼 サービス 飲食業 5%

186,261 島根県 松江市 スーパードラッグひまわり浜乃木店 小売業 その他小売 5%

186,262 島根県 松江市 スーパーホームセンターいない　松江春日店 小売業 家具・調度品 5%

186,263 島根県 松江市 スーパーホームセンターいない　松江田和山店 小売業 その他小売 5%

186,264 島根県 松江市 スーパーマーケット ハロー 小売業 食料品 5%

186,265 島根県 松江市 スカイビューキャンドル　スカイビューキャンドル サービス 飲食業 5%

186,266 島根県 松江市 すし日和　イオン松江店 サービス 飲食業 5%

186,267 島根県 松江市 スタジオぴゅあ松江店 サービス その他サービス 5%

186,268 島根県 松江市 スタジオワンダーイオン松江店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,269 島根県 松江市 ストロベリー サービス 飲食業 5%

186,270 島根県 松江市 ｓｐａｃｅ． サービス その他サービス 5%
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186,271 島根県 松江市 ＳＬＯＷ　ｉｎ　ｔｈｅ　ＤＥＥ サービス 理容・美容業 5%

186,272 島根県 松江市 生活彩家宍道湖ＳＡ上り店 小売業 その他小売 2%

186,273 島根県 松江市 清風荘 サービス 宿泊業 5%

186,274 島根県 松江市 cepo..STATICE シャミネ松江 小売業 衣料品 5%

186,275 島根県 松江市 セルフステーション浜乃木 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,276 島根県 松江市 セルフステーション松江 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,277 島根県 松江市 セルフ日吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,278 島根県 松江市 千本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,279 島根県 松江市 創美堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,280 島根県 松江市 袖師窯 小売業 その他小売 5%

186,281 島根県 松江市 そば遊山 サービス 飲食業 5%

186,282 島根県 松江市 ターミナル 小売業 衣料品 5%

186,283 島根県 松江市 ダイキ自動車 サービス その他サービス 5%

186,284 島根県 松江市 大根島研究所 小売業 食料品 5%

186,285 島根県 松江市 竹内電気 小売業 電化製品 5%

186,286 島根県 松江市 タナカスポーツ 小売業 その他小売 5%

186,287 島根県 松江市 たにや 小売業 その他小売 5%

186,288 島根県 松江市 玉井別館 サービス 宿泊業 5%

186,289 島根県 松江市 玉造グランドホテル長生閣 サービス 宿泊業 5%

186,290 島根県 松江市 玉造国際ホテル／Ｊ＆Ｊギフト サービス その他サービス 5%

186,291 島根県 松江市 玉造病院売店 小売業 その他小売 5%

186,292 島根県 松江市 たまゆら　松江店 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,293 島根県 松江市 たまゆら玉造店 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,294 島根県 松江市 ＴＡＲＵＹＡ 小売業 食料品 5%

186,295 島根県 松江市 ＣＨＩＣＫＥＮ　ＳＨＡＣＫ 小売業 衣料品 5%

186,296 島根県 松江市 千鳥寿し サービス 飲食業 5%

186,297 島根県 松江市 ちどり茶屋 サービス 飲食業 5%

186,298 島根県 松江市 ＣＡＬＭＥ サービス 理容・美容業 5%

186,299 島根県 松江市 中華蕎麦 奨 津田本店 サービス 飲食業 5%

186,300 島根県 松江市 中華蕎麦奨　津田本店 サービス 飲食業 5%

186,301 島根県 松江市 チュチュアンナ　シャミネ松江店 サービス 飲食業 2%

186,302 島根県 松江市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ津田街道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,303 島根県 松江市 つなぐ 小売業 衣料品 5%

186,304 島根県 松江市 ティーエヌ松江店 サービス 理容・美容業 2%

186,305 島根県 松江市 D'ｓ　ＷＯＲＫＳ 小売業 その他小売 5%

186,306 島根県 松江市 ティナプリ松江店 小売業 衣料品 5%

186,307 島根県 松江市 ＤＲＩＤＥ 小売業 その他小売 5%

186,308 島根県 松江市 てづくりフォーラム 小売業 その他小売 5%

186,309 島根県 松江市 ｄｅｔｏｘｓｐａｋａｎｏａ サービス その他サービス 5%

186,310 島根県 松江市 ＤＥＬＩ＆ＣＡＦＥＳＴＡＲＬＥＯ サービス 飲食業 5%

186,311 島根県 松江市 電化のワコー 小売業 電化製品 5%

186,312 島根県 松江市 天狗堂 小売業 その他小売 5%
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186,313 島根県 松江市 天狗堂 小売業 その他小売 5%

186,314 島根県 松江市 天麩羅 神いし サービス 飲食業 5%

186,315 島根県 松江市 天ぷら海鮮米福　シャミネ松江店 サービス 飲食業 5%

186,316 島根県 松江市 陶風舎 小売業 その他小売 5%

186,317 島根県 松江市 トキワ電気店 小売業 電化製品 5%

186,318 島根県 松江市 ｔｏｓｃａ 小売業 衣料品 5%

186,319 島根県 松江市 トスカ　トスカ 小売業 衣料品 5%

186,320 島根県 松江市 トップスビューティサロン サービス 理容・美容業 5%

186,321 島根県 松江市 ドトールコーヒーショップ　シャミネ松江店 サービス 飲食業 2%

186,322 島根県 松江市 ＴＯＮＯＭＡＣＨＩ６３ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,323 島根県 松江市 トピックス 小売業 衣料品 5%

186,324 島根県 松江市 戸谷畳店 サービス その他サービス 5%

186,325 島根県 松江市 トヨタカローラ島根黒田店 小売業 その他小売 5%

186,326 島根県 松江市 トヨタカローラ島根松江店 小売業 その他小売 5%

186,327 島根県 松江市 トヨタレンタリース島根 サービス その他サービス 2%

186,328 島根県 松江市 トヨタレンタリース島根　松江駅南店 サービス その他サービス 2%

186,329 島根県 松江市 トラント・サンク 小売業 食料品 5%

186,330 島根県 松江市 とんぼ玉工房いちの家 小売業 その他小売 5%

186,331 島根県 松江市 中梅木 サービス 飲食業 5%

186,332 島根県 松江市 中浦本舗　シャミネ松江 小売業 食料品 5%

186,333 島根県 松江市 中浦本舗　美保関売店 小売業 家具・調度品 5%

186,334 島根県 松江市 ナカタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,335 島根県 松江市 中道モータース 小売業 その他小売 5%

186,336 島根県 松江市 中脇　本社 小売業 家具・調度品 5%

186,337 島根県 松江市 ナクリア サービス 飲食業 5%

186,338 島根県 松江市 nana's green tea シャミネ松江店 サービス 飲食業 5%

186,339 島根県 松江市 なにわ一水 サービス 宿泊業 5%

186,340 島根県 松江市 なにわ本店 サービス 宿泊業 5%

186,341 島根県 松江市 ニクバルダカラ松江店 サービス 飲食業 5%

186,342 島根県 松江市 西尾自動車株式会社　松江店 サービス その他サービス 5%

186,343 島根県 松江市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西川津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,344 島根県 松江市 西津田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,345 島根県 松江市 西日本メディカル松江営業所 小売業 その他小売 5%

186,346 島根県 松江市 日進自動車 サービス その他サービス 5%

186,347 島根県 松江市 日進自動車　学園店 サービス その他サービス 5%

186,348 島根県 松江市 人形のはなふさ　松江店 小売業 その他小売 5%

186,349 島根県 松江市 ＮＡＫＥＤ　ＳＰＡＣＥ サービス 飲食業 5%

186,350 島根県 松江市 Ｎａｉｌ　Ｌｉｂｒａ サービス その他サービス 5%

186,351 島根県 松江市 ネッツトヨタ島根学園通店 小売業 その他小売 5%

186,352 島根県 松江市 ネッツトヨタ島根黒田店 小売業 その他小売 5%

186,353 島根県 松江市 ネッツトヨタ島根東津田店 小売業 その他小売 5%

186,354 島根県 松江市 ネッツトヨタ島根松江店 小売業 その他小売 5%
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186,355 島根県 松江市 野いちご動物病院 サービス その他サービス 5%

186,356 島根県 松江市 野津めのう店 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,357 島根県 松江市 野津旅館 サービス 宿泊業 5%

186,358 島根県 松江市 Ｈｉ　ｓｔｏｃｋ 小売業 衣料品 5%

186,359 島根県 松江市 ＨＩＤＥ　ＯＵＴ　?ハイドアウト? サービス 飲食業 5%

186,360 島根県 松江市 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　松江学園店 サービス その他サービス 5%

186,361 島根県 松江市 バッグショップかわた 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,362 島根県 松江市 服部珈琲工房　シャミネ店　シャミネ松江 サービス 飲食業 5%

186,363 島根県 松江市 ハッピーランド三愛楽山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,364 島根県 松江市 パナックおおさこ 小売業 電化製品 5%

186,365 島根県 松江市 パナックみかみ 小売業 電化製品 5%

186,366 島根県 松江市 花の店ひらた　シャミネ松江 小売業 その他小売 5%

186,367 島根県 松江市 花元 小売業 その他小売 5%

186,368 島根県 松江市 浜乃木　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,369 島根県 松江市 はらぶん　パピロ２１ 小売業 その他小売 5%

186,370 島根県 松江市 はらぶん　本社 小売業 その他小売 5%

186,371 島根県 松江市 バルコスブルー　シャミネ松江 サービス 飲食業 5%

186,372 島根県 松江市 ビ・センス上乃木店 サービス 理容・美容業 5%

186,373 島根県 松江市 ＢＭＯ松江店 小売業 衣料品 5%

186,374 島根県 松江市 皮革工房尊（みこと） サービス その他サービス 5%

186,375 島根県 松江市 セブン－イレブン東出雲インター店 小売業 食料品 2%

186,376 島根県 松江市 東津田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,377 島根県 松江市 ビ・センス　上乃木店 サービス 理容・美容業 5%

186,378 島根県 松江市 ビ・センス　川津店 サービス 理容・美容業 5%

186,379 島根県 松江市 ひまり大庭店 小売業 食料品 5%

186,380 島根県 松江市 Ｂｅａｕｔｙ　　ｓｈｏｐ　Ｑ サービス 理容・美容業 5%

186,381 島根県 松江市 美容室ヴィオラ サービス 理容・美容業 5%

186,382 島根県 松江市 日吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,383 島根県 松江市 平野醤油醸造元 小売業 食料品 5%

186,384 島根県 松江市 ＢＩＮＧＯＹＡ　ＳＵＰＥＲ　ＳＨＯＰ 松江店 小売業 衣料品 5%

186,385 島根県 松江市 ＢＩＮＧＯＹＡ　浜乃木店 小売業 衣料品 5%

186,386 島根県 松江市 びんごやスーパーショップ松江店 小売業 衣料品 5%

186,387 島根県 松江市 ＦＩＮＥ　ＳＴＹＬＥ 小売業 その他小売 5%

186,388 島根県 松江市 ファッションハウスミナリ 小売業 衣料品 5%

186,389 島根県 松江市 風流堂　京橋店 小売業 食料品 5%

186,390 島根県 松江市 風流堂　シャミネ松江 小売業 食料品 5%

186,391 島根県 松江市 風流堂　本店 小売業 食料品 5%

186,392 島根県 松江市 ４×４ショップ　遊２ 小売業 その他小売 5%

186,393 島根県 松江市 ４ｃｌａｐｓ 小売業 衣料品 5%

186,394 島根県 松江市 福田屋　松江シャミネ店 小売業 食料品 5%

186,395 島根県 松江市 フクデン 小売業 電化製品 5%

186,396 島根県 松江市 福間館 サービス 宿泊業 5%
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186,397 島根県 松江市 フーズマーケットホック　揖屋店 小売業 食料品 5%

186,398 島根県 松江市 フーズマーケットホック　乃木店 小売業 食料品 5%

186,399 島根県 松江市 フーズマーケットホック　山代店 小売業 食料品 5%

186,400 島根県 松江市 フタバヤ 小売業 衣料品 5%

186,401 島根県 松江市 ブティックＢＩＧＩ 小売業 衣料品 5%

186,402 島根県 松江市 プラチナ・オート サービス その他サービス 5%

186,403 島根県 松江市 ＦＬＡＲＹ ＦＬＡＲＹ 小売業 衣料品 5%

186,404 島根県 松江市 ブランドハウス宇宙のたまご 小売業 衣料品 5%

186,405 島根県 松江市 ブリッツ サービス その他サービス 5%

186,406 島根県 松江市 Ｐｌｅａｓｕｒｅ　ｂｙ　ＰｌｅａｓｕｒｅＧｅｎｅ シャミネ松江 小売業 衣料品 5%

186,407 島根県 松江市 MELTINGPOT SOEURS シャミネ松江 小売業 その他小売 5%

186,408 島根県 松江市 ふれんち酒場びいどろ サービス 飲食業 5%

186,409 島根県 松江市 フレンチトースト専門店せるくる 小売業 食料品 5%

186,410 島根県 松江市 フロッシー松江店 小売業 衣料品 5%

186,411 島根県 松江市 ｆｌｏｓｓｙ　松江店 小売業 衣料品 5%

186,412 島根県 松江市 ｆｒｏｍ４０ 小売業 衣料品 5%

186,413 島根県 松江市 ぶんぶん松江店　ぶんぶん堂松江店 小売業 その他小売 5%

186,414 島根県 松江市 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　Ｃｈｅｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

186,415 島根県 松江市 ｈａｉｒ　ＦＩＸ サービス 理容・美容業 5%

186,416 島根県 松江市 ＨａｉｒＰｒｏｄｕｃｅ　ＭＢ?ＭＡＸ サービス 理容・美容業 5%

186,417 島根県 松江市 ｈａｉｒｇａｒｄｅｎａｉｍｅｒ サービス その他サービス 5%

186,418 島根県 松江市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＭＯＮＴＥ サービス 理容・美容業 5%

186,419 島根県 松江市 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎｌｕｃａｎｏ サービス 理容・美容業 5%

186,420 島根県 松江市 ヘアメイク　カルメ サービス 理容・美容業 5%

186,421 島根県 松江市 ヘアメイククラップス サービス 理容・美容業 5%

186,422 島根県 松江市 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ｐｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

186,423 島根県 松江市 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　Ｃｈｅｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

186,424 島根県 松江市 Ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ＭＡＨＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

186,425 島根県 松江市 平成の人蔘方 小売業 家具・調度品 5%

186,426 島根県 松江市 ベニヤ模型　ベニヤ模型　本店 小売業 その他小売 5%

186,427 島根県 松江市 ベニヤ模型　ベニヤ模型ステーションホビー 小売業 その他小売 5%

186,428 島根県 松江市 ＰＥＬＴ サービス その他サービス 5%

186,429 島根県 松江市 蓬莱吉日庵 サービス 飲食業 5%

186,430 島根県 松江市 ホームデコ 松江店 小売業 その他小売 5%

186,431 島根県 松江市 ホームメード・スピリット 小売業 その他小売 5%

186,432 島根県 松江市 ホック　キャスパル店 小売業 食料品 5%

186,433 島根県 松江市 POP　MAIZ　シャミネ松江 小売業 食料品 5%

186,434 島根県 松江市 ボディメソッド サービス 理容・美容業 5%

186,435 島根県 松江市 ポテ洋菓子店 小売業 食料品 5%

186,436 島根県 松江市 ポートベロー 小売業 衣料品 5%

186,437 島根県 松江市 ポプラ松江ニューアーバンホテル店 小売業 その他小売 2%

186,438 島根県 松江市 ポプラ美保関森山店 小売業 その他小売 2%
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186,439 島根県 松江市 ホームデコ　松江店 小売業 家具・調度品 5%

186,440 島根県 松江市 ホリステイックケアサロン・プチグレン サービス 理容・美容業 5%

186,441 島根県 松江市 ポリッシュ工房 小売業 その他小売 5%

186,442 島根県 松江市 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　松江 小売業 その他小売 5%

186,443 島根県 松江市 ｂｏｎｄ　Ｂｏｎｄ 小売業 衣料品 5%

186,444 島根県 松江市 マクドナルドイオン松江店 サービス 飲食業 2%

186,445 島根県 松江市 マクドナルド９号線松江店 サービス 飲食業 2%

186,446 島根県 松江市 マクドナルド松江店 サービス 飲食業 2%

186,447 島根県 松江市 松江アーバンホテル サービス 宿泊業 5%

186,448 島根県 松江市 セブン－イレブン松江朝日町店 小売業 食料品 2%

186,449 島根県 松江市 松江アーバンホテル　レークイン サービス 宿泊業 5%

186,450 島根県 松江市 松江医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

186,451 島根県 松江市 松江営業部 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,452 島根県 松江市 セブン－イレブン松江大庭バイパス店 小売業 食料品 2%

186,453 島根県 松江市 セブン－イレブン松江春日店 小売業 食料品 2%

186,454 島根県 松江市 松江ガスサービス 小売業 その他小売 5%

186,455 島根県 松江市 セブン－イレブン松江北田町西店 小売業 食料品 2%

186,456 島根県 松江市 松江湖北電器 小売業 電化製品 5%

186,457 島根県 松江市 松江市宍道ふるさと森林公園 サービス 宿泊業 5%

186,458 島根県 松江市 松江シティホテル本館 サービス 宿泊業 5%

186,459 島根県 松江市 セブン－イレブン松江宍道大森店 小売業 食料品 2%

186,460 島根県 松江市 セブン－イレブン松江宍道町昭和店 小売業 食料品 2%

186,461 島根県 松江市 松江赤十字病院内売店 小売業 食料品 5%

186,462 島根県 松江市 セブン－イレブン松江玉湯町布志名店 小売業 食料品 2%

186,463 島根県 松江市 セブン－イレブン松江千鳥町店 小売業 食料品 2%

186,464 島根県 松江市 松江中央　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,465 島根県 松江市 松江巴庵 サービス 飲食業 5%

186,466 島根県 松江市 セブン－イレブン松江西川津東店 小売業 食料品 2%

186,467 島根県 松江市 松江ニューアーバンホテル サービス 宿泊業 5%

186,468 島根県 松江市 松江ニューアーバンホテル サービス 宿泊業 5%

186,469 島根県 松江市 松江ニューアーバンホテル サービス 宿泊業 5%

186,470 島根県 松江市 松江熱帯魚 小売業 その他小売 5%

186,471 島根県 松江市 松江販売部 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,472 島根県 松江市 松江東 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,473 島根県 松江市 セブン－イレブン松江東奥谷町店 小売業 食料品 2%

186,474 島根県 松江市 松江プラザホテル サービス 宿泊業 5%

186,475 島根県 松江市 松江プラザホテル別館 サービス 宿泊業 5%

186,476 島根県 松江市 松江八幡町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,477 島根県 松江市 セブン－イレブン松江米子町店 小売業 食料品 2%

186,478 島根県 松江市 セブン－イレブン松江楽山店 小売業 食料品 2%

186,479 島根県 松江市 松田電気店 小売業 電化製品 5%

186,480 島根県 松江市 マツヘアーデザイン サービス 理容・美容業 5%
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186,481 島根県 松江市 マネケン　シャミネ松江 サービス 飲食業 5%

186,482 島根県 松江市 ｍａｍｅ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

186,483 島根県 松江市 マリエ・やしろ サービス その他サービス 5%

186,484 島根県 松江市 マリエ・やしろ本部 小売業 その他小売 5%

186,485 島根県 松江市 丸加石材工業 小売業 その他小売 5%

186,486 島根県 松江市 丸三商店 小売業 食料品 5%

186,487 島根県 松江市 マルマン　黒田店 小売業 食料品 5%

186,488 島根県 松江市 マルマン　竪町店 小売業 食料品 5%

186,489 島根県 松江市 マルマン　茶山店 小売業 食料品 5%

186,490 島根県 松江市 マルマン　津田店 小売業 食料品 5%

186,491 島根県 松江市 万代書店　松江店 小売業 その他小売 5%

186,492 島根県 松江市 万代書店　松江店 小売業 その他小売 5%

186,493 島根県 松江市 みしまや　北堀店 小売業 食料品 5%

186,494 島根県 松江市 みしまや　津田店 小売業 食料品 5%

186,495 島根県 松江市 みしまや　上の木店 小売業 食料品 5%

186,496 島根県 松江市 みしまや　学園店 小売業 食料品 5%

186,497 島根県 松江市 みしまや　鹿島店 小売業 食料品 5%

186,498 島根県 松江市 みしまや　春日店 小売業 食料品 5%

186,499 島根県 松江市 みしまや　さいか店 小売業 食料品 5%

186,500 島根県 松江市 みしまや　田和山店 小売業 食料品 5%

186,501 島根県 松江市 みしまや　楽山店 小売業 食料品 5%

186,502 島根県 松江市 水都タクシー　１ サービス 運輸業 5%

186,503 島根県 松江市 水都タクシー　５ サービス 運輸業 5%

186,504 島根県 松江市 水都タクシー　３ サービス 運輸業 5%

186,505 島根県 松江市 水都タクシー　２ サービス 運輸業 5%

186,506 島根県 松江市 水都タクシー　４ サービス 運輸業 5%

186,507 島根県 松江市 水都タクシー　６ サービス 運輸業 5%

186,508 島根県 松江市 松江皆美館 サービス 宿泊業 5%

186,509 島根県 松江市 三成薬局 小売業 その他小売 5%

186,510 島根県 松江市 美保館 サービス 宿泊業 5%

186,511 島根県 松江市 宮脇書店　キャスパル店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,512 島根県 松江市 ミルポア　イオン松江店 小売業 その他小売 5%

186,513 島根県 松江市 ムーランドール サービス 飲食業 5%

186,514 島根県 松江市 無我　魚一 サービス 飲食業 5%

186,515 島根県 松江市 ｍｕｋｕ 小売業 衣料品 5%

186,516 島根県 松江市 無印良品　イオン松江 小売業 その他小売 2%

186,517 島根県 松江市 メカニック工房 小売業 その他小売 5%

186,518 島根県 松江市 メガネ２１松江店 小売業 その他小売 5%

186,519 島根県 松江市 メガネのイワセ 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,520 島根県 松江市 メガネのモチダ　田和山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,521 島根県 松江市 めのうや　しんぐう 小売業 家具・調度品 5%

186,522 島根県 松江市 めのや　アナヒータストーンズ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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186,523 島根県 松江市 メルセデス・ベンツ島根 サービス その他サービス 5%

186,524 島根県 松江市 モッチモパスタ　松江店 サービス 飲食業 5%

186,525 島根県 松江市 ＭＯＤＥＳＴＯ 小売業 衣料品 5%

186,526 島根県 松江市 （有）母里仏具店 小売業 家具・調度品 5%

186,527 島根県 松江市 モルツウェル株式会社 小売業 食料品 5%

186,528 島根県 松江市 焼肉＆グルメバイキングかたおか　松江店 サービス 飲食業 5%

186,529 島根県 松江市 焼肉おぐや サービス 飲食業 5%

186,530 島根県 松江市 焼肉韓食房だんだん　松江店 サービス 飲食業 5%

186,531 島根県 松江市 焼肉　丸喜　松江学園店 サービス 飲食業 5%

186,532 島根県 松江市 焼肉屋大平門　田和山店 サービス 飲食業 5%

186,533 島根県 松江市 山京　平成支店 小売業 食料品 5%

186,534 島根県 松江市 ヤマハパルス　米子楽器社　松江店 小売業 その他小売 5%

186,535 島根県 松江市 有限会社　青山珈琲 小売業 食料品 5%

186,536 島根県 松江市 有限会社出岡自動車サービス 小売業 その他小売 5%

186,537 島根県 松江市 有限会社お茶の三幸園 小売業 食料品 5%

186,538 島根県 松江市 有限会社島根自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

186,539 島根県 松江市 有限会社テイラータケナカ 小売業 衣料品 5%

186,540 島根県 松江市 有限会社原田米穀 小売業 食料品 5%

186,541 島根県 松江市 有限会社藤海自動車 小売業 その他小売 5%

186,542 島根県 松江市 有限会社藤海自動車　８１ＣＲＡＦＴ 小売業 その他小売 5%

186,543 島根県 松江市 有限会社松江自動車テストセンター 小売業 その他小売 5%

186,544 島根県 松江市 有限会社丸善オート 小売業 その他小売 5%

186,545 島根県 松江市 有限会社森山園　イオン松江店 小売業 食料品 5%

186,546 島根県 松江市 有限会社森脇モータース サービス その他サービス 5%

186,547 島根県 松江市 有限会社八雲モータース 小売業 その他小売 5%

186,548 島根県 松江市 ＹＵＴＴＥ 小売業 食料品 5%

186,549 島根県 松江市 ユニクロ松江店 小売業 衣料品 2%

186,550 島根県 松江市 湯之助の宿長楽園 サービス その他サービス 5%

186,551 島根県 松江市 湯町窯 小売業 家具・調度品 5%

186,552 島根県 松江市 湯元　玉井館 サービス 宿泊業 5%

186,553 島根県 松江市 吉田写真堂 サービス その他サービス 5%

186,554 島根県 松江市 米子中井脩　松江店 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,555 島根県 松江市 米澤自転車　松江店 小売業 その他小売 5%

186,556 島根県 松江市 ラ．ルーチュ　ナカワキ 小売業 家具・調度品 5%

186,557 島根県 松江市 らあ麺ダイニング為セバ成ル。ＫＡＫＥＲＵ　シャミネ松江店 サービス 飲食業 5%

186,558 島根県 松江市 らーめんとんてき大翔 サービス 飲食業 5%

186,559 島根県 松江市 ライラック 小売業 衣料品 5%

186,560 島根県 松江市 ライラックキャスパル店 小売業 衣料品 5%

186,561 島根県 松江市 ラビット サービス その他サービス 5%

186,562 島根県 松江市 株式会社ラビット　松江店 サービス その他サービス 5%

186,563 島根県 松江市 ラビット平成車検工場 サービス その他サービス 5%

186,564 島根県 松江市 ｌａｍｉｅｌｌ　ｍａｔｓｕｅ サービス 理容・美容業 5%
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186,565 島根県 松江市 ｌｉｅ’ｔｏキャスパル店 サービス その他サービス 5%

186,566 島根県 松江市 リストランテｇｒａｐｐａ サービス 飲食業 5%

186,567 島根県 松江市 リトルコートコーヒー 小売業 食料品 5%

186,568 島根県 松江市 リトルマーメイド　シャミネ松江店 サービス 飲食業 5%

186,569 島根県 松江市 リビングショップキョーエイ 小売業 その他小売 5%

186,570 島根県 松江市 リラクゼーションスペースラフィネ シャミネ松江 サービス その他サービス 5%

186,571 島根県 松江市 ルクールブラン　シャミネ松江 小売業 衣料品 5%

186,572 島根県 松江市 ルプリ　ヘアープロデュース サービス 理容・美容業 5%

186,573 島根県 松江市 ＲｅＡ サービス 理容・美容業 5%

186,574 島根県 松江市 レストランアンドウェディングラウ サービス 飲食業 5%

186,575 島根県 松江市 レストラン至誠 くにびきメッセ店 サービス 飲食業 5%

186,576 島根県 松江市 れんげじゅ 小売業 その他小売 5%

186,577 島根県 松江市 ろんぢん サービス 飲食業 5%

186,578 島根県 松江市 ロンネフェルトティーハウス松江 サービス 飲食業 5%

186,579 島根県 松江市 ロンネフェルトティーブティック 小売業 食料品 5%

186,580 島根県 松江市 わかば美容室 サービス 理容・美容業 5%

186,581 島根県 松江市 ｗａｇｇｉｎｇ　ｔａｉｌ サービス 飲食業 5%

186,582 島根県 松江市 和光電気商会本店 小売業 電化製品 5%

186,583 島根県 松江市 和想館　松江店 小売業 衣料品 5%

186,584 島根県 松江市 和田オートサイクル 小売業 その他小売 5%

186,585 島根県 美郷町 飯塚モーター サービス その他サービス 5%

186,586 島根県 美郷町 出光粕渕ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,587 島根県 美郷町 亀遊亭 サービス 宿泊業 5%

186,588 島根県 美郷町 沢谷 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,589 島根県 美郷町 清水電器 小売業 電化製品 5%

186,590 島根県 美郷町 みさと市 小売業 その他小売 5%

186,591 島根県 安来市 天野紺屋 小売業 衣料品 5%

186,592 島根県 安来市 荒島　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,593 島根県 安来市 荒島電器 小売業 電化製品 5%

186,594 島根県 安来市 出光荒島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,595 島根県 安来市 出光安来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,596 島根県 安来市 今井書店プラーナ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,597 島根県 安来市 ＳＰＧ広瀬店 小売業 電化製品 5%

186,598 島根県 安来市 おしゃれスタジオ　ロータリー サービス 理容・美容業 5%

186,599 島根県 安来市 家具ランドタナカ 有限会社家具ランドタナカ 小売業 家具・調度品 5%

186,600 島根県 安来市 片山でんき店 小売業 電化製品 5%

186,601 島根県 安来市 Ｃｕｔ Ｈｏｕｓｅ ＶＩＰ サービス 理容・美容業 5%

186,602 島根県 安来市 くすりのトミヤ 小売業 その他小売 5%

186,603 島根県 安来市 ［ＨＣ］グランツ 小売業 電化製品 5%

186,604 島根県 安来市 興南堂 小売業 その他小売 5%

186,605 島根県 安来市 紅葉館 サービス 宿泊業 5%

186,606 島根県 安来市 ＪＡしまね　グリーンセンターはしま店 小売業 食料品 5%
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186,607 島根県 安来市 ＪＡしまね　グリーンセンターひろせ店 小売業 食料品 5%

186,608 島根県 安来市 ＪＡしまね　資材店舗サンサン 小売業 その他小売 5%

186,609 島根県 安来市 ＪＡしまね　なかうみ菜彩館 小売業 食料品 5%

186,610 島根県 安来市 ＪＡしまね　やすぎ自動車課 サービス その他サービス 5%

186,611 島根県 安来市 島根電工　安来営業所 サービス その他サービス 5%

186,612 島根県 安来市 島根トヨタ自動車安来店 小売業 その他小売 5%

186,613 島根県 安来市 島根トヨペット安来店 小売業 その他小売 5%

186,614 島根県 安来市 スーパーウィズ 小売業 その他小売 5%

186,615 島根県 安来市 スーパーウィズマイショップ店 小売業 その他小売 5%

186,616 島根県 安来市 ｔｏｎｉ－ｔｏｒｏ． サービス 理容・美容業 5%

186,617 島根県 安来市 トヨタカローラ島根安来店 小売業 その他小売 5%

186,618 島根県 安来市 永賞石材　神田展示場 サービス その他サービス 5%

186,619 島根県 安来市 ニューアサノ 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,620 島根県 安来市 ネッツトヨタ島根安来店 小売業 その他小売 5%

186,621 島根県 安来市 ハウジングランドいない　安来飯島店 小売業 家具・調度品 5%

186,622 島根県 安来市 ハッピーガレージ サービス その他サービス 5%

186,623 島根県 安来市 原畳店 小売業 その他小売 5%

186,624 島根県 安来市 比田 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,625 島根県 安来市 比田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,626 島根県 安来市 広瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,627 島根県 安来市 広瀬南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,628 島根県 安来市 フォト文具　いちかわ 小売業 その他小売 5%

186,629 島根県 安来市 福間電器店 小売業 電化製品 5%

186,630 島根県 安来市 フーズマーケット　ホック 小売業 食料品 5%

186,631 島根県 安来市 ヘアーフェイス　スニップ サービス 理容・美容業 5%

186,632 島根県 安来市 ホームデコ安来店 小売業 その他小売 5%

186,633 島根県 安来市 ホック　広瀬店 小売業 食料品 5%

186,634 島根県 安来市 ホック　プラーナ店 小売業 食料品 5%

186,635 島根県 安来市 ホテルひさご家 サービス 宿泊業 5%

186,636 島根県 安来市 母里　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,637 島根県 安来市 有限会社松本デンキ店 小売業 電化製品 5%

186,638 島根県 安来市 丸菱 小売業 家具・調度品 5%

186,639 島根県 安来市 ＭＡＲＥＮ サービス 理容・美容業 5%

186,640 島根県 安来市 水谷電業社 小売業 電化製品 5%

186,641 島根県 安来市 セブン－イレブン安来清水店 小売業 食料品 2%

186,642 島根県 安来市 安来自動車工業有限会社 小売業 その他小売 5%

186,643 島根県 安来市 セブン－イレブン安来飯島町店 小売業 食料品 2%

186,644 島根県 安来市 セブン－イレブン安来本町店 小売業 食料品 2%

186,645 島根県 安来市 山崎食料品店 小売業 食料品 5%

186,646 島根県 安来市 山本石材店 小売業 その他小売 5%

186,647 島根県 安来市 有限会社車屋 小売業 その他小売 5%

186,648 島根県 安来市 ［ＨＣ］有限会社電化のヤマサキ 小売業 電化製品 5%
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186,649 島根県 安来市 ［ＨＣ］（有）ヤマデン 小売業 電化製品 5%

186,650 島根県 安来市 有限会社山本輪業 サービス その他サービス 5%

186,651 島根県 安来市 ロータリー　ぷらす１ サービス 理容・美容業 5%

186,652 島根県 安来市 和鋼博物館内守谷宗光 小売業 その他小売 5%

186,653 島根県 安来市 （有）渡辺電気商会 小売業 電化製品 5%

186,654 島根県 吉賀町 出光柿木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,655 島根県 吉賀町 出光七日市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,656 島根県 吉賀町 オーケイ産交六日市給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,657 島根県 吉賀町 柿木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,658 島根県 吉賀町 活鮮ストアー六日市 小売業 その他小売 5%

186,659 島根県 吉賀町 キヌヤ七日市店 小売業 食料品 5%

186,660 島根県 吉賀町 蔵木　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,661 島根県 吉賀町 ＪＡしまね　六日市グリーンセンター 小売業 その他小売 5%

186,662 島根県 吉賀町 水津商店 水津商店 小売業 その他小売 5%

186,663 島根県 吉賀町 セルフ六日市　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,664 島根県 吉賀町 松前電気商会 小売業 電化製品 5%

186,665 島根県 吉賀町 六日市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,666 岡山県 赤磐市 セブン－イレブン赤磐五日市店 小売業 食料品 2%

186,667 岡山県 赤磐市 セブン－イレブン赤磐可真上店 小売業 食料品 2%

186,668 岡山県 赤磐市 セブン－イレブン赤磐河本店 小売業 食料品 2%

186,669 岡山県 赤磐市 赤磐酒造 小売業 食料品 5%

186,670 岡山県 赤磐市 セブン－イレブン赤磐すさい店 小売業 食料品 2%

186,671 岡山県 赤磐市 セブン－イレブン赤磐中島店 小売業 食料品 2%

186,672 岡山県 赤磐市 セブン－イレブン赤磐穂崎店 小売業 食料品 2%

186,673 岡山県 赤磐市 セブン－イレブン赤磐町苅田店 小売業 食料品 2%

186,674 岡山県 赤磐市 セブン－イレブン赤磐松木店 小売業 食料品 2%

186,675 岡山県 赤磐市 出光仁堀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,676 岡山県 赤磐市 畦陶舎 サービス その他サービス 5%

186,677 岡山県 赤磐市 ＡＢＣパレード　山陽店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,678 岡山県 赤磐市 Ｍｄｅｎねっと　赤坂店 小売業 電化製品 5%

186,679 岡山県 赤磐市 オートモードネオポリス 小売業 その他小売 5%

186,680 岡山県 赤磐市 おかやまコープ山陽店 小売業 食料品 5%

186,681 岡山県 赤磐市 家具の寿屋 小売業 家具・調度品 5%

186,682 岡山県 赤磐市 株式会社　スカイピット 小売業 その他小売 5%

186,683 岡山県 赤磐市 株式会社山陽こだま楽器　赤磐本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,684 岡山県 赤磐市 銀とガラスのアクセサリー教室工房銀 サービス その他サービス 5%

186,685 岡山県 赤磐市 クレールスギモト 小売業 衣料品 5%

186,686 岡山県 赤磐市 Ｃｏｕｒｓｅｋ．ｃｏｍ 小売業 その他小売 5%

186,687 岡山県 赤磐市 Ｃｏｕｒｓｅｋ．ｃｏｍ 小売業 その他小売 5%

186,688 岡山県 赤磐市 コスメティック　ラン 小売業 その他小売 5%

186,689 岡山県 赤磐市 コスメティック　ラン 小売業 その他小売 5%

186,690 岡山県 赤磐市 コスメティック　ラン 小売業 その他小売 5%
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186,691 岡山県 赤磐市 ゴダイドラッグ桜が丘店 小売業 その他小売 5%

186,692 岡山県 赤磐市 ゴダイドラッグ周匝店 小売業 その他小売 5%

186,693 岡山県 赤磐市 コープ山陽 小売業 食料品 5%

186,694 岡山県 赤磐市 是里ワイン醸造場 小売業 食料品 5%

186,695 岡山県 赤磐市 ＳｕｐｐｌｅｈａｉｒｄｅｓｉｇｎａｎｄＳ サービス 理容・美容業 5%

186,696 岡山県 赤磐市 山陽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,697 岡山県 赤磐市 三和ガスセンター 小売業 その他小売 5%

186,698 岡山県 赤磐市 敷島堂　赤磐店 小売業 食料品 5%

186,699 岡山県 赤磐市 スーパードラッグひまわり山陽店 小売業 その他小売 5%

186,700 岡山県 赤磐市 ２４　ダイヤクリーニング　コープ山陽店 サービス その他サービス 5%

186,701 岡山県 赤磐市 ３５０　ダイヤクリーニング　山陽本店 サービス その他サービス 5%

186,702 岡山県 赤磐市 ５６　ダイヤクリーニングゆめタウン山陽店 サービス その他サービス 5%

186,703 岡山県 赤磐市 珠之屋 小売業 衣料品 5%

186,704 岡山県 赤磐市 つるや　吉井店 小売業 食料品 5%

186,705 岡山県 赤磐市 桃茂実苑 小売業 食料品 5%

186,706 岡山県 赤磐市 成田家　高屋店 サービス 飲食業 5%

186,707 岡山県 赤磐市 ナンバ　山陽店 小売業 その他小売 5%

186,708 岡山県 赤磐市 ナンバホームセンター　山陽店 小売業 家具・調度品 5%

186,709 岡山県 赤磐市 西の屋　赤坂店 小売業 その他小売 5%

186,710 岡山県 赤磐市 西の屋　菊ヶ峠店 小売業 その他小売 5%

186,711 岡山県 赤磐市 西の屋　菊ヶ峠店　明光窯 小売業 家具・調度品 5%

186,712 岡山県 赤磐市 白十字　山陽店 小売業 食料品 5%

186,713 岡山県 赤磐市 美容室　ルプリ　桜が丘店 サービス 理容・美容業 5%

186,714 岡山県 赤磐市 ヘアーサロン　タケモト サービス 理容・美容業 5%

186,715 岡山県 赤磐市 みのるゴルフ山陽 小売業 その他小売 5%

186,716 岡山県 赤磐市 メガネ本舗　岡山山陽店 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,717 岡山県 赤磐市 メガネ本舗　岡山山陽店 小売業 その他小売 5%

186,718 岡山県 赤磐市 焼肉レストラン　大苑 サービス 飲食業 5%

186,719 岡山県 赤磐市 有限会社トミヤ眼鏡店 小売業 その他小売 5%

186,720 岡山県 赤磐市 吉井　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,721 岡山県 赤磐市 吉井町バイパス　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,722 岡山県 赤磐市 ルーブル山陽店 小売業 その他小売 5%

186,723 岡山県 赤磐市 ルーブル山陽店 小売業 その他小売 5%

186,724 岡山県 赤磐市 稚媛の里 小売業 食料品 5%

186,725 岡山県 浅口市 セブン－イレブン浅口六条院中店 小売業 食料品 2%

186,726 岡山県 浅口市 荒川電気工業所 小売業 電化製品 5%

186,727 岡山県 浅口市 出光鴨方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,728 岡山県 浅口市 オートガレージ サービス その他サービス 5%

186,729 岡山県 浅口市 岡城カメラテレビ商会 小売業 電化製品 5%

186,730 岡山県 浅口市 岡山県西部ヤクルト販売　浅口センター 小売業 食料品 5%

186,731 岡山県 浅口市 菓子司　小川屋 小売業 食料品 5%

186,732 岡山県 浅口市 金光薬品鴨方店 小売業 その他小売 5%
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186,733 岡山県 浅口市 セブン－イレブン鴨方インター店 小売業 食料品 2%

186,734 岡山県 浅口市 鴨方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,735 岡山県 浅口市 セブン－イレブン鴨方小坂東店 小売業 食料品 2%

186,736 岡山県 浅口市 かもがた亭 本店 サービス 飲食業 5%

186,737 岡山県 浅口市 菅田　鴨方店 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,738 岡山県 浅口市 コープ鴨方 小売業 食料品 5%

186,739 岡山県 浅口市 金光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,740 岡山県 浅口市 金光ＳＳ　富田産業 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,741 岡山県 浅口市 セブン－イレブン金光学園前店 小売業 食料品 2%

186,742 岡山県 浅口市 セブン－イレブン金光町佐方店 小売業 食料品 2%

186,743 岡山県 浅口市 しみず 小売業 電化製品 5%

186,744 岡山県 浅口市 ジョイフルランド金光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,745 岡山県 浅口市 スーパードラッグひまわり鴨方店 小売業 その他小売 5%

186,746 岡山県 浅口市 ３２６ダイヤクリーニングマルナカ金光店 サービス その他サービス 5%

186,747 岡山県 浅口市 タナカメコンタクトレンズセンター 小売業 その他小売 5%

186,748 岡山県 浅口市 電器のもりたに 小売業 電化製品 5%

186,749 岡山県 浅口市 ナンバ　鴨方店 小売業 その他小売 5%

186,750 岡山県 浅口市 ナンバホームセンター　鴨方店 小売業 家具・調度品 5%

186,751 岡山県 浅口市 ビューティサロンＫＡＭＯ サービス 理容・美容業 5%

186,752 岡山県 浅口市 試麺館 サービス 飲食業 5%

186,753 岡山県 浅口市 ワールド２１鴨方店 小売業 電化製品 5%

186,754 岡山県 井原市 池田電機井原店 小売業 電化製品 5%

186,755 岡山県 井原市 一丸タクシー　事務所 サービス 運輸業 5%

186,756 岡山県 井原市 セブン－イレブン井原岩倉町店 小売業 食料品 2%

186,757 岡山県 井原市 井原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,758 岡山県 井原市 セブン－イレブン井原上出部町店 小売業 食料品 2%

186,759 岡山県 井原市 井原北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,760 岡山県 井原市 井原ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

186,761 岡山県 井原市 セブン－イレブン井原笹賀町店 小売業 食料品 2%

186,762 岡山県 井原市 井原デニムストア 小売業 衣料品 5%

186,763 岡山県 井原市 井原店 サービス その他サービス 5%

186,764 岡山県 井原市 セブン－イレブン井原西江原店 小売業 食料品 2%

186,765 岡山県 井原市 セブン－イレブン井原東江原店 小売業 食料品 2%

186,766 岡山県 井原市 ヴォーグ 小売業 その他小売 5%

186,767 岡山県 井原市 Ｈ　Ｋ　Ｙ　カンパニー 小売業 その他小売 5%

186,768 岡山県 井原市 岡山西ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

186,769 岡山県 井原市 岡山ヤクルト販売　井原センター 小売業 食料品 5%

186,770 岡山県 井原市 家具の福屋 小売業 家具・調度品 5%

186,771 岡山県 井原市 カマロ 小売業 その他小売 5%

186,772 岡山県 井原市 かわかみ化粧品店　かわかみ化粧品店 小売業 その他小売 5%

186,773 岡山県 井原市 （株）きもの工芸西陣　ゆめタウン井原店 小売業 衣料品 5%

186,774 岡山県 井原市 亀隆　亀隆 サービス 飲食業 5%
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186,775 岡山県 井原市 久津間製菓 小売業 食料品 5%

186,776 岡山県 井原市 笹賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,777 岡山県 井原市 三晃 サービス 飲食業 5%

186,778 岡山県 井原市 趣味のきものと帯の店　笹井呉服店 小売業 衣料品 5%

186,779 岡山県 井原市 昭電社 小売業 電化製品 5%

186,780 岡山県 井原市 昭電社御領店 小売業 電化製品 5%

186,781 岡山県 井原市 スーパードラッグひまわり 井原店 小売業 その他小売 5%

186,782 岡山県 井原市 スーパードラッグひまわり井原店 小売業 その他小売 5%

186,783 岡山県 井原市 住まいるネット井原　下之町店 小売業 電化製品 5%

186,784 岡山県 井原市 住まいるネット　井原南店 小売業 電化製品 5%

186,785 岡山県 井原市 住まいるネット　西江原店 小売業 電化製品 5%

186,786 岡山県 井原市 創作和菓子　富久味庵 小売業 食料品 5%

186,787 岡山県 井原市 ３１３　ダイヤクリーニングハピーズ井原店 サービス その他サービス 5%

186,788 岡山県 井原市 ３１０　ダイヤクリーニングハローズ井原店 サービス その他サービス 5%

186,789 岡山県 井原市 高屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,790 岡山県 井原市 タカヤシティー２１　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,791 岡山県 井原市 高屋東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,792 岡山県 井原市 立石園 小売業 食料品 5%

186,793 岡山県 井原市 ドコモショップ　井原店 小売業 電化製品 5%

186,794 岡山県 井原市 虎屋本舗井原店 小売業 食料品 5%

186,795 岡山県 井原市 ＤＲＥＡＭＷＯＲＫＳ 小売業 その他小売 5%

186,796 岡山県 井原市 中時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,797 岡山県 井原市 鳴門鯛焼本舗　井原店 サービス 飲食業 5%

186,798 岡山県 井原市 西江原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,799 岡山県 井原市 白十字　井原店 小売業 食料品 5%

186,800 岡山県 井原市 ビジネスホテル歴城荘 サービス 宿泊業 5%

186,801 岡山県 井原市 美星３１３ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,802 岡山県 井原市 ＢＯＵＴＩＱＵＥ　峰 小売業 衣料品 5%

186,803 岡山県 井原市 プラッツ サービス 理容・美容業 5%

186,804 岡山県 井原市 ｈａｉｒ　ＰＬＡＮ?Ｂ サービス 理容・美容業 5%

186,805 岡山県 井原市 Ｈａｉｒ　ｐｌａｃｅ　Ｏａｓｉｓ サービス 理容・美容業 5%

186,806 岡山県 井原市 Ｐｏｎｏ＊ＡＬＯＨＡ サービス その他サービス 5%

186,807 岡山県 井原市 美星町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,808 岡山県 井原市 三村電器 小売業 電化製品 5%

186,809 岡山県 井原市 メガネの田中　井原店 小売業 その他小売 5%

186,810 岡山県 井原市 ＹＡＢＵＫＩｓｉｎｃｅ１９１７ サービス 理容・美容業 5%

186,811 岡山県 井原市 芳井店 サービス その他サービス 5%

186,812 岡山県 井原市 リズ美容室 サービス 理容・美容業 5%

186,813 岡山県 井原市 理容いまい サービス 理容・美容業 5%

186,814 岡山県 井原市 わたなべ 小売業 その他小売 5%

186,815 岡山県 井原市 渡辺金物店 サービス その他サービス 5%

186,816 岡山県 井原市 ワールド２１　芳井店 小売業 電化製品 5%
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186,817 岡山県 井原市 ワールド２１美星店 小売業 電化製品 5%

186,818 岡山県 岡山市 アイアイフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

186,819 岡山県 岡山市 ＩＴプラン株式会社 サービス その他サービス 5%

186,820 岡山県 岡山市 アヴェンタ サービス 飲食業 5%

186,821 岡山県 岡山市 ａｒｃｈｉｖｉｓｔ 小売業 衣料品 5%

186,822 岡山県 岡山市 アークコンタクト　一宮店 小売業 その他小売 5%

186,823 岡山県 岡山市 アークコンタクト　高島店 小売業 その他小売 5%

186,824 岡山県 岡山市 旭車輌工業 サービス その他サービス 5%

186,825 岡山県 岡山市 アジュドールトミヤ　岡山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,826 岡山県 岡山市 アートラック サービス その他サービス 5%

186,827 岡山県 岡山市 ａｔｅｌｉｅｒ　ｎｉｎａ 小売業 その他小売 5%

186,828 岡山県 岡山市 アナヒータストーンズ　岡南シネマタウン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,829 岡山県 岡山市 アバンタージュ美容室 サービス 理容・美容業 5%

186,830 岡山県 岡山市 ＵＰＶＡＬＬＥＹ サービス 理容・美容業 5%

186,831 岡山県 岡山市 アフロディーテ サービス 理容・美容業 5%

186,832 岡山県 岡山市 アマノ動物病院 サービス その他サービス 5%

186,833 岡山県 岡山市 Ａｒｍｓ・Ｒｅｌａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

186,834 岡山県 岡山市 アムス岡山店 小売業 その他小売 5%

186,835 岡山県 岡山市 Ａｌｉｃｅ　シック店 サービス 理容・美容業 5%

186,836 岡山県 岡山市 Ａｒｔｅ　ｅｙｅ＆ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

186,837 岡山県 岡山市 ＡＬＤＩＥＳ　オカヤマ店　０２ 小売業 衣料品 5%

186,838 岡山県 岡山市 庵々 サービス 飲食業 5%

186,839 岡山県 岡山市 ＆ＳＷＥＬＬ サービス 理容・美容業 5%

186,840 岡山県 岡山市 郁文堂書店庭瀬店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,841 岡山県 岡山市 居酒屋　ぶん福 サービス 飲食業 5%

186,842 岡山県 岡山市 イタリアンバール　ソル サービス 飲食業 5%

186,843 岡山県 岡山市 一途と春 サービス 飲食業 5%

186,844 岡山県 岡山市 イチデン　一宮店 小売業 電化製品 5%

186,845 岡山県 岡山市 イチデン　高松店 小売業 電化製品 5%

186,846 岡山県 岡山市 一宮メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,847 岡山県 岡山市 イピア サービス 理容・美容業 5%

186,848 岡山県 岡山市 入江モータース 小売業 その他小売 5%

186,849 岡山県 岡山市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ　岡山 サービス その他サービス 5%

186,850 岡山県 岡山市 イールドインテリアプロダクツ 小売業 家具・調度品 5%

186,851 岡山県 岡山市 いろは堂本店 小売業 その他小売 5%

186,852 岡山県 岡山市 いわ栄津高店 サービス 飲食業 5%

186,853 岡山県 岡山市 イワテガワ サービス 飲食業 5%

186,854 岡山県 岡山市 Ｉｎ　ＳＴＡＴＥ 小売業 衣料品 5%

186,855 岡山県 岡山市 インターナショナルリレーション 小売業 衣料品 5%

186,856 岡山県 岡山市 インターナショナルリレーションイオンモー 小売業 衣料品 5%

186,857 岡山県 岡山市 インターナショナルリレーション　エフ 小売業 衣料品 5%

186,858 岡山県 岡山市 ｉｍｐｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%
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186,859 岡山県 岡山市 ｉｍｐｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%

186,860 岡山県 岡山市 ＶＩＶＡ骨盤整体院　岡山十日市院 サービス その他サービス 5%

186,861 岡山県 岡山市 ＶＩＶＡ骨盤整体院　岡山東院 サービス その他サービス 5%

186,862 岡山県 岡山市 ウィズワタベ　問屋町店 小売業 衣料品 5%

186,863 岡山県 岡山市 ウィズワタベ裳美　岡山店 小売業 衣料品 5%

186,864 岡山県 岡山市 ウィッシュ　クエルポ サービス 理容・美容業 5%

186,865 岡山県 岡山市 ＷＡＶＥＢＩＫＥＳ岡山店 小売業 その他小売 5%

186,866 岡山県 岡山市 魚松本店 サービス 飲食業 5%

186,867 岡山県 岡山市 うさぎや　岡南店 小売業 その他小売 5%

186,868 岡山県 岡山市 うちごこち サービス その他サービス 5%

186,869 岡山県 岡山市 株式会社　エーアイディー岡山店 小売業 家具・調度品 5%

186,870 岡山県 岡山市 株式会社　栄光スポーツ 小売業 その他小売 5%

186,871 岡山県 岡山市 エイコ美容室　岡山店 サービス 理容・美容業 5%

186,872 岡山県 岡山市 ＥＩＧＨＴＹＳ　ＡＮＴＩＱＵＥＳ 小売業 衣料品 5%

186,873 岡山県 岡山市 ＡＢＣパレード　平島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,874 岡山県 岡山市 ＡＥ重実住設 小売業 その他小売 5%

186,875 岡山県 岡山市 駅前駐車場 サービス その他サービス 5%

186,876 岡山県 岡山市 エコリサイクルセンタ－岡山 サービス その他サービス 5%

186,877 岡山県 岡山市 ＡＥＳＣ 小売業 その他小売 5%

186,878 岡山県 岡山市 エヌエス・Ｊ 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,879 岡山県 岡山市 （有）エヌエムケイ サービス その他サービス 5%

186,880 岡山県 岡山市 Ｎ・ｇａｒａｇｅ 小売業 その他小売 5%

186,881 岡山県 岡山市 ＮＣＪ サービス その他サービス 5%

186,882 岡山県 岡山市 ＭＧＨ本社工場 サービス その他サービス 5%

186,883 岡山県 岡山市 エリオポール岡山店 小売業 衣料品 5%

186,884 岡山県 岡山市 エンドオ 小売業 その他小売 5%

186,885 岡山県 岡山市 エンドオ薬局 小売業 その他小売 5%

186,886 岡山県 岡山市 炎むすび サービス 飲食業 5%

186,887 岡山県 岡山市 ＯＳＫスポーツクラブ サービス その他サービス 5%

186,888 岡山県 岡山市 大内石油　二軒茶屋油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,889 岡山県 岡山市 オオタケ　岡山支店 小売業 その他小売 5%

186,890 岡山県 岡山市 大手饅頭伊部屋雄町工場 小売業 食料品 5%

186,891 岡山県 岡山市 オートハウス　パブリック 小売業 その他小売 5%

186,892 岡山県 岡山市 大福　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,893 岡山県 岡山市 岡田植物園 サービス その他サービス 5%

186,894 岡山県 岡山市 岡電観光センター サービス その他サービス 5%

186,895 岡山県 岡山市 ＡＥ岡山営業所 小売業 その他小売 5%

186,896 岡山県 岡山市 岡山金陵カントリークラブ サービス その他サービス 5%

186,897 岡山県 岡山市 岡山グリーンホテル サービス 宿泊業 5%

186,898 岡山県 岡山市 岡山交通株式会社 サービス 運輸業 5%

186,899 岡山県 岡山市 岡山甲羅　本店 サービス 飲食業 5%

186,900 岡山県 岡山市 岡山タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

4452



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

186,901 岡山県 岡山市 オカヤマチュウオウボウル サービス その他サービス 5%

186,902 岡山県 岡山市 岡山電気軌道　岡山駅西口案内所 サービス その他サービス 5%

186,903 岡山県 岡山市 岡山電気軌道　桑野営業所 サービス その他サービス 5%

186,904 岡山県 岡山市 岡山電気軌道　津高営業所 サービス その他サービス 5%

186,905 岡山県 岡山市 岡山電気軌道　天満屋チケットセンター サービス その他サービス 5%

186,906 岡山県 岡山市 岡山電気軌道　本社 サービス その他サービス 5%

186,907 岡山県 岡山市 岡山電気軌道　岡山駅東口案内所 サービス その他サービス 5%

186,908 岡山県 岡山市 岡山福田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,909 岡山県 岡山市 岡山御津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,910 岡山県 岡山市 岡山メカロードサービス サービス その他サービス 5%

186,911 岡山県 岡山市 岡山ロイヤルホテル サービス 宿泊業 5%

186,912 岡山県 岡山市 尾野薬品 小売業 その他小売 5%

186,913 岡山県 岡山市 雄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,914 岡山県 岡山市 表町スタイルストア 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,915 岡山県 岡山市 俺のジャンク屋 小売業 その他小売 5%

186,916 岡山県 岡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅカーサポート岡山中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,917 岡山県 岡山市 カーサポート　タケモト サービス その他サービス 5%

186,918 岡山県 岡山市 カーセンターカワサキ 小売業 その他小売 5%

186,919 岡山県 岡山市 カートップ サービス その他サービス 5%

186,920 岡山県 岡山市 カーフラップ岡山 サービス その他サービス 5%

186,921 岡山県 岡山市 海鮮酒処　美魚味 サービス 飲食業 5%

186,922 岡山県 岡山市 海都　西大寺店 サービス 飲食業 5%

186,923 岡山県 岡山市 海都　大安寺店 サービス 飲食業 5%

186,924 岡山県 岡山市 海都　本店 サービス 飲食業 5%

186,925 岡山県 岡山市 Ｇｏｗｄｙ 小売業 食料品 5%

186,926 岡山県 岡山市 カギの救急車　岡山駅前店 サービス その他サービス 5%

186,927 岡山県 岡山市 家具センター　ヴィーナス 小売業 家具・調度品 5%

186,928 岡山県 岡山市 かぐらや　児島店 小売業 衣料品 5%

186,929 岡山県 岡山市 かこ サービス 飲食業 5%

186,930 岡山県 岡山市 株式会社サンモータース サービス その他サービス 5%

186,931 岡山県 岡山市 がじゅまる動物病院 サービス その他サービス 5%

186,932 岡山県 岡山市 ガスセンター操南 小売業 その他小売 5%

186,933 岡山県 岡山市 片上支店 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,934 岡山県 岡山市 がってん八兵衛 サービス 飲食業 5%

186,935 岡山県 岡山市 割烹　ままかり サービス 飲食業 5%

186,936 岡山県 岡山市 かつら木 小売業 その他小売 5%

186,937 岡山県 岡山市 カードラボ　岡山西口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

186,938 岡山県 岡山市 金川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,939 岡山県 岡山市 ＫＡＢＡＮ－ＹＡ１０６ 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,940 岡山県 岡山市 カーファインインターナショナル株 小売業 その他小売 5%

186,941 岡山県 岡山市 （株）総合旅行サービス サービス その他サービス 5%

186,942 岡山県 岡山市 株式会社ファクトリィ サービス その他サービス 5%
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186,943 岡山県 岡山市 株式会社ホテルエクセル岡山 サービス 宿泊業 5%

186,944 岡山県 岡山市 株式会社ホンダオート岡山販売 小売業 その他小売 5%

186,945 岡山県 岡山市 株式会社　萬果荘 小売業 食料品 5%

186,946 岡山県 岡山市 ＫａｍｏｎＲ サービス 理容・美容業 5%

186,947 岡山県 岡山市 ガラシャ　岡山店 サービス 理容・美容業 5%

186,948 岡山県 岡山市 カルビ自慢　炭一鉄　岡山青江店 サービス 飲食業 5%

186,949 岡山県 岡山市 カルビ屋八戒　平島店 サービス 飲食業 5%

186,950 岡山県 岡山市 韓国居酒屋　銀次郎 サービス 飲食業 5%

186,951 岡山県 岡山市 菅田　ＯＫＡＹＡＭＡ店 小売業 電化製品 5%

186,952 岡山県 岡山市 観音寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,953 岡山県 岡山市 勘八 サービス 飲食業 5%

186,954 岡山県 岡山市 紀久屋　岡山本店 小売業 衣料品 5%

186,955 岡山県 岡山市 きび動物クリニック サービス その他サービス 5%

186,956 岡山県 岡山市 きもの彩画廊 小売業 衣料品 5%

186,957 岡山県 岡山市 ギャラリーアワーストーリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,958 岡山県 岡山市 ぎゃらりー襴 小売業 衣料品 5%

186,959 岡山県 岡山市 牛肉料理専門店　そ サービス 飲食業 5%

186,960 岡山県 岡山市 ｑ．ｂ．ｃ　ＨＯＰＥ 小売業 衣料品 5%

186,961 岡山県 岡山市 京呉服　好一 小売業 衣料品 5%

186,962 岡山県 岡山市 京の味　桜川 サービス 飲食業 5%

186,963 岡山県 岡山市 京橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,964 岡山県 岡山市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ岡山店 小売業 その他小売 5%

186,965 岡山県 岡山市 串かつ　でんがな　イオンモ－ル岡山店 サービス 飲食業 5%

186,966 岡山県 岡山市 串焼　串揚　彰 サービス 飲食業 5%

186,967 岡山県 岡山市 くすりのポニー 小売業 その他小売 5%

186,968 岡山県 岡山市 薬屋ふくべ 小売業 その他小売 5%

186,969 岡山県 岡山市 Ｃｕｃｉｎａ サービス 飲食業 5%

186,970 岡山県 岡山市 靴のキシモト 小売業 衣料品 5%

186,971 岡山県 岡山市 クー・ド・クール 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,972 岡山県 岡山市 熊代メディカルコンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

186,973 岡山県 岡山市 クラシックバーイングルヌック サービス 飲食業 5%

186,974 岡山県 岡山市 Ｇｌａｓｓ　ＡＮＤ　Ａｒｔ　岡山 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,975 岡山県 岡山市 倉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,976 岡山県 岡山市 クラフトマン 小売業 その他小売 5%

186,977 岡山県 岡山市 クリエイティブスタジオイノセンス　問屋町テラス店 サービス その他サービス 5%

186,978 岡山県 岡山市 くるまのハヤシ　岡山店 小売業 その他小売 5%

186,979 岡山県 岡山市 くるまのハヤシ　東岡山店 小売業 その他小売 5%

186,980 岡山県 岡山市 くるまのハヤシ　東岡山店サービス棟 小売業 その他小売 5%

186,981 岡山県 岡山市 Ｇｏｕｒｍａｎｄ　Ｓｏｎｏｗａ サービス 飲食業 5%

186,982 岡山県 岡山市 クレアトゥール　ラブ サービス 理容・美容業 5%

186,983 岡山県 岡山市 ＣＲＥＣＥ サービス 理容・美容業 5%

186,984 岡山県 岡山市 九郎の途上 サービス 飲食業 5%
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186,985 岡山県 岡山市 ｃｒｏｓｓ　ＯＬＩＶＥ サービス 理容・美容業 5%

186,986 岡山県 岡山市 クロノファクトリー　１０３８ 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,987 岡山県 岡山市 ケイ・ウノ岡山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,988 岡山県 岡山市 ケーキ工房ポム 小売業 食料品 5%

186,989 岡山県 岡山市 化粧品のやました 小売業 その他小売 5%

186,990 岡山県 岡山市 ＫＥＮ　ＨＯＵＳＥ　岡南店 小売業 衣料品 5%

186,991 岡山県 岡山市 幸市 サービス 飲食業 5%

186,992 岡山県 岡山市 廣榮堂　中納言本店 小売業 食料品 5%

186,993 岡山県 岡山市 廣榮堂　藤原店 小売業 食料品 5%

186,994 岡山県 岡山市 興除油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,995 岡山県 岡山市 岡北ガスセンター 小売業 その他小売 5%

186,996 岡山県 岡山市 河本時計．眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

186,997 岡山県 岡山市 小串ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

186,998 岡山県 岡山市 Ｃｏｃｏｒｏ株式会社 小売業 衣料品 5%

186,999 岡山県 岡山市 心に染みる サービス 飲食業 5%

187,000 岡山県 岡山市 こどもや　本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,001 岡山県 岡山市 コバック サービス その他サービス 5%

187,002 岡山県 岡山市 コバック　ドクター輸入車　妹尾店 サービス その他サービス 5%

187,003 岡山県 岡山市 虎はる サービス 飲食業 5%

187,004 岡山県 岡山市 ゴルフクリニックエプロン 小売業 その他小売 5%

187,005 岡山県 岡山市 ゴルフサービスショップ　坂本 小売業 その他小売 5%

187,006 岡山県 岡山市 ごろ兵衛 サービス 飲食業 5%

187,007 岡山県 岡山市 ｃｏｍｐａｓｓ サービス 飲食業 5%

187,008 岡山県 岡山市 ＴＨＥ　ＮＯＲＴＨ　ＦＡＣＥクレド岡山店 小売業 衣料品 5%

187,009 岡山県 岡山市 サイエンススポ－ツタカギ 小売業 その他小売 5%

187,010 岡山県 岡山市 サイクルＣｉｔｙ　長岡店 小売業 その他小売 5%

187,011 岡山県 岡山市 サイクルＣｉｔｙ　野田店 小売業 その他小売 5%

187,012 岡山県 岡山市 サイクルＣｉｔｙ　平井店 小売業 その他小売 5%

187,013 岡山県 岡山市 サイクルＣｉｔｙ　本店 小売業 その他小売 5%

187,014 岡山県 岡山市 サイクルＣｉｔｙ　三浜町店 小売業 その他小売 5%

187,015 岡山県 岡山市 サイクルセンター岡山本店 小売業 その他小売 5%

187,016 岡山県 岡山市 サイクルセンター岡山　学南店 小売業 その他小売 5%

187,017 岡山県 岡山市 西大寺ＳＳ　有限会社佐中石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,018 岡山県 岡山市 西大寺浜ＳＳ　西大寺石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,019 岡山県 岡山市 咲くや．馳せる。 サービス 飲食業 5%

187,020 岡山県 岡山市 Ｔｈｅ　ｄｉｎｉｎｇ　伍右衛門 サービス 飲食業 5%

187,021 岡山県 岡山市 Ｓａｍａ　Ｓａｍａ サービス 飲食業 5%

187,022 岡山県 岡山市 Ｓａｌｏｎｅ　Ｔｅｎｅｒｏ サービス 理容・美容業 5%

187,023 岡山県 岡山市 サンネット 小売業 その他小売 5%

187,024 岡山県 岡山市 ＡＥ山陽町店 小売業 その他小売 5%

187,025 岡山県 岡山市 サンヨープレジャー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,026 岡山県 岡山市 ＪＡ岡山　経済部経済課 小売業 家具・調度品 5%
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187,027 岡山県 岡山市 ＧＭ＋Ｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,028 岡山県 岡山市 シェル サービス 理容・美容業 5%

187,029 岡山県 岡山市 慈恩精舎 サービス 飲食業 5%

187,030 岡山県 岡山市 敷島堂　瀬戸店 小売業 食料品 5%

187,031 岡山県 岡山市 敷島堂　庭瀬店 小売業 食料品 5%

187,032 岡山県 岡山市 敷島堂　原尾島店 小売業 食料品 5%

187,033 岡山県 岡山市 しーじゃっく　青江店 サービス 飲食業 5%

187,034 岡山県 岡山市 しーじゃっく　伊島北店 サービス 飲食業 5%

187,035 岡山県 岡山市 撫川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,036 岡山県 岡山市 シティホテル池田 サービス 宿泊業 5%

187,037 岡山県 岡山市 シティライト城東店 サービス その他サービス 5%

187,038 岡山県 岡山市 シネマタウン岡南　ｅ．ｒ．ｇ＊店 小売業 衣料品 5%

187,039 岡山県 岡山市 車検のコバック　岡山西店 サービス その他サービス 5%

187,040 岡山県 岡山市 車検のコバックバイパス　新保店 サービス その他サービス 5%

187,041 岡山県 岡山市 写真箱西大寺店 サービス その他サービス 5%

187,042 岡山県 岡山市 重慶飯店　ホテルグランビア　岡山店 サービス 飲食業 5%

187,043 岡山県 岡山市 ジュエリー　エム・ローズ　岡山本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,044 岡山県 岡山市 ジュエリーカンダ　津高店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,045 岡山県 岡山市 ジュエリークラフト　山路 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,046 岡山県 岡山市 ジュエリ－カンダ　岡北店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,047 岡山県 岡山市 ジュエリークラフト　山路　広島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,048 岡山県 岡山市 ジュエリークラフト山路　高松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,049 岡山県 岡山市 手芸センタードリーム　東岡山店 小売業 その他小売 5%

187,050 岡山県 岡山市 手芸センタードリーム　ラ・ムー大安寺店 小売業 その他小売 5%

187,051 岡山県 岡山市 手芸センタードリーム　岡山本店 小売業 その他小売 5%

187,052 岡山県 岡山市 シューズカンパニー　高屋店 小売業 衣料品 5%

187,053 岡山県 岡山市 旬彩　しんすけ サービス 飲食業 5%

187,054 岡山県 岡山市 旬彩　はや斗 サービス 飲食業 5%

187,055 岡山県 岡山市 旬彩　はや斗 サービス 飲食業 5%

187,056 岡山県 岡山市 食堂大和 サービス 飲食業 5%

187,057 岡山県 岡山市 ショコラロワイヤルロクメイカン　岡山店 小売業 食料品 5%

187,058 岡山県 岡山市 スアーヴ 小売業 その他小売 5%

187,059 岡山県 岡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅスーパーセルフ岡山天瀬店 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,060 岡山県 岡山市 スーパードラッグひまわり泉田店 小売業 その他小売 5%

187,061 岡山県 岡山市 スーパードラッグひまわり西大寺東店 小売業 その他小売 5%

187,062 岡山県 岡山市 スーパードラッグひまわり下中野店 小売業 その他小売 5%

187,063 岡山県 岡山市 スーパードラッグひまわり妹尾店 小売業 その他小売 5%

187,064 岡山県 岡山市 スーパードラッグひまわり操南店 小売業 その他小売 5%

187,065 岡山県 岡山市 スーパードラッグひまわり津高店 小売業 その他小売 5%

187,066 岡山県 岡山市 スーパードラッグひまわり中仙道店 小売業 その他小売 5%

187,067 岡山県 岡山市 スーパードラッグひまわり浜店 小売業 その他小売 5%

187,068 岡山県 岡山市 スーパードラッグひまわり東岡山店 小売業 その他小売 5%
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187,069 岡山県 岡山市 スーパードラッグひまわり平島店 小売業 その他小売 5%

187,070 岡山県 岡山市 Ｓ・Ｕ・Ｇ・Ｉ サービス 理容・美容業 5%

187,071 岡山県 岡山市 ＳＵＧＩ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

187,072 岡山県 岡山市 ＳＵＧＩ　ｆｏｒ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

187,073 岡山県 岡山市 寿司　和食　吉備の國 サービス 飲食業 5%

187,074 岡山県 岡山市 ｓｔｕｄｉｏＭｏｍｏ 小売業 その他小売 5%

187,075 岡山県 岡山市 スタジオ　ル・ポ　問屋町店 サービス その他サービス 5%

187,076 岡山県 岡山市 スーパー　タマヤ　豊成店 小売業 食料品 5%

187,077 岡山県 岡山市 ＳｐａＦｒａｎｃｏｒｃｈａｍｐｓ サービス 理容・美容業 5%

187,078 岡山県 岡山市 スポーツウィル 小売業 その他小売 5%

187,079 岡山県 岡山市 スマイルオート サービス その他サービス 5%

187,080 岡山県 岡山市 スマップル岡山店 サービス その他サービス 5%

187,081 岡山県 岡山市 炭火焼肉　壱番 サービス 飲食業 5%

187,082 岡山県 岡山市 炭火焼肉カナリヤ 小売業 食料品 5%

187,083 岡山県 岡山市 炭火焼肉と博多モツ鍋　まん福 サービス 飲食業 5%

187,084 岡山県 岡山市 炭火焼やきとり巧 サービス 飲食業 5%

187,085 岡山県 岡山市 300 サービス 飲食業 5%

187,086 岡山県 岡山市 瀬戸内海鮮と旬野菜の串カツ串天　ご馳走屋 サービス 飲食業 5%

187,087 岡山県 岡山市 瀬戸内バルプラス サービス 飲食業 5%

187,088 岡山県 岡山市 セルフ岡山一宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,089 岡山県 岡山市 セルフ岡山矢津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,090 岡山県 岡山市 セルフ古都宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,091 岡山県 岡山市 セルフステージ浜野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,092 岡山県 岡山市 セルフステーション大安寺 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,093 岡山県 岡山市 セルフステーション十日市 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,094 岡山県 岡山市 セルフステーション沼 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,095 岡山県 岡山市 セルフステーション益野北 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,096 岡山県 岡山市 セルフニュー西大寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,097 岡山県 岡山市 セレーノ　ディ　プリマヴェーラ サービス 飲食業 5%

187,098 岡山県 岡山市 セレクト店 サービス 理容・美容業 5%

187,099 岡山県 岡山市 〇八六タクシー サービス 運輸業 5%

187,100 岡山県 岡山市 セントラルホテル岡山 サービス 宿泊業 5%

187,101 岡山県 岡山市 想家 サービス その他サービス 5%

187,102 岡山県 岡山市 ＤＩＡＮＡ サービス その他サービス 5%

187,103 岡山県 岡山市 大供ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,104 岡山県 岡山市 泰山堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,105 岡山県 岡山市 大衆割烹　大ちゃん サービス 飲食業 5%

187,106 岡山県 岡山市 大誠工務店 サービス その他サービス 5%

187,107 岡山県 岡山市 タイム　岡山本店 小売業 その他小売 5%

187,108 岡山県 岡山市 タイム　東岡山店 小売業 その他小売 5%

187,109 岡山県 岡山市 ７　ダイヤクリーニング　伊福町店 サービス その他サービス 5%

187,110 岡山県 岡山市 ５０２　ダイヤクリーニング　今本店 サービス その他サービス 5%
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187,111 岡山県 岡山市 ８　ダイヤクリーニング　今南店 サービス その他サービス 5%

187,112 岡山県 岡山市 ４０　ダイヤクリーニング　大元駅北店 サービス その他サービス 5%

187,113 岡山県 岡山市 ５９　ダイヤクリーニング　雄町店 サービス その他サービス 5%

187,114 岡山県 岡山市 ３０　ダイヤクリーニング　表町店 サービス その他サービス 5%

187,115 岡山県 岡山市 １１　ダイヤクリーニング　可知店 サービス その他サービス 5%

187,116 岡山県 岡山市 ２９　ダイヤクリーニング　兼基店 サービス その他サービス 5%

187,117 岡山県 岡山市 ３９　ダイヤクリーニング　国富店 サービス その他サービス 5%

187,118 岡山県 岡山市 １０８　ダイヤクリーニング　岡北店 サービス その他サービス 5%

187,119 岡山県 岡山市 ２１９　ダイヤクリーニング　紅陽台店 サービス その他サービス 5%

187,120 岡山県 岡山市 ４６　ダイヤクリーニング　コープ大福店 サービス その他サービス 5%

187,121 岡山県 岡山市 ６１　ダイヤクリーニング　コープ東川原店 サービス その他サービス 5%

187,122 岡山県 岡山市 ２１ダイヤクリーニングザ・ビッグ奥田南店 サービス その他サービス 5%

187,123 岡山県 岡山市 １０　ダイヤクリーニング　鹿田町店 サービス その他サービス 5%

187,124 岡山県 岡山市 ９　ダイヤクリーニング　新保北店 サービス その他サービス 5%

187,125 岡山県 岡山市 １５　ダイヤクリーニング　田中店 サービス その他サービス 5%

187,126 岡山県 岡山市 ２０２　ダイヤクリーニング　津島モール店 サービス その他サービス 5%

187,127 岡山県 岡山市 ３３　ダイヤクリーニング　ディオ岡山北店 サービス その他サービス 5%

187,128 岡山県 岡山市 ５３　ダイヤクリーニング　ディオ岡山東店 サービス その他サービス 5%

187,129 岡山県 岡山市 ３　ダイヤクリーニング　ディオ西大寺店 サービス その他サービス 5%

187,130 岡山県 岡山市 １２　ダイヤクリーニング　中川店 サービス その他サービス 5%

187,131 岡山県 岡山市 ２３　ダイヤクリーニング　南輝店 サービス その他サービス 5%

187,132 岡山県 岡山市 ４　ダイヤクリーニング　野田店 サービス その他サービス 5%

187,133 岡山県 岡山市 ３７　ダイヤクリーニング　ハピーズ岡輝店 サービス その他サービス 5%

187,134 岡山県 岡山市 ３１　ダイヤクリーニング　ハローズ江崎店 サービス その他サービス 5%

187,135 岡山県 岡山市 １８　ダイヤクリーニング　ハローズ岡南店 サービス その他サービス 5%

187,136 岡山県 岡山市 ４３　ダイヤクリーニングハローズ西大寺店 サービス その他サービス 5%

187,137 岡山県 岡山市 １３７　ダイヤクリーニングハローズ瀬戸店 サービス その他サービス 5%

187,138 岡山県 岡山市 ３８　ダイヤクリーニング　ハローズ妹尾店 サービス その他サービス 5%

187,139 岡山県 岡山市 １４　ダイヤクリーニング　ハローズ津高店 サービス その他サービス 5%

187,140 岡山県 岡山市 ５１　ダイヤクリーニングハローズ十日市店 サービス その他サービス 5%

187,141 岡山県 岡山市 ５７　ダイヤクリーニングハローズ当新田店 サービス その他サービス 5%

187,142 岡山県 岡山市 ３２　ダイヤクリーニング　ハローズ花尻店 サービス その他サービス 5%

187,143 岡山県 岡山市 ２６　ダイヤクリーニングハローズ東岡山店 サービス その他サービス 5%

187,144 岡山県 岡山市 ５２　ダイヤクリーニング　ハローズ円山店 サービス その他サービス 5%

187,145 岡山県 岡山市 ５８　ダイヤクリーニング　蕃山町店 サービス その他サービス 5%

187,146 岡山県 岡山市 ５０３　ダイヤクリーニング　福富本店 サービス その他サービス 5%

187,147 岡山県 岡山市 ２　ダイヤクリーニングフレスタ門田屋敷店 サービス その他サービス 5%

187,148 岡山県 岡山市 １３５　ダイヤクリーニング　松崎店 サービス その他サービス 5%

187,149 岡山県 岡山市 １４５　ダイヤクリーニング　マルイ大福店 サービス その他サービス 5%

187,150 岡山県 岡山市 ２０１ダイヤクリーニングマルナカ一宮店 サービス その他サービス 5%

187,151 岡山県 岡山市 １３６ダイヤクリーニングマルナカ西大寺店 サービス その他サービス 5%

187,152 岡山県 岡山市 １９ダイヤクリーニングマルナカ下中野店 サービス その他サービス 5%
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187,153 岡山県 岡山市 １０５ダイヤクリーニングマルナカ築港店 サービス その他サービス 5%

187,154 岡山県 岡山市 １１４ダイヤクリーニングマルナカ庭瀬店 サービス その他サービス 5%

187,155 岡山県 岡山市 １１７ダイヤクリーニングマルナカ彦崎店 サービス その他サービス 5%

187,156 岡山県 岡山市 ３６ダイヤクリーニングマルナカ平井店 サービス その他サービス 5%

187,157 岡山県 岡山市 ４７　ダイヤクリーニング　海吉店 サービス その他サービス 5%

187,158 岡山県 岡山市 ４９　ダイヤクリーニングゆめタウン平島店 サービス その他サービス 5%

187,159 岡山県 岡山市 １７　ダイヤクリーニング　レディ西崎店 サービス その他サービス 5%

187,160 岡山県 岡山市 ２８ダイヤクリーニングわたなべ生鮮館高松 サービス その他サービス 5%

187,161 岡山県 岡山市 ４１ダイヤクリーニングわたなべ生鮮館庭瀬 サービス その他サービス 5%

187,162 岡山県 岡山市 １４０ダイヤクリーニングイコットニコット サービス その他サービス 5%

187,163 岡山県 岡山市 ２０４　ＤＩＡ　わたなべ生鮮館泉田店 サービス その他サービス 5%

187,164 岡山県 岡山市 ２０ダイヤクリーニングわたなべ生鮮館城東 サービス その他サービス 5%

187,165 岡山県 岡山市 高山産業　西大寺支店 小売業 その他小売 5%

187,166 岡山県 岡山市 高山産業　建部支店 小売業 その他小売 5%

187,167 岡山県 岡山市 高山産業　本社 小売業 その他小売 5%

187,168 岡山県 岡山市 立岡靴工房 小売業 その他小売 5%

187,169 岡山県 岡山市 Ｔａｔｔａ 小売業 その他小売 5%

187,170 岡山県 岡山市 Ｔａｔｔａ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

187,171 岡山県 岡山市 Ｔａｔｔａ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　本店 小売業 その他小売 5%

187,172 岡山県 岡山市 田中時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,173 岡山県 岡山市 ダルマ本舗 サービス 飲食業 5%

187,174 岡山県 岡山市 タンタン　西大寺店 小売業 衣料品 5%

187,175 岡山県 岡山市 Ｔｅａｍ　まんだい 小売業 その他小売 5%

187,176 岡山県 岡山市 築港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,177 岡山県 岡山市 中華ダイニング　餃子屋台 サービス 飲食業 5%

187,178 岡山県 岡山市 中国　１ サービス その他サービス 5%

187,179 岡山県 岡山市 月美スタイル 小売業 衣料品 5%

187,180 岡山県 岡山市 ＴＳＵＣＲＥＡＴＯＲ サービス その他サービス 5%

187,181 岡山県 岡山市 つだか動物診療所 サービス その他サービス 5%

187,182 岡山県 岡山市 つばめガス サービス その他サービス 5%

187,183 岡山県 岡山市 つり具のわたなべ 小売業 その他小売 5%

187,184 岡山県 岡山市 つり具のわたなべ　岡南店 小売業 その他小売 5%

187,185 岡山県 岡山市 ＤＩＶＡ　ＧＩＯＩＥＬＬＥＲＩＡ　服部 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,186 岡山県 岡山市 ティンクルティンクル岡山店 小売業 家具・調度品 5%

187,187 岡山県 岡山市 テーラーカミタイ 小売業 衣料品 5%

187,188 岡山県 岡山市 ＤＥＣＯ　ＨＡＩＲ　ｋｉｉｔｏｓ サービス 理容・美容業 5%

187,189 岡山県 岡山市 ＤＥＣＯＨＡＩＲ　フラッペ サービス 理容・美容業 5%

187,190 岡山県 岡山市 ＤＥＣＯＨＡＩＲチーノ サービス 理容・美容業 5%

187,191 岡山県 岡山市 ＤｅｃｏＲｅｌａＭａｈａｒｏ サービス その他サービス 5%

187,192 岡山県 岡山市 ＤＥＴＣＨ サービス 理容・美容業 5%

187,193 岡山県 岡山市 鉄板酒場　やすみ屋 サービス 飲食業 5%

187,194 岡山県 岡山市 手羽先唐揚　串焼釜飯　とりや　小 サービス 飲食業 5%
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187,195 岡山県 岡山市 ｄｅｎ サービス 飲食業 5%

187,196 岡山県 岡山市 ｄｕａ　ＰＡＰＡＳＳ サービス 理容・美容業 5%

187,197 岡山県 岡山市 ｄｕａ　ＰＡＰＡＳＳ サービス 理容・美容業 5%

187,198 岡山県 岡山市 東洋石材工芸社　岡山店 小売業 その他小売 5%

187,199 岡山県 岡山市 トータルスタジオフォセット　下中野店 サービス その他サービス 5%

187,200 岡山県 岡山市 ｔｏｔａｌｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎＲｉｃａｒｄ サービス 理容・美容業 5%

187,201 岡山県 岡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅアピア３０ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,202 岡山県 岡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ倉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,203 岡山県 岡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ岡山西警察署前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,204 岡山県 岡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ下中野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,205 岡山県 岡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ千両街道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,206 岡山県 岡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ花尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,207 岡山県 岡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ平野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,208 岡山県 岡山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ楢津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,209 岡山県 岡山市 ドッグキッズ　大久保 小売業 その他小売 5%

187,210 岡山県 岡山市 ドッグキッズ　大久保 小売業 その他小売 5%

187,211 岡山県 岡山市 トッププロスポーツ岡山店 小売業 その他小売 5%

187,212 岡山県 岡山市 ＴＯＰＨＡＩＲ大元店 サービス 理容・美容業 5%

187,213 岡山県 岡山市 ＴＯＰＨＡＩＲ下中野店 サービス 理容・美容業 5%

187,214 岡山県 岡山市 苫田温泉　いやしの宿　泉水 サービス 宿泊業 5%

187,215 岡山県 岡山市 トミヤ　アプローズ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,216 岡山県 岡山市 トミヤ　イオンオカヤマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,217 岡山県 岡山市 トミヤ　タイムアート店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,218 岡山県 岡山市 トミヤ　ブライダルサロン　イースト 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,219 岡山県 岡山市 トミヤ　ブライダルサロン　ウエスト 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,220 岡山県 岡山市 トミヤ　メカミュージアム店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,221 岡山県 岡山市 トミヤコーポレーション 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,222 岡山県 岡山市 トミヤゴールド 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,223 岡山県 岡山市 トミヤ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,224 岡山県 岡山市 トモニー　売店 小売業 食料品 5%

187,225 岡山県 岡山市 豊成モータース サービス その他サービス 5%

187,226 岡山県 岡山市 トラック用品ルート２ 小売業 その他小売 5%

187,227 岡山県 岡山市 とらのあな　岡山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,228 岡山県 岡山市 とり地蔵 サービス 飲食業 5%

187,229 岡山県 岡山市 とり地蔵柳町店 サービス 飲食業 5%

187,230 岡山県 岡山市 鳥周江並店 サービス 飲食業 5%

187,231 岡山県 岡山市 とり鉄　岡山錦町店 サービス 飲食業 5%

187,232 岡山県 岡山市 鶏と魚の旨い店　次元 サービス 飲食業 5%

187,233 岡山県 岡山市 とりとん　津島店 サービス 飲食業 5%

187,234 岡山県 岡山市 とれたて岡山産直マルシェ 小売業 食料品 5%

187,235 岡山県 岡山市 トンボオプチカル 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,236 岡山県 岡山市 中川政七商店　イオンモール岡山店 小売業 その他小売 5%
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187,237 岡山県 岡山市 和み遊膳つるべ サービス 飲食業 5%

187,238 岡山県 岡山市 なちゅふぉと 小売業 電化製品 5%

187,239 岡山県 岡山市 ナビ 小売業 その他小売 5%

187,240 岡山県 岡山市 成田家　藤原店 サービス 飲食業 5%

187,241 岡山県 岡山市 南輝ホルモンセンター 小売業 食料品 5%

187,242 岡山県 岡山市 なんでも屋 小売業 その他小売 5%

187,243 岡山県 岡山市 ナンバホームセンター　備中高松店 小売業 家具・調度品 5%

187,244 岡山県 岡山市 にぎり処　貫太のすし サービス 飲食業 5%

187,245 岡山県 岡山市 肉バル　モック サービス 飲食業 5%

187,246 岡山県 岡山市 二軒茶屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,247 岡山県 岡山市 西川ローズふとん販売　岡山営業所 小売業 その他小売 5%

187,248 岡山県 岡山市 ニシナフードバスケット　西大寺店 小売業 食料品 5%

187,249 岡山県 岡山市 ニシナフードバスケット　中仙道店 小売業 食料品 5%

187,250 岡山県 岡山市 ニシナフードバスケット　南輝店 小売業 食料品 5%

187,251 岡山県 岡山市 ニシナＦＢ東畦店 小売業 食料品 5%

187,252 岡山県 岡山市 ニシナフードバスケット三門店 小売業 食料品 5%

187,253 岡山県 岡山市 西古松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,254 岡山県 岡山市 日本料理　吉晶 サービス 飲食業 5%

187,255 岡山県 岡山市 人形のこどもや　問屋町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,256 岡山県 岡山市 ＮａｉｌＢａｒＡＯＩ サービス 理容・美容業 5%

187,257 岡山県 岡山市 ＮＥＸＴ　ＩＮＲｆ 小売業 衣料品 5%

187,258 岡山県 岡山市 ＮＥＸＴ　ＩＮＲ 小売業 衣料品 5%

187,259 岡山県 岡山市 ＮＡＭＥ 小売業 衣料品 5%

187,260 岡山県 岡山市 ＮＯＥＲ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

187,261 岡山県 岡山市 ＢＡＲ　ぐれむリン サービス 飲食業 5%

187,262 岡山県 岡山市 パーソナル　ボディメイク　スイッチ サービス その他サービス 5%

187,263 岡山県 岡山市 ＨａｒｌｅｙＤａｖｉｄｓｏｎ岡山 小売業 その他小売 5%

187,264 岡山県 岡山市 パオワオ サービス その他サービス 5%

187,265 岡山県 岡山市 博多ラーメン琥家　奥田店 サービス 飲食業 5%

187,266 岡山県 岡山市 博多ラーメン琥家　高屋店 サービス 飲食業 5%

187,267 岡山県 岡山市 獏美容室 サービス 理容・美容業 5%

187,268 岡山県 岡山市 パサージュ浜 小売業 その他小売 5%

187,269 岡山県 岡山市 パサージュ奉還町 小売業 その他小売 5%

187,270 岡山県 岡山市 パソコンドック２４　岡山・表町店 サービス その他サービス 5%

187,271 岡山県 岡山市 ハタダ岡南福田店 小売業 食料品 5%

187,272 岡山県 岡山市 ＰＡＲＴＹＰＡＲＴＹ サービス 飲食業 5%

187,273 岡山県 岡山市 華 サービス 飲食業 5%

187,274 岡山県 岡山市 花ざかり大野辻店 サービス 飲食業 5%

187,275 岡山県 岡山市 花尻ききょう町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,276 岡山県 岡山市 花番地 小売業 その他小売 5%

187,277 岡山県 岡山市 パニック　伊福町店 サービス 理容・美容業 5%

187,278 岡山県 岡山市 ＰＡＮＩＣ　ｒｅｃｔ サービス 理容・美容業 5%
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187,279 岡山県 岡山市 パパス　フェリエ サービス 理容・美容業 5%

187,280 岡山県 岡山市 ハマサキ動物病院 サービス その他サービス 5%

187,281 岡山県 岡山市 ＢａｌｃｏｍＢＭＷ岡山・ＢＭＷ　ＰｒｅｍｉｕｍＳｅｌｅｃｔｉｏｎ岡山 小売業 その他小売 5%

187,282 岡山県 岡山市 バルサ　バルサ サービス 飲食業 5%

187,283 岡山県 岡山市 ハーレーダビットソン　バルコム岡山 サービス その他サービス 5%

187,284 岡山県 岡山市 ｂｕｒｒｅｎｔ． サービス 飲食業 5%

187,285 岡山県 岡山市 はんこ市場岡山店 小売業 その他小売 5%

187,286 岡山県 岡山市 バンバンバン サービス 飲食業 5%

187,287 岡山県 岡山市 ＢＭＷＭｏｔｏｒｒａｄＢａｌｃｏｍ岡山 小売業 その他小売 5%

187,288 岡山県 岡山市 ＢＭＯ岡山店 小売業 衣料品 5%

187,289 岡山県 岡山市 ビジネスホテル　なかみ サービス 宿泊業 5%

187,290 岡山県 岡山市 ヒストスギヘアー　イメージスタジオ サービス 理容・美容業 5%

187,291 岡山県 岡山市 ひだや本町店 サービス 飲食業 5%

187,292 岡山県 岡山市 ビッグアメリカンショップ 小売業 衣料品 5%

187,293 岡山県 岡山市 ビッグアメリカンショップ　津島店 小売業 衣料品 5%

187,294 岡山県 岡山市 ビッグアメリカンショップ　東岡山店 小売業 衣料品 5%

187,295 岡山県 岡山市 ビッグアメリカンショップ　本部 小売業 衣料品 5%

187,296 岡山県 岡山市 ビッグアメリカンショップ　南店 小売業 衣料品 5%

187,297 岡山県 岡山市 ＢＩＧＡＭＥＲＩＣＡＮＳＨＯＰＫＩＤＳ 小売業 衣料品 5%

187,298 岡山県 岡山市 備中高松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,299 岡山県 岡山市 ピット　イン　共和 小売業 その他小売 5%

187,300 岡山県 岡山市 ひとみメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,301 岡山県 岡山市 ビーナスベッド 小売業 家具・調度品 5%

187,302 岡山県 岡山市 ビブロスウィメンズ 小売業 衣料品 5%

187,303 岡山県 岡山市 ビームス岡山 小売業 衣料品 5%

187,304 岡山県 岡山市 ビューティーミュージアムサンタモニカ 小売業 その他小売 5%

187,305 岡山県 岡山市 ビューティーミュージアムカサプラン 小売業 その他小売 5%

187,306 岡山県 岡山市 ビューティーミュージアム　コスタデルソル 小売業 その他小売 5%

187,307 岡山県 岡山市 ビューティーミュージアムニューカレドニア 小売業 その他小売 5%

187,308 岡山県 岡山市 ＢＩＲＫＥＮＳＴＯＣＫ　ＯＫＡＹＡＭＡ 小売業 衣料品 5%

187,309 岡山県 岡山市 ファイテンショップフォーエル岡山西長瀬店 小売業 その他小売 5%

187,310 岡山県 岡山市 ファンウォーカー 小売業 その他小売 5%

187,311 岡山県 岡山市 ＦＩＸＴＡＧＥ サービス その他サービス 5%

187,312 岡山県 岡山市 フィーグー　ナイジェル・ケーボン　岡山店 小売業 衣料品 5%

187,313 岡山県 岡山市 ＦＩＳＨＭＡＮ サービス 飲食業 5%

187,314 岡山県 岡山市 Ｆｉｌ　ＨＡＩＲａｎｄＳＰＡ サービス 理容・美容業 5%

187,315 岡山県 岡山市 ＦＯＲＴＹ　ＦＩＶＥ 小売業 衣料品 5%

187,316 岡山県 岡山市 ＰｈｏｔｏＳｔｕｄｉｏ・ＮＯＧＵＣＨＩ サービス その他サービス 5%

187,317 岡山県 岡山市 フォトスタジオプリンセス岡山店 サービス その他サービス 5%

187,318 岡山県 岡山市 フォレストヒルズ 小売業 その他小売 5%

187,319 岡山県 岡山市 福渡　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,320 岡山県 岡山市 不二オートサービス サービス その他サービス 5%
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187,321 岡山県 岡山市 藤田錦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,322 岡山県 岡山市 興除西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,323 岡山県 岡山市 ブックメイト　大安寺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,324 岡山県 岡山市 ブックメイト　撫川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,325 岡山県 岡山市 ブックメイト　東岡山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,326 岡山県 岡山市 ブックメイト　円山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,327 岡山県 岡山市 有限会社ブックメイト藤田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,328 岡山県 岡山市 ＢＯＵＴＩＱＵＥ　ｈａｎａｙａ 小売業 衣料品 5%

187,329 岡山県 岡山市 Ｐｕｎｉ　岡山店 サービス 飲食業 5%

187,330 岡山県 岡山市 ＦＲＡＮＣＫ　ＭＵＬＬＥＲ　ＴＯＭＩＹＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,331 岡山県 岡山市 ブランニュー　ブルーム サービス 理容・美容業 5%

187,332 岡山県 岡山市 フリュティエ　青江店 小売業 食料品 5%

187,333 岡山県 岡山市 フリュティエ　大元店 小売業 食料品 5%

187,334 岡山県 岡山市 フリュティエ　原尾島店 小売業 食料品 5%

187,335 岡山県 岡山市 ＢＲＯＯＫ　ＭＡＲＥ 小売業 衣料品 5%

187,336 岡山県 岡山市 ブルーム　カラーアース サービス 理容・美容業 5%

187,337 岡山県 岡山市 Ｆｌｅｕｒｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

187,338 岡山県 岡山市 ブルーク 小売業 衣料品 5%

187,339 岡山県 岡山市 ＢＲＯＯＫ　ＬＵＮＥ 小売業 衣料品 5%

187,340 岡山県 岡山市 ブルーム　青江店 サービス 理容・美容業 5%

187,341 岡山県 岡山市 ブルーム　コア店 サービス 理容・美容業 5%

187,342 岡山県 岡山市 ブルーム　プレミアム店 サービス 理容・美容業 5%

187,343 岡山県 岡山市 ブルーム　レガロ店 サービス 理容・美容業 5%

187,344 岡山県 岡山市 ブルームエクセレント サービス 理容・美容業 5%

187,345 岡山県 岡山市 ブレス　ひらまつ　青江店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,346 岡山県 岡山市 ブレス　ひらまつ平井店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,347 岡山県 岡山市 フレスタ門田屋敷店 小売業 その他小売 5%

187,348 岡山県 岡山市 フレスタ操南店 小売業 その他小売 5%

187,349 岡山県 岡山市 フレスタ津島店 小売業 その他小売 5%

187,350 岡山県 岡山市 ブレスひらまつ　今店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,351 岡山県 岡山市 フレックスギャラリー　岡山店 小売業 その他小売 5%

187,352 岡山県 岡山市 ブロッサムオーグ２１ 小売業 家具・調度品 5%

187,353 岡山県 岡山市 ブロッサムオーグ２１　円山店 小売業 家具・調度品 5%

187,354 岡山県 岡山市 プロフーズ　岡山店 小売業 食料品 5%

187,355 岡山県 岡山市 プロフーズ　岡山店 小売業 食料品 5%

187,356 岡山県 岡山市 プロフーズ　神戸店 小売業 食料品 5%

187,357 岡山県 岡山市 フローリア 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,358 岡山県 岡山市 ｈａｉｒ＆ｄｒｅｓｓｉｎｇ　Ｍａｋｏ サービス 理容・美容業 5%

187,359 岡山県 岡山市 ｈａｉｒｓｈｏｐ　ＫＵＳＫＵＳ サービス 理容・美容業 5%

187,360 岡山県 岡山市 ヘアーショップｋｕｓｋｕｓ サービス 理容・美容業 5%

187,361 岡山県 岡山市 ベア－ズサイクル 小売業 その他小売 5%

187,362 岡山県 岡山市 ヘアーステージモコ サービス 理容・美容業 5%
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187,363 岡山県 岡山市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

187,364 岡山県 岡山市 へいたいやＮｏｏｎ 小売業 衣料品 5%

187,365 岡山県 岡山市 ＢＥＳＳＯＣＯＦＦＥＥＲＯＡＳＴＥＲＳ サービス 飲食業 5%

187,366 岡山県 岡山市 ペットライフ　ポッター 小売業 その他小売 5%

187,367 岡山県 岡山市 ボクデン　岡山本店 サービス 飲食業 5%

187,368 岡山県 岡山市 ボクデン　銀座店 サービス 飲食業 5%

187,369 岡山県 岡山市 Ｈｏｒｓｅ　ａｎｄ　Ｄｅｅｒ 小売業 衣料品 5%

187,370 岡山県 岡山市 Ｈｏｒｓｅ　ａｎｄ　Ｄｅｅｒ 小売業 衣料品 5%

187,371 岡山県 岡山市 ボストン　ステーキ サービス 飲食業 5%

187,372 岡山県 岡山市 ほそだ 小売業 食料品 5%

187,373 岡山県 岡山市 補聴器センター辻岡山店 小売業 その他小売 5%

187,374 岡山県 岡山市 ボディショップアクセル 小売業 その他小売 5%

187,375 岡山県 岡山市 ボディメイクフィットネスＢｉ＋ サービス その他サービス 5%

187,376 岡山県 岡山市 ホテル岡山サンシャイン サービス 宿泊業 5%

187,377 岡山県 岡山市 ホテルたちばな サービス 宿泊業 5%

187,378 岡山県 岡山市 ホテルマイラ サービス 宿泊業 5%

187,379 岡山県 岡山市 ホビーゲームズ　ボードウォーク 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,380 岡山県 岡山市 ホビーゲームズ　ボードウォーク 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,381 岡山県 岡山市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,382 岡山県 岡山市 本町ぐるバル酒場 サービス 飲食業 5%

187,383 岡山県 岡山市 本町ココバル５５酒場 サービス 飲食業 5%

187,384 岡山県 岡山市 ＢＯＲＮＹＡＲＤ　ＣＬＯＳＥＴ 小売業 衣料品 5%

187,385 岡山県 岡山市 マエワ－クス サービス その他サービス 5%

187,386 岡山県 岡山市 ＭＡＲＧＡＲＥＴ　ＨＯＷＥＬＬ 小売業 衣料品 5%

187,387 岡山県 岡山市 マクドナルドイオンモール岡山店 サービス 飲食業 2%

187,388 岡山県 岡山市 マクドナルド岡山高屋店 サービス 飲食業 2%

187,389 岡山県 岡山市 マクドナルド岡山西バイパス店 サービス 飲食業 2%

187,390 岡山県 岡山市 マクドナルド岡山野田店 サービス 飲食業 2%

187,391 岡山県 岡山市 マクドナルド岡山バイパス店 サービス 飲食業 2%

187,392 岡山県 岡山市 マクドナルド岡山福浜店 サービス 飲食業 2%

187,393 岡山県 岡山市 マクドナルド岡山ベスト電器モール店 サービス 飲食業 2%

187,394 岡山県 岡山市 マクドナルド岡北ハピータウン店 サービス 飲食業 2%

187,395 岡山県 岡山市 マクドナルド５３号津高店 サービス 飲食業 2%

187,396 岡山県 岡山市 マクドナルド西大寺ハピータウン店 サービス 飲食業 2%

187,397 岡山県 岡山市 マクドナルド清輝橋店 サービス 飲食業 2%

187,398 岡山県 岡山市 マクドナルド津島モール店 サービス 飲食業 2%

187,399 岡山県 岡山市 マクドナルド平島店 サービス 飲食業 2%

187,400 岡山県 岡山市 マクドナルド益野マルナカ店 サービス 飲食業 2%

187,401 岡山県 岡山市 マジェスティックサロントガシ サービス 理容・美容業 5%

187,402 岡山県 岡山市 マスターピース岡山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,403 岡山県 岡山市 マスヤ 小売業 衣料品 5%

187,404 岡山県 岡山市 枡屋 サービス 飲食業 5%
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187,405 岡山県 岡山市 マスヤ　ドリームタウン店 小売業 衣料品 5%

187,406 岡山県 岡山市 マツダオートザム岡山北 サービス その他サービス 5%

187,407 岡山県 岡山市 ママショップ 小売業 その他小売 5%

187,408 岡山県 岡山市 まるや住宅設計 サービス その他サービス 5%

187,409 岡山県 岡山市 万富　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,410 岡山県 岡山市 万歩エンタメ館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,411 岡山県 岡山市 万歩書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,412 岡山県 岡山市 万歩書店　奥田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,413 岡山県 岡山市 万歩書店　東岡山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,414 岡山県 岡山市 万歩書店　平井店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,415 岡山県 岡山市 ミキモト化粧品真実営業所 小売業 その他小売 5%

187,416 岡山県 岡山市 株式会社三沢美術 小売業 家具・調度品 5%

187,417 岡山県 岡山市 ミシンショップ岡山 小売業 電化製品 5%

187,418 岡山県 岡山市 御津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,419 岡山県 岡山市 ミニカーショップ　ｓｈａｄｏｗ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,420 岡山県 岡山市 みのるゴルフ　一宮 小売業 その他小売 5%

187,421 岡山県 岡山市 みのるゴルフ一宮 小売業 その他小売 5%

187,422 岡山県 岡山市 みのるゴルフ笹ヶ瀬 小売業 その他小売 5%

187,423 岡山県 岡山市 みのるゴルフ妹尾 小売業 その他小売 5%

187,424 岡山県 岡山市 みのるホテル事業　後楽ホテル サービス 宿泊業 5%

187,425 岡山県 岡山市 Ｍｉｍｉ サービス その他サービス 5%

187,426 岡山県 岡山市 みみをすませば サービス 飲食業 5%

187,427 岡山県 岡山市 ミモザ岡山大安寺店 小売業 家具・調度品 5%

187,428 岡山県 岡山市 ミモザ東岡山店 小売業 家具・調度品 5%

187,429 岡山県 岡山市 宮脇書店　岡山本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,430 岡山県 岡山市 宮脇書店　原尾島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,431 岡山県 岡山市 宮脇書店　東岡山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,432 岡山県 岡山市 宮脇書店　平島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,433 岡山県 岡山市 宮脇書店岡北店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,434 岡山県 岡山市 ミルクココア サービス 理容・美容業 5%

187,435 岡山県 岡山市 ミルフィーユ サービス 理容・美容業 5%

187,436 岡山県 岡山市 みんなの防犯堂 小売業 電化製品 5%

187,437 岡山県 岡山市 株式会社メイコール 小売業 食料品 5%

187,438 岡山県 岡山市 メガネのイシガミ　岡山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,439 岡山県 岡山市 メガネ本舗　東岡山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,440 岡山県 岡山市 メガネ本舗　平島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,441 岡山県 岡山市 メガネ本舗　米倉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,442 岡山県 岡山市 メディアカフェポパイ岡南店 サービス その他サービス 5%

187,443 岡山県 岡山市 モダン・プロ　岡山店 小売業 食料品 5%

187,444 岡山県 岡山市 もっこす サービス 飲食業 5%

187,445 岡山県 岡山市 モトラッド　バルコム岡山 サービス その他サービス 5%

187,446 岡山県 岡山市 モミジヤスポーツ西大寺本店 小売業 その他小売 5%
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187,447 岡山県 岡山市 モミジヤスポーツ 小売業 その他小売 5%

187,448 岡山県 岡山市 モミジヤスポーツ［マービス］ 小売業 その他小売 5%

187,449 岡山県 岡山市 モミジヤスポーツ　サイダイジテンマ 小売業 その他小売 5%

187,450 岡山県 岡山市 モミジヤスポーツ奉還町店［マービス］ 小売業 その他小売 5%

187,451 岡山県 岡山市 桃太郎ジーンズ　岡山店 小売業 衣料品 5%

187,452 岡山県 岡山市 桃のくまさん 小売業 その他小売 5%

187,453 岡山県 岡山市 森澤僚太 サービス その他サービス 5%

187,454 岡山県 岡山市 森の写真館ブランシュ サービス その他サービス 5%

187,455 岡山県 岡山市 焼肉　七福 サービス 飲食業 5%

187,456 岡山県 岡山市 焼肉　福池 サービス 飲食業 5%

187,457 岡山県 岡山市 焼肉五苑　下中野店 サービス 飲食業 5%

187,458 岡山県 岡山市 焼肉たまや岡南店 サービス 飲食業 5%

187,459 岡山県 岡山市 八十八商店バンビ－ナ サービス 飲食業 5%

187,460 岡山県 岡山市 屋根裏ａｔｔｉｃ 小売業 衣料品 5%

187,461 岡山県 岡山市 山崎自動車 サービス その他サービス 5%

187,462 岡山県 岡山市 ヤマネモータース 小売業 その他小売 5%

187,463 岡山県 岡山市 有限会社あいぷらす サービス その他サービス 5%

187,464 岡山県 岡山市 ［ＨＣ］有限会社エース 小売業 電化製品 5%

187,465 岡山県 岡山市 有限会社オートサービスケイ 小売業 その他小売 5%

187,466 岡山県 岡山市 有限会社岡オート商会 サービス その他サービス 5%

187,467 岡山県 岡山市 有限会社竹波運動具店 小売業 その他小売 5%

187,468 岡山県 岡山市 遊月 サービス 飲食業 5%

187,469 岡山県 岡山市 優和 小売業 衣料品 5%

187,470 岡山県 岡山市 ユーロサロン　トミヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,471 岡山県 岡山市 ラウンジ　昭 サービス 飲食業 5%

187,472 岡山県 岡山市 ラウンジマスカット サービス 飲食業 5%

187,473 岡山県 岡山市 らしんばん　岡山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,474 岡山県 岡山市 ＲＵＳＨＯＵＴ 小売業 衣料品 5%

187,475 岡山県 岡山市 ラビータ　東古松店 小売業 その他小売 5%

187,476 岡山県 岡山市 らりっくす治療院 サービス その他サービス 5%

187,477 岡山県 岡山市 ランプロ 小売業 その他小売 5%

187,478 岡山県 岡山市 リカーランド　アヤノ 小売業 食料品 5%

187,479 岡山県 岡山市 リカーランドＡＹＡＮＯ　中央町店 小売業 食料品 5%

187,480 岡山県 岡山市 リサイクル買館 小売業 その他小売 5%

187,481 岡山県 岡山市 リストランテ　マツムラ サービス 飲食業 5%

187,482 岡山県 岡山市 リゾート岡山店 サービス 飲食業 5%

187,483 岡山県 岡山市 リッシュ サービス 理容・美容業 5%

187,484 岡山県 岡山市 リトファンイタリアーノ岡山店 サービス 飲食業 5%

187,485 岡山県 岡山市 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

187,486 岡山県 岡山市 ｌｅｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

187,487 岡山県 岡山市 龍祥 小売業 その他小売 5%

187,488 岡山県 岡山市 龍之介 サービス 飲食業 5%
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187,489 岡山県 岡山市 両備グレースタクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

187,490 岡山県 岡山市 両備フェリー　新岡山港営業所 サービス その他サービス 5%

187,491 岡山県 岡山市 リョービツアーズ サービス その他サービス 5%

187,492 岡山県 岡山市 リョービツアーズ　岡山支店 サービス その他サービス 5%

187,493 岡山県 岡山市 リョービツアーズ　団体営業 サービス その他サービス 5%

187,494 岡山県 岡山市 Ａｕｔｈｅｎｔｉｃ合同会社 サービス その他サービス 5%

187,495 岡山県 岡山市 ｌｅ　ｃａｌｍｅ　ｈａｉｒ　ｄｅ サービス 理容・美容業 5%

187,496 岡山県 岡山市 Ｒｏｏｔｓ サービス 理容・美容業 5%

187,497 岡山県 岡山市 ルピエ サービス 理容・美容業 5%

187,498 岡山県 岡山市 ル．リアン サービス 理容・美容業 5%

187,499 岡山県 岡山市 Ｒａｙｆａｃｔｏｒｙｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

187,500 岡山県 岡山市 レガロ サービス 理容・美容業 5%

187,501 岡山県 岡山市 レジャックス　岡山店 小売業 その他小売 5%

187,502 岡山県 岡山市 レジャックス　平島店 小売業 その他小売 5%

187,503 岡山県 岡山市 Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ　岡山店 小売業 衣料品 5%

187,504 岡山県 岡山市 Ｒｅｍｕｒｉａ サービス 理容・美容業 5%

187,505 岡山県 岡山市 レンタルキモノマイン　岡山店 小売業 衣料品 5%

187,506 岡山県 岡山市 ロッソ サービス 理容・美容業 5%

187,507 岡山県 岡山市 ロレックス．ギャラリー．トミヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,508 岡山県 岡山市 ワインと地酒　武田　岡山幸町店 小売業 食料品 5%

187,509 岡山県 岡山市 ワインと地酒　武田　岡山店 小売業 食料品 5%

187,510 岡山県 岡山市 和牛焼肉　牛八　岡山店 サービス 飲食業 5%

187,511 岡山県 岡山市 和菜　いぶき サービス 飲食業 5%

187,512 岡山県 岡山市 ［ＨＣ］渡辺電気 小売業 電化製品 5%

187,513 岡山県 岡山市 和風中国飯店　Ｓｉｍｐｌｅ サービス 飲食業 5%

187,514 岡山県 岡山市 ワールドハーモニー・テラ 小売業 その他小売 5%

187,515 岡山県 岡山市北区 アートスペース油亀 小売業 その他小売 5%

187,516 岡山県 岡山市北区 ＡＯＢＡ サービス 飲食業 5%

187,517 岡山県 岡山市北区 ＡＣＣＥＮＴ サービス 理容・美容業 5%

187,518 岡山県 岡山市北区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒｏｂｕ岡山 サービス 理容・美容業 5%

187,519 岡山県 岡山市北区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｂａｌｌａｄ岡山イオン前 サービス 理容・美容業 5%

187,520 岡山県 岡山市北区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｓｏｕｒｉｒｅ岡山下中野 サービス 理容・美容業 5%

187,521 岡山県 岡山市北区 旭タクシー　１３１ サービス 運輸業 5%

187,522 岡山県 岡山市北区 旭タクシー １０１ サービス 運輸業 5%

187,523 岡山県 岡山市北区 朝日トレーディング わいわいタイヤ 小売業 その他小売 5%

187,524 岡山県 岡山市北区 アサンブラージュ 小売業 衣料品 5%

187,525 岡山県 岡山市北区 アジアンヒーリング　Ｓｉｉ　Ｒｕｅ　Ｄｕｕ【シールドゥ】 サービス その他サービス 5%

187,526 岡山県 岡山市北区 芦田治療室 サービス 理容・美容業 5%

187,527 岡山県 岡山市北区 足守タクシー サービス 運輸業 5%

187,528 岡山県 岡山市北区 足守のメロン屋さん 小売業 食料品 5%

187,529 岡山県 岡山市北区 吾妻寿司　さんすて岡山 サービス 飲食業 5%

187,530 岡山県 岡山市北区 ａｔｅｌｉｅｒｅｎｒｕｂａｎｎｅ サービス 理容・美容業 5%
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187,531 岡山県 岡山市北区 ＡＮＥＭＯＮＥ　岡山一番街 小売業 衣料品 5%

187,532 岡山県 岡山市北区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　アピア３０ＳＳ 小売業 その他小売 2%

187,533 岡山県 岡山市北区 アビーム サービス 飲食業 5%

187,534 岡山県 岡山市北区 油亀の出張販売 小売業 その他小売 5%

187,535 岡山県 岡山市北区 アポロちぇーん　田中店 小売業 電化製品 5%

187,536 岡山県 岡山市北区 アマネク　バイ　ディスカバー サービス 理容・美容業 5%

187,537 岡山県 岡山市北区 阿藻珍味　さんすて岡山店 小売業 食料品 5%

187,538 岡山県 岡山市北区 ａｍｏｎ サービス 理容・美容業 5%

187,539 岡山県 岡山市北区 ＡＹＡ　ＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

187,540 岡山県 岡山市北区 ｅｎｓｅｍｂｌｅ サービス 理容・美容業 5%

187,541 岡山県 岡山市北区 アンジェリカ サービス 理容・美容業 5%

187,542 岡山県 岡山市北区 安心野菜の中華 華菜家 サービス 飲食業 5%

187,543 岡山県 岡山市北区 ＥｎｓｏｌｅｉｉｌＥ サービス 飲食業 5%

187,544 岡山県 岡山市北区 ａｍｐ サービス その他サービス 5%

187,545 岡山県 岡山市北区 ｅ－ｃａｒｅ サービス 運輸業 5%

187,546 岡山県 岡山市北区 ＥＬＤ岡山店 小売業 家具・調度品 5%

187,547 岡山県 岡山市北区 ＥＶＯＧＵＥＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ サービス 理容・美容業 5%

187,548 岡山県 岡山市北区 郁文堂書店　庭瀬店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,549 岡山県 岡山市北区 郁文堂書店庭瀬店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,550 岡山県 岡山市北区 池田動物園 チケット１ サービス その他サービス 5%

187,551 岡山県 岡山市北区 居酒家土間土間岡山店 サービス 飲食業 2%

187,552 岡山県 岡山市北区 ＩＺＡＢＡＲＷＩＴＨ サービス 飲食業 5%

187,553 岡山県 岡山市北区 ＩＳＯＧＡＭＩ餃子バルＴＯＭＡＫＯ サービス 飲食業 5%

187,554 岡山県 岡山市北区 伊丹車輌　本店 サービス その他サービス 5%

187,555 岡山県 岡山市北区 イタリアンバール　ＳｏＬ サービス 飲食業 5%

187,556 岡山県 岡山市北区 伊太利屋岡山店 小売業 衣料品 5%

187,557 岡山県 岡山市北区 １５１８珈琲 サービス 飲食業 5%

187,558 岡山県 岡山市北区 壱厘酒蔵 サービス 飲食業 5%

187,559 岡山県 岡山市北区 出光岡山今ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,560 岡山県 岡山市北区 出光金川北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,561 岡山県 岡山市北区 出光セルフ岡山吉備津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

187,562 岡山県 岡山市北区 ＳＨＵＨＡＲＩ 小売業 衣料品 5%

187,563 岡山県 岡山市北区 イノセンス　問屋町テラス店 サービス その他サービス 5%

187,564 岡山県 岡山市北区 イピア サービス 理容・美容業 5%

187,565 岡山県 岡山市北区 今八ふたわ 小売業 食料品 5%

187,566 岡山県 岡山市北区 いらっしゃい亭 サービス 飲食業 5%

187,567 岡山県 岡山市北区 いらない物活用センター 小売業 その他小売 5%

187,568 岡山県 岡山市北区 ＩＷＡＨＡＮＡ 小売業 食料品 5%

187,569 岡山県 岡山市北区 ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡ ＲＥＬＡＴＩＯＮ インターナショナルリレーション 小売業 衣料品 5%

187,570 岡山県 岡山市北区 インターネットカフェＭＥＧＡＬＯ サービス その他サービス 5%

187,571 岡山県 岡山市北区 インテリアデザインヴィーナス 小売業 家具・調度品 5%

187,572 岡山県 岡山市北区 インフォポート合同会社 本店 サービス その他サービス 5%
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187,573 岡山県 岡山市北区 ＶＩＶーＲＵＮ サービス その他サービス 5%

187,574 岡山県 岡山市北区 ウイズ　ワタベ 小売業 衣料品 5%

187,575 岡山県 岡山市北区 ＵＮＵＳ 小売業 衣料品 5%

187,576 岡山県 岡山市北区 ＵＮＵＳ　ＶＡＰＥ　ＳＨＯＰ　ＵＮＵＳ 小売業 その他小売 5%

187,577 岡山県 岡山市北区 内田電気 小売業 電化製品 5%

187,578 岡山県 岡山市北区 ＵＭＭ サービス 理容・美容業 5%

187,579 岡山県 岡山市北区 エーアイディー　岡山店 小売業 家具・調度品 5%

187,580 岡山県 岡山市北区 栄太楼菓子舗 小売業 食料品 5%

187,581 岡山県 岡山市北区 エイミアブレス 小売業 その他小売 5%

187,582 岡山県 岡山市北区 エカヒエルア サービス その他サービス 5%

187,583 岡山県 岡山市北区 ＥＸＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

187,584 岡山県 岡山市北区 ＥＸＴＡＳＩＳＴＡ サービス 理容・美容業 5%

187,585 岡山県 岡山市北区 エクセレントコミュニケーションズ サービス その他サービス 5%

187,586 岡山県 岡山市北区 Ｅｃｏｌｖｉｅ サービス その他サービス 5%

187,587 岡山県 岡山市北区 ＳＨＧ一宮店 小売業 電化製品 5%

187,588 岡山県 岡山市北区 エスプリ　岡山本町店 サービス 飲食業 5%

187,589 岡山県 岡山市北区 ｅｔｅ岡山一番街店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,590 岡山県 岡山市北区 Ｍｄｅｎねっと　番町店 小売業 電化製品 5%

187,591 岡山県 岡山市北区 Ｍ２Ｆ サービス 理容・美容業 5%

187,592 岡山県 岡山市北区 ＭＢＬ岡山赤十字病院サロン サービス 理容・美容業 5%

187,593 岡山県 岡山市北区 ａｉｍｅｒｆｅｅｌ　岡山一番街店 小売業 衣料品 5%

187,594 岡山県 岡山市北区 ＥＭＯＤＡ　岡山一番街店 小売業 衣料品 5%

187,595 岡山県 岡山市北区 ＥＬＫ　ＮＥＷＹＯＲＫ　ＢＲＵＮＣＨ　岡山一番街店 サービス 飲食業 5%

187,596 岡山県 岡山市北区 Ｌ－デザイン事務所 サービス その他サービス 5%

187,597 岡山県 岡山市北区 エンドオ薬局 小売業 その他小売 5%

187,598 岡山県 岡山市北区 オーシャンテーブル ＭＡ なべや岡山店 サービス 飲食業 5%

187,599 岡山県 岡山市北区 オーシャンテーブル ｎｉｎｎｉｋｕｙａ ｐｒｅｓｅｎｔｓ リゾート 岡山店 Ｅｕｒｏ ｓｔｙｌｅ サービス 飲食業 5%

187,600 岡山県 岡山市北区 オーシャンテーブル 肉Ｂａｒ Ｐｕｎｉ 岡山店 サービス 飲食業 5%

187,601 岡山県 岡山市北区 Ａｕｔｏ　ｈｏｕｓｅ　ｉｍｓａ 小売業 その他小売 5%

187,602 岡山県 岡山市北区 岡べん工房 サービス 飲食業 5%

187,603 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山青江１丁目店 小売業 食料品 2%

187,604 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山足守大井店 小売業 食料品 2%

187,605 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山今７丁目店 小売業 食料品 2%

187,606 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山今２丁目店 小売業 食料品 2%

187,607 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山今保店 小売業 食料品 2%

187,608 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山今６丁目店 小売業 食料品 2%

187,609 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山駅元町店 小売業 食料品 2%

187,610 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山大元駅北店 小売業 食料品 2%

187,611 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山大元２丁目店 小売業 食料品 2%

187,612 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山岡町店 小売業 食料品 2%

187,613 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山奥田店 小売業 食料品 2%

187,614 岡山県 岡山市北区 岡山金陵カントリークラブ サービス その他サービス 5%
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187,615 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山厚生町東店 小売業 食料品 2%

187,616 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山岡南町１丁目店 小売業 食料品 2%

187,617 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山小山店 小売業 食料品 2%

187,618 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山市民病院店 小売業 食料品 2%

187,619 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山下石井２丁目店 小売業 食料品 2%

187,620 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山下伊福西町店 小売業 食料品 2%

187,621 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山下中野店 小売業 食料品 2%

187,622 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山白石店 小売業 食料品 2%

187,623 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山新庄下店 小売業 食料品 2%

187,624 岡山県 岡山市北区 岡山スポーツ会館 サービス その他サービス 5%

187,625 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山大安寺南町店 小売業 食料品 2%

187,626 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山大学店 小売業 食料品 2%

187,627 岡山県 岡山市北区 セブンーイレブン岡山大学前店 小売業 食料品 2%

187,628 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山高松店 小売業 食料品 2%

187,629 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山田中店 小売業 食料品 2%

187,630 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山津島京町店 小売業 食料品 2%

187,631 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山問屋町店 小売業 食料品 2%

187,632 岡山県 岡山市北区 岡山トヨタ自動車岡山店 小売業 その他小売 5%

187,633 岡山県 岡山市北区 岡山トヨタ自動車特販部 小売業 その他小売 5%

187,634 岡山県 岡山市北区 岡山トヨタ自動車野田店 小売業 その他小売 5%

187,635 岡山県 岡山市北区 岡山トヨタ自動車Ｕ－Ｃａｒ伊島 小売業 その他小売 5%

187,636 岡山県 岡山市北区 岡山トヨペットＳ．ＳＴＡＧＥ伊福町 小売業 その他小売 5%

187,637 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山中山下店 小売業 食料品 2%

187,638 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山中仙道１丁目店 小売業 食料品 2%

187,639 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山西辛川店 小売業 食料品 2%

187,640 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山西野山町店 小売業 食料品 2%

187,641 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山野田４丁目店 小売業 食料品 2%

187,642 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山野殿東町店 小売業 食料品 2%

187,643 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山東中央町店 小売業 食料品 2%

187,644 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山東古松２丁目店 小売業 食料品 2%

187,645 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山東古松南店 小売業 食料品 2%

187,646 岡山県 岡山市北区 岡山ビューホテル サービス 宿泊業 2%

187,647 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山平野店 小売業 食料品 2%

187,648 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山法界院店 小売業 食料品 2%

187,649 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山三門東町店 小売業 食料品 2%

187,650 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山南方５丁目店 小売業 食料品 2%

187,651 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山牟佐店 小売業 食料品 2%

187,652 岡山県 岡山市北区 おかやま桃子　さんすて岡山店 小売業 食料品 5%

187,653 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山桃太郎大通り店 小売業 食料品 2%

187,654 岡山県 岡山市北区 岡山ヤクルト販売　今センター 小売業 食料品 5%

187,655 岡山県 岡山市北区 岡山ヤクルト販売 金川センター 小売業 食料品 5%

187,656 岡山県 岡山市北区 岡山ヤクルト販売 吉備センター 小売業 食料品 5%
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187,657 岡山県 岡山市北区 岡山ヤクルト販売　後楽センター 小売業 食料品 5%

187,658 岡山県 岡山市北区 岡山ヤクルト販売　高松センター 小売業 食料品 5%

187,659 岡山県 岡山市北区 岡山ヤクルト販売　中央センター 小売業 食料品 5%

187,660 岡山県 岡山市北区 岡山ヤクルト販売 直販高柳事業所 小売業 食料品 5%

187,661 岡山県 岡山市北区 岡山ヤクルト販売 津倉センター 小売業 食料品 5%

187,662 岡山県 岡山市北区 岡山ヤクルト販売　津高センター 小売業 食料品 5%

187,663 岡山県 岡山市北区 セブン－イレブン岡山弓之町店 小売業 食料品 2%

187,664 岡山県 岡山市北区 岡山Ｒｅイノベーション サービス その他サービス 5%

187,665 岡山県 岡山市北区 岡山リハビリ＆トレーニングセンター サービス 理容・美容業 5%

187,666 岡山県 岡山市北区 オクトヘアープラス サービス 理容・美容業 5%

187,667 岡山県 岡山市北区 オソレイユ サービス その他サービス 5%

187,668 岡山県 岡山市北区 お宝発見 なるはや 小売業 その他小売 5%

187,669 岡山県 岡山市北区 お竹まんじゅう サービス 飲食業 5%

187,670 岡山県 岡山市北区 オパール サービス 飲食業 5%

187,671 岡山県 岡山市北区 表町イタリアン　ＭＡＲＩＯ サービス 飲食業 5%

187,672 岡山県 岡山市北区 表町スタイルストア 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,673 岡山県 岡山市北区 株式会社オリーズデザイン サービス その他サービス 5%

187,674 岡山県 岡山市北区 オリエントバザール サービス その他サービス 5%

187,675 岡山県 岡山市北区 オリックスレンタカー岡山駅西口店 サービス その他サービス 2%

187,676 岡山県 岡山市北区 オリックスレンタカー岡山駅東口店 サービス その他サービス 2%

187,677 岡山県 岡山市北区 オリックスレンタカー岡山空港店 サービス その他サービス 2%

187,678 岡山県 岡山市北区 オリックスレンタカー岡山下中野店 サービス その他サービス 2%

187,679 岡山県 岡山市北区 オリックスレンタカー北長瀬駅南店 サービス その他サービス 2%

187,680 岡山県 岡山市北区 オレタン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,681 岡山県 岡山市北区 温野菜岡山高柳店 サービス 飲食業 2%

187,682 岡山県 岡山市北区 温野菜岡山津島店 サービス 飲食業 2%

187,683 岡山県 岡山市北区 カーズクラブ サービス その他サービス 5%

187,684 岡山県 岡山市北区 カードキングダム岡山駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,685 岡山県 岡山市北区 カードラボ　岡山西口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,686 岡山県 岡山市北区 カーバイセル 株式会社カーバイセル サービス その他サービス 5%

187,687 岡山県 岡山市北区 海都　岡山駅前店 サービス 飲食業 5%

187,688 岡山県 岡山市北区 海都　大安寺店 サービス 飲食業 5%

187,689 岡山県 岡山市北区 海都　本店 サービス 飲食業 5%

187,690 岡山県 岡山市北区 ＫＡＩＮＯ　岡山店 サービス 理容・美容業 5%

187,691 岡山県 岡山市北区 快明薬局　快明薬局 小売業 その他小売 5%

187,692 岡山県 岡山市北区 カイロプラクティックサロンおかやま サービス 理容・美容業 5%

187,693 岡山県 岡山市北区 ｋａｇｉｒｏｉ サービス 理容・美容業 5%

187,694 岡山県 岡山市北区 ＣＡＱＲＥＣＡ サービス 理容・美容業 5%

187,695 岡山県 岡山市北区 活魚廻転寿司 いわ栄 津高店 サービス 飲食業 5%

187,696 岡山県 岡山市北区 かつ泉　今店 サービス 飲食業 5%

187,697 岡山県 岡山市北区 かってぼっくす 小売業 その他小売 5%

187,698 岡山県 岡山市北区 かつ丼城下町 津島店 津島店 サービス 飲食業 5%
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187,699 岡山県 岡山市北区 桂楓 サービス 飲食業 5%

187,700 岡山県 岡山市北区 金光薬品岡北店 小売業 その他小売 5%

187,701 岡山県 岡山市北区 金光薬品庭瀬店 小売業 その他小売 5%

187,702 岡山県 岡山市北区 ＫＡＢＡＮ?ＹＡ１０６　ＫＡＢＡＮ?ＹＡ１０６ 小売業 その他小売 5%

187,703 岡山県 岡山市北区 カフェアンドバー　ジンジ サービス 飲食業 5%

187,704 岡山県 岡山市北区 ＣＡＦＥ　ＱＩＮＥＭＡ サービス 飲食業 5%

187,705 岡山県 岡山市北区 株式会社アベルホーム サービス その他サービス 5%

187,706 岡山県 岡山市北区 Ｓｃｕｒｖｅ サービス その他サービス 5%

187,707 岡山県 岡山市北区 株式会社ｎｔｓ　岡山営業所 サービス その他サービス 5%

187,708 岡山県 岡山市北区 株式会社オーケーミュージック　本部 サービス その他サービス 5%

187,709 岡山県 岡山市北区 株式会社ＫＣＢプランニング サービス その他サービス 5%

187,710 岡山県 岡山市北区 株式会社山陽こだま楽器 岡山西口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,711 岡山県 岡山市北区 株式会社志ほや 小売業 食料品 5%

187,712 岡山県 岡山市北区 桃太郎ジーンズ岡山店 小売業 衣料品 5%

187,713 岡山県 岡山市北区 株式会社大成センイ 小売業 その他小売 5%

187,714 岡山県 岡山市北区 株式会社ダイヤモンドマテリアル 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,715 岡山県 岡山市北区 株式会社みつの里　株式会社みつの里農産物楽市みつの里 小売業 食料品 5%

187,716 岡山県 岡山市北区 髪の店 サービス 理容・美容業 5%

187,717 岡山県 岡山市北区 かもがた茶屋 岡山高柳店 サービス 飲食業 5%

187,718 岡山県 岡山市北区 かもがた亭 岡山一宮店 サービス 飲食業 5%

187,719 岡山県 岡山市北区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋岡山駅西口店 サービス 飲食業 2%

187,720 岡山県 岡山市北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋岡山駅前店 サービス 飲食業 2%

187,721 岡山県 岡山市北区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋岡山岡南店 サービス 飲食業 2%

187,722 岡山県 岡山市北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋岡山下中野店 サービス 飲食業 2%

187,723 岡山県 岡山市北区 カレーハウスココ壱番屋岡山庭瀬店 サービス 飲食業 2%

187,724 岡山県 岡山市北区 花恋　ｔｈｅ　ＦＬＯＷＥＲ 小売業 その他小売 5%

187,725 岡山県 岡山市北区 河合タクシー サービス 運輸業 5%

187,726 岡山県 岡山市北区 カンコーショップ岡山 小売業 衣料品 5%

187,727 岡山県 岡山市北区 元祖じゃんがららぁめん サービス 飲食業 5%

187,728 岡山県 岡山市北区 絆屋 サービス 飲食業 5%

187,729 岡山県 岡山市北区 キッチンａｋｕｒａ サービス その他サービス 5%

187,730 岡山県 岡山市北区 木下ラジオ電化商事有限会社 小売業 電化製品 5%

187,731 岡山県 岡山市北区 吉備の国珈琲焙煎所 吉備の国珈琲焙煎所 小売業 食料品 5%

187,732 岡山県 岡山市北区 キャピックオカヤマ サービス その他サービス 5%

187,733 岡山県 岡山市北区 ギャラリーアワーストーリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,734 岡山県 岡山市北区 キャンドゥ 津島モール店 小売業 その他小売 2%

187,735 岡山県 岡山市北区 牛角岡山駅前店 サービス 飲食業 2%

187,736 岡山県 岡山市北区 牛角岡山津島店 サービス 飲食業 2%

187,737 岡山県 岡山市北区 牛たん居酒屋 たん屋びぜん サービス 飲食業 5%

187,738 岡山県 岡山市北区 京呉服好一 小売業 衣料品 5%

187,739 岡山県 岡山市北区 協同組合瀬戸内ファニチャー 協同組合瀬戸内ファニチャー サービス その他サービス 5%

187,740 岡山県 岡山市北区 京の味　桜川 サービス 飲食業 5%
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187,741 岡山県 岡山市北区 キングズバーバーショップ サービス 理容・美容業 5%

187,742 岡山県 岡山市北区 キングファミリー岡山大安寺店　岡山大安寺店 小売業 衣料品 2%

187,743 岡山県 岡山市北区 キンパのお店　ちゅんちゅん サービス 飲食業 5%

187,744 岡山県 岡山市北区 金萬堂本舗 　さんすて岡山 小売業 食料品 5%

187,745 岡山県 岡山市北区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ岡山店 小売業 その他小売 5%

187,746 岡山県 岡山市北区 串揚げ飯房　ごんご サービス 飲食業 5%

187,747 岡山県 岡山市北区 くし処串輪家 サービス 飲食業 5%

187,748 岡山県 岡山市北区 ｋｕｋｋａ サービス 理容・美容業 5%

187,749 岡山県 岡山市北区 クッキング　ラボ　ディレット サービス その他サービス 5%

187,750 岡山県 岡山市北区 グッドミート大元 小売業 食料品 5%

187,751 岡山県 岡山市北区 ＫＮＯＰＰ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

187,752 岡山県 岡山市北区 久保容器有限会社 小売業 その他小売 5%

187,753 岡山県 岡山市北区 倉敷串カツ マー坊 岡山幸町店 サービス 飲食業 5%

187,754 岡山県 岡山市北区 ＣＲＡＦＴ サービス 理容・美容業 5%

187,755 岡山県 岡山市北区 ＧＲＡＮＣＥ サービス その他サービス 5%

187,756 岡山県 岡山市北区 グランド津島店 小売業 電化製品 5%

187,757 岡山県 岡山市北区 グランドヨシオカ店 小売業 電化製品 5%

187,758 岡山県 岡山市北区 ＧＲＡＮＬＵＳＳＯ岡山イオン前 サービス 理容・美容業 5%

187,759 岡山県 岡山市北区 ＧＲＡＮ　ＬＵＳＳＯ　岡山駅前 サービス 理容・美容業 5%

187,760 岡山県 岡山市北区 ＧＲＡＮＬＵＳＳＯ　岡山イオン前 サービス 理容・美容業 5%

187,761 岡山県 岡山市北区 ぐりぐり家　岡山駅前店 サービス 飲食業 5%

187,762 岡山県 岡山市北区 ｇｒｉｃｏ　ａｐａｒｔ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

187,763 岡山県 岡山市北区 ｇｒｉｃｏ　ａｐａｒｔ　ＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

187,764 岡山県 岡山市北区 Ｇｏｕｒｍａｎｄ　Ｓｏｎｏｗａ サービス 飲食業 5%

187,765 岡山県 岡山市北区 グレイハウンド 小売業 衣料品 5%

187,766 岡山県 岡山市北区 ｇｒａｃｅ　ｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

187,767 岡山県 岡山市北区 ＧＲＥＡＴ　ＰＵＭＰＫＩＮ サービス 飲食業 5%

187,768 岡山県 岡山市北区 ＣＲＯＳＳＯｂａｒ サービス 飲食業 5%

187,769 岡山県 岡山市北区 黒瀬理容店 サービス 理容・美容業 5%

187,770 岡山県 岡山市北区 ＫＳＫ自販株式会社 小売業 その他小売 5%

187,771 岡山県 岡山市北区 啓文社　岡山本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,772 岡山県 岡山市北区 ＫＮＰ サービス その他サービス 5%

187,773 岡山県 岡山市北区 ＫＳＴＲＥＥＴ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

187,774 岡山県 岡山市北区 とりいくぐる サービス その他サービス 5%

187,775 岡山県 岡山市北区 結婚相談所ＧＲＡＣＩＡ サービス その他サービス 5%

187,776 岡山県 岡山市北区 健幸堂　本店 サービス その他サービス 5%

187,777 岡山県 岡山市北区 健康屋　健康屋　岡山問屋町店 サービス その他サービス 5%

187,778 岡山県 岡山市北区 こうげつ堂 小売業 食料品 5%

187,779 岡山県 岡山市北区 岡南ギャラリー有限会社 小売業 その他小売 5%

187,780 岡山県 岡山市北区 神戸サンド屋　さんすて岡山店 小売業 食料品 5%

187,781 岡山県 岡山市北区 コウモト時計眼鏡店 小売業 その他小売 5%

187,782 岡山県 岡山市北区 ｇｏｅｍ【ゴエム】 サービス 理容・美容業 5%
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187,783 岡山県 岡山市北区 コートフォッセ 小売業 衣料品 5%

187,784 岡山県 岡山市北区 五気長生療院 サービス 理容・美容業 5%

187,785 岡山県 岡山市北区 Ｃｏｓｍｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　岡山一番街店 小売業 その他小売 5%

187,786 岡山県 岡山市北区 コスメティック　ナビ 小売業 その他小売 5%

187,787 岡山県 岡山市北区 虎太郎屋 小売業 その他小売 5%

187,788 岡山県 岡山市北区 コチラ自転車屋 本店 小売業 その他小売 5%

187,789 岡山県 岡山市北区 コチラ自転車屋 ２号店 小売業 その他小売 5%

187,790 岡山県 岡山市北区 ｋｏｔｏｎｏｈａ サービス 理容・美容業 5%

187,791 岡山県 岡山市北区 小橋金造商店 サービス 飲食業 5%

187,792 岡山県 岡山市北区 Ｒｅｐａｉｒ　Ｋｏｂｏ　ｋｏｂｂｉｔ サービス その他サービス 5%

187,793 岡山県 岡山市北区 コープ大野辻 小売業 食料品 5%

187,794 岡山県 岡山市北区 ＧＯＨＯＢＩ岡山駅店 小売業 食料品 5%

187,795 岡山県 岡山市北区 ＣｏＭＡＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

187,796 岡山県 岡山市北区 ＣｏＭＡ　ＣＯＦＦＥＥＳＴＯＲＥ サービス 飲食業 5%

187,797 岡山県 岡山市北区 米蔵むしあけ 小売業 食料品 5%

187,798 岡山県 岡山市北区 米屋のにぎりめし山田村　さんすて岡山店 小売業 食料品 5%

187,799 岡山県 岡山市北区 ＫＯＲＥＴＯＭＯ サービス 理容・美容業 5%

187,800 岡山県 岡山市北区 ３３ＳＰＥＣＴＡＣＬＥＳ サービス その他サービス 5%

187,801 岡山県 岡山市北区 さいか村 サービス 飲食業 5%

187,802 岡山県 岡山市北区 サイクルＣｉｔｙ　野田店 小売業 その他小売 5%

187,803 岡山県 岡山市北区 サイクルセンター岡山 サイクルセンター岡山 本店 小売業 その他小売 5%

187,804 岡山県 岡山市北区 ＳＡＶＯＹ サービス 理容・美容業 5%

187,805 岡山県 岡山市北区 サウナ　カプセルハリウッド サービス 宿泊業 5%

187,806 岡山県 岡山市北区 さかな家 サービス 飲食業 5%

187,807 岡山県 岡山市北区 酒屋トシモリ 小売業 食料品 5%

187,808 岡山県 岡山市北区 サキナビューティーラウンジ岡山 小売業 その他小売 5%

187,809 岡山県 岡山市北区 サクセスプランニング 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,810 岡山県 岡山市北区 桜交通 サービス 運輸業 5%

187,811 岡山県 岡山市北区 ｏｖｅｄｅ 小売業 衣料品 5%

187,812 岡山県 岡山市北区 酒のソクハイ岡山中央町店 小売業 その他小売 5%

187,813 岡山県 岡山市北区 雑貨と喫茶　ネイロ堂。 サービス 飲食業 5%

187,814 岡山県 岡山市北区 佐藤ゆうき司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

187,815 岡山県 岡山市北区 ＳＵＮＮＹ ＰＩＺＺＡ サービス 飲食業 5%

187,816 岡山県 岡山市北区 讃岐の男うどん能勢 サービス 飲食業 5%

187,817 岡山県 岡山市北区 ＳＡＢＯＮ岡山一番街店 小売業 その他小売 5%

187,818 岡山県 岡山市北区 サロブリーユ サービス その他サービス 5%

187,819 岡山県 岡山市北区 ｓａｌｏｎ　ｔｒｕｅ サービス 理容・美容業 5%

187,820 岡山県 岡山市北区 サロンドノーブル サービス 飲食業 5%

187,821 岡山県 岡山市北区 ｓｕｎ サービス 理容・美容業 5%

187,822 岡山県 岡山市北区 三省堂書店　岡山駅店　さんすて岡山 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,823 岡山県 岡山市北区 サンドリヨン洋菓子 サービス 飲食業 5%

187,824 岡山県 岡山市北区 サンフェスタ岡山　寿司・和食　吉備の國 サービス 飲食業 5%
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187,825 岡山県 岡山市北区 ｔｈｅａｔｅｒ 小売業 衣料品 5%

187,826 岡山県 岡山市北区 爺や サービス 飲食業 5%

187,827 岡山県 岡山市北区 ＪＥＡＮＳＦＡＣＴＯＲＹ　ＬＡＬＡＨ　イオンモール岡山店 小売業 衣料品 5%

187,828 岡山県 岡山市北区 ジェームス西岡山店 小売業 その他小売 2%

187,829 岡山県 岡山市北区 有限会社美笑 サービス 飲食業 5%

187,830 岡山県 岡山市北区 シック サービス 理容・美容業 5%

187,831 岡山県 岡山市北区 自転車工房　ゼウス サービス その他サービス 5%

187,832 岡山県 岡山市北区 下谷　直　税理士事務所 サービス その他サービス 5%

187,833 岡山県 岡山市北区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ下中野ＳＳ 小売業 その他小売 2%

187,834 岡山県 岡山市北区 しゃぶしゃぶ温野菜岡山今店 サービス 飲食業 2%

187,835 岡山県 岡山市北区 しゃぶしゃぶ温野菜岡山駅前店 サービス 飲食業 2%

187,836 岡山県 岡山市北区 重慶飯店　岡山店 サービス 飲食業 5%

187,837 岡山県 岡山市北区 手芸センタードリームラ・ムー大安寺店 小売業 その他小売 5%

187,838 岡山県 岡山市北区 手芸マキ 岡山奉還町店 小売業 その他小売 5%

187,839 岡山県 岡山市北区 出張買取専門店買っ得 サービス その他サービス 5%

187,840 岡山県 岡山市北区 酒律大井 サービス 飲食業 5%

187,841 岡山県 岡山市北区 旬彩はや斗 サービス 飲食業 5%

187,842 岡山県 岡山市北区 くし焼頌本店 サービス 飲食業 5%

187,843 岡山県 岡山市北区 昇福門 サービス 飲食業 5%

187,844 岡山県 岡山市北区 昭和ホンダ販売 小売業 その他小売 5%

187,845 岡山県 岡山市北区 食工房　ぶどうの木舎 サービス 飲食業 5%

187,846 岡山県 岡山市北区 Ｊｉｎ　岡山店 サービス その他サービス 5%

187,847 岡山県 岡山市北区 Ｔｈｉｎｋ　Ｃａｍｐ サービス その他サービス 5%

187,848 岡山県 岡山市北区 ＴｈｉｎｋＣａｍｐ サービス その他サービス 5%

187,849 岡山県 岡山市北区 新健勝苑岡山店 小売業 衣料品 5%

187,850 岡山県 岡山市北区 新日本補聴器センター岡山店 小売業 その他小売 5%

187,851 岡山県 岡山市北区 スーパードラッグひまわり　津高店 小売業 その他小売 5%

187,852 岡山県 岡山市北区 スーパードラッグひまわり　下中野店 小売業 その他小売 5%

187,853 岡山県 岡山市北区 スーパードラッグひまわり　中仙道店 小売業 その他小売 5%

187,854 岡山県 岡山市北区 すぎもとでんき　すぎもとでんき 小売業 電化製品 5%

187,855 岡山県 岡山市北区 すし春 サービス 飲食業 5%

187,856 岡山県 岡山市北区 すずろ家 サービス 飲食業 5%

187,857 岡山県 岡山市北区 スタジオ ル ポ 問屋町店 サービス その他サービス 5%

187,858 岡山県 岡山市北区 スチューピッド サービス 理容・美容業 5%

187,859 岡山県 岡山市北区 ステーキ工房桜 サービス 飲食業 5%

187,860 岡山県 岡山市北区 ＳＴＡＧＥ 小売業 家具・調度品 5%

187,861 岡山県 岡山市北区 ストロベリー・フィールズ　岡山一番街店 小売業 衣料品 5%

187,862 岡山県 岡山市北区 砂田園芸 砂町園芸 小売業 その他小売 5%

187,863 岡山県 岡山市北区 ＳＰＩＣＫ＆ＳＰＡＮ　岡山店 小売業 衣料品 5%

187,864 岡山県 岡山市北区 Ｓｐｉｎｇｌｅ　イオンモール岡山店 小売業 衣料品 5%

187,865 岡山県 岡山市北区 Ｓｐｅｃｉａｌｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

187,866 岡山県 岡山市北区 スマイルカット サービス 理容・美容業 5%
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187,867 岡山県 岡山市北区 住まいるネット　高松店 小売業 電化製品 5%

187,868 岡山県 岡山市北区 住まいるネット　庭瀬店 小売業 電化製品 5%

187,869 岡山県 岡山市北区 炭一鉄下中野店 サービス 飲食業 2%

187,870 岡山県 岡山市北区 ｓｍｉｌ【スミール】 サービス 理容・美容業 5%

187,871 岡山県 岡山市北区 ｓｍｉｌ　ｓｍｉｌ サービス 理容・美容業 5%

187,872 岡山県 岡山市北区 生活彩家朝日医療大学校店 小売業 その他小売 2%

187,873 岡山県 岡山市北区 生活雑貨ティンクルティンクル　岡山店 小売業 家具・調度品 5%

187,874 岡山県 岡山市北区 聖和堂　さんすて岡山店 サービス 飲食業 5%

187,875 岡山県 岡山市北区 Ｔｈｅｏｒｙ岡山一番街店 小売業 衣料品 2%

187,876 岡山県 岡山市北区 瀬戸内酒店 小売業 食料品 5%

187,877 岡山県 岡山市北区 Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ． サービス 理容・美容業 5%

187,878 岡山県 岡山市北区 宗家源吉兆庵　さんすて岡山店 小売業 食料品 5%

187,879 岡山県 岡山市北区 創作居酒屋前原 サービス 飲食業 5%

187,880 岡山県 岡山市北区 創味魚菜 岩手川 サービス 飲食業 5%

187,881 岡山県 岡山市北区 染と織たかはし 小売業 衣料品 5%

187,882 岡山県 岡山市北区 ＳｏｉｎＴｈｅｒａｐｙ サービス 理容・美容業 5%

187,883 岡山県 岡山市北区 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　岡山店 小売業 その他小売 5%

187,884 岡山県 岡山市北区 ダイコクドラッグ岡山駅前町店 小売業 その他小売 5%

187,885 岡山県 岡山市北区 ダイコクドラッグ岡山表町店 小売業 その他小売 5%

187,886 岡山県 岡山市北区 泰山堂書店　泰山堂書店　鹿田本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,887 岡山県 岡山市北区 大衆食堂 旭軒 サービス 飲食業 5%

187,888 岡山県 岡山市北区 大漁寿し内山下店 サービス 飲食業 5%

187,889 岡山県 岡山市北区 台湾甜商店　岡山一番街店 サービス 飲食業 5%

187,890 岡山県 岡山市北区 髙木株式会社 小売業 その他小売 5%

187,891 岡山県 岡山市北区 髙山産業株式会社　ＳＳ支店 小売業 その他小売 5%

187,892 岡山県 岡山市北区 髙山産業株式会社　ＬＰガス部　建部支店 小売業 その他小売 5%

187,893 岡山県 岡山市北区 建部町観光協会　建部町産業観光物産案内所 小売業 食料品 5%

187,894 岡山県 岡山市北区 タコスタイル サービス 飲食業 5%

187,895 岡山県 岡山市北区 橘染物店 サービス その他サービス 5%

187,896 岡山県 岡山市北区 Ｔａｔｔａ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 本店 小売業 その他小売 5%

187,897 岡山県 岡山市北区 タバコマニア タバコマニア 小売業 その他小売 5%

187,898 岡山県 岡山市北区 ダフェ ダフェ 小売業 その他小売 5%

187,899 岡山県 岡山市北区 ｗ　ｃｌｏｓｅｔ　さんすて岡山 小売業 衣料品 5%

187,900 岡山県 岡山市北区 珠之屋 小売業 その他小売 5%

187,901 岡山県 岡山市北区 たらちねぼくでん サービス 飲食業 5%

187,902 岡山県 岡山市北区 プリエジャパン サービス 理容・美容業 5%

187,903 岡山県 岡山市北区 ｔａｍｂｏｕｒｉｎｅ?タンバリン? 小売業 衣料品 5%

187,904 岡山県 岡山市北区 タン料理 茗祇家 サービス 飲食業 5%

187,905 岡山県 岡山市北区 ちゃちゃっと食堂大安寺店　ちゃちゃっと食堂　大安寺店 サービス 飲食業 5%

187,906 岡山県 岡山市北区 チャンホルモン サービス 飲食業 5%

187,907 岡山県 岡山市北区 中華あんかけ専門店　桃仙人 小売業 食料品 5%

187,908 岡山県 岡山市北区 中華ダイニング　餃子屋台 サービス 飲食業 5%
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187,909 岡山県 岡山市北区 中国電器 小売業 電化製品 5%

187,910 岡山県 岡山市北区 津山漢方堂薬局 津山漢方堂 小売業 その他小売 5%

187,911 岡山県 岡山市北区 ツリグヤウエスト岡山 サービス その他サービス 5%

187,912 岡山県 岡山市北区 鶴松家 サービス 飲食業 5%

187,913 岡山県 岡山市北区 Ｄｅａｒｓ岡山店 サービス 理容・美容業 5%

187,914 岡山県 岡山市北区 （株）Ｔ－Ｕｐ’ｓ 小売業 衣料品 5%

187,915 岡山県 岡山市北区 ＴＨＩＳＣＯＶＥＲ サービス 理容・美容業 5%

187,916 岡山県 岡山市北区 Ｄｉｎｏｖａｔｏｒ．ｎｅｔ サービス その他サービス 5%

187,917 岡山県 岡山市北区 Ｄｅｖａｎｔ（カリモク岡山） 小売業 家具・調度品 5%

187,918 岡山県 岡山市北区 データ復旧岡山 サービス その他サービス 5%

187,919 岡山県 岡山市北区 ＤＥＣＯ　ＨＡＩＲ　ｋｉｉｔｏｓ サービス 理容・美容業 5%

187,920 岡山県 岡山市北区 ＤＥＣＯ　ＨＡＩＲ　ｆｒａｐｐｅ サービス 理容・美容業 5%

187,921 岡山県 岡山市北区 Ｄｅｃｏ　Ｒｅｌａ　?Ｍａｈａｌｏ? サービス 理容・美容業 5%

187,922 岡山県 岡山市北区 鉄板居酒屋じゅじゅ サービス 飲食業 5%

187,923 岡山県 岡山市北区 鉄板かや乃 サービス 飲食業 5%

187,924 岡山県 岡山市北区 テニスショップ　フォレストヒルズ 小売業 その他小売 5%

187,925 岡山県 岡山市北区 ＴｅｒｒａｃｅＡＶＥＤＡ　さんすて岡山 サービス 理容・美容業 5%

187,926 岡山県 岡山市北区 デンカフェ サービス 飲食業 5%

187,927 岡山県 岡山市北区 電器のでん助 小売業 電化製品 5%

187,928 岡山県 岡山市北区 天然温泉　ゆずき サービス その他サービス 5%

187,929 岡山県 岡山市北区 ドゥフォワイエ 小売業 衣料品 2%

187,930 岡山県 岡山市北区 同和商事 小売業 衣料品 5%

187,931 岡山県 岡山市北区 ＴＯＧＩＹＡＣＨＯカド サービス 飲食業 5%

187,932 岡山県 岡山市北区 ＴｏＳｕａ サービス 理容・美容業 5%

187,933 岡山県 岡山市北区 トッププロスポーツ 小売業 その他小売 5%

187,934 岡山県 岡山市北区 Ｔｏｔｏ?ｌａ　トトーラ サービス 理容・美容業 5%

187,935 岡山県 岡山市北区 トミヤ　イオン岡山 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,936 岡山県 岡山市北区 トミヤ　クロノファクトリー店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,937 岡山県 岡山市北区 トミヤコーポレーション 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,938 岡山県 岡山市北区 トミヤ　タイムアート店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,939 岡山県 岡山市北区 ＴＯＭＩＹＡＢＲＩＤＡＬＳＡＬＯＮＥＡＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,940 岡山県 岡山市北区 ＴＯＭＩＹＡＢＲＩＤＡＬＳＡＬＯＮＷＥＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,941 岡山県 岡山市北区 トミヤ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,942 岡山県 岡山市北区 トミヤ　メカミュージアム店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,943 岡山県 岡山市北区 トミヤ　ユーロサロン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,944 岡山県 岡山市北区 トモデン 小売業 電化製品 5%

187,945 岡山県 岡山市北区 ｍｉｄｎｉｇｈｔ　ｄｉｎｅｒ　灯 サービス 飲食業 5%

187,946 岡山県 岡山市北区 トヨタカローラ岡山津高店 小売業 その他小売 5%

187,947 岡山県 岡山市北区 トヨタカローラ岡山ドリムス岡山 小売業 その他小売 5%

187,948 岡山県 岡山市北区 トヨタカローラ岡山西長瀬店 小売業 その他小売 5%

187,949 岡山県 岡山市北区 トヨタカローラ岡山本社鹿田店 小売業 その他小売 5%

187,950 岡山県 岡山市北区 トヨタレンタリース岡山岡山駅西口リットシ サービス その他サービス 2%
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187,951 岡山県 岡山市北区 トヨタレンタリース岡山岡山駅（西口）店 サービス その他サービス 2%

187,952 岡山県 岡山市北区 トヨタレンタリース岡山岡山空港店 サービス その他サービス 2%

187,953 岡山県 岡山市北区 トヨタレンタリース岡山岡山店 サービス その他サービス 2%

187,954 岡山県 岡山市北区 Ｔｒａｔｔｏｌｉａ Ｐｉｚｚｅｒｉａ Ａｐｐｅｔｉｔｏ 表町本店 サービス 飲食業 5%

187,955 岡山県 岡山市北区 とらのあな　岡山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

187,956 岡山県 岡山市北区 鳥周　御津店 サービス 飲食業 5%

187,957 岡山県 岡山市北区 鳥周　牟佐本店 サービス 飲食業 5%

187,958 岡山県 岡山市北区 ＴＯＲＩＢＵ サービス 飲食業 5%

187,959 岡山県 岡山市北区 トロワ バー サービス 飲食業 5%

187,960 岡山県 岡山市北区 とんかつ　羅凰 サービス 飲食業 5%

187,961 岡山県 岡山市北区 中上タクシー サービス 運輸業 5%

187,962 岡山県 岡山市北区 ナカダヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

187,963 岡山県 岡山市北区 中塚銘木店 小売業 その他小売 5%

187,964 岡山県 岡山市北区 中山昇陽堂　さんすて岡山店 小売業 食料品 5%

187,965 岡山県 岡山市北区 なかやま農場 小売業 食料品 5%

187,966 岡山県 岡山市北区 Ｎａｔａｌｂｒｉｄａｌ＆ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

187,967 岡山県 岡山市北区 ｎｕｔｓ　ｎｕｔｓ サービス 飲食業 5%

187,968 岡山県 岡山市北区 ナンバ　備中高松店 小売業 その他小売 5%

187,969 岡山県 岡山市北区 ニールズヤードレメディーズ　さんすて岡山店 サービス 飲食業 5%

187,970 岡山県 岡山市北区 肉Ｂａｒ Ｐｕｎｉ 岡山店 サービス 飲食業 5%

187,971 岡山県 岡山市北区 株式会社西崎自動車 サービス その他サービス 5%

187,972 岡山県 岡山市北区 ニシナフードバスケット中仙道店 小売業 その他小売 5%

187,973 岡山県 岡山市北区 ニシナフードバスケット三門店 小売業 その他小売 5%

187,974 岡山県 岡山市北区 西日本メディカル岡山営業所 小売業 その他小売 5%

187,975 岡山県 岡山市北区 日日 小売業 その他小売 5%

187,976 岡山県 岡山市北区 ニッカホーム 岡山西営業所 サービス その他サービス 5%

187,977 岡山県 岡山市北区 日本ネットワークビジネス推進機構株式会社 サービス その他サービス 5%

187,978 岡山県 岡山市北区 ニューカンヌ　美容室 サービス 理容・美容業 5%

187,979 岡山県 岡山市北区 ｎｉｎｎｉｋｕｙａ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　リゾート　岡山店 サービス 飲食業 5%

187,980 岡山県 岡山市北区 ｎａｖｙ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

187,981 岡山県 岡山市北区 ネイルミックス水戸店 サービス 理容・美容業 5%

187,982 岡山県 岡山市北区 ｎｅｘｕｓ株式会社 サービス その他サービス 5%

187,983 岡山県 岡山市北区 ネッツトヨタ岡山野田店 小売業 その他小売 5%

187,984 岡山県 岡山市北区 ネッツトヨタ岡山花尻店 小売業 その他小売 5%

187,985 岡山県 岡山市北区 ネッツトヨタ山陽高柳店 小売業 その他小売 5%

187,986 岡山県 岡山市北区 ノーリーズ　岡山店 小売業 衣料品 5%

187,987 岡山県 岡山市北区 呑喰屋家夢カム サービス 飲食業 5%

187,988 岡山県 岡山市北区 ノリタケ 小売業 その他小売 5%

187,989 岡山県 岡山市北区 ｂａｒ　ＡＸ サービス 飲食業 5%

187,990 岡山県 岡山市北区 ＢＡＲ　ＳＥＶＥＮ サービス 飲食業 5%

187,991 岡山県 岡山市北区 Ｐａｒｖｅ　Ｍｉｘ サービス 理容・美容業 5%

187,992 岡山県 岡山市北区 Ｂａｒ　Ｓｅａｓｏｎ サービス 飲食業 5%
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187,993 岡山県 岡山市北区 パーソナルトレーニング ｔｏｍｏｎｏｔｅ サービス その他サービス 5%

187,994 岡山県 岡山市北区 ハートダンス岡山一番街店 小売業 その他小売 5%

187,995 岡山県 岡山市北区 Ｂａｒｂｅｒ　ｃｌａｎ サービス 理容・美容業 5%

187,996 岡山県 岡山市北区 ＢａｒＢｅｒＴＯＭ サービス 理容・美容業 5%

187,997 岡山県 岡山市北区 白十字一番街店 サービス 飲食業 5%

187,998 岡山県 岡山市北区 白十字　伊福町店 小売業 食料品 5%

187,999 岡山県 岡山市北区 白十字　今店 小売業 食料品 5%

188,000 岡山県 岡山市北区 白十字　岡山一宮店 小売業 食料品 5%

188,001 岡山県 岡山市北区 白十字　奥田店 小売業 食料品 5%

188,002 岡山県 岡山市北区 白十字　庭瀬店 小売業 食料品 5%

188,003 岡山県 岡山市北区 パソコン修理　データ復旧専門店　パソコンドック２４　岡山　表町店 サービス その他サービス 5%

188,004 岡山県 岡山市北区 Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ　Ｊｅｗｅｌ　問屋町店 サービス 理容・美容業 5%

188,005 岡山県 岡山市北区 Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ　Ｊｅｗｅｌ　本店【バタフライジュエル】 サービス 理容・美容業 5%

188,006 岡山県 岡山市北区 八天堂　さんすて岡山店 小売業 食料品 5%

188,007 岡山県 岡山市北区 ｂａｄｇｉｒｌｓｏｎｇｓ サービス 理容・美容業 5%

188,008 岡山県 岡山市北区 服部管楽器 小売業 その他小売 5%

188,009 岡山県 岡山市北区 服部時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

188,010 岡山県 岡山市北区 服部時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

188,011 岡山県 岡山市北区 Ｒｅｎｔａｌ　Ｂｏｕｔｉｑｕｅ　Ｐａｔｉｇｏ　レンタルブティックＰａｔｉｇｏ　パティゴ サービス その他サービス 5%

188,012 岡山県 岡山市北区 パティスリーシトロン 小売業 食料品 5%

188,013 岡山県 岡山市北区 花板料理　うつみ サービス 飲食業 5%

188,014 岡山県 岡山市北区 花いちご　さんすて岡山店 サービス 飲食業 5%

188,015 岡山県 岡山市北区 はぴねす・すたいる株式会社 サービス 理容・美容業 5%

188,016 岡山県 岡山市北区 バビヤージュ 小売業 食料品 5%

188,017 岡山県 岡山市北区 ＨＡＭＯＮ ＨＡＭＯＮ 小売業 家具・調度品 5%

188,018 岡山県 岡山市北区 ＰＡＲＩＧＯＴ岡山 小売業 衣料品 5%

188,019 岡山県 岡山市北区 バルコス　岡山一番街 小売業 貴金属・服飾品 5%

188,020 岡山県 岡山市北区 バルコムモータース　ＭＣ岡山 小売業 その他小売 5%

188,021 岡山県 岡山市北区 バルコムモータース　岡山 小売業 その他小売 5%

188,022 岡山県 岡山市北区 ｂｕｒｒｅｎｔ サービス 飲食業 5%

188,023 岡山県 岡山市北区 ハロウ サービス 理容・美容業 5%

188,024 岡山県 岡山市北区 ハワイアンジュエリーｔａｎｏｓｈｉｍｕ 小売業 衣料品 5%

188,025 岡山県 岡山市北区 Ｈａｗａｉｉａｎｂａｒ　ＭＡＧＩＣ　ＰＡＮ　Ｈａｗａｉｉａｎｂａｒ　ＭＡＧＩＣ　ＰＡＮ サービス 飲食業 5%

188,026 岡山県 岡山市北区 ハワイアン　リラクゼーションサロン　ぷめはな サービス その他サービス 5%

188,027 岡山県 岡山市北区 はんこ市場岡山店 小売業 その他小売 5%

188,028 岡山県 岡山市北区 半鐘屋岡山店 小売業 食料品 5%

188,029 岡山県 岡山市北区 ＨＡＮＤＭＡＤＥ　ＣＡＮＤＬＥＳ　ｌａ　ｌｕｃｅ　ｄｏｌｃｅ 小売業 その他小売 5%

188,030 岡山県 岡山市北区 ハンドメイド雑貨Ｒ　岡山店 小売業 その他小売 5%

188,031 岡山県 岡山市北区 ピアンタ 小売業 その他小売 5%

188,032 岡山県 岡山市北区 合同会社ＲＡＭ サービス その他サービス 5%

188,033 岡山県 岡山市北区 ＢＭＯ岡山店 小売業 衣料品 5%

188,034 岡山県 岡山市北区 光メガネ　駅前店 小売業 その他小売 5%
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188,035 岡山県 岡山市北区 光メガネ　コンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

188,036 岡山県 岡山市北区 光メガネ　西口店 小売業 その他小売 5%

188,037 岡山県 岡山市北区 光メガネ　日赤前 小売業 その他小売 5%

188,038 岡山県 岡山市北区 光メガネ　本店 小売業 その他小売 5%

188,039 岡山県 岡山市北区 美骨艶肌サロンＴＯＲＩＥ サービス その他サービス 5%

188,040 岡山県 岡山市北区 ＢＩＧＳＴＯＮＥＢＲＩＤＧＥ 小売業 衣料品 5%

188,041 岡山県 岡山市北区 ビーナスベッド 小売業 家具・調度品 5%

188,042 岡山県 岡山市北区 ビプラス サービス その他サービス 5%

188,043 岡山県 岡山市北区 ビプラス サービス その他サービス 5%

188,044 岡山県 岡山市北区 ＡＯＺＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

188,045 岡山県 岡山市北区 ＢｅａｕｔｙｓａｌｏｎＲＥＤＭＯＯＮ サービス 理容・美容業 5%

188,046 岡山県 岡山市北区 ビューティーバランス サービス その他サービス 5%

188,047 岡山県 岡山市北区 ＢｅａｕｔｙＢａｌａｎｃｅ サービス その他サービス 5%

188,048 岡山県 岡山市北区 ひらの薬局 ひらの薬局 小売業 その他小売 5%

188,049 岡山県 岡山市北区 平松荘介税理士事務所 サービス その他サービス 5%

188,050 岡山県 岡山市北区 Ｆｉｎａｌｌｙ サービス 理容・美容業 5%

188,051 岡山県 岡山市北区 ファロ　ピッコリーノ サービス 飲食業 5%

188,052 岡山県 岡山市北区 ファンウォーカー 小売業 その他小売 5%

188,053 岡山県 岡山市北区 フィーグー　ナイジェル・ケーボン 小売業 衣料品 5%

188,054 岡山県 岡山市北区 Ｆｉｌ　ＨＡＩＲ　ａｎｄ　ＳＰＡ サービス 理容・美容業 5%

188,055 岡山県 岡山市北区 ＦＯＯＤ　ＰＡＲＫ サービス 飲食業 5%

188,056 岡山県 岡山市北区 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　ＤＯＵＭＡＥ 小売業 食料品 5%

188,057 岡山県 岡山市北区 ５　【フェム】 サービス 理容・美容業 5%

188,058 岡山県 岡山市北区 ＦｅｌｉｃｅＺｅｉｄａ１８８５ サービス 理容・美容業 5%

188,059 岡山県 岡山市北区 ｆｏｒｍ サービス 飲食業 5%

188,060 岡山県 岡山市北区 フォセット 下中野店 サービス その他サービス 5%

188,061 岡山県 岡山市北区 ＦＯＳＳＥＴＴＥ　下中野店 サービス その他サービス 5%

188,062 岡山県 岡山市北区 ふく徳 サービス 飲食業 5%

188,063 岡山県 岡山市北区 不二オートサービス サービス その他サービス 5%

188,064 岡山県 岡山市北区 不二花店 小売業 その他小売 5%

188,065 岡山県 岡山市北区 ぶっかけふるいちJR岡山駅新幹線上りホーム サービス 飲食業 5%

188,066 岡山県 岡山市北区 フラワーショップカトレア　岡山一番街 小売業 その他小売 5%

188,067 岡山県 岡山市北区 フラワーショップ鮮花 小売業 その他小売 5%

188,068 岡山県 岡山市北区 フランクミュラー　ｂｙ　トミヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

188,069 岡山県 岡山市北区 Ｐｌｅａｓｅ サービス 飲食業 5%

188,070 岡山県 岡山市北区 フリースタイルバー　バッチ サービス 飲食業 5%

188,071 岡山県 岡山市北区 ｐｒｉｍａ　ｄｏｌｌ サービス 理容・美容業 5%

188,072 岡山県 岡山市北区 ブルーキャットカフェ　ブルーキャットカフェ サービス 飲食業 5%

188,073 岡山県 岡山市北区 Ｂｌｅｕ　Ｂｌｅｕｅｔ　さんすて岡山店 小売業 その他小売 5%

188,074 岡山県 岡山市北区 Ｆｌｅｕｒ　　【フルール】 サービス 理容・美容業 5%

188,075 岡山県 岡山市北区 ＢＲＯＯＫ 小売業 衣料品 5%

188,076 岡山県 岡山市北区 ＢＲＯＯＫ　ＭＡＲＥ 小売業 衣料品 5%
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188,077 岡山県 岡山市北区 ＢＲＯＯＫ　ＬＵＮＥ 小売業 衣料品 5%

188,078 岡山県 岡山市北区 フレスタ　津島店 小売業 その他小売 5%

188,079 岡山県 岡山市北区 ＦＬＥＸ ＧＡＬＬＥＲＹ岡山店 小売業 その他小売 5%

188,080 岡山県 岡山市北区 フレッシュタルトのお店STYLE　さんすて店 小売業 食料品 5%

188,081 岡山県 岡山市北区 Ｂｒｏｔｈｅｌ 小売業 衣料品 5%

188,082 岡山県 岡山市北区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｆｒｅｅｌｙ サービス 理容・美容業 5%

188,083 岡山県 岡山市北区 ＨａｉｒＬｕｍｏ【ヘアールーモ】 サービス 理容・美容業 5%

188,084 岡山県 岡山市北区 ヘアーサロン　フェニーチェ サービス 理容・美容業 5%

188,085 岡山県 岡山市北区 ヘアーズアンテナプラス サービス 理容・美容業 5%

188,086 岡山県 岡山市北区 ヘアードーム サービス 理容・美容業 5%

188,087 岡山県 岡山市北区 Ｈａｉｒ　ＰＬＡＹＡ サービス 理容・美容業 5%

188,088 岡山県 岡山市北区 Ｈａｉｒ　Ｆｌｅｔ． サービス 理容・美容業 5%

188,089 岡山県 岡山市北区 ヘアーマーケットクラッチ サービス 理容・美容業 5%

188,090 岡山県 岡山市北区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｒｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

188,091 岡山県 岡山市北区 ＨａｉｒＬａｂ　ｃｏｉｌ サービス その他サービス 5%

188,092 岡山県 岡山市北区 ＨａｉｒＤｅｓｉｇｎＲＭＴ サービス 理容・美容業 5%

188,093 岡山県 岡山市北区 ヘアメイククリーム サービス 理容・美容業 5%

188,094 岡山県 岡山市北区 平成レンタカー　岡山駅前店 サービス その他サービス 5%

188,095 岡山県 岡山市北区 平成レンタカー　岡山空港店 サービス その他サービス 5%

188,096 岡山県 岡山市北区 平成レンタカー　岡山店 サービス その他サービス 5%

188,097 岡山県 岡山市北区 へいたいや　ＮＯＯＮ 小売業 衣料品 5%

188,098 岡山県 岡山市北区 へいたいや　洋装店 小売業 衣料品 5%

188,099 岡山県 岡山市北区 ペリカンパスタ サービス 飲食業 5%

188,100 岡山県 岡山市北区 ＰＥＲＵ　ＧＲＩＬＬ サービス 飲食業 5%

188,101 岡山県 岡山市北区 ペルコラ　岡山店 サービス 飲食業 5%

188,102 岡山県 岡山市北区 ほうかん町みつの　ほうかん町みつの サービス 飲食業 5%

188,103 岡山県 岡山市北区 ＰＯＳＡＬＰＥＡＫＤｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

188,104 岡山県 岡山市北区 ボディ＆バランス サービス その他サービス 5%

188,105 岡山県 岡山市北区 ボディ＆バランス辰巳店 サービス その他サービス 5%

188,106 岡山県 岡山市北区 ＢＯＤＹＣＡＲＥＳＯＬＥＩＬ サービス 理容・美容業 5%

188,107 岡山県 岡山市北区 ホテルエクセル岡山 サービス 宿泊業 5%

188,108 岡山県 岡山市北区 ホテルエリアワン岡山 サービス 宿泊業 5%

188,109 岡山県 岡山市北区 ホテルグランヴィア岡山　ヘアー＆メイク サービス 理容・美容業 5%

188,110 岡山県 岡山市北区 ホテルレポーゼ岡山 サービス 宿泊業 5%

188,111 岡山県 岡山市北区 ホビーゲームズボードウォーク　ホビーゲームズボードウォーク 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

188,112 岡山県 岡山市北区 ホリスティックキッチン　ミレット サービス 飲食業 5%

188,113 岡山県 岡山市北区 堀電化サービス 小売業 電化製品 5%

188,114 岡山県 岡山市北区 ＭＡＲＫＳ＆ＷＥＢ 岡山さんすてショップ 小売業 その他小売 5%

188,115 岡山県 岡山市北区 ＭＡＲＧＩＮＡＬ　岡山店 小売業 家具・調度品 5%

188,116 岡山県 岡山市北区 松井時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

188,117 岡山県 岡山市北区 ＭＡ?なべや　岡山店 サービス 飲食業 5%

188,118 岡山県 岡山市北区 招き猫美術館 サービス その他サービス 5%
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188,119 岡山県 岡山市北区 マネケンJR岡山駅店 サービス 飲食業 5%

188,120 岡山県 岡山市北区 まやかみ農園 小売業 食料品 5%

188,121 岡山県 岡山市北区 Ｍｉｃｈａｅｌ’ｓ サービス その他サービス 5%

188,122 岡山県 岡山市北区 ミカド自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

188,123 岡山県 岡山市北区 ミッシュマッシュ岡山一番街店 小売業 衣料品 5%

188,124 岡山県 岡山市北区 光山電機 小売業 電化製品 5%

188,125 岡山県 岡山市北区 ミツワタクシー有限会社 サービス 運輸業 5%

188,126 岡山県 岡山市北区 Ｍｉｎｅｔｔｅ．ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

188,127 岡山県 岡山市北区 みのるゴルフ一宮 サービス その他サービス 5%

188,128 岡山県 岡山市北区 みのるゴルフ笹ヶ瀬 サービス その他サービス 5%

188,129 岡山県 岡山市北区 ミミプライベートネイルサロン サービス その他サービス 5%

188,130 岡山県 岡山市北区 ミモザ エブリイ津高店 小売業 衣料品 5%

188,131 岡山県 岡山市北区 ｍｊｕｋａ　岡山店 小売業 衣料品 5%

188,132 岡山県 岡山市北区 みんなの防犯堂 小売業 電化製品 5%

188,133 岡山県 岡山市北区 眼鏡と、 小売業 その他小売 5%

188,134 岡山県 岡山市北区 メガネの田中　青江店 小売業 その他小売 5%

188,135 岡山県 岡山市北区 ＭＵＤＩ　ＳＴＯＲＥ　岡山一番街店 小売業 その他小売 5%

188,136 岡山県 岡山市北区 ＭＥＮ’Ｓ　ＳＡＬＯＮ　絆 サービス 理容・美容業 5%

188,137 岡山県 岡山市北区 麺屋ブーブーモンスター サービス 飲食業 5%

188,138 岡山県 岡山市北区 有限会社ＭＯＡＺＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

188,139 岡山県 岡山市北区 ＮＵ　ＢＯＷＺ サービス その他サービス 5%

188,140 岡山県 岡山市北区 モードブルージュ岡山店 小売業 衣料品 5%

188,141 岡山県 岡山市北区 森の整体院　ぼかし サービス その他サービス 5%

188,142 岡山県 岡山市北区 焼きたてパン工房　Ｌａｓｓｅｎ 小売業 食料品 5%

188,143 岡山県 岡山市北区 焼肉　かどや本店 サービス 飲食業 5%

188,144 岡山県 岡山市北区 焼肉　南大門 サービス 飲食業 5%

188,145 岡山県 岡山市北区 焼肉亀家 サービス 飲食業 5%

188,146 岡山県 岡山市北区 焼肉ダイニングはちや本町店　ｎｕｌｌ サービス 飲食業 5%

188,147 岡山県 岡山市北区 焼肉匠たなか サービス 飲食業 5%

188,148 岡山県 岡山市北区 焼肉はちや一宮店 サービス 飲食業 5%

188,149 岡山県 岡山市北区 焼肉秀吉 西古松店 サービス 飲食業 5%

188,150 岡山県 岡山市北区 焼肉秀吉　大安寺店 サービス 飲食業 5%

188,151 岡山県 岡山市北区 櫓茶屋　岡山本町店 サービス 飲食業 5%

188,152 岡山県 岡山市北区 櫓茶屋　岡山本町店　別館 サービス 飲食業 5%

188,153 岡山県 岡山市北区 ＹＡＤＯＫＡＲＩＨＯＵＳＥ サービス その他サービス 5%

188,154 岡山県 岡山市北区 柳川はむら サービス 飲食業 5%

188,155 岡山県 岡山市北区 Ｙａｍａｄａ　ｄｅｌｉ サービス 飲食業 5%

188,156 岡山県 岡山市北区 山田養蜂場　岡山一番街店 小売業 その他小売 5%

188,157 岡山県 岡山市北区 結匠－ｙｕｉｃｒａｆｔ－ サービス その他サービス 5%

188,158 岡山県 岡山市北区 有機食良品館 小売業 その他小売 5%

188,159 岡山県 岡山市北区 有限会社　吉美 サービス その他サービス 5%

188,160 岡山県 岡山市北区 有限会社市川金物 小売業 その他小売 5%
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188,161 岡山県 岡山市北区 有限会社小野書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

188,162 岡山県 岡山市北区 有限会社おのだ園 小売業 食料品 5%

188,163 岡山県 岡山市北区 有限会社 国本刃物 上中野 小売業 その他小売 5%

188,164 岡山県 岡山市北区 有限会社坂本タンス店 小売業 家具・調度品 5%

188,165 岡山県 岡山市北区 有限会社清風庵 小売業 食料品 5%

188,166 岡山県 岡山市北区 有 福屋クリーニング サービス その他サービス 5%

188,167 岡山県 岡山市北区 ＵＮＩＶＥＲＳＥ　鍼灸院 サービス 理容・美容業 5%

188,168 岡山県 岡山市北区 ＵＮＩＫＡ サービス 理容・美容業 5%

188,169 岡山県 岡山市北区 遊プラザテニススクール サービス その他サービス 5%

188,170 岡山県 岡山市北区 よい酔　樽屋 サービス 飲食業 5%

188,171 岡山県 岡山市北区 腰痛専門　森の整体院ぼかし　森の整体院ぼかし サービス 理容・美容業 5%

188,172 岡山県 岡山市北区 ラ・ルーチェ・ドルチェ サービス その他サービス 5%

188,173 岡山県 岡山市北区 らーめんふぁみりー　岡山店 サービス 飲食業 5%

188,174 岡山県 岡山市北区 ｌｉｔｅ?ｌｉｎｅ　ｌｉｔｅ?ｌｉｎｅ 小売業 その他小売 5%

188,175 岡山県 岡山市北区 ＬＩＦＥ　ＷＡＬＫ 小売業 その他小売 5%

188,176 岡山県 岡山市北区 Ｌａｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

188,177 岡山県 岡山市北区 らしんばん　岡山店 小売業 その他小売 5%

188,178 岡山県 岡山市北区 ａｔｅｌｉｅｒＬＡＮＯＴＥＭＵＥＴＴＥ 小売業 その他小売 5%

188,179 岡山県 岡山市北区 ラビータ東古松店 小売業 その他小売 5%

188,180 岡山県 岡山市北区 らんじぇりー麻里 小売業 衣料品 5%

188,181 岡山県 岡山市北区 ｌｉｅｒｒｅ 小売業 衣料品 5%

188,182 岡山県 岡山市北区 リトファンイタリアーノ　岡山店 サービス 飲食業 5%

188,183 岡山県 岡山市北区 ｌｉｔｔｌｅ　岡山 サービス 飲食業 5%

188,184 岡山県 岡山市北区 リビンズ坂本　田町店 小売業 家具・調度品 5%

188,185 岡山県 岡山市北区 リモバ岡山駅前店 小売業 その他小売 5%

188,186 岡山県 岡山市北区 流通れすとらんオアシス　流通れすとらんオアシス サービス 飲食業 5%

188,187 岡山県 岡山市北区 理容　ヨコヤマ サービス 理容・美容業 5%

188,188 岡山県 岡山市北区 理容ゼイダ サービス 理容・美容業 5%

188,189 岡山県 岡山市北区 理容ナカハラ サービス 理容・美容業 5%

188,190 岡山県 岡山市北区 龍馬　岡山店 サービス 飲食業 5%

188,191 岡山県 岡山市北区 リョービツアーズ　岡山支店 サービス その他サービス 5%

188,192 岡山県 岡山市北区 ＢＯＤＹＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

188,193 岡山県 岡山市北区 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　こころ寝屋 サービス その他サービス 5%

188,194 岡山県 岡山市北区 らりっくす治療院 サービス その他サービス 5%

188,195 岡山県 岡山市北区 ＲｕｅａｎＴｈａｉ　タイ料理Ｒｕｅａｎ　Ｔｈａｉ サービス 飲食業 5%

188,196 岡山県 岡山市北区 Ｌｅ　Ｖｅｒｔ 小売業 食料品 5%

188,197 岡山県 岡山市北区 ｌｕｓｓｏ 小売業 衣料品 5%

188,198 岡山県 岡山市北区 ＬｅＭａｔｉｎ サービス 理容・美容業 5%

188,199 岡山県 岡山市北区 ＬｅＬｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

188,200 岡山県 岡山市北区 ＬＡＺＹＨＯＵＳＥ サービス 宿泊業 5%

188,201 岡山県 岡山市北区 レゾノンス サービス 飲食業 5%

188,202 岡山県 岡山市北区 レディースファッション　Ｎａｎａ 小売業 衣料品 5%
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188,203 岡山県 岡山市北区 ＬＡＤＹ　ＬＵＣＫ　ＬＵＣＡ　岡山一番街店 小売業 衣料品 5%

188,204 岡山県 岡山市北区 ＲＥＴＲＯ　ＧＩＲＬ　岡山一番街店 小売業 衣料品 5%

188,205 岡山県 岡山市北区 Ｒｅｎａｔｕｓ サービス 理容・美容業 5%

188,206 岡山県 岡山市北区 レピエールプレシューズ サービス 飲食業 5%

188,207 岡山県 岡山市北区 ＬｅｍｏｎＴｒｅｅＯｋａｙａｍａ サービス 飲食業 5%

188,208 岡山県 岡山市北区 レンタサイクル「駅リンくん岡山店」 サービス 運輸業 5%

188,209 岡山県 岡山市北区 ｒｏｉｊｉｒ【ロイジー】 サービス 理容・美容業 5%

188,210 岡山県 岡山市北区 ロイスクレヨン　リラックス　岡山一番街店 小売業 衣料品 5%

188,211 岡山県 岡山市北区 ローザンヌ　さんすて岡山 小売業 食料品 5%

188,212 岡山県 岡山市北区 ローブリーク 小売業 その他小売 5%

188,213 岡山県 岡山市北区 Ｒｏｎｎｉｅ　ｈａｉｒ　ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

188,214 岡山県 岡山市北区 ろばすみ サービス 飲食業 5%

188,215 岡山県 岡山市北区 炉端焼き居酒屋てんじん サービス 飲食業 5%

188,216 岡山県 岡山市北区 炉ばた焼八閣 サービス 飲食業 5%

188,217 岡山県 岡山市北区 ロンラ サービス その他サービス 5%

188,218 岡山県 岡山市北区 ＷＢ岡山下中野店 サービス 飲食業 5%

188,219 岡山県 岡山市北区 ＹＳＰ岡山南 小売業 その他小売 5%

188,220 岡山県 岡山市北区 わがみやうめだ 小売業 その他小売 5%

188,221 岡山県 岡山市北区 わたなべ生鮮館下中野店 小売業 食料品 5%

188,222 岡山県 岡山市北区 わたなべ生鮮館高松店 小売業 食料品 5%

188,223 岡山県 岡山市北区 わたなべ生鮮館庭瀬店 小売業 食料品 5%

188,224 岡山県 岡山市北区 わたなべ生鮮館柳川いちば 小売業 食料品 5%

188,225 岡山県 岡山市北区 ワタナベデンキ 小売業 電化製品 5%

188,226 岡山県 岡山市北区 ワンダーバーギャルズ　岡山店 サービス 飲食業 5%

188,227 岡山県 岡山市中区 赤松酒本店　２号車 小売業 食料品 5%

188,228 岡山県 岡山市中区 赤松酒本店 宅配 アカマツ 小売業 食料品 5%

188,229 岡山県 岡山市中区 アクアヘブン 小売業 その他小売 5%

188,230 岡山県 岡山市中区 アクアヘブン サービス その他サービス 5%

188,231 岡山県 岡山市中区 アポロちぇーん藤原店 小売業 電化製品 5%

188,232 岡山県 岡山市中区 アポロ電器 小売業 電化製品 5%

188,233 岡山県 岡山市中区 Ａｎｇｅ サービス 飲食業 5%

188,234 岡山県 岡山市中区 あんぽんたんＣａｆｅ　えつぼ サービス 飲食業 5%

188,235 岡山県 岡山市中区 伊勢屋 小売業 その他小売 5%

188,236 岡山県 岡山市中区 出光後楽園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,237 岡山県 岡山市中区 出光長岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,238 岡山県 岡山市中区 インタッチ　ナチュラル サービス その他サービス 5%

188,239 岡山県 岡山市中区 Ｍｄｅｎねっと江崎店 小売業 電化製品 5%

188,240 岡山県 岡山市中区 大空タクシー サービス 運輸業 5%

188,241 岡山県 岡山市中区 オートエステティックサロン・ネオ サービス その他サービス 5%

188,242 岡山県 岡山市中区 岡本ランドリー サービス その他サービス 5%

188,243 岡山県 岡山市中区 セブン－イレブン岡山倉田店 小売業 食料品 2%

188,244 岡山県 岡山市中区 セブン－イレブン岡山桑野店 小売業 食料品 2%

4484



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

188,245 岡山県 岡山市中区 セブン－イレブン岡山賞田店 小売業 食料品 2%

188,246 岡山県 岡山市中区 セブン－イレブン岡山関店 小売業 食料品 2%

188,247 岡山県 岡山市中区 岡山トヨタ自動車東岡山店 小売業 その他小売 5%

188,248 岡山県 岡山市中区 岡山トヨペットＨｉＴｏｕｃｈ東岡山 小売業 その他小売 5%

188,249 岡山県 岡山市中区 セブン－イレブン岡山長利店 小売業 食料品 2%

188,250 岡山県 岡山市中区 セブン－イレブン岡山原尾島３丁目店 小売業 食料品 2%

188,251 岡山県 岡山市中区 セブン－イレブン岡山百間川橋店 小売業 食料品 2%

188,252 岡山県 岡山市中区 セブン－イレブン岡山平井４丁目店 小売業 食料品 2%

188,253 岡山県 岡山市中区 セブン－イレブン岡山平井６丁目店 小売業 食料品 2%

188,254 岡山県 岡山市中区 セブン－イレブン岡山藤崎店 小売業 食料品 2%

188,255 岡山県 岡山市中区 セブン－イレブン岡山藤崎東店 小売業 食料品 2%

188,256 岡山県 岡山市中区 セブン－イレブン岡山海吉店 小売業 食料品 2%

188,257 岡山県 岡山市中区 岡山ヤクルト販売 旭東センター 小売業 食料品 5%

188,258 岡山県 岡山市中区 岡山ヤクルト販売　岡東センター 小売業 食料品 5%

188,259 岡山県 岡山市中区 岡山ヤクルト販売　操南センター 小売業 食料品 5%

188,260 岡山県 岡山市中区 岡山ヤクルト販売 東岡山センター 小売業 食料品 5%

188,261 岡山県 岡山市中区 小川電器 小売業 電化製品 5%

188,262 岡山県 岡山市中区 海都　平井店 サービス 飲食業 5%

188,263 岡山県 岡山市中区 かがみの亭 サービス 飲食業 5%

188,264 岡山県 岡山市中区 かつ泉　東岡山店 サービス 飲食業 5%

188,265 岡山県 岡山市中区 株式会社アリカ サービス 理容・美容業 5%

188,266 岡山県 岡山市中区 株式会社岡山マリンボートセンター 小売業 その他小売 5%

188,267 岡山県 岡山市中区 アムボエル サービス 飲食業 5%

188,268 岡山県 岡山市中区 株式会社成田家藤原店 サービス 飲食業 5%

188,269 岡山県 岡山市中区 髪師　稲垣 サービス 理容・美容業 5%

188,270 岡山県 岡山市中区 かめや釣具　岡山平井店 小売業 その他小売 5%

188,271 岡山県 岡山市中区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋岡山けやき通り店 サービス 飲食業 2%

188,272 岡山県 岡山市中区 ヘアーカンパーニュ サービス 理容・美容業 5%

188,273 岡山県 岡山市中区 グランド円山店 小売業 電化製品 5%

188,274 岡山県 岡山市中区 ゲームアイビス　ゲームアイビス岡山店 サービス その他サービス 5%

188,275 岡山県 岡山市中区 化粧品のやました 小売業 その他小売 5%

188,276 岡山県 岡山市中区 小顔・骨盤サロンＡＯＣＲＤＥｔｏｉｙａｃｈｏ サービス その他サービス 5%

188,277 岡山県 岡山市中区 Ｃｏｃｏｎ　ｆｏｒ　Ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

188,278 岡山県 岡山市中区 （株）寿タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

188,279 岡山県 岡山市中区 コープ東川原 小売業 食料品 5%

188,280 岡山県 岡山市中区 サイクルＣｉｔｙ　平井店 小売業 その他小売 5%

188,281 岡山県 岡山市中区 サイクルＣｉｔｙ 長岡店 小売業 その他小売 5%

188,282 岡山県 岡山市中区 酒屋 醤 Ｃａｆｅ Ｈｉｓｈｉｏ サービス 飲食業 5%

188,283 岡山県 岡山市中区 櫻堂 サービス その他サービス 5%

188,284 岡山県 岡山市中区 サンホープ 小売業 電化製品 5%

188,285 岡山県 岡山市中区 しゃぶしゃぶ温野菜岡山平井店 サービス 飲食業 2%

188,286 岡山県 岡山市中区 ジャンティ 小売業 食料品 5%
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188,287 岡山県 岡山市中区 シューズカンパニー高屋店 小売業 衣料品 5%

188,288 岡山県 岡山市中区 手芸センタードリーム東岡山店 小売業 その他小売 5%

188,289 岡山県 岡山市中区 手芸マキ 平井店 小売業 その他小売 5%

188,290 岡山県 岡山市中区 スーパードラッグひまわり　操南店 小売業 その他小売 5%

188,291 岡山県 岡山市中区 スーパードラッグひまわり 浜店 小売業 その他小売 5%

188,292 岡山県 岡山市中区 スタディオ　フジイ サービス その他サービス 5%

188,293 岡山県 岡山市中区 すたみな太郎　東岡山店 サービス 飲食業 5%

188,294 岡山県 岡山市中区 ステラ　Ｓｔｅｌｌａ　ｎａｔｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

188,295 岡山県 岡山市中区 スリーエム　東岡山店 小売業 衣料品 5%

188,296 岡山県 岡山市中区 全身もみほぐし楽庵本店 サービス その他サービス 5%

188,297 岡山県 岡山市中区 そらなごｐｏｔｔｅｒｙ サービス その他サービス 5%

188,298 岡山県 岡山市中区 ｈａｉｒｓａｌｏｎＷ サービス 理容・美容業 5%

188,299 岡山県 岡山市中区 ｆｅｍｍｅ 小売業 衣料品 5%

188,300 岡山県 岡山市中区 ｍｉｋａｒａ　平井店 サービス 理容・美容業 5%

188,301 岡山県 岡山市中区 電気屋カイブキ 貝吹電化センター 小売業 電化製品 5%

188,302 岡山県 岡山市中区 トータルサロン　Ｃｈｅｒ?シェール? サービス その他サービス 5%

188,303 岡山県 岡山市中区 トヨタカローラ岡山高屋店 小売業 その他小売 5%

188,304 岡山県 岡山市中区 トヨタカローラ岡山ドリムス高屋店 小売業 その他小売 5%

188,305 岡山県 岡山市中区 株式会社トヨタクラシツクカーサービス サービス その他サービス 5%

188,306 岡山県 岡山市中区 Ｔｒｉｐｌｅｔｓａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

188,307 岡山県 岡山市中区 ニッカホーム　岡山東営業所 サービス その他サービス 5%

188,308 岡山県 岡山市中区 ＮＩＮＩＫＩＮＥ　本店 小売業 食料品 5%

188,309 岡山県 岡山市中区 ネッツトヨタ岡山　ＧＲ　Ｇａｒａｇｅ東岡 小売業 その他小売 5%

188,310 岡山県 岡山市中区 ネッツトヨタ岡山ビッグステージ東岡山店 小売業 その他小売 5%

188,311 岡山県 岡山市中区 ネッツトヨタ山陽原尾島店 小売業 その他小売 5%

188,312 岡山県 岡山市中区 ネッツトヨタ山陽東岡山店 小売業 その他小売 5%

188,313 岡山県 岡山市中区 バーバーショップレガリア サービス 理容・美容業 5%

188,314 岡山県 岡山市中区 バイクショップきのした 小売業 その他小売 5%

188,315 岡山県 岡山市中区 Ｈｉｄｅｏｕｔ サービス 理容・美容業 5%

188,316 岡山県 岡山市中区 白十字　高屋店 小売業 食料品 5%

188,317 岡山県 岡山市中区 白十字　原尾島店 小売業 食料品 5%

188,318 岡山県 岡山市中区 白十字　円山店 小売業 食料品 5%

188,319 岡山県 岡山市中区 畠瀬本店　食品部 サービス 飲食業 5%

188,320 岡山県 岡山市中区 華?ｈａｎａ? サービス 理容・美容業 5%

188,321 岡山県 岡山市中区 パナ電化 小売業 電化製品 5%

188,322 岡山県 岡山市中区 セブン－イレブン東岡山店 小売業 食料品 2%

188,323 岡山県 岡山市中区 美容室エリカ　円山店 サービス 理容・美容業 5%

188,324 岡山県 岡山市中区 ファーストエイド整備鈑金 サービス その他サービス 5%

188,325 岡山県 岡山市中区 ファーストエイドレンタカー サービス その他サービス 5%

188,326 岡山県 岡山市中区 ＦＡＭＩＬＬＥ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

188,327 岡山県 岡山市中区 藤田自転車店 小売業 その他小売 5%

188,328 岡山県 岡山市中区 ｐｌａｇｅｂｅａｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%
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188,329 岡山県 岡山市中区 ＦＲＡＮＫ暮らしの道具 小売業 衣料品 5%

188,330 岡山県 岡山市中区 フレスタ　門田屋敷店 小売業 その他小売 5%

188,331 岡山県 岡山市中区 フレスタ　操南店 小売業 その他小売 5%

188,332 岡山県 岡山市中区 ＨＡＩＲ　ＲＯＡＤ　ＫＥＮ サービス 理容・美容業 5%

188,333 岡山県 岡山市中区 ヘアーサロン　ヤノ サービス 理容・美容業 5%

188,334 岡山県 岡山市中区 ヘアーサロンオオタ サービス 理容・美容業 5%

188,335 岡山県 岡山市中区 ヘアースタジオ　あさい サービス 理容・美容業 5%

188,336 岡山県 岡山市中区 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＡＬＥＡＰ サービス 理容・美容業 5%

188,337 岡山県 岡山市中区 ｈａｉｒ　ｍｏｄｅ　ＹＫ サービス 理容・美容業 5%

188,338 岡山県 岡山市中区 ボディコアヒイロ サービス その他サービス 5%

188,339 岡山県 岡山市中区 ｂｏｎｈｅｕｒａｖｏｕｓ 小売業 衣料品 5%

188,340 岡山県 岡山市中区 ＰＯＲＴＥ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

188,341 岡山県 岡山市中区 ｍａ　ｃｈｅｒ サービス 理容・美容業 5%

188,342 岡山県 岡山市中区 まいぷれ事業部 岡山市中区南区東区瀬戸内市 サービス その他サービス 5%

188,343 岡山県 岡山市中区 まぐろと旬菜ｋｕｒｏｆｕｎｅ サービス 飲食業 5%

188,344 岡山県 岡山市中区 まちのパン屋ｍｉｔｔｅｎ 小売業 食料品 5%

188,345 岡山県 岡山市中区 Ｍａｃｈａ ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

188,346 岡山県 岡山市中区 ミニカーショップ チップス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

188,347 岡山県 岡山市中区 ミモザ ハピータウン原尾島店 小売業 衣料品 5%

188,348 岡山県 岡山市中区 メガネの田中　原尾島店 小売業 その他小売 5%

188,349 岡山県 岡山市中区 メガネ本舗　東岡山店 小売業 その他小売 5%

188,350 岡山県 岡山市中区 森の邸宅彩音 サービス 飲食業 5%

188,351 岡山県 岡山市中区 焼肉２９６ サービス 飲食業 5%

188,352 岡山県 岡山市中区 有限会社カープラザ操南 サービス その他サービス 5%

188,353 岡山県 岡山市中区 有限会社大文社書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

188,354 岡山県 岡山市中区 ＵＮＩ　　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

188,355 岡山県 岡山市中区 夢二郷土美術館　本館 サービス その他サービス 5%

188,356 岡山県 岡山市中区 ラーメン一八 サービス 飲食業 5%

188,357 岡山県 岡山市中区 ライドオン岡山 小売業 その他小売 5%

188,358 岡山県 岡山市中区 ｒａｃａｌ　【ラカル】 サービス 理容・美容業 5%

188,359 岡山県 岡山市中区 ｔｏｔａｌｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎＬａｍｉｅ サービス 理容・美容業 5%

188,360 岡山県 岡山市中区 リラクゼーションスペース Ｒｅｓｅｔ Ｔｉｍｅ サービス その他サービス 5%

188,361 岡山県 岡山市中区 ＬｕｍｉＨａｗａｉｉ サービス その他サービス 5%

188,362 岡山県 岡山市東区 アポロちぇーん　西大寺店 小売業 電化製品 5%

188,363 岡山県 岡山市東区 アンシャーリィ 小売業 衣料品 5%

188,364 岡山県 岡山市東区 石原事務所 サービス その他サービス 5%

188,365 岡山県 岡山市東区 石原田園ギャラリー サービス 飲食業 5%

188,366 岡山県 岡山市東区 伊太利亜料理ＳｉｅｎＡ サービス 飲食業 5%

188,367 岡山県 岡山市東区 伊太利亜料理ＳｉｅｎＡ サービス 飲食業 5%

188,368 岡山県 岡山市東区 いつもの電気屋あっとホーム 小売業 電化製品 5%

188,369 岡山県 岡山市東区 出光瀬戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,370 岡山県 岡山市東区 出光ハートスタイルセルフ平島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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188,371 岡山県 岡山市東区 インドレストラン サラ サービス 飲食業 5%

188,372 岡山県 岡山市東区 エコステーション ザック 小売業 その他小売 5%

188,373 岡山県 岡山市東区 Ｎ．Ｋ．ｃｏｍｐａｎｙ 小売業 その他小売 5%

188,374 岡山県 岡山市東区 Ｍｄｅｎねっと　備南店 小売業 電化製品 5%

188,375 岡山県 岡山市東区 Ｍｄｅｎねっと瀬戸店 小売業 電化製品 5%

188,376 岡山県 岡山市東区 オートリスペクト 小売業 その他小売 5%

188,377 岡山県 岡山市東区 オカモトデンキ 小売業 電化製品 5%

188,378 岡山県 岡山市東区 セブン－イレブン岡山可知５丁目店 小売業 食料品 2%

188,379 岡山県 岡山市東区 セブン－イレブン岡山金岡東１丁目店 小売業 食料品 2%

188,380 岡山県 岡山市東区 セブン－イレブン岡山古都宿店 小売業 食料品 2%

188,381 岡山県 岡山市東区 セブン－イレブン岡山西大寺駅前店 小売業 食料品 2%

188,382 岡山県 岡山市東区 セブン－イレブン岡山西大寺五明店 小売業 食料品 2%

188,383 岡山県 岡山市東区 セブン－イレブン岡山西大寺中野店 小売業 食料品 2%

188,384 岡山県 岡山市東区 セブン－イレブン岡山西大寺松崎店 小売業 食料品 2%

188,385 岡山県 岡山市東区 セブン－イレブン岡山上道店 小売業 食料品 2%

188,386 岡山県 岡山市東区 セブン－イレブン岡山瀬戸宗堂店 小売業 食料品 2%

188,387 岡山県 岡山市東区 セブン－イレブン岡山寺山店 小売業 食料品 2%

188,388 岡山県 岡山市東区 岡山トヨタ自動車中古車総合センタ－ 小売業 その他小売 5%

188,389 岡山県 岡山市東区 岡山トヨペットとう西大寺 小売業 その他小売 5%

188,390 岡山県 岡山市東区 セブン－イレブン岡山政津北店 小売業 食料品 2%

188,391 岡山県 岡山市東区 岡山ヤクルト販売　西大寺センター 小売業 食料品 5%

188,392 岡山県 岡山市東区 岡山ヤクルト販売 瀬戸センター 小売業 食料品 5%

188,393 岡山県 岡山市東区 お好み焼きミロ サービス 飲食業 5%

188,394 岡山県 岡山市東区 海都　西大寺店 サービス 飲食業 5%

188,395 岡山県 岡山市東区 Ｃａｆｅ Ｂａｒ ＫＯＵＭＡ サービス 飲食業 5%

188,396 岡山県 岡山市東区 カフェギャラリー茶蔵 サービス 飲食業 5%

188,397 岡山県 岡山市東区 株式会社ｃｈｏｔｔｏ サービス その他サービス 5%

188,398 岡山県 岡山市東区 株式会社鶴海モーター 小売業 その他小売 5%

188,399 岡山県 岡山市東区 株式会社鳥越本店 小売業 家具・調度品 5%

188,400 岡山県 岡山市東区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋岡山西大寺店 サービス 飲食業 2%

188,401 岡山県 岡山市東区 クリーニングキュー益野店 サービス その他サービス 5%

188,402 岡山県 岡山市東区 五福うさぎ サービス 飲食業 5%

188,403 岡山県 岡山市東区 コープ西大寺 小売業 食料品 5%

188,404 岡山県 岡山市東区 コヤマクリーニング　本店 サービス その他サービス 5%

188,405 岡山県 岡山市東区 西大寺玩具 小売業 その他小売 5%

188,406 岡山県 岡山市東区 西大寺グランドホテル　西大寺グランドホテル サービス 宿泊業 5%

188,407 岡山県 岡山市東区 セブン－イレブン山陽道瀬戸ＰＡ下り店 小売業 食料品 2%

188,408 岡山県 岡山市東区 スーパードラッグひまわり　平島店 小売業 その他小売 5%

188,409 岡山県 岡山市東区 スーパードラッグひまわり　西大寺東店 小売業 その他小売 5%

188,410 岡山県 岡山市東区 炭一鉄西大寺店 サービス 飲食業 2%

188,411 岡山県 岡山市東区 生活彩家環太平洋大学店 小売業 その他小売 2%

188,412 岡山県 岡山市東区 セレーノ ディ プリマヴェーラ サービス 飲食業 5%
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188,413 岡山県 岡山市東区 髙山産業株式会社　ＬＰガス部西大寺支店 小売業 その他小売 5%

188,414 岡山県 岡山市東区 たむらフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

188,415 岡山県 岡山市東区 時計・宝石・メガネのミヤモト 小売業 貴金属・服飾品 5%

188,416 岡山県 岡山市東区 トヨタカローラ岡山平島店 小売業 その他小売 5%

188,417 岡山県 岡山市東区 トヨタレンタリース岡山西大寺駅前店 サービス その他サービス 2%

188,418 岡山県 岡山市東区 ニシナフードバスケット西大寺店 小売業 その他小売 5%

188,419 岡山県 岡山市東区 ＢＡＲＢＥＲ　ＭＩＸ　ＵＰ サービス 理容・美容業 5%

188,420 岡山県 岡山市東区 白十字　益野店 小売業 食料品 5%

188,421 岡山県 岡山市東区 花澤ぶどう研究所　花澤ぶどう研究所 小売業 食料品 5%

188,422 岡山県 岡山市東区 美よう室　加羅【カラ】 サービス 理容・美容業 5%

188,423 岡山県 岡山市東区 美容室エリカ　アプロード サービス 理容・美容業 5%

188,424 岡山県 岡山市東区 ｆｌｙａｗａｙ サービス その他サービス 5%

188,425 岡山県 岡山市東区 Ｓａｉ　Ｓａｉ　Ｋａ 小売業 その他小売 5%

188,426 岡山県 岡山市東区 ヘアーアート　ヒデ サービス 理容・美容業 5%

188,427 岡山県 岡山市東区 ヘアーサロンよしだ サービス 理容・美容業 5%

188,428 岡山県 岡山市東区 ベーカリーハウスパニーニ 小売業 食料品 5%

188,429 岡山県 岡山市東区 ポプラ岡山西大寺浜店 小売業 その他小売 2%

188,430 岡山県 岡山市東区 三岳屋 サービス 飲食業 5%

188,431 岡山県 岡山市東区 ミモザ　ゆめタウン平島店 小売業 衣料品 5%

188,432 岡山県 岡山市東区 メガネ本舗　平島店 小売業 その他小売 5%

188,433 岡山県 岡山市東区 モードブルージュ西大寺店 小売業 衣料品 5%

188,434 岡山県 岡山市東区 ＭＯＭＩＪＩＹＡ　Ｆ．Ｃ 小売業 その他小売 5%

188,435 岡山県 岡山市東区 モミジヤスポーツ西大寺本店　モミジヤスポーツ西大寺本店 小売業 その他小売 5%

188,436 岡山県 岡山市東区 焼肉たまき サービス 飲食業 5%

188,437 岡山県 岡山市東区 やまね サービス 飲食業 5%

188,438 岡山県 岡山市東区 やよい電器 小売業 電化製品 5%

188,439 岡山県 岡山市東区 ヤングアート 学生服専門店ヤング 小売業 衣料品 5%

188,440 岡山県 岡山市東区 有　大熨器械商会　オオノシ 小売業 電化製品 5%

188,441 岡山県 岡山市東区 リブ　タケハラ 小売業 電化製品 5%

188,442 岡山県 岡山市東区 わたなべ生鮮館城東店 小売業 食料品 5%

188,443 岡山県 岡山市南区 アイエス マスヤ ドリームタウン店 小売業 その他小売 5%

188,444 岡山県 岡山市南区 Ａｗａｋｅ サービス その他サービス 5%

188,445 岡山県 岡山市南区 アポロちぇーん光南台店 小売業 電化製品 5%

188,446 岡山県 岡山市南区 居酒屋　気まぐれ サービス 飲食業 5%

188,447 岡山県 岡山市南区 出光岡山青江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,448 岡山県 岡山市南区 出光セルフ岡山南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,449 岡山県 岡山市南区 出光箕島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,450 岡山県 岡山市南区 イル ヴィラッジョ サービス 飲食業 5%

188,451 岡山県 岡山市南区 宇田電器店 小売業 電化製品 5%

188,452 岡山県 岡山市南区 Ａ＊Ｍ　Ｐｈｏｔｏ サービス その他サービス 5%

188,453 岡山県 岡山市南区 エーワンフィールド 岡山本店 小売業 その他小売 5%

188,454 岡山県 岡山市南区 ＮＹＣ株式会社 小売業 その他小売 5%
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188,455 岡山県 岡山市南区 えんぜる 小売業 その他小売 5%

188,456 岡山県 岡山市南区 大野酒店 小売業 食料品 5%

188,457 岡山県 岡山市南区 セブン－イレブン岡山青江６丁目店 小売業 食料品 2%

188,458 岡山県 岡山市南区 岡山市場ネット 小売業 食料品 5%

188,459 岡山県 岡山市南区 セブン－イレブン岡山植松店 小売業 食料品 2%

188,460 岡山県 岡山市南区 セブン－イレブン岡山浦安店 小売業 食料品 2%

188,461 岡山県 岡山市南区 セブン－イレブン岡山浦安本町北店 小売業 食料品 2%

188,462 岡山県 岡山市南区 セブン－イレブン岡山浦安南町店 小売業 食料品 2%

188,463 岡山県 岡山市南区 セブン－イレブン岡山古新田店 小売業 食料品 2%

188,464 岡山県 岡山市南区 セブン－イレブン岡山下中野東店 小売業 食料品 2%

188,465 岡山県 岡山市南区 セブン－イレブン岡山洲崎３丁目店 小売業 食料品 2%

188,466 岡山県 岡山市南区 セブン－イレブン岡山妹尾店 小売業 食料品 2%

188,467 岡山県 岡山市南区 セブン－イレブン岡山曽根店 小売業 食料品 2%

188,468 岡山県 岡山市南区 セブン－イレブン岡山千鳥町店 小売業 食料品 2%

188,469 岡山県 岡山市南区 岡山トヨタ自動車岡南店 小売業 その他小売 5%

188,470 岡山県 岡山市南区 岡山トヨタ自動車レクサス岡山 小売業 その他小売 5%

188,471 岡山県 岡山市南区 セブン－イレブン岡山豊成３丁目店 小売業 食料品 2%

188,472 岡山県 岡山市南区 岡山トヨペットＷＡＶＥ築港 小売業 その他小売 5%

188,473 岡山県 岡山市南区 岡山トヨペットＭ．Ｓｔａｇｅ岡山 小売業 その他小売 5%

188,474 岡山県 岡山市南区 岡山トヨペット本店 小売業 その他小売 5%

188,475 岡山県 岡山市南区 岡山トヨペット本部・特販 小売業 その他小売 5%

188,476 岡山県 岡山市南区 セブン－イレブン岡山西市駅前店 小売業 食料品 2%

188,477 岡山県 岡山市南区 セブン－イレブン岡山西市店 小売業 食料品 2%

188,478 岡山県 岡山市南区 岡山西高崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,479 岡山県 岡山市南区 セブン－イレブン岡山バイパス豊成店 小売業 食料品 2%

188,480 岡山県 岡山市南区 セブン－イレブン岡山福田店 小売業 食料品 2%

188,481 岡山県 岡山市南区 セブン－イレブン岡山箕島店 小売業 食料品 2%

188,482 岡山県 岡山市南区 岡山ヤクルト販売 西市センター 小売業 食料品 5%

188,483 岡山県 岡山市南区 岡山ヤクルト販売　福成センター 小売業 食料品 5%

188,484 岡山県 岡山市南区 宮脇書店カードボックス藤田店　宮脇書店カードボックス藤田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

188,485 岡山県 岡山市南区 海都　築港店 サービス 飲食業 5%

188,486 岡山県 岡山市南区 金光薬品岡山浦安店 小売業 その他小売 5%

188,487 岡山県 岡山市南区 金光薬品当新田店 小売業 その他小売 5%

188,488 岡山県 岡山市南区 ｃａｆｅ　Ｚ　ｃａｆｅＺ サービス 飲食業 5%

188,489 岡山県 岡山市南区 株式会社メイコール 健康感 小売業 その他小売 5%

188,490 岡山県 岡山市南区 株式会社ヤマサキ 小売業 家具・調度品 5%

188,491 岡山県 岡山市南区 かめや釣具 岡山妹尾店 小売業 その他小売 5%

188,492 岡山県 岡山市南区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋岡山灘崎店 サービス 飲食業 2%

188,493 岡山県 岡山市南区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋岡山三浜店 サービス 飲食業 2%

188,494 岡山県 岡山市南区 牛角岡山福浜店 サービス 飲食業 2%

188,495 岡山県 岡山市南区 牛角岡山新保店 サービス 飲食業 2%

188,496 岡山県 岡山市南区 ｃｌｅａｒ ?クリア? サービス 理容・美容業 5%
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188,497 岡山県 岡山市南区 車の買取１２３ 小売業 その他小売 5%

188,498 岡山県 岡山市南区 くるるん サービス 理容・美容業 5%

188,499 岡山県 岡山市南区 珈琲屋３２ 珈琲屋３２ サービス 飲食業 5%

188,500 岡山県 岡山市南区 五穀蔵岡山 小売業 食料品 5%

188,501 岡山県 岡山市南区 個人如月タクシー サービス 運輸業 5%

188,502 岡山県 岡山市南区 コスモ電器 小売業 電化製品 5%

188,503 岡山県 岡山市南区 コーダ灘崎店 小売業 衣料品 5%

188,504 岡山県 岡山市南区 コープ大福 小売業 食料品 5%

188,505 岡山県 岡山市南区 コープ福富 小売業 食料品 5%

188,506 岡山県 岡山市南区 金剛堂　岡山店 小売業 家具・調度品 5%

188,507 岡山県 岡山市南区 サイクルＣｉｔｙ 本店 小売業 その他小売 5%

188,508 岡山県 岡山市南区 酒の筒井屋　酒の筒井屋 小売業 食料品 5%

188,509 岡山県 岡山市南区 さとう精肉直売所 サービス 飲食業 5%

188,510 岡山県 岡山市南区 サロンド　アニー　あけぼの町店 サービス 理容・美容業 5%

188,511 岡山県 岡山市南区 サロンド・ボーテ サービス 理容・美容業 5%

188,512 岡山県 岡山市南区 サロンド・アニー　あけぼの店 サービス 理容・美容業 5%

188,513 岡山県 岡山市南区 サンライン　サンラインレーシング 小売業 その他小売 5%

188,514 岡山県 岡山市南区 写真ムラカミ 出張撮影専門写真ムラカミ サービス その他サービス 5%

188,515 岡山県 岡山市南区 写真ヤマサキ サービス その他サービス 5%

188,516 岡山県 岡山市南区 しゃぶしゃぶ温野菜岡山福浜店 サービス 飲食業 2%

188,517 岡山県 岡山市南区 ジュエリークラフト山路　岡山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

188,518 岡山県 岡山市南区 手芸センタードリーム岡山本店 小売業 その他小売 5%

188,519 岡山県 岡山市南区 ｊｕｎｏｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

188,520 岡山県 岡山市南区 ｓｉｌｋｗｒａｐ サービス 理容・美容業 5%

188,521 岡山県 岡山市南区 ジーンズファクトリー　岡山店 小売業 衣料品 5%

188,522 岡山県 岡山市南区 ＳｕｉｔｅＣｏｕｔｕｒｅ サービス その他サービス 5%

188,523 岡山県 岡山市南区 スーパードラッグひまわり　妹尾店 小売業 その他小売 5%

188,524 岡山県 岡山市南区 ｓｐｏｏｎ 小売業 食料品 5%

188,525 岡山県 岡山市南区 住まいるネット　東畦店 小売業 電化製品 5%

188,526 岡山県 岡山市南区 炭一鉄青江店 サービス 飲食業 2%

188,527 岡山県 岡山市南区 生活彩家重井附属病院店 小売業 その他小売 2%

188,528 岡山県 岡山市南区 〇八六タクシー サービス 運輸業 5%

188,529 岡山県 岡山市南区 セント・バレンタイン サービス 理容・美容業 5%

188,530 岡山県 岡山市南区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　千両街道ＳＳ 小売業 その他小売 2%

188,531 岡山県 岡山市南区 天満屋灘崎ギフトショップ サービス その他サービス 2%

188,532 岡山県 岡山市南区 トヨタカローラ岡山大福店 小売業 その他小売 5%

188,533 岡山県 岡山市南区 トヨタカローラ岡山岡南店 小売業 その他小売 5%

188,534 岡山県 岡山市南区 トヨタレンタリース岡山新保店 サービス その他サービス 2%

188,535 岡山県 岡山市南区 トヨタレンタリース岡山ｐｉｐｉｔ新保店 小売業 その他小売 2%

188,536 岡山県 岡山市南区 トライアングルマーケット 小売業 衣料品 5%

188,537 岡山県 岡山市南区 ＤＲＥＡＭＢＯＸ サービス その他サービス 5%

188,538 岡山県 岡山市南区 鳥三郎　岡山西市店 サービス 飲食業 5%
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188,539 岡山県 岡山市南区 ナカノテック 小売業 電化製品 5%

188,540 岡山県 岡山市南区 ニシナフードバスケット南輝店 小売業 その他小売 5%

188,541 岡山県 岡山市南区 ニシナフードバスケット東畦店 小売業 その他小売 5%

188,542 岡山県 岡山市南区 ニューこうなん 小売業 食料品 5%

188,543 岡山県 岡山市南区 ｎａｉｌｓ　Ｒ サービス その他サービス 5%

188,544 岡山県 岡山市南区 ネッツトヨタ岡山岡山店（サ－ビス） 小売業 その他小売 5%

188,545 岡山県 岡山市南区 ネッツトヨタ岡山岡山店 小売業 その他小売 5%

188,546 岡山県 岡山市南区 ネッツトヨタ岡山藤田店 小売業 その他小売 5%

188,547 岡山県 岡山市南区 ネッツトヨタ岡山Ｕステ－ジ泉田 小売業 その他小売 5%

188,548 岡山県 岡山市南区 ネッツトヨタ岡山Ｕステ－ジ藤田 小売業 その他小売 5%

188,549 岡山県 岡山市南区 ネッツトヨタ山陽岡山店 小売業 その他小売 5%

188,550 岡山県 岡山市南区 ネッツトヨタ山陽岡南店 小売業 その他小売 5%

188,551 岡山県 岡山市南区 白十字　岡南店 小売業 食料品 5%

188,552 岡山県 岡山市南区 白十字　妹尾店 小売業 食料品 5%

188,553 岡山県 岡山市南区 白十字　藤田店 小売業 食料品 5%

188,554 岡山県 岡山市南区 八剣伝　新保店 サービス 飲食業 2%

188,555 岡山県 岡山市南区 八剣伝　新保店 サービス 飲食業 2%

188,556 岡山県 岡山市南区 ｐａｎｉｐａｎｉ サービス 理容・美容業 5%

188,557 岡山県 岡山市南区 はんこプロジェクト 小売業 その他小売 5%

188,558 岡山県 岡山市南区 ピザカリフォルニア　妹尾店 小売業 食料品 5%

188,559 岡山県 岡山市南区 美塾岡山 サービス 理容・美容業 5%

188,560 岡山県 岡山市南区 ビジョンプラス 小売業 その他小売 5%

188,561 岡山県 岡山市南区 ピットイン共和 サービス その他サービス 5%

188,562 岡山県 岡山市南区 Ｐｕｒｅ　【ピュア】 サービス 理容・美容業 5%

188,563 岡山県 岡山市南区 美容室ｄｅｆｉ サービス 理容・美容業 5%

188,564 岡山県 岡山市南区 ファルコン サービス 飲食業 5%

188,565 岡山県 岡山市南区 藤田店 小売業 食料品 5%

188,566 岡山県 岡山市南区 プライドワン 小売業 その他小売 5%

188,567 岡山県 岡山市南区 ＢＲＩＤＧＥＰＯＲＴ ＢＲＩＤＧＥＰＯＲＴ 小売業 その他小売 5%

188,568 岡山県 岡山市南区 ＦＲＯＭ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

188,569 岡山県 岡山市南区 ヘアーサロンジョイ サービス 理容・美容業 5%

188,570 岡山県 岡山市南区 べアーズサイクル 小売業 その他小売 5%

188,571 岡山県 岡山市南区 ヘアーステージ ｍｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

188,572 岡山県 岡山市南区 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｓｐｕｒ サービス 理容・美容業 5%

188,573 岡山県 岡山市南区 Ｈｏｒｓｅ　ａｎｄ　Ｄｅｅｒ 小売業 衣料品 5%

188,574 岡山県 岡山市南区 ボディケア ストレッチ ＫＡＩＺＥＮ サービス その他サービス 5%

188,575 岡山県 岡山市南区 ポプラ岡山福富中店 小売業 その他小売 2%

188,576 岡山県 岡山市南区 ボルダーガーデンサボ サービス その他サービス 5%

188,577 岡山県 岡山市南区 松田屋 小売業 食料品 5%

188,578 岡山県 岡山市南区 マルイ大福店 小売業 食料品 5%

188,579 岡山県 岡山市南区 みのるゴルフ妹尾 サービス その他サービス 5%

188,580 岡山県 岡山市南区 ミラーデイズ サービス 理容・美容業 5%

4492



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

188,581 岡山県 岡山市南区 メガネの田中　岡南店 小売業 その他小売 5%

188,582 岡山県 岡山市南区 メガネの田中　妹尾店 小売業 その他小売 5%

188,583 岡山県 岡山市南区 メガネ本舗　米倉店 小売業 その他小売 5%

188,584 岡山県 岡山市南区 メディセル癒しサロン　朔【サク】 サービス その他サービス 5%

188,585 岡山県 岡山市南区 モードブルージュ岡南店 小売業 衣料品 5%

188,586 岡山県 岡山市南区 焼肉亀家灘崎店 サービス 飲食業 5%

188,587 岡山県 岡山市南区 焼肉つるみ サービス 飲食業 5%

188,588 岡山県 岡山市南区 焼肉中村屋 妹尾店 サービス 飲食業 5%

188,589 岡山県 岡山市南区 焼肉秀吉　待庵下中野店 サービス 飲食業 5%

188,590 岡山県 岡山市南区 焼肉レストラン 鶴松 灘崎店 サービス 飲食業 5%

188,591 岡山県 岡山市南区 安川商店グリーン店 小売業 電化製品 5%

188,592 岡山県 岡山市南区 やまもとタクシー サービス 運輸業 5%

188,593 岡山県 岡山市南区 有限会社大橋商店 小売業 家具・調度品 5%

188,594 岡山県 岡山市南区 ＬＡ　ＢＥＬＬＥ【ラ　ベール】 サービス 理容・美容業 5%

188,595 岡山県 岡山市南区 らーめん道 サービス 飲食業 5%

188,596 岡山県 岡山市南区 美容室ＬＩＴＲＥ サービス 理容・美容業 5%

188,597 岡山県 岡山市南区 リビンズ坂本 福浜倉庫店 小売業 家具・調度品 5%

188,598 岡山県 岡山市南区 ｌｅ　ｃａｌｍｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

188,599 岡山県 岡山市南区 露菴 古新田店 サービス 飲食業 5%

188,600 岡山県 岡山市南区 ロイヤル整体 サービス その他サービス 5%

188,601 岡山県 岡山市南区 Ｗａｒｍｔｈ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

188,602 岡山県 岡山市南区 わたなべ生鮮館泉田店 小売業 食料品 5%

188,603 岡山県 岡山市南区 わたなべ生鮮館妹尾店 小売業 食料品 5%

188,604 岡山県 岡山市南区 わたなべ生鮮館福富いちば 小売業 食料品 5%

188,605 岡山県 岡山市南区 和のおやつと赤飯の店　歩月 小売業 食料品 5%

188,606 岡山県 岡山市南区 ワールド２１　妹尾店 小売業 電化製品 5%

188,607 岡山県 鏡野町 池田屋　河鹿園 サービス 宿泊業 5%

188,608 岡山県 鏡野町 出光上齋原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,609 岡山県 鏡野町 院庄インター　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,610 岡山県 鏡野町 ８ｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

188,611 岡山県 鏡野町 鏡野タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

188,612 岡山県 鏡野町 鏡野タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

188,613 岡山県 鏡野町 米屋倶楽部 サービス 宿泊業 5%

188,614 岡山県 鏡野町 小山鈑金 小売業 その他小売 5%

188,615 岡山県 鏡野町 さいの郷「椛」 サービス 宿泊業 5%

188,616 岡山県 鏡野町 Ｓａｌｏｎ ｄｅ Ｆｌａｔｔｏ サービス 理容・美容業 5%

188,617 岡山県 鏡野町 山陽ホームズ　鏡野店　鏡野店 小売業 その他小売 5%

188,618 岡山県 鏡野町 ＪＡつやま奥津車輌センター 小売業 その他小売 5%

188,619 岡山県 鏡野町 セルフステーション鏡野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,620 岡山県 鏡野町 つるや　鏡野店 小売業 食料品 5%

188,621 岡山県 鏡野町 セブン－イレブン苫田鏡野町店 小売業 食料品 2%

188,622 岡山県 鏡野町 富　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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188,623 岡山県 鏡野町 とみ山荘　天府苑 サービス 飲食業 5%

188,624 岡山県 鏡野町 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ ＷＡＫＡＮＡ 小売業 食料品 5%

188,625 岡山県 鏡野町 名泉鍵湯奥津荘 サービス その他サービス 5%

188,626 岡山県 鏡野町 有　写真のマエハラ サービス その他サービス 5%

188,627 岡山県 鏡野町 ［ＨＣ］有限会社寺岡電機 小売業 電化製品 5%

188,628 岡山県 鏡野町 有限会社原自動車 小売業 その他小売 5%

188,629 岡山県 笠岡市 アイビーシステムズ サービス その他サービス 5%

188,630 岡山県 笠岡市 アイランド 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

188,631 岡山県 笠岡市 天野進商店 サービス 飲食業 5%

188,632 岡山県 笠岡市 池田鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

188,633 岡山県 笠岡市 ＩＮＮＴＨＥＣＡＭＰ サービス その他サービス 5%

188,634 岡山県 笠岡市 内海（株） 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,635 岡山県 笠岡市 エプラス エプラス 小売業 その他小売 5%

188,636 岡山県 笠岡市 大井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,637 岡山県 笠岡市 ＯＡ・文具ミヤケ 小売業 その他小売 5%

188,638 岡山県 笠岡市 大本薬局 小売業 その他小売 5%

188,639 岡山県 笠岡市 岡山県西部ヤクルト販売　笠岡センター 小売業 食料品 5%

188,640 岡山県 笠岡市 笠井商会 サービス その他サービス 5%

188,641 岡山県 笠岡市 笠岡ＳＳ　坂本石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,642 岡山県 笠岡市 笠岡番町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,643 岡山県 笠岡市 セブン－イレブン笠岡インター店 小売業 食料品 2%

188,644 岡山県 笠岡市 笠岡北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,645 岡山県 笠岡市 セブン－イレブン笠岡五番町店 小売業 食料品 2%

188,646 岡山県 笠岡市 笠岡東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,647 岡山県 笠岡市 笠岡ホンダ販売 有 サービス その他サービス 5%

188,648 岡山県 笠岡市 セブン－イレブン笠岡茂平店 小売業 食料品 2%

188,649 岡山県 笠岡市 セブン－イレブン笠岡吉浜店 小売業 食料品 2%

188,650 岡山県 笠岡市 株式会社ＢＰサービスタバヤシ サービス その他サービス 5%

188,651 岡山県 笠岡市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋コムプラザ笠岡 サービス 飲食業 2%

188,652 岡山県 笠岡市 北木島豊浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,653 岡山県 笠岡市 コバック笠岡店 サービス その他サービス 5%

188,654 岡山県 笠岡市 サンパル笠岡　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,655 岡山県 笠岡市 島宿三虎 サービス 宿泊業 5%

188,656 岡山県 笠岡市 車検のコバック 笠岡店 サービス その他サービス 5%

188,657 岡山県 笠岡市 写真箱笠岡店 サービス その他サービス 5%

188,658 岡山県 笠岡市 写真箱富岡店 サービス その他サービス 5%

188,659 岡山県 笠岡市 ＳＩＲＵＨＡ 小売業 その他小売 5%

188,660 岡山県 笠岡市 スーパードラッグひまわり笠岡店 小売業 その他小売 5%

188,661 岡山県 笠岡市 住まいるネット笠岡インター店 小売業 電化製品 5%

188,662 岡山県 笠岡市 住まいるネット笠岡住吉店 小売業 電化製品 5%

188,663 岡山県 笠岡市 ３０８　ダイヤクリーニングハローズ笠岡店 サービス その他サービス 5%

188,664 岡山県 笠岡市 高山産業　笠岡支店 小売業 その他小売 5%
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188,665 岡山県 笠岡市 タンタン笠岡店 小売業 衣料品 5%

188,666 岡山県 笠岡市 ちろりん村 サービス その他サービス 5%

188,667 岡山県 笠岡市 Ｔｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

188,668 岡山県 笠岡市 東洋石材工芸社 小売業 その他小売 5%

188,669 岡山県 笠岡市 ドルーピー 小売業 その他小売 5%

188,670 岡山県 笠岡市 ニシナフードバスケット笠岡店 小売業 その他小売 5%

188,671 岡山県 笠岡市 ネッツトヨタ岡山笠岡店 小売業 その他小売 5%

188,672 岡山県 笠岡市 ネッツトヨタ山陽笠岡店 小売業 その他小売 5%

188,673 岡山県 笠岡市 クワイエットハウス サービス その他サービス 5%

188,674 岡山県 笠岡市 備前焼わかくさ 小売業 その他小売 5%

188,675 岡山県 笠岡市 ブティックマルバン 小売業 衣料品 5%

188,676 岡山県 笠岡市 マクドナルド２号線笠岡店 サービス 飲食業 2%

188,677 岡山県 笠岡市 丸一商事 小売業 衣料品 5%

188,678 岡山県 笠岡市 まるみ屋 小売業 衣料品 5%

188,679 岡山県 笠岡市 ＃ＭｉｇＮＯＮ サービス 理容・美容業 5%

188,680 岡山県 笠岡市 宮脇書店　笠岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

188,681 岡山県 笠岡市 ＭＯＯＮ サービス 理容・美容業 5%

188,682 岡山県 笠岡市 メガネ２１　笠岡店 小売業 その他小売 2%

188,683 岡山県 笠岡市 メガネの田中　笠岡店 小売業 その他小売 5%

188,684 岡山県 笠岡市 モカ サービス 理容・美容業 5%

188,685 岡山県 笠岡市 ｍｏｎ　ａｍｉ【モンアミ】 サービス 理容・美容業 5%

188,686 岡山県 笠岡市 ゆめらんど笠岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

188,687 岡山県 笠岡市 リッチライフしんこう 小売業 電化製品 5%

188,688 岡山県 吉備中央町 伊丹車輌 加茂川支店 サービス その他サービス 5%

188,689 岡山県 吉備中央町 いろは屋 小売業 食料品 5%

188,690 岡山県 吉備中央町 賀陽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,691 岡山県 吉備中央町 賀陽町農協　ＥＮＥＯＳキャッシュ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,692 岡山県 吉備中央町 賀陽油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,693 岡山県 吉備中央町 吉備高原都市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,694 岡山県 吉備中央町 吉備高原リゾートホテル サービス 宿泊業 5%

188,695 岡山県 吉備中央町 キョーエイ賀陽店 小売業 食料品 5%

188,696 岡山県 吉備中央町 キョーエイ加茂川店 小売業 食料品 5%

188,697 岡山県 吉備中央町 清原テレビ電器商会 小売業 電化製品 5%

188,698 岡山県 吉備中央町 下加茂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,699 岡山県 吉備中央町 株式会社ナノビレッジ サービス その他サービス 5%

188,700 岡山県 吉備中央町 ぺピタコスメティック　生活衣料 小売業 衣料品 5%

188,701 岡山県 吉備中央町 ポプラ吉備高原都市パーティズ店 小売業 その他小売 2%

188,702 岡山県 吉備中央町 ポプラ高原マーケットかよう店 小売業 その他小売 2%

188,703 岡山県 久米南町 久米南町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,704 岡山県 久米南町 セブン－イレブン久米南町上弓削店 小売業 食料品 2%

188,705 岡山県 久米南町 久米南　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,706 岡山県 久米南町 シスデザインフォトスタイリング サービス その他サービス 5%
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188,707 岡山県 久米南町 ｓｈｏｗｃａｓｅ 小売業 その他小売 5%

188,708 岡山県 久米南町 つるや　弓削店 小売業 食料品 5%

188,709 岡山県 久米南町 ヘアーサロン　モリシタ サービス 理容・美容業 5%

188,710 岡山県 久米南町 有限会社清水自動車整備 小売業 その他小売 5%

188,711 岡山県 倉敷市 ＥＡＲＴＨ サービス 理容・美容業 5%

188,712 岡山県 倉敷市 相生デンキ 小売業 電化製品 5%

188,713 岡山県 倉敷市 Ｉ．Ｃ．Ｇ サービス 飲食業 5%

188,714 岡山県 倉敷市 藍照 小売業 衣料品 5%

188,715 岡山県 倉敷市 藍照 小売業 衣料品 5%

188,716 岡山県 倉敷市 相原部品株式会社 小売業 その他小売 5%

188,717 岡山県 倉敷市 アイラッシュサロン　アンシャンテ サービス 理容・美容業 5%

188,718 岡山県 倉敷市 あうん堂 小売業 衣料品 5%

188,719 岡山県 倉敷市 赤沢商店支店 小売業 電化製品 5%

188,720 岡山県 倉敷市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｅｎａ倉敷 サービス 理容・美容業 5%

188,721 岡山県 倉敷市 アコリエンテ サービス 理容・美容業 5%

188,722 岡山県 倉敷市 ＡＣＯＬＹＰＳＯｍｕｓｉｃ サービス その他サービス 5%

188,723 岡山県 倉敷市 アコルドコーヒー サービス 飲食業 5%

188,724 岡山県 倉敷市 アコルドコーヒー　アコルドコーヒー サービス 飲食業 5%

188,725 岡山県 倉敷市 味野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,726 岡山県 倉敷市 味野　児島小川 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,727 岡山県 倉敷市 味野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,728 岡山県 倉敷市 アジュドール　倉敷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

188,729 岡山県 倉敷市 アトリエ・トノープ サービス その他サービス 5%

188,730 岡山県 倉敷市 アパマンショップ中庄店 有限会社 中島住宅 リフォーム サービス その他サービス 5%

188,731 岡山県 倉敷市 アバンステクノサービス有限会社 サービス その他サービス 5%

188,732 岡山県 倉敷市 アフェクト　倉敷本店 サービス 理容・美容業 5%

188,733 岡山県 倉敷市 アフェクト　玉島店 サービス 理容・美容業 5%

188,734 岡山県 倉敷市 アフェクト倉敷店 サービス 理容・美容業 5%

188,735 岡山県 倉敷市 Ａｐａｉｓｅｒ【アペゼ】 サービス 理容・美容業 5%

188,736 岡山県 倉敷市 天城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,737 岡山県 倉敷市 あまみね サービス 飲食業 5%

188,738 岡山県 倉敷市 Ａｍｉｅ 小売業 その他小売 5%

188,739 岡山県 倉敷市 アムス倉敷店 小売業 その他小売 5%

188,740 岡山県 倉敷市 アムゼ 小売業 衣料品 5%

188,741 岡山県 倉敷市 アムゼ 小売業 衣料品 5%

188,742 岡山県 倉敷市 ’ＡＭＯ サービス 理容・美容業 5%

188,743 岡山県 倉敷市 ａｌａｐａａｐ 小売業 衣料品 5%

188,744 岡山県 倉敷市 有城 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,745 岡山県 倉敷市 Ａｌｌｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

188,746 岡山県 倉敷市 Ａｌｂａ サービス 飲食業 5%

188,747 岡山県 倉敷市 アングルヨシダ 小売業 電化製品 5%

188,748 岡山県 倉敷市 アンテリア サービス 理容・美容業 5%
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188,749 岡山県 倉敷市 ＆ｎｔｋ サービス 理容・美容業 5%

188,750 岡山県 倉敷市 ａｎｄＦＩＮＥｈａｉｒｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

188,751 岡山県 倉敷市 ＥＲＧ　倉敷堀南店 小売業 衣料品 5%

188,752 岡山県 倉敷市 いがらしゆみこ美術館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

188,753 岡山県 倉敷市 イクコ　倉敷店 小売業 衣料品 5%

188,754 岡山県 倉敷市 イクコ　美観地区店 小売業 衣料品 5%

188,755 岡山県 倉敷市 活魚料理　やま幸 サービス その他サービス 5%

188,756 岡山県 倉敷市 居酒屋とも サービス 飲食業 5%

188,757 岡山県 倉敷市 有限会社　伊丹自動車 サービス その他サービス 5%

188,758 岡山県 倉敷市 イタリア料理　Ｇｒａｎ　Ｃａｒｒ サービス 飲食業 5%

188,759 岡山県 倉敷市 井筒屋 小売業 その他小売 5%

188,760 岡山県 倉敷市 出光アスピアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,761 岡山県 倉敷市 出光倉敷水江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,762 岡山県 倉敷市 出光児島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,763 岡山県 倉敷市 出光児島駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,764 岡山県 倉敷市 出光新水島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,765 岡山県 倉敷市 出光福田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,766 岡山県 倉敷市 今藤管工 小売業 その他小売 5%

188,767 岡山県 倉敷市 今和夢果子　錦盛堂 小売業 食料品 5%

188,768 岡山県 倉敷市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ　倉敷 サービス その他サービス 5%

188,769 岡山県 倉敷市 いわ栄　中庄本店 サービス 飲食業 5%

188,770 岡山県 倉敷市 印章専門店椿山　印章専門店椿山 小売業 その他小売 5%

188,771 岡山県 倉敷市 インテリアセンターくらしき本店 小売業 家具・調度品 5%

188,772 岡山県 倉敷市 ｉｎＢｌｕｅ　インブルー 小売業 衣料品 5%

188,773 岡山県 倉敷市 インポートセレクトブティック　はいからや 小売業 貴金属・服飾品 5%

188,774 岡山県 倉敷市 Ｗｅｓｔ　Ｒｉｖｅｒ 小売業 その他小売 5%

188,775 岡山県 倉敷市 ウォールウォーレン 小売業 食料品 5%

188,776 岡山県 倉敷市 うさぎや　岡山店 小売業 その他小売 5%

188,777 岡山県 倉敷市 うさぎや　岡南店 小売業 その他小売 5%

188,778 岡山県 倉敷市 内田電化社 小売業 電化製品 5%

188,779 岡山県 倉敷市 ウチダ動物病院 サービス その他サービス 5%

188,780 岡山県 倉敷市 うぶこっこ家 サービス 飲食業 5%

188,781 岡山県 倉敷市 ＵＬＴＲＡＳ　ＳＴＡＴＩＯＮ　ＳＴＡＤＩＵＭ　さんすて倉敷店 サービス 飲食業 5%

188,782 岡山県 倉敷市 エイコー電器 小売業 電化製品 5%

188,783 岡山県 倉敷市 エイコー堂　ブライダルサロン 小売業 その他小売 5%

188,784 岡山県 倉敷市 ｈｇ＋　さんすて倉敷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

188,785 岡山県 倉敷市 ＡＢＣパレード 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

188,786 岡山県 倉敷市 ＡＥナカムラ 小売業 その他小売 5%

188,787 岡山県 倉敷市 笑咲屋　花火 サービス 飲食業 5%

188,788 岡山県 倉敷市 ｅｓ サービス 飲食業 5%

188,789 岡山県 倉敷市 ＳＨＧ倉敷店 小売業 電化製品 5%

188,790 岡山県 倉敷市 ＳＨＧ倉敷松島店 小売業 電化製品 5%
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188,791 岡山県 倉敷市 ＳＨＧ児島店 小売業 電化製品 5%

188,792 岡山県 倉敷市 ＳＨＧ茶屋町店 小売業 電化製品 5%

188,793 岡山県 倉敷市 Ｓｂｒａｎｄ サービス 理容・美容業 5%

188,794 岡山県 倉敷市 江戸切りそば　石泉 サービス 飲食業 5%

188,795 岡山県 倉敷市 江戸切りそば石泉　江戸切り蕎麦　石泉 サービス 飲食業 5%

188,796 岡山県 倉敷市 ｅｍａ 小売業 衣料品 5%

188,797 岡山県 倉敷市 ｅＭＶ　倉敷店 小売業 その他小売 5%

188,798 岡山県 倉敷市 Ｍ　Ｍ 小売業 その他小売 5%

188,799 岡山県 倉敷市 ＭＧＨ倉敷工場 サービス その他サービス 5%

188,800 岡山県 倉敷市 ＭＧＨ水島工場 サービス その他サービス 5%

188,801 岡山県 倉敷市 Ｍｄｅｎねっと　倉敷川西店 小売業 電化製品 5%

188,802 岡山県 倉敷市 襟立製帽所　倉敷本町店 小売業 衣料品 5%

188,803 岡山県 倉敷市 襟立帽子店 小売業 衣料品 5%

188,804 岡山県 倉敷市 ｅｒｉｔｔｏ　ｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

188,805 岡山県 倉敷市 エルポゼ サービス 理容・美容業 5%

188,806 岡山県 倉敷市 Ｅｒｅｐｏｓｅｒ【エルポゼ】 サービス その他サービス 5%

188,807 岡山県 倉敷市 ＯＩＫＯＳ 小売業 衣料品 5%

188,808 岡山県 倉敷市 おうちサロンｍｉｍｏｚａ サービス その他サービス 5%

188,809 岡山県 倉敷市 有限会社　オーシャン　玉島店 小売業 その他小売 5%

188,810 岡山県 倉敷市 大高電器 小売業 電化製品 5%

188,811 岡山県 倉敷市 オートパークメジャー 小売業 その他小売 5%

188,812 岡山県 倉敷市 オートパーク　ＭＡＪＯＲ 小売業 その他小売 5%

188,813 岡山県 倉敷市 大畠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,814 岡山県 倉敷市 大原美術館 サービス その他サービス 5%

188,815 岡山県 倉敷市 大原美術館ミュージアムショップ 小売業 家具・調度品 5%

188,816 岡山県 倉敷市 おかだでんき　本店 小売業 電化製品 5%

188,817 岡山県 倉敷市 おかだでんき 小売業 電化製品 5%

188,818 岡山県 倉敷市 岡野園芸 小売業 その他小売 5%

188,819 岡山県 倉敷市 岡山Ｃａｎｄｙ サービス 飲食業 5%

188,820 岡山県 倉敷市 岡山県西部ヤクルト販売　笹沖センター 小売業 食料品 5%

188,821 岡山県 倉敷市 岡山県西部ヤクルト販売　玉島センター 小売業 食料品 5%

188,822 岡山県 倉敷市 岡山県西部ヤクルト販売　中島センター 小売業 食料品 5%

188,823 岡山県 倉敷市 岡山県西部ヤクルト販売　中庄センター 小売業 食料品 5%

188,824 岡山県 倉敷市 岡山県西部ヤクルト販売 東塚センター 小売業 食料品 5%

188,825 岡山県 倉敷市 岡山県西部ヤクルト販売　真備センター 小売業 食料品 5%

188,826 岡山県 倉敷市 岡山県西部ヤクルト販売　水島センター 小売業 食料品 5%

188,827 岡山県 倉敷市 岡山トヨタ自動車倉敷店 小売業 その他小売 5%

188,828 岡山県 倉敷市 岡山トヨタ自動車児島店 小売業 その他小売 5%

188,829 岡山県 倉敷市 岡山トヨタ自動車配車センター 小売業 その他小売 5%

188,830 岡山県 倉敷市 岡山トヨタ自動車水島店 小売業 その他小売 5%

188,831 岡山県 倉敷市 岡山トヨタ自動車Ｕ－ｃａｒ倉敷 小売業 その他小売 5%

188,832 岡山県 倉敷市 岡山トヨペットＭ．Ｓｔａｇｅ倉敷 小売業 その他小売 5%
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188,833 岡山県 倉敷市 岡山トヨペットＨＡＲＢＯＲ児島 小売業 その他小売 5%

188,834 岡山県 倉敷市 岡山トヨペットＹＡＨＨＯ倉敷 小売業 その他小売 5%

188,835 岡山県 倉敷市 岡山トヨペットＹＡＣＨＴＬＡＮＤ中庄 小売業 その他小売 5%

188,836 岡山県 倉敷市 岡山トヨペットレクサス倉敷 小売業 その他小売 5%

188,837 岡山県 倉敷市 岡山トヨペットＷＡＯ水島 小売業 その他小売 5%

188,838 岡山県 倉敷市 岡山ヤクルト販売 児島センター 小売業 食料品 5%

188,839 岡山県 倉敷市 岡山ヤクルト販売　茶屋町センター 小売業 食料品 5%

188,840 岡山県 倉敷市 お好み焼き　カレー　ＴＡＫＵ サービス 飲食業 5%

188,841 岡山県 倉敷市 お酒のイワイ　酒のイワイ　味野店 小売業 食料品 5%

188,842 岡山県 倉敷市 お酒のイワイ　お酒のイワイ　田の口店 小売業 食料品 5%

188,843 岡山県 倉敷市 おしゃれの店　サンハウス 小売業 衣料品 5%

188,844 岡山県 倉敷市 おしゃれの店　サンハウス 小売業 衣料品 5%

188,845 岡山県 倉敷市 乙島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,846 岡山県 倉敷市 鬼の厨　しんすけ サービス 飲食業 5%

188,847 岡山県 倉敷市 小野商株式会社 サービス その他サービス 5%

188,848 岡山県 倉敷市 小野電化サービス 小売業 電化製品 5%

188,849 岡山県 倉敷市 小野洋瓦有限会社 サービス その他サービス 5%

188,850 岡山県 倉敷市 帯江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,851 岡山県 倉敷市 おもちゃのギブタ ｇｉｖｅｔａ ｎｅｔ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

188,852 岡山県 倉敷市 オリックスレンタカー倉敷笹沖店 サービス その他サービス 2%

188,853 岡山県 倉敷市 音楽教室ミュージックパーティー倉敷 サービス その他サービス 5%

188,854 岡山県 倉敷市 カードキングダム倉敷児島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

188,855 岡山県 倉敷市 カードボックス玉島 玉島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

188,856 岡山県 倉敷市 会食采宴　膳 サービス 飲食業 5%

188,857 岡山県 倉敷市 会食采宴　膳 サービス 飲食業 5%

188,858 岡山県 倉敷市 海鮮居酒屋 幹 サービス 飲食業 5%

188,859 岡山県 倉敷市 海鮮問屋　かたつむり サービス 飲食業 5%

188,860 岡山県 倉敷市 回転寿司　鮨や　よろこんで サービス 飲食業 5%

188,861 岡山県 倉敷市 学生服のニッピ 小売業 衣料品 5%

188,862 岡山県 倉敷市 学生服リユースさくらや倉敷店 小売業 衣料品 5%

188,863 岡山県 倉敷市 カクテル＆ワインＮＯＣＴＵＲＮＥ サービス 飲食業 5%

188,864 岡山県 倉敷市 家具の激安王　ドン 小売業 家具・調度品 5%

188,865 岡山県 倉敷市 かぐらや　児島店 小売業 衣料品 5%

188,866 岡山県 倉敷市 隠房ぽん サービス 飲食業 5%

188,867 岡山県 倉敷市 カシェット サービス 理容・美容業 5%

188,868 岡山県 倉敷市 かしわ溶岩焼の店 サービス 飲食業 5%

188,869 岡山県 倉敷市 片岡写眞舘 サービス その他サービス 5%

188,870 岡山県 倉敷市 かつ泉　倉敷店 サービス 飲食業 5%

188,871 岡山県 倉敷市 カットサロンはた サービス 理容・美容業 5%

188,872 岡山県 倉敷市 かつ丼城下町 アリオ倉敷店 サービス 飲食業 5%

188,873 岡山県 倉敷市 割烹　さかもと サービス 飲食業 5%

188,874 岡山県 倉敷市 割烹　鯛小判 サービス 飲食業 5%

4499



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

188,875 岡山県 倉敷市 割烹山部 サービス 飲食業 5%

188,876 岡山県 倉敷市 かなみつ 小売業 貴金属・服飾品 5%

188,877 岡山県 倉敷市 金光薬品倉敷新田店 小売業 その他小売 5%

188,878 岡山県 倉敷市 金光薬品倉敷中庄店 小売業 その他小売 5%

188,879 岡山県 倉敷市 金光薬品倉敷林店 小売業 その他小売 5%

188,880 岡山県 倉敷市 金光薬品倉敷本店 小売業 その他小売 5%

188,881 岡山県 倉敷市 金光薬品さんすて倉敷店 小売業 その他小売 5%

188,882 岡山県 倉敷市 金光薬品玉島勇崎店 小売業 その他小売 5%

188,883 岡山県 倉敷市 金光薬品倉敷福島店 小売業 その他小売 5%

188,884 岡山県 倉敷市 金光薬品水島神田店 小売業 その他小売 5%

188,885 岡山県 倉敷市 金光薬品ゆめタウン倉敷店 小売業 その他小売 5%

188,886 岡山県 倉敷市 Ｃａｆｅ Ｂａｒ ＭａＨａＬｏ サービス 飲食業 5%

188,887 岡山県 倉敷市 株式会社　野田タンス店 小売業 家具・調度品 5%

188,888 岡山県 倉敷市 株式会社　野田タンス店国道店 小売業 家具・調度品 5%

188,889 岡山県 倉敷市 株式会社アンスリール　アン　スリール サービス その他サービス 5%

188,890 岡山県 倉敷市 株式会社ｎｔｓ　本社営業所 サービス その他サービス 5%

188,891 岡山県 倉敷市 株式会社オオツキエマーユ店 小売業 衣料品 5%

188,892 岡山県 倉敷市 くらしき伝 サービス その他サービス 5%

188,893 岡山県 倉敷市 株式会社　サンタック 小売業 その他小売 5%

188,894 岡山県 倉敷市 株式会社データシステム　株式会社データシステム　倉敷支社 小売業 その他小売 5%

188,895 岡山県 倉敷市 株式会社ピープルコーポレーション 小売業 その他小売 5%

188,896 岡山県 倉敷市 株式会社ピープルコーポレーション 小売業 その他小売 5%

188,897 岡山県 倉敷市 かもがた茶屋 倉敷平田店 サービス 飲食業 5%

188,898 岡山県 倉敷市 通生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,899 岡山県 倉敷市 唐琴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,900 岡山県 倉敷市 カリフォルニアワインボックス 小売業 食料品 5%

188,901 岡山県 倉敷市 Ｑｕａｒｔｅｔｔｅ　中庄駅前店 サービス 理容・美容業 5%

188,902 岡山県 倉敷市 ガレージトレンド 小売業 その他小売 5%

188,903 岡山県 倉敷市 川上薬局 小売業 その他小売 5%

188,904 岡山県 倉敷市 革工房バロール サービス その他サービス 5%

188,905 岡山県 倉敷市 革工房バロール　革工房バロール 小売業 その他小売 5%

188,906 岡山県 倉敷市 ＫＡＮＤＡ　イオン倉敷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

188,907 岡山県 倉敷市 Ｃａｎｔｉｎａ　登美 サービス 飲食業 5%

188,908 岡山県 倉敷市 紀久屋　倉敷店 小売業 衣料品 5%

188,909 岡山県 倉敷市 聞こえの田中　倉敷店 小売業 その他小売 5%

188,910 岡山県 倉敷市 曲江春 サービス 飲食業 5%

188,911 岡山県 倉敷市 ＫＡＰＩＴＡＬ（催事） 小売業 衣料品 5%

188,912 岡山県 倉敷市 ＫＡＰＩＴＡＬ　児島店 小売業 衣料品 5%

188,913 岡山県 倉敷市 ＫＡＰＩＴＡＬ　瀬戸内赭店 小売業 衣料品 5%

188,914 岡山県 倉敷市 ギャラリー十露 サービス その他サービス 5%

188,915 岡山県 倉敷市 牛角倉敷笹沖店 サービス 飲食業 2%

188,916 岡山県 倉敷市 京の花 サービス 飲食業 5%
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188,917 岡山県 倉敷市 きれいなからだ サービス 理容・美容業 5%

188,918 岡山県 倉敷市 キングファミリー　倉敷堀南店 小売業 衣料品 2%

188,919 岡山県 倉敷市 銀座亜紀枝刺子の店倉敷店 小売業 その他小売 5%

188,920 岡山県 倉敷市 ＱＵＩＣＫＦＩＸ倉敷駅前店 サービス その他サービス 5%

188,921 岡山県 倉敷市 串かつ　でんがな　さんすて倉敷店 サービス 飲食業 5%

188,922 岡山県 倉敷市 串カツのマー坊 サービス 飲食業 5%

188,923 岡山県 倉敷市 ９４９４ 創作洋風居酒屋 ９４９４ サービス 飲食業 5%

188,924 岡山県 倉敷市 クニマルオート 小売業 その他小売 5%

188,925 岡山県 倉敷市 ＣＲＯＷＮ　ＬＡＢＥＬ 小売業 衣料品 5%

188,926 岡山県 倉敷市 倉敷　磯の家　島根県漁連前食堂 サービス 飲食業 5%

188,927 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷有城店 小売業 食料品 2%

188,928 岡山県 倉敷市 倉敷意匠アチブランチ 小売業 その他小売 5%

188,929 岡山県 倉敷市 倉敷磯の家 サービス 飲食業 5%

188,930 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷市立短大前店 小売業 食料品 2%

188,931 岡山県 倉敷市 倉敷営業所 サービス その他サービス 5%

188,932 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷駅前店 小売業 食料品 2%

188,933 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷老松３丁目店 小売業 食料品 2%

188,934 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷沖店 小売業 食料品 2%

188,935 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷帯高店 小売業 食料品 2%

188,936 岡山県 倉敷市 倉敷かまくら庵 小売業 食料品 5%

188,937 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷上富井店 小売業 食料品 2%

188,938 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷亀島２丁目店 小売業 食料品 2%

188,939 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷川入店 小売業 食料品 2%

188,940 岡山県 倉敷市 倉敷北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,941 岡山県 倉敷市 倉敷啓文社　倉敷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

188,942 岡山県 倉敷市 倉敷甲羅本店 サービス 飲食業 5%

188,943 岡山県 倉敷市 倉敷国際ホテル サービス 宿泊業 5%

188,944 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷児島通生店 小売業 食料品 2%

188,945 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷児島下の町９丁目店 小売業 食料品 2%

188,946 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷児島元浜中央店 小売業 食料品 2%

188,947 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷児島山際店 小売業 食料品 2%

188,948 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷幸町店 小売業 食料品 2%

188,949 岡山県 倉敷市 くらしき茶寮 サービス 飲食業 5%

188,950 岡山県 倉敷市 倉敷ジーンズ サービス その他サービス 5%

188,951 岡山県 倉敷市 株式会社　倉敷自動車教習所 サービス その他サービス 5%

188,952 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷水島明神店 小売業 食料品 2%

188,953 岡山県 倉敷市 セブンーイレブン倉敷市役所店 小売業 食料品 2%

188,954 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷市役所東店 小売業 食料品 2%

188,955 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷商業高校西店 小売業 食料品 2%

188,956 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷上東西店 小売業 食料品 2%

188,957 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷新田店 小売業 食料品 2%

188,958 岡山県 倉敷市 倉敷ステーションホテル株式会社 サービス 宿泊業 5%
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188,959 岡山県 倉敷市 倉敷タオル株式会社 サービス その他サービス 5%

188,960 岡山県 倉敷市 倉敷タクシー サービス 運輸業 5%

188,961 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷玉島阿賀崎店 小売業 食料品 2%

188,962 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷玉島１丁目店 小売業 食料品 2%

188,963 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷玉島インター店 小売業 食料品 2%

188,964 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷玉島上成店 小売業 食料品 2%

188,965 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷玉島乙島店 小売業 食料品 2%

188,966 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷玉島柏島店 小売業 食料品 2%

188,967 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷玉島店 小売業 食料品 2%

188,968 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷玉島道口店 小売業 食料品 2%

188,969 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷玉島八島店 小売業 食料品 2%

188,970 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷玉島勇崎店 小売業 食料品 2%

188,971 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷茶屋町店 小売業 食料品 2%

188,972 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷粒江店 小売業 食料品 2%

188,973 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷連島中央１丁目店 小売業 食料品 2%

188,974 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷連島中央３丁目店 小売業 食料品 2%

188,975 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷連島鶴新田店 小売業 食料品 2%

188,976 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷鶴の浦２丁目店 小売業 食料品 2%

188,977 岡山県 倉敷市 倉敷デニムストリート 小売業 その他小売 5%

188,978 岡山県 倉敷市 倉敷デニムストリート　きゃら工房 小売業 その他小売 5%

188,979 岡山県 倉敷市 倉敷デニムストリート３ 小売業 その他小売 5%

188,980 岡山県 倉敷市 倉敷デニムストリート２ 小売業 その他小売 5%

188,981 岡山県 倉敷市 倉敷動物愛護病院 サービス その他サービス 5%

188,982 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷中帯江店 小売業 食料品 2%

188,983 岡山県 倉敷市 倉敷中島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

188,984 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷中庄駅前店 小売業 食料品 2%

188,985 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷中庄店 小売業 食料品 2%

188,986 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷中畝１０丁目店 小売業 食料品 2%

188,987 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷中畝２丁目店 小売業 食料品 2%

188,988 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷西阿知町店 小売業 食料品 2%

188,989 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷西阿知東店 小売業 食料品 2%

188,990 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷西阿知南店 小売業 食料品 2%

188,991 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷西中新田店 小売業 食料品 2%

188,992 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷羽島店 小売業 食料品 2%

188,993 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷八軒屋店 小売業 食料品 2%

188,994 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷浜町２丁目店 小売業 食料品 2%

188,995 岡山県 倉敷市 くらしきＰＣサポート サービス その他サービス 5%

188,996 岡山県 倉敷市 倉敷ピーターパン 小売業 食料品 5%

188,997 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷東塚５丁目店 小売業 食料品 2%

188,998 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷東富井店 小売業 食料品 2%

188,999 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷広江店 小売業 食料品 2%

189,000 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷福田観音堂店 小売業 食料品 2%
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189,001 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷福田町南店 小売業 食料品 2%

189,002 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷二子店 小売業 食料品 2%

189,003 岡山県 倉敷市 倉敷米肥 小売業 食料品 5%

189,004 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷堀南店 小売業 食料品 2%

189,005 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷水江店 小売業 食料品 2%

189,006 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷南畝６丁目店 小売業 食料品 2%

189,007 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷宮前店 小売業 食料品 2%

189,008 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷美和１丁目店 小売業 食料品 2%

189,009 岡山県 倉敷市 倉敷メガネコンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,010 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷安江店 小売業 食料品 2%

189,011 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン倉敷山地店 小売業 食料品 2%

189,012 岡山県 倉敷市 倉敷ロイヤルアートホテル サービス 宿泊業 5%

189,013 岡山県 倉敷市 倉敷炉端　天っ晴れ サービス 飲食業 5%

189,014 岡山県 倉敷市 ＧＬＡＳＳ　ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ サービス 飲食業 5%

189,015 岡山県 倉敷市 Ｇｌａｓｓ　ＡＮＤ　Ａｒｔ 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,016 岡山県 倉敷市 蔵のゆ サービス その他サービス 5%

189,017 岡山県 倉敷市 蔵びあ亭 小売業 家具・調度品 5%

189,018 岡山県 倉敷市 ｇｒａｐｈ　ｚｅｒｏ 小売業 衣料品 5%

189,019 岡山県 倉敷市 ＣＲＡＦＴ　ＷＯＲＫ　ｉｎｃ． 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,020 岡山県 倉敷市 クラブン 小売業 その他小売 5%

189,021 岡山県 倉敷市 くらら 小売業 その他小売 5%

189,022 岡山県 倉敷市 グラン エフ グラン エフ 小売業 衣料品 5%

189,023 岡山県 倉敷市 クリーンアクア　久戸瀬竜二 サービス その他サービス 5%

189,024 岡山県 倉敷市 ＧＲＥＥＮＧＲＡＮＡＲＹ サービス 理容・美容業 5%

189,025 岡山県 倉敷市 クリスティーヌ　とみはらや 小売業 衣料品 5%

189,026 岡山県 倉敷市 Ｃｒｕｉｓｅ サービス その他サービス 5%

189,027 岡山県 倉敷市 グルック 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,028 岡山県 倉敷市 車工房ロワード サービス その他サービス 5%

189,029 岡山県 倉敷市 くるまのハヤシ　倉敷店 小売業 その他小売 5%

189,030 岡山県 倉敷市 クレイバ－ 小売業 その他小売 5%

189,031 岡山県 倉敷市 ９郎の途上　倉敷店 サービス 飲食業 5%

189,032 岡山県 倉敷市 クローバー美容室 サービス 理容・美容業 5%

189,033 岡山県 倉敷市 黒崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,034 岡山県 倉敷市 黒崎南タクシー サービス 運輸業 5%

189,035 岡山県 倉敷市 ケイアドバンス　株 小売業 その他小売 5%

189,036 岡山県 倉敷市 芸科大学前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,037 岡山県 倉敷市 ＫＣＳセンター倉敷 サービス その他サービス 5%

189,038 岡山県 倉敷市 啓文社　倉敷コア店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,039 岡山県 倉敷市 毛美刈　酒津店 サービス 理容・美容業 5%

189,040 岡山県 倉敷市 健康屋 小売業 その他小売 5%

189,041 岡山県 倉敷市 こあらさんの手もみサロン サービス その他サービス 5%

189,042 岡山県 倉敷市 こあらさんの手もみサロン サービス その他サービス 5%
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189,043 岡山県 倉敷市 廣榮堂　倉敷雄鶏店 小売業 食料品 5%

189,044 岡山県 倉敷市 廣榮堂　倉敷店 小売業 食料品 5%

189,045 岡山県 倉敷市 鴻ノ池サービスエリアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,046 岡山県 倉敷市 工房　イクコ 小売業 その他小売 5%

189,047 岡山県 倉敷市 高菱 小売業 電化製品 5%

189,048 岡山県 倉敷市 ＧＯＬＤＥＮ　ＮＵＧＧＥＴ　ＢＵＤＤＩＥＳ　ＧＯＬＤＥＮ　ＮＵＧＧＥＴ　ＢＵＤＤＩＥＳ 小売業 その他小売 5%

189,049 岡山県 倉敷市 コクアヘアーデザイン サービス 理容・美容業 5%

189,050 岡山県 倉敷市 児島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,051 岡山県 倉敷市 児島カメラ　児島カメラ　トピア店 小売業 その他小売 5%

189,052 岡山県 倉敷市 児島　ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,053 岡山県 倉敷市 コスメティック　ルーム 小売業 その他小売 5%

189,054 岡山県 倉敷市 ＣＯＳ－ＬＯＧＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

189,055 岡山県 倉敷市 こだわり天丼 天壱 倉敷市民会館店 サービス 飲食業 5%

189,056 岡山県 倉敷市 こだわり天丼 天壱 笹沖本店 サービス 飲食業 5%

189,057 岡山県 倉敷市 コッコや サービス 飲食業 5%

189,058 岡山県 倉敷市 コドモ館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,059 岡山県 倉敷市 コドモ館イオンタウン水島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,060 岡山県 倉敷市 コドモ館トピア店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,061 岡山県 倉敷市 このいと　紡　ーｔｓｕｍｕｇｕー 小売業 衣料品 5%

189,062 岡山県 倉敷市 コバック　水島店 サービス その他サービス 5%

189,063 岡山県 倉敷市 コープ北畝 小売業 食料品 5%

189,064 岡山県 倉敷市 コープ倉敷北 小売業 食料品 5%

189,065 岡山県 倉敷市 こふじ旅館 サービス その他サービス 5%

189,066 岡山県 倉敷市 ＧＯＨＯＢＩ＋ｇｒｅｅｎ倉敷駅店 小売業 食料品 5%

189,067 岡山県 倉敷市 古町鉄っぱん空 サービス 飲食業 5%

189,068 岡山県 倉敷市 ごま福堂　倉敷店 小売業 その他小売 5%

189,069 岡山県 倉敷市 米屋のにぎりめし山田村さんすて倉敷店 サービス 飲食業 5%

189,070 岡山県 倉敷市 ｃｏｍｍｏｎｐｌａｃｅ 小売業 衣料品 5%

189,071 岡山県 倉敷市 コリアンダイニング凛　水島店 サービス 飲食業 5%

189,072 岡山県 倉敷市 ＣｏＲｔｅ．ｇｒａｓｓ倉敷駅前店 サービス 理容・美容業 5%

189,073 岡山県 倉敷市 ＣｏＲｔｅ．ｌｅａｆ店 サービス 理容・美容業 5%

189,074 岡山県 倉敷市 サイクルＣｉｔｙ　イオンタウン水島店 小売業 その他小売 5%

189,075 岡山県 倉敷市 サイクルＣｉｔｙ　沖店 小売業 その他小売 5%

189,076 岡山県 倉敷市 サイクルＣｉｔｙ　川入店 小売業 その他小売 5%

189,077 岡山県 倉敷市 サイクルＣｉｔｙ福島店 小売業 その他小売 5%

189,078 岡山県 倉敷市 サイクルショップ小川 小売業 その他小売 5%

189,079 岡山県 倉敷市 ｃｙｃｌｅｓｈｏｐ　Ｆｒｅｅｄｏｍ　倉敷 小売業 その他小売 5%

189,080 岡山県 倉敷市 サイクルセンターくさか 小売業 その他小売 5%

189,081 岡山県 倉敷市 酒場ＢＡＲ虎ひげ サービス 飲食業 5%

189,082 岡山県 倉敷市 桜屋 小売業 その他小売 5%

189,083 岡山県 倉敷市 ＺＡＫＫＡＭＯＫＯ 小売業 衣料品 5%

189,084 岡山県 倉敷市 ｓｕｎｎｙｓｉｄｅｕｐ 小売業 衣料品 5%
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189,085 岡山県 倉敷市 ＳＵＢＬＩＭＥ 小売業 その他小売 5%

189,086 岡山県 倉敷市 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｃｈｌｏｅ サービス 理容・美容業 5%

189,087 岡山県 倉敷市 サロン　ド　フェリカ サービス 理容・美容業 5%

189,088 岡山県 倉敷市 サンキュウクリエイト サービス その他サービス 5%

189,089 岡山県 倉敷市 三協住宅サ－ビス サービス その他サービス 5%

189,090 岡山県 倉敷市 さんぱつや　の　タナベ サービス 理容・美容業 5%

189,091 岡山県 倉敷市 サンヨースポーツ 小売業 その他小売 5%

189,092 岡山県 倉敷市 サンローゼ　タワ 小売業 衣料品 5%

189,093 岡山県 倉敷市 ＪＦＥ前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,094 岡山県 倉敷市 塩尻喜月堂 小売業 食料品 5%

189,095 岡山県 倉敷市 ｓｉｋａｋｕ． サービス 理容・美容業 5%

189,096 岡山県 倉敷市 地酒販売会社土手森 サービス その他サービス 5%

189,097 岡山県 倉敷市 地酒屋 サービス 飲食業 5%

189,098 岡山県 倉敷市 四十瀬酒場　情熱ホルモン サービス 飲食業 5%

189,099 岡山県 倉敷市 自然食百科柿の木 小売業 食料品 5%

189,100 岡山県 倉敷市 志ほや　玉島店 小売業 食料品 5%

189,101 岡山県 倉敷市 Ｃ－メゾン　中庄店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,102 岡山県 倉敷市 下津井吹上　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,103 岡山県 倉敷市 車検のコバック　倉敷中島店 サービス その他サービス 5%

189,104 岡山県 倉敷市 写真箱笹沖店 サービス その他サービス 5%

189,105 岡山県 倉敷市 写真箱中島店 サービス その他サービス 5%

189,106 岡山県 倉敷市 写真箱西原店 サービス その他サービス 5%

189,107 岡山県 倉敷市 写真箱広江店 サービス その他サービス 5%

189,108 岡山県 倉敷市 写真箱堀南店 サービス その他サービス 5%

189,109 岡山県 倉敷市 Ｊａｃｋ　とみはらや 小売業 衣料品 5%

189,110 岡山県 倉敷市 ＪＡＰＡＮ　ＢＬＵＥ　ＪＥＡＮＳ　児島店 小売業 衣料品 5%

189,111 岡山県 倉敷市 しゃぶしゃぶ温野菜倉敷北畝店 サービス 飲食業 2%

189,112 岡山県 倉敷市 しゃぶしゃぶ温野菜倉敷平田店 サービス 飲食業 2%

189,113 岡山県 倉敷市 シャポーグラフィー 小売業 衣料品 5%

189,114 岡山県 倉敷市 シャン 小売業 その他小売 5%

189,115 岡山県 倉敷市 シャン 小売業 その他小売 5%

189,116 岡山県 倉敷市 シャンコスメディア 小売業 その他小売 5%

189,117 岡山県 倉敷市 シューズカンパニー倉敷店 小売業 衣料品 5%

189,118 岡山県 倉敷市 ジュエリーカンダ　倉敷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,119 岡山県 倉敷市 ジュエリービュー　新倉敷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,120 岡山県 倉敷市 手芸センタードリーム　笹沖店 小売業 その他小売 5%

189,121 岡山県 倉敷市 ＪＭ／ジュリエーラ　オオグマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,122 岡山県 倉敷市 ジュリエーラオオグマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,123 岡山県 倉敷市 ＪＵＮ　とみはらや 小売業 衣料品 5%

189,124 岡山県 倉敷市 ジュンペットクリニック サービス その他サービス 5%

189,125 岡山県 倉敷市 祥楽堂／紙のカミヤ 小売業 その他小売 5%

189,126 岡山県 倉敷市 食器のみつはた 小売業 家具・調度品 5%
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189,127 岡山県 倉敷市 しらかべ倉敷屋 小売業 その他小売 5%

189,128 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン新倉敷駅前１丁目店 小売業 食料品 2%

189,129 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン新倉敷駅前３丁目店 小売業 食料品 2%

189,130 岡山県 倉敷市 （有）神光 小売業 その他小売 5%

189,131 岡山県 倉敷市 新日本不動産合同会社 サービス その他サービス 5%

189,132 岡山県 倉敷市 ＳＹＭＰＬ 小売業 その他小売 5%

189,133 岡山県 倉敷市 スーパードラッグひまわり　水島店 小売業 その他小売 5%

189,134 岡山県 倉敷市 スーパードラッグひまわり　児島東店 小売業 その他小売 5%

189,135 岡山県 倉敷市 スーパードラッグひまわり　新倉敷店 小売業 その他小売 5%

189,136 岡山県 倉敷市 スーパードラッグひまわり　大高店 小売業 その他小売 5%

189,137 岡山県 倉敷市 スーパードラッグひまわり大高店 小売業 その他小売 5%

189,138 岡山県 倉敷市 スーパードラッグひまわりグラン倉敷 小売業 その他小売 5%

189,139 岡山県 倉敷市 スーパードラッグひまわり児島店 小売業 その他小売 5%

189,140 岡山県 倉敷市 スーパードラッグひまわり児島東店 小売業 その他小売 5%

189,141 岡山県 倉敷市 スーパードラッグひまわりサプラス西阿知 小売業 その他小売 5%

189,142 岡山県 倉敷市 スーパードラッグひまわり新倉敷店 小売業 その他小売 5%

189,143 岡山県 倉敷市 スーパードラッグひまわり田ノ上店 小売業 その他小売 5%

189,144 岡山県 倉敷市 スーパードラッグひまわり茶屋町店 小売業 その他小売 5%

189,145 岡山県 倉敷市 スーパードラッグひまわり中島店 小売業 その他小売 5%

189,146 岡山県 倉敷市 スーパードラッグひまわり中畝店 小売業 その他小売 5%

189,147 岡山県 倉敷市 スーパードラッグひまわりププレ中庄店 小売業 その他小売 5%

189,148 岡山県 倉敷市 スーパードラッグひまわり水島店 小売業 その他小売 5%

189,149 岡山県 倉敷市 すがの電器 小売業 電化製品 5%

189,150 岡山県 倉敷市 すたみな太郎　倉敷店 サービス 飲食業 5%

189,151 岡山県 倉敷市 すなみミシン商会 小売業 その他小売 5%

189,152 岡山県 倉敷市 スマイル サービス 理容・美容業 5%

189,153 岡山県 倉敷市 スマイルキッチン　スマイルキッチン サービス 飲食業 5%

189,154 岡山県 倉敷市 住まいるネット　川辺店 小売業 電化製品 5%

189,155 岡山県 倉敷市 住まいるネット　倉敷大高店 小売業 電化製品 5%

189,156 岡山県 倉敷市 住まいるネット玉島乙島店 小売業 電化製品 5%

189,157 岡山県 倉敷市 住まいるネット茶屋町店 小売業 電化製品 5%

189,158 岡山県 倉敷市 住まいるネット　粒江店 小売業 電化製品 5%

189,159 岡山県 倉敷市 住まいるネット真備店 小売業 電化製品 5%

189,160 岡山県 倉敷市 炭火割烹　志乃 サービス 飲食業 5%

189,161 岡山県 倉敷市 炭火串焼・唐揚　　びすた サービス 飲食業 5%

189,162 岡山県 倉敷市 すみれ花店 小売業 その他小売 5%

189,163 岡山県 倉敷市 ｓｌｏｗｔｉｍｅ サービス その他サービス 5%

189,164 岡山県 倉敷市 生活彩家倉敷しげい病院店 小売業 その他小売 2%

189,165 岡山県 倉敷市 生活彩家倉敷市民病院店 小売業 その他小売 2%

189,166 岡山県 倉敷市 誠工舎 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,167 岡山県 倉敷市 整体院　新汰 サービス その他サービス 5%

189,168 岡山県 倉敷市 せとうち児島ホテル サービス 宿泊業 5%
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189,169 岡山県 倉敷市 瀬戸大橋温泉やま幸 サービス 宿泊業 5%

189,170 岡山県 倉敷市 セルフ笹沖店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,171 岡山県 倉敷市 セルフ新倉敷駅前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,172 岡山県 倉敷市 セルフ連島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,173 岡山県 倉敷市 セルフ福島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,174 岡山県 倉敷市 セルフ二子店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,175 岡山県 倉敷市 セルフステーションくらしき 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,176 岡山県 倉敷市 全観トラベルネットワーク サービス その他サービス 5%

189,177 岡山県 倉敷市 全観トラベルネットワーク　児島支店 サービス その他サービス 5%

189,178 岡山県 倉敷市 千成寿司 サービス 飲食業 5%

189,179 岡山県 倉敷市 総合リフォームヤマガミ 小売業 電化製品 5%

189,180 岡山県 倉敷市 創作きもの　みわび 小売業 衣料品 5%

189,181 岡山県 倉敷市 想山工房 小売業 その他小売 5%

189,182 岡山県 倉敷市 ソフィア・エイコー堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,183 岡山県 倉敷市 ｓｏｐｈｉａｅｙｅｓ サービス 理容・美容業 5%

189,184 岡山県 倉敷市 ソフィミフネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,185 岡山県 倉敷市 ソフトバンク　水島 小売業 その他小売 5%

189,186 岡山県 倉敷市 ソフトバンク 児島 小売業 その他小売 5%

189,187 岡山県 倉敷市 空と色美容室 サービス 理容・美容業 5%

189,188 岡山県 倉敷市 空と色美容室　空と色美容室 サービス 理容・美容業 5%

189,189 岡山県 倉敷市 鯛小判 サービス 飲食業 5%

189,190 岡山県 倉敷市 株式会社泰山堂書店川崎医大店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,191 岡山県 倉敷市 大衆ビストロ　ＧＡＰＰＯ サービス 飲食業 5%

189,192 岡山県 倉敷市 株式会社　タイム　倉敷店 小売業 その他小売 5%

189,193 岡山県 倉敷市 タイム　水島店 小売業 その他小売 5%

189,194 岡山県 倉敷市 タイムステーションＮＥＯ店イオンモール倉敷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,195 岡山県 倉敷市 タイヤガーデン倉敷 タイヤガーデン倉敷 小売業 その他小売 5%

189,196 岡山県 倉敷市 ３１１　ダイヤクリーニング　阿賀崎店 サービス その他サービス 5%

189,197 岡山県 倉敷市 １４１　ダイヤクリーニング　味野店 サービス その他サービス 5%

189,198 岡山県 倉敷市 ３１６　ダイヤクリーニングエブリイ連島店 サービス その他サービス 5%

189,199 岡山県 倉敷市 １５４　ダイヤクリーニング　老松店 サービス その他サービス 5%

189,200 岡山県 倉敷市 １１０　ダイヤクリーニング　沖店 サービス その他サービス 5%

189,201 岡山県 倉敷市 ５０４　ダイヤクリーニング　児島本店 サービス その他サービス 5%

189,202 岡山県 倉敷市 １１１ダイヤクリーニングザ・ビッグ倉敷店 サービス その他サービス 5%

189,203 岡山県 倉敷市 ２１３ダイヤクリーニングザ・ビッグ連島店 サービス その他サービス 5%

189,204 岡山県 倉敷市 ５０５　ダイヤクリーニング　笹沖店 サービス その他サービス 5%

189,205 岡山県 倉敷市 ３２１　ダイヤクリーニング　玉島柏島店 サービス その他サービス 5%

189,206 岡山県 倉敷市 １５３　ダイヤクリーニング　玉島勇﨑店 サービス その他サービス 5%

189,207 岡山県 倉敷市 １０２ダイヤクリーニングチョッパーズ天城 サービス その他サービス 5%

189,208 岡山県 倉敷市 ２１６　ダイヤクリーニング　ディオ真備店 サービス その他サービス 5%

189,209 岡山県 倉敷市 ２１２　ダイヤクリーニング　中畝店 サービス その他サービス 5%

189,210 岡山県 倉敷市 １１５　ダイヤクリーニング　西阿知駅前店 サービス その他サービス 5%
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189,211 岡山県 倉敷市 １２２　ダイヤクリーニング　白楽町店 サービス その他サービス 5%

189,212 岡山県 倉敷市 １３２ダイヤクリーニングハピーズ倉敷中島 サービス その他サービス 5%

189,213 岡山県 倉敷市 ３０５　ダイヤクリーニングハピーズ真備店 サービス その他サービス 5%

189,214 岡山県 倉敷市 ３０１　ダイヤクリーニングハローズ乙島店 サービス その他サービス 5%

189,215 岡山県 倉敷市 ３２８ダイヤクリーニングハローズ新倉敷店 サービス その他サービス 5%

189,216 岡山県 倉敷市 １３９ダイヤクリーニングハローズ田ノ上店 サービス その他サービス 5%

189,217 岡山県 倉敷市 １２８　ダイヤクリーニングハローズ連島店 サービス その他サービス 5%

189,218 岡山県 倉敷市 １４３　ダイヤクリーニングハローズ羽島店 サービス その他サービス 5%

189,219 岡山県 倉敷市 １２６　ダイヤクリーニングハローズ広江店 サービス その他サービス 5%

189,220 岡山県 倉敷市 １５０　ダイヤクリーニングひまわり水島店 サービス その他サービス 5%

189,221 岡山県 倉敷市 ５０１　ダイヤクリーニング　平田本店 サービス その他サービス 5%

189,222 岡山県 倉敷市 １０３ダイヤクリーニングマルナカ老松店 サービス その他サービス 5%

189,223 岡山県 倉敷市 １３３ダイヤクリーニングマルナカ倉敷駅前 サービス その他サービス 5%

189,224 岡山県 倉敷市 １２７ダイヤクリーニングマルナカチボリ店 サービス その他サービス 5%

189,225 岡山県 倉敷市 １１８ダイヤクリーニングマルナカ茶屋町店 サービス その他サービス 5%

189,226 岡山県 倉敷市 １２３ダイヤクリーニングマルナカ中島店 サービス その他サービス 5%

189,227 岡山県 倉敷市 １１２ダイヤクリーニングマルナカマスカッ サービス その他サービス 5%

189,228 岡山県 倉敷市 １３０　ダイヤクリーニング　水江店 サービス その他サービス 5%

189,229 岡山県 倉敷市 １５２　ダイヤクリーニング　柳田北店 サービス その他サービス 5%

189,230 岡山県 倉敷市 高尾酒店 有限会社高尾酒店 小売業 食料品 5%

189,231 岡山県 倉敷市 だがしや小町　本店　　だがしや小町本店 小売業 食料品 5%

189,232 岡山県 倉敷市 有限会社平野商店　だがしや小町　本店　卸事業部 小売業 食料品 5%

189,233 岡山県 倉敷市 タカハシカメラ 小売業 電化製品 5%

189,234 岡山県 倉敷市 タカハシカメラ　倉敷羽島店 小売業 電化製品 5%

189,235 岡山県 倉敷市 タカハシカメラ　連島店 小売業 電化製品 5%

189,236 岡山県 倉敷市 タカハシカメラ　花の街店 小売業 電化製品 5%

189,237 岡山県 倉敷市 高山産業　倉敷支店 小売業 その他小売 5%

189,238 岡山県 倉敷市 髙山産業株式会社　ＩＳ部　倉敷支店 小売業 その他小売 5%

189,239 岡山県 倉敷市 髙山産業株式会社　ＬＰガス部　倉敷支店 小売業 その他小売 5%

189,240 岡山県 倉敷市 田渕自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

189,241 岡山県 倉敷市 玉島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,242 岡山県 倉敷市 玉島ＳＳ　たからや石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,243 岡山県 倉敷市 玉島中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,244 岡山県 倉敷市 玉島バルBRUNO サービス 飲食業 5%

189,245 岡山県 倉敷市 たより サービス その他サービス 5%

189,246 岡山県 倉敷市 チャーム美容室 サービス 理容・美容業 5%

189,247 岡山県 倉敷市 茶屋町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,248 岡山県 倉敷市 中国１ サービス その他サービス 5%

189,249 岡山県 倉敷市 中国料理洛陽 サービス 飲食業 5%

189,250 岡山県 倉敷市 ツーアンドフォー 小売業 その他小売 5%

189,251 岡山県 倉敷市 ツタヤ　水島店 小売業 食料品 5%

189,252 岡山県 倉敷市 ツタヤ水島店 小売業 その他小売 5%
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189,253 岡山県 倉敷市 連島町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,254 岡山県 倉敷市 釣房　本店 小売業 その他小売 5%

189,255 岡山県 倉敷市 鶴新田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,256 岡山県 倉敷市 ＴＲＣ　寺地自動車 サービス その他サービス 5%

189,257 岡山県 倉敷市 ディアスワタナベ 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,258 岡山県 倉敷市 Ｔ－ＡＳＳＡＣ 小売業 衣料品 5%

189,259 岡山県 倉敷市 Ｔｅｅ Ｂｅ Ｒｏｏ カジュアルイタリアン サービス 飲食業 5%

189,260 岡山県 倉敷市 Ｄ?ｔｅｎｔｅデタント サービス 理容・美容業 5%

189,261 岡山県 倉敷市 手作りパンの店　　ぱんや 小売業 食料品 5%

189,262 岡山県 倉敷市 鉄板　天生田 サービス 飲食業 5%

189,263 岡山県 倉敷市 テトテテ倉敷店 小売業 その他小売 5%

189,264 岡山県 倉敷市 デニム研究所　倉敷店 小売業 衣料品 5%

189,265 岡山県 倉敷市 デニムストリート　倉敷店 小売業 その他小売 5%

189,266 岡山県 倉敷市 手羽先唐揚・串焼・釜飯とりや小 サービス 飲食業 5%

189,267 岡山県 倉敷市 手もみほぐしマリー サービス その他サービス 5%

189,268 岡山県 倉敷市 デルタリンク　倉敷 小売業 その他小売 5%

189,269 岡山県 倉敷市 テルテル 小売業 電化製品 5%

189,270 岡山県 倉敷市 デンエー上成店 小売業 電化製品 5%

189,271 岡山県 倉敷市 デンエー連島店 小売業 電化製品 5%

189,272 岡山県 倉敷市 デンエー水江店 小売業 電化製品 5%

189,273 岡山県 倉敷市 デンエー水島店 小売業 電化製品 5%

189,274 岡山県 倉敷市 でんきのうの 小売業 電化製品 5%

189,275 岡山県 倉敷市 でんきのくりさか 小売業 電化製品 5%

189,276 岡山県 倉敷市 トイプードル倉敷小町 小売業 その他小売 5%

189,277 岡山県 倉敷市 道具屋 小売業 その他小売 5%

189,278 岡山県 倉敷市 東洋石材工芸社　倉敷店 小売業 その他小売 5%

189,279 岡山県 倉敷市 トータルスタジオフォセット　倉敷店 サービス その他サービス 5%

189,280 岡山県 倉敷市 トータルビューティーサロンアムリタ サービス 理容・美容業 5%

189,281 岡山県 倉敷市 ｔｏｔａｌ　ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　ＰＲＩＭＡＲＹ サービス 理容・美容業 5%

189,282 岡山県 倉敷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　沖新町店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,283 岡山県 倉敷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　倉敷福島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,284 岡山県 倉敷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　新倉敷駅前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,285 岡山県 倉敷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ倉敷インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,286 岡山県 倉敷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ倉敷中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,287 岡山県 倉敷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ新倉敷駅前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,288 岡山県 倉敷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ玉島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,289 岡山県 倉敷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ中島口店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,290 岡山県 倉敷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ西阿知店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,291 岡山県 倉敷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ福井店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,292 岡山県 倉敷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ福田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,293 岡山県 倉敷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ水島中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,294 岡山県 倉敷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ水島店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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189,295 岡山県 倉敷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ元浜店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,296 岡山県 倉敷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　玉島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,297 岡山県 倉敷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　水島中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,298 岡山県 倉敷市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　水島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,299 岡山県 倉敷市 ドコモショップ倉敷インター店 小売業 その他小売 5%

189,300 岡山県 倉敷市 ＴＯＰＣＨＩＣ 小売業 衣料品 5%

189,301 岡山県 倉敷市 ＴＯＰＨＡＩＲ倉敷駅北店 サービス 理容・美容業 5%

189,302 岡山県 倉敷市 ＴＯＰＨＡＩＲ田ノ上店１Ｆ サービス 理容・美容業 5%

189,303 岡山県 倉敷市 ＴＯＰＨＡＩＲ田ノ上店２Ｆ サービス 理容・美容業 5%

189,304 岡山県 倉敷市 ＴＯＰＨＡＩＲ玉島店 サービス 理容・美容業 5%

189,305 岡山県 倉敷市 ＴＯＰＨＡＩＲ中庄店 サービス 理容・美容業 5%

189,306 岡山県 倉敷市 土手森 小売業 食料品 5%

189,307 岡山県 倉敷市 ドトールコーヒーショップＪＲ倉敷駅店 サービス 飲食業 2%

189,308 岡山県 倉敷市 富田ＳＳ　富田産業 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,309 岡山県 倉敷市 ＴＯＭＭＹ－Ｄ　イオンモール倉敷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,310 岡山県 倉敷市 とみはらや 小売業 衣料品 5%

189,311 岡山県 倉敷市 ＴＯＭＩＹＡ　倉敷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,312 岡山県 倉敷市 ＴＯＭＩＹＡ倉敷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,313 岡山県 倉敷市 ＴｏｍｏＮａｔｕｒａｌＦａｂｒｉｃｓ 小売業 衣料品 5%

189,314 岡山県 倉敷市 トヨタカローラ岡山倉敷店 小売業 その他小売 5%

189,315 岡山県 倉敷市 トヨタカローラ岡山倉敷東店 小売業 その他小売 5%

189,316 岡山県 倉敷市 トヨタカローラ岡山児島店 小売業 その他小売 5%

189,317 岡山県 倉敷市 トヨタカローラ岡山玉島店 小売業 その他小売 5%

189,318 岡山県 倉敷市 トヨタカローラ岡山ドリムス倉敷 小売業 その他小売 5%

189,319 岡山県 倉敷市 トヨタカローラ岡山水島店 小売業 その他小売 5%

189,320 岡山県 倉敷市 トヨタレンタリース岡山倉敷駅北口店 サービス その他サービス 2%

189,321 岡山県 倉敷市 トヨタレンタリース岡山新倉敷駅前店 サービス その他サービス 2%

189,322 岡山県 倉敷市 トヨタレンタリース岡山中庄店 サービス その他サービス 2%

189,323 岡山県 倉敷市 トヨタレンタリース岡山ｐｉｐｉｔ中庄店 小売業 その他小売 2%

189,324 岡山県 倉敷市 富来屋本舗 サービス 飲食業 5%

189,325 岡山県 倉敷市 トラック用品専門店 小売業 その他小売 5%

189,326 岡山県 倉敷市 トラヤ塗料店 小売業 家具・調度品 5%

189,327 岡山県 倉敷市 鳥造　倉敷駅前店 サービス 飲食業 5%

189,328 岡山県 倉敷市 とり福来 サービス 飲食業 5%

189,329 岡山県 倉敷市 ドレミコレクション 小売業 その他小売 5%

189,330 岡山県 倉敷市 中庄　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,331 岡山県 倉敷市 中塚自動車 サービス その他サービス 5%

189,332 岡山県 倉敷市 中塚モータース サービス その他サービス 5%

189,333 岡山県 倉敷市 中野電器 小売業 電化製品 5%

189,334 岡山県 倉敷市 中原牧人税理士事務所 サービス その他サービス 5%

189,335 岡山県 倉敷市 ｎａｃｒｅ 小売業 衣料品 5%

189,336 岡山県 倉敷市 なみ サービス 理容・美容業 5%
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189,337 岡山県 倉敷市 ナンバ　本店 小売業 その他小売 5%

189,338 岡山県 倉敷市 ナンバ　倉敷店 小売業 その他小売 5%

189,339 岡山県 倉敷市 ナンバ　児島店 小売業 その他小売 5%

189,340 岡山県 倉敷市 ナンバホームセンター　倉敷店 小売業 家具・調度品 5%

189,341 岡山県 倉敷市 ナンバホームセンター　児島店 小売業 家具・調度品 5%

189,342 岡山県 倉敷市 肉酒場 マチルダ サービス 飲食業 5%

189,343 岡山県 倉敷市 肉のタカト 小売業 食料品 5%

189,344 岡山県 倉敷市 ニクノマゴロク サービス 飲食業 5%

189,345 岡山県 倉敷市 にくまにあ サービス 飲食業 5%

189,346 岡山県 倉敷市 ＮＩＣＯ＋ サービス 理容・美容業 5%

189,347 岡山県 倉敷市 ニシナ加須山店 小売業 その他小売 5%

189,348 岡山県 倉敷市 ニシナ連島南店 小売業 その他小売 5%

189,349 岡山県 倉敷市 仁科百貨店　本店 小売業 食料品 5%

189,350 岡山県 倉敷市 ニシナフードバスケット連島南店 小売業 その他小売 5%

189,351 岡山県 倉敷市 ニシナフード　バスケット　真備店 小売業 食料品 5%

189,352 岡山県 倉敷市 ニシナフードバスケット神田店 小売業 その他小売 5%

189,353 岡山県 倉敷市 ニシナフードバスケット児島下の町店 小売業 その他小売 5%

189,354 岡山県 倉敷市 ニシナフードバスケット児島柳田店 小売業 その他小売 5%

189,355 岡山県 倉敷市 ニシナフードバスケット市役所北店 小売業 その他小売 5%

189,356 岡山県 倉敷市 ニシナフードバスケット市役所北店 小売業 食料品 5%

189,357 岡山県 倉敷市 ニシナフードバスケット玉島柏島店 小売業 その他小売 5%

189,358 岡山県 倉敷市 ニシナフードバスケット連島中央店 小売業 その他小売 5%

189,359 岡山県 倉敷市 ニシナフードバスケット中島店 小売業 その他小売 5%

189,360 岡山県 倉敷市 ニシナフードバスケット中畝店 小売業 その他小売 5%

189,361 岡山県 倉敷市 ニシナフードバスケット西阿知店 小売業 その他小売 5%

189,362 岡山県 倉敷市 ニシナフードバスケット西原店 小売業 その他小売 5%

189,363 岡山県 倉敷市 ニシナフードバスケット羽島店 小売業 その他小売 5%

189,364 岡山県 倉敷市 ニシナフードバスケット福島店 小売業 その他小売 5%

189,365 岡山県 倉敷市 ニシナフードバスケット堀南店 小売業 その他小売 5%

189,366 岡山県 倉敷市 ニシナフードバスケット真備店 小売業 その他小売 5%

189,367 岡山県 倉敷市 ニシナフードバスケット水島北店 小売業 その他小売 5%

189,368 岡山県 倉敷市 ニシナ本店 小売業 その他小売 5%

189,369 岡山県 倉敷市 日本郷土玩具館 小売業 その他小売 5%

189,370 岡山県 倉敷市 如竹堂 小売業 その他小売 5%

189,371 岡山県 倉敷市 如竹堂 小売業 衣料品 5%

189,372 岡山県 倉敷市 ｎａｉｌ　ａｔｅｌｉｅｒ　ｂｏｎ サービス その他サービス 5%

189,373 岡山県 倉敷市 ネイルサロン　ラブリア サービス その他サービス 5%

189,374 岡山県 倉敷市 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ＮＥＲＥＩＳ サービス その他サービス 5%

189,375 岡山県 倉敷市 ネクサス代行 サービス 運輸業 5%

189,376 岡山県 倉敷市 猫カフェ　美観ｎｅｋｏ サービス その他サービス 5%

189,377 岡山県 倉敷市 ネッツトヨタ岡山児島店 小売業 その他小売 5%

189,378 岡山県 倉敷市 ネッツトヨタ岡山ネッツイン倉敷 小売業 その他小売 5%
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189,379 岡山県 倉敷市 ネッツトヨタ岡山ビッグステージ倉敷中庄店 小売業 その他小売 5%

189,380 岡山県 倉敷市 ネッツトヨタ岡山ビッグステージ倉敷中島店 小売業 その他小売 5%

189,381 岡山県 倉敷市 ネッツトヨタ岡山Ｕステージ倉敷中島 小売業 その他小売 5%

189,382 岡山県 倉敷市 ネッツトヨタ山陽倉敷店 小売業 その他小売 5%

189,383 岡山県 倉敷市 ネッツトヨタ山陽水島店 小売業 その他小売 5%

189,384 岡山県 倉敷市 ｎｏｔｅ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

189,385 岡山県 倉敷市 ＢＡＲ　ＡＰＯＬＬＯ サービス 飲食業 5%

189,386 岡山県 倉敷市 ＨＡＲＶＥＳＴＹ 小売業 衣料品 5%

189,387 岡山県 倉敷市 バイクシティ 小売業 その他小売 5%

189,388 岡山県 倉敷市 バイクプラザヤマノ 小売業 その他小売 5%

189,389 岡山県 倉敷市 バイストン 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,390 岡山県 倉敷市 バイストン　美観地区店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,391 岡山県 倉敷市 バイストン　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,392 岡山県 倉敷市 博多モツ鍋　ホルモン焼　小鉄 サービス 飲食業 5%

189,393 岡山県 倉敷市 博多ラーメン琥家　倉敷店 サービス 飲食業 5%

189,394 岡山県 倉敷市 バグース倉敷 小売業 その他小売 5%

189,395 岡山県 倉敷市 白十字　北畝店 小売業 食料品 5%

189,396 岡山県 倉敷市 白十字　黒崎店 小売業 食料品 5%

189,397 岡山県 倉敷市 白十字　児島マリンロード店 小売業 食料品 5%

189,398 岡山県 倉敷市 白十字　笹沖店 小売業 食料品 5%

189,399 岡山県 倉敷市 白十字　玉島店 小売業 食料品 5%

189,400 岡山県 倉敷市 白十字　西阿知店 小売業 食料品 5%

189,401 岡山県 倉敷市 白十字　白楽町店 小売業 食料品 5%

189,402 岡山県 倉敷市 白楽町 小売業 その他小売 2%

189,403 岡山県 倉敷市 ハシモト屋 小売業 食料品 5%

189,404 岡山県 倉敷市 ＰＡＺ 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,405 岡山県 倉敷市 パソコンドック２４　岡山倉敷店 サービス その他サービス 5%

189,406 岡山県 倉敷市 ハタダ児島店 小売業 食料品 5%

189,407 岡山県 倉敷市 ハタダ笹沖店 小売業 食料品 5%

189,408 岡山県 倉敷市 ハタダ玉島店 小売業 食料品 5%

189,409 岡山県 倉敷市 ハタダ水島店 小売業 食料品 5%

189,410 岡山県 倉敷市 蜂駆除 サービス その他サービス 5%

189,411 岡山県 倉敷市 ８番らーめん玉島店 サービス 飲食業 2%

189,412 岡山県 倉敷市 ８番らーめん連島店 サービス 飲食業 2%

189,413 岡山県 倉敷市 ８番らーめん広江店 サービス 飲食業 2%

189,414 岡山県 倉敷市 パティスリー・ピアジェ　児島本店 サービス 飲食業 5%

189,415 岡山県 倉敷市 パティスリー・ピアジェ　中庄店 サービス 飲食業 5%

189,416 岡山県 倉敷市 Ｂｕｔ－ｒｕ　ｓａ サービス 理容・美容業 5%

189,417 岡山県 倉敷市 ＨＥＡＲＴ　ＭＡＤＥ　ＢＡＳＥ 小売業 衣料品 5%

189,418 岡山県 倉敷市 パナックおかだ 小売業 電化製品 5%

189,419 岡山県 倉敷市 花の道　倉敷花織店 小売業 食料品 5%

189,420 岡山県 倉敷市 Ｐｅｒｍａｎｅｎｔ　Ｂｌｕｅ 小売業 衣料品 5%
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189,421 岡山県 倉敷市 林源十郎商店ｓｈｏｐ　ｃａｆｅ三宅商店 小売業 その他小売 5%

189,422 岡山県 倉敷市 林屋　児島店 小売業 衣料品 5%

189,423 岡山県 倉敷市 原ラジオ商会 小売業 電化製品 5%

189,424 岡山県 倉敷市 はりきゅう処群青 サービス 理容・美容業 5%

189,425 岡山県 倉敷市 ＢａｌｃｏｍＢＭＷ倉敷・ＢＭＷ　ＰｒｅｍｉｕｍＳｅｌｅｃｔｉｏｎ倉敷 小売業 その他小売 5%

189,426 岡山県 倉敷市 バルコムモータース　倉敷 小売業 その他小売 5%

189,427 岡山県 倉敷市 Ｈａｒｕｔａ サービス 飲食業 5%

189,428 岡山県 倉敷市 パン喫茶アトリエ サービス 飲食業 5%

189,429 岡山県 倉敷市 パン工房　トルシュ　イートイン 小売業 食料品 5%

189,430 岡山県 倉敷市 はんこ尾崎 小売業 その他小売 5%

189,431 岡山県 倉敷市 はんこ直売センター　児島店 小売業 その他小売 5%

189,432 岡山県 倉敷市 はんこ直送センター　児島店 小売業 その他小売 5%

189,433 岡山県 倉敷市 ＨＵＭＰＴＹ　ＤＵＭＰＴＹ倉敷堀南店 小売業 その他小売 5%

189,434 岡山県 倉敷市 ハンプティーダンプティー倉敷堀南　Ｅ．Ｒ．Ｇ店 小売業 衣料品 5%

189,435 岡山県 倉敷市 ハンプティーダンプティー　倉敷堀南店 小売業 その他小売 5%

189,436 岡山県 倉敷市 Ｐｉａｎｏ Ｈａｌｌ ＡＶＥＮＵＥ サービス 飲食業 5%

189,437 岡山県 倉敷市 ＢＭＯ倉敷水島店 小売業 衣料品 5%

189,438 岡山県 倉敷市 ヒーリング ｃｕｔ ｓｐａｃｅ Ｈｅａｌｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

189,439 岡山県 倉敷市 ピザカリフォルニア　茶屋町店 小売業 食料品 5%

189,440 岡山県 倉敷市 ビジネスホテル　サンプラザ倉敷　３号館 サービス 宿泊業 5%

189,441 岡山県 倉敷市 ビジネスホテル　サンプラザ倉敷　２号館 サービス 宿泊業 5%

189,442 岡山県 倉敷市 ヒジヤ薬局　連島店 小売業 その他小売 5%

189,443 岡山県 倉敷市 備前焼　倉敷一陽窯 小売業 家具・調度品 5%

189,444 岡山県 倉敷市 ビッグアメリカンショップ　中庄店 小売業 衣料品 5%

189,445 岡山県 倉敷市 ピッツェリア　ラ　チェネッタ サービス 飲食業 5%

189,446 岡山県 倉敷市 ＨＩＴＯ＆ＰＥＴｅｓｕｔｅＴＲＩＬＯＧＹ サービス 理容・美容業 5%

189,447 岡山県 倉敷市 ピトレ　あさはら 小売業 電化製品 5%

189,448 岡山県 倉敷市 ピトレ・わけ 小売業 電化製品 5%

189,449 岡山県 倉敷市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＵＲＡＲＡ サービス 理容・美容業 5%

189,450 岡山県 倉敷市 ビューティースペースフリーダム サービス 理容・美容業 5%

189,451 岡山県 倉敷市 美容室　ｐｏｌｅ　ｐｏｌｅ サービス 理容・美容業 5%

189,452 岡山県 倉敷市 美容室　もんて サービス 理容・美容業 5%

189,453 岡山県 倉敷市 美容室とリラクゼーションのお店　バトゥールエスエー サービス 理容・美容業 5%

189,454 岡山県 倉敷市 ヒロシ屋　倉敷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,455 岡山県 倉敷市 ［ＨＣ］ヒロデン 小売業 電化製品 5%

189,456 岡山県 倉敷市 備後屋 サービス 宿泊業 5%

189,457 岡山県 倉敷市 ５＿Ｃｓ 小売業 衣料品 5%

189,458 岡山県 倉敷市 ファミリーサロンパッピー サービス 理容・美容業 5%

189,459 岡山県 倉敷市 Fix サービス その他サービス 5%

189,460 岡山県 倉敷市 ＦＩＮＧ 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,461 岡山県 倉敷市 ＦＯＳＳＥＴＴＥ　倉敷店 サービス その他サービス 5%

189,462 岡山県 倉敷市 フカイ 小売業 その他小売 5%
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189,463 岡山県 倉敷市 福ちゃん サービス 飲食業 5%

189,464 岡山県 倉敷市 ふじ心 サービス 飲食業 5%

189,465 岡山県 倉敷市 二葉精肉店 サービス 飲食業 5%

189,466 岡山県 倉敷市 ブックプラザアズ茶屋町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,467 岡山県 倉敷市 ブックメイト 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,468 岡山県 倉敷市 ブックメイト　老松店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,469 岡山県 倉敷市 ブックメイト　浜ノ茶屋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,470 岡山県 倉敷市 ブックメイト蔵王店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,471 岡山県 倉敷市 Ｂｏｕｔｉｑｕｅ　創 小売業 衣料品 5%

189,472 岡山県 倉敷市 船穂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,473 岡山県 倉敷市 船穂北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,474 岡山県 倉敷市 ふなおワイナリー 小売業 食料品 5%

189,475 岡山県 倉敷市 船穂中央　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,476 岡山県 倉敷市 ＢｌａｃｋＭｅｒｍａｉｄ 小売業 衣料品 5%

189,477 岡山県 倉敷市 Ｂｌａｃｋ　Ｍｅｒｍａｉｄ 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,478 岡山県 倉敷市 ＦＬＡＴ 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,479 岡山県 倉敷市 フラッペ サービス 理容・美容業 5%

189,480 岡山県 倉敷市 プラナ サービス 理容・美容業 5%

189,481 岡山県 倉敷市 ブランド子供服専門店プチバンビーナ 小売業 衣料品 5%

189,482 岡山県 倉敷市 Ｆｒｉｐ　フリップ 小売業 衣料品 5%

189,483 岡山県 倉敷市 ＢＬＵＸＥ 小売業 衣料品 5%

189,484 岡山県 倉敷市 ＢＬＵＥＷＡＬＬ 小売業 衣料品 5%

189,485 岡山県 倉敷市 ＢＬＵＥ ＴＲＩＣＫ 児島ジーンズストリート店 小売業 衣料品 5%

189,486 岡山県 倉敷市 ＢｌｅｕＢｌｅｕｅｔさんすて倉敷店 小売業 その他小売 5%

189,487 岡山県 倉敷市 ＢＬＵＥＲＥＣＯＲＤ（Ｓ） 小売業 衣料品 5%

189,488 岡山県 倉敷市 フルータ サービス 飲食業 5%

189,489 岡山県 倉敷市 ブルートリック児島店 小売業 衣料品 5%

189,490 岡山県 倉敷市 ブルートリック美観地区店 小売業 衣料品 5%

189,491 岡山県 倉敷市 プレイスポーツ 小売業 その他小売 5%

189,492 岡山県 倉敷市 ブレスひらまつ　田ノ上店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,493 岡山県 倉敷市 ブレス　ひらまつ　玉島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,494 岡山県 倉敷市 ブレス　ひらまつ　玉島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,495 岡山県 倉敷市 株式会社　ブレス　ひらまつ福島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,496 岡山県 倉敷市 ブレス　ひらまつ倉敷本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,497 岡山県 倉敷市 ブレスひらまつ中庄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,498 岡山県 倉敷市 ブレスひらまつ中庄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,499 岡山県 倉敷市 プロート 小売業 その他小売 5%

189,500 岡山県 倉敷市 文近堂 小売業 食料品 5%

189,501 岡山県 倉敷市 キュアプラス サービス 理容・美容業 5%

189,502 岡山県 倉敷市 ｈａｉｒ　ＧＲＥＡＳＥ サービス 理容・美容業 5%

189,503 岡山県 倉敷市 ｈａｉｒ　ｓｍｉｌｅ　Ｓｏ サービス 理容・美容業 5%

189,504 岡山県 倉敷市 ヘアーサロン　Ｍｅ　Ｍｉｎｅｓ サービス 理容・美容業 5%
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189,505 岡山県 倉敷市 ヘアーサロン・タナカ サービス 理容・美容業 5%

189,506 岡山県 倉敷市 ヘアーサロンイシガキ サービス 理容・美容業 5%

189,507 岡山県 倉敷市 ヘアーサロンジョイ サービス 理容・美容業 5%

189,508 岡山県 倉敷市 ヘアーサロン　タナカ サービス 理容・美容業 5%

189,509 岡山県 倉敷市 ｈａｉｒｐｉｃａｓｓｏｅｍｕ，ｅ サービス 理容・美容業 5%

189,510 岡山県 倉敷市 Ｈａｉｒ　Ｆａｃｔｏｒｙ　Ｆ サービス 理容・美容業 5%

189,511 岡山県 倉敷市 ヘアーボーイズ サービス 理容・美容業 5%

189,512 岡山県 倉敷市 ｈａｉｒ＆ｓｐａ　ｎｉ?ｍａ サービス 理容・美容業 5%

189,513 岡山県 倉敷市 ヘアスポットトーク サービス 理容・美容業 5%

189,514 岡山県 倉敷市 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ｆｌａｖｏｒ サービス 理容・美容業 5%

189,515 岡山県 倉敷市 ｐｅｉｅ 小売業 衣料品 5%

189,516 岡山県 倉敷市 平成レンタカー　児島駅前店 サービス その他サービス 5%

189,517 岡山県 倉敷市 平成レンタカー　新倉敷駅前店 サービス その他サービス 5%

189,518 岡山県 倉敷市 Ｂ．Ａ．Ｂ．Ｙ サービス その他サービス 5%

189,519 岡山県 倉敷市 平和エージェンシー サービス その他サービス 5%

189,520 岡山県 倉敷市 ペットショップポチたま 小売業 その他小売 5%

189,521 岡山県 倉敷市 ペットピア サービス その他サービス 5%

189,522 岡山県 倉敷市 ベティスミス体験工場 小売業 衣料品 5%

189,523 岡山県 倉敷市 ＶＥＮＩＣＥ８ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

189,524 岡山県 倉敷市 ポーラーベア　アリオ倉敷店 サービス 飲食業 5%

189,525 岡山県 倉敷市 ほしや食堂 サービス 飲食業 5%

189,526 岡山県 倉敷市 補聴器センター辻　倉敷店 小売業 その他小売 5%

189,527 岡山県 倉敷市 ホテルサンプラザ倉敷 サービス 宿泊業 5%

189,528 岡山県 倉敷市 ホテル１－２－３　倉敷 サービス 宿泊業 5%

189,529 岡山県 倉敷市 ポプラ倉敷加須山店 小売業 その他小売 2%

189,530 岡山県 倉敷市 ポプラ倉敷玉島西店 小売業 その他小売 2%

189,531 岡山県 倉敷市 ＶＯＬＵＭＥ 小売業 衣料品 5%

189,532 岡山県 倉敷市 ボンヌシャンス 小売業 衣料品 5%

189,533 岡山県 倉敷市 マクドナルドイオン倉敷店 サービス 飲食業 2%

189,534 岡山県 倉敷市 マクドナルドイオンモール倉敷店 サービス 飲食業 2%

189,535 岡山県 倉敷市 マクドナルド倉敷エス・パーク店 サービス 飲食業 2%

189,536 岡山県 倉敷市 マクドナルド倉敷連島店 サービス 飲食業 2%

189,537 岡山県 倉敷市 マクドナルド倉敷中庄店 サービス 飲食業 2%

189,538 岡山県 倉敷市 マクドナルド倉敷バイパス店 サービス 飲食業 2%

189,539 岡山県 倉敷市 マクドナルド倉敷宮前店 サービス 飲食業 2%

189,540 岡山県 倉敷市 マクドナルド倉敷ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

189,541 岡山県 倉敷市 マクドナルド児島店 サービス 飲食業 2%

189,542 岡山県 倉敷市 マクドナルド新倉敷マルナカ店 サービス 飲食業 2%

189,543 岡山県 倉敷市 マクドナルド玉島店 サービス 飲食業 2%

189,544 岡山県 倉敷市 雅星本店 小売業 衣料品 5%

189,545 岡山県 倉敷市 ＭＴＧ 小売業 その他小売 5%

189,546 岡山県 倉敷市 松家食堂 サービス 飲食業 5%
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189,547 岡山県 倉敷市 松家ずし サービス 飲食業 5%

189,548 岡山県 倉敷市 有限会社松添モータース サービス その他サービス 5%

189,549 岡山県 倉敷市 円岩盤石開発センター　円岩盤石開発センター 小売業 その他小売 5%

189,550 岡山県 倉敷市 マドンナ　本店 サービス 理容・美容業 5%

189,551 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン真備川辺店 小売業 食料品 2%

189,552 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン真備町尾崎店 小売業 食料品 2%

189,553 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン真備町箭田店 小売業 食料品 2%

189,554 岡山県 倉敷市 ｍａ・ｆｌｅｕｒ　ａＫＩ サービス 理容・美容業 5%

189,555 岡山県 倉敷市 ママイクコ　児島 小売業 その他小売 5%

189,556 岡山県 倉敷市 豆吉本舗　豆吉本舗　倉敷店 小売業 食料品 5%

189,557 岡山県 倉敷市 まめや倉敷珈琲 小売業 その他小売 5%

189,558 岡山県 倉敷市 ｍａｒｃｏ サービス 理容・美容業 5%

189,559 岡山県 倉敷市 ｍａｒｃｏ サービス 理容・美容業 5%

189,560 岡山県 倉敷市 マルゴデリさんすて倉敷店 サービス 飲食業 5%

189,561 岡山県 倉敷市 マルナカツーリスト玉島営業所 サービス その他サービス 5%

189,562 岡山県 倉敷市 丸文水島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,563 岡山県 倉敷市 マルミ食品 精肉部門 小売業 食料品 5%

189,564 岡山県 倉敷市 万歩書店　倉敷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,565 岡山県 倉敷市 みうち雑貨店 小売業 その他小売 5%

189,566 岡山県 倉敷市 ミエル サービス 理容・美容業 5%

189,567 岡山県 倉敷市 株式会社三河工務店 サービス その他サービス 5%

189,568 岡山県 倉敷市 ミキヤスポーツ　エスパーク店 小売業 その他小売 5%

189,569 岡山県 倉敷市 水島協同病院売店 小売業 その他小売 5%

189,570 岡山県 倉敷市 セブン－イレブン水島警察署南店 小売業 食料品 2%

189,571 岡山県 倉敷市 水島製油所前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,572 岡山県 倉敷市 水辺のカフェ三宅商店酒津 サービス 飲食業 5%

189,573 岡山県 倉敷市 ミセス　とみはらや 小売業 衣料品 5%

189,574 岡山県 倉敷市 ミッキー 小売業 衣料品 5%

189,575 岡山県 倉敷市 みふね時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,576 岡山県 倉敷市 三宅号 小売業 衣料品 5%

189,577 岡山県 倉敷市 三宅呉服店 小売業 衣料品 5%

189,578 岡山県 倉敷市 三宅商店 サービス 飲食業 5%

189,579 岡山県 倉敷市 ミヤコ サービス その他サービス 5%

189,580 岡山県 倉敷市 宮脇書店　倉敷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,581 岡山県 倉敷市 宮脇書店　倉敷マスカット店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,582 岡山県 倉敷市 宮脇書店　児島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,583 岡山県 倉敷市 宮脇書店　さんすて倉敷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,584 岡山県 倉敷市 宮脇書店　連島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,585 岡山県 倉敷市 宮脇書店　中島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,586 岡山県 倉敷市 みよし酒店 小売業 食料品 5%

189,587 岡山県 倉敷市 ムッシュドムスタッシュ サービス 飲食業 5%

189,588 岡山県 倉敷市 メイビ堂 小売業 その他小売 5%
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189,589 岡山県 倉敷市 メイビ堂　マルナカ店 小売業 その他小売 5%

189,590 岡山県 倉敷市 メガネのイシガミ　倉敷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,591 岡山県 倉敷市 メガネの田中　倉敷本店 小売業 その他小売 5%

189,592 岡山県 倉敷市 メガネ本舗　倉敷マスカット店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,593 岡山県 倉敷市 メガネ本舗　児島店 小売業 その他小売 5%

189,594 岡山県 倉敷市 メガネ本舗　水島店 小売業 その他小売 5%

189,595 岡山県 倉敷市 メンズショップ　ケンハウス 小売業 衣料品 5%

189,596 岡山県 倉敷市 モータープロダクツサクラ サービス その他サービス 5%

189,597 岡山県 倉敷市 モードふじや 小売業 衣料品 2%

189,598 岡山県 倉敷市 モダン・プロ　倉敷店 小売業 食料品 5%

189,599 岡山県 倉敷市 木琴堂 小売業 家具・調度品 5%

189,600 岡山県 倉敷市 もみスタ サービス その他サービス 5%

189,601 岡山県 倉敷市 桃太郎ジーンズ　味野本店 小売業 家具・調度品 5%

189,602 岡山県 倉敷市 守屋石油霞橋ＳＳ 小売業 その他小売 2%

189,603 岡山県 倉敷市 守屋電器 小売業 電化製品 5%

189,604 岡山県 倉敷市 守屋信道　倉敷乳茶 サービス 飲食業 5%

189,605 岡山県 倉敷市 モルフェナンバ 小売業 その他小売 5%

189,606 岡山県 倉敷市 焼きたてパン工房トルシュ 小売業 食料品 5%

189,607 岡山県 倉敷市 やきとり秀　倉敷駅前店 サービス 飲食業 5%

189,608 岡山県 倉敷市 焼肉　朱里苑 サービス 飲食業 5%

189,609 岡山県 倉敷市 焼肉一楽 倉敷下庄店 サービス 飲食業 5%

189,610 岡山県 倉敷市 焼肉五苑　新倉敷サティ店 サービス 飲食業 5%

189,611 岡山県 倉敷市 焼肉ざんまい サービス 飲食業 5%

189,612 岡山県 倉敷市 焼肉十楽　連島店 サービス 飲食業 5%

189,613 岡山県 倉敷市 焼肉秀吉　中庄店 サービス 飲食業 5%

189,614 岡山県 倉敷市 焼肉ふたば サービス 飲食業 5%

189,615 岡山県 倉敷市 八十八商店 サービス 飲食業 5%

189,616 岡山県 倉敷市 箭田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,617 岡山県 倉敷市 有限会社　トモウラオート サービス その他サービス 5%

189,618 岡山県 倉敷市 有限会社白川酒店　集金用１ 小売業 食料品 5%

189,619 岡山県 倉敷市 有限会社花柚 サービス 飲食業 5%

189,620 岡山県 倉敷市 有限会社二葉写真館 サービス その他サービス 5%

189,621 岡山県 倉敷市 有限会社二葉建具店 サービス その他サービス 5%

189,622 岡山県 倉敷市 有限会社フラップ サービス その他サービス 5%

189,623 岡山県 倉敷市 遊膳　倉敷店 小売業 その他小売 5%

189,624 岡山県 倉敷市 ユーワールド 小売業 その他小売 5%

189,625 岡山県 倉敷市 由加温泉ホテル　山桃花 サービス 宿泊業 5%

189,626 岡山県 倉敷市 ゆじゅん サービス その他サービス 5%

189,627 岡山県 倉敷市 ユニオス　連島店 サービス その他サービス 5%

189,628 岡山県 倉敷市 ゆめらんど児島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,629 岡山県 倉敷市 陽月堂 サービス 飲食業 5%

189,630 岡山県 倉敷市 横田　製靴 小売業 衣料品 5%
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189,631 岡山県 倉敷市 吉井旅館 サービス 宿泊業 5%

189,632 岡山県 倉敷市 ラ・フェイス　アストロくらしき店 小売業 衣料品 5%

189,633 岡山県 倉敷市 ラーメン＆焼き鳥源喜　さんすて倉敷店 サービス 飲食業 5%

189,634 岡山県 倉敷市 らーめん食楽 サービス 飲食業 5%

189,635 岡山県 倉敷市 来来亭　倉敷中庄店 サービス 飲食業 2%

189,636 岡山県 倉敷市 ラフ　コスメティックス 小売業 その他小売 5%

189,637 岡山県 倉敷市 ラフィネ　さんすて倉敷店 サービス その他サービス 5%

189,638 岡山県 倉敷市 藍布屋　味野店 小売業 家具・調度品 5%

189,639 岡山県 倉敷市 リアンスネイル リアンスネイル サービス 理容・美容業 5%

189,640 岡山県 倉敷市 リアンスネイルヴィヴィド　リアンスネイルヴィヴィド サービス 理容・美容業 5%

189,641 岡山県 倉敷市 リストランテ　カナーレ サービス 飲食業 5%

189,642 岡山県 倉敷市 リトファンイタリアーノ 倉敷中庄店 サービス 飲食業 5%

189,643 岡山県 倉敷市 リトファンイタリアーノ倉敷中庄店 サービス 飲食業 5%

189,644 岡山県 倉敷市 ＬＩＴＴＬＥＬＡＮＤ 小売業 衣料品 5%

189,645 岡山県 倉敷市 ＲＩＶＥＲＭＡＩＬ 小売業 衣料品 5%

189,646 岡山県 倉敷市 リフォームのルクス　ルクス サービス その他サービス 5%

189,647 岡山県 倉敷市 ＲＩＶＥＴＳ 小売業 その他小売 5%

189,648 岡山県 倉敷市 ＲｅｂｏｒｎＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

189,649 岡山県 倉敷市 竜王鈑金 サービス その他サービス 5%

189,650 岡山県 倉敷市 理容オオタ サービス 理容・美容業 5%

189,651 岡山県 倉敷市 料理旅館　鶴形 サービス 宿泊業 5%

189,652 岡山県 倉敷市 ル－ツ 小売業 衣料品 5%

189,653 岡山県 倉敷市 Ｒａｙ　ｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

189,654 岡山県 倉敷市 レインボージュース サービス 飲食業 5%

189,655 岡山県 倉敷市 レジャックス　児島店 小売業 その他小売 5%

189,656 岡山県 倉敷市 レジャックス　南倉敷店 小売業 その他小売 5%

189,657 岡山県 倉敷市 レッド　アータリー サービス 理容・美容業 5%

189,658 岡山県 倉敷市 レディス　とみはらや 小売業 衣料品 5%

189,659 岡山県 倉敷市 ＬＡＤＹ　ＬＵＣＫ　ＬＵＣＡ　さんすて倉敷店 小売業 衣料品 5%

189,660 岡山県 倉敷市 露菴　新倉敷店 サービス 飲食業 5%

189,661 岡山県 倉敷市 ローゼル サービス 理容・美容業 5%

189,662 岡山県 倉敷市 ロミロミＡｒａｒａ（アラーラ） サービス その他サービス 5%

189,663 岡山県 倉敷市 ＲＯＭＥＯＢＬＥＵ サービス その他サービス 5%

189,664 岡山県 倉敷市 ワールド２１第一店 小売業 電化製品 5%

189,665 岡山県 倉敷市 ＷＢ倉敷堀南店 サービス 飲食業 5%

189,666 岡山県 倉敷市 ワインと地酒　武田　倉敷店 小売業 食料品 5%

189,667 岡山県 倉敷市 和可奈 サービス 飲食業 5%

189,668 岡山県 倉敷市 わかるとできる　ゆめタウン倉敷校 サービス その他サービス 5%

189,669 岡山県 倉敷市 和牛焼肉　牛八　倉敷店 サービス 飲食業 5%

189,670 岡山県 倉敷市 ＷａｘｉｎｇｓａｌｏｎＭＩＲＲＯＲ サービス 理容・美容業 5%

189,671 岡山県 倉敷市 鷲羽グランドホテル　備前屋甲子 サービス 宿泊業 5%

189,672 岡山県 倉敷市 鷲羽山下電ホテル サービス 宿泊業 5%
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189,673 岡山県 倉敷市 わたなべ生鮮館上の町店 小売業 食料品 5%

189,674 岡山県 倉敷市 わたなべ生鮮館菰池店 小売業 食料品 5%

189,675 岡山県 倉敷市 わたなべ生鮮館柳田店 小売業 食料品 5%

189,676 岡山県 倉敷市 ワールド２１アカサキ店 小売業 電化製品 5%

189,677 岡山県 倉敷市 ワールド２１下の町店 小売業 電化製品 5%

189,678 岡山県 倉敷市 ワールド２１城店 小売業 電化製品 5%

189,679 岡山県 倉敷市 ワールド２１鷲羽店 小売業 電化製品 5%

189,680 岡山県 里庄町 一光化学株式会社 小売業 その他小売 5%

189,681 岡山県 里庄町 有限会社　オーシャン 小売業 その他小売 5%

189,682 岡山県 里庄町 岡山トヨタ自動車笠岡店 小売業 その他小売 5%

189,683 岡山県 里庄町 鴨方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,684 岡山県 里庄町 Ｃａｆｅ　Ａｄａｇｉｏ サービス 飲食業 5%

189,685 岡山県 里庄町 コバック里庄店 サービス その他サービス 5%

189,686 岡山県 里庄町 セブン－イレブン里庄町里見店 小売業 食料品 2%

189,687 岡山県 里庄町 セブン－イレブン里庄町新庄店 小売業 食料品 2%

189,688 岡山県 里庄町 セブン－イレブン里庄町手の際店 小売業 食料品 2%

189,689 岡山県 里庄町 車検のコバック 里庄店 サービス その他サービス 5%

189,690 岡山県 里庄町 東洋石材工芸社　笠岡店 小売業 その他小売 5%

189,691 岡山県 里庄町 トヨタカローラ岡山笠岡店 小売業 その他小売 5%

189,692 岡山県 里庄町 白十字　里庄店 小売業 食料品 5%

189,693 岡山県 里庄町 ８番らーめん里庄店 サービス 飲食業 2%

189,694 岡山県 里庄町 美容室フォルム サービス その他サービス 5%

189,695 岡山県 里庄町 美容室フォルム　美容室フォルム サービス 理容・美容業 5%

189,696 岡山県 里庄町 ＨＡＩＲ　ＳＴＵＤＩＯ　Ｌ　Ｇ　ＨＡＩＲ　ＳＴＵＤＩＯ　Ｌ　Ｇ サービス 理容・美容業 5%

189,697 岡山県 里庄町 マスターウォール　ガーデンゴルフアカセ サービス その他サービス 5%

189,698 岡山県 里庄町 マスターウォール　ＷＳ 小売業 家具・調度品 5%

189,699 岡山県 里庄町 ＭＡＳＴＥＲＷＡＬＦＡＣＴＯＲＹＳＨＯＰ 小売業 家具・調度品 5%

189,700 岡山県 勝央町 あかぎ ピーチ 小売業 その他小売 5%

189,701 岡山県 勝央町 あかぎ　駅前店 小売業 その他小売 5%

189,702 岡山県 勝央町 出光植月ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,703 岡山県 勝央町 出光セルフ勝間田西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,704 岡山県 勝央町 出光セルフ勝間田東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,705 岡山県 勝央町 可児薬店 小売業 その他小売 5%

189,706 岡山県 勝央町 可児薬局 小売業 その他小売 5%

189,707 岡山県 勝央町 作州電器　勝央店 小売業 電化製品 5%

189,708 岡山県 勝央町 勝央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,709 岡山県 勝央町 セブン－イレブン勝央町岡店 小売業 食料品 2%

189,710 岡山県 勝央町 炭火焼肉ホルモン　笑福 サービス 飲食業 5%

189,711 岡山県 勝央町 つるや　勝間田店 小売業 食料品 5%

189,712 岡山県 勝央町 バッカス勝央店 小売業 その他小売 5%

189,713 岡山県 勝央町 八剣伝　勝央店 サービス その他サービス 2%

189,714 岡山県 勝央町 ｐｉａｔｔｏｎｏｎｏ（ピアットノノ） サービス 飲食業 5%
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189,715 岡山県 勝央町 ＨＡＩＲ?ＬＡＢＯ サービス 理容・美容業 5%

189,716 岡山県 勝央町 ｈａｉｒ ｂｏｘ ＥＲＩ ヘアーボックスボックスエリ サービス 理容・美容業 5%

189,717 岡山県 勝央町 マルイ　勝央店 小売業 食料品 5%

189,718 岡山県 勝央町 マルイ勝央店 小売業 食料品 5%

189,719 岡山県 勝央町 緑ケ丘株式会社 小売業 その他小売 5%

189,720 岡山県 勝央町 有限会社美容室おしゃれ泥棒 サービス 理容・美容業 5%

189,721 岡山県 新庄村 新庄さくら通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,722 岡山県 瀬戸内市 曙だるま サービス 宿泊業 5%

189,723 岡山県 瀬戸内市 アポロちぇーん　長船店 小売業 電化製品 5%

189,724 岡山県 瀬戸内市 出光ハートスタイルセルフ邑久ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,725 岡山県 瀬戸内市 ウサギヤ 小売業 衣料品 5%

189,726 岡山県 瀬戸内市 牛窓中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,727 岡山県 瀬戸内市 ＥＮＮ 小売業 衣料品 5%

189,728 岡山県 瀬戸内市 岡山ヤクルト販売　邑久センター 小売業 食料品 5%

189,729 岡山県 瀬戸内市 邑久ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,730 岡山県 瀬戸内市 お食事処　あさひ サービス 飲食業 5%

189,731 岡山県 瀬戸内市 鹿忍ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,732 岡山県 瀬戸内市 Ｃｕｔｔｉｎｇ　Ｃｒｅｗ サービス 理容・美容業 5%

189,733 岡山県 瀬戸内市 カミモト電機 小売業 電化製品 5%

189,734 岡山県 瀬戸内市 唐琴荘 サービス 宿泊業 5%

189,735 岡山県 瀬戸内市 ゴダイドラッグ牛窓店 小売業 その他小売 5%

189,736 岡山県 瀬戸内市 寒風陶芸会館 サービス その他サービス 5%

189,737 岡山県 瀬戸内市 セブン－イレブン瀬戸内市役所前店 小売業 食料品 2%

189,738 岡山県 瀬戸内市 セブン－イレブン瀬戸内土師店 小売業 食料品 2%

189,739 岡山県 瀬戸内市 セブン－イレブン瀬戸内豆田店 小売業 食料品 2%

189,740 岡山県 瀬戸内市 セルフ邑久駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,741 岡山県 瀬戸内市 ６０　ダイヤクリーニング　ハローズ邑久店 サービス その他サービス 5%

189,742 岡山県 瀬戸内市 ２５ダイヤクリーニングマルナカ長船店 サービス その他サービス 5%

189,743 岡山県 瀬戸内市 ５４　ダイヤクリーニングゆめタウン邑久店 サービス その他サービス 5%

189,744 岡山県 瀬戸内市 １２０　ダイヤクリーニングハローズ長船店 サービス その他サービス 5%

189,745 岡山県 瀬戸内市 有　竹中モータース サービス その他サービス 5%

189,746 岡山県 瀬戸内市 竹原薬局 小売業 その他小売 5%

189,747 岡山県 瀬戸内市 天ぷら楓 サービス 飲食業 5%

189,748 岡山県 瀬戸内市 とっくり本庄店　酒のとっくり本庄店 小売業 その他小売 5%

189,749 岡山県 瀬戸内市 ニシナマリン サービス その他サービス 5%

189,750 岡山県 瀬戸内市 暖氣工房 サービス その他サービス 5%

189,751 岡山県 瀬戸内市 白十字　邑久店 小売業 食料品 5%

189,752 岡山県 瀬戸内市 備前スズキ販売株式会社 小売業 その他小売 5%

189,753 岡山県 瀬戸内市 福岡屋旅館 サービス 宿泊業 5%

189,754 岡山県 瀬戸内市 布団屋しばた 小売業 家具・調度品 5%

189,755 岡山県 瀬戸内市 ブルーライン一本松店　ブルーライン一本松店 サービス 飲食業 5%

189,756 岡山県 瀬戸内市 ヘアサロン尾形 サービス 理容・美容業 5%
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189,757 岡山県 瀬戸内市 ペンションくろしお丸 サービス 宿泊業 5%

189,758 岡山県 瀬戸内市 ペンションモッキングバード サービス その他サービス 5%

189,759 岡山県 瀬戸内市 Ｐｅｍｂｒｏｋｅ 小売業 その他小売 5%

189,760 岡山県 瀬戸内市 ホテル・リマ－ニ サービス 宿泊業 5%

189,761 岡山県 瀬戸内市 松本電器 小売業 電化製品 5%

189,762 岡山県 瀬戸内市 民宿　南風荘 サービス 宿泊業 5%

189,763 岡山県 瀬戸内市 虫明焼窯元 小売業 家具・調度品 5%

189,764 岡山県 瀬戸内市 焼肉レストラン　マルヨシ サービス 飲食業 5%

189,765 岡山県 瀬戸内市 夢二郷土美術館　夢二生家 サービス その他サービス 5%

189,766 岡山県 瀬戸内市 Ｌａｎａｔｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

189,767 岡山県 瀬戸内市 ロルマカッティ 小売業 衣料品 5%

189,768 岡山県 総社市 Ｕｐ ｆｏｒｅｓｔ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

189,769 岡山県 総社市 アンサー サービス その他サービス 5%

189,770 岡山県 総社市 出光総社ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,771 岡山県 総社市 出光総社吉備路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,772 岡山県 総社市 出光総社中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,773 岡山県 総社市 出光総社西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,774 岡山県 総社市 ウェーブ 小売業 その他小売 5%

189,775 岡山県 総社市 ウェーブ 小売業 その他小売 5%

189,776 岡山県 総社市 ＳＨＧ総社店 小売業 電化製品 5%

189,777 岡山県 総社市 岡山トヨタ自動車総社店 小売業 その他小売 5%

189,778 岡山県 総社市 岡山ヤクルト販売　総社センター 小売業 食料品 5%

189,779 岡山県 総社市 御菓子司　備庵 小売業 食料品 5%

189,780 岡山県 総社市 家具の大丸　家具の大丸 小売業 家具・調度品 5%

189,781 岡山県 総社市 カザハヤスポーツ　ポテト館 小売業 その他小売 5%

189,782 岡山県 総社市 カザハヤスポーツ 小売業 その他小売 5%

189,783 岡山県 総社市 株式会社　角藤田　　簡ガス 小売業 その他小売 5%

189,784 岡山県 総社市 株式会社　角藤田　　直売 小売業 その他小売 5%

189,785 岡山県 総社市 株式会社オオツキ総社中央店 小売業 衣料品 5%

189,786 岡山県 総社市 株式会社さのオートセンター サービス その他サービス 5%

189,787 岡山県 総社市 株式会社美袋交通　　３０１　岡山５００あ４９６８ サービス 運輸業 5%

189,788 岡山県 総社市 カーリペアー吉備路 サービス その他サービス 5%

189,789 岡山県 総社市 ガルディ総社中央店 小売業 衣料品 5%

189,790 岡山県 総社市 ガレージディープ ガレージ ディープ サービス その他サービス 5%

189,791 岡山県 総社市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋総社溝口店 サービス 飲食業 2%

189,792 岡山県 総社市 カワハラ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,793 岡山県 総社市 吉備カントリークラブ サービス その他サービス 5%

189,794 岡山県 総社市 牛角総社井手店 サービス 飲食業 2%

189,795 岡山県 総社市 キョーエイ美袋店 小売業 食料品 5%

189,796 岡山県 総社市 金亀 サービス 飲食業 5%

189,797 岡山県 総社市 ＧＲＡＮＤＹ　ＡＵＴＯ 小売業 その他小売 5%

189,798 岡山県 総社市 ぐりぐり家 総社店 サービス 飲食業 5%
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189,799 岡山県 総社市 珈琲と人 サービス 飲食業 5%

189,800 岡山県 総社市 珈琲と人 サービス 飲食業 5%

189,801 岡山県 総社市 コープ総社東 小売業 その他小売 5%

189,802 岡山県 総社市 コープ総社東 小売業 食料品 5%

189,803 岡山県 総社市 サイクルＣｉｔｙ 総社駅前店 小売業 その他小売 5%

189,804 岡山県 総社市 サイクルＣｉｔｙ　総社駅前店 小売業 その他小売 5%

189,805 岡山県 総社市 さくら先生のパソコン塾 サービス その他サービス 5%

189,806 岡山県 総社市 さのオートセンター 小売業 その他小売 5%

189,807 岡山県 総社市 ＴＨＥ　ＭＩＮＧＥＲＩＮＧ　ＤＥＮＥＲ サービス 飲食業 5%

189,808 岡山県 総社市 サロンド　ＦＩＮ サービス 理容・美容業 5%

189,809 岡山県 総社市 山海や サービス 飲食業 5%

189,810 岡山県 総社市 サンスポーツ 小売業 その他小売 5%

189,811 岡山県 総社市 サンセリテ 小売業 衣料品 5%

189,812 岡山県 総社市 サントピア岡山総社 サービス 宿泊業 5%

189,813 岡山県 総社市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　岡山営業所 小売業 その他小売 5%

189,814 岡山県 総社市 ＳＩＧＮＡＬＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

189,815 岡山県 総社市 しーじゃっく　総社店 サービス 飲食業 5%

189,816 岡山県 総社市 しゃぶしゃぶ温野菜総社井手店 サービス 飲食業 2%

189,817 岡山県 総社市 手芸センタードリーム　総社店 小売業 その他小売 5%

189,818 岡山県 総社市 ジョイテック総社店 小売業 電化製品 5%

189,819 岡山県 総社市 昭電社東御領店 小売業 電化製品 5%

189,820 岡山県 総社市 ショッピングプラザまえだ 小売業 その他小売 5%

189,821 岡山県 総社市 スーパードラッグひまわり総社中央店 小売業 その他小売 5%

189,822 岡山県 総社市 スーパードラッグひまわり総社東店 小売業 その他小売 5%

189,823 岡山県 総社市 住まいるネット　中央店 小売業 電化製品 5%

189,824 岡山県 総社市 住まいるネット山手店 小売業 電化製品 5%

189,825 岡山県 総社市 生活彩家岡山県立大学店 小売業 その他小売 2%

189,826 岡山県 総社市 セルフ岡山総社R180 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,827 岡山県 総社市 セルフステーション総社 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,828 岡山県 総社市 セルフ総社大橋西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,829 岡山県 総社市 セルフミナギＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,830 岡山県 総社市 創作料理　我がや サービス 飲食業 5%

189,831 岡山県 総社市 創作料理菜茂家 サービス 飲食業 5%

189,832 岡山県 総社市 セブン－イレブン総社大橋東店 小売業 食料品 2%

189,833 岡山県 総社市 セブン－イレブン総社岡谷店 小売業 食料品 2%

189,834 岡山県 総社市 セブン－イレブン総社窪木店 小売業 食料品 2%

189,835 岡山県 総社市 セブン－イレブン総社小寺店 小売業 食料品 2%

189,836 岡山県 総社市 セブン－イレブン総社種井店 小売業 食料品 2%

189,837 岡山県 総社市 セブン－イレブン総社中央１丁目店 小売業 食料品 2%

189,838 岡山県 総社市 セブン－イレブン総社中央５丁目店 小売業 食料品 2%

189,839 岡山県 総社市 総社西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,840 岡山県 総社市 総社東　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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189,841 岡山県 総社市 セブン－イレブン総社真壁店 小売業 食料品 2%

189,842 岡山県 総社市 タイム　総社店 小売業 その他小売 5%

189,843 岡山県 総社市 ２１７　ダイヤクリーニング　総社店 サービス その他サービス 5%

189,844 岡山県 総社市 ３０６　ダイヤクリーニングハローズ総社店 サービス その他サービス 5%

189,845 岡山県 総社市 ３２５　ダイヤクリーニング　プラザ総社店 サービス その他サービス 5%

189,846 岡山県 総社市 タイヤワールド 小売業 その他小売 5%

189,847 岡山県 総社市 タイヤワールド　総社店 小売業 その他小売 5%

189,848 岡山県 総社市 だがしや小町　リブ２１店　　だがしや小町リブ２１店 小売業 食料品 5%

189,849 岡山県 総社市 高山産業　総社支店 小売業 その他小売 5%

189,850 岡山県 総社市 ツタヤ　総社東店 小売業 食料品 5%

189,851 岡山県 総社市 ＴＯＰＨＡＩＲ総社店 サービス 理容・美容業 5%

189,852 岡山県 総社市 トヨタカローラ岡山総社店 小売業 その他小売 5%

189,853 岡山県 総社市 ながたや 小売業 衣料品 5%

189,854 岡山県 総社市 ナンバＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,855 岡山県 総社市 ニシナフードバスケット総社東店 小売業 その他小売 5%

189,856 岡山県 総社市 白十字　総社店 小売業 食料品 5%

189,857 岡山県 総社市 はし本 サービス 飲食業 5%

189,858 岡山県 総社市 長谷川タイヤ商会　総社店 小売業 その他小売 5%

189,859 岡山県 総社市 セブン－イレブン東総社駅前店 小売業 食料品 2%

189,860 岡山県 総社市 ビストロｎａ菜　総社店 小売業 食料品 5%

189,861 岡山県 総社市 Ｈｙｇｇｅ サービス 理容・美容業 5%

189,862 岡山県 総社市 平川雪舟庵 小売業 食料品 5%

189,863 岡山県 総社市 ファミリータウンモリヤス 小売業 家具・調度品 5%

189,864 岡山県 総社市 プラザＡ　ムラキ 小売業 衣料品 5%

189,865 岡山県 総社市 株式会社　ブレス　ひらまつ　総社店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,866 岡山県 総社市 ヘアーウォーク サービス 理容・美容業 5%

189,867 岡山県 総社市 ヘアーサロンナカヤマ サービス 理容・美容業 5%

189,868 岡山県 総社市 ヘアーサロンヒロ サービス 理容・美容業 5%

189,869 岡山県 総社市 Ｈａｉｒ　Ｎａｉｌ　ＡＲＴＥ サービス 理容・美容業 5%

189,870 岡山県 総社市 ヘアリゾートカップス サービス 理容・美容業 5%

189,871 岡山県 総社市 ＢｏｎｙＯＮＯ サービス 理容・美容業 5%

189,872 岡山県 総社市 Ｖｏｙａｇｅ　ｈａｉｒ＆ｆａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

189,873 岡山県 総社市 前田商会 サービス その他サービス 5%

189,874 岡山県 総社市 マクドナルド総社溝口店 サービス 飲食業 2%

189,875 岡山県 総社市 町家カフェ太郎茶屋鎌倉総社店 サービス 飲食業 5%

189,876 岡山県 総社市 ＭＡＲＣＯ サービス 理容・美容業 5%

189,877 岡山県 総社市 ＭＡＲＣＯ サービス 理容・美容業 5%

189,878 岡山県 総社市 万歩書店　総社店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,879 岡山県 総社市 ミナギＳＳ　サンラック高梁 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,880 岡山県 総社市 ミナギＳＳ　サンラック成羽 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,881 岡山県 総社市 ミナギＳＳ　サンラック備中 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,882 岡山県 総社市 宮脇書店総社店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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189,883 岡山県 総社市 メガネの田中　総社店 小売業 その他小売 5%

189,884 岡山県 総社市 メガネのはちや 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,885 岡山県 総社市 メガネ本舗　総社店 小売業 その他小売 5%

189,886 岡山県 総社市 ｍｅｎ　ｓ　ｌａｄｉｅｓ　ＭＡＴＳＵＹＡ 小売業 衣料品 5%

189,887 岡山県 総社市 モトヤ 小売業 その他小売 5%

189,888 岡山県 総社市 桃太郎珈琲焙煎所Ｔｈｅ Ｐｅａｃｈ Ｂｏｙ Ｃｏｆｅｅ Ｒｏａｓｔｅｒｓ Ｏｋａｙａｍａ Ｊａｐａｎ 小売業 食料品 5%

189,889 岡山県 総社市 山手の市・きびきび亭 小売業 食料品 5%

189,890 岡山県 総社市 よしだ薬局リブ店 小売業 その他小売 5%

189,891 岡山県 総社市 リョービツアーズ　総社支店 サービス その他サービス 5%

189,892 岡山県 高梁市 石田商店 小売業 その他小売 5%

189,893 岡山県 高梁市 出光成羽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,894 岡山県 高梁市 イマイ　イマイホームエネルギー 小売業 その他小売 2%

189,895 岡山県 高梁市 井村デンキ商会 小売業 電化製品 5%

189,896 岡山県 高梁市 ＥＬＥＶＥＮ　ＶＩＬＬＡＧＥ サービス 宿泊業 5%

189,897 岡山県 高梁市 有漢インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,898 岡山県 高梁市 エキスパートクリーニング マーシ サービス その他サービス 5%

189,899 岡山県 高梁市 セブン－イレブン岡山吉備国際大学店 小売業 食料品 2%

189,900 岡山県 高梁市 岡山県西部ヤクルト販売　高梁センター 小売業 食料品 5%

189,901 岡山県 高梁市 おしゃれのいとう おしゃれのいとう 小売業 その他小売 5%

189,902 岡山県 高梁市 雅彩　安藤呉服店 小売業 衣料品 5%

189,903 岡山県 高梁市 株式会社三宅製菓本店 小売業 食料品 5%

189,904 岡山県 高梁市 株式会社ムネオカ 小売業 その他小売 5%

189,905 岡山県 高梁市 川上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,906 岡山県 高梁市 木野山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,907 岡山県 高梁市 キョーエイ本店 小売業 食料品 5%

189,908 岡山県 高梁市 クリーニングハウス ラビットポルカ店 クリーニングハウス ラビット サービス その他サービス 5%

189,909 岡山県 高梁市 クリーニングハウスラビット本店 クリーニングハウス ラビット サービス その他サービス 5%

189,910 岡山県 高梁市 ケアメディカル サービス その他サービス 5%

189,911 岡山県 高梁市 工業用製品課 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,912 岡山県 高梁市 コンセッション 備中神楽舎 小売業 その他小売 5%

189,913 岡山県 高梁市 近藤商会　近藤商会 小売業 その他小売 5%

189,914 岡山県 高梁市 サニードラッグ 小売業 その他小売 5%

189,915 岡山県 高梁市 サロンドカイハラ サービス 理容・美容業 5%

189,916 岡山県 高梁市 旬菜ふみ サービス 飲食業 5%

189,917 岡山県 高梁市 すいせん サービス 飲食業 5%

189,918 岡山県 高梁市 住まいるネット高梁落合橋店 小売業 電化製品 5%

189,919 岡山県 高梁市 タイガー灯油センターポルカ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,920 岡山県 高梁市 タイヤステーション長谷川 小売業 その他小売 5%

189,921 岡山県 高梁市 高梁ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,922 岡山県 高梁市 セブン－イレブン高梁落合町店 小売業 食料品 2%

189,923 岡山県 高梁市 セブン－イレブン高梁市役所前店 小売業 食料品 2%

189,924 岡山県 高梁市 セブン－イレブン高梁成羽町店 小売業 食料品 2%

4524



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

189,925 岡山県 高梁市 高梁本社ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,926 岡山県 高梁市 セブン－イレブン高梁横町店 小売業 食料品 2%

189,927 岡山県 高梁市 高山産業　高梁支店 小売業 その他小売 5%

189,928 岡山県 高梁市 田中紙店　本店 小売業 その他小売 5%

189,929 岡山県 高梁市 ちくちく雑貨店　ちくちく雑貨店 小売業 その他小売 5%

189,930 岡山県 高梁市 デイリーフーズ秋岡屋 小売業 食料品 5%

189,931 岡山県 高梁市 西江邸 サービス その他サービス 5%

189,932 岡山県 高梁市 ニュー高梁ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,933 岡山県 高梁市 長谷川金物有限会社 小売業 その他小売 5%

189,934 岡山県 高梁市 パプトリーＴＡＮＡＫＡ 小売業 その他小売 5%

189,935 岡山県 高梁市 Ｃｏｎｃｅｓｓｉｏｎ サービス その他サービス 5%

189,936 岡山県 高梁市 ピトレ・かめやま 小売業 電化製品 5%

189,937 岡山県 高梁市 平川郷　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,938 岡山県 高梁市 広島風お好み焼き．鉄板焼大ちゃん サービス 飲食業 5%

189,939 岡山県 高梁市 Ｂｌｕｅ　ｏｎ　Ｂｌｕｅ サービス 理容・美容業 5%

189,940 岡山県 高梁市 芳烈酒造株式会社 小売業 その他小売 5%

189,941 岡山県 高梁市 ポルカ食品館 小売業 食料品 5%

189,942 岡山県 高梁市 メガネの田中　ゆめタウン高梁店 小売業 その他小売 5%

189,943 岡山県 高梁市 メモリザ 小売業 その他小売 5%

189,944 岡山県 高梁市 焼肉 韓式料理 オモニ亭 サービス 飲食業 5%

189,945 岡山県 高梁市 焼肉 韓式料理 モランボン サービス 飲食業 5%

189,946 岡山県 高梁市 有限会社エヌケーエス自動車販売 サービス その他サービス 5%

189,947 岡山県 高梁市 有限会社エム・ワイ商事 小売業 食料品 5%

189,948 岡山県 高梁市 有限会社 成羽自動車 サービス その他サービス 5%

189,949 岡山県 高梁市 有限会社ワタナベトーヨー住器 小売業 その他小売 2%

189,950 岡山県 玉野市 ＳＡＬｐｉｍｉＥｎｔＡ サービス 飲食業 5%

189,951 岡山県 玉野市 アクアキューブ 岡山活エビ有限会社 サービス その他サービス 5%

189,952 岡山県 玉野市 アポロちぇーん　玉野中央店 小売業 電化製品 5%

189,953 岡山県 玉野市 アポロちぇーん長尾店 小売業 電化製品 5%

189,954 岡山県 玉野市 出光日比ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,955 岡山県 玉野市 ＨＩＲＩＳ【イリス】 サービス 理容・美容業 5%

189,956 岡山県 玉野市 うちのネコ 小売業 電化製品 5%

189,957 岡山県 玉野市 エーワンフィールド 玉野店 小売業 その他小売 5%

189,958 岡山県 玉野市 岡山赤十字玉野分院病院売店 小売業 その他小売 5%

189,959 岡山県 玉野市 岡山ヤクルト販売 宇野センター 小売業 食料品 5%

189,960 岡山県 玉野市 岡山ヤクルト販売 御崎センター 小売業 食料品 5%

189,961 岡山県 玉野市 おもちゃ王国 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

189,962 岡山県 玉野市 カイロプラクティックサロン　スクヮーヴァティー サービス その他サービス 5%

189,963 岡山県 玉野市 金光薬品東児店 小売業 その他小売 5%

189,964 岡山県 玉野市 株式会社岡萬 小売業 食料品 5%

189,965 岡山県 玉野市 株式会社サン・ライフ・ハナオカ 小売業 家具・調度品 5%

189,966 岡山県 玉野市 コーダ宇野店 小売業 衣料品 5%
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189,967 岡山県 玉野市 Ｃｏｔｔｏｎ　Ｄｏｇ サービス その他サービス 5%

189,968 岡山県 玉野市 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｌｉｇａｒ サービス 理容・美容業 5%

189,969 岡山県 玉野市 ジュエリーカンダ　玉野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

189,970 岡山県 玉野市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅスーパーセルフ宇野店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,971 岡山県 玉野市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅスーパーセルフ荘内店 小売業 ガソリンスタンド 2%

189,972 岡山県 玉野市 スーパードラッグひまわり玉野店 小売業 その他小売 5%

189,973 岡山県 玉野市 スーパーマーケット　タマヤ　宇野店 小売業 食料品 5%

189,974 岡山県 玉野市 スーパーマーケット　タマヤ　東児店 小売業 食料品 5%

189,975 岡山県 玉野市 瀬戸内温泉　たまの湯 サービス その他サービス 5%

189,976 岡山県 玉野市 瀬戸内貸切無人島　ＫＵＪＩＲＡ－ＪＩＭＡ サービス その他サービス 5%

189,977 岡山県 玉野市 瀬戸内ヨットチャーター サービス その他サービス 5%

189,978 岡山県 玉野市 瀬戸大橋カントリークラブ サービス その他サービス 5%

189,979 岡山県 玉野市 ２０７　ダイヤクリーニング　宇野店 サービス その他サービス 5%

189,980 岡山県 玉野市 ２０６　ダイヤクリーニング　荘内店 サービス その他サービス 5%

189,981 岡山県 玉野市 ２０８ダイヤクリーニングマルナカ宇野店 サービス その他サービス 5%

189,982 岡山県 玉野市 ２２０　ＤＩＡ　わたなべ生鮮館玉野店 サービス その他サービス 5%

189,983 岡山県 玉野市 高山産業　玉野支店 小売業 その他小売 5%

189,984 岡山県 玉野市 セブン－イレブン玉野宇野１丁目店 小売業 食料品 2%

189,985 岡山県 玉野市 セブン－イレブン玉野宇野駅前店 小売業 食料品 2%

189,986 岡山県 玉野市 セブン－イレブン玉野宇野４丁目店 小売業 食料品 2%

189,987 岡山県 玉野市 玉野観光案内所 サービス その他サービス 5%

189,988 岡山県 玉野市 玉野ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

189,989 岡山県 玉野市 たまの製麺 サービス 宿泊業 5%

189,990 岡山県 玉野市 セブン－イレブン玉野田井３丁目店 小売業 食料品 2%

189,991 岡山県 玉野市 セブン－イレブン玉野迫間店 小売業 食料品 2%

189,992 岡山県 玉野市 セブン－イレブン玉野八浜町八浜店 小売業 食料品 2%

189,993 岡山県 玉野市 セブン－イレブン玉野東高崎店 小売業 食料品 2%

189,994 岡山県 玉野市 セブン－イレブン玉野和田５丁目店 小売業 食料品 2%

189,995 岡山県 玉野市 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

189,996 岡山県 玉野市 トヨタカローラ岡山玉野店 小売業 その他小売 5%

189,997 岡山県 玉野市 ニシナフードバスケット玉野長尾店 小売業 その他小売 5%

189,998 岡山県 玉野市 ＮＩＣＳ 小売業 その他小売 5%

189,999 岡山県 玉野市 ネクストステージタカハラ 小売業 電化製品 5%

190,000 岡山県 玉野市 有限会社三協鋲螺 小売業 その他小売 5%

190,001 岡山県 玉野市 バーバーハウスカワベ サービス 理容・美容業 5%

190,002 岡山県 玉野市 ＢＡＲＢＥＲ ＨＯＵＳＥ ＫＡＷＡＢＥ サービス 理容・美容業 5%

190,003 岡山県 玉野市 盃酔の陣 サービス 飲食業 5%

190,004 岡山県 玉野市 ＪｏｕｅｒａＣａｃｈｅＣａｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

190,005 岡山県 玉野市 福森商会 小売業 その他小売 5%

190,006 岡山県 玉野市 武道具工房さかい 小売業 その他小売 5%

190,007 岡山県 玉野市 ＢＬＩＮＤ　ＴＨＥ　ＢＡＲＢＥＲ サービス 理容・美容業 5%

190,008 岡山県 玉野市 ブロッサムオーグ２１　宇野店 小売業 家具・調度品 5%
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190,009 岡山県 玉野市 Ｈａｉｒｓ ＶＥＲＤＥ ヴェルデ サービス 理容・美容業 5%

190,010 岡山県 玉野市 ＡＴＴＩＶＯ【アティーボ】 サービス 理容・美容業 5%

190,011 岡山県 玉野市 ベリーズセレスト　和田 小売業 その他小売 5%

190,012 岡山県 玉野市 ｂｏｌｌａｒｄ 小売業 衣料品 5%

190,013 岡山県 玉野市 ＢＯＬＬＡＲＤＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

190,014 岡山県 玉野市 マクドナルド岡山玉野店 サービス 飲食業 2%

190,015 岡山県 玉野市 Ｍａｃｈｉｃａｄｏ サービス 宿泊業 5%

190,016 岡山県 玉野市 マレ サービス その他サービス 5%

190,017 岡山県 玉野市 三井造船　生活協同組合 小売業 その他小売 5%

190,018 岡山県 玉野市 三井造船　生活協同組合　荘内店 小売業 その他小売 5%

190,019 岡山県 玉野市 三井造船　生活協同組合　田井店 小売業 その他小売 5%

190,020 岡山県 玉野市 三井造船　生活協同組合　日比店 小売業 その他小売 5%

190,021 岡山県 玉野市 三井造船　生活協同組合　本部店 小売業 その他小売 5%

190,022 岡山県 玉野市 三井造船　生活協同組合　和田店 小売業 その他小売 5%

190,023 岡山県 玉野市 みやけ家電 小売業 電化製品 5%

190,024 岡山県 玉野市 メガネの明和　メルカ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,025 岡山県 玉野市 メガネの雄飛　メルカ店 小売業 その他小売 5%

190,026 岡山県 玉野市 めんくい サービス 飲食業 5%

190,027 岡山県 玉野市 もめん畑 小売業 その他小売 5%

190,028 岡山県 玉野市 焼肉　たまや サービス 飲食業 5%

190,029 岡山県 玉野市 焼肉　中華　清味園　清味園 サービス 飲食業 5%

190,030 岡山県 玉野市 安川商店 小売業 電化製品 5%

190,031 岡山県 玉野市 山下食品 小売業 食料品 5%

190,032 岡山県 玉野市 有限会社共栄工業所 サービス その他サービス 5%

190,033 岡山県 玉野市 有限会社高野自動車 サービス その他サービス 5%

190,034 岡山県 玉野市 Ｌｉｐｌａ Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

190,035 岡山県 玉野市 ル　シェル　ド　ラメール サービス 理容・美容業 5%

190,036 岡山県 玉野市 レジカジンナ 玉野店 小売業 衣料品 5%

190,037 岡山県 玉野市 ＬＯＬ ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

190,038 岡山県 玉野市 わたなべ生鮮館宇野店 小売業 食料品 5%

190,039 岡山県 玉野市 わたなべ生鮮館玉野店 小売業 食料品 5%

190,040 岡山県 津山市 あいでんコバヤシ津山店 小売業 電化製品 5%

190,041 岡山県 津山市 アカミ写真館　ｃｕｏｃｏアカミ写真館 サービス その他サービス 5%

190,042 岡山県 津山市 あけぼの旅館 サービス 宿泊業 5%

190,043 岡山県 津山市 アリモトスポーツ 小売業 その他小売 5%

190,044 岡山県 津山市 池ヶ原　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,045 岡山県 津山市 池田薬局 小売業 その他小売 5%

190,046 岡山県 津山市 池本商店 池本商店 小売業 その他小売 5%

190,047 岡山県 津山市 一般社団法人バクチャー普及研究協議会 サービス その他サービス 5%

190,048 岡山県 津山市 出光スーパーセルフ勝北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,049 岡山県 津山市 出光セルフ津山インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,050 岡山県 津山市 ｖａｒｉａｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%
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190,051 岡山県 津山市 ウイング 小売業 衣料品 5%

190,052 岡山県 津山市 エイコ美容室　ウエストランド店 サービス 理容・美容業 5%

190,053 岡山県 津山市 エイコ美容室　本店 サービス 理容・美容業 5%

190,054 岡山県 津山市 ＡＥマルフクプロパン 小売業 その他小売 5%

190,055 岡山県 津山市 ａｕショップ津山ウエストランド サービス その他サービス 5%

190,056 岡山県 津山市 ａｕショップ津山ノースランド サービス その他サービス 5%

190,057 岡山県 津山市 エコ― 小売業 電化製品 5%

190,058 岡山県 津山市 エスマート院庄店 小売業 食料品 5%

190,059 岡山県 津山市 エスマート上河原店 小売業 食料品 5%

190,060 岡山県 津山市 エスマート河辺店 小売業 食料品 5%

190,061 岡山県 津山市 ＥｎｅＪｅｔ津山高野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,062 岡山県 津山市 ＯＫはり灸マッサージ サービス 理容・美容業 5%

190,063 岡山県 津山市 オーダーメイド・かたがわ 小売業 衣料品 5%

190,064 岡山県 津山市 岡山トヨタ自動車東津山店 小売業 その他小売 5%

190,065 岡山県 津山市 岡山トヨタ自動車　Ｕ－Ｃａｒ津山 小売業 その他小売 5%

190,066 岡山県 津山市 岡山トヨペットＭ．Ｓｔａｇｅ津山 小売業 その他小売 5%

190,067 岡山県 津山市 岡山トヨペット松竹梅５３ 小売業 その他小売 5%

190,068 岡山県 津山市 岡山トヨペットＴＷＩＮＴＥＮＴ津山 小売業 その他小売 5%

190,069 岡山県 津山市 オートショップカンダ 小売業 その他小売 5%

190,070 岡山県 津山市 オフハウス津山院庄店 小売業 その他小売 2%

190,071 岡山県 津山市 オリックスレンタカー津山店 サービス その他サービス 2%

190,072 岡山県 津山市 がざい石はら 小売業 その他小売 5%

190,073 岡山県 津山市 片山電機商会 小売業 電化製品 5%

190,074 岡山県 津山市 割烹旅館宇ら島 サービス 宿泊業 5%

190,075 岡山県 津山市 かに薬局 小売業 その他小売 5%

190,076 岡山県 津山市 Ｃａｆｅ Ｌｉｖｒｏ サービス 飲食業 5%

190,077 岡山県 津山市 カフェリブロ サービス 飲食業 5%

190,078 岡山県 津山市 株式会社イノウエレディースコレクション 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,079 岡山県 津山市 株式会社エムアイエス 小売業 その他小売 5%

190,080 岡山県 津山市 株式会社越智タンス店 小売業 家具・調度品 5%

190,081 岡山県 津山市 株式会社柄尾谷鈑金塗装 小売業 その他小売 5%

190,082 岡山県 津山市 （株）総合旅行サービス津山支店 サービス その他サービス 5%

190,083 岡山県 津山市 株式会社忠七店 小売業 衣料品 5%

190,084 岡山県 津山市 株式会社バンバラ自工 小売業 その他小売 5%

190,085 岡山県 津山市 株式会社ペブルフードオペレーション　本部 サービス 飲食業 5%

190,086 岡山県 津山市 株式会社メガネルック 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,087 岡山県 津山市 株式会社モコガレージ 小売業 その他小売 5%

190,088 岡山県 津山市 株式会社もってけ本舗 もってけ本舗 小売業 その他小売 5%

190,089 岡山県 津山市 カルビ屋八戒　津山店 サービス 飲食業 5%

190,090 岡山県 津山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋津山二宮店 サービス 飲食業 2%

190,091 岡山県 津山市 ＫＡＮＤＡ　イオンモール津山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,092 岡山県 津山市 菅田　ウエストランド店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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190,093 岡山県 津山市 ＫＡＮＤＡ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,094 岡山県 津山市 紀久屋　津山店 小売業 衣料品 5%

190,095 岡山県 津山市 喜久屋書店津山ノースランド店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,096 岡山県 津山市 キムチ＆珍味　本場やまもと サービス 飲食業 5%

190,097 岡山県 津山市 ギャルフィットクラブ　津山店 小売業 衣料品 5%

190,098 岡山県 津山市 キャンパスショップ　ラビット 小売業 衣料品 5%

190,099 岡山県 津山市 久米町ＳＳ　セキサンリテーリング 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,100 岡山県 津山市 くらや　総本舗 小売業 食料品 5%

190,101 岡山県 津山市 クリアー２５ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,102 岡山県 津山市 ＣＬＯＶＥＲ サービス 飲食業 5%

190,103 岡山県 津山市 ＣＬＯＶＥＲ サービス 飲食業 5%

190,104 岡山県 津山市 源 サービス 飲食業 5%

190,105 岡山県 津山市 酵素浴春のさと サービス その他サービス 5%

190,106 岡山県 津山市 ココロン津山店 小売業 その他小売 5%

190,107 岡山県 津山市 コープ林田 小売業 食料品 5%

190,108 岡山県 津山市 ゴルフパートナー　津山川崎天神橋店 小売業 その他小売 2%

190,109 岡山県 津山市 株式会社コンメム　株式会社コンメム 小売業 電化製品 5%

190,110 岡山県 津山市 ザ・シロヤマテラス津山別邸 サービス その他サービス 5%

190,111 岡山県 津山市 作州電器 小売業 電化製品 5%

190,112 岡山県 津山市 作楽整体院 サービス その他サービス 5%

190,113 岡山県 津山市 酒のアラジン 小売業 食料品 5%

190,114 岡山県 津山市 作州牛工房　山本精肉店 小売業 食料品 5%

190,115 岡山県 津山市 ｓａｌｏｎｄｅＬｉｌｙ＇ｅｔ サービス 理容・美容業 5%

190,116 岡山県 津山市 山斎ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ ３ｓａ１ 小売業 衣料品 5%

190,117 岡山県 津山市 山陽ホームズ　久米店　久米店 小売業 その他小売 5%

190,118 岡山県 津山市 ＪＡ－ＣＡＴつやま店 小売業 その他小売 5%

190,119 岡山県 津山市 ＪＡつやま　本店 小売業 その他小売 5%

190,120 岡山県 津山市 シエロ サービス 飲食業 5%

190,121 岡山県 津山市 シエロ リストランテシエロ サービス 飲食業 5%

190,122 岡山県 津山市 自然大好き　ニッチ　リッチ　キャッチ 小売業 その他小売 5%

190,123 岡山県 津山市 車検のコバック　津山店 サービス その他サービス 5%

190,124 岡山県 津山市 ジャスミンドイル 小売業 家具・調度品 5%

190,125 岡山県 津山市 ジュエリー　ｇｅｎｎｅ　津山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,126 岡山県 津山市 ジュエリーカンダ　津山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,127 岡山県 津山市 照文堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,128 岡山県 津山市 城山百貨店 小売業 衣料品 5%

190,129 岡山県 津山市 新日本料理　古楽 サービス 飲食業 5%

190,130 岡山県 津山市 スーパードラッグひまわり　二宮店 小売業 その他小売 5%

190,131 岡山県 津山市 スーパードラッグひまわり二宮店 小売業 その他小売 5%

190,132 岡山県 津山市 スチールショップ津山店 小売業 家具・調度品 5%

190,133 岡山県 津山市 ステッププラザ　バイ　こどもや 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,134 岡山県 津山市 セルフ院庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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190,135 岡山県 津山市 セルフ上河原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,136 岡山県 津山市 セルフステーション久米ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,137 岡山県 津山市 セルフ高野山西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,138 岡山県 津山市 セルフ津山西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,139 岡山県 津山市 セルフ林田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,140 岡山県 津山市 相互白衣　津山支店 小売業 衣料品 5%

190,141 岡山県 津山市 ダイソー・ランディーズイーストランド店 小売業 その他小売 2%

190,142 岡山県 津山市 ダイソー・ランディーズノースランド店 小売業 その他小売 2%

190,143 岡山県 津山市 高野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,144 岡山県 津山市 谷本生花店　フローラたにもと　津山店 小売業 その他小売 5%

190,145 岡山県 津山市 中国画材 小売業 家具・調度品 5%

190,146 岡山県 津山市 中国漁具 小売業 その他小売 5%

190,147 岡山県 津山市 中国料理　満州楼 サービス 飲食業 5%

190,148 岡山県 津山市 津山 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,149 岡山県 津山市 津山一宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,150 岡山県 津山市 津山インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,151 岡山県 津山市 津山営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,152 岡山県 津山市 ＡＥ津山営業所Ａ 小売業 その他小売 5%

190,153 岡山県 津山市 ＡＥ津山営業所Ｃ 小売業 その他小売 5%

190,154 岡山県 津山市 ＡＥ津山営業所Ｂ 小売業 その他小売 5%

190,155 岡山県 津山市 津山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,156 岡山県 津山市 セブン－イレブン津山大崎店 小売業 食料品 2%

190,157 岡山県 津山市 セブン－イレブン津山小原店 小売業 食料品 2%

190,158 岡山県 津山市 セブン－イレブン津山河辺店 小売業 食料品 2%

190,159 岡山県 津山市 セブン－イレブン津山北園店 小売業 食料品 2%

190,160 岡山県 津山市 津山口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,161 岡山県 津山市 セブン－イレブン津山国分寺店 小売業 食料品 2%

190,162 岡山県 津山市 セブン－イレブン津山坂上店 小売業 食料品 2%

190,163 岡山県 津山市 セブン－イレブン津山山下店 小売業 食料品 2%

190,164 岡山県 津山市 セブン－イレブン津山志戸部店 小売業 食料品 2%

190,165 岡山県 津山市 津山新大橋ＳＳ　セキサンリテーリン 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,166 岡山県 津山市 セブン－イレブン津山高野本郷店 小売業 食料品 2%

190,167 岡山県 津山市 セブン－イレブン津山高野山西店 小売業 食料品 2%

190,168 岡山県 津山市 セブン－イレブン津山津山口店 小売業 食料品 2%

190,169 岡山県 津山市 セブン－イレブン津山二宮店 小売業 食料品 2%

190,170 岡山県 津山市 セブン－イレブン津山東一宮店 小売業 食料品 2%

190,171 岡山県 津山市 津山東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,172 岡山県 津山市 津山ブックセンターアルネ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,173 岡山県 津山市 津山ブックセンター本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,174 岡山県 津山市 津山ヤクルト販売 小売業 食料品 5%

190,175 岡山県 津山市 セブン－イレブン津山山方店 小売業 食料品 2%

190,176 岡山県 津山市 セブン－イレブン津山山北店 小売業 食料品 2%
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190,177 岡山県 津山市 津山和風肉ダイニング 源 サービス 飲食業 5%

190,178 岡山県 津山市 つるや　院庄店 小売業 食料品 5%

190,179 岡山県 津山市 つるや　河辺店 小売業 食料品 5%

190,180 岡山県 津山市 つるや　志戸部店 小売業 食料品 5%

190,181 岡山県 津山市 つるや　勝北店 小売業 食料品 5%

190,182 岡山県 津山市 つるや　津山口店 小売業 食料品 5%

190,183 岡山県 津山市 つるや　東一宮店 小売業 食料品 5%

190,184 岡山県 津山市 つるや　本社 小売業 食料品 5%

190,185 岡山県 津山市 Ｄ‐ｓｏｕｌＦＡＣＴＲＹ 小売業 食料品 5%

190,186 岡山県 津山市 出口電気商会 小売業 電化製品 5%

190,187 岡山県 津山市 鉄板焼まねき 鉄板焼まねき サービス 飲食業 5%

190,188 岡山県 津山市 トイランド　マキノ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,189 岡山県 津山市 東京書店　津山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,190 岡山県 津山市 東姫楼 サービス 飲食業 5%

190,191 岡山県 津山市 東真リペア津山大崎店 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,192 岡山県 津山市 東洋石材工芸社　津山店 小売業 その他小売 5%

190,193 岡山県 津山市 トーシン配送センター津山 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,194 岡山県 津山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ津山中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,195 岡山県 津山市 トヨタカローラ岡山津山店 小売業 その他小売 5%

190,196 岡山県 津山市 トヨタレンタリース岡山津山駅前店 サービス その他サービス 2%

190,197 岡山県 津山市 ＴＲＯＩＳ 小売業 衣料品 5%

190,198 岡山県 津山市 中塚電器 小売業 電化製品 5%

190,199 岡山県 津山市 ナンバ 小売業 その他小売 5%

190,200 岡山県 津山市 ナンバ　院庄店 小売業 その他小売 5%

190,201 岡山県 津山市 ナンバ　河辺店 小売業 その他小売 5%

190,202 岡山県 津山市 ナンバホームセンター 小売業 家具・調度品 5%

190,203 岡山県 津山市 ナンバホームセンター 小売業 家具・調度品 5%

190,204 岡山県 津山市 ナンバホームセンター　院庄店 小売業 家具・調度品 5%

190,205 岡山県 津山市 ナンバホームセンター　河辺店 小売業 家具・調度品 5%

190,206 岡山県 津山市 ナンバホームセンター　山崎店 小売業 家具・調度品 5%

190,207 岡山県 津山市 ネッツトヨタ岡山津山店 小売業 その他小売 5%

190,208 岡山県 津山市 ネッツトヨタ山陽津山店 小売業 その他小売 5%

190,209 岡山県 津山市 ｎｏｎｏキッチン サービス 飲食業 5%

190,210 岡山県 津山市 ｎｏｎｏ　キッチン サービス 飲食業 5%

190,211 岡山県 津山市 白十字　津山店 小売業 食料品 5%

190,212 岡山県 津山市 パソコンドック２４　津山店 サービス その他サービス 5%

190,213 岡山県 津山市 バッカスイーストランド店 小売業 その他小売 5%

190,214 岡山県 津山市 バッカスウエストランド店 小売業 その他小売 5%

190,215 岡山県 津山市 バッカスノースランド店 小売業 その他小売 5%

190,216 岡山県 津山市 八剣伝　津山林田店 サービス その他サービス 2%

190,217 岡山県 津山市 林石材店 小売業 その他小売 5%

190,218 岡山県 津山市 半鐘屋イベント 小売業 食料品 5%
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190,219 岡山県 津山市 半鐘屋津山上河原店 小売業 食料品 5%

190,220 岡山県 津山市 Ｂｉｏｓ【ビオス】 サービス 理容・美容業 5%

190,221 岡山県 津山市 東津山 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,222 岡山県 津山市 ＢｉｊｏｕＥｙｅ＋ サービス 理容・美容業 5%

190,223 岡山県 津山市 ビューティーサロン　はんしん サービス 理容・美容業 5%

190,224 岡山県 津山市 ヒライ石油 スーパーセルフ林田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,225 岡山県 津山市 ファイヤーワールド岡山 小売業 電化製品 5%

190,226 岡山県 津山市 ルックルック　ウエストランド店 小売業 衣料品 5%

190,227 岡山県 津山市 フィッシュオン　津山店 小売業 その他小売 5%

190,228 岡山県 津山市 フォーチュンタカクラ合同会社 小売業 その他小売 5%

190,229 岡山県 津山市 株式会社フカイ 小売業 その他小売 5%

190,230 岡山県 津山市 ブックメイト　津山インター店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,231 岡山県 津山市 ＢＯＵＴＩＱＵＥ　Ｄ・Ｄ 小売業 衣料品 5%

190,232 岡山県 津山市 ブティック　Ｄ．Ｄ．Ｇ 小売業 衣料品 5%

190,233 岡山県 津山市 ふふぅ 小売業 衣料品 5%

190,234 岡山県 津山市 ブリーズ　ホーム＆ガーデン 小売業 家具・調度品 5%

190,235 岡山県 津山市 ＦＬＥＸＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

190,236 岡山県 津山市 フレックスギャラリー津山店 小売業 その他小売 5%

190,237 岡山県 津山市 ヘア・メイク　美パール　高野店 サービス 理容・美容業 5%

190,238 岡山県 津山市 ヘア・メイク　美パール　南新座店 サービス 理容・美容業 5%

190,239 岡山県 津山市 ＨＡＩＲ　ＬＵＳＨ サービス 理容・美容業 5%

190,240 岡山県 津山市 ｈａｉｒ’ｓ　Ａｍｕｌｅｔ サービス 理容・美容業 5%

190,241 岡山県 津山市 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　あいむ サービス 理容・美容業 5%

190,242 岡山県 津山市 ヘアデザイニング　ドロップ　バイ　はんしん サービス 理容・美容業 5%

190,243 岡山県 津山市 ヘア・メイク美パール サービス 理容・美容業 5%

190,244 岡山県 津山市 ベルモード 小売業 衣料品 5%

190,245 岡山県 津山市 ベルモード 小売業 衣料品 5%

190,246 岡山県 津山市 法林堂 小売業 家具・調度品 5%

190,247 岡山県 津山市 ポプラ津山加茂店 小売業 その他小売 2%

190,248 岡山県 津山市 ホリスティックビューティサロン Ｎａｔｕｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

190,249 岡山県 津山市 ＭＡＫＡＮＡ　ＣＬＯＳＥＴ 小売業 衣料品 5%

190,250 岡山県 津山市 マクドナルドイオンモール津山店 サービス 飲食業 2%

190,251 岡山県 津山市 マクドナルド津山二宮店 サービス 飲食業 2%

190,252 岡山県 津山市 まほらファーム サービス その他サービス 5%

190,253 岡山県 津山市 マルイイーストランド店 小売業 食料品 5%

190,254 岡山県 津山市 マルイイーストランドネットスーパー店 小売業 食料品 5%

190,255 岡山県 津山市 マルイイーストランドネットスーパー 小売業 食料品 5%

190,256 岡山県 津山市 マルイウエストランド店 小売業 食料品 5%

190,257 岡山県 津山市 マルイ志戸部店 小売業 食料品 5%

190,258 岡山県 津山市 マルイ勝北店 小売業 食料品 5%

190,259 岡山県 津山市 マルイ総社店 小売業 食料品 5%

190,260 岡山県 津山市 マルイ総社店 小売業 食料品 5%
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190,261 岡山県 津山市 マルイ高野店 小売業 食料品 5%

190,262 岡山県 津山市 マルイノースランド店 小売業 食料品 5%

190,263 岡山県 津山市 まるや サービス 飲食業 5%

190,264 岡山県 津山市 万歩書店　津山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,265 岡山県 津山市 万歩書店中之町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,266 岡山県 津山市 三浦　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,267 岡山県 津山市 道の駅　久米の里 小売業 その他小売 5%

190,268 岡山県 津山市 美津吉商事・本社 小売業 家具・調度品 5%

190,269 岡山県 津山市 ミナト サービス 理容・美容業 5%

190,270 岡山県 津山市 Ｍｕ サービス 飲食業 5%

190,271 岡山県 津山市 メガネのカメイ　イオン津山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,272 岡山県 津山市 メガネのカメイ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,273 岡山県 津山市 メガネ本舗　津山インター店 小売業 その他小売 5%

190,274 岡山県 津山市 メガネ本舗　津山院庄店 小売業 その他小売 5%

190,275 岡山県 津山市 モダン・プロ　津山店 小売業 食料品 5%

190,276 岡山県 津山市 モトキャビン　サコ　モトキャビン　サコ 小売業 その他小売 5%

190,277 岡山県 津山市 もりおか精肉店 小売業 食料品 5%

190,278 岡山県 津山市 焼肉藤良 サービス 飲食業 5%

190,279 岡山県 津山市 焼肉レストラン　慶州 サービス 飲食業 5%

190,280 岡山県 津山市 山北 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,281 岡山県 津山市 山北第二 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,282 岡山県 津山市 山本精肉店 小売業 食料品 5%

190,283 岡山県 津山市 有限会社　中島呉服店 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,284 岡山県 津山市 有限会社一龍 サービス 飲食業 5%

190,285 岡山県 津山市 有限会社久米車輌 小売業 その他小売 5%

190,286 岡山県 津山市 ［ＨＣ］有限会社ジョイ津山 小売業 電化製品 5%

190,287 岡山県 津山市 有限会社末澤商会 小売業 その他小売 5%

190,288 岡山県 津山市 有限会社竹内モータース 小売業 その他小売 5%

190,289 岡山県 津山市 有限会社津山コンタクトレンズセンター 小売業 その他小売 5%

190,290 岡山県 津山市 有限会社宝石おか 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,291 岡山県 津山市 有限会社村上モータース 小売業 その他小売 5%

190,292 岡山県 津山市 有限会社モーターランド多胡 小売業 その他小売 5%

190,293 岡山県 津山市 有限会社 森安商店 桑原支店 小売業 その他小売 5%

190,294 岡山県 津山市 ゆめさく 小売業 その他小売 5%

190,295 岡山県 津山市 ヨネモノ 小売業 家具・調度品 5%

190,296 岡山県 津山市 Ｌａ　ｐｒｏｖｅｎｃｅ　Ｌａ　ｐｒｏｖｅｎｃｅ　　　ラ　プロヴァンス 小売業 食料品 5%

190,297 岡山県 津山市 らーめんふぁみりー 津山店 サービス 飲食業 5%

190,298 岡山県 津山市 リトファンイタリアーノ津山店 サービス 飲食業 5%

190,299 岡山県 津山市 リメディオ　津山店 小売業 衣料品 5%

190,300 岡山県 津山市 リョービツアーズ　津山支店 サービス その他サービス 5%

190,301 岡山県 津山市 グリーンローズ 小売業 その他小売 5%

190,302 岡山県 津山市 ｌｏｃａｌｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%
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190,303 岡山県 津山市 Ｌｏｃｃｏ【ロッコ】 サービス 理容・美容業 5%

190,304 岡山県 奈義町 浅野呉服店 小売業 衣料品 5%

190,305 岡山県 奈義町 芦田レンタリース サービス その他サービス 5%

190,306 岡山県 奈義町 イソダスタジオ　イソダスタジオ サービス その他サービス 5%

190,307 岡山県 奈義町 くるあん工房 小売業 その他小売 5%

190,308 岡山県 奈義町 ショップ辻 小売業 食料品 5%

190,309 岡山県 奈義町 タイヤセンターナギ 小売業 その他小売 5%

190,310 岡山県 奈義町 有限会社奈義スズキカーセンター 小売業 その他小売 5%

190,311 岡山県 奈義町 ｙｏｕ　ｄｅｓｉｇｎ　ｈｏｍｅ サービス その他サービス 5%

190,312 岡山県 新見市 味の庄伯備 サービス 飲食業 5%

190,313 岡山県 新見市 家元電器 小売業 電化製品 5%

190,314 岡山県 新見市 出光石蟹ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,315 岡山県 新見市 出光新見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,316 岡山県 新見市 大佐　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,317 岡山県 新見市 大佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,318 岡山県 新見市 大佐ＳＡ　下り線 小売業 その他小売 5%

190,319 岡山県 新見市 大佐ＳＡ　上り線 小売業 その他小売 5%

190,320 岡山県 新見市 大佐山オートキャンプ場 サービス 宿泊業 5%

190,321 岡山県 新見市 岡山県西部ヤクルト販売　新見センター 小売業 食料品 5%

190,322 岡山県 新見市 株　クラタク サービス 運輸業 5%

190,323 岡山県 新見市 カプラス サービス その他サービス 5%

190,324 岡山県 新見市 給遊館１８２　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,325 岡山県 新見市 グランドホテル　みよしや サービス 宿泊業 5%

190,326 岡山県 新見市 こめ工房 小売業 食料品 5%

190,327 岡山県 新見市 さつき屋 小売業 食料品 5%

190,328 岡山県 新見市 佐々マッサージ治療院 サービス 理容・美容業 5%

190,329 岡山県 新見市 四季彩粋＆らんぷ サービス 飲食業 5%

190,330 岡山県 新見市 有限会社　渋川自動車 サービス その他サービス 5%

190,331 岡山県 新見市 株式会社白藤金物店 小売業 その他小売 5%

190,332 岡山県 新見市 神郷温泉 サービス 宿泊業 5%

190,333 岡山県 新見市 ３Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ　３Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ新見営業所 サービス その他サービス 5%

190,334 岡山県 新見市 相知写真館 小売業 その他小売 5%

190,335 岡山県 新見市 田中実業株式会社　新見営業所 小売業 その他小売 5%

190,336 岡山県 新見市 千屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,337 岡山県 新見市 蝶鮫屋 小売業 食料品 5%

190,338 岡山県 新見市 哲多町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,339 岡山県 新見市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新見中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,340 岡山県 新見市 トヨタレンタリース岡山新見駅前店 サービス その他サービス 2%

190,341 岡山県 新見市 ドンドン 小売業 その他小売 5%

190,342 岡山県 新見市 セブン－イレブン新見高尾店 小売業 食料品 2%

190,343 岡山県 新見市 新見千屋温泉　いぶきの里 サービス 宿泊業 5%

190,344 岡山県 新見市 新見南ＳＳ　有限会社津内石油 小売業 ガソリンスタンド 2%
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190,345 岡山県 新見市 ファッションハウス　バリエ　新見店 小売業 衣料品 5%

190,346 岡山県 新見市 フナコシ 小売業 その他小売 5%

190,347 岡山県 新見市 フレスタ新見店 小売業 その他小売 5%

190,348 岡山県 新見市 ヘアーサロンみかみ サービス 理容・美容業 5%

190,349 岡山県 新見市 ペットサロンなっちゃん サービス その他サービス 5%

190,350 岡山県 新見市 ポプラ新見インター店 小売業 その他小売 2%

190,351 岡山県 新見市 ポプラ新見正田店 小売業 その他小売 2%

190,352 岡山県 新見市 まるだい　丸大　中町店 小売業 食料品 5%

190,353 岡山県 新見市 丸宮 小売業 衣料品 5%

190,354 岡山県 新見市 メガネのツ－ワン　新見店 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,355 岡山県 新見市 焼肉金山 サービス 飲食業 5%

190,356 岡山県 新見市 焼肉･韓国料理　明洞 サービス 飲食業 5%

190,357 岡山県 新見市 （有）中山精肉店 小売業 食料品 5%

190,358 岡山県 新見市 大森車輌 サービス その他サービス 5%

190,359 岡山県 新見市 吉原建材 有 サービス その他サービス 5%

190,360 岡山県 新見市 リカーズ新見店 小売業 その他小売 5%

190,361 岡山県 西粟倉村 ａｂｌａｂｏ． 小売業 その他小売 5%

190,362 岡山県 西粟倉村 オキュウド オキュウド 小売業 食料品 5%

190,363 岡山県 西粟倉村 ソメヤスズキ 小売業 衣料品 5%

190,364 岡山県 西粟倉村 ＮｏｋｉｓｈｉｔａＴｏｓｈｏｋａｎＢ＆Ｂ サービス その他サービス 5%

190,365 岡山県 早島町 大森サイクルセンター 小売業 その他小売 5%

190,366 岡山県 早島町 岡山ヤクルト販売　早島センター 小売業 食料品 5%

190,367 岡山県 早島町 株式会社ヒラオカ 小売業 電化製品 5%

190,368 岡山県 早島町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋早島インター店 サービス 飲食業 2%

190,369 岡山県 早島町 健康美スポット～ＭＩＵ～ サービス 理容・美容業 5%

190,370 岡山県 早島町 澤田交通 サービス 運輸業 5%

190,371 岡山県 早島町 １０９ダイヤクリーニングマルナカ早島店 サービス その他サービス 5%

190,372 岡山県 早島町 にこぺいんと サービス その他サービス 5%

190,373 岡山県 早島町 ＢＡＲＢＥＲ　ｓ　Ｋ　ＢＡＲＢＥＲ　ｓ　Ｋ サービス 理容・美容業 5%

190,374 岡山県 早島町 ８番らーめん早島店 サービス 飲食業 2%

190,375 岡山県 早島町 セブン－イレブン早島町店 小売業 食料品 2%

190,376 岡山県 早島町 セブン－イレブン早島バイパス店 小売業 食料品 2%

190,377 岡山県 早島町 ひらまつ家電 エディオン早島店 ひらまつ家電 小売業 電化製品 2%

190,378 岡山県 早島町 平松電器 小売業 電化製品 5%

190,379 岡山県 早島町 平松電器東店 小売業 電化製品 5%

190,380 岡山県 早島町 マクドナルド早島インター店 サービス 飲食業 2%

190,381 岡山県 早島町 円広 小売業 衣料品 5%

190,382 岡山県 早島町 リトルプレイスはやしま サービス その他サービス 5%

190,383 岡山県 備前市 アポロちぇーん　三石店 小売業 電化製品 5%

190,384 岡山県 備前市 アポロちぇーん吉永店 小売業 電化製品 5%

190,385 岡山県 備前市 ＩＣＨＩＲＯ　ＭＯＲＩ 小売業 その他小売 5%

190,386 岡山県 備前市 出光閑谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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190,387 岡山県 備前市 伊部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,388 岡山県 備前市 Ｒｅｂｏｒｎ サービス その他サービス 5%

190,389 岡山県 備前市 大阪屋食堂 サービス 飲食業 5%

190,390 岡山県 備前市 オートガレージ 竹本 小売業 その他小売 5%

190,391 岡山県 備前市 大西商店印刷部 サービス その他サービス 5%

190,392 岡山県 備前市 岡山トヨタ自動車　備前店 小売業 その他小売 5%

190,393 岡山県 備前市 岡山トヨペットＥ．ＳＴＡＧＥ香登 小売業 その他小売 5%

190,394 岡山県 備前市 セブン－イレブン岡山備前インター店 小売業 食料品 2%

190,395 岡山県 備前市 岡山ヤクルト販売　片上センター 小売業 食料品 5%

190,396 岡山県 備前市 お好み焼きたろう サービス 飲食業 5%

190,397 岡山県 備前市 有限会社　鹿久居荘 サービス 宿泊業 5%

190,398 岡山県 備前市 片上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,399 岡山県 備前市 片上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,400 岡山県 備前市 株式会社インベタクシー １０３号車 サービス 運輸業 5%

190,401 岡山県 備前市 株式会社杉本地星堂 小売業 電化製品 5%

190,402 岡山県 備前市 木村興楽園 小売業 家具・調度品 5%

190,403 岡山県 備前市 ギャラリー夢幻庵 峠店 小売業 その他小売 5%

190,404 岡山県 備前市 清川屋 小売業 その他小売 5%

190,405 岡山県 備前市 幸徳堂 小売業 食料品 5%

190,406 岡山県 備前市 コハルニ サービス 飲食業 5%

190,407 岡山県 備前市 シーサイド日生 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,408 岡山県 備前市 地酒や　さかい 小売業 食料品 5%

190,409 岡山県 備前市 瀬戸内観光汽船　日生営業所 サービス その他サービス 5%

190,410 岡山県 備前市 ソフトバンク 備前 小売業 その他小売 5%

190,411 岡山県 備前市 鷹取醤油 小売業 食料品 5%

190,412 岡山県 備前市 魚美味倶楽部美晴 サービス 宿泊業 5%

190,413 岡山県 備前市 トヨタカローラ岡山備前店 小売業 その他小売 5%

190,414 岡山県 備前市 ナンバ　備前店 小売業 その他小売 5%

190,415 岡山県 備前市 ナンバホームセンター　備前店 小売業 家具・調度品 5%

190,416 岡山県 備前市 ニブベーカリー 小売業 食料品 5%

190,417 岡山県 備前市 ネッツトヨタ岡山備前店 小売業 その他小売 5%

190,418 岡山県 備前市 馬場商店 小売業 食料品 5%

190,419 岡山県 備前市 備前　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,420 岡山県 備前市 セブン－イレブン備前伊部店 小売業 食料品 2%

190,421 岡山県 備前市 備前海産 小売業 食料品 5%

190,422 岡山県 備前市 備前観光協会 サービス その他サービス 5%

190,423 岡山県 備前市 備前天正堂 小売業 その他小売 5%

190,424 岡山県 備前市 備前焼　倉敷一陽窯 小売業 家具・調度品 5%

190,425 岡山県 備前市 備前焼　鳴瀧窯 小売業 その他小売 5%

190,426 岡山県 備前市 備前焼窯元五郎辺衛窯 サービス その他サービス 5%

190,427 岡山県 備前市 備前焼　陶吉 小売業 その他小売 5%

190,428 岡山県 備前市 ひなせ味楽宴　秀吉　ひなせ味楽宴　秀吉 サービス 飲食業 5%
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190,429 岡山県 備前市 松﨑水産 小売業 食料品 5%

190,430 岡山県 備前市 ミシェール 小売業 食料品 5%

190,431 岡山県 備前市 三石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,432 岡山県 備前市 宮脇書店　備前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,433 岡山県 備前市 民宿よしだ サービス 宿泊業 5%

190,434 岡山県 備前市 夢幻庵備前焼工房 夢幻庵備前焼工房 サービス その他サービス 5%

190,435 岡山県 備前市 村岡精肉店 小売業 食料品 5%

190,436 岡山県 備前市 ＹＡＫＩＮＩＫＵ　きらく サービス 飲食業 5%

190,437 岡山県 備前市 有限会社アラタ サービス その他サービス 5%

190,438 岡山県 備前市 有限会社本庄表具店 サービス その他サービス 5%

190,439 岡山県 備前市 横山綿行株式会社 小売業 その他小売 5%

190,440 岡山県 備前市 吉永ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,441 岡山県 備前市 吉延石油 ガス課 サービス その他サービス 2%

190,442 岡山県 備前市 好本敦郎窯 サービス その他サービス 5%

190,443 岡山県 備前市 Ｒａｂｂｉｔ　Ｈｏｕｓｅ サービス 飲食業 5%

190,444 岡山県 真庭市 あいでん　セノオ店 小売業 電化製品 5%

190,445 岡山県 真庭市 あいでんイシムラ店 小売業 電化製品 5%

190,446 岡山県 真庭市 あいでんエダ店 小売業 電化製品 5%

190,447 岡山県 真庭市 あいでんオダ店 小売業 電化製品 5%

190,448 岡山県 真庭市 あいでんコクマイ店 小売業 電化製品 5%

190,449 岡山県 真庭市 あいでんコバヤシ店 小売業 電化製品 5%

190,450 岡山県 真庭市 あいでんセノオ店 小売業 電化製品 5%

190,451 岡山県 真庭市 あいでんテシマ店 小売業 電化製品 5%

190,452 岡山県 真庭市 池田書店有限会社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,453 岡山県 真庭市 井田精肉店 小売業 食料品 5%

190,454 岡山県 真庭市 いち福 サービス 飲食業 5%

190,455 岡山県 真庭市 出光落合 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,456 岡山県 真庭市 出光セルフ勝山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,457 岡山県 真庭市 出光月田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,458 岡山県 真庭市 出光蒜山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,459 岡山県 真庭市 出光蒜山中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,460 岡山県 真庭市 出光北房ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,461 岡山県 真庭市 ＩＬ　ＲＩＣＯＴＴＡＲＯ サービス 飲食業 5%

190,462 岡山県 真庭市 縁 サービス 飲食業 5%

190,463 岡山県 真庭市 追分ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,464 岡山県 真庭市 岡山トヨタ自動車真庭店 小売業 その他小売 5%

190,465 岡山県 真庭市 岡山トヨペット落合店 小売業 その他小売 5%

190,466 岡山県 真庭市 おしゃれセンターかんだ 小売業 衣料品 5%

190,467 岡山県 真庭市 落合インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,468 岡山県 真庭市 落合インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,469 岡山県 真庭市 セブン－イレブン落合上市瀬店 小売業 食料品 2%

190,470 岡山県 真庭市 落合北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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190,471 岡山県 真庭市 セブン－イレブン落合下河内店 小売業 食料品 2%

190,472 岡山県 真庭市 落合セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,473 岡山県 真庭市 落合西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,474 岡山県 真庭市 セブン－イレブン落合福田店 小売業 食料品 2%

190,475 岡山県 真庭市 落酒造場 小売業 その他小売 5%

190,476 岡山県 真庭市 カーショップホリベ 小売業 その他小売 5%

190,477 岡山県 真庭市 勝山中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,478 岡山県 真庭市 我無らん サービス 宿泊業 5%

190,479 岡山県 真庭市 神戸商店 小売業 食料品 5%

190,480 岡山県 真庭市 ぎょうざ工房 サービス 飲食業 5%

190,481 岡山県 真庭市 ｉｆｃ クオールトーシン 小売業 その他小売 5%

190,482 岡山県 真庭市 セブン－イレブン久世インター店 小売業 食料品 2%

190,483 岡山県 真庭市 久世ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,484 岡山県 真庭市 久世ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,485 岡山県 真庭市 セブン－イレブン久世中島店 小売業 食料品 2%

190,486 岡山県 真庭市 元禄旅籠　油屋 サービス 宿泊業 5%

190,487 岡山県 真庭市 コダニデンキ 小売業 電化製品 5%

190,488 岡山県 真庭市 コテージ蒜山の森 サービス 宿泊業 5%

190,489 岡山県 真庭市 コワフールサロンヤマモト コワフールサロンヤマモト サービス 理容・美容業 5%

190,490 岡山県 真庭市 サンプラザ五向園 小売業 食料品 5%

190,491 岡山県 真庭市 山陽ホームズ 勝山店 勝山店 小売業 その他小売 5%

190,492 岡山県 真庭市 山陽ホームズ　久世店　久世店 小売業 その他小売 5%

190,493 岡山県 真庭市 山陽ホームズ 北房店 北房店 小売業 その他小売 5%

190,494 岡山県 真庭市 ＪＥＡＮＳＣＡＳＵＡＬ　ＧＩＺＡ?ＧＩＺＡ 小売業 衣料品 5%

190,495 岡山県 真庭市 粋呑房 サービス 飲食業 5%

190,496 岡山県 真庭市 スーパードラッグひまわり久世店 小売業 その他小売 5%

190,497 岡山県 真庭市 杉山カメラ サービス その他サービス 5%

190,498 岡山県 真庭市 スタジオ　ＴＵＭ サービス 理容・美容業 5%

190,499 岡山県 真庭市 スミダ商店 小売業 食料品 5%

190,500 岡山県 真庭市 セルフ＆カーケアステーション久世 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,501 岡山県 真庭市 セルフ久世ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,502 岡山県 真庭市 高山産業　久世支店 小売業 その他小売 5%

190,503 岡山県 真庭市 竹井商店 小売業 食料品 5%

190,504 岡山県 真庭市 竹林モータース 小売業 その他小売 5%

190,505 岡山県 真庭市 津山ブックセンター真庭店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,506 岡山県 真庭市 津山ヤクルト販売 久世センター 小売業 食料品 5%

190,507 岡山県 真庭市 つるや　勝山店 小売業 食料品 5%

190,508 岡山県 真庭市 つるや　久世店 小売業 食料品 5%

190,509 岡山県 真庭市 つるや　蒜山店 小売業 食料品 5%

190,510 岡山県 真庭市 東真産業ＬＰＧ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,511 岡山県 真庭市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ湯原インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,512 岡山県 真庭市 トヨタカローラ岡山落合店 小売業 その他小売 5%
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190,513 岡山県 真庭市 南真自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

190,514 岡山県 真庭市 ナンバ　落合店 小売業 その他小売 5%

190,515 岡山県 真庭市 ナンバホームセンター　落合店 小売業 家具・調度品 5%

190,516 岡山県 真庭市 ハウジングランド　いない　久世店 小売業 家具・調度品 5%

190,517 岡山県 真庭市 白寿庵 サービス 飲食業 5%

190,518 岡山県 真庭市 長谷部電機店 小売業 電化製品 5%

190,519 岡山県 真庭市 バッカス勝山店 小売業 その他小売 5%

190,520 岡山県 真庭市 八剣伝 久世店 サービス 飲食業 2%

190,521 岡山県 真庭市 １００円ランド・ランディーズ久世店 小売業 その他小売 5%

190,522 岡山県 真庭市 蒜山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,523 岡山県 真庭市 蒜山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,524 岡山県 真庭市 セブン－イレブン蒜山上福田店 小売業 食料品 2%

190,525 岡山県 真庭市 ひるぜん塩釜キャンピングヴィレッジ サービス 宿泊業 5%

190,526 岡山県 真庭市 ひるぜんジャージーランド　売店 サービス その他サービス 5%

190,527 岡山県 真庭市 ひるぜんジャージーランド　レストラン サービス その他サービス 5%

190,528 岡山県 真庭市 ファッションサロン　パリス 小売業 衣料品 5%

190,529 岡山県 真庭市 ファッションハウス　バリエ　久世店 小売業 衣料品 5%

190,530 岡山県 真庭市 プチホテルゆばらリゾート サービス 宿泊業 5%

190,531 岡山県 真庭市 ふとんのとみなが 小売業 その他小売 5%

190,532 岡山県 真庭市 北房ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,533 岡山県 真庭市 北房東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,534 岡山県 真庭市 ホテル蒜山ヒルズ サービス 宿泊業 5%

190,535 岡山県 真庭市 マクドナルド岡山久世店 サービス 飲食業 2%

190,536 岡山県 真庭市 真心 イズミ店 サービス 飲食業 5%

190,537 岡山県 真庭市 真心　中町店 サービス 飲食業 5%

190,538 岡山県 真庭市 政保商店 小売業 食料品 5%

190,539 岡山県 真庭市 真庭リバーサイドホテル サービス 宿泊業 5%

190,540 岡山県 真庭市 マルイアルティ店 小売業 食料品 5%

190,541 岡山県 真庭市 マルイ勝山店 小売業 食料品 5%

190,542 岡山県 真庭市 マルイ久世アルティ店 小売業 食料品 5%

190,543 岡山県 真庭市 まるみ商事株式会社 サービス その他サービス 5%

190,544 岡山県 真庭市 美甘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,545 岡山県 真庭市 美津吉商事・真庭 小売業 家具・調度品 5%

190,546 岡山県 真庭市 宮の旦 サービス 飲食業 5%

190,547 岡山県 真庭市 メガネのカメイ真庭店 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,548 岡山県 真庭市 森田電器 小売業 電化製品 5%

190,549 岡山県 真庭市 森のホテルロシュフォール サービス 宿泊業 5%

190,550 岡山県 真庭市 八束ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,551 岡山県 真庭市 有限会社　植木材木店 小売業 その他小売 5%

190,552 岡山県 真庭市 有限会社石坂モータース 小売業 その他小売 5%

190,553 岡山県 真庭市 有限会社石坂モータース　久世店 小売業 その他小売 5%

190,554 岡山県 真庭市 有限会社家具のサダカタ 小売業 家具・調度品 5%
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190,555 岡山県 真庭市 有限会社加藤モータース サービス その他サービス 5%

190,556 岡山県 真庭市 有限会社谷本生花店 小売業 その他小売 5%

190,557 岡山県 真庭市 有限会社ボディーショップ森脇 小売業 その他小売 5%

190,558 岡山県 真庭市 悠悠 サービス 飲食業 5%

190,559 岡山県 真庭市 悠悠 悠悠 サービス 飲食業 5%

190,560 岡山県 真庭市 湯快感花やしき サービス 宿泊業 5%

190,561 岡山県 真庭市 湯の蔵つるや サービス 宿泊業 5%

190,562 岡山県 真庭市 湯原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,563 岡山県 真庭市 セブン－イレブン湯原禾津店 小売業 食料品 2%

190,564 岡山県 真庭市 八景 サービス その他サービス 5%

190,565 岡山県 真庭市 湯原国際観光ホテル菊之湯 サービス 宿泊業 5%

190,566 岡山県 真庭市 ゆばらの宿　米屋 サービス 宿泊業 5%

190,567 岡山県 真庭市 湯めぐりの宿　松の家　花泉 サービス 宿泊業 5%

190,568 岡山県 真庭市 らーめんふぁみりー 久世店 サービス 飲食業 5%

190,569 岡山県 真庭市 旅館　かじか荘 サービス 宿泊業 5%

190,570 岡山県 美咲町 あいでんフジワラ店 小売業 電化製品 5%

190,571 岡山県 美咲町 Ｎａｔｕｒａｌｃｌｏｔｈｅｓ＊あめつちひかり 小売業 衣料品 5%

190,572 岡山県 美咲町 亀甲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,573 岡山県 美咲町 久米中央　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,574 岡山県 美咲町 柵原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,575 岡山県 美咲町 ＪＡつやま旭車輌センター 小売業 その他小売 5%

190,576 岡山県 美咲町 高山産業　柵原支店 小売業 その他小売 5%

190,577 岡山県 美咲町 中央町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,578 岡山県 美咲町 津山ヤクルト販売 吉井センター 小売業 食料品 5%

190,579 岡山県 美咲町 ビューティサロン　カゲヤマ サービス 理容・美容業 5%

190,580 岡山県 美咲町 美咲ブルーファーム寒竹 サービス 飲食業 5%

190,581 岡山県 美咲町 柵原給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,582 岡山県 美咲町 有限会社アイミック サービス その他サービス 5%

190,583 岡山県 美作市 英田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,584 岡山県 美作市 英田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,585 岡山県 美作市 トム・ソーヤー冒険村 サービス その他サービス 5%

190,586 岡山県 美作市 イワモト釣具　イワモト釣り具 小売業 その他小売 5%

190,587 岡山県 美作市 ａｕショップ美作 サービス その他サービス 5%

190,588 岡山県 美作市 江見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,589 岡山県 美作市 オートサービスヤマダ 小売業 その他小売 5%

190,590 岡山県 美作市 鎌田屋 小売業 その他小売 5%

190,591 岡山県 美作市 ｃｏｌｏｒ サービス 理容・美容業 5%

190,592 岡山県 美作市 カルビ屋八戒　美作店 サービス 飲食業 5%

190,593 岡山県 美作市 黒籔印章 小売業 その他小売 5%

190,594 岡山県 美作市 ゴダイドラッグ美作江見店 小売業 その他小売 5%

190,595 岡山県 美作市 サイクルハウス ヨコヤマ サービス その他サービス 5%

190,596 岡山県 美作市 作東バレンタインホテル［宴会］ サービス その他サービス 5%
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190,597 岡山県 美作市 作東バレンタインホテル［宿泊］ サービス 宿泊業 5%

190,598 岡山県 美作市 勝英ふれあいマーケット 小売業 その他小売 5%

190,599 岡山県 美作市 スーパー佐々木 小売業 食料品 5%

190,600 岡山県 美作市 田中酒店 小売業 食料品 5%

190,601 岡山県 美作市 津山ヤクルト販売 林野センター 小売業 食料品 5%

190,602 岡山県 美作市 つるや　江見店 小売業 食料品 5%

190,603 岡山県 美作市 つるや　林野店 小売業 食料品 5%

190,604 岡山県 美作市 土居ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,605 岡山県 美作市 泊まれるヘッドスパサロンｎｅｄｏｃｏ サービス 宿泊業 5%

190,606 岡山県 美作市 トレベールアラキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,607 岡山県 美作市 トレベールアラキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,608 岡山県 美作市 灘屋 サービス 宿泊業 5%

190,609 岡山県 美作市 ナンバホームセンター　美作店 小売業 家具・調度品 5%

190,610 岡山県 美作市 ナンバ　美作店 小売業 その他小売 5%

190,611 岡山県 美作市 にしき園 サービス 宿泊業 5%

190,612 岡山県 美作市 西の屋／Ｊ＆Ｊギフト サービス その他サービス 5%

190,613 岡山県 美作市 西の屋　美作店 小売業 その他小売 5%

190,614 岡山県 美作市 ノーブルタナカ　美作店 小売業 衣料品 5%

190,615 岡山県 美作市 花の宿にしき園 サービス 宿泊業 5%

190,616 岡山県 美作市 ＰＣ－ＲＩＳＥ サービス その他サービス 5%

190,617 岡山県 美作市 ＢｅａｕｔｙＳｔｕｄｉｏえれがんす サービス 理容・美容業 5%

190,618 岡山県 美作市 ファッショナブル　ワダ 小売業 衣料品 5%

190,619 岡山県 美作市 フォーシーズン湯郷 サービス 宿泊業 5%

190,620 岡山県 美作市 福島製材 小売業 衣料品 5%

190,621 岡山県 美作市 ふくます亭 サービス 宿泊業 5%

190,622 岡山県 美作市 ぷちショップまさや 有限会社まさや 小売業 食料品 5%

190,623 岡山県 美作市 ポピースプリングス　リゾート＆スパ サービス 宿泊業 5%

190,624 岡山県 美作市 マルイ湯郷店 小売業 食料品 5%

190,625 岡山県 美作市 マルシェ アイ 小売業 食料品 5%

190,626 岡山県 美作市 万歩書店　美作店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,627 岡山県 美作市 美作インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,628 岡山県 美作市 美作インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,629 岡山県 美作市 セブン－イレブン美作楢原店 小売業 食料品 2%

190,630 岡山県 美作市 セブン－イレブン美作湯郷温泉前店 小売業 食料品 2%

190,631 岡山県 美作市 宮脇書店　美作店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,632 岡山県 美作市 メガネのカメイ美作店 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,633 岡山県 美作市 焼肉韓龍 サービス 飲食業 5%

190,634 岡山県 美作市 焼肉　力亭 サービス 飲食業 5%

190,635 岡山県 美作市 やさしさの宿　竹亭 サービス 宿泊業 5%

190,636 岡山県 美作市 有　赤堀酒店 小売業 食料品 5%

190,637 岡山県 美作市 有限会社大原屋 シャディサラダ館 大原店 小売業 その他小売 2%

190,638 岡山県 美作市 有限会社たかはた　有限会社　たかはた 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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190,639 岡山県 美作市 有限会社森岩自動車 サービス その他サービス 5%

190,640 岡山県 美作市 有限会社リバーサイド湯郷 サービス 宿泊業 5%

190,641 岡山県 美作市 湯郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,642 岡山県 美作市 ゆのごう美春閣 サービス 宿泊業 5%

190,643 岡山県 美作市 湯郷グランドホテル サービス 宿泊業 5%

190,644 岡山県 美作市 吉野バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,645 岡山県 美作市 Ｒｅ：ＳＨＯＰ 小売業 家具・調度品 5%

190,646 岡山県 美作市 リゾートイン湯郷 サービス 宿泊業 5%

190,647 岡山県 矢掛町 石挽カカオ　イッサイ 小売業 食料品 5%

190,648 岡山県 矢掛町 おこのみやき大国屋 サービス 飲食業 2%

190,649 岡山県 矢掛町 小田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,650 岡山県 矢掛町 サイクルショップ　ゆくべや　中町店 小売業 その他小売 5%

190,651 岡山県 矢掛町 大国屋 おこのみやき大国屋 サービス 飲食業 5%

190,652 岡山県 矢掛町 ３１５　ダイヤクリーニング　小田店 サービス その他サービス 5%

190,653 岡山県 矢掛町 ３００　ダイヤクリーニング　矢掛本店 サービス その他サービス 5%

190,654 岡山県 矢掛町 デンテック杉本 小売業 電化製品 5%

190,655 岡山県 矢掛町 ニシナフードバスケット矢掛小田店 小売業 その他小売 5%

190,656 岡山県 矢掛町 ニシナ矢掛小田２号店 小売業 その他小売 5%

190,657 岡山県 矢掛町 ＨａｉｒＦａｃｔｏｒｙ　ＫＹ サービス 理容・美容業 5%

190,658 岡山県 矢掛町 ミカサオーディオ 小売業 電化製品 5%

190,659 岡山県 矢掛町 メガネの池田屋 小売業 その他小売 5%

190,660 岡山県 矢掛町 矢掛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,661 岡山県 矢掛町 セブン－イレブン矢掛江良店 小売業 食料品 2%

190,662 岡山県 矢掛町 セブン－イレブン矢掛小田店 小売業 食料品 2%

190,663 岡山県 矢掛町 セブン－イレブン矢掛東町店 小売業 食料品 2%

190,664 岡山県 矢掛町 行部屋商会 有限会社 行部屋商会 小売業 その他小売 5%

190,665 岡山県 矢掛町 横谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,666 岡山県 和気町 赤から和気インター店 サービス 飲食業 5%

190,667 岡山県 和気町 出光アビッソ２１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,668 岡山県 和気町 出光和気ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,669 岡山県 和気町 岡山ヤクルト販売 和気センター 小売業 食料品 5%

190,670 岡山県 和気町 お好み焼き一休 サービス 飲食業 5%

190,671 岡山県 和気町 家具と雑貨　Ｂｉｇｍｏｒｉｅｓ 小売業 家具・調度品 5%

190,672 岡山県 和気町 ゴダイドラッグ和気店 小売業 その他小売 5%

190,673 岡山県 和気町 佐伯町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,674 岡山県 和気町 三和商会 小売業 その他小売 5%

190,675 岡山県 和気町 トクナガ時計店 小売業 その他小売 5%

190,676 岡山県 和気町 としおじさんのキャンプ場 サービス 宿泊業 5%

190,677 岡山県 和気町 豊福博 サービス その他サービス 5%

190,678 岡山県 和気町 備前焼安田龍彦 サービス その他サービス 5%

190,679 岡山県 和気町 渡邊琢磨 サービス その他サービス 5%

190,680 岡山県 和気町 和気インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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190,681 岡山県 和気町 セブン－イレブン和気インター店 小売業 食料品 2%

190,682 岡山県 和気町 セブン－イレブン和気衣笠店 小売業 食料品 2%

190,683 岡山県 和気町 和気タクシー　６号車 サービス 運輸業 5%

190,684 広島県 安芸太田町 出光安野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,685 広島県 安芸太田町 お食事処 安楽喜 サービス 飲食業 5%

190,686 広島県 安芸太田町 恐羅漢ロッジ サービス その他サービス 5%

190,687 広島県 安芸太田町 加計ＳＳ　株式会社広成 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,688 広島県 安芸太田町 加計インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,689 広島県 安芸太田町 加計町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,690 広島県 安芸太田町 グリーンスパつつが サービス 宿泊業 5%

190,691 広島県 安芸太田町 三段峡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,692 広島県 安芸太田町 三段峡ホテル サービス 宿泊業 5%

190,693 広島県 安芸太田町 戸河内カーライフステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,694 広島県 安芸太田町 土橋商店　土橋商店 小売業 食料品 5%

190,695 広島県 安芸太田町 ビッグベン 小売業 衣料品 5%

190,696 広島県 安芸太田町 フレスタ加計店 小売業 その他小売 5%

190,697 広島県 安芸太田町 フレスタレッツ戸河内店 小売業 その他小売 5%

190,698 広島県 安芸高田市 セブン－イレブン安芸高田工業団地入口店 小売業 食料品 2%

190,699 広島県 安芸高田市 安芸高田市商工会 サービス その他サービス 5%

190,700 広島県 安芸高田市 セブン－イレブン安芸高田向原店 小売業 食料品 2%

190,701 広島県 安芸高田市 ｉｅｇｏｔｏ サービス 飲食業 5%

190,702 広島県 安芸高田市 池田商店 小売業 その他小売 5%

190,703 広島県 安芸高田市 生田モータース 小売業 その他小売 5%

190,704 広島県 安芸高田市 出光勝田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,705 広島県 安芸高田市 ＦＰ事務所ＭｏｎｅｙＳｍｉｔｈ サービス その他サービス 5%

190,706 広島県 安芸高田市 オキタセンイ　ヒロシマ　コーダ 小売業 衣料品 5%

190,707 広島県 安芸高田市 金川モータース サービス その他サービス 5%

190,708 広島県 安芸高田市 カフェ オリーブ カフェ オリーブ サービス 飲食業 5%

190,709 広島県 安芸高田市 株式会社住吉 サービス その他サービス 2%

190,710 広島県 安芸高田市 株式会社山本家具店　山本家具店 小売業 家具・調度品 5%

190,711 広島県 安芸高田市 川口畳店株式会社 サービス その他サービス 5%

190,712 広島県 安芸高田市 ｇｅｒａｄｅ サービス その他サービス 5%

190,713 広島県 安芸高田市 セブン－イレブン甲田町高田原店 小売業 食料品 2%

190,714 広島県 安芸高田市 こりん亭 サービス 飲食業 5%

190,715 広島県 安芸高田市 セルフ甲田ＳＳ　株式会社オキタ石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,716 広島県 安芸高田市 タカタテクノサービス サービス その他サービス 5%

190,717 広島県 安芸高田市 中国自動車道本郷パーキングエリア下り線 小売業 その他小売 5%

190,718 広島県 安芸高田市 中国自動車道本郷パーキングエリア上り線 小売業 その他小売 5%

190,719 広島県 安芸高田市 珍豚香八千代店 サービス 飲食業 5%

190,720 広島県 安芸高田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,721 広島県 安芸高田市 冨本電機商会 小売業 電化製品 5%

190,722 広島県 安芸高田市 ８◯８ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%
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190,723 広島県 安芸高田市 パルパ 小売業 その他小売 5%

190,724 広島県 安芸高田市 美容室 粧 サービス 理容・美容業 5%

190,725 広島県 安芸高田市 藤三　吉田店 小売業 食料品 5%

190,726 広島県 安芸高田市 ポプラ高田インター店 小売業 その他小売 2%

190,727 広島県 安芸高田市 万惣　吉田店 小売業 食料品 5%

190,728 広島県 安芸高田市 ミヤモトデンキ 小売業 電化製品 5%

190,729 広島県 安芸高田市 向原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,730 広島県 安芸高田市 八千代カントリークラブ サービス その他サービス 5%

190,731 広島県 安芸高田市 山本家具店 小売業 家具・調度品 5%

190,732 広島県 安芸高田市 有限会社仁井モータース サービス その他サービス 5%

190,733 広島県 安芸高田市 有限会社ボデーショップタカタ 小売業 その他小売 5%

190,734 広島県 安芸高田市 吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,735 広島県 安芸高田市 吉田ＳＳ　株式会社オキタ石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,736 広島県 安芸高田市 米重商店 小売業 食料品 5%

190,737 広島県 安芸高田市 リカーショップ おおすぎ パルパ店 小売業 その他小売 5%

190,738 広島県 安芸高田市 ルート５４八千代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,739 広島県 江田島市 アイプラザいのうえ 小売業 その他小売 5%

190,740 広島県 江田島市 アイプラザいのうえ 江田島店 小売業 その他小売 5%

190,741 広島県 江田島市 アイプラザいのうえ能美店 小売業 その他小売 5%

190,742 広島県 江田島市 出光江田島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,743 広島県 江田島市 出光能美中町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,744 広島県 江田島市 有限会社井上商店 小売業 その他小売 5%

190,745 広島県 江田島市 江田島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,746 広島県 江田島市 セブン－イレブン江田島小古江店 小売業 食料品 2%

190,747 広島県 江田島市 江田島自動車学校 サービス その他サービス 5%

190,748 広島県 江田島市 セブン－イレブン江田島中央店 小売業 食料品 2%

190,749 広島県 江田島市 Ｅｄｏ　Ｆｉｒｅ　Ｆｏｏｄ サービス 飲食業 5%

190,750 広島県 江田島市 江能ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,751 広島県 江田島市 大柿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,752 広島県 江田島市 お好み焼き　だいだい サービス 飲食業 5%

190,753 広島県 江田島市 柿浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,754 広島県 江田島市 かしま藤三　江田島店 小売業 その他小売 5%

190,755 広島県 江田島市 切串　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,756 広島県 江田島市 コジマ 小売業 その他小売 5%

190,757 広島県 江田島市 空先石油店 小売業 ガソリンスタンド 5%

190,758 広島県 江田島市 高田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,759 広島県 江田島市 中町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,760 広島県 江田島市 能美島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,761 広島県 江田島市 セブン－イレブン広島江田島町店 小売業 食料品 2%

190,762 広島県 江田島市 深江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,763 広島県 江田島市 藤三　江田島店 小売業 食料品 5%

190,764 広島県 江田島市 藤三　大柿店 小売業 食料品 5%
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190,765 広島県 江田島市 藤三　能美店 小売業 食料品 5%

190,766 広島県 江田島市 ポプラ第一術科学校店 小売業 その他小売 2%

190,767 広島県 江田島市 ［ＨＣ］（有）電化のシモムカイ 小売業 電化製品 5%

190,768 広島県 大崎上島町 出光大崎島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,769 広島県 大崎上島町 きのえ温泉ホテル清風館 サービス 宿泊業 5%

190,770 広島県 大崎上島町 テアトリーノ サービス 飲食業 5%

190,771 広島県 大崎上島町 テアトリーノ サービス 飲食業 5%

190,772 広島県 大崎上島町 電化ショップ　こもと 小売業 電化製品 5%

190,773 広島県 大崎上島町 東野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,774 広島県 大崎上島町 ふじスタジオ　ふじスタジオ サービス その他サービス 5%

190,775 広島県 大崎上島町 フレスタ大崎上島店 小売業 その他小売 5%

190,776 広島県 大崎上島町 めぐりわ サービス その他サービス 5%

190,777 広島県 大崎上島町 めぐりわ サービス その他サービス 5%

190,778 広島県 大崎上島町 ＬｅａｔｈｅｒＣｒａｆｒＭｕｓｔａｃｈｅ サービス その他サービス 5%

190,779 広島県 大竹市 大竹インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,780 広島県 大竹市 大竹インターＳＳ　フル 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,781 広島県 大竹市 セブンーイレブン大竹インター店 小売業 食料品 2%

190,782 広島県 大竹市 大竹駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,783 広島県 大竹市 セブンーイレブン大竹立戸店 小売業 食料品 2%

190,784 広島県 大竹市 セブンーイレブン大竹西栄店 小売業 食料品 2%

190,785 広島県 大竹市 セブンーイレブン大竹本町店 小売業 食料品 2%

190,786 広島県 大竹市 セブンーイレブン大竹御園店 小売業 食料品 2%

190,787 広島県 大竹市 オカダサイクル サービス その他サービス 5%

190,788 広島県 大竹市 桶本家具店 小売業 家具・調度品 5%

190,789 広島県 大竹市 お好み焼き　えっと サービス 飲食業 5%

190,790 広島県 大竹市 Ｋｉｎｄｈａｉｒ＆ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

190,791 広島県 大竹市 Ｋｉｎｄｈａｉｒ　ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

190,792 広島県 大竹市 隠れ家　奨太 サービス 飲食業 5%

190,793 広島県 大竹市 割烹　宇恵喜 サービス 飲食業 5%

190,794 広島県 大竹市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵゆめタウン大竹店 小売業 その他小売 5%

190,795 広島県 大竹市 三愛 小売業 衣料品 5%

190,796 広島県 大竹市 サンフローマン　サンフローマン 小売業 食料品 5%

190,797 広島県 大竹市 ジャスト大竹パソコンサポート サービス その他サービス 5%

190,798 広島県 大竹市 酒遊館 小売業 食料品 5%

190,799 広島県 大竹市 食の空間吉たけ サービス 飲食業 5%

190,800 広島県 大竹市 支留比亜珈琲店　大竹店 サービス 飲食業 5%

190,801 広島県 大竹市 スポーツサイクルウエキ 小売業 その他小売 5%

190,802 広島県 大竹市 せいちょう大竹店 小売業 その他小売 5%

190,803 広島県 大竹市 Ｓｏｌａ サービス 飲食業 5%

190,804 広島県 大竹市 長岡米店 小売業 食料品 5%

190,805 広島県 大竹市 日本料理　魚池 サービス 飲食業 5%

190,806 広島県 大竹市 のｙａｋｉ サービス 飲食業 5%
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190,807 広島県 大竹市 パナスポット　さかもと 小売業 電化製品 5%

190,808 広島県 大竹市 パナスポットもとなが 小売業 電化製品 5%

190,809 広島県 大竹市 パナライフくろだ 小売業 電化製品 5%

190,810 広島県 大竹市 パナライフさんよう 小売業 電化製品 5%

190,811 広島県 大竹市 ビューティーサロン　ｍｅｗ サービス 理容・美容業 5%

190,812 広島県 大竹市 広島トヨペット大竹店 小売業 その他小売 5%

190,813 広島県 大竹市 広島西医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

190,814 広島県 大竹市 ＨＡＩＲ ＳＴＵＤＩＯ 髪工房 サービス 理容・美容業 5%

190,815 広島県 大竹市 ヘアブランコ くらもと美容室 ヘアブランコ くらもと美容室 サービス 理容・美容業 5%

190,816 広島県 大竹市 ホスピタリティスペース　アンフェアリー サービス 理容・美容業 5%

190,817 広島県 大竹市 ホンダウイング大竹 小売業 その他小売 5%

190,818 広島県 大竹市 マクドナルド大竹ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

190,819 広島県 大竹市 明林堂書店ゆめタウン大竹店 小売業 その他小売 5%

190,820 広島県 大竹市 ｈｕｉｔ サービス 飲食業 5%

190,821 広島県 大竹市 有限会社栗本商店 小売業 その他小売 5%

190,822 広島県 大竹市 有限会社中野自動車 サービス その他サービス 5%

190,823 広島県 大竹市 リエジュ　大竹店 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,824 広島県 大竹市 リラクゼーションスペース　アンフェアリー サービス その他サービス 5%

190,825 広島県 尾道市 アーバンハウス サービス その他サービス 5%

190,826 広島県 尾道市 Ｒ　Ｒレンタル尾道 サービス その他サービス 5%

190,827 広島県 尾道市 アイカ電機 小売業 電化製品 5%

190,828 広島県 尾道市 ａｆｔｅｒ－ｅｎｄ 小売業 衣料品 5%

190,829 広島県 尾道市 アルゾ　尾道店 小売業 食料品 5%

190,830 広島県 尾道市 一楽 サービス 飲食業 5%

190,831 広島県 尾道市 イチリヅカシューズ 小売業 衣料品 5%

190,832 広島県 尾道市 いっとく サービス 飲食業 5%

190,833 広島県 尾道市 １ｐｏＨａｉｒｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

190,834 広島県 尾道市 ＩＤＥＡ サービス 理容・美容業 5%

190,835 広島県 尾道市 出光尾道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,836 広島県 尾道市 出光新尾道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,837 広島県 尾道市 出光中庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,838 広島県 尾道市 出光土生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,839 広島県 尾道市 出光東尾道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,840 広島県 尾道市 出光御調バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,841 広島県 尾道市 出光向東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,842 広島県 尾道市 因島ＳＳ　圓光産業株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,843 広島県 尾道市 因島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,844 広島県 尾道市 因島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,845 広島県 尾道市 セブン－イレブン因島田熊店 小売業 食料品 2%

190,846 広島県 尾道市 因島中庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,847 広島県 尾道市 ウエダ画房 本店 小売業 その他小売 5%

190,848 広島県 尾道市 ウエダ靴店 小売業 衣料品 5%
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190,849 広島県 尾道市 宇治園製茶　本店 小売業 食料品 5%

190,850 広島県 尾道市 ええじゃん尾道　尾道店 小売業 食料品 5%

190,851 広島県 尾道市 ええじゃん尾道　向島店 小売業 食料品 5%

190,852 広島県 尾道市 ＳＨＧかしはら店 小売業 電化製品 5%

190,853 広島県 尾道市 オステリア　ブリランテ サービス 飲食業 5%

190,854 広島県 尾道市 ［ＨＣ］おのでん 小売業 電化製品 5%

190,855 広島県 尾道市 尾道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,856 広島県 尾道市 尾道インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,857 広島県 尾道市 尾道ええもんや 小売業 その他小売 5%

190,858 広島県 尾道市 尾道北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,859 広島県 尾道市 尾道ゲストハウスなみうちぎわ サービス その他サービス 5%

190,860 広島県 尾道市 尾道市民病院売店 小売業 その他小売 5%

190,861 広島県 尾道市 セブン－イレブン尾道新浜２丁目店 小売業 食料品 2%

190,862 広島県 尾道市 尾道ダイハツ販売尾道店 小売業 その他小売 5%

190,863 広島県 尾道市 尾道高須ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,864 広島県 尾道市 セブン－イレブン尾道高須町店 小売業 食料品 2%

190,865 広島県 尾道市 セブン－イレブン尾道土堂店 小売業 食料品 2%

190,866 広島県 尾道市 ＯＮＯＭＩＣＨＩ　ＤＥＮＩＭ　ＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

190,867 広島県 尾道市 尾道ナニワ 小売業 その他小売 5%

190,868 広島県 尾道市 セブン－イレブン尾道西則末町店 小売業 食料品 2%

190,869 広島県 尾道市 オノミチニューボーリングセンター サービス その他サービス 5%

190,870 広島県 尾道市 尾道帆布鞄　彩工房 小売業 衣料品 5%

190,871 広島県 尾道市 尾道東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,872 広島県 尾道市 有限会社亀田商店 小売業 その他小売 5%

190,873 広島県 尾道市 セブン－イレブン尾道御調店 小売業 食料品 2%

190,874 広島県 尾道市 尾道三成ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,875 広島県 尾道市 セブン－イレブン尾道美ノ郷三成店 小売業 食料品 2%

190,876 広島県 尾道市 セブン－イレブン尾道向島店 小売業 食料品 2%

190,877 広島県 尾道市 セブン－イレブン尾道向東店 小売業 食料品 2%

190,878 広島県 尾道市 尾道やすらぎの宿　しーそー サービス 宿泊業 5%

190,879 広島県 尾道市 尾道ロードサービス サービス その他サービス 5%

190,880 広島県 尾道市 尾道浪漫珈琲　東尾道店 サービス 飲食業 5%

190,881 広島県 尾道市 尾道浪漫珈琲　本店 サービス 飲食業 5%

190,882 広島県 尾道市 尾道浪漫珈琲　三成店 サービス 飲食業 5%

190,883 広島県 尾道市 おやつとやまねこ 小売業 食料品 5%

190,884 広島県 尾道市 ＡＬＣＯＴ 小売業 衣料品 5%

190,885 広島県 尾道市 エステサロンかーてんこ～る サービス その他サービス 5%

190,886 広島県 尾道市 街路樹 サービス 飲食業 5%

190,887 広島県 尾道市 街路樹 サービス 飲食業 5%

190,888 広島県 尾道市 かき左右衛門 サービス 飲食業 5%

190,889 広島県 尾道市 かつ将 神辺店 サービス 飲食業 5%

190,890 広島県 尾道市 カッツ　東尾道店 サービス 理容・美容業 5%
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190,891 広島県 尾道市 かねよし サービス 飲食業 5%

190,892 広島県 尾道市 ＣＡＦＥ＆ＢＥＥＲＢＡＲ　ＷＩＬＬ サービス 飲食業 5%

190,893 広島県 尾道市 Ｃａｆｅ　ｔｅｒｒａｃｅ　菜のはな サービス 飲食業 5%

190,894 広島県 尾道市 株式会社アイエスカードック サービス その他サービス 5%

190,895 広島県 尾道市 （株）エナスＣＳ　尾道営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,896 広島県 尾道市 株式会社ゆんたく　おきなわんふーどゆんたく サービス 飲食業 5%

190,897 広島県 尾道市 株式会社リビンズ藤井 小売業 家具・調度品 5%

190,898 広島県 尾道市 画文堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,899 広島県 尾道市 カミング中庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,900 広島県 尾道市 カルビ屋大福尾道店 サービス 飲食業 2%

190,901 広島県 尾道市 きそ毛糸店 小売業 衣料品 5%

190,902 広島県 尾道市 ギターショップオーズウェイ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,903 広島県 尾道市 ＣＡＳＴＬＥ　ＲＯＣＫ　ＣＡＳＴＬＥ　ＲＯＣＫ 小売業 食料品 5%

190,904 広島県 尾道市 キャピックオノミチ サービス その他サービス 5%

190,905 広島県 尾道市 グー・スポット　ノノシタ 小売業 電化製品 5%

190,906 広島県 尾道市 クジラ別館 サービス 宿泊業 5%

190,907 広島県 尾道市 くすりの下田尾道 小売業 その他小売 5%

190,908 広島県 尾道市 栗原電化ハウス 小売業 電化製品 5%

190,909 広島県 尾道市 くるまの永井 サービス その他サービス 5%

190,910 広島県 尾道市 クロダ洋服店 小売業 衣料品 5%

190,911 広島県 尾道市 啓文社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,912 広島県 尾道市 啓文社　因島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,913 広島県 尾道市 啓文社　久保店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,914 広島県 尾道市 啓文社　サティ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,915 広島県 尾道市 啓文社　新浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,916 広島県 尾道市 啓文社　ハピータウン店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

190,917 広島県 尾道市 化粧品とおしゃれの店いはら　いはら 小売業 その他小売 5%

190,918 広島県 尾道市 ゲストハウスＮＥＳＴ サービス その他サービス 5%

190,919 広島県 尾道市 公立みつぎ病院売店 小売業 その他小売 5%

190,920 広島県 尾道市 こさこ電気 小売業 電化製品 5%

190,921 広島県 尾道市 コスメライセンススクール　広島校 サービス その他サービス 5%

190,922 広島県 尾道市 こばやし　株式会社小林呉服店 小売業 衣料品 5%

190,923 広島県 尾道市 コープパレット 小売業 衣料品 5%

190,924 広島県 尾道市 コープメモリアルホール サービス その他サービス 5%

190,925 広島県 尾道市 こめどこ食堂 サービス 飲食業 5%

190,926 広島県 尾道市 ＴＨＥ　ＲＥＤ　ＢＩＣＹＣＬＥＳ 小売業 その他小売 5%

190,927 広島県 尾道市 ＳｉｄｅＩＳＬＡＮＤ尾道店 小売業 衣料品 5%

190,928 広島県 尾道市 坂道美容室 サービス その他サービス 5%

190,929 広島県 尾道市 サポート尾道 サービス その他サービス 5%

190,930 広島県 尾道市 Ｓａｌｕｔ サービス 理容・美容業 5%

190,931 広島県 尾道市 ＳｕｎｓｅｔＶｉｌｌａｇｅ サービス 宿泊業 5%

190,932 広島県 尾道市 サンセリテカサイ 小売業 衣料品 5%
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190,933 広島県 尾道市 サンモルテ 小売業 食料品 5%

190,934 広島県 尾道市 ＳＩＭＡ　ｉｎｎ サービス 宿泊業 5%

190,935 広島県 尾道市 しまなみロマン サービス 飲食業 5%

190,936 広島県 尾道市 しまなみロマン サービス 飲食業 5%

190,937 広島県 尾道市 島の駅　しまなみ１ 小売業 食料品 5%

190,938 広島県 尾道市 写真箱向島店 サービス その他サービス 5%

190,939 広島県 尾道市 ｃｈｅｖｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

190,940 広島県 尾道市 シューズショップれもん 小売業 その他小売 5%

190,941 広島県 尾道市 ジュエリー　エム・ローズ　ＳＡＲＡＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,942 広島県 尾道市 ジョンバーガー＆カフェ サービス 飲食業 5%

190,943 広島県 尾道市 新尾道駅ええもんや 小売業 その他小売 5%

190,944 広島県 尾道市 進物の大進　尾道店 小売業 その他小売 5%

190,945 広島県 尾道市 スーパードラッグひまわり因島店 小売業 その他小売 5%

190,946 広島県 尾道市 スーパードラッグひまわり因島中庄店 小売業 その他小売 5%

190,947 広島県 尾道市 スーパードラッグひまわり尾道中央店 小売業 その他小売 5%

190,948 広島県 尾道市 スーパードラッグひまわり尾道西店 小売業 その他小売 5%

190,949 広島県 尾道市 スーパードラッグひまわり尾道東店 小売業 その他小売 5%

190,950 広島県 尾道市 スーパードラッグひまわり栗原店 小売業 その他小売 5%

190,951 広島県 尾道市 スーパードラッグひまわり瀬戸田店 小売業 その他小売 5%

190,952 広島県 尾道市 スーパードラッグひまわり高須店 小売業 その他小売 5%

190,953 広島県 尾道市 スーパードラッグひまわり向島モール店 小売業 その他小売 5%

190,954 広島県 尾道市 スーパードラッグひまわり向東店 小売業 その他小売 5%

190,955 広島県 尾道市 ＳｕｇｉＳ サービス その他サービス 5%

190,956 広島県 尾道市 保広有限会社 サービス 飲食業 5%

190,957 広島県 尾道市 スズキ瀬戸内販売 小売業 その他小売 5%

190,958 広島県 尾道市 ＳＵＺＵＴＡＮ尾道フジグラン店 小売業 衣料品 5%

190,959 広島県 尾道市 ＳＴＥＡＤＹ 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,960 広島県 尾道市 スーパーマーケット　三谷屋　御調店 小売業 食料品 5%

190,961 広島県 尾道市 住之江旅館 サービス 宿泊業 5%

190,962 広島県 尾道市 住吉浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,963 広島県 尾道市 瀬尾税理士事務所 サービス その他サービス 5%

190,964 広島県 尾道市 セゾンドＢｅｌｌｅ因島店 小売業 衣料品 5%

190,965 広島県 尾道市 セゾンドＢｅｌｌｅ尾道本通店 小売業 衣料品 5%

190,966 広島県 尾道市 瀬戸田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,967 広島県 尾道市 瀬戸田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,968 広島県 尾道市 瀬戸田すいぐん丸 小売業 その他小売 5%

190,969 広島県 尾道市 せと珍味 サービス その他サービス 5%

190,970 広島県 尾道市 セルフ尾道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,971 広島県 尾道市 千光寺山荘 サービス 宿泊業 5%

190,972 広島県 尾道市 そば処　時計塔 サービス 飲食業 5%

190,973 広島県 尾道市 ｓｏｒａ ｓｔｕｄｉｏ ｇａｌｌｅｒｙ 小売業 その他小売 5%

190,974 広島県 尾道市 ［ＨＣ］大門電機株式会社 小売業 電化製品 5%
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190,975 広島県 尾道市 高垣デンキ産業 小売業 電化製品 5%

190,976 広島県 尾道市 有限会社タカハシ自動車サービス サービス その他サービス 5%

190,977 広島県 尾道市 高原誠吉食堂 サービス 飲食業 5%

190,978 広島県 尾道市 たかみつ 小売業 衣料品 5%

190,979 広島県 尾道市 田熊東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,980 広島県 尾道市 たつみや 小売業 食料品 5%

190,981 広島県 尾道市 たまがんぞう サービス 飲食業 5%

190,982 広島県 尾道市 玉ノ浦ゴルフ練習場 サービス その他サービス 5%

190,983 広島県 尾道市 ＤＡＮＪＯ　尾道本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

190,984 広島県 尾道市 中国交通 サービス 運輸業 5%

190,985 広島県 尾道市 中国交通 サービス 運輸業 5%

190,986 広島県 尾道市 長者原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,987 広島県 尾道市 津田理容院 サービス 理容・美容業 5%

190,988 広島県 尾道市 旅館つつ井 サービス 宿泊業 5%

190,989 広島県 尾道市 ＴＳＵＲＵＹＡ住吉浜店 小売業 その他小売 5%

190,990 広島県 尾道市 鉄皿ギョーザ　ちょい サービス 飲食業 5%

190,991 広島県 尾道市 寺山眼鏡店 小売業 衣料品 5%

190,992 広島県 尾道市 でんきの日進 小売業 電化製品 5%

190,993 広島県 尾道市 天狗寿司 サービス 飲食業 5%

190,994 広島県 尾道市 天狗寿司 サービス 飲食業 5%

190,995 広島県 尾道市 天然温泉　尾道みなと館 サービス 宿泊業 5%

190,996 広島県 尾道市 西山本館 サービス 宿泊業 5%

190,997 広島県 尾道市 常盤家具 小売業 家具・調度品 5%

190,998 広島県 尾道市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅシーサイド山波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

190,999 広島県 尾道市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,000 広島県 尾道市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ向島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,001 広島県 尾道市 トヨタレンタリース広島　新尾道駅前店 サービス その他サービス 2%

191,002 広島県 尾道市 鳥徳 サービス 飲食業 5%

191,003 広島県 尾道市 とりのいっとく サービス 飲食業 5%

191,004 広島県 尾道市 ＮＩＮＥＳ 小売業 衣料品 5%

191,005 広島県 尾道市 西原たたみ店 西原たたみ店 小売業 その他小売 5%

191,006 広島県 尾道市 日東電工グループ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,007 広島県 尾道市 ネッツトヨタ中国尾道店 小売業 その他小売 5%

191,008 広島県 尾道市 ネッツトヨタ中国シャント尾道 小売業 その他小売 5%

191,009 広島県 尾道市 ネッツトヨタ広島尾道店 小売業 その他小売 5%

191,010 広島県 尾道市 梅月堂 小売業 食料品 5%

191,011 広島県 尾道市 梅月堂 サービス 飲食業 5%

191,012 広島県 尾道市 パソコンドック２４ 尾道店 サービス その他サービス 5%

191,013 広島県 尾道市 バッグステージ 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,014 広島県 尾道市 パナック　みのりや 小売業 電化製品 5%

191,015 広島県 尾道市 パナックハタテ 小売業 電化製品 5%

191,016 広島県 尾道市 パナックハ―トフル 小売業 電化製品 5%
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191,017 広島県 尾道市 パリゴオノミチ 小売業 衣料品 5%

191,018 広島県 尾道市 パリゴ尾道 小売業 衣料品 5%

191,019 広島県 尾道市 パンのなる木 小売業 食料品 5%

191,020 広島県 尾道市 ＰＣ再生工房 尾道店 サービス その他サービス 5%

191,021 広島県 尾道市 ＰＣ再生工房　尾道店 小売業 電化製品 5%

191,022 広島県 尾道市 Ｂ．Ｓ．ＬＩＢＥＲＴＹ尾道ＳＴ店 小売業 衣料品 5%

191,023 広島県 尾道市 東尾道駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,024 広島県 尾道市 ＢＩＣＯ　フジグラン尾道店 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,025 広島県 尾道市 美光 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,026 広島県 尾道市 ビサン　ゼセッション サービス その他サービス 5%

191,027 広島県 尾道市 ＢＩＳＴＲＯ　ＴＡＫＡＧＡＫＩ サービス 飲食業 5%

191,028 広島県 尾道市 日立因島生協讃岐屋土生店 小売業 衣料品 5%

191,029 広島県 尾道市 日立因島生協重井店 小売業 食料品 5%

191,030 広島県 尾道市 日立因島生協フレニール 小売業 食料品 5%

191,031 広島県 尾道市 日立因島生協三庄店 小売業 食料品 5%

191,032 広島県 尾道市 美肌専科心花 サービス 理容・美容業 5%

191,033 広島県 尾道市 美肌専科心花 サービス 理容・美容業 5%

191,034 広島県 尾道市 ビューティサロン　アンジェ サービス 理容・美容業 5%

191,035 広島県 尾道市 ビュウホテルセイザン　タンタワン サービス 宿泊業 5%

191,036 広島県 尾道市 平山郁夫美術館 サービス その他サービス 5%

191,037 広島県 尾道市 広川エナス株式会社尾道支店 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,038 広島県 尾道市 広島トヨペット尾道店 小売業 その他小売 5%

191,039 広島県 尾道市 フアクトリー・エス サービス 飲食業 5%

191,040 広島県 尾道市 Ｆｉｔ　Ｆｉｘ 小売業 衣料品 5%

191,041 広島県 尾道市 福直フルーツ 小売業 その他小売 5%

191,042 広島県 尾道市 福山支店 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,043 広島県 尾道市 藤井製帽株式会社 小売業 衣料品 5%

191,044 広島県 尾道市 藤本モータース本社 サービス その他サービス 5%

191,045 広島県 尾道市 ブティック　あいこ 小売業 衣料品 5%

191,046 広島県 尾道市 フードグランニチエー三成店 小売業 食料品 5%

191,047 広島県 尾道市 フレスタ因島店 小売業 その他小売 5%

191,048 広島県 尾道市 フレスタ瀬戸田店 小売業 その他小売 2%

191,049 広島県 尾道市 フレスタ向島店 小売業 その他小売 5%

191,050 広島県 尾道市 ＨａｉｒＰｒｏｄｕｃｅＬａｍｐｓ サービス 理容・美容業 5%

191,051 広島県 尾道市 ＨＡＩＲ＆ＦＡＣＥＪＵＮＫＯ サービス 理容・美容業 5%

191,052 広島県 尾道市 ヘアーディレクションオクハラ サービス 理容・美容業 5%

191,053 広島県 尾道市 ｈａｉｒ＋ｍａｋｅ　ｍｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

191,054 広島県 尾道市 Ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ＤｏｏＲ サービス 理容・美容業 5%

191,055 広島県 尾道市 Ｈａｉｒｓａｌｏｎ ＤｏｏＲ サービス 理容・美容業 5%

191,056 広島県 尾道市 ベイタウン尾道 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,057 広島県 尾道市 平和タクシー　３０２ サービス 運輸業 5%

191,058 広島県 尾道市 ペイントファミリー サービス その他サービス 5%
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191,059 広島県 尾道市 ＰＥＣＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

191,060 広島県 尾道市 ベッチャーの胃ぶくろ サービス 飲食業 5%

191,061 広島県 尾道市 宝石のモリシタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,062 広島県 尾道市 ポプラ久保店 小売業 その他小売 2%

191,063 広島県 尾道市 ポプラ瀬戸田店 小売業 その他小売 2%

191,064 広島県 尾道市 ホワイト急便　ハローズ因島店 サービス その他サービス 5%

191,065 広島県 尾道市 ホワイト急便 尾道工場前店 サービス その他サービス 5%

191,066 広島県 尾道市 ホワイト急便　ハローズ東尾道店 サービス その他サービス 5%

191,067 広島県 尾道市 ホワイト急便　美ノ郷店 サービス その他サービス 5%

191,068 広島県 尾道市 マエ美容院 マエ美容院 サービス 理容・美容業 5%

191,069 広島県 尾道市 槇原清隆税理士事務所 サービス その他サービス 5%

191,070 広島県 尾道市 まさ泉 サービス 飲食業 5%

191,071 広島県 尾道市 ｍａｓａｙａ美容室 サービス 理容・美容業 5%

191,072 広島県 尾道市 マリオンクレープ 尾道店 おのみちのクレープ屋 サービス 飲食業 5%

191,073 広島県 尾道市 丸久堂 小売業 その他小売 5%

191,074 広島県 尾道市 まるべに尾道 小売業 衣料品 5%

191,075 広島県 尾道市 まるみデパート サービス 飲食業 5%

191,076 広島県 尾道市 三阪商店　みさか 小売業 その他小売 5%

191,077 広島県 尾道市 水ノ上設備工業 サービス その他サービス 5%

191,078 広島県 尾道市 御調ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,079 広島県 尾道市 美ノ郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,080 広島県 尾道市 三原由宇出張写真室 サービス その他サービス 5%

191,081 広島県 尾道市 ミハルスポーツ 小売業 その他小売 5%

191,082 広島県 尾道市 宮本　本店 小売業 その他小売 5%

191,083 広島県 尾道市 向島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,084 広島県 尾道市 村田電器 小売業 電化製品 5%

191,085 広島県 尾道市 ＭＡＴＥ栗原店 小売業 その他小売 5%

191,086 広島県 尾道市 ＭＡＴＥ三成店 小売業 その他小売 5%

191,087 広島県 尾道市 メガネの田中　フジグラン尾道店 小売業 その他小売 5%

191,088 広島県 尾道市 モアイ　釣中 小売業 その他小売 5%

191,089 広島県 尾道市 焼肉　いち サービス 飲食業 5%

191,090 広島県 尾道市 やきにく孫悟空 尾道店 サービス 飲食業 5%

191,091 広島県 尾道市 山重電気 小売業 電化製品 5%

191,092 広島県 尾道市 ヤマソラ　パーチカフェ サービス 飲食業 5%

191,093 広島県 尾道市 やまねこカフェ サービス 飲食業 5%

191,094 広島県 尾道市 ＹＡＭＡＮＥＫＯ ＭＩＬＬ サービス 飲食業 5%

191,095 広島県 尾道市 山本の餅屋 小売業 食料品 5%

191,096 広島県 尾道市 ｊａｊａ 小売業 衣料品 5%

191,097 広島県 尾道市 （有）大元商店 小売業 食料品 5%

191,098 広島県 尾道市 ユタカヤ 小売業 電化製品 5%

191,099 広島県 尾道市 養老温泉本館 サービス 宿泊業 5%

191,100 広島県 尾道市 吉田モータース サービス その他サービス 5%
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191,101 広島県 尾道市 ヨシナカ本店 小売業 衣料品 5%

191,102 広島県 尾道市 米徳 サービス 飲食業 5%

191,103 広島県 尾道市 寄り道屋　井上商店 小売業 その他小売 5%

191,104 広島県 尾道市 Ｒａｋｕｏｌｉ サービス その他サービス 5%

191,105 広島県 尾道市 楽天 サービス 飲食業 5%

191,106 広島県 尾道市 リサイクル館高須店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

191,107 広島県 尾道市 Ｌｅｃｈａｔ 小売業 衣料品 5%

191,108 広島県 尾道市 ＬＯＯＫ　尾道福屋店 小売業 その他小売 5%

191,109 広島県 尾道市 Ｌｅｒｅｖｅ サービス 理容・美容業 5%

191,110 広島県 尾道市 レジャックス　尾道東店 小売業 その他小売 5%

191,111 広島県 尾道市 レンタル＆スタジオピカソ尾道メイト店 サービス その他サービス 5%

191,112 広島県 尾道市 ロープウェイ前ええもんや 小売業 その他小売 5%

191,113 広島県 尾道市 路地裏ほぐしサロンＭａｎａＭａｎａ サービス その他サービス 5%

191,114 広島県 尾道市 Ｌｏｃｋ　ｙ サービス 飲食業 5%

191,115 広島県 尾道市 わか葉 サービス 飲食業 5%

191,116 広島県 海田町 アトリエ葵花 小売業 その他小売 5%

191,117 広島県 海田町 アマガタ 小売業 衣料品 5%

191,118 広島県 海田町 居酒屋竹の子 サービス 飲食業 5%

191,119 広島県 海田町 オートドライブウィズ・ユー サービス その他サービス 5%

191,120 広島県 海田町 オリックスレンタカー海田店 サービス その他サービス 2%

191,121 広島県 海田町 オレンジピット　広島 小売業 その他小売 5%

191,122 広島県 海田町 有限会社　キムラ 小売業 その他小売 5%

191,123 広島県 海田町 くに勝 サービス 飲食業 5%

191,124 広島県 海田町 ぐりぐり家 海田店 サービス 飲食業 5%

191,125 広島県 海田町 げんき堂海田院 小売業 その他小売 5%

191,126 広島県 海田町 こうじば動物病院 サービス その他サービス 5%

191,127 広島県 海田町 小沢園芸本店 小売業 その他小売 5%

191,128 広島県 海田町 迫谷写真館 サービス その他サービス 5%

191,129 広島県 海田町 株　ザバイク 小売業 その他小売 5%

191,130 広島県 海田町 サンエス 小売業 電化製品 5%

191,131 広島県 海田町 塩村精肉店 小売業 食料品 5%

191,132 広島県 海田町 スーパードラッグひまわり海田東店 小売業 その他小売 5%

191,133 広島県 海田町 鮮ばり来 サービス 飲食業 5%

191,134 広島県 海田町 Ｓｏ－ｋｏｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

191,135 広島県 海田町 ダイオー電機 小売業 電化製品 5%

191,136 広島県 海田町 デンキのハマイ 小売業 電化製品 5%

191,137 広島県 海田町 徳川　海田店 サービス 飲食業 5%

191,138 広島県 海田町 トヨタレンタリース広島海田店 サービス その他サービス 2%

191,139 広島県 海田町 長山電気商会 小売業 電化製品 5%

191,140 広島県 海田町 Ｎａｇｏｍｉｅｒ サービス その他サービス 5%

191,141 広島県 海田町 Ｎａｇｏｍｉｅｒ　なごみえ　リラクゼーション　エステサロン サービス 理容・美容業 5%

191,142 広島県 海田町 ネッツトヨタ広島海田店 小売業 その他小売 5%
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191,143 広島県 海田町 八剣伝海田窪町店 サービス 飲食業 2%

191,144 広島県 海田町 はら建興 サービス その他サービス 5%

191,145 広島県 海田町 ｐｉｚｚｅｒｉａみト サービス 飲食業 5%

191,146 広島県 海田町 ビューティサロンセラフ サービス 理容・美容業 5%

191,147 広島県 海田町 セブン－イレブン広島海田曙町店 小売業 食料品 2%

191,148 広島県 海田町 セブン－イレブン広島海田国信店 小売業 食料品 2%

191,149 広島県 海田町 セブン－イレブン広島海田大正町店 小売業 食料品 2%

191,150 広島県 海田町 セブン－イレブン広島海田つくも町店 小売業 食料品 2%

191,151 広島県 海田町 セブン－イレブン広島海田中店店 小売業 食料品 2%

191,152 広島県 海田町 ＦＬＯＲＩＳＴ・ＫＯＺＡＷＡ 小売業 その他小売 5%

191,153 広島県 海田町 ヘアーサロンコダマ サービス 理容・美容業 5%

191,154 広島県 海田町 ＰＥＣＯ　海田市駅前店 サービス その他サービス 5%

191,155 広島県 海田町 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　海田市駅前店 サービス その他サービス 5%

191,156 広島県 海田町 ＢＥＬＩＮＤＡ　ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

191,157 広島県 海田町 ポプラ海田畝店 小売業 その他小売 2%

191,158 広島県 海田町 マサカネ石油ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,159 広島県 海田町 マツダオ－トザム海田 小売業 その他小売 5%

191,160 広島県 海田町 万惣　海田店 小売業 食料品 5%

191,161 広島県 海田町 メガネの田中　海田店 小売業 その他小売 5%

191,162 広島県 海田町 焼肉しおむら　焼肉しおむら サービス 飲食業 5%

191,163 広島県 海田町 やさい畑 サービス 飲食業 5%

191,164 広島県 海田町 ＬＩＴＴＬＥ ＷＯＯＤＳ サービス 飲食業 5%

191,165 広島県 北広島町 アルゾ　千代田店 小売業 食料品 5%

191,166 広島県 北広島町 出光芸北中央SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,167 広島県 北広島町 ８　　Ｅｉｇｈｔ　Ｐｌｕｓ　　Ｅｉｇｈｔ　Ｐｌｕｓ 小売業 その他小売 5%

191,168 広島県 北広島町 大朝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,169 広島県 北広島町 お寿司のかめや サービス 飲食業 5%

191,170 広島県 北広島町 小野酒造株式会社 小売業 食料品 5%

191,171 広島県 北広島町 かがわストアー 小売業 その他小売 5%

191,172 広島県 北広島町 かけや酒店　ギフトショップ大朝かけや酒店 小売業 その他小売 5%

191,173 広島県 北広島町 カットハウスひかり カットハウスひかり サービス 理容・美容業 5%

191,174 広島県 北広島町 株式会社　郷田石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,175 広島県 北広島町 株式会社エムジー　カーズ千代田 サービス その他サービス 5%

191,176 広島県 北広島町 （株）スミヨシ 小売業 電化製品 5%

191,177 広島県 北広島町 株式会社ニッショウ サービス その他サービス 5%

191,178 広島県 北広島町 広浜株式会社 サービス その他サービス 5%

191,179 広島県 北広島町 琴谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,180 広島県 北広島町 ３２Ｇａｒａｇｅ サービス その他サービス 5%

191,181 広島県 北広島町 ＳＥＡＧＵＬＬ． サービス 理容・美容業 5%

191,182 広島県 北広島町 酔膳亭　みちづれ サービス 飲食業 5%

191,183 広島県 北広島町 Ｓｕｚｕｋｉ　Ｐａｌ　Ｋｉｔａ 小売業 その他小売 5%

191,184 広島県 北広島町 スミヨシ写真店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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191,185 広島県 北広島町 セルフ千代田インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,186 広島県 北広島町 チェリオ蔵迫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,187 広島県 北広島町 千代田インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,188 広島県 北広島町 千代田インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,189 広島県 北広島町 千代田仕出しセンター 千代田仕出しセンター サービス 飲食業 5%

191,190 広島県 北広島町 千代田電機サービスセンター 小売業 電化製品 5%

191,191 広島県 北広島町 天然温泉　広島北ホテル サービス 宿泊業 5%

191,192 広島県 北広島町 豊平どんぐり農園 サービス 飲食業 5%

191,193 広島県 北広島町 ドラッグＰｉｔ　サンクス千代田店 小売業 その他小売 5%

191,194 広島県 北広島町 どんぐり荘 小売業 その他小売 5%

191,195 広島県 北広島町 にわのにわとり サービス 飲食業 5%

191,196 広島県 北広島町 八剣伝　千代田店 サービス 飲食業 2%

191,197 広島県 北広島町 浜田自動車道寒曳山ＰＡ 小売業 その他小売 5%

191,198 広島県 北広島町 セブン－イレブン広島千代田インター店 小売業 食料品 2%

191,199 広島県 北広島町 フレスタサンクス店 小売業 その他小売 5%

191,200 広島県 北広島町 ＰＥＣＯ　千代田店 サービス その他サービス 5%

191,201 広島県 北広島町 細見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,202 広島県 北広島町 マートピア　きもと 小売業 その他小売 5%

191,203 広島県 北広島町 溝口バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,204 広島県 北広島町 むーんらいと合同会社 サービス その他サービス 5%

191,205 広島県 北広島町 メイコウ　おおつぼ 小売業 電化製品 5%

191,206 広島県 北広島町 ヤマトマヤ 小売業 衣料品 5%

191,207 広島県 北広島町 有限会社 大倉商会 小売業 その他小売 5%

191,208 広島県 北広島町 吉坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,209 広島県 北広島町 ルーズカースタイル 小売業 その他小売 5%

191,210 広島県 北広島町 ルックルック千代田店 小売業 衣料品 5%

191,211 広島県 北広島町 レディースショップ門出 小売業 衣料品 5%

191,212 広島県 熊野町 セブン－イレブン安芸熊野町平谷店 小売業 食料品 2%

191,213 広島県 熊野町 Ａｍｅｌｉｅ 小売業 その他小売 5%

191,214 広島県 熊野町 内野ピアノサービス サービス その他サービス 5%

191,215 広島県 熊野町 尾上タクシー サービス 運輸業 5%

191,216 広島県 熊野町 株式会社テクノ自動車学校 サービス その他サービス 5%

191,217 広島県 熊野町 株式会社パワープラント 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,218 広島県 熊野町 くまの書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

191,219 広島県 熊野町 セブン－イレブン熊野町初神店 小売業 食料品 2%

191,220 広島県 熊野町 セブン－イレブン熊野町役場南店 小売業 食料品 2%

191,221 広島県 熊野町 Ｃａｋｅ ｃｏｆｆｅｅ   Ｍｕｓｉｃ ふくえどぅ Ｃａｋｅ ｃｏｆｆｅｅ   Ｍｕｓｉｃふくえどぅ サービス 飲食業 5%

191,222 広島県 熊野町 晃祐堂化粧筆工房 小売業 その他小売 5%

191,223 広島県 熊野町 桜井サイクルセンター　熊野店 小売業 その他小売 5%

191,224 広島県 熊野町 世良電器 小売業 電化製品 5%

191,225 広島県 熊野町 ノムラストアー　熊野店 小売業 食料品 5%

191,226 広島県 熊野町 比治山電気宍戸店 小売業 電化製品 5%
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191,227 広島県 熊野町 広島筆産業株式会社　催事用 サービス その他サービス 5%

191,228 広島県 熊野町 藤三　熊野店 小売業 食料品 5%

191,229 広島県 熊野町 ブックスハルヤスピリッツ　熊野店 小売業 その他小売 5%

191,230 広島県 熊野町 Books Haruya Spirits 熊野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

191,231 広島県 熊野町 ＰＥＣＯ　熊野店 サービス その他サービス 5%

191,232 広島県 熊野町 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　熊野店 サービス その他サービス 5%

191,233 広島県 熊野町 メガネの永美 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,234 広島県 呉市 阿賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,235 広島県 呉市 セブン－イレブン安芸音戸畑店 小売業 食料品 2%

191,236 広島県 呉市 セブン－イレブン安芸音戸波多見店 小売業 食料品 2%

191,237 広島県 呉市 アトムテック 小売業 電化製品 5%

191,238 広島県 呉市 Ａｍｉｒａｌ サービス 飲食業 5%

191,239 広島県 呉市 アラハナ電機呉店 小売業 電化製品 5%

191,240 広島県 呉市 アラハナ電機本店 小売業 電化製品 5%

191,241 広島県 呉市 ａｒａｂｉａｎ　ｎｉｇｈｔ 小売業 食料品 5%

191,242 広島県 呉市 ＡＬＰＨＡ 小売業 電化製品 5%

191,243 広島県 呉市 ＡＬＰＨＡ吉浦店 小売業 電化製品 5%

191,244 広島県 呉市 出光音戸西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,245 広島県 呉市 出光安浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,246 広島県 呉市 囲炉裏酒場　兎月 サービス 飲食業 5%

191,247 広島県 呉市 ＶＩＡ　ＬＵＩＳＡ　呉 小売業 衣料品 5%

191,248 広島県 呉市 ＶＩＡ　ＬＵＩＳＡ　呉 小売業 衣料品 5%

191,249 広島県 呉市 ＳＨＬ サービス その他サービス 5%

191,250 広島県 呉市 エステサロンＭａＫａＮａ サービス その他サービス 5%

191,251 広島県 呉市 エステサロンＭａＫａＮａ　エステサロンＭａＫａＮａ サービス 理容・美容業 5%

191,252 広島県 呉市 ｅｄｇｅ サービス その他サービス 5%

191,253 広島県 呉市 エミュ サービス 理容・美容業 5%

191,254 広島県 呉市 Ｍ２　ｂｙ　ｓｅｎｓｏ－ｕｎｉｃｏ　広店 小売業 衣料品 5%

191,255 広島県 呉市 エレガンスひろ　呉店 小売業 衣料品 5%

191,256 広島県 呉市 エレトピアカナヤ 小売業 電化製品 5%

191,257 広島県 呉市 エレトピアカナヤ　小平 小売業 電化製品 5%

191,258 広島県 呉市 エレトピアカナヤ西村店 小売業 電化製品 5%

191,259 広島県 呉市 エレトピアカナヤ丸山店 小売業 電化製品 5%

191,260 広島県 呉市 大長ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,261 広島県 呉市 オート小笠原 サービス その他サービス 5%

191,262 広島県 呉市 オートタカハラ　広店 サービス その他サービス 5%

191,263 広島県 呉市 小笠原オートショップ　ＤＳ呉店 小売業 その他小売 5%

191,264 広島県 呉市 オカムラ　サイクル 小売業 その他小売 5%

191,265 広島県 呉市 オカムラサイクル 小売業 その他小売 5%

191,266 広島県 呉市 岡本健生堂 小売業 その他小売 5%

191,267 広島県 呉市 お宝市番館　呉店 小売業 その他小売 5%

191,268 広島県 呉市 オリックスレンタカー呉駅前店 サービス その他サービス 2%
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191,269 広島県 呉市 音戸　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,270 広島県 呉市 カーピット　ヒロ 小売業 その他小売 5%

191,271 広島県 呉市 垣田治療院 サービス 理容・美容業 5%

191,272 広島県 呉市 片岡時計宝石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,273 広島県 呉市 金光金銀堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,274 広島県 呉市 ｃａｆｅ　　　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

191,275 広島県 呉市 Ｃａｆｅ　ＴＯＭＯＴＡＳＵ サービス 飲食業 5%

191,276 広島県 呉市 株式会社川口自工 サービス その他サービス 5%

191,277 広島県 呉市 株式会社　河野家具店 小売業 家具・調度品 5%

191,278 広島県 呉市 株式会社大呉食品 小売業 食料品 5%

191,279 広島県 呉市 株式会社平田商会　ピコ 小売業 その他小売 5%

191,280 広島県 呉市 株式会社ブラックコンピューター　ＰＣ再生工房呉店 小売業 電化製品 5%

191,281 広島県 呉市 リバーズ リバーズ 小売業 食料品 5%

191,282 広島県 呉市 かめや釣具　呉店 小売業 その他小売 5%

191,283 広島県 呉市 カメラのサエダ呉店 小売業 その他小売 5%

191,284 広島県 呉市 かもめ橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,285 広島県 呉市 狩留賀シーサイドＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,286 広島県 呉市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋呉広店 サービス 飲食業 2%

191,287 広島県 呉市 ニュー川尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,288 広島県 呉市 カワベ眼鏡店 サービス その他サービス 5%

191,289 広島県 呉市 きなり堂 小売業 衣料品 5%

191,290 広島県 呉市 ＫＩＮＯＳＴＹＬＥ商業美術　キノスタイルフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

191,291 広島県 呉市 ギャラクシー 小売業 衣料品 5%

191,292 広島県 呉市 牛角広店 サービス 飲食業 2%

191,293 広島県 呉市 倉橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,294 広島県 呉市 クラフト　ワークス 小売業 その他小売 5%

191,295 広島県 呉市 ｇｒｅｅｎ　ｒａｂｂｉｔ サービス 飲食業 5%

191,296 広島県 呉市 ぐりぐり家 焼山店 サービス 飲食業 5%

191,297 広島県 呉市 クレア 小売業 衣料品 5%

191,298 広島県 呉市 セブン－イレブン呉阿賀中央５丁目店 小売業 食料品 2%

191,299 広島県 呉市 呉医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

191,300 広島県 呉市 呉駅前　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,301 広島県 呉市 セブン－イレブン呉駅前店 小売業 食料品 2%

191,302 広島県 呉市 セブン－イレブン呉郷原町店 小売業 食料品 2%

191,303 広島県 呉市 セブン－イレブン呉古新開店 小売業 食料品 2%

191,304 広島県 呉市 セブン－イレブン呉市阿賀中央店 小売業 食料品 2%

191,305 広島県 呉市 セブン－イレブン呉市大新開店 小売業 食料品 2%

191,306 広島県 呉市 セブン－イレブン呉市押込店 小売業 食料品 2%

191,307 広島県 呉市 セブン－イレブン呉市海岸４丁目店 小売業 食料品 2%

191,308 広島県 呉市 セブン－イレブン呉市郷町店 小売業 食料品 2%

191,309 広島県 呉市 呉自動車学校 サービス その他サービス 5%

191,310 広島県 呉市 セブン－イレブン呉市苗代店 小売業 食料品 2%
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191,311 広島県 呉市 セブン－イレブン呉市広国際通り店 小売業 食料品 2%

191,312 広島県 呉市 セブン－イレブン呉市広支所前店 小売業 食料品 2%

191,313 広島県 呉市 セブン－イレブン呉市広中町店 小売業 食料品 2%

191,314 広島県 呉市 セブン－イレブン呉市本通８丁目店 小売業 食料品 2%

191,315 広島県 呉市 セブン－イレブン呉市焼山店 小売業 食料品 2%

191,316 広島県 呉市 呉昭和通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,317 広島県 呉市 セブン－イレブン呉市四ツ道路店 小売業 食料品 2%

191,318 広島県 呉市 ｇｒａｃｅ 小売業 衣料品 5%

191,319 広島県 呉市 セブン－イレブン呉潜水艦桟橋前店 小売業 食料品 2%

191,320 広島県 呉市 呉セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,321 広島県 呉市 セブン－イレブン呉体育館前店 小売業 食料品 2%

191,322 広島県 呉市 セブン－イレブン呉中央桟橋ターミナル店 小売業 食料品 2%

191,323 広島県 呉市 セブン－イレブン呉中央６丁目店 小売業 食料品 2%

191,324 広島県 呉市 セブン－イレブン呉中通１丁目店 小売業 食料品 2%

191,325 広島県 呉市 セブン－イレブン呉仁方桟橋通店 小売業 食料品 2%

191,326 広島県 呉市 セブン－イレブン呉西中央店 小売業 食料品 2%

191,327 広島県 呉市 セブン－イレブン呉宮原店 小売業 食料品 2%

191,328 広島県 呉市 セブンーイレブン呉焼山中央３丁目店 小売業 食料品 2%

191,329 広島県 呉市 呉輸送センターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,330 広島県 呉市 Ｋ　Ｍ　Ｊ美容室　Ｋ　Ｍ　Ｊ サービス 理容・美容業 5%

191,331 広島県 呉市 鷄氣舎 サービス 飲食業 5%

191,332 広島県 呉市 鶏氣舎 サービス 飲食業 5%

191,333 広島県 呉市 警固屋　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,334 広島県 呉市 ゲストハウスクトマレ サービス その他サービス 5%

191,335 広島県 呉市 ＫｅｎｇＩ 小売業 衣料品 5%

191,336 広島県 呉市 郷原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,337 広島県 呉市 コープ焼山 小売業 食料品 5%

191,338 広島県 呉市 ｔｏｒｏｔｏｒｏ 小売業 衣料品 5%

191,339 広島県 呉市 こりた茶屋 サービス 飲食業 5%

191,340 広島県 呉市 コンフォート広島 サービス その他サービス 5%

191,341 広島県 呉市 佐々木産業 小売業 電化製品 5%

191,342 広島県 呉市 有限会社佐々木釣具店 小売業 その他小売 5%

191,343 広島県 呉市 有限会社　佐々木釣具店　海岸店 小売業 その他小売 5%

191,344 広島県 呉市 有限会社　佐々木釣具店　広店 小売業 その他小売 5%

191,345 広島県 呉市 佐田犬猫病院 サービス その他サービス 5%

191,346 広島県 呉市 しまｃａｆｅきたたに サービス 飲食業 5%

191,347 広島県 呉市 Ｊｕｉｃｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

191,348 広島県 呉市 手芸センタードリーム　くれ広店 小売業 その他小売 5%

191,349 広島県 呉市 酒庫住田屋　呉　海岸店 小売業 食料品 5%

191,350 広島県 呉市 酒庫住田屋 広 中央店 小売業 食料品 5%

191,351 広島県 呉市 酒庫住田屋　焼山店 小売業 食料品 5%

191,352 広島県 呉市 春華園 小売業 食料品 5%
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191,353 広島県 呉市 旬菜匠味くし山 サービス 飲食業 5%

191,354 広島県 呉市 食道楽　　河村屋 サービス 飲食業 5%

191,355 広島県 呉市 シンタニテレビ 小売業 電化製品 5%

191,356 広島県 呉市 進物の大進　呉店 小売業 その他小売 5%

191,357 広島県 呉市 スーパードラッグひまわり呉築地店 小売業 その他小売 5%

191,358 広島県 呉市 スーパードラッグひまわり広中央店 小売業 その他小売 5%

191,359 広島県 呉市 スーパードラッグひまわり広店 小売業 その他小売 5%

191,360 広島県 呉市 スーパードラッグひまわり焼山店 小売業 その他小売 5%

191,361 広島県 呉市 鮨　よしむら サービス 飲食業 5%

191,362 広島県 呉市 すし活 サービス 飲食業 5%

191,363 広島県 呉市 ｓｔｉｌｌ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

191,364 広島県 呉市 炭火串焼まる吉 サービス 飲食業 5%

191,365 広島県 呉市 炭火焼肉　ごろう　呉店 サービス 飲食業 5%

191,366 広島県 呉市 炭焼　鳥平 サービス 飲食業 5%

191,367 広島県 呉市 生活彩家神田造船所店 小売業 その他小売 2%

191,368 広島県 呉市 せとだ動物病院 サービス その他サービス 5%

191,369 広島県 呉市 千福ギャラリー三宅屋商店 小売業 食料品 5%

191,370 広島県 呉市 そばと地酒　彩華　Ｓａｉｋａ サービス 飲食業 5%

191,371 広島県 呉市 そばと地酒彩華Ｓａｉｋａ サービス 飲食業 5%

191,372 広島県 呉市 第一自動車 サービス その他サービス 5%

191,373 広島県 呉市 大進創寫舘　呉店 サービス その他サービス 5%

191,374 広島県 呉市 ＪＭ／大成機工株式会社 小売業 その他小売 5%

191,375 広島県 呉市 たていし園　呉 小売業 食料品 5%

191,376 広島県 呉市 田原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,377 広島県 呉市 単車屋 小売業 その他小売 5%

191,378 広島県 呉市 チェスタ－フィ－ルド サービス その他サービス 5%

191,379 広島県 呉市 中国堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

191,380 広島県 呉市 直売売上 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,381 広島県 呉市 ｄｅａｒ 小売業 衣料品 5%

191,382 広島県 呉市 ｄｅａｒ 小売業 衣料品 5%

191,383 広島県 呉市 鉄板焼　ＮＵＭＢＥＲ?１? サービス 飲食業 5%

191,384 広島県 呉市 デニム 小売業 衣料品 5%

191,385 広島県 呉市 てもみー呉店　てもみー呉店 サービス その他サービス 5%

191,386 広島県 呉市 東部飲料 小売業 食料品 5%

191,387 広島県 呉市 東部ホンダモータース 小売業 その他小売 5%

191,388 広島県 呉市 トータルスタジオフォセット　フォトプラザ店 サービス その他サービス 5%

191,389 広島県 呉市 トータルスタジオフォセット　ポートピアパーク店 サービス その他サービス 5%

191,390 広島県 呉市 徳川　呉中通り店 サービス 飲食業 5%

191,391 広島県 呉市 徳川広店 サービス 飲食業 5%

191,392 広島県 呉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ呉駅前通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,393 広島県 呉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ阿賀インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,394 広島県 呉市 徳兵衛　呉駅ビル店 サービス 飲食業 5%
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191,395 広島県 呉市 ドコモショップ　広国際通り店 小売業 電化製品 5%

191,396 広島県 呉市 冨永整体 サービス その他サービス 5%

191,397 広島県 呉市 トヨタレンタリース広島呉三条店 サービス その他サービス 2%

191,398 広島県 呉市 とりう電気 小売業 電化製品 5%

191,399 広島県 呉市 とり鉄　岡山錦町店 サービス 飲食業 5%

191,400 広島県 呉市 鳥乃家 サービス 飲食業 5%

191,401 広島県 呉市 鳥平 サービス 飲食業 5%

191,402 広島県 呉市 なかじ鮮魚店　なかじ鮮魚店 小売業 食料品 5%

191,403 広島県 呉市 長ノ木通　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,404 広島県 呉市 中本個人タクシー サービス 運輸業 5%

191,405 広島県 呉市 ナンバ 小売業 衣料品 5%

191,406 広島県 呉市 西日本メディカル呉営業所 小売業 その他小売 5%

191,407 広島県 呉市 二丁目割烹　Ｒｏｊｉ サービス 飲食業 5%

191,408 広島県 呉市 ネッツトヨタ中国広店 小売業 その他小売 5%

191,409 広島県 呉市 ネッツトヨタ広島呉店 小売業 その他小売 5%

191,410 広島県 呉市 ノーブル 小売業 衣料品 5%

191,411 広島県 呉市 ＢＩＫＥ　ＳＨＯＰ　ＪＵＮ 小売業 その他小売 5%

191,412 広島県 呉市 ＢＩＫＥ　ＳＨＯＰ　ＪＵＮ 小売業 その他小売 5%

191,413 広島県 呉市 バイクセンターくれ 小売業 その他小売 5%

191,414 広島県 呉市 ＨＩＧＨＢＲＩＤ 小売業 衣料品 5%

191,415 広島県 呉市 白王 サービス その他サービス 5%

191,416 広島県 呉市 パソコンドック２４広島店 サービス その他サービス 5%

191,417 広島県 呉市 ハタテレビ商会 小売業 電化製品 5%

191,418 広島県 呉市 花のおかみね 小売業 その他小売 5%

191,419 広島県 呉市 華鳩＊榎酒造　株式会社 小売業 食料品 5%

191,420 広島県 呉市 パナピット　わき 小売業 電化製品 5%

191,421 広島県 呉市 パナピットおかもと 小売業 電化製品 5%

191,422 広島県 呉市 パナピットかわもと 小売業 電化製品 5%

191,423 広島県 呉市 パナピット　くぼ 小売業 電化製品 5%

191,424 広島県 呉市 パナピットサンケアよしだ 小売業 電化製品 5%

191,425 広島県 呉市 パナピットヒット電機 小売業 電化製品 5%

191,426 広島県 呉市 有限会社　原洋装店 小売業 衣料品 5%

191,427 広島県 呉市 原洋装店 小売業 衣料品 5%

191,428 広島県 呉市 原洋装店　Ｃｕｅ店 小売業 衣料品 5%

191,429 広島県 呉市 ＶＩＡ　ＬＵＩＳＡ 小売業 衣料品 5%

191,430 広島県 呉市 ビークルピット　仁方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,431 広島県 呉市 ぴいすｈａｉｒ サービス その他サービス 5%

191,432 広島県 呉市 Ｂ・ブルージュ 小売業 衣料品 5%

191,433 広島県 呉市 （有）ビーライン　ピンクビーインターナショナル 小売業 衣料品 5%

191,434 広島県 呉市 ヒガキ電機 小売業 電化製品 5%

191,435 広島県 呉市 ひかり電機商会 小売業 電化製品 5%

191,436 広島県 呉市 ビジネスホテルクレ サービス 宿泊業 5%
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191,437 広島県 呉市 ビストロ アミティエ サービス 飲食業 5%

191,438 広島県 呉市 ビッグサークル サービス その他サービス 5%

191,439 広島県 呉市 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＮＡＬＩＰＯ サービス 飲食業 5%

191,440 広島県 呉市 檜電機 小売業 電化製品 5%

191,441 広島県 呉市 ビューポートくれホテル サービス 宿泊業 5%

191,442 広島県 呉市 美容室　ｈｉｔｏｍｉ サービス 理容・美容業 5%

191,443 広島県 呉市 美容室ｈｉｔｏｍｉ 美容室ｈｉｔｏｍｉ サービス 理容・美容業 5%

191,444 広島県 呉市 広ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,445 広島県 呉市 広ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,446 広島県 呉市 セブン－イレブン広島川尻店 小売業 食料品 2%

191,447 広島県 呉市 広島トヨペット呉店 小売業 その他小売 5%

191,448 広島県 呉市 広島トヨペット広店 小売業 その他小売 5%

191,449 広島県 呉市 セブン－イレブン広島安浦北店 小売業 食料品 2%

191,450 広島県 呉市 セブン－イレブン広島安浦店 小売業 食料品 2%

191,451 広島県 呉市 フォーシーズン　フォーシーズン 小売業 その他小売 5%

191,452 広島県 呉市 ＦＯＳＳＥＴＴＥ　フォトプラザ店 サービス その他サービス 5%

191,453 広島県 呉市 ＦＯＳＳＥＴＴＥ　ポートピアパーク店 サービス その他サービス 5%

191,454 広島県 呉市 ふくま 小売業 衣料品 5%

191,455 広島県 呉市 フジイ電器 小売業 電化製品 5%

191,456 広島県 呉市 藤三　阿賀店 小売業 食料品 5%

191,457 広島県 呉市 藤三　宇和木店 小売業 食料品 5%

191,458 広島県 呉市 藤三　片山店 小売業 食料品 5%

191,459 広島県 呉市 藤三　御所の浦店 小売業 食料品 5%

191,460 広島県 呉市 藤三　新広店 小売業 食料品 5%

191,461 広島県 呉市 藤三　仁方店 小売業 食料品 5%

191,462 広島県 呉市 藤三　光町店 小売業 食料品 5%

191,463 広島県 呉市 藤三　広店 小売業 食料品 5%

191,464 広島県 呉市 藤三　焼山店 小売業 食料品 5%

191,465 広島県 呉市 藤三　安浦店 小売業 食料品 5%

191,466 広島県 呉市 藤の脇　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,467 広島県 呉市 ｐｌａｎｔｓ＆ｆｌｏｗｅｒｓ　ＲＥＩＧＡＬＯ 小売業 その他小売 5%

191,468 広島県 呉市 ブルージュ　和館 小売業 衣料品 5%

191,469 広島県 呉市 フレスタ呉駅ビル店 小売業 その他小売 5%

191,470 広島県 呉市 フレスタ警固屋店 小売業 その他小売 5%

191,471 広島県 呉市 フレスタ広店 小売業 その他小売 5%

191,472 広島県 呉市 ヘアークラフトエアー エアー サービス 理容・美容業 5%

191,473 広島県 呉市 ヘアーサロン　サイノ　アネックス サービス 理容・美容業 5%

191,474 広島県 呉市 平成自動車 小売業 その他小売 5%

191,475 広島県 呉市 ＰＥＣＯ　蔵本通り店 サービス その他サービス 5%

191,476 広島県 呉市 ＰＥＣＯ　警固屋店 サービス その他サービス 5%

191,477 広島県 呉市 ＰＥＣＯ　三条店 サービス その他サービス 5%

191,478 広島県 呉市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　１号店 サービス その他サービス 5%
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191,479 広島県 呉市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　蔵本通り店 サービス その他サービス 5%

191,480 広島県 呉市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　警固屋店 サービス その他サービス 5%

191,481 広島県 呉市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　５号店 サービス その他サービス 5%

191,482 広島県 呉市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　３号店 サービス その他サービス 5%

191,483 広島県 呉市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　三条店 サービス その他サービス 5%

191,484 広島県 呉市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　広白石店 サービス その他サービス 5%

191,485 広島県 呉市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　広本町店 サービス その他サービス 5%

191,486 広島県 呉市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　宮原店 サービス その他サービス 5%

191,487 広島県 呉市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　焼山中央店 サービス その他サービス 5%

191,488 広島県 呉市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　焼山西店 サービス その他サービス 5%

191,489 広島県 呉市 ＰＥＣＯ　広白石店 サービス その他サービス 5%

191,490 広島県 呉市 ＰＥＣＯ　広本町店 サービス その他サービス 5%

191,491 広島県 呉市 ＰＥＣＯ　ペコ１号店 サービス その他サービス 5%

191,492 広島県 呉市 ＰＥＣＯ　ペコ５号店 サービス その他サービス 5%

191,493 広島県 呉市 ＰＥＣＯ　ペコ３号店 サービス その他サービス 5%

191,494 広島県 呉市 ＰＥＣＯ　宮原店 サービス その他サービス 5%

191,495 広島県 呉市 ＰＥＣＯ　焼山中央店 サービス その他サービス 5%

191,496 広島県 呉市 ＰＥＣＯ　焼山西店 サービス その他サービス 5%

191,497 広島県 呉市 宝石の山本 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,498 広島県 呉市 ポ－トサイドＫＵＲＥＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,499 広島県 呉市 ホテルクレシオ呉本通り サービス 宿泊業 5%

191,500 広島県 呉市 ホームセンター　タック本店 小売業 家具・調度品 5%

191,501 広島県 呉市 堀江宝飾店呉本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,502 広島県 呉市 本社 小売業 その他小売 2%

191,503 広島県 呉市 松尾スズキ サービス その他サービス 5%

191,504 広島県 呉市 マツダオートザム呉東 小売業 その他小売 5%

191,505 広島県 呉市 マリン薬局　阿賀店 小売業 その他小売 5%

191,506 広島県 呉市 マリン薬局　広中央店 小売業 その他小売 5%

191,507 広島県 呉市 マリン薬局　三津田店 小売業 その他小売 5%

191,508 広島県 呉市 ｍａｒｕｃｏ音楽教室 サービス その他サービス 5%

191,509 広島県 呉市 丸十水産 小売業 食料品 5%

191,510 広島県 呉市 マル電商会 小売業 電化製品 5%

191,511 広島県 呉市 おしゃれの店マルミツ 小売業 衣料品 5%

191,512 広島県 呉市 万惣　呉東中央店 小売業 食料品 5%

191,513 広島県 呉市 万惣　呉広店 小売業 食料品 5%

191,514 広島県 呉市 万惣　焼山店 小売業 食料品 5%

191,515 広島県 呉市 ＭＥＡＴ　　　ＤＥＬＩ　二葉屋 小売業 食料品 5%

191,516 広島県 呉市 三浦自転車商会 小売業 その他小売 5%

191,517 広島県 呉市 みかんあいらんど 小売業 食料品 2%

191,518 広島県 呉市 みしまミルク 小売業 食料品 5%

191,519 広島県 呉市 みたらいギャラリー サービス その他サービス 5%

191,520 広島県 呉市 みなと珈琲店 小売業 食料品 5%
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191,521 広島県 呉市 ｍｅｍｅ． 小売業 衣料品 5%

191,522 広島県 呉市 村尾昌文堂　村尾昌文堂 小売業 その他小売 5%

191,523 広島県 呉市 室尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,524 広島県 呉市 銘酒処　酒狸 サービス 飲食業 5%

191,525 広島県 呉市 メガネ２１　呉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,526 広島県 呉市 メガネの田中　広中町店 小売業 その他小売 5%

191,527 広島県 呉市 モードセレス呉店 小売業 衣料品 5%

191,528 広島県 呉市 焼山中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,529 広島県 呉市 屋号　ぽんぽん船 サービス 飲食業 5%

191,530 広島県 呉市 安浦東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,531 広島県 呉市 ｙａｍｏｓ サービス 飲食業 5%

191,532 広島県 呉市 和八 サービス 飲食業 5%

191,533 広島県 呉市 和楽広島呉店 サービス 飲食業 5%

191,534 広島県 呉市 ゆあーまりん託児所 サービス その他サービス 5%

191,535 広島県 呉市 有限会社アイリスクラブ サービス 理容・美容業 5%

191,536 広島県 呉市 有限会社岩谷 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,537 広島県 呉市 有限会社岩谷 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,538 広島県 呉市 有限会社カークリニック松本 サービス その他サービス 5%

191,539 広島県 呉市 有限会社カリフォルニアワンオーワンピザ サービス 飲食業 5%

191,540 広島県 呉市 有限会社瀬戸鉄工 小売業 食料品 5%

191,541 広島県 呉市 ［ＨＣ］有限会社電化シティー呉 小売業 電化製品 5%

191,542 広島県 呉市 有限会社　はまもりボデ－ サービス その他サービス 5%

191,543 広島県 呉市 有限会社藤村自動車 サービス その他サービス 5%

191,544 広島県 呉市 有限会社　まえだ二輪 小売業 その他小売 5%

191,545 広島県 呉市 有限会社室尾観光タクシー 広島５００ あ ９２?５６ サービス 運輸業 5%

191,546 広島県 呉市 有料自習室 ＫＵＲＥＢＡ サービス その他サービス 5%

191,547 広島県 呉市 癒人?ＹＵＪＩＮ?　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｓｐａｃｅ　　　Ｂｏｄｙ　ｃａｒｅ　癒人　?ＹＵＪＩＮ? サービス その他サービス 5%

191,548 広島県 呉市 ゆめタウン呉リエジュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,549 広島県 呉市 ｙｏｇａｓｐａｃｅ　ｓｌｏｗ サービス その他サービス 5%

191,550 広島県 呉市 ラタン・イヴ 小売業 衣料品 5%

191,551 広島県 呉市 ｌａ．ｂｏｃｃａ サービス 飲食業 5%

191,552 広島県 呉市 リエジュ　ゆめタウン呉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,553 広島県 呉市 リカーズ呉駅店 小売業 その他小売 5%

191,554 広島県 呉市 ＲｅＰＬＡＹＭＯＴＯＳＥＲＶＩＣＥ 小売業 その他小売 5%

191,555 広島県 呉市 Ｒｉｖｅｔ 小売業 衣料品 5%

191,556 広島県 呉市 釣士田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,557 広島県 呉市 料亭　近惣 サービス 飲食業 5%

191,558 広島県 呉市 リンパケア華蓮 サービス 理容・美容業 5%

191,559 広島県 呉市 ＲＯＵＥＮ 小売業 衣料品 5%

191,560 広島県 呉市 Ｌｕ?ｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

191,561 広島県 呉市 Ｒｅｉａ サービス その他サービス 5%

191,562 広島県 呉市 ロックドア 小売業 その他小売 5%
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191,563 広島県 呉市 ロックドア サービス その他サービス 5%

191,564 広島県 呉市 ワークショップアトム　広店 小売業 家具・調度品 5%

191,565 広島県 呉市 和醸良酒光榮堂 サービス 飲食業 5%

191,566 広島県 呉市 和洋酒彩　菜寿 サービス 飲食業 5%

191,567 広島県 坂町 ウインディさか 小売業 電化製品 5%

191,568 広島県 坂町 乙カフェ サービス 飲食業 5%

191,569 広島県 坂町 Ｋｕｒｕｍａｊｉ　Ｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

191,570 広島県 坂町 小沢園芸フジグラン安芸 小売業 その他小売 5%

191,571 広島県 坂町 しーじゃっく　安芸坂店 サービス 飲食業 5%

191,572 広島県 坂町 しゃぶしゃぶ温野菜 パルティフジ坂店 サービス 飲食業 2%

191,573 広島県 坂町 しゃぶしゃぶ温野菜パルティ・フジ坂店 サービス 飲食業 2%

191,574 広島県 坂町 ジュエリービュー　安芸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,575 広島県 坂町 ＳＬＯＰＥ サービス 理容・美容業 5%

191,576 広島県 坂町 綜合エナジー　坂亀石山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,577 広島県 坂町 ソフトバンク　フジグラン安芸 小売業 その他小売 5%

191,578 広島県 坂町 セブン－イレブン広島坂亀石山店 小売業 食料品 2%

191,579 広島県 坂町 ポプラ坂店 小売業 その他小売 2%

191,580 広島県 坂町 ミモザ　フジグラン安芸店 小売業 衣料品 5%

191,581 広島県 坂町 メガネの田中　フジグラン安芸店 小売業 その他小売 5%

191,582 広島県 坂町 わきみず亭 サービス 飲食業 5%

191,583 広島県 庄原市 出光西城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,584 広島県 庄原市 出光庄原駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,585 広島県 庄原市 出光東城インターチェンジ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,586 広島県 庄原市 出光東城川西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,587 広島県 庄原市 ウイー　東城店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

191,588 広島県 庄原市 上田ボデー工業所有限会社 サービス その他サービス 5%

191,589 広島県 庄原市 受原　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,590 広島県 庄原市 ＭＰＭ サービス その他サービス 5%

191,591 広島県 庄原市 Ｍ?ＬＡＮＤ 小売業 衣料品 5%

191,592 広島県 庄原市 大澤田葡萄酒店 小売業 食料品 5%

191,593 広島県 庄原市 小奴可ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,594 広島県 庄原市 おもちゃのハラ　おもちゃのハラ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

191,595 広島県 庄原市 上原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,596 広島県 庄原市 カラオケうたっCha! サービス 飲食業 5%

191,597 広島県 庄原市 口和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,598 広島県 庄原市 西城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,599 広島県 庄原市 西城駅前　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,600 広島県 庄原市 セブン－イレブン庄原板橋町店 小売業 食料品 2%

191,601 広島県 庄原市 セブン－イレブン庄原インター北店 小売業 食料品 2%

191,602 広島県 庄原市 庄原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,603 広島県 庄原市 セブン－イレブン庄原西城町店 小売業 食料品 2%

191,604 広島県 庄原市 セブン－イレブン庄原新庄店 小売業 食料品 2%
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191,605 広島県 庄原市 庄原スペインＢＡＲ サービス 飲食業 5%

191,606 広島県 庄原市 セブン－イレブン庄原西本町店 小売業 食料品 2%

191,607 広島県 庄原市 庄原東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,608 広島県 庄原市 セブン－イレブン庄原山内店 小売業 食料品 2%

191,609 広島県 庄原市 杉原電器 小売業 電化製品 5%

191,610 広島県 庄原市 スズキ東城販売 サービス その他サービス 5%

191,611 広島県 庄原市 スーパーワーク　職人の店　庄原店 小売業 衣料品 5%

191,612 広島県 庄原市 ＳＰＡＣＥ ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

191,613 広島県 庄原市 世応青香園 小売業 食料品 5%

191,614 広島県 庄原市 帝釈峡観光ホテル　錦彩館 サービス 宿泊業 5%

191,615 広島県 庄原市 帝釈峡観光ホテル養浩荘 サービス 宿泊業 5%

191,616 広島県 庄原市 高野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,617 広島県 庄原市 高野中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,618 広島県 庄原市 つむら動物病院 サービス その他サービス 5%

191,619 広島県 庄原市 つむら動物病院　つむら動物病院 サービス その他サービス 5%

191,620 広島県 庄原市 どいメガネ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,621 広島県 庄原市 東城インター　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,622 広島県 庄原市 東城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,623 広島県 庄原市 セブン－イレブン東城川東店 小売業 食料品 2%

191,624 広島県 庄原市 トーエイ西城店 小売業 食料品 5%

191,625 広島県 庄原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東城インタ―ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,626 広島県 庄原市 七塚原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,627 広島県 庄原市 パーチェム サービス 飲食業 5%

191,628 広島県 庄原市 Ｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

191,629 広島県 庄原市 ビス サービス 理容・美容業 5%

191,630 広島県 庄原市 百彩百華にしかみ 小売業 衣料品 5%

191,631 広島県 庄原市 たけだ 小売業 電化製品 5%

191,632 広島県 庄原市 たけだ東城店 小売業 電化製品 5%

191,633 広島県 庄原市 比和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,634 広島県 庄原市 備後西城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,635 広島県 庄原市 藤田自動車工業 サービス その他サービス 5%

191,636 広島県 庄原市 フレスタ庄原店 小売業 その他小売 5%

191,637 広島県 庄原市 フレスタ東城店 小売業 その他小売 2%

191,638 広島県 庄原市 ホテル比婆荘 サービス 宿泊業 5%

191,639 広島県 庄原市 ポプラ東城川東店 小売業 その他小売 2%

191,640 広島県 庄原市 Honda Cars庄原 サービス その他サービス 5%

191,641 広島県 庄原市 メガネハウス　タケダ 小売業 その他小売 5%

191,642 広島県 庄原市 ｙｗｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

191,643 広島県 庄原市 有限会社比婆観光センター　有限会社比婆観光センター サービス 飲食業 5%

191,644 広島県 庄原市 有限会社比和石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,645 広島県 庄原市 有限会社ヨシカワ 小売業 その他小売 5%

191,646 広島県 神石高原町 アザレアガーデン油木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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191,647 広島県 神石高原町 アシュティー・アンド・カンパニーズ サービス その他サービス 5%

191,648 広島県 神石高原町 ＩＳＥＫＩＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,649 広島県 神石高原町 出光神石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,650 広島県 神石高原町 カワカミ電化 小売業 電化製品 5%

191,651 広島県 神石高原町 小畠　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,652 広島県 神石高原町 小吹　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,653 広島県 神石高原町 Ｊ Ｋ ミートショップＳＨＩＭＯＨＡＲＡ 神石高原店 小売業 食料品 5%

191,654 広島県 神石高原町 神石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,655 広島県 神石高原町 高蓋　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,656 広島県 神石高原町 豊松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,657 広島県 神石高原町 豊松　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,658 広島県 神石高原町 油木　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,659 広島県 世羅町 荒谷オート 小売業 その他小売 5%

191,660 広島県 世羅町 Ａｎｇｌｅｒ’ｓ　Ｓｈｏｐ　ＫＩＮＧＦＩＳＨ 小売業 その他小売 5%

191,661 広島県 世羅町 出光セルフ世羅バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,662 広島県 世羅町 出光（有）藤井石油津久志ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,663 広島県 世羅町 大手門 小売業 食料品 5%

191,664 広島県 世羅町 株式会社森田尚文館 小売業 その他小売 5%

191,665 広島県 世羅町 クリーニングホワイトパオ店　ストア サービス その他サービス 5%

191,666 広島県 世羅町 クロダ生花店 本店 クロダ生花店 小売業 その他小売 5%

191,667 広島県 世羅町 化粧品のきょうめん 小売業 その他小売 5%

191,668 広島県 世羅町 甲山バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,669 広島県 世羅町 甲山ブックセンター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

191,670 広島県 世羅町 甲山ホンダ販売株式会社　ＨｏｎｄａＣａｒｓ世羅　甲山店 小売業 その他小売 5%

191,671 広島県 世羅町 近藤プランニング 近藤プランニング サービス その他サービス 5%

191,672 広島県 世羅町 ショージ世羅店 小売業 食料品 5%

191,673 広島県 世羅町 すずらんホテル木原 サービス 宿泊業 5%

191,674 広島県 世羅町 スーパーマーケット　三谷屋　パオ店 小売業 食料品 5%

191,675 広島県 世羅町 世羅中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,676 広島県 世羅町 只野建具店 サービス その他サービス 5%

191,677 広島県 世羅町 たちばな屋 小売業 食料品 5%

191,678 広島県 世羅町 中華の店　楊々 サービス 飲食業 5%

191,679 広島県 世羅町 時計．メガネ　イノクチ 小売業 その他小売 5%

191,680 広島県 世羅町 ビストロ　ラヴニール サービス 飲食業 5%

191,681 広島県 世羅町 ＰＩＧ ＢＯＮＥ サービス 飲食業 5%

191,682 広島県 世羅町 備後三川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,683 広島県 世羅町 まるそう 小売業 その他小売 5%

191,684 広島県 世羅町 メンズショップホリカワ 小売業 衣料品 5%

191,685 広島県 世羅町 やぎ丸農場 小売業 食料品 5%

191,686 広島県 世羅町 有限会社吉国クリーニング店  有 吉国クリーニング店 サービス 理容・美容業 5%

191,687 広島県 世羅町 和菓子処　大手門 小売業 食料品 5%

191,688 広島県 竹原市 赤坂屋クリーニング イズミ店 サービス その他サービス 5%
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191,689 広島県 竹原市 赤坂屋クリーニング　藤三店 サービス その他サービス 5%

191,690 広島県 竹原市 赤坂屋クリーニング　本店 サービス その他サービス 5%

191,691 広島県 竹原市 味処　日之出 サービス 飲食業 5%

191,692 広島県 竹原市 Ａｎｃｉｅｎｎｅ サービス その他サービス 5%

191,693 広島県 竹原市 出光忠海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,694 広島県 竹原市 ウィンズ賀茂川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,695 広島県 竹原市 ウィンズ竹原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,696 広島県 竹原市 オイダ電器 小売業 電化製品 5%

191,697 広島県 竹原市 大乗ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,698 広島県 竹原市 大乗ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,699 広島県 竹原市 尾原デンキ 小売業 電化製品 5%

191,700 広島県 竹原市 おもちゃの城きり屋 おもちゃの城きり屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

191,701 広島県 竹原市 Ｃａｆｅ　ｈｏｘｔｏｎ サービス 飲食業 5%

191,702 広島県 竹原市 かわまつ 小売業 その他小売 5%

191,703 広島県 竹原市 漢香堂 女性のための漢方 中医アロマセラピー 小売業 食料品 5%

191,704 広島県 竹原市 がんこ寿司 サービス 飲食業 5%

191,705 広島県 竹原市 神田精果園 神田精果園直販所 小売業 食料品 5%

191,706 広島県 竹原市 神田精果園直販所 小売業 食料品 5%

191,707 広島県 竹原市 業務用食品スーパー竹原店 小売業 食料品 5%

191,708 広島県 竹原市 酒庫住田屋 竹原店 小売業 食料品 5%

191,709 広島県 竹原市 スーパードラッグひまわり竹原店 小売業 その他小売 5%

191,710 広島県 竹原市 スーパーマミー 小売業 その他小売 5%

191,711 広島県 竹原市 スペースアンソロジー サービス 飲食業 5%

191,712 広島県 竹原市 せとうちクルーザー サービス その他サービス 5%

191,713 広島県 竹原市 ダイニングカフェｂｒａｎｃｈ サービス 飲食業 5%

191,714 広島県 竹原市 竹鶴酒造株式会社 小売業 食料品 5%

191,715 広島県 竹原市 セブン－イレブン竹原中央店 小売業 食料品 2%

191,716 広島県 竹原市 セブン－イレブン竹原西野町店 小売業 食料品 2%

191,717 広島県 竹原市 セブン－イレブン竹原東大井店 小売業 食料品 2%

191,718 広島県 竹原市 竹原三永ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,719 広島県 竹原市 セブン－イレブン竹原吉名店 小売業 食料品 2%

191,720 広島県 竹原市 兆治 サービス 飲食業 5%

191,721 広島県 竹原市 手打ちさぬきうどん 長太 サービス 飲食業 5%

191,722 広島県 竹原市 道工電機 小売業 電化製品 5%

191,723 広島県 竹原市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｍ サービス 飲食業 5%

191,724 広島県 竹原市 広島トヨペット竹原店 小売業 その他小売 5%

191,725 広島県 竹原市 藤井酒造酒蔵交流館 小売業 食料品 5%

191,726 広島県 竹原市 藤三　竹原店 小売業 食料品 5%

191,727 広島県 竹原市 ホテハマデンキ 小売業 電化製品 5%

191,728 広島県 竹原市 ホテハマデンキサービス 小売業 電化製品 5%

191,729 広島県 竹原市 ホテル大広苑 サービス 宿泊業 5%

191,730 広島県 竹原市 ホテル大広苑 レストラン花車 サービス 宿泊業 5%
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191,731 広島県 竹原市 マクドナルド１８５竹原店 サービス 飲食業 2%

191,732 広島県 竹原市 誠家 サービス 飲食業 5%

191,733 広島県 竹原市 眞鍋モータース 小売業 その他小売 5%

191,734 広島県 竹原市 ?誠心堂　西村薬品 小売業 その他小売 5%

191,735 広島県 竹原市 丸菱自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

191,736 広島県 竹原市 メガネの田中　フジ竹原店 小売業 その他小売 5%

191,737 広島県 竹原市 焼肉　みっちゃん サービス 飲食業 5%

191,738 広島県 竹原市 焼肉の一 サービス 飲食業 5%

191,739 広島県 廿日市市 Ｒ＆Ｓ【アールアンドエス】 サービス その他サービス 5%

191,740 広島県 廿日市市 ＲＶ　ＩＭＰＡＣＴ　ＲＶ　ＩＭＰＡＣＴ 小売業 その他小売 5%

191,741 広島県 廿日市市 アイ★ベックヘアー サービス 理容・美容業 5%

191,742 広島県 廿日市市 安芸グランドホテル＆ＳＰＡ サービス 宿泊業 5%

191,743 広島県 廿日市市 アクアヴィータ サービス その他サービス 5%

191,744 広島県 廿日市市 あけのｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

191,745 広島県 廿日市市 味点 サービス 飲食業 5%

191,746 広島県 廿日市市 阿品台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,747 広島県 廿日市市 あじな動物病院 サービス その他サービス 5%

191,748 広島県 廿日市市 あじな動物病院 サービス その他サービス 5%

191,749 広島県 廿日市市 あゆみホームパーティズ　広島廿日市スタジオ 小売業 その他小売 5%

191,750 広島県 廿日市市 ＡｎＤＬＡｎＤ　ｈａｉｒ　　ｈｅａｌ サービス 理容・美容業 5%

191,751 広島県 廿日市市 一枚板のテーブル工房きくら サービス その他サービス 5%

191,752 広島県 廿日市市 ｖａｇｕｅ＆ｂｉｂｉａｎ 小売業 その他小売 5%

191,753 広島県 廿日市市 ウィークエンド 小売業 その他小売 5%

191,754 広島県 廿日市市 ウィスタリアフィールド　ＯＲＢ　廿日市店 サービス 理容・美容業 5%

191,755 広島県 廿日市市 ＷＩＳＴＡＲＩＡＦＩＥＬＤ　ＰＯＲＴ サービス 理容・美容業 5%

191,756 広島県 廿日市市 オート・カインド 小売業 その他小売 5%

191,757 広島県 廿日市市 大野生鮮市場 小売業 その他小売 5%

191,758 広島県 廿日市市 沖原園芸 小売業 その他小売 5%

191,759 広島県 廿日市市 ｏｋｅｉｋｏＪａｐａｎ宮島 サービス その他サービス 5%

191,760 広島県 廿日市市 お好みハウスわかみや サービス 飲食業 5%

191,761 広島県 廿日市市 お好み焼まとちゃん サービス 飲食業 5%

191,762 広島県 廿日市市 小田億　ファインズ 小売業 家具・調度品 5%

191,763 広島県 廿日市市 尾田食糧店 小売業 食料品 5%

191,764 広島県 廿日市市 オッペン化粧品　大野営業所 小売業 その他小売 5%

191,765 広島県 廿日市市 オートプラン 小売業 その他小売 5%

191,766 広島県 廿日市市 おもてなしホステル宮島 サービス 宿泊業 5%

191,767 広島県 廿日市市 御料理 仕出し 魚武 サービス 飲食業 5%

191,768 広島県 廿日市市 カーサポートぴあの サービス その他サービス 5%

191,769 広島県 廿日市市 ＣＡＲ　ＴＲＵＳＴ サービス その他サービス 5%

191,770 広島県 廿日市市 介護タクシー・みやじま サービス その他サービス 5%

191,771 広島県 廿日市市 家具の共伸 小売業 家具・調度品 5%

191,772 広島県 廿日市市 カーショップ西広島 小売業 その他小売 5%
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191,773 広島県 廿日市市 勝井呉服店 小売業 衣料品 5%

191,774 広島県 廿日市市 勝井呉服店 小売業 衣料品 5%

191,775 広島県 廿日市市 ｋａｎｏａ【カノア】 サービス 理容・美容業 5%

191,776 広島県 廿日市市 Ｃａｆｅ　　　Ｇａｌｌｅｒｙ　柿尾坂 サービス 飲食業 5%

191,777 広島県 廿日市市 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒバンビーノ サービス 飲食業 5%

191,778 広島県 廿日市市 ＣＡＦＥＬＥＮＴＥ サービス 飲食業 5%

191,779 広島県 廿日市市 元祖もみぢ饅頭 高津堂 小売業 食料品 5%

191,780 広島県 廿日市市 菊がわ サービス 宿泊業 5%

191,781 広島県 廿日市市 喫茶　しま サービス 飲食業 5%

191,782 広島県 廿日市市 Ｑｕｉｎａｃｏ 小売業 その他小売 5%

191,783 広島県 廿日市市 ＧＡＬＦＩＴ　広島ナタリー店 小売業 衣料品 5%

191,784 広島県 廿日市市 喜来々　宮島店 小売業 その他小売 5%

191,785 広島県 廿日市市 錦水館 サービス 宿泊業 5%

191,786 広島県 廿日市市 ＱＵＡＤＲＯＰＨＥＮＩＡ 小売業 衣料品 5%

191,787 広島県 廿日市市 ｃｕｃｉｎａｖｅｇｅｔａｌｅｏｔｔｏ サービス 飲食業 5%

191,788 広島県 廿日市市 蔵元直営店　やすらぎ醗酵房 小売業 食料品 5%

191,789 広島県 廿日市市 蔵宿いろは サービス 宿泊業 5%

191,790 広島県 廿日市市 ＧＲＵＭＰＹ 小売業 その他小売 5%

191,791 広島県 廿日市市 クリスタライズ美容室　クリスタライズ美容室 サービス 理容・美容業 5%

191,792 広島県 廿日市市 ｇｒｏｕｓ ａｒｄｉｎｇｌｙ ｆｏｒ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

191,793 広島県 廿日市市 ＣＲＯＰＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

191,794 広島県 廿日市市 啓文社　廿日市店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

191,795 広島県 廿日市市 珈琲創庫 サービス 飲食業 5%

191,796 広島県 廿日市市 コーヒーロースターＳＴＵＦＦ 小売業 食料品 5%

191,797 広島県 廿日市市 古今果　ｃｏｃｏｎｃａ 小売業 食料品 5%

191,798 広島県 廿日市市 古今果　ａｎｃｏ 小売業 食料品 5%

191,799 広島県 廿日市市 寿屋珈琲　宮内店 サービス 飲食業 5%

191,800 広島県 廿日市市 小林物産店 小売業 その他小売 5%

191,801 広島県 廿日市市 佐伯醤油 小売業 食料品 5%

191,802 広島県 廿日市市 佐久間海産商会 販売所 小売業 食料品 5%

191,803 広島県 廿日市市 さくらや サービス 宿泊業 5%

191,804 広島県 廿日市市 ｚａｋｋａひぐらし 小売業 その他小売 5%

191,805 広島県 廿日市市 ｓｕｐ宮島 サービス その他サービス 5%

191,806 広島県 廿日市市 茶和々　宮島店 小売業 その他小売 5%

191,807 広島県 廿日市市 シオダスポーツ　桜尾店 小売業 その他小売 5%

191,808 広島県 廿日市市 しみず薬局 しみず薬局本店 小売業 その他小売 5%

191,809 広島県 廿日市市 しみず薬局 平良しみず薬局 小売業 その他小売 5%

191,810 広島県 廿日市市 しみず薬局 ホンマチ薬局 小売業 その他小売 5%

191,811 広島県 廿日市市 杓子の家 小売業 その他小売 5%

191,812 広島県 廿日市市 株式会社ジャンマンガファナン サービス 理容・美容業 5%

191,813 広島県 廿日市市 ジュエラ　廿日市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,814 広島県 廿日市市 聚景荘 サービス 宿泊業 5%
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191,815 広島県 廿日市市 手芸マキ 廿日市店 小売業 その他小売 5%

191,816 広島県 廿日市市 手芸マキ　廿日市店 小売業 その他小売 5%

191,817 広島県 廿日市市 醤油屋本店 小売業 食料品 5%

191,818 広島県 廿日市市 スーパードラッグひまわり陽光台店 小売業 その他小売 5%

191,819 広島県 廿日市市 ＳＫＹ　ゆめタウン廿日市店 小売業 衣料品 5%

191,820 広島県 廿日市市 スパーク鷹の巣店 小売業 食料品 5%

191,821 広島県 廿日市市 スパーク廿日市店 小売業 食料品 5%

191,822 広島県 廿日市市 ＴＨＲＥＥ サービス 理容・美容業 5%

191,823 広島県 廿日市市 セ・シャルマン 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,824 広島県 廿日市市 ソフトバンク　廿日市 小売業 その他小売 5%

191,825 広島県 廿日市市 だいこん屋 小売業 その他小売 5%

191,826 広島県 廿日市市 大伸堂 小売業 食料品 5%

191,827 広島県 廿日市市 高下モーターサイクル 小売業 その他小売 5%

191,828 広島県 廿日市市 Ｗ－ＦＩＴ２４廿日市店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

191,829 広島県 廿日市市 樽谷薬店 小売業 その他小売 5%

191,830 広島県 廿日市市 ＪｉＪｉ サービス 飲食業 5%

191,831 広島県 廿日市市 Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｄｉｎｉｎｇ Ｂａｒ ＪｉＪｉ サービス 飲食業 5%

191,832 広島県 廿日市市 津田ＳＳ　佐伯プロパン株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,833 広島県 廿日市市 津田交通１ サービス 運輸業 5%

191,834 広島県 廿日市市 つばさ整体院 サービス その他サービス 5%

191,835 広島県 廿日市市 津保美堂 小売業 食料品 5%

191,836 広島県 廿日市市 Ｔ．Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ サービス 理容・美容業 5%

191,837 広島県 廿日市市 庭園の宿　石亭 サービス 宿泊業 5%

191,838 広島県 廿日市市 鉄火鍋屋本店 小売業 食料品 5%

191,839 広島県 廿日市市 Ｔｅｔｓｕｊｉｒｏ サービス 飲食業 5%

191,840 広島県 廿日市市 ＴＰ　ｄｉｎｉｎｇ＆ｃａｆｅ　ＴＩＮＯ 小売業 電化製品 5%

191,841 広島県 廿日市市 徳川　廿日市店 サービス 飲食業 5%

191,842 広島県 廿日市市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ廿日市インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,843 広島県 廿日市市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ廿日市バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,844 広島県 廿日市市 中川タクシー サービス 運輸業 5%

191,845 広島県 廿日市市 西村自動車 小売業 その他小売 5%

191,846 広島県 廿日市市 日個連　新佛タクシー サービス 運輸業 5%

191,847 広島県 廿日市市 ネッツトヨタ中国　廿日市店 小売業 その他小売 5%

191,848 広島県 廿日市市 ネッツトヨタ広島廿日市店 小売業 その他小売 5%

191,849 広島県 廿日市市 博多屋 もみじ饅頭 小売業 食料品 5%

191,850 広島県 廿日市市 博多屋 小売業 食料品 5%

191,851 広島県 廿日市市 白十字　宮内店 小売業 食料品 5%

191,852 広島県 廿日市市 廿日市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,853 広島県 廿日市市 セブン－イレブン廿日市阿品店 小売業 食料品 2%

191,854 広島県 廿日市市 セブン－イレブン廿日市大野沖塩屋店 小売業 食料品 2%

191,855 広島県 廿日市市 セブンーイレブン廿日市大野更地店 小売業 食料品 2%

191,856 広島県 廿日市市 セブン－イレブン廿日市大野中央店 小売業 食料品 2%
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191,857 広島県 廿日市市 廿日市自動車学校 サービス その他サービス 5%

191,858 広島県 廿日市市 セブン－イレブン廿日市下平良２丁目店 小売業 食料品 2%

191,859 広島県 廿日市市 セブン－イレブン廿日市城内店 小売業 食料品 2%

191,860 広島県 廿日市市 はつかいち文化ホール サービス その他サービス 5%

191,861 広島県 廿日市市 セブンーイレブン廿日市平良１丁目店 小売業 食料品 2%

191,862 広島県 廿日市市 セブンーイレブン廿日市木材港店 小売業 食料品 2%

191,863 広島県 廿日市市 廿日市木材団地　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,864 広島県 廿日市市 セブン－イレブン廿日市陽光台店 小売業 食料品 2%

191,865 広島県 廿日市市 クレイン サービス その他サービス 5%

191,866 広島県 廿日市市 はつはな果蜂園 小売業 食料品 5%

191,867 広島県 廿日市市 ＨＡＤＵ　ナタリー店 小売業 衣料品 5%

191,868 広島県 廿日市市 パナスポット　ファミリーオール 小売業 電化製品 5%

191,869 広島県 廿日市市 花と緑の　蘭の殿堂　ハシモト園芸 小売業 その他小売 5%

191,870 広島県 廿日市市 花ゆめ サービス その他サービス 5%

191,871 広島県 廿日市市 パナライフこうの 小売業 電化製品 5%

191,872 広島県 廿日市市 パナライフコンドー 小売業 電化製品 5%

191,873 広島県 廿日市市 パナライフヤナイ 小売業 電化製品 5%

191,874 広島県 廿日市市 パナライフワタナベ 小売業 電化製品 5%

191,875 広島県 廿日市市 原商店 小売業 食料品 5%

191,876 広島県 廿日市市 Ｈｅａｌｅｒ サービス その他サービス 5%

191,877 広島県 廿日市市 ひごペットフレンドリーゆめタウン廿日市店 小売業 その他小売 5%

191,878 広島県 廿日市市 セブン－イレブン広島河津原店 小売業 食料品 2%

191,879 広島県 廿日市市 セブン－イレブン広島串戸港店 小売業 食料品 2%

191,880 広島県 廿日市市 株式会社広島千茶荘 小売業 食料品 5%

191,881 広島県 廿日市市 セブンーイレブン広島峠店 小売業 食料品 2%

191,882 広島県 廿日市市 広島トヨペット廿日市店 小売業 その他小売 5%

191,883 広島県 廿日市市 セブンーイレブン広島宮内店 小売業 食料品 2%

191,884 広島県 廿日市市 セブン－イレブン広島宮島口店 小売業 食料品 2%

191,885 広島県 廿日市市 ｂｕｅｎａｖｉｓｔａｂｒｉｄａｌｃａｆｅ サービス 理容・美容業 5%

191,886 広島県 廿日市市 風季の陶工房 サービス その他サービス 5%

191,887 広島県 廿日市市 藤い屋　本店 小売業 食料品 5%

191,888 広島県 廿日市市 藤い屋　宮島口店 小売業 食料品 5%

191,889 広島県 廿日市市 藤三　大野店 小売業 食料品 5%

191,890 広島県 廿日市市 藤三　陽光台店 小売業 食料品 5%

191,891 広島県 廿日市市 フジジュウ　アリス　　広島西店 サービス その他サービス 5%

191,892 広島県 廿日市市 フット＆シューズ　キノシタ 小売業 その他小売 5%

191,893 広島県 廿日市市 ｆｕｄｏｋｉ サービス 飲食業 5%

191,894 広島県 廿日市市 布遊舎　宮島店 小売業 その他小売 5%

191,895 広島県 廿日市市 ふり袖一番館廿日市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,896 広島県 廿日市市 フレスタ廿日市住吉店 小売業 その他小売 5%

191,897 広島県 廿日市市 ＢＵＮＳＥＩ 小売業 その他小売 5%

191,898 広島県 廿日市市 ペットショップ矢野橋　ナタリー店 小売業 その他小売 5%
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191,899 広島県 廿日市市 ぺんションあんばらんす サービス 宿泊業 5%

191,900 広島県 廿日市市 ホテル菊乃家 サービス 宿泊業 5%

191,901 広島県 廿日市市 ホテル宮島別荘 サービス 宿泊業 5%

191,902 広島県 廿日市市 ホテルみや離宮 サービス 宿泊業 5%

191,903 広島県 廿日市市 ポプラパル宮島口店 小売業 その他小売 2%

191,904 広島県 廿日市市 前川農園 ｆａｒｍ ｆｒｏｎｔ ｒｉｖｅｒ 小売業 食料品 5%

191,905 広島県 廿日市市 マクドナルド廿日市店 サービス 飲食業 2%

191,906 広島県 廿日市市 マクドナルド廿日市ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

191,907 広島県 廿日市市 マクドナルドフジグランナタリー店 サービス 飲食業 2%

191,908 広島県 廿日市市 まつ毛エクステ　Ｑｕａｔｒｅ　ｍａｍａｎｓ サービス 理容・美容業 5%

191,909 広島県 廿日市市 マリオ　ディ　マーレ サービス 飲食業 5%

191,910 広島県 廿日市市 マルシェー　佐方店 小売業 食料品 5%

191,911 広島県 廿日市市 万惣　串戸店 小売業 食料品 5%

191,912 広島県 廿日市市 万惣　宮内店 小売業 食料品 5%

191,913 広島県 廿日市市 水羽荘 サービス 宿泊業 5%

191,914 広島県 廿日市市 道の駅スパ羅漢 道の駅 スパ羅漢 サービス 飲食業 5%

191,915 広島県 廿日市市 宮島　開運処仁社 小売業 その他小売 5%

191,916 広島県 廿日市市 宮島　九州屋 小売業 その他小売 5%

191,917 広島県 廿日市市 みやじま食堂 サービス 飲食業 5%

191,918 広島県 廿日市市 宮島　離れの宿　ＩＢＵＫＵ サービス 宿泊業 5%

191,919 広島県 廿日市市 宮島いちわ サービス 飲食業 5%

191,920 広島県 廿日市市 宮島カープタクシー　１０１ サービス 運輸業 5%

191,921 広島県 廿日市市 みやじま小町　みやじま小町 サービス その他サービス 5%

191,922 広島県 廿日市市 宮島コーラルホテル サービス 宿泊業 5%

191,923 広島県 廿日市市 宮島ＳＡ下り　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,924 広島県 廿日市市 宮島シーサイドホテル サービス 宿泊業 5%

191,925 広島県 廿日市市 みやじま達磨 サービス 飲食業 5%

191,926 広島県 廿日市市 宮島ボッカアル・ケッチァーノ サービス 飲食業 5%

191,927 広島県 廿日市市 宮島ホテルまこと サービス 宿泊業 5%

191,928 広島県 廿日市市 宮浜グランドホテル サービス 宿泊業 5%

191,929 広島県 廿日市市 ミント薬局　廿日市天神店 小売業 その他小売 5%

191,930 広島県 廿日市市 ミント薬局　宮内店〔調剤〕 小売業 その他小売 5%

191,931 広島県 廿日市市 ＮｅａｒｔｏＭｉｙａｊｉｍａ サービス その他サービス 5%

191,932 広島県 廿日市市 民泊　Ｍｉｙａｊｉｍａ サービス 宿泊業 5%

191,933 広島県 廿日市市 Ｍｏｏｎｌｉｇｈｔ　Ａｒｔｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,934 広島県 廿日市市 明林堂書店フジグランナタリー店 小売業 その他小売 5%

191,935 広島県 廿日市市 メガネ２１　廿日市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,936 広島県 廿日市市 メガネの田中　フジグランナタリー店 小売業 その他小売 5%

191,937 広島県 廿日市市 メガネの田中　宮内店 小売業 その他小売 5%

191,938 広島県 廿日市市 毛利丸 サービス その他サービス 5%

191,939 広島県 廿日市市 宿屋なかや サービス その他サービス 5%

191,940 広島県 廿日市市 山一別館 サービス 宿泊業 5%
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191,941 広島県 廿日市市 山根対厳堂 小売業 その他小売 5%

191,942 広島県 廿日市市 やまむら商店 小売業 その他小売 5%

191,943 広島県 廿日市市 有限会社おきな堂 小売業 食料品 5%

191,944 広島県 廿日市市 有限会社オートショップ西部　有限会社　オートショップ西部 小売業 その他小売 5%

191,945 広島県 廿日市市 有限会社川崎商店 小売業 食料品 5%

191,946 広島県 廿日市市 有 モト ワールド 小売業 その他小売 5%

191,947 広島県 廿日市市 有限会社八尾自動車 サービス その他サービス 5%

191,948 広島県 廿日市市 遊膳　宮島店 小売業 その他小売 5%

191,949 広島県 廿日市市 ユザワヤ　ゆめタウン廿日市店 小売業 その他小売 5%

191,950 広島県 廿日市市 ゆめタウン廿日市ジュエラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,951 広島県 廿日市市 吉和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,952 広島県 廿日市市 楽学堂守り石ちはる 小売業 貴金属・服飾品 5%

191,953 広島県 廿日市市 らくだ厨房 サービス 飲食業 5%

191,954 広島県 廿日市市 リカー＆フーズ　タナカ 小売業 食料品 5%

191,955 広島県 廿日市市 リブマックスリゾート安芸宮島 サービス 宿泊業 5%

191,956 広島県 廿日市市 リブマックスリゾート安芸宮浜温泉 サービス 宿泊業 5%

191,957 広島県 廿日市市 龍宮堂 小売業 食料品 5%

191,958 広島県 廿日市市 りらっくま、茶房　宮島店〔飲食〕 小売業 その他小売 5%

191,959 広島県 廿日市市 りらっくま茶房　宮島店〔テイク〕 小売業 その他小売 5%

191,960 広島県 廿日市市 りらっくま茶房　宮島店〔物販１〕 小売業 家具・調度品 5%

191,961 広島県 廿日市市 レストハウスＹＯＳＨＩＹＡＭＡ サービス 飲食業 5%

191,962 広島県 廿日市市 レストラン　Ｍｉｙａ サービス 飲食業 5%

191,963 広島県 廿日市市 露菴　廿日市店 サービス 飲食業 5%

191,964 広島県 廿日市市 ワークショップ　コーワ 小売業 衣料品 5%

191,965 広島県 東広島市 Ａ番館　ヤマテ 小売業 電化製品 5%

191,966 広島県 東広島市 安芸　国分寺宿坊 サービス 宿泊業 5%

191,967 広島県 東広島市 セブン－イレブン安芸津三津店 小売業 食料品 2%

191,968 広島県 東広島市 ＡＪＩＴＯｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

191,969 広島県 東広島市 ＡＶＡＮフジグラン東広島店 小売業 衣料品 5%

191,970 広島県 東広島市 ａｆｆｅｃｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

191,971 広島県 東広島市 活けす料理　水軍の郷 サービス 飲食業 5%

191,972 広島県 東広島市 居酒屋　喜咲 サービス 飲食業 5%

191,973 広島県 東広島市 居酒屋　喜咲 サービス 飲食業 5%

191,974 広島県 東広島市 居酒屋　なんでやねん サービス 飲食業 5%

191,975 広島県 東広島市 一和 サービス 飲食業 5%

191,976 広島県 東広島市 出光造賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,977 広島県 東広島市 出光豊栄セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,978 広島県 東広島市 異文化交流ハウス サービス その他サービス 5%

191,979 広島県 東広島市 イリヱ電器 小売業 電化製品 5%

191,980 広島県 東広島市 岩井事務機　文具　ｌｉｆｅ　ｇｏｏｄｓ　イワイ 小売業 その他小売 5%

191,981 広島県 東広島市 ウィンズ安芸津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

191,982 広島県 東広島市 ウィンズ風早ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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191,983 広島県 東広島市 上島デンキ 小売業 電化製品 5%

191,984 広島県 東広島市 エコ ボディ サービス 飲食業 5%

191,985 広島県 東広島市 Ｎ－ＴＥＣ広島 小売業 その他小売 5%

191,986 広島県 東広島市 大山電器 小売業 電化製品 5%

191,987 広島県 東広島市 オキタセンイ　センタースペース 小売業 衣料品 5%

191,988 広島県 東広島市 オキタセンイ　ヒロシマ　イースト 小売業 衣料品 5%

191,989 広島県 東広島市 オキタセンイ　ヒロシマ　クロセ 小売業 衣料品 5%

191,990 広島県 東広島市 お好み焼　おおにし サービス 飲食業 5%

191,991 広島県 東広島市 お宝買取団　東広島店 小売業 その他小売 5%

191,992 広島県 東広島市 ＥＡＵ　ＤＥ　ＶＩＥ　圭子の店 小売業 衣料品 5%

191,993 広島県 東広島市 オプティコ本店 小売業 その他小売 5%

191,994 広島県 東広島市 ｏｐｔｉｍｉｓｔ サービス その他サービス 5%

191,995 広島県 東広島市 オモニソン サービス 飲食業 5%

191,996 広島県 東広島市 ［ＨＣ］折橋電機 小売業 電化製品 5%

191,997 広島県 東広島市 カギのひゃくとう番有限会社 サービス その他サービス 5%

191,998 広島県 東広島市 風早薬局 小売業 その他小売 5%

191,999 広島県 東広島市 兼田 サービス 理容・美容業 5%

192,000 広島県 東広島市 Ｃａｆｅ　Ｌｉｅｖｒｅ サービス 飲食業 5%

192,001 広島県 東広島市 株式会社安芸高田 東広島 サービス その他サービス 5%

192,002 広島県 東広島市 株式会社石井印刷所 サービス その他サービス 5%

192,003 広島県 東広島市 株式会社ＭＣＳフラッグ ホンダドリーム東広島 小売業 その他小売 5%

192,004 広島県 東広島市 株式会社ジェイズ 小売業 その他小売 5%

192,005 広島県 東広島市 株式会社ツモリオート サービス その他サービス 5%

192,006 広島県 東広島市 株式会社　ハピセ サービス その他サービス 5%

192,007 広島県 東広島市 株式会社モッケン サービス その他サービス 5%

192,008 広島県 東広島市 髪処ふくろう サービス 理容・美容業 5%

192,009 広島県 東広島市 髪処ふくろう サービス 理容・美容業 5%

192,010 広島県 東広島市 髪処　ふくろう サービス 理容・美容業 5%

192,011 広島県 東広島市 かめや釣具　東広島店 小売業 その他小売 5%

192,012 広島県 東広島市 カメラのサエダ東広島店 小売業 その他小売 5%

192,013 広島県 東広島市 賀茂自動車学校 サービス その他サービス 5%

192,014 広島県 東広島市 賀茂ボール サービス その他サービス 5%

192,015 広島県 東広島市 カリス 小売業 衣料品 5%

192,016 広島県 東広島市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東広島３７５号バイパス店 サービス 飲食業 2%

192,017 広島県 東広島市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋広島大前店 サービス 飲食業 2%

192,018 広島県 東広島市 カレンズ白市駅前店 小売業 衣料品 5%

192,019 広島県 東広島市 カレンズ南店 小売業 衣料品 5%

192,020 広島県 東広島市 Ｃａｒｏｔｔｅ カロット サービス 飲食業 5%

192,021 広島県 東広島市 革工房ベルズ 小売業 その他小売 5%

192,022 広島県 東広島市 川﨑電気商会 小売業 電化製品 5%

192,023 広島県 東広島市 川本ストアー 小売業 その他小売 5%

192,024 広島県 東広島市 喫茶　軽食わき サービス 飲食業 5%
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192,025 広島県 東広島市 きまぐれ居酒屋ひで サービス 飲食業 5%

192,026 広島県 東広島市 キムチのピリ辛 サービス 飲食業 5%

192,027 広島県 東広島市 ＧＵＩＬＤ 小売業 その他小売 5%

192,028 広島県 東広島市 ＧＵＩＬＤ 小売業 衣料品 5%

192,029 広島県 東広島市 串かつあげ　揚げ サービス 飲食業 5%

192,030 広島県 東広島市 グットショップおおやま 小売業 電化製品 5%

192,031 広島県 東広島市 暮らしの店ｅｎ 小売業 その他小売 5%

192,032 広島県 東広島市 暮らしの店ｅｎ 小売業 その他小売 5%

192,033 広島県 東広島市 ｇ． サービス 理容・美容業 5%

192,034 広島県 東広島市 ｇ  ｇ サービス 理容・美容業 5%

192,035 広島県 東広島市 ぐりぐり家 西条御薗宇店 サービス 飲食業 5%

192,036 広島県 東広島市 セブン－イレブン黒瀬春日野店 小売業 食料品 2%

192,037 広島県 東広島市 セブン－イレブン黒瀬切田店 小売業 食料品 2%

192,038 広島県 東広島市 黒瀬西ＳＳ　原森石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,039 広島県 東広島市 セブン－イレブン黒瀬丸山店 小売業 食料品 2%

192,040 広島県 東広島市 Ｋ．Ａ．Ｊ 小売業 衣料品 5%

192,041 広島県 東広島市 啓文社　西条店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

192,042 広島県 東広島市 ケーキハウス　　シャンボール 小売業 食料品 5%

192,043 広島県 東広島市 ケーキハウスＹａｎｄＭ 小売業 食料品 5%

192,044 広島県 東広島市 ゲットレディー　西条店 サービス 理容・美容業 5%

192,045 広島県 東広島市 ゲームアーク西条中央店 小売業 その他小売 5%

192,046 広島県 東広島市 けんこうなかまの施術院　西条末広店 サービス 理容・美容業 5%

192,047 広島県 東広島市 けんこうなかまの施術院 サービス その他サービス 5%

192,048 広島県 東広島市 コープ東広島 小売業 食料品 5%

192,049 広島県 東広島市 ｃｏｔｅａｃｏｔｅ サービス 理容・美容業 5%

192,050 広島県 東広島市 コタコット　ｃｏｔｅ　ａ　ｃｏｔｅ　　ｃｏｔｅ　ａ　ｃｏｔｅ サービス 理容・美容業 5%

192,051 広島県 東広島市 古民家カフェ　一葉　古民家カフェ　一葉 サービス 飲食業 5%

192,052 広島県 東広島市 サイクルショップカナガキ 西条寺家店 小売業 その他小売 5%

192,053 広島県 東広島市 西条国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,054 広島県 東広島市 有限会社　西条タクシー サービス その他サービス 5%

192,055 広島県 東広島市 西条電装 サービス その他サービス 5%

192,056 広島県 東広島市 西条電装有限会社 小売業 その他小売 5%

192,057 広島県 東広島市 西条問屋　ユアボックス サービス その他サービス 5%

192,058 広島県 東広島市 菜遊季　東広島店 小売業 食料品 5%

192,059 広島県 東広島市 佐藤商店 小売業 食料品 5%

192,060 広島県 東広島市 サンピエトロ　フジグラン東広島店 サービス 飲食業 5%

192,061 広島県 東広島市 セブン－イレブン山陽道奥屋ＰＡ上り店 小売業 食料品 2%

192,062 広島県 東広島市 シーエルリンク 小売業 その他小売 5%

192,063 広島県 東広島市 （有）寺家サイクル 小売業 その他小売 5%

192,064 広島県 東広島市 （有）寺家サイクル　広大前店 小売業 その他小売 5%

192,065 広島県 東広島市 車楽工房　安芸津店 サービス その他サービス 5%

192,066 広島県 東広島市 車楽工房　西条店 サービス その他サービス 5%
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192,067 広島県 東広島市 シューズショップ　たつみ 小売業 その他小売 5%

192,068 広島県 東広島市 ジュエリービュー東広島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,069 広島県 東広島市 手芸センター　ドリーム　学園店 小売業 その他小売 5%

192,070 広島県 東広島市 手芸センタードリーム学園店 小売業 その他小売 5%

192,071 広島県 東広島市 手芸マキ 東広島店 小売業 その他小売 5%

192,072 広島県 東広島市 酒庫住田屋　黒瀬店 小売業 食料品 5%

192,073 広島県 東広島市 酒庫住田屋　八本松店 小売業 食料品 5%

192,074 広島県 東広島市 ｃｈｏｕｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

192,075 広島県 東広島市 春祺廊 サービス 飲食業 5%

192,076 広島県 東広島市 正力ＳＳ　こだま石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,077 広島県 東広島市 ショージ黒瀬店 小売業 食料品 5%

192,078 広島県 東広島市 ショージＲ３７５バイパス店 小売業 食料品 5%

192,079 広島県 東広島市 ショージ下見店 小売業 食料品 5%

192,080 広島県 東広島市 ショージ白市駅前店 小売業 食料品 5%

192,081 広島県 東広島市 ショージ志和店 小売業 食料品 5%

192,082 広島県 東広島市 ショージ高屋駅前店 小売業 食料品 5%

192,083 広島県 東広島市 ショージ田口店 小売業 食料品 5%

192,084 広島県 東広島市 ショージ豊栄店 小売業 食料品 5%

192,085 広島県 東広島市 ショージ八本松南店 小売業 食料品 5%

192,086 広島県 東広島市 ショージ　エスタ店 小売業 食料品 5%

192,087 広島県 東広島市 白市駅前通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,088 広島県 東広島市 志和ＳＳ　岡田燃料 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,089 広島県 東広島市 セブン－イレブン志和インター店 小売業 食料品 2%

192,090 広島県 東広島市 志和東ＳＳ　岡田燃料 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,091 広島県 東広島市 新健勝苑東広島店 小売業 衣料品 5%

192,092 広島県 東広島市 進物の大進　東広島店 小売業 その他小売 5%

192,093 広島県 東広島市 スーパードラッグひまわり安芸津店 小売業 その他小売 5%

192,094 広島県 東広島市 スーパードラッグひまわり黒瀬店 小売業 その他小売 5%

192,095 広島県 東広島市 スーパードラッグひまわり東広島店 小売業 その他小売 5%

192,096 広島県 東広島市 すし亭　西条駅前店 サービス 飲食業 5%

192,097 広島県 東広島市 すすめ ヴァイキング 東広島店 サービス 飲食業 5%

192,098 広島県 東広島市 ＳＮＡＰ－ＯＮ　ＩＥＭＯＲＩ 小売業 その他小売 5%

192,099 広島県 東広島市 炭乃家　一期一会 小売業 衣料品 5%

192,100 広島県 東広島市 炭火焼鳥　やきとりーね　炭火焼鳥やきとりーね サービス 飲食業 5%

192,101 広島県 東広島市 炭火焼肉　萬まる　西条店 サービス 飲食業 5%

192,102 広島県 東広島市 炭火和牛　和火 サービス 飲食業 5%

192,103 広島県 東広島市 スリーエスオート サービス その他サービス 5%

192,104 広島県 東広島市 生活彩家賀茂精神医療センター店 小売業 その他小売 2%

192,105 広島県 東広島市 整体屋 サービス その他サービス 5%

192,106 広島県 東広島市 Ｓｅｌｕｄｉｑｕｅ　Ｈａｉｒ【セルディック　ヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

192,107 広島県 東広島市 造賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,108 広島県 東広島市 綜合エナジー　西条インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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192,109 広島県 東広島市 綜合エナジー　八本松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,110 広島県 東広島市 大進創寫舘　東広島店 サービス その他サービス 5%

192,111 広島県 東広島市 大丸寝装 小売業 その他小売 5%

192,112 広島県 東広島市 立田屋 小売業 食料品 5%

192,113 広島県 東広島市 タンタン東広島店 小売業 衣料品 5%

192,114 広島県 東広島市 坪郷電機 小売業 電化製品 5%

192,115 広島県 東広島市 Ｄｅａｒｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

192,116 広島県 東広島市 ＴＴＭ　ｈａｉｒ　ｆａｃｔｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

192,117 広島県 東広島市 テトテテ　東広島店 小売業 その他小売 5%

192,118 広島県 東広島市 寺田電機 小売業 電化製品 5%

192,119 広島県 東広島市 東洋石材工芸社　東広島店 小売業 その他小売 5%

192,120 広島県 東広島市 徳川　西条店 サービス 飲食業 5%

192,121 広島県 東広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西条インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,122 広島県 東広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西条３７５ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,123 広島県 東広島市 ドコモショップ 小売業 電化製品 5%

192,124 広島県 東広島市 ドコモショップ　黒瀬店 小売業 電化製品 5%

192,125 広島県 東広島市 ドコモショップ　東広島店 小売業 電化製品 5%

192,126 広島県 東広島市 ト－タルケア　笑結 サービス その他サービス 5%

192,127 広島県 東広島市 戸野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,128 広島県 東広島市 知陽庵 サービス 理容・美容業 5%

192,129 広島県 東広島市 豊栄おむすびくらす 豊栄おむすびくらす サービス 飲食業 5%

192,130 広島県 東広島市 豊栄くらす 豊栄くらす サービス 飲食業 5%

192,131 広島県 東広島市 豊栄ピット 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,132 広島県 東広島市 トヨタレンタリース広島東広島店 サービス その他サービス 2%

192,133 広島県 東広島市 トランスブルー　フジグラン東広島店 小売業 衣料品 5%

192,134 広島県 東広島市 とりあえず吾平東広島店 サービス 飲食業 2%

192,135 広島県 東広島市 鳥三郎　西条下見店 サービス 飲食業 5%

192,136 広島県 東広島市 ナチュラルショップこころ 小売業 食料品 5%

192,137 広島県 東広島市 ナナフレンチ 小売業 家具・調度品 5%

192,138 広島県 東広島市 西田屋　西田屋 小売業 衣料品 5%

192,139 広島県 東広島市 ニューチーム石田 サービス その他サービス 5%

192,140 広島県 東広島市 入野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,141 広島県 東広島市 ネイルサロン モ ブ サービス 理容・美容業 5%

192,142 広島県 東広島市 ネッツトヨタ中国東広島店 小売業 その他小売 5%

192,143 広島県 東広島市 ネッツトヨタ広島東広島店 小売業 その他小売 5%

192,144 広島県 東広島市 ＢＡＲ＆ＤＩＮＩＮＧ　Ｎａｏ’ｓ サービス 飲食業 5%

192,145 広島県 東広島市 Ｐａｒｔｎｅｒショージ寺家駅前店 小売業 食料品 5%

192,146 広島県 東広島市 バイクピット東広島 小売業 その他小売 5%

192,147 広島県 東広島市 ＰｉｎｅａｐｐｌｅＬｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

192,148 広島県 東広島市 白十字　西条店 小売業 食料品 5%

192,149 広島県 東広島市 八本松駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,150 広島県 東広島市 八本松動物病院 サービス その他サービス 5%
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192,151 広島県 東広島市 パティスリー・レヴェイユ・ドゥラムール サービス 飲食業 5%

192,152 広島県 東広島市 パナックたかお 小売業 電化製品 5%

192,153 広島県 東広島市 パナック　みなみ 小売業 電化製品 5%

192,154 広島県 東広島市 パナックまつだ西条店 小売業 電化製品 5%

192,155 広島県 東広島市 ハピセ本社 小売業 その他小売 5%

192,156 広島県 東広島市 ＰＡＬＭ 小売業 その他小売 5%

192,157 広島県 東広島市 晴れる屋 小売業 衣料品 5%

192,158 広島県 東広島市 ハンマープライス　ＪＰ３５０９号店 小売業 その他小売 5%

192,159 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島石堂原店 小売業 食料品 2%

192,160 広島県 東広島市 東広島医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

192,161 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島駅前店 小売業 食料品 2%

192,162 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島西条東子店 小売業 食料品 2%

192,163 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島西条インター店 小売業 食料品 2%

192,164 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島西条駅北店 小売業 食料品 2%

192,165 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島西条大沢店 小売業 食料品 2%

192,166 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島西条寺家駅前店 小売業 食料品 2%

192,167 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島西条寺家店 小売業 食料品 2%

192,168 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島西条下見北店 小売業 食料品 2%

192,169 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島西条下見鴻の巣店 小売業 食料品 2%

192,170 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島西条下見中央店 小売業 食料品 2%

192,171 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島西条下見店 小売業 食料品 2%

192,172 広島県 東広島市 セブンーイレブン東広島西条中央１丁目店 小売業 食料品 2%

192,173 広島県 東広島市 セブンーイレブン東広島西条中央店 小売業 食料品 2%

192,174 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島西条中央４丁目店 小売業 食料品 2%

192,175 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島西条西本町店 小売業 食料品 2%

192,176 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島白市店 小売業 食料品 2%

192,177 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島志和堀店 小売業 食料品 2%

192,178 広島県 東広島市 東広島スポーツ 小売業 その他小売 5%

192,179 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島造賀店 小売業 食料品 2%

192,180 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島高美が丘店 小売業 食料品 2%

192,181 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島高屋稲木店 小売業 食料品 2%

192,182 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島田口店 小売業 食料品 2%

192,183 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島土与丸５丁目店 小売業 食料品 2%

192,184 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島土与丸橋店 小売業 食料品 2%

192,185 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島西高屋店 小売業 食料品 2%

192,186 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島八本松磯松店 小売業 食料品 2%

192,187 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島八本松米満店 小売業 食料品 2%

192,188 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島御薗宇新町店 小売業 食料品 2%

192,189 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島御薗宇坪内店 小売業 食料品 2%

192,190 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島三永店 小売業 食料品 2%

192,191 広島県 東広島市 セブン－イレブン東広島吉川店 小売業 食料品 2%

192,192 広島県 東広島市 ピザリア　ビックマウス西条店２ サービス その他サービス 5%
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192,193 広島県 東広島市 ビッグハウス　黒瀬店 小売業 食料品 5%

192,194 広島県 東広島市 日の丸写真館　日の丸写真館 サービス その他サービス 5%

192,195 広島県 東広島市 有限会社ビューティサロン大田 サービス 理容・美容業 5%

192,196 広島県 東広島市 美容室アルト サービス 理容・美容業 5%

192,197 広島県 東広島市 ＳＯＰＨ．ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ 小売業 衣料品 5%

192,198 広島県 東広島市 広島車検センター東広島営業所 サービス その他サービス 5%

192,199 広島県 東広島市 セブン－イレブン広島大学北口店 小売業 食料品 2%

192,200 広島県 東広島市 セブン－イレブン広島豊栄町店 小売業 食料品 2%

192,201 広島県 東広島市 広島トヨペット西条店 小売業 その他小売 5%

192,202 広島県 東広島市 広島トヨペットＵーＣａｒＡＬＡＬさいじょ 小売業 その他小売 5%

192,203 広島県 東広島市 ファインズ　バザー　高屋店 小売業 家具・調度品 5%

192,204 広島県 東広島市 ファッション館ひまわり 小売業 衣料品 5%

192,205 広島県 東広島市 ファンシー黒瀬ＳＳ　株式会社西本石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,206 広島県 東広島市 ｉｓｍ　　　　　ｉｓｍ サービス 理容・美容業 5%

192,207 広島県 東広島市 ＦＯＧ　ＦＯＧ サービス その他サービス 5%

192,208 広島県 東広島市 フォーサイト　西条プラザ店 小売業 その他小売 5%

192,209 広島県 東広島市 福栄石油　有 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,210 広島県 東広島市 藤三　安芸津店 小売業 食料品 5%

192,211 広島県 東広島市 藤乃井焼ちふる窯 サービス その他サービス 5%

192,212 広島県 東広島市 ふらっと サービス 飲食業 5%

192,213 広島県 東広島市 フリーポートｂｙｅ－ｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

192,214 広島県 東広島市 ＢＬＵＥ サービス 理容・美容業 2%

192,215 広島県 東広島市 フレスタ西条店 小売業 その他小売 5%

192,216 広島県 東広島市 プロマート西条店 小売業 食料品 5%

192,217 広島県 東広島市 ヘアーサロン カジハラ ヘアーサロン カジハラ 梶原兄理容室 サービス 理容・美容業 5%

192,218 広島県 東広島市 ヘアーサロンハナモト Ｃｅｓｔ Ｌａ Ｖｉｅ サービス 理容・美容業 5%

192,219 広島県 東広島市 ヘアカット専門店ＳＨＩＴＡＭＯＲＩ　本店 サービス 理容・美容業 5%

192,220 広島県 東広島市 ＰＥＣＯ　学園店 サービス その他サービス 5%

192,221 広島県 東広島市 ＰＥＣＯ　黒瀬店 サービス その他サービス 5%

192,222 広島県 東広島市 ＰＥＣＯ　西条新幹線口店 サービス その他サービス 5%

192,223 広島県 東広島市 ＰＥＣＯ　西条店 サービス その他サービス 5%

192,224 広島県 東広島市 ＰＥＣＯ　寺家店 サービス その他サービス 5%

192,225 広島県 東広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　学園店 サービス その他サービス 5%

192,226 広島県 東広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　黒瀬店 サービス その他サービス 5%

192,227 広島県 東広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　西条新幹線口店 サービス その他サービス 5%

192,228 広島県 東広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　西条店 サービス その他サービス 5%

192,229 広島県 東広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　寺家店 サービス その他サービス 5%

192,230 広島県 東広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　八本松店 サービス その他サービス 5%

192,231 広島県 東広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　フレスタ西条店 サービス その他サービス 5%

192,232 広島県 東広島市 ＰＥＣＯ　八本松店 サービス その他サービス 5%

192,233 広島県 東広島市 ＰＥＣＯ　フレスタ西条店 サービス その他サービス 5%

192,234 広島県 東広島市 ｐｅｔｉｃａ サービス 理容・美容業 5%
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192,235 広島県 東広島市 ＢＥＬＬ　ＳＳＱＵＡＲＥ 小売業 その他小売 5%

192,236 広島県 東広島市 ベルズスクエア 小売業 衣料品 5%

192,237 広島県 東広島市 べるふろーらはうす 小売業 その他小売 5%

192,238 広島県 東広島市 ＰＯＥＭ?ネイルサロンポエム? サービス その他サービス 5%

192,239 広島県 東広島市 ホットカモ サービス その他サービス 5%

192,240 広島県 東広島市 ホテルエリアワン広島ウイング サービス 宿泊業 5%

192,241 広島県 東広島市 ホテルエリアワン広島ウイング サービス 宿泊業 5%

192,242 広島県 東広島市 ホテルカモ サービス 宿泊業 5%

192,243 広島県 東広島市 ポプラ入野店 小売業 その他小売 2%

192,244 広島県 東広島市 ホリデー東広島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,245 広島県 東広島市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,246 広島県 東広島市 マクドナルド学園ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

192,247 広島県 東広島市 マクドナルド西条店 サービス 飲食業 2%

192,248 広島県 東広島市 マクドナルド東広島店 サービス 飲食業 2%

192,249 広島県 東広島市 マクドナルド東広島フジグラン店 サービス 飲食業 2%

192,250 広島県 東広島市 ますかわ花店 小売業 その他小売 5%

192,251 広島県 東広島市 まつ毛サロン　キッキ（よしこの部屋） サービス 理容・美容業 5%

192,252 広島県 東広島市 松田電機 小売業 電化製品 5%

192,253 広島県 東広島市 マルジュウ木之下 サービス 飲食業 5%

192,254 広島県 東広島市 万惣　高屋店 小売業 食料品 5%

192,255 広島県 東広島市 万惣　八本松店 小売業 食料品 5%

192,256 広島県 東広島市 ミント薬局　西条中央店 小売業 その他小売 5%

192,257 広島県 東広島市 メガネ２１　西条店 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,258 広島県 東広島市 メガネ２１　西条店 小売業 その他小売 5%

192,259 広島県 東広島市 メガネの田中　コンタクトフジグラン東広島 小売業 その他小売 5%

192,260 広島県 東広島市 メガネの田中　東広島店 小売業 その他小売 5%

192,261 広島県 東広島市 メガネの田中　フジグラン東広島 小売業 その他小売 5%

192,262 広島県 東広島市 メガネの田中　ゆめタウン黒瀬店 小売業 その他小売 5%

192,263 広島県 東広島市 モトハウス　ヒロ 小売業 その他小売 5%

192,264 広島県 東広島市 ジェイエスジーウインズサロン高屋 サービス 理容・美容業 5%

192,265 広島県 東広島市 森田呉服店 小売業 その他小売 5%

192,266 広島県 東広島市 焼き立てパン　ｈａｎａ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

192,267 広島県 東広島市 焼肉一楽 西条下見店 サービス 飲食業 5%

192,268 広島県 東広島市 焼肉　牛皇 サービス 飲食業 5%

192,269 広島県 東広島市 焼肉ＧＥＮ サービス 飲食業 5%

192,270 広島県 東広島市 焼肉ＧＥＮ サービス 飲食業 5%

192,271 広島県 東広島市 焼肉処おおま サービス 飲食業 5%

192,272 広島県 東広島市 山手電機 小売業 電化製品 5%

192,273 広島県 東広島市 山手電機　西条プラザ店 小売業 電化製品 5%

192,274 広島県 東広島市 ＵＳ?ＳＡＩＪＯ 小売業 衣料品 5%

192,275 広島県 東広島市 有限会社カーフレンド車検工場 小売業 その他小売 5%

192,276 広島県 東広島市 有限会社バイクショップ神田 小売業 その他小売 5%
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192,277 広島県 東広島市 日名田電文堂 小売業 電化製品 5%

192,278 広島県 東広島市 ［ＨＣ］有限会社見山電気工業所 小売業 電化製品 5%

192,279 広島県 東広島市 ［ＨＣ］（有）ミヨシ電器 小売業 電化製品 5%

192,280 広島県 東広島市 ゆき乃ボディ＆フェイシャルケアサロン サービス 理容・美容業 5%

192,281 広島県 東広島市 ゆめタウン学園店入校受付カウンター サービス その他サービス 5%

192,282 広島県 東広島市 ゆめタウン東広島リエジュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,283 広島県 東広島市 吉田石油店ルート２東広島SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,284 広島県 東広島市 Ｌａ　ｂｏｈｅｍｅ サービス 飲食業 5%

192,285 広島県 東広島市 らーめんばりうま 西条中央店 サービス 飲食業 5%

192,286 広島県 東広島市 ラーメン本舗　珍豚香　黒瀬本店 サービス 飲食業 5%

192,287 広島県 東広島市 ラジュメ　クープ サービス 理容・美容業 5%

192,288 広島県 東広島市 ＲｅａＬｉｎｅ ＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

192,289 広島県 東広島市 リエジュ　東広島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,290 広島県 東広島市 リバスタ サービス その他サービス 5%

192,291 広島県 東広島市 りらくＭＯＭのみせ ほりす サービス その他サービス 5%

192,292 広島県 東広島市 ＬＯＯＰｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

192,293 広島県 東広島市 Ｌｅ Ｂｏｎｈｅｕｒ 小売業 その他小売 5%

192,294 広島県 東広島市 Ｒｅｖｅ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

192,295 広島県 東広島市 レギュラースタンス サービス 理容・美容業 5%

192,296 広島県 東広島市 Ｌｅｇｏ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

192,297 広島県 東広島市 ＲＥＣＥＰＴＩＯＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,298 広島県 東広島市 Ｒｅｖｅ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

192,299 広島県 東広島市 Ｒｅｆｕｇｅ　ｄｅ　Ｎｉｃｏ 小売業 その他小売 5%

192,300 広島県 東広島市 レンタル＆スタジオ　ピカソ　東広島店 小売業 衣料品 5%

192,301 広島県 東広島市 露菴　東広島店 サービス 飲食業 5%

192,302 広島県 東広島市 ＲＯＩＳ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

192,303 広島県 東広島市 ＲＯＩＳ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

192,304 広島県 東広島市 Ｒｏｂｅ サービス 理容・美容業 5%

192,305 広島県 東広島市 Ｙｓ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

192,306 広島県 東広島市 ワークショップアトム　東広島店 小売業 家具・調度品 5%

192,307 広島県 東広島市 和食とてっぱんｄｉｎｉｎｇ　奏　ＫＡＮＡＤＥ サービス 飲食業 5%

192,308 広島県 東広島市 わたなべ整体院 サービス その他サービス 5%

192,309 広島県 東広島市 ｏｎｅ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

192,310 広島県 広島市 Ｒ・Ｄｏｏｒ整体院 サービス その他サービス 5%

192,311 広島県 広島市 Я．ｃｏｍ 小売業 その他小売 5%

192,312 広島県 広島市 相生自動車 サービス その他サービス 5%

192,313 広島県 広島市 相生橋　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,314 広島県 広島市 アイドル戸坂店 サービス 理容・美容業 5%

192,315 広島県 広島市 アヴィーユボウル 小売業 食料品 5%

192,316 広島県 広島市 赤ちょうちん サービス 飲食業 5%

192,317 広島県 広島市 秋津州 サービス 運輸業 5%

192,318 広島県 広島市 秋本産業　本社 サービス その他サービス 5%
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192,319 広島県 広島市 秋本勇吉商店 小売業 その他小売 5%

192,320 広島県 広島市 秋吉　広島　袋町店 サービス 飲食業 5%

192,321 広島県 広島市 秋吉　広島立町店 サービス 飲食業 5%

192,322 広島県 広島市 秋吉　広島大手町店 サービス 飲食業 5%

192,323 広島県 広島市 アクセ　広島 小売業 衣料品 5%

192,324 広島県 広島市 ＡＧＲＩ サービス 飲食業 5%

192,325 広島県 広島市 あさひが丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,326 広島県 広島市 朝邉タクシー サービス 運輸業 5%

192,327 広島県 広島市 ＡＳＴＡＩＲＥ 小売業 衣料品 5%

192,328 広島県 広島市 あすてぃ サービス その他サービス 5%

192,329 広島県 広島市 ＠鈑金倶楽部ネオス緑井 小売業 その他小売 5%

192,330 広島県 広島市 アドバコーポレーション　広島営業所 小売業 その他小売 5%

192,331 広島県 広島市 アニジュ サービス 飲食業 5%

192,332 広島県 広島市 Ａｎｅｌａｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

192,333 広島県 広島市 アーバイン広島エグゼクティブ サービス 宿泊業 5%

192,334 広島県 広島市 アーバイン広島セントラル サービス 宿泊業 5%

192,335 広島県 広島市 ＡＶＡＮフジグラン高陽店 小売業 衣料品 5%

192,336 広島県 広島市 アボアエンジニアリング 小売業 電化製品 5%

192,337 広島県 広島市 ａｌｌｅｅ 小売業 衣料品 5%

192,338 広島県 広島市 ＡＲＩＥＴＴＡ　ＶＥＲＤＥ サービス 飲食業 5%

192,339 広島県 広島市 ｒ．ｎａｍｉｋｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,340 広島県 広島市 アルゾ　五日市利松店 小売業 食料品 5%

192,341 広島県 広島市 アルゾ　井口台店 小売業 食料品 5%

192,342 広島県 広島市 アルゾ　可部店 小売業 食料品 5%

192,343 広島県 広島市 アルゾ　高取店 小売業 食料品 5%

192,344 広島県 広島市 ａｌｔａ　ｓｏｔｔｏ 小売業 衣料品 5%

192,345 広島県 広島市 アルティスタ　グラシア サービス 理容・美容業 5%

192,346 広島県 広島市 ａｒｕｔｏｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

192,347 広島県 広島市 ＵＮ　ＢＩＪＯＵ　ＣＲＯＩＲＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,348 広島県 広島市 ＵＮＤＩＳ 小売業 その他小売 5%

192,349 広島県 広島市 ａｎｄ　ＦＩＴ　広島駅 サービス その他サービス 5%

192,350 広島県 広島市 アンファンス サービス その他サービス 5%

192,351 広島県 広島市 アンベルス 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,352 広島県 広島市 アンベルス 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,353 広島県 広島市 アンベルス　安古市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,354 広島県 広島市 ＥＥ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

192,355 広島県 広島市 イクコ　広島店 小売業 衣料品 5%

192,356 広島県 広島市 ｉｚａｋａｙａ　あしらい サービス 飲食業 5%

192,357 広島県 広島市 居酒屋　ときん サービス 飲食業 5%

192,358 広島県 広島市 居酒屋　億万長者 サービス 飲食業 5%

192,359 広島県 広島市 石堂宝石 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,360 広島県 広島市 ｅａｓｅ　商工センター店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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192,361 広島県 広島市 イタクラ建設株式会社 サービス その他サービス 5%

192,362 広島県 広島市 有限会社　いたもと動物病院 サービス その他サービス 5%

192,363 広島県 広島市 イタリア料理　Ｏｇｎｉ　ｍｏｄｏ サービス 飲食業 5%

192,364 広島県 広島市 イタリア料理　イプシロン 小売業 食料品 5%

192,365 広島県 広島市 イタリア料理　スペランツァ サービス 飲食業 5%

192,366 広島県 広島市 一膳酒場 サービス 飲食業 5%

192,367 広島県 広島市 一心太助　福山本店 サービス 飲食業 5%

192,368 広島県 広島市 ｉｔｔｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

192,369 広島県 広島市 井上書店 小売業 その他小売 5%

192,370 広島県 広島市 井上タクシー サービス 運輸業 5%

192,371 広島県 広島市 井口台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,372 広島県 広島市 井原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,373 広島県 広島市 衣料と靴のサンライフ 小売業 衣料品 5%

192,374 広島県 広島市 ｉｌ　Ｇｉｏｒｎｏ サービス 飲食業 5%

192,375 広島県 広島市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ　広島 サービス その他サービス 5%

192,376 広島県 広島市 ｉｌ　ｎｅｂｂｉｏ サービス 飲食業 5%

192,377 広島県 広島市 岩本タクシー サービス 運輸業 5%

192,378 広島県 広島市 インドダイニングドルガ祇園店 サービス 飲食業 5%

192,379 広島県 広島市 インナーハウス　プライマリー 小売業 衣料品 5%

192,380 広島県 広島市 インパルス　レザーワークス 小売業 その他小売 5%

192,381 広島県 広島市 ヴィクトワール　シュエット サービス 理容・美容業 5%

192,382 広島県 広島市 ウィスタリアフィールド　ＣＯＲ　中町店 サービス 理容・美容業 5%

192,383 広島県 広島市 ＷＩＳＴＡＲＩＡ　ＦＩＥＬＤ　ＺＡＷＡ サービス 理容・美容業 5%

192,384 広島県 広島市 ウィスタリアフィールド　ＭＯＮＡＤ サービス 理容・美容業 5%

192,385 広島県 広島市 Ｗｉｌｌ　Ｄｅａｌ 小売業 その他小売 5%

192,386 広島県 広島市 ＷＩＮＣＡＲＳ　ＫＵＲＵＭＡＹＡＫＯＺＯ サービス その他サービス 5%

192,387 広島県 広島市 ＶＩＮＣＥＮＴ 小売業 衣料品 5%

192,388 広島県 広島市 ＷｅｄｄｉｎｇＳａｌｏｎ　ａｉｍｅｒ 小売業 衣料品 5%

192,389 広島県 広島市 牛田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,390 広島県 広島市 牛田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,391 広島県 広島市 ＪＭ／旨い酒と鉄板　卓 サービス 飲食業 5%

192,392 広島県 広島市 馬の手 小売業 食料品 5%

192,393 広島県 広島市 馬の手 サービス 飲食業 5%

192,394 広島県 広島市 梅澤タクシー サービス その他サービス 5%

192,395 広島県 広島市 エーアイディー広島店 小売業 家具・調度品 5%

192,396 広島県 広島市 ８ｅｍｅ　ｃｏｎａｍｉ サービス 飲食業 5%

192,397 広島県 広島市 Ａ．Ｏｎｅ 小売業 その他小売 5%

192,398 広島県 広島市 エクスチェンジ広島元宇品店 小売業 その他小売 5%

192,399 広島県 広島市 ｅｃｌａｔ　ｄｅ　ｃｏｃｏ 小売業 衣料品 5%

192,400 広島県 広島市 Ｓ．Ａ 小売業 その他小売 5%

192,401 広島県 広島市 ＳＴＣ 小売業 その他小売 5%

192,402 広島県 広島市 エスパス　タグホイヤー　広島 小売業 貴金属・服飾品 5%
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192,403 広島県 広島市 エスプリヌーヴォー 小売業 衣料品 5%

192,404 広島県 広島市 エトワール サービス 理容・美容業 5%

192,405 広島県 広島市 ＮＴＡトラベル　広島八丁堀福屋支店 サービス その他サービス 5%

192,406 広島県 広島市 えのきＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

192,407 広島県 広島市 えびすの宴 サービス 飲食業 5%

192,408 広島県 広島市 Ｆ・デポ　商工センター店 小売業 家具・調度品 5%

192,409 広島県 広島市 エポックモア　営業本部 小売業 その他小売 5%

192,410 広島県 広島市 ＭＩジャパン　広島校 サービス その他サービス 5%

192,411 広島県 広島市 Ｍ２ｂｙｓｅｎｓｏ－ｕｎｉｃｏ　西広島店 小売業 衣料品 5%

192,412 広島県 広島市 エメフィール　広島本通店 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,413 広島県 広島市 猿々楽々　胡通店 サービス 飲食業 5%

192,414 広島県 広島市 猿々楽々　大手町店 サービス 飲食業 5%

192,415 広島県 広島市 円道タクシー サービス 運輸業 5%

192,416 広島県 広島市 ｏｈ！バイク直販センター 小売業 その他小売 5%

192,417 広島県 広島市 Ｏｃｅａｎ サービス その他サービス 5%

192,418 広島県 広島市 大州　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,419 広島県 広島市 大手町トレス サービス 飲食業 5%

192,420 広島県 広島市 オートザム草津 小売業 その他小売 5%

192,421 広島県 広島市 オートショップカーズ サービス その他サービス 5%

192,422 広島県 広島市 オートショップネオス　西風新都店 サービス その他サービス 5%

192,423 広島県 広島市 オートパークゼンコー サービス その他サービス 5%

192,424 広島県 広島市 おおにしタクシー サービス その他サービス 5%

192,425 広島県 広島市 オービット 小売業 衣料品 5%

192,426 広島県 広島市 おおまち動物病院 サービス その他サービス 5%

192,427 広島県 広島市 おおまち動物病院 サービス その他サービス 5%

192,428 広島県 広島市 大森輪業 サービス その他サービス 5%

192,429 広島県 広島市 小笠原オートショップ　ＳＢＳ西店 小売業 その他小売 5%

192,430 広島県 広島市 小笠原オートショップ　東雲店 小売業 その他小売 5%

192,431 広島県 広島市 お菓子茂 小売業 その他小売 5%

192,432 広島県 広島市 おかず工房グランドタワー店 小売業 その他小売 5%

192,433 広島県 広島市 おかず工房鷹野橋店 小売業 その他小売 5%

192,434 広島県 広島市 おかず工房皆賀店 小売業 その他小売 5%

192,435 広島県 広島市 おかず工房矢口店 小売業 その他小売 5%

192,436 広島県 広島市 おかだ 小売業 衣料品 5%

192,437 広島県 広島市 オキセン　Ｇ．Ａ．Ｏ 小売業 衣料品 5%

192,438 広島県 広島市 オキタセンイ　本店 小売業 衣料品 5%

192,439 広島県 広島市 小椋電機商会 小売業 電化製品 5%

192,440 広島県 広島市 お好み焼きダイニング川崎 サービス 飲食業 5%

192,441 広島県 広島市 お好み焼き鉄板焼ちんちくりん井口店 サービス 飲食業 5%

192,442 広島県 広島市 お好み焼・鉄板焼ちんちくりん大手町店 サービス 飲食業 5%

192,443 広島県 広島市 お好み焼鉄板焼ちんちくりんＣＯＣＯＲＯ店 サービス 飲食業 5%

192,444 広島県 広島市 お好み焼・鉄板焼ちんちくりんＳＯＲＡ店 サービス 飲食業 5%
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192,445 広島県 広島市 お好み焼・鉄板焼ちんちくりん立町店 サービス 飲食業 5%

192,446 広島県 広島市 お好み焼・鉄板焼ちんちくりん流川店 サービス 飲食業 5%

192,447 広島県 広島市 お好み焼・鉄板焼ちんちくりん本店 サービス 飲食業 5%

192,448 広島県 広島市 お好み焼き鉄板焼ちんちくりん八木店 サービス 飲食業 5%

192,449 広島県 広島市 おしゃれクリーニング　裕 サービス その他サービス 5%

192,450 広島県 広島市 Ａｕｓｔ　ｈａｉｒ　Ｆｉｇａｒｏ サービス 理容・美容業 5%

192,451 広島県 広島市 Ａｕｓｔ　ｈａｉｒ　Ｌｉｃｈｔ サービス 理容・美容業 5%

192,452 広島県 広島市 小田億　催事 小売業 家具・調度品 5%

192,453 広島県 広島市 小田億　ファインズ 小売業 家具・調度品 5%

192,454 広島県 広島市 オートサービスシグナル サービス その他サービス 5%

192,455 広島県 広島市 大人の隠れ家　ああばん サービス 飲食業 5%

192,456 広島県 広島市 尾道浪漫珈琲　西風新都店 サービス 飲食業 5%

192,457 広島県 広島市 ＯＶＥＲＬＯＣＫ 小売業 衣料品 5%

192,458 広島県 広島市 おばんや サービス 飲食業 5%

192,459 広島県 広島市 オフィス　大義 サービス その他サービス 5%

192,460 広島県 広島市 オムジェス 小売業 家具・調度品 5%

192,461 広島県 広島市 おもてなし料理　鷹 サービス 飲食業 5%

192,462 広島県 広島市 織部フジグラン緑井店 小売業 その他小売 5%

192,463 広島県 広島市 おんまく寿司　五日市店 サービス 飲食業 5%

192,464 広島県 広島市 おんまく寿司　宇品店 サービス 飲食業 5%

192,465 広島県 広島市 カージャンボ　五日市店 小売業 その他小売 5%

192,466 広島県 広島市 カージャンボ　緑井店 小売業 その他小売 5%

192,467 広島県 広島市 かいがん薬局 小売業 その他小売 5%

192,468 広島県 広島市 懐石わたなべ サービス 飲食業 5%

192,469 広島県 広島市 海都　南観音店 サービス 飲食業 5%

192,470 広島県 広島市 カキダ サービス その他サービス 5%

192,471 広島県 広島市 カクレミノ家広島店 小売業 その他小売 5%

192,472 広島県 広島市 カーサビエントステイイン サービス 宿泊業 5%

192,473 広島県 広島市 ｃａｃｈｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

192,474 広島県 広島市 菓子工房　カプリス 小売業 食料品 5%

192,475 広島県 広島市 樫乃木屋 サービス 運輸業 5%

192,476 広島県 広島市 菓酒ＭＡＲＵ サービス 飲食業 5%

192,477 広島県 広島市 がじゅまる動物クリニック サービス その他サービス 5%

192,478 広島県 広島市 ＫＡＺＥ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

192,479 広島県 広島市 割烹　白鷹 サービス 飲食業 5%

192,480 広島県 広島市 カードラボ　広島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

192,481 広島県 広島市 かなやまタクシー サービス 運輸業 5%

192,482 広島県 広島市 かに通　広島店 サービス 飲食業 5%

192,483 広島県 広島市 ｃａｆｅ　Ｃｅｎｔｒａｌ サービス 飲食業 5%

192,484 広島県 広島市 カフェ　プレイス サービス 飲食業 5%

192,485 広島県 広島市 ｃａｆｅ＆ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｐｌａｔｅ’ｓ サービス 飲食業 5%

192,486 広島県 広島市 カフェリストランテ　フィレンツェ サービス 宿泊業 5%
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192,487 広島県 広島市 株式会社広島パワーハウス 小売業 その他小売 5%

192,488 広島県 広島市 株式会社エナスＣＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,489 広島県 広島市 （株）岡崎電機商会 小売業 電化製品 5%

192,490 広島県 広島市 株式会社住宅サービス 小売業 電化製品 5%

192,491 広島県 広島市 株式会社タナカ住建 サービス その他サービス 5%

192,492 広島県 広島市 株式会社たむら人形 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

192,493 広島県 広島市 株式会社浜松ピアノ社 小売業 その他小売 5%

192,494 広島県 広島市 ［ＨＣ］株式会社マツシマ電器 小売業 電化製品 5%

192,495 広島県 広島市 株式会社ユニカ サービス その他サービス 5%

192,496 広島県 広島市 ＧＡＢＵＴＴＯ サービス 飲食業 5%

192,497 広島県 広島市 可部ボウル サービス その他サービス 5%

192,498 広島県 広島市 可部北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,499 広島県 広島市 可部タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

192,500 広島県 広島市 亀の家 サービス 飲食業 5%

192,501 広島県 広島市 カラオケＫ－ＭＡＸ サービス その他サービス 5%

192,502 広島県 広島市 カリイナイット サービス 理容・美容業 5%

192,503 広島県 広島市 カリスタ広島店 サービス その他サービス 5%

192,504 広島県 広島市 カルパ サービス 飲食業 5%

192,505 広島県 広島市 ガレージファイン　広島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,506 広島県 広島市 カレッタ・ビューティーサロン サービス 理容・美容業 5%

192,507 広島県 広島市 ガレリア・レイノ 小売業 家具・調度品 5%

192,508 広島県 広島市 川島 サービス 宿泊業 5%

192,509 広島県 広島市 カワミ サービス その他サービス 5%

192,510 広島県 広島市 カワミ　三篠店 サービス その他サービス 5%

192,511 広島県 広島市 冠生園 サービス 飲食業 5%

192,512 広島県 広島市 カントリーショップ　ジュリアン 小売業 その他小売 5%

192,513 広島県 広島市 振袖専門店　記憶に華 サービス その他サービス 5%

192,514 広島県 広島市 きしま屋 サービス 飲食業 5%

192,515 広島県 広島市 ＫＩＺＵＮＡ サービス 飲食業 5%

192,516 広島県 広島市 ギタートップ 小売業 その他小売 5%

192,517 広島県 広島市 喜鉄 サービス 飲食業 5%

192,518 広島県 広島市 きて屋　上八丁堀店 サービス 飲食業 5%

192,519 広島県 広島市 木の暮らし広島店 小売業 家具・調度品 5%

192,520 広島県 広島市 きものサロン　あかねや 小売業 衣料品 5%

192,521 広島県 広島市 ＣＡＳＴ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

192,522 広島県 広島市 ＣＡＳＴｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

192,523 広島県 広島市 キャットクリニック広島 サービス その他サービス 5%

192,524 広島県 広島市 きやまタクシー サービス 運輸業 5%

192,525 広島県 広島市 ギャラクシー 小売業 衣料品 5%

192,526 広島県 広島市 ＧＡＬＡＸＹ サービス 飲食業 5%

192,527 広島県 広島市 ｃａｒｏｌ サービス 理容・美容業 5%

192,528 広島県 広島市 ９２５　並木通り店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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192,529 広島県 広島市 Ｋｙｕｒａｒａ サービス 理容・美容業 5%

192,530 広島県 広島市 共栄　広島店 サービス 飲食業 5%

192,531 広島県 広島市 共栄薬品株式会社 サービス その他サービス 5%

192,532 広島県 広島市 協伸自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

192,533 広島県 広島市 京都五条きものききょう記憶に華 サービス その他サービス 5%

192,534 広島県 広島市 京はし　なが尾 サービス 飲食業 5%

192,535 広島県 広島市 業務用食品スーパー　宇品店 小売業 食料品 5%

192,536 広島県 広島市 業務用食品スーパー高陽店 小売業 食料品 5%

192,537 広島県 広島市 業務用食品スーパー東雲店 小売業 食料品 5%

192,538 広島県 広島市 木楽 サービス その他サービス 5%

192,539 広島県 広島市 キンコーズ広島駅北口店 サービス その他サービス 2%

192,540 広島県 広島市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ広島店 小売業 その他小売 5%

192,541 広島県 広島市 クエストセブン可部店 サービス その他サービス 5%

192,542 広島県 広島市 串焼き　狄 サービス 飲食業 5%

192,543 広島県 広島市 串焼　ぼへみ庵 サービス 飲食業 5%

192,544 広島県 広島市 くすりのウエスギ　庚午店 小売業 その他小売 5%

192,545 広島県 広島市 ＧＯＯＤＳ　ＣＯＭＰＡＮＹ　ＬＡＮＤ 小売業 その他小売 5%

192,546 広島県 広島市 クニモトプロジェクト 小売業 家具・調度品 5%

192,547 広島県 広島市 Ｋｕｂｕｓ サービス 理容・美容業 5%

192,548 広島県 広島市 久保自動車 小売業 その他小売 5%

192,549 広島県 広島市 熊本タクシー サービス 運輸業 5%

192,550 広島県 広島市 クライスラージープ広島 小売業 その他小売 5%

192,551 広島県 広島市 グラシーズ白島 小売業 その他小売 5%

192,552 広島県 広島市 クラージュプラス 小売業 家具・調度品 5%

192,553 広島県 広島市 クラッシモ坪村家具 小売業 家具・調度品 5%

192,554 広島県 広島市 グラート 小売業 衣料品 5%

192,555 広島県 広島市 グラート 小売業 衣料品 5%

192,556 広島県 広島市 Ｇｒａｄｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

192,557 広島県 広島市 Ｃｌａｌａ サービス 理容・美容業 5%

192,558 広島県 広島市 Ｇｒａｎｄ　Ｊｏｕｒ　フジグラン 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,559 広島県 広島市 Ｇｒｕｍｐｙ 小売業 その他小売 5%

192,560 広島県 広島市 クリーニング　Ｖｅｒｙ サービス その他サービス 5%

192,561 広島県 広島市 グリーンパウンズ白島 サービス 飲食業 5%

192,562 広島県 広島市 クリエイティブスタジオイノセンス　マリーナホップ店 サービス その他サービス 5%

192,563 広島県 広島市 ｋｕｒｉｓｕｍａｄｅｆａｃｔｏｒｙ 小売業 衣料品 5%

192,564 広島県 広島市 栗田家具 小売業 家具・調度品 5%

192,565 広島県 広島市 厨　樂山 サービス 飲食業 5%

192,566 広島県 広島市 ｇｒｅｅｎｐｏｉｎｔ　ｄｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

192,567 広島県 広島市 Ｃｒｅｗ サービス 理容・美容業 5%

192,568 広島県 広島市 車倶楽部楽々 小売業 その他小売 5%

192,569 広島県 広島市 クレオヘア　セノーテ サービス 理容・美容業 5%

192,570 広島県 広島市 ＣＬＥＯ　ｈａｉｒ　八丁堀店 サービス 理容・美容業 5%
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192,571 広島県 広島市 くろかわ動物病院 サービス その他サービス 5%

192,572 広島県 広島市 ＧＬＯＸＹ・デコレーションアートアカデミー広島校 サービス その他サービス 5%

192,573 広島県 広島市 黒田タクシー　１０１ サービス 運輸業 5%

192,574 広島県 広島市 黒猫メイド魔法カフェ サービス 飲食業 5%

192,575 広島県 広島市 クロロフイル美顔教室　いまなか祇園新橋店 小売業 その他小売 5%

192,576 広島県 広島市 クワトロ 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,577 広島県 広島市 クワモト　サイクル 小売業 その他小売 5%

192,578 広島県 広島市 ｃａｒｅ＆ｔｒａｉｎｉｎｇＳＵＮ サービス 理容・美容業 5%

192,579 広島県 広島市 ケイ・ウノ広島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,580 広島県 広島市 Ｋ・Ｂｒｏｗｎ サービス 理容・美容業 5%

192,581 広島県 広島市 Ｋ’ｓ　ＳＴＹＬＥ サービス その他サービス 5%

192,582 広島県 広島市 ゲストハウスＣＯＣＯ サービス 宿泊業 5%

192,583 広島県 広島市 Ｇｅｍｉｓｃｈ 小売業 その他小売 5%

192,584 広島県 広島市 げんこつらーめん光町店 サービス 飲食業 5%

192,585 広島県 広島市 健美処　ねこの手 サービス その他サービス 5%

192,586 広島県 広島市 小網町おせん サービス 飲食業 5%

192,587 広島県 広島市 己斐　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,588 広島県 広島市 庚午橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,589 広島県 広島市 コウネ屋　鯉城 サービス 飲食業 5%

192,590 広島県 広島市 コウネ屋鯉城　流川店 サービス 飲食業 5%

192,591 広島県 広島市 広和オート サービス その他サービス 5%

192,592 広島県 広島市 こころろ横川 小売業 その他小売 5%

192,593 広島県 広島市 こてまり サービス 飲食業 5%

192,594 広島県 広島市 子供の部屋　Ｃｈｉｃａ　Ｃｈｉｃｏ 小売業 その他小売 5%

192,595 広島県 広島市 コドモ古着百貨　リシュラ　１ 小売業 その他小売 5%

192,596 広島県 広島市 ５８タクシー サービス 運輸業 5%

192,597 広島県 広島市 こぱん亭 サービス 飲食業 5%

192,598 広島県 広島市 ごはんや広島店 サービス 飲食業 5%

192,599 広島県 広島市 個別指導Ｗａｍ　春日野校 サービス その他サービス 5%

192,600 広島県 広島市 コポ　広島本通り店 小売業 衣料品 5%

192,601 広島県 広島市 コムズサービスカウンター 小売業 その他小売 5%

192,602 広島県 広島市 コムズ書籍・文具 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

192,603 広島県 広島市 コムズＨｕｔｔｅ 小売業 その他小売 5%

192,604 広島県 広島市 伍楽 サービス 飲食業 5%

192,605 広島県 広島市 ゴルフ工房　オキコバランス 小売業 その他小売 5%

192,606 広島県 広島市 ザ　ホワイツ　ウルフ 小売業 衣料品 5%

192,607 広島県 広島市 佐伯タクシー１ サービス 運輸業 5%

192,608 広島県 広島市 サイクルショップカナガキ 天満町店 小売業 その他小売 5%

192,609 広島県 広島市 サウンドマック 小売業 電化製品 5%

192,610 広島県 広島市 ＳＡＯＲＩ　広島 小売業 その他小売 5%

192,611 広島県 広島市 さかもと屋市兵衛 サービス 飲食業 5%

192,612 広島県 広島市 サキヤゆめタウン五日市店 小売業 衣料品 5%
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192,613 広島県 広島市 Ｚａｋｙｎｔｈｏｓ サービス 飲食業 5%

192,614 広島県 広島市 Ｓａｋｅ七彩 サービス 飲食業 5%

192,615 広島県 広島市 株式会社酒商山田　幟町店 小売業 食料品 5%

192,616 広島県 広島市 株式会社酒商山田　八丁堀店 小売業 食料品 5%

192,617 広島県 広島市 SAKE PLACE ekie広島店 小売業 その他小売 5%

192,618 広島県 広島市 ささきタクシー サービス その他サービス 5%

192,619 広島県 広島市 五月ヶ丘　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,620 広島県 広島市 佐藤タクシー サービス 運輸業 5%

192,621 広島県 広島市 ＴＨＥＮＯＲＴＨＦＡＣＥＳＴＡＮＤＡＲＤ 小売業 衣料品 5%

192,622 広島県 広島市 ＳＡＶＡＧＥ 小売業 その他小売 5%

192,623 広島県 広島市 サブウェイ　紙屋町店 サービス 飲食業 5%

192,624 広島県 広島市 サブウェイ広島段原ショッピングセンター店 サービス 飲食業 5%

192,625 広島県 広島市 サロン・ド・香心 小売業 衣料品 5%

192,626 広島県 広島市 サロンドエスプリ サービス 理容・美容業 5%

192,627 広島県 広島市 さわや横川 サービス 飲食業 5%

192,628 広島県 広島市 サンサン薬局 小売業 その他小売 5%

192,629 広島県 広島市 サンタ　平野店 小売業 その他小売 5%

192,630 広島県 広島市 サンパル阿戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,631 広島県 広島市 サンボレ サービス その他サービス 5%

192,632 広島県 広島市 株式会社　三友商会 小売業 家具・調度品 5%

192,633 広島県 広島市 山陽メーター サービス その他サービス 5%

192,634 広島県 広島市 サンヨーファーマシー　中野薬局 小売業 その他小売 5%

192,635 広島県 広島市 ＪＡ交流ひろば　とれたて元気市 小売業 食料品 5%

192,636 広島県 広島市 Ｊ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

192,637 広島県 広島市 ジェームス西条インター店 小売業 その他小売 2%

192,638 広島県 広島市 シェ・モモ サービス 飲食業 5%

192,639 広島県 広島市 Ｇ．ＣＬＥＦ 小売業 衣料品 5%

192,640 広島県 広島市 しげみち 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,641 広島県 広島市 而今 サービス 飲食業 5%

192,642 広島県 広島市 しーじゃっく　石内バイパス店 サービス 飲食業 5%

192,643 広島県 広島市 しーじゃっく　竹屋町店 サービス 飲食業 5%

192,644 広島県 広島市 しーじゃっく　毘沙門店 サービス 飲食業 5%

192,645 広島県 広島市 シーズー サービス 理容・美容業 5%

192,646 広島県 広島市 シーズー サービス 理容・美容業 5%

192,647 広島県 広島市 詩仙堂　ＴＯＭＯ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

192,648 広島県 広島市 詩仙堂ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ　広島店 小売業 衣料品 5%

192,649 広島県 広島市 シティトーク　紙屋町店 小売業 衣料品 5%

192,650 広島県 広島市 シートン動物病院 サービス その他サービス 5%

192,651 広島県 広島市 偲ぶ茶屋 サービス 飲食業 5%

192,652 広島県 広島市 柴崎動物病院 サービス その他サービス 5%

192,653 広島県 広島市 Ｓｈｉｆｔ サービス その他サービス 5%

192,654 広島県 広島市 脂肪燃焼サロン　よつばハイパーナイフ サービス その他サービス 5%
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192,655 広島県 広島市 島根電工　広島支店 サービス その他サービス 5%

192,656 広島県 広島市 車検の速太郎　オートパーク 小売業 その他小売 5%

192,657 広島県 広島市 車検の速太郎　カーケアプラザ サービス その他サービス 5%

192,658 広島県 広島市 車検の速太郎　広島店 サービス その他サービス 5%

192,659 広島県 広島市 車検の速太郎　広島向洋店 サービス その他サービス 5%

192,660 広島県 広島市 しゃぶしゃぶ温野菜石内バイパス店 サービス 飲食業 2%

192,661 広島県 広島市 Ｊｅａｎ　Ｐａｂｌｏ　八丁堀 小売業 衣料品 5%

192,662 広島県 広島市 じゃんぱら　広島店 小売業 電化製品 5%

192,663 広島県 広島市 ジュエリーＫＡＮＤＡ　広島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,664 広島県 広島市 ジュエリーバー 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,665 広島県 広島市 ジュエリービュー　広島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,666 広島県 広島市 手芸センタードリーム　広島店 小売業 その他小売 5%

192,667 広島県 広島市 手芸センタードリーム　五日市石内店 小売業 その他小売 5%

192,668 広島県 広島市 手芸センタードリーム　高陽店 小売業 その他小売 5%

192,669 広島県 広島市 手芸センタードリーム　フォレオ広島東店 小売業 その他小売 5%

192,670 広島県 広島市 手芸マキ　広島店 小売業 その他小売 5%

192,671 広島県 広島市 手芸マキ　緑井店 小売業 その他小売 5%

192,672 広島県 広島市 酒肴　田岡 サービス 飲食業 5%

192,673 広島県 広島市 シュトらいんフィールド サービス その他サービス 5%

192,674 広島県 広島市 酒楽食　Ｌａｐｉｎ サービス 飲食業 5%

192,675 広島県 広島市 旬月神楽　庚午店 小売業 食料品 5%

192,676 広島県 広島市 旬の味　絹や サービス 飲食業 5%

192,677 広島県 広島市 将軍 サービス 飲食業 5%

192,678 広島県 広島市 ショージ牛田店 小売業 食料品 5%

192,679 広島県 広島市 ショージ白木店 小売業 食料品 5%

192,680 広島県 広島市 ショージみどり坂店 小売業 食料品 5%

192,681 広島県 広島市 Ｂｏｕｒｂｏｎ　Ｓｑｕａｒｅ サービス 飲食業 5%

192,682 広島県 広島市 ジョンブリアン 小売業 衣料品 5%

192,683 広島県 広島市 しらがみタクシー サービス 運輸業 5%

192,684 広島県 広島市 白木ＳＳ　フクダ石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,685 広島県 広島市 シルバニアファミリー森のお家アウトレット広島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

192,686 広島県 広島市 支留比亜珈琲店　本通り店 サービス 飲食業 5%

192,687 広島県 広島市 Ｓｅａ　ｌｏｏｐ サービス その他サービス 5%

192,688 広島県 広島市 紳光繊維 小売業 衣料品 5%

192,689 広島県 広島市 新中央交通　７ サービス 運輸業 5%

192,690 広島県 広島市 Ｓｕｒ　ＹＯＧＡ サービス その他サービス 5%

192,691 広島県 広島市 スイッチ サービス 飲食業 5%

192,692 広島県 広島市 ＳＵＵＫ　ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

192,693 広島県 広島市 スーパードラッグひまわり宇品店 小売業 その他小売 5%

192,694 広島県 広島市 スーパードラッグひまわり可部北店 小売業 その他小売 5%

192,695 広島県 広島市 スーパードラッグひまわり可部店 小売業 その他小売 5%

192,696 広島県 広島市 スーパードラッグひまわり瀬野川店 小売業 その他小売 5%
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192,697 広島県 広島市 スーパードラッグひまわり伴東店 小売業 その他小売 5%

192,698 広島県 広島市 スーパードラッグひまわり中山店 小売業 その他小売 5%

192,699 広島県 広島市 スーパードラッグひまわり舟入店 小売業 その他小売 5%

192,700 広島県 広島市 スーパードラッグひまわり船越店 小売業 その他小売 5%

192,701 広島県 広島市 ＳｕＫｉＭａ 小売業 衣料品 5%

192,702 広島県 広島市 すし亭 サービス 飲食業 5%

192,703 広島県 広島市 すし亭　アルパーク前店 サービス 飲食業 5%

192,704 広島県 広島市 すし亭　胡町店 サービス 飲食業 5%

192,705 広島県 広島市 すし亭　紙屋町店 サービス 飲食業 5%

192,706 広島県 広島市 すし亭　光町店 サービス 飲食業 5%

192,707 広島県 広島市 すし凛道 サービス 飲食業 5%

192,708 広島県 広島市 ＳＵＺＵ　ＣＡＦＥ　広島店 サービス 飲食業 5%

192,709 広島県 広島市 スズキアリーナ沼田 小売業 その他小売 5%

192,710 広島県 広島市 鈴張　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,711 広島県 広島市 スタジオココロフル　比治山店 小売業 その他小売 5%

192,712 広島県 広島市 スタジオフォトプラス　竹屋店 小売業 その他小売 5%

192,713 広島県 広島市 スタジオフォトプラス　古市店 小売業 その他小売 5%

192,714 広島県 広島市 Ｓｎａｐ－ｏｎ　Ｓａｋｉｈａｒａ サービス その他サービス 5%

192,715 広島県 広島市 スパーク　催事 小売業 衣料品 5%

192,716 広島県 広島市 スパークアルパーク店 小売業 食料品 5%

192,717 広島県 広島市 スパーク五日市駅前店 小売業 食料品 5%

192,718 広島県 広島市 スパーク五日市店 小売業 食料品 5%

192,719 広島県 広島市 スパーク江波店 小売業 食料品 5%

192,720 広島県 広島市 スパーク大町店 小売業 食料品 5%

192,721 広島県 広島市 スパーク観音店 小売業 食料品 5%

192,722 広島県 広島市 スパーク庚午店 小売業 食料品 5%

192,723 広島県 広島市 スパーク光南店 小売業 食料品 5%

192,724 広島県 広島市 スパーク堺町店 小売業 食料品 5%

192,725 広島県 広島市 スパーク佐方店 小売業 食料品 5%

192,726 広島県 広島市 スパーク鈴ケ峰店 小売業 食料品 5%

192,727 広島県 広島市 スパーク中島店 小売業 食料品 5%

192,728 広島県 広島市 スパーク中山店 小売業 食料品 5%

192,729 広島県 広島市 スパーク本部 小売業 食料品 5%

192,730 広島県 広島市 スパーク御幸の杜店 小売業 食料品 5%

192,731 広島県 広島市 スパーク空港通り店 小売業 食料品 5%

192,732 広島県 広島市 ＳＰＡＳＥＥＤ サービス 理容・美容業 5%

192,733 広島県 広島市 スペイン酒場ナカムラ サービス 飲食業 5%

192,734 広島県 広島市 スマイルにしてＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,735 広島県 広島市 スマイルハートレザー 小売業 衣料品 5%

192,736 広島県 広島市 スマートクロージングストアヒロシマ 小売業 衣料品 5%

192,737 広島県 広島市 炭火と魚菜　伝助 サービス 飲食業 5%

192,738 広島県 広島市 炭火焼肉　ごろう　流川店 サービス 飲食業 5%
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192,739 広島県 広島市 炭火焼肉　ごろう　本店 サービス 飲食業 5%

192,740 広島県 広島市 炭火焼肉　ぶち　青崎店 サービス 飲食業 5%

192,741 広島県 広島市 炭火焼肉　ぶち　五日市店 サービス 飲食業 5%

192,742 広島県 広島市 炭火焼肉　ぶち　流川本店 サービス 飲食業 5%

192,743 広島県 広島市 炭火焼肉　ぶち　舟入店 サービス 飲食業 5%

192,744 広島県 広島市 炭火焼肉　萬まる　西原店 サービス 飲食業 5%

192,745 広島県 広島市 炭火焼肉　　浪漫 サービス 飲食業 5%

192,746 広島県 広島市 炭火焼肉　和平　流川店 サービス 飲食業 5%

192,747 広島県 広島市 炭火和食Ｓｏ サービス 飲食業 5%

192,748 広島県 広島市 炭焼き　いしかわ サービス 飲食業 5%

192,749 広島県 広島市 炭焼　一代め サービス 飲食業 5%

192,750 広島県 広島市 炭焼雷新天地店 サービス 飲食業 5%

192,751 広島県 広島市 炭焼雷立町店 サービス 飲食業 5%

192,752 広島県 広島市 清木畳装飾 小売業 その他小売 5%

192,753 広島県 広島市 セイコー自動車 サービス その他サービス 5%

192,754 広島県 広島市 整体院　博　　ＨＡＫＵ サービス その他サービス 5%

192,755 広島県 広島市 西風モータース 小売業 その他小売 5%

192,756 広島県 広島市 西洋厨房　ラ・ダム・ヒロ サービス 飲食業 5%

192,757 広島県 広島市 セーフティプラザ愛宕　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,758 広島県 広島市 ２ｎｄ　Ｓｔｒｉｋｅ 小売業 衣料品 5%

192,759 広島県 広島市 ＳＥＢＩＲＯＹＡ． 小売業 衣料品 5%

192,760 広島県 広島市 ７０’ｓセブンティーズ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

192,761 広島県 広島市 セルフ石内バイパス　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,762 広島県 広島市 セルフ宇品倶楽部 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,763 広島県 広島市 セルフ口田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,764 広島県 広島市 セルフ竹屋町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,765 広島県 広島市 セルフ仁保新町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,766 広島県 広島市 セルフ東蟹屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,767 広島県 広島市 セルフ広島総合卸センター第２ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,768 広島県 広島市 セルフむかいなだ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,769 広島県 広島市 ＣＥＬＬＵＬＯＩＤ サービス 飲食業 5%

192,770 広島県 広島市 セレスワールドツアーズ サービス その他サービス 5%

192,771 広島県 広島市 ゼロック サービス その他サービス 5%

192,772 広島県 広島市 センター食堂 サービス 飲食業 5%

192,773 広島県 広島市 ＺＥＮ広島 サービス その他サービス 5%

192,774 広島県 広島市 綜合エナジー　五日市Ｉ．Ｃ．ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,775 広島県 広島市 綜合エナジー　亀山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,776 広島県 広島市 綜合エナジー　楠那ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,777 広島県 広島市 綜合エナジー　沼田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,778 広島県 広島市 綜合エナジー　矢野ニュータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,779 広島県 広島市 ｓｏｋｏｉｋｏ サービス その他サービス 5%

192,780 広島県 広島市 そらきゅう サービス 飲食業 5%
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192,781 広島県 広島市 ソロモン動物病院 サービス その他サービス 5%

192,782 広島県 広島市 大一産業株式会社　広島支店 小売業 家具・調度品 5%

192,783 広島県 広島市 ｄｉｅｔ＆ｂｅａｕｔｙ　Ｓｅｎｊｕ 小売業 その他小売 5%

192,784 広島県 広島市 大元気整体院 サービス その他サービス 5%

192,785 広島県 広島市 大衆酒場　上ル サービス 飲食業 5%

192,786 広島県 広島市 大衆酒場　喜久本店 サービス 飲食業 5%

192,787 広島県 広島市 大衆瀬戸内酒場　魚哲 サービス 飲食業 5%

192,788 広島県 広島市 大進創寫舘 小売業 その他小売 5%

192,789 広島県 広島市 大進創寫舘　五日市店 小売業 その他小売 5%

192,790 広島県 広島市 大進創寫舘　ウェディング 小売業 その他小売 5%

192,791 広島県 広島市 大進創寫舘　八木店 小売業 その他小売 5%

192,792 広島県 広島市 大進創寫舘　護国神社特設スタジオ 小売業 その他小売 5%

192,793 広島県 広島市 ダイニング　輪 サービス 飲食業 5%

192,794 広島県 広島市 Ｔｉｍｅｐｅｄｉａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,795 広島県 広島市 ダイヤフラワー 小売業 その他小売 5%

192,796 広島県 広島市 タイヨーデンキ 小売業 電化製品 5%

192,797 広島県 広島市 台楽茶　広島本通り店 サービス 飲食業 5%

192,798 広島県 広島市 大漁酒場　ざこ丸 サービス 飲食業 5%

192,799 広島県 広島市 高島モーター商会 サービス その他サービス 5%

192,800 広島県 広島市 田方橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,801 広島県 広島市 多賀扶桑園 小売業 その他小売 5%

192,802 広島県 広島市 たからやカバン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,803 広島県 広島市 タクシーセンター　１０３号車 サービス 運輸業 5%

192,804 広島県 広島市 タクシーセンター　３３５ サービス 運輸業 5%

192,805 広島県 広島市 タクシーセンター　２１７ サービス 運輸業 5%

192,806 広島県 広島市 立喰いすし将軍広島三川町店 サービス 飲食業 5%

192,807 広島県 広島市 田中タクシー サービス 運輸業 5%

192,808 広島県 広島市 谷本タクシー サービス その他サービス 5%

192,809 広島県 広島市 旅ＤＩＮＩＮＧ　ＯＲＥＮＣＨＩ 小売業 衣料品 5%

192,810 広島県 広島市 たまき サービス 飲食業 5%

192,811 広島県 広島市 たんす屋ｂｙマツヤ 小売業 衣料品 5%

192,812 広島県 広島市 段原キッチン　Ｓｏｌｅ サービス 飲食業 5%

192,813 広島県 広島市 ＣＨＡＭＢＥＲＳ サービス 理容・美容業 5%

192,814 広島県 広島市 地下の和食酒場ＧＯＴＥＮＰＯ サービス 飲食業 5%

192,815 広島県 広島市 ちぎりや呉服店 小売業 衣料品 5%

192,816 広島県 広島市 中国道安佐ＳＡ　下り　レストラン 小売業 その他小売 5%

192,817 広島県 広島市 中国道安佐ＳＡ　上り　レストラン 小売業 その他小売 5%

192,818 広島県 広島市 中電病院売店 小売業 その他小売 5%

192,819 広島県 広島市 厨房ステーション 小売業 家具・調度品 5%

192,820 広島県 広島市 土谷総合病院売店 小売業 その他小売 5%

192,821 広島県 広島市 椿 サービス 飲食業 5%

192,822 広島県 広島市 つるや宇品店 小売業 衣料品 5%
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192,823 広島県 広島市 ティア　プライマリー 小売業 衣料品 5%

192,824 広島県 広島市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　広島パルコ店 サービス 理容・美容業 5%

192,825 広島県 広島市 テーラー下戸 小売業 衣料品 5%

192,826 広島県 広島市 テクニカルサービス・ワキ サービス その他サービス 5%

192,827 広島県 広島市 Ｄｅｃｏ サービス 理容・美容業 5%

192,828 広島県 広島市 出島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,829 広島県 広島市 ｄｅｃｋｅｒｃｈｉｎ サービス その他サービス 5%

192,830 広島県 広島市 哲タクシー サービス 運輸業 5%

192,831 広島県 広島市 鉄板酒場　ぶいぶい。 サービス 飲食業 5%

192,832 広島県 広島市 ＴＥＰＰＡＮ　ＤＩＮＩＮＧ　憩ーＩＫＯＩ－ サービス 飲食業 5%

192,833 広島県 広島市 鉄ぱんダイニング　ｊｕ－ｓｈｉ サービス 飲食業 5%

192,834 広島県 広島市 てっぱん家 サービス 飲食業 5%

192,835 広島県 広島市 鉄ぱん屋　弁兵衛　新天地店 サービス 飲食業 5%

192,836 広島県 広島市 鉄ぱん屋　弁兵衛　八丁堀店 サービス 飲食業 5%

192,837 広島県 広島市 鉄ぱん屋弁兵衛　大手町店 サービス 飲食業 5%

192,838 広島県 広島市 鉄ぱん屋弁兵衛　新天地店 サービス 飲食業 5%

192,839 広島県 広島市 鉄ぱん屋弁兵衛　八丁堀店 サービス 飲食業 5%

192,840 広島県 広島市 鉄ぱん屋弁兵衛　広島駅北口店 サービス 飲食業 5%

192,841 広島県 広島市 鉄ぱん屋弁兵衛　八木店 サービス 飲食業 5%

192,842 広島県 広島市 鉄ぱん屋弁兵衛　横川店 サービス 飲食業 5%

192,843 広島県 広島市 鉄ぱん屋弁兵衛　広島駅北口店 サービス 飲食業 5%

192,844 広島県 広島市 ｔｅｔｅ サービス 理容・美容業 5%

192,845 広島県 広島市 ＤＵＯ　ＣＹＣＬＥ 小売業 その他小売 5%

192,846 広島県 広島市 テーラーフィールズ　広島 小売業 衣料品 5%

192,847 広島県 広島市 ＤＥＬＷＩＮ サービス 運輸業 5%

192,848 広島県 広島市 テレラインサービス本川店 小売業 電化製品 5%

192,849 広島県 広島市 天然素材　海家 サービス 飲食業 5%

192,850 広島県 広島市 桃花庵 サービス 飲食業 5%

192,851 広島県 広島市 東京・銀座リエジュ　安古市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,852 広島県 広島市 童具店広島 小売業 家具・調度品 5%

192,853 広島県 広島市 十日市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,854 広島県 広島市 トータルカーカジ サービス その他サービス 5%

192,855 広島県 広島市 トータルスタジオフォセット　イオンモール広島店 サービス その他サービス 5%

192,856 広島県 広島市 トータルスタジオフォセット　五日市コイン通り店 サービス その他サービス 5%

192,857 広島県 広島市 ＴＯＫＩＡ　広島本通店 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,858 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅかめ山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,859 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ五日市駅前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,860 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ己斐店 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,861 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ緑井中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,862 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八幡東店 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,863 広島県 広島市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅひろせＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,864 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大州町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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192,865 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ可部南原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,866 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東雲町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,867 広島県 広島市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅせせらＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,868 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ宇品店 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,869 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ上安ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,870 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ段原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,871 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ長束ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,872 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ広島西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,873 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ緑井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,874 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ温品ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,875 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ白島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,876 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ広島東インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,877 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ深川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,878 広島県 広島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ三篠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,879 広島県 広島市 とくみ鮨 サービス 飲食業 5%

192,880 広島県 広島市 敏乃花タクシー サービス 運輸業 5%

192,881 広島県 広島市 ＴＯＭＩＹＡ　広島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,882 広島県 広島市 智タクシー サービス 運輸業 5%

192,883 広島県 広島市 トライアンフ広島 小売業 その他小売 5%

192,884 広島県 広島市 トライスマイル サービス その他サービス 5%

192,885 広島県 広島市 虎至　宇品店 サービス 飲食業 5%

192,886 広島県 広島市 虎至　大町店 サービス 飲食業 5%

192,887 広島県 広島市 ｄｒｕｇｓｔｏｒｅ’ｓＳＨＯＰ広島路面店 小売業 衣料品 5%

192,888 広島県 広島市 とらのあな　広島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

192,889 広島県 広島市 ドリーム矢賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,890 広島県 広島市 鳥久 サービス 飲食業 5%

192,891 広島県 広島市 とり鉄　広島本通店 サービス 飲食業 5%

192,892 広島県 広島市 トリム広島 サービス その他サービス 5%

192,893 広島県 広島市 トリム広島　ゆめタウンみゆき店 サービス その他サービス 5%

192,894 広島県 広島市 どろんこ サービス 飲食業 5%

192,895 広島県 広島市 とんかつ揚げ物専門喜とん サービス 飲食業 5%

192,896 広島県 広島市 中川自動車 小売業 その他小売 5%

192,897 広島県 広島市 ナカシマオートサイクル 小売業 その他小売 5%

192,898 広島県 広島市 なかたストアー 小売業 食料品 5%

192,899 広島県 広島市 中津酒店 小売業 食料品 5%

192,900 広島県 広島市 中広　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,901 広島県 広島市 中広町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,902 広島県 広島市 中八木漢方堂 小売業 その他小売 5%

192,903 広島県 広島市 中山カーライフステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,904 広島県 広島市 中山西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,905 広島県 広島市 和味亭　たなか家 サービス 飲食業 5%

192,906 広島県 広島市 菜づけ百屋　中町本店 サービス 飲食業 5%
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192,907 広島県 広島市 菜づけ百屋　幟町店 サービス 飲食業 5%

192,908 広島県 広島市 なないろカイロ サービス その他サービス 5%

192,909 広島県 広島市 新見自動車整備工場　中広営業所 サービス その他サービス 5%

192,910 広島県 広島市 新見自動車整備工場　本社工場 サービス その他サービス 5%

192,911 広島県 広島市 肉酔 サービス 飲食業 5%

192,912 広島県 広島市 株式会社肉のますゐ サービス 飲食業 5%

192,913 広島県 広島市 ｎｉｃｏｔｔｏ サービス 理容・美容業 5%

192,914 広島県 広島市 ニコニコタクシー サービス 運輸業 5%

192,915 広島県 広島市 ニシキトラベル サービス その他サービス 5%

192,916 広島県 広島市 西文明堂　広島店 小売業 その他小売 5%

192,917 広島県 広島市 ニシモト　自動車部 小売業 その他小売 5%

192,918 広島県 広島市 日個連　井東タクシー サービス 運輸業 5%

192,919 広島県 広島市 日個連　上松タクシー サービス 運輸業 5%

192,920 広島県 広島市 日個連　栗栖タクシー サービス 運輸業 5%

192,921 広島県 広島市 日個連　小林タクシー サービス 運輸業 5%

192,922 広島県 広島市 日個連　佐々木タクシー サービス 運輸業 5%

192,923 広島県 広島市 日個連　末廣タクシー サービス 運輸業 5%

192,924 広島県 広島市 日個連　髙橋タクシー サービス 運輸業 5%

192,925 広島県 広島市 日個連　近末タクシー サービス 運輸業 5%

192,926 広島県 広島市 日個連　永野タクシー サービス 運輸業 5%

192,927 広島県 広島市 日個連　中本タクシー サービス 運輸業 5%

192,928 広島県 広島市 日個連　成定タクシー サービス 運輸業 5%

192,929 広島県 広島市 日個連　原田タクシー サービス 運輸業 5%

192,930 広島県 広島市 日個連　平中タクシー サービス 運輸業 5%

192,931 広島県 広島市 日個連　前田タクシー サービス 運輸業 5%

192,932 広島県 広島市 日個連　益田タクシー サービス 運輸業 5%

192,933 広島県 広島市 日個連　松下タクシー サービス 運輸業 5%

192,934 広島県 広島市 日個連　南谷タクシー サービス 運輸業 5%

192,935 広島県 広島市 日個連　三村タクシー サービス 運輸業 5%

192,936 広島県 広島市 日個連　山内タクシー サービス 運輸業 5%

192,937 広島県 広島市 日個連　山田タクシー サービス 運輸業 5%

192,938 広島県 広島市 日個連　山本タクシー サービス 運輸業 5%

192,939 広島県 広島市 日個連　雪島タクシー サービス 運輸業 5%

192,940 広島県 広島市 ニッセンシェイプサロンＬａＭｉｓｓｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

192,941 広島県 広島市 日本料理　梅元 サービス 飲食業 5%

192,942 広島県 広島市 日本料理　髙山 サービス 飲食業 5%

192,943 広島県 広島市 日本料理　善おか サービス 飲食業 5%

192,944 広島県 広島市 ＮｅｗＳａｎｇｏ　ＢＯＡＳＴ サービス 理容・美容業 5%

192,945 広島県 広島市 ニューハタカＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,946 広島県 広島市 俄　広島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

192,947 広島県 広島市 沼田建材株式会社 小売業 家具・調度品 5%

192,948 広島県 広島市 沼田セントラル　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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192,949 広島県 広島市 沼田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

192,950 広島県 広島市 ＮＥＯプリンスイン広島 サービス 宿泊業 5%

192,951 広島県 広島市 猫島自動車 サービス その他サービス 5%

192,952 広島県 広島市 ネストイン 小売業 その他小売 5%

192,953 広島県 広島市 Ｂａｒ　Ｓｅｖｅｎ サービス 飲食業 5%

192,954 広島県 広島市 Ｂａｒ　ｆｉｖｅ サービス 飲食業 5%

192,955 広島県 広島市 Ｂａｒ　ＯＮＥ サービス 飲食業 5%

192,956 広島県 広島市 Ｂａｒ＆Ｃａｆｅ　ＳＰＡＣＥ サービス 飲食業 5%

192,957 広島県 広島市 ＢＡＲ　ＥＴＥＲＮＩＴＹ サービス 飲食業 5%

192,958 広島県 広島市 ＢＡＲ　Ｋｏｍａｔｓｕ サービス 飲食業 5%

192,959 広島県 広島市 バー　コルトン サービス 飲食業 5%

192,960 広島県 広島市 パーマ屋カラフル サービス 理容・美容業 5%

192,961 広島県 広島市 パールハウス サービス 飲食業 5%

192,962 広島県 広島市 ＨａｒｌｅｙＤａｖｉｄｓｏｎ広島 小売業 その他小売 5%

192,963 広島県 広島市 バイク小笠原　西原店 小売業 その他小売 5%

192,964 広島県 広島市 バイクショップカンパニー　山本店 小売業 その他小売 5%

192,965 広島県 広島市 バイクショップカンパニー　山本店 小売業 その他小売 5%

192,966 広島県 広島市 バイシクル　ネコモト　宇品店 小売業 その他小売 5%

192,967 広島県 広島市 バイシクルネコモト　二葉店 小売業 その他小売 5%

192,968 広島県 広島市 博多焼とり　天羽 サービス 飲食業 5%

192,969 広島県 広島市 パークサイドホテル サービス 宿泊業 5%

192,970 広島県 広島市 白李　じぞう通り店 サービス 飲食業 5%

192,971 広島県 広島市 白李　西原店 サービス 飲食業 5%

192,972 広島県 広島市 白李　舟入本店 サービス 飲食業 5%

192,973 広島県 広島市 白李庚午店 サービス 飲食業 5%

192,974 広島県 広島市 橋本タクシー サービス 運輸業 5%

192,975 広島県 広島市 橋本燃料 小売業 電化製品 5%

192,976 広島県 広島市 羽田別荘 サービス 飲食業 5%

192,977 広島県 広島市 84 小売業 その他小売 5%

192,978 広島県 広島市 八丁堀店　山カフェ 小売業 食料品 5%

192,979 広島県 広島市 服部タイヨー　高陽店 小売業 食料品 5%

192,980 広島県 広島市 ハッピークロス　五日市店 小売業 衣料品 5%

192,981 広島県 広島市 花かぶき 小売業 その他小売 5%

192,982 広島県 広島市 バナーバレット広島店 小売業 衣料品 5%

192,983 広島県 広島市 葉美 サービス 飲食業 5%

192,984 広島県 広島市 Ｈｕｂ サービス 理容・美容業 5%

192,985 広島県 広島市 浜井自動車　楠木工場 サービス その他サービス 5%

192,986 広島県 広島市 隼丸タクシー サービス 運輸業 5%

192,987 広島県 広島市 パリゴ　広島　３Ｆ 小売業 衣料品 5%

192,988 広島県 広島市 パリゴ　広島　２Ｆ 小売業 衣料品 5%

192,989 広島県 広島市 バルコム サービス その他サービス 5%

192,990 広島県 広島市 Ｂａｌｃｏｍ　ＢＭＷ　広島 サービス その他サービス 5%
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192,991 広島県 広島市 Ｂａｌｃｏｍ　ＢＭＷ　観音新町 サービス その他サービス 5%

192,992 広島県 広島市 バルコムＭＣ広島 サービス その他サービス 5%

192,993 広島県 広島市 Ｂａｌｃｏｍ観音新町ボディショップ サービス その他サービス 5%

192,994 広島県 広島市 ＢａｌｃｏｍＳｑｕａｒｅ 小売業 その他小売 5%

192,995 広島県 広島市 ＢａｌｃｏｍＢＭＷ宇品 小売業 その他小売 5%

192,996 広島県 広島市 ＢａｌｃｏｍＭａｒｉｎａＢａｙ 小売業 その他小売 5%

192,997 広島県 広島市 ＢａｌｃｏｍＭａｒｉｎａＢａｙＭＣ 小売業 その他小売 5%

192,998 広島県 広島市 ハレの日 サービス 飲食業 5%

192,999 広島県 広島市 Ｈａｗａｉｉａｎ　Ｈｕｌａ　Ｓｈｏｐ　ＬｅｉＰｏｏ 小売業 衣料品 5%

193,000 広島県 広島市 板金塗装安田株式会社 サービス その他サービス 5%

193,001 広島県 広島市 ＢＡＮＫ 小売業 衣料品 5%

193,002 広島県 広島市 ＢＡＮＫ 小売業 衣料品 5%

193,003 広島県 広島市 ＰＡＮＱＵＥ 小売業 食料品 5%

193,004 広島県 広島市 半ベえ サービス 飲食業 5%

193,005 広島県 広島市 ｂｅ　ａｍｂｅｒ　Ｋ サービス 飲食業 5%

193,006 広島県 広島市 ＢＭＷＭｏｔｏｒｒａｄＢａｌｃｏｍ広島 小売業 その他小売 5%

193,007 広島県 広島市 ＰＣ再生工房　広島店 小売業 電化製品 5%

193,008 広島県 広島市 美衣食空間うぃすてりあ サービス 理容・美容業 5%

193,009 広島県 広島市 Ｂｅｅ－Ｂｌｕｅ　Ｈａｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

193,010 広島県 広島市 ＢＭＯ広島五日市店 小売業 衣料品 5%

193,011 広島県 広島市 ＢＭＯ広島船越店 小売業 衣料品 5%

193,012 広島県 広島市 ピエラロッキ 小売業 その他小売 5%

193,013 広島県 広島市 ビオール　ウエスト サービス 理容・美容業 5%

193,014 広島県 広島市 檜垣タクシー サービス 運輸業 5%

193,015 広島県 広島市 光町コンタクト 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,016 広島県 広島市 ビジネスホテル　１９１ サービス 宿泊業 5%

193,017 広島県 広島市 ビジネスホテル　可部 サービス 宿泊業 5%

193,018 広島県 広島市 毘沙門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,019 広島県 広島市 毘沙門台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,020 広島県 広島市 ビジョン・コンサル サービス その他サービス 5%

193,021 広島県 広島市 聖屋 サービス 飲食業 5%

193,022 広島県 広島市 ビストロ　デ　アヴェニュー サービス 飲食業 5%

193,023 広島県 広島市 ＰＥＴＡＲ　ＷＯＮＧ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

193,024 広島県 広島市 ビッグハウス　沼田店 小売業 食料品 5%

193,025 広島県 広島市 ビッグベン　三篠店 小売業 衣料品 5%

193,026 広島県 広島市 ＢＩＧＢＯＳＳ広島店 小売業 その他小売 5%

193,027 広島県 広島市 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｂａｒ　ＡＲＩＥＴＴＡ サービス 理容・美容業 5%

193,028 広島県 広島市 ピットイン鯉城 小売業 その他小売 5%

193,029 広島県 広島市 ピットイン鯉城　霞センター 小売業 その他小売 5%

193,030 広島県 広島市 ビデオキング商工センター店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

193,031 広島県 広島市 ＢＰＳ広島 サービス その他サービス 5%

193,032 広島県 広島市 ビジネス旅館はらだ サービス 宿泊業 5%
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193,033 広島県 広島市 百万石　横川店 サービス 飲食業 5%

193,034 広島県 広島市 ＢＩＥＮ広島駅前店 サービス その他サービス 5%

193,035 広島県 広島市 ＢＩＥＮ袋町店 サービス その他サービス 5%

193,036 広島県 広島市 ＰＵＲＥ　ＨＡＩＲ サービス その他サービス 5%

193,037 広島県 広島市 ビューティーサロン　匠 サービス 理容・美容業 5%

193,038 広島県 広島市 美容室スターライトクラブ サービス 理容・美容業 5%

193,039 広島県 広島市 美容室　すねいく サービス 理容・美容業 5%

193,040 広島県 広島市 美容室　まじょ サービス 理容・美容業 5%

193,041 広島県 広島市 広川日石株式会社本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,042 広島県 広島市 ＨＩＲＯＣＯ サービス 理容・美容業 5%

193,043 広島県 広島市 ＳＯＰＨ．ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ 小売業 衣料品 5%

193,044 広島県 広島市 広島　バロン サービス 飲食業 5%

193,045 広島県 広島市 セブンーイレブン広島相田２丁目店 小売業 食料品 2%

193,046 広島県 広島市 広島インターチェンジＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,047 広島県 広島市 広島インテリジェントホテルアネックス サービス 宿泊業 5%

193,048 広島県 広島市 広島エンドラスト　広島店 小売業 その他小売 5%

193,049 広島県 広島市 広島ガス可部販売 小売業 その他小売 5%

193,050 広島県 広島市 広島北インタ－ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,051 広島県 広島市 ひろしまきもの遊び 小売業 衣料品 5%

193,052 広島県 広島市 広島共立病院売店 小売業 その他小売 5%

193,053 広島県 広島市 広島グランドインテリジェントホテル サービス 宿泊業 5%

193,054 広島県 広島市 広島県立美術館 小売業 その他小売 5%

193,055 広島県 広島市 広島支店 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,056 広島県 広島市 広島支店 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,057 広島県 広島市 広島車検センター　本部 サービス その他サービス 5%

193,058 広島県 広島市 株式会社広島千茶荘　古江店 小売業 食料品 5%

193,059 広島県 広島市 広島総合卸センターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,060 広島県 広島市 ひろしまチア サービス その他サービス 5%

193,061 広島県 広島市 広島パシフィックホテル サービス 宿泊業 5%

193,062 広島県 広島市 広島東インター　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,063 広島県 広島市 広島藤井モータース サービス その他サービス 5%

193,064 広島県 広島市 セブン－イレブン広島緑井２丁目店 小売業 食料品 2%

193,065 広島県 広島市 広島薬品株式会社 サービス その他サービス 5%

193,066 広島県 広島市 広島輸送ターミナルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,067 広島県 広島市 広島離宮 サービス 飲食業 5%

193,068 広島県 広島市 広島和フレンチ　Ｇｕｉｌｄ サービス 飲食業 5%

193,069 広島県 広島市 ｈｉｒｏｔｏ サービス 飲食業 5%

193,070 広島県 広島市 ピロレイッキ 小売業 その他小売 5%

193,071 広島県 広島市 ビーンズ　ファクトリー サービス その他サービス 5%

193,072 広島県 広島市 ファイテンショップ　広島可部店 小売業 その他小売 5%

193,073 広島県 広島市 ファイテンショップ　広島店 小売業 その他小売 5%

193,074 広島県 広島市 ファイテンショップ　広島店　２階 小売業 その他小売 5%

4599



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

193,075 広島県 広島市 ファスレ友の会 小売業 食料品 5%

193,076 広島県 広島市 ファッションハウス　ベル 小売業 衣料品 5%

193,077 広島県 広島市 ファミリーファッションナカタ　五日市店 小売業 衣料品 5%

193,078 広島県 広島市 ファミリーファッションナカタ　高陽店 小売業 衣料品 5%

193,079 広島県 広島市 ファミリーファッションナカタ　東雲店 小売業 衣料品 5%

193,080 広島県 広島市 ファルベ 小売業 その他小売 5%

193,081 広島県 広島市 ファンタシー五日市ＳＳ　株式会社西本石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,082 広島県 広島市 フィールド サービス その他サービス 5%

193,083 広島県 広島市 フィッツミー広島レクト店 サービス その他サービス 5%

193,084 広島県 広島市 フィード 小売業 その他小売 5%

193,085 広島県 広島市 風水生活 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,086 広島県 広島市 Ｂｏｕｌｅ　Ｖａｒｄ 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,087 広島県 広島市 フォーサイト　広島本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,088 広島県 広島市 株式会社フォーブル サービス 運輸業 5%

193,089 広島県 広島市 フォーサイト 小売業 その他小売 5%

193,090 広島県 広島市 フォヤージュ 小売業 その他小売 5%

193,091 広島県 広島市 福島生協病院売店 小売業 その他小売 5%

193,092 広島県 広島市 福田ＳＳ　フクダ石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,093 広島県 広島市 ふじいタクシー サービス 運輸業 5%

193,094 広島県 広島市 藤川アルミ（株）／ＭＡＤＯショップ可部店 小売業 その他小売 5%

193,095 広島県 広島市 フジカワモータース サービス その他サービス 5%

193,096 広島県 広島市 藤崎ＭＡＲＫＥＴ　ＪＡＰＡＮ 小売業 その他小売 5%

193,097 広島県 広島市 藤三タクシー 小売業 その他小売 5%

193,098 広島県 広島市 藤三　中筋店 小売業 食料品 5%

193,099 広島県 広島市 藤三　温品店 小売業 食料品 5%

193,100 広島県 広島市 藤三　向洋店 小売業 食料品 5%

193,101 広島県 広島市 藤娘 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

193,102 広島県 広島市 藤屋 サービス 飲食業 5%

193,103 広島県 広島市 藤原タクシー サービス 運輸業 5%

193,104 広島県 広島市 藤原模型店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

193,105 広島県 広島市 二葉 サービス その他サービス 5%

193,106 広島県 広島市 プチブーケ 小売業 食料品 5%

193,107 広島県 広島市 ＨＯＯＤＳ　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ 小売業 衣料品 5%

193,108 広島県 広島市 仏壇工房　ライト　１ サービス その他サービス 5%

193,109 広島県 広島市 ブティック　カレン 小売業 衣料品 5%

193,110 広島県 広島市 ブティック　セリオ 小売業 衣料品 5%

193,111 広島県 広島市 ブティック　セリオ 小売業 衣料品 5%

193,112 広島県 広島市 ブティック　ピープル 小売業 衣料品 5%

193,113 広島県 広島市 ブティック　ベルハウス　楽々園店 小売業 衣料品 5%

193,114 広島県 広島市 フードグランニチエーＥＫＩＣＩＴＹ広島店 小売業 食料品 5%

193,115 広島県 広島市 舟入ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,116 広島県 広島市 舟入本町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

193,117 広島県 広島市 ＢＢＡＢフジグラン緑井店 サービス その他サービス 5%

193,118 広島県 広島市 フミヤクリーニング サービス その他サービス 5%

193,119 広島県 広島市 フミヤクリーニング サービス その他サービス 5%

193,120 広島県 広島市 ブライダルコスチューム　ＮＩＪＯ サービス その他サービス 5%

193,121 広島県 広島市 プラザ広島 サービス その他サービス 5%

193,122 広島県 広島市 Ｐｒａｓａｎｎａｔａ サービス その他サービス 5%

193,123 広島県 広島市 フラスティー 小売業 衣料品 5%

193,124 広島県 広島市 フラスティー 小売業 衣料品 5%

193,125 広島県 広島市 フラット７　五日市 小売業 その他小売 5%

193,126 広島県 広島市 ＰＬＡＮＣＨＥＳ サービス 理容・美容業 5%

193,127 広島県 広島市 プラン　ドゥ　クル サービス 理容・美容業 5%

193,128 広島県 広島市 フリーウェイ 小売業 その他小売 5%

193,129 広島県 広島市 ｂｒｉｌｌｅｒ サービス その他サービス 5%

193,130 広島県 広島市 古市モータース　古市ショールーム サービス その他サービス 5%

193,131 広島県 広島市 フルーツカフェタマル　広島レモン店 サービス 飲食業 5%

193,132 広島県 広島市 ＢｌｕＭａｎｏ 小売業 その他小売 5%

193,133 広島県 広島市 フレスタ相田店 小売業 その他小売 5%

193,134 広島県 広島市 フレスタ安芸府中店 小売業 その他小売 5%

193,135 広島県 広島市 フレスタ牛田本町店 小売業 その他小売 5%

193,136 広島県 広島市 フレスタ宇品店 小売業 その他小売 5%

193,137 広島県 広島市 フレスタＡシティ店 小売業 その他小売 5%

193,138 広島県 広島市 フレスタ海老園店 小売業 その他小売 5%

193,139 広島県 広島市 フレスタ可部店 小売業 その他小売 5%

193,140 広島県 広島市 フレスタ上天満店 小売業 その他小売 5%

193,141 広島県 広島市 フレスタ祇園店 小売業 その他小売 5%

193,142 広島県 広島市 フレスタ口田南店 小売業 その他小売 5%

193,143 広島県 広島市 フレスタ己斐上店 小売業 その他小売 5%

193,144 広島県 広島市 フレスタ河内店 小売業 その他小売 5%

193,145 広島県 広島市 フレスタコムズ店 小売業 その他小売 5%

193,146 広島県 広島市 フレスタ長束店 小売業 その他小売 5%

193,147 広島県 広島市 フレスタ温品店 小売業 その他小売 2%

193,148 広島県 広島市 フレスタ沼田店 小売業 その他小売 5%

193,149 広島県 広島市 フレスタ波出石店 小売業 その他小売 5%

193,150 広島県 広島市 フレスタ東原店 小売業 その他小売 5%

193,151 広島県 広島市 フレスタ東山本店 小売業 その他小売 5%

193,152 広島県 広島市 フレスタ舟入店 小売業 その他小売 5%

193,153 広島県 広島市 フレスタ美鈴が丘店 小売業 その他小売 5%

193,154 広島県 広島市 フレスタ矢野店 小売業 その他小売 5%

193,155 広島県 広島市 フレスタ横川店 小売業 その他小売 5%

193,156 広島県 広島市 フレスタ吉島店 小売業 その他小売 5%

193,157 広島県 広島市 フレックスギャラリー広島店 小売業 その他小売 5%

193,158 広島県 広島市 ＰＲＯ　ＳＨＯＰ　Ｍ．Ｋ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

193,159 広島県 広島市 ＰＲＯＳＯＬ サービス 理容・美容業 5%

193,160 広島県 広島市 プロッソルヘアメイク　大町店 サービス 理容・美容業 5%

193,161 広島県 広島市 プロッソルヘアメイク　大町店 サービス 理容・美容業 5%

193,162 広島県 広島市 プロフーズ　広島西原店 小売業 食料品 5%

193,163 広島県 広島市 プロマート　八丁堀店 小売業 食料品 5%

193,164 広島県 広島市 文明堂　鷹野橋店 小売業 食料品 5%

193,165 広島県 広島市 ＨＡＩＲ　ＳＰＡＣＥ　Ｃｈａｒｍｅ サービス 理容・美容業 5%

193,166 広島県 広島市 ヘアーファクトリー　マリア サービス その他サービス 5%

193,167 広島県 広島市 ヘアーサロン十日市 サービス 理容・美容業 5%

193,168 広島県 広島市 Ｈａｉｒ　Ｓｅｔ　Ｃｈｌｏｅ サービス 理容・美容業 5%

193,169 広島県 広島市 ヘアデザイン　アルヴェロ サービス 理容・美容業 5%

193,170 広島県 広島市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＳＨＡＰ サービス 理容・美容業 5%

193,171 広島県 広島市 ｈａｉｒｆｌｕｇｅｌ サービス 理容・美容業 5%

193,172 広島県 広島市 ｈａｉｒＰｒｅｎｄｅｒｅ サービス 理容・美容業 5%

193,173 広島県 広島市 平和大通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,174 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　旭町店 サービス その他サービス 5%

193,175 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　五日市工場店 サービス その他サービス 5%

193,176 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　牛田早稲田店 サービス その他サービス 5%

193,177 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　大手町店 サービス その他サービス 5%

193,178 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　海老園店 サービス その他サービス 5%

193,179 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　可部工場店 サービス その他サービス 5%

193,180 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　上天満店 サービス その他サービス 5%

193,181 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　上深川店 サービス その他サービス 5%

193,182 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　祇園店 サービス その他サービス 5%

193,183 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　草津店 サービス その他サービス 5%

193,184 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　県病院前店 サービス その他サービス 5%

193,185 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　己斐上店 サービス その他サービス 5%

193,186 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　コイン通り店 サービス その他サービス 5%

193,187 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　高陽店 サービス その他サービス 5%

193,188 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　堺町店 サービス その他サービス 5%

193,189 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　下祇園店 サービス その他サービス 5%

193,190 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　天満店 サービス その他サービス 5%

193,191 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　西原店 サービス その他サービス 5%

193,192 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　西広島店 サービス その他サービス 5%

193,193 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　白島店 サービス その他サービス 5%

193,194 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　東原店 サービス その他サービス 5%

193,195 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　光町店 サービス その他サービス 5%

193,196 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　戸坂店 サービス その他サービス 5%

193,197 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　緑井店 サービス その他サービス 5%

193,198 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　矢野駅前店 サービス その他サービス 5%

193,199 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　矢野神崎店 サービス その他サービス 5%

193,200 広島県 広島市 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　横川店 サービス その他サービス 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

193,201 広島県 広島市 戸坂光文堂 小売業 電化製品 5%

193,202 広島県 広島市 ＢＥＣＫＳ　ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅ 小売業 その他小売 5%

193,203 広島県 広島市 ＢＥＣＫＳ　ｍｏｔｏｒ　ｃｙｃｌｅｓ サービス その他サービス 5%

193,204 広島県 広島市 ベッセルイン広島駅前 サービス 宿泊業 5%

193,205 広島県 広島市 ペットサロン　コロ・タマ サービス その他サービス 5%

193,206 広島県 広島市 ペットショップ矢野橋 小売業 その他小売 5%

193,207 広島県 広島市 ペットショップ矢野橋　可部店 小売業 その他小売 5%

193,208 広島県 広島市 ペットショップ矢野橋　宝町店 小売業 その他小売 5%

193,209 広島県 広島市 ペットショップ矢野橋　本店 小売業 その他小売 5%

193,210 広島県 広島市 ペットショップ矢野橋　緑井店 小売業 その他小売 5%

193,211 広島県 広島市 Ｂｅｌｌａ　Ｇａｔｔａ 小売業 衣料品 5%

193,212 広島県 広島市 ベローチェ広島八丁堀店 サービス 飲食業 5%

193,213 広島県 広島市 ベローチェ広島袋町店 サービス 飲食業 5%

193,214 広島県 広島市 包丁一代　ゆかい サービス 飲食業 5%

193,215 広島県 広島市 ボクデン　広島店 サービス 飲食業 5%

193,216 広島県 広島市 ＢＯＳＨＵ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

193,217 広島県 広島市 ほっとし亭 サービス 飲食業 5%

193,218 広島県 広島市 ｐｏｐ　ｇｒｕｍｐｙ 小売業 その他小売 5%

193,219 広島県 広島市 ボディコンディショニングスペースＨＯＴ サービス その他サービス 5%

193,220 広島県 広島市 ボディショップ　創和 小売業 食料品 5%

193,221 広島県 広島市 ホテル　アーバン サービス 宿泊業 5%

193,222 広島県 広島市 ホテルアクティブ！広島 サービス 宿泊業 5%

193,223 広島県 広島市 ホテルセンチュリー２１広島 サービス 宿泊業 5%

193,224 広島県 広島市 ホテルニュー三笠 サービス 宿泊業 5%

193,225 広島県 広島市 ホテルフレックス サービス 宿泊業 5%

193,226 広島県 広島市 ほねつぎげんき堂　広島駅前院 小売業 その他小売 5%

193,227 広島県 広島市 ホビーステーション広島２号店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

193,228 広島県 広島市 ホビーステーション　広島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

193,229 広島県 広島市 ＨＯＲＩＫＡＷＡ　ＷＩＮＥ　六感 サービス 飲食業 5%

193,230 広島県 広島市 ホルモン焼肉ぶち　皆実町店 サービス 飲食業 5%

193,231 広島県 広島市 本格炭火焼肉　あかつき サービス 飲食業 5%

193,232 広島県 広島市 本格焼肉ほんまもん　胡町店 サービス 飲食業 5%

193,233 広島県 広島市 ボン・セジュール サービス 理容・美容業 5%

193,234 広島県 広島市 マイまくらイオンモール広島祇園店 小売業 家具・調度品 5%

193,235 広島県 広島市 まいる?夢 サービス その他サービス 5%

193,236 広島県 広島市 マインドスケイプス サービス その他サービス 5%

193,237 広島県 広島市 前田自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

193,238 広島県 広島市 マクドナルド可部バイパス店 サービス 飲食業 2%

193,239 広島県 広島市 マクドナルド祇園新道店 サービス 飲食業 2%

193,240 広島県 広島市 マクドナルド広島大町店 サービス 飲食業 2%

193,241 広島県 広島市 マクドナルド広島高陽店 サービス 飲食業 2%

193,242 広島県 広島市 マクドナルド広島西風新都店 サービス 飲食業 2%
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193,243 広島県 広島市 マクドナルド緑井天満屋店 サービス 飲食業 2%

193,244 広島県 広島市 マクドナルド安古市ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

193,245 広島県 広島市 マザークリーニング　タカノ橋ランドリー サービス その他サービス 5%

193,246 広島県 広島市 正充産業 小売業 電化製品 5%

193,247 広島県 広島市 またぎの杜 サービス 飲食業 5%

193,248 広島県 広島市 Ｍａｃｈｉ＋Ｇｏｔｏ サービス 宿泊業 5%

193,249 広島県 広島市 松村工芸　広島営業所 小売業 その他小売 5%

193,250 広島県 広島市 ＭＡＤＯショップ広島五日市中央店 小売業 その他小売 5%

193,251 広島県 広島市 ｍａｄｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

193,252 広島県 広島市 まな～む　ぴぃすぅあ サービス 飲食業 5%

193,253 広島県 広島市 ｍａｈａｌｏｈａ　マハロハ サービス 理容・美容業 5%

193,254 広島県 広島市 マリオ　エスプレッソ サービス 飲食業 5%

193,255 広島県 広島市 Ｍａｒｅｅ　Ｆｌａｍｉｎｇｏ 小売業 衣料品 5%

193,256 広島県 広島市 マルシェー　五日市中央店 小売業 食料品 5%

193,257 広島県 広島市 マルシェー　川内店 小売業 食料品 5%

193,258 広島県 広島市 マルシェー　観音店 小売業 食料品 5%

193,259 広島県 広島市 マルシェー　光南店 小売業 食料品 5%

193,260 広島県 広島市 マルシェー　長束店 小売業 衣料品 5%

193,261 広島県 広島市 マルシェー　東原店 小売業 食料品 5%

193,262 広島県 広島市 マルシェー　舟入店 小売業 食料品 5%

193,263 広島県 広島市 丸善ストアー 小売業 その他小売 5%

193,264 広島県 広島市 満月 サービス 飲食業 5%

193,265 広島県 広島市 万惣　庚午店 小売業 食料品 5%

193,266 広島県 広島市 万惣　中須店 小売業 食料品 5%

193,267 広島県 広島市 万惣　本浦店 小売業 食料品 5%

193,268 広島県 広島市 万惣　緑井店 小売業 食料品 5%

193,269 広島県 広島市 万惣　矢野南店 小売業 食料品 5%

193,270 広島県 広島市 マンディ サービス その他サービス 5%

193,271 広島県 広島市 万八 サービス 飲食業 5%

193,272 広島県 広島市 三篠ＳＳ　株式会社オキタ石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,273 広島県 広島市 瑞輝弁当１ サービス 飲食業 5%

193,274 広島県 広島市 美鈴理容館 サービス 理容・美容業 5%

193,275 広島県 広島市 店ラク 小売業 その他小売 5%

193,276 広島県 広島市 みっちゃん総本店　じぞう通り店 サービス 飲食業 5%

193,277 広島県 広島市 みつる サービス 飲食業 5%

193,278 広島県 広島市 みどりまち動物病院 サービス その他サービス 5%

193,279 広島県 広島市 南観音ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,280 広島県 広島市 ＭＩＮＩ　広島 サービス その他サービス 5%

193,281 広島県 広島市 ＭＩＮＩ広島・ＢＭＷＰｒｅｍｉｕｍＳｅｌｅｃｔｉｏｎ観音 小売業 その他小売 5%

193,282 広島県 広島市 ＭｉＭｉ サービス 理容・美容業 5%

193,283 広島県 広島市 Ｍｙｒｒｈａ　古江店 サービス 理容・美容業 5%

193,284 広島県 広島市 ＪＭ／ミリタリーショップ　アルム　八木店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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193,285 広島県 広島市 ミリタリーショップ　アルム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

193,286 広島県 広島市 ミロワール サービス 理容・美容業 5%

193,287 広島県 広島市 ミンツストア　江波 小売業 食料品 5%

193,288 広島県 広島市 ミンツストア観音 小売業 食料品 5%

193,289 広島県 広島市 ミント薬局　大手町店 小売業 その他小売 5%

193,290 広島県 広島市 ミント薬局　川内店 小売業 その他小売 5%

193,291 広島県 広島市 ミント薬局　草津店 小売業 その他小売 5%

193,292 広島県 広島市 ミント薬局　高陽店 小売業 その他小売 5%

193,293 広島県 広島市 ミント薬局　せせらぎ店 小売業 その他小売 5%

193,294 広島県 広島市 ミント薬局　西原店〔調剤〕 小売業 その他小売 5%

193,295 広島県 広島市 ミント薬局　仁保店 小売業 その他小売 5%

193,296 広島県 広島市 ミント薬局　舟入店 小売業 その他小売 5%

193,297 広島県 広島市 明林堂書店西風新都店 小売業 その他小売 5%

193,298 広島県 広島市 メガネ・宝石・時計の金子 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,299 広島県 広島市 メガネ・宝石・時計の金子 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,300 広島県 広島市 メガネ２１　五日市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,301 広島県 広島市 メガネ２１　大町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,302 広島県 広島市 メガネ２１　海田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,303 広島県 広島市 メガネ２１　可部店 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,304 広島県 広島市 メガネ２１　高陽店 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,305 広島県 広島市 メガネ２１　千田町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,306 広島県 広島市 メガネ２１　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,307 広島県 広島市 メガネ２１　三篠店 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,308 広島県 広島市 メガネのドイ 小売業 その他小売 5%

193,309 広島県 広島市 メガネハウス 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,310 広島県 広島市 メガネハウス 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,311 広島県 広島市 Ｍａｉｓｏｎ　Ｆｌａｍｉｎｇｏ 小売業 衣料品 5%

193,312 広島県 広島市 メディアカフェポパイ西原店 サービス その他サービス 5%

193,313 広島県 広島市 メリーガーデン 小売業 その他小売 5%

193,314 広島県 広島市 モイスフル サービス その他サービス 5%

193,315 広島県 広島市 モーターサイクルズ　バンカラ サービス その他サービス 5%

193,316 広島県 広島市 モ－タ－ドライブ 小売業 その他小売 5%

193,317 広島県 広島市 Ｍｏｄｅｒｎ　Ｂｉｓｔｒｏ　ＬａＶａｇｕｅ サービス 飲食業 5%

193,318 広島県 広島市 モック 小売業 衣料品 5%

193,319 広島県 広島市 モック 小売業 衣料品 5%

193,320 広島県 広島市 モトライフ　ワン 小売業 その他小売 5%

193,321 広島県 広島市 Ｍｏｎａ サービス 理容・美容業 5%

193,322 広島県 広島市 ＭＯＮＩＣＡ　広島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,323 広島県 広島市 桃太郎ジーンズ　広島店 小売業 衣料品 5%

193,324 広島県 広島市 森一芳園 小売業 食料品 5%

193,325 広島県 広島市 ＭｏｌｌｙＭａｌｏｎｅ’ｓ サービス 飲食業 5%

193,326 広島県 広島市 もりもとバイク広島高陽 小売業 その他小売 5%
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193,327 広島県 広島市 ｍｏｎｒｏｅ サービス 理容・美容業 5%

193,328 広島県 広島市 焼肉　味美 サービス 飲食業 5%

193,329 広島県 広島市 焼肉　牛福 サービス 飲食業 5%

193,330 広島県 広島市 焼肉　肉いち サービス 飲食業 5%

193,331 広島県 広島市 焼肉　白李 サービス 飲食業 5%

193,332 広島県 広島市 焼肉　白李　胡通店 サービス 飲食業 5%

193,333 広島県 広島市 焼肉　やまと サービス 飲食業 5%

193,334 広島県 広島市 焼肉　リキ サービス 飲食業 5%

193,335 広島県 広島市 焼肉小林家 サービス 飲食業 5%

193,336 広島県 広島市 焼肉ダイニング　白李　燦　流川店 サービス 飲食業 5%

193,337 広島県 広島市 焼肉ダイニング　白李　燦　本通店 サービス 飲食業 5%

193,338 広島県 広島市 焼肉白李　堀川店 サービス 飲食業 5%

193,339 広島県 広島市 焼肉ぶち　宇品店 サービス 飲食業 5%

193,340 広島県 広島市 ＹＡＧＥＮ サービス 飲食業 5%

193,341 広島県 広島市 安ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,342 広島県 広島市 安来寿司 サービス 飲食業 5%

193,343 広島県 広島市 やねやねやね サービス その他サービス 5%

193,344 広島県 広島市 ＹＡＮＯ　ＡＵＴＯ　ＳＴＡＧＥ サービス その他サービス 5%

193,345 広島県 広島市 八幡カーライフステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,346 広島県 広島市 山木タクシー サービス 運輸業 5%

193,347 広島県 広島市 やま金 サービス 飲食業 5%

193,348 広島県 広島市 ヤマサキ写真館 サービス その他サービス 5%

193,349 広島県 広島市 山崎タクシー サービス 運輸業 5%

193,350 広島県 広島市 山櫻 サービス 飲食業 5%

193,351 広島県 広島市 山路タクシー サービス 運輸業 5%

193,352 広島県 広島市 山中時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,353 広島県 広島市 山本タクシー サービス 運輸業 5%

193,354 広島県 広島市 和楽広島本店 サービス 飲食業 5%

193,355 広島県 広島市 ８’ｅｍｅ　ｃｏｎａｍｉ サービス 飲食業 5%

193,356 広島県 広島市 有限会社　Ｐｒｅｎｄｅｒｅ サービス 理容・美容業 5%

193,357 広島県 広島市 有限会社オオニシ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

193,358 広島県 広島市 有限会社可部中央薬局 小売業 その他小売 5%

193,359 広島県 広島市 有限会社野村自動車 サービス その他サービス 5%

193,360 広島県 広島市 有限会社ヒヨシダ自動車 サービス その他サービス 5%

193,361 広島県 広島市 有限会社鯉城写真 小売業 電化製品 5%

193,362 広島県 広島市 有限会社畠田石油店　五日市セントラル 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,363 広島県 広島市 湯来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,364 広島県 広島市 湯来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,365 広島県 広島市 幸タクシー サービス 運輸業 5%

193,366 広島県 広島市 ユーズテック 小売業 その他小売 5%

193,367 広島県 広島市 優大ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

193,368 広島県 広島市 ＵＮＩＴＥＤ　ＳＡＬＯＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

193,369 広島県 広島市 横川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,370 広島県 広島市 横川トレス サービス 飲食業 5%

193,371 広島県 広島市 よつば動物病院 サービス その他サービス 5%

193,372 広島県 広島市 よんひきの子ぶた サービス 飲食業 5%

193,373 広島県 広島市 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｋ サービス 飲食業 5%

193,374 広島県 広島市 らしんばん広島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

193,375 広島県 広島市 ラピスラズリ 小売業 その他小売 5%

193,376 広島県 広島市 らむ屋　広島店 サービス 飲食業 5%

193,377 広島県 広島市 リオン・ド・リオン サービス 飲食業 5%

193,378 広島県 広島市 リオン・ド・リオン サービス 飲食業 5%

193,379 広島県 広島市 リカーズ相田店 小売業 その他小売 5%

193,380 広島県 広島市 リカーズ海老園店 小売業 その他小売 5%

193,381 広島県 広島市 リカーズ亀山店 小売業 その他小売 5%

193,382 広島県 広島市 リカーズ河内店 小売業 その他小売 5%

193,383 広島県 広島市 リカーズコムズ店 小売業 その他小売 5%

193,384 広島県 広島市 リカーズ沼田店 小売業 その他小売 5%

193,385 広島県 広島市 リカーズ東原店 小売業 その他小売 5%

193,386 広島県 広島市 リカーズ東山本店 小売業 その他小売 5%

193,387 広島県 広島市 リカーズ横川店 小売業 その他小売 5%

193,388 広島県 広島市 リカーズ吉島店 小売業 その他小売 5%

193,389 広島県 広島市 リサイクルブティック　パリエ 小売業 衣料品 5%

193,390 広島県 広島市 ＲＩＺＩＤ 小売業 衣料品 5%

193,391 広島県 広島市 リシュマム 小売業 その他小売 5%

193,392 広島県 広島市 リシュリシュ２ 小売業 その他小売 5%

193,393 広島県 広島市 リシュルル 小売業 その他小売 5%

193,394 広島県 広島市 リストランテ　マリオ サービス 飲食業 5%

193,395 広島県 広島市 Ｌ’ＵＮＩＶＥＲＳ サービス 飲食業 5%

193,396 広島県 広島市 料理屋　一汁 サービス 飲食業 5%

193,397 広島県 広島市 ＲＩＲＥ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

193,398 広島県 広島市 Ｌｅ　Ｐａｓｓａｇｅ　ａｉｍｅｒ 小売業 その他小売 5%

193,399 広島県 広島市 ＬＵＡＮＡ サービス その他サービス 5%

193,400 広島県 広島市 Ｌｕｃｅ サービス 飲食業 5%

193,401 広島県 広島市 ルーツ 小売業 衣料品 5%

193,402 広島県 広島市 ルームプラス　八木店 小売業 その他小売 5%

193,403 広島県 広島市 ル・ジャルダングルマン サービス 飲食業 5%

193,404 広島県 広島市 Ｌｅ・ｐｅｒｅ サービス 飲食業 5%

193,405 広島県 広島市 ＨａｎｄｍａｄｅＰａｒａｄｅ 小売業 衣料品 5%

193,406 広島県 広島市 レオンシマ サービス 理容・美容業 5%

193,407 広島県 広島市 ＲＥＧＡＬＯ サービス 理容・美容業 5%

193,408 広島県 広島市 レストラン　はつかいち サービス 飲食業 5%

193,409 広島県 広島市 ＲＥＣＥＰＴＩＯＮ　ヒロシマ 小売業 衣料品 5%

193,410 広島県 広島市 レセルバ　イベリカ　ショップ サービス 飲食業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

193,411 広島県 広島市 Ｌｅｔ′ｓ江波口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,412 広島県 広島市 Ｌｅｔ′ｓ口田南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,413 広島県 広島市 ｌｅｔｔｉｅ サービス 理容・美容業 5%

193,414 広島県 広島市 レディースファッション　ベルハウス 小売業 衣料品 5%

193,415 広島県 広島市 ＬＥＦＴＩＥ’Ｓ サービス その他サービス 5%

193,416 広島県 広島市 ｒｅｆ． 小売業 衣料品 5%

193,417 広島県 広島市 ｒｅｆｎｅｔ．ｔｖ 小売業 衣料品 5%

193,418 広島県 広島市 レンタルキモノマイン　広島店 小売業 衣料品 5%

193,419 広島県 広島市 ローグ サービス 理容・美容業 5%

193,420 広島県 広島市 ローグ　ナミキ サービス 理容・美容業 5%

193,421 広島県 広島市 ロジック．ラボ 小売業 その他小売 5%

193,422 広島県 広島市 炉端屋　ＤＥＮＩＲＯ サービス 飲食業 5%

193,423 広島県 広島市 ロペラ サービス 飲食業 5%

193,424 広島県 広島市 ワイン食堂　莉庵 サービス 飲食業 5%

193,425 広島県 広島市 わかば動物病院 サービス その他サービス 5%

193,426 広島県 広島市 ワークショップアトム　安佐店 小売業 家具・調度品 5%

193,427 広島県 広島市 和光 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,428 広島県 広島市 和彩　花水木 サービス 飲食業 5%

193,429 広島県 広島市 渡部タクシー サービス 運輸業 5%

193,430 広島県 広島市 渡邉タクシー サービス 運輸業 5%

193,431 広島県 広島市 ＷＡＢＡＲＵ　ＴＯＢＩＲＡ サービス 飲食業 5%

193,432 広島県 広島市 わびすけ サービス 飲食業 5%

193,433 広島県 広島市 わび蔵 サービス 飲食業 5%

193,434 広島県 広島市 ワンオアエイト　山本店 小売業 家具・調度品 5%

193,435 広島県 広島市 ワンステップ広島店 サービス 理容・美容業 5%

193,436 広島県 広島市 Ｏｎｅ　Ｌ　ｅａｆ サービス 理容・美容業 5%

193,437 広島県 広島市安芸区 セブン－イレブン安芸中野３丁目店 小売業 食料品 2%

193,438 広島県 広島市安芸区 インパルス　レザーワークス 小売業 その他小売 5%

193,439 広島県 広島市安芸区 ＳＢＳ２ウィル 小売業 その他小売 5%

193,440 広島県 広島市安芸区 大井自動車商会 サービス その他サービス 5%

193,441 広島県 広島市安芸区 オフィス大義 サービス その他サービス 5%

193,442 広島県 広島市安芸区 ＫＡＩＴＡ動物病院 サービス その他サービス 5%

193,443 広島県 広島市安芸区 かごた理容院　かごた理容院 サービス 理容・美容業 5%

193,444 広島県 広島市安芸区 カットインストリーム　カット　イン　ストリーム サービス 理容・美容業 5%

193,445 広島県 広島市安芸区 株式会社 ピットイン鯉城商事  鈑金倶楽部 矢野店 サービス その他サービス 5%

193,446 広島県 広島市安芸区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋安芸区船越南店 サービス 飲食業 2%

193,447 広島県 広島市安芸区 ｇｕｅｒｉｒ　中野店 サービス 理容・美容業 5%

193,448 広島県 広島市安芸区 コープ船越 小売業 食料品 5%

193,449 広島県 広島市安芸区 コープ矢野東 小売業 食料品 5%

193,450 広島県 広島市安芸区 小沢園芸Ａコープ瀬野 小売業 その他小売 5%

193,451 広島県 広島市安芸区 スーパードラッグひまわり　瀬野川店 小売業 その他小売 5%

193,452 広島県 広島市安芸区 スタジオアングルアミューズ サービス 理容・美容業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

193,453 広島県 広島市安芸区 たむら理容院 サービス 理容・美容業 5%

193,454 広島県 広島市安芸区 ＴＡＮＴＯ サービス 飲食業 5%

193,455 広島県 広島市安芸区 ティーフレール 小売業 その他小売 5%

193,456 広島県 広島市安芸区 ながの薬局 小売業 その他小売 5%

193,457 広島県 広島市安芸区 西谷理容院 サービス 理容・美容業 5%

193,458 広島県 広島市安芸区 ハウスクリーンサポート サービス その他サービス 5%

193,459 広島県 広島市安芸区 八剣伝中野東店 サービス 飲食業 2%

193,460 広島県 広島市安芸区 浜村動物病院 サービス その他サービス 5%

193,461 広島県 広島市安芸区 ＢＭＯ広島船越店 小売業 衣料品 5%

193,462 広島県 広島市安芸区 百太郎プロ サービス その他サービス 5%

193,463 広島県 広島市安芸区 セブン－イレブン広島安芸中野東店 小売業 食料品 2%

193,464 広島県 広島市安芸区 セブン－イレブン広島上瀬野店 小売業 食料品 2%

193,465 広島県 広島市安芸区 セブン－イレブン広島東部流通団地店 小売業 食料品 2%

193,466 広島県 広島市安芸区 広島トヨペット矢野店 小売業 その他小売 5%

193,467 広島県 広島市安芸区 セブン－イレブン広島畑賀２丁目店 小売業 食料品 2%

193,468 広島県 広島市安芸区 セブン－イレブン広島船越南３丁目店 小売業 食料品 2%

193,469 広島県 広島市安芸区 セブン－イレブン広島船越４丁目店 小売業 食料品 2%

193,470 広島県 広島市安芸区 セブン－イレブン広島矢野寺屋敷店 小売業 食料品 2%

193,471 広島県 広島市安芸区 セブン－イレブン広島矢野西店 小売業 食料品 2%

193,472 広島県 広島市安芸区 セブン－イレブン広島矢野東２丁目店 小売業 食料品 2%

193,473 広島県 広島市安芸区 セブン－イレブン広島矢野東６丁目店 小売業 食料品 2%

193,474 広島県 広島市安芸区 フラワーショップなかの 小売業 その他小売 5%

193,475 広島県 広島市安芸区 フレスタ　矢野店 小売業 その他小売 5%

193,476 広島県 広島市安芸区 Ｐｒｅｎｄｅｒｅ　矢野店 サービス 理容・美容業 5%

193,477 広島県 広島市安芸区 ヘアーサロンふじはら サービス 理容・美容業 5%

193,478 広島県 広島市安芸区 ヘアーサロンメイク サービス 理容・美容業 5%

193,479 広島県 広島市安芸区 ヘアサロン　クボタ サービス 理容・美容業 5%

193,480 広島県 広島市安芸区 ヘアサロンスズキ サービス 理容・美容業 5%

193,481 広島県 広島市安芸区 平和電機海田店 小売業 電化製品 5%

193,482 広島県 広島市安芸区 ＰＥＣＯ　矢野駅前店 サービス その他サービス 5%

193,483 広島県 広島市安芸区 ＰＥＣＯ　矢野神崎店 サービス その他サービス 5%

193,484 広島県 広島市安芸区 ポプラ安芸中野店 小売業 その他小売 2%

193,485 広島県 広島市安芸区 ポプラ矢野駅前店 小売業 その他小売 2%

193,486 広島県 広島市安芸区 ママス パパ ママス パパ矢野店 サービス 理容・美容業 5%

193,487 広島県 広島市安芸区 丸本淳二酒店 小売業 その他小売 5%

193,488 広島県 広島市安芸区 メガネ２１　海田店 小売業 その他小売 5%

193,489 広島県 広島市安芸区 もみかる広島矢野駅前店 サービス その他サービス 5%

193,490 広島県 広島市安芸区 ヤマムラホーム 小売業 電化製品 5%

193,491 広島県 広島市安芸区 ヤマムラホーム㈱中野 小売業 電化製品 5%

193,492 広島県 広島市安芸区 有限会社オキタモータース 小売業 その他小売 5%

193,493 広島県 広島市安芸区 湯木呉服店 小売業 衣料品 5%

193,494 広島県 広島市安芸区 ラポ―ルサンクス 小売業 電化製品 5%
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

193,495 広島県 広島市安佐北区 安佐運送株式会社 サービス 運輸業 5%

193,496 広島県 広島市安佐北区 ＡＳＡＫＩＴＡ　ＢＡＳＥ サービス 理容・美容業 5%

193,497 広島県 広島市安佐北区 アルゾ　高陽深川店 小売業 食料品 5%

193,498 広島県 広島市安佐北区 ＡＬＵＦＡ　　Ｆｌｏｗｅｒ サービス 理容・美容業 5%

193,499 広島県 広島市安佐北区 アンベルス　高陽店 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,500 広島県 広島市安佐北区 Ｉｔ＇ｓ！ サービス その他サービス 5%

193,501 広島県 広島市安佐北区 出光可部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,502 広島県 広島市安佐北区 いやしのサロンｎｉｃｏ サービス その他サービス 5%

193,503 広島県 広島市安佐北区 衣料と靴のサンライフ 小売業 衣料品 5%

193,504 広島県 広島市安佐北区 上野薬局 小売業 その他小売 5%

193,505 広島県 広島市安佐北区 オートサイクルまるもと　飯室店 サービス その他サービス 5%

193,506 広島県 広島市安佐北区 オートサイクルまるもとあさひが丘 小売業 その他小売 5%

193,507 広島県 広島市安佐北区 オートサイクルまるもと飯室店 小売業 その他小売 5%

193,508 広島県 広島市安佐北区 お好み焼きかっちゃん サービス 飲食業 5%

193,509 広島県 広島市安佐北区 オリックスレンタカー広島高陽店 サービス その他サービス 2%

193,510 広島県 広島市安佐北区 株式会社佐々木塗装 サービス その他サービス 5%

193,511 広島県 広島市安佐北区 可部ボウル サービス その他サービス 5%

193,512 広島県 広島市安佐北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋安佐北区可部店 サービス 飲食業 2%

193,513 広島県 広島市安佐北区 クライミングジム　ＰＵＲＥ　ＧＲＥＥＮ サービス その他サービス 5%

193,514 広島県 広島市安佐北区 ぐりぐり家　可部店 サービス 飲食業 5%

193,515 広島県 広島市安佐北区 ぐりぐり家 高陽店 サービス 飲食業 5%

193,516 広島県 広島市安佐北区 ケーキハウス　パティシェール 小売業 その他小売 5%

193,517 広島県 広島市安佐北区 コープ高陽 小売業 食料品 5%

193,518 広島県 広島市安佐北区 コムズ書籍　文具 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

193,519 広島県 広島市安佐北区 サテライトコーヒー サービス 飲食業 5%

193,520 広島県 広島市安佐北区 ｓｕｎｓｈｉｎｅ サービス その他サービス 5%

193,521 広島県 広島市安佐北区 手芸センタードリーム高陽店 小売業 その他小売 5%

193,522 広島県 広島市安佐北区 進物の大進　可部店 小売業 その他小売 5%

193,523 広島県 広島市安佐北区 スーパードラッグひまわり　可部北店 小売業 その他小売 5%

193,524 広島県 広島市安佐北区 スーパードラッグひまわり　可部店 小売業 その他小売 5%

193,525 広島県 広島市安佐北区 末次印房 小売業 その他小売 5%

193,526 広島県 広島市安佐北区 スマイルハートレザー 小売業 その他小売 5%

193,527 広島県 広島市安佐北区 洗濯王 高陽店 サービス その他サービス 5%

193,528 広島県 広島市安佐北区 ＳＯＳＵ　ＡＴＨＬＥＴＥ サービス その他サービス 5%

193,529 広島県 広島市安佐北区 ソフトバンク 可部バイパス 小売業 その他小売 5%

193,530 広島県 広島市安佐北区 ダン理容室 サービス 理容・美容業 5%

193,531 広島県 広島市安佐北区 ちゃくちゃくちゃく 可部店 小売業 衣料品 2%

193,532 広島県 広島市安佐北区 手作り雑貨販売 教室アトリエム 手作り雑貨販売 教室 アトリエム 小売業 その他小売 5%

193,533 広島県 広島市安佐北区 １０ｇｏｏｄ サービス 飲食業 5%

193,534 広島県 広島市安佐北区 ドウモトタクシー サービス 運輸業 5%

193,535 広島県 広島市安佐北区 東洋 小売業 電化製品 5%

193,536 広島県 広島市安佐北区 徳川可部店 サービス 飲食業 5%
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193,537 広島県 広島市安佐北区 西本金物 西本金物株式会社 田舎暮らし屋 小売業 その他小売 5%

193,538 広島県 広島市安佐北区 Ｎｅｕｒｏｎ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉ サービス 理容・美容業 5%

193,539 広島県 広島市安佐北区 ネッツトヨタ広島可部店 小売業 その他小売 5%

193,540 広島県 広島市安佐北区 ノムラオート サービス その他サービス 5%

193,541 広島県 広島市安佐北区 ノムラストアー　可部店 小売業 食料品 5%

193,542 広島県 広島市安佐北区 ハーバーＢ．Ｂ サービス 理容・美容業 5%

193,543 広島県 広島市安佐北区 白十字　可部店 小売業 食料品 5%

193,544 広島県 広島市安佐北区 白十字　高陽店 小売業 食料品 5%

193,545 広島県 広島市安佐北区 八剣伝　可部中央店 サービス 飲食業 2%

193,546 広島県 広島市安佐北区 沖田電器産業 小売業 電化製品 5%

193,547 広島県 広島市安佐北区 パナプラザ　かいぜん 小売業 電化製品 5%

193,548 広島県 広島市安佐北区 美容室ＫＡＺＵＮ サービス 理容・美容業 5%

193,549 広島県 広島市安佐北区 セブン－イレブン広島飯室店 小売業 食料品 2%

193,550 広島県 広島市安佐北区 セブン－イレブン広島飯室バイパス店 小売業 食料品 2%

193,551 広島県 広島市安佐北区 セブン－イレブン広島大林２丁目店 小売業 食料品 2%

193,552 広島県 広島市安佐北区 セブン－イレブン広島小河原町店 小売業 食料品 2%

193,553 広島県 広島市安佐北区 セブン－イレブン広島落合１丁目店 小売業 食料品 2%

193,554 広島県 広島市安佐北区 セブン－イレブン広島落合５丁目店 小売業 食料品 2%

193,555 広島県 広島市安佐北区 セブン－イレブン広島落合２丁目店 小売業 食料品 2%

193,556 広島県 広島市安佐北区 セブンーイレブン広島勝木台店 小売業 食料品 2%

193,557 広島県 広島市安佐北区 セブン－イレブン広島可部３丁目店 小売業 食料品 2%

193,558 広島県 広島市安佐北区 セブン－イレブン広島可部中央店 小売業 食料品 2%

193,559 広島県 広島市安佐北区 セブンーイレブン広島可部南３丁目店 小売業 食料品 2%

193,560 広島県 広島市安佐北区 セブン－イレブン広島可部郵便局前店 小売業 食料品 2%

193,561 広島県 広島市安佐北区 セブン－イレブン広島可部４丁目店 小売業 食料品 2%

193,562 広島県 広島市安佐北区 セブン－イレブン広島上小田店 小売業 食料品 2%

193,563 広島県 広島市安佐北区 セブンーイレブン広島亀山７丁目店 小売業 食料品 2%

193,564 広島県 広島市安佐北区 セブン－イレブン広島口田３丁目店 小売業 食料品 2%

193,565 広島県 広島市安佐北区 セブン－イレブン広島口田南店 小売業 食料品 2%

193,566 広島県 広島市安佐北区 セブン－イレブン広島白木町店 小売業 食料品 2%

193,567 広島県 広島市安佐北区 広島トヨペット高陽店 小売業 その他小売 5%

193,568 広島県 広島市安佐北区 広島トヨペットＵーＣａｒＡＬＡＬこうよう 小売業 その他小売 5%

193,569 広島県 広島市安佐北区 広島不用品買取センター サービス その他サービス 5%

193,570 広島県 広島市安佐北区 セブン－イレブン広島三入２丁目店 小売業 食料品 2%

193,571 広島県 広島市安佐北区 ＦＡＮＳ　ＦＡＮＳ．　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

193,572 広島県 広島市安佐北区 ＦｉｌｅｒｄｕＦｅｌｉｃｉｔｅ侘 小売業 その他小売 5%

193,573 広島県 広島市安佐北区 ぷちミシンあさ 小売業 電化製品 5%

193,574 広島県 広島市安佐北区 ブティック　カレン 小売業 衣料品 5%

193,575 広島県 広島市安佐北区 ブティックカレン　ブティック　カレン 小売業 衣料品 5%

193,576 広島県 広島市安佐北区 フレスタ　おかず工房　矢口店 小売業 その他小売 5%

193,577 広島県 広島市安佐北区 ふろや旅館 ふろや旅館 サービス 宿泊業 5%

193,578 広島県 広島市安佐北区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＢＯ?ＺＵ サービス 理容・美容業 5%
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193,579 広島県 広島市安佐北区 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ｊｕｌｉｏ サービス 理容・美容業 5%

193,580 広島県 広島市安佐北区 ＰＥＣＯ　可部工場店 サービス その他サービス 5%

193,581 広島県 広島市安佐北区 ＰＥＣＯ　上深川店 サービス その他サービス 5%

193,582 広島県 広島市安佐北区 ＰＥＣＯ　高陽店 サービス その他サービス 5%

193,583 広島県 広島市安佐北区 ポプラ久地中央店 小売業 その他小売 2%

193,584 広島県 広島市安佐北区 ＰＯＲＴＡＣＡＲＩＮＡＳＡＬＯＮ サービス その他サービス 5%

193,585 広島県 広島市安佐北区 ホンダショップもりもと 小売業 その他小売 5%

193,586 広島県 広島市安佐北区 （有）マリモ写真工芸社 サービス その他サービス 5%

193,587 広島県 広島市安佐北区 メガネ２１　可部店 小売業 その他小売 5%

193,588 広島県 広島市安佐北区 メガネ２１　高陽店 小売業 その他小売 5%

193,589 広島県 広島市安佐北区 メガネの田中　可部店 小売業 その他小売 5%

193,590 広島県 広島市安佐北区 メガネの田中　フジグラン高陽店 小売業 その他小売 5%

193,591 広島県 広島市安佐北区 メガネの２１ 可部店 小売業 その他小売 5%

193,592 広島県 広島市安佐北区 山川電機 小売業 電化製品 5%

193,593 広島県 広島市安佐北区 山崎タクシー サービス 運輸業 5%

193,594 広島県 広島市安佐北区 山崎タクシー サービス 運輸業 5%

193,595 広島県 広島市安佐北区 有限会社エムパワー 有限会社 エムパワー 小売業 その他小売 5%

193,596 広島県 広島市安佐北区 ラポール　ミズナカ 小売業 電化製品 5%

193,597 広島県 広島市安佐北区 リカーズ 亀山店 小売業 その他小売 5%

193,598 広島県 広島市安佐北区 リカーズ コムズ店 小売業 その他小売 5%

193,599 広島県 広島市安佐南区 アイラッシュニコル サービス 理容・美容業 5%

193,600 広島県 広島市安佐南区 あさ動物病院 サービス その他サービス 5%

193,601 広島県 広島市安佐南区 ＡｔｅｌｉｅｒＣＬＡＮ 小売業 衣料品 5%

193,602 広島県 広島市安佐南区 荒谷栄樹税理士事務所 サービス その他サービス 5%

193,603 広島県 広島市安佐南区 ＡＮＧＯＬＯ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

193,604 広島県 広島市安佐南区 アンジュヘアープレイス サービス 理容・美容業 5%

193,605 広島県 広島市安佐南区 ＹＥＬＬＯＷ?ＴＡＩＬ サービス その他サービス 5%

193,606 広島県 広島市安佐南区 ＹＥＬＬＯＷ?ＴＡＩＬ サービス その他サービス 5%

193,607 広島県 広島市安佐南区 一本堂　大町店 小売業 食料品 5%

193,608 広島県 広島市安佐南区 出光祇園南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,609 広島県 広島市安佐南区 うら唐家　緑井店 小売業 食料品 5%

193,610 広島県 広島市安佐南区 ＨＬＣ 小売業 家具・調度品 5%

193,611 広島県 広島市安佐南区 エピスリー果実工房 小売業 食料品 5%

193,612 広島県 広島市安佐南区 Ｍ＇ｓｃｈｏｕｃｈｏｕ 小売業 衣料品 5%

193,613 広島県 広島市安佐南区 マーガレット 小売業 家具・調度品 5%

193,614 広島県 広島市安佐南区 Ｏｉｓｈｉ　吉山 サービス 飲食業 5%

193,615 広島県 広島市安佐南区 落田タタミ工業株式会社 サービス その他サービス 5%

193,616 広島県 広島市安佐南区 オリックスレンタカー広島インター店 サービス その他サービス 2%

193,617 広島県 広島市安佐南区 かきうち化粧品店 小売業 その他小売 5%

193,618 広島県 広島市安佐南区 カフェ・ブランシュ サービス 飲食業 5%

193,619 広島県 広島市安佐南区 カフェ　ブランシュ　カフェ　ブランシュ サービス 飲食業 5%

193,620 広島県 広島市安佐南区 カフェリトルティーポット サービス 飲食業 5%
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193,621 広島県 広島市安佐南区 株式会社クオリティーガレージ 小売業 その他小売 5%

193,622 広島県 広島市安佐南区 ギャラリー・バザレ サービス その他サービス 5%

193,623 広島県 広島市安佐南区 株式会社ｒｅｂｉｒｔｈｄｒｅａｍ サービス その他サービス 5%

193,624 広島県 広島市安佐南区 かめや釣具 八木店 小売業 その他小売 5%

193,625 広島県 広島市安佐南区 カルビッシュ 伴中央店 サービス 飲食業 5%

193,626 広島県 広島市安佐南区 カントリーショップジュリアン 小売業 その他小売 5%

193,627 広島県 広島市安佐南区 ＫｉｃＨｉ サービス 理容・美容業 5%

193,628 広島県 広島市安佐南区 きっずえんじぇる　安佐店 小売業 その他小売 5%

193,629 広島県 広島市安佐南区 共栄薬品株式会社 小売業 その他小売 5%

193,630 広島県 広島市安佐南区 銀のさら 安古市店 銀のさら安古市店 サービス 飲食業 5%

193,631 広島県 広島市安佐南区 食辛房広島中筋店 サービス 飲食業 5%

193,632 広島県 広島市安佐南区 クリーンハウスＢｅ?１　山本店 サービス その他サービス 5%

193,633 広島県 広島市安佐南区 ぐりぐり家 八木店 サービス 飲食業 5%

193,634 広島県 広島市安佐南区 クロロフイル美顔教室いまなか祇園新橋店 小売業 その他小売 5%

193,635 広島県 広島市安佐南区 啓文社　広島コア店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

193,636 広島県 広島市安佐南区 Ｋ Ｋ ｓｎｏｗｂｏａｒｄ Ｋ Ｋ ｓｎｏｗｂｏａｒｄ ｐｒｏｊｅｃｔ 小売業 その他小売 5%

193,637 広島県 広島市安佐南区 ケーサヴール 小売業 食料品 5%

193,638 広島県 広島市安佐南区 神戸サンド屋 サービス 飲食業 5%

193,639 広島県 広島市安佐南区 コープ西風新都 小売業 食料品 5%

193,640 広島県 広島市安佐南区 コープ安東 小売業 食料品 5%

193,641 広島県 広島市安佐南区 個人　野口タクシー サービス 運輸業 5%

193,642 広島県 広島市安佐南区 骨盤　整体スマイルデイズ サービス その他サービス 5%

193,643 広島県 広島市安佐南区 五郎丸タクシー サービス その他サービス 5%

193,644 広島県 広島市安佐南区 五郎丸タクシー サービス 運輸業 5%

193,645 広島県 広島市安佐南区 サイクルショップカナガキ 山本店 小売業 その他小売 5%

193,646 広島県 広島市安佐南区 ＳＵＮＮＹＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥ サービス その他サービス 5%

193,647 広島県 広島市安佐南区 さぬきうどん食堂つるり 八木店 サービス 飲食業 5%

193,648 広島県 広島市安佐南区 Ｊネットレンタカー広島大町店 サービス その他サービス 2%

193,649 広島県 広島市安佐南区 ｊｉｇ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

193,650 広島県 広島市安佐南区 下緑井生鮮市場 小売業 食料品 5%

193,651 広島県 広島市安佐南区 手芸マキ 緑井店 小売業 その他小売 5%

193,652 広島県 広島市安佐南区 京もつ鍋ホルモン朱々広島大町店 サービス 飲食業 5%

193,653 広島県 広島市安佐南区 城南交通 サービス 運輸業 5%

193,654 広島県 広島市安佐南区 ｃｉｒｋｅｌ ｍｏｔｅ 小売業 衣料品 5%

193,655 広島県 広島市安佐南区 ＪＥＡＮＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ　沼田店 小売業 衣料品 5%

193,656 広島県 広島市安佐南区 進物の大進　大町店 小売業 その他小売 5%

193,657 広島県 広島市安佐南区 ＳＫＹ　イオンモール広島祇園店 小売業 衣料品 5%

193,658 広島県 広島市安佐南区 スギタベーカリー 小売業 食料品 5%

193,659 広島県 広島市安佐南区 スタジオフォトプラス　古市店 サービス その他サービス 5%

193,660 広島県 広島市安佐南区 すたみな太郎　広島大原店 サービス 飲食業 5%

193,661 広島県 広島市安佐南区 砂の工房　ｂｉｂｉ　砂の工房ｂｉｂｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,662 広島県 広島市安佐南区 スパゲティー処吉山　ＢＩＡＮＣＯ サービス 飲食業 5%
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193,663 広島県 広島市安佐南区 スマートクロージングストア　広島 小売業 衣料品 5%

193,664 広島県 広島市安佐南区 炭火焼肉虎至　大町店 サービス 飲食業 5%

193,665 広島県 広島市安佐南区 洗濯王 緑井店 サービス その他サービス 5%

193,666 広島県 広島市安佐南区 洗濯王 祇園店 サービス その他サービス 5%

193,667 広島県 広島市安佐南区 洗濯王 上安店 サービス その他サービス 5%

193,668 広島県 広島市安佐南区 洗濯王 中筋店 サービス その他サービス 5%

193,669 広島県 広島市安佐南区 洗濯王 川内店 サービス その他サービス 5%

193,670 広島県 広島市安佐南区 宗野タクシー サービス 運輸業 5%

193,671 広島県 広島市安佐南区 大進創寫舘　八木店 サービス その他サービス 5%

193,672 広島県 広島市安佐南区 多機能型事業所古の市 サービス その他サービス 5%

193,673 広島県 広島市安佐南区 長神金物 小売業 電化製品 5%

193,674 広島県 広島市安佐南区 株式会社ポールスター サービス 理容・美容業 5%

193,675 広島県 広島市安佐南区 ｔ?ｕｓ ｔ?ｕｓ サービス 理容・美容業 5%

193,676 広島県 広島市安佐南区 とうふ料理　豆菜　とうふ料理豆菜 サービス 飲食業 5%

193,677 広島県 広島市安佐南区 Ｌｉｎｄａ サービス 理容・美容業 5%

193,678 広島県 広島市安佐南区 徳川　毘沙門台店 サービス 飲食業 5%

193,679 広島県 広島市安佐南区 徳川安古市店 サービス 飲食業 5%

193,680 広島県 広島市安佐南区 鳥三郎 大町店 サービス 飲食業 5%

193,681 広島県 広島市安佐南区 ナッツ工房メープル 小売業 食料品 5%

193,682 広島県 広島市安佐南区 ニコパンヤ 小売業 食料品 5%

193,683 広島県 広島市安佐南区 二代目晴れる家 サービス 飲食業 5%

193,684 広島県 広島市安佐南区 ニッカホーム　広島安佐南営業所 サービス その他サービス 5%

193,685 広島県 広島市安佐南区 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ｃｈａｃｈａ サービス その他サービス 5%

193,686 広島県 広島市安佐南区 猫本タタミ工業株式会社 サービス その他サービス 5%

193,687 広島県 広島市安佐南区 ネッツトヨタ中国　シャント西風新都 小売業 その他小売 5%

193,688 広島県 広島市安佐南区 ネッツトヨタ中国　西風新都店 小売業 その他小売 5%

193,689 広島県 広島市安佐南区 ネッツトヨタ中国祇園店 小売業 その他小売 5%

193,690 広島県 広島市安佐南区 ネッツトヨタ中国広島北店 小売業 その他小売 5%

193,691 広島県 広島市安佐南区 ネッツトヨタ広島祇園店 小売業 その他小売 5%

193,692 広島県 広島市安佐南区 ネッツトヨタ広島安古市店 小売業 その他小売 5%

193,693 広島県 広島市安佐南区 ＢａｒＢｅｒ　ＬｉｎｋＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

193,694 広島県 広島市安佐南区 ハーベストタイム 小売業 食料品 5%

193,695 広島県 広島市安佐南区 八剣伝　川内店 サービス 飲食業 2%

193,696 広島県 広島市安佐南区 八剣伝　毘沙門店 サービス 飲食業 2%

193,697 広島県 広島市安佐南区 Ｂｕｄｄｙ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

193,698 広島県 広島市安佐南区 パリオコ サービス 飲食業 5%

193,699 広島県 広島市安佐南区 Ｂａｌｃｏｍ　Ｓｑｕａｒｅ 小売業 その他小売 5%

193,700 広島県 広島市安佐南区 バルコムモータース　ＭＣ広島 小売業 その他小売 5%

193,701 広島県 広島市安佐南区 バルコムモータース　広島 小売業 その他小売 5%

193,702 広島県 広島市安佐南区 ｈａｒｅｂａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

193,703 広島県 広島市安佐南区 Ｂｅｅ　Ｇｒａｃｅ　大町店 サービス 理容・美容業 5%

193,704 広島県 広島市安佐南区 Ｂｅｅ　Ｇｒａｃｅ　本店 サービス 理容・美容業 5%
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193,705 広島県 広島市安佐南区 ＢＶＣＡＲ サービス その他サービス 5%

193,706 広島県 広島市安佐南区 Ｂｅｅ?Ｂｌｕｅ　Ｂｅｅ?Ｂｌｕｅ　Ｈａｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

193,707 広島県 広島市安佐南区 ＢＰＳ　広島 小売業 その他小売 5%

193,708 広島県 広島市安佐南区 美容室マサジ サービス 理容・美容業 5%

193,709 広島県 広島市安佐南区 美容室Ｒｅｃａｌｌ サービス 理容・美容業 5%

193,710 広島県 広島市安佐南区 美容室リコール サービス 理容・美容業 5%

193,711 広島県 広島市安佐南区 平松花店 小売業 その他小売 5%

193,712 広島県 広島市安佐南区 セブンーイレブン広島上安店 小売業 食料品 2%

193,713 広島県 広島市安佐南区 セブン－イレブン広島上安２丁目店 小売業 食料品 2%

193,714 広島県 広島市安佐南区 セブンーイレブン広島川内５丁目店 小売業 食料品 2%

193,715 広島県 広島市安佐南区 セブンーイレブン広島川内店 小売業 食料品 2%

193,716 広島県 広島市安佐南区 セブン－イレブン広島川内２丁目店 小売業 食料品 2%

193,717 広島県 広島市安佐南区 セブン－イレブン広島川内４丁目店 小売業 食料品 2%

193,718 広島県 広島市安佐南区 セブン－イレブン広島高取北店 小売業 食料品 2%

193,719 広島県 広島市安佐南区 セブン－イレブン広島長楽寺店 小売業 食料品 2%

193,720 広島県 広島市安佐南区 セブン－イレブン広島長楽寺２丁目店 小売業 食料品 2%

193,721 広島県 広島市安佐南区 広島トヨペット祇園店 小売業 その他小売 5%

193,722 広島県 広島市安佐南区 広島トヨペット広域公園前店 小売業 その他小売 5%

193,723 広島県 広島市安佐南区 広島トヨペット八木店 小売業 その他小売 5%

193,724 広島県 広島市安佐南区 広島トヨペットＵ－ＣａｒＡＬＡＬぬまた 小売業 その他小売 5%

193,725 広島県 広島市安佐南区 広島トヨペットＵ－ＣａｒＡＬＡＬやぎ 小売業 その他小売 5%

193,726 広島県 広島市安佐南区 セブン－イレブン広島中筋２丁目店 小売業 食料品 2%

193,727 広島県 広島市安佐南区 セブンーイレブン広島長束３丁目店 小売業 食料品 2%

193,728 広島県 広島市安佐南区 セブン－イレブン広島西原９丁目店 小売業 食料品 2%

193,729 広島県 広島市安佐南区 セブンーイレブン広島西原２丁目南店 小売業 食料品 2%

193,730 広島県 広島市安佐南区 セブン－イレブン広島沼田川原店 小売業 食料品 2%

193,731 広島県 広島市安佐南区 セブンーイレブン広島東原１丁目店 小売業 食料品 2%

193,732 広島県 広島市安佐南区 セブン－イレブン広島古市３丁目店 小売業 食料品 2%

193,733 広島県 広島市安佐南区 セブン－イレブン広島緑井５丁目店 小売業 食料品 2%

193,734 広島県 広島市安佐南区 セブン－イレブン広島緑井店 小売業 食料品 2%

193,735 広島県 広島市安佐南区 セブン－イレブン広島緑井６丁目店 小売業 食料品 2%

193,736 広島県 広島市安佐南区 セブン－イレブン広島八木２丁目店 小売業 食料品 2%

193,737 広島県 広島市安佐南区 セブン－イレブン広島八木４丁目店 小売業 食料品 2%

193,738 広島県 広島市安佐南区 広島薬品株式会社 小売業 その他小売 5%

193,739 広島県 広島市安佐南区 セブンーイレブン広島安中央橋西店 小売業 食料品 2%

193,740 広島県 広島市安佐南区 セブン－イレブン広島安東店 小売業 食料品 2%

193,741 広島県 広島市安佐南区 セブンーイレブン広島山本１丁目店 小売業 食料品 2%

193,742 広島県 広島市安佐南区 ＦＩＮＥＲＥＰＴＩＬＥＳ 小売業 その他小売 5%

193,743 広島県 広島市安佐南区 ＦＡＣＴＯＲＹ　Ｒ５４ サービス その他サービス 5%

193,744 広島県 広島市安佐南区 フェイスヘアー サービス 理容・美容業 5%

193,745 広島県 広島市安佐南区 フォセット 川内店 サービス その他サービス 5%

193,746 広島県 広島市安佐南区 フォセット イオンモール広島祇園店 サービス その他サービス 5%
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193,747 広島県 広島市安佐南区 ＦＯＳＳＥＴＴＥ　川内店 サービス その他サービス 5%

193,748 広島県 広島市安佐南区 フォトスタジオ感写スタイル サービス その他サービス 5%

193,749 広島県 広島市安佐南区 藤原ホンダ販売 サービス その他サービス 5%

193,750 広島県 広島市安佐南区 ふり袖一番館のぞみ 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,751 広島県 広島市安佐南区 プリュース　ヘアーワークス サービス 理容・美容業 5%

193,752 広島県 広島市安佐南区 プリュースヘアーワークス サービス 理容・美容業 5%

193,753 広島県 広島市安佐南区 プリンセスジュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,754 広島県 広島市安佐南区 フルーツおまかせ便 サービス その他サービス 5%

193,755 広島県 広島市安佐南区 フレスタ　相田店 小売業 その他小売 5%

193,756 広島県 広島市安佐南区 フレスタ　祇園店 小売業 その他小売 5%

193,757 広島県 広島市安佐南区 Ｈａｉｒｓβ サービス 理容・美容業 5%

193,758 広島県 広島市安佐南区 ｈａｉｒ ｍａｋｅ Ｐｌａｉｓｉｒ サービス 理容・美容業 5%

193,759 広島県 広島市安佐南区 ＰＥＣＯ　祇園店 サービス その他サービス 5%

193,760 広島県 広島市安佐南区 ＰＥＣＯ　下祇園店 サービス その他サービス 5%

193,761 広島県 広島市安佐南区 ＰＥＣＯ　西原店 サービス その他サービス 5%

193,762 広島県 広島市安佐南区 ＰＥＣＯ　東原店 サービス その他サービス 5%

193,763 広島県 広島市安佐南区 ＰＥＣＯ　緑井店 サービス その他サービス 5%

193,764 広島県 広島市安佐南区 便利屋つばさ サービス その他サービス 5%

193,765 広島県 広島市安佐南区 ホームドライアサヒ 中筋店 サービス その他サービス 5%

193,766 広島県 広島市安佐南区 ホームドライアサヒ 古市店 サービス その他サービス 5%

193,767 広島県 広島市安佐南区 菩提樹 小売業 家具・調度品 5%

193,768 広島県 広島市安佐南区 ポプラ春日野店 小売業 その他小売 2%

193,769 広島県 広島市安佐南区 ポプラこころ中央店 小売業 その他小売 2%

193,770 広島県 広島市安佐南区 ポプラ東原店 小売業 その他小売 2%

193,771 広島県 広島市安佐南区 ホンダドリーム広島中央 小売業 その他小売 5%

193,772 広島県 広島市安佐南区 ｍｙｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

193,773 広島県 広島市安佐南区 ｍａｒｑｕｉｓｅ　【マルキーズ】 サービス 理容・美容業 5%

193,774 広島県 広島市安佐南区 マルタ　マルタ 小売業 衣料品 5%

193,775 広島県 広島市安佐南区 三田村優税理士事務所 サービス その他サービス 5%

193,776 広島県 広島市安佐南区 緑井　平和デンキ 小売業 電化製品 5%

193,777 広島県 広島市安佐南区 みほり峠 広島大町店 サービス 飲食業 5%

193,778 広島県 広島市安佐南区 ＭｉＭｉ サービス 理容・美容業 5%

193,779 広島県 広島市安佐南区 ミモザ フジグラン緑井店 小売業 衣料品 5%

193,780 広島県 広島市安佐南区 みやもと薬局 小売業 その他小売 5%

193,781 広島県 広島市安佐南区 ミロワール　ミロワール 小売業 食料品 5%

193,782 広島県 広島市安佐南区 メイコウ住電サービス 小売業 電化製品 5%

193,783 広島県 広島市安佐南区 メガネ２１　大町店 小売業 その他小売 5%

193,784 広島県 広島市安佐南区 メガネの田中　フジグラン緑井店 小売業 その他小売 5%

193,785 広島県 広島市安佐南区 めがね理容 サービス 理容・美容業 5%

193,786 広島県 広島市安佐南区 焼肉みちうら サービス 飲食業 5%

193,787 広島県 広島市安佐南区 焼肉白李 西原店 サービス 飲食業 5%

193,788 広島県 広島市安佐南区 八橋装院 小売業 衣料品 5%
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193,789 広島県 広島市安佐南区 有限会社エポック・エー サービス その他サービス 5%

193,790 広島県 広島市安佐南区 有限会社ＭＡシグナス 小売業 その他小売 5%

193,791 広島県 広島市安佐南区 有限会社国本刃物 小売業 その他小売 5%

193,792 広島県 広島市安佐南区 有限会社クリーニングフクスケ　本社工場店 サービス その他サービス 5%

193,793 広島県 広島市安佐南区 有限会社クリーニングフクスケ　万惣店 サービス その他サービス 5%

193,794 広島県 広島市安佐南区 有限会社ボデーショップピオ サービス その他サービス 5%

193,795 広島県 広島市安佐南区 ゆめタウン安古市リエジュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,796 広島県 広島市安佐南区 洋服お直し相談所 サービス その他サービス 5%

193,797 広島県 広島市安佐南区 らーめん さんや サービス 飲食業 5%

193,798 広島県 広島市安佐南区 ライドオンシミズ 小売業 その他小売 5%

193,799 広島県 広島市安佐南区 Ｌｉｍｉｓｔ　よもぎ蒸しサロン サービス 理容・美容業 5%

193,800 広島県 広島市安佐南区 ｌａ　ｔｅｒｒｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

193,801 広島県 広島市安佐南区 Ｌａｐｅｉｎｔｕｒｅ サービス その他サービス 5%

193,802 広島県 広島市安佐南区 ＬＡＶＩＳＨ サービス 理容・美容業 5%

193,803 広島県 広島市安佐南区 ＬａＦ サービス 理容・美容業 5%

193,804 広島県 広島市安佐南区 ラプッティ サービス 理容・美容業 5%

193,805 広島県 広島市安佐南区 Ｌａ　Ｆｌｏｒａｉｓｏｎ サービス 理容・美容業 5%

193,806 広島県 広島市安佐南区 リカーズ 相田店 小売業 その他小売 5%

193,807 広島県 広島市安佐南区 リカーズ 沼田店 小売業 その他小売 5%

193,808 広島県 広島市安佐南区 リカーズ 東原店 小売業 その他小売 5%

193,809 広島県 広島市安佐南区 リカーズ 東山本店 小売業 その他小売 5%

193,810 広島県 広島市安佐南区 ｒｏｄｅｎ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

193,811 広島県 広島市安佐南区 ロックサービス・アドロック サービス その他サービス 5%

193,812 広島県 広島市安佐南区 六白家 広島大町店 サービス 飲食業 5%

193,813 広島県 広島市安佐南区 話食家　和 サービス 飲食業 5%

193,814 広島県 広島市佐伯区 アイプラザムラオ 小売業 電化製品 5%

193,815 広島県 広島市佐伯区 あかえの森カフェ　あかえの森 サービス 飲食業 5%

193,816 広島県 広島市佐伯区 あさみやワッフル 小売業 食料品 5%

193,817 広島県 広島市佐伯区 ａｓｉａｎ　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｖｉｌｌａ楽々園店 サービス その他サービス 5%

193,818 広島県 広島市佐伯区 アトリエジーンローブ 小売業 衣料品 5%

193,819 広島県 広島市佐伯区 アロマジックコーヒー アロマジックコーヒー サービス 飲食業 5%

193,820 広島県 広島市佐伯区 五日市店ファミリーカットダイニチ サービス 理容・美容業 5%

193,821 広島県 広島市佐伯区 セブン－イレブン五日市美の里２丁目店 小売業 食料品 2%

193,822 広島県 広島市佐伯区 出光美鈴が丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,823 広島県 広島市佐伯区 出光湯来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

193,824 広島県 広島市佐伯区 田舎ｃａｆｅ　おそらゆき サービス 飲食業 5%

193,825 広島県 広島市佐伯区 イノセンス　ジ　アウトレット広島店 サービス その他サービス 5%

193,826 広島県 広島市佐伯区 イノセンス　ジ　アウトレット広島店 サービス その他サービス 5%

193,827 広島県 広島市佐伯区 ＩＲＯＨＡ　ｖｉｌｌａｇｅ 小売業 食料品 5%

193,828 広島県 広島市佐伯区 ウィークリーホテルキョーワ サービス 宿泊業 5%

193,829 広島県 広島市佐伯区 旨い酒と鉄板卓 サービス 飲食業 5%

193,830 広島県 広島市佐伯区 うら唐家　五日市コイン通り店 小売業 食料品 5%
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193,831 広島県 広島市佐伯区 大浜理容院 サービス 理容・美容業 5%

193,832 広島県 広島市佐伯区 オガワクリエイト 小売業 その他小売 5%

193,833 広島県 広島市佐伯区 ｏｋｏ　ａｎｄ　　　　ｏｋｏ?ａｎｄ サービス 飲食業 5%

193,834 広島県 広島市佐伯区 楓 サービス 飲食業 5%

193,835 広島県 広島市佐伯区 春日電器 小売業 電化製品 5%

193,836 広島県 広島市佐伯区 株式会社東洋建設 サービス その他サービス 5%

193,837 広島県 広島市佐伯区 株式会社 ピットイン鯉城商事 カージャンボ広島 小売業 その他小売 5%

193,838 広島県 広島市佐伯区 株式会社エイコー サービス その他サービス 5%

193,839 広島県 広島市佐伯区 株式会社ビジョン　コンサル サービス その他サービス 5%

193,840 広島県 広島市佐伯区 株　広仏 小売業 その他小売 5%

193,841 広島県 広島市佐伯区 カメラのサエダ五日市店 小売業 その他小売 5%

193,842 広島県 広島市佐伯区 ガレージゴトウ 小売業 その他小売 5%

193,843 広島県 広島市佐伯区 革個者ｎａｔｕｒａｌ　ｍｉｎｄ 小売業 その他小売 5%

193,844 広島県 広島市佐伯区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ広島店 小売業 その他小売 5%

193,845 広島県 広島市佐伯区 クッキースタジオ五日市店 小売業 衣料品 5%

193,846 広島県 広島市佐伯区 ぐりぐり家 石内バイパス利松店 サービス 飲食業 5%

193,847 広島県 広島市佐伯区 ぐりぐり家 五日市店 サービス 飲食業 5%

193,848 広島県 広島市佐伯区 Ｃｒｅｗ（クルー） サービス 理容・美容業 5%

193,849 広島県 広島市佐伯区 Ｋダイエットスタジオ サービス その他サービス 5%

193,850 広島県 広島市佐伯区 コープ五日市北 小売業 食料品 5%

193,851 広島県 広島市佐伯区 ＣＯＣＯ壱番屋　佐伯区隅の浜店 サービス 飲食業 2%

193,852 広島県 広島市佐伯区 コスメとくすりのミント 小売業 その他小売 5%

193,853 広島県 広島市佐伯区 コスメとくすりのミント かもめ薬局 小売業 その他小売 5%

193,854 広島県 広島市佐伯区 サイクルショップカナガキ　五日市店 サービス 飲食業 5%

193,855 広島県 広島市佐伯区 サイクルショップやまさき 小売業 その他小売 5%

193,856 広島県 広島市佐伯区 ジェームス西風新都店 小売業 その他小売 2%

193,857 広島県 広島市佐伯区 自転車のペダル 小売業 その他小売 5%

193,858 広島県 広島市佐伯区 しみず薬局 ファインしみず薬局 小売業 その他小売 5%

193,859 広島県 広島市佐伯区 しみず薬局 湯来しみず薬局 小売業 その他小売 5%

193,860 広島県 広島市佐伯区 しみず薬局 ライフしみず薬局 小売業 その他小売 5%

193,861 広島県 広島市佐伯区 しみず薬局 楽々園しみず薬局 小売業 その他小売 5%

193,862 広島県 広島市佐伯区 手芸コトーネ 小売業 その他小売 5%

193,863 広島県 広島市佐伯区 手芸センタードリーム五日市石内 小売業 その他小売 5%

193,864 広島県 広島市佐伯区 旬彩鮨巖 サービス 飲食業 5%

193,865 広島県 広島市佐伯区 進物の大進　五日市店 小売業 その他小売 5%

193,866 広島県 広島市佐伯区 スーパーサイクル　リンリン 小売業 その他小売 5%

193,867 広島県 広島市佐伯区 住吉屋楽々園 小売業 衣料品 5%

193,868 広島県 広島市佐伯区 生活彩家ジアウトレット広島店 小売業 その他小売 2%

193,869 広島県 広島市佐伯区 生活彩家西広島リハビリテーション病院店 小売業 その他小売 2%

193,870 広島県 広島市佐伯区 整体家族はにまるず サービス その他サービス 5%

193,871 広島県 広島市佐伯区 整体家族はにまるず　整体家族はにまるず サービス その他サービス 5%

193,872 広島県 広島市佐伯区 ソフトバンク　五日市中央 小売業 その他小売 5%
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193,873 広島県 広島市佐伯区 大進創寫舘　五日市店 サービス その他サービス 5%

193,874 広島県 広島市佐伯区 蛸やき　たこもん サービス 飲食業 5%

193,875 広島県 広島市佐伯区 蛸やき　たこもん サービス 飲食業 5%

193,876 広島県 広島市佐伯区 田室自動車販売 有限会社田室自動車販売 小売業 その他小売 5%

193,877 広島県 広島市佐伯区 ダルマ園 小売業 食料品 5%

193,878 広島県 広島市佐伯区 中華居食屋たまりば たまりば サービス 飲食業 5%

193,879 広島県 広島市佐伯区 中国新聞五日市西販売所 小売業 その他小売 5%

193,880 広島県 広島市佐伯区 手打ちそば　無着庵 サービス 飲食業 5%

193,881 広島県 広島市佐伯区 徳川　五日市店 サービス 飲食業 5%

193,882 広島県 広島市佐伯区 トヨタレンタリース広島五日市店 サービス その他サービス 2%

193,883 広島県 広島市佐伯区 永遠の刻　新鮮　永遠の刻 サービス 飲食業 5%

193,884 広島県 広島市佐伯区 肉処おおたに 小売業 食料品 5%

193,885 広島県 広島市佐伯区 ニッカホーム　広島五日市営業所 サービス その他サービス 5%

193,886 広島県 広島市佐伯区 Ｎｅｘｔｖｉｅｗ サービス その他サービス 2%

193,887 広島県 広島市佐伯区 ネッツトヨタ広島五日市店 小売業 その他小売 5%

193,888 広島県 広島市佐伯区 ｎｅｎｄｏ サービス 理容・美容業 5%

193,889 広島県 広島市佐伯区 ｎｏｍｕｃｏ サービス 理容・美容業 5%

193,890 広島県 広島市佐伯区 Ｐａｒｔｙ　ｔｉｃｋｅｔ サービス 理容・美容業 5%

193,891 広島県 広島市佐伯区 ＢＩＫＥ　ＳＨＯＰ　Ｎ?Ｆａｃｔｏｒｙ　ＢＩＫＥ　ＳＨＯＰ　Ｎ?Ｆａｃｔｏｒｙ サービス その他サービス 5%

193,892 広島県 広島市佐伯区 白十字　五日市店 小売業 食料品 5%

193,893 広島県 広島市佐伯区 ｈａｓｉ サービス 理容・美容業 5%

193,894 広島県 広島市佐伯区 八剣伝　五日市利松店 サービス 飲食業 2%

193,895 広島県 広島市佐伯区 パナライフアイランド 小売業 電化製品 5%

193,896 広島県 広島市佐伯区 パナライフパスカル 小売業 電化製品 5%

193,897 広島県 広島市佐伯区 パナライフ免出電機 小売業 電化製品 5%

193,898 広島県 広島市佐伯区 パン教室ｔｏｓｓ サービス その他サービス 5%

193,899 広島県 広島市佐伯区 ＢＭＯ広島五日市店 小売業 衣料品 5%

193,900 広島県 広島市佐伯区 株式会社ビッグラン 小売業 その他小売 5%

193,901 広島県 広島市佐伯区 ピッタ　マリオ サービス 飲食業 5%

193,902 広島県 広島市佐伯区 ひのき動物病院 サービス その他サービス 5%

193,903 広島県 広島市佐伯区 セブン－イレブン広島石内店 小売業 食料品 2%

193,904 広島県 広島市佐伯区 セブンーイレブン広島石内バイパス店 小売業 食料品 2%

193,905 広島県 広島市佐伯区 セブン－イレブン広島五日市１丁目店 小売業 食料品 2%

193,906 広島県 広島市佐伯区 セブン－イレブン広島五日市駅前店 小売業 食料品 2%

193,907 広島県 広島市佐伯区 セブン－イレブン広島五日市新宮苑店 小売業 食料品 2%

193,908 広島県 広島市佐伯区 セブン－イレブン広島五日市千同店 小売業 食料品 2%

193,909 広島県 広島市佐伯区 セブン－イレブン広島五日市利松北店 小売業 食料品 2%

193,910 広島県 広島市佐伯区 セブン－イレブン広島コイン通り店 小売業 食料品 2%

193,911 広島県 広島市佐伯区 セブン－イレブン広島西風新都こころ店 小売業 食料品 2%

193,912 広島県 広島市佐伯区 広島トヨペット五日市店 小売業 その他小売 5%

193,913 広島県 広島市佐伯区 セブン－イレブン広島皆賀３丁目店 小売業 食料品 2%

193,914 広島県 広島市佐伯区 広島焼き 仔ぐま サービス 飲食業 5%
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193,915 広島県 広島市佐伯区 セブンーイレブン広島八幡店 小売業 食料品 2%

193,916 広島県 広島市佐伯区 セブン－イレブン広島八幡２丁目店 小売業 食料品 2%

193,917 広島県 広島市佐伯区 セブンーイレブン広島八幡東４丁目店 小売業 食料品 2%

193,918 広島県 広島市佐伯区 ５ｄａｙ　ｓ　ｍａｒｋｅｔ サービス 飲食業 5%

193,919 広島県 広島市佐伯区 フォセット五日市コイン通り店 小売業 その他小売 5%

193,920 広島県 広島市佐伯区 ＦＯＳＳＥＴＴＥ　五日市コイン通り店 サービス その他サービス 5%

193,921 広島県 広島市佐伯区 藤本税理士事務所 サービス その他サービス 5%

193,922 広島県 広島市佐伯区 フットママプラス五日市本店 サービス その他サービス 5%

193,923 広島県 広島市佐伯区 ブティックベルハウス　楽々園店 小売業 衣料品 5%

193,924 広島県 広島市佐伯区 ＦＲＡＳＣＯ 小売業 衣料品 5%

193,925 広島県 広島市佐伯区 ふり袖一番館ふたば 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,926 広島県 広島市佐伯区 プリティーテディ 小売業 その他小売 5%

193,927 広島県 広島市佐伯区 古川電機 小売業 電化製品 5%

193,928 広島県 広島市佐伯区 フレスタ　おかず工房　皆賀店 小売業 その他小売 5%

193,929 広島県 広島市佐伯区 フレスタ　海老園店 小売業 その他小売 5%

193,930 広島県 広島市佐伯区 フレスタ　美鈴が丘店 小売業 その他小売 5%

193,931 広島県 広島市佐伯区 プロマート五日市店 小売業 食料品 5%

193,932 広島県 広島市佐伯区 ヘアーサロン 名田 ヘアーサロン ナダ サービス 理容・美容業 5%

193,933 広島県 広島市佐伯区 ＰＥＣＯ　五日市工場店 サービス その他サービス 5%

193,934 広島県 広島市佐伯区 ＰＥＣＯ　海老園店 サービス その他サービス 5%

193,935 広島県 広島市佐伯区 ＰＥＣＯ　コイン通り店 サービス その他サービス 5%

193,936 広島県 広島市佐伯区 ホテルウェーブ　ホテルウェーブ サービス 宿泊業 5%

193,937 広島県 広島市佐伯区 ポプラ湯来店 小売業 その他小売 2%

193,938 広島県 広島市佐伯区 ホンダスポットステージワン五日市店　ホンダスポットステージワン五日市店 小売業 その他小売 5%

193,939 広島県 広島市佐伯区 松村呉服店 小売業 衣料品 5%

193,940 広島県 広島市佐伯区 みほり峠 広島五日市店 サービス 飲食業 5%

193,941 広島県 広島市佐伯区 ミヤカグ 小売業 家具・調度品 5%

193,942 広島県 広島市佐伯区 Ｍｙｒｒｈａ本店 サービス 理容・美容業 5%

193,943 広島県 広島市佐伯区 メガネ２１　五日市店 小売業 その他小売 5%

193,944 広島県 広島市佐伯区 メガネ２１　本店 小売業 その他小売 5%

193,945 広島県 広島市佐伯区 メガネ２１本部（アライアンス） 小売業 その他小売 5%

193,946 広島県 広島市佐伯区 メガネの田中　楽々園店 小売業 その他小売 5%

193,947 広島県 広島市佐伯区 メンタルケアこども教室 サービス その他サービス 5%

193,948 広島県 広島市佐伯区 モモダ家具 小売業 家具・調度品 5%

193,949 広島県 広島市佐伯区 ｍｏｌ【モル】 サービス 理容・美容業 5%

193,950 広島県 広島市佐伯区 有限会社中国新聞五日市八幡販売所 小売業 その他小売 5%

193,951 広島県 広島市佐伯区 有限会社ラッキー交通 サービス 運輸業 5%

193,952 広島県 広島市佐伯区 有限会社脇屋 コーヒー豆専門店 小売業 食料品 5%

193,953 広島県 広島市佐伯区 湯来交流体験センター サービス その他サービス 5%

193,954 広島県 広島市佐伯区 湯の山温泉　森井旅館 サービス 宿泊業 5%

193,955 広島県 広島市佐伯区 楽素太 サービス 飲食業 5%

193,956 広島県 広島市佐伯区 リカーズ 海老園店 小売業 その他小売 5%
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193,957 広島県 広島市佐伯区 ＬＹＲＡ サービス 理容・美容業 5%

193,958 広島県 広島市佐伯区 Ｒｅｎｙ サービス 理容・美容業 5%

193,959 広島県 広島市佐伯区 レプトン 小売業 その他小売 5%

193,960 広島県 広島市佐伯区 ローソン　フレスタ藤の木 小売業 その他小売 2%

193,961 広島県 広島市佐伯区 ＷｏｒｌｄＬｉｆｅＣａｒｅ サービス その他サービス 5%

193,962 広島県 広島市中区 Ａｒｔｓ　Ｈｏｌｏｓ サービス 理容・美容業 5%

193,963 広島県 広島市中区 アーティカルヘア ＡＲＴＩＣＡＬ ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

193,964 広島県 広島市中区 愛型女帝コスチュームスタジオ 小売業 衣料品 5%

193,965 広島県 広島市中区 地酒食堂あいさん家番外 サービス 飲食業 5%

193,966 広島県 広島市中区 ＣＡＣＴＵＳ サービス 飲食業 5%

193,967 広島県 広島市中区 ＡＯ サービス 飲食業 5%

193,968 広島県 広島市中区 赤ちょうちんバルタン サービス 飲食業 5%

193,969 広島県 広島市中区 安芸茶寮 サービス 飲食業 5%

193,970 広島県 広島市中区 アクト株式会社 小売業 その他小売 5%

193,971 広島県 広島市中区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｎｉｌｓ広島本通 サービス 理容・美容業 5%

193,972 広島県 広島市中区 浅野四十二万石天光堂 小売業 食料品 5%

193,973 広島県 広島市中区 アジアンキッチン　広島宝塚 サービス 飲食業 5%

193,974 広島県 広島市中区 味處おがわ サービス 飲食業 5%

193,975 広島県 広島市中区 アステアー 小売業 衣料品 5%

193,976 広島県 広島市中区 ＡＴＥＡＳＥ　紙屋町店 サービス その他サービス 5%

193,977 広島県 広島市中区 ＡＴＥＡＳＥ　八丁堀店 サービス その他サービス 5%

193,978 広島県 広島市中区 有限会社正耕産業 サービス その他サービス 5%

193,979 広島県 広島市中区 ａｔｔｌｉｅｒｌａＶｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

193,980 広島県 広島市中区 痩身専門インドエステ アル 広島店 サービス 理容・美容業 5%

193,981 広島県 広島市中区 アレーホテル広島並木通 サービス 宿泊業 5%

193,982 広島県 広島市中区 ＵＮＤＩＳ 小売業 衣料品 5%

193,983 広島県 広島市中区 ＵＮＢＡＲ サービス 飲食業 5%

193,984 広島県 広島市中区 ＵＮＢＩＲＴＨＤＡＹ 小売業 衣料品 5%

193,985 広島県 広島市中区 ｉｎｆｉｎｉ　Ｄｒｅｓｓ 小売業 衣料品 5%

193,986 広島県 広島市中区 ｉｎｆｉｎｉｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

193,987 広島県 広島市中区 アンベルス　十日市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,988 広島県 広島市中区 アンベルス　本通店 小売業 貴金属・服飾品 5%

193,989 広島県 広島市中区 居酒屋　紬 サービス 飲食業 5%

193,990 広島県 広島市中区 居酒屋かくれんぼ サービス 飲食業 5%

193,991 広島県 広島市中区 伊酒屋マリオ サービス 飲食業 5%

193,992 広島県 広島市中区 居酒屋無名塾 居酒屋 無名塾 サービス 飲食業 5%

193,993 広島県 広島市中区 石崎酒店　石崎酒店 小売業 その他小売 5%

193,994 広島県 広島市中区 イタリア酒場　ボッカロッソ サービス 飲食業 5%

193,995 広島県 広島市中区 ｉｔｂｙＦｕｎｎｙ＇ｓ 小売業 衣料品 5%

193,996 広島県 広島市中区 イボルブ 小売業 衣料品 5%

193,997 広島県 広島市中区 イムアロイ サービス 飲食業 5%

193,998 広島県 広島市中区 イワキユニフォーム 小売業 衣料品 5%
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193,999 広島県 広島市中区 ｗ／ｏ　ｓｔａｎｄ　広島 サービス 飲食業 5%

194,000 広島県 広島市中区 ヴィップ　喫茶ヴィップ サービス 飲食業 5%

194,001 広島県 広島市中区 ヴェール　エ　プリュスモン 小売業 その他小売 5%

194,002 広島県 広島市中区 株式会社ウエストコーポレーション サービス 飲食業 5%

194,003 広島県 広島市中区 株式会社ウエストコーポレーション サービス 飲食業 5%

194,004 広島県 広島市中区 株式会社ウエストコーポレーション サービス 飲食業 5%

194,005 広島県 広島市中区 株式会社ウエストコーポレーション サービス 飲食業 5%

194,006 広島県 広島市中区 株式会社ウエストコーポレーション　１ サービス 飲食業 5%

194,007 広島県 広島市中区 株式会社ウエストコ－ポレ－ション　Ｍ サービス 飲食業 5%

194,008 広島県 広島市中区 株式会社ウエストコーポレーション　２ サービス 飲食業 5%

194,009 広島県 広島市中区 株式会社ウエストコーポレーション　４ サービス 飲食業 5%

194,010 広島県 広島市中区 羽前そば道場極 サービス 飲食業 5%

194,011 広島県 広島市中区 畝刺繍店 小売業 その他小売 5%

194,012 広島県 広島市中区 うまいってば　とりしゃん サービス 飲食業 5%

194,013 広島県 広島市中区 うら唐食堂　舟入幸町店 サービス 飲食業 5%

194,014 広島県 広島市中区 うら唐家　舟入南店 小売業 食料品 5%

194,015 広島県 広島市中区 Ｅｉｂｉ【エイビ】 サービス 理容・美容業 5%

194,016 広島県 広島市中区 エスカイヤクラブ　広島クリスタルプラザ サービス 飲食業 5%

194,017 広島県 広島市中区 エステサロン ＹＯＵ サービス 理容・美容業 5%

194,018 広島県 広島市中区 エスパス　タグ・ホイヤー　広島 小売業 貴金属・服飾品 5%

194,019 広島県 広島市中区 ティークラブ サービス その他サービス 5%

194,020 広島県 広島市中区 ＥＰＡＴＩＣＡ サービス 理容・美容業 5%

194,021 広島県 広島市中区 エビバルマカロン　エビバル　Ｃａｍａｒｏｎ サービス 飲食業 5%

194,022 広島県 広島市中区 －ＥＰＥＲ－ サービス 理容・美容業 5%

194,023 広島県 広島市中区 えほんてなブル　こどもの本屋　えほんてなブル　こどもの本屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

194,024 広島県 広島市中区 Ｌ Ｍ ＭＡＲＩＮＥ 小売業 その他小売 5%

194,025 広島県 広島市中区 ＥＮＳＩＡ サービス その他サービス 5%

194,026 広島県 広島市中区 Ｏｙｓｔｅｒ Ｂａｒ ＭＡＢＵＩ 袋町店 サービス 飲食業 5%

194,027 広島県 広島市中区 Ｏｙｓｔｅｒ Ｂａｒ ＭＡＢＵＩ 並木通り店 サービス 飲食業 5%

194,028 広島県 広島市中区 欧風ダイニングるねさんす　欧風ダイニング　るねさんす サービス 飲食業 5%

194,029 広島県 広島市中区 大石刃物店　有限会社大石刃物店 小売業 その他小売 5%

194,030 広島県 広島市中区 ＡｕｓｔｈａｉｒＦｉｇａｒｏ サービス 理容・美容業 5%

194,031 広島県 広島市中区 ＡｕｓｔｈａｉｒＬｉｃｈｔ サービス 理容・美容業 5%

194,032 広島県 広島市中区 大手町酒場　ＡＫＡＭＡＲＵ サービス 飲食業 5%

194,033 広島県 広島市中区 オートショップチェリオ 小売業 その他小売 5%

194,034 広島県 広島市中区 大元商事株式会社 小売業 その他小売 5%

194,035 広島県 広島市中区 沖田長久税理士事務所 サービス その他サービス 5%

194,036 広島県 広島市中区 お竈突 サービス 飲食業 5%

194,037 広島県 広島市中区 お好み焼き 鉄板焼 眞 サービス 飲食業 5%

194,038 広島県 広島市中区 お好み焼 とんとん お好み焼 とんとん サービス 飲食業 5%

194,039 広島県 広島市中区 お好み焼き もり サービス 飲食業 5%

194,040 広島県 広島市中区 お好み焼き・鉄板串焼き　やまだ サービス 飲食業 5%
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194,041 広島県 広島市中区 お好み焼き 鉄板焼き そり家 サービス 飲食業 5%

194,042 広島県 広島市中区 お好み焼きと鉄板焼きの店なかまた サービス 飲食業 5%

194,043 広島県 広島市中区 ＯＺＯＮＥ＆ＨＹＳ　広島店 小売業 衣料品 5%

194,044 広島県 広島市中区 お宝買取団　広島八丁堀店 小売業 その他小売 5%

194,045 広島県 広島市中区 ＯＢＳＣＵＲＡＣＯＦＦＥＥＲＯＡＳＴＥＲＳＨｏｎｄｏｒｉ サービス 飲食業 5%

194,046 広島県 広島市中区 ＯＲＹＺＡ 小売業 その他小売 5%

194,047 広島県 広島市中区 御料理 粋人 サービス 飲食業 5%

194,048 広島県 広島市中区 ｏｌｕｏｌｕ　?ｈａｉｒ? サービス 理容・美容業 5%

194,049 広島県 広島市中区 カードラボ　広島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

194,050 広島県 広島市中区 カープ洋服店　カープ洋服店 小売業 衣料品 5%

194,051 広島県 広島市中区 貝や　廉 サービス 飲食業 5%

194,052 広島県 広島市中区 かきと水晶焼き　空（くう） サービス 飲食業 5%

194,053 広島県 広島市中区 かき船　かなわ サービス 飲食業 5%

194,054 広島県 広島市中区 ｋａｋｕｒｅｇｏ サービス 飲食業 5%

194,055 広島県 広島市中区 ｋａｇｏｍｅｋａｇｏｍｅ サービス その他サービス 5%

194,056 広島県 広島市中区 ＣＡ’ＧＩＮＯ サービス 飲食業 5%

194,057 広島県 広島市中区 菓酒ＭＡＲＵ　菓酒ＭＡＲＵ サービス 飲食業 5%

194,058 広島県 広島市中区 価値組プロジェクト サービス その他サービス 5%

194,059 広島県 広島市中区 家庭料理わり サービス 飲食業 5%

194,060 広島県 広島市中区 ＣＡ’Ｄ’ＯＲＯ サービス 飲食業 5%

194,061 広島県 広島市中区 ｃａｆ? ｃｌａｉｒ サービス 飲食業 5%

194,062 広島県 広島市中区 ｃａｆｅ　ｄｅ　フウカ　１ＢＡＮＣＨＯＢＡＲ（イチバンチョウバル） サービス 飲食業 5%

194,063 広島県 広島市中区 室内ＢＢＱ　ｃａｆｅ　ｄｅ　フウカ　３ＢＡＮＣＨＯＢＡＲ（サンバンチョウバル） サービス 飲食業 5%

194,064 広島県 広島市中区 株式会社秋本勇吉商店 小売業 その他小売 5%

194,065 広島県 広島市中区 株式会社阿部洋酒店 アーベンワインショップ 小売業 食料品 5%

194,066 広島県 広島市中区 株式会社アルファ　パティスリーアルファ 小売業 食料品 5%

194,067 広島県 広島市中区 株式会社Ｓ．Ａ 小売業 その他小売 5%

194,068 広島県 広島市中区 株式会社ガクセンター 小売業 その他小売 5%

194,069 広島県 広島市中区 株式会社木原商店 配達用 小売業 食料品 5%

194,070 広島県 広島市中区 株式会社スペランツァ サービス 飲食業 5%

194,071 広島県 広島市中区 株式会社田中商事 サービス その他サービス 5%

194,072 広島県 広島市中区 株式会社ハゼヤマ ＥＮＥＯＳ ひろせ店 サービス 飲食業 2%

194,073 広島県 広島市中区 株式会社日の出タクシー サービス 運輸業 5%

194,074 広島県 広島市中区 株式会社広中印房 小売業 衣料品 5%

194,075 広島県 広島市中区 株式会社ボンド サービス 宿泊業 5%

194,076 広島県 広島市中区 株式会社三矢タクシー　７００ サービス 運輸業 5%

194,077 広島県 広島市中区 株式会社三宅洋服店 小売業 衣料品 5%

194,078 広島県 広島市中区 株式会社レクリエ サービス その他サービス 5%

194,079 広島県 広島市中区 ｋａｈｏｎ　Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ　Ｋａｈｏｎ　Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ 小売業 食料品 5%

194,080 広島県 広島市中区 カメラのサエダ八丁堀店 小売業 その他小売 5%

194,081 広島県 広島市中区 カメラのサエダ本通店 小売業 その他小売 5%

194,082 広島県 広島市中区 カメラのフレンド　袋町店 サービス その他サービス 5%
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194,083 広島県 広島市中区 ＫＡＲＡＯＫＥ　ＢＡＲ　壱 サービス 飲食業 5%

194,084 広島県 広島市中区 カラオケルーム　広島宝塚 サービス 飲食業 5%

194,085 広島県 広島市中区 からさわ サービス 飲食業 5%

194,086 広島県 広島市中区 カラダメンテナンスサロン月と陽 サービス 理容・美容業 5%

194,087 広島県 広島市中区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋中区東千田店 サービス 飲食業 2%

194,088 広島県 広島市中区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中区舟入店 サービス 飲食業 2%

194,089 広島県 広島市中区 Ｃａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

194,090 広島県 広島市中区 川手屋 サービス 宿泊業 5%

194,091 広島県 広島市中区 ＫＡＮコルギセラピー広島幟町店 サービス 理容・美容業 5%

194,092 広島県 広島市中区 関西繊維 小売業 衣料品 5%

194,093 広島県 広島市中区 かんすけ サービス 飲食業 5%

194,094 広島県 広島市中区 冠生園 サービス 飲食業 5%

194,095 広島県 広島市中区 カントリーキャット 小売業 衣料品 5%

194,096 広島県 広島市中区 ＫｉＫｉ ｗｅｄｄｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

194,097 広島県 広島市中区 聞こえの田中　広島本通店 小売業 その他小売 5%

194,098 広島県 広島市中区 きすけ サービス 飲食業 5%

194,099 広島県 広島市中区 ＧｕｉｔａｒＴｏｐ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

194,100 広島県 広島市中区 絹の店クボ広島店 小売業 衣料品 5%

194,101 広島県 広島市中区 キムラデンキ 小売業 電化製品 5%

194,102 広島県 広島市中区 きものアトリエずいこ 小売業 衣料品 5%

194,103 広島県 広島市中区 きものや棗 小売業 衣料品 5%

194,104 広島県 広島市中区 ｃａｔｐｌｅ　ｃａｔｐｌｅ　ｈａｉｒ　キャトプル サービス 理容・美容業 5%

194,105 広島県 広島市中区 キャピックヒロシマ サービス その他サービス 5%

194,106 広島県 広島市中区 ＧＡＬＡＸＹ 小売業 衣料品 5%

194,107 広島県 広島市中区 キャラメロ サービス 理容・美容業 5%

194,108 広島県 広島市中区 ギャラリー７１８ サービス その他サービス 5%

194,109 広島県 広島市中区 Ｃａｌ サービス 理容・美容業 5%

194,110 広島県 広島市中区 牛たんと小料理の店　うぶちゃん サービス 飲食業 5%

194,111 広島県 広島市中区 牛たんや　服部 サービス 飲食業 5%

194,112 広島県 広島市中区 清原タクシー サービス 運輸業 5%

194,113 広島県 広島市中区 Ｋｉｒａｒａ～キララ～ サービス 理容・美容業 5%

194,114 広島県 広島市中区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ広島本通店 小売業 その他小売 5%

194,115 広島県 広島市中区 食辛房広島舟入店 サービス 飲食業 5%

194,116 広島県 広島市中区 串とワイン ｇａｌｌｉｎａ サービス 飲食業 5%

194,117 広島県 広島市中区 串焼・串揚　さむらい サービス 飲食業 5%

194,118 広島県 広島市中区 串焼 串揚 さむらい 流川店 サービス 飲食業 5%

194,119 広島県 広島市中区 串焼き　ワイン　ハイボール　ＹＡＧＥＮ サービス 飲食業 5%

194,120 広島県 広島市中区 くすりのふくろう 小売業 その他小売 5%

194,121 広島県 広島市中区 靴下屋　本通店 小売業 衣料品 2%

194,122 広島県 広島市中区 雑貨株式会社 小売業 衣料品 5%

194,123 広島県 広島市中区 ＧＯＯＤＳＣＯＭＰＡＮＹ ＬＡＮＤ 小売業 その他小売 5%

194,124 広島県 広島市中区 くつろぎダイニング　銀玉（ぎんた サービス 飲食業 5%
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194,125 広島県 広島市中区 くにもと花店　くにもと花店 小売業 その他小売 5%

194,126 広島県 広島市中区 ＣＵＭＯ　ＮＩＷＡ　ＣＵＭＯＮＩＷＡ サービス 飲食業 5%

194,127 広島県 広島市中区 ＣＬＩＭ サービス 理容・美容業 5%

194,128 広島県 広島市中区 グラシーズ白島 小売業 その他小売 5%

194,129 広島県 広島市中区 クラッシモ坪村家具 クラッシモ 坪村家具 小売業 家具・調度品 5%

194,130 広島県 広島市中区 ＧＲＡＮＤＳ　ＶＩＮＳ　１８ｅ　ワインショップ　グラン　ヴァン１８区 小売業 食料品 5%

194,131 広島県 広島市中区 ｇｌａＮｊｅ サービス その他サービス 5%

194,132 広島県 広島市中区 ｇｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

194,133 広島県 広島市中区 グリーンオアシス　金座街店 サービス 飲食業 5%

194,134 広島県 広島市中区 クレエ 小売業 衣料品 5%

194,135 広島県 広島市中区 ＧＲＡＣＥ サービス その他サービス 5%

194,136 広島県 広島市中区 ＣＲＥＭＡクレマ サービス 理容・美容業 5%

194,137 広島県 広島市中区 鐵 ＫＵＲＯＧＡＮＥ 流川店 サービス 飲食業 5%

194,138 広島県 広島市中区 Ｃｕｍｐｌｉｒ サービス 理容・美容業 5%

194,139 広島県 広島市中区 ＣＡＲＥＬＹ サービス 理容・美容業 5%

194,140 広島県 広島市中区 ゲートイン サービス 飲食業 5%

194,141 広島県 広島市中区 ＫＥＮ 小売業 その他小売 5%

194,142 広島県 広島市中区 己斐オートバイセンター白島店 小売業 その他小売 5%

194,143 広島県 広島市中区 神戸凬月堂　広島店 小売業 食料品 5%

194,144 広島県 広島市中区 ＧＯＬＤＥＮ　ＧＡＲＤＥＮ サービス 飲食業 5%

194,145 広島県 広島市中区 ｃｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

194,146 広島県 広島市中区 ＣＯＣＯ壱番屋中区新天地店 サービス 飲食業 2%

194,147 広島県 広島市中区 ＣＯＣＯ　ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

194,148 広島県 広島市中区 ｃｏｃｏｌａ サービス 理容・美容業 5%

194,149 広島県 広島市中区 Ｃｏｃｏ　Ｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

194,150 広島県 広島市中区 寿屋珈琲　幟町店 小売業 食料品 5%

194,151 広島県 広島市中区 寿屋珈琲 本社 小売業 食料品 5%

194,152 広島県 広島市中区 こぱん亭　こぱん亭 サービス 飲食業 5%

194,153 広島県 広島市中区 ごはんと酒菜　やま音 サービス 飲食業 5%

194,154 広島県 広島市中区 コポ　広島本通り店 小売業 衣料品 5%

194,155 広島県 広島市中区 ＣＯＶＯ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

194,156 広島県 広島市中区 コムイン広島 小売業 電化製品 5%

194,157 広島県 広島市中区 ｃｏｍｍｅｒｃｅ サービス その他サービス 5%

194,158 広島県 広島市中区 ｃｏｌｌａｇｅ 小売業 衣料品 5%

194,159 広島県 広島市中区 ｃｉｒｃｌｅｗｉｎｓ　サークルウィンズ 小売業 その他小売 5%

194,160 広島県 広島市中区 サイクルショップ 小売業 その他小売 5%

194,161 広島県 広島市中区 サイクルショップカナガキ　宝町店 小売業 その他小売 5%

194,162 広島県 広島市中区 ＳＡＶＯＹ　広島店　（サヴォイ） サービス 飲食業 5%

194,163 広島県 広島市中区 さかな市場　えびす海鮮さかな市場 サービス 飲食業 5%

194,164 広島県 広島市中区 さかな市場 紙屋町店 サービス 飲食業 5%

194,165 広島県 広島市中区 さかな市場　流川店 サービス 飲食業 5%

194,166 広島県 広島市中区 さかな市場 別処立町店 サービス 飲食業 5%
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194,167 広島県 広島市中区 サキナビューティーラウンジ広島 小売業 その他小売 5%

194,168 広島県 広島市中区 桜座蔵 サービス 飲食業 5%

194,169 広島県 広島市中区 桜屋 サービス 飲食業 5%

194,170 広島県 広島市中区 Ｓａｋｅ七彩 サービス 飲食業 5%

194,171 広島県 広島市中区 酒商山田　幟町店 小売業 食料品 5%

194,172 広島県 広島市中区 酒商山田　八丁堀店 小売業 食料品 5%

194,173 広島県 広島市中区 酒とＮＡＭＩＥ　酒とＮＡＭＩＥちょっとＯＫＩＮＡＷＡ サービス 飲食業 5%

194,174 広島県 広島市中区 酒のソクハイ　中新地店 小売業 その他小売 5%

194,175 広島県 広島市中区 酒のソクハイ　広島本店 小売業 その他小売 5%

194,176 広島県 広島市中区 Ｔｈｅ香水屋　広島店 小売業 その他小売 5%

194,177 広島県 広島市中区 さち サービス 飲食業 5%

194,178 広島県 広島市中区 雑貨株式会社 小売業 その他小売 5%

194,179 広島県 広島市中区 ＳＵＮＮＹＤＡＹ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

194,180 広島県 広島市中区 ｓｕｎｎｙ ｎａｐ ｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

194,181 広島県 広島市中区 ｚａｌｉｆｅ 小売業 衣料品 5%

194,182 広島県 広島市中区 Ｓａｒｔｏｒｉａ　Ｎｕｏｖｏ 小売業 衣料品 5%

194,183 広島県 広島市中区 サロンドカフェ　ラリュール白島 サービス 飲食業 5%

194,184 広島県 広島市中区 山椒魚 サービス 飲食業 5%

194,185 広島県 広島市中区 ＣＹＡＮ【シアン】 サービス 理容・美容業 5%

194,186 広島県 広島市中区 ＺＥＮＡ サービス 理容・美容業 5%

194,187 広島県 広島市中区 ＪＡビル売店 小売業 その他小売 5%

194,188 広島県 広島市中区 Ｊ?ＣＬＵＢ　土橋店 サービス 理容・美容業 5%

194,189 広島県 広島市中区 シェ　モモ サービス 飲食業 5%

194,190 広島県 広島市中区 Ｃｈｅｒｉ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

194,191 広島県 広島市中区 ＣＩＥＬ　紙屋町店 サービス 理容・美容業 5%

194,192 広島県 広島市中区 ｃｉｅｌ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

194,193 広島県 広島市中区 四季や袋町店 サービス 飲食業 5%

194,194 広島県 広島市中区 旨倖 サービス 飲食業 5%

194,195 広島県 広島市中区 而今 サービス 飲食業 5%

194,196 広島県 広島市中区 獅魂　新天地 サービス 飲食業 5%

194,197 広島県 広島市中区 市町村情報センター ひろしま夢ぷらざ 小売業 食料品 5%

194,198 広島県 広島市中区 しゃぶしゃぶ温野菜 フジグラン広島店 サービス 飲食業 2%

194,199 広島県 広島市中区 しゃぶしゃぶ温野菜鷹野橋店 サービス 飲食業 2%

194,200 広島県 広島市中区 しゃぶしゃぶ温野菜フジグラン広島店 サービス 飲食業 2%

194,201 広島県 広島市中区 シャルトルズ サービス 理容・美容業 5%

194,202 広島県 広島市中区 ジャンティ舟入店 小売業 食料品 5%

194,203 広島県 広島市中区 株式会社住宅ケンコウ社 サービス その他サービス 5%

194,204 広島県 広島市中区 ＳｈｏｅｍａｉｓｏｎＤｒ．Ｎ 小売業 衣料品 5%

194,205 広島県 広島市中区 ジュエリースタジオ　アドバンス　広島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

194,206 広島県 広島市中区 情熱酒場　えびす通店 サービス 飲食業 5%

194,207 広島県 広島市中区 新日本補聴器センター広島店 小売業 その他小売 5%

194,208 広島県 広島市中区 進物の大進 小売業 その他小売 5%
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194,209 広島県 広島市中区 進物の大進　ギフトランド店 小売業 その他小売 5%

194,210 広島県 広島市中区 進物の大進　広島店 小売業 その他小売 5%

194,211 広島県 広島市中区 スーパードラッグひまわり　舟入店 小売業 その他小売 5%

194,212 広島県 広島市中区 スタジオフォトプラス　竹屋店 サービス その他サービス 5%

194,213 広島県 広島市中区 セブン－イレブンスタートラム広島店 小売業 食料品 2%

194,214 広島県 広島市中区 ステーキ青ひげ サービス 飲食業 5%

194,215 広島県 広島市中区 ｓｎｏｗ　広島本通店 小売業 貴金属・服飾品 5%

194,216 広島県 広島市中区 炭火串焼　白虎 サービス 飲食業 5%

194,217 広島県 広島市中区 炭火焼鳥　鳥たん サービス 飲食業 5%

194,218 広島県 広島市中区 炭焼イタリアン　ｉｌ　ＳＰＡＺＩＯ サービス 飲食業 5%

194,219 広島県 広島市中区 炭焼雷　本店 サービス 飲食業 5%

194,220 広島県 広島市中区 ＳＬＡＰ　ＭＯＢＬＥＲ 小売業 家具・調度品 5%

194,221 広島県 広島市中区 Ｓｒｉｅｌ　ｂｙＢｅＡｌｌ サービス 理容・美容業 5%

194,222 広島県 広島市中区 スンドウブ専門店Ｓｏｏｎｄｅｖｅｗｙａｎ　Ｓｏｏｎ　ｄｅ　ｖｅｗ　ｙａｎ サービス その他サービス 5%

194,223 広島県 広島市中区 生活あんど館　ありもと 小売業 電化製品 5%

194,224 広島県 広島市中区 勢伊子 サービス 飲食業 5%

194,225 広島県 広島市中区 セジュール　フジタ サービス 宿泊業 5%

194,226 広島県 広島市中区 セジュールインカプセル広島 サービス 宿泊業 5%

194,227 広島県 広島市中区 セジュールイン流川 サービス 宿泊業 5%

194,228 広島県 広島市中区 ＳｔｅｃｕＲ サービス 理容・美容業 5%

194,229 広島県 広島市中区 瀬戸海人　風馬邸　瀬戸海人　流川店 サービス 飲食業 5%

194,230 広島県 広島市中区 Ｃ’ｅｓｔ　Ｌａ　Ｖｉｅ サービス その他サービス 5%

194,231 広島県 広島市中区 ｓｅｎｓｅ 小売業 衣料品 5%

194,232 広島県 広島市中区 洗濯王 橋本店 サービス その他サービス 5%

194,233 広島県 広島市中区 洗濯王 鷹の橋店 サービス その他サービス 5%

194,234 広島県 広島市中区 洗濯王 宝町店 サービス その他サービス 5%

194,235 広島県 広島市中区 洗濯王 鶴見店 サービス その他サービス 5%

194,236 広島県 広島市中区 洗濯王 十日市店 サービス その他サービス 5%

194,237 広島県 広島市中区 センター食堂 サービス 飲食業 5%

194,238 広島県 広島市中区 そして　ニシナ屋 小売業 その他小売 5%

194,239 広島県 広島市中区 ソフトバンク　アーバス東千田 小売業 その他小売 5%

194,240 広島県 広島市中区 ソフトバンク 広島市民球場前 小売業 その他小売 5%

194,241 広島県 広島市中区 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　広島店 小売業 その他小売 5%

194,242 広島県 広島市中区 ダイコクドラッグ広島大手町店 小売業 その他小売 5%

194,243 広島県 広島市中区 大衆酒場やぶき　大衆酒場やぶき サービス 飲食業 5%

194,244 広島県 広島市中区 大衆瀬戸内酒場　魚哲 サービス 飲食業 5%

194,245 広島県 広島市中区 大進創寫舘　ウェディング サービス その他サービス 5%

194,246 広島県 広島市中区 大進創寫舘　広島本店 サービス その他サービス 5%

194,247 広島県 広島市中区 Ｔｉｍｅｐｅｄｉａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

194,248 広島県 広島市中区 台湾名物料理　青葉 サービス 飲食業 5%

194,249 広島県 広島市中区 竹腰 サービス 飲食業 5%

194,250 広島県 広島市中区 武信公認会計士・税理士事務所 サービス その他サービス 5%
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194,251 広島県 広島市中区 尊ＳＵＳＨＩ サービス 飲食業 5%

194,252 広島県 広島市中区 カスターニャ　【立町カヌレ】 小売業 食料品 5%

194,253 広島県 広島市中区 田辺パーツ サービス その他サービス 5%

194,254 広島県 広島市中区 Ｄａ　Ｎｅｒｏ　（ダネーロ） サービス 飲食業 5%

194,255 広島県 広島市中区 ｔａｎｚｍｕｓｉｃｒｅｃｏｒｄｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

194,256 広島県 広島市中区 馳走ぬくゐ サービス 飲食業 5%

194,257 広島県 広島市中区 ちま喜 サービス 飲食業 5%

194,258 広島県 広島市中区 チャミクール　チャミクール サービス 理容・美容業 5%

194,259 広島県 広島市中区 ＣＨＡＮＧＹＯＵ サービス 理容・美容業 5%

194,260 広島県 広島市中区 中国学半川整体　中国学半川整体 サービス その他サービス 5%

194,261 広島県 広島市中区 腸もみ温活サロン　スクール　ＭｉＫＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

194,262 広島県 広島市中区 つばめゆうびん サービス その他サービス 5%

194,263 広島県 広島市中区 ＴＳＵＲＵ　ｎｏ　ＭＡＲＫ サービス 飲食業 5%

194,264 広島県 広島市中区 Ｄ＆Ｔ　ｈａｉｒ　大手町店 サービス 理容・美容業 5%

194,265 広島県 広島市中区 Ｄ＆Ｔ　ｈａｉｒ　本店 サービス 理容・美容業 5%

194,266 広島県 広島市中区 ＤＧ＿ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ サービス 理容・美容業 5%

194,267 広島県 広島市中区 ＴｉＴＯ　広島店 サービス 飲食業 5%

194,268 広島県 広島市中区 ＴｉｎｔＣｏｌｏｒ サービス 理容・美容業 5%

194,269 広島県 広島市中区 Ｄｅｋｉｔａｔｅ　Ｙａ！大盤振舞　（できたてや！）　紙屋町店 サービス 飲食業 5%

194,270 広島県 広島市中区 鉄板焼丈 サービス 飲食業 5%

194,271 広島県 広島市中区 鉄板焼 ｚａｚａ Ｃａｓｕａｌ Ｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

194,272 広島県 広島市中区 鉄ぱん屋弁兵衛　大手町店 サービス 飲食業 5%

194,273 広島県 広島市中区 鉄ぱん屋弁兵衛　新天地店 サービス 飲食業 5%

194,274 広島県 広島市中区 鉄ぱん屋弁兵衛　八丁堀店 サービス 飲食業 5%

194,275 広島県 広島市中区 ｔｅｔｏｔｅ　ｋｏｍａｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

194,276 広島県 広島市中区 テレラインサービス 小売業 その他小売 5%

194,277 広島県 広島市中区 典座 サービス 飲食業 5%

194,278 広島県 広島市中区 ｔｅｎｔｏ サービス 理容・美容業 5%

194,279 広島県 広島市中区 トゥルーミー工房 サービス その他サービス 5%

194,280 広島県 広島市中区 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｏｌｉｖｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

194,281 広島県 広島市中区 トータルスタジオフォセット広島店 小売業 その他小売 5%

194,282 広島県 広島市中区 ｄｏｌｌｙｂｏｕｔｉｑｕｅ 小売業 衣料品 5%

194,283 広島県 広島市中区 Ｄｏｌｌｙ　Ｂｏｕｔｉｑｕｅ 小売業 衣料品 5%

194,284 広島県 広島市中区 徳川総本店 サービス 飲食業 5%

194,285 広島県 広島市中区 徳川　本社 サービス 飲食業 5%

194,286 広島県 広島市中区 ドクターベルツ広島中央店 小売業 その他小売 5%

194,287 広島県 広島市中区 徳兵衛　紙屋町店 サービス 飲食業 5%

194,288 広島県 広島市中区 時計倉庫ＴＯＫＩＡ　広島本通店 小売業 その他小売 5%

194,289 広島県 広島市中区 ドスパラ広島店 小売業 電化製品 5%

194,290 広島県 広島市中区 ドッグサロン シュバルツ サービス その他サービス 5%

194,291 広島県 広島市中区 ドッグサロンシュバルツ 小売業 その他小売 5%

194,292 広島県 広島市中区 ＴＯＭＩＹＡ　広島店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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194,293 広島県 広島市中区 とめ手羽　広島 サービス 飲食業 5%

194,294 広島県 広島市中区 トヨタレンタリース広島　新白島駅前店 サービス その他サービス 2%

194,295 広島県 広島市中区 トヨタレンタリース広島富士見町店 サービス その他サービス 2%

194,296 広島県 広島市中区 トヨタレンタリース広島本社 サービス その他サービス 2%

194,297 広島県 広島市中区 ドラゴン サービス 飲食業 5%

194,298 広島県 広島市中区 トラットリア　マリオ サービス 飲食業 5%

194,299 広島県 広島市中区 とらのあな　広島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

194,300 広島県 広島市中区 とり酒場エルグリル?Ｅｌ Ｇｒｉｌｌ? サービス 飲食業 5%

194,301 広島県 広島市中区 鳥太郎千田町店 サービス 飲食業 5%

194,302 広島県 広島市中区 とり八　本店 サービス 飲食業 5%

194,303 広島県 広島市中区 とんかつ　揚げ物専門店　喜とん サービス 飲食業 5%

194,304 広島県 広島市中区 どんとこ　三川町店 サービス 飲食業 5%

194,305 広島県 広島市中区 どんとこ　八丁堀店 サービス 飲食業 5%

194,306 広島県 広島市中区 ＴＵＮＮＥＬ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

194,307 広島県 広島市中区 ＴＵＮＮＥＬ　ＨＡＩＲ　ＴＵＮＮＥＬＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

194,308 広島県 広島市中区 中広商事 サービス その他サービス 5%

194,309 広島県 広島市中区 Ｎａｔｕｍｅ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

194,310 広島県 広島市中区 ナニワ商会　中国支店 小売業 その他小売 5%

194,311 広島県 広島市中区 肉亭いちゆく サービス 飲食業 5%

194,312 広島県 広島市中区 肉のやま金 サービス 飲食業 5%

194,313 広島県 広島市中区 肉のやま金 サービス 飲食業 5%

194,314 広島県 広島市中区 肉匣 サービス 飲食業 5%

194,315 広島県 広島市中区 肉バルＥＧ　袋町店 サービス 飲食業 5%

194,316 広島県 広島市中区 肉屋の炭火焼肉　和平　流川店 サービス 飲食業 5%

194,317 広島県 広島市中区 ニコバー ニコバー広島 サービス 飲食業 5%

194,318 広島県 広島市中区 ｎａａｒ サービス 理容・美容業 5%

194,319 広島県 広島市中区 ニュークラブ広島　離宮 サービス 飲食業 5%

194,320 広島県 広島市中区 Ｃｈｉ?ｌｅｎｔｅ サービス その他サービス 5%

194,321 広島県 広島市中区 ＮａｉｌＳａｌｏｎＰｅｃｈｅ サービス その他サービス 5%

194,322 広島県 広島市中区 葱しゃぶ居酒屋たけはらの味ぴぃす サービス 飲食業 5%

194,323 広島県 広島市中区 猫屋町キッチン サービス 飲食業 5%

194,324 広島県 広島市中区 ネコリパブリック広島　ネコリパブリック広島 サービス その他サービス 5%

194,325 広島県 広島市中区 ｎｅｓｓ ｎｅｓｓ サービス 理容・美容業 5%

194,326 広島県 広島市中区 ＮＥＳＴ サービス 飲食業 5%

194,327 広島県 広島市中区 ネストホテル広島八丁堀 サービス 宿泊業 5%

194,328 広島県 広島市中区 ネッツトヨタ中国平和公園店 小売業 その他小売 5%

194,329 広島県 広島市中区 ＮＥＲＩＮＥ 小売業 衣料品 5%

194,330 広島県 広島市中区 ネロリの島 サービス 飲食業 5%

194,331 広島県 広島市中区 Ｎｏｒｖｉｌｌｅ 小売業 衣料品 5%

194,332 広島県 広島市中区 ＮＯＭＩＮＥ サービス 飲食業 5%

194,333 広島県 広島市中区 Ｂａｒ　ＣＯＮＲＯＤ サービス 飲食業 5%

194,334 広島県 広島市中区 Ｂａｒ　Ｐｌｅａｓｕｒｅ サービス 飲食業 5%

4629



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

194,335 広島県 広島市中区 Ｂａｒ　＆　Ｃａｆｅ　ＳＰＡＣＥ サービス 飲食業 5%

194,336 広島県 広島市中区 パークサイドホテル広島平和公園前 サービス 宿泊業 5%

194,337 広島県 広島市中区 ハートフル鍼灸院 サービス その他サービス 5%

194,338 広島県 広島市中区 ｐｕｒｐｌｅｔｏｎｇｕｅ サービス 飲食業 5%

194,339 広島県 広島市中区 ＰＩＮＥ　ＴＲＥＥ 小売業 衣料品 5%

194,340 広島県 広島市中区 博多一番どり 居食家あらい 舟入南店 サービス 飲食業 5%

194,341 広島県 広島市中区 博多うまかもん　ふうり　紙屋町店 サービス 飲食業 5%

194,342 広島県 広島市中区 白翠 サービス 飲食業 5%

194,343 広島県 広島市中区 橋本燃料　電化部 小売業 その他小売 2%

194,344 広島県 広島市中区 パソコンドック２４ 広島店 サービス その他サービス 5%

194,345 広島県 広島市中区 初 サービス 飲食業 5%

194,346 広島県 広島市中区 八剣伝　白島店 サービス 飲食業 2%

194,347 広島県 広島市中区 八剣伝　吉島光南店 サービス 飲食業 2%

194,348 広島県 広島市中区 ばってん 八丁堀店 サービス 飲食業 5%

194,349 広島県 広島市中区 ばってん　袋町店 サービス 飲食業 5%

194,350 広島県 広島市中区 パティスリー　ボン 小売業 食料品 5%

194,351 広島県 広島市中区 はとや 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

194,352 広島県 広島市中区 花かがり サービス 飲食業 5%

194,353 広島県 広島市中区 パナック　こうぶんどう 小売業 電化製品 5%

194,354 広島県 広島市中区 華ぶさ サービス 飲食業 5%

194,355 広島県 広島市中区 Ｈｕｂ サービス 理容・美容業 5%

194,356 広島県 広島市中区 ハーベスト 小売業 衣料品 5%

194,357 広島県 広島市中区 原綜家電 小売業 電化製品 5%

194,358 広島県 広島市中区 Ｐａｌａｍａ　Ｐａｌａｍａ サービス 理容・美容業 5%

194,359 広島県 広島市中区 バランス サービス 飲食業 5%

194,360 広島県 広島市中区 ＰＡＲＩＧＯＴ 広島 三階 小売業 衣料品 5%

194,361 広島県 広島市中区 ＰＡＲＩＧＯＴ 広島 二階 小売業 衣料品 5%

194,362 広島県 広島市中区 パリゴ広島３Ｆ 小売業 衣料品 5%

194,363 広島県 広島市中区 パリゴ広島２Ｆ 小売業 衣料品 5%

194,364 広島県 広島市中区 バルパラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

194,365 広島県 広島市中区 ＨＡＬＬＥＬＵＪＡＨＫＩＴＣＨＥＮＡＮＤＢＡＲ サービス 飲食業 5%

194,366 広島県 広島市中区 ＰＥＡＫ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

194,367 広島県 広島市中区 ＰＣ再生工房 広島店 サービス その他サービス 5%

194,368 広島県 広島市中区 Ｂｅｅ広島 サービス 飲食業 5%

194,369 広島県 広島市中区 ヒーリングサロン Ｗｈｉｔｅ Ｔｒｅｅ ホワイトツリー サービス その他サービス 5%

194,370 広島県 広島市中区 フットケアサロン　ピエヌ サービス その他サービス 5%

194,371 広島県 広島市中区 ＢｅＡｌｌ　ｅｔｒｅ サービス 理容・美容業 5%

194,372 広島県 広島市中区 ＢｅＡｌｌ本店 サービス 理容・美容業 5%

194,373 広島県 広島市中区 美髮クリニック　Ｅｘｓｉｏｒ サービス 理容・美容業 5%

194,374 広島県 広島市中区 Ｂｉｓｔｒｏ Ｂａｒｂａｒｅ Ｂｉｓｔｒｏ Ｂａｒｂａｒｅ サービス 飲食業 5%

194,375 広島県 広島市中区 ＢＩＧＢＯＳＳ 広島店 小売業 その他小売 5%

194,376 広島県 広島市中区 筆匠古城園　広島店 サービス その他サービス 5%
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194,377 広島県 広島市中区 陽なた サービス 飲食業 5%

194,378 広島県 広島市中区 ＰＢ－１　広島店 小売業 衣料品 5%

194,379 広島県 広島市中区 ＰＢ－１　広島流川店 小売業 衣料品 5%

194,380 広島県 広島市中区 ＰＢ－１　堀川店 小売業 衣料品 5%

194,381 広島県 広島市中区 美・プロデュース サービス 理容・美容業 5%

194,382 広島県 広島市中区 ＫｉＫｉ美容室 十日市店 サービス 理容・美容業 5%

194,383 広島県 広島市中区 美容室プラネット　美容室プラネット サービス 理容・美容業 5%

194,384 広島県 広島市中区 広島　バロン サービス 飲食業 5%

194,385 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島相生橋店 小売業 食料品 2%

194,386 広島県 広島市中区 ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ ＩＴＡＬＩＡＮ ＡＯ?あお? サービス 飲食業 5%

194,387 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島稲荷橋店 小売業 食料品 2%

194,388 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島江波南３丁目店 小売業 食料品 2%

194,389 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島胡町店 小売業 食料品 2%

194,390 広島県 広島市中区 広島えびすテーラー 小売業 衣料品 5%

194,391 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島大手町１丁目店 小売業 食料品 2%

194,392 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島大手町４丁目店 小売業 食料品 2%

194,393 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島加古町店 小売業 食料品 2%

194,394 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島家庭裁判所前店 小売業 食料品 2%

194,395 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島銀山町店 小売業 食料品 2%

194,396 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島上八丁堀店 小売業 食料品 2%

194,397 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島上八丁堀東店 小売業 食料品 2%

194,398 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島紙屋町シャレオ店 小売業 食料品 2%

194,399 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島紙屋町店 小売業 食料品 2%

194,400 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島河原町店 小売業 食料品 2%

194,401 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島光南店 小売業 食料品 2%

194,402 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島国泰寺２丁目店 小売業 食料品 2%

194,403 広島県 広島市中区 広島四川飯店 サービス 飲食業 5%

194,404 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島じぞう通り店 小売業 食料品 2%

194,405 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島昭和町店 小売業 食料品 2%

194,406 広島県 広島市中区 ＨＩＲＯＳＨＩＭＡストレッチ サービス その他サービス 5%

194,407 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島住吉町店 小売業 食料品 2%

194,408 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島千田町１丁目店 小売業 食料品 2%

194,409 広島県 広島市中区 広島タウンホテル サービス 宿泊業 5%

194,410 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島鷹野橋店 小売業 食料品 2%

194,411 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島宝町店 小売業 食料品 2%

194,412 広島県 広島市中区 広島たばこ販売協同組合　広島たばこ販売協同組合 小売業 その他小売 5%

194,413 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島中央郵便局前店 小売業 食料品 2%

194,414 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島鉄砲町北店 小売業 食料品 2%

194,415 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島鉄砲町店 小売業 食料品 2%

194,416 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島十日市１丁目店 小売業 食料品 2%

194,417 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島土橋店 小売業 食料品 2%

194,418 広島県 広島市中区 広島トヨペット法人営業部 小売業 その他小売 5%
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194,419 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島中町店 小売業 食料品 2%

194,420 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島中町西店 小売業 食料品 2%

194,421 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島並木通り店 小売業 食料品 2%

194,422 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島西川口町店 小売業 食料品 2%

194,423 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島西十日市店 小売業 食料品 2%

194,424 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島西白島町店 小売業 食料品 2%

194,425 広島県 広島市中区 ひろしまの酒と旨いもの サービス 飲食業 5%

194,426 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島幟町東店 小売業 食料品 2%

194,427 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島白島中町店 小売業 食料品 2%

194,428 広島県 広島市中区 広島パークレーン サービス その他サービス 5%

194,429 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島羽衣町店 小売業 食料品 2%

194,430 広島県 広島市中区 広島パシフィックホテル サービス 宿泊業 5%

194,431 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島東平塚店 小売業 食料品 2%

194,432 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島広瀬町店 小売業 食料品 2%

194,433 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島舟入幸町店 小売業 食料品 2%

194,434 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島舟入幸町東店 小売業 食料品 2%

194,435 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島舟入店 小売業 食料品 2%

194,436 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島舟入中町店 小売業 食料品 2%

194,437 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島舟入南３丁目店 小売業 食料品 2%

194,438 広島県 広島市中区 ひろしま文庫 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

194,439 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島本通西店 小売業 食料品 2%

194,440 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島三川町店 小売業 食料品 2%

194,441 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島南千田西店 小売業 食料品 2%

194,442 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島南吉島店 小売業 食料品 2%

194,443 広島県 広島市中区 廣島屋　海平商店 サービス 飲食業 5%

194,444 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島薬研堀通り店 小売業 食料品 2%

194,445 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島弥生通り店 小売業 食料品 2%

194,446 広島県 広島市中区 セブン－イレブン広島吉島新町店 小売業 食料品 2%

194,447 広島県 広島市中区 ひろしまリバークルーズ サービス その他サービス 5%

194,448 広島県 広島市中区 ヒロ商店 ヒロ商店 サービス 飲食業 5%

194,449 広島県 広島市中区 ぶあいそ博多 本通店 サービス 飲食業 5%

194,450 広島県 広島市中区 ｆａｂｒｉｃ 小売業 衣料品 5%

194,451 広島県 広島市中区 フィード 小売業 その他小売 5%

194,452 広島県 広島市中区 フィットネスジム＆サロンＮＩＮＡ サービス その他サービス 5%

194,453 広島県 広島市中区 フィレール　Ｆｉｌｅｒ　フィレール サービス 理容・美容業 5%

194,454 広島県 広島市中区 ＦＯＯＤ　ＢＡＲ　ＴＡＬＩ サービス 飲食業 5%

194,455 広島県 広島市中区 ＢＵＢＵ サービス 飲食業 5%

194,456 広島県 広島市中区 ＦＯＳＳＥＴＴＥ　広島店 サービス その他サービス 5%

194,457 広島県 広島市中区 プチ・シゲ 小売業 衣料品 5%

194,458 広島県 広島市中区 仏手柑 サービス 飲食業 5%

194,459 広島県 広島市中区 Ｆｏｏｔ　ｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

194,460 広島県 広島市中区 フットママプラス紙屋町店 サービス その他サービス 5%
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194,461 広島県 広島市中区 ブブレ 小売業 食料品 5%

194,462 広島県 広島市中区 Ｐｒａｓａｎｎａｔａ サービス 理容・美容業 5%

194,463 広島県 広島市中区 ＰＬＡＴＺ ｈａｉｒ ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

194,464 広島県 広島市中区 フラワーショップなかむら 小売業 その他小売 5%

194,465 広島県 広島市中区 ブリアント　広島店 サービス 理容・美容業 5%

194,466 広島県 広島市中区 フリーマーケットプーラ 小売業 衣料品 5%

194,467 広島県 広島市中区 Ｂｒｉｌｌｅｒ サービス 理容・美容業 5%

194,468 広島県 広島市中区 ｆｕｒｉｍａ 小売業 その他小売 5%

194,469 広島県 広島市中区 古着と古道具ｇｐｌｕｓ 中央通り店 小売業 衣料品 2%

194,470 広島県 広島市中区 プレイグラウンド　Ｐ　Ｇ 小売業 その他小売 5%

194,471 広島県 広島市中区 プレイスペース広島 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

194,472 広島県 広島市中区 フレスタ　おかず工房　鷹野橋店 小売業 その他小売 5%

194,473 広島県 広島市中区 フレスタ　おかず工房　グランドタワー店 小売業 その他小売 5%

194,474 広島県 広島市中区 フレスタ　舟入店 小売業 その他小売 5%

194,475 広島県 広島市中区 Ｐｒｅｎｄｅｒｅ 本店 サービス 理容・美容業 5%

194,476 広島県 広島市中区 ｐｒｏｇｒａｍｍｅ 小売業 衣料品 5%

194,477 広島県 広島市中区 ｐｒｏｇｒｅｓｓ サービス 飲食業 5%

194,478 広島県 広島市中区 プロマート八丁堀店 小売業 食料品 5%

194,479 広島県 広島市中区 ヘアーサロンハナモト Ｆａｃｅ?Ｋ サービス 理容・美容業 5%

194,480 広島県 広島市中区 ＨＡＩＲ ＭＡＫＥ ＶＡＮＩＬＬＡ ＨＡＩＲ ＭＡＫＥ ＶＡＮＩＬＬＡ サービス その他サービス 5%

194,481 広島県 広島市中区 Ｈａｉｒ＆ＭａｋｅＨｅｒｚ サービス 理容・美容業 5%

194,482 広島県 広島市中区 平和電機舟入本店 小売業 電化製品 5%

194,483 広島県 広島市中区 ＰＥＣＯ　大手町店 サービス その他サービス 5%

194,484 広島県 広島市中区 ＰＥＣＯ　堺町店 サービス その他サービス 5%

194,485 広島県 広島市中区 ＰＥＣＯ　白島店 サービス その他サービス 5%

194,486 広島県 広島市中区 包丁一代　ゆかい サービス 飲食業 5%

194,487 広島県 広島市中区 有限会社アミューズ サービス その他サービス 5%

194,488 広島県 広島市中区 Ｐａｕｌ　Ｓｍｉｔｈ　広島店 小売業 衣料品 5%

194,489 広島県 広島市中区 ボークス広島ショールーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

194,490 広島県 広島市中区 ＨＯＫＵＴＯカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

194,491 広島県 広島市中区 北海道食市場　丸海屋　立町店 サービス 飲食業 5%

194,492 広島県 広島市中区 北海道食市場 丸海屋 離 紙屋町店 サービス 飲食業 5%

194,493 広島県 広島市中区 ＢＯＳＨＵ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

194,494 広島県 広島市中区 ｐｏｐｐｏ　ｃａｆｅ　銀山町店 サービス 飲食業 5%

194,495 広島県 広島市中区 ＢｏｄｙＳｈａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

194,496 広島県 広島市中区 ホテル２８広島 サービス 宿泊業 5%

194,497 広島県 広島市中区 ホテルビスタ広島 サービス 宿泊業 5%

194,498 広島県 広島市中区 ホテル山城屋 サービス 宿泊業 5%

194,499 広島県 広島市中区 骨付豚　弌歩　薬研堀店 サービス 飲食業 5%

194,500 広島県 広島市中区 ポプラ胡店 小売業 その他小売 2%

194,501 広島県 広島市中区 ポプラ白島北町店 小売業 その他小売 2%

194,502 広島県 広島市中区 ポプラ舟入本町店 小売業 その他小売 2%
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194,503 広島県 広島市中区 ボラボラ ラグーンファレ サービス 飲食業 5%

194,504 広島県 広島市中区 ポワンポワン 小売業 衣料品 5%

194,505 広島県 広島市中区 ボン　セジュール サービス 理容・美容業 5%

194,506 広島県 広島市中区 Ｂｏｎ　ｓｅｊｏｕｒ サービス 理容・美容業 5%

194,507 広島県 広島市中区 マアル素 小売業 衣料品 5%

194,508 広島県 広島市中区 巻き爪専門センター広島 サービス 理容・美容業 5%

194,509 広島県 広島市中区 薪焼きステーキＡｊｉｋｕｒａ サービス 飲食業 5%

194,510 広島県 広島市中区 ますひろ上八丁掘店 サービス 飲食業 5%

194,511 広島県 広島市中区 有限会社松尾武道具製作所 小売業 その他小売 5%

194,512 広島県 広島市中区 ＭＡＴＳＵＳＨＩＴＡ ＷＥＬＬＣＡＲＥ サービス その他サービス 5%

194,513 広島県 広島市中区 ＭＡＮＯＡ　ｕｓｅｄ　ｃｌｏｔｈｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

194,514 広島県 広島市中区 迷い家 マヨイガ サービス 飲食業 5%

194,515 広島県 広島市中区 Ｍａｒｅｅ　Ｆｌａｍｉｎｇｏ 小売業 衣料品 5%

194,516 広島県 広島市中区 丸勝酒場 サービス 飲食業 5%

194,517 広島県 広島市中区 ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

194,518 広島県 広島市中区 まるなか　クロロフィル美顔教室まるなか 小売業 その他小売 5%

194,519 広島県 広島市中区 まんぞくカバン店 小売業 衣料品 5%

194,520 広島県 広島市中区 みうら・ラタン 小売業 家具・調度品 5%

194,521 広島県 広島市中区 ＭＩＫＥＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

194,522 広島県 広島市中区 三矢タクシー　チケット サービス 運輸業 5%

194,523 広島県 広島市中区 みなと理容院　みなと理容院 サービス 理容・美容業 5%

194,524 広島県 広島市中区 ミモザ　フジグラン広島店 小売業 衣料品 5%

194,525 広島県 広島市中区 ＭｉｕＲ サービス 理容・美容業 5%

194,526 広島県 広島市中区 ＰＥＰＩＥＳ－雑貨屋ペピーズ 小売業 家具・調度品 5%

194,527 広島県 広島市中区 Ｍａｋｅｒ ｓ Ｓｈｉｒｔ鎌倉 広島店 小売業 衣料品 5%

194,528 広島県 広島市中区 ｍａｉｔｒｅ サービス 理容・美容業 5%

194,529 広島県 広島市中区 ｍａｉｔｒｅ　ｅｔ　ｃｏｕｐｅ　ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

194,530 広島県 広島市中区 メガネ２１　千田町店 小売業 その他小売 5%

194,531 広島県 広島市中区 メガネ２１　千田町店 小売業 その他小売 5%

194,532 広島県 広島市中区 メガネの田中　コンタクト本店 小売業 その他小売 5%

194,533 広島県 広島市中区 メガネの田中　本店ＥＹＥＷＥＡＲＰＵＢ 小売業 その他小売 5%

194,534 広島県 広島市中区 メガネの田中　本店ＥＹＥＷＥＡＲ　ＡＣＴ 小売業 その他小売 5%

194,535 広島県 広島市中区 メガネの田中　本店ＥＹＥＷＥＡＲ　ＴＯＷ 小売業 その他小売 5%

194,536 広島県 広島市中区 メガネの田中　本店ＧＲＡＮＤ　ＣＥＮＴＲ 小売業 その他小売 5%

194,537 広島県 広島市中区 ＭＡＩＳＯＮ　Ｆｌａｍｉｎｇｏ 小売業 衣料品 5%

194,538 広島県 広島市中区 ＭＥＬＡＮＧＥ Ｄｅ ＳＨＵＨＡＲＩ クレープリー サービス 飲食業 5%

194,539 広島県 広島市中区 ＭＥＬＡＮＧＥ Ｄｅ ＳＨＵＨＡＲＩ 広島店 サービス 飲食業 5%

194,540 広島県 広島市中区 ＭＥＬＡＮＧＥ Ｄｅ ＳＨＵＨＡＲＩ 本通店 サービス 飲食業 5%

194,541 広島県 広島市中区 モダンフォト サービス その他サービス 5%

194,542 広島県 広島市中区 モトショップイシカワ 小売業 その他小売 5%

194,543 広島県 広島市中区 モフルディック サービス 理容・美容業 5%

194,544 広島県 広島市中区 もみじ亭 サービス 飲食業 5%
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194,545 広島県 広島市中区 焼き鳥・会席　軍鶏 サービス 飲食業 5%

194,546 広島県 広島市中区 焼鳥?啄いな村 サービス 飲食業 5%

194,547 広島県 広島市中区 焼肉霜吟 サービス 飲食業 5%

194,548 広島県 広島市中区 焼肉ダイニング白李 燦 本通店 サービス 飲食業 5%

194,549 広島県 広島市中区 焼肉白李 じぞう通り店 サービス 飲食業 5%

194,550 広島県 広島市中区 焼肉白李 舟入店 サービス 飲食業 5%

194,551 広島県 広島市中区 焼肉白李 堀川店 サービス 飲食業 5%

194,552 広島県 広島市中区 焼肉ふるさと　流川店 サービス 飲食業 5%

194,553 広島県 広島市中区 焼肉明月 鷹の橋店 サービス 飲食業 5%

194,554 広島県 広島市中区 焼肉明月 流川別館 サービス 飲食業 5%

194,555 広島県 広島市中区 櫓茶屋　広島中央通り店 サービス 飲食業 5%

194,556 広島県 広島市中区 櫓茶屋　広島堀川店 サービス 飲食業 5%

194,557 広島県 広島市中区 ＹＡＧＥＮ サービス 飲食業 5%

194,558 広島県 広島市中区 焼肉牛馬丸 サービス 飲食業 5%

194,559 広島県 広島市中区 山カフェ 小売業 食料品 5%

194,560 広島県 広島市中区 ｙａｍａｔｏｙａ　ｗｉｎｅｓ 小売業 食料品 5%

194,561 広島県 広島市中区 大和屋酒舗　胡町本店 小売業 その他小売 5%

194,562 広島県 広島市中区 山中自転車商会 小売業 その他小売 5%

194,563 広島県 広島市中区 ｙａｌｌａ ｙａｌｌａ サービス 理容・美容業 5%

194,564 広島県 広島市中区 結－ｙｕｉ－ サービス その他サービス 5%

194,565 広島県 広島市中区 ｙｏｕ?ｉｃｈｉ ｙｏｕ?ｉｃｈｉ ＧＬＵＥ サービス 飲食業 5%

194,566 広島県 広島市中区 有限会社ユーアイ自動車 サービス その他サービス 5%

194,567 広島県 広島市中区 有限会社絹谷額縁店 小売業 その他小売 5%

194,568 広島県 広島市中区 有限会社桑本兄弟自動車商会 サービス その他サービス 5%

194,569 広島県 広島市中区 有限会社スタジオクルール 広島スタジオ サービス その他サービス 5%

194,570 広島県 広島市中区 有限会社三栗矢 サービス その他サービス 5%

194,571 広島県 広島市中区 京都藤誠 小売業 衣料品 5%

194,572 広島県 広島市中区 ユザワヤ　アクア広島店 小売業 その他小売 5%

194,573 広島県 広島市中区 ｕｎｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

194,574 広島県 広島市中区 よりみち酒場圭 サービス 飲食業 5%

194,575 広島県 広島市中区 ＬＩＦＥ　ＣＯＬＬＥＺＩＯＮＥ　アクアセンター店 小売業 衣料品 5%

194,576 広島県 広島市中区 ＬＩＦＥ　ＣＯＬＬＥＺＩＯＮＥ　紙屋町店 小売業 衣料品 5%

194,577 広島県 広島市中区 ＬＯＵＤＯＰＥ サービス 理容・美容業 5%

194,578 広島県 広島市中区 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｂａｒ　ＮＯ　ＮＡＭＥ サービス 飲食業 5%

194,579 広島県 広島市中区 ＲＡＫＵ　ＢＥＥＲ サービス 飲食業 5%

194,580 広島県 広島市中区 ラコシーナデセレーソ サービス 飲食業 5%

194,581 広島県 広島市中区 らしんばん　広島店 小売業 その他小売 5%

194,582 広島県 広島市中区 ＬＡＴＯ サービス その他サービス 5%

194,583 広島県 広島市中区 ＲａｍｏｕｒＴ サービス 理容・美容業 5%

194,584 広島県 広島市中区 ＲＥＡＤＡＮＤＥＡＴ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

194,585 広島県 広島市中区 ｌｉｅｆｄｅ?リーフデゥ? サービス その他サービス 5%

194,586 広島県 広島市中区 ＬＩＥＢＥ サービス 飲食業 5%
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194,587 広島県 広島市中区 リカーズ 吉島店 小売業 その他小売 5%

194,588 広島県 広島市中区 ＲＩＺＩＤ 小売業 衣料品 5%

194,589 広島県 広島市中区 ＲＩＺＩＤ ＲＩＺＩＤ 小売業 衣料品 5%

194,590 広島県 広島市中区 ｒｉｔ．ｃｈｏｃｏｌａｔｅ サービス 飲食業 5%

194,591 広島県 広島市中区 リビンズ株式会社 小売業 その他小売 5%

194,592 広島県 広島市中区 ｌｕｘ サービス その他サービス 5%

194,593 広島県 広島市中区 Ｌ’ＵＮＩＶＥＲＳ サービス 飲食業 5%

194,594 広島県 広島市中区 料亭久里川　有限会社栗川商店 サービス 飲食業 5%

194,595 広島県 広島市中区 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎｓａｌｏｎ　Ｎｏａｈ サービス その他サービス 5%

194,596 広島県 広島市中区 ＲｅｌａｘａｔｉｏｎｓａｌｏｎＮｏａｈ サービス その他サービス 5%

194,597 広島県 広島市中区 凛 サービス 理容・美容業 5%

194,598 広島県 広島市中区 リンパタイム サービス 理容・美容業 5%

194,599 広島県 広島市中区 ＬＵＣＹＬＵＥ 小売業 衣料品 5%

194,600 広島県 広島市中区 ＲＵＴＨ サービス 理容・美容業 5%

194,601 広島県 広島市中区 Ｒｕｄａ サービス 理容・美容業 5%

194,602 広島県 広島市中区 ＲＯＯＴＷＥＢ 小売業 衣料品 5%

194,603 広島県 広島市中区 Ｌｕｃｉｏ サービス 飲食業 5%

194,604 広島県 広島市中区 ルビー サービス 飲食業 5%

194,605 広島県 広島市中区 ル　ボン　タン サービス 飲食業 5%

194,606 広島県 広島市中区 ＲＥＧＡＬＯ堺町店 サービス 飲食業 5%

194,607 広島県 広島市中区 レガロホテル広島 サービス 宿泊業 2%

194,608 広島県 広島市中区 レストランバー　ＯＧＧＩ（オッジ サービス 飲食業 5%

194,609 広島県 広島市中区 レンタ２５００ サービス その他サービス 5%

194,610 広島県 広島市中区 ロイヤル・セラピスト サービス 理容・美容業 5%

194,611 広島県 広島市中区 ＲＯＧＵＥ サービス 理容・美容業 5%

194,612 広島県 広島市中区 路地ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

194,613 広島県 広島市中区 浪漫座　とり八 サービス 飲食業 5%

194,614 広島県 広島市中区 ロリンザ 小売業 衣料品 5%

194,615 広島県 広島市中区 和長発 サービス 飲食業 5%

194,616 広島県 広島市中区 和飲家ビストロ　ド　イベントス サービス 飲食業 5%

194,617 広島県 広島市中区 若貴 お好み焼 若貴 サービス 飲食業 5%

194,618 広島県 広島市中区 若竹邑 サービス 飲食業 5%

194,619 広島県 広島市中区 ワ－ク・アウト 小売業 衣料品 5%

194,620 広島県 広島市中区 和光 小売業 貴金属・服飾品 5%

194,621 広島県 広島市中区 ＷＡＫＯ　ＢＲＩＤＡＬ 小売業 貴金属・服飾品 5%

194,622 広島県 広島市中区 和ダイニングｓｉｚｅ１／３ サービス 飲食業 5%

194,623 広島県 広島市中区 和ダイニングｓｉｚｅ１　３ サービス 飲食業 5%

194,624 広島県 広島市中区 和美さび処　利休　八丁堀店 サービス その他サービス 5%

194,625 広島県 広島市中区 Ｏｎｅ　Ｃｏｉｎ　ＢＡＲ　ＤＩＮＩＮＧ　ＳＥＥＤ サービス 飲食業 5%

194,626 広島県 広島市西区 アールトワァ 小売業 衣料品 5%

194,627 広島県 広島市西区 ＲーＭＡＲＫＥＴ 小売業 その他小売 5%

194,628 広島県 広島市西区 あがた 本店 小売業 食料品 5%
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194,629 広島県 広島市西区 アカツキ電機　井口店 小売業 電化製品 5%

194,630 広島県 広島市西区 Ａｓｔｒａｅａ サービス 理容・美容業 5%

194,631 広島県 広島市西区 あわむら 小売業 衣料品 5%

194,632 広島県 広島市西区 ＡＮＧＬＥ 小売業 衣料品 5%

194,633 広島県 広島市西区 居酒屋　わらび サービス 飲食業 5%

194,634 広島県 広島市西区 ｅａｓｅ　商工センター店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

194,635 広島県 広島市西区 イデックス広島総合卸センタ－ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

194,636 広島県 広島市西区 イノセンスマリーナホップ店 小売業 その他小売 5%

194,637 広島県 広島市西区 Ｉｈａｎａｄｅｓｉｇｎ 小売業 家具・調度品 5%

194,638 広島県 広島市西区 ＷＥＳＴ　ＷＡＶＥ 小売業 衣料品 5%

194,639 広島県 広島市西区 うら唐家　東高須店 小売業 食料品 5%

194,640 広島県 広島市西区 ａｉｒｌｙ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

194,641 広島県 広島市西区 ａｉｒｌｙ　ｈａｉｒ　ａｒｔ サービス 理容・美容業 5%

194,642 広島県 広島市西区 駅前酒場ＡＫＡＭＡＲＵ 横川店 サービス 飲食業 5%

194,643 広島県 広島市西区 ＥＤＵＩＣ サービス その他サービス 5%

194,644 広島県 広島市西区 ｅｎ　ｆａｖｏｒｉｔｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

194,645 広島県 広島市西区 お好み焼き 鉄板焼 波 サービス 飲食業 5%

194,646 広島県 広島市西区 お好み焼き まめ サービス 飲食業 5%

194,647 広島県 広島市西区 小田億　（催事） 小売業 家具・調度品 5%

194,648 広島県 広島市西区 小田億Ｆｉｎｄｓ本店 小売業 家具・調度品 5%

194,649 広島県 広島市西区 オフィスハピネス サービス その他サービス 5%

194,650 広島県 広島市西区 オリックスレンタカー広島新井口駅前店 サービス その他サービス 2%

194,651 広島県 広島市西区 オリックスレンタカー広島横川駅前店 サービス その他サービス 2%

194,652 広島県 広島市西区 Ｏｒｅｇａ　ｈａｉｒ　南観音【オレガ　ヘアー　ミナミカンノン】 サービス 理容・美容業 5%

194,653 広島県 広島市西区 オレガヘアー 天満町店 サービス 理容・美容業 5%

194,654 広島県 広島市西区 Ｏｒｅｇａ　ｈａｉｒ　天満 サービス 理容・美容業 5%

194,655 広島県 広島市西区 おんとんＹＡ サービス 飲食業 5%

194,656 広島県 広島市西区 カイロプラクティック　ＬＥＡＦ サービス その他サービス 5%

194,657 広島県 広島市西区 カイロプラクティック　ＬＥＡＦ サービス その他サービス 5%

194,658 広島県 広島市西区 カイロプラクティックＳａｌｏｎ ｄｅ Ｒ サービス その他サービス 5%

194,659 広島県 広島市西区 ｋａｇａａｐｒｏｎ 小売業 衣料品 5%

194,660 広島県 広島市西区 カギ錠サービス サービス その他サービス 5%

194,661 広島県 広島市西区 ｃａｆｆｅ　ｆｒｅｓｃｏ　Ｎａｇｉ 小売業 その他小売 5%

194,662 広島県 広島市西区 Ｇａｒａｇｅ４１４ 小売業 その他小売 5%

194,663 広島県 広島市西区 株式会社 ピットイン鯉城商事 車検の速太郎 アルパーク前店 小売業 その他小売 5%

194,664 広島県 広島市西区 株式会社デンキョウ サービス その他サービス 5%

194,665 広島県 広島市西区 株式会社東風社 サービス その他サービス 5%

194,666 広島県 広島市西区 ＡＭＩａＢＥＬＬＥ　Ｅｃｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

194,667 広島県 広島市西区 かめや釣具 商工センター店 小売業 その他小売 5%

194,668 広島県 広島市西区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ横川駅前店 サービス 飲食業 2%

194,669 広島県 広島市西区 カワサキショップキティ 小売業 その他小売 5%

194,670 広島県 広島市西区 巌遊庭 サービス 飲食業 5%
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194,671 広島県 広島市西区 業務用食品スーパー 業務用食品スーパー大芝店 小売業 食料品 5%

194,672 広島県 広島市西区 クッキースタジオ古江店 小売業 衣料品 5%

194,673 広島県 広島市西区 クラブジェイ　アルパーク前店 サービス 理容・美容業 5%

194,674 広島県 広島市西区 ＣＲＡＦＴＳＭＡＮＮＹ 小売業 衣料品 5%

194,675 広島県 広島市西区 ｇｕｌａｍｏｕｒ サービス 理容・美容業 5%

194,676 広島県 広島市西区 グランディールプラス サービス 理容・美容業 5%

194,677 広島県 広島市西区 グランピー 小売業 その他小売 5%

194,678 広島県 広島市西区 Ｃｒｅｗ　Ｋａｉｒｏｓ サービス 理容・美容業 5%

194,679 広島県 広島市西区 啓文社　広島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

194,680 広島県 広島市西区 己斐オートバイセンター サービス その他サービス 5%

194,681 広島県 広島市西区 ５１　ＣＵＲＲＹ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

194,682 広島県 広島市西区 珈琲の館城門 サービス 飲食業 5%

194,683 広島県 広島市西区 ＫｏＹｏ 小売業 その他小売 5%

194,684 広島県 広島市西区 ＣｏＣｏ壱番屋西広島駅前店 サービス 飲食業 2%

194,685 広島県 広島市西区 ＣｏＣｏ壱番屋広島南観音店 サービス 飲食業 2%

194,686 広島県 広島市西区 こころろ　横川店 小売業 食料品 5%

194,687 広島県 広島市西区 コスメランド 小売業 その他小売 5%

194,688 広島県 広島市西区 ＺＡＩＫＵＣＲＡＦＴ 小売業 その他小売 5%

194,689 広島県 広島市西区 サイクルショップカナガキ 己斐店 小売業 その他小売 5%

194,690 広島県 広島市西区 サイクルショップカナガキ　横川本店 小売業 その他小売 5%

194,691 広島県 広島市西区 さいらい株式会社 サービス 飲食業 5%

194,692 広島県 広島市西区 Ｊ’ｓ写真工房 サービス その他サービス 5%

194,693 広島県 広島市西区 車検の速太郎　カーケアプラザ サービス その他サービス 5%

194,694 広島県 広島市西区 「車検の速太郎」カーケアプラザ サービス その他サービス 5%

194,695 広島県 広島市西区 「車検の速太郎」広島店 サービス その他サービス 5%

194,696 広島県 広島市西区 写真のスマイル サービス その他サービス 5%

194,697 広島県 広島市西区 蛇舞珈亭 サービス 飲食業 5%

194,698 広島県 広島市西区 ｓｈｉｎ　ｇａｌｌｅｙ 小売業 その他小売 5%

194,699 広島県 広島市西区 ＳＩＭ　ＢＡＲ　広島店 サービス 飲食業 5%

194,700 広島県 広島市西区 伸陽電化設備 小売業 電化製品 5%

194,701 広島県 広島市西区 信用電機 小売業 電化製品 5%

194,702 広島県 広島市西区 酔虎伝　アルパーク前店 小売業 食料品 2%

194,703 広島県 広島市西区 ＦｏｌｋＬｏｒｅ　ＳＵＰＥＲ　ＣＵＴ サービス その他サービス 5%

194,704 広島県 広島市西区 すき焼き しゃぶしゃぶ秀吉 ＬＥＣＴ店 サービス 飲食業 5%

194,705 広島県 広島市西区 朱翠藍Ａｒｔｓ サービス その他サービス 5%

194,706 広島県 広島市西区 スタイルウェブ サービス その他サービス 5%

194,707 広島県 広島市西区 ストレート　広島店 小売業 その他小売 5%

194,708 広島県 広島市西区 スプレンドーレ サービス その他サービス 5%

194,709 広島県 広島市西区 株式会社スマートループ 小売業 電化製品 5%

194,710 広島県 広島市西区 生活あんど館　イシバシ 小売業 電化製品 5%

194,711 広島県 広島市西区 生活あんど館　おきの 小売業 電化製品 5%

194,712 広島県 広島市西区 生活あんど館　ショーワ 小売業 電化製品 5%
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194,713 広島県 広島市西区 生活あんど館　タイヨー 小売業 電化製品 5%

194,714 広島県 広島市西区 生活あんど館　ひうら 小売業 電化製品 5%

194,715 広島県 広島市西区 生活彩家マリーナホップ店 小売業 その他小売 2%

194,716 広島県 広島市西区 西部総合写真 サービス その他サービス 5%

194,717 広島県 広島市西区 瀬戸海人 新井口店 サービス 飲食業 5%

194,718 広島県 広島市西区 セルフ広島総合卸センター第２SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

194,719 広島県 広島市西区 全酒類販売　　有限会社　ももや 小売業 食料品 5%

194,720 広島県 広島市西区 洗濯王 横川店 サービス その他サービス 5%

194,721 広島県 広島市西区 洗濯王 己斐店 サービス その他サービス 5%

194,722 広島県 広島市西区 ダイコク　広島店 小売業 その他小売 5%

194,723 広島県 広島市西区 大黒屋海苔店　イベント 小売業 その他小売 5%

194,724 広島県 広島市西区 ダイニングカフェラパレッタ サービス 飲食業 5%

194,725 広島県 広島市西区 たからぶね サービス 飲食業 5%

194,726 広島県 広島市西区 ＴＡＫＩＧＡＷＡ 小売業 その他小売 5%

194,727 広島県 広島市西区 たこ焼き松ＳＨＯＷ サービス 飲食業 5%

194,728 広島県 広島市西区 立花 サービス 運輸業 5%

194,729 広島県 広島市西区 田丸　天ぷら食堂　田丸 サービス 飲食業 5%

194,730 広島県 広島市西区 Ｔａｎ ｔａｎ Ｈａｉｒ Ｄｅｓｉｇｈ サービス 理容・美容業 5%

194,731 広島県 広島市西区 中央酒販 サービス 飲食業 5%

194,732 広島県 広島市西区 中華酒場栄心 サービス 飲食業 5%

194,733 広島県 広島市西区 中国新聞井口販売所 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

194,734 広島県 広島市西区 ｔｓｕｔｓｕ サービス その他サービス 5%

194,735 広島県 広島市西区 ｔｕｍｕｇｉ 小売業 衣料品 5%

194,736 広島県 広島市西区 ｔ－ａｕｔｏｓａｌｏｎＣＯＭＭＥＭＯＩ サービス 理容・美容業 5%

194,737 広島県 広島市西区 手打　出雲そば　いいづか サービス 飲食業 5%

194,738 広島県 広島市西区 鉄板居酒屋 神盃 サービス 飲食業 5%

194,739 広島県 広島市西区 鉄板焼き　お好み焼き　アイリ サービス 飲食業 5%

194,740 広島県 広島市西区 鉄ぱん屋弁兵衛　横川店 サービス 飲食業 5%

194,741 広島県 広島市西区 トイショップ チャイルド トイショップ チャイルド 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

194,742 広島県 広島市西区 ドゥパステル 小売業 衣料品 5%

194,743 広島県 広島市西区 徳川　南観音店 サービス 飲食業 5%

194,744 広島県 広島市西区 ドッグスタイル　レオン サービス その他サービス 5%

194,745 広島県 広島市西区 豊栄ごはんくらす ＬＥＣＴ店 豊栄ごはんくらす サービス 飲食業 5%

194,746 広島県 広島市西区 トヨタレンタリース広島観音店 サービス その他サービス 2%

194,747 広島県 広島市西区 どろんこ サービス 飲食業 5%

194,748 広島県 広島市西区 どろんこ サービス 飲食業 5%

194,749 広島県 広島市西区 ナガタニ 庚午店 小売業 衣料品 5%

194,750 広島県 広島市西区 中津からあげもり山　広島横川店 サービス 飲食業 5%

194,751 広島県 広島市西区 ナカヤマ電機 小売業 電化製品 5%

194,752 広島県 広島市西区 ＮＩＴＴＡ ＣＯＦＦＥＥ ＳＴＡＮＤ サービス 飲食業 5%

194,753 広島県 広島市西区 ニューアカマル 横川店 サービス 飲食業 5%

194,754 広島県 広島市西区 ネイルサロン　リアム　ネイルサロンリアム サービス 理容・美容業 5%
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194,755 広島県 広島市西区 ネッツトヨタ中国　シャント広島西 小売業 その他小売 5%

194,756 広島県 広島市西区 ネッツトヨタ中国井口店 小売業 その他小売 5%

194,757 広島県 広島市西区 ネッツトヨタ広島　広島店 小売業 その他小売 5%

194,758 広島県 広島市西区 野武士 サービス 飲食業 5%

194,759 広島県 広島市西区 Ｂａｌｃｏｍ　ＢＭＷ　観音新町 小売業 その他小売 5%

194,760 広島県 広島市西区 Ｂａｌｃｏｍ　Ｍａｒｉｎａ　Ｂａｙ 小売業 その他小売 5%

194,761 広島県 広島市西区 バルコムモータース　ＭＩＮＩ広島 小売業 その他小売 5%

194,762 広島県 広島市西区 ＰＡＮＱＵＥ 小売業 食料品 5%

194,763 広島県 広島市西区 ＢＱ 小売業 その他小売 5%

194,764 広島県 広島市西区 ｐｂ ｃｌｉｍｂｉｎｇ マリーナホップ店 サービス その他サービス 5%

194,765 広島県 広島市西区 株式会社　久本商店 小売業 その他小売 5%

194,766 広島県 広島市西区 ビストロカフェおにおん サービス 飲食業 5%

194,767 広島県 広島市西区 美容室すねいく サービス 理容・美容業 5%

194,768 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島井口台１丁目店 小売業 食料品 2%

194,769 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島井口明神店 小売業 食料品 2%

194,770 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島大芝１丁目店 小売業 食料品 2%

194,771 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島上天満町店 小売業 食料品 2%

194,772 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島観音新町店 小売業 食料品 2%

194,773 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島観音本町店 小売業 食料品 2%

194,774 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島観音町店 小売業 食料品 2%

194,775 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島観音新町１丁目店 小売業 食料品 2%

194,776 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島草津梅が台店 小売業 食料品 2%

194,777 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島草津新町店 小売業 食料品 2%

194,778 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島草津東２丁目店 小売業 食料品 2%

194,779 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島草津南３丁目店 小売業 食料品 2%

194,780 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島楠木３丁目店 小売業 食料品 2%

194,781 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島己斐本町店 小売業 食料品 2%

194,782 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島庚午北１丁目店 小売業 食料品 2%

194,783 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島商工センター西店 小売業 食料品 2%

194,784 広島県 広島市西区 セブンーイレブン広島商工センター東店 小売業 食料品 2%

194,785 広島県 広島市西区 広島畳材株式会社 サービス その他サービス 5%

194,786 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島新観音橋店 小売業 食料品 2%

194,787 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島新庄店 小売業 食料品 2%

194,788 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島高須２丁目店 小売業 食料品 2%

194,789 広島県 広島市西区 広島トヨペット井口店 小売業 その他小売 5%

194,790 広島県 広島市西区 広島トヨペットエリア８６ 小売業 その他小売 5%

194,791 広島県 広島市西区 広島トヨペット観音店 小売業 その他小売 5%

194,792 広島県 広島市西区 広島トヨペット三篠店 小売業 その他小売 5%

194,793 広島県 広島市西区 広島トヨペットＵーＣａｒＡＬＡＬいのくち 小売業 その他小売 5%

194,794 広島県 広島市西区 広島トヨペットレクサス広島北 小売業 その他小売 5%

194,795 広島県 広島市西区 セブンーイレブン広島中広１丁目店 小売業 食料品 2%

194,796 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島中広３丁目店 小売業 食料品 2%
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194,797 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島西区役所前店 小売業 食料品 2%

194,798 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島東観音町北店 小売業 食料品 2%

194,799 広島県 広島市西区 広島風つけ麺　辛唐家　辛唐家 サービス 飲食業 5%

194,800 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島三篠１丁目店 小売業 食料品 2%

194,801 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島三篠２丁目店 小売業 食料品 2%

194,802 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島南観音２丁目店 小売業 食料品 2%

194,803 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島都町店 小売業 食料品 2%

194,804 広島県 広島市西区 セブン－イレブン広島横川新橋西店 小売業 食料品 2%

194,805 広島県 広島市西区 ヒロタクスポーツ　ヒロタクスポーツ 小売業 その他小売 5%

194,806 広島県 広島市西区 Ｆｉｅｌｄｓ　ＦＩＥＬＤＳ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ＳＴＵＤＩＯ サービス 理容・美容業 5%

194,807 広島県 広島市西区 フェイス リタ フェイス リタ サービス 理容・美容業 5%

194,808 広島県 広島市西区 双葉タクシー ２１１ サービス 運輸業 5%

194,809 広島県 広島市西区 フラワーショップ花将 小売業 その他小売 5%

194,810 広島県 広島市西区 ふり袖一番館めぐみ 小売業 貴金属・服飾品 5%

194,811 広島県 広島市西区 ＦＬＥＵＲ　ＡＴＥＬＩＥＲ　談 小売業 その他小売 5%

194,812 広島県 広島市西区 フレスタ 横川店 小売業 その他小売 5%

194,813 広島県 広島市西区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｃｈｏｕ　Ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

194,814 広島県 広島市西区 ＰＥＣＯ　上天満店 サービス その他サービス 5%

194,815 広島県 広島市西区 ＰＥＣＯ　草津店 サービス その他サービス 5%

194,816 広島県 広島市西区 ＰＥＣＯ　己斐上店 サービス その他サービス 5%

194,817 広島県 広島市西区 ＰＥＣＯ　天満店 サービス その他サービス 5%

194,818 広島県 広島市西区 ＰＥＣＯ　西広島店 サービス その他サービス 5%

194,819 広島県 広島市西区 ＰＥＣＯ　横川店 サービス その他サービス 5%

194,820 広島県 広島市西区 ペットサロン　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ　ペットサロンハピネス サービス その他サービス 5%

194,821 広島県 広島市西区 ペット美容サリー サービス 理容・美容業 5%

194,822 広島県 広島市西区 部屋店　横川駅前店 サービス その他サービス 5%

194,823 広島県 広島市西区 部屋店 庚午店 サービス その他サービス 5%

194,824 広島県 広島市西区 ＢｅｌｌｅＣｏｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

194,825 広島県 広島市西区 ＰＥＬＥ 小売業 その他小売 5%

194,826 広島県 広島市西区 ポプラ南観音店 小売業 その他小売 2%

194,827 広島県 広島市西区 ホルモン　ヤキニク　ひまわり サービス 飲食業 5%

194,828 広島県 広島市西区 ホンダスポットステージワン井口店 ステージワン井口店 小売業 その他小売 5%

194,829 広島県 広島市西区 ＭＯＵＮＴ　ＣＯＦＥＥ 小売業 食料品 5%

194,830 広島県 広島市西区 Ｍａｓａｒ＇ｓ サービス 飲食業 5%

194,831 広島県 広島市西区 Ｍａｃｈｉ　Ｇｏｔｏ サービス 宿泊業 5%

194,832 広島県 広島市西区 ｍａｔｏｂｉ　ｄｅｔｏｘ サービス その他サービス 5%

194,833 広島県 広島市西区 マリーナ　マリオ　エスプレッソ サービス 飲食業 5%

194,834 広島県 広島市西区 ｍｕｌｂｅｒｒｙ 小売業 その他小売 5%

194,835 広島県 広島市西区 みこし鶴一 サービス 飲食業 5%

194,836 広島県 広島市西区 Ｍｙｒｒｈａ古江店 サービス 理容・美容業 5%

194,837 広島県 広島市西区 牛乳植物 小売業 その他小売 5%

194,838 広島県 広島市西区 村章 小売業 その他小売 5%
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194,839 広島県 広島市西区 Ｍｅｈｌ メール サービス 飲食業 5%

194,840 広島県 広島市西区 メガネ２１　三篠店 小売業 その他小売 5%

194,841 広島県 広島市西区 メガネの田中　己斐本町店 小売業 その他小売 5%

194,842 広島県 広島市西区 Ｍｏｏｉ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

194,843 広島県 広島市西区 もったいない商店 小売業 食料品 5%

194,844 広島県 広島市西区 有限会社モトテック 小売業 その他小売 5%

194,845 広島県 広島市西区 焼き鳥 家康 サービス 飲食業 5%

194,846 広島県 広島市西区 焼肉　肉いち　西広島駅前店 サービス 飲食業 5%

194,847 広島県 広島市西区 焼肉 肉いち サービス 飲食業 5%

194,848 広島県 広島市西区 焼肉白李　庚午店 サービス 飲食業 5%

194,849 広島県 広島市西区 山タクタクシー サービス その他サービス 5%

194,850 広島県 広島市西区 有　ソートク自動車　有限会社ソートク自動車　マツダオートザム楠木 サービス その他サービス 5%

194,851 広島県 広島市西区 有限会社ふるや リトルマーメイドふるや店 小売業 その他小売 5%

194,852 広島県 広島市西区 ＵｎｉｔｙＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

194,853 広島県 広島市西区 ヨコタ 小売業 電化製品 5%

194,854 広島県 広島市西区 ＬＩＯＮ ｂｕｒｇｅｒ ＬＥＣＴ店 サービス 飲食業 5%

194,855 広島県 広島市西区 楽々屋　草津店 小売業 その他小売 5%

194,856 広島県 広島市西区 Ｒｉｃｃｏ サービス 理容・美容業 5%

194,857 広島県 広島市西区 リカーズ 横川店 小売業 その他小売 5%

194,858 広島県 広島市西区 リサイクルショップばか安 小売業 その他小売 5%

194,859 広島県 広島市西区 Ｌ　ｉｓｏｌａ サービス 飲食業 5%

194,860 広島県 広島市西区 ｒｏｏｋ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

194,861 広島県 広島市西区 ｒｏｏｋ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

194,862 広島県 広島市西区 Ｌｅ Ｔｒｅｆｌｅ ルトレフル 小売業 食料品 5%

194,863 広島県 広島市西区 Ｒａｙｃｈｅｌ＊ 小売業 衣料品 5%

194,864 広島県 広島市西区 レザーケアサロン　モイスフル サービス その他サービス 5%

194,865 広島県 広島市西区 Ｌｏｔｔｉ サービス 理容・美容業 5%

194,866 広島県 広島市西区 わらび工房くらら 天満店 小売業 食料品 5%

194,867 広島県 広島市東区 ＪＩＮＮＯＵＣＨＩＭＡＳＡＦＵＭＩ事務所 サービス その他サービス 5%

194,868 広島県 広島市東区 Ａ番館イワモト 小売業 電化製品 5%

194,869 広島県 広島市東区 ＡｒｔｅＦｉｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

194,870 広島県 広島市東区 イワモト無線電機　福田店 小売業 電化製品 5%

194,871 広島県 広島市東区 ウィークリーアポイント サービス 宿泊業 5%

194,872 広島県 広島市東区 ウィークリーアポイント サービス 宿泊業 5%

194,873 広島県 広島市東区 エーアイディー　広島店 小売業 家具・調度品 5%

194,874 広島県 広島市東区 ＥＵＲＥＫＡ 小売業 その他小売 5%

194,875 広島県 広島市東区 ＡＶテクノ平和 小売業 電化製品 5%

194,876 広島県 広島市東区 駅裏チェルシー光町店 サービス 飲食業 5%

194,877 広島県 広島市東区 煙臺閣 サービス 飲食業 5%

194,878 広島県 広島市東区 沖田ショップ 小売業 食料品 5%

194,879 広島県 広島市東区 大人の隠れ家ああばん　大人の隠れ家ああばん サービス 飲食業 5%

194,880 広島県 広島市東区 オミード サービス その他サービス 5%
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194,881 広島県 広島市東区 オリックスレンタカー広島駅新幹線口光町店 サービス その他サービス 2%

194,882 広島県 広島市東区 オリックスレンタカー広島駅新幹線口若草町店 サービス その他サービス 2%

194,883 広島県 広島市東区 カイロプラクティックセンター広島 サービス 理容・美容業 5%

194,884 広島県 広島市東区 ＣＡＦＥＬＵＳＴＥＲ（株式会社モースト） サービス 飲食業 5%

194,885 広島県 広島市東区 株式会社吉岡仏壇店 小売業 家具・調度品 5%

194,886 広島県 広島市東区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋フォレオ広島東店 サービス 飲食業 2%

194,887 広島県 広島市東区 行政書士法人Ａｓｕｍｉａ サービス その他サービス 5%

194,888 広島県 広島市東区 キングファミリー　広島温品店 小売業 衣料品 2%

194,889 広島県 広島市東区 Ｋ’ｓカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

194,890 広島県 広島市東区 ゲストハウス・ラッピー サービス 宿泊業 5%

194,891 広島県 広島市東区 池元薫 サービス 運輸業 5%

194,892 広島県 広島市東区 金剛堂　広島本店 小売業 家具・調度品 5%

194,893 広島県 広島市東区 サイクルサービスチャリなが 小売業 その他小売 5%

194,894 広島県 広島市東区 サイクルショップカナガキ　戸坂店 小売業 その他小売 5%

194,895 広島県 広島市東区 サイクルショップカナガキ フォレオ広島東店 小売業 その他小売 5%

194,896 広島県 広島市東区 さかな市場　光町店 サービス 飲食業 5%

194,897 広島県 広島市東区 ｓｈｉｅａ サービス 理容・美容業 5%

194,898 広島県 広島市東区 手芸センタードリームフォレオ広島東店 小売業 その他小売 5%

194,899 広島県 広島市東区 手芸マキ 広島店 小売業 その他小売 5%

194,900 広島県 広島市東区 食工房　千羽堂　義知 サービス 飲食業 5%

194,901 広島県 広島市東区 食事処やおき　やおき サービス 飲食業 5%

194,902 広島県 広島市東区 ＳＴＵＤＩＯ　ＨＤＣ サービス その他サービス 5%

194,903 広島県 広島市東区 生活彩家比治山大学店 小売業 その他小売 2%

194,904 広島県 広島市東区 ソフトバンク　フォレオ広島東 小売業 その他小売 5%

194,905 広島県 広島市東区 タイヤ交換広島 サービス その他サービス 5%

194,906 広島県 広島市東区 ＴＡＫＡＳＡＧＯＭＡＲＵ広島本店 サービス 飲食業 5%

194,907 広島県 広島市東区 チャイナキッチン翠香 サービス 飲食業 5%

194,908 広島県 広島市東区 中古パソコン市場　広島店 小売業 電化製品 5%

194,909 広島県 広島市東区 つばめ交通株式会社 サービス その他サービス 5%

194,910 広島県 広島市東区 出前美味軒本店 サービス 飲食業 5%

194,911 広島県 広島市東区 デントリペア広島 サービス その他サービス 5%

194,912 広島県 広島市東区 徳川　戸坂店 サービス 飲食業 5%

194,913 広島県 広島市東区 トヨタレンタリース広島広島新幹線口店 サービス その他サービス 2%

194,914 広島県 広島市東区 肉玉屋（にくたまや） サービス 飲食業 5%

194,915 広島県 広島市東区 ニシダサイクル 小売業 その他小売 5%

194,916 広島県 広島市東区 二宮タクシー サービス 運輸業 5%

194,917 広島県 広島市東区 ネコモト 小売業 その他小売 5%

194,918 広島県 広島市東区 ネッツトヨタ広島戸坂店 小売業 その他小売 5%

194,919 広島県 広島市東区 ノムラストアー　馬木店 小売業 食料品 5%

194,920 広島県 広島市東区 バイクヤードキヨ 小売業 その他小売 5%

194,921 広島県 広島市東区 博多ぶあいそ 別邸 広島駅北口店 サービス 飲食業 5%

194,922 広島県 広島市東区 ８８ハウス広島　８８ｈｏｕｓｅ　Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ サービス 宿泊業 5%
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194,923 広島県 広島市東区 Ｂ　Ｂショップ 小売業 その他小売 5%

194,924 広島県 広島市東区 ＨＩＬＬＣＬＩＭＢ 小売業 その他小売 5%

194,925 広島県 広島市東区 セブン－イレブン広島牛田新町店 小売業 食料品 2%

194,926 広島県 広島市東区 セブン－イレブン広島牛田東店 小売業 食料品 2%

194,927 広島県 広島市東区 セブン－イレブン広島馬木店 小売業 食料品 2%

194,928 広島県 広島市東区 セブン－イレブン広島大芝水門東店 小売業 食料品 2%

194,929 広島県 広島市東区 セブン－イレブン広島尾長西２丁目店 小売業 食料品 2%

194,930 広島県 広島市東区 セブン－イレブン広島東蟹屋店 小売業 食料品 2%

194,931 広島県 広島市東区 セブン－イレブン広島光町店 小売業 食料品 2%

194,932 広島県 広島市東区 セブン－イレブン広島福田店 小売業 食料品 2%

194,933 広島県 広島市東区 セブン－イレブン広島二葉の里店 小売業 食料品 2%

194,934 広島県 広島市東区 セブン－イレブン広島戸坂千足店 小売業 食料品 2%

194,935 広島県 広島市東区 セブン－イレブン広島戸坂中町店 小売業 食料品 2%

194,936 広島県 広島市東区 セブン－イレブン広島戸坂南店 小売業 食料品 2%

194,937 広島県 広島市東区 フィッティングスタジオ３ １ 小売業 その他小売 5%

194,938 広島県 広島市東区 プラザ広島　本店 サービス その他サービス 5%

194,939 広島県 広島市東区 ブリーロパートナーズ税理士事務所 サービス その他サービス 5%

194,940 広島県 広島市東区 ヘアープレズィールシュシュ サービス 理容・美容業 5%

194,941 広島県 広島市東区 ＰＥＣＯ　牛田早稲田店 サービス その他サービス 5%

194,942 広島県 広島市東区 ＰＥＣＯ　光町店 サービス その他サービス 5%

194,943 広島県 広島市東区 ＰＥＣＯ　戸坂店 サービス その他サービス 5%

194,944 広島県 広島市東区 戸坂光文堂 小売業 電化製品 5%

194,945 広島県 広島市東区 戸坂平和電機 小売業 電化製品 5%

194,946 広島県 広島市東区 ペットのお風呂やさんＷＯＮＷＯＮ戸坂店 ペットのお風呂やさんＷＯＮＷＯＮ戸坂店 サービス その他サービス 5%

194,947 広島県 広島市東区 部屋店 プレミアムデスク サービス その他サービス 5%

194,948 広島県 広島市東区 ポップグランピー 小売業 その他小売 5%

194,949 広島県 広島市東区 ＨＯＴＥＬ　ＴＡＭＹ　ＴＥＮＪＩＮＧＡＷ サービス 宿泊業 5%

194,950 広島県 広島市東区 ホテルニュー三笠 サービス その他サービス 5%

194,951 広島県 広島市東区 ポプラ戸坂新町店 小売業 その他小売 2%

194,952 広島県 広島市東区 ホームデンキ 小売業 電化製品 5%

194,953 広島県 広島市東区 前田酒店 小売業 食料品 5%

194,954 広島県 広島市東区 ますひろ牛田店 サービス 飲食業 5%

194,955 広島県 広島市東区 Ｍｉｇｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

194,956 広島県 広島市東区 Ｍｉｇｎｏｎ ｈａｉｒ ａｃｃｅｓｓｏｒｙ Ｍｉｇｎｏｎ ｈａｉｒ ａｃｃｅｓｓｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

194,957 広島県 広島市東区 宮本ふとん店　株式会社　宮本ふとん店 小売業 その他小売 5%

194,958 広島県 広島市東区 メガネのドイ 小売業 衣料品 5%

194,959 広島県 広島市東区 もりたカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

194,960 広島県 広島市東区 モンシェリー　牛田本町店 小売業 食料品 5%

194,961 広島県 広島市東区 有限会社　戸坂モータース サービス その他サービス 5%

194,962 広島県 広島市東区 有限会社ヘァースポットアクティブ サービス 理容・美容業 5%

194,963 広島県 広島市東区 有限会社鯉城写真 Ｃｕｅスポーツセンター広島 サービス その他サービス 5%

194,964 広島県 広島市東区 ＹＯＵＷＡ サービス 理容・美容業 5%
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194,965 広島県 広島市東区 らくらく庵 サービス 理容・美容業 5%

194,966 広島県 広島市東区 リラクゼーションサロンパラミタ サービス 理容・美容業 5%

194,967 広島県 広島市東区 ＲｅｌａｘＣａｆｅ　Ｃｌａｉｒ サービス 飲食業 5%

194,968 広島県 広島市東区 ＷＢフォレオ広島東 サービス 飲食業 5%

194,969 広島県 広島市東区 わたなべタクシー サービス 運輸業 5%

194,970 広島県 広島市南区 あい愛薬局 小売業 食料品 5%

194,971 広島県 広島市南区 アイ薬局 小売業 その他小売 5%

194,972 広島県 広島市南区 赤旨酒場　唐魂　広島駅西店 サービス 飲食業 5%

194,973 広島県 広島市南区 ａｋｉｃａｆｅ　ｉｎｎ サービス 宿泊業 5%

194,974 広島県 広島市南区 あさがお乳食 あさがお乳食１ 小売業 食料品 5%

194,975 広島県 広島市南区 Ａｓｓｉｅｔｔｅ サービス 飲食業 5%

194,976 広島県 広島市南区 あじ亭 小売業 食料品 5%

194,977 広島県 広島市南区 あじよし　アッセ店 サービス 飲食業 5%

194,978 広島県 広島市南区 ＡＳＳＥ　オーダー サービス 飲食業 5%

194,979 広島県 広島市南区 ＡＳＳＥ　尾道らーめん　三公 サービス 飲食業 5%

194,980 広島県 広島市南区 ＡＳＳＥ　かき名庵 サービス 飲食業 5%

194,981 広島県 広島市南区 ＡＳＳＥ　亀屋 小売業 食料品 5%

194,982 広島県 広島市南区 ＡＳＳＥ　魚肴おばんちゃい サービス 飲食業 5%

194,983 広島県 広島市南区 ＡＳＳＥ　酔心広島駅ビル店 サービス 飲食業 5%

194,984 広島県 広島市南区 ＡＳＳＥ　中国料理　東海飯店 サービス 飲食業 5%

194,985 広島県 広島市南区 ＡＳＳＥ　波平キッチン サービス 飲食業 5%

194,986 広島県 広島市南区 ＡＳＳＥ　三吉屋食品株式会社　カフェ風車 サービス 飲食業 5%

194,987 広島県 広島市南区 ＡＳＳＥ　三吉屋食品株式会社　水車 サービス 飲食業 5%

194,988 広島県 広島市南区 ＡＳＳＥかなわ サービス 飲食業 5%

194,989 広島県 広島市南区 あとり サービス 飲食業 5%

194,990 広島県 広島市南区 あとりえＣｈｉｋｕＴａｋｕ 小売業 衣料品 5%

194,991 広島県 広島市南区 アトリエ ポノ サービス 理容・美容業 5%

194,992 広島県 広島市南区 あとり酒店 サービス 飲食業 5%

194,993 広島県 広島市南区 阿藻珍味ｅｋｉｅ広島店 サービス 飲食業 5%

194,994 広島県 広島市南区 アロフト　ひろしま駅ビルアッセ店 サービス 飲食業 5%

194,995 広島県 広島市南区 イーエスシーアイ 本店 小売業 その他小売 5%

194,996 広島県 広島市南区 居酒屋金太郎 サービス 飲食業 5%

194,997 広島県 広島市南区 いずの　ｅｋｉｅ広島店 サービス 飲食業 5%

194,998 広島県 広島市南区 いずの広島駅新幹線銘品館 小売業 食料品 5%

194,999 広島県 広島市南区 一軒家おうちフォトスタジオ　ガーベラ サービス その他サービス 5%

195,000 広島県 広島市南区 一本堂　段原店 サービス 飲食業 5%

195,001 広島県 広島市南区 出光ユーティー宇品ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,002 広島県 広島市南区 株式会社イトー宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%

195,003 広島県 広島市南区 今井商店 小売業 食料品 5%

195,004 広島県 広島市南区 うみざる サービス 飲食業 5%

195,005 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　伊都岐珈琲 サービス 飲食業 5%

195,006 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　お好み焼きいっちゃん サービス 飲食業 5%
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195,007 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　カープステーション サービス 飲食業 5%

195,008 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　楓乃樹 小売業 食料品 5%

195,009 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　葛 サービス 飲食業 5%

195,010 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　亀屋 小売業 食料品 5%

195,011 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　胡麻パンカツサンド三福屋 サービス 飲食業 5%

195,012 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　ジュピター広島駅店 サービス 飲食業 5%

195,013 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　たごさく サービス 飲食業 5%

195,014 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　立町カヌレ＋ サービス 飲食業 5%

195,015 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　中華そば我馬 サービス 飲食業 5%

195,016 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　Ｄｉｍ　ｓｕｍ　＆　Ｄｅｌｉ　Ｆｕｋｉ サービス 飲食業 5%

195,017 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　ビールスタンド　重富 サービス 飲食業 5%

195,018 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　広島鮮魚産直センター　魚魚一 サービス 運輸業 5%

195,019 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　ボストン サービス 飲食業 5%

195,020 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　みのりカフェ サービス 飲食業 5%

195,021 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　みのる食堂 サービス 飲食業 5%

195,022 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　紅葉堂 サービス 飲食業 5%

195,023 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　大和サンド サービス 飲食業 5%

195,024 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　ライオンバーガー サービス 飲食業 5%

195,025 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　麗ちゃん サービス 飲食業 5%

195,026 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　和久バル サービス 飲食業 5%

195,027 広島県 広島市南区 ｅｋｉｅ　和惣菜　笑福 サービス 飲食業 5%

195,028 広島県 広島市南区 セブン－イレブンエキシティひろしま店 小売業 食料品 2%

195,029 広島県 広島市南区 鉄板焼きと焼き鳥　焼念場 サービス 飲食業 5%

195,030 広島県 広島市南区 駅ビル店 サービス 飲食業 5%

195,031 広島県 広島市南区 駅前酒場　チェルシー　的場店 サービス 飲食業 5%

195,032 広島県 広島市南区 エディオン　翠町店 小売業 電化製品 2%

195,033 広島県 広島市南区 Ｎ３ サービス 飲食業 5%

195,034 広島県 広島市南区 ＥＮＧＡＷＡ サービス 飲食業 5%

195,035 広島県 広島市南区 ＥＮＧＡＷＡ サービス 飲食業 5%

195,036 広島県 広島市南区 Ｅｎｊｏｙ　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　Ｅｎｊｏｙ　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

195,037 広島県 広島市南区 御菓子所　高木　ｅｋｉｅ広島店 小売業 食料品 5%

195,038 広島県 広島市南区 御菓子所　高木　アッセ広島駅ビル店 小売業 食料品 5%

195,039 広島県 広島市南区 お好み焼　ねぎ庵　アッセ店 サービス 飲食業 5%

195,040 広島県 広島市南区 お好み焼　もみじ サービス 飲食業 5%

195,041 広島県 広島市南区 お好み焼きいっちゃん　アッセ店 サービス 飲食業 5%

195,042 広島県 広島市南区 お好み焼鉄板焼　貴家。広島アッセ店 サービス 飲食業 5%

195,043 広島県 広島市南区 おこのみ焼き屋　まっちょ サービス 飲食業 5%

195,044 広島県 広島市南区 お玉のキャベツ 駅前ひろば店 サービス 飲食業 5%

195,045 広島県 広島市南区 オフプライスショップ　ネクスト　比治山店　ＮＥＸＴ比治山店 小売業 衣料品 5%

195,046 広島県 広島市南区 カイロプラクティック宇品施術院 サービス 理容・美容業 5%

195,047 広島県 広島市南区 楓乃樹　ＡＳＳＥ店 小売業 食料品 5%

195,048 広島県 広島市南区 楓乃樹　広島駅銘品館店 小売業 食料品 5%
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195,049 広島県 広島市南区 隠れ家エステサロンＩＺＵＭＩ サービス 理容・美容業 5%

195,050 広島県 広島市南区 ＣＵＴ ＳＡＬＯＮ ＢＲＡＶＯ サービス 理容・美容業 5%

195,051 広島県 広島市南区 ＦｏｌｋＬｏｒｅ　ＣＵＴ　ＳＴＵＤＩＯ　ＦＯＬＫ　ＬＯＲＥ サービス その他サービス 5%

195,052 広島県 広島市南区 かなわｅｋｉｅ店 サービス 飲食業 5%

195,053 広島県 広島市南区 株式会社　やまだ屋　広島駅ビルアッセ店 小売業 食料品 5%

195,054 広島県 広島市南区 株式会社　やまだ屋　広島駅ｅｋｉｅ店 小売業 食料品 5%

195,055 広島県 広島市南区 株式会社サロン　ド　山口　広島 サービス 理容・美容業 5%

195,056 広島県 広島市南区 ｋａｈｏｎ ｆａｃｔｏｒｙ Ｋａｈｏｎ ファクトリー 小売業 食料品 5%

195,057 広島県 広島市南区 かめや釣具 総本店 小売業 その他小売 5%

195,058 広島県 広島市南区 からあげ専門　ばくだん屋　ekie店 サービス 飲食業 5%

195,059 広島県 広島市南区 カルビ天国広島駅前店 サービス 飲食業 5%

195,060 広島県 広島市南区 カレー居酒屋 中村屋 カレー居酒屋中村屋 サービス 飲食業 5%

195,061 広島県 広島市南区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋南区西蟹屋店 サービス 飲食業 2%

195,062 広島県 広島市南区 かわの青崎店 小売業 その他小売 5%

195,063 広島県 広島市南区 紀乃国屋ぶんちゃん サービス 飲食業 5%

195,064 広島県 広島市南区 京都勝牛広島駅前 サービス 飲食業 5%

195,065 広島県 広島市南区 業務用食品スーパー　宇品店 小売業 食料品 5%

195,066 広島県 広島市南区 ＧＩＮＧＡ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

195,067 広島県 広島市南区 九牛　段原店 サービス 飲食業 5%

195,068 広島県 広島市南区 串かつ寅卯　ｅｋｉｅ広島店 サービス 飲食業 5%

195,069 広島県 広島市南区 串焼 串揚 さむらい アッセ店 サービス 飲食業 5%

195,070 広島県 広島市南区 くにまつ＋武蔵坊　ｅｋｉｅ店 サービス 飲食業 5%

195,071 広島県 広島市南区 クロロフイル 宇品美顔教室 小売業 その他小売 5%

195,072 広島県 広島市南区 ゲストハウスＣＯＣＯ広島 サービス 宿泊業 5%

195,073 広島県 広島市南区 香月堂　アッセ店 小売業 食料品 5%

195,074 広島県 広島市南区 五エ門　アッセ店 サービス 飲食業 5%

195,075 広島県 広島市南区 ＣＯＣＯ壱番屋南区宇品店 サービス 飲食業 2%

195,076 広島県 広島市南区 トクタクシー サービス 運輸業 5%

195,077 広島県 広島市南区 ニコニコタクシー サービス 運輸業 5%

195,078 広島県 広島市南区 ごちそうおむすび膳七　エキエ店 サービス 飲食業 5%

195,079 広島県 広島市南区 Ｃｏｈａｋｕ サービス 理容・美容業 5%

195,080 広島県 広島市南区 古武家畳店　古武家畳店 サービス その他サービス 5%

195,081 広島県 広島市南区 ＦｏｌｋＬｏｒｅ　ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

195,082 広島県 広島市南区 コンタクトのオプティコ東雲店　東雲店 小売業 その他小売 5%

195,083 広島県 広島市南区 サイクルショップカナガキ 段原店 小売業 その他小売 5%

195,084 広島県 広島市南区 サイクルショップカナガキ　東雲店 小売業 その他小売 5%

195,085 広島県 広島市南区 サイクルショップカナガキ　ゆめタウンみゆき店 小売業 その他小売 5%

195,086 広島県 広島市南区 さかな市場　広島総本店 サービス 飲食業 5%

195,087 広島県 広島市南区 酒商山田　本店 小売業 食料品 5%

195,088 広島県 広島市南区 茶人エキエ店 サービス 飲食業 5%

195,089 広島県 広島市南区 ＴＨＥ　ＷＨＩＴＥ　Ｓ　ＷＯＬＦ　ザ　ホワイツ　ウルフ 小売業 衣料品 5%

195,090 広島県 広島市南区 ｓａｌｏｎ１０５ サービス その他サービス 5%
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195,091 広島県 広島市南区 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　広島営業所 小売業 その他小売 5%

195,092 広島県 広島市南区 ジェラテリア　サンタクローチェ 小売業 食料品 5%

195,093 広島県 広島市南区 ＳＩＳ サービス 理容・美容業 5%

195,094 広島県 広島市南区 シノノメデンキ 小売業 電化製品 5%

195,095 広島県 広島市南区 島ごころ　ＳＥＴＯＤＡ　ｅｋｉｅ店 小売業 食料品 5%

195,096 広島県 広島市南区 「車検の速太郎」向洋店 サービス その他サービス 5%

195,097 広島県 広島市南区 ジャパンブルー 桃太郎ジーンズ 広島店 小売業 衣料品 5%

195,098 広島県 広島市南区 ｃｈｏｕｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

195,099 広島県 広島市南区 ｃｈｏｕｎｉｃｏ　　ｃｈｏｕｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

195,100 広島県 広島市南区 ショウダイ　ビオ　ナチュール　広島エキエ店 サービス 飲食業 5%

195,101 広島県 広島市南区 しょうの屋　ｅｋｉｅ店 サービス 飲食業 5%

195,102 広島県 広島市南区 笑福　アッセ店 サービス 飲食業 5%

195,103 広島県 広島市南区 ＪＥＡＮＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ　宇品店 小売業 衣料品 5%

195,104 広島県 広島市南区 ＪＩＮ広島本店 サービス その他サービス 5%

195,105 広島県 広島市南区 じんぼ　ｅｋｉｅ店 サービス 飲食業 5%

195,106 広島県 広島市南区 じんぼ　広島駅ビル　ＡＳＳＥ店 サービス 飲食業 5%

195,107 広島県 広島市南区 酔心ekie広島店 サービス 飲食業 5%

195,108 広島県 広島市南区 すし辰ｅｋｉｅ店 サービス 飲食業 5%

195,109 広島県 広島市南区 鮨処京の寿し　おみやげ街道弁当工房店 小売業 食料品 5%

195,110 広島県 広島市南区 すし博 サービス 飲食業 5%

195,111 広島県 広島市南区 ＳＰＡＣＥ　Ｏ９２　おぐにパン サービス 飲食業 5%

195,112 広島県 広島市南区 炭火牛たん東山ｅｋｉｅ広島店 サービス 飲食業 5%

195,113 広島県 広島市南区 炭火串焼　とりみや サービス 飲食業 5%

195,114 広島県 広島市南区 すみびのジョー サービス 飲食業 5%

195,115 広島県 広島市南区 炭火焼肉みつる　みつる サービス 飲食業 5%

195,116 広島県 広島市南区 炭火焼肉虎至 本店 サービス 飲食業 5%

195,117 広島県 広島市南区 整体 美容サロン フェールラヴィ 広島駅前店 サービス その他サービス 5%

195,118 広島県 広島市南区 瀬戸内イタリアン　Ｍａｓｓａ サービス 飲食業 5%

195,119 広島県 広島市南区 瀬戸海人 広島駅西店 サービス 飲食業 5%

195,120 広島県 広島市南区 洗濯王 宇品店 サービス その他サービス 5%

195,121 広島県 広島市南区 宗家　源　吉兆庵ｅｋｉｅ広島店 小売業 食料品 5%

195,122 広島県 広島市南区 Ｔａｐａｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　ｂｙ　Ｍａｓｓａ サービス 飲食業 5%

195,123 広島県 広島市南区 茶の環アッセ店 小売業 食料品 5%

195,124 広島県 広島市南区 春水堂エキエ広島店 サービス 飲食業 5%

195,125 広島県 広島市南区 つるや　宇品店 小売業 衣料品 5%

195,126 広島県 広島市南区 ＴＩＡＲＡ サービス 理容・美容業 5%

195,127 広島県 広島市南区 庭園と料亭半べえ サービス 飲食業 5%

195,128 広島県 広島市南区 鉄板高坂 サービス 飲食業 5%

195,129 広島県 広島市南区 デンキのＤＯＨＡＲＡ 小売業 電化製品 5%

195,130 広島県 広島市南区 電停のレストラン バーアルバ サービス 飲食業 5%

195,131 広島県 広島市南区 陶工房ふくしげ サービス その他サービス 5%

195,132 広島県 広島市南区 特産品ブランドショップ安芸備後 小売業 食料品 5%
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195,133 広島県 広島市南区 徳兵衛　広島新幹線店 サービス 飲食業 5%

195,134 広島県 広島市南区 徳　南区民センター店 サービス 飲食業 5%

195,135 広島県 広島市南区 ドドールコーヒー　アッセ店 サービス 飲食業 2%

195,136 広島県 広島市南区 豚喜 サービス 飲食業 5%

195,137 広島県 広島市南区 中島サイクルショップ 小売業 その他小売 5%

195,138 広島県 広島市南区 ＮＡＫＡＭＩＣＨＩ 小売業 その他小売 5%

195,139 広島県 広島市南区 Ｎａｔｕｒａｌ　ｐｕｒ サービス 理容・美容業 5%

195,140 広島県 広島市南区 肉屋の鉄板肉料理いち サービス 飲食業 5%

195,141 広島県 広島市南区 にしき堂エキエ１号店 小売業 食料品 5%

195,142 広島県 広島市南区 にしき堂エキエ２号店 小売業 食料品 5%

195,143 広島県 広島市南区 にしき堂広島駅ビルアッセ店 小売業 食料品 5%

195,144 広島県 広島市南区 ＮＩＣＫ　ＳＴＯＣＫ広島駅前 サービス 飲食業 5%

195,145 広島県 広島市南区 新田理容室 サービス 理容・美容業 5%

195,146 広島県 広島市南区 ネッツトヨタ中国東雲店 小売業 その他小売 5%

195,147 広島県 広島市南区 ネッツトヨタ広島広島東店 小売業 その他小売 5%

195,148 広島県 広島市南区 バイシクルネコモト　宇品店 小売業 その他小売 5%

195,149 広島県 広島市南区 ハオ中国語アカデミー広島校 サービス その他サービス 5%

195,150 広島県 広島市南区 パナックかいぜん 小売業 電化製品 5%

195,151 広島県 広島市南区 バルコムモータース　宇品 小売業 その他小売 5%

195,152 広島県 広島市南区 パン スタシオン 小売業 食料品 5%

195,153 広島県 広島市南区 韓美膳　ｅｋｉｅ　ＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

195,154 広島県 広島市南区 美衣食空間うぃすてりあ サービス 理容・美容業 5%

195,155 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島青崎店 小売業 食料品 2%

195,156 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島宇品神田４丁目店 小売業 食料品 2%

195,157 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島宇品御幸店 小売業 食料品 2%

195,158 広島県 広島市南区 櫟　広島駅ビルASSE店 小売業 食料品 5%

195,159 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島駅前通り店 小売業 食料品 2%

195,160 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島大州１丁目店 小売業 食料品 2%

195,161 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島上東雲町店 小売業 食料品 2%

195,162 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島京橋東店 小売業 食料品 2%

195,163 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島県病院西店 小売業 食料品 2%

195,164 広島県 広島市南区 廣島香月　ｅｋｉｅ店 小売業 食料品 5%

195,165 広島県 広島市南区 廣島香月新幹線銘品館店 小売業 食料品 5%

195,166 広島県 広島市南区 広島酒場 サービス 飲食業 5%

195,167 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島東雲３丁目店 小売業 食料品 2%

195,168 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島東雲本町３丁目店 小売業 食料品 2%

195,169 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島段原３丁目店 小売業 食料品 2%

195,170 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島段原店 小売業 食料品 2%

195,171 広島県 広島市南区 廣島つけ麺本舗　ばくだん屋　ASSE店 サービス 飲食業 5%

195,172 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島出汐４丁目店 小売業 食料品 2%

195,173 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島出島店 小売業 食料品 2%

195,174 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島出島２丁目店 小売業 食料品 2%
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195,175 広島県 広島市南区 広島トヨペット霞店 小売業 その他小売 5%

195,176 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島仁保店 小売業 食料品 2%

195,177 広島県 広島市南区 広島乃風　ｅｋｉｅ店 サービス 飲食業 5%

195,178 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島東青崎町店 小売業 食料品 2%

195,179 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島東霞町店 小売業 食料品 2%

195,180 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島東本浦店 小売業 食料品 2%

195,181 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島松原町店 小売業 食料品 2%

195,182 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島的場２丁目店 小売業 食料品 2%

195,183 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島翠５丁目店 小売業 食料品 2%

195,184 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島皆実１丁目北店 小売業 食料品 2%

195,185 広島県 広島市南区 セブン－イレブン広島南蟹屋店 小売業 食料品 2%

195,186 広島県 広島市南区 ぶあいそ博多　広島駅南口店 サービス 飲食業 5%

195,187 広島県 広島市南区 ＦＥＥＬ　ＥＡＳＹ 小売業 衣料品 5%

195,188 広島県 広島市南区 フードグランニチエーＥＫＩＣＩＴＹ広島 小売業 食料品 5%

195,189 広島県 広島市南区 藤い屋　広島駅　銘品館店 小売業 食料品 5%

195,190 広島県 広島市南区 フットサルドーム ＰＩＶＯＸ広島 物販 サービス その他サービス 5%

195,191 広島県 広島市南区 ＰＬＡＺＡ　ｅｋｉｅ広島店 小売業 その他小売 2%

195,192 広島県 広島市南区 Ｂｒｕｃｋｅ 小売業 食料品 5%

195,193 広島県 広島市南区 プレイボーヤ 小売業 その他小売 5%

195,194 広島県 広島市南区 フレスタ　宇品店 小売業 その他小売 5%

195,195 広島県 広島市南区 フレスタ　東雲店 小売業 その他小売 5%

195,196 広島県 広島市南区 ＦＬＥＸ ＧＡＬＬＥＲＹ広島店 小売業 その他小売 5%

195,197 広島県 広島市南区 ヘアーサロンハナモト サービス 理容・美容業 5%

195,198 広島県 広島市南区 ＨＡＩＲ　ＰＲＯＤＵＣＥ サービス 理容・美容業 5%

195,199 広島県 広島市南区 ＰＥＣＯ　旭町店 サービス その他サービス 5%

195,200 広島県 広島市南区 ＰＥＣＯ　県病院前店 サービス その他サービス 5%

195,201 広島県 広島市南区 Ｐｅｃｏｒａ　ＰＡＳＴＡ サービス 飲食業 5%

195,202 広島県 広島市南区 部屋店　段原店 サービス その他サービス 5%

195,203 広島県 広島市南区 ほぐし処　秋信　ほぐし処　秋信 サービス その他サービス 5%

195,204 広島県 広島市南区 北海道食市場　丸海屋　広島駅南口店 サービス 飲食業 5%

195,205 広島県 広島市南区 ポプラ段原南店 小売業 その他小売 2%

195,206 広島県 広島市南区 ポプラ東東雲店 小売業 その他小売 2%

195,207 広島県 広島市南区 ポプラ比治山店 小売業 その他小売 2%

195,208 広島県 広島市南区 ポプラヒロシマ平松病院店 小売業 その他小売 2%

195,209 広島県 広島市南区 株式会社アドバリュー不動産 サービス その他サービス 5%

195,210 広島県 広島市南区 政永理容院 サービス その他サービス 5%

195,211 広島県 広島市南区 ママス　パパ　ママス　パパ　旭町店 サービス 理容・美容業 5%

195,212 広島県 広島市南区 マリオデザートｅｋｉｅ広島店 小売業 食料品 5%

195,213 広島県 広島市南区 マリオデザート広島駅店 小売業 食料品 5%

195,214 広島県 広島市南区 マルショク　旭町店 小売業 食料品 5%

195,215 広島県 広島市南区 みっちゃん総本店　広島駅新幹線口　ｅｋｉｅ店 サービス 飲食業 5%

195,216 広島県 広島市南区 蜜屋ｅｋｉｅ広島店 小売業 食料品 5%
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195,217 広島県 広島市南区 メガネの田中　段原店 小売業 その他小売 5%

195,218 広島県 広島市南区 メガネの田中　ＢＩＧＦＲＯＮＴひろしま店 小売業 その他小売 5%

195,219 広島県 広島市南区 面館 サービス 飲食業 5%

195,220 広島県 広島市南区 焼肉ジャンゴ サービス 飲食業 5%

195,221 広島県 広島市南区 焼肉ふるさと　段原店 サービス 飲食業 5%

195,222 広島県 広島市南区 焼肉ふるさと　広島駅前店 サービス 飲食業 5%

195,223 広島県 広島市南区 やまじタクシー サービス 運輸業 5%

195,224 広島県 広島市南区 やまだ屋　広島駅ｅｋｉｅ店 小売業 食料品 5%

195,225 広島県 広島市南区 やまだ屋　広島駅銘品館店 小売業 食料品 5%

195,226 広島県 広島市南区 結生 サービス その他サービス 5%

195,227 広島県 広島市南区 有限会社　松谷塗料店 小売業 その他小売 5%

195,228 広島県 広島市南区 有限会社三河屋　アッセ店 小売業 食料品 5%

195,229 広島県 広島市南区 楽々屋　出汐店 小売業 その他小売 5%

195,230 広島県 広島市南区 ラソラ サービス 飲食業 5%

195,231 広島県 広島市南区 ランドーレジデンス広島スイーツ サービス 宿泊業 5%

195,232 広島県 広島市南区 ｌｉｇｕｅ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

195,233 広島県 広島市南区 リップス　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

195,234 広島県 広島市南区 リトルマーメイド広島駅南口店 サービス 飲食業 5%

195,235 広島県 広島市南区 ＲＯＯＰ 小売業 電化製品 5%

195,236 広島県 広島市南区 ＲＥＤ　ＨＥＬＭＥＴ サービス 宿泊業 5%

195,237 広島県 広島市南区 レ・トワール・デュ・ソレイユ　広島ｅｋｉｅ店 小売業 衣料品 5%

195,238 広島県 福山市 ＲＳガレージワタナベ 小売業 その他小売 5%

195,239 広島県 福山市 ａｖａｎｔ サービス 理容・美容業 5%

195,240 広島県 福山市 あおいビジネスホテル サービス 宿泊業 5%

195,241 広島県 福山市 アオヤマテシロ 小売業 電化製品 5%

195,242 広島県 福山市 赤坂　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,243 広島県 福山市 赤坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,244 広島県 福山市 あかぼし サービス 飲食業 5%

195,245 広島県 福山市 アキコ美容室 サービス 理容・美容業 5%

195,246 広島県 福山市 ＡＱＵＡｄ：ｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

195,247 広島県 福山市 アグレアブルマンマーケット 小売業 衣料品 5%

195,248 広島県 福山市 明谷電機 小売業 電化製品 5%

195,249 広島県 福山市 アシスト 小売業 その他小売 5%

195,250 広島県 福山市 芦品トヨペット株式会社 サービス その他サービス 5%

195,251 広島県 福山市 アスポート 小売業 電化製品 5%

195,252 広島県 福山市 遊び場さんさ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,253 広島県 福山市 遊び場さんさ 遊び場さんさ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,254 広島県 福山市 アドバコーポレーション　福山営業所 小売業 その他小売 5%

195,255 広島県 福山市 アトム電器福山南店 小売業 電化製品 5%

195,256 広島県 福山市 アトリエかざ華 サービス その他サービス 5%

195,257 広島県 福山市 アニバーサリーギャラリー福茂 サービス その他サービス 5%

195,258 広島県 福山市 網引　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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195,259 広島県 福山市 網引・本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,260 広島県 福山市 阿藻珍味　さんすて福山店 小売業 食料品 5%

195,261 広島県 福山市 阿藻珍味　東深津店 小売業 食料品 5%

195,262 広島県 福山市 阿藻珍味福山駅南口店 小売業 食料品 5%

195,263 広島県 福山市 有田屋 サービス 飲食業 5%

195,264 広島県 福山市 痩身専門インドエステ　アル　福山店 サービス 理容・美容業 5%

195,265 広島県 福山市 アロマルームマジョラム サービス その他サービス 5%

195,266 広島県 福山市 アワーグラスさんすて福山 小売業 貴金属・服飾品 5%

195,267 広島県 福山市 ＡＮＣＨＯＲ　ＨＯＴＥＬ　ＦＵＫＵＹＡＭＡ サービス 宿泊業 5%

195,268 広島県 福山市 アンクル　さんすて福山 小売業 食料品 5%

195,269 広島県 福山市 アンジェリーク サービス 理容・美容業 5%

195,270 広島県 福山市 アンド　コリーヌ サービス 理容・美容業 5%

195,271 広島県 福山市 ＆ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

195,272 広島県 福山市 アンプリール サービス 理容・美容業 5%

195,273 広島県 福山市 アンリッシュヘアー サービス 理容・美容業 5%

195,274 広島県 福山市 Ｅ．ｍａｔｅ サービス 飲食業 5%

195,275 広島県 福山市 ＹＥＬＬＯＷＨＯＰＰＥＲ 小売業 その他小売 5%

195,276 広島県 福山市 居酒屋　三吉 サービス 飲食業 5%

195,277 広島県 福山市 居酒屋一楽さんすて福山２番街 サービス 飲食業 5%

195,278 広島県 福山市 いしだクリーニング サービス その他サービス 5%

195,279 広島県 福山市 ｅａｓｅ　神辺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,280 広島県 福山市 ｅａｓｅ　福山西店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,281 広島県 福山市 伊勢丘　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,282 広島県 福山市 一心太助　福山本店 サービス 飲食業 5%

195,283 広島県 福山市 壱鳥 小売業 その他小売 5%

195,284 広島県 福山市 出光内海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,285 広島県 福山市 出光加茂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,286 広島県 福山市 出光神辺中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,287 広島県 福山市 出光セルフ鞆の浦街道 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,288 広島県 福山市 出光セルフ松永東街道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,289 広島県 福山市 出光セルフ松永南街道 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,290 広島県 福山市 出光セルフ道上街道 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,291 広島県 福山市 出光セルフ南蔵王給油所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,292 広島県 福山市 出光セルフ南手城街道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,293 広島県 福山市 出光ハピネス春日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,294 広島県 福山市 出光ハピネスニュー福山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,295 広島県 福山市 出光ハピネス福山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,296 広島県 福山市 出光ハピネス松永ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,297 広島県 福山市 出光福山城見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,298 広島県 福山市 出光福山南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,299 広島県 福山市 出光松永ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,300 広島県 福山市 出光松永本郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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195,301 広島県 福山市 出光港町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,302 広島県 福山市 出光山手ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,303 広島県 福山市 井口芳也税理士事務所 サービス その他サービス 5%

195,304 広島県 福山市 イベリコＧＡＮＧ サービス 飲食業 5%

195,305 広島県 福山市 イメージサロンカッツ サービス 理容・美容業 5%

195,306 広島県 福山市 いる・ろ－ざ サービス 飲食業 5%

195,307 広島県 福山市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ　福山 サービス その他サービス 5%

195,308 広島県 福山市 岩田美容室 サービス 理容・美容業 5%

195,309 広島県 福山市 岩永書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,310 広島県 福山市 インド料理専門店アンナ　プルナ サービス 飲食業 5%

195,311 広島県 福山市 ヴェルデュ　都 サービス 飲食業 5%

195,312 広島県 福山市 ウォーターエンジニアリング 小売業 その他小売 5%

195,313 広島県 福山市 魚勝 元町店 サービス 飲食業 5%

195,314 広島県 福山市 うをの里　本店 小売業 食料品 5%

195,315 広島県 福山市 ウッドパレス　コスモ 小売業 家具・調度品 5%

195,316 広島県 福山市 内海株式会社　くじらセルフ２４城東給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,317 広島県 福山市 内海美容室 サービス 理容・美容業 5%

195,318 広島県 福山市 浦上ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

195,319 広島県 福山市 エーガルコンセ４　福山エーガル８シネマズ サービス その他サービス 5%

195,320 広島県 福山市 エーガルチケット３ サービス その他サービス 5%

195,321 広島県 福山市 エーガルＰＧ サービス その他サービス 5%

195,322 広島県 福山市 駅家　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,323 広島県 福山市 駅家ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,324 広島県 福山市 エゴガーデン 小売業 その他小売 5%

195,325 広島県 福山市 エサカ電器商会 小売業 電化製品 5%

195,326 広島県 福山市 ＳＨＧ駅家店 小売業 電化製品 5%

195,327 広島県 福山市 ＡＢＣｃａｒｓ 小売業 その他小売 5%

195,328 広島県 福山市 ＦＮＰ動物病院 サービス その他サービス 5%

195,329 広島県 福山市 エム．シュクル 小売業 貴金属・服飾品 5%

195,330 広島県 福山市 エム．シュクル 小売業 貴金属・服飾品 5%

195,331 広島県 福山市 ＭＤモンデン 小売業 電化製品 5%

195,332 広島県 福山市 Ｍ２　福山店 小売業 衣料品 5%

195,333 広島県 福山市 Ｍ　ｌｌａｇｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

195,334 広島県 福山市 ａｉｍｅｒｆｅｅｌ　さんすて福山店 小売業 衣料品 5%

195,335 広島県 福山市 ＥＭＥＲＡｈａｉｒＤｒｅｓｓｙ サービス 理容・美容業 5%

195,336 広島県 福山市 ＡＲＥＡ ＩＮＮ ＦＵＳＨＩＭＩＣＨＯ ＦＵＫＵＹＡＭＡ ＣＡＳＴＬＥ ＳＩＤＥ ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

195,337 広島県 福山市 ＡＲＥＡ ＩＮＮ ＦＵＳＨＩＭＩＣＨＯ ＦＵＫＵＹＡＭＡ ＣＡＳＴＬＥ ＳＩＤＥ サービス 宿泊業 5%

195,338 広島県 福山市 Ａ１レンタカー サービス その他サービス 5%

195,339 広島県 福山市 美味しいお酒と炉端焼き　盃 サービス 飲食業 5%

195,340 広島県 福山市 オーシャンテーブル ｎｉｎｎｉｋｕｙａ ｐｒｅｓｅｎｔｓ リゾート 福山店 Ａｓｉａｎ ｓｔｙｌｅ サービス 飲食業 5%

195,341 広島県 福山市 オーシャンテーブル ハリウッドスター にんにくや 福山店 サービス 飲食業 5%

195,342 広島県 福山市 オートセンターエーワン サービス その他サービス 5%
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195,343 広島県 福山市 オートファイルテンテン工房 小売業 その他小売 5%

195,344 広島県 福山市 オートファイル本社 小売業 その他小売 5%

195,345 広島県 福山市 大橋　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,346 広島県 福山市 御菓子所　勉強堂 小売業 食料品 5%

195,347 広島県 福山市 御菓子処　勉強堂　さんすて店 小売業 食料品 5%

195,348 広島県 福山市 おかず工房アイネス店 小売業 その他小売 5%

195,349 広島県 福山市 岡山交通（株）福山営業所 サービス その他サービス 5%

195,350 広島県 福山市 小川電器金丸店 小売業 電化製品 5%

195,351 広島県 福山市 ［ＨＣ］沖電機株式会社 小売業 電化製品 5%

195,352 広島県 福山市 お好み焼き たけとんぼ サービス 飲食業 5%

195,353 広島県 福山市 お好み焼き　たけとんぼ サービス 飲食業 5%

195,354 広島県 福山市 お好み焼き満月 サービス 飲食業 5%

195,355 広島県 福山市 お好み焼きやまね サービス 飲食業 5%

195,356 広島県 福山市 おしゃれ工房 ゆめタウン蔵王店 小売業 電化製品 5%

195,357 広島県 福山市 お洒落や 小売業 その他小売 5%

195,358 広島県 福山市 お洒落や 小売業 その他小売 5%

195,359 広島県 福山市 ＯＲＤＥＲ サービス 理容・美容業 5%

195,360 広島県 福山市 おだ動物病院 サービス その他サービス 5%

195,361 広島県 福山市 お茶のたていし園 小売業 食料品 5%

195,362 広島県 福山市 尾道プラザ 小売業 食料品 5%

195,363 広島県 福山市 おばんざい　山ろく サービス 飲食業 5%

195,364 広島県 福山市 オプティカル　デザイン 小売業 貴金属・服飾品 5%

195,365 広島県 福山市 オプティコ　福山店 小売業 その他小売 5%

195,366 広島県 福山市 オリックスレンタカー福山駅北口店 サービス その他サービス 2%

195,367 広島県 福山市 オリックスレンタカー福山駅前店 サービス その他サービス 2%

195,368 広島県 福山市 オリックスレンタカー福山東店 サービス その他サービス 2%

195,369 広島県 福山市 織部　フジグラン神辺店 小売業 その他小売 5%

195,370 広島県 福山市 温野菜蔵王店 サービス 飲食業 2%

195,371 広島県 福山市 福山山手ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,372 広島県 福山市 カーテンプラザ　カーテンプラザ 小売業 その他小売 5%

195,373 広島県 福山市 カーメンテ福本 サービス 飲食業 5%

195,374 広島県 福山市 カーライフ楠 サービス その他サービス 5%

195,375 広島県 福山市 海鮮個室　いと絆 サービス 飲食業 5%

195,376 広島県 福山市 廻鮮寿司しまなみ 福山曙店 サービス 飲食業 5%

195,377 広島県 福山市 廻鮮寿司しまなみ 福山神辺店 サービス 飲食業 5%

195,378 広島県 福山市 廻鮮寿司しまなみ 福山蔵王店 サービス 飲食業 5%

195,379 広島県 福山市 海鮮つるべ サービス 飲食業 5%

195,380 広島県 福山市 カイロプラクティックあすか サービス 理容・美容業 5%

195,381 広島県 福山市 カイロプラクティックサロンＦｏｕｒＣｌｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

195,382 広島県 福山市 楓乃樹 小売業 食料品 5%

195,383 広島県 福山市 有限会社柿原豆腐店 小売業 食料品 5%

195,384 広島県 福山市 ｃａｃｔｕｓ．．Ｃｅｐｏ． 小売業 衣料品 5%
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195,385 広島県 福山市 カジタ　さんすて福山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

195,386 広島県 福山市 膳夫高木 サービス 飲食業 5%

195,387 広島県 福山市 春日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,388 広島県 福山市 カッツ　駅家店 サービス 理容・美容業 5%

195,389 広島県 福山市 ＣＵＴ’ｓ　春日店 サービス 理容・美容業 5%

195,390 広島県 福山市 カッツ　川口店 サービス 理容・美容業 5%

195,391 広島県 福山市 カッツ　神辺店 サービス 理容・美容業 5%

195,392 広島県 福山市 ガッツレンタカー福山店 サービス その他サービス 5%

195,393 広島県 福山市 割烹 よし崇 割烹 よし崇 サービス 飲食業 5%

195,394 広島県 福山市 割烹　ありやす サービス 飲食業 5%

195,395 広島県 福山市 Ｑｕａｔｒｅ　ｆｏｉｓ　Ｎｅｕｆ サービス 理容・美容業 5%

195,396 広島県 福山市 カナオ電器 小売業 電化製品 5%

195,397 広島県 福山市 カフェエクランフジグラン神辺店　カフェエクラン　神辺店 サービス 飲食業 5%

195,398 広島県 福山市 Ｃａｆｅ　ｄｅ　ＬＩＣＯ サービス 飲食業 5%

195,399 広島県 福山市 株式会社アシスター サービス その他サービス 5%

195,400 広島県 福山市 株式会社イシイ　株式会社イシイ 小売業 その他小売 5%

195,401 広島県 福山市 カブシキカイシャオオムラ 小売業 その他小売 5%

195,402 広島県 福山市 株式会社Ｇｒａｎｄｅ サービス その他サービス 5%

195,403 広島県 福山市 株式会社東部ホンダ神辺 小売業 その他小売 5%

195,404 広島県 福山市 株式会社徳一　やきにく孫悟空　神辺店 サービス 飲食業 5%

195,405 広島県 福山市 株式会社福山タイヤ商会 サービス その他サービス 5%

195,406 広島県 福山市 株式会社福山リビング新聞社 サービス その他サービス 5%

195,407 広島県 福山市 ［ＨＣ］株式会社フジイ家電 小売業 電化製品 5%

195,408 広島県 福山市 株式会社フローリストもん 三之丸店 小売業 その他小売 5%

195,409 広島県 福山市 株式会社ユービーライフ サービス その他サービス 5%

195,410 広島県 福山市 株式会社旅館大吉 割烹大吉 サービス 飲食業 5%

195,411 広島県 福山市 カプセル＆サウナ日本 サービス 宿泊業 5%

195,412 広島県 福山市 カープール芦品 小売業 その他小売 5%

195,413 広島県 福山市 バー・カブロ サービス 飲食業 5%

195,414 広島県 福山市 上加茂　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,415 広島県 福山市 上御領　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,416 広島県 福山市 かめ八 サービス 飲食業 5%

195,417 広島県 福山市 かめや釣具 福山店 小売業 その他小売 5%

195,418 広島県 福山市 かめや釣具 サファ福山西店 小売業 その他小売 5%

195,419 広島県 福山市 カメラのサエダ福山沖野上店 小売業 その他小売 5%

195,420 広島県 福山市 カラオケハウスジョイ サービス 飲食業 5%

195,421 広島県 福山市 カラオケボックス　ＭＧ サービス その他サービス 5%

195,422 広島県 福山市 カルビ屋大福福山店 サービス 飲食業 2%

195,423 広島県 福山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋サファ福山店 サービス 飲食業 2%

195,424 広島県 福山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋福山駅店 サービス 飲食業 2%

195,425 広島県 福山市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋福山駅家町店 サービス 飲食業 2%

195,426 広島県 福山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋福山多治米店 サービス 飲食業 2%
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195,427 広島県 福山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋福山東インター店 サービス 飲食業 2%

195,428 広島県 福山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋福山引野町店 サービス 飲食業 2%

195,429 広島県 福山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋福山松永店 サービス 飲食業 2%

195,430 広島県 福山市 Ｇａｒａｇｅ　Ｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

195,431 広島県 福山市 川北　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,432 広島県 福山市 神辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,433 広島県 福山市 セブン－イレブン神辺上御領店 小売業 食料品 2%

195,434 広島県 福山市 セブン－イレブン神辺川南店 小売業 食料品 2%

195,435 広島県 福山市 セブン－イレブン神辺下御領店 小売業 食料品 2%

195,436 広島県 福山市 神辺鶴の石 小売業 貴金属・服飾品 5%

195,437 広島県 福山市 神辺ふかしな葬祭 サービス その他サービス 5%

195,438 広島県 福山市 神原電機商会 小売業 電化製品 5%

195,439 広島県 福山市 北本庄　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,440 広島県 福山市 きむらでんき 小売業 電化製品 5%

195,441 広島県 福山市 株式会社　きもの工芸　西陣　福山店 小売業 衣料品 5%

195,442 広島県 福山市 （株）きもの工芸西陣　ビッグローズ前店 小売業 衣料品 5%

195,443 広島県 福山市 （株）きもの工芸西陣　福山新涯店 小売業 衣料品 5%

195,444 広島県 福山市 ＫＩＭＯＮＯＹＡはんなりゆめタウン蔵王店 小売業 衣料品 5%

195,445 広島県 福山市 Ｃａａｒｙ【キャアリー】 サービス 理容・美容業 5%

195,446 広島県 福山市 ＣＡＰＡｊｕｓｔｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

195,447 広島県 福山市 牛角松永店 サービス 飲食業 2%

195,448 広島県 福山市 牛角リム福山店 サービス 飲食業 2%

195,449 広島県 福山市 京料理 鯛のたい サービス 飲食業 5%

195,450 広島県 福山市 キングファミリー 神辺川南店 小売業 衣料品 2%

195,451 広島県 福山市 キングファミリー福山曙店　福山曙店 小売業 衣料品 2%

195,452 広島県 福山市 金萬堂本舗さんすて福山店 小売業 食料品 5%

195,453 広島県 福山市 食辛房駅家店 サービス 飲食業 5%

195,454 広島県 福山市 食辛房　沖野上店 サービス 飲食業 5%

195,455 広島県 福山市 食辛房春日店 サービス 飲食業 5%

195,456 広島県 福山市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ福山店 小売業 その他小売 5%

195,457 広島県 福山市 くじらセルフ２４城東 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,458 広島県 福山市 くじらセルフ２４引野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,459 広島県 福山市 くすの木ハウス ゲストハウス くすの木 サービス 宿泊業 5%

195,460 広島県 福山市 グッドセルフ神辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,461 広島県 福山市 くまを．ｂｉｚ サービス その他サービス 5%

195,462 広島県 福山市 暮らしの道具　吉山 小売業 家具・調度品 5%

195,463 広島県 福山市 暮らしの美容室 サービス 理容・美容業 5%

195,464 広島県 福山市 クラフトワン サービス その他サービス 5%

195,465 広島県 福山市 グランツ サービス その他サービス 5%

195,466 広島県 福山市 グリーンアート大倉 サービス その他サービス 5%

195,467 広島県 福山市 グリーンポットふじたに 小売業 その他小売 5%

195,468 広島県 福山市 ぐりぐり家　駅家店 サービス 飲食業 5%
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195,469 広島県 福山市 ぐりぐり家 春日店 サービス 飲食業 5%

195,470 広島県 福山市 ぐりぐり家 蔵王店 サービス 飲食業 5%

195,471 広島県 福山市 ぐりぐり家 福山南店 サービス 飲食業 5%

195,472 広島県 福山市 ぐりぐり家 松永店 サービス 飲食業 5%

195,473 広島県 福山市 くるま生活 小売業 その他小売 5%

195,474 広島県 福山市 グレイス・ローズ 小売業 食料品 5%

195,475 広島県 福山市 グローバルネット 小売業 その他小売 5%

195,476 広島県 福山市 桑田寝装株式会社 小売業 家具・調度品 5%

195,477 広島県 福山市 軍鶏いぶし家　福山宮通り店 サービス 飲食業 5%

195,478 広島県 福山市 景勝館漣亭 サービス 宿泊業 5%

195,479 広島県 福山市 啓文社　沖野上店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,480 広島県 福山市 啓文社　キャスパ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,481 広島県 福山市 啓文社　コア春日店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,482 広島県 福山市 啓文社　コア神辺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,483 広島県 福山市 啓文社　コア神辺店　ニューメディア 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,484 広島県 福山市 啓文社　コア神辺店　わんぱく 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,485 広島県 福山市 啓文社　コア店ニューメディア 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,486 広島県 福山市 啓文社　コア福山西店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,487 広島県 福山市 啓文社　多治米店ニューメディア 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,488 広島県 福山市 啓文社　福山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,489 広島県 福山市 啓文社　ＢＯＯＫＳ　ＰＬＵＳ　緑町 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,490 広島県 福山市 啓文社　ポートプラザ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,491 広島県 福山市 啓文社　松永店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,492 広島県 福山市 啓文社　ブックシティ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,493 広島県 福山市 桂馬蒲鉾商店福山店 小売業 食料品 5%

195,494 広島県 福山市 Ｋ Ｋ ＣＬＵＢ 小売業 その他小売 5%

195,495 広島県 福山市 ｋａｔｅ　ｐｒｉｍｅ サービス 理容・美容業 5%

195,496 広島県 福山市 ゲストハウス　くすの木 サービス 宿泊業 5%

195,497 広島県 福山市 ゲットレディー　本店 サービス 理容・美容業 5%

195,498 広島県 福山市 ケンハウス　神辺店 小売業 衣料品 5%

195,499 広島県 福山市 コア　福山西店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,500 広島県 福山市 ｃｏｒｅｃｈａｒｍ サービス 理容・美容業 5%

195,501 広島県 福山市 小泉電器店 小売業 電化製品 5%

195,502 広島県 福山市 光南町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,503 広島県 福山市 幸八 サービス 飲食業 5%

195,504 広島県 福山市 工房まつした 小売業 家具・調度品 5%

195,505 広島県 福山市 小魚阿も珍川口店 サービス 飲食業 5%

195,506 広島県 福山市 小魚阿も珍　さんすて福山 小売業 食料品 5%

195,507 広島県 福山市 小魚阿も珍神辺店 サービス 飲食業 5%

195,508 広島県 福山市 小魚阿も珍松永店 サービス 飲食業 5%

195,509 広島県 福山市 コスメティックハウスみやび　コスメティックハウスみやび 小売業 その他小売 5%

195,510 広島県 福山市 コスモインテリア 小売業 家具・調度品 5%
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195,511 広島県 福山市 コスモインテリア　国道店 小売業 家具・調度品 5%

195,512 広島県 福山市 コスモインテリア　リブロ 小売業 家具・調度品 5%

195,513 広島県 福山市 コスモドライビングスクール サービス その他サービス 5%

195,514 広島県 福山市 国輝堂　蔵王店 小売業 その他小売 5%

195,515 広島県 福山市 国輝堂　本店 小売業 その他小売 5%

195,516 広島県 福山市 ｃｏｔｉｎａ．　コティナ サービス 理容・美容業 5%

195,517 広島県 福山市 ５２９ＭＥＡＴＢＯＸ サービス 飲食業 5%

195,518 広島県 福山市 こばやし サービス 飲食業 5%

195,519 広島県 福山市 ｃｏｂａ＿ｌｕｔｏｇｌａｓｓｌａｂｏ（コバルトグラスラボ） サービス その他サービス 5%

195,520 広島県 福山市 ＧＯＨＯＢＩ福山駅店 小売業 食料品 5%

195,521 広島県 福山市 コム立石御幸店 小売業 電化製品 5%

195,522 広島県 福山市 小料理屋塚原 サービス 飲食業 5%

195,523 広島県 福山市 コレット　野上店 小売業 衣料品 5%

195,524 広島県 福山市 サーティーワンアイスクリーム　さんすて福山店 小売業 食料品 2%

195,525 広島県 福山市 Ｚａｒｔ 小売業 衣料品 5%

195,526 広島県 福山市 サイクルショップ　マツオカ 小売業 その他小売 5%

195,527 広島県 福山市 サイクルショップサトウ 小売業 その他小売 5%

195,528 広島県 福山市 サイクルショップ自転車ＢＯＸ御門店 小売業 その他小売 5%

195,529 広島県 福山市 サイクルハート 小売業 その他小売 5%

195,530 広島県 福山市 サイクルハウス　ケンズ 小売業 その他小売 5%

195,531 広島県 福山市 サイモスセラピー凛 サービス その他サービス 5%

195,532 広島県 福山市 さかい茶舗 小売業 食料品 5%

195,533 広島県 福山市 株式会社榊原商店 小売業 その他小売 5%

195,534 広島県 福山市 酒場コモン サービス 飲食業 5%

195,535 広島県 福山市 佐倉電気 小売業 電化製品 5%

195,536 広島県 福山市 ＺＡＫＫＡＹＡ　ＣＯＮＮＥＣＴ 小売業 その他小売 5%

195,537 広島県 福山市 サトウデンキ 小売業 電化製品 5%

195,538 広島県 福山市 佐藤電気商会 小売業 電化製品 5%

195,539 広島県 福山市 Ｓａｒｒａｓｉｎ サービス 飲食業 5%

195,540 広島県 福山市 Ｓａｒｒａｓｉｎ サービス 飲食業 5%

195,541 広島県 福山市 サルボ両備 小売業 その他小売 5%

195,542 広島県 福山市 サロン・ド・パトリ 小売業 衣料品 5%

195,543 広島県 福山市 ＨＡＮＤＲＥＤ サービス その他サービス 5%

195,544 広島県 福山市 サロンド　ラヴィ サービス 理容・美容業 5%

195,545 広島県 福山市 山南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,546 広島県 福山市 サンフィールド駅家　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,547 広島県 福山市 山陽道福山ＳＡ 小売業 その他小売 5%

195,548 広島県 福山市 山陽道福山ＳＡ　下り 小売業 その他小売 5%

195,549 広島県 福山市 山陽道福山ＳＡ　上り　レストラン 小売業 その他小売 5%

195,550 広島県 福山市 三和酒店 三和酒店 小売業 食料品 5%

195,551 広島県 福山市 シーベレット神辺フジグラン店 小売業 衣料品 5%

195,552 広島県 福山市 ＪＣＡＦＥ　さんすて福山店 サービス 飲食業 5%
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195,553 広島県 福山市 ジェム・スクェア　カネモリ 小売業 その他小売 5%

195,554 広島県 福山市 しじ海 サービス 飲食業 5%

195,555 広島県 福山市 しーじゃっく　本庄店 サービス 飲食業 5%

195,556 広島県 福山市 Ｃ２春日店 サービス 理容・美容業 5%

195,557 広島県 福山市 自転車ＢＯＸフレスポ神辺店 小売業 その他小売 5%

195,558 広島県 福山市 シープクラウド 小売業 衣料品 5%

195,559 広島県 福山市 ＳＨＩＭＡ　コンディショニングルーム サービス その他サービス 5%

195,560 広島県 福山市 島田モータース サービス その他サービス 5%

195,561 広島県 福山市 ジャーニーピザ サービス 飲食業 5%

195,562 広島県 福山市 車検の速太郎　福山店 サービス その他サービス 5%

195,563 広島県 福山市 写真箱一文字店 サービス その他サービス 5%

195,564 広島県 福山市 写真箱木之庄店 サービス その他サービス 5%

195,565 広島県 福山市 写真箱福山店 サービス その他サービス 5%

195,566 広島県 福山市 写真箱松永店 サービス その他サービス 5%

195,567 広島県 福山市 車販事業部 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,568 広島県 福山市 しゃぶしゃぶ檸檬　福山南蔵王店 サービス 飲食業 5%

195,569 広島県 福山市 シャルトルーズ サービス 理容・美容業 5%

195,570 広島県 福山市 ジュエリー　ジュノ 小売業 衣料品 5%

195,571 広島県 福山市 ジュエリ－カンダ蔵王店 小売業 貴金属・服飾品 5%

195,572 広島県 福山市 旬彩酒肴　おく村 サービス 飲食業 5%

195,573 広島県 福山市 手芸センタードリーム　福山蔵王店 小売業 その他小売 5%

195,574 広島県 福山市 手芸センタードリーム福山蔵王店 小売業 その他小売 5%

195,575 広島県 福山市 手芸マキ 福山店 小売業 その他小売 5%

195,576 広島県 福山市 十近 サービス 飲食業 5%

195,577 広島県 福山市 旬感食堂　めるかど サービス 飲食業 5%

195,578 広島県 福山市 匠利　山本 小売業 その他小売 5%

195,579 広島県 福山市 食楽夢家 壱歩 サービス 飲食業 5%

195,580 広島県 福山市 Ｊｏｎａ【ジョナ】 サービス 理容・美容業 5%

195,581 広島県 福山市 ジョレス 小売業 衣料品 5%

195,582 広島県 福山市 新市一の宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,583 広島県 福山市 新市クラシックゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

195,584 広島県 福山市 新涯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,585 広島県 福山市 新川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,586 広島県 福山市 しんぐうカフェ サービス 飲食業 5%

195,587 広島県 福山市 ＪＥＡＮＳＦＡＣＴＯＲＹ　福山店 小売業 衣料品 5%

195,588 広島県 福山市 新浜油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,589 広島県 福山市 進物の大進　神辺店 小売業 その他小売 5%

195,590 広島県 福山市 進物の大進　福山店 小売業 その他小売 5%

195,591 広島県 福山市 進物のナカヤマ 小売業 その他小売 5%

195,592 広島県 福山市 スイーツの実　さんすて福山店 小売業 食料品 5%

195,593 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり 本庄店 小売業 その他小売 5%

195,594 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり 今津店 小売業 その他小売 5%
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195,595 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり　水呑店 小売業 その他小売 5%

195,596 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり　多治米店 小売業 その他小売 5%

195,597 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり今津店 小売業 その他小売 5%

195,598 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり胡町店 小売業 その他小売 5%

195,599 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり春日東店 小売業 その他小売 5%

195,600 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり川北店 小売業 その他小売 5%

195,601 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり神辺店 小売業 その他小売 5%

195,602 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり木之庄店 小売業 その他小売 5%

195,603 広島県 福山市 スーパードラッグひまわりグラン春日 小売業 その他小売 5%

195,604 広島県 福山市 スーパードラッグひまわりグラン松永 小売業 その他小売 5%

195,605 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり蔵王店 小売業 その他小売 5%

195,606 広島県 福山市 スーパードラッグひまわりサプラス緑町 小売業 その他小売 5%

195,607 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり新市店 小売業 その他小売 5%

195,608 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり新涯店 小売業 その他小売 5%

195,609 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり大門店 小売業 その他小売 5%

195,610 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり多治米店 小売業 その他小売 5%

195,611 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり手城店 小売業 その他小売 5%

195,612 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり戸手店 小売業 その他小売 5%

195,613 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり野上店 小売業 その他小売 5%

195,614 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり東福山店 小売業 その他小売 5%

195,615 広島県 福山市 スーパードラッグひまわりププレ蔵王店 小売業 その他小売 5%

195,616 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり本庄店 小売業 その他小売 5%

195,617 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり松浜店 小売業 その他小売 5%

195,618 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり道上店 小売業 その他小売 5%

195,619 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり緑町店 小売業 その他小売 5%

195,620 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり水呑店 小売業 その他小売 5%

195,621 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり御幸店 小売業 その他小売 5%

195,622 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり三吉北店 小売業 その他小売 5%

195,623 広島県 福山市 スーパードラッグひまわり三吉店 小売業 その他小売 5%

195,624 広島県 福山市 スーパーワーク　職人の店　新市店 小売業 衣料品 5%

195,625 広島県 福山市 すがなみＢＡＲＢＥＲ　ＳＨＯＰ サービス 理容・美容業 5%

195,626 広島県 福山市 すぎ治療院 サービス 理容・美容業 5%

195,627 広島県 福山市 スズキ販売福山北 サービス その他サービス 5%

195,628 広島県 福山市 スタジオフォトプラス　神辺店 サービス その他サービス 5%

195,629 広島県 福山市 すたみな太郎　福山赤坂店 サービス 飲食業 5%

195,630 広島県 福山市 ステーキ懐石　都春日 サービス 飲食業 5%

195,631 広島県 福山市 ステーショナリー石井 ステーショナリー石井 小売業 その他小売 5%

195,632 広島県 福山市 ステップアオヤマ 小売業 電化製品 5%

195,633 広島県 福山市 ストリーズケア 小売業 その他小売 5%

195,634 広島県 福山市 住まいの設備機器コバヤシ 小売業 電化製品 5%

195,635 広島県 福山市 炭火焼　かんべ サービス 飲食業 5%

195,636 広島県 福山市 炭火やきとり　宇宙亭 サービス 飲食業 5%
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195,637 広島県 福山市 炭火焼肉　萬まる　引野店 サービス 飲食業 5%

195,638 広島県 福山市 炭焼仙台牛タン　こいさん サービス 飲食業 5%

195,639 広島県 福山市 炭焼ワイン酒場ｋｏｋｏｍｏ サービス 飲食業 5%

195,640 広島県 福山市 スリープイン　倉敷 サービス 宿泊業 5%

195,641 広島県 福山市 スリープイン　東広島 サービス 宿泊業 5%

195,642 広島県 福山市 スリープイン苅田北九州空港 サービス 宿泊業 5%

195,643 広島県 福山市 スリープイン福岡貝塚 サービス 宿泊業 5%

195,644 広島県 福山市 生活彩家福山大学店 小売業 その他小売 2%

195,645 広島県 福山市 生活彩家福山平成大学店 小売業 その他小売 2%

195,646 広島県 福山市 もみっと サービス その他サービス 5%

195,647 広島県 福山市 関戸無線電機 小売業 電化製品 5%

195,648 広島県 福山市 セト犬猫クリニック サービス その他サービス 5%

195,649 広島県 福山市 瀬戸店　わんぱく 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,650 広島県 福山市 ＺＥＡＬＯＵＳ サービス 理容・美容業 5%

195,651 広島県 福山市 セルフ駅家ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,652 広島県 福山市 ＤＤセルフ新蔵王ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,653 広島県 福山市 洗車工房新涯 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,654 広島県 福山市 洗たく工房　ゆめマート店 サービス その他サービス 5%

195,655 広島県 福山市 外野浩志税理士事務所 外野浩志税理士事務所 サービス その他サービス 5%

195,656 広島県 福山市 そわか楼 サービス その他サービス 5%

195,657 広島県 福山市 大吉ラーメン神辺店 サービス 飲食業 5%

195,658 広島県 福山市 大衆食堂ゑびすや サービス 飲食業 5%

195,659 広島県 福山市 大進創寫舘　福山店 サービス その他サービス 5%

195,660 広島県 福山市 大松模型店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,661 広島県 福山市 タイム　曙店 小売業 その他小売 5%

195,662 広島県 福山市 株式会社　タイム　本店 小売業 その他小売 5%

195,663 広島県 福山市 タイム蔵王店 小売業 その他小売 5%

195,664 広島県 福山市 ２００　ダイヤクリーニング　曙店 サービス その他サービス 5%

195,665 広島県 福山市 ２１８　ダイヤクリーニング　春日西店 サービス その他サービス 5%

195,666 広島県 福山市 ６０１　ダイヤクリーニング　春日本店 サービス その他サービス 5%

195,667 広島県 福山市 ２１５　ダイヤクリーニング　木之庄店 サービス その他サービス 5%

195,668 広島県 福山市 １２９　ダイヤクリーニング　大門店 サービス その他サービス 5%

195,669 広島県 福山市 ３２３　ダイヤクリーニング　多治米店 サービス その他サービス 5%

195,670 広島県 福山市 １７２　ＤＩＡ　ハローズ神辺モール店 サービス その他サービス 5%

195,671 広島県 福山市 １８７　ＤＩＡ　ハローズみどり町モール店 サービス その他サービス 5%

195,672 広島県 福山市 ２１０　ダイヤクリーニング　東町店 サービス その他サービス 5%

195,673 広島県 福山市 １８３ダイヤクリーニングマルナカ加茂店 サービス その他サービス 5%

195,674 広島県 福山市 ３０７　ダイヤクリーニング　南蔵王店 サービス その他サービス 5%

195,675 広島県 福山市 タイヤショップ　プラスパ 小売業 その他小売 5%

195,676 広島県 福山市 ダイヤ石油　本社営業部 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,677 広島県 福山市 タイヤセンターアカサカ 小売業 その他小売 5%

195,678 広島県 福山市 タカギ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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195,679 広島県 福山市 タカギ電化 小売業 電化製品 5%

195,680 広島県 福山市 高木ミンク福山店 小売業 衣料品 5%

195,681 広島県 福山市 高橋カバン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

195,682 広島県 福山市 高屋電機サービス 小売業 電化製品 5%

195,683 広島県 福山市 高山産業　福山支店 小売業 その他小売 5%

195,684 広島県 福山市 田口製陶所 サービス その他サービス 5%

195,685 広島県 福山市 竹野食堂 サービス 飲食業 5%

195,686 広島県 福山市 タジデンキＢＳタジ 小売業 電化製品 5%

195,687 広島県 福山市 タジデンキ福山店 小売業 電化製品 5%

195,688 広島県 福山市 タジデンキまなぐら 小売業 電化製品 5%

195,689 広島県 福山市 ＴＡＸ福山店 サービス その他サービス 5%

195,690 広島県 福山市 タニダ動物病院 サービス その他サービス 5%

195,691 広島県 福山市 新市ショッピングプラザたまや 小売業 衣料品 5%

195,692 広島県 福山市 ＤＡＮＪＯ 福山天満屋店 小売業 衣料品 5%

195,693 広島県 福山市 ＤＡＮＪＯ　アイネス　フクヤマ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

195,694 広島県 福山市 タンタン 小売業 衣料品 5%

195,695 広島県 福山市 ＴＡＮ　ＴＡＮ　福山店 小売業 衣料品 5%

195,696 広島県 福山市 タンタン　松永店 小売業 衣料品 5%

195,697 広島県 福山市 チェックオート サービス その他サービス 5%

195,698 広島県 福山市 Ｃｈｅｌｓｅａ　さんすて福山店 小売業 衣料品 5%

195,699 広島県 福山市 近田電交社 小売業 電化製品 5%

195,700 広島県 福山市 近田電交社今岡店 小売業 電化製品 5%

195,701 広島県 福山市 チャイハネ　福山 小売業 衣料品 5%

195,702 広島県 福山市 チャレンジャー チャレンジャー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,703 広島県 福山市 中央鈑金 サービス その他サービス 5%

195,704 広島県 福山市 中華ダイニング青冥 サービス 飲食業 5%

195,705 広島県 福山市 中国四川料理　又来軒 サービス 飲食業 5%

195,706 広島県 福山市 中国中央病院売店 小売業 その他小売 5%

195,707 広島県 福山市 調度品の亀川 小売業 家具・調度品 5%

195,708 広島県 福山市 調度品の亀川　胡店 小売業 その他小売 5%

195,709 広島県 福山市 直販ふとん工房 サービス その他サービス 5%

195,710 広島県 福山市 塚本電機 小売業 電化製品 5%

195,711 広島県 福山市 月図庵 小売業 衣料品 5%

195,712 広島県 福山市 土屋本店さんすて福山店 小売業 食料品 5%

195,713 広島県 福山市 土屋薬局 小売業 その他小売 5%

195,714 広島県 福山市 つむぎ動物病院 サービス その他サービス 5%

195,715 広島県 福山市 つるべ川口店 サービス 飲食業 5%

195,716 広島県 福山市 つるべ南蔵王店 サービス 飲食業 5%

195,717 広島県 福山市 つるみ電器 小売業 電化製品 5%

195,718 広島県 福山市 ティ?エヌ福山店 サービス その他サービス 2%

195,719 広島県 福山市 Ｔ’ｓ　ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

195,720 広島県 福山市 ＤｅｅｐＧｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%
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195,721 広島県 福山市 ＴＬＣヤマネ 小売業 電化製品 5%

195,722 広島県 福山市 Ｔｉｔｉｙ．Ｒ サービス 理容・美容業 5%

195,723 広島県 福山市 Ｔｉａｍ サービス 理容・美容業 5%

195,724 広島県 福山市 （株）デコ　ａｇｒｅａｂｌｍａｎｔ　MARKET 小売業 衣料品 5%

195,725 広島県 福山市 ｄｅｃｏｒａｔｉｏｎｏｒｄｅｒｓａｌｏｎｐｌｓ＋Ｎ 小売業 衣料品 5%

195,726 広島県 福山市 鉄板ＳＴＡＤＩＵＭ　ＢＡＲＫＡＮ サービス 飲食業 5%

195,727 広島県 福山市 鉄板焼食堂鉄餞 サービス 飲食業 5%

195,728 広島県 福山市 鉄ぱん屋弁兵衛　福山駅前店 サービス 飲食業 5%

195,729 広島県 福山市 Ｔｅ×ｔｅｔｅ 小売業 その他小売 5%

195,730 広島県 福山市 手羽先道場　ぐんけい サービス 飲食業 5%

195,731 広島県 福山市 天下ばし サービス 飲食業 5%

195,732 広島県 福山市 デンキのフジイ 小売業 電化製品 5%

195,733 広島県 福山市 でんきやダンジョー 小売業 電化製品 5%

195,734 広島県 福山市 東京・銀座リエジュ　蔵王店 小売業 貴金属・服飾品 5%

195,735 広島県 福山市 とうふや まん天 小売業 食料品 5%

195,736 広島県 福山市 トゥモローランド　福山店 小売業 衣料品 5%

195,737 広島県 福山市 東洋額装 サービス その他サービス 5%

195,738 広島県 福山市 東洋石材工芸社　福山店 小売業 その他小売 5%

195,739 広島県 福山市 東和交通株式会社　１１６ サービス 運輸業 5%

195,740 広島県 福山市 トータルスタジオフォセット　福山店 サービス その他サービス 5%

195,741 広島県 福山市 徳川　福山東深津店 サービス 飲食業 5%

195,742 広島県 福山市 徳田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,743 広島県 福山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鋼管通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,744 広島県 福山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ福山東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,745 広島県 福山市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅセルフみどりまちＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,746 広島県 福山市 時計・メガネ・宝石　イシイ 小売業 その他小売 5%

195,747 広島県 福山市 ドコモショップ　蔵王店 小売業 電化製品 5%

195,748 広島県 福山市 ドコモショップ　サファ福山店 小売業 電化製品 5%

195,749 広島県 福山市 ドコモショップ　福山みどり町店 小売業 電化製品 5%

195,750 広島県 福山市 ドコモショップ　福山三吉店 小売業 電化製品 5%

195,751 広島県 福山市 トータルコーディネート葉Ｒａｎ 小売業 衣料品 5%

195,752 広島県 福山市 戸手　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,753 広島県 福山市 靹駅前　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,754 広島県 福山市 鞆の浦　ａ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

195,755 広島県 福山市 鞆のふとん家 小売業 家具・調度品 5%

195,756 広島県 福山市 トヨタレンタリース広島　福山北店 サービス その他サービス 2%

195,757 広島県 福山市 トヨタレンタリース広島福山駅前店 サービス その他サービス 2%

195,758 広島県 福山市 トヨタレンタリース広島福山東店 サービス その他サービス 2%

195,759 広島県 福山市 トヨタレンタリース広島福山南店 サービス その他サービス 2%

195,760 広島県 福山市 Ｔｒｉａｎｇｌｅ サービス 理容・美容業 5%

195,761 広島県 福山市 虎屋本舗沖野上店 小売業 食料品 5%

195,762 広島県 福山市 虎屋本舗木之庄店 小売業 食料品 5%
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195,763 広島県 福山市 虎屋本舗蔵王店 小売業 食料品 5%

195,764 広島県 福山市 虎屋本舗　さんすて福山店 小売業 食料品 5%

195,765 広島県 福山市 虎屋本舗新徳田店 小売業 食料品 5%

195,766 広島県 福山市 虎屋本舗本店 小売業 食料品 5%

195,767 広島県 福山市 どりあん 小売業 食料品 5%

195,768 広島県 福山市 トリコテ 小売業 その他小売 5%

195,769 広島県 福山市 鳥三郎 福山御幸店 サービス 飲食業 5%

195,770 広島県 福山市 鳥三郎　福山三吉店 サービス 飲食業 5%

195,771 広島県 福山市 Ｔｏｒｃｈｏｎ 小売業 その他小売 5%

195,772 広島県 福山市 ドルセ　さんすて福山店 小売業 食料品 5%

195,773 広島県 福山市 豚喜　かつ処　豚喜 サービス 飲食業 5%

195,774 広島県 福山市 ［ＨＣ］中根電機工業株式会社 小売業 電化製品 5%

195,775 広島県 福山市 ナチュレ 小売業 食料品 5%

195,776 広島県 福山市 なにわ料理　藤 サービス 飲食業 5%

195,777 広島県 福山市 ナラキデンキ 小売業 電化製品 5%

195,778 広島県 福山市 南海部品福山店 小売業 その他小売 5%

195,779 広島県 福山市 肉菜ダイニング 五色 サービス 飲食業 5%

195,780 広島県 福山市 肉料理Ｚｕｓｈｉｏ サービス 飲食業 5%

195,781 広島県 福山市 ニコニコミシン福山店 小売業 電化製品 5%

195,782 広島県 福山市 にしき堂　さんすて福山店 小売業 食料品 5%

195,783 広島県 福山市 西日本シロアリ・ハチ駆除センター サービス その他サービス 5%

195,784 広島県 福山市 西日本メディカル福山営業所 小売業 その他小売 5%

195,785 広島県 福山市 ニチエーさんらいず店 小売業 食料品 5%

195,786 広島県 福山市 ニチエー柳津店 小売業 食料品 5%

195,787 広島県 福山市 ニッカホーム　福山営業所 サービス その他サービス 5%

195,788 広島県 福山市 ニューヴィークル 小売業 その他小売 5%

195,789 広島県 福山市 ニュースサービス日経福山 小売業 その他小売 5%

195,790 広島県 福山市 Ｎｅｕｔｒａｌ　メンズヘアー サービス 理容・美容業 5%

195,791 広島県 福山市 Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋｅｒ　レディス神辺店 小売業 衣料品 5%

195,792 広島県 福山市 ｎｉｎｎｉｋｕｙａ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　リゾート　福山店 サービス 飲食業 5%

195,793 広島県 福山市 沼隈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,794 広島県 福山市 セブン－イレブン沼隈町店 小売業 食料品 2%

195,795 広島県 福山市 ＬＩＢＥＲＴＹ サービス 理容・美容業 5%

195,796 広島県 福山市 ネッツトヨタ中国福山店 小売業 その他小売 5%

195,797 広島県 福山市 ネッツトヨタ中国福山西店 小売業 その他小売 5%

195,798 広島県 福山市 ネッツトヨタ中国府中店 小売業 その他小売 5%

195,799 広島県 福山市 ネッツトヨタ広島神辺店 小売業 その他小売 5%

195,800 広島県 福山市 ネッツトヨタ広島福山店 小売業 その他小売 5%

195,801 広島県 福山市 ネッツトヨタ広島　福山東店 小売業 その他小売 5%

195,802 広島県 福山市 ネットウェーブ サービス その他サービス 5%

195,803 広島県 福山市 野島自動車 小売業 その他小売 5%

195,804 広島県 福山市 Ｂａｒ伊右衛門 サービス 飲食業 5%
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

195,805 広島県 福山市 パーソナルトレーニングジムＬｉＦＴ サービス その他サービス 5%

195,806 広島県 福山市 パーツクラブ　さんすて福山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

195,807 広島県 福山市 ハートダンス　さんすて福山店 小売業 その他小売 5%

195,808 広島県 福山市 Ｂａｒ　Ｂｕｌｌｓｈｏｏｔｅｒ サービス 飲食業 5%

195,809 広島県 福山市 Ｈａｒｖｅｓｔ サービス 飲食業 5%

195,810 広島県 福山市 ＨａｒｌｅｙＤａｖｉｄｓｏｎ福山 小売業 その他小売 5%

195,811 広島県 福山市 バイシクルショップ　ＦＩＮＥ 小売業 その他小売 5%

195,812 広島県 福山市 白十字　蔵王店 小売業 食料品 5%

195,813 広島県 福山市 白十字　新市店 小売業 食料品 5%

195,814 広島県 福山市 白十字　新涯店 小売業 食料品 5%

195,815 広島県 福山市 ばくだん酒場 サービス 飲食業 5%

195,816 広島県 福山市 パソコンドック２４　福山店 サービス その他サービス 5%

195,817 広島県 福山市 パソコンドック２４福山店 サービス その他サービス 5%

195,818 広島県 福山市 ハタダ福山新涯店 小売業 食料品 5%

195,819 広島県 福山市 ハッピークリエイション 小売業 その他小売 5%

195,820 広島県 福山市 パティスリー・ノワ 小売業 食料品 5%

195,821 広島県 福山市 パナックまつうら 小売業 電化製品 5%

195,822 広島県 福山市 パブハウス　ピア サービス 飲食業 5%

195,823 広島県 福山市 はぶ文泉堂 小売業 その他小売 5%

195,824 広島県 福山市 浜吉　福山２号店 小売業 食料品 5%

195,825 広島県 福山市 浜吉 福山３号店 小売業 食料品 5%

195,826 広島県 福山市 早川自動車 サービス その他サービス 5%

195,827 広島県 福山市 原田電化 小売業 電化製品 5%

195,828 広島県 福山市 Ｈａ?Ｌａｐｐａ ｈａｌａｐｐａ サービス その他サービス 5%

195,829 広島県 福山市 ハリウッドスター にんにくや 福山店 サービス 飲食業 5%

195,830 広島県 福山市 はりきゅう屋 サービス 理容・美容業 5%

195,831 広島県 福山市 ＰＡＲＩＧＯＴ 小売業 衣料品 5%

195,832 広島県 福山市 ＰＡＲＩＧＯＴ 福山 小売業 衣料品 5%

195,833 広島県 福山市 パリゴデフィ 小売業 衣料品 5%

195,834 広島県 福山市 パリゴ福山 小売業 衣料品 5%

195,835 広島県 福山市 ＢＡＲｉＳ サービス 理容・美容業 5%

195,836 広島県 福山市 ＢＡＲｉＳ　バリス　　ＢＳＲｉＳ サービス 理容・美容業 5%

195,837 広島県 福山市 春吉 サービス 飲食業 5%

195,838 広島県 福山市 ＢａｌｃｏｍＳｑｕａｒｅ福山 小売業 その他小売 5%

195,839 広島県 福山市 ＢａｌｃｏｍＢＭＷ福山・ＢＭＷＰｒｅｍｉｕｍＳｅｌｅｃｔｉｏｎ福山・ＭＩＮＩ福山 小売業 その他小売 5%

195,840 広島県 福山市 バルコムモータース　ＭＣ福山 小売業 その他小売 5%

195,841 広島県 福山市 バルコムモータース　福山 小売業 その他小売 5%

195,842 広島県 福山市 Ｐａｌｍ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

195,843 広島県 福山市 ハーレーダビッドソン　バルコム福山 サービス その他サービス 5%

195,844 広島県 福山市 ハローホーム サービス その他サービス 5%

195,845 広島県 福山市 （有）パワーズ 小売業 衣料品 5%

195,846 広島県 福山市 ハンコ卸売センター福山店 小売業 その他小売 5%
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

195,847 広島県 福山市 はんなり　福山リム店 小売業 衣料品 5%

195,848 広島県 福山市 ＨＵＭＰＴＹ　ＤＵＭＰＴＹ福山曙店 小売業 その他小売 5%

195,849 広島県 福山市 ハンプティーダンプティー福山曙　Ｅ．ＲＧ店 小売業 衣料品 5%

195,850 広島県 福山市 ハンプティーダンプティー福山北　Ｅ．Ｒ．Ｇ店 小売業 衣料品 5%

195,851 広島県 福山市 ＨＵＭＰＴＹ　ＤＵＭＰＴＹ福山北店 小売業 その他小売 5%

195,852 広島県 福山市 ハンプティーダンプティー 小売業 その他小売 5%

195,853 広島県 福山市 ビアンコ 小売業 衣料品 5%

195,854 広島県 福山市 Ｂ．Ｂ．Ｙｍｏｄｉｆｙ 小売業 その他小売 5%

195,855 広島県 福山市 Ｂ．Ｍ　ＯＵＴＬＥＴ　ｓａｆａ福山店 小売業 衣料品 5%

195,856 広島県 福山市 ひかり洋菓子店 小売業 食料品 5%

195,857 広島県 福山市 ひごペットフレンドリー フジグラン神辺 小売業 その他小売 5%

195,858 広島県 福山市 ビジネスインかぶたん サービス 宿泊業 5%

195,859 広島県 福山市 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｇａｌｕｅ サービス 飲食業 5%

195,860 広島県 福山市 ビッグアメリカンショップ 新涯店 小売業 衣料品 2%

195,861 広島県 福山市 ビッグアメリカンショップ　蔵王店 小売業 衣料品 2%

195,862 広島県 福山市 ｈｉｔｏｔｏｋｉ サービス 理容・美容業 5%

195,863 広島県 福山市 ひな市 サービス 飲食業 5%

195,864 広島県 福山市 備南オート サービス その他サービス 5%

195,865 広島県 福山市 備南オート サービス その他サービス 5%

195,866 広島県 福山市 ＢＰＳ神辺 サービス その他サービス 5%

195,867 広島県 福山市 ビューティーアイラッシュ　さんすて福山店 サービス 理容・美容業 5%

195,868 広島県 福山市 ビューティーエース サービス 理容・美容業 5%

195,869 広島県 福山市 美容室　ヤスミチ サービス 理容・美容業 5%

195,870 広島県 福山市 美容室ａＲｔ サービス 理容・美容業 5%

195,871 広島県 福山市 美容室ａＲｔ サービス 理容・美容業 5%

195,872 広島県 福山市 広島トヨペット神辺店 小売業 その他小売 5%

195,873 広島県 福山市 広島トヨペット福山曙店 小売業 その他小売 5%

195,874 広島県 福山市 広島トヨペット福山西町店 小売業 その他小売 5%

195,875 広島県 福山市 広島トヨペット福山引野店 小売業 その他小売 5%

195,876 広島県 福山市 広島トヨペット府中店 小売業 その他小売 5%

195,877 広島県 福山市 広島トヨペットＵーＣａｒＡＬＡＬあけぼの 小売業 その他小売 5%

195,878 広島県 福山市 広島トヨペットＵ－ＣａｒＡＬＡＬみゆき 小売業 その他小売 5%

195,879 広島県 福山市 広島トヨペットレクサス福山 小売業 その他小売 5%

195,880 広島県 福山市 広島ユニオン 小売業 その他小売 5%

195,881 広島県 福山市 備後鈑金 サービス その他サービス 5%

195,882 広島県 福山市 備後鈑金営業本部 サービス その他サービス 5%

195,883 広島県 福山市 セブン－イレブン備後府中中須大踏切店 小売業 食料品 2%

195,884 広島県 福山市 ファイテンショップ　福山営業所 小売業 その他小売 5%

195,885 広島県 福山市 ｆａｃｔｏｒｙ 小売業 その他小売 5%

195,886 広島県 福山市 ｆａｇｏｔ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇ サービス 理容・美容業 5%

195,887 広島県 福山市 ファシオール　オーガニックカフェ　アージョ サービス 飲食業 5%

195,888 広島県 福山市 ファシオール　ヘアサロンオーチェ　本店 サービス 理容・美容業 5%
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195,889 広島県 福山市 ファシオール ヘアサロンオーチェ 福山春日店 サービス 理容・美容業 5%

195,890 広島県 福山市 ファションフジ 小売業 衣料品 5%

195,891 広島県 福山市 ｆａｄ　　ファド サービス 理容・美容業 5%

195,892 広島県 福山市 ファミリーフォトココロフル　南蔵王店 小売業 その他小売 5%

195,893 広島県 福山市 フィオレフジイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

195,894 広島県 福山市 フードガーデンニチエー新市店 小売業 食料品 5%

195,895 広島県 福山市 Ｂｏｏ　ｈａｉｒ　ブー サービス 理容・美容業 5%

195,896 広島県 福山市 フォセット 福山店 サービス その他サービス 5%

195,897 広島県 福山市 ＦＯＳＳＥＴＴＥ　福山店 サービス その他サービス 5%

195,898 広島県 福山市 ｆｏｒｅｓｔ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

195,899 広島県 福山市 福大通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,900 広島県 福山市 福菱電機株式会社 小売業 電化製品 5%

195,901 広島県 福山市 セブン－イレブン福山曙５丁目店 小売業 食料品 2%

195,902 広島県 福山市 セブン－イレブン福山曙町店 小売業 食料品 2%

195,903 広島県 福山市 福山曙東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,904 広島県 福山市 エーガルチケット２ サービス その他サービス 5%

195,905 広島県 福山市 セブン－イレブン福山駅前店 小売業 食料品 2%

195,906 広島県 福山市 セブン－イレブン福山駅家町江良店 小売業 食料品 2%

195,907 広島県 福山市 セブン－イレブン福山駅家町上山守店 小売業 食料品 2%

195,908 広島県 福山市 セブン－イレブン福山駅家町倉光店 小売業 食料品 2%

195,909 広島県 福山市 福山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,910 広島県 福山市 福山Ｍ．Ｋテック サービス その他サービス 5%

195,911 広島県 福山市 セブン－イレブン福山沖野上２丁目店 小売業 食料品 2%

195,912 広島県 福山市 福山オリエンタルホテル サービス 宿泊業 5%

195,913 広島県 福山市 福山家具センター 小売業 家具・調度品 5%

195,914 広島県 福山市 セブン－イレブン福山春日６丁目店 小売業 食料品 2%

195,915 広島県 福山市 セブン－イレブン福山木之庄店 小売業 食料品 2%

195,916 広島県 福山市 福山きもの学院株式会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

195,917 広島県 福山市 セブン－イレブン福山光南３丁目店 小売業 食料品 2%

195,918 広島県 福山市 福山甲羅本店 サービス 飲食業 5%

195,919 広島県 福山市 福山ゴルフ 小売業 その他小売 5%

195,920 広島県 福山市 セブン－イレブン福山蔵王３丁目店 小売業 食料品 2%

195,921 広島県 福山市 セブン－イレブン福山下加茂店 小売業 食料品 2%

195,922 広島県 福山市 セブン－イレブン福山昭和町店 小売業 食料品 2%

195,923 広島県 福山市 セブン－イレブン福山新市町店 小売業 食料品 2%

195,924 広島県 福山市 セブン－イレブン福山新涯３丁目店 小売業 食料品 2%

195,925 広島県 福山市 福山瀬戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,926 広島県 福山市 福山大学　会館食堂 サービス 飲食業 5%

195,927 広島県 福山市 福山大学　カフェテリア爽風 サービス 飲食業 5%

195,928 広島県 福山市 福山大学　喫茶フーズカフェ サービス 飲食業 5%

195,929 広島県 福山市 セブン－イレブン福山大門３丁目店 小売業 食料品 2%

195,930 広島県 福山市 セブン－イレブン福山大門１丁目店 小売業 食料品 2%
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195,931 広島県 福山市 セブン－イレブン福山宝町店 小売業 食料品 2%

195,932 広島県 福山市 セブン－イレブン福山多治米１丁目店 小売業 食料品 2%

195,933 広島県 福山市 セブン－イレブン福山多治米４丁目店 小売業 食料品 2%

195,934 広島県 福山市 福山ターミナルホテル サービス 宿泊業 5%

195,935 広島県 福山市 福山テクノ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,936 広島県 福山市 セブン－イレブン福山手城町３丁目店 小売業 食料品 2%

195,937 広島県 福山市 セブン－イレブン福山手城店 小売業 食料品 2%

195,938 広島県 福山市 セブン－イレブン福山道三町店 小売業 食料品 2%

195,939 広島県 福山市 セブン－イレブン福山中津原堂前店 小売業 食料品 2%

195,940 広島県 福山市 福山ナニワ 小売業 その他小売 5%

195,941 広島県 福山市 セブン－イレブン福山西新涯町１丁目店 小売業 食料品 2%

195,942 広島県 福山市 セブン－イレブン福山西町１丁目店 小売業 食料品 2%

195,943 広島県 福山市 福山ハリウッドスター サービス その他サービス 5%

195,944 広島県 福山市 セブン－イレブン福山東川口４丁目店 小売業 食料品 2%

195,945 広島県 福山市 セブン－イレブン福山東手城３丁目店 小売業 食料品 2%

195,946 広島県 福山市 セブン－イレブン福山東深津１丁目店 小売業 食料品 2%

195,947 広島県 福山市 セブン－イレブン福山東深津３丁目店 小売業 食料品 2%

195,948 広島県 福山市 セブン－イレブン福山東町３丁目店 小売業 食料品 2%

195,949 広島県 福山市 セブン－イレブン福山引野北４丁目店 小売業 食料品 2%

195,950 広島県 福山市 福山プラザホテル サービス 宿泊業 5%

195,951 広島県 福山市 福山平成大学　学生食堂 サービス 飲食業 5%

195,952 広島県 福山市 セブン－イレブン福山平成大学通り店 小売業 食料品 2%

195,953 広島県 福山市 セブン－イレブン福山ポートプラザ店 小売業 食料品 2%

195,954 広島県 福山市 セブン－イレブン福山松永バイパス入口店 小売業 食料品 2%

195,955 広島県 福山市 セブン－イレブン福山南蔵王３丁目店 小売業 食料品 2%

195,956 広島県 福山市 セブン－イレブン福山南蔵王２丁目店 小売業 食料品 2%

195,957 広島県 福山市 セブン－イレブン福山南蔵王６丁目店 小売業 食料品 2%

195,958 広島県 福山市 セブン－イレブン福山南手城４丁目店 小売業 食料品 2%

195,959 広島県 福山市 セブン－イレブン福山南松永店 小売業 食料品 2%

195,960 広島県 福山市 セブン－イレブン福山箕島町店 小売業 食料品 2%

195,961 広島県 福山市 セブン－イレブン福山水呑半坂橋店 小売業 食料品 2%

195,962 広島県 福山市 セブン－イレブン福山水呑南新田店 小売業 食料品 2%

195,963 広島県 福山市 福山御幸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

195,964 広島県 福山市 セブン－イレブン福山御幸町店 小売業 食料品 2%

195,965 広島県 福山市 セブン－イレブン福山御幸町中津原店 小売業 食料品 2%

195,966 広島県 福山市 セブン－イレブン福山御幸町森脇店 小売業 食料品 2%

195,967 広島県 福山市 セブン－イレブン福山明神２丁目店 小売業 食料品 2%

195,968 広島県 福山市 セブン－イレブン福山三吉町南店 小売業 食料品 2%

195,969 広島県 福山市 福山ラジコンセンター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,970 広島県 福山市 福山ロイヤルホテル サービス 宿泊業 5%

195,971 広島県 福山市 福山ロードサービス サービス その他サービス 5%

195,972 広島県 福山市 セブン－イレブン福山若松町店 小売業 食料品 2%

4668



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

195,973 広島県 福山市 藤井酒店 小売業 食料品 5%

195,974 広島県 福山市 フジグラン神辺店 小売業 その他小売 5%

195,975 広島県 福山市 藤原建材店 小売業 その他小売 5%

195,976 広島県 福山市 府中展示館 小売業 家具・調度品 5%

195,977 広島県 福山市 ブックメイト　川口店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,978 広島県 福山市 ブックメイト　神辺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,979 広島県 福山市 ブックメイト蔵王店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

195,980 広島県 福山市 ブティッククラスター 小売業 衣料品 5%

195,981 広島県 福山市 ブティックマルフク 小売業 衣料品 5%

195,982 広島県 福山市 Ｐｅｔｉｔ　Ｂａｓｅ サービス 理容・美容業 5%

195,983 広島県 福山市 フードガーデンニチエー沼南店 小売業 食料品 5%

195,984 広島県 福山市 フードガーデンニチエー新市店 小売業 食料品 5%

195,985 広島県 福山市 フードガーデンニチエー瀬戸店 小売業 食料品 5%

195,986 広島県 福山市 フードグランニチエー三吉店 小売業 食料品 5%

195,987 広島県 福山市 ふなまちベイホール サービス 飲食業 5%

195,988 広島県 福山市 ブブアブ　フジグラン神辺店 サービス その他サービス 5%

195,989 広島県 福山市 リアン サービス その他サービス 5%

195,990 広島県 福山市 プラススタイル サービス その他サービス 5%

195,991 広島県 福山市 プラステンヘア メイク プラステン サービス 理容・美容業 5%

195,992 広島県 福山市 ＦＬＡＴ平櫛電機 小売業 電化製品 5%

195,993 広島県 福山市 フラワー花辰 小売業 その他小売 5%

195,994 広島県 福山市 ｆｌｏｗｅｒ　ｂｕｂｂｌｙ 小売業 その他小売 5%

195,995 広島県 福山市 ｂｒａｎｃａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

195,996 広島県 福山市 ＢｌｅｕＢｌｅｕｅｔさんすて福山店 小売業 その他小売 5%

195,997 広島県 福山市 ブルーメイト 小売業 衣料品 5%

195,998 広島県 福山市 ＰＬＡＣＥ 小売業 その他小売 5%

195,999 広島県 福山市 フレスタ　北吉津店 小売業 その他小売 5%

196,000 広島県 福山市 フレスタ　福山三吉店 小売業 その他小売 5%

196,001 広島県 福山市 フレスタ北吉津店 小売業 その他小売 5%

196,002 広島県 福山市 フレスタ木之庄店 小売業 その他小売 5%

196,003 広島県 福山市 フレスタ草戸店 小売業 その他小売 5%

196,004 広島県 福山市 フレスタ蔵王店 小売業 その他小売 5%

196,005 広島県 福山市 フレスタ多治米店 小売業 その他小売 5%

196,006 広島県 福山市 フレスタ福山三吉店 小売業 その他小売 5%

196,007 広島県 福山市 ブロードサービス 小売業 その他小売 5%

196,008 広島県 福山市 フローリストもん 小売業 その他小売 5%

196,009 広島県 福山市 ｈａｉｒａｔｅｌｉｅｒＳｕｇｉ サービス 理容・美容業 5%

196,010 広島県 福山市 ヘアーサロンあけぼの サービス 理容・美容業 5%

196,011 広島県 福山市 ヘアーサロンアケボノ サービス 理容・美容業 5%

196,012 広島県 福山市 ヘアーステージＲｅｐｌａｙ サービス 理容・美容業 5%

196,013 広島県 福山市 ｈａｉｒ　Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

196,014 広島県 福山市 ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ サービス 理容・美容業 5%
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196,015 広島県 福山市 ヘアサロンメルシー サービス 理容・美容業 5%

196,016 広島県 福山市 ヘアデザイン　ソナ サービス 理容・美容業 5%

196,017 広島県 福山市 ヘア－モ－ドサロンヤスミチ　御門店 サービス 理容・美容業 5%

196,018 広島県 福山市 ヘア－モ－ドサロンヤスミチ　元町店 サービス 理容・美容業 5%

196,019 広島県 福山市 ＢＦＰ福山曙店 サービス 飲食業 5%

196,020 広島県 福山市 ＢＦＰ福山神辺店 サービス 飲食業 5%

196,021 広島県 福山市 ハンバーグレストランペーな サービス 飲食業 5%

196,022 広島県 福山市 ｐｅｃｏｒａ　【ペコラ】 サービス 飲食業 5%

196,023 広島県 福山市 ベッセルイン福山駅北口 サービス 宿泊業 5%

196,024 広島県 福山市 ペット訪問セレモニー福山 サービス その他サービス 5%

196,025 広島県 福山市 ＢＥＬＵＮＡ サービス 理容・美容業 5%

196,026 広島県 福山市 勉強堂　川口店 小売業 食料品 5%

196,027 広島県 福山市 ＢＯＡ 小売業 衣料品 5%

196,028 広島県 福山市 ボウナカデンキ 小売業 電化製品 5%

196,029 広島県 福山市 有限会社ホームリビング 小売業 電化製品 5%

196,030 広島県 福山市 ボークス福山ショールーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

196,031 広島県 福山市 北海道うまいもの館福山店 小売業 食料品 5%

196,032 広島県 福山市 ホテル　エリアワン福山 サービス その他サービス 5%

196,033 広島県 福山市 鴎風亭 サービス 宿泊業 5%

196,034 広島県 福山市 ホテル１－２－３　福山 サービス 宿泊業 5%

196,035 広島県 福山市 ポプラ福山芦田店 小売業 その他小売 2%

196,036 広島県 福山市 ホーミイダイニング サービス 飲食業 5%

196,037 広島県 福山市 ホーミイダイニング　ＢＦＰ サービス 飲食業 5%

196,038 広島県 福山市 ＢＯＵＬＤＥＲＩＮＧ ＳＰＡＣＥ ＫＯＫＯＰＥＬＬｉ サービス その他サービス 5%

196,039 広島県 福山市 ホルモン焼肉ぶち　福山駅前店 サービス 飲食業 5%

196,040 広島県 福山市 ホワイト急便　本庄ひまわり店 サービス その他サービス 5%

196,041 広島県 福山市 ホワイト急便 沖野上工場前店 サービス その他サービス 5%

196,042 広島県 福山市 ホワイト急便　ハローズ南松永店 サービス その他サービス 5%

196,043 広島県 福山市 ホワイト急便 春日店 サービス その他サービス 5%

196,044 広島県 福山市 ホワイト急便 東駅前店 サービス その他サービス 5%

196,045 広島県 福山市 ホワイト急便 ハローズ山手店 サービス その他サービス 5%

196,046 広島県 福山市 ホワイト急便 新涯ハローズ前店 サービス その他サービス 5%

196,047 広島県 福山市 ホワイト急便 神辺ハローズ前店 サービス その他サービス 5%

196,048 広島県 福山市 ホワイト急便　新市戸手店 サービス その他サービス 5%

196,049 広島県 福山市 ホワイト急便　駅家店 サービス その他サービス 5%

196,050 広島県 福山市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,051 広島県 福山市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,052 広島県 福山市 マイン福山店 サービス その他サービス 5%

196,053 広島県 福山市 まかないキッチンやまさき レジ２ 小売業 食料品 5%

196,054 広島県 福山市 マクドナルド福山神辺店 サービス 飲食業 2%

196,055 広島県 福山市 マクドナルドフジグラン神辺店 サービス 飲食業 2%

196,056 広島県 福山市 マジェスティック・レゴン 小売業 衣料品 2%
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196,057 広島県 福山市 松永瓦斯　ＬＰガス販売所 小売業 その他小売 5%

196,058 広島県 福山市 松浜町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,059 広島県 福山市 ＭＡＤＯショップ福山店 小売業 その他小売 5%

196,060 広島県 福山市 ＭＡ?なべや　福山店 サービス 飲食業 5%

196,061 広島県 福山市 マネケンJR福山駅店 サービス 飲食業 5%

196,062 広島県 福山市 ママイクコ　福山 小売業 その他小売 5%

196,063 広島県 福山市 ママイクコ福山天満屋Ｈ．Ｔ．Ｐ 小売業 その他小売 5%

196,064 広島県 福山市 ママンボーテ サービス 理容・美容業 5%

196,065 広島県 福山市 豆徳本店 小売業 食料品 5%

196,066 広島県 福山市 マルゴデリさんすて福山店 サービス 飲食業 5%

196,067 広島県 福山市 丸新本店（株）　きもの蔵や　福山店 小売業 衣料品 5%

196,068 広島県 福山市 ◯知食堂 小売業 食料品 5%

196,069 広島県 福山市 マルフク　神辺店 小売業 衣料品 5%

196,070 広島県 福山市 マルフク株式会社美と健康事業部 小売業 衣料品 5%

196,071 広島県 福山市 マルフクジョレス 小売業 衣料品 5%

196,072 広島県 福山市 マロンドール 小売業 食料品 5%

196,073 広島県 福山市 汀邸遠音近音 サービス 宿泊業 5%

196,074 広島県 福山市 ミシマ自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

196,075 広島県 福山市 水呑　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,076 広島県 福山市 ｍｉｘｍｉｘ 小売業 衣料品 5%

196,077 広島県 福山市 南松永ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,078 広島県 福山市 ＭＩＮＩ　福山 サービス その他サービス 5%

196,079 広島県 福山市 箕沖　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,080 広島県 福山市 ミノル 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,081 広島県 福山市 都　あけぼの サービス 飲食業 5%

196,082 広島県 福山市 宮本カバン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,083 広島県 福山市 宮脇書店　福山多治米店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

196,084 広島県 福山市 宮脇書店　フジ神辺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

196,085 広島県 福山市 ミュージックライフＤＡＮ 小売業 その他小売 5%

196,086 広島県 福山市 御幸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,087 広島県 福山市 御幸石油本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,088 広島県 福山市 三好商店 小売業 電化製品 5%

196,089 広島県 福山市 三吉鈑金塗装工業 サービス その他サービス 5%

196,090 広島県 福山市 ＭｉｌｉＭｉｌｉ 小売業 衣料品 5%

196,091 広島県 福山市 ミルキーウェイ サービス 理容・美容業 5%

196,092 広島県 福山市 無印良品 フジグラン神辺 小売業 その他小売 2%

196,093 広島県 福山市 村井電機商会 小売業 電化製品 5%

196,094 広島県 福山市 むらかみでんき　佐藤店 小売業 電化製品 5%

196,095 広島県 福山市 むらかみでんき高田店 小売業 電化製品 5%

196,096 広島県 福山市 村上モータース 小売業 その他小売 5%

196,097 広島県 福山市 ＭＡＫＥＳＴＵＤＩＯＣＨＡＴ サービス 理容・美容業 5%

196,098 広島県 福山市 銘店舎　阿藻珍味　松永店 小売業 家具・調度品 5%
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196,099 広島県 福山市 メガネ２１　蔵王店 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,100 広島県 福山市 メガネ２１　松永店 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,101 広島県 福山市 メガネ２１　蔵王店 小売業 その他小売 5%

196,102 広島県 福山市 メガネの麻生 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,103 広島県 福山市 めがねのウインク 小売業 その他小売 5%

196,104 広島県 福山市 メガネの田中　イトーヨーカドー福山店 小売業 その他小売 5%

196,105 広島県 福山市 メガネの田中　コンタクト福山本 小売業 その他小売 5%

196,106 広島県 福山市 メガネの田中　サファ福山店 小売業 その他小売 5%

196,107 広島県 福山市 メガネの田中　福山新涯店 小売業 その他小売 5%

196,108 広島県 福山市 メガネの田中　福山本店 小売業 その他小売 5%

196,109 広島県 福山市 メガネの田中　フジグラン神辺店 小売業 その他小売 5%

196,110 広島県 福山市 メガネのナカシマ＆オフタイム 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,111 広島県 福山市 めがねのミヨシ サービス その他サービス 5%

196,112 広島県 福山市 めがね美誠堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,113 広島県 福山市 メディアカフェ　ポパイ　春日店 サービス その他サービス 5%

196,114 広島県 福山市 メリー美容室 サービス 理容・美容業 5%

196,115 広島県 福山市 メンズショップ　ケンハウス　福山店 小売業 衣料品 5%

196,116 広島県 福山市 メンズヘアー　Ｎｅｕｔｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

196,117 広島県 福山市 ＭＯＥ 小売業 家具・調度品 5%

196,118 広島県 福山市 モードしもみや 小売業 衣料品 5%

196,119 広島県 福山市 ｍｏｃａ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

196,120 広島県 福山市 ｍｏｇｕｔｅ サービス 飲食業 5%

196,121 広島県 福山市 モダン・プロ　福山店 小売業 食料品 5%

196,122 広島県 福山市 モードブルージュ福山店 小売業 衣料品 5%

196,123 広島県 福山市 元町フラット サービス 宿泊業 5%

196,124 広島県 福山市 紅葉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,125 広島県 福山市 もりせんおにぎりぶぎょう サービス 飲食業 5%

196,126 広島県 福山市 やえば サービス 飲食業 5%

196,127 広島県 福山市 焼鳥ジロー 焼鳥ジロー サービス 飲食業 5%

196,128 広島県 福山市 焼肉一楽　福山引野店 サービス 飲食業 5%

196,129 広島県 福山市 やきにく孫悟空東深津店 サービス 飲食業 5%

196,130 広島県 福山市 焼肉・冷麺　てんすい サービス 飲食業 5%

196,131 広島県 福山市 安原楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

196,132 広島県 福山市 八十吉ラーメン　さんすて福山店 サービス 飲食業 5%

196,133 広島県 福山市 ヤックス 神辺店 小売業 その他小売 5%

196,134 広島県 福山市 ヤックス 手城店 小売業 その他小売 5%

196,135 広島県 福山市 ヤックス 本店 小売業 その他小売 5%

196,136 広島県 福山市 柳津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,137 広島県 福山市 栁本造園　グリーンショップやなもと 小売業 その他小売 5%

196,138 広島県 福山市 やまさきショップ 神島店 サービスカウンター 小売業 食料品 5%

196,139 広島県 福山市 山高タクシー　８０１ サービス 運輸業 5%

196,140 広島県 福山市 （有）カスガ釣具 小売業 その他小売 5%
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196,141 広島県 福山市 有限会社エバーグリーンコーポレーション 小売業 その他小売 5%

196,142 広島県 福山市 有限会社佐々木モータース サービス その他サービス 5%

196,143 広島県 福山市 有限会社タクミ サービス その他サービス 5%

196,144 広島県 福山市 有限会社ダックヒル サービス その他サービス 5%

196,145 広島県 福山市 有限会社西日本食品サービス 小売業 食料品 5%

196,146 広島県 福山市 有限会社長谷川写真館 サービス その他サービス 5%

196,147 広島県 福山市 有限会社フクショウ サービス その他サービス 5%

196,148 広島県 福山市 有限会社前岡呉服店 小売業 衣料品 5%

196,149 広島県 福山市 弓戸人形　弓戸人形 小売業 家具・調度品 5%

196,150 広島県 福山市 ゆめタウン蔵王リエジュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,151 広島県 福山市 洋菓子の時間　ジョルジュ 小売業 食料品 5%

196,152 広島県 福山市 ヨガスタジオｒａｖｉ サービス その他サービス 5%

196,153 広島県 福山市 ヨコイ 小売業 その他小売 5%

196,154 広島県 福山市 吉村印房 小売業 その他小売 5%

196,155 広島県 福山市 吉本電器店 小売業 電化製品 5%

196,156 広島県 福山市 ライス共和国 サービス 飲食業 5%

196,157 広島県 福山市 ライブシーン ＬＩＶＥ ＳＣＥＮＥ 小売業 その他小売 5%

196,158 広島県 福山市 ラジまに 小売業 その他小売 5%

196,159 広島県 福山市 ラジャ南福山店　ＨＯＲＮＥＴ サービス 飲食業 5%

196,160 広島県 福山市 ラフィネ　さんすて福山店 サービス その他サービス 5%

196,161 広島県 福山市 ラブバイク福山店 小売業 その他小売 5%

196,162 広島県 福山市 ＬａＰａｉｘ サービス 理容・美容業 5%

196,163 広島県 福山市 Ｒｉｉｋａさんすて福山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,164 広島県 福山市 リカーズ 北吉津店 小売業 その他小売 5%

196,165 広島県 福山市 リカーズ北吉津店 小売業 その他小売 5%

196,166 広島県 福山市 ＬＩＧ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

196,167 広島県 福山市 リトファンイタリアーノ福山神辺店 サービス 飲食業 5%

196,168 広島県 福山市 ＬｉｔｔｌｅＳｐｅｌｌ　ＬｉｔｔｌｅＳｐｅｌｌ 小売業 その他小売 5%

196,169 広島県 福山市 Ｒｅ．ｆｕｒｎｉｔｕｒｅＤｅｐｔ 小売業 家具・調度品 5%

196,170 広島県 福山市 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎｓｐａｃｅ　ＡＰＡＲＥ サービス その他サービス 5%

196,171 広島県 福山市 ヘアセット専門店Ｒｏｏｔｓ サービス 理容・美容業 5%

196,172 広島県 福山市 ルック 小売業 その他小売 5%

196,173 広島県 福山市 ルック 小売業 その他小売 5%

196,174 広島県 福山市 ルック　神辺フジグラン店 小売業 その他小売 5%

196,175 広島県 福山市 ＬＯＯＫ　天満屋福山店 小売業 その他小売 5%

196,176 広島県 福山市 ＬＯＯＫ　ポートプラザ福山店 小売業 その他小売 5%

196,177 広島県 福山市 ＬＯＯＫさんすて店 小売業 その他小売 5%

196,178 広島県 福山市 ルディックパーク神辺フジグラン店 小売業 衣料品 5%

196,179 広島県 福山市 ＬｕＬｕＰｉｎｋ サービス 飲食業 5%

196,180 広島県 福山市 Ｒｅｇａｌｏ 小売業 その他小売 5%

196,181 広島県 福山市 レザースタジオ　サード 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,182 広島県 福山市 レジァンス福山店 小売業 衣料品 5%
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196,183 広島県 福山市 レジャックス　神辺店 小売業 その他小売 5%

196,184 広島県 福山市 レジャックス　福山本店 小売業 その他小売 5%

196,185 広島県 福山市 レストラン　ラルドワーズ サービス 飲食業 5%

196,186 広島県 福山市 ＬＡＤＹ　ＬＵＣＫ　ＬＵＣＡ　さんすて福山店 小売業 衣料品 5%

196,187 広島県 福山市 レンタル＆スタジオ　ピカソ サービス その他サービス 5%

196,188 広島県 福山市 レンタル　アンド　スタジオ　ピカソ サービス その他サービス 5%

196,189 広島県 福山市 露菴　福山松永 サービス 飲食業 5%

196,190 広島県 福山市 ローズアンティーク 小売業 家具・調度品 5%

196,191 広島県 福山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅロ―ズガ―デン沖野上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,192 広島県 福山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅローズガーデン新蔵王ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,193 広島県 福山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅローズガーデン坪生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,194 広島県 福山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅロ－ズガーデン東町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,195 広島県 福山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅローズガーデン福山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,196 広島県 福山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅローズガーデン南本庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,197 広島県 福山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅローズガーデン箕島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,198 広島県 福山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅロ―ズガ―デンＲ－１８２ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,199 広島県 福山市 ろく丘さんすて福山店 サービス 飲食業 5%

196,200 広島県 福山市 Ｒｏｃｈｅ　ロッチェ サービス 理容・美容業 5%

196,201 広島県 福山市 六本堂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,202 広島県 福山市 ｗａｒｐｇｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

196,203 広島県 福山市 ＷＢ福山蔵王店 サービス 飲食業 5%

196,204 広島県 福山市 Ｙ２ サービス 理容・美容業 5%

196,205 広島県 福山市 ワイン・ダイニング　Ｂｅｌｉｃｅ サービス 飲食業 5%

196,206 広島県 福山市 ｏｎｅ　ｔｏｎｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

196,207 広島県 府中市 ａｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

196,208 広島県 府中市 アラキ 小売業 電化製品 5%

196,209 広島県 府中市 池田液化ガス株式会社 小売業 その他小売 5%

196,210 広島県 府中市 石岡電機店 小売業 電化製品 5%

196,211 広島県 府中市 出光府中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,212 広島県 府中市 猪木電器店 小売業 電化製品 5%

196,213 広島県 府中市 猪木電器店 小売業 電化製品 5%

196,214 広島県 府中市 Ｖｕｌｃａ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

196,215 広島県 府中市 ウチダ電器 小売業 電化製品 5%

196,216 広島県 府中市 エステサロンＣＨＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

196,217 広島県 府中市 オートスタジアム サービス その他サービス 5%

196,218 広島県 府中市 小野電気　府中店 小売業 電化製品 5%

196,219 広島県 府中市 カイロプラクティックスタジアム サービス 理容・美容業 5%

196,220 広島県 府中市 株式会社 伊藤商店 小売業 その他小売 5%

196,221 広島県 府中市 株式会社西本ミシン 小売業 その他小売 5%

196,222 広島県 府中市 カミダ サービス その他サービス 5%

196,223 広島県 府中市 暮しの音のとこ 小売業 家具・調度品 5%

196,224 広島県 府中市 ＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅセーヌ サービス 飲食業 5%
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196,225 広島県 府中市 コトブキ印刷 サービス その他サービス 5%

196,226 広島県 府中市 寿温泉 サービス その他サービス 5%

196,227 広島県 府中市 コム立石・本店 小売業 電化製品 5%

196,228 広島県 府中市 サロンド ミエ サービス 理容・美容業 5%

196,229 広島県 府中市 有限会社サンヨー家電 小売業 電化製品 5%

196,230 広島県 府中市 上下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,231 広島県 府中市 上下両備自動車有限会社 サービス その他サービス 5%

196,232 広島県 府中市 上下西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,233 広島県 府中市 ジーンズ企画工房 小売業 衣料品 5%

196,234 広島県 府中市 スーパードラッグひまわり府中店 小売業 その他小売 5%

196,235 広島県 府中市 スーパードラッグひまわり府中元町店 小売業 その他小売 5%

196,236 広島県 府中市 スクールショップ ブイ 小売業 衣料品 5%

196,237 広島県 府中市 スーパーワーク　職人の店　府中店 小売業 衣料品 5%

196,238 広島県 府中市 セルフ府中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,239 広島県 府中市 大吉ラーメン府中店 サービス 飲食業 5%

196,240 広島県 府中市 大吉旅館 サービス 宿泊業 5%

196,241 広島県 府中市 太陽都市クリーナー サービス その他サービス 5%

196,242 広島県 府中市 タジデンキ 小売業 電化製品 5%

196,243 広島県 府中市 ちゃりんこ倶楽部 小売業 その他小売 5%

196,244 広島県 府中市 中国タクシー株式会社　本社営業所 サービス 運輸業 5%

196,245 広島県 府中市 Ｄｅａｒ．．＋ 小売業 その他小売 5%

196,246 広島県 府中市 豊田産業 小売業 家具・調度品 5%

196,247 広島県 府中市 虎屋本舗府中天満屋店 小売業 食料品 5%

196,248 広島県 府中市 有限会社中村無線 小売業 電化製品 5%

196,249 広島県 府中市 ニチマン　Ｇ．Ｓ．ＧＡＬＬＥＲＹ 小売業 その他小売 5%

196,250 広島県 府中市 パナック　くわだ 小売業 電化製品 5%

196,251 広島県 府中市 ピコット 小売業 その他小売 5%

196,252 広島県 府中市 美容室　Ｔｉｄａ サービス 理容・美容業 5%

196,253 広島県 府中市 セブン－イレブン備後府中鵜飼町店 小売業 食料品 2%

196,254 広島県 府中市 セブン－イレブン備後府中栗柄町店 小売業 食料品 2%

196,255 広島県 府中市 セブン－イレブン備後府中国府店 小売業 食料品 2%

196,256 広島県 府中市 セブン－イレブン備後府中高木町店 小売業 食料品 2%

196,257 広島県 府中市 セブン－イレブン備後府中父石町店 小売業 食料品 2%

196,258 広島県 府中市 セブン－イレブン福山新市戸手店 小売業 食料品 2%

196,259 広島県 府中市 セルフ府中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,260 広島県 府中市 府中ＳＳ　株式会社アブラヤ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,261 広島県 府中市 府中家具の館　第２展示場 小売業 家具・調度品 5%

196,262 広島県 府中市 セブン－イレブン府中上下店 小売業 食料品 2%

196,263 広島県 府中市 府中スズキ自動車販売株式会社 小売業 その他小売 5%

196,264 広島県 府中市 府中高木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,265 広島県 府中市 府中父石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,266 広島県 府中市 府中ロードサービス サービス その他サービス 5%
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196,267 広島県 府中市 ヘアーサロンクワダ ヘアーサロンクワダ サービス 理容・美容業 5%

196,268 広島県 府中市 ベストマン 小売業 衣料品 5%

196,269 広島県 府中市 ポプラ上下駅前店 小売業 その他小売 2%

196,270 広島県 府中市 ホワイト急便 エブリィ府中店 サービス その他サービス 5%

196,271 広島県 府中市 マツカワスポーツ 小売業 その他小売 5%

196,272 広島県 府中市 マルケイ木工株式会社 小売業 家具・調度品 5%

196,273 広島県 府中市 メガネのシンノ メガネのシンノ 小売業 その他小売 5%

196,274 広島県 府中市 メガネの田中　府中店 小売業 その他小売 5%

196,275 広島県 府中市 森本電機 小売業 電化製品 5%

196,276 広島県 府中市 ｍｏｎ　ｊｕｒｉｅ 小売業 衣料品 5%

196,277 広島県 府中市 焼き鳥　かかし サービス 飲食業 5%

196,278 広島県 府中市 ヤックス　府中店 小売業 その他小売 5%

196,279 広島県 府中市 有限会社 田村商會 サービス その他サービス 5%

196,280 広島県 府中市 ［ＨＣ］有限会社府中電機工業所 小売業 電化製品 5%

196,281 広島県 府中市 有限会社マルミクリーニング サービス その他サービス 5%

196,282 広島県 府中市 ラドゥース サービス 理容・美容業 5%

196,283 広島県 府中町 アイデンキ 小売業 電化製品 5%

196,284 広島県 府中町 明石 サービス 飲食業 5%

196,285 広島県 府中町 セブン－イレブン安芸府中大通１丁目店 小売業 食料品 2%

196,286 広島県 府中町 セブン－イレブン安芸府中浜田店 小売業 食料品 2%

196,287 広島県 府中町 セブン－イレブン安芸府中本町５丁目店 小売業 食料品 2%

196,288 広島県 府中町 セブン－イレブン安芸府中桃山１丁目店 小売業 食料品 2%

196,289 広島県 府中町 セブン－イレブン安芸府中八幡１丁目店 小売業 食料品 2%

196,290 広島県 府中町 アドバンスヘアー サービス 理容・美容業 5%

196,291 広島県 府中町 有田タクシー サービス 飲食業 5%

196,292 広島県 府中町 アルゾ　青崎店 小売業 食料品 5%

196,293 広島県 府中町 市川電機 小売業 電化製品 5%

196,294 広島県 府中町 インドダイニングドルガ サービス 飲食業 5%

196,295 広島県 府中町 ウィスタリアフィールド サービス 理容・美容業 5%

196,296 広島県 府中町 ウィスタリアフィールド　ＡＶＥＤＡ サービス 理容・美容業 5%

196,297 広島県 府中町 ウィスタリアフィールド　ＶＩＬＬＡ サービス 理容・美容業 5%

196,298 広島県 府中町 内倉酒店 小売業 その他小売 5%

196,299 広島県 府中町 カットハウスムラタ サービス 理容・美容業 5%

196,300 広島県 府中町 Ｃａｆｅ Ｓｔｕｄｉｏ Ｋｉｓｓａｃｏ サービス その他サービス 5%

196,301 広島県 府中町 Ｃａｆｅ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｋｉｓｓａｃｏ サービス その他サービス 5%

196,302 広島県 府中町 かみはらタクシー サービス 運輸業 5%

196,303 広島県 府中町 カルネリアイルマット サービス 飲食業 5%

196,304 広島県 府中町 ぐりぐり家　広島府中店 サービス 飲食業 5%

196,305 広島県 府中町 クリスタルネイル　イオンモール広島府中店 サービス その他サービス 5%

196,306 広島県 府中町 ｃｏｚｙ サービス 理容・美容業 5%

196,307 広島県 府中町 ｃｏｚｙ　ｂａｒｂｅｒ　ｓｈｏｐ　ｃｏｚｙ サービス 理容・美容業 5%

196,308 広島県 府中町 小沢園芸府中店 小売業 その他小売 5%
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196,309 広島県 府中町 個人　山陽タクシー サービス 運輸業 5%

196,310 広島県 府中町 ＳＵＲＧＥ　ＳＵＲＧＥ サービス 理容・美容業 5%

196,311 広島県 府中町 ｓａｌｏｎＳＡＮＢｉ サービス 理容・美容業 5%

196,312 広島県 府中町 下潮 サービス 運輸業 5%

196,313 広島県 府中町 ジュエリーアサノ 小売業 衣料品 5%

196,314 広島県 府中町 スパーク浜田店 小売業 食料品 5%

196,315 広島県 府中町 スパーク府中店 小売業 食料品 5%

196,316 広島県 府中町 炭火焼鳥　山省 サービス 飲食業 5%

196,317 広島県 府中町 炭火焼肉　萬まる　府中本店 サービス 飲食業 5%

196,318 広島県 府中町 生活彩家イオンモール広島府中店 小売業 その他小売 2%

196,319 広島県 府中町 セルフアップルマン府中SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,320 広島県 府中町 ＺＥＲＯ　府中店 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,321 広島県 府中町 綜合エナジー　新大州橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,322 広島県 府中町 創作楽彩　Ｓｈｉｎ屋 サービス 飲食業 5%

196,323 広島県 府中町 創作楽彩　Ｓｈｉｎ屋 サービス 飲食業 5%

196,324 広島県 府中町 タイム広島本店 小売業 その他小売 5%

196,325 広島県 府中町 卓球ＳＨＯＰ・ＳＫ　鶴江スタジオ 小売業 その他小売 5%

196,326 広島県 府中町 寺園動物病院 サービス その他サービス 5%

196,327 広島県 府中町 トータルスタジオフォセット　イオンモール広島府中店 サービス その他サービス 5%

196,328 広島県 府中町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ府中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,329 広島県 府中町 パソコン坊主 サービス その他サービス 5%

196,330 広島県 府中町 花ショップ　ジョリ 小売業 その他小売 5%

196,331 広島県 府中町 ＢＡＢＯＮＧｃｒｅａｔｉｏｎｓ サービス その他サービス 5%

196,332 広島県 府中町 ｈａｎｚ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

196,333 広島県 府中町 ＢｅＡｌｌ　Ｅａｓｔ サービス 理容・美容業 5%

196,334 広島県 府中町 百万石　府中店 サービス 飲食業 5%

196,335 広島県 府中町 セブン－イレブン広島新大州橋店 小売業 食料品 2%

196,336 広島県 府中町 広島トヨペット安芸府中店 小売業 その他小売 5%

196,337 広島県 府中町 セブン－イレブン広島府中本町店 小売業 食料品 2%

196,338 広島県 府中町 広島メガネ　府中店 小売業 その他小売 5%

196,339 広島県 府中町 セブン－イレブン広島矢賀店 小売業 食料品 2%

196,340 広島県 府中町 府中比治山電気 小売業 電化製品 5%

196,341 広島県 府中町 ふり袖一番館あゆみ 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,342 広島県 府中町 フレスタ　安芸府中店 小売業 その他小売 5%

196,343 広島県 府中町 ヘアサロンレシュボー サービス 理容・美容業 5%

196,344 広島県 府中町 ＰＥＣＯ　安芸府中店 サービス その他サービス 5%

196,345 広島県 府中町 ＰＥＣＯＳＨＯＰ　安芸府中店 サービス その他サービス 5%

196,346 広島県 府中町 星野タクシー サービス 運輸業 5%

196,347 広島県 府中町 ホビーゾーン広島府中店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

196,348 広島県 府中町 マエダハウジングプラス　サポーターズ サービス その他サービス 5%

196,349 広島県 府中町 マリオデザート　イオンモール広島府中店 小売業 食料品 5%

196,350 広島県 府中町 マルシェー　府中浜田店 小売業 食料品 5%
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196,351 広島県 府中町 万惣　府中店 小売業 食料品 5%

196,352 広島県 府中町 みやさこ写真館 小売業 その他小売 5%

196,353 広島県 府中町 メガネのスガ 小売業 その他小売 5%

196,354 広島県 府中町 メガネのスガ サービス その他サービス 5%

196,355 広島県 府中町 盛本タクシー サービス 運輸業 5%

196,356 広島県 府中町 Ｙｕｊｉ理容室 サービス 理容・美容業 5%

196,357 広島県 府中町 Ｌａｐａｉｘ サービス その他サービス 5%

196,358 広島県 府中町 ＲＩＫＩ．ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

196,359 広島県 府中町 ＷＡＮＤ サービス 理容・美容業 5%

196,360 広島県 三原市 ＩＷＩＬＬ サービス その他サービス 5%

196,361 広島県 三原市 ＡＵＲＡ サービス 飲食業 5%

196,362 広島県 三原市 あきなわんふ?ど　あしびなー　おきなわんふーどあしびなー サービス 飲食業 5%

196,363 広島県 三原市 荒川自動車有限会社 サービス その他サービス 5%

196,364 広島県 三原市 アローデンキ 小売業 電化製品 5%

196,365 広島県 三原市 アンリミテッド 小売業 その他小売 5%

196,366 広島県 三原市 出光セルフステーション三原中之町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,367 広島県 三原市 出光大和町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,368 広島県 三原市 出光三原宮浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,369 広島県 三原市 出光椋梨ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,370 広島県 三原市 今村印房 サービス その他サービス 5%

196,371 広島県 三原市 インセンス三原店 小売業 衣料品 5%

196,372 広島県 三原市 うっかり肴場八兵衛 サービス 飲食業 5%

196,373 広島県 三原市 うっかり肴場八兵衛 サービス 飲食業 5%

196,374 広島県 三原市 オートサービス カインド サービス その他サービス 5%

196,375 広島県 三原市 オオモト家電 小売業 電化製品 5%

196,376 広島県 三原市 尾道ダイハツ販売三原店 小売業 その他小売 5%

196,377 広島県 三原市 オリックスレンタカー広島空港店 サービス その他サービス 2%

196,378 広島県 三原市 かじや宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,379 広島県 三原市 かなわ広島空港店 サービス 飲食業 5%

196,380 広島県 三原市 カービューティープロ　Ｅ＆Ｔ サービス その他サービス 5%

196,381 広島県 三原市 カフェエクランイオン三原店　カフェエクラン　イオン三原店 サービス 飲食業 5%

196,382 広島県 三原市 カフェダイニングチャオ サービス 飲食業 5%

196,383 広島県 三原市 カフェレストランよがんす〔二階 小売業 家具・調度品 5%

196,384 広島県 三原市 株式会社ラ・ベルフィーユ サービス その他サービス 5%

196,385 広島県 三原市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋三原皆実店 サービス 飲食業 2%

196,386 広島県 三原市 かわ蝶 サービス 飲食業 5%

196,387 広島県 三原市 ＧＡＬＦＩＴ　三原店 小売業 衣料品 5%

196,388 広島県 三原市 キングヘア サービス 理容・美容業 5%

196,389 広島県 三原市 久井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,390 広島県 三原市 久井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,391 広島県 三原市 くし焼　狄 サービス 飲食業 5%

196,392 広島県 三原市 くすりのひらた　本店 小売業 その他小売 5%
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196,393 広島県 三原市 くすりのひらた　宮浦店 小売業 その他小売 5%

196,394 広島県 三原市 久羅沙喜　広島空港店 小売業 食料品 5%

196,395 広島県 三原市 ぐりぐり家 三原店 サービス 飲食業 5%

196,396 広島県 三原市 ｇｌｏｂａｌ ｋｉｔｃｈｅｎ Ａｎ グローバルキッチンＡｎ サービス 飲食業 5%

196,397 広島県 三原市 クロロフィル三原美顔教室 小売業 その他小売 5%

196,398 広島県 三原市 ケイアンドエヌ 小売業 その他小売 5%

196,399 広島県 三原市 啓文社　三原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

196,400 広島県 三原市 ゲームアーク三原本店 小売業 その他小売 5%

196,401 広島県 三原市 高下電機 小売業 電化製品 5%

196,402 広島県 三原市 木陰屋 サービス 理容・美容業 5%

196,403 広島県 三原市 ［ＨＣ］こばたけでんき 小売業 電化製品 5%

196,404 広島県 三原市 呉服 永藤 小売業 衣料品 5%

196,405 広島県 三原市 サンスターサレーヌ岡山 サービス 理容・美容業 5%

196,406 広島県 三原市 サンフルでんでん 小売業 電化製品 5%

196,407 広島県 三原市 セブン－イレブン山陽道八幡ＰＡ上り店 小売業 食料品 2%

196,408 広島県 三原市 セブン－イレブン山陽道八幡ＰＡ下り店 小売業 食料品 2%

196,409 広島県 三原市 三和本社 サービス その他サービス 5%

196,410 広島県 三原市 四季旬鮮 ひょうたん 四季旬鮮ひょうたん サービス 飲食業 5%

196,411 広島県 三原市 地魚　季節料理　すだち サービス 飲食業 5%

196,412 広島県 三原市 姿勢矯正サロンはな サービス その他サービス 5%

196,413 広島県 三原市 下徳良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,414 広島県 三原市 下宮モータース 小売業 その他小売 5%

196,415 広島県 三原市 旬彩　おたふく サービス 飲食業 5%

196,416 広島県 三原市 ショージ本郷店 小売業 食料品 5%

196,417 広島県 三原市 新三原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,418 広島県 三原市 進物の大進　三原店 小売業 その他小売 5%

196,419 広島県 三原市 スーパードラッグひまわり江南店 小売業 その他小売 5%

196,420 広島県 三原市 スーパードラッグひまわり本郷店 小売業 その他小売 5%

196,421 広島県 三原市 スーパードラッグひまわり三原中央店 小売業 その他小売 5%

196,422 広島県 三原市 スーパードラッグひまわり三原店 小売業 その他小売 5%

196,423 広島県 三原市 スーパードラッグひまわり三原南店 小売業 その他小売 5%

196,424 広島県 三原市 スーパードラッグひまわり宮浦店 小売業 その他小売 5%

196,425 広島県 三原市 ＳＫＹ　フジグラン三原店 小売業 衣料品 5%

196,426 広島県 三原市 スクール山本 小売業 衣料品 5%

196,427 広島県 三原市 スーパーマーケット　三谷屋　大和店 小売業 食料品 5%

196,428 広島県 三原市 大進創寫舘　三原店 サービス その他サービス 5%

196,429 広島県 三原市 ディファレンシャル 小売業 その他小売 5%

196,430 広島県 三原市 Ｄｏ　ｃｕｔ　ｓａｌｏｎ　Ｄｏ　ｃｕｔ　ｓａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

196,431 広島県 三原市 東洋石材工芸社　三原店 小売業 その他小売 5%

196,432 広島県 三原市 徳川　三原店 サービス 飲食業 5%

196,433 広島県 三原市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ三原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,434 広島県 三原市 徳良タクシー サービス 運輸業 5%
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196,435 広島県 三原市 トヨタレンタリース広島広島空港店 サービス その他サービス 2%

196,436 広島県 三原市 中野モータース　中野モータース 小売業 その他小売 5%

196,437 広島県 三原市 中野輪業 サービス その他サービス 5%

196,438 広島県 三原市 ネッツトヨタ中国三原店 小売業 その他小売 5%

196,439 広島県 三原市 ネッツトヨタ広島三原店 小売業 その他小売 5%

196,440 広島県 三原市 ハクマイカワサキモータース 小売業 その他小売 5%

196,441 広島県 三原市 羽倉　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,442 広島県 三原市 ＨＡＴＩ－ＨＡＴＩ サービス 理容・美容業 5%

196,443 広島県 三原市 ＨＡＴＩ?ＨＡＴＩ サービス 理容・美容業 5%

196,444 広島県 三原市 パナックアローなかや 小売業 電化製品 5%

196,445 広島県 三原市 浜吉 三原店 小売業 食料品 5%

196,446 広島県 三原市 浜吉 広島空港店 小売業 食料品 5%

196,447 広島県 三原市 明屋書店 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ三原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

196,448 広島県 三原市 明屋書店　フジグラン三原店 小売業 その他小売 5%

196,449 広島県 三原市 Ｐａｌｅｔｓ サービス 理容・美容業 5%

196,450 広島県 三原市 Ｂ・Ｓ　リバティ 小売業 衣料品 5%

196,451 広島県 三原市 Ｂ Ｓ ＬＩＢＥＲＴＹ Ｂ Ｓ ＬＩＢ Ｅ Ｒ ＴＹ 小売業 衣料品 5%

196,452 広島県 三原市 美容室　ヤスミチ サービス 理容・美容業 5%

196,453 広島県 三原市 美容室天使のティアラ サービス 理容・美容業 5%

196,454 広島県 三原市 広島エアポートホテル サービス 宿泊業 5%

196,455 広島県 三原市 広島トヨペット三原店 小売業 その他小売 5%

196,456 広島県 三原市 広島トヨペットＵーＣａｒＡＬＡＬみはら 小売業 その他小売 5%

196,457 広島県 三原市 フィッシュオン　三原店 小売業 その他小売 5%

196,458 広島県 三原市 フードガーデンニチエー沼田東店 小売業 食料品 5%

196,459 広島県 三原市 フードグランニチエー宮浦店 小売業 食料品 5%

196,460 広島県 三原市 フジグラン三原　Ｍ２ 小売業 衣料品 5%

196,461 広島県 三原市 フードガーデンニチエー江南店 小売業 食料品 5%

196,462 広島県 三原市 フードガーデンニチエー中之町店 小売業 食料品 5%

196,463 広島県 三原市 フードガーデンニチエー沼田東店 小売業 食料品 5%

196,464 広島県 三原市 フードグランニチエー宮浦店 小売業 食料品 5%

196,465 広島県 三原市 ブランコ三原店 小売業 衣料品 5%

196,466 広島県 三原市 フレスタ西町店 小売業 その他小売 5%

196,467 広島県 三原市 フレスタ本郷店 小売業 その他小売 5%

196,468 広島県 三原市 フレスタ三原店 小売業 その他小売 5%

196,469 広島県 三原市 フレスタ明神店 小売業 その他小売 5%

196,470 広島県 三原市 フレッシュライフハマ 小売業 その他小売 5%

196,471 広島県 三原市 ヘアーサロンにしはら サービス 理容・美容業 5%

196,472 広島県 三原市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｇｉｎ　Ｃｕｂｅ サービス 理容・美容業 5%

196,473 広島県 三原市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　Ｉｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

196,474 広島県 三原市 ヘア－モ－ドサロンヤスミチ　御門店 サービス 理容・美容業 5%

196,475 広島県 三原市 ヘアモ－ドサロンヤスミチ　元町店 サービス 理容・美容業 5%

196,476 広島県 三原市 ホテルヤッサ サービス 宿泊業 5%
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196,477 広島県 三原市 ポプラ御調久井店 小売業 その他小売 2%

196,478 広島県 三原市 堀江宝飾店三原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,479 広島県 三原市 ホワイト急便　館町店 サービス その他サービス 5%

196,480 広島県 三原市 セブン－イレブン本郷駅東店 小売業 食料品 2%

196,481 広島県 三原市 マツオ薬局 小売業 その他小売 5%

196,482 広島県 三原市 ママイクコ　三原 小売業 その他小売 5%

196,483 広島県 三原市 ｍｉｈａｒａ　ｖｉｌｌａｇｅ 小売業 家具・調度品 5%

196,484 広島県 三原市 セブン－イレブン三原糸崎店 小売業 食料品 2%

196,485 広島県 三原市 セブン－イレブン三原古浜町店 小売業 食料品 2%

196,486 広島県 三原市 セブン－イレブン三原幸崎町店 小売業 食料品 2%

196,487 広島県 三原市 三原ステーションホテル サービス 宿泊業 5%

196,488 広島県 三原市 三原須波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,489 広島県 三原市 セブン－イレブン三原須波店 小売業 食料品 2%

196,490 広島県 三原市 三原赤十字病院売店 小売業 その他小売 5%

196,491 広島県 三原市 セブン－イレブン三原宗郷店 小売業 食料品 2%

196,492 広島県 三原市 セブン－イレブン三原長谷町店 小売業 食料品 2%

196,493 広島県 三原市 三原中之町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,494 広島県 三原市 三原西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,495 広島県 三原市 セブン－イレブン三原沼田西店 小売業 食料品 2%

196,496 広島県 三原市 セブン－イレブン三原港町店 小売業 食料品 2%

196,497 広島県 三原市 セブン－イレブン三原南方３丁目店 小売業 食料品 2%

196,498 広島県 三原市 セブン－イレブン三原皆実４丁目店 小売業 食料品 2%

196,499 広島県 三原市 セブン－イレブン三原宮浦北店 小売業 食料品 2%

196,500 広島県 三原市 セブン－イレブン三原宮浦店 小売業 食料品 2%

196,501 広島県 三原市 メガネ２１　三原店 小売業 その他小売 5%

196,502 広島県 三原市 メガネの田中　イオン三原店 小売業 その他小売 5%

196,503 広島県 三原市 メガネの田中　フジグラン三原店 小売業 その他小売 5%

196,504 広島県 三原市 焼肉処　山陽路 サービス 飲食業 5%

196,505 広島県 三原市 薬局パナコス 小売業 その他小売 5%

196,506 広島県 三原市 有限会社豊栄堂運動具店 小売業 その他小売 5%

196,507 広島県 三原市 よしながふとん店 小売業 家具・調度品 5%

196,508 広島県 三原市 ラビータ　フジグラン　三原店 小売業 その他小売 5%

196,509 広島県 三原市 レモンハウス サービス 飲食業 5%

196,510 広島県 三原市 わきストアー 小売業 その他小売 5%

196,511 広島県 三原市 ワークショップアトム　三原店 小売業 家具・調度品 5%

196,512 広島県 三次市 味わい亭 小売業 食料品 5%

196,513 広島県 三次市 石田無線電機本店 小売業 電化製品 5%

196,514 広島県 三次市 石田無線電機南畑敷店 小売業 電化製品 5%

196,515 広島県 三次市 石田無線電機八次店 小売業 電化製品 5%

196,516 広島県 三次市 出光吉舎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,517 広島県 三次市 出光甲奴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,518 広島県 三次市 出光プチみなみはたじきＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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196,519 広島県 三次市 出光フリージーはたじきＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,520 広島県 三次市 出光三次インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,521 広島県 三次市 出光三次駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,522 広島県 三次市 出光三和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,523 広島県 三次市 インテリアハウス　すぎもと　インテリアハウスすぎもと 小売業 その他小売 5%

196,524 広島県 三次市 インテリアマツヤマ 小売業 家具・調度品 5%

196,525 広島県 三次市 ＡＢＣパレードプラス　三次店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

196,526 広島県 三次市 ａｎ　ａｒｅａ　ｔ．ｓ サービス 理容・美容業 5%

196,527 広島県 三次市 大内通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,528 広島県 三次市 オートトラスト 小売業 その他小売 5%

196,529 広島県 三次市 お好み焼きプー太郎 サービス 飲食業 5%

196,530 広島県 三次市 おそうじ本舗　安芸高田店 サービス その他サービス 5%

196,531 広島県 三次市 ［ＨＣ］オダデンキ本店 小売業 電化製品 5%

196,532 広島県 三次市 おばんざい乙家 小売業 食料品 5%

196,533 広島県 三次市 ガキ大将 サービス 飲食業 5%

196,534 広島県 三次市 仕出し月彩 サービス 飲食業 5%

196,535 広島県 三次市 加藤ラジオ店 小売業 電化製品 5%

196,536 広島県 三次市 かめや釣具 三次店 小売業 その他小売 5%

196,537 広島県 三次市 カメラのサエダ三次店 小売業 その他小売 5%

196,538 広島県 三次市 株式会社カメラのシルバー サービス その他サービス 5%

196,539 広島県 三次市 吉舎ヨコハマタイヤ　吉舎ヨコハマタイヤサービス 小売業 その他小売 5%

196,540 広島県 三次市 木のおもちゃＨＡＮＡ 小売業 その他小売 5%

196,541 広島県 三次市 君田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,542 広島県 三次市 くずし割烹　さくら縁 サービス 飲食業 5%

196,543 広島県 三次市 株式会社車のナカオカ 小売業 その他小売 5%

196,544 広島県 三次市 クレール・モリトー 小売業 衣料品 5%

196,545 広島県 三次市 ＱＵＥＲＥＬＧＡ 小売業 その他小売 5%

196,546 広島県 三次市 江の川カヌー公園さくぎ サービス 宿泊業 5%

196,547 広島県 三次市 サイクルショップつじの 小売業 その他小売 5%

196,548 広島県 三次市 サイクルワールド　ニシオカ 小売業 その他小売 5%

196,549 広島県 三次市 砂漠の花 サービス 飲食業 5%

196,550 広島県 三次市 山藤花 サービス 飲食業 5%

196,551 広島県 三次市 システムブレーン 小売業 その他小売 5%

196,552 広島県 三次市 下布野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,553 広島県 三次市 シューズショップイノウエ　サングリーン店 小売業 その他小売 5%

196,554 広島県 三次市 新川時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,555 広島県 三次市 進物の丸政 小売業 その他小売 5%

196,556 広島県 三次市 スーパードラッグひまわり三次西店 小売業 その他小売 5%

196,557 広島県 三次市 スーパードラッグひまわり三次東店 小売業 その他小売 5%

196,558 広島県 三次市 スーパードラッグひまわり三次町店 小売業 その他小売 5%

196,559 広島県 三次市 すし肴処　藤 サービス 飲食業 5%

196,560 広島県 三次市 スズキアリーナ三次　酒屋店 小売業 その他小売 5%
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196,561 広島県 三次市 スマイル　スマイル 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

196,562 広島県 三次市 茶の環 三次ＣＣプラザ店 小売業 食料品 5%

196,563 広島県 三次市 Ｔ．Ｓ　ＣＬＵＢ サービス 理容・美容業 5%

196,564 広島県 三次市 Ｔｏｔａｌｃｏｍｐａｎｙイワショー サービス 運輸業 5%

196,565 広島県 三次市 ともえ薬局　ともえ薬局 小売業 その他小売 5%

196,566 広島県 三次市 とらおかや 小売業 衣料品 5%

196,567 広島県 三次市 鳥小屋　鳥小屋 サービス 飲食業 5%

196,568 広島県 三次市 ナガタニ 三次店 小売業 衣料品 5%

196,569 広島県 三次市 ネコのあし音 サービス 飲食業 5%

196,570 広島県 三次市 ネッツトヨタ広島三次店 小売業 その他小売 5%

196,571 広島県 三次市 バイクハウスてらそ　株式会社バイクハウスてらそ 小売業 その他小売 5%

196,572 広島県 三次市 白鳳 サービス 飲食業 5%

196,573 広島県 三次市 ハタジキフードセンター 小売業 食料品 5%

196,574 広島県 三次市 ＢＡＬＡＮＣＥ サービス 理容・美容業 5%

196,575 広島県 三次市 ビジネスホテル　白鳥荘 サービス 宿泊業 5%

196,576 広島県 三次市 ビッグハウス　三次店 小売業 食料品 5%

196,577 広島県 三次市 Ｂｒｅｅｚｅ サービス 飲食業 5%

196,578 広島県 三次市 鄙の風 サービス 飲食業 5%

196,579 広島県 三次市 広島トヨペット三次店 小売業 その他小売 5%

196,580 広島県 三次市 広島トヨペットＵーＣａｒＡＬＡＬみよし 小売業 その他小売 5%

196,581 広島県 三次市 広島内外旅行 サービス その他サービス 5%

196,582 広島県 三次市 広島三次ワイナリー　バーベキューガーデン サービス 飲食業 5%

196,583 広島県 三次市 広島三次ワイナリー　バーベキューガーデン サービス 飲食業 5%

196,584 広島県 三次市 セブン－イレブン広島みわ店 小売業 食料品 2%

196,585 広島県 三次市 風季舎　昌平本家　イートインスペース 小売業 食料品 5%

196,586 広島県 三次市 不二家　三次ＣＣプラザ店　不二家　三次ＣＣプラザ店 小売業 食料品 2%

196,587 広島県 三次市 フード　ベジタ 小売業 食料品 5%

196,588 広島県 三次市 フードオアシス　みよし 小売業 食料品 5%

196,589 広島県 三次市 布野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,590 広島県 三次市 フラワーショップ　サングリーン店 小売業 その他小売 5%

196,591 広島県 三次市 ｆｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

196,592 広島県 三次市 フレスタ三次店 小売業 その他小売 5%

196,593 広島県 三次市 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　三次　三次店 小売業 その他小売 5%

196,594 広島県 三次市 まきの薬品　まきの薬品 小売業 その他小売 5%

196,595 広島県 三次市 マクドナルド１８３三次店 サービス 飲食業 2%

196,596 広島県 三次市 美波羅川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,597 広島県 三次市 三次秋町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,598 広島県 三次市 三次駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,599 広島県 三次市 三次ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,600 広島県 三次市 セブン－イレブン三次吉舎店 小売業 食料品 2%

196,601 広島県 三次市 セブン－イレブン三次京蘭寺店 小売業 食料品 2%

196,602 広島県 三次市 セブン－イレブン三次市三次店 小売業 食料品 2%
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196,603 広島県 三次市 三次スズキ自動車 小売業 その他小売 5%

196,604 広島県 三次市 セブン－イレブン三次十日市中店 小売業 食料品 2%

196,605 広島県 三次市 セブン－イレブン三次巴橋西店 小売業 食料品 2%

196,606 広島県 三次市 三次西 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,607 広島県 三次市 セブン－イレブン三次東酒屋町店 小売業 食料品 2%

196,608 広島県 三次市 三次フードセンター　三次店 小売業 食料品 5%

196,609 広島県 三次市 セブン－イレブン三次マツダテストコース前店 小売業 食料品 2%

196,610 広島県 三次市 セブン－イレブン三次和知店 小売業 食料品 2%

196,611 広島県 三次市 三良坂バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,612 広島県 三次市 三良坂フロマージュ 小売業 その他小売 5%

196,613 広島県 三次市 メインストリーム メインストリーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

196,614 広島県 三次市 メガネの田中三次店 小売業 その他小売 5%

196,615 広島県 三次市 メガネの林 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,616 広島県 三次市 めがねの美魅 小売業 その他小売 5%

196,617 広島県 三次市 モリトー　ホンドウリテン 小売業 衣料品 5%

196,618 広島県 三次市 やき串専門　串げん サービス 飲食業 5%

196,619 広島県 三次市 焼肉　ふるさと サービス 飲食業 5%

196,620 広島県 三次市 焼肉司宝 サービス 飲食業 5%

196,621 広島県 三次市 焼肉ふるさと　本店 サービス 飲食業 5%

196,622 広島県 三次市 有限会社亀崎ファニチア本店 小売業 家具・調度品 5%

196,623 広島県 三次市 ヨシオカ楽器店 小売業 その他小売 5%

196,624 広島県 三次市 らーめんばりうま　三次店 サービス 飲食業 5%

196,625 広島県 三次市 リカーショップハタジキ 小売業 食料品 5%

196,626 広島県 三次市 ｒｅｍｅｄｉａｌｔｈｅｒａｐｙｓａｌｏｎｓｕａｉｖｉｅ サービス 理容・美容業 5%

196,627 山口県 阿武町 福賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,628 山口県 阿武町 リカーズ　みよし 小売業 その他小売 5%

196,629 山口県 岩国市 ＡｏーＡｋｕａ サービス その他サービス 5%

196,630 山口県 岩国市 アオキ企画 サービス その他サービス 5%

196,631 山口県 岩国市 朝日屋クリーニング サービス その他サービス 5%

196,632 山口県 岩国市 Ａｃｃｈａｊａｅｎ サービス 理容・美容業 5%

196,633 山口県 岩国市 ＡＤＭＡＮ サービス 理容・美容業 5%

196,634 山口県 岩国市 ＡＴＯＲＩＥ サービス 理容・美容業 5%

196,635 山口県 岩国市 ＡｎｏｔｈｅｒＹｏｕ　ラウンジＡｎｏｔｈｅｒＹｏｕ サービス 飲食業 5%

196,636 山口県 岩国市 アーバンウイング　麻里布 サービス 宿泊業 5%

196,637 山口県 岩国市 鮎川モータース サービス その他サービス 5%

196,638 山口県 岩国市 アルゾ　南岩国店 小売業 食料品 5%

196,639 山口県 岩国市 ａｒｏｍａ＊ｓｗｉｔｃｈ サービス その他サービス 5%

196,640 山口県 岩国市 ａｒｏｍａ＊ｓｗｉｔｃｈ サービス その他サービス 5%

196,641 山口県 岩国市 ａｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

196,642 山口県 岩国市 居食亭　清流 サービス 飲食業 5%

196,643 山口県 岩国市 １８ＳＴＯＲＥ サービス 飲食業 5%

196,644 山口県 岩国市 出光岩国川下セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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196,645 山口県 岩国市 出光河内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,646 山口県 岩国市 出光セルフ玖珂インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,647 山口県 岩国市 出光セルフ美和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,648 山口県 岩国市 出光美川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,649 山口県 岩国市 出光由宇ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,650 山口県 岩国市 今津白蛇観覧所 小売業 その他小売 5%

196,651 山口県 岩国市 いまづ無線 小売業 電化製品 5%

196,652 山口県 岩国市 ｉｍｍ サービス 飲食業 5%

196,653 山口県 岩国市 イーライブ竹島電機 小売業 電化製品 5%

196,654 山口県 岩国市 いろやギャラリー サービス その他サービス 5%

196,655 山口県 岩国市 セブン－イレブン岩国駅前中央通り店 小売業 食料品 2%

196,656 山口県 岩国市 セブン－イレブン岩国錦帯橋店 小売業 食料品 2%

196,657 山口県 岩国市 セブン－イレブン岩国空港入口店 小売業 食料品 2%

196,658 山口県 岩国市 岩国珈琲 サービス 飲食業 5%

196,659 山口県 岩国市 岩国自動車興業 小売業 その他小売 5%

196,660 山口県 岩国市 セブン－イレブン岩国昭和町店 小売業 食料品 2%

196,661 山口県 岩国市 岩国シロヘビの館　売店 小売業 その他小売 5%

196,662 山口県 岩国市 セブン－イレブン岩国新港店 小売業 食料品 2%

196,663 山口県 岩国市 セブン－イレブン岩国関戸店 小売業 食料品 2%

196,664 山口県 岩国市 セブン－イレブン岩国中津町店 小売業 食料品 2%

196,665 山口県 岩国市 セブン－イレブン岩国錦見店 小売業 食料品 2%

196,666 山口県 岩国市 セブン－イレブン岩国平田店 小売業 食料品 2%

196,667 山口県 岩国市 岩国プラザホテル サービス 宿泊業 5%

196,668 山口県 岩国市 セブン－イレブン岩国保津町店 小売業 食料品 2%

196,669 山口県 岩国市 岩国巻き爪矯正センター サービス その他サービス 5%

196,670 山口県 岩国市 セブン－イレブン岩国麻里布店 小売業 食料品 2%

196,671 山口県 岩国市 セブン－イレブン岩国麻里布７丁目店 小売業 食料品 2%

196,672 山口県 岩国市 セブン－イレブン岩国門前町店 小売業 食料品 2%

196,673 山口県 岩国市 セブン－イレブン岩国山手４丁目店 小売業 食料品 2%

196,674 山口県 岩国市 ｅｓｔ 小売業 衣料品 5%

196,675 山口県 岩国市 ｅｓｔ 小売業 衣料品 5%

196,676 山口県 岩国市 ＥＮＥＯＳ 玖珂給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,677 山口県 岩国市 ［ＨＣ］エビスヤ電器 小売業 電化製品 5%

196,678 山口県 岩国市 Ｍ２　福屋岩国店 小売業 衣料品 5%

196,679 山口県 岩国市 エムラ　岩国店 小売業 衣料品 5%

196,680 山口県 岩国市 オオバ電子 小売業 電化製品 5%

196,681 山口県 岩国市 御食事処　浜誉 サービス 飲食業 5%

196,682 山口県 岩国市 ［ＨＣ］小田商会 小売業 電化製品 5%

196,683 山口県 岩国市 海都　南岩国店 サービス 飲食業 5%

196,684 山口県 岩国市 柏村武道具専門店 小売業 その他小売 5%

196,685 山口県 岩国市 カフェカンパニー サービス 飲食業 5%

196,686 山口県 岩国市 カフェダイニング　ルッカコーヒー サービス 飲食業 5%
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196,687 山口県 岩国市 株式会社　白石木材店 小売業 その他小売 5%

196,688 山口県 岩国市 （株）パワートイズ 小売業 その他小売 5%

196,689 山口県 岩国市 かめや釣具　岩国通津店 小売業 その他小売 5%

196,690 山口県 岩国市 カラダオモイ。 サービス その他サービス 5%

196,691 山口県 岩国市 カラダオモイ。 サービス 理容・美容業 5%

196,692 山口県 岩国市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋岩国ＪＲ駅前店 サービス 飲食業 2%

196,693 山口県 岩国市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋南岩国店 サービス 飲食業 2%

196,694 山口県 岩国市 河村モータース サービス その他サービス 5%

196,695 山口県 岩国市 きもの　蔵や 小売業 衣料品 5%

196,696 山口県 岩国市 キャピックイワクニ サービス その他サービス 5%

196,697 山口県 岩国市 キングスカフェ サービス 飲食業 5%

196,698 山口県 岩国市 錦南 サービス 飲食業 5%

196,699 山口県 岩国市 くいしんぼう サービス 飲食業 5%

196,700 山口県 岩国市 セブン－イレブン玖珂野口下店 小売業 食料品 2%

196,701 山口県 岩国市 Ｋｕｎｅａ サービス 理容・美容業 5%

196,702 山口県 岩国市 クラス 小売業 衣料品 5%

196,703 山口県 岩国市 ＧＲＥＥＤ　ＳＰＩＣＥ サービス 飲食業 5%

196,704 山口県 岩国市 クリハラ写真館 サービス その他サービス 5%

196,705 山口県 岩国市 ＣｒｅａｌａＬｕｃｅ岩国 サービス 理容・美容業 5%

196,706 山口県 岩国市 光風堂 小売業 衣料品 5%

196,707 山口県 岩国市 ＫＯＢＵＴＡ－ＹＡ サービス 飲食業 5%

196,708 山口県 岩国市 小料理　なかの サービス 飲食業 5%

196,709 山口県 岩国市 さかな市場　岩国店 サービス 飲食業 5%

196,710 山口県 岩国市 雑貨市場　雑貨市場 小売業 家具・調度品 5%

196,711 山口県 岩国市 サンライズ桂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,712 山口県 岩国市 四季のくうかん 小売業 衣料品 5%

196,713 山口県 岩国市 詩仙堂 小売業 衣料品 5%

196,714 山口県 岩国市 詩仙堂　ＢＹ　ＨＩＴＯＳＨＩ 小売業 衣料品 5%

196,715 山口県 岩国市 シティホテル安藤 サービス 宿泊業 5%

196,716 山口県 岩国市 シャルマン　天賞堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,717 山口県 岩国市 酒菜家宇兵衞 サービス 飲食業 5%

196,718 山口県 岩国市 昭和堂 小売業 食料品 5%

196,719 山口県 岩国市 ［ＨＣ］白木家電ガス株式会社玖珂店 小売業 電化製品 5%

196,720 山口県 岩国市 進物の大進　岩国店 小売業 その他小売 5%

196,721 山口県 岩国市 スーパー・エコ・ステーション立石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,722 山口県 岩国市 有限会社杉田時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,723 山口県 岩国市 スズキオートセンター 小売業 その他小売 5%

196,724 山口県 岩国市 ２１５　ＳＴＵＤＩＯ　８０８ 小売業 衣料品 5%

196,725 山口県 岩国市 スタジオ８０８ 小売業 衣料品 5%

196,726 山口県 岩国市 づぼら寿司 サービス 飲食業 5%

196,727 山口県 岩国市 すまいる 小売業 衣料品 5%

196,728 山口県 岩国市 角石油店　出合給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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196,729 山口県 岩国市 生活彩家帝人岩国店 小売業 その他小売 2%

196,730 山口県 岩国市 瀬戸内バイキングエグレッタ サービス 飲食業 5%

196,731 山口県 岩国市 セルフ岩国南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,732 山口県 岩国市 セルフ玖珂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,733 山口県 岩国市 セルフ保津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,734 山口県 岩国市 セルフ由宇ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,735 山口県 岩国市 Ｔｅｒｍｉｎａｌ サービス 飲食業 5%

196,736 山口県 岩国市 大進創寫舘　岩国店 サービス その他サービス 5%

196,737 山口県 岩国市 高根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,738 山口県 岩国市 高森　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,739 山口県 岩国市 高森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,740 山口県 岩国市 多田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,741 山口県 岩国市 ＣＨＥＲＩＣＯ サービス その他サービス 5%

196,742 山口県 岩国市 力寿司 サービス 飲食業 5%

196,743 山口県 岩国市 通津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,744 山口県 岩国市 天賞堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,745 山口県 岩国市 徳川　岩国室の木店 サービス 飲食業 5%

196,746 山口県 岩国市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅカーケアランド麻里布ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,747 山口県 岩国市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ平田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,748 山口県 岩国市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ門前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,749 山口県 岩国市 ドコモショップ　岩国店 小売業 電化製品 5%

196,750 山口県 岩国市 トミデンキ 小売業 電化製品 5%

196,751 山口県 岩国市 トヨタカローラ山口岩国店 小売業 その他小売 5%

196,752 山口県 岩国市 トヨタカローラ山口南岩国店 小売業 その他小売 5%

196,753 山口県 岩国市 トヨタレンタリース山口岩国錦帯橋空港店 サービス その他サービス 2%

196,754 山口県 岩国市 トヨタレンタリース山口岩国店 サービス その他サービス 2%

196,755 山口県 岩国市 ニコリキッチン サービス 飲食業 5%

196,756 山口県 岩国市 セブン－イレブン西岩国駅前店 小売業 食料品 2%

196,757 山口県 岩国市 錦町 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,758 山口県 岩国市 ＮＯＵＶＥＬＬＥＳ　ＡＳＩＡＴＩＱＵＥ　Ｏｍｕ　オム サービス 飲食業 5%

196,759 山口県 岩国市 ｎｅｓｔ?? ｎｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

196,760 山口県 岩国市 ネッツトヨタ山口岩国店 小売業 その他小売 5%

196,761 山口県 岩国市 ネッツトヨタ山口岩国マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

196,762 山口県 岩国市 ネッツトヨタ山口麻里布店 小売業 その他小売 5%

196,763 山口県 岩国市 ネッツトヨタ山口南岩国店 小売業 その他小売 5%

196,764 山口県 岩国市 Ｂａｒ　Ｓｔａｎｃｅ サービス 飲食業 5%

196,765 山口県 岩国市 ＨａｐｐｙＦｉｅｌｄ サービス その他サービス 5%

196,766 山口県 岩国市 はなき サービス 飲食業 5%

196,767 山口県 岩国市 パナスポット　オールムセン 小売業 電化製品 5%

196,768 山口県 岩国市 パナスポットサンオール 小売業 電化製品 5%

196,769 山口県 岩国市 パナスポットハマタニ 小売業 電化製品 5%

196,770 山口県 岩国市 パナスポットヒバラ 小売業 電化製品 5%
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196,771 山口県 岩国市 パナスポットヨネザワ 小売業 電化製品 5%

196,772 山口県 岩国市 パナックさんでんか　周東店 小売業 電化製品 5%

196,773 山口県 岩国市 パナック　なかの 小売業 電化製品 5%

196,774 山口県 岩国市 パフォーマンスラボノリトレ サービス その他サービス 5%

196,775 山口県 岩国市 明屋書店　南岩国店 小売業 その他小売 5%

196,776 山口県 岩国市 半月庵 サービス 宿泊業 5%

196,777 山口県 岩国市 パンサー サービス 飲食業 5%

196,778 山口県 岩国市 １００時間カレー岩国駅前店 サービス 飲食業 5%

196,779 山口県 岩国市 Ｂｅａｕｔｙ８８ ｂｅａｕｔｙ８８ サービス 理容・美容業 5%

196,780 山口県 岩国市 美容室アドマン医療センター店 サービス 理容・美容業 5%

196,781 山口県 岩国市 美容室チェリーブロッサム サービス 理容・美容業 5%

196,782 山口県 岩国市 美容室プラネット サービス 理容・美容業 5%

196,783 山口県 岩国市 広瀬　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,784 山口県 岩国市 広瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,785 山口県 岩国市 ひろなかサイクル 小売業 その他小売 5%

196,786 山口県 岩国市 フジジュウ　アリス　　岩国店 サービス その他サービス 5%

196,787 山口県 岩国市 藤中電器 小売業 電化製品 5%

196,788 山口県 岩国市 ふじ万 サービス 飲食業 5%

196,789 山口県 岩国市 双葉園 双葉園平田店 小売業 その他小売 5%

196,790 山口県 岩国市 双葉園　双葉園本店 小売業 その他小売 5%

196,791 山口県 岩国市 ブックスハルヤスピリッツ岩国店 小売業 その他小売 5%

196,792 山口県 岩国市 Books Haruya Spirits 岩国店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

196,793 山口県 岩国市 ブティック　ミモレ 小売業 衣料品 5%

196,794 山口県 岩国市 プルミエ食堂 サービス 飲食業 5%

196,795 山口県 岩国市 フレスタ室の木店 小売業 その他小売 5%

196,796 山口県 岩国市 プロマート岩国店 小売業 食料品 5%

196,797 山口県 岩国市 ＣＯＣＯＲＯ サービス 理容・美容業 5%

196,798 山口県 岩国市 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｓｏｐｏ サービス 理容・美容業 5%

196,799 山口県 岩国市 Ｖａｐｅｌｉｎｅ　ｉｗａｋｕｎｉ 小売業 その他小売 5%

196,800 山口県 岩国市 ヘルシー・スマイル サービス 理容・美容業 5%

196,801 山口県 岩国市 ｐｏｒｔｅｒ３１ サービス 理容・美容業 5%

196,802 山口県 岩国市 ポプラ欽明路店 小売業 その他小売 2%

196,803 山口県 岩国市 マイクス岩国店 サービス 飲食業 5%

196,804 山口県 岩国市 マクドナルド岩国店 サービス 飲食業 2%

196,805 山口県 岩国市 マリ美容室 サービス 理容・美容業 5%

196,806 山口県 岩国市 麻里布ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,807 山口県 岩国市 三木屋 小売業 食料品 5%

196,808 山口県 岩国市 みつかんや 小売業 その他小売 5%

196,809 山口県 岩国市 南岩国ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,810 山口県 岩国市 セブン－イレブン南岩国１丁目店 小売業 食料品 2%

196,811 山口県 岩国市 ミモザ　フジグラン岩国店 小売業 衣料品 5%

196,812 山口県 岩国市 メガネの田中　岩国店 小売業 その他小売 5%
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196,813 山口県 岩国市 メガネの２１南岩国店 小売業 貴金属・服飾品 5%

196,814 山口県 岩国市 Ｍｏｊｏ　Ｃｕｒｒｙ サービス 飲食業 5%

196,815 山口県 岩国市 モッチモパスタ　ＣＡＺＬ岩国店 サービス 飲食業 5%

196,816 山口県 岩国市 焼肉牛太南岩国店 サービス 飲食業 5%

196,817 山口県 岩国市 野菜食堂ｍａｍｅｋａ？ サービス 飲食業 5%

196,818 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 柳井センター 小売業 食料品 5%

196,819 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 柳井サロン 小売業 その他小売 5%

196,820 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 さくらセンター 小売業 食料品 5%

196,821 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 マロニエサロン 小売業 その他小売 5%

196,822 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 おれんじセンター 小売業 食料品 5%

196,823 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 五日市北サロン 小売業 その他小売 5%

196,824 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売　岩国センター 小売業 食料品 5%

196,825 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 マリフサロン 小売業 その他小売 5%

196,826 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売　南岩国センター 小売業 食料品 5%

196,827 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売　大竹センター 小売業 食料品 5%

196,828 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 大竹サロン 小売業 その他小売 5%

196,829 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売　ひまわりセンター 小売業 食料品 5%

196,830 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売　美北センター 小売業 食料品 5%

196,831 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 五日市センター 小売業 食料品 5%

196,832 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 五日市北センター 小売業 食料品 5%

196,833 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 廿日市センター 小売業 食料品 5%

196,834 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 廿日市サロン 小売業 その他小売 5%

196,835 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 おおのセンター 小売業 食料品 5%

196,836 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 下松サロン 小売業 その他小売 5%

196,837 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 星の里サロン 小売業 その他小売 5%

196,838 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 光センター 小売業 食料品 5%

196,839 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 周陽センター 小売業 食料品 5%

196,840 山口県 岩国市 山口県東部ヤクルト販売 下松センター 小売業 食料品 5%

196,841 山口県 岩国市 山口トヨタ自動車岩国店 小売業 その他小売 5%

196,842 山口県 岩国市 山口トヨタ自動車南岩国店 小売業 その他小売 5%

196,843 山口県 岩国市 山口トヨペット岩国マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

196,844 山口県 岩国市 山口トヨペット麻里布店 小売業 その他小売 5%

196,845 山口県 岩国市 山口トヨペット南岩国店 小売業 その他小売 5%

196,846 山口県 岩国市 セブン－イレブン山口由宇店 小売業 食料品 2%

196,847 山口県 岩国市 山中　岩国店 小売業 その他小売 5%

196,848 山口県 岩国市 由宇　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,849 山口県 岩国市 ［ＨＣ］（有）清水電機 小売業 電化製品 5%

196,850 山口県 岩国市 有限会社天狗屋 小売業 家具・調度品 5%

196,851 山口県 岩国市 花舎 サービス その他サービス 5%

196,852 山口県 岩国市 （有）堀江酒場　販売場 小売業 食料品 5%

196,853 山口県 岩国市 ゆきふとん店 小売業 その他小売 5%

196,854 山口県 岩国市 ゆず サービス 飲食業 5%
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196,855 山口県 岩国市 ゆず サービス 飲食業 5%

196,856 山口県 岩国市 Ｌａ　ｖｉｅ サービス 理容・美容業 5%

196,857 山口県 岩国市 ＬＩＦＥ サービス 理容・美容業 5%

196,858 山口県 岩国市 ラシェーナ　岩国 小売業 衣料品 5%

196,859 山口県 岩国市 わたなべ補聴器 小売業 その他小売 5%

196,860 山口県 宇部市 味道楽 サービス 飲食業 5%

196,861 山口県 宇部市 味処みさき サービス 飲食業 5%

196,862 山口県 宇部市 Ａｔｅｌｉｅｒ３４３ 小売業 衣料品 5%

196,863 山口県 宇部市 亜利沙 小売業 衣料品 5%

196,864 山口県 宇部市 ａｌｉｔｔｌｅｇｉｆｔ 小売業 衣料品 5%

196,865 山口県 宇部市 Ａｎ 小売業 衣料品 5%

196,866 山口県 宇部市 Ａｎｄａｎｔｅ　ＨＡＩＲｃ＆ｄ サービス 理容・美容業 5%

196,867 山口県 宇部市 ＡＮＴＳ サービス 理容・美容業 5%

196,868 山口県 宇部市 いきいきげんきの店マイヘルス 小売業 食料品 5%

196,869 山口県 宇部市 居酒屋お茶々 地魚料理とおばんざい サービス 飲食業 5%

196,870 山口県 宇部市 一茶 サービス 飲食業 5%

196,871 山口県 宇部市 出光宇部西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,872 山口県 宇部市 出光佐山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,873 山口県 宇部市 出光床波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,874 山口県 宇部市 出光八幡宮前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,875 山口県 宇部市 伊と錦 小売業 衣料品 5%

196,876 山口県 宇部市 井上書店 小売業 その他小売 5%

196,877 山口県 宇部市 井上塗装店 サービス その他サービス 5%

196,878 山口県 宇部市 ウェスタまるき小羽山店 小売業 食料品 5%

196,879 山口県 宇部市 ウェスタまるき空港通り店 小売業 食料品 5%

196,880 山口県 宇部市 ウェスタまるき楠店 小売業 食料品 5%

196,881 山口県 宇部市 ウェスタまるき工学部通り店 小売業 食料品 5%

196,882 山口県 宇部市 ウェスタまるき西宇部店 小売業 食料品 5%

196,883 山口県 宇部市 ウェスタまるき西岐波店 小売業 食料品 5%

196,884 山口県 宇部市 ウェスタまるき西割店 小売業 食料品 5%

196,885 山口県 宇部市 ウェスタまるき東岐波店 小売業 食料品 5%

196,886 山口県 宇部市 宇部医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

196,887 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部沖ノ旦店 小売業 食料品 2%

196,888 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部恩田町５丁目店 小売業 食料品 2%

196,889 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部恩田町店 小売業 食料品 2%

196,890 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部海南町店 小売業 食料品 2%

196,891 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部片倉店 小売業 食料品 2%

196,892 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部空港通り店 小売業 食料品 2%

196,893 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部黒石店 小売業 食料品 2%

196,894 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部高校前店 小売業 食料品 2%

196,895 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部興産病院前店 小売業 食料品 2%

196,896 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部高専グランド前店 小売業 食料品 2%
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196,897 山口県 宇部市 宇部構内タクシー サービス 運輸業 5%

196,898 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部厚南店 小売業 食料品 2%

196,899 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部小串台店 小売業 食料品 2%

196,900 山口県 宇部市 セブンーイレブン宇部寿町店 小売業 食料品 2%

196,901 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部島２丁目店 小売業 食料品 2%

196,902 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部下条２丁目店 小売業 食料品 2%

196,903 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部昭和町４丁目店 小売業 食料品 2%

196,904 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部新町店 小売業 食料品 2%

196,905 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部テクノパーク入口店 小売業 食料品 2%

196,906 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部常盤公園東店 小売業 食料品 2%

196,907 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部中野開作店 小売業 食料品 2%

196,908 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部西岐波店 小売業 食料品 2%

196,909 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部西中町店 小売業 食料品 2%

196,910 山口県 宇部市 宇部東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,911 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部東インター店 小売業 食料品 2%

196,912 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部東岐波店 小売業 食料品 2%

196,913 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部東須恵中原店 小売業 食料品 2%

196,914 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部ひらき店 小売業 食料品 2%

196,915 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部藤曲店 小売業 食料品 2%

196,916 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部松山町店 小売業 食料品 2%

196,917 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部岬町店 小売業 食料品 2%

196,918 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部吉見店 小売業 食料品 2%

196,919 山口県 宇部市 セブン－イレブン宇部若松町店 小売業 食料品 2%

196,920 山口県 宇部市 エスコ美容室 サービス 理容・美容業 5%

196,921 山口県 宇部市 エステサロン　チェリッシュ サービス 理容・美容業 5%

196,922 山口県 宇部市 エステティックサロンＳＡＫＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

196,923 山口県 宇部市 Ｎ　ＴＩＭＥ　ＡＮＤ　ＳＰＡＣＥ 小売業 衣料品 5%

196,924 山口県 宇部市 ＡＢホテル宇部新川 サービス 宿泊業 5%

196,925 山口県 宇部市 ＦＣ下関十字堂楽器店　宇部店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

196,926 山口県 宇部市 エムラ　宇部支店 小売業 衣料品 5%

196,927 山口県 宇部市 ’ｅｌｅ’ｅｌｅ サービス 理容・美容業 5%

196,928 山口県 宇部市 岡の辻にしむら 小売業 衣料品 5%

196,929 山口県 宇部市 オリックスレンタカー山口宇部空港カウンター サービス その他サービス 2%

196,930 山口県 宇部市 オリックスレンタカー山口宇部空港店 サービス その他サービス 2%

196,931 山口県 宇部市 織部　フジグラン宇部店 小売業 その他小売 5%

196,932 山口県 宇部市 Ｏｗａｒｉｙａ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

196,933 山口県 宇部市 ＯＮ　ａｎｄ　ＯＦＦ 小売業 衣料品 5%

196,934 山口県 宇部市 ＣＡＳＡ サービス 理容・美容業 5%

196,935 山口県 宇部市 海鮮問屋 サービス 飲食業 5%

196,936 山口県 宇部市 片桐動物病院 サービス その他サービス 5%

196,937 山口県 宇部市 カットショップエクセル サービス 理容・美容業 5%

196,938 山口県 宇部市 ｃａｎｏｅ　宇部厚南店【カノエ】 サービス 理容・美容業 5%
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196,939 山口県 宇部市 Ｃａｆｅ　Ｓｍｉｌｅｙ　しゅん サービス 飲食業 5%

196,940 山口県 宇部市 株式会社ジーマエンタープライズ サービス 理容・美容業 5%

196,941 山口県 宇部市 株式会社シバタ通商 本店 小売業 その他小売 5%

196,942 山口県 宇部市 髪きりむし サービス 理容・美容業 5%

196,943 山口県 宇部市 花梨の部屋 サービス その他サービス 5%

196,944 山口県 宇部市 ガレージコトシバ宇部インター店 サービス その他サービス 5%

196,945 山口県 宇部市 ガレージコトシバミナトマチ店 サービス その他サービス 5%

196,946 山口県 宇部市 カレーハウスココ壱番屋宇部厚南店 サービス 飲食業 2%

196,947 山口県 宇部市 カレーハウスココ壱番屋宇部中央町店 サービス 飲食業 2%

196,948 山口県 宇部市 カレーハウスココ壱番屋宇部東岐波店 サービス 飲食業 2%

196,949 山口県 宇部市 関西砿油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

196,950 山口県 宇部市 きがるな洋食屋さん　ＶＩＰ サービス 飲食業 5%

196,951 山口県 宇部市 キキーズ 上宇部店 小売業 その他小売 5%

196,952 山口県 宇部市 キタノ宇部店 小売業 衣料品 5%

196,953 山口県 宇部市 キッチンＦＵＫＵＤＡ サービス 飲食業 5%

196,954 山口県 宇部市 ギフトギャラリーオズ宇部店 小売業 その他小売 5%

196,955 山口県 宇部市 ＧＡＬＦＩＴ　宇部店 小売業 衣料品 5%

196,956 山口県 宇部市 キャンパス本店 小売業 その他小売 5%

196,957 山口県 宇部市 牛角宇部店 サービス 飲食業 2%

196,958 山口県 宇部市 京屋書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

196,959 山口県 宇部市 空港通りペットホテル＆ヘルスケア サービス その他サービス 5%

196,960 山口県 宇部市 グッデイ　宇部西店 小売業 その他小売 5%

196,961 山口県 宇部市 クニモト本社 小売業 その他小売 5%

196,962 山口県 宇部市 ＧＲＡＮＴＥＲＲＡＣＥｓｐａａｎｄｒｅｓ サービス 理容・美容業 5%

196,963 山口県 宇部市 ＧＲＡＮ　ＴＥＲＲＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

196,964 山口県 宇部市 クリーニングのしろや サービス その他サービス 5%

196,965 山口県 宇部市 クリスタ 小売業 その他小売 5%

196,966 山口県 宇部市 ＱＵＡＴＴＲＯ サービス 理容・美容業 5%

196,967 山口県 宇部市 国際ホテル宇部 サービス 宿泊業 5%

196,968 山口県 宇部市 ロージィーローズ サービス 理容・美容業 5%

196,969 山口県 宇部市 コープ　宇部店 小売業 食料品 5%

196,970 山口県 宇部市 コープここと　宇部移動店 小売業 その他小売 5%

196,971 山口県 宇部市 コープここと　宇部店 小売業 その他小売 5%

196,972 山口県 宇部市 サイクリング　サロン　ヒロシゲ　宇部店 小売業 その他小売 5%

196,973 山口県 宇部市 サイテック サービス その他サービス 5%

196,974 山口県 宇部市 酒のフロンティア中央店 小売業 食料品 5%

196,975 山口県 宇部市 三協模型店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

196,976 山口県 宇部市 三興物産販売株式会社 小売業 その他小売 5%

196,977 山口県 宇部市 ｊｓｇ サービス その他サービス 5%

196,978 山口県 宇部市 重幸刃物店 小売業 その他小売 5%

196,979 山口県 宇部市 Ｓｈｉｍａｃｅｒａｍｉｃａ サービス その他サービス 5%

196,980 山口県 宇部市 下関三菱　宇部西サービスセンター 小売業 その他小売 5%
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196,981 山口県 宇部市 下関三菱自動車販売宇部神原店 小売業 その他小売 5%

196,982 山口県 宇部市 下関三菱自動車販売宇部厚南店 小売業 その他小売 5%

196,983 山口県 宇部市 しゃぶしゃぶ温野菜宇部常盤店 サービス 飲食業 2%

196,984 山口県 宇部市 集電社 小売業 電化製品 5%

196,985 山口県 宇部市 Ｃｈｏｕｅｔｔｅ（シュエット） サービス 理容・美容業 5%

196,986 山口県 宇部市 ＳｕｇａＲ?ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

196,987 山口県 宇部市 手芸センタードリーム　宇部店 小売業 その他小売 5%

196,988 山口県 宇部市 酒肴旬膳　乾杯屋 サービス 飲食業 5%

196,989 山口県 宇部市 酒肴旬膳　乾杯屋 サービス 飲食業 5%

196,990 山口県 宇部市 十徳や　宇部海鮮 サービス 飲食業 5%

196,991 山口県 宇部市 進物の大進　宇部店 小売業 その他小売 5%

196,992 山口県 宇部市 ＳＵＺＵＪＵＫＵ 小売業 衣料品 5%

196,993 山口県 宇部市 すすめ ヴァイキング 宇部店 サービス 飲食業 5%

196,994 山口県 宇部市 スズランタクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

196,995 山口県 宇部市 スズランタクシー株式会社　５４６ サービス 運輸業 5%

196,996 山口県 宇部市 スターライト サービス 宿泊業 5%

196,997 山口県 宇部市 ステーキハウスＫ サービス 飲食業 5%

196,998 山口県 宇部市 素晴らしきかな人生　宇部店　素晴らしきかな人生宇部店 サービス 飲食業 5%

196,999 山口県 宇部市 Ｓｍｉｌｅ　琴崎 サービス 理容・美容業 5%

197,000 山口県 宇部市 セルフ宇部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,001 山口県 宇部市 セルフステーション小羽山 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,002 山口県 宇部市 セルフステーション小松原 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,003 山口県 宇部市 第一タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

197,004 山口県 宇部市 ［ＨＣ］タナカでんき 小売業 電化製品 5%

197,005 山口県 宇部市 馳走飯屋成佑 サービス 飲食業 5%

197,006 山口県 宇部市 チャイルドハウスぱれっとフジグラン宇部店 小売業 衣料品 5%

197,007 山口県 宇部市 ｃｈａｓｉｔｓｕ サービス その他サービス 5%

197,008 山口県 宇部市 中央商会 小売業 電化製品 5%

197,009 山口県 宇部市 中国料理　桃花林 サービス 宿泊業 5%

197,010 山口県 宇部市 丁字屋 小売業 衣料品 5%

197,011 山口県 宇部市 ティファニー サービス 理容・美容業 5%

197,012 山口県 宇部市 デンキのふくやま 小売業 電化製品 5%

197,013 山口県 宇部市 土火土火 サービス 飲食業 5%

197,014 山口県 宇部市 常盤和み家 サービス 飲食業 5%

197,015 山口県 宇部市 トキワ宝石 小売業 貴金属・服飾品 5%

197,016 山口県 宇部市 トキワ宝石　フジグラン宇部店 小売業 貴金属・服飾品 5%

197,017 山口県 宇部市 ドッグハウスファニー サービス その他サービス 5%

197,018 山口県 宇部市 トヨタカローラ山口ａｔｔａ！ときわ店 小売業 その他小売 5%

197,019 山口県 宇部市 トヨタカローラ山口宇部店 小売業 その他小売 5%

197,020 山口県 宇部市 トヨタカローラ山口ときわ店 小売業 その他小売 5%

197,021 山口県 宇部市 トヨタレンタリース山口宇部浜町店 サービス その他サービス 2%

197,022 山口県 宇部市 トヨタレンタリース山口山口宇部空港店 サービス その他サービス 2%
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197,023 山口県 宇部市 ドラマティックス　浜店 サービス 理容・美容業 5%

197,024 山口県 宇部市 ドラマティックス 神原店 サービス 理容・美容業 5%

197,025 山口県 宇部市 ドラマティックス 西岐波店 サービス 理容・美容業 5%

197,026 山口県 宇部市 ＴＲＩＮＩＴＹ サービス 理容・美容業 5%

197,027 山口県 宇部市 ＴＲＩＮＩＴＹ　＆　ＹＳＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

197,028 山口県 宇部市 永谷商事 小売業 その他小売 5%

197,029 山口県 宇部市 何ここ？　マーケット！ 小売業 その他小売 5%

197,030 山口県 宇部市 なべちょう酒店 小売業 食料品 5%

197,031 山口県 宇部市 肉酒場肉僧 サービス 飲食業 5%

197,032 山口県 宇部市 ニッセンシェイプファンデサロンリサ 小売業 衣料品 5%

197,033 山口県 宇部市 ネッツトヨタ山口宇部駅前店 小売業 その他小売 5%

197,034 山口県 宇部市 ネッツトヨタ山口宇部西店 小売業 その他小売 5%

197,035 山口県 宇部市 ネッツトヨタ山口宇部東店 小売業 その他小売 5%

197,036 山口県 宇部市 ネッツトヨタ山口宇部マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

197,037 山口県 宇部市 ネッツトヨタ山口西岐波店 小売業 その他小売 5%

197,038 山口県 宇部市 ノグチ電器 小売業 電化製品 5%

197,039 山口県 宇部市 博多一番どり　居食家あらい　宇部インター店 サービス 飲食業 5%

197,040 山口県 宇部市 博多一番どり　居食家あらい　宇部厚南店 サービス 飲食業 5%

197,041 山口県 宇部市 合同会社萩焼屋 サービス その他サービス 5%

197,042 山口県 宇部市 はくのや米穀店 小売業 食料品 5%

197,043 山口県 宇部市 はくのや米穀店株式会社 小売業 その他小売 5%

197,044 山口県 宇部市 ハニーストーン サービス 理容・美容業 5%

197,045 山口県 宇部市 明屋書店　東岐波店 小売業 その他小売 5%

197,046 山口県 宇部市 ぱわっときんすい参宮通り店 小売業 電化製品 5%

197,047 山口県 宇部市 ぱわっとスター西宇部店 小売業 電化製品 5%

197,048 山口県 宇部市 ぱわっとはまだ花園店 小売業 電化製品 5%

197,049 山口県 宇部市 ぱわっとワールド　上条店 小売業 電化製品 5%

197,050 山口県 宇部市 番茶屋　ばんちゃ屋 サービス 飲食業 5%

197,051 山口県 宇部市 ＢＭＯ宇部店 小売業 衣料品 5%

197,052 山口県 宇部市 東岐波ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,053 山口県 宇部市 東岐波薬局 小売業 その他小売 5%

197,054 山口県 宇部市 美容カイロプラクティック杏樹 サービス 理容・美容業 5%

197,055 山口県 宇部市 美容室　ＳＡＬＡ サービス 理容・美容業 5%

197,056 山口県 宇部市 ファイテンケアステーション宇部 小売業 その他小売 5%

197,057 山口県 宇部市 株式会社アワセルブス サービス その他サービス 5%

197,058 山口県 宇部市 福永商事株式会社　作業服部門 小売業 その他小売 5%

197,059 山口県 宇部市 ブロンズ美容室 サービス 理容・美容業 5%

197,060 山口県 宇部市 ヘアーサロン　ムラタ サービス 理容・美容業 5%

197,061 山口県 宇部市 ヘアーサロン　ムラタ サービス 理容・美容業 5%

197,062 山口県 宇部市 ヘアーサロン　ウエノ サービス 理容・美容業 5%

197,063 山口県 宇部市 ｈａｉｒ’ｓ　ＣＲＥＳＣＥＮＴ サービス 理容・美容業 5%

197,064 山口県 宇部市 ｈａｉｒ　ｈａｒｕ サービス 理容・美容業 5%
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197,065 山口県 宇部市 ＨＡＩＲ　ＲＥＭＡＫＥ　ＲＡＵＭ サービス 理容・美容業 5%

197,066 山口県 宇部市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｓｋｙ サービス 理容・美容業 5%

197,067 山口県 宇部市 ＨａｉｒＭａｋｅ　ｓｏｌａｃｉａ サービス 理容・美容業 5%

197,068 山口県 宇部市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　Ｓｏｌａｃｉａ サービス 運輸業 5%

197,069 山口県 宇部市 ＨＥＡＤ　ＳＰＡ１２３ サービス 理容・美容業 5%

197,070 山口県 宇部市 ペットショップ矢野橋　宇部店 小売業 その他小売 5%

197,071 山口県 宇部市 ポケットクロス二葉屋 サービス その他サービス 5%

197,072 山口県 宇部市 ＶＯＸｐｌｕｓショップ 小売業 その他小売 5%

197,073 山口県 宇部市 ホビーショップムック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

197,074 山口県 宇部市 マクドナルド宇部店 サービス 飲食業 2%

197,075 山口県 宇部市 マクドナルド宇部フジグラン店 サービス 飲食業 2%

197,076 山口県 宇部市 マクドナルド宇部ミスターマックス店 サービス 飲食業 2%

197,077 山口県 宇部市 マクドナルド宇部ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

197,078 山口県 宇部市 マクドナルド４９０宇部店 サービス 飲食業 2%

197,079 山口県 宇部市 ＭＡＨＡＬＯ　【マハロ】 サービス 理容・美容業 5%

197,080 山口県 宇部市 マリヤ サービス 理容・美容業 5%

197,081 山口県 宇部市 マリヤ化粧品店 小売業 その他小売 5%

197,082 山口県 宇部市 まるき小松原通り店 小売業 食料品 5%

197,083 山口県 宇部市 酒のフロンティア　藤曲本店 小売業 食料品 5%

197,084 山口県 宇部市 Ｍｉｋｉｔｙ　みき サービス 飲食業 5%

197,085 山口県 宇部市 ミツワ電器 小売業 電化製品 5%

197,086 山口県 宇部市 （株）三ツ輪モータース サービス その他サービス 5%

197,087 山口県 宇部市 ミムデモア サービス 理容・美容業 5%

197,088 山口県 宇部市 ムッシュ倶楽部 小売業 貴金属・服飾品 5%

197,089 山口県 宇部市 無法松　宇部店 小売業 その他小売 5%

197,090 山口県 宇部市 無法松　船木店 小売業 その他小売 5%

197,091 山口県 宇部市 明林堂書店フジグラン宇部店 小売業 その他小売 5%

197,092 山口県 宇部市 明林堂書店フジ西宇部店 小売業 その他小売 5%

197,093 山口県 宇部市 メガネの田中　フジグラン宇部店 小売業 その他小売 5%

197,094 山口県 宇部市 モイスティーヌ宇部サロン 小売業 その他小売 5%

197,095 山口県 宇部市 百田 サービス 飲食業 5%

197,096 山口県 宇部市 森本眼鏡　めがねのモリモト 小売業 貴金属・服飾品 5%

197,097 山口県 宇部市 山口トヨタ自動車宇部店 小売業 その他小売 5%

197,098 山口県 宇部市 山口トヨペットａｔｔａ！ときわ店 小売業 その他小売 5%

197,099 山口県 宇部市 山口トヨペット宇部西店 小売業 その他小売 5%

197,100 山口県 宇部市 山口トヨペットときわ店 小売業 その他小売 5%

197,101 山口県 宇部市 山口の肴中村屋 サービス 飲食業 5%

197,102 山口県 宇部市 セブン－イレブン山口船木店 小売業 食料品 2%

197,103 山口県 宇部市 山とアウトドアの店　ハックルベリー 小売業 その他小売 5%

197,104 山口県 宇部市 山とアウトドアの店　ハックルベリー 小売業 その他小売 5%

197,105 山口県 宇部市 山の台所請川の里 サービス 飲食業 5%

197,106 山口県 宇部市 山本写真機店 小売業 その他小売 5%
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197,107 山口県 宇部市 ＵＳオートサービス 小売業 その他小売 5%

197,108 山口県 宇部市 有限会社　アサヒ商会 小売業 電化製品 5%

197,109 山口県 宇部市 ＪＭ／有限会社山本輪業 小売業 その他小売 5%

197,110 山口県 宇部市 有限会社イエス電器かざみ 小売業 電化製品 5%

197,111 山口県 宇部市 有限会社ときわタクシー ５８６ サービス 運輸業 5%

197,112 山口県 宇部市 有限会社ときわタクシー ５８４ サービス 運輸業 5%

197,113 山口県 宇部市 有限会社にいや サービス 飲食業 5%

197,114 山口県 宇部市 有限会社船木自動車商会 小売業 その他小売 5%

197,115 山口県 宇部市 （有）補聴器センター中央 サービス その他サービス 5%

197,116 山口県 宇部市 有限会社マキモト自動車 サービス その他サービス 5%

197,117 山口県 宇部市 ゆらり サービス その他サービス 5%

197,118 山口県 宇部市 よつば薬局 小売業 その他小売 5%

197,119 山口県 宇部市 リカースペース太陽　川添店 小売業 食料品 5%

197,120 山口県 宇部市 リカースペース太陽　東岐波店 小売業 食料品 5%

197,121 山口県 宇部市 ＬＩＧ サービス 理容・美容業 5%

197,122 山口県 宇部市 ＨＡＩＲ＆ＣＡＲＥ　ＲＥＭＩＸ サービス 理容・美容業 5%

197,123 山口県 宇部市 Ｒｅｗ サービス 理容・美容業 5%

197,124 山口県 宇部市 ルームパステル　宇部店 小売業 その他小売 5%

197,125 山口県 宇部市 Ｒｅｖｅｐｔ サービス その他サービス 5%

197,126 山口県 宇部市 レオンズヘアー サービス 理容・美容業 5%

197,127 山口県 宇部市 ＬｅｓＦｌｅｕｒｓ 小売業 衣料品 5%

197,128 山口県 宇部市 ロサプラティノ サービス 理容・美容業 5%

197,129 山口県 宇部市 Ｙ’ｓ　ｈａｉｒ　ファースト店 サービス 理容・美容業 5%

197,130 山口県 宇部市 Ｙ’ｓ　ｈａｉｒ　ＦＩＲＳＴ サービス 理容・美容業 5%

197,131 山口県 宇部市 ワミレスサロンベルローズ サービス 理容・美容業 5%

197,132 山口県 上関町 沖田電機 小売業 電化製品 5%

197,133 山口県 上関町 カフェレストラン　瀬里家 サービス 飲食業 5%

197,134 山口県 上関町 上関　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,135 山口県 上関町 室津ＰＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,136 山口県 下松市 Ｒ＋ｈｏｕｓｅｋｕｄａｍａｔｓｕ 小売業 家具・調度品 5%

197,137 山口県 下松市 Ａｑｕａｌｉｓｈ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

197,138 山口県 下松市 Ａｇｉｏ サービス 飲食業 5%

197,139 山口県 下松市 ａｚ　ゆめタウン下松店 小売業 衣料品 5%

197,140 山口県 下松市 アルゾ　下松店 小売業 食料品 5%

197,141 山口県 下松市 アルバトロス サービス その他サービス 5%

197,142 山口県 下松市 出光下松大通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,143 山口県 下松市 出光下松中央セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,144 山口県 下松市 出光下松西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,145 山口県 下松市 井上商店　周南支店 小売業 食料品 5%

197,146 山口県 下松市 Ｗｉｌ．　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

197,147 山口県 下松市 ｅｓｔｈｅｔｉｃ×ｃｈｉｒｏｐｒａｃｔｉｃＲｅｆｙｕｎａ サービス 理容・美容業 5%

197,148 山口県 下松市 ＥＮＥＯＳ 下松宮前給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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197,149 山口県 下松市 ＥＮＥＯＳ 松星苑前給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,150 山口県 下松市 えんず　下松店 サービス 飲食業 5%

197,151 山口県 下松市 Ｃａｃｈｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

197,152 山口県 下松市 カットハウス　ジータ サービス 理容・美容業 5%

197,153 山口県 下松市 株式会社ヨシオカ電化センター 小売業 電化製品 5%

197,154 山口県 下松市 かめや釣具　下松店 小売業 その他小売 5%

197,155 山口県 下松市 ギフトギャラリー　オズ　下松瑞穂店 小売業 その他小売 5%

197,156 山口県 下松市 きもの　桔梗 サービス その他サービス 5%

197,157 山口県 下松市 牛角下松店 サービス 飲食業 2%

197,158 山口県 下松市 京都五条　桔梗 小売業 その他小売 5%

197,159 山口県 下松市 下松　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,160 山口県 下松市 下松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,161 山口県 下松市 セブン－イレブン下松生野屋店 小売業 食料品 2%

197,162 山口県 下松市 くだまつ健康パーク サービス その他サービス 5%

197,163 山口県 下松市 セブン－イレブン下松河内店 小売業 食料品 2%

197,164 山口県 下松市 セブン－イレブン下松潮音町１丁目店 小売業 食料品 2%

197,165 山口県 下松市 セブン－イレブン下松潮音店 小売業 食料品 2%

197,166 山口県 下松市 セブン－イレブン下松末武上店 小売業 食料品 2%

197,167 山口県 下松市 くだまつスポーツセンター サービス その他サービス 5%

197,168 山口県 下松市 下松灯油配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,169 山口県 下松市 セブン－イレブン下松望町店 小売業 食料品 2%

197,170 山口県 下松市 くだまつパブリックゴルフ サービス その他サービス 5%

197,171 山口県 下松市 セブン－イレブン下松病院前店 小売業 食料品 2%

197,172 山口県 下松市 くだまつむせん 小売業 電化製品 5%

197,173 山口県 下松市 クラウン周南 小売業 その他小売 5%

197,174 山口県 下松市 グルメロード安田（本店） 小売業 食料品 5%

197,175 山口県 下松市 クロロフィル下松美顔教室 小売業 その他小売 5%

197,176 山口県 下松市 健康パーク　スポーツプラザ サービス その他サービス 5%

197,177 山口県 下松市 （株）小桜 サービス 飲食業 5%

197,178 山口県 下松市 山陽自動車道上り下松サービスエリアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,179 山口県 下松市 しおかわ薬局 小売業 その他小売 5%

197,180 山口県 下松市 Ｃｙｃｌｏｔｅｃｈイチカワ 小売業 その他小売 5%

197,181 山口県 下松市 しゃぶしゃぶ温野菜下松店 サービス 飲食業 2%

197,182 山口県 下松市 周南工流シティＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,183 山口県 下松市 進物の大進　下松店 小売業 その他小売 5%

197,184 山口県 下松市 すすめ　ヴァイキング　徳山東店 サービス 飲食業 5%

197,185 山口県 下松市 セルフ下松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,186 山口県 下松市 大進創寫舘　下松店 小売業 その他小売 5%

197,187 山口県 下松市 タスク・カイロ・メディカル サービス その他サービス 5%

197,188 山口県 下松市 豊井ストアーおだ 小売業 その他小売 5%

197,189 山口県 下松市 トヨタカローラ山口　下松望町店 小売業 その他小売 5%

197,190 山口県 下松市 トヨタカローラ山口　ＧＲＧａｒａｇｅ周南 小売業 その他小売 5%
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197,191 山口県 下松市 トヨタカローラ山口　ジェームス周南店 小売業 その他小売 2%

197,192 山口県 下松市 ＴＲＵＳＴ サービス 理容・美容業 5%

197,193 山口県 下松市 永尾サービス サービス その他サービス 5%

197,194 山口県 下松市 ネッツトヨタ山口周南店 小売業 その他小売 5%

197,195 山口県 下松市 ネッツトヨタ山口周南マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

197,196 山口県 下松市 ネッツトヨタ山口末武店 小売業 その他小売 5%

197,197 山口県 下松市 Ｐａｔｉｏ サービス 理容・美容業 5%

197,198 山口県 下松市 ＰＡＴＩＯ サービス 理容・美容業 5%

197,199 山口県 下松市 ＢａｌｃｏｍＢＭＷ周南・ＢＭＷ　ＰｒｅｍｉｕｍＳｅｌｅｃｔｉｏｎ周南 小売業 その他小売 5%

197,200 山口県 下松市 バルコムモータース　周南 小売業 その他小売 5%

197,201 山口県 下松市 明屋書店 下松店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

197,202 山口県 下松市 ファイテンショップ　ザ・モール　周南店 小売業 その他小売 5%

197,203 山口県 下松市 ＦＩＮＯ 小売業 衣料品 5%

197,204 山口県 下松市 ブックランド都野　下松店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

197,205 山口県 下松市 （有）フラップオート・ジャスティス 小売業 その他小売 5%

197,206 山口県 下松市 ＰＲＩＮＴ－ｏｎ サービス その他サービス 5%

197,207 山口県 下松市 ｂｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

197,208 山口県 下松市 Ｈａｉｒ　７７４ サービス 理容・美容業 5%

197,209 山口県 下松市 ポプラ下松駅北口店 小売業 その他小売 2%

197,210 山口県 下松市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,211 山口県 下松市 本社代行 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,212 山口県 下松市 ホンダカーズ光東　下松店 サービス その他サービス 5%

197,213 山口県 下松市 マクドナルド下松サンリブ店 サービス 飲食業 2%

197,214 山口県 下松市 マクドナルド下松店 サービス 飲食業 2%

197,215 山口県 下松市 舛岡真伊 サービス その他サービス 5%

197,216 山口県 下松市 松本デンキ 小売業 電化製品 5%

197,217 山口県 下松市 丸新本店（株）　きものあそび和楽 小売業 衣料品 5%

197,218 山口県 下松市 みほり峠　下松店 サービス 飲食業 5%

197,219 山口県 下松市 明林堂書店ゆめタウン下松店 小売業 その他小売 5%

197,220 山口県 下松市 メガネの田中　サンリブ下松店 小売業 その他小売 5%

197,221 山口県 下松市 メガネの２１周南店 小売業 貴金属・服飾品 5%

197,222 山口県 下松市 ＤＯＵＢＬＥ サービス 理容・美容業 5%

197,223 山口県 下松市 もみほぐし　ｌａｌａ サービス その他サービス 5%

197,224 山口県 下松市 やくし美容室北口駅前店 サービス 理容・美容業 5%

197,225 山口県 下松市 やくし美容室末武店 サービス 理容・美容業 5%

197,226 山口県 下松市 やくし美容室中央店 サービス 理容・美容業 5%

197,227 山口県 下松市 山県電器 小売業 電化製品 5%

197,228 山口県 下松市 山口トヨタ自動車周南店 小売業 その他小売 5%

197,229 山口県 下松市 山口トヨペット周南店 小売業 その他小売 5%

197,230 山口県 下松市 有限会社半田ミシン商会 小売業 電化製品 5%

197,231 山口県 下松市 ［ＨＣ］ロクロヤ電器 小売業 電化製品 5%

197,232 山口県 下松市 若山石油株式会社　下松大通　給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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197,233 山口県 山陽小野田市 サンライズ厚狭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,234 山口県 山陽小野田市 厚狭駅前やきとりスタジアム サービス 飲食業 5%

197,235 山口県 山陽小野田市 Ａｌｕｒｅ小野田 サービス 理容・美容業 5%

197,236 山口県 山陽小野田市 出光有帆ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,237 山口県 山陽小野田市 （株）井上佛工所 小売業 家具・調度品 5%

197,238 山口県 山陽小野田市 ウェスタまるき厚狭店 小売業 食料品 5%

197,239 山口県 山陽小野田市 ウェスタまるき神田店 小売業 食料品 5%

197,240 山口県 山陽小野田市 ウェスタまるき中川店 小売業 食料品 5%

197,241 山口県 山陽小野田市 エクストールイン山陽小野田厚狭駅前 サービス 宿泊業 5%

197,242 山口県 山陽小野田市 ＳＮＧ　まつやま 小売業 電化製品 5%

197,243 山口県 山陽小野田市 ＥＮＥＯＳ 小野田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,244 山口県 山陽小野田市 小月インター給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,245 山口県 山陽小野田市 小野田インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,246 山口県 山陽小野田市 小野田駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,247 山口県 山陽小野田市 小野田オリエンタルホテル サービス 宿泊業 5%

197,248 山口県 山陽小野田市 セブンーイレブン小野田バイパス店 小売業 食料品 2%

197,249 山口県 山陽小野田市 セブン－イレブン小野田竜王山公園入口店 小売業 食料品 2%

197,250 山口県 山陽小野田市 かんのん堂 サービス その他サービス 5%

197,251 山口県 山陽小野田市 カーステージＮＢ サービス その他サービス 5%

197,252 山口県 山陽小野田市 革工房ＪＡＣＫ サービス その他サービス 5%

197,253 山口県 山陽小野田市 キタノ小野田店 小売業 衣料品 5%

197,254 山口県 山陽小野田市 ギフトギャラリーオズ　おのだサンパーク店 小売業 その他小売 5%

197,255 山口県 山陽小野田市 牛角小野田店 サービス 飲食業 2%

197,256 山口県 山陽小野田市 グッデイ　小野田店 小売業 その他小売 5%

197,257 山口県 山陽小野田市 ｃｌｅａｒ サービス その他サービス 5%

197,258 山口県 山陽小野田市 コープ　小野田店 小売業 食料品 5%

197,259 山口県 山陽小野田市 酒の國 小売業 食料品 5%

197,260 山口県 山陽小野田市 酒のフロンティア厚狭店 小売業 食料品 5%

197,261 山口県 山陽小野田市 セブン－イレブン山陽小野田厚陽店 小売業 食料品 2%

197,262 山口県 山陽小野田市 山陽小野田市民病院売店 小売業 その他小売 5%

197,263 山口県 山陽小野田市 セブンーイレブン山陽小野田千代町店 小売業 食料品 2%

197,264 山口県 山陽小野田市 セブン－イレブン山陽小野田日の出店 小売業 食料品 2%

197,265 山口県 山陽小野田市 セブン－イレブン山陽小野田丸河内店 小売業 食料品 2%

197,266 山口県 山陽小野田市 ジェイトラベル山口 サービス その他サービス 5%

197,267 山口県 山陽小野田市 食事処　新　月 サービス 飲食業 5%

197,268 山口県 山陽小野田市 ◇ＳｐｉｒａｌＳｔｅｐｓ◇ 小売業 衣料品 5%

197,269 山口県 山陽小野田市 船鉄観光旅行社 サービス その他サービス 5%

197,270 山口県 山陽小野田市 セントラルホテル サービス 宿泊業 5%

197,271 山口県 山陽小野田市 ソルコラソン サービス その他サービス 5%

197,272 山口県 山陽小野田市 タイムステーション ＮＥＯおのだサンパーク店 小売業 貴金属・服飾品 5%

197,273 山口県 山陽小野田市 チャイルドハウス　ぱれっと 小売業 衣料品 5%

197,274 山口県 山陽小野田市 デザインスタジオ猫のしっぽ サービス その他サービス 5%
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197,275 山口県 山陽小野田市 トータルブライダルサロン　ラフィーネ サービス 宿泊業 5%

197,276 山口県 山陽小野田市 トヨタカローラ山口小野田店 小売業 その他小売 5%

197,277 山口県 山陽小野田市 ドラマティックス サービス 理容・美容業 5%

197,278 山口県 山陽小野田市 ドラマティックス 小野田駅前店 サービス 理容・美容業 5%

197,279 山口県 山陽小野田市 なわたの海苔屋　中川店 小売業 食料品 5%

197,280 山口県 山陽小野田市 なわたの海苔屋　本店 小売業 食料品 5%

197,281 山口県 山陽小野田市 ニュー丸栄石油　小月インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,282 山口県 山陽小野田市 ネッツトヨタ山口小野田店 小売業 その他小売 5%

197,283 山口県 山陽小野田市 パティスリー　グランシャリオ　小野田店 小売業 食料品 5%

197,284 山口県 山陽小野田市 花の海 サービス 飲食業 5%

197,285 山口県 山陽小野田市 埴生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,286 山口県 山陽小野田市 はらだ化粧品店 小売業 その他小売 5%

197,287 山口県 山陽小野田市 明屋書店 厚狭店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

197,288 山口県 山陽小野田市 ぱわっとＳくらもと有帆店 小売業 電化製品 5%

197,289 山口県 山陽小野田市 美容室ラピス サービス 理容・美容業 5%

197,290 山口県 山陽小野田市 ファッションラウンジ　Ｐ　アンド　Ｒ 小売業 衣料品 5%

197,291 山口県 山陽小野田市 ＨａｉｒＳｔｕｄｉｏＬｉｂｅｒｔａｄ サービス 理容・美容業 5%

197,292 山口県 山陽小野田市 ほりうち 小売業 食料品 5%

197,293 山口県 山陽小野田市 マクドナルドおのだサンパーク店 サービス 飲食業 2%

197,294 山口県 山陽小野田市 マツデン 小売業 電化製品 5%

197,295 山口県 山陽小野田市 まるき小野田大学通り店 小売業 食料品 5%

197,296 山口県 山陽小野田市 無法松　小野田店 小売業 その他小売 5%

197,297 山口県 山陽小野田市 麺菜酒家らいち　厚狭店 サービス 飲食業 5%

197,298 山口県 山陽小野田市 セブンーイレブン山口厚狭本町店 小売業 食料品 2%

197,299 山口県 山陽小野田市 山口トヨタ自動車小野田店 小売業 その他小売 5%

197,300 山口県 山陽小野田市 山口トヨペット小野田店 小売業 その他小売 5%

197,301 山口県 山陽小野田市 ラ・セサミ　おのだサンパーク店 小売業 その他小売 5%

197,302 山口県 山陽小野田市 ラ・セサミおのだサンパーク店 小売業 その他小売 5%

197,303 山口県 山陽小野田市 Ｙ’ｓ　ｈａｉｒ　ウエスト店 サービス 理容・美容業 5%

197,304 山口県 山陽小野田市 Ｙ’ｓ　ｈａｉｒ　ＷＥＳＴ サービス 理容・美容業 5%

197,305 山口県 下関市 Ａｒｋｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

197,306 山口県 下関市 ｃｈｉｃｃｈｉ　ｓｈｉｍｏ サービス 理容・美容業 5%

197,307 山口県 下関市 垢田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,308 山口県 下関市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｓｅａｍｏ下関 サービス 理容・美容業 5%

197,309 山口県 下関市 あけぼの珈琲 あけぼの珈琲 下関店 サービス 飲食業 5%

197,310 山口県 下関市 Ａｐｐｌｅａｄ下関海響館前店 サービス その他サービス 5%

197,311 山口県 下関市 厚母ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,312 山口県 下関市 Ａｔｅｌｉｅｒｃａｆｅ　Ｍ サービス 飲食業 5%

197,313 山口県 下関市 ａｎｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

197,314 山口県 下関市 ａｖｉｏｎ 小売業 食料品 5%

197,315 山口県 下関市 ａｒｏｍａ ｗｏｒｋｓ アロマワークス サービス その他サービス 5%

197,316 山口県 下関市 アンシャーリー下関清末店 小売業 食料品 5%
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197,317 山口県 下関市 アン　シャーリー　下関一の宮店　アンシャーリー下関一の宮店 小売業 食料品 5%

197,318 山口県 下関市 ＡＮＴＩＱＵＥＳ＆ＯＬＤＩＥＳ サービス その他サービス 5%

197,319 山口県 下関市 いか鮮　下関 サービス 飲食業 5%

197,320 山口県 下関市 居酒屋いなば サービス 飲食業 5%

197,321 山口県 下関市 居酒屋徳 サービス 飲食業 5%

197,322 山口県 下関市 居酒屋どん八 サービス 飲食業 5%

197,323 山口県 下関市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ一の宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,324 山口県 下関市 一番倉庫　長府店 小売業 その他小売 5%

197,325 山口県 下関市 市村蒲鉾 小売業 食料品 5%

197,326 山口県 下関市 市村蒲鉾綾羅木店 小売業 食料品 5%

197,327 山口県 下関市 市村蒲鉾唐戸市場店 小売業 食料品 5%

197,328 山口県 下関市 市村蒲鉾吉見店 小売業 食料品 5%

197,329 山口県 下関市 イッツスタイル　下関リピエ店 サービス 理容・美容業 5%

197,330 山口県 下関市 出光阿川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,331 山口県 下関市 出光小月ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,332 山口県 下関市 出光川棚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,333 山口県 下関市 出光セルフ滝部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,334 山口県 下関市 出光椋野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,335 山口県 下関市 色葉うどん サービス 飲食業 5%

197,336 山口県 下関市 Ｏｅｉｌｖｅｒｔ 小売業 その他小売 5%

197,337 山口県 下関市 Ｏｅｉｌｖｅｒｔ　Ｏｅｉｌｖｅｒｔ 小売業 その他小売 5%

197,338 山口県 下関市 ヴィルセゾンうさぎ サービス 飲食業 5%

197,339 山口県 下関市 ウェスタまるき菊川店 小売業 食料品 5%

197,340 山口県 下関市 ウェスタまるき下関一の宮店 小売業 食料品 5%

197,341 山口県 下関市 ウェスタまるき下関小月店 小売業 食料品 5%

197,342 山口県 下関市 ウェスタまるき下関形山店 小売業 食料品 5%

197,343 山口県 下関市 ウェスタまるき豊浦店 小売業 食料品 5%

197,344 山口県 下関市 ｕｚｕｈｏｕｓｅ サービス 宿泊業 5%

197,345 山口県 下関市 うつわとくらし桃李 サービス その他サービス 5%

197,346 山口県 下関市 ｅｇａｏｄｅｓｉｇｎ ｔｏｂｉｕｓａｇｉ 小売業 その他小売 5%

197,347 山口県 下関市 エステティックサロンベルネ サービス 理容・美容業 5%

197,348 山口県 下関市 エッグカフェ サービス 飲食業 5%

197,349 山口県 下関市 江戸焼　うなぎ若松 サービス 飲食業 5%

197,350 山口県 下関市 ＮＴＡシーモール下関支店 サービス その他サービス 5%

197,351 山口県 下関市 ＥＮＥＯＳ 下関球場前給油所 小売業 その他小売 2%

197,352 山口県 下関市 ＥＮＥＯＳ 新下関給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,353 山口県 下関市 ＦＣ下関十字堂楽器店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

197,354 山口県 下関市 縁起焼 小売業 食料品 5%

197,355 山口県 下関市 Ｏｓｔｅｒｉａ伊庵 サービス 飲食業 5%

197,356 山口県 下関市 オートガレージＯＧＡＷＡ 小売業 その他小売 5%

197,357 山口県 下関市 おばんざい屋永 サービス 飲食業 5%

197,358 山口県 下関市 鶏料理お福下関店 サービス 飲食業 5%
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197,359 山口県 下関市 株式会社オムラ サービス その他サービス 5%

197,360 山口県 下関市 オリーブホリスティックアカデミー サービス その他サービス 5%

197,361 山口県 下関市 オリックスレンタカー新下関店 サービス その他サービス 2%

197,362 山口県 下関市 Ｏｎｚｅ 小売業 衣料品 5%

197,363 山口県 下関市 ＯＮＦＬＥＥＫ サービス 理容・美容業 5%

197,364 山口県 下関市 ガーデンマルシェ下関店 小売業 その他小売 5%

197,365 山口県 下関市 海響れすとらん　しずか サービス 飲食業 5%

197,366 山口県 下関市 懐古庵　下関店 サービス 飲食業 5%

197,367 山口県 下関市 海都　一の宮店 サービス 飲食業 5%

197,368 山口県 下関市 カギの１１０番 小売業 その他小売 5%

197,369 山口県 下関市 菓子工房ｎａ．ｎａｎ サービス 飲食業 5%

197,370 山口県 下関市 梶原酒店 小売業 食料品 5%

197,371 山口県 下関市 ガッツレンタカー新下関駅前店 サービス その他サービス 5%

197,372 山口県 下関市 ガッビアーノ サービス 飲食業 5%

197,373 山口県 下関市 割烹旅館　寿美礼 サービス 宿泊業 5%

197,374 山口県 下関市 かねよし 小売業 食料品 5%

197,375 山口県 下関市 Ｃａｐｉｇａｌｌｅｒｙ 小売業 衣料品 5%

197,376 山口県 下関市 カフェ　ティーフル　カフェ　ティーフル サービス 飲食業 5%

197,377 山口県 下関市 株式会社 下関植木 小売業 その他小売 5%

197,378 山口県 下関市 株式会社　素敬　ゆっくり小学校　下関内日校舎 サービス その他サービス 5%

197,379 山口県 下関市 株式会社　美栄水産 小売業 食料品 5%

197,380 山口県 下関市 オリーブホリスティックアカデミー サービス その他サービス 5%

197,381 山口県 下関市 唐戸　寿し仁 サービス 飲食業 5%

197,382 山口県 下関市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋コスパ新下関店 サービス 飲食業 2%

197,383 山口県 下関市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋下関武久店 サービス 飲食業 2%

197,384 山口県 下関市 河久 唐戸店 サービス 飲食業 5%

197,385 山口県 下関市 川棚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,386 山口県 下関市 河内電器商会 小売業 電化製品 5%

197,387 山口県 下関市 河内電器商会 小売業 電化製品 5%

197,388 山口県 下関市 かわで整体院 サービス その他サービス 5%

197,389 山口県 下関市 河野自動車 サービス その他サービス 5%

197,390 山口県 下関市 河野自動車 河野自動車 中古車販売 サービス その他サービス 5%

197,391 山口県 下関市 ＫＡＮＰＡＮＩＳＴＡ下関 サービス 飲食業 5%

197,392 山口県 下関市 関釜フェリーＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,393 山口県 下関市 セブン－イレブン関門医療センター店 小売業 食料品 2%

197,394 山口県 下関市 関門電機サービス サービス その他サービス 5%

197,395 山口県 下関市 菊川バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,396 山口県 下関市 岸砿油　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,397 山口県 下関市 喫茶　わすれじの サービス 飲食業 5%

197,398 山口県 下関市 ギフトギャラリー　オズ　下松店 小売業 その他小売 5%

197,399 山口県 下関市 ギフトギャラリーオズ新下関店 小売業 その他小売 5%

197,400 山口県 下関市 牛角下関カモンワーフ店 サービス 飲食業 2%
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197,401 山口県 下関市 牛串とらまめともつ鍋こ豆　下関店　牛串とらまめともつ鍋こ豆下関店 サービス 飲食業 5%

197,402 山口県 下関市 クシタニ　下関店 小売業 衣料品 5%

197,403 山口県 下関市 くじらキッチン サービス 飲食業 5%

197,404 山口県 下関市 グッデイ　長府店 小売業 その他小売 5%

197,405 山口県 下関市 靴のピープル川棚店 小売業 衣料品 5%

197,406 山口県 下関市 ＣＬＵＢ ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

197,407 山口県 下関市 グランド工房　下関店 小売業 その他小売 5%

197,408 山口県 下関市 ＣＲＡＩＺＥＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥ 小売業 その他小売 5%

197,409 山口県 下関市 株式会社クロスポイント 小売業 その他小売 5%

197,410 山口県 下関市 クロロフィル下関美顔教室 小売業 その他小売 5%

197,411 山口県 下関市 ケーキとカフェ　ガルメン サービス 飲食業 5%

197,412 山口県 下関市 合同会社ポーレック ベーカリーレストラン ポーレック インド料理ミラマハル サービス 飲食業 5%

197,413 山口県 下関市 パン工房 玄 小売業 食料品 5%

197,414 山口県 下関市 ここリラストレッチ　ゆめシティ店 サービス 理容・美容業 5%

197,415 山口県 下関市 コスメ＆ビューティオーシャン 小売業 その他小売 5%

197,416 山口県 下関市 特牛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,417 山口県 下関市 こっとい田中 小売業 食料品 5%

197,418 山口県 下関市 コープここと　新下関店 小売業 その他小売 5%

197,419 山口県 下関市 サイクルピット２４０　サイクルピット２４０　海峡店 小売業 その他小売 5%

197,420 山口県 下関市 サイクルピット２４０　サイクルピット２４０　川中豊町店 小売業 その他小売 5%

197,421 山口県 下関市 さい藤 サービス 飲食業 5%

197,422 山口県 下関市 サイト美容室 サービス 理容・美容業 5%

197,423 山口県 下関市 さかな市場　下関駅前店 サービス 飲食業 5%

197,424 山口県 下関市 サキナビューティーラウンジ下関 小売業 その他小売 5%

197,425 山口県 下関市 酒工房酒楽株式会社 小売業 その他小売 5%

197,426 山口県 下関市 ＳＡＴＡＫＥ 小売業 電化製品 5%

197,427 山口県 下関市 ＳＡＴＡＫＥ ＳＡＴＡＫＥ 小売業 電化製品 5%

197,428 山口県 下関市 サブウェイ　シーモール下関店 サービス 飲食業 5%

197,429 山口県 下関市 サーフサイド 小売業 その他小売 5%

197,430 山口県 下関市 サロンドシャンス サービス 理容・美容業 5%

197,431 山口県 下関市 サロンマツイ 小売業 衣料品 5%

197,432 山口県 下関市 サンパル小月ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,433 山口県 下関市 山陽代行 サービス 運輸業 5%

197,434 山口県 下関市 山陽代行 サービス その他サービス 5%

197,435 山口県 下関市 ｓｅａ　ｓｉｄｅ　ＣＩＥＬ サービス 理容・美容業 5%

197,436 山口県 下関市 ｊｓｇ サービス 理容・美容業 5%

197,437 山口県 下関市 Ｃｉｅｌｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

197,438 山口県 下関市 シティコンタクト　下関彦島店 小売業 その他小売 5%

197,439 山口県 下関市 セブンーイレブン下関秋根東町店 小売業 食料品 2%

197,440 山口県 下関市 セブン－イレブン下関綾羅木新町店 小売業 食料品 2%

197,441 山口県 下関市 セブン－イレブン下関生野町店 小売業 食料品 2%

197,442 山口県 下関市 セブン－イレブン下関一の宮店 小売業 食料品 2%
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197,443 山口県 下関市 セブン－イレブン下関一の宮東店 小売業 食料品 2%

197,444 山口県 下関市 セブン－イレブン下関医療センター店 小売業 食料品 2%

197,445 山口県 下関市 セブンーイレブン下関小月店 小売業 食料品 2%

197,446 山口県 下関市 セブン－イレブン下関小野店 小売業 食料品 2%

197,447 山口県 下関市 セブンーイレブン下関卸本町店 小売業 食料品 2%

197,448 山口県 下関市 セブン－イレブン下関川棚店 小売業 食料品 2%

197,449 山口県 下関市 セブン－イレブン下関川中豊町店 小売業 食料品 2%

197,450 山口県 下関市 セブン－イレブン下関関門海峡店 小売業 食料品 2%

197,451 山口県 下関市 セブンーイレブン下関菊川岡枝店 小売業 食料品 2%

197,452 山口県 下関市 セブン－イレブン下関貴船町店 小売業 食料品 2%

197,453 山口県 下関市 セブン－イレブン下関貴船４丁目店 小売業 食料品 2%

197,454 山口県 下関市 セブン－イレブン下関球場前店 小売業 食料品 2%

197,455 山口県 下関市 セブンーイレブン下関競艇場前店 小売業 食料品 2%

197,456 山口県 下関市 セブン－イレブン下関漁港前店 小売業 食料品 2%

197,457 山口県 下関市 セブン－イレブン下関グリーンモール店 小売業 食料品 2%

197,458 山口県 下関市 セブン－イレブン下関黒井店 小売業 食料品 2%

197,459 山口県 下関市 セブン－イレブン下関小串店 小売業 食料品 2%

197,460 山口県 下関市 下関ゴールデンゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

197,461 山口県 下関市 下関ゴールデンゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

197,462 山口県 下関市 下関三百目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,463 山口県 下関市 セブンーイレブン下関汐入店 小売業 食料品 2%

197,464 山口県 下関市 下関市満珠荘 サービス 宿泊業 5%

197,465 山口県 下関市 セブン－イレブン下関市役所前店 小売業 食料品 2%

197,466 山口県 下関市 セブン－イレブン下関新地店 小売業 食料品 2%

197,467 山口県 下関市 セブン－イレブン下関住吉店 小売業 食料品 2%

197,468 山口県 下関市 セブン－イレブン下関宝町店 小売業 食料品 2%

197,469 山口県 下関市 セブン－イレブン下関田倉店 小売業 食料品 2%

197,470 山口県 下関市 セブン－イレブン下関竹崎４丁目店 小売業 食料品 2%

197,471 山口県 下関市 セブン－イレブン下関武久店 小売業 食料品 2%

197,472 山口県 下関市 セブン－イレブン下関長府江下町店 小売業 食料品 2%

197,473 山口県 下関市 セブン－イレブン下関長府警察署前店 小売業 食料品 2%

197,474 山口県 下関市 セブン－イレブン下関長府珠の浦店 小売業 食料品 2%

197,475 山口県 下関市 セブン－イレブン下関富任町店 小売業 食料品 2%

197,476 山口県 下関市 セブン－イレブン下関豊田蛍街道店 小売業 食料品 2%

197,477 山口県 下関市 下関幡生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,478 山口県 下関市 セブン－イレブン下関幡生店 小売業 食料品 2%

197,479 山口県 下関市 セブン－イレブン下関岬之町店 小売業 食料品 2%

197,480 山口県 下関市 セブン－イレブン下関羽山町店 小売業 食料品 2%

197,481 山口県 下関市 セブン－イレブン下関稗田店 小売業 食料品 2%

197,482 山口県 下関市 セブンーイレブン下関稗田西町店 小売業 食料品 2%

197,483 山口県 下関市 セブン－イレブン下関稗田南町店 小売業 食料品 2%

197,484 山口県 下関市 セブン－イレブン下関東駅店 小売業 食料品 2%
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197,485 山口県 下関市 セブン－イレブン下関東大和町店 小売業 食料品 2%

197,486 山口県 下関市 セブン－イレブン下関彦島迫町店 小売業 食料品 2%

197,487 山口県 下関市 セブン－イレブン下関彦島水門店 小売業 食料品 2%

197,488 山口県 下関市 セブン－イレブン下関彦島福浦口店 小売業 食料品 2%

197,489 山口県 下関市 セブン－イレブン下関彦島向井町店 小売業 食料品 2%

197,490 山口県 下関市 セブン－イレブン下関福江店 小売業 食料品 2%

197,491 山口県 下関市 下関三菱自動車販売 小売業 その他小売 5%

197,492 山口県 下関市 下関三菱自動車販売小月店 小売業 その他小売 5%

197,493 山口県 下関市 下関三菱自動車販売彦島江の浦店 小売業 その他小売 5%

197,494 山口県 下関市 下関三菱自動車販売彦島福浦店 小売業 その他小売 5%

197,495 山口県 下関市 セブン－イレブン下関山の田店 小売業 食料品 2%

197,496 山口県 下関市 セブンーイレブン下関吉田店 小売業 食料品 2%

197,497 山口県 下関市 セブン－イレブン下関吉見店 小売業 食料品 2%

197,498 山口県 下関市 しゃぶしゃぶ温野菜下関カモンワーフ店 サービス 飲食業 2%

197,499 山口県 下関市 Ｃｈａｍｐ　Ｎｏｒｄ 小売業 衣料品 5%

197,500 山口県 下関市 ｓｈｕａｎ　ＫＵ　ｃａｆｅ 小売業 その他小売 5%

197,501 山口県 下関市 酒庵空 小売業 食料品 5%

197,502 山口県 下関市 手芸マキ 新下関店 小売業 その他小売 5%

197,503 山口県 下関市 旬楽館 サービス 飲食業 5%

197,504 山口県 下関市 ショーエイ電気 小売業 電化製品 5%

197,505 山口県 下関市 新健勝苑下関店 小売業 衣料品 5%

197,506 山口県 下関市 新下関観光株式会社　レストラン喫茶　ヒルズ 小売業 食料品 5%

197,507 山口県 下関市 進物の大進　下関店 小売業 その他小売 5%

197,508 山口県 下関市 水彩工房　リフレ 小売業 家具・調度品 5%

197,509 山口県 下関市 筋川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,510 山口県 下関市 スタジオフォトプラス　下関店 サービス その他サービス 5%

197,511 山口県 下関市 すたみな太郎　下関店 サービス 飲食業 5%

197,512 山口県 下関市 スパ・サロンＢＲＯＷＮ サービス 理容・美容業 5%

197,513 山口県 下関市 素晴らしきかな人生　下関店　素晴らしきかな人生下関店 サービス 飲食業 5%

197,514 山口県 下関市 炭火串焼き　やきとん　正一郎　炭火串焼き　やきとん　正一郎 サービス 飲食業 5%

197,515 山口県 下関市 炭焼きダイニング　Ｒａｚａｎ サービス 飲食業 5%

197,516 山口県 下関市 セイキ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

197,517 山口県 下関市 セルフ＆カーケア新下関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,518 山口県 下関市 セルフ下関インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,519 山口県 下関市 セルフステーション貴船ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,520 山口県 下関市 セルフ長府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,521 山口県 下関市 ＺＥＲＯＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

197,522 山口県 下関市 株式会社素敬 サービス その他サービス 5%

197,523 山口県 下関市 タカチホカメラ　下関店 小売業 その他小売 5%

197,524 山口県 下関市 滝部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,525 山口県 下関市 竹園旅館 サービス その他サービス 5%

197,526 山口県 下関市 武久ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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197,527 山口県 下関市 田中工務店 サービス その他サービス 5%

197,528 山口県 下関市 だるま堂 小売業 食料品 5%

197,529 山口県 下関市 中国自動車道　上り　王司パーキングエリアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,530 山口県 下関市 セブン－イレブン長府侍町店 小売業 食料品 2%

197,531 山口県 下関市 角島ジェラート　ポポロ サービス 飲食業 5%

197,532 山口県 下関市 角島テラス サービス 飲食業 5%

197,533 山口県 下関市 つばさ寿司 サービス 飲食業 5%

197,534 山口県 下関市 株式会社　ツバメガス山口 小売業 その他小売 5%

197,535 山口県 下関市 寺畑農園 小売業 食料品 5%

197,536 山口県 下関市 デンキのマスモト 小売業 電化製品 5%

197,537 山口県 下関市 デンヒチ下関営業所 小売業 その他小売 5%

197,538 山口県 下関市 東京屋クリーニング本店 サービス その他サービス 5%

197,539 山口県 下関市 東龍軒　下関店 サービス 飲食業 5%

197,540 山口県 下関市 トム・ソーヤー　下関店 小売業 その他小売 5%

197,541 山口県 下関市 トヨタカローラ山口小月店 小売業 その他小売 5%

197,542 山口県 下関市 トヨタカローラ山口下関店 小売業 その他小売 5%

197,543 山口県 下関市 トヨタカローラ山口新下関店 小売業 その他小売 5%

197,544 山口県 下関市 トヨタカローラ山口安岡店 小売業 その他小売 5%

197,545 山口県 下関市 豊田石油株式会社本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,546 山口県 下関市 豊田バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,547 山口県 下関市 トヨタレンタリース山口新下関駅前店 サービス その他サービス 2%

197,548 山口県 下関市 Ｄｏｎｑ－Ｐｏｎｑ 小売業 その他小売 5%

197,549 山口県 下関市 ナカガワデンキ 小売業 電化製品 5%

197,550 山口県 下関市 中嶋商店海産部 小売業 食料品 5%

197,551 山口県 下関市 長門二見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,552 山口県 下関市 なつ動物病院 サービス その他サービス 5%

197,553 山口県 下関市 西市ＳＳ 小売業 その他小売 2%

197,554 山口県 下関市 西市バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,555 山口県 下関市 西平電気　西平電気商会 小売業 電化製品 5%

197,556 山口県 下関市 日繊産業 小売業 衣料品 5%

197,557 山口県 下関市 日繊産業　幸町販売店 小売業 衣料品 5%

197,558 山口県 下関市 日繊産業　竹崎町販売店 小売業 衣料品 5%

197,559 山口県 下関市 ネイブル川棚店 小売業 衣料品 5%

197,560 山口県 下関市 ネッツトヨタ山口綾羅木店 小売業 その他小売 5%

197,561 山口県 下関市 ネッツトヨタ山口綾羅木マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

197,562 山口県 下関市 ネッツトヨタ山口一の宮店 小売業 その他小売 5%

197,563 山口県 下関市 ネッツトヨタ山口下関北店 小売業 その他小売 5%

197,564 山口県 下関市 ネッツトヨタ山口下関店 小売業 その他小売 5%

197,565 山口県 下関市 ネッツトヨタ山口レクサス下関 小売業 その他小売 5%

197,566 山口県 下関市 パイオニアオート商会 小売業 その他小売 5%

197,567 山口県 下関市 梅寿軒 小売業 食料品 5%

197,568 山口県 下関市 梅寿軒　本店 小売業 食料品 5%
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197,569 山口県 下関市 博多一番どり 居食家あらい 新下関店 サービス 飲食業 5%

197,570 山口県 下関市 博多一番どり 居食家あらい 長府店 サービス 飲食業 5%

197,571 山口県 下関市 博多一番どり 居食家あらい 山の田店 サービス 飲食業 5%

197,572 山口県 下関市 ばか盛屋 サービス 飲食業 5%

197,573 山口県 下関市 はかりや サービス 飲食業 5%

197,574 山口県 下関市 パソコン市場　下関店 小売業 電化製品 5%

197,575 山口県 下関市 パソコン市場　シーモール下関店 小売業 電化製品 5%

197,576 山口県 下関市 ＨＡＰＰＹＥＮＤ サービス 飲食業 5%

197,577 山口県 下関市 パティスリー　グランシャリオ　下関店 小売業 食料品 5%

197,578 山口県 下関市 バド テニスステーション下関Ｇｏｏｐｐｙ 小売業 その他小売 5%

197,579 山口県 下関市 パナどっとげんりん　宝町店 小売業 電化製品 5%

197,580 山口県 下関市 パナどっとちゃやま　垢田店 小売業 電化製品 5%

197,581 山口県 下関市 パナどっととうぶ　小月駅前店 小売業 電化製品 5%

197,582 山口県 下関市 パナどっとながおか　彦島店 小売業 電化製品 5%

197,583 山口県 下関市 パナどっとなかのグリーンモール店 小売業 電化製品 5%

197,584 山口県 下関市 パナどっとなかむら　勝山店 小売業 電化製品 5%

197,585 山口県 下関市 パナどっとなかむら豊洋台店 小売業 電化製品 5%

197,586 山口県 下関市 パナどっとぱれっと　富任店 小売業 電化製品 5%

197,587 山口県 下関市 パナどっとふじた吉見店 小売業 電化製品 5%

197,588 山口県 下関市 パナどっとやまかわ　入江店 小売業 電化製品 5%

197,589 山口県 下関市 パナどっとゆたか　梶栗店 小売業 電化製品 5%

197,590 山口県 下関市 Ｂａｒｒｉｏ サービス 飲食業 5%

197,591 山口県 下関市 ＢａｌｃｏｍＢＭＷ下関・ＢＭＷ　ＰｒｅｍｉｕｍＳｅｌｅｃｔｉｏｎ下関 小売業 その他小売 5%

197,592 山口県 下関市 バルコムモータース　下関 小売業 その他小売 5%

197,593 山口県 下関市 明屋書店 下関長府店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

197,594 山口県 下関市 明屋書店　長府店 小売業 その他小売 5%

197,595 山口県 下関市 明屋書店MEGA 新下関店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

197,596 山口県 下関市 明屋書店ＭＥＧＡ新下関店 小売業 その他小売 5%

197,597 山口県 下関市 ハローデイ海峡ゆめタワー前店 小売業 食料品 5%

197,598 山口県 下関市 ハローデイ綾羅木店 小売業 食料品 5%

197,599 山口県 下関市 東大和町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,600 山口県 下関市 彦島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,601 山口県 下関市 彦島江の浦店 小売業 その他小売 5%

197,602 山口県 下関市 彦島福浦店 小売業 その他小売 5%

197,603 山口県 下関市 美人湯の宿　平田旅館 サービス 宿泊業 5%

197,604 山口県 下関市 燈酔堂 サービス 飲食業 5%

197,605 山口県 下関市 ビストロまさ サービス 飲食業 5%

197,606 山口県 下関市 －Ｂｅａｕｔｙ＆Ａｒｔ－Ｒｅｓｐｅｃｔ サービス 理容・美容業 5%

197,607 山口県 下関市 美容室　和花　ｏｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

197,608 山口県 下関市 美容室ｍｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

197,609 山口県 下関市 ヒルズクラブ サービス その他サービス 5%

197,610 山口県 下関市 フィジカルプラス 小売業 その他小売 5%

4707



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

197,611 山口県 下関市 ４ｗｏｏｄｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ サービス 宿泊業 5%

197,612 山口県 下関市 ふくいテニスクラブ サービス その他サービス 5%

197,613 山口県 下関市 福浦薬局 小売業 その他小売 5%

197,614 山口県 下関市 フクフクデンキ 小売業 電化製品 5%

197,615 山口県 下関市 ふぐ料理　懐石料理　たまや本店 サービス 飲食業 5%

197,616 山口県 下関市 藤川 小売業 その他小売 5%

197,617 山口県 下関市 藤村牛乳販売店 小売業 食料品 5%

197,618 山口県 下関市 フットママプラス下関店 サービス その他サービス 5%

197,619 山口県 下関市 プラザホテル下関 サービス 宿泊業 5%

197,620 山口県 下関市 ブラッシュアップスタジオ玉里 小売業 衣料品 5%

197,621 山口県 下関市 プリンスホテル下関 サービス 宿泊業 5%

197,622 山口県 下関市 ＢＬＵ　ＳＰＡ サービス その他サービス 5%

197,623 山口県 下関市 ＢｌｕｅＴｏ?Ｈａｉｒ? ブルートヘア 美容室 サービス 理容・美容業 5%

197,624 山口県 下関市 ＢＲＥＭＥＮ サービス 理容・美容業 5%

197,625 山口県 下関市 ＢＲＥＭＥＮ【ブレーメン】 サービス 理容・美容業 5%

197,626 山口県 下関市 ヘアー　ドレッシング　ＢＡＲＩ　ヘアードレッシングＢＡＲＩ サービス 理容・美容業 5%

197,627 山口県 下関市 ｈａｉｒ＆ｎａｉｌ　ｍｏａｎａ サービス 理容・美容業 5%

197,628 山口県 下関市 ヘアーサロンむらた　ヘアーサロン　むらた サービス 理容・美容業 5%

197,629 山口県 下関市 ヘアーサロンやんぐ サービス 理容・美容業 5%

197,630 山口県 下関市 ｈａｉｒ　ｓｔａｇｅ　ＤＲＯＰ　Ｓ サービス 理容・美容業 5%

197,631 山口県 下関市 ヘアープロデュース・アイズ サービス 理容・美容業 5%

197,632 山口県 下関市 ＨａｉｒｌａｂａＬｕｓｔｅｒ サービス 理容・美容業 5%

197,633 山口県 下関市 ｓｅａーｓｏｎーａｌ　下関 サービス 理容・美容業 5%

197,634 山口県 下関市 平蔵　平蔵 サービス 飲食業 5%

197,635 山口県 下関市 ペットショップ　フレンドリー 小売業 その他小売 5%

197,636 山口県 下関市 ｂｅｌｌ ｆｌｏｗｅｒ Ｂｅｌｌ ｆｌｏｗｅｒ 小売業 その他小売 5%

197,637 山口県 下関市 ボディー下関 サービス その他サービス 5%

197,638 山口県 下関市 ボディーショップ　Ｒ２ 小売業 その他小売 5%

197,639 山口県 下関市 ホテル風の海 サービス 宿泊業 5%

197,640 山口県 下関市 ホテル西長門リゾート サービス 宿泊業 5%

197,641 山口県 下関市 ポプラ下関竹崎店 小売業 その他小売 2%

197,642 山口県 下関市 本社 小売業 その他小売 2%

197,643 山口県 下関市 マクドナルド下関東駅店 サービス 飲食業 2%

197,644 山口県 下関市 マクドナルド新下関ゆめシティ店 サービス 飲食業 2%

197,645 山口県 下関市 マクドナルド長府店 サービス 飲食業 2%

197,646 山口県 下関市 マクドナルド長府ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

197,647 山口県 下関市 Ｍｏｍ’ｓ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

197,648 山口県 下関市 Ｍａｍｅｎａ サービス 飲食業 5%

197,649 山口県 下関市 まるき角倉店 小売業 食料品 5%

197,650 山口県 下関市 まるき武久店 小売業 食料品 5%

197,651 山口県 下関市 まるき彦島店 小売業 食料品 5%

197,652 山口県 下関市 まるしまや 小売業 食料品 5%
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197,653 山口県 下関市 ミズエ電気 小売業 電化製品 5%

197,654 山口県 下関市 水野商店 小売業 食料品 5%

197,655 山口県 下関市 ミモザ新下関店 小売業 家具・調度品 5%

197,656 山口県 下関市 都設計工房 小売業 その他小売 5%

197,657 山口県 下関市 ミンツストア大和町売店 小売業 食料品 5%

197,658 山口県 下関市 無法松　下関店 小売業 その他小売 5%

197,659 山口県 下関市 無法松　安岡店 小売業 その他小売 5%

197,660 山口県 下関市 無法松　大和町店 小売業 その他小売 5%

197,661 山口県 下関市 無法松　大和町店 小売業 その他小売 5%

197,662 山口県 下関市 ムラタカメラ唐戸店 小売業 電化製品 5%

197,663 山口県 下関市 村田自転車店 小売業 その他小売 5%

197,664 山口県 下関市 村田自転車店　村田自転車店 小売業 その他小売 5%

197,665 山口県 下関市 Ｍａｔｅｓ サービス その他サービス 5%

197,666 山口県 下関市 明林堂書店新下関店 小売業 その他小売 5%

197,667 山口県 下関市 明林堂書店長府店 小売業 その他小売 5%

197,668 山口県 下関市 めがね工房ノエル 小売業 貴金属・服飾品 5%

197,669 山口県 下関市 めがね工房　ノエル 小売業 その他小売 5%

197,670 山口県 下関市 メディアカフェポパイ下関山の田店 サービス その他サービス 5%

197,671 山口県 下関市 メナード化粧品リヴェカリーノ代行店 サービス 理容・美容業 2%

197,672 山口県 下関市 メルセデス・ベンツ　下関 小売業 その他小売 5%

197,673 山口県 下関市 ＭＯＫＡ サービス 理容・美容業 5%

197,674 山口県 下関市 モンマートはやた 小売業 食料品 5%

197,675 山口県 下関市 焼肉　かつ山 サービス 飲食業 5%

197,676 山口県 下関市 ヤスムロプラン サービス その他サービス 5%

197,677 山口県 下関市 山口トヨタ自動車小月店 小売業 その他小売 5%

197,678 山口県 下関市 山口トヨタ自動車下関北店 小売業 その他小売 5%

197,679 山口県 下関市 山口トヨタ自動車下関店 小売業 その他小売 5%

197,680 山口県 下関市 山口トヨペット綾羅木店 小売業 その他小売 5%

197,681 山口県 下関市 山口トヨペット綾羅木マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

197,682 山口県 下関市 山口トヨペット一の宮店 小売業 その他小売 5%

197,683 山口県 下関市 山口トヨペット一の宮マイカ－センタ－ 小売業 その他小売 5%

197,684 山口県 下関市 山口トヨペット長府店 小売業 その他小売 5%

197,685 山口県 下関市 やまみうに下関水陸物産株式会社 小売業 食料品 5%

197,686 山口県 下関市 山本晃市 サービス その他サービス 5%

197,687 山口県 下関市 やむたん サービス 飲食業 5%

197,688 山口県 下関市 有限会社冨田工務店 サービス その他サービス 5%

197,689 山口県 下関市 有限会社三宅商店 有限会社 三宅商店 小売業 食料品 5%

197,690 山口県 下関市 夕凪 サービス 飲食業 5%

197,691 山口県 下関市 腰痛専門整体院～ななか～ サービス その他サービス 5%

197,692 山口県 下関市 吉見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,693 山口県 下関市 有限会社ライス＆ミルク上村 小売業 食料品 5%

197,694 山口県 下関市 ラジコン天国　ラジコン天国下関 小売業 その他小売 5%
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197,695 山口県 下関市 Ｒｉｓａ　Ｒｉｓａ【リサリサ】 サービス 理容・美容業 5%

197,696 山口県 下関市 Ｌｅａｆ　Ｌａｖｅｌ サービス 理容・美容業 5%

197,697 山口県 下関市 リフォームたつみ サービス その他サービス 5%

197,698 山口県 下関市 ／ＬＵＴＥ 小売業 食料品 5%

197,699 山口県 下関市 Ｒｉｎｃ サービス 理容・美容業 5%

197,700 山口県 下関市 ＬＩＮＫＳ 小売業 衣料品 5%

197,701 山口県 下関市 ｒｕｈｅｐｌａｔｚ サービス 飲食業 5%

197,702 山口県 下関市 ｒｅｇｉｎａｐｕｂｂｌｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

197,703 山口県 下関市 レストランまつもと サービス 飲食業 5%

197,704 山口県 下関市 レディスショップ　ルフラン 小売業 衣料品 5%

197,705 山口県 下関市 レディスショップ河野 小売業 衣料品 5%

197,706 山口県 下関市 れれれのれ サービス 飲食業 5%

197,707 山口県 下関市 レンタルビデオ　ゲーム　Ｔ　Ｇ サービス その他サービス 5%

197,708 山口県 下関市 和バルコパん食堂 サービス 飲食業 5%

197,709 山口県 周南市 アイリー動物病院 サービス その他サービス 5%

197,710 山口県 周南市 アイル 小売業 衣料品 5%

197,711 山口県 周南市 アオゾラテーブル サービス 飲食業 5%

197,712 山口県 周南市 ａｒｃｈ サービス 理容・美容業 5%

197,713 山口県 周南市 Ａｐｐｌｅａｄ　周南店 サービス その他サービス 5%

197,714 山口県 周南市 アーバンタイムス　徳山 サービス 宿泊業 5%

197,715 山口県 周南市 イタリア食堂Ｂａｍｂｏｏ サービス 飲食業 5%

197,716 山口県 周南市 出光浦山セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,717 山口県 周南市 出光新南陽セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,718 山口県 周南市 出光セルフ櫛ケ浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,719 山口県 周南市 出光築港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,720 山口県 周南市 出光富田港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,721 山口県 周南市 出光長穂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,722 山口県 周南市 出光若山石油本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,723 山口県 周南市 いよや　富田店 小売業 食料品 5%

197,724 山口県 周南市 いよや　福川店 小売業 食料品 5%

197,725 山口県 周南市 インテリア飛騨 小売業 家具・調度品 5%

197,726 山口県 周南市 Ａｉｒ ｓｎｉｐ サービス 理容・美容業 5%

197,727 山口県 周南市 ＮＴＡトラベル　周南支店 サービス その他サービス 5%

197,728 山口県 周南市 ＥＮＥＯＳ 徳山秋月給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,729 山口県 周南市 ＥＮＥＯＳ 徳山城ケ丘給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,730 山口県 周南市 ＥＮＥＯＳ マルチステーション周南 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,731 山口県 周南市 ｍｍ?　ｆａｃｔｏｒｙ　ｋｏｍｏｌｉｅｒＮＵＡ サービス その他サービス 5%

197,732 山口県 周南市 エムラ　きもの館 小売業 衣料品 5%

197,733 山口県 周南市 エムラ　徳山支店 小売業 衣料品 5%

197,734 山口県 周南市 ＥＬＡＮ 小売業 衣料品 5%

197,735 山口県 周南市 オリエンタル　バール サービス 飲食業 5%

197,736 山口県 周南市 オリックスレンタカー徳山駅新幹線口店 サービス その他サービス 2%
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197,737 山口県 周南市 ガーデンレストラン　メープルヒル サービス 飲食業 5%

197,738 山口県 周南市 カイロプラクティックｃｌｏｖｅｒ新南陽店 サービス 理容・美容業 5%

197,739 山口県 周南市 ｃａｃａ サービス 飲食業 5%

197,740 山口県 周南市 カギのレスキュー鍵屋 サービス その他サービス 5%

197,741 山口県 周南市 果子乃季 徳山駅店 小売業 食料品 5%

197,742 山口県 周南市 かね石食料品店 小売業 食料品 5%

197,743 山口県 周南市 鹿野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,744 山口県 周南市 鹿野バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,745 山口県 周南市 株 はつもみぢ 小売業 食料品 5%

197,746 山口県 周南市 「カラム」 サービス その他サービス 5%

197,747 山口県 周南市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋イオンタウン周南店 サービス 飲食業 2%

197,748 山口県 周南市 乾杯　　ニクノミコト　周南店　乾杯　　ニクノミコト周南店 サービス 飲食業 5%

197,749 山口県 周南市 喜多川 サービス 飲食業 5%

197,750 山口県 周南市 きっちんＣｏｈａｃｈｉ サービス 飲食業 5%

197,751 山口県 周南市 キャミーズ 小売業 その他小売 5%

197,752 山口県 周南市 ギャラリーアイ周南店 小売業 衣料品 5%

197,753 山口県 周南市 牛角徳山店 サービス 飲食業 2%

197,754 山口県 周南市 ９ＭＬＧ　ＢＹ　ＣＨＩＴＯＳＥ サービス 理容・美容業 5%

197,755 山口県 周南市 銀色バイク 小売業 その他小売 5%

197,756 山口県 周南市 櫛ヶ浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,757 山口県 周南市 セブン－イレブン下松中央町店 小売業 食料品 2%

197,758 山口県 周南市 熊毛　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,759 山口県 周南市 セブン－イレブン熊毛インター店 小売業 食料品 2%

197,760 山口県 周南市 古民家サロンＣｕｒａｔｉｆクラティフ サービス その他サービス 5%

197,761 山口県 周南市 クレイン　徳山店 小売業 衣料品 5%

197,762 山口県 周南市 クレサンベール山田 小売業 貴金属・服飾品 5%

197,763 山口県 周南市 Ｃｌｏｖｅｒ サービス その他サービス 5%

197,764 山口県 周南市 Ｃｌｏｖｅｒ周南桜木店 サービス 理容・美容業 5%

197,765 山口県 周南市 黒髪石材　職域 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,766 山口県 周南市 ｇｒｏｓｉｅｒ 小売業 衣料品 5%

197,767 山口県 周南市 クロロフイル周南美顔教室 小売業 その他小売 5%

197,768 山口県 周南市 子たぬきのパン 小売業 食料品 5%

197,769 山口県 周南市 御馳処　わやや亭 サービス 飲食業 5%

197,770 山口県 周南市 寿屋珈琲　徳山店 小売業 食料品 5%

197,771 山口県 周南市 コノハナヤ 小売業 その他小売 5%

197,772 山口県 周南市 コープ　とくやま店 小売業 食料品 5%

197,773 山口県 周南市 コープここと　とくやま移動店 小売業 その他小売 5%

197,774 山口県 周南市 コープここと　とくやま店 小売業 その他小売 5%

197,775 山口県 周南市 Ｃｉｒｃｌｅ 小売業 衣料品 5%

197,776 山口県 周南市 ＳＡＫＡＹＡＧＯＦＵＫＵＴＥＮ 小売業 衣料品 5%

197,777 山口県 周南市 Ｓａｋｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

197,778 山口県 周南市 茶房ネローラ サービス 飲食業 5%
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197,779 山口県 周南市 サロン　エスコ 小売業 衣料品 5%

197,780 山口県 周南市 紫水園 サービス 宿泊業 5%

197,781 山口県 周南市 詩仙堂 小売業 衣料品 5%

197,782 山口県 周南市 セブン－イレブン周南大内町店 小売業 食料品 2%

197,783 山口県 周南市 セブン－イレブン周南大河内店 小売業 食料品 2%

197,784 山口県 周南市 セブン－イレブン周南温田店 小売業 食料品 2%

197,785 山口県 周南市 セブン－イレブン周南河東町店 小売業 食料品 2%

197,786 山口県 周南市 セブン－イレブン周南岐山通店 小売業 食料品 2%

197,787 山口県 周南市 セブン－イレブン周南熊毛店 小売業 食料品 2%

197,788 山口県 周南市 セブン－イレブン周南久米小前店 小売業 食料品 2%

197,789 山口県 周南市 セブン－イレブン周南久米次郎丸店 小売業 食料品 2%

197,790 山口県 周南市 セブン－イレブン周南久米店 小売業 食料品 2%

197,791 山口県 周南市 セブン－イレブン周南栗屋店 小売業 食料品 2%

197,792 山口県 周南市 セブン－イレブン周南古泉店 小売業 食料品 2%

197,793 山口県 周南市 セブン－イレブン周南桜木店 小売業 食料品 2%

197,794 山口県 周南市 セブン－イレブン周南五月町店 小売業 食料品 2%

197,795 山口県 周南市 セブン－イレブン周南新宿通店 小売業 食料品 2%

197,796 山口県 周南市 セブン－イレブン周南新堤店 小売業 食料品 2%

197,797 山口県 周南市 しゅうなんＺｏｏ－ＳＨＯＰ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

197,798 山口県 周南市 セブン－イレブン周南築港町店 小売業 食料品 2%

197,799 山口県 周南市 セブン－イレブン周南富田店 小売業 食料品 2%

197,800 山口県 周南市 セブン－イレブン周南二番町店 小売業 食料品 2%

197,801 山口県 周南市 セブン－イレブン周南野村３丁目店 小売業 食料品 2%

197,802 山口県 周南市 セブン－イレブン周南原宿店 小売業 食料品 2%

197,803 山口県 周南市 セブン－イレブン周南平和通店 小売業 食料品 2%

197,804 山口県 周南市 セブン－イレブン周南戸田駅前店 小売業 食料品 2%

197,805 山口県 周南市 セブン－イレブン周南戸田店 小売業 食料品 2%

197,806 山口県 周南市 セブン－イレブン周南松保町店 小売業 食料品 2%

197,807 山口県 周南市 セブン－イレブン周南政所店 小売業 食料品 2%

197,808 山口県 周南市 セブン－イレブン周南呼坂店 小売業 食料品 2%

197,809 山口県 周南市 セブン－イレブン周南代々木通店 小売業 食料品 2%

197,810 山口県 周南市 ショップＫ 小売業 衣料品 5%

197,811 山口県 周南市 ジョリファム徳山店 小売業 衣料品 5%

197,812 山口県 周南市 新・湯治ＳＨＯＰ　ＤｏＲｏＹａ 小売業 その他小売 5%

197,813 山口県 周南市 セブン－イレブン新南陽市役所前店 小売業 食料品 2%

197,814 山口県 周南市 進物の大進　徳山店 小売業 その他小売 5%

197,815 山口県 周南市 スーパー小松大神 小売業 その他小売 5%

197,816 山口県 周南市 周防カントリークラブ サービス その他サービス 5%

197,817 山口県 周南市 須々万ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,818 山口県 周南市 ＳＮＩＰ　徳山 サービス 理容・美容業 5%

197,819 山口県 周南市 澄田印房 小売業 その他小売 5%

197,820 山口県 周南市 住福化成　職域 小売業 ガソリンスタンド 2%
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197,821 山口県 周南市 住福石油　職域Ｂ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,822 山口県 周南市 住福燃料　職域 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,823 山口県 周南市 スリーエム　徳山東店 小売業 衣料品 5%

197,824 山口県 周南市 生活彩家ソレーネ周南店 小売業 その他小売 2%

197,825 山口県 周南市 セリーナ 小売業 衣料品 5%

197,826 山口県 周南市 セルフ周南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,827 山口県 周南市 セルフステーション南陽 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,828 山口県 周南市 セルフ徳山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,829 山口県 周南市 SerenDip 明屋書店 ゆめﾀｳﾝ徳山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

197,830 山口県 周南市 ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店ゆめタウン徳山店 小売業 その他小売 5%

197,831 山口県 周南市 ＴＩＧＨＴ　ＲＯＢＥ 小売業 衣料品 5%

197,832 山口県 周南市 中国特殊 サービス その他サービス 5%

197,833 山口県 周南市 ｔｅａｍｏ サービス その他サービス 5%

197,834 山口県 周南市 ＴＥＴＨＥＲＡ サービス 理容・美容業 5%

197,835 山口県 周南市 東洋ボデー サービス その他サービス 5%

197,836 山口県 周南市 徳山入船町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,837 山口県 周南市 セブン－イレブン徳山櫛ヶ浜店 小売業 食料品 2%

197,838 山口県 周南市 セブン－イレブン徳山須々万店 小売業 食料品 2%

197,839 山口県 周南市 徳山ソニック 小売業 電化製品 5%

197,840 山口県 周南市 セブン－イレブン徳山夜市店 小売業 食料品 2%

197,841 山口県 周南市 ドコモショップ　岩国店 小売業 電化製品 5%

197,842 山口県 周南市 ドコモショップ　玖珂店 小売業 電化製品 5%

197,843 山口県 周南市 ドコモショップ　周南店 小売業 電化製品 5%

197,844 山口県 周南市 ドコモショップ　光店 小売業 電化製品 5%

197,845 山口県 周南市 ドコモショップ　広国際通り店 小売業 電化製品 5%

197,846 山口県 周南市 ドコモショップ　防府八王子店 小売業 電化製品 5%

197,847 山口県 周南市 ドコモピット　周南新南陽店 小売業 電化製品 5%

197,848 山口県 周南市 ドコモピット　ゆめタウン　南岩国店 小売業 電化製品 5%

197,849 山口県 周南市 とめカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

197,850 山口県 周南市 友森電器 小売業 電化製品 5%

197,851 山口県 周南市 トヨタカローラ山口株式会社 小売業 その他小売 5%

197,852 山口県 周南市 トヨタカローラ山口徳山店 小売業 その他小売 5%

197,853 山口県 周南市 トヨタレンタリース山口徳山新幹線口店 サービス その他サービス 2%

197,854 山口県 周南市 ＴＲＩＴＯＮ　ＨＡＩトリトンヘア サービス 理容・美容業 5%

197,855 山口県 周南市 ＴＲＩＮＩＴＹ サービス 理容・美容業 5%

197,856 山口県 周南市 富田東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,857 山口県 周南市 富田東セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,858 山口県 周南市 中井時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

197,859 山口県 周南市 奈のは　徳山店 サービス 飲食業 5%

197,860 山口県 周南市 ネイル２０番地 サービス 理容・美容業 5%

197,861 山口県 周南市 ネッツトヨタ山口　新南陽マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

197,862 山口県 周南市 ネッツトヨタ山口新南陽店 小売業 その他小売 5%
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197,863 山口県 周南市 ネッツトヨタ山口徳山店 小売業 その他小売 5%

197,864 山口県 周南市 ネッツトヨタ山口徳山マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

197,865 山口県 周南市 ＢＢＱ酒場イチバンチョウバル サービス 飲食業 5%

197,866 山口県 周南市 萩・井上　徳山駅新幹線口店 小売業 食料品 5%

197,867 山口県 周南市 パナックくにかね 小売業 電化製品 5%

197,868 山口県 周南市 原田博久 サービス その他サービス 5%

197,869 山口県 周南市 ｂａｌｌａｄ 小売業 衣料品 5%

197,870 山口県 周南市 明屋書店　今宿店 小売業 その他小売 5%

197,871 山口県 周南市 明屋書店　富田店 小売業 その他小売 5%

197,872 山口県 周南市 ビジネスホテル青柳 サービス 宿泊業 5%

197,873 山口県 周南市 びっくりドンキー周陽店 サービス 飲食業 2%

197,874 山口県 周南市 ピットイン周南車検センター 小売業 その他小売 5%

197,875 山口県 周南市 ｈｉｔｏｓａｊｉ 小売業 衣料品 5%

197,876 山口県 周南市 美容カイロプラクティックｃｌｏｖｅｒ桜木店 サービス 理容・美容業 5%

197,877 山口県 周南市 ファンタスティックＢヘア－ サービス 理容・美容業 5%

197,878 山口県 周南市 Ｆｏｘｙ ｎａｉｌｓ サービス 理容・美容業 5%

197,879 山口県 周南市 ブランシー サービス 理容・美容業 5%

197,880 山口県 周南市 株式会社フルケア　経営管理部 小売業 その他小売 5%

197,881 山口県 周南市 ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ｕｒ サービス 理容・美容業 5%

197,882 山口県 周南市 Ｐｅｔａｌｅｓｄｕｃｏｅｕｒ サービス その他サービス 5%

197,883 山口県 周南市 ペットショップぱぴずむ 小売業 その他小売 5%

197,884 山口県 周南市 Ｈｅｒｉｔａｇｅ Ｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

197,885 山口県 周南市 芳山園 サービス 宿泊業 5%

197,886 山口県 周南市 ＢＯＣＡ　ＢＯＣＡ サービス 飲食業 5%

197,887 山口県 周南市 ホテル　アルフレックス サービス 宿泊業 5%

197,888 山口県 周南市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,889 山口県 周南市 ホンダドリーム山口 小売業 その他小売 5%

197,890 山口県 周南市 本店 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,891 山口県 周南市 マクドナルド徳山店 サービス 飲食業 2%

197,892 山口県 周南市 ママイクコ　徳山 小売業 その他小売 5%

197,893 山口県 周南市 豆福 サービス 飲食業 5%

197,894 山口県 周南市 丸富電気商会 小売業 電化製品 5%

197,895 山口県 周南市 マルマスメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

197,896 山口県 周南市 ｍｉｕｒａ 小売業 その他小売 5%

197,897 山口県 周南市 御堀堂　周南支店 小売業 食料品 5%

197,898 山口県 周南市 Ｍｕｓｅ　ｈａｉｒ　銀座店 サービス 理容・美容業 5%

197,899 山口県 周南市 Ｍｕｓｅ　ｈａｉｒ　銀南街店 サービス 理容・美容業 5%

197,900 山口県 周南市 無法松　新南陽店 小売業 その他小売 5%

197,901 山口県 周南市 無法松　徳山店 小売業 その他小売 5%

197,902 山口県 周南市 明林堂書店ゆめタウン新南陽店 小売業 その他小売 5%

197,903 山口県 周南市 メガネの田中　徳山御幸通店 小売業 その他小売 5%

197,904 山口県 周南市 めがねハウス　ナカイ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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197,905 山口県 周南市 メディアボックス　サティ　防府店 小売業 電化製品 5%

197,906 山口県 周南市 メディアボックス　ゆめタウン柳井店 小売業 電化製品 5%

197,907 山口県 周南市 メルタスｅｃｏセライデンキ 小売業 電化製品 5%

197,908 山口県 周南市 メルタスｅｃｏ　トーワムセン 小売業 電化製品 5%

197,909 山口県 周南市 Ｍｅｎ’ｓＺＥＲＯ サービス 理容・美容業 5%

197,910 山口県 周南市 モードサロン　ボン 小売業 衣料品 5%

197,911 山口県 周南市 本村電器 小売業 電化製品 5%

197,912 山口県 周南市 焼肉牛太　久米店 サービス 飲食業 5%

197,913 山口県 周南市 山口トヨタ自動車徳山店 小売業 その他小売 5%

197,914 山口県 周南市 山口トヨペットａｔｔａ！しゅうなん店 小売業 その他小売 5%

197,915 山口県 周南市 山口トヨペット徳山店 小売業 その他小売 5%

197,916 山口県 周南市 山口トヨペットレクサス周南 小売業 その他小売 5%

197,917 山口県 周南市 山野愛子どろんこ美容　Ｌａ　Ｃｏｍｅｔｅ サービス 理容・美容業 5%

197,918 山口県 周南市 （有）エフアンドスポーツピアチェ 小売業 衣料品 5%

197,919 山口県 周南市 有限会社かおるシステムコンサルタント サービス その他サービス 5%

197,920 山口県 周南市 有限会社スガデンキ 小売業 電化製品 5%

197,921 山口県 周南市 ［ＨＣ］（有）でんき館フクガワ 小売業 電化製品 5%

197,922 山口県 周南市 有限会社パナテック 小売業 電化製品 5%

197,923 山口県 周南市 ＲＡ　ＣＨＥＬ 小売業 衣料品 5%

197,924 山口県 周南市 ＬａＳＥＮ 小売業 衣料品 5%

197,925 山口県 周南市 ラッキーグループモノハウス 小売業 その他小売 5%

197,926 山口県 周南市 リュエル サービス 飲食業 5%

197,927 山口県 周南市 ＲｅｓｔａｕｒａｎｔＯＣＥＭ サービス 飲食業 5%

197,928 山口県 周南市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＯＣＥＭ サービス 飲食業 5%

197,929 山口県 周南市 ｌｏｔｕｓｌｅａｆ 小売業 衣料品 5%

197,930 山口県 周南市 若山石油株式会社 小売業 その他小売 5%

197,931 山口県 周南市 和想館　徳山店 小売業 衣料品 5%

197,932 山口県 周南市 和だいにんぐ　美やび サービス 飲食業 5%

197,933 山口県 周南市 ワールドオート 小売業 その他小売 5%

197,934 山口県 周南市 ワンツーサイクル 小売業 その他小売 5%

197,935 山口県 周南市 ワンペア 小売業 衣料品 5%

197,936 山口県 周防大島町 安下庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,937 山口県 周防大島町 出光沖浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,938 山口県 周防大島町 出光小松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,939 山口県 周防大島町 かめや釣具　大島店 小売業 その他小売 5%

197,940 山口県 周防大島町 久賀西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,941 山口県 周防大島町 小松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,942 山口県 周防大島町 小松物産株式会社 小売業 その他小売 5%

197,943 山口県 周防大島町 小松物産株式会社２ 小売業 その他小売 5%

197,944 山口県 周防大島町 下田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,945 山口県 周防大島町 シンプルシステム サービス その他サービス 5%

197,946 山口県 周防大島町 周防大島　ＯＴｅｒａ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%
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197,947 山口県 周防大島町 周防大島温泉ホテル大観荘 サービス 宿泊業 5%

197,948 山口県 周防大島町 セブン－イレブン周防大島久賀店 小売業 食料品 2%

197,949 山口県 周防大島町 周防大島ワイナリー株式会社 小売業 食料品 5%

197,950 山口県 周防大島町 瀬戸内ジャムズガーデン 小売業 食料品 5%

197,951 山口県 周防大島町 外入ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,952 山口県 周防大島町 パナック　おおしま 小売業 電化製品 5%

197,953 山口県 周防大島町 ポプラ周防大島店 小売業 その他小売 2%

197,954 山口県 周防大島町 セブン－イレブン山口大島橘店 小売業 食料品 2%

197,955 山口県 周防大島町 大和電器 小売業 電化製品 5%

197,956 山口県 田布施町 ＥＮＥＯＳ 田布施給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,957 山口県 田布施町 大島商会 サービス その他サービス 5%

197,958 山口県 田布施町 城南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,959 山口県 田布施町 新城南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,960 山口県 田布施町 セルフ田布施ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,961 山口県 田布施町 田布施　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,962 山口県 田布施町 田布施ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,963 山口県 田布施町 セブン－イレブン田布施麻郷店 小売業 食料品 2%

197,964 山口県 田布施町 セブン－イレブン田布施砂田店 小売業 食料品 2%

197,965 山口県 田布施町 セブン－イレブン田布施波野店 小売業 食料品 2%

197,966 山口県 田布施町 パルレ　ひろ 小売業 電化製品 5%

197,967 山口県 長門市 ａｒｔ　ｃｅｎｔｔｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

197,968 山口県 長門市 ［ＨＣ］あきさと電器 小売業 電化製品 5%

197,969 山口県 長門市 泉屋 サービス 宿泊業 5%

197,970 山口県 長門市 出光人丸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,971 山口県 長門市 ＥＮＥＯＳ セルフ長門給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,972 山口県 長門市 ＥＮＥＯＳ 長門給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,973 山口県 長門市 エレショップ　なかはら 小売業 電化製品 5%

197,974 山口県 長門市 青海島　ダイビングセンター サービス その他サービス 5%

197,975 山口県 長門市 株式会社大谷山荘 サービス 宿泊業 5%

197,976 山口県 長門市 お好み焼き 鉄板焼き さつき サービス 飲食業 5%

197,977 山口県 長門市 家具のムラオカ 小売業 家具・調度品 5%

197,978 山口県 長門市 株式会社北川モータース サービス その他サービス 5%

197,979 山口県 長門市 玉仙閣 サービス 宿泊業 5%

197,980 山口県 長門市 グリーンスポーツ　長門店 小売業 その他小売 5%

197,981 山口県 長門市 源泉かけ流し温泉の宿しぇふず サービス 宿泊業 5%

197,982 山口県 長門市 境石油店 人丸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,983 山口県 長門市 しのはら美容室 サービス 理容・美容業 5%

197,984 山口県 長門市 下関三菱自動車販売長門店 小売業 その他小売 5%

197,985 山口県 長門市 ジュネス 小売業 衣料品 5%

197,986 山口県 長門市 セルフステーション長門 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,987 山口県 長門市 セルフステーション三隅 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,988 山口県 長門市 仙崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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197,989 山口県 長門市 旅館　大正館 サービス 宿泊業 5%

197,990 山口県 長門市 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｚｅｎ サービス 飲食業 5%

197,991 山口県 長門市 トヨタカローラ山口長門店 小売業 その他小売 5%

197,992 山口県 長門市 トラベルサロンジョイ サービス その他サービス 5%

197,993 山口県 長門市 長瀬畳店 小売業 家具・調度品 5%

197,994 山口県 長門市 長門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

197,995 山口県 長門市 セブン－イレブン長門市駅前店 小売業 食料品 2%

197,996 山口県 長門市 セブン－イレブン長門仙崎店 小売業 食料品 2%

197,997 山口県 長門市 セブン－イレブン長門総合病院店 小売業 食料品 2%

197,998 山口県 長門市 セブン－イレブン長門東深川下郷店 小売業 食料品 2%

197,999 山口県 長門市 セブン－イレブン長門東深川店 小売業 食料品 2%

198,000 山口県 長門市 セブン－イレブン長門日置中店 小売業 食料品 2%

198,001 山口県 長門市 セブン－イレブン長門三隅町店 小売業 食料品 2%

198,002 山口県 長門市 セブン－イレブン長門油谷店 小売業 食料品 2%

198,003 山口県 長門市 ＮａＮａｙａ　Ｆａｒｍ サービス 飲食業 5%

198,004 山口県 長門市 ネッツトヨタ山口長門店 小売業 その他小売 5%

198,005 山口県 長門市 パナどっとサンデンキ三隅店 小売業 電化製品 5%

198,006 山口県 長門市 明屋書店 長門店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

198,007 山口県 長門市 Ｖｉａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

198,008 山口県 長門市 東長門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,009 山口県 長門市 廣田珈琲店 サービス 飲食業 5%

198,010 山口県 長門市 ひろ布 小売業 家具・調度品 5%

198,011 山口県 長門市 ＪＡＭＵ サービス 理容・美容業 5%

198,012 山口県 長門市 ブティックジュネス 小売業 衣料品 5%

198,013 山口県 長門市 日置ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,014 山口県 長門市 別館　大谷屋 サービス 宿泊業 5%

198,015 山口県 長門市 ホテル長門はらだ サービス 宿泊業 5%

198,016 山口県 長門市 ポプラ長門仙崎店 小売業 その他小売 2%

198,017 山口県 長門市 ホンダカーズ光東　長門店 サービス その他サービス 5%

198,018 山口県 長門市 マルイトわたや 小売業 衣料品 5%

198,019 山口県 長門市 みなとや　フジ長門店 小売業 その他小売 5%

198,020 山口県 長門市 むかつく サービス 飲食業 5%

198,021 山口県 長門市 向津具ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,022 山口県 長門市 めがねの開眼堂 小売業 その他小売 5%

198,023 山口県 長門市 メンズショップイズミ 小売業 衣料品 5%

198,024 山口県 長門市 モトナガデンキ 小売業 電化製品 5%

198,025 山口県 長門市 山口トヨタ自動車長門店 小売業 その他小売 5%

198,026 山口県 長門市 山口トヨペット長門店 小売業 その他小売 5%

198,027 山口県 長門市 山田天山堂 小売業 その他小売 5%

198,028 山口県 長門市 （有）オートサロンエポック 小売業 その他小売 5%

198,029 山口県 長門市 有限会社村岡家具店 小売業 家具・調度品 5%

198,030 山口県 長門市 ゆとりの宿　山村別館 サービス 宿泊業 5%
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198,031 山口県 長門市 米田商店 小売業 食料品 5%

198,032 山口県 長門市 米田商店 小売業 食料品 5%

198,033 山口県 長門市 ＲａｉｓｅＭｅ サービス その他サービス 5%

198,034 山口県 萩市 株式会社　アート・カンパニー サービス 理容・美容業 5%

198,035 山口県 萩市 出光御許町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,036 山口県 萩市 出光越ケ浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,037 山口県 萩市 出光長門峡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,038 山口県 萩市 井上商店 小売業 食料品 5%

198,039 山口県 萩市 井上商店　本社売店 小売業 食料品 5%

198,040 山口県 萩市 うどん処五平太 サービス 飲食業 5%

198,041 山口県 萩市 海が奏でる癒しの宿　リゾートホテル美萩 サービス 宿泊業 5%

198,042 山口県 萩市 ＡーＬＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

198,043 山口県 萩市 Ａ?ＬＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

198,044 山口県 萩市 ＮＴＡトラベル　萩本店 サービス その他サービス 5%

198,045 山口県 萩市 ＥＮＥＯＳ 萩給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,046 山口県 萩市 ｃａｆｅ　Ｊａｎｔｉｑｕｅ サービス 飲食業 5%

198,047 山口県 萩市 株式会社萩城観光ホテル サービス 宿泊業 5%

198,048 山口県 萩市 キヌヤ江崎店 小売業 食料品 5%

198,049 山口県 萩市 キヌヤ菊ヶ浜店 小売業 食料品 5%

198,050 山口県 萩市 キヌヤ須佐店 小売業 食料品 5%

198,051 山口県 萩市 キヌヤひやこ店 小売業 食料品 5%

198,052 山口県 萩市 ｋｉｌｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

198,053 山口県 萩市 グリーンスポーツ　萩店 小売業 その他小売 5%

198,054 山口県 萩市 口福の馳走屋　梅乃葉 サービス 飲食業 5%

198,055 山口県 萩市 彩陶庵 小売業 その他小売 5%

198,056 山口県 萩市 佐伯時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,057 山口県 萩市 ｓａｒｏｎＲ サービス 理容・美容業 5%

198,058 山口県 萩市 萩陶苑 小売業 家具・調度品 5%

198,059 山口県 萩市 有限会社松陰堂印刷所 サービス その他サービス 5%

198,060 山口県 萩市 スバルショップ萩山陰ボデ－ サービス その他サービス 5%

198,061 山口県 萩市 制服のマルブン 小売業 衣料品 5%

198,062 山口県 萩市 ｃｅｎｔｉａ サービス 理容・美容業 5%

198,063 山口県 萩市 タイヤセンター萩 小売業 その他小売 5%

198,064 山口県 萩市 旅人の宿　はぎタイム サービス 宿泊業 5%

198,065 山口県 萩市 旅人の宿はぎタイム サービス その他サービス 5%

198,066 山口県 萩市 旅人の宿はぎタイム サービス 宿泊業 5%

198,067 山口県 萩市 田万川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,068 山口県 萩市 デンキショップヤマカゲ 小売業 電化製品 5%

198,069 山口県 萩市 ＴＯＹＢＯＸ サービス 理容・美容業 5%

198,070 山口県 萩市 陶房大桂庵樋口窯 小売業 その他小売 5%

198,071 山口県 萩市 トヨタカローラ山口萩店 小売業 その他小売 5%

198,072 山口県 萩市 トヨタレンタリース山口萩店 サービス その他サービス 2%
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198,073 山口県 萩市 中原商会 サービス その他サービス 5%

198,074 山口県 萩市 ネッツトヨタ山口萩店 小売業 その他小売 5%

198,075 山口県 萩市 ハーベストガーデン 小売業 その他小売 5%

198,076 山口県 萩市 萩おみやげ博物館 小売業 その他小売 5%

198,077 山口県 萩市 セブン－イレブン萩金谷店 小売業 食料品 2%

198,078 山口県 萩市 萩観光ホテル サービス 宿泊業 5%

198,079 山口県 萩市 萩グランドホテル天空 サービス 宿泊業 5%

198,080 山口県 萩市 萩城三の丸北門屋敷 サービス 宿泊業 5%

198,081 山口県 萩市 萩心海 サービス 飲食業 5%

198,082 山口県 萩市 セブン－イレブン萩玉江店 小売業 食料品 2%

198,083 山口県 萩市 セブン－イレブン萩椿東店 小売業 食料品 2%

198,084 山口県 萩市 萩トラベルイン サービス 宿泊業 5%

198,085 山口県 萩市 萩の御厨　髙大 サービス 宿泊業 5%

198,086 山口県 萩市 萩の宿　常茂恵 サービス 宿泊業 5%

198,087 山口県 萩市 セブン－イレブン萩橋本町店 小売業 食料品 2%

198,088 山口県 萩市 萩八景雁嶋別荘 サービス 宿泊業 5%

198,089 山口県 萩市 セブン－イレブン萩反射炉前店 小売業 食料品 2%

198,090 山口県 萩市 萩ひもの屋　大敬 小売業 食料品 5%

198,091 山口県 萩市 萩本陣 サービス 宿泊業 5%

198,092 山口県 萩市 萩明倫学舎お土産ショップ 小売業 家具・調度品 5%

198,093 山口県 萩市 萩焼窯元 小萩窯 サービス その他サービス 5%

198,094 山口県 萩市 あらせ?Ｈａｇｉｎｄ 小売業 食料品 5%

198,095 山口県 萩市 服部産業 小売業 電化製品 5%

198,096 山口県 萩市 服部天龍　株式会社 小売業 家具・調度品 5%

198,097 山口県 萩市 パナどっといいだ　須佐店 小売業 電化製品 5%

198,098 山口県 萩市 明屋書店 萩店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

198,099 山口県 萩市 ｐｉａｎｏ－ｋｉｄｓ 小売業 衣料品 5%

198,100 山口県 萩市 ブーランジェリー住吉丸 小売業 食料品 5%

198,101 山口県 萩市 有限会社　赤ちゃん堂のフクマ 小売業 衣料品 5%

198,102 山口県 萩市 ふれあいらんどなかの 小売業 電化製品 5%

198,103 山口県 萩市 ホテルアクシアイン萩 サービス 宿泊業 5%

198,104 山口県 萩市 ポプラ萩玉江駅前店 小売業 その他小売 2%

198,105 山口県 萩市 牧野窯 小売業 その他小売 5%

198,106 山口県 萩市 マクドナルド１９１萩店 サービス 飲食業 2%

198,107 山口県 萩市 ＭＡＲＵＳＡＮ 小売業 衣料品 5%

198,108 山口県 萩市 メガネの佐伯 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,109 山口県 萩市 メガネの田中　サンリブ萩店 小売業 その他小売 5%

198,110 山口県 萩市 メルタス萩双葉 小売業 電化製品 5%

198,111 山口県 萩市 山口トヨタ自動車萩店 小売業 その他小売 5%

198,112 山口県 萩市 山口トヨペット萩店 小売業 その他小売 5%

198,113 山口県 萩市 山下時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,114 山口県 萩市 有限会社小野養豚 小売業 食料品 5%
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198,115 山口県 萩市 ｃａｆｅＪａｎｔｉｑｕｅ３ｒｄ サービス 飲食業 5%

198,116 山口県 萩市 有限会社シューズサロンさいとう 小売業 その他小売 5%

198,117 山口県 萩市 有限会社たなか電機 小売業 電化製品 5%

198,118 山口県 萩市 宵待ちの宿　萩一輪 サービス 宿泊業 5%

198,119 山口県 光市 アステールおかむら 小売業 家具・調度品 5%

198,120 山口県 光市 和泉時計店 小売業 その他小売 5%

198,121 山口県 光市 有限会社いたくら 小売業 衣料品 5%

198,122 山口県 光市 出光クロス光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,123 山口県 光市 出光小周防ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,124 山口県 光市 出光島田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,125 山口県 光市 出光光東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,126 山口県 光市 出光宝積東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,127 山口県 光市 いまい電器 小売業 電化製品 5%

198,128 山口県 光市 岩田駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,129 山口県 光市 ウインドアベニュー 小売業 その他小売 5%

198,130 山口県 光市 ｖｅｒｔ サービス 理容・美容業 5%

198,131 山口県 光市 有限会社上野石油ガス 小売業 その他小売 5%

198,132 山口県 光市 オムライスカフェ　桂花茶房 サービス 飲食業 5%

198,133 山口県 光市 日本料理かな久 サービス 飲食業 5%

198,134 山口県 光市 兼永 小売業 電化製品 5%

198,135 山口県 光市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋光浅江店 サービス 飲食業 2%

198,136 山口県 光市 ギフト大和屋 小売業 その他小売 5%

198,137 山口県 光市 コープここと　島田店 小売業 その他小売 5%

198,138 山口県 光市 コープやまぐちここと島田店 小売業 食料品 5%

198,139 山口県 光市 西京酒場萬天　光店　西京酒場萬天　光店 サービス 飲食業 5%

198,140 山口県 光市 酒やの山善 小売業 食料品 5%

198,141 山口県 光市 シェ・ヒロダン 小売業 食料品 5%

198,142 山口県 光市 七輪焼ホルモン　えび壽 サービス 飲食業 5%

198,143 山口県 光市 ［ＨＣ］電器のタムラ 小売業 電化製品 5%

198,144 山口県 光市 ドコモショップ　光店 小売業 電化製品 5%

198,145 山口県 光市 トヨタカローラ山口光店 小売業 その他小売 5%

198,146 山口県 光市 ＤｒｅａｍＨＡＩＲ＆ＣＡＲＥ サービス 理容・美容業 5%

198,147 山口県 光市 中本電器 小売業 電化製品 5%

198,148 山口県 光市 虹の文具館 小売業 その他小売 5%

198,149 山口県 光市 ニュー光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,150 山口県 光市 ネッツトヨタ山口光店 小売業 その他小売 5%

198,151 山口県 光市 ＣＯＮＦＥＣＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

198,152 山口県 光市 八剣伝　島田店 サービス 飲食業 2%

198,153 山口県 光市 明屋書店　光店 小売業 その他小売 5%

198,154 山口県 光市 光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,155 山口県 光市 セブン－イレブン光駅前店 小売業 食料品 2%

198,156 山口県 光市 光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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198,157 山口県 光市 セブン－イレブン光市岩田店 小売業 食料品 2%

198,158 山口県 光市 セブン－イレブン光市上島田店 小売業 食料品 2%

198,159 山口県 光市 セブン－イレブン光市木園店 小売業 食料品 2%

198,160 山口県 光市 セブン－イレブン光市小周防店 小売業 食料品 2%

198,161 山口県 光市 セブン－イレブン光市島田店 小売業 食料品 2%

198,162 山口県 光市 セブン－イレブン光市中央１丁目店 小売業 食料品 2%

198,163 山口県 光市 セブン－イレブン光市虹ヶ丘店 小売業 食料品 2%

198,164 山口県 光市 セブン－イレブン光市三井店 小売業 食料品 2%

198,165 山口県 光市 セブン－イレブン光市光井６丁目店 小売業 食料品 2%

198,166 山口県 光市 セブン－イレブン光市室積新開店 小売業 食料品 2%

198,167 山口県 光市 フードあきもと 小売業 その他小売 5%

198,168 山口県 光市 ほりたや 小売業 衣料品 5%

198,169 山口県 光市 マクドナルド虹ケ浜店 サービス 飲食業 2%

198,170 山口県 光市 丸屋 サービス 飲食業 5%

198,171 山口県 光市 室積シェアキッチン サービス 飲食業 5%

198,172 山口県 光市 明林堂書店光店 小売業 その他小売 5%

198,173 山口県 光市 守田家具 小売業 家具・調度品 5%

198,174 山口県 光市 山口トヨタ自動車光店 小売業 その他小売 5%

198,175 山口県 光市 山口トヨペット光店 小売業 その他小売 5%

198,176 山口県 光市 山小屋　光店 サービス 飲食業 5%

198,177 山口県 光市 リラクリエイトとくやま サービス 理容・美容業 5%

198,178 山口県 光市 レディース　ツボイ　光店 小売業 衣料品 5%

198,179 山口県 光市 レディース　ツボイ　光店 小売業 衣料品 5%

198,180 山口県 平生町 居酒屋ＥＮ サービス 飲食業 5%

198,181 山口県 平生町 出光アポロハット平生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,182 山口県 平生町 尾国ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,183 山口県 平生町 株式会社平生自動車 サービス その他サービス 5%

198,184 山口県 平生町 晃和興産（株）デリバリーセンター 小売業 その他小売 5%

198,185 山口県 平生町 コゼット 小売業 衣料品 5%

198,186 山口県 平生町 サウンドショップ　せと 小売業 電化製品 5%

198,187 山口県 平生町 サンピット　平生 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,188 山口県 平生町 鈴木酒店 小売業 食料品 5%

198,189 山口県 平生町 竹林電化 小売業 電化製品 5%

198,190 山口県 平生町 トヨタカローラ山口柳井マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

198,191 山口県 平生町 ［ＨＣ］ニシムラデンキ 小売業 電化製品 5%

198,192 山口県 平生町 ネッツトヨタ山口平生マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

198,193 山口県 平生町 パルレエムエム 小売業 電化製品 5%

198,194 山口県 平生町 平生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,195 山口県 平生町 平生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,196 山口県 平生町 平生タクシー　１ サービス 運輸業 5%

198,197 山口県 平生町 ブーランジェリーミキ 小売業 食料品 5%

198,198 山口県 平生町 ｈａｉｒｈａｎａｍｉｚｕｋｉ サービス 理容・美容業 5%
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198,199 山口県 平生町 セブン－イレブン山口平生桜町店 小売業 食料品 2%

198,200 山口県 平生町 セブン－イレブン山口平生店 小売業 食料品 2%

198,201 山口県 平生町 よなみや薬局 小売業 その他小売 5%

198,202 山口県 平生町 よなみや薬局 小売業 その他小売 5%

198,203 山口県 平生町 ロック平生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,204 山口県 防府市 あげ家 サービス 飲食業 5%

198,205 山口県 防府市 ａｚ　クレマチス 小売業 衣料品 5%

198,206 山口県 防府市 ａｚ　クロッカス 小売業 衣料品 5%

198,207 山口県 防府市 ａｚ　ルピーヌ 小売業 衣料品 5%

198,208 山口県 防府市 ａｚ　ロベリア 小売業 衣料品 5%

198,209 山口県 防府市 ＡＴＴＥＮＤ サービス 理容・美容業 5%

198,210 山口県 防府市 ＡＴＴＥＮＤ サービス 理容・美容業 5%

198,211 山口県 防府市 Ａｖａｎｔｉ?ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

198,212 山口県 防府市 Ａｌｌｉｅｒ～アリエ～ サービス 理容・美容業 5%

198,213 山口県 防府市 Ａｌｉｃｅ防府店 小売業 衣料品 5%

198,214 山口県 防府市 いか鮮　本家 サービス 飲食業 5%

198,215 山口県 防府市 居酒家 黒 サービス 飲食業 5%

198,216 山口県 防府市 いち遊 サービス 飲食業 5%

198,217 山口県 防府市 イデックスセルフ防府西SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,218 山口県 防府市 出光中之関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,219 山口県 防府市 出光防府セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,220 山口県 防府市 イワオ電機商会 小売業 電化製品 5%

198,221 山口県 防府市 のばらレディスあい 小売業 衣料品 5%

198,222 山口県 防府市 ウェーブ 小売業 その他小売 5%

198,223 山口県 防府市 植松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,224 山口県 防府市 うさぎのあくび＋ サービス その他サービス 5%

198,225 山口県 防府市 ＥＮＥＯＳ 防府給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,226 山口県 防府市 ＥＮＥＯＳ 防府東給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,227 山口県 防府市 エムラ 小売業 衣料品 5%

198,228 山口県 防府市 エムラ　徳山支店 小売業 衣料品 5%

198,229 山口県 防府市 エムラ防府本店 小売業 衣料品 5%

198,230 山口県 防府市 えんず　防府店 サービス 飲食業 5%

198,231 山口県 防府市 オーテック山口 サービス その他サービス 5%

198,232 山口県 防府市 カーショップ　かっとく サービス その他サービス 5%

198,233 山口県 防府市 カーブレイクＲＥＯ サービス その他サービス 5%

198,234 山口県 防府市 ＣｕｔＰｒｏｄｕｃｅ髪造 サービス 理容・美容業 5%

198,235 山口県 防府市 割烹天神なか谷 サービス 飲食業 5%

198,236 山口県 防府市 家電のコバシ 小売業 電化製品 5%

198,237 山口県 防府市 ガーデンマルシェ　防府店 小売業 家具・調度品 5%

198,238 山口県 防府市 Ｃｏｆｆｅｅ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｕ　ｉｌａｎｉ サービス 飲食業 5%

198,239 山口県 防府市 株式会社石井フラワーセンター 小売業 その他小売 5%

198,240 山口県 防府市 株式会社　白石呉服店 小売業 衣料品 5%
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198,241 山口県 防府市 株式会社化粧品のよしすえ 小売業 その他小売 5%

198,242 山口県 防府市 株式会社サウンドテック 小売業 電化製品 5%

198,243 山口県 防府市 株式会社吉本花城園 小売業 その他小売 5%

198,244 山口県 防府市 かめや釣具　防府店 小売業 その他小売 5%

198,245 山口県 防府市 河崎商店 小売業 食料品 5%

198,246 山口県 防府市 菊屋 小売業 その他小売 5%

198,247 山口県 防府市 ギフトギャラリーオズ　イオンタウン防府店 小売業 その他小売 5%

198,248 山口県 防府市 ギャラクシー 小売業 衣料品 5%

198,249 山口県 防府市 キャンパス防府 小売業 その他小売 5%

198,250 山口県 防府市 靴下屋イオン防府店 小売業 衣料品 2%

198,251 山口県 防府市 国弘電機 小売業 電化製品 5%

198,252 山口県 防府市 株式会社クラカズコミュニケーションズ 小売業 電化製品 5%

198,253 山口県 防府市 クール・カレ　アン　イオン防府店 小売業 衣料品 5%

198,254 山口県 防府市 クレイン　防府店 小売業 衣料品 5%

198,255 山口県 防府市 CLOVER 小売業 衣料品 5%

198,256 山口県 防府市 元禄ずし サービス 飲食業 5%

198,257 山口県 防府市 コーディネイトサロンなかにし 小売業 衣料品 5%

198,258 山口県 防府市 コスモ２１　防府店 小売業 衣料品 5%

198,259 山口県 防府市 コスモ２１　防府店 小売業 衣料品 5%

198,260 山口県 防府市 ｃｏ?ｆｕｕ サービス 理容・美容業 5%

198,261 山口県 防府市 ｃｏーｆｕｕ サービス 理容・美容業 5%

198,262 山口県 防府市 コムサイズムイオン防府店 小売業 衣料品 2%

198,263 山口県 防府市 小料理屋　沁戸 サービス 飲食業 5%

198,264 山口県 防府市 ＣＯＲＳＯ サービス 理容・美容業 5%

198,265 山口県 防府市 ｓｕｒｆｉｃｉａｌ サービス その他サービス 5%

198,266 山口県 防府市 酒のアタック 小売業 衣料品 5%

198,267 山口県 防府市 酒のアタック サービス その他サービス 5%

198,268 山口県 防府市 Ｓａｌｏｎｍ サービス 理容・美容業 5%

198,269 山口県 防府市 三光電機商会 小売業 電化製品 5%

198,270 山口県 防府市 三光電機商会　クニサワ店 小売業 電化製品 5%

198,271 山口県 防府市 セブン－イレブン山陽道佐波川ＳＡ下り店 小売業 食料品 2%

198,272 山口県 防府市 セブン－イレブン山陽道佐波川ＳＡ上り店 小売業 食料品 2%

198,273 山口県 防府市 自転車館びーくる 小売業 その他小売 5%

198,274 山口県 防府市 ジュエリーミツヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,275 山口県 防府市 手芸センタードリーム　防府店 小売業 その他小売 5%

198,276 山口県 防府市 手芸マキ 防府店 小売業 その他小売 5%

198,277 山口県 防府市 ジョカーレ　ｃｏｎ　　ｉｃｈｉ サービス 飲食業 5%

198,278 山口県 防府市 進物の大進　防府店 小売業 その他小売 5%

198,279 山口県 防府市 スエマツ電器 小売業 電化製品 5%

198,280 山口県 防府市 すたみな太郎　防府店 サービス 飲食業 5%

198,281 山口県 防府市 有限会社セブンベッド西日本 小売業 家具・調度品 5%

198,282 山口県 防府市 セルフ国衙ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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198,283 山口県 防府市 セルフ中関　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,284 山口県 防府市 セルフ防府駅南町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,285 山口県 防府市 セルフ湾岸通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,286 山口県 防府市 ＣＥＮＴＲＡＬＭＯＴＯＲＳ サービス その他サービス 5%

198,287 山口県 防府市 第一ドライ　三田尻南店 サービス 理容・美容業 5%

198,288 山口県 防府市 大進創寫舘　防府店 サービス その他サービス 5%

198,289 山口県 防府市 竹田電気 小売業 電化製品 5%

198,290 山口県 防府市 田中自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

198,291 山口県 防府市 種田家具　防府店 小売業 家具・調度品 5%

198,292 山口県 防府市 テット美容室 サービス その他サービス 5%

198,293 山口県 防府市 ＤＥＦ－ＳＴＯＲＥイオンタウン防府店 小売業 衣料品 5%

198,294 山口県 防府市 久和勘商会 小売業 電化製品 5%

198,295 山口県 防府市 トヨタカローラ山口防府店 小売業 その他小売 5%

198,296 山口県 防府市 トヨタカローラ山口防府西店 小売業 その他小売 5%

198,297 山口県 防府市 トヨタレンタリース山口防府店 サービス その他サービス 2%

198,298 山口県 防府市 とんかつ一丁　防府店 サービス 飲食業 5%

198,299 山口県 防府市 中ノ関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,300 山口県 防府市 中村整体 サービス その他サービス 5%

198,301 山口県 防府市 Ｎａｇｏｍｉ サービス 理容・美容業 5%

198,302 山口県 防府市 奈のは　防府店 サービス 飲食業 5%

198,303 山口県 防府市 西崎智アトリエ サービス その他サービス 5%

198,304 山口県 防府市 西日本観光サービス（株）本社営業所 サービス その他サービス 5%

198,305 山口県 防府市 西日本メディカル山口営業所 小売業 その他小売 5%

198,306 山口県 防府市 ニッセンシェイプファンデサロンドマルシェ 小売業 衣料品 5%

198,307 山口県 防府市 ニッセンシェイプファンデ　Ｙｏｕ＆Ｍｅ 小売業 衣料品 5%

198,308 山口県 防府市 ２番館 小売業 衣料品 5%

198,309 山口県 防府市 日本交通株式会社　防府 サービス 運輸業 5%

198,310 山口県 防府市 ｎａｉｌＳａｌｏｎｇｅｍｌｅ サービス 理容・美容業 5%

198,311 山口県 防府市 ネッツトヨタ山口仁井令店 小売業 その他小売 5%

198,312 山口県 防府市 ネッツトヨタ山口防府店 小売業 その他小売 5%

198,313 山口県 防府市 ネッツトヨタ山口防府西店 小売業 その他小売 5%

198,314 山口県 防府市 バイロン 小売業 衣料品 5%

198,315 山口県 防府市 白銀　防府駅前店 小売業 食料品 5%

198,316 山口県 防府市 パソコン修理センター桑山店 サービス その他サービス 5%

198,317 山口県 防府市 八王子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,318 山口県 防府市 花キレイ舎 小売業 その他小売 5%

198,319 山口県 防府市 パナどっとながさきでんか今市店 小売業 電化製品 5%

198,320 山口県 防府市 （株）ハヤシ時報堂　ハヤシメガネ　本店 小売業 その他小売 5%

198,321 山口県 防府市 ハヤシメガネ　イオン防府店 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,322 山口県 防府市 ハヤシメガネ　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,323 山口県 防府市 はら京 小売業 衣料品 5%

198,324 山口県 防府市 明屋書店　緑町店 小売業 その他小売 5%
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198,325 山口県 防府市 はんこセンター防府店 小売業 その他小売 5%

198,326 山口県 防府市 ビジネスホテルみやま サービス 宿泊業 5%

198,327 山口県 防府市 ピノーレバイジュネス 小売業 衣料品 5%

198,328 山口県 防府市 日の丸タクシー　７０１ サービス 運輸業 5%

198,329 山口県 防府市 ピノーレ　バイ　ジュネス　防府店 小売業 衣料品 5%

198,330 山口県 防府市 広田電化社 小売業 電化製品 5%

198,331 山口県 防府市 ファナー 小売業 衣料品 5%

198,332 山口県 防府市 ＦＵＮＦＵＮ３７　防府店 小売業 衣料品 5%

198,333 山口県 防府市 ｆｉｏｒｅ　Ｌｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

198,334 山口県 防府市 Ｐｈｏｔｏ　Ｓｔｕｄｉｏ　ハヤシカメラ 小売業 その他小売 5%

198,335 山口県 防府市 ふぐ処 佐じか サービス 飲食業 5%

198,336 山口県 防府市 ふぐ処佐じか サービス 飲食業 5%

198,337 山口県 防府市 福本自動車工業 サービス その他サービス 5%

198,338 山口県 防府市 ふれあいサロン　わたなべ 小売業 電化製品 5%

198,339 山口県 防府市 フレッシュなかむら 小売業 その他小売 5%

198,340 山口県 防府市 Ｈａｉｒ＆ｃｏｎｎｅｃｔＫＡＩ サービス 理容・美容業 5%

198,341 山口県 防府市 ｈａｉｒｓａｌｏｎＩＲＯＤＯＲＩ サービス 理容・美容業 5%

198,342 山口県 防府市 Ｈａｉｒ　ｎｏｂｌｅ サービス 理容・美容業 5%

198,343 山口県 防府市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　のーたす サービス 理容・美容業 5%

198,344 山口県 防府市 ほうえい堂防府店 小売業 食料品 5%

198,345 山口県 防府市 セブン－イレブン防府植松店 小売業 食料品 2%

198,346 山口県 防府市 セブン－イレブン防府駅みなとぐち店 小売業 食料品 2%

198,347 山口県 防府市 セブン－イレブン防府江泊店 小売業 食料品 2%

198,348 山口県 防府市 セブン－イレブン防府大崎店 小売業 食料品 2%

198,349 山口県 防府市 セブン－イレブン防府岡村町店 小売業 食料品 2%

198,350 山口県 防府市 セブン－イレブン防府開出西町店 小売業 食料品 2%

198,351 山口県 防府市 セブン－イレブン防府岸津１丁目店 小売業 食料品 2%

198,352 山口県 防府市 セブン－イレブン防府国衙店 小売業 食料品 2%

198,353 山口県 防府市 セブン－イレブン防府佐野店 小売業 食料品 2%

198,354 山口県 防府市 防府車輌 サービス その他サービス 5%

198,355 山口県 防府市 防府新田 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,356 山口県 防府市 セブン－イレブン防府新田店 小売業 食料品 2%

198,357 山口県 防府市 セブン－イレブン防府新橋店 小売業 食料品 2%

198,358 山口県 防府市 セブン－イレブン防府スポーツセンター前店 小売業 食料品 2%

198,359 山口県 防府市 セブン－イレブン防府迫戸町店 小売業 食料品 2%

198,360 山口県 防府市 セブン－イレブン防府桑南店 小売業 食料品 2%

198,361 山口県 防府市 セブン－イレブン防府大道店 小売業 食料品 2%

198,362 山口県 防府市 セブン－イレブン防府高倉２丁目店 小売業 食料品 2%

198,363 山口県 防府市 セブン－イレブン防府田島店 小売業 食料品 2%

198,364 山口県 防府市 防府天神焼鳥 サービス 飲食業 5%

198,365 山口県 防府市 セブン－イレブン防府長沢レーク店 小売業 食料品 2%

198,366 山口県 防府市 セブン－イレブン防府中関店 小売業 食料品 2%
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198,367 山口県 防府市 セブン－イレブン防府西仁井令町店 小売業 食料品 2%

198,368 山口県 防府市 セブン－イレブン防府西浦店 小売業 食料品 2%

198,369 山口県 防府市 セブン－イレブン防府東仁井令町店 小売業 食料品 2%

198,370 山口県 防府市 セブン－イレブン防府松原町店 小売業 食料品 2%

198,371 山口県 防府市 セブン－イレブン防府緑町店 小売業 食料品 2%

198,372 山口県 防府市 セブン－イレブン防府南松崎町店 小売業 食料品 2%

198,373 山口県 防府市 セブン－イレブン防府牟礼店 小売業 食料品 2%

198,374 山口県 防府市 ほたみ珈琲 小売業 食料品 5%

198,375 山口県 防府市 ホルモン市場防府西店 サービス 飲食業 5%

198,376 山口県 防府市 馬越電気商会 小売業 電化製品 5%

198,377 山口県 防府市 まつばら 小売業 その他小売 5%

198,378 山口県 防府市 まるき　華城店 小売業 食料品 5%

198,379 山口県 防府市 Ｍａｒｕｚｅｎ【マルゼン】 サービス 理容・美容業 5%

198,380 山口県 防府市 光浦醸造 小売業 食料品 5%

198,381 山口県 防府市 Ｍｉｔｓｕｋｏ店 小売業 衣料品 5%

198,382 山口県 防府市 宮の蕎麦兎屋 サービス その他サービス 5%

198,383 山口県 防府市 宮脇書店ゆめタウン防府店 小売業 その他小売 5%

198,384 山口県 防府市 Ｍｕｓｅ　ｈａｉｒ　防府店 サービス 理容・美容業 5%

198,385 山口県 防府市 民家サロン　からだ整体　ぬくもり サービス その他サービス 5%

198,386 山口県 防府市 ＭＯＯＮＣＨＩＬＤ 小売業 衣料品 5%

198,387 山口県 防府市 無法松　防府店 小売業 その他小売 5%

198,388 山口県 防府市 明林堂書店コスパ防府店 小売業 その他小売 5%

198,389 山口県 防府市 メガネ工房ＨＩＲＯＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,390 山口県 防府市 メディアボックスイオン防府店 小売業 電化製品 5%

198,391 山口県 防府市 山口県高等自動車学校 サービス その他サービス 5%

198,392 山口県 防府市 セブン－イレブン山口県立総合医療センター店 小売業 食料品 2%

198,393 山口県 防府市 山口トヨタ自動車防府店 小売業 その他小売 5%

198,394 山口県 防府市 山口トヨペット防府西店 小売業 その他小売 5%

198,395 山口県 防府市 山口トヨペット防府東店 小売業 その他小売 5%

198,396 山口県 防府市 山口トヨペット防府マイカ－センタ－ 小売業 その他小売 5%

198,397 山口県 防府市 やまね寝装 小売業 その他小売 5%

198,398 山口県 防府市 ユアーズ・バリュー仁井令店 小売業 食料品 5%

198,399 山口県 防府市 ユアーズ・バリュー右田店 小売業 食料品 5%

198,400 山口県 防府市 有限会社立場釣具店 小売業 その他小売 5%

198,401 山口県 防府市 有限会社ハヤシカメラ サービス その他サービス 5%

198,402 山口県 防府市 ユニクロ　防府店 小売業 衣料品 5%

198,403 山口県 防府市 吉岡モータース サービス その他サービス 5%

198,404 山口県 防府市 ＲａｉＲａ サービス 理容・美容業 5%

198,405 山口県 防府市 ＬＩＢ サービス その他サービス 5%

198,406 山口県 防府市 ループヘアー サービス 理容・美容業 5%

198,407 山口県 防府市 ル　モンド　ヴェロ 小売業 その他小売 5%

198,408 山口県 防府市 Ｌｅｇａｍｉ サービス 理容・美容業 5%
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198,409 山口県 防府市 Ｏｎｅ　Ｆｏｒ　Ｚｅｒｏ 小売業 その他小売 5%

198,410 山口県 美祢市 秋吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,411 山口県 美祢市 アトム電器 美祢店 小売業 その他小売 2%

198,412 山口県 美祢市 伊佐西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,413 山口県 美祢市 出光秋吉台南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,414 山口県 美祢市 出光伊佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,415 山口県 美祢市 出光大田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,416 山口県 美祢市 出光於福ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,417 山口県 美祢市 出光秋芳洞ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,418 山口県 美祢市 ウェスタまるき美祢店 小売業 食料品 5%

198,419 山口県 美祢市 おおみね　でんき 小売業 電化製品 5%

198,420 山口県 美祢市 嘉万ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,421 山口県 美祢市 観光会館　安富屋 小売業 その他小売 5%

198,422 山口県 美祢市 サィサィみとう 小売業 その他小売 5%

198,423 山口県 美祢市 ジャンプ　シモサカ 小売業 電化製品 5%

198,424 山口県 美祢市 寿司 割烹 静 寿司 割烹 静 サービス 飲食業 5%

198,425 山口県 美祢市 寿司・割烹　静 サービス 飲食業 5%

198,426 山口県 美祢市 ｔｏｏｌｓｈｏｐＹ．ｚ サービス その他サービス 5%

198,427 山口県 美祢市 天宿の杜　桂月 サービス 宿泊業 5%

198,428 山口県 美祢市 トヨタカローラ山口美祢店 小売業 その他小売 5%

198,429 山口県 美祢市 ネッツトヨタ山口美祢店 小売業 その他小売 5%

198,430 山口県 美祢市 パナどっとかわもと美東店 小売業 電化製品 5%

198,431 山口県 美祢市 ＳＰｍｉｎｅ サービス その他サービス 5%

198,432 山口県 美祢市 藤田時計電器商会 小売業 電化製品 5%

198,433 山口県 美祢市 ポプラ秋吉店 小売業 その他小売 2%

198,434 山口県 美祢市 セブン－イレブン美東大田店 小売業 食料品 2%

198,435 山口県 美祢市 美祢ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,436 山口県 美祢市 美祢グランドホテル サービス 宿泊業 5%

198,437 山口県 美祢市 セブン－イレブン美祢長ヶ坪店 小売業 食料品 2%

198,438 山口県 美祢市 美祢西インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,439 山口県 美祢市 やどまる美祢 サービス 宿泊業 5%

198,440 山口県 美祢市 山口トヨタ自動車美祢店 小売業 その他小売 5%

198,441 山口県 美祢市 吉則ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,442 山口県 柳井市 ａｐｒｉｃｏ 小売業 衣料品 5%

198,443 山口県 柳井市 出光伊豫金ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,444 山口県 柳井市 出光セルフ柳井南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,445 山口県 柳井市 ＩｔｏｎａｍｉＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

198,446 山口県 柳井市 伊保庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,447 山口県 柳井市 インテルジュ　ＫＵＳＡＫＡ 小売業 家具・調度品 5%

198,448 山口県 柳井市 大橋　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,449 山口県 柳井市 華月堂　エスパリカゲツ　本店 サービス 飲食業 5%

198,450 山口県 柳井市 華月堂　エスパリエカゲツ　南町店 サービス 飲食業 5%
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198,451 山口県 柳井市 かどや帽子店 小売業 衣料品 5%

198,452 山口県 柳井市 かどや帽子店 小売業 衣料品 5%

198,453 山口県 柳井市 株式会社ボディーショップ秋森 サービス その他サービス 5%

198,454 山口県 柳井市 木阪賞文堂　柳井中央店 小売業 その他小売 5%

198,455 山口県 柳井市 クリタ電器 小売業 電化製品 5%

198,456 山口県 柳井市 クレイン　周南店 小売業 衣料品 5%

198,457 山口県 柳井市 晃和興産株式会社 小売業 その他小売 5%

198,458 山口県 柳井市 晃和興産株式会社リフォ－ム部 小売業 その他小売 5%

198,459 山口県 柳井市 サイクリング　サロン　ヒロシゲ　柳井店 小売業 その他小売 5%

198,460 山口県 柳井市 山陽トーイ 小売業 その他小売 5%

198,461 山口県 柳井市 しあわせギフト工房まつもと 小売業 食料品 5%

198,462 山口県 柳井市 重枝醤油醸造場 小売業 食料品 5%

198,463 山口県 柳井市 Ｊｉｎｅｎｊｙｏ．ｂｒｏ サービス 飲食業 5%

198,464 山口県 柳井市 シンキ　柳井店 小売業 その他小売 5%

198,465 山口県 柳井市 新健勝苑柳井店 小売業 衣料品 5%

198,466 山口県 柳井市 新庄タクシー　１ サービス 運輸業 5%

198,467 山口県 柳井市 生活彩家柳井医療センター外来管理診療棟店 小売業 その他小売 2%

198,468 山口県 柳井市 制服のしらがね 小売業 その他小売 5%

198,469 山口県 柳井市 制服のニシオ 小売業 その他小売 5%

198,470 山口県 柳井市 セルフ柳井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,471 山口県 柳井市 セレ・セキヤ 小売業 衣料品 5%

198,472 山口県 柳井市 有限会社武居百貨店　武居洋品店 小売業 衣料品 5%

198,473 山口県 柳井市 ドコモショップ　柳井中央店 小売業 電化製品 5%

198,474 山口県 柳井市 ＴＯＰ 小売業 衣料品 5%

198,475 山口県 柳井市 トヨタカローラ山口柳井店 小売業 その他小売 5%

198,476 山口県 柳井市 トラベルプラザ柳井 サービス その他サービス 5%

198,477 山口県 柳井市 ネッツトヨタ山口柳井店 小売業 その他小売 5%

198,478 山口県 柳井市 のろし鉄板居酒屋 サービス 飲食業 5%

198,479 山口県 柳井市 ｗａｘｓｐａｃｅＨｕｇ サービス 理容・美容業 5%

198,480 山口県 柳井市 明屋書店　柳井店 小売業 その他小売 5%

198,481 山口県 柳井市 美容室　ユリヤ サービス 理容・美容業 5%

198,482 山口県 柳井市 フジジュウ　アリス　　柳井店 サービス その他サービス 5%

198,483 山口県 柳井市 フジヤマコーヒーロースターズ サービス 飲食業 5%

198,484 山口県 柳井市 ヘアーサロン太陽　南町店 サービス 理容・美容業 5%

198,485 山口県 柳井市 ヘアーサロン太陽　広瀬店 サービス 理容・美容業 5%

198,486 山口県 柳井市 補聴器・メガネのタナカ 小売業 その他小売 5%

198,487 山口県 柳井市 ポプラ柳井医療センター店 小売業 その他小売 2%

198,488 山口県 柳井市 ホンダカーズ光東　柳井店 サービス その他サービス 5%

198,489 山口県 柳井市 マコト屋ゆめタウン店 小売業 その他小売 5%

198,490 山口県 柳井市 ［ＨＣ］松井電器 小売業 電化製品 5%

198,491 山口県 柳井市 ｍａｄ　ｄｏｐｅ 小売業 衣料品 5%

198,492 山口県 柳井市 丸信寝装 小売業 その他小売 5%
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198,493 山口県 柳井市 明林堂書店柳井店 小売業 その他小売 5%

198,494 山口県 柳井市 メガネの２１　柳井店 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,495 山口県 柳井市 セブン－イレブン柳井伊保庄店 小売業 食料品 2%

198,496 山口県 柳井市 セブン－イレブン柳井駅前店 小売業 食料品 2%

198,497 山口県 柳井市 柳井グランドホテル サービス 宿泊業 5%

198,498 山口県 柳井市 柳井クルーズホテル サービス 宿泊業 5%

198,499 山口県 柳井市 柳井三和交通１ サービス 運輸業 5%

198,500 山口県 柳井市 セブン－イレブン柳井新庄店 小売業 食料品 2%

198,501 山口県 柳井市 セブン－イレブン柳井天神店 小売業 食料品 2%

198,502 山口県 柳井市 柳井バイパス　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,503 山口県 柳井市 セブン－イレブン柳井港前店 小売業 食料品 2%

198,504 山口県 柳井市 セブン－イレブン柳井南町３丁目店 小売業 食料品 2%

198,505 山口県 柳井市 セブン－イレブン山口大畠駅前店 小売業 食料品 2%

198,506 山口県 柳井市 山口トヨタ自動車柳井店 小売業 その他小売 5%

198,507 山口県 柳井市 山口トヨペット柳井店 小売業 その他小売 5%

198,508 山口県 柳井市 山中　本店 小売業 その他小売 5%

198,509 山口県 柳井市 有限会社木阪賞文堂白壁本店 小売業 その他小売 5%

198,510 山口県 柳井市 ［ＨＣ］ヨシデン２１ 小売業 電化製品 5%

198,511 山口県 柳井市 余田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,512 山口県 柳井市 リハビリ整体専門院整体やわらぎ サービス その他サービス 5%

198,513 山口県 柳井市 柳南　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,514 山口県 山口市 アイアンホース サービス 飲食業 5%

198,515 山口県 山口市 秋穂産業株式会社 サービス その他サービス 5%

198,516 山口県 山口市 ａｕｒａｒｅ 小売業 衣料品 5%

198,517 山口県 山口市 アクティブスポーツ 小売業 その他小売 5%

198,518 山口県 山口市 あさひ製菓（株）　果子乃季新山口駅店 小売業 食料品 5%

198,519 山口県 山口市 阿知須フラワー 小売業 その他小売 5%

198,520 山口県 山口市 味処　圭介 サービス 飲食業 5%

198,521 山口県 山口市 味処　よし田 サービス 飲食業 5%

198,522 山口県 山口市 アスールヘア サービス 理容・美容業 5%

198,523 山口県 山口市 ＡＴＥＮＡ山口 サービス 理容・美容業 5%

198,524 山口県 山口市 阿東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,525 山口県 山口市 阿東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,526 山口県 山口市 ａｔｅｌｉｅｒ　間間 サービス 理容・美容業 5%

198,527 山口県 山口市 ａｎｎｉｅ　【アニー】 サービス 理容・美容業 5%

198,528 山口県 山口市 ＡＬＵＲＥ小郡 サービス 理容・美容業 5%

198,529 山口県 山口市 アルファ 小売業 衣料品 5%

198,530 山口県 山口市 ａｌｍｏ サービス 理容・美容業 5%

198,531 山口県 山口市 ａｎｐ 小売業 衣料品 5%

198,532 山口県 山口市 居酒屋Ｄａｎｋｅ サービス 飲食業 5%

198,533 山口県 山口市 石井電機 小売業 電化製品 5%

198,534 山口県 山口市 石川石材店 サービス その他サービス 5%
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198,535 山口県 山口市 ｉｓｔ　ｈａｉｒ【イストヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

198,536 山口県 山口市 ＩＣＨＩ サービス 理容・美容業 5%

198,537 山口県 山口市 出光秋穂中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,538 山口県 山口市 出光出雲とくぢＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,539 山口県 山口市 出光島地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,540 山口県 山口市 出光セルフ吉敷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,541 山口県 山口市 出光鳴滝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,542 山口県 山口市 出光山口南セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,543 山口県 山口市 インテリア館　ミュゼ 小売業 家具・調度品 5%

198,544 山口県 山口市 インテリア館ミュゼ 小売業 家具・調度品 5%

198,545 山口県 山口市 ウェスタまるき小郡店 小売業 食料品 5%

198,546 山口県 山口市 ウェスタまるき山口大内店 小売業 食料品 5%

198,547 山口県 山口市 ウェスタまるき山口宮野店 小売業 食料品 5%

198,548 山口県 山口市 ウェスタまるき山口湯田店 小売業 食料品 5%

198,549 山口県 山口市 ウエステイプロダクト 小売業 電化製品 5%

198,550 山口県 山口市 植地酒舗 小売業 その他小売 5%

198,551 山口県 山口市 魚バルＣＯＣＯＮ サービス 飲食業 5%

198,552 山口県 山口市 宇部かま山口銘品館店 小売業 食料品 5%

198,553 山口県 山口市 うめや 小売業 食料品 5%

198,554 山口県 山口市 エーデルシュタイン 小売業 食料品 5%

198,555 山口県 山口市 esth?＆wellness メリッサ 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,556 山口県 山口市 エスティー・ローブ 小売業 衣料品 5%

198,557 山口県 山口市 エステサロンクラリス 小売業 その他小売 5%

198,558 山口県 山口市 ＥｔｅｒｎｉｔｙＨＡＩＲＢＲＡＮＤ サービス 理容・美容業 5%

198,559 山口県 山口市 エーデルシュタイン 小売業 食料品 5%

198,560 山口県 山口市 ＮＴＡトラベル　小郡支店 サービス その他サービス 5%

198,561 山口県 山口市 ＮＴＡトラベル　ユニオントラベル山口県庁 サービス その他サービス 5%

198,562 山口県 山口市 ＥＮＥＯＳ 小郡東給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,563 山口県 山口市 ＥＮＥＯＳ マルチステーション新山口 小売業 その他小売 2%

198,564 山口県 山口市 ＥＮＥＯＳ 山口ドライブプラザ給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,565 山口県 山口市 ＥＮＥＯＳ 山口東給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,566 山口県 山口市 ＦＫＳ サービス その他サービス 2%

198,567 山口県 山口市 株式会社　エムラ　ジェスパ山口事業部 小売業 衣料品 5%

198,568 山口県 山口市 エムラ　山口支店 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,569 山口県 山口市 おいしいパンの店ファミーユ サービス 飲食業 5%

198,570 山口県 山口市 大内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,571 山口県 山口市 岡田電機 小売業 電化製品 5%

198,572 山口県 山口市 小郡上郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,573 山口県 山口市 御食事処　進 サービス 飲食業 5%

198,574 山口県 山口市 オービット 小売業 衣料品 5%

198,575 山口県 山口市 オブティック 小売業 その他小売 5%

198,576 山口県 山口市 オリーブ　オイル　　カフェ　キアッケラ　オリーブオイル　カフェ　キアッケラ サービス 飲食業 5%
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198,577 山口県 山口市 オリックスレンタカー新山口駅新幹線口西店 サービス その他サービス 2%

198,578 山口県 山口市 オリックスレンタカー新山口駅新幹線口東店 サービス その他サービス 2%

198,579 山口県 山口市 織本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,580 山口県 山口市 懐古庵　新山口店 サービス 飲食業 5%

198,581 山口県 山口市 海都　大内御堀店 サービス 飲食業 5%

198,582 山口県 山口市 海都　小郡店 サービス 飲食業 5%

198,583 山口県 山口市 かくれ厨房福まろ サービス 飲食業 5%

198,584 山口県 山口市 Ｃｕｔ　Ｈｏｕｓｅ　ＨＩＳＡＭＵＲＡ　Ｃｕｔ　Ｈｏｕｓｅ　ＨＩＳＡＭＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

198,585 山口県 山口市 割烹　福助 サービス 飲食業 5%

198,586 山口県 山口市 割烹吉岡 サービス 飲食業 5%

198,587 山口県 山口市 金子スタジオ サービス その他サービス 5%

198,588 山口県 山口市 ｃａｎｏｅ　本店 サービス 理容・美容業 5%

198,589 山口県 山口市 ｃａｆｅ＆ｂａｒショクバ サービス 飲食業 5%

198,590 山口県 山口市 カフェキアッケラ 小売業 食料品 5%

198,591 山口県 山口市 カフェレジスガーデン サービス 飲食業 5%

198,592 山口県 山口市 株式会社オービーエス山口 小売業 その他小売 5%

198,593 山口県 山口市 株式会社カロック サービス 理容・美容業 5%

198,594 山口県 山口市 ＣＹＣＬＥ ＬＡＢＯ ＹＡＭＡＤＡ 小売業 その他小売 5%

198,595 山口県 山口市 株式会社トム・フクダ本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,596 山口県 山口市 株式会社野田 小売業 食料品 5%

198,597 山口県 山口市 株式会社ＬＥＯＮ サービス その他サービス 5%

198,598 山口県 山口市 からあげ 鳥屯 サービス 飲食業 5%

198,599 山口県 山口市 Ｃａｌｄｏ サービス 理容・美容業 5%

198,600 山口県 山口市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋山口大前店 サービス 飲食業 2%

198,601 山口県 山口市 河合塾マナビス山口中央校 サービス その他サービス 2%

198,602 山口県 山口市 神田珈琲園　山口店 サービス 飲食業 5%

198,603 山口県 山口市 乾杯　　ニクノミコト　湯田店　乾杯　　ニクノミコト湯田店 サービス 飲食業 5%

198,604 山口県 山口市 岸田時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,605 山口県 山口市 ＫＩＴＣＨＥＮ ＬＯＴＵＳ ＫＩＴＣＨＥＮ ＬＯＴＵＳ キッチンロータス サービス 飲食業 5%

198,606 山口県 山口市 ギフトギャラリーオズ　山口店 小売業 その他小売 5%

198,607 山口県 山口市 着物遊日　ねこやなぎ 小売業 衣料品 5%

198,608 山口県 山口市 きものコンビニ　萬代 小売業 衣料品 5%

198,609 山口県 山口市 キャピックヤマグチ サービス その他サービス 5%

198,610 山口県 山口市 ＣＡＭＥＬ 小売業 衣料品 5%

198,611 山口県 山口市 ギャルソン 小売業 衣料品 5%

198,612 山口県 山口市 牛角山口小郡店 サービス 飲食業 2%

198,613 山口県 山口市 牛丸山口店 サービス 飲食業 5%

198,614 山口県 山口市 京きもの　ふるや　古谷呉服店 小売業 衣料品 5%

198,615 山口県 山口市 饗の風 サービス 飲食業 5%

198,616 山口県 山口市 きよときペットクリニック サービス その他サービス 5%

198,617 山口県 山口市 清正鮮魚店 小売業 食料品 5%

198,618 山口県 山口市 喜良久 サービス 宿泊業 5%
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198,619 山口県 山口市 きれい倶楽部 小売業 その他小売 5%

198,620 山口県 山口市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵサンパークあじす店 小売業 その他小売 5%

198,621 山口県 山口市 グッデイ　山口小郡店 小売業 その他小売 5%

198,622 山口県 山口市 クマサキ洋ラン農園 小売業 その他小売 5%

198,623 山口県 山口市 ＧＲＡＦＩＣＡ【グラフィカ】 サービス 理容・美容業 5%

198,624 山口県 山口市 ｇｌａｍ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

198,625 山口県 山口市 倉吉 小売業 食料品 5%

198,626 山口県 山口市 グランドミック　三好屋楽器 小売業 その他小売 5%

198,627 山口県 山口市 有限会社　グリーンスポーツ 小売業 その他小売 5%

198,628 山口県 山口市 グリーンスポーツ　長門店 小売業 その他小売 5%

198,629 山口県 山口市 ＣＬＯＶＥＲ ＣＬＯＶＥＲ サービス 理容・美容業 5%

198,630 山口県 山口市 黒崎電器 小売業 電化製品 5%

198,631 山口県 山口市 桑田製帽所 小売業 衣料品 5%

198,632 山口県 山口市 Ｋ　ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ　ケイズキッチン サービス 飲食業 5%

198,633 山口県 山口市 珈琲ナチュレ サービス 飲食業 5%

198,634 山口県 山口市 ＣｏＣｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

198,635 山口県 山口市 ＣｏＣｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

198,636 山口県 山口市 ＣｏＣｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

198,637 山口県 山口市 コスモランド山大ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,638 山口県 山口市 ごはん処　りゅう庵 サービス 飲食業 5%

198,639 山口県 山口市 コープ 小売業 食料品 5%

198,640 山口県 山口市 コープ　小郡店 小売業 食料品 5%

198,641 山口県 山口市 コープここと　いずみ移動店 小売業 その他小売 5%

198,642 山口県 山口市 コープここと　いずみ店 小売業 その他小売 5%

198,643 山口県 山口市 コープここと　小郡店 小売業 その他小売 5%

198,644 山口県 山口市 コープここと　どうもん店 小売業 その他小売 5%

198,645 山口県 山口市 コープやまぐち　ブックセンター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

198,646 山口県 山口市 コープやまぐち　ブックセンター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

198,647 山口県 山口市 これはおいしいアッハッハ 小売業 食料品 5%

198,648 山口県 山口市 西京電子 小売業 電化製品 5%

198,649 山口県 山口市 酒のヒーロー 小売業 食料品 5%

198,650 山口県 山口市 讃岐弘法 サービス 飲食業 5%

198,651 山口県 山口市 サロンドナイツ サービス 理容・美容業 5%

198,652 山口県 山口市 サンリブ　阿知須店 小売業 食料品 5%

198,653 山口県 山口市 サンルート国際ホテル山口 サービス 宿泊業 5%

198,654 山口県 山口市 ＴＨＥ　ＥＳＴＨＥＲ　ＳＣＥＮＴ サービス その他サービス 5%

198,655 山口県 山口市 ＪＲ西日本レンタカー＆リース株式会社　新山口営業所 サービス 運輸業 5%

198,656 山口県 山口市 自家製冷麺と炭火焼肉プルヒャンギ サービス 飲食業 5%

198,657 山口県 山口市 シートン動物病院 サービス その他サービス 5%

198,658 山口県 山口市 しゃぶしゃぶ温野菜山口吉敷店 サービス 飲食業 2%

198,659 山口県 山口市 シューズ＆バッグ　ヤマダ 小売業 その他小売 5%

198,660 山口県 山口市 ジュエリー・トキワ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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198,661 山口県 山口市 シュクルヴァン 新山口駅店 小売業 食料品 5%

198,662 山口県 山口市 手芸マキ 山口店 小売業 その他小売 5%

198,663 山口県 山口市 樹里庵 サービス 飲食業 5%

198,664 山口県 山口市 旬菜厨房 奈のは 山口店 サービス 飲食業 5%

198,665 山口県 山口市 Ｓｈｕｋｒａｎ 小売業 衣料品 5%

198,666 山口県 山口市 （有）白石時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,667 山口県 山口市 新小郡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,668 山口県 山口市 新日本補聴器センター山口店 小売業 その他小売 5%

198,669 山口県 山口市 新見電機 小売業 電化製品 5%

198,670 山口県 山口市 進物の大進　山口店 小売業 その他小売 5%

198,671 山口県 山口市 セブン－イレブン新山口駅前店 小売業 食料品 2%

198,672 山口県 山口市 新山口ターミナルホテル サービス 宿泊業 5%

198,673 山口県 山口市 ズカズカ サービス 飲食業 5%

198,674 山口県 山口市 杉山電気商会 小売業 電化製品 5%

198,675 山口県 山口市 Ｓｑｕａｒｅ　Ｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

198,676 山口県 山口市 鮨 和ｓａｂｉ サービス 飲食業 5%

198,677 山口県 山口市 スタジオＡＲＫ　ｍｏｄｅ サービス その他サービス 5%

198,678 山口県 山口市 Ｓｐａｃｅ Ｆａｎｔａｓｉａ 小売業 その他小売 5%

198,679 山口県 山口市 スポーツクラブＮＡＰ サービス その他サービス 5%

198,680 山口県 山口市 炭火焼鳥ふじ井 サービス 飲食業 5%

198,681 山口県 山口市 炭火焼肉りんこう サービス 飲食業 5%

198,682 山口県 山口市 セオサイクル　山口店 小売業 その他小売 5%

198,683 山口県 山口市 セオサイクル山口店 小売業 その他小売 5%

198,684 山口県 山口市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ小郡インターSS 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,685 山口県 山口市 セルフ小郡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,686 山口県 山口市 セルフステーション大内 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,687 山口県 山口市 セルフステーション山口湯田 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,688 山口県 山口市 セルフ山口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,689 山口県 山口市 セルフ山口インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,690 山口県 山口市 苑屋 小売業 衣料品 5%

198,691 山口県 山口市 第一ドライ　プリムールあおい店 サービス 理容・美容業 5%

198,692 山口県 山口市 第一ドライ　山口工場前店 サービス 理容・美容業 5%

198,693 山口県 山口市 第一ドライ　丸喜店 サービス 理容・美容業 5%

198,694 山口県 山口市 武谷清風堂 サービス その他サービス 5%

198,695 山口県 山口市 種田家具　Ｚａｋｋａ　Ｓｈｏｐ　山口店 小売業 家具・調度品 5%

198,696 山口県 山口市 種田家具　雑貨Ｓｈｏｐ＆山口店 小売業 家具・調度品 5%

198,697 山口県 山口市 サロン・ド・タマヤ 小売業 衣料品 5%

198,698 山口県 山口市 ＣＨＩＴＯＳＥ山口店 サービス 理容・美容業 5%

198,699 山口県 山口市 ぢゃがるち サービス 飲食業 5%

198,700 山口県 山口市 中央石油有限会社本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,701 山口県 山口市 長州苑 小売業 その他小売 5%

198,702 山口県 山口市 ２ｗｉｎｓ サービス 理容・美容業 5%
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198,703 山口県 山口市 都濃自転車　都濃自転車店 小売業 その他小売 5%

198,704 山口県 山口市 椿 サービス 飲食業 5%

198,705 山口県 山口市 Ｄｉｏｎｅ山口店 サービス 理容・美容業 5%

198,706 山口県 山口市 ティップスティック サービス 理容・美容業 5%

198,707 山口県 山口市 Ｔｉｐｓｔｉｃ サービス 理容・美容業 5%

198,708 山口県 山口市 テスト店１ 小売業 その他小売 5%

198,709 山口県 山口市 陶ギャラリーうつわ サービス その他サービス 5%

198,710 山口県 山口市 陶ギャラリー　うつわ 小売業 その他小売 5%

198,711 山口県 山口市 土火土火　山口店 サービス 飲食業 5%

198,712 山口県 山口市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ小郡インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,713 山口県 山口市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ平川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,714 山口県 山口市 徳地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,715 山口県 山口市 ドッグサロン ＨＩＲＯ サービス その他サービス 5%

198,716 山口県 山口市 トヨタカローラ山口大内店 小売業 その他小売 5%

198,717 山口県 山口市 トヨタカローラ山口小郡店 小売業 その他小売 5%

198,718 山口県 山口市 トヨタカローラ山口山口店 小売業 その他小売 5%

198,719 山口県 山口市 トヨタカローラ山口山口マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

198,720 山口県 山口市 セルフ宮野　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,721 山口県 山口市 セルフ山口南　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,722 山口県 山口市 トヨタレンタリース山口新山口駅前店 サービス その他サービス 2%

198,723 山口県 山口市 とんかつ一丁　大内店 サービス 飲食業 5%

198,724 山口県 山口市 なごみスタイル　山口店 小売業 その他小売 5%

198,725 山口県 山口市 和み家 サービス 飲食業 5%

198,726 山口県 山口市 ｎａｔｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

198,727 山口県 山口市 菜のはな サービス 飲食業 5%

198,728 山口県 山口市 南来琉 サービス その他サービス 5%

198,729 山口県 山口市 Ｎｉｓｈｉｄａ　Ｃｏｆｆｅｅ 小売業 食料品 5%

198,730 山口県 山口市 Ｎｉｓｈｉｄａ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｎｉｓｈｉｄａ　Ｃｏｆｆｅｅ 小売業 食料品 5%

198,731 山口県 山口市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・スーリル 小売業 衣料品 5%

198,732 山口県 山口市 ニッセンシェイプファンデサロンティクミー 小売業 衣料品 5%

198,733 山口県 山口市 ニッセンシェイプファンデサロンドライン 小売業 衣料品 5%

198,734 山口県 山口市 ニャトリエ サービス その他サービス 5%

198,735 山口県 山口市 ＮｅｗＳｔｙｌｅ　ａｉｌａ サービス 理容・美容業 5%

198,736 山口県 山口市 ＮｅｗＳｔｙｌｅ　ＣＯＲＥ サービス 理容・美容業 5%

198,737 山口県 山口市 ＮｅｗＳｔｙｌｅ　ＳＯーＨＯ サービス 理容・美容業 5%

198,738 山口県 山口市 ＮｅｗＳｔｙｌｅＮＡＫＡＩＣＨＩ サービス 理容・美容業 5%

198,739 山口県 山口市 Ｆｏｕｒ　Ｓｅａｓｏｎｓ サービス 理容・美容業 5%

198,740 山口県 山口市 ＮｅｗＳｔｙｌｅ　本店 サービス 理容・美容業 5%

198,741 山口県 山口市 ネイルサロン＆スクールＣｌａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

198,742 山口県 山口市 ネッツトヨタ山口小郡店 小売業 その他小売 5%

198,743 山口県 山口市 ネッツトヨタ山口山口店 小売業 その他小売 5%

198,744 山口県 山口市 ネッツトヨタ山口山口東店 小売業 その他小売 5%
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198,745 山口県 山口市 ネッツトヨタ山口山口マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

198,746 山口県 山口市 バイクハウスルート２８ 小売業 その他小売 5%

198,747 山口県 山口市 博多一番どり 居食家あらい 山口大学前店 サービス 飲食業 5%

198,748 山口県 山口市 萩・井上　山口銘品館店 小売業 食料品 5%

198,749 山口県 山口市 ｈａｃｏ【ハコ】 サービス 理容・美容業 5%

198,750 山口県 山口市 ｈａｃｏｎｅｃｏ　【ハコネコ】 サービス 理容・美容業 5%

198,751 山口県 山口市 ぱすたや 然流 ?ｓａｌｙｕ? サービス 飲食業 5%

198,752 山口県 山口市 パストリアプーサン サービス 飲食業 5%

198,753 山口県 山口市 パストリア　プーサン サービス 飲食業 5%

198,754 山口県 山口市 ＨａｐｐｙＷａｎ　山口店 小売業 その他小売 5%

198,755 山口県 山口市 パティスリー　グランシャリオ　新山口店 小売業 食料品 5%

198,756 山口県 山口市 パナックいとう 小売業 電化製品 5%

198,757 山口県 山口市 パナックいまづ 小売業 電化製品 5%

198,758 山口県 山口市 花のなかむら 小売業 その他小売 5%

198,759 山口県 山口市 Ｂａｌｃｏｍ　ＢＭＷ　山口 サービス その他サービス 5%

198,760 山口県 山口市 ＢａｌｃｏｍＢＭＷ山口・ＢＭＷ　ＰｒｅｍｉｕｍＳｅｌｅｃｔｉｏｎ山口 小売業 その他小売 5%

198,761 山口県 山口市 バルコムモータース　山口 小売業 その他小売 5%

198,762 山口県 山口市 明屋書店　小郡店 小売業 その他小売 5%

198,763 山口県 山口市 明屋書店　宮野店 小売業 その他小売 5%

198,764 山口県 山口市 明屋書店MEGA 大内店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

198,765 山口県 山口市 明屋書店ＭＥＧＡ大内店 小売業 その他小売 5%

198,766 山口県 山口市 ハローズ山口店 小売業 衣料品 5%

198,767 山口県 山口市 パワーキューブ 小売業 電化製品 5%

198,768 山口県 山口市 美顔教室　プリティ店 小売業 その他小売 5%

198,769 山口県 山口市 美顔教室　プリティ店 小売業 その他小売 5%

198,770 山口県 山口市 ビジネスホテル　うえの サービス 宿泊業 5%

198,771 山口県 山口市 Bijoutier 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,772 山口県 山口市 Ｂｉｊｏｕｔｉｅｒ 小売業 その他小売 5%

198,773 山口県 山口市 ＢＩＧ・Ｇ サービス 飲食業 5%

198,774 山口県 山口市 ｐｉｃｃｏｐｅｃｃｏ サービス その他サービス 5%

198,775 山口県 山口市 （有）ビューティサロン　ニュースタイル　ＣＯＲＥ サービス 理容・美容業 5%

198,776 山口県 山口市 ＢｅａｕｔｉｆｕｌＧａｒｄｅｎｓ サービス 理容・美容業 5%

198,777 山口県 山口市 Ｆａｉｒｙ ＲＨ ＳＴＹＬＥ サービス その他サービス 5%

198,778 山口県 山口市 フェイドイン 小売業 衣料品 5%

198,779 山口県 山口市 フォーリア　エ　フォーリオ 小売業 その他小売 5%

198,780 山口県 山口市 ふくふく動物病院 サービス その他サービス 5%

198,781 山口県 山口市 藤井オート電機商会 小売業 電化製品 5%

198,782 山口県 山口市 ブティック　タマヤ 小売業 衣料品 5%

198,783 山口県 山口市 （株）ブライダルミミ　ブライダルスペース　ＭＩＭＩ サービス その他サービス 5%

198,784 山口県 山口市 プレジールヘアー サービス 理容・美容業 5%

198,785 山口県 山口市 ｇｉｆｔ サービス 理容・美容業 5%

198,786 山口県 山口市 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｓａｌｏｎ　Ｂｅｅｔｌｅ サービス 理容・美容業 5%
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198,787 山口県 山口市 ＨＡＩＲ　ＢＡＳＥ　ｌｏｋｋｉ サービス 理容・美容業 5%

198,788 山口県 山口市 ＨＡＩＲ　ＢＡＳＥ　ｌｏｋｋｉ サービス 理容・美容業 5%

198,789 山口県 山口市 北瀬丸 サービス その他サービス 5%

198,790 山口県 山口市 保坂設備 サービス その他サービス 5%

198,791 山口県 山口市 BODY MAKING STUDIO 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,792 山口県 山口市 ＢＯＤＹＭＡＫＩＮＧ　ＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

198,793 山口県 山口市 ホテルアクティブ山口 サービス 宿泊業 5%

198,794 山口県 山口市 ホテルアムゼ新山口 サービス 宿泊業 5%

198,795 山口県 山口市 ホテルニュータナカ サービス 宿泊業 5%

198,796 山口県 山口市 ポプラ湯田温泉店 小売業 その他小売 2%

198,797 山口県 山口市 保養所　防長苑 サービス 宿泊業 5%

198,798 山口県 山口市 保養所　防長苑 サービス 宿泊業 5%

198,799 山口県 山口市 ＨＯＲＩＺＯＮ 小売業 その他小売 5%

198,800 山口県 山口市 ホルモン湯田のじゃん横 サービス 飲食業 5%

198,801 山口県 山口市 本格馬肉料理　ゆい サービス 飲食業 5%

198,802 山口県 山口市 ホンダカーズ光東　山口東店 サービス その他サービス 5%

198,803 山口県 山口市 本多屋　懐古庵 小売業 食料品 5%

198,804 山口県 山口市 本多屋懐古庵新山口店 小売業 食料品 5%

198,805 山口県 山口市 ほんゆら動物病院 サービス その他サービス 5%

198,806 山口県 山口市 ｍａｉｔｏｒｉ 小売業 その他小売 5%

198,807 山口県 山口市 マウンテンビッグ　マウンテンビッグ サービス 飲食業 5%

198,808 山口県 山口市 マクドナルド山口維新公園前店 サービス 飲食業 2%

198,809 山口県 山口市 マクドナルド山口インター店 サービス 飲食業 2%

198,810 山口県 山口市 マクドナルド山口小郡店 サービス 飲食業 2%

198,811 山口県 山口市 マクドナルド山口フジグラン店 サービス 飲食業 2%

198,812 山口県 山口市 マクドナルド山口ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

198,813 山口県 山口市 まつきよ動物病院 サービス その他サービス 5%

198,814 山口県 山口市 松田屋ホテル サービス 宿泊業 5%

198,815 山口県 山口市 マツナガデンキ 小売業 電化製品 5%

198,816 山口県 山口市 ママイクコ　山口 小売業 その他小売 5%

198,817 山口県 山口市 ママイクコ　ゆめタウン山口 小売業 その他小売 5%

198,818 山口県 山口市 まるき山口嘉川店 小売業 食料品 5%

198,819 山口県 山口市 マンガ倉庫　山口店 小売業 その他小売 5%

198,820 山口県 山口市 ＭＡＭＢＯ 小売業 衣料品 5%

198,821 山口県 山口市 ｍｅａｔ　ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｂ団 サービス 飲食業 5%

198,822 山口県 山口市 みほり峠　大内店 サービス 飲食業 5%

198,823 山口県 山口市 御堀堂　香山支店 小売業 食料品 5%

198,824 山口県 山口市 御堀堂　新山口支店 小売業 食料品 5%

198,825 山口県 山口市 御堀堂　本店 小売業 食料品 5%

198,826 山口県 山口市 御堀堂　湯田支店 小売業 食料品 5%

198,827 山口県 山口市 みやもと動物病院 サービス その他サービス 5%

198,828 山口県 山口市 明徳観光　８７８７ サービス 運輸業 5%
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198,829 山口県 山口市 明林堂書店吉敷店 小売業 その他小売 5%

198,830 山口県 山口市 メガネの田中　山口店 小売業 その他小売 5%

198,831 山口県 山口市 メガネのふくだ　大内店 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,832 山口県 山口市 モイスティーヌ山口阿知須サロン 小売業 その他小売 5%

198,833 山口県 山口市 モリイケ 小売業 その他小売 5%

198,834 山口県 山口市 やき鳥　友清 サービス 飲食業 5%

198,835 山口県 山口市 焼肉　うえだ　本店 サービス 飲食業 5%

198,836 山口県 山口市 焼肉　高山 サービス 飲食業 5%

198,837 山口県 山口市 焼肉寿苑 サービス 飲食業 5%

198,838 山口県 山口市 焼肉の宴じゃん サービス 飲食業 5%

198,839 山口県 山口市 山一薬舗 小売業 その他小売 5%

198,840 山口県 山口市 山一薬局立小路店 小売業 その他小売 5%

198,841 山口県 山口市 セブン－イレブン山口秋穂二島店 小売業 食料品 2%

198,842 山口県 山口市 セブン－イレブン山口朝田店 小売業 食料品 2%

198,843 山口県 山口市 セブン－イレブン山口朝田バイパス店 小売業 食料品 2%

198,844 山口県 山口市 セブン－イレブン山口阿知須店 小売業 食料品 2%

198,845 山口県 山口市 セブン－イレブン山口阿知須中之坪店 小売業 食料品 2%

198,846 山口県 山口市 セブン－イレブン山口泉町店 小売業 食料品 2%

198,847 山口県 山口市 セブン－イレブン山口今井町店 小売業 食料品 2%

198,848 山口県 山口市 セブン－イレブン山口インター店 小売業 食料品 2%

198,849 山口県 山口市 セブンーイレブン山口駅前通り店 小売業 食料品 2%

198,850 山口県 山口市 山口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,851 山口県 山口市 山口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,852 山口県 山口市 セブン－イレブン山口大内小野店 小売業 食料品 2%

198,853 山口県 山口市 セブン－イレブン山口大内問田店 小売業 食料品 2%

198,854 山口県 山口市 セブン－イレブン山口大内矢田店 小売業 食料品 2%

198,855 山口県 山口市 セブン－イレブン山口小郡岩屋店 小売業 食料品 2%

198,856 山口県 山口市 セブン－イレブン山口小郡上郷店 小売業 食料品 2%

198,857 山口県 山口市 セブン－イレブン山口小郡昭和通り店 小売業 食料品 2%

198,858 山口県 山口市 セブン－イレブン山口小郡仁保津店 小売業 食料品 2%

198,859 山口県 山口市 セブン－イレブン山口小郡御幸町店 小売業 食料品 2%

198,860 山口県 山口市 セブン－イレブン山口小郡若草町店 小売業 食料品 2%

198,861 山口県 山口市 セブン－イレブン山口嘉川中市店 小売業 食料品 2%

198,862 山口県 山口市 セブン－イレブン山口上平井店 小売業 食料品 2%

198,863 山口県 山口市 セブン－イレブン山口県庁前店 小売業 食料品 2%

198,864 山口県 山口市 山口交通　７０１ サービス 運輸業 5%

198,865 山口県 山口市 セブン－イレブン山口桜畠店 小売業 食料品 2%

198,866 山口県 山口市 セブン－イレブン山口下小鯖店 小売業 食料品 2%

198,867 山口県 山口市 セブン－イレブン山口下恋路店 小売業 食料品 2%

198,868 山口県 山口市 セブン－イレブン山口白石店 小売業 食料品 2%

198,869 山口県 山口市 山口ジー・ワイ商会 小売業 その他小売 5%

198,870 山口県 山口市 セブン－イレブン山口陶店 小売業 食料品 2%
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198,871 山口県 山口市 セブン－イレブン山口泉都町店 小売業 食料品 2%

198,872 山口県 山口市 セブン－イレブン山口第一病院前店 小売業 食料品 2%

198,873 山口県 山口市 山口地ビール サービス 飲食業 5%

198,874 山口県 山口市 セブン－イレブン山口中央３丁目店 小売業 食料品 2%

198,875 山口県 山口市 セブン－イレブン山口徳佐店 小売業 食料品 2%

198,876 山口県 山口市 山口トヨタ自動車小郡店 小売業 その他小売 5%

198,877 山口県 山口市 山口トヨタ自動車山口店 小売業 その他小売 5%

198,878 山口県 山口市 山口トヨタ自動車山口東店 小売業 その他小売 5%

198,879 山口県 山口市 山口トヨタ自動車レクサス山口 小売業 その他小売 5%

198,880 山口県 山口市 山口トヨペット小郡店 小売業 その他小売 5%

198,881 山口県 山口市 山口トヨペット山口店 小売業 その他小売 5%

198,882 山口県 山口市 山口トヨペット山口店第２工場 小売業 その他小売 5%

198,883 山口県 山口市 山口トヨペット山口マイカ－センタ－ 小売業 その他小売 5%

198,884 山口県 山口市 山口パソコン教室 サービス その他サービス 5%

198,885 山口県 山口市 セブン－イレブン山口八反田店 小売業 食料品 2%

198,886 山口県 山口市 山口鈑金自動車工業 有 サービス その他サービス 5%

198,887 山口県 山口市 セブン－イレブン山口東山店 小売業 食料品 2%

198,888 山口県 山口市 セブン－イレブン山口平川店 小売業 食料品 2%

198,889 山口県 山口市 セブン－イレブン山口宮島町店 小売業 食料品 2%

198,890 山口県 山口市 セブン－イレブン山口宮野上店 小売業 食料品 2%

198,891 山口県 山口市 セブン－イレブン山口宮野店 小売業 食料品 2%

198,892 山口県 山口市 セブン－イレブン山口矢原店 小売業 食料品 2%

198,893 山口県 山口市 セブン－イレブン山口湯田温泉３丁目店 小売業 食料品 2%

198,894 山口県 山口市 セブン－イレブン山口湯田温泉４丁目店 小売業 食料品 2%

198,895 山口県 山口市 セブン－イレブン山口湯田中学校前店 小売業 食料品 2%

198,896 山口県 山口市 セブン－イレブン山口吉敷下東店 小売業 食料品 2%

198,897 山口県 山口市 セブン－イレブン山口吉敷店 小売業 食料品 2%

198,898 山口県 山口市 山城屋酒造株式会社 小売業 その他小売 5%

198,899 山口県 山口市 山世水産 小売業 食料品 5%

198,900 山口県 山口市 山野タクシー　８０１ サービス 運輸業 5%

198,901 山口県 山口市 （株）山本時計店　ヤマモト 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,902 山口県 山口市 有限会社 大学文具 ショップ 胡桃の樹 小売業 その他小売 5%

198,903 山口県 山口市 有 おいはぎ峠 おいはぎ峠 サービス 飲食業 5%

198,904 山口県 山口市 有限会社クレセル サービス 飲食業 2%

198,905 山口県 山口市 有限会社笹川畳店　　有　笹川畳店 サービス その他サービス 5%

198,906 山口県 山口市 湯田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,907 山口県 山口市 湯田温泉ユウベルホテル松政 サービス 宿泊業 5%

198,908 山口県 山口市 ユニクロ　山口店 小売業 衣料品 5%

198,909 山口県 山口市 湯の宿　味の宿　梅乃屋 サービス 宿泊業 5%

198,910 山口県 山口市 酔処泰人 サービス 飲食業 5%

198,911 山口県 山口市 吉武鮮魚店 小売業 食料品 5%

198,912 山口県 山口市 ［ＨＣ］ヨリモリデンキ 小売業 電化製品 5%
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198,913 山口県 山口市 ラ．セサミ 小売業 その他小売 5%

198,914 山口県 山口市 Ｒａｎｕｎ サービス 理容・美容業 5%

198,915 山口県 山口市 リカースペース太陽　宮野店 小売業 食料品 5%

198,916 山口県 山口市 リストランテ・ペイザン サービス 飲食業 5%

198,917 山口県 山口市 ＲＹＵＳ サービス 飲食業 5%

198,918 山口県 山口市 リラクゼーションサロン　サンク サービス その他サービス 5%

198,919 山口県 山口市 ｌｅｌｅ　ｕａ【レレウーア】 サービス 理容・美容業 5%

198,920 山口県 山口市 炉舎　本店 サービス 理容・美容業 5%

198,921 山口県 山口市 炉舎　湯田店 サービス 飲食業 5%

198,922 山口県 山口市 化粧品のわたなべ 小売業 その他小売 5%

198,923 山口県 山口市 （株）わたなべ　きれい倶楽部 小売業 その他小売 5%

198,924 山口県 山口市 ｗａＲｍｔｈ 小売業 衣料品 5%

198,925 山口県 和木町 セブン－イレブン岩国和木３丁目店 小売業 食料品 2%

198,926 山口県 和木町 ＣＡＲＰＥＤＩＥＭ サービス 理容・美容業 5%

198,927 山口県 和木町 ゴルフクリニック 小売業 その他小売 5%

198,928 山口県 和木町 Ｔｕｕｌｉ 小売業 衣料品 5%

198,929 山口県 和木町 パナスポットふそう 小売業 電化製品 5%

198,930 徳島県 藍住町 藍住町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,931 徳島県 藍住町 セブン－イレブン藍住町勝瑞店 小売業 食料品 2%

198,932 徳島県 藍住町 セブン－イレブン藍住新居須店 小売業 食料品 2%

198,933 徳島県 藍住町 あいずみ眼鏡店 小売業 その他小売 5%

198,934 徳島県 藍住町 アイムビューティ サービス 理容・美容業 5%

198,935 徳島県 藍住町 アンドリープ サービス 理容・美容業 5%

198,936 徳島県 藍住町 板野鮮魚 小売業 食料品 5%

198,937 徳島県 藍住町 Ｉｔ’ｓ花由ゆめタウン徳島店 小売業 その他小売 5%

198,938 徳島県 藍住町 ｉｎｌｕｃｋ．ＮＡＩＬＳ サービス 理容・美容業 5%

198,939 徳島県 藍住町 Ｍ　Ｂ大西 小売業 その他小売 5%

198,940 徳島県 藍住町 ＭＪＭＯＴＯＲ 小売業 その他小売 5%

198,941 徳島県 藍住町 奥村呉服店 小売業 衣料品 5%

198,942 徳島県 藍住町 おごせ電機 小売業 電化製品 5%

198,943 徳島県 藍住町 おしゃれのキヨシゲ 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,944 徳島県 藍住町 薬のかわむら 小売業 その他小売 5%

198,945 徳島県 藍住町 クレールヒーリングサロン サービス 理容・美容業 5%

198,946 徳島県 藍住町 ＧＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%

198,947 徳島県 藍住町 コーナン藍住セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,948 徳島県 藍住町 三美堂 小売業 その他小売 5%

198,949 徳島県 藍住町 シャルドネ徳島 シャルドネ徳島 小売業 その他小売 5%

198,950 徳島県 藍住町 セルフ藍住ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,951 徳島県 藍住町 セルフ藍住インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,952 徳島県 藍住町 セルフ藍住中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,953 徳島県 藍住町 ソフトバンク ゆめタウン徳島 小売業 その他小売 2%

198,954 徳島県 藍住町 だるまや 小売業 その他小売 5%
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198,955 徳島県 藍住町 ＣＨＥＡＰ　ＨＩＰＰＩＥＳ サービス 理容・美容業 5%

198,956 徳島県 藍住町 ツインズ藍住カーケアステ―ション 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,957 徳島県 藍住町 ツインズ藍住セルフステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,958 徳島県 藍住町 つぎおか　藍住店　ＭＩＣ 小売業 衣料品 5%

198,959 徳島県 藍住町 徳島ダイハツモータース藍住店 小売業 その他小売 5%

198,960 徳島県 藍住町 徳島ダイハツモータースＵ－ＣＡＲ藍住 小売業 その他小売 5%

198,961 徳島県 藍住町 ドコモショップ　藍住店 小売業 電化製品 5%

198,962 徳島県 藍住町 トップワン サービス その他サービス 5%

198,963 徳島県 藍住町 鳴門水産藍住店 サービス 飲食業 5%

198,964 徳島県 藍住町 鳴門水産藍住店 サービス 飲食業 5%

198,965 徳島県 藍住町 ＮＡＩＬ　ＳＡＬＯＮ　Ｒ サービス その他サービス 5%

198,966 徳島県 藍住町 ネッツトヨタ徳島藍住店 小売業 その他小売 5%

198,967 徳島県 藍住町 農園直営　旬感ダイニングアクリエ サービス 飲食業 5%

198,968 徳島県 藍住町 ハタダ藍住店 小売業 食料品 5%

198,969 徳島県 藍住町 ファッションプラザあかざわ 小売業 衣料品 5%

198,970 徳島県 藍住町 ＢＯＯＫＯＦＦ　藍住店 小売業 その他小売 2%

198,971 徳島県 藍住町 マクドナルド藍住キョーエイ店 サービス 飲食業 2%

198,972 徳島県 藍住町 マクドナルド徳島ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

198,973 徳島県 藍住町 〇△□＋Ｈａｉｒ． サービス 理容・美容業 5%

198,974 徳島県 藍住町 三木写真舘 サービス その他サービス 5%

198,975 徳島県 藍住町 無印良品　ゆめタウン徳島 小売業 その他小売 2%

198,976 徳島県 藍住町 ＲｉＮＯ サービス その他サービス 5%

198,977 徳島県 藍住町 ＩＯＲＹ サービス その他サービス 5%

198,978 徳島県 藍住町 Ｃａｒｅ　Ｕ サービス その他サービス 5%

198,979 徳島県 阿南市 ａＡｔｙ サービス 理容・美容業 5%

198,980 徳島県 阿南市 阿州自動車興業 サービス その他サービス 5%

198,981 徳島県 阿南市 アズマ四国 サービス その他サービス 2%

198,982 徳島県 阿南市 セブン－イレブン阿南西路見町店 小売業 食料品 2%

198,983 徳島県 阿南市 阿南第一ホテル サービス 宿泊業 5%

198,984 徳島県 阿南市 アナンデンカ有限会社 小売業 電化製品 5%

198,985 徳島県 阿南市 セブン－イレブン阿南土井崎店 小売業 食料品 2%

198,986 徳島県 阿南市 セブン－イレブン阿南那賀川店 小売業 食料品 2%

198,987 徳島県 阿南市 阿南バイパス給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,988 徳島県 阿南市 セブン－イレブン阿南領家町店 小売業 食料品 2%

198,989 徳島県 阿南市 新野　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,990 徳島県 阿南市 新野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,991 徳島県 阿南市 阿波牛焼肉　坊家 サービス 飲食業 5%

198,992 徳島県 阿南市 淡島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

198,993 徳島県 阿南市 石川時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

198,994 徳島県 阿南市 ウィッティ　ひらの 小売業 電化製品 5%

198,995 徳島県 阿南市 ヴォーグ美容室アネックス サービス 理容・美容業 5%

198,996 徳島県 阿南市 auショップ阿南 小売業 電化製品 5%
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198,997 徳島県 阿南市 エムアシスト 小売業 電化製品 5%

198,998 徳島県 阿南市 （有）オートサービス・ミヤモト サービス その他サービス 5%

198,999 徳島県 阿南市 菓志道高市 小売業 食料品 5%

199,000 徳島県 阿南市 ＫＡＲＢＥ 小売業 衣料品 5%

199,001 徳島県 阿南市 ＣＡＦＥ　ＫＯＦＳ　ＣＡＦＥ　ＫＯＦＳ阿南店 サービス 飲食業 5%

199,002 徳島県 阿南市 ガレージＫＫ 小売業 その他小売 5%

199,003 徳島県 阿南市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋フジグラン阿南店 サービス 飲食業 2%

199,004 徳島県 阿南市 キャンパス阿南　有限会社キャンパス阿南 小売業 衣料品 5%

199,005 徳島県 阿南市 久米自動車(有) サービス その他サービス 5%

199,006 徳島県 阿南市 黒崎楽器阿南店 小売業 その他小売 5%

199,007 徳島県 阿南市 桑野　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,008 徳島県 阿南市 こんど阿南店 小売業 衣料品 5%

199,009 徳島県 阿南市 サウス　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,010 徳島県 阿南市 情熱ホルモン阿南酒場 サービス 飲食業 5%

199,011 徳島県 阿南市 寝装ランド杉原 小売業 家具・調度品 5%

199,012 徳島県 阿南市 新野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,013 徳島県 阿南市 ＳＷＥＬＬＦＬＯＷ 小売業 その他小売 5%

199,014 徳島県 阿南市 寿し一貫 あなん店 サービス 飲食業 5%

199,015 徳島県 阿南市 スタジオケント阿南店 小売業 その他小売 5%

199,016 徳島県 阿南市 スマホ堂　阿南店 小売業 その他小売 5%

199,017 徳島県 阿南市 スリーエム　阿南店 小売業 衣料品 5%

199,018 徳島県 阿南市 セルフステーションMAX 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,019 徳島県 阿南市 ソフトバンク 阿南中央 小売業 その他小売 2%

199,020 徳島県 阿南市 高倉米穀店 徳島米市場 小売業 食料品 5%

199,021 徳島県 阿南市 有限会社タカツ写真館 小売業 その他小売 5%

199,022 徳島県 阿南市 ダスキンオージ サービス その他サービス 2%

199,023 徳島県 阿南市 橘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,024 徳島県 阿南市 橘給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,025 徳島県 阿南市 タブチ写真館 サービス その他サービス 5%

199,026 徳島県 阿南市 津乃峰 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,027 徳島県 阿南市 天山閣　阿南店 サービス 飲食業 5%

199,028 徳島県 阿南市 徳島ダイハツモータース阿南店 小売業 その他小売 5%

199,029 徳島県 阿南市 徳島トヨタ自動車阿南店 小売業 その他小売 5%

199,030 徳島県 阿南市 徳島トヨペット阿南営業所 小売業 その他小売 5%

199,031 徳島県 阿南市 ドコモショップ阿南店 小売業 その他小売 5%

199,032 徳島県 阿南市 富岡　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,033 徳島県 阿南市 富岡給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,034 徳島県 阿南市 トヨタカローラ徳島阿南店 小売業 その他小売 5%

199,035 徳島県 阿南市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱﾏｯｸ羽ﾉ浦店 小売業 その他小売 5%

199,036 徳島県 阿南市 那賀川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,037 徳島県 阿南市 那賀川給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,038 徳島県 阿南市 新居電器 小売業 電化製品 5%
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199,039 徳島県 阿南市 西の前給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,040 徳島県 阿南市 ネッツトヨタ徳島阿南店 小売業 その他小売 5%

199,041 徳島県 阿南市 羽ノ浦　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,042 徳島県 阿南市 羽ノ浦 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,043 徳島県 阿南市 原建材店 小売業 その他小売 5%

199,044 徳島県 阿南市 Ｂｅ　ｎａｎｉｗａｙａ 小売業 その他小売 5%

199,045 徳島県 阿南市 ビッグ　アバンセ　アナン店 サービス その他サービス 5%

199,046 徳島県 阿南市 美容室　オルガニーク　羽ノ浦店 サービス 理容・美容業 5%

199,047 徳島県 阿南市 美容室Ｒｅｆｒｅ【リフレ】 サービス 理容・美容業 5%

199,048 徳島県 阿南市 ファッションハウス さかえや 小売業 衣料品 5%

199,049 徳島県 阿南市 フードセンター二幸 小売業 その他小売 5%

199,050 徳島県 阿南市 福井給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,051 徳島県 阿南市 ＢＯＯＫＯＦＦ　徳島阿南店 小売業 その他小売 2%

199,052 徳島県 阿南市 ブルーステーション富岡ＳＳ　岡久商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,053 徳島県 阿南市 ヘアーアトリエＨＩＲＯＮ サービス 理容・美容業 5%

199,054 徳島県 阿南市 ヘアーズ　エム美容室 サービス 理容・美容業 5%

199,055 徳島県 阿南市 宝石・時計　池田　阿南店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,056 徳島県 阿南市 ホリデー羽ノ浦 サービス その他サービス 5%

199,057 徳島県 阿南市 マクドナルド徳島阿南店 サービス 飲食業 2%

199,058 徳島県 阿南市 ｍａｃ羽ノ浦店 小売業 その他小売 5%

199,059 徳島県 阿南市 マリ薬局 小売業 その他小売 5%

199,060 徳島県 阿南市 マルキ　黒兵海産 小売業 食料品 5%

199,061 徳島県 阿南市 見能林ＳＳ　岡久商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,062 徳島県 阿南市 メガネ池田　ウイル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,063 徳島県 阿南市 メガネ本舗　阿南店 小売業 その他小売 5%

199,064 徳島県 阿南市 柳本電機商会 小売業 電化製品 5%

199,065 徳島県 阿南市 山口　ストア－ 小売業 その他小売 5%

199,066 徳島県 阿南市 有限会社車輛販売安達 小売業 その他小売 5%

199,067 徳島県 阿南市 吉田電器商会 小売業 電化製品 5%

199,068 徳島県 阿南市 吉野企画 小売業 その他小売 5%

199,069 徳島県 阿南市 領家ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,070 徳島県 阿波市 セブン－イレブン阿波市場町香美店 小売業 食料品 2%

199,071 徳島県 阿波市 阿波給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,072 徳島県 阿波市 阿波吉野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,073 徳島県 阿波市 いちご家 小売業 衣料品 5%

199,074 徳島県 阿波市 市場香美ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,075 徳島県 阿波市 出光八幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,076 徳島県 阿波市 オート　アンド　パル サービス その他サービス 5%

199,077 徳島県 阿波市 ＪＡグリーンいたの　西店 小売業 家具・調度品 5%

199,078 徳島県 阿波市 ＪＡグリーンいたの　西店 小売業 家具・調度品 5%

199,079 徳島県 阿波市 ＪＡグリーンいたの　東店 小売業 家具・調度品 5%

199,080 徳島県 阿波市 ＪＡグリーンどなりマルシェ 小売業 食料品 5%
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199,081 徳島県 阿波市 ＪＡ夢市場 小売業 食料品 5%

199,082 徳島県 阿波市 セルフステーションFOX 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,083 徳島県 阿波市 セレモニー吉野リバーホール サービス その他サービス 5%

199,084 徳島県 阿波市 ソフトバンク 阿波 小売業 その他小売 2%

199,085 徳島県 阿波市 タカガワ西徳島ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

199,086 徳島県 阿波市 東亜オンキョー　ミヨシ店 小売業 電化製品 5%

199,087 徳島県 阿波市 土柱どんどん サービス 宿泊業 5%

199,088 徳島県 阿波市 土成　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,089 徳島県 阿波市 土成インタ―　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,090 徳島県 阿波市 土成給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,091 徳島県 阿波市 トヨタカローラ徳島阿波・脇町店 小売業 その他小売 5%

199,092 徳島県 阿波市 日本料理　天楽 サービス 飲食業 5%

199,093 徳島県 阿波市 Ｖｏｙａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

199,094 徳島県 阿波市 焼肉中華そばともえ サービス 飲食業 5%

199,095 徳島県 阿波市 ゆうき法務事務所 サービス その他サービス 5%

199,096 徳島県 阿波市 ユサデンキ 小売業 電化製品 5%

199,097 徳島県 石井町 藍畑給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,098 徳島県 石井町 ｉｔ’ｓ花由　フジグラン石井店 小売業 その他小売 5%

199,099 徳島県 石井町 auショップ石井 小売業 電化製品 5%

199,100 徳島県 石井町 岡萬寝具店 小売業 家具・調度品 5%

199,101 徳島県 石井町 岡萬本舗 小売業 食料品 5%

199,102 徳島県 石井町 割烹ふじもと サービス 飲食業 5%

199,103 徳島県 石井町 かみくぼ住宅 サービス その他サービス 5%

199,104 徳島県 石井町 きもの唐草屋 小売業 衣料品 5%

199,105 徳島県 石井町 クール・カレ　アン　フジグラン石井店 小売業 衣料品 5%

199,106 徳島県 石井町 桜間バイパス給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,107 徳島県 石井町 ＳＡＬＯＮなご美 サービス 理容・美容業 5%

199,108 徳島県 石井町 シャンテ サービス 飲食業 5%

199,109 徳島県 石井町 進栄眼鏡店　石井本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,110 徳島県 石井町 ＳＫＹ　フジグラン石井店 小売業 衣料品 5%

199,111 徳島県 石井町 ＳＫＹフジグラン石井店 小売業 衣料品 5%

199,112 徳島県 石井町 杉山薬局 小売業 その他小売 5%

199,113 徳島県 石井町 すたみな太郎　徳島石井町店 サービス 飲食業 5%

199,114 徳島県 石井町 セルフの店かわむら 小売業 その他小売 5%

199,115 徳島県 石井町 ソフトバンク　石井 小売業 その他小売 2%

199,116 徳島県 石井町 つぎおか 小売業 衣料品 5%

199,117 徳島県 石井町 徳島トヨペットテクノリバ－石井店 小売業 その他小売 5%

199,118 徳島県 石井町 ニュートラル サービス その他サービス 5%

199,119 徳島県 石井町 ＢＡＣＫ?ＵＰ　ＢＡＣＫ?ＵＰ サービス その他サービス 5%

199,120 徳島県 石井町 北海食品 小売業 食料品 5%

199,121 徳島県 石井町 マクドナルド徳島石井店 サービス 飲食業 2%

199,122 徳島県 石井町 マクドナルドフジグラン石井店 サービス 飲食業 2%
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199,123 徳島県 石井町 ママイクコ・フジグラン石井 小売業 その他小売 5%

199,124 徳島県 石井町 ＭＩＣ 小売業 衣料品 5%

199,125 徳島県 石井町 ミック　石井店 小売業 衣料品 5%

199,126 徳島県 石井町 ミック　石井店 小売業 衣料品 5%

199,127 徳島県 石井町 ミモザ　フジグラン石井店 小売業 衣料品 5%

199,128 徳島県 石井町 セブン－イレブン名西石井町竜王店 小売業 食料品 2%

199,129 徳島県 石井町 メガネ本舗　石井店 小売業 その他小売 5%

199,130 徳島県 石井町 ＭＯＫＡ石井店 サービス 理容・美容業 5%

199,131 徳島県 石井町 焼肉ｉｃｈｉ サービス 飲食業 5%

199,132 徳島県 石井町 有限会社 錦屋商店 ニシキヤショウテン 小売業 その他小売 5%

199,133 徳島県 石井町 吉岡自動車 サービス その他サービス 5%

199,134 徳島県 石井町 ライフプロデュースＴＡＧ＋石井 小売業 電化製品 5%

199,135 徳島県 石井町 リオ・イシイ給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,136 徳島県 石井町 リストランテ　デュラム サービス 飲食業 5%

199,137 徳島県 石井町 リーベフラウ 小売業 食料品 5%

199,138 徳島県 石井町 ロッタハウス 小売業 家具・調度品 5%

199,139 徳島県 板野町 晃ロックサービス サービス その他サービス 5%

199,140 徳島県 板野町 板野　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,141 徳島県 板野町 セブン－イレブン板野インター店 小売業 食料品 2%

199,142 徳島県 板野町 板野給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,143 徳島県 板野町 セブン－イレブン板野町西中富店 小売業 食料品 2%

199,144 徳島県 板野町 出光上板ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,145 徳島県 板野町 おしゃれの店　いながき 小売業 その他小売 5%

199,146 徳島県 板野町 川端ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,147 徳島県 板野町 サンコー薬局羅漢店 小売業 その他小売 5%

199,148 徳島県 板野町 ＪＡグリーンアグリ板野 小売業 食料品 5%

199,149 徳島県 板野町 ＪＡグリーンいたの　東店 小売業 家具・調度品 5%

199,150 徳島県 板野町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ板野インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,151 徳島県 板野町 トヨタカローラ徳島藍住・板野店 小売業 その他小売 5%

199,152 徳島県 板野町 東徳島医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

199,153 徳島県 海陽町 出光海南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,154 徳島県 海陽町 ウィッティサンデン 小売業 電化製品 5%

199,155 徳島県 海陽町 海南給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,156 徳島県 海陽町 セブン－イレブン海陽町宍喰店 小売業 食料品 2%

199,157 徳島県 海陽町 県南給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,158 徳島県 海陽町 サンシャイン　モアナ店 小売業 食料品 2%

199,159 徳島県 海陽町 スーパーニシミヤ 小売業 その他小売 5%

199,160 徳島県 海陽町 徳島トヨペット海部店 小売業 その他小売 5%

199,161 徳島県 海陽町 那佐　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,162 徳島県 海陽町 西沢電化センター 小売業 電化製品 5%

199,163 徳島県 海陽町 フクシマＫａｉｙｏ サービス その他サービス 5%

199,164 徳島県 海陽町 ベーカリーＨＯＲＡＩ ＰＩＡ店 サービス その他サービス 5%
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199,165 徳島県 海陽町 ペンションししくい サービス 宿泊業 5%

199,166 徳島県 海陽町 宝来堂 サービス その他サービス 5%

199,167 徳島県 勝浦町 勝浦給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,168 徳島県 勝浦町 前松堂 小売業 食料品 5%

199,169 徳島県 勝浦町 フードセンタ－　杉屋 小売業 その他小売 5%

199,170 徳島県 勝浦町 福井建具センター 小売業 その他小売 5%

199,171 徳島県 勝浦町 ふれあいの里さかもと サービス 宿泊業 5%

199,172 徳島県 上板町 浅野自動車 サービス その他サービス 5%

199,173 徳島県 上板町 池田時計店　上板店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,174 徳島県 上板町 岡萬本舗　北本店 小売業 食料品 5%

199,175 徳島県 上板町 上板　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,176 徳島県 上板町 上板ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,177 徳島県 上板町 上板　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,178 徳島県 上板町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋徳島上板店 サービス 飲食業 2%

199,179 徳島県 上板町 こんど　上板店 小売業 衣料品 5%

199,180 徳島県 上板町 東光　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,181 徳島県 上板町 ドコモショップ　上板店 小売業 電化製品 5%

199,182 徳島県 上板町 森電器商会 小売業 電化製品 5%

199,183 徳島県 上板町 ライフプロデュースＴＡＧ＋こんどう 小売業 電化製品 5%

199,184 徳島県 上板町 Ｗａｔａｎａｂｅ＇ｓ 小売業 衣料品 5%

199,185 徳島県 上勝町 グランピング　Ｂａｓｅ　Ｃａｍｐ サービス その他サービス 5%

199,186 徳島県 上勝町 月ヶ谷温泉 サービス 飲食業 5%

199,187 徳島県 上勝町 月ヶ谷温泉月の宿 サービス 宿泊業 5%

199,188 徳島県 上勝町 福原給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,189 徳島県 神山町 神山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,190 徳島県 神山町 神山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,191 徳島県 神山町 きたい税理士事務所 サービス その他サービス 5%

199,192 徳島県 神山町 しずくギャラリーショップ サービス その他サービス 5%

199,193 徳島県 神山町 ショップかたやま２１ 小売業 その他小売 5%

199,194 徳島県 神山町 タカガワ東徳島ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

199,195 徳島県 神山町 花井電器広野店 小売業 電化製品 5%

199,196 徳島県 北島町 ｉｔ’ｓ　花由　フジグラン北島店 小売業 その他小売 5%

199,197 徳島県 北島町 出光東北島グリーンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,198 徳島県 北島町 Ａ＆Ｃ 小売業 その他小売 5%

199,199 徳島県 北島町 ａｕショップ北島バイパス 小売業 電化製品 5%

199,200 徳島県 北島町 オガワ　フジグラン北島店 小売業 衣料品 5%

199,201 徳島県 北島町 鹿島電機 小売業 電化製品 5%

199,202 徳島県 北島町 加藤自動車相談所本社 サービス その他サービス 5%

199,203 徳島県 北島町 カラフル 北島店 サービス その他サービス 5%

199,204 徳島県 北島町 セブン－イレブン北島江尻店 小売業 食料品 2%

199,205 徳島県 北島町 北島給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,206 徳島県 北島町 セブン－イレブン北島サンフラワードーム前店 小売業 食料品 2%
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199,207 徳島県 北島町 セブン－イレブン北島高房店 小売業 食料品 2%

199,208 徳島県 北島町 ＧＡＬＦＩＴ北島店 小売業 衣料品 5%

199,209 徳島県 北島町 ＣＵＲＥ サービス その他サービス 5%

199,210 徳島県 北島町 業務用食品スーパー北島店 小売業 食料品 5%

199,211 徳島県 北島町 ザ．クロックハウス　北島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,212 徳島県 北島町 サキナＢｉａｎｃａ サービス 理容・美容業 2%

199,213 徳島県 北島町 Ｃ?１ｃｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

199,214 徳島県 北島町 ジェームス北島店 小売業 その他小売 2%

199,215 徳島県 北島町 車検のコバック北島店 サービス その他サービス 5%

199,216 徳島県 北島町 シューズコレクション　ララ　北島店 小売業 衣料品 5%

199,217 徳島県 北島町 城西漢方薬局　北島店 小売業 その他小売 5%

199,218 徳島県 北島町 ＳＫＹ　フジグラン北島店 小売業 衣料品 5%

199,219 徳島県 北島町 スマホ堂北島店 小売業 その他小売 5%

199,220 徳島県 北島町 ソフトバンク 北島 小売業 その他小売 2%

199,221 徳島県 北島町 中華料理　松園　松園 サービス 飲食業 5%

199,222 徳島県 北島町 テーブル工房ｋｉｋｉ 小売業 家具・調度品 5%

199,223 徳島県 北島町 徳島トヨペットシジョーマルシェ北島 小売業 その他小売 5%

199,224 徳島県 北島町 徳島トヨペットＵ－Ｃａｒマルシェ北島 小売業 その他小売 5%

199,225 徳島県 北島町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,226 徳島県 北島町 ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙＦｉｒｓｔ北島フジ サービス 理容・美容業 5%

199,227 徳島県 北島町 トレンディプラザ北島 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,228 徳島県 北島町 株式会社パソコンの診療所 小売業 その他小売 5%

199,229 徳島県 北島町 ＨＡＰＰＹ！ＷＩＧ 小売業 衣料品 5%

199,230 徳島県 北島町 パルテキノウチ 小売業 電化製品 5%

199,231 徳島県 北島町 板金のモードリー 北島店 サービス その他サービス 5%

199,232 徳島県 北島町 ＨＩＢＩＫＡ サービス 理容・美容業 5%

199,233 徳島県 北島町 美容室　ｍｅｅｔ サービス 理容・美容業 5%

199,234 徳島県 北島町 フジシマスポーツ 小売業 その他小売 5%

199,235 徳島県 北島町 Ｈａｉｒ　Ｌｏｔｔｉ サービス 理容・美容業 5%

199,236 徳島県 北島町 宝石．時計　池田　北島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,237 徳島県 北島町 マクドナルド徳島北島店 サービス 飲食業 2%

199,238 徳島県 北島町 マルトオートサービス サービス その他サービス 5%

199,239 徳島県 北島町 やきにく勝利 サービス 飲食業 5%

199,240 徳島県 小松島市 青柳呉服店 小売業 衣料品 5%

199,241 徳島県 小松島市 赤石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,242 徳島県 小松島市 赤いポシェット サービス 理容・美容業 5%

199,243 徳島県 小松島市 セブン－イレブン阿南羽ノ浦店 小売業 食料品 2%

199,244 徳島県 小松島市 ＡＷＡミュ－ジック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

199,245 徳島県 小松島市 一番亭羽ノ浦店 サービス 飲食業 5%

199,246 徳島県 小松島市 宇野電気商会小松島店 小売業 電化製品 5%

199,247 徳島県 小松島市 auショップ小松島 小売業 電化製品 5%

199,248 徳島県 小松島市 オートサービス光南 サービス その他サービス 5%
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199,249 徳島県 小松島市 母傘屋 小売業 その他小売 5%

199,250 徳島県 小松島市 恵比須丸 サービス 飲食業 5%

199,251 徳島県 小松島市 金磯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,252 徳島県 小松島市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋小松島バイパス店 サービス 飲食業 2%

199,253 徳島県 小松島市 木村電気商会 小売業 電化製品 5%

199,254 徳島県 小松島市 小松島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,255 徳島県 小松島市 セブン－イレブン小松島坂野町店 小売業 食料品 2%

199,256 徳島県 小松島市 小松島自動車教習所 サービス その他サービス 5%

199,257 徳島県 小松島市 小松島大丸百貨店 小売業 その他小売 5%

199,258 徳島県 小松島市 セブン－イレブン小松島田野町店 小売業 食料品 2%

199,259 徳島県 小松島市 セブン－イレブン小松島中田町店 小売業 食料品 2%

199,260 徳島県 小松島市 セブン－イレブン小松島日開野町店 小売業 食料品 2%

199,261 徳島県 小松島市 こんど　小松島店 小売業 衣料品 5%

199,262 徳島県 小松島市 サイクルサイエンス小松島ストア 小売業 その他小売 5%

199,263 徳島県 小松島市 坂野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,264 徳島県 小松島市 ｓａｌｏｎＭＡＲＥ サービス 理容・美容業 5%

199,265 徳島県 小松島市 自然館　小松島店 小売業 食料品 5%

199,266 徳島県 小松島市 ジュエリークラフトＭＡＫＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,267 徳島県 小松島市 シューズコレクション　ララ　北島店 小売業 衣料品 5%

199,268 徳島県 小松島市 シューズコレクション　ララ　北島店 小売業 衣料品 5%

199,269 徳島県 小松島市 シューズコレクションララ　ルピア店 小売業 衣料品 5%

199,270 徳島県 小松島市 食彩市場　三和 小売業 その他小売 5%

199,271 徳島県 小松島市 スタジオケント徳島小松島店 小売業 その他小売 5%

199,272 徳島県 小松島市 すたみな太郎　小松島店 サービス 飲食業 5%

199,273 徳島県 小松島市 炭七輪のはな牛 サービス 飲食業 5%

199,274 徳島県 小松島市 セルフステーションREX 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,275 徳島県 小松島市 ソフトバンク 小松島ルピア 小売業 その他小売 2%

199,276 徳島県 小松島市 タイヤ　オート　ヴィレッジ　タイヤオートヴィレッジ 小売業 その他小売 5%

199,277 徳島県 小松島市 タウラデンカ 小売業 電化製品 5%

199,278 徳島県 小松島市 高倉米穀店 高倉米穀店 小松島店 小売業 食料品 5%

199,279 徳島県 小松島市 立江給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,280 徳島県 小松島市 トータルビューティーファースト小松島店 サービス 理容・美容業 5%

199,281 徳島県 小松島市 ナッティーミマデン南館 小売業 電化製品 5%

199,282 徳島県 小松島市 ｈａｙａｂｕｓａ サービス 運輸業 5%

199,283 徳島県 小松島市 パン工房　のむぎの木　パン工房　のむぎの木 小売業 食料品 5%

199,284 徳島県 小松島市 美容室むらかみ サービス 理容・美容業 5%

199,285 徳島県 小松島市 ブラザー無線電機 小売業 電化製品 5%

199,286 徳島県 小松島市 マクドナルド５５号小松島店 サービス 飲食業 2%

199,287 徳島県 小松島市 めがね屋ひろ 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,288 徳島県 小松島市 めがね屋ひろ 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,289 徳島県 小松島市 めん処玉好 サービス 飲食業 5%

199,290 徳島県 小松島市 めん処玉好　小松島店 サービス 飲食業 5%
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199,291 徳島県 小松島市 森井食肉店 小売業 食料品 5%

199,292 徳島県 小松島市 ヤマサキ家電有限会社 小売業 電化製品 5%

199,293 徳島県 小松島市 和菓子処　山陽堂 小売業 食料品 5%

199,294 徳島県 つるぎ町 出光一宇ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,295 徳島県 つるぎ町 ウィッティいむら 小売業 電化製品 5%

199,296 徳島県 つるぎ町 オートランドニシ サービス その他サービス 5%

199,297 徳島県 つるぎ町 古見茶屋　ぴきにき サービス 宿泊業 5%

199,298 徳島県 つるぎ町 貞光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,299 徳島県 つるぎ町 貞光給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,300 徳島県 つるぎ町 サンコー薬局半田店 小売業 その他小売 5%

199,301 徳島県 つるぎ町 Ｃｈｉｅｎ（シアン） 小売業 衣料品 5%

199,302 徳島県 つるぎ町 シアン 小売業 その他小売 5%

199,303 徳島県 つるぎ町 半田第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,304 徳島県 つるぎ町 八千代 小売業 食料品 5%

199,305 徳島県 徳島市 アースファミリー 小売業 その他小売 5%

199,306 徳島県 徳島市 アイ　カフェ　田宮店 サービス その他サービス 2%

199,307 徳島県 徳島市 あいずみ眼鏡店 小売業 その他小売 5%

199,308 徳島県 徳島市 藍染工芸館 小売業 衣料品 5%

199,309 徳島県 徳島市 ＩＶＯＲＹ 小売業 その他小売 5%

199,310 徳島県 徳島市 ＳｔｕｄｉｏＡｗａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

199,311 徳島県 徳島市 あかつきでんき 小売業 電化製品 5%

199,312 徳島県 徳島市 アカボシ サービス 飲食業 5%

199,313 徳島県 徳島市 鮎喰川石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,314 徳島県 徳島市 鮎喰川タクシー　５１４ サービス 運輸業 5%

199,315 徳島県 徳島市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｃｏｒａｌ沖浜 サービス 理容・美容業 5%

199,316 徳島県 徳島市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｗｈｉｒｌ徳島イオン前 サービス 理容・美容業 5%

199,317 徳島県 徳島市 旭木工 小売業 家具・調度品 5%

199,318 徳島県 徳島市 旭木工家具事業部 小売業 家具・調度品 5%

199,319 徳島県 徳島市 アジアンダイニング　がむらん サービス 飲食業 5%

199,320 徳島県 徳島市 ｖｉｌｌａ　徳島店 サービス その他サービス 5%

199,321 徳島県 徳島市 アストリア サービス 飲食業 5%

199,322 徳島県 徳島市 ｈｏｍｅ サービス 理容・美容業 5%

199,323 徳島県 徳島市 ＠ｈｏｍｅ サービス 理容・美容業 5%

199,324 徳島県 徳島市 ａｔｅｌｉｅｒ　ｗｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

199,325 徳島県 徳島市 あにまるわいやーど サービス その他サービス 5%

199,326 徳島県 徳島市 アピスペットクリニック サービス その他サービス 5%

199,327 徳島県 徳島市 ａｆｔｅｒ　ｃｌａｐ 小売業 衣料品 5%

199,328 徳島県 徳島市 ａｂｅｉｌｌｅ　末広店 サービス 理容・美容業 5%

199,329 徳島県 徳島市 アマビル 小売業 衣料品 5%

199,330 徳島県 徳島市 あるでよ　徳島 小売業 家具・調度品 5%

199,331 徳島県 徳島市 アルファホテル徳島 サービス 宿泊業 5%

199,332 徳島県 徳島市 阿波居酒屋頂 サービス 飲食業 5%
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199,333 徳島県 徳島市 阿波居酒屋頂両国店 サービス 飲食業 5%

199,334 徳島県 徳島市 阿波いにしえ本舗 小売業 食料品 5%

199,335 徳島県 徳島市 ＡＷＡＯＲＩＥＮＴＡＬＤＩＮＩＮＧ サービス 飲食業 5%

199,336 徳島県 徳島市 阿波観光ホテル サービス 宿泊業 5%

199,337 徳島県 徳島市 阿波の彩りびざん サービス 飲食業 5%

199,338 徳島県 徳島市 阿波の国　昴宿よしの サービス 宿泊業 5%

199,339 徳島県 徳島市 阿波前寿司松風 サービス 飲食業 5%

199,340 徳島県 徳島市 中華そば専門店　阿波屋 サービス 飲食業 5%

199,341 徳島県 徳島市 アンティーク　ひなや 小売業 家具・調度品 5%

199,342 徳島県 徳島市 アンティーク　ひなや 小売業 家具・調度品 5%

199,343 徳島県 徳島市 Ａｍｂｅｌｌｉｒ サービス 理容・美容業 5%

199,344 徳島県 徳島市 イウチサイクル 有限会社 イウチサイクル 小売業 その他小売 5%

199,345 徳島県 徳島市 池田時計店　外商部 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,346 徳島県 徳島市 池田時計店　シティ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,347 徳島県 徳島市 居酒屋　ＧＵＴ サービス 飲食業 5%

199,348 徳島県 徳島市 イスニック サービス 理容・美容業 5%

199,349 徳島県 徳島市 イスニック サービス 理容・美容業 5%

199,350 徳島県 徳島市 丸新泉屋株式会社 小売業 衣料品 5%

199,351 徳島県 徳島市 阿波居酒屋　頂　両国店 サービス 飲食業 5%

199,352 徳島県 徳島市 一鴻　秋田町本店 サービス 飲食業 5%

199,353 徳島県 徳島市 一鴻 徳島駅前店 サービス 飲食業 5%

199,354 徳島県 徳島市 ｉｔ’ｓ花由　アクティ店 小売業 その他小売 5%

199,355 徳島県 徳島市 ｉｔ’ｓ花由　徳島本町店 小売業 その他小売 5%

199,356 徳島県 徳島市 出光島田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,357 徳島県 徳島市 出光城南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,358 徳島県 徳島市 渭東　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,359 徳島県 徳島市 伊原デンキ 小売業 電化製品 5%

199,360 徳島県 徳島市 イロドリ堂 サービス 理容・美容業 5%

199,361 徳島県 徳島市 インディーズ　インディーズ 小売業 その他小売 5%

199,362 徳島県 徳島市 ＶＩＡＳ ＶＩＡＳ サービス 理容・美容業 5%

199,363 徳島県 徳島市 ＶＩＯＬＡ　ＳＴＥＬＬＡ 小売業 衣料品 5%

199,364 徳島県 徳島市 ＶＩＣＫＹ　ＰＬＡＣＥ 小売業 衣料品 5%

199,365 徳島県 徳島市 ウィッティ　ばんどう 小売業 電化製品 5%

199,366 徳島県 徳島市 ウィッティばんどう 小売業 電化製品 5%

199,367 徳島県 徳島市 ウィッテイまさお 小売業 電化製品 5%

199,368 徳島県 徳島市 ウイナーズ・コーポレーション 小売業 衣料品 5%

199,369 徳島県 徳島市 ウォーキング＆山里歩き専門店　てくてく 小売業 衣料品 5%

199,370 徳島県 徳島市 ウォーキング＆山里歩き専門店　てくてく 小売業 衣料品 5%

199,371 徳島県 徳島市 魚吟酒場 サービス 飲食業 5%

199,372 徳島県 徳島市 ウォッチギャラリー　ＩＫＥＤＡプラス 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,373 徳島県 徳島市 宇都屋 サービス その他サービス 5%

199,374 徳島県 徳島市 うまいもん処　木の葉 サービス 飲食業 5%
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199,375 徳島県 徳島市 うまいんじょ処 魚や サービス 飲食業 5%

199,376 徳島県 徳島市 ａｕショップ沖浜 小売業 電化製品 5%

199,377 徳島県 徳島市 auショップ新浜 小売業 電化製品 5%

199,378 徳島県 徳島市 ａｕショップ田宮街道 小売業 電化製品 5%

199,379 徳島県 徳島市 エステティック　ファースト サービス 理容・美容業 5%

199,380 徳島県 徳島市 Ａ．Ｅｔｓｕｋｏ サービス 理容・美容業 5%

199,381 徳島県 徳島市 ｅｔｏｌｅ サービス 理容・美容業 5%

199,382 徳島県 徳島市 榎瀬店 小売業 その他小売 5%

199,383 徳島県 徳島市 ＦＬＰ　Ａｒｔｉｓｔ　Ｇｏｏｄｓ 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,384 徳島県 徳島市 ＭＤＣ　徳島アミコ店 サービス 理容・美容業 5%

199,385 徳島県 徳島市 オオタケ　徳島営業所 小売業 その他小売 5%

199,386 徳島県 徳島市 大原給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,387 徳島県 徳島市 大松給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,388 徳島県 徳島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅサンライズ大道店 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,389 徳島県 徳島市 おかあちゃん川内店 サービス 飲食業 5%

199,390 徳島県 徳島市 御菓子司たけもり 小売業 食料品 5%

199,391 徳島県 徳島市 オガワ 本店 小売業 衣料品 5%

199,392 徳島県 徳島市 オガワ マルナカ徳島店 小売業 衣料品 5%

199,393 徳島県 徳島市 沖ノ洲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,394 徳島県 徳島市 お好み焼き　ヴァンサンカン サービス 飲食業 5%

199,395 徳島県 徳島市 おみやげ　あいぐら 小売業 家具・調度品 5%

199,396 徳島県 徳島市 おもちゃコジマ　　有　児島商店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

199,397 徳島県 徳島市 オリックスレンタカー徳島中央店 サービス その他サービス 2%

199,398 徳島県 徳島市 オリックスレンタカー徳島眉山店 サービス その他サービス 2%

199,399 徳島県 徳島市 カーコンビニ倶楽部　レフコ サービス その他サービス 5%

199,400 徳島県 徳島市 カーテンコール 小売業 その他小売 5%

199,401 徳島県 徳島市 カエルーム サービス その他サービス 5%

199,402 徳島県 徳島市 学生服の店さがわ 小売業 衣料品 5%

199,403 徳島県 徳島市 樫本電器 小売業 電化製品 5%

199,404 徳島県 徳島市 柏木電機商会 小売業 電化製品 5%

199,405 徳島県 徳島市 ガス 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,406 徳島県 徳島市 がっつり焼肉満点中吉野店 サービス 飲食業 5%

199,407 徳島県 徳島市 割烹濱伊 小売業 食料品 5%

199,408 徳島県 徳島市 鹿子酒類卸株式会社 小売業 食料品 5%

199,409 徳島県 徳島市 ＣＡＦＥ　ＫＯＦＳ　ＣＡＦＥ　ＫＯＦＳ徳島本店 サービス 飲食業 5%

199,410 徳島県 徳島市 ｃａｆｅ　ｍｙ　ｙｕｍｅ サービス 飲食業 5%

199,411 徳島県 徳島市 ふとん伊月三軒屋店 小売業 その他小売 5%

199,412 徳島県 徳島市 株式会社ｚｅｚｅ　ＣＨＡＭＡ沖浜店 サービス 理容・美容業 5%

199,413 徳島県 徳島市 株式会社立石園　お茶の立石園 小売業 食料品 5%

199,414 徳島県 徳島市 株式会社花由　花由イオンモール徳島店 小売業 その他小売 5%

199,415 徳島県 徳島市 株式会社花由　プティボヌールイオンモール徳島店 サービス 飲食業 5%

199,416 徳島県 徳島市 ＣＡＰＳＵＬＥ　ＳＴＯＲＥ 小売業 その他小売 5%
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199,417 徳島県 徳島市 がらんどう サービス 飲食業 5%

199,418 徳島県 徳島市 ガルエージェンシー香川　徳島 サービス その他サービス 5%

199,419 徳島県 徳島市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＲ徳島駅前店 サービス 飲食業 2%

199,420 徳島県 徳島市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋徳島沖浜店 サービス 飲食業 2%

199,421 徳島県 徳島市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋徳島国府店 サービス 飲食業 2%

199,422 徳島県 徳島市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋徳島島田店 サービス 飲食業 2%

199,423 徳島県 徳島市 Ｃａｎｔｅｒａｎｏ サービス 飲食業 5%

199,424 徳島県 徳島市 ＣＯＵＮＴＲＹ　ＧＡＲＡＧＥ 小売業 その他小売 5%

199,425 徳島県 徳島市 喜多野安心市 小売業 食料品 5%

199,426 徳島県 徳島市 ギターハウスＲａＢ 小売業 その他小売 5%

199,427 徳島県 徳島市 ＣａｔｔｅｒｙＫＩＲＡＩ 小売業 その他小売 5%

199,428 徳島県 徳島市 キャピックトクシマ サービス その他サービス 5%

199,429 徳島県 徳島市 ＧＡＬＦＩＴ特使マンマルナカ店 小売業 衣料品 5%

199,430 徳島県 徳島市 牛角徳島川内店 サービス 飲食業 2%

199,431 徳島県 徳島市 牛角徳島中央店 サービス 飲食業 2%

199,432 徳島県 徳島市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ徳島店 小売業 その他小売 5%

199,433 徳島県 徳島市 串かつ料理　河久 サービス 飲食業 5%

199,434 徳島県 徳島市 ｇｌａｃｃｉｔｔａｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

199,435 徳島県 徳島市 ［ＨＣ］クリデン 小売業 電化製品 5%

199,436 徳島県 徳島市 グレイシーバッハ徳島 サービス その他サービス 5%

199,437 徳島県 徳島市 黒崎楽器 小売業 その他小売 5%

199,438 徳島県 徳島市 ケイエイチケイ サービス その他サービス 5%

199,439 徳島県 徳島市 慶樹 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

199,440 徳島県 徳島市 慶樹　スキップベア 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

199,441 徳島県 徳島市 ｇｈｏｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,442 徳島県 徳島市 ｃｏｑｕｉｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

199,443 徳島県 徳島市 国府　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,444 徳島県 徳島市 国府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,445 徳島県 徳島市 コスメティックサロン　ビュー 小売業 その他小売 5%

199,446 徳島県 徳島市 コスメランド　イシハラ　クレメント店　コスメランドイシハラ　クレメント店 小売業 その他小売 5%

199,447 徳島県 徳島市 コスメランド イシハラ タクト店 コスメランドイシハラ タクト店 小売業 その他小売 5%

199,448 徳島県 徳島市 コックドールかげやま サービス 飲食業 5%

199,449 徳島県 徳島市 ｃｏｔｏｃｏｔｏ サービス その他サービス 5%

199,450 徳島県 徳島市 ＫＯ２ＳＨＩ サービス 理容・美容業 5%

199,451 徳島県 徳島市 こにふぁ　こにふぁ サービス 理容・美容業 5%

199,452 徳島県 徳島市 木の花 サービス 飲食業 5%

199,453 徳島県 徳島市 木の花 サービス 飲食業 5%

199,454 徳島県 徳島市 木の花咲くや サービス 飲食業 5%

199,455 徳島県 徳島市 ＣＯＰＡ サービス 飲食業 5%

199,456 徳島県 徳島市 古美術　九源次 小売業 家具・調度品 5%

199,457 徳島県 徳島市 コール徳島店 小売業 電化製品 5%

199,458 徳島県 徳島市 金剛茶屋 サービス 飲食業 5%
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199,459 徳島県 徳島市 近藤商店 小売業 食料品 5%

199,460 徳島県 徳島市 こんど履物店 小売業 衣料品 5%

199,461 徳島県 徳島市 ザ・パシフィックハーバー サービス その他サービス 5%

199,462 徳島県 徳島市 サーズデイズ 小売業 衣料品 5%

199,463 徳島県 徳島市 サイクルショップうえの 小売業 その他小売 5%

199,464 徳島県 徳島市 サイクルショップたけいち 小売業 その他小売 5%

199,465 徳島県 徳島市 サクライ薬局 サクライ薬局 小売業 その他小売 5%

199,466 徳島県 徳島市 櫻茶屋 小売業 その他小売 5%

199,467 徳島県 徳島市 酒のソクハイ栄町南店 小売業 その他小売 5%

199,468 徳島県 徳島市 酒のソクハイ　徳島栄町店 小売業 その他小売 5%

199,469 徳島県 徳島市 酒ハウスモリモト 小売業 食料品 5%

199,470 徳島県 徳島市 笹倉スポーツ　本店 小売業 その他小売 5%

199,471 徳島県 徳島市 ササクラスポーツ徳島本店 小売業 その他小売 5%

199,472 徳島県 徳島市 雑貨フォレスト 田宮店 小売業 その他小売 5%

199,473 徳島県 徳島市 佐藤電機 小売業 電化製品 5%

199,474 徳島県 徳島市 坐とりじろう サービス 飲食業 5%

199,475 徳島県 徳島市 ＴＨＥ　ＰＬＡＩＮ　ＳＷＥＥＴＳ　ＴＨＥ　ＰＬＡＩＮ　ＳＷＥＥＴＳ サービス 宿泊業 5%

199,476 徳島県 徳島市 サロンドフルベール眉山第一 小売業 その他小売 5%

199,477 徳島県 徳島市 サワデン商事 小売業 電化製品 5%

199,478 徳島県 徳島市 Ｓｕｎ＆Ｍｏｏｎ サービス 理容・美容業 5%

199,479 徳島県 徳島市 サンシャイン徳島アネックス サービス 宿泊業 5%

199,480 徳島県 徳島市 シースリー 小売業 衣料品 5%

199,481 徳島県 徳島市 ジェームス三軒屋店 小売業 その他小売 2%

199,482 徳島県 徳島市 Ｃｉｅｌ　ｅｔ　ｍｅｒ サービス その他サービス 5%

199,483 徳島県 徳島市 セブン－イレブン四国大学店 小売業 食料品 2%

199,484 徳島県 徳島市 四国タクシー　４０１ サービス その他サービス 5%

199,485 徳島県 徳島市 自然舘 小売業 食料品 5%

199,486 徳島県 徳島市 自然舘 小売業 食料品 5%

199,487 徳島県 徳島市 地蔵橋ＳＳ　有限会社庄野石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,488 徳島県 徳島市 七厘家　田宮店 サービス 飲食業 5%

199,489 徳島県 徳島市 自動車工房 ファクトリーオカヤマ サービス その他サービス 5%

199,490 徳島県 徳島市 島田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,491 徳島県 徳島市 車検のコバック国府店 サービス その他サービス 5%

199,492 徳島県 徳島市 車検のコバック徳島店 サービス その他サービス 5%

199,493 徳島県 徳島市 しゃぶしゃぶ温野菜徳島沖浜店 サービス 飲食業 2%

199,494 徳島県 徳島市 しゃぶしゃぶ温野菜徳島川内店 サービス 飲食業 2%

199,495 徳島県 徳島市 しゃぶしゃぶ温野菜徳島国府店 サービス 飲食業 2%

199,496 徳島県 徳島市 ＣＨＡＲＭＡＮＴ 小売業 衣料品 5%

199,497 徳島県 徳島市 シューズカンパニー徳島店 小売業 衣料品 5%

199,498 徳島県 徳島市 手芸センタードリーム　徳島住吉店 小売業 その他小売 5%

199,499 徳島県 徳島市 手芸センタードリーム徳島応神店 小売業 その他小売 5%

199,500 徳島県 徳島市 旬魚菜まこと サービス 飲食業 5%
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

199,501 徳島県 徳島市 城西漢方薬局北島店 小売業 その他小売 5%

199,502 徳島県 徳島市 情熱ホルモン佐古酒場 サービス 飲食業 5%

199,503 徳島県 徳島市 昭和町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,504 徳島県 徳島市 職人の店徳島西店 小売業 その他小売 5%

199,505 徳島県 徳島市 諸国民芸　あいぐら 小売業 家具・調度品 5%

199,506 徳島県 徳島市 Ｊｏｌｌｙ　ｊｏｌｉｅ 小売業 衣料品 5%

199,507 徳島県 徳島市 Ｊｏｌｌｙ　ｊｏｌｉｅ 小売業 衣料品 5%

199,508 徳島県 徳島市 進栄眼鏡マルナカ徳島店 小売業 その他小売 5%

199,509 徳島県 徳島市 新健勝苑徳島店 小売業 衣料品 5%

199,510 徳島県 徳島市 新日本補聴器センター徳島店 小売業 その他小売 5%

199,511 徳島県 徳島市 新浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,512 徳島県 徳島市 末広油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,513 徳島県 徳島市 ＳＰＳ末広工場 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,514 徳島県 徳島市 スエヒロボウル サービス その他サービス 5%

199,515 徳島県 徳島市 スキップベア 小売業 衣料品 5%

199,516 徳島県 徳島市 美容室スケッチインターナショナル サービス その他サービス 5%

199,517 徳島県 徳島市 すゞや サービス 飲食業 5%

199,518 徳島県 徳島市 Ｓｔｕｄｉｏ　Ａｃｃｈａ　スタジオアチャ サービス その他サービス 5%

199,519 徳島県 徳島市 スタジオケント徳島川内本店 小売業 その他小売 5%

199,520 徳島県 徳島市 ステーキハウス　かがやき サービス 飲食業 5%

199,521 徳島県 徳島市 スマイルホールディングス　佐古営業所 小売業 その他小売 5%

199,522 徳島県 徳島市 スマホ堂徳島駅前店 小売業 電化製品 5%

199,523 徳島県 徳島市 スマホ堂徳島沖浜店 小売業 電化製品 5%

199,524 徳島県 徳島市 スマホ堂徳島本店 小売業 電化製品 5%

199,525 徳島県 徳島市 炭火焼但馬 サービス 飲食業 5%

199,526 徳島県 徳島市 白鵬舎 住吉本店 サービス その他サービス 5%

199,527 徳島県 徳島市 Ｓｌｕｒ?ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

199,528 徳島県 徳島市 セルヴィス論田ＳＳ　有限会社ササダ石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,529 徳島県 徳島市 セルフ大松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,530 徳島県 徳島市 セルフ庄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,531 徳島県 徳島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ徳島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,532 徳島県 徳島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフポートスクエア 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,533 徳島県 徳島市 愛犬美容室　Ｓｅｎｓｅ　　センス　　愛犬美容室　ｓｅｎｓｅ　　センス サービス その他サービス 5%

199,534 徳島県 徳島市 センチュリープラザホテル サービス 宿泊業 5%

199,535 徳島県 徳島市 創作パスタダイニング酒場ＳＣＥＮＡ サービス 飲食業 5%

199,536 徳島県 徳島市 贈答品・池田 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,537 徳島県 徳島市 合同会社ＫＯＮＤＯ サービス 理容・美容業 5%

199,538 徳島県 徳島市 だいきちカレー サービス 飲食業 5%

199,539 徳島県 徳島市 （カ）タカハシフトンテン 小売業 家具・調度品 5%

199,540 徳島県 徳島市 株式会社高橋ふとん店大松店 小売業 その他小売 5%

199,541 徳島県 徳島市 株式会社高橋ふとん店川内店 小売業 その他小売 5%

199,542 徳島県 徳島市 高橋ふとん店　十川店 小売業 家具・調度品 5%

4753



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

199,543 徳島県 徳島市 高山産業　徳島支店 小売業 その他小売 5%

199,544 徳島県 徳島市 宅配居酒屋まひまひ 小売業 食料品 5%

199,545 徳島県 徳島市 多田屋 小売業 食料品 5%

199,546 徳島県 徳島市 Ｔ　ａｂ サービス 理容・美容業 5%

199,547 徳島県 徳島市 田宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,548 徳島県 徳島市 田宮給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,549 徳島県 徳島市 田村勝美堂 小売業 その他小売 5%

199,550 徳島県 徳島市 ｃｈｉｔｒｅｅ 小売業 その他小売 5%

199,551 徳島県 徳島市 千房　徳島支店 サービス 飲食業 5%

199,552 徳島県 徳島市 旨いもの酒場　Ｃｈｏｐｓｔｉｃｋ サービス 飲食業 5%

199,553 徳島県 徳島市 つちや 有限会社槌谷商店 小売業 食料品 5%

199,554 徳島県 徳島市 ティ・オン 小売業 衣料品 5%

199,555 徳島県 徳島市 ティールームしぁんくれーる サービス 飲食業 5%

199,556 徳島県 徳島市 ＴＫメタル 小売業 家具・調度品 5%

199,557 徳島県 徳島市 テーブル サービス その他サービス 5%

199,558 徳島県 徳島市 デラ 小売業 衣料品 5%

199,559 徳島県 徳島市 ｔｅｒｒａｃｅ３８ サービス 飲食業 5%

199,560 徳島県 徳島市 でんきのみき 小売業 電化製品 5%

199,561 徳島県 徳島市 天山閣　川内店 サービス 飲食業 5%

199,562 徳島県 徳島市 天山閣　国府店 サービス 飲食業 5%

199,563 徳島県 徳島市 天山閣　川内店 サービス 飲食業 5%

199,564 徳島県 徳島市 天山閣国府店 サービス 飲食業 5%

199,565 徳島県 徳島市 ｄｏｕｃｅ　ｈａｒｍｏｎｉｅ　徳島店 小売業 衣料品 5%

199,566 徳島県 徳島市 セブン－イレブン徳島鮎喰町店 小売業 食料品 2%

199,567 徳島県 徳島市 徳島インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,568 徳島県 徳島市 セブン－イレブン徳島インター店 小売業 食料品 2%

199,569 徳島県 徳島市 セブン－イレブン徳島大道４丁目店 小売業 食料品 2%

199,570 徳島県 徳島市 セブン－イレブン徳島沖浜東店 小売業 食料品 2%

199,571 徳島県 徳島市 セブン－イレブン徳島かちどき橋５丁目店 小売業 食料品 2%

199,572 徳島県 徳島市 セブン－イレブン徳島川内町住吉店 小売業 食料品 2%

199,573 徳島県 徳島市 セブン－イレブン徳島北島田町店 小売業 食料品 2%

199,574 徳島県 徳島市 セブン－イレブン徳島紺屋町店 小売業 食料品 2%

199,575 徳島県 徳島市 セブン－イレブン徳島佐古八番町店 小売業 食料品 2%

199,576 徳島県 徳島市 セブン－イレブン徳島昭和町店 小売業 食料品 2%

199,577 徳島県 徳島市 セブン－イレブン徳島新町橋店 小売業 食料品 2%

199,578 徳島県 徳島市 有 徳島スーパーカブ 小売業 その他小売 5%

199,579 徳島県 徳島市 徳島ステーションホテル サービス 宿泊業 5%

199,580 徳島県 徳島市 徳島ダイハツモータース部品センター 小売業 その他小売 5%

199,581 徳島県 徳島市 徳島ダイハツモータース国府店 小売業 その他小売 5%

199,582 徳島県 徳島市 徳島ダイハツモータース住吉店 小売業 その他小売 5%

199,583 徳島県 徳島市 徳島ダイハツモータース本店 小売業 その他小売 5%

199,584 徳島県 徳島市 徳島ダイハツモータースＵ－ＣＡＲ徳島 小売業 その他小売 5%

4754



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定
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199,585 徳島県 徳島市 セブン－イレブン徳島津田町４丁目店 小売業 食料品 2%

199,586 徳島県 徳島市 徳島トヨタ自動車アトラツイン 小売業 その他小売 5%

199,587 徳島県 徳島市 徳島トヨタ自動車本店 小売業 その他小売 5%

199,588 徳島県 徳島市 徳島トヨタ自動車Ｕ－ＣａｒＳｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

199,589 徳島県 徳島市 徳島トヨタ自動車レクサス徳島 小売業 その他小売 5%

199,590 徳島県 徳島市 徳島トヨペット徳島昭和店 小売業 その他小売 5%

199,591 徳島県 徳島市 徳島トヨペットマイカーステージ 小売業 その他小売 5%

199,592 徳島県 徳島市 セブン－イレブン徳島入田町店 小売業 食料品 2%

199,593 徳島県 徳島市 セブン－イレブン徳島八万町下福万店 小売業 食料品 2%

199,594 徳島県 徳島市 セブン－イレブン徳島東大工町店 小売業 食料品 2%

199,595 徳島県 徳島市 とくしまファミリーランド サービス その他サービス 5%

199,596 徳島県 徳島市 セブン－イレブン徳島不動西町店 小売業 食料品 2%

199,597 徳島県 徳島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ田宮街道 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,598 徳島県 徳島市 どこどこ沖浜店 サービス 飲食業 5%

199,599 徳島県 徳島市 ドコモショップ　沖浜店 小売業 電化製品 5%

199,600 徳島県 徳島市 ドコモショップ新浜店 小売業 その他小売 5%

199,601 徳島県 徳島市 トータルビューティーファースト万代店 サービス 理容・美容業 5%

199,602 徳島県 徳島市 富田洋品店 小売業 衣料品 5%

199,603 徳島県 徳島市 トヨタカローラ徳島中央店 小売業 その他小売 5%

199,604 徳島県 徳島市 トヨタカローラ徳島本店 小売業 その他小売 5%

199,605 徳島県 徳島市 トヨタカローラ徳島本店テクノショップ 小売業 その他小売 5%

199,606 徳島県 徳島市 トヨタカローラ徳島本部 小売業 その他小売 5%

199,607 徳島県 徳島市 トヨタレンタリース東四国徳島店 サービス その他サービス 2%

199,608 徳島県 徳島市 ＴＲＩＡＮＧＬＥ 小売業 衣料品 5%

199,609 徳島県 徳島市 ｄｒｉｉｖｅ ｇｕｉｔａｒｓ ｄｒｉｉｖｅ ｇｕｉｔａｒｓ 小売業 その他小売 5%

199,610 徳島県 徳島市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 矢三店 小売業 その他小売 5%

199,611 徳島県 徳島市 トラベルダイニング　バディバディ サービス 飲食業 5%

199,612 徳島県 徳島市 とりじろう サービス 飲食業 5%

199,613 徳島県 徳島市 トリトヒツジ サービス その他サービス 5%

199,614 徳島県 徳島市 鳥ロマン徳島市安宅店 サービス 飲食業 5%

199,615 徳島県 徳島市 ドン・ガバチョ サービス 飲食業 5%

199,616 徳島県 徳島市 中洲給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,617 徳島県 徳島市 ナカニシサイクル 小売業 その他小売 5%

199,618 徳島県 徳島市 ｎａｓ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

199,619 徳島県 徳島市 ｎａｓ．ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

199,620 徳島県 徳島市 ナッティーミマデン東館 小売業 電化製品 5%

199,621 徳島県 徳島市 ナッティーミマデン西須賀 小売業 電化製品 5%

199,622 徳島県 徳島市 肉割烹バル　ＮＡＭＡＩＫＩ　生粋 サービス 飲食業 5%

199,623 徳島県 徳島市 ～肉と魚と鍋～わがまま屋　徳島店 サービス 飲食業 5%

199,624 徳島県 徳島市 肉バル　ＧＹＵＵＵ サービス 飲食業 5%

199,625 徳島県 徳島市 ニコニコヤみやげ店 小売業 家具・調度品 5%

199,626 徳島県 徳島市 西新浜ＳＳ　株式会社スタン 小売業 ガソリンスタンド 2%
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199,627 徳島県 徳島市 西日本メディカル徳島営業所 小売業 その他小売 5%

199,628 徳島県 徳島市 西日本旅行株式会社 サービス その他サービス 5%

199,629 徳島県 徳島市 日本料理　茜也 サービス 飲食業 5%

199,630 徳島県 徳島市 日本料理　三楽 サービス 飲食業 5%

199,631 徳島県 徳島市 日本料理　三楽 サービス 飲食業 5%

199,632 徳島県 徳島市 ぬまた サービス 飲食業 5%

199,633 徳島県 徳島市 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｍｉｎｔ サービス その他サービス 5%

199,634 徳島県 徳島市 Ｎａｉｌ’ｓ　ｂｅ サービス その他サービス 5%

199,635 徳島県 徳島市 Ｎａｉｌ’ｓ　ｂｅ＋ サービス その他サービス 5%

199,636 徳島県 徳島市 ネッツトヨタ徳島アトラツイン 小売業 その他小売 5%

199,637 徳島県 徳島市 ネッツトヨタ徳島徳島店 小売業 その他小売 5%

199,638 徳島県 徳島市 ネッツトヨタ徳島本店 小売業 その他小売 5%

199,639 徳島県 徳島市 パーソナルトレーニングジムリレイズ サービス その他サービス 5%

199,640 徳島県 徳島市 ＰＡＲＴＹＤＩＮＩＮＧＧＯＡＴ サービス 飲食業 5%

199,641 徳島県 徳島市 ハートランド川内 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,642 徳島県 徳島市 ハートランド城東 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,643 徳島県 徳島市 パール 小売業 その他小売 5%

199,644 徳島県 徳島市 白鵬舎　キョーエイ沖浜店 サービス その他サービス 5%

199,645 徳島県 徳島市 白鵬舎 キョーエイ住吉店 サービス その他サービス 5%

199,646 徳島県 徳島市 白鵬舎　昭和町店 サービス その他サービス 5%

199,647 徳島県 徳島市 白鵬舎　末広店 サービス その他サービス 5%

199,648 徳島県 徳島市 ハタダ大松店 小売業 食料品 5%

199,649 徳島県 徳島市 八万給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,650 徳島県 徳島市 パティスリー オリーブ 小売業 食料品 5%

199,651 徳島県 徳島市 花井電器八万店 小売業 電化製品 5%

199,652 徳島県 徳島市 はない電遊館 小売業 電化製品 5%

199,653 徳島県 徳島市 はなれ サービス 飲食業 5%

199,654 徳島県 徳島市 浜仲 サービス 飲食業 5%

199,655 徳島県 徳島市 原建材店徳島支店 小売業 その他小売 5%

199,656 徳島県 徳島市 ハラダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,657 徳島県 徳島市 はり灸Ｓｏｒａ サービス その他サービス 5%

199,658 徳島県 徳島市 パルテばんどう 小売業 電化製品 5%

199,659 徳島県 徳島市 ハロー・マイ・ウェディングアミコ店 サービス その他サービス 5%

199,660 徳島県 徳島市 ハロー・マイ・ウェディング・ケンチョピア サービス その他サービス 5%

199,661 徳島県 徳島市 ハロー・マイ・ウェディング・本店 サービス その他サービス 5%

199,662 徳島県 徳島市 板東昭文堂 小売業 その他小売 5%

199,663 徳島県 徳島市 板東電気 小売業 電化製品 5%

199,664 徳島県 徳島市 バンナイズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,665 徳島県 徳島市 ＢＡＭＢＯＯＧａｒｄｅｎ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

199,666 徳島県 徳島市 Ｂ－ＵＰ 小売業 その他小売 5%

199,667 徳島県 徳島市 Ｂ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

199,668 徳島県 徳島市 Ｂーｃｌｅ応神給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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199,669 徳島県 徳島市 日開ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,670 徳島県 徳島市 ビジネスホテルサンパール サービス 宿泊業 5%

199,671 徳島県 徳島市 Ｂｉｊｏｕｘ　ｃｅｌｅｓｔｅ 小売業 その他小売 5%

199,672 徳島県 徳島市 ビストロ　アメリ サービス 飲食業 5%

199,673 徳島県 徳島市 ビストロヒライ徳島 サービス 飲食業 5%

199,674 徳島県 徳島市 Ｂ－２ｎｄ　ｂｙ　ＢＯＮＣＨＩ 小売業 衣料品 5%

199,675 徳島県 徳島市 ビッグアメイリカンショップキッズ 小売業 衣料品 5%

199,676 徳島県 徳島市 ビッグアメリカンショップキッズ 小売業 衣料品 5%

199,677 徳島県 徳島市 ビッグアメリカンショップ 小売業 衣料品 5%

199,678 徳島県 徳島市 ビッグアメリカンショップ 小売業 衣料品 5%

199,679 徳島県 徳島市 ビッグアメリカンショップ　森町店 小売業 衣料品 5%

199,680 徳島県 徳島市 ビッグアメリカンショップ　森町店 小売業 衣料品 5%

199,681 徳島県 徳島市 ビッグアメリカンショップ　応神店 小売業 衣料品 5%

199,682 徳島県 徳島市 ビッグアメリカンショップ　大野橋店 小売業 衣料品 5%

199,683 徳島県 徳島市 引越センター丸一 サービス 運輸業 5%

199,684 徳島県 徳島市 美容室　オルガニーク サービス 理容・美容業 5%

199,685 徳島県 徳島市 美容室　オルガニーク サービス 理容・美容業 5%

199,686 徳島県 徳島市 美容室　ＴＯＭＢＯＹ サービス 理容・美容業 5%

199,687 徳島県 徳島市 美容室ａ．ｅ．ｔ． サービス 理容・美容業 5%

199,688 徳島県 徳島市 美容室髪屋 サービス 理容・美容業 5%

199,689 徳島県 徳島市 美容室SAWAKO 国府店 サービス 理容・美容業 5%

199,690 徳島県 徳島市 美容室SAWAKO 　徳島店 サービス 理容・美容業 5%

199,691 徳島県 徳島市 ＨＩＲＡＯＫＡ 小売業 衣料品 5%

199,692 徳島県 徳島市 広沢自動車学校 サービス その他サービス 5%

199,693 徳島県 徳島市 ファイテンショップ　徳島店 小売業 その他小売 5%

199,694 徳島県 徳島市 ｆｉｖｅ　ｌｅａｆ　Ｃｌｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

199,695 徳島県 徳島市 ｆｉｖｅ　ｌｅａｆ　Ｃｌｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

199,696 徳島県 徳島市 フェリーチェウノ 小売業 衣料品 5%

199,697 徳島県 徳島市 ふじのたな 小売業 衣料品 5%

199,698 徳島県 徳島市 藤本時計店 小売業 その他小売 5%

199,699 徳島県 徳島市 フジモト時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,700 徳島県 徳島市 ふじや　本店 サービス 飲食業 5%

199,701 徳島県 徳島市 ふじや蔵本本店鳴門水産蔵本本店 サービス 飲食業 5%

199,702 徳島県 徳島市 ふじや蔵本本店鳴門水産蔵本本店 サービス 飲食業 5%

199,703 徳島県 徳島市 ふじや総本店 サービス 飲食業 5%

199,704 徳島県 徳島市 ふじや総本店 サービス 飲食業 5%

199,705 徳島県 徳島市 ＢＯＯＫＯＦＦ　国府店 小売業 その他小売 2%

199,706 徳島県 徳島市 ＢＯＯＫＯＦＦ　徳島沖浜店 小売業 その他小売 2%

199,707 徳島県 徳島市 ＢＯＯＫＯＦＦ　徳島川内店 小売業 その他小売 2%

199,708 徳島県 徳島市 ＢＯＯＫＯＦＦ　徳島住吉店 小売業 その他小売 2%

199,709 徳島県 徳島市 ブックマート国府店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

199,710 徳島県 徳島市 ブックマート国府店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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199,711 徳島県 徳島市 物産館阿波遊産 小売業 家具・調度品 5%

199,712 徳島県 徳島市 ぶっとび酒場 サービス 飲食業 5%

199,713 徳島県 徳島市 ブライダルコア　ときわ サービス その他サービス 5%

199,714 徳島県 徳島市 プラエインテリア 小売業 家具・調度品 5%

199,715 徳島県 徳島市 プラザ県庁前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,716 徳島県 徳島市 ｓｉｏ 小売業 その他小売 5%

199,717 徳島県 徳島市 フラワーガーデン花由　タクト店 小売業 その他小売 5%

199,718 徳島県 徳島市 フラワーマーケット　花由 小売業 その他小売 5%

199,719 徳島県 徳島市 Ｆｒｅｅ　ｓ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ　Ｆｒｅｅ　ｓ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ　　フリース　フォー　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

199,720 徳島県 徳島市 ＢＲＵＮＯ サービス 理容・美容業 5%

199,721 徳島県 徳島市 ｂｌｕｅｍ サービス 理容・美容業 5%

199,722 徳島県 徳島市 ふるさとあいぐら　アミコ店 小売業 家具・調度品 5%

199,723 徳島県 徳島市 プレーンテーブル 小売業 衣料品 5%

199,724 徳島県 徳島市 ｆｒｅｌｕ 小売業 衣料品 5%

199,725 徳島県 徳島市 プロスホンダウイング國見 小売業 その他小売 5%

199,726 徳島県 徳島市 プロミネンス　営業部 小売業 食料品 5%

199,727 徳島県 徳島市 プロミネンス　第５営業所 小売業 食料品 5%

199,728 徳島県 徳島市 ｆｌｏｒａｃｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

199,729 徳島県 徳島市 ｈａｉｒ　ＲＯＳＳＯ サービス 理容・美容業 5%

199,730 徳島県 徳島市 ＨＡＩＲＣＲＥＡＴＩＯＮＳＯＩ サービス 理容・美容業 5%

199,731 徳島県 徳島市 ヘアークリニック　プレシャス サービス 理容・美容業 5%

199,732 徳島県 徳島市 ＳＨＩＢＡＮＯ サービス 理容・美容業 5%

199,733 徳島県 徳島市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｃｉｍｅ サービス 理容・美容業 5%

199,734 徳島県 徳島市 Ｓｈａｖｉｎｇｓａｌｏｎｈｉｓａ サービス 理容・美容業 5%

199,735 徳島県 徳島市 ヘアサロンＳＡＶＯ サービス 理容・美容業 5%

199,736 徳島県 徳島市 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮＹＯＳＨＩ サービス 理容・美容業 5%

199,737 徳島県 徳島市 ヘアルーム　ラスク　ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ＲＵＳＫ サービス 理容・美容業 5%

199,738 徳島県 徳島市 ＢＡＳＥＬＩＮＥＣＵＳＴＯＭＳ サービス その他サービス 5%

199,739 徳島県 徳島市 Ｐｅｒｒｉｅｒ　　Ｊｅｗｅｌ サービス 理容・美容業 5%

199,740 徳島県 徳島市 ベルズヘアー サービス 理容・美容業 5%

199,741 徳島県 徳島市 ＰＥＮＤＵＬＵＭ サービス 理容・美容業 5%

199,742 徳島県 徳島市 便利堂ネコの手 サービス その他サービス 5%

199,743 徳島県 徳島市 宝石．時計　池田　北島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,744 徳島県 徳島市 宝石　時計　池田　タクト店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,745 徳島県 徳島市 宝石・時計　池田　アミコ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,746 徳島県 徳島市 宝石・時計　池田　ターミナル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,747 徳島県 徳島市 宝石・時計　池田　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,748 徳島県 徳島市 ポージィ　ｆｌｏｗｅｒｓ 小売業 その他小売 5%

199,749 徳島県 徳島市 ＨＯＭＥ′Ｓ 小売業 家具・調度品 5%

199,750 徳島県 徳島市 星のてらす サービス 飲食業 5%

199,751 徳島県 徳島市 ほっと！鍼灸院 サービス その他サービス 5%

199,752 徳島県 徳島市 ホットスキレット川内店 サービス 飲食業 5%

4758



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

199,753 徳島県 徳島市 ホットスキレット川内店 サービス 飲食業 5%

199,754 徳島県 徳島市 ホテル　サンルート徳島 サービス 宿泊業 5%

199,755 徳島県 徳島市 ホテル越久 サービス 宿泊業 5%

199,756 徳島県 徳島市 ホテルサンシャイン徳島 サービス 宿泊業 5%

199,757 徳島県 徳島市 ホビーゾーンイオンモール徳島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

199,758 徳島県 徳島市 ほら鮨 サービス 飲食業 5%

199,759 徳島県 徳島市 ボルドヌイ サービス 飲食業 5%

199,760 徳島県 徳島市 本格炭火焼鳥ちどり サービス 飲食業 5%

199,761 徳島県 徳島市 本四海峡バス　マリンピア営業所 サービス その他サービス 5%

199,762 徳島県 徳島市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,763 徳島県 徳島市 凡智　アミコ店 小売業 衣料品 5%

199,764 徳島県 徳島市 凡智　アミコ店 小売業 衣料品 5%

199,765 徳島県 徳島市 マクドナルド佐古大橋店 サービス 飲食業 2%

199,766 徳島県 徳島市 マクドナルド１１号川内店 サービス 飲食業 2%

199,767 徳島県 徳島市 マクドナルド徳島住吉店 サービス 飲食業 2%

199,768 徳島県 徳島市 マクドナルド矢三店 サービス 飲食業 2%

199,769 徳島県 徳島市 まぐろ問屋　国府店 サービス 飲食業 5%

199,770 徳島県 徳島市 町家だいにんぐ　銀乃介 サービス 飲食業 5%

199,771 徳島県 徳島市 ｍａｃ矢三店 小売業 その他小売 5%

199,772 徳島県 徳島市 マブチスポーツ 小売業 その他小売 5%

199,773 徳島県 徳島市 豆福国府店 小売業 食料品 5%

199,774 徳島県 徳島市 マリンピアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,775 徳島県 徳島市 マルエ 小売業 その他小売 5%

199,776 徳島県 徳島市 マルナカツーリスト徳島営業所 サービス その他サービス 5%

199,777 徳島県 徳島市 マルナカ徳島店携帯コーナー 小売業 電化製品 5%

199,778 徳島県 徳島市 美木電器商会 小売業 電化製品 5%

199,779 徳島県 徳島市 ＭＩＫＵＮＩＥＮ サービス 飲食業 5%

199,780 徳島県 徳島市 ミマデン本店 小売業 電化製品 5%

199,781 徳島県 徳島市 宮下電器商会 小売業 電化製品 5%

199,782 徳島県 徳島市 宮脇書店　徳島駅ビル店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

199,783 徳島県 徳島市 宮脇書店　徳島本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

199,784 徳島県 徳島市 ＭＩＥＵＸ　ＰＯＵＲ　ＭＡ　ＣＨＥＲＥ サービス 理容・美容業 5%

199,785 徳島県 徳島市 地鶏料理無玄 サービス 飲食業 5%

199,786 徳島県 徳島市 無印良品　そごう徳島 小売業 その他小売 2%

199,787 徳島県 徳島市 村井電器商会 小売業 電化製品 5%

199,788 徳島県 徳島市 むら茶家 サービス 飲食業 5%

199,789 徳島県 徳島市 メガネ池田　新町本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,790 徳島県 徳島市 メガネショップ２１ 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,791 徳島県 徳島市 メガネセンタ－アイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,792 徳島県 徳島市 眼鏡店　ＥＹＥＣＲＡＦＴ 小売業 その他小売 5%

199,793 徳島県 徳島市 眼鏡店　ＥＹＥ　ＣＲＡＦＴ 小売業 その他小売 5%

199,794 徳島県 徳島市 メガネの秋田 小売業 貴金属・服飾品 5%
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199,795 徳島県 徳島市 メガネ本舗　北田宮店 小売業 その他小売 5%

199,796 徳島県 徳島市 メガネ本舗　徳島本店 小売業 その他小売 5%

199,797 徳島県 徳島市 メロディーハイム サービス その他サービス 5%

199,798 徳島県 徳島市 めん処　玉好 サービス 飲食業 5%

199,799 徳島県 徳島市 ＭＯＫＡ中吉野店 サービス 理容・美容業 5%

199,800 徳島県 徳島市 モッズヘア徳島店 サービス 理容・美容業 5%

199,801 徳島県 徳島市 モードブルージュ徳島店 小売業 衣料品 5%

199,802 徳島県 徳島市 もみ処　あしすと サービス その他サービス 5%

199,803 徳島県 徳島市 モンドジャコモ 小売業 衣料品 5%

199,804 徳島県 徳島市 ８０８カフェ　デメテール　野菜販売 小売業 食料品 5%

199,805 徳島県 徳島市 やきとり大吉県庁前店 サービス 飲食業 5%

199,806 徳島県 徳島市 やきとり大吉　佐古店 サービス 飲食業 5%

199,807 徳島県 徳島市 やきとり屋　だいまつ サービス 飲食業 5%

199,808 徳島県 徳島市 焼肉　俺家 サービス 飲食業 5%

199,809 徳島県 徳島市 焼肉　大和 サービス 飲食業 5%

199,810 徳島県 徳島市 焼肉　大和 サービス 飲食業 5%

199,811 徳島県 徳島市 焼肉金波 サービス 飲食業 5%

199,812 徳島県 徳島市 焼肉 ホルモン 楽屋 サービス 飲食業 5%

199,813 徳島県 徳島市 やすなが サービス 飲食業 5%

199,814 徳島県 徳島市 やすらぎ整体　イロドリ堂 サービス その他サービス 5%

199,815 徳島県 徳島市 柳鮨 サービス 飲食業 5%

199,816 徳島県 徳島市 山根時計店 小売業 その他小売 5%

199,817 徳島県 徳島市 有限会社アートセレクション 小売業 その他小売 5%

199,818 徳島県 徳島市 有限会社アイハラ電機商会 小売業 電化製品 5%

199,819 徳島県 徳島市 有限会社エイブルフーズ 小売業 食料品 5%

199,820 徳島県 徳島市 有限会社真和自動車　　有　真和自動車 サービス その他サービス 5%

199,821 徳島県 徳島市 有限会社松岡自動車　セラピット店 サービス その他サービス 5%

199,822 徳島県 徳島市 有限会社丸新旅館 サービス 宿泊業 5%

199,823 徳島県 徳島市 有限会社八木塗料店 小売業 その他小売 5%

199,824 徳島県 徳島市 （有）四宮かまぼこ店 小売業 食料品 5%

199,825 徳島県 徳島市 ＹＯＵ　ＳＨＯＰ　千松　ＹＯＵ　ＳＨＯＰ　千松 小売業 その他小売 5%

199,826 徳島県 徳島市 友禅 サービス 飲食業 5%

199,827 徳島県 徳島市 ユーティリティ　ユーティリティ 小売業 電化製品 5%

199,828 徳島県 徳島市 ユートピア　春日店 小売業 その他小売 5%

199,829 徳島県 徳島市 ゆたか屋 サービス 飲食業 5%

199,830 徳島県 徳島市 吉野モータース  有 吉野モータース サービス その他サービス 5%

199,831 徳島県 徳島市 株式会社米庄　各種冷凍食品 小売業 食料品 5%

199,832 徳島県 徳島市 ライフスタイルストアｈｏｕｓｅ 小売業 家具・調度品 5%

199,833 徳島県 徳島市 ライフプロデュースＴＡＧ＋にしの 小売業 電化製品 5%

199,834 徳島県 徳島市 ｌｏｖｅＢａｂｙｔａＢＥＡＵＴＹ． サービス 理容・美容業 5%

199,835 徳島県 徳島市 ＬｘｒｙＨｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

199,836 徳島県 徳島市 Ｒａｋｕｎｉｋａｌ サービス その他サービス 5%
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199,837 徳島県 徳島市 ランクレ徳島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,838 徳島県 徳島市 ランチ　カフェはる サービス 飲食業 5%

199,839 徳島県 徳島市 リヴァージュテラス　ブランアンジュ サービス その他サービス 5%

199,840 徳島県 徳島市 リオン 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,841 徳島県 徳島市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　北島建設　徳島中央店 サービス その他サービス 2%

199,842 徳島県 徳島市 ｒｅｋｏｋｋｏ【リコッコ】 サービス その他サービス 5%

199,843 徳島県 徳島市 リデンテ 小売業 食料品 5%

199,844 徳島県 徳島市 リトルホット サービス 理容・美容業 5%

199,845 徳島県 徳島市 リビング　東和 小売業 電化製品 5%

199,846 徳島県 徳島市 リビング東和 サービス その他サービス 5%

199,847 徳島県 徳島市 リラクゼーションサロン　リッカ サービス その他サービス 5%

199,848 徳島県 徳島市 ＲＵＮＡ 小売業 衣料品 5%

199,849 徳島県 徳島市 ｆｌｏｒａｃｉｏｎ サービス その他サービス 5%

199,850 徳島県 徳島市 Ｒｅｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

199,851 徳島県 徳島市 Ｒｅ：ｃｒｅａ【レクリエ】 サービス 理容・美容業 5%

199,852 徳島県 徳島市 ＲＥＤ　Ｂｏｓｓ サービス 飲食業 5%

199,853 徳島県 徳島市 レンタルブティックＡＺ サービス その他サービス 5%

199,854 徳島県 徳島市 ＬＯＧＨＯＵＳＥＢＡＲＳＫＹ サービス 飲食業 5%

199,855 徳島県 徳島市 ロワゾーブリュー沖浜店 小売業 食料品 5%

199,856 徳島県 徳島市 ワークショップアサヒ 小売業 衣料品 5%

199,857 徳島県 徳島市 ワイモバイル沖浜 小売業 電化製品 5%

199,858 徳島県 徳島市 ＯＮＥ　ＨＡＩＲ　ａｓｓｉｓｔ サービス 理容・美容業 5%

199,859 徳島県 那賀町 相生店 小売業 その他小売 5%

199,860 徳島県 那賀町 相生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,861 徳島県 那賀町 阿波相生　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,862 徳島県 那賀町 宮崎商事株式会社　出原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,863 徳島県 那賀町 出原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,864 徳島県 那賀町 木沢　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,865 徳島県 那賀町 北川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,866 徳島県 那賀町 延野給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,867 徳島県 那賀町 花かげ 小売業 その他小売 5%

199,868 徳島県 鳴門市 ア・ラ・モード 小売業 衣料品 5%

199,869 徳島県 鳴門市 ａｔｅｌｉｅｒ　ｋｕｃｃａ サービス 理容・美容業 5%

199,870 徳島県 鳴門市 ＡＶＡＮパワーシティ鳴門店 小売業 衣料品 5%

199,871 徳島県 鳴門市 池田時計店　鳴門店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,872 徳島県 鳴門市 イセヤリゾート鳴門 サービス その他サービス 5%

199,873 徳島県 鳴門市 ｉｔ’ｓ花由　ルネッサンス店 小売業 その他小売 5%

199,874 徳島県 鳴門市 ウィッティひかり 小売業 電化製品 5%

199,875 徳島県 鳴門市 ａｕショップ鳴門 小売業 電化製品 5%

199,876 徳島県 鳴門市 ＥｎｅＪｅｔ鳴門中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,877 徳島県 鳴門市 Ｍ＆Ｍ　リカー 小売業 食料品 5%

199,878 徳島県 鳴門市 Ｍ＆Ｍマルナカマート 小売業 食料品 5%
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199,879 徳島県 鳴門市 Ｌ　ｍｎｄ　エルムンド 小売業 食料品 5%

199,880 徳島県 鳴門市 大麻　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,881 徳島県 鳴門市 大谷焼窯元大西陶器 小売業 その他小売 5%

199,882 徳島県 鳴門市 大谷焼窯元　田村陶芸 サービス その他サービス 5%

199,883 徳島県 鳴門市 大津給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,884 徳島県 鳴門市 おがた商店 小売業 食料品 5%

199,885 徳島県 鳴門市 株式会社大谷荘　国民宿舎大谷荘 サービス 宿泊業 5%

199,886 徳島県 鳴門市 株式会社黒濱 小売業 食料品 5%

199,887 徳島県 鳴門市 株式会社中外自動車 サービス その他サービス 5%

199,888 徳島県 鳴門市 菓舗ふくおか 小売業 食料品 5%

199,889 徳島県 鳴門市 窯元　森陶器　大谷焼窯元　森陶器 サービス その他サービス 5%

199,890 徳島県 鳴門市 カルテット松前 小売業 電化製品 5%

199,891 徳島県 鳴門市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋鳴門黒崎店 サービス 飲食業 2%

199,892 徳島県 鳴門市 川上電器 小売業 電化製品 5%

199,893 徳島県 鳴門市 川上電器中央店 小売業 電化製品 5%

199,894 徳島県 鳴門市 北灘給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,895 徳島県 鳴門市 漁協食堂うずしお サービス 飲食業 5%

199,896 徳島県 鳴門市 黒崎楽器鳴門店 小売業 その他小売 5%

199,897 徳島県 鳴門市 桑地屋 桑地屋 小売業 食料品 5%

199,898 徳島県 鳴門市 サーフショップ　ラスティック 小売業 その他小売 5%

199,899 徳島県 鳴門市 ＣｙｃｌｅＳｐａｃｅ　ＵＺＵ サービス その他サービス 5%

199,900 徳島県 鳴門市 ジェラテリア　スプンティーノ 小売業 食料品 5%

199,901 徳島県 鳴門市 松竹堂 小売業 その他小売 5%

199,902 徳島県 鳴門市 ズッファ　プロースト！ サービス 飲食業 5%

199,903 徳島県 鳴門市 カブシキガイシャスペースアート サービス 理容・美容業 5%

199,904 徳島県 鳴門市 セルフ鳴門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,905 徳島県 鳴門市 ソフトバンク 鳴門 小売業 その他小売 2%

199,906 徳島県 鳴門市 鯛丸海月 サービス 宿泊業 5%

199,907 徳島県 鳴門市 つるや　ハローズ鳴門モール店 小売業 衣料品 5%

199,908 徳島県 鳴門市 ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙＭＯＭＯＫＯ サービス その他サービス 2%

199,909 徳島県 鳴門市 渡川 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,910 徳島県 鳴門市 徳島ダイハツモータース鳴門店 小売業 その他小売 5%

199,911 徳島県 鳴門市 徳島トヨタ自動車鳴門店 小売業 その他小売 5%

199,912 徳島県 鳴門市 徳島トヨペット鳴門営業所 小売業 その他小売 5%

199,913 徳島県 鳴門市 トヨタカローラ徳島鳴門店 小売業 その他小売 5%

199,914 徳島県 鳴門市 豊田商店 小売業 食料品 5%

199,915 徳島県 鳴門市 トヨタレンタリース東四国鳴門店 サービス その他サービス 2%

199,916 徳島県 鳴門市 鳴門インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,917 徳島県 鳴門市 セブン－イレブン鳴門大代店 小売業 食料品 2%

199,918 徳島県 鳴門市 鳴門海月別亭　シーサイドホテル鯛丸海月 サービス 宿泊業 5%

199,919 徳島県 鳴門市 鳴門グランドホテル サービス 宿泊業 5%

199,920 徳島県 鳴門市 鳴門グランドホテル海月 サービス 宿泊業 5%
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199,921 徳島県 鳴門市 鳴門しおかぜＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,922 徳島県 鳴門市 鳴門潮崎温泉　ベイリゾートホテル　鳴門海月 サービス 宿泊業 5%

199,923 徳島県 鳴門市 なると物産館 小売業 その他小売 5%

199,924 徳島県 鳴門市 肉問屋じゅわっち サービス 飲食業 5%

199,925 徳島県 鳴門市 ハタダ鳴門店 小売業 食料品 5%

199,926 徳島県 鳴門市 はん大丸 小売業 その他小売 5%

199,927 徳島県 鳴門市 板東　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,928 徳島県 鳴門市 ひかりや パワーシティー鳴門店 サービス 飲食業 5%

199,929 徳島県 鳴門市 株式会社メイクス サービス 理容・美容業 5%

199,930 徳島県 鳴門市 ひかりやワイワイプラザ本店 小売業 その他小売 5%

199,931 徳島県 鳴門市 ビジネスホテル鳴門 サービス 宿泊業 5%

199,932 徳島県 鳴門市 ビューティハウス　ぱふ 小売業 その他小売 5%

199,933 徳島県 鳴門市 美容室Ｙｕｕの部屋 サービス 理容・美容業 5%

199,934 徳島県 鳴門市 ファッションハウス　マツカ 小売業 衣料品 5%

199,935 徳島県 鳴門市 フルーツガーデンやまがた サービス その他サービス 5%

199,936 徳島県 鳴門市 Ｈａｉｒ　ａｒｔ　ＴｉａＲａ サービス 理容・美容業 5%

199,937 徳島県 鳴門市 ベイリゾートホテル　鳴門海月 サービス 宿泊業 5%

199,938 徳島県 鳴門市 ｖｅｒｙーｖｅｒｙ美容室 サービス 理容・美容業 5%

199,939 徳島県 鳴門市 ＨＯＴＥＬＧＡＴＥ８８ サービス 宿泊業 5%

199,940 徳島県 鳴門市 ホテルファーストシーズン サービス 宿泊業 5%

199,941 徳島県 鳴門市 ホテルリッジ サービス 宿泊業 5%

199,942 徳島県 鳴門市 堀江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,943 徳島県 鳴門市 マクドナルド２８号鳴門店 サービス 飲食業 2%

199,944 徳島県 鳴門市 海山恵家なるみ丸 小売業 その他小売 5%

199,945 徳島県 鳴門市 宮脇書店　鳴門店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

199,946 徳島県 鳴門市 メガネ池田　鳴門店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,947 徳島県 鳴門市 メガネ本舗　鳴門店 小売業 その他小売 5%

199,948 徳島県 鳴門市 ヤマデン 小売業 電化製品 5%

199,949 徳島県 鳴門市 ヤマデン大麻店 小売業 電化製品 5%

199,950 徳島県 鳴門市 ヨシイ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

199,951 徳島県 鳴門市 ライフプロデュースＴＡＧ＋イマデ 小売業 電化製品 5%

199,952 徳島県 鳴門市 ライフプロデュースＴＡＧ＋さいとう 小売業 電化製品 5%

199,953 徳島県 鳴門市 ライフプロデュースＴＡＧ＋なみき 小売業 電化製品 5%

199,954 徳島県 鳴門市 ライフプロデュースＴＡＧ＋みい 小売業 電化製品 5%

199,955 徳島県 鳴門市 ライフプロデュースＴＡＧ＋ヤマシン 小売業 電化製品 5%

199,956 徳島県 鳴門市 ライフプロデュースＴＡＧ＋よしだ 小売業 電化製品 5%

199,957 徳島県 鳴門市 ラスティックサーフショップ 小売業 その他小売 5%

199,958 徳島県 鳴門市 ｒＡｔｉｏ?ｉｓｍ?【ラティオ】 サービス 理容・美容業 5%

199,959 徳島県 鳴門市 リサホリスティックセラピー サービス 理容・美容業 5%

199,960 徳島県 鳴門市 リゾートホテル　モアナコースト サービス 宿泊業 5%

199,961 徳島県 鳴門市 旅館公園水野 サービス 宿泊業 5%

199,962 徳島県 鳴門市 ワキ薬局 小売業 その他小売 5%
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199,963 徳島県 鳴門市 和処とみます サービス 飲食業 5%

199,964 徳島県 東みよし町 江口　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,965 徳島県 東みよし町 割烹料理ふぐ処味喜 サービス 飲食業 5%

199,966 徳島県 東みよし町 株式会社みかも　三加茂ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,967 徳島県 東みよし町 川原プロパン有限会社　川原プロパン有限会社 サービス その他サービス 5%

199,968 徳島県 東みよし町 中華料理　菊花楼 サービス 飲食業 5%

199,969 徳島県 東みよし町 セブンーイレブン徳島道吉野川ＳＡ下り店 小売業 食料品 2%

199,970 徳島県 東みよし町 徳島トヨタ自動車三加茂店 小売業 その他小売 5%

199,971 徳島県 東みよし町 徳島トヨペット三加茂営業所 小売業 その他小売 5%

199,972 徳島県 東みよし町 ハタダ三加茂店 小売業 食料品 5%

199,973 徳島県 東みよし町 セブンーイレブン東みよし町加茂店 小売業 食料品 2%

199,974 徳島県 東みよし町 昼間給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,975 徳島県 東みよし町 ヘアーサロンオアシス サービス 理容・美容業 5%

199,976 徳島県 東みよし町 ヘアーサロンオアシス サービス 理容・美容業 5%

199,977 徳島県 東みよし町 三加茂　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,978 徳島県 東みよし町 三加茂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,979 徳島県 東みよし町 みかも喫茶 サービス 飲食業 5%

199,980 徳島県 東みよし町 美濃田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,981 徳島県 東みよし町 美濃田の淵キャンプ村 サービス 宿泊業 5%

199,982 徳島県 東みよし町 焼肉うえの加茂店 サービス 飲食業 5%

199,983 徳島県 松茂町 イセヤイン徳島 サービス その他サービス 5%

199,984 徳島県 松茂町 一休庵たかた サービス 飲食業 5%

199,985 徳島県 松茂町 いはら釣具 小売業 その他小売 5%

199,986 徳島県 松茂町 Ｗａｙ　ｔｏ　Ａｓｉａ 小売業 その他小売 5%

199,987 徳島県 松茂町 オートステーションセルフ空港 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,988 徳島県 松茂町 オリックスレンタカー徳島空港店 サービス その他サービス 2%

199,989 徳島県 松茂町 株式会社バンナイズ 小売業 その他小売 5%

199,990 徳島県 松茂町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋徳島松茂店 サービス 飲食業 2%

199,991 徳島県 松茂町 すたみな太郎　徳島松茂店 サービス 飲食業 5%

199,992 徳島県 松茂町 セルフ松茂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,993 徳島県 松茂町 天山閣　松茂店 サービス 飲食業 5%

199,994 徳島県 松茂町 徳島あいぐら 小売業 家具・調度品 5%

199,995 徳島県 松茂町 徳島空港前　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

199,996 徳島県 松茂町 徳島日野自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

199,997 徳島県 松茂町 トヨタレンタリース東四国徳島阿波おどり空港店 サービス その他サービス 2%

199,998 徳島県 松茂町 ネッツトヨタ徳島空港店 小売業 その他小売 5%

199,999 徳島県 松茂町 バンナイズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,000 徳島県 松茂町 広島　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,001 徳島県 松茂町 風雅庭 サービス 飲食業 5%

200,002 徳島県 松茂町 松茂給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,003 徳島県 松茂町 松茂バイパス給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,004 徳島県 松茂町 セブン－イレブン松茂広島店 小売業 食料品 2%
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200,005 徳島県 松茂町 焼肉ＲＯＡＳＴ サービス 飲食業 5%

200,006 徳島県 美波町 出光日和佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,007 徳島県 美波町 うみの サービス その他サービス 5%

200,008 徳島県 美波町 日和佐給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,009 徳島県 美波町 フードショップ　みなみ 小売業 その他小売 5%

200,010 徳島県 美波町 フ―ドセンタ―　いずみ 小売業 その他小売 5%

200,011 徳島県 美波町 フレッシュフーズオオキタ日和佐店 小売業 食料品 5%

200,012 徳島県 美波町 ホテル白い燈台 サービス 宿泊業 5%

200,013 徳島県 美馬市 ＡＤＬＩＶ サービス 宿泊業 5%

200,014 徳島県 美馬市 穴吹　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,015 徳島県 美馬市 穴吹　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,016 徳島県 美馬市 井川薬舗 井川薬舗 小売業 その他小売 5%

200,017 徳島県 美馬市 池田時計店　脇町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,018 徳島県 美馬市 一番亭脇町店 サービス 飲食業 5%

200,019 徳島県 美馬市 出光脇町西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,020 徳島県 美馬市 フォトアート・コジマ サービス その他サービス 5%

200,021 徳島県 美馬市 口山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,022 徳島県 美馬市 剣山石油　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,023 徳島県 美馬市 コスメティックハウス　逢坂 小売業 その他小売 5%

200,024 徳島県 美馬市 重清ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,025 徳島県 美馬市 シマカワ電器 小売業 電化製品 5%

200,026 徳島県 美馬市 曽江給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,027 徳島県 美馬市 ソフトバンク 脇町 小売業 その他小売 2%

200,028 徳島県 美馬市 カメラのタムラ　脇町本店 小売業 電化製品 5%

200,029 徳島県 美馬市 中央電器 小売業 電化製品 5%

200,030 徳島県 美馬市 天山閣　脇町店 サービス 飲食業 5%

200,031 徳島県 美馬市 徳島ダイハツモータース脇町店 小売業 その他小売 5%

200,032 徳島県 美馬市 徳島トヨタ自動車脇町店 小売業 その他小売 5%

200,033 徳島県 美馬市 ＴＯＭＯ 小売業 衣料品 5%

200,034 徳島県 美馬市 トレンディ脇町 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,035 徳島県 美馬市 ネッツトヨタ徳島脇町店 小売業 その他小売 5%

200,036 徳島県 美馬市 萩の庵 小売業 家具・調度品 5%

200,037 徳島県 美馬市 ハタダ脇町店 小売業 食料品 5%

200,038 徳島県 美馬市 フードショップふじむら 小売業 その他小売 5%

200,039 徳島県 美馬市 ブルーヴィラあなぶき サービス 宿泊業 5%

200,040 徳島県 美馬市 ヘアーショップ　ｃｏｕｓｃｏｕｓ サービス 理容・美容業 5%

200,041 徳島県 美馬市 ＨａｉｒＳａｌｏｎ　ＬＯＶＥ サービス 理容・美容業 5%

200,042 徳島県 美馬市 北條文具店 小売業 その他小売 5%

200,043 徳島県 美馬市 マクドナルド徳島脇町店 サービス 飲食業 2%

200,044 徳島県 美馬市 まるざ竹庵 サービス 飲食業 5%

200,045 徳島県 美馬市 マルナカツーリスト脇町営業所 サービス その他サービス 5%

200,046 徳島県 美馬市 マンモスバーグ　脇町店 サービス 飲食業 5%
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200,047 徳島県 美馬市 美馬北　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,048 徳島県 美馬市 セブン－イレブン美馬市穴吹町店 小売業 食料品 2%

200,049 徳島県 美馬市 セブン－イレブン美馬市美馬店 小売業 食料品 2%

200,050 徳島県 美馬市 セブン－イレブン美馬市脇町郡里店 小売業 食料品 2%

200,051 徳島県 美馬市 セブン－イレブン美馬市脇町店 小売業 食料品 2%

200,052 徳島県 美馬市 美馬東　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,053 徳島県 美馬市 宮脇書店　マルナカ脇町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

200,054 徳島県 美馬市 メガネ本舗　脇町店 小売業 その他小売 5%

200,055 徳島県 美馬市 森邸?Ｃａｆｅ? サービス 飲食業 5%

200,056 徳島県 美馬市 有限会社　大野屋 小売業 衣料品 5%

200,057 徳島県 美馬市 有限会社ネオプレス サービス その他サービス 5%

200,058 徳島県 美馬市 ライフプロデュースＴＡＧ＋坂本 小売業 電化製品 5%

200,059 徳島県 美馬市 脇町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,060 徳島県 美馬市 脇町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,061 徳島県 三好市 阿波池田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,062 徳島県 三好市 池田温泉　池田温泉 サービス その他サービス 5%

200,063 徳島県 三好市 池田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,064 徳島県 三好市 居酒屋 大川 サービス 飲食業 5%

200,065 徳島県 三好市 居酒家ごち サービス 飲食業 5%

200,066 徳島県 三好市 祖谷　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,067 徳島県 三好市 祖谷渓温泉　ホテル秘境の湯 サービス 宿泊業 5%

200,068 徳島県 三好市 いやしの温泉郷 サービス 宿泊業 5%

200,069 徳島県 三好市 上野写真館 サービス その他サービス 5%

200,070 徳島県 三好市 エフワンタケウチ 小売業 衣料品 5%

200,071 徳島県 三好市 ＯＡＳ サービス その他サービス 5%

200,072 徳島県 三好市 大歩危温泉　サンリバー大歩危 サービス 宿泊業 5%

200,073 徳島県 三好市 かずら橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,074 徳島県 三好市 かずら橋　夢舞台 小売業 食料品 5%

200,075 徳島県 三好市 キャンパスショップ　ブラッキー 小売業 衣料品 5%

200,076 徳島県 三好市 峡谷の湯宿　大歩危峡まんなか サービス 宿泊業 5%

200,077 徳島県 三好市 さかなやデザイン サービス その他サービス 5%

200,078 徳島県 三好市 佐馬地　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,079 徳島県 三好市 サンシャイン　池田店 小売業 食料品 5%

200,080 徳島県 三好市 サンリバー大歩危 サービス 宿泊業 5%

200,081 徳島県 三好市 新祖谷温泉ホテルかずら橋 サービス 宿泊業 5%

200,082 徳島県 三好市 大川 サービス 飲食業 5%

200,083 徳島県 三好市 タムラ三光堂 小売業 電化製品 5%

200,084 徳島県 三好市 ちいおり サービス 宿泊業 5%

200,085 徳島県 三好市 ちいおり落合受付 サービス 宿泊業 5%

200,086 徳島県 三好市 手打ちうどん　さぬきや サービス 飲食業 5%

200,087 徳島県 三好市 桃源郷祖谷の山里 サービス 宿泊業 5%

200,088 徳島県 三好市 徳島ダイハツモータース池田店 小売業 その他小売 5%
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200,089 徳島県 三好市 トヨタカローラ徳島池田店 小売業 その他小売 5%

200,090 徳島県 三好市 和の宿　ホテル祖谷温泉 サービス 宿泊業 5%

200,091 徳島県 三好市 和の宿　ホテル祖谷温泉 サービス 宿泊業 5%

200,092 徳島県 三好市 白地温泉　小西旅館 サービス 宿泊業 5%

200,093 徳島県 三好市 ビジネスホテルヤマシロ サービス 宿泊業 5%

200,094 徳島県 三好市 フ－ドセンタ－　かわかみ 小売業 その他小売 5%

200,095 徳島県 三好市 歩危マ－ト 小売業 その他小売 5%

200,096 徳島県 三好市 ホテル　祖谷温泉 サービス 宿泊業 5%

200,097 徳島県 三好市 三野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,098 徳島県 三好市 三野自動車有限会社 サービス その他サービス 5%

200,099 徳島県 三好市 セブンーイレブン三好井川町店 小売業 食料品 2%

200,100 徳島県 三好市 セブンーイレブン三好池田町ウエノ店 小売業 食料品 2%

200,101 徳島県 三好市 セブン－イレブン三好池田町サラダ店 小売業 食料品 2%

200,102 徳島県 三好市 セブン－イレブン三好三野町店 小売業 食料品 2%

200,103 徳島県 三好市 山城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,104 徳島県 三好市 ユートピア　ふみや 小売業 その他小売 5%

200,105 徳島県 三好市 レストラン大歩危峡まんなか 小売業 その他小売 5%

200,106 徳島県 三好市 わき宝石 小売業 衣料品 5%

200,107 徳島県 牟岐町 アヴァンアージュ 小売業 衣料品 5%

200,108 徳島県 牟岐町 アヴァンアージュ 小売業 衣料品 5%

200,109 徳島県 牟岐町 亜梨巣　喫茶　亜梨巣 サービス 飲食業 5%

200,110 徳島県 牟岐町 上村商店　うえむら 小売業 食料品 5%

200,111 徳島県 牟岐町 エストマーケット 小売業 その他小売 5%

200,112 徳島県 牟岐町 オオキタ　ポルト牟岐店 小売業 食料品 5%

200,113 徳島県 牟岐町 おしゃれパーク　こんどう　こんどう 小売業 衣料品 5%

200,114 徳島県 牟岐町 セブン－イレブン海部牟岐町店 小売業 食料品 2%

200,115 徳島県 牟岐町 ドコモショップ牟岐店 小売業 その他小売 5%

200,116 徳島県 牟岐町 フレッシュフーズオオキタポルト牟岐店 小売業 食料品 5%

200,117 徳島県 牟岐町 ベーカリーＨＯＲＡＩ　ポルト店 サービス その他サービス 5%

200,118 徳島県 牟岐町 牟岐　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,119 徳島県 吉野川市 出光鴨島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,120 徳島県 吉野川市 おいし工房　おいし工房 小売業 食料品 5%

200,121 徳島県 吉野川市 業務用食品スーパーサントス鴨島店 小売業 食料品 5%

200,122 徳島県 吉野川市 くどう美容室 サービス 理容・美容業 5%

200,123 徳島県 吉野川市 黒崎楽器鴨島店 小売業 その他小売 5%

200,124 徳島県 吉野川市 ゲストハウス　チャンネルカン サービス 宿泊業 5%

200,125 徳島県 吉野川市 コバック山川店 サービス その他サービス 5%

200,126 徳島県 吉野川市 こんど　鴨島店 小売業 衣料品 5%

200,127 徳島県 吉野川市 サロン　ユートピア サービス 理容・美容業 5%

200,128 徳島県 吉野川市 スマホ堂　鴨島店 小売業 その他小売 5%

200,129 徳島県 吉野川市 スマホ堂鴨島店 スマホ堂鴨島店 小売業 その他小売 5%

200,130 徳島県 吉野川市 セルフステーション　リオ・カモジマ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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200,131 徳島県 吉野川市 セルフステーション　リオ・カワシマ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,132 徳島県 吉野川市 Ｄｉｎｉｎｇ ｂａｒ Ｄｉａｂｌｏ サービス 飲食業 5%

200,133 徳島県 吉野川市 株式会社高橋ふとん店鴨島店 小売業 その他小売 5%

200,134 徳島県 吉野川市 天山閣　鴨島店 サービス 飲食業 5%

200,135 徳島県 吉野川市 ドーニ・デッラ・テーラ サービス 飲食業 5%

200,136 徳島県 吉野川市 徳島トヨタ自動車鴨島店 小売業 その他小売 5%

200,137 徳島県 吉野川市 徳島トヨペット鴨島営業所 小売業 その他小売 5%

200,138 徳島県 吉野川市 トヨタカローラ徳島鴨島店 小売業 その他小売 5%

200,139 徳島県 吉野川市 ニッセンシェイプファンデサロン貴紀 小売業 衣料品 5%

200,140 徳島県 吉野川市 ネッツトヨタ徳島吉野川店 小売業 その他小売 5%

200,141 徳島県 吉野川市 ハタダ鴨島店 小売業 食料品 5%

200,142 徳島県 吉野川市 浜田美容室 サービス 理容・美容業 5%

200,143 徳島県 吉野川市 原田電機 小売業 電化製品 5%

200,144 徳島県 吉野川市 パワーシティ鴨島店 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,145 徳島県 吉野川市 ビジネスホテルロードサイド サービス 宿泊業 5%

200,146 徳島県 吉野川市 富士メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,147 徳島県 吉野川市 ＢＯＯＫＯＦＦＰＬＵＳ鴨島 小売業 その他小売 2%

200,148 徳島県 吉野川市 フラワーマーケット　花由　鴨島店 小売業 その他小売 5%

200,149 徳島県 吉野川市 Ｐｒｉｎｃｅｓｓ サービス その他サービス 5%

200,150 徳島県 吉野川市 ｈａｉｒ　＆　ｅｙｅ　Ｌａｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

200,151 徳島県 吉野川市 ｂｏｔａｎ　?ｈａｉｒ　ｃｒｅａｔｉｏｎ? サービス 理容・美容業 5%

200,152 徳島県 吉野川市 マクドナルド１９２鴨島店 サービス 飲食業 2%

200,153 徳島県 吉野川市 マッドラウトモーターサイクル 小売業 その他小売 5%

200,154 徳島県 吉野川市 三橋モータース サービス その他サービス 5%

200,155 徳島県 吉野川市 宮脇書店　鴨島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

200,156 徳島県 吉野川市 ＭＯＯＮ　ｂｙ　ｌａｎｉ サービス 理容・美容業 5%

200,157 徳島県 吉野川市 村田商店 小売業 食料品 5%

200,158 徳島県 吉野川市 メガネ本舗　鴨島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,159 徳島県 吉野川市 山川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,160 徳島県 吉野川市 セブン－イレブン吉野川鴨島町絵馬堂店 小売業 食料品 2%

200,161 徳島県 吉野川市 セブン－イレブン吉野川鴨島町麻植塚店 小売業 食料品 2%

200,162 徳島県 吉野川市 セブン－イレブン吉野川鴨島町喜来店 小売業 食料品 2%

200,163 徳島県 吉野川市 セブン－イレブン吉野川山川町店 小売業 食料品 2%

200,164 徳島県 吉野川市 リオ・ヤマカワ給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,165 徳島県 吉野川市 綿摘み陶房 サービス その他サービス 5%

200,166 香川県 綾川町 ａｉｍｅｒｆｅｅｌイオンモール綾川店 小売業 衣料品 5%

200,167 香川県 綾川町 オアシス滝宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,168 香川県 綾川町 オアシス綾南陶ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,169 香川県 綾川町 カーケアステーションセルフ綾南町 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,170 香川県 綾川町 コバンヤ薬局 小売業 その他小売 5%

200,171 香川県 綾川町 サイクルショップみよし 小売業 その他小売 5%

200,172 香川県 綾川町 センコヤイオンモール綾川店 小売業 その他小売 5%
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200,173 香川県 綾川町 つるや　イオン綾川店 小売業 衣料品 5%

200,174 香川県 綾川町 トリコロール サービス その他サービス 5%

200,175 香川県 綾川町 トヨタカローラ香川綾南店 小売業 その他小売 5%

200,176 香川県 綾川町 ハートフラッター　イオン綾川店 小売業 衣料品 5%

200,177 香川県 綾川町 ＰＩＺＺＥＲＩＡＡＬＣＥＮＴＲＯ サービス 飲食業 5%

200,178 香川県 綾川町 ほくろ屋菓舗 小売業 食料品 5%

200,179 香川県 綾川町 マージナル　香川店 小売業 家具・調度品 5%

200,180 香川県 綾川町 ＭｉｃｒｏｗａｖｅＣｏｍｐａｎｉｅｓ 小売業 その他小売 5%

200,181 香川県 綾川町 マウンテンドーム サービス 宿泊業 5%

200,182 香川県 綾川町 満面イオン綾川店 サービス 飲食業 5%

200,183 香川県 綾川町 宮脇書店　綾南店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

200,184 香川県 綾川町 無印良品　イオンモール綾川 小売業 その他小売 2%

200,185 香川県 綾川町 山田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,186 香川県 綾川町 有　カーランド三好 サービス その他サービス 5%

200,187 香川県 宇多津町 愛犬美容ドリームドッグ サービス その他サービス 5%

200,188 香川県 宇多津町 ＥＭクリーニング明治屋　宇多津店 サービス その他サービス 5%

200,189 香川県 宇多津町 居酒屋　遊歩 サービス 飲食業 5%

200,190 香川県 宇多津町 ウェディングガーデン　シェルエメール サービス その他サービス 5%

200,191 香川県 宇多津町 宇多津グランドホテル サービス 宿泊業 5%

200,192 香川県 宇多津町 セブン－イレブン宇多津町浜二番丁店 小売業 食料品 2%

200,193 香川県 宇多津町 セブン－イレブン宇多津町東分店 小売業 食料品 2%

200,194 香川県 宇多津町 セブン－イレブン宇多津町平山店 小売業 食料品 2%

200,195 香川県 宇多津町 Ｍ２ｂｙ　Ｓｅｎｓｏｕｎｉｃｏ　宇多津店 小売業 衣料品 5%

200,196 香川県 宇多津町 縁ｎａｖｉ サービス その他サービス 5%

200,197 香川県 宇多津町 オーガニックアロマサロンひだまり サービス 理容・美容業 5%

200,198 香川県 宇多津町 お宝市番館　瀬戸大橋店 小売業 その他小売 5%

200,199 香川県 宇多津町 オリックスレンタカー宇多津駅前店 サービス その他サービス 2%

200,200 香川県 宇多津町 カルビ屋大福宇多津ゴールドタワー店 サービス 飲食業 5%

200,201 香川県 宇多津町 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋香川宇多津店 サービス 飲食業 2%

200,202 香川県 宇多津町 キーセンターくわな 小売業 電化製品 5%

200,203 香川県 宇多津町 ＣＯＶＯｕｔａｚｕ サービス 飲食業 5%

200,204 香川県 宇多津町 ｃｏｃｏｎａ サービス 飲食業 5%

200,205 香川県 宇多津町 ここも　浜街道店 サービス 飲食業 5%

200,206 香川県 宇多津町 さかえドライ　宇多津店 サービス その他サービス 5%

200,207 香川県 宇多津町 さかえドライ　コープうたづ店 サービス その他サービス 5%

200,208 香川県 宇多津町 讃岐たこ焼き　たこず　イオンタウン宇多津店　イオンタウン宇多津店 サービス 飲食業 5%

200,209 香川県 宇多津町 シ－サイドパ－クさぬきＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,210 香川県 宇多津町 Ｃ－Ｍａｉｓｏｎ 小売業 その他小売 5%

200,211 香川県 宇多津町 ＪＡＤＥファインパーク サービス 理容・美容業 5%

200,212 香川県 宇多津町 ジェームス宇多津店 小売業 その他小売 2%

200,213 香川県 宇多津町 じん　ＵＴＡＺＵ サービス 飲食業 5%

200,214 香川県 宇多津町 ＳＰＡ　ＪＥＷＥＬ サービス その他サービス 5%
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200,215 香川県 宇多津町 セルフうどん麺太郎 サービス 飲食業 5%

200,216 香川県 宇多津町 たこず サービス 飲食業 5%

200,217 香川県 宇多津町 つるや宇多津店 小売業 衣料品 5%

200,218 香川県 宇多津町 トートコーヒー サービス 飲食業 5%

200,219 香川県 宇多津町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ坂出南インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,220 香川県 宇多津町 トヨタカローラ香川　宇多津店 小売業 その他小売 5%

200,221 香川県 宇多津町 ナニワ商会　宇多津店 小売業 その他小売 5%

200,222 香川県 宇多津町 肉の近どう サービス 飲食業 5%

200,223 香川県 宇多津町 ニッセンシェイプ　サロン・ド・アンバー 小売業 衣料品 5%

200,224 香川県 宇多津町 有限会社ノアサポート サービス その他サービス 5%

200,225 香川県 宇多津町 浜田家具 小売業 家具・調度品 5%

200,226 香川県 宇多津町 ぴこぴこ精肉店　宇多津 サービス 飲食業 5%

200,227 香川県 宇多津町 美容室ブランシェ サービス 理容・美容業 5%

200,228 香川県 宇多津町 びんび三昧坂出インター店 サービス 飲食業 5%

200,229 香川県 宇多津町 プレイパークゴールドタワー サービス その他サービス 5%

200,230 香川県 宇多津町 ｈａｉｒ ｌａｂｏ Ｗｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%

200,231 香川県 宇多津町 ペットハウス・プーキー宇多津店 小売業 その他小売 5%

200,232 香川県 宇多津町 マクドナルド宇多津店 サービス 飲食業 2%

200,233 香川県 宇多津町 マリアージュコトブキ宇多津店 サービス その他サービス 5%

200,234 香川県 宇多津町 宮脇書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

200,235 香川県 宇多津町 宮脇書店　宇多津店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

200,236 香川県 宇多津町 モダン・プロ　丸亀店 小売業 食料品 5%

200,237 香川県 宇多津町 森の眠り サービス その他サービス 5%

200,238 香川県 宇多津町 遊食房屋 サービス 飲食業 5%

200,239 香川県 宇多津町 遊食房屋宇多津店 サービス 飲食業 5%

200,240 香川県 観音寺市 Ｒ３７７展示場 小売業 その他小売 5%

200,241 香川県 観音寺市 有明電化 小売業 電化製品 5%

200,242 香川県 観音寺市 粟井　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,243 香川県 観音寺市 居酒屋　萬月 サービス 飲食業 5%

200,244 香川県 観音寺市 居酒屋楽屋 サービス 飲食業 5%

200,245 香川県 観音寺市 居酒屋遊食房屋観音寺総本店 遊食房屋 観音寺店 サービス 飲食業 5%

200,246 香川県 観音寺市 いその眼鏡店 小売業 その他小売 5%

200,247 香川県 観音寺市 出光大野原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,248 香川県 観音寺市 今屋静香園　観音寺本店 小売業 食料品 5%

200,249 香川県 観音寺市 イロハタクシー有限会社 ２０３ サービス 運輸業 5%

200,250 香川県 観音寺市 インテリアショップ　ＳＡＮＵＫＩ 小売業 家具・調度品 5%

200,251 香川県 観音寺市 ウィッティ業天 小売業 電化製品 5%

200,252 香川県 観音寺市 うどん武蔵　箕浦店 サービス 飲食業 5%

200,253 香川県 観音寺市 うどん屋一　港店 サービス 飲食業 5%

200,254 香川県 観音寺市 うどん屋一　本大店 サービス 飲食業 5%

200,255 香川県 観音寺市 大野原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,256 香川県 観音寺市 大矢鈑金塗装工業 サービス その他サービス 5%
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200,257 香川県 観音寺市 おかし工房Ｂｏｔａｎボタン木工所 小売業 食料品 5%

200,258 香川県 観音寺市 おかずやさん旬 小売業 食料品 5%

200,259 香川県 観音寺市 お好み焼きルーラ サービス 飲食業 5%

200,260 香川県 観音寺市 オッペン化粧品銭形営業所 小売業 その他小売 5%

200,261 香川県 観音寺市 ＣＡＲ　ＳＨＯＰ　Ｋ’ｓ 小売業 その他小売 5%

200,262 香川県 観音寺市 快眠ショップ　ふとんのせいぶ 小売業 その他小売 5%

200,263 香川県 観音寺市 Ｋｅｉｍ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

200,264 香川県 観音寺市 香川建設工業 サービス その他サービス 5%

200,265 香川県 観音寺市 香川トヨタ自動車観音寺店 小売業 その他小売 5%

200,266 香川県 観音寺市 香川トヨペット　観音寺店 小売業 その他小売 5%

200,267 香川県 観音寺市 菓子処 坂口屋 サービス 飲食業 5%

200,268 香川県 観音寺市 ＣＡＦＥ　ＫＮＵＴ サービス 飲食業 5%

200,269 香川県 観音寺市 株式会社讃州 小売業 食料品 5%

200,270 香川県 観音寺市 株式会社四国服装 小売業 衣料品 5%

200,271 香川県 観音寺市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋観音寺本大町店 サービス 飲食業 2%

200,272 香川県 観音寺市 観音寺 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,273 香川県 観音寺市 パルシェ観音寺ＳＳ　四国物産株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,274 香川県 観音寺市 観音寺　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,275 香川県 観音寺市 観音寺国道　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,276 香川県 観音寺市 観音寺サウスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,277 香川県 観音寺市 セブンーイレブン観音寺坂本店 小売業 食料品 2%

200,278 香川県 観音寺市 セブン－イレブン観音寺三本松町店 小売業 食料品 2%

200,279 香川県 観音寺市 セブン－イレブン観音寺出作店 小売業 食料品 2%

200,280 香川県 観音寺市 観音寺中央　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,281 香川県 観音寺市 観音寺西　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,282 香川県 観音寺市 観音寺南　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,283 香川県 観音寺市 観音寺港　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,284 香川県 観音寺市 きもの　たなか 小売業 衣料品 5%

200,285 香川県 観音寺市 きもの　たなか 小売業 衣料品 5%

200,286 香川県 観音寺市 グランツ サービス その他サービス 5%

200,287 香川県 観音寺市 株式会社　コーチェ 小売業 その他小売 5%

200,288 香川県 観音寺市 ここも観音寺店 サービス 飲食業 5%

200,289 香川県 観音寺市 ＧＯＤＡ 小売業 家具・調度品 5%

200,290 香川県 観音寺市 栄自動車 サービス その他サービス 5%

200,291 香川県 観音寺市 讃岐路　野天風呂　湯屋　琴弾廻廊 サービス その他サービス 5%

200,292 香川県 観音寺市 讃岐製綿株式会社 小売業 家具・調度品 5%

200,293 香川県 観音寺市 ｓａｌｏｎ　．ａ．ｏ． サービス 理容・美容業 5%

200,294 香川県 観音寺市 ｓａｌｏｎｄｅｃｌｅａ サービス 理容・美容業 5%

200,295 香川県 観音寺市 シエスタ　観音寺店 小売業 その他小売 5%

200,296 香川県 観音寺市 七宝亭　讃岐うどんの七宝亭 サービス 飲食業 5%

200,297 香川県 観音寺市 しのはら時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,298 香川県 観音寺市 写真箱観音寺店 サービス その他サービス 5%
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200,299 香川県 観音寺市 将八うどん　本店 サービス 飲食業 5%

200,300 香川県 観音寺市 スーパードラッグひまわり豊浜店 小売業 その他小売 5%

200,301 香川県 観音寺市 セルフ大野原インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,302 香川県 観音寺市 創作工房どい 小売業 その他小売 5%

200,303 香川県 観音寺市 ソレイユ観音寺店 小売業 衣料品 5%

200,304 香川県 観音寺市 ダイエークリーニング　マック店 サービス その他サービス 5%

200,305 香川県 観音寺市 大黒屋 小売業 食料品 5%

200,306 香川県 観音寺市 だいや食品 餃子のだいや厨房 小売業 食料品 5%

200,307 香川県 観音寺市 高橋輪業 小売業 その他小売 5%

200,308 香川県 観音寺市 釣具ビッグウェーブ　観音寺店 小売業 その他小売 5%

200,309 香川県 観音寺市 電興社 小売業 電化製品 5%

200,310 香川県 観音寺市 トヨタカローラ香川観音寺店 小売業 その他小売 5%

200,311 香川県 観音寺市 トヨタ宝冠堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,312 香川県 観音寺市 トヨタ宝冠堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,313 香川県 観音寺市 トヨタ宝冠堂　サティ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,314 香川県 観音寺市 トヨタレンタリース東四国観音寺店 サービス その他サービス 2%

200,315 香川県 観音寺市 豊浜　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,316 香川県 観音寺市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 観音寺中央店 小売業 その他小売 5%

200,317 香川県 観音寺市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 観音寺店 小売業 その他小売 5%

200,318 香川県 観音寺市 ドラッグストアmac観音寺店 小売業 その他小売 5%

200,319 香川県 観音寺市 とらや サービス 飲食業 5%

200,320 香川県 観音寺市 仁加屋かまぼこ 小売業 食料品 5%

200,321 香川県 観音寺市 肉匠　綾商店 サービス 飲食業 5%

200,322 香川県 観音寺市 ニコニコミシン観音寺店 小売業 電化製品 5%

200,323 香川県 観音寺市 ニッセンシェイプファンデサロンアップルミ 小売業 衣料品 5%

200,324 香川県 観音寺市 ニッセンシェイプファンデ・サロン　ヴェラ 小売業 衣料品 5%

200,325 香川県 観音寺市 ニッセンシェイプファンデサロン恵嬉 小売業 衣料品 5%

200,326 香川県 観音寺市 ニッセンシェイプファンデサロン源樹 小売業 衣料品 5%

200,327 香川県 観音寺市 ニッセンシェイプファンデサロンドハノン 小売業 衣料品 5%

200,328 香川県 観音寺市 ねむたや 小売業 家具・調度品 5%

200,329 香川県 観音寺市 美容室パーミングハウス サービス 理容・美容業 5%

200,330 香川県 観音寺市 パティスリーブラン　観音寺店 小売業 食料品 5%

200,331 香川県 観音寺市 原食肉店　原食肉店 小売業 食料品 5%

200,332 香川県 観音寺市 パルシェトキワＳＳ　四国物産株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,333 香川県 観音寺市 ビストロ　マリアージュ サービス 飲食業 5%

200,334 香川県 観音寺市 美容室　パーミングハウス サービス 理容・美容業 5%

200,335 香川県 観音寺市 フィッシングショップ　オオニシ 小売業 その他小売 5%

200,336 香川県 観音寺市 福田薬局　坂本店 小売業 その他小売 5%

200,337 香川県 観音寺市 フジタ 小売業 衣料品 5%

200,338 香川県 観音寺市 ＣＯＮＴＥＮＴＯ 小売業 家具・調度品 5%

200,339 香川県 観音寺市 プレーゴ 小売業 衣料品 5%

200,340 香川県 観音寺市 フレッシュショップトマト　観音寺 小売業 食料品 5%
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200,341 香川県 観音寺市 ふろーら サービス 飲食業 5%

200,342 香川県 観音寺市 Ｈａｉｒ　Ａｒｔ　Ｐｌｅａｓｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

200,343 香川県 観音寺市 ヘアーサロンくわしろ サービス 理容・美容業 5%

200,344 香川県 観音寺市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ａｃｃｈａ サービス 理容・美容業 5%

200,345 香川県 観音寺市 ヘアー＆メイク　Ｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

200,346 香川県 観音寺市 ヘアギャラリーファーブル サービス 理容・美容業 5%

200,347 香川県 観音寺市 ｍａｃ観音寺中央店 小売業 その他小売 5%

200,348 香川県 観音寺市 ｍａｃ観音寺店 小売業 その他小売 5%

200,349 香川県 観音寺市 マナベ洋装店 小売業 衣料品 5%

200,350 香川県 観音寺市 マリアージュコトブキ観音寺店 サービス その他サービス 5%

200,351 香川県 観音寺市 道の駅　とよはま 小売業 家具・調度品 5%

200,352 香川県 観音寺市 三豊総合病院売店 小売業 その他小売 5%

200,353 香川県 観音寺市 三宅産業 小売業 その他小売 5%

200,354 香川県 観音寺市 宮脇書店　観音寺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

200,355 香川県 観音寺市 宮脇書店　豊浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

200,356 香川県 観音寺市 メガネ本舗　観音寺店 小売業 その他小売 5%

200,357 香川県 観音寺市 株式会社メディアコム 小売業 電化製品 5%

200,358 香川県 観音寺市 毛利商店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

200,359 香川県 観音寺市 森山電機 小売業 電化製品 5%

200,360 香川県 観音寺市 有限会社西岡家具店 小売業 家具・調度品 5%

200,361 香川県 観音寺市 有 バラエテイマルタカ 小売業 その他小売 5%

200,362 香川県 観音寺市 有限会社八幡タイヤ 小売業 その他小売 5%

200,363 香川県 観音寺市 遊食房屋観音寺総本店 サービス 飲食業 5%

200,364 香川県 観音寺市 吉田石油店セルフ豊浜SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,365 香川県 観音寺市 ＲｅｉｓｅＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

200,366 香川県 観音寺市 リール サービス 飲食業 5%

200,367 香川県 観音寺市 リフォームコニー サービス その他サービス 5%

200,368 香川県 琴平町 イケウチ電器 小売業 電化製品 5%

200,369 香川県 琴平町 岩座　琴平 小売業 衣料品 5%

200,370 香川県 琴平町 ＳＳＧミチヒサ店 小売業 電化製品 5%

200,371 香川県 琴平町 大西化粧品店 小売業 その他小売 5%

200,372 香川県 琴平町 おがわうどん サービス 飲食業 5%

200,373 香川県 琴平町 小田象麓堂 小売業 その他小売 5%

200,374 香川県 琴平町 温泉旅館宝屋 サービス 宿泊業 5%

200,375 香川県 琴平町 合田福太郎商店 小売業 家具・調度品 5%

200,376 香川県 琴平町 琴平　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,377 香川県 琴平町 ことひら温泉琴参閣 サービス 宿泊業 5%

200,378 香川県 琴平町 琴平グランドホテル桜の抄 サービス 宿泊業 5%

200,379 香川県 琴平町 琴平シマヤ鍼灸院 サービス その他サービス 5%

200,380 香川県 琴平町 琴平リバーサイドホテル サービス 宿泊業 5%

200,381 香川県 琴平町 コンドウ自動車工業株式会社琴平支店 小売業 その他小売 5%

200,382 香川県 琴平町 こんぴら　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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200,383 香川県 琴平町 セブン－イレブンこんぴら店 小売業 食料品 2%

200,384 香川県 琴平町 栞や サービス 飲食業 5%

200,385 香川県 琴平町 シマヤ真鍋漢方薬局 小売業 その他小売 5%

200,386 香川県 琴平町 スーパーセルフこんぴらＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,387 香川県 琴平町 高木屋酒店 琴平本店 高木屋酒店 琴平本店 小売業 食料品 5%

200,388 香川県 琴平町 つるや旅館 サービス 宿泊業 5%

200,389 香川県 琴平町 つるや旅館売店 小売業 家具・調度品 5%

200,390 香川県 琴平町 虎丸旅館 サービス 宿泊業 5%

200,391 香川県 琴平町 ナカノヤ琴平 小売業 その他小売 5%

200,392 香川県 琴平町 布遊舎　琴平店 小売業 その他小売 5%

200,393 香川県 琴平町 ヘアーサロンやました サービス 理容・美容業 5%

200,394 香川県 琴平町 ＨａｉｒＳａｌｏｎ　ＯＯＴＡＮＩ サービス 理容・美容業 5%

200,395 香川県 琴平町 三宅たばこ店 小売業 その他小売 5%

200,396 香川県 琴平町 宮脇書店　琴平店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

200,397 香川県 琴平町 （有）森清掃社 サービス その他サービス 5%

200,398 香川県 琴平町 森のジェラテリアＭＵＣＣＡ　こんぴら店 サービス 飲食業 5%

200,399 香川県 琴平町 遊膳　琴平店 小売業 その他小売 5%

200,400 香川県 琴平町 湯元こんぴら温泉華の湯　紅梅亭 サービス 宿泊業 5%

200,401 香川県 琴平町 よこた写真館 サービス その他サービス 5%

200,402 香川県 琴平町 わたやＲＹＯＫＡＮ わたやＲｙｏｋａｎ サービス 宿泊業 5%

200,403 香川県 坂出市 あや寝具店 小売業 その他小売 5%

200,404 香川県 坂出市 出光坂出東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,405 香川県 坂出市 ウィル．５ 小売業 衣料品 5%

200,406 香川県 坂出市 うらら動物病院 サービス その他サービス 5%

200,407 香川県 坂出市 ＯＨＭＹＷＡＸ サービス 理容・美容業 5%

200,408 香川県 坂出市 海鮮茶屋磯の匠 サービス 飲食業 5%

200,409 香川県 坂出市 カイロプラクティックひづる カイロプラクティックひづる サービス その他サービス 5%

200,410 香川県 坂出市 香川トヨペット坂出店 小売業 その他小売 5%

200,411 香川県 坂出市 かきのは サービス 飲食業 5%

200,412 香川県 坂出市 ｃａｆｅ悠花 サービス 飲食業 5%

200,413 香川県 坂出市 鎌田醤油　坂出蔵元直売所 小売業 食料品 5%

200,414 香川県 坂出市 加茂　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,415 香川県 坂出市 加茂　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,416 香川県 坂出市 賀茂川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,417 香川県 坂出市 加茂北　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,418 香川県 坂出市 川津　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,419 香川県 坂出市 キウチスポーツ 小売業 その他小売 5%

200,420 香川県 坂出市 亀城庵・坂出売店 小売業 食料品 5%

200,421 香川県 坂出市 国立公園　城山温泉 サービス 宿泊業 5%

200,422 香川県 坂出市 久つろぎや　一　ＩＣＨＩ サービス 飲食業 5%

200,423 香川県 坂出市 國重動物病院 サービス その他サービス 5%

200,424 香川県 坂出市 クリスタルアーク 小売業 その他小売 5%
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200,425 香川県 坂出市 ザ・クロックハウス　坂出店 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,426 香川県 坂出市 横井石油（株）坂出油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,427 香川県 坂出市 セブン－イレブン坂出江尻町店 小売業 食料品 2%

200,428 香川県 坂出市 セブン－イレブン坂出加茂町店 小売業 食料品 2%

200,429 香川県 坂出市 セブン－イレブン坂出川津町店 小売業 食料品 2%

200,430 香川県 坂出市 セブン－イレブン坂出北インター店 小売業 食料品 2%

200,431 香川県 坂出市 セブン－イレブン坂出久米町２丁目店 小売業 食料品 2%

200,432 香川県 坂出市 坂出グランドホテル サービス 宿泊業 5%

200,433 香川県 坂出市 坂出ナニワ 小売業 その他小売 5%

200,434 香川県 坂出市 セブン－イレブン坂出西大浜北４丁目店 小売業 食料品 2%

200,435 香川県 坂出市 セブン－イレブン坂出林田町店 小売業 食料品 2%

200,436 香川県 坂出市 坂出油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,437 香川県 坂出市 高橋石油株式会社　坂出油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,438 香川県 坂出市 さかえドライ　イオン坂出店 サービス その他サービス 5%

200,439 香川県 坂出市 さかえドライ　ＪＲコム坂出店 サービス その他サービス 5%

200,440 香川県 坂出市 讃岐鴨川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,441 香川県 坂出市 サヌキ府中　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,442 香川県 坂出市 讃岐メグロモータース サービス その他サービス 5%

200,443 香川県 坂出市 サロンド　デジャ　ヴ サービス 理容・美容業 5%

200,444 香川県 坂出市 さんがわ酒店 さんがわ酒店 小売業 食料品 5%

200,445 香川県 坂出市 四国タクシー サービス 運輸業 5%

200,446 香川県 坂出市 しんすい園 小売業 食料品 5%

200,447 香川県 坂出市 スバルショップ坂出　有限会社高屋モータース サービス その他サービス 5%

200,448 香川県 坂出市 スミレタクシー サービス 運輸業 5%

200,449 香川県 坂出市 瀬戸大橋通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,450 香川県 坂出市 セルフ坂出北インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,451 香川県 坂出市 セルフ栄橋 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,452 香川県 坂出市 タイガー釣具店 小売業 その他小売 5%

200,453 香川県 坂出市 たかぎフルーツ　回生病院前店 小売業 食料品 5%

200,454 香川県 坂出市 セブン－イレブン高松道府中湖ＰＡ上り店 小売業 食料品 2%

200,455 香川県 坂出市 ダスキン坂出支店 サービス その他サービス 2%

200,456 香川県 坂出市 ニコニコレンタカー　宇多津駅店 サービス その他サービス 5%

200,457 香川県 坂出市 日本鈑金 サービス その他サービス 5%

200,458 香川県 坂出市 ニュー坂出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,459 香川県 坂出市 ネッツトヨタ香川坂出店 小売業 その他小売 5%

200,460 香川県 坂出市 パナプラザ山内 小売業 電化製品 5%

200,461 香川県 坂出市 林田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,462 香川県 坂出市 ピクシーローズ 小売業 その他小売 5%

200,463 香川県 坂出市 ピクシーローズ 小売業 その他小売 5%

200,464 香川県 坂出市 フォーラム坂出店 サービス その他サービス 5%

200,465 香川県 坂出市 富士見町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,466 香川県 坂出市 富士見電化センター 小売業 電化製品 5%
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200,467 香川県 坂出市 府中　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,468 香川県 坂出市 ｆｌｏｗｅｒｇａｒｄｅｎ花工房 フラワーガーデンハナコウボウ サービス その他サービス 5%

200,469 香川県 坂出市 ＦＶ坂出店 小売業 食料品 5%

200,470 香川県 坂出市 ヘアリオン サービス 理容・美容業 5%

200,471 香川県 坂出市 平成レンタカー　坂出駅前店 サービス その他サービス 5%

200,472 香川県 坂出市 ホテルニューセンチュリー坂出 サービス 宿泊業 5%

200,473 香川県 坂出市 マエダオートサービス サービス その他サービス 5%

200,474 香川県 坂出市 マキタ　京町店 小売業 衣料品 5%

200,475 香川県 坂出市 マキタ　京町店 小売業 衣料品 5%

200,476 香川県 坂出市 マキタ京町店 マキタ京町店 小売業 その他小売 5%

200,477 香川県 坂出市 マキタ本店 マキタ本店 小売業 その他小売 5%

200,478 香川県 坂出市 丸紅化粧品店 小売業 その他小売 5%

200,479 香川県 坂出市 宮脇書店　新坂出店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

200,480 香川県 坂出市 メガネ池田　坂出店 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,481 香川県 坂出市 メガネのキミラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,482 香川県 坂出市 メガネのタタラ　タタラ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,483 香川県 坂出市 山下写真館 サービス その他サービス 5%

200,484 香川県 坂出市 リオン美容室 サービス 理容・美容業 5%

200,485 香川県 坂出市 菱自オートセンター 小売業 その他小売 5%

200,486 香川県 坂出市 レストラン　ウェリントン サービス 飲食業 5%

200,487 香川県 坂出市 和装友屋 小売業 衣料品 5%

200,488 香川県 さぬき市 アプリコット美容室 サービス 理容・美容業 5%

200,489 香川県 さぬき市 アプリコット美容室 サービス 理容・美容業 5%

200,490 香川県 さぬき市 ｉｔ’ｓ　花由　パルティ・フジ志度店 小売業 その他小売 5%

200,491 香川県 さぬき市 出光松尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,492 香川県 さぬき市 オアシス長尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,493 香川県 さぬき市 オアシス津田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,494 香川県 さぬき市 大川みろくＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,495 香川県 さぬき市 オートリペア　Ｋａｎａｍｏｒｉ 小売業 その他小売 5%

200,496 香川県 さぬき市 カーケアステーションセルフ寒川町 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,497 香川県 さぬき市 海鮮料理　いせだ サービス 飲食業 5%

200,498 香川県 さぬき市 株式会社川口屋漆器店 小売業 その他小売 5%

200,499 香川県 さぬき市 カルテットみたに 小売業 電化製品 5%

200,500 香川県 さぬき市 カルビ屋大福志度店 サービス 飲食業 5%

200,501 香川県 さぬき市 きもの処きむら 小売業 衣料品 5%

200,502 香川県 さぬき市 久香リサイクル 香川本社 サービス その他サービス 5%

200,503 香川県 さぬき市 こがね製麺所　志度店 サービス 飲食業 5%

200,504 香川県 さぬき市 セブン－イレブンさぬき寒川町神前店 小売業 食料品 2%

200,505 香川県 さぬき市 セブン－イレブンさぬき志度大橋店 小売業 食料品 2%

200,506 香川県 さぬき市 セブン－イレブンさぬき志度小坂店 小売業 食料品 2%

200,507 香川県 さぬき市 さぬき市民病院売店 小売業 その他小売 5%

200,508 香川県 さぬき市 セブン－イレブンさぬき津田町琴林店 小売業 食料品 2%
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200,509 香川県 さぬき市 セブン－イレブンさぬきみろく公園前店 小売業 食料品 2%

200,510 香川県 さぬき市 寒川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,511 香川県 さぬき市 サンマリエフジイ サービス 飲食業 5%

200,512 香川県 さぬき市 ＣＳＰ香川 サービス その他サービス 5%

200,513 香川県 さぬき市 ジェラートＣａｊｕ 果樹 ジェラートＣａｊｕ 果樹 サービス 飲食業 5%

200,514 香川県 さぬき市 志度ＳＳ　浜野石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,515 香川県 さぬき市 ｓｈｏｃｏｒａ 小売業 その他小売 5%

200,516 香川県 さぬき市 新町自動車商会 サービス その他サービス 5%

200,517 香川県 さぬき市 スーパードラッグひまわり志度店 小売業 その他小売 5%

200,518 香川県 さぬき市 ＳＴＡＮＤ ＬＩＦＥ ＰＨＯＴＯ ＳＴＯＲＹ ＳＴＡＮＤ ＬＩＦＥ ＰＨＯＴＯ ＳＴＯＲＹ サービス その他サービス 5%

200,519 香川県 さぬき市 セルフ志度ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,520 香川県 さぬき市 千の風ー香川ー サービス その他サービス 5%

200,521 香川県 さぬき市 多和　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,522 香川県 さぬき市 Ｔシャツ屋 小売業 衣料品 5%

200,523 香川県 さぬき市 テクニカルオート石川 サービス その他サービス 5%

200,524 香川県 さぬき市 ＴｏｔａｌＢｏｄｙｃａｒｅ・和 サービス 理容・美容業 5%

200,525 香川県 さぬき市 ドルチェ三共本社 小売業 その他小売 5%

200,526 香川県 さぬき市 ハタダ志度店 小売業 食料品 5%

200,527 香川県 さぬき市 平岡酒店 小売業 その他小売 5%

200,528 香川県 さぬき市 オレンジ サービス 理容・美容業 5%

200,529 香川県 さぬき市 フタバカメラ 小売業 その他小売 5%

200,530 香川県 さぬき市 ヘアーサロン　ナカマエ サービス 理容・美容業 5%

200,531 香川県 さぬき市 ヘアーメイクスファー サービス 理容・美容業 5%

200,532 香川県 さぬき市 ヘアーメイクスファー サービス 理容・美容業 5%

200,533 香川県 さぬき市 マーズアップ サービス 理容・美容業 5%

200,534 香川県 さぬき市 マナベ自動車相談所本社 小売業 その他小売 5%

200,535 香川県 さぬき市 宮脇書店　寒川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

200,536 香川県 さぬき市 宮脇書店　志度店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

200,537 香川県 さぬき市 八十八庵　土産売り場　お土産物 小売業 食料品 5%

200,538 香川県 さぬき市 吉田施術院 サービス その他サービス 5%

200,539 香川県 小豆島町 あずきカフェ サービス 飲食業 5%

200,540 香川県 小豆島町 池田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,541 香川県 小豆島町 池田港　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,542 香川県 小豆島町 出光内海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,543 香川県 小豆島町 うすけはれ 小売業 衣料品 5%

200,544 香川県 小豆島町 うすけはれ 小売業 衣料品 5%

200,545 香川県 小豆島町 うすけはれ うすけはれ 小売業 衣料品 5%

200,546 香川県 小豆島町 うすけはれカフェ 小売業 食料品 5%

200,547 香川県 小豆島町 内海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,548 香川県 小豆島町 内海新道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,549 香川県 小豆島町 内海第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,550 香川県 小豆島町 ＳＳＧフジモト店 小売業 電化製品 5%
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200,551 香川県 小豆島町 春日堂 小売業 家具・調度品 5%

200,552 香川県 小豆島町 春日堂 小売業 家具・調度品 5%

200,553 香川県 小豆島町 かまとこ 小売業 その他小売 5%

200,554 香川県 小豆島町 寒霞渓万有館 小売業 その他小売 5%

200,555 香川県 小豆島町 寒霞溪ロープウェイ山頂駅 サービス その他サービス 5%

200,556 香川県 小豆島町 寒霞溪ロープウェイ食堂　楓 サービス 飲食業 5%

200,557 香川県 小豆島町 寒霞溪ロープウェイ紅雲駅 サービス その他サービス 5%

200,558 香川県 小豆島町 草壁給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,559 香川県 小豆島町 クロシマデンキ 小売業 電化製品 5%

200,560 香川県 小豆島町 国際フェリー　池田本社 サービス その他サービス 5%

200,561 香川県 小豆島町 シータイガーアイランドイン小豆島 サービス その他サービス 5%

200,562 香川県 小豆島町 Ｊネットレンタカー坂手店 サービス その他サービス 2%

200,563 香川県 小豆島町 島宿・真里 サービス 宿泊業 5%

200,564 香川県 小豆島町 セブンーイレブン小豆島池田店 小売業 食料品 2%

200,565 香川県 小豆島町 セブンーイレブン小豆島内海店 小売業 食料品 2%

200,566 香川県 小豆島町 セブンーイレブン小豆島馬木店 小売業 食料品 2%

200,567 香川県 小豆島町 小豆島フェリー　福田営業所 サービス その他サービス 5%

200,568 香川県 小豆島町 ＳｅｎＧｕｅｓｔｈｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

200,569 香川県 小豆島町 タニデンキ 小売業 電化製品 5%

200,570 香川県 小豆島町 東洋オリーブ直営店 小売業 食料品 5%

200,571 香川県 小豆島町 二十四の瞳映画村　受付 サービス その他サービス 5%

200,572 香川県 小豆島町 ファームズテーブル忠左衛門 サービス 飲食業 5%

200,573 香川県 小豆島町 フォレスト酒蔵森國ギャラリー 小売業 食料品 5%

200,574 香川県 小豆島町 福田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,575 香川県 小豆島町 ベイリゾートホテル小豆島 サービス 宿泊業 5%

200,576 香川県 小豆島町 真砂喜之助製麺所 小売業 食料品 5%

200,577 香川県 小豆島町 有限会社宮山モータース サービス その他サービス 5%

200,578 香川県 小豆島町 寒霞渓ロープウェイ売店 小売業 家具・調度品 5%

200,579 香川県 善通寺市 アオイ釣具店　アオイ釣具店 小売業 その他小売 5%

200,580 香川県 善通寺市 アクセス誠和 サービス その他サービス 5%

200,581 香川県 善通寺市 営業車１１６０　有限会社山田屋酒店 小売業 その他小売 5%

200,582 香川県 善通寺市 ＪＭ／オートサービス河野 サービス その他サービス 5%

200,583 香川県 善通寺市 大西呉服店 小売業 衣料品 5%

200,584 香川県 善通寺市 カーケアステーションセルフ善通寺 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,585 香川県 善通寺市 海鮮炉ばた蔵の匠 サービス 飲食業 5%

200,586 香川県 善通寺市 香川荒物店 小売業 その他小売 5%

200,587 香川県 善通寺市 香川音響　金蔵寺店 小売業 電化製品 5%

200,588 香川県 善通寺市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋善通寺インター店 サービス 飲食業 2%

200,589 香川県 善通寺市 くつろぎバルＡＬＩＣＥ サービス 飲食業 5%

200,590 香川県 善通寺市 ゲストハウスミカサスカサ サービス その他サービス 5%

200,591 香川県 善通寺市 こんぴら街道うどん サービス 飲食業 5%

200,592 香川県 善通寺市 さくらＤｏカフェ サービス 飲食業 5%
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200,593 香川県 善通寺市 さとう贈答文具 小売業 その他小売 5%

200,594 香川県 善通寺市 Ｓａｌｏｎ　　ｄｅ　ｅｎ 小売業 その他小売 5%

200,595 香川県 善通寺市 三陽自動車 サービス その他サービス 5%

200,596 香川県 善通寺市 四国園芸資材 小売業 その他小売 5%

200,597 香川県 善通寺市 四国高速バス　善通寺インターバスターミナル サービス 運輸業 5%

200,598 香川県 善通寺市 ジャストメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,599 香川県 善通寺市 ショップオノ 小売業 その他小売 5%

200,600 香川県 善通寺市 じん　ＵＴＡＺＵ サービス 飲食業 5%

200,601 香川県 善通寺市 スキル住設機器 サービス その他サービス 5%

200,602 香川県 善通寺市 スキル住設機器 スキル住設機器 サービス その他サービス 5%

200,603 香川県 善通寺市 住まいるネット　善通寺店 小売業 電化製品 5%

200,604 香川県 善通寺市 ＪＭ／炭火焼肉樹里庵 サービス 飲食業 5%

200,605 香川県 善通寺市 株式会社グッドハンド サービス その他サービス 5%

200,606 香川県 善通寺市 Ｓｅｎａｓｏｎａ サービス 理容・美容業 5%

200,607 香川県 善通寺市 セルフ善通寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,608 香川県 善通寺市 善通寺　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,609 香川県 善通寺市 セブン－イレブン善通寺生野町店 小売業 食料品 2%

200,610 香川県 善通寺市 善通寺インターチェンジＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,611 香川県 善通寺市 セブン－イレブン善通寺大麻町店 小売業 食料品 2%

200,612 香川県 善通寺市 善通寺グランドホテル サービス 宿泊業 5%

200,613 香川県 善通寺市 セブン－イレブン善通寺金蔵寺町店 小売業 食料品 2%

200,614 香川県 善通寺市 善通寺西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,615 香川県 善通寺市 善通寺丸三モータース有限会社 サービス その他サービス 5%

200,616 香川県 善通寺市 セブン－イレブン善通寺吉原町店 小売業 食料品 2%

200,617 香川県 善通寺市 大栄衣料 小売業 衣料品 5%

200,618 香川県 善通寺市 タタラメガネ　善通寺店 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,619 香川県 善通寺市 釣り船惠優丸 サービス その他サービス 5%

200,620 香川県 善通寺市 ＤＥＡＲ　高松店 サービス 飲食業 5%

200,621 香川県 善通寺市 ＤＥＡＲ　徳島北店 サービス 飲食業 5%

200,622 香川県 善通寺市 ＤＥＡＲ　原田店 サービス 飲食業 5%

200,623 香川県 善通寺市 ＤＥＡＲ　原田店 サービス 飲食業 5%

200,624 香川県 善通寺市 ＤＥＡＲ　屋島店 サービス 飲食業 5%

200,625 香川県 善通寺市 天山閣　上吉田店 サービス 飲食業 5%

200,626 香川県 善通寺市 トヨタカローラ香川善通寺インター店 小売業 その他小売 5%

200,627 香川県 善通寺市 トラック用品専門店　ルート１１ 小売業 その他小売 5%

200,628 香川県 善通寺市 トラック用品ルート１１ 小売業 その他小売 5%

200,629 香川県 善通寺市 ニッセンシェイプファンデサロン紗楊 小売業 衣料品 5%

200,630 香川県 善通寺市 ニッセンシェイプファンデサロン陽気 小売業 衣料品 5%

200,631 香川県 善通寺市 ニュー善通寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,632 香川県 善通寺市 ハタダ善通寺店 小売業 食料品 5%

200,633 香川県 善通寺市 ぱぴぷぺっと 小売業 その他小売 5%

200,634 香川県 善通寺市 ひな鶴 サービス 飲食業 5%
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200,635 香川県 善通寺市 ふらわりーあーと ゆり 小売業 その他小売 5%

200,636 香川県 善通寺市 マクドナルド３１９善通寺店 サービス 飲食業 2%

200,637 香川県 善通寺市 松尾写真館 サービス その他サービス 5%

200,638 香川県 善通寺市 マックスボウル サービス その他サービス 5%

200,639 香川県 善通寺市 まなべサイクル　まなべサイクル 小売業 その他小売 5%

200,640 香川県 善通寺市 ミセスＫｅｉｋｏのケーキカフェ 小売業 食料品 5%

200,641 香川県 善通寺市 宮脇書店　善通寺店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

200,642 香川県 善通寺市 モリエ米店 小売業 食料品 5%

200,643 香川県 善通寺市 焼きたてパン工房　ゆたか 小売業 食料品 5%

200,644 香川県 善通寺市 焼肉松坂　国道店 サービス 飲食業 5%

200,645 香川県 善通寺市 焼肉松坂　本店 サービス 飲食業 5%

200,646 香川県 善通寺市 山本モータース 小売業 その他小売 5%

200,647 香川県 善通寺市 横田商店 小売業 その他小売 5%

200,648 香川県 善通寺市 ＬｕｎａｔｉｃＮｉｇｈｔｓ 小売業 衣料品 5%

200,649 香川県 高松市 Ａ－ＰＩＥＲＯ　伏石店 サービス 理容・美容業 5%

200,650 香川県 高松市 Ｒ．ＮＥＷ　ＢＯＬＤ 小売業 衣料品 5%

200,651 香川県 高松市 アイ　アイ　イスズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,652 香川県 高松市 アイアイイスズ　Ｇ－Ｔｉｍｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,653 香川県 高松市 アイアイイスズ　ブライダル本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,654 香川県 高松市 アイアイイスズ新館 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,655 香川県 高松市 アイアイイスズ新館リペアクリニック サービス その他サービス 5%

200,656 香川県 高松市 アイアイイスズ本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,657 香川県 高松市 アイアイイスズ　リペアクリニック サービス その他サービス 5%

200,658 香川県 高松市 ｉｒｏｎｍｏｎｇｅｒ 小売業 その他小売 5%

200,659 香川県 高松市 合縁花添 サービス その他サービス 5%

200,660 香川県 高松市 アイドッグラティ高松店 サービス その他サービス 5%

200,661 香川県 高松市 アイボリー 小売業 衣料品 2%

200,662 香川県 高松市 あいほん屋 あいほん屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

200,663 香川県 高松市 ｅｙｅメディカルサービス 小売業 その他小売 5%

200,664 香川県 高松市 ＩＬＯＶＥ歌舞伎町　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

200,665 香川県 高松市 アイルバレクラブ サービス その他サービス 5%

200,666 香川県 高松市 アイルバレクラブ サービス その他サービス 5%

200,667 香川県 高松市 青木施術院 サービス 理容・美容業 5%

200,668 香川県 高松市 あかね総本店 サービス 飲食業 5%

200,669 香川県 高松市 アキ 小売業 その他小売 5%

200,670 香川県 高松市 あきんど サービス 飲食業 5%

200,671 香川県 高松市 アクタス松山店 小売業 家具・調度品 5%

200,672 香川県 高松市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｈａｒｔ高松 サービス 理容・美容業 5%

200,673 香川県 高松市 アグレアブルマン高松　１Ｆ 小売業 衣料品 5%

200,674 香川県 高松市 アグレアブルマン高松　２Ｆ 小売業 衣料品 5%

200,675 香川県 高松市 朝日町セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,676 香川県 高松市 アシル動物病院 サービス その他サービス 5%
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200,677 香川県 高松市 Ａｚｕｃｌｏｔｈｅｓ＆ｃａｆｅ 小売業 衣料品 5%

200,678 香川県 高松市 アドーレＪＡＰＡＮ 小売業 その他小売 5%

200,679 香川県 高松市 ａｄｄ９ Ｇｕｉｔａｒｓ ａｄｄ９ Ｇｕｉｔａｒｓ 小売業 その他小売 5%

200,680 香川県 高松市 ａｄｄ?ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

200,681 香川県 高松市 アトリエ　Ｋｉｒａｒａ サービス 理容・美容業 5%

200,682 香川県 高松市 Ａｔｅｌｉｅｒはな苺 小売業 食料品 5%

200,683 香川県 高松市 ａｔｅｌｉｅｒ　ＬＥＭＯＮ サービス 理容・美容業 5%

200,684 香川県 高松市 アトリエ　Ｋｉｒａｒａ サービス 理容・美容業 5%

200,685 香川県 高松市 アトリエティエフ 小売業 衣料品 5%

200,686 香川県 高松市 アナザースタイル サービス その他サービス 5%

200,687 香川県 高松市 穴吹米穀店 小売業 食料品 5%

200,688 香川県 高松市 アバン 小売業 衣料品 5%

200,689 香川県 高松市 ＡＶＡＮフジグラン十川店 小売業 衣料品 5%

200,690 香川県 高松市 Ａｆｆｉｎｅｒ サービス 理容・美容業 5%

200,691 香川県 高松市 リラクゼーションサロンＡｌｌｙ サービス その他サービス 5%

200,692 香川県 高松市 Ａｒｅｅｍ丸亀町店 サービス 理容・美容業 5%

200,693 香川県 高松市 Ａｒｅｅｍレインボー店 サービス 理容・美容業 5%

200,694 香川県 高松市 ありがたい本舗　イオンタウン国分寺　国分寺店 小売業 食料品 5%

200,695 香川県 高松市 ａｒｔｉ 小売業 その他小売 5%

200,696 香川県 高松市 アルディ 小売業 衣料品 5%

200,697 香川県 高松市 アルティジャーノ 小売業 その他小売 5%

200,698 香川県 高松市 ＡＲＯＭＡＳ 小売業 衣料品 5%

200,699 香川県 高松市 アンジェロ サービス 理容・美容業 5%

200,700 香川県 高松市 アンダーグラウンドパッセージ 小売業 衣料品 5%

200,701 香川県 高松市 ＵＮＴＩＴＬＥＤ高松店 小売業 衣料品 5%

200,702 香川県 高松市 アンビエントシェア 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,703 香川県 高松市 アンビエントシェアー 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,704 香川県 高松市 Ａｍｐｈｉ 高松 サービス 理容・美容業 5%

200,705 香川県 高松市 ｕｎｅ　Ｆｏｙｅｒ 小売業 衣料品 2%

200,706 香川県 高松市 粋つ家 サービス 飲食業 5%

200,707 香川県 高松市 池上製麺所 サービス 飲食業 5%

200,708 香川県 高松市 池田時計店　屋島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,709 香川県 高松市 池田時計店　栗林店 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,710 香川県 高松市 池田時計店　レインボー店 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,711 香川県 高松市 池田屋 小売業 衣料品 5%

200,712 香川県 高松市 池田屋有限会社　Ｉｋｅｄａｙａ 小売業 衣料品 5%

200,713 香川県 高松市 池まる餃子 サービス 飲食業 5%

200,714 香川県 高松市 居酒屋 まつばら サービス 飲食業 5%

200,715 香川県 高松市 居酒屋　Ｌａ’なら サービス 飲食業 5%

200,716 香川県 高松市 居酒屋えいと サービス 飲食業 5%

200,717 香川県 高松市 居酒屋のろし サービス 飲食業 5%

200,718 香川県 高松市 株式会社　伊沢 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

4781



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

200,719 香川県 高松市 イージーネイビー 小売業 衣料品 5%

200,720 香川県 高松市 石川税理士事務所 サービス その他サービス 5%

200,721 香川県 高松市 イソザキ　高松店 小売業 家具・調度品 5%

200,722 香川県 高松市 伊太飯キッチン　チーズカフェ サービス 飲食業 5%

200,723 香川県 高松市 伊太飯キッチン　チーズカフェ サービス 飲食業 5%

200,724 香川県 高松市 イタリ和ン酒場　一撃（イチゲキ） サービス 飲食業 5%

200,725 香川県 高松市 いちのや 小売業 衣料品 5%

200,726 香川県 高松市 一鶴　太田店 サービス 飲食業 5%

200,727 香川県 高松市 一鶴　太田店 サービス 飲食業 5%

200,728 香川県 高松市 一鶴　高松店 サービス 飲食業 5%

200,729 香川県 高松市 一鶴　屋島店 サービス 飲食業 5%

200,730 香川県 高松市 ｉｔ’ｓ花由　ユメタウン高松店 小売業 その他小売 5%

200,731 香川県 高松市 出光庵治ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,732 香川県 高松市 出光一の宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,733 香川県 高松市 出光香西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,734 香川県 高松市 出光西宝町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,735 香川県 高松市 出光志度ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,736 香川県 高松市 出光セルフフォーユー三条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,737 香川県 高松市 出光ハマロード郷東町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,738 香川県 高松市 出光まんでがん勅使ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,739 香川県 高松市 出光牟礼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,740 香川県 高松市 出光元山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,741 香川県 高松市 出光ユーポート朝日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,742 香川県 高松市 出光ユーポート瀬戸内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,743 香川県 高松市 出光ユーポートセルフ朝日町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,744 香川県 高松市 ＩＮＯＵＥ　ＢＡＫＥＲＹ 小売業 食料品 5%

200,745 香川県 高松市 井上誠耕園　田町店 小売業 食料品 5%

200,746 香川県 高松市 威風 サービス 飲食業 5%

200,747 香川県 高松市 芋屋金次郎高松店 小売業 食料品 5%

200,748 香川県 高松市 ＩＬ　ＢＩＳＯＮＴＥ　高松店 小売業 衣料品 2%

200,749 香川県 高松市 イングリッシュローズ 小売業 衣料品 5%

200,750 香川県 高松市 イングリッシュローズ 小売業 衣料品 5%

200,751 香川県 高松市 インテリアふじかね 小売業 その他小売 5%

200,752 香川県 高松市 インポートショップ　ｅｎｓｏｌｅｉｌｌｅ 小売業 衣料品 5%

200,753 香川県 高松市 ＷｅＢａｓｅ　高松 サービス 宿泊業 5%

200,754 香川県 高松市 ＯＵＩ　ＦＯＹＥＲ 小売業 衣料品 2%

200,755 香川県 高松市 ウイングス２１一宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,756 香川県 高松市 ウイングス２１太田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,757 香川県 高松市 ウイングス２１国分寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,758 香川県 高松市 ウインク美容室　ｌｏｖｅｈａｉｒ　ｗｉｎｋ サービス 理容・美容業 5%

200,759 香川県 高松市 ウイングポート　インフォメーションコーナー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

200,760 香川県 高松市 Ｖｉｎｔａｇｅｗｏｒｋｅｒ サービス その他サービス 5%

4782



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

200,761 香川県 高松市 有限会社植原モータース 小売業 その他小売 5%

200,762 香川県 高松市 ＷＡＶＥＢＩＫＥＳ高松店 小売業 その他小売 5%

200,763 香川県 高松市 ウェルズキッチン 小売業 食料品 5%

200,764 香川県 高松市 魚市場小松 サービス 飲食業 5%

200,765 香川県 高松市 うさぎや サービス 飲食業 5%

200,766 香川県 高松市 うどん商人　つ　み屋　うどん商人　つづみ屋 サービス 飲食業 5%

200,767 香川県 高松市 うどん田中 サービス 飲食業 5%

200,768 香川県 高松市 裏きせき サービス 飲食業 5%

200,769 香川県 高松市 卯をじ 小売業 食料品 5%

200,770 香川県 高松市 株式会社エーアイディー　高松店 小売業 家具・調度品 5%

200,771 香川県 高松市 株式会社エアトラベル日本 サービス その他サービス 5%

200,772 香川県 高松市 ＨＭＢ サービス 飲食業 5%

200,773 香川県 高松市 Ｈ?Ｒｅｓｔｏｒｅｒ サービス 理容・美容業 5%

200,774 香川県 高松市 ＡＢＬＥ　宇多津店 小売業 その他小売 5%

200,775 香川県 高松市 ＥｉＭＩ’Ｓ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

200,776 香川県 高松市 エー・アールサービス サービス その他サービス 5%

200,777 香川県 高松市 エクストールイン高松 サービス 宿泊業 5%

200,778 香川県 高松市 Ｅｔｈｉｃａｌ　Ｇａｒｄｅｎ サービス 飲食業 5%

200,779 香川県 高松市 ＳＳＧタニモト店 小売業 電化製品 5%

200,780 香川県 高松市 エスパル高松空港通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,781 香川県 高松市 エスパル松島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,782 香川県 高松市 Ｎサービス サービス その他サービス 5%

200,783 香川県 高松市 ＮＪレンタカー香大前店 サービス その他サービス 5%

200,784 香川県 高松市 エヌディシージャパン 小売業 衣料品 5%

200,785 香川県 高松市 ＮＤＣ Ｊａｐａｎ 本社 小売業 衣料品 5%

200,786 香川県 高松市 えびすや 小売業 食料品 5%

200,787 香川県 高松市 Ｍ．Ｍ サービス 理容・美容業 5%

200,788 香川県 高松市 エムズスタイル三宅産業 小売業 その他小売 5%

200,789 香川県 高松市 ＭＤＣ　ゆめタウン高松 サービス 理容・美容業 5%

200,790 香川県 高松市 エムテック サービス その他サービス 5%

200,791 香川県 高松市 エメフィールｂｙソックコウベ　高松店 小売業 衣料品 5%

200,792 香川県 高松市 オアシスエアポートＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,793 香川県 高松市 オアシス国分寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,794 香川県 高松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅオアシス松繩店 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,795 香川県 高松市 オアシスミマヤＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,796 香川県 高松市 オアシス六条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,797 香川県 高松市 オアシスキナシＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,798 香川県 高松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅオアシス県庁前店 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,799 香川県 高松市 大川原染色本舗 小売業 その他小売 5%

200,800 香川県 高松市 太田上町施術院 サービス 理容・美容業 5%

200,801 香川県 高松市 オートモールジャパン　ＡＵＴＯ　ＭＡＬＬ　ＪＡＰＡＮ 小売業 その他小売 5%

200,802 香川県 高松市 オートロマン サービス その他サービス 5%
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200,803 香川県 高松市 大渚亭　別館 サービス 飲食業 5%

200,804 香川県 高松市 大渚亭　本店 サービス 飲食業 5%

200,805 香川県 高松市 大森電気 小売業 電化製品 5%

200,806 香川県 高松市 オカウチＡＰＩ 小売業 衣料品 5%

200,807 香川県 高松市 岡崎衣料百貨店 岡崎衣料百貨店 小売業 衣料品 5%

200,808 香川県 高松市 岡田衣料品店 小売業 衣料品 5%

200,809 香川県 高松市 オカヒサペンショップ 小売業 その他小売 5%

200,810 香川県 高松市 株式会社岡モータース 小売業 その他小売 5%

200,811 香川県 高松市 オキオリーブガーデンカフェ サービス 飲食業 5%

200,812 香川県 高松市 オークラホテル丸亀売店 小売業 家具・調度品 5%

200,813 香川県 高松市 お米のクサカ 小売業 食料品 5%

200,814 香川県 高松市 オーセンティックジュエリー　シオタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,815 香川県 高松市 お宝買取団　高松店 小売業 その他小売 5%

200,816 香川県 高松市 ＪＭ／尾原手袋製作所　屋島工房 小売業 その他小売 5%

200,817 香川県 高松市 尾原手袋製作所屋島工房 小売業 その他小売 5%

200,818 香川県 高松市 おひさんにしにし サービス 飲食業 5%

200,819 香川県 高松市 原ヲビヤ園茶舗 小売業 食料品 5%

200,820 香川県 高松市 Ｏｆｆ Ｃｌｕｂ ヨネザワ ヨネザワ木太店 小売業 衣料品 5%

200,821 香川県 高松市 オフィス中野 サービス その他サービス 5%

200,822 香川県 高松市 オリックスレンタカー高松駅前店 サービス その他サービス 2%

200,823 香川県 高松市 オリックスレンタカー高松駅前西の丸店 サービス その他サービス 2%

200,824 香川県 高松市 オリックスレンタカー高松空港店 サービス その他サービス 2%

200,825 香川県 高松市 オリックスレンタカー高松郷東店 サービス その他サービス 2%

200,826 香川県 高松市 オリックスレンタカー高松フラワー通り店 サービス その他サービス 2%

200,827 香川県 高松市 御料理 一心 御料理 一心 サービス 飲食業 5%

200,828 香川県 高松市 ｏｎｓｅん サービス 飲食業 5%

200,829 香川県 高松市 株式会社おんちゃんの花屋 小売業 その他小売 5%

200,830 香川県 高松市 温野菜高松木太店 サービス 飲食業 2%

200,831 香川県 高松市 温野菜高松レインボー通り店 サービス 飲食業 2%

200,832 香川県 高松市 カーケアステーションセルフ今里町 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,833 香川県 高松市 カーケアステーションセルフ海岸通 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,834 香川県 高松市 ＧＡＲＤＥＮ 小売業 衣料品 5%

200,835 香川県 高松市 ｇａｒｄｅん サービス 飲食業 5%

200,836 香川県 高松市 カードキングダム高松店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

200,837 香川県 高松市 海牛 サービス 飲食業 5%

200,838 香川県 高松市 海鮮居酒屋　神童ろ サービス 飲食業 5%

200,839 香川県 高松市 海鮮ワイン酒場あら サービス 飲食業 5%

200,840 香川県 高松市 海鮮和食　わたつみ サービス 飲食業 5%

200,841 香川県 高松市 海鮮和食　わたつみ サービス 飲食業 5%

200,842 香川県 高松市 海賊亭 サービス 飲食業 5%

200,843 香川県 高松市 カイロサロンＣｌｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

200,844 香川県 高松市 香川県交通株式会社 サービス 運輸業 5%
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200,845 香川県 高松市 香川県庁生協　旅行センター サービス その他サービス 5%

200,846 香川県 高松市 香川県庁生協本庁売店 小売業 その他小売 5%

200,847 香川県 高松市 香川県立中央病院内売店 小売業 食料品 5%

200,848 香川県 高松市 セブン－イレブン香川県立中央病院前店 小売業 食料品 2%

200,849 香川県 高松市 セブン－イレブン香川大学正門前店 小売業 食料品 2%

200,850 香川県 高松市 香川ダイハツ販売春日店 小売業 その他小売 5%

200,851 香川県 高松市 香川ダイハツ販売空港通店 小売業 その他小売 5%

200,852 香川県 高松市 香川ダイハツ販売東バイパス店 小売業 その他小売 5%

200,853 香川県 高松市 香川ダイハツ販売Ｕ－ＣＡＲ屋島 小売業 その他小売 5%

200,854 香川県 高松市 香川トヨタ自動車高松南店 小売業 その他小売 5%

200,855 香川県 高松市 香川トヨタ自動車本店 小売業 その他小売 5%

200,856 香川県 高松市 香川トヨタ自動車屋島店 小売業 その他小売 5%

200,857 香川県 高松市 香川トヨタ自動車Ｕ－Ｃａｒルート３２中央 小売業 その他小売 5%

200,858 香川県 高松市 香川トヨタ自動車ルート３２中央店 小売業 その他小売 5%

200,859 香川県 高松市 香川トヨタ自動車レクサス高松 小売業 その他小売 5%

200,860 香川県 高松市 香川トヨペット　空港通り店 小売業 その他小売 5%

200,861 香川県 高松市 香川トヨペット　香西店 小売業 その他小売 5%

200,862 香川県 高松市 香川トヨペット　高松春日店 小売業 その他小売 5%

200,863 香川県 高松市 香川トヨペットアルメリア花園 小売業 その他小売 5%

200,864 香川県 高松市 香川トヨペット香西店Ｕ－Ｃａｒ 小売業 その他小売 5%

200,865 香川県 高松市 香川トヨペットレインボーロード店 小売業 その他小売 5%

200,866 香川県 高松市 香川三菱農機販売株式会社　高松 小売業 その他小売 5%

200,867 香川県 高松市 香川三菱農機販売株式会社　高松東 小売業 その他小売 5%

200,868 香川県 高松市 セブン－イレブン香川労働基準会館前店 小売業 食料品 2%

200,869 香川県 高松市 華宮 サービス 飲食業 5%

200,870 香川県 高松市 家具の榊原　仏生山店 小売業 家具・調度品 5%

200,871 香川県 高松市 （株）家具屋 小売業 家具・調度品 5%

200,872 香川県 高松市 菓子舗いのうえ 小売業 食料品 5%

200,873 香川県 高松市 カジュアルフォトスタジオ　ｈｏｍｅ サービス その他サービス 5%

200,874 香川県 高松市 カジュアルフォトスタジオｈｏｍｅ　　　　カジュアルスタジオ　ｈｏｍｅ 小売業 その他小売 5%

200,875 香川県 高松市 カットサロン シザーズ サービス 理容・美容業 5%

200,876 香川県 高松市 カットスタジオ　モルトン サービス 理容・美容業 5%

200,877 香川県 高松市 カットハウスＫ サービス 理容・美容業 5%

200,878 香川県 高松市 加藤化粧品店 小売業 その他小売 5%

200,879 香川県 高松市 角弦 サービス 飲食業 5%

200,880 香川県 高松市 角弦 サービス 飲食業 5%

200,881 香川県 高松市 かに通　高松バイパス店 サービス 飲食業 5%

200,882 香川県 高松市 Ｋ．Ｉ＆Ｗ．Ｗ 小売業 衣料品 2%

200,883 香川県 高松市 カネチ 小売業 家具・調度品 5%

200,884 香川県 高松市 かねとう未来塾 サービス 飲食業 5%

200,885 香川県 高松市 かねみつ化粧品店 小売業 その他小売 5%

200,886 香川県 高松市 カピス　カピス 小売業 衣料品 5%
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200,887 香川県 高松市 ｃａｆｅ　ｓｕｇａｒ　ｗｉｔｃｈ サービス 飲食業 5%

200,888 香川県 高松市 カフェギャラリー甘露 サービス 飲食業 5%

200,889 香川県 高松市 株式会社　伊賀モータース　株式会社　伊賀モータース サービス その他サービス 5%

200,890 香川県 高松市 株式会社アロバー 小売業 食料品 5%

200,891 香川県 高松市 株式会社伊月屋島店　御厩店 小売業 その他小売 5%

200,892 香川県 高松市 株式会社インターメソッド 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

200,893 香川県 高松市 株式会社エグゼスト サービス その他サービス 5%

200,894 香川県 高松市 （株）オオタケ 小売業 その他小売 5%

200,895 香川県 高松市 株式会社かのん サービス その他サービス 5%

200,896 香川県 高松市 株式会社サクマ　かしわサクマ商店 小売業 食料品 5%

200,897 香川県 高松市 株式会社シュプール サービス 理容・美容業 5%

200,898 香川県 高松市 株式会社トラスト ジャパン 小売業 食料品 5%

200,899 香川県 高松市 ［ＨＣ］株式会社藤本電機 小売業 電化製品 5%

200,900 香川県 高松市 株式会社マリーヌ 小売業 その他小売 5%

200,901 香川県 高松市 株式会社ＵＳサービス サービス その他サービス 5%

200,902 香川県 高松市 鎌田醤油　高松直売所 小売業 食料品 5%

200,903 香川県 高松市 髪師稲垣 サービス 理容・美容業 5%

200,904 香川県 高松市 カラオケＣＬＵＢ　ＤＡＭ　高松駅前店 サービス 飲食業 5%

200,905 香川県 高松市 ＫＡＲＡＴＳＵＹＡ 小売業 衣料品 5%

200,906 香川県 高松市 カールズネイル　南新町店 小売業 その他小売 5%

200,907 香川県 高松市 カールズネイル本店 小売業 その他小売 5%

200,908 香川県 高松市 カールズネイルレインボー店 小売業 その他小売 5%

200,909 香川県 高松市 カルテツト川西 小売業 電化製品 5%

200,910 香川県 高松市 カルビ屋大福高松北バイパス店 サービス 飲食業 5%

200,911 香川県 高松市 カルビ屋大福高松東バイパス店 サービス 飲食業 5%

200,912 香川県 高松市 カルメラ　ｃａｆｅｓｈｏｐ サービス 飲食業 5%

200,913 香川県 高松市 カルメラ Ｆｌｏｗｅｒｓｈｏｐ ｃａｌｍｅｌａ ｆｌｏｗｅｒ ｃａｆｅ ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

200,914 香川県 高松市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋香川国分寺店 サービス 飲食業 2%

200,915 香川県 高松市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋高松茜町店 サービス 飲食業 2%

200,916 香川県 高松市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋高松勅使店 サービス 飲食業 2%

200,917 香川県 高松市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋高松屋島店 サービス 飲食業 2%

200,918 香川県 高松市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋高松六条店 サービス 飲食業 2%

200,919 香川県 高松市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋高松南新町店 サービス 飲食業 2%

200,920 香川県 高松市 カワゾエ衣料センター 小売業 衣料品 5%

200,921 香川県 高松市 かわだ商店 小売業 衣料品 5%

200,922 香川県 高松市 かわにし動物病院 サービス その他サービス 5%

200,923 香川県 高松市 川東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,924 香川県 高松市 関西きもの学院 小売業 衣料品 5%

200,925 香川県 高松市 木内時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,926 香川県 高松市 木内時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

200,927 香川県 高松市 季菜りき家 サービス 飲食業 5%

200,928 香川県 高松市 季節料理どちらいか サービス 飲食業 5%

4786



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

200,929 香川県 高松市 木太ゴルフセンター サービス その他サービス 5%

200,930 香川県 高松市 木太町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,931 香川県 高松市 北の商店 サービス 飲食業 5%

200,932 香川県 高松市 ｋｉｋｋａ サービス 理容・美容業 5%

200,933 香川県 高松市 喫茶Ｕ Ｓ Ａ サービス 飲食業 5%

200,934 香川県 高松市 Ｋｉｔｃｈｅｎ 和さ美 サービス 飲食業 5%

200,935 香川県 高松市 ギフトショップナカヤ サービス その他サービス 5%

200,936 香川県 高松市 きものサロン桂　貴迎館 小売業 衣料品 5%

200,937 香川県 高松市 きものサロン桂・小京都 小売業 衣料品 5%

200,938 香川県 高松市 着物レンタルＦＵＪＩ サービス その他サービス 5%

200,939 香川県 高松市 有限会社キャット 小売業 衣料品 5%

200,940 香川県 高松市 キャピック　タカマツ サービス その他サービス 5%

200,941 香川県 高松市 ＧＡＬＬＥＲＹｋｏｍｏｒｅｂｉ サービス その他サービス 5%

200,942 香川県 高松市 ∞ＣＡＲＯＬ【キャロル】 サービス 理容・美容業 5%

200,943 香川県 高松市 Ｑ 小売業 衣料品 5%

200,944 香川県 高松市 牛角高松レインボー通り店 サービス 飲食業 2%

200,945 香川県 高松市 牛福　茜町店 サービス 飲食業 5%

200,946 香川県 高松市 久来軒　久来軒 サービス 飲食業 5%

200,947 香川県 高松市 ｃｕｂｅ サービス 理容・美容業 5%

200,948 香川県 高松市 喜代美山荘　宴会 サービス その他サービス 5%

200,949 香川県 高松市 欽山製麺所 サービス 飲食業 5%

200,950 香川県 高松市 公渕西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,951 香川県 高松市 銀輪屋 小売業 その他小売 5%

200,952 香川県 高松市 銀輪屋 小売業 その他小売 5%

200,953 香川県 高松市 くいもんや　おか村 サービス 飲食業 5%

200,954 香川県 高松市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ高松上福岡店 小売業 その他小売 5%

200,955 香川県 高松市 ｑｕａｒｄｅｘ サービス その他サービス 5%

200,956 香川県 高松市 クオーレ サービス 飲食業 5%

200,957 香川県 高松市 Ｃｕｏｒｅ　クオーレ サービス 飲食業 5%

200,958 香川県 高松市 ＧｕＧｕ 小売業 衣料品 2%

200,959 香川県 高松市 串焼き鉄板　ぼの サービス 飲食業 5%

200,960 香川県 高松市 鉄板道楽　くし若まる　高松木太店 サービス 飲食業 5%

200,961 香川県 高松市 薬のなごみ　ＡＣルック 小売業 その他小売 5%

200,962 香川県 高松市 薬のなごみ・ＡＣルック 小売業 その他小売 5%

200,963 香川県 高松市 グッドネイバーズコーヒー　グッドネイバーズコーヒー　高松店 サービス 飲食業 5%

200,964 香川県 高松市 グッドネイバーズコーヒー グッドネイバーズコーヒー 十川店 サービス 飲食業 5%

200,965 香川県 高松市 暮らしすと サービス その他サービス 5%

200,966 香川県 高松市 ｃｒａｓ ｃｒａｓ 小売業 家具・調度品 5%

200,967 香川県 高松市 クリーニングササキヤ サービス その他サービス 5%

200,968 香川県 高松市 グリーンタクシー グリーンタクシー１号車 サービス 運輸業 5%

200,969 香川県 高松市 クリエイト☆ラボ サービス その他サービス 5%

200,970 香川県 高松市 クリニカルサロンアクア サービス 理容・美容業 5%
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200,971 香川県 高松市 くるまのハヤシ　高松店 小売業 その他小売 5%

200,972 香川県 高松市 グルメバー ＴＨＡＴ Ｓ サービス 飲食業 5%

200,973 香川県 高松市 ＧＲＡＰＥＳ 小売業 衣料品 5%

200,974 香川県 高松市 クロロフィル 高松美顔教室 小売業 その他小売 5%

200,975 香川県 高松市 ケイタマルヤマ 小売業 衣料品 2%

200,976 香川県 高松市 ゲストハウス若葉屋 サービス その他サービス 5%

200,977 香川県 高松市 Ｃａｓｅ　ｂｙ　Ｃａｓｅ　木太店 小売業 その他小売 5%

200,978 香川県 高松市 小泉自動車工業 サービス その他サービス 5%

200,979 香川県 高松市 香西　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,980 香川県 高松市 香西北　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,981 香川県 高松市 香西釣具店 小売業 その他小売 5%

200,982 香川県 高松市 郷東　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,983 香川県 高松市 高徳電化 小売業 電化製品 5%

200,984 香川県 高松市 神戸きもの学院 小売業 衣料品 5%

200,985 香川県 高松市 向陽自販 サービス その他サービス 5%

200,986 香川県 高松市 宏陽住建 サービス その他サービス 5%

200,987 香川県 高松市 こがね製麺所　勅使店 サービス 飲食業 5%

200,988 香川県 高松市 国際フェリー　高松営業所 サービス その他サービス 5%

200,989 香川県 高松市 国分寺　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

200,990 香川県 高松市 ＣＯＣＯ壱番屋高松松縄店 小売業 食料品 2%

200,991 香川県 高松市 ここも　春日店 サービス 飲食業 5%

200,992 香川県 高松市 ここも　空港通り店 サービス 飲食業 5%

200,993 香川県 高松市 ここも　高松南店 サービス 飲食業 5%

200,994 香川県 高松市 五色台ペット供養社 サービス その他サービス 5%

200,995 香川県 高松市 個人Ｍａｔｓｕｂａ．Ｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

200,996 香川県 高松市 Ｃｏｔｔｏｎ ｎａｉｌ  高松本店 サービス 理容・美容業 5%

200,997 香川県 高松市 セブン－イレブンことでん瓦町駅店 小売業 食料品 2%

200,998 香川県 高松市 寿や貸衣裳 サービス その他サービス 5%

200,999 香川県 高松市 こどもファッション　アキタ 小売業 衣料品 5%

201,000 香川県 高松市 ごはんや　座ＺＡえん サービス 飲食業 5%

201,001 香川県 高松市 小柳電気商会 小売業 電化製品 5%

201,002 香川県 高松市 五葉寿し サービス 飲食業 5%

201,003 香川県 高松市 こりらっくすジェイピー浅野分室 サービス その他サービス 5%

201,004 香川県 高松市 こりらっくすジェイピー北浜店 サービス その他サービス 5%

201,005 香川県 高松市 コンタクトはなこ 小売業 その他小売 5%

201,006 香川県 高松市 コンディショニングジムネスト サービス その他サービス 5%

201,007 香川県 高松市 ザ・チェルシー サービス 宿泊業 5%

201,008 香川県 高松市 サイクランドヤマネ 小売業 その他小売 5%

201,009 香川県 高松市 サイクルショップ　シナノ 小売業 その他小売 5%

201,010 香川県 高松市 Ｃｙｃｌｅｓ　ｋｏｊｉｍａ 小売業 その他小売 5%

201,011 香川県 高松市 サイクルライフ タムラ 小売業 その他小売 5%

201,012 香川県 高松市 催事 小売業 衣料品 5%
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201,013 香川県 高松市 サウンドステージ 小売業 その他小売 5%

201,014 香川県 高松市 サウンドマスター 小売業 その他小売 5%

201,015 香川県 高松市 サウンドキティ サービス その他サービス 5%

201,016 香川県 高松市 さかえドライ　太田上町店 サービス その他サービス 5%

201,017 香川県 高松市 さかえドライ片原町店 サービス その他サービス 5%

201,018 香川県 高松市 さかえドライ　国分寺店 サービス その他サービス 5%

201,019 香川県 高松市 さかえドライコープ扇町店 サービス その他サービス 5%

201,020 香川県 高松市 さかえドライ　三条店 サービス その他サービス 5%

201,021 香川県 高松市 さかえドライ田町店 サービス その他サービス 5%

201,022 香川県 高松市 さかえドライ　広場店 サービス その他サービス 5%

201,023 香川県 高松市 さかえドライ伏石店 サービス その他サービス 5%

201,024 香川県 高松市 さかえドライ　仏生山東店 サービス その他サービス 5%

201,025 香川県 高松市 さかえドライ　古高松店 サービス その他サービス 5%

201,026 香川県 高松市 さかえドライ　本社前店 サービス その他サービス 5%

201,027 香川県 高松市 さかえドライ　前田店 サービス その他サービス 5%

201,028 香川県 高松市 さかえドライ　マルナカ円座店 サービス その他サービス 5%

201,029 香川県 高松市 さかえドライ　マルナカ春日店 サービス その他サービス 5%

201,030 香川県 高松市 さかえドライ　マルヨシ鶴市店 サービス その他サービス 5%

201,031 香川県 高松市 さかえドライ　宮脇店 サービス その他サービス 5%

201,032 香川県 高松市 さかえドライ　屋島東店 サービス その他サービス 5%

201,033 香川県 高松市 さかえドライ　ゆめタウン高松店 サービス その他サービス 5%

201,034 香川県 高松市 さかえドライ　栗林病院前店 サービス その他サービス 5%

201,035 香川県 高松市 さかえドライ　レインボーロード店 サービス その他サービス 5%

201,036 香川県 高松市 さかえドライコープ一宮店 サービス その他サービス 5%

201,037 香川県 高松市 さかえドライ仏生山駅前店 サービス その他サービス 5%

201,038 香川県 高松市 さかえドライマルヨシ潟元店 サービス その他サービス 5%

201,039 香川県 高松市 さかえドライレシヴェール店 サービス その他サービス 5%

201,040 香川県 高松市 さかな屋さんの居酒屋　北島商店 サービス 飲食業 5%

201,041 香川県 高松市 さきがけ 小売業 食料品 5%

201,042 香川県 高松市 サキナビューティーラウンジ高松 小売業 その他小売 5%

201,043 香川県 高松市 さくら　高松店 サービス 理容・美容業 5%

201,044 香川県 高松市 酒のソクハイ　高松瓦町店 小売業 その他小売 5%

201,045 香川県 高松市 酒のソクハイ高松本店 小売業 その他小売 5%

201,046 香川県 高松市 佐々木商店 小売業 その他小売 5%

201,047 香川県 高松市 有限会社　ささや サービス 飲食業 5%

201,048 香川県 高松市 佐藤製麺 小売業 食料品 5%

201,049 香川県 高松市 讃岐の美食と香川の地酒　讃蔵（さんぞう） サービス 飲食業 5%

201,050 香川県 高松市 さぬきパソコン救急隊 サービス その他サービス 5%

201,051 香川県 高松市 佐野仏恩堂 小売業 家具・調度品 5%

201,052 香川県 高松市 ＴＨＥ ＢＡＮＫ サービス 理容・美容業 5%

201,053 香川県 高松市 さゆ??ｃａｆｆｅ サービス 飲食業 5%

201,054 香川県 高松市 サロンド・トヨシマ 小売業 衣料品 5%
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201,055 香川県 高松市 ＳＡＬＯＮ　ＤＵ　ＳＨＩＮ サービス 理容・美容業 5%

201,056 香川県 高松市 三彩商事 小売業 衣料品 5%

201,057 香川県 高松市 高橋石油株式会社　三条油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,058 香川県 高松市 散髪屋さとう サービス 理容・美容業 5%

201,059 香川県 高松市 サンファソン 小売業 食料品 5%

201,060 香川県 高松市 サンポートＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,061 香川県 高松市 三友堂 小売業 食料品 5%

201,062 香川県 高松市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　香川営業所 小売業 その他小売 5%

201,063 香川県 高松市 サンロイヤルホテル サービス 宿泊業 5%

201,064 香川県 高松市 サンワ服飾 小売業 衣料品 5%

201,065 香川県 高松市 ＧＥＥＫ サービス 理容・美容業 5%

201,066 香川県 高松市 ＪＥＡＮＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ　高松店 小売業 衣料品 5%

201,067 香川県 高松市 ＪＥＡＮＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ　屋島店 小売業 衣料品 5%

201,068 香川県 高松市 ジーンズファクトリー　高松店 小売業 衣料品 5%

201,069 香川県 高松市 ジェームスレインボーロード店 小売業 その他小売 2%

201,070 香川県 高松市 塩上 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,071 香川県 高松市 塩江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,072 香川県 高松市 塩の江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,073 香川県 高松市 塩之江　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,074 香川県 高松市 四国高速バス　高松駅高速バスターミナル サービス 運輸業 5%

201,075 香川県 高松市 四国高速バス サービス その他サービス 5%

201,076 香川県 高松市 四国ライス 小売業 食料品 5%

201,077 香川県 高松市 地酒処天羽 小売業 食料品 5%

201,078 香川県 高松市 自然館　三条店 小売業 食料品 5%

201,079 香川県 高松市 自然食Ｃａｆｅ　こかげ サービス 飲食業 5%

201,080 香川県 高松市 自然食品らびっと 小売業 食料品 5%

201,081 香川県 高松市 詩仙堂 小売業 衣料品 5%

201,082 香川県 高松市 仕出処二蝶 サービス 飲食業 5%

201,083 香川県 高松市 ｓｉｘ６ 小売業 衣料品 5%

201,084 香川県 高松市 ＳＩＸ 小売業 衣料品 5%

201,085 香川県 高松市 自動車科 サービス その他サービス 5%

201,086 香川県 高松市 シマダヤホーム＆ライフ　高松店 小売業 家具・調度品 5%

201,087 香川県 高松市 ＳＨＩＭＩＺＵ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

201,088 香川県 高松市 清水屋 小売業 食料品 5%

201,089 香川県 高松市 ジャイアントストア高松 小売業 その他小売 5%

201,090 香川県 高松市 シャイニィー美容室 サービス 理容・美容業 5%

201,091 香川県 高松市 シャイニィー美容室 サービス 理容・美容業 5%

201,092 香川県 高松市 ジャガトカーナ サービス 飲食業 5%

201,093 香川県 高松市 写真箱屋島店 サービス その他サービス 5%

201,094 香川県 高松市 しゃぶ亭まる サービス 飲食業 5%

201,095 香川県 高松市 しゃぶ亭まる　　下田井店 サービス 飲食業 5%

201,096 香川県 高松市 ジャラクｃｏｆｆｅｅ＆ｃａｃａｏ サービス 飲食業 5%
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201,097 香川県 高松市 Ｓｈａｌｏｍ５ サービス 理容・美容業 5%

201,098 香川県 高松市 ジャンプワールド　今里店 小売業 その他小売 5%

201,099 香川県 高松市 ジャンプワールド今里店 小売業 その他小売 5%

201,100 香川県 高松市 ジャンボフェリー　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,101 香川県 高松市 時遊 サービス 飲食業 5%

201,102 香川県 高松市 Ｊｅｗｅｌｉａ サービス 理容・美容業 5%

201,103 香川県 高松市 ジュエリー　ウォッチさんせぶん 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,104 香川県 高松市 ＪＥＷＥＬ　高松レインボー店 サービス その他サービス 5%

201,105 香川県 高松市 手芸センター　ドリーム 小売業 その他小売 5%

201,106 香川県 高松市 手芸センタードリーム　高松丸亀町店 小売業 その他小売 5%

201,107 香川県 高松市 手芸センタードリーム　高松南店 小売業 その他小売 5%

201,108 香川県 高松市 手芸センタードリーム高松中央インター店 小売業 その他小売 5%

201,109 香川県 高松市 手芸センタードリーム本部 小売業 その他小売 5%

201,110 香川県 高松市 手芸センタードリーム　屋島店 小売業 その他小売 5%

201,111 香川県 高松市 手芸マキ 高松店 小売業 その他小売 5%

201,112 香川県 高松市 酒肴旬菜綾人 サービス 飲食業 5%

201,113 香川県 高松市 酒肴天馬 サービス 飲食業 5%

201,114 香川県 高松市 シューズショップツツイ 小売業 衣料品 5%

201,115 香川県 高松市 純手打ちうどん元気一番 純手打ちうどん元気一番 サービス 飲食業 5%

201,116 香川県 高松市 小豆島急行フェリー サービス その他サービス 5%

201,117 香川県 高松市 松風庵かねすえ　扇町本店 小売業 家具・調度品 5%

201,118 香川県 高松市 松風庵かねすえ　丸亀町壱番街店 小売業 家具・調度品 5%

201,119 香川県 高松市 食工房 ＤＯＩ サービス 飲食業 5%

201,120 香川県 高松市 食　乃口 サービス 飲食業 5%

201,121 香川県 高松市 ＳＨＯＮＬＹ 小売業 衣料品 5%

201,122 香川県 高松市 ＳＨＯＮＬＹ サービス 飲食業 5%

201,123 香川県 高松市 新樺川観光ホテル サービス 宿泊業 5%

201,124 香川県 高松市 神在　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,125 香川県 高松市 ジーンズショップ　つちはる 小売業 衣料品 5%

201,126 香川県 高松市 新日本補聴器センター高松店 小売業 その他小売 5%

201,127 香川県 高松市 シンボルタワーオフィスサポートセンター サービス その他サービス 5%

201,128 香川県 高松市 ｓｕａｙ サービス 理容・美容業 5%

201,129 香川県 高松市 ＳｕｉｔｅＳａｌｏｎＫ４ サービス 理容・美容業 5%

201,130 香川県 高松市 スーパードラッグひまわり多肥上店 小売業 その他小売 5%

201,131 香川県 高松市 スーパードラッグひまわり屋島店 小売業 その他小売 5%

201,132 香川県 高松市 スカイショップタカマツ 小売業 家具・調度品 5%

201,133 香川県 高松市 ＳＫＩＬＬＥＴ高松レインボー店 小売業 その他小売 5%

201,134 香川県 高松市 スクールショッププラザＡ高松店 小売業 衣料品 5%

201,135 香川県 高松市 寿し一貫 太田店 サービス 飲食業 5%

201,136 香川県 高松市 寿司処　福家 サービス 飲食業 5%

201,137 香川県 高松市 ［ＨＣ］Ｓｕｓｕｋｉｄａ２１ 小売業 電化製品 5%

201,138 香川県 高松市 ＳＵＺＵＹＡ　Ｂａｂｙ　Ｋｉｄｓ 小売業 衣料品 5%
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201,139 香川県 高松市 スタジオケント　高松本店 小売業 その他小売 5%

201,140 香川県 高松市 スタジオモナージュ　スタジオ　モナージュ 小売業 衣料品 5%

201,141 香川県 高松市 すたみな太郎　屋島店 サービス 飲食業 5%

201,142 香川県 高松市 ステーキハウス 听 高松店 サービス 飲食業 5%

201,143 香川県 高松市 ステーキ　石田 サービス 飲食業 5%

201,144 香川県 高松市 ステーキハウス　一牛 サービス 飲食業 5%

201,145 香川県 高松市 ステーキハウス千萬 サービス 飲食業 5%

201,146 香川県 高松市 ステーキハウス千萬　高松店 サービス 飲食業 5%

201,147 香川県 高松市 ステップオート 小売業 その他小売 5%

201,148 香川県 高松市 ｓｔｏｒｉａ．ｆ　郷東店【ストーリア　エフ】 サービス 理容・美容業 5%

201,149 香川県 高松市 ｓｔｏｒｉａ．ｆ　Ｓｐａ　＆　Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

201,150 香川県 高松市 ＳＴＲＥＥＴ　ＢＩＣＹＣＬＥ　ＳＴＹＬＥ　ＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%

201,151 香川県 高松市 ストレート　高松店 小売業 その他小売 5%

201,152 香川県 高松市 砂川犬と猫の病院 サービス その他サービス 5%

201,153 香川県 高松市 スナックＶＩＶＡ サービス 飲食業 5%

201,154 香川県 高松市 スパッカナポリ サービス 飲食業 5%

201,155 香川県 高松市 ＳＵＰＥＲ　ＢＯＹ’Ｓ　ＭＡＲＫＥＴ 小売業 衣料品 5%

201,156 香川県 高松市 ＳＰＨＥＲＥＳ　ＧＡＴＥ サービス その他サービス 5%

201,157 香川県 高松市 スペイン料理ＢＵＬＬ　ＬＡＴＴＥ サービス 飲食業 5%

201,158 香川県 高松市 ＳＰＡＣＥ　ＭＯＯ　高松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,159 香川県 高松市 炭火焼　大黒天 サービス 飲食業 5%

201,160 香川県 高松市 炭火焼鳥　十徳 サービス 飲食業 5%

201,161 香川県 高松市 炭火焼鳥 田むら家 サービス 飲食業 5%

201,162 香川県 高松市 炭火焼肉 大黒天 サービス 飲食業 5%

201,163 香川県 高松市 炭火焼肉 京もつ鍋ホルモンでん縁 サービス 飲食業 5%

201,164 香川県 高松市 スリーエム　キャルストーリー高松 小売業 衣料品 5%

201,165 香川県 高松市 ＳＬＯＷＦＬＯＷ サービス 理容・美容業 5%

201,166 香川県 高松市 生活協同組合コープかがわ 小売業 食料品 5%

201,167 香川県 高松市 生巧堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,168 香川県 高松市 整体院　形 サービス その他サービス 5%

201,169 香川県 高松市 瀬戸内　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,170 香川県 高松市 瀬戸内アイランドクルーズ サービス その他サービス 5%

201,171 香川県 高松市 瀬戸内家　良ちゃん サービス 飲食業 5%

201,172 香川県 高松市 瀬戸内ジェラートＭＡＲＥ サービス 飲食業 5%

201,173 香川県 高松市 ゼニス サービス その他サービス 5%

201,174 香川県 高松市 ＺＥＬＫＯＶＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,175 香川県 高松市 セルフ円座 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,176 香川県 高松市 セルフ城東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,177 香川県 高松市 セルフ元山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,178 香川県 高松市 セルフ八栗　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,179 香川県 高松市 セルフ屋島　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,180 香川県 高松市 セルフ屋島　車検 小売業 ガソリンスタンド 2%
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201,181 香川県 高松市 センコヤゆめタウン高松店 小売業 その他小売 5%

201,182 香川県 高松市 扇誉亭 小売業 その他小売 5%

201,183 香川県 高松市 創業１９６８年伝説のホルモンと輝く神タンの焼肉正　高松太田店 サービス 飲食業 5%

201,184 香川県 高松市 創作カレー 朔日 サービス 飲食業 5%

201,185 香川県 高松市 創作たこやき まんまる サービス 飲食業 5%

201,186 香川県 高松市 ＳＯＬ サービス 飲食業 5%

201,187 香川県 高松市 ソレイユ一宮店 小売業 衣料品 5%

201,188 香川県 高松市 ダイコクドラッグ高松兵庫町店 小売業 その他小売 5%

201,189 香川県 高松市 ダイコクドラッグ高松南新町店 小売業 その他小売 5%

201,190 香川県 高松市 大衆鉄板焼　宗家　せんぬき屋 サービス 飲食業 5%

201,191 香川県 高松市 大正そば　大正そば サービス 飲食業 5%

201,192 香川県 高松市 大成造園 サービス その他サービス 5%

201,193 香川県 高松市 ｄｉｎｉｎｇｋｉｃｈｅｎｚａｂｕ サービス 飲食業 5%

201,194 香川県 高松市 タイムステーション ＮＥＯイオンモール高松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,195 香川県 高松市 ８２３ダイヤクリーニングマルナカ新鬼無店 サービス その他サービス 5%

201,196 香川県 高松市 ｔｒａｖｅｒｎａＬＡＬＩＢＥＲＴＡ サービス 飲食業 5%

201,197 香川県 高松市 タカギメンテナンス 小売業 電化製品 5%

201,198 香川県 高松市 高橋ふとん店　高松東店 小売業 家具・調度品 5%

201,199 香川県 高松市 株式会社高橋ふとん店十川店 小売業 その他小売 5%

201,200 香川県 高松市 高松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,201 香川県 高松市 セブン－イレブン高松朝日町３丁目店 小売業 食料品 2%

201,202 香川県 高松市 セブン－イレブン高松一宮町店 小売業 食料品 2%

201,203 香川県 高松市 セブン－イレブン高松今里店 小売業 食料品 2%

201,204 香川県 高松市 高松医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

201,205 香川県 高松市 高松　ＥＬＥＶＥＮ　ＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

201,206 香川県 高松市 高松ハイタクＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,207 香川県 高松市 セブン－イレブン高松太田下町店 小売業 食料品 2%

201,208 香川県 高松市 セブン－イレブン高松岡本町店 小売業 食料品 2%

201,209 香川県 高松市 セブン－イレブン高松香川町大野北店 小売業 食料品 2%

201,210 香川県 高松市 セブン－イレブン高松香川町大野店 小売業 食料品 2%

201,211 香川県 高松市 セブン－イレブン高松春日町店 小売業 食料品 2%

201,212 香川県 高松市 セブン－イレブン高松潟元駅北店 小売業 食料品 2%

201,213 香川県 高松市 セブン－イレブン高松鹿角町店 小売業 食料品 2%

201,214 香川県 高松市 セブン－イレブン高松上福岡町店 小売業 食料品 2%

201,215 香川県 高松市 セブン－イレブン高松瓦町駅東口店 小売業 食料品 2%

201,216 香川県 高松市 セブン－イレブン高松瓦町２丁目店 小売業 食料品 2%

201,217 香川県 高松市 セブン－イレブン高松観光通２丁目店 小売業 食料品 2%

201,218 香川県 高松市 セブン－イレブン高松木太中央公園前店 小売業 食料品 2%

201,219 香川県 高松市 セブン－イレブン高松木太町川西店 小売業 食料品 2%

201,220 香川県 高松市 セブン－イレブン高松木太町店 小売業 食料品 2%

201,221 香川県 高松市 セブン－イレブン高松木太町中浜店 小売業 食料品 2%

201,222 香川県 高松市 セブン－イレブン高松木太町本村店 小売業 食料品 2%
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201,223 香川県 高松市 セブン－イレブン高松鬼無町店 小売業 食料品 2%

201,224 香川県 高松市 セブン－イレブン高松空港店 小売業 食料品 2%

201,225 香川県 高松市 高松空港通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,226 香川県 高松市 セブン－イレブン高松香南町横井店 小売業 食料品 2%

201,227 香川県 高松市 高松　郷家 サービス 飲食業 5%

201,228 香川県 高松市 セブン－イレブン高松国分寺町福家店 小売業 食料品 2%

201,229 香川県 高松市 セブン－イレブン高松寿町２丁目店 小売業 食料品 2%

201,230 香川県 高松市 高松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,231 香川県 高松市 セブン－イレブン高松ＪＲ栗林駅前店 小売業 食料品 2%

201,232 香川県 高松市 高松市職員消費生活協同組合 小売業 その他小売 5%

201,233 香川県 高松市 高松商運　株式会社　市内営業所 サービス その他サービス 5%

201,234 香川県 高松市 高松商運　株式会社　本社営業所 サービス その他サービス 5%

201,235 香川県 高松市 高松商運　株式会社　南営業所 サービス その他サービス 5%

201,236 香川県 高松市 セブン－イレブン高松新番丁小学校前店 小売業 食料品 2%

201,237 香川県 高松市 セブン－イレブン高松十川西町店 小売業 食料品 2%

201,238 香川県 高松市 高松第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,239 香川県 高松市 セブン－イレブン高松中央町店 小売業 食料品 2%

201,240 香川県 高松市 セブン－イレブン高松中間町店 小売業 食料品 2%

201,241 香川県 高松市 セルフステーション高松東バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,242 香川県 高松市 高松東バイパス林　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,243 香川県 高松市 セブン－イレブン高松伏石町店 小売業 食料品 2%

201,244 香川県 高松市 セブン－イレブン高松仏生山店 小売業 食料品 2%

201,245 香川県 高松市 セブン－イレブン高松丸亀町店 小売業 食料品 2%

201,246 香川県 高松市 セブン－イレブン高松三谷町店 小売業 食料品 2%

201,247 香川県 高松市 高松南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,248 香川県 高松市 セブン－イレブン高松屋島西店 小売業 食料品 2%

201,249 香川県 高松市 タカラブネウイングポート店 小売業 食料品 5%

201,250 香川県 高松市 タケダ靴店 小売業 その他小売 5%

201,251 香川県 高松市 多田酒店 小売業 その他小売 5%

201,252 香川県 高松市 タタラメガネ　高松本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,253 香川県 高松市 タタラメガネ　フジグラン　十川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,254 香川県 高松市 谷澤数光商店 小売業 その他小売 5%

201,255 香川県 高松市 タバサ 小売業 衣料品 2%

201,256 香川県 高松市 多肥　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,257 香川県 高松市 多肥　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,258 香川県 高松市 たまるや七草着物店 小売業 衣料品 5%

201,259 香川県 高松市 田村町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,260 香川県 高松市 たも屋　勅使店 サービス 飲食業 5%

201,261 香川県 高松市 ダモンテ商会 サービス 飲食業 5%

201,262 香川県 高松市 たわら屋 南新町店 サービス 飲食業 5%

201,263 香川県 高松市 たんぽぽドッグスクール サービス その他サービス 5%

201,264 香川県 高松市 中華料理彩宴 サービス 飲食業 5%
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201,265 香川県 高松市 ちょいのみふくろう サービス 飲食業 5%

201,266 香川県 高松市 勅使ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,267 香川県 高松市 ツインベルカフェ 小売業 食料品 5%

201,268 香川県 高松市 津川電化センター 小売業 電化製品 5%

201,269 香川県 高松市 つねや 小売業 衣料品 5%

201,270 香川県 高松市 つねや　１Ｆ 小売業 衣料品 2%

201,271 香川県 高松市 つねや　２Ｆ 小売業 衣料品 2%

201,272 香川県 高松市 つねや本店１Ｆ 小売業 衣料品 2%

201,273 香川県 高松市 つねや本店２Ｆ 小売業 衣料品 2%

201,274 香川県 高松市 つむら　本店 小売業 衣料品 5%

201,275 香川県 高松市 つむら　本店　２Ｆ 小売業 衣料品 5%

201,276 香川県 高松市 釣り船惠優丸 惠優丸 サービス その他サービス 5%

201,277 香川県 高松市 釣り船惠優丸 サービス その他サービス 5%

201,278 香川県 高松市 つるいち手打うどん サービス 飲食業 5%

201,279 香川県 高松市 つるや　イオン　高松店 小売業 衣料品 5%

201,280 香川県 高松市 つるや　イオン高松東店 小売業 衣料品 5%

201,281 香川県 高松市 ＤＥＡＲ　高松店 サービス 飲食業 5%

201,282 香川県 高松市 ＤＥＡＲ　高松南店 サービス 飲食業 5%

201,283 香川県 高松市 ＤＥＡＲ　屋島店 サービス 飲食業 5%

201,284 香川県 高松市 ティーフィーズ サービス その他サービス 5%

201,285 香川県 高松市 定楽屋　高松瓦町店 サービス 飲食業 5%

201,286 香川県 高松市 ＤＩＧＮＩＴＹ サービス 理容・美容業 5%

201,287 香川県 高松市 ＴＡＫＥ　ＯＮＥ 小売業 その他小売 5%

201,288 香川県 高松市 Ｄａｉｓｙ サービス 理容・美容業 5%

201,289 香川県 高松市 Ｔｈｉｓ　【ディス】 サービス 理容・美容業 5%

201,290 香川県 高松市 Ｄｅｖａｎｔ高松（カリモク高松） 小売業 家具・調度品 5%

201,291 香川県 高松市 テキーラバー　Ａｎｅｊｏ サービス 飲食業 5%

201,292 香川県 高松市 テクニカル　ビューティー　ａｎｇｅｌｏ サービス 理容・美容業 5%

201,293 香川県 高松市 テクニカルオート 小売業 その他小売 5%

201,294 香川県 高松市 （株）デコ　ＡＯＺＯＲＡ 小売業 衣料品 5%

201,295 香川県 高松市 （株）デコ　ＢＥＡＭＳ　高松 小売業 衣料品 5%

201,296 香川県 高松市 デコ 小売業 衣料品 5%

201,297 香川県 高松市 デトックス専門店和紫友（わしゅう） サービス 理容・美容業 5%

201,298 香川県 高松市 テニスショップ　ラビット 小売業 その他小売 5%

201,299 香川県 高松市 デビュー 小売業 衣料品 5%

201,300 香川県 高松市 デプレ 小売業 衣料品 5%

201,301 香川県 高松市 ＤＥＳ　ＰＲＥＳ２ 小売業 衣料品 2%

201,302 香川県 高松市 デプレ２ 小売業 衣料品 5%

201,303 香川県 高松市 手もみ屋本舗 屋島店 サービス その他サービス 2%

201,304 香川県 高松市 デュークショップ　高松 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,305 香川県 高松市 ［ＨＣ］デンキのオガタ 小売業 電化製品 5%

201,306 香川県 高松市 ［ＨＣ］でんきのさんすい 小売業 電化製品 5%
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201,307 香川県 高松市 天山閣　郷東店 サービス 飲食業 5%

201,308 香川県 高松市 天山閣　郷東店 サービス 飲食業 5%

201,309 香川県 高松市 天山閣なごみ春日店 サービス 飲食業 5%

201,310 香川県 高松市 天津甘栗はまの 小売業 食料品 5%

201,311 香川県 高松市 ＴＥＮ　ｔｏ　ＳＥＮ　ゲストハウス高松 サービス 宿泊業 5%

201,312 香川県 高松市 ＴＯＹＴＯＹＴＯＹ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,313 香川県 高松市 ２４／７ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

201,314 香川県 高松市 ｄｏｕｃｅ　Ｈａｒｍｏｎｉｅ 小売業 衣料品 5%

201,315 香川県 高松市 ＴＯＭＯＲＲＯＷＬＡＮＤ 小売業 衣料品 2%

201,316 香川県 高松市 ＴＯＭＯＲＲＯＷＬＡＮＤ２ 小売業 衣料品 2%

201,317 香川県 高松市 トゥモローランドメンズ 小売業 衣料品 2%

201,318 香川県 高松市 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　ハナコ サービス 理容・美容業 5%

201,319 香川県 高松市 ｔｏｔａｌｂｅａｕｔｙ麗 サービス 理容・美容業 5%

201,320 香川県 高松市 ＬＵＭＩＡＳ サービス 理容・美容業 5%

201,321 香川県 高松市 ｔｏｔａｌ ｂｅａｕｔｙ 麗 サービス 理容・美容業 5%

201,322 香川県 高松市 Ｔｏｔａｌ　Ｂｏｄｙ　Ｃａｒｅ　和 サービス その他サービス 5%

201,323 香川県 高松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅエスパル鶴市 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,324 香川県 高松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ春日川 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,325 香川県 高松市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ浜街道 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,326 香川県 高松市 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｌｅｃｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

201,327 香川県 高松市 トータルボディケアサロンエクテ サービス その他サービス 5%

201,328 香川県 高松市 ドッググッズ ＦＯＯＣＨＩ 小売業 その他小売 5%

201,329 香川県 高松市 ｄｏｔ． サービス 飲食業 5%

201,330 香川県 高松市 ドット　キッチン サービス 飲食業 5%

201,331 香川県 高松市 ＴＯＭＭＹ－Ｄ　ゆめタウン高松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,332 香川県 高松市 トヨタカローラ香川株式会社 小売業 その他小売 5%

201,333 香川県 高松市 トヨタカローラ香川木太店 小売業 その他小売 5%

201,334 香川県 高松市 トヨタカローラ香川空港通り店 小売業 その他小売 5%

201,335 香川県 高松市 トヨタカローラ香川国分寺店 小売業 その他小売 5%

201,336 香川県 高松市 トヨタカローラ香川東バイパス店 小売業 その他小売 5%

201,337 香川県 高松市 トヨタカローラ香川本社鬼無店 小売業 その他小売 5%

201,338 香川県 高松市 トヨタカローラ香川屋島店 小売業 その他小売 5%

201,339 香川県 高松市 トヨタレンタリース東四国高松空港店 サービス その他サービス 2%

201,340 香川県 高松市 トヨタレンタリース東四国高松サンポート店 サービス その他サービス 2%

201,341 香川県 高松市 トヨタレンタリース東四国高松店 サービス その他サービス 2%

201,342 香川県 高松市 トライアンフ高松 小売業 その他小売 5%

201,343 香川県 高松市 ドライバーズオアシス林町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,344 香川県 高松市 ドラッグストアmac高松レインボー店 小売業 その他小売 5%

201,345 香川県 高松市 ｔｒａｔｔｏｒｉａ たにぐち サービス 飲食業 5%

201,346 香川県 高松市 トラヤ 小売業 衣料品 5%

201,347 香川県 高松市 鳥長 サービス 飲食業 5%

201,348 香川県 高松市 とり鉄　中古馬場店 サービス 飲食業 5%
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201,349 香川県 高松市 ＴＯＲＩＢＡＣＯ５１４ サービス 飲食業 5%

201,350 香川県 高松市 とんかつひがさ番町店 サービス 飲食業 5%

201,351 香川県 高松市 ナイスくぼ 小売業 電化製品 5%

201,352 香川県 高松市 中田漆木 小売業 その他小売 5%

201,353 香川県 高松市 中西うどん サービス 飲食業 5%

201,354 香川県 高松市 中村電気 小売業 電化製品 5%

201,355 香川県 高松市 なかむらモータース　なかむらモータース 小売業 その他小売 5%

201,356 香川県 高松市 中村谷 小売業 家具・調度品 5%

201,357 香川県 高松市 中森大橋　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,358 香川県 高松市 永森時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,359 香川県 高松市 乍ｎａｇａｒａ サービス 飲食業 5%

201,360 香川県 高松市 和みＳｐａ　縁 サービス その他サービス 5%

201,361 香川県 高松市 ナニワ商会　四国支店 小売業 その他小売 5%

201,362 香川県 高松市 納屋之炭 サービス 飲食業 5%

201,363 香川県 高松市 納屋之炭　鍛冶屋町本店 サービス 飲食業 5%

201,364 香川県 高松市 納屋之炭　高松駅前店 サービス 飲食業 5%

201,365 香川県 高松市 成合町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,366 香川県 高松市 成田家 サービス 飲食業 5%

201,367 香川県 高松市 南海ゴルフ　高松店 小売業 その他小売 5%

201,368 香川県 高松市 南海部品高松店 小売業 その他小売 5%

201,369 香川県 高松市 南天堂薬局 小売業 その他小売 5%

201,370 香川県 高松市 肉力ＪＡＰＡＮ楽椿 サービス 飲食業 5%

201,371 香川県 高松市 肉の近どう高松古馬場店 サービス 飲食業 5%

201,372 香川県 高松市 肉の山本 小売業 食料品 5%

201,373 香川県 高松市 ニコニコミシン高松店 小売業 電化製品 5%

201,374 香川県 高松市 ニコバー ニコバー香川 サービス 飲食業 5%

201,375 香川県 高松市 西日本メディカル高松営業所 小売業 その他小売 5%

201,376 香川県 高松市 西ハゼ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,377 香川県 高松市 ニシヤマー 小売業 衣料品 5%

201,378 香川県 高松市 ＮＩＳＳＩＮレッカー事業部 サービス その他サービス 5%

201,379 香川県 高松市 ニッセンシェイプファンデサロンドキャロル 小売業 衣料品 5%

201,380 香川県 高松市 ニッセンシェイプファンデサロンド蘭 小売業 衣料品 5%

201,381 香川県 高松市 ニッセンシェイプファンデサロン友聖 小売業 衣料品 5%

201,382 香川県 高松市 ニッセンシェイプファンデサロン和紫友 小売業 衣料品 5%

201,383 香川県 高松市 日本料理大渚亭 サービス 飲食業 5%

201,384 香川県 高松市 日本料理大渚亭別館 サービス 飲食業 5%

201,385 香川県 高松市 Ｎｕｄｉｅ サービス 理容・美容業 5%

201,386 香川県 高松市 ｎｕｄｅ　ｓｕｐｐｅｒｃｌｕｂ　（ヌードサパークラブ） サービス 飲食業 5%

201,387 香川県 高松市 ヌードサパークラブ　ラウンジ サービス 飲食業 5%

201,388 香川県 高松市 Ｎｕｍｅｒｏ 小売業 家具・調度品 5%

201,389 香川県 高松市 ｎａｉｌ　ＢＵＮＧＡ サービス その他サービス 5%

201,390 香川県 高松市 ＮｅｘｔＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＨｏｍｅｓｔａｙ サービス その他サービス 5%
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201,391 香川県 高松市 ねこカフェ肉灸 サービス 飲食業 5%

201,392 香川県 高松市 ＮＥＳ丸亀町店 サービス 理容・美容業 5%

201,393 香川県 高松市 ネッツトヨタ香川空港通り店 小売業 その他小売 5%

201,394 香川県 高松市 ネッツトヨタ香川たかまつ中央店 小売業 その他小売 5%

201,395 香川県 高松市 ネッツトヨタ香川本店 小売業 その他小売 5%

201,396 香川県 高松市 ネッツトヨタ香川屋島店 小売業 その他小売 5%

201,397 香川県 高松市 納田たばこ店 小売業 その他小売 5%

201,398 香川県 高松市 ＮＯＲＴＨ　ＳＨＯＲＥ　ＫＡＧＡＷＡ サービス 飲食業 5%

201,399 香川県 高松市 野田屋電機 小売業 電化製品 5%

201,400 香川県 高松市 のみもの家 小売業 食料品 5%

201,401 香川県 高松市 ｂａｒ　ｖｉｖａ　ｌａ　ｖｉｄａ サービス 飲食業 5%

201,402 香川県 高松市 Ｂａｒｈｏｐ サービス 飲食業 5%

201,403 香川県 高松市 ハイエンドメーカーズ 小売業 その他小売 5%

201,404 香川県 高松市 田町クラウズ 小売業 その他小売 5%

201,405 香川県 高松市 パキスタン　インド料理　チシティ サービス 飲食業 5%

201,406 香川県 高松市 白十字　高松新田町店 小売業 食料品 5%

201,407 香川県 高松市 はすい動物病院 サービス その他サービス 5%

201,408 香川県 高松市 パスタデアリオスト サービス 飲食業 5%

201,409 香川県 高松市 ハタダ成合店 小売業 食料品 5%

201,410 香川県 高松市 バックヤードガーデン サービス 飲食業 5%

201,411 香川県 高松市 ＰＡＲＴＳ　ＬＡＮＤ　イワサキ 小売業 その他小売 5%

201,412 香川県 高松市 ＢａｒＤｉｏｎ サービス 飲食業 5%

201,413 香川県 高松市 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ  Ｙａｍａ サービス 飲食業 5%

201,414 香川県 高松市 Ｃａｃｈｅ?ｃａｃｈｅ 小売業 食料品 5%

201,415 香川県 高松市 パティスリーメーゾン・タダ 小売業 食料品 5%

201,416 香川県 高松市 花園亭 サービス 飲食業 5%

201,417 香川県 高松市 パナプラザアクセスモリタ 小売業 電化製品 5%

201,418 香川県 高松市 パナプラザ北原 小売業 電化製品 5%

201,419 香川県 高松市 ｈａｎａｍｏｒｉ　ｔｅｒａｒａ サービス 理容・美容業 5%

201,420 香川県 高松市 花由丸亀町グリーン店 小売業 その他小売 5%

201,421 香川県 高松市 パパス　ノンノン 小売業 衣料品 2%

201,422 香川県 高松市 浜海道鍛冶屋町店 サービス 飲食業 5%

201,423 香川県 高松市 浜海道　春日本店 サービス 飲食業 5%

201,424 香川県 高松市 浜海道　高松南店 サービス 飲食業 5%

201,425 香川県 高松市 濱田電気 小売業 電化製品 5%

201,426 香川県 高松市 はやし食品センター 小売業 その他小売 5%

201,427 香川県 高松市 はやし食品センター 小売業 食料品 5%

201,428 香川県 高松市 ＨＡＲＩｓａｌｏｎ・ｐｏｌｅｄａｎｃｅｓｔｕｄｉｏＭＯＩＳＡ サービス 理容・美容業 5%

201,429 香川県 高松市 はりサロン ポールダンススタジオ もいさ サービス その他サービス 5%

201,430 香川県 高松市 はるカイロ施術院 サービス 理容・美容業 5%

201,431 香川県 高松市 パルテモリタ 小売業 電化製品 5%

201,432 香川県 高松市 パルテＹ０Ｕ 小売業 電化製品 5%
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201,433 香川県 高松市 バルマルエスパーニャ高松店 サービス 飲食業 5%

201,434 香川県 高松市 晴れサロン サービス その他サービス 5%

201,435 香川県 高松市 Ｐａｎｄ ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

201,436 香川県 高松市 ハンプティーダンプティー高松伏石　Ｅ．ＲＧ店 小売業 衣料品 5%

201,437 香川県 高松市 ＨＵＭＰＴＹ　ＤＵＭＰＴＹ高松伏石店 小売業 その他小売 5%

201,438 香川県 高松市 ＢＭＯ高松今里店 小売業 衣料品 5%

201,439 香川県 高松市 ＰＩＥＲＯｅＭｅ サービス 理容・美容業 5%

201,440 香川県 高松市 東植田町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,441 香川県 高松市 東バイパス林　車検 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,442 香川県 高松市 東原商店　三谷本店 小売業 食料品 5%

201,443 香川県 高松市 東原商店 ウィングポート店 小売業 食料品 5%

201,444 香川県 高松市 東原商店 屋島店 小売業 食料品 5%

201,445 香川県 高松市 光自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

201,446 香川県 高松市 ＢＥＧＩＮＳ　ＨＡＩＲ　ＫＯＢＥ サービス 理容・美容業 5%

201,447 香川県 高松市 ピコピコ精肉店 サービス 飲食業 5%

201,448 香川県 高松市 ぴこぴこ精肉店　サンフラワー通り サービス 飲食業 5%

201,449 香川県 高松市 ぴこぴこ精肉店春日店 サービス 飲食業 5%

201,450 香川県 高松市 ひごペット　ゆめタウン高松店 小売業 その他小売 5%

201,451 香川県 高松市 ひごペットフレンドリー　ゆめタウン高松 小売業 その他小売 5%

201,452 香川県 高松市 ヒサモト 小売業 食料品 5%

201,453 香川県 高松市 久本酒店 小売業 食料品 5%

201,454 香川県 高松市 ビジネスホテル瓦町 サービス 宿泊業 5%

201,455 香川県 高松市 ビジネスホテル　シャトーエスト高松 サービス 宿泊業 5%

201,456 香川県 高松市 ビジネスホテルプリンス サービス 宿泊業 5%

201,457 香川県 高松市 ビストロ・ボン サービス 飲食業 5%

201,458 香川県 高松市 びっくりドンキー高松春日店 サービス 飲食業 2%

201,459 香川県 高松市 びっくりドンキー高松林店 サービス 飲食業 2%

201,460 香川県 高松市 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　１８ サービス 飲食業 5%

201,461 香川県 高松市 Ｂｉｔ 小売業 その他小売 5%

201,462 香川県 高松市 美と癒しの専門店　ぷるるりぶーる サービス その他サービス 5%

201,463 香川県 高松市 ＢＥＶＥＲＬＥＹＲＯＣＫ 小売業 衣料品 5%

201,464 香川県 高松市 美味休心高松木太店 サービス 飲食業 5%

201,465 香川県 高松市 Ｂｙｏｕ サービス 理容・美容業 5%

201,466 香川県 高松市 びゅうてぃしょっぷ　しばや 小売業 その他小売 5%

201,467 香川県 高松市 美容室　Ｓａｌａ サービス 理容・美容業 5%

201,468 香川県 高松市 美容室　自由の女神 サービス 理容・美容業 5%

201,469 香川県 高松市 美容室　ＬａＦＥＮＣＥ サービス 理容・美容業 5%

201,470 香川県 高松市 美容室ＡＮＮＥＸさかもとウィングポート店 サービス 理容・美容業 5%

201,471 香川県 高松市 美容室ＡＮＮＥＸさかもとウィングポート店 サービス 理容・美容業 5%

201,472 香川県 高松市 美容室さかもと　本店 サービス 理容・美容業 5%

201,473 香川県 高松市 美容室ＳＡＫＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

201,474 香川県 高松市 美容室ジュリア サービス 理容・美容業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

201,475 香川県 高松市 美容室ＲＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

201,476 香川県 高松市 美容整体みらい サービス その他サービス 5%

201,477 香川県 高松市 ひろせ司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

201,478 香川県 高松市 フィート・ウェット 小売業 衣料品 5%

201,479 香川県 高松市 ｆｅｎｅｒｉ サービス 理容・美容業 5%

201,480 香川県 高松市 ＦｏｒｔｈｅＢｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

201,481 香川県 高松市 ｆｏｇ 小売業 衣料品 5%

201,482 香川県 高松市 ＦＯＲＢＩＣＩＮＡ（フォルビチーナ） サービス 理容・美容業 5%

201,483 香川県 高松市 Ｆｏｒｍ サービス 理容・美容業 5%

201,484 香川県 高松市 吹上亭 小売業 その他小売 5%

201,485 香川県 高松市 福崎鶏肉専門店 小売業 食料品 5%

201,486 香川県 高松市 冨久ろ屋 小売業 食料品 5%

201,487 香川県 高松市 福家電気商会 小売業 電化製品 5%

201,488 香川県 高松市 Ｆｕｊｉ　Ｃａｆｅ　１９７７ サービス 飲食業 5%

201,489 香川県 高松市 藤塚町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,490 香川県 高松市 ふじのや サービス 飲食業 5%

201,491 香川県 高松市 藤目塗装 サービス その他サービス 5%

201,492 香川県 高松市 フーズランド 小売業 食料品 5%

201,493 香川県 高松市 伏石　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,494 香川県 高松市 フットワークスポーツ 小売業 その他小売 5%

201,495 香川県 高松市 ブティック　右川 小売業 衣料品 5%

201,496 香川県 高松市 ふとんのクマイ 小売業 家具・調度品 5%

201,497 香川県 高松市 ふとんのクマイ 小売業 家具・調度品 5%

201,498 香川県 高松市 舟忠 サービス 飲食業 5%

201,499 香川県 高松市 ブライダルコスチューム　寿や サービス その他サービス 5%

201,500 香川県 高松市 ブライリア サービス その他サービス 5%

201,501 香川県 高松市 ＦＲＡＵ　ＫＯＢＥ　香川高松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,502 香川県 高松市 ＦＲＡＵＫＯＢＥＪＡＰＡＮ香川高松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,503 香川県 高松市 プラザなかむら 小売業 電化製品 5%

201,504 香川県 高松市 106 小売業 衣料品 5%

201,505 香川県 高松市 プラスワンキャンピングカーレンタル サービス その他サービス 5%

201,506 香川県 高松市 ＦＲＡＧＭＥＮＴＦＡＣＴＯＲＹ サービス その他サービス 5%

201,507 香川県 高松市 Ｆｌｏｗｅｒ＆Ｌｉｆｅ　Ａｎ’ｓ 小売業 その他小売 5%

201,508 香川県 高松市 ＢＬＩＳＳ 小売業 衣料品 2%

201,509 香川県 高松市 振袖専門店いちのや 振袖専門店いちのや 小売業 衣料品 5%

201,510 香川県 高松市 ＦＲＥＥＷＨＥＥＬ 小売業 その他小売 5%

201,511 香川県 高松市 フルーツ大林 小売業 食料品 5%

201,512 香川県 高松市 ふるかわうどん サービス 飲食業 5%

201,513 香川県 高松市 古着百貨 小売業 その他小売 5%

201,514 香川県 高松市 古馬場精肉店 サービス 飲食業 5%

201,515 香川県 高松市 古本の店ギルド 小売業 その他小売 5%

201,516 香川県 高松市 Ｆｌｅｕｒ 小売業 その他小売 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

201,517 香川県 高松市 ブルンネン サービス 飲食業 5%

201,518 香川県 高松市 フレッシュバリュー郷東店 小売業 食料品 5%

201,519 香川県 高松市 フレッシュバリュー　ミラクルタウン郷東店 小売業 食料品 5%

201,520 香川県 高松市 フレンドやまじ 小売業 電化製品 5%

201,521 香川県 高松市 フローリストみつば 小売業 その他小売 5%

201,522 香川県 高松市 ＢＲＯＣＡＮＴＥ サービス 理容・美容業 5%

201,523 香川県 高松市 文具生活　リトルノ高松本店 小売業 その他小売 5%

201,524 香川県 高松市 文具マイスターパピア 文具マイスターパピア 小売業 その他小売 5%

201,525 香川県 高松市 ｈａｉｒ　ａｒｔ’ｓ　ＢＬＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

201,526 香川県 高松市 ヘア　サロン　コモレビ サービス 理容・美容業 5%

201,527 香川県 高松市 Ｈａｉｒ　Ｍｏｎｒｏｅ サービス 理容・美容業 5%

201,528 香川県 高松市 Ｈａｉｒｓａｌｏｎ　Ｋｉｔａｊｉ サービス 理容・美容業 5%

201,529 香川県 高松市 ヘアーサロンかわすじ サービス 理容・美容業 5%

201,530 香川県 高松市 ヘアサロン　べリール サービス 理容・美容業 5%

201,531 香川県 高松市 ヘアースタジオ神谷 サービス 理容・美容業 5%

201,532 香川県 高松市 ヘアサロン美ＳＴＯＲＹ サービス 理容・美容業 5%

201,533 香川県 高松市 ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ＴＡＶＯＯ サービス 理容・美容業 5%

201,534 香川県 高松市 ヘアサロンベリール サービス 理容・美容業 5%

201,535 香川県 高松市 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｌｏｔｕｓ サービス 理容・美容業 5%

201,536 香川県 高松市 ＨａｉｒＭａｋｅ　ＳＡＭＳＡＲＡ　宮脇店 サービス 理容・美容業 5%

201,537 香川県 高松市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＯＲＡＮＧＥ サービス 理容・美容業 5%

201,538 香川県 高松市 ＨａｉｒＭａｋｅ　ＳＡＭＳＡＲＡ　屋島店 サービス 理容・美容業 5%

201,539 香川県 高松市 Ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　Ｓｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

201,540 香川県 高松市 平池ゴルフセンター サービス その他サービス 5%

201,541 香川県 高松市 平成レンタカー　高松駅前店 サービス その他サービス 5%

201,542 香川県 高松市 平成レンタカー　高松空港店 サービス その他サービス 5%

201,543 香川県 高松市 ｐａｉｎ 小売業 衣料品 5%

201,544 香川県 高松市 Ｂａｋｅｒｙ Ｃａｆｅ ル レーヴ 南新町店 小売業 食料品 5%

201,545 香川県 高松市 ベッド マットレス 亀田店 小売業 家具・調度品 5%

201,546 香川県 高松市 ペットハウス・プーキー　川島店 小売業 その他小売 5%

201,547 香川県 高松市 ペットハウス　プーキー　高松店 小売業 その他小売 5%

201,548 香川県 高松市 べべんこ サービス 飲食業 5%

201,549 香川県 高松市 べべんこ サービス 飲食業 5%

201,550 香川県 高松市 ｂｅｒｒｙ サービス 理容・美容業 5%

201,551 香川県 高松市 ＢｅＬＬ　ＤｏＮＮａ 小売業 衣料品 5%

201,552 香川県 高松市 ポールスミス　高松店 小売業 衣料品 5%

201,553 香川県 高松市 ポールスミスコレクション 小売業 衣料品 5%

201,554 香川県 高松市 ほぐし処　りせっと サービス 理容・美容業 5%

201,555 香川県 高松市 補聴器センター　辻　四万十店 小売業 電化製品 5%

201,556 香川県 高松市 補聴器センター辻　太田店 小売業 その他小売 5%

201,557 香川県 高松市 補聴器センター辻　屋島店 小売業 その他小売 5%

201,558 香川県 高松市 ＳａｌｏｎＢｅｌｌＦｌｅｕｒｓ サービス 理容・美容業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

201,559 香川県 高松市 ホテル　セカンドステージ サービス 宿泊業 5%

201,560 香川県 高松市 ホテルエリアワン高松 サービス 宿泊業 5%

201,561 香川県 高松市 ホテル川六 サービス 宿泊業 5%

201,562 香川県 高松市 ホテルジャパン サービス 宿泊業 5%

201,563 香川県 高松市 ホテルパールガーデン サービス 宿泊業 5%

201,564 香川県 高松市 ホテルパールガーデンレストラン瀬戸の花 サービス 宿泊業 5%

201,565 香川県 高松市 ホテル福屋 サービス 宿泊業 5%

201,566 香川県 高松市 ホテル　ワカバ サービス 宿泊業 5%

201,567 香川県 高松市 骨付鳥　寄鳥味鳥 サービス 飲食業 5%

201,568 香川県 高松市 ほのぼの サービス 飲食業 5%

201,569 香川県 高松市 Ｈｏｍａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

201,570 香川県 高松市 誉自転車 小売業 その他小売 5%

201,571 香川県 高松市 誉自転車 誉自転車 小売業 その他小売 5%

201,572 香川県 高松市 堀川住器 サービス その他サービス 5%

201,573 香川県 高松市 ＰａｕｌＳｍｉｔｈ　Ｗｏｍｅｎ 小売業 衣料品 5%

201,574 香川県 高松市 ホルモン焼肉　豊千 サービス 飲食業 5%

201,575 香川県 高松市 ポレンヘアドレッサーズ サービス 理容・美容業 5%

201,576 香川県 高松市 本格中華料理　紹興酒家 サービス 飲食業 5%

201,577 香川県 高松市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,578 香川県 高松市 本社 小売業 その他小売 5%

201,579 香川県 高松市 本社 小売業 その他小売 5%

201,580 香川県 高松市 本社　団体 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,581 香川県 高松市 Ｂｏｎｃｉａｎｉ 小売業 衣料品 5%

201,582 香川県 高松市 本社ＬＰＧ 小売業 その他小売 5%

201,583 香川県 高松市 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　飯山高松郷東店 小売業 その他小売 5%

201,584 香川県 高松市 本屋Ｌｕｎｕｇａｎｇａ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,585 香川県 高松市 前田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,586 香川県 高松市 まぐ動物病院 サービス その他サービス 5%

201,587 香川県 高松市 マクドナルド高松元山町店 サービス 飲食業 2%

201,588 香川県 高松市 マクドナルドフジグラン十川店 サービス 飲食業 2%

201,589 香川県 高松市 雅代ん家 サービス 飲食業 5%

201,590 香川県 高松市 マタタビ珈琲豆店 小売業 食料品 5%

201,591 香川県 高松市 マックス　マーラ 小売業 衣料品 2%

201,592 香川県 高松市 Ｍａｘ　Ｍａｒａ２ 小売業 衣料品 2%

201,593 香川県 高松市 照仁庵 サービス 理容・美容業 5%

201,594 香川県 高松市 松縄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,595 香川県 高松市 マナベ自動車相談所　Ｐｉｔ　ＭＡＮＡＢＥ 小売業 その他小売 5%

201,596 香川県 高松市 ＭＡＮＡＷＡ サービス 理容・美容業 5%

201,597 香川県 高松市 ｍａｈｉｎａｌａｎｉ ＨＡＷＡＩＩＡＮ ＬＯＭＩＬＯＭＩ サービス その他サービス 5%

201,598 香川県 高松市 マブチスポーツ高松店 小売業 その他小売 5%

201,599 香川県 高松市 マルナカツーリスト太田営業所 サービス その他サービス 5%

201,600 香川県 高松市 マルナカツーリスト屋島営業所 サービス その他サービス 5%
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201,601 香川県 高松市 マルナカツーリスト栗林本社 サービス その他サービス 5%

201,602 香川県 高松市 丸久自動車 サービス その他サービス 5%

201,603 香川県 高松市 まるまんエ・コ 小売業 電化製品 5%

201,604 香川県 高松市 マレマレ サービス 飲食業 5%

201,605 香川県 高松市 Ｍｉｏ Ｐａｅｓｅ サービス 飲食業 5%

201,606 香川県 高松市 味香 サービス 飲食業 5%

201,607 香川県 高松市 ミキサーマン 小売業 食料品 5%

201,608 香川県 高松市 ｍｉｃｈｅｌｗｒｅａｔｈ 小売業 その他小売 5%

201,609 香川県 高松市 みずしま動物病院 サービス その他サービス 5%

201,610 香川県 高松市 ＭＩＳＵＲＡ 小売業 衣料品 5%

201,611 香川県 高松市 溝口食糧株式会社　米屋　溝口食糧 小売業 食料品 5%

201,612 香川県 高松市 ミゾブチ電化 小売業 電化製品 5%

201,613 香川県 高松市 三谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,614 香川県 高松市 三谷行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

201,615 香川県 高松市 道の駅源平の里むれ 小売業 家具・調度品 5%

201,616 香川県 高松市 ミーツ 小売業 衣料品 2%

201,617 香川県 高松市 三並電器商会 小売業 電化製品 5%

201,618 香川県 高松市 ｍｉｎｉｍｉｘ サービス 理容・美容業 5%

201,619 香川県 高松市 ミニやおや　まるみや 小売業 食料品 5%

201,620 香川県 高松市 御厩　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,621 香川県 高松市 ミモザ　イオン高松東店 小売業 衣料品 5%

201,622 香川県 高松市 宮脇書店　太田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,623 香川県 高松市 宮脇書店　卸センター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,624 香川県 高松市 宮脇書店　川東店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,625 香川県 高松市 宮脇書店　香西店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,626 香川県 高松市 宮脇書店　新太田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,627 香川県 高松市 宮脇書店　新屋島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,628 香川県 高松市 宮脇書店　フジ十川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,629 香川県 高松市 宮脇書店　フレスポ高松店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,630 香川県 高松市 宮脇書店　本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,631 香川県 高松市 宮脇書店　南本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,632 香川県 高松市 宮脇書店　宮脇総本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,633 香川県 高松市 宮脇書店　栗林南店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,634 香川県 高松市 味楽 サービス 飲食業 5%

201,635 香川県 高松市 ｍｉｌｄ　ｎａｐ サービス 理容・美容業 5%

201,636 香川県 高松市 民サ麺業高松空港売店 小売業 家具・調度品 5%

201,637 香川県 高松市 ミント薬局　新田店 小売業 その他小売 5%

201,638 香川県 高松市 無印良品　高松 小売業 その他小売 2%

201,639 香川県 高松市 無印良品　ゆめタウン高松 小売業 その他小売 2%

201,640 香川県 高松市 メガネの田中　イオンモール高松 小売業 その他小売 5%

201,641 香川県 高松市 メガネのヒラタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,642 香川県 高松市 メガネの宝生堂 小売業 貴金属・服飾品 5%
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201,643 香川県 高松市 メガネのヤマシタ国分寺店 小売業 その他小売 5%

201,644 香川県 高松市 メガネ本舗　円座店 小売業 その他小売 5%

201,645 香川県 高松市 メガネ本舗　屋島店 小売業 その他小売 5%

201,646 香川県 高松市 メガネ本舗　レインボーロード伏石店 小売業 その他小売 5%

201,647 香川県 高松市 メゾン・トヨシマ 小売業 衣料品 5%

201,648 香川県 高松市 目元専門サロン ルベル サービス 理容・美容業 5%

201,649 香川県 高松市 メルローズ　＆　アルカリ 小売業 衣料品 2%

201,650 香川県 高松市 ＭＥＮ　Ｓ　ＨＡＩＲ　ＭＡＹＢＥ サービス 理容・美容業 5%

201,651 香川県 高松市 麺屋かみ本 サービス 飲食業 5%

201,652 香川県 高松市 麺屋軌跡 高松本店 サービス 飲食業 5%

201,653 香川県 高松市 モガ 小売業 衣料品 2%

201,654 香川県 高松市 モダン・プロ　高松店 小売業 食料品 5%

201,655 香川県 高松市 モードブルージュ高松店 小売業 衣料品 5%

201,656 香川県 高松市 モモタローＢａｒｂｅｒ　Ｓｈｏｐ サービス 理容・美容業 5%

201,657 香川県 高松市 モリソンウォッチ＆ライフ 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,658 香川県 高松市 モリソンウォッチ＆ライフ 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,659 香川県 高松市 もりや薬舗 小売業 その他小売 5%

201,660 香川県 高松市 もりや薬舗 小売業 その他小売 5%

201,661 香川県 高松市 Ｍｏｎ　Ｄｉａｄ　高松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,662 香川県 高松市 モン・リジェール 小売業 その他小売 5%

201,663 香川県 高松市 Ｍｏｎｋｅｙ　Ｗｒｅｎｃｈ 小売業 衣料品 5%

201,664 香川県 高松市 八百屋ひとみ サービス 飲食業 5%

201,665 香川県 高松市 焼とり　子子子 サービス 飲食業 5%

201,666 香川県 高松市 焼肉　春日 サービス 飲食業 5%

201,667 香川県 高松市 焼肉五苑　一宮店 サービス 飲食業 5%

201,668 香川県 高松市 焼肉酒場はち サービス 飲食業 5%

201,669 香川県 高松市 焼肉Ｄｉｎｉｎｇ茂 サービス 飲食業 5%

201,670 香川県 高松市 ヤキブタ酒場　大門屋 サービス 飲食業 5%

201,671 香川県 高松市 ヤキブタ酒場　大門屋 サービス 飲食業 5%

201,672 香川県 高松市 八栗ケーブル山上駅 サービス その他サービス 5%

201,673 香川県 高松市 ヤクルト届けてネット（香川） サービス その他サービス 5%

201,674 香川県 高松市 屋島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,675 香川県 高松市 屋島釣具店 小売業 その他小売 5%

201,676 香川県 高松市 ヤシマデンキ 小売業 電化製品 5%

201,677 香川県 高松市 屋島の宿　桃太郎 サービス 宿泊業 5%

201,678 香川県 高松市 屋島の宿　桃太郎 サービス 宿泊業 5%

201,679 香川県 高松市 屋島ロイヤルホテル サービス 宿泊業 5%

201,680 香川県 高松市 山野愛子美容室　高松店 サービス 理容・美容業 5%

201,681 香川県 高松市 飲茶居天胡同 サービス 飲食業 5%

201,682 香川県 高松市 や和らぎたかす 小売業 衣料品 5%

201,683 香川県 高松市 有　長尾輪業商会 サービス その他サービス 5%

201,684 香川県 高松市 有限会社大原順進堂　有限会社　大原順進堂 サービス その他サービス 5%
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201,685 香川県 高松市 有限会社吉祥 小売業 衣料品 5%

201,686 香川県 高松市 有限会社日下精肉店　日下精肉店 小売業 食料品 5%

201,687 香川県 高松市 ＪＭ／有限会社三辰 小売業 食料品 5%

201,688 香川県 高松市 有限会社しゃぶ亭まる 小売業 食料品 5%

201,689 香川県 高松市 有限会社スパイス Ｓｐｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

201,690 香川県 高松市 有限会社スポーツショップＣＳＰ スポーツショップＣＳＰ 小売業 その他小売 5%

201,691 香川県 高松市 有限会社瀬川オートサービス サービス その他サービス 5%

201,692 香川県 高松市 有限会社センコヤ本店 小売業 その他小売 5%

201,693 香川県 高松市 有限会社高嶋金物店 小売業 電化製品 5%

201,694 香川県 高松市 有限会社高松センチュリーホテル サービス 宿泊業 5%

201,695 香川県 高松市 有限会社武下衣料センター 小売業 その他小売 5%

201,696 香川県 高松市 有限会社ハートッゥハート香川 小売業 その他小売 5%

201,697 香川県 高松市 有限会社三浦酒店 小売業 食料品 5%

201,698 香川県 高松市 有限会社三宅自転車店 小売業 その他小売 5%

201,699 香川県 高松市 有限会社森吉祥堂 サービス その他サービス 5%

201,700 香川県 高松市 有限会社山崎自転車商会　有限会社山崎自転車商会 小売業 その他小売 5%

201,701 香川県 高松市 有限会社山屋商店 小売業 衣料品 5%

201,702 香川県 高松市 有限会社リブテック サービス その他サービス 5%

201,703 香川県 高松市 有限会社ワタナベ酒店　有限会社　ワタナベ酒店 小売業 その他小売 5%

201,704 香川県 高松市 遊食房屋国分寺店 サービス 飲食業 5%

201,705 香川県 高松市 遊食房屋七福国分寺店 遊食房屋 国分寺店 サービス 飲食業 5%

201,706 香川県 高松市 遊食房屋高松南店 サービス 飲食業 5%

201,707 香川県 高松市 柚の木 サービス 飲食業 5%

201,708 香川県 高松市 弓田武道具店 小売業 その他小売 5%

201,709 香川県 高松市 ゆめタウン高松ａｒｕｄｉ 小売業 衣料品 5%

201,710 香川県 高松市 湯愛の里しおのえ 小売業 食料品 5%

201,711 香川県 高松市 ＹＵＲＩＭＡＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

201,712 香川県 高松市 ヨーガンレール 小売業 衣料品 2%

201,713 香川県 高松市 ヨコクラうどん サービス 飲食業 5%

201,714 香川県 高松市 義とも サービス 飲食業 5%

201,715 香川県 高松市 ＹＯＭＳ 小売業 その他小売 5%

201,716 香川県 高松市 歓中店 サービス 飲食業 5%

201,717 香川県 高松市 ラ・ヴィータ　高松店 小売業 電化製品 5%

201,718 香川県 高松市 Ｌａ．　Ｓａｉｎｔ サービス その他サービス 5%

201,719 香川県 高松市 ラ・プロヴァンス　牟礼山荘 サービス 飲食業 5%

201,720 香川県 高松市 ライズヘア? サービス 理容・美容業 5%

201,721 香川県 高松市 ＬａＶｉｅ サービス 理容・美容業 5%

201,722 香川県 高松市 ＡＲｏｕｎｄ Ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

201,723 香川県 高松市 楽市 サービス 飲食業 5%

201,724 香川県 高松市 ラケットショップ アッド 小売業 その他小売 5%

201,725 香川県 高松市 ラケットワールド　ラビット 小売業 その他小売 5%

201,726 香川県 高松市 株式会社５１８ 小売業 その他小売 5%
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201,727 香川県 高松市 Ｌａ　　ｍａ　Ｃｈｅｒｉｅ　Ｌａ　　ｍａ　ｃｈｅｒｉｅ　?ｇｏｏｄ　ｄａｙ? サービス 理容・美容業 5%

201,728 香川県 高松市 ｌａ．ｌｕｚｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

201,729 香川県 高松市 ランクレ高松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,730 香川県 高松市 Ｌｉｅｂｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

201,731 香川県 高松市 栗林公園前　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,732 香川県 高松市 Ｌｉｎｏ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

201,733 香川県 高松市 リブラブ 小売業 家具・調度品 5%

201,734 香川県 高松市 リブラブ 小売業 家具・調度品 5%

201,735 香川県 高松市 ＲＥＭＩＸ．ｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

201,736 香川県 高松市 Ｌｉｍｏ　ｎａｉｌ　Ｌｉｍｏ　ｎａｉｌ　　リモネイル サービス 理容・美容業 5%

201,737 香川県 高松市 Ｒｕｂａｎ サービス その他サービス 5%

201,738 香川県 高松市 理容サコ サービス 理容・美容業 5%

201,739 香川県 高松市 料亭　二蝶 サービス 飲食業 5%

201,740 香川県 高松市 イタリア料理店両忘 サービス 飲食業 5%

201,741 香川県 高松市 リラクゼーションサロン　パルム サービス その他サービス 5%

201,742 香川県 高松市 リラクゼーションハウス　ハチ サービス その他サービス 5%

201,743 香川県 高松市 ｃａｆｅ＆ｂａｒＲｅ．Ｒｅ サービス 飲食業 5%

201,744 香川県 高松市 凛とＴａｋａｍａｔｓｕ サービス 飲食業 5%

201,745 香川県 高松市 ル－ト１１マツムラＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,746 香川県 高松市 ＲＥＦＡＩＲＥ サービス 理容・美容業 5%

201,747 香川県 高松市 Ｒａｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

201,748 香川県 高松市 株式会社レイズＲＡＩＳＥ．ＰｅｒｓｏｎａｌＧｙｍ サービス その他サービス 5%

201,749 香川県 高松市 レイビームス高松 小売業 衣料品 5%

201,750 香川県 高松市 レストラン　シェテス サービス 飲食業 5%

201,751 香川県 高松市 レミヤン 小売業 その他小売 5%

201,752 香川県 高松市 レンタル　彩 サービス その他サービス 5%

201,753 香川県 高松市 ロイヤルハンズ高松イオン東店 サービス その他サービス 5%

201,754 香川県 高松市 ＲｏｓｅｓＴｅａ サービス 飲食業 5%

201,755 香川県 高松市 路地裏割烹あまの サービス 飲食業 5%

201,756 香川県 高松市 ＲＯＳＳＯ サービス その他サービス 5%

201,757 香川県 高松市 ロッソネロ高松店 小売業 衣料品 5%

201,758 香川県 高松市 株式会社ロハスネット 小売業 食料品 5%

201,759 香川県 高松市 和光電化 小売業 電化製品 5%

201,760 香川県 高松市 和食弁慶 サービス 飲食業 5%

201,761 香川県 高松市 ワッツウィズ香川ウイングポート店 小売業 その他小売 5%

201,762 香川県 高松市 和洋折衷　ＭＥＩＳＵＥ サービス 飲食業 5%

201,763 香川県 高松市 ワンス酒場 サービス 飲食業 5%

201,764 香川県 高松市 ワンダフルワールド 小売業 衣料品 2%

201,765 香川県 高松市 ワンナワードライ東宝　茜町店 サービス その他サービス 5%

201,766 香川県 高松市 ワンナワードライ東宝潟元店 サービス その他サービス 5%

201,767 香川県 高松市 ワンナワードライ東宝木太店 サービス その他サービス 5%

201,768 香川県 高松市 ワンナワードライ東宝　三条店 サービス その他サービス 5%
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201,769 香川県 高松市 ワンナワードライ東宝　サンフラワー店 サービス その他サービス 5%

201,770 香川県 高松市 ワンナワードライ東宝　新太田店 サービス その他サービス 5%

201,771 香川県 高松市 ワンナワードライ東宝　通町店 サービス その他サービス 5%

201,772 香川県 高松市 ワンナワードライ東宝　錦町店 サービス その他サービス 5%

201,773 香川県 高松市 ワンナワードライ東宝　仏生山店 サービス その他サービス 5%

201,774 香川県 高松市 ワンナワードライ東宝　宮脇店 サービス その他サービス 5%

201,775 香川県 高松市 ワンナワードライ東宝牟礼店 サービス その他サービス 5%

201,776 香川県 高松市 ワンナワードライ東宝　屋島コープ前店 サービス その他サービス 5%

201,777 香川県 多度津町 秋山電機 小売業 電化製品 5%

201,778 香川県 多度津町 イトフク 小売業 衣料品 5%

201,779 香川県 多度津町 海食処笑門家 サービス 飲食業 5%

201,780 香川県 多度津町 海鮮うまいもんや浜海道多度津本店 サービス 飲食業 5%

201,781 香川県 多度津町 有限会社かねちか呉服店 小売業 衣料品 5%

201,782 香川県 多度津町 株式会社オザキ 小売業 その他小売 5%

201,783 香川県 多度津町 さかえドライ　イオンタウン多度津店 サービス その他サービス 5%

201,784 香川県 多度津町 篠原電機商会 小売業 電化製品 5%

201,785 香川県 多度津町 多度津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,786 香川県 多度津町 多度津セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,787 香川県 多度津町 セブン－イレブン多度津町葛原店 小売業 食料品 2%

201,788 香川県 多度津町 セブン－イレブン多度津町北鴨店 小売業 食料品 2%

201,789 香川県 多度津町 多度津南　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,790 香川県 多度津町 桃陵自動車本社 小売業 その他小売 5%

201,791 香川県 多度津町 ｎｉｃｏｅｉｇｈｔ サービス 理容・美容業 5%

201,792 香川県 多度津町 日新モータース 小売業 その他小売 5%

201,793 香川県 多度津町 ネコノシマホステル サービス その他サービス 5%

201,794 香川県 多度津町 浜海道　高松南店 サービス 飲食業 5%

201,795 香川県 多度津町 ｈｉｂｉ．ｔａｓ サービス 理容・美容業 5%

201,796 香川県 多度津町 みなと　新世 サービス 飲食業 5%

201,797 香川県 多度津町 みなと新世 多度津店 サービス 飲食業 5%

201,798 香川県 多度津町 宮脇書店　多度津店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,799 香川県 土庄町 あべひろし眼鏡店 小売業 その他小売 5%

201,800 香川県 土庄町 アルファ 小売業 衣料品 5%

201,801 香川県 土庄町 いちご家 サービス 飲食業 5%

201,802 香川県 土庄町 伊藤製麺所 小売業 食料品 5%

201,803 香川県 土庄町 ＡＴ?１　ストラダーレ　ＡＴ　１　ストラダーレ サービス その他サービス 5%

201,804 香川県 土庄町 ＳＳＧチェーン　ヨコヤマ店 小売業 電化製品 5%

201,805 香川県 土庄町 エスポアおおもり サービス その他サービス 5%

201,806 香川県 土庄町 オーキドホテル サービス 宿泊業 5%

201,807 香川県 土庄町 オリックスレンタカー小豆島店 サービス その他サービス 2%

201,808 香川県 土庄町 家具の西崎 小売業 家具・調度品 5%

201,809 香川県 土庄町 鹿島荘 サービス 宿泊業 5%

201,810 香川県 土庄町 葛西正商店 小売業 食料品 5%
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201,811 香川県 土庄町 靴のファイブ 小売業 衣料品 5%

201,812 香川県 土庄町 クラブ　ルシアン サービス 飲食業 5%

201,813 香川県 土庄町 サエキデンキ 小売業 電化製品 5%

201,814 香川県 土庄町 サンセットコースト サービス 宿泊業 5%

201,815 香川県 土庄町 サンライズ土庄　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,816 香川県 土庄町 四海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,817 香川県 土庄町 島モノ家 小売業 その他小売 5%

201,818 香川県 土庄町 小豆島グランドホテル水明 サービス 宿泊業 5%

201,819 香川県 土庄町 小豆島観光ホテル サービス 宿泊業 5%

201,820 香川県 土庄町 小豆島うまいもん屋庄八 小売業 食料品 5%

201,821 香川県 土庄町 セブンーイレブン小豆島オリーブタウン店 小売業 食料品 2%

201,822 香川県 土庄町 セブンーイレブン小豆島土庄港店 小売業 食料品 2%

201,823 香川県 土庄町 セブンーイレブン小豆島土庄町店 小売業 食料品 2%

201,824 香川県 土庄町 Ｔｈｉｎｇｓ 小売業 衣料品 5%

201,825 香川県 土庄町 瀬戸内カレン営業所 サービス その他サービス 5%

201,826 香川県 土庄町 瀬戸内観光汽船大部営業所 サービス その他サービス 5%

201,827 香川県 土庄町 ダイニングバー　コンパ サービス 飲食業 5%

201,828 香川県 土庄町 チェレステ小豆島 サービス 宿泊業 5%

201,829 香川県 土庄町 豊島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,830 香川県 土庄町 テシマサイト サービス その他サービス 5%

201,831 香川県 土庄町 土庄　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,832 香川県 土庄町 土庄港観光センター 小売業 家具・調度品 5%

201,833 香川県 土庄町 ニュー観海本館天空ホテル海廬 サービス 宿泊業 5%

201,834 香川県 土庄町 パソコン屋ゆめ工房 小売業 電化製品 5%

201,835 香川県 土庄町 ばん助 小売業 食料品 5%

201,836 香川県 土庄町 ｂｌｕｅｂｅａｔｂｌａｎｄ サービス 飲食業 5%

201,837 香川県 土庄町 ＨＯＭＥＭＡＫＥＲＳ サービス 飲食業 5%

201,838 香川県 土庄町 ホテルグリーンプラザ小豆島 サービス 宿泊業 5%

201,839 香川県 土庄町 ホテルニュー海風 サービス 宿泊業 5%

201,840 香川県 土庄町 ホテルニュー海風ＡＴ?１ストラダ サービス 宿泊業 5%

201,841 香川県 土庄町 ホテルニュー海風　エーティーワンストラダーレ サービス 宿泊業 5%

201,842 香川県 土庄町 ホテル松風 サービス 宿泊業 5%

201,843 香川県 土庄町 ｍａｍｍａ ｍａｍｍａ サービス 宿泊業 5%

201,844 香川県 土庄町 ミキマサ 小売業 衣料品 5%

201,845 香川県 土庄町 宮脇書店　マルナカ土庄店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,846 香川県 土庄町 ＭｅｉＰＡＭ サービス その他サービス 5%

201,847 香川県 土庄町 ４０５ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

201,848 香川県 土庄町 リバーサイド土庄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,849 香川県 土庄町 両備フェリー　土庄港営業所 サービス その他サービス 5%

201,850 香川県 土庄町 レディスファッション　アルファ 小売業 衣料品 5%

201,851 香川県 直島町 アカイトコーヒー サービス 飲食業 5%

201,852 香川県 直島町 おかしとコーヒー サービス 飲食業 5%
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201,853 香川県 直島町 カフェサロン中奥 サービス 飲食業 5%

201,854 香川県 直島町 ｓａｎａ　ｍａｎｅ 小売業 食料品 5%

201,855 香川県 直島町 第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,856 香川県 直島町 直島　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,857 香川県 直島町 直島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,858 香川県 直島町 セブンーイレブンなおしま店 小売業 食料品 2%

201,859 香川県 直島町 直島バックパッカーズ サービス その他サービス 5%

201,860 香川県 直島町 三菱マテリアル直島生活協同組合 小売業 その他小売 5%

201,861 香川県 直島町 三菱マテリアル直島生協本店 小売業 食料品 5%

201,862 香川県 東かがわ市 アイビーフレンズ 小売業 その他小売 5%

201,863 香川県 東かがわ市 ａｃｏｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

201,864 香川県 東かがわ市 ａｔｅｌｉｅｒＲｉｐｐｌｅ 小売業 衣料品 5%

201,865 香川県 東かがわ市 出光引田西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,866 香川県 東かがわ市 ウエタ写真館 小売業 その他小売 5%

201,867 香川県 東かがわ市 ウエタ写真館 サービス その他サービス 5%

201,868 香川県 東かがわ市 魚源 サービス 飲食業 5%

201,869 香川県 東かがわ市 魚源 サービス 飲食業 5%

201,870 香川県 東かがわ市 大内　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,871 香川県 東かがわ市 有限会社　オートマックス 小売業 その他小売 5%

201,872 香川県 東かがわ市 カイロオフィスしあわせ サービス 理容・美容業 5%

201,873 香川県 東かがわ市 香川章美堂 小売業 その他小売 5%

201,874 香川県 東かがわ市 香川ダイハツ販売東かがわ店 小売業 その他小売 5%

201,875 香川県 東かがわ市 香川トヨタ自動車三本松店 小売業 その他小売 5%

201,876 香川県 東かがわ市 香川トヨペット　ＥＰＯｉＮＴ三本松 小売業 その他小売 5%

201,877 香川県 東かがわ市 県立白鳥病院売店 小売業 その他小売 5%

201,878 香川県 東かがわ市 三本松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,879 香川県 東かがわ市 白鳥町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,880 香川県 東かがわ市 白鳥どうぶつ園 発券所 サービス その他サービス 5%

201,881 香川県 東かがわ市 スポーツヤード サービス その他サービス 5%

201,882 香川県 東かがわ市 ＴＯＩＲＯＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

201,883 香川県 東かがわ市 東讃自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

201,884 香川県 東かがわ市 ニッセンシェイプ・サロン　Ｂ’ｚｕ 小売業 衣料品 5%

201,885 香川県 東かがわ市 ネッツトヨタ香川東かがわ店 小売業 その他小売 5%

201,886 香川県 東かがわ市 セブン－イレブン東かがわ引田店 小売業 食料品 2%

201,887 香川県 東かがわ市 セブン－イレブン東かがわ湊店 小売業 食料品 2%

201,888 香川県 東かがわ市 引田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,889 香川県 東かがわ市 文具生活東かがわ 小売業 その他小売 5%

201,890 香川県 東かがわ市 ヘアースペーストップス サービス 理容・美容業 5%

201,891 香川県 東かがわ市 ＨＡＩＲ?ＤＯ サービス 理容・美容業 5%

201,892 香川県 東かがわ市 ＢｅＬｉｅｒ　白鳥店 小売業 衣料品 5%

201,893 香川県 東かがわ市 宝飾品　メガネ　補聴器カワイ 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,894 香川県 東かがわ市 マツシタ 小売業 その他小売 5%
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201,895 香川県 東かがわ市 マルエデンキ 小売業 電化製品 5%

201,896 香川県 東かがわ市 味道源 サービス 飲食業 5%

201,897 香川県 東かがわ市 モードクレエクープ 小売業 衣料品 5%

201,898 香川県 東かがわ市 吉川電気 小売業 電化製品 5%

201,899 香川県 丸亀市 アークスクエア綾歌ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,900 香川県 丸亀市 あかるい洋食屋 サービス 飲食業 5%

201,901 香川県 丸亀市 アケボノスタジオ サービス その他サービス 5%

201,902 香川県 丸亀市 ＡＶＡＮ　フジグラン　丸亀店 小売業 衣料品 5%

201,903 香川県 丸亀市 ＡＢＬＯＯＭ　ＡＢＬＯＯＭ サービス 理容・美容業 5%

201,904 香川県 丸亀市 ＡｍｏｕｒｏａｄＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

201,905 香川県 丸亀市 ａ　ｍｏｎ　ｇｏｕｔ サービス 理容・美容業 5%

201,906 香川県 丸亀市 あやうた製麺 小売業 食料品 5%

201,907 香川県 丸亀市 アン・プラス サービス 理容・美容業 5%

201,908 香川県 丸亀市 ＥＭクリーニング明治屋　田村店 サービス その他サービス 5%

201,909 香川県 丸亀市 ＥＭクリーニング明治屋　本店 サービス その他サービス 5%

201,910 香川県 丸亀市 Ｅｔｏｎ　ｃｒｏｐ　イートン　クロップ サービス 理容・美容業 5%

201,911 香川県 丸亀市 イコマ薬店 小売業 その他小売 5%

201,912 香川県 丸亀市 居酒屋　くしわか サービス 飲食業 5%

201,913 香川県 丸亀市 居酒屋うさぎ 居酒屋 うさぎ サービス 飲食業 5%

201,914 香川県 丸亀市 イソザキ　丸亀店 小売業 家具・調度品 5%

201,915 香川県 丸亀市 一鶴　心斎橋店 サービス 飲食業 5%

201,916 香川県 丸亀市 一鶴　高松店 サービス 飲食業 5%

201,917 香川県 丸亀市 一鶴　土器川店 サービス 飲食業 5%

201,918 香川県 丸亀市 一鶴　土器川店 サービス 飲食業 5%

201,919 香川県 丸亀市 一鶴　中府店 サービス 飲食業 5%

201,920 香川県 丸亀市 一鶴　中府店 サービス 飲食業 5%

201,921 香川県 丸亀市 一鶴　丸亀本店 サービス 飲食業 5%

201,922 香川県 丸亀市 一鶴　丸亀本店 サービス 飲食業 5%

201,923 香川県 丸亀市 一鶴　屋島店 サービス 飲食業 5%

201,924 香川県 丸亀市 一鶴　横浜西口店 サービス 飲食業 5%

201,925 香川県 丸亀市 出光栗熊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,926 香川県 丸亀市 出光琴平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,927 香川県 丸亀市 出光富熊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,928 香川県 丸亀市 岩﨑自動車本社 小売業 その他小売 5%

201,929 香川県 丸亀市 いんてりあ　あきやま 小売業 家具・調度品 5%

201,930 香川県 丸亀市 いんてりああきやま　丸亀南店 小売業 家具・調度品 5%

201,931 香川県 丸亀市 Ｗｏｍａｎベンリ― サービス その他サービス 5%

201,932 香川県 丸亀市 有　牛田釣具店　牛田釣漁具店 小売業 その他小売 5%

201,933 香川県 丸亀市 薄皮たい焼きたい夢　丸亀店 小売業 食料品 5%

201,934 香川県 丸亀市 うつみ化粧品店 サービス その他サービス 5%

201,935 香川県 丸亀市 ウーフ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

201,936 香川県 丸亀市 うまか房　飯山店 サービス 飲食業 5%
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201,937 香川県 丸亀市 エースワン　JR丸亀店 小売業 食料品 5%

201,938 香川県 丸亀市 ＥＮＥＯＳニュー栗熊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,939 香川県 丸亀市 オアシス丸亀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,940 香川県 丸亀市 オカウチＡＰＩ　丸亀店 小売業 衣料品 5%

201,941 香川県 丸亀市 オークラホテル丸亀売店 小売業 家具・調度品 5%

201,942 香川県 丸亀市 お食事処　新世 サービス 飲食業 5%

201,943 香川県 丸亀市 お食事処　新世 サービス 飲食業 5%

201,944 香川県 丸亀市 オフィスＡＴプランニング サービス その他サービス 5%

201,945 香川県 丸亀市 カーピットイワサキ本社 小売業 その他小売 5%

201,946 香川県 丸亀市 香川電業 小売業 電化製品 5%

201,947 香川県 丸亀市 香川トヨタ自動車ときめっく丸亀店 小売業 その他小売 5%

201,948 香川県 丸亀市 香川トヨペット丸亀田村店 小売業 その他小売 5%

201,949 香川県 丸亀市 ＧＡＺＥＬＬＥヘアーデザイン サービス 理容・美容業 5%

201,950 香川県 丸亀市 カットインアキヤマ サービス 理容・美容業 5%

201,951 香川県 丸亀市 かねこや　本店 小売業 衣料品 5%

201,952 香川県 丸亀市 株式会社シー　キュー サービス その他サービス 5%

201,953 香川県 丸亀市 株式会社ホンダ販売香川 サービス その他サービス 5%

201,954 香川県 丸亀市 臥龍 サービス 飲食業 5%

201,955 香川県 丸亀市 カルビ屋大福丸亀店 サービス 飲食業 5%

201,956 香川県 丸亀市 カルビ屋大福丸亀南店 サービス 飲食業 5%

201,957 香川県 丸亀市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋丸亀田村店 サービス 飲食業 2%

201,958 香川県 丸亀市 カワサキサービスプラザ坂出 小売業 その他小売 5%

201,959 香川県 丸亀市 亀城庵・丸亀売店 小売業 食料品 5%

201,960 香川県 丸亀市 絹工房　かねちか 小売業 衣料品 5%

201,961 香川県 丸亀市 牛角浜街道丸亀店 サービス 飲食業 2%

201,962 香川県 丸亀市 京都ハウジング サービス その他サービス 5%

201,963 香川県 丸亀市 京都ハウジング駅前店 サービス その他サービス 5%

201,964 香川県 丸亀市 グッドネイバーズコーヒー グッドネイバーズコーヒー丸亀店 サービス 飲食業 5%

201,965 香川県 丸亀市 ＧＲＡＳＳ　ＧＲＡＳＳ 小売業 衣料品 5%

201,966 香川県 丸亀市 栗熊　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,967 香川県 丸亀市 栗熊ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,968 香川県 丸亀市 ＣＲＥＷ’Ｓ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

201,969 香川県 丸亀市 くるまのハヤシ　丸亀店 小売業 その他小売 5%

201,970 香川県 丸亀市 ゲームアーク丸亀店 小売業 その他小売 5%

201,971 香川県 丸亀市 コスモスサポート サービス その他サービス 5%

201,972 香川県 丸亀市 琴参観光 サービス その他サービス 5%

201,973 香川県 丸亀市 琴参タクシー　１号車 サービス 運輸業 5%

201,974 香川県 丸亀市 琴参バス サービス その他サービス 5%

201,975 香川県 丸亀市 近藤陶苑・器心家 小売業 その他小売 5%

201,976 香川県 丸亀市 さかえドライ　コープ飯山店 サービス その他サービス 5%

201,977 香川県 丸亀市 さかえドライ　土器店 サービス その他サービス 5%

201,978 香川県 丸亀市 讃岐富士ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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201,979 香川県 丸亀市 サンテラスぐんげセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,980 香川県 丸亀市 サントラベル サービス その他サービス 5%

201,981 香川県 丸亀市 シェナガオ サービス 飲食業 5%

201,982 香川県 丸亀市 四国高速バス　丸亀駅バスターミナル サービス 運輸業 5%

201,983 香川県 丸亀市 しゃぶしゃぶ焼肉正岡　国道店 サービス 飲食業 5%

201,984 香川県 丸亀市 ジャンプワールド丸亀店 小売業 その他小売 5%

201,985 香川県 丸亀市 手芸センタードリーム　丸亀店 小売業 その他小売 5%

201,986 香川県 丸亀市 手芸マキ 丸亀店 小売業 その他小売 5%

201,987 香川県 丸亀市 ＳＫＹゆめタウン丸亀店 小売業 衣料品 5%

201,988 香川県 丸亀市 ＳＴＹＬＥＧＡＲＡＧＥ サービス その他サービス 5%

201,989 香川県 丸亀市 ステーキハウス千萬　丸亀店 サービス 飲食業 5%

201,990 香川県 丸亀市 ＳＰＡＣＥ　ＭＯＯ　高松店 小売業 貴金属・服飾品 5%

201,991 香川県 丸亀市 スリーエム　丸亀店 小売業 衣料品 5%

201,992 香川県 丸亀市 整体　足つぼＰｉｔ院 サービス その他サービス 5%

201,993 香川県 丸亀市 セピア写真館 小売業 その他小売 5%

201,994 香川県 丸亀市 セピア写真館 サービス その他サービス 5%

201,995 香川県 丸亀市 セルフ＆エコ丸亀西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,996 香川県 丸亀市 セルフ丸亀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

201,997 香川県 丸亀市 零ＢｅａｕｔｙＬｏｕｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

201,998 香川県 丸亀市 自家製粉石臼挽き蕎麦・料理　笑人 サービス 飲食業 5%

201,999 香川県 丸亀市 ソレイユ飯山店 小売業 衣料品 5%

202,000 香川県 丸亀市 ｔｕｒｑｕｏｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

202,001 香川県 丸亀市 ダイニングけんけん サービス 飲食業 5%

202,002 香川県 丸亀市 株式会社高橋ふとん店丸亀店 小売業 その他小売 5%

202,003 香川県 丸亀市 田窪電機 小売業 電化製品 5%

202,004 香川県 丸亀市 タクボデンキ 小売業 電化製品 5%

202,005 香川県 丸亀市 タタラメガネ　丸亀店 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,006 香川県 丸亀市 垂水　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,007 香川県 丸亀市 辻医科器械　丸亀店 小売業 電化製品 5%

202,008 香川県 丸亀市 釣具ビッグウェーブ 丸亀店 小売業 その他小売 5%

202,009 香川県 丸亀市 ディスカ　Ｂ館 小売業 その他小売 5%

202,010 香川県 丸亀市 Ｔａｖｏｌｏ サービス 飲食業 5%

202,011 香川県 丸亀市 デンキハウス　まごの手 小売業 電化製品 5%

202,012 香川県 丸亀市 天山閣　丸亀田村店 サービス 飲食業 5%

202,013 香川県 丸亀市 土器町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,014 香川県 丸亀市 ドッグサロンくろーばー サービス その他サービス 5%

202,015 香川県 丸亀市 トップモードオカダ 小売業 衣料品 5%

202,016 香川県 丸亀市 豊島商店 小売業 衣料品 5%

202,017 香川県 丸亀市 豊島商店 小売業 衣料品 5%

202,018 香川県 丸亀市 トヨタレンタリース東四国丸亀店 サービス その他サービス 2%

202,019 香川県 丸亀市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 丸亀川西店 小売業 その他小売 5%

202,020 香川県 丸亀市 長尾酒店 良酒倉庫 小売業 その他小売 5%
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202,021 香川県 丸亀市 ながぐつ サービス 飲食業 5%

202,022 香川県 丸亀市 ニコニコミシン丸亀本店 小売業 電化製品 5%

202,023 香川県 丸亀市 ニッセンシェイプファンデサロンエイカ 小売業 衣料品 5%

202,024 香川県 丸亀市 ニュー島田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,025 香川県 丸亀市 ネイルサロンＶｉｖａｎｔ サービス 理容・美容業 5%

202,026 香川県 丸亀市 ネッツトヨタ香川まるがめ田村店 小売業 その他小売 5%

202,027 香川県 丸亀市 ネッツトヨタ香川まるがめ土器店 小売業 その他小売 5%

202,028 香川県 丸亀市 ＨＥＡＲＴ　ＦＵＬＬ サービス 理容・美容業 5%

202,029 香川県 丸亀市 バイク＆サイクルくわはら 小売業 その他小売 5%

202,030 香川県 丸亀市 ハクライ 小売業 その他小売 5%

202,031 香川県 丸亀市 パティスリーブラン　丸亀店 小売業 食料品 5%

202,032 香川県 丸亀市 ｈａｎａｙｏｓｈｉフジグラン丸亀店 小売業 その他小売 5%

202,033 香川県 丸亀市 林屋　児島店 小売業 衣料品 5%

202,034 香川県 丸亀市 林屋　飯山店 小売業 衣料品 5%

202,035 香川県 丸亀市 パルテテレサ 小売業 電化製品 5%

202,036 香川県 丸亀市 飯山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,037 香川県 丸亀市 飯山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,038 香川県 丸亀市 ＢＭＯ丸亀バサラ店 小売業 衣料品 5%

202,039 香川県 丸亀市 ＳａｌｏｎｄｅＷＩＳＨ サービス 理容・美容業 5%

202,040 香川県 丸亀市 ビジネスホテル　フクシマ サービス 宿泊業 5%

202,041 香川県 丸亀市 ビジネスホテル　フクシマ サービス 宿泊業 5%

202,042 香川県 丸亀市 ｐｉｔａｒｉ サービス 飲食業 5%

202,043 香川県 丸亀市 ビッグアメリカンショップ　丸亀店 小売業 衣料品 5%

202,044 香川県 丸亀市 羊苑 サービス 飲食業 5%

202,045 香川県 丸亀市 日乃丸Ｄｉｎｉｎｇ　海月 サービス 飲食業 5%

202,046 香川県 丸亀市 美容室Ｋｕｕ サービス 理容・美容業 5%

202,047 香川県 丸亀市 ＢＩＲＫＥＮＳＴＯＣＫ　丸亀店 小売業 衣料品 5%

202,048 香川県 丸亀市 ＶＲＰ 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,049 香川県 丸亀市 ブックメイト　郡家店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

202,050 香川県 丸亀市 プリティショップ　八奈香 小売業 食料品 5%

202,051 香川県 丸亀市 文具生活　丸亀 小売業 その他小売 5%

202,052 香川県 丸亀市 ヘア・デザイン　虹いろのはさみ サービス 理容・美容業 5%

202,053 香川県 丸亀市 Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ ＨＥＡＲＴ ＦＵＬＬ サービス 理容・美容業 5%

202,054 香川県 丸亀市 ＨＡＩＲ　ＮＡＣＩＴＡ サービス 理容・美容業 5%

202,055 香川県 丸亀市 ヘア＆フェイストモ美容室 サービス 理容・美容業 5%

202,056 香川県 丸亀市 ＨＡＩＲＮＡＣＩＴＡゆめタウン サービス 理容・美容業 5%

202,057 香川県 丸亀市 平成レンタカー　丸亀駅前店 サービス その他サービス 5%

202,058 香川県 丸亀市 ペットハウスプーキー　ダイキ丸亀店 小売業 その他小売 5%

202,059 香川県 丸亀市 ｖｏｔｉａ　ｈａｉｒ＆ｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

202,060 香川県 丸亀市 本格手打ちうどんつづみ サービス 飲食業 5%

202,061 香川県 丸亀市 本社 小売業 その他小売 5%

202,062 香川県 丸亀市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%
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202,063 香川県 丸亀市 マクドナルド丸亀店 サービス 飲食業 2%

202,064 香川県 丸亀市 ｍａｃ丸亀川西店 小売業 その他小売 5%

202,065 香川県 丸亀市 ｍａｃ丸亀川西店 小売業 その他小売 5%

202,066 香川県 丸亀市 マツタニデンキ 小売業 電化製品 5%

202,067 香川県 丸亀市 松電サービス 小売業 電化製品 5%

202,068 香川県 丸亀市 真鍋商事　本社ＰＣ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,069 香川県 丸亀市 丸亀　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,070 香川県 丸亀市 丸亀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,071 香川県 丸亀市 丸亀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,072 香川県 丸亀市 セブン－イレブン丸亀葭町店 小売業 食料品 2%

202,073 香川県 丸亀市 セブン－イレブン丸亀柞原町店 小売業 食料品 2%

202,074 香川県 丸亀市 セブン－イレブン丸亀郡家町店 小売業 食料品 2%

202,075 香川県 丸亀市 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 サービス その他サービス 5%

202,076 香川県 丸亀市 セブン－イレブン丸亀城東町２丁目店 小売業 食料品 2%

202,077 香川県 丸亀市 セブン－イレブン丸亀飯山町川原店 小売業 食料品 2%

202,078 香川県 丸亀市 セブン－イレブン丸亀飯山町下法軍寺店 小売業 食料品 2%

202,079 香川県 丸亀市 丸亀プラザホテル サービス 宿泊業 5%

202,080 香川県 丸亀市 ＭＩＲＯＣ　ＢＲＥＷＥＲＹ サービス 飲食業 5%

202,081 香川県 丸亀市 ミセスＫｅｉｋｏのケーキカフェ 小売業 食料品 5%

202,082 香川県 丸亀市 港町倉庫 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,083 香川県 丸亀市 ミモザ パワーシティ丸亀店 小売業 衣料品 5%

202,084 香川県 丸亀市 ミモザ フジグラン丸亀店 小売業 衣料品 5%

202,085 香川県 丸亀市 宮脇書店　フジ丸亀店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

202,086 香川県 丸亀市 宮脇書店　丸亀バサラ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

202,087 香川県 丸亀市 三好電機店 小売業 電化製品 5%

202,088 香川県 丸亀市 メガネのえびな サービス その他サービス 5%

202,089 香川県 丸亀市 メガネのヤマシタ郡家店 小売業 その他小売 5%

202,090 香川県 丸亀市 メガネ本舗　丸亀店 小売業 その他小売 5%

202,091 香川県 丸亀市 メンズセブン サービス 理容・美容業 5%

202,092 香川県 丸亀市 麺通堂　郡家店 サービス 飲食業 5%

202,093 香川県 丸亀市 モダンタイムス サービス 飲食業 5%

202,094 香川県 丸亀市 やきとり山本 サービス 飲食業 5%

202,095 香川県 丸亀市 ＪＭ／焼肉　寅八 サービス 飲食業 5%

202,096 香川県 丸亀市 山内チェーンタナカデンキ 小売業 電化製品 5%

202,097 香川県 丸亀市 ヤマウチ　丸亀田村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,098 香川県 丸亀市 山下電設 小売業 電化製品 5%

202,099 香川県 丸亀市 山本寝具専門店 小売業 その他小売 5%

202,100 香川県 丸亀市 有限会社小谷自動車 サービス その他サービス 5%

202,101 香川県 丸亀市 有限会社美容室ふじむら ＬＵＣＩＤＯ ＳＴＹＬＥ ＲＩＣＨＥ ｓ サービス 理容・美容業 5%

202,102 香川県 丸亀市 有限会社脇紙店 小売業 その他小売 5%

202,103 香川県 丸亀市 遊食房屋丸亀店 サービス 飲食業 5%

202,104 香川県 丸亀市 ゆめタウン丸亀ａｒｕｄｉ 小売業 衣料品 5%
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202,105 香川県 丸亀市 ゆめタウン丸亀アルディ 小売業 衣料品 5%

202,106 香川県 丸亀市 ヨシダ写真館 サービス その他サービス 5%

202,107 香川県 丸亀市 吉田石油店丸亀サウスSS 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,108 香川県 丸亀市 ライフサポート サービス その他サービス 5%

202,109 香川県 丸亀市 ラオーラ 小売業 衣料品 5%

202,110 香川県 丸亀市 ＲｅｓｏｒｔＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

202,111 香川県 丸亀市 ｒｉｔｚ丸亀店　【リッツ】 サービス 理容・美容業 5%

202,112 香川県 丸亀市 リユースショップ　まんでがんセブン 小売業 その他小売 5%

202,113 香川県 丸亀市 ルシードスタイルリーシェ サービス 理容・美容業 5%

202,114 香川県 丸亀市 ワイズ 小売業 その他小売 5%

202,115 香川県 まんのう町 イソザキ　満濃本店 小売業 家具・調度品 5%

202,116 香川県 まんのう町 香川三菱農機販売株式会社 小売業 その他小売 5%

202,117 香川県 まんのう町 株式会社ヤマノ 小売業 その他小売 5%

202,118 香川県 まんのう町 喫茶　峠 サービス 飲食業 5%

202,119 香川県 まんのう町 喫茶　峠 サービス 飲食業 5%

202,120 香川県 まんのう町 琴平　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,121 香川県 まんのう町 讃岐うどんのこんぴらや 小売業 食料品 5%

202,122 香川県 まんのう町 サンシコク サービス その他サービス 5%

202,123 香川県 まんのう町 タカガワ新琴南ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

202,124 香川県 まんのう町 高木屋酒店 琴平本店 満濃店 小売業 食料品 5%

202,125 香川県 まんのう町 Ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　Ｍ　Ｋ サービス 理容・美容業 5%

202,126 香川県 まんのう町 ヘアークラブＺＥＮ サービス 理容・美容業 5%

202,127 香川県 まんのう町 ＨＯＴ　ＳＨＯＰ　タカノ 小売業 食料品 5%

202,128 香川県 まんのう町 帆山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,129 香川県 まんのう町 満濃　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,130 香川県 まんのう町 満濃町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,131 香川県 まんのう町 美合ＳＳ　高尾商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,132 香川県 まんのう町 道の駅ことなみ・エピアみかど サービス その他サービス 5%

202,133 香川県 まんのう町 有限会社　西内花月堂 小売業 食料品 5%

202,134 香川県 まんのう町 湯山荘　阿讃琴南 サービス 宿泊業 5%

202,135 香川県 三木町 うどんの藤麺 小売業 食料品 5%

202,136 香川県 三木町 ＥＸＣＥＬみたに 小売業 電化製品 5%

202,137 香川県 三木町 香川トヨタ自動車三木店 小売業 その他小売 5%

202,138 香川県 三木町 かせや 小売業 衣料品 5%

202,139 香川県 三木町 かせや 小売業 衣料品 5%

202,140 香川県 三木町 株式会社ＧＥｎ． サービス その他サービス 5%

202,141 香川県 三木町 サニーパーツウエアハウス 小売業 その他小売 5%

202,142 香川県 三木町 讃岐たこ焼き　たこず　総本店　総本店 サービス 飲食業 5%

202,143 香川県 三木町 讃岐たこ焼き　たこず　イベント　移動販売キッチンカー サービス 飲食業 5%

202,144 香川県 三木町 ソレイユ三木店 小売業 衣料品 5%

202,145 香川県 三木町 有限会社　動物病院光昇堂 サービス その他サービス 5%

202,146 香川県 三木町 ドリームシップ・カンパニー サービス その他サービス 5%
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202,147 香川県 三木町 トレスタ白山 サービス 宿泊業 5%

202,148 香川県 三木町 はとや 小売業 食料品 5%

202,149 香川県 三木町 華肴　かじばた サービス 飲食業 5%

202,150 香川県 三木町 ＦｅｌｉｚＣ／ＴＣｌｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

202,151 香川県 三木町 ペットハウス　プーキー 小売業 その他小売 5%

202,152 香川県 三木町 ヘルシースポット心明 サービス 理容・美容業 5%

202,153 香川県 三木町 三木中央　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,154 香川県 三木町 セブン－イレブン三木町池戸店 小売業 食料品 2%

202,155 香川県 三木町 三木バイパス　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,156 香川県 三木町 美濃電化サ－ビス 小売業 電化製品 5%

202,157 香川県 三木町 宮脇書店　医学部店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

202,158 香川県 三木町 森のジェラテリアＭＵＣＣＡ　三木町本店 サービス 飲食業 5%

202,159 香川県 三木町 森のピッツェリアＶＡＣＣＡ　森のピッツェリアＶＡＣＣＡ サービス 飲食業 5%

202,160 香川県 三木町 ルーブル三木店 小売業 その他小売 5%

202,161 香川県 三木町 レストランまんじゃーれ サービス 飲食業 5%

202,162 香川県 三豊市 麻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,163 香川県 三豊市 アップル不動産 サービス その他サービス 5%

202,164 香川県 三豊市 出光善通寺西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,165 香川県 三豊市 出光詫間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,166 香川県 三豊市 出光仁尾南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,167 香川県 三豊市 うどん武蔵　詫間店 サービス 飲食業 5%

202,168 香川県 三豊市 うまか房みとよ山本店 サービス 飲食業 5%

202,169 香川県 三豊市 ＳＳＧタカギ店 小売業 電化製品 5%

202,170 香川県 三豊市 Ｏｒａｎｇｅｐｒｏｄｕｃｔｓ サービス その他サービス 5%

202,171 香川県 三豊市 香川三菱農機販売株式会社　高瀬 小売業 その他小売 5%

202,172 香川県 三豊市 香川三菱農機販売株式会社　三豊南 小売業 その他小売 5%

202,173 香川県 三豊市 カットハウスｕｐ サービス 理容・美容業 5%

202,174 香川県 三豊市 割烹居酒屋　隼 サービス 飲食業 5%

202,175 香川県 三豊市 ＫＡＤＯＹＡ　【カドヤ】 サービス 理容・美容業 5%

202,176 香川県 三豊市 金丸自動車商会 小売業 その他小売 5%

202,177 香川県 三豊市 Ｃａｆｅ Ｆａｍｉｌｌｅ ファミーユ サービス 飲食業 5%

202,178 香川県 三豊市 カルテット豊田 小売業 電化製品 5%

202,179 香川県 三豊市 ガレージクルーシマダ 小売業 その他小売 5%

202,180 香川県 三豊市 キング写真館 小売業 その他小売 5%

202,181 香川県 三豊市 キング写真館 サービス その他サービス 5%

202,182 香川県 三豊市 金宝堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,183 香川県 三豊市 Ｑｕｅｅｎｓ　ｇａｔｅ サービス 理容・美容業 5%

202,184 香川県 三豊市 コンドウ自動車工業株式会社 小売業 その他小売 5%

202,185 香川県 三豊市 財田町ＳＳ　露原石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,186 香川県 三豊市 サロン　光昭 小売業 衣料品 5%

202,187 香川県 三豊市 サンリッチ三野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,188 香川県 三豊市 Ｇ サービス 理容・美容業 5%
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202,189 香川県 三豊市 Ｃｈａｉｎｏｎ サービス その他サービス 5%

202,190 香川県 三豊市 ＲＳＰ＆Ｃｏ． サービス その他サービス 5%

202,191 香川県 三豊市 荘内半島オリーブ農園 サービス 飲食業 5%

202,192 香川県 三豊市 将八うどん　豊中店 サービス 飲食業 5%

202,193 香川県 三豊市 にんにく専門農家白川農場 サービス その他サービス 5%

202,194 香川県 三豊市 瀬戸内ブライダル サービス その他サービス 5%

202,195 香川県 三豊市 セルフ高瀬　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,196 香川県 三豊市 たかせ動物病院 サービス その他サービス 5%

202,197 香川県 三豊市 詫間交通 サービス 運輸業 5%

202,198 香川県 三豊市 デンキのタオカ 小売業 電化製品 5%

202,199 香川県 三豊市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 詫間店 小売業 その他小売 5%

202,200 香川県 三豊市 Ｄｒａｗｏｒｔｈ（ドロワース） サービス その他サービス 5%

202,201 香川県 三豊市 仁尾ＳＳ　仁尾石油有限会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,202 香川県 三豊市 仁尾ＳＳ　有限会社倉本 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,203 香川県 三豊市 にがり衞門 サービス 飲食業 5%

202,204 香川県 三豊市 ニッセンシェイプサロン・ド・ポティラ 小売業 衣料品 5%

202,205 香川県 三豊市 ニッセンシェイプファンデサロン梅香 小売業 衣料品 5%

202,206 香川県 三豊市 ニッセンシェイプファンデサロン光城 小売業 衣料品 5%

202,207 香川県 三豊市 ニッセンシェイプファンデサロン琴 小売業 衣料品 5%

202,208 香川県 三豊市 ニッセンシェイプファンデサロン査喜 小売業 衣料品 5%

202,209 香川県 三豊市 ニッセンシェイプファンデサロン美緒 小売業 衣料品 5%

202,210 香川県 三豊市 ネッツトヨタ香川　みとよ豊中店 小売業 その他小売 5%

202,211 香川県 三豊市 パソコンサポートＡＤＤ?ｉｎ サービス その他サービス 5%

202,212 香川県 三豊市 パティスリーブラン　豊中店 小売業 食料品 5%

202,213 香川県 三豊市 パルテおおにし 小売業 電化製品 5%

202,214 香川県 三豊市 ビークルハウスツツミ 小売業 その他小売 5%

202,215 香川県 三豊市 ピコ 小売業 その他小売 5%

202,216 香川県 三豊市 平尾正和／ほーち 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

202,217 香川県 三豊市 平野屋ＳＳ　株式会社平野屋商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,218 香川県 三豊市 ファーロヤマモトＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,219 香川県 三豊市 フレッシュショップトマト　三野 小売業 食料品 5%

202,220 香川県 三豊市 ヘアーサロンもり サービス 理容・美容業 5%

202,221 香川県 三豊市 ヘアーデザイン　ラ・クーナ サービス 理容・美容業 5%

202,222 香川県 三豊市 ＢＥＤ　Ｎ　ＣＨＩＬＬ　七宝屋 サービス 宿泊業 5%

202,223 香川県 三豊市 ベニヤ 小売業 衣料品 5%

202,224 香川県 三豊市 ヘルシーハウスプラーナ サービス 理容・美容業 5%

202,225 香川県 三豊市 ほうち 小売業 その他小売 5%

202,226 香川県 三豊市 ｍａｃ詫間店 小売業 その他小売 5%

202,227 香川県 三豊市 マルイチ化粧品店 小売業 その他小売 5%

202,228 香川県 三豊市 ミートピア　サヌキ 小売業 食料品 5%

202,229 香川県 三豊市 セブン－イレブン三豊市役所前店 小売業 食料品 2%

202,230 香川県 三豊市 セブン－イレブン三豊豊中町店 小売業 食料品 2%
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202,231 香川県 三豊市 三野中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,232 香川県 三豊市 三好ねぼけ堂 小売業 食料品 5%

202,233 香川県 三豊市 銘木三野林業 サービス その他サービス 5%

202,234 香川県 三豊市 メガネ一番館 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,235 香川県 三豊市 メガネ一番館 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,236 香川県 三豊市 メリーゴーランド サービス 飲食業 5%

202,237 香川県 三豊市 森電業（株） 小売業 電化製品 5%

202,238 香川県 三豊市 森時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,239 香川県 三豊市 モリ刃物 小売業 家具・調度品 5%

202,240 香川県 三豊市 有限会社　小山写真館　スタジオ サービス その他サービス 5%

202,241 香川県 三豊市 有限会社 さぬき鳥本舗 有限会社さぬき鳥本舗 小売業 食料品 5%

202,242 香川県 三豊市 有限会社真鍋モータース サービス その他サービス 5%

202,243 香川県 三豊市 有限会社やま屋 小売業 衣料品 5%

202,244 香川県 三豊市 ゆったり整体院フィール サービス その他サービス 5%

202,245 香川県 三豊市 吉田石油店スーパーセルフ豊中SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,246 香川県 三豊市 吉田石油店詫間海岸通りSS 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,247 香川県 三豊市 吉田石油店ニュー三野SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,248 香川県 三豊市 ＲＡＯＮ サービス その他サービス 5%

202,249 愛媛県 愛南町 赤水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,250 愛媛県 愛南町 アトリエＭＯＣＨＡ サービス 理容・美容業 5%

202,251 愛媛県 愛南町 一本松　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,252 愛媛県 愛南町 ウィッティごとう 小売業 電化製品 5%

202,253 愛媛県 愛南町 Ａ?ＭＡＸ　愛南店 小売業 食料品 5%

202,254 愛媛県 愛南町 エーマックス　愛南店 小売業 食料品 5%

202,255 愛媛県 愛南町 ＳＳＧ西海店 小売業 電化製品 5%

202,256 愛媛県 愛南町 愛媛南部ヤクルト販売　御荘センター 小売業 食料品 5%

202,257 愛媛県 愛南町 お好み焼きひらの サービス 飲食業 5%

202,258 愛媛県 愛南町 カルテットながい 小売業 電化製品 5%

202,259 愛媛県 愛南町 芝田宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,260 愛媛県 愛南町 ナッティ中浦 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,261 愛媛県 愛南町 南郡ＳＳ　株式会社羽田建設 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,262 愛媛県 愛南町 西海　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,263 愛媛県 愛南町 パルテやまぐち 小売業 電化製品 5%

202,264 愛媛県 愛南町 明屋書店　南宇和店 小売業 その他小売 5%

202,265 愛媛県 愛南町 フジマルツ醤油 小売業 食料品 5%

202,266 愛媛県 愛南町 ホテルサンパール サービス 宿泊業 5%

202,267 愛媛県 愛南町 みかん家吉田 小売業 食料品 5%

202,268 愛媛県 愛南町 御荘ＳＳ　有限会社島本石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,269 愛媛県 愛南町 御荘　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,270 愛媛県 愛南町 （有）松岡漁具　本店 小売業 その他小売 5%

202,271 愛媛県 愛南町 有限会社宮下テレビサービス 小売業 電化製品 5%

202,272 愛媛県 伊方町 伊方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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202,273 愛媛県 伊方町 出光伊方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,274 愛媛県 伊方町 うにまんじゅうの田村菓子舗 小売業 食料品 5%

202,275 愛媛県 伊方町 ナカタ電器三崎店 小売業 電化製品 5%

202,276 愛媛県 伊方町 三崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,277 愛媛県 伊方町 Ｒｉｃｋｙ＇ｓＢｅａｒ 小売業 衣料品 5%

202,278 愛媛県 今治市 ａｉｓ．ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

202,279 愛媛県 今治市 アイビーロードのまＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,280 愛媛県 今治市 ａｇｈｉｅｆｉｌｉ 小売業 衣料品 5%

202,281 愛媛県 今治市 朝倉　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,282 愛媛県 今治市 朝倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,283 愛媛県 今治市 アトラクト　ヘアーアンドネイル サービス 理容・美容業 5%

202,284 愛媛県 今治市 阿彩都 小売業 食料品 5%

202,285 愛媛県 今治市 イオンモール今治新都市店 サービス その他サービス 5%

202,286 愛媛県 今治市 いけうち仏壇店 小売業 その他小売 5%

202,287 愛媛県 今治市 池田時計店　今治東店 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,288 愛媛県 今治市 イズム　ヘアスタジオ サービス 理容・美容業 5%

202,289 愛媛県 今治市 出光今治北インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,290 愛媛県 今治市 出光今治バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,291 愛媛県 今治市 出光九王ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,292 愛媛県 今治市 出光コモド立花ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,293 愛媛県 今治市 出光地堀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,294 愛媛県 今治市 出光伯方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,295 愛媛県 今治市 出光村上大西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,296 愛媛県 今治市 今治ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,297 愛媛県 今治市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ今治ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,298 愛媛県 今治市 今治アーバンホテル サービス 宿泊業 5%

202,299 愛媛県 今治市 ｉｍａｂａｒｉ　ｔｏｗｅｌ 小売業 その他小売 5%

202,300 愛媛県 今治市 ｉｍａｂａｒｉｔｏｗｅｌ今治国際ホテル店 小売業 その他小売 5%

202,301 愛媛県 今治市 今治アーバンホテル サービス 宿泊業 5%

202,302 愛媛県 今治市 セブン－イレブン今治学園通り店 小売業 食料品 2%

202,303 愛媛県 今治市 セブン－イレブン今治片山３丁目店 小売業 食料品 2%

202,304 愛媛県 今治市 今治河南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,305 愛媛県 今治市 セブン－イレブン今治北鳥生町４丁目店 小売業 食料品 2%

202,306 愛媛県 今治市 セブン－イレブン今治北日吉町２丁目店 小売業 食料品 2%

202,307 愛媛県 今治市 セブン－イレブン今治蔵敷町１丁目店 小売業 食料品 2%

202,308 愛媛県 今治市 セブン－イレブン今治郷六ヶ内町２丁目店 小売業 食料品 2%

202,309 愛媛県 今治市 いまばりタオルブティック本店 小売業 その他小売 5%

202,310 愛媛県 今治市 セブン－イレブン今治近見町３丁目店 小売業 食料品 2%

202,311 愛媛県 今治市 今治常盤町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,312 愛媛県 今治市 今治ナニワ 小売業 その他小売 5%

202,313 愛媛県 今治市 今治東　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,314 愛媛県 今治市 セブン－イレブン今治東村４丁目店 小売業 食料品 2%
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202,315 愛媛県 今治市 今治プラザホテル サービス 宿泊業 5%

202,316 愛媛県 今治市 インテリア雑貨ｍｏｏｎｖａｌｌｅｙ 小売業 衣料品 5%

202,317 愛媛県 今治市 ヴォルツオートモービル サービス その他サービス 5%

202,318 愛媛県 今治市 浦戸　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,319 愛媛県 今治市 ＳＳＧ大三島店 小売業 電化製品 5%

202,320 愛媛県 今治市 愛媛ダイハツ販売今治店 小売業 その他小売 5%

202,321 愛媛県 今治市 愛媛トヨペット今治店 小売業 その他小売 5%

202,322 愛媛県 今治市 ＦＣ今治（どんどび芝っち広場） 小売業 衣料品 5%

202,323 愛媛県 今治市 ＦＣ今治　オフィシャルショップ 小売業 衣料品 5%

202,324 愛媛県 今治市 Ｍ－ＴＷＯ サービス 理容・美容業 5%

202,325 愛媛県 今治市 大浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,326 愛媛県 今治市 ゲストハウスカフェＯＨＡＮＡ サービス 宿泊業 5%

202,327 愛媛県 今治市 オーガニックサロン藍 サービス 理容・美容業 2%

202,328 愛媛県 今治市 大新田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,329 愛媛県 今治市 大西ＳＳ　有限会社清水商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,330 愛媛県 今治市 大西　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,331 愛媛県 今治市 大西新町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,332 愛媛県 今治市 セブン－イレブン大西町新町店 小売業 食料品 2%

202,333 愛媛県 今治市 大浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,334 愛媛県 今治市 オオミシマスペース サービス その他サービス 5%

202,335 愛媛県 今治市 お酒のエスエス　今治店 小売業 食料品 5%

202,336 愛媛県 今治市 おばんざい　あり サービス 飲食業 5%

202,337 愛媛県 今治市 オリックスレンタカー今治店 サービス その他サービス 2%

202,338 愛媛県 今治市 オルネット 小売業 衣料品 5%

202,339 愛媛県 今治市 おんまく寿司　青江店 サービス 飲食業 5%

202,340 愛媛県 今治市 おんまく寿司　五日市店 サービス 飲食業 5%

202,341 愛媛県 今治市 おんまく寿司　ワールドプラザ店 サービス 飲食業 5%

202,342 愛媛県 今治市 ガーデン サービス 理容・美容業 5%

202,343 愛媛県 今治市 カット　クラブ　ブリーズ サービス 理容・美容業 5%

202,344 愛媛県 今治市 カットスタジオ　髪風船 サービス 理容・美容業 5%

202,345 愛媛県 今治市 カドヤ別荘 サービス 宿泊業 5%

202,346 愛媛県 今治市 河南タクシー　事務所 サービス その他サービス 5%

202,347 愛媛県 今治市 株式会社来島シーフードサービス サービス 飲食業 5%

202,348 愛媛県 今治市 株式会社スジヤ 小売業 その他小売 5%

202,349 愛媛県 今治市 株式会社天宗　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,350 愛媛県 今治市 上浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,351 愛媛県 今治市 鴨川商店　今治営業所 小売業 家具・調度品 5%

202,352 愛媛県 今治市 カモザキデンキ 小売業 電化製品 5%

202,353 愛媛県 今治市 カラオケ　アンジュ サービス 飲食業 5%

202,354 愛媛県 今治市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋今治喜田村店 サービス 飲食業 2%

202,355 愛媛県 今治市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋今治日吉店 サービス 飲食業 2%

202,356 愛媛県 今治市 ギガテックシステムズ 小売業 電化製品 5%
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202,357 愛媛県 今治市 喜田村　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,358 愛媛県 今治市 キムラデンキ 小売業 電化製品 5%

202,359 愛媛県 今治市 きもの綺綸 小売業 衣料品 5%

202,360 愛媛県 今治市 業務スーパー今治店 小売業 食料品 2%

202,361 愛媛県 今治市 靴のヤザマ 小売業 衣料品 5%

202,362 愛媛県 今治市 グラン今治 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,363 愛媛県 今治市 クール・カレ　アン　イオン今治店 小売業 衣料品 5%

202,364 愛媛県 今治市 クロロフィル今治美顔教室 サービス その他サービス 5%

202,365 愛媛県 今治市 ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ　ＭＯＲＩＴＡ 小売業 その他小売 5%

202,366 愛媛県 今治市 コスモヴァンヴェール大三島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,367 愛媛県 今治市 ＫＯＴＯＢＵＫＩＹＡ　今治国際ホテル店 サービス その他サービス 5%

202,368 愛媛県 今治市 ＫＯＴＯＢＵＫＩＹＡ　本店 サービス その他サービス 5%

202,369 愛媛県 今治市 こどもの森 小売業 衣料品 5%

202,370 愛媛県 今治市 コープ今治 小売業 その他小売 5%

202,371 愛媛県 今治市 コープ喜田村 小売業 その他小売 5%

202,372 愛媛県 今治市 米長旅館 サービス 飲食業 5%

202,373 愛媛県 今治市 コンテックスタオルガーデン 小売業 その他小売 5%

202,374 愛媛県 今治市 コンテックスタオルガーデン 小売業 その他小売 5%

202,375 愛媛県 今治市 ザ・クロックハウス　今治店 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,376 愛媛県 今治市 ｃｙｃｌｅｆｉｘ 小売業 その他小売 5%

202,377 愛媛県 今治市 済生会今治病院売店 小売業 その他小売 5%

202,378 愛媛県 今治市 さくら　高松店 サービス 理容・美容業 5%

202,379 愛媛県 今治市 酒のソクハイ今治店 小売業 その他小売 5%

202,380 愛媛県 今治市 サロン・ド・ボーテ・アミ サービス 理容・美容業 5%

202,381 愛媛県 今治市 サロン・ド・ボーテ・アミ サービス 理容・美容業 5%

202,382 愛媛県 今治市 サロン・ド・ボーテ　ワイズ サービス 理容・美容業 5%

202,383 愛媛県 今治市 さわやかタクシー 事務所 サービス その他サービス 5%

202,384 愛媛県 今治市 サンウェーイマバリ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,385 愛媛県 今治市 ㈱四国ガスショップツチヤ サービス その他サービス 5%

202,386 愛媛県 今治市 島田工務店 小売業 その他小売 5%

202,387 愛媛県 今治市 車検のコバック　ベスト喜田村店 サービス その他サービス 5%

202,388 愛媛県 今治市 ジャンプワールド今治店 サービス その他サービス 5%

202,389 愛媛県 今治市 シューズカンパニーフジグラン今治店 小売業 衣料品 5%

202,390 愛媛県 今治市 シューズサロン　トモダ 小売業 衣料品 5%

202,391 愛媛県 今治市 シューズサロン　トモダ　２Ｆ 小売業 衣料品 5%

202,392 愛媛県 今治市 手芸センタードリーム　今治店 小売業 その他小売 5%

202,393 愛媛県 今治市 シューズカンパニー　フジグラン今治 小売業 衣料品 5%

202,394 愛媛県 今治市 旬彩　いまむら サービス 飲食業 5%

202,395 愛媛県 今治市 新健勝苑今治店 小売業 衣料品 5%

202,396 愛媛県 今治市 スーパードラッグひまわり中寺店 小売業 その他小売 5%

202,397 愛媛県 今治市 スーパードラッグひまわり波止浜店 小売業 その他小売 5%

202,398 愛媛県 今治市 ＳＰＡＩＮ?バルｒｉｓａｒｉｓａ サービス 飲食業 5%
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202,399 愛媛県 今治市 スポーツスピリット　オチ 小売業 その他小売 5%

202,400 愛媛県 今治市 青山　今治店 小売業 その他小売 5%

202,401 愛媛県 今治市 せとうち茶屋　大三島 小売業 その他小売 5%

202,402 愛媛県 今治市 セルフ今治中寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,403 愛媛県 今治市 天宗　セルフ国分ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,404 愛媛県 今治市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ城東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,405 愛媛県 今治市 そごうマート上徳店 小売業 食料品 5%

202,406 愛媛県 今治市 そごうマート八町店 小売業 食料品 5%

202,407 愛媛県 今治市 ソフトバンク　今治東 小売業 電化製品 5%

202,408 愛媛県 今治市 ＳＯＬＵＭ 小売業 その他小売 5%

202,409 愛媛県 今治市 大潮荘 サービス 宿泊業 5%

202,410 愛媛県 今治市 タイヤサービスＪ 小売業 その他小売 5%

202,411 愛媛県 今治市 タオルショップ　ＳＴＩＡ 小売業 その他小売 5%

202,412 愛媛県 今治市 多々羅しまなみ公園 小売業 その他小売 5%

202,413 愛媛県 今治市 立花　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,414 愛媛県 今治市 田中仏光堂 小売業 その他小売 5%

202,415 愛媛県 今治市 玉川 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,416 愛媛県 今治市 玉川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,417 愛媛県 今治市 玉川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,418 愛媛県 今治市 近見　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,419 愛媛県 今治市 チャイルドハウス　おおみち 小売業 衣料品 5%

202,420 愛媛県 今治市 月原自動車 サービス その他サービス 5%

202,421 愛媛県 今治市 電化サロンシライシ 小売業 電化製品 5%

202,422 愛媛県 今治市 東京靴流通センター　今治バイパス店 小売業 衣料品 5%

202,423 愛媛県 今治市 トモエ自動車 サービス その他サービス 5%

202,424 愛媛県 今治市 トヨタカローラ愛媛今治店 小売業 その他小売 5%

202,425 愛媛県 今治市 トヨタレンタリース西四国今治店 サービス その他サービス 2%

202,426 愛媛県 今治市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 今治店 小売業 その他小売 5%

202,427 愛媛県 今治市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 今治別宮店 小売業 その他小売 5%

202,428 愛媛県 今治市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 大西店 小売業 その他小売 5%

202,429 愛媛県 今治市 トランクヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

202,430 愛媛県 今治市 ｔｏｉｔｏｉｔｏｉ＊ 小売業 衣料品 5%

202,431 愛媛県 今治市 永井双輪 小売業 その他小売 5%

202,432 愛媛県 今治市 波方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,433 愛媛県 今治市 南海ピアノ 小売業 その他小売 5%

202,434 愛媛県 今治市 ニイダ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,435 愛媛県 今治市 鈍川温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

202,436 愛媛県 今治市 鈍川温泉ホテル サービス 宿泊業 5%

202,437 愛媛県 今治市 ヌーヴェル テロワール ヌーヴェルテロワール サービス 飲食業 5%

202,438 愛媛県 今治市 ＭＩＬＬＩＯＮ　　ＫＴ サービス その他サービス 5%

202,439 愛媛県 今治市 ネッツトヨタ愛媛Ｊ・Ｓｐｏｔ今治 小売業 その他小売 5%

202,440 愛媛県 今治市 ネッツトヨタ瀬戸内今治店 小売業 その他小売 5%
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202,441 愛媛県 今治市 のま果樹園 小売業 食料品 5%

202,442 愛媛県 今治市 ｂａｒｂｅｒ’ｓ　Ｋ?ｏｎｅ サービス 理容・美容業 5%

202,443 愛媛県 今治市 拝志　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,444 愛媛県 今治市 ハウスクリーニングプラス１ サービス その他サービス 5%

202,445 愛媛県 今治市 伯方　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,446 愛媛県 今治市 伯方インター　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,447 愛媛県 今治市 波止浜スーパーファンタブルキッチン 小売業 食料品 5%

202,448 愛媛県 今治市 ハタダ今治国際ホテル店 小売業 食料品 5%

202,449 愛媛県 今治市 ハタダ今治バイパス店 小売業 食料品 5%

202,450 愛媛県 今治市 ハタダ第一病院前店 小売業 食料品 5%

202,451 愛媛県 今治市 ハタダ南鳥生店 小売業 食料品 5%

202,452 愛媛県 今治市 パルテかどた 小売業 電化製品 5%

202,453 愛媛県 今治市 明屋書店　今治別宮店 小売業 その他小売 5%

202,454 愛媛県 今治市 明屋書店　今治本店 小売業 その他小売 5%

202,455 愛媛県 今治市 明屋書店　喜田村店 小売業 その他小売 5%

202,456 愛媛県 今治市 ひごペットフレンドリー　イオンモール今治 小売業 その他小売 5%

202,457 愛媛県 今治市 ビジネス旅館 笑福 サービス 宿泊業 5%

202,458 愛媛県 今治市 ビジネス旅館笑福 サービス 宿泊業 5%

202,459 愛媛県 今治市 ひつじ家 サービス 飲食業 5%

202,460 愛媛県 今治市 美容室　ＷＥＳＴ　ＣＬＵＢ サービス 理容・美容業 5%

202,461 愛媛県 今治市 ファッションパーク「ヒラタ」 小売業 その他小売 5%

202,462 愛媛県 今治市 Ｂｏｕ　Ｊｅｌｏｕｄ　イオンモール今治新都市店 小売業 衣料品 5%

202,463 愛媛県 今治市 フジグラン今治　Ｍ２ 小売業 衣料品 5%

202,464 愛媛県 今治市 二葉 サービス 飲食業 5%

202,465 愛媛県 今治市 二葉　ＪＲ今治駅構内売店 小売業 食料品 5%

202,466 愛媛県 今治市 二葉　うどん店 サービス 飲食業 5%

202,467 愛媛県 今治市 ＢＲＩＣＫ　ＨＡＩＲ＆ＳＰＡ サービス 理容・美容業 5%

202,468 愛媛県 今治市 ＦＶ今治城東店 小売業 食料品 5%

202,469 愛媛県 今治市 フレッシュバリュー今治城東店 小売業 食料品 5%

202,470 愛媛県 今治市 ＦＶ今治高市店 小売業 食料品 5%

202,471 愛媛県 今治市 フレッシュバリュー今治高市店 小売業 食料品 5%

202,472 愛媛県 今治市 ＦＶ今治本町店 小売業 食料品 5%

202,473 愛媛県 今治市 フレッシュバリュー今治本町店 小売業 食料品 5%

202,474 愛媛県 今治市 フレッシュバリュー城東店 小売業 食料品 5%

202,475 愛媛県 今治市 フレッシュバリュー高市店 小売業 食料品 5%

202,476 愛媛県 今治市 ヘアーサロン　ヨシカワ サービス 理容・美容業 5%

202,477 愛媛県 今治市 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ｈｏｐｅ サービス 理容・美容業 5%

202,478 愛媛県 今治市 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ｈｏｐｅ サービス 理容・美容業 5%

202,479 愛媛県 今治市 平和タクシー　２５６ サービス 運輸業 5%

202,480 愛媛県 今治市 別名　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,481 愛媛県 今治市 宝石・時計　池田　今治店 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,482 愛媛県 今治市 ｈｏｋｕｔｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%
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202,483 愛媛県 今治市 ホット・アームズ美容室 サービス 理容・美容業 5%

202,484 愛媛県 今治市 ホテルアジュール汐の丸 サービス 宿泊業 5%

202,485 愛媛県 今治市 ホテル菊水今治 サービス 宿泊業 5%

202,486 愛媛県 今治市 ホテル菊水今治 サービス 宿泊業 5%

202,487 愛媛県 今治市 ホビーゾーン今治新都市店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

202,488 愛媛県 今治市 ますや旅館 オーベルジュ サービス 飲食業 5%

202,489 愛媛県 今治市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅルート１９６今治まつきＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,490 愛媛県 今治市 ｍａｃ今治店 小売業 その他小売 5%

202,491 愛媛県 今治市 ｍａｃ今治別宮店 小売業 その他小売 5%

202,492 愛媛県 今治市 ｍａｃ大西店 小売業 その他小売 5%

202,493 愛媛県 今治市 松山シーサイドカントリークラブ サービス その他サービス 5%

202,494 愛媛県 今治市 ママイクコ　今治 小売業 その他小売 5%

202,495 愛媛県 今治市 丸栄タオル 小売業 その他小売 5%

202,496 愛媛県 今治市 マルマス自動車 サービス その他サービス 5%

202,497 愛媛県 今治市 マルヨシ 小売業 衣料品 5%

202,498 愛媛県 今治市 満面今治店 サービス 飲食業 5%

202,499 愛媛県 今治市 美賀登旅館 サービス 宿泊業 5%

202,500 愛媛県 今治市 道の駅　伯方Ｓ・Ｃパーク　レストラン 小売業 家具・調度品 5%

202,501 愛媛県 今治市 ミモザ　フジグラン今治店 小売業 衣料品 5%

202,502 愛媛県 今治市 宮浦　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,503 愛媛県 今治市 宮窪　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,504 愛媛県 今治市 宮脇書店　今治本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

202,505 愛媛県 今治市 ＭＩＲＵ動物病院 サービス その他サービス 5%

202,506 愛媛県 今治市 村上石油　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,507 愛媛県 今治市 村上モータース 今治 小売業 その他小売 5%

202,508 愛媛県 今治市 メガネの田中　フジグラン今治店 小売業 その他小売 5%

202,509 愛媛県 今治市 メガネ本舗　今治店 小売業 その他小売 5%

202,510 愛媛県 今治市 メディアボム　今治店 サービス その他サービス 5%

202,511 愛媛県 今治市 もがみ今治店 サービス 飲食業 5%

202,512 愛媛県 今治市 モードブルージュ今治店 小売業 衣料品 5%

202,513 愛媛県 今治市 焼肉神戸 サービス 飲食業 5%

202,514 愛媛県 今治市 山善　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,515 愛媛県 今治市 山田化粧品店 小売業 その他小売 5%

202,516 愛媛県 今治市 有限会社ＦＯＲＺＡ　ＦＯＲＺＡ 小売業 その他小売 5%

202,517 愛媛県 今治市 吉井食品 サービス 飲食業 5%

202,518 愛媛県 今治市 ヨシイ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,519 愛媛県 今治市 よしうみいきいき館 小売業 その他小売 5%

202,520 愛媛県 今治市 吉海町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,521 愛媛県 今治市 よしうみローズ館　売店 小売業 家具・調度品 5%

202,522 愛媛県 今治市 吉源石油株式会社／今治 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,523 愛媛県 今治市 ＲＡＧＮＯ サービス 理容・美容業 5%

202,524 愛媛県 今治市 Ｌａｃｏ　Ｈａｉｒ　Ｌａｂｏ サービス 理容・美容業 5%

4824



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

202,525 愛媛県 今治市 ＬａＬａｆａ　今治店 小売業 その他小売 5%

202,526 愛媛県 今治市 リビンズカタヤマ　今治店 小売業 家具・調度品 5%

202,527 愛媛県 今治市 レストラン　ぺぺ サービス 宿泊業 5%

202,528 愛媛県 今治市 ワイン食堂　ゴッソーヤ サービス 飲食業 5%

202,529 愛媛県 今治市 渡部電化 小売業 電化製品 5%

202,530 愛媛県 今治市 ｗａｋｋａ?ｒｅｓｃｕｅ１ サービス 運輸業 5%

202,531 愛媛県 伊予市 ＡＬＢＥＲＴ サービス その他サービス 5%

202,532 愛媛県 伊予市 ａｎ　ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ七日 小売業 食料品 5%

202,533 愛媛県 伊予市 石田クリーニング　鳥ノ木店 サービス その他サービス 5%

202,534 愛媛県 伊予市 泉田商店 小売業 衣料品 5%

202,535 愛媛県 伊予市 出光郡中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,536 愛媛県 伊予市 セブン－イレブン伊予市郡中店 小売業 食料品 2%

202,537 愛媛県 伊予市 セブン－イレブン伊予下吾川東店 小売業 食料品 2%

202,538 愛媛県 伊予市 伊予法務事務所行政書士山本大樹 サービス その他サービス 5%

202,539 愛媛県 伊予市 大松レザークラフト サービス その他サービス 5%

202,540 愛媛県 伊予市 オガサワラサイクル 小売業 その他小売 5%

202,541 愛媛県 伊予市 家具屋アカトシロ 小売業 家具・調度品 5%

202,542 愛媛県 伊予市 カフェジュードムジーク サービス 飲食業 5%

202,543 愛媛県 伊予市 くし坊 サービス 飲食業 5%

202,544 愛媛県 伊予市 クリーニングジャブジャブ サービス その他サービス 5%

202,545 愛媛県 伊予市 月心・アルタ 小売業 家具・調度品 5%

202,546 愛媛県 伊予市 酵素まる サービス その他サービス 5%

202,547 愛媛県 伊予市 佐渡八兵衛商店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

202,548 愛媛県 伊予市 下吾川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,549 愛媛県 伊予市 ジャンプワールド伊予店 小売業 その他小売 5%

202,550 愛媛県 伊予市 そば道場 小売業 食料品 5%

202,551 愛媛県 伊予市 手焼珈琲ＲＯＤＡＮ サービス その他サービス 5%

202,552 愛媛県 伊予市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 伊予店 小売業 その他小売 5%

202,553 愛媛県 伊予市 中山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,554 愛媛県 伊予市 パティシエたの 小売業 食料品 5%

202,555 愛媛県 伊予市 パルテきむら 小売業 電化製品 5%

202,556 愛媛県 伊予市 パルテ　モリデン栄店 小売業 電化製品 5%

202,557 愛媛県 伊予市 ぱんや１０７ サービス 飲食業 5%

202,558 愛媛県 伊予市 １００円プラザ　伊予店 小売業 衣料品 5%

202,559 愛媛県 伊予市 ＦＶ伊予店 小売業 食料品 5%

202,560 愛媛県 伊予市 フレッシュバリュー伊予店 小売業 食料品 5%

202,561 愛媛県 伊予市 文具座やまさき 小売業 その他小売 5%

202,562 愛媛県 伊予市 Ｂｏｓａｃｏ　伊予店 サービス 理容・美容業 5%

202,563 愛媛県 伊予市 ｍａｃ伊予店 小売業 その他小売 5%

202,564 愛媛県 伊予市 向井原　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,565 愛媛県 伊予市 ＹＡＫＩＮＩＫＵ ＤＡＹＳ サービス 飲食業 5%

202,566 愛媛県 伊予市 有限会社平磯自動車 サービス その他サービス 5%
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202,567 愛媛県 内子町 五十崎　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,568 愛媛県 内子町 五十崎　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,569 愛媛県 内子町 愛媛南部ヤクルト販売　内子センター 小売業 食料品 5%

202,570 愛媛県 内子町 奥野電器 小売業 電化製品 5%

202,571 愛媛県 内子町 オーベルジュ内子 サービス 宿泊業 5%

202,572 愛媛県 内子町 菓子と器の宮栄 小売業 食料品 5%

202,573 愛媛県 内子町 かっとハウスホワイト サービス 理容・美容業 5%

202,574 愛媛県 内子町 ｃａｆｅ　ｂａｒ　奏 サービス 飲食業 5%

202,575 愛媛県 内子町 株式会社オキデン 小売業 電化製品 5%

202,576 愛媛県 内子町 上芳我倶楽部 小売業 その他小売 5%

202,577 愛媛県 内子町 蔵　米田酒店　配達用 小売業 食料品 5%

202,578 愛媛県 内子町 黒田電器商会 小売業 電化製品 5%

202,579 愛媛県 内子町 坂見輝月堂 小売業 食料品 5%

202,580 愛媛県 内子町 セブンーイレブンＪＡ五十崎支所前店 小売業 食料品 2%

202,581 愛媛県 内子町 明屋書店　内子店 小売業 その他小売 5%

202,582 愛媛県 内子町 ブリッジステーション　オイルバーＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,583 愛媛県 内子町 フローラリジィ 小売業 その他小売 5%

202,584 愛媛県 内子町 ミモザ　パルティフジ内子店 小売業 衣料品 5%

202,585 愛媛県 内子町 メルカドデザイン サービス その他サービス 5%

202,586 愛媛県 内子町 焼肉　ありもと サービス 飲食業 5%

202,587 愛媛県 宇和島市 アヴェニール　スガハラ サービス 理容・美容業 5%

202,588 愛媛県 宇和島市 アンプラス宇和島 サービス 理容・美容業 5%

202,589 愛媛県 宇和島市 いけす料理　平家 サービス 飲食業 5%

202,590 愛媛県 宇和島市 出光ひまわり嵐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,591 愛媛県 宇和島市 出光ヒマワリわれいＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,592 愛媛県 宇和島市 井上蒲鉾本舗駅前店 小売業 食料品 5%

202,593 愛媛県 宇和島市 井上蒲鉾本舗本店 小売業 食料品 5%

202,594 愛媛県 宇和島市 有限会社井上真珠店 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,595 愛媛県 宇和島市 伊予吉田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,596 愛媛県 宇和島市 伊予吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,597 愛媛県 宇和島市 岩松　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,598 愛媛県 宇和島市 ウィッティかんお 小売業 電化製品 5%

202,599 愛媛県 宇和島市 魚浩鮮魚店 小売業 食料品 5%

202,600 愛媛県 宇和島市 鵜ノ浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,601 愛媛県 宇和島市 宇和島奥南エンゲージメント サービス その他サービス 5%

202,602 愛媛県 宇和島市 宇和島オリエンタルホテル サービス 宿泊業 5%

202,603 愛媛県 宇和島市 宇和島グランドホテル サービス 宿泊業 5%

202,604 愛媛県 宇和島市 宇和島店 小売業 食料品 5%

202,605 愛媛県 宇和島市 セブン－イレブン宇和島長堀橋南店 小売業 食料品 2%

202,606 愛媛県 宇和島市 宇和島南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,607 愛媛県 宇和島市 宇和島リージェントホテル サービス 宿泊業 5%

202,608 愛媛県 宇和島市 エースワン　宇和島店 小売業 食料品 5%
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202,609 愛媛県 宇和島市 ＳＳＧダイデン店 小売業 電化製品 5%

202,610 愛媛県 宇和島市 愛媛ダイハツ販売宇和島店 小売業 その他小売 5%

202,611 愛媛県 宇和島市 愛媛トヨペットＴｏＰＴｏｗｎ宇和島 小売業 その他小売 5%

202,612 愛媛県 宇和島市 愛媛南部ヤクルト販売　城北センター 小売業 食料品 5%

202,613 愛媛県 宇和島市 愛媛南部ヤクルト販売　明倫センター 小売業 食料品 5%

202,614 愛媛県 宇和島市 えひめ南農協　宇和島支所　営農センター 小売業 その他小売 5%

202,615 愛媛県 宇和島市 大高百貨店 小売業 電化製品 5%

202,616 愛媛県 宇和島市 オータラジオ店 小売業 電化製品 5%

202,617 愛媛県 宇和島市 ガイナワールド 宇和島本店 小売業 その他小売 5%

202,618 愛媛県 宇和島市 有限会社　亀井蒲鉾 小売業 食料品 5%

202,619 愛媛県 宇和島市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋宇和島国道５６号店 サービス 飲食業 2%

202,620 愛媛県 宇和島市 喜佐方沖　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,621 愛媛県 宇和島市 ギフトプラザくつき 小売業 その他小売 5%

202,622 愛媛県 宇和島市 木屋旅館 サービス 宿泊業 5%

202,623 愛媛県 宇和島市 きれきれいステーションつづらや 小売業 家具・調度品 5%

202,624 愛媛県 宇和島市 グレイフランネル 小売業 衣料品 5%

202,625 愛媛県 宇和島市 クレール サービス 理容・美容業 5%

202,626 愛媛県 宇和島市 クレール　スガハラ サービス 理容・美容業 5%

202,627 愛媛県 宇和島市 クレール＆フィール　スガハラ サービス 理容・美容業 5%

202,628 愛媛県 宇和島市 栄寿司 サービス 飲食業 5%

202,629 愛媛県 宇和島市 ザ・シューズ　宇和島店 小売業 衣料品 5%

202,630 愛媛県 宇和島市 サンシャイン　宇和島店 小売業 食料品 5%

202,631 愛媛県 宇和島市 シミズ電器 小売業 電化製品 5%

202,632 愛媛県 宇和島市 寝具センターまつうら 小売業 家具・調度品 5%

202,633 愛媛県 宇和島市 真珠会館－レストラン宇和島 小売業 その他小売 5%

202,634 愛媛県 宇和島市 スーパーハッピー栄町店 小売業 その他小売 5%

202,635 愛媛県 宇和島市 末広モータース本社 小売業 その他小売 5%

202,636 愛媛県 宇和島市 壽司正 サービス 飲食業 5%

202,637 愛媛県 宇和島市 寿司良 サービス 飲食業 5%

202,638 愛媛県 宇和島市 炭火焼肉１１２９ サービス 飲食業 5%

202,639 愛媛県 宇和島市 セルフィッシュ　ヘアデザイン　セルフィッシュ　ヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

202,640 愛媛県 宇和島市 セルフ宇和島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,641 愛媛県 宇和島市 ダイマサ真珠 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,642 愛媛県 宇和島市 田中電機百貨店 小売業 電化製品 5%

202,643 愛媛県 宇和島市 千鳥寿司 サービス 飲食業 5%

202,644 愛媛県 宇和島市 つるの湯 サービス その他サービス 5%

202,645 愛媛県 宇和島市 ＤＯＯＲ　ＤＯＯＲ サービス 理容・美容業 5%

202,646 愛媛県 宇和島市 土居真珠 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,647 愛媛県 宇和島市 東京靴流通センター宇和島店 小売業 衣料品 2%

202,648 愛媛県 宇和島市 トヨタカローラ愛媛宇和島店 小売業 その他小売 5%

202,649 愛媛県 宇和島市 トヨタレンタリース西四国宇和島店 サービス その他サービス 2%

202,650 愛媛県 宇和島市 ナピックス住吉店 小売業 電化製品 5%
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202,651 愛媛県 宇和島市 ナンヨムセン・ワダ 小売業 電化製品 5%

202,652 愛媛県 宇和島市 南楽園 サービス その他サービス 5%

202,653 愛媛県 宇和島市 ネッツトヨタ愛媛Ｊ・Ｓｐｏｔ宇和島 小売業 その他小売 5%

202,654 愛媛県 宇和島市 ネッツトヨタ瀬戸内宇和島店 小売業 その他小売 5%

202,655 愛媛県 宇和島市 野中かまぼこ店 小売業 食料品 5%

202,656 愛媛県 宇和島市 パナ・ワールド 小売業 電化製品 5%

202,657 愛媛県 宇和島市 明屋書店　宇和島明倫店 小売業 その他小売 5%

202,658 愛媛県 宇和島市 １００円プラザ宇和島しんばし店 小売業 衣料品 5%

202,659 愛媛県 宇和島市 平浦びわ組合 小売業 その他小売 5%

202,660 愛媛県 宇和島市 平山電機 小売業 電化製品 5%

202,661 愛媛県 宇和島市 フィットネスクラブヴィスター　宇和島店 サービス 理容・美容業 5%

202,662 愛媛県 宇和島市 ブティック　ＭＡＴＳＵＳＨＩＴＡ 小売業 衣料品 5%

202,663 愛媛県 宇和島市 プラザ弁天町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,664 愛媛県 宇和島市 プラザ保田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,665 愛媛県 宇和島市 ホテルコーラル宇和島 サービス その他サービス 5%

202,666 愛媛県 宇和島市 マクドナルド宇和島店 サービス 飲食業 2%

202,667 愛媛県 宇和島市 （有）松岡漁具宇和島店 小売業 その他小売 5%

202,668 愛媛県 宇和島市 ママイクコ　宇和島 小売業 その他小売 5%

202,669 愛媛県 宇和島市 ミシンショップ愛媛 小売業 電化製品 5%

202,670 愛媛県 宇和島市 有限会社宇和島タイヤセンター 小売業 その他小売 5%

202,671 愛媛県 宇和島市 湊　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,672 愛媛県 宇和島市 三間　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,673 愛媛県 宇和島市 三間町ＳＳ　赤松石油有限会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,674 愛媛県 宇和島市 宮脇書店　宇和島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

202,675 愛媛県 宇和島市 宮脇書店　フジ北宇和島店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

202,676 愛媛県 宇和島市 メガネの田中　フジグラン北宇和島店 小売業 その他小売 5%

202,677 愛媛県 宇和島市 焼肉酒楽銀 サービス 飲食業 5%

202,678 愛媛県 宇和島市 薬師神かまぼこ 小売業 食料品 5%

202,679 愛媛県 宇和島市 やすらぎの里店 小売業 食料品 5%

202,680 愛媛県 宇和島市 山泉モータース商会 小売業 その他小売 5%

202,681 愛媛県 宇和島市 ヤマグチ 小売業 電化製品 5%

202,682 愛媛県 宇和島市 山田屋まんじゅう　宇和島店 小売業 食料品 5%

202,683 愛媛県 宇和島市 有限会社　日東自動車工場 サービス その他サービス 5%

202,684 愛媛県 宇和島市 有限会社安藤商会アンドリーノ 自家焙煎珈琲 手造りクッキー 安藤珈琲 サービス 飲食業 5%

202,685 愛媛県 宇和島市 有限会社宇和島タイヤセンター 小売業 その他小売 5%

202,686 愛媛県 宇和島市 有限会社　ダイマサ真珠　ダイマサ真珠 小売業 その他小売 5%

202,687 愛媛県 宇和島市 ［ＨＣ］Ｕ・テックうわじま 小売業 電化製品 5%

202,688 愛媛県 宇和島市 吉田国道　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,689 愛媛県 宇和島市 吉田町ＳＳ　有限会社山本石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,690 愛媛県 宇和島市 寄松　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,691 愛媛県 宇和島市 ＬａＰｒｉｍａｖｅｒａ 小売業 衣料品 5%

202,692 愛媛県 宇和島市 ＲＡＣＱＵＥＴ?ＳＨＯＰ　ＴＡＫＥＵＣＨＩ 小売業 その他小売 5%
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202,693 愛媛県 宇和島市 ＲＩＴＺＮＡＩＬ 小売業 衣料品 5%

202,694 愛媛県 宇和島市 和霊町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,695 愛媛県 大洲市 アイアイエー大洲店 サービス その他サービス 5%

202,696 愛媛県 大洲市 出光リバーサイド長浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,697 愛媛県 大洲市 伊予長浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,698 愛媛県 大洲市 上田電気商会 小売業 電化製品 5%

202,699 愛媛県 大洲市 セブン－イレブン愛媛大洲街道店 小売業 食料品 2%

202,700 愛媛県 大洲市 愛媛ダイハツ販売大洲店 小売業 その他小売 5%

202,701 愛媛県 大洲市 愛媛トヨペット大洲店 小売業 その他小売 5%

202,702 愛媛県 大洲市 愛媛南部ヤクルト販売　大洲センター 小売業 食料品 5%

202,703 愛媛県 大洲市 大洲　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,704 愛媛県 大洲市 大洲しろまちゲストハウス サービス その他サービス 5%

202,705 愛媛県 大洲市 セブン－イレブン大洲中央病院前店 小売業 食料品 2%

202,706 愛媛県 大洲市 セブン－イレブン大洲徳森店 小売業 食料品 2%

202,707 愛媛県 大洲市 大洲西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,708 愛媛県 大洲市 おち酒店 小売業 その他小売 5%

202,709 愛媛県 大洲市 かつれつ亭　大洲店 サービス 飲食業 5%

202,710 愛媛県 大洲市 カトラッチャ珈琲焙煎所 小売業 食料品 5%

202,711 愛媛県 大洲市 鹿野川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,712 愛媛県 大洲市 鹿野川主婦の店 小売業 その他小売 5%

202,713 愛媛県 大洲市 株式会社近藤呉服店 小売業 衣料品 5%

202,714 愛媛県 大洲市 亀岡モータース サービス その他サービス 5%

202,715 愛媛県 大洲市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋フレスポ大洲店 サービス 飲食業 2%

202,716 愛媛県 大洲市 工房ＯＮＳＥＴ 小売業 その他小売 5%

202,717 愛媛県 大洲市 笹川写真館 サービス その他サービス 5%

202,718 愛媛県 大洲市 ジャンプワールド　大洲店 小売業 その他小売 5%

202,719 愛媛県 大洲市 ジャンプワールド大洲店 小売業 その他小売 5%

202,720 愛媛県 大洲市 谷本蒲鉾店アクトピア大洲店 小売業 食料品 5%

202,721 愛媛県 大洲市 つるや　大洲店 小売業 衣料品 5%

202,722 愛媛県 大洲市 43670 小売業 その他小売 5%

202,723 愛媛県 大洲市 徳森　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,724 愛媛県 大洲市 トヨタカローラ愛媛大洲店 小売業 その他小売 5%

202,725 愛媛県 大洲市 新谷　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,726 愛媛県 大洲市 ネッツトヨタ愛媛Ｊ・Ｓｐｏｔ大洲 小売業 その他小売 5%

202,727 愛媛県 大洲市 ネッツトヨタ瀬戸内大洲店 小売業 その他小売 5%

202,728 愛媛県 大洲市 ハタダ大洲店 小売業 食料品 5%

202,729 愛媛県 大洲市 明屋書店　大洲店 小売業 その他小売 5%

202,730 愛媛県 大洲市 セブン－イレブン東大洲店 小売業 食料品 2%

202,731 愛媛県 大洲市 肱川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,732 愛媛県 大洲市 １００円プラザ　大洲店 小売業 衣料品 5%

202,733 愛媛県 大洲市 ピュア　にしきや 小売業 その他小売 5%

202,734 愛媛県 大洲市 フレッシュバリュー大洲店 小売業 食料品 5%
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202,735 愛媛県 大洲市 ＦＶ大洲店 小売業 食料品 5%

202,736 愛媛県 大洲市 ペニ－レイン 小売業 電化製品 5%

202,737 愛媛県 大洲市 ホテル　オータ サービス 宿泊業 5%

202,738 愛媛県 大洲市 ホテルオータ サービス 宿泊業 5%

202,739 愛媛県 大洲市 マクドナルド５６号大洲店 サービス 飲食業 2%

202,740 愛媛県 大洲市 ママイクコ　大洲 小売業 その他小売 5%

202,741 愛媛県 大洲市 ママプレゼンツ大丸 小売業 衣料品 5%

202,742 愛媛県 大洲市 マルタ電機商会 小売業 電化製品 5%

202,743 愛媛県 大洲市 南インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,744 愛媛県 大洲市 宮脇書店　大洲店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

202,745 愛媛県 大洲市 もがみ大洲店 サービス 飲食業 5%

202,746 愛媛県 大洲市 クマノ 小売業 電化製品 5%

202,747 愛媛県 大洲市 リビンズカタヤマ　大洲店 小売業 家具・調度品 5%

202,748 愛媛県 大洲市 料苑たる井 サービス 飲食業 5%

202,749 愛媛県 大洲市 ｒｅｌｌｏ サービス 理容・美容業 5%

202,750 愛媛県 大洲市 ＬＯＣＡＬＥ サービス 飲食業 5%

202,751 愛媛県 上島町 生名　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,752 愛媛県 上島町 インランドシーリゾート　フェスパ サービス 宿泊業 5%

202,753 愛媛県 上島町 おかえりなさい サービス 飲食業 5%

202,754 愛媛県 上島町 倉本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,755 愛媛県 上島町 竹林写真館　シーサイドモールゆげ サービス その他サービス 5%

202,756 愛媛県 上島町 日立因島生協生名店 小売業 食料品 5%

202,757 愛媛県 上島町 日立因島生協弓削店 小売業 食料品 5%

202,758 愛媛県 上島町 ポプラ生名店 小売業 その他小売 2%

202,759 愛媛県 上島町 弓削ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,760 愛媛県 上島町 弓削島秘密基地 サービス その他サービス 5%

202,761 愛媛県 上島町 ゆげしまダイニング彩 サービス 飲食業 5%

202,762 愛媛県 鬼北町 赤松酒店 小売業 食料品 5%

202,763 愛媛県 鬼北町 出光近永ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,764 愛媛県 鬼北町 出光中野川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,765 愛媛県 鬼北町 宇和三島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,766 愛媛県 鬼北町 株式会社善家自動車 サービス その他サービス 5%

202,767 愛媛県 鬼北町 北宇和日吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,768 愛媛県 鬼北町 きほくＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,769 愛媛県 鬼北町 サラダ館きほく店 サービス その他サービス 2%

202,770 愛媛県 鬼北町 清水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,771 愛媛県 鬼北町 成川ＳＳ　武田石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,772 愛媛県 鬼北町 パティスリー縁 サービス 飲食業 5%

202,773 愛媛県 鬼北町 パルテあい 小売業 電化製品 5%

202,774 愛媛県 鬼北町 明屋書店　広見店 小売業 その他小売 5%

202,775 愛媛県 鬼北町 兵頭電気 小売業 電化製品 5%

202,776 愛媛県 鬼北町 日吉　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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202,777 愛媛県 鬼北町 広見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,778 愛媛県 鬼北町 道の駅広見森の三角ぼうし 小売業 家具・調度品 5%

202,779 愛媛県 久万高原町 愛媛南部ヤクルト販売　久万センター 小売業 食料品 5%

202,780 愛媛県 久万高原町 家電ハウスたかはし 小売業 電化製品 5%

202,781 愛媛県 久万高原町 株式会社アズマ電器 小売業 電化製品 5%

202,782 愛媛県 久万高原町 久万ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,783 愛媛県 久万高原町 久万ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,784 愛媛県 久万高原町 久万国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,785 愛媛県 久万高原町 久万スキーランド サービス その他サービス 5%

202,786 愛媛県 久万高原町 パルテ電昭社 小売業 電化製品 5%

202,787 愛媛県 久万高原町 焼肉ちぐさ　焼肉ちぐさ サービス 飲食業 5%

202,788 愛媛県 久万高原町 柳谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,789 愛媛県 西条市 愛果堂 サービス 飲食業 5%

202,790 愛媛県 西条市 アイビッグチェーン東予店 小売業 電化製品 5%

202,791 愛媛県 西条市 青野精肉店 小売業 家具・調度品 5%

202,792 愛媛県 西条市 ＡＣＴ西条 小売業 電化製品 5%

202,793 愛媛県 西条市 アクトささき 小売業 電化製品 5%

202,794 愛媛県 西条市 アトリエルナリア 小売業 衣料品 5%

202,795 愛媛県 西条市 Ｒ３ＧＡＲＡＧＥ 小売業 その他小売 5%

202,796 愛媛県 西条市 アン・クレア 小売業 その他小売 5%

202,797 愛媛県 西条市 石川商会 小売業 その他小売 5%

202,798 愛媛県 西条市 出光志川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,799 愛媛県 西条市 いとう美容院 サービス 理容・美容業 5%

202,800 愛媛県 西条市 糸プロジェクトキッチンカー サービス 飲食業 5%

202,801 愛媛県 西条市 癒し夢サロン　ぷらいまる サービス その他サービス 5%

202,802 愛媛県 西条市 Ｉｎｔｅｒｉｏｒ　ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　ｓｐａｃｅまちでこ 小売業 家具・調度品 5%

202,803 愛媛県 西条市 うちだ美容室 サービス 理容・美容業 5%

202,804 愛媛県 西条市 うどん酒場３６ サービス 飲食業 5%

202,805 愛媛県 西条市 ａでんき 小売業 電化製品 5%

202,806 愛媛県 西条市 エクストールイン西条駅前 サービス 宿泊業 5%

202,807 愛媛県 西条市 ＳＳＧチェーン丹原店 小売業 電化製品 5%

202,808 愛媛県 西条市 ＳＳＧ東予店 小売業 電化製品 5%

202,809 愛媛県 西条市 愛媛ダイハツ販売西条店 小売業 その他小売 5%

202,810 愛媛県 西条市 ＥＬＭ 小売業 衣料品 5%

202,811 愛媛県 西条市 オリックスレンタカー西条カウンター サービス その他サービス 2%

202,812 愛媛県 西条市 カーウォッシュ　シャラク サービス その他サービス 5%

202,813 愛媛県 西条市 カットハウス　カタカミ　３番館 サービス 理容・美容業 5%

202,814 愛媛県 西条市 髪工房：クラフト サービス 理容・美容業 5%

202,815 愛媛県 西条市 カラオケ水都 サービス その他サービス 5%

202,816 愛媛県 西条市 カルビ屋大福伊予西条店 サービス 飲食業 5%

202,817 愛媛県 西条市 河原呉服店 小売業 衣料品 5%

202,818 愛媛県 西条市 木の実と種 小売業 衣料品 5%
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202,819 愛媛県 西条市 有限会社戸田益 小売業 衣料品 5%

202,820 愛媛県 西条市 輝らり果樹園 小売業 食料品 5%

202,821 愛媛県 西条市 国安　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,822 愛媛県 西条市 国安第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,823 愛媛県 西条市 くらしとごはんリクル サービス 飲食業 5%

202,824 愛媛県 西条市 こがね製麺所西条店 サービス 飲食業 5%

202,825 愛媛県 西条市 小松　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,826 愛媛県 西条市 小松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,827 愛媛県 西条市 小松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,828 愛媛県 西条市 セブン－イレブン小松町新屋敷店 小売業 食料品 2%

202,829 愛媛県 西条市 紺屋町ｄｅｉｎ サービス その他サービス 5%

202,830 愛媛県 西条市 サイクルマート ＣＹＣＬＥＭＡＲＴ 小売業 その他小売 5%

202,831 愛媛県 西条市 西条　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,832 愛媛県 西条市 西条ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,833 愛媛県 西条市 西条アーバンホテル サービス 宿泊業 5%

202,834 愛媛県 西条市 セブン－イレブン西条明屋敷店 小売業 食料品 2%

202,835 愛媛県 西条市 西条飯岡　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,836 愛媛県 西条市 西条新産ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,837 愛媛県 西条市 西條そば甲 サービス 飲食業 5%

202,838 愛媛県 西条市 西条ドライビングスクール サービス その他サービス 5%

202,839 愛媛県 西条市 西条西　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,840 愛媛県 西条市 西条西　ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,841 愛媛県 西条市 西条東　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,842 愛媛県 西条市 セブン－イレブン西条福武店 小売業 食料品 2%

202,843 愛媛県 西条市 セブン－イレブン西条北条店 小売業 食料品 2%

202,844 愛媛県 西条市 西条マスヤ書店　西条マスヤ書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

202,845 愛媛県 西条市 西条マツダ サービス その他サービス 5%

202,846 愛媛県 西条市 酒菜家　あづまや サービス 飲食業 5%

202,847 愛媛県 西条市 雑貨店　ＫｏｔａＫｏｔａ 小売業 その他小売 5%

202,848 愛媛県 西条市 サニーマート 小売業 その他小売 5%

202,849 愛媛県 西条市 塩ザキ商店 小売業 食料品 5%

202,850 愛媛県 西条市 ｊａｍｒｏｏｍｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

202,851 愛媛県 西条市 ジャンプワールド西条店 小売業 その他小売 5%

202,852 愛媛県 西条市 シューズカンパニー東予店 小売業 衣料品 5%

202,853 愛媛県 西条市 庄野薬局下町くすの木通り店 小売業 その他小売 5%

202,854 愛媛県 西条市 庄野薬局中央店 小売業 その他小売 5%

202,855 愛媛県 西条市 食彩酒家 はまかぜ サービス 飲食業 5%

202,856 愛媛県 西条市 ＳＩＬＫ サービス 理容・美容業 5%

202,857 愛媛県 西条市 じんのでんき 小売業 電化製品 5%

202,858 愛媛県 西条市 スーパードラッグひまわり神拝店 小売業 その他小売 5%

202,859 愛媛県 西条市 寿し一貫 西条店 サービス 飲食業 5%

202,860 愛媛県 西条市 曽我部商店 小売業 電化製品 5%
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202,861 愛媛県 西条市 そごうマート新町店 小売業 食料品 5%

202,862 愛媛県 西条市 そごうマート三津屋店 小売業 食料品 5%

202,863 愛媛県 西条市 そごうマート三芳店 小売業 食料品 5%

202,864 愛媛県 西条市 大屋 小売業 食料品 5%

202,865 愛媛県 西条市 大屋西条店 小売業 その他小売 5%

202,866 愛媛県 西条市 タイヤショップ共栄 小売業 その他小売 5%

202,867 愛媛県 西条市 大屋本社 小売業 その他小売 5%

202,868 愛媛県 西条市 （有）高井米穀 小売業 食料品 5%

202,869 愛媛県 西条市 高田勝人税理士事務所 サービス その他サービス 5%

202,870 愛媛県 西条市 高橋印章 小売業 その他小売 5%

202,871 愛媛県 西条市 たぬき本舗株式会社　石鎚店 小売業 食料品 5%

202,872 愛媛県 西条市 たぬき本舗株式会社　丹原店 小売業 食料品 5%

202,873 愛媛県 西条市 丹原神津　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,874 愛媛県 西条市 セブン－イレブン丹原町願連寺店 小売業 食料品 2%

202,875 愛媛県 西条市 ちゃーしゅう工房　いしづち店 サービス 飲食業 5%

202,876 愛媛県 西条市 つりよし釣具店 小売業 その他小売 5%

202,877 愛媛県 西条市 電化ショップアオノ 小売業 電化製品 5%

202,878 愛媛県 西条市 東予バイパス　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,879 愛媛県 西条市 東予　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,880 愛媛県 西条市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ河原津店 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,881 愛媛県 西条市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西条中央店 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,882 愛媛県 西条市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ東予丹原インターチェンジ店 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,883 愛媛県 西条市 トヨタカローラ愛媛西条店 小売業 その他小売 5%

202,884 愛媛県 西条市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 喜多川店 小売業 その他小売 5%

202,885 愛媛県 西条市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 朔日市店 小売業 その他小売 5%

202,886 愛媛県 西条市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 東予店 小売業 その他小売 5%

202,887 愛媛県 西条市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 氷見店 小売業 その他小売 5%

202,888 愛媛県 西条市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 横黒店 小売業 その他小売 5%

202,889 愛媛県 西条市 ｎａｔｕｒａｌｌｙ サービス 理容・美容業 5%

202,890 愛媛県 西条市 壬生川ＳＳ　有限会社藤岡石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,891 愛媛県 西条市 ネッツトヨタ愛媛Ｊ．Ｓｐｏｔ小松 小売業 その他小売 5%

202,892 愛媛県 西条市 野々市　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,893 愛媛県 西条市 ハタダ産業道路店 小売業 食料品 5%

202,894 愛媛県 西条市 ハタダ東予総合支所前店 小売業 食料品 5%

202,895 愛媛県 西条市 パリスパリ　西条店 サービス 理容・美容業 5%

202,896 愛媛県 西条市 パルテ　寺町 小売業 電化製品 5%

202,897 愛媛県 西条市 明屋書店　西条福武店 小売業 その他小売 5%

202,898 愛媛県 西条市 明屋書店　西条本店 小売業 その他小売 5%

202,899 愛媛県 西条市 明屋書店　東予店 小売業 その他小売 5%

202,900 愛媛県 西条市 Ｂ－ｓｈｏｐ　ＯＣＨＩ 小売業 その他小売 5%

202,901 愛媛県 西条市 ビジュアルイメージング株式会社 サービス その他サービス 5%

202,902 愛媛県 西条市 ビジュアルイメージング株式会社　ｓｔｕｄｉｏ　華縁 サービス その他サービス 5%
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202,903 愛媛県 西条市 ひなのや壬生川駅前店 小売業 食料品 5%

202,904 愛媛県 西条市 ＢＶＣバイク査定センター四国 小売業 その他小売 5%

202,905 愛媛県 西条市 美味休心西条店 サービス 飲食業 5%

202,906 愛媛県 西条市 １００円プラザ　西条店 小売業 衣料品 5%

202,907 愛媛県 西条市 合同会社Ｆａｍｉｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

202,908 愛媛県 西条市 フーラフォトグラフィック サービス その他サービス 5%

202,909 愛媛県 西条市 福岡　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,910 愛媛県 西条市 ブティック　テス 小売業 衣料品 5%

202,911 愛媛県 西条市 ブティックシー・ハー 小売業 衣料品 5%

202,912 愛媛県 西条市 ぷらいまる 癒し夢サロン ぷらいまる サービス その他サービス 5%

202,913 愛媛県 西条市 ｂｒａｎｃｈｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

202,914 愛媛県 西条市 フレッシュバリュー西条店 小売業 食料品 5%

202,915 愛媛県 西条市 ＦＶ西条店 小売業 食料品 5%

202,916 愛媛県 西条市 フローラパティ 小売業 その他小売 5%

202,917 愛媛県 西条市 フローラルビー 小売業 その他小売 5%

202,918 愛媛県 西条市 ＰＯＧＯ　ＣＵＲＲＹ　ＰＯＧＯ　ＣＵＲＲＹ サービス 飲食業 5%

202,919 愛媛県 西条市 ホテルオレール西条 サービス 宿泊業 5%

202,920 愛媛県 西条市 マクドナルド伊予西条店 サービス 飲食業 2%

202,921 愛媛県 西条市 ｍａｃ喜多川店 小売業 その他小売 5%

202,922 愛媛県 西条市 ｍａｃ朔日市店 小売業 その他小売 5%

202,923 愛媛県 西条市 ｍａｃ東予店 小売業 その他小売 5%

202,924 愛媛県 西条市 ｍａｃ氷見店 小売業 その他小売 5%

202,925 愛媛県 西条市 ｍａｃ横黒店 小売業 その他小売 5%

202,926 愛媛県 西条市 丸三書店　東予店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

202,927 愛媛県 西条市 マルトモ水産 株 小売業 食料品 5%

202,928 愛媛県 西条市 マルブン　小松本店 サービス 飲食業 5%

202,929 愛媛県 西条市 ＭａｎｇｏＣａｍｅｌ サービス 理容・美容業 5%

202,930 愛媛県 西条市 ｍｉｎａｍｉ 小売業 衣料品 5%

202,931 愛媛県 西条市 ミモザ　フジグラン西条店 小売業 衣料品 5%

202,932 愛媛県 西条市 宮脇書店　東予店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

202,933 愛媛県 西条市 宮脇書店フジ西条店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

202,934 愛媛県 西条市 ミユキ 小売業 衣料品 5%

202,935 愛媛県 西条市 三芳　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,936 愛媛県 西条市 株式会社　ミラーズウサ 小売業 その他小売 5%

202,937 愛媛県 西条市 メガネの田中　フジグラン西条店 小売業 その他小売 5%

202,938 愛媛県 西条市 メガネ本舗　壬生川店 小売業 その他小売 5%

202,939 愛媛県 西条市 モイスティーヌ愛媛サロン 小売業 その他小売 5%

202,940 愛媛県 西条市 もがみ　西条店 サービス 飲食業 5%

202,941 愛媛県 西条市 遊ＩＮＧ西条　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,942 愛媛県 西条市 ＵＳウェルスマネジメント サービス 宿泊業 5%

202,943 愛媛県 西条市 有限会社　かんこめ　かんこめ 小売業 食料品 5%

202,944 愛媛県 西条市 （有）三浦タイヤ 小売業 その他小売 5%
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202,945 愛媛県 西条市 湯の里小町温泉しこくや サービス 宿泊業 5%

202,946 愛媛県 西条市 湯之谷温泉 サービス 宿泊業 5%

202,947 愛媛県 西条市 養老乃瀧西条店 サービス その他サービス 2%

202,948 愛媛県 西条市 ラ・セゾン 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,949 愛媛県 西条市 ライスピア　米蔵　　盛実米穀 小売業 食料品 5%

202,950 愛媛県 西条市 Ｌｉｎｋ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

202,951 愛媛県 西条市 りんりんパークー売店 小売業 その他小売 5%

202,952 愛媛県 西条市 れすとらん長崎屋 サービス 飲食業 5%

202,953 愛媛県 四国中央市 池田時計店　池田川之江店 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,954 愛媛県 四国中央市 池田時計店　川之江店 小売業 貴金属・服飾品 5%

202,955 愛媛県 四国中央市 石﨑商事 小売業 その他小売 5%

202,956 愛媛県 四国中央市 出光金生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,957 愛媛県 四国中央市 宇野商会 小売業 その他小売 5%

202,958 愛媛県 四国中央市 宇摩ダイハツ本社 小売業 その他小売 5%

202,959 愛媛県 四国中央市 ＳＳＧ土居店 小売業 電化製品 5%

202,960 愛媛県 四国中央市 ＳＳＧ大門店 小売業 電化製品 5%

202,961 愛媛県 四国中央市 悦粋～ｅｓｓｕｉ～ 小売業 衣料品 5%

202,962 愛媛県 四国中央市 愛媛ダイハツ販売四国中央店 小売業 その他小売 5%

202,963 愛媛県 四国中央市 愛媛トヨペット三島川之江店 小売業 その他小売 5%

202,964 愛媛県 四国中央市 ［ＨＣ］エム・クレル有限会社 小売業 電化製品 5%

202,965 愛媛県 四国中央市 エリエールスポーツクラブ サービス その他サービス 5%

202,966 愛媛県 四国中央市 エルふたば 小売業 電化製品 5%

202,967 愛媛県 四国中央市 エルふたば　長津店 小売業 電化製品 5%

202,968 愛媛県 四国中央市 ＯｗｌｅｔＨａｎｄｍａｄｅＳｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

202,969 愛媛県 四国中央市 大倉稔商店 小売業 食料品 5%

202,970 愛媛県 四国中央市 大西屋クリーニング店 サービス その他サービス 5%

202,971 愛媛県 四国中央市 オリックスレンタカー四国中央店 サービス その他サービス 2%

202,972 愛媛県 四国中央市 海鮮茶屋　磯の匠 サービス 飲食業 5%

202,973 愛媛県 四国中央市 カイナンフローリスト　カイナンフローリスト　　　雑貨ＫＡＩＮＡＮ 小売業 その他小売 5%

202,974 愛媛県 四国中央市 割烹　伊志川 サービス 飲食業 5%

202,975 愛媛県 四国中央市 カデット 小売業 衣料品 5%

202,976 愛媛県 四国中央市 金子町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,977 愛媛県 四国中央市 カネユキ 小売業 電化製品 5%

202,978 愛媛県 四国中央市 カー・ファクトリー　渡辺 サービス その他サービス 5%

202,979 愛媛県 四国中央市 株式会社スズキ販売四国中央 小売業 その他小売 5%

202,980 愛媛県 四国中央市 株式会社スズキ販売四国中央　金生店 サービス その他サービス 5%

202,981 愛媛県 四国中央市 株式会社ＴＲＥＳＯＲ サービス 理容・美容業 5%

202,982 愛媛県 四国中央市 上分ＳＳ　有限会社川村石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,983 愛媛県 四国中央市 カルビ屋大福伊予三島店 サービス 飲食業 5%

202,984 愛媛県 四国中央市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋四国中央下柏店 サービス 飲食業 2%

202,985 愛媛県 四国中央市 川島化粧品店 小売業 その他小売 5%

202,986 愛媛県 四国中央市 川島化粧品店 小売業 その他小売 5%
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202,987 愛媛県 四国中央市 ルート１１川之江　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,988 愛媛県 四国中央市 川之江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,989 愛媛県 四国中央市 川之江金田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

202,990 愛媛県 四国中央市 川正電器冷暖 小売業 電化製品 5%

202,991 愛媛県 四国中央市 カンセイ空調 小売業 電化製品 5%

202,992 愛媛県 四国中央市 菊池商店　巡り廻る 小売業 その他小売 5%

202,993 愛媛県 四国中央市 菊池商店巡り廻る 小売業 その他小売 5%

202,994 愛媛県 四国中央市 きもの ブティック わき 小売業 衣料品 5%

202,995 愛媛県 四国中央市 業務スーパー四国中央店 小売業 食料品 2%

202,996 愛媛県 四国中央市 コープ土居 小売業 その他小売 5%

202,997 愛媛県 四国中央市 コンビニエンスストアやまうち 小売業 その他小売 5%

202,998 愛媛県 四国中央市 坂上電業 小売業 電化製品 5%

202,999 愛媛県 四国中央市 ＪＡ東予園芸　産直楽しみ市 小売業 食料品 5%

203,000 愛媛県 四国中央市 セブン－イレブン四国中央川之江町港通店 小売業 食料品 2%

203,001 愛媛県 四国中央市 セブン－イレブン四国中央土居町入野店 小売業 食料品 2%

203,002 愛媛県 四国中央市 セブン－イレブン四国中央中之庄店 小売業 食料品 2%

203,003 愛媛県 四国中央市 四国中央病院売店 小売業 その他小売 5%

203,004 愛媛県 四国中央市 セブン－イレブン四国中央三島中央店 小売業 食料品 2%

203,005 愛媛県 四国中央市 写真箱川之江店 サービス その他サービス 5%

203,006 愛媛県 四国中央市 新宮石油新宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,007 愛媛県 四国中央市 有　鈴木住宅設備　鈴木住宅設備 小売業 その他小売 5%

203,008 愛媛県 四国中央市 鈴木薬局 小売業 その他小売 5%

203,009 愛媛県 四国中央市 整体院すきっぷ サービス その他サービス 5%

203,010 愛媛県 四国中央市 整体処　空と海 サービス その他サービス 5%

203,011 愛媛県 四国中央市 セルフニュー金子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,012 愛媛県 四国中央市 セレクトショップＮＩＫＩ 小売業 衣料品 5%

203,013 愛媛県 四国中央市 創作料理　美庵 サービス 飲食業 5%

203,014 愛媛県 四国中央市 ソフトバンク　四国中央 小売業 その他小売 5%

203,015 愛媛県 四国中央市 タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

203,016 愛媛県 四国中央市 たかはし電器商会 小売業 電化製品 5%

203,017 愛媛県 四国中央市 蝶野陶器進物店 小売業 家具・調度品 5%

203,018 愛媛県 四国中央市 つるや　川之江店 小売業 衣料品 5%

203,019 愛媛県 四国中央市 ディスカウントショップ　高橋 小売業 その他小売 5%

203,020 愛媛県 四国中央市 デンカランドわき 小売業 電化製品 5%

203,021 愛媛県 四国中央市 土居　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,022 愛媛県 四国中央市 東予スズキ販売四国中央営業所 小売業 その他小売 5%

203,023 愛媛県 四国中央市 豊岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,024 愛媛県 四国中央市 トヨタカローラ愛媛三島・川之江店 小売業 その他小売 5%

203,025 愛媛県 四国中央市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 川之江店 小売業 その他小売 5%

203,026 愛媛県 四国中央市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 土居店 小売業 その他小売 5%

203,027 愛媛県 四国中央市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 中之庄店 小売業 その他小売 5%

203,028 愛媛県 四国中央市 ニシヤ　川之江店 小売業 衣料品 5%
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203,029 愛媛県 四国中央市 ニシヤ　本店 小売業 衣料品 5%

203,030 愛媛県 四国中央市 ニッセンシェイプファンデサロン陽子 小売業 衣料品 5%

203,031 愛媛県 四国中央市 ネイルカフェクリスタルキャンディー サービス 理容・美容業 5%

203,032 愛媛県 四国中央市 ネッツトヨタ愛媛Ｊ．Ｓｐｏｔ三島 小売業 その他小売 5%

203,033 愛媛県 四国中央市 ネッツトヨタ瀬戸内めんどり店 小売業 その他小売 5%

203,034 愛媛県 四国中央市 パソコンドック２４　四国中央店 サービス その他サービス 5%

203,035 愛媛県 四国中央市 ハタダ川之江店 小売業 食料品 5%

203,036 愛媛県 四国中央市 ハタダ三島店 小売業 食料品 5%

203,037 愛媛県 四国中央市 八剣伝　川之江店 サービス 飲食業 2%

203,038 愛媛県 四国中央市 明屋書店 川之江店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

203,039 愛媛県 四国中央市 ＰＩＺＺＡ　ＭＯＲＥ　ＰＩＺＺＡＭＯＲＥ サービス 飲食業 5%

203,040 愛媛県 四国中央市 美容室　海岸通り　ｂｅ　ｂｏｒｎ サービス 理容・美容業 5%

203,041 愛媛県 四国中央市 美容室　海岸通り　ｂｅ　ｂｏｒｎ サービス 理容・美容業 5%

203,042 愛媛県 四国中央市 フォルムかん 小売業 電化製品 5%

203,043 愛媛県 四国中央市 フォルム・もりた 小売業 電化製品 5%

203,044 愛媛県 四国中央市 フォルムいかわ 小売業 電化製品 5%

203,045 愛媛県 四国中央市 ブティック　ユッセ 小売業 衣料品 5%

203,046 愛媛県 四国中央市 プリカボーイ川之江ＳＳ　株式会社プリカネットライン 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,047 愛媛県 四国中央市 フレッシュバリュー上分店 小売業 食料品 5%

203,048 愛媛県 四国中央市 フレッシュバリュー川之江店 小売業 食料品 5%

203,049 愛媛県 四国中央市 フレッシュバリュー土居店 小売業 食料品 5%

203,050 愛媛県 四国中央市 フレッシュバリュー三島店 小売業 食料品 5%

203,051 愛媛県 四国中央市 ＦＶ上分店 小売業 食料品 5%

203,052 愛媛県 四国中央市 ＦＶ川之江店 小売業 食料品 5%

203,053 愛媛県 四国中央市 ＦＶ土居店 小売業 食料品 5%

203,054 愛媛県 四国中央市 ＦＶ中之庄店 小売業 食料品 5%

203,055 愛媛県 四国中央市 ＦＶ三島店 小売業 食料品 5%

203,056 愛媛県 四国中央市 文楽 小売業 その他小売 5%

203,057 愛媛県 四国中央市 文楽 小売業 その他小売 5%

203,058 愛媛県 四国中央市 Ｂｅｌｌ　ニシヤ 小売業 衣料品 5%

203,059 愛媛県 四国中央市 宝石・時計　池田　三島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

203,060 愛媛県 四国中央市 ｍａｃ川之江店 小売業 その他小売 5%

203,061 愛媛県 四国中央市 ｍａｃ土居店 小売業 その他小売 5%

203,062 愛媛県 四国中央市 ｍａｃ中之庄店 小売業 その他小売 5%

203,063 愛媛県 四国中央市 セブン－イレブン松山道入野ＰＡ下り店 小売業 食料品 2%

203,064 愛媛県 四国中央市 ママイ 小売業 食料品 5%

203,065 愛媛県 四国中央市 まるこう寿し まるこう寿し サービス 飲食業 5%

203,066 愛媛県 四国中央市 丸七商店 小売業 食料品 5%

203,067 愛媛県 四国中央市 三島中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,068 愛媛県 四国中央市 美寿寿 小売業 その他小売 5%

203,069 愛媛県 四国中央市 美寿寿　本店 小売業 その他小売 5%

203,070 愛媛県 四国中央市 南自動車 サービス その他サービス 5%
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203,071 愛媛県 四国中央市 ミモザ　フジグラン川之江店 小売業 衣料品 5%

203,072 愛媛県 四国中央市 ミモザ 本店 小売業 衣料品 5%

203,073 愛媛県 四国中央市 ミモザ　ビーンズ川之江店 小売業 衣料品 5%

203,074 愛媛県 四国中央市 宮川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,075 愛媛県 四国中央市 ミヤコたんす店 小売業 家具・調度品 5%

203,076 愛媛県 四国中央市 ミヤザキ 小売業 その他小売 5%

203,077 愛媛県 四国中央市 村上治療院 サービス その他サービス 5%

203,078 愛媛県 四国中央市 村松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,079 愛媛県 四国中央市 菊池商店　巡り廻る　出張版 小売業 その他小売 5%

203,080 愛媛県 四国中央市 森中自動車工業 サービス その他サービス 5%

203,081 愛媛県 四国中央市 やまだ洋品店 小売業 衣料品 5%

203,082 愛媛県 四国中央市 遊食房屋四国中央店 サービス 飲食業 5%

203,083 愛媛県 四国中央市 養老乃瀧川之江店 サービス 飲食業 2%

203,084 愛媛県 西予市 いそき屋 サービス 飲食業 5%

203,085 愛媛県 西予市 出光野村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,086 愛媛県 西予市 出光ひまわり宇和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,087 愛媛県 西予市 田舎風割烹 ちゃぼ亭 サービス 飲食業 5%

203,088 愛媛県 西予市 ウィッティわたなべ 小売業 電化製品 5%

203,089 愛媛県 西予市 魚成支所 小売業 ガソリンスタンド 5%

203,090 愛媛県 西予市 宇和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,091 愛媛県 西予市 セブン－イレブン宇和中央店 小売業 食料品 2%

203,092 愛媛県 西予市 愛媛南部ヤクルト販売　野村センター 小売業 食料品 5%

203,093 愛媛県 西予市 オートウェーブ西予 小売業 その他小売 5%

203,094 愛媛県 西予市 株式会社サカイオート サービス その他サービス 5%

203,095 愛媛県 西予市 狩江支所 小売業 ガソリンスタンド 5%

203,096 愛媛県 西予市 サミット　リカー　クオリティ　サミット 小売業 食料品 5%

203,097 愛媛県 西予市 城川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,098 愛媛県 西予市 セブン－イレブン西予宇和町卯之町店 小売業 食料品 2%

203,099 愛媛県 西予市 セブン－イレブン西予れんげ店 小売業 食料品 2%

203,100 愛媛県 西予市 Ｓｏ?ｓｏ サービス 理容・美容業 5%

203,101 愛媛県 西予市 田之筋支所 小売業 ガソリンスタンド 5%

203,102 愛媛県 西予市 田之浜支所 小売業 ガソリンスタンド 5%

203,103 愛媛県 西予市 鉄板焼美ゆき　宇和店 サービス 飲食業 5%

203,104 愛媛県 西予市 中筋支所 小売業 ガソリンスタンド 5%

203,105 愛媛県 西予市 肉専科　しんみや サービス 飲食業 5%

203,106 愛媛県 西予市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・ペルル 小売業 衣料品 5%

203,107 愛媛県 西予市 野村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,108 愛媛県 西予市 ハタダ宇和店 小売業 食料品 5%

203,109 愛媛県 西予市 パルテうつのみや 小売業 電化製品 5%

203,110 愛媛県 西予市 明屋書店　宇和店 小売業 その他小売 5%

203,111 愛媛県 西予市 晴れ空バール サービス 飲食業 5%

203,112 愛媛県 西予市 東宇和野村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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203,113 愛媛県 西予市 １００エンプラザ　宇和店 小売業 衣料品 5%

203,114 愛媛県 西予市 １００円プラザ　宇和店 小売業 衣料品 5%

203,115 愛媛県 西予市 美容室　フェアリーテイル サービス 理容・美容業 5%

203,116 愛媛県 西予市 フィットネスクラブヴィスター　宇和店 サービス 理容・美容業 5%

203,117 愛媛県 西予市 みかめ本館 サービス 宿泊業 5%

203,118 愛媛県 西予市 宮野浦支所 小売業 ガソリンスタンド 5%

203,119 愛媛県 西予市 ｍｕｇｉ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

203,120 愛媛県 西予市 山田屋まんじゅう　国道店 小売業 食料品 5%

203,121 愛媛県 西予市 山田屋まんじゅう　本店 小売業 食料品 5%

203,122 愛媛県 西予市 山猫堂 小売業 その他小売 5%

203,123 愛媛県 西予市 レストラン　野福　れすとらん　野福 サービス 飲食業 5%

203,124 愛媛県 西予市 ワケスポーツ宇和店 小売業 その他小売 5%

203,125 愛媛県 東温市 アスリートロッカー　重信店 小売業 衣料品 5%

203,126 愛媛県 東温市 あぼんりーの花 小売業 その他小売 5%

203,127 愛媛県 東温市 アルドールはただ重信 小売業 食料品 5%

203,128 愛媛県 東温市 石田クリーニング　重信店 サービス その他サービス 5%

203,129 愛媛県 東温市 出光重信ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,130 愛媛県 東温市 カットフロアーりゅう サービス その他サービス 5%

203,131 愛媛県 東温市 川内　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,132 愛媛県 東温市 キャピックマツヤマ サービス その他サービス 5%

203,133 愛媛県 東温市 コロナ音響社 小売業 電化製品 5%

203,134 愛媛県 東温市 重信　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,135 愛媛県 東温市 書店ヒート 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

203,136 愛媛県 東温市 新丸三書店　医学部店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

203,137 愛媛県 東温市 スーパードラッグひまわり牛渕店 小売業 その他小売 5%

203,138 愛媛県 東温市 スプリングキッチンストアフジグラン重信店 小売業 その他小売 5%

203,139 愛媛県 東温市 セブンスター　重信店 小売業 食料品 5%

203,140 愛媛県 東温市 大黒屋　重信店 サービス 飲食業 5%

203,141 愛媛県 東温市 田井能自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

203,142 愛媛県 東温市 チュチュアンナプチ 小売業 衣料品 5%

203,143 愛媛県 東温市 つるやフジグラン重信店 小売業 衣料品 5%

203,144 愛媛県 東温市 セブン－イレブン東温北方店 小売業 食料品 2%

203,145 愛媛県 東温市 セブン－イレブン東温市役所前店 小売業 食料品 2%

203,146 愛媛県 東温市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ重信店 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,147 愛媛県 東温市 トライ見奈良店 小売業 衣料品 5%

203,148 愛媛県 東温市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 東温樋口店 小売業 その他小売 5%

203,149 愛媛県 東温市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｆｉｒｅｎｚｅ　本店 サービス 飲食業 5%

203,150 愛媛県 東温市 ノナカ電器 小売業 電化製品 5%

203,151 愛媛県 東温市 ハタダお菓子館２号 小売業 食料品 5%

203,152 愛媛県 東温市 パルテやすい 小売業 電化製品 5%

203,153 愛媛県 東温市 宝石・時計　ビュー　重信店 小売業 貴金属・服飾品 5%

203,154 愛媛県 東温市 宝石・時計　池田　重信店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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203,155 愛媛県 東温市 ホテル　重信 サービス 宿泊業 5%

203,156 愛媛県 東温市 マクドナルドフジグラン重信店 サービス 飲食業 2%

203,157 愛媛県 東温市 マクドナルド見奈良レスパスシティ店 サービス 飲食業 2%

203,158 愛媛県 東温市 ｍａｃ　東温野田店 小売業 その他小売 5%

203,159 愛媛県 東温市 ｍａｃ東温樋口店 小売業 その他小売 5%

203,160 愛媛県 東温市 みなせん ４５８号車 みなせん サービス 飲食業 5%

203,161 愛媛県 東温市 ミモザ　フジグラン重信店 小売業 衣料品 5%

203,162 愛媛県 東温市 メガネ池田　重信店 小売業 貴金属・服飾品 5%

203,163 愛媛県 東温市 メディアボム　重信店 サービス その他サービス 5%

203,164 愛媛県 東温市 モイスティーヌ　東温サロン 小売業 その他小売 5%

203,165 愛媛県 東温市 有限会社重松自動車 サービス その他サービス 5%

203,166 愛媛県 東温市 Ｙｕｊｉｎ５１４　重信ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,167 愛媛県 東温市 リトルマーメイド　重信店 小売業 食料品 5%

203,168 愛媛県 砥部町 ａｔｅｌｉｅｒｌｕｘｅ サービス その他サービス 5%

203,169 愛媛県 砥部町 石田クリーニング　砥部店 サービス その他サービス 5%

203,170 愛媛県 砥部町 ＩＴ 小売業 衣料品 5%

203,171 愛媛県 砥部町 ＩＴ 小売業 衣料品 5%

203,172 愛媛県 砥部町 ＭＧアクティブラーニング合同会社 サービス その他サービス 5%

203,173 愛媛県 砥部町 遠藤窯 サービス その他サービス 5%

203,174 愛媛県 砥部町 ＣＡＲＤＥＬＩ．ＰＲＯ サービス その他サービス 5%

203,175 愛媛県 砥部町 株式会社　デザインワークス 小売業 その他小売 5%

203,176 愛媛県 砥部町 ＫＩＺＯＫＵ　ＫＩＺＯＫＵ サービス 飲食業 5%

203,177 愛媛県 砥部町 雲石窯 サービス その他サービス 5%

203,178 愛媛県 砥部町 光泉 サービス 運輸業 5%

203,179 愛媛県 砥部町 サンまつだ 小売業 衣料品 5%

203,180 愛媛県 砥部町 セブンスター　砥部店 小売業 食料品 5%

203,181 愛媛県 砥部町 セブンスター　砥部店　一六本舗 小売業 食料品 5%

203,182 愛媛県 砥部町 ＴＹＲＥーＳＴＡＴＩＯＮ　まさＴＹＲＥ 小売業 その他小売 5%

203,183 愛媛県 砥部町 つり天国．砥部店 小売業 その他小売 5%

203,184 愛媛県 砥部町 電子食品流通研究所 小売業 食料品 5%

203,185 愛媛県 砥部町 砥部焼観光センター炎の里　本部 サービス その他サービス 5%

203,186 愛媛県 砥部町 砥部焼窯元すこし屋 小売業 その他小売 5%

203,187 愛媛県 砥部町 砥部焼陶芸館　体験 小売業 その他小売 5%

203,188 愛媛県 砥部町 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 砥部店 小売業 その他小売 5%

203,189 愛媛県 砥部町 ハタダ高尾田店 小売業 食料品 5%

203,190 愛媛県 砥部町 パーツランドイワサキ松山店 小売業 その他小売 5%

203,191 愛媛県 砥部町 Ｈａｒｅｎａ　＆　Ｙｕｕ サービス 理容・美容業 5%

203,192 愛媛県 砥部町 Ｂ．ｔｈｅｏｒｙ　砥部店 サービス 理容・美容業 5%

203,193 愛媛県 砥部町 東窯 小売業 家具・調度品 5%

203,194 愛媛県 砥部町 ｂｐ 小売業 その他小売 5%

203,195 愛媛県 砥部町 １００円プラザ　砥部店 小売業 衣料品 5%

203,196 愛媛県 砥部町 広田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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203,197 愛媛県 砥部町 ｍａｃ砥部店 小売業 その他小売 5%

203,198 愛媛県 砥部町 明朗社 サービス その他サービス 5%

203,199 愛媛県 砥部町 有　大西陶芸 小売業 その他小売 5%

203,200 愛媛県 砥部町 Ｙｕｊｉｎ８１５砥部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,201 愛媛県 砥部町 ヨシュア工房 小売業 その他小売 5%

203,202 愛媛県 砥部町 Ｒｅ：ＰＡＲＴＳイワサキ松山店 小売業 その他小売 5%

203,203 愛媛県 砥部町 ［ＨＣ］渡辺家電販売株式会社とべ店 小売業 電化製品 5%

203,204 愛媛県 新居浜市 アオノメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

203,205 愛媛県 新居浜市 アオノメガネ　西の端店 小売業 貴金属・服飾品 5%

203,206 愛媛県 新居浜市 あかがね市四季菜広場 小売業 食料品 5%

203,207 愛媛県 新居浜市 ａｃａｌｉ サービス 理容・美容業 5%

203,208 愛媛県 新居浜市 あさうみ電器 小売業 電化製品 5%

203,209 愛媛県 新居浜市 アスリートロッカー　新居浜店 小売業 衣料品 5%

203,210 愛媛県 新居浜市 あなたが好きです パラディスサロンあなたが好きです サービス 理容・美容業 5%

203,211 愛媛県 新居浜市 アメニティ―多喜浜　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,212 愛媛県 新居浜市 アンシャンテ・マナベ 小売業 家具・調度品 5%

203,213 愛媛県 新居浜市 居心伝　新居浜店 サービス 飲食業 2%

203,214 愛媛県 新居浜市 泉川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,215 愛媛県 新居浜市 泉川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,216 愛媛県 新居浜市 出光泉川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,217 愛媛県 新居浜市 伊藤カバン店 小売業 衣料品 5%

203,218 愛媛県 新居浜市 ＶＩＶＡ骨盤整体院　新居浜院 サービス その他サービス 5%

203,219 愛媛県 新居浜市 有限会社内田商店 小売業 衣料品 5%

203,220 愛媛県 新居浜市 うどんほの香 サービス 飲食業 5%

203,221 愛媛県 新居浜市 うめのや 田所店 小売業 衣料品 5%

203,222 愛媛県 新居浜市 ｅｄｉｓｏｎｈｏｂｂｙ 小売業 その他小売 5%

203,223 愛媛県 新居浜市 ＳＳＧ江口店 小売業 電化製品 5%

203,224 愛媛県 新居浜市 エパック　天降療術院 小売業 その他小売 5%

203,225 愛媛県 新居浜市 愛媛ダイハツ販売萩生店 小売業 その他小売 5%

203,226 愛媛県 新居浜市 愛媛ダイハツ販売新居浜店 小売業 その他小売 5%

203,227 愛媛県 新居浜市 えひめドッグスクール サービス その他サービス 5%

203,228 愛媛県 新居浜市 愛媛トヨペットリピット新居浜 小売業 その他小売 5%

203,229 愛媛県 新居浜市 Ｆ・オートサービス サービス その他サービス 5%

203,230 愛媛県 新居浜市 オートピア庄内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,231 愛媛県 新居浜市 岡野衣料品店 小売業 衣料品 5%

203,232 愛媛県 新居浜市 尾川電機 小売業 電化製品 5%

203,233 愛媛県 新居浜市 お宝市場満Ｑ新居浜店 小売業 その他小売 5%

203,234 愛媛県 新居浜市 オリックスレンタカー新居浜店 サービス その他サービス 2%

203,235 愛媛県 新居浜市 ｃａｆｅ　Ｃｏｐａｉｎ サービス 飲食業 5%

203,236 愛媛県 新居浜市 株式会社駅前タクシー サービス 運輸業 5%

203,237 愛媛県 新居浜市 株式会社香月園 小売業 食料品 5%

203,238 愛媛県 新居浜市 株式会社新居浜愛媛画材 小売業 その他小売 5%
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203,239 愛媛県 新居浜市 カリッジュ新居浜東店 サービス 飲食業 5%

203,240 愛媛県 新居浜市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋新居浜松木町店 サービス 飲食業 2%

203,241 愛媛県 新居浜市 漢方のイナイ 小売業 その他小売 5%

203,242 愛媛県 新居浜市 ＧＡＬＦＩＴ新居浜店 小売業 衣料品 5%

203,243 愛媛県 新居浜市 牛角新居浜江口店 サービス 飲食業 2%

203,244 愛媛県 新居浜市 業務スーパー新居浜店 小売業 食料品 2%

203,245 愛媛県 新居浜市 ＧＯＯＤＹ　新居浜店【グッディ】 サービス 理容・美容業 5%

203,246 愛媛県 新居浜市 グッディ新居浜店 サービス 理容・美容業 5%

203,247 愛媛県 新居浜市 ＣＲＯＷＮ サービス 理容・美容業 5%

203,248 愛媛県 新居浜市 Ｃｏｉｌｅ． サービス 理容・美容業 5%

203,249 愛媛県 新居浜市 Ｃｏｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

203,250 愛媛県 新居浜市 鴻上石油株式会社 高木給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,251 愛媛県 新居浜市 光葉電器 小売業 電化製品 5%

203,252 愛媛県 新居浜市 国領ＳＳ　有限会社矢野プロパン 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,253 愛媛県 新居浜市 五城洋菓子店 小売業 食料品 5%

203,254 愛媛県 新居浜市 コープ宇高 小売業 その他小売 5%

203,255 愛媛県 新居浜市 コープ金子 小売業 その他小売 5%

203,256 愛媛県 新居浜市 コープ神郷 小売業 その他小売 5%

203,257 愛媛県 新居浜市 コープ中萩 小売業 その他小売 5%

203,258 愛媛県 新居浜市 コープ山根 小売業 その他小売 5%

203,259 愛媛県 新居浜市 小麦 サービス 飲食業 5%

203,260 愛媛県 新居浜市 御用聞きねこのて サービス その他サービス 5%

203,261 愛媛県 新居浜市 ｃｏＲｔｅ 小売業 その他小売 5%

203,262 愛媛県 新居浜市 コワフュールド・ジロー サービス 理容・美容業 5%

203,263 愛媛県 新居浜市 酒のソクハイ新居浜店 小売業 その他小売 5%

203,264 愛媛県 新居浜市 サムシング有限会社 サービス その他サービス 5%

203,265 愛媛県 新居浜市 さんぱつ亭 サービス 理容・美容業 5%

203,266 愛媛県 新居浜市 四季海鮮　うちや サービス 飲食業 5%

203,267 愛媛県 新居浜市 Ｚｉｐｐｙｏｆｔｏｔａｌ サービス 理容・美容業 5%

203,268 愛媛県 新居浜市 東雲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,269 愛媛県 新居浜市 車楽　新居浜店 サービス その他サービス 5%

203,270 愛媛県 新居浜市 スーパードラッグひまわり松木店 小売業 その他小売 5%

203,271 愛媛県 新居浜市 スクールショップ　プラザＡ　新居浜店 小売業 衣料品 5%

203,272 愛媛県 新居浜市 スズキプラザ新居浜 小売業 その他小売 5%

203,273 愛媛県 新居浜市 素敵ハウス樅 サービス 飲食業 5%

203,274 愛媛県 新居浜市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新居浜西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,275 愛媛県 新居浜市 セルフ　西ノ土居　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,276 愛媛県 新居浜市 セルフ船木　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,277 愛媛県 新居浜市 そなみ呉服店 小売業 衣料品 5%

203,278 愛媛県 新居浜市 ソフトバンク フジ新居浜駅前 小売業 その他小売 5%

203,279 愛媛県 新居浜市 ダイバーショット ダイバーショット 小売業 その他小売 5%

203,280 愛媛県 新居浜市 （有）タカハシ紳装店 小売業 衣料品 5%
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203,281 愛媛県 新居浜市 高山産業　新居浜支店 小売業 その他小売 5%

203,282 愛媛県 新居浜市 髙山産業株式会社　ＬＰガス部　新居浜支店 小売業 その他小売 5%

203,283 愛媛県 新居浜市 多喜浜　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,284 愛媛県 新居浜市 タキハマ自動車 サービス その他サービス 5%

203,285 愛媛県 新居浜市 竹本自動車 サービス その他サービス 5%

203,286 愛媛県 新居浜市 中国料理萬來 サービス 飲食業 5%

203,287 愛媛県 新居浜市 つるや　イオンモール新居浜店 小売業 衣料品 5%

203,288 愛媛県 新居浜市 つるや新居浜店 小売業 衣料品 5%

203,289 愛媛県 新居浜市 Ｄｅｃｏ?Ｐａｎ 小売業 食料品 5%

203,290 愛媛県 新居浜市 手作り市場　原価屋 サービス 飲食業 5%

203,291 愛媛県 新居浜市 テニスハウスベア 小売業 その他小売 5%

203,292 愛媛県 新居浜市 ドゥアンジュ サービス 飲食業 5%

203,293 愛媛県 新居浜市 東京靴流通センター　新居浜店 小売業 衣料品 5%

203,294 愛媛県 新居浜市 東予スズキ販売株式会社 小売業 その他小売 5%

203,295 愛媛県 新居浜市 ｔｏｔａｌｂａｌａｎｃｅ－ｕｐＭＡＨＡＮＡ サービス その他サービス 5%

203,296 愛媛県 新居浜市 トータルホームサービス電器空間 小売業 電化製品 5%

203,297 愛媛県 新居浜市 トータルビューティＹａｎｏ サービス 理容・美容業 5%

203,298 愛媛県 新居浜市 トヨタカローラ愛媛新居浜店 小売業 その他小売 5%

203,299 愛媛県 新居浜市 トヨタレンタリース西四国　新居浜駅前店 サービス その他サービス 2%

203,300 愛媛県 新居浜市 トヨタレンタリース西四国新居浜店 サービス その他サービス 2%

203,301 愛媛県 新居浜市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 川東店 小売業 その他小売 5%

203,302 愛媛県 新居浜市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 国領店 小売業 その他小売 5%

203,303 愛媛県 新居浜市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 西連寺店 小売業 その他小売 5%

203,304 愛媛県 新居浜市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 沢津店 小売業 その他小売 5%

203,305 愛媛県 新居浜市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 西の土居店 小売業 その他小売 5%

203,306 愛媛県 新居浜市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 松原店 小売業 その他小売 5%

203,307 愛媛県 新居浜市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 元塚店 小売業 その他小売 5%

203,308 愛媛県 新居浜市 直野モータース本社 小売業 その他小売 5%

203,309 愛媛県 新居浜市 セブン－イレブン新居浜インター店 小売業 食料品 2%

203,310 愛媛県 新居浜市 セブン－イレブン新居浜郷１丁目店 小売業 食料品 2%

203,311 愛媛県 新居浜市 新居浜坂井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,312 愛媛県 新居浜市 セブン－イレブン新居浜高木町店 小売業 食料品 2%

203,313 愛媛県 新居浜市 セブン－イレブン新居浜田所町店 小売業 食料品 2%

203,314 愛媛県 新居浜市 新居浜中央　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,315 愛媛県 新居浜市 新居浜新田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,316 愛媛県 新居浜市 新居浜びず サービス その他サービス 5%

203,317 愛媛県 新居浜市 セブン－イレブン新居浜松木町店 小売業 食料品 2%

203,318 愛媛県 新居浜市 セブン－イレブン新居浜元塚店 小売業 食料品 2%

203,319 愛媛県 新居浜市 西之端薬局 小売業 その他小売 5%

203,320 愛媛県 新居浜市 パルシェ西原ＳＳ　四国物産株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,321 愛媛県 新居浜市 ニッセンシェイプファンデサロンドこうかみ 小売業 衣料品 5%

203,322 愛媛県 新居浜市 新田時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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203,323 愛媛県 新居浜市 新田時計店　フジグラン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

203,324 愛媛県 新居浜市 ネッツトヨタ愛媛Ｊ・Ｓｐｏｔ新居浜 小売業 その他小売 5%

203,325 愛媛県 新居浜市 ネッツトヨタ瀬戸内新居浜店 小売業 その他小売 5%

203,326 愛媛県 新居浜市 のせ果実 小売業 その他小売 5%

203,327 愛媛県 新居浜市 萩尾商店 小売業 その他小売 5%

203,328 愛媛県 新居浜市 ハタダ国領店 小売業 食料品 5%

203,329 愛媛県 新居浜市 ハタダ滝の宮公園前店 小売業 食料品 5%

203,330 愛媛県 新居浜市 ハタダ田の上店 小売業 食料品 5%

203,331 愛媛県 新居浜市 ハタダ宮西店 小売業 食料品 5%

203,332 愛媛県 新居浜市 ｈａｃｈｉｋｏ 小売業 衣料品 5%

203,333 愛媛県 新居浜市 八剣伝 さかい筋店 サービス 飲食業 2%

203,334 愛媛県 新居浜市 八剣伝　川東店 サービス 飲食業 2%

203,335 愛媛県 新居浜市 有限会社花うらら サービス 飲食業 5%

203,336 愛媛県 新居浜市 はりきゅう工房 サービス 理容・美容業 5%

203,337 愛媛県 新居浜市 パルテアルファしらいし 小売業 電化製品 5%

203,338 愛媛県 新居浜市 パルテアルファうちやま 小売業 電化製品 5%

203,339 愛媛県 新居浜市 パルテいずみ 小売業 電化製品 5%

203,340 愛媛県 新居浜市 明屋書店 川東店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

203,341 愛媛県 新居浜市 明屋書店　新居浜川東店 小売業 その他小売 5%

203,342 愛媛県 新居浜市 明屋書店　新居浜本店 小売業 その他小売 5%

203,343 愛媛県 新居浜市 明屋書店 新居浜松木店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

203,344 愛媛県 新居浜市 明屋書店 MEGA西の土居店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

203,345 愛媛県 新居浜市 明屋書店　ＭＥＧＡ西の土居店 小売業 その他小売 5%

203,346 愛媛県 新居浜市 ピッツェリアマルブン新居浜店 サービス 飲食業 5%

203,347 愛媛県 新居浜市 ひまわり化粧品　本店 小売業 その他小売 5%

203,348 愛媛県 新居浜市 フアインてらまち 小売業 電化製品 5%

203,349 愛媛県 新居浜市 ファミリー卓球　ファミリー卓球 小売業 その他小売 5%

203,350 愛媛県 新居浜市 藤福 サービス 飲食業 5%

203,351 愛媛県 新居浜市 Ｐｅｔｉｔ　Ｙ　ｓ サービス 飲食業 5%

203,352 愛媛県 新居浜市 ＰＬＵＳ　ＵＳＰ 小売業 衣料品 5%

203,353 愛媛県 新居浜市 Ｂｌｕｕｕｃｅ ｐｉｚｚａ サービス 飲食業 5%

203,354 愛媛県 新居浜市 フレッシュバリュー大生院店 小売業 食料品 5%

203,355 愛媛県 新居浜市 フレッシュバリュー喜光地店 小売業 食料品 5%

203,356 愛媛県 新居浜市 フレッシュバリュー沢津店 小売業 食料品 5%

203,357 愛媛県 新居浜市 フレッシュバリュー新居浜店 小売業 食料品 5%

203,358 愛媛県 新居浜市 フレッシュバリュー西原店 小売業 食料品 5%

203,359 愛媛県 新居浜市 ＦＶ大生院店 小売業 食料品 5%

203,360 愛媛県 新居浜市 ＦＶ喜光地店 小売業 食料品 5%

203,361 愛媛県 新居浜市 ＦＶ沢津店 小売業 食料品 5%

203,362 愛媛県 新居浜市 ＦＶ新居浜店 小売業 食料品 5%

203,363 愛媛県 新居浜市 ＦＶ西原店 小売業 食料品 5%

203,364 愛媛県 新居浜市 プロめんどり 小売業 電化製品 5%
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203,365 愛媛県 新居浜市 フローラジェーン 小売業 その他小売 5%

203,366 愛媛県 新居浜市 Ｈａｉｒ　Ｌｉｎｋｓ　ＡＲＣＨＥ サービス 理容・美容業 5%

203,367 愛媛県 新居浜市 ｈａｉｒ　ａｔｒｉｕｍ　Ｍａｒｌ サービス 理容・美容業 5%

203,368 愛媛県 新居浜市 ホビーゾーン新居浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

203,369 愛媛県 新居浜市 マクドナルドイオンモール新居浜店 サービス 飲食業 2%

203,370 愛媛県 新居浜市 マクドナルド１１号新居浜店 サービス 飲食業 2%

203,371 愛媛県 新居浜市 マクドナルド新居浜川東店 サービス 飲食業 2%

203,372 愛媛県 新居浜市 ｍａｃ川東店 小売業 その他小売 5%

203,373 愛媛県 新居浜市 ｍａｃ国領店 小売業 その他小売 5%

203,374 愛媛県 新居浜市 ｍａｃ西連寺店 小売業 その他小売 5%

203,375 愛媛県 新居浜市 ｍａｃ沢津店 小売業 その他小売 5%

203,376 愛媛県 新居浜市 ｍａｃ西の土居店 小売業 その他小売 5%

203,377 愛媛県 新居浜市 ｍａｃ松原店 小売業 その他小売 5%

203,378 愛媛県 新居浜市 ｍａｃ元塚店 小売業 その他小売 5%

203,379 愛媛県 新居浜市 ｍａｍａ　ｐｏｒｃｏ サービス 飲食業 5%

203,380 愛媛県 新居浜市 マルゴシ　新居浜店 小売業 衣料品 5%

203,381 愛媛県 新居浜市 三浦電業社 小売業 電化製品 5%

203,382 愛媛県 新居浜市 三浦綿業 小売業 家具・調度品 5%

203,383 愛媛県 新居浜市 三木自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

203,384 愛媛県 新居浜市 （有）港石油多喜浜給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,385 愛媛県 新居浜市 ミモザ　フジ新居浜駅前店 小売業 衣料品 5%

203,386 愛媛県 新居浜市 宮脇書店　マルナカ新居浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

203,387 愛媛県 新居浜市 無印良品　イオンモール新居浜 小売業 その他小売 2%

203,388 愛媛県 新居浜市 村上タンス店 小売業 家具・調度品 5%

203,389 愛媛県 新居浜市 メガネ本舗　新居浜店 小売業 その他小売 5%

203,390 愛媛県 新居浜市 Ｍｏｉ 小売業 食料品 5%

203,391 愛媛県 新居浜市 もがみ新居浜店 サービス 飲食業 5%

203,392 愛媛県 新居浜市 もみほぐし ふうらい堂 ふうらい堂 サービス その他サービス 5%

203,393 愛媛県 新居浜市 焼肉一福 サービス 飲食業 5%

203,394 愛媛県 新居浜市 矢野自動車 サービス その他サービス 5%

203,395 愛媛県 新居浜市 有限会社オー・エム・シー サービス その他サービス 5%

203,396 愛媛県 新居浜市 有限会社天ふじ サービス 飲食業 5%

203,397 愛媛県 新居浜市 有限会社人形の村上 小売業 その他小売 5%

203,398 愛媛県 新居浜市 有限会社ホンダウィング今井 小売業 その他小売 5%

203,399 愛媛県 新居浜市 有限会社山口兄弟自動車 小売業 その他小売 5%

203,400 愛媛県 新居浜市 遊食房屋新居浜店 サービス 飲食業 5%

203,401 愛媛県 新居浜市 Ｙｕｊｉｎ１４３　新居浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,402 愛媛県 新居浜市 ＹＯＳＡＰＡＲＫ燦々 サービス 理容・美容業 5%

203,403 愛媛県 新居浜市 Ｒａｃｉｎｅ 小売業 その他小売 5%

203,404 愛媛県 新居浜市 ルーブル新居浜店 小売業 その他小売 5%

203,405 愛媛県 新居浜市 レーイグラッツェふじ サービス 飲食業 5%

203,406 愛媛県 松野町 出光松野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

4845



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

203,407 愛媛県 松野町 松野町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,408 愛媛県 松前町 石田クリーニング　松前店 サービス その他サービス 5%

203,409 愛媛県 松前町 石田クリーニング　エミフルＭＡＳＡＫＩ店 サービス その他サービス 5%

203,410 愛媛県 松前町 出光松前東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,411 愛媛県 松前町 出光ユーティーまさきＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,412 愛媛県 松前町 愛媛ダイハツ販売松前店 小売業 その他小売 5%

203,413 愛媛県 松前町 かつれつ亭 サービス 飲食業 5%

203,414 愛媛県 松前町 株式会社オートプロジェクト 小売業 その他小売 5%

203,415 愛媛県 松前町 コジマ伊予動物病院 小売業 その他小売 5%

203,416 愛媛県 松前町 佐賀自動車商会 サービス その他サービス 5%

203,417 愛媛県 松前町 ＳＴＡＲＳＰＩＲＩＴ 小売業 衣料品 5%

203,418 愛媛県 松前町 ＣＨＥＥＣＫ サービス 理容・美容業 5%

203,419 愛媛県 松前町 チャイハネ　松山 小売業 衣料品 5%

203,420 愛媛県 松前町 つるやエミフル店 小売業 衣料品 5%

203,421 愛媛県 松前町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ岡田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,422 愛媛県 松前町 ＴＯＴＡＬ－Ｋ サービス その他サービス 5%

203,423 愛媛県 松前町 ｄｒｉｖｅ． 小売業 その他小売 5%

203,424 愛媛県 松前町 ニュー岡田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,425 愛媛県 松前町 ＮＯＢＬＥ　エミフル松前店 小売業 衣料品 5%

203,426 愛媛県 松前町 パティスリーソルシエ松前店 小売業 食料品 5%

203,427 愛媛県 松前町 はり灸マッサージ処～ＣＵＥキュウ～ サービス 理容・美容業 5%

203,428 愛媛県 松前町 明屋書店　松前店 小売業 その他小売 5%

203,429 愛媛県 松前町 ｈａｎａｒｉ サービス 飲食業 5%

203,430 愛媛県 松前町 ひごペットエミフルＭＡＳＡＫＩ店 小売業 その他小売 5%

203,431 愛媛県 松前町 ＶＩＴＡ サービス 理容・美容業 5%

203,432 愛媛県 松前町 フローラメイ 小売業 その他小売 5%

203,433 愛媛県 松前町 ｈａｉｒａｔｅｌｉｅｒ８ｏｔｔｏ サービス 理容・美容業 5%

203,434 愛媛県 松前町 マクドナルドエミフルＭＡＳＡＫＩ店 サービス 飲食業 2%

203,435 愛媛県 松前町 マクドナルド５６号松前店 サービス 飲食業 2%

203,436 愛媛県 松前町 松前　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,437 愛媛県 松前町 セブン－イレブン松前町恵久美店 小売業 食料品 2%

203,438 愛媛県 松前町 セブン－イレブン松前町岡田店 小売業 食料品 2%

203,439 愛媛県 松前町 セブン－イレブン松前町浜店 小売業 食料品 2%

203,440 愛媛県 松前町 無印良品　エミフルＭＡＳＡＫＩ 小売業 その他小売 2%

203,441 愛媛県 松前町 メガネの田中　エミフルＭＡＳＡＫＩ店 小売業 その他小売 5%

203,442 愛媛県 松山市 ア リブレット サービス 飲食業 5%

203,443 愛媛県 松山市 Ａｒｔ サービス 理容・美容業 5%

203,444 愛媛県 松山市 アイ・アイ・エー束本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

203,445 愛媛県 松山市 アイアイエー北条 サービス その他サービス 5%

203,446 愛媛県 松山市 愛犬荘 小売業 その他小売 5%

203,447 愛媛県 松山市 愛され弁当よりみち サービス 飲食業 5%

203,448 愛媛県 松山市 愛され弁当よりみち　愛され弁当よりみち サービス 飲食業 5%
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203,449 愛媛県 松山市 アイフォンドクター　松山店 サービス その他サービス 5%

203,450 愛媛県 松山市 愛ＹＯＵカイロプラクティック院 サービス その他サービス 5%

203,451 愛媛県 松山市 アウトドアーズ　コンパス 小売業 その他小売 5%

203,452 愛媛県 松山市 アウトドアーズコンパス 小売業 その他小売 5%

203,453 愛媛県 松山市 葵タクシ－ サービス 運輸業 5%

203,454 愛媛県 松山市 青空食堂 樽味店 サービス 飲食業 5%

203,455 愛媛県 松山市 アガス古川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,456 愛媛県 松山市 秋吉　松山三番町店 サービス 飲食業 5%

203,457 愛媛県 松山市 秋吉　松山二番町店 サービス 飲食業 5%

203,458 愛媛県 松山市 ＡＫＩＲＡ　４５９ 小売業 食料品 5%

203,459 愛媛県 松山市 アクタス松山店 小売業 家具・調度品 5%

203,460 愛媛県 松山市 アクティブウォーターショップ 小売業 食料品 5%

203,461 愛媛県 松山市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｅｌｍｏ松山大街道 サービス 理容・美容業 5%

203,462 愛媛県 松山市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｂｅｙ松山 サービス 理容・美容業 5%

203,463 愛媛県 松山市 ａｇｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

203,464 愛媛県 松山市 ＡＳＹＬＵＭ 小売業 衣料品 5%

203,465 愛媛県 松山市 ＡＳＹＬＵＭ 小売業 衣料品 5%

203,466 愛媛県 松山市 味暦　正生 サービス 飲食業 5%

203,467 愛媛県 松山市 味千拉麺 松山 朝生田店 サービス 飲食業 5%

203,468 愛媛県 松山市 足の健康館 小売業 衣料品 5%

203,469 愛媛県 松山市 飛鳥のれん サービス 飲食業 5%

203,470 愛媛県 松山市 Ａｓｕｎａｒｏ サービス 飲食業 5%

203,471 愛媛県 松山市 ［ＨＣ］アズマデンキ平井橋店 小売業 電化製品 5%

203,472 愛媛県 松山市 Ａｚｚｕｒｒｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

203,473 愛媛県 松山市 アスリートロッカー大街道店 小売業 衣料品 5%

203,474 愛媛県 松山市 アスリートロッカー 小売業 衣料品 5%

203,475 愛媛県 松山市 アトムタクシー有限会社 サービス その他サービス 5%

203,476 愛媛県 松山市 ａｔｅｌｉｅｒ　Ｅｙｅｂｅｅ 小売業 その他小売 5%

203,477 愛媛県 松山市 ＡＨＡＨＡＰＨＯＴＯＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

203,478 愛媛県 松山市 アビスイン道後・松山 サービス 宿泊業 5%

203,479 愛媛県 松山市 炙り家 かんたろう サービス 飲食業 5%

203,480 愛媛県 松山市 炙りや　ＡＢＵＲＩＹＡ　松山店 サービス 飲食業 5%

203,481 愛媛県 松山市 ａｖｅｃ・ｋ 小売業 衣料品 5%

203,482 愛媛県 松山市 美容室アルクール サービス 理容・美容業 5%

203,483 愛媛県 松山市 アールグランツ サービス 理容・美容業 5%

203,484 愛媛県 松山市 アルソア営申 小売業 その他小売 5%

203,485 愛媛県 松山市 歩音 小売業 食料品 5%

203,486 愛媛県 松山市 アルム サービス 飲食業 5%

203,487 愛媛県 松山市 アロマサロン　Ｒｉｎｔ サービス その他サービス 5%

203,488 愛媛県 松山市 アンシャンテ　マナベ　アンシャンテ　マナベ 小売業 家具・調度品 5%

203,489 愛媛県 松山市 アンティーク　リッチモンド 小売業 家具・調度品 5%

203,490 愛媛県 松山市 ＆ＦＬＡＴ 小売業 衣料品 5%
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203,491 愛媛県 松山市 アンプチプー　衣山 サービス 飲食業 5%

203,492 愛媛県 松山市 アン・プチ・プー　二番町店 サービス 飲食業 5%

203,493 愛媛県 松山市 アン・プラス松山 サービス 理容・美容業 5%

203,494 愛媛県 松山市 ｅｋｖｉｎｔａｇｅ＆＆ｄｅｓｉｇｎａｔｅｌｉｅｒｐａｒｉｓ サービス その他サービス 5%

203,495 愛媛県 松山市 イースト サービス その他サービス 5%

203,496 愛媛県 松山市 ＥＢダイバーズ 小売業 衣料品 5%

203,497 愛媛県 松山市 池田時計店　松山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

203,498 愛媛県 松山市 ｉｃｏ サービス 飲食業 5%

203,499 愛媛県 松山市 居酒処　さむらい サービス 飲食業 5%

203,500 愛媛県 松山市 居酒屋　しら川 サービス 飲食業 5%

203,501 愛媛県 松山市 居酒屋　酔笑 サービス 飲食業 5%

203,502 愛媛県 松山市 居酒屋　　ふじさわ サービス 飲食業 5%

203,503 愛媛県 松山市 ＩＮＳＩＳＴ?ＳＴＡＣＫ 小売業 衣料品 5%

203,504 愛媛県 松山市 石田クリーニング　松江店 サービス その他サービス 5%

203,505 愛媛県 松山市 石原自動車教習所 サービス その他サービス 5%

203,506 愛媛県 松山市 囲食台所さくら家 サービス 飲食業 5%

203,507 愛媛県 松山市 市野耕製陶所 サービス その他サービス 5%

203,508 愛媛県 松山市 壱枚焼肉　まさ サービス 飲食業 5%

203,509 愛媛県 松山市 一六本舗　勝山本店 小売業 食料品 5%

203,510 愛媛県 松山市 一六本舗　駅前店 小売業 食料品 5%

203,511 愛媛県 松山市 一六本舗　大街道本店 小売業 食料品 5%

203,512 愛媛県 松山市 一六本舗　十六番館 小売業 食料品 5%

203,513 愛媛県 松山市 一六本舗　道後店 小売業 食料品 5%

203,514 愛媛県 松山市 一六本舗　道後本館前店 小売業 食料品 5%

203,515 愛媛県 松山市 Ｉｋｋａｉ?イッカイ飲み歌い放題のカラオケＢａｒ　Ｉｋｋａｉ?イッカイ　飲み歌い放題のカラオケＢａｒ サービス 飲食業 5%

203,516 愛媛県 松山市 出光奥道後ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,517 愛媛県 松山市 出光久万ノ台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,518 愛媛県 松山市 出光城西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,519 愛媛県 松山市 出光中島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,520 愛媛県 松山市 出光ニュー勝岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,521 愛媛県 松山市 出光ニュー久谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,522 愛媛県 松山市 出光はなみずきＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,523 愛媛県 松山市 出光北条ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,524 愛媛県 松山市 出光松山東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,525 愛媛県 松山市 井上蒲鉾本舗松山店 小売業 食料品 5%

203,526 愛媛県 松山市 今岡サイクル 小売業 その他小売 5%

203,527 愛媛県 松山市 今出　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,528 愛媛県 松山市 今治タオル　松山エアポートストア 小売業 その他小売 5%

203,529 愛媛県 松山市 芋屋金次郎道後店 小売業 食料品 5%

203,530 愛媛県 松山市 芋屋金次郎松山店 小売業 食料品 5%

203,531 愛媛県 松山市 イヤーシャリンパサロン サービス その他サービス 5%

203,532 愛媛県 松山市 いよかん美容室上一万店 サービス 理容・美容業 5%
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203,533 愛媛県 松山市 イヨデン 小売業 電化製品 5%

203,534 愛媛県 松山市 伊予マリン 小売業 その他小売 5%

203,535 愛媛県 松山市 いわもと サービス 飲食業 5%

203,536 愛媛県 松山市 Ｉｎｄｉｅ ＨｉＬＬ サービス 飲食業 5%

203,537 愛媛県 松山市 インディーズカシマシ　たるみらう サービス 飲食業 5%

203,538 愛媛県 松山市 ヴァレッタ サービス 理容・美容業 5%

203,539 愛媛県 松山市 ヴァンサンカンアカデミー 小売業 衣料品 5%

203,540 愛媛県 松山市 ヴァンサンカン パンセ 小売業 衣料品 5%

203,541 愛媛県 松山市 ｗ／ｏ　ｓｔａｎｄ　愛媛 サービス 飲食業 5%

203,542 愛媛県 松山市 ウィッグサロン とらや 小売業 その他小売 5%

203,543 愛媛県 松山市 ウィッティ　ＮＩＳＨＩＨＡＲＡ 小売業 電化製品 5%

203,544 愛媛県 松山市 ウィッティ　ヒラオカ 小売業 電化製品 5%

203,545 愛媛県 松山市 ウエスト 小売業 その他小売 5%

203,546 愛媛県 松山市 魚てる サービス 飲食業 5%

203,547 愛媛県 松山市 うちな?たいむ　琉球時間 サービス 飲食業 5%

203,548 愛媛県 松山市 うっとこへおいでやー サービス 飲食業 5%

203,549 愛媛県 松山市 うつわ屋独歩 小売業 その他小売 5%

203,550 愛媛県 松山市 ＯＥＵＦｂｏｕｔｉｑｕｅ 小売業 衣料品 5%

203,551 愛媛県 松山市 うまいもん松山大街道店 サービス 飲食業 5%

203,552 愛媛県 松山市 馬焼肉・馬刺し　　声高らかにヒヒーン サービス 飲食業 5%

203,553 愛媛県 松山市 ＦＰアイル サービス その他サービス 5%

203,554 愛媛県 松山市 ＨｔｏＯ サービス 飲食業 5%

203,555 愛媛県 松山市 ＨｔｏＯ?本と音楽、本とお食事? サービス 飲食業 5%

203,556 愛媛県 松山市 ＳＳＧチェーン広橋店 小売業 電化製品 5%

203,557 愛媛県 松山市 Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　ＮＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

203,558 愛媛県 松山市 エックスモバイル松山店 小売業 電化製品 5%

203,559 愛媛県 松山市 江戸前一朗 サービス 飲食業 5%

203,560 愛媛県 松山市 Ｎ　ｓＫｉｔｃｈｅｎ　ｌａｂｏ 小売業 食料品 5%

203,561 愛媛県 松山市 エピカ 小売業 その他小売 5%

203,562 愛媛県 松山市 エピカ　ブルームーン 小売業 その他小売 5%

203,563 愛媛県 松山市 えひめ愛顔の観光物産館 小売業 その他小売 5%

203,564 愛媛県 松山市 エヒメ画材 愛媛画材株式会社 小売業 その他小売 5%

203,565 愛媛県 松山市 愛媛県観光物産協会 小売業 その他小売 5%

203,566 愛媛県 松山市 愛媛県美顔センター　本町店 サービス その他サービス 5%

203,567 愛媛県 松山市 愛媛自動車学校 サービス その他サービス 5%

203,568 愛媛県 松山市 愛媛ダイハツ販売井門店 小売業 その他小売 5%

203,569 愛媛県 松山市 愛媛ダイハツ販売久米店 小売業 その他小売 5%

203,570 愛媛県 松山市 愛媛ダイハツ販売松山店 小売業 その他小売 5%

203,571 愛媛県 松山市 愛媛ダイハツ販売Ｕ－ＣＡＲ空港通 小売業 その他小売 5%

203,572 愛媛県 松山市 愛媛トヨペット空港通本店 小売業 その他小売 5%

203,573 愛媛県 松山市 愛媛トヨペット小坂店 小売業 その他小売 5%

203,574 愛媛県 松山市 愛媛トヨペット松山中央店 小売業 その他小売 5%
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203,575 愛媛県 松山市 エヒメマリン株式会社 小売業 その他小売 5%

203,576 愛媛県 松山市 エルデプレシャス 小売業 貴金属・服飾品 5%

203,577 愛媛県 松山市 オオイシデンキ 小売業 電化製品 5%

203,578 愛媛県 松山市 大阪屋化粧品店 小売業 その他小売 5%

203,579 愛媛県 松山市 お　たき サービス 飲食業 5%

203,580 愛媛県 松山市 オオタケ　松山支店 小売業 その他小売 5%

203,581 愛媛県 松山市 オオタニ 小売業 衣料品 5%

203,582 愛媛県 松山市 オートカンパニー　四国 サービス その他サービス 5%

203,583 愛媛県 松山市 ＢＯＬＴａｎｔｉｑｕｅ＆ｂｒｏｃａｎｔｅ＋ｄｅｓｉｇｎ 小売業 その他小売 5%

203,584 愛媛県 松山市 奥道後　壱湯の守 サービス 宿泊業 5%

203,585 愛媛県 松山市 お好み焼き妙ちゃん サービス 飲食業 5%

203,586 愛媛県 松山市 おそうじ本舗　松山城北店 サービス その他サービス 5%

203,587 愛媛県 松山市 Ａｕｔｏ　Ｇａｒａｇｅ　ＷＯＯＤＹ サービス その他サービス 5%

203,588 愛媛県 松山市 Ａｕｔｏ　Ｇａｒａｇｅ　ＷＯＯＤＹ サービス その他サービス 5%

203,589 愛媛県 松山市 おときちや サービス 飲食業 5%

203,590 愛媛県 松山市 オプチカルアイズ春美店 小売業 貴金属・服飾品 5%

203,591 愛媛県 松山市 オプチカルアイズ三津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

203,592 愛媛県 松山市 株式会社Ｒ－テック 小売業 その他小売 5%

203,593 愛媛県 松山市 お野菜料理　あまね サービス 飲食業 5%

203,594 愛媛県 松山市 ＯＲＩＥＮＴＡＬ　ＢＡＲ　ＡＩＲ サービス 飲食業 5%

203,595 愛媛県 松山市 オリスホワイト サービス 理容・美容業 5%

203,596 愛媛県 松山市 オリックスレンタカー松山駅前店 サービス その他サービス 2%

203,597 愛媛県 松山市 オリックスレンタカー松山空港店 サービス その他サービス 2%

203,598 愛媛県 松山市 オリックスレンタカー松山空港坊っちゃん店 サービス その他サービス 2%

203,599 愛媛県 松山市 オリックスレンタカー松山店 サービス その他サービス 2%

203,600 愛媛県 松山市 オリックスレンタカー松山東店 サービス その他サービス 2%

203,601 愛媛県 松山市 おんまく寿司　松山店 サービス 飲食業 5%

203,602 愛媛県 松山市 カーケア松前 小売業 その他小売 5%

203,603 愛媛県 松山市 カーフォートかもがわ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,604 愛媛県 松山市 カーポリッシュＳＨＩＲＡＩＳＨＩ サービス その他サービス 5%

203,605 愛媛県 松山市 ＪＭ／カーポリッシュ　ＳＨＩＲＡＩＳＨＩ 小売業 その他小売 5%

203,606 愛媛県 松山市 ｋａｉｋｏ サービス 理容・美容業 5%

203,607 愛媛県 松山市 海舟 サービス 飲食業 5%

203,608 愛媛県 松山市 海土魯 サービス 飲食業 5%

203,609 愛媛県 松山市 カイロプラクティックまつやま サービス その他サービス 5%

203,610 愛媛県 松山市 カーウォッシュ　シャラク サービス その他サービス 5%

203,611 愛媛県 松山市 家具のにしやま 小売業 家具・調度品 5%

203,612 愛媛県 松山市 カーサポート　アメニティ サービス その他サービス 5%

203,613 愛媛県 松山市 株式会社カタオカ電機 小売業 電化製品 5%

203,614 愛媛県 松山市 割烹さゝ紀 サービス 飲食業 5%

203,615 愛媛県 松山市 ビジネスホテル　勝山 サービス 宿泊業 5%

203,616 愛媛県 松山市 かつれつ亭　久米店 サービス 飲食業 5%
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203,617 愛媛県 松山市 かつれつ亭　二番町店 サービス 飲食業 5%

203,618 愛媛県 松山市 カドニアルコーヒー サービス 飲食業 5%

203,619 愛媛県 松山市 カドニアルコーヒー サービス 飲食業 5%

203,620 愛媛県 松山市 カトルセゾン菓子夢 サービス 飲食業 5%

203,621 愛媛県 松山市 かに料理万喜 サービス 飲食業 5%

203,622 愛媛県 松山市 花乃ん　仕出し 小売業 食料品 5%

203,623 愛媛県 松山市 カーパルコ・タマイ サービス その他サービス 5%

203,624 愛媛県 松山市 カービューティーセンター サービス その他サービス 5%

203,625 愛媛県 松山市 Ｋａｐｕａ ｈａｉｒ ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

203,626 愛媛県 松山市 Ｃａｆｅ　Ｃｏｐａｉｎ サービス 飲食業 5%

203,627 愛媛県 松山市 ＣＡＦＥ　ＣＡＢＡＲＥＴ サービス 飲食業 5%

203,628 愛媛県 松山市 ＣａｆｅＣｒｅｍａ サービス 飲食業 5%

203,629 愛媛県 松山市 ｃａｆｆｅｓｐａｚｉｏｂｏｔａｎｉｃａ サービス 飲食業 5%

203,630 愛媛県 松山市 カフェリエゾン サービス 飲食業 5%

203,631 愛媛県 松山市 株式会社ウルア 小売業 その他小売 5%

203,632 愛媛県 松山市 株式会社ウルア 小売業 その他小売 5%

203,633 愛媛県 松山市 株式会社オートショップ松岡　株式会社　オートショップ松岡 小売業 その他小売 5%

203,634 愛媛県 松山市 株式会社Ｃｉｒｃｌｅ　Ｌｉｎｅ サービス その他サービス 5%

203,635 愛媛県 松山市 株式会社仟都　ＩＮＦＩＮＩＴＥ　Ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

203,636 愛媛県 松山市 （株）チハヤ サービス その他サービス 5%

203,637 愛媛県 松山市 株式会社パーツガーデン 小売業 その他小売 5%

203,638 愛媛県 松山市 株式会社フリーク サービス その他サービス 5%

203,639 愛媛県 松山市 株式会社モア・ミュージック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

203,640 愛媛県 松山市 株式会社モア ミュージック モア ミュージック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

203,641 愛媛県 松山市 株式会社ライフパートナーズ 小売業 衣料品 5%

203,642 愛媛県 松山市 株式会社琉月 サービス 理容・美容業 5%

203,643 愛媛県 松山市 株式会社レンタルショップクリア サービス その他サービス 5%

203,644 愛媛県 松山市 カマダでんき 小売業 電化製品 5%

203,645 愛媛県 松山市 かみきりやｋａｚｕ サービス 理容・美容業 5%

203,646 愛媛県 松山市 髪床時代屋 サービス 理容・美容業 5%

203,647 愛媛県 松山市 鴨川商店　松山営業所 小売業 家具・調度品 5%

203,648 愛媛県 松山市 鴨川タクシー サービス 運輸業 5%

203,649 愛媛県 松山市 ＣＡＹＡＭＡＴＳＵＹＡＭＡ 小売業 衣料品 5%

203,650 愛媛県 松山市 からあげ店 大吉 サービス 飲食業 5%

203,651 愛媛県 松山市 刈人 サービス 理容・美容業 5%

203,652 愛媛県 松山市 カルビ屋大福松山北店 サービス 飲食業 5%

203,653 愛媛県 松山市 ＣＡＬＭＥ　ｎｏｅｌ サービス 理容・美容業 5%

203,654 愛媛県 松山市 ＣＡＬＭＥ　ａｌｌｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

203,655 愛媛県 松山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋松山一番町店 サービス 飲食業 2%

203,656 愛媛県 松山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋松山久万ノ台店 サービス 飲食業 2%

203,657 愛媛県 松山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　松山土居田店 サービス 飲食業 2%

203,658 愛媛県 松山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　松山東石井店 サービス 飲食業 2%
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203,659 愛媛県 松山市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋松山南久米店 サービス 飲食業 2%

203,660 愛媛県 松山市 かんたろう サービス 飲食業 5%

203,661 愛媛県 松山市 キイチ サービス その他サービス 5%

203,662 愛媛県 松山市 キーパーラボ松山 サービス その他サービス 2%

203,663 愛媛県 松山市 キーライト サービス その他サービス 5%

203,664 愛媛県 松山市 衣山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,665 愛媛県 松山市 ギフトのデパート　いつき 小売業 その他小売 5%

203,666 愛媛県 松山市 ｇｉｍｍｉｃｋ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

203,667 愛媛県 松山市 キャピタル自動車 サービス その他サービス 5%

203,668 愛媛県 松山市 キャメリアパークいまい 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,669 愛媛県 松山市 牛角松山樽味店 サービス 飲食業 2%

203,670 愛媛県 松山市 牛角松山二番町店 サービス 飲食業 2%

203,671 愛媛県 松山市 ９４Ｂ ９４Ｂ ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

203,672 愛媛県 松山市 ９４Ｂｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

203,673 愛媛県 松山市 蕎味津々　ぐう サービス 飲食業 5%

203,674 愛媛県 松山市 業務スーパー道後店 小売業 食料品 2%

203,675 愛媛県 松山市 業務スーパー東長戸店 小売業 食料品 2%

203,676 愛媛県 松山市 業務スーパー保免西店 小売業 食料品 2%

203,677 愛媛県 松山市 業務スーパー松山中央店 小売業 食料品 2%

203,678 愛媛県 松山市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ愛媛松山店 小売業 その他小売 5%

203,679 愛媛県 松山市 串絵巻 サービス 飲食業 5%

203,680 愛媛県 松山市 串もんてき サービス 飲食業 5%

203,681 愛媛県 松山市 靴のはきものセンター岩田屋 小売業 その他小売 5%

203,682 愛媛県 松山市 くつ家ともだ　松山店 小売業 その他小売 5%

203,683 愛媛県 松山市 くつ家ともだ松山店 小売業 衣料品 5%

203,684 愛媛県 松山市 久米国際亭 サービス 飲食業 5%

203,685 愛媛県 松山市 ＧＲＵＭＭＡＮ 小売業 衣料品 5%

203,686 愛媛県 松山市 ｇｒａｍ　Ｈａｉｒ　Ｒｅｓｏｒｔ サービス 理容・美容業 5%

203,687 愛媛県 松山市 蔵元屋 小売業 食料品 5%

203,688 愛媛県 松山市 合同会社クリア サービス その他サービス 5%

203,689 愛媛県 松山市 クリアベル サービス 理容・美容業 5%

203,690 愛媛県 松山市 Ｇｌｕｃｋ サービス その他サービス 5%

203,691 愛媛県 松山市 ＣＲＥＰＥ＆ＣＡＦＥＨｉ５ サービス 飲食業 5%

203,692 愛媛県 松山市 黒てんぐ サービス 飲食業 5%

203,693 愛媛県 松山市 ＫＬｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

203,694 愛媛県 松山市 クロワ 小売業 衣料品 5%

203,695 愛媛県 松山市 クロワ　イズム 小売業 衣料品 5%

203,696 愛媛県 松山市 Ｋ＆ＫＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

203,697 愛媛県 松山市 慶州焼肉　松山店 サービス 飲食業 5%

203,698 愛媛県 松山市 ｃａｐａｂｌｅ サービス 理容・美容業 5%

203,699 愛媛県 松山市 芸美堂家具店 小売業 家具・調度品 5%

203,700 愛媛県 松山市 ゲストハウスＤＯＵＧＯＹＡＤＯ サービス その他サービス 5%

4852



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

203,701 愛媛県 松山市 ゲストハウスＤＯＵＧＯＹＡＤＯ サービス 宿泊業 5%

203,702 愛媛県 松山市 月心・アルタ 小売業 家具・調度品 5%

203,703 愛媛県 松山市 ＫＯＨＫＯＨ別邸 サービス 飲食業 5%

203,704 愛媛県 松山市 ＫＯＨＫＯＨ　別邸　ｋｏｈｋｏｈ別邸 サービス 飲食業 5%

203,705 愛媛県 松山市 合名会社山澤商店　合名会社　山澤商店 小売業 その他小売 5%

203,706 愛媛県 松山市 郷家　二番町 サービス 飲食業 5%

203,707 愛媛県 松山市 高麗苑 サービス 飲食業 5%

203,708 愛媛県 松山市 幸楽 サービス 飲食業 5%

203,709 愛媛県 松山市 ｃｏｓｈａ 小売業 家具・調度品 5%

203,710 愛媛県 松山市 ＧＯショップ 小売業 その他小売 5%

203,711 愛媛県 松山市 珈琲豆屋　Ａｌｏｈａ 小売業 食料品 5%

203,712 愛媛県 松山市 小顔矯正専門サロン　アイルル サービス その他サービス 5%

203,713 愛媛県 松山市 こがね製麺所 こがね製麺所 松山のうめん道路店 サービス 飲食業 5%

203,714 愛媛県 松山市 小坂　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,715 愛媛県 松山市 個人コスモタクシー サービス 運輸業 5%

203,716 愛媛県 松山市 個人タクシー白ゆり サービス 運輸業 5%

203,717 愛媛県 松山市 個人筒井タクシー サービス 運輸業 5%

203,718 愛媛県 松山市 ＫＯＴＯＲＩ サービス 飲食業 5%

203,719 愛媛県 松山市 きねつき餅　餅人　小林商店　小林商店 小売業 食料品 5%

203,720 愛媛県 松山市 ごはんとお酒なが坂 サービス 飲食業 5%

203,721 愛媛県 松山市 コープえひめ　本部 小売業 その他小売 5%

203,722 愛媛県 松山市 コープ久米 小売業 その他小売 5%

203,723 愛媛県 松山市 コープ束本 小売業 その他小売 5%

203,724 愛媛県 松山市 コープひさえだ 小売業 その他小売 5%

203,725 愛媛県 松山市 コープ三津 小売業 その他小売 5%

203,726 愛媛県 松山市 コープ余戸 小売業 その他小売 5%

203,727 愛媛県 松山市 ごま福堂　道後店 小売業 その他小売 5%

203,728 愛媛県 松山市 ＣＯＲ サービス 理容・美容業 5%

203,729 愛媛県 松山市 コルギ・美容矯正サロンアイルル　朝生田店 サービス 理容・美容業 5%

203,730 愛媛県 松山市 ゴルフオーブス 小売業 その他小売 5%

203,731 愛媛県 松山市 古湧園 サービス 宿泊業 5%

203,732 愛媛県 松山市 古湧園道後湯之町　十五万石 サービス 宿泊業 5%

203,733 愛媛県 松山市 古湧園どんぐり共和国 サービス 宿泊業 5%

203,734 愛媛県 松山市 コンタクトのエイブル 小売業 その他小売 5%

203,735 愛媛県 松山市 ＴＨＥ　ＮＯＲＴＨＦＡＣＥ＋　松山店 小売業 衣料品 5%

203,736 愛媛県 松山市 ザ・ベッドルームショップ　サンブンノイチ 小売業 家具・調度品 5%

203,737 愛媛県 松山市 サイクルショップ　タムラ 小売業 その他小売 5%

203,738 愛媛県 松山市 サイクルショップオオニシ サイクルショップ オオニシ 小売業 その他小売 5%

203,739 愛媛県 松山市 サイクルメイト　ムラコシ 小売業 その他小売 5%

203,740 愛媛県 松山市 済生会松山病院売店 小売業 その他小売 5%

203,741 愛媛県 松山市 サキナビューティーラウンジ松山 小売業 その他小売 5%

203,742 愛媛県 松山市 作業服のクボショー 小売業 衣料品 5%
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203,743 愛媛県 松山市 桜製麺　和泉南店 サービス 飲食業 5%

203,744 愛媛県 松山市 サクラメント通り 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,745 愛媛県 松山市 酒独楽 サービス 飲食業 5%

203,746 愛媛県 松山市 酒のソクハイ二番町店 小売業 その他小売 5%

203,747 愛媛県 松山市 酒のソクハイ松山本店 小売業 その他小売 5%

203,748 愛媛県 松山市 酒のソクハイ八坂通店 小売業 その他小売 5%

203,749 愛媛県 松山市 雑貨屋　南松山店 小売業 衣料品 5%

203,750 愛媛県 松山市 さつきよかよか松山大街道店 サービス 飲食業 5%

203,751 愛媛県 松山市 さつき／よかよか　松山店 サービス 飲食業 5%

203,752 愛媛県 松山市 サニーマート　衣山店 小売業 食料品 5%

203,753 愛媛県 松山市 サニーマート　束本店 小売業 食料品 5%

203,754 愛媛県 松山市 サニーマート　松山久米店 小売業 食料品 5%

203,755 愛媛県 松山市 サニーマート　森松店 小売業 食料品 5%

203,756 愛媛県 松山市 三光タクシー サービス その他サービス 5%

203,757 愛媛県 松山市 さんぱつ工房 じゅん サービス 理容・美容業 5%

203,758 愛媛県 松山市 三番町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,759 愛媛県 松山市 Ｇ－ＺＯＮＥ 小売業 その他小売 5%

203,760 愛媛県 松山市 Ｇ－ＺＯＮＥ 小売業 その他小売 5%

203,761 愛媛県 松山市 シーパＭＡＫＯＴＯ サービス 宿泊業 5%

203,762 愛媛県 松山市 Ｊ．ＢＬＯＯＤ　椿店 サービス 理容・美容業 5%

203,763 愛媛県 松山市 ＣＩＥＬ　松山店【シエル】 サービス 理容・美容業 5%

203,764 愛媛県 松山市 ＳＣＨＯＮＨＥＩＴ サービス 理容・美容業 5%

203,765 愛媛県 松山市 塩屋呉服店 小売業 衣料品 5%

203,766 愛媛県 松山市 栞 サービス 飲食業 5%

203,767 愛媛県 松山市 自家製パスタ洋食堂マルブン サービス 飲食業 5%

203,768 愛媛県 松山市 地酒屋みやおか 小売業 食料品 5%

203,769 愛媛県 松山市 ＪＩＳ　ＭＡＴＳＵＹＡＭＡ サービス 飲食業 5%

203,770 愛媛県 松山市 四川旬菜アスター サービス 飲食業 5%

203,771 愛媛県 松山市 ジーゾーンアネックス 小売業 その他小売 5%

203,772 愛媛県 松山市 七輪焼肉やまや　二番町店別館 サービス 飲食業 5%

203,773 愛媛県 松山市 七輪焼肉やまや　松山二番町店 サービス 飲食業 5%

203,774 愛媛県 松山市 実宏 小売業 その他小売 5%

203,775 愛媛県 松山市 地鶏の伝兵衛 サービス 飲食業 5%

203,776 愛媛県 松山市 シナモンゲストハウス道後 サービス その他サービス 5%

203,777 愛媛県 松山市 しのはらサイクル 小売業 その他小売 5%

203,778 愛媛県 松山市 シミズ電機 小売業 電化製品 5%

203,779 愛媛県 松山市 市民交通タクシー サービス 運輸業 5%

203,780 愛媛県 松山市 Ｓ’ｃｈａｔｚ　Ｊａｐａｎ サービス その他サービス 5%

203,781 愛媛県 松山市 Ｄｊａｎｇｏ’ｓ　Ｂｕｒｒｉｔｏ サービス 飲食業 5%

203,782 愛媛県 松山市 ジャンプワールド土居田店 小売業 その他小売 5%

203,783 愛媛県 松山市 ジャンプワールド　今治店 小売業 その他小売 5%

203,784 愛媛県 松山市 ジャンプワールド　土居田店 小売業 その他小売 5%
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203,785 愛媛県 松山市 じゃんぼ總本店　鷹子町店 サービス 飲食業 5%

203,786 愛媛県 松山市 十五万石 小売業 その他小売 5%

203,787 愛媛県 松山市 シューズカンパニー　天山店 小売業 衣料品 5%

203,788 愛媛県 松山市 ＳＹＵＥＮ サービス 飲食業 5%

203,789 愛媛県 松山市 手芸センター　ドリーム　松山城北店 小売業 その他小売 5%

203,790 愛媛県 松山市 手芸センタードリーム　南松山店 小売業 その他小売 5%

203,791 愛媛県 松山市 手芸マキ 松山店 小売業 その他小売 5%

203,792 愛媛県 松山市 酒菜家　米人 サービス 飲食業 5%

203,793 愛媛県 松山市 シューズカンパニー　天山店 小売業 衣料品 5%

203,794 愛媛県 松山市 シューズカンパニー　フジグラン松山店 小売業 衣料品 5%

203,795 愛媛県 松山市 酒仙　掌 サービス 飲食業 5%

203,796 愛媛県 松山市 旬彩ばんざい　晴れの サービス 飲食業 5%

203,797 愛媛県 松山市 １３　Ｊｕｎｓａｎ サービス 飲食業 5%

203,798 愛媛県 松山市 旬の味　　花やさい サービス 飲食業 5%

203,799 愛媛県 松山市 昇　－ＳＨＯＵ－ サービス 飲食業 5%

203,800 愛媛県 松山市 城西タクシー サービス 運輸業 5%

203,801 愛媛県 松山市 食楽酒房　ますわ サービス 飲食業 5%

203,802 愛媛県 松山市 ジョージ　三津浜店 サービス 理容・美容業 5%

203,803 愛媛県 松山市 ジョージ　三津浜店 サービス 理容・美容業 5%

203,804 愛媛県 松山市 有限会社白石一商会 小売業 その他小売 5%

203,805 愛媛県 松山市 しらかた珈琲　Ｓｉｒｏｃｏｆｅ サービス 飲食業 5%

203,806 愛媛県 松山市 しらさぎ薬局　問屋町店 小売業 その他小売 5%

203,807 愛媛県 松山市 新健勝苑松山店 小売業 衣料品 5%

203,808 愛媛県 松山市 ＪＥＡＮＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ　松山店 小売業 衣料品 5%

203,809 愛媛県 松山市 新丸三書店　外商部Ａ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

203,810 愛媛県 松山市 新丸三書店　外商部Ｂ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

203,811 愛媛県 松山市 新丸三書店　本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

203,812 愛媛県 松山市 スーパーいしまる 小売業 その他小売 5%

203,813 愛媛県 松山市 スーパードラッグひまわり安城寺店 小売業 その他小売 5%

203,814 愛媛県 松山市 スーパードラッグひまわり空港通店 小売業 その他小売 5%

203,815 愛媛県 松山市 スーパードラッグひまわり高岡店 小売業 その他小売 5%

203,816 愛媛県 松山市 スーパードラッグひまわり東長戸店 小売業 その他小売 5%

203,817 愛媛県 松山市 スーパードラッグひまわり東垣生店 小売業 その他小売 5%

203,818 愛媛県 松山市 スーパードラッグひまわり室町店 小売業 その他小売 5%

203,819 愛媛県 松山市 末広マート　立花店 小売業 その他小売 5%

203,820 愛媛県 松山市 末広マート本店 小売業 その他小売 5%

203,821 愛媛県 松山市 スカイホテル サービス 宿泊業 5%

203,822 愛媛県 松山市 スカイホテル サービス 宿泊業 5%

203,823 愛媛県 松山市 菅高雄事務所 サービス その他サービス 5%

203,824 愛媛県 松山市 鮨　まえざわ サービス 飲食業 5%

203,825 愛媛県 松山市 寿司　きんぼし サービス 飲食業 5%

203,826 愛媛県 松山市 寿司ざんまい松山店 サービス 飲食業 5%
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203,827 愛媛県 松山市 Ｓｔｕｄｉｏ　２１ サービス その他サービス 5%

203,828 愛媛県 松山市 ｓｔｕｄｉｏ ＴＲａｄｂｏＸ イマジック松山スタジオ サービス その他サービス 5%

203,829 愛媛県 松山市 スタンドはるか サービス 飲食業 5%

203,830 愛媛県 松山市 ｓｔｒｉｎｇ　ｌａｂｏ　ａｉ　Ｓｔｒｉｎｇ　ｌａｂｏ　ａｉ 小売業 その他小売 5%

203,831 愛媛県 松山市 ビタミナポストマン サービス 理容・美容業 5%

203,832 愛媛県 松山市 ＳＰＩＮＮＳ　松山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

203,833 愛媛県 松山市 スペース　田中　大街道店 小売業 その他小売 5%

203,834 愛媛県 松山市 Ｓｐｅｃｉａｌクリーニング中村 サービス その他サービス 5%

203,835 愛媛県 松山市 Ｓｐｅｃｉａｌクリーニング中村　外交用 サービス その他サービス 5%

203,836 愛媛県 松山市 ＳＵＭＩ サービス 理容・美容業 5%

203,837 愛媛県 松山市 炭焼　トリコ サービス 飲食業 5%

203,838 愛媛県 松山市 炭焼 ＭＡＲＫＳ サービス 飲食業 5%

203,839 愛媛県 松山市 炭焼き鳥酒場　ＫＯＴＯＲＩ サービス 飲食業 5%

203,840 愛媛県 松山市 スラブサイクルセンター　久米店 小売業 その他小売 5%

203,841 愛媛県 松山市 ＴＨＲＥＥ　ＦＩＳＨ　ＣＯＦＦＥＥ　ＴＨＲＥＥ　ＦＩＳＨ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

203,842 愛媛県 松山市 整体院　華 サービス その他サービス 5%

203,843 愛媛県 松山市 整体療院　気楽堂 サービス その他サービス 5%

203,844 愛媛県 松山市 施術超楽 サービス その他サービス 5%

203,845 愛媛県 松山市 Ｓｅｄｕｃｔｉｏｎ　道後樋又店 サービス 理容・美容業 5%

203,846 愛媛県 松山市 瀬戸内マルシェ 小売業 食料品 5%

203,847 愛媛県 松山市 セブンスター　石井店 小売業 食料品 5%

203,848 愛媛県 松山市 セブンスター　石手店 小売業 食料品 5%

203,849 愛媛県 松山市 セブンスター　垣生店 小売業 食料品 5%

203,850 愛媛県 松山市 セブンスター　東長戸店 小売業 食料品 5%

203,851 愛媛県 松山市 セブンスター　別府店 小売業 食料品 5%

203,852 愛媛県 松山市 セブンスター　別府店　一六本舗 小売業 食料品 5%

203,853 愛媛県 松山市 セブンスター　三津店 小売業 食料品 5%

203,854 愛媛県 松山市 セブンスター　南江戸店 小売業 食料品 5%

203,855 愛媛県 松山市 セブンスター　六軒家店 小売業 食料品 5%

203,856 愛媛県 松山市 セルフエアライン余戸西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,857 愛媛県 松山市 セルフエアライン余戸西 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,858 愛媛県 松山市 セルフステーション３３インターいまい 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,859 愛媛県 松山市 セルフステーションひらたパークいまい 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,860 愛媛県 松山市 セルフステーションふくおんじパークいまい 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,861 愛媛県 松山市 セルフていれぎＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,862 愛媛県 松山市 セルフ北条中央　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,863 愛媛県 松山市 セルフ松山インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,864 愛媛県 松山市 セルフ松山西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,865 愛媛県 松山市 セルフ松山ひらいＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,866 愛媛県 松山市 SerenDip 明屋書店 ｱｴﾙ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

203,867 愛媛県 松山市 ＳｅｒｅｎＤｉｐ　明屋書店　アエル店 小売業 その他小売 5%

203,868 愛媛県 松山市 仙波タクシー サービス 運輸業 5%
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203,869 愛媛県 松山市 創作茶寮　西村 サービス 飲食業 5%

203,870 愛媛県 松山市 そごうマート梅本店 小売業 食料品 5%

203,871 愛媛県 松山市 そごうマート中須賀店 小売業 食料品 5%

203,872 愛媛県 松山市 そごうマート堀江店 小売業 食料品 5%

203,873 愛媛県 松山市 ＳＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

203,874 愛媛県 松山市 カフェ＆バー蒼色の種 サービス 飲食業 5%

203,875 愛媛県 松山市 そらともりＲＥＮ 小売業 その他小売 5%

203,876 愛媛県 松山市 ターミナルホテル松山 サービス 宿泊業 5%

203,877 愛媛県 松山市 代官町　なが坂 サービス 飲食業 5%

203,878 愛媛県 松山市 大衆居酒屋　楽市 サービス 飲食業 5%

203,879 愛媛県 松山市 大衆居酒屋樂市二番町店 サービス 飲食業 5%

203,880 愛媛県 松山市 大衆演劇ＢＡＲ「．Ｋ」 サービス 飲食業 5%

203,881 愛媛県 松山市 大衆演劇ＢＡＲ「．Ｋ」 サービス 飲食業 5%

203,882 愛媛県 松山市 大衆焼肉だるまや サービス 飲食業 5%

203,883 愛媛県 松山市 橙 サービス 飲食業 5%

203,884 愛媛県 松山市 橙 サービス 飲食業 5%

203,885 愛媛県 松山市 ｔａｅＡｒｏｍａｔｈｅｒａｐｙａｎｄＴｒｅａｔｍｅｎｔ サービス 理容・美容業 5%

203,886 愛媛県 松山市 タカウチスタジオ サービス その他サービス 5%

203,887 愛媛県 松山市 多賀住宅設備 小売業 電化製品 5%

203,888 愛媛県 松山市 宝荘ホテル サービス 宿泊業 5%

203,889 愛媛県 松山市 武丸観光タクシー サービス 運輸業 5%

203,890 愛媛県 松山市 辰巳町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,891 愛媛県 松山市 谷本蒲鉾店　道後店 小売業 食料品 5%

203,892 愛媛県 松山市 谷本蒲鉾店　松山支店 小売業 食料品 5%

203,893 愛媛県 松山市 谷本蒲鉾店　松山本町店 小売業 食料品 5%

203,894 愛媛県 松山市 田村クリーニング石手店 サービス その他サービス 5%

203,895 愛媛県 松山市 田村クリーニング　ＧＥＴ店 サービス その他サービス 5%

203,896 愛媛県 松山市 田村クリーニング　千舟店 サービス その他サービス 5%

203,897 愛媛県 松山市 田村クリーニング　本社 サービス その他サービス 5%

203,898 愛媛県 松山市 炭歌集 サービス 飲食業 5%

203,899 愛媛県 松山市 ＣＨＥＬＳＥＡ　ＤＯＧ 小売業 その他小売 5%

203,900 愛媛県 松山市 千茄タクシー サービス 運輸業 5%

203,901 愛媛県 松山市 千舟町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,902 愛媛県 松山市 ＣＨＡＨＡＲＵ離れ道後夢蔵 サービス 宿泊業 5%

203,903 愛媛県 松山市 中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,904 愛媛県 松山市 中国旬菜 頭市 サービス 飲食業 5%

203,905 愛媛県 松山市 中国料理　茶縁 サービス 飲食業 5%

203,906 愛媛県 松山市 中予ホンダ　中予ホンダ有限会社 小売業 その他小売 5%

203,907 愛媛県 松山市 ｃｉｎｑｕｅｃｅｎｔｏ 小売業 衣料品 5%

203,908 愛媛県 松山市 辻　医科器械　松山（営） 小売業 電化製品 5%

203,909 愛媛県 松山市 椿のおもてなし 小売業 衣料品 5%

203,910 愛媛県 松山市 椿ミシンサービス 椿ミシンサービス 小売業 電化製品 5%
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203,911 愛媛県 松山市 椿ミシンサービス 小売業 電化製品 5%

203,912 愛媛県 松山市 つぼや菓子舗 小売業 食料品 5%

203,913 愛媛県 松山市 釣具のフレンド 松山本店 小売業 その他小売 5%

203,914 愛媛県 松山市 つるや　天山店 小売業 衣料品 5%

203,915 愛媛県 松山市 つるや　本店 小売業 衣料品 5%

203,916 愛媛県 松山市 つるや　湊町店 小売業 衣料品 5%

203,917 愛媛県 松山市 つるや　天山店 小売業 衣料品 5%

203,918 愛媛県 松山市 つるやイオン松山店 小売業 衣料品 5%

203,919 愛媛県 松山市 つるや本店 小売業 衣料品 5%

203,920 愛媛県 松山市 つるや　湊町店 小売業 衣料品 5%

203,921 愛媛県 松山市 つるや南松山店 小売業 衣料品 5%

203,922 愛媛県 松山市 つるや　南松山店 小売業 衣料品 5%

203,923 愛媛県 松山市 Ｄ．Ｄ．４．Ｄ 小売業 衣料品 5%

203,924 愛媛県 松山市 ＤＥＡＲフジグラン松山店 サービス 飲食業 5%

203,925 愛媛県 松山市 ＤＤ４ＤＢＲＥＷＩＮＧ＆ＣＬＯＴＨＩＮＧＳＴＯＲＥ サービス 飲食業 5%

203,926 愛媛県 松山市 Ｔ－ｍｏｕｎｔａｉｎ サービス その他サービス 5%

203,927 愛媛県 松山市 ティエムソフト　株式会社 サービス その他サービス 5%

203,928 愛媛県 松山市 定楽屋　松山二番町店 サービス 飲食業 5%

203,929 愛媛県 松山市 テイクオフ 小売業 その他小売 5%

203,930 愛媛県 松山市 Ｄａｉｓｙ Ｔｒｉｎｉｔｙ サービス その他サービス 5%

203,931 愛媛県 松山市 Ｔｉｍｏｎｅ サービス 理容・美容業 5%

203,932 愛媛県 松山市 Ｄｅｓｉｒ　【デジール】 サービス 理容・美容業 5%

203,933 愛媛県 松山市 鐵 サービス 飲食業 5%

203,934 愛媛県 松山市 鉄板焼　ダイニング　頂 サービス 飲食業 5%

203,935 愛媛県 松山市 てつや サービス 飲食業 5%

203,936 愛媛県 松山市 テニスショップミズキ　テニスショップミズキ 小売業 その他小売 5%

203,937 愛媛県 松山市 てまり サービス 飲食業 5%

203,938 愛媛県 松山市 手もみ屋本舗　松山銀天街店 サービス その他サービス 5%

203,939 愛媛県 松山市 寺子屋本舗　道後店 小売業 その他小売 5%

203,940 愛媛県 松山市 電化サロンノリマツ 小売業 電化製品 5%

203,941 愛媛県 松山市 ［ＨＣ］でんきの城北 小売業 電化製品 5%

203,942 愛媛県 松山市 ＤｅｎＣｕｂｉｃ サービス その他サービス 5%

203,943 愛媛県 松山市 てんぐの隠れ家 サービス 飲食業 5%

203,944 愛媛県 松山市 てんぐ屋敷　桃太楼 サービス 飲食業 5%

203,945 愛媛県 松山市 東温レンタカー　勝岡ＳＳ店 サービス その他サービス 5%

203,946 愛媛県 松山市 東京靴流通センター久米店 小売業 衣料品 2%

203,947 愛媛県 松山市 東京靴流通センター垣生店 小売業 衣料品 2%

203,948 愛媛県 松山市 東京靴流通センター姫原店 小売業 衣料品 2%

203,949 愛媛県 松山市 東倉米穀店 小売業 食料品 5%

203,950 愛媛県 松山市 道後温泉　花ゆづき サービス 宿泊業 5%

203,951 愛媛県 松山市 道後温泉　八千代 サービス 宿泊業 5%

203,952 愛媛県 松山市 道後舘 サービス 宿泊業 5%
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203,953 愛媛県 松山市 道後グランドホテル サービス 宿泊業 5%

203,954 愛媛県 松山市 道後ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

203,955 愛媛県 松山市 道後の宿　葛城 サービス 宿泊業 5%

203,956 愛媛県 松山市 （有）セダクション サービス 理容・美容業 5%

203,957 愛媛県 松山市 道後プリンスホテル サービス 宿泊業 5%

203,958 愛媛県 松山市 道後マルシェ 小売業 その他小売 5%

203,959 愛媛県 松山市 トータルビューティサロン　ｅｇｏ． サービス 理容・美容業 5%

203,960 愛媛県 松山市 徳川　松山衣山店 サービス 飲食業 5%

203,961 愛媛県 松山市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅＣＡＶＥＴＹ中央通店 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,962 愛媛県 松山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ北条バイパス店 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,963 愛媛県 松山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ松山垣生店 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,964 愛媛県 松山市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ松山余戸店 小売業 ガソリンスタンド 2%

203,965 愛媛県 松山市 土佐鶏百式 サービス 飲食業 5%

203,966 愛媛県 松山市 ＴＯＺＵ 小売業 衣料品 5%

203,967 愛媛県 松山市 ＤＯＳＣＨフジグラン松山店 小売業 衣料品 5%

203,968 愛媛県 松山市 ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ　ＳＯＵ　蒼 サービス その他サービス 5%

203,969 愛媛県 松山市 とてたま 小売業 衣料品 5%

203,970 愛媛県 松山市 とび魚　本店 サービス 飲食業 5%

203,971 愛媛県 松山市 とび魚　本店 サービス 飲食業 5%

203,972 愛媛県 松山市 トピックスター株式会社 サービス その他サービス 5%

203,973 愛媛県 松山市 土間土間松山三番町店 サービス 飲食業 2%

203,974 愛媛県 松山市 巴堂本舗 小売業 食料品 5%

203,975 愛媛県 松山市 友岡薬局　立花店 小売業 その他小売 5%

203,976 愛媛県 松山市 友岡薬局　平井店　友岡薬局　平井店 小売業 その他小売 5%

203,977 愛媛県 松山市 トヨタカローラ愛媛中央通店 小売業 その他小売 5%

203,978 愛媛県 松山市 トヨタカローラ愛媛松山東店 小売業 その他小売 5%

203,979 愛媛県 松山市 トヨタカローラ愛媛松山保免店 小売業 その他小売 5%

203,980 愛媛県 松山市 トヨタレンタリース西四国松山空港店 サービス その他サービス 2%

203,981 愛媛県 松山市 トヨタレンタリース西四国松山店 サービス その他サービス 2%

203,982 愛媛県 松山市 ドライブイン アウトゼア サービス 飲食業 5%

203,983 愛媛県 松山市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 鴨川店 小売業 その他小売 5%

203,984 愛媛県 松山市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 久万ﾉ台店 小売業 その他小売 5%

203,985 愛媛県 松山市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 久米店 小売業 その他小売 5%

203,986 愛媛県 松山市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 鷹の子店 小売業 その他小売 5%

203,987 愛媛県 松山市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 富久店 小売業 その他小売 5%

203,988 愛媛県 松山市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 畑寺店 小売業 その他小売 5%

203,989 愛媛県 松山市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 古川店 小売業 その他小売 5%

203,990 愛媛県 松山市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 北条店 小売業 その他小売 5%

203,991 愛媛県 松山市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 山越店 小売業 その他小売 5%

203,992 愛媛県 松山市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 余戸店 小売業 その他小売 5%

203,993 愛媛県 松山市 ドラミ サービス 飲食業 5%

203,994 愛媛県 松山市 ドリームドリー動物病院 サービス その他サービス 5%
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203,995 愛媛県 松山市 鶏笑　松山中ノ川通り店 サービス 飲食業 5%

203,996 愛媛県 松山市 鶏兆 サービス 飲食業 5%

203,997 愛媛県 松山市 鶏と肴　とさ鳥 サービス 飲食業 5%

203,998 愛媛県 松山市 鳥ロマン　はなみずき店 サービス 飲食業 5%

203,999 愛媛県 松山市 ＤｏｌｃｅＶｉｔａ 小売業 衣料品 5%

204,000 愛媛県 松山市 Ｔｒｏｉｓ サービス 理容・美容業 5%

204,001 愛媛県 松山市 ドローン教習所さくらさく松山校 サービス その他サービス 5%

204,002 愛媛県 松山市 なかしま サービス 飲食業 5%

204,003 愛媛県 松山市 中島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,004 愛媛県 松山市 永田無線 小売業 その他小売 5%

204,005 愛媛県 松山市 中ノ川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,006 愛媛県 松山市 棗 サービス 飲食業 5%

204,007 愛媛県 松山市 生 サービス 飲食業 5%

204,008 愛媛県 松山市 肉菜旬魚の逸品　慶次 サービス 飲食業 5%

204,009 愛媛県 松山市 ｎｉｃｏ３ サービス 飲食業 5%

204,010 愛媛県 松山市 ニコニコレンタカー松山空港入口店 サービス その他サービス 5%

204,011 愛媛県 松山市 ＮＩＳＨＩＮＡＧＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

204,012 愛媛県 松山市 西日本メディカル松山営業所 小売業 その他小売 5%

204,013 愛媛県 松山市 ｎｉｊｉｈｏｓｈｉ 小売業 衣料品 5%

204,014 愛媛県 松山市 ニッセンシェイプファンデサロン輝 小売業 衣料品 5%

204,015 愛媛県 松山市 ｎｉｎｏ　Ｂｌｅｓｓ 小売業 衣料品 5%

204,016 愛媛県 松山市 ｎｉｎｏ＇ｓ／／ｂａｒｂｅｒ サービス 理容・美容業 5%

204,017 愛媛県 松山市 日本茶専門カフェ　茶楽 サービス 飲食業 5%

204,018 愛媛県 松山市 日本ばし サービス 飲食業 5%

204,019 愛媛県 松山市 日本料理　若菜 サービス 飲食業 5%

204,020 愛媛県 松山市 にわとりのすけ　二番町本店 サービス 飲食業 5%

204,021 愛媛県 松山市 ネストホテル松山 サービス 宿泊業 5%

204,022 愛媛県 松山市 ネッツトヨタ愛媛ＧＲＧａｒａｇｅ松山 小売業 その他小売 5%

204,023 愛媛県 松山市 ネッツトヨタ愛媛Ｊ．Ｓｐｏｔ来住 小売業 その他小売 5%

204,024 愛媛県 松山市 ネッツトヨタ愛媛Ｊ・Ｓｐｏｔ空港通 小売業 その他小売 5%

204,025 愛媛県 松山市 ネッツトヨタ愛媛Ｊ．Ｓｐｏｔ問屋町 小売業 その他小売 5%

204,026 愛媛県 松山市 ネッツトヨタ愛媛Ｊ．Ｓｐｏｔ松山インター 小売業 その他小売 5%

204,027 愛媛県 松山市 ネッツトヨタ愛媛Ｕステージみどろ 小売業 その他小売 5%

204,028 愛媛県 松山市 ネッツトヨタ愛媛レクサス松山インター 小売業 その他小売 5%

204,029 愛媛県 松山市 ネッツトヨタ瀬戸内　中央店 小売業 その他小売 5%

204,030 愛媛県 松山市 ネッツトヨタ瀬戸内Ｒ－１１松山店 小売業 その他小売 5%

204,031 愛媛県 松山市 ＮＯＲＴＨＳＨＯＲＥ　松山 サービス 飲食業 5%

204,032 愛媛県 松山市 ?のっぴんダイニング?坂の上の猫　坂の上の猫 サービス 飲食業 5%

204,033 愛媛県 松山市 ｎｏｍａ－ｎｏｍａ 小売業 食料品 5%

204,034 愛媛県 松山市 Ｂａｒ　Ｃａｒｏ サービス 飲食業 5%

204,035 愛媛県 松山市 ＢＡＲ　こりびんぐ サービス 飲食業 5%

204,036 愛媛県 松山市 Ｂａｒ　ＴＳＵＢＡＫＩ サービス 飲食業 5%
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204,037 愛媛県 松山市 Ｂａｒ　ＴＳＵＢＡＫＩ サービス 飲食業 5%

204,038 愛媛県 松山市 ハートフラッター大街道店 小売業 衣料品 5%

204,039 愛媛県 松山市 ＢＡＲＢＥＲ　ｃｌａｓｓｉｃ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

204,040 愛媛県 松山市 バーバーズ サービス 理容・美容業 5%

204,041 愛媛県 松山市 ＢＩＫＥＳＨＯＰ　Ｂ?１ 小売業 その他小売 5%

204,042 愛媛県 松山市 バイシクルショップ チャーリー 小売業 その他小売 5%

204,043 愛媛県 松山市 ＨＵＧ 小売業 衣料品 5%

204,044 愛媛県 松山市 ばくろだ酒店 サービス 飲食業 5%

204,045 愛媛県 松山市 ばくろだ酒店 小売業 その他小売 5%

204,046 愛媛県 松山市 ｐａｓａｐａｓ 小売業 衣料品 5%

204,047 愛媛県 松山市 ハタダ鴨川店 小売業 食料品 5%

204,048 愛媛県 松山市 ハタダ樽味店 小売業 食料品 5%

204,049 愛媛県 松山市 ハタダはなみずき通り古川店 小売業 食料品 5%

204,050 愛媛県 松山市 ハタダ北条店 小売業 食料品 5%

204,051 愛媛県 松山市 葉月 サービス 飲食業 5%

204,052 愛媛県 松山市 バッグ　アクセサリー　ワールド　松山　まつちか店 小売業 その他小売 5%

204,053 愛媛県 松山市 パックマート　久万ノ台店 小売業 その他小売 5%

204,054 愛媛県 松山市 バッドボーイズ　北土居店 サービス 理容・美容業 5%

204,055 愛媛県 松山市 バッドボーイズ　鴨川店 サービス 理容・美容業 5%

204,056 愛媛県 松山市 バッドボーイズ　鴨川店 サービス 理容・美容業 5%

204,057 愛媛県 松山市 ＨＡＰＰＹＳＡＬＯＮメルモ サービス 理容・美容業 5%

204,058 愛媛県 松山市 パティスリーラポール持田店 小売業 食料品 5%

204,059 愛媛県 松山市 ハートフラッター　大街道店 小売業 衣料品 5%

204,060 愛媛県 松山市 ｈａｎａｉｃｈｉ 小売業 その他小売 5%

204,061 愛媛県 松山市 花空間　椿店 小売業 その他小売 5%

204,062 愛媛県 松山市 はな動物病院 サービス その他サービス 5%

204,063 愛媛県 松山市 華布 小売業 衣料品 5%

204,064 愛媛県 松山市 華屋衣裳店 サービス その他サービス 5%

204,065 愛媛県 松山市 バニラ束本店 サービス 理容・美容業 5%

204,066 愛媛県 松山市 バーバーズ サービス 理容・美容業 5%

204,067 愛媛県 松山市 ＰＵＦＦ 小売業 衣料品 5%

204,068 愛媛県 松山市 ＰＡＲＩＧＯＴ　松山 小売業 衣料品 5%

204,069 愛媛県 松山市 パリスパリ サービス 理容・美容業 5%

204,070 愛媛県 松山市 パリスパリ サービス 理容・美容業 5%

204,071 愛媛県 松山市 パリスパリ　天山店 サービス 理容・美容業 5%

204,072 愛媛県 松山市 パリスパリ　天山店 サービス 理容・美容業 5%

204,073 愛媛県 松山市 パリスパリ　西条店 サービス 理容・美容業 5%

204,074 愛媛県 松山市 パリスパリ　夏目店 サービス 理容・美容業 5%

204,075 愛媛県 松山市 パリスパリ　夏目店 サービス 理容・美容業 5%

204,076 愛媛県 松山市 バルーン アンジュ 小売業 その他小売 5%

204,077 愛媛県 松山市 パルテ正岡 小売業 電化製品 5%

204,078 愛媛県 松山市 パルテ三原 小売業 電化製品 5%
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204,079 愛媛県 松山市 明屋書店　石井店 小売業 その他小売 5%

204,080 愛媛県 松山市 明屋書店　大街道店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

204,081 愛媛県 松山市 明屋書店 空港通店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

204,082 愛媛県 松山市 明屋書店　空港通り店 小売業 その他小売 5%

204,083 愛媛県 松山市 明屋書店　中央通店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

204,084 愛媛県 松山市 明屋書店　平井店 小売業 その他小売 5%

204,085 愛媛県 松山市 明屋書店　平田店 小売業 その他小売 5%

204,086 愛媛県 松山市 明屋書店 松山本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

204,087 愛媛県 松山市 明屋書店 MEGA平田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

204,088 愛媛県 松山市 明屋書店ＭＥＧＡ平田店 小売業 その他小売 5%

204,089 愛媛県 松山市 ハン伸有限会社 小売業 その他小売 5%

204,090 愛媛県 松山市 ＰＡＮＣＨＡＮ 小売業 その他小売 5%

204,091 愛媛県 松山市 パンのある暮らし Ｐｅｔｉｔ Ｐａｒｉｓ ｐｅｔｉｔｐａｒｉｓ 小売業 食料品 5%

204,092 愛媛県 松山市 Ｖｉａｇｅ　【ビアージュ】 サービス 理容・美容業 5%

204,093 愛媛県 松山市 ＢＭＯ松山天山店 小売業 衣料品 5%

204,094 愛媛県 松山市 Ｂーｓｉｇｈｔ サービス 飲食業 5%

204,095 愛媛県 松山市 ピーシーフィット サービス その他サービス 5%

204,096 愛媛県 松山市 ＢＪネスレ四国 サービス 理容・美容業 5%

204,097 愛媛県 松山市 東道後のそらともり サービス その他サービス 5%

204,098 愛媛県 松山市 久枝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,099 愛媛県 松山市 ビジネスホテル空港館 サービス 宿泊業 5%

204,100 愛媛県 松山市 ｂｉｊｏｕ サービス 理容・美容業 5%

204,101 愛媛県 松山市 ビストロｏｒＢＡＲ　Ａｕｗａ サービス 飲食業 5%

204,102 愛媛県 松山市 ＢＩＳＴＲＯ　ＫＯＪＩ サービス 飲食業 5%

204,103 愛媛県 松山市 ビッグウェーブ松山店 小売業 その他小売 5%

204,104 愛媛県 松山市 ビッグウッド ＦＣ松山北店 小売業 家具・調度品 2%

204,105 愛媛県 松山市 びっくりドンキー衣山店 サービス 飲食業 2%

204,106 愛媛県 松山市 ピッツェリアマルブン朝生田店 サービス 飲食業 5%

204,107 愛媛県 松山市 ピッツェリアマルブン南高井店 サービス 飲食業 5%

204,108 愛媛県 松山市 ビデオ四国総合サービス 小売業 電化製品 5%

204,109 愛媛県 松山市 ひなた サービス 飲食業 5%

204,110 愛媛県 松山市 ひなのや松山三番町店 小売業 食料品 5%

204,111 愛媛県 松山市 ヒヒーン肉バル　馬肉博士　ｏｎｌｙ　ｏｎｅ サービス 飲食業 5%

204,112 愛媛県 松山市 ひまわり代行 サービス 運輸業 5%

204,113 愛媛県 松山市 ひめや 小売業 その他小売 5%

204,114 愛媛県 松山市 １００円プラザ　三津店 小売業 衣料品 5%

204,115 愛媛県 松山市 １００円プラザ　南松山店 小売業 衣料品 5%

204,116 愛媛県 松山市 ＰｕｒｅＡｒｏｍａＳｐａｃｅＡｎｈｅｌｏ サービス 理容・美容業 5%

204,117 愛媛県 松山市 ビューティープロデュース華みずき サービス 理容・美容業 5%

204,118 愛媛県 松山市 ビューティサロン　純 サービス 理容・美容業 5%

204,119 愛媛県 松山市 美容室　和楽 サービス 理容・美容業 5%

204,120 愛媛県 松山市 美容室ＰＡＬ サービス 理容・美容業 5%
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204,121 愛媛県 松山市 美容室みらい サービス 理容・美容業 5%

204,122 愛媛県 松山市 ひよこ サービス 飲食業 5%

204,123 愛媛県 松山市 株式会社平井のたねもの屋 小売業 その他小売 5%

204,124 愛媛県 松山市 平兼電気商会 小売業 電化製品 5%

204,125 愛媛県 松山市 ヒロサイクル 小売業 その他小売 5%

204,126 愛媛県 松山市 びんび家　別館 サービス 飲食業 5%

204,127 愛媛県 松山市 びんび家　別館 サービス 飲食業 5%

204,128 愛媛県 松山市 ぶぁいく屋Ｆ倶楽部 小売業 その他小売 5%

204,129 愛媛県 松山市 ぶぁいく屋Ｆ本店 小売業 その他小売 5%

204,130 愛媛県 松山市 ファッションドライ神田屋 サービス その他サービス 5%

204,131 愛媛県 松山市 ＦＡＢＥＲ 小売業 その他小売 5%

204,132 愛媛県 松山市 フィックスヘアー サービス 理容・美容業 5%

204,133 愛媛県 松山市 ｆｉｌｌｌｙ 小売業 衣料品 5%

204,134 愛媛県 松山市 ＰＨＡＳＥ サービス 理容・美容業 5%

204,135 愛媛県 松山市 ＰＨＡＳＥＴＨＥＢＡＲＢＥＲ サービス 理容・美容業 5%

204,136 愛媛県 松山市 ｆｅｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

204,137 愛媛県 松山市 ｓｔｕｄｉｏ．ＴＲａｄｂｏＸ サービス その他サービス 5%

204,138 愛媛県 松山市 フォルテシザーズ 小売業 その他小売 5%

204,139 愛媛県 松山市 Ｆｏｒｔｕｎａ サービス 飲食業 5%

204,140 愛媛県 松山市 福島化学松山 サービス その他サービス 5%

204,141 愛媛県 松山市 藤岡タクシー サービス 運輸業 5%

204,142 愛媛県 松山市 フジオカ時計店　フジオカ時計店セブンスター店 小売業 その他小売 5%

204,143 愛媛県 松山市 富士教材 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

204,144 愛媛県 松山市 婦人服　みやうち 小売業 衣料品 5%

204,145 愛媛県 松山市 Books Haruya Spirits 石手店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

204,146 愛媛県 松山市 ブックスハルヤスピリッツ石手店 小売業 その他小売 5%

204,147 愛媛県 松山市 フットケアサロン　カノン サービス その他サービス 5%

204,148 愛媛県 松山市 ふなや サービス 宿泊業 5%

204,149 愛媛県 松山市 ふなや　株式会社　時の名所 サービス 宿泊業 5%

204,150 愛媛県 松山市 無頼 サービス 飲食業 5%

204,151 愛媛県 松山市 ブライダルハウスマリエ サービス その他サービス 5%

204,152 愛媛県 松山市 プライベートサロンＭｉｃｃｏｒｏ サービス 理容・美容業 5%

204,153 愛媛県 松山市 プラザＡ松山店 小売業 衣料品 5%

204,154 愛媛県 松山市 （株）フラット 小売業 衣料品 5%

204,155 愛媛県 松山市 ＦＬＡＴ　ＢＡＲ 小売業 衣料品 5%

204,156 愛媛県 松山市 フラワーさいくる 小売業 その他小売 5%

204,157 愛媛県 松山市 ＦｒａｎｇｉＰａｎｉ． サービス 理容・美容業 5%

204,158 愛媛県 松山市 ブランチコーヒー　ツバキ サービス 飲食業 5%

204,159 愛媛県 松山市 プランドゥヴィ　プランドゥヴィ松山店 小売業 衣料品 5%

204,160 愛媛県 松山市 Ｆｒｅａｋ ｓ ＰＩＴ 小売業 その他小売 5%

204,161 愛媛県 松山市 （有）フリーダム 小売業 その他小売 5%

204,162 愛媛県 松山市 ＦＲＥＥＭＡＮ 小売業 衣料品 5%
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204,163 愛媛県 松山市 プリスティン 小売業 衣料品 5%

204,164 愛媛県 松山市 ＢＲＩＣＫＨＡＩＲ＆ＳＰＡ松山 サービス 理容・美容業 5%

204,165 愛媛県 松山市 ＢＲＩＤＧＥ 小売業 家具・調度品 5%

204,166 愛媛県 松山市 ＢＬＵＥ　ＷＩＳＨ サービス 飲食業 5%

204,167 愛媛県 松山市 ブルバード サービス 飲食業 5%

204,168 愛媛県 松山市 フレイムス　ヘア　デザイン サービス 理容・美容業 5%

204,169 愛媛県 松山市 ブレスフラワーショップ 小売業 その他小売 5%

204,170 愛媛県 松山市 フレッシュバリュー　松山店 小売業 食料品 5%

204,171 愛媛県 松山市 フレッシュバリュー銀天街店 小売業 食料品 5%

204,172 愛媛県 松山市 フレッシュバリュー松山店 小売業 食料品 5%

204,173 愛媛県 松山市 フレッシュバリューラヴィ松山店 小売業 食料品 5%

204,174 愛媛県 松山市 ＦＶ銀天街店 小売業 食料品 5%

204,175 愛媛県 松山市 ＦＶ松山店 小売業 食料品 5%

204,176 愛媛県 松山市 ＦＶラヴィ松山店 小売業 食料品 5%

204,177 愛媛県 松山市 プレミアイン松山 サービス 宿泊業 5%

204,178 愛媛県 松山市 ＦＲＯＧ　　ＧＯＬＦ 小売業 その他小売 5%

204,179 愛媛県 松山市 フローラエミリ 小売業 その他小売 5%

204,180 愛媛県 松山市 フローラサラ 小売業 その他小売 5%

204,181 愛媛県 松山市 フローラソフィー 小売業 その他小売 5%

204,182 愛媛県 松山市 フローラナン 小売業 その他小売 5%

204,183 愛媛県 松山市 フローラプリシラ 小売業 その他小売 5%

204,184 愛媛県 松山市 文具生活松山店 小売業 その他小売 5%

204,185 愛媛県 松山市 文具生活松山フライブルク店 小売業 その他小売 5%

204,186 愛媛県 松山市 Ｈａｉｒ　１２　Ｐａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

204,187 愛媛県 松山市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｒｉｎ サービス 理容・美容業 5%

204,188 愛媛県 松山市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｖｉａｇｅ　Ｖｉａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

204,189 愛媛県 松山市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＤａＤａ サービス 理容・美容業 5%

204,190 愛媛県 松山市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｄａｉｓｙ サービス 理容・美容業 5%

204,191 愛媛県 松山市 ｈａｉｒ　ｈａｕｎｔ　ＭＩＣＳ サービス 理容・美容業 5%

204,192 愛媛県 松山市 ＨａｉｒｐｌａｃｅＳｐａｒｒｏｗ サービス 理容・美容業 5%

204,193 愛媛県 松山市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｒｅｌｅａ サービス 理容・美容業 5%

204,194 愛媛県 松山市 ヘアーサロン・ソルシエ サービス 理容・美容業 5%

204,195 愛媛県 松山市 ヘアスタイリングＣＬＵＢリジェ　ヘアスタイリングＣＬＵＢリジェ サービス 理容・美容業 5%

204,196 愛媛県 松山市 ＨＡＩＲＰＲＯＤＵＣＥＧｉｆｔ サービス 理容・美容業 5%

204,197 愛媛県 松山市 ヘアメイクスタジオ　クリック サービス 理容・美容業 5%

204,198 愛媛県 松山市 平成レンタカー　松山空港店 サービス その他サービス 5%

204,199 愛媛県 松山市 平和通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,200 愛媛県 松山市 ＢＡＳＥ 小売業 衣料品 5%

204,201 愛媛県 松山市 ベジろう　みかん横丁 小売業 食料品 5%

204,202 愛媛県 松山市 ペットショップ矢野橋　姫原店 小売業 その他小売 5%

204,203 愛媛県 松山市 ペットＳｔｅｐ　松山枝松店 小売業 その他小売 5%

204,204 愛媛県 松山市 ペットＳｔｅｐ　松山余戸店 小売業 その他小売 5%
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204,205 愛媛県 松山市 別府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,206 愛媛県 松山市 ｈｅｒｉｔａｇｅ 小売業 衣料品 5%

204,207 愛媛県 松山市 セブン－イレブン北条片山店 小売業 食料品 2%

204,208 愛媛県 松山市 セブン－イレブン北条土手内店 小売業 食料品 2%

204,209 愛媛県 松山市 保免ＳＳ　藤村石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,210 愛媛県 松山市 ＢｕｏｎｏＲｅｇａｌｏ サービス 飲食業 5%

204,211 愛媛県 松山市 ＰＯＣＯ サービス 飲食業 5%

204,212 愛媛県 松山市 Ｂｏｓａｃｏ　道後店 サービス 理容・美容業 5%

204,213 愛媛県 松山市 Ｂｏｓａｃｏ　余戸店 サービス 理容・美容業 5%

204,214 愛媛県 松山市 Ｂｏｓａｃｏ２０４ サービス 理容・美容業 5%

204,215 愛媛県 松山市 補聴器センター辻鷹子店 小売業 その他小売 5%

204,216 愛媛県 松山市 ホテル　パティオ・ドウゴ サービス 宿泊業 5%

204,217 愛媛県 松山市 ホテルアゼリア　松山 サービス 宿泊業 5%

204,218 愛媛県 松山市 ホテルアビス松山 サービス 宿泊業 5%

204,219 愛媛県 松山市 ホテルエコ道後 サービス 宿泊業 5%

204,220 愛媛県 松山市 ホテル古湧園　遥 サービス 宿泊業 5%

204,221 愛媛県 松山市 ホテル茶玻瑠 サービス 宿泊業 5%

204,222 愛媛県 松山市 ホテル椿館 サービス 宿泊業 5%

204,223 愛媛県 松山市 ホテル椿館　別館 サービス 宿泊業 5%

204,224 愛媛県 松山市 ホテル椿館　別館 サービス 宿泊業 5%

204,225 愛媛県 松山市 ＨＯＴＥＬ　ＴＯＰ　ＩＮＮ サービス 宿泊業 5%

204,226 愛媛県 松山市 ホテルニューカジワラ サービス 宿泊業 5%

204,227 愛媛県 松山市 ホテルルナパーク サービス 宿泊業 5%

204,228 愛媛県 松山市 ＢＯＢ．ＢＩＳＨ　Ｍ．ｔｈｅｏｒｙ サービス 理容・美容業 5%

204,229 愛媛県 松山市 ＷＨＩＴＥ／ＢＬＵＥ 小売業 その他小売 5%

204,230 愛媛県 松山市 本格薬膳火鍋　百楊 サービス 飲食業 5%

204,231 愛媛県 松山市 マクドナルド１９６松山北店 サービス 飲食業 2%

204,232 愛媛県 松山市 マクドナルド５６号余戸店 サービス 飲食業 2%

204,233 愛媛県 松山市 マクドナルド１１号松山店 サービス 飲食業 2%

204,234 愛媛県 松山市 マクドナルドフジグラン松山店 サービス 飲食業 2%

204,235 愛媛県 松山市 マクドナルド北条マルナカ店 サービス 飲食業 2%

204,236 愛媛県 松山市 マクドナルド松山枝松店 サービス 飲食業 2%

204,237 愛媛県 松山市 マクドナルド松山大街道店 サービス 飲食業 2%

204,238 愛媛県 松山市 マクドナルド松山中央通り店 サービス 飲食業 2%

204,239 愛媛県 松山市 マクドナルド松山三津浜店 サービス 飲食業 2%

204,240 愛媛県 松山市 股旅工房 サービス その他サービス 5%

204,241 愛媛県 松山市 松浦佑也税理士事務所 サービス その他サービス 5%

204,242 愛媛県 松山市 松岡自動車商会 サービス その他サービス 5%

204,243 愛媛県 松山市 ｍａｃ鴨川店 小売業 その他小売 5%

204,244 愛媛県 松山市 ｍａｃ万ノ台店 小売業 その他小売 5%

204,245 愛媛県 松山市 ｍａｃ久米店 小売業 その他小売 5%

204,246 愛媛県 松山市 Ｍａｘ　ｆｒｉｔｚ　松山店 小売業 衣料品 5%
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204,247 愛媛県 松山市 ｍａｃ鷹の子店 小売業 その他小売 5%

204,248 愛媛県 松山市 ｍａｃ富久店 小売業 その他小売 5%

204,249 愛媛県 松山市 ｍａｃ畑寺店 小売業 その他小売 5%

204,250 愛媛県 松山市 ｍａｃ古川店 小売業 その他小売 5%

204,251 愛媛県 松山市 ｍａｃ北条店 小売業 その他小売 5%

204,252 愛媛県 松山市 ｍａｃ山越店 小売業 その他小売 5%

204,253 愛媛県 松山市 ｍａｃ余戸店 小売業 その他小売 5%

204,254 愛媛県 松山市 松広タクシー サービス 運輸業 5%

204,255 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山天山店 小売業 食料品 2%

204,256 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山井門町店 小売業 食料品 2%

204,257 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山今在家町店 小売業 食料品 2%

204,258 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山祝谷４丁目店 小売業 食料品 2%

204,259 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山永代町店 小売業 食料品 2%

204,260 愛媛県 松山市 松山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,261 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山大街道１丁目店 小売業 食料品 2%

204,262 愛媛県 松山市 松山北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,263 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山北吉田店 小売業 食料品 2%

204,264 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山銀天街店 小売業 食料品 2%

204,265 愛媛県 松山市 松山空港通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,266 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山空港通６丁目店 小売業 食料品 2%

204,267 愛媛県 松山市 松山久万ノ台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,268 愛媛県 松山市 松山・小倉フェリー株式会社５ サービス その他サービス 5%

204,269 愛媛県 松山市 松山・小倉フェリー株式会社３ サービス その他サービス 5%

204,270 愛媛県 松山市 松山・小倉フェリー株式会社４ サービス その他サービス 5%

204,271 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山三番町１丁目店 小売業 食料品 2%

204,272 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山清水町１丁目店 小売業 食料品 2%

204,273 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山城ロープウェイ街店 小売業 食料品 2%

204,274 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山新石手店 小売業 食料品 2%

204,275 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山須賀町店 小売業 食料品 2%

204,276 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山大学前店 小売業 食料品 2%

204,277 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山竹原町店 小売業 食料品 2%

204,278 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山立花１丁目店 小売業 食料品 2%

204,279 愛媛県 松山市 セブンーイレブン松山千舟町２丁目店 小売業 食料品 2%

204,280 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山中央１丁目店 小売業 食料品 2%

204,281 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山中央郵便局前店 小売業 食料品 2%

204,282 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山束本１丁目店 小売業 食料品 2%

204,283 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山築山町店 小売業 食料品 2%

204,284 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山椿参道店 小売業 食料品 2%

204,285 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山土居田西店 小売業 食料品 2%

204,286 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山問屋町店 小売業 食料品 2%

204,287 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山道後今市店 小売業 食料品 2%

204,288 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山道後喜多町店 小売業 食料品 2%
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204,289 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山富久町店 小売業 食料品 2%

204,290 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山西長戸町店 小売業 食料品 2%

204,291 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山西垣生店 小売業 食料品 2%

204,292 愛媛県 松山市 松山ニューグランドホテル サービス 宿泊業 5%

204,293 愛媛県 松山市 松山東　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,294 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山福音寺町店 小売業 食料品 2%

204,295 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山古川北１丁目店 小売業 食料品 2%

204,296 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山古三津３丁目店 小売業 食料品 2%

204,297 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山美沢店 小売業 食料品 2%

204,298 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山三津浜港前店 小売業 食料品 2%

204,299 愛媛県 松山市 松山南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,300 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山南堀端町店 小売業 食料品 2%

204,301 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山南吉田町店 小売業 食料品 2%

204,302 愛媛県 松山市 松山メーター株式会社 サービス その他サービス 5%

204,303 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山湯の山店 小売業 食料品 2%

204,304 愛媛県 松山市 セブン－イレブン松山湯渡町店 小売業 食料品 2%

204,305 愛媛県 松山市 ママイクコ　南松山 小売業 その他小売 5%

204,306 愛媛県 松山市 豆吉本舗　道後店 小売業 食料品 5%

204,307 愛媛県 松山市 まるい サービス 飲食業 5%

204,308 愛媛県 松山市 三浦菓子店 サービス 飲食業 5%

204,309 愛媛県 松山市 ｍｉｏどばしＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,310 愛媛県 松山市 みかんの木 小売業 その他小売 5%

204,311 愛媛県 松山市 三澤電気商会 小売業 電化製品 5%

204,312 愛媛県 松山市 ミスティーウーマン　松山店 小売業 衣料品 5%

204,313 愛媛県 松山市 ３ｔａ２ｇａｌｌｅｒｙ 小売業 衣料品 5%

204,314 愛媛県 松山市 三津　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,315 愛媛県 松山市 みつうたわ サービス その他サービス 5%

204,316 愛媛県 松山市 ｍｉｔｒａ１ｓｔ サービス 飲食業 5%

204,317 愛媛県 松山市 ＭＩＮＩ　愛媛 小売業 その他小売 5%

204,318 愛媛県 松山市 ミモザ フジグラン松山店 小売業 衣料品 5%

204,319 愛媛県 松山市 ミモザ　イオン松山店 小売業 衣料品 5%

204,320 愛媛県 松山市 宮脇書店　フジ垣生店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

204,321 愛媛県 松山市 宮脇書店　フジ姫原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

204,322 愛媛県 松山市 宮脇書店　束本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

204,323 愛媛県 松山市 美湯のやかた　夢寛歩　道後 サービス 宿泊業 5%

204,324 愛媛県 松山市 無印良品　松山 小売業 その他小売 2%

204,325 愛媛県 松山市 むらちょう 小売業 食料品 5%

204,326 愛媛県 松山市 ｍａｋｅ　ｍｙ　ｄａｙ 小売業 衣料品 5%

204,327 愛媛県 松山市 めがね工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

204,328 愛媛県 松山市 メガネのアイ・アイ・エー久米店 小売業 貴金属・服飾品 5%

204,329 愛媛県 松山市 メガネのアイアイエー古川 サービス その他サービス 5%

204,330 愛媛県 松山市 メガネのアイーアイーエー鴨川店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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204,331 愛媛県 松山市 メガネのアイーアイーエー竹原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

204,332 愛媛県 松山市 メガネの田中　イオン松山店 小売業 その他小売 5%

204,333 愛媛県 松山市 メガネの田中　フジグラン松山店 小売業 その他小売 5%

204,334 愛媛県 松山市 メガネの田中　松山本店 小売業 その他小売 5%

204,335 愛媛県 松山市 メガネバスター　平井店 小売業 貴金属・服飾品 5%

204,336 愛媛県 松山市 メガネバスター　平和通り店 小売業 その他小売 5%

204,337 愛媛県 松山市 メガネフォルム　Ｙａｍａｄａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

204,338 愛媛県 松山市 メガネフォルム　Ｙａｍａｄａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

204,339 愛媛県 松山市 ｍａｉｓｏｎ サービス 理容・美容業 5%

204,340 愛媛県 松山市 メディアボム　衣山店 サービス その他サービス 5%

204,341 愛媛県 松山市 メディカルエステＶａｒｎｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%

204,342 愛媛県 松山市 メディカルサロン　ＥＳＴＦＥＥ 小売業 その他小売 5%

204,343 愛媛県 松山市 メルベイユアッシュ 小売業 衣料品 5%

204,344 愛媛県 松山市 ｍｅｒｌｅ 小売業 その他小売 5%

204,345 愛媛県 松山市 メンズクラブ　一等館 サービス 理容・美容業 5%

204,346 愛媛県 松山市 麺人 サービス 飲食業 5%

204,347 愛媛県 松山市 ｍｅｍｂｅｒｓ　暘子 サービス 飲食業 5%

204,348 愛媛県 松山市 麺屋いろどり サービス 飲食業 5%

204,349 愛媛県 松山市 ＭＯＡＩ 小売業 食料品 5%

204,350 愛媛県 松山市 モータリングケアワークス 小売業 その他小売 5%

204,351 愛媛県 松山市 もがみ／おんまくカルビ松山空港通店 サービス 飲食業 5%

204,352 愛媛県 松山市 モードブルージュ松山店 小売業 衣料品 5%

204,353 愛媛県 松山市 もみかる松山和泉南店 サービス その他サービス 5%

204,354 愛媛県 松山市 モリカメラ久米店 小売業 その他小売 5%

204,355 愛媛県 松山市 森商事 サービス その他サービス 5%

204,356 愛媛県 松山市 森松　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,357 愛媛県 松山市 八百マート 小売業 その他小売 5%

204,358 愛媛県 松山市 焼き鳥　鳥よし サービス 飲食業 5%

204,359 愛媛県 松山市 焼鳥・関東風串焼　忠孝 サービス 飲食業 5%

204,360 愛媛県 松山市 やきとり家すみれ松山二番町店 サービス 飲食業 5%

204,361 愛媛県 松山市 よつば屋本町店 サービス 飲食業 5%

204,362 愛媛県 松山市 焼き鳥亘 サービス 飲食業 5%

204,363 愛媛県 松山市 焼肉大門　大手町店 サービス 飲食業 5%

204,364 愛媛県 松山市 焼肉二番亭 サービス 飲食業 5%

204,365 愛媛県 松山市 焼肉ＨＯＵＳＥ野野 サービス 飲食業 5%

204,366 愛媛県 松山市 焼肉ハラミ屋 サービス 飲食業 5%

204,367 愛媛県 松山市 山おか サービス 飲食業 5%

204,368 愛媛県 松山市 山田屋まんじゅう　道後温泉店 小売業 食料品 5%

204,369 愛媛県 松山市 山田屋まんじゅう　本社 小売業 食料品 5%

204,370 愛媛県 松山市 山田屋まんじゅう　松山店 小売業 食料品 5%

204,371 愛媛県 松山市 山田屋まんじゅう　ロープウェイ街店 小売業 食料品 5%

204,372 愛媛県 松山市 大和屋別荘 サービス 宿泊業 5%
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204,373 愛媛県 松山市 大和屋本店 サービス 宿泊業 5%

204,374 愛媛県 松山市 山中タクシー サービス 運輸業 5%

204,375 愛媛県 松山市 ｌｉｌｙｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

204,376 愛媛県 松山市 有限会社 ギフト もりたか ギフト もりたか 小売業 その他小売 5%

204,377 愛媛県 松山市 有限会社　芸美堂家具店 小売業 家具・調度品 5%

204,378 愛媛県 松山市 有限会社　持田不動産 サービス その他サービス 5%

204,379 愛媛県 松山市 有限会社アベ冷熱技研 サービス その他サービス 5%

204,380 愛媛県 松山市 有限会社伊藤設備 サービス その他サービス 5%

204,381 愛媛県 松山市 有限会社エンチーム愛媛 サービス 理容・美容業 5%

204,382 愛媛県 松山市 有限会社オークボ 小売業 家具・調度品 5%

204,383 愛媛県 松山市 有限会社カーピットオカザキ 小売業 その他小売 5%

204,384 愛媛県 松山市 有限会社鴻池玉泉堂 小売業 その他小売 5%

204,385 愛媛県 松山市 有限会社佐伯陶器店　生活陶器の店　さいき 小売業 その他小売 5%

204,386 愛媛県 松山市 ＪＭ／有限会社四国ガスショップあずま 小売業 その他小売 5%

204,387 愛媛県 松山市 有限会社厨房のウエマツ 小売業 その他小売 5%

204,388 愛媛県 松山市 有限会社中野自動車 有限会社 中野自動車 サービス その他サービス 5%

204,389 愛媛県 松山市 有限会社ホテルニューカジワラ サービス 宿泊業 5%

204,390 愛媛県 松山市 ＹＯＵＳＨＯＰバイクロード 小売業 その他小売 5%

204,391 愛媛県 松山市 友進自動車株式会社　友進自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

204,392 愛媛県 松山市 遊膳　道後店 小売業 その他小売 5%

204,393 愛媛県 松山市 遊膳　道後店１ 小売業 その他小売 5%

204,394 愛媛県 松山市 遊膳　道後店２ 小売業 その他小売 5%

204,395 愛媛県 松山市 ゆうぼくＮＯＭＡＤＩＣ サービス 飲食業 5%

204,396 愛媛県 松山市 夢蔵人　道後店 小売業 その他小売 5%

204,397 愛媛県 松山市 ゆめ　であい　まつやま工房 サービス 飲食業 5%

204,398 愛媛県 松山市 ｈｕｌｏｔ ユロ ｈｕｌｏｔ ユロ 小売業 食料品 5%

204,399 愛媛県 松山市 湯渡町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,400 愛媛県 松山市 洋菓子専門店　ソルシエ 小売業 食料品 5%

204,401 愛媛県 松山市 余戸パークいまい 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,402 愛媛県 松山市 洋食屋 自然 洋食屋  自然 サービス 飲食業 5%

204,403 愛媛県 松山市 ｙｏｇｉｎｉａ サービス その他サービス 5%

204,404 愛媛県 松山市 余戸ＳＳ　篠崎泰夫 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,405 愛媛県 松山市 ラ・ブランシュ 小売業 食料品 5%

204,406 愛媛県 松山市 ラ・ブランシュ 小売業 食料品 5%

204,407 愛媛県 松山市 ラ・ブランシュ　ド・ラ・エ 小売業 食料品 5%

204,408 愛媛県 松山市 らーめん一直　らーめん一直 サービス 飲食業 5%

204,409 愛媛県 松山市 ライダースショップ　サニーロード 小売業 その他小売 5%

204,410 愛媛県 松山市 ライダースショップサニーロード 小売業 その他小売 5%

204,411 愛媛県 松山市 ライフ・アドヴァイス・サービス株式会社 サービス その他サービス 5%

204,412 愛媛県 松山市 ＲＡＶＩＪＯＵＲ 小売業 衣料品 5%

204,413 愛媛県 松山市 ラシュラン サービス 理容・美容業 5%

204,414 愛媛県 松山市 らしんばん　松山店 小売業 その他小売 5%
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204,415 愛媛県 松山市 Ｌｕｃｋ Ｔａｉｌ 西日本 Ｌｕｃｋ Ｔａｉｌ 小売業 その他小売 5%

204,416 愛媛県 松山市 ＲａｂｂｉｔＢａｌｌｏｏｎ 小売業 その他小売 5%

204,417 愛媛県 松山市 Ｌａｐｕａ サービス その他サービス 5%

204,418 愛媛県 松山市 ラポールはなみずき店 小売業 食料品 5%

204,419 愛媛県 松山市 ラポール本店 小売業 食料品 5%

204,420 愛媛県 松山市 らーめんＢＡＲ茜屋 サービス 飲食業 5%

204,421 愛媛県 松山市 ラ ルーチェ サービス その他サービス 5%

204,422 愛媛県 松山市 リーガルシューズ大街道店 小売業 衣料品 2%

204,423 愛媛県 松山市 リーガルシューズ　松山大街道店 小売業 衣料品 5%

204,424 愛媛県 松山市 ｒｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

204,425 愛媛県 松山市 リジェール松山 サービス その他サービス 5%

204,426 愛媛県 松山市 Ｌｉｔｔｌｅ　ＯＷＬ 小売業 衣料品 5%

204,427 愛媛県 松山市 リトルマーメイド　石井店 小売業 食料品 5%

204,428 愛媛県 松山市 リトルマーメイド　別府店 小売業 食料品 5%

204,429 愛媛県 松山市 リトルマーメイド　南江戸店 小売業 食料品 5%

204,430 愛媛県 松山市 リブマックスリゾート奥道後 サービス 宿泊業 5%

204,431 愛媛県 松山市 リフレージュ サービス その他サービス 5%

204,432 愛媛県 松山市 理容タバタ サービス 理容・美容業 5%

204,433 愛媛県 松山市 料理庵　ごんどう サービス 飲食業 5%

204,434 愛媛県 松山市 リラクゼーションサロンこんぺいとうのいえ サービス その他サービス 5%

204,435 愛媛県 松山市 りんろんらん サービス 飲食業 5%

204,436 愛媛県 松山市 Ｌｕａｎａ　ｈａｉｒｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

204,437 愛媛県 松山市 ＲＯＵＴＥ サービス 理容・美容業 5%

204,438 愛媛県 松山市 ルーナ・クレシェンテ サービス 理容・美容業 5%

204,439 愛媛県 松山市 Ｒｏｏｍｙ’ｓ 小売業 衣料品 5%

204,440 愛媛県 松山市 ＲＵＬＵＳ サービス 理容・美容業 5%

204,441 愛媛県 松山市 ル・ル・ル動物病院 サービス その他サービス 5%

204,442 愛媛県 松山市 レクサス松山城北 小売業 その他小売 5%

204,443 愛媛県 松山市 ｓｏａｒ サービス 飲食業 5%

204,444 愛媛県 松山市 レディースファッション　Ｍａ　Ｃｈｅｒｉｅ　三津店 小売業 衣料品 5%

204,445 愛媛県 松山市 Ｌｏ　ａｃｌａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

204,446 愛媛県 松山市 ｌｏａｖｅ サービス 理容・美容業 5%

204,447 愛媛県 松山市 ６?　ＲＯＧＵ? サービス 理容・美容業 5%

204,448 愛媛県 松山市 ．６?　ＲＯＧＵ? サービス 理容・美容業 5%

204,449 愛媛県 松山市 六時屋　道後店 小売業 食料品 5%

204,450 愛媛県 松山市 ｒｏｄａｎ?ｃａｆｆｅ　柳井町店 小売業 食料品 5%

204,451 愛媛県 松山市 炉端松山　ＡＫＩＲＡ４５９　別邸 サービス 飲食業 5%

204,452 愛媛県 松山市 炉ばた料理助格二番町店 サービス 飲食業 5%

204,453 愛媛県 松山市 炉ばた料理助格天山店 サービス 飲食業 5%

204,454 愛媛県 松山市 炉ばた料理助格三番町店 サービス 飲食業 5%

204,455 愛媛県 松山市 炉ばた料理助格湊町店 サービス 飲食業 5%

204,456 愛媛県 松山市 ロベリア松山店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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204,457 愛媛県 松山市 ロマンティックダイナーロコ サービス 飲食業 5%

204,458 愛媛県 松山市 ＹＳＨＯＰ　愛媛県庁　生協売店 小売業 食料品 5%

204,459 愛媛県 松山市 ワイモバイル　松山インター 小売業 電化製品 5%

204,460 愛媛県 松山市 わいんと地酒の店かたやま 小売業 食料品 5%

204,461 愛媛県 松山市 ワインバー　セパージュ サービス 飲食業 5%

204,462 愛媛県 松山市 和気　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,463 愛媛県 松山市 ［ＨＣ］渡辺家電販売（株）おち店 小売業 電化製品 5%

204,464 愛媛県 松山市 渡辺サイクル 小売業 その他小売 5%

204,465 愛媛県 松山市 ＷＡ！ＫＫＡ サービス 飲食業 5%

204,466 愛媛県 松山市 笑酒場いっけん サービス 飲食業 5%

204,467 愛媛県 八幡浜市 アスリートロッカーフジグラン北浜店 小売業 衣料品 5%

204,468 愛媛県 八幡浜市 ａｎｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

204,469 愛媛県 八幡浜市 あわしま堂愛媛本社工場直売所 小売業 食料品 5%

204,470 愛媛県 八幡浜市 出光八幡浜東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,471 愛媛県 八幡浜市 出光八幡浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,472 愛媛県 八幡浜市 エースワン　八幡浜店 小売業 食料品 5%

204,473 愛媛県 八幡浜市 愛媛南部ヤクルト販売　八幡浜センター 小売業 食料品 5%

204,474 愛媛県 八幡浜市 カジタ楽器店 小売業 その他小売 5%

204,475 愛媛県 八幡浜市 月天 サービス 飲食業 5%

204,476 愛媛県 八幡浜市 川之石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,477 愛媛県 八幡浜市 くずし鳥津 イベント用 小売業 食料品 5%

204,478 愛媛県 八幡浜市 コオノヤ 小売業 その他小売 5%

204,479 愛媛県 八幡浜市 Ｊａｚｚ＆Ｃｏｃｋｔａｉｌロン サービス 飲食業 5%

204,480 愛媛県 八幡浜市 旬香 小売業 食料品 5%

204,481 愛媛県 八幡浜市 新町電器 小売業 電化製品 5%

204,482 愛媛県 八幡浜市 ｃｉｅｌ 小売業 衣料品 5%

204,483 愛媛県 八幡浜市 セベルチェ 小売業 衣料品 5%

204,484 愛媛県 八幡浜市 千丈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,485 愛媛県 八幡浜市 八幡浜センチュリーホテル　イトー サービス 宿泊業 5%

204,486 愛媛県 八幡浜市 有限会社　タイヤショップ山中 サービス その他サービス 5%

204,487 愛媛県 八幡浜市 谷本蒲鉾店 小売業 食料品 5%

204,488 愛媛県 八幡浜市 つるや八幡浜店 小売業 衣料品 5%

204,489 愛媛県 八幡浜市 トータルファッションアサイ 小売業 衣料品 5%

204,490 愛媛県 八幡浜市 トヨタカローラ愛媛八幡浜店 小売業 その他小売 5%

204,491 愛媛県 八幡浜市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 保内店 小売業 その他小売 5%

204,492 愛媛県 八幡浜市 ナカタ電器 小売業 電化製品 5%

204,493 愛媛県 八幡浜市 ネッツトヨタ愛媛Ｊ．Ｓｐｏｔ八幡浜 小売業 その他小売 5%

204,494 愛媛県 八幡浜市 ハタダ八幡浜店 小売業 食料品 5%

204,495 愛媛県 八幡浜市 ハーバープラザホテル サービス 宿泊業 5%

204,496 愛媛県 八幡浜市 明屋書店　八幡浜店 小売業 その他小売 5%

204,497 愛媛県 八幡浜市 ビューティーサロンレナ サービス 理容・美容業 5%

204,498 愛媛県 八幡浜市 二神自動車工業 サービス その他サービス 5%
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204,499 愛媛県 八幡浜市 仏壇・仏具　竹内商店 小売業 家具・調度品 5%

204,500 愛媛県 八幡浜市 ブティック　イノウエ 小売業 衣料品 5%

204,501 愛媛県 八幡浜市 Ｈａｉｒ　Ｔ?ｋａ サービス 理容・美容業 5%

204,502 愛媛県 八幡浜市 ペガサス・フレンディ サービス その他サービス 5%

204,503 愛媛県 八幡浜市 保内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,504 愛媛県 八幡浜市 ｍａｃ保内店 小売業 その他小売 5%

204,505 愛媛県 八幡浜市 ママイクコ　八幡浜 小売業 その他小売 5%

204,506 愛媛県 八幡浜市 丸栄蒲鉾本舗 小売業 食料品 5%

204,507 愛媛県 八幡浜市 コダテル サービス その他サービス 5%

204,508 愛媛県 八幡浜市 ミモザ　フジグラン北浜店 小売業 衣料品 5%

204,509 愛媛県 八幡浜市 宮内　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,510 愛媛県 八幡浜市 メンズショップ ミハト 小売業 衣料品 5%

204,511 愛媛県 八幡浜市 八千代電気商会 小売業 電化製品 5%

204,512 愛媛県 八幡浜市 八幡浜駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,513 愛媛県 八幡浜市 八幡浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,514 愛媛県 八幡浜市 セブン－イレブン八幡浜産業通店 小売業 食料品 2%

204,515 愛媛県 八幡浜市 八幡浜センチュリーホテルイトー サービス 宿泊業 5%

204,516 愛媛県 八幡浜市 八幡浜センチュリーホテルイトー サービス 宿泊業 5%

204,517 愛媛県 八幡浜市 八幡浜ひまわり代行 サービス 運輸業 5%

204,518 愛媛県 八幡浜市 有 徳松 どーや市場店 小売業 食料品 5%

204,519 愛媛県 八幡浜市 レゾン・ドゥ・ビーブル 小売業 衣料品 5%

204,520 高知県 安芸市 赤野橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,521 高知県 安芸市 安芸ＳＳ　有限会社並村石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,522 高知県 安芸市 安芸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,523 高知県 安芸市 伊尾木ＳＳ　藤田石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,524 高知県 安芸市 伊尾木ステーションゲストハウス サービス その他サービス 5%

204,525 高知県 安芸市 出光安芸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,526 高知県 安芸市 ウィッティはっとり 小売業 電化製品 5%

204,527 高知県 安芸市 上田電器 小売業 電化製品 5%

204,528 高知県 安芸市 大野自動車 サービス その他サービス 5%

204,529 高知県 安芸市 ギフトのさとう 小売業 その他小売 5%

204,530 高知県 安芸市 ｃｕｓｕ サービス 理容・美容業 5%

204,531 高知県 安芸市 高知トヨタ自動車安芸店 小売業 その他小売 5%

204,532 高知県 安芸市 佐野屋 安芸店 小売業 食料品 5%

204,533 高知県 安芸市 サンシャイン　港町店 小売業 食料品 5%

204,534 高知県 安芸市 サンシャイン　ランド店 小売業 食料品 2%

204,535 高知県 安芸市 ジャンプタブチ 小売業 電化製品 5%

204,536 高知県 安芸市 ｃｈｏｕｃｈｏｕ 小売業 衣料品 5%

204,537 高知県 安芸市 谷川時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

204,538 高知県 安芸市 トヨタカローラ高知安芸店 小売業 その他小売 5%

204,539 高知県 安芸市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 安芸店 小売業 その他小売 5%

204,540 高知県 安芸市 ネッツトヨタ高知安芸店 小売業 その他小売 5%
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204,541 高知県 安芸市 ホームセンター　マルニ　安芸店 小売業 その他小売 5%

204,542 高知県 安芸市 ｍａｃ安芸店 小売業 その他小売 5%

204,543 高知県 安芸市 Ｍａ　Ｒｏｏｍ サービス その他サービス 5%

204,544 高知県 安芸市 よどやドラッグ安芸駅前店 小売業 その他小売 5%

204,545 高知県 いの町 出光伊野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,546 高知県 いの町 伊野ＳＳ　土居石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,547 高知県 いの町 伊野　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,548 高知県 いの町 伊野ＳＳ　有限会社和田燃料店 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,549 高知県 いの町 有限会社伊野工材 小売業 その他小売 5%

204,550 高知県 いの町 Ｖｉｖａｃｅｆｏｇｌｉａ サービス 理容・美容業 5%

204,551 高知県 いの町 ウィッティ・おかべ 小売業 電化製品 5%

204,552 高知県 いの町 Ａコープ上八川 小売業 その他小売 5%

204,553 高知県 いの町 Ａコープ下八川 小売業 その他小売 5%

204,554 高知県 いの町 ａｕショップサニーアクシスいの 小売業 その他小売 2%

204,555 高知県 いの町 枝川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,556 高知県 いの町 大内　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,557 高知県 いの町 カリッジュいの店 小売業 食料品 5%

204,558 高知県 いの町 神谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,559 高知県 いの町 伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

204,560 高知県 いの町 ごはん家いの サービス 飲食業 5%

204,561 高知県 いの町 ごはん家いの サービス 飲食業 5%

204,562 高知県 いの町 笹岡鋏製作所 小売業 電化製品 5%

204,563 高知県 いの町 サニーアクシス　いの店 小売業 食料品 5%

204,564 高知県 いの町 サニーマート　伊野店 小売業 食料品 5%

204,565 高知県 いの町 サンシャイン　ラヴィーナ店 小売業 食料品 5%

204,566 高知県 いの町 サンプラザ　新鮮館　天王 小売業 食料品 2%

204,567 高知県 いの町 寿し一貫 いの店 サービス 飲食業 5%

204,568 高知県 いの町 土佐和紙工芸村　くらうど サービス 飲食業 5%

204,569 高知県 いの町 とまと書房　天王店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

204,570 高知県 いの町 パナタウンなかがわ 小売業 電化製品 5%

204,571 高知県 いの町 パルテたにぐち 小売業 電化製品 5%

204,572 高知県 いの町 ブランヘアー サービス 理容・美容業 5%

204,573 高知県 いの町 ホームセンターウッディ　南館 小売業 家具・調度品 5%

204,574 高知県 いの町 ホームセンターウッディ本館 小売業 家具・調度品 5%

204,575 高知県 いの町 有限会社西森自動車 サービス その他サービス 5%

204,576 高知県 いの町 夢美屋 小売業 その他小売 5%

204,577 高知県 いの町 レストパークいの サービス 飲食業 5%

204,578 高知県 いの町 ロード　ボッシェ 小売業 衣料品 5%

204,579 高知県 馬路村 馬路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,580 高知県 馬路村 魚梁瀬　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,581 高知県 大月町 出光浦尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,582 高知県 大月町 出光大月ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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204,583 高知県 大月町 大月　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,584 高知県 大月町 桜カフェ サービス 飲食業 5%

204,585 高知県 大月町 ピノッキオ＆力豚バル サービス 飲食業 5%

204,586 高知県 大月町 力豚バル サービス 飲食業 5%

204,587 高知県 大豊町 出光大豊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,588 高知県 大豊町 大田口カフェ サービス 飲食業 5%

204,589 高知県 大豊町 お山の宿　みちつじ サービス 宿泊業 5%

204,590 高知県 大豊町 お山の宿　みちつじ サービス 宿泊業 5%

204,591 高知県 大豊町 末広　おおとよ店 小売業 食料品 5%

204,592 高知県 大豊町 豊永東　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,593 高知県 大豊町 水遊び ガルバンゾ サービス その他サービス 5%

204,594 高知県 大豊町 Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅｂｏｒｏ－ｙａ サービス その他サービス 5%

204,595 高知県 越知町 出光越知ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,596 高知県 越知町 越知　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,597 高知県 越知町 小僧寿し 越知店 サービス 飲食業 5%

204,598 高知県 越知町 佐野屋 越知店 小売業 食料品 5%

204,599 高知県 越知町 サンプラザ　越知店 小売業 食料品 5%

204,600 高知県 越知町 土佐越知ＳＳ　中山石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,601 高知県 越知町 まいどおおきに市場キリン 小売業 その他小売 5%

204,602 高知県 越知町 有限会社古味商店 小売業 衣料品 5%

204,603 高知県 香美市 癒しの湯宿　龍河温泉 サービス 宿泊業 5%

204,604 高知県 香美市 Ａコープ香北店 小売業 その他小売 5%

204,605 高知県 香美市 大栃　給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,606 高知県 香美市 カフェダイニング　マリソル サービス 飲食業 5%

204,607 高知県 香美市 香北観光タクシー 本社 サービス 運輸業 5%

204,608 高知県 香美市 セブン－イレブン香美八王子宮前店 小売業 食料品 2%

204,609 高知県 香美市 ＫＡＲＡＯＫＥ　ＣＬＵＢ　ｙｏｕ サービス 飲食業 5%

204,610 高知県 香美市 佐野屋　土佐山田店 小売業 食料品 5%

204,611 高知県 香美市 ３８　ｐｈｙｔｏ　ｌａｂ． 小売業 その他小売 5%

204,612 高知県 香美市 繁藤ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,613 高知県 香美市 セブン－イレブン土佐山田町西本町店 小売業 食料品 2%

204,614 高知県 香美市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 美良布店 小売業 その他小売 5%

204,615 高知県 香美市 バリューあけぼの店 小売業 食料品 5%

204,616 高知県 香美市 バリューかがみの店 小売業 食料品 5%

204,617 高知県 香美市 バリューノア店 小売業 食料品 5%

204,618 高知県 香美市 ＶＡＮクリーニング　かがみの店 サービス その他サービス 5%

204,619 高知県 香美市 美良布　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,620 高知県 香美市 平家の茶屋 サービス 飲食業 5%

204,621 高知県 香美市 木蔵高知 小売業 家具・調度品 5%

204,622 高知県 香美市 ほっと平山 サービス 宿泊業 5%

204,623 高知県 香美市 ｍａｃ美良布店 小売業 その他小売 5%

204,624 高知県 香美市 マルオカ時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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204,625 高知県 香美市 マルニ　山田店 小売業 その他小売 5%

204,626 高知県 香美市 焼肉ソウル サービス 飲食業 5%

204,627 高知県 香美市 焼肉大門 サービス 飲食業 5%

204,628 高知県 香美市 有限会社　田村電器 小売業 電化製品 5%

204,629 高知県 香美市 夢の温泉 サービス 宿泊業 5%

204,630 高知県 香美市 香美堂施術院 サービス 理容・美容業 5%

204,631 高知県 北川村 北川村温泉　ゆずの宿 サービス 宿泊業 5%

204,632 高知県 黒潮町 大方町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,633 高知県 黒潮町 クボタデンキ 小売業 電化製品 5%

204,634 高知県 黒潮町 Ｇｒａｎｄ　Ｖｅｌｏ 小売業 その他小売 5%

204,635 高知県 黒潮町 ＣｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇＳｔｕｄｉｏＢＯＤＹＷＩＳＥ サービス その他サービス 5%

204,636 高知県 黒潮町 サニーマートＦＣ　みやたエイトさが店 小売業 食料品 5%

204,637 高知県 黒潮町 シバサキ電器 小売業 電化製品 5%

204,638 高知県 黒潮町 シャロットファーム 小売業 衣料品 5%

204,639 高知県 黒潮町 ［ＨＣ］でんきのしきち 小売業 電化製品 5%

204,640 高知県 黒潮町 土佐佐賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,641 高知県 黒潮町 土佐佐賀温泉こぶしのさと サービス 宿泊業 5%

204,642 高知県 黒潮町 ネスト・ウエストガーデン土佐 サービス 宿泊業 5%

204,643 高知県 黒潮町 ノブサーフギャラリー 小売業 その他小売 5%

204,644 高知県 黒潮町 ホームセンターマルニ大方店 小売業 家具・調度品 5%

204,645 高知県 黒潮町 民宿たかはま サービス その他サービス 5%

204,646 高知県 黒潮町 よしもとでんき 小売業 電化製品 5%

204,647 高知県 黒潮町 よどやドラッグ　大方店 小売業 その他小売 5%

204,648 高知県 芸西村 サンシャイン　芸西店 小売業 食料品 5%

204,649 高知県 芸西村 ＶＡＮクリーニング　芸西店 サービス その他サービス 5%

204,650 高知県 高知市 アートズー土佐道路ＳＳ　弘田生コンクリート株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,651 高知県 高知市 ＡｒｂＲｅ【アーブレ】 サービス その他サービス 5%

204,652 高知県 高知市 あいほん屋　高知東店 小売業 その他小売 5%

204,653 高知県 高知市 あいほん屋 高知西店 小売業 その他小売 5%

204,654 高知県 高知市 アイユート 小売業 貴金属・服飾品 5%

204,655 高知県 高知市 Ｉｒｉｅ　【アイリー】 サービス 理容・美容業 5%

204,656 高知県 高知市 Ｉｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

204,657 高知県 高知市 あおき屋 サービス 飲食業 5%

204,658 高知県 高知市 青柳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,659 高知県 高知市 赤から高知高そね店 サービス 飲食業 5%

204,660 高知県 高知市 あき　インテリアスペース 小売業 その他小売 5%

204,661 高知県 高知市 秋山酒店 小売業 食料品 5%

204,662 高知県 高知市 秋山自転車商会 小売業 その他小売 5%

204,663 高知県 高知市 覚家 サービス 飲食業 5%

204,664 高知県 高知市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｈｅａｒｔｓ高知 サービス 理容・美容業 5%

204,665 高知県 高知市 曙町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,666 高知県 高知市 旭タクシー ５１０ サービス 運輸業 5%
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204,667 高知県 高知市 アシスト薊野 小売業 その他小売 5%

204,668 高知県 高知市 サロンＬＯＯＰ サービス 理容・美容業 5%

204,669 高知県 高知市 アタゴ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,670 高知県 高知市 ＵＰＵＰ サービス 飲食業 5%

204,671 高知県 高知市 古着屋Ａｄｉｏ 小売業 衣料品 5%

204,672 高知県 高知市 アドおおはら 小売業 電化製品 5%

204,673 高知県 高知市 アトミック サービス 理容・美容業 5%

204,674 高知県 高知市 編み物工房ｃｏｆｆｅｅｃｈａｎ サービス その他サービス 5%

204,675 高知県 高知市 アルアロマ サービス その他サービス 5%

204,676 高知県 高知市 ＲＴ　ｑｕａｒｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

204,677 高知県 高知市 ＲＴ　ＨＡＩＲＣＲＥＡＴＩＯＮｑｕ サービス 理容・美容業 5%

204,678 高知県 高知市 ＲＴ　ＨＡＩＲＣＲＥＡＴＩＯＮｏｂ サービス 理容・美容業 5%

204,679 高知県 高知市 ＲＴ　ＨＡＩＲＣＲＥＡＴＩＯＮｆｌ サービス 理容・美容業 5%

204,680 高知県 高知市 ＲＴＨＡＩＲ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　Ａｘｅｓ サービス 理容・美容業 5%

204,681 高知県 高知市 ＲＴＨＡＩＲ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ｏｂｊｅ サービス 理容・美容業 5%

204,682 高知県 高知市 ＲＴ　ＨＡＩＲＣＲＥＡＴＩＯＮＡｘ サービス 理容・美容業 5%

204,683 高知県 高知市 Ａｌｂｅｒｏ【アルベロ】 サービス 理容・美容業 5%

204,684 高知県 高知市 アロックス 小売業 電化製品 5%

204,685 高知県 高知市 Ｅｎｃｈａｎｔ＇ｅ【アンシャンテ】 サービス 理容・美容業 5%

204,686 高知県 高知市 ａｎｄｐｈｏｔｏ サービス その他サービス 5%

204,687 高知県 高知市 活海老　貝　卸の店　うみさち 小売業 食料品 5%

204,688 高知県 高知市 居酒屋　中洲 サービス 飲食業 5%

204,689 高知県 高知市 居酒屋　ハイカラ　万々店 サービス 飲食業 5%

204,690 高知県 高知市 居酒家駱駝 サービス 飲食業 5%

204,691 高知県 高知市 イシモトサイクル 小売業 その他小売 5%

204,692 高知県 高知市 居食倶楽部旬家 サービス 飲食業 5%

204,693 高知県 高知市 いせごアーザ 小売業 衣料品 5%

204,694 高知県 高知市 伊勢崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,695 高知県 高知市 イソップの台所 サービス 飲食業 5%

204,696 高知県 高知市 イタリアンバールサルーテ サービス 飲食業 5%

204,697 高知県 高知市 伊太利屋　高知店 小売業 衣料品 5%

204,698 高知県 高知市 いちご野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,699 高知県 高知市 一期人会とうふ家追手筋店 サービス 飲食業 5%

204,700 高知県 高知市 一汁三菜 青柳店 サービス 飲食業 5%

204,701 高知県 高知市 一汁三菜 帯屋町店 サービス 飲食業 5%

204,702 高知県 高知市 一汁三菜 高知ｲﾝﾀｰ店 サービス 飲食業 5%

204,703 高知県 高知市 一汁三菜 百石店 サービス 飲食業 5%

204,704 高知県 高知市 一汁三菜食堂 福井店 サービス 飲食業 5%

204,705 高知県 高知市 一宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,706 高知県 高知市 一宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,707 高知県 高知市 ｉｄｅａｌ サービス 理容・美容業 5%

204,708 高知県 高知市 出光一宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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204,709 高知県 高知市 出光大津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,710 高知県 高知市 出光高知南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,711 高知県 高知市 出光桜馬場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,712 高知県 高知市 出光仁井田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,713 高知県 高知市 芋屋金次郎卸団地店 小売業 食料品 5%

204,714 高知県 高知市 癒しのサロン月ノ詠 サービス 理容・美容業 5%

204,715 高知県 高知市 ＩＭＰＬＡＮＴ 小売業 その他小売 5%

204,716 高知県 高知市 Ｖｉｒｇｏｗｌ サービス 理容・美容業 5%

204,717 高知県 高知市 ＶＡＬＥＲＩＡＮ 小売業 食料品 5%

204,718 高知県 高知市 Ｖｉｖａｃｅｆｉｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

204,719 高知県 高知市 Ｖｉｖａｃｅｌｅｇａｒｓｉ サービス 理容・美容業 5%

204,720 高知県 高知市 Ｖｉｖｉｅａｎ　Ｖｅｒｄｅ サービス 理容・美容業 5%

204,721 高知県 高知市 ヴィヴィアンロッソ サービス 理容・美容業 5%

204,722 高知県 高知市 ｗ／ｏ　ｓｔａｎｄ　高知 サービス 飲食業 5%

204,723 高知県 高知市 ウィッティ大宮 小売業 電化製品 5%

204,724 高知県 高知市 ウィッティ穂積電器福井店 小売業 電化製品 5%

204,725 高知県 高知市 ウェルカムホテル高知 サービス 宿泊業 5%

204,726 高知県 高知市 ｗａｌｋ　ｉｎｎつるや　１Ｆ 小売業 衣料品 5%

204,727 高知県 高知市 ｗａｌｋ　ｉｎｎつるや　２Ｆ 小売業 衣料品 5%

204,728 高知県 高知市 潮電気商会 小売業 電化製品 5%

204,729 高知県 高知市 ｕｔｓｕｗａ　Ｓ＋ 小売業 その他小売 5%

204,730 高知県 高知市 Ｕｎａｇｉ　Ｄｉｎｉｎｇという選択 サービス 飲食業 5%

204,731 高知県 高知市 ＵＦウフ 小売業 その他小売 5%

204,732 高知県 高知市 ＵＭＡＪＩ 小売業 食料品 5%

204,733 高知県 高知市 Ｅｕｒｅｋａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

204,734 高知県 高知市 エースワン　朝倉店 小売業 食料品 5%

204,735 高知県 高知市 エースワン　潮江店 小売業 食料品 5%

204,736 高知県 高知市 エースワン　神田店 小売業 食料品 5%

204,737 高知県 高知市 エースワン　高知駅前店 小売業 食料品 5%

204,738 高知県 高知市 エースワン　御座店 小売業 食料品 5%

204,739 高知県 高知市 エースワン　秦泉寺店 小売業 食料品 5%

204,740 高知県 高知市 エースワン　十津店 小売業 食料品 5%

204,741 高知県 高知市 エースワン　横内店 小売業 食料品 5%

204,742 高知県 高知市 エーマックス　一宮店 小売業 食料品 5%

204,743 高知県 高知市 エーマックス　横浜店 小売業 食料品 5%

204,744 高知県 高知市 ｅｃｏｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

204,745 高知県 高知市 エステ　ドゥ　シャンゼ サービス 理容・美容業 5%

204,746 高知県 高知市 ＳＢＳ高知 小売業 その他小売 5%

204,747 高知県 高知市 エスプリ サービス 理容・美容業 5%

204,748 高知県 高知市 エックススポーツ サービス その他サービス 5%

204,749 高知県 高知市 絵本と雑貨カフェ　パノラマ サービス 飲食業 5%

204,750 高知県 高知市 エム・デンキ 小売業 電化製品 5%
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204,751 高知県 高知市 Ｍ２　ｂｙ　ｓｅｎｓｏｕｎｉｃｏ　高知店 小売業 衣料品 5%

204,752 高知県 高知市 ＭＹＢ美容室 サービス 理容・美容業 5%

204,753 高知県 高知市 エメフィールｂｙソックコウベ　高知帯屋町 小売業 貴金属・服飾品 5%

204,754 高知県 高知市 ａｕショップ　瀬戸 小売業 電化製品 5%

204,755 高知県 高知市 ａｕショップ　瀬戸 小売業 電化製品 5%

204,756 高知県 高知市 ゑり吉 小売業 その他小売 5%

204,757 高知県 高知市 ＥＲＩＭＯＳＵ 小売業 衣料品 5%

204,758 高知県 高知市 エルマーナ サービス 理容・美容業 5%

204,759 高知県 高知市 ｅｎｎｅ サービス 理容・美容業 5%

204,760 高知県 高知市 ＥＮ　ＨＯＳＴＥＬ＆　ＢＥＲ サービス 宿泊業 5%

204,761 高知県 高知市 おいしいごはん本舗 サービス 飲食業 5%

204,762 高知県 高知市 オウデン 小売業 電化製品 5%

204,763 高知県 高知市 オオタケ　高知営業所 小売業 その他小売 5%

204,764 高知県 高知市 オートショップ大久保 サービス その他サービス 5%

204,765 高知県 高知市 ＡＵＴＯ・ＳＰＥＣ サービス その他サービス 5%

204,766 高知県 高知市 オートバリスタ サービス その他サービス 5%

204,767 高知県 高知市 大西時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

204,768 高知県 高知市 大橋通りの良心市 大橋通り店 小売業 食料品 5%

204,769 高知県 高知市 オーベルジュ　土佐山 サービス 宿泊業 5%

204,770 高知県 高知市 沖本モーターサービス サービス その他サービス 5%

204,771 高知県 高知市 ＯＫＹＡＫＵ 小売業 衣料品 5%

204,772 高知県 高知市 お好み焼 みち サービス 飲食業 5%

204,773 高知県 高知市 株式会社おしゃれサロンＴｉＭＥＳ サービス 理容・美容業 5%

204,774 高知県 高知市 おしゃれサロンＴｉＭＥＳ 株式会社おしゃれサロンＴｉＭＥＳ サービス 理容・美容業 5%

204,775 高知県 高知市 おしゃれショップ　みどりや 小売業 衣料品 5%

204,776 高知県 高知市 お宝市場満Ｑ葛島店 小売業 その他小売 5%

204,777 高知県 高知市 小谷陶器店 小売業 その他小売 5%

204,778 高知県 高知市 お茶　ｄｅ　ちっちゃ　お茶ｄｅちっちゃ サービス 飲食業 5%

204,779 高知県 高知市 お花の専門店　フローリストＪＯＹ　配達用 小売業 その他小売 5%

204,780 高知県 高知市 オリエントホテル高知 サービス 宿泊業 5%

204,781 高知県 高知市 オリエントホテル高知／Ｊ＆Ｊギフト サービス その他サービス 5%

204,782 高知県 高知市 オリエントホテル高知／Ｊ＆Ｊギフト サービス その他サービス 5%

204,783 高知県 高知市 オリックスレンタカー高知駅前店 サービス その他サービス 2%

204,784 高知県 高知市 オリックスレンタカー高知葛島店 サービス その他サービス 2%

204,785 高知県 高知市 オレンジベア百石店 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,786 高知県 高知市 ガーデンショップ野の花 小売業 その他小売 5%

204,787 高知県 高知市 ガーデンレストラン あじさい街道 サービス 飲食業 5%

204,788 高知県 高知市 海鮮居酒屋龍馬屋 サービス 飲食業 5%

204,789 高知県 高知市 海鮮食材販売いけや 海鮮食材販売いけや 小売業 食料品 5%

204,790 高知県 高知市 カギヤマ御座店 小売業 その他小売 5%

204,791 高知県 高知市 カギヤマ本店 小売業 その他小売 5%

204,792 高知県 高知市 ガクヤ サービス 飲食業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

204,793 高知県 高知市 隠れ家　洞窟 サービス 飲食業 5%

204,794 高知県 高知市 菓子工房うらやか 小売業 食料品 5%

204,795 高知県 高知市 カジュアルスタイリッシュバー　ＭＯＮＡ サービス 飲食業 5%

204,796 高知県 高知市 風と月 サービス 飲食業 5%

204,797 高知県 高知市 風待食堂 サービス 飲食業 5%

204,798 高知県 高知市 ガッティーナ サービス 飲食業 5%

204,799 高知県 高知市 桂自動車 サービス その他サービス 5%

204,800 高知県 高知市 金沢鞄店 小売業 貴金属・服飾品 5%

204,801 高知県 高知市 Ｃａｆｅ　ａｉｍＵ サービス 飲食業 5%

204,802 高知県 高知市 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ＳＨＥＬＥＴＲ サービス 飲食業 5%

204,803 高知県 高知市 ｃａｆｅ　ｂａｒ　ＳＡＭＡＳＡＭＡ サービス 飲食業 5%

204,804 高知県 高知市 Ｃａｆｅリエイゾン サービス 飲食業 5%

204,805 高知県 高知市 カフェレストアルファ 万々店 サービス 飲食業 5%

204,806 高知県 高知市 カフェレストアルファ 土佐道路店 サービス 飲食業 5%

204,807 高知県 高知市 Ｃａｆｅ Ｒｅｓｔ 柊 サービス 飲食業 5%

204,808 高知県 高知市 カフェレストラン　カンフーレ サービス 飲食業 5%

204,809 高知県 高知市 株式会社　四国パイプクリーナー サービス その他サービス 5%

204,810 高知県 高知市 宇佐ショッピングセンター　春野支店 小売業 食料品 5%

204,811 高知県 高知市 株式会社エレパ 小売業 電化製品 5%

204,812 高知県 高知市 株式会社コーチドゥーク・オーディオ サービス その他サービス 5%

204,813 高知県 高知市 株式会社城西館 サービス 宿泊業 5%

204,814 高知県 高知市 Ｃａｐｒｏｎｅ【カプローネ】 サービス 理容・美容業 5%

204,815 高知県 高知市 髪切倶楽部 サービス 理容・美容業 5%

204,816 高知県 高知市 香美堂施術院 サービス その他サービス 5%

204,817 高知県 高知市 上町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,818 高知県 高知市 Ｃａｍｙｕｉ サービス 理容・美容業 5%

204,819 高知県 高知市 唐揚げ専門店ＴＯＲＩＣＯ サービス 飲食業 5%

204,820 高知県 高知市 からだりせっと　ｆｏｒｓｃｈ サービス その他サービス 5%

204,821 高知県 高知市 Ｃａｌｍｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

204,822 高知県 高知市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋高知インター店 サービス 飲食業 2%

204,823 高知県 高知市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋高知土佐道路店 サービス 飲食業 2%

204,824 高知県 高知市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋高知パワーセンター店 サービス 飲食業 2%

204,825 高知県 高知市 ガレージタニグチ 小売業 その他小売 5%

204,826 高知県 高知市 河合塾マナビスはりまや校 サービス その他サービス 2%

204,827 高知県 高知市 川口　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,828 高知県 高知市 菊寿し　帯屋町店 サービス 飲食業 5%

204,829 高知県 高知市 菊寿し　本店 小売業 食料品 5%

204,830 高知県 高知市 菊寿し別館 サービス 飲食業 5%

204,831 高知県 高知市 ＫＩＫＯＮＩＳＩＳＫＯ 小売業 家具・調度品 5%

204,832 高知県 高知市 喜多方ラーメン　六泉寺店 サービス 飲食業 5%

204,833 高知県 高知市 北本町ＳＳ　明神石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,834 高知県 高知市 ギフトプラン?カリテ? 小売業 その他小売 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

204,835 高知県 高知市 キャピックコウチ サービス その他サービス 5%

204,836 高知県 高知市 キヨウエイシヨウテン 小売業 衣料品 5%

204,837 高知県 高知市 共栄商店 小売業 衣料品 5%

204,838 高知県 高知市 業務スーパー高須店 小売業 食料品 2%

204,839 高知県 高知市 業務スーパー南川添店 小売業 食料品 2%

204,840 高知県 高知市 業務用食品スーパー　朝倉店 小売業 食料品 5%

204,841 高知県 高知市 業務用食品スーパ－　一宮店 小売業 食料品 5%

204,842 高知県 高知市 業務用食品スーパープロマート百石 小売業 食料品 5%

204,843 高知県 高知市 ＫＩＬＩＧ　ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

204,844 高知県 高知市 Ｑｕｉｌｔ－Ｑｕｉｌｔ 小売業 衣料品 5%

204,845 高知県 高知市 ぎんなんはなれ サービス 飲食業 5%

204,846 高知県 高知市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ高知御座店 小売業 その他小売 5%

204,847 高知県 高知市 くま酒場 サービス 飲食業 5%

204,848 高知県 高知市 ｃｌａｒａ?ｃｒａｆｔ  ｃｌａｒａ?ｃｒａｆｔ 小売業 その他小売 5%

204,849 高知県 高知市 クリスティ 小売業 衣料品 5%

204,850 高知県 高知市 クリップ 小売業 衣料品 5%

204,851 高知県 高知市 黒岩観光みやげセンター 小売業 家具・調度品 5%

204,852 高知県 高知市 Ｃｈｌｏｅ サービス 理容・美容業 5%

204,853 高知県 高知市 ＣｌｏｖｅｒＯｆｆｉｃｅ サービス その他サービス 5%

204,854 高知県 高知市 黒潮石油ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,855 高知県 高知市 ＣＲＯＳＳ ＳＴＹＬＥ ＫＯＣＨＩ クロススタイル高知 小売業 その他小売 5%

204,856 高知県 高知市 ＣＲＯＤＧＥ サービス 理容・美容業 5%

204,857 高知県 高知市 Ｋｅｉ 小売業 衣料品 5%

204,858 高知県 高知市 経友会 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,859 高知県 高知市 ケーキ　カフェ　　１２か月 サービス 飲食業 5%

204,860 高知県 高知市 ケーキカフェ　ノエル サービス 飲食業 5%

204,861 高知県 高知市 化粧品のみやむら 小売業 その他小売 5%

204,862 高知県 高知市 ＫＥＮＯＭＩＫＡ サービス 理容・美容業 5%

204,863 高知県 高知市 源三　帯屋町店 サービス 飲食業 5%

204,864 高知県 高知市 幸崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,865 高知県 高知市 孝心堂眼鏡院 小売業 貴金属・服飾品 5%

204,866 高知県 高知市 合田呉服寝具店 小売業 衣料品 5%

204,867 高知県 高知市 Ｋｏｃｈｉ　ｉｃｅ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

204,868 高知県 高知市 高知イースト　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,869 高知県 高知市 セブン－イレブン高知和泉町店 小売業 食料品 2%

204,870 高知県 高知市 セブン－イレブン高知稲荷町店 小売業 食料品 2%

204,871 高知県 高知市 セブン－イレブン高知駅北店 小売業 食料品 2%

204,872 高知県 高知市 高知駅前　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,873 高知県 高知市 高知駅前観光　本社 サービス 運輸業 5%

204,874 高知県 高知市 高知駅前通 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,875 高知県 高知市 高知駅前ハイヤー　本社 サービス 運輸業 5%

204,876 高知県 高知市 高知オーディオハムセンター 小売業 電化製品 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

204,877 高知県 高知市 セブン－イレブン高知葛島４丁目店 小売業 食料品 2%

204,878 高知県 高知市 セブン－イレブン高知神田西店 小売業 食料品 2%

204,879 高知県 高知市 セブン－イレブン高知河ノ瀬町店 小売業 食料品 2%

204,880 高知県 高知市 セブン－イレブン高知菜園場町店 小売業 食料品 2%

204,881 高知県 高知市 高知サンライズホテル サービス 宿泊業 5%

204,882 高知県 高知市 セブン－イレブン高知城前店 小売業 食料品 2%

204,883 高知県 高知市 セブン－イレブン高知杉井流店 小売業 食料品 2%

204,884 高知県 高知市 こうち生協　サービス事業部 小売業 食料品 5%

204,885 高知県 高知市 セブン－イレブン高知瀬戸南町１丁目店 小売業 食料品 2%

204,886 高知県 高知市 高知トヨタ自動車土佐道路店 小売業 その他小売 5%

204,887 高知県 高知市 高知トヨタ自動車トヨタＵ－Ｃａｒステーション 小売業 その他小売 5%

204,888 高知県 高知市 高知トヨタ自動車本店 小売業 その他小売 5%

204,889 高知県 高知市 高知トヨタ自動車レクサス高知 小売業 その他小売 5%

204,890 高知県 高知市 高知トヨペットヴィユ－あさくら 小売業 その他小売 5%

204,891 高知県 高知市 高知トヨペット卸団地本店 小売業 その他小売 5%

204,892 高知県 高知市 セブン－イレブン高知萩町店 小売業 食料品 2%

204,893 高知県 高知市 高知パーリーゲイツ 小売業 その他小売 5%

204,894 高知県 高知市 セブン－イレブン高知はりまや町３丁目店 小売業 食料品 2%

204,895 高知県 高知市 高知ビジネスホテル別館 サービス 宿泊業 5%

204,896 高知県 高知市 高知プリンスホテル サービス 宿泊業 5%

204,897 高知県 高知市 セブン－イレブン高知本町２丁目店 小売業 食料品 2%

204,898 高知県 高知市 高知ヤマワ 小売業 衣料品 5%

204,899 高知県 高知市 セブン－イレブン高知吉田町店 小売業 食料品 2%

204,900 高知県 高知市 高知龍馬ホテル サービス 宿泊業 5%

204,901 高知県 高知市 セブン－イレブン高知若草町店 小売業 食料品 2%

204,902 高知県 高知市 コーベリヤ １ 小売業 その他小売 5%

204,903 高知県 高知市 穀物學校 サービス 飲食業 5%

204,904 高知県 高知市 隠れ家　萬坊 サービス 飲食業 5%

204,905 高知県 高知市 児島屋 小売業 衣料品 5%

204,906 高知県 高知市 個人　川村タクシー サービス 運輸業 5%

204,907 高知県 高知市 個人タクシー山西観光 サービス 運輸業 5%

204,908 高知県 高知市 小僧寿し 薊野店 サービス 飲食業 5%

204,909 高知県 高知市 小僧寿し 桟橋通り店 サービス 飲食業 5%

204,910 高知県 高知市 小僧寿し 土佐ﾛｰﾄﾞ店 サービス 飲食業 5%

204,911 高知県 高知市 ｃｏｔｏ　ｃｏｔｏ【コトコト】 サービス 理容・美容業 5%

204,912 高知県 高知市 ｃｏｔｏ　ｃｏｔｏ【コトコト】 サービス 理容・美容業 5%

204,913 高知県 高知市 寿町ＳＳ　富士産業株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,914 高知県 高知市 小春食堂 サービス 飲食業 5%

204,915 高知県 高知市 コピーマック高知本店 サービス その他サービス 5%

204,916 高知県 高知市 コープ　かもべ 小売業 食料品 5%

204,917 高知県 高知市 コープ　よしだ 小売業 食料品 5%

204,918 高知県 高知市 コマドリ　卸団地店 小売業 その他小売 5%
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※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

204,919 高知県 高知市 コマドリはりまや店 小売業 その他小売 5%

204,920 高知県 高知市 コミベーカリー 小売業 食料品 5%

204,921 高知県 高知市 コミューン　二番街 小売業 衣料品 5%

204,922 高知県 高知市 古民家カフェ　土佐水木 サービス 飲食業 5%

204,923 高知県 高知市 ＣＯＬＯＮ サービス 飲食業 5%

204,924 高知県 高知市 ゴン動物病院 サービス その他サービス 5%

204,925 高知県 高知市 サイクル　タカハシ 小売業 その他小売 5%

204,926 高知県 高知市 サウスブリーズホテル サービス 宿泊業 5%

204,927 高知県 高知市 さくや 小売業 衣料品 5%

204,928 高知県 高知市 酒と肴　鱗 サービス 飲食業 5%

204,929 高知県 高知市 サニーマート　あぞの店 小売業 食料品 5%

204,930 高知県 高知市 サニーマート　神田店 小売業 食料品 5%

204,931 高知県 高知市 サニーマート　瀬戸店 小売業 食料品 5%

204,932 高知県 高知市 サニーマート　高須店 小売業 食料品 5%

204,933 高知県 高知市 サニーマート　土佐道路東店 小売業 食料品 5%

204,934 高知県 高知市 サニーマート　とさのさと　御座店 小売業 食料品 5%

204,935 高知県 高知市 サニーマート　中万々店 小売業 食料品 5%

204,936 高知県 高知市 サニーマート　山手店 小売業 食料品 5%

204,937 高知県 高知市 サニーマート　六泉寺店 小売業 食料品 5%

204,938 高知県 高知市 佐野屋 朝倉 小売業 食料品 5%

204,939 高知県 高知市 佐野屋 高知インター店 小売業 食料品 5%

204,940 高知県 高知市 佐野屋 福井店 小売業 食料品 5%

204,941 高知県 高知市 サリイズ・ラッシュ・ルーチェ サービス 理容・美容業 5%

204,942 高知県 高知市 Ｓａｌｕｔ！ 小売業 衣料品 5%

204,943 高知県 高知市 ＳａｌｏｎＡｍｅｒｉ サービス 理容・美容業 5%

204,944 高知県 高知市 ｓａｌｏｎｄｅｂｒａｎｃｈｅ サービス 理容・美容業 5%

204,945 高知県 高知市 ｏｆｆｉｃｅララサロンドフルベール高知横浜店 サービス その他サービス 5%

204,946 高知県 高知市 サンオート高須 サービス その他サービス 5%

204,947 高知県 高知市 サンクス土佐道路　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

204,948 高知県 高知市 さんごの清岡屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

204,949 高知県 高知市 サンシャイン　朝倉店 小売業 食料品 5%

204,950 高知県 高知市 サンシャイン　ウ゛ィアン店 小売業 食料品 5%

204,951 高知県 高知市 サンシャイン　クラージュ店 小売業 食料品 5%

204,952 高知県 高知市 サンシャイン　クレア店 小売業 食料品 5%

204,953 高知県 高知市 サンシャイン　高須店 小売業 食料品 5%

204,954 高知県 高知市 サンシャイン　針木店 小売業 食料品 5%

204,955 高知県 高知市 サンシャイン　弘岡店 小売業 食料品 5%

204,956 高知県 高知市 サンシャイン　福井店 小売業 食料品 5%

204,957 高知県 高知市 サンシャイン　フレッシュパワー　介良店 小売業 食料品 5%

204,958 高知県 高知市 サンシャイン　ベルティス店 小売業 食料品 5%

204,959 高知県 高知市 サンシャイン　みさと店 小売業 食料品 5%

204,960 高知県 高知市 サンシャイン　リオ店 小売業 食料品 5%
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204,961 高知県 高知市 三翠園ホテル サービス 宿泊業 5%

204,962 高知県 高知市 さんつるや 小売業 衣料品 5%

204,963 高知県 高知市 桟橋市場ｚｅｒｏ サービス 飲食業 5%

204,964 高知県 高知市 サンプラザ　生鮮　業務用食品スーパー　プロマート百石 小売業 その他小売 5%

204,965 高知県 高知市 サンプラザ　業務用食品スーパー朝倉 小売業 その他小売 5%

204,966 高知県 高知市 サンプラザ　上町店 小売業 その他小売 5%

204,967 高知県 高知市 サンプラザ　上町店 小売業 食料品 5%

204,968 高知県 高知市 サンプラザ　新鮮館　鴨部 小売業 食料品 5%

204,969 高知県 高知市 サンプラザ　塚ノ原店 小売業 食料品 5%

204,970 高知県 高知市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　高知営業所 小売業 その他小売 5%

204,971 高知県 高知市 Ｃ ＣＡＲＥ ＥＹＥＬＳ サービス 理容・美容業 5%

204,972 高知県 高知市 ＪＥＡＮＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ　高松店 小売業 衣料品 5%

204,973 高知県 高知市 ジーンズファクトリー卸団地本店 小売業 衣料品 5%

204,974 高知県 高知市 Ｊ．ａ．ｍ 小売業 衣料品 5%

204,975 高知県 高知市 ｃｈｅｒａｍｉ 小売業 衣料品 5%

204,976 高知県 高知市 Ｃｈｅｒｉｅ　Ｍｏｎａ サービス 理容・美容業 5%

204,977 高知県 高知市 ジェリー・ビーン・ツリー 小売業 その他小売 5%

204,978 高知県 高知市 ＳＨＥＬＢＹ　Ｓ　高知店 小売業 その他小売 5%

204,979 高知県 高知市 シェルビーサーフ 小売業 その他小売 5%

204,980 高知県 高知市 シェルビーサーフ 小売業 その他小売 5%

204,981 高知県 高知市 シエロ サービス 理容・美容業 5%

204,982 高知県 高知市 シキデン 小売業 電化製品 5%

204,983 高知県 高知市 四国ゴルフ用品販売 小売業 その他小売 5%

204,984 高知県 高知市 四国自動車産業株式会社 小売業 その他小売 5%

204,985 高知県 高知市 地酒＆手料理凪 サービス 飲食業 5%

204,986 高知県 高知市 姿勢矯正院　スタイルケア サービス その他サービス 5%

204,987 高知県 高知市 自然館　高知本店 小売業 食料品 5%

204,988 高知県 高知市 詩仙堂　Ｂｙ　Ｈｉｔｏｓｈｉ　高知店 小売業 衣料品 5%

204,989 高知県 高知市 自転車タンク高知 小売業 その他小売 5%

204,990 高知県 高知市 シャンゼ美容室 サービス 理容・美容業 5%

204,991 高知県 高知市 シャンゼ美容室 サービス 理容・美容業 5%

204,992 高知県 高知市 １２か月ガーデン 小売業 その他小売 5%

204,993 高知県 高知市 ジュエリー工房Ｍｉｓａｂｏｕ 小売業 貴金属・服飾品 5%

204,994 高知県 高知市 ジュエリービュー　高知店 小売業 貴金属・服飾品 5%

204,995 高知県 高知市 手芸センタードリーム　高知店 小売業 その他小売 5%

204,996 高知県 高知市 ジュジュミツコ 小売業 その他小売 5%

204,997 高知県 高知市 酒亭どんこ サービス 飲食業 5%

204,998 高知県 高知市 旬鮮料理　愛禅 サービス 飲食業 5%

204,999 高知県 高知市 旬家　おひざもと サービス 飲食業 5%

205,000 高知県 高知市 松栄第二別館 サービス 宿泊業 5%

205,001 高知県 高知市 城南電化チェーン 小売業 電化製品 5%

205,002 高知県 高知市 城北自動車 サービス その他サービス 5%
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205,003 高知県 高知市 城山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,004 高知県 高知市 松和薬舗 松和薬舗 小売業 その他小売 5%

205,005 高知県 高知市 ＪｉＬＬ 小売業 その他小売 5%

205,006 高知県 高知市 ジーワイズ 小売業 衣料品 5%

205,007 高知県 高知市 新健勝苑高知店 小売業 衣料品 5%

205,008 高知県 高知市 ＪＦ　ＯＵＴＬＥＴ　おびさんロード店 小売業 衣料品 5%

205,009 高知県 高知市 ＪＥＡＮＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ　卸団地本店 小売業 衣料品 5%

205,010 高知県 高知市 ＪＥＡＮＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ　土佐道路店 小売業 衣料品 5%

205,011 高知県 高知市 新洗組 サービス その他サービス 5%

205,012 高知県 高知市 新日本補聴器センター高知店 小売業 その他小売 5%

205,013 高知県 高知市 酔鯨亭 サービス 飲食業 5%

205,014 高知県 高知市 酔鯨亭高知店 サービス 飲食業 5%

205,015 高知県 高知市 須崎魚河岸　魚貴　追手筋店 サービス 飲食業 5%

205,016 高知県 高知市 須崎魚河岸　魚貴　新阪急店 サービス 飲食業 5%

205,017 高知県 高知市 須崎魚河岸　魚貴　はなれ サービス 飲食業 5%

205,018 高知県 高知市 鮨　あおき サービス 飲食業 5%

205,019 高知県 高知市 寿し一貫　あさくら店 サービス 宿泊業 5%

205,020 高知県 高知市 寿し一貫 あぞうの店 サービス 飲食業 5%

205,021 高知県 高知市 寿し一貫 せと店 サービス 飲食業 5%

205,022 高知県 高知市 すしバルうますし サービス 飲食業 5%

205,023 高知県 高知市 スズキミート 小売業 食料品 5%

205,024 高知県 高知市 スターティングＰＣスクール サービス その他サービス 5%

205,025 高知県 高知市 スタジオル・ポ 小売業 その他小売 5%

205,026 高知県 高知市 すたみな太郎　南国バイパス店 サービス 飲食業 5%

205,027 高知県 高知市 すたみな太郎　春野店 サービス 飲食業 5%

205,028 高知県 高知市 Ｓｔｅｐ　Ｄｏ！．ｃｏｃｏｔｔｏ 小売業 その他小売 5%

205,029 高知県 高知市 ストロベリーコーンズ 高知中央店 サービス 飲食業 2%

205,030 高知県 高知市 スプーン サービス 飲食業 5%

205,031 高知県 高知市 スマイルヨコハマ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,032 高知県 高知市 炭火焼ひとすじさんとう サービス 飲食業 5%

205,033 高知県 高知市 スリーププラスしらいし 小売業 家具・調度品 5%

205,034 高知県 高知市 生鮮＆業務食品スーパ－　プロマート百石 小売業 食料品 5%

205,035 高知県 高知市 税理士法人　高知さくら会計 サービス その他サービス 5%

205,036 高知県 高知市 ｃｅｃｉｃａ　ｎｏｉ　【セシカ　ノイ】 サービス 理容・美容業 5%

205,037 高知県 高知市 瀬戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,038 高知県 高知市 瀬戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,039 高知県 高知市 セルフステーション大津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,040 高知県 高知市 セルフステーション金田 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,041 高知県 高知市 セルフステーション北バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,042 高知県 高知市 セルフステーション介良 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,043 高知県 高知市 膳 レストラン膳 サービス 飲食業 5%

205,044 高知県 高知市 創作居酒屋ごっ馳 サービス 飲食業 5%
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205,045 高知県 高知市 ソフィア 小売業 衣料品 5%

205,046 高知県 高知市 ソフトバンク　土佐道路 小売業 その他小売 5%

205,047 高知県 高知市 染匠 小売業 衣料品 5%

205,048 高知県 高知市 ソレイユ サービス 飲食業 5%

205,049 高知県 高知市 第一さくら交通　本社 サービス 運輸業 5%

205,050 高知県 高知市 第一電器イー・エル・エス 小売業 電化製品 5%

205,051 高知県 高知市 第一電器高知インター店 小売業 電化製品 5%

205,052 高知県 高知市 第一電器チェーン福井店 小売業 電化製品 5%

205,053 高知県 高知市 第一電器チェーン　瀬戸店 小売業 電化製品 5%

205,054 高知県 高知市 タイガーステーキ サービス 飲食業 5%

205,055 高知県 高知市 第三さくら交通　本社 サービス 運輸業 5%

205,056 高知県 高知市 第二さくら交通　本社 サービス 運輸業 5%

205,057 高知県 高知市 太陽舎クリーニング　一宮店 サービス その他サービス 5%

205,058 高知県 高知市 太陽舎クリーニング　北本町店 サービス その他サービス 5%

205,059 高知県 高知市 太陽舎クリーニング　土佐道路店 サービス その他サービス 5%

205,060 高知県 高知市 太陽舎クリーニング　はりまや店 サービス その他サービス 5%

205,061 高知県 高知市 台湾甜商店 サービス 飲食業 5%

205,062 高知県 高知市 高須ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,063 高知県 高知市 タカス・コーヒーファクトリー サービス その他サービス 5%

205,064 高知県 高知市 高須ハイヤー サービス 運輸業 5%

205,065 高知県 高知市 辿る サービス 飲食業 5%

205,066 高知県 高知市 田内コンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

205,067 高知県 高知市 多真家 サービス 飲食業 5%

205,068 高知県 高知市 たも屋　帯屋町店 サービス 飲食業 5%

205,069 高知県 高知市 Ｄ’ＡＲＴＩＳＡＮ サービス 理容・美容業 5%

205,070 高知県 高知市 チーズとパンの店　Ｏｒａｎｇｅ サービス 飲食業 5%

205,071 高知県 高知市 チャビーズキッチン サービス 飲食業 5%

205,072 高知県 高知市 中央物産 小売業 食料品 5%

205,073 高知県 高知市 中央物産／たたき工房 小売業 食料品 5%

205,074 高知県 高知市 ｃｅｌｕｋ サービス 飲食業 5%

205,075 高知県 高知市 月のｄｒｏｐ サービス その他サービス 5%

205,076 高知県 高知市 辻医科器械　高知店 小売業 電化製品 5%

205,077 高知県 高知市 筒井電器 小売業 電化製品 5%

205,078 高知県 高知市 つついでんき 小売業 電化製品 5%

205,079 高知県 高知市 つりぐの岡林　上町店 小売業 その他小売 5%

205,080 高知県 高知市 つりぐの岡林　土佐道路店 小売業 家具・調度品 5%

205,081 高知県 高知市 つるや 小売業 衣料品 5%

205,082 高知県 高知市 つるや　本店 小売業 衣料品 5%

205,083 高知県 高知市 ＤＡＹ＇ＳＦＲＥＥ 小売業 衣料品 5%

205,084 高知県 高知市 デイトナセブン 小売業 その他小売 5%

205,085 高知県 高知市 鉄板ステーキ　上々 サービス 飲食業 5%

205,086 高知県 高知市 鉄板焼き　お好み焼き　多真家 サービス その他サービス 5%
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205,087 高知県 高知市 てっぽう天国トライアンフ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

205,088 高知県 高知市 デューク 小売業 その他小売 5%

205,089 高知県 高知市 天下味栄田店 サービス 飲食業 5%

205,090 高知県 高知市 テント１０ サービス 理容・美容業 5%

205,091 高知県 高知市 ｔｅｎｔ　ｈａｉｒ　　テントヘアー　　テントヘアー サービス 理容・美容業 5%

205,092 高知県 高知市 天丼　久助　高須店 サービス 飲食業 5%

205,093 高知県 高知市 といこ療術院　といこ療術院 サービス 理容・美容業 5%

205,094 高知県 高知市 ｄｏｕｃｅ サービス その他サービス 5%

205,095 高知県 高知市 東崎理容室大橋通り店 サービス 理容・美容業 5%

205,096 高知県 高知市 豆匠庵 小売業 食料品 5%

205,097 高知県 高知市 唐人　吉岡 サービス 飲食業 5%

205,098 高知県 高知市 とうしん電器 小売業 その他小売 5%

205,099 高知県 高知市 ［ＨＣ］とうしん電器 小売業 電化製品 5%

205,100 高知県 高知市 とうふ家 サービス 飲食業 5%

205,101 高知県 高知市 ドゥーブレメゾン高知店 小売業 衣料品 5%

205,102 高知県 高知市 東北自動車有限会社 サービス その他サービス 5%

205,103 高知県 高知市 talkaboutitcoffeebar 小売業 食料品 5%

205,104 高知県 高知市 ＨＯＮｏ【ホノ】 サービス その他サービス 5%

205,105 高知県 高知市 常盤町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,106 高知県 高知市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ旭ヶ丘 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,107 高知県 高知市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ美術館通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,108 高知県 高知市 ドクターベルツ高須店プレミアムキュア サービス 理容・美容業 5%

205,109 高知県 高知市 とさ市場 サービス 飲食業 5%

205,110 高知県 高知市 土佐御苑 サービス 宿泊業 5%

205,111 高知県 高知市 ＴＯＳＡ　ＧＡＴＥ サービス 飲食業 5%

205,112 高知県 高知市 土佐山海焼　鰹人 サービス 飲食業 5%

205,113 高知県 高知市 土佐料理司　高知本店 サービス 飲食業 5%

205,114 高知県 高知市 十刻 サービス 飲食業 5%

205,115 高知県 高知市 冨永砂糖商店 小売業 食料品 5%

205,116 高知県 高知市 トヨタカローラ高知朝倉店 小売業 その他小売 5%

205,117 高知県 高知市 トヨタカローラ高知一宮店 小売業 その他小売 5%

205,118 高知県 高知市 トヨタカローラ高知潮江店 小売業 その他小売 5%

205,119 高知県 高知市 トヨタカローラ高知葛島店 小売業 その他小売 5%

205,120 高知県 高知市 トヨタカローラ高知金田店 小売業 その他小売 5%

205,121 高知県 高知市 トヨタレンタリース西四国高知駅前店 サービス その他サービス 2%

205,122 高知県 高知市 ドライブプラザ大津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,123 高知県 高知市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 朝倉店 小売業 その他小売 5%

205,124 高知県 高知市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 大津店 小売業 その他小売 5%

205,125 高知県 高知市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 河ﾉ瀬店 小売業 その他小売 5%

205,126 高知県 高知市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 御座店 小売業 その他小売 5%

205,127 高知県 高知市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 東雲店 小売業 その他小売 5%

205,128 高知県 高知市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 高須店 小売業 その他小売 5%
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205,129 高知県 高知市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 竹島店 小売業 その他小売 5%

205,130 高知県 高知市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 三里店 小売業 その他小売 5%

205,131 高知県 高知市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 横浜店 小売業 その他小売 5%

205,132 高知県 高知市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 横浜東店 小売業 その他小売 5%

205,133 高知県 高知市 鳥越タクシー サービス 運輸業 5%

205,134 高知県 高知市 とりでん高知潮江店 サービス 飲食業 2%

205,135 高知県 高知市 とりでん　高知海老ノ丸店 サービス 飲食業 2%

205,136 高知県 高知市 どんぐり共和国 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

205,137 高知県 高知市 どんぐり共和国 どんぐり共和国 高知店 小売業 その他小売 5%

205,138 高知県 高知市 中西呉服店 小売業 衣料品 5%

205,139 高知県 高知市 長浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,140 高知県 高知市 眺めのいいカフェ　　パ　ノ　ラ　マ サービス 飲食業 5%

205,141 高知県 高知市 中山時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,142 高知県 高知市 ナチュラルハウス高知店 小売業 食料品 5%

205,143 高知県 高知市 鍋焼きラーメン 谷口食堂 サービス 飲食業 5%

205,144 高知県 高知市 鍋焼きラーメン専門店　あきちゃん サービス 飲食業 5%

205,145 高知県 高知市 有限会社鳴子屋 サービス その他サービス 5%

205,146 高知県 高知市 南海部品高知店 小売業 その他小売 5%

205,147 高知県 高知市 ナンコクスーパー　大津店 小売業 食料品 5%

205,148 高知県 高知市 ナンコクスーパー　下知店 小売業 食料品 5%

205,149 高知県 高知市 ナンコクスーパー　高須店 小売業 食料品 5%

205,150 高知県 高知市 ナンコクスーパー　長浜店 小売業 食料品 5%

205,151 高知県 高知市 仁井田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,152 高知県 高知市 仁井田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,153 高知県 高知市 ニコ サービス 理容・美容業 5%

205,154 高知県 高知市 西内自動車工業 サービス その他サービス 5%

205,155 高知県 高知市 西田カーライフサービス 小売業 その他小売 5%

205,156 高知県 高知市 にしむらスポーツ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

205,157 高知県 高知市 ニッセンシェイプ・サロン　美ＣＬＵＢ 小売業 衣料品 5%

205,158 高知県 高知市 にわとりのすけ　グリーンロード店 サービス 飲食業 5%

205,159 高知県 高知市 ネイルサロンＩ ＩＩ?アイル? サービス 理容・美容業 5%

205,160 高知県 高知市 ネッツトヨタ高知朝倉店 小売業 その他小売 5%

205,161 高知県 高知市 ネッツトヨタ高知駅前通り店 小売業 その他小売 5%

205,162 高知県 高知市 ネッツトヨタ高知高知店 小売業 その他小売 5%

205,163 高知県 高知市 ネッツトヨタ高知高須店 小売業 その他小売 5%

205,164 高知県 高知市 ネッツトヨタ高知万々店 小売業 その他小売 5%

205,165 高知県 高知市 ネッツトヨタ南国あさくら太陽店 小売業 その他小売 5%

205,166 高知県 高知市 ネッツトヨタ南国高知本店 小売業 その他小売 5%

205,167 高知県 高知市 農協直販店 小売業 家具・調度品 5%

205,168 高知県 高知市 野並明章堂 小売業 その他小売 5%

205,169 高知県 高知市 ハートドライブ高知 サービス その他サービス 5%

205,170 高知県 高知市 パールフランセ 小売業 衣料品 5%
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205,171 高知県 高知市 Ｐｅａｒｌ　Ｂｅｒｒｙ 小売業 その他小売 5%

205,172 高知県 高知市 バイカオウレン 小売業 その他小売 5%

205,173 高知県 高知市 バイクショップストリート 小売業 その他小売 5%

205,174 高知県 高知市 博多屋高知店 サービス 飲食業 5%

205,175 高知県 高知市 はこべ帯屋町本店 サービス 飲食業 5%

205,176 高知県 高知市 ＰＡＳＳＡＧＥ サービス 飲食業 5%

205,177 高知県 高知市 橋本日進堂印房 小売業 その他小売 5%

205,178 高知県 高知市 パスタカフェ八乃森 サービス 飲食業 5%

205,179 高知県 高知市 ハタダ土佐道路店 小売業 食料品 5%

205,180 高知県 高知市 八剣伝　葛島店 サービス 飲食業 2%

205,181 高知県 高知市 八剣伝　高知インター店 サービス 飲食業 2%

205,182 高知県 高知市 八剣伝　高知瀬戸店 サービス 飲食業 2%

205,183 高知県 高知市 ＰＡＲＴＳ　ＬＡＮＤ　イワサキ高知店１Ｆ 小売業 その他小売 5%

205,184 高知県 高知市 ＰＡＲＴＳ　ＬＡＮＤ　イワサキ高知店２Ｆ 小売業 その他小売 5%

205,185 高知県 高知市 パティスリー　モンスリール 小売業 食料品 5%

205,186 高知県 高知市 パトスDUO サービス 理容・美容業 5%

205,187 高知県 高知市 パトス美容室 サービス 理容・美容業 5%

205,188 高知県 高知市 鳩家　婦人部 小売業 衣料品 5%

205,189 高知県 高知市 ＨＡＮＡＭＵＳＨＩ フレグランス バー ＨＡＮＡＭＵＳＨＩ 小売業 その他小売 5%

205,190 高知県 高知市 花八川 サービス 飲食業 5%

205,191 高知県 高知市 ハマート　朝倉店 小売業 その他小売 2%

205,192 高知県 高知市 ハマート　薊野店 小売業 その他小売 5%

205,193 高知県 高知市 ハマート　横浜店 小売業 その他小売 5%

205,194 高知県 高知市 ＨａｍａＣｈｉｒｏｐｒａｃｔｉｃ サービス 理容・美容業 5%

205,195 高知県 高知市 浜幸本店 小売業 食料品 5%

205,196 高知県 高知市 株式会社　濱長 サービス 飲食業 5%

205,197 高知県 高知市 バリニーズサロンｎｏｌ サービス その他サービス 5%

205,198 高知県 高知市 播磨屋　宗徳 サービス 飲食業 5%

205,199 高知県 高知市 はりまや店 小売業 その他小売 5%

205,200 高知県 高知市 はりまや橋ゲストハウス サービス 宿泊業 5%

205,201 高知県 高知市 パルテ・ＡＤＤ・トクヒラ 小売業 電化製品 5%

205,202 高知県 高知市 Ｐａｒｔｉｒ サービス 理容・美容業 5%

205,203 高知県 高知市 パルテ池上 小売業 電化製品 5%

205,204 高知県 高知市 ＶＡＮクリーニング　朝倉店 サービス その他サービス 5%

205,205 高知県 高知市 ＶＡＮクリーニング　あぞの店 サービス その他サービス 5%

205,206 高知県 高知市 ＶＡＮクリーニング　一宮店 サービス その他サービス 5%

205,207 高知県 高知市 ＶＡＮクリーニング　稲荷店 サービス その他サービス 5%

205,208 高知県 高知市 ＶＡＮクリーニング　大津店 サービス その他サービス 5%

205,209 高知県 高知市 ＶＡＮクリーニング　御座店 サービス その他サービス 5%

205,210 高知県 高知市 ＶＡＮクリーニング　桟橋店 サービス その他サービス 5%

205,211 高知県 高知市 ＶＡＮクリーニング　高須店 サービス その他サービス 5%

205,212 高知県 高知市 ＶＡＮクリーニング　竹島店 サービス その他サービス 5%
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205,213 高知県 高知市 ＶＡＮクリーニング　万々店 サービス その他サービス 5%

205,214 高知県 高知市 ＶＡＮクリーニング　山手店 サービス その他サービス 5%

205,215 高知県 高知市 ＶＡＮクリーニング　横浜店 サービス その他サービス 5%

205,216 高知県 高知市 パン工房　だんだん 小売業 食料品 5%

205,217 高知県 高知市 ハンナ化粧品 小売業 その他小売 5%

205,218 高知県 高知市 バンブー茶館 小売業 家具・調度品 5%

205,219 高知県 高知市 ＢＪ５６土佐道路店 小売業 衣料品 5%

205,220 高知県 高知市 ＢＪ　高須店 小売業 その他小売 5%

205,221 高知県 高知市 東城山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,222 高知県 高知市 ピクシス サービス 理容・美容業 5%

205,223 高知県 高知市 ビコット 追手筋北店 配達２ 小売業 食料品 5%

205,224 高知県 高知市 ビコット 追手筋店 小売業 食料品 5%

205,225 高知県 高知市 ビコット　追手筋東店 小売業 食料品 5%

205,226 高知県 高知市 ＢＪ大津店 小売業 その他小売 5%

205,227 高知県 高知市 ビジネスホテル港屋 サービス 宿泊業 5%

205,228 高知県 高知市 ビジネスホテル港屋 サービス 宿泊業 5%

205,229 高知県 高知市 比島ＳＳ　富士産業株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,230 高知県 高知市 ビッグ・ウェ－ヴ高知ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,231 高知県 高知市 ビッグジョイ 小売業 その他小売 5%

205,232 高知県 高知市 びっくりドンキー高知インター店 サービス 飲食業 2%

205,233 高知県 高知市 びっくりドンキー高知インター店 サービス 飲食業 2%

205,234 高知県 高知市 ＰｉｚｚｅｒｉａＬｏｒｅｄａｎａ サービス 飲食業 5%

205,235 高知県 高知市 ひとすじ サービス 飲食業 5%

205,236 高知県 高知市 ｈｉｂｉ＋ サービス 理容・美容業 5%

205,237 高知県 高知市 ヒマラヤンオーガニック 小売業 食料品 5%

205,238 高知県 高知市 ビームス　高知店 小売業 衣料品 5%

205,239 高知県 高知市 干魚のやまさき 小売業 食料品 5%

205,240 高知県 高知市 美容骨格矯正サロンｃｏｃｏｋａｒａ サービス 理容・美容業 5%

205,241 高知県 高知市 ひょっとこ寿し　追手筋店 サービス 飲食業 5%

205,242 高知県 高知市 弘田電器 小売業 電化製品 5%

205,243 高知県 高知市 ヒロタデンキ　旭店 小売業 電化製品 5%

205,244 高知県 高知市 ファウスト サービス 飲食業 5%

205,245 高知県 高知市 ＰＨＯＴＯ　ＳＴＵＤＩＯ　さいとう サービス その他サービス 5%

205,246 高知県 高知市 ＰＨＯＴＯＳＴＵＤＩＯさいとう サービス その他サービス 5%

205,247 高知県 高知市 服飾アクセサリー　ＭＡＴＳＵＺＡＫＩ 小売業 衣料品 5%

205,248 高知県 高知市 ｐｏｕｒｑｕｏｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,249 高知県 高知市 株式会社フタガミ外商部 小売業 家具・調度品 5%

205,250 高知県 高知市 プチ１２か月 サービス 飲食業 5%

205,251 高知県 高知市 ぷちショップ酒市 小売業 食料品 5%

205,252 高知県 高知市 プチホテル　高知 サービス 宿泊業 5%

205,253 高知県 高知市 プチホテル　高知 サービス 宿泊業 5%

205,254 高知県 高知市 ブックマーケットエーツー高須 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%
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205,255 高知県 高知市 ブライトパークホテル サービス 宿泊業 5%

205,256 高知県 高知市 ＰＬＡＴ 小売業 衣料品 5%

205,257 高知県 高知市 ＦＬＡＴＦＵＲＮＩＴＵＲＥ 小売業 家具・調度品 5%

205,258 高知県 高知市 Ｐｒｉｍａ サービス その他サービス 5%

205,259 高知県 高知市 Ｐｌｕｍｅ　【プリュム】 サービス その他サービス 5%

205,260 高知県 高知市 フレグランスバーＨＡＮＡＭＵＳＨＩ サービス その他サービス 5%

205,261 高知県 高知市 フローリスト　ＪＯＹ 小売業 その他小売 5%

205,262 高知県 高知市 プロスプロカ サービス 理容・美容業 5%

205,263 高知県 高知市 プロミネンス　高知支店 小売業 食料品 5%

205,264 高知県 高知市 文具生活　高知 小売業 その他小売 5%

205,265 高知県 高知市 ぶんぐはうす大山 小売業 その他小売 5%

205,266 高知県 高知市 ヘアー＆コスメＨＩＧAKI 小売業 その他小売 5%

205,267 高知県 高知市 ヘアーアンドスパ　トリコ　Ｈａｉｒ　ｓｐａ　ＴＲＩＣＯ　　Ｈａｉｒ　ｓｐａ　ＴＲＩＣＯ サービス 理容・美容業 5%

205,268 高知県 高知市 ヘアーサロン　ふくはら サービス 理容・美容業 5%

205,269 高知県 高知市 ヘアーサロンタガミ　ヘアーサロンタガミ サービス 理容・美容業 5%

205,270 高知県 高知市 ヘアーサロンルーチェ サービス 理容・美容業 5%

205,271 高知県 高知市 グッドクラブ サービス 理容・美容業 5%

205,272 高知県 高知市 ヘアースタジオツヤ サービス 理容・美容業 5%

205,273 高知県 高知市 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎｓｐａｃｅＣＬＩＰ サービス 理容・美容業 5%

205,274 高知県 高知市 ｈａｉｒｍａｋｅＢａｍｂｏｏ サービス 理容・美容業 5%

205,275 高知県 高知市 ヘアーリメイク　マージ サービス 理容・美容業 5%

205,276 高知県 高知市 ヘアーデザインカーム サービス 理容・美容業 5%

205,277 高知県 高知市 ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ ｍｉｘ ｖｅｒｙ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ ｍｉｘ ｖｅｒｙ サービス 理容・美容業 5%

205,278 高知県 高知市 ペットアシスト　高知店 小売業 家具・調度品 5%

205,279 高知県 高知市 ペットＳｔｅｐ　朝倉店 小売業 その他小売 2%

205,280 高知県 高知市 ペットＳｔｅｐ　薊野店 小売業 その他小売 5%

205,281 高知県 高知市 ＨＥＡＤＳＰＡ＆ＲＥＰＡＩＲＬｕＬｕ サービス 理容・美容業 5%

205,282 高知県 高知市 ベトナムナチュラル 小売業 衣料品 5%

205,283 高知県 高知市 ホームインリフォーム サービス その他サービス 5%

205,284 高知県 高知市 ホームセンターブリコ　介良店 小売業 その他小売 5%

205,285 高知県 高知市 ホームセンターブリコ　桟橋店 小売業 その他小売 5%

205,286 高知県 高知市 穂寿美 サービス 飲食業 5%

205,287 高知県 高知市 補聴器センター辻朝倉店 小売業 その他小売 5%

205,288 高知県 高知市 ぼっちり サービス 飲食業 5%

205,289 高知県 高知市 ホットゾーン共栄 小売業 衣料品 5%

205,290 高知県 高知市 ホテルエリアワン高知 サービス 宿泊業 5%

205,291 高知県 高知市 ホテルエリアワン高知 サービス 宿泊業 5%

205,292 高知県 高知市 ホテル楽家／櫻舘 サービス 宿泊業 5%

205,293 高知県 高知市 Ｈｏｔｅｌ　Ｋｏ’ｓ　Ｓｔｙｌｅ サービス 宿泊業 5%

205,294 高知県 高知市 ホテルタウン駅前 サービス 宿泊業 5%

205,295 高知県 高知市 ホテルタウンセンター サービス 宿泊業 5%

205,296 高知県 高知市 ホテルタウン錦川 サービス 宿泊業 5%
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205,297 高知県 高知市 ホテルタウン本町 サービス 宿泊業 5%

205,298 高知県 高知市 ホテル高砂 サービス 宿泊業 5%

205,299 高知県 高知市 ホテル　土佐路たかす サービス 宿泊業 5%

205,300 高知県 高知市 ホテル南水 サービス 宿泊業 5%

205,301 高知県 高知市 ホテルロスイン高知 サービス 宿泊業 5%

205,302 高知県 高知市 ボニータ サービス 理容・美容業 5%

205,303 高知県 高知市 ホームセニターマルニ　朝倉店 小売業 家具・調度品 5%

205,304 高知県 高知市 ホームセンターマルニ　高知店 小売業 家具・調度品 5%

205,305 高知県 高知市 堀川 サービス 飲食業 5%

205,306 高知県 高知市 ホルモン　けぶりや サービス 飲食業 5%

205,307 高知県 高知市 ホルモン けぶりや サービス 飲食業 5%

205,308 高知県 高知市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,309 高知県 高知市 ボンニー　ボンヌーベル サービス 理容・美容業 5%

205,310 高知県 高知市 本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,311 高知県 高知市 毎日屋　あさくらセンター店 小売業 食料品 5%

205,312 高知県 高知市 毎日屋　あたご店 小売業 食料品 5%

205,313 高知県 高知市 毎日屋　大橋通り店 小売業 食料品 5%

205,314 高知県 高知市 毎日屋　さんばし店 小売業 食料品 5%

205,315 高知県 高知市 毎日屋　土佐道路店 小売業 食料品 5%

205,316 高知県 高知市 前田カイロプラクティック整体院 サービス その他サービス 5%

205,317 高知県 高知市 マエダ鞄店 小売業 衣料品 5%

205,318 高知県 高知市 前田鮮魚店 小売業 その他小売 5%

205,319 高知県 高知市 まえの サービス 飲食業 5%

205,320 高知県 高知市 ＭＡＥＢＡＲ サービス 飲食業 5%

205,321 高知県 高知市 マクドナルドイオンモール高知店 サービス 飲食業 2%

205,322 高知県 高知市 マクドナルド帯屋町店 サービス 飲食業 2%

205,323 高知県 高知市 マクドナルド高知稲荷町店 サービス 飲食業 2%

205,324 高知県 高知市 マクドナルド高知インター店 サービス 飲食業 2%

205,325 高知県 高知市 マクドナルド高知パワーセンター店 サービス 飲食業 2%

205,326 高知県 高知市 マクドナルド土佐バイパス店 サービス 飲食業 2%

205,327 高知県 高知市 マクドナルドフジグラン高知店 サービス 飲食業 2%

205,328 高知県 高知市 マザーズキッチン 小売業 その他小売 5%

205,329 高知県 高知市 松岡蒲鉾店 小売業 食料品 5%

205,330 高知県 高知市 ｍａｃ朝倉店 小売業 その他小売 5%

205,331 高知県 高知市 ｍａｃ大津店 小売業 その他小売 5%

205,332 高知県 高知市 ｍａｃ河ノ瀬店 小売業 その他小売 5%

205,333 高知県 高知市 ｍａｃ御座店 小売業 その他小売 5%

205,334 高知県 高知市 ｍａｃ東雲店 小売業 その他小売 5%

205,335 高知県 高知市 ｍａｃ高須店 小売業 その他小売 5%

205,336 高知県 高知市 ｍａｃ竹島店 小売業 その他小売 5%

205,337 高知県 高知市 ｍａｃ三里店 小売業 その他小売 5%

205,338 高知県 高知市 ｍａｃ横浜店 小売業 その他小売 5%

4891



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

205,339 高知県 高知市 ｍａｃ横浜東店 小売業 その他小売 5%

205,340 高知県 高知市 ｍａｔｓｕ　　美容室 サービス 理容・美容業 5%

205,341 高知県 高知市 マナベインテリアハーツ　小倉北店 小売業 家具・調度品 5%

205,342 高知県 高知市 マナベインテリアハーツ　高槻店 小売業 家具・調度品 5%

205,343 高知県 高知市 マナベインテリアハーツ箕面店 小売業 家具・調度品 5%

205,344 高知県 高知市 マナベインテリアハーツ高知店 小売業 家具・調度品 5%

205,345 高知県 高知市 ママイクコ　高知 小売業 その他小売 5%

205,346 高知県 高知市 ママイクコ高知 小売業 衣料品 5%

205,347 高知県 高知市 万々　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,348 高知県 高知市 ｍａｍｏ電設 小売業 電化製品 5%

205,349 高知県 高知市 ｍａｒｃｏ ｐｏｌｏ サービス 飲食業 5%

205,350 高知県 高知市 マルトクラーメン若草店 サービス 飲食業 5%

205,351 高知県 高知市 マルニ　朝倉店 小売業 その他小売 5%

205,352 高知県 高知市 マルニ　旭店 小売業 その他小売 5%

205,353 高知県 高知市 マルニ　高須店 小売業 その他小売 5%

205,354 高知県 高知市 マルニ　十津店 小売業 その他小売 5%

205,355 高知県 高知市 ＭＩＯジェジェ 小売業 衣料品 5%

205,356 高知県 高知市 みくにハイヤー　１１１号車 サービス 運輸業 5%

205,357 高知県 高知市 みくにハイヤー　１１５号車 サービス 運輸業 5%

205,358 高知県 高知市 みくにハイヤー　１１７号車 サービス 運輸業 5%

205,359 高知県 高知市 みくにハイヤー　１０４号車 サービス 運輸業 5%

205,360 高知県 高知市 御國ハイヤー有限会社 サービス 運輸業 5%

205,361 高知県 高知市 ｍ・ｉ・ｘ！ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

205,362 高知県 高知市 ｍ　ｉ　ｘ　　ＫＯＣＨＩ　ｍ　ｉ　ｘ　ＫＯＣＨＩ 小売業 その他小売 5%

205,363 高知県 高知市 港町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,364 高知県 高知市 ミナミメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,365 高知県 高知市 ミニプラ高知店 小売業 その他小売 5%

205,366 高知県 高知市 ミマスポーツ 小売業 その他小売 5%

205,367 高知県 高知市 ミモザ イオン高知旭町店 小売業 衣料品 5%

205,368 高知県 高知市 ミモザ　フジグラン高知店 小売業 衣料品 5%

205,369 高知県 高知市 宮脇書店　高須店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

205,370 高知県 高知市 ミュージアムカフェ　マルク サービス 飲食業 5%

205,371 高知県 高知市 未来書房朝倉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

205,372 高知県 高知市 みんなのブログデザイン部 サービス その他サービス 5%

205,373 高知県 高知市 ｍｕｕｍｕｕ サービス 理容・美容業 5%

205,374 高知県 高知市 無印良品　イオンモール高知 小売業 その他小売 2%

205,375 高知県 高知市 ＭＥＧＡ　ｒ 小売業 衣料品 5%

205,376 高知県 高知市 メカニコ 小売業 その他小売 5%

205,377 高知県 高知市 めがね工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,378 高知県 高知市 めがね工房　ハートマン 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,379 高知県 高知市 めがね工房　フジグラン高知店 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,380 高知県 高知市 メガネのクスノセ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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205,381 高知県 高知市 メガネの天狗堂　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,382 高知県 高知市 メガネの丸善　南久万店 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,383 高知県 高知市 メック平石電器 小売業 電化製品 5%

205,384 高知県 高知市 メフィストフェレス サービス 飲食業 5%

205,385 高知県 高知市 麺処　あきちゃん サービス 飲食業 5%

205,386 高知県 高知市 麺処あきちゃん サービス 飲食業 5%

205,387 高知県 高知市 モアナ　モーション サービス 飲食業 5%

205,388 高知県 高知市 モデルショップ　ヨシオカ　モデルショップヨシオカ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

205,389 高知県 高知市 モードブルージュ高知店 小売業 衣料品 5%

205,390 高知県 高知市 ももれおん 小売業 その他小売 5%

205,391 高知県 高知市 Ｍｏｎｔｅ　Ｃｕｒｅ． サービス 理容・美容業 5%

205,392 高知県 高知市 モンプレジール 小売業 食料品 5%

205,393 高知県 高知市 モンマートまなづる 小売業 その他小売 5%

205,394 高知県 高知市 焼かない焼肉　えくぼ サービス 飲食業 5%

205,395 高知県 高知市 焼肉　天壇　家族亭 サービス 飲食業 5%

205,396 高知県 高知市 焼肉あおき屋土佐道路店 サービス 飲食業 5%

205,397 高知県 高知市 焼肉ここから サービス 飲食業 5%

205,398 高知県 高知市 焼肉ここからはなれ サービス 飲食業 5%

205,399 高知県 高知市 焼肉白園 サービス 飲食業 5%

205,400 高知県 高知市 やきにく家 御畳瀬 サービス 飲食業 5%

205,401 高知県 高知市 柳や サービス 飲食業 5%

205,402 高知県 高知市 山岡商店　高知事務所 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,403 高知県 高知市 ヤマサキ 小売業 その他小売 5%

205,404 高知県 高知市 くだものの山長（やまちょう） サービス その他サービス 5%

205,405 高知県 高知市 くだものの山長　やまちょう　　くだものの山長 小売業 食料品 5%

205,406 高知県 高知市 ＹＵＩＭＡＴＳＵＤＡ 小売業 衣料品 5%

205,407 高知県 高知市 有限会社 西森俊一酒店 喜咲酒家 小売業 その他小売 5%

205,408 高知県 高知市 有限会社池田自動車工業 サービス その他サービス 5%

205,409 高知県 高知市 有限会社岩と雪 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

205,410 高知県 高知市 有限会社観賞魚センター　観賞魚センター 小売業 その他小売 5%

205,411 高知県 高知市 （有）貴金属加工金峯 サービス その他サービス 5%

205,412 高知県 高知市 有限会社近藤酒店 小売業 食料品 5%

205,413 高知県 高知市 有限会社さくらハイヤー　３０１号車 サービス 運輸業 5%

205,414 高知県 高知市 有限会社細木商会 サービス その他サービス 5%

205,415 高知県 高知市 有限会社マルス 小売業 その他小売 5%

205,416 高知県 高知市 有限会社ミリオン シューズショップミリオン 小売業 その他小売 5%

205,417 高知県 高知市 有限会社山岡商店　高知事務所 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,418 高知県 高知市 （有）四国車体用品商会 小売業 その他小売 5%

205,419 高知県 高知市 ＹＯＵ ＳＨＯＰハリギ 小売業 その他小売 5%

205,420 高知県 高知市 ゆうゆう 大津店 サービス 飲食業 5%

205,421 高知県 高知市 ゆうゆう 六泉寺店 サービス 飲食業 5%

205,422 高知県 高知市 Ｙｕｕ－ｒｉ 小売業 衣料品 5%
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205,423 高知県 高知市 ユキヤ サービス その他サービス 5%

205,424 高知県 高知市 個室居酒屋　ユルギヤ　正ナカ サービス 飲食業 5%

205,425 高知県 高知市 よいち サービス 飲食業 5%

205,426 高知県 高知市 陽転庵 サービス その他サービス 5%

205,427 高知県 高知市 横山電器 小売業 電化製品 5%

205,428 高知県 高知市 ヨシダスポーツ 小売業 その他小売 5%

205,429 高知県 高知市 よどやドラッグ　土佐道路店 小売業 その他小売 5%

205,430 高知県 高知市 よどやドラッグ青柳店 小売業 その他小売 5%

205,431 高知県 高知市 よどやドラッグ朝倉店 小売業 その他小売 5%

205,432 高知県 高知市 よどやドラッグ石立店 小売業 その他小売 5%

205,433 高知県 高知市 よどやドラッグ一宮店 小売業 その他小売 5%

205,434 高知県 高知市 よどやドラッグ神田店 小売業 その他小売 5%

205,435 高知県 高知市 よどやドラッグ塩屋崎店 小売業 その他小売 5%

205,436 高知県 高知市 よどやドラッグ城北店 小売業 その他小売 5%

205,437 高知県 高知市 よどやドラッグ瀬戸店 小売業 その他小売 5%

205,438 高知県 高知市 よどやドラッグ高須店 小売業 その他小売 5%

205,439 高知県 高知市 よどやドラッグ秦南店 小売業 その他小売 5%

205,440 高知県 高知市 よどやドラッグ針木店 小売業 その他小売 5%

205,441 高知県 高知市 よどやドラッグ福井店 小売業 その他小売 5%

205,442 高知県 高知市 よどやドラッグ本社 小売業 その他小売 5%

205,443 高知県 高知市 よどやドラッグ南金田店 小売業 その他小売 5%

205,444 高知県 高知市 よどやドラッグ南万々店 小売業 その他小売 5%

205,445 高知県 高知市 ラ・ヴィータ 小売業 電化製品 5%

205,446 高知県 高知市 ラ・ヴィータ 小売業 電化製品 5%

205,447 高知県 高知市 ラ・ヴィータ 小売業 電化製品 5%

205,448 高知県 高知市 ラ・ヴィータ　酒販 小売業 食料品 5%

205,449 高知県 高知市 ラ・ヴィルフランシュ サービス 飲食業 5%

205,450 高知県 高知市 ライフスタイルショップＣＡＲＮＡ 小売業 家具・調度品 5%

205,451 高知県 高知市 ＲＡＫＵＤＡ　ＮＩＫＵ　ＢＡＲＵ　ＪＡＰＡＮ サービス 飲食業 5%

205,452 高知県 高知市 駱駝別邸 サービス 飲食業 5%

205,453 高知県 高知市 ラモーダロッソ サービス 理容・美容業 5%

205,454 高知県 高知市 ランクレ高知店 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,455 高知県 高知市 Ｌｉｖｅｒｐｏｏｌ サービス 理容・美容業 5%

205,456 高知県 高知市 ｒｉｏｐｏｚｏ 小売業 衣料品 5%

205,457 高知県 高知市 リカリカ サービス 理容・美容業 5%

205,458 高知県 高知市 リーガルシューズ 小売業 衣料品 5%

205,459 高知県 高知市 リゾートダイニングスルラクセ サービス 飲食業 5%

205,460 高知県 高知市 利他食堂 サービス 飲食業 5%

205,461 高知県 高知市 リバーサイドホテル松栄 サービス 宿泊業 5%

205,462 高知県 高知市 Ｒｅ：ＰＡＲＴＳイワサキ　高知店 小売業 その他小売 5%

205,463 高知県 高知市 リーフエッジ＆ブルーラグーン 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,464 高知県 高知市 ＲＥＶＯＬＴ高知 サービス その他サービス 5%

4894



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

205,465 高知県 高知市 Ｌｉｍａ サービス 理容・美容業 5%

205,466 高知県 高知市 ＲＥＬＡＸＡＴＩＯＮ ａｉｍｕ 出張９ サービス その他サービス 5%

205,467 高知県 高知市 Ｒｅｌａｃｏ　出張　２ サービス その他サービス 5%

205,468 高知県 高知市 ＬＩＬＹ【リリィ】 サービス 理容・美容業 5%

205,469 高知県 高知市 ルームプラスしらいし 小売業 家具・調度品 5%

205,470 高知県 高知市 れいほく村 サービス 飲食業 5%

205,471 高知県 高知市 ＲｅｃｏＬｏ サービス 理容・美容業 5%

205,472 高知県 高知市 レジァンスブティック高知店 小売業 衣料品 5%

205,473 高知県 高知市 レストラン　風見鶏 サービス 飲食業 5%

205,474 高知県 高知市 レストランＭＩＫＩドゥーブル サービス 飲食業 5%

205,475 高知県 高知市 ＲＥＶＵＥスタジオレヴュー サービス その他サービス 5%

205,476 高知県 高知市 Ｌｏｗｓｅｅ’ｓ 小売業 その他小売 5%

205,477 高知県 高知市 ロートレアモン　二番街 小売業 衣料品 5%

205,478 高知県 高知市 六花懐 サービス 飲食業 5%

205,479 高知県 高知市 ロッキー・わんわんファーム 小売業 その他小売 5%

205,480 高知県 高知市 ロッキー・わんわんファーム 小売業 その他小売 5%

205,481 高知県 高知市 若松町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,482 高知県 高知市 和牛焼肉あおき屋別邸 サービス 飲食業 5%

205,483 高知県 高知市 藁屋 サービス 飲食業 5%

205,484 高知県 高知市 わんずくらぶ　犬の美容室 サービス その他サービス 5%

205,485 高知県 高知市 ワンズマーク株式会社 サービス その他サービス 5%

205,486 高知県 香南市 赤岡　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,487 高知県 香南市 アクトランド 小売業 家具・調度品 5%

205,488 高知県 香南市 ＡＶＡＮ　フジグラン野市店 小売業 衣料品 5%

205,489 高知県 香南市 出光夜須ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,490 高知県 香南市 Ａコープかがみ店 小売業 その他小売 5%

205,491 高知県 香南市 エーマックス　赤岡店 小売業 食料品 5%

205,492 高知県 香南市 織人 小売業 家具・調度品 5%

205,493 高知県 香南市 カーライフマルオカ サービス その他サービス 5%

205,494 高知県 香南市 開徳電器店 小売業 電化製品 5%

205,495 高知県 香南市 カーテンスタジアム　ＤＯ 小売業 家具・調度品 5%

205,496 高知県 香南市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋香南野市店 サービス 飲食業 2%

205,497 高知県 香南市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵのいち店 小売業 その他小売 5%

205,498 高知県 香南市 高知トヨペット野市店 小売業 その他小売 5%

205,499 高知県 香南市 セブン－イレブン香南夜須店 小売業 食料品 2%

205,500 高知県 香南市 サンシャイン　フレッシュパワー　香南店 小売業 食料品 5%

205,501 高知県 香南市 シーサイド岸本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,502 高知県 香南市 セルフステーション野市 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,503 高知県 香南市 手結山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,504 高知県 香南市 ＰＬＵＳ サービス その他サービス 5%

205,505 高知県 香南市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 野市店 小売業 その他小売 5%

205,506 高知県 香南市 西内テレビ 小売業 電化製品 5%
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205,507 高知県 香南市 ネッツトヨタ高知野市店 小売業 その他小売 5%

205,508 高知県 香南市 ネッツトヨタ南国のいち青空店 小売業 その他小売 5%

205,509 高知県 香南市 野市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,510 高知県 香南市 野市　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,511 高知県 香南市 セブン－イレブンのいち東野店 小売業 食料品 2%

205,512 高知県 香南市 八剣伝　野市駅前店 サービス 飲食業 2%

205,513 高知県 香南市 ハマート　野市店 小売業 その他小売 5%

205,514 高知県 香南市 ＶＡＮクリーニング　赤岡店 サービス その他サービス 5%

205,515 高知県 香南市 ＶＡＮクリーニング　Ａ－ＭＡＸ赤岡店 サービス その他サービス 5%

205,516 高知県 香南市 ＶＡＮクリーニング　西野店 サービス その他サービス 5%

205,517 高知県 香南市 ＶＡＮクリーニング　野市店 サービス その他サービス 5%

205,518 高知県 香南市 平和観光旅行社 サービス その他サービス 5%

205,519 高知県 香南市 マクドナルド５５号野市店 サービス 飲食業 2%

205,520 高知県 香南市 ｍａｃ野市店 小売業 その他小売 5%

205,521 高知県 香南市 丸米旅館 サービス 宿泊業 5%

205,522 高知県 香南市 めがね工房　フジグラン野市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,523 高知県 香南市 夜須　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,524 高知県 香南市 有限会社　まる原贈答　有限会社まる原贈答 小売業 その他小売 5%

205,525 高知県 香南市 ［ＨＣ］有限会社かみでんき 小売業 電化製品 5%

205,526 高知県 香南市 有限会社正晃石油　赤岡町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,527 高知県 香南市 ［ＨＣ］よしもとでんき 小売業 電化製品 5%

205,528 高知県 香南市 よどやドラッグ香南店 小売業 その他小売 5%

205,529 高知県 香南市 よどやドラッグ野市店 小売業 その他小売 5%

205,530 高知県 佐川町 ｉｔｆｕｒｎｉｔｕｒｅ 小売業 家具・調度品 5%

205,531 高知県 佐川町 出光佐川東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,532 高知県 佐川町 小僧寿し 佐川店 サービス 飲食業 5%

205,533 高知県 佐川町 佐野屋 佐川店 小売業 食料品 5%

205,534 高知県 佐川町 サンシャイン　佐川店 小売業 食料品 5%

205,535 高知県 佐川町 サンプラザ　佐川店 小売業 食料品 5%

205,536 高知県 佐川町 自転車 バイクの専門店 中村商会 小売業 その他小売 5%

205,537 高知県 佐川町 ｄａ　ｚｅｒｏ　自然イタリア料理 サービス 飲食業 5%

205,538 高知県 佐川町 土佐加茂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,539 高知県 佐川町 とまと書房　佐川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

205,540 高知県 佐川町 パルテほりみ 小売業 電化製品 5%

205,541 高知県 佐川町 フォトサロン幸　フォトサロン幸 小売業 その他小売 5%

205,542 高知県 佐川町 ホームセンター佐川 小売業 その他小売 5%

205,543 高知県 佐川町 ホームセンターリッチ　佐川店 小売業 その他小売 5%

205,544 高知県 佐川町 ホームセンター佐川店 小売業 家具・調度品 5%

205,545 高知県 佐川町 マルイスポーツ　佐川店 小売業 その他小売 5%

205,546 高知県 佐川町 よどやドラッグ佐川店 小売業 その他小売 5%

205,547 高知県 四万十市 あいほん屋　フジグラン四万十店 小売業 その他小売 5%

205,548 高知県 四万十市 アシスト古津賀 小売業 家具・調度品 5%
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205,549 高知県 四万十市 アバンフジグラン　四万十店 小売業 衣料品 5%

205,550 高知県 四万十市 アマンド サービス 飲食業 5%

205,551 高知県 四万十市 有岡ＳＳ　合資会社松沢商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,552 高知県 四万十市 池田時計店　四万十店 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,553 高知県 四万十市 出光大用ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,554 高知県 四万十市 出光中村西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,555 高知県 四万十市 ウインドアンドシー 小売業 その他小売 5%

205,556 高知県 四万十市 右城松風堂 小売業 食料品 5%

205,557 高知県 四万十市 うどん工房麦屋四万十製麺所 サービス 飲食業 5%

205,558 高知県 四万十市 江川崎　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,559 高知県 四万十市 大宮　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,560 高知県 四万十市 美容室ガイダンスリフレ サービス 理容・美容業 5%

205,561 高知県 四万十市 カフェしまんと庵 サービス 飲食業 5%

205,562 高知県 四万十市 株式会社四万十トラベル サービス その他サービス 5%

205,563 高知県 四万十市 紀久屋　四万十店 小売業 衣料品 5%

205,564 高知県 四万十市 ＧＡＬＦＩＴ　四万十店 小売業 衣料品 5%

205,565 高知県 四万十市 高知トヨタ自動車中村店 小売業 その他小売 5%

205,566 高知県 四万十市 高知トヨペットヴィユーなかむら 小売業 その他小売 5%

205,567 高知県 四万十市 古津賀 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,568 高知県 四万十市 彩食空間より道 サービス 飲食業 5%

205,569 高知県 四万十市 サニーマート　四万十店 小売業 食料品 5%

205,570 高知県 四万十市 佐野屋 四万十店 小売業 食料品 5%

205,571 高知県 四万十市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 四万十営業所 小売業 その他小売 5%

205,572 高知県 四万十市 シマヅ電器サ―ビス 小売業 電化製品 5%

205,573 高知県 四万十市 四万十・川の駅　カヌー館 サービス その他サービス 5%

205,574 高知県 四万十市 四万十楽舎 サービス 宿泊業 5%

205,575 高知県 四万十市 四万十川の宿　ゆうべ亭 サービス 宿泊業 5%

205,576 高知県 四万十市 下田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,577 高知県 四万十市 シューズカンパニー四万十店 小売業 衣料品 5%

205,578 高知県 四万十市 新ロイヤルホテル四万十 サービス 宿泊業 5%

205,579 高知県 四万十市 セルフ右山バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,580 高知県 四万十市 ソフトバンク　フジグラン四万十 小売業 電化製品 5%

205,581 高知県 四万十市 泰作さん本舗　藤家 小売業 食料品 5%

205,582 高知県 四万十市 ちきん館本店 小売業 その他小売 5%

205,583 高知県 四万十市 つるや　四万十店 小売業 衣料品 5%

205,584 高知県 四万十市 つるや　さつき店 小売業 衣料品 5%

205,585 高知県 四万十市 でんき家中村 小売業 電化製品 5%

205,586 高知県 四万十市 トヨタカローラ高知中村店 小売業 その他小売 5%

205,587 高知県 四万十市 トヨタレンタリース西四国中村店 サービス その他サービス 2%

205,588 高知県 四万十市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 中村店 小売業 その他小売 5%

205,589 高知県 四万十市 中村 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,590 高知県 四万十市 中村東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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205,591 高知県 四万十市 中村東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,592 高知県 四万十市 中村プリンスホテル サービス 宿泊業 5%

205,593 高知県 四万十市 なごみ宿　安住庵 サービス 宿泊業 5%

205,594 高知県 四万十市 ニッセンシェイプファンデサロン綺羅 小売業 衣料品 5%

205,595 高知県 四万十市 ネッツトヨタ高知中村店 小売業 その他小売 5%

205,596 高知県 四万十市 明屋書店　四万十川店 小売業 その他小売 5%

205,597 高知県 四万十市 ハンズコマドリ　四万十店 小売業 その他小売 5%

205,598 高知県 四万十市 坂東 小売業 家具・調度品 5%

205,599 高知県 四万十市 ビジネスホテル一條 サービス 宿泊業 5%

205,600 高知県 四万十市 美粧堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,601 高知県 四万十市 古着のアビーロード 小売業 衣料品 5%

205,602 高知県 四万十市 古着のアビーロード 小売業 その他小売 5%

205,603 高知県 四万十市 ペンションＢｅｅ サービス 宿泊業 5%

205,604 高知県 四万十市 補聴器センター　辻　四万十店 小売業 電化製品 5%

205,605 高知県 四万十市 ホテルココモ サービス 宿泊業 5%

205,606 高知県 四万十市 ホテルサンリバー四万十 サービス 宿泊業 5%

205,607 高知県 四万十市 ホテル星羅四万十 サービス 宿泊業 5%

205,608 高知県 四万十市 まぁ坊豆腐店 サービス 飲食業 5%

205,609 高知県 四万十市 毎日屋　さつき店 小売業 食料品 5%

205,610 高知県 四万十市 マクドナルドフジグラン四万十店 サービス 飲食業 2%

205,611 高知県 四万十市 ます山 サービス 飲食業 5%

205,612 高知県 四万十市 ｍａｃ中村店 小売業 その他小売 5%

205,613 高知県 四万十市 マナベインテリアハーツ中村店 小売業 家具・調度品 5%

205,614 高知県 四万十市 マルニ　クエスト　古津賀店 小売業 その他小売 5%

205,615 高知県 四万十市 マルニ　四万十店 小売業 その他小売 5%

205,616 高知県 四万十市 溝渕石油店　中村油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,617 高知県 四万十市 メガネ倶楽部 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,618 高知県 四万十市 本山畳店 サービス その他サービス 5%

205,619 高知県 四万十市 森のコテージ サービス 宿泊業 5%

205,620 高知県 四万十市 森のコテージ サービス 宿泊業 5%

205,621 高知県 四万十市 有限会社フクヤスポーツ 小売業 その他小売 5%

205,622 高知県 四万十市 ＯＮＥＤＡＹＰＨＯＴＯ サービス その他サービス 5%

205,623 高知県 四万十市 ｏｎｅｄａｙｐｈｏｔｏｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

205,624 高知県 宿毛市 アイランド宿毛　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,625 高知県 宿毛市 秋沢ホテル サービス 宿泊業 5%

205,626 高知県 宿毛市 エステティックサロンＭ＆Ｙ本店 サービス 理容・美容業 5%

205,627 高知県 宿毛市 ＥｎｅＪｅｔ宿毛ＳＳ　増田商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,628 高知県 宿毛市 オケラアドベンチャーズ サービス その他サービス 5%

205,629 高知県 宿毛市 片島　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,630 高知県 宿毛市 ｋｉｎｏｓｈｏｅｗｏｒｋｓ 小売業 衣料品 5%

205,631 高知県 宿毛市 小筑紫　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,632 高知県 宿毛市 サワマツ電器 小売業 電化製品 5%
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205,633 高知県 宿毛市 柴田渡船 サービス その他サービス 5%

205,634 高知県 宿毛市 眞兵衛 サービス 飲食業 5%

205,635 高知県 宿毛市 宿毛　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,636 高知県 宿毛市 宿毛ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,637 高知県 宿毛市 宿毛大橋通ＳＳ　有限会社沢田自動車 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,638 高知県 宿毛市 宿毛幸町ＳＳ　合資会社松沢商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,639 高知県 宿毛市 宿毛新田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,640 高知県 宿毛市 宿毛西部　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,641 高知県 宿毛市 宿毛バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,642 高知県 宿毛市 宿毛油槽所　増田商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,643 高知県 宿毛市 スポーツショップ　タニモト 小売業 衣料品 5%

205,644 高知県 宿毛市 染と織清家 小売業 衣料品 5%

205,645 高知県 宿毛市 東京靴流通センター宿毛店 小売業 衣料品 2%

205,646 高知県 宿毛市 トヨタレンタリース西四国（宿毛店） サービス その他サービス 2%

205,647 高知県 宿毛市 なんかいリカー 小売業 食料品 5%

205,648 高知県 宿毛市 肉舗デバリ 小売業 食料品 5%

205,649 高知県 宿毛市 ネッツトヨタ高知宿毛店 小売業 その他小売 5%

205,650 高知県 宿毛市 明屋書店　宿毛店 小売業 その他小売 5%

205,651 高知県 宿毛市 ホームセンターマルニ　宿毛店 小売業 家具・調度品 5%

205,652 高知県 宿毛市 ホテルマツヤ サービス 宿泊業 5%

205,653 高知県 宿毛市 ポモドーロ サービス 飲食業 5%

205,654 高知県 宿毛市 （有）松岡漁具宿毛店 小売業 その他小売 5%

205,655 高知県 宿毛市 まなべ旅館 サービス 飲食業 5%

205,656 高知県 宿毛市 まなべ旅館 サービス 宿泊業 5%

205,657 高知県 宿毛市 モペットハウスヤスダ 小売業 その他小売 5%

205,658 高知県 宿毛市 有限会社アズール サービス その他サービス 5%

205,659 高知県 宿毛市 ゆうゆう 宿毛店 サービス 飲食業 5%

205,660 高知県 須崎市 アシストファーム 小売業 その他小売 5%

205,661 高知県 須崎市 市川タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

205,662 高知県 須崎市 出光須崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,663 高知県 須崎市 ウィッティ・キタザワ 小売業 電化製品 5%

205,664 高知県 須崎市 浦の内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,665 高知県 須崎市 岡崎理容 サービス 理容・美容業 5%

205,666 高知県 須崎市 家具のささおか　家具のささおか 小売業 家具・調度品 5%

205,667 高知県 須崎市 京呉服わだ 小売業 衣料品 5%

205,668 高知県 須崎市 久保釣具店 小売業 その他小売 5%

205,669 高知県 須崎市 暮らしのねっこ サービス 宿泊業 5%

205,670 高知県 須崎市 高知トヨタ自動車須崎店 小売業 その他小売 5%

205,671 高知県 須崎市 高知トヨペット須崎店 小売業 その他小売 5%

205,672 高知県 須崎市 小僧寿し 大間店 サービス 飲食業 5%

205,673 高知県 須崎市 ＣＯＭＯ 小売業 その他小売 5%

205,674 高知県 須崎市 佐野屋 須崎店 小売業 食料品 5%
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205,675 高知県 須崎市 サンクス新荘　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,676 高知県 須崎市 シューズカンパニー須崎店 小売業 衣料品 5%

205,677 高知県 須崎市 ショッピングやまき 小売業 その他小売 5%

205,678 高知県 須崎市 須崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,679 高知県 須崎市 須崎古倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,680 高知県 須崎市 セブン－イレブン須崎桐間南店 小売業 食料品 2%

205,681 高知県 須崎市 須崎西　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,682 高知県 須崎市 そうだ山温泉 サービス 宿泊業 5%

205,683 高知県 須崎市 ［ＨＣ］でんき館コピア 小売業 電化製品 5%

205,684 高知県 須崎市 でんき家 小売業 電化製品 5%

205,685 高知県 須崎市 どうぶつすどまりＢＯＯＫ サービス 宿泊業 5%

205,686 高知県 須崎市 トヨタカローラ高知須崎店 小売業 その他小売 5%

205,687 高知県 須崎市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 須崎店 小売業 その他小売 5%

205,688 高知県 須崎市 パル・ナカイテレビ 小売業 電化製品 5%

205,689 高知県 須崎市 ホームセンターマルニ 小売業 家具・調度品 5%

205,690 高知県 須崎市 ｍａｃ須崎店 小売業 その他小売 5%

205,691 高知県 須崎市 マルニ　須崎店 小売業 その他小売 5%

205,692 高知県 須崎市 よどやドラッグ須崎店 小売業 その他小売 5%

205,693 高知県 田野町 サンシャイン　ゆい店 小売業 食料品 5%

205,694 高知県 田野町 田野　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,695 高知県 田野町 ホームセンターマルニ　田野店 小売業 家具・調度品 5%

205,696 高知県 田野町 マルニ　田野店 小売業 その他小売 5%

205,697 高知県 津野町 ウィッティかなお 小売業 電化製品 5%

205,698 高知県 津野町 サンシャイン　ディスカ店 小売業 食料品 5%

205,699 高知県 津野町 セブン－イレブン津野町葉山店 小売業 食料品 2%

205,700 高知県 津野町 中本モータース サービス その他サービス 5%

205,701 高知県 津野町 西森商店 小売業 その他小売 5%

205,702 高知県 津野町 葉山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,703 高知県 津野町 東津野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,704 高知県 津野町 もりしたでんき 小売業 電化製品 5%

205,705 高知県 東洋町 オランクダイバーズ サービス その他サービス 5%

205,706 高知県 東洋町 甲浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,707 高知県 東洋町 民宿いくみ サービス 宿泊業 5%

205,708 高知県 土佐市 ＡＬＢＥＲＯ サービス 飲食業 5%

205,709 高知県 土佐市 あ・る・よＩＮＯＵＥ 小売業 電化製品 5%

205,710 高知県 土佐市 宇佐ＳＳ　明神石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,711 高知県 土佐市 エレナナカウチ電器 小売業 電化製品 5%

205,712 高知県 土佐市 金子生花店 小売業 その他小売 5%

205,713 高知県 土佐市 宇佐ショッピングセンター 小売業 食料品 5%

205,714 高知県 土佐市 靴のまえだ 小売業 衣料品 5%

205,715 高知県 土佐市 Ｋ’ｓＦａｃｔｏｒｙ サービス その他サービス 5%

205,716 高知県 土佐市 サニーマート　高岡店 小売業 食料品 5%
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205,717 高知県 土佐市 佐野屋 土佐店 小売業 食料品 5%

205,718 高知県 土佐市 サンシャイン　オリビオ店 小売業 食料品 5%

205,719 高知県 土佐市 サンプラザ　土佐ショッピング店 小売業 食料品 5%

205,720 高知県 土佐市 地のもん市場　ハレタ サービス 飲食業 5%

205,721 高知県 土佐市 寿し一貫 高岡店 サービス 飲食業 5%

205,722 高知県 土佐市 太陽舎クリーニング　高岡店 サービス その他サービス 5%

205,723 高知県 土佐市 高橋石油店　高岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,724 高知県 土佐市 テクノライフハカタ 小売業 電化製品 5%

205,725 高知県 土佐市 土佐シャープ電化センター 小売業 電化製品 5%

205,726 高知県 土佐市 セブン－イレブン土佐高岡店 小売業 食料品 2%

205,727 高知県 土佐市 セブン－イレブン土佐蓮池店 小売業 食料品 2%

205,728 高知県 土佐市 土佐龍温泉　三陽荘 サービス 宿泊業 5%

205,729 高知県 土佐市 パルテフジタ 小売業 電化製品 5%

205,730 高知県 土佐市 ホームセンター　リッチ 小売業 その他小売 5%

205,731 高知県 土佐市 ホームセンターリッチ　土佐店 小売業 その他小売 5%

205,732 高知県 土佐市 マクドナルド５６号高岡店 サービス 飲食業 2%

205,733 高知県 土佐市 マルイスポーツ 小売業 その他小売 5%

205,734 高知県 土佐市 もりさわ治療院 サービス その他サービス 5%

205,735 高知県 土佐市 有限会社桂自動車 サービス その他サービス 5%

205,736 高知県 土佐市 よどやドラッグ高岡店 小売業 その他小売 5%

205,737 高知県 土佐市 レストラン　樹里 サービス 飲食業 5%

205,738 高知県 土佐清水市 足摺国際ホテル サービス 宿泊業 5%

205,739 高知県 土佐清水市 足摺サニーサイドホテル サービス 宿泊業 5%

205,740 高知県 土佐清水市 足摺テルメ サービス 宿泊業 5%

205,741 高知県 土佐清水市 足摺岬　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,742 高知県 土佐清水市 幾田自動車 サービス その他サービス 5%

205,743 高知県 土佐清水市 出光土佐清水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,744 高知県 土佐清水市 以布利ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,745 高知県 土佐清水市 大岐　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,746 高知県 土佐清水市 大岐マリン サービス その他サービス 5%

205,747 高知県 土佐清水市 御食事処あしずり サービス 飲食業 5%

205,748 高知県 土佐清水市 株式会社ウェルカムジョン万カンパニー 小売業 食料品 5%

205,749 高知県 土佐清水市 株式会社えびふねや呉服店 ＥＢＩＦＵＮＥＹＡ 小売業 衣料品 5%

205,750 高知県 土佐清水市 株式会社五光商事 小売業 その他小売 5%

205,751 高知県 土佐清水市 サニーマート　清水店 小売業 食料品 5%

205,752 高知県 土佐清水市 清水車検整備 サービス その他サービス 5%

205,753 高知県 土佐清水市 テクノショップフクドメ 小売業 電化製品 5%

205,754 高知県 土佐清水市 土佐清水　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,755 高知県 土佐清水市 南海スポーツ 小売業 その他小売 5%

205,756 高知県 土佐清水市 ハマート　清水店 小売業 その他小売 5%

205,757 高知県 土佐清水市 ペンション木のくじら サービス 宿泊業 5%

205,758 高知県 土佐清水市 ペンションサライ サービス 理容・美容業 5%
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205,759 高知県 土佐清水市 ホテル足摺園 サービス 宿泊業 5%

205,760 高知県 土佐清水市 三崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,761 高知県 土佐清水市 岬屋商店 小売業 電化製品 5%

205,762 高知県 土佐清水市 森自転車　土佐清水店 小売業 その他小売 5%

205,763 高知県 土佐清水市 有限会社コジマ洋品店 小売業 衣料品 5%

205,764 高知県 土佐町 Ａコープ　とさ 小売業 その他小売 5%

205,765 高知県 土佐町 珈琲茶房・甘味処地蔵庵 サービス 飲食業 5%

205,766 高知県 土佐町 サンシャイン　田井店 小売業 食料品 5%

205,767 高知県 土佐町 地蔵寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,768 高知県 土佐町 末広ショッピングセンター本店 小売業 食料品 5%

205,769 高知県 土佐町 鳥井　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,770 高知県 土佐町 パルテ岩崎 小売業 電化製品 5%

205,771 高知県 土佐町 マルニ　田井店 小売業 その他小売 5%

205,772 高知県 中土佐町 ａｒｂｏｒ サービス 理容・美容業 5%

205,773 高知県 中土佐町 久礼 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,774 高知県 中土佐町 久礼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,775 高知県 中土佐町 小僧寿し 久礼店 サービス 飲食業 5%

205,776 高知県 中土佐町 寝装の店さかもと　寝装の店さかもと 小売業 その他小売 5%

205,777 高知県 中土佐町 たかはしでんき 小売業 電化製品 5%

205,778 高知県 中土佐町 ヨシノ高知 サービス その他サービス 5%

205,779 高知県 奈半利町 気ままｓｗｅｅｔｓ　甘音 小売業 食料品 5%

205,780 高知県 奈半利町 奈半利ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,781 高知県 奈半利町 パルテショウエイ 小売業 電化製品 5%

205,782 高知県 奈半利町 ホテル　なはり サービス 宿泊業 5%

205,783 高知県 南国市 アグリファーム高知 小売業 家具・調度品 5%

205,784 高知県 南国市 アシストファーム サービス その他サービス 5%

205,785 高知県 南国市 ＲＴ　ＨＡＩＲＣＲＥＡＴＩＯＮｅａ サービス 理容・美容業 5%

205,786 高知県 南国市 ＲＴＨＡＩＲ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ｅａｓｅ サービス 理容・美容業 5%

205,787 高知県 南国市 有　いだいハイヤー サービス 運輸業 5%

205,788 高知県 南国市 一汁三菜 南国店 サービス 飲食業 5%

205,789 高知県 南国市 稲生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,790 高知県 南国市 Ｉｎｄｉｇｏ　　ｂｌｕｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,791 高知県 南国市 うどん 麺家 サービス 飲食業 5%

205,792 高知県 南国市 逢坂　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,793 高知県 南国市 オリックスレンタカー高知空港店 サービス その他サービス 2%

205,794 高知県 南国市 オリックスレンタカー高知龍馬空港ターミナル店 サービス その他サービス 2%

205,795 高知県 南国市 カーピット 小売業 その他小売 5%

205,796 高知県 南国市 カーサ・シモダ 小売業 家具・調度品 5%

205,797 高知県 南国市 片山ＳＳ　杉村石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,798 高知県 南国市 カフェレストラン　カンフーレ 小売業 食料品 5%

205,799 高知県 南国市 株式会社オートショップハシダ 小売業 その他小売 5%

205,800 高知県 南国市 株式会社　カープロデュースＳＨＩ サービス その他サービス 5%
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205,801 高知県 南国市 株式会社横矢自動車工業所 サービス その他サービス 5%

205,802 高知県 南国市 上末松　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,803 高知県 南国市 川島サイクルモーター 小売業 その他小売 5%

205,804 高知県 南国市 高知トヨタ自動車南国店 小売業 その他小売 5%

205,805 高知県 南国市 コクピット５５ 小売業 その他小売 2%

205,806 高知県 南国市 小僧寿し 南国南店 サービス 飲食業 5%

205,807 高知県 南国市 ＣＯＭＯ 小売業 その他小売 2%

205,808 高知県 南国市 サカノミサキ サービス 飲食業 5%

205,809 高知県 南国市 サニーアクシス　南国店 小売業 食料品 5%

205,810 高知県 南国市 佐野屋 ごめん店 小売業 食料品 5%

205,811 高知県 南国市 佐野屋 南国店 小売業 食料品 5%

205,812 高知県 南国市 サンシャイン　カルディア店 小売業 食料品 5%

205,813 高知県 南国市 サンプラザ　新鮮館　緑ヶ丘 小売業 食料品 5%

205,814 高知県 南国市 シェ・ヴー 小売業 家具・調度品 5%

205,815 高知県 南国市 ＪＦ　ＯＵＴＬＥＴ　南国店 小売業 衣料品 5%

205,816 高知県 南国市 シューズカンパニー南国店 小売業 衣料品 5%

205,817 高知県 南国市 手芸センタードリーム　南国店 小売業 その他小売 5%

205,818 高知県 南国市 シューズショップナベヤ　南国店 小売業 衣料品 5%

205,819 高知県 南国市 武市モータース 小売業 その他小売 5%

205,820 高知県 南国市 ＴＯＳＡＲＩＫＩＳＨＡ サービス 飲食業 5%

205,821 高知県 南国市 土佐料理司高知空港店 サービス 飲食業 5%

205,822 高知県 南国市 トヨタカローラ高知南国店 小売業 その他小売 5%

205,823 高知県 南国市 トヨタレンタリース西四国高知空港店 サービス その他サービス 2%

205,824 高知県 南国市 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 南国店 小売業 その他小売 5%

205,825 高知県 南国市 南国　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,826 高知県 南国市 南国インターＳＳ　有限会社西川石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,827 高知県 南国市 南国インター左右山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,828 高知県 南国市 南国大埇ＳＳ有限会社武内石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,829 高知県 南国市 セブン－イレブン南国下末松店 小売業 食料品 2%

205,830 高知県 南国市 ナンコクスーパー　パステ店 小売業 食料品 5%

205,831 高知県 南国市 南国バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,832 高知県 南国市 農園レストラン　トリトン サービス 飲食業 5%

205,833 高知県 南国市 廿枝ＳＳ　岡林石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,834 高知県 南国市 八剣伝　南国大埇 サービス 飲食業 2%

205,835 高知県 南国市 浜改田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,836 高知県 南国市 はまでん 小売業 電化製品 5%

205,837 高知県 南国市 はまでん　立田本店 小売業 電化製品 5%

205,838 高知県 南国市 ｈｏｌｌｙｗｏｏｄｒｏｏｍ 小売業 その他小売 5%

205,839 高知県 南国市 ＶＡＮクリーニング　十市店 サービス その他サービス 5%

205,840 高知県 南国市 ビッグ・ウェーヴこごめＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,841 高知県 南国市 ビッグ・ウェーヴ南国ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,842 高知県 南国市 ファナー・ジニー南国店 小売業 衣料品 5%
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205,843 高知県 南国市 マクドナルド南国サニーアクシス店 サービス 飲食業 2%

205,844 高知県 南国市 ｍａｃ南国店 小売業 その他小売 5%

205,845 高知県 南国市 ＭＡＲＵＮＩ　ＧＡＲＤＥＮ 小売業 その他小売 5%

205,846 高知県 南国市 未来書房　南国店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

205,847 高知県 南国市 ＹａＹａパール 小売業 衣料品 5%

205,848 高知県 南国市 山本電商 小売業 電化製品 5%

205,849 高知県 南国市 ｙａｙａ　パール 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,850 高知県 南国市 よどやドラッグ南国店 小売業 その他小売 5%

205,851 高知県 南国市 ﾗｰﾒﾝ 麺家 サービス 飲食業 5%

205,852 高知県 南国市 領石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,853 高知県 南国市 レザークラフト　ＷＨＯＬ 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,854 高知県 南国市 レザークラフト　ＷＨＯＬ 小売業 貴金属・服飾品 5%

205,855 高知県 南国市 レストラン　ネレウス サービス 飲食業 5%

205,856 高知県 仁淀川町 出光仁淀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,857 高知県 仁淀川町 Ａコープ吾川店 小売業 その他小売 5%

205,858 高知県 仁淀川町 Ａコープ池川店 小売業 その他小売 5%

205,859 高知県 仁淀川町 中津渓谷ゆの森 サービス 宿泊業 5%

205,860 高知県 仁淀川町 橋本ストアー 小売業 その他小売 5%

205,861 高知県 日高村 芋屋金次郎日高本店 小売業 食料品 5%

205,862 高知県 日高村 サンキューひだか 小売業 その他小売 5%

205,863 高知県 日高村 サンシャイン　日高店 小売業 食料品 5%

205,864 高知県 日高村 錦山カントリ－クラブ サービス その他サービス 5%

205,865 高知県 日高村 セブン－イレブン日高村本郷店 小売業 食料品 2%

205,866 高知県 日高村 めだか池ギャラリー サービス 飲食業 5%

205,867 高知県 日高村 屋根の上のガチョウ サービス 飲食業 5%

205,868 高知県 日高村 有　大山自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

205,869 高知県 日高村 レストラン高知 サービス 飲食業 5%

205,870 高知県 三原村 土佐三原どぶろく合同会社 小売業 その他小売 5%

205,871 高知県 室戸市 出光行当ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,872 高知県 室戸市 佐喜浜　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,873 高知県 室戸市 サンシャイン　オーシャン店 小売業 食料品 5%

205,874 高知県 室戸市 サンシャイン　室戸店 小売業 食料品 5%

205,875 高知県 室戸市 竹内酒店 小売業 その他小売 5%

205,876 高知県 室戸市 羽根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,877 高知県 室戸市 パレットコマツ 小売業 電化製品 5%

205,878 高知県 室戸市 道の駅キラメッセ室戸　食遊鯨の郷 サービス 飲食業 5%

205,879 高知県 室戸市 三津　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,880 高知県 室戸市 室津　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,881 高知県 室戸市 室戸　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,882 高知県 室戸市 室戸新道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,883 高知県 室戸市 室戸ドルフィンセンター サービス その他サービス 5%

205,884 高知県 室戸市 モンマートむろと 小売業 その他小売 5%
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205,885 高知県 室戸市 レストラン明星 サービス 飲食業 5%

205,886 高知県 本山町 サンシャイン　本山店 小売業 食料品 5%

205,887 高知県 本山町 本山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,888 高知県 本山町 ＪＯＫＩ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

205,889 高知県 本山町 和田ラジオ店 小売業 電化製品 5%

205,890 高知県 梼原町 出光しまがわＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,891 高知県 梼原町 出光梼原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,892 高知県 梼原町 雲の上のホテル サービス 宿泊業 5%

205,893 高知県 梼原町 雲の上のホテル別館マルシェ サービス 宿泊業 5%

205,894 高知県 梼原町 サニーマートＦＣスーパー丸味 小売業 食料品 5%

205,895 高知県 梼原町 田野々ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,896 高知県 四万十町 興津青少年旅行村 サービス 宿泊業 5%

205,897 高知県 四万十町 北の川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,898 高知県 四万十町 窪川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,899 高知県 四万十町 窪川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,900 高知県 四万十町 窪川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,901 高知県 四万十町 Ｋ－ＷＯＲＫＳ 小売業 その他小売 5%

205,902 高知県 四万十町 小僧寿し 窪川店 サービス 飲食業 5%

205,903 高知県 四万十町 サニーマートＦＣ　みやたエイト窪川店 小売業 食料品 5%

205,904 高知県 四万十町 佐野屋 窪川店 小売業 食料品 5%

205,905 高知県 四万十町 サンシャイン　四万十店 小売業 食料品 5%

205,906 高知県 四万十町 四万十ダイブ サービス その他サービス 5%

205,907 高知県 四万十町 四万十東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,908 高知県 四万十町 大正　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,909 高知県 四万十町 てづくり工房 ｙａｋｅｇｉ サービス 飲食業 5%

205,910 高知県 四万十町 十川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,911 高知県 四万十町 十和　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,912 高知県 四万十町 轟崎　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,913 高知県 四万十町 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱmac 窪川店 小売業 その他小売 5%

205,914 高知県 四万十町 中平電粧社 小売業 電化製品 5%

205,915 高知県 四万十町 ＮＡＴＵＲＡＬＧＲＯＯＶＥ サービス その他サービス 5%

205,916 高知県 四万十町 パイプカフェ サービス 飲食業 5%

205,917 高知県 四万十町 東窪川ＳＳ　森光石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,918 高知県 四万十町 東又　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,919 高知県 四万十町 ビッグ・ウェーヴ窪川ＳＳ　有限会社三栄商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,920 高知県 四万十町 ファミリーファッションひさかわ 小売業 衣料品 5%

205,921 高知県 四万十町 ヘアーサロン ＪＯＹ サービス 理容・美容業 5%

205,922 高知県 四万十町 ｍａｃ窪川店 小売業 その他小売 5%

205,923 高知県 四万十町 マルニ　窪川店 小売業 その他小売 5%

205,924 高知県 四万十町 美馬旅館 サービス その他サービス 5%

205,925 高知県 四万十町 宮田窪川店 小売業 衣料品 5%

205,926 高知県 四万十町 ［ＨＣ］有限会社駅前電化センター 小売業 電化製品 5%
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205,927 高知県 四万十町 よどやドラッグ窪川店 小売業 その他小売 5%

205,928 福岡県 赤村 油須原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,929 福岡県 赤村 油須原給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,930 福岡県 朝倉市 朝倉医師会病院売店 小売業 その他小売 5%

205,931 福岡県 朝倉市 セブン－イレブン朝倉恵蘇宿店 小売業 食料品 2%

205,932 福岡県 朝倉市 セブン－イレブン朝倉十文字店 小売業 食料品 2%

205,933 福岡県 朝倉市 セブン－イレブン朝倉中央店 小売業 食料品 2%

205,934 福岡県 朝倉市 セブン－イレブン朝倉東田店 小売業 食料品 2%

205,935 福岡県 朝倉市 セブン－イレブン朝倉一木店 小売業 食料品 2%

205,936 福岡県 朝倉市 セブン－イレブン朝倉宮野店 小売業 食料品 2%

205,937 福岡県 朝倉市 阿さひ飴本舗菓蔵家 小売業 食料品 5%

205,938 福岡県 朝倉市 アズ　甘木店 小売業 電化製品 5%

205,939 福岡県 朝倉市 アズ　朝倉店 小売業 電化製品 5%

205,940 福岡県 朝倉市 セブン－イレブン甘木インター店 小売業 食料品 2%

205,941 福岡県 朝倉市 セブン－イレブン甘木柿原店 小売業 食料品 2%

205,942 福岡県 朝倉市 セブン－イレブン甘木庄屋町店 小売業 食料品 2%

205,943 福岡県 朝倉市 甘木東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,944 福岡県 朝倉市 セブン－イレブン甘木持丸北店 小売業 食料品 2%

205,945 福岡県 朝倉市 セブン－イレブン甘木来春大通り店 小売業 食料品 2%

205,946 福岡県 朝倉市 甘木旅行センター サービス その他サービス 5%

205,947 福岡県 朝倉市 アルゾ　甘木店 小売業 食料品 5%

205,948 福岡県 朝倉市 石井仁科堂薬局 小売業 その他小売 5%

205,949 福岡県 朝倉市 いすや サービス その他サービス 5%

205,950 福岡県 朝倉市 いすや斎場頓田会館 サービス その他サービス 5%

205,951 福岡県 朝倉市 いすや堤斎場けやきホール サービス その他サービス 5%

205,952 福岡県 朝倉市 出光安川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,953 福岡県 朝倉市 ＷＯＭＡＮ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

205,954 福岡県 朝倉市 Ｓ．ＳＴＹＬＥ サービス その他サービス 5%

205,955 福岡県 朝倉市 延命館 サービス 宿泊業 5%

205,956 福岡県 朝倉市 大分自動車道　上り　山田サービスエリアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,957 福岡県 朝倉市 オオニシ 小売業 その他小売 5%

205,958 福岡県 朝倉市 カイロプラクティック鹿毛治療院 サービス その他サービス 5%

205,959 福岡県 朝倉市 カットハウス　ミュウ サービス 理容・美容業 5%

205,960 福岡県 朝倉市 （株）筑後旅行センター甘木旅行センター サービス その他サービス 5%

205,961 福岡県 朝倉市 からおけバーｓｕｎｓｅｔ サービス 飲食業 5%

205,962 福岡県 朝倉市 辛子明太子のさかえや　甘木店 小売業 食料品 5%

205,963 福岡県 朝倉市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋甘木インター店 サービス 飲食業 2%

205,964 福岡県 朝倉市 川茸元祖　遠藤金川堂 小売業 食料品 5%

205,965 福岡県 朝倉市 木工房＆ぎゃらりー　ふじやん 小売業 その他小売 5%

205,966 福岡県 朝倉市 グッデイ　朝倉店 小売業 その他小売 5%

205,967 福岡県 朝倉市 グッデイ　甘木店 小売業 その他小売 5%

205,968 福岡県 朝倉市 クリーニング コインランドリー ソラモ 甘木旭町店 サービス その他サービス 5%

4906



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

205,969 福岡県 朝倉市 黒門茶屋 サービス 飲食業 5%

205,970 福岡県 朝倉市 工藝店秋月 サービス その他サービス 5%

205,971 福岡県 朝倉市 香山昇龍大観音 香山昇龍大観音 小売業 その他小売 5%

205,972 福岡県 朝倉市 サガラスポーツ 小売業 その他小売 5%

205,973 福岡県 朝倉市 さくらよ風に サービス 飲食業 5%

205,974 福岡県 朝倉市 さくらよ風に　別邸 サービス 飲食業 5%

205,975 福岡県 朝倉市 ＳＥＥＤ サービス 理容・美容業 5%

205,976 福岡県 朝倉市 ＳＥＥＤ サービス 理容・美容業 5%

205,977 福岡県 朝倉市 ＳＰＵＲ　ＨＡＩＲ　ｂｙ　Ｈｉｄｅ サービス 理容・美容業 5%

205,978 福岡県 朝倉市 フランス料理シルクロード サービス 飲食業 5%

205,979 福岡県 朝倉市 新健勝苑甘木店 小売業 衣料品 5%

205,980 福岡県 朝倉市 Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ Ｈｅａｒｔ 小売業 その他小売 5%

205,981 福岡県 朝倉市 泰泉閣 サービス 宿泊業 5%

205,982 福岡県 朝倉市 泰泉閣 サービス 宿泊業 5%

205,983 福岡県 朝倉市 電’ｓホリオ 小売業 電化製品 5%

205,984 福岡県 朝倉市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ甘木南店 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,985 福岡県 朝倉市 日本料理里川海 サービス 飲食業 5%

205,986 福岡県 朝倉市 杷木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,987 福岡県 朝倉市 セブン－イレブン杷木インター店 小売業 食料品 2%

205,988 福岡県 朝倉市 セブン－イレブン杷木町店 小売業 食料品 2%

205,989 福岡県 朝倉市 花ごよみ 花ごよみ 小売業 その他小売 5%

205,990 福岡県 朝倉市 パナスペースアラマキデンキ 小売業 電化製品 5%

205,991 福岡県 朝倉市 はり灸リンパトリートメントサロン田中家＋ サービス 理容・美容業 5%

205,992 福岡県 朝倉市 ＢＥＥＬＩＮＥ甘木店 小売業 その他小売 5%

205,993 福岡県 朝倉市 ビューホテル平成 サービス 宿泊業 5%

205,994 福岡県 朝倉市 美容ピュア　甘木店 サービス その他サービス 5%

205,995 福岡県 朝倉市 ひよし農園 サービス その他サービス 5%

205,996 福岡県 朝倉市 ヒライ甘木店 小売業 食料品 5%

205,997 福岡県 朝倉市 比良松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

205,998 福岡県 朝倉市 ホテルグランスパアベニュー サービス 宿泊業 5%

205,999 福岡県 朝倉市 ホテルパーレンス小野屋 サービス 宿泊業 5%

206,000 福岡県 朝倉市 マクドナルド甘木店 サービス 飲食業 2%

206,001 福岡県 朝倉市 マツカワ楽器　筑前本店 小売業 その他小売 5%

206,002 福岡県 朝倉市 マツカワ世界堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,003 福岡県 朝倉市 丸記屋　甘木店 小売業 その他小売 5%

206,004 福岡県 朝倉市 マルショク　甘木店 小売業 食料品 5%

206,005 福岡県 朝倉市 マルバヤシ電器 小売業 電化製品 5%

206,006 福岡県 朝倉市 マンガ倉庫　甘木店 小売業 その他小売 5%

206,007 福岡県 朝倉市 明林堂書店甘木店 小売業 その他小売 5%

206,008 福岡県 朝倉市 メガネ・宝石の東和 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,009 福岡県 朝倉市 焼肉　ダイニング　あさくら サービス 飲食業 5%

206,010 福岡県 朝倉市 八蔵　甘木店 サービス 飲食業 5%
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206,011 福岡県 朝倉市 山下呉服店 小売業 衣料品 5%

206,012 福岡県 朝倉市 ＬＩＸＩＬリフォームショップ　古賀組 サービス その他サービス 5%

206,013 福岡県 朝倉市 両筑プランツショップ 小売業 その他小売 5%

206,014 福岡県 朝倉市 六峰舘 サービス 宿泊業 5%

206,015 福岡県 芦屋町 芦屋給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,016 福岡県 芦屋町 セブン－イレブン芦屋浜口店 小売業 食料品 2%

206,017 福岡県 芦屋町 セブン－イレブン芦屋山鹿店 小売業 食料品 2%

206,018 福岡県 芦屋町 株式会社　九州男　Ｆｉｓｈ　Ｄｉｎｉｎｇ　九州男 サービス 飲食業 5%

206,019 福岡県 芦屋町 株式会社九州男 海鮮居食屋 九州男 サービス 飲食業 5%

206,020 福岡県 芦屋町 くいもんや くいもんや サービス 飲食業 5%

206,021 福岡県 芦屋町 ジュエルタイガー 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,022 福岡県 芦屋町 徳永家具店 小売業 家具・調度品 5%

206,023 福岡県 芦屋町 はなとバルーンの店てぃーだ 小売業 その他小売 5%

206,024 福岡県 芦屋町 パナプラザきぬ川 小売業 電化製品 5%

206,025 福岡県 芦屋町 ハローディ　芦屋店 小売業 食料品 5%

206,026 福岡県 芦屋町 ひらやま電器　芦屋店 小売業 電化製品 5%

206,027 福岡県 芦屋町 福岡ヤクルト販売　芦屋Ｃ 小売業 食料品 5%

206,028 福岡県 芦屋町 Ｈａｉｒ　Ｓｐｏｔ　４２６ サービス 理容・美容業 5%

206,029 福岡県 芦屋町 楊楊 サービス 飲食業 5%

206,030 福岡県 飯塚市 アイン・パール 小売業 衣料品 5%

206,031 福岡県 飯塚市 あおぞら薬局　あおぞら薬局ストア 小売業 その他小売 5%

206,032 福岡県 飯塚市 秋元液化ガス株式会社 サービス その他サービス 5%

206,033 福岡県 飯塚市 ａｓｉａｃ 小売業 その他小売 5%

206,034 福岡県 飯塚市 アラミアルーアン サービス 理容・美容業 5%

206,035 福岡県 飯塚市 アルゾ　飯塚幸袋店 小売業 食料品 5%

206,036 福岡県 飯塚市 Ｅａｓｙｌａｎｄ　Ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

206,037 福岡県 飯塚市 飯塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,038 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚伊岐須店 小売業 食料品 2%

206,039 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚枝国店 小売業 食料品 2%

206,040 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚片島店 小売業 食料品 2%

206,041 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚柏の森店 小売業 食料品 2%

206,042 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚柏の森ヒルズ店 小売業 食料品 2%

206,043 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚川島バイパス店 小売業 食料品 2%

206,044 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚近畿大前店 小売業 食料品 2%

206,045 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚幸袋店 小売業 食料品 2%

206,046 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚下三緒店 小売業 食料品 2%

206,047 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚市役所前店 小売業 食料品 2%

206,048 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚庄司店 小売業 食料品 2%

206,049 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚庄内店 小売業 食料品 2%

206,050 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚勢田店 小売業 食料品 2%

206,051 福岡県 飯塚市 飯塚第一ボウル サービス その他サービス 5%

206,052 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚椿店 小売業 食料品 2%
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206,053 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚天道店 小売業 食料品 2%

206,054 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚西町店 小売業 食料品 2%

206,055 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚仁保店 小売業 食料品 2%

206,056 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚花瀬店 小売業 食料品 2%

206,057 福岡県 飯塚市 セブンーイレブン飯塚平恒店 小売業 食料品 2%

206,058 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚堀池店 小売業 食料品 2%

206,059 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚楽市店 小売業 食料品 2%

206,060 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン飯塚若菜小学校入口店 小売業 食料品 2%

206,061 福岡県 飯塚市 出光セルフ飯塚枝国ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,062 福岡県 飯塚市 出光セルフ飯塚東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,063 福岡県 飯塚市 出光セルフ新飯塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,064 福岡県 飯塚市 井上洋服店 小売業 衣料品 5%

206,065 福岡県 飯塚市 インテリアグリーンとギフト　プランツコーディネートのａｓｉａｃ 小売業 その他小売 5%

206,066 福岡県 飯塚市 インポートブティックディレット 小売業 衣料品 5%

206,067 福岡県 飯塚市 ｗｖｅ サービス 理容・美容業 5%

206,068 福岡県 飯塚市 上田種苗園　上田種苗園 小売業 その他小売 5%

206,069 福岡県 飯塚市 エクラ サービス 理容・美容業 5%

206,070 福岡県 飯塚市 (株)エトウ時計店　飯塚本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,071 福岡県 飯塚市 (株)エトウ時計店　メガネサロン 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,072 福岡県 飯塚市 エビス味噌ショップ 小売業 食料品 5%

206,073 福岡県 飯塚市 エンシエント 小売業 その他小売 5%

206,074 福岡県 飯塚市 オアシス珈琲本店 小売業 食料品 5%

206,075 福岡県 飯塚市 大賀薬局　飯塚あいタウン店（調剤） 小売業 その他小売 5%

206,076 福岡県 飯塚市 大賀薬局　飯塚あいタウン店 小売業 その他小売 5%

206,077 福岡県 飯塚市 大賀薬局　庄内店 小売業 その他小売 5%

206,078 福岡県 飯塚市 小川自動車 サービス その他サービス 5%

206,079 福岡県 飯塚市 おの庄 サービス 飲食業 5%

206,080 福岡県 飯塚市 おやま動物病院 サービス その他サービス 5%

206,081 福岡県 飯塚市 ｏｌｉｖｅの木　飯塚店 小売業 その他小売 5%

206,082 福岡県 飯塚市 オリックスレンタカー飯塚店 サービス その他サービス 2%

206,083 福岡県 飯塚市 カーボデー飯塚 サービス その他サービス 5%

206,084 福岡県 飯塚市 学生服のタナカ 小売業 衣料品 5%

206,085 福岡県 飯塚市 片岡自動車 サービス その他サービス 5%

206,086 福岡県 飯塚市 かにすけ 小売業 食料品 5%

206,087 福岡県 飯塚市 カーファクトリー５５５ サービス その他サービス 5%

206,088 福岡県 飯塚市 カフェ雲を蒔く サービス 飲食業 5%

206,089 福岡県 飯塚市 株式会社松隈石油店 小売業 電化製品 5%

206,090 福岡県 飯塚市 株式会社メガネのＷＡＤＡ 小売業 その他小売 5%

206,091 福岡県 飯塚市 ＧＡＹＵ 小売業 その他小売 5%

206,092 福岡県 飯塚市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋飯塚柏の森店 サービス 飲食業 2%

206,093 福岡県 飯塚市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋飯塚若菜店 サービス 飲食業 2%

206,094 福岡県 飯塚市 京呉服の田島屋 小売業 衣料品 5%
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206,095 福岡県 飯塚市 くすりのハッピー　潤野店 小売業 その他小売 5%

206,096 福岡県 飯塚市 くすりのハッピー　柏の森店 小売業 その他小売 5%

206,097 福岡県 飯塚市 くすりのハッピー　柏の森店 小売業 その他小売 5%

206,098 福岡県 飯塚市 くすりのハッピー　川津店 小売業 その他小売 5%

206,099 福岡県 飯塚市 くすりのハッピー　庄内店 小売業 その他小売 5%

206,100 福岡県 飯塚市 くすりのハッピー　忠隈店 小売業 その他小売 5%

206,101 福岡県 飯塚市 グッデイ　飯塚店 小売業 その他小売 5%

206,102 福岡県 飯塚市 グッデイ　庄内店 小売業 その他小売 5%

206,103 福岡県 飯塚市 ＧＯＯＤ ＴＩＭＥ 小売業 その他小売 5%

206,104 福岡県 飯塚市 久保酒店 小売業 食料品 5%

206,105 福岡県 飯塚市 くまがい釣具　くまがい釣り具 小売業 その他小売 5%

206,106 福岡県 飯塚市 倉掛米穀店 小売業 食料品 5%

206,107 福岡県 飯塚市 グランド工房　飯塚店 小売業 その他小売 5%

206,108 福岡県 飯塚市 ＧＬＥＡＮ－ＬＩＦＥ株式会社 サービス 理容・美容業 5%

206,109 福岡県 飯塚市 ＧＵＲＩＣＯ 小売業 その他小売 5%

206,110 福岡県 飯塚市 ｃｈｒｙｓａｌｉｄｅ 小売業 衣料品 5%

206,111 福岡県 飯塚市 合屋電器店 小売業 電化製品 5%

206,112 福岡県 飯塚市 ｃｏｔｅｈａ サービス 理容・美容業 5%

206,113 福岡県 飯塚市 呉服のたかた 小売業 衣料品 5%

206,114 福岡県 飯塚市 五龍酒店 小売業 食料品 5%

206,115 福岡県 飯塚市 金剛堂　筑豊店 小売業 家具・調度品 5%

206,116 福岡県 飯塚市 サイクルガレージ　プローバ 小売業 その他小売 5%

206,117 福岡県 飯塚市 坂本デンキ 小売業 電化製品 5%

206,118 福岡県 飯塚市 さくら石油弁分給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,119 福岡県 飯塚市 ザザホラヤ　飯塚店 小売業 衣料品 5%

206,120 福岡県 飯塚市 （株）佐藤眼鏡店　メガネのサトー本店 小売業 その他小売 5%

206,121 福岡県 飯塚市 茶寮このみ サービス 飲食業 5%

206,122 福岡県 飯塚市 三拍子 サービス 飲食業 5%

206,123 福岡県 飯塚市 サンフラワー楽市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,124 福岡県 飯塚市 樹会和４飯塚本町店 小売業 衣料品 5%

206,125 福岡県 飯塚市 ジュエリー　ＳＨＩＭＯＫＡＷＡ＆ＣＯ． 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,126 福岡県 飯塚市 ジュエリーＳＨＩＭＯＫＡＷＡ＆ＣＯ． 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,127 福岡県 飯塚市 Ｓｈｕｋｒ サービス 理容・美容業 5%

206,128 福岡県 飯塚市 しらゆり会館　飯塚・鯰田会場 サービス その他サービス 5%

206,129 福岡県 飯塚市 Ｓｗｅｅｔ’ｓ　ｏｆ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

206,130 福岡県 飯塚市 すたみな太郎　飯塚店 サービス 飲食業 5%

206,131 福岡県 飯塚市 ストーンクエスト 小売業 家具・調度品 5%

206,132 福岡県 飯塚市 スリールベベ サービス その他サービス 5%

206,133 福岡県 飯塚市 清眼堂　飯塚店 小売業 その他小売 5%

206,134 福岡県 飯塚市 セルフ飯塚２０１号バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,135 福岡県 飯塚市 セルフ飯塚２００号線ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,136 福岡県 飯塚市 セルフニコニコ倶楽部飯塚店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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206,137 福岡県 飯塚市 セレクトショップ　カーサ 小売業 衣料品 5%

206,138 福岡県 飯塚市 セレクトショップ カーサ 小売業 衣料品 5%

206,139 福岡県 飯塚市 セレクトショップ　ディレット 小売業 衣料品 5%

206,140 福岡県 飯塚市 タイ式マッサージむう庵 サービス 理容・美容業 5%

206,141 福岡県 飯塚市 ダイニングバーダブル サービス 飲食業 5%

206,142 福岡県 飯塚市 大分給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,143 福岡県 飯塚市 ダイヤゴルフセンター サービス その他サービス 5%

206,144 福岡県 飯塚市 タカチホカメラ　飯塚店 小売業 その他小売 5%

206,145 福岡県 飯塚市 タカチホカメラ　飯塚水江店 小売業 その他小売 5%

206,146 福岡県 飯塚市 竹乃家 サービス 飲食業 5%

206,147 福岡県 飯塚市 小さなゆめ 小売業 衣料品 5%

206,148 福岡県 飯塚市 ｃｅｒｃｈｉｏ　ｒｏｓｓｏ サービス 飲食業 5%

206,149 福岡県 飯塚市 筑豊太平石油　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,150 福岡県 飯塚市 筑豊パナランド 小売業 電化製品 5%

206,151 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン筑穂中学校前店 小売業 食料品 2%

206,152 福岡県 飯塚市 塚本デンキ 小売業 電化製品 5%

206,153 福岡県 飯塚市 つつみＤＥＮＫＩ 小売業 電化製品 5%

206,154 福岡県 飯塚市 天喜 サービス 飲食業 5%

206,155 福岡県 飯塚市 でんきのパワフル相田店 小売業 電化製品 5%

206,156 福岡県 飯塚市 でんきのプラスワン柏の森店 小売業 電化製品 5%

206,157 福岡県 飯塚市 デンヒチ筑豊営業所 小売業 その他小売 5%

206,158 福岡県 飯塚市 東山 サービス 飲食業 5%

206,159 福岡県 飯塚市 トヨタカローラ博多飯塚店 小売業 その他小売 5%

206,160 福岡県 飯塚市 トヨタ部品福岡共販飯塚営業所 サービス その他サービス 5%

206,161 福岡県 飯塚市 トヨタレンタリース博多飯塚片島店 サービス その他サービス 2%

206,162 福岡県 飯塚市 縄田履物店 小売業 衣料品 5%

206,163 福岡県 飯塚市 ニュウファッション神戸 小売業 衣料品 5%

206,164 福岡県 飯塚市 ｎａｉｌｓａｌｏｎプリシア サービス 理容・美容業 5%

206,165 福岡県 飯塚市 ノエビア福岡南販社 サービス その他サービス 5%

206,166 福岡県 飯塚市 パソコン市場　飯塚店 小売業 電化製品 5%

206,167 福岡県 飯塚市 パソコン修理　データ復旧専門店　パソコンドック２４　飯塚店 サービス その他サービス 5%

206,168 福岡県 飯塚市 パソコンドック２４　飯塚店 サービス その他サービス 5%

206,169 福岡県 飯塚市 ハッピー薬局　穂波店 小売業 その他小売 5%

206,170 福岡県 飯塚市 パナランドうぐいす台 小売業 電化製品 5%

206,171 福岡県 飯塚市 パナランド大庭電器 小売業 電化製品 5%

206,172 福岡県 飯塚市 パナランドオカベ 小売業 電化製品 5%

206,173 福岡県 飯塚市 パナランド　コスモス 小売業 電化製品 5%

206,174 福岡県 飯塚市 ＨａｐｐｉＮｅｓｓ＿ＭＥＧＡ サービス 理容・美容業 5%

206,175 福岡県 飯塚市 浜さんちのとうふ　堀池店 小売業 食料品 5%

206,176 福岡県 飯塚市 ハローデイ柏の森店 小売業 食料品 5%

206,177 福岡県 飯塚市 ハローデイ九工大前店 小売業 食料品 5%

206,178 福岡県 飯塚市 ハローデイ穂波店 小売業 食料品 5%
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206,179 福岡県 飯塚市 パンセ　アミエ店 サービス 理容・美容業 5%

206,180 福岡県 飯塚市 パンセ本店 サービス 理容・美容業 5%

206,181 福岡県 飯塚市 ハンドメイドギャラリー福 小売業 衣料品 5%

206,182 福岡県 飯塚市 ＢＭＯ飯塚店 小売業 衣料品 5%

206,183 福岡県 飯塚市 ピーズキッチン サービス 飲食業 5%

206,184 福岡県 飯塚市 東谷石油飯塚中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,185 福岡県 飯塚市 ビジネスホテル・センチュリー サービス 宿泊業 5%

206,186 福岡県 飯塚市 ビッグワン 小売業 電化製品 5%

206,187 福岡県 飯塚市 姫路屋　吉原町店 小売業 衣料品 5%

206,188 福岡県 飯塚市 美容室ひらお サービス 理容・美容業 5%

206,189 福岡県 飯塚市 美容室　ひらお サービス 理容・美容業 5%

206,190 福岡県 飯塚市 美容ピュア飯塚店 サービス 理容・美容業 5%

206,191 福岡県 飯塚市 美容ピュア穂波店 サービス 理容・美容業 5%

206,192 福岡県 飯塚市 美容室ひらお サービス 理容・美容業 5%

206,193 福岡県 飯塚市 平塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,194 福岡県 飯塚市 ４ｇｒａｎｔＹＯＵ サービス 理容・美容業 5%

206,195 福岡県 飯塚市 フォトスタジオサークル サービス その他サービス 5%

206,196 福岡県 飯塚市 ふくまＤＥＮＫＩ 小売業 電化製品 5%

206,197 福岡県 飯塚市 フジイ進物店 小売業 その他小売 5%

206,198 福岡県 飯塚市 フジイ進物店　卸部 小売業 その他小売 5%

206,199 福岡県 飯塚市 ブティック　Ｖｉａ　ｆ．ヴィーア 小売業 衣料品 5%

206,200 福岡県 飯塚市 （有）ププレ・ワールド　ＬＯＲＤＳ 小売業 衣料品 5%

206,201 福岡県 飯塚市 ふらってぃーのドッグカフェ サービス 飲食業 5%

206,202 福岡県 飯塚市 ＦＲＥＥ　ＳＴＹＬＥ サービス その他サービス 5%

206,203 福岡県 飯塚市 Ｆｒｉｘ 小売業 その他小売 5%

206,204 福岡県 飯塚市 ヘアーサロン　モロオカ サービス 理容・美容業 5%

206,205 福岡県 飯塚市 ヘアーサロンラ・フランジュ サービス 理容・美容業 5%

206,206 福岡県 飯塚市 宝靖自動車 サービス その他サービス 5%

206,207 福岡県 飯塚市 セブン－イレブン穂波小正店 小売業 食料品 2%

206,208 福岡県 飯塚市 マクドナルドイオン穂波店 サービス 飲食業 2%

206,209 福岡県 飯塚市 マクドナルド２００秋松店 サービス 飲食業 2%

206,210 福岡県 飯塚市 マクドナルド穂波パークシティ店 サービス 飲食業 2%

206,211 福岡県 飯塚市 増岡化粧品店　増岡化粧品店 小売業 その他小売 5%

206,212 福岡県 飯塚市 松本動物病院 サービス その他サービス 5%

206,213 福岡県 飯塚市 まるまんフィオーレ　飯塚ジャスコ店 小売業 その他小売 5%

206,214 福岡県 飯塚市 ミシンのアローズ　飯塚店 小売業 電化製品 5%

206,215 福岡県 飯塚市 瑞穂菊酒造 小売業 食料品 5%

206,216 福岡県 飯塚市 みんなでごはん　穂のさろん サービス 飲食業 5%

206,217 福岡県 飯塚市 無法松　飯塚店 小売業 その他小売 5%

206,218 福岡県 飯塚市 明林堂書店ＡＢＯＯＫ飯塚店 小売業 その他小売 5%

206,219 福岡県 飯塚市 メガネのアイ・ルック 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,220 福岡県 飯塚市 メガネのＷＡＤＡ 小売業 その他小売 5%
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206,221 福岡県 飯塚市 メナードフェイシャルサロンオールドローズ サービス 理容・美容業 5%

206,222 福岡県 飯塚市 メリーズ　ラム 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,223 福岡県 飯塚市 メリーズラム 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,224 福岡県 飯塚市 モイスティーヌサロン　ピウ　ボーテ 小売業 その他小売 5%

206,225 福岡県 飯塚市 元野木書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

206,226 福岡県 飯塚市 モリタゴルフ桜ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

206,227 福岡県 飯塚市 もりもと電器 小売業 電化製品 5%

206,228 福岡県 飯塚市 焼肉　高山 サービス 飲食業 5%

206,229 福岡県 飯塚市 焼肉レストラン牛仙 飯塚店 サービス 飲食業 5%

206,230 福岡県 飯塚市 八木山　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,231 福岡県 飯塚市 やじろべえ飯塚店 サービス 飲食業 5%

206,232 福岡県 飯塚市 山野愛子どろんこ美容 サービス 理容・美容業 5%

206,233 福岡県 飯塚市 ＹＯＵ愛ステーション川津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,234 福岡県 飯塚市 ＹＯＵ愛ステーション下三緒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,235 福岡県 飯塚市 有限会社 堤車輌整備工場 サービス その他サービス 5%

206,236 福岡県 飯塚市 有限会社まつよし サービス その他サービス 5%

206,237 福岡県 飯塚市 ユゲデンキ株式会社 小売業 電化製品 5%

206,238 福岡県 飯塚市 ｕｎｉｖｅｒｓａｌ工房ＨＲＳ 小売業 その他小売 5%

206,239 福岡県 飯塚市 吉田石油店飯塚SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,240 福岡県 飯塚市 吉田時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,241 福岡県 飯塚市 よしむら自動車ガラス　筑豊営業所 小売業 その他小売 5%

206,242 福岡県 飯塚市 （有）ププレ・ワールド 小売業 衣料品 5%

206,243 福岡県 飯塚市 ラ?パレット 小売業 食料品 5%

206,244 福岡県 飯塚市 ＪＭ／ラインアート 小売業 その他小売 5%

206,245 福岡県 飯塚市 楽市焼肉センター サービス 飲食業 5%

206,246 福岡県 飯塚市 らくらく車検センター サービス その他サービス 5%

206,247 福岡県 飯塚市 ラバース 小売業 衣料品 5%

206,248 福岡県 飯塚市 ＲＡＮＳＨＥＬＬ サービス 理容・美容業 5%

206,249 福岡県 飯塚市 リビングデザイン サービス その他サービス 5%

206,250 福岡県 飯塚市 ローズ 小売業 衣料品 5%

206,251 福岡県 飯塚市 わた惣 小売業 食料品 5%

206,252 福岡県 糸島市 アートスペース　トレ・ドスシエロス 小売業 その他小売 5%

206,253 福岡県 糸島市 Ａｖｅｒｉａ サービス 理容・美容業 5%

206,254 福岡県 糸島市 ａｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓ＆ａｒｔｓｊａｄｅ 小売業 衣料品 5%

206,255 福岡県 糸島市 アグリツーリズモ　アッカプントエッフェ サービス 宿泊業 5%

206,256 福岡県 糸島市 浅野動物病院 サービス その他サービス 5%

206,257 福岡県 糸島市 ａｄｏｚｅｎｏｆ 小売業 衣料品 5%

206,258 福岡県 糸島市 ａｔｅｌｉｅｒ　ａｎ　ｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

206,259 福岡県 糸島市 ａｔｅｌｉｅｒ１３ＳＤＥＣＯ サービス その他サービス 5%

206,260 福岡県 糸島市 有田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,261 福岡県 糸島市 ＣＶＳ有田屋 小売業 その他小売 5%

206,262 福岡県 糸島市 Ａ．Ｎ．Ｋ．ｒｅｔ サービス 理容・美容業 5%
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206,263 福岡県 糸島市 アンドハナ サービス その他サービス 5%

206,264 福岡県 糸島市 いしむら　前原店 小売業 食料品 5%

206,265 福岡県 糸島市 一力寿司　穂と花 サービス 飲食業 5%

206,266 福岡県 糸島市 一般社団法人糸島よかとこラボ サービス その他サービス 5%

206,267 福岡県 糸島市 出光糸島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,268 福岡県 糸島市 セブン－イレブン糸島加布里店 小売業 食料品 2%

206,269 福岡県 糸島市 セブン－イレブン糸島神在店 小売業 食料品 2%

206,270 福岡県 糸島市 いとしまコンタクト 小売業 その他小売 5%

206,271 福岡県 糸島市 いとしまコンタクト 小売業 その他小売 5%

206,272 福岡県 糸島市 セブン－イレブン糸島篠原東３丁目店 小売業 食料品 2%

206,273 福岡県 糸島市 セブン－イレブン糸島志摩師吉店 小売業 食料品 2%

206,274 福岡県 糸島市 糸島　中村屋 小売業 その他小売 5%

206,275 福岡県 糸島市 セブン－イレブン糸島波呂北店 小売業 食料品 2%

206,276 福岡県 糸島市 浮岳茶寮 サービス 飲食業 5%

206,277 福岡県 糸島市 うぐいす座 小売業 その他小売 5%

206,278 福岡県 糸島市 うつわと手仕事の店　研 小売業 その他小売 5%

206,279 福岡県 糸島市 ウララカオーディオ 小売業 電化製品 5%

206,280 福岡県 糸島市 うるしカレー サービス 飲食業 5%

206,281 福岡県 糸島市 ａｉｒｐｌａｎｔｓ　ＴＥＮＧＵ?ＤＯ 小売業 その他小売 5%

206,282 福岡県 糸島市 榎本電機 小売業 電化製品 5%

206,283 福岡県 糸島市 エルマ・ドマテス 小売業 衣料品 5%

206,284 福岡県 糸島市 Ｏｕｃｈｉ工房伊都かなざわや サービス その他サービス 5%

206,285 福岡県 糸島市 大賀薬局　前原浦志店 小売業 その他小売 5%

206,286 福岡県 糸島市 大賀薬局　前原店（調剤） 小売業 その他小売 5%

206,287 福岡県 糸島市 大賀薬局　前原店 小売業 その他小売 5%

206,288 福岡県 糸島市 大城ピアノ 小売業 その他小売 5%

206,289 福岡県 糸島市 オーダースーツＳＨＯＰ　ビガッド 小売業 衣料品 5%

206,290 福岡県 糸島市 ＡＬＬ　ＣＡＲＳ　Ｎ サービス その他サービス 5%

206,291 福岡県 糸島市 かじ動物クリニック サービス その他サービス 5%

206,292 福岡県 糸島市 かじペットクリニック サービス その他サービス 5%

206,293 福岡県 糸島市 カットショップ　ウエノ サービス 理容・美容業 5%

206,294 福岡県 糸島市 金森電化住設 小売業 電化製品 5%

206,295 福岡県 糸島市 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　Ｆｅｌｉｃｅ サービス 飲食業 5%

206,296 福岡県 糸島市 カフェテリア　ワダツミ サービス 飲食業 5%

206,297 福岡県 糸島市 株式会社　朝日商会　朝日商会 小売業 その他小売 5%

206,298 福岡県 糸島市 ｋａｆｕｗａ ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

206,299 福岡県 糸島市 ｋａｆｕｗａ　ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

206,300 福岡県 糸島市 カラー・ウェブコンサルタント サービス その他サービス 5%

206,301 福岡県 糸島市 カラーズ サービス 理容・美容業 5%

206,302 福岡県 糸島市 ＧＩＢＳＯＮ 小売業 その他小売 5%

206,303 福岡県 糸島市 業務スーパー伊都店 小売業 食料品 2%

206,304 福岡県 糸島市 ぎんのはな 小売業 その他小売 5%
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206,305 福岡県 糸島市 グッデイ　周船寺店 小売業 その他小売 5%

206,306 福岡県 糸島市 グッデイ　加布里店 小売業 その他小売 5%

206,307 福岡県 糸島市 くらすこと　糸島 小売業 その他小売 5%

206,308 福岡県 糸島市 車の卸屋　ｃｏｍ　ＨＳＰ 小売業 その他小売 5%

206,309 福岡県 糸島市 ゲストハウスＴＯＭＯ サービス その他サービス 5%

206,310 福岡県 糸島市 芥屋ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

206,311 福岡県 糸島市 玄海ヤンマー　糸島営業所 サービス その他サービス 5%

206,312 福岡県 糸島市 工房Ｃｈｌｏｒｏｐｌａｓｔ 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,313 福岡県 糸島市 個人崇史タクシー サービス 運輸業 5%

206,314 福岡県 糸島市 個人田川タクシー サービス 運輸業 5%

206,315 福岡県 糸島市 ｋｏｔｏｎｏｈａ サービス 理容・美容業 5%

206,316 福岡県 糸島市 居酒屋ゆづ サービス 飲食業 5%

206,317 福岡県 糸島市 酒みせちきゅう屋 サービス その他サービス 5%

206,318 福岡県 糸島市 Ｚａｋｋａ　ｓｏ－ｌａ 小売業 その他小売 5%

206,319 福岡県 糸島市 僧伽小野　一秀庵 サービス 飲食業 5%

206,320 福岡県 糸島市 雷山房 サービス その他サービス 5%

206,321 福岡県 糸島市 ＪＡ糸島　産直市場　伊都菜彩 小売業 食料品 5%

206,322 福岡県 糸島市 セブン－イレブン志摩井田原店 小売業 食料品 2%

206,323 福岡県 糸島市 シャトーハギワラ 小売業 食料品 5%

206,324 福岡県 糸島市 ＳＨＡＮＴＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,325 福岡県 糸島市 新生モータース サービス その他サービス 5%

206,326 福岡県 糸島市 －ｓｕｕ－ 小売業 その他小売 5%

206,327 福岡県 糸島市 ＳＣＡＴＯＬＡ サービス その他サービス 5%

206,328 福岡県 糸島市 ＳＣＬＡＰ 小売業 衣料品 5%

206,329 福岡県 糸島市 すし廣 サービス 飲食業 5%

206,330 福岡県 糸島市 ＳｔｕｄｉｏＭＵＳＩＣＡ サービス その他サービス 5%

206,331 福岡県 糸島市 炭火焼いとしま サービス 飲食業 5%

206,332 福岡県 糸島市 西南自動車工業　前原工場 サービス その他サービス 5%

206,333 福岡県 糸島市 タイヤショップヨシムラ 小売業 その他小売 5%

206,334 福岡県 糸島市 ダイワ前原店 小売業 電化製品 5%

206,335 福岡県 糸島市 タカチホカメラ　前原店 小売業 その他小売 5%

206,336 福岡県 糸島市 髙城自動車 サービス その他サービス 5%

206,337 福岡県 糸島市 ［ＨＣ］田中電機 小売業 電化製品 5%

206,338 福岡県 糸島市 谷口自動車 サービス その他サービス 5%

206,339 福岡県 糸島市 タビノキセキ 小売業 その他小売 5%

206,340 福岡県 糸島市 ＣＨＡＶＩＮＢＯＤＹＷＯＲＫＳ サービス その他サービス 5%

206,341 福岡県 糸島市 ＴＷＩＮＦＩＳＨ 小売業 衣料品 5%

206,342 福岡県 糸島市 Ｄ?ＳＴＯＣＫ　いとしま 小売業 衣料品 5%

206,343 福岡県 糸島市 陶工房Ｒｏｎ 小売業 その他小売 5%

206,344 福岡県 糸島市 陶翠苑（ギャラリー） 小売業 その他小売 5%

206,345 福岡県 糸島市 ととうや サービス その他サービス 5%

206,346 福岡県 糸島市 ドラッグ新生堂　加布里店 小売業 その他小売 5%
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206,347 福岡県 糸島市 トラヤミートセンター 小売業 食料品 5%

206,348 福岡県 糸島市 南松堂 小売業 電化製品 5%

206,349 福岡県 糸島市 セブン－イレブン二丈深江店 小売業 食料品 2%

206,350 福岡県 糸島市 ２０２号線バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,351 福岡県 糸島市 博多エクラ 小売業 食料品 5%

206,352 福岡県 糸島市 橋本タクシー サービス 運輸業 5%

206,353 福岡県 糸島市 橋本タクシー サービス 運輸業 5%

206,354 福岡県 糸島市 服部屋 サービス 飲食業 5%

206,355 福岡県 糸島市 ｈａｎａｔｏｌｉｆｅ サービス その他サービス 5%

206,356 福岡県 糸島市 花のマキゾノ 小売業 その他小売 5%

206,357 福岡県 糸島市 ハネダスタジオ サービス その他サービス 5%

206,358 福岡県 糸島市 ビーチ食堂　Ｍｒ．Ｂｅａｃｈ サービス 飲食業 5%

206,359 福岡県 糸島市 ヒーリングエステサロンＬａＭａｒｉｅ サービス その他サービス 5%

206,360 福岡県 糸島市 ピザポケット 前原店 サービス 飲食業 5%

206,361 福岡県 糸島市 福岡金文堂志摩店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

206,362 福岡県 糸島市 藤田ラジオ店 小売業 電化製品 5%

206,363 福岡県 糸島市 ＰＬＡＩＳＩＲ 小売業 その他小売 5%

206,364 福岡県 糸島市 ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　Ｔｉｍｅ サービス 理容・美容業 5%

206,365 福岡県 糸島市 ヘアーサロン泉 サービス 理容・美容業 5%

206,366 福岡県 糸島市 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｈａｐｐｙ　ヘアースタジオハッピー サービス 理容・美容業 5%

206,367 福岡県 糸島市 ポケットカスタネット サービス その他サービス 5%

206,368 福岡県 糸島市 セブン－イレブン前原駅南２丁目店 小売業 食料品 2%

206,369 福岡県 糸島市 セブン－イレブン前原上町中央店 小売業 食料品 2%

206,370 福岡県 糸島市 セブン－イレブン前原北新地店 小売業 食料品 2%

206,371 福岡県 糸島市 セブン－イレブン前原高田１丁目店 小売業 食料品 2%

206,372 福岡県 糸島市 セブン－イレブン前原波多江店 小売業 食料品 2%

206,373 福岡県 糸島市 セブン－イレブン前原三坂店 小売業 食料品 2%

206,374 福岡県 糸島市 セブン－イレブン前原南風台店 小売業 食料品 2%

206,375 福岡県 糸島市 Ｍａｋａｌｉ＇ｉ 小売業 衣料品 5%

206,376 福岡県 糸島市 マクドナルド２０２前原店 サービス 飲食業 2%

206,377 福岡県 糸島市 松本自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

206,378 福岡県 糸島市 まるきん糸島店 小売業 その他小売 5%

206,379 福岡県 糸島市 ｍｉｄｄｌｅ 小売業 衣料品 5%

206,380 福岡県 糸島市 南風茶屋 サービス 飲食業 5%

206,381 福岡県 糸島市 味楽寿司 サービス 飲食業 5%

206,382 福岡県 糸島市 無法松　前原店 小売業 その他小売 5%

206,383 福岡県 糸島市 メガネの落合二丈店 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,384 福岡県 糸島市 モイスティーヌ　糸島サロン サービス 理容・美容業 5%

206,385 福岡県 糸島市 もちカフェ月うさぎ サービス 飲食業 5%

206,386 福岡県 糸島市 モトガレージプライム 小売業 その他小売 5%

206,387 福岡県 糸島市 ザグ・インスティチュート有限会社猪口直美 小売業 家具・調度品 5%

206,388 福岡県 糸島市 もみのき サービス 理容・美容業 5%
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206,389 福岡県 糸島市 やますえ 小売業 食料品 5%

206,390 福岡県 糸島市 有限会社とみおか薬局とみおか薬店 小売業 その他小売 5%

206,391 福岡県 糸島市 吉清教材店 小売業 その他小売 5%

206,392 福岡県 糸島市 Ｌ’ＡＲＴＩＳＴＡ サービス 飲食業 5%

206,393 福岡県 糸島市 個人ｒｉｋｉｈｉｓａ サービス 運輸業 5%

206,394 福岡県 糸島市 ｒｅ　ｓａｒａ 小売業 その他小売 5%

206,395 福岡県 糸島市 リトモ・アルベーロ 小売業 その他小売 5%

206,396 福岡県 糸島市 ｒｉｎｏａ サービス 理容・美容業 5%

206,397 福岡県 糸島市 レンタル衣裳　いきつ　前原店 サービス その他サービス 5%

206,398 福岡県 糸島市 ろわぶー舎 小売業 その他小売 5%

206,399 福岡県 糸島市 ワン・ツウ・スポーツクラブ中央 サービス その他サービス 5%

206,400 福岡県 糸田町 アールステージ サービス その他サービス 5%

206,401 福岡県 糸田町 糸田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,402 福岡県 糸田町 糸田 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,403 福岡県 糸田町 神吉電器 小売業 電化製品 5%

206,404 福岡県 糸田町 髙見テレビ商会 小売業 電化製品 5%

206,405 福岡県 糸田町 マツイでんき 小売業 電化製品 5%

206,406 福岡県 糸田町 Ｌｏｏｓｅｎ サービス 理容・美容業 5%

206,407 福岡県 うきは市 あおぞらクリーニング サービス その他サービス 5%

206,408 福岡県 うきは市 アズ　浮羽店 小売業 電化製品 5%

206,409 福岡県 うきは市 居酒屋　八蔵　うきは吉井店 サービス 飲食業 5%

206,410 福岡県 うきは市 出光浮羽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,411 福岡県 うきは市 伊藤建具店 小売業 家具・調度品 5%

206,412 福岡県 うきは市 田舎家 サービス 飲食業 5%

206,413 福岡県 うきは市 囲炉裏カフェ里楽 サービス 飲食業 5%

206,414 福岡県 うきは市 ＵＫＩＨＡＳＴＡＮＤ！（ウキハスタンド！） サービス 飲食業 5%

206,415 福岡県 うきは市 うきは千年ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,416 福岡県 うきは市 セブンーイレブンうきは鷹取店 小売業 食料品 2%

206,417 福岡県 うきは市 セブン－イレブンうきは高見店 小売業 食料品 2%

206,418 福岡県 うきは市 セブン－イレブンうきはバイパス店 小売業 食料品 2%

206,419 福岡県 うきは市 大賀薬局　うきは店 小売業 その他小売 5%

206,420 福岡県 うきは市 大藤刃物店 小売業 その他小売 5%

206,421 福岡県 うきは市 株式会社浮羽自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

206,422 福岡県 うきは市 清乃屋 サービス 宿泊業 5%

206,423 福岡県 うきは市 久留米ヤクルト販売 うきはＣ 小売業 食料品 5%

206,424 福岡県 うきは市 桑之屋 サービス 宿泊業 5%

206,425 福岡県 うきは市 ＫＯＮＯＩＴＯ 小売業 その他小売 5%

206,426 福岡県 うきは市 さかえや　うきは店 小売業 食料品 5%

206,427 福岡県 うきは市 サロン　エリーズ 小売業 衣料品 5%

206,428 福岡県 うきは市 自転車のシカショ 小売業 その他小売 5%

206,429 福岡県 うきは市 白木屋 小売業 衣料品 5%

206,430 福岡県 うきは市 酢造発酵場スー 小売業 その他小売 5%
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206,431 福岡県 うきは市 千足ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,432 福岡県 うきは市 そば処郡上 サービス 飲食業 5%

206,433 福岡県 うきは市 たかお動物病院 サービス その他サービス 5%

206,434 福岡県 うきは市 筑後大石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,435 福岡県 うきは市 筑後川グランドホテル　桑之屋 サービス 宿泊業 5%

206,436 福岡県 うきは市 でんきのアズ　吉井店 小売業 電化製品 5%

206,437 福岡県 うきは市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｇｒｅｅｎ サービス 飲食業 5%

206,438 福岡県 うきは市 ナカガワ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,439 福岡県 うきは市 ナカガワ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,440 福岡県 うきは市 中川時計店 小売業 その他小売 5%

206,441 福岡県 うきは市 中村写真館 サービス その他サービス 5%

206,442 福岡県 うきは市 ニッセンシェイプファンデサロンドＩＦＴ 小売業 衣料品 5%

206,443 福岡県 うきは市 ニッセンシェイプファンデサロンドマサコ 小売業 衣料品 5%

206,444 福岡県 うきは市 ニッセンシェイプファンデサロンドＭＡＸ 小売業 衣料品 5%

206,445 福岡県 うきは市 猫館珈琲店 サービス その他サービス 5%

206,446 福岡県 うきは市 原鶴温泉咸生閣 サービス 宿泊業 5%

206,447 福岡県 うきは市 ファッションハウス彩 小売業 衣料品 5%

206,448 福岡県 うきは市 セブンーイレブン福岡吉井新馬場店 小売業 食料品 2%

206,449 福岡県 うきは市 ＢＯＤＹ　ＷＯＲＫＳ　ＭＩＹＡＺＡＫＩ 小売業 その他小売 5%

206,450 福岡県 うきは市 ３９６ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

206,451 福岡県 うきは市 ＭＩＮＯＵＢＯＯＫＳ＆ＣＡＦＥ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

206,452 福岡県 うきは市 明林堂書店ゆめマートうきは店 小売業 その他小売 5%

206,453 福岡県 うきは市 木工 カフェ木ん家 木工 カフェ木ん家 小売業 その他小売 5%

206,454 福岡県 うきは市 モデルズコスメティクス 小売業 その他小売 5%

206,455 福岡県 うきは市 モバイルステーション吉井 小売業 電化製品 5%

206,456 福岡県 うきは市 モリナガ 小売業 その他小売 5%

206,457 福岡県 うきは市 山口車体工業 サービス その他サービス 5%

206,458 福岡県 うきは市 有限会社アイディーエス　ふとんのダイリキ 小売業 その他小売 5%

206,459 福岡県 うきは市 豊ハウス産業 サービス その他サービス 5%

206,460 福岡県 うきは市 ユーデンひめの 小売業 電化製品 5%

206,461 福岡県 うきは市 凛 サービス 飲食業 5%

206,462 福岡県 うきは市 ルーブル浮羽店 小売業 その他小売 5%

206,463 福岡県 うきは市 ルーブル山陽店 小売業 その他小売 5%

206,464 福岡県 うきは市 ルーブル新居浜店 小売業 その他小売 5%

206,465 福岡県 うきは市 ルーブル三木店 小売業 その他小売 5%

206,466 福岡県 宇美町 アイケイホーム 小売業 その他小売 5%

206,467 福岡県 宇美町 いろは布団店 宇美店 小売業 その他小売 5%

206,468 福岡県 宇美町 宇美ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,469 福岡県 宇美町 セブン－イレブン宇美貴船店 小売業 食料品 2%

206,470 福岡県 宇美町 セブン－イレブン宇美光正寺店 小売業 食料品 2%

206,471 福岡県 宇美町 セブン－イレブン宇美５丁目店 小売業 食料品 2%

206,472 福岡県 宇美町 セブン－イレブン宇美３丁目店 小売業 食料品 2%
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206,473 福岡県 宇美町 セブン－イレブン宇美原田１丁目店 小売業 食料品 2%

206,474 福岡県 宇美町 セブン－イレブン宇美東小学校前店 小売業 食料品 2%

206,475 福岡県 宇美町 セブン－イレブン宇美町役場前店 小売業 食料品 2%

206,476 福岡県 宇美町 ＡＢＣ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

206,477 福岡県 宇美町 大賀薬局　宇美ドラッグ（調剤） 小売業 その他小売 5%

206,478 福岡県 宇美町 大賀薬局　宇美ドラッグ店 小売業 その他小売 5%

206,479 福岡県 宇美町 大賀薬局　粕屋南店 小売業 その他小売 5%

206,480 福岡県 宇美町 大賀薬局　光正寺店 小売業 その他小売 5%

206,481 福岡県 宇美町 キャピックフクオカ サービス その他サービス 5%

206,482 福岡県 宇美町 個人　宇座タクシー サービス 運輸業 5%

206,483 福岡県 宇美町 しふぉんはうす　あていん 小売業 食料品 5%

206,484 福岡県 宇美町 笑中や 宮内商店 小売業 食料品 5%

206,485 福岡県 宇美町 ジーワイ・ステーション 小売業 その他小売 5%

206,486 福岡県 宇美町 スライスナビ サービス その他サービス 5%

206,487 福岡県 宇美町 筑前福岡 小売業 食料品 5%

206,488 福岡県 宇美町 デンキのモトムラ 小売業 電化製品 5%

206,489 福岡県 宇美町 陶芸工房プラス サービス その他サービス 5%

206,490 福岡県 宇美町 季のせ 小売業 食料品 5%

206,491 福岡県 宇美町 なかむた家具 小売業 家具・調度品 5%

206,492 福岡県 宇美町 ＶＡＮ　ＣＯＵＮＣＩＬ福岡 サービス 理容・美容業 5%

206,493 福岡県 宇美町 美容室ル　ミュウ サービス 理容・美容業 5%

206,494 福岡県 宇美町 セブン－イレブン福岡早見店 小売業 食料品 2%

206,495 福岡県 宇美町 福岡ヤクルト販売 宇美Ｃ 小売業 食料品 5%

206,496 福岡県 宇美町 ヘアーサロン　タカヤマ サービス 理容・美容業 5%

206,497 福岡県 宇美町 有限会社柴田自動車 サービス その他サービス 5%

206,498 福岡県 大川市 浅川家具 小売業 家具・調度品 5%

206,499 福岡県 大川市 ｔａｆｕ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

206,500 福岡県 大川市 いぐさブティック　草 小売業 その他小売 5%

206,501 福岡県 大川市 一木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,502 福岡県 大川市 出光セルフ大川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,503 福岡県 大川市 江頭エーザイ　本店 小売業 食料品 5%

206,504 福岡県 大川市 江頭エーザイ薬局 小売業 その他小売 5%

206,505 福岡県 大川市 大石茶園大川店 小売業 食料品 5%

206,506 福岡県 大川市 セブン－イレブン大川上巻店 小売業 食料品 2%

206,507 福岡県 大川市 大川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,508 福岡県 大川市 セブン－イレブン大川榎津店 小売業 食料品 2%

206,509 福岡県 大川市 セブン－イレブン大川大野島店 小売業 食料品 2%

206,510 福岡県 大川市 セブン－イレブン大川鐘ヶ江店 小売業 食料品 2%

206,511 福岡県 大川市 セブン－イレブン大川郷原店 小売業 食料品 2%

206,512 福岡県 大川市 セブン－イレブン大川幡保店 小売業 食料品 2%

206,513 福岡県 大川市 セブン－イレブン大川向島店 小売業 食料品 2%

206,514 福岡県 大川市 大川リバーサイドホテル サービス 宿泊業 5%
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206,515 福岡県 大川市 大野島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,516 福岡県 大川市 オステリアラルバ サービス 飲食業 5%

206,517 福岡県 大川市 カットハウス　オレンジ　柳川店 サービス 理容・美容業 5%

206,518 福岡県 大川市 （株）筑後旅行センターゆめタウン大川店 サービス その他サービス 5%

206,519 福岡県 大川市 株式会社野中企画 小売業 家具・調度品 5%

206,520 福岡県 大川市 株式会社松田家具 サービス その他サービス 5%

206,521 福岡県 大川市 髪屋　ｚｉｌｃｈ サービス 理容・美容業 5%

206,522 福岡県 大川市 カントリー家具＆雑貨　Ｉ．Ｄ．Ｆ 小売業 家具・調度品 5%

206,523 福岡県 大川市 グッディ　大川店 小売業 家具・調度品 5%

206,524 福岡県 大川市 グッデイ大川店 小売業 その他小売 5%

206,525 福岡県 大川市 久留米ヤクルト販売 大川Ｃ 小売業 食料品 5%

206,526 福岡県 大川市 コート・ドール大川店 小売業 食料品 5%

206,527 福岡県 大川市 こが金物店 小売業 その他小売 5%

206,528 福岡県 大川市 後藤家具物産　大川リビング 小売業 家具・調度品 5%

206,529 福岡県 大川市 後藤モータース サービス その他サービス 5%

206,530 福岡県 大川市 貞苅椅子製作所 小売業 家具・調度品 5%

206,531 福岡県 大川市 佐藤石油店　本木室ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,532 福岡県 大川市 シルヴァン 小売業 家具・調度品 5%

206,533 福岡県 大川市 セルフ大川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,534 福岡県 大川市 タカチホカメラ　大川店 小売業 その他小売 5%

206,535 福岡県 大川市 竹下電器 小売業 電化製品 5%

206,536 福岡県 大川市 立野木材工芸 小売業 家具・調度品 5%

206,537 福岡県 大川市 ちいくま 小売業 衣料品 5%

206,538 福岡県 大川市 筑後旅行センター　ゆめタウン大川店 サービス その他サービス 5%

206,539 福岡県 大川市 中央家具ダイケン 小売業 家具・調度品 5%

206,540 福岡県 大川市 大川　津田商会 小売業 電化製品 5%

206,541 福岡県 大川市 出会いに感謝プラスアルファ（株）アルファ 小売業 家具・調度品 5%

206,542 福岡県 大川市 とり幸 小売業 食料品 5%

206,543 福岡県 大川市 中古賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,544 福岡県 大川市 ニューヨーク４０　大川店 サービス その他サービス 5%

206,545 福岡県 大川市 人形屋やひろ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

206,546 福岡県 大川市 バーバーコゾノイ サービス 理容・美容業 5%

206,547 福岡県 大川市 バイクショップ堤 小売業 その他小売 5%

206,548 福岡県 大川市 はんの正信堂 小売業 その他小売 5%

206,549 福岡県 大川市 ピザポケット 大川店 小売業 その他小売 5%

206,550 福岡県 大川市 美容ピュア　大川店 サービス その他サービス 5%

206,551 福岡県 大川市 広松木工株式会社 小売業 家具・調度品 5%

206,552 福岡県 大川市 ファミリーファッションはしもと　大川店 小売業 衣料品 5%

206,553 福岡県 大川市 Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　ケアトレ サービス その他サービス 5%

206,554 福岡県 大川市 福岡金文堂大川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

206,555 福岡県 大川市 福喜 サービス 飲食業 5%

206,556 福岡県 大川市 福喜　三丸店 サービス 飲食業 5%
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206,557 福岡県 大川市 フリーヘアー ｆｒｅｅｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

206,558 福岡県 大川市 ヘアーサロンちぐさ　ヘアーサロンちぐさ サービス 理容・美容業 5%

206,559 福岡県 大川市 ヘアーステージオネスト サービス 理容・美容業 5%

206,560 福岡県 大川市 ＨａｉｒＭａｋｅＳＴＲＥＥＴ　Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＳＴＲＥＥＴ サービス 理容・美容業 5%

206,561 福岡県 大川市 ｈａｉｒｍａｋｅ　ＯＲＡＮＧＥ　本店 サービス 理容・美容業 5%

206,562 福岡県 大川市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＳＴＲＥＥＴ サービス 理容・美容業 5%

206,563 福岡県 大川市 丸栄自動車 サービス その他サービス 5%

206,564 福岡県 大川市 丸徳家具 小売業 家具・調度品 5%

206,565 福岡県 大川市 村尾 サービス その他サービス 5%

206,566 福岡県 大川市 もりた住機設備 サービス その他サービス 5%

206,567 福岡県 大川市 山口和昭商店 小売業 その他小売 5%

206,568 福岡県 大川市 有限会社岩元自動車 サービス その他サービス 5%

206,569 福岡県 大川市 有限会社　宝石のナカシマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,570 福岡県 大川市 有限会社若津タクシー サービス 運輸業 5%

206,571 福岡県 大川市 ユーデンきむらや 小売業 電化製品 5%

206,572 福岡県 大川市 ユーデン大川店 小売業 電化製品 5%

206,573 福岡県 大川市 ユーデンなんちく 小売業 電化製品 5%

206,574 福岡県 大川市 ゆめタウン大川エジュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,575 福岡県 大川市 横田電気商会 小売業 電化製品 5%

206,576 福岡県 大川市 リエジュ　ゆめタウン大川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,577 福岡県 大任町 大任ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,578 福岡県 大任町 ネイブル田川大任店 小売業 衣料品 5%

206,579 福岡県 大野城市 Ｒ３ サービス 理容・美容業 5%

206,580 福岡県 大野城市 ＡＩセルフ若草 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,581 福岡県 大野城市 ａｔｔｉｃ＊ａｈａｉｒｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

206,582 福岡県 大野城市 アトリエＹ３ サービス 理容・美容業 5%

206,583 福岡県 大野城市 ＡｎａＺＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

206,584 福岡県 大野城市 ａｌｌｆｅｃｔ大野城イオン店 サービス 理容・美容業 5%

206,585 福岡県 大野城市 ＡＮＤＦＬＷＥＲＳ 小売業 その他小売 5%

206,586 福岡県 大野城市 イーストリバー 小売業 衣料品 5%

206,587 福岡県 大野城市 石窯パン工房クリーブラッツ　若草店　石窯パン工房クリーブラッツ　若草店　５ 小売業 食料品 5%

206,588 福岡県 大野城市 いせやフーズクラブ下大利店 小売業 食料品 5%

206,589 福岡県 大野城市 出光大野城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,590 福岡県 大野城市 いふく 小売業 衣料品 5%

206,591 福岡県 大野城市 インフ 小売業 電化製品 5%

206,592 福岡県 大野城市 うさぎ専門店ろっか サービス その他サービス 5%

206,593 福岡県 大野城市 ＳＣＴ－ＸＷＤ 小売業 その他小売 5%

206,594 福岡県 大野城市 エステｉｎカイロＡｕｒｏｒａ サービス その他サービス 5%

206,595 福岡県 大野城市 縁ＥｎｉｓｈｉＦｌｏｗｅｒ 小売業 その他小売 5%

206,596 福岡県 大野城市 エレガンスひろ大野城店 小売業 衣料品 5%

206,597 福岡県 大野城市 大賀薬局　大城店 小売業 その他小売 5%

206,598 福岡県 大野城市 ＯＨＴＳＵＫＩＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%
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206,599 福岡県 大野城市 大野城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,600 福岡県 大野城市 セブン－イレブン大野城いけいけ通り店 小売業 食料品 2%

206,601 福岡県 大野城市 セブン－イレブン大野城乙金東１丁目店 小売業 食料品 2%

206,602 福岡県 大野城市 セブン－イレブン大野城上大利店 小売業 食料品 2%

206,603 福岡県 大野城市 セブン－イレブン大野城川久保店 小売業 食料品 2%

206,604 福岡県 大野城市 セブン－イレブン大野城瓦田店 小売業 食料品 2%

206,605 福岡県 大野城市 セブン－イレブン大野城北市民プール前店 小売業 食料品 2%

206,606 福岡県 大野城市 セブン－イレブン大野城筒井２丁目店 小売業 食料品 2%

206,607 福岡県 大野城市 セブン－イレブン大野城仲畑４丁目店 小売業 食料品 2%

206,608 福岡県 大野城市 セブン－イレブン大野城東大利４丁目店 小売業 食料品 2%

206,609 福岡県 大野城市 セブンーイレブン大野城御笠川５丁目店 小売業 食料品 2%

206,610 福岡県 大野城市 セブン－イレブン大野城御笠川４丁目店 小売業 食料品 2%

206,611 福岡県 大野城市 セブン－イレブン大野城紫台店 小売業 食料品 2%

206,612 福岡県 大野城市 セブン－イレブン大野城若草１丁目店 小売業 食料品 2%

206,613 福岡県 大野城市 セブン－イレブン春日原駅東店 小売業 食料品 2%

206,614 福岡県 大野城市 家族温泉華の湯 サービス その他サービス 5%

206,615 福岡県 大野城市 株式会社エルショップ白木原店 小売業 食料品 5%

206,616 福岡県 大野城市 スマ軽Ｆｕｋｕｏｋａ株式会社コスモコア 小売業 その他小売 5%

206,617 福岡県 大野城市 誠健堂 サービス その他サービス 5%

206,618 福岡県 大野城市 株式会社福岡水道ドクター サービス その他サービス 5%

206,619 福岡県 大野城市 革研究所　福岡店 サービス その他サービス 5%

206,620 福岡県 大野城市 カンキョウ・サプリ 小売業 その他小売 5%

206,621 福岡県 大野城市 木と星 小売業 その他小売 5%

206,622 福岡県 大野城市 グッデイ　大野城店 小売業 その他小売 5%

206,623 福岡県 大野城市 グランドエンパイアホテル サービス 宿泊業 5%

206,624 福岡県 大野城市 ＧｒａｎｄＥｍｐｉｒｅＨｏｔｅｌ　ＡＪＣ 小売業 家具・調度品 5%

206,625 福岡県 大野城市 ＧｒａｎｄＥｍｐｉｒｅＨｏｔｅｌアンテェ サービス 飲食業 5%

206,626 福岡県 大野城市 グローバルエンジニアリング 小売業 その他小売 5%

206,627 福岡県 大野城市 国産モリンガ専門店ライフパピヨン 小売業 食料品 5%

206,628 福岡県 大野城市 個人ｆｋｙタクシー サービス 運輸業 5%

206,629 福岡県 大野城市 Ｃｏｌｌｅｃｔ　Ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

206,630 福岡県 大野城市 さくらねこ動物病院 サービス その他サービス 5%

206,631 福岡県 大野城市 サトー食鮮館　山田店 小売業 食料品 5%

206,632 福岡県 大野城市 三幸電機産業　大野城店 小売業 電化製品 5%

206,633 福岡県 大野城市 ＪＡ筑紫　中部グリーン店 小売業 その他小売 5%

206,634 福岡県 大野城市 ＪＡ筑紫　ゆめ畑　大野城店 小売業 食料品 5%

206,635 福岡県 大野城市 Ｊｕｉｃｙ【ジューシィ】 サービス 理容・美容業 5%

206,636 福岡県 大野城市 Ｊｕｉｃｙ　Ｎａｉｌ　＆　Ｅｙｅ サービス その他サービス 5%

206,637 福岡県 大野城市 ジュビランエクラ　ジュビランエクラ サービス 理容・美容業 5%

206,638 福岡県 大野城市 人力引越社　７３２５ サービス その他サービス 5%

206,639 福岡県 大野城市 水道修理センター サービス その他サービス 5%

206,640 福岡県 大野城市 鮨　ゆうこう　鮨　ゆうこう サービス 飲食業 5%
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206,641 福岡県 大野城市 Ｓｔｏｒｙａ サービス 理容・美容業 5%

206,642 福岡県 大野城市 ストレート・アップ サービス その他サービス 5%

206,643 福岡県 大野城市 ストレート　南福岡店 小売業 その他小売 5%

206,644 福岡県 大野城市 清香園　大野城店 サービス 飲食業 5%

206,645 福岡県 大野城市 ＳＥＳＴＡ　ｈａｉｒ×ｃａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

206,646 福岡県 大野城市 セルフ大野城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,647 福岡県 大野城市 セルフステーション太宰府インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,648 福岡県 大野城市 セルフ福岡南バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,649 福岡県 大野城市 洗車屋タロちゃん サービス その他サービス 5%

206,650 福岡県 大野城市 想夫恋 上大利店 サービス 飲食業 5%

206,651 福岡県 大野城市 ダイワ　福間店 小売業 電化製品 5%

206,652 福岡県 大野城市 ちゃんこ家　五萬石 サービス 飲食業 5%

206,653 福岡県 大野城市 桃花園 サービス 飲食業 5%

206,654 福岡県 大野城市 豆香洞コーヒー　白木原本店 小売業 食料品 5%

206,655 福岡県 大野城市 東府 サービス 飲食業 5%

206,656 福岡県 大野城市 動物総合病院ユニベッツ福岡 サービス その他サービス 5%

206,657 福岡県 大野城市 ドックサロンココバイドロップス サービス その他サービス 5%

206,658 福岡県 大野城市 とめ手羽 白木原店 サービス 飲食業 5%

206,659 福岡県 大野城市 トヨタレンタリース博多春日店 サービス その他サービス 2%

206,660 福岡県 大野城市 長尾商店 小売業 衣料品 5%

206,661 福岡県 大野城市 ニコニコ引越センター サービス 運輸業 5%

206,662 福岡県 大野城市 日本楽芸社　下大利センター 小売業 その他小売 5%

206,663 福岡県 大野城市 ３３３ＳａｉＧｏｎ サービス 飲食業 5%

206,664 福岡県 大野城市 浜崎ペットクリニック サービス その他サービス 5%

206,665 福岡県 大野城市 ハミングバードゴルフガーデン サービス その他サービス 5%

206,666 福岡県 大野城市 ぱんとおやつの店　はらっぱん　ぱんとおやつの店　はらっぱん 小売業 食料品 5%

206,667 福岡県 大野城市 ＢＥＥＬＩＮＥ太宰府インター店 小売業 その他小売 5%

206,668 福岡県 大野城市 Ｂｅａｕｔｙ　Ｄｅｓｉｇｎ　ＬＵＸＵＥＵＸ春日店 サービス その他サービス 5%

206,669 福岡県 大野城市 ヒラヤマ電器 小売業 電化製品 5%

206,670 福岡県 大野城市 １ｓｔ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

206,671 福岡県 大野城市 セブンーイレブン福岡白木原店 小売業 食料品 2%

206,672 福岡県 大野城市 ふくおか陶芸窯 サービス その他サービス 5%

206,673 福岡県 大野城市 ＦＬＯＷＥＲＡＲＴＦＥＬＩＣＥ 小売業 その他小売 5%

206,674 福岡県 大野城市 ＢＲＩＤＧＥ　錦町店 サービス 理容・美容業 5%

206,675 福岡県 大野城市 Ｂｒｏａｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

206,676 福岡県 大野城市 プロタイムズ大野城店 サービス その他サービス 5%

206,677 福岡県 大野城市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ｒｏｏｔ サービス 理容・美容業 5%

206,678 福岡県 大野城市 ヘアーサロン　エース　ヘアーサロン　エース サービス 理容・美容業 5%

206,679 福岡県 大野城市 ＨａｉｒＭａｋｅ　ＴＲｉＭ サービス 理容・美容業 5%

206,680 福岡県 大野城市 ｈａｉｒｒｏｏｍｆｈｏｓｓ サービス 理容・美容業 5%

206,681 福岡県 大野城市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥａｇｅ下大利店 サービス 理容・美容業 5%

206,682 福岡県 大野城市 ベストサービス株式会社 サービス 運輸業 5%
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206,683 福岡県 大野城市 ペットサロン　ｇａｆ－ｇａｆ 小売業 その他小売 5%

206,684 福岡県 大野城市 ベネシュ大野城 小売業 衣料品 5%

206,685 福岡県 大野城市 マクドナルドイオン大野城店 サービス 飲食業 2%

206,686 福岡県 大野城市 マクドナルド３号線御笠川店 サービス 飲食業 2%

206,687 福岡県 大野城市 マクドナルド白木原店 サービス 飲食業 2%

206,688 福岡県 大野城市 西日本個人ＭＡＴＳＵＤＡＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

206,689 福岡県 大野城市 無法松　大野城南バイバス店 小売業 その他小売 5%

206,690 福岡県 大野城市 無法松　大野城南バイパス店 小売業 その他小売 5%

206,691 福岡県 大野城市 メンズ　コトブキ 小売業 衣料品 5%

206,692 福岡県 大野城市 やきとり酒場　花ちゃん サービス 飲食業 5%

206,693 福岡県 大野城市 山下武道具 小売業 その他小売 5%

206,694 福岡県 大野城市 有限会社山田自動車 サービス その他サービス 5%

206,695 福岡県 大野城市 八女茶の里　本舗 小売業 食料品 5%

206,696 福岡県 大野城市 悠香 小売業 その他小売 5%

206,697 福岡県 大野城市 有限会社　エナジー 小売業 その他小売 5%

206,698 福岡県 大野城市 有限会社緒方オート サービス その他サービス 5%

206,699 福岡県 大野城市 有限会社倉町自動車 サービス その他サービス 5%

206,700 福岡県 大野城市 有限会社双葉自動車　有限会社双葉自動車 サービス その他サービス 5%

206,701 福岡県 大野城市 楽趣味 サービス その他サービス 5%

206,702 福岡県 大野城市 ランドリープレス　南ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

206,703 福岡県 大野城市 リエジュ　イオン大野城店 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,704 福岡県 大野城市 リエジュ大野城店 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,705 福岡県 大野城市 リトレ サービス 理容・美容業 5%

206,706 福岡県 大野城市 リフレクソロジー健癒堂本舗 サービス その他サービス 5%

206,707 福岡県 大野城市 理容　フジ サービス 理容・美容業 5%

206,708 福岡県 大野城市 理容室　ＶＩＰ サービス 理容・美容業 5%

206,709 福岡県 大野城市 ルコネッサン 小売業 食料品 5%

206,710 福岡県 大野城市 Ｒｏｏｍ　Ｋｉｔ　ｈｏｏ　ｓｅｅ 小売業 その他小売 5%

206,711 福岡県 大野城市 ＬＯＴＵＳ　ＲＯＡＳＴＥＲ　Ｓ サービス 飲食業 5%

206,712 福岡県 大野城市 ＷＡＲＰＳ サービス その他サービス 5%

206,713 福岡県 大野城市 １ＬＤＫＨａｉｒＲｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

206,714 福岡県 大牟田市 株式会社ＡＺＷＥＬ サービス その他サービス 5%

206,715 福岡県 大牟田市 赤鶏の溶岩焼わっ サービス 飲食業 5%

206,716 福岡県 大牟田市 Ａｃｌｏｔｈ　Ａｃｌｏｔｈ 小売業 衣料品 5%

206,717 福岡県 大牟田市 味工房くま本 サービス 飲食業 5%

206,718 福岡県 大牟田市 アズ　大牟田店 小売業 電化製品 5%

206,719 福岡県 大牟田市 アミーリットル サービス 理容・美容業 5%

206,720 福岡県 大牟田市 アロマ＆エステハッピーバード サービス 理容・美容業 5%

206,721 福岡県 大牟田市 イーグルショップＮＯＢＡＲＡ大牟田店 小売業 その他小売 5%

206,722 福岡県 大牟田市 イーグルショップＮＯＢＡＲＡ 小売業 その他小売 5%

206,723 福岡県 大牟田市 居酒屋風来坊 サービス 飲食業 5%

206,724 福岡県 大牟田市 出光エコセルフ歴木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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206,725 福岡県 大牟田市 出光セルフ銀水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,726 福岡県 大牟田市 出光セルフ久留米２１０ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,727 福岡県 大牟田市 出光セルフ三川町SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,728 福岡県 大牟田市 出光大黒町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,729 福岡県 大牟田市 出光大正町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,730 福岡県 大牟田市 ｈｏｔサロンワミレス サービス 理容・美容業 5%

206,731 福岡県 大牟田市 ＡＶショップ上官 小売業 電化製品 5%

206,732 福岡県 大牟田市 大賀薬局　大牟田天領病院前店 小売業 その他小売 5%

206,733 福岡県 大牟田市 オートサルーン羽山 小売業 その他小売 5%

206,734 福岡県 大牟田市 オートサルーン羽山サービス サービス その他サービス 5%

206,735 福岡県 大牟田市 オーナーズショップツカモト 小売業 その他小売 5%

206,736 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田駅南店 小売業 食料品 2%

206,737 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田勝立店 小売業 食料品 2%

206,738 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田上内店 小売業 食料品 2%

206,739 福岡県 大牟田市 大牟田上町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,740 福岡県 大牟田市 大牟田観光プラザ 小売業 その他小売 5%

206,741 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田銀水店 小売業 食料品 2%

206,742 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田歴木店 小売業 食料品 2%

206,743 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田久福木店 小売業 食料品 2%

206,744 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田久保田店 小売業 食料品 2%

206,745 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田倉永店 小売業 食料品 2%

206,746 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田小浜町店 小売業 食料品 2%

206,747 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田笹林店 小売業 食料品 2%

206,748 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田大黒町店 小売業 食料品 2%

206,749 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田田隈店 小売業 食料品 2%

206,750 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田橘店 小売業 食料品 2%

206,751 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田手鎌店 小売業 食料品 2%

206,752 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田唐船店 小売業 食料品 2%

206,753 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田唐船西店 小売業 食料品 2%

206,754 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田西浜田店 小売業 食料品 2%

206,755 福岡県 大牟田市 おおむたハイツ サービス 宿泊業 5%

206,756 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田三池工業高校前店 小売業 食料品 2%

206,757 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田三池南店 小売業 食料品 2%

206,758 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田三川町店 小売業 食料品 2%

206,759 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田三里町２丁目店 小売業 食料品 2%

206,760 福岡県 大牟田市 セブン－イレブン大牟田八江町店 小売業 食料品 2%

206,761 福岡県 大牟田市 大牟田ルート１３ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,762 福岡県 大牟田市 岡自動車 サービス その他サービス 5%

206,763 福岡県 大牟田市 オフィスインフィニティ 小売業 電化製品 5%

206,764 福岡県 大牟田市 カーテンのサイトウ 小売業 その他小売 5%

206,765 福岡県 大牟田市 菓子のイトー　一部橋店 小売業 食料品 5%

206,766 福岡県 大牟田市 菓子のイトー　新大牟田店 小売業 食料品 5%
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206,767 福岡県 大牟田市 菓子のイトー　田隈店 小売業 食料品 5%

206,768 福岡県 大牟田市 菓子のイトー　吉野店 小売業 食料品 5%

206,769 福岡県 大牟田市 （株）ＨＡＬ　渕上堂表具店 サービス その他サービス 5%

206,770 福岡県 大牟田市 株式会社ＯＶｉｔａ サービス 飲食業 5%

206,771 福岡県 大牟田市 株式会社髙砂　タカサゴリムジンサービス サービス その他サービス 5%

206,772 福岡県 大牟田市 株式会社ハッピー電気商会　大牟田営業所 小売業 電化製品 5%

206,773 福岡県 大牟田市 株式会社平尾自動車商会 小売業 その他小売 5%

206,774 福岡県 大牟田市 株式会社ＨＩＲＡＫＡＷＡ００８ サービス 飲食業 5%

206,775 福岡県 大牟田市 カラオケニューヨーク４０２番館 サービス その他サービス 5%

206,776 福岡県 大牟田市 カラオケニューヨーク４０本館 サービス その他サービス 5%

206,777 福岡県 大牟田市 ガレージＭＩＳＡＫＩ サービス その他サービス 5%

206,778 福岡県 大牟田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ミスターマックス大牟田店 サービス 飲食業 2%

206,779 福岡県 大牟田市 カレーハウスココ壱番屋ゆめタウン大牟田店 サービス 飲食業 2%

206,780 福岡県 大牟田市 韓国料理マダン サービス 飲食業 5%

206,781 福岡県 大牟田市 季節料理　桃山 サービス 飲食業 5%

206,782 福岡県 大牟田市 ギャラリー集 小売業 家具・調度品 5%

206,783 福岡県 大牟田市 牛角大牟田不知火プラザ店 サービス 飲食業 2%

206,784 福岡県 大牟田市 九州車輌販売有限会社　本店 小売業 その他小売 5%

206,785 福岡県 大牟田市 麒麟書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

206,786 福岡県 大牟田市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ大牟田店 小売業 その他小売 5%

206,787 福岡県 大牟田市 グッディ　大牟田店 小売業 家具・調度品 5%

206,788 福岡県 大牟田市 グッデイ　大牟田南店 小売業 その他小売 5%

206,789 福岡県 大牟田市 グッデイ　倉永店 小売業 家具・調度品 5%

206,790 福岡県 大牟田市 グランド工房　大牟田店 小売業 その他小売 5%

206,791 福岡県 大牟田市 グリーンピース磯浜 本店 小売業 その他小売 5%

206,792 福岡県 大牟田市 久留米ヤクルト販売 大牟田中央Ｃ 小売業 食料品 5%

206,793 福岡県 大牟田市 久留米ヤクルト販売 三池Ｃ 小売業 食料品 5%

206,794 福岡県 大牟田市 呉服のねごろ 小売業 衣料品 5%

206,795 福岡県 大牟田市 坂本モータース サービス その他サービス 5%

206,796 福岡県 大牟田市 ［ＨＣ］さどでんき 小売業 電化製品 5%

206,797 福岡県 大牟田市 Ｓｔ．ｖｅｒｏｎａ 小売業 衣料品 5%

206,798 福岡県 大牟田市 自家焙煎珈琲専門店 こうひいや 自家焙煎珈琲専門店 こうひいや 小売業 食料品 5%

206,799 福岡県 大牟田市 自家焙煎珈琲専門店こうひいや 小売業 食料品 5%

206,800 福岡県 大牟田市 昭和住宅 サービス その他サービス 5%

206,801 福岡県 大牟田市 食楽　漁師村　食楽　漁師村　大牟田店 サービス 飲食業 5%

206,802 福岡県 大牟田市 ジョリファム大牟田店 小売業 衣料品 5%

206,803 福岡県 大牟田市 新大牟田駅観光プラザ 小売業 その他小売 5%

206,804 福岡県 大牟田市 寿司好 サービス 飲食業 5%

206,805 福岡県 大牟田市 スパイスコットン サービス 飲食業 5%

206,806 福岡県 大牟田市 有限会社会社ＳＭＡＲＴ企画 小売業 その他小売 5%

206,807 福岡県 大牟田市 炭火焼　元祖 サービス 飲食業 5%

206,808 福岡県 大牟田市 ｓｍｏｋｙｐｅａｔ サービス 飲食業 5%

4926



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

206,809 福岡県 大牟田市 スリーエスしばた 小売業 その他小売 5%

206,810 福岡県 大牟田市 生眼堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,811 福岡県 大牟田市 セブンプラザ通町店 小売業 電化製品 5%

206,812 福岡県 大牟田市 セルフ大牟田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,813 福岡県 大牟田市 セルフ大牟田北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,814 福岡県 大牟田市 セルフステーション南関インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,815 福岡県 大牟田市 爽須 サービス 飲食業 5%

206,816 福岡県 大牟田市 株式会社大幸商事 サービス その他サービス 5%

206,817 福岡県 大牟田市 ｄｉｎｉｎｇ　ＳＨＡＫＥ サービス 飲食業 5%

206,818 福岡県 大牟田市 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　ＣＵＲＩＯＵＳ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　ＣＵＲＩＯＵＳ サービス その他サービス 5%

206,819 福岡県 大牟田市 タカチホカメラ　不知火プラザ店 小売業 その他小売 5%

206,820 福岡県 大牟田市 ｔａｐａｔａｐａ サービス 飲食業 5%

206,821 福岡県 大牟田市 ＤＯＵＢＬＥ　ＲＡＩＮＢＯＷ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

206,822 福岡県 大牟田市 厨房　晴れ　晴れ サービス 飲食業 5%

206,823 福岡県 大牟田市 厨房晴れ×晴れ サービス 飲食業 5%

206,824 福岡県 大牟田市 ［ＨＣ］でんきのくまさん 小売業 電化製品 5%

206,825 福岡県 大牟田市 電’Ｓ　イノウエ 小売業 電化製品 5%

206,826 福岡県 大牟田市 電’ｓ内田家電 小売業 電化製品 5%

206,827 福岡県 大牟田市 電’ｓ永田 小売業 電化製品 5%

206,828 福岡県 大牟田市 ［ＨＣ］でんでんハウスエフワン 小売業 電化製品 5%

206,829 福岡県 大牟田市 有限会社東京テレビ商会 小売業 電化製品 5%

206,830 福岡県 大牟田市 唐船ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,831 福岡県 大牟田市 Ｔ．Ｃ．Ｓ　ナカシマ商会 小売業 その他小売 5%

206,832 福岡県 大牟田市 ともすけ大牟田店 サービス 飲食業 5%

206,833 福岡県 大牟田市 トヨタレンタリース博多大牟田店 サービス その他サービス 2%

206,834 福岡県 大牟田市 とり若 小売業 食料品 5%

206,835 福岡県 大牟田市 Ｆｌｏｗｅｒ＆ＧｒｅｅｎＦｕｕｋａｚｉｎ 小売業 その他小売 5%

206,836 福岡県 大牟田市 中村自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

206,837 福岡県 大牟田市 中村自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

206,838 福岡県 大牟田市 ｎａｔｕｃｅ 小売業 衣料品 5%

206,839 福岡県 大牟田市 渡瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,840 福岡県 大牟田市 株式会社ニュースタイルロード 小売業 その他小売 5%

206,841 福岡県 大牟田市 野田自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

206,842 福岡県 大牟田市 ハイボール酒場　ともすけ　大牟田店 サービス 飲食業 5%

206,843 福岡県 大牟田市 舶来品のレイメイ　大牟田店 小売業 衣料品 5%

206,844 福岡県 大牟田市 パソコン教室ホエール サービス その他サービス 5%

206,845 福岡県 大牟田市 パティスリー　プランツ サービス 飲食業 5%

206,846 福岡県 大牟田市 パティスリープランツ サービス 飲食業 5%

206,847 福岡県 大牟田市 花園モータース サービス その他サービス 5%

206,848 福岡県 大牟田市 有限会社ハンズたかおか福岡店大牟田支店 小売業 その他小売 5%

206,849 福岡県 大牟田市 ハンバーグの店志摩 サービス 飲食業 5%

206,850 福岡県 大牟田市 ＢＭＯ大牟田店 小売業 衣料品 5%
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206,851 福岡県 大牟田市 ピザポケット　大牟田店 サービス 飲食業 5%

206,852 福岡県 大牟田市 ビジネスホテルわらじ家本館 サービス 宿泊業 5%

206,853 福岡県 大牟田市 美容室アリーゼ サービス 理容・美容業 5%

206,854 福岡県 大牟田市 美容ピュア大牟田店 サービス 理容・美容業 5%

206,855 福岡県 大牟田市 ファッションハウス彩　羽山台店 小売業 衣料品 5%

206,856 福岡県 大牟田市 ファッションハウス凜　大牟田店 小売業 衣料品 5%

206,857 福岡県 大牟田市 プチ・レストランやながわ サービス 飲食業 5%

206,858 福岡県 大牟田市 ＢＯＯＫＳあんとく大牟田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

206,859 福岡県 大牟田市 プーペ 小売業 衣料品 5%

206,860 福岡県 大牟田市 フリースペース大牟田店 サービス 飲食業 5%

206,861 福岡県 大牟田市 ふれあいプラザ健老町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,862 福岡県 大牟田市 ふれあいプラザ白川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,863 福岡県 大牟田市 ふれあいプラザ吉野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,864 福岡県 大牟田市 ＦＬＯＹＤ サービス 理容・美容業 5%

206,865 福岡県 大牟田市 ＨＡＩＲ ＪＵＰＥ サービス 理容・美容業 5%

206,866 福岡県 大牟田市 Ｈａｉｒ Ｇａｒｄｅｎ ＦＬＥＵＲ サービス 理容・美容業 5%

206,867 福岡県 大牟田市 ヘアービリーブ サービス 理容・美容業 5%

206,868 福岡県 大牟田市 ＨＡＩＲ ＰＬＡＣＥ ｖａｎｇｕａｒｄ サービス 理容・美容業 5%

206,869 福岡県 大牟田市 Ｈａｉｒｐｌａｃｅｖａｎｇｕａｄ サービス 理容・美容業 5%

206,870 福岡県 大牟田市 マクドナルド大牟田ミスターマックス店 サービス 飲食業 2%

206,871 福岡県 大牟田市 マクドナルド大牟田ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

206,872 福岡県 大牟田市 松尾仏具本店　大牟田店 小売業 その他小売 5%

206,873 福岡県 大牟田市 松永 小売業 貴金属・服飾品 5%

206,874 福岡県 大牟田市 マルエイ　大牟田店 小売業 食料品 5%

206,875 福岡県 大牟田市 マルエイ　大牟田南店 小売業 食料品 5%

206,876 福岡県 大牟田市 丸徳鮮魚市場 サービス 飲食業 5%

206,877 福岡県 大牟田市 美川漢方堂 小売業 その他小売 5%

206,878 福岡県 大牟田市 Ｍｉｓｃｅｌｌ 小売業 衣料品 5%

206,879 福岡県 大牟田市 三原衣料 小売業 衣料品 5%

206,880 福岡県 大牟田市 宮本モータース サービス その他サービス 5%

206,881 福岡県 大牟田市 めがねの生眼堂 小売業 その他小売 5%

206,882 福岡県 大牟田市 モイスティーヌサロン　クレール 小売業 その他小売 5%

206,883 福岡県 大牟田市 Ｍ?ＣＣＡ 小売業 衣料品 5%

206,884 福岡県 大牟田市 森製菓所 小売業 食料品 5%

206,885 福岡県 大牟田市 ＪＭ／ｍｏｎ＊　ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

206,886 福岡県 大牟田市 焼鳥よしがい サービス 飲食業 5%

206,887 福岡県 大牟田市 （有）山田屋茶舗 小売業 その他小売 5%

206,888 福岡県 大牟田市 山本商店 小売業 電化製品 5%

206,889 福岡県 大牟田市 ユアーズたなか 小売業 電化製品 5%

206,890 福岡県 大牟田市 有 三池プロパン 小売業 その他小売 5%

206,891 福岡県 大牟田市 有限会社モト　ボーイ 小売業 その他小売 5%

206,892 福岡県 大牟田市 ｙｕｌｕｆｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%
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206,893 福岡県 大牟田市 吉川電機商会 小売業 電化製品 5%

206,894 福岡県 大牟田市 リッツサロン サービス 理容・美容業 5%

206,895 福岡県 大牟田市 Ｒｙｏｋｋｅｒ＇ｓ サービス その他サービス 5%

206,896 福岡県 大牟田市 リラクゼーションサロンＬｉｌｙｇｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

206,897 福岡県 大牟田市 レイメイ　大牟田店 小売業 食料品 5%

206,898 福岡県 大牟田市 レストランだいふく サービス 飲食業 5%

206,899 福岡県 大牟田市 レディースファッション凛 小売業 衣料品 5%

206,900 福岡県 岡垣町 赤村　うどん　そば　赤村 サービス 飲食業 5%

206,901 福岡県 岡垣町 アティック 美容室アティック サービス 理容・美容業 5%

206,902 福岡県 岡垣町 アトリエーミキドール 小売業 衣料品 5%

206,903 福岡県 岡垣町 オートザム　岡垣 小売業 その他小売 5%

206,904 福岡県 岡垣町 セブン－イレブン岡垣海老津店 小売業 食料品 2%

206,905 福岡県 岡垣町 岡垣自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

206,906 福岡県 岡垣町 セブン－イレブン岡垣ぬか塚店 小売業 食料品 2%

206,907 福岡県 岡垣町 セブン－イレブン岡垣野間店 小売業 食料品 2%

206,908 福岡県 岡垣町 岡垣やくば前給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,909 福岡県 岡垣町 セブン－イレブン岡垣山田店 小売業 食料品 2%

206,910 福岡県 岡垣町 セブン－イレブン岡垣吉木店 小売業 食料品 2%

206,911 福岡県 岡垣町 神谷電気商会 小売業 電化製品 5%

206,912 福岡県 岡垣町 しあわせ総合整体院 サービス その他サービス 5%

206,913 福岡県 岡垣町 シェルビー　イオン岡垣店 小売業 衣料品 5%

206,914 福岡県 岡垣町 セルフ岡垣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,915 福岡県 岡垣町 タカチホカメラ　海老津店 小売業 その他小売 5%

206,916 福岡県 岡垣町 デコルティブ・ロゼ 小売業 その他小売 5%

206,917 福岡県 岡垣町 はなだ電器　中村店 小売業 電化製品 5%

206,918 福岡県 岡垣町 ハローデイ岡垣店 小売業 食料品 5%

206,919 福岡県 岡垣町 響電器 小売業 電化製品 5%

206,920 福岡県 岡垣町 福岡ヤクルト販売　海老津Ｃ 小売業 食料品 5%

206,921 福岡県 岡垣町 プレイフル 小売業 その他小売 5%

206,922 福岡県 岡垣町 ヘアースタジオタワラ サービス 理容・美容業 5%

206,923 福岡県 岡垣町 マロロ サービス 理容・美容業 5%

206,924 福岡県 岡垣町 有限会社岡嶋造園土木 小売業 その他小売 5%

206,925 福岡県 岡垣町 株 ランドリープレス 海老津店 サービス その他サービス 5%

206,926 福岡県 小郡市 和泉プロパン住宅設備有限会社 サービス その他サービス 5%

206,927 福岡県 小郡市 御菓子処やかべ 小売業 食料品 5%

206,928 福岡県 小郡市 セブン－イレブン小郡運動公園前店 小売業 食料品 2%

206,929 福岡県 小郡市 小郡からあげ げん サービス 飲食業 5%

206,930 福岡県 小郡市 セブン－イレブン小郡祇園１丁目店 小売業 食料品 2%

206,931 福岡県 小郡市 セブン－イレブン小郡祗園店 小売業 食料品 2%

206,932 福岡県 小郡市 セブン－イレブン小郡七夕通り店 小売業 食料品 2%

206,933 福岡県 小郡市 セブン－イレブン小郡二森店 小売業 食料品 2%

206,934 福岡県 小郡市 セブン－イレブン小郡三国が丘店 小売業 食料品 2%
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206,935 福岡県 小郡市 セブン－イレブン小郡美鈴が丘店 小売業 食料品 2%

206,936 福岡県 小郡市 （株）筑後旅行センターイオン小郡店 サービス その他サービス 5%

206,937 福岡県 小郡市 ＪＭ／祇園コーポレーション 小売業 衣料品 5%

206,938 福岡県 小郡市 きのした動物病院 サービス その他サービス 5%

206,939 福岡県 小郡市 ギフトのシック 小売業 その他小売 5%

206,940 福岡県 小郡市 げんき亭 サービス 飲食業 5%

206,941 福岡県 小郡市 ゴルフワークショップ　ジー・エス・シー 小売業 その他小売 5%

206,942 福岡県 小郡市 ゴルフワークショップ　ジー・エス・シー 小売業 その他小売 5%

206,943 福岡県 小郡市 さかえや小郡店 小売業 食料品 5%

206,944 福岡県 小郡市 セルフ小郡インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,945 福岡県 小郡市 セルフ小郡中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,946 福岡県 小郡市 筑後旅行センター　イオン小郡店 サービス その他サービス 5%

206,947 福岡県 小郡市 Ｔ－ＬＩＮＫ サービス その他サービス 5%

206,948 福岡県 小郡市 テイクワン サービス その他サービス 5%

206,949 福岡県 小郡市 電’Ｓながお 小売業 電化製品 5%

206,950 福岡県 小郡市 西山ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

206,951 福岡県 小郡市 西山ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

206,952 福岡県 小郡市 西山ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

206,953 福岡県 小郡市 東小郡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,954 福岡県 小郡市 日野商会 サービス その他サービス 5%

206,955 福岡県 小郡市 Ｂｅａｕｔｙカイロプラクティックるりはな サービス 理容・美容業 5%

206,956 福岡県 小郡市 ファッション　エル・サ・ラ 小売業 衣料品 5%

206,957 福岡県 小郡市 ｆｏｒｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

206,958 福岡県 小郡市 プライベートサロンＥ’ＮＡＬ サービス 理容・美容業 5%

206,959 福岡県 小郡市 ＢＬＡＳＴ ＴＲＡＤＩＮＧ ＢＬＡＳＴ ＴＲＡＤＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

206,960 福岡県 小郡市 本格炭火焼　ひだね　小郡店 サービス 飲食業 5%

206,961 福岡県 小郡市 ＢＯＮｇＳＥＮｓ サービス 飲食業 5%

206,962 福岡県 小郡市 ホンダカーズ小郡　小郡店 小売業 その他小売 5%

206,963 福岡県 小郡市 前田電器商会 小売業 電化製品 5%

206,964 福岡県 小郡市 マクドナルド小郡七夕通り店 サービス 飲食業 2%

206,965 福岡県 小郡市 モトテックインターナショナル 小売業 その他小売 5%

206,966 福岡県 小郡市 モトテックインターナショナル 小売業 その他小売 5%

206,967 福岡県 小郡市 ｍｏｎＭａｒｃｈ? 小売業 その他小売 5%

206,968 福岡県 小郡市 焼きたてパン工房 クリーブラッツ小郡店 焼きたてパン工房クリーブラッツ 小郡店 ２ 小売業 食料品 5%

206,969 福岡県 小郡市 有限会社インターチェンジコンタク 小売業 その他小売 5%

206,970 福岡県 小郡市 ゆう膳　咲くら サービス 飲食業 5%

206,971 福岡県 遠賀町 出光遠賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

206,972 福岡県 遠賀町 今橋書店 小売業 その他小売 5%

206,973 福岡県 遠賀町 いやし処すっきり堂 サービス その他サービス 5%

206,974 福岡県 遠賀町 セブン－イレブン遠賀浅木店 小売業 食料品 2%

206,975 福岡県 遠賀町 セブン－イレブン遠賀今古賀店 小売業 食料品 2%

206,976 福岡県 遠賀町 遠賀川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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206,977 福岡県 遠賀町 グッデイ　遠賀店 小売業 その他小売 5%

206,978 福岡県 遠賀町 ＪＡ北九　遠賀西部燃料センター 小売業 その他小売 5%

206,979 福岡県 遠賀町 スタティックオート 小売業 その他小売 5%

206,980 福岡県 遠賀町 タカチホカメラ　遠賀店 小売業 その他小売 5%

206,981 福岡県 遠賀町 中華バル武遊 サービス 飲食業 5%

206,982 福岡県 遠賀町 てるのちゃんぽん亭 サービス 飲食業 5%

206,983 福岡県 遠賀町 電気のリズ・トーチクおくしま店 小売業 電化製品 5%

206,984 福岡県 遠賀町 トヨタカローラ博多遠賀店 小売業 その他小売 5%

206,985 福岡県 遠賀町 仲むら明太子 小売業 食料品 5%

206,986 福岡県 遠賀町 セブン－イレブン福岡遠賀店 小売業 食料品 2%

206,987 福岡県 遠賀町 福岡ヤクルト販売　遠賀Ｃ 小売業 食料品 5%

206,988 福岡県 遠賀町 ヘアー　マジック サービス 理容・美容業 5%

206,989 福岡県 遠賀町 マクドナルド遠賀ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

206,990 福岡県 遠賀町 ＭＡＳＡＪＩＲＯ　ＢＵＲＧＥＲ サービス 飲食業 5%

206,991 福岡県 遠賀町 無法松　遠賀店 小売業 その他小売 5%

206,992 福岡県 遠賀町 和の膳　　繁升 サービス 飲食業 5%

206,993 福岡県 春日市 株式会社アーテック福岡 サービス その他サービス 5%

206,994 福岡県 春日市 アール・カーズ 小売業 その他小売 5%

206,995 福岡県 春日市 ａｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

206,996 福岡県 春日市 ａｌｓｈ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

206,997 福岡県 春日市 ＩＳＩＳｈａｉｒａｎｄｍａｋｅ－ｕｐ サービス 理容・美容業 5%

206,998 福岡県 春日市 稲森商会 小売業 その他小売 5%

206,999 福岡県 春日市 （株）井口タタミフスマ店 サービス その他サービス 5%

207,000 福岡県 春日市 ＩＮＤＩＡＮ　ＳＰＩＣＥ　ＦＡＣ サービス 飲食業 5%

207,001 福岡県 春日市 ｗｅｌｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

207,002 福岡県 春日市 エイム愛幸 小売業 電化製品 5%

207,003 福岡県 春日市 エイム愛幸ちくし台店 小売業 電化製品 5%

207,004 福岡県 春日市 エコモール春日店 小売業 その他小売 5%

207,005 福岡県 春日市 エステティック ジュビラン シュエット サービス その他サービス 5%

207,006 福岡県 春日市 ＥＣＨＩＧＯＹＡ　南福岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,007 福岡県 春日市 大賀薬局　春日岡本店 小売業 その他小売 5%

207,008 福岡県 春日市 大賀薬局　白水店 小売業 その他小売 5%

207,009 福岡県 春日市 大賀薬局　徳洲会病院前店 小売業 その他小売 5%

207,010 福岡県 春日市 オートショップ　フレンズ 小売業 その他小売 5%

207,011 福岡県 春日市 大原松露饅頭　春日店 小売業 食料品 5%

207,012 福岡県 春日市 オリオン 小売業 その他小売 5%

207,013 福岡県 春日市 オリックスレンタカー春日大通り店 サービス その他サービス 2%

207,014 福岡県 春日市 オリックスレンタカー春日店 サービス その他サービス 2%

207,015 福岡県 春日市 オリーブ動物病院 サービス その他サービス 5%

207,016 福岡県 春日市 学生服のもりしま　春日原店 小売業 衣料品 5%

207,017 福岡県 春日市 サンロード春日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,018 福岡県 春日市 セブン－イレブン春日一の谷４丁目店 小売業 食料品 2%
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207,019 福岡県 春日市 セブン－イレブン春日大土居店 小売業 食料品 2%

207,020 福岡県 春日市 セブン－イレブン春日岡本店 小売業 食料品 2%

207,021 福岡県 春日市 セブン－イレブン春日公園前店 小売業 食料品 2%

207,022 福岡県 春日市 セブンーイレブン春日桜ヶ丘４丁目店 小売業 食料品 2%

207,023 福岡県 春日市 セブン－イレブン春日白水ヶ丘店 小売業 食料品 2%

207,024 福岡県 春日市 セブン－イレブン春日惣利店 小売業 食料品 2%

207,025 福岡県 春日市 セブン－イレブン春日天神山２丁目店 小売業 食料品 2%

207,026 福岡県 春日市 セブン－イレブン春日昇町店 小売業 食料品 2%

207,027 福岡県 春日市 セブン－イレブン春日星見ヶ丘店 小売業 食料品 2%

207,028 福岡県 春日市 カットインアイム サービス 理容・美容業 5%

207,029 福岡県 春日市 株式会社カネダイ　カネダイ酒屋 小売業 その他小売 5%

207,030 福岡県 春日市 株式会社ＢＣ 株式会社ＢＣ 福岡店 サービス その他サービス 5%

207,031 福岡県 春日市 株式会社アイデア企画 サービス その他サービス 5%

207,032 福岡県 春日市 株式会社遊車 小売業 その他小売 5%

207,033 福岡県 春日市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋春日岡本店 サービス 飲食業 2%

207,034 福岡県 春日市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋春日惣利店 サービス 飲食業 2%

207,035 福岡県 春日市 ＧＩＧＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

207,036 福岡県 春日市 絆 絆 サービス 理容・美容業 5%

207,037 福岡県 春日市 餃子舗博多弦月 小売業 食料品 5%

207,038 福岡県 春日市 清美どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

207,039 福岡県 春日市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵフォレストシティ春日店 小売業 その他小売 5%

207,040 福岡県 春日市 ＫＵ－ＭＡＮ 小売業 その他小売 5%

207,041 福岡県 春日市 ＫｕｕＳｉ　Ｃｏｔｔａｇｅ サービス その他サービス 5%

207,042 福岡県 春日市 グッデイ　須玖店 小売業 その他小売 5%

207,043 福岡県 春日市 ＣＬＩＭＢＥＲ’Ｓ 小売業 その他小売 5%

207,044 福岡県 春日市 ｇｌａｓｓｙ サービス 理容・美容業 5%

207,045 福岡県 春日市 クロロフィル美顔教室　春日原店 小売業 その他小売 5%

207,046 福岡県 春日市 ＫＥＩＳＥＩＴＡＸ サービス 運輸業 5%

207,047 福岡県 春日市 月下香　月下香 小売業 その他小売 5%

207,048 福岡県 春日市 個人　未空タクシー サービス 運輸業 5%

207,049 福岡県 春日市 ゴルフドゥ春日店 小売業 その他小売 2%

207,050 福岡県 春日市 ザザホラヤ　春日ス－ツ店 小売業 衣料品 5%

207,051 福岡県 春日市 ザザホラヤ　春日店 小売業 衣料品 5%

207,052 福岡県 春日市 ｚａｋｋａＰｅｔａｎｋｏ 小売業 その他小売 5%

207,053 福岡県 春日市 四季食彩しみず サービス 飲食業 5%

207,054 福岡県 春日市 ｃｈｉｐｉｅ サービス 理容・美容業 5%

207,055 福岡県 春日市 しゃぶしゃぶ温野菜春日店 サービス 飲食業 2%

207,056 福岡県 春日市 十徳や　春日桜ケ丘店 サービス 飲食業 5%

207,057 福岡県 春日市 十徳や　春日下白水店 サービス 飲食業 5%

207,058 福岡県 春日市 シライシ商店 サービス その他サービス 5%

207,059 福岡県 春日市 視力屋　メガネ物語 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,060 福岡県 春日市 白水酒店 小売業 食料品 5%
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207,061 福岡県 春日市 グッディ　須玖店 小売業 家具・調度品 5%

207,062 福岡県 春日市 セルフ春日台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,063 福岡県 春日市 セルフ桜ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,064 福岡県 春日市 足圧整体院　ひとふみ サービス その他サービス 5%

207,065 福岡県 春日市 ソニーショップ フェイス ワン ソニーショップ フェイス ワン 小売業 電化製品 5%

207,066 福岡県 春日市 ソニーショップ　フェイス・ワン 小売業 電化製品 5%

207,067 福岡県 春日市 タカチホカメラ　春日昇町店 小売業 その他小売 5%

207,068 福岡県 春日市 タカチホカメラ　春日原店 小売業 その他小売 5%

207,069 福岡県 春日市 田中仏壇店春日店 小売業 その他小売 5%

207,070 福岡県 春日市 ディップパレス春日 サービス 飲食業 5%

207,071 福岡県 春日市 ディプパレス春日 サービス 飲食業 5%

207,072 福岡県 春日市 ＴＥＴＳＵＯＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

207,073 福岡県 春日市 ＤＯＧ＠ＭｅｒｒｙＨｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

207,074 福岡県 春日市 とめ手羽 白水店 サービス 飲食業 5%

207,075 福岡県 春日市 ドラッグ新生堂　春日原駅前店 小売業 その他小売 5%

207,076 福岡県 春日市 ドラッグ新生堂　昇町店 小売業 その他小売 5%

207,077 福岡県 春日市 トリフォリ サービス その他サービス 5%

207,078 福岡県 春日市 ＮＡＴＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

207,079 福岡県 春日市 なるみ乃　春日店 サービス 飲食業 5%

207,080 福岡県 春日市 日本楽芸社　春日原センター 小売業 その他小売 5%

207,081 福岡県 春日市 乃ぐちや 小売業 衣料品 5%

207,082 福岡県 春日市 ハートフル宝町 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,083 福岡県 春日市 バソキ屋　バソキ屋　春日店 サービス 飲食業 5%

207,084 福岡県 春日市 パソコン市場　春日店 小売業 電化製品 5%

207,085 福岡県 春日市 Ｈａｐｐｙ　ｂｏｘ　春日店 小売業 その他小売 5%

207,086 福岡県 春日市 パティスリー　ニシムラ サービス 飲食業 5%

207,087 福岡県 春日市 バードモーター サービス その他サービス 5%

207,088 福岡県 春日市 花物語　春日店 小売業 その他小売 5%

207,089 福岡県 春日市 ハローデイ井尻店 小売業 食料品 5%

207,090 福岡県 春日市 ハローデイ春日店 小売業 食料品 5%

207,091 福岡県 春日市 ＰＣスクエア サービス その他サービス 5%

207,092 福岡県 春日市 ピザポケット 春日店 サービス 飲食業 5%

207,093 福岡県 春日市 美と温もりサロンロザリーナ サービス 理容・美容業 5%

207,094 福岡県 春日市 美容ピュア春日店 サービス 理容・美容業 5%

207,095 福岡県 春日市 平田ナ－セリ－　春日店 小売業 家具・調度品 5%

207,096 福岡県 春日市 ＰＩＮＫ?ＡＮＧＥＬ 小売業 衣料品 5%

207,097 福岡県 春日市 ＦＡＲＭＹ　ＨＯＲＭＹ春日店 小売業 衣料品 5%

207,098 福岡県 春日市 セブン－イレブン福岡春日店 小売業 食料品 2%

207,099 福岡県 春日市 セブン－イレブン福岡春日原駅前店 小売業 食料品 2%

207,100 福岡県 春日市 福岡ハムセンター サービス その他サービス 5%

207,101 福岡県 春日市 ブラッスリーグラップ サービス 飲食業 5%

207,102 福岡県 春日市 ｆｌｏｗｅｒ’ｓ心花 小売業 その他小売 5%
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207,103 福岡県 春日市 フリースペース春日店 サービス 飲食業 5%

207,104 福岡県 春日市 ヘアー　ガーデン　ハーベスト サービス 理容・美容業 5%

207,105 福岡県 春日市 へのへのもしじ サービス 飲食業 5%

207,106 福岡県 春日市 ぼんぐう・ｋｕｒｏｂｕＴａ サービス 飲食業 5%

207,107 福岡県 春日市 マキシム ザ モール春日店 サービス 理容・美容業 5%

207,108 福岡県 春日市 マクドナルド桜ヶ丘店 サービス 飲食業 2%

207,109 福岡県 春日市 まちのみしんやさん 小売業 電化製品 5%

207,110 福岡県 春日市 松尾仏具本店　春日店 小売業 家具・調度品 5%

207,111 福岡県 春日市 丸山商店　春日店 小売業 衣料品 5%

207,112 福岡県 春日市 村上ライフエナジー 小売業 電化製品 5%

207,113 福岡県 春日市 村田金物 小売業 その他小売 5%

207,114 福岡県 春日市 メイトフラワーガーデン　春日店 小売業 家具・調度品 5%

207,115 福岡県 春日市 焼肉龍王館　白水店 サービス 飲食業 5%

207,116 福岡県 春日市 焼肉龍王館　惣利店 サービス 飲食業 5%

207,117 福岡県 春日市 有限会社タバル サービス その他サービス 5%

207,118 福岡県 春日市 ランドリープレス 春日昇町店 サービス その他サービス 5%

207,119 福岡県 春日市 ＲＥＳＰＩＲＥ 小売業 その他小売 5%

207,120 福岡県 春日市 リラクゼーションサロンＬｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

207,121 福岡県 春日市 ＷＩＮＥＳＨＯＰＳｏｒａ サービス 飲食業 5%

207,122 福岡県 春日市 セブン－イレブン若葉台店 小売業 食料品 2%

207,123 福岡県 春日市 和食処　千太 サービス 飲食業 5%

207,124 福岡県 粕屋町 ａｌｂｅｒｏ　ｄｉ　ｇｌｉｃｉｎｅ　ａｌｂｅｒｏ　ｄｉ　ｇｌｉｃｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

207,125 福岡県 粕屋町 ａｌｂｅｒｏ　ｄｉ　ｇｌｉｃｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

207,126 福岡県 粕屋町 居酒屋　とみ　原町店 サービス 飲食業 5%

207,127 福岡県 粕屋町 出光セルフ福岡インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,128 福岡県 粕屋町 出光フレックス門松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,129 福岡県 粕屋町 Ｅｃｏ本舗 小売業 その他小売 5%

207,130 福岡県 粕屋町 大賀薬局　仲原店 小売業 その他小売 5%

207,131 福岡県 粕屋町 オートサロン　ビーファイン サービス その他サービス 5%

207,132 福岡県 粕屋町 セブン－イレブン粕屋仲原３丁目店 小売業 食料品 2%

207,133 福岡県 粕屋町 セブン－イレブン粕屋仲原店 小売業 食料品 2%

207,134 福岡県 粕屋町 セブン－イレブン粕屋原町駅前店 小売業 食料品 2%

207,135 福岡県 粕屋町 セブン－イレブン粕屋柚須駅前店 小売業 食料品 2%

207,136 福岡県 粕屋町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋福岡インター店 サービス 飲食業 2%

207,137 福岡県 粕屋町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋福岡門松店 サービス 飲食業 2%

207,138 福岡県 粕屋町 河合塾マナビス長者原校 サービス その他サービス 2%

207,139 福岡県 粕屋町 熊タクシー サービス 運輸業 5%

207,140 福岡県 粕屋町 ｇｒｅｅｎｎｏｔｅ 小売業 衣料品 5%

207,141 福岡県 粕屋町 サイクルリカバリー 小売業 その他小売 5%

207,142 福岡県 粕屋町 サイクルリカバリー サイクルリカバリー 小売業 その他小売 5%

207,143 福岡県 粕屋町 ササデンキ 小売業 電化製品 5%

207,144 福岡県 粕屋町 ｓｅａｇｌａｓｓ サービス 理容・美容業 5%
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207,145 福岡県 粕屋町 整体とアロマのお店オリバナム　整体　アロマショップ　オリバナム サービス その他サービス 5%

207,146 福岡県 粕屋町 セルフステーション福岡インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,147 福岡県 粕屋町 ダイキョーバリュー長者原店 小売業 食料品 5%

207,148 福岡県 粕屋町 ｔｅｎｊｉｎｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

207,149 福岡県 粕屋町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ福岡ＴＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,150 福岡県 粕屋町 とまと薬局　とまと薬局ストア 小売業 その他小売 5%

207,151 福岡県 粕屋町 仲原伊藤自動車 小売業 その他小売 5%

207,152 福岡県 粕屋町 バイオパーク 小売業 家具・調度品 5%

207,153 福岡県 粕屋町 博多一番どり 居食家あらい 原町駅前店 サービス 飲食業 5%

207,154 福岡県 粕屋町 Ｈａｎａｃｈｉｎａ　ｂａｒ サービス 飲食業 5%

207,155 福岡県 粕屋町 ハンドメイドアクセサリートゥインクル 小売業 衣料品 5%

207,156 福岡県 粕屋町 ＢＭＯ福岡粕屋店 小売業 衣料品 5%

207,157 福岡県 粕屋町 ヒトミマジック サービス 理容・美容業 5%

207,158 福岡県 粕屋町 ビフテキ屋うえすたん柚須駅前店 サービス 飲食業 5%

207,159 福岡県 粕屋町 美容室ボレロ サービス 理容・美容業 5%

207,160 福岡県 粕屋町 美容室　ボレロ サービス 理容・美容業 5%

207,161 福岡県 粕屋町 ブックイン金進堂　長者原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,162 福岡県 粕屋町 プラチノ・ロッサ　福岡ルクル店 小売業 衣料品 5%

207,163 福岡県 粕屋町 フリースペース二又瀬店 サービス 飲食業 5%

207,164 福岡県 粕屋町 ホビーゾーン福岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,165 福岡県 粕屋町 Ｍａｒｔ　ｈａｉｒ　ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

207,166 福岡県 粕屋町 マクドナルド門松店 サービス 飲食業 2%

207,167 福岡県 粕屋町 マレットメット　福岡店 小売業 衣料品 5%

207,168 福岡県 粕屋町 ミスピカソリリオ 小売業 衣料品 5%

207,169 福岡県 粕屋町 メナードフェイシャルサロン原町店 サービス 理容・美容業 5%

207,170 福岡県 粕屋町 有限会社ＡＢＣ電器 小売業 電化製品 5%

207,171 福岡県 粕屋町 有限会社フジオートサービス サービス その他サービス 5%

207,172 福岡県 粕屋町 ユザワヤ　イオンモール福岡店 小売業 その他小売 5%

207,173 福岡県 粕屋町 Ｒａｖｉｒ　ａｍｅ サービス 理容・美容業 5%

207,174 福岡県 粕屋町 ＬＩＣＨＯＵ 小売業 衣料品 5%

207,175 福岡県 粕屋町 流通センターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,176 福岡県 粕屋町 ＹーＳＴＹＬＥ サービス その他サービス 5%

207,177 福岡県 粕屋町 ワンダーキッズ 小売業 衣料品 5%

207,178 福岡県 嘉麻市 ＡｔｉａｒｉｄｇｅＭｅｍｏｒｉｅｓ サービス その他サービス 5%

207,179 福岡県 嘉麻市 有田電器 小売業 電化製品 5%

207,180 福岡県 嘉麻市 出光大隈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,181 福岡県 嘉麻市 出光セルフ稲築ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,182 福岡県 嘉麻市 セブン－イレブン稲築平店 小売業 食料品 2%

207,183 福岡県 嘉麻市 セブン－イレブン稲築郵便局前店 小売業 食料品 2%

207,184 福岡県 嘉麻市 井本マサオ電器 小売業 電化製品 5%

207,185 福岡県 嘉麻市 ウマミ　アソシエ 小売業 家具・調度品 5%

207,186 福岡県 嘉麻市 大塚設備 サービス その他サービス 5%
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207,187 福岡県 嘉麻市 大村電器店 小売業 電化製品 5%

207,188 福岡県 嘉麻市 嘉穂牛隈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,189 福岡県 嘉麻市 かほラーメン　本店 サービス 飲食業 5%

207,190 福岡県 嘉麻市 セブン－イレブン嘉麻上山田店 小売業 食料品 2%

207,191 福岡県 嘉麻市 セブン－イレブン嘉麻鴨生店 小売業 食料品 2%

207,192 福岡県 嘉麻市 セブン－イレブン嘉麻山野店 小売業 食料品 2%

207,193 福岡県 嘉麻市 鴨生　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,194 福岡県 嘉麻市 くすりのハッピー　稲築店 小売業 その他小売 5%

207,195 福岡県 嘉麻市 グッデイ　大隈店 小売業 その他小売 5%

207,196 福岡県 嘉麻市 自家焙煎おだ珈琲 サービス 飲食業 5%

207,197 福岡県 嘉麻市 新生堂薬局　稲築店 小売業 その他小売 5%

207,198 福岡県 嘉麻市 新生堂薬局　ハッピーＳｍａｒｔＳｔｙｌｅ　稲築病院前店 小売業 その他小売 5%

207,199 福岡県 嘉麻市 すえみつ花店 小売業 家具・調度品 5%

207,200 福岡県 嘉麻市 セルフ平　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,201 福岡県 嘉麻市 ＳＯＲＡ サービス その他サービス 5%

207,202 福岡県 嘉麻市 たかせ電器 小売業 電化製品 5%

207,203 福岡県 嘉麻市 陶器つる岡 サービス その他サービス 5%

207,204 福岡県 嘉麻市 東谷石油碓井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,205 福岡県 嘉麻市 松岡自動車工場 サービス その他サービス 5%

207,206 福岡県 嘉麻市 ＬＡＣＯＥＴ 小売業 衣料品 5%

207,207 福岡県 嘉麻市 ＪＭ／ＬｏｇＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

207,208 福岡県 川崎町 １ＢＡＮ・ＫＡＮマルコー 小売業 電化製品 5%

207,209 福岡県 川崎町 出光セルフ後藤寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,210 福岡県 川崎町 奥乃谷窯 小売業 その他小売 5%

207,211 福岡県 川崎町 オンセンド川崎店 小売業 その他小売 5%

207,212 福岡県 川崎町 川崎給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,213 福岡県 川崎町 川崎電器商会 小売業 電化製品 5%

207,214 福岡県 川崎町 川崎西本町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,215 福岡県 川崎町 黒岩スポーツ店 小売業 その他小売 5%

207,216 福岡県 川崎町 コガデンキ 小売業 電化製品 5%

207,217 福岡県 川崎町 セブン－イレブン田川川崎店 小売業 食料品 2%

207,218 福岡県 川崎町 セブン－イレブン田川川崎町役場前店 小売業 食料品 2%

207,219 福岡県 川崎町 出口電器商会 小売業 電化製品 5%

207,220 福岡県 川崎町 西村園川崎店 小売業 食料品 5%

207,221 福岡県 川崎町 二宮洋品店 小売業 衣料品 5%

207,222 福岡県 川崎町 ハローデイ後藤寺店 小売業 食料品 5%

207,223 福岡県 川崎町 福山商会 小売業 電化製品 5%

207,224 福岡県 川崎町 藤川電気 小売業 電化製品 5%

207,225 福岡県 川崎町 べストマートこがや 小売業 その他小売 5%

207,226 福岡県 川崎町 やきにくのにしもと サービス 飲食業 5%

207,227 福岡県 香春町 出光スマイルランド香春ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,228 福岡県 香春町 香春給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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207,229 福岡県 香春町 田川テニスクラブ サービス その他サービス 5%

207,230 福岡県 香春町 タニモトデンキ 小売業 電化製品 5%

207,231 福岡県 香春町 ときた電器 小売業 電化製品 5%

207,232 福岡県 香春町 ＦａｉｒｙＦＵＫＵＯＫＡ サービス 理容・美容業 5%

207,233 福岡県 香春町 ヘアーサロングランデ サービス 理容・美容業 5%

207,234 福岡県 香春町 ＷＩＬＤ・ＳＰＥＥＤ サービス その他サービス 5%

207,235 福岡県 苅田町 蒼武道具 小売業 その他小売 5%

207,236 福岡県 苅田町 安全本社営業所 サービス 運輸業 5%

207,237 福岡県 苅田町 出光西苅田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,238 福岡県 苅田町 いわた電器 小売業 電化製品 5%

207,239 福岡県 苅田町 ＭＫ　ＭＡＫＥ 小売業 その他小売 5%

207,240 福岡県 苅田町 オリックスレンタカー苅田駅前店 サービス その他サービス 2%

207,241 福岡県 苅田町 オリックスレンタカー北九州空港店 サービス その他サービス 2%

207,242 福岡県 苅田町 海都　苅田店 サービス 飲食業 5%

207,243 福岡県 苅田町 隠れ家ＣｏｓｍｅｔｉｃサロンＲａｄｉａｎｔ サービス 理容・美容業 5%

207,244 福岡県 苅田町 かわはら印刷所 サービス その他サービス 5%

207,245 福岡県 苅田町 苅田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,246 福岡県 苅田町 セブン－イレブン苅田磯浜町店 小売業 食料品 2%

207,247 福岡県 苅田町 苅田営業所 サービス 運輸業 5%

207,248 福岡県 苅田町 セブン－イレブン苅田駅東口店 小売業 食料品 2%

207,249 福岡県 苅田町 セブン－イレブン苅田北九州空港入口店 小売業 食料品 2%

207,250 福岡県 苅田町 セブン－イレブン苅田桜ヶ丘店 小売業 食料品 2%

207,251 福岡県 苅田町 セブン－イレブン苅田松原店 小売業 食料品 2%

207,252 福岡県 苅田町 セブン－イレブン苅田与原店 小売業 食料品 2%

207,253 福岡県 苅田町 イデックス苅田臨海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,254 福岡県 苅田町 キクヤ 小売業 衣料品 5%

207,255 福岡県 苅田町 キッチン遊菜 サービス 飲食業 5%

207,256 福岡県 苅田町 着物Ｂａｒ　秋月 サービス 飲食業 5%

207,257 福岡県 苅田町 グリーンフィッシュ 小売業 その他小売 5%

207,258 福岡県 苅田町 幻想堂 サービス その他サービス 5%

207,259 福岡県 苅田町 ＪＡ福岡京築　苅田直売所 小売業 食料品 5%

207,260 福岡県 苅田町 すたみな太郎　苅田店 サービス 飲食業 5%

207,261 福岡県 苅田町 整体サロンｎａｔｕｒａ サービス その他サービス 5%

207,262 福岡県 苅田町 整体サロンｎａｔｕｒａ サービス その他サービス 5%

207,263 福岡県 苅田町 セルフ苅田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,264 福岡県 苅田町 セルフ苅田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,265 福岡県 苅田町 手づくり弁当　和や 小売業 食料品 5%

207,266 福岡県 苅田町 デトックスサロンＲｏｎｓａｒｄ サービス その他サービス 5%

207,267 福岡県 苅田町 ＤＲＩＶＥＲ′Ｓ　ＣＡＦＥ　ＦＯＲＥＳＴ 小売業 その他小売 5%

207,268 福岡県 苅田町 パナ倶楽部　いわた 小売業 電化製品 5%

207,269 福岡県 苅田町 パナプラザモトムラ 小売業 電化製品 5%

207,270 福岡県 苅田町 ビジネスホテル千成 サービス 宿泊業 5%

4937



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

207,271 福岡県 苅田町 美容室オブジェ サービス 理容・美容業 5%

207,272 福岡県 苅田町 Ｆｕ－Ｋａ 小売業 その他小売 5%

207,273 福岡県 苅田町 セブン－イレブン福岡苅田尾倉店 小売業 食料品 2%

207,274 福岡県 苅田町 セブン－イレブン福岡苅田小波瀬店 小売業 食料品 2%

207,275 福岡県 苅田町 セブン－イレブン福岡苅田富久店 小売業 食料品 2%

207,276 福岡県 苅田町 ＨＡＩＲ　ＳＴＵＤＩＯ　Ｚｉ?ＯＮＥ サービス 理容・美容業 5%

207,277 福岡県 苅田町 マクドナルド１０号苅田店 サービス 飲食業 2%

207,278 福岡県 苅田町 マクドナルド１０号行橋店 サービス 飲食業 2%

207,279 福岡県 苅田町 Ｍｏｎｋｅｙ　ｐｏｄ サービス 理容・美容業 5%

207,280 福岡県 苅田町 ｌａｐｒｉｍｕｌａ サービス 理容・美容業 5%

207,281 福岡県 苅田町 リトルシアター　苅田店 小売業 衣料品 5%

207,282 福岡県 苅田町 理容ほそかわ サービス 理容・美容業 5%

207,283 福岡県 北九州市 ｉｍｏｎｄ サービス その他サービス 5%

207,284 福岡県 北九州市 青山どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

207,285 福岡県 北九州市 ａｋａｎｅｓａｌｏｎａｎｅｍｏｎｅ サービス その他サービス 5%

207,286 福岡県 北九州市 あさのホテル サービス 宿泊業 5%

207,287 福岡県 北九州市 味の丸屋　本社直売店 小売業 食料品 5%

207,288 福岡県 北九州市 ａｚ　サニーサイドモール小倉店 小売業 衣料品 5%

207,289 福岡県 北九州市 ａｚｕｌ　ＨＡＩＲＭＡＫＥＵＰ サービス 理容・美容業 5%

207,290 福岡県 北九州市 アトリエ・沙つ木 小売業 衣料品 5%

207,291 福岡県 北九州市 アーネストムーン サービス 飲食業 5%

207,292 福岡県 北九州市 穴生薬局 サービス その他サービス 5%

207,293 福岡県 北九州市 ａｍｏｎヘアケアアンドデザイン小倉駅前店 サービス 理容・美容業 5%

207,294 福岡県 北九州市 あゆみタクシー サービス 運輸業 5%

207,295 福岡県 北九州市 ＡＲＯＳＳＯ 小売業 衣料品 5%

207,296 福岡県 北九州市 アンジェリーナ 小売業 食料品 5%

207,297 福岡県 北九州市 アンジュ サービス 理容・美容業 5%

207,298 福岡県 北九州市 ＪＭ／アンドウデンキ 小売業 電化製品 5%

207,299 福岡県 北九州市 イオ 小売業 衣料品 5%

207,300 福岡県 北九州市 ＩｃｈｉｃｏＪａｍ サービス 飲食業 5%

207,301 福岡県 北九州市 到津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,302 福岡県 北九州市 ［ＨＣ］イトウデンキ 小売業 電化製品 5%

207,303 福岡県 北九州市 イヌイラフィネ 小売業 衣料品 5%

207,304 福岡県 北九州市 井上書店　小倉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,305 福岡県 北九州市 いのうえでんき 小売業 電化製品 5%

207,306 福岡県 北九州市 指宿タクシー サービス 運輸業 5%

207,307 福岡県 北九州市 イヨヤ　京町店 小売業 衣料品 5%

207,308 福岡県 北九州市 イヨヤ　黒崎店 小売業 衣料品 5%

207,309 福岡県 北九州市 イヨヤ　小倉駅前店 小売業 衣料品 5%

207,310 福岡県 北九州市 イヨヤ　小倉駅前店 小売業 衣料品 5%

207,311 福岡県 北九州市 イヨヤ魚町店 小売業 その他小売 5%

207,312 福岡県 北九州市 株式会社　いりかど自動車 サービス その他サービス 5%
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207,313 福岡県 北九州市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ　小倉 サービス その他サービス 5%

207,314 福岡県 北九州市 岩本タクシー サービス 運輸業 5%

207,315 福岡県 北九州市 インパクトゴルフ 小売業 その他小売 5%

207,316 福岡県 北九州市 ＶＩＯＬＬＡ サービス その他サービス 5%

207,317 福岡県 北九州市 ＷｅＣａｎ　下曽根店 サービス 理容・美容業 5%

207,318 福岡県 北九州市 ヴィザヴィ サービス 飲食業 5%

207,319 福岡県 北九州市 ＶＩＳＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

207,320 福岡県 北九州市 Ｗｉｌｌｉｅ　Ｗｉｎｋｉｅ小倉上葛原店 小売業 その他小売 5%

207,321 福岡県 北九州市 梅園　小倉魚町店 小売業 家具・調度品 5%

207,322 福岡県 北九州市 梅園　本店 小売業 家具・調度品 5%

207,323 福岡県 北九州市 梅園　門司港店 小売業 家具・調度品 5%

207,324 福岡県 北九州市 エイシン 小売業 その他小売 5%

207,325 福岡県 北九州市 永犬丸ニュータウンＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,326 福岡県 北九州市 エコモール 小売業 その他小売 5%

207,327 福岡県 北九州市 江崎ストアー　一枝店 小売業 食料品 5%

207,328 福岡県 北九州市 エターナル 小売業 衣料品 5%

207,329 福岡県 北九州市 枝光タクシー サービス 運輸業 5%

207,330 福岡県 北九州市 ｅｐｉｄｅｍｉｃ サービス 飲食業 5%

207,331 福岡県 北九州市 Ｍ＆Ｋ 小売業 衣料品 5%

207,332 福岡県 北九州市 株式会社エムティージャパン 小売業 電化製品 5%

207,333 福岡県 北九州市 Ｍ２　サニーサイドモール小倉店 小売業 衣料品 5%

207,334 福岡県 北九州市 エル・ソル サービス 理容・美容業 5%

207,335 福岡県 北九州市 エルビノ 小売業 衣料品 5%

207,336 福岡県 北九州市 Ｅｌｍｏ　Ｒｉｏｓ サービス 理容・美容業 5%

207,337 福岡県 北九州市 エレガンス　タマル 小売業 衣料品 5%

207,338 福岡県 北九州市 エンジェル＆ＳＨＵ－ＳＨＵ サービス 理容・美容業 5%

207,339 福岡県 北九州市 オートアベニュー 小売業 その他小売 5%

207,340 福岡県 北九州市 大羽建設 サービス その他サービス 5%

207,341 福岡県 北九州市 大庭（英）タクシー サービス 運輸業 5%

207,342 福岡県 北九州市 オキシーグレイス黒崎店 サービス 理容・美容業 5%

207,343 福岡県 北九州市 オキシーグレイス小倉店 サービス 理容・美容業 5%

207,344 福岡県 北九州市 オキシー小倉店 サービス 理容・美容業 5%

207,345 福岡県 北九州市 オキニコット 小売業 その他小売 5%

207,346 福岡県 北九州市 お洋服屋　ａｎ　ｄｅｕｘ 小売業 衣料品 5%

207,347 福岡県 北九州市 Ｃａｒ　Ａｃｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

207,348 福岡県 北九州市 カーショップルート１９９ サービス その他サービス 5%

207,349 福岡県 北九州市 カーニバルプラスひびきの店 小売業 食料品 5%

207,350 福岡県 北九州市 カーニバル本城店 小売業 食料品 5%

207,351 福岡県 北九州市 カーリファイン　よしむら 小売業 その他小売 5%

207,352 福岡県 北九州市 ＣＡＲ　ＲＥＳＣＵＥ サービス その他サービス 5%

207,353 福岡県 北九州市 海産物のやまいち　旦過市場店 小売業 食料品 5%

207,354 福岡県 北九州市 懐石　やす田 サービス 飲食業 5%
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207,355 福岡県 北九州市 廻転寿司　平四郎　中間店 サービス 飲食業 5%

207,356 福岡県 北九州市 廻転寿司平四郎大手町店 サービス 飲食業 5%

207,357 福岡県 北九州市 海都　徳力店 サービス 飲食業 5%

207,358 福岡県 北九州市 カクシン　はきもの店 小売業 衣料品 5%

207,359 福岡県 北九州市 かくれ伽ダイニング胡座 サービス 飲食業 5%

207,360 福岡県 北九州市 Ｃａｓａ９ 小売業 その他小売 5%

207,361 福岡県 北九州市 片野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,362 福岡県 北九州市 活魚廻転寿司　平四郎 サービス 飲食業 5%

207,363 福岡県 北九州市 ＣｕｔＷｅＣａｎ　ハローディ足原店 サービス 理容・美容業 5%

207,364 福岡県 北九州市 ガーデン美容室 サービス 理容・美容業 5%

207,365 福岡県 北九州市 カードラボ　小倉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,366 福岡県 北九州市 カトレア 小売業 その他小売 5%

207,367 福岡県 北九州市 カフェ・ミュゼ サービス 飲食業 5%

207,368 福岡県 北九州市 ［ＨＣ］株式会社エルビート 小売業 電化製品 5%

207,369 福岡県 北九州市 ［ＨＣ］株式会社椎野電器 小売業 電化製品 5%

207,370 福岡県 北九州市 株式会社　新田中 サービス その他サービス 5%

207,371 福岡県 北九州市 株式会社大信住器 サービス その他サービス 5%

207,372 福岡県 北九州市 株式会社　匠倶楽部 サービス その他サービス 5%

207,373 福岡県 北九州市 ［ＨＣ］（株）てるおでんき 小売業 電化製品 5%

207,374 福岡県 北九州市 株式会社ビルドアップ サービス その他サービス 5%

207,375 福岡県 北九州市 株式会社ホーム機器いのくち 小売業 その他小売 5%

207,376 福岡県 北九州市 カラオケ　クリスタルエコー サービス その他サービス 5%

207,377 福岡県 北九州市 カラオケ　ハッピーゾーン サービス その他サービス 5%

207,378 福岡県 北九州市 ガールトーク 小売業 衣料品 5%

207,379 福岡県 北九州市 かんもん動物病院 サービス その他サービス 5%

207,380 福岡県 北九州市 喜久屋書店　小倉南店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,381 福岡県 北九州市 セブン－イレブン北九州空港店 小売業 食料品 2%

207,382 福岡県 北九州市 北九州酒場　うおにく サービス 飲食業 5%

207,383 福岡県 北九州市 北九州第一ホテル サービス 宿泊業 5%

207,384 福岡県 北九州市 ギフトギャラリーＯＺ　ひびきの店 小売業 その他小売 5%

207,385 福岡県 北九州市 ギフトショップたいぶんどう 小売業 その他小売 5%

207,386 福岡県 北九州市 九州アナリ サービス その他サービス 5%

207,387 福岡県 北九州市 久昇庵 サービス 飲食業 5%

207,388 福岡県 北九州市 ぎゅうとく 小売業 その他小売 5%

207,389 福岡県 北九州市 ＣｕｂａｎＣｉｇａｒ 小売業 家具・調度品 5%

207,390 福岡県 北九州市 清末防犯センター サービス その他サービス 5%

207,391 福岡県 北九州市 キンコーズ小倉平和通り店 サービス その他サービス 2%

207,392 福岡県 北九州市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ黒崎店 小売業 その他小売 5%

207,393 福岡県 北九州市 クエスト神戸　小倉店 小売業 衣料品 5%

207,394 福岡県 北九州市 久喜町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,395 福岡県 北九州市 くしかつ　一期屋 サービス 飲食業 5%

207,396 福岡県 北九州市 串かつ酒房　一期屋　八幡駅前店 サービス 飲食業 5%
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207,397 福岡県 北九州市 串かつ　まっと サービス 飲食業 5%

207,398 福岡県 北九州市 串焼炭炉　はん蔵 サービス 飲食業 5%

207,399 福岡県 北九州市 くじら２号引野店 サービス その他サービス 5%

207,400 福岡県 北九州市 くすりの高尾漢方堂 小売業 その他小売 5%

207,401 福岡県 北九州市 ｇｕｃｃｉｅｓ５５ 小売業 衣料品 5%

207,402 福岡県 北九州市 グッディ　小倉南店 小売業 家具・調度品 5%

207,403 福岡県 北九州市 グッデイ　ひびきの店 小売業 家具・調度品 5%

207,404 福岡県 北九州市 グッディ　八幡東店 小売業 家具・調度品 5%

207,405 福岡県 北九州市 靴のピープル門司店 小売業 衣料品 5%

207,406 福岡県 北九州市 クラフトアンファン 小売業 家具・調度品 5%

207,407 福岡県 北九州市 クラメールコムシティクロサキ サービス 理容・美容業 5%

207,408 福岡県 北九州市 グランド工房　小倉店 小売業 その他小売 5%

207,409 福岡県 北九州市 グランド工房　八幡店 小売業 その他小売 5%

207,410 福岡県 北九州市 ＧＬＥＡＭ　ＯＰＴＩＣＡＬ 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,411 福岡県 北九州市 クール・カレアン黒崎店 小売業 衣料品 5%

207,412 福岡県 北九州市 クール・カレアン小倉店 小売業 衣料品 5%

207,413 福岡県 北九州市 黒岩タクシー サービス 運輸業 5%

207,414 福岡県 北九州市 くろき自動車 サービス その他サービス 5%

207,415 福岡県 北九州市 ＪＭ／くろき自動車 サービス その他サービス 5%

207,416 福岡県 北九州市 黒崎ＫＡＮＡＯボクシングジム サービス その他サービス 5%

207,417 福岡県 北九州市 黒崎西ＳＳ　池田石油有限会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,418 福岡県 北九州市 クローズアップ小倉魚町店 小売業 衣料品 5%

207,419 福岡県 北九州市 ケイオーモータース サービス その他サービス 5%

207,420 福岡県 北九州市 Ｃａｖｅ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒｓ　ＩＮＡ サービス その他サービス 5%

207,421 福岡県 北九州市 ＫＥＳ 小売業 電化製品 5%

207,422 福岡県 北九州市 ケーハイエス サービス その他サービス 5%

207,423 福岡県 北九州市 元気也 サービス 飲食業 5%

207,424 福岡県 北九州市 ケンズファクトリー 小売業 その他小売 5%

207,425 福岡県 北九州市 セブン－イレブン小倉沼本町店 小売業 食料品 2%

207,426 福岡県 北九州市 小倉東インターＳＳ　小倉東石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,427 福岡県 北九州市 小倉マリーナ サービス その他サービス 5%

207,428 福岡県 北九州市 小倉家 サービス 飲食業 5%

207,429 福岡県 北九州市 個室居酒屋もみじ小倉店 サービス 飲食業 5%

207,430 福岡県 北九州市 個人　紫陽花タクシー サービス その他サービス 5%

207,431 福岡県 北九州市 個人　ＡＲＩＹＯＳＨＩ　ＴＡＸＩ サービス その他サービス 5%

207,432 福岡県 北九州市 個人　伊﨑タクシー サービス その他サービス 5%

207,433 福岡県 北九州市 個人　今井タクシー サービス 運輸業 5%

207,434 福岡県 北九州市 個人　ＯＫＡＴＡＸＩ サービス その他サービス 5%

207,435 福岡県 北九州市 個人　小野タクシー サービス その他サービス 5%

207,436 福岡県 北九州市 個人　川端タクシー サービス その他サービス 5%

207,437 福岡県 北九州市 個人　柴崎タクシー サービス 運輸業 5%

207,438 福岡県 北九州市 個人　嶋田タクシー サービス その他サービス 5%
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207,439 福岡県 北九州市 個人　大坊タクシー サービス その他サービス 5%

207,440 福岡県 北九州市 個人　髙石タクシー サービス その他サービス 5%

207,441 福岡県 北九州市 個人たがみタクシー サービス 運輸業 5%

207,442 福岡県 北九州市 個人　智波龍タクシー サービス 運輸業 5%

207,443 福岡県 北九州市 個人　藤田タクシー サービス その他サービス 5%

207,444 福岡県 北九州市 個人　向山タクシー サービス その他サービス 5%

207,445 福岡県 北九州市 個人　森田タクシー サービス 運輸業 5%

207,446 福岡県 北九州市 個人　わしたにタクシー サービス その他サービス 5%

207,447 福岡県 北九州市 コスモランドカッパＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,448 福岡県 北九州市 こだわりの手しごと　ｈａｉｒ　Ｍｅｔｉｅ サービス 理容・美容業 5%

207,449 福岡県 北九州市 こだわりの手しごと　ｈａｉｒ　Ｍｅｔｉｅ サービス 理容・美容業 5%

207,450 福岡県 北九州市 コットンショップ・タマル 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,451 福岡県 北九州市 小松電設 小売業 その他小売 5%

207,452 福岡県 北九州市 互郎 小売業 その他小売 5%

207,453 福岡県 北九州市 ザ　コンプリートスタイル 小売業 衣料品 5%

207,454 福岡県 北九州市 彩工房オーケン サービス その他サービス 5%

207,455 福岡県 北九州市 西部ガス 小売業 ガソリンスタンド 5%

207,456 福岡県 北九州市 西部ガス　三ヶ森サービスショップ 小売業 ガソリンスタンド 5%

207,457 福岡県 北九州市 西部ガス　荒生田サービスショップ 小売業 ガソリンスタンド 5%

207,458 福岡県 北九州市 西部ガスリビングメイト　黒崎店 小売業 ガソリンスタンド 5%

207,459 福岡県 北九州市 西部ガスリビングメイト　紺屋町店 小売業 ガソリンスタンド 5%

207,460 福岡県 北九州市 西部ガスリビングメイト　中央町店 小売業 ガソリンスタンド 5%

207,461 福岡県 北九州市 西部ガスリビングメイト　若松店 小売業 ガソリンスタンド 5%

207,462 福岡県 北九州市 西部ガスリビングメイト折尾店 小売業 その他小売 5%

207,463 福岡県 北九州市 西部ガスリビングメイト八幡南店 小売業 その他小売 5%

207,464 福岡県 北九州市 サウンドコウボウ 小売業 その他小売 5%

207,465 福岡県 北九州市 魚どころ　やまもと サービス 飲食業 5%

207,466 福岡県 北九州市 桜橋ＳＳ　有限会社ＳＳ　ＳＡＴＯ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,467 福岡県 北九州市 ＳＡＫＯＤＡリバーウォーク北九州店 小売業 家具・調度品 5%

207,468 福岡県 北九州市 ザザグループ 小売業 衣料品 5%

207,469 福岡県 北九州市 ザザグループＰＯＰＵＰストア小倉店 小売業 衣料品 5%

207,470 福岡県 北九州市 ザザホラヤ 小売業 衣料品 5%

207,471 福岡県 北九州市 ザザホラヤ　クロサキメイト店 小売業 衣料品 5%

207,472 福岡県 北九州市 ザザホラヤ　黒崎店 小売業 衣料品 5%

207,473 福岡県 北九州市 ザザホラヤ　小倉総本店 小売業 衣料品 5%

207,474 福岡県 北九州市 ザザホラヤ　サニーサイドモール小倉店 小売業 衣料品 5%

207,475 福岡県 北九州市 ザザホラヤ　本城店 小売業 衣料品 5%

207,476 福岡県 北九州市 ザザホラヤ　真鶴店 小売業 衣料品 5%

207,477 福岡県 北九州市 ＺＡＰ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

207,478 福岡県 北九州市 佐藤（正）タクシー サービス 運輸業 5%

207,479 福岡県 北九州市 サトー電化サービス 小売業 電化製品 5%

207,480 福岡県 北九州市 サリア　アミュプラザ小倉店 小売業 衣料品 5%
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207,481 福岡県 北九州市 サリア　クロサキメイト店 小売業 衣料品 5%

207,482 福岡県 北九州市 サリア　リバーウォーク北九州店 小売業 衣料品 5%

207,483 福岡県 北九州市 ＳａｒｔｏｒｉａＢｅｌｌｉｎｉ小倉店 小売業 衣料品 5%

207,484 福岡県 北九州市 サロン　ド　タマル 小売業 衣料品 5%

207,485 福岡県 北九州市 サロンエスプリ サービス 理容・美容業 5%

207,486 福岡県 北九州市 サロンド・タマル 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,487 福岡県 北九州市 サンシャイン足立 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,488 福岡県 北九州市 三代目村上商店 サービス 飲食業 5%

207,489 福岡県 北九州市 ＳＡＮＤ サービス 飲食業 5%

207,490 福岡県 北九州市 サンリブ〔食品〕 小売業 食料品 5%

207,491 福岡県 北九州市 サンリブ〔食品〕／旧マルショク 小売業 食料品 5%

207,492 福岡県 北九州市 サンリブシティ小倉 小売業 その他小売 5%

207,493 福岡県 北九州市 Ｇ．Ａ．Ｓ． 小売業 その他小売 5%

207,494 福岡県 北九州市 ＪＣシューズ 小売業 衣料品 5%

207,495 福岡県 北九州市 紫苑タクシー サービス その他サービス 5%

207,496 福岡県 北九州市 ｊｉｊｉ美容室 サービス 理容・美容業 5%

207,497 福岡県 北九州市 自然食工房　めぐみ サービス 飲食業 5%

207,498 福岡県 北九州市 詩仙堂　ＢＹ　ＨＩＴＯＳＨＩ　小倉店 小売業 衣料品 5%

207,499 福岡県 北九州市 仕立屋甚五郎　北九州アンテナハウス 小売業 衣料品 5%

207,500 福岡県 北九州市 地鶏と炉端焼き　九州乃山賊　小倉総本店 サービス 飲食業 5%

207,501 福岡県 北九州市 篠原動物病院 サービス その他サービス 5%

207,502 福岡県 北九州市 志水 サービス その他サービス 5%

207,503 福岡県 北九州市 下川仏壇店 小売業 家具・調度品 5%

207,504 福岡県 北九州市 下富野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,505 福岡県 北九州市 写真のかつき サービス その他サービス 5%

207,506 福岡県 北九州市 写真のかつき　横代スタジオ サービス その他サービス 5%

207,507 福岡県 北九州市 ジャム・パケッツ　アミュプラザ店 小売業 衣料品 5%

207,508 福岡県 北九州市 樹会和　３ 小売業 衣料品 5%

207,509 福岡県 北九州市 樹会和　２ 小売業 衣料品 5%

207,510 福岡県 北九州市 樹会和　１ 小売業 衣料品 5%

207,511 福岡県 北九州市 ジュエリークラフトショップ 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,512 福岡県 北九州市 ジュネワコー　小倉駅アミュプラザ店 小売業 衣料品 5%

207,513 福岡県 北九州市 旬魚彩菜あお木 サービス 飲食業 5%

207,514 福岡県 北九州市 旬菜酒家　一心 サービス 飲食業 5%

207,515 福岡県 北九州市 ジョイパーク サービス その他サービス 5%

207,516 福岡県 北九州市 八幡制作舎 サービス その他サービス 5%

207,517 福岡県 北九州市 株式会社新出光　北九州 小売業 電化製品 5%

207,518 福岡県 北九州市 ｓｉｎｃｌａｉｒｓ 小売業 衣料品 5%

207,519 福岡県 北九州市 新鮮屋　長行店 小売業 食料品 5%

207,520 福岡県 北九州市 新鮮屋　幸神店 小売業 食料品 5%

207,521 福岡県 北九州市 新鮮屋　社の木店 小売業 食料品 5%

207,522 福岡県 北九州市 新鮮屋　戸の上店 小売業 食料品 5%
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207,523 福岡県 北九州市 新鮮屋　吉田店 小売業 食料品 5%

207,524 福岡県 北九州市 ＳＴＡＲＧＡＴＥ サービス その他サービス 5%

207,525 福岡県 北九州市 ＳＴＡＲＲＹ サービス 理容・美容業 5%

207,526 福岡県 北九州市 スタイリングショップ　ウィズ サービス 理容・美容業 5%

207,527 福岡県 北九州市 ＳＴＡＹ　ＳＩＣＫ 小売業 衣料品 5%

207,528 福岡県 北九州市 ＳＰＥＥＤ　ＣＵＴ　ＵＲ本城西店 サービス 理容・美容業 5%

207,529 福岡県 北九州市 ＳＰＥＥＤ　小倉東インター店 サービス 理容・美容業 5%

207,530 福岡県 北九州市 ＳＰＥＥＤ　ＪＲ門司駅店 サービス 理容・美容業 5%

207,531 福岡県 北九州市 西部オート整備販売 サービス その他サービス 5%

207,532 福岡県 北九州市 西武自動車 サービス その他サービス 5%

207,533 福岡県 北九州市 西部タクシー サービス 運輸業 5%

207,534 福岡県 北九州市 セルフ曽根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,535 福岡県 北九州市 セルフ東篠崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,536 福岡県 北九州市 セルフ引野 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,537 福岡県 北九州市 セレクション１４８ 小売業 衣料品 5%

207,538 福岡県 北九州市 ＳＥＮＳＥ　ｏｆ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

207,539 福岡県 北九州市 洗濯工房吉野屋　イオンタウン黒崎店 サービス その他サービス 5%

207,540 福岡県 北九州市 ソーイング・ボックス 小売業 電化製品 5%

207,541 福岡県 北九州市 Ｓｏｉｎ サービス 理容・美容業 5%

207,542 福岡県 北九州市 大貫堂印房イオンモール八幡東店 小売業 その他小売 5%

207,543 福岡県 北九州市 大衆酒場　気晴屋　京町店 サービス 飲食業 5%

207,544 福岡県 北九州市 大衆酒場　餃子のたっちゃん サービス 飲食業 5%

207,545 福岡県 北九州市 大衆酒場餃子のたっちゃん　銀天街店 サービス 飲食業 5%

207,546 福岡県 北九州市 大衆ビストロ　バンケット サービス 飲食業 5%

207,547 福岡県 北九州市 ダイニングれすとらん海彩 サービス 飲食業 5%

207,548 福岡県 北九州市 太平興油株式会社カードダミー 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,549 福岡県 北九州市 大平山　門司港本店 サービス 飲食業 5%

207,550 福岡県 北九州市 タイヤショップ　クロス 小売業 その他小売 5%

207,551 福岡県 北九州市 タイヤセレクト北九州ｗｉｔｈ　Ｎｏｂｌｅ 小売業 その他小売 5%

207,552 福岡県 北九州市 高く買取るゾウ　八幡西店 小売業 その他小売 5%

207,553 福岡県 北九州市 高く買取るゾウ　八幡東店 小売業 その他小売 5%

207,554 福岡県 北九州市 高津尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,555 福岡県 北九州市 匠エージェント サービス その他サービス 5%

207,556 福岡県 北九州市 立喰いすし将軍小倉魚町店 サービス 飲食業 5%

207,557 福岡県 北九州市 タナカタクシー サービス 運輸業 5%

207,558 福岡県 北九州市 たなか動物病院 サービス その他サービス 5%

207,559 福岡県 北九州市 玉屋　サンローズ 小売業 衣料品 5%

207,560 福岡県 北九州市 タマル 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,561 福岡県 北九州市 ＤＡＨ　ＭＳＰ　小倉店 サービス 理容・美容業 5%

207,562 福岡県 北九州市 ＣｅＣｅ＆ＤＵＲＡＳ サービス 理容・美容業 5%

207,563 福岡県 北九州市 千草ホテル サービス 宿泊業 5%

207,564 福岡県 北九州市 着々 小売業 衣料品 5%
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207,565 福岡県 北九州市 中国料理　張華亭 サービス 飲食業 5%

207,566 福岡県 北九州市 ＣＨＩＬＬ サービス 理容・美容業 5%

207,567 福岡県 北九州市 塚本武道具 小売業 その他小売 5%

207,568 福岡県 北九州市 ［ＨＣ］月川電気商会 小売業 電化製品 5%

207,569 福岡県 北九州市 株式会社　ツバメガスキタキュウシュウ 小売業 その他小売 5%

207,570 福岡県 北九州市 ツバメガス北九州　日豊営業所 小売業 その他小売 5%

207,571 福岡県 北九州市 局自動車 サービス その他サービス 5%

207,572 福岡県 北九州市 つり具ワールド　西港店 小売業 その他小売 5%

207,573 福岡県 北九州市 ＴｉａｒａＢＯＸＴＯＷＮ箱崎店 サービス 理容・美容業 5%

207,574 福岡県 北九州市 ＤＸＳ小倉魚町店 小売業 衣料品 5%

207,575 福岡県 北九州市 ｔｉｃａｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

207,576 福岡県 北九州市 Ｄ．Ｇｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

207,577 福岡県 北九州市 鉄板焼ダイニング　暖－Ｈａｒｕ－ サービス 運輸業 5%

207,578 福岡県 北九州市 ＪＭ／でんきのクマモト 小売業 電化製品 5%

207,579 福岡県 北九州市 でんきはうす 小売業 電化製品 5%

207,580 福岡県 北九州市 てんしん堂 サービス 飲食業 5%

207,581 福岡県 北九州市 デンヒチ北九州本店 小売業 その他小売 5%

207,582 福岡県 北九州市 ｄｏｏｒｂｅｌｌ　ｈｏｍｅ サービス その他サービス 5%

207,583 福岡県 北九州市 東龍軒　青山店 サービス 飲食業 5%

207,584 福岡県 北九州市 東龍軒　北九州空港通り店 サービス 飲食業 5%

207,585 福岡県 北九州市 東龍軒　陣原店 サービス 飲食業 5%

207,586 福岡県 北九州市 東龍軒　大里店 サービス 飲食業 5%

207,587 福岡県 北九州市 東龍軒　西港店 サービス 飲食業 5%

207,588 福岡県 北九州市 東龍軒　則松店 サービス 飲食業 5%

207,589 福岡県 北九州市 東龍軒　日明本店 サービス 飲食業 5%

207,590 福岡県 北九州市 東龍軒　東港店 サービス 飲食業 5%

207,591 福岡県 北九州市 東龍軒　本城店 サービス 飲食業 5%

207,592 福岡県 北九州市 東龍軒　湯川店 サービス 飲食業 5%

207,593 福岡県 北九州市 東龍軒　若松大鳥居店 サービス 飲食業 5%

207,594 福岡県 北九州市 東龍軒　若松二島店 サービス 飲食業 5%

207,595 福岡県 北九州市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ山王店 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,596 福岡県 北九州市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ戸畑店 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,597 福岡県 北九州市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ沼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,598 福岡県 北九州市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ前田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,599 福岡県 北九州市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ八幡店 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,600 福岡県 北九州市 とくた動物病院 サービス その他サービス 5%

207,601 福岡県 北九州市 徳永家具 小売業 家具・調度品 5%

207,602 福岡県 北九州市 トクマル 小売業 衣料品 5%

207,603 福岡県 北九州市 徳力整体院 サービス その他サービス 5%

207,604 福岡県 北九州市 トップドラッグ庄野薬局 小売業 その他小売 5%

207,605 福岡県 北九州市 トップユニフォ－ム 小売業 衣料品 5%

207,606 福岡県 北九州市 ＴＯＴＯ水彩プラザ北九州小倉店 小売業 その他小売 5%
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207,607 福岡県 北九州市 戸畑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,608 福岡県 北九州市 戸畑構内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,609 福岡県 北九州市 とみやま門司店 小売業 食料品 5%

207,610 福岡県 北九州市 トモエ サービス 理容・美容業 5%

207,611 福岡県 北九州市 トライピア３２２ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,612 福岡県 北九州市 トライピア曽根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,613 福岡県 北九州市 ドライビングスクール　折尾 サービス その他サービス 5%

207,614 福岡県 北九州市 ドラッグ新生堂　永犬丸店 小売業 その他小売 5%

207,615 福岡県 北九州市 ドラッグ新生堂　下曽根店 小売業 その他小売 5%

207,616 福岡県 北九州市 ドラッグ新生堂　徳力南方店 小売業 その他小売 5%

207,617 福岡県 北九州市 ドラッグ新生堂　横代店 小売業 その他小売 5%

207,618 福岡県 北九州市 トラベルルック サービス その他サービス 5%

207,619 福岡県 北九州市 トラベルルックイオン戸畑店 サービス その他サービス 5%

207,620 福岡県 北九州市 トランスブルー　小倉上葛原店 小売業 その他小売 5%

207,621 福岡県 北九州市 鳥豚御殿巻き衛門 サービス 飲食業 5%

207,622 福岡県 北九州市 株式会社　トレジョリー西沢　黒崎店 小売業 食料品 5%

207,623 福岡県 北九州市 ＪＭ／Ｄｒｅｓｓｗｅｌｌ 小売業 衣料品 5%

207,624 福岡県 北九州市 トレンド　ウノ 小売業 衣料品 5%

207,625 福岡県 北九州市 トンテック サービス その他サービス 5%

207,626 福岡県 北九州市 ナカノテツ折尾店 小売業 その他小売 5%

207,627 福岡県 北九州市 ナカノテツクラフトハウス 小売業 その他小売 5%

207,628 福岡県 北九州市 ナカノテツソーイングハウス 小売業 その他小売 5%

207,629 福岡県 北九州市 ナカノテツホビーハウス 小売業 その他小売 5%

207,630 福岡県 北九州市 中原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,631 福岡県 北九州市 中村（保）タクシー サービス 運輸業 5%

207,632 福岡県 北九州市 ナチュラルリーフ 小売業 食料品 5%

207,633 福岡県 北九州市 ななペットクリニック サービス その他サービス 5%

207,634 福岡県 北九州市 新島自動車サービス サービス その他サービス 5%

207,635 福岡県 北九州市 肉処　いち サービス 飲食業 5%

207,636 福岡県 北九州市 にくまる　魚町店 サービス 飲食業 5%

207,637 福岡県 北九州市 にくまる　馬借店 サービス 飲食業 5%

207,638 福岡県 北九州市 にくまる平和通り店 サービス 飲食業 5%

207,639 福岡県 北九州市 西田電器 小売業 電化製品 5%

207,640 福岡県 北九州市 日本電監 サービス その他サービス 5%

207,641 福岡県 北九州市 ニュー折尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,642 福岡県 北九州市 ニューひしゃくだＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,643 福岡県 北九州市 ぬの善 小売業 衣料品 5%

207,644 福岡県 北九州市 ネイブル門司店 小売業 衣料品 5%

207,645 福岡県 北九州市 ＮａｉｌＳａｌｏｎＨＡＲＭＯＮＹ サービス 理容・美容業 5%

207,646 福岡県 北九州市 Ｂａｒ　ぱっしょん サービス 飲食業 5%

207,647 福岡県 北九州市 ばいくすーぱー　本店 小売業 その他小売 5%

207,648 福岡県 北九州市 Ｈｉｄｅ　Ｇｅｎｅｓ　Ｊａｐａｎ株式会社　ＢＯＯＳＴ小倉駅前アイム店 小売業 衣料品 5%
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207,649 福岡県 北九州市 バイパー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,650 福岡県 北九州市 ＨＩＧＨ　ＢＥＡＭ 小売業 その他小売 5%

207,651 福岡県 北九州市 ＰＡＯ　ＰＡＯ 小売業 衣料品 5%

207,652 福岡県 北九州市 ＰＡＯＰＡＯ 小売業 衣料品 5%

207,653 福岡県 北九州市 ＨＵＧ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

207,654 福岡県 北九州市 ＨａｐｐｙＥｖｅｒＳａｌｏｎ　Ｔ’Ｓ サービス 理容・美容業 5%

207,655 福岡県 北九州市 ＪＭ／パナライフ到津 小売業 電化製品 5%

207,656 福岡県 北九州市 ｈｏｎｅｙ　ｐｏｔ　ｃａｒｓ 小売業 その他小売 5%

207,657 福岡県 北九州市 ｐａｐａ・ｍａｍａ　三萩野店 サービス 理容・美容業 5%

207,658 福岡県 北九州市 浜町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,659 福岡県 北九州市 はら動物病院 サービス その他サービス 5%

207,660 福岡県 北九州市 明屋書店 小倉曽根店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,661 福岡県 北九州市 明屋書店 小倉沼新町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,662 福岡県 北九州市 明屋書店 小倉南店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,663 福岡県 北九州市 Ｖａｌｌｅｙ 小売業 衣料品 5%

207,664 福岡県 北九州市 ハローディ　茶屋の原店 小売業 食料品 5%

207,665 福岡県 北九州市 ハローディ　三萩野店 小売業 食料品 5%

207,666 福岡県 北九州市 ハローデイ足原店 小売業 食料品 5%

207,667 福岡県 北九州市 ハローデイ井堀店 小売業 食料品 5%

207,668 福岡県 北九州市 ハローデイ大手町店 小売業 食料品 5%

207,669 福岡県 北九州市 ハローデイ共立大前店 小売業 食料品 5%

207,670 福岡県 北九州市 ハローデイ黒崎店 小売業 食料品 5%

207,671 福岡県 北九州市 ハローデイ志井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,672 福岡県 北九州市 ハローデイ下上津役店 小売業 食料品 5%

207,673 福岡県 北九州市 ハローデイ下曽根店 小売業 食料品 5%

207,674 福岡県 北九州市 ハローデイ徳力本店 小売業 食料品 5%

207,675 福岡県 北九州市 ハローデイ西門司店 小売業 食料品 5%

207,676 福岡県 北九州市 ハローデイ貫店 小売業 食料品 5%

207,677 福岡県 北九州市 ハローデイ本城店 小売業 食料品 5%

207,678 福岡県 北九州市 ハローデイ門司港店 小売業 食料品 5%

207,679 福岡県 北九州市 ハローデイ横代店 小売業 食料品 5%

207,680 福岡県 北九州市 ハローデイ若松店 小売業 食料品 5%

207,681 福岡県 北九州市 ハローデイ 小売業 食料品 5%

207,682 福岡県 北九州市 ハロ－パソコン教室小倉校 サービス その他サービス 5%

207,683 福岡県 北九州市 はんこスーパー小倉店 小売業 その他小売 5%

207,684 福岡県 北九州市 はんこ広場小倉店 小売業 その他小売 5%

207,685 福岡県 北九州市 萬歳自動車工場　小倉東店 サービス その他サービス 5%

207,686 福岡県 北九州市 萬歳自動車工場　本店 サービス その他サービス 5%

207,687 福岡県 北九州市 日明ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,688 福岡県 北九州市 ＢＭＷＭｏｔｏｒｒａｄＢａｌｃｏｍ北九州 小売業 その他小売 5%

207,689 福岡県 北九州市 ＢＭＯ片野店 小売業 衣料品 5%

207,690 福岡県 北九州市 ピカソリリオ八幡東 小売業 衣料品 5%
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207,691 福岡県 北九州市 樋口タクシー サービス 運輸業 5%

207,692 福岡県 北九州市 ビジネスホテル　千望荘 サービス 宿泊業 5%

207,693 福岡県 北九州市 ビッグワイズカワサキ 小売業 衣料品 5%

207,694 福岡県 北九州市 ビットコ　イオンタウン黒崎店 小売業 衣料品 5%

207,695 福岡県 北九州市 人にやさしくじょんのび サービス 飲食業 5%

207,696 福岡県 北九州市 響灘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,697 福岡県 北九州市 ＢＥＥＦＫＩＴＣＨＥＮＳＡＩＫＯＵＧＹＵ サービス 飲食業 5%

207,698 福岡県 北九州市 ＢｅｅｆＭａｎ　小倉魚町店 サービス 飲食業 5%

207,699 福岡県 北九州市 美容室　ｓｅｓｓａ サービス 理容・美容業 5%

207,700 福岡県 北九州市 美容室　ドルチェ。 サービス 理容・美容業 5%

207,701 福岡県 北九州市 美容室　ドルチェ。 サービス 理容・美容業 5%

207,702 福岡県 北九州市 美容室　Ｈｅａｒｔ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

207,703 福岡県 北九州市 美容室Ｐｒｅｓｔｏ志井店 サービス 理容・美容業 5%

207,704 福岡県 北九州市 平田ナーセリー　小倉東店 小売業 家具・調度品 5%

207,705 福岡県 北九州市 平田ナーセリー　八幡西本城店 小売業 家具・調度品 5%

207,706 福岡県 北九州市 ＨＩＲＯ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

207,707 福岡県 北九州市 ファイテンショップ　チャチャタウン小倉店 小売業 その他小売 5%

207,708 福岡県 北九州市 ファウンテン　小倉店 小売業 衣料品 5%

207,709 福岡県 北九州市 ファッション工房　かねとし　下曽根店 小売業 衣料品 5%

207,710 福岡県 北九州市 ファッション工房　かねとし　下曽根店 小売業 衣料品 5%

207,711 福岡県 北九州市 ファッションハウス　ｍｉｙａｂｉ 小売業 衣料品 5%

207,712 福岡県 北九州市 フィセルルージュ サービス 理容・美容業 5%

207,713 福岡県 北九州市 ＦｅｅｌａｌｉｖｅｂｙｓｈｏｗＢ サービス 理容・美容業 5%

207,714 福岡県 北九州市 ＰＨＩＬ－ＪＡＰ　ＴＡＸＩ サービス その他サービス 5%

207,715 福岡県 北九州市 フォルム　（ゆめタウン　宗像） 小売業 食料品 5%

207,716 福岡県 北九州市 福岡テクサ サービス その他サービス 5%

207,717 福岡県 北九州市 藤田人形 小売業 その他小売 5%

207,718 福岡県 北九州市 藤の木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,719 福岡県 北九州市 ブックエコ浅川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,720 福岡県 北九州市 ＢＯＯＫＯＦＦ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

207,721 福岡県 北九州市 ＢＯＯＫＯＦＦ 相生店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

207,722 福岡県 北九州市 ＢＯＯＫＯＦＦ 葛原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

207,723 福岡県 北九州市 ＢＯＯＫＯＦＦ 守恒店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

207,724 福岡県 北九州市 ＢＯＯＫＯＦＦ 力丸店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

207,725 福岡県 北九州市 ＦｏｏＴ　ＳＴｅＰ 小売業 その他小売 5%

207,726 福岡県 北九州市 ＦｏｏＴ　ＳＴｅＰ　２ｎｄ 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,727 福岡県 北九州市 ブティック　シャルム 小売業 衣料品 5%

207,728 福岡県 北九州市 ブティック　ロゼ 小売業 衣料品 5%

207,729 福岡県 北九州市 ブティックＳａ・ｅ 小売業 衣料品 5%

207,730 福岡県 北九州市 プラチノ・ロッサ　イオン八幡東店 小売業 衣料品 5%

207,731 福岡県 北九州市 フリースタイル サービス その他サービス 5%

207,732 福岡県 北九州市 ブリリアン　アミュプラザ店 小売業 衣料品 5%
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207,733 福岡県 北九州市 ＢＬＵＥ　ＢＥＲＲＹ 小売業 衣料品 5%

207,734 福岡県 北九州市 ｐｏｕｒ　ｄｅｕｘ 小売業 衣料品 5%

207,735 福岡県 北九州市 プルドゥ 小売業 衣料品 5%

207,736 福岡県 北九州市 ブルートーン サービス 理容・美容業 5%

207,737 福岡県 北九州市 古村工務店 サービス その他サービス 5%

207,738 福岡県 北九州市 プレスト　志井店 小売業 家具・調度品 5%

207,739 福岡県 北九州市 ｂｏｏｎｄｏｃｋ 小売業 衣料品 5%

207,740 福岡県 北九州市 ヘア＆スパリルト サービス 理容・美容業 5%

207,741 福岡県 北九州市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ａｍｙｕ－ｕ サービス 理容・美容業 5%

207,742 福岡県 北九州市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ａｍｙｕ－ｕ サービス 理容・美容業 5%

207,743 福岡県 北九州市 ヘアーギャラリーマーブル サービス 理容・美容業 5%

207,744 福岡県 北九州市 ヘアケアショップ　ウィズ サービス 理容・美容業 5%

207,745 福岡県 北九州市 ヘアーサロン　ホワイト サービス 理容・美容業 5%

207,746 福岡県 北九州市 ヘアーサロン　アラシヤマ サービス 理容・美容業 5%

207,747 福岡県 北九州市 ヘアーサロンフジイ サービス 理容・美容業 5%

207,748 福岡県 北九州市 ヘアーストーリー サービス 理容・美容業 5%

207,749 福岡県 北九州市 ｈａｉｒｓｐａｃｅ　ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

207,750 福岡県 北九州市 ＨａｉｒＤｅｓｉｇｎＺＥＬＯ サービス 理容・美容業 5%

207,751 福岡県 北九州市 ヘアープレイス　美遊人 サービス 理容・美容業 5%

207,752 福岡県 北九州市 ｈａｉｒｍａｋｅＣｏｌｕＣｏｃｏ サービス 理容・美容業 5%

207,753 福岡県 北九州市 平和薬品 小売業 その他小売 5%

207,754 福岡県 北九州市 ベストカー宮城 小売業 その他小売 5%

207,755 福岡県 北九州市 ペットサロン　Ｄｓｐａｃｅ 小売業 その他小売 5%

207,756 福岡県 北九州市 ペニーセーバー 小売業 その他小売 5%

207,757 福岡県 北九州市 ＢＥＬＬＥ　ＩＭＡＭＵＲＡ 小売業 家具・調度品 5%

207,758 福岡県 北九州市 ＢＥＬＬＥ　ＩＭＡＭＵＲＡ 小売業 家具・調度品 5%

207,759 福岡県 北九州市 ベルボスコ サービス 飲食業 5%

207,760 福岡県 北九州市 訪問型パソコン教室ＴＡＨＡＲＡ サービス その他サービス 5%

207,761 福岡県 北九州市 ＢＯＲＤＥＲＬＩＮＥＲＥＣＯＲＤ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,762 福岡県 北九州市 Ｐｏｓｓｉｂｌｅ 小売業 その他小売 5%

207,763 福岡県 北九州市 ＨＯＴ　ＬＩＮＫ サービス その他サービス 5%

207,764 福岡県 北九州市 ホテルポート門司 サービス 宿泊業 5%

207,765 福岡県 北九州市 ホビースペース　アイン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,766 福岡県 北九州市 堀本個人タクシー サービス その他サービス 5%

207,767 福岡県 北九州市 Ｐｏｒｔｅ 小売業 衣料品 5%

207,768 福岡県 北九州市 ｐｏｌｌｏｒｅ サービス 飲食業 5%

207,769 福岡県 北九州市 本格炭火焼鳥海鮮居酒屋　風鱗 サービス 飲食業 5%

207,770 福岡県 北九州市 本格タッカンマリ　輪 サービス その他サービス 5%

207,771 福岡県 北九州市 本城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,772 福岡県 北九州市 本城天然温泉　おとぎの杜 サービス その他サービス 5%

207,773 福岡県 北九州市 本城天然温泉　おとぎの杜 小売業 家具・調度品 5%

207,774 福岡県 北九州市 ホンダオートナカガワ サービス その他サービス 5%
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207,775 福岡県 北九州市 マイまくらイオンタウン黒崎店 小売業 家具・調度品 5%

207,776 福岡県 北九州市 Ｍａｇａｒｕ 小売業 衣料品 5%

207,777 福岡県 北九州市 マーク折尾 小売業 電化製品 5%

207,778 福岡県 北九州市 マクドナルドイオン戸畑ショッピングセンター店 サービス 飲食業 2%

207,779 福岡県 北九州市 マクドナルドイオンモール八幡東店 サービス 飲食業 2%

207,780 福岡県 北九州市 マクドナルド到津店 サービス 飲食業 2%

207,781 福岡県 北九州市 マクドナルド葛原東店 サービス 飲食業 2%

207,782 福岡県 北九州市 マクドナルド小倉足立インター店 サービス 飲食業 2%

207,783 福岡県 北九州市 マクドナルド小倉駅前店 サービス 飲食業 2%

207,784 福岡県 北九州市 マクドナルド小倉サンリブシティ店 サービス 飲食業 2%

207,785 福岡県 北九州市 マクドナルド小倉チャチャタウン店 サービス 飲食業 2%

207,786 福岡県 北九州市 マクドナルド３号線則松店 サービス 飲食業 2%

207,787 福岡県 北九州市 マクドナルド３２２徳力店 サービス 飲食業 2%

207,788 福岡県 北九州市 マクドナルド高須サンリブ店 サービス 飲食業 2%

207,789 福岡県 北九州市 マクドナルド二島リバーウォーク店 サービス 飲食業 2%

207,790 福岡県 北九州市 マクドナルド真名子ミスターマックス店 サービス 飲食業 2%

207,791 福岡県 北九州市 マクドナルド門司シーサイド店 サービス 飲食業 2%

207,792 福岡県 北九州市 マクドナルド八幡相生店 サービス 飲食業 2%

207,793 福岡県 北九州市 マクドナルド八幡陣山店 サービス 飲食業 2%

207,794 福岡県 北九州市 マクドナルド横代店 サービス 飲食業 2%

207,795 福岡県 北九州市 まさひろ弁当 小売業 食料品 5%

207,796 福岡県 北九州市 マダム・ラパン　門司店 小売業 その他小売 5%

207,797 福岡県 北九州市 マダムラパン　黄金店 小売業 その他小売 5%

207,798 福岡県 北九州市 マックアビー黒崎店 小売業 衣料品 5%

207,799 福岡県 北九州市 松末フラワーパーク 小売業 家具・調度品 5%

207,800 福岡県 北九州市 松末フラワーパーク 小売業 家具・調度品 5%

207,801 福岡県 北九州市 松本住宅設備 小売業 その他小売 5%

207,802 福岡県 北九州市 松山・小倉フェリー株式会社７ サービス その他サービス 5%

207,803 福岡県 北九州市 松山・小倉フェリー株式会社８ サービス その他サービス 5%

207,804 福岡県 北九州市 松山・小倉フェリー株式会社６ サービス その他サービス 5%

207,805 福岡県 北九州市 マナベインテリアハーツ　小倉北店 小売業 家具・調度品 5%

207,806 福岡県 北九州市 マヌカンピス＆ケレス　小倉店 小売業 食料品 5%

207,807 福岡県 北九州市 マルショク　金田店 小売業 食料品 5%

207,808 福岡県 北九州市 丸富産業 小売業 その他小売 5%

207,809 福岡県 北九州市 まるまんフィオーレサンリブ木屋瀬店 小売業 その他小売 5%

207,810 福岡県 北九州市 （株）まるまんフィオーレ木屋瀬サンリブ店 小売業 その他小売 5%

207,811 福岡県 北九州市 まるまんフィオーレイオンモール八幡東店 小売業 その他小売 5%

207,812 福岡県 北九州市 まるまんフィオーレ　若松ジャスコ店 小売業 その他小売 5%

207,813 福岡県 北九州市 マンガ倉庫　千代店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,814 福岡県 北九州市 マンガ倉庫　本城店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,815 福岡県 北九州市 みかどタクシー サービス 運輸業 5%

207,816 福岡県 北九州市 美松 サービス 飲食業 5%
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207,817 福岡県 北九州市 宮野建装 サービス その他サービス 5%

207,818 福岡県 北九州市 明公自動車　第２工場 サービス その他サービス 5%

207,819 福岡県 北九州市 明公自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

207,820 福岡県 北九州市 明林堂書店三ヶ森店 小売業 その他小売 5%

207,821 福岡県 北九州市 メオンバリ サービス 理容・美容業 5%

207,822 福岡県 北九州市 メカドック サービス その他サービス 5%

207,823 福岡県 北九州市 メカドック サービス その他サービス 5%

207,824 福岡県 北九州市 メガネのすっきり 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,825 福岡県 北九州市 眼鏡のミエール 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,826 福岡県 北九州市 めがねのヨシダ　駅前店 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,827 福岡県 北九州市 めがねのヨシダ　戸ノ上店 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,828 福岡県 北九州市 めがねのヨシダ　門司港店 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,829 福岡県 北九州市 メディアカフェポパイ小倉駅北店 サービス その他サービス 5%

207,830 福岡県 北九州市 メナ－ド化粧品三萩野２丁目代行店 小売業 その他小売 5%

207,831 福岡県 北九州市 明太子・海産物の通販サイト　西海 小売業 食料品 5%

207,832 福岡県 北九州市 モイスティーヌ　高須サロン サービス その他サービス 5%

207,833 福岡県 北九州市 モイスティーヌ　三萩野サロン 小売業 電化製品 5%

207,834 福岡県 北九州市 ベイサイド門司ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,835 福岡県 北九州市 門司港どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

207,836 福岡県 北九州市 本村タクシー サービス 飲食業 5%

207,837 福岡県 北九州市 ｍｏｆｍｏｆ 小売業 衣料品 5%

207,838 福岡県 北九州市 守恒コンタクトレンズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,839 福岡県 北九州市 ＭＯＲＥＡ サービス 理容・美容業 5%

207,840 福岡県 北九州市 焼鳥　笑まる　紺屋町店 サービス 飲食業 5%

207,841 福岡県 北九州市 焼とり　八ちゃん サービス 飲食業 5%

207,842 福岡県 北九州市 焼鳥ＫＥＮＴＡ サービス 飲食業 5%

207,843 福岡県 北九州市 焼肉菜好牛　金田店 サービス 飲食業 5%

207,844 福岡県 北九州市 焼肉　菜好牛　足立店　別館 サービス 飲食業 5%

207,845 福岡県 北九州市 焼肉　菜好牛　足立店　本館 サービス 飲食業 5%

207,846 福岡県 北九州市 焼肉　菜好牛　高須店 サービス 飲食業 5%

207,847 福岡県 北九州市 焼肉処にく日和 サービス 飲食業 5%

207,848 福岡県 北九州市 焼肉の牛若丸 サービス 飲食業 5%

207,849 福岡県 北九州市 ＹＡＫＩＮＩＱ　ＨＡＮＡＫＩ サービス 飲食業 5%

207,850 福岡県 北九州市 焼肉よしかず サービス 飲食業 5%

207,851 福岡県 北九州市 やなぎもとタクシー サービス 運輸業 5%

207,852 福岡県 北九州市 ヤノメガネ　ザ・モール小倉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,853 福岡県 北九州市 八幡営業所　石油販売 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,854 福岡県 北九州市 八幡タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

207,855 福岡県 北九州市 藪ｂａｒｙａｂ サービス 飲食業 5%

207,856 福岡県 北九州市 山内工務店　小倉店 サービス その他サービス 5%

207,857 福岡県 北九州市 山内工務店　八幡西店 サービス その他サービス 5%

207,858 福岡県 北九州市 ヤマト　志井店 小売業 食料品 5%
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207,859 福岡県 北九州市 山彦タクシー サービス その他サービス 5%

207,860 福岡県 北九州市 山吹かまぼこ　栄町本店 小売業 食料品 5%

207,861 福岡県 北九州市 山友商事　株式会社 サービス その他サービス 5%

207,862 福岡県 北九州市 ユアショップ　大平　三ケ森店 小売業 家具・調度品 5%

207,863 福岡県 北九州市 ユア・ショップ大平　小倉店 小売業 家具・調度品 5%

207,864 福岡県 北九州市 ユア・ショップ大平　八幡店 小売業 家具・調度品 5%

207,865 福岡県 北九州市 有限会社イワサキ 小売業 その他小売 5%

207,866 福岡県 北九州市 有限会社大田自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

207,867 福岡県 北九州市 ＪＭ／（ユ）Ｋ－２ 小売業 その他小売 5%

207,868 福岡県 北九州市 ［ＨＣ］有限会社ヒラシマ電器 小売業 電化製品 5%

207,869 福岡県 北九州市 湯川鍼灸院　平和通り本院 小売業 食料品 5%

207,870 福岡県 北九州市 湯川鍼灸院　平和通り本院 小売業 食料品 5%

207,871 福岡県 北九州市 ゆたかの建装 サービス その他サービス 5%

207,872 福岡県 北九州市 ｙｏｇａｓｔｕｄｉｏ　ｙｏｇａｇｏｃｏｒｏ サービス 理容・美容業 5%

207,873 福岡県 北九州市 横尾器械 小売業 その他小売 5%

207,874 福岡県 北九州市 よし竹 サービス 飲食業 5%

207,875 福岡県 北九州市 吉田タイヤ工業所 小売業 その他小売 5%

207,876 福岡県 北九州市 米倉商店 サービス その他サービス 5%

207,877 福岡県 北九州市 米山タクシー サービス 運輸業 5%

207,878 福岡県 北九州市 ＬＡ　ＮＡＴＵＲＥ　ＯＨＮＯ サービス 飲食業 5%

207,879 福岡県 北九州市 らーめん志士 サービス 飲食業 5%

207,880 福岡県 北九州市 ライダーズステーション　サライ 小売業 その他小売 5%

207,881 福岡県 北九州市 楽酒ダイニング元気也 サービス 飲食業 5%

207,882 福岡県 北九州市 楽食や　たかはし サービス 飲食業 5%

207,883 福岡県 北九州市 楽食や　たかはし サービス 飲食業 5%

207,884 福岡県 北九州市 らしんばん　小倉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,885 福岡県 北九州市 ラトカーレ　アミュプラザ小倉店 小売業 衣料品 5%

207,886 福岡県 北九州市 ラトカーレ　イオンモール八幡東店 小売業 衣料品 5%

207,887 福岡県 北九州市 ラトカーレ　クロサキメイト店 小売業 衣料品 5%

207,888 福岡県 北九州市 株 ランドリープレス 原町店 サービス その他サービス 5%

207,889 福岡県 北九州市 理有ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

207,890 福岡県 北九州市 リエジュ　サンリブシティ小倉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,891 福岡県 北九州市 リーガルシューズ　小倉店 小売業 衣料品 5%

207,892 福岡県 北九州市 リサイクルメーカー 小売業 その他小売 5%

207,893 福岡県 北九州市 リトルシアター 小売業 衣料品 5%

207,894 福岡県 北九州市 リビング サービス その他サービス 5%

207,895 福岡県 北九州市 リフォーム北九州 サービス その他サービス 5%

207,896 福岡県 北九州市 リプリアンクム サービス その他サービス 5%

207,897 福岡県 北九州市 Ｒｅｐｏｃｋ　Ｍａｋｅ　Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄ 小売業 衣料品 5%

207,898 福岡県 北九州市 竜星のあらしｉｎファミコンワールド　ゲーム部 小売業 その他小売 5%

207,899 福岡県 北九州市 理容　ナカムラ サービス その他サービス 5%

207,900 福岡県 北九州市 リラクゼーションサロンリエール サービス 理容・美容業 5%
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207,901 福岡県 北九州市 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ＆ＮａｉｌＲｏｏｍ　ＢＥＬＴＡ サービス 理容・美容業 5%

207,902 福岡県 北九州市 リラクゼーションサロン・リセッタ サービス その他サービス 5%

207,903 福岡県 北九州市 ｒｅｌａｘ　ｓｐａｃｅ　Ａｒｃ サービス 理容・美容業 5%

207,904 福岡県 北九州市 ＬＥ　ＰＯＮＴ　ＤＥ　ＦＥＲ サービス 飲食業 5%

207,905 福岡県 北九州市 Ｌｅ　ｍｏｎｄｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

207,906 福岡県 北九州市 Ｌｅ．Ｖｅｎｔ 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,907 福岡県 北九州市 ｒｏｏｔ 小売業 その他小売 5%

207,908 福岡県 北九州市 レ・プリュス 小売業 衣料品 5%

207,909 福岡県 北九州市 ＬＥＯＮ　片野店 サービス その他サービス 5%

207,910 福岡県 北九州市 ＪＭ／ＬＥＡＴＨＥＲ　ＴＲＡＭＰ 小売業 衣料品 5%

207,911 福岡県 北九州市 レストラン　ミルエルブ サービス 宿泊業 5%

207,912 福岡県 北九州市 レディス　ハトヤ 小売業 衣料品 5%

207,913 福岡県 北九州市 ＬａｄｙＬｕｃｋ． 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,914 福岡県 北九州市 レトロ一番館 小売業 家具・調度品 5%

207,915 福岡県 北九州市 レーメント 小売業 衣料品 5%

207,916 福岡県 北九州市 Ｌｏｋａｈｉ サービス その他サービス 5%

207,917 福岡県 北九州市 ロッコ６５ サービス その他サービス 5%

207,918 福岡県 北九州市 Ｒｏｓｓｏ サービス 理容・美容業 5%

207,919 福岡県 北九州市 ロボットロボット小倉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,920 福岡県 北九州市 ＹＡＫライフサービス 小売業 その他小売 5%

207,921 福岡県 北九州市 Ｗｉｎｅ　Ｂａｒ　ゆのうえ サービス 飲食業 5%

207,922 福岡県 北九州市 若寿司 サービス 飲食業 5%

207,923 福岡県 北九州市 ワシダ　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,924 福岡県 北九州市小倉北区 Ａ　Ｌａ　ｐｌａｎｃｈａ　銀扇 サービス 飲食業 5%

207,925 福岡県 北九州市小倉北区 アーバンホテルかじまち サービス 宿泊業 5%

207,926 福岡県 北九州市小倉北区 Ｒａｎｄａｎｏｔｈｅｒｓｔｏｒｉｅｓ 小売業 衣料品 5%

207,927 福岡県 北九州市小倉北区 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ａｉｃｏ サービス その他サービス 5%

207,928 福岡県 北九州市小倉北区 ｉＰｈｏｎｅお直し本舗北九州小倉店 小売業 家具・調度品 5%

207,929 福岡県 北九州市小倉北区 アイボックス小倉駅前店 サービス 飲食業 5%

207,930 福岡県 北九州市小倉北区 アウラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

207,931 福岡県 北九州市小倉北区 藍昊堂菓子舗 小売業 食料品 5%

207,932 福岡県 北九州市小倉北区 アガぺ片野薬局 小売業 その他小売 5%

207,933 福岡県 北九州市小倉北区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｓａｙ西小倉 サービス 理容・美容業 5%

207,934 福岡県 北九州市小倉北区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｈｏｌｉｎｅ小倉 サービス 理容・美容業 5%

207,935 福岡県 北九州市小倉北区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｙｏｕ小倉 サービス 理容・美容業 5%

207,936 福岡県 北九州市小倉北区 あさのホテル あさのホテル サービス 宿泊業 5%

207,937 福岡県 北九州市小倉北区 ａｚｕｌＨＡＩＲＭＡＫＥＵＰ サービス 理容・美容業 5%

207,938 福岡県 北九州市小倉北区 遊びＢＡＲ　ｍＡｔｃｈ サービス 飲食業 5%

207,939 福岡県 北九州市小倉北区 ＡＴＴＩＣＣＬＩＭＢＩＮＧ サービス その他サービス 5%

207,940 福岡県 北九州市小倉北区 あぶりや長介 サービス 飲食業 5%

207,941 福岡県 北九州市小倉北区 ＡＭＯｄｅＬｉｃ サービス 理容・美容業 5%

207,942 福岡県 北九州市小倉北区 Ｌ　Ａｌｌｉａｎｃｅ サービス 飲食業 5%
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207,943 福岡県 北九州市小倉北区 癒空間ＤＩＮＩＮＧ　轍 サービス 飲食業 5%

207,944 福岡県 北九州市小倉北区 居酒屋 とよ志の亭 サービス 飲食業 5%

207,945 福岡県 北九州市小倉北区 居酒屋　とよ志の亭 サービス 飲食業 5%

207,946 福岡県 北九州市小倉北区 ＴＯＲＩＴＯＮ　本店 サービス 飲食業 5%

207,947 福岡県 北九州市小倉北区 居酒屋ます也 サービス 飲食業 5%

207,948 福岡県 北九州市小倉北区 いざわ 小売業 その他小売 5%

207,949 福岡県 北九州市小倉北区 １１ＴＡＰ サービス 飲食業 5%

207,950 福岡県 北九州市小倉北区 いちころ サービス 飲食業 5%

207,951 福岡県 北九州市小倉北区 一龍 サービス 飲食業 5%

207,952 福岡県 北九州市小倉北区 一平 一平ラーメン サービス 飲食業 5%

207,953 福岡県 北九州市小倉北区 IDEXカーケアショップ小倉店 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,954 福岡県 北九州市小倉北区 出光セルフ足立SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,955 福岡県 北九州市小倉北区 出光セルフ大手町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,956 福岡県 北九州市小倉北区 出光真鶴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,957 福岡県 北九州市小倉北区 到津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

207,958 福岡県 北九州市小倉北区 イマージ　本店 小売業 衣料品 5%

207,959 福岡県 北九州市小倉北区 イヨヤ イヨヤ魚町点 小売業 衣料品 5%

207,960 福岡県 北九州市小倉北区 イヨヤ イヨヤ京町店 小売業 衣料品 5%

207,961 福岡県 北九州市小倉北区 ＩＮＤＩＡＮ　ＫＩＴＣＨＥＮ　ギタン　ジャリ サービス 飲食業 5%

207,962 福岡県 北九州市小倉北区 Ｖｉｒｇｉｎｉｅｅｅ 小売業 衣料品 5%

207,963 福岡県 北九州市小倉北区 魚町ネオ酒場 ＷＡＤＡＣＨＩ サービス 飲食業 5%

207,964 福岡県 北九州市小倉北区 ＶＯＹＡＧＥ　【ヴォヤージュ】 サービス 理容・美容業 5%

207,965 福岡県 北九州市小倉北区 百年床・宇佐美商店 小売業 食料品 5%

207,966 福岡県 北九州市小倉北区 うちょうてん サービス 飲食業 5%

207,967 福岡県 北九州市小倉北区 ＵＢＵＤＣＯＦＦＥＥＳＴＵＤＩＯ サービス 飲食業 5%

207,968 福岡県 北九州市小倉北区 うま家 サービス 飲食業 5%

207,969 福岡県 北九州市小倉北区 ＵＭＩＥ＋ 小売業 衣料品 5%

207,970 福岡県 北九州市小倉北区 うめね呉服店 小売業 衣料品 5%

207,971 福岡県 北九州市小倉北区 ｕｌｕ　ＨＡＩＲ＆ＬＩＦＥ サービス 理容・美容業 5%

207,972 福岡県 北九州市小倉北区 （有）エーツー・リンク　プラス 小売業 その他小売 5%

207,973 福岡県 北九州市小倉北区 ＡＴＥＣ（ＮＥコンサル株式会社） サービス その他サービス 5%

207,974 福岡県 北九州市小倉北区 エステサロンＬｕｎｏｎ サービス 理容・美容業 5%

207,975 福岡県 北九州市小倉北区 ｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

207,976 福岡県 北九州市小倉北区 ＥＬＶＩＡ サービス 理容・美容業 5%

207,977 福岡県 北九州市小倉北区 エンジェル＆ＳＨＵ－ＳＨＵ サービス 理容・美容業 5%

207,978 福岡県 北九州市小倉北区 大賀薬局　北九州総合病院前店 小売業 その他小売 5%

207,979 福岡県 北九州市小倉北区 大賀薬局　清水店 小売業 その他小売 5%

207,980 福岡県 北九州市小倉北区 沖田事務所 サービス その他サービス 5%

207,981 福岡県 北九州市小倉北区 沖田事務所 サービス その他サービス 5%

207,982 福岡県 北九州市小倉北区 晴れときどき魚　ＨＡ－ＲＥ－ＵＯ サービス 飲食業 5%

207,983 福岡県 北九州市小倉北区 大人の肉ビストロ　ＧＹＵＢＩＴＴＯ　大人の肉ビストロ　ＧＹＵＢＩＴＴＯ サービス 飲食業 5%

207,984 福岡県 北九州市小倉北区 オフィスエコ小倉店 小売業 電化製品 5%
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207,985 福岡県 北九州市小倉北区 オリックスレンタカー小倉赤坂海岸店 サービス その他サービス 2%

207,986 福岡県 北九州市小倉北区 オリックスレンタカー小倉駅新幹線口店 サービス その他サービス 2%

207,987 福岡県 北九州市小倉北区 Ｃａｓａ９ 小売業 その他小売 5%

207,988 福岡県 北九州市小倉北区 カードラボ　小倉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

207,989 福岡県 北九州市小倉北区 海産物のやまいち　旦過店 小売業 食料品 5%

207,990 福岡県 北九州市小倉北区 菓匠きくたろう　　アミュプラザ小倉店 小売業 食料品 5%

207,991 福岡県 北九州市小倉北区 Ｃｕｔ ｓｐａｃｅ Ｋａｔｏ サービス 理容・美容業 5%

207,992 福岡県 北九州市小倉北区 カットスペース　カトウ サービス 理容・美容業 5%

207,993 福岡県 北九州市小倉北区 カトレヤ美容室 サービス 理容・美容業 5%

207,994 福岡県 北九州市小倉北区 ｃａｆｅ　ｐｌｕｇ サービス 飲食業 5%

207,995 福岡県 北九州市小倉北区 ｃａｆｅ　ＣＡＣＴＵＳ サービス 飲食業 5%

207,996 福岡県 北九州市小倉北区 ｃａｆｅＳＩＲＩＵＳ サービス 飲食業 5%

207,997 福岡県 北九州市小倉北区 ｃａｆｅｂａｒｓａｃｒｅ サービス 飲食業 5%

207,998 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社　ｎａｎａ　オーダースーツ　ｎａｎａ 小売業 衣料品 5%

207,999 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社お茶の山口屋 朝日ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

208,000 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社お茶の山口屋 旦過市場店 小売業 その他小売 5%

208,001 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社お茶の山口屋 中央卸売市場店 小売業 その他小売 5%

208,002 福岡県 北九州市小倉北区 鏑小倉 サービス 飲食業 5%

208,003 福岡県 北九州市小倉北区 ＫＡＭＩＧＯＫＯＣＨＩ サービス 理容・美容業 5%

208,004 福岡県 北九州市小倉北区 カラカラ馬借店 サービス 飲食業 5%

208,005 福岡県 北九州市小倉北区 カラカラ日明店 サービス 飲食業 5%

208,006 福岡県 北九州市小倉北区 ＧＡＬＶＡ サービス 飲食業 5%

208,007 福岡県 北九州市小倉北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋小倉北区西港店 サービス 飲食業 2%

208,008 福岡県 北九州市小倉北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋小倉京町店 サービス 飲食業 2%

208,009 福岡県 北九州市小倉北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋小倉馬借店 サービス 飲食業 2%

208,010 福岡県 北九州市小倉北区 川口屋酒店 小売業 その他小売 5%

208,011 福岡県 北九州市小倉北区 韓国焼肉酒場雪姫亭 サービス 飲食業 5%

208,012 福岡県 北九州市小倉北区 元祖小倉たんや　タンパチ　元祖小倉たんや　タンパチ サービス 飲食業 5%

208,013 福岡県 北九州市小倉北区 感動やきとり　蔵　魚町店 サービス 飲食業 5%

208,014 福岡県 北九州市小倉北区 北九州ラビット サービス その他サービス 5%

208,015 福岡県 北九州市小倉北区 Ｋｉｔｓｃｈｂ サービス その他サービス 5%

208,016 福岡県 北九州市小倉北区 キッチンＴＡＮＫＯ サービス 飲食業 5%

208,017 福岡県 北九州市小倉北区 牛角到津店 サービス 飲食業 2%

208,018 福岡県 北九州市小倉北区 九州の幸 サービス 飲食業 5%

208,019 福岡県 北九州市小倉北区 京寿司大畠店 サービス 飲食業 5%

208,020 福岡県 北九州市小倉北区 京寿司小倉店 サービス 飲食業 5%

208,021 福岡県 北九州市小倉北区 京寿司紺屋町店 サービス 飲食業 5%

208,022 福岡県 北九州市小倉北区 京都勝牛小倉駅前 サービス 飲食業 5%

208,023 福岡県 北九州市小倉北区 業務スーパー小倉駅前店 小売業 食料品 2%

208,024 福岡県 北九州市小倉北区 氣楽 サービス その他サービス 5%

208,025 福岡県 北九州市小倉北区 串揚　天串　小倉本店 サービス 飲食業 5%

208,026 福岡県 北九州市小倉北区 くしもんや　ＧＵＲＩＧＵＲＩ サービス 飲食業 5%
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208,027 福岡県 北九州市小倉北区 ＱｓＱｓ＋小倉店 小売業 衣料品 5%

208,028 福岡県 北九州市小倉北区 グッデイ　小倉北店 小売業 その他小売 5%

208,029 福岡県 北九州市小倉北区 久津の葉 サービス 飲食業 5%

208,030 福岡県 北九州市小倉北区 ＣＲＡＣＫＨＯＵＳＥＫＯＫＵＲＡ 小売業 衣料品 5%

208,031 福岡県 北九州市小倉北区 蔵花 ＫＵＲＡ?ＨＡＮＡ 小売業 その他小売 5%

208,032 福岡県 北九州市小倉北区 クラヤ 小売業 衣料品 5%

208,033 福岡県 北九州市小倉北区 Ｇｒａｎｄｏｌｌ サービス 理容・美容業 5%

208,034 福岡県 北九州市小倉北区 Ｇｒａｎｄｏｌｌ サービス 理容・美容業 5%

208,035 福岡県 北九州市小倉北区 ?　ＨＡＩＲ　?　ｇＬｅａｍ　【グリーム】 サービス 理容・美容業 5%

208,036 福岡県 北九州市小倉北区 ｇｒｅｅｎ． 小売業 衣料品 5%

208,037 福岡県 北九州市小倉北区 ＣＬＯＳＥ－ＵＰ　小倉魚町店 小売業 衣料品 5%

208,038 福岡県 北九州市小倉北区 くわやきステーキ正晃 サービス 飲食業 5%

208,039 福岡県 北九州市小倉北区 ケーキ工房　ル　ノール 小売業 食料品 5%

208,040 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社ゲッツ　ＣＯＭＰＬＥＭＥＮＴ 小売業 衣料品 5%

208,041 福岡県 北九州市小倉北区 健カラ サービス 飲食業 5%

208,042 福岡県 北九州市小倉北区 健美庵魚町店 サービス その他サービス 5%

208,043 福岡県 北九州市小倉北区 合資会社不二屋 小売業 その他小売 5%

208,044 福岡県 北九州市小倉北区 幸すし サービス 飲食業 5%

208,045 福岡県 北九州市小倉北区 Ｇｏｔａｓｄｅｇｒａｃｉａ サービス その他サービス 5%

208,046 福岡県 北九州市小倉北区 珈琲工房森山　珈琲工房森山 小売業 食料品 5%

208,047 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉浅香通り店 小売業 食料品 2%

208,048 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉朝日ヶ丘店 小売業 食料品 2%

208,049 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉今町店 小売業 食料品 2%

208,050 福岡県 北九州市小倉北区 梅園　小倉魚町店 小売業 食料品 5%

208,051 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉鍛冶１丁目店 小売業 食料品 2%

208,052 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉片野３丁目店 小売業 食料品 2%

208,053 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉片野店 小売業 食料品 2%

208,054 福岡県 北九州市小倉北区 小倉かまぼこ　旦過店 小売業 食料品 5%

208,055 福岡県 北九州市小倉北区 小倉かまぼこ　本店 小売業 食料品 5%

208,056 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉上到津４丁目店 小売業 食料品 2%

208,057 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉香春口店 小売業 食料品 2%

208,058 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉香春口２丁目店 小売業 食料品 2%

208,059 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉神岳２丁目店 小売業 食料品 2%

208,060 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉貴船町店 小売業 食料品 2%

208,061 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉木町店 小売業 食料品 2%

208,062 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉京町３丁目店 小売業 食料品 2%

208,063 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉京町２丁目店 小売業 食料品 2%

208,064 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉清水３丁目店 小売業 食料品 2%

208,065 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉霧ヶ丘３丁目店 小売業 食料品 2%

208,066 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉熊谷３丁目店 小売業 食料品 2%

208,067 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉黒原２丁目店 小売業 食料品 2%

208,068 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉工業高校前店 小売業 食料品 2%
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208,069 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉米町店 小売業 食料品 2%

208,070 福岡県 北九州市小倉北区 小倉自動車学校 サービス その他サービス 5%

208,071 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉篠崎２丁目店 小売業 食料品 2%

208,072 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉神幸町店 小売業 食料品 2%

208,073 福岡県 北九州市小倉北区 小倉整体院 サービス その他サービス 5%

208,074 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉竪町店 小売業 食料品 2%

208,075 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉中津口店 小売業 食料品 2%

208,076 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉錦ケ丘店 小売業 食料品 2%

208,077 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉西港店 小売業 食料品 2%

208,078 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉馬借３丁目店 小売業 食料品 2%

208,079 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉馬借店 小売業 食料品 2%

208,080 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉日明４丁目店 小売業 食料品 2%

208,081 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉東篠崎２丁目店 小売業 食料品 2%

208,082 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉東港店 小売業 食料品 2%

208,083 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉附属小前店 小売業 食料品 2%

208,084 福岡県 北九州市小倉北区 小倉ベイホテル第一 サービス 宿泊業 5%

208,085 福岡県 北九州市小倉北区 小倉ホルモン サービス 飲食業 5%

208,086 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉三萩野２丁目店 小売業 食料品 2%

208,087 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン小倉臨海公園前店 小売業 食料品 2%

208,088 福岡県 北九州市小倉北区 個人 八田 タクシー サービス 運輸業 5%

208,089 福岡県 北九州市小倉北区 個人いとうタクシー サービス 運輸業 5%

208,090 福岡県 北九州市小倉北区 （株）小林時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

208,091 福岡県 北九州市小倉北区 小林文具店 小売業 その他小売 5%

208,092 福岡県 北九州市小倉北区 天平堂 小売業 その他小売 5%

208,093 福岡県 北九州市小倉北区 古武士屋 小売業 食料品 5%

208,094 福岡県 北九州市小倉北区 互郎 小売業 衣料品 5%

208,095 福岡県 北九州市小倉北区 西部住機 小売業 その他小売 5%

208,096 福岡県 北九州市小倉北区 さかな市場　小倉魚町店 サービス 飲食業 5%

208,097 福岡県 北九州市小倉北区 魚マルシェ サービス 飲食業 5%

208,098 福岡県 北九州市小倉北区 魚マルシェ２号店 サービス 飲食業 5%

208,099 福岡県 北九州市小倉北区 魚マルシェ堺町店 サービス 飲食業 5%

208,100 福岡県 北九州市小倉北区 ＴＨＥＣＡＬＩＦＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

208,101 福岡県 北九州市小倉北区 サキナビューティーラウンジ北九州 小売業 その他小売 5%

208,102 福岡県 北九州市小倉北区 酒のソクハイ　小倉紺屋町店 小売業 その他小売 5%

208,103 福岡県 北九州市小倉北区 酒のソクハイ　小倉本店 小売業 その他小売 5%

208,104 福岡県 北九州市小倉北区 酒の筑後屋 小売業 食料品 5%

208,105 福岡県 北九州市小倉北区 ＳＡＫＯＤＡ　ＲＷ　北九州店 小売業 その他小売 5%

208,106 福岡県 北九州市小倉北区 さつま路 サービス 飲食業 5%

208,107 福岡県 北九州市小倉北区 ｓａｌｏｎ　ｄｅ・Ｋ 小売業 衣料品 5%

208,108 福岡県 北九州市小倉北区 サロンド・マツカ サービス 理容・美容業 5%

208,109 福岡県 北九州市小倉北区 三代目村上商店 サービス 飲食業 5%

208,110 福岡県 北九州市小倉北区 ジェイサービス サービス その他サービス 5%
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208,111 福岡県 北九州市小倉北区 Ｃｈｅｒｉｅ　【シェリー】 サービス 理容・美容業 5%

208,112 福岡県 北九州市小倉北区 七輪焼　やおき サービス 飲食業 5%

208,113 福岡県 北九州市小倉北区 シックスセンスヘアー サービス 理容・美容業 5%

208,114 福岡県 北九州市小倉北区 シティコンタクト 小倉駅アミュプラザ店 小売業 その他小売 5%

208,115 福岡県 北九州市小倉北区 島添米穀店 小売業 食料品 5%

208,116 福岡県 北九州市小倉北区 有　島添米穀店　しまぞえ米穀店 小売業 食料品 5%

208,117 福岡県 北九州市小倉北区 シューズショップＢON 小売業 衣料品 5%

208,118 福岡県 北九州市小倉北区 ＪｅｗｅｌｒｙＣｒａｆｔＳｈｏｐ 小売業 貴金属・服飾品 5%

208,119 福岡県 北九州市小倉北区 酒膳おはしの国 サービス 飲食業 5%

208,120 福岡県 北九州市小倉北区 寿楽園 サービス 飲食業 5%

208,121 福岡県 北九州市小倉北区 寿里庵　魚町店 サービス 飲食業 5%

208,122 福岡県 北九州市小倉北区 順光苑本店 サービス 飲食業 5%

208,123 福岡県 北九州市小倉北区 昭栄物産株式会社　小倉営業所 小売業 その他小売 5%

208,124 福岡県 北九州市小倉北区 ジラフモノクローム サービス 飲食業 5%

208,125 福岡県 北九州市小倉北区 新小倉（２Ｆ）病院売店 小売業 その他小売 5%

208,126 福岡県 北九州市小倉北区 ＳＵＳＨＩＢＡＲＹＡＭＡ サービス 飲食業 5%

208,127 福岡県 北九州市小倉北区 ＴＨＥＳＴＹＬＥＭＡＲＲＩＡＧＥＦＵＫＵＯＫＡ サービス その他サービス 2%

208,128 福岡県 北九州市小倉北区 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｂｅｎｔｕ サービス 理容・美容業 5%

208,129 福岡県 北九州市小倉北区 ＳＴＯＲＥ【ストア】 サービス 理容・美容業 5%

208,130 福岡県 北九州市小倉北区 スペインバルＴｏｒｐｅ サービス 飲食業 5%

208,131 福岡県 北九州市小倉北区 炭衛門 サービス 飲食業 5%

208,132 福岡県 北九州市小倉北区 駿河屋小倉あるあるＣｉｔｙ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

208,133 福岡県 北九州市小倉北区 生活彩家富士通北九州ＳＣ店 小売業 その他小売 2%

208,134 福岡県 北九州市小倉北区 セレクトショップ　畑の子の部屋 小売業 その他小売 5%

208,135 福岡県 北九州市小倉北区 ０６７ビスページ小倉チャチャタウン 小売業 衣料品 5%

208,136 福岡県 北九州市小倉北区 創彩和房ふじた サービス 飲食業 5%

208,137 福岡県 北九州市小倉北区 ソースかつ亭　黒のＤＯＮ サービス 飲食業 5%

208,138 福岡県 北九州市小倉北区 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　小倉店 小売業 その他小売 5%

208,139 福岡県 北九州市小倉北区 太喜カンヤマ 小売業 食料品 5%

208,140 福岡県 北九州市小倉北区 Ｄｉｎｉｎｇ　ＴＨＥ　ＭＯＤＥＲＮ　モダン サービス 飲食業 5%

208,141 福岡県 北九州市小倉北区 ＤＩＮＩＮＧＢＡＲｗａｃｃｈｉ サービス 飲食業 5%

208,142 福岡県 北九州市小倉北区 タイヤショップクロス 小売業 その他小売 5%

208,143 福岡県 北九州市小倉北区 高田屋小倉エキナカ店 サービス 飲食業 5%

208,144 福岡県 北九州市小倉北区 タカチホカメラ　魚町店 小売業 その他小売 5%

208,145 福岡県 北九州市小倉北区 地鶏専門　掌（たなごころ） サービス 飲食業 5%

208,146 福岡県 北九州市小倉北区 ＤＯＵＢＬＥＳＯＵＬ　ＤＯＵＢＬＥ　ＳＯＵＬ 小売業 衣料品 5%

208,147 福岡県 北九州市小倉北区 田村産業株式会社 サービス その他サービス 5%

208,148 福岡県 北九州市小倉北区 旦過屋台寿し　満天 サービス 飲食業 5%

208,149 福岡県 北九州市小倉北区 旦過屋台寿し満天 サービス 飲食業 5%

208,150 福岡県 北九州市小倉北区 力ラーメン サービス 飲食業 5%

208,151 福岡県 北九州市小倉北区 力　ラーメン サービス 飲食業 5%

208,152 福岡県 北九州市小倉北区 中古パソコン市場　小倉店 小売業 電化製品 5%
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208,153 福岡県 北九州市小倉北区 チルフォトグラフィー小倉店 サービス その他サービス 5%

208,154 福岡県 北九州市小倉北区 津田屋食堂 サービス 飲食業 5%

208,155 福岡県 北九州市小倉北区 ＤＸＳ　小倉魚町店 小売業 衣料品 5%

208,156 福岡県 北九州市小倉北区 Ｄａｙｓ サービス 理容・美容業 5%

208,157 福岡県 北九州市小倉北区 ＤＩＴＩＱＵＥ 小売業 貴金属・服飾品 5%

208,158 福岡県 北九州市小倉北区 ＴｉＴＯ　Ｎｏｒｔｈ サービス 飲食業 5%

208,159 福岡県 北九州市小倉北区 デージープラニング株式会社　Ｄ　Ｇショップ 小売業 その他小売 5%

208,160 福岡県 北九州市小倉北区 出島商会 小売業 電化製品 5%

208,161 福岡県 北九州市小倉北区 鉄板ステーキ　ＴＯＲＩＴＯＮ サービス 飲食業 5%

208,162 福岡県 北九州市小倉北区 鉄板焼き　眞 サービス 飲食業 5%

208,163 福岡県 北九州市小倉北区 ｄｕｏｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

208,164 福岡県 北九州市小倉北区 東龍軒西港店 サービス 飲食業 5%

208,165 福岡県 北九州市小倉北区 東龍軒日明本店 サービス 飲食業 5%

208,166 福岡県 北九州市小倉北区 東龍軒東港店 サービス 飲食業 5%

208,167 福岡県 北九州市小倉北区 Ｄａｈｌｉａ サービス 理容・美容業 5%

208,168 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブンＴＯＴＯ本社店 小売業 食料品 2%

208,169 福岡県 北九州市小倉北区 Ｄｏｍａｎｉ　ｆｅｍｍｉｎｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

208,170 福岡県 北九州市小倉北区 とめ手羽　小倉 サービス 飲食業 5%

208,171 福岡県 北九州市小倉北区 トヨタカローラ博多城野店 小売業 その他小売 5%

208,172 福岡県 北九州市小倉北区 トヨタレンタリース博多小倉駅前店 サービス その他サービス 2%

208,173 福岡県 北九州市小倉北区 トヨタレンタリース博多市民球場前店 サービス その他サービス 2%

208,174 福岡県 北九州市小倉北区 ＤＲＥＡＭＩＮ サービス 飲食業 5%

208,175 福岡県 北九州市小倉北区 とりかつ丼の黒兵衛 とりかつ丼の黒兵衛 小売業 食料品 5%

208,176 福岡県 北九州市小倉北区 とりかつ丼の黒兵衛 リバーウォーク店 とりかつ丼の黒兵衛リバーウォーク店 サービス 飲食業 5%

208,177 福岡県 北九州市小倉北区 ＴＯＲＩＴＯＮのはなれ サービス 飲食業 5%

208,178 福岡県 北九州市小倉北区 ＴｒｉｐｌｅＤｏｕｂｌｅ小倉店 小売業 その他小売 5%

208,179 福岡県 北九州市小倉北区 トレジャー・トレインズ サービス その他サービス 5%

208,180 福岡県 北九州市小倉北区 トレジャー トレインズ トレジャー トレインズ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

208,181 福岡県 北九州市小倉北区 永遠　永遠 サービス 飲食業 5%

208,182 福岡県 北九州市小倉北区 とんかつ専門　よしかつ サービス 飲食業 5%

208,183 福岡県 北九州市小倉北区 ながおか サービス 飲食業 5%

208,184 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社中野酒店 小売業 その他小売 5%

208,185 福岡県 北九州市小倉北区 ナカノテツ ナカノテツ 本店  服飾 裏地 小売業 その他小売 5%

208,186 福岡県 北九州市小倉北区 七桜 サービス 飲食業 5%

208,187 福岡県 北九州市小倉北区 肉処　天穂 サービス 飲食業 5%

208,188 福岡県 北九州市小倉北区 西小倉駅前イタリアン酒場 ＯＴＴＯ サービス 飲食業 5%

208,189 福岡県 北九州市小倉北区 セブン－イレブン西小倉駅前店 小売業 食料品 2%

208,190 福岡県 北九州市小倉北区 西日本印章社 小売業 その他小売 5%

208,191 福岡県 北九州市小倉北区 ニュー　一平　ニュー一平ラーメン サービス 飲食業 5%

208,192 福岡県 北九州市小倉北区 ぬかだき たちばな ぬかだきたちばな 小売業 食料品 5%

208,193 福岡県 北九州市小倉北区 ネイルサロン Ｃｉｅｌ ネイルサロン Ｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

208,194 福岡県 北九州市小倉北区 ＪＵＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%
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208,195 福岡県 北九州市小倉北区 ネーブルグリーン 小売業 その他小売 5%

208,196 福岡県 北九州市小倉北区 ノサカナ サービス 飲食業 5%

208,197 福岡県 北九州市小倉北区 Ｎｏｔ 小売業 衣料品 5%

208,198 福岡県 北九州市小倉北区 ＮＯＴ　ＫＹＯＭＡＣＨＩ 小売業 衣料品 5%

208,199 福岡県 北九州市小倉北区 ＮＯＴ　ＭＵＲＯＭＡＣＨＩ 小売業 衣料品 5%

208,200 福岡県 北九州市小倉北区 バイクショップＤＥＥＮ 小売業 その他小売 5%

208,201 福岡県 北九州市小倉北区 Ｈｉｄｅ　Ｇｅｎｅｓ　Ｊａｐａｎ株式会社　ｔｈｅ　ＰＡＲＫ　アイム小倉店 小売業 衣料品 5%

208,202 福岡県 北九州市小倉北区 Ｈｅｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

208,203 福岡県 北九州市小倉北区 ＰＡＯ　ＰＡＯ 小売業 衣料品 5%

208,204 福岡県 北九州市小倉北区 花くし サービス 飲食業 5%

208,205 福岡県 北九州市小倉北区 花工房おかだ 小売業 その他小売 5%

208,206 福岡県 北九州市小倉北区 ＨＡＮＡ 坂本 小倉本店外商部 小売業 その他小売 5%

208,207 福岡県 北九州市小倉北区 ＨＡＮＡ 坂本 小倉本店 小売業 その他小売 5%

208,208 福岡県 北九州市小倉北区 花匠 山本生花店 山本生花店 小売業 その他小売 5%

208,209 福岡県 北九州市小倉北区 花のチモト 小売業 その他小売 5%

208,210 福岡県 北九州市小倉北区 花のチモト魚町店 小売業 その他小売 5%

208,211 福岡県 北九州市小倉北区 華の湯　もみもん　片野店 サービス その他サービス 5%

208,212 福岡県 北九州市小倉北区 パナライフ　ヤマコシ 小売業 電化製品 5%

208,213 福岡県 北九州市小倉北区 パナライフイトウヅ 小売業 電化製品 5%

208,214 福岡県 北九州市小倉北区 パナランド　ふくだ 小売業 電化製品 5%

208,215 福岡県 北九州市小倉北区 Ｐａｒｆａｉｔｅ サービス その他サービス 5%

208,216 福岡県 北九州市小倉北区 番屋　?ばんや? サービス 飲食業 5%

208,217 福岡県 北九州市小倉北区 韓流ＤｅＬｉぽるこ サービス 飲食業 5%

208,218 福岡県 北九州市小倉北区 Ｂｅｅｒ　Ｃａｆｅ　Ｂｒａｖｏ！ サービス 飲食業 5%

208,219 福岡県 北九州市小倉北区 日明ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,220 福岡県 北九州市小倉北区 ＢＭＯ　片野店 小売業 衣料品 5%

208,221 福岡県 北九州市小倉北区 Ｂｅａｃｈ Ｍａｒｋｅｔ Ｃａｓａ９ 小売業 その他小売 5%

208,222 福岡県 北九州市小倉北区 東港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,223 福岡県 北九州市小倉北区 ビジネスホテル青葉 サービス 宿泊業 5%

208,224 福岡県 北九州市小倉北区 ＢｉｓｔｒｏＣｈｉｎｅｓｅＲＯＮ サービス 飲食業 5%

208,225 福岡県 北九州市小倉北区 一椿　小倉本店 サービス 飲食業 5%

208,226 福岡県 北九州市小倉北区 一椿　和 サービス 飲食業 5%

208,227 福岡県 北九州市小倉北区 一椿　一椿　舞店 サービス 飲食業 5%

208,228 福岡県 北九州市小倉北区 百年床　宇佐美商店 小売業 食料品 5%

208,229 福岡県 北九州市小倉北区 ビューティフルライフ　ボクシング　フィットネス サービス その他サービス 5%

208,230 福岡県 北九州市小倉北区 美容ピュア小倉北店 サービス 理容・美容業 5%

208,231 福岡県 北九州市小倉北区 ＦＵＮ 小売業 衣料品 5%

208,232 福岡県 北九州市小倉北区 フィッツスポーツクラブ サービス その他サービス 5%

208,233 福岡県 北九州市小倉北区 ＦＡＩＲＹ．ＴＡＬＥ サービス 理容・美容業 5%

208,234 福岡県 北九州市小倉北区 （有）ふくひろ 小売業 衣料品 5%

208,235 福岡県 北九州市小倉北区 ブティックシャルム 小売業 衣料品 5%

208,236 福岡県 北九州市小倉北区 プラスワンチャチャタウン店 サービス その他サービス 5%
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208,237 福岡県 北九州市小倉北区 ぶらり酒場しみず サービス 飲食業 5%

208,238 福岡県 北九州市小倉北区 Ｆｒａｎｋ　Ｓｉｄｅｂｕｒｎｓ サービス 理容・美容業 5%

208,239 福岡県 北九州市小倉北区 ＢＲＩＯＳＯ サービス 飲食業 5%

208,240 福岡県 北九州市小倉北区 ＢＬＵＥ　ＢＩＲＤ サービス 理容・美容業 5%

208,241 福岡県 北九州市小倉北区 ＦＵＬＣＲＵＭ サービス 理容・美容業 5%

208,242 福岡県 北九州市小倉北区 ＦＬＥＵＲＩＲ サービス 理容・美容業 5%

208,243 福岡県 北九州市小倉北区 Ｐｒａｉｒｉｅ【プレーリー】 サービス その他サービス 5%

208,244 福岡県 北九州市小倉北区 フローラルポート 小売業 その他小売 5%

208,245 福岡県 北九州市小倉北区 ｈａｉｒ　Ｍｅｔｉｅｒｓ サービス 理容・美容業 5%

208,246 福岡県 北九州市小倉北区 ＨＡＩＲ　ＤＯＭＡＮＩ サービス 理容・美容業 5%

208,247 福岡県 北九州市小倉北区 ヘアーアート　コルテ サービス 理容・美容業 5%

208,248 福岡県 北九州市小倉北区 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＡＣＥ【ヘアーサロン　エース】 サービス 理容・美容業 5%

208,249 福岡県 北九州市小倉北区 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ａｚｕｒ【アズール】 サービス 理容・美容業 5%

208,250 福岡県 北九州市小倉北区 ヘアーバイパッション小倉店 サービス 理容・美容業 5%

208,251 福岡県 北九州市小倉北区 ヘアーメイク　かさい サービス 理容・美容業 5%

208,252 福岡県 北九州市小倉北区 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ｇｒｅｍａ サービス 理容・美容業 5%

208,253 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社グレマ サービス 理容・美容業 5%

208,254 福岡県 北九州市小倉北区 ヘアサロン　Ｓａｌｌｙ サービス 理容・美容業 5%

208,255 福岡県 北九州市小倉北区 ｈａｉｒｓｔｕｄｉｏ７ サービス 理容・美容業 5%

208,256 福岡県 北九州市小倉北区 ｈａｉｒ　Ｍｅｔｉｅｒｓ サービス 理容・美容業 5%

208,257 福岡県 北九州市小倉北区 Ｖａｐｅ Ｖｉｌｌａｇｅ 小倉本店 小売業 その他小売 5%

208,258 福岡県 北九州市小倉北区 ベルストア 小売業 衣料品 5%

208,259 福岡県 北九州市小倉北区 ホームクロス ホームクロス 小売業 その他小売 5%

208,260 福岡県 北九州市小倉北区 （株）ボブ　ブランコ　小倉店 小売業 衣料品 5%

208,261 福岡県 北九州市小倉北区 （株）ボブ　Ｄｒｉｐ 小売業 衣料品 5%

208,262 福岡県 北九州市小倉北区 ポプラ小倉浅野店 小売業 その他小売 2%

208,263 福岡県 北九州市小倉北区 ＨＯＬＩＣ 小売業 貴金属・服飾品 5%

208,264 福岡県 北九州市小倉北区 ホルモン　カラカラ サービス 飲食業 5%

208,265 福岡県 北九州市小倉北区 ホルモン鍋　大邱食堂本店 サービス 飲食業 5%

208,266 福岡県 北九州市小倉北区 本格炭火焼　小倉神仁 サービス 飲食業 5%

208,267 福岡県 北九州市小倉北区 ボン　マール　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

208,268 福岡県 北九州市小倉北区 まいこのぬかだき 小売業 食料品 5%

208,269 福岡県 北九州市小倉北区 マキシム　本店 サービス 理容・美容業 5%

208,270 福岡県 北九州市小倉北区 幻のチーズケーキ 小売業 食料品 5%

208,271 福岡県 北九州市小倉北区 ママイクコ　小倉 小売業 その他小売 5%

208,272 福岡県 北九州市小倉北区 ママイクコ・チャチャタウン小倉 小売業 その他小売 5%

208,273 福岡県 北九州市小倉北区 マリコグランクリュ　マリコグランクリュ サービス 飲食業 5%

208,274 福岡県 北九州市小倉北区 合資会社マルサン商店 小売業 衣料品 5%

208,275 福岡県 北九州市小倉北区 まるぜん洋服店 ＺＯＯ小倉店 小売業 その他小売 5%

208,276 福岡県 北九州市小倉北区 ｍａｌｕｔａｎ 小売業 衣料品 5%

208,277 福岡県 北九州市小倉北区 まるまんフィオーレ　小倉店 小売業 その他小売 5%

208,278 福岡県 北九州市小倉北区 満天食堂 サービス 飲食業 5%
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208,279 福岡県 北九州市小倉北区 ミキアーモ・チャクラ サービス 理容・美容業 5%

208,280 福岡県 北九州市小倉北区 ミナミ電器産業 小売業 電化製品 5%

208,281 福岡県 北九州市小倉北区 都にっぽん サービス 飲食業 5%

208,282 福岡県 北九州市小倉北区 Ｍｉｒａｂｅａｕ サービス 飲食業 5%

208,283 福岡県 北九州市小倉北区 無法松　富野店 小売業 その他小売 5%

208,284 福岡県 北九州市小倉北区 無法松　西港店 小売業 その他小売 5%

208,285 福岡県 北九州市小倉北区 無法松　小倉北店 小売業 その他小売 5%

208,286 福岡県 北九州市小倉北区 室町　ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ サービス その他サービス 5%

208,287 福岡県 北九州市小倉北区 めいどりーみん　小倉あるあるｃｉｔｙ店 サービス 飲食業 5%

208,288 福岡県 北九州市小倉北区 メガネの光林 小売業 その他小売 5%

208,289 福岡県 北九州市小倉北区 メガネの田中　チャチャタウン小 小売業 その他小売 5%

208,290 福岡県 北九州市小倉北区 メディアストア　イデア 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

208,291 福岡県 北九州市小倉北区 ＳｕｎＳｕａｖｅ サービス 理容・美容業 5%

208,292 福岡県 北九州市小倉北区 メンバーズ　メリージェーン サービス 飲食業 5%

208,293 福岡県 北九州市小倉北区 百舌のしわざ サービス 飲食業 5%

208,294 福岡県 北九州市小倉北区 ｍｏｆ　ｍｏｆ 小売業 衣料品 5%

208,295 福岡県 北九州市小倉北区 もみじ サービス 飲食業 5%

208,296 福岡県 北九州市小倉北区 焼とり　権兵衛　城野四ツ角店 サービス 飲食業 5%

208,297 福岡県 北九州市小倉北区 焼鳥　ＴＯＲＩＴＯＮ　とりとん サービス 飲食業 5%

208,298 福岡県 北九州市小倉北区 焼とり　権兵衛　小倉魚町店 サービス 飲食業 5%

208,299 福岡県 北九州市小倉北区 焼鳥ダイニング　鳥火鳥火 サービス 飲食業 5%

208,300 福岡県 北九州市小倉北区 焼肉ユキジ サービス 飲食業 5%

208,301 福岡県 北九州市小倉北区 焼肉カルビ堂源 サービス 飲食業 5%

208,302 福岡県 北九州市小倉北区 焼肉酒家　牛さくら　京町本店 サービス 飲食業 5%

208,303 福岡県 北九州市小倉北区 焼肉 順光苑 本店 サービス 飲食業 5%

208,304 福岡県 北九州市小倉北区 焼肉つくも サービス 飲食業 5%

208,305 福岡県 北九州市小倉北区 焼肉ファンタジスタうっしっし　焼肉ファンタジスタ　うっしっし サービス 飲食業 5%

208,306 福岡県 北九州市小倉北区 焼きやき屋うろたんけ サービス 飲食業 5%

208,307 福岡県 北九州市小倉北区 やすらぎキッチンｎａｔｕｒｙ サービス 飲食業 5%

208,308 福岡県 北九州市小倉北区 ヤマキ 山希 サービス 飲食業 5%

208,309 福岡県 北九州市小倉北区 山吹魚町店 小売業 食料品 5%

208,310 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社　東秀苑 サービス 飲食業 5%

208,311 福岡県 北九州市小倉北区 （有）酒のしまぞえ サービス その他サービス 5%

208,312 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社フランネル 小売業 衣料品 5%

208,313 福岡県 北九州市小倉北区 Ｕｎｉｔｅｄ　Ｐｅａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

208,314 福岡県 北九州市小倉北区 ＹＯＳＨＩＤＡＫａｐｐｏｕ サービス 飲食業 5%

208,315 福岡県 北九州市小倉北区 米倉ボディメンテナンス サービス 理容・美容業 5%

208,316 福岡県 北九州市小倉北区 ライトグリーン株式会社 サービス その他サービス 5%

208,317 福岡県 北九州市小倉北区 Ｌａｃｕｐｏｌａ 小売業 衣料品 5%

208,318 福岡県 北九州市小倉北区 らしんばん　小倉店 小売業 その他小売 5%

208,319 福岡県 北九州市小倉北区 ラティ　小倉魚町店 サービス その他サービス 5%

208,320 福岡県 北九州市小倉北区 ラルコーン 魚町 サービス 飲食業 5%
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208,321 福岡県 北九州市小倉北区 株　ランドリープレス　片野店 サービス その他サービス 5%

208,322 福岡県 北九州市小倉北区 株 ランドリープレス 上到津店 サービス その他サービス 5%

208,323 福岡県 北九州市小倉北区 株　ランドリープレス　木町店 サービス その他サービス 5%

208,324 福岡県 北九州市小倉北区 ランドリープレス 中津口店 サービス その他サービス 5%

208,325 福岡県 北九州市小倉北区 株 ランドリープレス 緑ヶ丘店 サービス その他サービス 5%

208,326 福岡県 北九州市小倉北区 ｒｅ．ａｔａｇｏ サービス 飲食業 5%

208,327 福岡県 北九州市小倉北区 （有）リ・ボーン 小売業 その他小売 5%

208,328 福岡県 北九州市小倉北区 力士飯嵯峨泉 サービス 飲食業 5%

208,329 福岡県 北九州市小倉北区 リサイクル　リユースショップ　ＥＡＲＴＨ サービス その他サービス 5%

208,330 福岡県 北九州市小倉北区 Ｒｅ：Ｊａｍ サービス 理容・美容業 5%

208,331 福岡県 北九州市小倉北区 リズ・トーチク 小売業 電化製品 5%

208,332 福岡県 北九州市小倉北区 リズ・トーチク砂津店 小売業 電化製品 5%

208,333 福岡県 北九州市小倉北区 竜星のあらしｉｎファミコンワールド　トレカ部 小売業 その他小売 5%

208,334 福岡県 北九州市小倉北区 竜星のあらしｉｎファミコンワールド おもちゃ部 小売業 その他小売 5%

208,335 福岡県 北九州市小倉北区 理容室　髙木 サービス 運輸業 5%

208,336 福岡県 北九州市小倉北区 リラクゼーション　健美庵　京町店 サービス その他サービス 5%

208,337 福岡県 北九州市小倉北区 リラクゼーションスポットロッコ サービス その他サービス 5%

208,338 福岡県 北九州市小倉北区 リラクゼーションルーム　ラフ サービス その他サービス 5%

208,339 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社ＴＯ－ＫＳ サービス 理容・美容業 5%

208,340 福岡県 北九州市小倉北区 Ｌｕｕ 小売業 衣料品 5%

208,341 福岡県 北九州市小倉北区 ルネ小倉 小売業 衣料品 5%

208,342 福岡県 北九州市小倉北区 ルネ　小倉店 小売業 衣料品 5%

208,343 福岡県 北九州市小倉北区 ＬＥＡＴＨＥＲ　ＴＲＡＭＰ　ＬＥＡＴＨＥＲ　ＴＲＡＭＰ 小売業 衣料品 5%

208,344 福岡県 北九州市小倉北区 ＲＥＤ　ＳＯＵＬ サービス 理容・美容業 5%

208,345 福岡県 北九州市小倉北区 （有）レティーニ 小売業 衣料品 5%

208,346 福岡県 北九州市小倉北区 レンタルショーケースよろず家 小売業 衣料品 5%

208,347 福岡県 北九州市小倉北区 ＬＯＡ　　ｈａｉｒ＆ｂｅａｕｔｙ　【ロア】 サービス 理容・美容業 5%

208,348 福岡県 北九州市小倉北区 ロカ 小売業 衣料品 5%

208,349 福岡県 北九州市小倉北区 ロココ サービス 飲食業 5%

208,350 福岡県 北九州市小倉北区 炉端　龍のひげ サービス 飲食業 5%

208,351 福岡県 北九州市小倉北区 ローレル 小売業 衣料品 5%

208,352 福岡県 北九州市小倉北区 ＷＯＲＫ?ＩＮ　ｓｔｕｄｉｏ　ＷＯＲＫ?ＩＮ サービス その他サービス 5%

208,353 福岡県 北九州市小倉北区 （株）ワイアイサービス　テンソラ 小売業 衣料品 5%

208,354 福岡県 北九州市小倉北区 ＹＡＫライフサービス サービス その他サービス 5%

208,355 福岡県 北九州市小倉北区 和居酒屋　翔 サービス 飲食業 5%

208,356 福岡県 北九州市小倉北区 和居酒屋翔 サービス 飲食業 5%

208,357 福岡県 北九州市小倉北区 わいわいカフェ 小売業 食料品 5%

208,358 福岡県 北九州市小倉南区 アイ・コーポレーション北九州店 サービス その他サービス 5%

208,359 福岡県 北九州市小倉南区 アイボックス曽根店 サービス 飲食業 5%

208,360 福岡県 北九州市小倉南区 アイボックス守恒店 サービス 飲食業 5%

208,361 福岡県 北九州市小倉南区 ａｚ．ｌｕｘｕｒｙ サービス 理容・美容業 5%

208,362 福岡県 北九州市小倉南区 ａｔｅｌｉｅｒＷＨＩＴＥ＆ＧＯＬＤｒａｙ サービス その他サービス 5%
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208,363 福岡県 北九州市小倉南区 安藤自動車 小売業 その他小売 5%

208,364 福岡県 北九州市小倉南区 出光スーパーセルフ小倉南インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,365 福岡県 北九州市小倉南区 上田商店 小売業 家具・調度品 5%

208,366 福岡県 北九州市小倉南区 采原電気 小売業 電化製品 5%

208,367 福岡県 北九州市小倉南区 エコモール葛原店 小売業 その他小売 5%

208,368 福岡県 北九州市小倉南区 Ｓ．ＣＬＡＳＳＹ 小売業 衣料品 5%

208,369 福岡県 北九州市小倉南区 エターナル 小売業 衣料品 5%

208,370 福岡県 北九州市小倉南区 エッグカフェ小倉南店 サービス 飲食業 5%

208,371 福岡県 北九州市小倉南区 たこやきオアシス サービス 飲食業 5%

208,372 福岡県 北九州市小倉南区 大賀薬局　北方店 小売業 その他小売 5%

208,373 福岡県 北九州市小倉南区 お好み焼き・鉄板焼き　てこじまん サービス 飲食業 5%

208,374 福岡県 北九州市小倉南区 ｏｆｆｉｃｅＡＵＳ サービス その他サービス 5%

208,375 福岡県 北九州市小倉南区 お福守恒店 サービス 飲食業 5%

208,376 福岡県 北九州市小倉南区 カーショップ　アルカディア 小売業 その他小売 5%

208,377 福岡県 北九州市小倉南区 カーテン マーサ 小倉店 小売業 その他小売 5%

208,378 福岡県 北九州市小倉南区 海都　徳力店 サービス 飲食業 5%

208,379 福岡県 北九州市小倉南区 革遊夢 小売業 その他小売 5%

208,380 福岡県 北九州市小倉南区 菓匠きくたろう　　本店 小売業 食料品 5%

208,381 福岡県 北九州市小倉南区 ＣＵＴ ＳＴＵＤＩＯ Ｌａ?Ｂｒｅａ サービス 理容・美容業 5%

208,382 福岡県 北九州市小倉南区 勝屋　下曽根店 サービス 飲食業 5%

208,383 福岡県 北九州市小倉南区 Ｃａｆｅとむ サービス 飲食業 5%

208,384 福岡県 北九州市小倉南区 ＣＡＦＥ　Ｐｅｔｉｔ　Ｐａｓ サービス 飲食業 5%

208,385 福岡県 北九州市小倉南区 カフェ　プティパ サービス 飲食業 5%

208,386 福岡県 北九州市小倉南区 ＢＲＡＮＤ　ＮＥＷ　ＤＡＹ サービス 飲食業 5%

208,387 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社お茶の山口屋 沼店 小売業 その他小売 5%

208,388 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社お茶の山口屋　ハローデイ横代店 小売業 その他小売 5%

208,389 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社真清サービス サービス その他サービス 5%

208,390 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社中村商会 サービス その他サービス 5%

208,391 福岡県 北九州市小倉南区 唐揚げサンバ サービス 飲食業 5%

208,392 福岡県 北九州市小倉南区 カラカラ曽根店 サービス 飲食業 5%

208,393 福岡県 北九州市小倉南区 カラカラ守恒店 サービス 飲食業 5%

208,394 福岡県 北九州市小倉南区 からだ回復センター 中央施術院 サービス その他サービス 5%

208,395 福岡県 北九州市小倉南区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋小倉南インター店 サービス 飲食業 2%

208,396 福岡県 北九州市小倉南区 北九州本社営業所 サービス 運輸業 5%

208,397 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン北九州臨空産業団地入口店 小売業 食料品 2%

208,398 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン北九大前店 小売業 食料品 2%

208,399 福岡県 北九州市小倉南区 葛原営業所 サービス 運輸業 5%

208,400 福岡県 北九州市小倉南区 グッデイ　小倉南店 小売業 その他小売 5%

208,401 福岡県 北九州市小倉南区 くつろぎ サービス 飲食業 5%

208,402 福岡県 北九州市小倉南区 Ｇｒａｎｄｏｌｌ　Ｌｕｘｅｌ サービス 理容・美容業 5%

208,403 福岡県 北九州市小倉南区 Ｇｒａｎｄｏｌｌ Ｌｕｘｅ サービス 理容・美容業 5%

208,404 福岡県 北九州市小倉南区 ＣＬＯＳＥ－ＵＰ　小倉店 小売業 衣料品 5%
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208,405 福岡県 北九州市小倉南区 ｋ　ｍ　ｔ　サニーサイドモール小倉店 小売業 衣料品 5%

208,406 福岡県 北九州市小倉南区 森羅万象むすひ サービス その他サービス 5%

208,407 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉長行東１丁目店 小売業 食料品 2%

208,408 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉上曽根新町店 小売業 食料品 2%

208,409 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉企救丘２丁目店 小売業 食料品 2%

208,410 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉北方１丁目店 小売業 食料品 2%

208,411 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉北方３丁目店 小売業 食料品 2%

208,412 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉北方小学校前店 小売業 食料品 2%

208,413 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉木下店 小売業 食料品 2%

208,414 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉くさみ店 小売業 食料品 2%

208,415 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉葛原１丁目店 小売業 食料品 2%

208,416 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉葛原東４丁目店 小売業 食料品 2%

208,417 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉志井店 小売業 食料品 2%

208,418 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉下石田１丁目店 小売業 食料品 2%

208,419 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉下曽根新町店 小売業 食料品 2%

208,420 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉曽根中学校前店 小売業 食料品 2%

208,421 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉高野１丁目店 小売業 食料品 2%

208,422 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉徳力新町店 小売業 食料品 2%

208,423 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉長尾５丁目店 小売業 食料品 2%

208,424 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉中曽根東２丁目店 小売業 食料品 2%

208,425 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉長野店 小売業 食料品 2%

208,426 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉中吉田店 小売業 食料品 2%

208,427 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉貫店 小売業 食料品 2%

208,428 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉沼南町３丁目店 小売業 食料品 2%

208,429 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉南方３丁目店 小売業 食料品 2%

208,430 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉守恒店 小売業 食料品 2%

208,431 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉守恒本町２丁目店 小売業 食料品 2%

208,432 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉横代店 小売業 食料品 2%

208,433 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブン小倉若園４丁目店 小売業 食料品 2%

208,434 福岡県 北九州市小倉南区 ＣｏＣｏ 小売業 衣料品 5%

208,435 福岡県 北九州市小倉南区 ＣｏＣｏ壱番屋小倉曽根バイパス店 サービス 飲食業 2%

208,436 福岡県 北九州市小倉南区 ＣｏＣｏ壱番屋小倉南区朽網店 サービス 飲食業 2%

208,437 福岡県 北九州市小倉南区 小林電気商会 小売業 電化製品 5%

208,438 福岡県 北九州市小倉南区 サエキオート サービス その他サービス 5%

208,439 福岡県 北九州市小倉南区 ザザホラヤ　小倉総本店 小売業 衣料品 5%

208,440 福岡県 北九州市小倉南区 ザザホラヤ　サニーサイドモール小倉店 小売業 衣料品 5%

208,441 福岡県 北九州市小倉南区 サンリブ 小売業 食料品 5%

208,442 福岡県 北九州市小倉南区 サンリブ 小売業 その他小売 5%

208,443 福岡県 北九州市小倉南区 サンリブ〔物販〕 小売業 食料品 5%

208,444 福岡県 北九州市小倉南区 サンリブ〔物販〕／旧マルショク 小売業 食料品 5%

208,445 福岡県 北九州市小倉南区 ＧＦＣサンリブ小倉店 小売業 衣料品 5%

208,446 福岡県 北九州市小倉南区 清水米穀店 小売業 食料品 5%
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208,447 福岡県 北九州市小倉南区 下曽根居酒屋　呑喰里（どんぐり） サービス 飲食業 5%

208,448 福岡県 北九州市小倉南区 下曽根焼肉　タンカラテイル サービス 飲食業 5%

208,449 福岡県 北九州市小倉南区 ジュエリーカフェ 小売業 その他小売 5%

208,450 福岡県 北九州市小倉南区 十徳や　徳力店 サービス 飲食業 5%

208,451 福岡県 北九州市小倉南区 神社のそばのカフェライオンダンス サービス 飲食業 5%

208,452 福岡県 北九州市小倉南区 新生堂薬局　下曽根店 小売業 その他小売 5%

208,453 福岡県 北九州市小倉南区 新生堂薬局　横代店 小売業 その他小売 5%

208,454 福岡県 北九州市小倉南区 西部オート整備販売（株）　カーピット　葛原店 サービス その他サービス 5%

208,455 福岡県 北九州市小倉南区 セルフ下石田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,456 福岡県 北九州市小倉南区 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ沼 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,457 福岡県 北九州市小倉南区 タカチホカメラ　北九大前店 小売業 その他小売 5%

208,458 福岡県 北九州市小倉南区 たなか動物病院 サービス その他サービス 5%

208,459 福岡県 北九州市小倉南区 Ｃｈａｍ 小売業 衣料品 5%

208,460 福岡県 北九州市小倉南区 ＣＨＩＬＬ サービス 理容・美容業 5%

208,461 福岡県 北九州市小倉南区 東龍軒空港通り店 サービス 飲食業 5%

208,462 福岡県 北九州市小倉南区 東龍軒湯川店 サービス 飲食業 5%

208,463 福岡県 北九州市小倉南区 セブン－イレブンＴＯＴＯ小倉第２工場新Ｅ棟店 小売業 食料品 2%

208,464 福岡県 北九州市小倉南区 ＤＯＧ　Ｓ　ＬＩＦＥ　ＳＵＰＰＯＲＴ サービス その他サービス 5%

208,465 福岡県 北九州市小倉南区 とみやま桜橋店 小売業 食料品 5%

208,466 福岡県 北九州市小倉南区 トヨタカローラ博多くさみ店 小売業 その他小売 5%

208,467 福岡県 北九州市小倉南区 トヨタ部品福岡共販小倉営業所 サービス その他サービス 5%

208,468 福岡県 北九州市小倉南区 トヨタレンタリース博多曽根店 サービス その他サービス 2%

208,469 福岡県 北九州市小倉南区 ドラッグ新生堂　横代 小売業 その他小売 5%

208,470 福岡県 北九州市小倉南区 ドラッグ新生堂　徳力南方店 小売業 その他小売 5%

208,471 福岡県 北九州市小倉南区 ｔｒｅｋ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

208,472 福岡県 北九州市小倉南区 呑喰里 どんぐり  下曽根居酒屋 呑喰里 サービス 飲食業 5%

208,473 福岡県 北九州市小倉南区 なにわ　朽網店 サービス 飲食業 5%

208,474 福岡県 北九州市小倉南区 なにわ　小倉東店 サービス 飲食業 5%

208,475 福岡県 北九州市小倉南区 なにわ　小倉南店 サービス 飲食業 5%

208,476 福岡県 北九州市小倉南区 南北堂 小売業 食料品 5%

208,477 福岡県 北九州市小倉南区 ニューヨークストア貫店 小売業 食料品 5%

208,478 福岡県 北九州市小倉南区 ｈｕｇ． 小売業 衣料品 5%

208,479 福岡県 北九州市小倉南区 パナライフおだ 小売業 電化製品 5%

208,480 福岡県 北九州市小倉南区 パナライフナカシマ 小売業 電化製品 5%

208,481 福岡県 北九州市小倉南区 パナライフまつおか 小売業 電化製品 5%

208,482 福岡県 北九州市小倉南区 パナランド　さやわき 小売業 電化製品 5%

208,483 福岡県 北九州市小倉南区 明屋書店　小倉曽根店 小売業 その他小売 5%

208,484 福岡県 北九州市小倉南区 明屋書店　小倉沼新町店 小売業 その他小売 5%

208,485 福岡県 北九州市小倉南区 明屋書店　小倉南店 小売業 その他小売 5%

208,486 福岡県 北九州市小倉南区 ＢＭＯ 小売業 衣料品 5%

208,487 福岡県 北九州市小倉南区 ＢＥ?ＳＱＵＡＲＥ サービス 理容・美容業 5%

208,488 福岡県 北九州市小倉南区 美容室ｓｅｌｅｓａ サービス 理容・美容業 5%
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208,489 福岡県 北九州市小倉南区 美容室ぷちはうす サービス 理容・美容業 5%

208,490 福岡県 北九州市小倉南区 美容室ミロワール サービス 理容・美容業 5%

208,491 福岡県 北九州市小倉南区 美容ピュア上曽根店 サービス 理容・美容業 5%

208,492 福岡県 北九州市小倉南区 Ｐｈｏｔｏｈｏｕｓｅ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

208,493 福岡県 北九州市小倉南区 ブックオフ葛原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

208,494 福岡県 北九州市小倉南区 ブックオフ守恒店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

208,495 福岡県 北九州市小倉南区 フランス菓子 ＥＲＩ 小売業 食料品 5%

208,496 福岡県 北九州市小倉南区 フルール 小売業 衣料品 5%

208,497 福岡県 北九州市小倉南区 古川デンキ 小売業 電化製品 5%

208,498 福岡県 北九州市小倉南区 ＰＬｒｅｖｅ サービス 理容・美容業 5%

208,499 福岡県 北九州市小倉南区 ｕｎａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

208,500 福岡県 北九州市小倉南区 Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＣＬＥＯ サービス 理容・美容業 5%

208,501 福岡県 北九州市小倉南区 平和モータース　曽根 サービス その他サービス 5%

208,502 福岡県 北九州市小倉南区 Ｗｈｅｅｌ　Ｇａｒａｇｅ　Ｓｐｅ 小売業 その他小売 5%

208,503 福岡県 北九州市小倉南区 マキシム　モール小倉店 サービス 理容・美容業 5%

208,504 福岡県 北九州市小倉南区 マキシム サンリブシティ小倉店 サービス その他サービス 5%

208,505 福岡県 北九州市小倉南区 マッハ車検小倉東インター店 サービス その他サービス 5%

208,506 福岡県 北九州市小倉南区 マッハステーション　小倉東インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,507 福岡県 北九州市小倉南区 ＭＡＨＯＧＡＮＹ ＯＦ ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

208,508 福岡県 北九州市小倉南区 三浦カイロ整体院 サービス その他サービス 5%

208,509 福岡県 北九州市小倉南区 ミナミ電器湯川店 小売業 電化製品 5%

208,510 福岡県 北九州市小倉南区 無法松　小倉南店 小売業 その他小売 5%

208,511 福岡県 北九州市小倉南区 無法松　徳吉店 小売業 その他小売 5%

208,512 福岡県 北九州市小倉南区 無法松　湯川店 小売業 その他小売 5%

208,513 福岡県 北九州市小倉南区 有限会社大喜 サービス その他サービス 5%

208,514 福岡県 北九州市小倉南区 有限会社高尾自動車 サービス その他サービス 5%

208,515 福岡県 北九州市小倉南区 株 ランドリープレス 企救丘店 サービス その他サービス 5%

208,516 福岡県 北九州市小倉南区 株 ランドリープレス 北方店 サービス その他サービス 5%

208,517 福岡県 北九州市小倉南区 リエジュ小倉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

208,518 福岡県 北九州市小倉南区 リサイクルブティックＭＩＬＫ 小売業 衣料品 5%

208,519 福岡県 北九州市小倉南区 Ｌｉｓｔａ守恒店【リスタ】 サービス 理容・美容業 5%

208,520 福岡県 北九州市小倉南区 リラクゼーションサロンｈｏｇｕｈｏｇ 下石田店 サービス その他サービス 5%

208,521 福岡県 北九州市小倉南区 リラクゼーションスポットリセッタ サービス 理容・美容業 5%

208,522 福岡県 北九州市小倉南区 Ｌｏｃａｌ６－ローカルシックス－ サービス 飲食業 5%

208,523 福岡県 北九州市小倉南区 ６５９リシェリエ　リジェイ　小倉サニーサイド 小売業 衣料品 5%

208,524 福岡県 北九州市戸畑区 赤から戸畑鞘ヶ谷店 サービス 飲食業 5%

208,525 福岡県 北九州市戸畑区 居酒屋ダイニング　波ＮＡＬＵ サービス 飲食業 5%

208,526 福岡県 北九州市戸畑区 出光ＢＩＧＯＮＥ中原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,527 福岡県 北九州市戸畑区 ＶＡＮＱＵＩＳＨ サービス 飲食業 5%

208,528 福岡県 北九州市戸畑区 尾池酒店 小売業 その他小売 5%

208,529 福岡県 北九州市戸畑区 オール電器 小売業 電化製品 5%

208,530 福岡県 北九州市戸畑区 株式会社青木自動車工場 サービス その他サービス 5%

4967



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

208,531 福岡県 北九州市戸畑区 株式会社エスタブリッシュ サービス その他サービス 5%

208,532 福岡県 北九州市戸畑区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋戸畑３号バイパス店 サービス 飲食業 2%

208,533 福岡県 北九州市戸畑区 くすりのフタバ 戸畑天籟寺店 小売業 その他小売 5%

208,534 福岡県 北九州市戸畑区 久米商會 小売業 その他小売 5%

208,535 福岡県 北九州市戸畑区 ココヘアーデザイン サービス 理容・美容業 5%

208,536 福岡県 北九州市戸畑区 小芝給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,537 福岡県 北九州市戸畑区 西城電機商会 小売業 電化製品 5%

208,538 福岡県 北九州市戸畑区 さかな市場　とばた海鮮 サービス 飲食業 5%

208,539 福岡県 北九州市戸畑区 生活彩家戸畑総合病院店 小売業 その他小売 2%

208,540 福岡県 北九州市戸畑区 セブン－イレブン戸畑沖台店 小売業 食料品 2%

208,541 福岡県 北九州市戸畑区 セブン－イレブン戸畑境川店 小売業 食料品 2%

208,542 福岡県 北九州市戸畑区 セブン－イレブン戸畑新池３丁目店 小売業 食料品 2%

208,543 福岡県 北九州市戸畑区 セブン－イレブン戸畑新池２丁目店 小売業 食料品 2%

208,544 福岡県 北九州市戸畑区 セブン－イレブン戸畑千防３丁目店 小売業 食料品 2%

208,545 福岡県 北九州市戸畑区 セブン－イレブン戸畑中原西１丁目店 小売業 食料品 2%

208,546 福岡県 北九州市戸畑区 セブン－イレブン戸畑中本町店 小売業 食料品 2%

208,547 福岡県 北九州市戸畑区 セブン－イレブン戸畑夜宮３丁目店 小売業 食料品 2%

208,548 福岡県 北九州市戸畑区 中村電機商会 小売業 電化製品 5%

208,549 福岡県 北九州市戸畑区 はらぐち酒店 小売業 食料品 5%

208,550 福岡県 北九州市戸畑区 ビストロオカジ サービス 飲食業 5%

208,551 福岡県 北九州市戸畑区 平山精肉店 小売業 食料品 5%

208,552 福岡県 北九州市戸畑区 フラワーハウスわたべ 小売業 その他小売 5%

208,553 福岡県 北九州市戸畑区 フランス菓子　ｍａ　ｃｈｅｒｉｅ 小売業 食料品 5%

208,554 福岡県 北九州市戸畑区 フランス屋 小売業 その他小売 5%

208,555 福岡県 北九州市戸畑区 Ｈａｉｒ ｍａｋｅ Ｎｏｖｅｌ ｈａｉｒ ｍａｋｅ ｎｏｖｅｌ サービス 理容・美容業 5%

208,556 福岡県 北九州市戸畑区 本格インド料理ミナ戸畑店 サービス 飲食業 5%

208,557 福岡県 北九州市戸畑区 マルハチ珈琲焙煎舎 サービス 飲食業 5%

208,558 福岡県 北九州市戸畑区 ミラク サービス 理容・美容業 5%

208,559 福岡県 北九州市戸畑区 武蔵 サービス 飲食業 5%

208,560 福岡県 北九州市戸畑区 武蔵 サービス 飲食業 5%

208,561 福岡県 北九州市戸畑区 ムラカミ電器 小売業 電化製品 5%

208,562 福岡県 北九州市戸畑区 メガネの栄心　戸畑鞘ヶ谷店 小売業 その他小売 5%

208,563 福岡県 北九州市戸畑区 焼きとり鳥武 サービス 飲食業 5%

208,564 福岡県 北九州市戸畑区 洋菓子のミロ 小売業 食料品 5%

208,565 福岡県 北九州市戸畑区 株　ランドリープレス　戸畑スペース サービス その他サービス 5%

208,566 福岡県 北九州市戸畑区 ＬＩＮＯ　ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

208,567 福岡県 北九州市門司区 ＡＲＴＫ 小売業 その他小売 5%

208,568 福岡県 北九州市門司区 出光Ｂ・ＳＰＯＴ関門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,569 福岡県 北九州市門司区 出光ＭＥＤＩＣ２０２ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,570 福岡県 北九州市門司区 癒し処　小料理　もも サービス 飲食業 5%

208,571 福岡県 北九州市門司区 癒し処 小料理もも サービス 飲食業 5%

208,572 福岡県 北九州市門司区 Ｖｉｅ　ｈｉｒｏｎｄｅｌｌｅ 小売業 その他小売 5%
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208,573 福岡県 北九州市門司区 うどん桃太郎 門司店 サービス 飲食業 5%

208,574 福岡県 北九州市門司区 ＡＬＷＡＹＳ サービス 飲食業 5%

208,575 福岡県 北九州市門司区 オガタ電機レコード店 小売業 電化製品 5%

208,576 福岡県 北九州市門司区 鶏料理お福門司本店 サービス 飲食業 5%

208,577 福岡県 北九州市門司区 カシャッと舎 サービス その他サービス 5%

208,578 福岡県 北九州市門司区 菓匠　せのお サービス 飲食業 5%

208,579 福岡県 北九州市門司区 Ｃａｆｅ　ｄｅ　Ｂｒｉｑｕｅ サービス 飲食業 5%

208,580 福岡県 北九州市門司区 株式会社タカハシ 小売業 その他小売 5%

208,581 福岡県 北九州市門司区 カラオケ ミオ サービス その他サービス 5%

208,582 福岡県 北九州市門司区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋門司駅前店 サービス 飲食業 2%

208,583 福岡県 北九州市門司区 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｐｏｐｐｏ サービス 飲食業 5%

208,584 福岡県 北九州市門司区 Ｇａｌｌｅｒｙｅｋｔａｗｉｄｏ 小売業 衣料品 5%

208,585 福岡県 北九州市門司区 京寿司宅配 サービス 飲食業 5%

208,586 福岡県 北九州市門司区 京寿司門司店 サービス 飲食業 5%

208,587 福岡県 北九州市門司区 グッデイ　門司店 小売業 その他小売 5%

208,588 福岡県 北九州市門司区 ケイ エヌガレージ 小売業 その他小売 5%

208,589 福岡県 北九州市門司区 ココカラ門司店 サービス 飲食業 5%

208,590 福岡県 北九州市門司区 ゴルフショップヤマシタ　ゴルフショップヤマシタ 小売業 その他小売 5%

208,591 福岡県 北九州市門司区 酒の阿波屋 小売業 その他小売 5%

208,592 福岡県 北九州市門司区 志げる サービス 飲食業 5%

208,593 福岡県 北九州市門司区 地鶏と地魚の店　家路 サービス 飲食業 5%

208,594 福岡県 北九州市門司区 メープル 小売業 衣料品 5%

208,595 福岡県 北九州市門司区 手芸マキ　門司店 小売業 その他小売 5%

208,596 福岡県 北九州市門司区 旬魚彩菜あお木 サービス 飲食業 5%

208,597 福岡県 北九州市門司区 新栄無線 小売業 電化製品 5%

208,598 福岡県 北九州市門司区 セブン－イレブン新門司インター店 小売業 食料品 2%

208,599 福岡県 北九州市門司区 セブン－イレブン新門司北１丁目店 小売業 食料品 2%

208,600 福岡県 北九州市門司区 西部オート整備販売（株）　ＯＮＩＸ門司 サービス その他サービス 5%

208,601 福岡県 北九州市門司区 ソエルテ会館 サービス その他サービス 5%

208,602 福岡県 北九州市門司区 大平山門司港本店 サービス 飲食業 5%

208,603 福岡県 北九州市門司区 大里薬局 小売業 その他小売 5%

208,604 福岡県 北九州市門司区 たかす電化 小売業 電化製品 5%

208,605 福岡県 北九州市門司区 高田サイクル商会 小売業 その他小売 5%

208,606 福岡県 北九州市門司区 竹原電機商会 小売業 電化製品 5%

208,607 福岡県 北九州市門司区 Ｃｈｅｅｓｅ サービス 飲食業 5%

208,608 福岡県 北九州市門司区 ティールームセンガク サービス 飲食業 5%

208,609 福岡県 北九州市門司区 東龍軒大里店 サービス 飲食業 5%

208,610 福岡県 北九州市門司区 とみやま東町店 小売業 食料品 5%

208,611 福岡県 北九州市門司区 トヨタカローラ博多小森江店 小売業 その他小売 5%

208,612 福岡県 北九州市門司区 なにわ　門司店 サービス 飲食業 5%

208,613 福岡県 北九州市門司区 ニューヨークストアとみやま門司店 小売業 食料品 5%

208,614 福岡県 北九州市門司区 ネイブル門司店 小売業 衣料品 5%
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208,615 福岡県 北九州市門司区 パティスリーシャイン サービス 飲食業 5%

208,616 福岡県 北九州市門司区 はなｔｏうみ サービス 飲食業 5%

208,617 福岡県 北九州市門司区 パナプラザ　門司港店 小売業 電化製品 5%

208,618 福岡県 北九州市門司区 なかがわ 小売業 電化製品 5%

208,619 福岡県 北九州市門司区 ｈａｌｏ【ハロ】 サービス 理容・美容業 5%

208,620 福岡県 北九州市門司区 陽のあたる場所 サービス 飲食業 5%

208,621 福岡県 北九州市門司区 Ｖｉｅ　ｈｉｒｏｎｄｅｌｌｅロケ サービス その他サービス 5%

208,622 福岡県 北九州市門司区 ＦＵＫＵＯＫＡ門司港ステイ サービス 宿泊業 5%

208,623 福岡県 北九州市門司区 ぶぜん サービス 飲食業 5%

208,624 福岡県 北九州市門司区 ＦＲＥＥＤＯＭ 小売業 その他小売 5%

208,625 福岡県 北九州市門司区 ヘアーライズ　タナカ サービス 理容・美容業 5%

208,626 福岡県 北九州市門司区 梅園　本店 小売業 食料品 5%

208,627 福岡県 北九州市門司区 ＭＩＳＨＡ サービス 理容・美容業 5%

208,628 福岡県 北九州市門司区 Ｍｉｔｓｕｂａｃｈｉ　Ｃｕｒｒｙ　ミツバチカレー サービス 飲食業 5%

208,629 福岡県 北九州市門司区 無法松　門司港店 小売業 その他小売 5%

208,630 福岡県 北九州市門司区 セブン－イレブン門司稲積店 小売業 食料品 2%

208,631 福岡県 北九州市門司区 セブン－イレブン門司片上海岸店 小売業 食料品 2%

208,632 福岡県 北九州市門司区 セブン－イレブン門司吉志１丁目店 小売業 食料品 2%

208,633 福岡県 北九州市門司区 セブン－イレブン門司吉志店 小売業 食料品 2%

208,634 福岡県 北九州市門司区 セブン－イレブン門司吉志２丁目店 小売業 食料品 2%

208,635 福岡県 北九州市門司区 株式会社門司倶楽部 サービス 飲食業 5%

208,636 福岡県 北九州市門司区 梅園　門司港店 小売業 食料品 5%

208,637 福岡県 北九州市門司区 セブン－イレブン門司港松本店 小売業 食料品 2%

208,638 福岡県 北九州市門司区 セブン－イレブン門司大里戸ノ上１丁目店 小売業 食料品 2%

208,639 福岡県 北九州市門司区 セブン－イレブン門司高田店 小売業 食料品 2%

208,640 福岡県 北九州市門司区 セブン－イレブン門司田野浦店 小売業 食料品 2%

208,641 福岡県 北九州市門司区 セブン－イレブン門司永黒２丁目店 小売業 食料品 2%

208,642 福岡県 北九州市門司区 セブン－イレブン門司中二十町店 小売業 食料品 2%

208,643 福岡県 北九州市門司区 セブン－イレブン門司原町別院店 小売業 食料品 2%

208,644 福岡県 北九州市門司区 セブン－イレブン門司東新町１丁目店 小売業 食料品 2%

208,645 福岡県 北九州市門司区 セブン－イレブン門司東門司２丁目店 小売業 食料品 2%

208,646 福岡県 北九州市門司区 セブン－イレブン門司丸山店 小売業 食料品 2%

208,647 福岡県 北九州市門司区 焼鳥はらちゃん サービス 飲食業 5%

208,648 福岡県 北九州市門司区 山田芳太郎酒店 小売業 食料品 5%

208,649 福岡県 北九州市門司区 有限会社古賀文具店 小売業 その他小売 5%

208,650 福岡県 北九州市門司区 有限会社岩田石材工業 サービス その他サービス 5%

208,651 福岡県 北九州市門司区 ランド　ホー　ハミルトン専門店ランドホー 小売業 その他小売 5%

208,652 福岡県 北九州市門司区 リズ・トーチク戸ノ上店 小売業 電化製品 5%

208,653 福岡県 北九州市門司区 ルネ　ファム 小売業 衣料品 5%

208,654 福岡県 北九州市門司区 和田電気商会 小売業 電化製品 5%

208,655 福岡県 北九州市八幡西区 Ｒ Ｍヤマナカ Ｒ Ｍヤマナカ 小売業 その他小売 5%

208,656 福岡県 北九州市八幡西区 アイボックス折尾店 サービス 飲食業 5%
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208,657 福岡県 北九州市八幡西区 あいメガネ 小売業 その他小売 5%

208,658 福岡県 北九州市八幡西区 アイリー サービス その他サービス 5%

208,659 福岡県 北九州市八幡西区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｈｒｏｍａ黒崎 サービス 理容・美容業 5%

208,660 福岡県 北九州市八幡西区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ａｇｏｇ【アゴーグ】 サービス 理容・美容業 5%

208,661 福岡県 北九州市八幡西区 アジアンヒーリングマッサージ蓮 サービス その他サービス 5%

208,662 福岡県 北九州市八幡西区 古民家カフェスペースアジト サービス その他サービス 5%

208,663 福岡県 北九州市八幡西区 ＡＴ　ＥＡＳＥ 小売業 家具・調度品 5%

208,664 福岡県 北九州市八幡西区 炙り炭焼　ステーキ居酒屋ちたま　炙り炭焼　ステーキ居酒屋ちたま サービス 飲食業 5%

208,665 福岡県 北九州市八幡西区 あぷろ黒崎店 サービス 飲食業 5%

208,666 福岡県 北九州市八幡西区 ＆Ｙ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

208,667 福岡県 北九州市八幡西区 ａｎｂｉｆｉｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

208,668 福岡県 北九州市八幡西区 ＡＭＰＨＩＢＩＡ　ＡＭＰＨＩＢＩＡ サービス その他サービス 5%

208,669 福岡県 北九州市八幡西区 ＥＣＣジュニア上津役教室 サービス その他サービス 5%

208,670 福岡県 北九州市八幡西区 居酒屋　丸 サービス 飲食業 5%

208,671 福岡県 北九州市八幡西区 居酒屋 キセキ サービス 飲食業 5%

208,672 福岡県 北九州市八幡西区 犬とくらす株式会社 サービス その他サービス 5%

208,673 福岡県 北九州市八幡西区 ＶＡＲＡ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

208,674 福岡県 北九州市八幡西区 空木のこかげ サービス 飲食業 5%

208,675 福岡県 北九州市八幡西区 うわさの黒鉄 サービス 飲食業 5%

208,676 福岡県 北九州市八幡西区 エコモール三ヶ森店 小売業 その他小売 5%

208,677 福岡県 北九州市八幡西区 エステティックサロンココチ サービス その他サービス 5%

208,678 福岡県 北九州市八幡西区 江藤電器商会 小売業 電化製品 5%

208,679 福岡県 北九州市八幡西区 ｅｌｓｏｌ サービス 理容・美容業 5%

208,680 福岡県 北九州市八幡西区 オキシーグレイス黒崎店 サービス 理容・美容業 5%

208,681 福岡県 北九州市八幡西区 折尾ボクシングジム サービス その他サービス 5%

208,682 福岡県 北九州市八幡西区 オリックスレンタカー黒崎駅前店 サービス その他サービス 2%

208,683 福岡県 北九州市八幡西区 オリックスレンタカー八幡インター店 サービス その他サービス 2%

208,684 福岡県 北九州市八幡西区 カーサ　ＫＩＴＣＨＥＮ サービス 理容・美容業 5%

208,685 福岡県 北九州市八幡西区 隠れ家Ｄｉｎｉｎｇ慶 サービス 飲食業 5%

208,686 福岡県 北九州市八幡西区 焼鳥居酒屋　かちかち山　黒崎店 サービス 飲食業 5%

208,687 福岡県 北九州市八幡西区 カフェ　はこさかそ サービス 飲食業 5%

208,688 福岡県 北九州市八幡西区 Ｃａｆｅ ｓｍｉｌｅ ｋｏｒａｔ サービス 飲食業 5%

208,689 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社　須原建材 サービス その他サービス 5%

208,690 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社キュースタ ｅ?ａｃｃｅ 小売業 衣料品 5%

208,691 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社九州男 魚処くすお サービス 飲食業 5%

208,692 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社サンハート サービス その他サービス 5%

208,693 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ハチハチ化学　ハチハチショップ 小売業 その他小売 5%

208,694 福岡県 北九州市八幡西区 からだ回復センター八幡西 サービス 理容・美容業 5%

208,695 福岡県 北九州市八幡西区 韓ＦＵｌｌ　カラフル サービス 飲食業 5%

208,696 福岡県 北九州市八幡西区 カルビッシュ　折尾店 サービス 飲食業 5%

208,697 福岡県 北九州市八幡西区 カルペディエム　ヘアサロン サービス 理容・美容業 5%

208,698 福岡県 北九州市八幡西区 Ｃａｌｒｏｔｔａ サービス 飲食業 5%
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208,699 福岡県 北九州市八幡西区 カレー居酒屋エンフク サービス 飲食業 5%

208,700 福岡県 北九州市八幡西区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋黒崎ＪＲ駅前店 サービス 飲食業 2%

208,701 福岡県 北九州市八幡西区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋千代ヶ崎店 サービス 飲食業 2%

208,702 福岡県 北九州市八幡西区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋八幡西区三ヶ森店 サービス 飲食業 2%

208,703 福岡県 北九州市八幡西区 官兵衛 サービス 飲食業 5%

208,704 福岡県 北九州市八幡西区 きねや菓子店 小売業 食料品 5%

208,705 福岡県 北九州市八幡西区 牛角永犬丸店 サービス 飲食業 2%

208,706 福岡県 北九州市八幡西区 京寿司本城店 サービス 飲食業 5%

208,707 福岡県 北九州市八幡西区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ黒崎店 小売業 その他小売 5%

208,708 福岡県 北九州市八幡西区 食いもんや　ＨＡＭＡ サービス 飲食業 5%

208,709 福岡県 北九州市八幡西区 ＧＯＯＭＲＯＯＭ 小売業 その他小売 5%

208,710 福岡県 北九州市八幡西区 久喜町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,711 福岡県 北九州市八幡西区 焼鳥　くしろく サービス 飲食業 5%

208,712 福岡県 北九州市八幡西区 グッデイ　八幡西店 小売業 その他小売 5%

208,713 福岡県 北九州市八幡西区 ｇｌａｓｓｙ サービス 理容・美容業 5%

208,714 福岡県 北九州市八幡西区 喰らっと サービス 飲食業 5%

208,715 福岡県 北九州市八幡西区 蔵ハウス　八幡西店 小売業 家具・調度品 5%

208,716 福岡県 北九州市八幡西区 ｇｒｅｅｎｒｏｏｍ サービス 飲食業 5%

208,717 福岡県 北九州市八幡西区 黒うさぎ サービス 飲食業 5%

208,718 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン黒崎コムシティ店 小売業 食料品 2%

208,719 福岡県 北九州市八幡西区 黒崎花の店コーヤ 小売業 その他小売 5%

208,720 福岡県 北九州市八幡西区 黒船　黒崎店 サービス 飲食業 5%

208,721 福岡県 北九州市八幡西区 Ｋ　ＡＮＤ　Ｍ株式会社ＣＨＩＣＣＡ　ＣＨＩＣＣＡ サービス 理容・美容業 5%

208,722 福岡県 北九州市八幡西区 Ｋ ＡＮＤ Ｍ株式会社Ｂｅａｕｔｙ?Ｓｑｕａｒｅ Ｂｅａｕｔｙ?Ｓｑｕａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

208,723 福岡県 北九州市八幡西区 Ｋ　ＡＮＤ　Ｍ株式会社ｈａｉｒ　ａｎｄ　ｍａｋｅ　ｂｉｓ　イオンモール八幡東店　イオンモール八幡東店 サービス 理容・美容業 5%

208,724 福岡県 北九州市八幡西区 Ｋ　ＡＮＤ　Ｍ株式会社ｈａｉｒ　ａｎｄ　ｍａｋｅ　ｂｉｓ　イオンモール直方店　イオンモール直方店 サービス 理容・美容業 5%

208,725 福岡県 北九州市八幡西区 ＫＳｔｙｌｅ渡邊ケイ子 サービス その他サービス 5%

208,726 福岡県 北九州市八幡西区 健 サービス 飲食業 5%

208,727 福岡県 北九州市八幡西区 ＣｏｃｏＡｎｇｅ　福津店 サービス 理容・美容業 5%

208,728 福岡県 北九州市八幡西区 花と雑貨の店Ｃｏｂｉｔｏｎｏｉｅ 小売業 その他小売 5%

208,729 福岡県 北九州市八幡西区 小嶺ゴルフアカデミー サービス その他サービス 5%

208,730 福岡県 北九州市八幡西区 コラーゲン処（ラボ）なかしまくしのすけ折尾店 サービス 飲食業 5%

208,731 福岡県 北九州市八幡西区 コリアンダイニングガラヒ サービス 飲食業 5%

208,732 福岡県 北九州市八幡西区 ゴリラパーク香月給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,733 福岡県 北九州市八幡西区 ゴルフパートナー八幡あいおい店 小売業 その他小売 2%

208,734 福岡県 北九州市八幡西区 レストランリンドマール サービス 飲食業 5%

208,735 福岡県 北九州市八幡西区 西部ガスリビングメイト　折尾店 小売業 その他小売 5%

208,736 福岡県 北九州市八幡西区 西部ガスリビングメイト　八幡南店 小売業 その他小売 5%

208,737 福岡県 北九州市八幡西区 さうんどぷるーふ　八幡店 サービス その他サービス 5%

208,738 福岡県 北九州市八幡西区 ザザホラヤ　クロサキメイト店 小売業 衣料品 5%

208,739 福岡県 北九州市八幡西区 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

208,740 福岡県 北九州市八幡西区 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｌｕｘａｇｅ【サロン　ド　ラクサージュ】 サービス 理容・美容業 5%
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208,741 福岡県 北九州市八幡西区 Ｓａｌｏｎ　Ｌａｐｉｓ サービス 理容・美容業 5%

208,742 福岡県 北九州市八幡西区 Ｓａｌｏｎｄｅｍｅｄｅｌｌｕ サービス 理容・美容業 5%

208,743 福岡県 北九州市八幡西区 ＳａｌｏｎｄｅＬｅｃｉｅｌサロンドルシェル サービス 理容・美容業 5%

208,744 福岡県 北九州市八幡西区 さんえい電気 小売業 電化製品 5%

208,745 福岡県 北九州市八幡西区 餐炊惣楽 サービス 飲食業 5%

208,746 福岡県 北九州市八幡西区 ｃｈｅｚ　ｐｏｉｎｔ サービス 飲食業 5%

208,747 福岡県 北九州市八幡西区 ジェームル・タン 小売業 その他小売 5%

208,748 福岡県 北九州市八幡西区 篠原動物病院 サービス その他サービス 5%

208,749 福岡県 北九州市八幡西区 しばぱん 小売業 食料品 5%

208,750 福岡県 北九州市八幡西区 Ｊａｎｎａ サービス 理容・美容業 5%

208,751 福岡県 北九州市八幡西区 樹会和３ 小売業 衣料品 5%

208,752 福岡県 北九州市八幡西区 樹会和２ 小売業 衣料品 5%

208,753 福岡県 北九州市八幡西区 樹会和１ 小売業 衣料品 5%

208,754 福岡県 北九州市八幡西区 白石書店Ｓ?ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

208,755 福岡県 北九州市八幡西区 新生堂薬局 永犬丸店 小売業 その他小売 5%

208,756 福岡県 北九州市八幡西区 陣原クリーニング サービス その他サービス 5%

208,757 福岡県 北九州市八幡西区 スクールショップヨシオカ株式会社 小売業 衣料品 5%

208,758 福岡県 北九州市八幡西区 鮨吉祥 サービス 飲食業 5%

208,759 福岡県 北九州市八幡西区 ＳＴＡＲＧＡＴＥ サービス その他サービス 5%

208,760 福岡県 北九州市八幡西区 スタジオめもりあ サービス その他サービス 5%

208,761 福岡県 北九州市八幡西区 スナック　喫茶　縁　えにし サービス 飲食業 5%

208,762 福岡県 北九州市八幡西区 スナック　ゆうこ サービス 飲食業 5%

208,763 福岡県 北九州市八幡西区 炭火焼鳥　せんど サービス 飲食業 5%

208,764 福岡県 北九州市八幡西区 炭火焼鳥せんど° サービス 飲食業 5%

208,765 福岡県 北九州市八幡西区 Ｄｉｍｐｌｅ＊ 小売業 家具・調度品 5%

208,766 福岡県 北九州市八幡西区 せいじ電器北九州 小売業 電化製品 5%

208,767 福岡県 北九州市八幡西区 セルフ永犬丸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,768 福岡県 北九州市八幡西区 セルフ引野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,769 福岡県 北九州市八幡西区 セルフ本城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,770 福岡県 北九州市八幡西区 第一教材株式会社　本社 小売業 その他小売 5%

208,771 福岡県 北九州市八幡西区 ｄｉｎｉｎｇ和 サービス 飲食業 5%

208,772 福岡県 北九州市八幡西区 タカチホカメラ　黒崎店 小売業 その他小売 5%

208,773 福岡県 北九州市八幡西区 タカチホカメラ　上津役店 小売業 その他小売 5%

208,774 福岡県 北九州市八幡西区 タカチホカメラ　本城店 小売業 その他小売 5%

208,775 福岡県 北九州市八幡西区 宅配ネットワーク八幡　車両 小売業 その他小売 5%

208,776 福岡県 北九州市八幡西区 たけみや 小売業 その他小売 5%

208,777 福岡県 北九州市八幡西区 ダスキンビッグワン サービス その他サービス 2%

208,778 福岡県 北九州市八幡西区 ＳＡＬＯＮＤＥＬａｖｉｅ サービス 理容・美容業 5%

208,779 福岡県 北九州市八幡西区 たまちゃん食堂 サービス 飲食業 5%

208,780 福岡県 北九州市八幡西区 田丸米穀店 小売業 食料品 5%

208,781 福岡県 北九州市八幡西区 つり具ワールド 八幡西店 小売業 その他小売 5%

208,782 福岡県 北九州市八幡西区 （有）ティー・ゼアー　Ｃａｌｍｎ 小売業 衣料品 5%
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208,783 福岡県 北九州市八幡西区 （有）ティー・ゼアー　ＥＣＲＵ　ＤＥ　ＮＩＭＥＳ 小売業 衣料品 5%

208,784 福岡県 北九州市八幡西区 てらい電器 小売業 電化製品 5%

208,785 福岡県 北九州市八幡西区 ＴＥＲＲＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

208,786 福岡県 北九州市八幡西区 東龍軒　青山店 サービス 飲食業 5%

208,787 福岡県 北九州市八幡西区 東龍軒陣原店 サービス 飲食業 5%

208,788 福岡県 北九州市八幡西区 東龍軒則松店 サービス 飲食業 5%

208,789 福岡県 北九州市八幡西区 東龍軒本城店 サービス 飲食業 5%

208,790 福岡県 北九州市八幡西区 トヨタカローラ博多　スカイタワー則松店 小売業 その他小売 5%

208,791 福岡県 北九州市八幡西区 トヨタカローラ博多永犬丸マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

208,792 福岡県 北九州市八幡西区 トヨタ部品福岡共販八幡営業所 サービス その他サービス 5%

208,793 福岡県 北九州市八幡西区 トヨタレンタリース博多永犬丸店 サービス その他サービス 2%

208,794 福岡県 北九州市八幡西区 トヨタレンタリース博多本城店 サービス その他サービス 2%

208,795 福岡県 北九州市八幡西区 トヨタレンタリース博多八幡西店 サービス その他サービス 2%

208,796 福岡県 北九州市八幡西区 永若 サービス 飲食業 5%

208,797 福岡県 北九州市八幡西区 肉バルロッソ　黒崎店 サービス 飲食業 5%

208,798 福岡県 北九州市八幡西区 ニッカホーム　八幡営業所 サービス その他サービス 5%

208,799 福岡県 北九州市八幡西区 日本習字黒崎駅前校 サービス その他サービス 5%

208,800 福岡県 北九州市八幡西区 ＮＥＷ　ＮＯＶＡ 小売業 衣料品 5%

208,801 福岡県 北九州市八幡西区 Ｎａｉｌ＆ＢｅａｕｔｙＭｏｒｅＬｉｂｂｏｎ サービス 理容・美容業 5%

208,802 福岡県 北九州市八幡西区 ｎａｉｌｓａｌｏｎＨＡＲＵＩＲＯ．． サービス 理容・美容業 5%

208,803 福岡県 北九州市八幡西区 ｎａｉｌｓａｌｏｎＬｕｎａ サービス 理容・美容業 5%

208,804 福岡県 北九州市八幡西区 のだや電器 小売業 電化製品 5%

208,805 福岡県 北九州市八幡西区 ＢａｒｂｅｒＣａｄｅｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

208,806 福岡県 北九州市八幡西区 ハーベスト治療院 サービス その他サービス 5%

208,807 福岡県 北九州市八幡西区 ハチハチショップ 小売業 その他小売 5%

208,808 福岡県 北九州市八幡西区 花日和 小売業 その他小売 5%

208,809 福岡県 北九州市八幡西区 パナプラザ　カンタケ店 小売業 電化製品 5%

208,810 福岡県 北九州市八幡西区 パナプラザやまむら 小売業 電化製品 5%

208,811 福岡県 北九州市八幡西区 パナライフ　なか島 小売業 電化製品 5%

208,812 福岡県 北九州市八幡西区 パナライフにしだ 小売業 電化製品 5%

208,813 福岡県 北九州市八幡西区 パナライフにしやま 小売業 電化製品 5%

208,814 福岡県 北九州市八幡西区 パナライフ　ユニオン 小売業 電化製品 5%

208,815 福岡県 北九州市八幡西区 ＢＳ企画 小売業 食料品 5%

208,816 福岡県 北九州市八幡西区 ヒーリングスペースＣＯＣＯＲＥ サービス その他サービス 5%

208,817 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社色彩膳 サービス 飲食業 5%

208,818 福岡県 北九州市八幡西区 美容室ＴＩＭＥ サービス 理容・美容業 5%

208,819 福岡県 北九州市八幡西区 美容室ＴＩＭＥ サービス 理容・美容業 5%

208,820 福岡県 北九州市八幡西区 美容ピュア　真名子店 サービス その他サービス 5%

208,821 福岡県 北九州市八幡西区 ＰＩＮＫ　ＧＡＲＮＥＴ サービス 理容・美容業 5%

208,822 福岡県 北九州市八幡西区 ファッションウィッグトモ 小売業 衣料品 5%

208,823 福岡県 北九州市八幡西区 ファンファン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

208,824 福岡県 北九州市八幡西区 ブーランジェリーグルマン サービス 飲食業 5%
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208,825 福岡県 北九州市八幡西区 ふじいち サービス 飲食業 5%

208,826 福岡県 北九州市八幡西区 ＢＯＯＫＯＦＦ 永犬丸店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

208,827 福岡県 北九州市八幡西区 ブックオフ相生店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

208,828 福岡県 北九州市八幡西区 ブックオフ力丸店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

208,829 福岡県 北九州市八幡西区 Ｂｒｉｄｅｓ サービス 理容・美容業 5%

208,830 福岡県 北九州市八幡西区 ＢｒｉｇｈｔＨｅａｒｔ サービス その他サービス 5%

208,831 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社ブラザー黒崎 小売業 電化製品 5%

208,832 福岡県 北九州市八幡西区 プラスエフ サービス 飲食業 5%

208,833 福岡県 北九州市八幡西区 Ｂｒａｖｏ！ サービス 飲食業 5%

208,834 福岡県 北九州市八幡西区 ＦＬＥＵＲ　ＤＥ　ＳＵＣＲＥ 小売業 食料品 5%

208,835 福岡県 北九州市八幡西区 プルドゥ 小売業 衣料品 5%

208,836 福岡県 北九州市八幡西区 Ｂｌａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

208,837 福岡県 北九州市八幡西区 ｈａｉｒ　ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｈｉｇｈ－Ｓｔａｎｄａｒｄ　【ハイスタンダード】 サービス 理容・美容業 5%

208,838 福岡県 北九州市八幡西区 ヘアースタジオライト サービス 理容・美容業 5%

208,839 福岡県 北九州市八幡西区 ヘアーＦ サービス 理容・美容業 5%

208,840 福岡県 北九州市八幡西区 ＨａｉｒＳｐａｃｅＣｒｉｓｔａｌ サービス 理容・美容業 5%

208,841 福岡県 北九州市八幡西区 ヘアーメイク　コルココル サービス 理容・美容業 5%

208,842 福岡県 北九州市八幡西区 ＨＡＩＲ?ＭＡＫＥ?ＢＡＲＮ サービス 理容・美容業 5%

208,843 福岡県 北九州市八幡西区 ヘアサロンレブン サービス 理容・美容業 5%

208,844 福岡県 北九州市八幡西区 ＢＯＤＹＳＴＯＩＣ北九州 サービス その他サービス 5%

208,845 福岡県 北九州市八幡西区 ポプラ八幡黒崎２丁目店 小売業 その他小売 2%

208,846 福岡県 北九州市八幡西区 ホルモンとワイン　焼肉　八孝 サービス 飲食業 5%

208,847 福岡県 北九州市八幡西区 本格インド料理ミナ則松店 サービス 飲食業 5%

208,848 福岡県 北九州市八幡西区 本城ぷりん 小売業 食料品 5%

208,849 福岡県 北九州市八幡西区 まいにちパン 小売業 食料品 5%

208,850 福岡県 北九州市八幡西区 マダムヴェール サービス その他サービス 5%

208,851 福岡県 北九州市八幡西区 町上津役の美容室 サービス 理容・美容業 5%

208,852 福岡県 北九州市八幡西区 まちでん 小売業 電化製品 5%

208,853 福岡県 北九州市八幡西区 ママイクコ　折尾 小売業 その他小売 5%

208,854 福岡県 北九州市八幡西区 マルショク　エル上津役店 小売業 食料品 5%

208,855 福岡県 北九州市八幡西区 まるまんフィオーレ　サンリブ店 小売業 その他小売 5%

208,856 福岡県 北九州市八幡西区 ＭＡＵＲＵＲＵ　【マルル】 サービス 理容・美容業 5%

208,857 福岡県 北九州市八幡西区 マンガ倉庫　本城店 小売業 その他小売 5%

208,858 福岡県 北九州市八幡西区 三羽根（株）　アウトレット家具や姫 小売業 家具・調度品 5%

208,859 福岡県 北九州市八幡西区 みつぼしクリーン サービス その他サービス 5%

208,860 福岡県 北九州市八幡西区 ミユキヘアカンパニーＢＡ サービス 理容・美容業 5%

208,861 福岡県 北九州市八幡西区 Ｍｉｏ ｓ ｙｏｇａ ｃｉｒｃｌｅ Ｍｉｏ ｓ ｙｏｇａ ｃｉｒｃｌｅ サービス その他サービス 5%

208,862 福岡県 北九州市八幡西区 ｍｉｌｋ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

208,863 福岡県 北九州市八幡西区 無法松　馬場山店 小売業 その他小売 5%

208,864 福岡県 北九州市八幡西区 無法松　八幡店 小売業 その他小売 5%

208,865 福岡県 北九州市八幡西区 明治牛乳大平台販売所 小売業 食料品 5%

208,866 福岡県 北九州市八幡西区 もちっこ 小売業 食料品 5%
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208,867 福岡県 北九州市八幡西区 森どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

208,868 福岡県 北九州市八幡西区 焼鳥　とまり木 サービス 飲食業 5%

208,869 福岡県 北九州市八幡西区 焼鳥　丸ちゃん　熊手店 サービス 飲食業 5%

208,870 福岡県 北九州市八幡西区 焼き鳥居酒屋とり健黒崎店 サービス 飲食業 5%

208,871 福岡県 北九州市八幡西区 焼鳥まっすぐ サービス 飲食業 5%

208,872 福岡県 北九州市八幡西区 やさいキッチンＢＲＯＣＣＯ サービス 飲食業 5%

208,873 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡青山２丁目店 小売業 食料品 2%

208,874 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡浅川１丁目店 小売業 食料品 2%

208,875 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡穴生１丁目店 小売業 食料品 2%

208,876 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡池田１丁目店 小売業 食料品 2%

208,877 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡上ノ原店 小売業 食料品 2%

208,878 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡大浦１丁目店 小売業 食料品 2%

208,879 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡大平１丁目店 小売業 食料品 2%

208,880 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡御開３丁目店 小売業 食料品 2%

208,881 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡吉祥寺町店 小売業 食料品 2%

208,882 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡楠木店 小売業 食料品 2%

208,883 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡楠橋南１丁目店 小売業 食料品 2%

208,884 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡熊手２丁目店 小売業 食料品 2%

208,885 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡光明２丁目店 小売業 食料品 2%

208,886 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡小鷺田店 小売業 食料品 2%

208,887 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡木屋瀬店 小売業 食料品 2%

208,888 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡三ケ森店 小売業 食料品 2%

208,889 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡三ケ森電停前店 小売業 食料品 2%

208,890 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡清納店 小売業 食料品 2%

208,891 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡高江店 小売業 食料品 2%

208,892 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡鷹の巣３丁目店 小売業 食料品 2%

208,893 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡友田１丁目店 小売業 食料品 2%

208,894 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡鳴水店 小売業 食料品 2%

208,895 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡西曲里町店 小売業 食料品 2%

208,896 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡野面店 小売業 食料品 2%

208,897 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡則松３丁目店 小売業 食料品 2%

208,898 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡則松６丁目店 小売業 食料品 2%

208,899 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡引野店 小売業 食料品 2%

208,900 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡ひびき店 小売業 食料品 2%

208,901 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡星ケ丘店 小売業 食料品 2%

208,902 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡本城１丁目店 小売業 食料品 2%

208,903 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡本城店 小売業 食料品 2%

208,904 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡町上津役西３丁目店 小売業 食料品 2%

208,905 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡力丸店 小売業 食料品 2%

208,906 福岡県 北九州市八幡西区 セブン－イレブン八幡割子川２丁目店 小売業 食料品 2%

208,907 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社 明治堂薬局 小売業 その他小売 5%

208,908 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社日光自動車整備工場 サービス その他サービス 5%
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208,909 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社守田パーツ商会 小売業 その他小売 5%

208,910 福岡県 北九州市八幡西区 夢の季　浅川店 サービス その他サービス 5%

208,911 福岡県 北九州市八幡西区 ラーメン一発 小売業 食料品 5%

208,912 福岡県 北九州市八幡西区 株 ランドリープレス 北九州工場店 サービス その他サービス 5%

208,913 福岡県 北九州市八幡西区 株 ランドリープレス 山手通り サービス その他サービス 5%

208,914 福岡県 北九州市八幡西区 リストランテ　アンジェロ サービス 飲食業 5%

208,915 福岡県 北九州市八幡西区 Ｌｉｖｉｎｇｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

208,916 福岡県 北九州市八幡西区 リユース９６ 小売業 その他小売 5%

208,917 福岡県 北九州市八幡西区 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　凪 サービス その他サービス 5%

208,918 福岡県 北九州市八幡西区 リンパサロンｎｉｃｏｒｉ サービス 理容・美容業 5%

208,919 福岡県 北九州市八幡西区 Ｌｕｃｃｉ サービス 運輸業 5%

208,920 福岡県 北九州市八幡西区 Ｌｕｎａ　ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

208,921 福岡県 北九州市八幡西区 炉端燻製　たなか 小売業 食料品 5%

208,922 福岡県 北九州市八幡西区 わかはらでんき 小売業 電化製品 5%

208,923 福岡県 北九州市八幡西区 和さび サービス 飲食業 5%

208,924 福岡県 北九州市八幡東区 アガぺ枝光薬局 小売業 その他小売 5%

208,925 福岡県 北九州市八幡東区 秋丸薬品　秋丸薬品 サービス その他サービス 5%

208,926 福岡県 北九州市八幡東区 大賀薬局　春の町店 小売業 その他小売 5%

208,927 福岡県 北九州市八幡東区 樫山建材金物店 小売業 その他小売 5%

208,928 福岡県 北九州市八幡東区 株式会社　長田生花店 小売業 その他小売 5%

208,929 福岡県 北九州市八幡東区 亀屋薬局 小売業 その他小売 5%

208,930 福岡県 北九州市八幡東区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋八幡東区平野店 サービス 飲食業 2%

208,931 福岡県 北九州市八幡東区 牛角八幡駅前店 サービス 飲食業 2%

208,932 福岡県 北九州市八幡東区 ＫＩＲＡＫＵＹＡ　縁座 サービス 飲食業 5%

208,933 福岡県 北九州市八幡東区 銀次郎のステーキ サービス 飲食業 5%

208,934 福岡県 北九州市八幡東区 グッデイ　八幡東店 小売業 その他小売 5%

208,935 福岡県 北九州市八幡東区 ＣＯＣＯＳＴＯＮＥ サービス その他サービス 5%

208,936 福岡県 北九州市八幡東区 こばちでんき 小売業 電化製品 5%

208,937 福岡県 北九州市八幡東区 ＳＡＫＥ 焼酎 ＢＡＲ Ｓａｌｏｎ サービス 飲食業 5%

208,938 福岡県 北九州市八幡東区 Ｓａｌａｃｈｉｃ サービス 理容・美容業 5%

208,939 福岡県 北九州市八幡東区 市民薬局 小売業 その他小売 5%

208,940 福岡県 北九州市八幡東区 昭和町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,941 福岡県 北九州市八幡東区 スペイン食堂八幡バル　８　八幡駅前店 サービス 飲食業 5%

208,942 福岡県 北九州市八幡東区 生活彩家済生会八幡病院店 小売業 その他小売 2%

208,943 福岡県 北九州市八幡東区 Ｓｅｎｓｅ　ｏｆ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

208,944 福岡県 北九州市八幡東区 タイムステーション ＮＥＯイオンモール八幡東店 小売業 貴金属・服飾品 5%

208,945 福岡県 北九州市八幡東区 Ｄｅｅｐｓディープス サービス 理容・美容業 5%

208,946 福岡県 北九州市八幡東区 ティリィア ティリィア 小売業 その他小売 5%

208,947 福岡県 北九州市八幡東区 十亀酒店 サービス 飲食業 5%

208,948 福岡県 北九州市八幡東区 トヨタカローラ博多春の町店 小売業 その他小売 5%

208,949 福岡県 北九州市八幡東区 トヨタレンタリース博多　八幡東店 サービス その他サービス 2%

208,950 福岡県 北九州市八幡東区 鶏工房ＢＡＨＮＨＯＦ サービス 飲食業 5%
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208,951 福岡県 北九州市八幡東区 トレースヘアー　トレースヘアー サービス 理容・美容業 5%

208,952 福岡県 北九州市八幡東区 永久工業株式会社 サービス その他サービス 5%

208,953 福岡県 北九州市八幡東区 生スパゲッティ　ｂａｓｔａ　生スパゲッティ　ｂａｓｔａ サービス 飲食業 5%

208,954 福岡県 北九州市八幡東区 パナプラザ　やませ 小売業 電化製品 5%

208,955 福岡県 北九州市八幡東区 パナライフ　不二 小売業 電化製品 5%

208,956 福岡県 北九州市八幡東区 パナライフおおの 小売業 電化製品 5%

208,957 福岡県 北九州市八幡東区 パナライフ　さとう 小売業 電化製品 5%

208,958 福岡県 北九州市八幡東区 Ｌａ　Ｌｕｎａ　Ｒｏｓｓａ サービス 飲食業 5%

208,959 福岡県 北九州市八幡東区 美容ピュア 枝光店 サービス 理容・美容業 5%

208,960 福岡県 北九州市八幡東区 古市商店 小売業 食料品 5%

208,961 福岡県 北九州市八幡東区 ヘアーサロンアルプス サービス 理容・美容業 5%

208,962 福岡県 北九州市八幡東区 ｈａｉｒｓｐａｃｅ　ｎｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

208,963 福岡県 北九州市八幡東区 まるまんフィオーレ　イオン八幡東店 小売業 その他小売 5%

208,964 福岡県 北九州市八幡東区 メガネの栄心　昭和町店 小売業 その他小売 5%

208,965 福岡県 北九州市八幡東区 メガネの栄心　中央町本店 小売業 その他小売 5%

208,966 福岡県 北九州市八幡東区 焼とり八ちゃん サービス 飲食業 5%

208,967 福岡県 北九州市八幡東区 セブン－イレブン八幡祇園３丁目店 小売業 食料品 2%

208,968 福岡県 北九州市八幡東区 セブン－イレブン八幡中央町店 小売業 食料品 2%

208,969 福岡県 北九州市八幡東区 セブン－イレブン八幡槻田２丁目店 小売業 食料品 2%

208,970 福岡県 北九州市八幡東区 セブン－イレブン八幡西本町４丁目店 小売業 食料品 2%

208,971 福岡県 北九州市八幡東区 セブン－イレブン八幡東田１丁目店 小売業 食料品 2%

208,972 福岡県 北九州市八幡東区 セブン－イレブン八幡桃園公園前店 小売業 食料品 2%

208,973 福岡県 北九州市八幡東区 Ｌａ　ｃｈｏｕｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

208,974 福岡県 北九州市八幡東区 ルヴニール サービス 理容・美容業 5%

208,975 福岡県 北九州市八幡東区 ｌｅｖｅｒｔ サービス 飲食業 5%

208,976 福岡県 北九州市八幡東区 わきぞの薬局 小売業 その他小売 5%

208,977 福岡県 北九州市若松区 医生ケ丘動物病院　医生ケ丘動物病院 サービス その他サービス 5%

208,978 福岡県 北九州市若松区 出光二島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,979 福岡県 北九州市若松区 井上忠石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,980 福岡県 北九州市若松区 ～エステサロン～ＫＡＴＵＫＩ サービス 理容・美容業 5%

208,981 福岡県 北九州市若松区 ＮＭｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ． サービス その他サービス 5%

208,982 福岡県 北九州市若松区 ＯｒｇａｎｉｃＡｐｐａｒｅｌ 小売業 衣料品 5%

208,983 福岡県 北九州市若松区 ＯＴＯＨＡ．ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

208,984 福岡県 北九州市若松区 カーテン マーサ 若松店 小売業 その他小売 5%

208,985 福岡県 北九州市若松区 カットクラブ　ケインズ サービス 理容・美容業 5%

208,986 福岡県 北九州市若松区 髪工房　　ぷろぺら サービス 理容・美容業 5%

208,987 福岡県 北九州市若松区 ギフトギャラリーオズひびきの店 小売業 その他小売 5%

208,988 福岡県 北九州市若松区 牛角若松二島店 サービス 飲食業 2%

208,989 福岡県 北九州市若松区 キューブネット 小売業 その他小売 5%

208,990 福岡県 北九州市若松区 グッデイ　若松店 小売業 その他小売 5%

208,991 福岡県 北九州市若松区 グッデイ　ひびきの店 小売業 その他小売 5%

208,992 福岡県 北九州市若松区 ＴＯＭＡＴＯ サービス 飲食業 5%
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208,993 福岡県 北九州市若松区 小石給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

208,994 福岡県 北九州市若松区 ヘアーメイクココンフワット サービス 理容・美容業 5%

208,995 福岡県 北九州市若松区 食彩あづま サービス 飲食業 5%

208,996 福岡県 北九州市若松区 チャイニーズレストランｔｅｎ サービス 飲食業 5%

208,997 福岡県 北九州市若松区 チャイニーズレストランｔｅｎ サービス 飲食業 5%

208,998 福岡県 北九州市若松区 ｔｅｅ　ｕｐ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

208,999 福岡県 北九州市若松区 天ぷら専門店 天若  天ぷら専門店 天若 サービス 飲食業 5%

209,000 福岡県 北九州市若松区 東龍軒大鳥居店 サービス 飲食業 5%

209,001 福岡県 北九州市若松区 東龍軒二島店 サービス 飲食業 5%

209,002 福岡県 北九州市若松区 とくた動物病院 サービス その他サービス 5%

209,003 福岡県 北九州市若松区 豊永ウインド 小売業 その他小売 5%

209,004 福岡県 北九州市若松区 Ｔｏｒｔｕｅ　ｄｅ　Ｊａｎｎａ サービス 理容・美容業 5%

209,005 福岡県 北九州市若松区 ナイス電気 小売業 電化製品 5%

209,006 福岡県 北九州市若松区 なかにし家電 小売業 電化製品 5%

209,007 福岡県 北九州市若松区 なにわ　ひびきの店 サービス 飲食業 5%

209,008 福岡県 北九州市若松区 なにわ　若松店 サービス その他サービス 5%

209,009 福岡県 北九州市若松区 ＨＡＮＡ 坂本 若松店 小売業 その他小売 5%

209,010 福岡県 北九州市若松区 花と竜　花と竜 サービス 飲食業 5%

209,011 福岡県 北九州市若松区 パナプラザフジタ 小売業 電化製品 5%

209,012 福岡県 北九州市若松区 美容室ピュール サービス 理容・美容業 5%

209,013 福岡県 北九州市若松区 藤の木給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,014 福岡県 北九州市若松区 ふじのき電器 小売業 電化製品 5%

209,015 福岡県 北九州市若松区 ＰＬＵＳＯＮＥ サービス その他サービス 5%

209,016 福岡県 北九州市若松区 ｈａｉｒａｒｔ　ｅｉｋｉｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

209,017 福岡県 北九州市若松区 ベネシュ取扱店ｃｈａｉｎｏｎ 小売業 衣料品 5%

209,018 福岡県 北九州市若松区 ポプラカッパピア若松ボート店 小売業 その他小売 2%

209,019 福岡県 北九州市若松区 ポプラ若松桜町店 小売業 その他小売 2%

209,020 福岡県 北九州市若松区 マキシム　イオン若松店 サービス 理容・美容業 5%

209,021 福岡県 北九州市若松区 まるまんフィオーレ　イオン若松店 小売業 その他小売 5%

209,022 福岡県 北九州市若松区 無法松　若松店 小売業 その他小売 5%

209,023 福岡県 北九州市若松区 株式会社　銘酒館倉松 小売業 食料品 5%

209,024 福岡県 北九州市若松区 メガネの田中　サンリブ高須店 小売業 その他小売 5%

209,025 福岡県 北九州市若松区 有限会社麻生自動車 サービス その他サービス 5%

209,026 福岡県 北九州市若松区 有限会社谷尾呉服店 小売業 衣料品 5%

209,027 福岡県 北九州市若松区 株 ランドリープレス 高須西店 サービス その他サービス 5%

209,028 福岡県 北九州市若松区 株 ランドリープレス 高須南店 サービス その他サービス 5%

209,029 福岡県 北九州市若松区 Ｌｅａｆ　ｓｔｏｎｅ　リーフストーン 小売業 食料品 5%

209,030 福岡県 北九州市若松区 ＬＵＣＩＡ サービス 理容・美容業 5%

209,031 福岡県 北九州市若松区 セブン－イレブン若松青葉台南２丁目店 小売業 食料品 2%

209,032 福岡県 北九州市若松区 セブン－イレブン若松今光店 小売業 食料品 2%

209,033 福岡県 北九州市若松区 セブン－イレブン若松大井戸店 小売業 食料品 2%

209,034 福岡県 北九州市若松区 セブン－イレブン若松大鳥居店 小売業 食料品 2%
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209,035 福岡県 北九州市若松区 セブン－イレブン若松鴨生田店 小売業 食料品 2%

209,036 福岡県 北九州市若松区 セブン－イレブン若松小石店 小売業 食料品 2%

209,037 福岡県 北九州市若松区 セブン－イレブン若松小敷店 小売業 食料品 2%

209,038 福岡県 北九州市若松区 セブン－イレブン若松桜町店 小売業 食料品 2%

209,039 福岡県 北九州市若松区 ワカマツ３ＰＨ サービス 飲食業 5%

209,040 福岡県 北九州市若松区 セブン－イレブン若松高須東４丁目店 小売業 食料品 2%

209,041 福岡県 北九州市若松区 セブン－イレブン若松高須南１丁目店 小売業 食料品 2%

209,042 福岡県 北九州市若松区 セブン－イレブン若松白山店 小売業 食料品 2%

209,043 福岡県 北九州市若松区 株式会社若松花のチモト 小売業 その他小売 5%

209,044 福岡県 北九州市若松区 セブン－イレブン若松東二島店 小売業 食料品 2%

209,045 福岡県 北九州市若松区 セブン－イレブン若松藤ノ木店 小売業 食料品 2%

209,046 福岡県 北九州市若松区 セブン－イレブン若松古前店 小売業 食料品 2%

209,047 福岡県 北九州市若松区 セブン－イレブン若松南二島２丁目店 小売業 食料品 2%

209,048 福岡県 北九州市若松区 セブン－イレブン若松脇ノ浦店 小売業 食料品 2%

209,049 福岡県 鞍手町 出光中山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,050 福岡県 鞍手町 株式会社都甲商店 小売業 家具・調度品 5%

209,051 福岡県 鞍手町 鞍手ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,052 福岡県 鞍手町 セブン－イレブン鞍手新北店 小売業 食料品 2%

209,053 福岡県 鞍手町 独楽 サービス 飲食業 5%

209,054 福岡県 鞍手町 ソエダ自動車 サービス その他サービス 5%

209,055 福岡県 鞍手町 南陵自動車 サービス その他サービス 5%

209,056 福岡県 鞍手町 春山モータース サービス その他サービス 5%

209,057 福岡県 鞍手町 ビークルスペース サービス その他サービス 5%

209,058 福岡県 鞍手町 セブン－イレブン福岡鞍手店 小売業 食料品 2%

209,059 福岡県 鞍手町 ＪＭ／ボデーショップ小森 サービス その他サービス 5%

209,060 福岡県 久留米市 Ａｒｓｈａｍ【アーシャム】 サービス 理容・美容業 5%

209,061 福岡県 久留米市 ｉ彩農園Ｂａｕｂａｕ サービス 飲食業 5%

209,062 福岡県 久留米市 ＡＩＰＬＡＮ サービス その他サービス 5%

209,063 福岡県 久留米市 アイラッシュサロン　ミミ サービス 理容・美容業 5%

209,064 福岡県 久留米市 ＡＣＡＲＩＡ 小売業 衣料品 5%

209,065 福岡県 久留米市 アクティブ　ワン　なかむら 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

209,066 福岡県 久留米市 ［ＨＣ］アクティブワンこが 小売業 電化製品 5%

209,067 福岡県 久留米市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｖｉｏｌｅｔ久留米 サービス 理容・美容業 5%

209,068 福岡県 久留米市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｐｒｉｍｅ久留米 サービス 理容・美容業 5%

209,069 福岡県 久留米市 朝倉インター通り　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,070 福岡県 久留米市 アズ　荒木店 小売業 電化製品 5%

209,071 福岡県 久留米市 アズ　城島店 小売業 電化製品 5%

209,072 福岡県 久留米市 アスターペットサービス 小売業 その他小売 5%

209,073 福岡県 久留米市 アドバコーポレーション九州　久留米営業所 小売業 その他小売 5%

209,074 福岡県 久留米市 ＡＴＴＲＡ 小売業 衣料品 5%

209,075 福岡県 久留米市 アーバン・ドリーム 小売業 その他小売 5%

209,076 福岡県 久留米市 アミイ　エマックスクルメ店 小売業 衣料品 5%
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209,077 福岡県 久留米市 アヤメ司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

209,078 福岡県 久留米市 荒木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,079 福岡県 久留米市 あらん サービス 飲食業 5%

209,080 福岡県 久留米市 アンスリール　エステサロン　アンスリール サービス 理容・美容業 5%

209,081 福岡県 久留米市 アンネ　ディアコート 小売業 衣料品 5%

209,082 福岡県 久留米市 アンネ久留米シティプラザ店 小売業 衣料品 5%

209,083 福岡県 久留米市 アンネマツモト　ホンシャ 小売業 衣料品 5%

209,084 福岡県 久留米市 池亀酒造株式会社　かめのこ 小売業 その他小売 5%

209,085 福岡県 久留米市 居酒屋　むつごろう サービス 飲食業 5%

209,086 福岡県 久留米市 居酒屋凱 サービス 飲食業 5%

209,087 福岡県 久留米市 いしむら　南町店 小売業 食料品 5%

209,088 福岡県 久留米市 イトウスポーツ 小売業 その他小売 5%

209,089 福岡県 久留米市 井上電気商会 サービス その他サービス 5%

209,090 福岡県 久留米市 井上ミシン商会 小売業 電化製品 5%

209,091 福岡県 久留米市 井上らんたい漆器 小売業 その他小売 5%

209,092 福岡県 久留米市 ＊?ＩＢＵＨＩＲＯ?＊ 小売業 衣料品 5%

209,093 福岡県 久留米市 甍?いらか? サービス 飲食業 5%

209,094 福岡県 久留米市 有限会社　印象派 サービス その他サービス 5%

209,095 福岡県 久留米市 令和通商 小売業 家具・調度品 5%

209,096 福岡県 久留米市 ウエノデンキ 小売業 電化製品 5%

209,097 福岡県 久留米市 ヴェンティウノ　ゆめタウン久留米店 小売業 衣料品 5%

209,098 福岡県 久留米市 魚笑 サービス 飲食業 5%

209,099 福岡県 久留米市 牛島製茶　ＪＲ・久留米店 小売業 食料品 5%

209,100 福岡県 久留米市 牛島製茶八女本店　牛島製茶　ＪＲ久留米駅店 小売業 食料品 5%

209,101 福岡県 久留米市 ウチダ美容室 サービス 理容・美容業 5%

209,102 福岡県 久留米市 うどん人生　たもん サービス 飲食業 5%

209,103 福岡県 久留米市 うなぎの中村 サービス 飲食業 5%

209,104 福岡県 久留米市 Ｈ　Ｉ　スタイル サービス 理容・美容業 5%

209,105 福岡県 久留米市 江嶋タクシー サービス 運輸業 5%

209,106 福岡県 久留米市 ＥｓｔｈｅｔｉｃＳａｌｏｎ＆ＭＥＥ サービス 理容・美容業 5%

209,107 福岡県 久留米市 エスペランサ　原口 小売業 その他小売 5%

209,108 福岡県 久留米市 Ｎ?ＳＴＵＤＩＯ株式会社　スタジオアップル久留米店 サービス その他サービス 5%

209,109 福岡県 久留米市 エフ・バイ・エー 小売業 衣料品 5%

209,110 福岡県 久留米市 Ｌ．Ａ．デジタルサポ－ト サービス その他サービス 5%

209,111 福岡県 久留米市 エンナンホテル サービス 宿泊業 5%

209,112 福岡県 久留米市 大石法律事務所 サービス その他サービス 5%

209,113 福岡県 久留米市 大賀薬局　久留米総合病院前店 小売業 その他小売 5%

209,114 福岡県 久留米市 大賀薬局　国分店 小売業 その他小売 5%

209,115 福岡県 久留米市 大賀薬局　国分二の江店 小売業 その他小売 5%

209,116 福岡県 久留米市 大賀薬局　花畑店（調剤） 小売業 その他小売 5%

209,117 福岡県 久留米市 オセアニア　アンド　スピナッチ 小売業 衣料品 5%

209,118 福岡県 久留米市 お宝キャロル 小売業 その他小売 5%
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209,119 福岡県 久留米市 おちいし司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

209,120 福岡県 久留米市 お茶の石松園 小売業 食料品 5%

209,121 福岡県 久留米市 （有）お茶の石松園 小売業 食料品 5%

209,122 福岡県 久留米市 オートセンター今村 小売業 その他小売 5%

209,123 福岡県 久留米市 オートパルくるめ サービス その他サービス 5%

209,124 福岡県 久留米市 十八番舟 サービス 飲食業 5%

209,125 福岡県 久留米市 おふとんのまどか 小売業 家具・調度品 5%

209,126 福岡県 久留米市 おふとんのまどか 小売業 その他小売 5%

209,127 福岡県 久留米市 おもてなし・お届け料理回 サービス 飲食業 5%

209,128 福岡県 久留米市 Ｇｉｒｌｓ Ｂａｒ  Ｃｉｅｌ サービス 飲食業 5%

209,129 福岡県 久留米市 カイロプラクティック＆エステティック?ｃｌａｉｒｅｒ サービス 理容・美容業 5%

209,130 福岡県 久留米市 柿本電器　柿本電器 小売業 電化製品 5%

209,131 福岡県 久留米市 学生服の店なかしま 小売業 衣料品 5%

209,132 福岡県 久留米市 柏原商店 小売業 その他小売 5%

209,133 福岡県 久留米市 片の瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,134 福岡県 久留米市 ｃｕｔ　ｓａｌｏｎ　ＪＵＮ サービス 理容・美容業 5%

209,135 福岡県 久留米市 ＫＡＰＡＴＥＲＡ サービス 飲食業 5%

209,136 福岡県 久留米市 株式会社　オカモト商店 小売業 衣料品 5%

209,137 福岡県 久留米市 株式会社川島モータース サービス その他サービス 5%

209,138 福岡県 久留米市 株式会社ｋｉｒｅｉファクトリー サービス その他サービス 5%

209,139 福岡県 久留米市 株式会社クリオグラフィー サービス その他サービス 5%

209,140 福岡県 久留米市 株式会社セイブ サービス 飲食業 5%

209,141 福岡県 久留米市 株式会社セルシー新九洲 小売業 その他小売 5%

209,142 福岡県 久留米市 （株）西原糸店 小売業 衣料品 5%

209,143 福岡県 久留米市 株式会社花畠自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

209,144 福岡県 久留米市 株式会社ヒルン ダスキン梅満支店 サービス その他サービス 2%

209,145 福岡県 久留米市 株式会社ふなき製菓　北野店 サービス 飲食業 5%

209,146 福岡県 久留米市 株式会社丸生 小売業 衣料品 5%

209,147 福岡県 久留米市 株式会社雄源カンパニー サービス 飲食業 5%

209,148 福岡県 久留米市 株式会社ワールドグローブ 小売業 衣料品 5%

209,149 福岡県 久留米市 上津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,150 福岡県 久留米市 上津石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,151 福岡県 久留米市 辛麺屋 道 サービス 飲食業 5%

209,152 福岡県 久留米市 カランコランの台所 小売業 食料品 5%

209,153 福岡県 久留米市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋久留米合川店 サービス 飲食業 2%

209,154 福岡県 久留米市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋久留米上津店 サービス 飲食業 2%

209,155 福岡県 久留米市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋久留米苅原店 サービス 飲食業 2%

209,156 福岡県 久留米市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋久留米荘島店 サービス 飲食業 2%

209,157 福岡県 久留米市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋久留米西鉄駅前店 サービス 飲食業 2%

209,158 福岡県 久留米市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋久留米東櫛原店 サービス 飲食業 2%

209,159 福岡県 久留米市 革ノ花宗 小売業 衣料品 5%

209,160 福岡県 久留米市 寛永通宝　本店 サービス 飲食業 5%
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209,161 福岡県 久留米市 韓国料理　無為 サービス 飲食業 5%

209,162 福岡県 久留米市 韓ダイニング　モイジャ サービス 飲食業 5%

209,163 福岡県 久留米市 北野猪口タクシー　本社 サービス 運輸業 5%

209,164 福岡県 久留米市 北野中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,165 福岡県 久留米市 ＫＩＴＣＨＥＮＢＡＲ ＡＬＥＴＴＡ サービス 飲食業 5%

209,166 福岡県 久留米市 木蓋建設株式会社 サービス その他サービス 5%

209,167 福岡県 久留米市 ギャラリーハート　ながたや 小売業 衣料品 5%

209,168 福岡県 久留米市 株式会社ギャルソン サービス その他サービス 5%

209,169 福岡県 久留米市 ギャルリー　アンネ 小売業 衣料品 5%

209,170 福岡県 久留米市 ギャルリー　アンネアネックス 小売業 衣料品 5%

209,171 福岡県 久留米市 ｃａｎｔｉｎｅＰ サービス 飲食業 5%

209,172 福岡県 久留米市 キュリオステーション久留米店 サービス その他サービス 5%

209,173 福岡県 久留米市 清竹タクシー サービス 運輸業 5%

209,174 福岡県 久留米市 魚肉菜　道案 サービス 飲食業 5%

209,175 福岡県 久留米市 銀の桃 サービス 飲食業 5%

209,176 福岡県 久留米市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ久留米店 小売業 その他小売 5%

209,177 福岡県 久留米市 Ｃｏｅｕｒ サービス 飲食業 5%

209,178 福岡県 久留米市 櫛原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,179 福岡県 久留米市 くすりのサガラ 小売業 その他小売 5%

209,180 福岡県 久留米市 クッチーナマツダ サービス 飲食業 5%

209,181 福岡県 久留米市 グッデイ　久留米野中店 小売業 家具・調度品 5%

209,182 福岡県 久留米市 グッデイ　三潴店 小売業 その他小売 5%

209,183 福岡県 久留米市 Ｇｏｏｄガーデンの相談窓口 サービス その他サービス 5%

209,184 福岡県 久留米市 クノップ 小売業 衣料品 5%

209,185 福岡県 久留米市 グランサンタのパン工房 小売業 食料品 5%

209,186 福岡県 久留米市 グランド工房　久留米店 小売業 その他小売 5%

209,187 福岡県 久留米市 クリーニング宝屋 サービス その他サービス 5%

209,188 福岡県 久留米市 ＧＲＥＥＮＧＲＥＥＮ 小売業 その他小売 5%

209,189 福岡県 久留米市 （株）クリスタルネイル　ゆめタウン久留米店 サービス その他サービス 5%

209,190 福岡県 久留米市 グリーン　フィールズ 小売業 衣料品 5%

209,191 福岡県 久留米市 グリーンフィールズ店 小売業 衣料品 5%

209,192 福岡県 久留米市 株式会社クルーク 小売業 家具・調度品 5%

209,193 福岡県 久留米市 久留米ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,194 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米合川大橋店 小売業 食料品 2%

209,195 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米朝妻店 小売業 食料品 2%

209,196 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米荒木町今店 小売業 食料品 2%

209,197 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米荒木町店 小売業 食料品 2%

209,198 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米荒木鷲塚店 小売業 食料品 2%

209,199 福岡県 久留米市 久留米インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,200 福岡県 久留米市 久留米インター給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,201 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米梅満町店 小売業 食料品 2%

209,202 福岡県 久留米市 久留米営業所 サービス その他サービス 5%

4983



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

209,203 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米上津町店 小売業 食料品 2%

209,204 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米北野中央店 小売業 食料品 2%

209,205 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米櫛原店 小売業 食料品 2%

209,206 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米高良内店 小売業 食料品 2%

209,207 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米国分町店 小売業 食料品 2%

209,208 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米小森野２丁目店 小売業 食料品 2%

209,209 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米試験場駅前店 小売業 食料品 2%

209,210 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米市役所前店 小売業 食料品 2%

209,211 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米十二軒屋店 小売業 食料品 2%

209,212 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米城島江上本店 小売業 食料品 2%

209,213 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米城島楢津店 小売業 食料品 2%

209,214 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米荘島町店 小売業 食料品 2%

209,215 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米新合川店 小売業 食料品 2%

209,216 福岡県 久留米市 久留米ステーションホテル サービス 宿泊業 5%

209,217 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米諏訪野町店 小売業 食料品 2%

209,218 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米善導寺店 小売業 食料品 2%

209,219 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米大学西店 小売業 食料品 2%

209,220 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米大善寺店 小売業 食料品 2%

209,221 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米大善寺藤吉店 小売業 食料品 2%

209,222 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米大善寺南店 小売業 食料品 2%

209,223 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米田主丸店 小売業 食料品 2%

209,224 福岡県 久留米市 クルメターミナルホテル サービス 宿泊業 5%

209,225 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米中央公園前店 小売業 食料品 2%

209,226 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米中央店 小売業 食料品 2%

209,227 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米津福駅店 小売業 食料品 2%

209,228 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米津福バイパス店 小売業 食料品 2%

209,229 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米津福本町店 小売業 食料品 2%

209,230 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米天神町店 小売業 食料品 2%

209,231 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米通町店 小売業 食料品 2%

209,232 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米長門石店 小売業 食料品 2%

209,233 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米二軒茶屋店 小売業 食料品 2%

209,234 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米二千年橋店 小売業 食料品 2%

209,235 福岡県 久留米市 セブンーイレブン久留米野田店 小売業 食料品 2%

209,236 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米野中中通り店 小売業 食料品 2%

209,237 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米野中町店 小売業 食料品 2%

209,238 福岡県 久留米市 久留米配送センター 小売業 その他小売 2%

209,239 福岡県 久留米市 セブンーイレブン久留米花畑店 小売業 食料品 2%

209,240 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米東合川１丁目店 小売業 食料品 2%

209,241 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米東合川５丁目店 小売業 食料品 2%

209,242 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米日吉中央店 小売業 食料品 2%

209,243 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米広又通り店 小売業 食料品 2%

209,244 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米藤光町店 小売業 食料品 2%
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209,245 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米藤山町店 小売業 食料品 2%

209,246 福岡県 久留米市 久留米ミート 小売業 食料品 5%

209,247 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米御井旗崎店 小売業 食料品 2%

209,248 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米御井町店 小売業 食料品 2%

209,249 福岡県 久留米市 久留米南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,250 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米南町店 小売業 食料品 2%

209,251 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米宮ノ陣店 小売業 食料品 2%

209,252 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米六ツ門店 小売業 食料品 2%

209,253 福岡県 久留米市 久留米ヤクルト販売 宮ノ陣Ｃ 小売業 食料品 5%

209,254 福岡県 久留米市 久留米ヤクルト販売 久留米東Ｃ 小売業 食料品 5%

209,255 福岡県 久留米市 久留米ヤクルト販売 三潴Ｃ 小売業 貴金属・服飾品 5%

209,256 福岡県 久留米市 久留米ヤクルト販売 津福Ｃ 小売業 食料品 5%

209,257 福岡県 久留米市 久留米ヤクルト販売 久留米西Ｃ 小売業 食料品 5%

209,258 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米矢取西店 小売業 食料品 2%

209,259 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米山川神代１丁目店 小売業 食料品 2%

209,260 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米山川店 小売業 食料品 2%

209,261 福岡県 久留米市 セブン－イレブン久留米山本町店 小売業 食料品 2%

209,262 福岡県 久留米市 くるめりあＡＲＫ サービス 飲食業 5%

209,263 福岡県 久留米市 久留米離宮 サービス 飲食業 5%

209,264 福岡県 久留米市 グレースジャパン 小売業 貴金属・服飾品 5%

209,265 福岡県 久留米市 ＣｒｅｓｔＴｉａｒａ サービス その他サービス 5%

209,266 福岡県 久留米市 黒岩洋傘店 小売業 貴金属・服飾品 5%

209,267 福岡県 久留米市 ＣＲＯＳＳ　ＦＡＤＥＲ サービス その他サービス 5%

209,268 福岡県 久留米市 ケータイ市場 小売業 その他小売 5%

209,269 福岡県 久留米市 ＫＥＭＹＳ 小売業 その他小売 5%

209,270 福岡県 久留米市 ＫＥＭＹＳ　十三部店 小売業 貴金属・服飾品 5%

209,271 福岡県 久留米市 乾太郎窯 サービス その他サービス 5%

209,272 福岡県 久留米市 ケンテック 小売業 その他小売 5%

209,273 福岡県 久留米市 ケントペットクリニック サービス その他サービス 5%

209,274 福岡県 久留米市 高良内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,275 福岡県 久留米市 高良台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,276 福岡県 久留米市 古賀商店 サービス その他サービス 5%

209,277 福岡県 久留米市 穀物屋　森光商店 小売業 食料品 5%

209,278 福岡県 久留米市 ｃｏｃｏｔ　ｃｏｃｏｔ サービス その他サービス 5%

209,279 福岡県 久留米市 ごごのひだまり 小売業 その他小売 5%

209,280 福岡県 久留米市 個人　夢タクシー サービス 運輸業 5%

209,281 福岡県 久留米市 五臓六腑ｄｉｎｉｎｇ源家 サービス 飲食業 5%

209,282 福岡県 久留米市 五十屋 サービス 飲食業 5%

209,283 福岡県 久留米市 好味屋 サービス 飲食業 5%

209,284 福岡県 久留米市 こばのぱん こばのぱん 小売業 食料品 5%

209,285 福岡県 久留米市 駒忠 サービス 飲食業 5%

209,286 福岡県 久留米市 ｃｏｒａｚｏｎ サービス 理容・美容業 5%
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209,287 福岡県 久留米市 ゴルフパートナーＲ２１０久留米店 小売業 その他小売 2%

209,288 福岡県 久留米市 コワフュールエクラ　久留米すわの店 サービス 理容・美容業 5%

209,289 福岡県 久留米市 近藤　タクシー サービス 運輸業 5%

209,290 福岡県 久留米市 Ｃｏｍｐｕｔｅｒｌａｂｏ サービス その他サービス 5%

209,291 福岡県 久留米市 ＴＨＥ　ＤＲＩＮＫＥＲ サービス 飲食業 5%

209,292 福岡県 久留米市 Ｔｈａ　Ｏｔａｓ サービス 飲食業 5%

209,293 福岡県 久留米市 サーラカリーナ久留米 サービス 飲食業 5%

209,294 福岡県 久留米市 さかい電機 小売業 電化製品 5%

209,295 福岡県 久留米市 酒蔵うなぎ処　みずほ庵 サービス 飲食業 5%

209,296 福岡県 久留米市 酒蔵松竹本店 サービス 飲食業 5%

209,297 福岡県 久留米市 さかな市場 久留米日吉町店 サービス 飲食業 5%

209,298 福岡県 久留米市 酒の友田 サービス 飲食業 5%

209,299 福岡県 久留米市 酒と飯 しほうよし サービス 飲食業 5%

209,300 福岡県 久留米市 佐藤 小売業 その他小売 5%

209,301 福岡県 久留米市 Ｓａｔｏｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

209,302 福岡県 久留米市 佐藤商店 サービス 飲食業 5%

209,303 福岡県 久留米市 さとう電器　善導寺店 小売業 電化製品 5%

209,304 福岡県 久留米市 サヤーム 小売業 衣料品 5%

209,305 福岡県 久留米市 サヤーム 小売業 衣料品 5%

209,306 福岡県 久留米市 サロンド・ボーテ・ソモン 小売業 その他小売 5%

209,307 福岡県 久留米市 サンタおじさんの石窯パン工房 小売業 食料品 5%

209,308 福岡県 久留米市 サンタカフェベーカリー　グランママ 小売業 食料品 5%

209,309 福岡県 久留米市 ＪＡくるめ 小売業 その他小売 5%

209,310 福岡県 久留米市 ＪＡくるめ　やすらぎ朝妻会館 サービス その他サービス 5%

209,311 福岡県 久留米市 ＪＡくるめ　やすらぎ荒木会館 サービス その他サービス 5%

209,312 福岡県 久留米市 Ｊ－ｓｗｅｅｔｓ　Ｃａｆｅ　菓風 小売業 食料品 5%

209,313 福岡県 久留米市 Ｊネットレンタカー久留米店 サービス その他サービス 2%

209,314 福岡県 久留米市 ジェームス津福バイパス店 小売業 その他小売 2%

209,315 福岡県 久留米市 Ｃｉｅｌ サービス 理容・美容業 5%

209,316 福岡県 久留米市 四ヶ所鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

209,317 福岡県 久留米市 シグマコンポーネント株式会社 小売業 その他小売 5%

209,318 福岡県 久留米市 仕立屋甚五郎　久留米アンテナハウス 小売業 衣料品 5%

209,319 福岡県 久留米市 シティコンタクト　エマックス久留米店 小売業 その他小売 5%

209,320 福岡県 久留米市 上海酒家 サービス 飲食業 5%

209,321 福岡県 久留米市 手芸マキ 久留米店 小売業 その他小売 5%

209,322 福岡県 久留米市 ジュネオガタ 小売業 その他小売 5%

209,323 福岡県 久留米市 ジュネワコー　久留米一番街店 小売業 衣料品 5%

209,324 福岡県 久留米市 ジュネワコー　エマックスクルメ 小売業 衣料品 5%

209,325 福岡県 久留米市 ＪＵＮ 小売業 その他小売 5%

209,326 福岡県 久留米市 潤滑油担当１ 小売業 その他小売 2%

209,327 福岡県 久留米市 潤滑油担当２ 小売業 その他小売 2%

209,328 福岡県 久留米市 旬彩食　雅庖 サービス 飲食業 5%
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209,329 福岡県 久留米市 旬菜旬魚なごみ サービス 飲食業 5%

209,330 福岡県 久留米市 荘島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,331 福岡県 久留米市 城島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,332 福岡県 久留米市 城島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,333 福岡県 久留米市 醤油ラーメン　しのわ サービス 飲食業 5%

209,334 福岡県 久留米市 新日本補聴器センター久留米店 小売業 その他小売 5%

209,335 福岡県 久留米市 ＳＩＭＰＬＥ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

209,336 福岡県 久留米市 しんや美装 サービス その他サービス 5%

209,337 福岡県 久留米市 Ｓｗｅｅｔ　ｅｎｏｕｇｈ サービス 理容・美容業 5%

209,338 福岡県 久留米市 スーパーセルフ千本杉給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,339 福岡県 久留米市 スーパーセルフ津福バイパス給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,340 福岡県 久留米市 スーパーモリナガ津福店 小売業 食料品 5%

209,341 福岡県 久留米市 すきやきしゃぶしゃぶ中津留新館 サービス 飲食業 5%

209,342 福岡県 久留米市 寿しの次郎長 サービス 飲食業 5%

209,343 福岡県 久留米市 スズキカーメイト久留米 サービス その他サービス 5%

209,344 福岡県 久留米市 スズキワークス久留米 小売業 その他小売 5%

209,345 福岡県 久留米市 スタ－ミュ－ジックプロモ－ション サービス その他サービス 5%

209,346 福岡県 久留米市 ステーキ鉄板焼肉中津留 サービス 飲食業 5%

209,347 福岡県 久留米市 ステーキワインハウス和牛香 サービス 飲食業 5%

209,348 福岡県 久留米市 ＳＴＯＲＹ．．．Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ【ストーリー　ヘアデザイン　】 サービス 理容・美容業 5%

209,349 福岡県 久留米市 ストラネス店 小売業 衣料品 5%

209,350 福岡県 久留米市 ＳＰＥＥＤヘアカラー１ｈ 小売業 その他小売 5%

209,351 福岡県 久留米市 ｓｐｒａｔ 小売業 衣料品 5%

209,352 福岡県 久留米市 炭火酒蔵喜多 サービス 飲食業 5%

209,353 福岡県 久留米市 炭火焼肉 絆繁 サービス 飲食業 5%

209,354 福岡県 久留米市 コンセプトライズ株式会社 サービス 飲食業 5%

209,355 福岡県 久留米市 ＳｌｏｗＴｉｍｅＫｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

209,356 福岡県 久留米市 ｓｌｏｗｌｙ“ｋｉｔｃｈｅｎ” サービス 飲食業 5%

209,357 福岡県 久留米市 諏訪野町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,358 福岡県 久留米市 生活彩家神代病院店 小売業 その他小売 2%

209,359 福岡県 久留米市 生活彩家古賀病院２１店 小売業 その他小売 2%

209,360 福岡県 久留米市 生活彩家新古賀病院店 小売業 その他小売 2%

209,361 福岡県 久留米市 清風タクシー 個人 清風タクシー サービス 運輸業 5%

209,362 福岡県 久留米市 ＳＥＣＯＮＤＯ サービス 飲食業 5%

209,363 福岡県 久留米市 セゾントラヤ 小売業 衣料品 5%

209,364 福岡県 久留米市 セブンスヘブン サービス 飲食業 5%

209,365 福岡県 久留米市 セブンスヘブン サービス 飲食業 5%

209,366 福岡県 久留米市 セルフ荒木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,367 福岡県 久留米市 セルフ上田主丸給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,368 福岡県 久留米市 セルフ上津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,369 福岡県 久留米市 セルフ久留米西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,370 福岡県 久留米市 セルフ久留米東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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209,371 福岡県 久留米市 セルフ久留米南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,372 福岡県 久留米市 セルフ国分ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,373 福岡県 久留米市 セルフ信愛通り給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,374 福岡県 久留米市 セルフ善導寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,375 福岡県 久留米市 セルフ津福バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,376 福岡県 久留米市 セルフ東合川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,377 福岡県 久留米市 セルフ山川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,378 福岡県 久留米市 禅 小売業 貴金属・服飾品 5%

209,379 福岡県 久留米市 鮮魚仕出しのふかまち 小売業 食料品 5%

209,380 福岡県 久留米市 創作料理　Ｃｏｏｋｉｎｇ　Ｍａｔｅ　クッキングメイト サービス 飲食業 5%

209,381 福岡県 久留米市 蕎麦と魚　十介　蕎麦と魚　十介 サービス 飲食業 5%

209,382 福岡県 久留米市 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　久留米店 小売業 その他小売 5%

209,383 福岡県 久留米市 大善寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,384 福岡県 久留米市 大善寺 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,385 福岡県 久留米市 大善寺 ゴルフガーデン サービス その他サービス 5%

209,386 福岡県 久留米市 大龍ラーメン　合川店 サービス 飲食業 5%

209,387 福岡県 久留米市 大龍ラーメン　東町ベルモール店 サービス 飲食業 5%

209,388 福岡県 久留米市 有限会社高倉Ｓ・Ｔ　モードハウスＣｏＣｏＲｏ 小売業 衣料品 5%

209,389 福岡県 久留米市 高砂屋 小売業 食料品 5%

209,390 福岡県 久留米市 タカチホカメラ　諏訪野町店 小売業 その他小売 5%

209,391 福岡県 久留米市 高三潴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,392 福岡県 久留米市 タカムラ家具 小売業 家具・調度品 5%

209,393 福岡県 久留米市 ＤＵＧ サービス 飲食業 5%

209,394 福岡県 久留米市 ｄｕｇｏｕｔ 小売業 衣料品 5%

209,395 福岡県 久留米市 武島給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,396 福岡県 久留米市 田中仏壇店久留米店 小売業 その他小売 5%

209,397 福岡県 久留米市 田中モータース サービス その他サービス 5%

209,398 福岡県 久留米市 田主丸給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,399 福岡県 久留米市 田主丸配送 小売業 その他小売 2%

209,400 福岡県 久留米市 田主丸船越ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,401 福岡県 久留米市 タベルナ石　タベルナ石 サービス 飲食業 5%

209,402 福岡県 久留米市 ＣＨＩＥＺＯ＋ 小売業 衣料品 5%

209,403 福岡県 久留米市 株式会社茶花の里 小売業 その他小売 5%

209,404 福岡県 久留米市 中央亭 サービス 飲食業 5%

209,405 福岡県 久留米市 中央理容室 サービス 理容・美容業 5%

209,406 福岡県 久留米市 ＪＭ／中国料理　上海酒家 サービス 飲食業 5%

209,407 福岡県 久留米市 中古パソコン市場　久留米店 小売業 電化製品 5%

209,408 福岡県 久留米市 厨房のイトー 厨房のイトー 小売業 その他小売 5%

209,409 福岡県 久留米市 チヨダデンキ 小売業 電化製品 5%

209,410 福岡県 久留米市 千代海苔 小売業 その他小売 5%

209,411 福岡県 久留米市 月詩（つきうた） サービス 飲食業 5%

209,412 福岡県 久留米市 ツルカメ亭　ツルカメ亭 サービス 飲食業 5%
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209,413 福岡県 久留米市 津留崎　良　タクシー サービス 運輸業 5%

209,414 福岡県 久留米市 津留崎石油　大善寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,415 福岡県 久留米市 ｔｅａ’ 小売業 衣料品 5%

209,416 福岡県 久留米市 Ｔｅａ 小売業 衣料品 5%

209,417 福岡県 久留米市 Ｄｅａｒｓ　久留米店 サービス 理容・美容業 5%

209,418 福岡県 久留米市 ＤＫＲＡＦＴ サービス その他サービス 5%

209,419 福岡県 久留米市 ディードットステーション久留米教室 サービス その他サービス 5%

209,420 福岡県 久留米市 ＤＥＬＩＧＨＴＣＬＯＴＨＩＮＧ＆ＳＵＰＰ 小売業 衣料品 5%

209,421 福岡県 久留米市 手作りくつと教室ていねい 小売業 衣料品 5%

209,422 福岡県 久留米市 デリス２１田主丸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,423 福岡県 久留米市 でんきのアズ田主丸店 小売業 電化製品 5%

209,424 福岡県 久留米市 でんきのサントップ久留米支店 小売業 電化製品 5%

209,425 福岡県 久留米市 でんずオオハラ　久留米店 小売業 電化製品 5%

209,426 福岡県 久留米市 電’ｓ　かねしま 小売業 電化製品 5%

209,427 福岡県 久留米市 電’ｓ　サトウ 小売業 電化製品 5%

209,428 福岡県 久留米市 電’ｓ　庄島 小売業 電化製品 5%

209,429 福岡県 久留米市 デントヤ サービス その他サービス 5%

209,430 福岡県 久留米市 天然酵母パン　ひまわり 小売業 食料品 5%

209,431 福岡県 久留米市 天ぷら えがしら サービス 飲食業 5%

209,432 福岡県 久留米市 どうあん サービス 飲食業 5%

209,433 福岡県 久留米市 童心茶屋 サービス 飲食業 5%

209,434 福岡県 久留米市 ｔｏｕｔｅ．ｌａ．ｖｉｅ サービス 理容・美容業 5%

209,435 福岡県 久留米市 トウホウ建設 サービス その他サービス 5%

209,436 福岡県 久留米市 通町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,437 福岡県 久留米市 通町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,438 福岡県 久留米市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅくし原店 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,439 福岡県 久留米市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ久留米インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,440 福岡県 久留米市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ久留米東店 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,441 福岡県 久留米市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ小森野店 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,442 福岡県 久留米市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ安武店 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,443 福岡県 久留米市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ花畑店 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,444 福岡県 久留米市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ六ツ門店 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,445 福岡県 久留米市 ＤＯＳＡＬＯＮ　ＯＮＥＣＨＩＬＤ サービス その他サービス 5%

209,446 福岡県 久留米市 ＴＯＰ３オガワ 小売業 電化製品 5%

209,447 福岡県 久留米市 有限会社　富松テレビラジオ店 小売業 電化製品 5%

209,448 福岡県 久留米市 トヨタ部品福岡共販久留米営業所 サービス その他サービス 5%

209,449 福岡県 久留米市 トヨタレンタリース博多久留米櫛原店 サービス その他サービス 2%

209,450 福岡県 久留米市 トヨタレンタリース博多　久留米上津店 サービス その他サービス 2%

209,451 福岡県 久留米市 ドラッグ新生堂　サンリブ久留米店 小売業 その他小売 5%

209,452 福岡県 久留米市 ドラッグ新生堂　野中店 小売業 その他小売 5%

209,453 福岡県 久留米市 ドラッグ新生堂　御井町店 小売業 その他小売 5%

209,454 福岡県 久留米市 トラヤデュエ 小売業 衣料品 5%
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209,455 福岡県 久留米市 酉　どうあん サービス 飲食業 5%

209,456 福岡県 久留米市 鶏屋３９ サービス 飲食業 5%

209,457 福岡県 久留米市 Ｄｏｌｃｅ 小売業 その他小売 5%

209,458 福岡県 久留米市 Ｄｏｌｃｅ　久留米合川店 小売業 その他小売 5%

209,459 福岡県 久留米市 Ｄｏｌｃｅ　久留米インター店 小売業 その他小売 5%

209,460 福岡県 久留米市 トレーニングスタジオコア サービス その他サービス 5%

209,461 福岡県 久留米市 トワイライト食堂 サービス 飲食業 5%

209,462 福岡県 久留米市 とんやどんや　久留米一番街店 サービス 飲食業 5%

209,463 福岡県 久留米市 ナカシマカイロプラクティック久留米店 サービス 理容・美容業 5%

209,464 福岡県 久留米市 中島精米所　中島精米所 小売業 食料品 5%

209,465 福岡県 久留米市 中津留本店 小売業 食料品 5%

209,466 福岡県 久留米市 中村忠畳店 サービス その他サービス 5%

209,467 福岡県 久留米市 中村鈑金 サービス その他サービス 5%

209,468 福岡県 久留米市 中村薬店 小売業 その他小売 5%

209,469 福岡県 久留米市 ナチュラルスタイル 小売業 家具・調度品 5%

209,470 福岡県 久留米市 南海部品久留米小森野店 小売業 その他小売 5%

209,471 福岡県 久留米市 肉の吉岡本店 小売業 その他小売 5%

209,472 福岡県 久留米市 肉料理　将 サービス 飲食業 5%

209,473 福岡県 久留米市 Ｎｉｃｏ＆Ｔｒｅｊｏ サービス 飲食業 5%

209,474 福岡県 久留米市 セブン－イレブン西鉄久留米駅西口店 小売業 食料品 2%

209,475 福岡県 久留米市 ２３区ゆめタウン久留米店 小売業 衣料品 5%

209,476 福岡県 久留米市 ニッセンシェイプファンデサロンジュリー 小売業 衣料品 5%

209,477 福岡県 久留米市 人形の高島屋 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

209,478 福岡県 久留米市 ネイルサロンｃｈｅｌｓｅａ サービス その他サービス 5%

209,479 福岡県 久留米市 ｎａｉｌｓａｌｏｎ Ｃｈｅｌｓｅａ サービス 理容・美容業 5%

209,480 福岡県 久留米市 ＮＥＴＷＯＲＫ 小売業 衣料品 5%

209,481 福岡県 久留米市 Ｂａｒ　Ｓｍｏｋｅｙ　Ｒｏｏｓｔ サービス 飲食業 5%

209,482 福岡県 久留米市 ハートフルプラザまるや 小売業 その他小売 5%

209,483 福岡県 久留米市 ハイボール酒場　ともすけ　久留米店 サービス 飲食業 5%

209,484 福岡県 久留米市 パウダーシュガー　ゆめタウン久留米店 小売業 衣料品 5%

209,485 福岡県 久留米市 舶来品のレイメイ　久留米店 小売業 衣料品 5%

209,486 福岡県 久留米市 8030 小売業 その他小売 5%

209,487 福岡県 久留米市 バッグのカワノ 小売業 衣料品 5%

209,488 福岡県 久留米市 バッグのカワノ 小売業 その他小売 5%

209,489 福岡県 久留米市 ハトヤ サービス その他サービス 5%

209,490 福岡県 久留米市 花時計 小売業 その他小売 5%

209,491 福岡県 久留米市 大賀薬局　花畑店 小売業 その他小売 5%

209,492 福岡県 久留米市 Ｂｕｂｂｌｅｍａｎ　ＳＴＯＲＥ 小売業 その他小売 5%

209,493 福岡県 久留米市 パル・いのくち 小売業 電化製品 5%

209,494 福岡県 久留米市 晴れる家 サービス 飲食業 5%

209,495 福岡県 久留米市 ハローデイ国分店 小売業 食料品 5%

209,496 福岡県 久留米市 ぱんのいえ 小売業 食料品 5%
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209,497 福岡県 久留米市 ハンバーグ　オニオン　合川本店　ハンバーグ　オニオン合川店 サービス 飲食業 5%

209,498 福岡県 久留米市 ハンバーグ オニオン 上津店 サービス 飲食業 5%

209,499 福岡県 久留米市 ハンバーグハウス牛車 サービス 飲食業 5%

209,500 福岡県 久留米市 ＢＭＯ　久留米合川店 小売業 衣料品 5%

209,501 福岡県 久留米市 ヒグチ自動車 サービス その他サービス 5%

209,502 福岡県 久留米市 ピザ　ウイリー　おこげや久留米店　ピザウイリー　おこげや久留米店 サービス 飲食業 5%

209,503 福岡県 久留米市 ピザポケットツブクテン 津福店 小売業 その他小売 5%

209,504 福岡県 久留米市 ｐｉｚｚａｗｏｒｌｄ＆ｍ サービス 飲食業 5%

209,505 福岡県 久留米市 ビストロ　ときつ サービス 飲食業 5%

209,506 福岡県 久留米市 ひつじやくるめりあ店 小売業 衣料品 5%

209,507 福岡県 久留米市 秀しゃん屋　化粧品部 小売業 その他小売 5%

209,508 福岡県 久留米市 ひとくち餃子てん屋 サービス 飲食業 5%

209,509 福岡県 久留米市 ＢｅａｕｔｙＳｐａｃｅみつたけ サービス 理容・美容業 5%

209,510 福岡県 久留米市 ビューティースマイル サービス 理容・美容業 5%

209,511 福岡県 久留米市 ビュ－ティ－マックス久留米店 サービス 理容・美容業 5%

209,512 福岡県 久留米市 美容室オールージュ サービス 理容・美容業 5%

209,513 福岡県 久留米市 美容室フレンズ サービス 理容・美容業 5%

209,514 福岡県 久留米市 美容ピュア久留米六ツ門店 サービス 理容・美容業 5%

209,515 福岡県 久留米市 ヒラオカテレビサービス 小売業 電化製品 5%

209,516 福岡県 久留米市 平田ナーセリー 小売業 家具・調度品 5%

209,517 福岡県 久留米市 平田ナーセリー 小売業 家具・調度品 5%

209,518 福岡県 久留米市 ビリヤードＫＢＣ サービス 飲食業 5%

209,519 福岡県 久留米市 広瀬自動車 サービス その他サービス 5%

209,520 福岡県 久留米市 ぶあいそ博多 久留米店 サービス 飲食業 5%

209,521 福岡県 久留米市 ファイテンショップ　クルメ駅前店 小売業 その他小売 5%

209,522 福岡県 久留米市 ＦｉｎｄＦｉｅｌｄ 小売業 衣料品 5%

209,523 福岡県 久留米市 ファッションハウス彩　大善寺店 小売業 衣料品 5%

209,524 福岡県 久留米市 ファッションハウス彩　六ツ門店 小売業 衣料品 5%

209,525 福岡県 久留米市 Ｆａｖｏｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

209,526 福岡県 久留米市 ファミリー久留米店 小売業 衣料品 5%

209,527 福岡県 久留米市 ファミリーファッションげんやす 小売業 衣料品 5%

209,528 福岡県 久留米市 セブン－イレブン福岡田主丸西店 小売業 食料品 2%

209,529 福岡県 久留米市 ＢＯＯＫＳあんとくみずま店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

209,530 福岡県 久留米市 ブティック　カーサ久留米店 小売業 衣料品 5%

209,531 福岡県 久留米市 ＰｌｕｇーＩｎ サービス その他サービス 5%

209,532 福岡県 久留米市 ＰｌｕｓＢｅａｕ サービス 理容・美容業 5%

209,533 福岡県 久留米市 プラチノ・ロッサ　久留米店 小売業 衣料品 5%

209,534 福岡県 久留米市 プラネット　西鉄久留米駅リベール店 サービス 飲食業 5%

209,535 福岡県 久留米市 フラワーショップアカシ 小売業 その他小売 5%

209,536 福岡県 久留米市 ブランドスーツオフ　久留米店 小売業 衣料品 5%

209,537 福岡県 久留米市 ＰＲＩＶ?Ｅ／ＣＨＡＲＭ－ＤＥＣＯ サービス 理容・美容業 5%

209,538 福岡県 久留米市 ブリリアントグリーン 小売業 衣料品 5%
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209,539 福岡県 久留米市 ブルークラッセ 小売業 衣料品 5%

209,540 福岡県 久留米市 プレジールヘアー サービス 理容・美容業 5%

209,541 福岡県 久留米市 フロムハート 小売業 衣料品 5%

209,542 福岡県 久留米市 フロムハート　ゆめタウン久留米店 小売業 衣料品 5%

209,543 福岡県 久留米市 フロムハート２ 小売業 衣料品 5%

209,544 福岡県 久留米市 ＨＡＩＲ　ＡＴＥＬＩＥＲ　ＳＡＮ サービス 理容・美容業 5%

209,545 福岡県 久留米市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ａｍｐｌｙ サービス 理容・美容業 5%

209,546 福岡県 久留米市 ヘアー　クリエイト　リアン サービス 理容・美容業 5%

209,547 福岡県 久留米市 ＨＡＩＲ　ｃｏｃｏｒｉｃｈ サービス 理容・美容業 5%

209,548 福岡県 久留米市 ヘアーサロンＨＯＭＥ サービス その他サービス 5%

209,549 福岡県 久留米市 ベアーズ苅原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,550 福岡県 久留米市 ＨＡＩＲ　ｆａｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

209,551 福岡県 久留米市 ＨＡＩＲ　ＳＨＯＰ　Ｐ．Ｐ． サービス 理容・美容業 5%

209,552 福岡県 久留米市 ヘアードレッシングビス サービス 理容・美容業 5%

209,553 福岡県 久留米市 ヘアメイクアージュ久留米ゆめタウン店 サービス 理容・美容業 5%

209,554 福岡県 久留米市 ヘアメイククオカ サービス 理容・美容業 5%

209,555 福岡県 久留米市 Ｈａｉｒ　Ｌｉｇａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

209,556 福岡県 久留米市 ペットスタジオ１０１　久留米店 小売業 その他小売 5%

209,557 福岡県 久留米市 ペットプラス 小売業 その他小売 5%

209,558 福岡県 久留米市 ペティ　オニオン　ペティ　オニオン　ハンバーグ　オニオン津福店 サービス 飲食業 5%

209,559 福岡県 久留米市 ＢＥＬＣＩＡ サービス 理容・美容業 5%

209,560 福岡県 久留米市 ＰＥＲＳＩＣＡ 小売業 衣料品 5%

209,561 福岡県 久留米市 ペルティア サービス 理容・美容業 5%

209,562 福岡県 久留米市 ｂｅｎｃｈ サービス 理容・美容業 5%

209,563 福岡県 久留米市 ボーテサロンフルリール サービス 理容・美容業 5%

209,564 福岡県 久留米市 ボーテサロンフルリール サービス その他サービス 5%

209,565 福岡県 久留米市 ボードゲームショップ プレイスペースさいふる ボードゲームショップ ｘｉ?ｆｕｌｌ さいふる 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

209,566 福岡県 久留米市 ホステル　イルファーロ久留米 サービス 宿泊業 5%

209,567 福岡県 久留米市 蛍川 うかれ包丁 サービス 飲食業 5%

209,568 福岡県 久留米市 北海道食市場　丸海屋　久留米店 サービス 飲食業 5%

209,569 福岡県 久留米市 ＢＯＤＹＳＴＯＩＣ サービス その他サービス 5%

209,570 福岡県 久留米市 ホームセンターサカモト 小売業 家具・調度品 5%

209,571 福岡県 久留米市 ＰＯＲＴＡ・ＲＯＳＳＡ サービス 飲食業 5%

209,572 福岡県 久留米市 ホワイト運転代行 ホワイト運転代行 サービス 運輸業 5%

209,573 福岡県 久留米市 本社第２ 小売業 その他小売 2%

209,574 福岡県 久留米市 ホンダドリーム　久留米 小売業 その他小売 5%

209,575 福岡県 久留米市 ＭｙＮａｉｌ サービス その他サービス 5%

209,576 福岡県 久留米市 ｍａｇａｓｉｎｄｅｃａｍｉｏｎ サービス 飲食業 5%

209,577 福岡県 久留米市 マクドナルド上津バイパス店 サービス 飲食業 2%

209,578 福岡県 久留米市 マクドナルド久留米サンリブ店 サービス 飲食業 2%

209,579 福岡県 久留米市 マクドナルド２０９久留米店 サービス 飲食業 2%

209,580 福岡県 久留米市 マジックワールド　久留米店 サービス その他サービス 5%
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209,581 福岡県 久留米市 益正　六ツ門店 サービス 飲食業 5%

209,582 福岡県 久留米市 マダサイクル 小売業 その他小売 5%

209,583 福岡県 久留米市 松尾仏具本店　久留米店 小売業 その他小売 5%

209,584 福岡県 久留米市 マツカワ楽器田主丸店 小売業 その他小売 5%

209,585 福岡県 久留米市 mahana サービス 理容・美容業 5%

209,586 福岡県 久留米市 ｍａｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

209,587 福岡県 久留米市 マミヤ自動車サービスセンター サービス その他サービス 5%

209,588 福岡県 久留米市 マリークワント 小売業 衣料品 5%

209,589 福岡県 久留米市 マリークワント 小売業 衣料品 5%

209,590 福岡県 久留米市 まるたや酒店 小売業 食料品 5%

209,591 福岡県 久留米市 まるは油脂化学株式会社 小売業 家具・調度品 5%

209,592 福岡県 久留米市 マルヒロ 小売業 衣料品 5%

209,593 福岡県 久留米市 マレットメット　久留米店 小売業 衣料品 5%

209,594 福岡県 久留米市 マンガ倉庫 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

209,595 福岡県 久留米市 マンガ倉庫　久留米店 小売業 その他小売 5%

209,596 福岡県 久留米市 マンガ倉庫　豆津バイパス店 小売業 その他小売 5%

209,597 福岡県 久留米市 セブン－イレブン三井北野店 小売業 食料品 2%

209,598 福岡県 久留米市 水田自動車工業株式会社 サービス その他サービス 5%

209,599 福岡県 久留米市 三潴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,600 福岡県 久留米市 三好デンキ 小売業 電化製品 5%

209,601 福岡県 久留米市 無法松　久留米善導寺店 小売業 その他小売 5%

209,602 福岡県 久留米市 ＭＯＯＮＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

209,603 福岡県 久留米市 明林堂書店久留米山川店 小売業 その他小売 5%

209,604 福岡県 久留米市 明林堂書店国分店 小売業 その他小売 5%

209,605 福岡県 久留米市 ＪＭ／メガネコンタクト　アイアイ 小売業 その他小売 5%

209,606 福岡県 久留米市 メガネ２１　久留米店 小売業 貴金属・服飾品 5%

209,607 福岡県 久留米市 メガネの立石 久留米本店 小売業 その他小売 5%

209,608 福岡県 久留米市 メガネの立石　善導寺店 小売業 その他小売 5%

209,609 福岡県 久留米市 メガネの立石　安武店 小売業 その他小売 5%

209,610 福岡県 久留米市 メガネのとらや　ｇ－ｒｏｏｍ 小売業 貴金属・服飾品 5%

209,611 福岡県 久留米市 メゾンブランシュ　アンネ 小売業 衣料品 5%

209,612 福岡県 久留米市 ＭｏｉｓｔｅａｎｅＣｏｒｄｉａｌｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

209,613 福岡県 久留米市 モイスティーヌサロン風う　久留米支店 小売業 その他小売 5%

209,614 福岡県 久留米市 モイスティーヌ　美ーＯｎ サービス 理容・美容業 5%

209,615 福岡県 久留米市 モイスティーヌマリアサロン サービス 飲食業 5%

209,616 福岡県 久留米市 ｍｏｃｈａ 小売業 衣料品 5%

209,617 福岡県 久留米市 モダン 小売業 衣料品 5%

209,618 福岡県 久留米市 モダン 小売業 衣料品 5%

209,619 福岡県 久留米市 モダン店 小売業 衣料品 5%

209,620 福岡県 久留米市 焼とり居酒屋　らっかん サービス 飲食業 5%

209,621 福岡県 久留米市 炭火焼やきとり屋 田 でん  やきとり屋炭火焼田 サービス 飲食業 5%

209,622 福岡県 久留米市 焼肉の汀亭　日吉店 サービス 飲食業 5%
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209,623 福岡県 久留米市 焼肉龍王館　合川店 サービス 飲食業 5%

209,624 福岡県 久留米市 焼肉龍王館　上津店 サービス 飲食業 5%

209,625 福岡県 久留米市 焼肉龍王館　久留米本店 サービス 飲食業 5%

209,626 福岡県 久留米市 薬師堂　久留米店 小売業 その他小売 5%

209,627 福岡県 久留米市 八蔵　久留米店 サービス 飲食業 5%

209,628 福岡県 久留米市 屋台　淡海 サービス 飲食業 5%

209,629 福岡県 久留米市 やのや サービス 飲食業 5%

209,630 福岡県 久留米市 山口酒店 サービス 飲食業 5%

209,631 福岡県 久留米市 山本 タクシー 個人 山本タクシー サービス 運輸業 5%

209,632 福岡県 久留米市 山本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,633 福岡県 久留米市 鑓水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,634 福岡県 久留米市 有限会社　アサノ自動車 サービス その他サービス 5%

209,635 福岡県 久留米市 有限会社カワヅオート サービス 運輸業 5%

209,636 福岡県 久留米市 有限会社フリースタイル 小売業 衣料品 5%

209,637 福岡県 久留米市 有限会社龍チャイナ　中華食堂　タンメン屋 サービス 飲食業 5%

209,638 福岡県 久留米市 有限会社ロンロンシューズ 小売業 衣料品 5%

209,639 福岡県 久留米市 ユーデン国分店 小売業 電化製品 5%

209,640 福岡県 久留米市 ユーデン大善寺店 小売業 電化製品 5%

209,641 福岡県 久留米市 ユーデン津福店 小売業 電化製品 5%

209,642 福岡県 久留米市 ユーデン通東町 小売業 電化製品 5%

209,643 福岡県 久留米市 ユーデンはらぐち善導寺店 小売業 電化製品 5%

209,644 福岡県 久留米市 ユーデン南町店 小売業 電化製品 5%

209,645 福岡県 久留米市 ユーデンやなが善導寺 小売業 電化製品 5%

209,646 福岡県 久留米市 ユーデン山本店 小売業 電化製品 5%

209,647 福岡県 久留米市 ゆめタウン久留米ハビタ久留米店 サービス 理容・美容業 5%

209,648 福岡県 久留米市 湯元小林 サービス 宿泊業 5%

209,649 福岡県 久留米市 余韻ｈａｉｒｓｔｕｄｉｏ＆ｇａｌｌｅｒｙ サービス 理容・美容業 5%

209,650 福岡県 久留米市 余韻の時間 小売業 衣料品 5%

209,651 福岡県 久留米市 ヨコオ釣具　ヨコオ釣具　久留米店 小売業 その他小売 5%

209,652 福岡県 久留米市 ＹＯＳＡＰＡＲＫＮｉｃｏニコ サービス 理容・美容業 5%

209,653 福岡県 久留米市 吉岡石油店　田主丸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,654 福岡県 久留米市 吉金菓子舗 小売業 食料品 5%

209,655 福岡県 久留米市 よしの園 小売業 食料品 5%

209,656 福岡県 久留米市 吉村自動車整備工場 小売業 その他小売 5%

209,657 福岡県 久留米市 ＹｏＬｏ サービス 飲食業 5%

209,658 福岡県 久留米市 ラ・フローラ 小売業 その他小売 5%

209,659 福岡県 久留米市 ラーメン専門店葉隠 葉隠ラーメン サービス 飲食業 5%

209,660 福岡県 久留米市 ＬＯＶＥＲＩＡ　ＫＡＭＩＴＳＵ サービス 理容・美容業 5%

209,661 福岡県 久留米市 ＬＯＶＥＲＩＡ　ＫＵＲＵＭＥ サービス 理容・美容業 5%

209,662 福岡県 久留米市 ｒａｓｉｃｕ サービス 理容・美容業 5%

209,663 福岡県 久留米市 ラズ　トレイル 小売業 衣料品 5%

209,664 福岡県 久留米市 ラッキーベアー・アニマルケアセンター サービス その他サービス 5%
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209,665 福岡県 久留米市 Ｌｉｇａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

209,666 福岡県 久留米市 Ｒｅ．Ｓｔａｒｔ サービス 理容・美容業 5%

209,667 福岡県 久留米市 リストランテサーヤ サービス 飲食業 5%

209,668 福岡県 久留米市 ｒｉｔｒｏｖｏ【リトロボ】 サービス 理容・美容業 5%

209,669 福岡県 久留米市 リネンプラスルーム 小売業 衣料品 5%

209,670 福岡県 久留米市 Ｒｅｍｅｍｂｅｒ サービス 飲食業 5%

209,671 福岡県 久留米市 隆勝堂　久留米合川店 小売業 食料品 5%

209,672 福岡県 久留米市 ＪＭ／旅館　錦水 サービス 飲食業 5%

209,673 福岡県 久留米市 リラックス　野中店 小売業 貴金属・服飾品 5%

209,674 福岡県 久留米市 ＲＥＬＡＸＨＯＵＳＥ サービス 理容・美容業 5%

209,675 福岡県 久留米市 Ｌｉｌｙ・ｂｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

209,676 福岡県 久留米市 レイメイ　久留米店 小売業 食料品 5%

209,677 福岡県 久留米市 レストラン　香炉 サービス 飲食業 5%

209,678 福岡県 久留米市 レストランシェワシズ サービス 飲食業 5%

209,679 福岡県 久留米市 ローキーズペットプラス ローキーズペットプラス 小売業 その他小売 5%

209,680 福岡県 久留米市 ＬＯＬ 小売業 衣料品 5%

209,681 福岡県 久留米市 ワールドウォッチナガノ 小売業 貴金属・服飾品 5%

209,682 福岡県 久留米市 若竹醤油 小売業 その他小売 5%

209,683 福岡県 久留米市 和酒ひこバル サービス 飲食業 5%

209,684 福岡県 久留米市 わたなべ青果 小売業 その他小売 5%

209,685 福岡県 桂川町 王塚タクシー　８０１ サービス 運輸業 5%

209,686 福岡県 桂川町 桂川町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,687 福岡県 桂川町 くすりのハッピー　桂川店 小売業 その他小売 5%

209,688 福岡県 桂川町 セブン－イレブン桂川寿命店 小売業 食料品 2%

209,689 福岡県 桂川町 セブンーイレブン桂川町役場前店 小売業 食料品 2%

209,690 福岡県 桂川町 セブン－イレブン桂川吉隈店 小売業 食料品 2%

209,691 福岡県 桂川町 翔也電工 サービス その他サービス 5%

209,692 福岡県 桂川町 信映電設 小売業 電化製品 5%

209,693 福岡県 桂川町 新生堂薬局　桂川店 小売業 その他小売 5%

209,694 福岡県 桂川町 新茶屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,695 福岡県 桂川町 スナップオン　板野 小売業 その他小売 5%

209,696 福岡県 桂川町 野菜党×かほラーメン サービス 飲食業 5%

209,697 福岡県 桂川町 よしなか洋品店 小売業 衣料品 5%

209,698 福岡県 古賀市 青柳ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,699 福岡県 古賀市 アベファクトリー 小売業 その他小売 5%

209,700 福岡県 古賀市 アンジャネーヤ サービス 理容・美容業 5%

209,701 福岡県 古賀市 アンフィニ・ビー　古賀店 サービス 理容・美容業 5%

209,702 福岡県 古賀市 168 サービス 理容・美容業 5%

209,703 福岡県 古賀市 出光セルフ久保ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,704 福岡県 古賀市 井上玩具店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

209,705 福岡県 古賀市 インフ古賀店 小売業 電化製品 5%

209,706 福岡県 古賀市 エイムおにき 小売業 電化製品 5%
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209,707 福岡県 古賀市 Ａ　Ｔ　Ｃ サービス その他サービス 5%

209,708 福岡県 古賀市 エスト古賀店 サービス 理容・美容業 5%

209,709 福岡県 古賀市 Ｍ＇ｓ運転代行 サービス 運輸業 5%

209,710 福岡県 古賀市 カークリエイトコガ サービス その他サービス 5%

209,711 福岡県 古賀市 鹿毛タイヤ 小売業 その他小売 5%

209,712 福岡県 古賀市 株式会社ラックシステム サービス その他サービス 5%

209,713 福岡県 古賀市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋プラムガーデン花見東店 サービス 飲食業 2%

209,714 福岡県 古賀市 九州自動車道　下り　古賀サービスエリアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,715 福岡県 古賀市 業務スーパー古賀中央店 小売業 食料品 2%

209,716 福岡県 古賀市 グッデイ古賀千鳥店 小売業 その他小売 5%

209,717 福岡県 古賀市 ＣＲＥＶＥ 小売業 その他小売 5%

209,718 福岡県 古賀市 ケイレオマック 小売業 衣料品 5%

209,719 福岡県 古賀市 鮨・割烹　源寿司 サービス 飲食業 5%

209,720 福岡県 古賀市 セブン－イレブン古賀青柳店 小売業 食料品 2%

209,721 福岡県 古賀市 セブン－イレブン古賀インター店 小売業 食料品 2%

209,722 福岡県 古賀市 セブン－イレブン古賀花鶴丘２丁目店 小売業 食料品 2%

209,723 福岡県 古賀市 セブン－イレブン古賀栗原店 小売業 食料品 2%

209,724 福岡県 古賀市 セブン－イレブン古賀千鳥２丁目店 小売業 食料品 2%

209,725 福岡県 古賀市 セブン－イレブン古賀中央３丁目店 小売業 食料品 2%

209,726 福岡県 古賀市 セブン－イレブン古賀流店 小売業 食料品 2%

209,727 福岡県 古賀市 セブン－イレブン古賀花見東７丁目店 小売業 食料品 2%

209,728 福岡県 古賀市 セブン－イレブン古賀花見東２丁目店 小売業 食料品 2%

209,729 福岡県 古賀市 セブン－イレブン古賀日吉３丁目南店 小売業 食料品 2%

209,730 福岡県 古賀市 セブン－イレブン古賀薬王寺店 小売業 食料品 2%

209,731 福岡県 古賀市 個人角タクシー サービス 運輸業 5%

209,732 福岡県 古賀市 個人　水上タクシー サービス その他サービス 5%

209,733 福岡県 古賀市 佐賀牛焼肉 さが味 サービス 飲食業 5%

209,734 福岡県 古賀市 佐賀牛焼肉　さが味 サービス 飲食業 5%

209,735 福岡県 古賀市 さくら自動車 小売業 その他小売 5%

209,736 福岡県 古賀市 ザザホラヤ　古賀店 小売業 衣料品 5%

209,737 福岡県 古賀市 ＳＯＮＳ サービス その他サービス 5%

209,738 福岡県 古賀市 シエラ　グラム サービス 理容・美容業 5%

209,739 福岡県 古賀市 立石電器 小売業 電化製品 5%

209,740 福岡県 古賀市 千鳥屋酒店 小売業 食料品 5%

209,741 福岡県 古賀市 ツバメガス　福岡 小売業 その他小売 5%

209,742 福岡県 古賀市 デンヒチ福岡東営業所 小売業 その他小売 5%

209,743 福岡県 古賀市 トアル 小売業 その他小売 5%

209,744 福岡県 古賀市 東京・銀座リエジュ　古賀店 小売業 貴金属・服飾品 5%

209,745 福岡県 古賀市 ドラッグ　新生堂　古賀バイパス店 小売業 その他小売 5%

209,746 福岡県 古賀市 肉料理　喜多屋 サービス 飲食業 5%

209,747 福岡県 古賀市 二代目はやっとぉ サービス 飲食業 5%

209,748 福岡県 古賀市 バイクショップ　えびすガレージ サービス その他サービス 5%
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209,749 福岡県 古賀市 バイセルビークル 小売業 その他小売 5%

209,750 福岡県 古賀市 博多一番どり　本部 サービス 飲食業 5%

209,751 福岡県 古賀市 博多麺王古賀 サービス 飲食業 5%

209,752 福岡県 古賀市 ハローデイ福岡ももち店 小売業 食料品 5%

209,753 福岡県 古賀市 ヒライ古賀バイパス店 小売業 食料品 5%

209,754 福岡県 古賀市 ｐｕａｈｅａｌ サービス 理容・美容業 5%

209,755 福岡県 古賀市 福岡引越センター サービス 運輸業 5%

209,756 福岡県 古賀市 福岡ヤクルト販売 古賀Ｃ 小売業 食料品 5%

209,757 福岡県 古賀市 ＨＡＩＲ　ＥＳＴ【ヘアエスト】　古賀店 サービス 理容・美容業 5%

209,758 福岡県 古賀市 ＨａｉｒＭａｋｅｃｈｏｃｏｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

209,759 福岡県 古賀市 マキヤマ電器 小売業 電化製品 5%

209,760 福岡県 古賀市 まつざき 小売業 その他小売 5%

209,761 福岡県 古賀市 まつざき サービス その他サービス 5%

209,762 福岡県 古賀市 明徳学館 サービス その他サービス 5%

209,763 福岡県 古賀市 メガネの田中　サンリブ古賀店 小売業 その他小売 5%

209,764 福岡県 古賀市 焼肉炎牛 サービス 飲食業 5%

209,765 福岡県 古賀市 ゆい洋装店 小売業 衣料品 5%

209,766 福岡県 古賀市 有限会社中野酒店 小売業 その他小売 5%

209,767 福岡県 古賀市 ユタカオート サービス その他サービス 5%

209,768 福岡県 古賀市 リエジュ古賀店 小売業 貴金属・服飾品 5%

209,769 福岡県 古賀市 リバティーベル 小売業 衣料品 5%

209,770 福岡県 古賀市 リラクゼーションサロンＭａｎａ サービス 理容・美容業 5%

209,771 福岡県 古賀市 ＲＵＤＯＨＡＩＲＦｏｒＭＥＮ サービス 理容・美容業 5%

209,772 福岡県 古賀市 ワークライフ 小売業 衣料品 5%

209,773 福岡県 古賀市 和菜ダイニングとも サービス 飲食業 5%

209,774 福岡県 小竹町 あがさ 小売業 衣料品 5%

209,775 福岡県 小竹町 オートテクノトダ サービス その他サービス 5%

209,776 福岡県 小竹町 小竹カーライフステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,777 福岡県 小竹町 セブン－イレブン小竹局入口店 小売業 食料品 2%

209,778 福岡県 小竹町 パナツクスカト－ 小売業 電化製品 5%

209,779 福岡県 小竹町 ファッションステージ　フクナガ 小売業 衣料品 5%

209,780 福岡県 小竹町 渡辺電器商会 小売業 電化製品 5%

209,781 福岡県 篠栗町 アイアイささぐり 小売業 その他小売 5%

209,782 福岡県 篠栗町 井上総合自動車 サービス その他サービス 5%

209,783 福岡県 篠栗町 恵比須屋 サービス 宿泊業 5%

209,784 福岡県 篠栗町 欧風食堂Ｏｔｔａｎｔｏｔｔｏ サービス 飲食業 5%

209,785 福岡県 篠栗町 かたつむりコンタクト 小売業 その他小売 5%

209,786 福岡県 篠栗町 かのん 小売業 衣料品 5%

209,787 福岡県 篠栗町 株式会社モリタ 株式会社モリタ 小売業 その他小売 5%

209,788 福岡県 篠栗町 ＫＵＢＯ サービス 運輸業 5%

209,789 福岡県 篠栗町 デリスランド篠栗ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,790 福岡県 篠栗町 セブン－イレブン篠栗町民体育館前店 小売業 食料品 2%
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209,791 福岡県 篠栗町 セブン－イレブン篠栗西店 小売業 食料品 2%

209,792 福岡県 篠栗町 セブン－イレブン篠栗御影橋店 小売業 食料品 2%

209,793 福岡県 篠栗町 セブン－イレブン篠栗八木山バイパス店 小売業 食料品 2%

209,794 福岡県 篠栗町 新生堂薬局　篠栗店 小売業 その他小売 5%

209,795 福岡県 篠栗町 スタイル引越センター サービス その他サービス 5%

209,796 福岡県 篠栗町 セルフ篠栗ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,797 福岡県 篠栗町 ドラッグ新生堂　篠栗店 小売業 その他小売 5%

209,798 福岡県 篠栗町 日本料理　栄屋 サービス 飲食業 5%

209,799 福岡県 篠栗町 博多一番どり 居食家あらい 篠栗店 サービス 飲食業 5%

209,800 福岡県 篠栗町 美容室ＤＥＵＸ サービス 理容・美容業 5%

209,801 福岡県 篠栗町 フィッシングガイド　魚日和 サービス その他サービス 5%

209,802 福岡県 篠栗町 福岡篠栗モーター 小売業 貴金属・服飾品 5%

209,803 福岡県 篠栗町 福岡篠栗モーター株式会社 小売業 その他小売 5%

209,804 福岡県 篠栗町 福岡ヤクルト販売　篠栗直販 小売業 食料品 5%

209,805 福岡県 篠栗町 福岡ヤクルト販売 篠栗Ｃ 小売業 食料品 5%

209,806 福岡県 篠栗町 ポプラ八木山店 小売業 その他小売 2%

209,807 福岡県 篠栗町 無法松　篠栗店 小売業 その他小売 5%

209,808 福岡県 篠栗町 銘茶の里 森尾園 篠栗店 小売業 食料品 5%

209,809 福岡県 志免町 ａｌ　Ｌｕｐｏ！ サービス 飲食業 5%

209,810 福岡県 志免町 いしむら　志免役場前店 小売業 食料品 5%

209,811 福岡県 志免町 エイム武内 小売業 電化製品 5%

209,812 福岡県 志免町 エース電器サービス 小売業 電化製品 5%

209,813 福岡県 志免町 大賀薬局　粕屋亀山店 小売業 その他小売 5%

209,814 福岡県 志免町 大賀薬局　粕屋別府店 小売業 その他小売 5%

209,815 福岡県 志免町 大賀薬局　志免店 小売業 その他小売 5%

209,816 福岡県 志免町 大賀薬局　新屋敷店 小売業 その他小売 5%

209,817 福岡県 志免町 大賀薬局　博多の森店 小売業 その他小売 5%

209,818 福岡県 志免町 大場ラジオ商会 小売業 電化製品 5%

209,819 福岡県 志免町 オレンジ運転代行東営業所 サービス 運輸業 5%

209,820 福岡県 志免町 ＫＡＩＮＯ　福岡本店 サービス 理容・美容業 5%

209,821 福岡県 志免町 カセル　福岡支店 サービス その他サービス 5%

209,822 福岡県 志免町 株式会社ｋｉｒｅｉファクトリー サービス その他サービス 5%

209,823 福岡県 志免町 ＧＡＢＵＲＩ空港店 サービス 飲食業 5%

209,824 福岡県 志免町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋福岡志免店 サービス 飲食業 2%

209,825 福岡県 志免町 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋福工大前店 サービス 飲食業 2%

209,826 福岡県 志免町 牛もつ鍋茶びん サービス 飲食業 5%

209,827 福岡県 志免町 クィクリーファーム サービス 飲食業 5%

209,828 福岡県 志免町 ＪＳＣ 小売業 衣料品 5%

209,829 福岡県 志免町 Ｃ・Ｐ・Ｍ サービス その他サービス 5%

209,830 福岡県 志免町 セブン－イレブン志免新屋敷北店 小売業 食料品 2%

209,831 福岡県 志免町 セブン－イレブン志免西小学校前店 小売業 食料品 2%

209,832 福岡県 志免町 セブンーイレブン志免別府店 小売業 食料品 2%
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209,833 福岡県 志免町 美容室　ｃｈａｔ　ｎｏｉｒ　美容室　ｃｈａｔ　ｎｏｉｒ　シャノワール サービス 理容・美容業 5%

209,834 福岡県 志免町 ＣＨＯＵＥＴＴＥ サービス 理容・美容業 5%

209,835 福岡県 志免町 ＣＨＯＵＥＴＴＥ サービス 理容・美容業 5%

209,836 福岡県 志免町 ジーワイ・オート サービス その他サービス 5%

209,837 福岡県 志免町 Ｓｗｅｅｔ　Ｒａｖｉｒ サービス 理容・美容業 5%

209,838 福岡県 志免町 すたみな太郎　福岡志免店 サービス 飲食業 5%

209,839 福岡県 志免町 セルフ志免ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,840 福岡県 志免町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ片峰店 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,841 福岡県 志免町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ志免店 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,842 福岡県 志免町 ドコモショップ志免店 小売業 その他小売 5%

209,843 福岡県 志免町 とめ手羽　志免店 サービス 飲食業 5%

209,844 福岡県 志免町 ドラッグ新生堂　志免店 小売業 その他小売 5%

209,845 福岡県 志免町 ＮＡＴＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

209,846 福岡県 志免町 ＮａｔｕＲｈｙｔｈｍ サービス その他サービス 5%

209,847 福岡県 志免町 ＨＡＲＶｅＳＴ サービス 理容・美容業 5%

209,848 福岡県 志免町 バスクラ サービス 飲食業 5%

209,849 福岡県 志免町 ＰＡＺヤスコウチ 小売業 電化製品 5%

209,850 福岡県 志免町 ハナチャイナ サービス 飲食業 5%

209,851 福岡県 志免町 ハローデイ志免店 小売業 食料品 5%

209,852 福岡県 志免町 ＢＭＯ志免店 小売業 衣料品 5%

209,853 福岡県 志免町 ビフテキ屋うえすたん　空港店 サービス 飲食業 5%

209,854 福岡県 志免町 ビフテキ屋うえすたん 志免店 サービス 飲食業 5%

209,855 福岡県 志免町 美容室ＶＯＧＵＥ　美容室　ＶＯＧＵＥ サービス 理容・美容業 5%

209,856 福岡県 志免町 美容室ＶＯＧＵＥ サービス 理容・美容業 5%

209,857 福岡県 志免町 福岡ジェム 小売業 貴金属・服飾品 5%

209,858 福岡県 志免町 福岡ヤクルト販売　志免Ｃ 小売業 食料品 5%

209,859 福岡県 志免町 ＰＲＥＭＩＵＭ サービス その他サービス 5%

209,860 福岡県 志免町 マクドナルド東環状博多の森店 サービス 飲食業 2%

209,861 福岡県 志免町 マックスクリエイト 小売業 電化製品 5%

209,862 福岡県 志免町 まほうのろば サービス 飲食業 5%

209,863 福岡県 志免町 明林堂書店イオン福岡東店 小売業 その他小売 5%

209,864 福岡県 志免町 メトコスオート サービス その他サービス 5%

209,865 福岡県 志免町 モリタカズキ サービス その他サービス 5%

209,866 福岡県 志免町 やきとり一番 サービス 飲食業 5%

209,867 福岡県 志免町 焼肉なべしま　福岡空港店 サービス 飲食業 5%

209,868 福岡県 志免町 Ｕ－ＣＡＲ志免店 小売業 その他小売 5%

209,869 福岡県 志免町 有限会社松岡ホンダ 小売業 その他小売 5%

209,870 福岡県 志免町 ＹＯＳＡＰＡＲＫＣｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

209,871 福岡県 志免町 Ｒｉｓｉｎｇ　ＡＲＴ サービス その他サービス 5%

209,872 福岡県 志免町 リトルシアター空港東店 小売業 衣料品 5%

209,873 福岡県 志免町 ＬＵＣＩＡｈａｉｒｄｅｄｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

209,874 福岡県 志免町 Ｒｏｍｅｏ．Ｌｕｅｐｅｔｓａｌｏｎ＆ｈｏｔｅｌ サービス その他サービス 5%
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209,875 福岡県 志免町 Ｙ’ｓｇａｒｄｅｎｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

209,876 福岡県 志免町 Ｙ’ｓ　ｇａｒｄｅｎ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

209,877 福岡県 上毛町 おくなが屋 サービス その他サービス 5%

209,878 福岡県 上毛町 女多福ぎょうざ サービス 飲食業 5%

209,879 福岡県 上毛町 セブン－イレブン上毛町役場前店 小売業 食料品 2%

209,880 福岡県 上毛町 でんき館おくの 小売業 電化製品 5%

209,881 福岡県 上毛町 からあげ聖林本店 サービス 飲食業 5%

209,882 福岡県 上毛町 有限会社今永石油瓦斯　友枝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,883 福岡県 新宮町 石窯パン工房クリーブラッツ　新宮店 小売業 食料品 5%

209,884 福岡県 新宮町 井手ちゃんぽん 新宮店 サービス 飲食業 5%

209,885 福岡県 新宮町 イデックス福岡東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,886 福岡県 新宮町 エイム　アキヤマ 小売業 電化製品 5%

209,887 福岡県 新宮町 大賀薬局　新宮調剤店 小売業 その他小売 5%

209,888 福岡県 新宮町 Ｏａｋｂａｒ サービス 飲食業 5%

209,889 福岡県 新宮町 オートガレージアリタ サービス その他サービス 5%

209,890 福岡県 新宮町 オリックスレンタカー新宮店 サービス その他サービス 2%

209,891 福岡県 新宮町 香椎バイパス給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,892 福岡県 新宮町 株式会社兼松自動車販売 サービス その他サービス 5%

209,893 福岡県 新宮町 唐揚げ専門　ひなた商店 サービス 飲食業 5%

209,894 福岡県 新宮町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋新宮３号バイパス店 サービス 飲食業 2%

209,895 福岡県 新宮町 ガンバル 小売業 電化製品 5%

209,896 福岡県 新宮町 グランド工房　新宮店 小売業 その他小売 5%

209,897 福岡県 新宮町 ＳＡＫＯＤＡ　新宮店 小売業 その他小売 5%

209,898 福岡県 新宮町 ＳＡＫＯＤＡホームファニシングス新宮店 小売業 家具・調度品 5%

209,899 福岡県 新宮町 ｇｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

209,900 福岡県 新宮町 手芸マキ 新宮店 小売業 その他小売 5%

209,901 福岡県 新宮町 食の蔵新宮店 小売業 その他小売 5%

209,902 福岡県 新宮町 セブン－イレブン新宮下府４丁目店 小売業 食料品 2%

209,903 福岡県 新宮町 セブン－イレブン新宮須川店 小売業 食料品 2%

209,904 福岡県 新宮町 セブン－イレブン新宮中央駅北店 小売業 食料品 2%

209,905 福岡県 新宮町 セブン－イレブン新宮中央駅前店 小売業 食料品 2%

209,906 福岡県 新宮町 新宮中央コンタクト 小売業 その他小売 5%

209,907 福岡県 新宮町 セブン－イレブン新宮原上店 小売業 食料品 2%

209,908 福岡県 新宮町 すたみな太郎　新宮店 サービス 飲食業 5%

209,909 福岡県 新宮町 セイントマーク私立保育園 サービス その他サービス 5%

209,910 福岡県 新宮町 セルフ新宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,911 福岡県 新宮町 中村家具　新宮店 小売業 家具・調度品 5%

209,912 福岡県 新宮町 なの花薬局 なの花薬局ストア 小売業 その他小売 5%

209,913 福岡県 新宮町 ニコニコレンタカー新宮夜臼店 サービス その他サービス 5%

209,914 福岡県 新宮町 博多一番どり 居食家あらい 新宮店 サービス 飲食業 5%

209,915 福岡県 新宮町 博多大砲ラーメン　新宮店 サービス 飲食業 5%

209,916 福岡県 新宮町 博多屋　直販部 小売業 食料品 5%
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209,917 福岡県 新宮町 博多わび助　新宮店 サービス 飲食業 5%

209,918 福岡県 新宮町 花工房　リトルガーデン サービス その他サービス 5%

209,919 福岡県 新宮町 ハローデイ新宮中央店 小売業 食料品 5%

209,920 福岡県 新宮町 ハローデイ新宮店 小売業 食料品 5%

209,921 福岡県 新宮町 ＢＭＯ新宮店 小売業 衣料品 5%

209,922 福岡県 新宮町 ヒライ新宮三代店 小売業 食料品 5%

209,923 福岡県 新宮町 平田ナ－セリ－　福岡店 小売業 家具・調度品 5%

209,924 福岡県 新宮町 福岡ヤクルト販売 新宮Ｃ 小売業 食料品 5%

209,925 福岡県 新宮町 ブンダバー　新宮店 小売業 その他小売 5%

209,926 福岡県 新宮町 ＨＡＩＲＭＡＫＥ　ａｇｅ　新宮店 サービス 理容・美容業 5%

209,927 福岡県 新宮町 便利屋　おそうじ館 サービス その他サービス 5%

209,928 福岡県 新宮町 本格インド料理ミナ新宮店 サービス 飲食業 5%

209,929 福岡県 新宮町 ホンダドリーム　福岡東 小売業 その他小売 5%

209,930 福岡県 新宮町 マクドナルド３号線新宮店 サービス 飲食業 2%

209,931 福岡県 新宮町 マヌカンピス＆ケレス　新宮店 小売業 食料品 5%

209,932 福岡県 新宮町 湊からだ回復センター サービス その他サービス 5%

209,933 福岡県 新宮町 銘茶の里 森尾園 新宮店 小売業 食料品 5%

209,934 福岡県 新宮町 銘茶の里 森尾園 トライアル店 小売業 電化製品 5%

209,935 福岡県 新宮町 メガネの落合　新宮店 小売業 貴金属・服飾品 5%

209,936 福岡県 新宮町 株　森尾園　本店 小売業 食料品 5%

209,937 福岡県 新宮町 有限会社今林タイヤ 小売業 その他小売 5%

209,938 福岡県 新宮町 Ｒｅｇｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

209,939 福岡県 須恵町 ＡＳＴＲＡＥＡ サービス 理容・美容業 5%

209,940 福岡県 須恵町 うぐいす薬局 うぐいす薬局ストア 小売業 その他小売 5%

209,941 福岡県 須恵町 うどん処　笑美　うどん処笑美 サービス 飲食業 5%

209,942 福岡県 須恵町 大賀薬局　須恵店 小売業 その他小売 5%

209,943 福岡県 須恵町 カーサービス　ビッケ サービス その他サービス 5%

209,944 福岡県 須恵町 海鮮居酒屋安河内 サービス 飲食業 5%

209,945 福岡県 須恵町 キョウエイオートサービス サービス その他サービス 5%

209,946 福岡県 須恵町 個人　ＫＡＣＨＩ　ＴＡＸＩ サービス その他サービス 5%

209,947 福岡県 須恵町 ジェームス須恵インター店 小売業 その他小売 2%

209,948 福岡県 須恵町 仕立屋甚五郎　須恵アンテナハウス 小売業 衣料品 5%

209,949 福岡県 須恵町 セブン－イレブン須恵新原店 小売業 食料品 2%

209,950 福岡県 須恵町 セブン－イレブン須恵旅石店 小売業 食料品 2%

209,951 福岡県 須恵町 セブン－イレブン須恵中央駅前店 小売業 食料品 2%

209,952 福岡県 須恵町 セブン－イレブン須恵古宮店 小売業 食料品 2%

209,953 福岡県 須恵町 セルフステーション須恵 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,954 福岡県 須恵町 Ｄｉｃｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ 小売業 その他小売 5%

209,955 福岡県 須恵町 タイヤの栄太郎・粕屋店 小売業 その他小売 5%

209,956 福岡県 須恵町 トータス須恵ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,957 福岡県 須恵町 とり須恵 サービス 飲食業 5%

209,958 福岡県 須恵町 西日本トラック　須恵整備工場 サービス その他サービス 5%
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209,959 福岡県 須恵町 博多一番どり 須恵中央店 サービス 飲食業 5%

209,960 福岡県 須恵町 パティスリー　アンサンブル 小売業 食料品 5%

209,961 福岡県 須恵町 ヒライ須恵店 小売業 食料品 5%

209,962 福岡県 須恵町 福岡ヤクルト販売 須恵Ｃ 小売業 食料品 5%

209,963 福岡県 須恵町 Ｐｒｉｖａｔｅ Ｓａｌｏｎ ＨＡＲＵ サービス その他サービス 5%

209,964 福岡県 須恵町 リヴ動物病院 サービス その他サービス 5%

209,965 福岡県 添田町 出光セルフ添田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,966 福岡県 添田町 ＩＲＯ?ＩＲＯ アジアン雑貨ＩＲＯＩＲＯａｓｉｓ サービス その他サービス 5%

209,967 福岡県 添田町 岩田電器 小売業 電化製品 5%

209,968 福岡県 添田町 オートクラブ上田川　オートクラブ上田川 サービス その他サービス 5%

209,969 福岡県 添田町 添田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,970 福岡県 添田町 セブン－イレブン田川添田店 小売業 食料品 2%

209,971 福岡県 添田町 べストマート上半店 小売業 その他小売 5%

209,972 福岡県 添田町 有限会社小川商事 小売業 その他小売 5%

209,973 福岡県 大木町 ａｎｔ　Ｃ　ａｇｅｉｎｇ　Ｈａｉ サービス 理容・美容業 5%

209,974 福岡県 大木町 大木町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,975 福岡県 大木町 セブン－イレブン大木町高橋店 小売業 食料品 2%

209,976 福岡県 大木町 セブン－イレブン大木町役場前店 小売業 食料品 2%

209,977 福岡県 大木町 オートワン　大木町店 小売業 その他小売 5%

209,978 福岡県 大木町 （株）料亭　高井良 サービス 飲食業 5%

209,979 福岡県 大木町 株式会社総桐箪笥和光 小売業 家具・調度品 5%

209,980 福岡県 大木町 カラオケニューヨーク４０　大木店 サービス その他サービス 5%

209,981 福岡県 大木町 久留米絣会館　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

209,982 福岡県 大木町 サロン・ド・ヘヴン サービス 理容・美容業 5%

209,983 福岡県 大木町 セルフ大木 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,984 福岡県 大木町 大黒屋 小売業 食料品 5%

209,985 福岡県 大木町 トータルファッションふくや 小売業 衣料品 5%

209,986 福岡県 大木町 鳥取石油店　大木町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,987 福岡県 大木町 セブン－イレブン福岡大木町店 小売業 食料品 2%

209,988 福岡県 大木町 ＮＰＯ法人武道アカデミー サービス その他サービス 5%

209,989 福岡県 大木町 ＷＡＫＫＡ サービス その他サービス 5%

209,990 福岡県 田川市 天野タイヤ修理工場 小売業 その他小売 5%

209,991 福岡県 田川市 出光スーパーセルフ田川バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,992 福岡県 田川市 出光田川鉄砲町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

209,993 福岡県 田川市 江がしら化粧品店 小売業 その他小売 5%

209,994 福岡県 田川市 海鮮料理　ながひろ サービス 飲食業 5%

209,995 福岡県 田川市 家具のコクサイ 小売業 家具・調度品 5%

209,996 福岡県 田川市 ［ＨＣ］柏木商事有限会社 小売業 電化製品 5%

209,997 福岡県 田川市 カットハウス 田浦 サービス 理容・美容業 5%

209,998 福岡県 田川市 株式会社田丸自動車整備工場 サービス その他サービス 2%

209,999 福岡県 田川市 （株）トラベルウィズ サービス その他サービス 5%

210,000 福岡県 田川市 ＣｏＣｏ壱番屋メルクス田川店 サービス 飲食業 2%
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210,001 福岡県 田川市 ザザホラヤ　田川店 小売業 衣料品 5%

210,002 福岡県 田川市 十二祖パン 小売業 食料品 5%

210,003 福岡県 田川市 Ｊｅｗｅｌｒｙ　ｓｈｏｐ　ＡＬＬＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,004 福岡県 田川市 寝装品の秋月屋 サービス その他サービス 5%

210,005 福岡県 田川市 新橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,006 福岡県 田川市 鮨処　八幡茶屋 サービス 飲食業 5%

210,007 福岡県 田川市 スポーツモードオガキ 小売業 その他小売 5%

210,008 福岡県 田川市 清眼堂 小売業 その他小売 5%

210,009 福岡県 田川市 セブン－イレブン田川伊加利店 小売業 食料品 2%

210,010 福岡県 田川市 セブン－イレブン田川伊田大橋店 小売業 食料品 2%

210,011 福岡県 田川市 セブン－イレブン田川伊田店 小売業 食料品 2%

210,012 福岡県 田川市 セブン－イレブン田川猪国店 小売業 食料品 2%

210,013 福岡県 田川市 田川ウエストＳＳ　田川江藤石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,014 福岡県 田川市 セブン－イレブン田川川宮店 小売業 食料品 2%

210,015 福岡県 田川市 セブン－イレブン田川後藤寺店 小売業 食料品 2%

210,016 福岡県 田川市 たがわ動物クリニック サービス その他サービス 5%

210,017 福岡県 田川市 セブン－イレブン田川夏吉店 小売業 食料品 2%

210,018 福岡県 田川市 田川バイパス給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,019 福岡県 田川市 セブン－イレブン田川バイパスみそぎ店 小売業 食料品 2%

210,020 福岡県 田川市 セブン－イレブン田川日の出町店 小売業 食料品 2%

210,021 福岡県 田川市 セブン－イレブン田川糒店 小売業 食料品 2%

210,022 福岡県 田川市 セブン－イレブン田川松原店 小売業 食料品 2%

210,023 福岡県 田川市 セブン－イレブン田川見立店 小売業 食料品 2%

210,024 福岡県 田川市 セブン－イレブン田川三井伊田店 小売業 食料品 2%

210,025 福岡県 田川市 セブン－イレブン田川弓削田店 小売業 食料品 2%

210,026 福岡県 田川市 （株）田中呉服店 小売業 衣料品 5%

210,027 福岡県 田川市 チャイム・スポット 小売業 衣料品 5%

210,028 福岡県 田川市 ＤｅａｒＡｌｌ 小売業 電化製品 5%

210,029 福岡県 田川市 東京・銀座リエジュ　田川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,030 福岡県 田川市 トヨタカローラ博多田川店 小売業 その他小売 5%

210,031 福岡県 田川市 ナショナルハウス 小売業 電化製品 5%

210,032 福岡県 田川市 西村園茶舗サンリブ田川店 小売業 食料品 5%

210,033 福岡県 田川市 西村園茶舗田川店 小売業 食料品 5%

210,034 福岡県 田川市 ｂｉｒｄ　ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

210,035 福岡県 田川市 明屋書店 伊加利店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

210,036 福岡県 田川市 ハローデイ田川店 小売業 食料品 5%

210,037 福岡県 田川市 美容ピュア 田川店 サービス 理容・美容業 5%

210,038 福岡県 田川市 藤川電気　田川店 小売業 電化製品 5%

210,039 福岡県 田川市 ＢＲＵＢＥＣＫ 小売業 衣料品 5%

210,040 福岡県 田川市 フローラシンゲン 小売業 電化製品 5%

210,041 福岡県 田川市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＬＥＯＮ サービス 理容・美容業 5%

210,042 福岡県 田川市 ＨＡＩＲ　Ｍａｌｔ サービス 理容・美容業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定
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210,043 福岡県 田川市 ヘアーサロン　クロネコ サービス 理容・美容業 5%

210,044 福岡県 田川市 糒給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,045 福岡県 田川市 マクドナルド田川バイパス店 サービス 飲食業 2%

210,046 福岡県 田川市 マヌカンピス＆ケレス　田川店 小売業 食料品 5%

210,047 福岡県 田川市 宮崎自動車 小売業 その他小売 5%

210,048 福岡県 田川市 無法松　田川店 小売業 その他小売 5%

210,049 福岡県 田川市 めがねファクトリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,050 福岡県 田川市 めがねファクトリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,051 福岡県 田川市 メンバーズ柊 サービス 飲食業 5%

210,052 福岡県 田川市 やまくらガーデン 小売業 その他小売 5%

210,053 福岡県 田川市 ［ＨＣ］有限会社西乳商事 小売業 電化製品 5%

210,054 福岡県 田川市 弓削田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,055 福岡県 田川市 ライブハウス　ダリ サービス 飲食業 5%

210,056 福岡県 田川市 Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

210,057 福岡県 田川市 リエジュ田川店 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,058 福岡県 田川市 リサイクルマート　田川店　Ｒ２０１ 小売業 その他小売 5%

210,059 福岡県 田川市 リトルシアター　田川店 小売業 衣料品 5%

210,060 福岡県 田川市 ワールドボデー サービス その他サービス 5%

210,061 福岡県 太宰府市 青葉台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,062 福岡県 太宰府市 阿蘇び心　太宰府店 サービス 宿泊業 5%

210,063 福岡県 太宰府市 一番館 小売業 その他小売 5%

210,064 福岡県 太宰府市 伊博オート サービス その他サービス 5%

210,065 福岡県 太宰府市 Ｗｏｏ　ｓｈｏｐ 小売業 家具・調度品 5%

210,066 福岡県 太宰府市 うきは屋 小売業 食料品 5%

210,067 福岡県 太宰府市 Ｋ☆ＣＲＡＦＴ 小売業 衣料品 5%

210,068 福岡県 太宰府市 大賀薬局　五条調剤店 小売業 その他小売 5%

210,069 福岡県 太宰府市 大賀薬局　五条店 小売業 その他小売 5%

210,070 福岡県 太宰府市 大賀薬局　五条ドラッグ調剤店 小売業 その他小売 5%

210,071 福岡県 太宰府市 大賀薬局　太宰府病院前 小売業 その他小売 5%

210,072 福岡県 太宰府市 大ばけ小ばけ サービス 飲食業 5%

210,073 福岡県 太宰府市 おとなの和食器屋　さんすい 小売業 その他小売 5%

210,074 福岡県 太宰府市 株式会社アダマス 小売業 衣料品 5%

210,075 福岡県 太宰府市 株式会社筑紫機材 小売業 その他小売 5%

210,076 福岡県 太宰府市 日本健康経営 サービス その他サービス 5%

210,077 福岡県 太宰府市 ガレージ牛島 サービス その他サービス 5%

210,078 福岡県 太宰府市 キャラクターショップ　ヘラクレス　キャラクターショップ　ヘラクレス 小売業 その他小売 5%

210,079 福岡県 太宰府市 ＣＡＬレンタカー　福岡太宰府店 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,080 福岡県 太宰府市 ｋｉｒａｎａｈ サービス 理容・美容業 5%

210,081 福岡県 太宰府市 グッデイ　太宰府店 小売業 その他小売 5%

210,082 福岡県 太宰府市 クレッシェンド　太宰府焙煎堂 小売業 食料品 5%

210,083 福岡県 太宰府市 阿蘇び心太宰府店 サービス その他サービス 5%

210,084 福岡県 太宰府市 個人まほろばタクシー サービス 運輸業 5%
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210,085 福岡県 太宰府市 珈琲蘭館 サービス 飲食業 5%

210,086 福岡県 太宰府市 コワフュール　エクラ　都府楼店 サービス 理容・美容業 5%

210,087 福岡県 太宰府市 齊藤タクシー サービス その他サービス 5%

210,088 福岡県 太宰府市 酒と炙り　角 サービス 飲食業 5%

210,089 福岡県 太宰府市 ザザホラヤ　福岡南店 小売業 衣料品 5%

210,090 福岡県 太宰府市 ＺＡＢＯ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

210,091 福岡県 太宰府市 茶寮白梅?ＳＨＩＲＡＵＭＥ? サービス 飲食業 5%

210,092 福岡県 太宰府市 Ｏｎ?Ｄｏｒ サービス 理容・美容業 5%

210,093 福岡県 太宰府市 ＪＡ筑紫　ゆめ畑　太宰府店 小売業 食料品 5%

210,094 福岡県 太宰府市 Ｃｈｉｃｓ サービス その他サービス 5%

210,095 福岡県 太宰府市 シティコンタクト 太宰府店 小売業 その他小売 5%

210,096 福岡県 太宰府市 照星館 小売業 その他小売 5%

210,097 福岡県 太宰府市 セルフ太宰府５号線ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,098 福岡県 太宰府市 足圧整体院　みとま堂 サービス その他サービス 5%

210,099 福岡県 太宰府市 蕎麦処　誇名庵 サービス 飲食業 5%

210,100 福岡県 太宰府市 ダイコクドラッグ太宰府店 小売業 その他小売 5%

210,101 福岡県 太宰府市 セブン－イレブン太宰府梅ヶ丘店 小売業 食料品 2%

210,102 福岡県 太宰府市 セブンーイレブン太宰府大佐野１丁目店 小売業 食料品 2%

210,103 福岡県 太宰府市 セブンーイレブン太宰府大佐野店 小売業 食料品 2%

210,104 福岡県 太宰府市 太宰府草の家　ｃａｆｅ　ｇａｌｌｅｒｙ　ａｎｄ　ｍｏｒｅ サービス 飲食業 5%

210,105 福岡県 太宰府市 セブン－イレブン太宰府坂本店 小売業 食料品 2%

210,106 福岡県 太宰府市 セブン－イレブン太宰府三条店 小売業 食料品 2%

210,107 福岡県 太宰府市 太宰府参道　やす武 サービス 飲食業 5%

210,108 福岡県 太宰府市 セブン－イレブン太宰府店 小売業 食料品 2%

210,109 福岡県 太宰府市 セブン－イレブン太宰府通古賀３丁目店 小売業 食料品 2%

210,110 福岡県 太宰府市 太宰府通りゃんせ 宮のとまり 太宰府通りゃんせ宮のとまり 小売業 食料品 5%

210,111 福岡県 太宰府市 セブン－イレブン太宰府都府楼前駅前店 小売業 食料品 2%

210,112 福岡県 太宰府市 太宰府似顔絵ショップコトントコ サービス その他サービス 5%

210,113 福岡県 太宰府市 セブンーイレブン太宰府梅香苑１丁目店 小売業 食料品 2%

210,114 福岡県 太宰府市 セブン－イレブン太宰府向佐野４丁目店 小売業 食料品 2%

210,115 福岡県 太宰府市 セブン－イレブン太宰府吉松店 小売業 食料品 2%

210,116 福岡県 太宰府市 Ｃｈｅｒｒｙ　Ｂｌｏｓｓｏｍ　ー桜ー 小売業 その他小売 5%

210,117 福岡県 太宰府市 チキンハウス 小売業 食料品 5%

210,118 福岡県 太宰府市 筑紫庵 サービス 飲食業 5%

210,119 福岡県 太宰府市 寺子屋本舗　太宰府店 小売業 その他小売 5%

210,120 福岡県 太宰府市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ水城店 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,121 福岡県 太宰府市 ｔｏｆｆｅｅ 小売業 その他小売 5%

210,122 福岡県 太宰府市 サンロード都府楼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,123 福岡県 太宰府市 ドラッグ新生堂　五条店 小売業 その他小売 5%

210,124 福岡県 太宰府市 Ｄｏｌｃｅ　二日市店 小売業 その他小売 5%

210,125 福岡県 太宰府市 中村家具　太宰府店 小売業 家具・調度品 5%

210,126 福岡県 太宰府市 なみ満 サービス 飲食業 5%
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210,127 福岡県 太宰府市 ＫＮＯＴＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

210,128 福岡県 太宰府市 梅園菓子処 小売業 食料品 5%

210,129 福岡県 太宰府市 バイツサイクル サービス その他サービス 5%

210,130 福岡県 太宰府市 博多ふく富　太宰府店 小売業 食料品 5%

210,131 福岡県 太宰府市 ハッピー・ホームデザイン サービス その他サービス 5%

210,132 福岡県 太宰府市 葉朗彩々　太宰府店 小売業 その他小売 5%

210,133 福岡県 太宰府市 ハローデイ大佐野店 小売業 食料品 5%

210,134 福岡県 太宰府市 ビットテック株式会社 サービス その他サービス 5%

210,135 福岡県 太宰府市 百花百草 小売業 食料品 5%

210,136 福岡県 太宰府市 弘商太宰府店 小売業 食料品 5%

210,137 福岡県 太宰府市 ファッションハウス彩太宰府店 小売業 衣料品 5%

210,138 福岡県 太宰府市 ファブラボ大宰府 小売業 家具・調度品 5%

210,139 福岡県 太宰府市 風雅　太宰府店 小売業 食料品 5%

210,140 福岡県 太宰府市 福岡筑紫営業所 サービス その他サービス 5%

210,141 福岡県 太宰府市 武将館　太宰府店 小売業 その他小売 5%

210,142 福岡県 太宰府市 ブックオフ太宰府店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

210,143 福岡県 太宰府市 布遊舎　太宰府店 小売業 その他小売 5%

210,144 福岡県 太宰府市 フローラ　寿屋店 小売業 その他小売 5%

210,145 福岡県 太宰府市 フローラ　さくら館 小売業 その他小売 5%

210,146 福岡県 太宰府市 フローラ　さくら館 小売業 その他小売 5%

210,147 福岡県 太宰府市 フローラさくら館　ブティック 小売業 その他小売 5%

210,148 福岡県 太宰府市 フローラ　都府楼店 小売業 その他小売 5%

210,149 福岡県 太宰府市 フローラ　ビッグウェイ店 小売業 その他小売 5%

210,150 福岡県 太宰府市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ｎａｎａｎ サービス 理容・美容業 5%

210,151 福岡県 太宰府市 ＨａｉｒＳｔｕｄｉｏＤｅａｒ サービス 理容・美容業 5%

210,152 福岡県 太宰府市 ＢａｋｅｒｙＣａｆｅ３０ｃｃ 小売業 食料品 5%

210,153 福岡県 太宰府市 ベストマートとふろう店 小売業 その他小売 5%

210,154 福岡県 太宰府市 変身処　花水木 サービス 理容・美容業 5%

210,155 福岡県 太宰府市 変身処 花水木 サービス 理容・美容業 5%

210,156 福岡県 太宰府市 ボクセルモト 小売業 その他小売 5%

210,157 福岡県 太宰府市 ホーマンでんき 小売業 電化製品 5%

210,158 福岡県 太宰府市 マクドナルド太宰府店 サービス 飲食業 2%

210,159 福岡県 太宰府市 マクドナルド太宰府向佐野店 サービス 飲食業 2%

210,160 福岡県 太宰府市 マテリアクレープ太宰府店 サービス 飲食業 5%

210,161 福岡県 太宰府市 マンガ倉庫　太宰府店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

210,162 福岡県 太宰府市 緑 サービス その他サービス 5%

210,163 福岡県 太宰府市 宮原福樹園 小売業 家具・調度品 5%

210,164 福岡県 太宰府市 Ｒｉｎｇ サービス その他サービス 5%

210,165 福岡県 太宰府市 ｍｕｓｉｃｓｔｕｄｉｏＲｉｎｇ サービス その他サービス 5%

210,166 福岡県 太宰府市 ｍｏｕｓｓｅ サービス その他サービス 5%

210,167 福岡県 太宰府市 村田タクシー サービス 運輸業 5%

210,168 福岡県 太宰府市 メディコンタクト サービス その他サービス 5%
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210,169 福岡県 太宰府市 もち吉　宰府夢参道店 小売業 食料品 5%

210,170 福岡県 太宰府市 遊膳　太宰府店 小売業 その他小売 5%

210,171 福岡県 太宰府市 芳々亭太宰府本店 サービス 飲食業 5%

210,172 福岡県 太宰府市 ラムズヘア サービス 理容・美容業 5%

210,173 福岡県 太宰府市 理美容エステｈａｉｒｆａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

210,174 福岡県 太宰府市 料膳　にし川 サービス 飲食業 5%

210,175 福岡県 太宰府市 和食ビストロ　橙橙 サービス 飲食業 5%

210,176 福岡県 大刀洗町 暁窯 サービス その他サービス 5%

210,177 福岡県 大刀洗町 オートサービスヒラタ 小売業 その他小売 5%

210,178 福岡県 大刀洗町 株式会社ふなき製菓　本郷店 サービス 飲食業 5%

210,179 福岡県 大刀洗町 株式会社ふなき製菓　十文字本店 サービス 飲食業 5%

210,180 福岡県 大刀洗町 株式会社ユーロトランス サービス その他サービス 5%

210,181 福岡県 大刀洗町 大刀洗ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,182 福岡県 大刀洗町 セブン－イレブン大刀洗下高橋店 小売業 食料品 2%

210,183 福岡県 大刀洗町 セブン－イレブン大刀洗本郷店 小売業 食料品 2%

210,184 福岡県 大刀洗町 トータルカーライフワイズ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,185 福岡県 大刀洗町 林田商店 サービス その他サービス 5%

210,186 福岡県 大刀洗町 本郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,187 福岡県 大刀洗町 ライスエージェント サービス その他サービス 5%

210,188 福岡県 筑後市 ｉｔｏｅ 小売業 衣料品 5%

210,189 福岡県 筑後市 ａｔｅｌｉｅｒｃａｆｅ　椛　ａｔｅｌｉｅｒｃａｆｅ椛 サービス 飲食業 5%

210,190 福岡県 筑後市 和泉酒販 小売業 食料品 5%

210,191 福岡県 筑後市 イタリアンダイニング　アンプ サービス 飲食業 5%

210,192 福岡県 筑後市 一凜 サービス 飲食業 5%

210,193 福岡県 筑後市 出光筑後ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,194 福岡県 筑後市 出光馬間田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,195 福岡県 筑後市 牛島製茶筑後けやき通り店 小売業 食料品 5%

210,196 福岡県 筑後市 栄養味噌 小売業 食料品 5%

210,197 福岡県 筑後市 ＡＨ－ＭＡＲＴ 小売業 衣料品 5%

210,198 福岡県 筑後市 大賀薬局　熊野店 小売業 その他小売 5%

210,199 福岡県 筑後市 大川家具卸売センター 小売業 家具・調度品 5%

210,200 福岡県 筑後市 株式会社オートプロニーズちくご　サービス工場 サービス その他サービス 5%

210,201 福岡県 筑後市 オートプロニーズちくご　サービス工場 サービス その他サービス 5%

210,202 福岡県 筑後市 Ｃａｒ　ｓｈｏｐ　クレール サービス その他サービス 5%

210,203 福岡県 筑後市 家具の大使館心 小売業 家具・調度品 5%

210,204 福岡県 筑後市 （株）筑後旅行センター本社 サービス その他サービス 5%

210,205 福岡県 筑後市 ガレージロングマン サービス その他サービス 5%

210,206 福岡県 筑後市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋筑後山ノ井店 サービス 飲食業 2%

210,207 福岡県 筑後市 上原々ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,208 福岡県 筑後市 キダ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,209 福岡県 筑後市 ｑｕａｔｒｅ　ｆｅｕｉｌｌｅ サービス 飲食業 5%

210,210 福岡県 筑後市 九州実り市場 九州実り市場 小売業 食料品 5%
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210,211 福岡県 筑後市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ筑後店 小売業 その他小売 5%

210,212 福岡県 筑後市 串の帝王雁の巣本店 サービス 飲食業 5%

210,213 福岡県 筑後市 グッデイ　筑後店 小売業 その他小売 5%

210,214 福岡県 筑後市 グッディ　筑後店 小売業 家具・調度品 5%

210,215 福岡県 筑後市 くりの木 サービス 飲食業 5%

210,216 福岡県 筑後市 久留米ヤクルト販売 筑後Ｃ 小売業 食料品 5%

210,217 福岡県 筑後市 コールライン サービス その他サービス 5%

210,218 福岡県 筑後市 ＪＡふくおか八女　葬祭センター 小売業 家具・調度品 5%

210,219 福岡県 筑後市 はねオンライン株式会社（Ｊ－ＰＩＣモバイルステーションサンリブ筑後） 小売業 電化製品 5%

210,220 福岡県 筑後市 ＳＨＡＰＥ　ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ 小売業 家具・調度品 5%

210,221 福岡県 筑後市 食楽 漁師村 筑後店 サービス 飲食業 5%

210,222 福岡県 筑後市 ２ｎｄ　ＨＡＲＶＥＳＴ サービス 理容・美容業 5%

210,223 福岡県 筑後市 セルフ筑後４４２号バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,224 福岡県 筑後市 高野木工　本社ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

210,225 福岡県 筑後市 高野木工　本社ショールーム 小売業 家具・調度品 5%

210,226 福岡県 筑後市 セブン－イレブン筑後和泉店 小売業 食料品 2%

210,227 福岡県 筑後市 セブン－イレブン筑後蔵数店 小売業 食料品 2%

210,228 福岡県 筑後市 筑後セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,229 福岡県 筑後市 セブン－イレブン筑後高江店 小売業 食料品 2%

210,230 福岡県 筑後市 筑後長崎ＳＳ　株式会社小城石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,231 福岡県 筑後市 セブン－イレブン筑後西牟田店 小売業 食料品 2%

210,232 福岡県 筑後市 セブン－イレブン筑後久富店 小売業 食料品 2%

210,233 福岡県 筑後市 筑後船小屋　公園の宿 サービス 宿泊業 5%

210,234 福岡県 筑後市 セブン－イレブン筑後前津店 小売業 食料品 2%

210,235 福岡県 筑後市 セブン－イレブン筑後山ノ井店 小売業 食料品 2%

210,236 福岡県 筑後市 筑後旅行センター本店営業所 サービス その他サービス 5%

210,237 福岡県 筑後市 ＤｅａＭｏｎ（ディーモンカフェ） サービス 飲食業 5%

210,238 福岡県 筑後市 電’ｓ鶴岡 小売業 電化製品 5%

210,239 福岡県 筑後市 電’ｓムロゾノ赤坂店 小売業 電化製品 5%

210,240 福岡県 筑後市 デンヒチ福岡南営業所 小売業 その他小売 5%

210,241 福岡県 筑後市 天風堂 筑後本店 サービス 飲食業 5%

210,242 福岡県 筑後市 にぎやか サービス 飲食業 5%

210,243 福岡県 筑後市 西吉田酒造 サービス その他サービス 5%

210,244 福岡県 筑後市 農産物等直売所　よらん野 小売業 食料品 5%

210,245 福岡県 筑後市 野町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,246 福岡県 筑後市 ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰＧｅｎｔｒｙ サービス 理容・美容業 5%

210,247 福岡県 筑後市 羽犬塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,248 福岡県 筑後市 羽犬塚　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,249 福岡県 筑後市 花ござ会館 小売業 その他小売 5%

210,250 福岡県 筑後市 ピザポケット　筑後店 小売業 その他小売 5%

210,251 福岡県 筑後市 美山 小売業 家具・調度品 5%

210,252 福岡県 筑後市 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ　Ｙｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%
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210,253 福岡県 筑後市 福岡金文堂ゆめモール筑後店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

210,254 福岡県 筑後市 船小屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,255 福岡県 筑後市 船小屋温泉ホテル樋口軒 サービス 宿泊業 5%

210,256 福岡県 筑後市 プラザ八女インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,257 福岡県 筑後市 ブルリアン、シーナル サービス 理容・美容業 5%

210,258 福岡県 筑後市 ヘアーアトリエ・パレット サービス 理容・美容業 5%

210,259 福岡県 筑後市 ｈａｉｒ ｓｐａｃｅ Ａｊｉｔｏ サービス 理容・美容業 5%

210,260 福岡県 筑後市 ｈａｉｒｓｐａｃｅＡｊｉｔｏ サービス 理容・美容業 5%

210,261 福岡県 筑後市 ホテル　エルモント サービス 宿泊業 5%

210,262 福岡県 筑後市 マルシンノテヌキウドン サービス 飲食業 5%

210,263 福岡県 筑後市 株式会社牟田商会 小売業 電化製品 5%

210,264 福岡県 筑後市 室園電器産業 小売業 電化製品 5%

210,265 福岡県 筑後市 メガネの立石 筑後店 小売業 その他小売 5%

210,266 福岡県 筑後市 八蔵　筑後店 サービス 飲食業 5%

210,267 福岡県 筑後市 八女インタ－ＳＳ　小郡スタンダード石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,268 福岡県 筑後市 セブン－イレブン八女インター南店 小売業 食料品 2%

210,269 福岡県 筑後市 ユーデン南筑後店 小売業 電化製品 5%

210,270 福岡県 筑後市 ユーデン筑後店 小売業 電化製品 5%

210,271 福岡県 筑後市 Ｌｉｆｅ　＆　Ｂｅａｕｔｙ　Ｙｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

210,272 福岡県 筑後市 隆勝堂　ゆめモール筑後店 小売業 食料品 5%

210,273 福岡県 筑後市 六白 サービス 飲食業 5%

210,274 福岡県 筑紫野市 アイウェアｐｆ　　シュロアモール筑紫野店 小売業 その他小売 5%

210,275 福岡県 筑紫野市 あこ家 サービス 飲食業 5%

210,276 福岡県 筑紫野市 朝日新聞 二日市販売店 小売業 その他小売 5%

210,277 福岡県 筑紫野市 アスキム株式会社　ドローン練習飛行場 サービス その他サービス 5%

210,278 福岡県 筑紫野市 アップレンタカー サービス その他サービス 5%

210,279 福岡県 筑紫野市 アトリエ　ＭＯＧＡ サービス 理容・美容業 5%

210,280 福岡県 筑紫野市 Ａｌｉｃｅ－Ｂｅａｕｔｙ＆Ｃａｆｅ－ サービス その他サービス 5%

210,281 福岡県 筑紫野市 Ａｌｉｃｅ‐Ｂｅａｕｔｙ Ｃａｆｅ サービス その他サービス 5%

210,282 福岡県 筑紫野市 ブルーム筑紫野店 サービス その他サービス 2%

210,283 福岡県 筑紫野市 井手ちゃんぽん 筑紫野店 サービス 飲食業 5%

210,284 福岡県 筑紫野市 出光セルフ二日市西SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,285 福岡県 筑紫野市 Ｗｅｓｔｒｅｅｔ 小売業 その他小売 5%

210,286 福岡県 筑紫野市 パナポートウシジマ 小売業 電化製品 5%

210,287 福岡県 筑紫野市 梅吉 サービス 飲食業 5%

210,288 福岡県 筑紫野市 えいこう えいこう サービス 飲食業 5%

210,289 福岡県 筑紫野市 エイム愛幸　イノウエ店 小売業 電化製品 5%

210,290 福岡県 筑紫野市 エー　ワン　レンタルカート サービス その他サービス 5%

210,291 福岡県 筑紫野市 笑がおの食卓 小売業 食料品 5%

210,292 福岡県 筑紫野市 ＥＶＥＲＬＩＦＴ サービス その他サービス 5%

210,293 福岡県 筑紫野市 ＥＭＥＲＡＬＤ サービス 理容・美容業 5%

210,294 福岡県 筑紫野市 扇屋旅館 サービス 宿泊業 5%
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210,295 福岡県 筑紫野市 大賀薬局福大筑紫病院前店 小売業 その他小売 5%

210,296 福岡県 筑紫野市 大賀薬局　二日市店 小売業 その他小売 5%

210,297 福岡県 筑紫野市 大賀薬局　二日市店 小売業 その他小売 5%

210,298 福岡県 筑紫野市 大賀薬局　二日市メディカルタウン店 小売業 その他小売 5%

210,299 福岡県 筑紫野市 大賀薬局　二日市湯町店 小売業 その他小売 5%

210,300 福岡県 筑紫野市 大野自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

210,301 福岡県 筑紫野市 Ｏ・Ｂ・Ｕ本社 サービス 飲食業 5%

210,302 福岡県 筑紫野市 Ｏｌｉｖｅ＋ 小売業 衣料品 5%

210,303 福岡県 筑紫野市 御菓子司 筑紫野松庵 小売業 食料品 5%

210,304 福岡県 筑紫野市 貸衣装いちはな サービス その他サービス 5%

210,305 福岡県 筑紫野市 香月紀明 小売業 その他小売 5%

210,306 福岡県 筑紫野市 カーテンショップ　フレスコ 小売業 家具・調度品 5%

210,307 福岡県 筑紫野市 かねこ動物病院 サービス その他サービス 5%

210,308 福岡県 筑紫野市 株式会社薬師堂 薬師堂 サンセルコ店 小売業 その他小売 5%

210,309 福岡県 筑紫野市 株式会社大観荘 サービス 宿泊業 5%

210,310 福岡県 筑紫野市 株式会社山村商店 小売業 その他小売 5%

210,311 福岡県 筑紫野市 カーポリッシュ　ツル サービス その他サービス 5%

210,312 福岡県 筑紫野市 唐揚げ専門　まる井商店 小売業 食料品 5%

210,313 福岡県 筑紫野市 カラオケダイニングアティーナ　カラオケダイニングアティーナ サービス 飲食業 5%

210,314 福岡県 筑紫野市 からだ休み処足つぼ咲哉 サービス 理容・美容業 5%

210,315 福岡県 筑紫野市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋筑紫野二日市店 サービス 飲食業 2%

210,316 福岡県 筑紫野市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ゆめタウン筑紫野店 サービス 飲食業 2%

210,317 福岡県 筑紫野市 セブン－イレブン九州道基山ＰＡ下り店 小売業 食料品 2%

210,318 福岡県 筑紫野市 九州ホンダ販売 小売業 その他小売 5%

210,319 福岡県 筑紫野市 協和 小売業 衣料品 5%

210,320 福岡県 筑紫野市 グッデイ　二日市店 小売業 その他小売 5%

210,321 福岡県 筑紫野市 グランド工房　筑紫野店 小売業 その他小売 5%

210,322 福岡県 筑紫野市 Ｃｒｏｓｓ　Ｏｒａｎｇｅ 小売業 その他小売 5%

210,323 福岡県 筑紫野市 珈琲Ｃｈｉｂａ 小売業 食料品 5%

210,324 福岡県 筑紫野市 ゴルフパートナーＲ３筑紫野店 小売業 その他小売 2%

210,325 福岡県 筑紫野市 コワフュール　エクラ サービス 理容・美容業 5%

210,326 福岡県 筑紫野市 ＳＡＫＯＤＡ　筑紫野店 小売業 その他小売 5%

210,327 福岡県 筑紫野市 ＳＡＫＯＤＡホームファニシングス筑紫野店 小売業 家具・調度品 5%

210,328 福岡県 筑紫野市 さんすい動物病院 サービス その他サービス 5%

210,329 福岡県 筑紫野市 さんすい動物病院 サービス その他サービス 5%

210,330 福岡県 筑紫野市 山灯家 サービス 飲食業 5%

210,331 福岡県 筑紫野市 ＪＡ筑紫　農機センター サービス その他サービス 5%

210,332 福岡県 筑紫野市 ＪＡ筑紫　やすらぎ会館二日市斎場 サービス その他サービス 5%

210,333 福岡県 筑紫野市 ＪＡ筑紫　ゆめ畑　筑紫野店 小売業 食料品 5%

210,334 福岡県 筑紫野市 自家焙煎珈琲　萌香 サービス 飲食業 5%

210,335 福岡県 筑紫野市 下町ビストロ　ロヂウラ サービス 飲食業 5%

210,336 福岡県 筑紫野市 七輪炭火　かごんま サービス 飲食業 5%
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210,337 福岡県 筑紫野市 手芸マキ 朝倉街道店 小売業 その他小売 5%

210,338 福岡県 筑紫野市 ジュビランはなもも サービス その他サービス 5%

210,339 福岡県 筑紫野市 寿司めいじん筑紫野店 サービス 飲食業 5%

210,340 福岡県 筑紫野市 ステーキマニアゆめタウン筑紫野店 サービス 飲食業 5%

210,341 福岡県 筑紫野市 スマイル サービス その他サービス 5%

210,342 福岡県 筑紫野市 炭家 サービス 飲食業 5%

210,343 福岡県 筑紫野市 炭火串焼 鉄板 いちみつ サービス 飲食業 5%

210,344 福岡県 筑紫野市 Ｓｌｅｅｐｉｎｇ　Ｆａｃｔｏｒｙ　筑紫野 小売業 その他小売 5%

210,345 福岡県 筑紫野市 清香園　二日市店 サービス 飲食業 5%

210,346 福岡県 筑紫野市 セルフ筑紫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,347 福岡県 筑紫野市 セルフ筑紫野インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,348 福岡県 筑紫野市 セルフ筑紫野インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,349 福岡県 筑紫野市 セルフ筑紫野３号バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,350 福岡県 筑紫野市 セルフはる田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,351 福岡県 筑紫野市 セルフ吉木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,352 福岡県 筑紫野市 タカチホカメラ　二日市店 小売業 その他小売 5%

210,353 福岡県 筑紫野市 ＴＡＪＩＲＩＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

210,354 福岡県 筑紫野市 筑紫ガス サービス その他サービス 5%

210,355 福岡県 筑紫野市 筑紫ガス（電気） サービス その他サービス 5%

210,356 福岡県 筑紫野市 筑紫野インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,357 福岡県 筑紫野市 筑紫農業協同組合　本店 小売業 その他小売 5%

210,358 福岡県 筑紫野市 セブン－イレブン筑紫野美しが丘北店 小売業 食料品 2%

210,359 福岡県 筑紫野市 セブンーイレブン筑紫野岡田店 小売業 食料品 2%

210,360 福岡県 筑紫野市 セブンーイレブン筑紫野警察署前店 小売業 食料品 2%

210,361 福岡県 筑紫野市 セブン－イレブン筑紫野俗明院店 小売業 食料品 2%

210,362 福岡県 筑紫野市 セブンーイレブン筑紫野武蔵店 小売業 食料品 2%

210,363 福岡県 筑紫野市 セブン－イレブン筑紫野紫４丁目店 小売業 食料品 2%

210,364 福岡県 筑紫野市 セブン－イレブン筑紫野山家店 小売業 食料品 2%

210,365 福岡県 筑紫野市 筑紫武道具 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

210,366 福岡県 筑紫野市 筑紫旅行 サービス その他サービス 5%

210,367 福岡県 筑紫野市 筑前たなか油屋 小売業 食料品 5%

210,368 福岡県 筑紫野市 つるや　イオンモール筑紫野店 小売業 衣料品 5%

210,369 福岡県 筑紫野市 ＤＫＴ住器株式会社 小売業 その他小売 5%

210,370 福岡県 筑紫野市 デンヒチ福岡本店 小売業 その他小売 5%

210,371 福岡県 筑紫野市 ｔｕｕｌｉ　ｃｈｉｋｕｓｈｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

210,372 福岡県 筑紫野市 ｔｕｕｌｉｆｕｔｓｕｋａｉｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

210,373 福岡県 筑紫野市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ美しが丘店 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,374 福岡県 筑紫野市 ＴＯＴＯ水彩プラザ　筑紫野店 小売業 その他小売 5%

210,375 福岡県 筑紫野市 とめ手羽 二日市店 サービス 飲食業 5%

210,376 福岡県 筑紫野市 ともすけ サービス 飲食業 5%

210,377 福岡県 筑紫野市 トヨタ部品福岡共販お客様サービスセンター サービス その他サービス 5%

210,378 福岡県 筑紫野市 トヨタレンタリース博多二日市店 サービス その他サービス 2%
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210,379 福岡県 筑紫野市 ドラッグ新生堂　朝倉街道店 小売業 その他小売 5%

210,380 福岡県 筑紫野市 名田植物園 小売業 その他小売 5%

210,381 福岡県 筑紫野市 セブンーイレブン西鉄二日市駅東店 小売業 食料品 2%

210,382 福岡県 筑紫野市 セブン－イレブン西鉄二日市駅前店 小売業 食料品 2%

210,383 福岡県 筑紫野市 西日本新聞エリアセンター二日市 小売業 その他小売 5%

210,384 福岡県 筑紫野市 日本楽芸社　二日市支店 小売業 その他小売 5%

210,385 福岡県 筑紫野市 ノリシコオートゲストハウス サービス 宿泊業 5%

210,386 福岡県 筑紫野市 ハートフルスタジオ　ミッキー サービス その他サービス 5%

210,387 福岡県 筑紫野市 バイテック 小売業 その他小売 5%

210,388 福岡県 筑紫野市 ハイボール酒場　ともすけ　二日市店 サービス 飲食業 5%

210,389 福岡県 筑紫野市 博多　漢塾 サービス 飲食業 5%

210,390 福岡県 筑紫野市 パソコン教室　まなびの森 サービス その他サービス 5%

210,391 福岡県 筑紫野市 パソコンスクール庚壬塾 サービス その他サービス 5%

210,392 福岡県 筑紫野市 ｈａｐｐｙｄｏｔ 小売業 衣料品 5%

210,393 福岡県 筑紫野市 ＨＡＨＡＬＡＢＯ 小売業 衣料品 5%

210,394 福岡県 筑紫野市 セブン－イレブン針摺店 小売業 食料品 2%

210,395 福岡県 筑紫野市 はるだ動物病院 サービス その他サービス 5%

210,396 福岡県 筑紫野市 ひごペットフレンドリー　ゆめタウン筑紫野 小売業 その他小売 5%

210,397 福岡県 筑紫野市 ひごペットフレンドリーゆめタウン筑紫野店 小売業 その他小売 5%

210,398 福岡県 筑紫野市 ｐｉｃａｂｕｕ 小売業 衣料品 5%

210,399 福岡県 筑紫野市 ビデオフラッシュ サービス その他サービス 5%

210,400 福岡県 筑紫野市 Ｂｅａｔ 小売業 その他小売 5%

210,401 福岡県 筑紫野市 ピノ サービス 飲食業 5%

210,402 福岡県 筑紫野市 ピモレ サービス その他サービス 5%

210,403 福岡県 筑紫野市 ｂｅａｕｔｙ　ｇｙｍ　ＰＵＰＵ サービス 理容・美容業 5%

210,404 福岡県 筑紫野市 美容室ＧＲＥＡＰ　ｈａｉｒ　　グレープヘア　　ＧＲＥＡＰ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

210,405 福岡県 筑紫野市 Ｈｉｒａｂｉｋｅｓ 小売業 その他小売 5%

210,406 福岡県 筑紫野市 ピンクローズ 小売業 衣料品 5%

210,407 福岡県 筑紫野市 ＦＩＮＥ’Ｓ サービス その他サービス 5%

210,408 福岡県 筑紫野市 ファッションエル・サ・ラ　朝倉街道店 小売業 衣料品 5%

210,409 福岡県 筑紫野市 ファッションハウス彩筑紫野店 小売業 衣料品 5%

210,410 福岡県 筑紫野市 福岡キッズカートアカデミー モータースポーツ用品販売 小売業 その他小売 5%

210,411 福岡県 筑紫野市 福岡キッズカートアカデミー サービス その他サービス 5%

210,412 福岡県 筑紫野市 二日市グリーンホテル サービス 宿泊業 5%

210,413 福岡県 筑紫野市 セブンーイレブン二日市小学校前店 小売業 食料品 2%

210,414 福岡県 筑紫野市 二日市とりかわ　きくや サービス 飲食業 5%

210,415 福岡県 筑紫野市 ふとんタナカ　ＳｌｅｅｐＩＮＧ　Ｆａｃｔｏｒｙ　筑紫野店 小売業 その他小売 5%

210,416 福岡県 筑紫野市 プラチノ・ロッサ　筑紫野店 小売業 衣料品 5%

210,417 福岡県 筑紫野市 ＦＵＲＵＫＩＤＯタクシー サービス その他サービス 5%

210,418 福岡県 筑紫野市 Ａ．ＤＡ サービス 理容・美容業 5%

210,419 福岡県 筑紫野市 ヘアーメイクベルクロープ サービス 理容・美容業 5%

210,420 福岡県 筑紫野市 ヘアメイク　フレイ サービス 理容・美容業 5%
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210,421 福岡県 筑紫野市 ヘアメイクアージュ二日市店 サービス 理容・美容業 5%

210,422 福岡県 筑紫野市 ホットジャックガレージ　筑紫野本店 小売業 その他小売 5%

210,423 福岡県 筑紫野市 ホビーゾーンイオンモール筑紫野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

210,424 福岡県 筑紫野市 ホビーショップタムタム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

210,425 福岡県 筑紫野市 マイまくらイオンモール筑紫野店 小売業 家具・調度品 5%

210,426 福岡県 筑紫野市 マキシム イオンモール筑紫野 サービス その他サービス 5%

210,427 福岡県 筑紫野市 マクドナルド筑紫野ベレッサ店 サービス 飲食業 2%

210,428 福岡県 筑紫野市 マクドナルド筑紫野ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

210,429 福岡県 筑紫野市 ＭＡＧＩＣ－Ｕ　＆　Ｃｏ 小売業 衣料品 5%

210,430 福岡県 筑紫野市 マレットメット　筑紫野店 小売業 衣料品 5%

210,431 福岡県 筑紫野市 ｍｉ?ｋ　ｌａｂｏｌｉｅｒ 小売業 食料品 5%

210,432 福岡県 筑紫野市 ミツワ美容室 サービス 理容・美容業 5%

210,433 福岡県 筑紫野市 みゆき美容室 サービス 理容・美容業 5%

210,434 福岡県 筑紫野市 無法松　筑紫野店 小売業 その他小売 5%

210,435 福岡県 筑紫野市 メガネサンキュー二日市店 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,436 福岡県 筑紫野市 メディアプロダクト福岡 小売業 電化製品 5%

210,437 福岡県 筑紫野市 ＭＯＫＫＥＩ サービス 飲食業 5%

210,438 福岡県 筑紫野市 Ｍｏｔｏｒｉｍｏｄａ福岡店 小売業 衣料品 5%

210,439 福岡県 筑紫野市 モンキータイヤ 小売業 その他小売 5%

210,440 福岡県 筑紫野市 焼肉龍王館　二日市店 サービス 飲食業 5%

210,441 福岡県 筑紫野市 有限会社黒瀬コンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

210,442 福岡県 筑紫野市 ゆめタウン筑紫野リエジュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,443 福岡県 筑紫野市 らしんばん　イオンモール筑紫野店 小売業 その他小売 5%

210,444 福岡県 筑紫野市 ラムズ　ヘア　リンク サービス 理容・美容業 5%

210,445 福岡県 筑紫野市 リエジュ　筑紫野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,446 福岡県 筑紫野市 リカーショップ　リーバイ 小売業 食料品 5%

210,447 福岡県 筑紫野市 リラックス　筑紫野店 小売業 食料品 5%

210,448 福岡県 筑紫野市 リラックス　二日市店 小売業 食料品 5%

210,449 福岡県 筑紫野市 レンタカーシステムズ サービス その他サービス 5%

210,450 福岡県 筑紫野市 レンタル衣裳　いきつ　二日市店 サービス その他サービス 5%

210,451 福岡県 築上町 大田薬品 小売業 その他小売 5%

210,452 福岡県 築上町 柏木電気商会 小売業 電化製品 5%

210,453 福岡県 築上町 セブン－イレブン椎田臼田店 小売業 食料品 2%

210,454 福岡県 築上町 椎田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,455 福岡県 築上町 セブン－イレブン椎田八田店 小売業 食料品 2%

210,456 福岡県 築上町 椎田本社営業所 サービス 運輸業 5%

210,457 福岡県 築上町 セブン－イレブン椎田湊店 小売業 食料品 2%

210,458 福岡県 築上町 Ｚ－ＥＶＯ 小売業 その他小売 5%

210,459 福岡県 築上町 ＪＡ福岡京築　椎田ふれあい市 小売業 食料品 5%

210,460 福岡県 築上町 ＪＡ福岡京築　築城ふれあい市 小売業 食料品 5%

210,461 福岡県 築上町 周防灘カントリークラブ サービス その他サービス 5%

210,462 福岡県 築上町 辻自動車工業 サービス その他サービス 5%
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210,463 福岡県 築上町 パナプラザかじや 小売業 電化製品 5%

210,464 福岡県 築上町 セブン－イレブン福岡築城店 小売業 食料品 2%

210,465 福岡県 筑前町 池田動物診療所 サービス その他サービス 5%

210,466 福岡県 筑前町 いすや夜須斎場楓ホール サービス その他サービス 5%

210,467 福岡県 筑前町 イタリア料理Ｍａｒｅ　マーレ　　イタリア料理Ｍａｒｅ サービス 飲食業 5%

210,468 福岡県 筑前町 辛子明太子のさかえや　本店 小売業 食料品 5%

210,469 福岡県 筑前町 ｇａｒａｇｅＧＡＲＡＰＡＮ 小売業 その他小売 5%

210,470 福岡県 筑前町 元気で活きのいい植物＆マルシェオニヅカ 小売業 家具・調度品 5%

210,471 福岡県 筑前町 さかえや　直販部 小売業 食料品 5%

210,472 福岡県 筑前町 さかえや　直販部 小売業 食料品 5%

210,473 福岡県 筑前町 佐藤米穀店 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,474 福岡県 筑前町 仕出し白近 サービス 飲食業 5%

210,475 福岡県 筑前町 タイヤの駅　タイヤの駅 小売業 その他小売 5%

210,476 福岡県 筑前町 セブンーイレブン筑紫天神店 小売業 食料品 2%

210,477 福岡県 筑前町 セブン－イレブン筑前町役場前店 小売業 食料品 2%

210,478 福岡県 筑前町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ三輪店 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,479 福岡県 筑前町 桜会の季 サービス 飲食業 5%

210,480 福岡県 筑前町 ヒライ夜須店 小売業 食料品 5%

210,481 福岡県 筑前町 セブン－イレブン福岡冷水バイパス店 小売業 食料品 2%

210,482 福岡県 筑前町 ベ　リペア　ベ　リペア サービス その他サービス 5%

210,483 福岡県 筑前町 まめまめ工房 小売業 その他小売 5%

210,484 福岡県 筑前町 丸田小屋 小売業 その他小売 5%

210,485 福岡県 筑前町 セブン－イレブン三輪山隈店 小売業 食料品 2%

210,486 福岡県 筑前町 無法松　甘木店 小売業 その他小売 5%

210,487 福岡県 筑前町 焼豚足カースケ 小売業 食料品 5%

210,488 福岡県 筑前町 夜須ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,489 福岡県 筑前町 ＵＡオフィス サービス その他サービス 5%

210,490 福岡県 筑前町 リンパ専門サロンｒｉｒｕ サービス 理容・美容業 5%

210,491 福岡県 筑前町 Ｒｅｐｏｓｅｒ．Ｂｅｒｃｅａｕ サービス 理容・美容業 5%

210,492 福岡県 筑前町 レストラン南 サービス 飲食業 5%

210,493 福岡県 東峰村 高取焼　鬼丸雪山窯元 小売業 その他小売 5%

210,494 福岡県 東峰村 高取焼宗家 小売業 その他小売 5%

210,495 福岡県 東峰村 筑前小石原焼　原彦窯元 小売業 家具・調度品 5%

210,496 福岡県 那珂川市 アサヒエージェント サービス その他サービス 5%

210,497 福岡県 那珂川市 アップエンタープライズ サービス その他サービス 5%

210,498 福岡県 那珂川市 居酒屋ＡＪＩＴＯ　居酒屋ＡＪＩＴＯ サービス 飲食業 5%

210,499 福岡県 那珂川市 埋鐘給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,500 福岡県 那珂川市 エーデルハート サービス 理容・美容業 5%

210,501 福岡県 那珂川市 エーデルハート サービス 理容・美容業 5%

210,502 福岡県 那珂川市 エコモールいちょう通り店 小売業 その他小売 5%

210,503 福岡県 那珂川市 大賀薬局　道善店 小売業 その他小売 5%

210,504 福岡県 那珂川市 大賀薬局　那珂川店（調剤） 小売業 その他小売 5%
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210,505 福岡県 那珂川市 大賀薬局　那珂川店 小売業 その他小売 5%

210,506 福岡県 那珂川市 海都　那珂川店 サービス 飲食業 5%

210,507 福岡県 那珂川市 カミーノ サービス その他サービス 5%

210,508 福岡県 那珂川市 ガレージオガワドットコム 小売業 衣料品 5%

210,509 福岡県 那珂川市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋福岡那珂川店 サービス 飲食業 2%

210,510 福岡県 那珂川市 ＫＩＳＵＴＥＩ　ＫＩＳＵＴＥＩ サービス 飲食業 5%

210,511 福岡県 那珂川市 木須亭 サービス 飲食業 5%

210,512 福岡県 那珂川市 Ｃａｔ＆ＤｏｇＳａｌｏｎＣｈｏｕＣｈｏｕ サービス その他サービス 5%

210,513 福岡県 那珂川市 グッデイ 小売業 その他小売 5%

210,514 福岡県 那珂川市 グッデイ　事業部 小売業 その他小売 5%

210,515 福岡県 那珂川市 熊谷電器株式会社 サービス その他サービス 5%

210,516 福岡県 那珂川市 源泉野天風呂　那珂川清滝 サービス その他サービス 5%

210,517 福岡県 那珂川市 サロンドフルベール新博多店 小売業 その他小売 5%

210,518 福岡県 那珂川市 ＪＡ筑紫　西部グリーン店 小売業 その他小売 5%

210,519 福岡県 那珂川市 ＪＡ筑紫　やすらぎ会館那珂川 サービス その他サービス 5%

210,520 福岡県 那珂川市 ＪＡ筑紫　ゆめ畑　那珂川店 小売業 食料品 5%

210,521 福岡県 那珂川市 Ｊｕｉｃｙ　那珂川店 サービス 理容・美容業 5%

210,522 福岡県 那珂川市 ［ＨＣ］すずでん 小売業 電化製品 5%

210,523 福岡県 那珂川市 清香園　那珂川店 サービス 飲食業 5%

210,524 福岡県 那珂川市 リホイミｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

210,525 福岡県 那珂川市 セルフステーション那珂川 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,526 福岡県 那珂川市 セルフ那珂川給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,527 福岡県 那珂川市 装研 小売業 衣料品 5%

210,528 福岡県 那珂川市 そら動物病院 サービス その他サービス 5%

210,529 福岡県 那珂川市 ＴＵＲＴＬＥ　ＭＯＴＯＲＳ 小売業 その他小売 5%

210,530 福岡県 那珂川市 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

210,531 福岡県 那珂川市 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ サービス その他サービス 5%

210,532 福岡県 那珂川市 つばき家５００ 小売業 食料品 5%

210,533 福岡県 那珂川市 手もみのほぐしＤｏｒｍｉｔａ サービス その他サービス 5%

210,534 福岡県 那珂川市 デラックス　デリ　福岡店 サービス 飲食業 5%

210,535 福岡県 那珂川市 藤自動車 サービス その他サービス 5%

210,536 福岡県 那珂川市 ＴＯＳＨＩＡＫＩＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

210,537 福岡県 那珂川市 ドラッグ新生堂　片縄店 小売業 その他小売 5%

210,538 福岡県 那珂川市 ドラッグ新生堂　那珂川店 小売業 その他小売 5%

210,539 福岡県 那珂川市 セブン－イレブン那珂川今光１丁目店 小売業 食料品 2%

210,540 福岡県 那珂川市 セブン－イレブン那珂川片縄５丁目店 小売業 食料品 2%

210,541 福岡県 那珂川市 セブン－イレブン那珂川片縄西４丁目店 小売業 食料品 2%

210,542 福岡県 那珂川市 セブン－イレブン那珂川片縄東店 小売業 食料品 2%

210,543 福岡県 那珂川市 セブン－イレブン那珂川五郎丸店 小売業 食料品 2%

210,544 福岡県 那珂川市 セブン－イレブン那珂川道善２丁目店 小売業 食料品 2%

210,545 福岡県 那珂川市 セブン－イレブン那珂川中原２丁目店 小売業 食料品 2%

210,546 福岡県 那珂川市 セブンーイレブン那珂川西隈店 小売業 食料品 2%
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210,547 福岡県 那珂川市 セブンーイレブン那珂川橋店 小売業 食料品 2%

210,548 福岡県 那珂川市 セブン－イレブン那珂川松木２丁目店 小売業 食料品 2%

210,549 福岡県 那珂川市 セブン－イレブン那珂川松木６丁目店 小売業 食料品 2%

210,550 福岡県 那珂川市 博多南ナチュラルビアガーデン サービス 飲食業 5%

210,551 福岡県 那珂川市 パソコン市場　那珂川店 小売業 電化製品 5%

210,552 福岡県 那珂川市 はた楽夢工房 サービス その他サービス 5%

210,553 福岡県 那珂川市 ハリー サービス その他サービス 5%

210,554 福岡県 那珂川市 ハローデイ那珂川店 小売業 食料品 5%

210,555 福岡県 那珂川市 パン・ナガタ　那珂川店 サービス 飲食業 5%

210,556 福岡県 那珂川市 ＢＭＯ那珂川店 小売業 衣料品 5%

210,557 福岡県 那珂川市 ヒライ那珂川店 小売業 食料品 5%

210,558 福岡県 那珂川市 平田バッテリー機器 サービス その他サービス 5%

210,559 福岡県 那珂川市 プロショップ諸冨 サービス その他サービス 5%

210,560 福岡県 那珂川市 Ｈａｉｒ　ｇａｒｄｅｎ　ＬＵＣＨＥ サービス 理容・美容業 5%

210,561 福岡県 那珂川市 ヘアーズ　アズ サービス 理容・美容業 5%

210,562 福岡県 那珂川市 ヘアーフラーハ サービス 理容・美容業 5%

210,563 福岡県 那珂川市 マクドナルド那珂川店 サービス 飲食業 2%

210,564 福岡県 那珂川市 ミライナチュール サービス その他サービス 5%

210,565 福岡県 那珂川市 モイスティーヌ博多南サロン 小売業 その他小売 5%

210,566 福岡県 那珂川市 焼鳥　一番鶏 サービス 飲食業 5%

210,567 福岡県 那珂川市 やきとり東洋 サービス 飲食業 5%

210,568 福岡県 那珂川市 焼とり大和 サービス 飲食業 5%

210,569 福岡県 那珂川市 大和タクシー サービス 運輸業 5%

210,570 福岡県 那珂川市 ｌｅａｆ サービス 理容・美容業 5%

210,571 福岡県 那珂川市 リバティサービス 小売業 その他小売 5%

210,572 福岡県 那珂川市 ＬＥＦＲＡ　ＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

210,573 福岡県 那珂川市 Ｒｅｌｅａｓｅ サービス その他サービス 5%

210,574 福岡県 那珂川市 レストラン　メゾン　ラフィット サービス 飲食業 5%

210,575 福岡県 那珂川市 ワンダー福岡南店 サービス その他サービス 5%

210,576 福岡県 中間市 ＡＭＯＵＲ サービス 理容・美容業 5%

210,577 福岡県 中間市 出光スーパーセルフ垣生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,578 福岡県 中間市 エクスポートイマムラ 小売業 その他小売 5%

210,579 福岡県 中間市 （有）オートランドサカグチ サービス その他サービス 5%

210,580 福岡県 中間市 廻転寿司　平四郎　中間店 サービス 飲食業 5%

210,581 福岡県 中間市 学生服のタナカ　中間店 小売業 衣料品 5%

210,582 福岡県 中間市 学生服のタナカ中間店 小売業 衣料品 5%

210,583 福岡県 中間市 片岡ホルモン サービス その他サービス 5%

210,584 福岡県 中間市 グッデイ　中間店 小売業 その他小売 5%

210,585 福岡県 中間市 Ｋ．ＷＯＲＫ サービス その他サービス 5%

210,586 福岡県 中間市 ｃｏｃｏｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

210,587 福岡県 中間市 個人　夢蒼タクシー サービス その他サービス 5%

210,588 福岡県 中間市 コスメ・エスト 小売業 その他小売 5%
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210,589 福岡県 中間市 サロンオキーフ サービス 理容・美容業 5%

210,590 福岡県 中間市 サロンド榮子【サロンドエイコ】 サービス 理容・美容業 5%

210,591 福岡県 中間市 サンパル中間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,592 福岡県 中間市 シェルビー　中間店 小売業 衣料品 5%

210,593 福岡県 中間市 地酒とワイン　大庭 小売業 食料品 5%

210,594 福岡県 中間市 高く買取るゾウ　中間店 小売業 その他小売 5%

210,595 福岡県 中間市 たら子一番中間店 小売業 食料品 5%

210,596 福岡県 中間市 chabbit 小売業 その他小売 5%

210,597 福岡県 中間市 ドラッグ新生堂　中間駅前店 小売業 その他小売 5%

210,598 福岡県 中間市 ドラッグ新生堂　中間中尾店 小売業 その他小売 5%

210,599 福岡県 中間市 ドラッグ新生堂　東中間店 小売業 その他小売 5%

210,600 福岡県 中間市 セブン－イレブン中間岩瀬西町店 小売業 食料品 2%

210,601 福岡県 中間市 セブン－イレブン中間駅前店 小売業 食料品 2%

210,602 福岡県 中間市 中間自動車工場 小売業 その他小売 5%

210,603 福岡県 中間市 セブン－イレブン中間通谷店 小売業 食料品 2%

210,604 福岡県 中間市 セブン－イレブン中間長津２丁目店 小売業 食料品 2%

210,605 福岡県 中間市 セブン－イレブン中間中鶴店 小売業 食料品 2%

210,606 福岡県 中間市 セブン－イレブン中間垣生公園前店 小売業 食料品 2%

210,607 福岡県 中間市 握手屋 サービス 飲食業 5%

210,608 福岡県 中間市 野田電器 小売業 電化製品 5%

210,609 福岡県 中間市 パソコン市場　ショッパーズモールなかま店 小売業 電化製品 5%

210,610 福岡県 中間市 ＨｅａｒｔｙＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

210,611 福岡県 中間市 ［ＨＣ］ハートピアふきわけ 小売業 電化製品 5%

210,612 福岡県 中間市 ハーレー動物病院 サービス その他サービス 5%

210,613 福岡県 中間市 ハローディ　中間店 小売業 食料品 5%

210,614 福岡県 中間市 ハローデイ中尾店 小売業 食料品 5%

210,615 福岡県 中間市 ひなたデザイン　ブックカフェひなた サービス 飲食業 5%

210,616 福岡県 中間市 セブン－イレブン福岡中間店 小売業 食料品 2%

210,617 福岡県 中間市 ブックエコ中間店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

210,618 福岡県 中間市 ＰＬＡＴＩＮＵＭ　ＶＩＰ 小売業 その他小売 5%

210,619 福岡県 中間市 フローレス　ＥＩＫＯ サービス 理容・美容業 5%

210,620 福岡県 中間市 Ｈａｉｒ　ｍａｔｉｏｎ　ぽこあぽこ サービス 理容・美容業 5%

210,621 福岡県 中間市 ＨａｉｒＭａｋｅＲｅｊｏｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

210,622 福岡県 中間市 補聴器のひらた 小売業 その他小売 5%

210,623 福岡県 中間市 ＤＲＵＧＷＥＡＲ サービス その他サービス 5%

210,624 福岡県 中間市 マクドナルド中間店 サービス 飲食業 2%

210,625 福岡県 中間市 マコトサービス サービス その他サービス 5%

210,626 福岡県 中間市 無法松　中間店 小売業 その他小売 5%

210,627 福岡県 中間市 メリーゴーランド　バンドール中間店 小売業 その他小売 5%

210,628 福岡県 中間市 モイスティーヌ　ＩＬ　ＧＩＧＬＩＯ サービス 理容・美容業 5%

210,629 福岡県 中間市 モイスティーヌ中間サロン　クレア 小売業 電化製品 5%

210,630 福岡県 中間市 もみ処楓楽 サービス 理容・美容業 5%
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210,631 福岡県 中間市 有限会社日高印刷所 サービス その他サービス 5%

210,632 福岡県 中間市 遊庭風流エコガーデン　北九州店 サービス その他サービス 5%

210,633 福岡県 中間市 リラクゼーションサロンｈｏｇｕ　ｈｏｇ　中間店 サービス 理容・美容業 5%

210,634 福岡県 中間市 ｒｏｋｕｓｈｉｎ－ｇａｍａ サービス その他サービス 5%

210,635 福岡県 直方市 朝日商会 小売業 電化製品 5%

210,636 福岡県 直方市 まるまんフィオーレ　直方ユニード店 小売業 その他小売 5%

210,637 福岡県 直方市 出光サンライズ感田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,638 福岡県 直方市 出光スーパーセルフ直方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,639 福岡県 直方市 出光スーパーセルフ直方南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,640 福岡県 直方市 Ｖａｎｉｌｌａ． サービス 理容・美容業 5%

210,641 福岡県 直方市 江口自動車 サービス その他サービス 5%

210,642 福岡県 直方市 アメリカン雑貨とカフェの店ＬＡＸ 小売業 衣料品 5%

210,643 福岡県 直方市 ｏｂｊｅｔ サービス 理容・美容業 5%

210,644 福岡県 直方市 かいぜん屋　かいぜん屋 サービス その他サービス 5%

210,645 福岡県 直方市 カイダ電気 小売業 電化製品 5%

210,646 福岡県 直方市 海都　直方店 サービス 飲食業 5%

210,647 福岡県 直方市 学生服のタナカ　直方店 小売業 衣料品 5%

210,648 福岡県 直方市 菓子工房ｉｒｏｔｏｒｉｄｏｒｉ サービス 飲食業 5%

210,649 福岡県 直方市 金子株式会ヘルシークリエーション 小売業 衣料品 5%

210,650 福岡県 直方市 からだ回復センター直方 サービス 理容・美容業 5%

210,651 福岡県 直方市 河合塾マナビス直方校 サービス その他サービス 2%

210,652 福岡県 直方市 感田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,653 福岡県 直方市 ＧＹＡＯ 小売業 その他小売 5%

210,654 福岡県 直方市 ギャラリーレストランＢｕｏｎｏ サービス 飲食業 5%

210,655 福岡県 直方市 草花ノ香リ　草花ノ香リ 小売業 その他小売 5%

210,656 福岡県 直方市 くすりのハッピー　直方店 小売業 その他小売 5%

210,657 福岡県 直方市 グッデイ　直方店 小売業 その他小売 5%

210,658 福岡県 直方市 蔵ハウス　直方店 小売業 家具・調度品 5%

210,659 福岡県 直方市 コクラヤ眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,660 福岡県 直方市 コクラヤ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,661 福岡県 直方市 近藤文具店 小売業 その他小売 5%

210,662 福岡県 直方市 彩粋苑 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,663 福岡県 直方市 ザザホラヤ　直方店 小売業 衣料品 5%

210,664 福岡県 直方市 椎木電器 小売業 電化製品 5%

210,665 福岡県 直方市 シェルビー　直方店 小売業 衣料品 5%

210,666 福岡県 直方市 次元 小売業 食料品 5%

210,667 福岡県 直方市 シバタデンキ サービス その他サービス 5%

210,668 福岡県 直方市 Ｊａｎｎａ　ｗｏｒｔｈ サービス 理容・美容業 5%

210,669 福岡県 直方市 新生堂薬局 知古店 小売業 その他小売 5%

210,670 福岡県 直方市 タカチホカメラ　直方店 小売業 その他小売 5%

210,671 福岡県 直方市 宅田自動車 サービス その他サービス 5%

210,672 福岡県 直方市 丹城園 サービス 飲食業 5%
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210,673 福岡県 直方市 筑豊ピアノ調律サービス サービス その他サービス 5%

210,674 福岡県 直方市 つばさ薬局　つばさ薬局ストア 小売業 その他小売 5%

210,675 福岡県 直方市 ツバメガス北九州　直方営業所 小売業 その他小売 5%

210,676 福岡県 直方市 トヨタカローラ博多直方店 小売業 その他小売 5%

210,677 福岡県 直方市 トヨタレンタリース博多直方店 サービス その他サービス 2%

210,678 福岡県 直方市 直方　阿部薬局 小売業 その他小売 5%

210,679 福岡県 直方市 中泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,680 福岡県 直方市 中川家電サービス 小売業 電化製品 5%

210,681 福岡県 直方市 なかむら薬局　漢方サロン 小売業 その他小売 5%

210,682 福岡県 直方市 人形のわたなべ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

210,683 福岡県 直方市 直方給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,684 福岡県 直方市 直方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,685 福岡県 直方市 直方イオン通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,686 福岡県 直方市 セブン－イレブン直方植木店 小売業 食料品 2%

210,687 福岡県 直方市 セブン－イレブン直方王子団地前店 小売業 食料品 2%

210,688 福岡県 直方市 セブン－イレブン直方感田店 小売業 食料品 2%

210,689 福岡県 直方市 セブン－イレブン直方下境北店 小売業 食料品 2%

210,690 福岡県 直方市 セブン－イレブン直方下境店 小売業 食料品 2%

210,691 福岡県 直方市 セブン－イレブン直方下新入店 小売業 食料品 2%

210,692 福岡県 直方市 セブン－イレブン直方神正町店 小売業 食料品 2%

210,693 福岡県 直方市 セブン－イレブン直方知古店 小売業 食料品 2%

210,694 福岡県 直方市 セブン－イレブン直方中央橋店 小売業 食料品 2%

210,695 福岡県 直方市 セブン－イレブン直方殿町店 小売業 食料品 2%

210,696 福岡県 直方市 セブン－イレブン直方頓野店 小売業 食料品 2%

210,697 福岡県 直方市 セブン－イレブン直方藤棚駅前店 小売業 食料品 2%

210,698 福岡県 直方市 ノガミゴルフ 小売業 その他小売 5%

210,699 福岡県 直方市 ハローディ　植木店 小売業 食料品 5%

210,700 福岡県 直方市 ハローディ　感田店 小売業 食料品 5%

210,701 福岡県 直方市 ハローデイ直方店 小売業 食料品 5%

210,702 福岡県 直方市 広島エンドラスト　北九州店 小売業 その他小売 5%

210,703 福岡県 直方市 藤原商店 小売業 食料品 5%

210,704 福岡県 直方市 ブティック　アイズ 小売業 衣料品 5%

210,705 福岡県 直方市 プロタイムズ直方店　株式会社　ＣＯＬＯＲ サービス その他サービス 5%

210,706 福岡県 直方市 Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

210,707 福岡県 直方市 Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

210,708 福岡県 直方市 ヘアーワークウィズ サービス 理容・美容業 5%

210,709 福岡県 直方市 ｈａｉｒｃａｒｅＭａｒｃｈｅｒ サービス 理容・美容業 5%

210,710 福岡県 直方市 マクドナルドイオンモール直方店 サービス 飲食業 2%

210,711 福岡県 直方市 マクドナルド直方バイパス店 サービス 飲食業 2%

210,712 福岡県 直方市 ママイクコ　直方 小売業 その他小売 5%

210,713 福岡県 直方市 Ｍａｒｉｏｎ　Ｖｉｎｔａｇｅ　Ａｎｔｉｑｕｅｓ 小売業 家具・調度品 5%

210,714 福岡県 直方市 株式会社　まるまんフィオーレ 小売業 その他小売 5%
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210,715 福岡県 直方市 （株）まるまんフィオーレ　直方サンリブ店 小売業 その他小売 5%

210,716 福岡県 直方市 株式会社　まるまんフィオーレ　本店 小売業 その他小売 5%

210,717 福岡県 直方市 （株）まるまんフィオーレ直方明治屋産業店 小売業 その他小売 5%

210,718 福岡県 直方市 まるまんフィオーレ　サンリブ直方店 小売業 その他小売 5%

210,719 福岡県 直方市 まるまんフィオーレ　直方本店 小売業 その他小売 5%

210,720 福岡県 直方市 まるまんフィオーレ　直方本店　ＭＡＸ 小売業 その他小売 5%

210,721 福岡県 直方市 まるまんフィオーレ　直方丸和店 小売業 その他小売 5%

210,722 福岡県 直方市 まるまんフイオーレ　直方明治町店 小売業 家具・調度品 5%

210,723 福岡県 直方市 まるまんフィオーレ　明治町店 小売業 その他小売 5%

210,724 福岡県 直方市 まるまんフィオーレ　明治屋産業店 小売業 その他小売 5%

210,725 福岡県 直方市 みやはら書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

210,726 福岡県 直方市 無法松　直方店 小売業 その他小売 5%

210,727 福岡県 直方市 明林堂書店ＡＢＯＯＫ直方店 小売業 その他小売 5%

210,728 福岡県 直方市 メガネのたつや 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,729 福岡県 直方市 山崎商店 小売業 その他小売 5%

210,730 福岡県 直方市 山里の自然なパン　エンゼル サービス 飲食業 5%

210,731 福岡県 直方市 山田石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,732 福岡県 直方市 山田石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,733 福岡県 直方市 ［ＨＣ］有限会社リンク中央 小売業 電化製品 5%

210,734 福岡県 直方市 ラトカーレ　イオンモール直方店 小売業 衣料品 5%

210,735 福岡県 直方市 リラクゼーションサロン・ラピス サービス 理容・美容業 5%

210,736 福岡県 久山町 出光久山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,737 福岡県 久山町 いまとう電器 小売業 電化製品 5%

210,738 福岡県 久山町 カンタベリーショップ 久山店 小売業 衣料品 5%

210,739 福岡県 久山町 カンタベリーショップ久山 小売業 衣料品 5%

210,740 福岡県 久山町 久原本家　茅乃舎 サービス 飲食業 5%

210,741 福岡県 久山町 個人　ＦＵＪＩＭＯＴＯ　ＴＡＸＩ サービス その他サービス 5%

210,742 福岡県 久山町 シティコンタクト　トリアス久山店 小売業 その他小売 5%

210,743 福岡県 久山町 椒房庵　久山本店 小売業 食料品 5%

210,744 福岡県 久山町 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ｔａｎａ 小売業 食料品 5%

210,745 福岡県 久山町 バンオートボディ サービス その他サービス 5%

210,746 福岡県 久山町 久山植木株式会社 小売業 家具・調度品 5%

210,747 福岡県 久山町 久山カントリークラブ サービス その他サービス 5%

210,748 福岡県 久山町 セブン－イレブン久山久原店 小売業 食料品 2%

210,749 福岡県 久山町 ヒライ久山店 小売業 食料品 5%

210,750 福岡県 久山町 ふとんタナカ　トリアス　久山店 小売業 その他小売 5%

210,751 福岡県 久山町 マクドナルド久山トリアスモール店 サービス 飲食業 2%

210,752 福岡県 久山町 有限会社　コスモテキスタイル 小売業 衣料品 5%

210,753 福岡県 久山町 ゆずの木 小売業 衣料品 5%

210,754 福岡県 広川町 ａｍｂｒｅ サービス 理容・美容業 5%

210,755 福岡県 広川町 Ａコープ　広川店 小売業 その他小売 5%

210,756 福岡県 広川町 ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ７０’Ｓ 小売業 衣料品 5%
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210,757 福岡県 広川町 くらかず薬店 小売業 その他小売 5%

210,758 福岡県 広川町 久留米ヤクルト販売 広川Ｃ 小売業 食料品 5%

210,759 福岡県 広川町 さかい食堂 サービス 飲食業 5%

210,760 福岡県 広川町 榊ストアー 小売業 食料品 5%

210,761 福岡県 広川町 三福ラーメン サービス 飲食業 5%

210,762 福岡県 広川町 ジェミニオート筑後 サービス その他サービス 5%

210,763 福岡県 広川町 鹿田産業 小売業 家具・調度品 5%

210,764 福岡県 広川町 セルフ広川給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,765 福岡県 広川町 ｎａｔｕｒ 小売業 その他小売 5%

210,766 福岡県 広川町 野口電器 小売業 電化製品 5%

210,767 福岡県 広川町 パピー　シュシュ 小売業 その他小売 5%

210,768 福岡県 広川町 広川インタ－チェンジＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,769 福岡県 広川町 セブン－イレブン広川川瀬店 小売業 食料品 2%

210,770 福岡県 広川町 広川サービスエリアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,771 福岡県 広川町 セブン－イレブン広川久泉店 小売業 食料品 2%

210,772 福岡県 広川町 丸亀絣織物 小売業 衣料品 5%

210,773 福岡県 広川町 まるみ美容室 サービス 理容・美容業 5%

210,774 福岡県 広川町 まるみ美容室 サービス 理容・美容業 5%

210,775 福岡県 広川町 水田自動車 サービス その他サービス 5%

210,776 福岡県 広川町 森山絣工房 小売業 衣料品 5%

210,777 福岡県 広川町 広川インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,778 福岡県 広川町 ヤマダ電器 小売業 電化製品 5%

210,779 福岡県 広川町 セブン－イレブン八女広川店 小売業 食料品 2%

210,780 福岡県 広川町 隆勝堂　広川店 小売業 食料品 5%

210,781 福岡県 福岡市 ｅａｒｔｈｗｏｒｋｓ 小売業 衣料品 5%

210,782 福岡県 福岡市 ＲＡＣ サービス その他サービス 5%

210,783 福岡県 福岡市 ＩＮＣ　博多店 サービス 理容・美容業 5%

210,784 福岡県 福岡市 ＡＩセルフ筑紫通・山王町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,785 福岡県 福岡市 ＡＩセルフ今宿 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,786 福岡県 福岡市 ＡＩセルフ大濠 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,787 福岡県 福岡市 ＡＩセルフ長浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,788 福岡県 福岡市 アイデコ サービス 理容・美容業 5%

210,789 福岡県 福岡市 あい動物病院 サービス その他サービス 5%

210,790 福岡県 福岡市 ｉｐｈｏｎｅ修理のセービング サービス その他サービス 5%

210,791 福岡県 福岡市 ｉＰｈｏｎｅＬｉｋｅｒｓ福岡天神 サービス その他サービス 5%

210,792 福岡県 福岡市 アイフレンド　フォレオ博多店 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,793 福岡県 福岡市 ｉ　Ｂａｌｌ　Ｇａｍｅ 小売業 その他小売 5%

210,794 福岡県 福岡市 Ａｖｅｒｉａ サービス 理容・美容業 5%

210,795 福岡県 福岡市 アウトテクニカ サービス その他サービス 5%

210,796 福岡県 福岡市 アウトブルートラスト 小売業 その他小売 5%

210,797 福岡県 福岡市 青葉書房 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,798 福岡県 福岡市 青山フラワーマーケット　福岡天神店 小売業 その他小売 5%
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210,799 福岡県 福岡市 青山フラワーマーケット六本松店 小売業 その他小売 5%

210,800 福岡県 福岡市 Ａｒｃｈｉｖａｌ　ＳＴＡＮＤ 小売業 衣料品 5%

210,801 福岡県 福岡市 赤坂あきちゃん サービス 飲食業 5%

210,802 福岡県 福岡市 赤坂茶房 サービス 飲食業 5%

210,803 福岡県 福岡市 赤坂メトロ サービス 飲食業 5%

210,804 福岡県 福岡市 アクティブウェイズ 小売業 電化製品 5%

210,805 福岡県 福岡市 曙ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,806 福岡県 福岡市 アコースティックセンス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

210,807 福岡県 福岡市 朝比奈 サービス 飲食業 5%

210,808 福岡県 福岡市 麻布テーラー　博多 小売業 衣料品 5%

210,809 福岡県 福岡市 麻布テーラー　天神地下街 小売業 衣料品 5%

210,810 福岡県 福岡市 ＡｚａｂｕＴａｉｌｏｒＳｑｕａｒｅ福岡 小売業 衣料品 5%

210,811 福岡県 福岡市 ａｊｉｔｏ 小売業 衣料品 5%

210,812 福岡県 福岡市 足のナースステーション 小売業 衣料品 5%

210,813 福岡県 福岡市 ＡＳＵＫＵ サービス その他サービス 5%

210,814 福岡県 福岡市 梓書院 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

210,815 福岡県 福岡市 麻生電設 小売業 電化製品 5%

210,816 福岡県 福岡市 厚石不動産 サービス その他サービス 5%

210,817 福岡県 福岡市 アッサンブラージュ 小売業 衣料品 5%

210,818 福岡県 福岡市 ａｔｓｕｔａ　ｋｉｄｓ　ｇａｒｄｅｎ 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,819 福岡県 福岡市 ａｔ　ｍｅ サービス 理容・美容業 5%

210,820 福岡県 福岡市 アーツヘアー　博多ミスト店 サービス 理容・美容業 5%

210,821 福岡県 福岡市 ＡＴＥＮＡ天神 サービス 理容・美容業 5%

210,822 福岡県 福岡市 アドツーリスト サービス その他サービス 5%

210,823 福岡県 福岡市 ａｄｄｐａｌｍ サービス 理容・美容業 5%

210,824 福岡県 福岡市 Ｌ’ＡｔｅｌｉｅｒＦｒａｍｂｏｉ サービス 理容・美容業 5%

210,825 福岡県 福岡市 アニマルデザイン 小売業 その他小売 5%

210,826 福岡県 福岡市 アニマルリンクバウワウ サービス その他サービス 5%

210,827 福岡県 福岡市 ＡＮＮＥＡＵ 小売業 衣料品 5%

210,828 福岡県 福岡市 アバシ　百道店 サービス 飲食業 5%

210,829 福岡県 福岡市 ア・ビー（Ａｒｅａ．Ｂｅｅ） 小売業 電化製品 5%

210,830 福岡県 福岡市 ＡＢＵＲＩＹＡ大名店 サービス 飲食業 5%

210,831 福岡県 福岡市 あべこーひー 小売業 食料品 5%

210,832 福岡県 福岡市 ＡｂＨｅｒｉ　福岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,833 福岡県 福岡市 ａｍｉｅ　Ｈａｉｒ／Ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

210,834 福岡県 福岡市 ａｍｉｅ　Ｈａｉｒ／Ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

210,835 福岡県 福岡市 荒木 サービス 飲食業 5%

210,836 福岡県 福岡市 アリタポーセリンラボ（株）ヒルトン福岡店 小売業 家具・調度品 5%

210,837 福岡県 福岡市 在。　筑紫口店 サービス 飲食業 5%

210,838 福岡県 福岡市 在。　筑紫口店 サービス 飲食業 5%

210,839 福岡県 福岡市 アルカイック 小売業 衣料品 5%

210,840 福岡県 福岡市 アルテ平和本店 小売業 衣料品 5%
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210,841 福岡県 福岡市 ＡＬＢＵＭ 小売業 家具・調度品 5%

210,842 福岡県 福岡市 あるばれすと３６５ サービス その他サービス 5%

210,843 福岡県 福岡市 ＡＬＭＡ　ＫＩＴＣＨＥＮ　今泉店 サービス 飲食業 5%

210,844 福岡県 福岡市 アルン　イナガキデザインワークス 小売業 家具・調度品 5%

210,845 福岡県 福岡市 アロマテラピー　西別府 小売業 その他小売 5%

210,846 福岡県 福岡市 ａｒｏｍａＮＵＤＥ サービス 理容・美容業 5%

210,847 福岡県 福岡市 アンクロスト 小売業 衣料品 5%

210,848 福岡県 福岡市 あんしん税理士法人 サービス その他サービス 5%

210,849 福岡県 福岡市 アンズ 小売業 その他小売 5%

210,850 福岡県 福岡市 あんていく サービス 飲食業 2%

210,851 福岡県 福岡市 ｕｎ　ＤＥＵＸ サービス 理容・美容業 5%

210,852 福岡県 福岡市 アンドソー 小売業 衣料品 5%

210,853 福岡県 福岡市 アントワープスタジオ 小売業 衣料品 5%

210,854 福岡県 福岡市 アンネキャナルシティ 小売業 衣料品 5%

210,855 福岡県 福岡市 アンビエンテ 小売業 衣料品 5%

210,856 福岡県 福岡市 アンビエンテ 小売業 衣料品 5%

210,857 福岡県 福岡市 アンフィニ・ビー天神店 サービス その他サービス 5%

210,858 福岡県 福岡市 ＵＮＲＥＡＬ　ＲＥＡＬ　ＣＬＯＴＨＥＳ 小売業 衣料品 5%

210,859 福岡県 福岡市 ｅｋクリニカルサロン サービス 理容・美容業 5%

210,860 福岡県 福岡市 イーポリッシュ サービス その他サービス 5%

210,861 福岡県 福岡市 居酒や　あじ正 サービス 飲食業 5%

210,862 福岡県 福岡市 居酒屋　笑店 サービス 飲食業 5%

210,863 福岡県 福岡市 いざかや　あたる サービス 飲食業 5%

210,864 福岡県 福岡市 居酒屋　風 サービス 飲食業 5%

210,865 福岡県 福岡市 磯ぎよし サービス 飲食業 5%

210,866 福岡県 福岡市 磯ぎよし　天神店 サービス 飲食業 5%

210,867 福岡県 福岡市 いしい サービス 飲食業 5%

210,868 福岡県 福岡市 ＩＳＩＺＡＫＩ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

210,869 福岡県 福岡市 石橋楽器　福岡店 小売業 その他小売 5%

210,870 福岡県 福岡市 石丸　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,871 福岡県 福岡市 いしむら　大橋本店 小売業 食料品 5%

210,872 福岡県 福岡市 いしむら油山店 小売業 食料品 5%

210,873 福岡県 福岡市 いしむら有田店 小売業 食料品 5%

210,874 福岡県 福岡市 いしむら板付店 小売業 食料品 5%

210,875 福岡県 福岡市 いしむら勅使道店 小売業 食料品 5%

210,876 福岡県 福岡市 いしむら平尾店 小売業 食料品 5%

210,877 福岡県 福岡市 石村萬盛堂　博多駅銘菓店 小売業 食料品 5%

210,878 福岡県 福岡市 石村萬盛堂　本店 小売業 食料品 5%

210,879 福岡県 福岡市 株式会社井尻ガス 小売業 その他小売 5%

210,880 福岡県 福岡市 イースト・カーサービス サービス その他サービス 5%

210,881 福岡県 福岡市 ｉｓｍＦＵＫＵＯＫＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,882 福岡県 福岡市 いせやフーズクラブ春吉店 小売業 食料品 5%
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210,883 福岡県 福岡市 磯ぎよし　離れ サービス 飲食業 5%

210,884 福岡県 福岡市 一番星　清川店 サービス 飲食業 5%

210,885 福岡県 福岡市 いちや サービス 飲食業 5%

210,886 福岡県 福岡市 伊藤会計事務所 サービス その他サービス 5%

210,887 福岡県 福岡市 糸島茶房 サービス 飲食業 5%

210,888 福岡県 福岡市 稲員犬猫香椎病院 サービス その他サービス 5%

210,889 福岡県 福岡市 犬吉猫吉　イベント事業部 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

210,890 福岡県 福岡市 イノウエ 小売業 電化製品 5%

210,891 福岡県 福岡市 井上関西堂 小売業 その他小売 5%

210,892 福岡県 福岡市 井上自動車 サービス その他サービス 5%

210,893 福岡県 福岡市 今泉　油屋 サービス 飲食業 5%

210,894 福岡県 福岡市 今泉　油屋 サービス 飲食業 5%

210,895 福岡県 福岡市 今宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,896 福岡県 福岡市 今津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,897 福岡県 福岡市 ｅｅｌ 小売業 家具・調度品 5%

210,898 福岡県 福岡市 ＩＬＣＨＩ　ＢＲＡＩＮ　ＹＯＧＡ　天神 サービス その他サービス 5%

210,899 福岡県 福岡市 イルフェソワフ サービス 飲食業 5%

210,900 福岡県 福岡市 岩井ホテル サービス 宿泊業 5%

210,901 福岡県 福岡市 岩尾對山窯　福岡店 小売業 家具・調度品 5%

210,902 福岡県 福岡市 岩崎本舗　マイング博多駅店 小売業 食料品 5%

210,903 福岡県 福岡市 岩見タクシー サービス 運輸業 5%

210,904 福岡県 福岡市 インドアテニススクールラフ　大橋東校 サービス その他サービス 5%

210,905 福岡県 福岡市 インドアテニススクールラフ　六本松大濠校 サービス その他サービス 5%

210,906 福岡県 福岡市 インプレッシヴ サービス 理容・美容業 5%

210,907 福岡県 福岡市 インプレッシヴ サービス 理容・美容業 5%

210,908 福岡県 福岡市 ヴァンカトル 小売業 衣料品 5%

210,909 福岡県 福岡市 ｖｉｅ　Ａｎｔｅｎｎｅ サービス 理容・美容業 5%

210,910 福岡県 福岡市 ＶＩＶＩ 小売業 衣料品 5%

210,911 福岡県 福岡市 ＶＩＶＩ 小売業 衣料品 5%

210,912 福岡県 福岡市 ＷｅＣａｎ　姪浜１Ｆ店 サービス 理容・美容業 5%

210,913 福岡県 福岡市 ＷｅＣａｎ　姪浜３Ｆ店 サービス 理容・美容業 5%

210,914 福岡県 福岡市 Ｗｈｉｓｋｙ＆Ｂａｒ　ｉｆ サービス 飲食業 5%

210,915 福岡県 福岡市 Ｖｉｔａ　Ｄｅｓｉｇｎ 小売業 衣料品 5%

210,916 福岡県 福岡市 Ｗｉｔｃｈ　ｖａｌｌｅｙ 小売業 家具・調度品 5%

210,917 福岡県 福岡市 ウィング　オブ　ハート サービス その他サービス 5%

210,918 福岡県 福岡市 うえすたん　西新店 サービス 飲食業 5%

210,919 福岡県 福岡市 ＷｅｓｔＳｉｄｅＣｕｔＣｌｕｂ サービス 理容・美容業 5%

210,920 福岡県 福岡市 ウエムラサイクルパーツ福岡店 小売業 その他小売 5%

210,921 福岡県 福岡市 Ｗａｔｃｈ－Ｂ 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,922 福岡県 福岡市 ｕｇｏ サービス 飲食業 5%

210,923 福岡県 福岡市 牛島製茶六本松４２１店 小売業 食料品 5%

210,924 福岡県 福岡市 内野ストアー 小売業 その他小売 5%

5024



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

210,925 福岡県 福岡市 ウトウト 小売業 家具・調度品 5%

210,926 福岡県 福岡市 うま馬　冷泉店 サービス 飲食業 5%

210,927 福岡県 福岡市 海の味　有福　高砂店 小売業 その他小売 5%

210,928 福岡県 福岡市 ｕｒａｎｏ　ｍａｔｓｕｓｕｋｅ サービス 飲食業 5%

210,929 福岡県 福岡市 ウラヤ サービス 理容・美容業 5%

210,930 福岡県 福岡市 ウラヤフォーヘアー　大橋店 サービス 理容・美容業 5%

210,931 福岡県 福岡市 ウラヤフォ－ヘア－　高宮店 サービス 理容・美容業 5%

210,932 福岡県 福岡市 ウルフギャング・ステーキハウス福岡 サービス 飲食業 5%

210,933 福岡県 福岡市 エーアイディー　福岡店 小売業 家具・調度品 5%

210,934 福岡県 福岡市 Ａ＆Ｅ　八田店 小売業 家具・調度品 5%

210,935 福岡県 福岡市 ＡＩＲＮＬＩＴＥ２ サービス 理容・美容業 5%

210,936 福岡県 福岡市 エイチ・エル・ソリューション 小売業 電化製品 5%

210,937 福岡県 福岡市 ＨＩヒロセ福岡本部 小売業 その他小売 5%

210,938 福岡県 福岡市 ＨＧ　福岡店 小売業 衣料品 5%

210,939 福岡県 福岡市 ｅｉｇｈｔ 小売業 衣料品 5%

210,940 福岡県 福岡市 ｅｉｇｈｔ 小売業 衣料品 5%

210,941 福岡県 福岡市 エイムはせがわ 小売業 電化製品 5%

210,942 福岡県 福岡市 エクシードアドバンス サービス その他サービス 5%

210,943 福岡県 福岡市 ｅ’ｃｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

210,944 福岡県 福岡市 エクロール 小売業 衣料品 5%

210,945 福岡県 福岡市 エコ・フラワー サービス その他サービス 5%

210,946 福岡県 福岡市 エコモール　パピヨンプラザ店 小売業 その他小売 5%

210,947 福岡県 福岡市 エスティホーム サービス その他サービス 5%

210,948 福岡県 福岡市 エストネーション　福岡 小売業 衣料品 5%

210,949 福岡県 福岡市 エスパス　タグ・ホイヤー　福岡 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,950 福岡県 福岡市 エスポアフカマチ 小売業 食料品 5%

210,951 福岡県 福岡市 エトセヘアー サービス 理容・美容業 5%

210,952 福岡県 福岡市 えびす　警固本通り店 サービス 飲食業 5%

210,953 福岡県 福岡市 エビスマ サービス その他サービス 5%

210,954 福岡県 福岡市 ゑびす屋 サービス 飲食業 5%

210,955 福岡県 福岡市 #FR2 FUKUOKA 小売業 衣料品 5%

210,956 福岡県 福岡市 ＦＭボンド店 小売業 食料品 5%

210,957 福岡県 福岡市 ＦＣセントラル福岡 サービス その他サービス 5%

210,958 福岡県 福岡市 エフ・ソルト サービス その他サービス 5%

210,959 福岡県 福岡市 エフ・筑紫通りペットクリニック サービス その他サービス 5%

210,960 福岡県 福岡市 Ｆ．ＫＡＷＡＮＯ個人タクシー サービス 運輸業 5%

210,961 福岡県 福岡市 エポックモア九州支社 小売業 その他小売 5%

210,962 福岡県 福岡市 ＥＭＩＥ サービス 理容・美容業 5%

210,963 福岡県 福岡市 Ｅｍｉｌｅ　ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

210,964 福岡県 福岡市 ＭＳＰ　福岡天神店 サービス 理容・美容業 5%

210,965 福岡県 福岡市 エムズコレクション 小売業 衣料品 5%

210,966 福岡県 福岡市 Ｍスタイル　ウェディング サービス その他サービス 5%
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210,967 福岡県 福岡市 Ｍ－ｓｔｕｄｉｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

210,968 福岡県 福岡市 エム・トレード サービス その他サービス 5%

210,969 福岡県 福岡市 Ｍ２　天神店 小売業 衣料品 5%

210,970 福岡県 福岡市 Ｅｌ　Ｅｒａ サービス 飲食業 5%

210,971 福岡県 福岡市 エルベートヒルトン福岡シーホーク店 小売業 衣料品 5%

210,972 福岡県 福岡市 Ａ－１ サービス 飲食業 5%

210,973 福岡県 福岡市 ｅｎ サービス 飲食業 5%

210,974 福岡県 福岡市 エンゲイ　村 小売業 家具・調度品 5%

210,975 福岡県 福岡市 Ｏ サービス 理容・美容業 5%

210,976 福岡県 福岡市 オーイケ和光 小売業 衣料品 5%

210,977 福岡県 福岡市 欧割烹　清水 サービス 飲食業 5%

210,978 福岡県 福岡市 大賀薬局　博多駅バスターミナル店 小売業 その他小売 5%

210,979 福岡県 福岡市 大賀薬局　舞松原店 小売業 その他小売 5%

210,980 福岡県 福岡市 大賀薬局　薬院大通り店 小売業 その他小売 5%

210,981 福岡県 福岡市 大賀薬局　ライフストリーム 小売業 その他小売 5%

210,982 福岡県 福岡市 大賀薬局別府店 小売業 その他小売 5%

210,983 福岡県 福岡市 大賀薬局姪浜駅前店 小売業 その他小売 5%

210,984 福岡県 福岡市 大皿と魚　とびこ サービス 飲食業 5%

210,985 福岡県 福岡市 オーディオ修理買取センター九州 小売業 電化製品 5%

210,986 福岡県 福岡市 大問屋早良店 サービス その他サービス 5%

210,987 福岡県 福岡市 大問屋福岡南店 サービス その他サービス 5%

210,988 福岡県 福岡市 桜美ゴルフハウス サービス その他サービス 5%

210,989 福岡県 福岡市 近江屋　福岡店 小売業 衣料品 5%

210,990 福岡県 福岡市 オーリック今泉店 小売業 食料品 5%

210,991 福岡県 福岡市 オーリック中洲店 小売業 食料品 5%

210,992 福岡県 福岡市 オーリック春吉店 小売業 食料品 5%

210,993 福岡県 福岡市 お菓子の工房　オペラ　筥松本店 小売業 食料品 5%

210,994 福岡県 福岡市 緒方畳店 小売業 その他小売 5%

210,995 福岡県 福岡市 岡本（昭）タクシー サービス 運輸業 5%

210,996 福岡県 福岡市 お清め日和 小売業 その他小売 5%

210,997 福岡県 福岡市 尾車タクシー サービス その他サービス 5%

210,998 福岡県 福岡市 サンロード小笹ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

210,999 福岡県 福岡市 治どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

211,000 福岡県 福岡市 オーセンティック　リビング　ブッチャー サービス 飲食業 5%

211,001 福岡県 福岡市 おそうじ本舗　別府店 サービス その他サービス 5%

211,002 福岡県 福岡市 おそうじ本舗　吉塚店 サービス その他サービス 5%

211,003 福岡県 福岡市 お手軽割烹　三四郎 サービス 飲食業 5%

211,004 福岡県 福岡市 オートレック 小売業 その他小売 5%

211,005 福岡県 福岡市 お肉料理研究所 サービス 飲食業 5%

211,006 福岡県 福岡市 ＯＶＥＲＡＬＬ サービス 飲食業 5%

211,007 福岡県 福岡市 オファーズヘアーネクサス店 サービス 理容・美容業 5%

211,008 福岡県 福岡市 オフィスエコ 小売業 電化製品 5%
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

211,009 福岡県 福岡市 オフィスノアール サービス その他サービス 5%

211,010 福岡県 福岡市 お仏壇のしんどう 小売業 家具・調度品 5%

211,011 福岡県 福岡市 お持ち帰りの焼鳥屋　井尻店 小売業 食料品 5%

211,012 福岡県 福岡市 オヤサイトカンパニー サービス その他サービス 5%

211,013 福岡県 福岡市 おやひなや　博多駅筑紫口店 サービス 飲食業 5%

211,014 福岡県 福岡市 オリオン珈琲焙煎所 小売業 食料品 5%

211,015 福岡県 福岡市 オーリック高宮店 小売業 食料品 5%

211,016 福岡県 福岡市 ｏｌｔａ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

211,017 福岡県 福岡市 ＡＬＬＤＡＹＤＡＹＬＩＧＨＴ 小売業 衣料品 5%

211,018 福岡県 福岡市 ＃Ｏｒｅ　Ｋａｋｋｏｉｉ　ＢＡＲ サービス 理容・美容業 5%

211,019 福岡県 福岡市 オレンジコーディネーション サービス その他サービス 5%

211,020 福岡県 福岡市 ガールズダイニングバー　ゼクス サービス 飲食業 5%

211,021 福岡県 福岡市 海山邸　ＤＡＮＲＯ　リコロソ サービス 飲食業 5%

211,022 福岡県 福岡市 懐石サロン　我淨 サービス 飲食業 5%

211,023 福岡県 福岡市 海鮮家　海進丸 サービス 飲食業 5%

211,024 福岡県 福岡市 海峯魯 サービス 飲食業 5%

211,025 福岡県 福岡市 海峯魯天神　ＧＡＲＤＥＮＳ サービス 飲食業 5%

211,026 福岡県 福岡市 ＧＡＶＩＮＯ サービス 飲食業 5%

211,027 福岡県 福岡市 カーオーディオ専門店　ｔｏｎｅ 小売業 その他小売 5%

211,028 福岡県 福岡市 鍵当番さん サービス その他サービス 5%

211,029 福岡県 福岡市 カギのドクター サービス その他サービス 5%

211,030 福岡県 福岡市 カクテルバートップドレッシング、月灯 サービス 飲食業 5%

211,031 福岡県 福岡市 Ｃｏｃｋｔａｉｌ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

211,032 福岡県 福岡市 隠・台所　久岡家 サービス 飲食業 5%

211,033 福岡県 福岡市 囲処 まさ亀 サービス 飲食業 5%

211,034 福岡県 福岡市 カザマランドセル　福岡博多ショールーム 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,035 福岡県 福岡市 ＫＡＺＵタクシー サービス 運輸業 5%

211,036 福岡県 福岡市 ＧＡＳＴＲＯＰＵＢ　ＡＬＥＳ サービス 飲食業 5%

211,037 福岡県 福岡市 プラザ片江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,038 福岡県 福岡市 堅粕ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,039 福岡県 福岡市 カッシーナ　イクスシー　福岡店 小売業 家具・調度品 5%

211,040 福岡県 福岡市 カッツカンパニー　天神店 サービス 理容・美容業 5%

211,041 福岡県 福岡市 カッツカンパニー　百道店 サービス 理容・美容業 5%

211,042 福岡県 福岡市 カットスタジオ　レーヴ サービス 理容・美容業 5%

211,043 福岡県 福岡市 カットハウス　ｓｈｉｏｍｉ サービス 理容・美容業 5%

211,044 福岡県 福岡市 がっぱ工房 小売業 食料品 5%

211,045 福岡県 福岡市 割烹　川田 サービス 飲食業 5%

211,046 福岡県 福岡市 割烹　しばこ サービス 飲食業 5%

211,047 福岡県 福岡市 家庭教師ランナ－　九州 サービス その他サービス 5%

211,048 福岡県 福岡市 ＣＡＤＥＴＴＯ 小売業 衣料品 5%

211,049 福岡県 福岡市 カードラボ　福岡天神店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

211,050 福岡県 福岡市 かなどう動物病院 サービス その他サービス 5%

5027



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

211,051 福岡県 福岡市 かに通　博多店 サービス 飲食業 5%

211,052 福岡県 福岡市 かねふく　工場直売店 小売業 食料品 5%

211,053 福岡県 福岡市 カービューティープロスプレンダー 小売業 その他小売 5%

211,054 福岡県 福岡市 カフェ・トレボン 小売業 食料品 5%

211,055 福岡県 福岡市 ＣＡＦＥ＋ＢＡＲ　ｇａｒｄｅｎ サービス 飲食業 5%

211,056 福岡県 福岡市 株式会社Ｉｎｆｉｎｉ　福岡店 小売業 その他小売 5%

211,057 福岡県 福岡市 株式会社アンフィニミュージック 小売業 その他小売 5%

211,058 福岡県 福岡市 株式会社イングスＪＢＳ 小売業 電化製品 5%

211,059 福岡県 福岡市 株式会社カメラのゴゴー商会 小売業 電化製品 5%

211,060 福岡県 福岡市 株）彩美苑鬼丸 サービス その他サービス 5%

211,061 福岡県 福岡市 株式会社匠ホ－ムサ－ビス サービス その他サービス 5%

211,062 福岡県 福岡市 株式会社ツアー旅行社 サービス その他サービス 5%

211,063 福岡県 福岡市 株式会社美術しみぬき家紋高瀬 サービス その他サービス 5%

211,064 福岡県 福岡市 株式会社ベガ 小売業 その他小売 5%

211,065 福岡県 福岡市 株式会社Ｈｏｍｅｐｏｒｔ サービス その他サービス 5%

211,066 福岡県 福岡市 株式会社　吉野電器 小売業 電化製品 5%

211,067 福岡県 福岡市 ＫＡＢＥＣＯ博多南店 サービス その他サービス 5%

211,068 福岡県 福岡市 かみいさん　誠 サービス 理容・美容業 5%

211,069 福岡県 福岡市 株式会社　紙小 小売業 その他小売 5%

211,070 福岡県 福岡市 神屋株式会社 小売業 食料品 5%

211,071 福岡県 福岡市 ＫＡＭＩＹＡ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

211,072 福岡県 福岡市 ＧＯＴＴＡ サービス 飲食業 5%

211,073 福岡県 福岡市 からだドック サービス その他サービス 5%

211,074 福岡県 福岡市 からだバランス整体院　博多院 サービス その他サービス 5%

211,075 福岡県 福岡市 カラダファクトリー　ゲイツ福岡中洲店 サービス その他サービス 5%

211,076 福岡県 福岡市 カラダファクトリー　唐人町店 サービス その他サービス 5%

211,077 福岡県 福岡市 カラダファクトリー　ノース天神店 サービス その他サービス 5%

211,078 福岡県 福岡市 カラダファクトリー　博多駅地下街店 サービス その他サービス 5%

211,079 福岡県 福岡市 からだラボ サービス その他サービス 5%

211,080 福岡県 福岡市 カラマツトレイン　博多駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

211,081 福岡県 福岡市 伽哩本舗 サービス 飲食業 5%

211,082 福岡県 福岡市 Ｇｉｒｌ’ｓダイニングｂａｒフォース サービス 飲食業 5%

211,083 福岡県 福岡市 ガレージサイクル　キッズ 小売業 その他小売 5%

211,084 福岡県 福岡市 Ｋａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

211,085 福岡県 福岡市 かわかみ動物病院 サービス その他サービス 5%

211,086 福岡県 福岡市 カワサキプラザ福岡西 小売業 その他小売 5%

211,087 福岡県 福岡市 ＫＥＮＳｔｏｒｅ 小売業 その他小売 5%

211,088 福岡県 福岡市 河太郎　博多店 サービス 飲食業 5%

211,089 福岡県 福岡市 河村ふとん店 小売業 家具・調度品 5%

211,090 福岡県 福岡市 変り桜 小売業 衣料品 5%

211,091 福岡県 福岡市 元祖焼鳥　丸万 サービス 飲食業 5%

211,092 福岡県 福岡市 カンタベリーショップ 小売業 衣料品 5%
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211,093 福岡県 福岡市 カンタベリーショップ福岡 小売業 衣料品 5%

211,094 福岡県 福岡市 カンディハウス福岡支店 小売業 家具・調度品 5%

211,095 福岡県 福岡市 菊川コンタクト 小売業 その他小売 5%

211,096 福岡県 福岡市 キッズアゲイン野間大池店 小売業 衣料品 5%

211,097 福岡県 福岡市 Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ｂａｒ Ｑｕａｌｉａ サービス 飲食業 5%

211,098 福岡県 福岡市 キッチンパラダイス 小売業 その他小売 5%

211,099 福岡県 福岡市 木の暮らし福岡店 小売業 家具・調度品 5%

211,100 福岡県 福岡市 きものサロンながしま　福岡支店 小売業 衣料品 5%

211,101 福岡県 福岡市 着物屋いちろく 小売業 衣料品 5%

211,102 福岡県 福岡市 ギャザ 小売業 衣料品 5%

211,103 福岡県 福岡市 ＣａｔＮａｐ サービス 理容・美容業 5%

211,104 福岡県 福岡市 キャッフェ大濠 サービス 飲食業 5%

211,105 福岡県 福岡市 ギャラリー　おりーぶ 小売業 その他小売 5%

211,106 福岡県 福岡市 ＪＭ／ｇａｌｌｅｒｙ　ＱＵＯＮＡ 小売業 その他小売 5%

211,107 福岡県 福岡市 ＣＡＮＤＹＢＯＸ サービス 理容・美容業 5%

211,108 福岡県 福岡市 九州の旬　博多廊 サービス 飲食業 5%

211,109 福岡県 福岡市 ｑｚｅｎｉｌｌｕｓｔ サービス その他サービス 5%

211,110 福岡県 福岡市 九宝 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,111 福岡県 福岡市 牛もつ鍋　宗家　赤門屋 サービス 飲食業 5%

211,112 福岡県 福岡市 餃子・中国酒菜　胡坊 サービス 飲食業 5%

211,113 福岡県 福岡市 餃子のたっちゃん　天神西通り店 サービス 飲食業 5%

211,114 福岡県 福岡市 共進自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

211,115 福岡県 福岡市 行政書士法人アイサポート総合法務事務所　博多支店 サービス その他サービス 5%

211,116 福岡県 福岡市 清喜 サービス 飲食業 5%

211,117 福岡県 福岡市 来楽 サービス 飲食業 5%

211,118 福岡県 福岡市 ＫＩＮＧＳＴＯＮ サービス 飲食業 5%

211,119 福岡県 福岡市 Ｋｉｎｇｓｔｏｎ サービス 飲食業 5%

211,120 福岡県 福岡市 キンコーズ　赤坂店 サービス その他サービス 2%

211,121 福岡県 福岡市 キンコーズ　赤坂店 サービス その他サービス 2%

211,122 福岡県 福岡市 キンコーズ　小倉平和通店 サービス その他サービス 2%

211,123 福岡県 福岡市 キンコーズ　呉服町店 サービス その他サービス 2%

211,124 福岡県 福岡市 キンコーズ　呉服町店 サービス その他サービス 2%

211,125 福岡県 福岡市 キンコーズ　筑紫口店 サービス その他サービス 2%

211,126 福岡県 福岡市 キンコーズ　筑紫口店 サービス その他サービス 2%

211,127 福岡県 福岡市 キンコーズ　天神中央店 サービス その他サービス 2%

211,128 福岡県 福岡市 キンコーズ　天神南店 サービス その他サービス 2%

211,129 福岡県 福岡市 キンコーズ　天神南店 サービス その他サービス 2%

211,130 福岡県 福岡市 キンコーズ　博多駅前店 サービス その他サービス 2%

211,131 福岡県 福岡市 キンコーズ　広島本通店 サービス その他サービス 2%

211,132 福岡県 福岡市 キンコーズＪＲＪＰ博多店 サービス その他サービス 2%

211,133 福岡県 福岡市 キンコーズ天神中央店 サービス その他サービス 2%

211,134 福岡県 福岡市 銀座酒場　大名 サービス 飲食業 5%
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211,135 福岡県 福岡市 ＱＵＡＬＥ サービス 飲食業 5%

211,136 福岡県 福岡市 クイックオート 小売業 その他小売 5%

211,137 福岡県 福岡市 クイーンズウェイ　博多中央 サービス その他サービス 5%

211,138 福岡県 福岡市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ福岡西店 小売業 その他小売 5%

211,139 福岡県 福岡市 ｑｕｅｕｅ 小売業 その他小売 5%

211,140 福岡県 福岡市 串焼まつすけ大名本店 サービス 飲食業 5%

211,141 福岡県 福岡市 串屋蜻蛉 サービス 飲食業 5%

211,142 福岡県 福岡市 クッキン サービス 飲食業 5%

211,143 福岡県 福岡市 クッキン　ゼルコバ サービス 飲食業 5%

211,144 福岡県 福岡市 グッディ　東福岡店 小売業 家具・調度品 5%

211,145 福岡県 福岡市 グッディ　桧原店 小売業 家具・調度品 5%

211,146 福岡県 福岡市 グッディ　南福岡店 小売業 家具・調度品 5%

211,147 福岡県 福岡市 グッディ　長尾店 小売業 家具・調度品 5%

211,148 福岡県 福岡市 Ｇｏｏｄ　Ｌｉｖｉｎｇ サービス その他サービス 5%

211,149 福岡県 福岡市 靴の尚美堂福岡下原店 小売業 衣料品 5%

211,150 福岡県 福岡市 クツノナラザキ　新天町北通店 小売業 衣料品 5%

211,151 福岡県 福岡市 クツノナラザキ　新天町南通店 小売業 衣料品 5%

211,152 福岡県 福岡市 くま動物病院 サービス その他サービス 5%

211,153 福岡県 福岡市 クラウン自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

211,154 福岡県 福岡市 クラスファム 小売業 衣料品 5%

211,155 福岡県 福岡市 蔵ハウス　福岡東店 小売業 家具・調度品 5%

211,156 福岡県 福岡市 ＣＬＵＢＥＤＷＩＮ大名店 小売業 衣料品 5%

211,157 福岡県 福岡市 ｇｌａｍｏｕｒ サービス その他サービス 5%

211,158 福岡県 福岡市 グランド工房　西福岡店 小売業 その他小売 5%

211,159 福岡県 福岡市 グランドスラム　パステル 小売業 その他小売 5%

211,160 福岡県 福岡市 グランドマスターズカフェ　百道店 サービス 飲食業 5%

211,161 福岡県 福岡市 グランパルティータ サービス 理容・美容業 5%

211,162 福岡県 福岡市 ＣＲＡＮＢＥＲＲＹ サービス 理容・美容業 5%

211,163 福岡県 福岡市 クリーンラベル 福岡支店 サービス その他サービス 5%

211,164 福岡県 福岡市 ＧＵＲＩＣＯＣＯ 小売業 その他小売 5%

211,165 福岡県 福岡市 ＣＲＹＳＴＡＬ　ＮＡＩＬ　博多店 サービス その他サービス 5%

211,166 福岡県 福岡市 クール・カレ　アン　イオンマリナタウン店 小売業 衣料品 5%

211,167 福岡県 福岡市 クール・カレアン天神店 小売業 衣料品 5%

211,168 福岡県 福岡市 クールカレアン株式会社福岡店 小売業 衣料品 5%

211,169 福岡県 福岡市 クルマーズ サービス その他サービス 5%

211,170 福岡県 福岡市 くるみの木 サービス 飲食業 5%

211,171 福岡県 福岡市 ＧＲＥＣＡ サービス 理容・美容業 5%

211,172 福岡県 福岡市 グレディブリリアンアミュエスト店 小売業 衣料品 5%

211,173 福岡県 福岡市 グレディブリリアント　大名店 小売業 衣料品 5%

211,174 福岡県 福岡市 クロスリビング サービス その他サービス 5%

211,175 福岡県 福岡市 クロスリンク博多店 サービス その他サービス 5%

211,176 福岡県 福岡市 ＱＬＯＺＥＴ 小売業 衣料品 5%
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211,177 福岡県 福岡市 クワノ 小売業 家具・調度品 5%

211,178 福岡県 福岡市 燻製酒場　ＨｉＢｉＫｉ サービス 飲食業 5%

211,179 福岡県 福岡市 Ｋ　ＫＵＲＵＭＥ　ＫＡＳＵＲＩ 小売業 衣料品 5%

211,180 福岡県 福岡市 ケイ・ウノ福岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,181 福岡県 福岡市 ケイズ・コーポレーション 小売業 衣料品 5%

211,182 福岡県 福岡市 Ｋ’ｓ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　姪浜店 小売業 衣料品 5%

211,183 福岡県 福岡市 ＫＴＰ 小売業 衣料品 5%

211,184 福岡県 福岡市 ＫＬＤ　ＵＳＥＤ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ　福岡天神店 小売業 衣料品 5%

211,185 福岡県 福岡市 鷁 サービス 飲食業 5%

211,186 福岡県 福岡市 鷁　祇園店 サービス 飲食業 5%

211,187 福岡県 福岡市 ゲーミング・ラボ 小売業 家具・調度品 5%

211,188 福岡県 福岡市 けやき通り　海晴れ サービス 飲食業 5%

211,189 福岡県 福岡市 警弥郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,190 福岡県 福岡市 芥屋ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

211,191 福岡県 福岡市 玄海ヤンマー　福岡東営業所 サービス その他サービス 5%

211,192 福岡県 福岡市 げんき家　本店 サービス 飲食業 5%

211,193 福岡県 福岡市 コアハウス西新 小売業 その他小売 5%

211,194 福岡県 福岡市 鯉とりまぁしゃん　春吉店 サービス 飲食業 5%

211,195 福岡県 福岡市 工藝風向 小売業 その他小売 5%

211,196 福岡県 福岡市 香坂 サービス 飲食業 5%

211,197 福岡県 福岡市 麹屋天神店 小売業 食料品 5%

211,198 福岡県 福岡市 幸設 サービス その他サービス 5%

211,199 福岡県 福岡市 神戸きもの学院 小売業 衣料品 5%

211,200 福岡県 福岡市 神戸ドンバル 小売業 食料品 5%

211,201 福岡県 福岡市 コーヒーハウス ランダム サービス 飲食業 5%

211,202 福岡県 福岡市 小顔セラピーＳＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

211,203 福岡県 福岡市 ＫＯＧＡＣＣＨＩ　ＴＡＸＩ サービス その他サービス 5%

211,204 福岡県 福岡市 古賀良幸 サービス その他サービス 5%

211,205 福岡県 福岡市 ｃｏｃｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

211,206 福岡県 福岡市 コクラヤ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,207 福岡県 福岡市 国立福岡病院売店 小売業 その他小売 5%

211,208 福岡県 福岡市 ＣＯＣＯ　Ｆｕｋｕｏｋａｃｈｉｙｏ サービス 宿泊業 5%

211,209 福岡県 福岡市 五色堂 小売業 食料品 5%

211,210 福岡県 福岡市 個人　青波タクシー サービス その他サービス 5%

211,211 福岡県 福岡市 個人　荒磯タクシー サービス 運輸業 5%

211,212 福岡県 福岡市 個人ＯＤＡＹＡタクシー サービス 運輸業 5%

211,213 福岡県 福岡市 個人　川口タクシー サービス その他サービス 5%

211,214 福岡県 福岡市 個人　貴島タクシー サービス 運輸業 5%

211,215 福岡県 福岡市 個人　桜木タクシー サービス 運輸業 5%

211,216 福岡県 福岡市 個人　佐々木タクシー サービス その他サービス 5%

211,217 福岡県 福岡市 個人　ＳＡＴＯ　ＴＡＸＩ サービス その他サービス 5%

211,218 福岡県 福岡市 個人　友タクシー サービス 運輸業 5%
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211,219 福岡県 福岡市 個人　博多タクシー サービス その他サービス 5%

211,220 福岡県 福岡市 個人　福田タクシー サービス 運輸業 5%

211,221 福岡県 福岡市 個人ＭＩＮＯＲＵタクシー サービス その他サービス 5%

211,222 福岡県 福岡市 個人　ＭＯＲＩＴＡ　ＴＡＸＩ サービス その他サービス 5%

211,223 福岡県 福岡市 個人　よつばタクシー サービス 運輸業 5%

211,224 福岡県 福岡市 個人　ＲＩＫＩＣＨＩ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

211,225 福岡県 福岡市 個人　麗美来タクシー サービス 運輸業 5%

211,226 福岡県 福岡市 コットンフィールズ サービス 飲食業 5%

211,227 福岡県 福岡市 コテラック 小売業 衣料品 5%

211,228 福岡県 福岡市 寿モータース サービス その他サービス 5%

211,229 福岡県 福岡市 子供服　ｊａｙ’ｓ 小売業 衣料品 5%

211,230 福岡県 福岡市 小長井タクシー サービス 運輸業 5%

211,231 福岡県 福岡市 米市場米都　福岡箱崎店 小売業 食料品 5%

211,232 福岡県 福岡市 古門戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,233 福岡県 福岡市 こよみ堂 小売業 衣料品 5%

211,234 福岡県 福岡市 コリアキッチン漢江 サービス 飲食業 5%

211,235 福岡県 福岡市 コリアンダイニングパダ サービス 飲食業 5%

211,236 福岡県 福岡市 ゴルフスタジオ　オキコバランス 小売業 その他小売 5%

211,237 福岡県 福岡市 コレクションリテールジャパン 小売業 衣料品 5%

211,238 福岡県 福岡市 ゴンチャロフ博多ステーションショップ 小売業 食料品 5%

211,239 福岡県 福岡市 ＣＯＮＴＥＮＡ サービス 理容・美容業 5%

211,240 福岡県 福岡市 コンフェテリヤアンナベル 小売業 食料品 5%

211,241 福岡県 福岡市 コンブレ 小売業 衣料品 5%

211,242 福岡県 福岡市 ザ　クリスタル　ショップ 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,243 福岡県 福岡市 ＴＨＥ　ＨＡＫＡＴＡ　ＨＡＲＰ サービス 宿泊業 5%

211,244 福岡県 福岡市 ＴＨＥ　ＦＡＩＴＨ　天神店 サービス 理容・美容業 5%

211,245 福岡県 福岡市 ＴＨＥ　ＦＡＩＴＨ　博多リバーサイド店 サービス 理容・美容業 5%

211,246 福岡県 福岡市 サイクルショップさいきょう 小売業 その他小売 5%

211,247 福岡県 福岡市 サイクルショップ　なかや 小売業 その他小売 5%

211,248 福岡県 福岡市 西戸崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,249 福岡県 福岡市 ＴｈｅＷａｌｌＢｏｕｌｄｅｒｉｎｇＧｙｍ 小売業 その他小売 5%

211,250 福岡県 福岡市 左衛門　本店 小売業 家具・調度品 5%

211,251 福岡県 福岡市 左衛門　マイング店 小売業 家具・調度品 5%

211,252 福岡県 福岡市 Ｓａｏｌｅｅ サービス 理容・美容業 5%

211,253 福岡県 福岡市 さかな市場 中洲店 サービス 飲食業 5%

211,254 福岡県 福岡市 酒場　氷炭　警固店 サービス 飲食業 5%

211,255 福岡県 福岡市 サカモト電化設備 サービス その他サービス 5%

211,256 福岡県 福岡市 Ｓａｋａｙａ　フカマチ 小売業 食料品 5%

211,257 福岡県 福岡市 Ｓａｋａｙａフカマチ 小売業 食料品 5%

211,258 福岡県 福岡市 作本海苔店 小売業 食料品 5%

211,259 福岡県 福岡市 サクラ 小売業 衣料品 5%

211,260 福岡県 福岡市 サクラ 小売業 衣料品 5%
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211,261 福岡県 福岡市 サケサカナ　太郎坊 サービス 飲食業 5%

211,262 福岡県 福岡市 酒シンドバッド　小戸店 小売業 食料品 5%

211,263 福岡県 福岡市 ＳＡＫＯＤＡホームファニシングス小戸公園 小売業 家具・調度品 5%

211,264 福岡県 福岡市 サザンクロス　ネオ サービス 飲食業 5%

211,265 福岡県 福岡市 札幌かに本家那の川店 サービス 飲食業 5%

211,266 福岡県 福岡市 サトー食鮮館　昭代店 小売業 食料品 5%

211,267 福岡県 福岡市 サトー食鮮館　八田店 小売業 食料品 5%

211,268 福岡県 福岡市 サトー食鮮館　松島店 小売業 食料品 5%

211,269 福岡県 福岡市 サトー食鮮館　和白店 小売業 食料品 2%

211,270 福岡県 福岡市 さとみ不動産 サービス その他サービス 5%

211,271 福岡県 福岡市 ＳＵＲＦＥＲＳ　ＭＡＲＫＥＴ 小売業 その他小売 5%

211,272 福岡県 福岡市 ＴＨＥＲＥＬＡＸＳＡＬＯＮＦｕｋｕｏｋａ サービス その他サービス 5%

211,273 福岡県 福岡市 さるく サービス 飲食業 5%

211,274 福岡県 福岡市 サロン・ド・セピア サービス 理容・美容業 5%

211,275 福岡県 福岡市 さわわかカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

211,276 福岡県 福岡市 ＳＵＮＶＥＬＯＣＩＴＹ 小売業 衣料品 5%

211,277 福岡県 福岡市 三栄商会 小売業 衣料品 5%

211,278 福岡県 福岡市 サンデーシューズ　天神地下街店 小売業 衣料品 5%

211,279 福岡県 福岡市 サンデーシューズ　西鉄名店街店 小売業 衣料品 5%

211,280 福岡県 福岡市 サンバビラ 小売業 衣料品 5%

211,281 福岡県 福岡市 サンライズ石油　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,282 福岡県 福岡市 Ｓｈｅ サービス 理容・美容業 5%

211,283 福岡県 福岡市 Ｓｅｅ　Ｓａｗ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

211,284 福岡県 福岡市 Ｇ?ＬＡＢＯ ?ハイパーガラスコーティング? サービス その他サービス 5%

211,285 福岡県 福岡市 ＳＨＡＲＥ サービス 理容・美容業 5%

211,286 福岡県 福岡市 Ｊ＆Ｓ　Ｍｏｔｏｒ　Ｓｐｏｒｔｓ サービス その他サービス 5%

211,287 福岡県 福岡市 Ｊ＆ｍａｒｍｉｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,288 福岡県 福岡市 ＪＫＰｌａｎｅｔ福岡天神店 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,289 福岡県 福岡市 Ｊ’ｓｂｏｄｙｗｏｒｋｓｔｕｄｉｏ サービス 理容・美容業 5%

211,290 福岡県 福岡市 ＪＢ　大名店 小売業 衣料品 5%

211,291 福岡県 福岡市 ジェイワン　ファクトリー サービス その他サービス 5%

211,292 福岡県 福岡市 ＪＢＡ　ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ サービス その他サービス 5%

211,293 福岡県 福岡市 ジェムハート 小売業 その他小売 5%

211,294 福岡県 福岡市 ｃｈｅｒｉ　ｃｈｅｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

211,295 福岡県 福岡市 Ｃｉｅｌ　ｅｔ　Ｓｏｌｅｉｌ 小売業 衣料品 5%

211,296 福岡県 福岡市 シェルビー　ホークスタウン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,297 福岡県 福岡市 ジェントリー・コンプレックス 小売業 衣料品 5%

211,298 福岡県 福岡市 ジェントリー・コンプレックス 小売業 衣料品 5%

211,299 福岡県 福岡市 自家焙煎珈琲　珈童 小売業 食料品 5%

211,300 福岡県 福岡市 ＳｅｅｋｅＲ福岡 小売業 衣料品 5%

211,301 福岡県 福岡市 システムネットワーク有限会社 サービス その他サービス 5%

211,302 福岡県 福岡市 ＧｉｓｅＬ サービス 理容・美容業 5%
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211,303 福岡県 福岡市 ＧｉｓｅＬ　六本松 サービス 理容・美容業 5%

211,304 福岡県 福岡市 シック サービス 飲食業 5%

211,305 福岡県 福岡市 シック サービス 飲食業 5%

211,306 福岡県 福岡市 有限会社シティガス 小売業 その他小売 5%

211,307 福岡県 福岡市 株式会社シティタクシー サービス 運輸業 5%

211,308 福岡県 福岡市 自転車のいとう屋 小売業 その他小売 5%

211,309 福岡県 福岡市 じてんしゃのみよし屋 小売業 その他小売 5%

211,310 福岡県 福岡市 ｓｉｉｎａｉｌｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

211,311 福岡県 福岡市 ＣＢ．Ｄｅｂｕｔ　イオン原店 小売業 衣料品 5%

211,312 福岡県 福岡市 ＣＶＳ　ニューラビット 小売業 食料品 5%

211,313 福岡県 福岡市 （株）思文閣　福岡店 小売業 家具・調度品 5%

211,314 福岡県 福岡市 島廻り橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,315 福岡県 福岡市 島本食品　博多駅前店 小売業 食料品 5%

211,316 福岡県 福岡市 しみず動物クリニック サービス その他サービス 5%

211,317 福岡県 福岡市 下川順司写真事務所 サービス その他サービス 5%

211,318 福岡県 福岡市 霜田タクシー　　（個人タクシー） サービス 運輸業 5%

211,319 福岡県 福岡市 車検のコバック　早良店 サービス その他サービス 5%

211,320 福岡県 福岡市 車検のコバック　博多半道橋店 サービス その他サービス 5%

211,321 福岡県 福岡市 ジャストカーテンＢｉＶｉ福岡店 小売業 家具・調度品 5%

211,322 福岡県 福岡市 ジャストミート サービス 飲食業 5%

211,323 福岡県 福岡市 ＪＯＵＲＮＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　福岡店 小売業 衣料品 5%

211,324 福岡県 福岡市 シャノワール動物病院 サービス その他サービス 5%

211,325 福岡県 福岡市 しゃぶ　しゃぶ　西新初喜 サービス 飲食業 5%

211,326 福岡県 福岡市 ジャム・パケッツ　大名店 小売業 衣料品 5%

211,327 福岡県 福岡市 ジャランＢ サービス 理容・美容業 5%

211,328 福岡県 福岡市 ジャン・サッチ 小売業 衣料品 5%

211,329 福岡県 福岡市 ＳＨＡＮＴＩ 小売業 衣料品 5%

211,330 福岡県 福岡市 シャンティ 小売業 衣料品 5%

211,331 福岡県 福岡市 じゃんぱら　福岡筑紫通り店 小売業 電化製品 5%

211,332 福岡県 福岡市 じゃんぱら　福岡博多店 小売業 電化製品 5%

211,333 福岡県 福岡市 じゃんぱら福岡天神店 小売業 電化製品 5%

211,334 福岡県 福岡市 ＪＵＭＰＵＳＨ サービス その他サービス 5%

211,335 福岡県 福岡市 ＳＨＵ サービス 理容・美容業 5%

211,336 福岡県 福岡市 住環境整備 サービス その他サービス 5%

211,337 福岡県 福岡市 １６動物病院 サービス その他サービス 5%

211,338 福岡県 福岡市 Ｃｈｏｕｅｔｔｅ　ｈａｉｒ　ｌａ　ｐａｉｘ サービス 理容・美容業 5%

211,339 福岡県 福岡市 ジュエルピアーニ 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,340 福岡県 福岡市 Ｓｕｃｃｅｓ サービス 理容・美容業 5%

211,341 福岡県 福岡市 十升観 小売業 家具・調度品 5%

211,342 福岡県 福岡市 ジュネワコー　天神地下街店 小売業 衣料品 5%

211,343 福岡県 福岡市 ジュネワコー　博多デイトス店 小売業 衣料品 5%

211,344 福岡県 福岡市 ジュネワコーファーボ店 小売業 衣料品 5%
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211,345 福岡県 福岡市 ジュピターえきマチ１丁目姪の浜 小売業 食料品 5%

211,346 福岡県 福岡市 シュプール・Ｍ サービス 理容・美容業 5%

211,347 福岡県 福岡市 ＪＵＬＩＥＴ’ｓＬＥＴＴＥＲＳ 小売業 その他小売 5%

211,348 福岡県 福岡市 旬彩茶寮　ごとう サービス 飲食業 5%

211,349 福岡県 福岡市 Ｊｏｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

211,350 福岡県 福岡市 ＪＯＩＮ 小売業 衣料品 5%

211,351 福岡県 福岡市 勝僖梅　博多店 小売業 食料品 5%

211,352 福岡県 福岡市 セルフステーション昭代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,353 福岡県 福岡市 松和ギフト 小売業 その他小売 5%

211,354 福岡県 福岡市 Ｊｏｅｈａｉｒｆｏｒｍｅｎ サービス 理容・美容業 5%

211,355 福岡県 福岡市 食事処　悠斗 サービス 飲食業 5%

211,356 福岡県 福岡市 食堂セゾンドール サービス 飲食業 5%

211,357 福岡県 福岡市 ジョリ・ファム　天神店 小売業 衣料品 5%

211,358 福岡県 福岡市 ジョリファム薬院店 小売業 衣料品 5%

211,359 福岡県 福岡市 しらに田セントラルキッチン 小売業 食料品 5%

211,360 福岡県 福岡市 ＪＩＬＬ　ｂｙ　ＧｉｓｅＬ サービス 理容・美容業 5%

211,361 福岡県 福岡市 株式会社　シルビア　福岡店 小売業 その他小売 5%

211,362 福岡県 福岡市 シルフィード 小売業 衣料品 5%

211,363 福岡県 福岡市 シルフィード　大橋店 小売業 衣料品 5%

211,364 福岡県 福岡市 シルフィード　天神店 小売業 衣料品 5%

211,365 福岡県 福岡市 シルフィード　長住店 小売業 衣料品 5%

211,366 福岡県 福岡市 シルフィードプラリバ店 小売業 衣料品 5%

211,367 福岡県 福岡市 シルフィードプラリバ店 小売業 衣料品 5%

211,368 福岡県 福岡市 白金茶房 サービス 飲食業 5%

211,369 福岡県 福岡市 ４×６＝２４（しろくにじゅうし） サービス その他サービス 5%

211,370 福岡県 福岡市 Ｓｈｉｒｏｋｕｍａ 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,371 福岡県 福岡市 ｓｉｒｏｎｅ 小売業 衣料品 5%

211,372 福岡県 福岡市 新出光福岡 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,373 福岡県 福岡市 新出光本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,374 福岡県 福岡市 株式会社新出光　福岡 小売業 電化製品 5%

211,375 福岡県 福岡市 信栄自動車 小売業 その他小売 5%

211,376 福岡県 福岡市 大賀薬局　新宮店 小売業 その他小売 5%

211,377 福岡県 福岡市 伸光漢方堂 小売業 その他小売 5%

211,378 福岡県 福岡市 海鮮居酒屋しんすけ サービス 飲食業 5%

211,379 福岡県 福岡市 しんすけ サービス 飲食業 5%

211,380 福岡県 福岡市 新生堂薬局システム部 小売業 その他小売 5%

211,381 福岡県 福岡市 新天町　ムーブルレイメイ 小売業 食料品 5%

211,382 福岡県 福岡市 新天町店 小売業 食料品 5%

211,383 福岡県 福岡市 シンドバッド 小売業 食料品 5%

211,384 福岡県 福岡市 シンメトリー福岡 小売業 その他小売 5%

211,385 福岡県 福岡市 酔虎寿し　博多中洲店 サービス 飲食業 5%

211,386 福岡県 福岡市 スイス時計サービスセンター 小売業 貴金属・服飾品 5%
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211,387 福岡県 福岡市 スイス料理　シャレー サービス 飲食業 5%

211,388 福岡県 福岡市 萃豊閣ホテル サービス 宿泊業 5%

211,389 福岡県 福岡市 スゥィンク 小売業 衣料品 5%

211,390 福岡県 福岡市 スーパーラジコン博多店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

211,391 福岡県 福岡市 ｚａｚｐｉａｋｂａｔａｎｔｉｑｕｅｓ 小売業 その他小売 5%

211,392 福岡県 福岡市 スクーター・イタリアーノ福岡 小売業 その他小売 5%

211,393 福岡県 福岡市 女番星 サービス 飲食業 5%

211,394 福岡県 福岡市 寿司　味処　河童 サービス 飲食業 5%

211,395 福岡県 福岡市 鮨　麻生　平尾山荘 サービス 飲食業 5%

211,396 福岡県 福岡市 すし幸 小売業 食料品 5%

211,397 福岡県 福岡市 鮨　さかい サービス 飲食業 5%

211,398 福岡県 福岡市 鮨田可尾 サービス 飲食業 5%

211,399 福岡県 福岡市 すし処　喜市 サービス 飲食業 5%

211,400 福岡県 福岡市 鮨処　佐々庄 サービス 飲食業 5%

211,401 福岡県 福岡市 鮨処はなこう サービス 飲食業 5%

211,402 福岡県 福岡市 鮨　巳之七 サービス 飲食業 5%

211,403 福岡県 福岡市 寿司めいじん中洲店 サービス 飲食業 5%

211,404 福岡県 福岡市 寿司めいじん長住店 サービス 飲食業 5%

211,405 福岡県 福岡市 スターガーデン　ネイルテリア 小売業 その他小売 5%

211,406 福岡県 福岡市 ステージ・エム サービス その他サービス 5%

211,407 福岡県 福岡市 ｓｔｅａｄｙ　ｓｕｒｆ　ｓｔａｔｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

211,408 福岡県 福岡市 ステラ・グランデ サービス 理容・美容業 5%

211,409 福岡県 福岡市 ステラ・グランデ サービス 理容・美容業 5%

211,410 福岡県 福岡市 ＳＴＯＣＫ　ＲＯＯＭ 小売業 衣料品 5%

211,411 福岡県 福岡市 ストラクチャーラボ 小売業 衣料品 5%

211,412 福岡県 福岡市 Ｓｔｒａｔｅｇｙ 小売業 その他小売 5%

211,413 福岡県 福岡市 Ｓｔｒａｔｅｇｙ福大ガレージ 小売業 その他小売 5%

211,414 福岡県 福岡市 ストロベリー　フィールズ　小戸店 小売業 食料品 5%

211,415 福岡県 福岡市 ストロベリーフィールズ　南庄店 サービス 飲食業 5%

211,416 福岡県 福岡市 ストロベリーフィールズ西新店 サービス 飲食業 5%

211,417 福岡県 福岡市 ＳＮＵＧ 小売業 衣料品 5%

211,418 福岡県 福岡市 スニーカーショップスキット　福岡 小売業 衣料品 5%

211,419 福岡県 福岡市 スーパーニューハザマ 小売業 食料品 5%

211,420 福岡県 福岡市 スパイマージュ　福岡天神店 サービス その他サービス 5%

211,421 福岡県 福岡市 スパクイーンズウェイ福岡新天町 サービス その他サービス 5%

211,422 福岡県 福岡市 大賀薬局　スピカ 小売業 その他小売 5%

211,423 福岡県 福岡市 ｓｐａｒｅｓ 小売業 衣料品 5%

211,424 福岡県 福岡市 スマートカーウォッシュ福岡ドームシティ地行 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,425 福岡県 福岡市 住まいえ サービス その他サービス 5%

211,426 福岡県 福岡市 スマートクロージングストアフクオカ 小売業 衣料品 5%

211,427 福岡県 福岡市 炭火焼きとり　くぼ サービス 飲食業 5%

211,428 福岡県 福岡市 炭火焼　ホルモン　たろべえ サービス 飲食業 5%
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211,429 福岡県 福岡市 炭火焼レストラン牛王 サービス 飲食業 5%

211,430 福岡県 福岡市 炭焼牛たん東山　福岡天神店 サービス 飲食業 5%

211,431 福岡県 福岡市 住吉館 サービス 宿泊業 5%

211,432 福岡県 福岡市 住吉酒販 小売業 食料品 5%

211,433 福岡県 福岡市 すみれ 小売業 衣料品 5%

211,434 福岡県 福岡市 ＳＬＥＥＰ サービス 理容・美容業 5%

211,435 福岡県 福岡市 セ・トレボン平尾店 小売業 食料品 5%

211,436 福岡県 福岡市 生活雑貨　もり 小売業 衣料品 5%

211,437 福岡県 福岡市 整体院ＴＢＣＣ天神本院 サービス その他サービス 5%

211,438 福岡県 福岡市 慢性腰痛専門整体院和音－ＷＡＯＮ－ サービス その他サービス 5%

211,439 福岡県 福岡市 セキミキ・グループ 小売業 衣料品 5%

211,440 福岡県 福岡市 セゾントラヤ　地下街店 小売業 衣料品 5%

211,441 福岡県 福岡市 セゾントラヤ　天神コア店 小売業 衣料品 5%

211,442 福岡県 福岡市 ７ｍｅｅｔｓａｕｃｅ サービス 飲食業 5%

211,443 福岡県 福岡市 セミュー 小売業 衣料品 5%

211,444 福岡県 福岡市 ゼリービーンズ　新天町店 小売業 衣料品 5%

211,445 福岡県 福岡市 ゼリー・ビーンズ博多デイトス店 小売業 衣料品 5%

211,446 福岡県 福岡市 セルフ大橋 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,447 福岡県 福岡市 セルフ　金隈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,448 福岡県 福岡市 セルフ西都ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,449 福岡県 福岡市 セルフステーション東比恵ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,450 福岡県 福岡市 セルフ博多月隈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,451 福岡県 福岡市 セルフ二又瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,452 福岡県 福岡市 セルフ六本松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,453 福岡県 福岡市 鮮魚と旬菜　和風料理　家守 サービス 飲食業 5%

211,454 福岡県 福岡市 センターリバー　南バイパス板付店 サービス 飲食業 5%

211,455 福岡県 福岡市 善太郎商店 小売業 食料品 5%

211,456 福岡県 福岡市 草右衛門 サービス 飲食業 5%

211,457 福岡県 福岡市 総合バッテリー販売オリエンタル 小売業 その他小売 5%

211,458 福岡県 福岡市 創彩鉄板　鬼灯 サービス 飲食業 5%

211,459 福岡県 福岡市 創作会席　味三秀 サービス 飲食業 5%

211,460 福岡県 福岡市 総本家　博多辛麺　狛虎 サービス 飲食業 5%

211,461 福岡県 福岡市 添 サービス 飲食業 5%

211,462 福岡県 福岡市 ぞっこん本店 サービス 飲食業 5%

211,463 福岡県 福岡市 Ｓｏｎｏｒｉｔｅ 小売業 衣料品 5%

211,464 福岡県 福岡市 蕎麦切り　かんべえ サービス 飲食業 5%

211,465 福岡県 福岡市 ＳＯＬ 小売業 衣料品 5%

211,466 福岡県 福岡市 ダイキョーバリュー野多目店 小売業 食料品 5%

211,467 福岡県 福岡市 大地と海のめぐみ　魚 サービス 飲食業 5%

211,468 福岡県 福岡市 タイトリストＦＪセレクトショップ 小売業 その他小売 5%

211,469 福岡県 福岡市 ダイニチ サービス その他サービス 5%

211,470 福岡県 福岡市 ＤｉｎｉｎｇＢａｒＧＲＯＷ’ｓ サービス 飲食業 5%
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211,471 福岡県 福岡市 Ｖｅｒｔ サービス 理容・美容業 5%

211,472 福岡県 福岡市 大名やぶれかぶれ大橋店 サービス 飲食業 5%

211,473 福岡県 福岡市 ダイワ　西福岡店 小売業 電化製品 5%

211,474 福岡県 福岡市 ダイワ　福岡店 小売業 電化製品 5%

211,475 福岡県 福岡市 ダイワンテレコム福岡天神店 サービス その他サービス 5%

211,476 福岡県 福岡市 高木自動車 サービス その他サービス 5%

211,477 福岡県 福岡市 タカクラホテル福岡 サービス 宿泊業 5%

211,478 福岡県 福岡市 タカハシ サービス その他サービス 5%

211,479 福岡県 福岡市 ＪＭ／たかみや通り動物クリニック サービス その他サービス 5%

211,480 福岡県 福岡市 田しま サービス 飲食業 5%

211,481 福岡県 福岡市 タタミゼ サービス 飲食業 5%

211,482 福岡県 福岡市 多々良タクシー　１ サービス その他サービス 5%

211,483 福岡県 福岡市 立喰いすし将軍新天町店 サービス 飲食業 5%

211,484 福岡県 福岡市 立喰いすし将軍西中州店 サービス 飲食業 5%

211,485 福岡県 福岡市 ダーツハイブ　福岡大名店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

211,486 福岡県 福岡市 タナカサイクル 小売業 その他小売 5%

211,487 福岡県 福岡市 田中屋 サービス 飲食業 5%

211,488 福岡県 福岡市 田渕タクシー サービス 運輸業 5%

211,489 福岡県 福岡市 卵のアート サービス 飲食業 5%

211,490 福岡県 福岡市 ＤＡＲＡＨＡ　ＢＥＡＴＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

211,491 福岡県 福岡市 タンデム 小売業 衣料品 5%

211,492 福岡県 福岡市 たんや義宗 サービス 飲食業 5%

211,493 福岡県 福岡市 Ｃｈｅｅｒｆｕｌ サービス 理容・美容業 5%

211,494 福岡県 福岡市 チェリーズボッカ 小売業 衣料品 5%

211,495 福岡県 福岡市 筑紫自動車工業 サービス その他サービス 5%

211,496 福岡県 福岡市 竹堂パーキング サービス その他サービス 5%

211,497 福岡県 福岡市 ＣＨＩＳＥＩ サービス 理容・美容業 5%

211,498 福岡県 福岡市 ちそう鮨　貫 サービス 飲食業 5%

211,499 福岡県 福岡市 ＣｈａｒｃｏａｌＧｒｉｌｌＢＵＴＣＨＥＲ サービス 飲食業 5%

211,500 福岡県 福岡市 茶・茶道具マサキ 小売業 食料品 5%

211,501 福岡県 福岡市 ＣＨＯＫＩ サービス 理容・美容業 5%

211,502 福岡県 福岡市 ちんだみ三線天神店 小売業 その他小売 5%

211,503 福岡県 福岡市 つきうさぎ サービス 飲食業 5%

211,504 福岡県 福岡市 月まる海大名店 サービス 飲食業 5%

211,505 福岡県 福岡市 ［ＨＣ］つじもと電気商会 小売業 電化製品 5%

211,506 福岡県 福岡市 ツバメガスフロンティア　博多支店 小売業 その他小売 5%

211,507 福岡県 福岡市 壺や西新店 サービス 飲食業 5%

211,508 福岡県 福岡市 Ｄｅ　Ｚｏｎｄａｇ 小売業 衣料品 5%

211,509 福岡県 福岡市 Ｔーハウス 小売業 衣料品 5%

211,510 福岡県 福岡市 ｄｅ　ｒａｎｊｕ サービス 理容・美容業 5%

211,511 福岡県 福岡市 ｔｅａｔｒｏ 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,512 福岡県 福岡市 Ｔｉａｒａ　香椎店 サービス 理容・美容業 5%
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211,513 福岡県 福岡市 Ｔｉａｒａコマーシャルモール博多店 サービス 理容・美容業 5%

211,514 福岡県 福岡市 ＴｉａｒａＪＲ千早駅店 サービス 理容・美容業 5%

211,515 福岡県 福岡市 ＴｉａｒａＢＯＸＴＯＷＮ箱崎店 サービス 理容・美容業 5%

211,516 福岡県 福岡市 ＴｅａＷａｙ天神ビブレ店 サービス 飲食業 5%

211,517 福岡県 福岡市 ディードットステーション　西新教室 サービス その他サービス 5%

211,518 福岡県 福岡市 ＤＡＨ　福岡天神店 サービス 理容・美容業 5%

211,519 福岡県 福岡市 ＴＭＳ 小売業 家具・調度品 5%

211,520 福岡県 福岡市 定楽屋　大名店 サービス 飲食業 5%

211,521 福岡県 福岡市 ディーカーズ 小売業 その他小売 5%

211,522 福岡県 福岡市 ＴＩＧＲＥ　ＢＲＯＣＡＮＴＥ 小売業 衣料品 5%

211,523 福岡県 福岡市 Ｄｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

211,524 福岡県 福岡市 デイトス博多 小売業 食料品 5%

211,525 福岡県 福岡市 Ｔ－ＢＬＵＥ 小売業 その他小売 5%

211,526 福岡県 福岡市 デコレイトミー 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,527 福岡県 福岡市 デジタルハンマー 小売業 その他小売 5%

211,528 福岡県 福岡市 テックサービス サービス その他サービス 5%

211,529 福岡県 福岡市 てっぱんＴＯＣ－ＴＯＣ サービス 飲食業 5%

211,530 福岡県 福岡市 鉄板　半田匠 サービス 飲食業 5%

211,531 福岡県 福岡市 ＪＭ／鉄板マルタニ サービス 飲食業 5%

211,532 福岡県 福岡市 デフィー　大橋店 小売業 その他小売 5%

211,533 福岡県 福岡市 デフィー　博多店 小売業 その他小売 5%

211,534 福岡県 福岡市 デフィー　福岡天神店 小売業 その他小売 5%

211,535 福岡県 福岡市 デフィー香椎店 小売業 その他小売 5%

211,536 福岡県 福岡市 デフィー姪浜店 小売業 その他小売 5%

211,537 福岡県 福岡市 デュークスホテル　中洲 サービス 宿泊業 5%

211,538 福岡県 福岡市 デュークスホテル　中洲 サービス 宿泊業 5%

211,539 福岡県 福岡市 デュークスホテル　博多 サービス 宿泊業 5%

211,540 福岡県 福岡市 ＤＥＬＴＯＲＯ サービス その他サービス 5%

211,541 福岡県 福岡市 電器のにしむら 小売業 電化製品 5%

211,542 福岡県 福岡市 天神加圧スタジオ サービス その他サービス 5%

211,543 福岡県 福岡市 大賀薬局　天神地下街店 小売業 その他小売 5%

211,544 福岡県 福岡市 天神焼鳥　猿 サービス 飲食業 5%

211,545 福岡県 福岡市 デンヒチ　福岡西営業所 小売業 その他小売 5%

211,546 福岡県 福岡市 天ぷら田井天 サービス 飲食業 5%

211,547 福岡県 福岡市 天ぷら春駒 サービス 飲食業 5%

211,548 福岡県 福岡市 十色心夢　福岡 サービス その他サービス 5%

211,549 福岡県 福岡市 童具店　福岡 小売業 家具・調度品 5%

211,550 福岡県 福岡市 ｔｕｋｏｒ＋ＬＩＭ サービス 理容・美容業 5%

211,551 福岡県 福岡市 株式会社　とうじ 小売業 その他小売 5%

211,552 福岡県 福岡市 トゥモローランド 小売業 衣料品 5%

211,553 福岡県 福岡市 東洋装備 小売業 その他小売 5%

211,554 福岡県 福岡市 東洋ホテル サービス 宿泊業 5%
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211,555 福岡県 福岡市 ｔｗｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

211,556 福岡県 福岡市 東和ユニフォーム株式会社 小売業 衣料品 5%

211,557 福岡県 福岡市 ＴＯＫＩＡ　天神店 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,558 福岡県 福岡市 Ｄｒ．Ｐｌｕｓ 小売業 家具・調度品 5%

211,559 福岡県 福岡市 Ｔｏｃｏｗａｋａ サービス 理容・美容業 5%

211,560 福岡県 福岡市 トータルケアセンター福岡 サービス その他サービス 5%

211,561 福岡県 福岡市 ＤｏｇＳｃｈｏｏｌ　ぽち サービス その他サービス 5%

211,562 福岡県 福岡市 トニーアンドガイ福岡天神サロン サービス 理容・美容業 5%

211,563 福岡県 福岡市 トニール 小売業 家具・調度品 5%

211,564 福岡県 福岡市 トマチメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,565 福岡県 福岡市 ＤＯＭＡＤＯＭＡ＆ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

211,566 福岡県 福岡市 とみながトリムアンドステイ サービス その他サービス 5%

211,567 福岡県 福岡市 とみながペットクリニック サービス その他サービス 5%

211,568 福岡県 福岡市 ともすけ　博多店 サービス 飲食業 5%

211,569 福岡県 福岡市 トライアングル大名店 小売業 その他小売 5%

211,570 福岡県 福岡市 トライアンフ　福岡 小売業 その他小売 5%

211,571 福岡県 福岡市 ドラッグ大賀博多口店 小売業 その他小売 5%

211,572 福岡県 福岡市 ドラッグ新生堂　香椎駅前店 小売業 その他小売 5%

211,573 福岡県 福岡市 ドラッグ新生堂　片江店 小売業 その他小売 5%

211,574 福岡県 福岡市 ドラッグ新生堂　早良飯倉店 小売業 その他小売 5%

211,575 福岡県 福岡市 ドラッグ新生堂　千早店 小売業 その他小売 5%

211,576 福岡県 福岡市 ドラッグ新生堂　天神南店 小売業 その他小売 5%

211,577 福岡県 福岡市 ドラッグ新生堂　土井店 小売業 その他小売 5%

211,578 福岡県 福岡市 ドラッグ新生堂　中尾店 小売業 その他小売 5%

211,579 福岡県 福岡市 ドラッグ新生堂　福重店 小売業 その他小売 5%

211,580 福岡県 福岡市 ドラッグ新生堂　港店 小売業 その他小売 5%

211,581 福岡県 福岡市 ドラッグ新生堂　南大橋店 小売業 その他小売 5%

211,582 福岡県 福岡市 ドラッグ新生堂　薬院店 小売業 その他小売 5%

211,583 福岡県 福岡市 ドラッグ新生堂　弥永店 小売業 その他小売 5%

211,584 福岡県 福岡市 とらのあな　福岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

211,585 福岡県 福岡市 とらのあな　福岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

211,586 福岡県 福岡市 ＴＲＡＭ 小売業 家具・調度品 5%

211,587 福岡県 福岡市 ＴＲＡＭ 小売業 その他小売 5%

211,588 福岡県 福岡市 トラヤコレクション 小売業 衣料品 5%

211,589 福岡県 福岡市 トラヤチェーン 小売業 衣料品 5%

211,590 福岡県 福岡市 Ｔｌａｌｌｉ 小売業 衣料品 5%

211,591 福岡県 福岡市 ＴＲＡＮＳＩＳＴＯＲ 小売業 衣料品 5%

211,592 福岡県 福岡市 ＴＲＥＮＴ　大橋店 小売業 衣料品 5%

211,593 福岡県 福岡市 ＴＲＥＮＴ　大橋店 小売業 衣料品 5%

211,594 福岡県 福岡市 ドリー　ソラリア店 小売業 衣料品 5%

211,595 福岡県 福岡市 鶏庵 サービス 飲食業 5%

211,596 福岡県 福岡市 とり籠 サービス 飲食業 5%
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211,597 福岡県 福岡市 とり籠 小売業 食料品 5%

211,598 福岡県 福岡市 とり籠　福岡赤坂店 サービス 飲食業 5%

211,599 福岡県 福岡市 鳥作 サービス 飲食業 5%

211,600 福岡県 福岡市 鳥ざんまい新天町店 サービス 飲食業 5%

211,601 福岡県 福岡市 鶏ジロー　大橋店 サービス 飲食業 5%

211,602 福岡県 福岡市 鶏ジロー　中西商店街店 サービス 飲食業 5%

211,603 福岡県 福岡市 鶏ジロー　別府店 サービス 飲食業 5%

211,604 福岡県 福岡市 トリッペリア　コルテロ サービス 飲食業 5%

211,605 福岡県 福岡市 とり田　博多本店 サービス 飲食業 5%

211,606 福岡県 福岡市 トリデンヒュッテ サービス 飲食業 5%

211,607 福岡県 福岡市 とりのてつ大名店 サービス 飲食業 5%

211,608 福岡県 福岡市 とり乃屋 サービス 飲食業 5%

211,609 福岡県 福岡市 トリミングハウスＬＩＣ 小売業 その他小売 5%

211,610 福岡県 福岡市 ドリームファクトリー 小売業 その他小売 5%

211,611 福岡県 福岡市 トレジョリー西沢　西新店 小売業 食料品 5%

211,612 福岡県 福岡市 ＤＲＥＳＤＥＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,613 福岡県 福岡市 ＤＲＥＳＤＥＮ　ｔｈｅ　ｍａｌｌｏｗ 小売業 衣料品 5%

211,614 福岡県 福岡市 Ｔｒｅｓｏｒ 小売業 衣料品 5%

211,615 福岡県 福岡市 ドレミ薬局香椎店 サービス その他サービス 5%

211,616 福岡県 福岡市 ＴＲＥＮＤＴＲＡＰ　博多キャナルシティ店 小売業 衣料品 5%

211,617 福岡県 福岡市 ＡＤＣ福岡中央校 サービス その他サービス 5%

211,618 福岡県 福岡市 トロワ サービス 理容・美容業 5%

211,619 福岡県 福岡市 ドンペリーノ　バイ　トラヤ 小売業 衣料品 5%

211,620 福岡県 福岡市 大賀薬局　長尾店 小売業 その他小売 5%

211,621 福岡県 福岡市 ［ＨＣ］中野電器 小売業 電化製品 5%

211,622 福岡県 福岡市 永松自動車工業 サービス その他サービス 5%

211,623 福岡県 福岡市 凪 サービス 飲食業 5%

211,624 福岡県 福岡市 なごみ食堂 サービス 飲食業 5%

211,625 福岡県 福岡市 ナジャ 小売業 衣料品 5%

211,626 福岡県 福岡市 ＮＡＪＡ　ＦＩＯＲＥ３ 小売業 衣料品 5%

211,627 福岡県 福岡市 ＮＡＪＡ　ＦＩＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

211,628 福岡県 福岡市 ＮＡＪＡ　ＦＩＯＲＥ４ 小売業 衣料品 5%

211,629 福岡県 福岡市 ナーセリーさぬい 小売業 その他小売 5%

211,630 福岡県 福岡市 ナチュラル サービス 理容・美容業 5%

211,631 福岡県 福岡市 ナッツベリー　香椎浜店 小売業 衣料品 5%

211,632 福岡県 福岡市 七隈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,633 福岡県 福岡市 七隈ファミリーボウル サービス その他サービス 5%

211,634 福岡県 福岡市 並木屋 サービス 飲食業 5%

211,635 福岡県 福岡市 波平 サービス 飲食業 5%

211,636 福岡県 福岡市 楢崎自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

211,637 福岡県 福岡市 楢崎商店 小売業 食料品 5%

211,638 福岡県 福岡市 なるみ乃　薬院店 サービス 飲食業 5%
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211,639 福岡県 福岡市 肉焼きワイン酒場　ＢｅｅｆＭａｎ サービス 飲食業 5%

211,640 福岡県 福岡市 肉家くざん サービス 飲食業 5%

211,641 福岡県 福岡市 ニコニコレンタカー　香椎駅前店 サービス その他サービス 5%

211,642 福岡県 福岡市 ｎｉｃｏ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

211,643 福岡県 福岡市 西公園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,644 福岡県 福岡市 西新　初喜 サービス 飲食業 5%

211,645 福岡県 福岡市 西新　初喜　姪浜駅南店 サービス 飲食業 5%

211,646 福岡県 福岡市 にしじん森の子保育園 サービス その他サービス 5%

211,647 福岡県 福岡市 西日本自動ドア サービス その他サービス 5%

211,648 福岡県 福岡市 ２０２西の丘ＳＳ　増田石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,649 福岡県 福岡市 西野タクシー サービス 運輸業 5%

211,650 福岡県 福岡市 虹の箱 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,651 福岡県 福岡市 ニッカホーム福岡 サービス その他サービス 5%

211,652 福岡県 福岡市 ニッセンシェイプファンデサロンドセリーナ 小売業 衣料品 5%

211,653 福岡県 福岡市 ＮＩＳＳＯ サービス その他サービス 5%

211,654 福岡県 福岡市 日本楽芸社 小売業 その他小売 5%

211,655 福岡県 福岡市 日本楽芸社　博多リバレイン店 小売業 その他小売 5%

211,656 福岡県 福岡市 日本楽芸社　リバレインサロン 小売業 その他小売 5%

211,657 福岡県 福岡市 日本楽芸社　リバレインサロン 小売業 その他小売 5%

211,658 福岡県 福岡市 （株）日本楽芸社香椎センター 小売業 その他小売 5%

211,659 福岡県 福岡市 日本楽芸社　西新センター 小売業 その他小売 5%

211,660 福岡県 福岡市 日本楽芸社　星の原センター 小売業 その他小売 5%

211,661 福岡県 福岡市 日本看護医療予備校 サービス その他サービス 5%

211,662 福岡県 福岡市 日本テレメッセージ 小売業 電化製品 5%

211,663 福岡県 福岡市 日本橋屋長兵衛　博多マイング店 小売業 食料品 5%

211,664 福岡県 福岡市 日本橋屋長兵衛　姪浜駅店 小売業 食料品 5%

211,665 福岡県 福岡市 日本料理てら岡中洲本店 サービス 飲食業 5%

211,666 福岡県 福岡市 日本料理とり市 サービス 飲食業 5%

211,667 福岡県 福岡市 日本料理　ながおか サービス 飲食業 5%

211,668 福岡県 福岡市 ニューオリンズダイニング サービス 飲食業 5%

211,669 福岡県 福岡市 ニュークラブ　離宮 サービス 飲食業 5%

211,670 福岡県 福岡市 ニューロード原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,671 福岡県 福岡市 ＮＥＷＭＧＣ福岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

211,672 福岡県 福岡市 ニューポート新天町 小売業 衣料品 5%

211,673 福岡県 福岡市 ニューヨークストアセントラルパーク店 小売業 食料品 5%

211,674 福岡県 福岡市 ニルバーナ　天神店 サービス その他サービス 5%

211,675 福岡県 福岡市 ニルバーナ　博多店 サービス その他サービス 5%

211,676 福岡県 福岡市 人形町今半ＪＲ博多シティ店 サービス 飲食業 5%

211,677 福岡県 福岡市 人形のごとう 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

211,678 福岡県 福岡市 人形のごとう 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

211,679 福岡県 福岡市 ｎａｉｌ’ｓ　ｓｏａｒａ サービス 理容・美容業 5%

211,680 福岡県 福岡市 猫カフェｃｏｔａ サービス 飲食業 5%
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211,681 福岡県 福岡市 ＮｅＳＰＲｉＴ 小売業 衣料品 5%

211,682 福岡県 福岡市 ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＬＩＧＨＴＳ 小売業 その他小売 5%

211,683 福岡県 福岡市 のぞえ動物病院 サービス その他サービス 5%

211,684 福岡県 福岡市 Ｎｏｍａｄ 小売業 食料品 5%

211,685 福岡県 福岡市 野間焼肉ひげん サービス 飲食業 5%

211,686 福岡県 福岡市 ＮＯＮ－ＮＯＮプラス サービス 理容・美容業 5%

211,687 福岡県 福岡市 バー　藤 サービス 飲食業 5%

211,688 福岡県 福岡市 ＢＡＲ　ＱＵＡＬＥ サービス 飲食業 5%

211,689 福岡県 福岡市 ＢＩＲＴＨＤＡＹ 小売業 衣料品 5%

211,690 福岡県 福岡市 ｂａｒ　Ｄａｙ－Ｂｒｅａｋ サービス 飲食業 5%

211,691 福岡県 福岡市 Ｂａｒ　ｆｏｒｃｅ 小売業 衣料品 5%

211,692 福岡県 福岡市 ＢＡＲ　ｈｏｍｅ． サービス 飲食業 5%

211,693 福岡県 福岡市 Ｂａｒ　ＬＡ－ＦＯＲＴＡ サービス 理容・美容業 5%

211,694 福岡県 福岡市 ハイカラバー サービス 飲食業 5%

211,695 福岡県 福岡市 バイクショップ　ライズ 小売業 その他小売 5%

211,696 福岡県 福岡市 バイクショップ　グリップ サービス 理容・美容業 5%

211,697 福岡県 福岡市 ハイタイドスクーバ大橋 サービス その他サービス 5%

211,698 福岡県 福岡市 パウダーシュガー　天神コア店 小売業 衣料品 5%

211,699 福岡県 福岡市 パウダーシュガー　大名店 小売業 衣料品 5%

211,700 福岡県 福岡市 博多石焼　大阪屋 サービス 飲食業 5%

211,701 福岡県 福岡市 Ｈａｋａｔａ伊ｎｏｋｕｒａ サービス 飲食業 5%

211,702 福岡県 福岡市 博多うまか庵　至尽－Ｉｔａｔｓｕｋｕ－ サービス 飲食業 5%

211,703 福岡県 福岡市 博多隠れ酒房よしだ サービス 飲食業 5%

211,704 福岡県 福岡市 博多北ハート動物病院 サービス その他サービス 5%

211,705 福岡県 福岡市 博多餃子舎６０３　筑紫口店 サービス 飲食業 5%

211,706 福岡県 福岡市 博多　金魚 サービス その他サービス 5%

211,707 福岡県 福岡市 博多グリーンホテル　２号館 サービス 宿泊業 5%

211,708 福岡県 福岡市 博多グリーンホテルアネックス サービス 宿泊業 5%

211,709 福岡県 福岡市 博多グリーンホテルアネックス サービス 宿泊業 5%

211,710 福岡県 福岡市 博多グリーンホテル１号館 サービス 宿泊業 5%

211,711 福岡県 福岡市 博多グリーンホテル天神 サービス 宿泊業 5%

211,712 福岡県 福岡市 博多五衛　大名店 サービス 飲食業 5%

211,713 福岡県 福岡市 博多鯖鉄 サービス 飲食業 5%

211,714 福岡県 福岡市 博多サンライトホテル檜乃扇 サービス 宿泊業 5%

211,715 福岡県 福岡市 博多サンライトホテル　檜乃扇 サービス 宿泊業 5%

211,716 福岡県 福岡市 博多シーフードうお田 サービス 飲食業 5%

211,717 福岡県 福岡市 博多商店 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,718 福岡県 福岡市 博多スイーツ倶楽部 小売業 食料品 5%

211,719 福岡県 福岡市 博多チャリンコ倶楽部 小売業 その他小売 5%

211,720 福岡県 福岡市 博多トクトク　焼鳥　いっせい サービス 飲食業 5%

211,721 福岡県 福岡市 博多肉道楽 サービス 飲食業 5%

211,722 福岡県 福岡市 ハカタ＃０９２ サービス 飲食業 5%
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211,723 福岡県 福岡市 博多　ひさご サービス 飲食業 5%

211,724 福岡県 福岡市 ハカタビジネスホテル サービス 宿泊業 5%

211,725 福岡県 福岡市 博多フローラルイン中洲 サービス 宿泊業 5%

211,726 福岡県 福岡市 博多水炊き専門　橙 サービス 飲食業 5%

211,727 福岡県 福岡市 博多水炊きとり田 サービス 飲食業 5%

211,728 福岡県 福岡市 博多水炊きとり田博多本店 サービス 宿泊業 5%

211,729 福岡県 福岡市 博多水炊き　大和　中洲店 サービス 飲食業 5%

211,730 福岡県 福岡市 博多もつ鍋　七山 サービス 飲食業 5%

211,731 福岡県 福岡市 博多やさい巻串鳴門　天神中央公園店 サービス 飲食業 5%

211,732 福岡県 福岡市 博多屋　直販部 小売業 食料品 5%

211,733 福岡県 福岡市 博多よし魚 サービス 飲食業 5%

211,734 福岡県 福岡市 はくしか中洲店 サービス 飲食業 5%

211,735 福岡県 福岡市 パクトール 小売業 衣料品 5%

211,736 福岡県 福岡市 舶来品のレイメイ 小売業 食料品 5%

211,737 福岡県 福岡市 舶来品のレイメイ　催事 小売業 その他小売 5%

211,738 福岡県 福岡市 はこざき　写真館 サービス その他サービス 5%

211,739 福岡県 福岡市 箱崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,740 福岡県 福岡市 筥崎とろろ　高宮通り店 サービス 理容・美容業 5%

211,741 福岡県 福岡市 箱崎ふ頭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,742 福岡県 福岡市 ｐａｓａｐａｓ サービス 飲食業 5%

211,743 福岡県 福岡市 ＰＡＹＡＳＯ サービス 理容・美容業 5%

211,744 福岡県 福岡市 ＰＡＹＡＳＯ　室見店 サービス 理容・美容業 5%

211,745 福岡県 福岡市 バズーカ　空港店 小売業 電化製品 5%

211,746 福岡県 福岡市 パスタ　パスタ サービス 飲食業 5%

211,747 福岡県 福岡市 パスタパスタ サービス 飲食業 5%

211,748 福岡県 福岡市 パスタパスタ サービス 飲食業 5%

211,749 福岡県 福岡市 ＢＩＲＴＨ　ＤＡＹ 小売業 衣料品 5%

211,750 福岡県 福岡市 ＰＡＳＳＬＥ 小売業 衣料品 5%

211,751 福岡県 福岡市 八福神 小売業 食料品 5%

211,752 福岡県 福岡市 初喜’ｓ　ダイニング サービス 飲食業 5%

211,753 福岡県 福岡市 ＨＡＰＰＹ サービス その他サービス 5%

211,754 福岡県 福岡市 ハッピーハンティング　グラウンド 小売業 衣料品 5%

211,755 福岡県 福岡市 パティスリーアーク・アン・シエル 小売業 食料品 5%

211,756 福岡県 福岡市 パティスリーイチリュウ九大学研都市店 小売業 食料品 5%

211,757 福岡県 福岡市 パティスリーイチリュウ　姪浜店 小売業 食料品 5%

211,758 福岡県 福岡市 パティスリーイチリュウ大橋店 小売業 食料品 5%

211,759 福岡県 福岡市 ＢＡＲＤ　ｐｌａｃｅ　ｏｆ　ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

211,760 福岡県 福岡市 ハートランド 小売業 衣料品 5%

211,761 福岡県 福岡市 花水木 サービス その他サービス 5%

211,762 福岡県 福岡市 パナランド　レインボー 小売業 電化製品 5%

211,763 福岡県 福岡市 ＨＡＶＥＲ　ＳＡＣＫ　ＦＵＫＵＯＫＡ 小売業 衣料品 5%

211,764 福岡県 福岡市 バーバーショッププラウ サービス 理容・美容業 5%
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211,765 福岡県 福岡市 パパラギママラギ サービス 理容・美容業 5%

211,766 福岡県 福岡市 ｈａｐｙｒｏｚｅ サービス その他サービス 5%

211,767 福岡県 福岡市 パピヨンロゼ サービス 理容・美容業 5%

211,768 福岡県 福岡市 ＰＵＢＬＩＣＡＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

211,769 福岡県 福岡市 ＰＵＢＬＩＣＡＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

211,770 福岡県 福岡市 ＰＡＬＭ　ＢＥＡＣＨ サービス 飲食業 5%

211,771 福岡県 福岡市 ハーモニーサロン 小売業 その他小売 5%

211,772 福岡県 福岡市 ｂａｌｌａｄ 小売業 衣料品 5%

211,773 福岡県 福岡市 波良時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,774 福岡県 福岡市 貼りアップ　株式会社 小売業 その他小売 5%

211,775 福岡県 福岡市 ＹｕＦｕｋｕｄｏｍｅＨｅａｄＳｐａＳａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

211,776 福岡県 福岡市 ＢａｌｃｏｍＢＭＷ博多・ＢＭＷ　ＰｒｅｍｉｕｍＳｅｌｅｃｔｉｏｎ博多 小売業 その他小売 5%

211,777 福岡県 福岡市 ＢａｌｃｏｍＢＭＷ福岡・ＢＭＷ　ＰｒｅｍｉｕｍＳｅｌｅｃｔｉｏｎ福岡 小売業 その他小売 5%

211,778 福岡県 福岡市 Ｐａｒｔｉｒｅ　千早 サービス 飲食業 5%

211,779 福岡県 福岡市 ハーレーダビッドソン　バルコム福岡西 サービス その他サービス 5%

211,780 福岡県 福岡市 晴れ間 小売業 衣料品 5%

211,781 福岡県 福岡市 ハローデイ香椎店 小売業 食料品 5%

211,782 福岡県 福岡市 ハローデイ古賀店 小売業 食料品 5%

211,783 福岡県 福岡市 ハローデイ次郎丸店 小売業 食料品 5%

211,784 福岡県 福岡市 ハローデイ長尾店 小売業 食料品 5%

211,785 福岡県 福岡市 ハローデイ西新店 小売業 食料品 5%

211,786 福岡県 福岡市 ハローデイ橋本店 小売業 食料品 5%

211,787 福岡県 福岡市 ハローデイ別府店 小売業 食料品 5%

211,788 福岡県 福岡市 ハローデイ松崎店 小売業 食料品 5%

211,789 福岡県 福岡市 ハローデイ姪浜店 小売業 食料品 5%

211,790 福岡県 福岡市 バロン サービス 飲食業 5%

211,791 福岡県 福岡市 パワーゴルフ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

211,792 福岡県 福岡市 ＨＡＮＧＡＲ サービス その他サービス 5%

211,793 福岡県 福岡市 万迦堂 小売業 衣料品 5%

211,794 福岡県 福岡市 ピアノパーク 小売業 その他小売 5%

211,795 福岡県 福岡市 ビーフ亭 サービス 飲食業 5%

211,796 福岡県 福岡市 Ｈｅａｌｉｎｇｈｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

211,797 福岡県 福岡市 ＢＭＯ福岡西石丸店 小売業 衣料品 5%

211,798 福岡県 福岡市 ＢＭＯ博多ミスト店 小売業 衣料品 5%

211,799 福岡県 福岡市 ＰＩＸＡＲ サービス 理容・美容業 5%

211,800 福岡県 福岡市 ＰＩＸＡＲ　2 サービス 理容・美容業 5%

211,801 福岡県 福岡市 ビクトル 小売業 家具・調度品 5%

211,802 福岡県 福岡市 株式会社ヒサダヤ赤坂店 小売業 食料品 5%

211,803 福岡県 福岡市 株式会社ヒサダヤ井尻店 小売業 食料品 5%

211,804 福岡県 福岡市 株式会社ヒサダヤ七隈店 小売業 食料品 5%

211,805 福岡県 福岡市 Ｂｉｊｏｕｘ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

211,806 福岡県 福岡市 美鍼灸サロンＨａｒｉｅ サービス その他サービス 5%
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211,807 福岡県 福岡市 ヒステリックグラマー　アミュプラザ博多店 小売業 衣料品 5%

211,808 福岡県 福岡市 Ｂｉｓｔｏｒｏ　Ｍａｔｓｕｓｈｉｍａ サービス 飲食業 5%

211,809 福岡県 福岡市 ビストロペシェミニヨン サービス 飲食業 5%

211,810 福岡県 福岡市 株式会社ＶＩＴＡ　ＳＡＬＯＮ　ＪＵＪＵ サービス 理容・美容業 5%

211,811 福岡県 福岡市 ［ＨＣ］日立チェーンストール能塚電器 小売業 電化製品 5%

211,812 福岡県 福岡市 ビッグボス　福岡店 小売業 その他小売 5%

211,813 福岡県 福岡市 ＢＩＧＢＯＳＳ福岡店 小売業 その他小売 5%

211,814 福岡県 福岡市 ｈｉｐｐｉｎｅｓｓ 小売業 衣料品 5%

211,815 福岡県 福岡市 ｈｉｐｐｉｎｅｓｓ　ｓｈｏｗｒｏｏｍ 小売業 衣料品 5%

211,816 福岡県 福岡市 ｂｅ．ｕ 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,817 福岡県 福岡市 檜原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,818 福岡県 福岡市 ＨＵＥＳ 小売業 衣料品 5%

211,819 福岡県 福岡市 ＨＵＥＳ３Ｆ 小売業 衣料品 5%

211,820 福岡県 福岡市 Ｂｅａｕｔｙ　ｂｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

211,821 福岡県 福岡市 ｈｕｅｓ 小売業 衣料品 5%

211,822 福岡県 福岡市 ＨＵＥＳ 小売業 衣料品 5%

211,823 福岡県 福岡市 美容室おしゃれ泥棒 天神店 サービス 理容・美容業 5%

211,824 福岡県 福岡市 美容室フォープレイスカプリ サービス 理容・美容業 5%

211,825 福岡県 福岡市 美容室Ｐｒｅｓｔｏ西新店 サービス 理容・美容業 5%

211,826 福岡県 福岡市 美容室Ｐｒｅｓｔｏ八田店 サービス 理容・美容業 5%

211,827 福岡県 福岡市 平田ナーセリー　福岡西小戸店 小売業 家具・調度品 5%

211,828 福岡県 福岡市 平田ナ－セリ－　福重店 小売業 家具・調度品 5%

211,829 福岡県 福岡市 広島お好み焼き　鉄板焼　ゆうちゃん サービス 飲食業 5%

211,830 福岡県 福岡市 備長焼　焼鳥　まるの サービス 飲食業 5%

211,831 福岡県 福岡市 ファーストコール サービス その他サービス 5%

211,832 福岡県 福岡市 ＪＭ／ファーストコール サービス その他サービス 5%

211,833 福岡県 福岡市 ファイテンショップ　天神店 小売業 その他小売 5%

211,834 福岡県 福岡市 ファイテンショップ　博多店 小売業 その他小売 5%

211,835 福岡県 福岡市 ＦａｃｔｏｒｙＡｚｕｒｅ 小売業 食料品 5%

211,836 福岡県 福岡市 ファスティングスタジオシルキ－福岡 小売業 その他小売 5%

211,837 福岡県 福岡市 Ｆｉｒｓｔ－Ａｒｒｏｗ’ｓ福岡 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,838 福岡県 福岡市 ファーストジョイ サービス 理容・美容業 5%

211,839 福岡県 福岡市 ｆａｂ－ｆａｂｒｉｃｓｅｗｉｎｇｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

211,840 福岡県 福岡市 Ｆａｂｏ サービス その他サービス 5%

211,841 福岡県 福岡市 ファミーユ油屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,842 福岡県 福岡市 ＦＩＧＯ サービス 飲食業 5%

211,843 福岡県 福岡市 ＪＭ／フィフスアベニューファクトリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,844 福岡県 福岡市 Ｐｈｉｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

211,845 福岡県 福岡市 Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,846 福岡県 福岡市 風雅　長丘店 小売業 食料品 5%

211,847 福岡県 福岡市 風雅小戸店 小売業 食料品 5%

211,848 福岡県 福岡市 フォーヴギャラリー 小売業 家具・調度品 5%
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211,849 福岡県 福岡市 フォーサイト 小売業 衣料品 5%

211,850 福岡県 福岡市 フォーサイト　エルフ 小売業 衣料品 5%

211,851 福岡県 福岡市 フォーサイト　サピーノ 小売業 その他小売 5%

211,852 福岡県 福岡市 フォーサイト株式会社 小売業 衣料品 5%

211,853 福岡県 福岡市 フォーサイトモア 小売業 衣料品 5%

211,854 福岡県 福岡市 フォスターケア サービス その他サービス 5%

211,855 福岡県 福岡市 ｐｈｏｔｏ　ｓｔｕｄｉｏ　ｆａｓｃｉｎｏ サービス その他サービス 5%

211,856 福岡県 福岡市 ｐｈｏｔｏ　ｓｔｕｄｉｏ　ＴＩＡＭ サービス その他サービス 5%

211,857 福岡県 福岡市 ファシーノフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

211,858 福岡県 福岡市 フォーバイフォーガーデンレフティ サービス その他サービス 5%

211,859 福岡県 福岡市 フォーマック　福岡西店 小売業 家具・調度品 5%

211,860 福岡県 福岡市 福岡インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,861 福岡県 福岡市 福岡営業所 小売業 食料品 5%

211,862 福岡県 福岡市 福岡ＭＣ 小売業 衣料品 5%

211,863 福岡県 福岡市 福岡カイロプラクティックたんぽぽ サービス その他サービス 5%

211,864 福岡県 福岡市 福岡風花 小売業 その他小売 5%

211,865 福岡県 福岡市 福岡風花　中洲第一ビル店 小売業 その他小売 5%

211,866 福岡県 福岡市 福岡風花　本店 小売業 その他小売 5%

211,867 福岡県 福岡市 福岡風花　丸源ビル４３店 小売業 その他小売 5%

211,868 福岡県 福岡市 福岡ガーデンパレス サービス 宿泊業 5%

211,869 福岡県 福岡市 福岡クリエイティブビジネスセンター サービス その他サービス 5%

211,870 福岡県 福岡市 福岡交通株式会社 サービス 運輸業 5%

211,871 福岡県 福岡市 福岡市立こども病院内売店 小売業 食料品 5%

211,872 福岡県 福岡市 福岡中央法律事務所 サービス その他サービス 5%

211,873 福岡県 福岡市 ＦＴＭマリノア店 小売業 衣料品 5%

211,874 福岡県 福岡市 フクオカテン 小売業 家具・調度品 5%

211,875 福岡県 福岡市 セブン－イレブン福岡鳥飼１丁目店 小売業 食料品 2%

211,876 福岡県 福岡市 福岡ねこの病院 サービス その他サービス 5%

211,877 福岡県 福岡市 フクオカヒガシドウブツビョウイン サービス その他サービス 5%

211,878 福岡県 福岡市 福岡美髪研究所　Ｋｎｏｐｓ サービス 理容・美容業 5%

211,879 福岡県 福岡市 福岡ペダル 小売業 その他小売 5%

211,880 福岡県 福岡市 福岡宮の浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

211,881 福岡県 福岡市 福鈴　嵐山樓　ｇｉａｒｄｉｎｏ サービス 飲食業 5%

211,882 福岡県 福岡市 ふく処　油山山荘 サービス 宿泊業 5%

211,883 福岡県 福岡市 福之眼堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

211,884 福岡県 福岡市 株式会社富士オート 小売業 その他小売 5%

211,885 福岡県 福岡市 フジマツ　ターミナル売店 小売業 食料品 5%

211,886 福岡県 福岡市 二見ヶ浦商店 サービス 飲食業 5%

211,887 福岡県 福岡市 ｐｅｔｉｔａｎｇｅ サービス その他サービス 5%

211,888 福岡県 福岡市 プチレイメイ 小売業 食料品 5%

211,889 福岡県 福岡市 ＢＯＯＫＯＦＦ 飯倉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

211,890 福岡県 福岡市 ＢＯＯＫＯＦＦ 福重店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%
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211,891 福岡県 福岡市 ブティック　ヴェールブレ 小売業 衣料品 5%

211,892 福岡県 福岡市 ブティックＡＬＰＨＡ 小売業 衣料品 5%

211,893 福岡県 福岡市 ブティック　エスティ 小売業 衣料品 5%

211,894 福岡県 福岡市 ブティックジッツォ 小売業 衣料品 5%

211,895 福岡県 福岡市 ブティック　パクトール 小売業 衣料品 5%

211,896 福岡県 福岡市 ブティック　萌波 小売業 衣料品 5%

211,897 福岡県 福岡市 Ｆｌｙ　Ｓｈｉｔ　Ｏｎｌｙ 小売業 衣料品 5%

211,898 福岡県 福岡市 ｐｒｉｖａｔｅ　ｓａｌｏｎ　ＵｎＣｏｕｔｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

211,899 福岡県 福岡市 プライム自動車工業株式会社 小売業 その他小売 5%

211,900 福岡県 福岡市 プラザＡ　福岡西店 小売業 衣料品 5%

211,901 福岡県 福岡市 プラザホテル　鳥栖 サービス 宿泊業 5%

211,902 福岡県 福岡市 ｓ．ｐｌａｇｅ サービス 飲食業 5%

211,903 福岡県 福岡市 ｐｌｕｓ 小売業 衣料品 5%

211,904 福岡県 福岡市 ＋ＦＲＥＥ サービス 理容・美容業 5%

211,905 福岡県 福岡市 プラチノ・ロッサ　博多店 小売業 衣料品 5%

211,906 福岡県 福岡市 プラチノ・ロッサ　マツヤレディース店 小売業 衣料品 5%

211,907 福岡県 福岡市 プラチノ・ロッサ　イオンモール香椎浜店 小売業 衣料品 5%

211,908 福岡県 福岡市 プラチノロッサ　ソラリアプラザテン 小売業 衣料品 5%

211,909 福岡県 福岡市 Ｂｌａｃｋｉｅｓ 小売業 衣料品 5%

211,910 福岡県 福岡市 プラネット　大橋駅西口店 サービス 飲食業 5%

211,911 福岡県 福岡市 プラネット　小田部店 サービス 飲食業 5%

211,912 福岡県 福岡市 プラネット　筥松店 サービス 飲食業 5%

211,913 福岡県 福岡市 ＰＬＡＮＥＴＦＡＭＩＬＩＡ 小売業 衣料品 5%

211,914 福岡県 福岡市 フラワーショップ　ブーケ・ブーケ 小売業 その他小売 5%

211,915 福岡県 福岡市 フランス料理　ウサギ＆かめ サービス 飲食業 5%

211,916 福岡県 福岡市 ブランドマルシェ 小売業 その他小売 5%

211,917 福岡県 福岡市 フリーマン 小売業 その他小売 5%

211,918 福岡県 福岡市 プリシラ　博多店 小売業 その他小売 5%

211,919 福岡県 福岡市 プリシラ中洲 サービス 理容・美容業 5%

211,920 福岡県 福岡市 プリシラ中洲 サービス 理容・美容業 5%

211,921 福岡県 福岡市 フリースタイル 小売業 衣料品 5%

211,922 福岡県 福岡市 Ｆｒｉｄｇｅ サービス 飲食業 5%

211,923 福岡県 福岡市 フリーマン　福岡西店 小売業 その他小売 5%

211,924 福岡県 福岡市 Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ 小売業 衣料品 5%

211,925 福岡県 福岡市 ＦＲＩＬＬ＆Ｃｏ　ｅｓｐｒｉｔ 小売業 衣料品 5%

211,926 福岡県 福岡市 プリンセスカフェ福岡　１号館 サービス その他サービス 5%

211,927 福岡県 福岡市 ＢｌｅｕＢｌｅｕｅｔ 小売業 その他小売 5%

211,928 福岡県 福岡市 古川タクシー サービス 運輸業 5%

211,929 福岡県 福岡市 ＢＲＯＯＫＬＹＮ 小売業 衣料品 5%

211,930 福岡県 福岡市 ＢＬＵＥ　ＤＯＧ サービス 理容・美容業 5%

211,931 福岡県 福岡市 フレアージュ サービス 理容・美容業 5%

211,932 福岡県 福岡市 ＰＬＡＳＥ．ＳＴＯＲＥ 小売業 家具・調度品 5%
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211,933 福岡県 福岡市 プレイフル　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

211,934 福岡県 福岡市 ブレオムニック 小売業 衣料品 5%

211,935 福岡県 福岡市 フレンズ 小売業 衣料品 5%

211,936 福岡県 福岡市 Ｐｒｏｃａｃｃｉ サービス 宿泊業 5%

211,937 福岡県 福岡市 プロコ サービス その他サービス 5%

211,938 福岡県 福岡市 ＰＲＯＪＥＣＴ　ｔｈｅ　ＷＯＬＦ 小売業 衣料品 5%

211,939 福岡県 福岡市 プロの料理村 小売業 その他小売 5%

211,940 福岡県 福岡市 ブロンズアイ サービス 理容・美容業 5%

211,941 福岡県 福岡市 フロントナイン 小売業 その他小売 5%

211,942 福岡県 福岡市 フワフワ美容室 サービス 理容・美容業 5%

211,943 福岡県 福岡市 文化タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

211,944 福岡県 福岡市 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ｔａｔｉｉ サービス 理容・美容業 5%

211,945 福岡県 福岡市 ｈａｉｒ　Ｎｕ－ＤＡ サービス 理容・美容業 5%

211,946 福岡県 福岡市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｇｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

211,947 福岡県 福岡市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｃｏｑｏｕ サービス 理容・美容業 5%

211,948 福岡県 福岡市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｈｉｙｏｒｉ サービス 理容・美容業 5%

211,949 福岡県 福岡市 ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ　ａｒｔ サービス 理容・美容業 5%

211,950 福岡県 福岡市 ＨＡＩＲＣＯＭＭＵＮＩＴＹＤＥＡＲ サービス 理容・美容業 5%

211,951 福岡県 福岡市 ヘアーステージフィーラ サービス 理容・美容業 5%

211,952 福岡県 福岡市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ａｒｃｈ サービス 理容・美容業 5%

211,953 福岡県 福岡市 ＨＡＩＲＰＬＡＹＣＥＡＲＣＯ サービス 理容・美容業 5%

211,954 福岡県 福岡市 ヘアーローグ サービス 理容・美容業 5%

211,955 福岡県 福岡市 ＨａｉｒＳａｌｏｎＪｕｂｉｌｅｅ サービス 理容・美容業 5%

211,956 福岡県 福岡市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＲＯＢＩＮ サービス 理容・美容業 5%

211,957 福岡県 福岡市 ヘアショップＣｉｅＬｏ サービス 理容・美容業 5%

211,958 福岡県 福岡市 ヘアタイム８８ サービス 理容・美容業 5%

211,959 福岡県 福岡市 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｏｖｏ サービス 理容・美容業 5%

211,960 福岡県 福岡市 Ｈａｉｒ　ＴＥＲＲＡＣＥ サービス 飲食業 5%

211,961 福岡県 福岡市 ヘアープレイスクリップ　田村店 サービス 理容・美容業 5%

211,962 福岡県 福岡市 ヘアープレイスクリップ野芥店 サービス 理容・美容業 5%

211,963 福岡県 福岡市 369 サービス 理容・美容業 5%

211,964 福岡県 福岡市 ヘアメイクアージュ天神西通り店 サービス 理容・美容業 5%

211,965 福岡県 福岡市 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ａｆｆｕｌｅ サービス 理容・美容業 5%

211,966 福岡県 福岡市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　Ｃｏｃｏｒｏ サービス 理容・美容業 5%

211,967 福岡県 福岡市 ヘアーメイク　ＴＨＣ サービス 理容・美容業 5%

211,968 福岡県 福岡市 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　Ｒａｃｉｓａ サービス 理容・美容業 5%

211,969 福岡県 福岡市 Ｐｅｇｇｙ 小売業 衣料品 5%

211,970 福岡県 福岡市 ベッセルイン博多中洲 サービス 宿泊業 5%

211,971 福岡県 福岡市 ペットショップｚｅｚｅ 小売業 その他小売 5%

211,972 福岡県 福岡市 ペットショップｚｅｚｅ 小売業 その他小売 5%

211,973 福岡県 福岡市 ヘッドスパ専門サロンスカルクイック博多店 サービス その他サービス 5%

211,974 福岡県 福岡市 ペト・コピア 小売業 その他小売 5%
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211,975 福岡県 福岡市 Ｐｅｔｏｒｏ サービス 理容・美容業 5%

211,976 福岡県 福岡市 ＢＥＮＮＹ’Ｓ サービス その他サービス 5%

211,977 福岡県 福岡市 ｐｅｂｂｌｅｓ 小売業 衣料品 5%

211,978 福岡県 福岡市 ｐｅｂｂｌｅｓ 小売業 衣料品 5%

211,979 福岡県 福岡市 Ｖｅｒａｎｄａ 小売業 衣料品 5%

211,980 福岡県 福岡市 ベリーボード 小売業 衣料品 5%

211,981 福岡県 福岡市 ＢＥＬＧＲＡＶＩＡ＆ＳＯＮＳ 小売業 衣料品 5%

211,982 福岡県 福岡市 ベルマーノ サービス その他サービス 5%

211,983 福岡県 福岡市 ベルマーノ　薬院店 サービス その他サービス 5%

211,984 福岡県 福岡市 ベルマーノ　六本松店 サービス その他サービス 5%

211,985 福岡県 福岡市 ベローチェ天神一丁目店 サービス 飲食業 5%

211,986 福岡県 福岡市 ベローチェ中洲川端駅前店 サービス 飲食業 5%

211,987 福岡県 福岡市 ベローチェ博多駅筑紫口店 サービス 飲食業 5%

211,988 福岡県 福岡市 ベローチェ博多駅前店 サービス 飲食業 5%

211,989 福岡県 福岡市 ベローチェ博多呉服町店 サービス 飲食業 5%

211,990 福岡県 福岡市 ベローチェ博多大博通り店 サービス 飲食業 5%

211,991 福岡県 福岡市 ベローチェ福岡赤坂店 サービス 飲食業 5%

211,992 福岡県 福岡市 ベローチェ福岡国体道路店 サービス 飲食業 5%

211,993 福岡県 福岡市 勉強屋 小売業 食料品 5%

211,994 福岡県 福岡市 ベンジャミンランチ サービス 飲食業 5%

211,995 福岡県 福岡市 防除サポート サービス その他サービス 5%

211,996 福岡県 福岡市 ＢＯＷＬＬ 小売業 衣料品 5%

211,997 福岡県 福岡市 ほぐして博多 サービス その他サービス 5%

211,998 福岡県 福岡市 北星堂制服　原本店 小売業 衣料品 5%

211,999 福岡県 福岡市 ポケムジャパン 小売業 衣料品 5%

212,000 福岡県 福岡市 ｐｏｃｏ　ａ　ｐｏｃｏ サービス 飲食業 5%

212,001 福岡県 福岡市 ホスピタリティ－ズジャパン サービス その他サービス 5%

212,002 福岡県 福岡市 ポータークラシック　福岡 小売業 衣料品 5%

212,003 福岡県 福岡市 ＢＯＴＡＮＩＣＡＬ サービス 理容・美容業 5%

212,004 福岡県 福岡市 ぽっこり絶品中華宇宙軒 サービス 飲食業 5%

212,005 福岡県 福岡市 ほっこり家 サービス 飲食業 5%

212,006 福岡県 福岡市 ＢＯＴＴＥＧＡ　ＭＩＮＯ サービス 飲食業 5%

212,007 福岡県 福岡市 ボディーショップ柴田 サービス その他サービス 5%

212,008 福岡県 福岡市 ｂｏｄｙｂｏｘ サービス その他サービス 5%

212,009 福岡県 福岡市 ホテル　天神プレイス サービス 宿泊業 5%

212,010 福岡県 福岡市 ホテル　ポートヒルズ　福岡 サービス 宿泊業 5%

212,011 福岡県 福岡市 ホテルアクティブ！博多 サービス 宿泊業 5%

212,012 福岡県 福岡市 ホテルエクレール博多 サービス 宿泊業 5%

212,013 福岡県 福岡市 ホテルエトスイン博多 サービス 宿泊業 5%

212,014 福岡県 福岡市 ホテルエトスイン博多 サービス 宿泊業 5%

212,015 福岡県 福岡市 ホテルサンライン福岡大濠 サービス 宿泊業 5%

212,016 福岡県 福岡市 ホテルサンライン福岡　博多駅前 サービス 宿泊業 5%
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212,017 福岡県 福岡市 ホテル博多プレイス サービス 宿泊業 5%

212,018 福岡県 福岡市 ほねつぎアロハ サービス 理容・美容業 5%

212,019 福岡県 福岡市 ホビーランド　ぽち　博多店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

212,020 福岡県 福岡市 ホ－ムクリエイト悠 サービス その他サービス 5%

212,021 福岡県 福岡市 ボーラーズ　福岡 小売業 その他小売 5%

212,022 福岡県 福岡市 Ｈｏｌｉｃ サービス 理容・美容業 5%

212,023 福岡県 福岡市 ホリデー車検　福岡東 小売業 その他小売 5%

212,024 福岡県 福岡市 Ｐｏｒｔｏｆｉｎｏ 小売業 衣料品 5%

212,025 福岡県 福岡市 ホルモン焼肉ぶち　博多大名店 サービス 飲食業 5%

212,026 福岡県 福岡市 Ｌａ．ｐｏｉｎｔ　ｄ’ｏｒ 小売業 その他小売 5%

212,027 福岡県 福岡市 ボンサンク　須崎店 小売業 食料品 5%

212,028 福岡県 福岡市 ボンサンク　博多駅店 小売業 食料品 5%

212,029 福岡県 福岡市 ボンサンク中洲店 小売業 食料品 5%

212,030 福岡県 福岡市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

212,031 福岡県 福岡市 本田自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

212,032 福岡県 福岡市 ＰＯＮＰＵ サービス 理容・美容業 5%

212,033 福岡県 福岡市 ボンラパス 小売業 食料品 5%

212,034 福岡県 福岡市 ボンラパス　高宮店 小売業 食料品 5%

212,035 福岡県 福岡市 ボンラパストレゾ 小売業 食料品 5%

212,036 福岡県 福岡市 ボンラパス花畑店 小売業 食料品 5%

212,037 福岡県 福岡市 ボンラパス百道店 小売業 食料品 5%

212,038 福岡県 福岡市 ボンラパス薬院六つ角店 小売業 食料品 5%

212,039 福岡県 福岡市 ｍｉｃｒｏ　ｐｕｚｚｌｅ サービス 理容・美容業 5%

212,040 福岡県 福岡市 マーキュリー サービス 飲食業 5%

212,041 福岡県 福岡市 マクドナルドイオンマリナタウン店 サービス 飲食業 2%

212,042 福岡県 福岡市 マクドナルドイオンモール福岡伊都店 サービス 飲食業 2%

212,043 福岡県 福岡市 マクドナルド片江店 サービス 飲食業 2%

212,044 福岡県 福岡市 マクドナルド３号線箱崎店 サービス 飲食業 2%

212,045 福岡県 福岡市 マクドナルド３号線松崎店 サービス 飲食業 2%

212,046 福岡県 福岡市 マクドナルドシーサイドももち店 サービス 飲食業 2%

212,047 福岡県 福岡市 マクドナルド重留店 サービス 飲食業 2%

212,048 福岡県 福岡市 マクドナルド周船寺店 サービス 飲食業 2%

212,049 福岡県 福岡市 マクドナルドスポーツガーデン香椎店 サービス 飲食業 2%

212,050 福岡県 福岡市 マクドナルド外環賀茂店 サービス 飲食業 2%

212,051 福岡県 福岡市 マクドナルド長住ミスターマックス店 サービス 飲食業 2%

212,052 福岡県 福岡市 マクドナルド西鉄大橋駅店 サービス 飲食業 2%

212,053 福岡県 福岡市 マクドナルド２０２原店 サービス 飲食業 2%

212,054 福岡県 福岡市 マクドナルド野間大池店 サービス 飲食業 2%

212,055 福岡県 福岡市 マクドナルド博多ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

212,056 福岡県 福岡市 マクドナルド福岡土井店 サービス 飲食業 2%

212,057 福岡県 福岡市 マクドナルド福岡日赤通り店 サービス 飲食業 2%

212,058 福岡県 福岡市 マクドナルドマリノアシティ店 サービス 飲食業 2%
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212,059 福岡県 福岡市 マクドナルド姪浜小戸店 サービス 飲食業 2%

212,060 福岡県 福岡市 マクドナルド姪浜サニー店 サービス 飲食業 2%

212,061 福岡県 福岡市 マクドナルド老司店 サービス 飲食業 2%

212,062 福岡県 福岡市 マクドナルド六本松駅前店 サービス 飲食業 2%

212,063 福岡県 福岡市 マクドナルド和白店 サービス 飲食業 2%

212,064 福岡県 福岡市 まぐろや　ナポレオン　赤坂店 サービス 飲食業 5%

212,065 福岡県 福岡市 まぐろ料理　紀文 サービス 飲食業 5%

212,066 福岡県 福岡市 ＲＡＭＡ サービス 理容・美容業 5%

212,067 福岡県 福岡市 ＭＡＳＴＡＲＳ　ＣＡＦＥ　薬院店 サービス 飲食業 5%

212,068 福岡県 福岡市 益正　北天神店 サービス 飲食業 5%

212,069 福岡県 福岡市 益正　北天神店 サービス 飲食業 5%

212,070 福岡県 福岡市 益正　筑紫口店 サービス 飲食業 5%

212,071 福岡県 福岡市 益正　筑紫口店 サービス 飲食業 5%

212,072 福岡県 福岡市 益正　天神三和ビル店 サービス 飲食業 5%

212,073 福岡県 福岡市 益正　天神本店 サービス 飲食業 5%

212,074 福岡県 福岡市 益正　博多駅前店 サービス 飲食業 5%

212,075 福岡県 福岡市 益正　博多駅前店 サービス 飲食業 5%

212,076 福岡県 福岡市 益正　六ツ門店 サービス 飲食業 5%

212,077 福岡県 福岡市 益正　百道店 サービス 飲食業 5%

212,078 福岡県 福岡市 益正　百道店 サービス 飲食業 5%

212,079 福岡県 福岡市 益正食堂　麦野店 サービス 飲食業 5%

212,080 福岡県 福岡市 ます水 サービス 飲食業 5%

212,081 福岡県 福岡市 ますやま電気 小売業 電化製品 5%

212,082 福岡県 福岡市 松岡モータース　東営業所 小売業 電化製品 5%

212,083 福岡県 福岡市 ＪＭ／松尾畳店 小売業 その他小売 5%

212,084 福岡県 福岡市 マックアビー福岡店 小売業 衣料品 5%

212,085 福岡県 福岡市 ｍａｘ　ＦＵＫＵＯＫＡ　中洲店 サービス 飲食業 5%

212,086 福岡県 福岡市 マックスマーラ　ソラリアプラザ店 小売業 衣料品 5%

212,087 福岡県 福岡市 まつばらペットクリニック サービス その他サービス 5%

212,088 福岡県 福岡市 松本（香）個人タクシー サービス 運輸業 5%

212,089 福岡県 福岡市 マナベインテリアハーツ博多店 小売業 家具・調度品 5%

212,090 福岡県 福岡市 マヌカンピス　高宮店 小売業 食料品 5%

212,091 福岡県 福岡市 Ｍａｒｂｌｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,092 福岡県 福岡市 Ｍａｒｂｌｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,093 福岡県 福岡市 マミーの宝石箱 小売業 その他小売 5%

212,094 福岡県 福岡市 マリコ食堂 サービス 飲食業 5%

212,095 福岡県 福岡市 マリヤ 小売業 その他小売 5%

212,096 福岡県 福岡市 マリヤ　藤崎店 小売業 その他小売 5%

212,097 福岡県 福岡市 マリンクラブ サービス 理容・美容業 5%

212,098 福岡県 福岡市 マルツ博多呉服町店 小売業 電化製品 5%

212,099 福岡県 福岡市 まるまんフィオーレイオンモール伊都店 小売業 その他小売 5%

212,100 福岡県 福岡市 まるまんフィオーレイオンモール香椎浜店 小売業 その他小売 5%
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212,101 福岡県 福岡市 まるまんフィオーレ　福岡伊都イオン店 小売業 その他小売 5%

212,102 福岡県 福岡市 丸山商店 小売業 衣料品 5%

212,103 福岡県 福岡市 マンガ倉庫　福岡東店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

212,104 福岡県 福岡市 三浦経営総合事務所 サービス その他サービス 5%

212,105 福岡県 福岡市 みかく堂 サービス 飲食業 5%

212,106 福岡県 福岡市 ミキハウス　ゆめタウン博多店 小売業 衣料品 5%

212,107 福岡県 福岡市 Ｍｉｓｓ　Ｍａｒｉｎｅ 小売業 その他小売 5%

212,108 福岡県 福岡市 Ｍｒ．ワールド 小売業 食料品 5%

212,109 福岡県 福岡市 ミステリーロッド 小売業 衣料品 5%

212,110 福岡県 福岡市 ミズワン　福岡店 小売業 その他小売 5%

212,111 福岡県 福岡市 ＭＩＴＡＫＵＹＥ サービス 飲食業 5%

212,112 福岡県 福岡市 ミックコスメティックプラザ高宮 サービス 飲食業 5%

212,113 福岡県 福岡市 光山モータース 小売業 その他小売 5%

212,114 福岡県 福岡市 みどりが丘動物病院 サービス その他サービス 5%

212,115 福岡県 福岡市 港　焼とり本舗 サービス 飲食業 5%

212,116 福岡県 福岡市 ミナミ画材 小売業 その他小売 5%

212,117 福岡県 福岡市 南福岡グリーンホテル サービス 宿泊業 5%

212,118 福岡県 福岡市 ミネルヴァ 小売業 衣料品 5%

212,119 福岡県 福岡市 ＭＩＮＥＲＶＡ　Ｒｅ；ｕｓｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔ 小売業 衣料品 5%

212,120 福岡県 福岡市 三原の二階 サービス 飲食業 5%

212,121 福岡県 福岡市 ミヤザキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,122 福岡県 福岡市 宮原（壽）タクシー サービス 運輸業 5%

212,123 福岡県 福岡市 宮脇書店　黒木歯科大前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

212,124 福岡県 福岡市 宮脇書店　黒木野方店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

212,125 福岡県 福岡市 宮脇書店　黒木室見店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

212,126 福岡県 福岡市 宮脇書店　黒木若久店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

212,127 福岡県 福岡市 ｍｉｅｕｘ　博多駅地下街店 小売業 衣料品 5%

212,128 福岡県 福岡市 ｍｉｅｌ　ｂｙ　ｌａｌａｍｏａｎａ サービス 理容・美容業 5%

212,129 福岡県 福岡市 ｍｉｌｌｅ 小売業 衣料品 5%

212,130 福岡県 福岡市 美輪宝石 小売業 その他小売 5%

212,131 福岡県 福岡市 村岡屋　マイング博多駅店 小売業 食料品 5%

212,132 福岡県 福岡市 村﨑焚鳥研究所　荒戸店 サービス 飲食業 5%

212,133 福岡県 福岡市 村﨑焚鳥研究所　荒戸店 サービス 飲食業 5%

212,134 福岡県 福岡市 村﨑焼鳥研究所　二丁目店 サービス 飲食業 5%

212,135 福岡県 福岡市 村﨑焼鳥研究所　二丁目店 サービス 飲食業 5%

212,136 福岡県 福岡市 村﨑焼鳥研究所　本店 サービス 飲食業 5%

212,137 福岡県 福岡市 村﨑焼鳥研究所　本店 サービス 飲食業 5%

212,138 福岡県 福岡市 株式会社ムロミ 小売業 その他小売 5%

212,139 福岡県 福岡市 姪浜　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

212,140 福岡県 福岡市 姪浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

212,141 福岡県 福岡市 明林堂書店ＪＲ南福岡店 小売業 その他小売 5%

212,142 福岡県 福岡市 眼鏡の一心堂キッズ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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212,143 福岡県 福岡市 メガネの落合 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,144 福岡県 福岡市 メガネの落合　イオン原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,145 福岡県 福岡市 メガネの落合　新天町本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,146 福岡県 福岡市 メガネの落合　天神地下街店 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,147 福岡県 福岡市 メガネの落合　野間店 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,148 福岡県 福岡市 メガネの落合　博多駅ビル店 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,149 福岡県 福岡市 メガネの落合　ももち浜店 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,150 福岡県 福岡市 メガネの落合　渡辺通店 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,151 福岡県 福岡市 ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　Ｎ 小売業 衣料品 5%

212,152 福岡県 福岡市 めとき動物病院 サービス その他サービス 5%

212,153 福岡県 福岡市 ｍｅｒｃｉ サービス 飲食業 5%

212,154 福岡県 福岡市 メルボメンズウェア－　ホテル日航　福岡店 小売業 衣料品 5%

212,155 福岡県 福岡市 モア　レオマック 小売業 衣料品 5%

212,156 福岡県 福岡市 ｍｏｉ サービス 理容・美容業 5%

212,157 福岡県 福岡市 モイスティーヌサロン　クレセール 小売業 その他小売 5%

212,158 福岡県 福岡市 モイスティーヌサロン風う 小売業 その他小売 5%

212,159 福岡県 福岡市 モイスティーヌ薬院サロン　クレセール サービス 理容・美容業 5%

212,160 福岡県 福岡市 毛利呉服店 小売業 衣料品 5%

212,161 福岡県 福岡市 モードハウスビップ 小売業 衣料品 5%

212,162 福岡県 福岡市 大賀薬局　木馬館 小売業 その他小売 5%

212,163 福岡県 福岡市 大賀薬局　木馬館Ｏｒｉｇｉｎ 小売業 その他小売 5%

212,164 福岡県 福岡市 もじパラ　福岡 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,165 福岡県 福岡市 もつ手羽　爐庵　博多店 サービス 飲食業 5%

212,166 福岡県 福岡市 もつ鍋一藤　天神西通り店 サービス 飲食業 5%

212,167 福岡県 福岡市 もつ鍋一藤　博多店 サービス 飲食業 5%

212,168 福岡県 福岡市 もつ鍋処　西新初喜 サービス 飲食業 5%

212,169 福岡県 福岡市 ＭＯＤＥＲＡＴＥｇｅｎｅｒａｌｌｙ 小売業 衣料品 5%

212,170 福岡県 福岡市 モトラッド　バルコム　福岡西 サービス その他サービス 5%

212,171 福岡県 福岡市 モトランド 小売業 その他小売 5%

212,172 福岡県 福岡市 ＭＯＭＩＪＩ サービス その他サービス 5%

212,173 福岡県 福岡市 もみじ動物病院 サービス その他サービス 5%

212,174 福岡県 福岡市 モリタゴルフ　ＦＣ　長住桜美店 小売業 その他小売 5%

212,175 福岡県 福岡市 モリタゴルフ福岡西アウトレットバリュー店 小売業 その他小売 5%

212,176 福岡県 福岡市 モリトモ 小売業 衣料品 5%

212,177 福岡県 福岡市 モリトモ　新天町店 小売業 衣料品 5%

212,178 福岡県 福岡市 モリトモ　野間店 小売業 衣料品 5%

212,179 福岡県 福岡市 八百治博多ホテル サービス 宿泊業 5%

212,180 福岡県 福岡市 焼とり　筑ぜん サービス 飲食業 5%

212,181 福岡県 福岡市 焼とり　鳥次 サービス 飲食業 5%

212,182 福岡県 福岡市 焼鳥　八 サービス 飲食業 5%

212,183 福岡県 福岡市 焼鳥の六角堂 サービス 飲食業 5%

212,184 福岡県 福岡市 焼鳥　ひまわり サービス 飲食業 5%
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212,185 福岡県 福岡市 やきとりもつ鍋鳥作 サービス 飲食業 5%

212,186 福岡県 福岡市 焼とり　もと幸 サービス 飲食業 5%

212,187 福岡県 福岡市 焼とり　りりあ サービス 飲食業 5%

212,188 福岡県 福岡市 焼肉　スタミナ亭 サービス 飲食業 5%

212,189 福岡県 福岡市 焼にく　とびこ サービス 飲食業 5%

212,190 福岡県 福岡市 焼肉処　西新　初喜 サービス 飲食業 5%

212,191 福岡県 福岡市 焼肉処國 サービス 飲食業 5%

212,192 福岡県 福岡市 焼肉なべしま　次郎丸店 サービス 飲食業 5%

212,193 福岡県 福岡市 焼肉なべしま　土井店 サービス 飲食業 5%

212,194 福岡県 福岡市 焼肉なべしま　西新店 サービス 飲食業 5%

212,195 福岡県 福岡市 焼肉なべしま　姪浜店 サービス 飲食業 5%

212,196 福岡県 福岡市 焼肉なべしま　ゆめタウン博多店 サービス 飲食業 5%

212,197 福岡県 福岡市 焼肉なべしま　和白店 サービス 飲食業 5%

212,198 福岡県 福岡市 やきにくのバクロ警固店 サービス 飲食業 5%

212,199 福岡県 福岡市 やきにくのバクロ　西新店 サービス 飲食業 5%

212,200 福岡県 福岡市 やきにくのバクロ　博多店 サービス 飲食業 5%

212,201 福岡県 福岡市 焼肉ふみの家 サービス 飲食業 5%

212,202 福岡県 福岡市 焼肉　明秀苑 サービス 飲食業 5%

212,203 福岡県 福岡市 薬院ＢＡＳＥ サービス 飲食業 5%

212,204 福岡県 福岡市 大賀薬局　薬院六つ角店 小売業 その他小売 5%

212,205 福岡県 福岡市 薬師堂　サンセルコ店 小売業 その他小売 5%

212,206 福岡県 福岡市 ＹＡＳＵタクシー サービス 運輸業 5%

212,207 福岡県 福岡市 安成 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,208 福岡県 福岡市 ヤノメガネ　マリナ通り店 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,209 福岡県 福岡市 やぶれ居酒屋まさかど サービス 飲食業 5%

212,210 福岡県 福岡市 屋部商店 小売業 食料品 5%

212,211 福岡県 福岡市 山縣屋 サービス 飲食業 5%

212,212 福岡県 福岡市 山田自動車 サービス その他サービス 5%

212,213 福岡県 福岡市 山乃薫 サービス 飲食業 5%

212,214 福岡県 福岡市 やまふぢ 小売業 衣料品 5%

212,215 福岡県 福岡市 山本ボデー サービス その他サービス 5%

212,216 福岡県 福岡市 山本旅館 サービス 宿泊業 5%

212,217 福岡県 福岡市 山脇タクシー サービス 運輸業 5%

212,218 福岡県 福岡市 和楽　天神本店 サービス 飲食業 5%

212,219 福岡県 福岡市 ユアセルフ三宅 小売業 ガソリンスタンド 2%

212,220 福岡県 福岡市 ＵＭデザイン サービス その他サービス 5%

212,221 福岡県 福岡市 有限会社クレオン 小売業 その他小売 5%

212,222 福岡県 福岡市 ［ＨＣ］有限会社セイワ家電 小売業 電化製品 5%

212,223 福岡県 福岡市 （有）名島建装 サービス その他サービス 5%

212,224 福岡県 福岡市 有限会社ニッコー・ネット サービス その他サービス 5%

212,225 福岡県 福岡市 有限会社野坂商店 八百屋野王 小売業 食料品 5%

212,226 福岡県 福岡市 有限会社フジ電気 小売業 電化製品 5%
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212,227 福岡県 福岡市 有限会社真子自動車販売 サービス その他サービス 5%

212,228 福岡県 福岡市 ［ＨＣ］（有）室見電器 小売業 電化製品 5%

212,229 福岡県 福岡市 有限会社ワンダーコーポレーション サービス その他サービス 5%

212,230 福岡県 福岡市 優然タクシー サービス その他サービス 5%

212,231 福岡県 福岡市 遊庭風流エコガーデン　福岡店 サービス その他サービス 5%

212,232 福岡県 福岡市 悠遊 小売業 家具・調度品 5%

212,233 福岡県 福岡市 優良工事店ネットワ－ク サービス その他サービス 5%

212,234 福岡県 福岡市 ｙｕｚｕ サービス その他サービス 5%

212,235 福岡県 福岡市 ユノカ総合電設　１ 小売業 その他小売 5%

212,236 福岡県 福岡市 陽華楼 サービス 飲食業 5%

212,237 福岡県 福岡市 洋食ワイン　Ｖｉｎ サービス 飲食業 5%

212,238 福岡県 福岡市 洋風　Ｓｔｙｌｅ　Ｔｏｋｉ サービス 飲食業 5%

212,239 福岡県 福岡市 ヨカラボ天神 ヨカラボ天神 サービス その他サービス 5%

212,240 福岡県 福岡市 よこてみなみペットクリニック サービス その他サービス 5%

212,241 福岡県 福岡市 横浜西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

212,242 福岡県 福岡市 与作 サービス 飲食業 5%

212,243 福岡県 福岡市 吉田苑 小売業 電化製品 5%

212,244 福岡県 福岡市 大賀薬局　吉塚駅東口店 小売業 その他小売 5%

212,245 福岡県 福岡市 吉村太陽商会 小売業 その他小売 5%

212,246 福岡県 福岡市 ｌａ　ｃｈｏｂｉ サービス その他サービス 5%

212,247 福岡県 福岡市 Ｒｉｓｅ　Ｆｅｌｌｏｗ 小売業 衣料品 5%

212,248 福岡県 福岡市 ＬＩＧＨＴＨＯＵＳＥ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

212,249 福岡県 福岡市 ライフ・クリエーション 小売業 その他小売 5%

212,250 福岡県 福岡市 ｌｉｌａｃ 小売業 衣料品 5%

212,251 福岡県 福岡市 Ｌａｕｌｅａ サービス 理容・美容業 5%

212,252 福岡県 福岡市 らしんばん福岡天神店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

212,253 福岡県 福岡市 ラディ・リオス・クローズ 小売業 衣料品 5%

212,254 福岡県 福岡市 ラピスネイル　天神店 サービス 理容・美容業 5%

212,255 福岡県 福岡市 ラピスネイル　マリナタウン店 サービス 理容・美容業 5%

212,256 福岡県 福岡市 ラピスヘアー　イオンマリナ店 サービス 理容・美容業 5%

212,257 福岡県 福岡市 ラビリンス 小売業 衣料品 5%

212,258 福岡県 福岡市 ｌａｆｉｔ サービス 理容・美容業 5%

212,259 福岡県 福岡市 Ｒａｖｏ サービス 理容・美容業 5%

212,260 福岡県 福岡市 Ｌａｍａｉｎｄｕｃｈａｔ サービス 理容・美容業 5%

212,261 福岡県 福岡市 ｒａｍｃａ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

212,262 福岡県 福岡市 ＬａＬａ　Ｍｏａｎａ サービス 理容・美容業 5%

212,263 福岡県 福岡市 ラ・ルーフ　天神店 サービス 理容・美容業 5%

212,264 福岡県 福岡市 ラ・ルーフ　室見店 サービス 理容・美容業 5%

212,265 福岡県 福岡市 ラ・ルーフ　姪浜店 サービス 理容・美容業 5%

212,266 福岡県 福岡市 ｒｕｍｂｌｅＦＩＳＨ 小売業 衣料品 5%

212,267 福岡県 福岡市 リアルミー サービス 理容・美容業 5%

212,268 福岡県 福岡市 Ｒｅ．ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%
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212,269 福岡県 福岡市 Ｒｅ．ｎａｉｌ　博多 サービス 理容・美容業 5%

212,270 福岡県 福岡市 リヴェルテ 小売業 その他小売 5%

212,271 福岡県 福岡市 リエジュ　マリナタウン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,272 福岡県 福岡市 リカーショップ 小売業 食料品 5%

212,273 福岡県 福岡市 リーガルシューズ　新天町店 小売業 衣料品 5%

212,274 福岡県 福岡市 リーガルシューズ　博多駅地下街店 小売業 衣料品 5%

212,275 福岡県 福岡市 離宮 サービス 飲食業 5%

212,276 福岡県 福岡市 ＲＩＳ サービス 理容・美容業 5%

212,277 福岡県 福岡市 リストランテ　ダ・ジョヴァンニ サービス 飲食業 5%

212,278 福岡県 福岡市 ＲＨＹＴＨＭ 小売業 衣料品 5%

212,279 福岡県 福岡市 ＲＨＹＴＨＭ 小売業 衣料品 5%

212,280 福岡県 福岡市 Ｒｅｃｅｌｌｕｌｅ　Ｓｏｉｎ サービス 理容・美容業 5%

212,281 福岡県 福岡市 リトルシアター　香椎店 小売業 衣料品 5%

212,282 福岡県 福岡市 リトルシアター　八田店 小売業 衣料品 5%

212,283 福岡県 福岡市 リトルシアター野間大池店 小売業 衣料品 5%

212,284 福岡県 福岡市 Ｌｅａｆｓｔａｒ サービス その他サービス 5%

212,285 福岡県 福岡市 ＬＥＶＲＥ 小売業 衣料品 5%

212,286 福岡県 福岡市 有限会社リベとくなが 小売業 その他小売 5%

212,287 福岡県 福岡市 リーベン株式会社 小売業 家具・調度品 5%

212,288 福岡県 福岡市 ＬＩＭＢＳ サービス 理容・美容業 5%

212,289 福岡県 福岡市 理容シロキ サービス 理容・美容業 5%

212,290 福岡県 福岡市 リラクゼーション　ココロ サービス 理容・美容業 5%

212,291 福岡県 福岡市 Ｌｉｌｙ　Ｈｏｕｓｅ サービス 宿泊業 5%

212,292 福岡県 福岡市 ＲＩＮＫＡＮ福岡店 小売業 衣料品 5%

212,293 福岡県 福岡市 Ｒｉｎｇｖｉａ 小売業 その他小売 5%

212,294 福岡県 福岡市 ＲＩＮＧ美容室 サービス 理容・美容業 5%

212,295 福岡県 福岡市 リンパケア＆美肌脱毛Ｐｕｍｅｈａｎａ サービス 理容・美容業 5%

212,296 福岡県 福岡市 リンパケアサロンりん サービス 理容・美容業 5%

212,297 福岡県 福岡市 リンパ専門サロン　スリーベル・ラボ サービス その他サービス 5%

212,298 福岡県 福岡市 ルアック 小売業 衣料品 5%

212,299 福岡県 福岡市 Ｌｕｉｋ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

212,300 福岡県 福岡市 ＲＯＯＭ サービス 飲食業 5%

212,301 福岡県 福岡市 ＬＵＣＣＡ 小売業 衣料品 5%

212,302 福岡県 福岡市 ｒｏｏｓｔ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

212,303 福岡県 福岡市 ル・ソレイユ 小売業 衣料品 5%

212,304 福岡県 福岡市 ＲＯＯＴＳ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

212,305 福岡県 福岡市 ルナレーナ　天神 小売業 その他小売 5%

212,306 福岡県 福岡市 ルナレーナ　六本松店 小売業 その他小売 5%

212,307 福岡県 福岡市 ルナレーナ　六本松店 小売業 その他小売 5%

212,308 福岡県 福岡市 ルネサンス サービス 理容・美容業 5%

212,309 福岡県 福岡市 ルノー 小売業 その他小売 5%

212,310 福岡県 福岡市 ルノー　福岡中央 小売業 その他小売 5%
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212,311 福岡県 福岡市 ルミノックス福岡 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,312 福岡県 福岡市 シャームショップ　れいこ 小売業 その他小売 5%

212,313 福岡県 福岡市 冷泉閣ホテル サービス 宿泊業 5%

212,314 福岡県 福岡市 冷泉閣ホテル　川端 サービス 宿泊業 5%

212,315 福岡県 福岡市 冷泉閣ホテル駅前 サービス 宿泊業 5%

212,316 福岡県 福岡市 ｒａｄｉｘ　ｆｕｋｕｏｋａ 小売業 その他小売 5%

212,317 福岡県 福岡市 レイメイ 小売業 食料品 5%

212,318 福岡県 福岡市 レイメイ　サロン・ド・オーブ 小売業 食料品 5%

212,319 福岡県 福岡市 レイメイ　サンローゼ店 小売業 食料品 5%

212,320 福岡県 福岡市 レイメイ　新天町新館 小売業 食料品 5%

212,321 福岡県 福岡市 レイメイ　新天町本店 小売業 食料品 5%

212,322 福岡県 福岡市 レイメイ　天神地下街店 小売業 食料品 5%

212,323 福岡県 福岡市 レオマック株式会社 小売業 衣料品 5%

212,324 福岡県 福岡市 ＲＥＧＡＬＯ　ｖｉｎｔａｇｅ　ｗａｔｃｈ 小売業 その他小売 5%

212,325 福岡県 福岡市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｋａｚｕ サービス 飲食業 5%

212,326 福岡県 福岡市 レストランパブ　じゃんぐるじむ サービス その他サービス 5%

212,327 福岡県 福岡市 ＲＥＤ　ＧＯＯＤ　ＳＰＥＥＤ 小売業 衣料品 5%

212,328 福岡県 福岡市 レディス　レオマック 小売業 衣料品 5%

212,329 福岡県 福岡市 （有）レデイスコンタクトレンズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,330 福岡県 福岡市 Ｒｅｔｉｌｌ サービス 理容・美容業 5%

212,331 福岡県 福岡市 レ－メント福岡店 小売業 衣料品 5%

212,332 福岡県 福岡市 Ｌｏａｓｉｓ 小売業 食料品 5%

212,333 福岡県 福岡市 ロイヤルアッシャーダイヤモンド福岡天神店 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,334 福岡県 福岡市 ロイヤルイングリッシュ サービス その他サービス 5%

212,335 福岡県 福岡市 ロイヤルモータース サービス その他サービス 5%

212,336 福岡県 福岡市 Ｒｏｓｉｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,337 福岡県 福岡市 ＬＯＴＵＳ 小売業 衣料品 5%

212,338 福岡県 福岡市 Ｒｏｇｉａ 小売業 衣料品 5%

212,339 福岡県 福岡市 ロコショップ　博多店 小売業 衣料品 5%

212,340 福岡県 福岡市 ｒｏｊｉｉ サービス 理容・美容業 5%

212,341 福岡県 福岡市 Ｒｏｓｅ　Ｃｏｃｏ 小売業 衣料品 5%

212,342 福岡県 福岡市 ローズテラス 小売業 食料品 5%

212,343 福岡県 福岡市 Ｌｏｃｋ　Ｓｔｏｃｋ　大名店 サービス 飲食業 5%

212,344 福岡県 福岡市 Ｌｏｃｋ　Ｓｔｏｃｋ　薬院店 サービス 飲食業 5%

212,345 福岡県 福岡市 Ｌｏｃｋ　Ｓｔｏｃｋ　西中洲店 サービス 飲食業 5%

212,346 福岡県 福岡市 六本松時代屋 小売業 その他小売 5%

212,347 福岡県 福岡市 ｌ’ａｕｂｅ 小売業 衣料品 5%

212,348 福岡県 福岡市 ローブヘア多々良店 サービス 理容・美容業 5%

212,349 福岡県 福岡市 ローブヘア千早店 サービス 理容・美容業 5%

212,350 福岡県 福岡市 ロリンズ サービス 飲食業 5%

212,351 福岡県 福岡市 ＬｏｎｇＳｌｏｗＤｉｓｔａｎｃｅ福岡天神 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,352 福岡県 福岡市 ワークマン　荒江店 小売業 衣料品 5%
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212,353 福岡県 福岡市 ワークマン　清水店 小売業 衣料品 5%

212,354 福岡県 福岡市 ワークマン　和白店 小売業 衣料品 5%

212,355 福岡県 福岡市 Ｙ．Ｓオート 小売業 その他小売 5%

212,356 福岡県 福岡市 ＹＮＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

212,357 福岡県 福岡市 株式会社ワイ・エムカンパニー 小売業 衣料品 5%

212,358 福岡県 福岡市 Ｙ．Ｋ．ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

212,359 福岡県 福岡市 株式会社ワイコム・パブリッシングシステムズ サービス その他サービス 5%

212,360 福岡県 福岡市 和居２我家２ 小売業 その他小売 5%

212,361 福岡県 福岡市 ワイン食堂ミシェル サービス 飲食業 5%

212,362 福岡県 福岡市 ワインショップ・プロッシモ・ジョルジョ 小売業 食料品 5%

212,363 福岡県 福岡市 ワカシマオートガラス サービス その他サービス 5%

212,364 福岡県 福岡市 若林佛具製作所　福岡店 小売業 家具・調度品 5%

212,365 福岡県 福岡市 若久サイクル 小売業 その他小売 5%

212,366 福岡県 福岡市 和牛ＤＩＮＩＮＧ　ＢＵＯＮ サービス 飲食業 5%

212,367 福岡県 福岡市 和銀 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,368 福岡県 福岡市 ワークマン那珂店 小売業 衣料品 5%

212,369 福岡県 福岡市 和薫司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

212,370 福岡県 福岡市 和ごころ サービス 飲食業 5%

212,371 福岡県 福岡市 和彩　樹楽 サービス 飲食業 5%

212,372 福岡県 福岡市 和食処雅 サービス 飲食業 5%

212,373 福岡県 福岡市 大賀薬局　和白店 小売業 その他小売 5%

212,374 福岡県 福岡市 ワシントン靴店　福岡店 小売業 衣料品 5%

212,375 福岡県 福岡市 ワシントン靴店　福岡天神コア店 小売業 衣料品 5%

212,376 福岡県 福岡市 大賀薬局　渡辺通り１丁目店 小売業 その他小売 5%

212,377 福岡県 福岡市 渡邉（裕）タクシー サービス その他サービス 5%

212,378 福岡県 福岡市 渡辺モータース サービス その他サービス 5%

212,379 福岡県 福岡市 和・ふぉーた サービス 理容・美容業 5%

212,380 福岡県 福岡市 ワールズビスポーク　福岡六本松 小売業 衣料品 5%

212,381 福岡県 福岡市 ワンステップ博多店 サービス 理容・美容業 5%

212,382 福岡県 福岡市早良区 ＩＣＴスクールｉＣｌｕｂ サービス その他サービス 5%

212,383 福岡県 福岡市早良区 アイラッシュ サービス その他サービス 5%

212,384 福岡県 福岡市早良区 アイラッシュサロンＬＵＣＥ サービス 理容・美容業 5%

212,385 福岡県 福岡市早良区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ａｔｅｎａ西新 サービス 理容・美容業 5%

212,386 福岡県 福岡市早良区 あとりえ蘭 小売業 その他小売 5%

212,387 福岡県 福岡市早良区 Ａｍａｍａｎｉｅｒｅ サービス 飲食業 5%

212,388 福岡県 福岡市早良区 Ａｍａｚｉｎｇｓ　ゆびのばひろば　西新店 小売業 その他小売 5%

212,389 福岡県 福岡市早良区 Ａｍａｚｉｎｇｓ．ｓｈｏｐ　　ゆびのばひろば西新店 小売業 その他小売 5%

212,390 福岡県 福岡市早良区 アリスコーポレーション 小売業 食料品 5%

212,391 福岡県 福岡市早良区 Ａｎｄｙｌａｋｅｙａｒｔｇａｌｌｅｒｙ 小売業 その他小売 5%

212,392 福岡県 福岡市早良区 （株）アンデュース 小売業 衣料品 5%

212,393 福岡県 福岡市早良区 ヨガスタジオＡＭＰＬＥ サービス その他サービス 5%

212,394 福岡県 福岡市早良区 いしむら有田店 小売業 食料品 5%

5059



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

212,395 福岡県 福岡市早良区 ｉｃｈｉｅｔｏｉｒｏ 小売業 衣料品 5%

212,396 福岡県 福岡市早良区 市川カウンセリングオフィス サービス その他サービス 5%

212,397 福岡県 福岡市早良区 井上電器 小売業 電化製品 5%

212,398 福岡県 福岡市早良区 入部商店 小売業 衣料品 5%

212,399 福岡県 福岡市早良区 いるべ漢方堂 小売業 その他小売 5%

212,400 福岡県 福岡市早良区 いろとりどり サービス 飲食業 5%

212,401 福岡県 福岡市早良区 ｖａｎｑｕｉｓｈ サービス その他サービス 5%

212,402 福岡県 福岡市早良区 Ｖｉｌｌａ×ｔｅｒｒａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

212,403 福岡県 福岡市早良区 ＴＨＥ　ＶＡＵＬＴＳ 小売業 その他小売 5%

212,404 福岡県 福岡市早良区 ＴＨＥ　ＶＡＵＬＴＳ 小売業 家具・調度品 5%

212,405 福岡県 福岡市早良区 うつわ屋 フランジパニ 小売業 その他小売 5%

212,406 福岡県 福岡市早良区 エグゼック サービス その他サービス 5%

212,407 福岡県 福岡市早良区 エコモール野芥店 小売業 その他小売 5%

212,408 福岡県 福岡市早良区 エムズコレクション 小売業 衣料品 5%

212,409 福岡県 福岡市早良区 大賀薬局　荒江店 小売業 その他小売 5%

212,410 福岡県 福岡市早良区 大賀薬局　早良１丁目店 小売業 その他小売 5%

212,411 福岡県 福岡市早良区 大賀薬局　野芥調剤 小売業 その他小売 5%

212,412 福岡県 福岡市早良区 大賀薬局　野芥店 小売業 その他小売 5%

212,413 福岡県 福岡市早良区 大賀薬局　野芥リジェールビル店 小売業 その他小売 5%

212,414 福岡県 福岡市早良区 ＯＫゴルフファクトリー 小売業 その他小売 5%

212,415 福岡県 福岡市早良区 ＡＵＢＥＨＡＩＲ【オーブヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

212,416 福岡県 福岡市早良区 ｏｌｉｏ サービス 飲食業 5%

212,417 福岡県 福岡市早良区 ＡＵＴＨＥＮＴＩＣＲＯＯＴＳ 小売業 衣料品 5%

212,418 福岡県 福岡市早良区 オフィス福本 サービス その他サービス 5%

212,419 福岡県 福岡市早良区 ＯＰＳ　ＨＡＩＲ　西新店 サービス 理容・美容業 5%

212,420 福岡県 福岡市早良区 オリックスレンタカー小田部店 サービス その他サービス 2%

212,421 福岡県 福岡市早良区 カーライフステーション 曙 小売業 ガソリンスタンド 2%

212,422 福岡県 福岡市早良区 角打高取酒匠 小売業 食料品 5%

212,423 福岡県 福岡市早良区 春日野電器 小売業 電化製品 5%

212,424 福岡県 福岡市早良区 花鮮市場クッキーズ 小売業 その他小売 5%

212,425 福岡県 福岡市早良区 かとうタクシー サービス 運輸業 5%

212,426 福岡県 福岡市早良区 ＫＡＮＡＤＥ サービス その他サービス 5%

212,427 福岡県 福岡市早良区 株式会社エースワークス サービス その他サービス 5%

212,428 福岡県 福岡市早良区 株式会社落合天弘堂 メガネの落合ももち浜店 小売業 その他小売 5%

212,429 福岡県 福岡市早良区 株式会社三和 小売業 その他小売 5%

212,430 福岡県 福岡市早良区 株式会社高田　西店 小売業 食料品 5%

212,431 福岡県 福岡市早良区 ＫＡＭＡＫＩＲＩ ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

212,432 福岡県 福岡市早良区 かめがわ電器 小売業 電化製品 5%

212,433 福岡県 福岡市早良区 かめや釣具 福岡原店 小売業 その他小売 5%

212,434 福岡県 福岡市早良区 韓シッタン サービス 飲食業 5%

212,435 福岡県 福岡市早良区 キズクラプログラミング教室 サービス その他サービス 5%

212,436 福岡県 福岡市早良区 ＣＡＬレンタカー　福岡西新店 小売業 ガソリンスタンド 2%
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212,437 福岡県 福岡市早良区 極味や 西新店 サービス 飲食業 5%

212,438 福岡県 福岡市早良区 極味や 藤崎店 サービス 飲食業 5%

212,439 福岡県 福岡市早良区 四季の串揚げ　　　　ひょうたん本店 サービス 飲食業 5%

212,440 福岡県 福岡市早良区 串屋蜻蛉 サービス 飲食業 5%

212,441 福岡県 福岡市早良区 クチュールフィエルテミナ 小売業 衣料品 5%

212,442 福岡県 福岡市早良区 くらっちランド　藤崎駅前　くらっちランド藤崎駅前 サービス その他サービス 5%

212,443 福岡県 福岡市早良区 ＣｌａｉｒＧａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

212,444 福岡県 福岡市早良区 ＫＫ 小売業 その他小売 5%

212,445 福岡県 福岡市早良区 ＧＯ　ＳＴＲＡＩＧＨＴ 小売業 食料品 5%

212,446 福岡県 福岡市早良区 ＧＯ　ＳＴＲＡＩＧＨＴ 小売業 食料品 5%

212,447 福岡県 福岡市早良区 個人　ＳＨＩＧＥ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

212,448 福岡県 福岡市早良区 個人　ＴＡＫＥＤＡ　　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

212,449 福岡県 福岡市早良区 個人仙道タクシー サービス 運輸業 5%

212,450 福岡県 福岡市早良区 ｋｏｒｕｇｉｓａｌｏｎａｓａｈｉ サービス 理容・美容業 5%

212,451 福岡県 福岡市早良区 ゴルフドゥ福岡有田店 小売業 その他小売 2%

212,452 福岡県 福岡市早良区 サイクランドフタムラ 小売業 その他小売 5%

212,453 福岡県 福岡市早良区 サイクルショップＫＡＩＴＯ　昭代店 小売業 その他小売 5%

212,454 福岡県 福岡市早良区 サイクルファクトリーラポラポ 小売業 その他小売 5%

212,455 福岡県 福岡市早良区 サカモト電化設備 サービス その他サービス 5%

212,456 福岡県 福岡市早良区 サカモト電化設備 サービス その他サービス 5%

212,457 福岡県 福岡市早良区 酒のトライアングル　次郎丸店 小売業 食料品 5%

212,458 福岡県 福岡市早良区 サトー食鮮館　サトー食鮮館昭代店 小売業 食料品 5%

212,459 福岡県 福岡市早良区 ＴＨＥ　ＢＥＡＣＨ サービス 飲食業 5%

212,460 福岡県 福岡市早良区 エイビー・コーポレーション サービス その他サービス 5%

212,461 福岡県 福岡市早良区 （株）重松 サービス 運輸業 5%

212,462 福岡県 福岡市早良区 しふぉんしふぉん サービス 飲食業 5%

212,463 福岡県 福岡市早良区 渋田時計店　西新店 サービス その他サービス 5%

212,464 福岡県 福岡市早良区 車検のコバック　荒江店 サービス その他サービス 5%

212,465 福岡県 福岡市早良区 しゃぶしゃぶ温野菜西新店 サービス 飲食業 2%

212,466 福岡県 福岡市早良区 Ｊａｍｌｔｏ西新 サービス 飲食業 5%

212,467 福岡県 福岡市早良区 正一電化 小売業 電化製品 5%

212,468 福岡県 福岡市早良区 招ふく サービス 飲食業 5%

212,469 福岡県 福岡市早良区 招ふく サービス 飲食業 5%

212,470 福岡県 福岡市早良区 白水電気商会 小売業 電化製品 5%

212,471 福岡県 福岡市早良区 新生堂薬局　早良飯倉店 小売業 その他小売 5%

212,472 福岡県 福岡市早良区 新生堂薬局 室見駅店 小売業 その他小売 5%

212,473 福岡県 福岡市早良区 新生堂薬局　室見店 小売業 その他小売 5%

212,474 福岡県 福岡市早良区 すし処　お華もと サービス 飲食業 5%

212,475 福岡県 福岡市早良区 スマイルステーション小田部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

212,476 福岡県 福岡市早良区 炭火焼肉のバクロ　西新店 サービス 飲食業 5%

212,477 福岡県 福岡市早良区 生活彩家　牟田病院店 小売業 その他小売 2%

212,478 福岡県 福岡市早良区 セルフ野芥給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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212,479 福岡県 福岡市早良区 セルフ原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

212,480 福岡県 福岡市早良区 ＺｅｒｏＲｅｓｅｔ サービス その他サービス 5%

212,481 福岡県 福岡市早良区 Ｄａｒｔｓ＆ｃａｆｅ　Ｏｖｅｒ サービス 飲食業 5%

212,482 福岡県 福岡市早良区 ＤａｒｔｓＢａｒＬｏｖｅｒｓ西新 サービス 飲食業 5%

212,483 福岡県 福岡市早良区 大衆馬肉酒場　馬王　西新店 サービス 飲食業 5%

212,484 福岡県 福岡市早良区 台湾式足つぼ　さら サービス その他サービス 5%

212,485 福岡県 福岡市早良区 タカチホカメラ　西新店 小売業 その他小売 5%

212,486 福岡県 福岡市早良区 タカチホカメラ　原店 小売業 その他小売 5%

212,487 福岡県 福岡市早良区 タカチホカメラ　百道店 小売業 その他小売 5%

212,488 福岡県 福岡市早良区 高取酒匠　離れ 小売業 食料品 5%

212,489 福岡県 福岡市早良区 高取酒匠　離れ サービス 飲食業 5%

212,490 福岡県 福岡市早良区 田中仏壇店早良店 小売業 その他小売 5%

212,491 福岡県 福岡市早良区 タナマチ電器 小売業 電化製品 5%

212,492 福岡県 福岡市早良区 たばこ座 西新店 小売業 その他小売 5%

212,493 福岡県 福岡市早良区 たら福　西新店 サービス 飲食業 5%

212,494 福岡県 福岡市早良区 中国菜　ＫＨＡＯＳ サービス 飲食業 5%

212,495 福岡県 福岡市早良区 中古パソコン市場 小売業 電化製品 5%

212,496 福岡県 福岡市早良区 壺や 西新店 サービス 飲食業 5%

212,497 福岡県 福岡市早良区 鉄板ダイニング　フクダサンチ サービス 飲食業 5%

212,498 福岡県 福岡市早良区 鉄板焼　日和 サービス 飲食業 5%

212,499 福岡県 福岡市早良区 電化のヤマグチ 小売業 電化製品 5%

212,500 福岡県 福岡市早良区 東美福岡店 小売業 その他小売 5%

212,501 福岡県 福岡市早良区 ｔｏｍｏｒｒｏｗ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

212,502 福岡県 福岡市早良区 土間土間西新店 サービス 飲食業 2%

212,503 福岡県 福岡市早良区 とめ手羽　西新 サービス 飲食業 5%

212,504 福岡県 福岡市早良区 とめ手羽 野芥店 サービス 飲食業 5%

212,505 福岡県 福岡市早良区 とよだ電器 小売業 電化製品 5%

212,506 福岡県 福岡市早良区 トヨタ部品福岡共販西営業所 サービス その他サービス 5%

212,507 福岡県 福岡市早良区 トヨタレンタリース博多原店 サービス その他サービス 2%

212,508 福岡県 福岡市早良区 ドラッグ新生堂　ももち浜店 小売業 その他小売 5%

212,509 福岡県 福岡市早良区 ｔｒｅｖｅｒｏ サービス 理容・美容業 5%

212,510 福岡県 福岡市早良区 Ｄｒａｗｉｎｇｓ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

212,511 福岡県 福岡市早良区 永田製材所 有限会社永田製材所 小売業 その他小売 5%

212,512 福岡県 福岡市早良区 ナカ電器 小売業 電化製品 5%

212,513 福岡県 福岡市早良区 中村家具　福岡店 小売業 家具・調度品 5%

212,514 福岡県 福岡市早良区 肉バル　肉ＭＡＲ　ｃｏ 小売業 食料品 5%

212,515 福岡県 福岡市早良区 肉ＭＡＲ．ｃｏ サービス 飲食業 5%

212,516 福岡県 福岡市早良区 ｎｉｃｏｆｉｘ サービス 理容・美容業 5%

212,517 福岡県 福岡市早良区 ｎｉｃｏ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

212,518 福岡県 福岡市早良区 西新五鉄 サービス 飲食業 5%

212,519 福岡県 福岡市早良区 ニッカホーム　福岡早良営業所 サービス その他サービス 5%

212,520 福岡県 福岡市早良区 Ｎｏｖｅｍｂｅｒ Ｒａｉｎ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ Ｒａｉｎ サービス 飲食業 5%
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212,521 福岡県 福岡市早良区 ｐａｒｋ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

212,522 福岡県 福岡市早良区 バイク＆サイクルテシマ 小売業 その他小売 5%

212,523 福岡県 福岡市早良区 ＨＡＫＡＴＡ　Ｍｏｃｈｉｉｔｏ サービス 飲食業 5%

212,524 福岡県 福岡市早良区 博多スイーツ倶楽部 小売業 食料品 5%

212,525 福岡県 福岡市早良区 博多てんき屋 サービス 飲食業 5%

212,526 福岡県 福岡市早良区 博多ほたる　西新店 サービス 飲食業 5%

212,527 福岡県 福岡市早良区 ＰＡＺナガタ 小売業 電化製品 5%

212,528 福岡県 福岡市早良区 柚‐はなゆ‐ サービス 飲食業 5%

212,529 福岡県 福岡市早良区 ハマダ電器商会 小売業 電化製品 5%

212,530 福岡県 福岡市早良区 （野芥）ハマチデンキ 小売業 電化製品 5%

212,531 福岡県 福岡市早良区 刃物の吉田 Ｋｉｔｃｈｅｎｗａｒｅ ｋｎｉｖｅｓＹＯＳＨＩＤＡ 小売業 その他小売 5%

212,532 福岡県 福岡市早良区 ＰＡＩＮ ＣＨＡＲＭＡＮＴ 小売業 食料品 5%

212,533 福岡県 福岡市早良区 ビストロシュン サービス 飲食業 5%

212,534 福岡県 福岡市早良区 ビフテキ屋うえすたん　有田店 サービス 飲食業 5%

212,535 福岡県 福岡市早良区 ビフテキ屋うえすたん 原店 サービス 飲食業 5%

212,536 福岡県 福岡市早良区 美容室ポンテビアンカ サービス 理容・美容業 5%

212,537 福岡県 福岡市早良区 ＦＡＭＥ サービス 理容・美容業 5%

212,538 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡曙２丁目店 小売業 食料品 2%

212,539 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡飯倉６丁目店 小売業 食料品 2%

212,540 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡梅林７丁目店 小売業 食料品 2%

212,541 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡賀茂２丁目店 小売業 食料品 2%

212,542 福岡県 福岡市早良区 福岡金文堂博物館店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

212,543 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡小田部５丁目店 小売業 食料品 2%

212,544 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡早良２丁目店 小売業 食料品 2%

212,545 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡歯科大前店 小売業 食料品 2%

212,546 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡四箇田団地店 小売業 食料品 2%

212,547 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡重留２丁目店 小売業 食料品 2%

212,548 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡市地下鉄藤崎駅店 小売業 食料品 2%

212,549 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡次郎丸２丁目店 小売業 食料品 2%

212,550 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡次郎丸４丁目店 小売業 食料品 2%

212,551 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡田村４丁目店 小売業 食料品 2%

212,552 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡タワー店 小売業 食料品 2%

212,553 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡西新中央店 小売業 食料品 2%

212,554 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡西新２丁目店 小売業 食料品 2%

212,555 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡野芥２丁目店 小売業 食料品 2%

212,556 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡原１丁目店 小売業 食料品 2%

212,557 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡原５丁目店 小売業 食料品 2%

212,558 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡原６丁目店 小売業 食料品 2%

212,559 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡東入部８丁目店 小売業 食料品 2%

212,560 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡藤崎１丁目店 小売業 食料品 2%

212,561 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡藤崎駅前店 小売業 食料品 2%

212,562 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡南庄店 小売業 食料品 2%
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212,563 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡南庄２丁目店 小売業 食料品 2%

212,564 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡室住口店 小売業 食料品 2%

212,565 福岡県 福岡市早良区 セブン－イレブン福岡室住団地北店 小売業 食料品 2%

212,566 福岡県 福岡市早良区 ふくしょう 小売業 食料品 5%

212,567 福岡県 福岡市早良区 フジシマカスタムギター 小売業 その他小売 5%

212,568 福岡県 福岡市早良区 富士タクシー サービス 運輸業 5%

212,569 福岡県 福岡市早良区 ブックオフ飯倉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

212,570 福岡県 福岡市早良区 ｂｒｉｇｈｔｏｎ 小売業 家具・調度品 5%

212,571 福岡県 福岡市早良区 ｂｒａｓｃａ　ｂｒａｓｃａ サービス 理容・美容業 5%

212,572 福岡県 福岡市早良区 プラスワン藤崎 サービス 宿泊業 5%

212,573 福岡県 福岡市早良区 ブランチ サービス 理容・美容業 5%

212,574 福岡県 福岡市早良区 ｐｌａｎｎｉｎｇ ＨＡＭＡ サービス その他サービス 5%

212,575 福岡県 福岡市早良区 ＢＲＯＯＫＬＹＮ　ＢＲＯＯＫＬＹＮ 小売業 衣料品 5%

212,576 福岡県 福岡市早良区 フレンチ・アラカーン サービス 飲食業 5%

212,577 福岡県 福岡市早良区 ＡＮＪＩ サービス 理容・美容業 5%

212,578 福岡県 福岡市早良区 ヘアーステージフィーラ ヘアーステージフィーラ サービス 理容・美容業 5%

212,579 福岡県 福岡市早良区 ペットサービスいーすまいる サービス その他サービス 5%

212,580 福岡県 福岡市早良区 ペンネコ 小売業 その他小売 5%

212,581 福岡県 福岡市早良区 ペンネコ 小売業 その他小売 5%

212,582 福岡県 福岡市早良区 ＢｏｄｙＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇＳｔａｔｉｏｎＫＩＺＵＫＩ サービス その他サービス 5%

212,583 福岡県 福岡市早良区 ボヌール サービス 理容・美容業 5%

212,584 福岡県 福岡市早良区 Ｂｏｎｊｏｕｒ サービス 理容・美容業 5%

212,585 福岡県 福岡市早良区 ホンダドリーム　福岡西 小売業 その他小売 5%

212,586 福岡県 福岡市早良区 マツオ電機商会 小売業 電化製品 5%

212,587 福岡県 福岡市早良区 まつ毛エクステ　エステ　Ｓａｏｌｅｅ　Ｓａｏｌｅｅ サービス 理容・美容業 5%

212,588 福岡県 福岡市早良区 松崎タクシー サービス 運輸業 5%

212,589 福岡県 福岡市早良区 松の木カイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

212,590 福岡県 福岡市早良区 まわたり文具　藤崎店　まわたり文具藤崎店 小売業 その他小売 5%

212,591 福岡県 福岡市早良区 まわたり文具　藤崎店 小売業 その他小売 5%

212,592 福岡県 福岡市早良区 ミステリーロッド 小売業 衣料品 5%

212,593 福岡県 福岡市早良区 村上電機 小売業 電化製品 5%

212,594 福岡県 福岡市早良区 明治屋 小売業 食料品 5%

212,595 福岡県 福岡市早良区 メリリィヘアー　メリリィ　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

212,596 福岡県 福岡市早良区 ももちクリーニング サービス その他サービス 5%

212,597 福岡県 福岡市早良区 やきとり飛鳥２　焼き鳥飛鳥２ サービス 飲食業 5%

212,598 福岡県 福岡市早良区 焼肉なべしま　西新店 サービス 飲食業 5%

212,599 福岡県 福岡市早良区 焼肉なべしま　福岡次郎丸店 サービス 飲食業 5%

212,600 福岡県 福岡市早良区 有限会社　タケナカ サービス その他サービス 5%

212,601 福岡県 福岡市早良区 有限会社新堀商店 小売業 その他小売 5%

212,602 福岡県 福岡市早良区 有限会社万十屋 サービス 飲食業 5%

212,603 福岡県 福岡市早良区 有限会社もとまつ写真場 サービス その他サービス 5%

212,604 福岡県 福岡市早良区 有限会社弥生タクシー サービス 運輸業 5%

5064



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

212,605 福岡県 福岡市早良区 洋食屋サンライズ サービス 飲食業 5%

212,606 福岡県 福岡市早良区 洋食屋サンライズ サービス 飲食業 5%

212,607 福岡県 福岡市早良区 ヨガスタジオＡＭＰＬＥ サービス その他サービス 5%

212,608 福岡県 福岡市早良区 ４７３ｎ サービス 飲食業 5%

212,609 福岡県 福岡市早良区 株式会社マツモト 小売業 衣料品 5%

212,610 福岡県 福岡市早良区 Ｒｉｃｋｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

212,611 福岡県 福岡市早良区 ＬＩＮＤＡ　西新店【リンダ】 サービス 理容・美容業 5%

212,612 福岡県 福岡市早良区 ＬＥ ＢＥＡＵ ＴＥＭＰＳ 小売業 食料品 5%

212,613 福岡県 福岡市早良区 ルナレーナ株式会社 サービス 理容・美容業 5%

212,614 福岡県 福岡市早良区 Ｌumiart．西新店 サービス その他サービス 5%

212,615 福岡県 福岡市早良区 Ｒｅｇｌｕｓ　西新 サービス 理容・美容業 5%

212,616 福岡県 福岡市早良区 有限会社レジュイール福岡 サービス その他サービス 5%

212,617 福岡県 福岡市早良区 レディスコンタクト 小売業 その他小売 5%

212,618 福岡県 福岡市早良区 ロイヤル・イングリッシュ サービス その他サービス 5%

212,619 福岡県 福岡市早良区 ＲｏｓｅＰａｌｅ～桜～ サービス 理容・美容業 5%

212,620 福岡県 福岡市早良区 ＲＯＪＩＵＲＡ　ＳＡＬＯＮ　整 サービス その他サービス 5%

212,621 福岡県 福岡市早良区 ＬＯＣＫＥＲＲＯＯＭＦｕｋｕｏｋａ 小売業 衣料品 5%

212,622 福岡県 福岡市早良区 和彩あくね サービス 飲食業 5%

212,623 福岡県 福岡市早良区 わたなべ税理士事務所 サービス その他サービス 5%

212,624 福岡県 福岡市城南区 ＡｋａｒｉＴａｘｉ サービス 運輸業 5%

212,625 福岡県 福岡市城南区 アトム福大前店　ＡＶショップＶＩＥＷ 小売業 電化製品 5%

212,626 福岡県 福岡市城南区 Ａｔｅｌｉｅｒ天色 サービス その他サービス 5%

212,627 福岡県 福岡市城南区 ＥＺｅｅＣＡＦＥ（イージーカフェ） サービス 飲食業 5%

212,628 福岡県 福岡市城南区 居酒屋甲佐 サービス 飲食業 5%

212,629 福岡県 福岡市城南区 居酒屋たつみ サービス 飲食業 5%

212,630 福岡県 福岡市城南区 居酒屋平ちゃん サービス 飲食業 5%

212,631 福岡県 福岡市城南区 いしむら油山店 小売業 食料品 5%

212,632 福岡県 福岡市城南区 ＶＥＣＴＯＲＢＲＡＮＤ 小売業 その他小売 5%

212,633 福岡県 福岡市城南区 ａｓｅ．別府 サービス 理容・美容業 5%

212,634 福岡県 福岡市城南区 ａｓｅ．　別府店　【エース】 サービス 理容・美容業 5%

212,635 福岡県 福岡市城南区 エムズ動物病院 サービス その他サービス 5%

212,636 福岡県 福岡市城南区 大賀薬局　長尾店 小売業 その他小売 5%

212,637 福岡県 福岡市城南区 大賀薬局　福大前駅店 小売業 その他小売 5%

212,638 福岡県 福岡市城南区 大賀薬局　別府店 小売業 その他小売 5%

212,639 福岡県 福岡市城南区 大賀薬局　別府店（調剤） 小売業 その他小売 5%

212,640 福岡県 福岡市城南区 Ｏｏｌａ?Ｐｉｋｋａ サービス 理容・美容業 5%

212,641 福岡県 福岡市城南区 お好み焼き ひらの 福岡店 サービス 飲食業 5%

212,642 福岡県 福岡市城南区 カイセイ薬局 荒江店 小売業 その他小売 5%

212,643 福岡県 福岡市城南区 カットサロンあつとしの店 サービス 理容・美容業 5%

212,644 福岡県 福岡市城南区 桂木電気 小売業 電化製品 5%

212,645 福岡県 福岡市城南区 株式会社Ｊフィールド サービス その他サービス 5%

212,646 福岡県 福岡市城南区 株式会社はぴりの サービス その他サービス 5%
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212,647 福岡県 福岡市城南区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋城南片江店 サービス 飲食業 2%

212,648 福岡県 福岡市城南区 漢方未病ラボ薬局 荒江店 小売業 その他小売 5%

212,649 福岡県 福岡市城南区 キャットシッターねこの木 サービス その他サービス 5%

212,650 福岡県 福岡市城南区 グッデイ　長尾店 小売業 その他小売 5%

212,651 福岡県 福岡市城南区 Ｇｒｅｅｎｎｅｓｓ 小売業 衣料品 5%

212,652 福岡県 福岡市城南区 ＧＲＥＥＮＰＥＡＣＥ　ＣＢＤ　ＳＨＯＰ　ＦＵＫＵＯＫＡ　ＧＲＥＥＮＰＥＡＣＥ 小売業 その他小売 5%

212,653 福岡県 福岡市城南区 黒木書店 フィルモアレコード 黒木書店 フィルモアレコード 七隈店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

212,654 福岡県 福岡市城南区 Ｋ．ＴＡＢＩＲＡ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

212,655 福岡県 福岡市城南区 慶光茶荘 小売業 食料品 5%

212,656 福岡県 福岡市城南区 上妻電気 小売業 電化製品 5%

212,657 福岡県 福岡市城南区 合同会社ＦＣＣ サービス その他サービス 5%

212,658 福岡県 福岡市城南区 個人 ＫＡＺＵタクシー サービス 運輸業 5%

212,659 福岡県 福岡市城南区 個人谷口タクシー サービス 運輸業 5%

212,660 福岡県 福岡市城南区 ｃｏｂａｃｏ サービス 理容・美容業 5%

212,661 福岡県 福岡市城南区 ｃｏｌｏｎ 小売業 その他小売 5%

212,662 福岡県 福岡市城南区 鯖とら サービス 飲食業 5%

212,663 福岡県 福岡市城南区 ＣＰサロン本店サロン 小売業 その他小売 5%

212,664 福岡県 福岡市城南区 ＳＨＩＮＯＨＡＲＡＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

212,665 福岡県 福岡市城南区 しんえいでんき 小売業 電化製品 5%

212,666 福岡県 福岡市城南区 ステーキハウス　めどっく サービス 飲食業 5%

212,667 福岡県 福岡市城南区 ＳＰＥＡＲ サービス 理容・美容業 5%

212,668 福岡県 福岡市城南区 スモーキングクラブエピキュリアン サービス その他サービス 5%

212,669 福岡県 福岡市城南区 セルフ別府２０２ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

212,670 福岡県 福岡市城南区 創壽 サービス その他サービス 5%

212,671 福岡県 福岡市城南区 武田自動車販売 サービス その他サービス 5%

212,672 福岡県 福岡市城南区 たら福　３号店 サービス 飲食業 5%

212,673 福岡県 福岡市城南区 たら福　２号店 サービス 飲食業 5%

212,674 福岡県 福岡市城南区 中華パンの専門店　福慶 サービス その他サービス 5%

212,675 福岡県 福岡市城南区 とめ手羽　長尾店 サービス 飲食業 5%

212,676 福岡県 福岡市城南区 とめ手羽　別府店 サービス 飲食業 5%

212,677 福岡県 福岡市城南区 トモノウコーヒー 小売業 食料品 5%

212,678 福岡県 福岡市城南区 ながお麹ｃａｆｅ レッドクローバー サービス 飲食業 5%

212,679 福岡県 福岡市城南区 那の川タクシー サービス 運輸業 5%

212,680 福岡県 福岡市城南区 ＮＩＩＨＡＲＡ サービス 飲食業 5%

212,681 福岡県 福岡市城南区 肉ＤＥＮ サービス 飲食業 5%

212,682 福岡県 福岡市城南区 西日本住設 小売業 その他小売 5%

212,683 福岡県 福岡市城南区 博多一番どり 居食家あらい 長住店 サービス 飲食業 5%

212,684 福岡県 福岡市城南区 薬草の森　はくすい堂　長尾本店 小売業 その他小売 5%

212,685 福岡県 福岡市城南区 パズ花園茶山店 小売業 電化製品 5%

212,686 福岡県 福岡市城南区 ＨＡＮＡ　ＨＡＲＥ 小売業 その他小売 5%

212,687 福岡県 福岡市城南区 ハローサービス サービス その他サービス 5%

212,688 福岡県 福岡市城南区 ビデオ工房ｔｅｒａｌｉｎｋ サービス その他サービス 5%
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212,689 福岡県 福岡市城南区 ＢｅｕｔｙＭａｇｉｃ七隈店 サービス 理容・美容業 5%

212,690 福岡県 福岡市城南区 ｐｏｕｓｓｅ?ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

212,691 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡荒江１丁目店 小売業 食料品 2%

212,692 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡梅林中学通り店 小売業 食料品 2%

212,693 福岡県 福岡市城南区 福岡金文堂福大店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

212,694 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡小松ヶ丘店 小売業 食料品 2%

212,695 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡神松寺橋店 小売業 食料品 2%

212,696 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡田島５丁目店 小売業 食料品 2%

212,697 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡堤１丁目店 小売業 食料品 2%

212,698 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡友丘３丁目店 小売業 食料品 2%

212,699 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡鳥飼７丁目店 小売業 食料品 2%

212,700 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡鳥飼６丁目店 小売業 食料品 2%

212,701 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡長尾１丁目店 小売業 食料品 2%

212,702 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡長尾３丁目店 小売業 食料品 2%

212,703 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡七隈７丁目店 小売業 食料品 2%

212,704 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡樋井川４丁目店 小売業 食料品 2%

212,705 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡東油山店 小売業 食料品 2%

212,706 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡東七隈店 小売業 食料品 2%

212,707 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡別府７丁目店 小売業 食料品 2%

212,708 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡干隈１丁目店 小売業 食料品 2%

212,709 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福岡干隈２丁目店 小売業 食料品 2%

212,710 福岡県 福岡市城南区 セブン－イレブン福大片江店 小売業 食料品 2%

212,711 福岡県 福岡市城南区 福大前メインショップ　福大前メインショップ 小売業 食料品 5%

212,712 福岡県 福岡市城南区 福博テレビ 小売業 電化製品 5%

212,713 福岡県 福岡市城南区 フジノ電機商会 小売業 電化製品 5%

212,714 福岡県 福岡市城南区 フラワーショップＨＡＮＡＨＡＲＥ 小売業 その他小売 5%

212,715 福岡県 福岡市城南区 フラワーショップナーセリーさぬい 小売業 その他小売 5%

212,716 福岡県 福岡市城南区 フリーデザインバード 小売業 衣料品 5%

212,717 福岡県 福岡市城南区 ｈａｉｒ　ａｒｔ　ＣＯＰＡＮ　ｈａｉｒ　ａｒｔ　ＣＯＰＡＮ サービス 理容・美容業 5%

212,718 福岡県 福岡市城南区 Ｈａｉｒ＆ｍａｋｅｇｌａｄ サービス 理容・美容業 5%

212,719 福岡県 福岡市城南区 ベトナム料理シンチャオ 干隈店 サービス 飲食業 5%

212,720 福岡県 福岡市城南区 ミクロアパートメント 小売業 衣料品 5%

212,721 福岡県 福岡市城南区 ＭＩＴＡＫＵＹＥ 小売業 衣料品 5%

212,722 福岡県 福岡市城南区 ミヤコ電器 小売業 電化製品 5%

212,723 福岡県 福岡市城南区 ミヤモトデンキ 小売業 電化製品 5%

212,724 福岡県 福岡市城南区 もみほぐし雨晴れ サービス 理容・美容業 5%

212,725 福岡県 福岡市城南区 焼肉のぶた 焼肉のぶた サービス 飲食業 5%

212,726 福岡県 福岡市城南区 Ｙａｚａｋｉｔｃｈｅｎ 小売業 食料品 5%

212,727 福岡県 福岡市城南区 ヤシマ産業株式会社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

212,728 福岡県 福岡市城南区 屋部商店 小売業 食料品 5%

212,729 福岡県 福岡市城南区 アルテス・ソフト サービス その他サービス 5%

212,730 福岡県 福岡市城南区 有限会社スズキオート福岡 小売業 その他小売 5%
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212,731 福岡県 福岡市城南区 夢どら サービス 飲食業 5%

212,732 福岡県 福岡市城南区 株式会社吉田エンタープライズ サービス その他サービス 5%

212,733 福岡県 福岡市城南区 Ｌｉｋｅ　Ｙｏｕ 小売業 衣料品 5%

212,734 福岡県 福岡市城南区 ＬａＴｅｒｒａ サービス 飲食業 5%

212,735 福岡県 福岡市城南区 ｔｈｅ　ＲｉＴＡ 小売業 衣料品 5%

212,736 福岡県 福岡市城南区 リフォームデコ株式会社 小売業 その他小売 5%

212,737 福岡県 福岡市城南区 ＹＳＰ福大東 小売業 その他小売 5%

212,738 福岡県 福岡市城南区 ワインショップ　クドウ 小売業 食料品 5%

212,739 福岡県 福岡市中央区 ａｌａｃａｍｐａｇｎｅ大濠公園店 サービス 飲食業 5%

212,740 福岡県 福岡市中央区 ａｒｃｈｉｔｅｃｔ’ｓｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

212,741 福岡県 福岡市中央区 ＡＲＴ　ＢＲＯＷＮ天神店 小売業 その他小売 5%

212,742 福岡県 福岡市中央区 ａｌｒｅｅｔｈｉ サービス 理容・美容業 5%

212,743 福岡県 福岡市中央区 Ｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

212,744 福岡県 福岡市中央区 Ｉａｍ サービス 理容・美容業 5%

212,745 福岡県 福岡市中央区 株式会社アイズスポーツ サービス その他サービス 5%

212,746 福岡県 福岡市中央区 アイラッシュ サービス その他サービス 5%

212,747 福岡県 福岡市中央区 ＡｉｒａｌｌＨａｉｒＤｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

212,748 福岡県 福岡市中央区 アイルテリア サービス 理容・美容業 5%

212,749 福岡県 福岡市中央区 ＡＯ【アオ】 サービス 理容・美容業 5%

212,750 福岡県 福岡市中央区 赤坂茶房 サービス 飲食業 5%

212,751 福岡県 福岡市中央区 赤坂メトロ サービス 飲食業 5%

212,752 福岡県 福岡市中央区 アガペ薬院薬局 小売業 その他小売 5%

212,753 福岡県 福岡市中央区 アクアリウム サービス 飲食業 5%

212,754 福岡県 福岡市中央区 アクセサリーズ ギャラリー Ｒｏｓｉｅ Ａｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓ ｇａｌｌｅｒｙ Ｒｏｓｉｅ 小売業 その他小売 5%

212,755 福岡県 福岡市中央区 アクセスオオホリ サービス 理容・美容業 5%

212,756 福岡県 福岡市中央区 Ａ　ＧＯＯＤ　ＤＡＹ　ＦＵＫＵＯＫＡ　ＲＩＶＥＲＳＩＤＥ サービス 宿泊業 5%

212,757 福岡県 福岡市中央区 ＡＣＴＩＶＡカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

212,758 福岡県 福岡市中央区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｉｎｃａ薬院 サービス 理容・美容業 5%

212,759 福岡県 福岡市中央区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｇａｒｄｅｎ１大名 サービス 理容・美容業 5%

212,760 福岡県 福岡市中央区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｒｅｎｏ福岡大名 サービス 理容・美容業 5%

212,761 福岡県 福岡市中央区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｇａｒｄｅｎ２舞鶴 サービス 理容・美容業 5%

212,762 福岡県 福岡市中央区 麻布デンタルアカデミー福岡校 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

212,763 福岡県 福岡市中央区 アジアンキッチン　天神 サービス 飲食業 5%

212,764 福岡県 福岡市中央区 味　竹林 サービス 飲食業 5%

212,765 福岡県 福岡市中央区 アジト 小売業 衣料品 5%

212,766 福岡県 福岡市中央区 Ａｄｄｉｃｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

212,767 福岡県 福岡市中央区 ＡＴＥＮＡ【アテナ】 サービス 理容・美容業 5%

212,768 福岡県 福岡市中央区 ＡＴＥＮＡ　六本松店 サービス 理容・美容業 5%

212,769 福岡県 福岡市中央区 ａｄｄ 小売業 衣料品 5%

212,770 福岡県 福岡市中央区 ａｄｄｐａｌｍ サービス 理容・美容業 5%

212,771 福岡県 福岡市中央区 ａｔｅｌｉｅｒＩＴＳＵＭＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,772 福岡県 福岡市中央区 ａｔｅｌｉｅｒ２７（アトリエヴァンセット） 小売業 その他小売 5%
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212,773 福岡県 福岡市中央区 ＡＲＴＷＯＲＫＦＵＫＵＯＫＡ 小売業 衣料品 5%

212,774 福岡県 福岡市中央区 アノー 小売業 衣料品 5%

212,775 福岡県 福岡市中央区 アバハウス福岡店 小売業 衣料品 5%

212,776 福岡県 福岡市中央区 ＡＢＵＲＩＹＡ　大名店 サービス 飲食業 5%

212,777 福岡県 福岡市中央区 アプローズ サービス 理容・美容業 5%

212,778 福岡県 福岡市中央区 あべこーひー 小売業 食料品 5%

212,779 福岡県 福岡市中央区 あべこーひー サービス その他サービス 5%

212,780 福岡県 福岡市中央区 株式会社アポロ電子 小売業 その他小売 5%

212,781 福岡県 福岡市中央区 ａｍｕｌｅｔｔｅｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

212,782 福岡県 福岡市中央区 あめり軒 サービス 飲食業 5%

212,783 福岡県 福岡市中央区 ＡＭＯＮ 小売業 衣料品 5%

212,784 福岡県 福岡市中央区 荒津自動車整備工場 サービス その他サービス 2%

212,785 福岡県 福岡市中央区 アランジアロンゾ福岡店 小売業 衣料品 5%

212,786 福岡県 福岡市中央区 蟻月 西中洲店 サービス 飲食業 5%

212,787 福岡県 福岡市中央区 Ａｒｃａｎｃｉｅｌあるかんしえる サービス その他サービス 5%

212,788 福岡県 福岡市中央区 アルテ サービス その他サービス 5%

212,789 福岡県 福岡市中央区 ａｌｐｈａ×ａｌｐｈａ サービス 理容・美容業 5%

212,790 福岡県 福岡市中央区 ａｌｌｆｅｃｔ薬院店 サービス 理容・美容業 5%

212,791 福岡県 福岡市中央区 ＡＬＭＡ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｉｍａｉｚｕｍｉ サービス 飲食業 5%

212,792 福岡県 福岡市中央区 アロハヒヨリ 小売業 衣料品 5%

212,793 福岡県 福岡市中央区 アロハロミ 小売業 その他小売 5%

212,794 福岡県 福岡市中央区 ＡＪｓｈｏｐ 小売業 衣料品 5%

212,795 福岡県 福岡市中央区 アンタイディー 小売業 その他小売 5%

212,796 福岡県 福岡市中央区 ＡＮＴ＇ＳＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

212,797 福岡県 福岡市中央区 アンティーク　ゆきざき 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,798 福岡県 福岡市中央区 ＡＮＴＥ－ＲＯＯＭ サービス その他サービス 5%

212,799 福岡県 福岡市中央区 ＡＮＴＥＬＯＰＥ 小売業 衣料品 5%

212,800 福岡県 福岡市中央区 ｕｎｄｅｕｘ－ａ サービス 理容・美容業 5%

212,801 福岡県 福岡市中央区 アンドラーセン サービス 理容・美容業 5%

212,802 福岡県 福岡市中央区 アンビエンテ 小売業 衣料品 5%

212,803 福岡県 福岡市中央区 Ｈｅｎｒｉ サービス 理容・美容業 5%

212,804 福岡県 福岡市中央区 ＩＡＳＯ Ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

212,805 福岡県 福岡市中央区 ＥＡＧＥＲ　ＢＥＡＶＥＲ サービス その他サービス 5%

212,806 福岡県 福岡市中央区 いい日とん勝 サービス 飲食業 5%

212,807 福岡県 福岡市中央区 ＩＥＮＡ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

212,808 福岡県 福岡市中央区 イケダ薬品楓堂 小売業 食料品 5%

212,809 福岡県 福岡市中央区 居酒屋くじら サービス 飲食業 5%

212,810 福岡県 福岡市中央区 居酒屋くじら　居酒屋くじら サービス 飲食業 5%

212,811 福岡県 福岡市中央区 居酒屋　すず兼 サービス 飲食業 5%

212,812 福岡県 福岡市中央区 居酒屋のんちゃん３号店 サービス 飲食業 5%

212,813 福岡県 福岡市中央区 磯ぎよし天神店 サービス 飲食業 5%

212,814 福岡県 福岡市中央区 磯ぎよし薬院店 サービス 飲食業 5%
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212,815 福岡県 福岡市中央区 石橋楽器　福岡店 小売業 その他小売 5%

212,816 福岡県 福岡市中央区 石橋楽器店福岡店 小売業 その他小売 5%

212,817 福岡県 福岡市中央区 石挽き　手打ち蕎麦　地酒　木曽路 サービス 飲食業 5%

212,818 福岡県 福岡市中央区 いしむら　平尾店 小売業 食料品 5%

212,819 福岡県 福岡市中央区 イタリア食堂ＳＯＲＡ サービス 飲食業 5%

212,820 福岡県 福岡市中央区 ｉｔｏｋｉｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

212,821 福岡県 福岡市中央区 ｉｔｏｋｉｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

212,822 福岡県 福岡市中央区 伊都の栞　西中洲 サービス 飲食業 2%

212,823 福岡県 福岡市中央区 暇珈琲 サービス 飲食業 5%

212,824 福岡県 福岡市中央区 いなりのこん 小売業 食料品 5%

212,825 福岡県 福岡市中央区 犬の一日 小売業 その他小売 5%

212,826 福岡県 福岡市中央区 芋屋金次郎福岡店 小売業 食料品 5%

212,827 福岡県 福岡市中央区 癒しの森　てせら サービス その他サービス 5%

212,828 福岡県 福岡市中央区 イルフェソワフ サービス 飲食業 5%

212,829 福岡県 福岡市中央区 ＩＲＯＤＯＲＩ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＩＲＯＤＯＲＩ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

212,830 福岡県 福岡市中央区 岩永商店 岩永商店街 小売業 食料品 5%

212,831 福岡県 福岡市中央区 ＩＮＦＩＮＩＴＹ サービス その他サービス 5%

212,832 福岡県 福岡市中央区 ヴァンカトル 小売業 衣料品 5%

212,833 福岡県 福岡市中央区 ＬＩＫＥＷＩＳＥＪＡＰＡＮ株式会社 サービス その他サービス 5%

212,834 福岡県 福岡市中央区 ｖｉｎｏ　ｅ　ｃｉｂｏ　ＮＡＢＵＲＡ サービス 飲食業 5%

212,835 福岡県 福岡市中央区 ＶＩＮＯＥＣＩＢＯＮＡＢＵＲＡ サービス 飲食業 5%

212,836 福岡県 福岡市中央区 ヴィオレ サービス 理容・美容業 5%

212,837 福岡県 福岡市中央区 ＶｉｇｏＳｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

212,838 福岡県 福岡市中央区 ｗｉｃｏｔ 小売業 その他小売 5%

212,839 福岡県 福岡市中央区 ｗ／ｏ　ｓｔａｎｄ　福岡 サービス 飲食業 5%

212,840 福岡県 福岡市中央区 Ｗｉｔｔｙ　ｈａｉｒ　ｆａｃｔｏｌｙ サービス 理容・美容業 5%

212,841 福岡県 福岡市中央区 ＷＩＬＬＳＴＡＲＳ サービス 飲食業 5%

212,842 福岡県 福岡市中央区 ｖｅｒｔ サービス 理容・美容業 5%

212,843 福岡県 福岡市中央区 Ｖｅｒｔ 大名店 サービス 理容・美容業 5%

212,844 福岡県 福岡市中央区 ウエスト?アッシュ 小売業 その他小売 5%

212,845 福岡県 福岡市中央区 ｗｅｔ　ｃｌｅａｎｉｎｇ　Ｌａｂ サービス その他サービス 5%

212,846 福岡県 福岡市中央区 ＵＯ サービス 飲食業 5%

212,847 福岡県 福岡市中央区 Ｗａｔｅｒ ｓｉｔｅ ＯＴＴＯ サービス 飲食業 5%

212,848 福岡県 福岡市中央区 Ｗａｔｅｒ Ｌｉｌｌｙ サービス その他サービス 5%

212,849 福岡県 福岡市中央区 魚けん　薬院店 サービス 飲食業 5%

212,850 福岡県 福岡市中央区 ウォーターサイトオットー サービス 飲食業 5%

212,851 福岡県 福岡市中央区 魚や十兵衛　渡辺通店 サービス 飲食業 5%

212,852 福岡県 福岡市中央区 鵜来見亭 サービス 飲食業 5%

212,853 福岡県 福岡市中央区 牛島製茶　牛島製茶　六本松４２１店 小売業 食料品 5%

212,854 福岡県 福岡市中央区 うまい噺 サービス 飲食業 5%

212,855 福岡県 福岡市中央区 ＆ＬＯＯＳＥＮ サービス 理容・美容業 5%

212,856 福岡県 福岡市中央区 ｕｒａｎｏ　ｍａｔｓｕｓｕｋｅ サービス 飲食業 5%
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212,857 福岡県 福岡市中央区 ウリアゲ☆デザインラボ サービス その他サービス 5%

212,858 福岡県 福岡市中央区 ＨＧ　福岡店 小売業 衣料品 5%

212,859 福岡県 福岡市中央区 ＥＩＧＨＴ　ｆｕｋｕｏｋａ サービス 理容・美容業 5%

212,860 福岡県 福岡市中央区 エウレカ サービス 理容・美容業 5%

212,861 福岡県 福岡市中央区 ａｂｃｐｉｃｔｕｒｅｓ サービス その他サービス 5%

212,862 福岡県 福岡市中央区 エクストリーム サービス その他サービス 5%

212,863 福岡県 福岡市中央区 ＥＣＲＩＮ サービス その他サービス 5%

212,864 福岡県 福岡市中央区 江島・猪之鼻司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

212,865 福岡県 福岡市中央区 ｓ ｎ ｄ ｎａｉｌｓｃｈｏｏｌ サービス 理容・美容業 5%

212,866 福岡県 福岡市中央区 エスカイヤクラブ　博多店 サービス 飲食業 5%

212,867 福岡県 福岡市中央区 エスネイル福岡店 サービス 理容・美容業 5%

212,868 福岡県 福岡市中央区 エスパス　タグ・ホイヤー　福岡 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,869 福岡県 福岡市中央区 ＸＰＢ 小売業 衣料品 5%

212,870 福岡県 福岡市中央区 ｅｔｏｉｌｅエトワール サービス 理容・美容業 5%

212,871 福岡県 福岡市中央区 ＥＢＩＳＵＹＡ ＥＢＩＳＵＹＡ サービス 飲食業 5%

212,872 福岡県 福岡市中央区 ＭＲＭＣサービス サービス その他サービス 5%

212,873 福岡県 福岡市中央区 ＭａｎｄＬ 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,874 福岡県 福岡市中央区 エリュクス サービス 飲食業 5%

212,875 福岡県 福岡市中央区 ＥＬＩＮ【エリン】 サービス 理容・美容業 5%

212,876 福岡県 福岡市中央区 ｅｎ サービス 飲食業 5%

212,877 福岡県 福岡市中央区 ＥＮＣＯＮＴＲＡＲ 小売業 その他小売 5%

212,878 福岡県 福岡市中央区 ＥＮＲＩＣＨ サービス その他サービス 5%

212,879 福岡県 福岡市中央区 ｏａｆｕ サービス 理容・美容業 5%

212,880 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　北天神店（調剤） 小売業 その他小売 5%

212,881 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　笹丘店 小売業 その他小売 5%

212,882 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　Ｓｐｉｃａ 小売業 その他小売 5%

212,883 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　天神地下街店 小売業 その他小売 5%

212,884 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　天神ビル店 小売業 その他小売 5%

212,885 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　西鉄福岡駅店 小売業 その他小売 5%

212,886 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　浜の町店 小売業 その他小売 5%

212,887 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　浜の町病院前店 小売業 その他小売 5%

212,888 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　平尾店 小売業 その他小売 5%

212,889 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　福ビル店（調剤） 小売業 その他小売 5%

212,890 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　木馬館 小売業 その他小売 5%

212,891 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　薬院大通り店（調剤） 小売業 その他小売 5%

212,892 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　薬院六つ角店 小売業 その他小売 5%

212,893 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　ライフストリーム 小売業 その他小売 5%

212,894 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　渡辺通り１丁目店（調剤） 小売業 その他小売 5%

212,895 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　渡辺通り一丁目店 小売業 その他小売 5%

212,896 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　渡辺通り一丁目店（調剤） 小売業 その他小売 5%

212,897 福岡県 福岡市中央区 大賀薬局　薬院大通り店 小売業 その他小売 5%

212,898 福岡県 福岡市中央区 大原松露饅頭　福岡本店 小売業 食料品 5%
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212,899 福岡県 福岡市中央区 ＯＢＧ＿ｅｕ 小売業 その他小売 5%

212,900 福岡県 福岡市中央区 大村雄太 小売業 衣料品 5%

212,901 福岡県 福岡市中央区 オーリック大名店 小売業 食料品 5%

212,902 福岡県 福岡市中央区 奥田商店 サービス その他サービス 5%

212,903 福岡県 福岡市中央区 お酒とごはん　おさななじみ サービス 飲食業 5%

212,904 福岡県 福岡市中央区 オステリア　リンダ サービス 飲食業 5%

212,905 福岡県 福岡市中央区 Ａｕｔｈｅｎｔｉｃ　Ｌｉｖｉｎｇ サービス 飲食業 5%

212,906 福岡県 福岡市中央区 小野の離れ サービス 飲食業 5%

212,907 福岡県 福岡市中央区 ＯＰＳ　ＨＡＩＲ　ＡＮＥＬＬＯ サービス 理容・美容業 5%

212,908 福岡県 福岡市中央区 ＯＰＳ　ＨＡＩＲ　ＯＧＵＳＨＩ サービス 理容・美容業 5%

212,909 福岡県 福岡市中央区 ＯＰＳ　ＨＡＩＲ　ｆｅｌｉｚ サービス 理容・美容業 5%

212,910 福岡県 福岡市中央区 ｏｆｆ　Ｂｒｏａｄｗａｙ サービス 飲食業 5%

212,911 福岡県 福岡市中央区 オペレッタ　ラシック福岡天神 小売業 その他小売 5%

212,912 福岡県 福岡市中央区 フシコス 小売業 食料品 5%

212,913 福岡県 福岡市中央区 ＯＲＩＧＥＭ サービス その他サービス 5%

212,914 福岡県 福岡市中央区 オリックスレンタカー天神大名店 サービス その他サービス 2%

212,915 福岡県 福岡市中央区 ＯＬＩＶＩＡＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

212,916 福岡県 福岡市中央区 （有）オロジオ　Ｏｒｏ－Ｇｉｏ 小売業 その他小売 5%

212,917 福岡県 福岡市中央区 ｏｎ　ｔｈｅ　ｌｅａｆ 小売業 その他小売 5%

212,918 福岡県 福岡市中央区 Ｃａｖｅ ｄｅ Ｌｅ Ｃｅｐ 小売業 食料品 5%

212,919 福岡県 福岡市中央区 カードラボ　福岡天神店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

212,920 福岡県 福岡市中央区 ｇａｒｎｅｔ サービス 理容・美容業 5%

212,921 福岡県 福岡市中央区 カーライフステーション　西公園 小売業 ガソリンスタンド 2%

212,922 福岡県 福岡市中央区 ｃａｒｌｍ サービス 理容・美容業 5%

212,923 福岡県 福岡市中央区 カイカキＳＨＯＰ サービス その他サービス 5%

212,924 福岡県 福岡市中央区 海鮮居酒屋　はる好し庭 サービス 飲食業 5%

212,925 福岡県 福岡市中央区 海鮮居酒屋「はる好し庭」 サービス 飲食業 5%

212,926 福岡県 福岡市中央区 ｋａｉｔｏ９３ サービス 飲食業 5%

212,927 福岡県 福岡市中央区 学生服のもりしま　本店 小売業 衣料品 5%

212,928 福岡県 福岡市中央区 Ｃｏｃｋｔａｉｌｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

212,929 福岡県 福岡市中央区 カクテルヘアー サービス 理容・美容業 5%

212,930 福岡県 福岡市中央区 かご屋　ｂｙ　有製咲処 小売業 その他小売 5%

212,931 福岡県 福岡市中央区 主計美沙 サービス その他サービス 5%

212,932 福岡県 福岡市中央区 カスタムワークス サービス その他サービス 5%

212,933 福岡県 福岡市中央区 カスティール浄水 Ｃａｓｔｅｅｌ浄水 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,934 福岡県 福岡市中央区 ＫＡＴＳＵＫＩ福岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

212,935 福岡県 福岡市中央区 Ｃａｓｓｉｎａ　ｉｘｃ．　福岡店 小売業 家具・調度品 5%

212,936 福岡県 福岡市中央区 かに通 博多店 サービス 飲食業 5%

212,937 福岡県 福岡市中央区 かねしょう 小売業 その他小売 5%

212,938 福岡県 福岡市中央区 カフェジネンザスタイル サービス 飲食業 5%

212,939 福岡県 福岡市中央区 Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　Ｑｕｅ サービス 飲食業 5%

212,940 福岡県 福岡市中央区 Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　夢のちまた　Ｃａｆｅ　Ｂａｒ夢のちまた サービス 飲食業 5%
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212,941 福岡県 福岡市中央区 ｃａｆｅ　ｉｏｒｉ サービス 飲食業 5%

212,942 福岡県 福岡市中央区 Ｃａｆｅ　ＭＡＲＵＧＯ サービス 飲食業 5%

212,943 福岡県 福岡市中央区 カフェローゼ サービス 飲食業 5%

212,944 福岡県 福岡市中央区 株式会社フォレストヒル 小売業 その他小売 5%

212,945 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＴａｓｋＢｒａｉｎ サービス その他サービス 5%

212,946 福岡県 福岡市中央区 株式会社トニーアンドガイ福岡 サービス 理容・美容業 5%

212,947 福岡県 福岡市中央区 株式会社肉の山形屋　ＳＯＳＯＬ　ＧＲＩＬＬＩＡＮＴ サービス 飲食業 5%

212,948 福岡県 福岡市中央区 ＳＴＵＤＩＯＷＯＲＫＳ サービス その他サービス 5%

212,949 福岡県 福岡市中央区 株式会社ヒサダヤ　赤坂本店 小売業 食料品 5%

212,950 福岡県 福岡市中央区 株式会社結華 サービス その他サービス 5%

212,951 福岡県 福岡市中央区 ユーコネクト サービス その他サービス 5%

212,952 福岡県 福岡市中央区 株式会社リアルフィールド サービス その他サービス 5%

212,953 福岡県 福岡市中央区 会社ＲｅａｌＷｏｒｌｄ サービス その他サービス 5%

212,954 福岡県 福岡市中央区 Ｃｈａｂａｄｉ大名店 サービス 飲食業 5%

212,955 福岡県 福岡市中央区 株　東亜商会　株式会社東亜商会 サービス その他サービス 5%

212,956 福岡県 福岡市中央区 がブリチキン。今泉店 サービス 飲食業 5%

212,957 福岡県 福岡市中央区 電子工房 カホパーツセンター 小売業 その他小売 5%

212,958 福岡県 福岡市中央区 かみいさん誠 サービス 理容・美容業 5%

212,959 福岡県 福岡市中央区 Ｃａｍｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

212,960 福岡県 福岡市中央区 紙小呉服店 小売業 衣料品 5%

212,961 福岡県 福岡市中央区 ＫＡＭＩＹＡ ｆｏｒ ｈａｉｒ ＫＡＭＩＹＡ ｆｏｒ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

212,962 福岡県 福岡市中央区 ガムランディー サービス 飲食業 5%

212,963 福岡県 福岡市中央区 家守　和風料理家守 サービス 飲食業 5%

212,964 福岡県 福岡市中央区 歌謡曲ＢＡＲスポットライト天神 サービス 飲食業 5%

212,965 福岡県 福岡市中央区 がブリチキン。天神店 サービス 飲食業 5%

212,966 福岡県 福岡市中央区 カラオケ　ココカラ大名店 サービス その他サービス 5%

212,967 福岡県 福岡市中央区 カラフルブティック　モア 小売業 衣料品 5%

212,968 福岡県 福岡市中央区 カリカセラピ株式会社 小売業 その他小売 5%

212,969 福岡県 福岡市中央区 ＣＡＲＩＬＬＯＮ 小売業 衣料品 5%

212,970 福岡県 福岡市中央区 カレー カフェ大阪マドラス カレー カフェ 大阪マドラス サービス 飲食業 5%

212,971 福岡県 福岡市中央区 カレー　ハンバーグＨｏｎｏ サービス 飲食業 5%

212,972 福岡県 福岡市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中央区清川店 サービス 飲食業 2%

212,973 福岡県 福岡市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中央区大名店 サービス 飲食業 2%

212,974 福岡県 福岡市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中央区西中洲店 サービス 飲食業 2%

212,975 福岡県 福岡市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中央区平尾店 サービス 飲食業 2%

212,976 福岡県 福岡市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中央区六本松店 サービス 飲食業 2%

212,977 福岡県 福岡市中央区 カンタベリーショップ福岡 小売業 衣料品 5%

212,978 福岡県 福岡市中央区 ｋｉｋｅｙ サービス 理容・美容業 5%

212,979 福岡県 福岡市中央区 ＫＩＫＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

212,980 福岡県 福岡市中央区 喜人 サービス 飲食業 5%

212,981 福岡県 福岡市中央区 きちはん（吉斑） サービス その他サービス 5%

212,982 福岡県 福岡市中央区 キッチンヨーロッパ サービス 飲食業 5%
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212,983 福岡県 福岡市中央区 絹川靴店 小売業 その他小売 5%

212,984 福岡県 福岡市中央区 絹の店クボ新天町店 小売業 衣料品 5%

212,985 福岡県 福岡市中央区 木村カバン店　新天町本店 小売業 その他小売 5%

212,986 福岡県 福岡市中央区 キャットフィッシュレコード 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

212,987 福岡県 福岡市中央区 ＫＡＰＩＴＡＬ　大名店 小売業 衣料品 5%

212,988 福岡県 福岡市中央区 ギャラリーおりーぶ 小売業 その他小売 5%

212,989 福岡県 福岡市中央区 ＣＡＬレンタカー　福岡西公園店 小売業 ガソリンスタンド 2%

212,990 福岡県 福岡市中央区 ＣＡＲＯＬＩＮＡ ＣＡＲＯＬＩＮＡ サービス 理容・美容業 5%

212,991 福岡県 福岡市中央区 ＣＡＮＶＡＳ 小売業 衣料品 5%

212,992 福岡県 福岡市中央区 牛角天神西通り店 サービス 飲食業 2%

212,993 福岡県 福岡市中央区 九州タイヤＲＤサービス 小売業 その他小売 5%

212,994 福岡県 福岡市中央区 九州の旬　博多廊 サービス 飲食業 5%

212,995 福岡県 福岡市中央区 牛もつ鍋　　よし藤　西公園店 サービス 飲食業 5%

212,996 福岡県 福岡市中央区 Ｑｕｂｉｓｍ．Ｈａｉｒｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

212,997 福岡県 福岡市中央区 餃子酒場こがね サービス 飲食業 5%

212,998 福岡県 福岡市中央区 餃子のテムジン　六本松店 サービス 飲食業 5%

212,999 福岡県 福岡市中央区 京都勝牛天神西通り サービス 飲食業 5%

213,000 福岡県 福岡市中央区 イムズリトルステージ 小売業 衣料品 5%

213,001 福岡県 福岡市中央区 麒麟 サービス 飲食業 5%

213,002 福岡県 福岡市中央区 極味や 大名店 サービス 飲食業 5%

213,003 福岡県 福岡市中央区 ＧＩＮＺＡ ＨＡＩＲ ＳＯＬＵＴＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

213,004 福岡県 福岡市中央区 ギンザラ　大名店 サービス 飲食業 5%

213,005 福岡県 福岡市中央区 ギンザラ　ラーメン伍 サービス 飲食業 5%

213,006 福岡県 福岡市中央区 マリノアシティ福岡店 サービス その他サービス 5%

213,007 福岡県 福岡市中央区 串焼　博多　松介　春吉店 サービス 飲食業 5%

213,008 福岡県 福岡市中央区 串焼　まつすけ　大名本店 サービス 飲食業 5%

213,009 福岡県 福岡市中央区 ＫｕＭｏｎｏｕｅ 小売業 衣料品 5%

213,010 福岡県 福岡市中央区 くらすこと　ギャラリー 小売業 その他小売 5%

213,011 福岡県 福岡市中央区 くらすこと　ギャラリー 小売業 その他小売 5%

213,012 福岡県 福岡市中央区 ＣＬＡＳＳＥ ＦＥＭＭＥ クラスファム 小売業 衣料品 5%

213,013 福岡県 福岡市中央区 グラタンとワインＣｌｏｓ サービス 飲食業 5%

213,014 福岡県 福岡市中央区 Ｃｒａｎｅ サービス 飲食業 5%

213,015 福岡県 福岡市中央区 クラブ　イルンゴ サービス 飲食業 5%

213,016 福岡県 福岡市中央区 ＣＲＡＦＴＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

213,017 福岡県 福岡市中央区 グラマースウ美容室 サービス 理容・美容業 5%

213,018 福岡県 福岡市中央区 ＧＬＡＭＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

213,019 福岡県 福岡市中央区 グランブルー サービス 理容・美容業 5%

213,020 福岡県 福岡市中央区 クリスタルアイ サービス 理容・美容業 5%

213,021 福岡県 福岡市中央区 ＧｒｉｓｂｙＴＩＲＯＩＲ 小売業 貴金属・服飾品 5%

213,022 福岡県 福岡市中央区 ＧＬＩＭｈａｉｒ サービス その他サービス 5%

213,023 福岡県 福岡市中央区 グリル ワイン倉庫 サービス 飲食業 5%

213,024 福岡県 福岡市中央区 ＴＲＡＮＯＩ． 小売業 衣料品 5%
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213,025 福岡県 福岡市中央区 ｃｒｅｓｃｅｎｔ 小売業 衣料品 5%

213,026 福岡県 福岡市中央区 クロールバリエ　福岡天神店 小売業 貴金属・服飾品 5%

213,027 福岡県 福岡市中央区 黒毛和牛ＢＡＫＵＲＯ サービス 飲食業 5%

213,028 福岡県 福岡市中央区 ｃｈｒｏｎｏ サービス 飲食業 5%

213,029 福岡県 福岡市中央区 慶州　赤坂 サービス 飲食業 5%

213,030 福岡県 福岡市中央区 慶州春吉店 サービス 飲食業 5%

213,031 福岡県 福岡市中央区 ＫＢＬ福岡天神店 サービス 理容・美容業 5%

213,032 福岡県 福岡市中央区 ＫＢＬ福岡天神南店 サービス 理容・美容業 5%

213,033 福岡県 福岡市中央区 ＫＬＤ　ＦＵＫＵＯＫＡ 小売業 衣料品 5%

213,034 福岡県 福岡市中央区 ＫＫＵＲＵＭＥＫＡＳＵＲＩ 小売業 衣料品 5%

213,035 福岡県 福岡市中央区 けやき通り　海晴れ サービス 飲食業 5%

213,036 福岡県 福岡市中央区 ＫＥＮＳ 小売業 その他小売 5%

213,037 福岡県 福岡市中央区 ｇｅｎｔｅｎ． サービス 飲食業 5%

213,038 福岡県 福岡市中央区 健美処　おふく堂 サービス その他サービス 5%

213,039 福岡県 福岡市中央区 コウタ赤坂門 サービス 飲食業 5%

213,040 福岡県 福岡市中央区 公認会計士山崎隆弘事務所 サービス その他サービス 5%

213,041 福岡県 福岡市中央区 ゴーイングベルボ 小売業 衣料品 5%

213,042 福岡県 福岡市中央区 ＣＯＲＤＵＲＯＹ　ｃａｆｅ　（コーデュロイカフェ） サービス 飲食業 5%

213,043 福岡県 福岡市中央区 珈琲工房 石ばし 小売業 食料品 5%

213,044 福岡県 福岡市中央区 珈琲舎のだ 大名本店 サービス 飲食業 5%

213,045 福岡県 福岡市中央区 ＣＯＦＦＥＥＳＴＡＮＤｓｅｅｄｖｉｌｌａｇｅ サービス 飲食業 5%

213,046 福岡県 福岡市中央区 ＣＯＦＦＥＥＳＴＡＮＤｓｅｅｄｖｉｌｌａ サービス 飲食業 5%

213,047 福岡県 福岡市中央区 ゴールデンビーフ サービス 飲食業 5%

213,048 福岡県 福岡市中央区 古賀友庵 小売業 食料品 5%

213,049 福岡県 福岡市中央区 ｃｏｃｏｎｅ サービス 理容・美容業 5%

213,050 福岡県 福岡市中央区 ココロゼ サービス 理容・美容業 5%

213,051 福岡県 福岡市中央区 ＷＡＴＡＮＡＢＥＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

213,052 福岡県 福岡市中央区 ゴッチャ サービス 飲食業 5%

213,053 福岡県 福岡市中央区 ＣｏｔｔｏｎＣａｎｄｙ サービス 理容・美容業 5%

213,054 福岡県 福岡市中央区 骨盤王国　離　離 サービス その他サービス 5%

213,055 福岡県 福岡市中央区 骨盤王国　本院　本院 サービス その他サービス 5%

213,056 福岡県 福岡市中央区 こども動物園横食堂 サービス 飲食業 5%

213,057 福岡県 福岡市中央区 コミュニティラジオ天神ＦＭ サービス その他サービス 5%

213,058 福岡県 福岡市中央区 コリアンダイニング　Ｇｏｎｃｈａｎｇ　コリアンダイニング　Ｇｏｎｃｈａｎｇ サービス 飲食業 5%

213,059 福岡県 福岡市中央区 小料理家せいこ サービス 飲食業 5%

213,060 福岡県 福岡市中央区 ｃｏｌｕｓｓｏｎ． サービス 理容・美容業 5%

213,061 福岡県 福岡市中央区 Ｃｏｒｎｏｂｌｕ合同会社 小売業 衣料品 5%

213,062 福岡県 福岡市中央区 コロガル石 サービス 飲食業 5%

213,063 福岡県 福岡市中央区 corona hair design サービス 理容・美容業 5%

213,064 福岡県 福岡市中央区 権藤本店 小売業 その他小売 5%

213,065 福岡県 福岡市中央区 ＫｈｏｎＨｕａＯｏｒｎ サービス 理容・美容業 5%

213,066 福岡県 福岡市中央区 ザ・エステティック福岡 サービス 理容・美容業 5%

5075



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

213,067 福岡県 福岡市中央区 ＴＨＥ．ＬＥＩＺｚｚ サービス 理容・美容業 5%

213,068 福岡県 福岡市中央区 サイクルショップ　さいきょう 小売業 その他小売 5%

213,069 福岡県 福岡市中央区 サイクルショップなかや 小売業 その他小売 5%

213,070 福岡県 福岡市中央区 さかな市場　大名店 サービス 飲食業 5%

213,071 福岡県 福岡市中央区 肴や だいご サービス 飲食業 5%

213,072 福岡県 福岡市中央区 酒場おっとん サービス 飲食業 5%

213,073 福岡県 福岡市中央区 サキナビューティーラウンジ福岡 小売業 その他小売 5%

213,074 福岡県 福岡市中央区 桜坂ＯＮＯ サービス 飲食業 5%

213,075 福岡県 福岡市中央区 ＳＡＫＵＲＡ　Ｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

213,076 福岡県 福岡市中央区 桜山　福岡春吉店 サービス 飲食業 5%

213,077 福岡県 福岡市中央区 ザクロ屋 小売業 食料品 5%

213,078 福岡県 福岡市中央区 酒とさかなふじ サービス 飲食業 5%

213,079 福岡県 福岡市中央区 ザ　ビー福岡天神　ザ　ビー福岡天神 サービス 宿泊業 5%

213,080 福岡県 福岡市中央区 サユアロマ 小売業 衣料品 5%

213,081 福岡県 福岡市中央区 サラダカフェＨＩＲＡＴＡ サービス 飲食業 5%

213,082 福岡県 福岡市中央区 Ｓａｌｕｍｅｒｉａ　ＬＡＶＯ サービス 飲食業 5%

213,083 福岡県 福岡市中央区 サローネファミリア サロン サービス 理容・美容業 5%

213,084 福岡県 福岡市中央区 ＳａｌｏｎｄｅＬＵＣＥ サービス 理容・美容業 5%

213,085 福岡県 福岡市中央区 ３９酒場 魚平 サービス 飲食業 5%

213,086 福岡県 福岡市中央区 ＳｅｅｋｅＲ福岡店 小売業 衣料品 5%

213,087 福岡県 福岡市中央区 Ｇ　ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

213,088 福岡県 福岡市中央区 Ｚｉｎａ　ＴＥＮＪＩＮ サービス 理容・美容業 5%

213,089 福岡県 福岡市中央区 Ｚｉｎａ　ＦＵＫＵＯＫＡ サービス 理容・美容業 5%

213,090 福岡県 福岡市中央区 Ｇｅｍｓｔｏｎｅ サービス 理容・美容業 5%

213,091 福岡県 福岡市中央区 シエル　エ　ソレイユ 小売業 衣料品 5%

213,092 福岡県 福岡市中央区 ＣＩＥＬ天神店 サービス 理容・美容業 5%

213,093 福岡県 福岡市中央区 合同会社Ｊｏｂｕｚｕ 小売業 衣料品 5%

213,094 福岡県 福岡市中央区 シカニクカンパニー サービス その他サービス 5%

213,095 福岡県 福岡市中央区 ＧＣ　ＹＵＫＩＺＡＫＩ　３Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

213,096 福岡県 福岡市中央区 ＧＣ　ＹＵＫＩＺＡＫＩ　ＧＦ 小売業 貴金属・服飾品 5%

213,097 福岡県 福岡市中央区 ＣＩＳＣＯ サービス 理容・美容業 5%

213,098 福岡県 福岡市中央区 ＪＩＳ福岡 サービス 飲食業 5%

213,099 福岡県 福岡市中央区 自然派ビストロＣＯＲＥ サービス 飲食業 5%

213,100 福岡県 福岡市中央区 舞鶴キッチン サービス 飲食業 5%

213,101 福岡県 福岡市中央区 仕出し熊嵩 サービス 飲食業 5%

213,102 福岡県 福岡市中央区 ＳＨＩＰＳ　Ｔｅａ＆Ｃａｋｅｓ 小売業 衣料品 5%

213,103 福岡県 福岡市中央区 ｓｅｅｄ 小売業 衣料品 5%

213,104 福岡県 福岡市中央区 シーベストコンタクト 小売業 その他小売 5%

213,105 福岡県 福岡市中央区 シモーヌマレー　天神店 サービス 理容・美容業 5%

213,106 福岡県 福岡市中央区 有限会社　シャカ サービス 理容・美容業 5%

213,107 福岡県 福岡市中央区 ジャストカーテン　ＢｉＶｉ　福岡店 小売業 その他小売 5%

213,108 福岡県 福岡市中央区 ｊｕｓｔｇｒａｐｈｉｘ 小売業 衣料品 5%
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213,109 福岡県 福岡市中央区 ジャストミート サービス 飲食業 5%

213,110 福岡県 福岡市中央区 Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ａｙｕｒｖｅｄａ　ｓａｌｏｎ　ケララリーフ サービス その他サービス 5%

213,111 福岡県 福岡市中央区 Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｃｕｉｓｉｎｅ 菜な 菜な 春吉店 サービス 飲食業 5%

213,112 福岡県 福岡市中央区 しゃぶしゃぶ温野菜天神西通り店 サービス 飲食業 2%

213,113 福岡県 福岡市中央区 ＣＨＡＲＭＥＲｈａｉｒｄｅｓｉｇ サービス 理容・美容業 5%

213,114 福岡県 福岡市中央区 ＣＨＯＵＥＴＴＥ サービス 飲食業 5%

213,115 福岡県 福岡市中央区 Ｊｅｗｅｌｐｕｒｕｓ サービス 理容・美容業 5%

213,116 福岡県 福岡市中央区 Ｊｅｗｅｌｐｕｒｕｓ． サービス 理容・美容業 5%

213,117 福岡県 福岡市中央区 ジュネワコー 小売業 衣料品 5%

213,118 福岡県 福岡市中央区 ジュネワコー新天町店 小売業 衣料品 5%

213,119 福岡県 福岡市中央区 ジュネワコーファーボ店 小売業 衣料品 5%

213,120 福岡県 福岡市中央区 ｓｈｒｉｍ－ｃｏｚｙｓｐｏｙ サービス その他サービス 5%

213,121 福岡県 福岡市中央区 旬屋　やすかわ 小売業 食料品 5%

213,122 福岡県 福岡市中央区 ＪＯＩＮ 小売業 衣料品 5%

213,123 福岡県 福岡市中央区 ＪＯＷＩＮ　ＡＮＤ　ＥＭＭＡ【ジョウインアンドエマ】 サービス 理容・美容業 5%

213,124 福岡県 福岡市中央区 笑腹亭 サービス 飲食業 5%

213,125 福岡県 福岡市中央区 松葉 サービス 飲食業 5%

213,126 福岡県 福岡市中央区 書肆　吾輩堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

213,127 福岡県 福岡市中央区 ジョリ・ファム　天神店 小売業 衣料品 5%

213,128 福岡県 福岡市中央区 ジョリファム　薬院店 小売業 衣料品 5%

213,129 福岡県 福岡市中央区 白金茶房 サービス 飲食業 5%

213,130 福岡県 福岡市中央区 真空館 小売業 衣料品 5%

213,131 福岡県 福岡市中央区 シンシア 小売業 その他小売 5%

213,132 福岡県 福岡市中央区 照月庵　照月庵 サービス 飲食業 5%

213,133 福岡県 福岡市中央区 紳士洋品ロンド・シノハラ 小売業 衣料品 5%

213,134 福岡県 福岡市中央区 新生堂薬局 天神南店 サービス 宿泊業 5%

213,135 福岡県 福岡市中央区 新生堂薬局 港店 小売業 その他小売 5%

213,136 福岡県 福岡市中央区 すい月 サービス 飲食業 5%

213,137 福岡県 福岡市中央区 ｓｗｉｔｃｈ サービス 理容・美容業 5%

213,138 福岡県 福岡市中央区 株式会社ローカルデベロップメントラボ サービス その他サービス 5%

213,139 福岡県 福岡市中央区 ｓｕｉｆｕ 小売業 衣料品 5%

213,140 福岡県 福岡市中央区 半個室型美容室　Ｓｏｕｒｉｒｅ　Ａｋａｓａｋａ【スーリール　アカサカ】 サービス 理容・美容業 5%

213,141 福岡県 福岡市中央区 半個室型美容室　Ｓｏｕｒｉｒｅ　Ｉｍａｉｚｕｍｉ【スーリール　イマイズミ】 サービス 理容・美容業 5%

213,142 福岡県 福岡市中央区 スキューバダイビング・エアー サービス その他サービス 5%

213,143 福岡県 福岡市中央区 ㈱アルチ サービス 理容・美容業 5%

213,144 福岡県 福岡市中央区 鮨麻生　平尾山荘 サービス 飲食業 5%

213,145 福岡県 福岡市中央区 鮨 割烹 花絵巻 サービス 飲食業 5%

213,146 福岡県 福岡市中央区 森下幸徳 サービス 飲食業 5%

213,147 福岡県 福岡市中央区 寿司処 いずみ田 サービス 飲食業 5%

213,148 福岡県 福岡市中央区 鮨ほまれ サービス 飲食業 5%

213,149 福岡県 福岡市中央区 鮨巳之七 サービス 飲食業 5%

213,150 福岡県 福岡市中央区 寿司家 サービス 飲食業 5%
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213,151 福岡県 福岡市中央区 スズキ電機 小売業 電化製品 5%

213,152 福岡県 福岡市中央区 スターガーデンネイルテリア サービス その他サービス 5%

213,153 福岡県 福岡市中央区 スタジオ ダンス ドリーム サービス その他サービス 5%

213,154 福岡県 福岡市中央区 Ｓｔｕｄｉｏ１１５６ 小売業 家具・調度品 5%

213,155 福岡県 福岡市中央区 スタジオーネ サービス 飲食業 5%

213,156 福岡県 福岡市中央区 スタジオスキンプロ サービス 理容・美容業 5%

213,157 福岡県 福岡市中央区 ＳＴＡＮＤＡＲＤＭＡＮＵＡＬ 小売業 衣料品 5%

213,158 福岡県 福岡市中央区 ＳＴＥＲＥＯＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

213,159 福岡県 福岡市中央区 ｓｔｏｃｋｒｏｏｍ　ｓｔｏｃｋｒｏｏｍ 小売業 衣料品 5%

213,160 福岡県 福岡市中央区 ストラスブルゴ　福岡店 小売業 衣料品 5%

213,161 福岡県 福岡市中央区 Ｓｐｉｃａ　ＶＩＯＲＯ 小売業 その他小売 5%

213,162 福岡県 福岡市中央区 セレクトショップＳｐｉｒｅａ 小売業 衣料品 5%

213,163 福岡県 福岡市中央区 ＳＰＯＴＬＩＧＨＴ?Ｊ サービス 飲食業 5%

213,164 福岡県 福岡市中央区 スマートクロージングストア　福岡 小売業 衣料品 5%

213,165 福岡県 福岡市中央区 炭火焼きとり　木鶏 サービス 飲食業 5%

213,166 福岡県 福岡市中央区 炭火焼肉 吟の牛 サービス 飲食業 5%

213,167 福岡県 福岡市中央区 炭火焼ホルモンたろべえ サービス 飲食業 5%

213,168 福岡県 福岡市中央区 すみれ 小売業 衣料品 5%

213,169 福岡県 福岡市中央区 （株）ＳＳＳ天神 サービス その他サービス 5%

213,170 福岡県 福岡市中央区 ＳＬＥＥＰＣＵＢＥＷＡＴＡＹＡ 小売業 家具・調度品 5%

213,171 福岡県 福岡市中央区 有限会社和多屋蒲団店 小売業 家具・調度品 5%

213,172 福岡県 福岡市中央区 駿河屋 福岡天神ビブレ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

213,173 福岡県 福岡市中央区 スワット 小売業 衣料品 5%

213,174 福岡県 福岡市中央区 星期菜　白金 サービス 飲食業 5%

213,175 福岡県 福岡市中央区 星期菜　ＮＯＯＤＬＥ＆ＣＨＩＮＯＩ サービス 飲食業 5%

213,176 福岡県 福岡市中央区 整体・骨格矯正　日高カイロプラク サービス その他サービス 5%

213,177 福岡県 福岡市中央区 整体院慶 サービス その他サービス 5%

213,178 福岡県 福岡市中央区 整体院慶?Ｋｅｉ? サービス その他サービス 5%

213,179 福岡県 福岡市中央区 整体院　Ｒｅｆｒｅ サービス その他サービス 5%

213,180 福岡県 福岡市中央区 西洋居酒屋髯乃犬 サービス 飲食業 5%

213,181 福岡県 福岡市中央区 Ｃｅｃｉｌ　Ｂｌｕｅ 小売業 食料品 5%

213,182 福岡県 福岡市中央区 ＳｅｔｔｅＢｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

213,183 福岡県 福岡市中央区 セ・トレボン平尾店 小売業 食料品 5%

213,184 福岡県 福岡市中央区 ＳＥＶＥＮ　ＤＲＥＡＭＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

213,185 福岡県 福岡市中央区 セブンドリームス 小売業 貴金属・服飾品 5%

213,186 福岡県 福岡市中央区 ｃｅｒｉｓｅ 小売業 その他小売 5%

213,187 福岡県 福岡市中央区 セルフ福岡ドーム前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

213,188 福岡県 福岡市中央区 鮮魚と旬菜　和風料理　家守 サービス 飲食業 5%

213,189 福岡県 福岡市中央区 千酒万菜うちだ産業 サービス 飲食業 5%

213,190 福岡県 福岡市中央区 センスバイプラスヘアー サービス 理容・美容業 5%

213,191 福岡県 福岡市中央区 善太郎商店 小売業 食料品 5%

213,192 福岡県 福岡市中央区 全国地酒日本選抜　日本選抜　大名店 小売業 食料品 5%
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213,193 福岡県 福岡市中央区 そいさぼ サービス 飲食業 5%

213,194 福岡県 福岡市中央区 創作和食　ｕｇｏ　ｕｇｏ サービス 飲食業 5%

213,195 福岡県 福岡市中央区 ＳｏｕｌＫｉｔｃｈｅｎ博多屋台ＤＯＮ サービス 飲食業 5%

213,196 福岡県 福岡市中央区 ＳＯＥＬ＆ＰＡＧＥ サービス 飲食業 5%

213,197 福岡県 福岡市中央区 そば処　まさや サービス 飲食業 5%

213,198 福岡県 福岡市中央区 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　福岡店 小売業 その他小売 5%

213,199 福岡県 福岡市中央区 Ｄａｒｔｓ　Ｂａｒ　Ｒｅｖｏ サービス 飲食業 5%

213,200 福岡県 福岡市中央区 Ｄａｒｔｓ　Ｂａｒ　Ｌｏｖｅｒｓ サービス 飲食業 5%

213,201 福岡県 福岡市中央区 ダイコクドラッグ天神ビル店 小売業 その他小売 5%

213,202 福岡県 福岡市中央区 ダイコクドラッグ天神南店 小売業 その他小売 5%

213,203 福岡県 福岡市中央区 離れ　Ｑｕｉｃｈｅ×Ｑｕｉｃｈｅ サービス 飲食業 5%

213,204 福岡県 福岡市中央区 ｄａｉ－ｔｕ サービス 飲食業 5%

213,205 福岡県 福岡市中央区 ＤｉｎｉｎｇＢａｒＴＷＥＬＶＥ サービス 飲食業 5%

213,206 福岡県 福岡市中央区 ダイニングバーハオン サービス 飲食業 5%

213,207 福岡県 福岡市中央区 タイ料理レストランバンダル サービス 飲食業 5%

213,208 福岡県 福岡市中央区 高砂游心 サービス 飲食業 5%

213,209 福岡県 福岡市中央区 タカチホカメラ　天神店 小売業 その他小売 5%

213,210 福岡県 福岡市中央区 託児所付き美容室 Ｖｉｃｏｌｏ サービス 理容・美容業 5%

213,211 福岡県 福岡市中央区 立ち食いステーキＧＡＢＵＲＩ サービス 飲食業 5%

213,212 福岡県 福岡市中央区 たちのみバル しらく サービス 飲食業 5%

213,213 福岡県 福岡市中央区 ダックスプロモーション 小売業 その他小売 5%

213,214 福岡県 福岡市中央区 ダックスプロモーション サービス その他サービス 5%

213,215 福岡県 福岡市中央区 田中田式海鮮食堂　魚忠 サービス 飲食業 5%

213,216 福岡県 福岡市中央区 田中民芸 小売業 衣料品 5%

213,217 福岡県 福岡市中央区 ダブルクラウン 小売業 その他小売 5%

213,218 福岡県 福岡市中央区 たら福　大名店 サービス 飲食業 5%

213,219 福岡県 福岡市中央区 たら福　六本松店 サービス 飲食業 5%

213,220 福岡県 福岡市中央区 ダンススタジオファミリアデルカシーノ サービス その他サービス 5%

213,221 福岡県 福岡市中央区 タンデム 小売業 衣料品 5%

213,222 福岡県 福岡市中央区 ちぃｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

213,223 福岡県 福岡市中央区 ｃｈｅｅｓｅ　ａｎｄ　ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

213,224 福岡県 福岡市中央区 茶舗いり江豊香園 サービス その他サービス 5%

213,225 福岡県 福岡市中央区 ＣＨＡＮＣＯ 小売業 衣料品 5%

213,226 福岡県 福岡市中央区 ちゃんこ重ノ海 サービス 飲食業 5%

213,227 福岡県 福岡市中央区 中古パソコン市場　天神店 小売業 電化製品 5%

213,228 福岡県 福岡市中央区 ちょいさぼ サービス 飲食業 5%

213,229 福岡県 福岡市中央区 ＣＨＯＫＵ サービス 飲食業 5%

213,230 福岡県 福岡市中央区 ＴＯＯＬＳ 小売業 その他小売 5%

213,231 福岡県 福岡市中央区 つきうさぎ サービス 飲食業 5%

213,232 福岡県 福岡市中央区 月うさぎ サービス その他サービス 5%

213,233 福岡県 福岡市中央区 辻貴金属工房 サービス その他サービス 5%

213,234 福岡県 福岡市中央区 辻貴金属工房 サービス その他サービス 5%
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213,235 福岡県 福岡市中央区 つぼみ屋 サービス 飲食業 5%

213,236 福岡県 福岡市中央区 爪保護ネイルマギーサロン サービス 理容・美容業 5%

213,237 福岡県 福岡市中央区 リストランテ鶴ノ荘 サービス 飲食業 5%

213,238 福岡県 福岡市中央区 ディー・ディー・カンパニー サービス 飲食業 5%

213,239 福岡県 福岡市中央区 Ｔ６Ｏ サービス 飲食業 5%

213,240 福岡県 福岡市中央区 ティエンポ（Ｒｅｎｔａｌ） サービス その他サービス 5%

213,241 福岡県 福岡市中央区 ＤＡＩＳＹ 小売業 衣料品 5%

213,242 福岡県 福岡市中央区 ディップ・アンド・エス サービス その他サービス 5%

213,243 福岡県 福岡市中央区 ＴｉＴＯ　ＰＬＵＳ サービス 飲食業 5%

213,244 福岡県 福岡市中央区 Ｔ－ハウス 小売業 衣料品 5%

213,245 福岡県 福岡市中央区 ＴＢＣＣ サービス その他サービス 5%

213,246 福岡県 福岡市中央区 Ｄｉｒｅｃｔｏｒｓ 小売業 衣料品 5%

213,247 福岡県 福岡市中央区 テールアップ サービス その他サービス 5%

213,248 福岡県 福岡市中央区 ＴｅｐｐａｎＤｉｎｉｎｇよしだ サービス 飲食業 5%

213,249 福岡県 福岡市中央区 Ｔｅｄｄｙ　　　Ｄａｄｄｙ サービス 飲食業 5%

213,250 福岡県 福岡市中央区 デトックスサロンモーミン サービス 理容・美容業 5%

213,251 福岡県 福岡市中央区 手羽煮　ことや サービス 飲食業 5%

213,252 福岡県 福岡市中央区 ｄ’ｅｌｕｎｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

213,253 福岡県 福岡市中央区 デンキのうらかわ 小売業 電化製品 5%

213,254 福岡県 福岡市中央区 天神愛眼　本社ビル 小売業 その他小売 5%

213,255 福岡県 福岡市中央区 天神愛眼　メガネビル１Ｆ 小売業 その他小売 5%

213,256 福岡県 福岡市中央区 天神　伊都の恵み　た鶴 サービス 飲食業 5%

213,257 福岡県 福岡市中央区 天神お宝市場 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

213,258 福岡県 福岡市中央区 ＴｅｎｊｉｎＣａｖｅ サービス 飲食業 5%

213,259 福岡県 福岡市中央区 天神町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

213,260 福岡県 福岡市中央区 天神宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%

213,261 福岡県 福岡市中央区 天神焼き鳥　うおけん サービス 飲食業 5%

213,262 福岡県 福岡市中央区 天神わっぱ定食堂 サービス 飲食業 5%

213,263 福岡県 福岡市中央区 天ぷら 田井天 サービス 飲食業 5%

213,264 福岡県 福岡市中央区 土井司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

213,265 福岡県 福岡市中央区 ｄｏｉｓｌａｇｏｓ　ドイスラゴス サービス 飲食業 5%

213,266 福岡県 福岡市中央区 ｔｏｅｓｏｘｊａｐａｎ 小売業 衣料品 5%

213,267 福岡県 福岡市中央区 ｔｕｕｌｉ【トゥーリ】 サービス 理容・美容業 5%

213,268 福岡県 福岡市中央区 東京純豆腐　福岡大名店 サービス 飲食業 5%

213,269 福岡県 福岡市中央区 ＤＯＵＤＯＵ ＢＥＡＵＴＹ ＳＡＬＯＮ ＤＯＵＤＯＵ ＢＥＡＵＴＹ ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

213,270 福岡県 福岡市中央区 ｔｗｉｃｅ【トゥワイス】 サービス 理容・美容業 5%

213,271 福岡県 福岡市中央区 Ｄｒ．Ｐｌｕｓ サービス その他サービス 5%

213,272 福岡県 福岡市中央区 時計倉庫ＴＯＫＩＡ　天神店 小売業 その他小売 5%

213,273 福岡県 福岡市中央区 ドットカラーダンススタジオ サービス その他サービス 5%

213,274 福岡県 福岡市中央区 ドットカラ　ダンススタジオ　ドットカラーダンススタジオ サービス その他サービス 5%

213,275 福岡県 福岡市中央区 とめ手羽　今泉 サービス 飲食業 5%

213,276 福岡県 福岡市中央区 とめ手羽　天神 サービス 飲食業 5%
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213,277 福岡県 福岡市中央区 とめ手羽　薬院店 サービス 飲食業 5%

213,278 福岡県 福岡市中央区 豊勝 小売業 その他小売 5%

213,279 福岡県 福岡市中央区 トヨタレンタリース博多福岡赤坂店 サービス その他サービス 2%

213,280 福岡県 福岡市中央区 Ｄｒｅｉｅｃｋ　Ｐａｒｋ サービス 飲食業 5%

213,281 福岡県 福岡市中央区 ドラッグ新生堂　薬院店 小売業 その他小売 5%

213,282 福岡県 福岡市中央区 生牡蠣と魚介炭火焼Ｃａｒｂｏｎ サービス 飲食業 5%

213,283 福岡県 福岡市中央区 トラットリア　　ポルチェリーノ サービス 飲食業 5%

213,284 福岡県 福岡市中央区 とらのあな　福岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

213,285 福岡県 福岡市中央区 とらのあな　福岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

213,286 福岡県 福岡市中央区 ＴＲＡＶＥＬＦＲＯＮＴ サービス その他サービス 5%

213,287 福岡県 福岡市中央区 トランクサロンカッパード サービス 理容・美容業 5%

213,288 福岡県 福岡市中央区 鳥いち サービス 飲食業 5%

213,289 福岡県 福岡市中央区 ｔｒｉｃｏ　ｈａｉｒ＆ｃａｒｅ　ｓｐａｃｅ　【トリコ　ヘアアンドケアスペース】 サービス 理容・美容業 5%

213,290 福岡県 福岡市中央区 ドロップス＆シャワー サービス その他サービス 5%

213,291 福岡県 福岡市中央区 とんかつ わか葉 とんかつ わか葉 サービス 飲食業 5%

213,292 福岡県 福岡市中央区 ドンバル 小売業 食料品 5%

213,293 福岡県 福岡市中央区 長浜ナンバーワン　長浜店　長浜ナンバーワン　長浜店 サービス 飲食業 5%

213,294 福岡県 福岡市中央区 ナジャ 小売業 衣料品 5%

213,295 福岡県 福岡市中央区 ナジャフィオーレ 小売業 衣料品 5%

213,296 福岡県 福岡市中央区 ＮＡＬＡ サービス 飲食業 5%

213,297 福岡県 福岡市中央区 Ｎａｌ 小売業 貴金属・服飾品 5%

213,298 福岡県 福岡市中央区 鳴門鯛焼本舗　福岡天神店 サービス 飲食業 5%

213,299 福岡県 福岡市中央区 肉大将本店　肉大将 サービス 飲食業 5%

213,300 福岡県 福岡市中央区 肉料理　すが本 サービス 飲食業 5%

213,301 福岡県 福岡市中央区 ｎｉｃｏ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

213,302 福岡県 福岡市中央区 西公園浴場 西公園浴場 サービス その他サービス 5%

213,303 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン西鉄薬院駅北口店 小売業 食料品 2%

213,304 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン西鉄薬院駅ビル店 小売業 食料品 2%

213,305 福岡県 福岡市中央区 西中洲　楽久虎 サービス 飲食業 5%

213,306 福岡県 福岡市中央区 西日本ビジネス印刷株式会社 サービス その他サービス 5%

213,307 福岡県 福岡市中央区 西村商店 小売業 電化製品 5%

213,308 福岡県 福岡市中央区 ＮＩＣＫ　ＳＴＯＣＫ渡辺通店 サービス 飲食業 5%

213,309 福岡県 福岡市中央区 弐ノ弐　大名店 サービス 飲食業 5%

213,310 福岡県 福岡市中央区 弐ノ弐　南天神店 サービス 飲食業 5%

213,311 福岡県 福岡市中央区 日本選抜　大名店 小売業 食料品 5%

213,312 福岡県 福岡市中央区 日本料理　花万　日本料理　花万 サービス 飲食業 5%

213,313 福岡県 福岡市中央区 ＮＥＷＭＧＣ福岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

213,314 福岡県 福岡市中央区 ニュースマイル サービス 飲食業 5%

213,315 福岡県 福岡市中央区 ニューヨークストアセントラルパーク店 小売業 食料品 5%

213,316 福岡県 福岡市中央区 ネイルサロン　ブリオン サービス 理容・美容業 5%

213,317 福岡県 福岡市中央区 Ｂｕｌｌｉｏｎ サービス その他サービス 5%

213,318 福岡県 福岡市中央区 ネイルサロンウーニャ サービス 理容・美容業 5%
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213,319 福岡県 福岡市中央区 ネイルサロンオリヴィエ サービス 理容・美容業 5%

213,320 福岡県 福岡市中央区 ＮａｉｌｓｂｅａｕｔｙＣａｓｔｌｅ福岡 サービス 理容・美容業 5%

213,321 福岡県 福岡市中央区 ｎａｉｌｎ７ サービス 理容・美容業 5%

213,322 福岡県 福岡市中央区 ＮａｉｌＴｒｅａｔＬＵＸＵＥＵＸ サービス その他サービス 5%

213,323 福岡県 福岡市中央区 ＮＥＳＴ 小売業 家具・調度品 5%

213,324 福岡県 福岡市中央区 ＮＯ　ＣＯＦＦＥＥ 小売業 その他小売 5%

213,325 福岡県 福岡市中央区 ＮＯＲＴＨ　ＳＨＯＲＥ　ＤＯＧ サービス 理容・美容業 5%

213,326 福岡県 福岡市中央区 ＢＡＲ　ＱＵＡＬＥ サービス 飲食業 5%

213,327 福岡県 福岡市中央区 ＢＡＲ　ＴＥＲＲＡＣＥ サービス 飲食業 5%

213,328 福岡県 福岡市中央区 ｂａｒ　ねずの実　ｂａｒ　ねずの実 サービス 飲食業 5%

213,329 福岡県 福岡市中央区 Ｂａｒ ＬＥＯＮＥＯ サービス 飲食業 5%

213,330 福岡県 福岡市中央区 Ｂａｒ　Ｒｏｖｅ　（バー　ローブ サービス 飲食業 5%

213,331 福岡県 福岡市中央区 Ｂａｒ Ｓ サービス 飲食業 5%

213,332 福岡県 福岡市中央区 Ｐａｒｋｂｙｔｏｋｙｏ福岡天神店 サービス その他サービス 5%

213,333 福岡県 福岡市中央区 Ｐａｃｅ－ｓｅ　Ｇｉｒｌｓ サービス その他サービス 5%

213,334 福岡県 福岡市中央区 ｈｅｒ．ｈｉｍ サービス 理容・美容業 5%

213,335 福岡県 福岡市中央区 ＨＡＬＦ　ＰＥＮＮＹ　博多口 サービス 飲食業 5%

213,336 福岡県 福岡市中央区 ＨＩＧＨＴＩＤＥ　ＳＴＯＲＥ 小売業 その他小売 5%

213,337 福岡県 福岡市中央区 博多　なぎの木　西中洲離れ サービス 飲食業 5%

213,338 福岡県 福岡市中央区 博多アイアンマン 平尾店 サービス 飲食業 5%

213,339 福岡県 福岡市中央区 はかたあゆむ サービス 飲食業 5%

213,340 福岡県 福岡市中央区 博多魚がし　海の路 サービス 飲食業 5%

213,341 福岡県 福岡市中央区 博多うろり 博多うろり サービス 飲食業 5%

213,342 福岡県 福岡市中央区 博多餃子舎６０３ 今泉店 サービス 飲食業 5%

213,343 福岡県 福岡市中央区 博多黒鉄 今泉店 サービス 飲食業 5%

213,344 福岡県 福岡市中央区 博多こっこ家 サービス 飲食業 5%

213,345 福岡県 福岡市中央区 博多さぬきうどん渡辺通り店 サービス 飲食業 5%

213,346 福岡県 福岡市中央区 博多漆芸研究所 サービス その他サービス 5%

213,347 福岡県 福岡市中央区 博多ダルマ サービス 飲食業 5%

213,348 福岡県 福岡市中央区 博多酉どうあん サービス 飲食業 5%

213,349 福岡県 福岡市中央区 博多ひいらぎ サービス 飲食業 5%

213,350 福岡県 福岡市中央区 博多一口餃子　たけとら サービス 飲食業 5%

213,351 福岡県 福岡市中央区 博多弁天堂 サービス 飲食業 5%

213,352 福岡県 福岡市中央区 博多ほたる　西中洲本店 サービス 飲食業 5%

213,353 福岡県 福岡市中央区 博多　松介　西中洲店 サービス 飲食業 5%

213,354 福岡県 福岡市中央区 博多水炊き　とり田　博多本店　博多水炊き　とり田　薬院店 サービス 飲食業 5%

213,355 福岡県 福岡市中央区 博多水炊き　　八風 サービス 飲食業 5%

213,356 福岡県 福岡市中央区 博多もつ鍋　權 サービス 飲食業 5%

213,357 福岡県 福岡市中央区 博多もつ鍋しば田　薬院店 サービス 飲食業 5%

213,358 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン博多薬院店 小売業 食料品 2%

213,359 福岡県 福岡市中央区 七輪焼肉ばかとあほ　薬院店 サービス 飲食業 5%

213,360 福岡県 福岡市中央区 舶来品　レイメイ 小売業 衣料品 5%

5082



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

213,361 福岡県 福岡市中央区 舶来品のレイメイ　催事 小売業 衣料品 5%

213,362 福岡県 福岡市中央区 舶来品のレイメイ　サンローゼ店 小売業 衣料品 5%

213,363 福岡県 福岡市中央区 舶来品のレイメイ　新館 小売業 衣料品 5%

213,364 福岡県 福岡市中央区 舶来品のレイメイ　本店 小売業 衣料品 5%

213,365 福岡県 福岡市中央区 舶来品のレイメイ　ムーブル 小売業 衣料品 5%

213,366 福岡県 福岡市中央区 ＢＡＳＳＩＮ　ｐｒｏｄｕｃｅｄ　ｂｙ　ＡＬＭＡｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

213,367 福岡県 福岡市中央区 ＨＵＴ サービス 理容・美容業 5%

213,368 福岡県 福岡市中央区 ハッピーなメロン サービス 飲食業 5%

213,369 福岡県 福岡市中央区 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｃｈａｔｓ　Ｌｅｔｔｒｅ　洒落とーる サービス 飲食業 5%

213,370 福岡県 福岡市中央区 花のチモト 小売業 その他小売 5%

213,371 福岡県 福岡市中央区 華はな運転代行 サービス 運輸業 5%

213,372 福岡県 福岡市中央区 ＨＡＮＡＭＡＲＵ厨房 サービス 飲食業 5%

213,373 福岡県 福岡市中央区 跳牛 サービス 飲食業 5%

213,374 福岡県 福岡市中央区 パパラギ　ママラギ サービス 理容・美容業 5%

213,375 福岡県 福岡市中央区 Ｐａｐｉｌｌｏｎ　Ｒｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

213,376 福岡県 福岡市中央区 パピヨンロゼ サービス 理容・美容業 5%

213,377 福岡県 福岡市中央区 ＰＡＲＡＣＨＵＴＥ サービス 理容・美容業 5%

213,378 福岡県 福岡市中央区 ＰａｒａｄｉｓｅＰａｒａｄｉｓｅ 小売業 衣料品 5%

213,379 福岡県 福岡市中央区 バルコムモータース　福岡 小売業 その他小売 5%

213,380 福岡県 福岡市中央区 春吉五鉄 サービス 飲食業 5%

213,381 福岡県 福岡市中央区 ハワイアンショップラエ 小売業 衣料品 5%

213,382 福岡県 福岡市中央区 バンカラ天神 バンカラ天神 サービス 飲食業 5%

213,383 福岡県 福岡市中央区 ハンズたかおか 小売業 その他小売 5%

213,384 福岡県 福岡市中央区 ハンバーグ オニオン 薬院店 サービス 飲食業 5%

213,385 福岡県 福岡市中央区 飯家くーた　西中洲店 サービス 飲食業 5%

213,386 福岡県 福岡市中央区 美・コミュニケーションＰ＆Ｐ サービス 理容・美容業 5%

213,387 福岡県 福岡市中央区 Ｂｅｅ天神 サービス 飲食業 5%

213,388 福岡県 福岡市中央区 ＢＢ サービス 飲食業 5%

213,389 福岡県 福岡市中央区 ＢＢＭ六本松 サービス 飲食業 5%

213,390 福岡県 福岡市中央区 ビオマリス　バイ　ヤマノ サービス 理容・美容業 5%

213,391 福岡県 福岡市中央区 東山　福岡天神店 サービス 飲食業 5%

213,392 福岡県 福岡市中央区 ピカソアート絵画教室天神校 サービス その他サービス 5%

213,393 福岡県 福岡市中央区 Ｂｉｊｏｕｘｈａｉｒｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

213,394 福岡県 福岡市中央区 ＢｉＳＫｅ サービス 理容・美容業 5%

213,395 福岡県 福岡市中央区 ＢＩＺＳＰＥＥＣＨ サービス その他サービス 5%

213,396 福岡県 福岡市中央区 ｈｉｓｔｏｒｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

213,397 福岡県 福岡市中央区 株式会社ｈｉｓｔｏｒｉｃｏ サービス 理容・美容業 5%

213,398 福岡県 福岡市中央区 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｏ サービス 飲食業 5%

213,399 福岡県 福岡市中央区 ＢＩＳＴＲＯＴ ＫＵＷＡＢＡＲＡ サービス 飲食業 5%

213,400 福岡県 福岡市中央区 Ｂｉｓｔｒｏｔ　Ｌｅ　Ｂｏｕｒｇｅｏｎ サービス 飲食業 5%

213,401 福岡県 福岡市中央区 ビストロアンヴェール サービス 飲食業 5%

213,402 福岡県 福岡市中央区 ＢｉｓｔｒｏＯｈｓｈｉｍａ サービス 飲食業 5%
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213,403 福岡県 福岡市中央区 ｂｉｓｔｏｒｏ ＢｏｕＲＲＥＲ サービス 飲食業 5%

213,404 福岡県 福岡市中央区 ビッグパン ビッグ パン 小売業 食料品 5%

213,405 福岡県 福岡市中央区 ＢＩＧＢＯＳＳ　福岡店 小売業 その他小売 5%

213,406 福岡県 福岡市中央区 ビデオコム　エムディシー福岡 小売業 衣料品 5%

213,407 福岡県 福岡市中央区 非常識ビストロ サービス 飲食業 5%

213,408 福岡県 福岡市中央区 日と常 サービス 飲食業 5%

213,409 福岡県 福岡市中央区 ヒトミハマジュエルサロン 小売業 衣料品 5%

213,410 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブンＢｉＶｉ福岡店 小売業 食料品 2%

213,411 福岡県 福岡市中央区 ビフテキ屋うえすたん 警固店 サービス 飲食業 5%

213,412 福岡県 福岡市中央区 百武園芸 サービス その他サービス 5%

213,413 福岡県 福岡市中央区 ＨＵＥＳ１Ｆ 小売業 衣料品 5%

213,414 福岡県 福岡市中央区 ＨＵＥＳ２Ｆ 小売業 衣料品 5%

213,415 福岡県 福岡市中央区 Ｂｅａｕｔｙ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

213,416 福岡県 福岡市中央区 ＢｅａｕｔｙＳｔｕｄｉｏＢｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

213,417 福岡県 福岡市中央区 ＢｅｅＲＵＳＨ　ＴＥＮＪＩＮ サービス 飲食業 5%

213,418 福岡県 福岡市中央区 ピラティススタジオ　ＫＡＮＯＮ サービス その他サービス 5%

213,419 福岡県 福岡市中央区 ピラティススタジオＬＩＧＡＲＥ（日高秀） サービス その他サービス 5%

213,420 福岡県 福岡市中央区 ピラティスラボ福岡 サービス その他サービス 5%

213,421 福岡県 福岡市中央区 ひらの花店 ひらの花店 小売業 その他小売 5%

213,422 福岡県 福岡市中央区 ＦＡＲ　ＥＡＳＴ　ＨＯＲＩＺＯＮ 小売業 衣料品 5%

213,423 福岡県 福岡市中央区 ぶあいそ 大名店 サービス 飲食業 5%

213,424 福岡県 福岡市中央区 Ｆａｃｔｏｒｙ 小売業 衣料品 5%

213,425 福岡県 福岡市中央区 ファスティングサロンどーむくん サービス その他サービス 5%

213,426 福岡県 福岡市中央区 ＦＡＴ ＰＯＣＫＥＴＳ 小売業 衣料品 5%

213,427 福岡県 福岡市中央区 ｆａｌｏ大濠 サービス その他サービス 5%

213,428 福岡県 福岡市中央区 Ｆｉｎｏ サービス 理容・美容業 5%

213,429 福岡県 福岡市中央区 Ｐｈｉｌｏｗ Ｐｈｉｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

213,430 福岡県 福岡市中央区 ＦＡＶＯＲ サービス 理容・美容業 5%

213,431 福岡県 福岡市中央区 有限会社ブリッツスタジオ サービス その他サービス 5%

213,432 福岡県 福岡市中央区 株式会社フォースコミュニティ サービス その他サービス 5%

213,433 福岡県 福岡市中央区 ｆｏｒｔｕｎｅ サービス 飲食業 5%

213,434 福岡県 福岡市中央区 フォーヴギャラリー 小売業 その他小売 5%

213,435 福岡県 福岡市中央区 深堀精肉店 小売業 食料品 5%

213,436 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡赤坂南店 小売業 食料品 2%

213,437 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡荒戸店 小売業 食料品 2%

213,438 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡今泉１丁目店 小売業 食料品 2%

213,439 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡大宮２丁目店 小売業 食料品 2%

213,440 福岡県 福岡市中央区 プラス事務所司法書士法人 サービス その他サービス 5%

213,441 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡清川１丁目店 小売業 食料品 2%

213,442 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡清川２丁目店 小売業 食料品 2%

213,443 福岡県 福岡市中央区 福岡金文堂本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

213,444 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡草香江２丁目店 小売業 食料品 2%
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213,445 福岡県 福岡市中央区 フクオカクラフト サービス 飲食業 5%

213,446 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡警固２丁目店 小売業 食料品 2%

213,447 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡けやき通り店 小売業 食料品 2%

213,448 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡桜坂１丁目店 小売業 食料品 2%

213,449 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡桜坂店 小売業 食料品 2%

213,450 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡笹丘１丁目店 小売業 食料品 2%

213,451 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡地行４丁目店 小売業 食料品 2%

213,452 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡浄水通り店 小売業 食料品 2%

213,453 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡白金店 小売業 食料品 2%

213,454 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡白金２丁目店 小売業 食料品 2%

213,455 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡高砂１丁目店 小売業 食料品 2%

213,456 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡谷２丁目店 小売業 食料品 2%

213,457 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡中央区役所前店 小売業 食料品 2%

213,458 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡中央高校北店 小売業 食料品 2%

213,459 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡天神３丁目店 小売業 食料品 2%

213,460 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡天神地下街店 小売業 食料品 2%

213,461 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡天神２丁目店 小売業 食料品 2%

213,462 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡天神４丁目店 小売業 食料品 2%

213,463 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡唐人町駅前店 小売業 食料品 2%

213,464 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡鳥飼２丁目店 小売業 食料品 2%

213,465 福岡県 福岡市中央区 福岡内装センター株式会社 サービス その他サービス 5%

213,466 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡長浜２丁目店 小売業 食料品 2%

213,467 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡那の津通り店 小売業 食料品 2%

213,468 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡春吉３丁目店 小売業 食料品 2%

213,469 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡春吉寺町通店 小売業 食料品 2%

213,470 福岡県 福岡市中央区 ＦＵＫＵＯＫＡピアノ教室 サービス その他サービス 5%

213,471 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡平尾山荘通り店 小売業 食料品 2%

213,472 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡平尾２丁目店 小売業 食料品 2%

213,473 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡福浜２丁目店 小売業 食料品 2%

213,474 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡平和台通店 小売業 食料品 2%

213,475 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡舞鶴店 小売業 食料品 2%

213,476 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡港２丁目店 小売業 食料品 2%

213,477 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡薬院１丁目店 小売業 食料品 2%

213,478 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡薬院駅前店 小売業 食料品 2%

213,479 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡薬院３丁目店 小売業 食料品 2%

213,480 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡薬院４丁目店 小売業 食料品 2%

213,481 福岡県 福岡市中央区 福岡ヤクルト販売 高砂Ｃ 小売業 食料品 5%

213,482 福岡県 福岡市中央区 福岡ヤクルト販売 大手門Ｃ 小売業 食料品 5%

213,483 福岡県 福岡市中央区 福岡ヤクルト販売 大濠Ｃ 小売業 食料品 5%

213,484 福岡県 福岡市中央区 福岡ヤクルト販売　天神Ｃ 小売業 食料品 5%

213,485 福岡県 福岡市中央区 福岡ゆきざき　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

213,486 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡六本松店 小売業 食料品 2%
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213,487 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡渡辺通１丁目店 小売業 食料品 2%

213,488 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡渡辺通駅前店 小売業 食料品 2%

213,489 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡渡辺通５丁目店 小売業 食料品 2%

213,490 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブン福岡渡辺通西店 小売業 食料品 2%

213,491 福岡県 福岡市中央区 福岡美髪研究所Ｋｎｏｐｓ サービス 理容・美容業 5%

213,492 福岡県 福岡市中央区 福砂屋　赤坂売店 小売業 食料品 5%

213,493 福岡県 福岡市中央区 ふぐちゃん亭 サービス 飲食業 5%

213,494 福岡県 福岡市中央区 ＢＯＯＫＡＮＤＢＥＤＴＯＫＹＯ福岡 サービス 宿泊業 5%

213,495 福岡県 福岡市中央区 ブティック　セミュー 小売業 衣料品 5%

213,496 福岡県 福岡市中央区 プペドソン 小売業 衣料品 5%

213,497 福岡県 福岡市中央区 ブライトリング・ブティック福岡 小売業 その他小売 5%

213,498 福岡県 福岡市中央区 ｐｒｉａｖａｔｅｓｔｕｄｉｏＡＩＲ サービス その他サービス 5%

213,499 福岡県 福岡市中央区 ｐｒｉｖａｔｅ　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｓａｌｏｎ　ひとの手 サービス 理容・美容業 5%

213,500 福岡県 福岡市中央区 ＰＲＩＶＡＴＥＲＯＯＭ　ＧＯＳＳＩＰ サービス 飲食業 5%

213,501 福岡県 福岡市中央区 プライマリヘルスケアセンター サービス 理容・美容業 5%

213,502 福岡県 福岡市中央区 ＋ＩＮＧ　ＭＡＲＫＥＴ 小売業 衣料品 5%

213,503 福岡県 福岡市中央区 ＰＲＡＮＫ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

213,504 福岡県 福岡市中央区 ＢＲＡＮＣＨ 小売業 衣料品 5%

213,505 福岡県 福岡市中央区 ブランチオットー薬院 サービス 飲食業 5%

213,506 福岡県 福岡市中央区 Ｂｒａｎｄｒ－Ｒ サービス 理容・美容業 5%

213,507 福岡県 福岡市中央区 ブリアント　福岡天神店 サービス 理容・美容業 5%

213,508 福岡県 福岡市中央区 ＦＲＩＬＬ＆ｃｏｅｓｐｒｉｔ 小売業 衣料品 5%

213,509 福岡県 福岡市中央区 プリンセスカフェ福岡１号館 サービス 飲食業 5%

213,510 福岡県 福岡市中央区 プリントピアウエハラ サービス その他サービス 5%

213,511 福岡県 福岡市中央区 Ｐｕｌｌ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｐｕｌｌ サービス 理容・美容業 5%

213,512 福岡県 福岡市中央区 ブルースター サービス 飲食業 5%

213,513 福岡県 福岡市中央区 ＢｌｕｅＢｒａｎｄ サービス 理容・美容業 5%

213,514 福岡県 福岡市中央区 ブルームスベリー サービス 理容・美容業 5%

213,515 福岡県 福岡市中央区 Ｂｌｅｓｓ【ブレス】 サービス 理容・美容業 5%

213,516 福岡県 福岡市中央区 ル　　ミストラル サービス 飲食業 5%

213,517 福岡県 福岡市中央区 ブロートラント　電気ビル店 小売業 食料品 5%

213,518 福岡県 福岡市中央区 ブロートラント本店 小売業 食料品 5%

213,519 福岡県 福岡市中央区 ＰＲＯＳＩＴ　ＰＲＯＳＩＴ サービス 飲食業 5%

213,520 福岡県 福岡市中央区 フロマジュリー欧グルマン 小売業 食料品 5%

213,521 福岡県 福岡市中央区 ＦＬＯＮＴ 小売業 衣料品 5%

213,522 福岡県 福岡市中央区 ａｎｅｌｌｏ サービス 理容・美容業 5%

213,523 福岡県 福岡市中央区 ＨａｉｒＣｒｅａｔｉｏｎＪｉＬＬ サービス 理容・美容業 5%

213,524 福岡県 福岡市中央区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｓｃｈｏｏｌ サービス 理容・美容業 5%

213,525 福岡県 福岡市中央区 ヘアースタジオ　ボーンズ サービス 理容・美容業 5%

213,526 福岡県 福岡市中央区 ｈａｉｒ　ｂｅａｕｔｙ　Ｒｕ　Ｌｉａｎ サービス 理容・美容業 5%

213,527 福岡県 福岡市中央区 ヘアーメイクリン サービス 理容・美容業 5%

213,528 福岡県 福岡市中央区 ＬＡ　ＰＡＩＸ（ラペ） サービス 理容・美容業 5%
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213,529 福岡県 福岡市中央区 ヘアーサロン　クラウン サービス 理容・美容業 5%

213,530 福岡県 福岡市中央区 ｈａｉｒｗｏｒｋｓＤＲＡＷＥＲ サービス 理容・美容業 5%

213,531 福岡県 福岡市中央区 平和台ホテル荒戸 サービス 宿泊業 5%

213,532 福岡県 福岡市中央区 平和台ホテル大手門 サービス 宿泊業 5%

213,533 福岡県 福岡市中央区 平和台ホテル天神 サービス 宿泊業 5%

213,534 福岡県 福岡市中央区 平和台ホテル５ サービス 宿泊業 5%

213,535 福岡県 福岡市中央区 平和台ホテル本館 サービス 宿泊業 5%

213,536 福岡県 福岡市中央区 ベーコンエッグ サービス 飲食業 5%

213,537 福岡県 福岡市中央区 ベストコンディションジム サービス その他サービス 5%

213,538 福岡県 福岡市中央区 ＢＥＬＬＯ サービス 飲食業 5%

213,539 福岡県 福岡市中央区 Ｂｅｎｎｙ　ｓ サービス その他サービス 5%

213,540 福岡県 福岡市中央区 ＢＥＮＥＳＵホテルニューオータニ博多店 サービス その他サービス 5%

213,541 福岡県 福岡市中央区 ＢＡＢＹＣＯＣＯ サービス 理容・美容業 5%

213,542 福岡県 福岡市中央区 ｐｅｂｂｌｅｓ 小売業 衣料品 5%

213,543 福岡県 福岡市中央区 ＢｅｌｌｕＣｕｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

213,544 福岡県 福岡市中央区 ヘルシーライフシステム サービス その他サービス 5%

213,545 福岡県 福岡市中央区 変身雑貨ショップぱるふぇ 小売業 衣料品 5%

213,546 福岡県 福岡市中央区 ボークス福岡ショールーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

213,547 福岡県 福岡市中央区 ＰＯＲＴ　ＢＥＬＬＯ サービス 飲食業 5%

213,548 福岡県 福岡市中央区 ボークス福岡ショールーム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

213,549 福岡県 福岡市中央区 北海道食市場 丸海屋 福岡本店 サービス 飲食業 5%

213,550 福岡県 福岡市中央区 ボッカコレクション 小売業 衣料品 5%

213,551 福岡県 福岡市中央区 Ｐｏｓｈ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

213,552 福岡県 福岡市中央区 Ｐｏｓｈ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

213,553 福岡県 福岡市中央区 ＢＯＤＹ　ＳＰＡ サービス その他サービス 5%

213,554 福岡県 福岡市中央区 ホテルエトワス天神 サービス 宿泊業 5%

213,555 福岡県 福岡市中央区 ホテルＷＢＦ福岡天神南 サービス 宿泊業 5%

213,556 福岡県 福岡市中央区 セブン－イレブンホテルモントレラ・スール福岡店 小売業 食料品 2%

213,557 福岡県 福岡市中央区 Ｈｏｎｏ サービス 飲食業 5%

213,558 福岡県 福岡市中央区 ポプラペラボート福岡店 小売業 その他小売 2%

213,559 福岡県 福岡市中央区 ポルテボヌール株式会社 サービス その他サービス 5%

213,560 福岡県 福岡市中央区 Ｈｏｗｌｔ　Ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

213,561 福岡県 福岡市中央区 Ｖｏｎｄ サービス 理容・美容業 5%

213,562 福岡県 福岡市中央区 本のあるところａｊｉｒｏ（書店） 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

213,563 福岡県 福岡市中央区 ボンバーキッチン サービス 飲食業 5%

213,564 福岡県 福岡市中央区 ＭＥＲＣＵＲＹ ＲＩＶＥＲ ＧＲＩＬＬ サービス 飲食業 5%

213,565 福岡県 福岡市中央区 ｍｙｓｏｒｅｆｕｋｕｏｋａ サービス その他サービス 5%

213,566 福岡県 福岡市中央区 マイマイスクール笹丘 サービス その他サービス 5%

213,567 福岡県 福岡市中央区 Ｍｉｎｄ　Ｂｏｄｙ　Ｓｐｉｒｉｔ サービス その他サービス 5%

213,568 福岡県 福岡市中央区 マギーサロン サービス その他サービス 5%

213,569 福岡県 福岡市中央区 ＭＯＧＧＩＥＣＯＯＰ 小売業 衣料品 5%

213,570 福岡県 福岡市中央区 まぐろ屋炭太郎　まぐろ屋炭太郎 サービス 飲食業 5%
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213,571 福岡県 福岡市中央区 政 サービス 飲食業 5%

213,572 福岡県 福岡市中央区 ㈱キュービマダム・トランタン 小売業 衣料品 5%

213,573 福岡県 福岡市中央区 ＭＡＣＨＩＫＯ サービス 理容・美容業 5%

213,574 福岡県 福岡市中央区 まつ毛エクステ　ＩＤＥＡ大名天神店 サービス 理容・美容業 5%

213,575 福岡県 福岡市中央区 まつげエクステ専門店Ｂｅｌｄａｄ　天神店 サービス 理容・美容業 5%

213,576 福岡県 福岡市中央区 まつげエクステ専門店Ｂｅｌｄａｄ　港本店 サービス 理容・美容業 5%

213,577 福岡県 福岡市中央区 まつげエクステ専門店Ｂｅｌｄａｄ天神店 サービス 理容・美容業 5%

213,578 福岡県 福岡市中央区 ＭＡＴＳＵＢＡＹＡ 小売業 その他小売 5%

213,579 福岡県 福岡市中央区 マナユニバース サービス その他サービス 5%

213,580 福岡県 福岡市中央区 プライベートサロンマノカルド サービス 理容・美容業 5%

213,581 福岡県 福岡市中央区 モアナマリン サービス その他サービス 5%

213,582 福岡県 福岡市中央区 Ｍａｒｂｌｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

213,583 福岡県 福岡市中央区 ママイクコ　博多新天町 小売業 その他小売 5%

213,584 福岡県 福岡市中央区 まるまんフィオーレ　地下街店 小売業 その他小売 5%

213,585 福岡県 福岡市中央区 ＭＡＲＵＭＯＮ サービス 飲食業 5%

213,586 福岡県 福岡市中央区 マレットメット 小売業 衣料品 5%

213,587 福岡県 福岡市中央区 まわたり文具 小売業 その他小売 5%

213,588 福岡県 福岡市中央区 まわたり文具　平尾店　まわたり文具平尾店 小売業 その他小売 5%

213,589 福岡県 福岡市中央区 マンギス サービス その他サービス 5%

213,590 福岡県 福岡市中央区 ｍｉｓｓｉｏｎＩｎｃ． 小売業 家具・調度品 5%

213,591 福岡県 福岡市中央区 光安青霞園茶舗　新天町店 小売業 食料品 5%

213,592 福岡県 福岡市中央区 港焼とり本舗 サービス 飲食業 5%

213,593 福岡県 福岡市中央区 南薬院ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

213,594 福岡県 福岡市中央区 三原豆腐店 サービス 飲食業 5%

213,595 福岡県 福岡市中央区 三原豆腐店 サービス 飲食業 5%

213,596 福岡県 福岡市中央区 ＲＡＰＴＵＲＥ 小売業 衣料品 5%

213,597 福岡県 福岡市中央区 味楽や サービス 飲食業 5%

213,598 福岡県 福岡市中央区 味楽や サービス 飲食業 5%

213,599 福岡県 福岡市中央区 無垢 サービス 飲食業 5%

213,600 福岡県 福岡市中央区 むら川　　むら川 サービス 飲食業 5%

213,601 福岡県 福岡市中央区 むろや サービス 飲食業 5%

213,602 福岡県 福岡市中央区 メイクアップイマジン サービス 理容・美容業 5%

213,603 福岡県 福岡市中央区 メイクレッスンサロンスリーグラフィティ サービス 理容・美容業 5%

213,604 福岡県 福岡市中央区 めいどりーみん　天神西通り店 サービス 飲食業 5%

213,605 福岡県 福岡市中央区 めがねシーベスト 小売業 その他小売 5%

213,606 福岡県 福岡市中央区 メガネのオガタ 小売業 その他小売 5%

213,607 福岡県 福岡市中央区 メガネの落合　新天町店 小売業 その他小売 5%

213,608 福岡県 福岡市中央区 メガネの光和堂 小売業 その他小売 5%

213,609 福岡県 福岡市中央区 メガネの田中　福岡天神西通り店 小売業 その他小売 5%

213,610 福岡県 福岡市中央区 ＭＥＲＩＣＡＮ　ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ　ＦＵＫ サービス 理容・美容業 5%

213,611 福岡県 福岡市中央区 Ｍｅｒｃｉ サービス 理容・美容業 5%

213,612 福岡県 福岡市中央区 メンバーズスナックあじさい サービス 飲食業 5%
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213,613 福岡県 福岡市中央区 カラフルブティックモア 小売業 衣料品 5%

213,614 福岡県 福岡市中央区 木馬館　Ｏｒｉｇｉｎ 小売業 その他小売 5%

213,615 福岡県 福岡市中央区 もつ鍋一藤今泉本店 サービス 飲食業 5%

213,616 福岡県 福岡市中央区 もつ鍋慶州　西中洲店 サービス 飲食業 5%

213,617 福岡県 福岡市中央区 もつ鍋　紅月　今泉店 サービス 飲食業 5%

213,618 福岡県 福岡市中央区 もつ鍋仙頭大名本店 サービス 飲食業 5%

213,619 福岡県 福岡市中央区 ＭＯＤＯＯ’ＳＣＯＦＦＥＥＢＲＷ サービス 飲食業 5%

213,620 福岡県 福岡市中央区 もみ処１４８４　もみ処　１４８４ サービス その他サービス 5%

213,621 福岡県 福岡市中央区 モリトモ 小売業 衣料品 5%

213,622 福岡県 福岡市中央区 モリトモ　新天町店 小売業 衣料品 5%

213,623 福岡県 福岡市中央区 森の隠れ家 サービス 飲食業 5%

213,624 福岡県 福岡市中央区 八百屋桃太郎　今泉店 小売業 食料品 5%

213,625 福岡県 福岡市中央区 八百屋桃太郎　薬院店 小売業 食料品 5%

213,626 福岡県 福岡市中央区 焼き鳥　とり貴 サービス 飲食業 5%

213,627 福岡県 福岡市中央区 焼とり　あずり サービス 飲食業 5%

213,628 福岡県 福岡市中央区 焼鶏工房 めっしー サービス 飲食業 5%

213,629 福岡県 福岡市中央区 焼き鳥の軍ぞう サービス 飲食業 5%

213,630 福岡県 福岡市中央区 やきとり美久馬大名 サービス 飲食業 5%

213,631 福岡県 福岡市中央区 焼とり　りりあ サービス 飲食業 5%

213,632 福岡県 福岡市中央区 焼肉すどう春吉 サービス 飲食業 5%

213,633 福岡県 福岡市中央区 焼肉プリンス サービス 飲食業 5%

213,634 福岡県 福岡市中央区 焼肉屋　Ｓｅｉちゃん サービス 飲食業 5%

213,635 福岡県 福岡市中央区 薬院カイロサロン サービス 理容・美容業 5%

213,636 福岡県 福岡市中央区 薬院ＢＡＳＥ サービス 飲食業 5%

213,637 福岡県 福岡市中央区 櫓茶屋　天神店 サービス 飲食業 5%

213,638 福岡県 福岡市中央区 櫓茶屋　天神西通り店 サービス 飲食業 5%

213,639 福岡県 福岡市中央区 やぐらホステル サービス その他サービス 5%

213,640 福岡県 福岡市中央区 ヤジンケ サービス 飲食業 5%

213,641 福岡県 福岡市中央区 ヤジンケ サービス 飲食業 5%

213,642 福岡県 福岡市中央区 八十八 サービス 飲食業 5%

213,643 福岡県 福岡市中央区 山口米穀店 小売業 食料品 5%

213,644 福岡県 福岡市中央区 山崎商店 小売業 家具・調度品 5%

213,645 福岡県 福岡市中央区 ヤマノビューティウェルネス　福岡店 サービス 理容・美容業 5%

213,646 福岡県 福岡市中央区 山本文房堂 小売業 その他小売 5%

213,647 福岡県 福岡市中央区 やよい化粧品店 小売業 その他小売 5%

213,648 福岡県 福岡市中央区 ＹＡＲＲＡｄｏｕｘｂｌｅｕ薬院 小売業 衣料品 5%

213,649 福岡県 福岡市中央区 やんだ竜の字 サービス 飲食業 5%

213,650 福岡県 福岡市中央区 有限会社 一丁目薬局 小売業 その他小売 5%

213,651 福岡県 福岡市中央区 有限会社　岩佐商店 小売業 食料品 5%

213,652 福岡県 福岡市中央区 有限会社オフィスノアール サービス その他サービス 5%

213,653 福岡県 福岡市中央区 有限会社サンコーガス 小売業 その他小売 5%

213,654 福岡県 福岡市中央区 有限会社ＢＥＯＲＣ サービス その他サービス 5%
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213,655 福岡県 福岡市中央区 ユザワヤ　福岡店 小売業 その他小売 5%

213,656 福岡県 福岡市中央区 ｕｎｉｏｎ３ ｕｎｉｏｎ３大名店 小売業 衣料品 5%

213,657 福岡県 福岡市中央区 ゆるりらく サービス 理容・美容業 5%

213,658 福岡県 福岡市中央区 ヨガブリーズ薬院スタジオ サービス その他サービス 5%

213,659 福岡県 福岡市中央区 よくねる寝具店 小売業 その他小売 5%

213,660 福岡県 福岡市中央区 吉塚商店 小売業 その他小売 5%

213,661 福岡県 福岡市中央区 吉冨寿し サービス 飲食業 5%

213,662 福岡県 福岡市中央区 Ｊｅｗｅｌｐｕｒｕｓ． サービス その他サービス 5%

213,663 福岡県 福岡市中央区 ラ　ルカンダ サービス 飲食業 5%

213,664 福岡県 福岡市中央区 ｌｉｆｅｄｉｎｉｎｇＪ サービス 飲食業 5%

213,665 福岡県 福岡市中央区 ｌｉｌａｃ 小売業 衣料品 5%

213,666 福岡県 福岡市中央区 ｌｉｌａｃ 小売業 衣料品 5%

213,667 福岡県 福岡市中央区 ＬＯＶＥＲＩＡ　ＴＥＮＪＩＮ サービス 理容・美容業 5%

213,668 福岡県 福岡市中央区 ＬＡＧＵＮＡ 小売業 衣料品 5%

213,669 福岡県 福岡市中央区 ＬＡＧＵＮＡ　ＬＡＧＵＮＡ 小売業 衣料品 5%

213,670 福岡県 福岡市中央区 Ｌａｃｉｅｌｍｅｒ 小売業 衣料品 5%

213,671 福岡県 福岡市中央区 らしんばん　福岡天神店 小売業 その他小売 5%

213,672 福岡県 福岡市中央区 ｌａｄｄｅｒｆｌａｔ サービス 理容・美容業 5%

213,673 福岡県 福岡市中央区 ｌａｎｉｈａｉｒｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

213,674 福岡県 福岡市中央区 ラフ サービス 理容・美容業 5%

213,675 福岡県 福岡市中央区 Ｌａｂｒｉｌｌａｎｔｅ 小売業 衣料品 5%

213,676 福岡県 福岡市中央区 ＲａｌａＦｌｏｒａ サービス その他サービス 5%

213,677 福岡県 福岡市中央区 ランドリープレス 警固店 サービス その他サービス 5%

213,678 福岡県 福岡市中央区 ランドリープレス　港店 サービス その他サービス 5%

213,679 福岡県 福岡市中央区 ｒａｍｐ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

213,680 福岡県 福岡市中央区 ｒｕｍｂｌｅＦＩＳＨ 小売業 衣料品 5%

213,681 福岡県 福岡市中央区 ｒｕｍｂｌｅＦＩＳＨ　ｒｕｍｂｌｅＦＩＳＨ 小売業 食料品 5%

213,682 福岡県 福岡市中央区 Ｒｅａｌｍｅ サービス 理容・美容業 5%

213,683 福岡県 福岡市中央区 Ｌｉｇ　ｂｙ　ｌｉｔｔｌｅ サービス 理容・美容業 2%

213,684 福岡県 福岡市中央区 Ｒｅ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｌａｂ リコラボ Ｒｅ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｌａｂ リコラボ サービス その他サービス 5%

213,685 福岡県 福岡市中央区 ＲＩＣＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

213,686 福岡県 福岡市中央区 ＲＩＴＡ　ｂｙ　ｒｅａｌｍｅ サービス 理容・美容業 5%

213,687 福岡県 福岡市中央区 ｌｉｎｏｓａｌｏｎｍｏａｎａ サービス 理容・美容業 5%

213,688 福岡県 福岡市中央区 リパール サービス その他サービス 5%

213,689 福岡県 福岡市中央区 ＲＥＶＩＶＥＳＮＡＫＥ サービス その他サービス 5%

213,690 福岡県 福岡市中央区 Ｌｉｂｏｎ美容室 サービス 理容・美容業 5%

213,691 福岡県 福岡市中央区 ＲＩＭ サービス 理容・美容業 5%

213,692 福岡県 福岡市中央区 ＲＥＭＥＲ 小売業 衣料品 5%

213,693 福岡県 福岡市中央区 リライフアニマルクリニック サービス その他サービス 5%

213,694 福岡県 福岡市中央区 ＢＡＬＩＬＡ サービス 理容・美容業 5%

213,695 福岡県 福岡市中央区 リラクゼーション優 サービス その他サービス 5%

213,696 福岡県 福岡市中央区 ｉｋｏｉ サービス その他サービス 5%
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213,697 福岡県 福岡市中央区 ｒｅｌａｂｏｉｓ サービス 理容・美容業 5%

213,698 福岡県 福岡市中央区 ＬｉＲｉ サービス その他サービス 5%

213,699 福岡県 福岡市中央区 Ｌｉｌｏｕ サービス 理容・美容業 5%

213,700 福岡県 福岡市中央区 ＲＩＮＫＡＮ福岡店 小売業 衣料品 5%

213,701 福岡県 福岡市中央区 リンパケアサロンｅｍｂｅｌｌｉｅ サービス 理容・美容業 5%

213,702 福岡県 福岡市中央区 リンパプライヴェートテラス ＴＨＥ ＬＥＩＺｚｚ 薬院店 サービス 理容・美容業 5%

213,703 福岡県 福岡市中央区 ｌｅ　ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ サービス 飲食業 5%

213,704 福岡県 福岡市中央区 ＬＵＡ　ＲＥＶＥ サービス その他サービス 5%

213,705 福岡県 福岡市中央区 Ｌｕｉｋｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

213,706 福岡県 福岡市中央区 ルーヴ 小売業 衣料品 5%

213,707 福岡県 福岡市中央区 Ｌｕｏｃｅ サービス 理容・美容業 5%

213,708 福岡県 福岡市中央区 ＬＵＸＵＥＵＸ　シーホーク店 サービス その他サービス 5%

213,709 福岡県 福岡市中央区 ＬＵＸＵＥＵＸ　天神西通り店 サービス その他サービス 5%

213,710 福岡県 福岡市中央区 ルナレーナ六本松 サービス 理容・美容業 5%

213,711 福岡県 福岡市中央区 ルネ福岡店 小売業 衣料品 5%

213,712 福岡県 福岡市中央区 Ｌｕｍｉｎａｒｙ 小売業 衣料品 5%

213,713 福岡県 福岡市中央区 古賀瑠美 サービス 理容・美容業 5%

213,714 福岡県 福岡市中央区 レイメイ　エターナリーショップ 小売業 衣料品 5%

213,715 福岡県 福岡市中央区 Ｌｅｖｒｅ 小売業 衣料品 5%

213,716 福岡県 福岡市中央区 ＬＥＯ　ｔｈｅ　Ｂａｒｂｅｒ【レオザバーバー】 サービス 理容・美容業 5%

213,717 福岡県 福岡市中央区 ＲＥＧＡＲＯＰＡＰＩＲＯ 小売業 衣料品 5%

213,718 福岡県 福岡市中央区 レクチエ 小売業 衣料品 5%

213,719 福岡県 福岡市中央区 Ｒｅｇｌｕｓｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ平尾店 サービス 理容・美容業 5%

213,720 福岡県 福岡市中央区 Ｌｅａｔｈｅｒ Ｓｌｉｖｅｒ ＡＧＯ 小売業 その他小売 5%

213,721 福岡県 福岡市中央区 ＬｅｔｔｅｒＶｉｌｌａｇｅ サービス その他サービス 5%

213,722 福岡県 福岡市中央区 ＲＥＤＧＯＯＤＳＰＥＥＤ 小売業 衣料品 5%

213,723 福岡県 福岡市中央区 レッドムーン イズム福岡 レッドムーンイズム福岡 小売業 その他小売 5%

213,724 福岡県 福岡市中央区 ＲＭ　ｉｓｍ　ＦＵＫＵＯＫＡ 小売業 衣料品 5%

213,725 福岡県 福岡市中央区 レ ムーブ 桜坂店 サービス その他サービス 5%

213,726 福岡県 福岡市中央区 レモン社　福岡店 小売業 その他小売 5%

213,727 福岡県 福岡市中央区 Ｌｏｃａｌ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

213,728 福岡県 福岡市中央区 ＲｏｓｅＣｏｃｏ 小売業 衣料品 5%

213,729 福岡県 福岡市中央区 ＬＯＴＵＳ　ＬＯＴＵＳ 小売業 衣料品 5%

213,730 福岡県 福岡市中央区 Ｒｏｇｉａ 小売業 衣料品 5%

213,731 福岡県 福岡市中央区 Ｌｏｃｏｍｏ サービス 理容・美容業 5%

213,732 福岡県 福岡市中央区 Ｌｏｓｔ　＆　Ｆｏｕｎｄ 小売業 衣料品 5%

213,733 福岡県 福岡市中央区 六根と平尾 サービス 理容・美容業 5%

213,734 福岡県 福岡市中央区 炉端　割烹　おぶぶ サービス 飲食業 5%

213,735 福岡県 福岡市中央区 Ｌｏｂｂｙ 小売業 衣料品 5%

213,736 福岡県 福岡市中央区 ＲＯＭＥＯｐｅｔｓａｌｏｎ＆ｈｏｔｅｌ サービス その他サービス 5%

213,737 福岡県 福岡市中央区 Ｙ．Ｋ．ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

213,738 福岡県 福岡市中央区 ワイズエッセンス サービス その他サービス 5%
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213,739 福岡県 福岡市中央区 ワインカフェ ＬＩＶＩＮＧ Ｄ サービス 飲食業 5%

213,740 福岡県 福岡市中央区 わいんとお酒とお料理 うりぼう サービス 飲食業 5%

213,741 福岡県 福岡市中央区 ワインと天婦羅 あら木 サービス 飲食業 5%

213,742 福岡県 福岡市中央区 吾輩堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

213,743 福岡県 福岡市中央区 和銀 小売業 貴金属・服飾品 5%

213,744 福岡県 福岡市中央区 ＷＡＳＯＷ サービス その他サービス 5%

213,745 福岡県 福岡市中央区 ワタナベナンバン サービス 飲食業 5%

213,746 福岡県 福岡市中央区 わっぱ定食堂 警固本店 サービス 飲食業 5%

213,747 福岡県 福岡市中央区 ワンズホテル福岡 サービス 宿泊業 5%

213,748 福岡県 福岡市中央区 （株）ワンパーク　ワンパーク　西中洲店 サービス その他サービス 5%

213,749 福岡県 福岡市中央区 （株）ワンパーク　ワンパーク　大濠店 サービス その他サービス 5%

213,750 福岡県 福岡市中央区 ワンパーク　西中洲店 サービス その他サービス 5%

213,751 福岡県 福岡市中央区 ワンパークショップ大濠店　ワンパークショップ大濠店 小売業 その他小売 5%

213,752 福岡県 福岡市西区 愛クリエイト株式会社 サービス その他サービス 5%

213,753 福岡県 福岡市西区 ＩＢＳ サービス その他サービス 5%

213,754 福岡県 福岡市西区 Ｋｉｉｔｏ サービス 理容・美容業 5%

213,755 福岡県 福岡市西区 アガぺ西部薬局 小売業 その他小売 5%

213,756 福岡県 福岡市西区 アガぺ姪浜薬局 小売業 その他小売 5%

213,757 福岡県 福岡市西区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｍａｎｏｎ姪浜 サービス 理容・美容業 5%

213,758 福岡県 福岡市西区 芦屋　貴兆陶家　姪浜店 小売業 その他小売 5%

213,759 福岡県 福岡市西区 アドックどうぶつクリニック アドックどうぶつクリニック サービス その他サービス 5%

213,760 福岡県 福岡市西区 アドラージュ サービス 理容・美容業 5%

213,761 福岡県 福岡市西区 ａｌｌｆｉｎｅ姪浜店 サービス 理容・美容業 5%

213,762 福岡県 福岡市西区 ａｌｐｈａｈａｉｒｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

213,763 福岡県 福岡市西区 居酒屋　ニセコ サービス 飲食業 5%

213,764 福岡県 福岡市西区 居酒屋まさと サービス 飲食業 5%

213,765 福岡県 福岡市西区 いずみ電器 小売業 電化製品 5%

213,766 福岡県 福岡市西区 イタリアンダイニングＺｕｃｃａ サービス 飲食業 5%

213,767 福岡県 福岡市西区 井手ちゃんぽん 小戸店 サービス 飲食業 5%

213,768 福岡県 福岡市西区 IDEXカーケアショップ小戸店 小売業 ガソリンスタンド 2%

213,769 福岡県 福岡市西区 出光セルフ野方SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

213,770 福岡県 福岡市西区 糸島茶房 サービス 飲食業 5%

213,771 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン糸島泊店 小売業 食料品 2%

213,772 福岡県 福岡市西区 インテリア真 サービス その他サービス 5%

213,773 福岡県 福岡市西区 ｏｕｓｉａ サービス その他サービス 5%

213,774 福岡県 福岡市西区 ウエストゾーン サービス 理容・美容業 5%

213,775 福岡県 福岡市西区 エコモール福重店 小売業 その他小売 5%

213,776 福岡県 福岡市西区 ＦＭボンド 小売業 食料品 5%

213,777 福岡県 福岡市西区 Ｍ ｓ ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

213,778 福岡県 福岡市西区 大賀薬局　愛宕店 小売業 その他小売 5%

213,779 福岡県 福岡市西区 大賀薬局　学研都市店 小売業 その他小売 5%

213,780 福岡県 福岡市西区 大賀薬局　橋本店 小売業 その他小売 5%
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213,781 福岡県 福岡市西区 大賀薬局　姪浜駅前店 小売業 その他小売 5%

213,782 福岡県 福岡市西区 大賀薬局　姪浜店 小売業 その他小売 5%

213,783 福岡県 福岡市西区 大賀薬局　姪浜四丁目店 小売業 その他小売 5%

213,784 福岡県 福岡市西区 大原松露饅頭　姪浜デイトス店 小売業 食料品 5%

213,785 福岡県 福岡市西区 ＯＰＳ　ＨＡＩＲ　姪浜店 サービス 理容・美容業 5%

213,786 福岡県 福岡市西区 オリックスレンタカー学研都市駅前店 サービス その他サービス 2%

213,787 福岡県 福岡市西区 オリックスレンタカー姪浜店 サービス その他サービス 2%

213,788 福岡県 福岡市西区 カーショップアッドボックス 小売業 その他小売 5%

213,789 福岡県 福岡市西区 カットハウスＭ　カットハウスＭ サービス 理容・美容業 5%

213,790 福岡県 福岡市西区 株式会社パーツハウス サービス その他サービス 5%

213,791 福岡県 福岡市西区 株式会社カセツ商会　福岡営業所 小売業 その他小売 5%

213,792 福岡県 福岡市西区 株式会社河村家具 小売業 家具・調度品 5%

213,793 福岡県 福岡市西区 株式会社ぜん サービス その他サービス 5%

213,794 福岡県 福岡市西区 株式会社ＦＬＥＸ サービス その他サービス 5%

213,795 福岡県 福岡市西区 かもめ薬局　かもめ薬局ストア 小売業 その他小売 5%

213,796 福岡県 福岡市西区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋西区福重店 サービス 飲食業 2%

213,797 福岡県 福岡市西区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ハローパーク周船寺店 サービス 飲食業 2%

213,798 福岡県 福岡市西区 カワムラ家具　福重店 小売業 家具・調度品 5%

213,799 福岡県 福岡市西区 キーズバー サービス 飲食業 5%

213,800 福岡県 福岡市西区 ｋｉｋｅｙ＋ サービス 理容・美容業 5%

213,801 福岡県 福岡市西区 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｂａｒ　Ｑｕａｌｉａ サービス 飲食業 5%

213,802 福岡県 福岡市西区 キッチンメイ サービス 飲食業 5%

213,803 福岡県 福岡市西区 ＫｉｆｕＬ 小売業 その他小売 5%

213,804 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン九大学研都市駅東店 小売業 食料品 2%

213,805 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン九大学研都市駅前店 小売業 食料品 2%

213,806 福岡県 福岡市西区 銀志朗　福重店 サービス 飲食業 5%

213,807 福岡県 福岡市西区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ福岡西店 小売業 その他小売 5%

213,808 福岡県 福岡市西区 串ｃａｆｅたまねぎ サービス 飲食業 5%

213,809 福岡県 福岡市西区 グッデイ　西福岡店 小売業 その他小売 5%

213,810 福岡県 福岡市西区 グッデイ　姪の浜店 小売業 その他小売 5%

213,811 福岡県 福岡市西区 熊見電気設備 小売業 電化製品 5%

213,812 福岡県 福岡市西区 グレンツェン サービス その他サービス 5%

213,813 福岡県 福岡市西区 玄海丸 橋本店 玄海丸 橋本店 サービス 飲食業 5%

213,814 福岡県 福岡市西区 玄海丸 姪浜店 玄海丸 姪浜店 サービス 飲食業 5%

213,815 福岡県 福岡市西区 小庵福岡 サービス 宿泊業 5%

213,816 福岡県 福岡市西区 合同会社Ｓ・Ｉ・Ｎサービス サービス その他サービス 5%

213,817 福岡県 福岡市西区 小梅 サービス 飲食業 5%

213,818 福岡県 福岡市西区 ＣＯＺＹ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

213,819 福岡県 福岡市西区 ｃｏｖｏ＿ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ サービス 飲食業 5%

213,820 福岡県 福岡市西区 個人ＳＧＭＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

213,821 福岡県 福岡市西区 個人ｏｋｉｈａｒｕＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

213,822 福岡県 福岡市西区 米七商店　米七商店 小売業 その他小売 5%
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213,823 福岡県 福岡市西区 ＳＵＲＦ　ＳＩＤＥ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

213,824 福岡県 福岡市西区 Ｓａｋａｙａフカマチ サービス 飲食業 5%

213,825 福岡県 福岡市西区 ＳＡＫＯＤＡ　小戸公園 小売業 その他小売 5%

213,826 福岡県 福岡市西区 ＳＡＫＯＤＡ　小戸公園前店（催事） 小売業 その他小売 5%

213,827 福岡県 福岡市西区 ＳＡＫＯＤＡホームファニシングス小戸公園 小売業 その他小売 5%

213,828 福岡県 福岡市西区 ＳＵＮＳ　ＤＩＶＥ株式会社 サービス その他サービス 5%

213,829 福岡県 福岡市西区 ジェイワンファクトリー サービス その他サービス 5%

213,830 福岡県 福岡市西区 ジェラート　アルパチーノ サービス 飲食業 5%

213,831 福岡県 福岡市西区 Ｊｅｒｅｔｏｕｒｎｅａｌａｍｅｒ サービス 理容・美容業 5%

213,832 福岡県 福岡市西区 シティコンタクト　えきマチ１丁目姪浜店 小売業 その他小売 5%

213,833 福岡県 福岡市西区 柴田酒店　柴田酒店 小売業 その他小売 5%

213,834 福岡県 福岡市西区 ＧＹＲＯ【ジャイロ】 サービス 理容・美容業 5%

213,835 福岡県 福岡市西区 しゃぶしゃぶ温野菜福岡伊都店 サービス 飲食業 2%

213,836 福岡県 福岡市西区 しゃぶしゃぶ温野菜福岡橋本店 サービス 飲食業 2%

213,837 福岡県 福岡市西区 松古堂 小売業 その他小売 5%

213,838 福岡県 福岡市西区 正直英語 サービス その他サービス 5%

213,839 福岡県 福岡市西区 ＳＨＩＲＵ ＣＡＦＥ 九州大学前店 サービス 飲食業 5%

213,840 福岡県 福岡市西区 知るカフェ九州大学前店 サービス 飲食業 5%

213,841 福岡県 福岡市西区 新生堂薬局　福重店 小売業 その他小売 5%

213,842 福岡県 福岡市西区 スーパーバナジウム富士　北部九州 小売業 食料品 5%

213,843 福岡県 福岡市西区 スーパーバリューサングリン 小売業 食料品 5%

213,844 福岡県 福岡市西区 すたみな太郎　福岡西店 サービス 飲食業 5%

213,845 福岡県 福岡市西区 ｓｔｅａｄｙｓｕｒｆｓｔａｔｉｏｎ 小売業 その他小売 5%

213,846 福岡県 福岡市西区 スポルト福岡　　ボウリング場 サービス その他サービス 5%

213,847 福岡県 福岡市西区 西南自動車工業　ケイスタイル 小売業 その他小売 5%

213,848 福岡県 福岡市西区 西南自動車工業 本社 サービス その他サービス 5%

213,849 福岡県 福岡市西区 タイヤの栄太郎西店 小売業 その他小売 5%

213,850 福岡県 福岡市西区 タカチホカメラ　マリナ通り店 小売業 その他小売 5%

213,851 福岡県 福岡市西区 タカチホカメラ　姪浜店 小売業 その他小売 5%

213,852 福岡県 福岡市西区 タケオ薬局 小売業 その他小売 5%

213,853 福岡県 福岡市西区 たばこ座　小戸本店 小売業 その他小売 5%

213,854 福岡県 福岡市西区 中古パソコン市場　福岡西店 小売業 電化製品 5%

213,855 福岡県 福岡市西区 チルフォトグラフィーマリナ店 サービス その他サービス 5%

213,856 福岡県 福岡市西区 津田薬局　津田薬局 小売業 食料品 5%

213,857 福岡県 福岡市西区 Ｔ－ＢＬＵＥ 小売業 その他小売 5%

213,858 福岡県 福岡市西区 テキスタイル長尾 サービス その他サービス 5%

213,859 福岡県 福岡市西区 トータルビューティーサロンジュエル サービス 理容・美容業 5%

213,860 福岡県 福岡市西区 時計のしんわ 小売業 貴金属・服飾品 5%

213,861 福岡県 福岡市西区 飛石デンキ 小売業 電化製品 5%

213,862 福岡県 福岡市西区 冨永薬局 小売業 その他小売 5%

213,863 福岡県 福岡市西区 トム・ソーヤー　マリナ通店 小売業 その他小売 5%

213,864 福岡県 福岡市西区 とめ手羽 姪浜店 サービス 飲食業 5%
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213,865 福岡県 福岡市西区 中津からあげ　からいち　野方店 サービス 飲食業 5%

213,866 福岡県 福岡市西区 ナカ電器　下山門店 小売業 電化製品 5%

213,867 福岡県 福岡市西区 永野屋 小売業 衣料品 5%

213,868 福岡県 福岡市西区 ニーミ サービス その他サービス 5%

213,869 福岡県 福岡市西区 西島電器 小売業 電化製品 5%

213,870 福岡県 福岡市西区 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ｓｃｈｏｏｌ　ｂａｇｕｅ サービス 理容・美容業 5%

213,871 福岡県 福岡市西区 ＮｅｋｏＲｏｂｂｙ サービス その他サービス 5%

213,872 福岡県 福岡市西区 はかた一番どり居食家あらい　九大学研都市駅前店 サービス 飲食業 5%

213,873 福岡県 福岡市西区 はじめグローバル株式会社 サービス その他サービス 5%

213,874 福岡県 福岡市西区 橋本わっぱ定食堂 サービス 飲食業 5%

213,875 福岡県 福岡市西区 ＰＡＺメイデン 小売業 電化製品 5%

213,876 福岡県 福岡市西区 バッシュオート バッシュオート 小売業 その他小売 5%

213,877 福岡県 福岡市西区 花物語　ウエストコート姪浜店 小売業 その他小売 5%

213,878 福岡県 福岡市西区 花より豚 サービス 飲食業 5%

213,879 福岡県 福岡市西区 花より豚 サービス 飲食業 5%

213,880 福岡県 福岡市西区 ハレノヒ 小売業 その他小売 5%

213,881 福岡県 福岡市西区 ハローデイ周船寺店 小売業 食料品 5%

213,882 福岡県 福岡市西区 ＢＭＯ福岡西石丸店 小売業 衣料品 5%

213,883 福岡県 福岡市西区 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｄａ　ｃｉｒｕｚｚｏ サービス 飲食業 5%

213,884 福岡県 福岡市西区 美容室アイスバーグ サービス 理容・美容業 5%

213,885 福岡県 福岡市西区 美容室エルフ サービス 理容・美容業 5%

213,886 福岡県 福岡市西区 ファシーノフォトスタジオ　ファシーノフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

213,887 福岡県 福岡市西区 オルケスタ税理士法人 サービス その他サービス 5%

213,888 福岡県 福岡市西区 ＦＡＳＣＩＮＯ 小売業 その他小売 5%

213,889 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡愛宕２丁目店 小売業 食料品 2%

213,890 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡飯氏店 小売業 食料品 2%

213,891 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡壱岐団地北店 小売業 食料品 2%

213,892 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡生松台店 小売業 食料品 2%

213,893 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡石丸１丁目店 小売業 食料品 2%

213,894 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡石丸店 小売業 食料品 2%

213,895 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡今宿駅前店 小売業 食料品 2%

213,896 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡今宿東１丁目店 小売業 食料品 2%

213,897 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡今津運動公園前店 小売業 食料品 2%

213,898 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡小戸４丁目店 小売業 食料品 2%

213,899 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡金武店 小売業 食料品 2%

213,900 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡北原店 小売業 食料品 2%

213,901 福岡県 福岡市西区 福岡金文堂　姪浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

213,902 福岡県 福岡市西区 福岡金文堂姪浜南店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

213,903 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡拾六町２丁目店 小売業 食料品 2%

213,904 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡周船寺１丁目店 小売業 食料品 2%

213,905 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡徳永店 小売業 食料品 2%

213,906 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡野方２丁目店 小売業 食料品 2%
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213,907 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡橋本２丁目店 小売業 食料品 2%

213,908 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡福重５丁目店 小売業 食料品 2%

213,909 福岡県 福岡市西区 セブンーイレブン福岡姪浜インター店 小売業 食料品 2%

213,910 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡姪浜駅西店 小売業 食料品 2%

213,911 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡姪浜駅南２丁目店 小売業 食料品 2%

213,912 福岡県 福岡市西区 セブン－イレブン福岡横浜２丁目店 小売業 食料品 2%

213,913 福岡県 福岡市西区 二見ヶ浦商店 サービス 飲食業 5%

213,914 福岡県 福岡市西区 ブックオフ福重店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

213,915 福岡県 福岡市西区 Ｐｅｔｉｅｓｃｈｏｕｃｈｏｕｓ～プティシュシュ～ 小売業 衣料品 5%

213,916 福岡県 福岡市西区 ｂｒａｎｃｈ サービス 理容・美容業 5%

213,917 福岡県 福岡市西区 ｂｒａｎｃｈ　【ブランチ】 サービス 理容・美容業 5%

213,918 福岡県 福岡市西区 フレンチクロゼット 小売業 衣料品 5%

213,919 福岡県 福岡市西区 ＪＩＪＩ サービス 理容・美容業 5%

213,920 福岡県 福岡市西区 ヘアサロンＫＯＫＯＰＥＬＬＩ サービス 理容・美容業 5%

213,921 福岡県 福岡市西区 ＨａｉｒＳｔｏｒｙ　Ｔｉｐｓ サービス 理容・美容業 5%

213,922 福岡県 福岡市西区 マルベリーハウス マルベリーハウス サービス 飲食業 5%

213,923 福岡県 福岡市西区 まるみや青果 小売業 食料品 5%

213,924 福岡県 福岡市西区 マレットメット　伊都店 小売業 衣料品 5%

213,925 福岡県 福岡市西区 民藝・工藝の館　どいざき 小売業 その他小売 5%

213,926 福岡県 福岡市西区 無法松　石丸店 小売業 その他小売 5%

213,927 福岡県 福岡市西区 姪浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

213,928 福岡県 福岡市西区 メナードフェイシャルサロン野方 小売業 その他小売 5%

213,929 福岡県 福岡市西区 ｍｏｎｏｃｉｒｃｕｓモノサーカス 小売業 衣料品 5%

213,930 福岡県 福岡市西区 ｍｏｒｉｚｏｏ 小売業 衣料品 5%

213,931 福岡県 福岡市西区 モリタゴルフ　タイトリスト＆ＦＪ 小売業 その他小売 5%

213,932 福岡県 福岡市西区 モリタゴルフ　福岡西店 小売業 その他小売 5%

213,933 福岡県 福岡市西区 焼鳥　吉兆 サービス 飲食業 5%

213,934 福岡県 福岡市西区 焼き鳥天翔 サービス 飲食業 5%

213,935 福岡県 福岡市西区 焼肉なべしま　福岡姪浜店 サービス 飲食業 5%

213,936 福岡県 福岡市西区 有限会社 江口工務店 サービス その他サービス 5%

213,937 福岡県 福岡市西区 有 冨永ガス産業 サービス その他サービス 5%

213,938 福岡県 福岡市西区 有限会社塩喜金物 小売業 その他小売 5%

213,939 福岡県 福岡市西区 有限会社松尾魚嘉 小売業 食料品 5%

213,940 福岡県 福岡市西区 よもぎ蒸し＆ボディケアゆる・ゆる サービス 理容・美容業 5%

213,941 福岡県 福岡市西区 ランドリープレス　西区石丸店 サービス その他サービス 5%

213,942 福岡県 福岡市西区 リエジュマリナタウン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

213,943 福岡県 福岡市西区 リンクス　ヘアースタジオ サービス 理容・美容業 5%

213,944 福岡県 福岡市西区 リンデンバゥム 小売業 食料品 5%

213,945 福岡県 福岡市西区 ＲＥＧＡＬＯｖｉｎｔａｇｅｗａｔｃｈ 小売業 貴金属・服飾品 5%

213,946 福岡県 福岡市西区 Ｌｅｍｏｎｇｒａｓｓ サービス 理容・美容業 5%

213,947 福岡県 福岡市西区 ワインショップ　プロッシモ　ジョルジョ　ワインショップ　プロッシモ　ジョルジョ 小売業 食料品 5%

213,948 福岡県 福岡市西区 脇坂個人タクシー サービス 運輸業 5%
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213,949 福岡県 福岡市西区 和食処おくまつ サービス 飲食業 5%

213,950 福岡県 福岡市西区 ワンズ サービス その他サービス 5%

213,951 福岡県 福岡市博多区 Ａｒｓｅｎａｌ 小売業 その他小売 5%

213,952 福岡県 福岡市博多区 アガぺ榎田薬局 小売業 その他小売 5%

213,953 福岡県 福岡市博多区 アクアパソコン教室 サービス その他サービス 5%

213,954 福岡県 福岡市博多区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｆｌｕｔｅ博多 サービス 理容・美容業 5%

213,955 福岡県 福岡市博多区 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｐｏｃｋｅｔ博多 サービス 理容・美容業 5%

213,956 福岡県 福岡市博多区 アコードホテル サービス 宿泊業 5%

213,957 福岡県 福岡市博多区 浅島龍文堂 サービス その他サービス 5%

213,958 福岡県 福岡市博多区 朝日自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

213,959 福岡県 福岡市博多区 アジアンキッチン　キャナルシティ サービス 飲食業 5%

213,960 福岡県 福岡市博多区 ＡＳＴＲＵＭ 小売業 衣料品 5%

213,961 福岡県 福岡市博多区 あすなろブルワリー サービス 飲食業 5%

213,962 福岡県 福岡市博多区 あずまや　あずまや サービス 飲食業 5%

213,963 福岡県 福岡市博多区 ａｔｅｌｉｅｒＣｈａｍ 小売業 貴金属・服飾品 5%

213,964 福岡県 福岡市博多区 ＡＴＲＥＮＡ 博多マルイ店 小売業 衣料品 5%

213,965 福岡県 福岡市博多区 炙り炉端　山尾　博多駅前店 サービス 飲食業 5%

213,966 福岡県 福岡市博多区 アメニティ サービス 理容・美容業 5%

213,967 福岡県 福岡市博多区 アメニティホテルｉｎ博多 サービス 宿泊業 5%

213,968 福岡県 福岡市博多区 アリエッタホテル博多 サービス 宿泊業 5%

213,969 福岡県 福岡市博多区 アロマの学校とサロンキラキラ サービス その他サービス 5%

213,970 福岡県 福岡市博多区 ＡＮＣＨＯＲＡＧＥ博多 サービス その他サービス 5%

213,971 福岡県 福岡市博多区 ＩＥＮＡ ＣＯＦＦＥＥ 福岡アジア美術館店 サービス 飲食業 5%

213,972 福岡県 福岡市博多区 壱岐の島　本店 小売業 その他小売 5%

213,973 福岡県 福岡市博多区 壱岐の島　マイング店 小売業 その他小売 5%

213,974 福岡県 福岡市博多区 怡康館 サービス その他サービス 5%

213,975 福岡県 福岡市博多区 居酒屋美紀 サービス 飲食業 5%

213,976 福岡県 福岡市博多区 磯ぎよし下川端店 サービス 飲食業 5%

213,977 福岡県 福岡市博多区 磯ぎよしひだり サービス 飲食業 5%

213,978 福岡県 福岡市博多区 いしむら　板付店 小売業 食料品 5%

213,979 福岡県 福岡市博多区 石もつ鍋ＨＡＫＡＴＡ１０９　２ サービス 飲食業 5%

213,980 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン板付バス停前店 小売業 食料品 2%

213,981 福岡県 福岡市博多区 いっ得家 サービス 飲食業 5%

213,982 福岡県 福岡市博多区 一般社団法人エイチ・アール・エス サービス その他サービス 5%

213,983 福岡県 福岡市博多区 一般社団法人 サービス その他サービス 5%

213,984 福岡県 福岡市博多区 井手ちゃんぽん 博多駅東店 サービス 飲食業 5%

213,985 福岡県 福岡市博多区 イデックスでんき 小売業 その他小売 5%

213,986 福岡県 福岡市博多区 出光千代町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

213,987 福岡県 福岡市博多区 出光福岡空港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

213,988 福岡県 福岡市博多区 癒しの森　Ｒｅｓｏｒｔ博多駅前店　癒しの森リゾート博多駅前店 サービス その他サービス 5%

213,989 福岡県 福岡市博多区 いろは布団店　雑餉隈店 小売業 その他小売 5%

213,990 福岡県 福岡市博多区 ｉｗａｔａｓｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%
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213,991 福岡県 福岡市博多区 印度カレー サービス 飲食業 5%

213,992 福岡県 福岡市博多区 ヴィーダルーシュ サービス その他サービス 5%

213,993 福岡県 福岡市博多区 ＷｅＢａｓｅ　博多 サービス 宿泊業 5%

213,994 福岡県 福岡市博多区 ｖｉｌｌａ　南福岡店 サービス その他サービス 5%

213,995 福岡県 福岡市博多区 ウィルツアー　福岡 サービス その他サービス 5%

213,996 福岡県 福岡市博多区 ウエダ洋品店　ウエダ洋品店 小売業 衣料品 5%

213,997 福岡県 福岡市博多区 ＶＥＴＲＯｄｉＫＩＫＫＯ 小売業 衣料品 5%

213,998 福岡県 福岡市博多区 うずまき博多本店 サービス 飲食業 5%

213,999 福岡県 福岡市博多区 うたあしび サービス 飲食業 5%

214,000 福岡県 福岡市博多区 うどん酒家かみや サービス 飲食業 5%

214,001 福岡県 福岡市博多区 うまかもん屋　呑兵衛 サービス 飲食業 5%

214,002 福岡県 福岡市博多区 ウルフギャング　ステーキハウス福岡 サービス 飲食業 5%

214,003 福岡県 福岡市博多区 エーアイディー　福岡店 小売業 家具・調度品 5%

214,004 福岡県 福岡市博多区 ＨＩヒロセ　福岡本部 小売業 その他小売 5%

214,005 福岡県 福岡市博多区 えこる博多えきちか店 小売業 衣料品 5%

214,006 福岡県 福岡市博多区 エデ・ルーデ サービス 飲食業 5%

214,007 福岡県 福岡市博多区 エデ　ルーデ サービス 飲食業 5%

214,008 福岡県 福岡市博多区 ＥＤＷＩＮ 博多マルイ店 小売業 衣料品 5%

214,009 福岡県 福岡市博多区 エフディコミュニケーション 小売業 電化製品 5%

214,010 福岡県 福岡市博多区 Ｅｌ　Ｅｒａ サービス 飲食業 5%

214,011 福岡県 福岡市博多区 Ａ－１ サービス 飲食業 5%

214,012 福岡県 福岡市博多区 欧風ライスカレーＫｅｎ　ｓ　カレーケンズ サービス 飲食業 5%

214,013 福岡県 福岡市博多区 大賀薬局 小売業 その他小売 5%

214,014 福岡県 福岡市博多区 大賀薬局　祇園店 小売業 その他小売 5%

214,015 福岡県 福岡市博多区 大賀薬局　呉服町店 小売業 その他小売 5%

214,016 福岡県 福岡市博多区 大賀薬局　市民病院前店 小売業 その他小売 5%

214,017 福岡県 福岡市博多区 大賀薬局　店屋町店（調剤） 小売業 その他小売 5%

214,018 福岡県 福岡市博多区 大賀薬局　店屋町店 小売業 その他小売 5%

214,019 福岡県 福岡市博多区 大賀薬局　博多駅南１丁目店 小売業 その他小売 5%

214,020 福岡県 福岡市博多区 大賀薬局　福岡空港店 小売業 その他小売 5%

214,021 福岡県 福岡市博多区 大賀薬局　南那珂店 小売業 その他小売 5%

214,022 福岡県 福岡市博多区 大賀薬局　吉塚駅東口店 小売業 その他小売 5%

214,023 福岡県 福岡市博多区 大賀薬局　吉塚駅東口店（調剤） 小売業 その他小売 5%

214,024 福岡県 福岡市博多区 大賀薬局　博多駅バスターミナル店 小売業 その他小売 5%

214,025 福岡県 福岡市博多区 大久保酒店 サービス 飲食業 5%

214,026 福岡県 福岡市博多区 株式会社トータルケアセンター福岡 サービス 理容・美容業 5%

214,027 福岡県 福岡市博多区 大谷デンキ 小売業 電化製品 5%

214,028 福岡県 福岡市博多区 オート　ザッケ 小売業 その他小売 5%

214,029 福岡県 福岡市博多区 大原松露饅頭　空港バイパス店 小売業 食料品 5%

214,030 福岡県 福岡市博多区 大原松露饅頭　博多駅マイング店 小売業 食料品 5%

214,031 福岡県 福岡市博多区 ＯＬＤ　ＥＮＧＬＡＮＤ サービス 飲食業 5%

214,032 福岡県 福岡市博多区 お好み焼き　鉄板焼　ひなや サービス 飲食業 5%
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214,033 福岡県 福岡市博多区 オファーズヘアー　博多住吉博多本店 サービス 理容・美容業 5%

214,034 福岡県 福岡市博多区 オフィスエコ福岡店 小売業 電化製品 5%

214,035 福岡県 福岡市博多区 ＯＬＩＣＥ合同会社 小売業 衣料品 5%

214,036 福岡県 福岡市博多区 オリックスレンタカー筑紫通り諸岡店 サービス その他サービス 2%

214,037 福岡県 福岡市博多区 オリックスレンタカー博多駅筑紫口店 サービス その他サービス 2%

214,038 福岡県 福岡市博多区 オリックスレンタカー博多駅博多口店 サービス その他サービス 2%

214,039 福岡県 福岡市博多区 オリックスレンタカー福岡空港口店 サービス その他サービス 2%

214,040 福岡県 福岡市博多区 オリックスレンタカー福岡空港国際線ターミナルカウンター サービス その他サービス 2%

214,041 福岡県 福岡市博多区 オリックスレンタカー福岡空港ターミナル前店 サービス その他サービス 2%

214,042 福岡県 福岡市博多区 オリックスレンタカー福岡空港ターミナル南店 サービス その他サービス 2%

214,043 福岡県 福岡市博多区 オレンジ運転代行 サービス 運輸業 5%

214,044 福岡県 福岡市博多区 オレンジコーディネーション サービス その他サービス 5%

214,045 福岡県 福岡市博多区 オンサイトＰＣサポート サービス その他サービス 5%

214,046 福岡県 福岡市博多区 オンサイトＰＣサポート サービス その他サービス 5%

214,047 福岡県 福岡市博多区 カットハウスヤマト サービス 理容・美容業 5%

214,048 福岡県 福岡市博多区 株式会社マスターマインズ サービス その他サービス 5%

214,049 福岡県 福岡市博多区 角のうぐいす　博多店 サービス 飲食業 5%

214,050 福岡県 福岡市博多区 株式会社　ジェミニオート博多 小売業 その他小売 5%

214,051 福岡県 福岡市博多区 株式会社アイリス サービス その他サービス 5%

214,052 福岡県 福岡市博多区 株式会社アサヒライフィックス 小売業 食料品 5%

214,053 福岡県 福岡市博多区 株式会社稲石 小売業 食料品 5%

214,054 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＩＭＰＲＯＶＥ　ｈｅａｒｔｌａｎｄ サービス 理容・美容業 5%

214,055 福岡県 福岡市博多区 ＥＣＯネットワーク サービス その他サービス 5%

214,056 福岡県 福岡市博多区 株式会社オートスポット　ＡＵＴＯＳＰＯＴ 小売業 その他小売 5%

214,057 福岡県 福岡市博多区 株式会社クロスリンク サービス その他サービス 5%

214,058 福岡県 福岡市博多区 株式会社新日本エネックス サービス その他サービス 5%

214,059 福岡県 福岡市博多区 株式会社高田　中洲店 小売業 食料品 5%

214,060 福岡県 福岡市博多区 株式会社ディブ 小売業 衣料品 5%

214,061 福岡県 福岡市博多区 株式会社プロジェクトワークス サービス その他サービス 5%

214,062 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＲＥＳＰＯＮＥＯ サービス その他サービス 5%

214,063 福岡県 福岡市博多区 株式会社ワオ サービス その他サービス 5%

214,064 福岡県 福岡市博多区 鎌田製作所 サービス 飲食業 5%

214,065 福岡県 福岡市博多区 釜焼鳥本舗　おやひなや　博多駅筑紫口店 サービス 飲食業 5%

214,066 福岡県 福岡市博多区 ＫＡＭＡＬＡ サービス 理容・美容業 5%

214,067 福岡県 福岡市博多区 神屋株式会社 小売業 食料品 5%

214,068 福岡県 福岡市博多区 カリユシ カリユシ サービス 理容・美容業 5%

214,069 福岡県 福岡市博多区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋アクロスガーデン千鳥橋店 サービス 飲食業 2%

214,070 福岡県 福岡市博多区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋博多区住吉店 サービス 飲食業 2%

214,071 福岡県 福岡市博多区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋博多区筑紫通り店 サービス 飲食業 2%

214,072 福岡県 福岡市博多区 カレーハウスココ壱番屋博多区中洲店 サービス 飲食業 2%

214,073 福岡県 福岡市博多区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋博多区東那珂店 サービス 飲食業 2%

214,074 福岡県 福岡市博多区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋福岡空港東店 サービス 飲食業 2%
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214,075 福岡県 福岡市博多区 川端　ふじ乃 サービス 飲食業 5%

214,076 福岡県 福岡市博多区 ＣＡＮＳｉＳ サービス 理容・美容業 5%

214,077 福岡県 福岡市博多区 喫茶楽 サービス 飲食業 5%

214,078 福岡県 福岡市博多区 喜なさる サービス 飲食業 5%

214,079 福岡県 福岡市博多区 絹川靴店　博多駅店 小売業 その他小売 5%

214,080 福岡県 福岡市博多区 絹川靴店　本店 小売業 その他小売 5%

214,081 福岡県 福岡市博多区 木村カバン店 木村カバン店 博多駅店 小売業 その他小売 5%

214,082 福岡県 福岡市博多区 牛タンと蕎麦のさえ木 サービス 飲食業 5%

214,083 福岡県 福岡市博多区 牛もつ鍋　宗家　赤門屋 サービス 飲食業 5%

214,084 福岡県 福岡市博多区 牛もつ鍋川端 サービス 飲食業 5%

214,085 福岡県 福岡市博多区 気楽燗 サービス 飲食業 5%

214,086 福岡県 福岡市博多区 喜麗寺ｐ サービス 理容・美容業 5%

214,087 福岡県 福岡市博多区 極味や 博多店 サービス 飲食業 5%

214,088 福岡県 福岡市博多区 ＫＩＮＧＳＴＯＮ サービス 飲食業 5%

214,089 福岡県 福岡市博多区 ＣＯＯＰＥＲ サービス 飲食業 5%

214,090 福岡県 福岡市博多区 グッデイ　南福岡店 小売業 その他小売 5%

214,091 福岡県 福岡市博多区 クラウドシェアリングホテル サービス 宿泊業 5%

214,092 福岡県 福岡市博多区 ＧＲＡＶＩＴＹ 小売業 衣料品 5%

214,093 福岡県 福岡市博多区 ＧＲＡＶＩＴＹ　ＧＲＡＶＩＴＹ 小売業 衣料品 5%

214,094 福岡県 福岡市博多区 クラフトルームＨＡＫＡＴＡ サービス その他サービス 5%

214,095 福岡県 福岡市博多区 クラブパーフェクト サービス その他サービス 5%

214,096 福岡県 福岡市博多区 グリーンホーム株式会社 小売業 電化製品 5%

214,097 福岡県 福岡市博多区 クリタクシ― サービス 運輸業 5%

214,098 福岡県 福岡市博多区 慶州ほるもん　駅前店 サービス 飲食業 5%

214,099 福岡県 福岡市博多区 玄海丸 筑紫通り店 玄海丸 筑紫通り店 サービス 飲食業 5%

214,100 福岡県 福岡市博多区 元気堂　空港店 サービス 飲食業 5%

214,101 福岡県 福岡市博多区 博多中洲屋台交龍 サービス 飲食業 5%

214,102 福岡県 福岡市博多区 Ｃｏｓｙ　Ｖｅｌｖｅｔ サービス 理容・美容業 5%

214,103 福岡県 福岡市博多区 ココカラ千鳥橋店 サービス 飲食業 5%

214,104 福岡県 福岡市博多区 個人　ＳＡＫＵＲＡタクシー サービス その他サービス 5%

214,105 福岡県 福岡市博多区 個人池田タクシー サービス 運輸業 5%

214,106 福岡県 福岡市博多区 個人ｋｕｍａタクシー サービス 運輸業 5%

214,107 福岡県 福岡市博多区 個人なごみタクシー サービス 運輸業 5%

214,108 福岡県 福岡市博多区 個人ＭＯＯＮＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

214,109 福岡県 福岡市博多区 コステル美野島 サービス 宿泊業 5%

214,110 福岡県 福岡市博多区 骨盤王国 博多駅前店 博多駅前店 サービス その他サービス 5%

214,111 福岡県 福岡市博多区 骨盤王国　博多店　博多店 サービス その他サービス 5%

214,112 福岡県 福岡市博多区 ＧＯＴＯＫＵ サービス 飲食業 5%

214,113 福岡県 福岡市博多区 コビーズ 小売業 その他小売 5%

214,114 福岡県 福岡市博多区 呉服町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

214,115 福岡県 福岡市博多区 個別指導塾スタンダード呉服町教室 サービス その他サービス 5%

214,116 福岡県 福岡市博多区 小松電気商会 小売業 電化製品 5%

5100



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

214,117 福岡県 福岡市博多区 米糠酵素風呂　博多のしずく サービス その他サービス 5%

214,118 福岡県 福岡市博多区 コレクションリテールジャパン 小売業 衣料品 5%

214,119 福岡県 福岡市博多区 コレクションリテールジャパン　催事 小売業 衣料品 5%

214,120 福岡県 福岡市博多区 金剛堂　博多店 小売業 家具・調度品 5%

214,121 福岡県 福岡市博多区 近チャンタクシー サービス 運輸業 5%

214,122 福岡県 福岡市博多区 近藤カメラ サービス その他サービス 5%

214,123 福岡県 福岡市博多区 最強経営出版社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

214,124 福岡県 福岡市博多区 菜色健美　すず　すず　博多駅筑紫口店 サービス 飲食業 5%

214,125 福岡県 福岡市博多区 ＳＯＵＮＤ美ＢＯＤＹ サービス 理容・美容業 5%

214,126 福岡県 福岡市博多区 さかえ サービス 飲食業 5%

214,127 福岡県 福岡市博多区 ざかぐら　ＨＡＮＡＲＥ サービス 飲食業 5%

214,128 福岡県 福岡市博多区 さかな市場 サンライフ２号館店 サービス 飲食業 5%

214,129 福岡県 福岡市博多区 さかな市場 筑紫口店 サービス 飲食業 5%

214,130 福岡県 福岡市博多区 さかな市場 博多海鮮 サービス 飲食業 5%

214,131 福岡県 福岡市博多区 さかな市場　はなれ筑紫通店 サービス 飲食業 5%

214,132 福岡県 福岡市博多区 さかな市場　フォルツァ博多店 サービス 飲食業 5%

214,133 福岡県 福岡市博多区 坂本自工 サービス その他サービス 5%

214,134 福岡県 福岡市博多区 サザンクロス　ネオ サービス 飲食業 5%

214,135 福岡県 福岡市博多区 さつまキング 博多駅筑紫口店 サービス 飲食業 5%

214,136 福岡県 福岡市博多区 ｓａｎａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

214,137 福岡県 福岡市博多区 ｓａｎａｃｅ【サナス】 サービス その他サービス 5%

214,138 福岡県 福岡市博多区 ザ ビー博多 ザ ビー博多 サービス 宿泊業 5%

214,139 福岡県 福岡市博多区 侍　うどん サービス 飲食業 5%

214,140 福岡県 福岡市博多区 ザ・ライブリー福岡 サービス その他サービス 5%

214,141 福岡県 福岡市博多区 サロンココカラ サービス その他サービス 5%

214,142 福岡県 福岡市博多区 ＳａｌｏｎｄｅＨａｒｉａｒｇｅ サービス 理容・美容業 5%

214,143 福岡県 福岡市博多区 ザ・ワインバー　博多店 サービス 飲食業 5%

214,144 福岡県 福岡市博多区 ３３　ＣＡＦ?　ＧＲＥＥＮ サービス 飲食業 5%

214,145 福岡県 福岡市博多区 三得物語 サービス 飲食業 5%

214,146 福岡県 福岡市博多区 Ｃ．Ｖ．Ｓニューラビット 小売業 その他小売 5%

214,147 福岡県 福岡市博多区 駅前フロント サービス その他サービス 5%

214,148 福岡県 福岡市博多区 ＣＨＥＦ　ｓ　ＭＡＮＩＡ サービス 飲食業 5%

214,149 福岡県 福岡市博多区 七輪居酒屋　磯でチキン　美野島店 サービス 飲食業 5%

214,150 福岡県 福岡市博多区 七輪焼肉ばかとあほ サービス 飲食業 5%

214,151 福岡県 福岡市博多区 シック サービス 飲食業 5%

214,152 福岡県 福岡市博多区 シティコンタクト　アミュエスト博多店 小売業 その他小売 5%

214,153 福岡県 福岡市博多区 ＪｏｕｒｎｅｙｓＥｎｇｌｉｓｈＳｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

214,154 福岡県 福岡市博多区 ジャンク品ジャパン 小売業 その他小売 5%

214,155 福岡県 福岡市博多区 手芸マキ 福岡店 小売業 その他小売 5%

214,156 福岡県 福岡市博多区 十徳や　筑紫口店 サービス 飲食業 5%

214,157 福岡県 福岡市博多区 ＳＰＵＬ サービス 理容・美容業 5%

214,158 福岡県 福岡市博多区 焼酎　旬彩料理ＣＨＩＫＯ サービス 飲食業 5%
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214,159 福岡県 福岡市博多区 少年写真新聞社 株式会社少年写真新聞社九州 サービス その他サービス 5%

214,160 福岡県 福岡市博多区 昭和焼肉博多店 サービス 飲食業 5%

214,161 福岡県 福岡市博多区 昭和レトロＢＡＲ駄菓子博多店 サービス 飲食業 5%

214,162 福岡県 福岡市博多区 食堂　煮魚少年 サービス 飲食業 5%

214,163 福岡県 福岡市博多区 食器のクワノ 小売業 その他小売 5%

214,164 福岡県 福岡市博多区 ＳＨＯＰ３３ 小売業 食料品 5%

214,165 福岡県 福岡市博多区 ｓｈｏｐそとお 小売業 貴金属・服飾品 5%

214,166 福岡県 福岡市博多区 新義豊株式会社 サービス その他サービス 5%

214,167 福岡県 福岡市博多区 ?牛火鍋 サービス 飲食業 5%

214,168 福岡県 福岡市博多区 新世紀株式会社 博多駅前 小売業 衣料品 5%

214,169 福岡県 福岡市博多区 新日本補聴器センター福岡店 小売業 その他小売 5%

214,170 福岡県 福岡市博多区 Ｓｗｉｔｃｈ サービス その他サービス 5%

214,171 福岡県 福岡市博多区 スーパースカルプ発毛センター博多祇園駅前店 スーパースカルプ発毛センター博多祇園駅前店 サービス 理容・美容業 5%

214,172 福岡県 福岡市博多区 寿司処 いずみ田 博多駅前店 サービス 飲食業 5%

214,173 福岡県 福岡市博多区 Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｐｒｏ Ｂｅａｕｔｙ 博多店 サービス 理容・美容業 5%

214,174 福岡県 福岡市博多区 ステーキ　バー　ベブ サービス 飲食業 5%

214,175 福岡県 福岡市博多区 ストローブ 小売業 衣料品 5%

214,176 福岡県 福岡市博多区 Ｓｕｎｏ＆Ｍｏｒｒｉｓｏｎ 小売業 衣料品 5%

214,177 福岡県 福岡市博多区 ｓｐａｒｋｌｅ サービス その他サービス 5%

214,178 福岡県 福岡市博多区 スポーツカードミント博多駅前店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

214,179 福岡県 福岡市博多区 炭火 焼鳥 鶫 ーｔｓｕｇｕｍｉー 鶫 中洲川端店 サービス 飲食業 5%

214,180 福岡県 福岡市博多区 炭焼豚肉食堂　豚のまんま　祇園店 サービス 飲食業 5%

214,181 福岡県 福岡市博多区 相撲茶屋 桂国 サービス 飲食業 5%

214,182 福岡県 福岡市博多区 ｓｓｓｊａｐａｎ 小売業 衣料品 5%

214,183 福岡県 福岡市博多区 スリム＆ビューティーＹＵＫＩＮＡＫＡＮＯ サービス 理容・美容業 5%

214,184 福岡県 福岡市博多区 清香園　中洲店 サービス 飲食業 5%

214,185 福岡県 福岡市博多区 ７Ｖｅｌｖｅｔ サービス 理容・美容業 5%

214,186 福岡県 福岡市博多区 セルフ立花寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

214,187 福岡県 福岡市博多区 ＳＥＮＴＥ 小売業 衣料品 5%

214,188 福岡県 福岡市博多区 雑煮のせき亭 サービス 飲食業 5%

214,189 福岡県 福岡市博多区 蘇州 サービス 飲食業 5%

214,190 福岡県 福岡市博多区 そば茶屋庄吉 サービス 飲食業 5%

214,191 福岡県 福岡市博多区 Ｄａｒｔｓ　Ｂａｒ　Ｌｏｖｅｒｓ サービス 飲食業 5%

214,192 福岡県 福岡市博多区 ダイコクドラッグ博多中洲４階店 小売業 その他小売 5%

214,193 福岡県 福岡市博多区 ダイコクドラッグＢＩＧキャナルシティ前店 小売業 その他小売 5%

214,194 福岡県 福岡市博多区 タイ古式リラクゼーションガルダ サービス その他サービス 5%

214,195 福岡県 福岡市博多区 ｔｉｍｅ サービス 理容・美容業 5%

214,196 福岡県 福岡市博多区 大洋映画劇場 サービス その他サービス 5%

214,197 福岡県 福岡市博多区 タカチホカメラ　筑紫通店 小売業 その他小売 5%

214,198 福岡県 福岡市博多区 高千穂カメラ 小売業 その他小売 5%

214,199 福岡県 福岡市博多区 たきちゃんうどん サービス 飲食業 5%

214,200 福岡県 福岡市博多区 Ｔａｇ　Ｈａｉｒ【タグヘアー】 サービス 理容・美容業 5%
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214,201 福岡県 福岡市博多区 竹丘町　海晴れ サービス 飲食業 5%

214,202 福岡県 福岡市博多区 竹下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

214,203 福岡県 福岡市博多区 酣Ｔａｋｅｎａｗａ　酣 サービス 飲食業 5%

214,204 福岡県 福岡市博多区 田中仏壇店博多店 小売業 その他小売 5%

214,205 福岡県 福岡市博多区 タマフォト サービス その他サービス 5%

214,206 福岡県 福岡市博多区 暖炭 サービス 飲食業 5%

214,207 福岡県 福岡市博多区 ｄａｎｄｅｌｉｏｎ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

214,208 福岡県 福岡市博多区 小さな韓国　　あぷろ博多店 サービス 飲食業 5%

214,209 福岡県 福岡市博多区 筑紫口ＡＫカイロプラクティック　筑紫口ＡＫカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

214,210 福岡県 福岡市博多区 馳走やまとや　博多駅東店 サービス 飲食業 5%

214,211 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン千鳥橋店 小売業 食料品 2%

214,212 福岡県 福岡市博多区 ちどり薬局　ちどり薬局ストア 小売業 その他小売 5%

214,213 福岡県 福岡市博多区 千房　福岡中洲店 サービス 飲食業 5%

214,214 福岡県 福岡市博多区 中国書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

214,215 福岡県 福岡市博多区 チリ　ダイニング サービス 飲食業 5%

214,216 福岡県 福岡市博多区 ＴＥＡＴＲＯＩＵＫＩ サービス 飲食業 5%

214,217 福岡県 福岡市博多区 ディオスタイル 小売業 衣料品 5%

214,218 福岡県 福岡市博多区 ディスクニクス 小売業 その他小売 5%

214,219 福岡県 福岡市博多区 ＴｉＴＯ　Ｓｔａｔｉｏｎ サービス 飲食業 5%

214,220 福岡県 福岡市博多区 ＴｉＴＯ　筑紫口店 サービス 飲食業 5%

214,221 福岡県 福岡市博多区 Ｄｅｌｉｇｈｔ サービス 飲食業 5%

214,222 福岡県 福岡市博多区 てば咲けいすけ サービス 飲食業 5%

214,223 福岡県 福岡市博多区 東方健美堂 サービス その他サービス 5%

214,224 福岡県 福岡市博多区 東洋ホテル　東洋ホテル サービス 宿泊業 5%

214,225 福岡県 福岡市博多区 トーティラフラット博多 サービス 飲食業 5%

214,226 福岡県 福岡市博多区 ドスパラ博多店 小売業 電化製品 5%

214,227 福岡県 福岡市博多区 ｔｏｃｃａ博多 サービス 理容・美容業 5%

214,228 福岡県 福岡市博多区 特急名刺印刷．ｃｏｍ サービス その他サービス 5%

214,229 福岡県 福岡市博多区 とめ手羽　中州 サービス 飲食業 5%

214,230 福岡県 福岡市博多区 とめ手羽　西日本催事１号店 サービス 飲食業 5%

214,231 福岡県 福岡市博多区 とめ手羽　博多駅東店 サービス 飲食業 5%

214,232 福岡県 福岡市博多区 とめ手羽　博多駅前 サービス 飲食業 5%

214,233 福岡県 福岡市博多区 とめ手羽　博多筑紫口店 サービス 飲食業 5%

214,234 福岡県 福岡市博多区 トヨタカローラ博多株式会社 小売業 その他小売 5%

214,235 福岡県 福岡市博多区 トヨタエルアンドエフ福岡株式会社 小売業 その他小売 5%

214,236 福岡県 福岡市博多区 トヨタカローラ博多空港榎田店 小売業 その他小売 5%

214,237 福岡県 福岡市博多区 トヨタカローラ博多那珂マイカーセンタ－ 小売業 その他小売 5%

214,238 福岡県 福岡市博多区 トヨタカローラ博多ＰｉＰｉｔ空港榎田店 小売業 その他小売 5%

214,239 福岡県 福岡市博多区 トヨタカローラ博多本店 小売業 その他小売 5%

214,240 福岡県 福岡市博多区 トヨタカローラ博多レクサス福岡東 小売業 その他小売 5%

214,241 福岡県 福岡市博多区 トヨタ部品福岡共販博多営業所 サービス その他サービス 5%

214,242 福岡県 福岡市博多区 トヨタレンタリース博多臼井店 サービス その他サービス 2%
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214,243 福岡県 福岡市博多区 トヨタレンタリース博多東光店 サービス その他サービス 2%

214,244 福岡県 福岡市博多区 トヨタレンタリース博多中洲店 サービス その他サービス 2%

214,245 福岡県 福岡市博多区 トヨタレンタリース博多博多駅博多口店 サービス その他サービス 2%

214,246 福岡県 福岡市博多区 トヨタレンタリース博多麦野店 サービス その他サービス 2%

214,247 福岡県 福岡市博多区 トヨタレンタリース博多 サービス その他サービス 2%

214,248 福岡県 福岡市博多区 ドラッグ大賀　博多口店 小売業 その他小売 5%

214,249 福岡県 福岡市博多区 鶏右衛門 サービス 飲食業 5%

214,250 福岡県 福岡市博多区 鶏小屋　笑 サービス 飲食業 5%

214,251 福岡県 福岡市博多区 鳥伝 サービス 宿泊業 5%

214,252 福岡県 福岡市博多区 ＴＲＩＰＬＥ・Ｋ サービス 理容・美容業 5%

214,253 福岡県 福岡市博多区 Ｄｒａｗｉｎｇ 小売業 衣料品 5%

214,254 福岡県 福岡市博多区 中嶋弦楽器工房 サービス その他サービス 5%

214,255 福岡県 福岡市博多区 中洲ゆきざき 小売業 貴金属・服飾品 5%

214,256 福岡県 福岡市博多区 中洲４丁目整体院 サービス その他サービス 5%

214,257 福岡県 福岡市博多区 長野カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

214,258 福岡県 福岡市博多区 ナカハラのたね 小売業 その他小売 5%

214,259 福岡県 福岡市博多区 中溝観光開発 サービス その他サービス 5%

214,260 福岡県 福岡市博多区 ナニワ商会　九州支店 小売業 その他小売 5%

214,261 福岡県 福岡市博多区 鍋処　いずみ田　祇園店 サービス 飲食業 5%

214,262 福岡県 福岡市博多区 ナマステ博多店 サービス 飲食業 5%

214,263 福岡県 福岡市博多区 似顔絵スタジオフェイスロック サービス その他サービス 5%

214,264 福岡県 福岡市博多区 西日本電元株式会社 サービス その他サービス 5%

214,265 福岡県 福岡市博多区 ＮＩＣＫ　ＳＴＯＣＫ筑紫通 サービス 飲食業 5%

214,266 福岡県 福岡市博多区 日本料理てら岡中洲本店 小売業 食料品 5%

214,267 福岡県 福岡市博多区 ニューヨークストア住吉店 小売業 食料品 5%

214,268 福岡県 福岡市博多区 人形町今半　ＪＲ博多シティ店 サービス 飲食業 5%

214,269 福岡県 福岡市博多区 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　ＢＯＮＩＲ サービス その他サービス 5%

214,270 福岡県 福岡市博多区 ネイルサロンプリシラ博多店 サービス その他サービス 5%

214,271 福岡県 福岡市博多区 ｎｅｉｇｅＣＲＥＡ サービス 理容・美容業 5%

214,272 福岡県 福岡市博多区 ＮｅｘｔＲ サービス その他サービス 5%

214,273 福岡県 福岡市博多区 ネストホテル博多駅前 サービス 宿泊業 5%

214,274 福岡県 福岡市博多区 バーシャルジェ サービス 飲食業 5%

214,275 福岡県 福岡市博多区 ハーバーサイドゲストハウス湊 サービス その他サービス 5%

214,276 福岡県 福岡市博多区 ｂａｒりんどう サービス 飲食業 5%

214,277 福岡県 福岡市博多区 ハイクコンサルティング サービス その他サービス 5%

214,278 福岡県 福岡市博多区 ハイボール酒場　ともすけ　博多店 サービス 飲食業 5%

214,279 福岡県 福岡市博多区 ハオ中国語アカデミー博多校 サービス その他サービス 5%

214,280 福岡県 福岡市博多区 博多　かわさと サービス 飲食業 5%

214,281 福岡県 福岡市博多区 博多アイアンマン 博多店 サービス 飲食業 5%

214,282 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多相生町２丁目店 小売業 食料品 2%

214,283 福岡県 福岡市博多区 博多居酒屋　隠れ旬どころ　つまみ菜 サービス 飲食業 5%

214,284 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多井相田２丁目店 小売業 食料品 2%
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214,285 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多板付５丁目店 小売業 食料品 2%

214,286 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多板付７丁目店 小売業 食料品 2%

214,287 福岡県 福岡市博多区 博多一番どり 居食家あらい 空港南店 サービス 飲食業 5%

214,288 福岡県 福岡市博多区 博多一番どり　呉服町店 サービス 飲食業 5%

214,289 福岡県 福岡市博多区 博多犬猫医療センター サービス その他サービス 5%

214,290 福岡県 福岡市博多区 博多うまかんもん小野 サービス 飲食業 5%

214,291 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多浦田１丁目店 小売業 食料品 2%

214,292 福岡県 福岡市博多区 博多駅センターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

214,293 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多駅東店 小売業 食料品 2%

214,294 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多駅東２丁目店 小売業 食料品 2%

214,295 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多駅前管絃ビル店 小売業 食料品 2%

214,296 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多駅前３丁目店 小売業 食料品 2%

214,297 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多駅前通店 小売業 食料品 2%

214,298 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多駅南１丁目店 小売業 食料品 2%

214,299 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多駅南３丁目店 小売業 食料品 2%

214,300 福岡県 福岡市博多区 博多駅銘菓店 小売業 食料品 5%

214,301 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多榎田南店 小売業 食料品 2%

214,302 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多堅粕３丁目店 小売業 食料品 2%

214,303 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多祇園町店 小売業 食料品 2%

214,304 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多銀天町３丁目店 小売業 食料品 2%

214,305 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多区役所前店 小売業 食料品 2%

214,306 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多蔵本店 小売業 食料品 2%

214,307 福岡県 福岡市博多区 博多くろがね　本店 サービス 飲食業 5%

214,308 福岡県 福岡市博多区 博多鯖郎 サービス 飲食業 5%

214,309 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多三筑２丁目店 小売業 食料品 2%

214,310 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多山王２丁目店 小売業 食料品 2%

214,311 福岡県 福岡市博多区 博多シーフードうお田 サービス 飲食業 5%

214,312 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多東雲町２丁目店 小売業 食料品 2%

214,313 福岡県 福岡市博多区 セブンーイレブン博多新中洲ビル店 小売業 食料品 2%

214,314 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多新和町２丁目店 小売業 食料品 2%

214,315 福岡県 福岡市博多区 博多ステーションフード 小売業 食料品 5%

214,316 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多住吉神社前店 小売業 食料品 2%

214,317 福岡県 福岡市博多区 セブンーイレブン博多住吉店 小売業 食料品 2%

214,318 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多住吉橋店 小売業 食料品 2%

214,319 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多住吉４丁目店 小売業 食料品 2%

214,320 福岡県 福岡市博多区 ハカタ０９２ サービス 飲食業 5%

214,321 福岡県 福岡市博多区 博多ターミナルホテル サービス 宿泊業 5%

214,322 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多竹下１丁目店 小売業 食料品 2%

214,323 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多竹下駅前店 小売業 食料品 2%

214,324 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多竹下通り店 小売業 食料品 2%

214,325 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多筑紫通り店 小売業 食料品 2%

214,326 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多千代１丁目店 小売業 食料品 2%
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214,327 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多千代５丁目店 小売業 食料品 2%

214,328 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多月隈店 小売業 食料品 2%

214,329 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多出来町通り店 小売業 食料品 2%

214,330 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多土居通り店 小売業 食料品 2%

214,331 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多東光寺町店 小売業 食料品 2%

214,332 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多東光２丁目店 小売業 食料品 2%

214,333 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多那珂１丁目店 小売業 食料品 2%

214,334 福岡県 福岡市博多区 セブンーイレブン博多中洲大通り店 小売業 食料品 2%

214,335 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多中洲５丁目店 小売業 食料品 2%

214,336 福岡県 福岡市博多区 セブンーイレブン博多中洲３丁目店 小売業 食料品 2%

214,337 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多中比恵公園前店 小売業 食料品 2%

214,338 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多那珂６丁目店 小売業 食料品 2%

214,339 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多西春町４丁目店 小売業 食料品 2%

214,340 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多人参通り店 小売業 食料品 2%

214,341 福岡県 福岡市博多区 博多バル　ＰＲＩＭＡＲＯＳＳＯ　博多バル　プリマロッソ サービス 飲食業 5%

214,342 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多比恵町店 小売業 食料品 2%

214,343 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多東那珂１丁目店 小売業 食料品 2%

214,344 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多東那珂３丁目店 小売業 食料品 2%

214,345 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多東比恵３丁目店 小売業 食料品 2%

214,346 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多東平尾１丁目店 小売業 食料品 2%

214,347 福岡県 福岡市博多区 博多ホワイトニング サービス その他サービス 5%

214,348 福岡県 福岡市博多区 博多水炊き　とり田　博多本店　中島町倶楽部 サービス 飲食業 5%

214,349 福岡県 福岡市博多区 博多水炊き　とり田　博多本店　博多水炊き　とり田　博多本店 サービス 飲食業 5%

214,350 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多瑞穂南店 小売業 食料品 2%

214,351 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多南八幡町店 小売業 食料品 2%

214,352 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多美野島２丁目店 小売業 食料品 2%

214,353 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多宮島店 小売業 食料品 2%

214,354 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多席田小学校前店 小売業 食料品 2%

214,355 福岡県 福岡市博多区 博多明膳　博多本店 サービス 飲食業 5%

214,356 福岡県 福岡市博多区 博多めん処　峰松本家 サービス 飲食業 5%

214,357 福岡県 福岡市博多区 博多もつ鍋いちたか サービス 飲食業 5%

214,358 福岡県 福岡市博多区 博多やさい巻串屋　鳴門 サービス 飲食業 5%

214,359 福岡県 福岡市博多区 博多屋台　中洲　十番 サービス 飲食業 5%

214,360 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多豊１丁目店 小売業 食料品 2%

214,361 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多弓田町店 小売業 食料品 2%

214,362 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多吉塚１丁目店 小売業 食料品 2%

214,363 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン博多吉塚４丁目店 小売業 食料品 2%

214,364 福岡県 福岡市博多区 セブンーイレブン博多冷泉町店 小売業 食料品 2%

214,365 福岡県 福岡市博多区 博カフェ サービス 飲食業 5%

214,366 福岡県 福岡市博多区 薬草の森はくすい堂リバレイン店 小売業 その他小売 5%

214,367 福岡県 福岡市博多区 バソキ屋 博多駅東店 サービス 飲食業 5%

214,368 福岡県 福岡市博多区 バソキ屋 西月隈店 サービス 飲食業 5%
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214,369 福岡県 福岡市博多区 ８２１イルーシー博多マイング店 小売業 衣料品 5%

214,370 福岡県 福岡市博多区 ＢＡＧ　ＴＯＴＡＬ　ＲＥＰＡＩＲ　ｈｕｉｔ　呉服町店 サービス その他サービス 5%

214,371 福岡県 福岡市博多区 花物語　博多駅南店 小売業 その他小売 5%

214,372 福岡県 福岡市博多区 パナランド　レインボー 小売業 電化製品 5%

214,373 福岡県 福岡市博多区 萬年家　福岡空港店 小売業 食料品 5%

214,374 福岡県 福岡市博多区 居酒屋浜太郎雑餉隈店 サービス 飲食業 5%

214,375 福岡県 福岡市博多区 ハラプロ　ハラプロ サービス その他サービス 5%

214,376 福岡県 福岡市博多区 バルコムモータース　ＢＰＳ博多 小売業 その他小売 5%

214,377 福岡県 福岡市博多区 春鍋秋冬寿なり サービス 飲食業 5%

214,378 福岡県 福岡市博多区 ＢａｒＢａｒ バルバル サービス 飲食業 5%

214,379 福岡県 福岡市博多区 ＰＡＬＭＡ サービス その他サービス 5%

214,380 福岡県 福岡市博多区 バロン サービス 飲食業 5%

214,381 福岡県 福岡市博多区 Ｐｏｗｅｒ　Ｓｐｏｔ サービス その他サービス 5%

214,382 福岡県 福岡市博多区 ばんぢろ サービス 飲食業 5%

214,383 福岡県 福岡市博多区 Ｐａｎｒｕｓｈ ?パンラッシュ? サービス 飲食業 5%

214,384 福岡県 福岡市博多区 ＯＳｃｒｅａｔｉｖｅ株式会社 サービス 理容・美容業 5%

214,385 福岡県 福岡市博多区 Ｐ?ＳＴＹＬＥ サービス その他サービス 5%

214,386 福岡県 福岡市博多区 ｐｅａｌ　ａｒｋ サービス 理容・美容業 5%

214,387 福岡県 福岡市博多区 比恵ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

214,388 福岡県 福岡市博多区 ビジネスホテルエルカーサ南福岡 サービス 宿泊業 5%

214,389 福岡県 福岡市博多区 翡翠堂メガネサロン 小売業 その他小売 5%

214,390 福岡県 福岡市博多区 ヒステリック　グラマーアミュプラザ博多店 小売業 衣料品 5%

214,391 福岡県 福岡市博多区 Ｂｉｓｔｒｏ　ｅｎ　ｃｏｃｏｔｔｅ　ビストロ　アン　ココット サービス 飲食業 5%

214,392 福岡県 福岡市博多区 ひなた整体院　月の湯店 サービス その他サービス 5%

214,393 福岡県 福岡市博多区 炉 サービス 飲食業 5%

214,394 福岡県 福岡市博多区 美容室ナカヤマ　セットサロンナカヤマ サービス 理容・美容業 5%

214,395 福岡県 福岡市博多区 ひよこ薬局　ひよこ薬局ストア 小売業 その他小売 5%

214,396 福岡県 福岡市博多区 ヒロカネ　ギフトサロン 小売業 その他小売 5%

214,397 福岡県 福岡市博多区 ファーストキャビン博多 サービス 宿泊業 2%

214,398 福岡県 福岡市博多区 ふぁーりえる サービス その他サービス 5%

214,399 福岡県 福岡市博多区 ぶあいそ博多 住吉通り店 サービス 飲食業 5%

214,400 福岡県 福岡市博多区 ぶあいそ博多　筑紫口店 サービス 飲食業 5%

214,401 福岡県 福岡市博多区 ファクトリーギアフォレオ博多店 小売業 その他小売 5%

214,402 福岡県 福岡市博多区 Ａｎｙｍａｎｙ サービス その他サービス 5%

214,403 福岡県 福岡市博多区 Ｆｏｌｉｖｏｒａ サービス 飲食業 5%

214,404 福岡県 福岡市博多区 福岡クリエイティブビジネスセンター サービス その他サービス 5%

214,405 福岡県 福岡市博多区 ＦｕｋｕｏｋａＧｕｅｓｔｈｏｕｓｅＨＩＶＥ サービス その他サービス 5%

214,406 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン福岡高校前店 小売業 食料品 2%

214,407 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン福岡合同庁舎東店 小売業 食料品 2%

214,408 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン福岡市地下鉄博多駅店 小売業 食料品 2%

214,409 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン福岡センタービル店 小売業 食料品 2%

214,410 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン福岡築港本町店 小売業 食料品 2%
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214,411 福岡県 福岡市博多区 セブン－イレブン福岡南バイパス店 小売業 食料品 2%

214,412 福岡県 福岡市博多区 福岡ヤクルト販売 神屋町Ｃ 小売業 食料品 5%

214,413 福岡県 福岡市博多区 福岡ヤクルト販売 東光Ｃ 小売業 食料品 5%

214,414 福岡県 福岡市博多区 福岡ヤクルト販売 博多南Ｃ 小売業 食料品 5%

214,415 福岡県 福岡市博多区 福岡ヤクルト販売 駅前Ｃ 小売業 食料品 5%

214,416 福岡県 福岡市博多区 福砂屋　東光寺売店 小売業 食料品 5%

214,417 福岡県 福岡市博多区 福砂屋　マイング店 小売業 食料品 5%

214,418 福岡県 福岡市博多区 福砂屋　マイング２号店 小売業 食料品 5%

214,419 福岡県 福岡市博多区 福田エレガンス 小売業 衣料品 5%

214,420 福岡県 福岡市博多区 藤川美肌製作所 サービス 理容・美容業 5%

214,421 福岡県 福岡市博多区 フタバスタジオ サービス その他サービス 5%

214,422 福岡県 福岡市博多区 プライベートサロン　ナチュレ サービス その他サービス 5%

214,423 福岡県 福岡市博多区 Ｎａｉｌ 博多店 サービス 理容・美容業 5%

214,424 福岡県 福岡市博多区 フラワーズ　キュータネ 小売業 その他小売 5%

214,425 福岡県 福岡市博多区 フラワーボウル サービス その他サービス 5%

214,426 福岡県 福岡市博多区 ＢＲＥＡＺＥ サービス 理容・美容業 5%

214,427 福岡県 福岡市博多区 ＦＲＥＥＤＯＭＫＩＴＣＨＥＮＮＯＭＯＴＯ サービス 飲食業 5%

214,428 福岡県 福岡市博多区 株式会社ブルーデンス 小売業 貴金属・服飾品 5%

214,429 福岡県 福岡市博多区 ＦＬＥＵＲ サービス 理容・美容業 5%

214,430 福岡県 福岡市博多区 ＦＬＥＡＭＡＲＴ． 小売業 衣料品 5%

214,431 福岡県 福岡市博多区 Ｂｌｅｓｓｎａｉｌｃｌｉｎｉｃａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

214,432 福岡県 福岡市博多区 Ｆｒｉｅｎｄｓ Ｆｒｉｅｎｄｓ サービス 飲食業 5%

214,433 福岡県 福岡市博多区 株式会社ブロード・コミュニケーションズ 小売業 家具・調度品 5%

214,434 福岡県 福岡市博多区 フローリスト桜桃 小売業 その他小売 5%

214,435 福岡県 福岡市博多区 ＢＲＯＳ サービス 飲食業 5%

214,436 福岡県 福岡市博多区 ＦＲＯＧＤＲＡＧＯＮⅡ 小売業 衣料品 5%

214,437 福岡県 福岡市博多区 ブロンズアイ サービス 理容・美容業 5%

214,438 福岡県 福岡市博多区 ヘアーサロン　アマミズ サービス 理容・美容業 5%

214,439 福岡県 福岡市博多区 ヘアーサロン ふくなが ヘアーサロン ふくなが サービス 理容・美容業 5%

214,440 福岡県 福岡市博多区 ヘアーサロンアマミズ サービス 理容・美容業 5%

214,441 福岡県 福岡市博多区 ヘアーサロンこが サービス その他サービス 5%

214,442 福岡県 福岡市博多区 Ｈａｉｒ　ＳｔｕｄｉｏＣｏＣｏＲｏ　ＷＰ　Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＣｏＣｏＲｏ　ＷＰ サービス 理容・美容業 5%

214,443 福岡県 福岡市博多区 ヘアーデザイン　アトリコ サービス 理容・美容業 5%

214,444 福岡県 福岡市博多区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｍａｈｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

214,445 福岡県 福岡市博多区 ヘアデザイン　ナディ サービス 理容・美容業 5%

214,446 福岡県 福岡市博多区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｒ サービス 理容・美容業 5%

214,447 福岡県 福岡市博多区 ｈａｉｒ ｍａｋｅ ｍａｈｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

214,448 福岡県 福岡市博多区 平成美術株式会社 平成美術株式会社 小売業 その他小売 5%

214,449 福岡県 福岡市博多区 ペーパーグラス　福岡　博多リバレイン店 小売業 その他小売 5%

214,450 福岡県 福岡市博多区 ＢＥＬＶＩＳＯ 小売業 衣料品 5%

214,451 福岡県 福岡市博多区 Ｖｅｌｖｅｔ【ベルベット】 サービス 理容・美容業 5%

214,452 福岡県 福岡市博多区 ホウテン食堂　奉天本家 サービス 飲食業 5%
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214,453 福岡県 福岡市博多区 ポークたまごおにぎり本店櫛田表参道 サービス 飲食業 5%

214,454 福岡県 福岡市博多区 ほぐし専科　ｇａｒｄｅｎ博多駅前 サービス その他サービス 5%

214,455 福岡県 福岡市博多区 Ｈｏｓｔｅｌ ＴＯＫＩ サービス 宿泊業 5%

214,456 福岡県 福岡市博多区 ＨｏｓｔｅｌＴＯＫＩ サービス その他サービス 5%

214,457 福岡県 福岡市博多区 北海道らーめん　北の恵み サービス 飲食業 5%

214,458 福岡県 福岡市博多区 ＢＯＤＹＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ サービス その他サービス 5%

214,459 福岡県 福岡市博多区 ホテルエリアワン博多 サービス 宿泊業 5%

214,460 福岡県 福岡市博多区 ホテルＷＢＦグランデ博多 サービス 宿泊業 5%

214,461 福岡県 福岡市博多区 ホテルＷＢＦ福岡中洲 サービス 宿泊業 5%

214,462 福岡県 福岡市博多区 ホテル東興　博多・祇園 サービス 宿泊業 5%

214,463 福岡県 福岡市博多区 ホテルビスタ福岡中洲川端 サービス 宿泊業 5%

214,464 福岡県 福岡市博多区 ホビーランドぽち　博多店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

214,465 福岡県 福岡市博多区 ポプラ博多駅前店 小売業 その他小売 2%

214,466 福岡県 福岡市博多区 ボルダリングジム・ホアホア サービス その他サービス 5%

214,467 福岡県 福岡市博多区 ボンサンク　須崎店 小売業 食料品 5%

214,468 福岡県 福岡市博多区 ボンサンク　中洲店 小売業 食料品 5%

214,469 福岡県 福岡市博多区 ボンサンク　博多駅店 小売業 食料品 5%

214,470 福岡県 福岡市博多区 ホンダドリーム　博多 小売業 その他小売 5%

214,471 福岡県 福岡市博多区 株式会社福一不動産 サービス その他サービス 5%

214,472 福岡県 福岡市博多区 ボンドストア 小売業 食料品 5%

214,473 福岡県 福岡市博多区 巻き爪ケア・フットケア楽人 サービス 理容・美容業 5%

214,474 福岡県 福岡市博多区 まつげ専門店　ｐｉａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

214,475 福岡県 福岡市博多区 松本深圧院仙台 サービス 理容・美容業 5%

214,476 福岡県 福岡市博多区 ＭａｔｅｒｉａＬ 小売業 衣料品 5%

214,477 福岡県 福岡市博多区 ｍａｈｏｒａ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

214,478 福岡県 福岡市博多区 丸十 小売業 その他小売 5%

214,479 福岡県 福岡市博多区 マルショク　諸岡店 小売業 食料品 5%

214,480 福岡県 福岡市博多区 まるつ食堂 サービス 飲食業 5%

214,481 福岡県 福岡市博多区 マルツ博多呉服町店 小売業 電化製品 5%

214,482 福岡県 福岡市博多区 まるとめ 小売業 食料品 5%

214,483 福岡県 福岡市博多区 萬盛堂本店 小売業 食料品 5%

214,484 福岡県 福岡市博多区 ＭＩＴＳＵ－Ｒ サービス その他サービス 5%

214,485 福岡県 福岡市博多区 光安青霞園 小売業 食料品 5%

214,486 福岡県 福岡市博多区 無法松　月隈店 小売業 その他小売 5%

214,487 福岡県 福岡市博多区 むら田屋 サービス 飲食業 5%

214,488 福岡県 福岡市博多区 メイクサロンｅｓｅｎｃｉａ サービス 理容・美容業 5%

214,489 福岡県 福岡市博多区 メガネのオガタ　オガタ宝飾店 小売業 その他小売 5%

214,490 福岡県 福岡市博多区 めし・魚処　わさび サービス 飲食業 5%

214,491 福岡県 福岡市博多区 メンズ脱毛ＭＡＸ博多駅前店 サービス 理容・美容業 5%

214,492 福岡県 福岡市博多区 モバイルリンクス サービス その他サービス 5%

214,493 福岡県 福岡市博多区 焼肉　慶州　本店 サービス 飲食業 5%

214,494 福岡県 福岡市博多区 やきにくのバクロ　博多店 サービス 飲食業 5%
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214,495 福岡県 福岡市博多区 ヤキニクファイヤーキング サービス 飲食業 5%

214,496 福岡県 福岡市博多区 櫓茶屋　キャナルシティ サービス 飲食業 5%

214,497 福岡県 福岡市博多区 やぐら　ふぁーむず サービス 飲食業 5%

214,498 福岡県 福岡市博多区 ＹＵ?ＧＡレンタカー福岡空港本店 サービス その他サービス 5%

214,499 福岡県 福岡市博多区 有限会社　安部商会 小売業 その他小売 5%

214,500 福岡県 福岡市博多区 有限会社ｅｇｅｍｊａｐａｎ 小売業 その他小売 5%

214,501 福岡県 福岡市博多区 有限会社ヴァルハラ サービス その他サービス 5%

214,502 福岡県 福岡市博多区 有限会社オリエンタルルネッサンス サービス その他サービス 5%

214,503 福岡県 福岡市博多区 ヨーロピアンハウス冷泉 サービス その他サービス 5%

214,504 福岡県 福岡市博多区 有限会社古賀商店 小売業 食料品 5%

214,505 福岡県 福岡市博多区 有 スケートハウス福岡 小売業 その他小売 5%

214,506 福岡県 福岡市博多区 有限会社中溝観光開発 サービス その他サービス 5%

214,507 福岡県 福岡市博多区 有限会社みらいサポート サービス その他サービス 5%

214,508 福岡県 福岡市博多区 ＦＰサポートセンター株式会社 サービス その他サービス 5%

214,509 福岡県 福岡市博多区 善き羊飼いの舎 サービス その他サービス 5%

214,510 福岡県 福岡市博多区 Ｙｏｇｏｚａｓｓｈｏｈｏｕｓｅ サービス その他サービス 5%

214,511 福岡県 福岡市博多区 ＲａｋｕｇａｋｉＷｏｒｋｓ 小売業 衣料品 5%

214,512 福岡県 福岡市博多区 ｌａ　ｃｈｏｂｉ　ｌａ　ｃｈｏｂｉ サービス その他サービス 5%

214,513 福岡県 福岡市博多区 Ｌｅａｆ サービス 理容・美容業 5%

214,514 福岡県 福岡市博多区 離宮 サービス 飲食業 5%

214,515 福岡県 福岡市博多区 ｒｅｔｒｅａｔ【リトリート】 サービス 理容・美容業 5%

214,516 福岡県 福岡市博多区 ＬｉｔｔｌｅＵＫ 小売業 その他小売 5%

214,517 福岡県 福岡市博多区 Ｒｕｉｓｓｅａｕ サービス 理容・美容業 5%

214,518 福岡県 福岡市博多区 りらくぜーしょん　和み サービス その他サービス 5%

214,519 福岡県 福岡市博多区 ＬＵＸＵＥＵＸ　ホテル日航福岡店 サービス その他サービス 5%

214,520 福岡県 福岡市博多区 ルノー福岡 小売業 その他小売 5%

214,521 福岡県 福岡市博多区 冷泉閣ホテル駅前 サービス 宿泊業 5%

214,522 福岡県 福岡市博多区 冷泉閣ホテル川端 サービス 宿泊業 5%

214,523 福岡県 福岡市博多区 レストランブルーラグーン サービス 飲食業 5%

214,524 福岡県 福岡市博多区 レストランまゆ サービス 飲食業 5%

214,525 福岡県 福岡市博多区 レボルシア博多 サービス 理容・美容業 5%

214,526 福岡県 福岡市博多区 レ ムーブ 博多店 サービス その他サービス 5%

214,527 福岡県 福岡市博多区 Ｌ’Ａｕｂｅ サービス 理容・美容業 5%

214,528 福岡県 福岡市博多区 Ｌ’Ａｕｂｅ　ａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

214,529 福岡県 福岡市博多区 ６６２リジェイ博多バスチカ店 小売業 衣料品 5%

214,530 福岡県 福岡市博多区 炉端肉焼き処猛伸 サービス 飲食業 5%

214,531 福岡県 福岡市博多区 炉端ビストロ　ニクオ　ベジコ サービス 飲食業 5%

214,532 福岡県 福岡市博多区 ＷＯＲＫＰＥＯＰＬＥＳ　ＩＮＮ 小売業 衣料品 5%

214,533 福岡県 福岡市博多区 ＹＭ美装 サービス その他サービス 5%

214,534 福岡県 福岡市博多区 和銀 小売業 衣料品 5%

214,535 福岡県 福岡市博多区 ＷＡＳＯＭＩ和奏美 小売業 衣料品 5%

214,536 福岡県 福岡市博多区 わたのき 小売業 衣料品 5%
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214,537 福岡県 福岡市博多区 ＷＨＡＴ　ＣＯＭＥＳ　ＡＲＯＵＮＤ サービス 理容・美容業 5%

214,538 福岡県 福岡市博多区 ＷＨＡＴ　ＣＯＭＥＳ　ＡＲＯＵＮＤ サービス 理容・美容業 5%

214,539 福岡県 福岡市博多区 ｗａｌａｖｉｅ＆ｌｅｌｉｅｎ川端 小売業 衣料品 5%

214,540 福岡県 福岡市東区 アイデアスイッチ 小売業 その他小売 5%

214,541 福岡県 福岡市東区 アイノスタジオ サービス その他サービス 5%

214,542 福岡県 福岡市東区 ｉＰｈｏｎｅ修理買取東福岡 サービス その他サービス 5%

214,543 福岡県 福岡市東区 ａｕｒＬａｂ　　アウラボ サービス 飲食業 5%

214,544 福岡県 福岡市東区 秋吉穴子 サービス 飲食業 5%

214,545 福岡県 福岡市東区 ＡＣＲＯ　ＨＡＩＲ＆ＮＡＩＬ サービス 理容・美容業 5%

214,546 福岡県 福岡市東区 アッシュヘアー箱崎店　アッシュヘアー サービス 理容・美容業 5%

214,547 福岡県 福岡市東区 アップショット　香椎店 小売業 衣料品 5%

214,548 福岡県 福岡市東区 アベアトリエ 小売業 家具・調度品 5%

214,549 福岡県 福岡市東区 アポロ福岡 アポロパソコンスクール 香椎駅前テストセンター サービス その他サービス 5%

214,550 福岡県 福岡市東区 有限会社アムズ・コウノ 小売業 電化製品 5%

214,551 福岡県 福岡市東区 ａｍｅｎｉｔｙ ｃｌｅａｎｉｎｇ ａｍｅｎｉｔｙ サービス その他サービス 5%

214,552 福岡県 福岡市東区 アルテリア　ベーカリー　福岡二又瀬店 小売業 食料品 5%

214,553 福岡県 福岡市東区 アンサンブル サービス その他サービス 5%

214,554 福岡県 福岡市東区 アンスリール サービス 理容・美容業 5%

214,555 福岡県 福岡市東区 ＥａｓｔＬｉｔｔｌｅＯｃｅａｎ サービス その他サービス 5%

214,556 福岡県 福岡市東区 居酒屋あからん サービス 飲食業 5%

214,557 福岡県 福岡市東区 居酒屋　とみ　千早店 サービス 飲食業 5%

214,558 福岡県 福岡市東区 いしむら　勅使道店 小売業 食料品 5%

214,559 福岡県 福岡市東区 ｉｎｄｉｇｏ－ｓｉｌｖｅｒＷＯＲＫＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

214,560 福岡県 福岡市東区 インドアゴルフスタジオアヘッド サービス その他サービス 5%

214,561 福岡県 福岡市東区 エイムはせがわ 小売業 電化製品 5%

214,562 福岡県 福岡市東区 エイムミツエ 小売業 電化製品 5%

214,563 福岡県 福岡市東区 エイム吉野 小売業 電化製品 5%

214,564 福岡県 福岡市東区 エスト香椎店 サービス 理容・美容業 5%

214,565 福岡県 福岡市東区 （株）エフ・ティ・シー通信 小売業 電化製品 5%

214,566 福岡県 福岡市東区 ｆｆｃ福岡 サービス 飲食業 5%

214,567 福岡県 福岡市東区 絵本屋たねぽけっと 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

214,568 福岡県 福岡市東区 エンジェルルナ 小売業 衣料品 5%

214,569 福岡県 福岡市東区 大賀薬局　香椎店（調剤） 小売業 その他小売 5%

214,570 福岡県 福岡市東区 大賀薬局　香椎店 小売業 その他小売 5%

214,571 福岡県 福岡市東区 大賀薬局　九大病院東門前店 小売業 その他小売 5%

214,572 福岡県 福岡市東区 大賀薬局　新宮店 小売業 その他小売 5%

214,573 福岡県 福岡市東区 大賀薬局　舞松原店 小売業 その他小売 5%

214,574 福岡県 福岡市東区 大賀薬局　舞松原店（調剤） 小売業 その他小売 5%

214,575 福岡県 福岡市東区 大賀薬局　和白店 小売業 その他小売 5%

214,576 福岡県 福岡市東区 大賀薬局　和白店（調剤） 小売業 その他小売 5%

214,577 福岡県 福岡市東区 大木建材工業株式会社 サービス その他サービス 5%

214,578 福岡県 福岡市東区 お菓子の工房オペラ松崎店 小売業 食料品 5%
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214,579 福岡県 福岡市東区 オスアシリ サービス 飲食業 5%

214,580 福岡県 福岡市東区 オファーズヘアー　香椎ネクサス店 サービス 理容・美容業 5%

214,581 福岡県 福岡市東区 オフィスＫ２　ＯＦＦＩＣＥ　Ｋ２ 小売業 その他小売 5%

214,582 福岡県 福岡市東区 オリジナルファション幣 小売業 その他小売 5%

214,583 福岡県 福岡市東区 オリックスレンタカー九産大前店 サービス その他サービス 2%

214,584 福岡県 福岡市東区 オリックスレンタカー千早駅前店 サービス その他サービス 2%

214,585 福岡県 福岡市東区 Ｇａｒｄｅｎｈａｉｒ＆ｂｏｔａｎｉｃａｌ サービス 理容・美容業 5%

214,586 福岡県 福岡市東区 海旬 久我 サービス 飲食業 5%

214,587 福岡県 福岡市東区 株式会社侶丹 小売業 衣料品 5%

214,588 福岡県 福岡市東区 香椎自然食品センター 小売業 食料品 5%

214,589 福岡県 福岡市東区 ｃａｆｅありんこ サービス 飲食業 5%

214,590 福岡県 福岡市東区 ＣＡＦＥＲＥＬＡＩＲ サービス 飲食業 5%

214,591 福岡県 福岡市東区 アポロレンタルルーム サービス その他サービス 5%

214,592 福岡県 福岡市東区 株式会社インテリア２１ホームサービス サービス その他サービス 5%

214,593 福岡県 福岡市東区 株式会社海一 サービス その他サービス 5%

214,594 福岡県 福岡市東区 株式会社サンロマン 小売業 衣料品 5%

214,595 福岡県 福岡市東区 株式会社肉の山形屋　東浜営業所 小売業 貴金属・服飾品 5%

214,596 福岡県 福岡市東区 株式会社肉の山形屋　箱崎工場 小売業 食料品 5%

214,597 福岡県 福岡市東区 株式会社ヒデトレーディング 小売業 衣料品 5%

214,598 福岡県 福岡市東区 髪やｃｌｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

214,599 福岡県 福岡市東区 カレーハウスココ壱番屋九産大前店 サービス 飲食業 2%

214,600 福岡県 福岡市東区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東区名島店 サービス 飲食業 2%

214,601 福岡県 福岡市東区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋東区二又瀬店 サービス 飲食業 2%

214,602 福岡県 福岡市東区 ｃａｒｏ サービス 理容・美容業 5%

214,603 福岡県 福岡市東区 河合塾マナビス香椎参道校 サービス その他サービス 2%

214,604 福岡県 福岡市東区 河合塾マナビス三苫校 サービス その他サービス 2%

214,605 福岡県 福岡市東区 木下清商店 小売業 その他小売 5%

214,606 福岡県 福岡市東区 木下鮮魚店うおしげ 小売業 食料品 5%

214,607 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン九産大前店 小売業 食料品 2%

214,608 福岡県 福岡市東区 九州うさぎＣＬＵＢ 小売業 その他小売 5%

214,609 福岡県 福岡市東区 キラ　　ヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

214,610 福岡県 福岡市東区 ぐうぱん 小売業 食料品 5%

214,611 福岡県 福岡市東区 くすりの太田 小売業 その他小売 5%

214,612 福岡県 福岡市東区 グッデイ　土井店 小売業 その他小売 5%

214,613 福岡県 福岡市東区 グッデイ　東福岡店 小売業 その他小売 5%

214,614 福岡県 福岡市東区 ＧＯＯＤＷＡＶＥ 小売業 その他小売 5%

214,615 福岡県 福岡市東区 ＣｌｅａｎＣｒａｆｔｅｒ サービス その他サービス 5%

214,616 福岡県 福岡市東区 グリコ牛乳ＭＤＳ福岡東 小売業 食料品 5%

214,617 福岡県 福岡市東区 くるまのかぎやさん サービス その他サービス 5%

214,618 福岡県 福岡市東区 ケーキハウス・アン香椎参道店 サービス その他サービス 5%

214,619 福岡県 福岡市東区 酵素風呂ｙｕｓｏｐｈｉａ サービス 理容・美容業 5%

214,620 福岡県 福岡市東区 皇法健康所 小売業 食料品 5%
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214,621 福岡県 福岡市東区 心和リフレッシュプレイス サービス その他サービス 5%

214,622 福岡県 福岡市東区 心和リフレッシュプレイス　心和リフレッシュプレイス サービス その他サービス 5%

214,623 福岡県 福岡市東区 ヨシダタクシー サービス 運輸業 5%

214,624 福岡県 福岡市東区 金剛堂　九州本店 小売業 家具・調度品 5%

214,625 福岡県 福岡市東区 酒のトライアングル　原田店 小売業 食料品 5%

214,626 福岡県 福岡市東区 ＳＡＣＨｉＡ Ｂｅｅｆ ｓｔｒｏｇａｎｏｆｆ ＳＡＣＨｉＡ Ｂｅｅｆ ｓｔｒｏｇａｎｏｆｆ サービス 飲食業 5%

214,627 福岡県 福岡市東区 サトー食鮮館　サトー食鮮館松島店 小売業 食料品 5%

214,628 福岡県 福岡市東区 サトー食鮮館　サトー食鮮館和白店 小売業 食料品 5%

214,629 福岡県 福岡市東区 サンサンサイクル九産大前店 小売業 その他小売 5%

214,630 福岡県 福岡市東区 ＳＥＥＮ サービス 理容・美容業 5%

214,631 福岡県 福岡市東区 ｓｈａｒｅ．（シェア） サービス 理容・美容業 5%

214,632 福岡県 福岡市東区 シェーンｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

214,633 福岡県 福岡市東区 シェ　フジモト 小売業 食料品 5%

214,634 福岡県 福岡市東区 自家製生パスタの店　バニヤン サービス 飲食業 5%

214,635 福岡県 福岡市東区 シティコンタクト　えきマチ１丁目香椎店 小売業 その他小売 5%

214,636 福岡県 福岡市東区 島本食品　新宮店 小売業 食料品 5%

214,637 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン下和白店 小売業 食料品 2%

214,638 福岡県 福岡市東区 社家町米穀店 小売業 食料品 5%

214,639 福岡県 福岡市東区 社家町米穀販売所 社家町米店 小売業 食料品 5%

214,640 福岡県 福岡市東区 シュガーレディ木村チーム サービス その他サービス 5%

214,641 福岡県 福岡市東区 旬菜居酒屋　隠れ家　ちはや サービス 飲食業 5%

214,642 福岡県 福岡市東区 鍼灸マッサージ院あんどむ　ＡｎｄＭ サービス その他サービス 5%

214,643 福岡県 福岡市東区 Ｇｉｎｇｅｒ　ＢＡＫＥＳＨＯＰ サービス 飲食業 5%

214,644 福岡県 福岡市東区 ｇｉｎｇｅｒ　ｂａｋｅｓｈｏｐ サービス 飲食業 5%

214,645 福岡県 福岡市東区 新生堂薬局　千早店 小売業 その他小売 5%

214,646 福岡県 福岡市東区 新生堂薬局 土井店 小売業 その他小売 5%

214,647 福岡県 福岡市東区 ＳＷＥＥＴ　ＴＩＭＥ 小売業 食料品 5%

214,648 福岡県 福岡市東区 Ｓｏｕｒｉｒｅ【スーリール】 サービス 理容・美容業 5%

214,649 福岡県 福岡市東区 半個室型美容室　Ｓｏｕｒｉｒｅ　ｕｎ【スーリール　アン】 サービス 理容・美容業 5%

214,650 福岡県 福岡市東区 寿し和 サービス 飲食業 5%

214,651 福岡県 福岡市東区 ステーキマニア箱崎 サービス 飲食業 5%

214,652 福岡県 福岡市東区 ストレート　福岡店 小売業 その他小売 5%

214,653 福岡県 福岡市東区 スナックゆう サービス 飲食業 5%

214,654 福岡県 福岡市東区 炭火焼鳥バルＪＩＮＤＡＩＫＯ サービス 飲食業 5%

214,655 福岡県 福岡市東区 スライル サービス 理容・美容業 5%

214,656 福岡県 福岡市東区 ナツメ書店／ＳｌｅｅｐＣｏｆｆｅｅａｎｄＲｏａｓｔｅｒ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

214,657 福岡県 福岡市東区 清香園　箱崎店 サービス 飲食業 5%

214,658 福岡県 福岡市東区 清香園　原田店 サービス 飲食業 5%

214,659 福岡県 福岡市東区 清香園　和白店 サービス 飲食業 5%

214,660 福岡県 福岡市東区 整体院舎人 サービス その他サービス 5%

214,661 福岡県 福岡市東区 セルフ九産大前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

214,662 福岡県 福岡市東区 宗タクシー サービス 運輸業 5%
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214,663 福岡県 福岡市東区 Ｓｏｎｏｒｉｔｅ 小売業 衣料品 5%

214,664 福岡県 福岡市東区 ダイアンサス サービス 理容・美容業 5%

214,665 福岡県 福岡市東区 ダイニング彩 サービス 飲食業 5%

214,666 福岡県 福岡市東区 大鵬 サービス その他サービス 5%

214,667 福岡県 福岡市東区 たたら介護薬局　たたら介護薬局ストア 小売業 その他小売 5%

214,668 福岡県 福岡市東区 チキータ 小売業 その他小売 5%

214,669 福岡県 福岡市東区 つまみ細工ｈｏｎｇｐｒｅｓｅｎｔｓ サービス その他サービス 5%

214,670 福岡県 福岡市東区 ＤＩＧＤＥＳＩＧＮ サービス その他サービス 5%

214,671 福岡県 福岡市東区 ＤＥＣＯＲＡ　Ｒｅｓｏｒｔ サービス 理容・美容業 5%

214,672 福岡県 福岡市東区 デザイン事務所リーフスター サービス その他サービス 5%

214,673 福岡県 福岡市東区 てば介 サービス 飲食業 5%

214,674 福岡県 福岡市東区 ＴＥＲＲＡ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

214,675 福岡県 福岡市東区 照鮨 サービス 飲食業 5%

214,676 福岡県 福岡市東区 照鮨 サービス 飲食業 2%

214,677 福岡県 福岡市東区 土井給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

214,678 福岡県 福岡市東区 ドイツパンとワインの店Ｌｉｅｂｌｉｎｇ サービス 飲食業 5%

214,679 福岡県 福岡市東区 徳永自動車 サービス その他サービス 5%

214,680 福岡県 福岡市東区 床屋館ＫＡＲＡＴＡＮＩ サービス 理容・美容業 5%

214,681 福岡県 福岡市東区 塗装Ｎａｇａｈａｍａ サービス その他サービス 5%

214,682 福岡県 福岡市東区 ＤＯＧ　ＰＯＯＬ サービス その他サービス 5%

214,683 福岡県 福岡市東区 とめ手羽　香椎店 サービス 飲食業 5%

214,684 福岡県 福岡市東区 トヨタホ－ム九州株式会社 サービス その他サービス 5%

214,685 福岡県 福岡市東区 トヨタレンタリース博多千早駅前店 サービス その他サービス 2%

214,686 福岡県 福岡市東区 トヨタレンタリース博多箱崎九大前店 サービス その他サービス 2%

214,687 福岡県 福岡市東区 直家 サービス 飲食業 5%

214,688 福岡県 福岡市東区 永野サイクル 小売業 その他小売 5%

214,689 福岡県 福岡市東区 奈多利庵 サービス 飲食業 5%

214,690 福岡県 福岡市東区 ナッツベリーイオン店 小売業 衣料品 5%

214,691 福岡県 福岡市東区 肉の山形屋 小売業 食料品 5%

214,692 福岡県 福岡市東区 ニッカホーム　福岡東営業所 サービス その他サービス 5%

214,693 福岡県 福岡市東区 Ｎｅｉｖｓ　ｈａｉｒ【ネイヴスヘアー】　香椎照葉店 サービス 理容・美容業 5%

214,694 福岡県 福岡市東区 Ｎｅｉｖｓ　Ｈａｉｒ福工大駅前店 サービス 理容・美容業 5%

214,695 福岡県 福岡市東区 ＮｅｉｖｓＨａｉｒ香椎照葉店 サービス 理容・美容業 5%

214,696 福岡県 福岡市東区 ネイブスヘアー福工大駅前店 サービス 理容・美容業 5%

214,697 福岡県 福岡市東区 ＮａｉｌＦｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

214,698 福岡県 福岡市東区 ノダニク サービス 飲食業 5%

214,699 福岡県 福岡市東区 博多一番どり 居食家あらい 香椎スポーツガーデン店 サービス 飲食業 5%

214,700 福岡県 福岡市東区 博多一番どり　居食家あらい　空港東店 サービス 飲食業 5%

214,701 福岡県 福岡市東区 博多一番どり　居食家あらい和白店 サービス 飲食業 5%

214,702 福岡県 福岡市東区 博多一番どり　九産大駅前店 サービス 飲食業 5%

214,703 福岡県 福岡市東区 博多一番どり 吉塚店 サービス 飲食業 5%

214,704 福岡県 福岡市東区 博多の魚屋さん　おぎはら鮮魚店 小売業 食料品 5%
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214,705 福岡県 福岡市東区 箱崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

214,706 福岡県 福岡市東区 箱崎ふ頭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

214,707 福岡県 福岡市東区 ＰＡＺオンズカ 小売業 電化製品 5%

214,708 福岡県 福岡市東区 波津馬　福岡店 サービス 飲食業 5%

214,709 福岡県 福岡市東区 ｂａｌｌａｄ 小売業 衣料品 5%

214,710 福岡県 福岡市東区 ｂｉａｎｃｏ サービス 理容・美容業 5%

214,711 福岡県 福岡市東区 Ｖｉ?ａｎ　Ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

214,712 福岡県 福岡市東区 ＢＩＯＬＵＳ サービス 理容・美容業 5%

214,713 福岡県 福岡市東区 ビフテキ屋うえすたん二又瀬店 サービス 飲食業 5%

214,714 福岡県 福岡市東区 ベルシュエット サービス 理容・美容業 5%

214,715 福岡県 福岡市東区 ＢｅａｕｔｙｓａｌｏｎＳｈｅｌｌｙ サービス 理容・美容業 5%

214,716 福岡県 福岡市東区 美容室　アマング３０ サービス 理容・美容業 5%

214,717 福岡県 福岡市東区 ファイナンシャル・インスティチュート・Ｓ サービス その他サービス 5%

214,718 福岡県 福岡市東区 ｆａｎｆａｒｅ サービス その他サービス 5%

214,719 福岡県 福岡市東区 Ｆｅｅｌ ｉｔ Ｂｏｄｙ Ｒｅｌｅａｓｅ Ｓａｌｏｎ 和白丘店 サービス その他サービス 5%

214,720 福岡県 福岡市東区 Ｆｅｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

214,721 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡青葉２丁目店 小売業 食料品 2%

214,722 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡大岳１丁目店 小売業 食料品 2%

214,723 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡香椎駅前店 小売業 食料品 2%

214,724 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡香椎下原小南店 小売業 食料品 2%

214,725 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡香住ヶ丘２丁目店 小売業 食料品 2%

214,726 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡工業大学店 小売業 食料品 2%

214,727 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡塩浜１丁目店 小売業 食料品 2%

214,728 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡市総合体育館店 小売業 食料品 2%

214,729 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡市地下鉄貝塚駅店 小売業 食料品 2%

214,730 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡下原１丁目店 小売業 食料品 2%

214,731 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡千早１丁目店 小売業 食料品 2%

214,732 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡千早東駅前店 小売業 食料品 2%

214,733 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡千早４丁目店 小売業 食料品 2%

214,734 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡中央卸売市場店 小売業 食料品 2%

214,735 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡土井１丁目店 小売業 食料品 2%

214,736 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡唐原７丁目店 小売業 食料品 2%

214,737 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡名子３丁目店 小売業 食料品 2%

214,738 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡名島１丁目店 小売業 食料品 2%

214,739 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡西鉄香椎駅前店 小売業 食料品 2%

214,740 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡箱崎１丁目店 小売業 食料品 2%

214,741 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡箱崎５丁目店 小売業 食料品 2%

214,742 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡箱崎店 小売業 食料品 2%

214,743 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡箱崎７丁目店 小売業 食料品 2%

214,744 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡箱崎ふ頭１丁目店 小売業 食料品 2%

214,745 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡箱崎ふ頭５丁目店 小売業 食料品 2%

214,746 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡箱崎ふ頭中央店 小売業 食料品 2%
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214,747 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡箱崎６丁目店 小売業 食料品 2%

214,748 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡筥松１丁目店 小売業 食料品 2%

214,749 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡筥松３丁目店 小売業 食料品 2%

214,750 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡八田２丁目店 小売業 食料品 2%

214,751 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡原田３丁目店 小売業 食料品 2%

214,752 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡原田２丁目店 小売業 食料品 2%

214,753 福岡県 福岡市東区 福岡東動物病院 サービス その他サービス 5%

214,754 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡二又瀬店 小売業 食料品 2%

214,755 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡馬出１丁目店 小売業 食料品 2%

214,756 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡馬出２丁目店 小売業 食料品 2%

214,757 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡松崎店 小売業 食料品 2%

214,758 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡松島４丁目店 小売業 食料品 2%

214,759 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡三苫５丁目店 小売業 食料品 2%

214,760 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡三苫３丁目店 小売業 食料品 2%

214,761 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡みらい病院店 小売業 食料品 2%

214,762 福岡県 福岡市東区 福岡ヤクルト販売 東Ｃ 小売業 食料品 5%

214,763 福岡県 福岡市東区 福岡ヤクルト販売 名島Ｃ 小売業 食料品 5%

214,764 福岡県 福岡市東区 福岡ヤクルト販売 香椎Ｃ 小売業 食料品 5%

214,765 福岡県 福岡市東区 福岡ヤクルト販売　土井Ｃ 小売業 食料品 5%

214,766 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡若宮１丁目店 小売業 食料品 2%

214,767 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡若宮４丁目店 小売業 食料品 2%

214,768 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡和白１丁目店 小売業 食料品 2%

214,769 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡和白丘１丁目店 小売業 食料品 2%

214,770 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡和白２丁目店 小売業 食料品 2%

214,771 福岡県 福岡市東区 セブン－イレブン福岡和白東２丁目店 小売業 食料品 2%

214,772 福岡県 福岡市東区 福砂屋　香椎売店 小売業 食料品 5%

214,773 福岡県 福岡市東区 服直し工房　アトリエタイタイ サービス その他サービス 5%

214,774 福岡県 福岡市東区 ブックイン金進堂　えきマチ１丁目香椎店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

214,775 福岡県 福岡市東区 ブックイン金進堂　原田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

214,776 福岡県 福岡市東区 ブックスキューブリック箱崎店 サービス 飲食業 5%

214,777 福岡県 福岡市東区 ブルー・オーシャン サービス その他サービス 5%

214,778 福岡県 福岡市東区 ブルーラインワークスゴルフスタジオ サービス その他サービス 5%

214,779 福岡県 福岡市東区 ブレイクアウト 小売業 その他小売 5%

214,780 福岡県 福岡市東区 ＨＡＩＲ　ＥＳＴ【ヘア　エスト】　香椎店 サービス 理容・美容業 5%

214,781 福岡県 福岡市東区 ＨＡＩＲ　ＣｏＣｏｒｏ　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

214,782 福岡県 福岡市東区 ヘアーサロン四季 サービス 理容・美容業 5%

214,783 福岡県 福岡市東区 ヘアーサロンミカド サービス 理容・美容業 5%

214,784 福岡県 福岡市東区 ヘアースタジオ　スクエアー サービス 理容・美容業 5%

214,785 福岡県 福岡市東区 Ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　ｒｕｓｈ サービス 理容・美容業 5%

214,786 福岡県 福岡市東区 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｌｕａｎａ サービス 理容・美容業 5%

214,787 福岡県 福岡市東区 Ｈａｉｒ＆ＲｅｓｏｒｔＯ＇Ｌｅｏ サービス 理容・美容業 5%

214,788 福岡県 福岡市東区 ヘアーリゾートやました サービス 理容・美容業 5%
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214,789 福岡県 福岡市東区 ヘアサロンハラダ サービス 理容・美容業 5%

214,790 福岡県 福岡市東区 ヘアタイム８８ サービス 理容・美容業 5%

214,791 福岡県 福岡市東区 ヘアタイム８８　ヘアタイム８８ サービス 理容・美容業 5%

214,792 福岡県 福岡市東区 ベースボールパークスタンドイン ベースボールパークスタンドイン福岡店 小売業 その他小売 5%

214,793 福岡県 福岡市東区 Ｖｅｌｖｅｔ　ｈａｉｒ　千早店 サービス 理容・美容業 5%

214,794 福岡県 福岡市東区 Ｂｏｅｍｏ 小売業 衣料品 5%

214,795 福岡県 福岡市東区 ボデーショップ箱崎ふ頭 小売業 ガソリンスタンド 2%

214,796 福岡県 福岡市東区 ポプラ香椎浜店 小売業 その他小売 2%

214,797 福岡県 福岡市東区 ｍｉｃｒｏ　ｐｕｚｚｌｅ サービス 理容・美容業 5%

214,798 福岡県 福岡市東区 前掛け福祉タクシー サービス 運輸業 5%

214,799 福岡県 福岡市東区 株式会社マプシービジョン サービス その他サービス 5%

214,800 福岡県 福岡市東区 マリア薬局　マリア薬局ストア 小売業 その他小売 5%

214,801 福岡県 福岡市東区 マレットメット　香椎浜店 小売業 衣料品 5%

214,802 福岡県 福岡市東区 マンガ倉庫　箱崎店 小売業 その他小売 5%

214,803 福岡県 福岡市東区 慢性腰痛専門整体院　和音 サービス その他サービス 5%

214,804 福岡県 福岡市東区 ＭＩＮＥＲＶＡＲｅ；ｕｓｅＰｒｏｄｕｃｔ サービス その他サービス 5%

214,805 福岡県 福岡市東区 むすび家 むすび家 小売業 食料品 5%

214,806 福岡県 福岡市東区 無法松　箱崎ふ頭店 小売業 その他小売 5%

214,807 福岡県 福岡市東区 無法松　福岡東店 小売業 その他小売 5%

214,808 福岡県 福岡市東区 銘茶の里 森尾園 松崎店 小売業 食料品 5%

214,809 福岡県 福岡市東区 モアレオマック 小売業 衣料品 5%

214,810 福岡県 福岡市東区 杢ｍｏｋｕ サービス 飲食業 5%

214,811 福岡県 福岡市東区 もつ処　司 サービス 飲食業 5%

214,812 福岡県 福岡市東区 もつ鍋　たく味 サービス 飲食業 5%

214,813 福岡県 福岡市東区 モトランド 小売業 その他小売 5%

214,814 福岡県 福岡市東区 モリトヤ電気 サービス その他サービス 5%

214,815 福岡県 福岡市東区 やきとり居酒屋桃太郎 サービス 飲食業 5%

214,816 福岡県 福岡市東区 やきとり澤 サービス 飲食業 5%

214,817 福岡県 福岡市東区 やき鳥味寛 サービス 飲食業 5%

214,818 福岡県 福岡市東区 焼肉きらくや サービス 飲食業 5%

214,819 福岡県 福岡市東区 焼肉座牛 サービス 飲食業 5%

214,820 福岡県 福岡市東区 焼肉なべしま　土井店 サービス 飲食業 5%

214,821 福岡県 福岡市東区 焼肉なべしま　福岡和白店 サービス 飲食業 5%

214,822 福岡県 福岡市東区 焼肉なべしま　ゆめタウン博多店 サービス 飲食業 5%

214,823 福岡県 福岡市東区 有限会社かすみ電気 小売業 電化製品 5%

214,824 福岡県 福岡市東区 有限会社佐竹商店 小売業 その他小売 5%

214,825 福岡県 福岡市東区 有限会社野坂商店 八百屋の玄さん 小売業 食料品 5%

214,826 福岡県 福岡市東区 ユニックス　ウチムラ 小売業 電化製品 5%

214,827 福岡県 福岡市東区 洋風食堂　枝 サービス 飲食業 5%

214,828 福岡県 福岡市東区 ～予防美容プライベートサロン～ＬｕｎａＰｌｅｎａ サービス 理容・美容業 5%

214,829 福岡県 福岡市東区 ライオンハウスクリーニング サービス その他サービス 5%

214,830 福岡県 福岡市東区 Ｒｈｉｎｏ 小売業 衣料品 5%
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214,831 福岡県 福岡市東区 ライフサポートサービス生活倶楽部 サービス その他サービス 5%

214,832 福岡県 福岡市東区 ｒａｋｓａ サービス その他サービス 5%

214,833 福岡県 福岡市東区 ラッキィ・キャット サービス その他サービス 5%

214,834 福岡県 福岡市東区 ＲＩＯＮ サービス その他サービス 5%

214,835 福岡県 福岡市東区 Ｒｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

214,836 福岡県 福岡市東区 ＲＩＴＡｂｙｒｅａｌｍｅ サービス 理容・美容業 5%

214,837 福岡県 福岡市東区 ＲＩＣＨＥ　【リッシュ】 サービス 理容・美容業 5%

214,838 福岡県 福岡市東区 ＬＵＬＵ サービス 飲食業 5%

214,839 福岡県 福岡市東区 レストランハロー　千早店 サービス 飲食業 5%

214,840 福岡県 福岡市東区 レディースレオマック 小売業 衣料品 5%

214,841 福岡県 福岡市東区 ｌ’ｈｅｒｂｅーｒｏｙａｌｅ サービス 飲食業 5%

214,842 福岡県 福岡市東区 レンタル衣裳　いきつ　香椎店 サービス その他サービス 5%

214,843 福岡県 福岡市東区 Ｌ’Ａｕｂｅ　ｒｏｉ サービス 理容・美容業 5%

214,844 福岡県 福岡市東区 ＹＳＰ福岡東 小売業 その他小売 5%

214,845 福岡県 福岡市南区 Ａｒｃｈａ サービス 理容・美容業 5%

214,846 福岡県 福岡市南区 アイコンタクト 小売業 その他小売 5%

214,847 福岡県 福岡市南区 アイフレンド　福岡南店 小売業 その他小売 5%

214,848 福岡県 福岡市南区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｕｃｕａ福岡大橋 サービス 理容・美容業 5%

214,849 福岡県 福岡市南区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｕｃｅ福岡大橋 サービス 理容・美容業 5%

214,850 福岡県 福岡市南区 味自慢福岡店 小売業 食料品 5%

214,851 福岡県 福岡市南区 創作弁当井手 サービス 飲食業 5%

214,852 福岡県 福岡市南区 ａｂｈｏｐｅプライベートジム サービス その他サービス 5%

214,853 福岡県 福岡市南区 彩タクシー サービス 運輸業 5%

214,854 福岡県 福岡市南区 ａｌｌｆｅｃｔ　大橋店 サービス 理容・美容業 5%

214,855 福岡県 福岡市南区 ＡＮＣＨＯＲＡＧＥ 小売業 その他小売 5%

214,856 福岡県 福岡市南区 ＡＮＳＷＥＲ＋Ｋ?ｏｎｅ サービス 理容・美容業 5%

214,857 福岡県 福岡市南区 アンジェラ サービス その他サービス 5%

214,858 福岡県 福岡市南区 いしむら　大橋店 小売業 食料品 5%

214,859 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン井尻店 小売業 食料品 2%

214,860 福岡県 福岡市南区 ｉｎｎｏｃｅｎｔ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

214,861 福岡県 福岡市南区 ＩｌｌｕｓｔＣｏｄｅ 小売業 衣料品 5%

214,862 福岡県 福岡市南区 ｖｉｌｌａ大橋店 サービス その他サービス 5%

214,863 福岡県 福岡市南区 うさぱんベーカリー 小売業 食料品 5%

214,864 福岡県 福岡市南区 うめや酒店　さざん　うめや酒店 小売業 食料品 5%

214,865 福岡県 福岡市南区 ＵＲａｙａ　ＴＨＥ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

214,866 福岡県 福岡市南区 エイム　井尻アトム 小売業 電化製品 5%

214,867 福岡県 福岡市南区 エイムかねこ 小売業 電化製品 5%

214,868 福岡県 福岡市南区 エステ＆リラクゼーションＹｏｕ サービス 理容・美容業 5%

214,869 福岡県 福岡市南区 エステサロンＫｕ－ＭＡ サービス 理容・美容業 5%

214,870 福岡県 福岡市南区 ＭＣＬ サービス その他サービス 5%

214,871 福岡県 福岡市南区 ＥＭＰＴＹＧＡＲＡＧＥ 小売業 衣料品 5%

214,872 福岡県 福岡市南区 大賀薬局　井尻店 小売業 その他小売 5%
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214,873 福岡県 福岡市南区 大賀薬局　長住店 小売業 その他小売 5%

214,874 福岡県 福岡市南区 大賀薬局　野多目店 小売業 その他小売 5%

214,875 福岡県 福岡市南区 大賀薬局　福岡赤十字病院前店 小売業 その他小売 5%

214,876 福岡県 福岡市南区 大賀薬局　老司調剤 小売業 その他小売 5%

214,877 福岡県 福岡市南区 大賀薬局　若久店 小売業 その他小売 5%

214,878 福岡県 福岡市南区 大川衣料 小売業 衣料品 5%

214,879 福岡県 福岡市南区 オーディナリーサウンド 小売業 電化製品 5%

214,880 福岡県 福岡市南区 ＯＰＳ　ＨＡＩＲ　大橋駅前店 サービス 理容・美容業 5%

214,881 福岡県 福岡市南区 ｏｒｇａｎ 小売業 その他小売 5%

214,882 福岡県 福岡市南区 ＯＬＥＮＯＶＡ（オレノバ） サービス 飲食業 5%

214,883 福岡県 福岡市南区 ＯＬＥＮＯＶＡ　ＯＬＥＮＯＶＡ サービス 飲食業 5%

214,884 福岡県 福岡市南区 カーオーディオ専門店　ｔｏｎｅ 小売業 その他小売 5%

214,885 福岡県 福岡市南区 ガーデンプロデュースＨＡＮＡＫＯ　ガーデンプロデュースハナコ 小売業 その他小売 5%

214,886 福岡県 福岡市南区 カットクラブＷＯＯＤＳＴＯＣＫ サービス 理容・美容業 5%

214,887 福岡県 福岡市南区 カットサロン末次 サービス 理容・美容業 5%

214,888 福岡県 福岡市南区 Ｃｕｔ　Ｓａｌｏｎ　ともき サービス 理容・美容業 5%

214,889 福岡県 福岡市南区 カドタ電器桧原店 小売業 電化製品 5%

214,890 福岡県 福岡市南区 株式会社高田 小売業 食料品 5%

214,891 福岡県 福岡市南区 株式会社ＩＤＣ サービス その他サービス 5%

214,892 福岡県 福岡市南区 株式会社Ｍ?ＤＥＮＳ 小売業 電化製品 5%

214,893 福岡県 福岡市南区 株式会社サンコー福岡営業所 小売業 電化製品 5%

214,894 福岡県 福岡市南区 株式会社三友 小売業 食料品 5%

214,895 福岡県 福岡市南区 アウトドアーズビータックル サービス その他サービス 5%

214,896 福岡県 福岡市南区 株式会社　フカノ楽器店 小売業 その他小売 5%

214,897 福岡県 福岡市南区 株式会社三浦モータース サービス その他サービス 5%

214,898 福岡県 福岡市南区 ＣａｌｌａｒＫ 大橋店 サービス 理容・美容業 5%

214,899 福岡県 福岡市南区 からあげ専門店 うまから 小売業 食料品 5%

214,900 福岡県 福岡市南区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋南区野間店 小売業 食料品 2%

214,901 福岡県 福岡市南区 川原（幸）タクシー サービス 運輸業 5%

214,902 福岡県 福岡市南区 キッズアゲイン キッズアゲイン野間大池店 小売業 衣料品 5%

214,903 福岡県 福岡市南区 キッチン　中田中 サービス 飲食業 5%

214,904 福岡県 福岡市南区 キッチン　えっせんす サービス 飲食業 5%

214,905 福岡県 福岡市南区 キッチン麦 小売業 食料品 5%

214,906 福岡県 福岡市南区 ｇａｌｌｅｒｙＱＵＯＮＡ サービス その他サービス 5%

214,907 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン九州中央病院店 小売業 食料品 2%

214,908 福岡県 福岡市南区 餃子酒場　空心 サービス 飲食業 5%

214,909 福岡県 福岡市南区 餃子専門店　黒兵衛 サービス 飲食業 5%

214,910 福岡県 福岡市南区 串焼き まさ サービス 飲食業 5%

214,911 福岡県 福岡市南区 グッデイ　桧原店 小売業 その他小売 5%

214,912 福岡県 福岡市南区 ｇｌａｍｏｕｒ 小売業 衣料品 5%

214,913 福岡県 福岡市南区 ｇｒａｎｄｅ サービス 理容・美容業 5%

214,914 福岡県 福岡市南区 ｇｒｅｃｏｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%
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214,915 福岡県 福岡市南区 黒木書店 フィルモアレコード 黒木書店 フィルモアレコード 長住店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

214,916 福岡県 福岡市南区 Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ ＫＵＬＡ サービス 宿泊業 5%

214,917 福岡県 福岡市南区 げすとはうす中今 サービス その他サービス 5%

214,918 福岡県 福岡市南区 ケロムレスト サービス 飲食業 5%

214,919 福岡県 福岡市南区 ｋｏｕｓｉｎｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

214,920 福岡県 福岡市南区 酵素風呂　めぐみ サービス その他サービス 5%

214,921 福岡県 福岡市南区 心葉 サービス 理容・美容業 5%

214,922 福岡県 福岡市南区 ＧＯＬＤ　ＴＩＭＥ 小売業 衣料品 5%

214,923 福岡県 福岡市南区 ごきげん鳥 サービス 飲食業 5%

214,924 福岡県 福岡市南区 極楽堂　出張用 サービス その他サービス 5%

214,925 福岡県 福岡市南区 ｃｏｃｏｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

214,926 福岡県 福岡市南区 個人　久保山タクシー サービス 運輸業 5%

214,927 福岡県 福岡市南区 個人　関本タクシー サービス 運輸業 5%

214,928 福岡県 福岡市南区 個人伊東タクシー サービス 運輸業 5%

214,929 福岡県 福岡市南区 個人田原タクシー サービス 運輸業 5%

214,930 福岡県 福岡市南区 個人野本タクシー サービス 運輸業 5%

214,931 福岡県 福岡市南区 個人麓タクシー サービス 運輸業 5%

214,932 福岡県 福岡市南区 骨盤ダイエット痩身エステサロンＢｌｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

214,933 福岡県 福岡市南区 コンペイトウミュージアム福岡 小売業 食料品 5%

214,934 福岡県 福岡市南区 札幌かに本家　福岡那の川店 サービス 飲食業 5%

214,935 福岡県 福岡市南区 中国菜酒茶家張 サービス 飲食業 5%

214,936 福岡県 福岡市南区 三幸電機産業 小売業 電化製品 5%

214,937 福岡県 福岡市南区 株式会社三楽 サービス その他サービス 5%

214,938 福岡県 福岡市南区 しあわせの王さま サービス 飲食業 5%

214,939 福岡県 福岡市南区 Ｊ．ｆｉｎｉｔｙ サービス その他サービス 5%

214,940 福岡県 福岡市南区 ジェット＆サイクル 小売業 その他小売 5%

214,941 福岡県 福岡市南区 四十川米穀店 小売業 その他小売 5%

214,942 福岡県 福岡市南区 シティコンタクト　大橋駅前店 小売業 その他小売 5%

214,943 福岡県 福岡市南区 シフクノヒトトキ サービス その他サービス 5%

214,944 福岡県 福岡市南区 清水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

214,945 福岡県 福岡市南区 酒菜いとう サービス 飲食業 5%

214,946 福岡県 福岡市南区 松竹五右衛門 サービス 飲食業 5%

214,947 福岡県 福岡市南区 新生堂薬局 井尻店 小売業 その他小売 5%

214,948 福岡県 福岡市南区 新生堂薬局　中尾店 サービス 宿泊業 5%

214,949 福岡県 福岡市南区 新生堂薬局 向野店 小売業 その他小売 5%

214,950 福岡県 福岡市南区 新生堂薬局 弥永店 小売業 その他小売 5%

214,951 福岡県 福岡市南区 素うどん華ちゃん サービス 飲食業 5%

214,952 福岡県 福岡市南区 ＳＵＺＵＴＡＫＡ 小売業 衣料品 5%

214,953 福岡県 福岡市南区 すたじおＧ サービス その他サービス 5%

214,954 福岡県 福岡市南区 ＳｔｕｄｉｏＢｒｅａｔｈｉｎｇ サービス その他サービス 5%

214,955 福岡県 福岡市南区 ｓｔａｎｃｅｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ サービス その他サービス 5%

214,956 福岡県 福岡市南区 スナオラボ 小売業 その他小売 5%
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214,957 福岡県 福岡市南区 ３．Ａ【スリーエー】 サービス 理容・美容業 5%

214,958 福岡県 福岡市南区 清香園　西長住店 サービス 飲食業 5%

214,959 福岡県 福岡市南区 整体院　ＴＡＫＡ サービス その他サービス 5%

214,960 福岡県 福岡市南区 セシル美容室 サービス 理容・美容業 5%

214,961 福岡県 福岡市南区 セビロシタテ 小売業 衣料品 5%

214,962 福岡県 福岡市南区 セルフ大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

214,963 福岡県 福岡市南区 セルフ寺塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

214,964 福岡県 福岡市南区 セルフ三宅給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

214,965 福岡県 福岡市南区 船頭寿司 サービス 飲食業 5%

214,966 福岡県 福岡市南区 全日本ハッピーウォーキング姿勢協会 サービス その他サービス 5%

214,967 福岡県 福岡市南区 ダイキョーバリュー　大橋店 小売業 食料品 5%

214,968 福岡県 福岡市南区 ダイキョーバリュー　野多目店 小売業 食料品 5%

214,969 福岡県 福岡市南区 ダイキョーバリュー弥永店 小売業 食料品 5%

214,970 福岡県 福岡市南区 ダイキョープラザ 小売業 食料品 5%

214,971 福岡県 福岡市南区 Ｄａｉｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

214,972 福岡県 福岡市南区 タイヤのコンビニＦＲＥＥＤＯＭ　タイヤのコンビニ　フリーダム 小売業 その他小売 5%

214,973 福岡県 福岡市南区 台湾飯店 サービス 飲食業 5%

214,974 福岡県 福岡市南区 ｔｏｗｎｚ サービス 飲食業 5%

214,975 福岡県 福岡市南区 高宮通り サービス 飲食業 5%

214,976 福岡県 福岡市南区 匠ホームサービス サービス その他サービス 5%

214,977 福岡県 福岡市南区 タケシゲ醤油 小売業 食料品 5%

214,978 福岡県 福岡市南区 旅の自転車店プラットホーム 小売業 その他小売 5%

214,979 福岡県 福岡市南区 Ｃｈａｃｏ サービス 理容・美容業 5%

214,980 福岡県 福岡市南区 中国菜酒茶家 サービス 飲食業 2%

214,981 福岡県 福岡市南区 チルフォトグラフィー長住店 サービス その他サービス 5%

214,982 福岡県 福岡市南区 ツバクロコーヒー サービス 飲食業 5%

214,983 福岡県 福岡市南区 Ｔ ＭＩＳＵＭＩ ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

214,984 福岡県 福岡市南区 Ｔ＆Ｋ株式会社 サービス 飲食業 5%

214,985 福岡県 福岡市南区 Ｔ＆Ｋ株式会社 小売業 食料品 5%

214,986 福岡県 福岡市南区 Ｔ?ストレッチ大橋駅前店 サービス 理容・美容業 5%

214,987 福岡県 福岡市南区 ティーズフルール工房 小売業 その他小売 5%

214,988 福岡県 福岡市南区 ｄｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

214,989 福岡県 福岡市南区 株式会社ＴＭＳ 小売業 家具・調度品 5%

214,990 福岡県 福岡市南区 Ｄ’ｉｃｉｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

214,991 福岡県 福岡市南区 手音 サービス 飲食業 5%

214,992 福岡県 福岡市南区 手羽屋千夢 手羽屋千夢 サービス 飲食業 5%

214,993 福岡県 福岡市南区 天ぷらわさび サービス 飲食業 5%

214,994 福岡県 福岡市南区 ＴＯＵＳＨＥＬ　ｌａ　ｖｉｔａ サービス 理容・美容業 5%

214,995 福岡県 福岡市南区 とめ手羽　塩原 サービス 飲食業 5%

214,996 福岡県 福岡市南区 とめ手羽 野多目店 サービス 飲食業 5%

214,997 福岡県 福岡市南区 トヨタレンタリース博多塩原店 サービス その他サービス 2%

214,998 福岡県 福岡市南区 トヨタレンタリース博多三宅店 サービス その他サービス 2%
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214,999 福岡県 福岡市南区 ドラッグ新生堂　高宮駅前店 小売業 その他小売 5%

215,000 福岡県 福岡市南区 ドラッグ新生堂　南大橋店 小売業 その他小売 5%

215,001 福岡県 福岡市南区 トラント高宮店 小売業 衣料品 5%

215,002 福岡県 福岡市南区 とり太郎 サービス 飲食業 5%

215,003 福岡県 福岡市南区 ７０３の部屋 サービス その他サービス 5%

215,004 福岡県 福岡市南区 ＮＡＫＡＭＵＲＡ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

215,005 福岡県 福岡市南区 和の飯やあしたば サービス 飲食業 5%

215,006 福岡県 福岡市南区 肉炉端酒場　うちや サービス 飲食業 5%

215,007 福岡県 福岡市南区 ＮＩＣＯｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

215,008 福岡県 福岡市南区 ニッカホーム　福岡南営業所 サービス その他サービス 5%

215,009 福岡県 福岡市南区 ニューヨークストア大橋店 小売業 食料品 5%

215,010 福岡県 福岡市南区 ｎｕｕ 小売業 衣料品 5%

215,011 福岡県 福岡市南区 個人納冨タクシー サービス 運輸業 5%

215,012 福岡県 福岡市南区 野田富弘 サービス その他サービス 5%

215,013 福岡県 福岡市南区 ＢＡＲ ＪＡＭ サービス 飲食業 5%

215,014 福岡県 福岡市南区 ＨｅａｒｔｓＢｒｉｄｇｅ高宮 サービス その他サービス 5%

215,015 福岡県 福岡市南区 ＢＡＵＭ サービス 理容・美容業 5%

215,016 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン博多山王１丁目店 小売業 食料品 2%

215,017 福岡県 福岡市南区 博多風美庵 小売業 食料品 5%

215,018 福岡県 福岡市南区 バクロミート サービス 飲食業 5%

215,019 福岡県 福岡市南区 ｐａｓａｐａｓＭａｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

215,020 福岡県 福岡市南区 パズ花園本店 小売業 電化製品 5%

215,021 福岡県 福岡市南区 バソキ屋　バソキ屋　那の川本店 サービス 飲食業 5%

215,022 福岡県 福岡市南区 ＨａｐｐｙＢｉｒｄ?１１７ 小売業 衣料品 5%

215,023 福岡県 福岡市南区 パティスリーヨシカ 小売業 食料品 5%

215,024 福岡県 福岡市南区 華まる 華まる サービス 飲食業 5%

215,025 福岡県 福岡市南区 花物語 長住店 小売業 その他小売 5%

215,026 福岡県 福岡市南区 パナランド　なかま 小売業 電化製品 5%

215,027 福岡県 福岡市南区 パブリックハウスリンク サービス 飲食業 5%

215,028 福岡県 福岡市南区 濱地電器商会 小売業 電化製品 5%

215,029 福岡県 福岡市南区 ＰＡＲＴＩ　ＶＩＥＮＴ　ＰＡＲＴＩ　ＶＩＥＮＴ サービス 理容・美容業 5%

215,030 福岡県 福岡市南区 パルティヴィエント サービス 理容・美容業 5%

215,031 福岡県 福岡市南区 ハンコ卸売センター福岡南店 小売業 その他小売 5%

215,032 福岡県 福岡市南区 ピクシーテン 小売業 衣料品 5%

215,033 福岡県 福岡市南区 ピザポケット 福岡南店 サービス 飲食業 5%

215,034 福岡県 福岡市南区 備前福岡屋 カネヒコ酒店 小売業 食料品 5%

215,035 福岡県 福岡市南区 ビフテキ屋うえすたん 大橋店 サービス 飲食業 5%

215,036 福岡県 福岡市南区 美容室おしゃれ泥棒 高宮店 サービス 理容・美容業 5%

215,037 福岡県 福岡市南区 美容室ｍｏｊｏｃａ サービス 理容・美容業 5%

215,038 福岡県 福岡市南区 ファリンヌ 小売業 食料品 5%

215,039 福岡県 福岡市南区 フォンテンブローの森 サービス 理容・美容業 5%

215,040 福岡県 福岡市南区 福岡営業所 サービス 運輸業 5%

5122



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

215,041 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡大楠１丁目店 小売業 食料品 2%

215,042 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡大橋１丁目店 小売業 食料品 2%

215,043 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡大橋駅南口店 小売業 食料品 2%

215,044 福岡県 福岡市南区 福岡金文堂大橋駅店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

215,045 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡警弥郷１丁目店 小売業 食料品 2%

215,046 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡塩原３丁目店 小売業 食料品 2%

215,047 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡清水３丁目店 小売業 食料品 2%

215,048 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡清水２丁目店 小売業 食料品 2%

215,049 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡大平寺店 小売業 食料品 2%

215,050 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡高宮駅前店 小売業 食料品 2%

215,051 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡高宮５丁目店 小売業 食料品 2%

215,052 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡鶴田４丁目店 小売業 食料品 2%

215,053 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡長丘１丁目店 小売業 食料品 2%

215,054 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡長丘５丁目店 小売業 食料品 2%

215,055 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡長丘３丁目店 小売業 食料品 2%

215,056 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡中尾３丁目店 小売業 食料品 2%

215,057 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡長住２丁目店 小売業 食料品 2%

215,058 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡那の川１丁目店 小売業 食料品 2%

215,059 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡日赤通り店 小売業 食料品 2%

215,060 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡野多目店 小売業 食料品 2%

215,061 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡野間大池店 小売業 食料品 2%

215,062 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡野間店 小売業 食料品 2%

215,063 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡野間４丁目店 小売業 食料品 2%

215,064 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡花畑１丁目店 小売業 食料品 2%

215,065 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡花畑２丁目店 小売業 食料品 2%

215,066 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡桧原２丁目店 小売業 食料品 2%

215,067 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡的場２丁目店 小売業 食料品 2%

215,068 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡三宅３丁目店 小売業 食料品 2%

215,069 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡宮竹小前店 小売業 食料品 2%

215,070 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡向野１丁目店 小売業 食料品 2%

215,071 福岡県 福岡市南区 福岡ヤクルト販売 高宮Ｃ 小売業 食料品 5%

215,072 福岡県 福岡市南区 福岡ヤクルト販売 皿山Ｃ 小売業 食料品 5%

215,073 福岡県 福岡市南区 福岡ヤクルト販売 野間Ｃ 小売業 食料品 5%

215,074 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡横手３丁目店 小売業 食料品 2%

215,075 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡横手南町店 小売業 食料品 2%

215,076 福岡県 福岡市南区 セブン－イレブン福岡若久１丁目店 小売業 食料品 2%

215,077 福岡県 福岡市南区 福砂屋　大橋売店 小売業 食料品 5%

215,078 福岡県 福岡市南区 フクソウシステム株式会社 サービス その他サービス 5%

215,079 福岡県 福岡市南区 ふとんの河村 小売業 その他小売 5%

215,080 福岡県 福岡市南区 ｐｅｕｐｌｅｆｏｒｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

215,081 福岡県 福岡市南区 プライベートサロンＭＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

215,082 福岡県 福岡市南区 プラチナハーツ　プラチナハーツ 小売業 その他小売 5%
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215,083 福岡県 福岡市南区 プリティコージー 小売業 衣料品 5%

215,084 福岡県 福岡市南区 フレッシュネスバーガー長住 サービス 飲食業 2%

215,085 福岡県 福岡市南区 ヘアー＆メイクヤマグチトゥシェル サービス 理容・美容業 5%

215,086 福岡県 福岡市南区 ヘアーグッズアネックス サービス 理容・美容業 5%

215,087 福岡県 福岡市南区 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＴＩＫＩ サービス 理容・美容業 5%

215,088 福岡県 福岡市南区 ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ ＴＩＫＩ ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ ＴＩＫＩ ＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

215,089 福岡県 福岡市南区 ｈａｉｒｓａｌｏｎ?ｍｏｒｉｙａｍａ サービス 理容・美容業 5%

215,090 福岡県 福岡市南区 ＢＡＹＫＥＲ＇Ｓ 小売業 その他小売 5%

215,091 福岡県 福岡市南区 合同会社みちしるべ サービス その他サービス 5%

215,092 福岡県 福岡市南区 ほうじ茶屋ｔｕｍｕｇｕ 小売業 食料品 5%

215,093 福岡県 福岡市南区 ほうじ茶屋ｔｕｍｕｇｕ ほうじ茶屋ｔｕｍｕｇｕ 小売業 食料品 5%

215,094 福岡県 福岡市南区 ホームクリエイト悠 サービス その他サービス 5%

215,095 福岡県 福岡市南区 Ｂｏｄｙ　Ｈａｃｋｅｒｓ　Ｌａｂ 小売業 その他小売 5%

215,096 福岡県 福岡市南区 ポプラ井尻駅前店 小売業 その他小売 2%

215,097 福岡県 福岡市南区 マイマイスクール花畑 サービス その他サービス 5%

215,098 福岡県 福岡市南区 マックサイクルズ 小売業 その他小売 5%

215,099 福岡県 福岡市南区 松崎タクシー サービス 運輸業 5%

215,100 福岡県 福岡市南区 まわたり文具長住店 小売業 その他小売 5%

215,101 福岡県 福岡市南区 ＭＩＺＯＲＡＨＷＡＴＣＨＭＡＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

215,102 福岡県 福岡市南区 ＭＩＴＣＨＹＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

215,103 福岡県 福岡市南区 緑ヶ丘米穀 小売業 食料品 5%

215,104 福岡県 福岡市南区 みのはら印房 小売業 その他小売 5%

215,105 福岡県 福岡市南区 みのはら印房 小売業 その他小売 5%

215,106 福岡県 福岡市南区 みのり屋 サービス 飲食業 5%

215,107 福岡県 福岡市南区 Ｍｕｓｉｃ Ｃｒｅａｔｏｒｓ Ｌａｂ サービス その他サービス 5%

215,108 福岡県 福岡市南区 無法松　野間大池店 小売業 その他小売 5%

215,109 福岡県 福岡市南区 銘茶の里　森尾園　警弥郷店 小売業 食料品 5%

215,110 福岡県 福岡市南区 毛利呉服店 小売業 衣料品 5%

215,111 福岡県 福岡市南区 もなかの種 サービス 飲食業 5%

215,112 福岡県 福岡市南区 焼鳥居酒屋　こだま家 サービス 飲食業 5%

215,113 福岡県 福岡市南区 焼鳥丸万 サービス 飲食業 5%

215,114 福岡県 福岡市南区 焼肉処　國 サービス 飲食業 5%

215,115 福岡県 福岡市南区 やきにくのバクロ 大橋店 サービス 飲食業 5%

215,116 福岡県 福岡市南区 やきにくのバクロ　大橋店 サービス 飲食業 5%

215,117 福岡県 福岡市南区 八坂圭アートスタジオ サービス その他サービス 5%

215,118 福岡県 福岡市南区 ＹａｎａＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

215,119 福岡県 福岡市南区 有限会社井手商会　２?４?２ 小売業 その他小売 5%

215,120 福岡県 福岡市南区 有限会社野坂商店 四季のみのり 小売業 食料品 5%

215,121 福岡県 福岡市南区 ｕｎｉｏｎ３ ｕｎｉｏｎ３きよみ通店 小売業 衣料品 5%

215,122 福岡県 福岡市南区 よこてみなみペットクリニック サービス その他サービス 5%

215,123 福岡県 福岡市南区 ｃｙｃｌｅ ｓｈｏｐ 吉村太陽商会 サービス その他サービス 2%

215,124 福岡県 福岡市南区 ラ・カロッツァ サービス 飲食業 5%
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215,125 福岡県 福岡市南区 ランドリープレス　清水店 サービス その他サービス 5%

215,126 福岡県 福岡市南区 ランドリープレス 野間店 サービス その他サービス 5%

215,127 福岡県 福岡市南区 ＲＩＴＡ サービス 飲食業 5%

215,128 福岡県 福岡市南区 ＲＩＴＡ　ＲＩＴＡ サービス 飲食業 5%

215,129 福岡県 福岡市南区 ＲＩＣＣＡ 小売業 衣料品 5%

215,130 福岡県 福岡市南区 ＲＹＯＪＩ美容室 サービス 理容・美容業 5%

215,131 福岡県 福岡市南区 りんご薬局　りんご薬局ストア 小売業 その他小売 5%

215,132 福岡県 福岡市南区 ル・モンドギャラリー 小売業 家具・調度品 5%

215,133 福岡県 福岡市南区 有限会社ルース 小売業 その他小売 5%

215,134 福岡県 福岡市南区 ＬＥＹＴＯＮＳ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

215,135 福岡県 福岡市南区 ＬＥＧＡＲＥ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

215,136 福岡県 福岡市南区 Ｒｅｇｌｕｓ　パセオ野間大池店 サービス 理容・美容業 5%

215,137 福岡県 福岡市南区 レンタル衣裳　いきつ　大橋店 サービス その他サービス 5%

215,138 福岡県 福岡市南区 レンタルコスチュームＡｂｅＬ サービス その他サービス 5%

215,139 福岡県 福岡市南区 和　とどろき サービス 飲食業 5%

215,140 福岡県 福岡市南区 和紅茶専門店きごころ 小売業 食料品 5%

215,141 福岡県 福岡市南区 和酒バル ほろ酔い サービス 飲食業 5%

215,142 福岡県 福岡市南区 和酒バルほろ酔い サービス 飲食業 5%

215,143 福岡県 福岡市南区 和とどろき　和とどろき サービス 飲食業 5%

215,144 福岡県 福岡市南区 Ｗａｌｔｚ サービス 理容・美容業 5%

215,145 福岡県 福智町 セブン－イレブン赤池町店 小売業 食料品 2%

215,146 福岡県 福智町 荒牧電器 小売業 電化製品 5%

215,147 福岡県 福智町 出光金田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,148 福岡県 福智町 ＬＣＦレオレオカメレオンファーム 小売業 その他小売 5%

215,149 福岡県 福智町 金田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,150 福岡県 福智町 金田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,151 福岡県 福智町 セブン－イレブン田川伊方店 小売業 食料品 2%

215,152 福岡県 福智町 セブン－イレブン田川金田店 小売業 食料品 2%

215,153 福岡県 福智町 セブン－イレブン田川宮馬場店 小売業 食料品 2%

215,154 福岡県 福智町 ペットサロン Ｐｕ サービス その他サービス 5%

215,155 福岡県 福智町 方城 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,156 福岡県 福智町 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,157 福岡県 福智町 楽心堂本舗株式会社 小売業 家具・調度品 5%

215,158 福岡県 福津市 ＡＴＥＮＡ福津 サービス 理容・美容業 5%

215,159 福岡県 福津市 ａ　ｆｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

215,160 福岡県 福津市 ＪＭ／アフォーダンス 小売業 貴金属・服飾品 5%

215,161 福岡県 福津市 ＆Ｌｕａｎａ サービス 理容・美容業 5%

215,162 福岡県 福津市 いきつ 小売業 衣料品 5%

215,163 福岡県 福津市 いけす料理　磯太郎 サービス 飲食業 5%

215,164 福岡県 福津市 一歩一笑紙屋　吉祥 サービス 飲食業 5%

215,165 福岡県 福津市 エイム　吉井 小売業 電化製品 5%

215,166 福岡県 福津市 大賀薬局　ひまきの店 小売業 その他小売 5%
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215,167 福岡県 福津市 大賀薬局　福間駅前店 小売業 その他小売 5%

215,168 福岡県 福津市 株式会社エターナルラボ サービス その他サービス 5%

215,169 福岡県 福津市 株式会社ファール 小売業 その他小売 5%

215,170 福岡県 福津市 株式会社安永電器 小売業 電化製品 5%

215,171 福岡県 福津市 ｋａｒｕｎａ福津店 サービス 理容・美容業 5%

215,172 福岡県 福津市 Ｃｌａｓｓｉｃ　Ｂｏｕｑｕｅｔ 小売業 その他小売 5%

215,173 福岡県 福津市 クリフクバーノ サービス 飲食業 5%

215,174 福岡県 福津市 くわの農園 小売業 食料品 5%

215,175 福岡県 福津市 ケーキハウス・アン福津店 サービス その他サービス 5%

215,176 福岡県 福津市 コスメティック ふくや 小売業 その他小売 5%

215,177 福岡県 福津市 桜星 小売業 衣料品 5%

215,178 福岡県 福津市 ｓａｙａｐ 小売業 衣料品 5%

215,179 福岡県 福津市 Ｓｕｎｔｏｌｕｎａ 小売業 衣料品 5%

215,180 福岡県 福津市 シーサイドガレージ サービス その他サービス 5%

215,181 福岡県 福津市 ダイワ　福間店 小売業 電化製品 5%

215,182 福岡県 福津市 タカチホカメラ　福間店 小売業 その他小売 5%

215,183 福岡県 福津市 谷口電気商会 小売業 電化製品 5%

215,184 福岡県 福津市 ダンデリオン サービス 飲食業 5%

215,185 福岡県 福津市 筑前津屋崎人形巧房 サービス その他サービス 5%

215,186 福岡県 福津市 有限会社　つり天狗ヤナイ 小売業 その他小売 5%

215,187 福岡県 福津市 トヨタカローラ博多宮地岳店 小売業 その他小売 5%

215,188 福岡県 福津市 トヨタレンタリース博多福間店 サービス その他サービス 2%

215,189 福岡県 福津市 ドラッグ新生堂　福間店 小売業 その他小売 5%

215,190 福岡県 福津市 博多一番どり 福津店 サービス 飲食業 5%

215,191 福岡県 福津市 博多わび助福間店 サービス 飲食業 5%

215,192 福岡県 福津市 ＢＡＧＵＳ 小売業 その他小売 5%

215,193 福岡県 福津市 花見の里ペットクリニック サービス その他サービス 5%

215,194 福岡県 福津市 ＢａｌｃｏｍＳｑｕａｒｅ福津 小売業 その他小売 5%

215,195 福岡県 福津市 ピザポケット箱崎店　箱崎店 サービス 飲食業 5%

215,196 福岡県 福津市 ピザポケット　ピザポケット仲原店 サービス 飲食業 5%

215,197 福岡県 福津市 ピザポケット 福間店 小売業 食料品 5%

215,198 福岡県 福津市 ひまきの犬猫病院 サービス その他サービス 5%

215,199 福岡県 福津市 ピュアスリム 小売業 その他小売 5%

215,200 福岡県 福津市 美容室 咲くらこ サービス 理容・美容業 5%

215,201 福岡県 福津市 美容ピュア福津花見が丘店 サービス 理容・美容業 5%

215,202 福岡県 福津市 ふかた　呉服店 小売業 衣料品 5%

215,203 福岡県 福津市 福岡ヤクルト販売　福間Ｃ 小売業 食料品 5%

215,204 福岡県 福津市 セブン－イレブン福津勝浦店 小売業 食料品 2%

215,205 福岡県 福津市 福津支店 Ｈｅａｔ Ｗａｖｅ 小売業 その他小売 5%

215,206 福岡県 福津市 セブン－イレブン福津中央５丁目店 小売業 食料品 2%

215,207 福岡県 福津市 セブン－イレブン福津津屋崎店 小売業 食料品 2%

215,208 福岡県 福津市 セブン－イレブン福津日蒔野店 小売業 食料品 2%

5126



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

215,209 福岡県 福津市 セブン－イレブン福津宮司店 小売業 食料品 2%

215,210 福岡県 福津市 セブン－イレブン福津大和町店 小売業 食料品 2%

215,211 福岡県 福津市 セブン－イレブン福津若木台店 小売業 食料品 2%

215,212 福岡県 福津市 セブン－イレブン福間駅南店 小売業 食料品 2%

215,213 福岡県 福津市 セブン－イレブン福間海岸通り店 小売業 食料品 2%

215,214 福岡県 福津市 ヘアーサロンエグチ サービス 理容・美容業 5%

215,215 福岡県 福津市 ヘアーサロンエグチ サービス 理容・美容業 5%

215,216 福岡県 福津市 ｐｅｋｏｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

215,217 福岡県 福津市 ホビーゾーン福津店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

215,218 福岡県 福津市 まかしとかんね福岡本店 サービス その他サービス 5%

215,219 福岡県 福津市 マクドナルド福津店 サービス 飲食業 2%

215,220 福岡県 福津市 マツカワデンキ 小売業 電化製品 5%

215,221 福岡県 福津市 まるまんフィオーレ　イオンモール福津店 小売業 その他小売 5%

215,222 福岡県 福津市 マレットメット福津店 小売業 衣料品 5%

215,223 福岡県 福津市 ミスタードーナツイオンモール福津ショップ サービス 飲食業 2%

215,224 福岡県 福津市 焼肉　カルビ家 サービス 飲食業 5%

215,225 福岡県 福津市 ヤスタカ写真事務所 サービス その他サービス 5%

215,226 福岡県 福津市 安永電器 小売業 電化製品 5%

215,227 福岡県 福津市 有限会社スペース・ワン 小売業 その他小売 5%

215,228 福岡県 福津市 ＹＯＳＡＰＡＲＫ陽菜 サービス 理容・美容業 5%

215,229 福岡県 福津市 ｌｏｎｇｌｅ サービス その他サービス 5%

215,230 福岡県 福津市 有限会社ラック サービス 理容・美容業 5%

215,231 福岡県 豊前市 アトリエ優貴 小売業 衣料品 5%

215,232 福岡県 豊前市 いろは食肉店 小売業 食料品 5%

215,233 福岡県 豊前市 いろは食肉店 小売業 食料品 5%

215,234 福岡県 豊前市 岩上木工 小売業 その他小売 5%

215,235 福岡県 豊前市 宇島本社営業所 サービス 運輸業 5%

215,236 福岡県 豊前市 グッデイ　豊前店 小売業 その他小売 5%

215,237 福岡県 豊前市 こいぬのお店ふくわん 小売業 その他小売 5%

215,238 福岡県 豊前市 合河ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,239 福岡県 豊前市 サイクルショップ大森　サイクルショップオオモリ 小売業 その他小売 5%

215,240 福岡県 豊前市 酒スタジアムヨコヤマ　三毛門店 小売業 食料品 5%

215,241 福岡県 豊前市 ＪＡ福岡京築　豊前ふれあい市 小売業 食料品 5%

215,242 福岡県 豊前市 シティコンタクト　豊前店 小売業 その他小売 5%

215,243 福岡県 豊前市 スーパー細川豊前店 小売業 食料品 5%

215,244 福岡県 豊前市 スキンケアサロンＬｉｎｅ 小売業 その他小売 5%

215,245 福岡県 豊前市 （有）エイシン サービス 飲食業 5%

215,246 福岡県 豊前市 青豊コンタクト 小売業 その他小売 5%

215,247 福岡県 豊前市 ツバメガス北九州　豊前店 小売業 その他小売 5%

215,248 福岡県 豊前市 でんき館むらぐち 小売業 電化製品 5%

215,249 福岡県 豊前市 トヨタカローラ博多豊前店 小売業 その他小売 5%

215,250 福岡県 豊前市 永添電機サービス 小売業 電化製品 5%
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215,251 福岡県 豊前市 日章スク－ル＆オフィス 小売業 電化製品 5%

215,252 福岡県 豊前市 パティスリー・パッション サービス 飲食業 5%

215,253 福岡県 豊前市 ハヤシ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

215,254 福岡県 豊前市 明屋書店　豊前店 小売業 その他小売 5%

215,255 福岡県 豊前市 ビューティーサロン アース サービス 理容・美容業 5%

215,256 福岡県 豊前市 豊前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,257 福岡県 豊前市 豊前温泉　天狗の湯 サービス その他サービス 5%

215,258 福岡県 豊前市 セブン－イレブン豊前岸井店 小売業 食料品 2%

215,259 福岡県 豊前市 セブン－イレブン豊前四郎丸店 小売業 食料品 2%

215,260 福岡県 豊前市 セブン－イレブン豊前発電所入口前店 小売業 食料品 2%

215,261 福岡県 豊前市 セブン－イレブン豊前三毛門店 小売業 食料品 2%

215,262 福岡県 豊前市 セブン－イレブン豊前郵便局前店 小売業 食料品 2%

215,263 福岡県 豊前市 文化本社営業所 サービス 運輸業 5%

215,264 福岡県 豊前市 ホームセンターセブン　豊前店 小売業 その他小売 5%

215,265 福岡県 豊前市 本格焼鳥黒のれん豊前本店 サービス 飲食業 5%

215,266 福岡県 豊前市 松川武道具製作所 小売業 その他小売 5%

215,267 福岡県 豊前市 武蔵屋 小売業 食料品 5%

215,268 福岡県 豊前市 焼肉　もつ鍋　平壌屋　ｈｅｉｊｏｙａ サービス 飲食業 5%

215,269 福岡県 豊前市 ｙａｍａｎｏ－ｏｕｃｈｉ 小売業 その他小売 5%

215,270 福岡県 豊前市 吉本無線 小売業 電化製品 5%

215,271 福岡県 豊前市 吉本無線椎田 小売業 電化製品 5%

215,272 福岡県 豊前市 ロクペンス 小売業 衣料品 5%

215,273 福岡県 水巻町 石塚住設ガス 小売業 その他小売 5%

215,274 福岡県 水巻町 ＥｖｅｒＣｕｓｔｏｍＣｙｃｌｅｓ サービス その他サービス 5%

215,275 福岡県 水巻町 遠賀セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,276 福岡県 水巻町 ガーデンしみず 小売業 家具・調度品 5%

215,277 福岡県 水巻町 ケーイーテクノス サービス その他サービス 5%

215,278 福岡県 水巻町 小顔矯正リンパ専門店ＣＩＥＬ サービス その他サービス 5%

215,279 福岡県 水巻町 三洋薬品ＨＢＣ株式会社 福岡営業所 小売業 その他小売 5%

215,280 福岡県 水巻町 Ｃ－Ｂ　Ｄｅｂｕｔ！ 小売業 貴金属・服飾品 5%

215,281 福岡県 水巻町 電気のリズ・トーチク水巻店 小売業 電化製品 5%

215,282 福岡県 水巻町 東龍軒　水巻店 サービス 飲食業 5%

215,283 福岡県 水巻町 とも動物病院 サービス その他サービス 5%

215,284 福岡県 水巻町 野口電器 小売業 電化製品 5%

215,285 福岡県 水巻町 ［ＨＣ］ババデンキ 小売業 電化製品 5%

215,286 福岡県 水巻町 ヘアメイクハウスハーベスト サービス 理容・美容業 5%

215,287 福岡県 水巻町 ペイントメイク　トシ サービス その他サービス 5%

215,288 福岡県 水巻町 ホーム電化 小売業 電化製品 5%

215,289 福岡県 水巻町 ママイクコ・グランモール水巻 小売業 その他小売 5%

215,290 福岡県 水巻町 セブン－イレブン水巻頃末北４丁目店 小売業 食料品 2%

215,291 福岡県 水巻町 セブン－イレブン水巻立屋敷店 小売業 食料品 2%

215,292 福岡県 水巻町 Ｌａ・Ｖｉｒｔ サービス 理容・美容業 5%
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215,293 福岡県 水巻町 リラクゼーションサロンｇｒａｓｓ サービス 理容・美容業 5%

215,294 福岡県 みやこ町 セブン－イレブン勝山大久保店 小売業 食料品 2%

215,295 福岡県 みやこ町 勝山給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,296 福岡県 みやこ町 セブン－イレブン勝山黒田店 小売業 食料品 2%

215,297 福岡県 みやこ町 ＫｉｔｃｈｅｎＧａｒｄｅｎＣＯＲ サービス 飲食業 5%

215,298 福岡県 みやこ町 犀川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,299 福岡県 みやこ町 犀川給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,300 福岡県 みやこ町 犀川本社営業所 サービス 運輸業 5%

215,301 福岡県 みやこ町 ＪＡ福岡京築　採れたて市場美夜古勝山店 小売業 食料品 5%

215,302 福岡県 みやこ町 スマイル店ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,303 福岡県 みやこ町 大黒家 サービス 飲食業 5%

215,304 福岡県 みやこ町 豊津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,305 福岡県 みやこ町 豊津　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,306 福岡県 みやこ町 セブン－イレブン豊津錦町店 小売業 食料品 2%

215,307 福岡県 みやこ町 なかむらデンキ 小売業 電化製品 5%

215,308 福岡県 みやこ町 ねこのて サービス その他サービス 5%

215,309 福岡県 みやこ町 パナプラザ　こじま 小売業 電化製品 5%

215,310 福岡県 みやこ町 セブン－イレブン福岡豊津店 小売業 食料品 2%

215,311 福岡県 みやこ町 松尾造園 サービス その他サービス 5%

215,312 福岡県 みやこ町 マルショク　豊津店 小売業 食料品 5%

215,313 福岡県 みやこ町 セブン－イレブンみやこ町役場前店 小売業 食料品 2%

215,314 福岡県 みやこ町 ｍｉｎｔ サービス 理容・美容業 5%

215,315 福岡県 みやこ町 ゆらら サービス その他サービス 5%

215,316 福岡県 みやま市 エコ電ＳＢＱ高田店 小売業 電化製品 5%

215,317 福岡県 みやま市 江の浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,318 福岡県 みやま市 御座敷梅林　青輝園 小売業 その他小売 5%

215,319 福岡県 みやま市 株式会社堤自動車 サービス その他サービス 5%

215,320 福岡県 みやま市 ＫＩＬＯＡＴＢＯＡ 小売業 衣料品 5%

215,321 福岡県 みやま市 グッディ　瀬高店 小売業 家具・調度品 5%

215,322 福岡県 みやま市 グッデイ　瀬高店 小売業 その他小売 5%

215,323 福岡県 みやま市 栗の内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,324 福岡県 みやま市 久留米ヤクルト販売 みやま西Ｃ 小売業 食料品 5%

215,325 福岡県 みやま市 クロキ　ビスポーク　ルーム 小売業 衣料品 5%

215,326 福岡県 みやま市 クローゼット 小売業 衣料品 5%

215,327 福岡県 みやま市 良質計画 サービス 飲食業 5%

215,328 福岡県 みやま市 さくらテラス サービス 飲食業 5%

215,329 福岡県 みやま市 三和屋 小売業 その他小売 5%

215,330 福岡県 みやま市 炭焼・鉄板ダイニング　あるじ家 サービス 飲食業 5%

215,331 福岡県 みやま市 瀬高ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,332 福岡県 みやま市 セブン－イレブン瀬高中央店 小売業 食料品 2%

215,333 福岡県 みやま市 セルフ瀬高南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,334 福岡県 みやま市 セルフみやまＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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215,335 福岡県 みやま市 そば茶寮　桃乃香　そば茶寮　桃乃香 サービス 飲食業 5%

215,336 福岡県 みやま市 セブン－イレブン高田今福店 小売業 食料品 2%

215,337 福岡県 みやま市 電’ｓ　たなか 小売業 電化製品 5%

215,338 福岡県 みやま市 トヨタ部品福岡共販高田営業所 サービス その他サービス 5%

215,339 福岡県 みやま市 中尾かすり店 小売業 衣料品 5%

215,340 福岡県 みやま市 ニュープラザ高田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,341 福岡県 みやま市 ヒライ高田店 小売業 食料品 5%

215,342 福岡県 みやま市 ひらきＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,343 福岡県 みやま市 ビレッジヒル野原 小売業 その他小売 5%

215,344 福岡県 みやま市 フードセンターマークス 小売業 その他小売 5%

215,345 福岡県 みやま市 Ｍａｇｉｃ－Ｕ 小売業 衣料品 5%

215,346 福岡県 みやま市 松尾仏具本店 小売業 家具・調度品 5%

215,347 福岡県 みやま市 セブン－イレブンみやま恵比須町店 小売業 食料品 2%

215,348 福岡県 みやま市 セブン－イレブンみやま小川店 小売業 食料品 2%

215,349 福岡県 みやま市 セブン－イレブンみやま上坂田店 小売業 食料品 2%

215,350 福岡県 みやま市 セブン－イレブンみやま河内店 小売業 食料品 2%

215,351 福岡県 みやま市 やぶれ傘 サービス 飲食業 5%

215,352 福岡県 みやま市 ユーデンせたかや 小売業 電化製品 5%

215,353 福岡県 みやま市 リスタート 小売業 その他小売 5%

215,354 福岡県 宮若市 石松自動車 サービス その他サービス 5%

215,355 福岡県 宮若市 株式会社秋山電機 小売業 電化製品 5%

215,356 福岡県 宮若市 キアーロ 小売業 衣料品 5%

215,357 福岡県 宮若市 キアーロ 小売業 衣料品 5%

215,358 福岡県 宮若市 来島自動車 サービス その他サービス 5%

215,359 福岡県 宮若市 くすりのハッピー　宮田店 小売業 その他小売 5%

215,360 福岡県 宮若市 くすりのハッピー　宮田店 小売業 その他小売 5%

215,361 福岡県 宮若市 グッデイ　若宮店 小売業 その他小売 5%

215,362 福岡県 宮若市 グッデイ　若宮店 小売業 その他小売 5%

215,363 福岡県 宮若市 クレモント サービス その他サービス 5%

215,364 福岡県 宮若市 セルフニコニコ倶楽部 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,365 福岡県 宮若市 手づくり工房アーダニン サービス 飲食業 5%

215,366 福岡県 宮若市 美容カイロサロンａｎｅｌａ サービス 理容・美容業 5%

215,367 福岡県 宮若市 ボディメンテナンス　ツボっち サービス その他サービス 5%

215,368 福岡県 宮若市 マクドナルド宮若店 サービス 飲食業 2%

215,369 福岡県 宮若市 セブン－イレブン宮田本城店 小売業 食料品 2%

215,370 福岡県 宮若市 セブン－イレブン宮田百合野店 小売業 食料品 2%

215,371 福岡県 宮若市 セブン－イレブン宮若芹田東店 小売業 食料品 2%

215,372 福岡県 宮若市 セブン－イレブン宮若筑前芹田店 小売業 食料品 2%

215,373 福岡県 宮若市 セブン－イレブン宮若長井鶴店 小売業 食料品 2%

215,374 福岡県 宮若市 セブン－イレブン宮若福丸店 小売業 食料品 2%

215,375 福岡県 宮若市 セブン－イレブン宮若脇野店 小売業 食料品 2%

215,376 福岡県 宮若市 有限会社Ａシスト松岡 有限会社Ａシスト松岡 小売業 その他小売 5%
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215,377 福岡県 宮若市 有限会社高宮　宮田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,378 福岡県 宮若市 竜徳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,379 福岡県 宮若市 セブン－イレブン若宮脇田店 小売業 食料品 2%

215,380 福岡県 宗像市 ＴＩＡＭ サービス 理容・美容業 5%

215,381 福岡県 宗像市 赤間給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,382 福岡県 宗像市 アトリエ・Ｓｈｉｎ サービス 理容・美容業 5%

215,383 福岡県 宗像市 阿波獣医科病院 サービス その他サービス 5%

215,384 福岡県 宗像市 いしむら　東郷店 小売業 食料品 5%

215,385 福岡県 宗像市 出光森林都市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,386 福岡県 宗像市 出光東郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,387 福岡県 宗像市 出光動物病院 サービス その他サービス 5%

215,388 福岡県 宗像市 入佐ペットクリニック サービス その他サービス 5%

215,389 福岡県 宗像市 魚屋三代目鯔背 サービス 飲食業 5%

215,390 福岡県 宗像市 ウッドギャラリー　アン 小売業 その他小売 5%

215,391 福岡県 宗像市 エイム　いとう 小売業 電化製品 5%

215,392 福岡県 宗像市 エイム　みんな 小売業 電化製品 5%

215,393 福岡県 宗像市 エースオートガレージ サービス その他サービス 5%

215,394 福岡県 宗像市 太田モータース サービス その他サービス 5%

215,395 福岡県 宗像市 オリックスレンタカー宗像店 サービス その他サービス 2%

215,396 福岡県 宗像市 御宿はなわらび サービス 宿泊業 5%

215,397 福岡県 宗像市 カーライフサービス　マイスター サービス その他サービス 5%

215,398 福岡県 宗像市 海鮮居酒屋とんこや　宗像店 サービス 飲食業 5%

215,399 福岡県 宗像市 伽楠　株式会社伽楠工藝 小売業 その他小売 5%

215,400 福岡県 宗像市 鐘崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,401 福岡県 宗像市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋宗像３号バイパス店 サービス 飲食業 2%

215,402 福岡県 宗像市 Ｃａｎｄｙ　Ｓｔｏｎｅ サービス 理容・美容業 5%

215,403 福岡県 宗像市 ＪＭ／行政書士　石松修　事務所 サービス その他サービス 5%

215,404 福岡県 宗像市 きんぎょハウス 小売業 その他小売 5%

215,405 福岡県 宗像市 串かつ酒房　一期屋　赤間店 サービス 飲食業 5%

215,406 福岡県 宗像市 串かつ　和音 サービス 飲食業 5%

215,407 福岡県 宗像市 神代動物病院 サービス その他サービス 5%

215,408 福岡県 宗像市 Ｇｒａｎｄｊｏｕｒ サービス その他サービス 5%

215,409 福岡県 宗像市 グランド工房　宗像店 小売業 その他小売 5%

215,410 福岡県 宗像市 玄海ヤンマー　鐘崎営業所 サービス その他サービス 5%

215,411 福岡県 宗像市 コート・ドール　宗像店 小売業 衣料品 5%

215,412 福岡県 宗像市 コスモゴルフスタジオ 小売業 その他小売 5%

215,413 福岡県 宗像市 ザ・パームビーチクラブ サービス 飲食業 5%

215,414 福岡県 宗像市 魚料理の店　だるま サービス 飲食業 5%

215,415 福岡県 宗像市 ＪＡむなかた　農産物直売所「ほたるの里」 小売業 食料品 5%

215,416 福岡県 宗像市 仕出しふか田　仕出しふか田 サービス 飲食業 5%

215,417 福岡県 宗像市 ｓｈｉｎａｍｏｎ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

215,418 福岡県 宗像市 しゃぶしゃぶ温野菜宗像王丸店 サービス 飲食業 2%
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215,419 福岡県 宗像市 Ｊｅｗｅｌ　Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

215,420 福岡県 宗像市 手芸マキ 宗像店 小売業 その他小売 5%

215,421 福岡県 宗像市 城山仏壇 小売業 家具・調度品 5%

215,422 福岡県 宗像市 新生堂薬局 くりえいと宗像店 小売業 その他小売 5%

215,423 福岡県 宗像市 粋工房　粋工房株式会社 小売業 その他小売 5%

215,424 福岡県 宗像市 青庵　もり田 サービス 飲食業 5%

215,425 福岡県 宗像市 （有）誠音堂楽器店 小売業 その他小売 5%

215,426 福岡県 宗像市 セカンドウイング サービス 理容・美容業 5%

215,427 福岡県 宗像市 セルフ神湊給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,428 福岡県 宗像市 セルフ光岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,429 福岡県 宗像市 セルフ宗像ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,430 福岡県 宗像市 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃａｆｅ　ｈａｒｅｒｕ サービス 飲食業 5%

215,431 福岡県 宗像市 たぢか動物病院 サービス その他サービス 5%

215,432 福岡県 宗像市 Ｔａｒｏｕ’ｓ　Ｈｏｕｓｅ サービス 宿泊業 5%

215,433 福岡県 宗像市 チャンティック サービス 理容・美容業 5%

215,434 福岡県 宗像市 リンパスクール＆サロンＴｉｒａｔｉｓｕ?ティラティス? サービス その他サービス 5%

215,435 福岡県 宗像市 Ｔｏｕｔ Ｃｏｕｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

215,436 福岡県 宗像市 灯明の宿ふじ島 サービス その他サービス 5%

215,437 福岡県 宗像市 トヨタカローラ博多宗像店 小売業 その他小売 5%

215,438 福岡県 宗像市 ドラッグ　新生堂　くりえいと宗像店 小売業 その他小売 5%

215,439 福岡県 宗像市 ドラッグ　新生堂　宗像店 小売業 その他小売 5%

215,440 福岡県 宗像市 鶏笑宗像東郷店 サービス 飲食業 5%

215,441 福岡県 宗像市 ニッセンシェイプ・サロン　ＦＬＡＰ 小売業 衣料品 5%

215,442 福岡県 宗像市 Ｎｏａｈ ｓ Ａｒｋ サービス 理容・美容業 5%

215,443 福岡県 宗像市 博多一番どり 居食家あらい 赤間店 サービス 飲食業 5%

215,444 福岡県 宗像市 明屋書店 くりえいと宗像店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

215,445 福岡県 宗像市 明屋書店　宗像店 小売業 その他小売 5%

215,446 福岡県 宗像市 ＰＡＲＥＴＴＯ 小売業 その他小売 5%

215,447 福岡県 宗像市 ハローデイ宗像店 小売業 食料品 5%

215,448 福岡県 宗像市 ＢＭＯ宗像野坂店 小売業 衣料品 5%

215,449 福岡県 宗像市 ｂｅ　ｓｈｉｎｅ【ビーシャイン】 サービス 理容・美容業 5%

215,450 福岡県 宗像市 ひが三線店 小売業 その他小売 5%

215,451 福岡県 宗像市 ピザポケット くりえいと宗像店 サービス 飲食業 5%

215,452 福岡県 宗像市 ビューティリゾート　オリージェン サービス 理容・美容業 5%

215,453 福岡県 宗像市 Ｂｅａｕｔｙ ｒｅｓｏｒｔ Ｏｒｉｇｅｍ サービス 理容・美容業 5%

215,454 福岡県 宗像市 美容室アトリエ・Ｓｈｉｎ サービス 理容・美容業 5%

215,455 福岡県 宗像市 美容室スリール サービス 理容・美容業 5%

215,456 福岡県 宗像市 ヒライ宗像南店 小売業 食料品 5%

215,457 福岡県 宗像市 福岡金文堂教育大店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

215,458 福岡県 宗像市 福岡金文堂ゆめタウン宗像店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

215,459 福岡県 宗像市 福岡ヤクルト販売　赤間直販 小売業 食料品 5%

215,460 福岡県 宗像市 福岡ヤクルト販売　赤間Ｃ 小売業 食料品 5%
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215,461 福岡県 宗像市 フクモト工業　宗像営業所 サービス その他サービス 5%

215,462 福岡県 宗像市 ブックエコ宗像店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

215,463 福岡県 宗像市 ＢｌｕｅＣｌｏｖｅｒ 小売業 その他小売 5%

215,464 福岡県 宗像市 ＢＬＵＥ ＪＡＭ ｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

215,465 福岡県 宗像市 ＦＩＬＥＧＥ サービス 理容・美容業 5%

215,466 福岡県 宗像市 ヘアサロンリブレス サービス 理容・美容業 5%

215,467 福岡県 宗像市 ｂｏｎ　ｖｉｖａｎｔ サービス 理容・美容業 5%

215,468 福岡県 宗像市 本格インド料理ミナ宗像店 サービス 飲食業 5%

215,469 福岡県 宗像市 マキシム　くりえいと宗像店 サービス 理容・美容業 5%

215,470 福岡県 宗像市 マクドナルド３号線宗像店 サービス 飲食業 2%

215,471 福岡県 宗像市 マクドナルド宗像サンリブ店 サービス 飲食業 2%

215,472 福岡県 宗像市 ネイルサロン　ラプレ　赤間店 サービス 理容・美容業 5%

215,473 福岡県 宗像市 松本眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

215,474 福岡県 宗像市 民宿　しらいし サービス 宿泊業 5%

215,475 福岡県 宗像市 みんなでんき 小売業 電化製品 5%

215,476 福岡県 宗像市 ハートランド宗像ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,477 福岡県 宗像市 セブン－イレブン宗像赤間郵便局前店 小売業 食料品 2%

215,478 福岡県 宗像市 セブン－イレブン宗像王丸店 小売業 食料品 2%

215,479 福岡県 宗像市 セブン－イレブン宗像自由ヶ丘店 小売業 食料品 2%

215,480 福岡県 宗像市 セブン－イレブン宗像東郷店 小売業 食料品 2%

215,481 福岡県 宗像市 宗像バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,482 福岡県 宗像市 セブン－イレブン宗像吉武店 小売業 食料品 2%

215,483 福岡県 宗像市 セブン－イレブン宗像陵厳寺店 小売業 食料品 2%

215,484 福岡県 宗像市 めがね工房　中代 小売業 貴金属・服飾品 5%

215,485 福岡県 宗像市 女神のテーブル サービス 飲食業 5%

215,486 福岡県 宗像市 やきとり　謙信 サービス 飲食業 5%

215,487 福岡県 宗像市 焼肉くまっこ サービス 飲食業 5%

215,488 福岡県 宗像市 安本自動車 サービス その他サービス 5%

215,489 福岡県 宗像市 大和電器 小売業 電化製品 5%

215,490 福岡県 宗像市 ヤマノビューティウエルネスサロン３Ｆ サービス 理容・美容業 5%

215,491 福岡県 宗像市 Ｙｏｕ　Ｃｏｌｌｅｃｔ 小売業 衣料品 5%

215,492 福岡県 宗像市 Ｙｏｕ　Ｃｏｌｌｅｃｔ　Ｙｏｕ　Ｃｏｌｌｅｃｔ 小売業 衣料品 5%

215,493 福岡県 宗像市 ユニバーサルコンサルティング サービス その他サービス 5%

215,494 福岡県 宗像市 ヨシミ電器 小売業 電化製品 5%

215,495 福岡県 宗像市 ラ・ギャルリー サービス 飲食業 5%

215,496 福岡県 宗像市 ランドリープレス　くりえいと宗像店 サービス その他サービス 5%

215,497 福岡県 宗像市 Ｒｉｏ サービス 理容・美容業 5%

215,498 福岡県 宗像市 リトルシアター　宗像店 小売業 衣料品 5%

215,499 福岡県 宗像市 りらす サービス 理容・美容業 5%

215,500 福岡県 宗像市 リンパサロンＴｓｕｂａｋｉ サービス 理容・美容業 5%

215,501 福岡県 宗像市 ＬｙｍｐｈＢ－ｈｅａｌ サービス 理容・美容業 5%

215,502 福岡県 宗像市 レンタル衣裳　いきつ　宗像店 サービス その他サービス 5%
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215,503 福岡県 宗像市 露菴　宗像店 サービス 飲食業 5%

215,504 福岡県 宗像市 ローズパレット 小売業 衣料品 5%

215,505 福岡県 宗像市 Ｒｏｃｏｃｏ サービス 飲食業 5%

215,506 福岡県 柳川市 アズ柳川店 小売業 電化製品 5%

215,507 福岡県 柳川市 Ｒ・フジヨシ サービス その他サービス 5%

215,508 福岡県 柳川市 アンドラック サービス 理容・美容業 5%

215,509 福岡県 柳川市 池松モータース サービス その他サービス 5%

215,510 福岡県 柳川市 居酒屋　しんせい サービス 飲食業 5%

215,511 福岡県 柳川市 居酒屋　八蔵　柳川店 サービス 飲食業 5%

215,512 福岡県 柳川市 居酒屋 八蔵 ゆめモール柳川店 サービス 飲食業 5%

215,513 福岡県 柳川市 一角うどん サービス 飲食業 5%

215,514 福岡県 柳川市 出光奥州町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,515 福岡県 柳川市 出光セルフ三橋町SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,516 福岡県 柳川市 出光大和町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,517 福岡県 柳川市 ＥＮＯＵＧＨ　ＥＮＯＵＧＨ サービス 理容・美容業 5%

215,518 福岡県 柳川市 株式会社　うなぎの原田 サービス 飲食業 5%

215,519 福岡県 柳川市 エディオン三橋店 サービス その他サービス 2%

215,520 福岡県 柳川市 エコ電ＳＢＱ有明店 小売業 電化製品 5%

215,521 福岡県 柳川市 エコ電ＳＢＱ沖端店 小売業 電化製品 5%

215,522 福岡県 柳川市 お好み焼き　むっく サービス 飲食業 5%

215,523 福岡県 柳川市 オリーブ美容室 サービス 理容・美容業 5%

215,524 福岡県 柳川市 海都　柳川店 サービス 飲食業 5%

215,525 福岡県 柳川市 柳川　椛島電化サービス 小売業 電化製品 5%

215,526 福岡県 柳川市 カフェ帰去来 サービス 飲食業 5%

215,527 福岡県 柳川市 株式会社 相浦本店 小売業 衣料品 5%

215,528 福岡県 柳川市 株式会社柳川海苔本舗 サービス その他サービス 5%

215,529 福岡県 柳川市 蒲池ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,530 福岡県 柳川市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋福岡柳川店 サービス 飲食業 2%

215,531 福岡県 柳川市 北原松寿園 小売業 その他小売 5%

215,532 福岡県 柳川市 木原石油　間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,533 福岡県 柳川市 楠川 サービス 飲食業 5%

215,534 福岡県 柳川市 グッデイ　柳川店 小売業 その他小売 5%

215,535 福岡県 柳川市 ＱＲＡＦＴＳ 小売業 衣料品 5%

215,536 福岡県 柳川市 クール・カレ　アン　柳川店 小売業 衣料品 5%

215,537 福岡県 柳川市 久留米ヤクルト販売 柳川Ｃ 小売業 食料品 5%

215,538 福岡県 柳川市 ケイゼットライン株式会社 小売業 その他小売 5%

215,539 福岡県 柳川市 Ｋ美容室 サービス 理容・美容業 5%

215,540 福岡県 柳川市 神戸鉄板ダイニングＫＯＪＩＮ サービス 飲食業 5%

215,541 福岡県 柳川市 古賀商店 古賀商店 小売業 食料品 5%

215,542 福岡県 柳川市 呉服のもろふじ　柳川本店 小売業 その他小売 5%

215,543 福岡県 柳川市 魚屋食堂夜明茶屋 夜明茶屋 サービス 飲食業 5%

215,544 福岡県 柳川市 ジュネ　しんどう 小売業 貴金属・服飾品 5%
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215,545 福岡県 柳川市 松月乗船場 サービス その他サービス 5%

215,546 福岡県 柳川市 昭代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,547 福岡県 柳川市 シロッコ 小売業 衣料品 5%

215,548 福岡県 柳川市 ＳｗｉｎｇＢａｒＤｊａｎｇｏ サービス 飲食業 5%

215,549 福岡県 柳川市 セルフステーションみやま柳川インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,550 福岡県 柳川市 想作ダイニング　しゃけ サービス 飲食業 5%

215,551 福岡県 柳川市 セブン－イレブン筑後中島店 小売業 食料品 2%

215,552 福岡県 柳川市 セブン－イレブン筑後大和塩塚店 小売業 食料品 2%

215,553 福岡県 柳川市 筑豊ラーメン山小屋柳川店 サービス 飲食業 5%

215,554 福岡県 柳川市 椿や 小売業 その他小売 5%

215,555 福岡県 柳川市 でんきのアイアイチェーン　上宮永店 小売業 電化製品 5%

215,556 福岡県 柳川市 電’ｓしまぞえ 小売業 電化製品 5%

215,557 福岡県 柳川市 電’ｓ　ニシダ 小売業 電化製品 5%

215,558 福岡県 柳川市 電’ｓ　はらだ 小売業 電化製品 5%

215,559 福岡県 柳川市 電’ｓ　あさひ 小売業 電化製品 5%

215,560 福岡県 柳川市 とがみふとん店 小売業 その他小売 5%

215,561 福岡県 柳川市 時計宝石のシンドウ 小売業 貴金属・服飾品 5%

215,562 福岡県 柳川市 ＤＯＧ　ＥＹＥ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

215,563 福岡県 柳川市 Ｔｏｍｉｓｈｉｇｅ Ｐｈｏｔｏ Ｓｔｕｄｉｏ 冨重柳陽写真場 サービス その他サービス 5%

215,564 福岡県 柳川市 ドラッグ新生堂　柳川駅前店 小売業 その他小売 5%

215,565 福岡県 柳川市 中島ふとん店 小売業 その他小売 5%

215,566 福岡県 柳川市 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｍ． サービス 理容・美容業 5%

215,567 福岡県 柳川市 にぎやか　柳川店 サービス 飲食業 5%

215,568 福岡県 柳川市 にしだ写真館 サービス その他サービス 5%

215,569 福岡県 柳川市 西柳川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,570 福岡県 柳川市 ニューヨーク４０　柳川店 サービス その他サービス 5%

215,571 福岡県 柳川市 間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,572 福岡県 柳川市 ハープヘアー サービス 理容・美容業 5%

215,573 福岡県 柳川市 はる香 小売業 衣料品 5%

215,574 福岡県 柳川市 ＨＡＮＧＡＲＭＡＲＫＥＴ 小売業 衣料品 5%

215,575 福岡県 柳川市 パンダ薬局 小売業 その他小売 5%

215,576 福岡県 柳川市 ＰＩＡＮＯＩＳＯＬＡ 小売業 家具・調度品 5%

215,577 福岡県 柳川市 ピザポケット 柳川店 小売業 その他小売 5%

215,578 福岡県 柳川市 ヒライ柳川店 小売業 食料品 5%

215,579 福岡県 柳川市 広島ＯＫＯＮＯＭＩＹＡＫＩむっく サービス 飲食業 5%

215,580 福岡県 柳川市 ふれあい補聴器柳川店 小売業 その他小売 5%

215,581 福岡県 柳川市 ヘアメイクオレンジ　ｔｒｅ サービス 理容・美容業 5%

215,582 福岡県 柳川市 セブン－イレブン三橋白鳥店 小売業 食料品 2%

215,583 福岡県 柳川市 セブン－イレブン三橋吉開店 小売業 食料品 2%

215,584 福岡県 柳川市 民芸茶屋六騎 サービス 飲食業 5%

215,585 福岡県 柳川市 明林堂書店柳川南店 小売業 その他小売 5%

215,586 福岡県 柳川市 明林堂書店ゆめモール柳川店 小売業 その他小売 5%
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215,587 福岡県 柳川市 焼肉なべしま　ゆめモール柳川店 サービス 飲食業 5%

215,588 福岡県 柳川市 焼肉龍王館　柳川店 サービス 飲食業 5%

215,589 福岡県 柳川市 柳川　白柳荘 サービス 宿泊業 5%

215,590 福岡県 柳川市 柳川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,591 福岡県 柳川市 セブン－イレブン柳川警察署前店 小売業 食料品 2%

215,592 福岡県 柳川市 セブン－イレブン柳川高校前店 小売業 食料品 2%

215,593 福岡県 柳川市 セブン－イレブン柳川下宮永町店 小売業 食料品 2%

215,594 福岡県 柳川市 セブン－イレブン柳川辻町店 小売業 食料品 2%

215,595 福岡県 柳川市 セブン－イレブン柳川徳益店 小売業 食料品 2%

215,596 福岡県 柳川市 セブン－イレブン柳川西浜武店 小売業 食料品 2%

215,597 福岡県 柳川市 柳川バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,598 福岡県 柳川市 セブン－イレブン柳川三橋町店 小売業 食料品 2%

215,599 福岡県 柳川市 セブン－イレブン柳川矢加部店 小売業 食料品 2%

215,600 福岡県 柳川市 セブンーイレブン柳川蓮蒲池店 小売業 食料品 2%

215,601 福岡県 柳川市 ヤマザキパン浦ショップ 小売業 食料品 5%

215,602 福岡県 柳川市 有限会社　近藤金物店 小売業 その他小売 5%

215,603 福岡県 柳川市 ユーデン大和 小売業 電化製品 5%

215,604 福岡県 柳川市 ＬｉｎｋＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

215,605 福岡県 柳川市 Ｌｉｎｋ　Ｈａｉｒ　Ｌｉｎｋ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

215,606 福岡県 柳川市 有限会社レボルーション 小売業 衣料品 5%

215,607 福岡県 柳川市 和のつくり泉 小売業 衣料品 5%

215,608 福岡県 八女市 Ｉ＇ｌｌ?アイル? サービス 理容・美容業 5%

215,609 福岡県 八女市 味膳　フラボン弐番館 サービス 飲食業 5%

215,610 福岡県 八女市 アズ　黒木店 小売業 電化製品 5%

215,611 福岡県 八女市 アズ　八女店 小売業 電化製品 5%

215,612 福岡県 八女市 ａｒｔｉｓａｎ サービス 理容・美容業 5%

215,613 福岡県 八女市 安徳洋服店 小売業 衣料品 5%

215,614 福岡県 八女市 池田モータース 小売業 その他小売 5%

215,615 福岡県 八女市 一八 サービス 飲食業 5%

215,616 福岡県 八女市 有限会社井手製茶工場 小売業 食料品 5%

215,617 福岡県 八女市 いりえ茶園 小売業 食料品 5%

215,618 福岡県 八女市 牛島製茶 小売業 食料品 5%

215,619 福岡県 八女市 牛島製茶 小売業 食料品 5%

215,620 福岡県 八女市 内野自動車 小売業 その他小売 5%

215,621 福岡県 八女市 うなぎの寝床 小売業 その他小売 5%

215,622 福岡県 八女市 梅野理容室 サービス 理容・美容業 5%

215,623 福岡県 八女市 エガミ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

215,624 福岡県 八女市 Ａコープ　くろき店 小売業 その他小売 5%

215,625 福岡県 八女市 Ａコープ　八女店 小売業 その他小売 5%

215,626 福岡県 八女市 Ａコープ　八女店 小売業 その他小売 5%

215,627 福岡県 八女市 ＥＭ田中 小売業 電化製品 5%

215,628 福岡県 八女市 大石英治製茶 小売業 食料品 5%
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215,629 福岡県 八女市 大隈製茶 小売業 食料品 5%

215,630 福岡県 八女市 大坪フォトスタジオ サービス その他サービス 5%

215,631 福岡県 八女市 岡山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,632 福岡県 八女市 おごっつぉどこ　牛たん サービス 飲食業 5%

215,633 福岡県 八女市 おごっつぉどこ牛たん サービス 飲食業 5%

215,634 福岡県 八女市 お茶の光玉園 小売業 食料品 5%

215,635 福岡県 八女市 カットサロンオオツカ サービス 理容・美容業 5%

215,636 福岡県 八女市 株式会社伊藤尚文堂 小売業 その他小売 5%

215,637 福岡県 八女市 とり源 サービス 飲食業 5%

215,638 福岡県 八女市 株式会社うえしまスポーツ 小売業 その他小売 5%

215,639 福岡県 八女市 株式会社ＧＡＲＡＧＥ．ＭＩＲＡＣＬＥ サービス その他サービス 5%

215,640 福岡県 八女市 株式会社ＳＡＫＡＺＵＫＩ サービス その他サービス 5%

215,641 福岡県 八女市 （株）筑後旅行センターゆめタウン八女店 サービス その他サービス 5%

215,642 福岡県 八女市 株式会社星野製茶園 小売業 食料品 5%

215,643 福岡県 八女市 株式会社ＡＤワタナベ サービス その他サービス 5%

215,644 福岡県 八女市 加茂川 サービス 飲食業 5%

215,645 福岡県 八女市 カラオケ５５　八女店 サービス その他サービス 5%

215,646 福岡県 八女市 カラオケニューヨーク　八女店 サービス その他サービス 5%

215,647 福岡県 八女市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋八女大島店 サービス 飲食業 2%

215,648 福岡県 八女市 河野自動車 サービス その他サービス 5%

215,649 福岡県 八女市 旧寺崎邸 小売業 その他小売 5%

215,650 福岡県 八女市 グッディ　八女店 小売業 その他小売 5%

215,651 福岡県 八女市 くるみクリーニング サービス その他サービス 5%

215,652 福岡県 八女市 久留米ヤクルト販売 黒木Ｃ 小売業 食料品 5%

215,653 福岡県 八女市 久留米ヤクルト販売　八女Ｃ 小売業 食料品 5%

215,654 福岡県 八女市 黒木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,655 福岡県 八女市 黒木　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,656 福岡県 八女市 黒木中央タンク配送分 小売業 その他小売 2%

215,657 福岡県 八女市 黒豚屋　八女ひるよけ店 サービス 飲食業 5%

215,658 福岡県 八女市 黒豚屋八女ひるよけ店 サービス 飲食業 5%

215,659 福岡県 八女市 毛糸屋ｏｏｎ サービス その他サービス 5%

215,660 福岡県 八女市 化粧品のあきやま 小売業 その他小売 5%

215,661 福岡県 八女市 サンタカフェベーカリー 小売業 食料品 5%

215,662 福岡県 八女市 有限会社シマモト 小売業 その他小売 5%

215,663 福岡県 八女市 下川織物 サービス その他サービス 5%

215,664 福岡県 八女市 写楽 サービス 飲食業 5%

215,665 福岡県 八女市 新庄　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,666 福岡県 八女市 スミモータース サービス その他サービス 5%

215,667 福岡県 八女市 スミモータース　Ｕ－ｃａｒセンター　津江店 サービス その他サービス 5%

215,668 福岡県 八女市 整体らくらく サービス その他サービス 5%

215,669 福岡県 八女市 整体らくらく サービス その他サービス 5%

215,670 福岡県 八女市 セルフオレンジロード津江 小売業 ガソリンスタンド 2%
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215,671 福岡県 八女市 セルフ黒木中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,672 福岡県 八女市 高田電気 小売業 電化製品 5%

215,673 福岡県 八女市 田中建設 サービス その他サービス 5%

215,674 福岡県 八女市 田中仏壇店八女店 小売業 その他小売 5%

215,675 福岡県 八女市 筑後旅行センター　ゆめタウン八女店 サービス その他サービス 5%

215,676 福岡県 八女市 茶舗　このみ 小売業 食料品 5%

215,677 福岡県 八女市 電’ｓ　しらべ 小売業 電化製品 5%

215,678 福岡県 八女市 電’ｓ　タカヤマ 小売業 電化製品 5%

215,679 福岡県 八女市 電’ｓ　田中 小売業 電化製品 5%

215,680 福岡県 八女市 電’ｓみやけ 小売業 電化製品 5%

215,681 福岡県 八女市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ八女店 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,682 福岡県 八女市 鶏の極み　とり源 サービス 飲食業 5%

215,683 福岡県 八女市 鶏の極み　とり源 サービス 飲食業 5%

215,684 福岡県 八女市 トレジャー 小売業 その他小売 5%

215,685 福岡県 八女市 とんかつ惣菜みずもと サービス その他サービス 5%

215,686 福岡県 八女市 野田製菓 小売業 食料品 5%

215,687 福岡県 八女市 Ｈｅａｒｔ　ｂｒｅａｋ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

215,688 福岡県 八女市 博多一番どり 居食家あらい 八女店 サービス 飲食業 5%

215,689 福岡県 八女市 パスタの王様　八女店 サービス 飲食業 5%

215,690 福岡県 八女市 八田工務店 サービス その他サービス 5%

215,691 福岡県 八女市 美 今人 アルファ サービス 理容・美容業 5%

215,692 福岡県 八女市 びゅー＆だんでぃへあー サービス 理容・美容業 5%

215,693 福岡県 八女市 美容室Ｐｒｅｓｔｏ　八女店 サービス 理容・美容業 5%

215,694 福岡県 八女市 ヒライ八女蒲原店 小売業 食料品 5%

215,695 福岡県 八女市 平島農園　太陽梅 小売業 食料品 5%

215,696 福岡県 八女市 ＦＡＲＭＹ　ＨＯＲＭＹ八女店 小売業 衣料品 5%

215,697 福岡県 八女市 Ｐｅｔｉｔ　Ａｎｇｅ 小売業 その他小売 5%

215,698 福岡県 八女市 ブティック　カーサ 小売業 衣料品 5%

215,699 福岡県 八女市 フレサビスタ サービス 飲食業 5%

215,700 福岡県 八女市 ヘアー＆メイク　ソラカコンプレッション サービス 理容・美容業 5%

215,701 福岡県 八女市 ヘアーサロンイカリ サービス 理容・美容業 5%

215,702 福岡県 八女市 ヘアーサロン文化 サービス 理容・美容業 5%

215,703 福岡県 八女市 ヘアーサロン文化 サービス 理容・美容業 5%

215,704 福岡県 八女市 ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　ＡＲＴＥ サービス 理容・美容業 5%

215,705 福岡県 八女市 ポーポリー　ほりえ 小売業 その他小売 5%

215,706 福岡県 八女市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,707 福岡県 八女市 まる昌醤油醸造元 サービス その他サービス 5%

215,708 福岡県 八女市 マンガ倉庫　八女店 小売業 その他小売 5%

215,709 福岡県 八女市 みきやストア 小売業 その他小売 5%

215,710 福岡県 八女市 室園銘茶 小売業 食料品 5%

215,711 福岡県 八女市 明林堂書店ゆめタウン八女店 小売業 その他小売 5%

215,712 福岡県 八女市 メガネの立石　八女津の江店 小売業 その他小売 5%
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215,713 福岡県 八女市 焼肉龍王館　八女店 サービス 飲食業 5%

215,714 福岡県 八女市 八蔵　八女本店 サービス 飲食業 5%

215,715 福岡県 八女市 矢部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,716 福岡県 八女市 矢部屋許斐本家 小売業 食料品 5%

215,717 福岡県 八女市 やま奇人 サービス 飲食業 5%

215,718 福岡県 八女市 山口畜産 小売業 食料品 5%

215,719 福岡県 八女市 山口電気 小売業 電化製品 5%

215,720 福岡県 八女市 セブン－イレブン八女井延店 小売業 食料品 2%

215,721 福岡県 八女市 八女ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,722 福岡県 八女市 セブン－イレブン八女兼松店 小売業 食料品 2%

215,723 福岡県 八女市 八女給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,724 福岡県 八女市 セブン－イレブン八女公園通り店 小売業 食料品 2%

215,725 福岡県 八女市 セブン－イレブン八女酒井田店 小売業 食料品 2%

215,726 福岡県 八女市 セブン－イレブン八女上陽町店 小売業 食料品 2%

215,727 福岡県 八女市 八女食糧販売株式会社　オートガス 小売業 その他小売 5%

215,728 福岡県 八女市 八女食糧販売株式会社　卸 小売業 その他小売 5%

215,729 福岡県 八女市 八女食糧販売株式会社　充填所 小売業 その他小売 5%

215,730 福岡県 八女市 八女食糧販売株式会社　直売 小売業 その他小売 5%

215,731 福岡県 八女市 八女食糧販売株式会社（委託） 小売業 その他小売 5%

215,732 福岡県 八女市 八女食糧販売株式会社 小売業 食料品 5%

215,733 福岡県 八女市 八女食糧販売株式会社（Ｔ） 小売業 その他小売 5%

215,734 福岡県 八女市 セブン－イレブン八女龍ケ原店 小売業 食料品 2%

215,735 福岡県 八女市 八女茶ｓｗｅｅｔｓなつめ サービス 飲食業 5%

215,736 福岡県 八女市 セブン－イレブン八女中篭店 小売業 食料品 2%

215,737 福岡県 八女市 セブン－イレブン八女納楚店 小売業 食料品 2%

215,738 福岡県 八女市 セブン－イレブン八女本町店 小売業 食料品 2%

215,739 福岡県 八女市 八女吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,740 福岡県 八女市 有限会社　立花車体 サービス その他サービス 5%

215,741 福岡県 八女市 ユーデン八女店 小売業 電化製品 5%

215,742 福岡県 八女市 隆勝堂　八女本店 小売業 食料品 5%

215,743 福岡県 八女市 ルート山口 サービス その他サービス 5%

215,744 福岡県 八女市 ｒｅｖｅ サービス 理容・美容業 5%

215,745 福岡県 八女市 ワタヤ 小売業 その他小売 5%

215,746 福岡県 八女市 和遊庵でん サービス 飲食業 5%

215,747 福岡県 行橋市 アイボックス行橋店 サービス 飲食業 5%

215,748 福岡県 行橋市 あうん　Ｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

215,749 福岡県 行橋市 胡座　イタリアン サービス 飲食業 5%

215,750 福岡県 行橋市 亜李蘭別邸　行橋 サービス 飲食業 5%

215,751 福岡県 行橋市 石丸文行堂　行橋店 小売業 その他小売 5%

215,752 福岡県 行橋市 出光セルフ行橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,753 福岡県 行橋市 井上自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

215,754 福岡県 行橋市 癒し処　縁 サービス 理容・美容業 5%
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215,755 福岡県 行橋市 永進電器 小売業 電化製品 5%

215,756 福岡県 行橋市 エステデアイリス サービス 理容・美容業 5%

215,757 福岡県 行橋市 ＡＢホテル　行橋 サービス 宿泊業 5%

215,758 福岡県 行橋市 ＡＢホテル行橋〔自動精算機〕 サービス 宿泊業 5%

215,759 福岡県 行橋市 エムズガレージ サービス その他サービス 5%

215,760 福岡県 行橋市 縁 サービス 理容・美容業 5%

215,761 福岡県 行橋市 オートガレージ中嶋 サービス その他サービス 5%

215,762 福岡県 行橋市 オートハウス　キャロル 小売業 その他小売 5%

215,763 福岡県 行橋市 オリックスレンタカー行橋駅前店 サービス その他サービス 2%

215,764 福岡県 行橋市 海鮮工房　さいしんや サービス 飲食業 5%

215,765 福岡県 行橋市 Ｃｕｔ　Ｗａｖｅ　髪工房 サービス 理容・美容業 5%

215,766 福岡県 行橋市 株式会社ビトー サービス その他サービス 5%

215,767 福岡県 行橋市 行橋からあげみの家 サービス 飲食業 5%

215,768 福岡県 行橋市 グッデイ　行橋店 小売業 その他小売 5%

215,769 福岡県 行橋市 ＣＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

215,770 福岡県 行橋市 蔵ｚｏｕ　行橋店 小売業 その他小売 5%

215,771 福岡県 行橋市 くれあーるおかだ サービス 理容・美容業 5%

215,772 福岡県 行橋市 ＣｏＣｏ壱番屋コスタ行橋店 サービス 飲食業 2%

215,773 福岡県 行橋市 ザザホラヤ　行橋店 小売業 衣料品 5%

215,774 福岡県 行橋市 ザザホラヤ　行橋店 小売業 衣料品 5%

215,775 福岡県 行橋市 ＪＡ福岡京築　経済部 小売業 その他小売 5%

215,776 福岡県 行橋市 ＪＡ福岡京築　フューネラルホール山河 サービス その他サービス 5%

215,777 福岡県 行橋市 ＪＡ福岡京築　経済部　くらし応援課 サービス その他サービス 5%

215,778 福岡県 行橋市 ＪＡ福岡京築　京築恵みの郷ゆくはし店 小売業 食料品 5%

215,779 福岡県 行橋市 信光堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

215,780 福岡県 行橋市 周防館 サービス 飲食業 5%

215,781 福岡県 行橋市 ｓｋｙｒａｈ 小売業 衣料品 5%

215,782 福岡県 行橋市 炭火焼肉　家族亭　行橋店 サービス 飲食業 5%

215,783 福岡県 行橋市 炭火焼肉家族亭行橋店 サービス 飲食業 5%

215,784 福岡県 行橋市 ソアラ楽器 小売業 その他小売 5%

215,785 福岡県 行橋市 大清自動車工業 サービス その他サービス 5%

215,786 福岡県 行橋市 高く買取るゾウ　行橋店 小売業 その他小売 5%

215,787 福岡県 行橋市 タカチホカメラ　行橋サンパル店 小売業 その他小売 5%

215,788 福岡県 行橋市 玉江自転車店 小売業 その他小売 5%

215,789 福岡県 行橋市 東龍軒　行橋北泉店 サービス 飲食業 5%

215,790 福岡県 行橋市 トヨタカローラ博多行橋店 小売業 その他小売 5%

215,791 福岡県 行橋市 ２３区　ゆめタウン行橋店 小売業 衣料品 5%

215,792 福岡県 行橋市 のんべえ　やっこ　のんべえやっこ サービス 飲食業 5%

215,793 福岡県 行橋市 明屋書店　行橋行事店 小売業 その他小売 5%

215,794 福岡県 行橋市 ハローデイコスタ行橋店 小売業 食料品 5%

215,795 福岡県 行橋市 パワーセンター生鮮一番館 小売業 その他小売 5%

215,796 福岡県 行橋市 ＢａｍｂｉｎａＣａｆｅ サービス 飲食業 5%
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215,797 福岡県 行橋市 セブン－イレブン東九州道今川ＰＡ下り店 小売業 食料品 2%

215,798 福岡県 行橋市 セブン－イレブン東九州道今川ＰＡ上り店 小売業 食料品 2%

215,799 福岡県 行橋市 ビッグバン 小売業 食料品 5%

215,800 福岡県 行橋市 一椿　行橋店 サービス 飲食業 5%

215,801 福岡県 行橋市 美容ピュア行橋店 サービス 理容・美容業 5%

215,802 福岡県 行橋市 ｆｕ?ｋａｃｈａｎ 小売業 衣料品 5%

215,803 福岡県 行橋市 ｆｕ－ｋａｃｈａｎ 小売業 衣料品 5%

215,804 福岡県 行橋市 福岡金文堂　行橋店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

215,805 福岡県 行橋市 フジワラデンキ 小売業 電化製品 5%

215,806 福岡県 行橋市 ＢＯＵＴＩＱＵＥ三ツ木 小売業 衣料品 5%

215,807 福岡県 行橋市 ＢｌｅｓｓＢｌｕｅ サービス 理容・美容業 5%

215,808 福岡県 行橋市 ＨａｉｒｃｏｎｔｅＭｃｈｅｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

215,809 福岡県 行橋市 ＢａｂｙＲｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

215,810 福岡県 行橋市 宝石・時計・メガネのエノモト 小売業 貴金属・服飾品 5%

215,811 福岡県 行橋市 真木野自動車 サービス その他サービス 5%

215,812 福岡県 行橋市 マクドナルド行橋ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

215,813 福岡県 行橋市 まつり茶屋　行橋店 サービス 飲食業 5%

215,814 福岡県 行橋市 マルヰガス行橋株式会社 サービス その他サービス 5%

215,815 福岡県 行橋市 みどり本社営業所 サービス 運輸業 5%

215,816 福岡県 行橋市 宮崎モータース サービス その他サービス 5%

215,817 福岡県 行橋市 村田時計店本店 サービス その他サービス 5%

215,818 福岡県 行橋市 明林堂書店ゆめタウン南行橋店 小売業 その他小売 5%

215,819 福岡県 行橋市 メガネショップクォーターコスタ行橋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

215,820 福岡県 行橋市 有限会社江上モータース サービス その他サービス 5%

215,821 福岡県 行橋市 セブン－イレブン行橋天生田店 小売業 食料品 2%

215,822 福岡県 行橋市 行橋営業所 サービス 運輸業 5%

215,823 福岡県 行橋市 セブン－イレブン行橋駅南店 小売業 食料品 2%

215,824 福岡県 行橋市 セブン－イレブン行橋大橋２丁目店 小売業 食料品 2%

215,825 福岡県 行橋市 セブン－イレブン行橋北泉店 小売業 食料品 2%

215,826 福岡県 行橋市 セブン－イレブン行橋行事７丁目店 小売業 食料品 2%

215,827 福岡県 行橋市 セブン－イレブン行橋市役所前店 小売業 食料品 2%

215,828 福岡県 行橋市 セブン－イレブン行橋神田町店 小売業 食料品 2%

215,829 福岡県 行橋市 セブン－イレブン行橋竹田店 小売業 食料品 2%

215,830 福岡県 行橋市 行橋中央給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,831 福岡県 行橋市 つり用品のトップ　行橋店 小売業 その他小売 5%

215,832 福岡県 行橋市 セブン－イレブン行橋道場寺店 小売業 食料品 2%

215,833 福岡県 行橋市 セブン－イレブン行橋西泉４丁目店 小売業 食料品 2%

215,834 福岡県 行橋市 セブン－イレブン行橋西宮市店 小売業 食料品 2%

215,835 福岡県 行橋市 セブン－イレブン行橋延永店 小売業 食料品 2%

215,836 福岡県 行橋市 セブン－イレブン行橋宮市町店 小売業 食料品 2%

215,837 福岡県 行橋市 ｈａｉｒｕｎｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

215,838 福岡県 行橋市 ｒｉｃｅｂｉｒｄｓ　ｐａｒｋ 小売業 その他小売 5%
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215,839 福岡県 行橋市 ライフヘアサロン サービス 理容・美容業 5%

215,840 福岡県 行橋市 ＬｉｓＨ サービス 理容・美容業 5%

215,841 福岡県 行橋市 Ｒｅ－ｔｒｅａｔ サービス その他サービス 5%

215,842 福岡県 行橋市 Ｒｉｂｂｏｎ サービス 理容・美容業 5%

215,843 福岡県 行橋市 ＲＥＰＯＳ サービス 飲食業 5%

215,844 福岡県 吉富町 ＪＡ福岡京築　築東ふれあい市 小売業 食料品 5%

215,845 福岡県 吉富町 株式会社嶋屋　吉富営業所 サービス その他サービス 5%

215,846 福岡県 吉富町 吉富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,847 佐賀県 有田町 芦屋　貴兆陶家　有田本店 小売業 家具・調度品 5%

215,848 佐賀県 有田町 芦屋　貴兆陶家　有田札ノ辻店 小売業 その他小売 5%

215,849 佐賀県 有田町 アトダデンキ 小売業 電化製品 5%

215,850 佐賀県 有田町 セブン－イレブン有田駅前店 小売業 食料品 2%

215,851 佐賀県 有田町 セブン－イレブン有田下本店 小売業 食料品 2%

215,852 佐賀県 有田町 アリタセラ 小売業 その他小売 5%

215,853 佐賀県 有田町 セブン－イレブン有田町役場前店 小売業 食料品 2%

215,854 佐賀県 有田町 有田バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,855 佐賀県 有田町 セブン－イレブン有田原明店 小売業 食料品 2%

215,856 佐賀県 有田町 アリタポーセリンラボ 小売業 家具・調度品 5%

215,857 佐賀県 有田町 セブン－イレブン有田三代橋店 小売業 食料品 2%

215,858 佐賀県 有田町 有田焼やきもの市場　有田店 小売業 その他小売 5%

215,859 佐賀県 有田町 杏慕樹 小売業 食料品 5%

215,860 佐賀県 有田町 威風堂々有田 サービス 飲食業 5%

215,861 佐賀県 有田町 伊万里有田病院売店 小売業 その他小売 5%

215,862 佐賀県 有田町 岩尾對山窯 小売業 家具・調度品 5%

215,863 佐賀県 有田町 岩尾對山窯　有田店 小売業 家具・調度品 5%

215,864 佐賀県 有田町 インテリアサロン木家探 小売業 家具・調度品 5%

215,865 佐賀県 有田町 うつわ処けいざん 小売業 その他小売 5%

215,866 佐賀県 有田町 器とデザイン サービス その他サービス 5%

215,867 佐賀県 有田町 柿右衛門窯 小売業 その他小売 5%

215,868 佐賀県 有田町 梶謙製磁社 サービス その他サービス 5%

215,869 佐賀県 有田町 金ヶ江両右ェ門窯 サービス その他サービス 5%

215,870 佐賀県 有田町 株式会社香蘭社 サービス その他サービス 5%

215,871 佐賀県 有田町 株式会社ＴＡＩＨＥＩ水産 サービス 飲食業 5%

215,872 佐賀県 有田町 株式会社陶悦窯 小売業 その他小売 5%

215,873 佐賀県 有田町 株式会社森商会 小売業 その他小売 5%

215,874 佐賀県 有田町 株式会社　森商会 小売業 その他小売 5%

215,875 佐賀県 有田町 株式会社山忠 小売業 家具・調度品 5%

215,876 佐賀県 有田町 有限会社川端自動車工業 サービス その他サービス 5%

215,877 佐賀県 有田町 カンタベリーショップ有田ポーセリンパーク 小売業 衣料品 5%

215,878 佐賀県 有田町 器挑ぎんや 小売業 家具・調度品 5%

215,879 佐賀県 有田町 キハラ 小売業 家具・調度品 5%

215,880 佐賀県 有田町 ギャラリー　有田 小売業 家具・調度品 5%
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215,881 佐賀県 有田町 ギャラリー　器楽 小売業 その他小売 5%

215,882 佐賀県 有田町 ギャラリー　器楽 小売業 その他小売 5%

215,883 佐賀県 有田町 ＧＡＬＬＥＲＹ　ＡＲＩＴＡ サービス 飲食業 5%

215,884 佐賀県 有田町 ギャラリー花伝 小売業 その他小売 5%

215,885 佐賀県 有田町 株式会社玉有　感器工房 小売業 その他小売 5%

215,886 佐賀県 有田町 ＫＩＬＮ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

215,887 佐賀県 有田町 幸楽窯　トレジャーハンティング サービス その他サービス 5%

215,888 佐賀県 有田町 香蘭社 小売業 家具・調度品 5%

215,889 佐賀県 有田町 株式会社　香蘭社　赤絵町工房 小売業 家具・調度品 5%

215,890 佐賀県 有田町 株 小島芳栄堂 小売業 その他小売 5%

215,891 佐賀県 有田町 小筆 小売業 その他小売 5%

215,892 佐賀県 有田町 セブン－イレブン佐賀有田インター店 小売業 食料品 2%

215,893 佐賀県 有田町 サニートラベル合同会社 小売業 その他小売 5%

215,894 佐賀県 有田町 Ｇ工房 小売業 その他小売 5%

215,895 佐賀県 有田町 信栄モータース 小売業 その他小売 5%

215,896 佐賀県 有田町 真右エ門株式会社 サービス その他サービス 5%

215,897 佐賀県 有田町 スーパーウエスト有田店 小売業 その他小売 5%

215,898 佐賀県 有田町 スーパーセルフ有田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,899 佐賀県 有田町 青雅堂 小売業 家具・調度品 5%

215,900 佐賀県 有田町 セレクトショップ　ガロ 小売業 衣料品 5%

215,901 佐賀県 有田町 セレクトショップ　ガロ 小売業 衣料品 5%

215,902 佐賀県 有田町 セレクトショップＧＡＲＯ 小売業 衣料品 5%

215,903 佐賀県 有田町 大德自動車 サービス その他サービス 5%

215,904 佐賀県 有田町 髙森陶房 サービス その他サービス 5%

215,905 佐賀県 有田町 田中陶器店 小売業 その他小売 5%

215,906 佐賀県 有田町 ＤＡＲＡＭＡＬ 小売業 衣料品 5%

215,907 佐賀県 有田町 手塚商店 サービス その他サービス 5%

215,908 佐賀県 有田町 陶ＳＨＯＰ古川商店 サービス その他サービス 5%

215,909 佐賀県 有田町 陶房七〇八 サービス その他サービス 5%

215,910 佐賀県 有田町 とこやのいわなが サービス 理容・美容業 5%

215,911 佐賀県 有田町 2016 小売業 その他小売 5%

215,912 佐賀県 有田町 西有田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,913 佐賀県 有田町 西隆行 サービス その他サービス 5%

215,914 佐賀県 有田町 日本料理　保名 サービス 飲食業 5%

215,915 佐賀県 有田町 ノマドコーヒーＡＲＴ サービス 飲食業 5%

215,916 佐賀県 有田町 パナパナ大串 小売業 電化製品 5%

215,917 佐賀県 有田町 パナパナ　奥村 小売業 電化製品 5%

215,918 佐賀県 有田町 パナパナ　生活館 小売業 電化製品 5%

215,919 佐賀県 有田町 ひとふし サービス 飲食業 5%

215,920 佐賀県 有田町 ＦｏｕｎｔａｉｎＭｏｕｎｔａｉｎ サービス 飲食業 5%

215,921 佐賀県 有田町 ブリスにしやま西有田店 小売業 衣料品 5%

215,922 佐賀県 有田町 ヘアーサロン　クロカワ サービス 理容・美容業 5%
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215,923 佐賀県 有田町 ヘアーサロン クロカワ サービス 理容・美容業 5%

215,924 佐賀県 有田町 ｂｏｗｌ 小売業 衣料品 5%

215,925 佐賀県 有田町 松尾商店 小売業 その他小売 5%

215,926 佐賀県 有田町 株 松尾陶器 小売業 その他小売 5%

215,927 佐賀県 有田町 松永電器店 小売業 電化製品 5%

215,928 佐賀県 有田町 丸兄商社 小売業 家具・調度品 5%

215,929 佐賀県 有田町 丸二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,930 佐賀県 有田町 村岡屋　有田店 小売業 食料品 5%

215,931 佐賀県 有田町 Ｍｅｌａｔｉ サービス 理容・美容業 5%

215,932 佐賀県 有田町 （有）モーターワールドクリエイト 小売業 その他小売 5%

215,933 佐賀県 有田町 株式会社モーターワールドクリエイト 小売業 その他小売 5%

215,934 佐賀県 有田町 ヤマト陶磁器株式会社 小売業 その他小売 5%

215,935 佐賀県 有田町 有限会社貝山製陶所 サービス その他サービス 5%

215,936 佐賀県 有田町 有限会社彩生陶器 彩生陶器 小売業 その他小売 5%

215,937 佐賀県 有田町 藍土 小売業 家具・調度品 5%

215,938 佐賀県 有田町 龍水亭 サービス 飲食業 5%

215,939 佐賀県 有田町 亮秀窯 小売業 その他小売 5%

215,940 佐賀県 伊万里市 ＡＺＵＬＮＡＩＬｍａｒ＆ｃｉｅｌｏ サービス 理容・美容業 5%

215,941 佐賀県 伊万里市 あっぱれ家伊万里 サービス 飲食業 5%

215,942 佐賀県 伊万里市 あっぷる動物病院 サービス その他サービス 5%

215,943 佐賀県 伊万里市 アトリエまりえ サービス その他サービス 5%

215,944 佐賀県 伊万里市 アベェイル　福恒 小売業 電化製品 5%

215,945 佐賀県 伊万里市 出光湾岸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,946 佐賀県 伊万里市 伊万里焼せいら 伊万里焼せいら 小売業 その他小売 5%

215,947 佐賀県 伊万里市 伊万里 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,948 佐賀県 伊万里市 伊万里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,949 佐賀県 伊万里市 セブン－イレブン伊万里大里店 小売業 食料品 2%

215,950 佐賀県 伊万里市 イマリキッチン 小売業 その他小売 5%

215,951 佐賀県 伊万里市 伊万里グランドホテル サービス 宿泊業 5%

215,952 佐賀県 伊万里市 伊万里厨酒房　彩香 サービス 飲食業 5%

215,953 佐賀県 伊万里市 セブン－イレブン伊万里黒川店 小売業 食料品 2%

215,954 佐賀県 伊万里市 伊万里市観光協会 小売業 その他小売 5%

215,955 佐賀県 伊万里市 セブン－イレブン伊万里瀬戸町店 小売業 食料品 2%

215,956 佐賀県 伊万里市 セブン－イレブン伊万里立花町店 小売業 食料品 2%

215,957 佐賀県 伊万里市 セブン－イレブン伊万里浪瀬峠店 小売業 食料品 2%

215,958 佐賀県 伊万里市 セブン－イレブン伊万里八谷搦店 小売業 食料品 2%

215,959 佐賀県 伊万里市 セブン－イレブン伊万里東山代店 小売業 食料品 2%

215,960 佐賀県 伊万里市 セブン－イレブン伊万里松島町店 小売業 食料品 2%

215,961 佐賀県 伊万里市 セブン－イレブン伊万里南波多店 小売業 食料品 2%

215,962 佐賀県 伊万里市 セブン－イレブン伊万里柳井町店 小売業 食料品 2%

215,963 佐賀県 伊万里市 伊万里レザー鷹工房 サービス その他サービス 5%

215,964 佐賀県 伊万里市 セブン－イレブン伊万里六仙寺店 小売業 食料品 2%
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215,965 佐賀県 伊万里市 石見屋本店 小売業 食料品 5%

215,966 佐賀県 伊万里市 おしゃれの店　きしかわ 小売業 その他小売 5%

215,967 佐賀県 伊万里市 カーサロン古舘 サービス その他サービス 5%

215,968 佐賀県 伊万里市 カイセイ薬局 伊万里駅前店 小売業 その他小売 5%

215,969 佐賀県 伊万里市 ｋａｔｅ　ｃｕｏｒｅ サービス 飲食業 5%

215,970 佐賀県 伊万里市 株式会社カーウォッシュワン サービス その他サービス 5%

215,971 佐賀県 伊万里市 株式会社ビーエスティー サービス その他サービス 5%

215,972 佐賀県 伊万里市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋伊万里二里町店 サービス 飲食業 2%

215,973 佐賀県 伊万里市 河原石油株式会社東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,974 佐賀県 伊万里市 ガンマ上伊万里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,975 佐賀県 伊万里市 きしがわ電水 小売業 電化製品 5%

215,976 佐賀県 伊万里市 串焼福吉 サービス 飲食業 5%

215,977 佐賀県 伊万里市 グッデイ　伊万里店 小売業 その他小売 5%

215,978 佐賀県 伊万里市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ国見台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,979 佐賀県 伊万里市 クラフトワン　Ｂｙ　いわなが　伊万里店 小売業 衣料品 5%

215,980 佐賀県 伊万里市 ココ・ティアラ サービス 理容・美容業 5%

215,981 佐賀県 伊万里市 小山陶磁器 小売業 家具・調度品 5%

215,982 佐賀県 伊万里市 サイクルショップオオクボ 小売業 その他小売 5%

215,983 佐賀県 伊万里市 斉藤写真館 サービス その他サービス 5%

215,984 佐賀県 伊万里市 小嶋や サービス その他サービス 5%

215,985 佐賀県 伊万里市 佐賀トヨペット伊万里店 小売業 その他小売 5%

215,986 佐賀県 伊万里市 ＳＡＬＯＮａｎｄＳＴＵＤＩＯ　Ｌｕｎｏｎ サービス その他サービス 5%

215,987 佐賀県 伊万里市 サンルート神林ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,988 佐賀県 伊万里市 しーじゃっく　伊万里店 サービス 飲食業 5%

215,989 佐賀県 伊万里市 勝　加工販売センター 小売業 食料品 5%

215,990 佐賀県 伊万里市 ステーキハウスレストラン勝 サービス 飲食業 5%

215,991 佐賀県 伊万里市 ＳＥＩＺＡＮ ＰＬＵＳ 川副青山窯 小売業 その他小売 5%

215,992 佐賀県 伊万里市 セルフ伊万里バイパス給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,993 佐賀県 伊万里市 セルフ伊万里バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,994 佐賀県 伊万里市 セルフカーケア伊万里 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,995 佐賀県 伊万里市 セルフ黒川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

215,996 佐賀県 伊万里市 セントラルホテル伊万里 サービス 宿泊業 5%

215,997 佐賀県 伊万里市 ＤＩＮＩＮＧ キラ 柊 キラ 柊 サービス 飲食業 5%

215,998 佐賀県 伊万里市 タカチホカメラ　伊万里店 小売業 その他小売 5%

215,999 佐賀県 伊万里市 立花ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,000 佐賀県 伊万里市 陶器の照泉堂 小売業 家具・調度品 5%

216,001 佐賀県 伊万里市 陶芸舘　伊万里 小売業 家具・調度品 5%

216,002 佐賀県 伊万里市 トヨタレンタリース佐賀伊万里店 サービス その他サービス 2%

216,003 佐賀県 伊万里市 鍋島藩窯　市川光山 小売業 家具・調度品 5%

216,004 佐賀県 伊万里市 （有）西岡醤油店 小売業 食料品 5%

216,005 佐賀県 伊万里市 二里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,006 佐賀県 伊万里市 Ｎｅｄｏｃｏ？ サービス その他サービス 5%
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216,007 佐賀県 伊万里市 パナパナ　えんどう 小売業 電化製品 5%

216,008 佐賀県 伊万里市 パナパナ　昭栄 小売業 電化製品 5%

216,009 佐賀県 伊万里市 パナパナいわもと 小売業 電化製品 5%

216,010 佐賀県 伊万里市 パナパナことぶきや 小売業 電化製品 5%

216,011 佐賀県 伊万里市 パナパナたけの 小売業 電化製品 5%

216,012 佐賀県 伊万里市 パナパナでんき館 小売業 電化製品 5%

216,013 佐賀県 伊万里市 Ｂ．ｃｏｕｃｏｕ サービス 理容・美容業 5%

216,014 佐賀県 伊万里市 ビジネスホテル新天 サービス 宿泊業 5%

216,015 佐賀県 伊万里市 美容ピュア伊万里店 サービス 理容・美容業 5%

216,016 佐賀県 伊万里市 ファインズＴＡＫＥＤＡ 小売業 その他小売 5%

216,017 佐賀県 伊万里市 ファニー企画 カットスタジオ ファニー サービス 理容・美容業 5%

216,018 佐賀県 伊万里市 ブイヨン サービス 飲食業 5%

216,019 佐賀県 伊万里市 福岡大五 小売業 家具・調度品 5%

216,020 佐賀県 伊万里市 ヘアーサロン力武 サービス 理容・美容業 5%

216,021 佐賀県 伊万里市 ヘアースタジオＪＡＭ サービス 理容・美容業 5%

216,022 佐賀県 伊万里市 Ｈａｉｒ　Ｍｏｄｅ　Ｋａｍｉ　Ｋａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

216,023 佐賀県 伊万里市 宝来軒 サービス 飲食業 5%

216,024 佐賀県 伊万里市 マクドナルド伊万里店 サービス 飲食業 2%

216,025 佐賀県 伊万里市 松浦一酒造株式会社 小売業 食料品 5%

216,026 佐賀県 伊万里市 ＭｅｒｐｈＨａｉｒＤｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

216,027 佐賀県 伊万里市 本岡金物店 小売業 家具・調度品 5%

216,028 佐賀県 伊万里市 焼肉館　勝　伊万里店 サービス 飲食業 5%

216,029 佐賀県 伊万里市 山代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,030 佐賀県 伊万里市 ヤマモト電器 小売業 電化製品 5%

216,031 佐賀県 伊万里市 有限会社松尾オート サービス その他サービス 5%

216,032 佐賀県 伊万里市 ＪＭ／巒山窯 小売業 家具・調度品 5%

216,033 佐賀県 伊万里市 ワインバー　ヴァン　ワインバーヴァン サービス 飲食業 5%

216,034 佐賀県 上峰町 ＣＡＲ　ＳＨＯＰ　ベスト１ 小売業 その他小売 5%

216,035 佐賀県 上峰町 セブン－イレブン上峰町役場前店 小売業 食料品 2%

216,036 佐賀県 上峰町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋佐賀上峰店 サービス 飲食業 2%

216,037 佐賀県 上峰町 グッディ　上峰店 小売業 家具・調度品 5%

216,038 佐賀県 上峰町 ＣＬＩＥＳＴＡＴＥ サービス その他サービス 5%

216,039 佐賀県 上峰町 葉月 サービス 理容・美容業 5%

216,040 佐賀県 上峰町 Ｈａｉｒｓ　ＬＵＸＥ サービス 理容・美容業 5%

216,041 佐賀県 嬉野市 あい治療院 サービス 理容・美容業 5%

216,042 佐賀県 嬉野市 あきよし写真館 サービス その他サービス 5%

216,043 佐賀県 嬉野市 旭屋 小売業 衣料品 5%

216,044 佐賀県 嬉野市 一位原給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,045 佐賀県 嬉野市 一休荘旅館 サービス 宿泊業 5%

216,046 佐賀県 嬉野市 セブン－イレブン嬉野一位原店 小売業 食料品 2%

216,047 佐賀県 嬉野市 株式会社嬉野観光ホテル大正屋 サービス 宿泊業 5%

216,048 佐賀県 嬉野市 嬉野給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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216,049 佐賀県 嬉野市 嬉野中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,050 佐賀県 嬉野市 セブン－イレブン嬉野築城店 小売業 食料品 2%

216,051 佐賀県 嬉野市 うれしの元湯 サービス 宿泊業 5%

216,052 佐賀県 嬉野市 江口商店　ガレージショップ 小売業 その他小売 5%

216,053 佐賀県 嬉野市 お宿　紅舎宮 サービス 宿泊業 5%

216,054 佐賀県 嬉野市 御宿　高砂 サービス 宿泊業 5%

216,055 佐賀県 嬉野市 割烹旅館　鯉登苑 サービス 宿泊業 5%

216,056 佐賀県 嬉野市 ＣＲＡＮＫ 小売業 衣料品 5%

216,057 佐賀県 嬉野市 ＣＲＡＮＫ 小売業 衣料品 5%

216,058 佐賀県 嬉野市 心ほぐす宿　入船荘 サービス 宿泊業 5%

216,059 佐賀県 嬉野市 ことぶきグローバルイン サービス 宿泊業 5%

216,060 佐賀県 嬉野市 セブン－イレブン佐賀嬉野みゆき通り店 小売業 食料品 2%

216,061 佐賀県 嬉野市 山水グローバルイン サービス 宿泊業 5%

216,062 佐賀県 嬉野市 炭火焼かっぱ 小売業 食料品 5%

216,063 佐賀県 嬉野市 セレモニーやまおく嬉野 小売業 その他小売 5%

216,064 佐賀県 嬉野市 副久 小売業 家具・調度品 5%

216,065 佐賀県 嬉野市 大正屋　椎葉山荘 サービス 宿泊業 5%

216,066 佐賀県 嬉野市 大正屋　湯宿　清流 サービス 宿泊業 5%

216,067 佐賀県 嬉野市 茶心の宿　和楽園 サービス 宿泊業 5%

216,068 佐賀県 嬉野市 永尾デンキ 小売業 電化製品 5%

216,069 佐賀県 嬉野市 花とおもてなしの宿　松園 サービス 宿泊業 5%

216,070 佐賀県 嬉野市 ハミルトン宇礼志野 サービス 宿泊業 5%

216,071 佐賀県 嬉野市 萬象閣　敷島 サービス 宿泊業 5%

216,072 佐賀県 嬉野市 ビジネス旅館千代乃屋 サービス 宿泊業 5%

216,073 佐賀県 嬉野市 ファッション　アール 小売業 衣料品 5%

216,074 佐賀県 嬉野市 福田商会 サービス その他サービス 5%

216,075 佐賀県 嬉野市 フクダ製茶園 小売業 食料品 5%

216,076 佐賀県 嬉野市 ヘアーサロンＦ サービス 理容・美容業 5%

216,077 佐賀県 嬉野市 ホテル華翠苑 サービス 宿泊業 5%

216,078 佐賀県 嬉野市 宮崎モータース サービス その他サービス 5%

216,079 佐賀県 嬉野市 やすらぎの四季の宿　吉田屋 サービス 宿泊業 5%

216,080 佐賀県 嬉野市 （有）宮崎自動車工業所 サービス その他サービス 5%

216,081 佐賀県 嬉野市 吉田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,082 佐賀県 嬉野市 吉田まんぞく館 小売業 食料品 5%

216,083 佐賀県 嬉野市 旅館　鯉登苑 サービス 宿泊業 5%

216,084 佐賀県 嬉野市 鯉登苑 サービス 宿泊業 5%

216,085 佐賀県 嬉野市 旅館　千湯樓 サービス 宿泊業 5%

216,086 佐賀県 嬉野市 旅館大村屋 サービス 宿泊業 5%

216,087 佐賀県 嬉野市 旅館初音荘 サービス 宿泊業 5%

216,088 佐賀県 大町町 大町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,089 佐賀県 大町町 大町石油大町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,090 佐賀県 大町町 セブン－イレブン佐賀杵島大町店 小売業 食料品 2%
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216,091 佐賀県 大町町 パル美容室 サービス 理容・美容業 5%

216,092 佐賀県 大町町 セブン－イレブン肥前大町店 小売業 食料品 2%

216,093 佐賀県 大町町 美容室バルビーア サービス その他サービス 5%

216,094 佐賀県 大町町 ボストークちゃんネットショップ サービス その他サービス 5%

216,095 佐賀県 大町町 有限会社大町自動車学校 サービス その他サービス 5%

216,096 佐賀県 小城市 アガぺ双葉薬局 小売業 その他小売 5%

216,097 佐賀県 小城市 出光牛津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,098 佐賀県 小城市 牛津店 小売業 食料品 5%

216,099 佐賀県 小城市 牛津バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,100 佐賀県 小城市 セブン－イレブン小城牛津店 小売業 食料品 2%

216,101 佐賀県 小城市 セブン－イレブン小城畑田店 小売業 食料品 2%

216,102 佐賀県 小城市 セブン－イレブン小城松尾店 小売業 食料品 2%

216,103 佐賀県 小城市 ルームデザインファクトリー 小売業 家具・調度品 5%

216,104 佐賀県 小城市 北島　小城店 小売業 食料品 5%

216,105 佐賀県 小城市 グッデイ　牛津店 小売業 その他小売 5%

216,106 佐賀県 小城市 セブン－イレブン佐賀小城中央店 小売業 食料品 2%

216,107 佐賀県 小城市 サンディア 小売業 衣料品 5%

216,108 佐賀県 小城市 ｈａｉｒ＆ｆａｃｅ　ＳＩＥＳＴＡ サービス 理容・美容業 5%

216,109 佐賀県 小城市 スーパーモリナガ牛津店 小売業 食料品 5%

216,110 佐賀県 小城市 スーパーモリナガ小城店 小売業 食料品 5%

216,111 佐賀県 小城市 住の江給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,112 佐賀県 小城市 生活彩家ひらまつ病院店 小売業 その他小売 2%

216,113 佐賀県 小城市 セルフ牛津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,114 佐賀県 小城市 セルフ小城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,115 佐賀県 小城市 センヤイチバ小城店 小売業 その他小売 5%

216,116 佐賀県 小城市 チヂイワ自動車工業 サービス その他サービス 5%

216,117 佐賀県 小城市 トヨタ部品福岡共販佐賀支社 サービス その他サービス 5%

216,118 佐賀県 小城市 乃市商店 小売業 食料品 5%

216,119 佐賀県 小城市 原田電気 小売業 電化製品 5%

216,120 佐賀県 小城市 美と癒しのサロンＭｏｔｈｅｒ サービス 理容・美容業 5%

216,121 佐賀県 小城市 フローリストはなさと 小売業 その他小売 5%

216,122 佐賀県 小城市 へあーくらぶ髪や サービス 理容・美容業 5%

216,123 佐賀県 小城市 三日月ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,124 佐賀県 小城市 セブン－イレブン三日月織島店 小売業 食料品 2%

216,125 佐賀県 小城市 セブン－イレブン三日月樋口店 小売業 食料品 2%

216,126 佐賀県 小城市 セブン－イレブン三日月堀江店 小売業 食料品 2%

216,127 佐賀県 小城市 セブン－イレブン三日月三ヶ島店 小売業 食料品 2%

216,128 佐賀県 小城市 水田羊羮本舗（高原店） 小売業 食料品 5%

216,129 佐賀県 小城市 村岡屋　芦刈店 小売業 食料品 5%

216,130 佐賀県 小城市 村岡屋　牛津店 小売業 食料品 5%

216,131 佐賀県 小城市 麺工房こうき　小城店 サービス 飲食業 5%

216,132 佐賀県 小城市 株式会社安永 サービス その他サービス 5%
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216,133 佐賀県 小城市 八頭司伝吉　寺浦店 小売業 食料品 5%

216,134 佐賀県 小城市 八頭司伝吉本舗 小売業 食料品 5%

216,135 佐賀県 小城市 ヤマダ電器 小売業 電化製品 5%

216,136 佐賀県 小城市 ヨコオ釣具　ヨコオ釣具 サービス 飲食業 5%

216,137 佐賀県 小城市 ＬＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

216,138 佐賀県 小城市 らん美容室 サービス 理容・美容業 5%

216,139 佐賀県 小城市 龍水園ホテル サービス 宿泊業 5%

216,140 佐賀県 小城市 渡島自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

216,141 佐賀県 鹿島市 赤門堂 小売業 食料品 5%

216,142 佐賀県 鹿島市 油屋支店 小売業 その他小売 5%

216,143 佐賀県 鹿島市 いいね工房 サービス その他サービス 5%

216,144 佐賀県 鹿島市 居酒屋　わらべ サービス 飲食業 5%

216,145 佐賀県 鹿島市 出光鹿島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,146 佐賀県 鹿島市 鹿島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,147 佐賀県 鹿島市 鹿島駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,148 佐賀県 鹿島市 鹿島第二　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,149 佐賀県 鹿島市 鹿島店 小売業 食料品 5%

216,150 佐賀県 鹿島市 セブン－イレブン鹿島中村店 小売業 食料品 2%

216,151 佐賀県 鹿島市 鹿島西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,152 佐賀県 鹿島市 セブンーイレブン鹿島西牟田店 小売業 食料品 2%

216,153 佐賀県 鹿島市 セブン－イレブン鹿島農協前店 小売業 食料品 2%

216,154 佐賀県 鹿島市 セブン－イレブン鹿島森店 小売業 食料品 2%

216,155 佐賀県 鹿島市 セブン－イレブン鹿島祐徳稲荷前店 小売業 食料品 2%

216,156 佐賀県 鹿島市 かっとはうすおかもと サービス 理容・美容業 5%

216,157 佐賀県 鹿島市 割烹中央 サービス 飲食業 5%

216,158 佐賀県 鹿島市 株式会社　松本自動車工業　本社 サービス その他サービス 5%

216,159 佐賀県 鹿島市 クリーニング毎日屋 サービス その他サービス 5%

216,160 佐賀県 鹿島市 ゲストハウスまる サービス 宿泊業 5%

216,161 佐賀県 鹿島市 ＣＯＭＭＥ　ＣＡ　ＩＳＭ　鹿島ピオ店 小売業 衣料品 5%

216,162 佐賀県 鹿島市 ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　Ｍ　ｓ　鹿島スカイロード店 小売業 衣料品 5%

216,163 佐賀県 鹿島市 コンビニピオ 小売業 その他小売 5%

216,164 佐賀県 鹿島市 佐賀トヨペット鹿島店 小売業 その他小売 5%

216,165 佐賀県 鹿島市 さくら屋 小売業 食料品 5%

216,166 佐賀県 鹿島市 Ｓａｌｏｎ　ｍｏｄｅ　鹿島本店 小売業 衣料品 5%

216,167 佐賀県 鹿島市 シモン鹿島店 小売業 衣料品 5%

216,168 佐賀県 鹿島市 スーパーモリナガ鹿島店 小売業 食料品 5%

216,169 佐賀県 鹿島市 Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　鹿島スカイロード店 小売業 衣料品 5%

216,170 佐賀県 鹿島市 セレブキャット サービス その他サービス 5%

216,171 佐賀県 鹿島市 立花屋 サービス 飲食業 5%

216,172 佐賀県 鹿島市 ＴＷＯ　ＰＬＹ　ＹＡＲＮ 小売業 衣料品 5%

216,173 佐賀県 鹿島市 トヨタレンタリース佐賀鹿島店 サービス その他サービス 2%

216,174 佐賀県 鹿島市 八犬伝総本家 小売業 食料品 5%
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216,175 佐賀県 鹿島市 パナランド　のうどみ 小売業 電化製品 5%

216,176 佐賀県 鹿島市 馬場酒造場 小売業 食料品 5%

216,177 佐賀県 鹿島市 セブン－イレブン肥前鹿島駅前店 小売業 食料品 2%

216,178 佐賀県 鹿島市 セブン－イレブン肥前鹿島店 小売業 食料品 2%

216,179 佐賀県 鹿島市 セブン－イレブン肥前七浦店 小売業 食料品 2%

216,180 佐賀県 鹿島市 ＶＩＶＡ　ＭＯＤＥ　鹿島ピオ店 小売業 衣料品 5%

216,181 佐賀県 鹿島市 Ｂｅａｕｔｙ＆ＲｅｌａｘＦｅｌｉｃｅ サービス その他サービス 5%

216,182 佐賀県 鹿島市 ブティックまつや 小売業 衣料品 5%

216,183 佐賀県 鹿島市 ＦＬＡＧ　鹿島ピオ店 小売業 衣料品 5%

216,184 佐賀県 鹿島市 ホ－クオ－ト サービス その他サービス 5%

216,185 佐賀県 鹿島市 マクドナルド２０７佐賀鹿島店 サービス 飲食業 2%

216,186 佐賀県 鹿島市 まつや土産品店 小売業 家具・調度品 5%

216,187 佐賀県 鹿島市 三都屋 サービス 飲食業 5%

216,188 佐賀県 鹿島市 森田薬品 サービス その他サービス 5%

216,189 佐賀県 鹿島市 ＹＡＷＤ サービス 飲食業 5%

216,190 佐賀県 鹿島市 焼肉　遊心 サービス 飲食業 5%

216,191 佐賀県 鹿島市 柳屋 小売業 その他小売 5%

216,192 佐賀県 鹿島市 ＲＡＢＢ×ＧＡＧＡ サービス 飲食業 5%

216,193 佐賀県 鹿島市 ＬＡ　ＭＯＤＥ　鹿島ピオ店 小売業 衣料品 5%

216,194 佐賀県 鹿島市 和創ダイニング　一のえん サービス 飲食業 5%

216,195 佐賀県 唐津市 アイフレンドまいづるスリーナイン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

216,196 佐賀県 唐津市 愛文堂書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

216,197 佐賀県 唐津市 あさひドラッグ　朝日町店 小売業 その他小売 5%

216,198 佐賀県 唐津市 あさひドラッグキャロット浜玉店 小売業 その他小売 5%

216,199 佐賀県 唐津市 アサヒドラッグ西唐津店 小売業 その他小売 5%

216,200 佐賀県 唐津市 アサヒドラッグモリナガ店 小売業 その他小売 5%

216,201 佐賀県 唐津市 あさひドラッグ山本店 小売業 その他小売 5%

216,202 佐賀県 唐津市 味処　十六夜 サービス 飲食業 5%

216,203 佐賀県 唐津市 アトム電器呼子店　アトム電器呼子店 小売業 電化製品 5%

216,204 佐賀県 唐津市 荒谷酒店 小売業 食料品 5%

216,205 佐賀県 唐津市 居酒家しあわせの駅 サービス 飲食業 5%

216,206 佐賀県 唐津市 イチマル家具センター 小売業 家具・調度品 5%

216,207 佐賀県 唐津市 一天張 サービス 飲食業 5%

216,208 佐賀県 唐津市 井手ちゃんぽん 唐津店 サービス 飲食業 5%

216,209 佐賀県 唐津市 出光切木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,210 佐賀県 唐津市 出光町田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,211 佐賀県 唐津市 出光和多田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,212 佐賀県 唐津市 入野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,213 佐賀県 唐津市 ウッドレーベル 小売業 衣料品 5%

216,214 佐賀県 唐津市 上場亭唐津バイパス店 サービス 飲食業 5%

216,215 佐賀県 唐津市 上場亭本店 サービス 飲食業 5%

216,216 佐賀県 唐津市 エビスヤ 小売業 衣料品 5%
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216,217 佐賀県 唐津市 Ｅｎｊｏｙすえひろ　すえひろ神田店 小売業 衣料品 5%

216,218 佐賀県 唐津市 相知ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,219 佐賀県 唐津市 逢地菓子工房おが和 小売業 食料品 5%

216,220 佐賀県 唐津市 オートショップ　インプレッシブ サービス その他サービス 5%

216,221 佐賀県 唐津市 大原老舗　鏡店 小売業 その他小売 5%

216,222 佐賀県 唐津市 大原老舗　唐津駅店 小売業 その他小売 5%

216,223 佐賀県 唐津市 大原老舗　本店 小売業 その他小売 5%

216,224 佐賀県 唐津市 大原老舗　和多田店 小売業 その他小売 5%

216,225 佐賀県 唐津市 ＯＮＩＸ　虹松店 サービス その他サービス 5%

216,226 佐賀県 唐津市 ＯＮＩＸ　和多田店 サービス その他サービス 5%

216,227 佐賀県 唐津市 鬼塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,228 佐賀県 唐津市 尾ノ上Ｒｙｏｋａｎ サービス 宿泊業 5%

216,229 佐賀県 唐津市 御宿海舟 サービス 宿泊業 5%

216,230 佐賀県 唐津市 海舟 サービス 飲食業 5%

216,231 佐賀県 唐津市 菓子舗 池田屋 移動販売店 サービス その他サービス 5%

216,232 佐賀県 唐津市 割烹日浦屋 サービス 飲食業 5%

216,233 佐賀県 唐津市 カフェ　サンの森　ｃａｆｅサンの森 サービス 飲食業 5%

216,234 佐賀県 唐津市 ｃａｆｅ　Ｔｉｌｌｅｕｌ サービス 飲食業 5%

216,235 佐賀県 唐津市 株式会社　オレンジ　株式会社ＯＬＥＮＧＥ サービス その他サービス 5%

216,236 佐賀県 唐津市 株式会社ＯＬＥＮＧＥ サービス その他サービス 5%

216,237 佐賀県 唐津市 （株）萬坊唐津駅店 小売業 家具・調度品 5%

216,238 佐賀県 唐津市 上大江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,239 佐賀県 唐津市 唐津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,240 佐賀県 唐津市 唐津バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,241 佐賀県 唐津市 唐津網元の宿　汐湯凪の音 サービス 宿泊業 5%

216,242 佐賀県 唐津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ唐津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,243 佐賀県 唐津市 唐津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,244 佐賀県 唐津市 セブン－イレブン唐津幸多里の浜店 小売業 食料品 2%

216,245 佐賀県 唐津市 セブン－イレブン唐津栄町店 小売業 食料品 2%

216,246 佐賀県 唐津市 セブン－イレブン唐津佐志浜店 小売業 食料品 2%

216,247 佐賀県 唐津市 唐津自動車学校 サービス その他サービス 5%

216,248 佐賀県 唐津市 セブン－イレブン唐津双水店 小売業 食料品 2%

216,249 佐賀県 唐津市 唐津第一ホテル サービス 宿泊業 5%

216,250 佐賀県 唐津市 唐津第一ホテルリベール サービス 宿泊業 5%

216,251 佐賀県 唐津市 セブン－イレブン唐津田中店 小売業 食料品 2%

216,252 佐賀県 唐津市 セブン－イレブン唐津千々賀店 小売業 食料品 2%

216,253 佐賀県 唐津市 セブン－イレブン唐津中央店 小売業 食料品 2%

216,254 佐賀県 唐津市 セブン－イレブン唐津鎮西町打上店 小売業 食料品 2%

216,255 佐賀県 唐津市 セブン－イレブン唐津鎮西町加倉店 小売業 食料品 2%

216,256 佐賀県 唐津市 セブン－イレブン唐津鎮西町名護屋店 小売業 食料品 2%

216,257 佐賀県 唐津市 セブンーイレブン唐津徳須恵店 小売業 食料品 2%

216,258 佐賀県 唐津市 セブン－イレブン唐津中原店 小売業 食料品 2%
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216,259 佐賀県 唐津市 セブン－イレブン唐津二タ子３丁目店 小売業 食料品 2%

216,260 佐賀県 唐津市 唐津焼 小売業 その他小売 5%

216,261 佐賀県 唐津市 唐津焼（催事） 小売業 その他小売 5%

216,262 佐賀県 唐津市 セブン－イレブン唐津山本店 小売業 食料品 2%

216,263 佐賀県 唐津市 セブン－イレブン唐津和多田店 小売業 食料品 2%

216,264 佐賀県 唐津市 セブン－イレブン唐津和多田本村店 小売業 食料品 2%

216,265 佐賀県 唐津市 Ｇａｒａｇｅ Ｓｐｉｃｅ サービス その他サービス 5%

216,266 佐賀県 唐津市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋唐津バイパス店 サービス 飲食業 2%

216,267 佐賀県 唐津市 川島豆腐店 小売業 食料品 5%

216,268 佐賀県 唐津市 漢江園 サービス 飲食業 5%

216,269 佐賀県 唐津市 観光ホテル　大望閣 サービス 宿泊業 5%

216,270 佐賀県 唐津市 季節料理　ふじわら サービス 飲食業 5%

216,271 佐賀県 唐津市 北島　ＪＲ唐津駅店 小売業 食料品 5%

216,272 佐賀県 唐津市 北島富作商店 小売業 その他小売 5%

216,273 佐賀県 唐津市 喜兵衛 サービス 飲食業 5%

216,274 佐賀県 唐津市 グッデイ　唐津店 小売業 家具・調度品 5%

216,275 佐賀県 唐津市 くま電気商会 サービス その他サービス 5%

216,276 佐賀県 唐津市 グランポワール サービス 飲食業 5%

216,277 佐賀県 唐津市 久留米がすりのはぎお 小売業 衣料品 5%

216,278 佐賀県 唐津市 桑野電気商会 小売業 電化製品 5%

216,279 佐賀県 唐津市 燻や 小売業 食料品 5%

216,280 佐賀県 唐津市 Ｋｉｋｉー８３ サービス 飲食業 5%

216,281 佐賀県 唐津市 玄海活魚（株）お魚処玄海 サービス 飲食業 5%

216,282 佐賀県 唐津市 玄海肴処　旬風 サービス 飲食業 5%

216,283 佐賀県 唐津市 玄海ヤンマー　呼子営業所 サービス その他サービス 5%

216,284 佐賀県 唐津市 健太郎窯 サービス その他サービス 5%

216,285 佐賀県 唐津市 古賀米店 小売業 食料品 5%

216,286 佐賀県 唐津市 地?ここち サービス その他サービス 5%

216,287 佐賀県 唐津市 紺屋　つくも サービス 飲食業 5%

216,288 佐賀県 唐津市 佐賀トヨペット唐津店 小売業 その他小売 5%

216,289 佐賀県 唐津市 サキュレント 小売業 衣料品 5%

216,290 佐賀県 唐津市 ＳＡＫＵＲＡ サービス 飲食業 5%

216,291 佐賀県 唐津市 酒のナガタ 小売業 その他小売 5%

216,292 佐賀県 唐津市 笹舟 サービス 飲食業 5%

216,293 佐賀県 唐津市 指山商店　ヒノマル サービス 飲食業 5%

216,294 佐賀県 唐津市 サンタマキ 小売業 その他小売 5%

216,295 佐賀県 唐津市 ＪＡ唐津　うわば資材センター 小売業 その他小売 5%

216,296 佐賀県 唐津市 ＪＡ唐津　おうち資材センター 小売業 その他小売 5%

216,297 佐賀県 唐津市 ＪＡからつ　唐津うまかもん市場 小売業 食料品 5%

216,298 佐賀県 唐津市 ＪＡ唐津　唐津中央資材センター 小売業 その他小売 5%

216,299 佐賀県 唐津市 ＪＡ唐津　浜玉斎場 サービス その他サービス 5%

216,300 佐賀県 唐津市 ＪＡ唐津　はまたま資材センター 小売業 その他小売 5%
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216,301 佐賀県 唐津市 ＪＡ唐津　山本斎場 サービス その他サービス 5%

216,302 佐賀県 唐津市 ＪＡ唐津　旅行センター サービス その他サービス 5%

216,303 佐賀県 唐津市 塩鶴ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,304 佐賀県 唐津市 篠原三松堂 小売業 食料品 5%

216,305 佐賀県 唐津市 柴田電器商会 小売業 電化製品 5%

216,306 佐賀県 唐津市 ＣＩＭＯＮ唐津店 小売業 衣料品 5%

216,307 佐賀県 唐津市 シモンコベントガーデン 小売業 衣料品 5%

216,308 佐賀県 唐津市 シモンヌーベルバーグ 小売業 衣料品 5%

216,309 佐賀県 唐津市 ＪＯＯＫ サービス 飲食業 5%

216,310 佐賀県 唐津市 十字や サービス 飲食業 5%

216,311 佐賀県 唐津市 昭月堂二夕子店 小売業 食料品 5%

216,312 佐賀県 唐津市 昭月堂本店 小売業 食料品 5%

216,313 佐賀県 唐津市 城内ホテル サービス 宿泊業 5%

216,314 佐賀県 唐津市 新牛々庵 サービス 飲食業 5%

216,315 佐賀県 唐津市 シントウＡＶサービス 小売業 電化製品 5%

216,316 佐賀県 唐津市 酔虎寿し サービス 飲食業 5%

216,317 佐賀県 唐津市 スーパーモリナガ唐津店 小売業 食料品 5%

216,318 佐賀県 唐津市 ＳＵＺＵＴＡＮまいづるスリーナイン店 小売業 衣料品 5%

216,319 佐賀県 唐津市 スナック大愛 サービス その他サービス 5%

216,320 佐賀県 唐津市 炭火焼肉　丸福 サービス 飲食業 5%

216,321 佐賀県 唐津市 清力旅館 サービス 宿泊業 5%

216,322 佐賀県 唐津市 世界のインチキ堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

216,323 佐賀県 唐津市 セルフ岩野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,324 佐賀県 唐津市 セルフ栄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,325 佐賀県 唐津市 ソレイユ 小売業 食料品 5%

216,326 佐賀県 唐津市 ダーツ　バー　リトル東京　ダーツ　バー　リトル東京 サービス 飲食業 5%

216,327 佐賀県 唐津市 ダイニング善貴 サービス 飲食業 5%

216,328 佐賀県 唐津市 たか寿司 サービス 飲食業 5%

216,329 佐賀県 唐津市 瀧下輪業商会 サービス その他サービス 5%

216,330 佐賀県 唐津市 たけぞう サービス 飲食業 5%

216,331 佐賀県 唐津市 町田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,332 佐賀県 唐津市 ツバメガス　佐賀唐津事務所 小売業 その他小売 5%

216,333 佐賀県 唐津市 Ｔｅａ　Ｓｐａｃｅ　基幸庵 サービス 飲食業 5%

216,334 佐賀県 唐津市 Ｔｅａ　＆　Ｓｐａｃｅ　基幸庵 サービス 飲食業 5%

216,335 佐賀県 唐津市 ティユール サービス 飲食業 5%

216,336 佐賀県 唐津市 陶工房サン サービス その他サービス 5%

216,337 佐賀県 唐津市 徳須恵ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,338 佐賀県 唐津市 ＴｏｔａｌＳａｌｏｎｆｌｏｗ サービス 理容・美容業 5%

216,339 佐賀県 唐津市 トヨタレンタリース佐賀唐津駅通り店 サービス その他サービス 2%

216,340 佐賀県 唐津市 トヨタレンタリース佐賀唐津和多田店 サービス その他サービス 2%

216,341 佐賀県 唐津市 中里太郎右衛門陶房 小売業 家具・調度品 5%

216,342 佐賀県 唐津市 中野陶痴窯 サービス その他サービス 5%
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216,343 佐賀県 唐津市 長部田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,344 佐賀県 唐津市 中村スタジオ サービス その他サービス 5%

216,345 佐賀県 唐津市 渚館きむら サービス 宿泊業 5%

216,346 佐賀県 唐津市 西唐津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,347 佐賀県 唐津市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ西唐津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,348 佐賀県 唐津市 セブン－イレブン西唐津２丁目店 小売業 食料品 2%

216,349 佐賀県 唐津市 西沢金物 小売業 その他小売 5%

216,350 佐賀県 唐津市 株式会社　西沢本店　唐津店 小売業 食料品 5%

216,351 佐賀県 唐津市 虹の松原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,352 佐賀県 唐津市 ヌ－ベルバ－グ 小売業 衣料品 5%

216,353 佐賀県 唐津市 ＢａｒｂｅｒｓｈｏｐＳＨＩＯＭＩ　Ｂａｒｂｅｒｓｈｏｐ　ＳＨＩＯＭＩ サービス 理容・美容業 5%

216,354 佐賀県 唐津市 博多麺王 唐津 サービス 飲食業 5%

216,355 佐賀県 唐津市 パナパナカズタ 小売業 電化製品 5%

216,356 佐賀県 唐津市 パナパナミタカ 小売業 電化製品 5%

216,357 佐賀県 唐津市 はなまい 小売業 その他小売 5%

216,358 佐賀県 唐津市 はなや 花恋 小売業 その他小売 5%

216,359 佐賀県 唐津市 はなや花恋 小売業 その他小売 5%

216,360 佐賀県 唐津市 パナランド中小田電器 小売業 電化製品 5%

216,361 佐賀県 唐津市 はらだ釣具 小売業 その他小売 5%

216,362 佐賀県 唐津市 ｐａｌｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

216,363 佐賀県 唐津市 セブン－イレブン東唐津駅前店 小売業 食料品 2%

216,364 佐賀県 唐津市 ビジネスホテル　宙 サービス 宿泊業 5%

216,365 佐賀県 唐津市 ｐｉｚｚｅｒｉａｍｉｌａｎｏ サービス 飲食業 5%

216,366 佐賀県 唐津市 Ｖ．Ｉ．Ｐ　ＯＮＩＸ サービス その他サービス 5%

216,367 佐賀県 唐津市 ひまわり久里橋店 小売業 食料品 5%

216,368 佐賀県 唐津市 ビューティーサロン　ウィンク サービス 理容・美容業 5%

216,369 佐賀県 唐津市 美容ピュア唐津店 サービス 理容・美容業 5%

216,370 佐賀県 唐津市 ヒラクト株式会社 サービス その他サービス 5%

216,371 佐賀県 唐津市 ひら田 サービス 飲食業 5%

216,372 佐賀県 唐津市 びんつけや茶舗 小売業 食料品 5%

216,373 佐賀県 唐津市 ＦＩＬＥ 小売業 衣料品 5%

216,374 佐賀県 唐津市 ファッションハウス彩　唐津店 小売業 衣料品 5%

216,375 佐賀県 唐津市 ファッションハウス彩　大名小路店 小売業 衣料品 5%

216,376 佐賀県 唐津市 ｆｅｅｌ サービス 飲食業 5%

216,377 佐賀県 唐津市 フォティーキャロット 小売業 衣料品 5%

216,378 佐賀県 唐津市 福岡金文堂イオン唐津店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

216,379 佐賀県 唐津市 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

216,380 佐賀県 唐津市 福祉タクシーさくら サービス 運輸業 5%

216,381 佐賀県 唐津市 藤川蒲鉾 小売業 食料品 5%

216,382 佐賀県 唐津市 ブティック　シモン 小売業 衣料品 5%

216,383 佐賀県 唐津市 フリースペース唐津店 サービス 飲食業 5%

216,384 佐賀県 唐津市 ＢｌｕｅｉｎＧｒｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%
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216,385 佐賀県 唐津市 文具のナカシマ 唐津店 小売業 その他小売 5%

216,386 佐賀県 唐津市 ヘアーサロンマキ ヘアーサロン サービス 理容・美容業 5%

216,387 佐賀県 唐津市 ヘアーズ・ファン サービス 理容・美容業 5%

216,388 佐賀県 唐津市 ベルナチュール 小売業 その他小売 5%

216,389 佐賀県 唐津市 宝石時計　モンデン 小売業 貴金属・服飾品 5%

216,390 佐賀県 唐津市 ＨｏｌｙＭｏｌｙＣｏｍｐａｎｙ サービス その他サービス 5%

216,391 佐賀県 唐津市 星賀給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,392 佐賀県 唐津市 ホテル　宙 サービス 宿泊業 5%

216,393 佐賀県 唐津市 ポプラドリームピット店 小売業 その他小売 2%

216,394 佐賀県 唐津市 まいづるＣＡＲＲＯＴ西唐津店 小売業 食料品 5%

216,395 佐賀県 唐津市 まいづるＣＡＲＲＯＴ浜玉店 小売業 食料品 5%

216,396 佐賀県 唐津市 まいづるコスモス呼子店 小売業 衣料品 5%

216,397 佐賀県 唐津市 まいづるスリーナイン店 小売業 食料品 5%

216,398 佐賀県 唐津市 まいづる９相知店 小売業 食料品 5%

216,399 佐賀県 唐津市 まいづる９鏡店 小売業 食料品 5%

216,400 佐賀県 唐津市 まいづる９鎮西店 小売業 食料品 5%

216,401 佐賀県 唐津市 まいづる９肥前店 小売業 食料品 5%

216,402 佐賀県 唐津市 まいづる９山本店 小売業 食料品 5%

216,403 佐賀県 唐津市 まいづる９呼子店 小売業 食料品 5%

216,404 佐賀県 唐津市 まいづる本店ショッピングプラザ 小売業 食料品 5%

216,405 佐賀県 唐津市 前田陶器 小売業 その他小売 5%

216,406 佐賀県 唐津市 マキ電器 小売業 電化製品 5%

216,407 佐賀県 唐津市 マクドナルド２０２唐津店 サービス 飲食業 2%

216,408 佐賀県 唐津市 ［ＨＣ］マスターズ清水電器 小売業 電化製品 5%

216,409 佐賀県 唐津市 ＭＡＴＳＵＮＡＧＡ 小売業 衣料品 5%

216,410 佐賀県 唐津市 松本興機（有） サービス その他サービス 5%

216,411 佐賀県 唐津市 ママイクコ 小売業 衣料品 5%

216,412 佐賀県 唐津市 萬坊 サービス 飲食業 5%

216,413 佐賀県 唐津市 宝石　時計　メガネ　ミズタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

216,414 佐賀県 唐津市 水田時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

216,415 佐賀県 唐津市 水野旅館 サービス 宿泊業 5%

216,416 佐賀県 唐津市 ミセスファッション　ミヤザキ 小売業 衣料品 5%

216,417 佐賀県 唐津市 道の駅桃山天下市　物産館 小売業 食料品 5%

216,418 佐賀県 唐津市 ミネデンキ 小売業 電化製品 5%

216,419 佐賀県 唐津市 牟田金銀細工所 サービス その他サービス 5%

216,420 佐賀県 唐津市 明林堂書店　唐津店 小売業 その他小売 5%

216,421 佐賀県 唐津市 メガネ・補聴器のモンデン 小売業 その他小売 5%

216,422 佐賀県 唐津市 焼きとり倶楽部いなかもん サービス 飲食業 5%

216,423 佐賀県 唐津市 焼鳥大海 サービス 飲食業 5%

216,424 佐賀県 唐津市 やき鳥たけちゃん サービス 飲食業 5%

216,425 佐賀県 唐津市 焼肉牛丸 サービス 飲食業 5%

216,426 佐賀県 唐津市 焼肉御膳　蓮 サービス 飲食業 5%
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216,427 佐賀県 唐津市 山下種苗店 小売業 その他小売 5%

216,428 佐賀県 唐津市 有限会社園芸の市川 小売業 その他小売 5%

216,429 佐賀県 唐津市 （有）西部部品 小売業 家具・調度品 5%

216,430 佐賀県 唐津市 （有）大望閣 サービス 宿泊業 5%

216,431 佐賀県 唐津市 有限会社タクノ 小売業 その他小売 5%

216,432 佐賀県 唐津市 有限会社浜田自動車 サービス その他サービス 5%

216,433 佐賀県 唐津市 吉田餅屋　吉田餅屋 小売業 食料品 5%

216,434 佐賀県 唐津市 吉田餅屋　吉田餅屋 小売業 食料品 5%

216,435 佐賀県 唐津市 吉村商店 小売業 食料品 5%

216,436 佐賀県 唐津市 呼子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,437 佐賀県 唐津市 らんまん サービス 飲食業 5%

216,438 佐賀県 唐津市 Ｒｅｓｕａｌ サービス 理容・美容業 5%

216,439 佐賀県 唐津市 リトルシアター唐津店 小売業 衣料品 5%

216,440 佐賀県 唐津市 旅館　金丸 サービス 宿泊業 5%

216,441 佐賀県 唐津市 旅館洋々閣 サービス 宿泊業 5%

216,442 佐賀県 唐津市 ル・ラピス 小売業 その他小売 5%

216,443 佐賀県 唐津市 レストランパレッタ サービス 飲食業 5%

216,444 佐賀県 唐津市 檸檬樹 サービス 飲食業 5%

216,445 佐賀県 唐津市 Ｙ’ｓ　ＶｉＶｉ サービス 飲食業 5%

216,446 佐賀県 神埼市 出光千代田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,447 佐賀県 神埼市 ｅｃｏｂｉｔｏ 小売業 食料品 5%

216,448 佐賀県 神埼市 オブチ電気商会 小売業 電化製品 5%

216,449 佐賀県 神埼市 有限会社雅叙苑 小売業 食料品 5%

216,450 佐賀県 神埼市 ［ＨＣ］（株）広瀬百貨電気部アニー店 小売業 電化製品 5%

216,451 佐賀県 神埼市 カラーハウス　鈑金工場 サービス その他サービス 5%

216,452 佐賀県 神埼市 セブン－イレブン神埼飯町店 小売業 食料品 2%

216,453 佐賀県 神埼市 神埼ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,454 佐賀県 神埼市 セブン－イレブン神埼市役所前店 小売業 食料品 2%

216,455 佐賀県 神埼市 セブン－イレブン神埼日の隈店 小売業 食料品 2%

216,456 佐賀県 神埼市 セブン－イレブン神埼町姉川店 小売業 食料品 2%

216,457 佐賀県 神埼市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ佐賀神埼店 小売業 その他小売 5%

216,458 佐賀県 神埼市 セブン－イレブン佐賀千代田町迎島店 小売業 食料品 2%

216,459 佐賀県 神埼市 サピエ 小売業 その他小売 5%

216,460 佐賀県 神埼市 シューズ バッグ さとう シューズ バッグ さとう 小売業 その他小売 5%

216,461 佐賀県 神埼市 ジョイックスタクシー サービス 運輸業 5%

216,462 佐賀県 神埼市 そぞろ歩き サービス 運輸業 5%

216,463 佐賀県 神埼市 ｗ．ｓｔｙｌｅ 小売業 衣料品 5%

216,464 佐賀県 神埼市 千代田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,465 佐賀県 神埼市 セブン－イレブン千代田嘉納店 小売業 食料品 2%

216,466 佐賀県 神埼市 なすカイロプラクティック院 サービス 理容・美容業 5%

216,467 佐賀県 神埼市 ニューきたばる 小売業 食料品 5%

216,468 佐賀県 神埼市 パナランド　マツオ 小売業 電化製品 5%
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216,469 佐賀県 神埼市 日の隈窯 サービス その他サービス 5%

216,470 佐賀県 神埼市 美容室くる?る サービス 理容・美容業 5%

216,471 佐賀県 神埼市 フヂヤスポーツ 小売業 その他小売 5%

216,472 佐賀県 神埼市 Ｆｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

216,473 佐賀県 神埼市 村岡屋　神埼店 小売業 食料品 5%

216,474 佐賀県 神埼市 村岡屋　千代田店 小売業 食料品 5%

216,475 佐賀県 神埼市 メルボメンズウエアー株式会社　九州 小売業 衣料品 5%

216,476 佐賀県 神埼市 モルサ 小売業 衣料品 5%

216,477 佐賀県 神埼市 有限会社勝武堂神埼店 小売業 その他小売 5%

216,478 佐賀県 神埼市 理容ヨシオカ サービス 理容・美容業 5%

216,479 佐賀県 基山町 アルベリー壽 小売業 食料品 5%

216,480 佐賀県 基山町 市場バリュー・サンエー 小売業 食料品 5%

216,481 佐賀県 基山町 一福 サービス 飲食業 5%

216,482 佐賀県 基山町 イデックス基山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,483 佐賀県 基山町 大賀薬局　基山店 小売業 その他小売 5%

216,484 佐賀県 基山町 株式会社平安堂 小売業 その他小売 5%

216,485 佐賀県 基山町 セブン－イレブン基山けやき通り店 小売業 食料品 2%

216,486 佐賀県 基山町 基山ドライビングスクール サービス その他サービス 5%

216,487 佐賀県 基山町 グッディ　基山弥生が丘店 小売業 その他小売 5%

216,488 佐賀県 基山町 酒ブティック丸久 小売業 食料品 5%

216,489 佐賀県 基山町 総合アニメショップ赤い熊さん 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

216,490 佐賀県 基山町 惣菜の蔵　ふきのとう 小売業 食料品 5%

216,491 佐賀県 基山町 ＪＭ／宝屋時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

216,492 佐賀県 基山町 ＴＩＰＳ ＨＯＳＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

216,493 佐賀県 基山町 中願寺ギヤエム商会 小売業 その他小売 5%

216,494 佐賀県 基山町 トビマツ自動車 サービス その他サービス 5%

216,495 佐賀県 基山町 ＢＥＥＬＩＮＥ筑紫野基山店 小売業 その他小売 5%

216,496 佐賀県 基山町 美容室シルエット サービス 理容・美容業 5%

216,497 佐賀県 基山町 プラザワン 小売業 電化製品 5%

216,498 佐賀県 基山町 本格炭火焼　ひだね　基山店 サービス 飲食業 5%

216,499 佐賀県 基山町 松尾クリーニング サービス その他サービス 5%

216,500 佐賀県 基山町 丸久酒店 小売業 その他小売 5%

216,501 佐賀県 基山町 ユーデン基山店 小売業 電化製品 5%

216,502 佐賀県 基山町 理容ウエムラ サービス 理容・美容業 5%

216,503 佐賀県 基山町 ＬｕｎａＲｉｎａｓｃｅｎｔｅ サービス 理容・美容業 5%

216,504 佐賀県 基山町 レディースアミ 小売業 衣料品 5%

216,505 佐賀県 玄海町 炭火焼肉　丸福　焼肉とお食事の店　丸福 サービス 飲食業 5%

216,506 佐賀県 玄海町 ファミリーショップやまぐち 小売業 その他小売 5%

216,507 佐賀県 玄海町 まいづる９玄海店 小売業 食料品 5%

216,508 佐賀県 江北町 Ｈ・ＫＰＲＯＪＥＣＴ サービス その他サービス 5%

216,509 佐賀県 江北町 ダイニングいけがみ サービス 飲食業 5%

216,510 佐賀県 江北町 Ｄｏｗｎｅｙ 小売業 その他小売 5%
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216,511 佐賀県 江北町 バラ美容室 サービス 理容・美容業 5%

216,512 佐賀県 江北町 ブティック　いけがみ 小売業 衣料品 5%

216,513 佐賀県 江北町 ブティックいけがみ 小売業 衣料品 5%

216,514 佐賀県 江北町 ブティック　いけがみ 小売業 衣料品 5%

216,515 佐賀県 江北町 ホット　ガレージ サービス その他サービス 5%

216,516 佐賀県 江北町 里麻　江北店 小売業 衣料品 5%

216,517 佐賀県 佐賀市 ＩＫ　Ｉｔａｌｉａ サービス 飲食業 5%

216,518 佐賀県 佐賀市 アイボックス佐賀南店 サービス 飲食業 5%

216,519 佐賀県 佐賀市 アウトドアショップ　ベースキャンプ 小売業 その他小売 5%

216,520 佐賀県 佐賀市 ａｖｅｎｉｒ サービス 理容・美容業 5%

216,521 佐賀県 佐賀市 逢宇楽 サービス 飲食業 5%

216,522 佐賀県 佐賀市 ａｋａｎｅｉｒｏ 小売業 食料品 5%

216,523 佐賀県 佐賀市 ＡＣＴ?ＨＡＩＲ　ＡＣＴ?ＨＡＩＲ　アクトヘアー サービス その他サービス 5%

216,524 佐賀県 佐賀市 ａｋｏｂｅａｕｔｙｓｔｕｄｉｏミックＣＰ光 サービス 理容・美容業 5%

216,525 佐賀県 佐賀市 浅川家具　諸富営業所 小売業 家具・調度品 5%

216,526 佐賀県 佐賀市 飛鳥工房 小売業 その他小売 5%

216,527 佐賀県 佐賀市 アーツヘアー　サウス店 サービス 理容・美容業 5%

216,528 佐賀県 佐賀市 アーツヘアー　夢咲店 サービス 理容・美容業 5%

216,529 佐賀県 佐賀市 ａｍａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

216,530 佐賀県 佐賀市 ＡＲＡＣＵ　ＪＡＰＡＮ サービス 飲食業 5%

216,531 佐賀県 佐賀市 あら玉　とんかつ　あら玉 サービス 飲食業 5%

216,532 佐賀県 佐賀市 有明海苔株式会社 小売業 食料品 5%

216,533 佐賀県 佐賀市 アルバ美容室　アルバ美容室 サービス 理容・美容業 5%

216,534 佐賀県 佐賀市 あんしんペットメモリー サービス その他サービス 5%

216,535 佐賀県 佐賀市 アンナの贈り物 サービス 飲食業 5%

216,536 佐賀県 佐賀市 ａｎ　ｍｉｎｉ　ｐｈｏｔｏ サービス その他サービス 5%

216,537 佐賀県 佐賀市 イールコネクト 小売業 電化製品 5%

216,538 佐賀県 佐賀市 池田タクシー 本社 サービス 運輸業 5%

216,539 佐賀県 佐賀市 イシマル電器 小売業 電化製品 5%

216,540 佐賀県 佐賀市 石丸文行堂　佐賀店 小売業 その他小売 5%

216,541 佐賀県 佐賀市 医大前グリーンホテル サービス 宿泊業 5%

216,542 佐賀県 佐賀市 出光佐賀中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,543 佐賀県 佐賀市 出光セルフ佐賀北川副SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,544 佐賀県 佐賀市 出光螢川橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,545 佐賀県 佐賀市 出光諸富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,546 佐賀県 佐賀市 出光八戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,547 佐賀県 佐賀市 イマジンフェイス 小売業 衣料品 5%

216,548 佐賀県 佐賀市 癒しの部屋ｆｒａｉｓ サービス その他サービス 5%

216,549 佐賀県 佐賀市 癒心謝ｉｎ整体院 サービス その他サービス 5%

216,550 佐賀県 佐賀市 ＩＬＳＯＲＲＩＳＯ サービス 飲食業 5%

216,551 佐賀県 佐賀市 イルソリッソ サービス 飲食業 5%

216,552 佐賀県 佐賀市 Ｉｎ Ｔｈｅｉｒ Ｎａｔｕｒａｌ サービス その他サービス 5%

5158



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

216,553 佐賀県 佐賀市 ウエディングスタイル　アジュール サービス その他サービス 5%

216,554 佐賀県 佐賀市 うえの電器 小売業 電化製品 5%

216,555 佐賀県 佐賀市 ヴェンティウノ　ゆめタウン佐賀店 小売業 衣料品 5%

216,556 佐賀県 佐賀市 うれしの金賞堂 うれしの金賞堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

216,557 佐賀県 佐賀市 江頭エーザイ　諸富店 小売業 その他小売 5%

216,558 佐賀県 佐賀市 エグチ建装 サービス その他サービス 5%

216,559 佐賀県 佐賀市 エステサロントム サービス 理容・美容業 5%

216,560 佐賀県 佐賀市 エリカ健康道場　エリカ健康道場 小売業 その他小売 5%

216,561 佐賀県 佐賀市 扇町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,562 佐賀県 佐賀市 欧風カレー白山舎 サービス 飲食業 5%

216,563 佐賀県 佐賀市 大原老舗　佐賀駅店 小売業 食料品 5%

216,564 佐賀県 佐賀市 大原老舗　佐賀本店 小売業 食料品 5%

216,565 佐賀県 佐賀市 おかざき動物病院 サービス その他サービス 5%

216,566 佐賀県 佐賀市 お宿　夢千鳥 サービス 宿泊業 5%

216,567 佐賀県 佐賀市 オリックスレンタカー佐賀駅前店 サービス その他サービス 2%

216,568 佐賀県 佐賀市 カークリエイトフチノ サービス その他サービス 5%

216,569 佐賀県 佐賀市 海鮮居酒屋海源 サービス 飲食業 5%

216,570 佐賀県 佐賀市 カイロプラクティックオフィス和光 サービス その他サービス 5%

216,571 佐賀県 佐賀市 カイロプラクティックオフィス和光 サービス その他サービス 5%

216,572 佐賀県 佐賀市 家具スペースこころ 小売業 家具・調度品 5%

216,573 佐賀県 佐賀市 鶴霊泉 サービス 宿泊業 5%

216,574 佐賀県 佐賀市 カッツカンパニー　兵庫店 サービス 理容・美容業 5%

216,575 佐賀県 佐賀市 カットショップスカット サービス 理容・美容業 5%

216,576 佐賀県 佐賀市 カットショップスカット サービス 理容・美容業 5%

216,577 佐賀県 佐賀市 割烹津田屋 サービス 飲食業 5%

216,578 佐賀県 佐賀市 加藤電気商会 小売業 電化製品 5%

216,579 佐賀県 佐賀市 ＣａｆｅＴｏｍｉｔａ サービス 飲食業 5%

216,580 佐賀県 佐賀市 株式会社　前田海苔 小売業 食料品 5%

216,581 佐賀県 佐賀市 株式会社ＮＫサービス サービス その他サービス 5%

216,582 佐賀県 佐賀市 （株）カートラスト サービス その他サービス 5%

216,583 佐賀県 佐賀市 株式会社　中央楽器本店 小売業 その他小売 5%

216,584 佐賀県 佐賀市 株式会社 永田 インテリア 永田 小売業 その他小売 5%

216,585 佐賀県 佐賀市 株式会社ＭＡＲＳ サービス 飲食業 5%

216,586 佐賀県 佐賀市 株式会社松本自動車工業　佐賀工場 サービス その他サービス 5%

216,587 佐賀県 佐賀市 カラーハウス　自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

216,588 佐賀県 佐賀市 カラオケ　セントラルパーク サービス その他サービス 5%

216,589 佐賀県 佐賀市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋佐賀大和バイパス店 サービス 飲食業 2%

216,590 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン川副鹿江店 小売業 食料品 2%

216,591 佐賀県 佐賀市 川副給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,592 佐賀県 佐賀市 川副ブラザー販売 小売業 電化製品 5%

216,593 佐賀県 佐賀市 川副ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,594 佐賀県 佐賀市 北島　アルタ開成店 小売業 食料品 5%
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216,595 佐賀県 佐賀市 北島　木原店 小売業 食料品 5%

216,596 佐賀県 佐賀市 北島　催事販売 小売業 食料品 5%

216,597 佐賀県 佐賀市 北島　佐賀駅北口店 小売業 食料品 5%

216,598 佐賀県 佐賀市 北島　ＪＲ佐賀駅店 小売業 食料品 5%

216,599 佐賀県 佐賀市 北島　佐賀西店 小売業 食料品 5%

216,600 佐賀県 佐賀市 北島　佐賀東店 小売業 食料品 5%

216,601 佐賀県 佐賀市 木下デンキ 小売業 電化製品 5%

216,602 佐賀県 佐賀市 木村カバン店 ＡＬＴＨＯＲＰ 佐賀店 小売業 その他小売 5%

216,603 佐賀県 佐賀市 Ｋｉｍｏｎｏ風椿 小売業 衣料品 5%

216,604 佐賀県 佐賀市 キャピックサガ サービス その他サービス 5%

216,605 佐賀県 佐賀市 ぎょぅざ屋 サービス 飲食業 5%

216,606 佐賀県 佐賀市 玉文堂 サービス その他サービス 5%

216,607 佐賀県 佐賀市 きんぎょ屋　丸幸 小売業 その他小売 5%

216,608 佐賀県 佐賀市 Ｋｉｎｇ　Ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

216,609 佐賀県 佐賀市 筋膜リリース整体院　喜楽 サービス その他サービス 5%

216,610 佐賀県 佐賀市 金立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,611 佐賀県 佐賀市 食想市場　元気じるし サービス 飲食業 5%

216,612 佐賀県 佐賀市 串屋くうてん サービス 飲食業 5%

216,613 佐賀県 佐賀市 クスリのくましろ 小売業 その他小売 5%

216,614 佐賀県 佐賀市 グッディ　佐賀本庄店 小売業 家具・調度品 5%

216,615 佐賀県 佐賀市 久保泉給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,616 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン久保田新田店 小売業 食料品 2%

216,617 佐賀県 佐賀市 神代薬局 小売業 その他小売 5%

216,618 佐賀県 佐賀市 神代薬局　木原店 小売業 その他小売 5%

216,619 佐賀県 佐賀市 神代薬局　黒川店 小売業 その他小売 5%

216,620 佐賀県 佐賀市 神代薬局　神野東店 小売業 その他小売 5%

216,621 佐賀県 佐賀市 神代薬局　本庄店 小売業 その他小売 5%

216,622 佐賀県 佐賀市 神代薬局　大和店 小売業 その他小売 5%

216,623 佐賀県 佐賀市 クライミングスポットインパクト サービス 理容・美容業 5%

216,624 佐賀県 佐賀市 くらくら サービス 飲食業 5%

216,625 佐賀県 佐賀市 倉重電機 小売業 電化製品 5%

216,626 佐賀県 佐賀市 暮らしセレクトショップ　ＤＩＮＥＴＴＥ 小売業 その他小売 5%

216,627 佐賀県 佐賀市 Ｃｌａｓｓ サービス 理容・美容業 5%

216,628 佐賀県 佐賀市 グランド工房　佐賀店 小売業 その他小売 5%

216,629 佐賀県 佐賀市 グリージェ 小売業 衣料品 5%

216,630 佐賀県 佐賀市 （株）クリスタルネイル　イオンモール佐賀大和店 サービス その他サービス 5%

216,631 佐賀県 佐賀市 栗田電器 小売業 電化製品 5%

216,632 佐賀県 佐賀市 （有）栗林米穀 小売業 食料品 5%

216,633 佐賀県 佐賀市 ゲストハウスＨＡＧＡＫＵＲＥ サービス 宿泊業 5%

216,634 佐賀県 佐賀市 コイケスポーツ 小売業 その他小売 5%

216,635 佐賀県 佐賀市 ｋｏｉｃｈｉ　ｋｏｉｃｈｉ 小売業 衣料品 5%

216,636 佐賀県 佐賀市 コクピット佐賀　Ｓ－２ 小売業 その他小売 2%
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216,637 佐賀県 佐賀市 国立佐賀病院売店 小売業 その他小売 5%

216,638 佐賀県 佐賀市 ＣＯＣＯ壱番屋佐賀南部バイパス店 サービス 飲食業 2%

216,639 佐賀県 佐賀市 個人　堤タクシー サービス 運輸業 5%

216,640 佐賀県 佐賀市 個人横尾タクシー サービス 運輸業 5%

216,641 佐賀県 佐賀市 ＣｏｔｔａｇｅＵｒｅｓｇｉｎｏ サービス その他サービス 5%

216,642 佐賀県 佐賀市 コノシェンテ　２ 小売業 衣料品 5%

216,643 佐賀県 佐賀市 木もれ日 サービス その他サービス 5%

216,644 佐賀県 佐賀市 古湯温泉　扇屋 サービス 宿泊業 5%

216,645 佐賀県 佐賀市 サージュ 小売業 衣料品 5%

216,646 佐賀県 佐賀市 サイクルセンター七田　サイクルセンター七田 小売業 その他小売 5%

216,647 佐賀県 佐賀市 サウンドエンタープライズ サービス その他サービス 5%

216,648 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀駅前中央２丁目店 小売業 食料品 2%

216,649 佐賀県 佐賀市 佐賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,650 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀大財３丁目店 小売業 食料品 2%

216,651 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀大財２丁目店 小売業 食料品 2%

216,652 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀開成５丁目店 小売業 食料品 2%

216,653 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀川久保店 小売業 食料品 2%

216,654 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀北川副江上店 小売業 食料品 2%

216,655 佐賀県 佐賀市 佐賀牛焼肉　松蔵 サービス 飲食業 5%

216,656 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀金立町店 小売業 食料品 2%

216,657 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀久保田店 小売業 食料品 2%

216,658 佐賀県 佐賀市 佐賀県ヤクルト販売株式会社 サービス その他サービス 5%

216,659 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀神野西４丁目店 小売業 食料品 2%

216,660 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀巨勢店 小売業 食料品 2%

216,661 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀城内２丁目店 小売業 食料品 2%

216,662 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀新栄東１丁目店 小売業 食料品 2%

216,663 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀新郷本町店 小売業 食料品 2%

216,664 佐賀県 佐賀市 ＳＡＧＡ　ＳＴＯＲＹ 小売業 食料品 5%

216,665 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀成章町店 小売業 食料品 2%

216,666 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀高木瀬東５丁目店 小売業 食料品 2%

216,667 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀高木瀬町長瀬店 小売業 食料品 2%

216,668 佐賀県 佐賀市 佐賀玉屋 小売業 その他小売 5%

216,669 佐賀県 佐賀市 佐賀玉屋　催事 小売業 その他小売 5%

216,670 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀天神２丁目店 小売業 食料品 2%

216,671 佐賀県 佐賀市 佐賀トヨペット佐賀店 小売業 その他小売 5%

216,672 佐賀県 佐賀市 佐賀トヨペット鍋島マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

216,673 佐賀県 佐賀市 さかな市場　松原店 サービス 飲食業 5%

216,674 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀鍋島江頭店 小売業 食料品 2%

216,675 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀鍋島町店 小売業 食料品 2%

216,676 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀鍋島八戸店 小売業 食料品 2%

216,677 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀早津江橋店 小売業 食料品 2%

216,678 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀東佐賀店 小売業 食料品 2%
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216,679 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀東中野店 小売業 食料品 2%

216,680 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀光１丁目店 小売業 食料品 2%

216,681 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀光３丁目店 小売業 食料品 2%

216,682 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀兵庫北店 小売業 食料品 2%

216,683 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀兵庫藤木店 小売業 食料品 2%

216,684 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀兵庫南店 小売業 食料品 2%

216,685 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀本庄鹿子店 小売業 食料品 2%

216,686 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀本庄町店 小売業 食料品 2%

216,687 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀水ケ江店 小売業 食料品 2%

216,688 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀道崎店 小売業 食料品 2%

216,689 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀三瀬店 小売業 食料品 2%

216,690 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀南佐賀店 小売業 食料品 2%

216,691 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀大和インター店 小売業 食料品 2%

216,692 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀大和梅野店 小売業 食料品 2%

216,693 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀大和川上店 小売業 食料品 2%

216,694 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀大和町店 小売業 食料品 2%

216,695 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀若楠１丁目店 小売業 食料品 2%

216,696 佐賀県 佐賀市 セブン－イレブン佐賀若宮２丁目店 小売業 食料品 2%

216,697 佐賀県 佐賀市 さがん大地 サービス 飲食業 5%

216,698 佐賀県 佐賀市 サキナビューティーラウンジ佐賀 小売業 その他小売 5%

216,699 佐賀県 佐賀市 セキモトサイクル 小売業 その他小売 5%

216,700 佐賀県 佐賀市 Ｃｉｒｃｌｅ 小売業 衣料品 5%

216,701 佐賀県 佐賀市 サザンクロス　佐賀 サービス 飲食業 5%

216,702 佐賀県 佐賀市 サザンクロス佐賀 サービス 飲食業 5%

216,703 佐賀県 佐賀市 貞富 サービス 理容・美容業 5%

216,704 佐賀県 佐賀市 サンワ服装 小売業 衣料品 5%

216,705 佐賀県 佐賀市 シーバード中村楽器 小売業 その他小売 5%

216,706 佐賀県 佐賀市 Ｊネットレンタカー佐賀店 サービス その他サービス 2%

216,707 佐賀県 佐賀市 シェルブルー 小売業 衣料品 5%

216,708 佐賀県 佐賀市 春夏秋冬．ｓｉｋｉ． サービス 飲食業 5%

216,709 佐賀県 佐賀市 四季彩ホテル千代田館 サービス 宿泊業 5%

216,710 佐賀県 佐賀市 シティコンタクト　佐賀店 小売業 その他小売 5%

216,711 佐賀県 佐賀市 自動車修理　井原屋 サービス その他サービス 5%

216,712 佐賀県 佐賀市 手芸マキ 佐賀店 小売業 その他小売 5%

216,713 佐賀県 佐賀市 ＪＵＢＩＬＥＥ 小売業 衣料品 5%

216,714 佐賀県 佐賀市 春夏秋冬ｓｉｋｉ サービス 飲食業 5%

216,715 佐賀県 佐賀市 旬菜和食　夢咲屋 サービス 飲食業 5%

216,716 佐賀県 佐賀市 旬房　光月 サービス 飲食業 5%

216,717 佐賀県 佐賀市 ＪＯＮＡＩＳＱＵＡＲＥ 小売業 その他小売 5%

216,718 佐賀県 佐賀市 食の蔵　爐庵　佐賀店 サービス 飲食業 5%

216,719 佐賀県 佐賀市 白山ドリア　クリム サービス 飲食業 5%

216,720 佐賀県 佐賀市 ＳＩＮ サービス 理容・美容業 5%
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216,721 佐賀県 佐賀市 じん吉 サービス 飲食業 5%

216,722 佐賀県 佐賀市 真珠・宝石のみほの 小売業 貴金属・服飾品 5%

216,723 佐賀県 佐賀市 新日本補聴器センター佐賀店 小売業 その他小売 5%

216,724 佐賀県 佐賀市 スーパーモリナガ空港通り店 小売業 食料品 5%

216,725 佐賀県 佐賀市 スーパーモリナガ高木瀬店 小売業 食料品 5%

216,726 佐賀県 佐賀市 スーパーモリナガ本庄店 小売業 食料品 5%

216,727 佐賀県 佐賀市 末広ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,728 佐賀県 佐賀市 すたみな太郎　佐賀大和店 サービス 飲食業 5%

216,729 佐賀県 佐賀市 ｓｍｏｏｈ サービス 理容・美容業 5%

216,730 佐賀県 佐賀市 スリープイン　ナカノ 小売業 家具・調度品 5%

216,731 佐賀県 佐賀市 スリーログ 小売業 衣料品 5%

216,732 佐賀県 佐賀市 セブンプラザ　佐賀店 小売業 電化製品 5%

216,733 佐賀県 佐賀市 セルフ佐賀大和インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,734 佐賀県 佐賀市 セルフ佐賀ゆめタウン前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,735 佐賀県 佐賀市 セルフステーション佐賀大和インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,736 佐賀県 佐賀市 セルフ兵庫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,737 佐賀県 佐賀市 ｓｅｌｆ　ｌｏｖｅ サービス その他サービス 5%

216,738 佐賀県 佐賀市 ＳＥＮＳＥｂｙｐｌｕｓｈａｉｒ佐賀駅前店 サービス 理容・美容業 5%

216,739 佐賀県 佐賀市 副島硝子工業株式会社 小売業 家具・調度品 5%

216,740 佐賀県 佐賀市 ＳＯＲＡ サービス 理容・美容業 5%

216,741 佐賀県 佐賀市 ＳＯＬＡＲ サービス その他サービス 5%

216,742 佐賀県 佐賀市 ソラゴト サービス 飲食業 5%

216,743 佐賀県 佐賀市 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　佐賀店 小売業 その他小売 5%

216,744 佐賀県 佐賀市 第一園芸センター 小売業 その他小売 5%

216,745 佐賀県 佐賀市 大丸進物店 小売業 その他小売 5%

216,746 佐賀県 佐賀市 タイヤスタジアム 小売業 その他小売 5%

216,747 佐賀県 佐賀市 太陽住宅設備 サービス その他サービス 5%

216,748 佐賀県 佐賀市 ダイワ鈑金塗装工業 サービス その他サービス 5%

216,749 佐賀県 佐賀市 タカトリ薬局 小売業 その他小売 5%

216,750 佐賀県 佐賀市 立ち呑み屋　のん サービス 飲食業 5%

216,751 佐賀県 佐賀市 田中仏壇店佐賀店 小売業 その他小売 5%

216,752 佐賀県 佐賀市 田中めがね 小売業 その他小売 5%

216,753 佐賀県 佐賀市 田中理容館 サービス 理容・美容業 5%

216,754 佐賀県 佐賀市 田中理容館　中部病院店 サービス 理容・美容業 5%

216,755 佐賀県 佐賀市 ダリア佐賀　Ｂ－ＺＯＮＥ 小売業 その他小売 5%

216,756 佐賀県 佐賀市 ＤＡＮＣＥＳＴＵＤＩＯＳＴＡＴＵＳ サービス その他サービス 5%

216,757 佐賀県 佐賀市 チェコカフェ　ムーイ・ポコイ サービス 飲食業 5%

216,758 佐賀県 佐賀市 中国料理栄志 サービス 飲食業 5%

216,759 佐賀県 佐賀市 ツースリービル合同会社 サービス 宿泊業 5%

216,760 佐賀県 佐賀市 株式会社　ツバメガス佐賀 小売業 その他小売 5%

216,761 佐賀県 佐賀市 ｄｅｅｅｒ サービス 飲食業 5%

216,762 佐賀県 佐賀市 ディッグ　諸富店 小売業 家具・調度品 5%
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216,763 佐賀県 佐賀市 デイトス店 小売業 食料品 5%

216,764 佐賀県 佐賀市 テクノホーム サービス その他サービス 5%

216,765 佐賀県 佐賀市 鉄板焼　無量多 サービス 飲食業 5%

216,766 佐賀県 佐賀市 テルドライブ サービス その他サービス 5%

216,767 佐賀県 佐賀市 デンヒチ佐賀営業所 小売業 その他小売 5%

216,768 佐賀県 佐賀市 天祐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,769 佐賀県 佐賀市 天祐店 小売業 食料品 5%

216,770 佐賀県 佐賀市 ドアーズヘアー サービス 理容・美容業 5%

216,771 佐賀県 佐賀市 ＤＯ！プラザ佐賀南 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,772 佐賀県 佐賀市 ＭＯＤＥ　Ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

216,773 佐賀県 佐賀市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ医大通り店 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,774 佐賀県 佐賀市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　セルフ佐賀下田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,775 佐賀県 佐賀市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ佐賀大和店 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,776 佐賀県 佐賀市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ東部環状店 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,777 佐賀県 佐賀市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ高木瀬店 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,778 佐賀県 佐賀市 徳永自動車 サービス その他サービス 5%

216,779 佐賀県 佐賀市 トム 小売業 その他小売 5%

216,780 佐賀県 佐賀市 トヨタレンタリース佐賀　佐賀駅前店 サービス その他サービス 2%

216,781 佐賀県 佐賀市 トヨタレンタリース佐賀大財店 サービス その他サービス 2%

216,782 佐賀県 佐賀市 トヨタレンタリース佐賀嘉瀬町店 サービス その他サービス 2%

216,783 佐賀県 佐賀市 トヨタレンタリース佐賀佐賀空港受付カウン サービス その他サービス 2%

216,784 佐賀県 佐賀市 Ｄｏｌｃｅ　佐賀大財店 サービス 理容・美容業 5%

216,785 佐賀県 佐賀市 Ｄｏｌｃｅ　佐賀北高通り店 小売業 その他小売 5%

216,786 佐賀県 佐賀市 ドルチェ夢咲店 小売業 その他小売 5%

216,787 佐賀県 佐賀市 ドロ－ンスク－ルＪＥＴ サービス その他サービス 5%

216,788 佐賀県 佐賀市 中川自動車 サービス その他サービス 5%

216,789 佐賀県 佐賀市 ナカシマ電器 小売業 電化製品 5%

216,790 佐賀県 佐賀市 中野屋商店 小売業 家具・調度品 5%

216,791 佐賀県 佐賀市 なごみボディルーム サービス 理容・美容業 5%

216,792 佐賀県 佐賀市 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｂｏｄｙｍａｋｅ サービス その他サービス 5%

216,793 佐賀県 佐賀市 ＴｏｏｌＧａｒａｇｅナックルヘッド 小売業 電化製品 5%

216,794 佐賀県 佐賀市 鍋島セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,795 佐賀県 佐賀市 なみのり健康佐賀 サービス 理容・美容業 5%

216,796 佐賀県 佐賀市 ニームジュエリー 小売業 貴金属・服飾品 5%

216,797 佐賀県 佐賀市 ｎｉｃｏｔｔｏ　ＨＡＩＲ サービス その他サービス 5%

216,798 佐賀県 佐賀市 日眼メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

216,799 佐賀県 佐賀市 ＮＩＨＩＬ　ｂｅｓｐｏｋｅ　ｓｈｏｅ 小売業 衣料品 5%

216,800 佐賀県 佐賀市 ニューポーン　佐賀店 小売業 その他小売 5%

216,801 佐賀県 佐賀市 ねこ辿り 小売業 衣料品 5%

216,802 佐賀県 佐賀市 納富商店 小売業 その他小売 5%

216,803 佐賀県 佐賀市 野中蒲鉾　　かまぼこ体験工房　直売店のなか 小売業 食料品 5%

216,804 佐賀県 佐賀市 呑み処　色葉 サービス 飲食業 5%
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216,805 佐賀県 佐賀市 のり道楽（三福海苔／工場直売店） 小売業 食料品 5%

216,806 佐賀県 佐賀市 パールヴァティ サービス 飲食業 5%

216,807 佐賀県 佐賀市 ＰＩＮＥＢＯＯＫＳ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

216,808 佐賀県 佐賀市 バーＡＣＥ サービス 飲食業 5%

216,809 佐賀県 佐賀市 舶来品のレイメイ　佐賀店 小売業 衣料品 5%

216,810 佐賀県 佐賀市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ蓮池店 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,811 佐賀県 佐賀市 ＢＡＣＫ　ＧＡＴＥ　ＤＩＮＥＲ　佐賀店 サービス 飲食業 5%

216,812 佐賀県 佐賀市 ＢＡＣＫ　ＧＡＴＥ　ＤＩＮＥＲ サービス 飲食業 5%

216,813 佐賀県 佐賀市 ＢＵＤＤＹ　ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

216,814 佐賀県 佐賀市 パナパナ　ふくおか 小売業 電化製品 5%

216,815 佐賀県 佐賀市 パナランド　フジノ 小売業 電化製品 5%

216,816 佐賀県 佐賀市 パナランド堀田 小売業 電化製品 5%

216,817 佐賀県 佐賀市 パナランドみずまち 小売業 電化製品 5%

216,818 佐賀県 佐賀市 早津江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,819 佐賀県 佐賀市 バラエティー 小売業 衣料品 5%

216,820 佐賀県 佐賀市 Ｐａｌ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

216,821 佐賀県 佐賀市 ハンバーグ オニオン 佐賀大和店 サービス 飲食業 5%

216,822 佐賀県 佐賀市 ＢＭＯ佐賀店 小売業 衣料品 5%

216,823 佐賀県 佐賀市 Ｂ－ＰＬＡＮＮＩＮＧ サービス その他サービス 5%

216,824 佐賀県 佐賀市 東与賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,825 佐賀県 佐賀市 セブンーイレブン東与賀下古賀店 小売業 食料品 2%

216,826 佐賀県 佐賀市 ＰＩＴＯ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

216,827 佐賀県 佐賀市 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　美蕾 サービス その他サービス 5%

216,828 佐賀県 佐賀市 兵庫自動車 サービス その他サービス 5%

216,829 佐賀県 佐賀市 美容室かりん サービス 理容・美容業 5%

216,830 佐賀県 佐賀市 美容室ＪＵＮＯ サービス 理容・美容業 5%

216,831 佐賀県 佐賀市 平川石材 小売業 その他小売 5%

216,832 佐賀県 佐賀市 ビリー サービス 理容・美容業 5%

216,833 佐賀県 佐賀市 ［ＨＣ］広瀬電化 小売業 電化製品 5%

216,834 佐賀県 佐賀市 ヒロノブイラスト サービス その他サービス 5%

216,835 佐賀県 佐賀市 リンパマッサージサロン サービス 理容・美容業 5%

216,836 佐賀県 佐賀市 有限会社ＦａｃｔｏｒｙＥｄｅｎ 小売業 貴金属・服飾品 5%

216,837 佐賀県 佐賀市 ファミリーファッションはしもと　諸富店 小売業 衣料品 5%

216,838 佐賀県 佐賀市 ファミリー大和店 小売業 衣料品 5%

216,839 佐賀県 佐賀市 ｐｏｕｒｖｏｕｓ サービス 理容・美容業 5%

216,840 佐賀県 佐賀市 ＰＨＯＴＯ　ＳＴＡＴＩＯＮ　タマヤカメラ 小売業 その他小売 5%

216,841 佐賀県 佐賀市 深川衣料品 小売業 衣料品 5%

216,842 佐賀県 佐賀市 ＦＵＫ 小売業 衣料品 5%

216,843 佐賀県 佐賀市 フジックス サービス その他サービス 5%

216,844 佐賀県 佐賀市 ブライダルジュエリーＣＯＬＯＲ 小売業 貴金属・服飾品 5%

216,845 佐賀県 佐賀市 フラワーショップ　こばやし 小売業 その他小売 5%

216,846 佐賀県 佐賀市 Ｌａｚｕｌｉ 小売業 その他小売 5%
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216,847 佐賀県 佐賀市 Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ サービス 理容・美容業 5%

216,848 佐賀県 佐賀市 古着屋センヤイチバ南部バイパス店 小売業 衣料品 5%

216,849 佐賀県 佐賀市 フルハウス　プレミア　ヘアー サービス 理容・美容業 5%

216,850 佐賀県 佐賀市 古湯温泉ＯＮＣＲＩ サービス 宿泊業 5%

216,851 佐賀県 佐賀市 古湯給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,852 佐賀県 佐賀市 ふるゆまつや 小売業 衣料品 5%

216,853 佐賀県 佐賀市 文具のナカシマ佐賀店 小売業 その他小売 5%

216,854 佐賀県 佐賀市 Ｈａｉｒ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｂｉｌｌ サービス 理容・美容業 5%

216,855 佐賀県 佐賀市 Ｈａｉｒ＆Ｓｐａ　ａｎ　ＳＯＬ サービス 理容・美容業 5%

216,856 佐賀県 佐賀市 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥＣＡＮＡＡＮ サービス 理容・美容業 5%

216,857 佐賀県 佐賀市 ヘアー＆メイク　ラナック サービス 理容・美容業 5%

216,858 佐賀県 佐賀市 ＨＡＩＲ　ＳＴＵＤＩＯ　ＧＡＬ サービス 理容・美容業 5%

216,859 佐賀県 佐賀市 ヘアデザインＮａｂａｌ サービス 理容・美容業 5%

216,860 佐賀県 佐賀市 ＨＡＩＲ　ＢＡＳＥ　ＬＩＶＢＲＥ サービス 理容・美容業 5%

216,861 佐賀県 佐賀市 ＨＡＩＲＭＡＫＥＷＩＳＥ?ＦＩＸ サービス 理容・美容業 5%

216,862 佐賀県 佐賀市 ＨａｉｒＰｌａｃｅＡＤＤＩＣＴＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

216,863 佐賀県 佐賀市 ＨＡＩＲＭＡＫＥＷＩＳＥ?Ｂｅ． サービス 理容・美容業 5%

216,864 佐賀県 佐賀市 ペットスタジオ１０１　鍋島店 小売業 その他小売 5%

216,865 佐賀県 佐賀市 ペットスタジオ１０１本庄店 小売業 その他小売 5%

216,866 佐賀県 佐賀市 北山窯 サービス その他サービス 5%

216,867 佐賀県 佐賀市 ホテル龍登園 サービス 宿泊業 5%

216,868 佐賀県 佐賀市 Ｂｏｎｈｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

216,869 佐賀県 佐賀市 ｈｏｌｉｄａｙｓｉｎｔｈｅｓｕｎ 小売業 衣料品 5%

216,870 佐賀県 佐賀市 本庄佛壇本舗 小売業 家具・調度品 5%

216,871 佐賀県 佐賀市 本店 小売業 食料品 5%

216,872 佐賀県 佐賀市 Ｍａｕｎａｎｉ 小売業 衣料品 5%

216,873 佐賀県 佐賀市 マクドナルドイオンモール佐賀大和店 サービス 飲食業 2%

216,874 佐賀県 佐賀市 マクドナルド佐賀東部環状店 サービス 飲食業 2%

216,875 佐賀県 佐賀市 マクドナルド佐賀ミスターマックス店 サービス 飲食業 2%

216,876 佐賀県 佐賀市 マクドナルド佐賀南バイパス店 サービス 飲食業 2%

216,877 佐賀県 佐賀市 マクドナルド佐賀ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

216,878 佐賀県 佐賀市 マクドナルド３４号佐賀店 サービス 飲食業 2%

216,879 佐賀県 佐賀市 マクドナルド２６３高木瀬店 サービス 飲食業 2%

216,880 佐賀県 佐賀市 松尾ふとん 小売業 家具・調度品 5%

216,881 佐賀県 佐賀市 まるきん佐賀北部バイパス店 小売業 その他小売 5%

216,882 佐賀県 佐賀市 まる新 サービス 飲食業 5%

216,883 佐賀県 佐賀市 まる新 サービス 飲食業 5%

216,884 佐賀県 佐賀市 丸秀醤油 丸秀醤油 小売業 食料品 5%

216,885 佐賀県 佐賀市 丸山商店　佐賀店 小売業 衣料品 5%

216,886 佐賀県 佐賀市 マンガ倉庫　佐賀店 小売業 その他小売 5%

216,887 佐賀県 佐賀市 ｍｅｅｐ サービス 理容・美容業 5%

216,888 佐賀県 佐賀市 みしん工房　佐賀店 小売業 電化製品 5%
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216,889 佐賀県 佐賀市 Ｍｙｓｔｉｑｕｅ　佐賀駅前店 小売業 衣料品 5%

216,890 佐賀県 佐賀市 三瀬村銀座給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,891 佐賀県 佐賀市 南川副ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,892 佐賀県 佐賀市 ｍｉｌｉｍｉｌｉ 小売業 その他小売 5%

216,893 佐賀県 佐賀市 民宿幸屋 サービス その他サービス 5%

216,894 佐賀県 佐賀市 夢食彩叶 おせそ サービス 飲食業 5%

216,895 佐賀県 佐賀市 無法松　佐賀店 小売業 その他小売 5%

216,896 佐賀県 佐賀市 村岡屋 小売業 食料品 5%

216,897 佐賀県 佐賀市 村岡屋　卸本町店 小売業 食料品 5%

216,898 佐賀県 佐賀市 村岡屋　高伝寺前店 小売業 食料品 5%

216,899 佐賀県 佐賀市 村岡屋　佐賀西友店 小売業 食料品 5%

216,900 佐賀県 佐賀市 村岡屋　ダイエ－店 小売業 食料品 5%

216,901 佐賀県 佐賀市 村岡屋　兵庫店 小売業 食料品 5%

216,902 佐賀県 佐賀市 村岡屋　水ヶ江店 小売業 食料品 5%

216,903 佐賀県 佐賀市 村岡屋　大和店 小売業 食料品 5%

216,904 佐賀県 佐賀市 村岡屋　佐賀駅店 小売業 食料品 5%

216,905 佐賀県 佐賀市 村山仏光堂 小売業 家具・調度品 5%

216,906 佐賀県 佐賀市 Ｍａｋｅ＆Ｓｐａｃｅ サービス その他サービス 5%

216,907 佐賀県 佐賀市 明林堂書店嘉瀬町店 小売業 その他小売 5%

216,908 佐賀県 佐賀市 明林堂書店南佐賀店 小売業 その他小売 5%

216,909 佐賀県 佐賀市 ｍｅｒｃｉ 小売業 衣料品 5%

216,910 佐賀県 佐賀市 Ｍｅｎ’ｓ　Ｈａｉｒ　ＳＰＩＣＥ サービス 理容・美容業 5%

216,911 佐賀県 佐賀市 Ｍｅｎｓ　Ｈａｉｒ　ＳＰＩＣＥ サービス 理容・美容業 5%

216,912 佐賀県 佐賀市 Ｍｅｎ’ｓ　Ｈａｉｒ　ＳＰＩＣＥ サービス 理容・美容業 5%

216,913 佐賀県 佐賀市 Ｍｅｎ’ｓ　Ｈａｉｒ　ＳＰＩＣＥ サービス 理容・美容業 5%

216,914 佐賀県 佐賀市 麺処　いっせい サービス 飲食業 5%

216,915 佐賀県 佐賀市 ＭＯＤＥ　ＨＩＬＬＳ　佐賀イオン大和店 小売業 衣料品 5%

216,916 佐賀県 佐賀市 森まんじゅう店 小売業 食料品 5%

216,917 佐賀県 佐賀市 諸富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,918 佐賀県 佐賀市 門田木工 サービス その他サービス 5%

216,919 佐賀県 佐賀市 やきとり鶴　八幡小路店 サービス 飲食業 5%

216,920 佐賀県 佐賀市 ヤキニク　エンジュ サービス 飲食業 5%

216,921 佐賀県 佐賀市 ヤキニク　エンジュ サービス 飲食業 5%

216,922 佐賀県 佐賀市 焼肉館　勝　医大通り店 サービス 飲食業 5%

216,923 佐賀県 佐賀市 焼肉館　勝　佐賀兵庫店 サービス 飲食業 5%

216,924 佐賀県 佐賀市 焼肉なべしま　佐賀開成店 サービス 飲食業 5%

216,925 佐賀県 佐賀市 焼肉なべしま　佐賀兵庫店 サービス 飲食業 5%

216,926 佐賀県 佐賀市 八頭司伝吉　佐賀駅店 小売業 食料品 5%

216,927 佐賀県 佐賀市 八頭司伝吉　天祐店 小売業 食料品 5%

216,928 佐賀県 佐賀市 八頭司伝吉　唐人店 小売業 食料品 5%

216,929 佐賀県 佐賀市 八頭司伝吉本舗　佐賀駅店 小売業 食料品 5%

216,930 佐賀県 佐賀市 山あかり サービス 宿泊業 5%
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216,931 佐賀県 佐賀市 ヤマグチサイクル 小売業 その他小売 5%

216,932 佐賀県 佐賀市 大和バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,933 佐賀県 佐賀市 ゆうき動物病院 サービス その他サービス 5%

216,934 佐賀県 佐賀市 （有）テクノ 小売業 その他小売 5%

216,935 佐賀県 佐賀市 有限会社エゴシモータースプロジェクト サービス その他サービス 5%

216,936 佐賀県 佐賀市 （有）オートナカヤマ サービス その他サービス 5%

216,937 佐賀県 佐賀市 有）呉服の柳屋 小売業 衣料品 5%

216,938 佐賀県 佐賀市 有限会社モトマツ サービス その他サービス 5%

216,939 佐賀県 佐賀市 ゆめタウン佐賀ハビタ佐賀店 サービス 理容・美容業 5%

216,940 佐賀県 佐賀市 ゆめタウン佐賀リエジュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

216,941 佐賀県 佐賀市 ＬＩＮＥ サービス 理容・美容業 5%

216,942 佐賀県 佐賀市 ＬＡＣＯＳＴＥ　ゆめタウン佐賀店 小売業 衣料品 5%

216,943 佐賀県 佐賀市 らしんばん　モラージュ佐賀店 小売業 その他小売 5%

216,944 佐賀県 佐賀市 リエジュ　佐賀店 小売業 貴金属・服飾品 5%

216,945 佐賀県 佐賀市 リサイクル　センヤイチバ 小売業 その他小売 5%

216,946 佐賀県 佐賀市 リヒトー サービス 理容・美容業 5%

216,947 佐賀県 佐賀市 ｒｉｖｅｔ サービス 理容・美容業 5%

216,948 佐賀県 佐賀市 リボルト佐賀 サービス その他サービス 5%

216,949 佐賀県 佐賀市 里麻　大和店 小売業 衣料品 5%

216,950 佐賀県 佐賀市 理容 なかしま サービス 理容・美容業 5%

216,951 佐賀県 佐賀市 理容なかしま サービス 理容・美容業 5%

216,952 佐賀県 佐賀市 旅館あけぼの サービス 宿泊業 5%

216,953 佐賀県 佐賀市 旅館杉乃家 サービス 宿泊業 5%

216,954 佐賀県 佐賀市 リンパサロンｎｉｎａ サービス その他サービス 5%

216,955 佐賀県 佐賀市 ＬＯＯＳＹ 佐賀モラージュ店 小売業 衣料品 5%

216,956 佐賀県 佐賀市 レストラン＆カフェ浪漫座 サービス 飲食業 5%

216,957 佐賀県 佐賀市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ＆ＰＵＢＧｉｎ サービス 飲食業 5%

216,958 佐賀県 佐賀市 レストランシャトー文雅 サービス 飲食業 5%

216,959 佐賀県 佐賀市 レストラン白山文雅 サービス 飲食業 5%

216,960 佐賀県 佐賀市 レブドワール サービス 理容・美容業 5%

216,961 佐賀県 佐賀市 ロイヤル観光（株）トラベルサロン サービス その他サービス 5%

216,962 佐賀県 佐賀市 ローリングキッズ サービス その他サービス 5%

216,963 佐賀県 佐賀市 ローズテラス 小売業 食料品 5%

216,964 佐賀県 佐賀市 六香庵 サービス 飲食業 5%

216,965 佐賀県 佐賀市 ワイズガレージ サービス その他サービス 5%

216,966 佐賀県 佐賀市 若楠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,967 佐賀県 佐賀市 若楠自動車学校 サービス その他サービス 5%

216,968 佐賀県 佐賀市 ワタナベ画材店 小売業 その他小売 5%

216,969 佐賀県 白石町 あぶり家　壱町 サービス 飲食業 5%

216,970 佐賀県 白石町 有明ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,971 佐賀県 白石町 セブン－イレブン有明深浦店 小売業 食料品 2%

216,972 佐賀県 白石町 大隈商店　大隈商店 小売業 食料品 5%
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216,973 佐賀県 白石町 大曲陶器　大曲陶器 小売業 その他小売 5%

216,974 佐賀県 白石町 大曲陶器　大曲陶器 小売業 その他小売 5%

216,975 佐賀県 白石町 オートライフピュア 小売業 その他小売 5%

216,976 佐賀県 白石町 佐賀有明ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,977 佐賀県 白石町 セブン－イレブン佐賀白石店 小売業 食料品 2%

216,978 佐賀県 白石町 セブン－イレブン佐賀白石廿治店 小売業 食料品 2%

216,979 佐賀県 白石町 セブン－イレブン佐賀福富店 小売業 食料品 2%

216,980 佐賀県 白石町 白石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,981 佐賀県 白石町 スーパーモリナガ白石店 小売業 食料品 5%

216,982 佐賀県 白石町 辻田百貨店 小売業 衣料品 5%

216,983 佐賀県 白石町 ドリームホープ サービス その他サービス 5%

216,984 佐賀県 白石町 パナランドフジヤ 小売業 電化製品 5%

216,985 佐賀県 白石町 福富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,986 佐賀県 白石町 セブン－イレブン福富インター店 小売業 食料品 2%

216,987 佐賀県 白石町 有限会社勝武堂白石店 小売業 その他小売 5%

216,988 佐賀県 白石町 有限会社トウタケ商事 小売業 その他小売 5%

216,989 佐賀県 多久市 海鮮うまいもんや　茜 サービス その他サービス 5%

216,990 佐賀県 多久市 北多久ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

216,991 佐賀県 多久市 セブン－イレブン佐賀多久店 小売業 食料品 2%

216,992 佐賀県 多久市 ＳＣＯＬ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

216,993 佐賀県 多久市 大平庵 サービス 飲食業 5%

216,994 佐賀県 多久市 セブン－イレブン多久北多久町店 小売業 食料品 2%

216,995 佐賀県 多久市 多久自動車学校 サービス その他サービス 5%

216,996 佐賀県 多久市 セブン－イレブン多久南店 小売業 食料品 2%

216,997 佐賀県 多久市 野中酒店 小売業 その他小売 5%

216,998 佐賀県 多久市 セブン－イレブン東多久店 小売業 食料品 2%

216,999 佐賀県 多久市 平川石材　多久工場 小売業 その他小売 5%

217,000 佐賀県 多久市 ファッションハウス彩　多久店 小売業 衣料品 5%

217,001 佐賀県 多久市 ｍｉｓｏｎｏ サービス 理容・美容業 5%

217,002 佐賀県 多久市 麺工房こうき サービス 飲食業 5%

217,003 佐賀県 武雄市 朝日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,004 佐賀県 武雄市 荒川電化 小売業 電化製品 5%

217,005 佐賀県 武雄市 あらかわ電器 小売業 電化製品 5%

217,006 佐賀県 武雄市 新玉 サービス 飲食業 5%

217,007 佐賀県 武雄市 イタリアンレストラン　ＳＯＵＲＣＥ サービス 飲食業 5%

217,008 佐賀県 武雄市 出光古川商店西川登ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,009 佐賀県 武雄市 いわなが 小売業 衣料品 5%

217,010 佐賀県 武雄市 ［ＨＣ］江口電機 小売業 電化製品 5%

217,011 佐賀県 武雄市 大宅自動車 サービス その他サービス 5%

217,012 佐賀県 武雄市 ＡＵＴＯ　ＳＡＬＯＮ　Ｍ’ｓ 小売業 その他小売 5%

217,013 佐賀県 武雄市 ＧＡＲＤＥＮ　ＧＡＲＤＥＮ 小売業 その他小売 5%

217,014 佐賀県 武雄市 懐石　宿　扇屋 サービス 宿泊業 5%
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217,015 佐賀県 武雄市 花器工房光峰窯 サービス その他サービス 5%

217,016 佐賀県 武雄市 Ｃａｆｅ　亜羅琲珈 サービス 飲食業 5%

217,017 佐賀県 武雄市 株式会社ＹＥＳ ｙｅｓ北方給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,018 佐賀県 武雄市 株式会社武雄タクシー サービス 運輸業 5%

217,019 佐賀県 武雄市 ［ＨＣ］株式会社山茂電機 小売業 電化製品 5%

217,020 佐賀県 武雄市 カラリスト サービス 理容・美容業 5%

217,021 佐賀県 武雄市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋佐賀武雄店 サービス 飲食業 2%

217,022 佐賀県 武雄市 ＧＡＬＯＰＩＮＥ＆ＧＡＬＯＰＩＮ サービス その他サービス 5%

217,023 佐賀県 武雄市 カワチノ電器 小売業 電化製品 5%

217,024 佐賀県 武雄市 閑古錐 サービス その他サービス 5%

217,025 佐賀県 武雄市 閑古錐 小売業 家具・調度品 5%

217,026 佐賀県 武雄市 京都屋 サービス 宿泊業 5%

217,027 佐賀県 武雄市 クラフトワン　いわなが 小売業 衣料品 5%

217,028 佐賀県 武雄市 栗山商店 小売業 家具・調度品 5%

217,029 佐賀県 武雄市 黒岩整体院 サービス その他サービス 5%

217,030 佐賀県 武雄市 古賀時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,031 佐賀県 武雄市 コスモライト石橋 サービス 理容・美容業 5%

217,032 佐賀県 武雄市 呉服のひでしま 小売業 衣料品 5%

217,033 佐賀県 武雄市 佐賀牛炭火焼肉　佐が家 サービス 飲食業 5%

217,034 佐賀県 武雄市 佐賀トヨペット武雄店 小売業 その他小売 5%

217,035 佐賀県 武雄市 佐賀トヨペット武雄マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

217,036 佐賀県 武雄市 セブン－イレブン佐賀山内バイパス店 小売業 食料品 2%

217,037 佐賀県 武雄市 サロンプリエ 小売業 その他小売 5%

217,038 佐賀県 武雄市 三草二木 サービス 飲食業 5%

217,039 佐賀県 武雄市 しーじゃっく　武雄店 サービス 飲食業 5%

217,040 佐賀県 武雄市 十徳や　武雄店 サービス 飲食業 5%

217,041 佐賀県 武雄市 昭和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,042 佐賀県 武雄市 真光窯 サービス その他サービス 5%

217,043 佐賀県 武雄市 ＳＴＵＤＩＯ　凛 サービス その他サービス 5%

217,044 佐賀県 武雄市 整体　すかっと　整体　すかっと サービス その他サービス 5%

217,045 佐賀県 武雄市 セルフステーション武雄バイパス 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,046 佐賀県 武雄市 セントラルホテル武雄温泉駅前 サービス 宿泊業 5%

217,047 佐賀県 武雄市 タイヤランド武雄 小売業 その他小売 5%

217,048 佐賀県 武雄市 タカチホカメラ　武雄店 小売業 その他小売 5%

217,049 佐賀県 武雄市 宝屋 小売業 衣料品 5%

217,050 佐賀県 武雄市 武雄温泉駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,051 佐賀県 武雄市 セブン－イレブン武雄上西山店 小売業 食料品 2%

217,052 佐賀県 武雄市 セブン－イレブン武雄川良店 小売業 食料品 2%

217,053 佐賀県 武雄市 たけおしふぉんパザバ 小売業 食料品 5%

217,054 佐賀県 武雄市 武雄センチュリーホテル サービス 宿泊業 5%

217,055 佐賀県 武雄市 武雄中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,056 佐賀県 武雄市 武雄西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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217,057 佐賀県 武雄市 セブン－イレブン武雄バイパス店 小売業 食料品 2%

217,058 佐賀県 武雄市 セブン－イレブン武雄東川登町店 小売業 食料品 2%

217,059 佐賀県 武雄市 たけお屋 小売業 その他小売 5%

217,060 佐賀県 武雄市 セブン－イレブン武雄若木インター店 小売業 食料品 2%

217,061 佐賀県 武雄市 たのしい農家お百笑さん　百笑茶屋 サービス 飲食業 5%

217,062 佐賀県 武雄市 東馬窯 サービス その他サービス 5%

217,063 佐賀県 武雄市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ武雄バイパス店 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,064 佐賀県 武雄市 トヨタレンタリース佐賀　武雄温泉駅前店 サービス その他サービス 2%

217,065 佐賀県 武雄市 ｔｒａｔｔｏｒｉＹａ Ｍｉｍａｓａｋａ トラットリヤ ミマサカ サービス 飲食業 5%

217,066 佐賀県 武雄市 長崎自動車道　上り　川登サービスエリアＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,067 佐賀県 武雄市 中島陶芸 サービス その他サービス 5%

217,068 佐賀県 武雄市 なるせみそしょうゆ サービス その他サービス 5%

217,069 佐賀県 武雄市 パーソナルホテル　ＹＯＵ サービス 宿泊業 5%

217,070 佐賀県 武雄市 バッグショップ　サム 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,071 佐賀県 武雄市 Ｂａｇ　Ｓｈｏｐ　３６ 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,072 佐賀県 武雄市 パナパナ　一ノ瀬 小売業 電化製品 5%

217,073 佐賀県 武雄市 Ｈｏｎｅｙ　Ｂｕｎｎｙ サービス 飲食業 5%

217,074 佐賀県 武雄市 はりマッサージセンター武雄 サービス 理容・美容業 5%

217,075 佐賀県 武雄市 Ｂｅｅｅ＋マルシェ＆カフェ サービス 飲食業 5%

217,076 佐賀県 武雄市 東川登ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,077 佐賀県 武雄市 福恵無線高橋店 小売業 電化製品 5%

217,078 佐賀県 武雄市 ブルーライン 小売業 衣料品 5%

217,079 佐賀県 武雄市 ＨａｉｒＣｒａｆｔ サービス 理容・美容業 5%

217,080 佐賀県 武雄市 ヘアースタジオ　ドゥ　ドゥ サービス 理容・美容業 5%

217,081 佐賀県 武雄市 ペンションピクニック サービス 宿泊業 5%

217,082 佐賀県 武雄市 ホテル春慶屋 サービス 宿泊業 5%

217,083 佐賀県 武雄市 マクドナルド武雄店 サービス 飲食業 2%

217,084 佐賀県 武雄市 松阪屋 サービス 飲食業 5%

217,085 佐賀県 武雄市 松阪屋 サービス 飲食業 5%

217,086 佐賀県 武雄市 マンガ倉庫　武雄店 小売業 その他小売 5%

217,087 佐賀県 武雄市 御船ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,088 佐賀県 武雄市 御船山楽園ホテル サービス 宿泊業 5%

217,089 佐賀県 武雄市 ムックハウス武雄店 小売業 衣料品 5%

217,090 佐賀県 武雄市 無法松　武雄北方店 小売業 その他小売 5%

217,091 佐賀県 武雄市 明林堂書店ゆめタウン武雄店 小売業 その他小売 5%

217,092 佐賀県 武雄市 ＭＯＤＥ ＨＯＵＳＥ 武雄ゆめタウン店 小売業 衣料品 5%

217,093 佐賀県 武雄市 ＭＯＤＥ ＢＩＳ 武雄ゆめタウン店 小売業 衣料品 5%

217,094 佐賀県 武雄市 ｍｏｄｅ　Ｍａｉｓｏｎ　武雄ゆめタウン店 小売業 衣料品 5%

217,095 佐賀県 武雄市 焼肉館　勝　武雄店 サービス 飲食業 5%

217,096 佐賀県 武雄市 焼肉どすこい サービス 飲食業 5%

217,097 佐賀県 武雄市 ［ＨＣ］有限会社エコー無線 小売業 電化製品 5%

217,098 佐賀県 武雄市 ［ＨＣ］有限会社三光電機 小売業 電化製品 5%
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217,099 佐賀県 武雄市 （有）多ま寿司 サービス 飲食業 5%

217,100 佐賀県 武雄市 遊遊窯 小売業 家具・調度品 5%

217,101 佐賀県 武雄市 公益財団法人陽光美術館 サービス その他サービス 5%

217,102 佐賀県 武雄市 Ｌｉｐ　Ｓｔｉｃｋ　武雄ゆめタウン店 小売業 衣料品 5%

217,103 佐賀県 武雄市 里麻　北方店 小売業 衣料品 5%

217,104 佐賀県 武雄市 ワインショップ　イヴローニュ 小売業 食料品 5%

217,105 佐賀県 太良町 いで電器 小売業 電化製品 5%

217,106 佐賀県 太良町 大浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,107 佐賀県 太良町 カーテック岸元 小売業 その他小売 5%

217,108 佐賀県 太良町 海上館 サービス 宿泊業 5%

217,109 佐賀県 太良町 蟹御殿 サービス 宿泊業 5%

217,110 佐賀県 太良町 株式会社松本自動車工業　太良店 サービス その他サービス 5%

217,111 佐賀県 太良町 岸元石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,112 佐賀県 太良町 たら支所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,113 佐賀県 太良町 野口石油　太良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,114 佐賀県 太良町 太良竹崎温泉　夜灯見荘 サービス 宿泊業 5%

217,115 佐賀県 太良町 セブン－イレブン肥前太良店 小売業 食料品 2%

217,116 佐賀県 太良町 夜灯見荘 サービス 宿泊業 5%

217,117 佐賀県 太良町 旅館　豊洋荘 サービス 宿泊業 5%

217,118 佐賀県 太良町 旅館鶴荘 サービス 宿泊業 5%

217,119 佐賀県 鳥栖市 あおぞら電器合同会社 小売業 電化製品 5%

217,120 佐賀県 鳥栖市 アマゾン鳥栖売店 小売業 食料品 5%

217,121 佐賀県 鳥栖市 石窯パン工房クリーブラッツ　弥生が丘店 小売業 食料品 5%

217,122 佐賀県 鳥栖市 上野自動車サービス サービス その他サービス 5%

217,123 佐賀県 鳥栖市 エクラ サービス 理容・美容業 5%

217,124 佐賀県 鳥栖市 ｃｈｉ ｓ   ＭＳＤ Ｓｐｅｅｄ Ｍｏｔｏｒｓ ＭＳＤ ＳＰＥＥＤ ＭＯＴＯＲＳ サービス その他サービス 5%

217,125 佐賀県 鳥栖市 エレガンス　ひろ　鳥栖店 小売業 衣料品 5%

217,126 佐賀県 鳥栖市 ［ＨＣ］エレックスなかしま 小売業 電化製品 5%

217,127 佐賀県 鳥栖市 大賀薬局　弥生ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

217,128 佐賀県 鳥栖市 おかコンタクトレンズ サービス その他サービス 5%

217,129 佐賀県 鳥栖市 おかしの水田屋 おかしの水田屋 小売業 食料品 5%

217,130 佐賀県 鳥栖市 おひさまカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

217,131 佐賀県 鳥栖市 オリックスレンタカー新鳥栖駅店 サービス その他サービス 2%

217,132 佐賀県 鳥栖市 カイロオフィスタカ サービス 理容・美容業 5%

217,133 佐賀県 鳥栖市 （株）筑後旅行センタートラベルサロン鳥栖 サービス その他サービス 5%

217,134 佐賀県 鳥栖市 （株）もろふじ　別館 小売業 衣料品 5%

217,135 佐賀県 鳥栖市 有限会社　カメヤマ 小売業 その他小売 5%

217,136 佐賀県 鳥栖市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋鳥栖バイパス店 サービス 飲食業 2%

217,137 佐賀県 鳥栖市 Ｇａｌｅｔｔｅ鳥栖店 小売業 衣料品 5%

217,138 佐賀県 鳥栖市 キャピックフモト サービス その他サービス 5%

217,139 佐賀県 鳥栖市 グッデイ　鳥栖店 小売業 その他小売 5%

217,140 佐賀県 鳥栖市 グッディ　鳥栖店 小売業 家具・調度品 5%
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217,141 佐賀県 鳥栖市 クロクマコーヒー サービス 飲食業 5%

217,142 佐賀県 鳥栖市 Ｊａｓｐｅｒ　Ｊａｓｐｅｒ サービス 飲食業 5%

217,143 佐賀県 鳥栖市 口福居酒屋きわみ サービス 飲食業 5%

217,144 佐賀県 鳥栖市 ＣＯＲＥＶＡ　ＴＨＥ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

217,145 佐賀県 鳥栖市 コレバ・ザ・サロン サービス 理容・美容業 5%

217,146 佐賀県 鳥栖市 佐賀トヨペット鳥栖店 小売業 その他小売 5%

217,147 佐賀県 鳥栖市 佐藤生花店 小売業 その他小売 5%

217,148 佐賀県 鳥栖市 佐藤生花店 小売業 その他小売 5%

217,149 佐賀県 鳥栖市 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＯＬＩＶＥ サービス 理容・美容業 5%

217,150 佐賀県 鳥栖市 サンホテル鳥栖 サービス 宿泊業 5%

217,151 佐賀県 鳥栖市 七輪炭火レストランバーＡＶＡＮＴＩ サービス 飲食業 5%

217,152 佐賀県 鳥栖市 酒家 魚肉菜 虹晴れ 酒家 魚肉菜 虹晴れ サービス 飲食業 5%

217,153 佐賀県 鳥栖市 ショップ伊東 小売業 その他小売 5%

217,154 佐賀県 鳥栖市 すたみな太郎　鳥栖店 サービス 飲食業 5%

217,155 佐賀県 鳥栖市 成幸電気 小売業 電化製品 5%

217,156 佐賀県 鳥栖市 セルフ布津原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,157 佐賀県 鳥栖市 セレモニーやまおく鳥栖 小売業 その他小売 5%

217,158 佐賀県 鳥栖市 セントラルオート株式会社 小売業 その他小売 5%

217,159 佐賀県 鳥栖市 大衆酒場たこ金 大衆酒場たこ金 サービス 飲食業 5%

217,160 佐賀県 鳥栖市 大龍ラーメン小森野店 サービス 飲食業 5%

217,161 佐賀県 鳥栖市 立石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,162 佐賀県 鳥栖市 タナカフォトカメラ　タナカフォトカメラ サービス その他サービス 5%

217,163 佐賀県 鳥栖市 チワワハウスアンジェリーカ 小売業 その他小売 5%

217,164 佐賀県 鳥栖市 電’ｓ旭店 小売業 電化製品 5%

217,165 佐賀県 鳥栖市 電’ｓ　酒井 小売業 電化製品 5%

217,166 佐賀県 鳥栖市 電’ｓさとう鳥栖店 小売業 電化製品 5%

217,167 佐賀県 鳥栖市 電’ｓとくぶち 小売業 電化製品 5%

217,168 佐賀県 鳥栖市 株式会社ガレット Ｇａｌｅｔｔｅ 鳥栖店 小売業 衣料品 5%

217,169 佐賀県 鳥栖市 株式会社ガレット　ＤｅｕｘＧａｌｅｔｔｅ弥生が丘店 小売業 衣料品 5%

217,170 佐賀県 鳥栖市 東京・銀座リエジュ　フレスポ鳥栖店 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,171 佐賀県 鳥栖市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ鳥栖インター店 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,172 佐賀県 鳥栖市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鳥栖店 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,173 佐賀県 鳥栖市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鳥栖姫方店 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,174 佐賀県 鳥栖市 鳥栖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,175 佐賀県 鳥栖市 セブン－イレブン鳥栖今泉店 小売業 食料品 2%

217,176 佐賀県 鳥栖市 鳥栖ＩＣ．ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,177 佐賀県 鳥栖市 鳥栖インター給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,178 佐賀県 鳥栖市 セブン－イレブン鳥栖加藤田町店 小売業 食料品 2%

217,179 佐賀県 鳥栖市 セブン－イレブン鳥栖蔵上２丁目店 小売業 食料品 2%

217,180 佐賀県 鳥栖市 セブン－イレブン鳥栖古賀町店 小売業 食料品 2%

217,181 佐賀県 鳥栖市 セブンーイレブン鳥栖幸津町店 小売業 食料品 2%

217,182 佐賀県 鳥栖市 セブン－イレブン鳥栖宿町店 小売業 食料品 2%
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217,183 佐賀県 鳥栖市 セブン－イレブン鳥栖大正町店 小売業 食料品 2%

217,184 佐賀県 鳥栖市 セブン－イレブン鳥栖田代大官町店 小売業 食料品 2%

217,185 佐賀県 鳥栖市 セブンーイレブン鳥栖立石町店 小売業 食料品 2%

217,186 佐賀県 鳥栖市 セブンーイレブン鳥栖中央店 小売業 食料品 2%

217,187 佐賀県 鳥栖市 トスプロ サービス その他サービス 5%

217,188 佐賀県 鳥栖市 セブン－イレブン鳥栖本鳥栖町店 小売業 食料品 2%

217,189 佐賀県 鳥栖市 セブン－イレブン鳥栖養父町店 小売業 食料品 2%

217,190 佐賀県 鳥栖市 セブン－イレブン鳥栖山浦町店 小売業 食料品 2%

217,191 佐賀県 鳥栖市 セブン－イレブン鳥栖弥生が丘店 小売業 食料品 2%

217,192 佐賀県 鳥栖市 セブン－イレブン鳥栖弥生が丘２丁目店 小売業 食料品 2%

217,193 佐賀県 鳥栖市 ドッグサロンシードール 小売業 その他小売 5%

217,194 佐賀県 鳥栖市 トヨタレンタリース佐賀新鳥栖駅前店 サービス その他サービス 2%

217,195 佐賀県 鳥栖市 トラックストップ　ターン　佐賀鳥栖店 小売業 その他小売 5%

217,196 佐賀県 鳥栖市 トラックストップターン佐賀鳥栖店 小売業 その他小売 5%

217,197 佐賀県 鳥栖市 トラベルサロン鳥栖 サービス その他サービス 5%

217,198 佐賀県 鳥栖市 ニューポーン　鳥栖店 小売業 その他小売 5%

217,199 佐賀県 鳥栖市 Ｂｕｇｇｙ サービス 飲食業 5%

217,200 佐賀県 鳥栖市 Ｈａｋｓｈｕ サービス 運輸業 5%

217,201 佐賀県 鳥栖市 母めし　だっこ　母めし　だっこ サービス 飲食業 5%

217,202 佐賀県 鳥栖市 ハンバーグ オニオン 鳥栖店 サービス 飲食業 5%

217,203 佐賀県 鳥栖市 ビューティレベルアップ ステージ美 Ｓｋｅｔ サービス 理容・美容業 5%

217,204 佐賀県 鳥栖市 ヒライ鳥栖インター店 小売業 食料品 5%

217,205 佐賀県 鳥栖市 ヒライ鳥栖商工団地前店 小売業 食料品 5%

217,206 佐賀県 鳥栖市 プラザホテル　鳥栖 サービス 宿泊業 5%

217,207 佐賀県 鳥栖市 ＰｕｌＲａｖｉ蔵上店 サービス 理容・美容業 5%

217,208 佐賀県 鳥栖市 ＰｕｌＲａｖｉ　弥生が丘店 サービス 理容・美容業 5%

217,209 佐賀県 鳥栖市 ＨＡＩＲ　ＳＴＡＧＥ　ＣＨＵＭ　蔵上店 サービス 理容・美容業 5%

217,210 佐賀県 鳥栖市 ｈａｉｒ　つきソラ サービス 理容・美容業 5%

217,211 佐賀県 鳥栖市 ＨＡＩＲ　ＳＴＡＧＥ　ＣＨＵＭ　蔵上店　ＨＡＩＲ　ＳＴＡＧＥ　ＣＨＵＭ サービス 理容・美容業 5%

217,212 佐賀県 鳥栖市 紅屋呉服店 小売業 衣料品 5%

217,213 佐賀県 鳥栖市 ポアソン洋菓子店 小売業 食料品 5%

217,214 佐賀県 鳥栖市 ホットジャックガレージ 小売業 その他小売 5%

217,215 佐賀県 鳥栖市 ホテル小松荘 サービス 宿泊業 5%

217,216 佐賀県 鳥栖市 本格炭火焼　ひだね　鳥栖店　本格炭火焼ひだね鳥栖店 サービス 飲食業 5%

217,217 佐賀県 鳥栖市 マクドナルド鳥栖平塚店 サービス 飲食業 2%

217,218 佐賀県 鳥栖市 マクドナルド鳥栖フレスポ店 サービス 飲食業 2%

217,219 佐賀県 鳥栖市 ｍａ，ａｍ 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,220 佐賀県 鳥栖市 南鳥栖ＳＳ　星原石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,221 佐賀県 鳥栖市 みみたぶう サービス 飲食業 5%

217,222 佐賀県 鳥栖市 メガネの立石　鳥栖バイパス店 小売業 その他小売 5%

217,223 佐賀県 鳥栖市 麺房花吹木 サービス 飲食業 5%

217,224 佐賀県 鳥栖市 もろふじ 小売業 衣料品 5%
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217,225 佐賀県 鳥栖市 もろふじ　きもの館 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,226 佐賀県 鳥栖市 焼鳥　米五合 サービス 飲食業 5%

217,227 佐賀県 鳥栖市 焼肉プサン　焼肉プサン サービス 飲食業 5%

217,228 佐賀県 鳥栖市 八蔵　鳥栖店 サービス 飲食業 5%

217,229 佐賀県 鳥栖市 ユアーズヘアーエヴォリューション サービス 理容・美容業 5%

217,230 佐賀県 鳥栖市 有限会社稲葉電気商会 小売業 電化製品 5%

217,231 佐賀県 鳥栖市 （有）みゆき 小売業 その他小売 5%

217,232 佐賀県 鳥栖市 ユーデン松下 小売業 電化製品 5%

217,233 佐賀県 鳥栖市 有限会社マツクマ自動車 小売業 その他小売 5%

217,234 佐賀県 鳥栖市 ＹＯＳＡＰＡＲＫｐｒｅｓｅｎｔ＇ｓ サービス 理容・美容業 5%

217,235 佐賀県 鳥栖市 呼子活イカ 博多巻串 燈 呼子活イカ 博多巻串 燈 サービス 飲食業 5%

217,236 佐賀県 鳥栖市 らんぶる台所家 サービス 飲食業 5%

217,237 佐賀県 鳥栖市 リエジュ鳥栖店 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,238 佐賀県 鳥栖市 ［ＨＣ］リンクとすでんき 小売業 電化製品 5%

217,239 佐賀県 鳥栖市 〔ＨＣ〕リンクとすでんき田代店大久保電器 小売業 電化製品 5%

217,240 佐賀県 鳥栖市 サロンＬｕＬｕＬｕ サービス その他サービス 5%

217,241 佐賀県 鳥栖市 若桜給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,242 佐賀県 みやき町 天吹酒造 小売業 食料品 5%

217,243 佐賀県 みやき町 Ａｎｇｅ　みやき店 サービス 理容・美容業 5%

217,244 佐賀県 みやき町 ＨＭ サービス 宿泊業 5%

217,245 佐賀県 みやき町 お菓子のじろう 小売業 食料品 5%

217,246 佐賀県 みやき町 北茂安ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,247 佐賀県 みやき町 セブンーイレブン佐賀北茂安店 小売業 食料品 2%

217,248 佐賀県 みやき町 ｊ・ｐｏｐｏｌａｔｏ 小売業 衣料品 5%

217,249 佐賀県 みやき町 大栄輪業 小売業 その他小売 5%

217,250 佐賀県 みやき町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ北茂安店 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,251 佐賀県 みやき町 中島電器 小売業 電化製品 5%

217,252 佐賀県 みやき町 中原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,253 佐賀県 みやき町 西原ボーリング工業 小売業 その他小売 5%

217,254 佐賀県 みやき町 はる香 小売業 その他小売 5%

217,255 佐賀県 みやき町 東佐賀病院売店 小売業 その他小売 5%

217,256 佐賀県 みやき町 美容室たかこ　美容室たかこ サービス 理容・美容業 5%

217,257 佐賀県 みやき町 ビリーダン 小売業 その他小売 5%

217,258 佐賀県 みやき町 ｐｕｌｒａｖｉみやき町三根店 サービス 理容・美容業 5%

217,259 佐賀県 みやき町 本格炭火焼 やきとり 大 サービス 飲食業 5%

217,260 佐賀県 みやき町 マクドナルド北茂安ミスターマックス店 サービス 飲食業 2%

217,261 佐賀県 みやき町 セブン－イレブンみやき町江口店 小売業 食料品 2%

217,262 佐賀県 みやき町 セブン－イレブンみやき町原古賀店 小売業 食料品 2%

217,263 佐賀県 みやき町 セブン－イレブンみやき町三根店 小売業 食料品 2%

217,264 佐賀県 みやき町 セブン－イレブンみやき町簑原店 小売業 食料品 2%

217,265 佐賀県 みやき町 セブンーイレブンみやき町役場前店 小売業 食料品 2%

217,266 佐賀県 みやき町 焼肉きざくら サービス 飲食業 5%
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217,267 佐賀県 みやき町 ユーデンみやき店 小売業 電化製品 5%

217,268 佐賀県 吉野ヶ里町 アースインクルージョン サービス 理容・美容業 5%

217,269 佐賀県 吉野ヶ里町 ア－ツヘア－吉野ケ里店 サービス 理容・美容業 5%

217,270 佐賀県 吉野ヶ里町 アルゾ　吉野ヶ里店 小売業 食料品 5%

217,271 佐賀県 吉野ヶ里町 居酒屋　八蔵　吉野ヶ里店 サービス 飲食業 5%

217,272 佐賀県 吉野ヶ里町 エゴシタイヤショップ 小売業 その他小売 5%

217,273 佐賀県 吉野ヶ里町 海都　三田川店 サービス 飲食業 5%

217,274 佐賀県 吉野ヶ里町 セブン－イレブン神埼吉田店 小売業 食料品 2%

217,275 佐賀県 吉野ヶ里町 五ケ山豆腐 サービス その他サービス 5%

217,276 佐賀県 吉野ヶ里町 ｇｅｎｉｃ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

217,277 佐賀県 吉野ヶ里町 スーパーモリナガ吉野ヶ里店 小売業 食料品 5%

217,278 佐賀県 吉野ヶ里町 生活彩家肥前精神医療センター店 小売業 その他小売 2%

217,279 佐賀県 吉野ヶ里町 セブン－イレブン東背振インター店 小売業 食料品 2%

217,280 佐賀県 吉野ヶ里町 ブティックナカシマ 小売業 衣料品 5%

217,281 佐賀県 吉野ヶ里町 ＰｕｌＲａｖｉ　吉野ヶ里店 サービス 理容・美容業 5%

217,282 佐賀県 吉野ヶ里町 マクドナルド３４号吉野ヶ里店 サービス 飲食業 2%

217,283 佐賀県 吉野ヶ里町 三田川ホルモン専門店 小売業 食料品 5%

217,284 佐賀県 吉野ヶ里町 ｍｍ サービス 理容・美容業 5%

217,285 佐賀県 吉野ヶ里町 吉野　麦米 小売業 食料品 5%

217,286 佐賀県 吉野ヶ里町 吉野ヶ里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,287 長崎県 壱岐市 アイランド壹岐２号館 サービス 宿泊業 5%

217,288 長崎県 壱岐市 赤木クリーニング店 サービス その他サービス 5%

217,289 長崎県 壱岐市 芦辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,290 長崎県 壱岐市 芦辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,291 長崎県 壱岐市 芦辺給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,292 長崎県 壱岐市 安堵家近海荘 サービス 宿泊業 5%

217,293 長崎県 壱岐市 いいオフィス壱岐ｂｙイキテイク サービス その他サービス 5%

217,294 長崎県 壱岐市 壱岐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,295 長崎県 壱岐市 壱岐市ふるさと商社 小売業 食料品 5%

217,296 長崎県 壱岐市 壱岐ステラコート太安閣 サービス 宿泊業 5%

217,297 長崎県 壱岐市 壱岐那賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,298 長崎県 壱岐市 壱岐の蔵酒造株式会社　壱岐の蔵酒造株式会社　販売場 小売業 食料品 5%

217,299 長崎県 壱岐市 壱岐の華 小売業 食料品 5%

217,300 長崎県 壱岐市 石田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,301 長崎県 壱岐市 出光郷ノ浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,302 長崎県 壱岐市 出光瀬戸浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,303 長崎県 壱岐市 インテリア　タケウチ 小売業 家具・調度品 5%

217,304 長崎県 壱岐市 印通寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,305 長崎県 壱岐市 大川ラジオ店 小売業 電化製品 5%

217,306 長崎県 壱岐市 大阪屋給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,307 長崎県 壱岐市 オリックスレンタカー長崎壱岐店 サービス その他サービス 2%

217,308 長崎県 壱岐市 勝本給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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217,309 長崎県 壱岐市 ＪＭ／空港レンタカー サービス その他サービス 5%

217,310 長崎県 壱岐市 ゲストハウスＬＡＭＰ壱岐 サービス 宿泊業 5%

217,311 長崎県 壱岐市 玄海酒造　株式会社 小売業 食料品 5%

217,312 長崎県 壱岐市 玄海ヤンマー　壱岐営業所 サービス その他サービス 5%

217,313 長崎県 壱岐市 篠崎タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

217,314 長崎県 壱岐市 下久土産品店 小売業 その他小売 5%

217,315 長崎県 壱岐市 下條くだもの店 小売業 食料品 5%

217,316 長崎県 壱岐市 下條酒店 小売業 食料品 5%

217,317 長崎県 壱岐市 地もん屋さん 小売業 食料品 5%

217,318 長崎県 壱岐市 食堂よしもと サービス 飲食業 5%

217,319 長崎県 壱岐市 スーパーマルダイ 小売業 その他小売 5%

217,320 長崎県 壱岐市 スーパーバリュー　イチヤマ 小売業 食料品 5%

217,321 長崎県 壱岐市 スーパーバリュー　イチヤマ　本町店 小売業 食料品 5%

217,322 長崎県 壱岐市 スポーツ　タチカワ 小売業 その他小売 5%

217,323 長崎県 壱岐市 スポーツ　タチカワ 小売業 その他小売 5%

217,324 長崎県 壱岐市 Ｃｙｏｊｉｙａ－丁字屋－ 小売業 衣料品 5%

217,325 長崎県 壱岐市 辻川電器 パナポートつじがわ 小売業 電化製品 5%

217,326 長崎県 壱岐市 デンキのハラダ 小売業 電化製品 5%

217,327 長崎県 壱岐市 橋川家電サービス 小売業 電化製品 5%

217,328 長崎県 壱岐市 パナポート　つじがわ 小売業 電化製品 5%

217,329 長崎県 壱岐市 林田酒店 サービス その他サービス 5%

217,330 長崎県 壱岐市 ブック　ワン 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

217,331 長崎県 壱岐市 ブティックひぐち ブティック ひぐち 小売業 衣料品 5%

217,332 長崎県 壱岐市 ポプラ壱岐勝本店 小売業 その他小売 2%

217,333 長崎県 壱岐市 堀江ガス・デンキ 小売業 電化製品 5%

217,334 長崎県 壱岐市 まる辰 サービス 飲食業 5%

217,335 長崎県 壱岐市 みなとやゲストハウス サービス 宿泊業 5%

217,336 長崎県 壱岐市 ミユキ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,337 長崎県 壱岐市 民宿繁屋千賀荘 サービス 宿泊業 5%

217,338 長崎県 壱岐市 やき肉郷 サービス 飲食業 5%

217,339 長崎県 壱岐市 山内苗木園緑化センター 小売業 その他小売 5%

217,340 長崎県 壱岐市 有限会社イービック サービス その他サービス 5%

217,341 長崎県 壱岐市 大阪屋石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,342 長崎県 壱岐市 旅館太公望 サービス 宿泊業 5%

217,343 長崎県 壱岐市 レディスファッション　やまさ 小売業 衣料品 5%

217,344 長崎県 諫早市 Ｒ　ａｎｄ　Ｒ　ｃｏｆｆｅｅ　ｌａｂｏ 小売業 食料品 5%

217,345 長崎県 諫早市 あかちゃん肌着専門店マルマイユ（株式会社美泉） 小売業 衣料品 5%

217,346 長崎県 諫早市 有限会社アップヒル 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,347 長崎県 諫早市 ａ’－ｄｅｕｘ サービス 理容・美容業 5%

217,348 長崎県 諫早市 アトリエ風月花 小売業 衣料品 5%

217,349 長崎県 諫早市 猿崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,350 長崎県 諫早市 ａｌｕｋｕ サービス 飲食業 5%
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217,351 長崎県 諫早市 アンジェロ 小売業 衣料品 5%

217,352 長崎県 諫早市 セブン－イレブン飯盛開店 小売業 食料品 2%

217,353 長崎県 諫早市 居酒屋　笑庵 サービス 飲食業 5%

217,354 長崎県 諫早市 居酒屋　ＬＯＧ サービス 飲食業 5%

217,355 長崎県 諫早市 ＩＺＡＮＯＷ サービス 飲食業 5%

217,356 長崎県 諫早市 セブン－イレブン諫早有喜町店 小売業 食料品 2%

217,357 長崎県 諫早市 セブン－イレブン諫早宇都町店 小売業 食料品 2%

217,358 長崎県 諫早市 セブン－イレブン諫早小川町店 小売業 食料品 2%

217,359 長崎県 諫早市 セブン－イレブン諫早上町店 小売業 食料品 2%

217,360 長崎県 諫早市 セブン－イレブン諫早唐比東店 小売業 食料品 2%

217,361 長崎県 諫早市 諌早観光ホテル サービス 宿泊業 5%

217,362 長崎県 諫早市 諫早観光ホテル道具屋 サービス 宿泊業 5%

217,363 長崎県 諫早市 諫早北バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,364 長崎県 諫早市 セブン－イレブン諫早久山台店 小売業 食料品 2%

217,365 長崎県 諫早市 諫早グリーンホテル サービス 宿泊業 5%

217,366 長崎県 諫早市 セブン－イレブン諫早幸町店 小売業 食料品 2%

217,367 長崎県 諫早市 セブン－イレブン諫早猿崎町店 小売業 食料品 2%

217,368 長崎県 諫早市 諫早総合病院売店 小売業 その他小売 5%

217,369 長崎県 諫早市 セブン－イレブン諫早多良見町店 小売業 食料品 2%

217,370 長崎県 諫早市 セブン－イレブン諫早仲沖町店 小売業 食料品 2%

217,371 長崎県 諫早市 セブン－イレブン諫早バイパス店 小売業 食料品 2%

217,372 長崎県 諫早市 セブン－イレブン諫早八天町店 小売業 食料品 2%

217,373 長崎県 諫早市 セブン－イレブン諫早平山町店 小売業 食料品 2%

217,374 長崎県 諫早市 セブン－イレブン諫早馬渡町店 小売業 食料品 2%

217,375 長崎県 諫早市 セブン－イレブン諫早森山町店 小売業 食料品 2%

217,376 長崎県 諫早市 石窯ピザＬＩＢＥＲＯｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

217,377 長崎県 諫早市 泉町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,378 長崎県 諫早市 イタリア料理　トラットリア　ぽるとふぃーの サービス 飲食業 5%

217,379 長崎県 諫早市 出光久留里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,380 長崎県 諫早市 出光セルフ大村南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,381 長崎県 諫早市 出光セルフ住吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,382 長崎県 諫早市 出光セルフ俵町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,383 長崎県 諫早市 出光セントポールＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,384 長崎県 諫早市 出光彼杵ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,385 長崎県 諫早市 出光春木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,386 長崎県 諫早市 出光東長崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,387 長崎県 諫早市 イノウエ 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,388 長崎県 諫早市 いぶき地　本店 サービス 飲食業 5%

217,389 長崎県 諫早市 ｉＲＯｉＲＯ 小売業 衣料品 5%

217,390 長崎県 諫早市 上田自動車工業 サービス その他サービス 5%

217,391 長崎県 諫早市 魚荘 サービス 飲食業 5%

217,392 長崎県 諫早市 栄田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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217,393 長崎県 諫早市 ＳＢＳ諫早 小売業 その他小売 5%

217,394 長崎県 諫早市 ＥＨＯＯ 小売業 衣料品 5%

217,395 長崎県 諫早市 オーディオ・ラボ有限会社 小売業 電化製品 5%

217,396 長崎県 諫早市 オートショップナカミチ サービス その他サービス 5%

217,397 長崎県 諫早市 オートプロ山下 サービス その他サービス 5%

217,398 長崎県 諫早市 ＡＬＤ　ＬＡＭＰ 小売業 衣料品 5%

217,399 長崎県 諫早市 お菓子のみよしや 小売業 食料品 5%

217,400 長崎県 諫早市 Ｏｓｔｅｒｉａ　Ｅｓｓｅｎｚａ サービス 飲食業 5%

217,401 長崎県 諫早市 お茶処しまだ 小売業 食料品 5%

217,402 長崎県 諫早市 オックスフォード小川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

217,403 長崎県 諫早市 オックスフォード貝津店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

217,404 長崎県 諫早市 小野タクシー　１ サービス 運輸業 5%

217,405 長崎県 諫早市 お仏だんのむらた 小売業 家具・調度品 5%

217,406 長崎県 諫早市 小船越給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,407 長崎県 諫早市 ＣＡＲ　ＨＥＡＲＴ　諫早 小売業 その他小売 5%

217,408 長崎県 諫早市 カーサービス　イシダ サービス その他サービス 5%

217,409 長崎県 諫早市 かいづ動物病院 サービス その他サービス 5%

217,410 長崎県 諫早市 カーウォッシュマスター 小売業 その他小売 5%

217,411 長崎県 諫早市 ガステクノサービス サービス その他サービス 5%

217,412 長崎県 諫早市 カットハウス　ティーズ サービス 理容・美容業 5%

217,413 長崎県 諫早市 カットハウス　ティーズ サービス 理容・美容業 5%

217,414 長崎県 諫早市 カットハウスティーズ サービス 理容・美容業 5%

217,415 長崎県 諫早市 Ｃａｆｅ　Ｄｉｎｉｎｇ　七夜月 サービス 飲食業 5%

217,416 長崎県 諫早市 カフェここんの サービス 飲食業 5%

217,417 長崎県 諫早市 ｃａｆｅ　ｓｌｏｗ サービス 飲食業 5%

217,418 長崎県 諫早市 株式会社クロスロード サービス その他サービス 5%

217,419 長崎県 諫早市 株式会社親和タクシー ４０１ サービス 運輸業 5%

217,420 長崎県 諫早市 かめや釣具 長崎諫早店 小売業 その他小売 5%

217,421 長崎県 諫早市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋諫早幸町店 サービス 飲食業 2%

217,422 長崎県 諫早市 ガロ・ショップ　メンズ 小売業 衣料品 5%

217,423 長崎県 諫早市 ガロ・ショップ 小売業 衣料品 5%

217,424 長崎県 諫早市 ガロショップ　長崎店 小売業 衣料品 5%

217,425 長崎県 諫早市 ガンバル市場まつもと君 小売業 その他小売 5%

217,426 長崎県 諫早市 喜々津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,427 長崎県 諫早市 喜々津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,428 長崎県 諫早市 喜々津ステーションホテル サービス 宿泊業 5%

217,429 長崎県 諫早市 キャピックナガサキ サービス その他サービス 5%

217,430 長崎県 諫早市 京かのこ　石飛 サービス 飲食業 5%

217,431 長崎県 諫早市 Ｋｙｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

217,432 長崎県 諫早市 きりん食堂 サービス 飲食業 5%

217,433 長崎県 諫早市 銀屋 小売業 衣料品 5%

217,434 長崎県 諫早市 ＧｏｏｄＮｅｗｓ 小売業 衣料品 5%
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217,435 長崎県 諫早市 くつろ木　くつろ木 サービス その他サービス 5%

217,436 長崎県 諫早市 クリアネイルサロン サービス 理容・美容業 5%

217,437 長崎県 諫早市 クール・カレアン諫早店 小売業 衣料品 5%

217,438 長崎県 諫早市 車工房　ＬＥＧＯ 小売業 その他小売 5%

217,439 長崎県 諫早市 グローバルホテル サービス 宿泊業 5%

217,440 長崎県 諫早市 ケーキ＆ティールーム　シェリール サービス 飲食業 5%

217,441 長崎県 諫早市 幸田水産　諫早店 小売業 その他小売 5%

217,442 長崎県 諫早市 セブン－イレブン小長井牧店 小売業 食料品 2%

217,443 長崎県 諫早市 小林呉服店 小売業 衣料品 5%

217,444 長崎県 諫早市 ゴルフステーションスリーエイチ 小売業 その他小売 5%

217,445 長崎県 諫早市 幸町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,446 長崎県 諫早市 さかいタクシー１ サービス 運輸業 5%

217,447 長崎県 諫早市 ＳＡＮＳＨＩＮ 小売業 衣料品 5%

217,448 長崎県 諫早市 さんわライフプラザ 小売業 家具・調度品 5%

217,449 長崎県 諫早市 Ｊネットレンタカー諫早店 サービス その他サービス 2%

217,450 長崎県 諫早市 システムサプライサポートセンター 小売業 その他小売 5%

217,451 長崎県 諫早市 Ｓｉｐｉｌｉｃａ 小売業 電化製品 5%

217,452 長崎県 諫早市 嶋崎工務店 サービス その他サービス 5%

217,453 長崎県 諫早市 シモン諫早店 小売業 衣料品 5%

217,454 長崎県 諫早市 シモンリンドバーグ 小売業 衣料品 5%

217,455 長崎県 諫早市 ＪＡＺｚＭｉ サービス 理容・美容業 5%

217,456 長崎県 諫早市 自由区 小売業 衣料品 5%

217,457 長崎県 諫早市 シューズ＆バッグ　コア 小売業 衣料品 5%

217,458 長崎県 諫早市 シューズコア 小売業 衣料品 5%

217,459 長崎県 諫早市 十善商店 小売業 食料品 5%

217,460 長崎県 諫早市 旬香 サービス 飲食業 5%

217,461 長崎県 諫早市 ジョリ・ファム　諫早店 小売業 衣料品 5%

217,462 長崎県 諫早市 城見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,463 長崎県 諫早市 ＳＵＰＥＲ　ＢＬＡＣＫ　ＭＡＲＫＥＴ 小売業 衣料品 5%

217,464 長崎県 諫早市 杉谷本舗橘店 小売業 その他小売 5%

217,465 長崎県 諫早市 スズキインター諫早 サービス その他サービス 5%

217,466 長崎県 諫早市 ＳＴＡＮＤ　ＦＩＲＭ 小売業 衣料品 5%

217,467 長崎県 諫早市 スーパーコンボ諫早バイパス店 小売業 その他小売 5%

217,468 長崎県 諫早市 ＳＵＢＵ【スブ】 サービス 理容・美容業 5%

217,469 長崎県 諫早市 スリーエム　諫早店 小売業 衣料品 5%

217,470 長崎県 諫早市 スワンドライ　諫早マルキョウ店 サービス その他サービス 5%

217,471 長崎県 諫早市 スワンドライ　久山マルキョウ店 サービス その他サービス 5%

217,472 長崎県 諫早市 スワンドライ　長野店 サービス その他サービス 5%

217,473 長崎県 諫早市 スワンドライ　西諫早店 サービス その他サービス 5%

217,474 長崎県 諫早市 スワンドライ　マックスバリュ諫早中央店 サービス その他サービス 5%

217,475 長崎県 諫早市 セルフ諫早ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,476 長崎県 諫早市 セルフ高来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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217,477 長崎県 諫早市 太白楼 太白楼 サービス 飲食業 5%

217,478 長崎県 諫早市 セブン－イレブン高来湯江店 小売業 食料品 2%

217,479 長崎県 諫早市 タカチホカメラ　諫早店 小売業 その他小売 5%

217,480 長崎県 諫早市 ［ＨＣ］タゾエ電器 小売業 電化製品 5%

217,481 長崎県 諫早市 合資会社立川酸素プロパン サービス その他サービス 5%

217,482 長崎県 諫早市 多良見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,483 長崎県 諫早市 セブン－イレブン多良見体育センター前店 小売業 食料品 2%

217,484 長崎県 諫早市 竹馬モータース 小売業 その他小売 5%

217,485 長崎県 諫早市 チャーム 小売業 衣料品 5%

217,486 長崎県 諫早市 中華ダイニング杏てい サービス 飲食業 5%

217,487 長崎県 諫早市 辻木工所 小売業 家具・調度品 5%

217,488 長崎県 諫早市 ディードットステーション諫早教室 サービス その他サービス 5%

217,489 長崎県 諫早市 ＴＥＣＨ　ＭＡＲＴ　齋藤屋 サービス その他サービス 5%

217,490 長崎県 諫早市 ［ＨＣ］デンキのふじおか 小売業 電化製品 5%

217,491 長崎県 諫早市 東京書店　諌早店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

217,492 長崎県 諫早市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ貝津店 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,493 長崎県 諫早市 徳永自動車　多良見工場 サービス その他サービス 5%

217,494 長崎県 諫早市 徳永電器 小売業 電化製品 5%

217,495 長崎県 諫早市 トヨタカローラ長崎諫早店 小売業 その他小売 5%

217,496 長崎県 諫早市 トヨタカローラ長崎ユ－カ－ランド久山店 小売業 その他小売 5%

217,497 長崎県 諫早市 トヨタ部品福岡共販　長崎支社 サービス その他サービス 5%

217,498 長崎県 諫早市 トヨタレンタリース長崎諫早店 サービス その他サービス 2%

217,499 長崎県 諫早市 ＤＯＮ’Ｔ　ＢＡ’ＲＡ サービス 理容・美容業 5%

217,500 長崎県 諫早市 中川原酒店 小売業 その他小売 5%

217,501 長崎県 諫早市 株式会社ナガサキトラベル サービス その他サービス 5%

217,502 長崎県 諫早市 株式会社　西沢　諌早店 小売業 食料品 5%

217,503 長崎県 諫早市 ニューステーションホテル サービス 宿泊業 5%

217,504 長崎県 諫早市 ニューステーションホテル・プレミア サービス 宿泊業 5%

217,505 長崎県 諫早市 ニューステーションホテル・レジデンス サービス 宿泊業 5%

217,506 長崎県 諫早市 ニューステーションホテル・プレミア サービス 宿泊業 5%

217,507 長崎県 諫早市 ［ＨＣ］ネットワークでんき館いさはや 小売業 電化製品 5%

217,508 長崎県 諫早市 配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,509 長崎県 諫早市 博多麺王久山 サービス 飲食業 5%

217,510 長崎県 諫早市 橋本電器 小売業 電化製品 5%

217,511 長崎県 諫早市 パナプラザ　きよしや 小売業 電化製品 5%

217,512 長崎県 諫早市 パナプラザ　ミヤショウ 小売業 電化製品 5%

217,513 長崎県 諫早市 パナプラザ　モリシタ 小売業 電化製品 5%

217,514 長崎県 諫早市 パピオフジヤ 小売業 電化製品 5%

217,515 長崎県 諫早市 光理容室 サービス 理容・美容業 5%

217,516 長崎県 諫早市 ピザクルサ多良見店 サービス 飲食業 5%

217,517 長崎県 諫早市 Ｂｉｔｔｙ 小売業 衣料品 5%

217,518 長崎県 諫早市 ひらまつ斎場 サービス その他サービス 5%

5181



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

217,519 長崎県 諫早市 Ｆｕｋｉ　Ｄｕｏ サービス 飲食業 5%

217,520 長崎県 諫早市 風味屋 サービス 飲食業 5%

217,521 長崎県 諫早市 福籠 サービス 飲食業 5%

217,522 長崎県 諫早市 ブックマート諫早 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

217,523 長崎県 諫早市 ブティック　シモン　諫早店 小売業 衣料品 5%

217,524 長崎県 諫早市 ふなき電器 小売業 電化製品 5%

217,525 長崎県 諫早市 ｂｕｌａ 小売業 衣料品 5%

217,526 長崎県 諫早市 フラクタルデザイン諫早 サービス 理容・美容業 5%

217,527 長崎県 諫早市 ＦＬＡＰ 小売業 その他小売 5%

217,528 長崎県 諫早市 フラップグローバルビューティー諫早店 サービス 理容・美容業 5%

217,529 長崎県 諫早市 ブルーベルベット 小売業 衣料品 5%

217,530 長崎県 諫早市 ブルーベルベット 小売業 衣料品 5%

217,531 長崎県 諫早市 プレミアム サービス その他サービス 5%

217,532 長崎県 諫早市 プロショップマツダ 小売業 電化製品 5%

217,533 長崎県 諫早市 Ｈａｉｒ　Ａｒｔ　Ｌｉｔｔｌｅ サービス 理容・美容業 5%

217,534 長崎県 諫早市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｇｒｏｗ サービス 理容・美容業 5%

217,535 長崎県 諫早市 Ｈａｉｒ５２ｂｉｒｔｈ サービス 理容・美容業 5%

217,536 長崎県 諫早市 ＶＯＧＵＥ．Ｎ．Ｙ サービス 理容・美容業 5%

217,537 長崎県 諫早市 ヘアーサロン　ひがし サービス 理容・美容業 5%

217,538 長崎県 諫早市 ヘアースタジオ　レインボー サービス 理容・美容業 5%

217,539 長崎県 諫早市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ｎｉｃｏ　Ｎａｇａｓａｋｉ サービス 理容・美容業 5%

217,540 長崎県 諫早市 ｈｅｌｉｘｍｏｖｅＡｃｒｏｓｓ サービス 理容・美容業 5%

217,541 長崎県 諫早市 ｂｅｌｌ　ｂｙ　ｇｒｏｗ サービス 理容・美容業 5%

217,542 長崎県 諫早市 ポイントタクシー　本社営業所　２０９ サービス 運輸業 5%

217,543 長崎県 諫早市 ＯＫホーム＆ガーデン多良見店 小売業 その他小売 5%

217,544 長崎県 諫早市 ホテルグランドパレス諫早 サービス 宿泊業 5%

217,545 長崎県 諫早市 ホテルニューグローバル サービス 宿泊業 5%

217,546 長崎県 諫早市 ホームインプルーブメントひろせスーパーコ 小売業 その他小売 5%

217,547 長崎県 諫早市 マクドナルド諫早インター店 サービス 飲食業 2%

217,548 長崎県 諫早市 マクドナルド５７号諫早店 サービス 飲食業 2%

217,549 長崎県 諫早市 松尾石材本社　松尾石材　工場 小売業 その他小売 5%

217,550 長崎県 諫早市 マツバラスポーツＱスタジアム 小売業 その他小売 5%

217,551 長崎県 諫早市 マツバラスポーツＱスタジアム 小売業 その他小売 5%

217,552 長崎県 諫早市 まるちゃん サービス その他サービス 5%

217,553 長崎県 諫早市 まんまる サービス 飲食業 5%

217,554 長崎県 諫早市 ミクト サービス その他サービス 5%

217,555 長崎県 諫早市 ｍｉｌｌｅネイルサロンスクール サービス 理容・美容業 5%

217,556 長崎県 諫早市 ミンツストア諫早工場売店 小売業 食料品 5%

217,557 長崎県 諫早市 ムックハウス諫早店 小売業 衣料品 5%

217,558 長崎県 諫早市 村岡屋　諫早西友店 小売業 食料品 5%

217,559 長崎県 諫早市 メガネ本舗　諫早店 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,560 長崎県 諫早市 ＭＥＮ＇Ｓ脱毛３１１０Ｒ／１ サービス 理容・美容業 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

217,561 長崎県 諫早市 麺屋富貴　諌早店 サービス 飲食業 5%

217,562 長崎県 諫早市 Ｍｏｎｋｅｙｐｏｄ サービス 理容・美容業 5%

217,563 長崎県 諫早市 山口印房　山口印房 小売業 その他小売 5%

217,564 長崎県 諫早市 有限会社　山富士　諫早店 小売業 家具・調度品 5%

217,565 長崎県 諫早市 有限会社Ｌ＆Ｌホテルセンリュウ サービス 宿泊業 5%

217,566 長崎県 諫早市 有限会社緒方電器 小売業 電化製品 5%

217,567 長崎県 諫早市 ラウンジ鹿鳴館 サービス 飲食業 5%

217,568 長崎県 諫早市 Ｒｅ：ＴｏｏｌｓＡｎｄＷｏｒｋｓ 小売業 衣料品 5%

217,569 長崎県 諫早市 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｓａｌｏｎ　ｌｅ　ｓｏｌｅｉｌ サービス その他サービス 5%

217,570 長崎県 諫早市 リンドバーグ 小売業 衣料品 5%

217,571 長崎県 諫早市 ＲＩＮＤＢＥＲＧ 小売業 衣料品 5%

217,572 長崎県 諫早市 ＲＯＯＴＳ　ＢＥＧＩＮ サービス 理容・美容業 5%

217,573 長崎県 諫早市 ＲＯＵＴＥ３４ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ 小売業 家具・調度品 5%

217,574 長崎県 諫早市 ＲＯＯＴＳ　ＢＥＧＩＮ サービス 理容・美容業 5%

217,575 長崎県 諫早市 ＲＯＳＥ　ＢＯＷＬ 小売業 衣料品 5%

217,576 長崎県 諫早市 ＲＯＳＥ　ＢＯＷＬ 小売業 衣料品 5%

217,577 長崎県 諫早市 ローズボウル　栄町店 小売業 衣料品 5%

217,578 長崎県 諫早市 ローズボウル２ 小売業 衣料品 5%

217,579 長崎県 雲仙市 愛菜館 サービス 飲食業 5%

217,580 長崎県 雲仙市 愛野カントリー倶楽部 サービス その他サービス 5%

217,581 長崎県 雲仙市 東園 サービス 宿泊業 5%

217,582 長崎県 雲仙市 池田石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,583 長崎県 雲仙市 出光林田輪業瑞穂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,584 長崎県 雲仙市 出光南串山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,585 長崎県 雲仙市 雲仙　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,586 長崎県 雲仙市 セブン－イレブン雲仙愛野店 小売業 食料品 2%

217,587 長崎県 雲仙市 セブン－イレブン雲仙吾妻店 小売業 食料品 2%

217,588 長崎県 雲仙市 セブン－イレブン雲仙小浜町金浜店 小売業 食料品 2%

217,589 長崎県 雲仙市 セブン－イレブン雲仙小浜町北野店 小売業 食料品 2%

217,590 長崎県 雲仙市 セブン－イレブン雲仙小浜マリーナ店 小売業 食料品 2%

217,591 長崎県 雲仙市 雲仙観光ホテル サービス 宿泊業 5%

217,592 長崎県 雲仙市 雲仙　九州ホテル サービス 宿泊業 5%

217,593 長崎県 雲仙市 セブン－イレブン雲仙グリーンロード店 小売業 食料品 2%

217,594 長崎県 雲仙市 雲仙ゴルフ場 サービス その他サービス 5%

217,595 長崎県 雲仙市 セブン－イレブン雲仙千々石店 小売業 食料品 2%

217,596 長崎県 雲仙市 セブン－イレブン雲仙瑞穂店 小売業 食料品 2%

217,597 長崎県 雲仙市 雲仙宮崎旅館 サービス 宿泊業 5%

217,598 長崎県 雲仙市 小浜春陽館 サービス 宿泊業 5%

217,599 長崎県 雲仙市 おばま動物病院 サービス その他サービス 5%

217,600 長崎県 雲仙市 割烹旅館　観月荘 サービス 宿泊業 5%

217,601 長崎県 雲仙市 刈水庵 小売業 その他小売 5%

217,602 長崎県 雲仙市 くうかい サービス 飲食業 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

217,603 長崎県 雲仙市 国民宿舎　青雲荘 サービス 宿泊業 5%

217,604 長崎県 雲仙市 七輪くうとん サービス 飲食業 5%

217,605 長崎県 雲仙市 スワンドライ　愛野マルキョウ店 サービス その他サービス 5%

217,606 長崎県 雲仙市 セルフおばま 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,607 長崎県 雲仙市 大衆割烹　龍 サービス 飲食業 5%

217,608 長崎県 雲仙市 多比良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,609 長崎県 雲仙市 狸山まんじゅう サービス 飲食業 5%

217,610 長崎県 雲仙市 千々石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,611 長崎県 雲仙市 千々石観光センター　千鶏カステラ本舗　１ 小売業 食料品 5%

217,612 長崎県 雲仙市 千々石給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,613 長崎県 雲仙市 つじマート 小売業 その他小売 5%

217,614 長崎県 雲仙市 つたや旅館 サービス 宿泊業 5%

217,615 長崎県 雲仙市 パナプラザ　とりやま 小売業 電化製品 5%

217,616 長崎県 雲仙市 浜観ホテル サービス 宿泊業 5%

217,617 長崎県 雲仙市 ＰＵＮＣＨ　ＰＩＺＺＡ サービス 飲食業 5%

217,618 長崎県 雲仙市 土黒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,619 長崎県 雲仙市 ｐｉｓｔｅｖｉｉｖａ 小売業 衣料品 5%

217,620 長崎県 雲仙市 平田石材工業 小売業 その他小売 5%

217,621 長崎県 雲仙市 ファッションハウス彩　国見店 小売業 衣料品 5%

217,622 長崎県 雲仙市 ボスコ瑞穂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,623 長崎県 雲仙市 南串タクシー サービス 運輸業 5%

217,624 長崎県 雲仙市 南串山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,625 長崎県 雲仙市 民芸モダンの宿　雲仙福田屋 サービス 宿泊業 5%

217,626 長崎県 雲仙市 民宿　雲仙 サービス 宿泊業 5%

217,627 長崎県 雲仙市 ムックハウス国見店 小売業 衣料品 5%

217,628 長崎県 雲仙市 名湯の宿　雲仙いわき旅館 サービス 宿泊業 5%

217,629 長崎県 雲仙市 麺屋富貴 サービス 飲食業 5%

217,630 長崎県 雲仙市 ヤヒロ 小売業 電化製品 5%

217,631 長崎県 雲仙市 湯元ホテル サービス 宿泊業 5%

217,632 長崎県 雲仙市 ゆやど雲仙新湯 サービス 宿泊業 5%

217,633 長崎県 雲仙市 湯宿　蒸気家 サービス 宿泊業 5%

217,634 長崎県 雲仙市 旅亭半水盧 サービス 宿泊業 5%

217,635 長崎県 雲仙市 ルート２５１国見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,636 長崎県 雲仙市 レストハウス　森のしらべ サービス 飲食業 5%

217,637 長崎県 雲仙市 レストラン　ペガサス サービス 飲食業 5%

217,638 長崎県 大村市 ＡＲＴ サービス 理容・美容業 5%

217,639 長崎県 大村市 アオバラジオ商会 小売業 電化製品 5%

217,640 長崎県 大村市 ａｔｅｌｉｅｒａｐｐｌｅ 小売業 衣料品 5%

217,641 長崎県 大村市 アバンダンシア サービス その他サービス 5%

217,642 長崎県 大村市 居酒屋　海豚 サービス 飲食業 5%

217,643 長崎県 大村市 居酒屋よっとこ　竹松店　居酒屋　よっとこ　竹松店 サービス 飲食業 5%

217,644 長崎県 大村市 居酒屋よっとこ　玖島店 サービス 飲食業 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

217,645 長崎県 大村市 イタリアンバル　カフェ　ＴＥＲＲＡＣＥＤ　ＦＩＥＬＤＳ サービス 飲食業 5%

217,646 長崎県 大村市 一瀬珈琲 サービス 飲食業 5%

217,647 長崎県 大村市 Ｉｌ Ｒｏｒｐａｃｃｉｏ サービス 飲食業 5%

217,648 長崎県 大村市 岩井屋 小売業 家具・調度品 5%

217,649 長崎県 大村市 岩松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,650 長崎県 大村市 梅ヶ枝荘 サービス 飲食業 5%

217,651 長崎県 大村市 浦川豆店 小売業 食料品 5%

217,652 長崎県 大村市 ｅｋｏｌｕ【エコル】 サービス 理容・美容業 5%

217,653 長崎県 大村市 エシャロット サービス 飲食業 5%

217,654 長崎県 大村市 ＥＳＳＥＸ 小売業 衣料品 5%

217,655 長崎県 大村市 エムティ・デザイン サービス その他サービス 5%

217,656 長崎県 大村市 エレガンス　ひろ　大村店 小売業 衣料品 5%

217,657 長崎県 大村市 大きな新鮮村 小売業 食料品 5%

217,658 長崎県 大村市 お　みや化粧品店 小売業 その他小売 5%

217,659 長崎県 大村市 大村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,660 長崎県 大村市 大村　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,661 長崎県 大村市 セブン－イレブン大村池田１丁目店 小売業 食料品 2%

217,662 長崎県 大村市 セブン－イレブン大村池田２丁目店 小売業 食料品 2%

217,663 長崎県 大村市 セブン－イレブン大村植松３丁目店 小売業 食料品 2%

217,664 長崎県 大村市 大村角寿司　満洲屋 サービス 飲食業 5%

217,665 長崎県 大村市 セブン－イレブン大村陰平町店 小売業 食料品 2%

217,666 長崎県 大村市 セブン－イレブン大村水主町１丁目店 小売業 食料品 2%

217,667 長崎県 大村市 セブン－イレブン大村協和町店 小売業 食料品 2%

217,668 長崎県 大村市 セブン－イレブン大村久原２丁目店 小売業 食料品 2%

217,669 長崎県 大村市 おおむらケーブルテレビ株式会社 サービス その他サービス 5%

217,670 長崎県 大村市 セブン－イレブン大村須田ノ木町店 小売業 食料品 2%

217,671 長崎県 大村市 大村ステーションホテル サービス 宿泊業 5%

217,672 長崎県 大村市 大村ステーションホテル サービス 宿泊業 5%

217,673 長崎県 大村市 セブン－イレブン大村竹松本町店 小売業 食料品 2%

217,674 長崎県 大村市 セブン－イレブン大村富の原２丁目店 小売業 食料品 2%

217,675 長崎県 大村市 大村マリーナホテル サービス 宿泊業 5%

217,676 長崎県 大村市 大村マリーナホテル サービス 宿泊業 5%

217,677 長崎県 大村市 おおむら夢ファームシュシュ　おおむら夢ファームシュシュ　サンスパ店 サービス 飲食業 5%

217,678 長崎県 大村市 御菓子処まえだ　大村本店 小売業 食料品 5%

217,679 長崎県 大村市 沖カフェＩＣＨＡＲＩＢＡ サービス 飲食業 5%

217,680 長崎県 大村市 オリックスレンタカー長崎空港店 サービス その他サービス 2%

217,681 長崎県 大村市 温熱美容サロンＲｅｌｅｖｅルルべ サービス 理容・美容業 5%

217,682 長崎県 大村市 カーボディーササウラ サービス その他サービス 5%

217,683 長崎県 大村市 かけはぎ工房 サービス その他サービス 5%

217,684 長崎県 大村市 かつて畳内装 小売業 家具・調度品 5%

217,685 長崎県 大村市 かとりストア　原口店 小売業 その他小売 5%

217,686 長崎県 大村市 金子石油 株 大村インター給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在
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217,687 長崎県 大村市 金子石油　株　　竹松給油所　金子石油　株　竹松給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,688 長崎県 大村市 株　イチノセオートサービス　株式会社イチノセオートサービス サービス その他サービス 5%

217,689 長崎県 大村市 株式会社ナガノカメラ　ナガノカメラ 小売業 その他小売 5%

217,690 長崎県 大村市 カラオケＳＯＳＯ大村店 サービス その他サービス 5%

217,691 長崎県 大村市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋長崎空港バイパス店 サービス 飲食業 2%

217,692 長崎県 大村市 ＪＥＷＥＬ　きしかわ 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,693 長崎県 大村市 銀屋大村エルメゾン店 小売業 衣料品 5%

217,694 長崎県 大村市 銀屋大村ネジュアン店 小売業 衣料品 5%

217,695 長崎県 大村市 銀屋大村本店 小売業 衣料品 5%

217,696 長崎県 大村市 クリップス 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

217,697 長崎県 大村市 クリップス　オン 小売業 その他小売 5%

217,698 長崎県 大村市 車倶楽部 小売業 その他小売 5%

217,699 長崎県 大村市 ことぶき電器 小売業 電化製品 5%

217,700 長崎県 大村市 菜園ブッフェ　ピソリーノ　菜園ブッフェピソリーノ サービス 飲食業 5%

217,701 長崎県 大村市 サンオイルサービス サンオイルサービス 小売業 その他小売 5%

217,702 長崎県 大村市 サンセットドライブステーションＳＳ　光洋石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,703 長崎県 大村市 Ｊネットレンタカー長崎空港店 サービス その他サービス 2%

217,704 長崎県 大村市 シェリーフルフル 小売業 衣料品 5%

217,705 長崎県 大村市 時代美術 小売業 その他小売 5%

217,706 長崎県 大村市 ジュエルきしかわ　ジュエルきしかわ 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,707 長崎県 大村市 食彩ストア－マイマ－ト 小売業 その他小売 5%

217,708 長崎県 大村市 新寿し サービス 飲食業 5%

217,709 長崎県 大村市 スズキオートセンター小堺 小売業 その他小売 5%

217,710 長崎県 大村市 スズキオートセンター小堺　諏訪支店 小売業 その他小売 5%

217,711 長崎県 大村市 すたみな太郎　大村店 サービス 飲食業 5%

217,712 長崎県 大村市 スワンドライ　イオン大村店 サービス その他サービス 5%

217,713 長崎県 大村市 スワンドライ　ホームワイド溝陸店 サービス その他サービス 5%

217,714 長崎県 大村市 スワンドライ　ララ富の原店 サービス その他サービス 5%

217,715 長崎県 大村市 セラピア大村店 サービス その他サービス 5%

217,716 長崎県 大村市 セルフ大村給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,717 長崎県 大村市 セルフ大村南給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,718 長崎県 大村市 セルフスタンド　サンスパＳＳ　旭商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,719 長崎県 大村市 竹松タクシー１ サービス 運輸業 5%

217,720 長崎県 大村市 たけまつ電器 小売業 電化製品 5%

217,721 長崎県 大村市 たにうえ電器 小売業 電化製品 5%

217,722 長崎県 大村市 ＤｅＳｏｔｏ ＣＬＯＴＨＩＮＧ ＣＯＭＰＡＮＹ 小売業 衣料品 5%

217,723 長崎県 大村市 有限会社　土井牧場ハム製造所 小売業 食料品 5%

217,724 長崎県 大村市 東京書店　諌早店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

217,725 長崎県 大村市 東京書店　大村店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

217,726 長崎県 大村市 トヨタカローラ長崎大村店 小売業 その他小売 5%

217,727 長崎県 大村市 トヨタレンタリース長崎長崎空港店 サービス その他サービス 2%

217,728 長崎県 大村市 トレード　カーライン 小売業 その他小売 5%

5186



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

217,729 長崎県 大村市 トレードカーライン　協和町店 小売業 その他小売 5%

217,730 長崎県 大村市 トレードカーライン　富の原店 小売業 その他小売 5%

217,731 長崎県 大村市 ＤＲＯＰＳ サービス 理容・美容業 5%

217,732 長崎県 大村市 永尾茶舗 永尾茶舗 小売業 食料品 5%

217,733 長崎県 大村市 長崎インタ－ナショナルホテル サービス 宿泊業 5%

217,734 長崎県 大村市 セブン－イレブン長崎道今村ＰＡ上り店 小売業 食料品 2%

217,735 長崎県 大村市 セブン－イレブン長崎道木場ＰＡ下り店 小売業 食料品 2%

217,736 長崎県 大村市 なかの時計店 小売業 その他小売 5%

217,737 長崎県 大村市 株式会社　西沢本店　大村店 小売業 食料品 5%

217,738 長崎県 大村市 人形のたなか 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

217,739 長崎県 大村市 野田額縁店 サービス その他サービス 5%

217,740 長崎県 大村市 ハーブのエステＳｈｉｎ 小売業 家具・調度品 5%

217,741 長崎県 大村市 パナ電ヒサマツデンキ 小売業 電化製品 5%

217,742 長崎県 大村市 ピザクルサ　大村店 サービス 飲食業 5%

217,743 長崎県 大村市 美容室 ＯＲｉＶＥＲ サービス 理容・美容業 5%

217,744 長崎県 大村市 美容室木もれび サービス 理容・美容業 5%

217,745 長崎県 大村市 美容室Ｍａｒｓ サービス 理容・美容業 5%

217,746 長崎県 大村市 美容ピュア 大村店 サービス 理容・美容業 5%

217,747 長崎県 大村市 ＦａｉｔｈＨａｉｒＤｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

217,748 長崎県 大村市 フラクタルデザイン大村 サービス 理容・美容業 5%

217,749 長崎県 大村市 フラワーショップタカハラ 小売業 その他小売 5%

217,750 長崎県 大村市 プラン・プラン サービス 理容・美容業 5%

217,751 長崎県 大村市 ｃａｒｒｏｔｇａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

217,752 長崎県 大村市 ＯＫホーム＆ガーデン大村店 小売業 その他小売 5%

217,753 長崎県 大村市 ボデーショップ　かげひら 小売業 その他小売 5%

217,754 長崎県 大村市 堀内モータース　テクニカルピット サービス その他サービス 5%

217,755 長崎県 大村市 本格石窯ベーカリー キートス 小売業 食料品 5%

217,756 長崎県 大村市 マクドナルドイオン大村店 サービス 飲食業 2%

217,757 長崎県 大村市 マクドナルド大村店 サービス 飲食業 2%

217,758 長崎県 大村市 マレットメット　大村店 小売業 衣料品 5%

217,759 長崎県 大村市 みぞえ電器 小売業 電化製品 5%

217,760 長崎県 大村市 無法松　大村店 小売業 その他小売 5%

217,761 長崎県 大村市 麺屋富貴　大村店 サービス 飲食業 5%

217,762 長崎県 大村市 モータードリーム・ビート 小売業 その他小売 5%

217,763 長崎県 大村市 焼肉　大福 サービス 飲食業 5%

217,764 長崎県 大村市 八幡丸商店 小売業 食料品 5%

217,765 長崎県 大村市 有限会社　芦塚酒店　芦塚酒店 小売業 食料品 5%

217,766 長崎県 大村市 有限会社シュシュ おおむら夢ファーム ぶどう畑のれすとらん サービス 飲食業 5%

217,767 長崎県 大村市 有限会社シュシュ おおむら夢フォーム アイス工房 サービス 飲食業 5%

217,768 長崎県 大村市 有限会社シュシュ おおむら夢ファーム 新鮮組 小売業 食料品 5%

217,769 長崎県 大村市 有限会社　シュシュ　おおむら夢ファーム　洋菓子工房 小売業 食料品 5%

217,770 長崎県 大村市 合同会社ライフアラウンド 小売業 家具・調度品 5%
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217,771 長崎県 大村市 らくだ診断舎 サービス その他サービス 5%

217,772 長崎県 大村市 利休園 小売業 食料品 5%

217,773 長崎県 大村市 リトルシアター　大村店 小売業 衣料品 5%

217,774 長崎県 大村市 リーフ 小売業 衣料品 5%

217,775 長崎県 大村市 ｌｕｎｉｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

217,776 長崎県 大村市 レストラン　ペーパームーン サービス 飲食業 5%

217,777 長崎県 大村市 レストランいとう サービス 飲食業 5%

217,778 長崎県 大村市 ワコールショップ彩苑 小売業 衣料品 5%

217,779 長崎県 小値賀町 株式会社御縁 サービス その他サービス 5%

217,780 長崎県 小値賀町 全日食　丸祐 小売業 その他小売 5%

217,781 長崎県 川棚町 ａｎｏｗｅｓ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

217,782 長崎県 川棚町 出光川棚東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,783 長崎県 川棚町 衣料のよしだ 小売業 衣料品 5%

217,784 長崎県 川棚町 恵美須屋 サービス 飲食業 5%

217,785 長崎県 川棚町 株式会社　大東設備　修理部 サービス その他サービス 5%

217,786 長崎県 川棚町 川棚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,787 長崎県 川棚町 川棚ＳＳ　谷山油糧 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,788 長崎県 川棚町 セブン－イレブン川棚町倉本橋店 小売業 食料品 2%

217,789 長崎県 川棚町 セルフスマイル川棚給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,790 長崎県 川棚町 でんきやワイズ１ 小売業 電化製品 5%

217,791 長崎県 川棚町 永田メガネ　川棚店 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,792 長崎県 川棚町 セブン－イレブン東彼杵川棚店 小売業 食料品 2%

217,793 長崎県 川棚町 福田盛岳堂薬局 小売業 その他小売 5%

217,794 長崎県 川棚町 ＭｉｋｉＣｕｏｒｅ　西美紀 小売業 その他小売 5%

217,795 長崎県 川棚町 ヤマグチ写真館 サービス その他サービス 5%

217,796 長崎県 川棚町 山口電気商店 小売業 電化製品 5%

217,797 長崎県 川棚町 レコンテファミリー サービス 理容・美容業 5%

217,798 長崎県 川棚町 レストランまゆみ サービス 飲食業 5%

217,799 長崎県 五島市 味よし サービス 飲食業 5%

217,800 長崎県 五島市 新井電器 小売業 電化製品 5%

217,801 長崎県 五島市 いそだスポーツ 小売業 その他小売 5%

217,802 長崎県 五島市 出光岐宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,803 長崎県 五島市 出光五島中央病院前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,804 長崎県 五島市 出光セルフ福江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,805 長崎県 五島市 出光福江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,806 長崎県 五島市 入江レンタカー サービス その他サービス 5%

217,807 長崎県 五島市 海と星の宿 サービス 宿泊業 5%

217,808 長崎県 五島市 江口土産品 小売業 食料品 5%

217,809 長崎県 五島市 エレナＦＣ福江店 小売業 食料品 5%

217,810 長崎県 五島市 お菓子かつもと 小売業 食料品 5%

217,811 長崎県 五島市 緒方電機商会 小売業 電化製品 5%

217,812 長崎県 五島市 奥音 サービス 宿泊業 5%
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217,813 長崎県 五島市 オサダ福江店 小売業 その他小売 5%

217,814 長崎県 五島市 おみやげ　カフェごと サービス 飲食業 5%

217,815 長崎県 五島市 才津政男商店 雑貨 小売業 衣料品 5%

217,816 長崎県 五島市 川端電器 小売業 電化製品 5%

217,817 長崎県 五島市 カンパーナホテル サービス 宿泊業 5%

217,818 長崎県 五島市 岐宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,819 長崎県 五島市 けいたい相談室 サービス その他サービス 5%

217,820 長崎県 五島市 ｃｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

217,821 長崎県 五島市 ＧＯＴＯ　ＴＳＵＢＡＫＩ　ＨＯＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

217,822 長崎県 五島市 ごとう屋 サービス 宿泊業 5%

217,823 長崎県 五島市 籠淵ＳＳ　有限会社船越商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,824 長崎県 五島市 ライトハウス ライトハウス サービス 宿泊業 5%

217,825 長崎県 五島市 ＣＯＮＮＥ　ＨＯＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

217,826 長崎県 五島市 酒と肴　大衆酒場　きまぐれ サービス 飲食業 5%

217,827 長崎県 五島市 しまおう　本店 小売業 食料品 5%

217,828 長崎県 五島市 ｓｍｉｌｅ 小売業 その他小売 5%

217,829 長崎県 五島市 ＳＥＲＥＮＤＩＰ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

217,830 長崎県 五島市 ダイキョーバリュー　岐宿店 小売業 食料品 5%

217,831 長崎県 五島市 ダイキョーバリュー　三井楽店 小売業 食料品 5%

217,832 長崎県 五島市 ダイキョービッグバリュー　福江店 小売業 食料品 5%

217,833 長崎県 五島市 田尾フラットキッチン サービス 飲食業 5%

217,834 長崎県 五島市 つばき屋　シティモール店 小売業 電化製品 5%

217,835 長崎県 五島市 ｔｉｋｉ サービス 理容・美容業 5%

217,836 長崎県 五島市 ＤＵＮＮＡＳ サービス その他サービス 5%

217,837 長崎県 五島市 富江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,838 長崎県 五島市 富江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,839 長崎県 五島市 トヨタカローラ長崎五島店 小売業 その他小売 5%

217,840 長崎県 五島市 トヨタレンタリース長崎福江店 サービス その他サービス 2%

217,841 長崎県 五島市 浜口水産　富江店 小売業 食料品 5%

217,842 長崎県 五島市 浜口水産　福江港ターミナル直営店 小売業 食料品 5%

217,843 長崎県 五島市 久賀島レンタカー サービス その他サービス 5%

217,844 長崎県 五島市 びんづめ専門店くまごろう 小売業 食料品 5%

217,845 長崎県 五島市 フォトハウスみやまえ サービス その他サービス 5%

217,846 長崎県 五島市 福江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,847 長崎県 五島市 福江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,848 長崎県 五島市 ホテルダウンタウン サービス 宿泊業 5%

217,849 長崎県 五島市 ポプラ五島病院前店 小売業 その他小売 2%

217,850 長崎県 五島市 ポプラ福江岐宿店 小売業 その他小売 2%

217,851 長崎県 五島市 ポプラ福江中央店 小売業 その他小売 2%

217,852 長崎県 五島市 ポプラ福江富江店 小売業 その他小売 2%

217,853 長崎県 五島市 ポプラ福江吉久木店 小売業 その他小売 2%

217,854 長崎県 五島市 マリアージュ サービス その他サービス 5%

5189



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

217,855 長崎県 五島市 丸宗水産 小売業 食料品 5%

217,856 長崎県 五島市 ミウラ電器 小売業 電化製品 5%

217,857 長崎県 五島市 三尾野ＰＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,858 長崎県 五島市 メガネ・時計のヤグチ 小売業 その他小売 5%

217,859 長崎県 五島市 ヤクルト届けてネット（五島） 小売業 その他小売 5%

217,860 長崎県 五島市 有限会社有川喜石材店 小売業 その他小売 5%

217,861 長崎県 五島市 ユトリパンコヤ　ブランブラン 小売業 食料品 5%

217,862 長崎県 五島市 リトルシアター五島シティモール店 小売業 衣料品 5%

217,863 長崎県 五島市 リバプール サービス 飲食業 5%

217,864 長崎県 五島市 ルート３８４福江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,865 長崎県 五島市 ｗａｎ－ｍａｄｅｉｎｇｏｔｏｉｓｌａｎｄｓ－ 小売業 家具・調度品 5%

217,866 長崎県 佐々町 ｉｔプラザ 小売業 電化製品 5%

217,867 長崎県 佐々町 Ａｒｉｓａヘアメイク サービス 理容・美容業 5%

217,868 長崎県 佐々町 でんきや・おおた 小売業 電化製品 5%

217,869 長崎県 佐々町 オートサービスオカモト サービス その他サービス 5%

217,870 長崎県 佐々町 ゴルフサポートフィール 小売業 その他小売 5%

217,871 長崎県 佐々町 セブン－イレブン佐々市場免店 小売業 食料品 2%

217,872 長崎県 佐々町 佐々ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,873 長崎県 佐々町 セブン－イレブン佐々須崎免店 小売業 食料品 2%

217,874 長崎県 佐々町 スワン・ドライ　ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ佐々店 サービス その他サービス 5%

217,875 長崎県 佐々町 スワンドライ　マックスバリュ佐々店 サービス その他サービス 5%

217,876 長崎県 佐々町 大和タクシー株式会社　２０２ サービス 運輸業 5%

217,877 長崎県 佐々町 鶴電気商会 小売業 電化製品 5%

217,878 長崎県 佐々町 ハートプラザ佐々店 小売業 電化製品 5%

217,879 長崎県 佐々町 美容室　ＣＯＣＣＯ サービス 理容・美容業 5%

217,880 長崎県 佐々町 美容室ダンデライオン サービス 理容・美容業 5%

217,881 長崎県 佐々町 Ｈｉｌｕｌｕ　佐々店 サービス 理容・美容業 5%

217,882 長崎県 佐々町 ブリスにしやま佐々店 小売業 衣料品 5%

217,883 長崎県 佐々町 ヘアーサロン髪ｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

217,884 長崎県 佐々町 真申ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,885 長崎県 佐々町 ＭＡＳＳＩＶＥ　ＳＯ　ＨＡＩＲＳ サービス 理容・美容業 5%

217,886 長崎県 佐々町 ムックハウス佐々店 小売業 衣料品 5%

217,887 長崎県 佐々町 メガネプラザ　佐々店 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,888 長崎県 佐々町 モイスティーヌ　アクアサロン サービス その他サービス 5%

217,889 長崎県 佐々町 ＬＩＦＥＳＴＹＬＥ 小売業 その他小売 5%

217,890 長崎県 佐々町 ライフスタイルマーケット 小売業 家具・調度品 5%

217,891 長崎県 佐々町 リンパドレナージュサロン楓帆 サービス 理容・美容業 5%

217,892 長崎県 佐々町 ６２０ＭＯＴＯＲＩＮＧ 小売業 その他小売 5%

217,893 長崎県 佐々町 ＹＳ　ａｕｔｏＳＥＲＶＩＣＥ サービス その他サービス 5%

217,894 長崎県 佐世保市 アートスクエア　リブ 小売業 その他小売 5%

217,895 長崎県 佐世保市 アイドル　佐世保早岐店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

217,896 長崎県 佐世保市 赤崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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217,897 長崎県 佐世保市 アガぺ田中薬局 小売業 その他小売 5%

217,898 長崎県 佐世保市 アコール 小売業 その他小売 5%

217,899 長崎県 佐世保市 芦屋　貴兆陶家　佐世保店 小売業 その他小売 5%

217,900 長崎県 佐世保市 あすみ鍼灸治療室 サービス その他サービス 5%

217,901 長崎県 佐世保市 ＡＮＡＳＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,902 長崎県 佐世保市 ＡＮＡＳＡ 小売業 衣料品 5%

217,903 長崎県 佐世保市 アピ－ルセンターいわい 小売業 その他小売 5%

217,904 長崎県 佐世保市 アリュー サービス 理容・美容業 5%

217,905 長崎県 佐世保市 アレーズ サービス その他サービス 5%

217,906 長崎県 佐世保市 ＡＲＲＯＷＳ サービス 飲食業 5%

217,907 長崎県 佐世保市 Ｕｎｓｅｕｌ サービス その他サービス 5%

217,908 長崎県 佐世保市 アンドソー　佐世保店 小売業 衣料品 5%

217,909 長崎県 佐世保市 ｅ［ｍ］ｕ 小売業 衣料品 5%

217,910 長崎県 佐世保市 ｅ［ｍ］ｕ 小売業 衣料品 5%

217,911 長崎県 佐世保市 いけだ動物病院 サービス その他サービス 5%

217,912 長崎県 佐世保市 居酒屋　三平 サービス 飲食業 5%

217,913 長崎県 佐世保市 いづみや俵町店 小売業 衣料品 5%

217,914 長崎県 佐世保市 井手ちゃんぽん 佐世保店 サービス 飲食業 5%

217,915 長崎県 佐世保市 出光宇久平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,916 長崎県 佐世保市 出光佐世保ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,917 長崎県 佐世保市 出光世知原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,918 長崎県 佐世保市 井上タクシー サービス 運輸業 5%

217,919 長崎県 佐世保市 イロドリカフェ サービス 飲食業 5%

217,920 長崎県 佐世保市 いろは サービス その他サービス 5%

217,921 長崎県 佐世保市 岩崎本舗　佐世保三ヶ町店 小売業 食料品 5%

217,922 長崎県 佐世保市 イワモトコーヒー サービス 飲食業 5%

217,923 長崎県 佐世保市 ｉｎｇ　ｂｙ　ＨＩＲＯ　本島店 小売業 衣料品 5%

217,924 長崎県 佐世保市 ヴェニス 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,925 長崎県 佐世保市 ＶＯＩＣＥ　ＣＬＵＢ 小売業 衣料品 5%

217,926 長崎県 佐世保市 魚市場もったいない食堂 サービス 飲食業 5%

217,927 長崎県 佐世保市 エコゾーン 小売業 その他小売 5%

217,928 長崎県 佐世保市 ＳＳＢ　ＣＡＲＧＯ サービス その他サービス 5%

217,929 長崎県 佐世保市 ｅｓｃａｌｉｅｒ 小売業 衣料品 5%

217,930 長崎県 佐世保市 エレガンスひろ　イオン佐世保店 小売業 衣料品 5%

217,931 長崎県 佐世保市 エレガンスひろ　イオン大塔店 小売業 衣料品 5%

217,932 長崎県 佐世保市 エレガンス　ひろ　佐世保京町店 小売業 衣料品 5%

217,933 長崎県 佐世保市 個人太田敏タクシー サービス その他サービス 5%

217,934 長崎県 佐世保市 大谷モータース サービス その他サービス 5%

217,935 長崎県 佐世保市 沖田酒店 小売業 食料品 5%

217,936 長崎県 佐世保市 ＯＫホーム＆ガーデン　日野店 小売業 その他小売 5%

217,937 長崎県 佐世保市 ＯＫホーム＆ガーデン日野店 小売業 その他小売 5%

217,938 長崎県 佐世保市 尾崎電気 小売業 電化製品 5%
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217,939 長崎県 佐世保市 おしゃれの泰徳 小売業 その他小売 5%

217,940 長崎県 佐世保市 おしゃれの店　タナカ　結夢観月館 小売業 その他小売 5%

217,941 長崎県 佐世保市 ｏｈａｒｉｄｏ 小売業 衣料品 5%

217,942 長崎県 佐世保市 オリックスレンタカー佐世保若葉町店 サービス その他サービス 2%

217,943 長崎県 佐世保市 オリックスレンタカー早岐駅前店 サービス その他サービス 2%

217,944 長崎県 佐世保市 Ａｌｗａｙｓ・・・ｉｔｍ佐世保店 小売業 衣料品 5%

217,945 長崎県 佐世保市 Ｏｒｇａｎ． サービス 理容・美容業 5%

217,946 長崎県 佐世保市 カーショップ　パイパーズ 小売業 その他小売 5%

217,947 長崎県 佐世保市 甲斐モーターショップ 小売業 その他小売 5%

217,948 長崎県 佐世保市 カイロプラクティック花笑実 サービス 理容・美容業 5%

217,949 長崎県 佐世保市 かえるプロジェクト（有限会社壹良産業） サービス 運輸業 5%

217,950 長崎県 佐世保市 かぎろっく長崎 サービス その他サービス 5%

217,951 長崎県 佐世保市 嘉久房 小売業 その他小売 5%

217,952 長崎県 佐世保市 ＣＡＳＡセンソユニコ　佐世保店 小売業 衣料品 5%

217,953 長崎県 佐世保市 カーセンタータクシマ 小売業 その他小売 5%

217,954 長崎県 佐世保市 片渕電気商会 小売業 その他小売 5%

217,955 長崎県 佐世保市 ガーデンセンソユニコ　アルバ西沢店 小売業 衣料品 5%

217,956 長崎県 佐世保市 Ｃａｆｅ’　ないしょ サービス 飲食業 5%

217,957 長崎県 佐世保市 カフェないしょ サービス 飲食業 5%

217,958 長崎県 佐世保市 カフェ・バーコンセント サービス 飲食業 5%

217,959 長崎県 佐世保市 株式会社いろは サービス その他サービス 5%

217,960 長崎県 佐世保市 株式会社フローレ 小売業 その他小売 5%

217,961 長崎県 佐世保市 理容室髪処Ｏｋｕｎｏ サービス 理容・美容業 5%

217,962 長崎県 佐世保市 かめや釣具　佐世保大塔店 小売業 その他小売 5%

217,963 長崎県 佐世保市 蒲原時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

217,964 長崎県 佐世保市 かもはら電機 小売業 電化製品 5%

217,965 長崎県 佐世保市 ＫａｒａｄａＳｔｕｄｉｏりこあ サービス その他サービス 5%

217,966 長崎県 佐世保市 からだラボＭａｒｓｕｓｈｉｍａｄｏ サービス 理容・美容業 5%

217,967 長崎県 佐世保市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋早岐ＪＲ駅前店 サービス 宿泊業 2%

217,968 長崎県 佐世保市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ララプレイス佐世保店 サービス 飲食業 2%

217,969 長崎県 佐世保市 川下電機商会 小売業 電化製品 5%

217,970 長崎県 佐世保市 川下ピアノ店 小売業 電化製品 5%

217,971 長崎県 佐世保市 川原自動車 サービス その他サービス 5%

217,972 長崎県 佐世保市 北佐世保ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,973 長崎県 佐世保市 北村ホンダ販売株式会社 小売業 その他小売 5%

217,974 長崎県 佐世保市 キッチンはーとらんど サービス 飲食業 5%

217,975 長崎県 佐世保市 キッチンはーとらんど キッチンはーとらんど サービス 飲食業 5%

217,976 長崎県 佐世保市 九州銘菓 島瀬店 小売業 その他小売 5%

217,977 長崎県 佐世保市 九州銘菓　駅前店 小売業 その他小売 5%

217,978 長崎県 佐世保市 九州銘菓　島瀬店 小売業 その他小売 5%

217,979 長崎県 佐世保市 Ｑｂｅ サービス 理容・美容業 5%

217,980 長崎県 佐世保市 協友自動車 サービス その他サービス 5%
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217,981 長崎県 佐世保市 ＫｉｙｏｎｏＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

217,982 長崎県 佐世保市 金明堂大野モール店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

217,983 長崎県 佐世保市 金明堂京町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

217,984 長崎県 佐世保市 金明堂日野店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

217,985 長崎県 佐世保市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ長崎佐世保店 小売業 その他小売 5%

217,986 長崎県 佐世保市 Ｑ．Ｗａｔｅｒ サービス 飲食業 5%

217,987 長崎県 佐世保市 ぐーす サービス 飲食業 5%

217,988 長崎県 佐世保市 九十九島海鮮市場 小売業 その他小売 5%

217,989 長崎県 佐世保市 Ｇｕｓｔａｒｅ　Ｇｕｓｔａｒｅ サービス 飲食業 5%

217,990 長崎県 佐世保市 クスリのウラタ 小売業 その他小売 5%

217,991 長崎県 佐世保市 くすりのたんぽぽ サービス その他サービス 5%

217,992 長崎県 佐世保市 グランドファーストイン佐世保 サービス 宿泊業 5%

217,993 長崎県 佐世保市 グレディブリリアン佐世保店 小売業 衣料品 5%

217,994 長崎県 佐世保市 クレド佐世保 サービス その他サービス 5%

217,995 長崎県 佐世保市 黒島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

217,996 長崎県 佐世保市 Ｋ．Ｓ　ＰＡＲＣＯ 小売業 その他小売 5%

217,997 長崎県 佐世保市 激安古着屋 小売業 衣料品 5%

217,998 長崎県 佐世保市 公共の宿山暖簾 サービス 宿泊業 5%

217,999 長崎県 佐世保市 Ｃｏｆｆｅｅｌａｂｇｅｅｋ サービス 飲食業 5%

218,000 長崎県 佐世保市 ＫＯ?ＯＮ 小売業 食料品 5%

218,001 長崎県 佐世保市 古賀商店 小売業 その他小売 5%

218,002 長崎県 佐世保市 古賀タクシー サービス 運輸業 5%

218,003 長崎県 佐世保市 国際石油サービス株式会社　中里サービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,004 長崎県 佐世保市 コーザ・ノストラ　佐世保店 小売業 衣料品 5%

218,005 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン小佐々黒石店 小売業 食料品 2%

218,006 長崎県 佐世保市 コーザノストラ佐世保ショップ 小売業 衣料品 5%

218,007 長崎県 佐世保市 個人飯田タクシー サービス 運輸業 5%

218,008 長崎県 佐世保市 個人　伊藤タクシー サービス 運輸業 5%

218,009 長崎県 佐世保市 個人今村タクシー サービス 運輸業 5%

218,010 長崎県 佐世保市 個人ＨＳタクシー サービス 運輸業 5%

218,011 長崎県 佐世保市 個人北島タクシー サービス 運輸業 5%

218,012 長崎県 佐世保市 個人肝付タクシー サービス 運輸業 5%

218,013 長崎県 佐世保市 個人近藤タクシー サービス 運輸業 5%

218,014 長崎県 佐世保市 個人幸タクシー サービス 運輸業 5%

218,015 長崎県 佐世保市 個人杉本タクシー サービス 運輸業 5%

218,016 長崎県 佐世保市 個人高増タクシー サービス 運輸業 5%

218,017 長崎県 佐世保市 個人田中タクシー サービス 運輸業 5%

218,018 長崎県 佐世保市 中川タクシー サービス 運輸業 5%

218,019 長崎県 佐世保市 個人中村タクシー サービス 運輸業 5%

218,020 長崎県 佐世保市 個人中山タクシー サービス 運輸業 5%

218,021 長崎県 佐世保市 西野タクシー サービス 運輸業 5%

218,022 長崎県 佐世保市 野村タクシー サービス 運輸業 5%
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218,023 長崎県 佐世保市 個人濵田タクシー サービス 運輸業 5%

218,024 長崎県 佐世保市 個人正和タクシー サービス 運輸業 5%

218,025 長崎県 佐世保市 個人宮崎タクシー サービス 運輸業 5%

218,026 長崎県 佐世保市 個人森「泰」タクシー サービス 運輸業 5%

218,027 長崎県 佐世保市 個人山田守タクシー サービス 運輸業 5%

218,028 長崎県 佐世保市 コズミックバース サービス 理容・美容業 5%

218,029 長崎県 佐世保市 株式会社コトタビ サービス その他サービス 5%

218,030 長崎県 佐世保市 ｋｏｈａｋｕ サービス 理容・美容業 5%

218,031 長崎県 佐世保市 ｋｏｈａｋｕ サービス 理容・美容業 5%

218,032 長崎県 佐世保市 ゴルフサポートフィール 小売業 その他小売 5%

218,033 長崎県 佐世保市 （株）コレクションリテールジャパン　ジョリファム・佐世保店 小売業 衣料品 5%

218,034 長崎県 佐世保市 コレクトバイコネクト 小売業 衣料品 5%

218,035 長崎県 佐世保市 近藤家具　早岐店 小売業 家具・調度品 5%

218,036 長崎県 佐世保市 さいかい 小売業 食料品 5%

218,037 長崎県 佐世保市 さかな市場 佐世保店 サービス 飲食業 5%

218,038 長崎県 佐世保市 坂本屋 小売業 その他小売 5%

218,039 長崎県 佐世保市 崎田オート サービス その他サービス 5%

218,040 長崎県 佐世保市 崎田オート　早岐店 サービス その他サービス 5%

218,041 長崎県 佐世保市 ＳａｋｕｒａＳａｋｕ 小売業 衣料品 5%

218,042 長崎県 佐世保市 佐々木無線 小売業 電化製品 5%

218,043 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保赤崎町店 小売業 食料品 2%

218,044 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保有福町店 小売業 食料品 2%

218,045 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保今福町店 小売業 食料品 2%

218,046 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保江上町店 小売業 食料品 2%

218,047 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保駅前店 小売業 食料品 2%

218,048 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保上相浦店 小売業 食料品 2%

218,049 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保上京町店 小売業 食料品 2%

218,050 長崎県 佐世保市 佐世保グリーンホテル サービス 宿泊業 5%

218,051 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保小舟店 小売業 食料品 2%

218,052 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保権常寺店 小売業 食料品 2%

218,053 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保崎岡町店 小売業 食料品 2%

218,054 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保桜木町店 小売業 食料品 2%

218,055 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保重尾町店 小売業 食料品 2%

218,056 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保市総合病院店 小売業 食料品 2%

218,057 長崎県 佐世保市 セブンーイレブン佐世保島地町店 小売業 食料品 2%

218,058 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保瀬戸越２丁目店 小売業 食料品 2%

218,059 長崎県 佐世保市 佐世保第一ホテル） サービス 宿泊業 5%

218,060 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保大塔町店 小売業 食料品 2%

218,061 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保田原町店 小売業 食料品 2%

218,062 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保俵町店 小売業 食料品 2%

218,063 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保天神５丁目店 小売業 食料品 2%

218,064 長崎県 佐世保市 セブンーイレブン佐世保天神店 小売業 食料品 2%
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218,065 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保天神２丁目店 小売業 食料品 2%

218,066 長崎県 佐世保市 佐世保電販住宅設備 小売業 電化製品 5%

218,067 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保常盤町店 小売業 食料品 2%

218,068 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保長畑町店 小売業 食料品 2%

218,069 長崎県 佐世保市 佐世保配車センターＡＵＴＯＷＯＲＫＳ（株 サービス その他サービス 5%

218,070 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保針尾橋店 小売業 食料品 2%

218,071 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保日宇町店 小売業 食料品 2%

218,072 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保干尽町店 小売業 食料品 2%

218,073 長崎県 佐世保市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ佐世保日野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,074 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保日野町店 小売業 食料品 2%

218,075 長崎県 佐世保市 させぼ日和 サービス 飲食業 5%

218,076 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保山祇町店 小売業 食料品 2%

218,077 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保大和町店 小売業 食料品 2%

218,078 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保吉井町店 小売業 食料品 2%

218,079 長崎県 佐世保市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ佐世保吉岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,080 長崎県 佐世保市 セブン－イレブン佐世保吉岡店 小売業 食料品 2%

218,081 長崎県 佐世保市 サニーカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

218,082 長崎県 佐世保市 サニーカイロプラクティック サービス その他サービス 5%

218,083 長崎県 佐世保市 サンウエストホテル佐世保 サービス 宿泊業 5%

218,084 長崎県 佐世保市 さんわ佐世保店 小売業 衣料品 5%

218,085 長崎県 佐世保市 ジェイアール 小売業 衣料品 5%

218,086 長崎県 佐世保市 Ｊネットレンタカー佐世保店 サービス その他サービス 2%

218,087 長崎県 佐世保市 ＣＭＳ電計社 小売業 電化製品 5%

218,088 長崎県 佐世保市 ＳＥＥＫＳ サービス 飲食業 5%

218,089 長崎県 佐世保市 Ｇ－ｇｒａｐｈｉＣ 小売業 家具・調度品 5%

218,090 長崎県 佐世保市 しげとみ美容院 サービス 理容・美容業 5%

218,091 長崎県 佐世保市 自然食　草月庵 サービス 飲食業 5%

218,092 長崎県 佐世保市 シティコンタクト 佐世保店 小売業 その他小売 5%

218,093 長崎県 佐世保市 シティコンタクト　させぼ五番街店 小売業 その他小売 5%

218,094 長崎県 佐世保市 Ｊａｍ　ｕｐ サービス 理容・美容業 5%

218,095 長崎県 佐世保市 Ｊｕｎｋ?Ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

218,096 長崎県 佐世保市 シューレスキューアルク サービス その他サービス 5%

218,097 長崎県 佐世保市 旬彩旬魚　桃兵衛 サービス 飲食業 5%

218,098 長崎県 佐世保市 城間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,099 長崎県 佐世保市 ジョリコアンさせぼ五番街店 小売業 衣料品 5%

218,100 長崎県 佐世保市 ジョリ・ファム　佐世保店 小売業 衣料品 5%

218,101 長崎県 佐世保市 白木給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,102 長崎県 佐世保市 ｇｉｒａｓｏｌｅ サービス 理容・美容業 5%

218,103 長崎県 佐世保市 白岳自動車商会 サービス その他サービス 5%

218,104 長崎県 佐世保市 Ｓｋｙ－ｈｉｇｈ サービス その他サービス 5%

218,105 長崎県 佐世保市 すし処元禄 サービス 飲食業 5%

218,106 長崎県 佐世保市 スタイルマート 小売業 家具・調度品 5%
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218,107 長崎県 佐世保市 ストロベリースタイル サービス 飲食業 5%

218,108 長崎県 佐世保市 素肌サロンＹＯＵ 小売業 衣料品 5%

218,109 長崎県 佐世保市 スワンドライ　イオン佐世保店 サービス その他サービス 5%

218,110 長崎県 佐世保市 スワンドライ　イオン白岳店 サービス その他サービス 5%

218,111 長崎県 佐世保市 スワンドライ　イオン大塔店 サービス その他サービス 5%

218,112 長崎県 佐世保市 スワンドライ　ララ花高店 サービス その他サービス 5%

218,113 長崎県 佐世保市 スワンドライ　ララ日野店 サービス その他サービス 5%

218,114 長崎県 佐世保市 セブンタクシー株式会社 ２０２ サービス 運輸業 5%

218,115 長崎県 佐世保市 株 ＣＥＬＬ ＣＥＬＬ サービス 理容・美容業 5%

218,116 長崎県 佐世保市 セルフ上原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,117 長崎県 佐世保市 セルフ江迎給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,118 長崎県 佐世保市 セルフ沖田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,119 長崎県 佐世保市 セルフ白岳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,120 長崎県 佐世保市 セルフ俵町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,121 長崎県 佐世保市 セルフ南風崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,122 長崎県 佐世保市 セルフ針尾バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,123 長崎県 佐世保市 セレモニーやまおく北松浦 小売業 その他小売 5%

218,124 長崎県 佐世保市 セレモニーやまおく佐世保 小売業 その他小売 5%

218,125 長崎県 佐世保市 大塔ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,126 長崎県 佐世保市 大塔自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

218,127 長崎県 佐世保市 高砂給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,128 長崎県 佐世保市 宝餅屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

218,129 長崎県 佐世保市 たきもとサイクルショップ 小売業 その他小売 5%

218,130 長崎県 佐世保市 田中精肉店 小売業 食料品 5%

218,131 長崎県 佐世保市 たなか電器 小売業 電化製品 5%

218,132 長崎県 佐世保市 たべつむぎ豆腐店 小売業 食料品 5%

218,133 長崎県 佐世保市 屯 サービス 飲食業 5%

218,134 長崎県 佐世保市 千織庵 サービス 飲食業 5%

218,135 長崎県 佐世保市 中国家庭厨房　紅燈籠 サービス 飲食業 5%

218,136 長崎県 佐世保市 中古パソコン市場　佐世保店 小売業 電化製品 5%

218,137 長崎県 佐世保市 ＣＹｏＢｉ ＣＹｏＢｉ チョビチョビ サービス 飲食業 5%

218,138 長崎県 佐世保市 辻酒店 辻酒店 小売業 食料品 5%

218,139 長崎県 佐世保市 つながる雑貨屋　てとて舎 小売業 衣料品 5%

218,140 長崎県 佐世保市 つながる雑貨屋てとて舎 小売業 衣料品 5%

218,141 長崎県 佐世保市 ＤＩＧ サービス 飲食業 5%

218,142 長崎県 佐世保市 Ｄｉｃｏ 小売業 衣料品 5%

218,143 長崎県 佐世保市 Ｄｅｔｈｃｌｅａｎｉｎｇ 小売業 その他小売 5%

218,144 長崎県 佐世保市 寺井建設 サービス その他サービス 5%

218,145 長崎県 佐世保市 でんきのアズこんどう店 小売業 電化製品 5%

218,146 長崎県 佐世保市 でんきのアズ　サンコウ店 小売業 電化製品 5%

218,147 長崎県 佐世保市 でんきのアズ　サンフクダ店 小売業 電化製品 5%

218,148 長崎県 佐世保市 でんきや　パナサン 小売業 電化製品 5%
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218,149 長崎県 佐世保市 でんきや・フカエ 小売業 電化製品 5%

218,150 長崎県 佐世保市 天満タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

218,151 長崎県 佐世保市 トゥインクル西沢 小売業 衣料品 5%

218,152 長崎県 佐世保市 陶房亀岡 小売業 その他小売 5%

218,153 長崎県 佐世保市 ドクターバイク 小売業 その他小売 5%

218,154 長崎県 佐世保市 ドッグハウス　スパゥ 小売業 その他小売 5%

218,155 長崎県 佐世保市 トマトクラブ佐世保店 サービス 飲食業 5%

218,156 長崎県 佐世保市 富山メディック　１ 小売業 その他小売 5%

218,157 長崎県 佐世保市 トヨタエルアンドエフ福岡株式会社佐世保営業所 小売業 その他小売 5%

218,158 長崎県 佐世保市 トヨタカローラ長崎佐世保相浦店 小売業 その他小売 5%

218,159 長崎県 佐世保市 トヨタカローラ長崎佐世保大塔店 小売業 その他小売 5%

218,160 長崎県 佐世保市 トヨタ部品福岡共販佐世保営業所 サービス その他サービス 5%

218,161 長崎県 佐世保市 トヨタレンタリース長崎佐世保駅前店 サービス その他サービス 2%

218,162 長崎県 佐世保市 トヨタレンタリース長崎佐世保店 サービス その他サービス 2%

218,163 長崎県 佐世保市 トヨタレンタリース長崎ハウステンボス店 サービス その他サービス 2%

218,164 長崎県 佐世保市 ＴＲＡＦＦＩＣ サービス 理容・美容業 5%

218,165 長崎県 佐世保市 ＴＲＡＦＦＩＣ サービス 理容・美容業 5%

218,166 長崎県 佐世保市 ＴＲＡＦＦＩＣ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

218,167 長崎県 佐世保市 ＤＲＥＢＯ　ｄｅ　ＲＯＭＡＧＩＲ サービス 理容・美容業 5%

218,168 長崎県 佐世保市 トレジョリー西沢 小売業 食料品 5%

218,169 長崎県 佐世保市 ＮＩＮＥ サービス 飲食業 5%

218,170 長崎県 佐世保市 中尾塗装 サービス その他サービス 5%

218,171 長崎県 佐世保市 中島（鯨）商店 小売業 食料品 5%

218,172 長崎県 佐世保市 永田物産 小売業 貴金属・服飾品 5%

218,173 長崎県 佐世保市 永田宝石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

218,174 長崎県 佐世保市 永田メガネ　川棚店 小売業 貴金属・服飾品 5%

218,175 長崎県 佐世保市 永田メガネ　佐世保店 小売業 貴金属・服飾品 5%

218,176 長崎県 佐世保市 中村刺繍　株式会社 小売業 衣料品 5%

218,177 長崎県 佐世保市 中村タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

218,178 長崎県 佐世保市 新浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,179 長崎県 佐世保市 ２３区アルバ西沢店 小売業 衣料品 5%

218,180 長崎県 佐世保市 ねこ 小売業 貴金属・服飾品 5%

218,181 長崎県 佐世保市 個人野田タクシー サービス 運輸業 5%

218,182 長崎県 佐世保市 バイカーズ・フレンドＲ・Ｅ・Ｐ サービス その他サービス 5%

218,183 長崎県 佐世保市 ＢＩＫＥ．ＳＨＯＰ．ＵＮＩＴＹ 小売業 その他小売 5%

218,184 長崎県 佐世保市 ＶＩＢＥＳ サービス 飲食業 5%

218,185 長崎県 佐世保市 セブン－イレブンハウステンボス駅前店 小売業 食料品 2%

218,186 長崎県 佐世保市 ハウステンボス観光 サービス その他サービス 5%

218,187 長崎県 佐世保市 博多あじ処はす屋 サービス 飲食業 5%

218,188 長崎県 佐世保市 博多麺王 佐世保 サービス 飲食業 5%

218,189 長崎県 佐世保市 博文堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

218,190 長崎県 佐世保市 ｐａｓ　ａ　ｐａｓ サービス その他サービス 5%
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218,191 長崎県 佐世保市 パサール佐世保 小売業 その他小売 5%

218,192 長崎県 佐世保市 パソコンエービーシー 小売業 電化製品 5%

218,193 長崎県 佐世保市 パソコン修理店 パソコン修理店 サービス その他サービス 5%

218,194 長崎県 佐世保市 パソコンショップコムコム 小売業 電化製品 5%

218,195 長崎県 佐世保市 ハートプラザ佐世保本店 小売業 電化製品 5%

218,196 長崎県 佐世保市 ハートプラザ大塔デジタル館 小売業 電化製品 5%

218,197 長崎県 佐世保市 パピオ　キョウエイ 小売業 電化製品 5%

218,198 長崎県 佐世保市 パピオとおたけ 小売業 電化製品 5%

218,199 長崎県 佐世保市 パピープラザ 小売業 電化製品 5%

218,200 長崎県 佐世保市 原口ボデー サービス その他サービス 5%

218,201 長崎県 佐世保市 原野住宅器材店 小売業 電化製品 5%

218,202 長崎県 佐世保市 はり灸大丸健康院 サービス 理容・美容業 5%

218,203 長崎県 佐世保市 バリニーズサロン サービス その他サービス 5%

218,204 長崎県 佐世保市 パワーボックス 小売業 その他小売 5%

218,205 長崎県 佐世保市 ハンバーグ家ＳＳ３８９　佐世保店 サービス 飲食業 5%

218,206 長崎県 佐世保市 ＢＭＯ佐世保店 小売業 衣料品 5%

218,207 長崎県 佐世保市 ＰＣ－ＦＩＸＳＡＳＥＢＯ サービス その他サービス 5%

218,208 長崎県 佐世保市 Ｂ　Ｂｌｕｅ サービス 理容・美容業 5%

218,209 長崎県 佐世保市 光電機商会 小売業 電化製品 5%

218,210 長崎県 佐世保市 ピザクルサ相浦店 サービス 飲食業 5%

218,211 長崎県 佐世保市 ピザクルサ春日店 サービス 飲食業 5%

218,212 長崎県 佐世保市 ピザクルサ大和店 サービス 飲食業 5%

218,213 長崎県 佐世保市 ビジネス金子ホテル サービス 宿泊業 5%

218,214 長崎県 佐世保市 ＢＩＧＷＡＶＥ佐世保パールシー 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

218,215 長崎県 佐世保市 ＢｉｇＭａｎ上京町本店 サービス 飲食業 5%

218,216 長崎県 佐世保市 Ｈｉｔｏｔｅｍａ サービス その他サービス 5%

218,217 長崎県 佐世保市 日野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,218 長崎県 佐世保市 ひめや寿司 サービス 飲食業 5%

218,219 長崎県 佐世保市 美容室ス－マ サービス 理容・美容業 5%

218,220 長崎県 佐世保市 平戸藤祥五光窯 小売業 家具・調度品 5%

218,221 長崎県 佐世保市 Ｈｉｌｕｌｕ 白岳店 サービス 理容・美容業 5%

218,222 長崎県 佐世保市 ひろた犬猫クリニック サービス その他サービス 5%

218,223 長崎県 佐世保市 ファーストイン早岐 サービス 宿泊業 5%

218,224 長崎県 佐世保市 フードショップ丸宮 小売業 その他小売 5%

218,225 長崎県 佐世保市 深佐屋 小売業 食料品 5%

218,226 長崎県 佐世保市 福岡金文堂　イオン大塔店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

218,227 長崎県 佐世保市 フクダサイクル 小売業 その他小売 5%

218,228 長崎県 佐世保市 フクダサイクル 小売業 その他小売 5%

218,229 長崎県 佐世保市 ＦＵＫＵＦＵＫＵ 小売業 衣料品 5%

218,230 長崎県 佐世保市 ＦｕｋｕＦｕｋｕ 小売業 衣料品 5%

218,231 長崎県 佐世保市 藤山自動車 小売業 その他小売 5%

218,232 長崎県 佐世保市 プラチノ・ロッサ大塔店 小売業 衣料品 5%
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218,233 長崎県 佐世保市 フラットファイブ サービス 飲食業 5%

218,234 長崎県 佐世保市 フラワーバルーン 小売業 その他小売 5%

218,235 長崎県 佐世保市 ブリスにしやま早岐店 小売業 衣料品 5%

218,236 長崎県 佐世保市 ブリスにしやま矢峰店 小売業 衣料品 5%

218,237 長崎県 佐世保市 プリンセスモモ サービス 理容・美容業 5%

218,238 長崎県 佐世保市 フルノストアー夢市場 小売業 食料品 5%

218,239 長崎県 佐世保市 ｐｌｕｍｅｒｉａ 小売業 衣料品 5%

218,240 長崎県 佐世保市 プレゼントショップともなが 小売業 衣料品 5%

218,241 長崎県 佐世保市 ｈａｉｒ ａｎｔｉｑｕｅ Ｃｏｃｏｆ サービス 理容・美容業 5%

218,242 長崎県 佐世保市 ヘアークリエイト髪風船 サービス 理容・美容業 5%

218,243 長崎県 佐世保市 ｈａｉｒｓａｌｏｎｇｒａｂ サービス その他サービス 5%

218,244 長崎県 佐世保市 ヘアーサロン　Ｔｉｍｅ サービス 理容・美容業 5%

218,245 長崎県 佐世保市 ＨＡＩＲ ＤＥＳＩＧＮ ｆｒｅｕｄｅ サービス 理容・美容業 5%

218,246 長崎県 佐世保市 ヘアーメイク　ヴァリエ サービス 飲食業 5%

218,247 長崎県 佐世保市 ヘアールーム丹頂 サービス 理容・美容業 5%

218,248 長崎県 佐世保市 ｈａｉｒｓｐａｃｅＢｏｏＴｂｙＭ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

218,249 長崎県 佐世保市 ヘアハウス　ノンノン サービス 理容・美容業 5%

218,250 長崎県 佐世保市 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　Ｒｕｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

218,251 長崎県 佐世保市 ＶａｐｅＬｉｎｅ　ＳＡＳＥＢＯ 小売業 その他小売 5%

218,252 長崎県 佐世保市 ベーカリータシロ 小売業 食料品 5%

218,253 長崎県 佐世保市 ベースボールパーク　スタンドイン　ベースボールパーク　スタンドイン佐世保店 小売業 その他小売 5%

218,254 長崎県 佐世保市 ベースボールパークスタンドイン　佐世保店 小売業 その他小売 5%

218,255 長崎県 佐世保市 ペットクリニックいわきり サービス その他サービス 5%

218,256 長崎県 佐世保市 ｐａｐｅｒ　ｄｏｌｌ 小売業 衣料品 5%

218,257 長崎県 佐世保市 帽子と紳士洋品のニシムタ 小売業 衣料品 5%

218,258 長崎県 佐世保市 ボーロアール サービス 理容・美容業 5%

218,259 長崎県 佐世保市 ホテルロータスハウス サービス 宿泊業 5%

218,260 長崎県 佐世保市 ホテルローレライ サービス 宿泊業 5%

218,261 長崎県 佐世保市 ホームテック 小売業 その他小売 5%

218,262 長崎県 佐世保市 堀越刃物店 小売業 その他小売 5%

218,263 長崎県 佐世保市 まいどからあげ駅前店 サービス 飲食業 5%

218,264 長崎県 佐世保市 前川楽器店 小売業 その他小売 5%

218,265 長崎県 佐世保市 牧山タクシー サービス 運輸業 5%

218,266 長崎県 佐世保市 マクドナルドイオン大塔ショッピングセンター店 サービス 飲食業 2%

218,267 長崎県 佐世保市 マクドナルド佐世保早岐店 サービス 飲食業 2%

218,268 長崎県 佐世保市 マクドナルド大塔コーナン店 サービス 飲食業 2%

218,269 長崎県 佐世保市 マクドナルド早岐マックスバリュー店 サービス 飲食業 2%

218,270 長崎県 佐世保市 マクドナルド四ケ町店 サービス 飲食業 2%

218,271 長崎県 佐世保市 松井個人タクシー サービス 運輸業 5%

218,272 長崎県 佐世保市 松浦町ＳＳ　増本石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,273 長崎県 佐世保市 松浦電気商会 小売業 電化製品 5%

218,274 長崎県 佐世保市 松本畳店 サービス その他サービス 5%
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218,275 長崎県 佐世保市 マリーン干尽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,276 長崎県 佐世保市 丸宮商店 小売業 その他小売 5%

218,277 長崎県 佐世保市 ミサロッソ　ミサロッソ サービス 飲食業 5%

218,278 長崎県 佐世保市 ミツオカ電器 小売業 電化製品 5%

218,279 長崎県 佐世保市 ＭＩＮＥＴＴＥ 小売業 その他小売 5%

218,280 長崎県 佐世保市 ＭＩＮＥＴＴＥ 小売業 その他小売 5%

218,281 長崎県 佐世保市 みのるＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

218,282 長崎県 佐世保市 宮田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,283 長崎県 佐世保市 宮本タクシー サービス 運輸業 5%

218,284 長崎県 佐世保市 ｍｕｇｕｅｔ 小売業 衣料品 5%

218,285 長崎県 佐世保市 ｍｕｇｕｅｔ　ｍｕｇｕｅｔ 小売業 衣料品 5%

218,286 長崎県 佐世保市 みんなのデジタル保健室 サービス その他サービス 5%

218,287 長崎県 佐世保市 ムックハウス佐世保店 小売業 衣料品 5%

218,288 長崎県 佐世保市 無法松　佐世保店 小売業 その他小売 5%

218,289 長崎県 佐世保市 メガネのアイランド 小売業 その他小売 5%

218,290 長崎県 佐世保市 めがねのアウトレット倉庫佐世保スポット 小売業 貴金属・服飾品 5%

218,291 長崎県 佐世保市 メガネの大久保　黒髪店 小売業 その他小売 5%

218,292 長崎県 佐世保市 メガネプラザ　早岐店 小売業 貴金属・服飾品 5%

218,293 長崎県 佐世保市 メルローズアンファミーユアルバ西沢店 小売業 衣料品 5%

218,294 長崎県 佐世保市 麺や潮風　本店 サービス 飲食業 5%

218,295 長崎県 佐世保市 モイスティーヌサロン　ラ・メルシェ 小売業 その他小売 5%

218,296 長崎県 佐世保市 もつ鍋・焼肉　えいじろう サービス 飲食業 5%

218,297 長崎県 佐世保市 Ｍｏｎ ｉｍａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

218,298 長崎県 佐世保市 ＭＯＮＳＴＥＲＳＴＡＴＴＯＯ　ＳＡＳＥＢＯ サービス その他サービス 5%

218,299 長崎県 佐世保市 焼肉館　勝　佐世保店 サービス 飲食業 5%

218,300 長崎県 佐世保市 焼肉さくら サービス 飲食業 5%

218,301 長崎県 佐世保市 焼肉さくら サービス 飲食業 5%

218,302 長崎県 佐世保市 薬局リッキーファーマシー 小売業 その他小売 5%

218,303 長崎県 佐世保市 ヤマグチデンキ 小売業 電化製品 5%

218,304 長崎県 佐世保市 でんきや・ヤマグチ 小売業 電化製品 5%

218,305 長崎県 佐世保市 やました薬品 小売業 その他小売 5%

218,306 長崎県 佐世保市 やま瀧 サービス 飲食業 5%

218,307 長崎県 佐世保市 山田屋 小売業 衣料品 5%

218,308 長崎県 佐世保市 山田屋　新田店 小売業 衣料品 5%

218,309 長崎県 佐世保市 山田屋　日野店 小売業 衣料品 5%

218,310 長崎県 佐世保市 有 薬のあおやぎ  有 薬のあおやぎ 小売業 その他小売 5%

218,311 長崎県 佐世保市 有限会社つつみ商会　アトム電気相浦店 小売業 電化製品 5%

218,312 長崎県 佐世保市 有限会社サスティートランクライオン サービス その他サービス 5%

218,313 長崎県 佐世保市 有限会社ビジネスホテル富士屋 サービス 宿泊業 5%

218,314 長崎県 佐世保市 有限会社前田石材 サービス その他サービス 5%

218,315 長崎県 佐世保市 ＹＵＪＩ　Ｓ サービス 理容・美容業 5%

218,316 長崎県 佐世保市 結夢観月館 小売業 その他小売 5%
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218,317 長崎県 佐世保市 葉港町珈琲 サービス 飲食業 5%

218,318 長崎県 佐世保市 葉港町珈琲 サービス 飲食業 5%

218,319 長崎県 佐世保市 吉井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,320 長崎県 佐世保市 吉田玩具店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

218,321 長崎県 佐世保市 よしとみメガネ よしとみメガネ 小売業 その他小売 5%

218,322 長崎県 佐世保市 個人吉野タクシー サービス 運輸業 5%

218,323 長崎県 佐世保市 株式会社　ラ・メルシェ 小売業 その他小売 5%

218,324 長崎県 佐世保市 ライフ　ウィンドウ　はべ 小売業 衣料品 5%

218,325 長崎県 佐世保市 ラッキー自動車株式会社　早岐営業所　１２７ サービス 運輸業 5%

218,326 長崎県 佐世保市 Ｌｉａｎ サービス 理容・美容業 5%

218,327 長崎県 佐世保市 力武金物店 小売業 その他小売 5%

218,328 長崎県 佐世保市 Ｒｅｆｒｅｔｔ サービス 理容・美容業 5%

218,329 長崎県 佐世保市 ｒｅｐｏｓｏ． サービス 理容・美容業 5%

218,330 長崎県 佐世保市 ＲｅｌａｘＳａｌｏｎ Ｓｗｅｅｔ サービス 理容・美容業 5%

218,331 長崎県 佐世保市 ＬＩＬＩＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

218,332 長崎県 佐世保市 Ｌｅ　Ｂｒｕｎ サービス 理容・美容業 5%

218,333 長崎県 佐世保市 ルーシュ　大塔店 小売業 衣料品 5%

218,334 長崎県 佐世保市 ＬＵＮＡ 小売業 衣料品 5%

218,335 長崎県 佐世保市 ＬＵＮＡ　ｄｉ　ＬＵＣＥ 小売業 食料品 5%

218,336 長崎県 佐世保市 ルナ美容室 サービス 理容・美容業 5%

218,337 長崎県 佐世保市 Ｒｅｉ． 小売業 衣料品 5%

218,338 長崎県 佐世保市 レオプラザホテル佐世保 サービス 宿泊業 5%

218,339 長崎県 佐世保市 Ｒｅｄｌｉｇｈｔ 小売業 衣料品 5%

218,340 長崎県 佐世保市 レディースファッション　ノーブル 小売業 衣料品 5%

218,341 長崎県 佐世保市 Ｌｏｔｔｉ 小売業 その他小売 5%

218,342 長崎県 佐世保市 Ｌｏｔｔｉ．ｃｌｏｔｈｅｓ 小売業 衣料品 5%

218,343 長崎県 佐世保市 ワクワクおうちＬａｂ サービス その他サービス 5%

218,344 長崎県 島原市 安部鍛冶工場 小売業 その他小売 5%

218,345 長崎県 島原市 出光島原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,346 長崎県 島原市 出光ハーテック島原外港SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,347 長崎県 島原市 出光松尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,348 長崎県 島原市 いろはや本店 小売業 衣料品 5%

218,349 長崎県 島原市 上田宝飾時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

218,350 長崎県 島原市 エーバーガーズカフェ　エーバーガーズカフェ サービス 飲食業 5%

218,351 長崎県 島原市 エガワ電器商会 小売業 電化製品 5%

218,352 長崎県 島原市 エクラン 小売業 衣料品 5%

218,353 長崎県 島原市 お食事処　都一 サービス 飲食業 5%

218,354 長崎県 島原市 カーポート２５１ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,355 長崎県 島原市 ＣＡＰＳＥＬ サービス 理容・美容業 5%

218,356 長崎県 島原市 菓舗しまだ 小売業 食料品 5%

218,357 長崎県 島原市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋島原柏野町店 サービス 飲食業 2%

218,358 長崎県 島原市 キッチンハウスみついウイルビー店 小売業 食料品 5%
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218,359 長崎県 島原市 キッチンハウスみつい北門店 小売業 食料品 5%

218,360 長崎県 島原市 グリーンロード　フルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,361 長崎県 島原市 グリーンロードＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,362 長崎県 島原市 元気茶屋　想々 サービス 飲食業 5%

218,363 長崎県 島原市 コワーキングスペースＨ．Ｕ．Ｂ サービス その他サービス 5%

218,364 長崎県 島原市 コワーキングスペース Ｈ Ｕ Ｂ サービス その他サービス 5%

218,365 長崎県 島原市 近藤酒店 小売業 食料品 5%

218,366 長崎県 島原市 栄町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,367 長崎県 島原市 三勇堂菓子舗 小売業 食料品 5%

218,368 長崎県 島原市 島原ＳＳ　株式会社落水正商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,369 長崎県 島原市 島原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,370 長崎県 島原市 ＳＡＣシューティングカフェ サービス 飲食業 5%

218,371 長崎県 島原市 セブン－イレブン島原有明町店 小売業 食料品 2%

218,372 長崎県 島原市 島原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,373 長崎県 島原市 島原外港ＳＳ　丸栖商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,374 長崎県 島原市 セブン－イレブン島原下川尻町店 小売業 食料品 2%

218,375 長崎県 島原市 セブン－イレブン島原白土湖店 小売業 食料品 2%

218,376 長崎県 島原市 セブン－イレブン島原城見町店 小売業 食料品 2%

218,377 長崎県 島原市 島原ステーションホテル サービス 宿泊業 5%

218,378 長崎県 島原市 セブン－イレブン島原高島２丁目店 小売業 食料品 2%

218,379 長崎県 島原市 島原東洋シティホテル サービス 宿泊業 5%

218,380 長崎県 島原市 島原東洋パークサイドホテル サービス 宿泊業 5%

218,381 長崎県 島原市 ＳｍａｌｌＧａｒａｇｅ サービス その他サービス 5%

218,382 長崎県 島原市 セルフ有明給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,383 長崎県 島原市 田上自動車 小売業 その他小売 5%

218,384 長崎県 島原市 筑後屋 小売業 電化製品 5%

218,385 長崎県 島原市 恒　本店 サービス 飲食業 5%

218,386 長崎県 島原市 手打蕎麦屋にこり サービス 飲食業 5%

218,387 長崎県 島原市 ＴｗｏＢｅｅ サービス 理容・美容業 5%

218,388 長崎県 島原市 20 小売業 衣料品 5%

218,389 長崎県 島原市 東洋九十九ベィホテル サービス 宿泊業 5%

218,390 長崎県 島原市 ドクターベルツ中山　ドクターベルツ中山 サービス 理容・美容業 5%

218,391 長崎県 島原市 トヨタカローラ長崎島原店 小売業 その他小売 5%

218,392 長崎県 島原市 トヨタレンタリース長崎島原店 サービス その他サービス 2%

218,393 長崎県 島原市 肉のもりうち 小売業 食料品 5%

218,394 長崎県 島原市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・スパークル 小売業 衣料品 5%

218,395 長崎県 島原市 パティスリーシャトン 小売業 食料品 5%

218,396 長崎県 島原市 林醤油本店 小売業 食料品 5%

218,397 長崎県 島原市 美容ピュア島原店 サービス 理容・美容業 5%

218,398 長崎県 島原市 ファッションハウス彩　島原店 小売業 衣料品 5%

218,399 長崎県 島原市 ブーランジェリー吉田パン 小売業 食料品 5%

218,400 長崎県 島原市 藤田チェリー豆総本店 小売業 食料品 5%
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218,401 長崎県 島原市 プロマートみつい島原店 小売業 食料品 5%

218,402 長崎県 島原市 ＯＫホーム＆ガーデン島原店 小売業 その他小売 5%

218,403 長崎県 島原市 ボスコ　島原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,404 長崎県 島原市 ボスコ　湯江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,405 長崎県 島原市 補聴器メガネのナンコウ 小売業 貴金属・服飾品 5%

218,406 長崎県 島原市 Ｈｏｔｅｌ＆Ｓｐａ花みずき サービス 宿泊業 5%

218,407 長崎県 島原市 ホテル南風楼 サービス 宿泊業 5%

218,408 長崎県 島原市 有限会社ボヌールクロージンググループ　メルヘン 小売業 衣料品 5%

218,409 長崎県 島原市 ボヌール 小売業 衣料品 5%

218,410 長崎県 島原市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,411 長崎県 島原市 マクドナルド島原店 サービス 飲食業 2%

218,412 長崎県 島原市 マツザキデンキ 小売業 電化製品 5%

218,413 長崎県 島原市 ｍａｍｅｓｔｒｏ 小売業 食料品 5%

218,414 長崎県 島原市 マリゾン サービス 飲食業 5%

218,415 長崎県 島原市 マルタ食品 小売業 食料品 5%

218,416 長崎県 島原市 ミッキーシューズ 小売業 衣料品 5%

218,417 長崎県 島原市 ミネ　中堀町店 小売業 その他小売 5%

218,418 長崎県 島原市 有限会社美乃本店 小売業 衣料品 5%

218,419 長崎県 島原市 三原電器商会 サービス その他サービス 5%

218,420 長崎県 島原市 ムラサト電器 小売業 電化製品 5%

218,421 長崎県 島原市 メガネ本舗　島原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

218,422 長崎県 島原市 ＭＡＲＣＨＥＮ 小売業 衣料品 5%

218,423 長崎県 島原市 山の上カフェＧａｒｄｅｎ サービス 飲食業 5%

218,424 長崎県 島原市 有限会社ＰＳＩ　炭火焼肉屋さかい　島原店 サービス 飲食業 2%

218,425 長崎県 島原市 遊電館 小売業 電化製品 5%

218,426 長崎県 島原市 横浜電器店 小売業 電化製品 5%

218,427 長崎県 島原市 好光鍛冶屋 サービス その他サービス 5%

218,428 長崎県 島原市 理容室　ＤＥＮ サービス 理容・美容業 5%

218,429 長崎県 島原市 旅館　海望荘 サービス 宿泊業 5%

218,430 長崎県 島原市 レディースファッションたまや 小売業 衣料品 5%

218,431 長崎県 島原市 ロビン理容院 サービス その他サービス 5%

218,432 長崎県 新上五島町 青方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,433 長崎県 新上五島町 青方給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,434 長崎県 新上五島町 青砂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,435 長崎県 新上五島町 有川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,436 長崎県 新上五島町 有川港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,437 長崎県 新上五島町 出光青方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,438 長崎県 新上五島町 井上電化サービス 小売業 電化製品 5%

218,439 長崎県 新上五島町 魚目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,440 長崎県 新上五島町 エレナＦＣ有川店 小売業 食料品 5%

218,441 長崎県 新上五島町 エレナＦＣ上五島店 小売業 食料品 5%

218,442 長崎県 新上五島町 太田製麺所 小売業 食料品 5%
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218,443 長崎県 新上五島町 大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,444 長崎県 新上五島町 オサダ上五島店 小売業 その他小売 5%

218,445 長崎県 新上五島町 家具のドゥイング 小売業 家具・調度品 5%

218,446 長崎県 新上五島町 ｃａｆｅｎａｎａｍｉ サービス 飲食業 5%

218,447 長崎県 新上五島町 高仏ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,448 長崎県 新上五島町 五島産業汽船　鯛ノ浦営業所 サービス その他サービス 5%

218,449 長崎県 新上五島町 島ｄｉｎｉｎｇとらや サービス 飲食業 5%

218,450 長崎県 新上五島町 時愉亭 サービス 宿泊業 5%

218,451 長崎県 新上五島町 新魚目ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,452 長崎県 新上五島町 曽根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,453 長崎県 新上五島町 でんきのアクト 小売業 電化製品 5%

218,454 長崎県 新上五島町 でんきやイシダ 小売業 電化製品 5%

218,455 長崎県 新上五島町 トヨタレンタリース長崎有川店 サービス その他サービス 2%

218,456 長崎県 新上五島町 トヨタレンタリース長崎奈良尾店 サービス その他サービス 2%

218,457 長崎県 新上五島町 奈良尾南松堂 小売業 電化製品 5%

218,458 長崎県 新上五島町 南松堂 小売業 電化製品 5%

218,459 長崎県 新上五島町 ＢＵＲＮＮＹ’Ｓ 小売業 衣料品 5%

218,460 長崎県 新上五島町 ハザマ電器 小売業 電化製品 5%

218,461 長崎県 新上五島町 はまぐりデッキ サービス 飲食業 5%

218,462 長崎県 新上五島町 ホテル　マリンピア サービス 宿泊業 5%

218,463 長崎県 新上五島町 ポプラ上五島有川店 小売業 その他小売 2%

218,464 長崎県 新上五島町 ポプラ上五島浦桑店 小売業 その他小売 2%

218,465 長崎県 新上五島町 めがね５１０ 小売業 貴金属・服飾品 5%

218,466 長崎県 新上五島町 よしむら生花店 小売業 その他小売 5%

218,467 長崎県 新上五島町 有限会社ロードスター 小売業 その他小売 5%

218,468 長崎県 新上五島町 若松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,469 長崎県 新上五島町 若松大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,470 長崎県 対馬市 天瀬電機 小売業 電化製品 5%

218,471 長崎県 対馬市 厳原給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,472 長崎県 対馬市 厳原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,473 長崎県 対馬市 厳原中央給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,474 長崎県 対馬市 厳原南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,475 長崎県 対馬市 エイムおおば 小売業 電化製品 5%

218,476 長崎県 対馬市 エイム　サゴ 小売業 電化製品 5%

218,477 長崎県 対馬市 エイム中島 小売業 電化製品 5%

218,478 長崎県 対馬市 オカダデンキ 小売業 電化製品 5%

218,479 長崎県 対馬市 オリックスレンタカー対馬空港ツバキ店 サービス その他サービス 2%

218,480 長崎県 対馬市 オリックスレンタカー対馬空港ひとつばたご店 サービス その他サービス 2%

218,481 長崎県 対馬市 上対馬給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,482 長崎県 対馬市 ＧｌａｓｓｅｓＨｏｕｓｅＫ．Ｂ．Ｄ． サービス その他サービス 5%

218,483 長崎県 対馬市 古藤電器サービス 小売業 電化製品 5%

218,484 長崎県 対馬市 サイキ久田店 小売業 食料品 5%
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218,485 長崎県 対馬市 サイキ豊玉店 小売業 食料品 5%

218,486 長崎県 対馬市 サイキ美津島店 小売業 食料品 5%

218,487 長崎県 対馬市 佐賀給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,488 長崎県 対馬市 佐須ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,489 長崎県 対馬市 佐須給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,490 長崎県 対馬市 サステナブルショップＭＩＴ佐須奈 小売業 衣料品 5%

218,491 長崎県 対馬市 佐須奈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,492 長崎県 対馬市 Ｇ?ｃａｆｅ＆クレープハウスユニ サービス 飲食業 5%

218,493 長崎県 対馬市 志多賀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,494 長崎県 対馬市 舟志ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,495 長崎県 対馬市 すし処慎一 サービス 飲食業 5%

218,496 長崎県 対馬市 すしや すしや サービス 飲食業 5%

218,497 長崎県 対馬市 スポーツ　クレイン 小売業 その他小売 5%

218,498 長崎県 対馬市 生活彩家長崎県対馬病院店 小売業 その他小売 2%

218,499 長崎県 対馬市 ソアルペンション サービス 宿泊業 5%

218,500 長崎県 対馬市 ソアルリゾート サービス 宿泊業 5%

218,501 長崎県 対馬市 たけちゃん サービス 飲食業 5%

218,502 長崎県 対馬市 対馬中央給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,503 長崎県 対馬市 対馬旅行センター サービス その他サービス 5%

218,504 長崎県 対馬市 豆酘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,505 長崎県 対馬市 豆酘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,506 長崎県 対馬市 豊玉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,507 長崎県 対馬市 トヨタレンタリース長崎　厳原店 サービス その他サービス 2%

218,508 長崎県 対馬市 トヨタレンタリース長崎対馬空港店（ＱＰ利 サービス その他サービス 2%

218,509 長崎県 対馬市 トヨタレンタリース長崎対馬空港店 サービス その他サービス 2%

218,510 長崎県 対馬市 ドラッグ新生堂　桟原店 小売業 その他小売 5%

218,511 長崎県 対馬市 仁位ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,512 長崎県 対馬市 仁田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,513 長崎県 対馬市 仁田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,514 長崎県 対馬市 バジェットレンタカー対馬空港店 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,515 長崎県 対馬市 ハンバーグレストランロワール サービス 飲食業 5%

218,516 長崎県 対馬市 比田勝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,517 長崎県 対馬市 一重給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,518 長崎県 対馬市 ファミリーショップ　いまばやし　厳原店 小売業 衣料品 5%

218,519 長崎県 対馬市 フチガミ電器 小売業 電化製品 5%

218,520 長崎県 対馬市 ホテル対馬 サービス 宿泊業 5%

218,521 長崎県 対馬市 ポプラ対馬桟原店 小売業 その他小売 2%

218,522 長崎県 対馬市 美津島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,523 長崎県 対馬市 美津島給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,524 長崎県 対馬市 ＭＩＮＡＴＯｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

218,525 長崎県 対馬市 みなと食堂 サービス 飲食業 5%

218,526 長崎県 対馬市 みなと寿し サービス 飲食業 5%
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218,527 長崎県 対馬市 有限会社　脇本本店 小売業 食料品 5%

218,528 長崎県 対馬市 有限会社　丸屋ホテル サービス 宿泊業 5%

218,529 長崎県 対馬市 ワコールショップ　みうら 小売業 衣料品 5%

218,530 長崎県 時津町 アウズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

218,531 長崎県 時津町 アウトバーン長崎 サービス その他サービス 5%

218,532 長崎県 時津町 ＵＰＰＥＲ　ＧＡＴＥ 小売業 衣料品 5%

218,533 長崎県 時津町 イタリアントマトカフェ長崎時津 サービス 飲食業 2%

218,534 長崎県 時津町 エムシーフォー サービス その他サービス 5%

218,535 長崎県 時津町 エムシーフォー サービス その他サービス 5%

218,536 長崎県 時津町 オートフェスタ 小売業 その他小売 5%

218,537 長崎県 時津町 ＯＫホーム＆ガーデン　時津店 小売業 その他小売 5%

218,538 長崎県 時津町 ガーデンカルチャー　幸田　ガーデンカルチャー幸田 小売業 その他小売 5%

218,539 長崎県 時津町 株式会社さわもと犬猫病院 サービス その他サービス 5%

218,540 長崎県 時津町 かめや釣具 長崎時津店 小売業 その他小売 5%

218,541 長崎県 時津町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ミスターマックス時津店 サービス 飲食業 2%

218,542 長崎県 時津町 久留里 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,543 長崎県 時津町 さわもと犬猫病院 サービス その他サービス 5%

218,544 長崎県 時津町 仕立屋甚五郎　長崎アンテナハウス 小売業 衣料品 5%

218,545 長崎県 時津町 すご六 サービス 飲食業 5%

218,546 長崎県 時津町 すし勘 サービス 飲食業 5%

218,547 長崎県 時津町 スワンドライ　時津マルキョウ店 サービス その他サービス 5%

218,548 長崎県 時津町 スワンドライ　マックスバリュ時津店 サービス その他サービス 5%

218,549 長崎県 時津町 ｚｅｘｙ時津店 サービス 理容・美容業 5%

218,550 長崎県 時津町 セルフ時津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,551 長崎県 時津町 セルフカーケア西時津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,552 長崎県 時津町 セレモニーやまおく長崎 小売業 その他小売 5%

218,553 長崎県 時津町 だいとう 小売業 その他小売 5%

218,554 長崎県 時津町 タイヤショップ・タイムリー 小売業 その他小売 5%

218,555 長崎県 時津町 匠プロモーション株式会社 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

218,556 長崎県 時津町 鉄板ダイニング和来 サービス 飲食業 5%

218,557 長崎県 時津町 電化プラザサークル 小売業 電化製品 5%

218,558 長崎県 時津町 東京書店　時津店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

218,559 長崎県 時津町 時津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,560 長崎県 時津町 セブン－イレブン時津左底郷店 小売業 食料品 2%

218,561 長崎県 時津町 セブン－イレブン時津西時津郷店 小売業 食料品 2%

218,562 長崎県 時津町 セブン－イレブン時津野田郷店 小売業 食料品 2%

218,563 長崎県 時津町 セブンーイレブン時津浜田郷店 小売業 食料品 2%

218,564 長崎県 時津町 セブン－イレブン時津日並郷店 小売業 食料品 2%

218,565 長崎県 時津町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ猪ヶ倉店 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,566 長崎県 時津町 トヨタカローラ長崎時津店 小売業 その他小売 5%

218,567 長崎県 時津町 ＢＭＯ長崎時津店 小売業 衣料品 5%

218,568 長崎県 時津町 美容室ＷＩＳＨ サービス 理容・美容業 5%
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218,569 長崎県 時津町 ファームガーデン長崎 サービス その他サービス 5%

218,570 長崎県 時津町 プライムカー時津店 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,571 長崎県 時津町 フラクタルデザイン時津 サービス 理容・美容業 5%

218,572 長崎県 時津町 ｐｌｕｓ サービス その他サービス 5%

218,573 長崎県 時津町 ｐｌｕｓ サービス その他サービス 5%

218,574 長崎県 時津町 ＨＡＩＲ　ＬＡＢＯ　ＤＥＳＩＲ サービス 理容・美容業 5%

218,575 長崎県 時津町 マクドナルドイオン時津店 サービス 飲食業 2%

218,576 長崎県 時津町 マクドナルド時津店 サービス 飲食業 2%

218,577 長崎県 時津町 マンガ倉庫　時津店 小売業 その他小売 5%

218,578 長崎県 時津町 ムックハウス時津店 小売業 衣料品 5%

218,579 長崎県 時津町 モトフレンズ長崎 小売業 その他小売 5%

218,580 長崎県 時津町 ｙａｗａｒａ整体院Ｍｒ．ＭＡＸ店 サービス その他サービス 5%

218,581 長崎県 時津町 リエックス 小売業 その他小売 5%

218,582 長崎県 長崎市 アージョ サービス その他サービス 5%

218,583 長崎県 長崎市 Ｄｉａｒｙ サービス 理容・美容業 5%

218,584 長崎県 長崎市 ＡＩセルフ小ヶ倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,585 長崎県 長崎市 アイビー薬局 小売業 その他小売 5%

218,586 長崎県 長崎市 あお サービス 飲食業 5%

218,587 長崎県 長崎市 青田精肉店 サービス その他サービス 5%

218,588 長崎県 長崎市 あお玉 サービス 飲食業 5%

218,589 長崎県 長崎市 あかねや 小売業 その他小売 5%

218,590 長崎県 長崎市 あかま サービス 飲食業 5%

218,591 長崎県 長崎市 アクアライフ 小売業 その他小売 5%

218,592 長崎県 長崎市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｓｔｅｌｌａ長崎 サービス 理容・美容業 5%

218,593 長崎県 長崎市 あじさい サービス 飲食業 5%

218,594 長崎県 長崎市 味美屋 小売業 食料品 5%

218,595 長崎県 長崎市 有 あすか電機 小売業 電化製品 5%

218,596 長崎県 長崎市 畝刈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,597 長崎県 長崎市 アットマーク 小売業 電化製品 5%

218,598 長崎県 長崎市 Ａｔｔｉｃ　ｃｏｆｆｅｅ　ｓｅｃｏｎｄ サービス 飲食業 5%

218,599 長崎県 長崎市 アブニールハーティー サービス 理容・美容業 5%

218,600 長崎県 長崎市 アプレミディ 小売業 衣料品 5%

218,601 長崎県 長崎市 アメリカン雑貨店　ＯＨ，ＭＥ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

218,602 長崎県 長崎市 アルファイン長崎 サービス 宿泊業 5%

218,603 長崎県 長崎市 ＡＮ 小売業 電化製品 5%

218,604 長崎県 長崎市 安心電気 小売業 電化製品 5%

218,605 長崎県 長崎市 安全タクシー　１ サービス 運輸業 5%

218,606 長崎県 長崎市 アン・ドゥ・ドゥ サービス 理容・美容業 5%

218,607 長崎県 長崎市 アンネ・ヴェンティウノ　長崎店 小売業 衣料品 5%

218,608 長崎県 長崎市 ｕｍｂｒｅｌｌａ サービス その他サービス 5%

218,609 長崎県 長崎市 アンペキャブル サービス 飲食業 5%

218,610 長崎県 長崎市 ｅ－ｈａｉｒ　ｃｏ．新大工 サービス 理容・美容業 5%
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218,611 長崎県 長崎市 ＩＣＯＦＯＭ サービス その他サービス 5%

218,612 長崎県 長崎市 居酒屋　粋花?ｓｕｉｋａ? サービス 飲食業 5%

218,613 長崎県 長崎市 ｉｓｉｋｉ サービス 理容・美容業 5%

218,614 長崎県 長崎市 石橋蒲鉾店 小売業 食料品 5%

218,615 長崎県 長崎市 石丸文行堂　本店 小売業 その他小売 5%

218,616 長崎県 長崎市 石丸文行堂　夢彩都店 小売業 その他小売 5%

218,617 長崎県 長崎市 美容室マルク サービス 理容・美容業 5%

218,618 長崎県 長崎市 イーズ　カイロプラクティック サービス その他サービス 5%

218,619 長崎県 長崎市 イタリアントマト長崎浜町 サービス 飲食業 2%

218,620 長崎県 長崎市 イタリアンバル　レ・アーリ サービス 飲食業 5%

218,621 長崎県 長崎市 いち花　長崎店 サービス 飲食業 5%

218,622 長崎県 長崎市 一心堂 小売業 その他小売 5%

218,623 長崎県 長崎市 絲屋 サービス 飲食業 5%

218,624 長崎県 長崎市 稲垣屋商店 小売業 家具・調度品 5%

218,625 長崎県 長崎市 稲佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,626 長崎県 長崎市 稲佐山観光ホテル サービス 宿泊業 5%

218,627 長崎県 長崎市 稲田個人タクシー サービス 運輸業 5%

218,628 長崎県 長崎市 いぶき地　長崎店 サービス 飲食業 5%

218,629 長崎県 長崎市 岩崎本舗　グラバー園店 小売業 食料品 5%

218,630 長崎県 長崎市 岩崎本舗　西浜町店 小売業 食料品 5%

218,631 長崎県 長崎市 岩崎本舗　浜町観光通り店 小売業 食料品 5%

218,632 長崎県 長崎市 インド料理ＭＩＬＡＮ 大波止店 サービス 飲食業 5%

218,633 長崎県 長崎市 ＶｉｎＢｉｅ サービス 飲食業 5%

218,634 長崎県 長崎市 ＶＩＥ＇ＲＩＳＥ サービス その他サービス 5%

218,635 長崎県 長崎市 ウィズン 幸町店 小売業 食料品 5%

218,636 長崎県 長崎市 ウィズンニシキタテン ウィズン西北店 サービス 飲食業 5%

218,637 長崎県 長崎市 ウインドヒル サービス 飲食業 5%

218,638 長崎県 長崎市 ヴェルグラース滑石店　ヴェルグラース滑石店 小売業 その他小売 5%

218,639 長崎県 長崎市 うたげや炉談　浜口店 サービス 飲食業 5%

218,640 長崎県 長崎市 内田電器 小売業 電化製品 5%

218,641 長崎県 長崎市 雲龍亭食品　浜んまち店 サービス 飲食業 5%

218,642 長崎県 長崎市 エーアイスクエアステーション サービス その他サービス 5%

218,643 長崎県 長崎市 ＡｓａｌｏｎＮｅｗＹｏｒｋ サービス 理容・美容業 5%

218,644 長崎県 長崎市 ＡＮＡクラウンプラザホテル長崎グラバーヒ サービス 宿泊業 5%

218,645 長崎県 長崎市 エール薬局 小売業 その他小売 5%

218,646 長崎県 長崎市 エクセルアップワン美容室 サービス 理容・美容業 5%

218,647 長崎県 長崎市 江口電機商会 小売業 電化製品 5%

218,648 長崎県 長崎市 エコー電化 小売業 電化製品 5%

218,649 長崎県 長崎市 Sマート新漁港店 小売業 食料品 5%

218,650 長崎県 長崎市 Sマート新大工店 小売業 食料品 5%

218,651 長崎県 長崎市 Sマート田上店 小売業 食料品 5%

218,652 長崎県 長崎市 Sマート茂木店 小売業 食料品 5%
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218,653 長崎県 長崎市 江戸町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,654 長崎県 長崎市 長崎恵美須町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,655 長崎県 長崎市 ゑびす屋 Ｌ ＡＬＡ ＶＩＳＴＡ ＮＡＧＡＳＡＫＩ サービス その他サービス 5%

218,656 長崎県 長崎市 ｍ２ｎａｉｌ（エムツーネイル） サービス その他サービス 5%

218,657 長崎県 長崎市 エリカ　エリカ 小売業 その他小売 5%

218,658 長崎県 長崎市 エレガンスひろ　住吉店 小売業 衣料品 5%

218,659 長崎県 長崎市 エレガンスひろ　浜町店 小売業 衣料品 5%

218,660 長崎県 長崎市 ＥＮｎｅｘ サービス 飲食業 5%

218,661 長崎県 長崎市 大川龍商店 小売業 家具・調度品 5%

218,662 長崎県 長崎市 大阪やき三太　稲佐山店 サービス 飲食業 5%

218,663 長崎県 長崎市 オートガレージエム サービス その他サービス 5%

218,664 長崎県 長崎市 オートサービスオオムラ サービス その他サービス 5%

218,665 長崎県 長崎市 オート東長崎 サービス その他サービス 5%

218,666 長崎県 長崎市 大橋町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,667 長崎県 長崎市 ＡＬＤＬＡＭＰ　ＢＡＳＥＭＥＮＴ 小売業 衣料品 5%

218,668 長崎県 長崎市 岡町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,669 長崎県 長崎市 ＯＫホーム＆ガーデン　ララプレイス愛宕店 小売業 その他小売 5%

218,670 長崎県 長崎市 おしゃれのお店博多屋 博多屋滑石店 小売業 その他小売 5%

218,671 長崎県 長崎市 小田あみもの 小売業 衣料品 5%

218,672 長崎県 長崎市 乙な菜　重九 サービス 飲食業 5%

218,673 長崎県 長崎市 鬼岳牧場 小売業 食料品 5%

218,674 長崎県 長崎市 オフィスサポート サービス その他サービス 5%

218,675 長崎県 長崎市 Ｈｏｍｍｅｓ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

218,676 長崎県 長崎市 オリックスレンタカー長崎駅前店 サービス その他サービス 2%

218,677 長崎県 長崎市 ＧＡＲＤＥＮ　ｓｐｉｃｅ　ｃａｆｅ　ＧＡＲＤＥＮ　ｓｐｉｃｅ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

218,678 長崎県 長崎市 ＧＡＲＤＥＮｓｐｉｃｅ＆ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

218,679 長崎県 長崎市 カウベル深ぼり 本店 小売業 食料品 5%

218,680 長崎県 長崎市 篝屋 サービス 飲食業 5%

218,681 長崎県 長崎市 カギの１１０番長崎 小売業 その他小売 5%

218,682 長崎県 長崎市 ＫＡＫＵ　ｃｒａｆｔ 小売業 その他小売 5%

218,683 長崎県 長崎市 笠陽 サービス 飲食業 5%

218,684 長崎県 長崎市 ｃｕｓｔｍｉｚｅｈａｉｒｓａｌｏｎＳＵＧＡＲ サービス 理容・美容業 5%

218,685 長崎県 長崎市 赫々 サービス 飲食業 5%

218,686 長崎県 長崎市 赫々 サービス 飲食業 5%

218,687 長崎県 長崎市 カットハウスくれよん サービス 理容・美容業 5%

218,688 長崎県 長崎市 金子電器商会 小売業 電化製品 5%

218,689 長崎県 長崎市 カフェ アンド グランピング てぃーだ サービス 飲食業 5%

218,690 長崎県 長崎市 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ＢＡＳＥ サービス 飲食業 5%

218,691 長崎県 長崎市 カフェオリンピック サービス 飲食業 5%

218,692 長崎県 長崎市 ｃａｆｅ　平井 サービス 飲食業 5%

218,693 長崎県 長崎市 ｃａｆｅ’平井 サービス 飲食業 5%

218,694 長崎県 長崎市 カフェレストランレッケル サービス 飲食業 5%
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218,695 長崎県 長崎市 株式会社サンミシェル　パティスリーサンミシェル 小売業 食料品 5%

218,696 長崎県 長崎市 ｍａｒｉｅ’ 小売業 衣料品 5%

218,697 長崎県 長崎市 株式会社　矢太樓 サービス 宿泊業 5%

218,698 長崎県 長崎市 上小島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,699 長崎県 長崎市 かめや釣具 長崎戸町店 小売業 その他小売 5%

218,700 長崎県 長崎市 蒲原タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

218,701 長崎県 長崎市 ｍｅａｔ＆ｂａｒカランコロン サービス 飲食業 5%

218,702 長崎県 長崎市 Ｃｕｌｔｕｒｅ　【カルチャー】 サービス 理容・美容業 5%

218,703 長崎県 長崎市 ガレージペンチ サービス その他サービス 5%

218,704 長崎県 長崎市 Ｋａｒｅｎｉｎａ 小売業 衣料品 5%

218,705 長崎県 長崎市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋長崎浜町店 サービス 飲食業 2%

218,706 長崎県 長崎市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋長崎矢上店 サービス 飲食業 2%

218,707 長崎県 長崎市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ミスターマックス長崎店 サービス その他サービス 2%

218,708 長崎県 長崎市 ガロウエストクラブ　長崎店 小売業 衣料品 5%

218,709 長崎県 長崎市 ガロショップ　長崎店 小売業 衣料品 5%

218,710 長崎県 長崎市 かわせみ社川瀬隆一郎 サービス その他サービス 5%

218,711 長崎県 長崎市 川平 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,712 長崎県 長崎市 韓国料理　彩菜 サービス 飲食業 5%

218,713 長崎県 長崎市 ＫｅｙＲｈｙｍｅ サービス 理容・美容業 5%

218,714 長崎県 長崎市 Ｋｉｔｔｉｎｇ－ｌａｂ 小売業 電化製品 5%

218,715 長崎県 長崎市 キムラ電気 小売業 電化製品 5%

218,716 長崎県 長崎市 株式会社明治商会（ＧａｌｌｅｒｙＥＭ） サービス その他サービス 5%

218,717 長崎県 長崎市 牛飲馬食 サービス 飲食業 5%

218,718 長崎県 長崎市 牛角長崎思案橋店 サービス 飲食業 2%

218,719 長崎県 長崎市 九州みやげ　いろはや　出島本店 小売業 家具・調度品 5%

218,720 長崎県 長崎市 琴海　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,721 長崎県 長崎市 琴海 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,722 長崎県 長崎市 セブン－イレブン琴海戸根店 小売業 食料品 2%

218,723 長崎県 長崎市 セブン－イレブン琴海長浦店 小売業 食料品 2%

218,724 長崎県 長崎市 セブン－イレブン琴海村松店 小売業 食料品 2%

218,725 長崎県 長崎市 銀頂 サービス その他サービス 5%

218,726 長崎県 長崎市 銀杏堂印房　　有　銀杏堂 小売業 その他小売 5%

218,727 長崎県 長崎市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ長崎浜町店 小売業 その他小売 5%

218,728 長崎県 長崎市 ＣＯＯＬ　ＣＯＮＦＵＳＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

218,729 長崎県 長崎市 くすりのあぜくら 小売業 その他小売 5%

218,730 長崎県 長崎市 ｃｏｏｋ ｓ ｃｌｏｃｋ 地鶏食堂 ぶっちょ鶏 地鶏食堂ぶっちょ鶏 サービス 飲食業 5%

218,731 長崎県 長崎市 靴のアベニュー 小売業 その他小売 5%

218,732 長崎県 長崎市 クラウン山川 サービス 理容・美容業 5%

218,733 長崎県 長崎市 Ｃｌａｔ　喰らっと　長崎 サービス 飲食業 5%

218,734 長崎県 長崎市 ＣＬＡＭＰ　ＤＯＷＮ 小売業 衣料品 5%

218,735 長崎県 長崎市 クリーニングショップサニー サービス その他サービス 5%

218,736 長崎県 長崎市 （株）クリスタルネイル　長崎ゆめタウン夢彩都店 サービス その他サービス 5%
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218,737 長崎県 長崎市 クール・カレアン長崎店 小売業 衣料品 5%

218,738 長崎県 長崎市 ｃｏｅｕｒ　ｄｅ　ｊｏｉｅ． 小売業 衣料品 5%

218,739 長崎県 長崎市 ｇｌａｎｔａ 小売業 その他小売 5%

218,740 長崎県 長崎市 Ｃｒｏｃｈｅ 小売業 衣料品 5%

218,741 長崎県 長崎市 軍艦島コンシェルジュ サービス その他サービス 5%

218,742 長崎県 長崎市 桂風堂 小売業 食料品 5%

218,743 長崎県 長崎市 化粧品のとみなが サービス 飲食業 5%

218,744 長崎県 長崎市 げんまいや 小売業 食料品 5%

218,745 長崎県 長崎市 げんまいやフレスポ深堀店 小売業 食料品 5%

218,746 長崎県 長崎市 合資会社小峰呉服店 小峰呉服店 小売業 衣料品 5%

218,747 長崎県 長崎市 アットマーク 小売業 電化製品 5%

218,748 長崎県 長崎市 神浦給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,749 長崎県 長崎市 合名会社冨永商店 小売業 食料品 5%

218,750 長崎県 長崎市 セブンーイレブンＫＯＹＯ長崎原爆病院店 小売業 食料品 2%

218,751 長崎県 長崎市 小江原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,752 長崎県 長崎市 小江町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,753 長崎県 長崎市 古賀タクシー　２ サービス 運輸業 5%

218,754 長崎県 長崎市 小型船舶上下架作業所（相川住宅） サービス その他サービス 5%

218,755 長崎県 長崎市 ｃｏｃｏ 小売業 衣料品 5%

218,756 長崎県 長崎市 五島産業汽船　長崎営業所 サービス その他サービス 5%

218,757 長崎県 長崎市 こどもの本の店童話館 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

218,758 長崎県 長崎市 ＣＯＰＡＮ 小売業 衣料品 5%

218,759 長崎県 長崎市 ｃｏｆｆ サービス 理容・美容業 5%

218,760 長崎県 長崎市 コメコヤコーヒースタンズ サービス 飲食業 5%

218,761 長崎県 長崎市 ＣＯＬＤＢＥＣＫ　ｗｏｍｅｎ 小売業 衣料品 5%

218,762 長崎県 長崎市 コールベック　ガーデン　２ｎｄ 小売業 衣料品 5%

218,763 長崎県 長崎市 コールベック　ココウォーク 小売業 衣料品 5%

218,764 長崎県 長崎市 ＣＯＬＤＢＥＣＫ　ＭＥＮ’Ｓ 小売業 衣料品 5%

218,765 長崎県 長崎市 ｃｏｍｐｌｅｔｅｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

218,766 長崎県 長崎市 サウンド　セレクション サービス 飲食業 5%

218,767 長崎県 長崎市 坂井タイヤ商会 小売業 その他小売 5%

218,768 長崎県 長崎市 さかな市場　銅座店 サービス 飲食業 5%

218,769 長崎県 長崎市 坂本屋 サービス 宿泊業 5%

218,770 長崎県 長崎市 さくらスタジオ サービス その他サービス 5%

218,771 長崎県 長崎市 酒のソクハイ思案橋店 小売業 その他小売 5%

218,772 長崎県 長崎市 酒のソクハイ銅座町本店 小売業 その他小売 5%

218,773 長崎県 長崎市 酒のソクハイ　本石灰町店 小売業 その他小売 5%

218,774 長崎県 長崎市 サザンクロス　長崎 サービス 飲食業 5%

218,775 長崎県 長崎市 サザンクロスⅡ サービス 飲食業 5%

218,776 長崎県 長崎市 ＳＵＳＱＵＥＨＡＮＮＡ 小売業 衣料品 5%

218,777 長崎県 長崎市 さとる個人タクシー サービス 運輸業 5%

218,778 長崎県 長崎市 サニーバード サービス 飲食業 5%
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218,779 長崎県 長崎市 ＴＨＥ　ＲＥＬＡＸ　ＳＡＬＯＮ サービス その他サービス 5%

218,780 長崎県 長崎市 サルヴァトーレ サービス 理容・美容業 5%

218,781 長崎県 長崎市 デンキのサンアイ稲佐 小売業 電化製品 5%

218,782 長崎県 長崎市 サンガ二十一 小売業 その他小売 5%

218,783 長崎県 長崎市 サンシャイン江川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,784 長崎県 長崎市 サンシャイン長崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,785 長崎県 長崎市 さんち家具 小売業 家具・調度品 5%

218,786 長崎県 長崎市 Ｓｕｎｒｉｓｅ　Ｓｈｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

218,787 長崎県 長崎市 サンロード日見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,788 長崎県 長崎市 三和技研 サービス その他サービス 5%

218,789 長崎県 長崎市 三和自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

218,790 長崎県 長崎市 ＳａｌｏｎｄｅＣｌａｒａ サービス その他サービス 5%

218,791 長崎県 長崎市 ＪＭＦ長崎・車検センター サービス その他サービス 5%

218,792 長崎県 長崎市 Ｊネットレンタカー長崎大橋店 サービス その他サービス 2%

218,793 長崎県 長崎市 Ｊネットレンタカー長崎宝町店 サービス その他サービス 2%

218,794 長崎県 長崎市 ｃｈｅｒｉｍｏｈａｉｒｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

218,795 長崎県 長崎市 しし丸 サービス 飲食業 5%

218,796 長崎県 長崎市 四川菜ｒｉｎｒｉｎ サービス 飲食業 5%

218,797 長崎県 長崎市 島屋饅頭店 小売業 食料品 5%

218,798 長崎県 長崎市 Ｓｈｉｎｅ＋ サービス 理容・美容業 5%

218,799 長崎県 長崎市 写真ながお サービス その他サービス 5%

218,800 長崎県 長崎市 写真ながお サービス その他サービス 5%

218,801 長崎県 長崎市 しゃぶしゃぶ焼肉ひだまり サービス 飲食業 5%

218,802 長崎県 長崎市 株式会社柊総業 ｍａｒｎａ ｖｉｎｔａｇｅ ｓｔｏｒｅ 小売業 衣料品 5%

218,803 長崎県 長崎市 １４番目の月 サービス 飲食業 5%

218,804 長崎県 長崎市 ｊｅ　ｖｏｕｓ　ｒｅｍｅｒｃｉｅ 小売業 その他小売 5%

218,805 長崎県 長崎市 シューズファミリー 小売業 衣料品 5%

218,806 長崎県 長崎市 シュバンツオート サービス その他サービス 5%

218,807 長崎県 長崎市 旬菜　かがりや サービス 飲食業 5%

218,808 長崎県 長崎市 松翁軒 小売業 食料品 5%

218,809 長崎県 長崎市 昭豊モータース サービス その他サービス 5%

218,810 長崎県 長崎市 食楽酒房　花蔵 サービス 飲食業 5%

218,811 長崎県 長崎市 書道スタジオｓｔａｒｔ（中町教室） サービス その他サービス 5%

218,812 長崎県 長崎市 ジョリ・ファム　長崎店 小売業 衣料品 5%

218,813 長崎県 長崎市 シルフィード　長崎店 小売業 衣料品 5%

218,814 長崎県 長崎市 ＣＹＮＤＩ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

218,815 長崎県 長崎市 ＣＹＮＤｉ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

218,816 長崎県 長崎市 新日本補聴器センター長崎店 小売業 その他小売 5%

218,817 長崎県 長崎市 水蓮 小売業 衣料品 5%

218,818 長崎県 長崎市 Ｓｋｙ サービス その他サービス 5%

218,819 長崎県 長崎市 鮨・割烹　さくらい サービス 飲食業 5%

218,820 長崎県 長崎市 Ｓｔｉｃｋｓｍｓ サービス 理容・美容業 5%
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218,821 長崎県 長崎市 ステラ サービス 理容・美容業 5%

218,822 長崎県 長崎市 すなっく一期一会 サービス 飲食業 5%

218,823 長崎県 長崎市 スマップル長崎店 サービス その他サービス 5%

218,824 長崎県 長崎市 炭いち サービス 飲食業 5%

218,825 長崎県 長崎市 すみやホテルニュー長崎店 小売業 家具・調度品 5%

218,826 長崎県 長崎市 ｓｏｕｒｉｒｅ　ｓｏｕｒｉｒｅ 小売業 食料品 5%

218,827 長崎県 長崎市 スワンドライ　油屋店 サービス その他サービス 5%

218,828 長崎県 長崎市 スワンドライ　イオン東長崎店 サービス その他サービス 5%

218,829 長崎県 長崎市 スワンドライ　エレナ日見店 サービス その他サービス 5%

218,830 長崎県 長崎市 スワンドライ　古賀工場店 サービス その他サービス 5%

218,831 長崎県 長崎市 スワンドライ　ココウォーク店 サービス その他サービス 5%

218,832 長崎県 長崎市 スワンドライ　桜馬場店 サービス その他サービス 5%

218,833 長崎県 長崎市 スワンドライ　新大工店 サービス その他サービス 5%

218,834 長崎県 長崎市 スワンドライ　住吉店 サービス その他サービス 5%

218,835 長崎県 長崎市 スワンドライ　ダイレックス岩見店 サービス その他サービス 5%

218,836 長崎県 長崎市 スワンドライ　ダイレックス滑石店 サービス その他サービス 5%

218,837 長崎県 長崎市 スワンドライ　ダイレックス東長崎店 サービス その他サービス 5%

218,838 長崎県 長崎市 スワンドライ　戸町店 サービス その他サービス 5%

218,839 長崎県 長崎市 スワンドライ　葉山店 サービス その他サービス 5%

218,840 長崎県 長崎市 スワン・ドライ　東町店 サービス その他サービス 5%

218,841 長崎県 長崎市 スワンドライ　東町店 サービス その他サービス 5%

218,842 長崎県 長崎市 スワンドライ　夫婦川店 サービス その他サービス 5%

218,843 長崎県 長崎市 スワンドライ　まるたか東長崎店 サービス その他サービス 5%

218,844 長崎県 長崎市 スワンドライ　本原交差点店 サービス その他サービス 5%

218,845 長崎県 長崎市 スワンドライ　本原店 サービス その他サービス 5%

218,846 長崎県 長崎市 スワンドライ　矢上店 サービス その他サービス 5%

218,847 長崎県 長崎市 スワンドライ　ララ愛宕店 サービス その他サービス 5%

218,848 長崎県 長崎市 スワンドライ　ララ矢上店 サービス その他サービス 5%

218,849 長崎県 長崎市 スワンドライ　レッドキャベツ南長崎店 サービス その他サービス 5%

218,850 長崎県 長崎市 清風堂グラバー坂店 小売業 食料品 5%

218,851 長崎県 長崎市 西洋菓子　樹 サービス 飲食業 5%

218,852 長崎県 長崎市 セルフステーション西山バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,853 長崎県 長崎市 セルフ住吉給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,854 長崎県 長崎市 セルフフレスポ福田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,855 長崎県 長崎市 セルフ蛍茶屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,856 長崎県 長崎市 セルフ矢上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,857 長崎県 長崎市 セルフ八千代町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,858 長崎県 長崎市 セントポール給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,859 長崎県 長崎市 セントラル　モトレ　メカニコ サービス その他サービス 5%

218,860 長崎県 長崎市 セントラル矢上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,861 長崎県 長崎市 ｓｏｒｅｌｌａ サービス その他サービス 5%

218,862 長崎県 長崎市 泰安洋行 小売業 その他小売 5%
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218,863 長崎県 長崎市 大衆酒場　はち煌 サービス 飲食業 5%

218,864 長崎県 長崎市 大衆酒場あっぱれや サービス 飲食業 5%

218,865 長崎県 長崎市 大衆酒場金の手羽先 サービス 飲食業 5%

218,866 長崎県 長崎市 Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｂａｒ　響 サービス 飲食業 5%

218,867 長崎県 長崎市 ダイニングバー　椿 サービス 飲食業 5%

218,868 長崎県 長崎市 ダイビングショップＶＥＲＲＹＳ サービス その他サービス 5%

218,869 長崎県 長崎市 ダイビングスクールサンクチュアリ サービス その他サービス 5%

218,870 長崎県 長崎市 大漁丼家・三洸 サービス 飲食業 5%

218,871 長崎県 長崎市 タカチホカメラ　新大工店 小売業 その他小売 5%

218,872 長崎県 長崎市 タカチホカメラ　長崎住吉店 小売業 その他小売 5%

218,873 長崎県 長崎市 高野コンタクトレンズセンター 小売業 その他小売 5%

218,874 長崎県 長崎市 高浜ＳＳ　有限会社野母崎石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,875 長崎県 長崎市 タカヤマ電器設備 小売業 電化製品 5%

218,876 長崎県 長崎市 田川精肉店 小売業 食料品 5%

218,877 長崎県 長崎市 宅配クリーニングピックリン サービス その他サービス 5%

218,878 長崎県 長崎市 ＴＡＫＵＨＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

218,879 長崎県 長崎市 竹下サイクルセンター サービス その他サービス 5%

218,880 長崎県 長崎市 龍屋本舗 小売業 その他小売 2%

218,881 長崎県 長崎市 タトゥーキャッツ 小売業 衣料品 5%

218,882 長崎県 長崎市 田中仏壇店長崎店 小売業 その他小売 5%

218,883 長崎県 長崎市 タムラ電機 小売業 電化製品 5%

218,884 長崎県 長崎市 ＤａｎｄｅＬｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

218,885 長崎県 長崎市 ＤａｎｄｅＬｉｏｎ　ｎｅｘｔｓｔａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

218,886 長崎県 長崎市 小さな丸い好日　小さな丸い好日 小売業 食料品 5%

218,887 長崎県 長崎市 ｃｈｉｎｏ サービス 飲食業 5%

218,888 長崎県 長崎市 チェリータウン サービス 飲食業 5%

218,889 長崎県 長崎市 ｃｈａｒｍ 小売業 貴金属・服飾品 5%

218,890 長崎県 長崎市 中華酒家　てんねんｍａｒｋｅｔ サービス 飲食業 5%

218,891 長崎県 長崎市 中古パソコン市場　長崎店 小売業 電化製品 5%

218,892 長崎県 長崎市 直売 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,893 長崎県 長崎市 辻鮮魚店 小売業 食料品 5%

218,894 長崎県 長崎市 筒井宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%

218,895 長崎県 長崎市 つつじヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,896 長崎県 長崎市 ツバメガスフロンティア　長崎支店 小売業 その他小売 5%

218,897 長崎県 長崎市 ディードットステーション平和町教室 サービス その他サービス 5%

218,898 長崎県 長崎市 ディケイド 小売業 衣料品 5%

218,899 長崎県 長崎市 Ｔシャツショップナカノ 小売業 衣料品 5%

218,900 長崎県 長崎市 ティダ・アパアパ サービス その他サービス 5%

218,901 長崎県 長崎市 ＴｉＴＯ　Ｄｒａｇｏｎ サービス 飲食業 5%

218,902 長崎県 長崎市 Ｔ－ｉｒｏ サービス 理容・美容業 5%

218,903 長崎県 長崎市 てがみ屋　てがみ屋 小売業 その他小売 5%

218,904 長崎県 長崎市 デザインルーム 小売業 衣料品 5%

5214



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

218,905 長崎県 長崎市 デザインルーム　マルイ 小売業 衣料品 5%

218,906 長崎県 長崎市 出島 小売業 電化製品 5%

218,907 長崎県 長崎市 出島焼肉　ゑん サービス 飲食業 5%

218,908 長崎県 長崎市 鉄鍋餃子 哲平 サービス 飲食業 5%

218,909 長崎県 長崎市 鉄板酒場ジャポニカ サービス 飲食業 5%

218,910 長崎県 長崎市 デルコ 小売業 衣料品 5%

218,911 長崎県 長崎市 電化プラザサークル畝刈 小売業 電化製品 5%

218,912 長崎県 長崎市 デンキのアルファ 小売業 電化製品 5%

218,913 長崎県 長崎市 デント屋すぎさん サービス その他サービス 5%

218,914 長崎県 長崎市 天ぷら居酒屋　朱々　浜口店 サービス 飲食業 5%

218,915 長崎県 長崎市 天ぷら朱々　駅前店 サービス 飲食業 5%

218,916 長崎県 長崎市 戸石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,917 長崎県 長崎市 銅座呑 サービス 飲食業 5%

218,918 長崎県 長崎市 東美浜町店 小売業 食料品 5%

218,919 長崎県 長崎市 ＤＯＴ．ＬＡＭＢ　Ｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

218,920 長崎県 長崎市 土間土間長崎店 サービス 飲食業 2%

218,921 長崎県 長崎市 とみた時計眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

218,922 長崎県 長崎市 冨永自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

218,923 長崎県 長崎市 とめ手羽 思案橋店 サービス 飲食業 5%

218,924 長崎県 長崎市 トヨタカローラ長崎稲佐店 小売業 その他小売 5%

218,925 長崎県 長崎市 トヨタカローラ長崎人財支援本部 小売業 その他小売 5%

218,926 長崎県 長崎市 トヨタカローラ長崎東長崎店 小売業 その他小売 5%

218,927 長崎県 長崎市 トヨタカローラ長崎南長崎店 小売業 その他小売 5%

218,928 長崎県 長崎市 トヨタレンタリース長崎赤迫店 サービス その他サービス 2%

218,929 長崎県 長崎市 トヨタレンタリース長崎大浦店 サービス その他サービス 2%

218,930 長崎県 長崎市 トヨタレンタリース長崎本社長崎店 サービス その他サービス 2%

218,931 長崎県 長崎市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｂａｒ　Ｓａｌｔａｒｅ サービス 飲食業 5%

218,932 長崎県 長崎市 鳥一 サービス 飲食業 5%

218,933 長崎県 長崎市 ＴＯＲＩＫＯ サービス 理容・美容業 5%

218,934 長崎県 長崎市 ＤＲＩＣ サービス 飲食業 5%

218,935 長崎県 長崎市 ドルチェ　バイ　バロン 小売業 衣料品 5%

218,936 長崎県 長崎市 﨑石油店　長浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,937 長崎県 長崎市 ナカオデンキ 小売業 電化製品 5%

218,938 長崎県 長崎市 長崎Ｉ・Ｋホテル サービス 宿泊業 5%

218,939 長崎県 長崎市 長崎　南山手プリン 小売業 食料品 5%

218,940 長崎県 長崎市 長崎揚げかんぼこ研究所 サービス 飲食業 5%

218,941 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎畝刈町店 小売業 食料品 2%

218,942 長崎県 長崎市 長崎炙処　とろび サービス 飲食業 5%

218,943 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎磯道町店 小売業 食料品 2%

218,944 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎稲佐橋店 小売業 食料品 2%

218,945 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎岩川町店 小売業 食料品 2%

218,946 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎馬町店 小売業 食料品 2%
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218,947 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎梅香崎町店 小売業 食料品 2%

218,948 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎栄上店 小売業 食料品 2%

218,949 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎江川町店 小売業 食料品 2%

218,950 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎大浦町店 小売業 食料品 2%

218,951 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎おらんだ橋店 小売業 食料品 2%

218,952 長崎県 長崎市 長崎オリオンホテル サービス 宿泊業 5%

218,953 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎鍛冶市通り店 小売業 食料品 2%

218,954 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎上小島店 小売業 食料品 2%

218,955 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎蚊焼町店 小売業 食料品 2%

218,956 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎京泊店 小売業 食料品 2%

218,957 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎興善町店 小売業 食料品 2%

218,958 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎小ヶ倉町店 小売業 食料品 2%

218,959 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎五島町店 小売業 食料品 2%

218,960 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎桜馬場店 小売業 食料品 2%

218,961 長崎県 長崎市 長崎茶寮　川徳 サービス 飲食業 5%

218,962 長崎県 長崎市 長崎三昧　暁 サービス 飲食業 5%

218,963 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎思案橋店 小売業 食料品 2%

218,964 長崎県 長崎市 長崎シティホテルアネックス３ サービス 宿泊業 5%

218,965 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎清水町店 小売業 食料品 2%

218,966 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎城栄町店 小売業 食料品 2%

218,967 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎末石町店 小売業 食料品 2%

218,968 長崎県 長崎市 長崎セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

218,969 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎総合科学大学前店 小売業 食料品 2%

218,970 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎高丘１丁目店 小売業 食料品 2%

218,971 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎宝町店 小売業 食料品 2%

218,972 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎田中町東望店 小売業 食料品 2%

218,973 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎千歳町店 小売業 食料品 2%

218,974 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎築町店 小売業 食料品 2%

218,975 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎戸石町店 小売業 食料品 2%

218,976 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎銅座町店 小売業 食料品 2%

218,977 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎中川１丁目店 小売業 食料品 2%

218,978 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎中里町店 小売業 食料品 2%

218,979 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎滑石５丁目店 小売業 食料品 2%

218,980 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎滑石３丁目店 小売業 食料品 2%

218,981 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎滑石６丁目店 小売業 食料品 2%

218,982 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎西山２丁目店 小売業 食料品 2%

218,983 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎花園町店 小売業 食料品 2%

218,984 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎東町店 小売業 食料品 2%

218,985 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎平間町店 小売業 食料品 2%

218,986 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎深堀町店 小売業 食料品 2%

218,987 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎淵町店 小売業 食料品 2%

218,988 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎古河町店 小売業 食料品 2%
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218,989 長崎県 長崎市 長崎ブルースカイホテル サービス 宿泊業 5%

218,990 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎文教通り店 小売業 食料品 2%

218,991 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎宝栄町店 小売業 食料品 2%

218,992 長崎県 長崎市 長崎ホテル　異邦館 サービス 宿泊業 5%

218,993 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎松山町店 小売業 食料品 2%

218,994 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎万才町店 小売業 食料品 2%

218,995 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎道ノ尾店 小売業 食料品 2%

218,996 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎三原２丁目店 小売業 食料品 2%

218,997 長崎県 長崎市 ナガサキ模型センター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

218,998 長崎県 長崎市 ナガサキ模型センター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

218,999 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎矢上町店 小売業 食料品 2%

219,000 長崎県 長崎市 長崎友諠商店 小売業 その他小売 5%

219,001 長崎県 長崎市 セブン－イレブン長崎万屋町店 小売業 食料品 2%

219,002 長崎県 長崎市 中通りセキネ無線 小売業 電化製品 5%

219,003 長崎県 長崎市 ナカムラ電器商会 小売業 電化製品 5%

219,004 長崎県 長崎市 中村塗装 サービス その他サービス 5%

219,005 長崎県 長崎市 和みカフェ花むすび サービス 宿泊業 5%

219,006 長崎県 長崎市 ｎａｔｕＲＡＬ? サービス 理容・美容業 5%

219,007 長崎県 長崎市 ナップス サービス 理容・美容業 5%

219,008 長崎県 長崎市 ｎａｐ’ｓ　ｎａｔｕｒａｌ　ｓｔｙｌｅ サービス 理容・美容業 5%

219,009 長崎県 長崎市 ＤＯ！プラザ滑石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,010 長崎県 長崎市 滑石ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,011 長崎県 長崎市 肉バルにはち長崎思案橋店 サービス 飲食業 5%

219,012 長崎県 長崎市 西川商店 小売業 その他小売 5%

219,013 長崎県 長崎市 株式会社　西沢　長崎店 小売業 食料品 5%

219,014 長崎県 長崎市 株式会社　西沢　滑石店 小売業 食料品 5%

219,015 長崎県 長崎市 二代目はまたに食堂　二代目はまたに食堂 サービス 飲食業 5%

219,016 長崎県 長崎市 日本料理　縁粋 サービス 飲食業 5%

219,017 長崎県 長崎市 日本料理　縁粋 サービス 飲食業 5%

219,018 長崎県 長崎市 日本料理縁粋　思案橋 サービス 飲食業 5%

219,019 長崎県 長崎市 ＮＯＯＫｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

219,020 長崎県 長崎市 布目屋 小売業 衣料品 5%

219,021 長崎県 長崎市 ネイルサロン　Ｅｓｔｅｌｌａ サービス その他サービス 5%

219,022 長崎県 長崎市 ネムール丸亀 小売業 家具・調度品 5%

219,023 長崎県 長崎市 Ｂａｒ　Ｃｈｕｒｉ　Ｂａｒ　Ｃｈｕｒｉ サービス 飲食業 5%

219,024 長崎県 長崎市 ＢＩＫＥ　ＳＨＯＰ　フリークス サービス その他サービス 5%

219,025 長崎県 長崎市 博多とりかわ春 サービス 飲食業 5%

219,026 長崎県 長崎市 博多麺王 戸町 サービス 飲食業 5%

219,027 長崎県 長崎市 博多麺王フレスポ福田 サービス 飲食業 5%

219,028 長崎県 長崎市 博多屋 小売業 その他小売 5%

219,029 長崎県 長崎市 有限会社博多屋武道具店 小売業 その他小売 5%

219,030 長崎県 長崎市 ぱそこん塾アップルシード サービス その他サービス 5%
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219,031 長崎県 長崎市 Ｐａｔａｔａの花 小売業 衣料品 5%

219,032 長崎県 長崎市 パードレ 小売業 家具・調度品 5%

219,033 長崎県 長崎市 花灯－ＨＡＮＡＡＫＡＲＩ－ 小売業 衣料品 5%

219,034 長崎県 長崎市 花丘　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,035 長崎県 長崎市 パナ電マツオ 小売業 電化製品 5%

219,036 長崎県 長崎市 パナプラザきたじま 小売業 電化製品 5%

219,037 長崎県 長崎市 パナプラザトクヨシ 小売業 電化製品 5%

219,038 長崎県 長崎市 パナプラザヤマダ 小売業 電化製品 5%

219,039 長崎県 長崎市 花もめん　ひろ 小売業 衣料品 5%

219,040 長崎県 長崎市 ＢＡＢＡＫＥ江戸町本店 サービス 飲食業 5%

219,041 長崎県 長崎市 ＢＡＢＡＫＥ興善町店 サービス 飲食業 5%

219,042 長崎県 長崎市 パピオヤマウチ 小売業 電化製品 5%

219,043 長崎県 長崎市 ぱぶ茶屋　次男坊 サービス 飲食業 5%

219,044 長崎県 長崎市 パブリック　レーベル　ストア 小売業 衣料品 5%

219,045 長崎県 長崎市 浜﨑オート サービス その他サービス 5%

219,046 長崎県 長崎市 ＨＡＹＡＭＡ　ＣＯＦＦＥＥ　長崎オランダ通り店 サービス 飲食業 5%

219,047 長崎県 長崎市 バラエティーハウス蛸焼道場　バラエティーハウス蛸焼道場 サービス 飲食業 5%

219,048 長崎県 長崎市 はりまや 小売業 その他小売 5%

219,049 長崎県 長崎市 バリュー平山店 小売業 その他小売 5%

219,050 長崎県 長崎市 春木 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,051 長崎県 長崎市 パル　モア サービス その他サービス 5%

219,052 長崎県 長崎市 ｈｅｌｌｏＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

219,053 長崎県 長崎市 紳士セーター専門店　バロン 小売業 衣料品 5%

219,054 長崎県 長崎市 バロン サービス 飲食業 5%

219,055 長崎県 長崎市 ぱんのいえ　ぱんのいえ　思案橋店 小売業 食料品 5%

219,056 長崎県 長崎市 ＡＷＡＫＥ サービス 飲食業 5%

219,057 長崎県 長崎市 ＰＡＴ 小売業 衣料品 5%

219,058 長崎県 長崎市 東長崎 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,059 長崎県 長崎市 東長崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,060 長崎県 長崎市 東長崎ペットクリニック サービス その他サービス 5%

219,061 長崎県 長崎市 ビクトリア・イン長崎 サービス 宿泊業 5%

219,062 長崎県 長崎市 ビジネス　ロイヤルホテル サービス 宿泊業 5%

219,063 長崎県 長崎市 ビジネス観光ホテルいけだ サービス 宿泊業 5%

219,064 長崎県 長崎市 ビジネスホテル　ニュートップ サービス 宿泊業 5%

219,065 長崎県 長崎市 ＢＩＳＴＡＲ サービス その他サービス 5%

219,066 長崎県 長崎市 ビストロボルドー サービス 飲食業 5%

219,067 長崎県 長崎市 肥前屋 小売業 その他小売 5%

219,068 長崎県 長崎市 びっと サービス 飲食業 5%

219,069 長崎県 長崎市 ひまわり サービス 飲食業 5%

219,070 長崎県 長崎市 ビームス 小売業 衣料品 5%

219,071 長崎県 長崎市 ひめ福 サービス 飲食業 5%

219,072 長崎県 長崎市 ピュアハ－ト 小売業 その他小売 5%
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219,073 長崎県 長崎市 美容室　ａｍ サービス 理容・美容業 5%

219,074 長崎県 長崎市 美容室　ＳＯＬＯ サービス 理容・美容業 5%

219,075 長崎県 長崎市 美容室アルス・ノーヴァ サービス その他サービス 5%

219,076 長崎県 長崎市 美容室ＥｓｐｅｒｏＢｒｉｌｌｏ サービス 理容・美容業 5%

219,077 長崎県 長崎市 美容室エル サービス 理容・美容業 5%

219,078 長崎県 長崎市 美容室　Ｂｏｎ・ａｍｉ サービス 理容・美容業 5%

219,079 長崎県 長崎市 美容室　ロージー サービス 理容・美容業 5%

219,080 長崎県 長崎市 美容室ロベリア サービス 理容・美容業 5%

219,081 長崎県 長崎市 ＨＩＲＡＫＯＢＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

219,082 長崎県 長崎市 平間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,083 長崎県 長崎市 ＨｉｒｏＬｉｃｉｏｕｓ サービス 飲食業 5%

219,084 長崎県 長崎市 ファーストキャビン長崎 サービス 宿泊業 5%

219,085 長崎県 長崎市 ファイテンショップ　長崎中央店 小売業 その他小売 5%

219,086 長崎県 長崎市 ファッション　フィノ 小売業 衣料品 5%

219,087 長崎県 長崎市 Ｆｉｇａｒｏ サービス 理容・美容業 5%

219,088 長崎県 長崎市 Ｆｅｌｉｓｉ　長崎 小売業 衣料品 5%

219,089 長崎県 長崎市 福砂屋　浦上店 小売業 食料品 5%

219,090 長崎県 長崎市 株式会社　福砂屋　ホテルニュー長崎売店 小売業 食料品 5%

219,091 長崎県 長崎市 福田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,092 長崎県 長崎市 ［ＨＣ］ふくだ電器 小売業 電化製品 5%

219,093 長崎県 長崎市 ふじわら旅館 サービス 宿泊業 5%

219,094 長崎県 長崎市 婦人服　たかはし 小売業 衣料品 5%

219,095 長崎県 長崎市 ｆｏｏｔ　ｎａｉｌ　ｃｏｅｕｒ サービス その他サービス 5%

219,096 長崎県 長崎市 ブティックムーブ 小売業 衣料品 5%

219,097 長崎県 長崎市 フュージョンディッシュ蘭桂坊　フュージョンディッシュ　蘭桂坊 サービス 飲食業 5%

219,098 長崎県 長崎市 プライス　咲 小売業 その他小売 5%

219,099 長崎県 長崎市 ブライダルコスチューム・スエヒロ 小売業 衣料品 5%

219,100 長崎県 長崎市 フラクタルデザインセントラル サービス 理容・美容業 5%

219,101 長崎県 長崎市 フラクタルデザイン東長崎・多良見 サービス 理容・美容業 5%

219,102 長崎県 長崎市 プラザ５１０ 小売業 衣料品 5%

219,103 長崎県 長崎市 フラップグローバルビューティー長崎店 サービス 理容・美容業 5%

219,104 長崎県 長崎市 ふらり サービス 飲食業 5%

219,105 長崎県 長崎市 Ｖｅｒｄｅ 小売業 その他小売 5%

219,106 長崎県 長崎市 Ｂｒａｎｃｈ ＯＴＴＯ ＤＥＪＩＭＡ サービス 飲食業 5%

219,107 長崎県 長崎市 ブランチオットー出島 サービス 飲食業 5%

219,108 長崎県 長崎市 ブルー・ベルベット 小売業 衣料品 5%

219,109 長崎県 長崎市 ブルームネイルズ サービス 理容・美容業 5%

219,110 長崎県 長崎市 フレードミュート サービス 理容・美容業 5%

219,111 長崎県 長崎市 ＦＬＯＷ 小売業 その他小売 5%

219,112 長崎県 長崎市 フローレス 小売業 貴金属・服飾品 5%

219,113 長崎県 長崎市 文明堂　浜町店 小売業 食料品 5%

219,114 長崎県 長崎市 ヘア　リゾート　Ｃａｓｉｔａ　【ヘア　リゾート　カシータ】 サービス 理容・美容業 5%
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219,115 長崎県 長崎市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ａｓｓａ サービス その他サービス 5%

219,116 長崎県 長崎市 ｈａｉｒｓａｌｏｎａｓｓａ サービス 理容・美容業 5%

219,117 長崎県 長崎市 ｈａｉｒｓｔａｔｉｏｎ　Ｋ サービス 理容・美容業 5%

219,118 長崎県 長崎市 ｈａｉｒｈａｐｐｙ　Ｌｉｂｅｒｏ サービス 理容・美容業 5%

219,119 長崎県 長崎市 ＨａｉｒＭａｋｅ　ＥＬＬＥ サービス 理容・美容業 5%

219,120 長崎県 長崎市 ヘアーワークス　ヴィクサス サービス 理容・美容業 5%

219,121 長崎県 長崎市 ｈａｉｒ　ｅｆ サービス 理容・美容業 5%

219,122 長崎県 長崎市 ｈａｉｒ　ｃａｆｅ　Ｋｏｔｏｎｏｈａ【ヘアカフェ　コトノハ】 サービス 理容・美容業 5%

219,123 長崎県 長崎市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｓｐａｄｅ サービス 理容・美容業 5%

219,124 長崎県 長崎市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｅｘｃｅｌ サービス 理容・美容業 5%

219,125 長崎県 長崎市 ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ｅｘｃｅｌ サービス 理容・美容業 5%

219,126 長崎県 長崎市 ｈｙｄｅｏｕｔ サービス 理容・美容業 5%

219,127 長崎県 長崎市 ヘアメイクステラ サービス 理容・美容業 5%

219,128 長崎県 長崎市 ベースボールパーク スタンドイン ベースボールパーク スタンドイン長崎店 小売業 その他小売 5%

219,129 長崎県 長崎市 ＰＨ７?Ｓｋ サービス 理容・美容業 5%

219,130 長崎県 長崎市 ベースボールパークスタンドイン　長崎店 小売業 その他小売 5%

219,131 長崎県 長崎市 ベルフレイス サービス 飲食業 5%

219,132 長崎県 長崎市 ぺんぎんＳＨＯＰ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

219,133 長崎県 長崎市 ペンションバーデンハイム サービス 宿泊業 5%

219,134 長崎県 長崎市 ＶＯＳＧＥＳ　【ボージュ】 サービス 理容・美容業 5%

219,135 長崎県 長崎市 美容室ＶＯＳＧＥＳ　美容室ボージュ サービス その他サービス 5%

219,136 長崎県 長崎市 ＯＫホーム＆ガーデン住吉店 小売業 その他小売 5%

219,137 長崎県 長崎市 ＯＫホーム＆ガーデン戸町店 小売業 その他小売 5%

219,138 長崎県 長崎市 ほかほか弁当　稲佐店 サービス 飲食業 5%

219,139 長崎県 長崎市 ボージュ サービス 理容・美容業 5%

219,140 長崎県 長崎市 ボタニカルガーデン 小売業 衣料品 5%

219,141 長崎県 長崎市 ポップ・ジョウマ サービス その他サービス 5%

219,142 長崎県 長崎市 ホテルウイングポート長崎 サービス 宿泊業 5%

219,143 長崎県 長崎市 ホテルクオーレ長崎駅前 サービス 宿泊業 5%

219,144 長崎県 長崎市 ホテルコンチェルト長崎 サービス 宿泊業 5%

219,145 長崎県 長崎市 ホテルセントポール サービス 宿泊業 5%

219,146 長崎県 長崎市 ホテル長崎 サービス 宿泊業 5%

219,147 長崎県 長崎市 ホテルベルビュー長崎出島 サービス 宿泊業 5%

219,148 長崎県 長崎市 ホームセンターテヅカ 小売業 家具・調度品 5%

219,149 長崎県 長崎市 ポール・スミス　長崎店 小売業 衣料品 5%

219,150 長崎県 長崎市 ホンダウイングコヤナギ 小売業 その他小売 5%

219,151 長崎県 長崎市 ホンダショップタケダ 小売業 その他小売 5%

219,152 長崎県 長崎市 有限会社本間宝石 小売業 貴金属・服飾品 5%

219,153 長崎県 長崎市 Ｍｙ　ＧＹＭ サービス その他サービス 5%

219,154 長崎県 長崎市 前田冷菓 １号車 小売業 その他小売 5%

219,155 長崎県 長崎市 マーガレット・ハウエル長崎店 小売業 衣料品 5%

219,156 長崎県 長崎市 マクドナルドイオン東長崎店 サービス 飲食業 2%
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219,157 長崎県 長崎市 マクドナルド江川ジョイフルサン店 サービス 飲食業 2%

219,158 長崎県 長崎市 マクドナルド長崎家野町店 サービス 飲食業 2%

219,159 長崎県 長崎市 マクドナルド長崎浜町店 サービス 飲食業 2%

219,160 長崎県 長崎市 マクドナルド長崎ミスターマックスＳ．Ｃ．店 サービス 飲食業 2%

219,161 長崎県 長崎市 マクドナルド長崎夢彩都店 サービス 飲食業 2%

219,162 長崎県 長崎市 マクドナルド道ノ尾西友店 サービス 飲食業 2%

219,163 長崎県 長崎市 マクドナルドみらい長崎ココウォーク店 サービス 飲食業 2%

219,164 長崎県 長崎市 マクドナルド４９９浪の平店 サービス 飲食業 2%

219,165 長崎県 長崎市 政井商店 サービス その他サービス 5%

219,166 長崎県 長崎市 松尾コーヒー 小売業 食料品 5%

219,167 長崎県 長崎市 松尾珈琲店 小売業 食料品 5%

219,168 長崎県 長崎市 松尾車輌整備工場 サービス 理容・美容業 5%

219,169 長崎県 長崎市 松尾石材株式会社 サービス その他サービス 5%

219,170 長崎県 長崎市 松尾石材本社　松尾石材　展示場 小売業 その他小売 5%

219,171 長崎県 長崎市 松尾理容所 サービス 理容・美容業 5%

219,172 長崎県 長崎市 松山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,173 長崎県 長崎市 マルイ商事 小売業 衣料品 5%

219,174 長崎県 長崎市 丸一薬局 小売業 その他小売 5%

219,175 長崎県 長崎市 ＭＡＲＵＢＥＮＩ 小売業 衣料品 5%

219,176 長崎県 長崎市 （株）丸山商店長崎店 小売業 衣料品 5%

219,177 長崎県 長崎市 マレットメット　ココウォーク店 小売業 衣料品 5%

219,178 長崎県 長崎市 ｍｅａｔ　ｓｕｋｋｙ サービス 飲食業 5%

219,179 長崎県 長崎市 道ノ尾オートショップ 小売業 その他小売 5%

219,180 長崎県 長崎市 みどり屋 小売業 食料品 5%

219,181 長崎県 長崎市 ＭｉｎａＭｏ長崎店 小売業 衣料品 5%

219,182 長崎県 長崎市 ＭｉｎａＭＯ　長崎店 小売業 衣料品 5%

219,183 長崎県 長崎市 みのだでんき 小売業 電化製品 5%

219,184 長崎県 長崎市 ｍｉｒａｃｏ サービス 理容・美容業 5%

219,185 長崎県 長崎市 ミンツストア　長崎本館 小売業 食料品 5%

219,186 長崎県 長崎市 ミンツストア飽の浦寮売店 小売業 食料品 5%

219,187 長崎県 長崎市 ミンツストアＨ棟控所３Ｆ売店 小売業 食料品 5%

219,188 長崎県 長崎市 ミンツストアＭ棟３Ｆ食堂売店 小売業 食料品 5%

219,189 長崎県 長崎市 ミンツストアＭ棟２Ｆ食堂売店 小売業 食料品 5%

219,190 長崎県 長崎市 ミンツストア香焼外業控所１Ｆ売店 小売業 食料品 5%

219,191 長崎県 長崎市 ミンツストア香焼外業控所３Ｆ売店 小売業 食料品 5%

219,192 長崎県 長崎市 ミンツストア香焼内業控所２Ｆ売店 小売業 食料品 5%

219,193 長崎県 長崎市 ミンツストア昭和寮売店 小売業 食料品 5%

219,194 長崎県 長崎市 ミンツストア第一食堂売店 小売業 食料品 5%

219,195 長崎県 長崎市 ミンツストア第二食堂売店 小売業 食料品 5%

219,196 長崎県 長崎市 ミンツストア遠見３Ｆ食堂売店 小売業 食料品 5%

219,197 長崎県 長崎市 ミンツストア長崎研究所食堂売店 小売業 食料品 5%

219,198 長崎県 長崎市 ミンツストア長浜事務所３Ｆ売店 小売業 食料品 5%
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219,199 長崎県 長崎市 ミンツストアボエ一チューブ食堂売店 小売業 食料品 5%

219,200 長崎県 長崎市 ミンツストアボエ一ヘッダー食堂売店 小売業 食料品 5%

219,201 長崎県 長崎市 ミンツストアボエ三Ｆ１食堂売店 小売業 食料品 5%

219,202 長崎県 長崎市 ミンツストアボエ三Ｆ２食堂売店 小売業 食料品 5%

219,203 長崎県 長崎市 ムーブ・ムーブ 小売業 衣料品 5%

219,204 長崎県 長崎市 麦わらわんにゃん病院 サービス その他サービス 5%

219,205 長崎県 長崎市 ムックハウス南長崎店 小売業 衣料品 5%

219,206 長崎県 長崎市 むつくら サービス 飲食業 5%

219,207 長崎県 長崎市 無法松　南長崎店 小売業 その他小売 5%

219,208 長崎県 長崎市 村岡屋　道の尾西友店 小売業 食料品 5%

219,209 長崎県 長崎市 村上靴店 小売業 その他小売 5%

219,210 長崎県 長崎市 メガネ本舗　東長崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

219,211 長崎県 長崎市 ＭＥＺＡＭＥ　ＨＯＳＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

219,212 長崎県 長崎市 メディックハピネスプラザ サービス その他サービス 5%

219,213 長崎県 長崎市 メンズショップ　バロン 小売業 衣料品 5%

219,214 長崎県 長崎市 麺屋富貴　長崎鍛治屋町店 サービス 飲食業 5%

219,215 長崎県 長崎市 モイスティーヌサロン　コネクト サービス 理容・美容業 5%

219,216 長崎県 長崎市 モイスティーヌ平野町サロン　エトワール 小売業 その他小売 5%

219,217 長崎県 長崎市 モイスティーヌ平野町サロン 小売業 その他小売 5%

219,218 長崎県 長崎市 茂木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,219 長崎県 長崎市 茂木給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,220 長崎県 長崎市 本原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,221 長崎県 長崎市 もとふな鍼灸院 サービス その他サービス 5%

219,222 長崎県 長崎市 もみねこ堂 サービス 理容・美容業 5%

219,223 長崎県 長崎市 森内酒店 小売業 食料品 5%

219,224 長崎県 長崎市 茂里町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,225 長崎県 長崎市 Ｍｏｎ?Ａｍｉ ＢＬＵＥ ＵＮＩＴＹ 小売業 衣料品 5%

219,226 長崎県 長崎市 モントレゾール 小売業 その他小売 5%

219,227 長崎県 長崎市 矢上珈琲の杜 サービス 飲食業 5%

219,228 長崎県 長崎市 焼鳥居酒屋本陣 サービス 飲食業 5%

219,229 長崎県 長崎市 やき鳥　しゅん サービス 飲食業 5%

219,230 長崎県 長崎市 焼鳥平次　西洋館前店 サービス 飲食業 5%

219,231 長崎県 長崎市 焼鳥平次　大学病院前店 サービス 飲食業 5%

219,232 長崎県 長崎市 焼肉　タイガー サービス 飲食業 5%

219,233 長崎県 長崎市 焼き肉　浜ちゃん サービス 飲食業 5%

219,234 長崎県 長崎市 矢太楼 サービス 宿泊業 5%

219,235 長崎県 長崎市 矢太樓 サービス 宿泊業 5%

219,236 長崎県 長崎市 矢太樓南館 サービス 宿泊業 5%

219,237 長崎県 長崎市 山口鮮魚店 小売業 食料品 5%

219,238 長崎県 長崎市 山口屋 小売業 その他小売 5%

219,239 長崎県 長崎市 山下石油店　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,240 長崎県 長崎市 山添髪店 サービス 理容・美容業 5%
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219,241 長崎県 長崎市 山田電機工業株式会社 小売業 その他小売 5%

219,242 長崎県 長崎市 山の店 ランタン 小売業 その他小売 5%

219,243 長崎県 長崎市 山屋タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

219,244 長崎県 長崎市 ｙａｗａｒａ整体院 サービス その他サービス 5%

219,245 長崎県 長崎市 ｙａｗａｒａ整体院長崎店 サービス その他サービス 5%

219,246 長崎県 長崎市 有限会社　平尾商事　有限会社平尾商事　東長崎支店 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,247 長崎県 長崎市 （有）松庫商店 小売業 食料品 5%

219,248 長崎県 長崎市 悠苑 サービス 飲食業 5%

219,249 長崎県 長崎市 有限会社　サニーボーイ　サニーボーイ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

219,250 長崎県 長崎市 有限会社　志田製菓店 小売業 その他小売 5%

219,251 長崎県 長崎市 有限会社 高橋スポーツ商会 小売業 その他小売 5%

219,252 長崎県 長崎市 有限会社池田屋 サービス 飲食業 5%

219,253 長崎県 長崎市 有限会社木村蒲鉾 小売業 食料品 5%

219,254 長崎県 長崎市 有限会社キングドライ サービス その他サービス 5%

219,255 長崎県 長崎市 有限会社シップサイド 小売業 その他小売 5%

219,256 長崎県 長崎市 有限会社セブンタクシー サービス その他サービス 5%

219,257 長崎県 長崎市 有限会社大幸商事　ダイコー青果平和町店 小売業 食料品 5%

219,258 長崎県 長崎市 有限会社まつかた建設 サービス その他サービス 5%

219,259 長崎県 長崎市 有限会社マツデン 小売業 電化製品 5%

219,260 長崎県 長崎市 ｕｓｅｄｓｅｌｅｃｔＪＡＭＲＵＥ 小売業 衣料品 5%

219,261 長崎県 長崎市 ユメキ整体 サービス その他サービス 5%

219,262 長崎県 長崎市 ｙｏｇａｓｐａｃｅ－ｓｕｒｙａ サービス その他サービス 5%

219,263 長崎県 長崎市 よかよか炙りや長崎思案橋店 サービス 飲食業 5%

219,264 長崎県 長崎市 よかよか／炙りや　長崎店 サービス 飲食業 5%

219,265 長崎県 長崎市 吉谷鮮魚店　吉谷鮮魚店 小売業 食料品 5%

219,266 長崎県 長崎市 Ｌｉｖｅ　Ｌｉｖｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

219,267 長崎県 長崎市 楽々癒し体ソレイユ サービス その他サービス 5%

219,268 長崎県 長崎市 楽々癒し体　ソレイユ　賑町店 サービス その他サービス 5%

219,269 長崎県 長崎市 楽々癒し体　ＬｕｃｋＹｏｕ サービス その他サービス 5%

219,270 長崎県 長崎市 ＬＵＣＫ 小売業 衣料品 5%

219,271 長崎県 長崎市 ＬＵＣＫ 小売業 衣料品 5%

219,272 長崎県 長崎市 Ｌａｍｂ　Ｄ サービス 飲食業 5%

219,273 長崎県 長崎市 ラングドッカン 小売業 食料品 5%

219,274 長崎県 長崎市 Ｌｅｅ アミュプラザ長崎店 小売業 衣料品 5%

219,275 長崎県 長崎市 Ｌｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

219,276 長崎県 長崎市 理学美容院ひで サービス 理容・美容業 5%

219,277 長崎県 長崎市 ｒｉｐｐｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

219,278 長崎県 長崎市 Ｌｉｂｅｒ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

219,279 長崎県 長崎市 Ｌｉｂ×Ｌａｂ 小売業 その他小売 5%

219,280 長崎県 長崎市 リメディオ夢彩都店 小売業 衣料品 5%

219,281 長崎県 長崎市 ＬＵＬＵＤＥＢＥＲＬＵ 小売業 その他小売 5%

219,282 長崎県 長崎市 理容室かわぐち サービス 理容・美容業 5%
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219,283 長崎県 長崎市 料亭　橋本 サービス 飲食業 5%

219,284 長崎県 長崎市 Ｌｉｌｏｕ【リル】 サービス 理容・美容業 5%

219,285 長崎県 長崎市 リンパドレナージュ専門Ｚｅｘｙ中央橋店 サービス 理容・美容業 5%

219,286 長崎県 長崎市 Ｒｕａｎａ 小売業 その他小売 5%

219,287 長崎県 長崎市 ＲＯＯ サービス 理容・美容業 5%

219,288 長崎県 長崎市 ルークプラザホテル サービス 宿泊業 5%

219,289 長崎県 長崎市 Ｌｕｃｉａ サービス 理容・美容業 5%

219,290 長崎県 長崎市 Ｒａｙ　ＢＥＡＭＳ 小売業 衣料品 5%

219,291 長崎県 長崎市 ０ＦＬＡＰ サービス 理容・美容業 5%

219,292 長崎県 長崎市 レストラン　タロウ サービス 飲食業 5%

219,293 長崎県 長崎市 ＬＡＩＳＳＥＲ－ＦＡＩＲＥ 小売業 衣料品 5%

219,294 長崎県 長崎市 レディース　ハヤシダ 小売業 衣料品 5%

219,295 長崎県 長崎市 レディース　マルイ 小売業 衣料品 5%

219,296 長崎県 長崎市 露菴 長崎店 サービス 飲食業 5%

219,297 長崎県 長崎市 ＲＯＣＯ　ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　【ロコ　ヘアーメイク】 サービス 理容・美容業 5%

219,298 長崎県 長崎市 ローズボウル　浜町店 小売業 衣料品 5%

219,299 長崎県 長崎市 ＹＳＰ長崎 小売業 その他小売 5%

219,300 長崎県 長崎市 Ｙ・Ｐｌａｎｎｉｎｇヤマガ 小売業 衣料品 5%

219,301 長崎県 長崎市 ｗｉｌｄｆｌｏｗｅｒ　ワイルドフラワー 小売業 衣料品 5%

219,302 長崎県 長崎市 わだ動物病院 サービス その他サービス 5%

219,303 長崎県 長崎市 わだ動物病院 サービス その他サービス 5%

219,304 長崎県 長崎市 和風茶屋　川徳 サービス 飲食業 5%

219,305 長崎県 長崎市 ワールズビィスポーク　長崎店 小売業 衣料品 5%

219,306 長崎県 長崎市 ワンズホープ小ケ倉 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,307 長崎県 長崎市 Ｏｎｅ　ｆｏｒ　ａｌｌ 小売業 衣料品 5%

219,308 長崎県 長与町 石丸文行堂　長与店 小売業 その他小売 5%

219,309 長崎県 長与町 イタリアントマトケーキショップイオンタウン長与店 サービス 飲食業 2%

219,310 長崎県 長与町 岩崎本舗　本社工場店 小売業 食料品 5%

219,311 長崎県 長与町 ウィズン　女の都店 小売業 食料品 5%

219,312 長崎県 長与町 ウチモト電器 小売業 電化製品 5%

219,313 長崎県 長与町 大迫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,314 長崎県 長与町 オートサービスマツシタ サービス その他サービス 5%

219,315 長崎県 長与町 オートショップ　ブライト 小売業 その他小売 5%

219,316 長崎県 長与町 片岡産業有限会社 サービス その他サービス 5%

219,317 長崎県 長与町 片岡産業有限会社　お肉のカーニバル 小売業 食料品 5%

219,318 長崎県 長与町 カフェ ド ジーノ サービス 飲食業 5%

219,319 長崎県 長与町 ｋｉ：ｉｒｏ 小売業 その他小売 5%

219,320 長崎県 長与町 クリーニングアラタ サービス その他サービス 5%

219,321 長崎県 長与町 Ｋｏｔｉ　ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

219,322 長崎県 長与町 スワンドライ　長与本店 サービス その他サービス 5%

219,323 長崎県 長与町 スワンドライ　ララ長与店 サービス その他サービス 5%

219,324 長崎県 長与町 洗濯工房　２号店 サービス その他サービス 5%
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219,325 長崎県 長与町 洗濯工房　本店 サービス その他サービス 5%

219,326 長崎県 長与町 田尻自動車 サービス その他サービス 5%

219,327 長崎県 長与町 谷口動物病院 サービス その他サービス 5%

219,328 長崎県 長与町 谷口動物病院　谷口動物病院 サービス その他サービス 5%

219,329 長崎県 長与町 長崎井上 小売業 食料品 5%

219,330 長崎県 長与町 セブン－イレブン長与嬉里氷取店 小売業 食料品 2%

219,331 長崎県 長与町 長与ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,332 長崎県 長与町 セブン－イレブン長与高田郷店 小売業 食料品 2%

219,333 長崎県 長与町 セブン－イレブン長与ニュータウン入口店 小売業 食料品 2%

219,334 長崎県 長与町 セブン－イレブン長与まなび野店 小売業 食料品 2%

219,335 長崎県 長与町 セブン－イレブン長与吉無田郷店 小売業 食料品 2%

219,336 長崎県 長与町 パナプラザイナマツ 小売業 電化製品 5%

219,337 長崎県 長与町 ＨｏｎｅｙＭａｃａｒｏｎ 小売業 衣料品 5%

219,338 長崎県 長与町 パピオ　さかもと 小売業 電化製品 5%

219,339 長崎県 長与町 ビジョン ヘアーワークス ビジョン?ヘアーワークス サービス 理容・美容業 5%

219,340 長崎県 長与町 ひまわり動物病院 サービス 運輸業 5%

219,341 長崎県 長与町 美容室ｃｌａｓｓ サービス 理容・美容業 5%

219,342 長崎県 長与町 美容室ｃｌａｓｓｌｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

219,343 長崎県 長与町 福田電機　長与店 小売業 電化製品 5%

219,344 長崎県 長与町 プレタポルテロワール 小売業 衣料品 5%

219,345 長崎県 長与町 フローラルスタジオ　トラヤ 小売業 その他小売 5%

219,346 長崎県 長与町 ベース サービス 飲食業 5%

219,347 長崎県 長与町 ＯＫホーム＆ガーデン長与店 小売業 その他小売 5%

219,348 長崎県 長与町 ポールポジション長崎 小売業 その他小売 5%

219,349 長崎県 長与町 雪の浦手造りハム サービス その他サービス 5%

219,350 長崎県 長与町 雪の浦手造りハム 小売業 食料品 5%

219,351 長崎県 長与町 龍虎堂薬局 龍虎堂薬局 小売業 その他小売 5%

219,352 長崎県 長与町 ロゼハウス長与店 小売業 衣料品 5%

219,353 長崎県 西海市 ＡＲＴ　ＧＡＬＬＥＲＹ　Ｓ サービス その他サービス 5%

219,354 長崎県 西海市 Ａコープ西彼店 小売業 その他小売 5%

219,355 長崎県 西海市 Ａコープ多以良店 小売業 その他小売 5%

219,356 長崎県 西海市 Ａコープ中浦店 小売業 その他小売 5%

219,357 長崎県 西海市 Ａコープ雪浦店 小売業 その他小売 5%

219,358 長崎県 西海市 Ａコープ横瀬店 小売業 その他小売 5%

219,359 長崎県 西海市 オーベルジュあかだま サービス その他サービス 5%

219,360 長崎県 西海市 垣山養鶏園 サービス その他サービス 5%

219,361 長崎県 西海市 亀岳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,362 長崎県 西海市 セブン－イレブン西海大島大橋店 小売業 食料品 2%

219,363 長崎県 西海市 セブン－イレブン西海大瀬戸町店 小売業 食料品 2%

219,364 長崎県 西海市 セブン－イレブン西海亀岳店 小売業 食料品 2%

219,365 長崎県 西海市 セブン－イレブン西海小迎郷店 小売業 食料品 2%

219,366 長崎県 西海市 セブン－イレブン西海鳥加郷店 小売業 食料品 2%
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219,367 長崎県 西海市 西海橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,368 長崎県 西海市 西海橋物産館 小売業 その他小売 5%

219,369 長崎県 西海市 シーサイド大串ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,370 長崎県 西海市 スーパーウエスト 小売業 その他小売 5%

219,371 長崎県 西海市 スーパーウエスト亀岳店 小売業 その他小売 5%

219,372 長崎県 西海市 スーパーながむら 小売業 その他小売 5%

219,373 長崎県 西海市 セルフせいひＳＳ　有限会社広畝商店 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,374 長崎県 西海市 たいよう動物クリニック サービス その他サービス 5%

219,375 長崎県 西海市 でんきや西海 小売業 電化製品 5%

219,376 長崎県 西海市 ナカムラデンキ 小売業 電化製品 5%

219,377 長崎県 西海市 松形屋 小売業 その他小売 5%

219,378 長崎県 西海市 村の菓子工房 小売業 食料品 5%

219,379 長崎県 西海市 有限会社西村木材産業 サービス その他サービス 5%

219,380 長崎県 西海市 雪浦給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,381 長崎県 西海市 レストラン　ケーナ サービス 飲食業 5%

219,382 長崎県 波佐見町 アウトレット１４０ はさみ焼 Ｏｕｔｌｅｔ １４０ 小売業 その他小売 5%

219,383 長崎県 波佐見町 石丸陶芸 小売業 その他小売 5%

219,384 長崎県 波佐見町 イソザキ珈琲「ｓｈａｄｙ」 小売業 食料品 5%

219,385 長崎県 波佐見町 今里酒店 小売業 食料品 5%

219,386 長崎県 波佐見町 今里酒店 小売業 食料品 5%

219,387 長崎県 波佐見町 金子石油 株 波佐見給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,388 長崎県 波佐見町 株式会社　西山 小売業 その他小売 5%

219,389 長崎県 波佐見町 ギャラリー舘山 小売業 その他小売 5%

219,390 長崎県 波佐見町 ギャラリー杜器 小売業 家具・調度品 5%

219,391 長崎県 波佐見町 やきもの工房・ギャラリー京千 小売業 その他小売 5%

219,392 長崎県 波佐見町 くらわん館 小売業 その他小売 5%

219,393 長崎県 波佐見町 有限会社　勲山製陶 小売業 その他小売 5%

219,394 長崎県 波佐見町 重山陶器株式会社 サービス その他サービス 5%

219,395 長崎県 波佐見町 ＳＴＵＤＩＯー頌ー サービス その他サービス 5%

219,396 長崎県 波佐見町 ＳＰＡＲＲＯＷＳ 小売業 衣料品 5%

219,397 長崎県 波佐見町 正幸陶器古ロク窯 小売業 その他小売 5%

219,398 長崎県 波佐見町 セルフ波佐見給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,399 長崎県 波佐見町 相互交通株式会社 佐世保５００あ１１６４ サービス 運輸業 5%

219,400 長崎県 波佐見町 大桂工房 サービス その他サービス 5%

219,401 長崎県 波佐見町 髙尾自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

219,402 長崎県 波佐見町 長崎サッシ工業 サービス その他サービス 5%

219,403 長崎県 波佐見町 西波佐見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,404 長崎県 波佐見町 ノマドコーヒー サービス 飲食業 5%

219,405 長崎県 波佐見町 白山陶器 小売業 家具・調度品 5%

219,406 長崎県 波佐見町 白山陶器　イベント会場 小売業 その他小売 5%

219,407 長崎県 波佐見町 白山陶器本社ショールーム 小売業 その他小売 5%

219,408 長崎県 波佐見町 波佐見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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219,409 長崎県 波佐見町 波佐見オフィス　水　未来図株式会社　波佐見ＯＦ 小売業 その他小売 5%

219,410 長崎県 波佐見町 セブン－イレブン波佐見折敷瀬店 小売業 食料品 2%

219,411 長崎県 波佐見町 セブン－イレブン波佐見川内店 小売業 食料品 2%

219,412 長崎県 波佐見町 波佐見自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

219,413 長崎県 波佐見町 セブン－イレブン波佐見宿郷店 小売業 食料品 2%

219,414 長崎県 波佐見町 波佐見タイヤ 小売業 その他小売 5%

219,415 長崎県 波佐見町 ハスポ 小売業 その他小売 5%

219,416 長崎県 波佐見町 ハスポ　波佐見店 小売業 その他小売 5%

219,417 長崎県 波佐見町 ホテルブリスヴィラ波佐見 サービス 宿泊業 5%

219,418 長崎県 波佐見町 堀池電器商会 小売業 電化製品 5%

219,419 長崎県 波佐見町 有　松幸陶芸　雅幸窯直営ＳＨＯＰ 小売業 その他小売 5%

219,420 長崎県 波佐見町 ｍｉｇｎｏｎ 小売業 その他小売 5%

219,421 長崎県 波佐見町 ｍｉｇｎｏｎ はさみ焼 ＳＨＯＰ ｍｉｇｎｏｎ   ミニヨン 小売業 その他小売 5%

219,422 長崎県 波佐見町 有限会社ナカムラ陶器　ＲＯＸＹ 小売業 その他小売 5%

219,423 長崎県 東彼杵町 浦川理容 サービス 理容・美容業 5%

219,424 長崎県 東彼杵町 大川ストアー 小売業 食料品 5%

219,425 長崎県 東彼杵町 お茶のこばやし 小売業 食料品 5%

219,426 長崎県 東彼杵町 きょうりゅうと宇宙 小売業 その他小売 5%

219,427 長崎県 東彼杵町 製茶問屋（有）岡田商会 小売業 食料品 5%

219,428 長崎県 東彼杵町 彼杵商店（浜田） 小売業 食料品 5%

219,429 長崎県 東彼杵町 多々樂 サービス 飲食業 5%

219,430 長崎県 東彼杵町 ＤＯＧ　ＨＩＬＬ 小売業 その他小売 5%

219,431 長崎県 東彼杵町 ハートフル彼杵 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,432 長崎県 東彼杵町 セブン－イレブン東彼杵蔵本郷店 小売業 食料品 2%

219,433 長崎県 東彼杵町 セブン－イレブン東彼杵八反田郷店 小売業 食料品 2%

219,434 長崎県 平戸市 按針の館 小売業 食料品 5%

219,435 長崎県 平戸市 生月ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,436 長崎県 平戸市 生月ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,437 長崎県 平戸市 井手家具店 小売業 家具・調度品 5%

219,438 長崎県 平戸市 ＪＭ／イワミヤ サービス 理容・美容業 5%

219,439 長崎県 平戸市 ＷＥＢ　ＷＯＲＫ　ウェブワーク 小売業 その他小売 5%

219,440 長崎県 平戸市 菓子工房えしろ 小売業 食料品 5%

219,441 長崎県 平戸市 株 ほり江 小売業 衣料品 5%

219,442 長崎県 平戸市 神田スポーツ 小売業 その他小売 5%

219,443 長崎県 平戸市 かんぼストア 小売業 食料品 5%

219,444 長崎県 平戸市 かんぼストア 小売業 食料品 5%

219,445 長崎県 平戸市 一棟貸し平戸よこた サービス その他サービス 5%

219,446 長崎県 平戸市 国際観光ホテル旗松亭 サービス 宿泊業 5%

219,447 長崎県 平戸市 酒のさざん 小売業 食料品 5%

219,448 長崎県 平戸市 ＪＦいきつき　しおかぜ 小売業 その他小売 5%

219,449 長崎県 平戸市 篠崎海産物店 小売業 家具・調度品 5%

219,450 長崎県 平戸市 シューズタカサゴ　　有　高砂商会 小売業 その他小売 5%
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219,451 長崎県 平戸市 染川鉄工 小売業 電化製品 5%

219,452 長崎県 平戸市 第一自動車整備工場 小売業 その他小売 5%

219,453 長崎県 平戸市 たけだ　スピリッツ 小売業 その他小売 5%

219,454 長崎県 平戸市 田平給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,455 長崎県 平戸市 中部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,456 長崎県 平戸市 津吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,457 長崎県 平戸市 でんきやアイチ 小売業 電化製品 5%

219,458 長崎県 平戸市 なかしま 小売業 その他小売 5%

219,459 長崎県 平戸市 ノエビア平戸 小売業 その他小売 5%

219,460 長崎県 平戸市 ノエビア平戸 小売業 その他小売 5%

219,461 長崎県 平戸市 婆娑羅 小売業 家具・調度品 5%

219,462 長崎県 平戸市 パピオにしけん 小売業 電化製品 5%

219,463 長崎県 平戸市 美容室ＢＩＧＩＮ サービス 理容・美容業 5%

219,464 長崎県 平戸市 セブン－イレブン平戸大橋店 小売業 食料品 2%

219,465 長崎県 平戸市 平戸海上ホテル サービス 宿泊業 5%

219,466 長崎県 平戸市 セブン－イレブン平戸田平西店 小売業 食料品 2%

219,467 長崎県 平戸市 セブン－イレブン平戸田平東店 小売業 食料品 2%

219,468 長崎県 平戸市 平戸中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,469 長崎県 平戸市 セブン－イレブン平戸紐差町店 小売業 食料品 2%

219,470 長崎県 平戸市 平戸有香製茶 小売業 食料品 5%

219,471 長崎県 平戸市 フードショップ　たけだメルカド 小売業 その他小売 5%

219,472 長崎県 平戸市 福田酒造 小売業 食料品 5%

219,473 長崎県 平戸市 フレッシュマート　アリーナ 小売業 その他小売 5%

219,474 長崎県 平戸市 フレッシュマート　里店 小売業 その他小売 5%

219,475 長崎県 平戸市 ＯＫホーム＆ガーデン平戸店 小売業 その他小売 5%

219,476 長崎県 平戸市 ホテル　彩陽　ＷＡＫＩＧＡＷＡ サービス 宿泊業 5%

219,477 長崎県 平戸市 ポプラＲＩＣ平戸中野店 小売業 その他小売 2%

219,478 長崎県 平戸市 前津吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,479 長崎県 平戸市 マルセイ中部店 小売業 その他小売 5%

219,480 長崎県 平戸市 マルセイ南部店 小売業 その他小売 5%

219,481 長崎県 平戸市 めしどころ 一楽 めしどころ 一楽 サービス 飲食業 5%

219,482 長崎県 平戸市 大和屋 小売業 衣料品 5%

219,483 長崎県 平戸市 ＪＭ／有限会社トキ 小売業 その他小売 5%

219,484 長崎県 平戸市 よかろ物産 小売業 食料品 5%

219,485 長崎県 平戸市 吉田自動車　平戸店 サービス その他サービス 5%

219,486 長崎県 平戸市 （有）ラ・メール 小売業 衣料品 5%

219,487 長崎県 平戸市 ＲＩＣ酒蔵 小売業 その他小売 5%

219,488 長崎県 平戸市 旅亭彩月庵 サービス 宿泊業 5%

219,489 長崎県 松浦市 アミスタホテル サービス 宿泊業 5%

219,490 長崎県 松浦市 今福ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,491 長崎県 松浦市 岩元製菓舗　岩元製菓舗 小売業 食料品 5%

219,492 長崎県 松浦市 金井田石材店　金井田石材店 小売業 その他小売 5%
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219,493 長崎県 松浦市 黒田ストアー 小売業 その他小売 5%

219,494 長崎県 松浦市 セレモニーやまおく志佐 小売業 その他小売 5%

219,495 長崎県 松浦市 大栄松浦店 小売業 衣料品 5%

219,496 長崎県 松浦市 でんきのアズふるかわ店 小売業 電化製品 5%

219,497 長崎県 松浦市 にこいろ 小売業 衣料品 5%

219,498 長崎県 松浦市 西村釣具店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

219,499 長崎県 松浦市 ファミリードラッグｙｏｕ 小売業 その他小売 5%

219,500 長崎県 松浦市 深流（ふる）リンパケアＳａｗａ サービス その他サービス 5%

219,501 長崎県 松浦市 フレッシュマート　松浦店 小売業 その他小売 5%

219,502 長崎県 松浦市 ＢＬＯＷＩＮ　ＯＺＯＮＥ サービス 理容・美容業 5%

219,503 長崎県 松浦市 松浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,504 長崎県 松浦市 セブン－イレブン松浦今福店 小売業 食料品 2%

219,505 長崎県 松浦市 松浦中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,506 長崎県 松浦市 Ｍａｓｔｕｏ　Ｎｏｕｅｎ　　　Ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

219,507 長崎県 松浦市 御厨ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,508 長崎県 松浦市 有限会社みくりや自動車工業 サービス その他サービス 5%

219,509 長崎県 松浦市 でんきや・みやざき 小売業 電化製品 5%

219,510 長崎県 松浦市 メガネショップ　まつうら 小売業 貴金属・服飾品 5%

219,511 長崎県 松浦市 メモリアルホール サービス その他サービス 5%

219,512 長崎県 松浦市 モーターサービス・ライズ 小売業 その他小売 5%

219,513 長崎県 松浦市 もぐら サービス 飲食業 5%

219,514 長崎県 松浦市 もぐら サービス 飲食業 5%

219,515 長崎県 松浦市 リカー　フーズ　むらべ　リカー　フーズ　ムラベ 小売業 食料品 5%

219,516 長崎県 南島原市 アグリファーム　汁吉屋 小売業 食料品 5%

219,517 長崎県 南島原市 アトリエグランパ サービス 飲食業 5%

219,518 長崎県 南島原市 荒木電器 小売業 電化製品 5%

219,519 長崎県 南島原市 有馬自動車整備工場 小売業 その他小売 5%

219,520 長崎県 南島原市 出光ジョイフル深江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,521 長崎県 南島原市 出光ハーテック有家ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,522 長崎県 南島原市 内田機械店 小売業 その他小売 5%

219,523 長崎県 南島原市 内田機械店 小売業 その他小売 5%

219,524 長崎県 南島原市 お好み焼まつりや サービス 飲食業 5%

219,525 長崎県 南島原市 お宝リサイクル　ぐるぐる倉庫　熊本店 小売業 その他小売 5%

219,526 長崎県 南島原市 株式会社呉服のながいけ 小売業 衣料品 5%

219,527 長崎県 南島原市 加津佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,528 長崎県 南島原市 かづさイルカウォッチング サービス その他サービス 5%

219,529 長崎県 南島原市 加津佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,530 長崎県 南島原市 割烹　城 サービス 飲食業 5%

219,531 長崎県 南島原市 株式会社コクリエシステムズ サービス その他サービス 5%

219,532 長崎県 南島原市 北有馬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,533 長崎県 南島原市 北岡給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,534 長崎県 南島原市 有限会社喜多石油 小売業 その他小売 5%
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219,535 長崎県 南島原市 草柳自動車整備工場 小売業 その他小売 5%

219,536 長崎県 南島原市 くすりの新生堂国道店 小売業 その他小売 5%

219,537 長崎県 南島原市 古賀写真館 サービス その他サービス 5%

219,538 長崎県 南島原市 サンピア 小売業 その他小売 5%

219,539 長崎県 南島原市 サンピア　衣料 小売業 その他小売 5%

219,540 長崎県 南島原市 サンピア　カメラ部 小売業 その他小売 5%

219,541 長崎県 南島原市 サンピア　ギフト 小売業 その他小売 5%

219,542 長崎県 南島原市 サンピア　化粧品 小売業 その他小売 5%

219,543 長崎県 南島原市 サンピア　システム部 小売業 その他小売 5%

219,544 長崎県 南島原市 サンピア　シューズ 小売業 その他小売 5%

219,545 長崎県 南島原市 サンピア　精肉部 小売業 その他小売 5%

219,546 長崎県 南島原市 サンピア　鮮魚部 小売業 その他小売 5%

219,547 長崎県 南島原市 サンピア　ファーストフーズ部 小売業 その他小売 5%

219,548 長崎県 南島原市 サンピア　フラワー部 小売業 その他小売 5%

219,549 長崎県 南島原市 サンピア　薬品部 小売業 その他小売 5%

219,550 長崎県 南島原市 サンピア衣料 小売業 その他小売 5%

219,551 長崎県 南島原市 サンピアギフト 小売業 その他小売 5%

219,552 長崎県 南島原市 サンピア化粧品 小売業 その他小売 5%

219,553 長崎県 南島原市 サンピアシューズ 小売業 その他小売 5%

219,554 長崎県 南島原市 セブン－イレブン島原南有馬店 小売業 食料品 2%

219,555 長崎県 南島原市 食事処すだち サービス 飲食業 5%

219,556 長崎県 南島原市 ショッピングセンターはやしだ 小売業 その他小売 5%

219,557 長崎県 南島原市 新有家 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,558 長崎県 南島原市 スタジオすぎもと 小売業 その他小売 5%

219,559 長崎県 南島原市 諏訪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,560 長崎県 南島原市 諏訪電器商会 小売業 電化製品 5%

219,561 長崎県 南島原市 セルフ口之津給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,562 長崎県 南島原市 高木屋 小売業 食料品 5%

219,563 長崎県 南島原市 中華料理華豊　中華料理　華豊 サービス 飲食業 5%

219,564 長崎県 南島原市 堂崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,565 長崎県 南島原市 ドラッグ新生堂有家店 小売業 その他小売 5%

219,566 長崎県 南島原市 （有）長池屋呉服店 小売業 衣料品 5%

219,567 長崎県 南島原市 中尾農機商会　中尾農機商会 小売業 その他小売 5%

219,568 長崎県 南島原市 西有家 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,569 長崎県 南島原市 のうち製麺　大八屋 小売業 食料品 5%

219,570 長崎県 南島原市 パピオ　たけした 小売業 電化製品 5%

219,571 長崎県 南島原市 原尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,572 長崎県 南島原市 原城の宿　城 サービス 宿泊業 5%

219,573 長崎県 南島原市 原城の宿　城 サービス 宿泊業 5%

219,574 長崎県 南島原市 ビジネス須川観光ホテル サービス 宿泊業 5%

219,575 長崎県 南島原市 ファミリーファッションみぞた 小売業 衣料品 5%

219,576 長崎県 南島原市 Ｆａｉｒｅ．Ｆ 小売業 衣料品 5%
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219,577 長崎県 南島原市 深江ＳＳ　岸本石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,578 長崎県 南島原市 服美人 サービス その他サービス 5%

219,579 長崎県 南島原市 福吉興産株式会社 小売業 食料品 5%

219,580 長崎県 南島原市 布津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,581 長崎県 南島原市 株式会社ながいけ 小売業 衣料品 5%

219,582 長崎県 南島原市 ペットショップときた 小売業 その他小売 5%

219,583 長崎県 南島原市 ホームリビングＭＩＺＯＴＡ 小売業 家具・調度品 5%

219,584 長崎県 南島原市 本多兄弟商会 小売業 食料品 5%

219,585 長崎県 南島原市 松尾観光梨園 サービス その他サービス 5%

219,586 長崎県 南島原市 道の駅みずなし本陣ふかえ　売店 小売業 その他小売 5%

219,587 長崎県 南島原市 セブン－イレブン南島原有家店 小売業 食料品 2%

219,588 長崎県 南島原市 セブン－イレブン南島原大野木場店 小売業 食料品 2%

219,589 長崎県 南島原市 セブン－イレブン南島原口之津店 小売業 食料品 2%

219,590 長崎県 南島原市 セブン－イレブン南島原深江店 小売業 食料品 2%

219,591 長崎県 南島原市 メガネ本舗　南島原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

219,592 長崎県 南島原市 メナードフェイシャルサロン　南島原深江代行店 サービス 理容・美容業 5%

219,593 長崎県 南島原市 山田共栄堂 小売業 電化製品 5%

219,594 長崎県 南島原市 山本喜久栄堂 サービス 飲食業 5%

219,595 長崎県 南島原市 ＬａＶｉｅｒｉｅ（ラヴィリエ） サービス 理容・美容業 5%

219,596 長崎県 南島原市 ルート５７深江町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,597 長崎県 南島原市 ルート２５１原城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,598 熊本県 あさぎり町 あさぎり山荘ひばり サービス 宿泊業 5%

219,599 熊本県 あさぎり町 アトム電器あさぎり町免田店 小売業 電化製品 5%

219,600 熊本県 あさぎり町 イスミ　免田店 小売業 食料品 5%

219,601 熊本県 あさぎり町 出光下乙ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,602 熊本県 あさぎり町 尾崎デンキ 小売業 電化製品 5%

219,603 熊本県 あさぎり町 髪工房ふくだ　　髪工房ふくだ サービス 理容・美容業 5%

219,604 熊本県 あさぎり町 キモトデンキ 小売業 電化製品 5%

219,605 熊本県 あさぎり町 セブン－イレブン球磨あさぎり町店 小売業 食料品 2%

219,606 熊本県 あさぎり町 熊本ヤクルト 中球磨センター 小売業 食料品 5%

219,607 熊本県 あさぎり町 須恵ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,608 熊本県 あさぎり町 ナンキュウ　あさぎり営業所 小売業 その他小売 5%

219,609 熊本県 あさぎり町 錦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,610 熊本県 あさぎり町 明屋書店免田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

219,611 熊本県 あさぎり町 ハロー免田店 小売業 食料品 5%

219,612 熊本県 あさぎり町 Ｈａｎｄｍａｄｅ　ＮＡＯ 小売業 貴金属・服飾品 5%

219,613 熊本県 あさぎり町 深田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,614 熊本県 あさぎり町 免田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,615 熊本県 あさぎり町 免田本町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,616 熊本県 芦北町 セブン－イレブン芦北インター店 小売業 食料品 2%

219,617 熊本県 芦北町 セブン－イレブン芦北田浦店 小売業 食料品 2%

219,618 熊本県 芦北町 セブン－イレブン芦北町店 小売業 食料品 2%
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219,619 熊本県 芦北町 セブン－イレブン芦北湯浦店 小売業 食料品 2%

219,620 熊本県 芦北町 株式会社アドバンスコネクト 小売業 その他小売 5%

219,621 熊本県 芦北町 イタリア小料理コラッジオ サービス 飲食業 5%

219,622 熊本県 芦北町 兼田酒店 小売業 その他小売 5%

219,623 熊本県 芦北町 亀井荘 サービス 宿泊業 5%

219,624 熊本県 芦北町 ぎゅーぎゅー亭 サービス 飲食業 5%

219,625 熊本県 芦北町 佐敷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,626 熊本県 芦北町 ＪＡ　あしきた　購買部 小売業 その他小売 5%

219,627 熊本県 芦北町 ＪＡあしきた　購売部　生産資材課 小売業 その他小売 5%

219,628 熊本県 芦北町 スーパーケント 小売業 その他小売 5%

219,629 熊本県 芦北町 スーパーマーケットヒラキ店 小売業 その他小売 5%

219,630 熊本県 芦北町 セルフ佐敷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,631 熊本県 芦北町 永田商店（湯浦ショッピングセンターペア内） 小売業 その他小売 5%

219,632 熊本県 芦北町 野坂屋旅館 サービス 宿泊業 5%

219,633 熊本県 芦北町 ハートケア熊本 小売業 その他小売 5%

219,634 熊本県 芦北町 早川家電 小売業 電化製品 5%

219,635 熊本県 芦北町 ビストロパザパ サービス 飲食業 5%

219,636 熊本県 芦北町 ヒライ田浦店 小売業 食料品 5%

219,637 熊本県 芦北町 ファーマーズマーケット　でこぽん 小売業 食料品 5%

219,638 熊本県 芦北町 湯浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,639 熊本県 芦北町 湯浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,640 熊本県 芦北町 ロッキー芦北店 小売業 食料品 5%

219,641 熊本県 阿蘇市 朝日屋精肉店 小売業 食料品 5%

219,642 熊本県 阿蘇市 阿蘇ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,643 熊本県 阿蘇市 あそ合カギ サービス その他サービス 5%

219,644 熊本県 阿蘇市 阿蘇内牧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,645 熊本県 阿蘇市 アソウト 小売業 食料品 5%

219,646 熊本県 阿蘇市 阿蘇オーチャードハウス サービス 飲食業 5%

219,647 熊本県 阿蘇市 阿蘇お菓子工房たのや 小売業 食料品 5%

219,648 熊本県 阿蘇市 阿蘇さとう農園 小売業 食料品 5%

219,649 熊本県 阿蘇市 あそしな時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

219,650 熊本県 阿蘇市 合資会社　阿蘇銃砲火薬運動具店 小売業 その他小売 5%

219,651 熊本県 阿蘇市 阿蘇食品 小売業 食料品 5%

219,652 熊本県 阿蘇市 阿蘇神社前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,653 熊本県 阿蘇市 ＡＳＯＳＴＡＹ　ｚｅｎｚｅｎ禅然 サービス 宿泊業 5%

219,654 熊本県 阿蘇市 阿蘇動物病院 サービス その他サービス 5%

219,655 熊本県 阿蘇市 阿蘇ネイチャーランド サービス その他サービス 5%

219,656 熊本県 阿蘇市 あその靴屋さんフジカワ 小売業 衣料品 5%

219,657 熊本県 阿蘇市 阿蘇の司ビラパークホテル サービス 宿泊業 5%

219,658 熊本県 阿蘇市 阿蘇乃やまぼうし サービス 宿泊業 5%

219,659 熊本県 阿蘇市 阿蘇はなびし サービス 飲食業 5%

219,660 熊本県 阿蘇市 阿蘇プラザホテル サービス 宿泊業 5%
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219,661 熊本県 阿蘇市 あそ兵衛 サービス 宿泊業 5%

219,662 熊本県 阿蘇市 ＡＳＯＢＡＳＥＢＡＣＫＰＡＣＫＥＲＳ サービス その他サービス 5%

219,663 熊本県 阿蘇市 阿蘇料理　ひめ路 サービス 飲食業 5%

219,664 熊本県 阿蘇市 アリスのシャンピニオン サービス 宿泊業 5%

219,665 熊本県 阿蘇市 ＥＡＳＴ サービス 飲食業 5%

219,666 熊本県 阿蘇市 居酒屋　七福人 サービス 飲食業 5%

219,667 熊本県 阿蘇市 居酒屋　ひょう吉 サービス 飲食業 5%

219,668 熊本県 阿蘇市 イタリア食堂　Ｌａ　　Ｌｕｃｅ サービス 飲食業 5%

219,669 熊本県 阿蘇市 一の宮 ２ サービス 運輸業 5%

219,670 熊本県 阿蘇市 一角堂整体院 サービス その他サービス 5%

219,671 熊本県 阿蘇市 井手酒店 小売業 食料品 5%

219,672 熊本県 阿蘇市 出光黒川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,673 熊本県 阿蘇市 伊藤商事 小売業 その他小売 5%

219,674 熊本県 阿蘇市 井野書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

219,675 熊本県 阿蘇市 株式会社衣料の久留米屋 小売業 衣料品 5%

219,676 熊本県 阿蘇市 岩崎写真館 サービス その他サービス 5%

219,677 熊本県 阿蘇市 内牧バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,678 熊本県 阿蘇市 産庵 サービス 飲食業 5%

219,679 熊本県 阿蘇市 梅くら サービス 飲食業 5%

219,680 熊本県 阿蘇市 ｅｔｕ 小売業 その他小売 5%

219,681 熊本県 阿蘇市 美味しい隠れ宿ロワ サービス 宿泊業 5%

219,682 熊本県 阿蘇市 おしま屋ＫＡＧＵカフェ 小売業 家具・調度品 5%

219,683 熊本県 阿蘇市 ｏｌｍｏ　ｃｏｐｐｉａ サービス 飲食業 5%

219,684 熊本県 阿蘇市 御宿小笠原 サービス 宿泊業 5%

219,685 熊本県 阿蘇市 隠れ茶房　茶蔵カフェ サービス 飲食業 5%

219,686 熊本県 阿蘇市 果実の国　カップルズ サービス その他サービス 5%

219,687 熊本県 阿蘇市 菓心なかむら 小売業 食料品 5%

219,688 熊本県 阿蘇市 株式会社　丸山農園 小売業 食料品 5%

219,689 熊本県 阿蘇市 株式会社阿蘇とり宮 小売業 食料品 5%

219,690 熊本県 阿蘇市 有限会社　鎌倉商店　ならびや 小売業 食料品 5%

219,691 熊本県 阿蘇市 株式会社菊池食品 小売業 食料品 5%

219,692 熊本県 阿蘇市 北風商店 小売業 衣料品 5%

219,693 熊本県 阿蘇市 久幸堂 小売業 食料品 5%

219,694 熊本県 阿蘇市 桐原商店 小売業 その他小売 5%

219,695 熊本県 阿蘇市 熊本建材 小売業 その他小売 5%

219,696 熊本県 阿蘇市 熊本トヨタ自動車　阿蘇店 小売業 その他小売 5%

219,697 熊本県 阿蘇市 熊本トヨペット阿蘇店 小売業 その他小売 5%

219,698 熊本県 阿蘇市 Ｇｒａｎｄ 小売業 衣料品 5%

219,699 熊本県 阿蘇市 グリーンライフ・コガ サービス その他サービス 5%

219,700 熊本県 阿蘇市 グリーンショップやまびこ 小売業 その他小売 5%

219,701 熊本県 阿蘇市 ゲストハウス阿蘇楽（あそら） サービス その他サービス 5%

219,702 熊本県 阿蘇市 Ｎａｏ’ｓ　ＢＡＳＥ 小売業 その他小売 5%
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219,703 熊本県 阿蘇市 佐伯電化センター 小売業 電化製品 5%

219,704 熊本県 阿蘇市 さかいや 小売業 その他小売 5%

219,705 熊本県 阿蘇市 榊　商会 小売業 その他小売 5%

219,706 熊本県 阿蘇市 ＪＡグリーン一の宮 小売業 その他小売 5%

219,707 熊本県 阿蘇市 しまだ電器 小売業 電化製品 5%

219,708 熊本県 阿蘇市 尺間ら?めん サービス 飲食業 5%

219,709 熊本県 阿蘇市 シャンブル・ドット　アルムの森 サービス 宿泊業 5%

219,710 熊本県 阿蘇市 昭和館 サービス 飲食業 5%

219,711 熊本県 阿蘇市 親和苑 サービス 宿泊業 5%

219,712 熊本県 阿蘇市 親和苑 サービス その他サービス 5%

219,713 熊本県 阿蘇市 杉田電器サービス 小売業 電化製品 5%

219,714 熊本県 阿蘇市 整体所よか サービス その他サービス 5%

219,715 熊本県 阿蘇市 セルフ信和ＡＳＯ－ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,716 熊本県 阿蘇市 千年の蔵　さー蔵 サービス 飲食業 5%

219,717 熊本県 阿蘇市 総合自動車坂梨 サービス その他サービス 5%

219,718 熊本県 阿蘇市 蘇山郷 サービス 宿泊業 5%

219,719 熊本県 阿蘇市 蕎麦処　阿蘇の風 サービス 飲食業 5%

219,720 熊本県 阿蘇市 大観荘 サービス 宿泊業 5%

219,721 熊本県 阿蘇市 大観峰茶店 小売業 家具・調度品 5%

219,722 熊本県 阿蘇市 ダイニングｓｏｌ サービス 飲食業 5%

219,723 熊本県 阿蘇市 大福ずし サービス 飲食業 5%

219,724 熊本県 阿蘇市 タイヤガーデンさいとう 小売業 その他小売 5%

219,725 熊本県 阿蘇市 たておか豆腐店 サービス 飲食業 5%

219,726 熊本県 阿蘇市 つけもの処健蔵 小売業 食料品 5%

219,727 熊本県 阿蘇市 テラサワ 小売業 食料品 5%

219,728 熊本県 阿蘇市 ＤＯＧＰａｌａｃｅｒｅｓｏｒｔ阿蘇乙姫 サービス その他サービス 5%

219,729 熊本県 阿蘇市 トヨタカローラ熊本阿蘇店 小売業 その他小売 5%

219,730 熊本県 阿蘇市 トヨタレンタリース熊本　阿蘇駅前店 サービス その他サービス 2%

219,731 熊本県 阿蘇市 ｔｏｎｔｏｎ 小売業 食料品 5%

219,732 熊本県 阿蘇市 中山モータース サービス その他サービス 5%

219,733 熊本県 阿蘇市 菜の花 サービス 飲食業 5%

219,734 熊本県 阿蘇市 ニュー草千里 小売業 その他小売 5%

219,735 熊本県 阿蘇市 ネッツトヨタ熊本ネッツワールド阿蘇店 小売業 その他小売 5%

219,736 熊本県 阿蘇市 野の花の宿　阿蘇の四季 サービス 宿泊業 5%

219,737 熊本県 阿蘇市 有限会社お菓子の味幸 小売業 食料品 5%

219,738 熊本県 阿蘇市 美容室ハルシオン サービス 理容・美容業 5%

219,739 熊本県 阿蘇市 ＰＥＯＮＹ 小売業 衣料品 5%

219,740 熊本県 阿蘇市 Ｂｉｓｔｒｏ　ＭＯＮＴ　ビストロ　モン　ＢｉｓｔｒｏＭＯＮＴ サービス 飲食業 5%

219,741 熊本県 阿蘇市 ヒライ阿蘇坊中店 小売業 食料品 5%

219,742 熊本県 阿蘇市 福ふく サービス 飲食業 5%

219,743 熊本県 阿蘇市 豊前屋 小売業 食料品 5%

219,744 熊本県 阿蘇市 ブティツクアミ 小売業 衣料品 5%
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219,745 熊本県 阿蘇市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｍｉｎｔ サービス 理容・美容業 5%

219,746 熊本県 阿蘇市 ヘアーサロンしもむら サービス 理容・美容業 5%

219,747 熊本県 阿蘇市 ヘアーサロンしもむら サービス 理容・美容業 5%

219,748 熊本県 阿蘇市 ペンション　かかしのかくれ家 サービス 宿泊業 5%

219,749 熊本県 阿蘇市 ペンションもしもしピエロ サービス 宿泊業 5%

219,750 熊本県 阿蘇市 ＮＰＯ法人九州バイオマスフォーラム　特定非営利活動法人九州バイオマスフォーラム サービス その他サービス 5%

219,751 熊本県 阿蘇市 ＨＯＰＥ代行 サービス その他サービス 5%

219,752 熊本県 阿蘇市 ぼくのお宿風の音 サービス 宿泊業 5%

219,753 熊本県 阿蘇市 ホテル　サンクラウン大阿蘇 サービス 宿泊業 5%

219,754 熊本県 阿蘇市 マツダ 小売業 衣料品 5%

219,755 熊本県 阿蘇市 松谷文華堂 小売業 家具・調度品 5%

219,756 熊本県 阿蘇市 有　松本自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

219,757 熊本県 阿蘇市 豆醤蔵 サービス 飲食業 5%

219,758 熊本県 阿蘇市 緑の資産 サービス 飲食業 5%

219,759 熊本県 阿蘇市 宮川時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

219,760 熊本県 阿蘇市 民宿　あそげん サービス 宿泊業 5%

219,761 熊本県 阿蘇市 めしのやまいち サービス 飲食業 5%

219,762 熊本県 阿蘇市 森万十 小売業 食料品 5%

219,763 熊本県 阿蘇市 森本金物店 小売業 その他小売 5%

219,764 熊本県 阿蘇市 山陶園 サービス その他サービス 5%

219,765 熊本県 阿蘇市 やよい食堂 サービス 飲食業 5%

219,766 熊本県 阿蘇市 有限会社　村本設備工業 サービス その他サービス 5%

219,767 熊本県 阿蘇市 有限会社　丹波屋 小売業 その他小売 5%

219,768 熊本県 阿蘇市 有限会社　千代の屋 小売業 食料品 5%

219,769 熊本県 阿蘇市 有限会社　プリンセスフラワーズ サービス その他サービス 5%

219,770 熊本県 阿蘇市 有限会社阿蘇天然アイス 小売業 食料品 5%

219,771 熊本県 阿蘇市 有限会社小園商店 小売業 食料品 5%

219,772 熊本県 阿蘇市 有　カーケアショップこだま サービス その他サービス 5%

219,773 熊本県 阿蘇市 有限会社ヤマベ印刷 サービス その他サービス 5%

219,774 熊本県 阿蘇市 有限会社　阿蘇印刷 サービス その他サービス 5%

219,775 熊本県 阿蘇市 湯の宿　入船 サービス 宿泊業 5%

219,776 熊本県 阿蘇市 湯巡追荘 サービス 宿泊業 5%

219,777 熊本県 阿蘇市 夢☆大地グリーンバレー サービス その他サービス 5%

219,778 熊本県 阿蘇市 溶岩石窯ピッツァ轍 サービス 飲食業 5%

219,779 熊本県 阿蘇市 吉本商会 小売業 その他小売 5%

219,780 熊本県 阿蘇市 璃庵 サービス 飲食業 5%

219,781 熊本県 阿蘇市 旅館　金時 サービス 宿泊業 5%

219,782 熊本県 阿蘇市 レインボー内牧 サービス その他サービス 5%

219,783 熊本県 阿蘇市 レインボー西町店 サービス その他サービス 5%

219,784 熊本県 阿蘇市 レストラン藤屋 サービス 飲食業 5%

219,785 熊本県 阿蘇市 和楽 サービス 飲食業 5%

219,786 熊本県 阿蘇市 ＯＮＥＰＬＵＳＯＮＥ 小売業 その他小売 5%
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219,787 熊本県 天草市 愛甲電器 小売業 電化製品 5%

219,788 熊本県 天草市 天草有明ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,789 熊本県 天草市 セブン－イレブン天草亀場店 小売業 食料品 2%

219,790 熊本県 天草市 天草ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,791 熊本県 天草市 天草ゲストハウス　ｓｐｒｉｎｇ サービス 宿泊業 5%

219,792 熊本県 天草市 セブン－イレブン天草小松原町店 小売業 食料品 2%

219,793 熊本県 天草市 セブン－イレブン天草栄町店 小売業 食料品 2%

219,794 熊本県 天草市 天草潮屋 サービス その他サービス 5%

219,795 熊本県 天草市 セブン－イレブン天草知ケ崎店 小売業 食料品 2%

219,796 熊本県 天草市 天草整備工場 サービス その他サービス 5%

219,797 熊本県 天草市 天草石油　本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,798 熊本県 天草市 天草瀬戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,799 熊本県 天草市 天草中央病院売店 小売業 その他小売 5%

219,800 熊本県 天草市 天草生うに本舗丸健水産 サービス 飲食業 5%

219,801 熊本県 天草市 「天草農工房　ふぁお」の宿 サービス 宿泊業 5%

219,802 熊本県 天草市 天草プラザホテル サービス 宿泊業 5%

219,803 熊本県 天草市 天草プリンスホテル サービス 宿泊業 5%

219,804 熊本県 天草市 セブン－イレブン天草本渡広瀬店 小売業 食料品 2%

219,805 熊本県 天草市 セブン－イレブン天草丸尾町店 小売業 食料品 2%

219,806 熊本県 天草市 天草レストハウス結乃里 サービス 宿泊業 5%

219,807 熊本県 天草市 アラキ自動車サービス サービス その他サービス 5%

219,808 熊本県 天草市 居酒屋蔵 サービス 飲食業 5%

219,809 熊本県 天草市 一望舎 サービス その他サービス 5%

219,810 熊本県 天草市 出光大浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,811 熊本県 天草市 出光御領ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,812 熊本県 天草市 出光下田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,813 熊本県 天草市 出光久留ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,814 熊本県 天草市 イルカウォッチング受付予約センタ サービス その他サービス 5%

219,815 熊本県 天草市 イルカウォッチング受付予約センター イルカウォッチング受付予約センター サービス その他サービス 5%

219,816 熊本県 天草市 上田陶石 小売業 家具・調度品 5%

219,817 熊本県 天草市 ＷＡＶＥ　　ＡＣＴ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

219,818 熊本県 天草市 牛深ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,819 熊本県 天草市 栄美屋旅館 サービス 宿泊業 5%

219,820 熊本県 天草市 大矢崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,821 熊本県 天草市 岡東給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,822 熊本県 天草市 鬼池ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,823 熊本県 天草市 魚貫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,824 熊本県 天草市 かぎのロッキー。 小売業 その他小売 5%

219,825 熊本県 天草市 家具プラザ山下 小売業 家具・調度品 5%

219,826 熊本県 天草市 和タイヤ 和タイヤ サービス その他サービス 5%

219,827 熊本県 天草市 株式会社小浦タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

219,828 熊本県 天草市 株式会社ハッピー電気商会　天草営業所 小売業 電化製品 5%
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219,829 熊本県 天草市 カーポートウェーブ 小売業 その他小売 5%

219,830 熊本県 天草市 ガラス工房カリヒロ サービス その他サービス 5%

219,831 熊本県 天草市 河浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,832 熊本県 天草市 菊陽テクノ給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,833 熊本県 天草市 久玉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,834 熊本県 天草市 久玉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,835 熊本県 天草市 熊本トヨタ自動車天草店 小売業 その他小売 5%

219,836 熊本県 天草市 熊本トヨペット天草店 小売業 その他小売 5%

219,837 熊本県 天草市 熊本ヤクルト 天草牛深センター 小売業 食料品 5%

219,838 熊本県 天草市 倉岳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,839 熊本県 天草市 グリーントップ本渡 小売業 食料品 5%

219,840 熊本県 天草市 Ｋ２ 小売業 衣料品 5%

219,841 熊本県 天草市 耕栄自動車工業 サービス その他サービス 5%

219,842 熊本県 天草市 工房樹機 サービス その他サービス 5%

219,843 熊本県 天草市 心づくし　季なり サービス 飲食業 5%

219,844 熊本県 天草市 コミュニティー天草ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,845 熊本県 天草市 コヤマデンキ 小売業 電化製品 5%

219,846 熊本県 天草市 彩フレンド　本渡店 小売業 衣料品 5%

219,847 熊本県 天草市 佐々木車輌整備工場 サービス その他サービス 5%

219,848 熊本県 天草市 ささや酒店 小売業 食料品 5%

219,849 熊本県 天草市 茶寮やまと家 サービス 飲食業 5%

219,850 熊本県 天草市 サロンドフルベール天草浄南店 サービス 理容・美容業 5%

219,851 熊本県 天草市 サンキョウデンキ 小売業 電化製品 5%

219,852 熊本県 天草市 サンライフ２１ 小売業 電化製品 5%

219,853 熊本県 天草市 サンライフ２１天草店 小売業 電化製品 5%

219,854 熊本県 天草市 志柿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,855 熊本県 天草市 下着屋　ふみこ 小売業 衣料品 5%

219,856 熊本県 天草市 下着屋　ふみこ 小売業 衣料品 5%

219,857 熊本県 天草市 島子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,858 熊本県 天草市 蛇の目寿し サービス 飲食業 5%

219,859 熊本県 天草市 じゅうじゅう サービス 飲食業 5%

219,860 熊本県 天草市 ショップはまさき 小売業 その他小売 5%

219,861 熊本県 天草市 深夜食堂 からたち サービス 飲食業 5%

219,862 熊本県 天草市 スーパーゼロ 小売業 その他小売 5%

219,863 熊本県 天草市 須子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,864 熊本県 天草市 ステージ　Ｍ２ 小売業 衣料品 5%

219,865 熊本県 天草市 セルフ亀川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,866 熊本県 天草市 セルフ亀川ＳＳ　Ｓ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,867 熊本県 天草市 セルフ亀場 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,868 熊本県 天草市 高浜焼　寿芳窯 サービス その他サービス 5%

219,869 熊本県 天草市 食べる生活百貨店 小売業 食料品 5%

219,870 熊本県 天草市 イタリア料理　ラ　モト　イタリア料理　ラ　モト サービス 飲食業 5%
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219,871 熊本県 天草市 Ｃ．ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

219,872 熊本県 天草市 堤田本店 小売業 その他小売 5%

219,873 熊本県 天草市 デ・ジャ・ブー　（ＤＥ・ＪＡ・ＶＵ） サービス 理容・美容業 5%

219,874 熊本県 天草市 テイクタイム 小売業 衣料品 5%

219,875 熊本県 天草市 デジタブルデザイン サービス その他サービス 5%

219,876 熊本県 天草市 ＪＭ／デジャヴ サービス 理容・美容業 5%

219,877 熊本県 天草市 トヨタカローラ熊本本渡店 小売業 その他小売 5%

219,878 熊本県 天草市 トヨタレンタリース熊本天草店 サービス その他サービス 2%

219,879 熊本県 天草市 どん丼食堂本渡亀川店 サービス 飲食業 5%

219,880 熊本県 天草市 中野電器 小売業 電化製品 5%

219,881 熊本県 天草市 和み宿　新和荘海心 サービス 宿泊業 5%

219,882 熊本県 天草市 肉の馬力屋 小売業 食料品 5%

219,883 熊本県 天草市 ニコニコパソコン塾　モガ サービス その他サービス 5%

219,884 熊本県 天草市 二代目　安さん食堂 サービス 飲食業 5%

219,885 熊本県 天草市 ネッツトヨタ熊本ネッツワールド天草店 小売業 その他小売 5%

219,886 熊本県 天草市 （株）ブライダルマックス サービス 理容・美容業 5%

219,887 熊本県 天草市 パナランド　正和 小売業 電化製品 5%

219,888 熊本県 天草市 パナランド　タナカ 小売業 電化製品 5%

219,889 熊本県 天草市 パナランド　森山 小売業 電化製品 5%

219,890 熊本県 天草市 パナランド天草 小売業 電化製品 5%

219,891 熊本県 天草市 パナランド　エイコウ 小売業 電化製品 5%

219,892 熊本県 天草市 パナランド　エザキ 小売業 電化製品 5%

219,893 熊本県 天草市 パナランド大野 小売業 電化製品 5%

219,894 熊本県 天草市 パナランドオカベ 小売業 電化製品 5%

219,895 熊本県 天草市 パナランド　オクムラ 小売業 電化製品 5%

219,896 熊本県 天草市 パナランドクサズミ 小売業 電化製品 5%

219,897 熊本県 天草市 パナランドしんわ 小売業 電化製品 5%

219,898 熊本県 天草市 パナランド　田中 小売業 電化製品 5%

219,899 熊本県 天草市 パナランド　ヒロタ 小売業 電化製品 5%

219,900 熊本県 天草市 パナランド　ふじかわ 小売業 電化製品 5%

219,901 熊本県 天草市 パナランド　ヨシダ 小売業 電化製品 5%

219,902 熊本県 天草市 美容室キャラバン　美容室　キャラバン サービス 理容・美容業 5%

219,903 熊本県 天草市 瓢六 サービス 飲食業 5%

219,904 熊本県 天草市 ヒライ本渡馬場店 小売業 食料品 5%

219,905 熊本県 天草市 深海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,906 熊本県 天草市 福伸　はなれ利久 サービス 飲食業 5%

219,907 熊本県 天草市 ブティック　マルヨシ 小売業 衣料品 5%

219,908 熊本県 天草市 プラザホテルアネックス サービス 宿泊業 5%

219,909 熊本県 天草市 補聴器センター天草 小売業 その他小売 5%

219,910 熊本県 天草市 ホテルアレグリアガーデンズ天草 サービス 宿泊業 5%

219,911 熊本県 天草市 ホテルサンロード サービス 宿泊業 5%

219,912 熊本県 天草市 本格炭火焼肉　吉田 サービス 飲食業 5%
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219,913 熊本県 天草市 マクドナルドイオン天草店 サービス 飲食業 2%

219,914 熊本県 天草市 マクドナルド３２４本渡店 サービス 飲食業 2%

219,915 熊本県 天草市 マツヤスポーツ 小売業 その他小売 5%

219,916 熊本県 天草市 ママイクコ　本渡 小売業 その他小売 5%

219,917 熊本県 天草市 合資会社丸三電器 小売業 電化製品 5%

219,918 熊本県 天草市 水の平焼 サービス その他サービス 5%

219,919 熊本県 天草市 光延農園 小売業 その他小売 5%

219,920 熊本県 天草市 三葉旅館 サービス 宿泊業 5%

219,921 熊本県 天草市 港町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,922 熊本県 天草市 民宿磯や サービス 宿泊業 5%

219,923 熊本県 天草市 焼肉なべしま　天草店 サービス 飲食業 5%

219,924 熊本県 天草市 焼肉なべしま　熊本天草店 サービス 飲食業 5%

219,925 熊本県 天草市 山口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,926 熊本県 天草市 山田美容室 サービス 理容・美容業 5%

219,927 熊本県 天草市 有限会社家具プラザ山下 小売業 家具・調度品 5%

219,928 熊本県 天草市 有限会社イタガキ サービス その他サービス 5%

219,929 熊本県 天草市 有限会社本渡モータース サービス その他サービス 5%

219,930 熊本県 天草市 有限会社渡辺自動車 サービス その他サービス 5%

219,931 熊本県 天草市 楽園珈琲 サービス 飲食業 5%

219,932 熊本県 天草市 リカーフーズべっき 小売業 その他小売 5%

219,933 熊本県 天草市 Ｌｕａ サービス その他サービス 5%

219,934 熊本県 天草市 ロッキー　本渡店 小売業 食料品 5%

219,935 熊本県 天草市 ロッキー牛深店 小売業 食料品 5%

219,936 熊本県 天草市 ロッキー佐伊津店 小売業 食料品 5%

219,937 熊本県 天草市 若松電化 小売業 電化製品 5%

219,938 熊本県 荒尾市 アイウェアｐｆ  イオンタウン荒尾店 小売業 その他小売 5%

219,939 熊本県 荒尾市 あっぱれ家荒尾 サービス 飲食業 5%

219,940 熊本県 荒尾市 セブン－イレブン荒尾打越店 小売業 食料品 2%

219,941 熊本県 荒尾市 セブン－イレブン荒尾金山店 小売業 食料品 2%

219,942 熊本県 荒尾市 セブン－イレブン荒尾川登店 小売業 食料品 2%

219,943 熊本県 荒尾市 セブン－イレブン荒尾蔵満店 小売業 食料品 2%

219,944 熊本県 荒尾市 セブン－イレブン荒尾市役所通り店 小売業 食料品 2%

219,945 熊本県 荒尾市 セブン－イレブン荒尾庄山店 小売業 食料品 2%

219,946 熊本県 荒尾市 セブン－イレブン荒尾野原店 小売業 食料品 2%

219,947 熊本県 荒尾市 セブン－イレブン荒尾東屋形店 小売業 食料品 2%

219,948 熊本県 荒尾市 セブン－イレブン荒尾本村店 小売業 食料品 2%

219,949 熊本県 荒尾市 セブン－イレブン荒尾緑ケ丘店 小売業 食料品 2%

219,950 熊本県 荒尾市 セブン－イレブン荒尾山の手店 小売業 食料品 2%

219,951 熊本県 荒尾市 セブン－イレブン荒尾四ツ山２丁目店 小売業 食料品 2%

219,952 熊本県 荒尾市 出光セルフ荒尾本村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,953 熊本県 荒尾市 出光セルフグリーンランドSS 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,954 熊本県 荒尾市 エステティックサロン　シェ－ン サービス 理容・美容業 5%

5239



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

219,955 熊本県 荒尾市 ｅｆ　ｈａｉｒｓｈｏｐ サービス 理容・美容業 5%

219,956 熊本県 荒尾市 エレガンスひろ　荒尾店 小売業 衣料品 5%

219,957 熊本県 荒尾市 エンター珈琲 サービス 飲食業 5%

219,958 熊本県 荒尾市 オート・テック サービス その他サービス 5%

219,959 熊本県 荒尾市 お仏壇・墓石の千寿荒尾店 小売業 その他小売 5%

219,960 熊本県 荒尾市 株式会社荒尾自動車学園 サービス その他サービス 5%

219,961 熊本県 荒尾市 カラオケニューヨーク４０　荒尾店 サービス その他サービス 5%

219,962 熊本県 荒尾市 Ｃａｔｔｏｎ 小売業 貴金属・服飾品 5%

219,963 熊本県 荒尾市 久留米ヤクルト販売 荒尾Ｃ 小売業 食料品 5%

219,964 熊本県 荒尾市 合同会社ファッションギャラリーたかはし 小売業 衣料品 5%

219,965 熊本県 荒尾市 合同会社ファッションギャラリーたかはし 小売業 衣料品 5%

219,966 熊本県 荒尾市 ［ＨＣ］これえだでんき 小売業 電化製品 5%

219,967 熊本県 荒尾市 サーマルブロウ サービス その他サービス 5%

219,968 熊本県 荒尾市 さくら不動産 サービス その他サービス 5%

219,969 熊本県 荒尾市 Ｓａｋｕ　Ｌａｂ　　桜山研究所 小売業 電化製品 5%

219,970 熊本県 荒尾市 桜山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,971 熊本県 荒尾市 三巧時計眼鏡店 小売業 その他小売 5%

219,972 熊本県 荒尾市 しゃぶ厘　しゃぶ厘 サービス 飲食業 5%

219,973 熊本県 荒尾市 社労士事務所ＮＯＡＨ サービス その他サービス 5%

219,974 熊本県 荒尾市 旬彩グリルソラリ サービス 飲食業 5%

219,975 熊本県 荒尾市 スクデット サービス 理容・美容業 5%

219,976 熊本県 荒尾市 スクデット サービス 理容・美容業 5%

219,977 熊本県 荒尾市 すたみな太郎　荒尾店 サービス 飲食業 5%

219,978 熊本県 荒尾市 スパイスコットン サービス 飲食業 5%

219,979 熊本県 荒尾市 炭焼居酒屋はいから サービス 飲食業 5%

219,980 熊本県 荒尾市 整体整顔足管理 ＨＩＲＯ サービス その他サービス 5%

219,981 熊本県 荒尾市 セブンプラザ野原店 小売業 電化製品 5%

219,982 熊本県 荒尾市 セルフステーションアクシス荒尾 小売業 ガソリンスタンド 2%

219,983 熊本県 荒尾市 総合衣料アサヒダ 小売業 衣料品 5%

219,984 熊本県 荒尾市 ダルマックス 小売業 家具・調度品 5%

219,985 熊本県 荒尾市 ｔａｉｌｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

219,986 熊本県 荒尾市 電’Ｓ井川 小売業 電化製品 5%

219,987 熊本県 荒尾市 電’ｓ栗山電気店 小売業 電化製品 5%

219,988 熊本県 荒尾市 ＴＯＭＯ 小売業 その他小売 5%

219,989 熊本県 荒尾市 トヨタカローラ熊本荒尾店 小売業 その他小売 5%

219,990 熊本県 荒尾市 ネッツトヨタ熊本ネッツワールド荒尾店 小売業 その他小売 5%

219,991 熊本県 荒尾市 ビジネスホテル五十鈴荘 サービス 宿泊業 5%

219,992 熊本県 荒尾市 美容ピュア荒尾店 サービス 理容・美容業 5%

219,993 熊本県 荒尾市 ヒライ荒尾店 小売業 食料品 5%

219,994 熊本県 荒尾市 平山印房 サービス その他サービス 5%

219,995 熊本県 荒尾市 ヒロ＆ヤハタ 小売業 衣料品 5%

219,996 熊本県 荒尾市 ファッションハウス彩　原万田店 小売業 衣料品 5%
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219,997 熊本県 荒尾市 ＢＯＯＫＳあんとくあらお店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

219,998 熊本県 荒尾市 ＢＯＯＫＳあんとくやまが店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

219,999 熊本県 荒尾市 ＢＬＵＥＭＯＯＮ サービス その他サービス 5%

220,000 熊本県 荒尾市 ＢＬＵＥ ＭＯＯＮ ＢＬＵＥ ＭＯＯＮ サービス その他サービス 5%

220,001 熊本県 荒尾市 ヘアアートショップピエロ サービス 理容・美容業 5%

220,002 熊本県 荒尾市 Ｕｎｉｑｕｅ サービス 理容・美容業 5%

220,003 熊本県 荒尾市 ボディバランスココ サービス 理容・美容業 5%

220,004 熊本県 荒尾市 マクドナルド荒尾ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

220,005 熊本県 荒尾市 マクドナルド有明プラザ店 サービス 飲食業 2%

220,006 熊本県 荒尾市 マクドナルドグリーンランド店 サービス 飲食業 2%

220,007 熊本県 荒尾市 万田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,008 熊本県 荒尾市 明林堂書店イオンタウン荒尾店 小売業 その他小売 5%

220,009 熊本県 荒尾市 明林堂書店ゆめタウンあらお店 小売業 その他小売 5%

220,010 熊本県 荒尾市 ｍｏｃａ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

220,011 熊本県 荒尾市 ｍｏｃａ　ｃａｆｅ　ｍｏｃａ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

220,012 熊本県 荒尾市 有限会社　吉住商店 小売業 食料品 5%

220,013 熊本県 荒尾市 祐菓子 サービス 飲食業 5%

220,014 熊本県 荒尾市 吉田　安夫 小売業 その他小売 5%

220,015 熊本県 荒尾市 ロータス観光　アラオ サービス その他サービス 5%

220,016 熊本県 荒尾市 ｗｉｌｄｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ サービス 理容・美容業 5%

220,017 熊本県 荒尾市 Ｗａｎ　　ｌｏｖｅ サービス その他サービス 5%

220,018 熊本県 五木村 五木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,019 熊本県 五木村 いつき電化サロン 小売業 電化製品 5%

220,020 熊本県 五木村 渓流ヴィラＩＴＳＵＫＩ サービス 宿泊業 5%

220,021 熊本県 五木村 早田石油いつきＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,022 熊本県 宇城市 居酒屋　花・華　小川店 サービス 飲食業 5%

220,023 熊本県 宇城市 一休本舗 松橋店 小売業 食料品 5%

220,024 熊本県 宇城市 威風堂々松橋 サービス 飲食業 5%

220,025 熊本県 宇城市 セブンーイレブン宇城きらら１丁目店 小売業 食料品 2%

220,026 熊本県 宇城市 宇城彩館 小売業 食料品 5%

220,027 熊本県 宇城市 セブンーイレブン宇城不知火店 小売業 食料品 2%

220,028 熊本県 宇城市 セブン－イレブン宇城豊野町山崎店 小売業 食料品 2%

220,029 熊本県 宇城市 セブン－イレブン宇城氷川インター入口店 小売業 食料品 2%

220,030 熊本県 宇城市 セブン－イレブン宇城松橋久具店 小売業 食料品 2%

220,031 熊本県 宇城市 セブンーイレブン宇城松橋南田店 小売業 食料品 2%

220,032 熊本県 宇城市 セブン－イレブン宇城南豊崎店 小売業 食料品 2%

220,033 熊本県 宇城市 元気焼肉　ＯＨ！スマイル サービス 飲食業 5%

220,034 熊本県 宇城市 セブン－イレブン小川江頭店 小売業 食料品 2%

220,035 熊本県 宇城市 小川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,036 熊本県 宇城市 小川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,037 熊本県 宇城市 小川町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,038 熊本県 宇城市 小川農機車輌センター サービス その他サービス 5%
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220,039 熊本県 宇城市 お仏壇・墓石の千寿松橋店 小売業 その他小売 5%

220,040 熊本県 宇城市 カートップ熊本 サービス その他サービス 5%

220,041 熊本県 宇城市 きらら野村園　きらら野村園 小売業 その他小売 5%

220,042 熊本県 宇城市 くまもと菓房松橋店 小売業 食料品 5%

220,043 熊本県 宇城市 熊本トヨタ自動車宇城店 小売業 その他小売 5%

220,044 熊本県 宇城市 熊本トヨペット宇城店 小売業 その他小売 5%

220,045 熊本県 宇城市 セブン－イレブン熊本松橋東店 小売業 食料品 2%

220,046 熊本県 宇城市 熊本南病院売店 小売業 その他小売 5%

220,047 熊本県 宇城市 熊本ヤクルト 小川センター 小売業 食料品 5%

220,048 熊本県 宇城市 クランベリー美容室 サービス 理容・美容業 5%

220,049 熊本県 宇城市 光学堂メガネ店 小売業 その他小売 5%

220,050 熊本県 宇城市 合資会社 松本硝子店 小売業 その他小売 5%

220,051 熊本県 宇城市 小倉興産ロジサービス　熊本営業所 小売業 その他小売 5%

220,052 熊本県 宇城市 ＫＯＲＩＫＡ サービス その他サービス 5%

220,053 熊本県 宇城市 財木屋商店ざいぎやでんか 小売業 電化製品 5%

220,054 熊本県 宇城市 サンサン電気合同会社 小売業 電化製品 5%

220,055 熊本県 宇城市 十徳や　松橋店 サービス 飲食業 5%

220,056 熊本県 宇城市 スーパーコンボ松橋店 小売業 その他小売 5%

220,057 熊本県 宇城市 セレモニーやまおく宇土 小売業 その他小売 5%

220,058 熊本県 宇城市 タイヤレスキュー　熊本支店 小売業 その他小売 5%

220,059 熊本県 宇城市 タノウエ電器 小売業 電化製品 5%

220,060 熊本県 宇城市 でんきハウスナカヤ 小売業 電化製品 5%

220,061 熊本県 宇城市 豊福ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,062 熊本県 宇城市 那須衣料店 小売業 衣料品 5%

220,063 熊本県 宇城市 ニュー佳楽 サービス 飲食業 5%

220,064 熊本県 宇城市 ｎｕｎｏｃａｆｅ サービス その他サービス 5%

220,065 熊本県 宇城市 ネッツトヨタ熊本ネッツワールド松橋店 小売業 その他小売 5%

220,066 熊本県 宇城市 萩見窯 小売業 家具・調度品 5%

220,067 熊本県 宇城市 ビーライン　松橋店 小売業 その他小売 5%

220,068 熊本県 宇城市 ヒライ小川店 小売業 食料品 5%

220,069 熊本県 宇城市 ヒライ松橋中央店 小売業 食料品 5%

220,070 熊本県 宇城市 ＨａｉｒＰｒｏｄｕｃｅＦａｍ サービス 理容・美容業 5%

220,071 熊本県 宇城市 ＢＶＥ 小川店 ー 油外 ー 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,072 熊本県 宇城市 マクドナルド３号線小川町店 サービス 飲食業 2%

220,073 熊本県 宇城市 松橋　不知火　農機車輌センター サービス その他サービス 5%

220,074 熊本県 宇城市 松橋給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,075 熊本県 宇城市 松橋中央給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,076 熊本県 宇城市 松橋レンタカー サービス その他サービス 5%

220,077 熊本県 宇城市 マルエイ　松橋店 小売業 食料品 5%

220,078 熊本県 宇城市 三角農機車輌センター サービス その他サービス 5%

220,079 熊本県 宇城市 明林堂書店松橋店 小売業 その他小売 5%

220,080 熊本県 宇城市 ＭＥＬＴ 小売業 その他小売 5%
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220,081 熊本県 宇城市 焼肉なべしま　松橋店 サービス 飲食業 5%

220,082 熊本県 宇城市 焼肉なべしま　熊本松橋店 サービス 飲食業 5%

220,083 熊本県 宇城市 有限会社うさぎのかごや サービス 運輸業 5%

220,084 熊本県 宇城市 有限会社タイヤショツプ上田 小売業 その他小売 5%

220,085 熊本県 宇城市 リカー＆フーズうえむら 小売業 その他小売 5%

220,086 熊本県 宇城市 ＲＥＣＴＯ美容室 サービス 理容・美容業 5%

220,087 熊本県 宇城市 ＲＥＣＴＯ美容室 サービス 理容・美容業 5%

220,088 熊本県 宇城市 レストランルボンヌ サービス 飲食業 5%

220,089 熊本県 宇城市 レディクレア サービス 理容・美容業 5%

220,090 熊本県 宇土市 居酒屋　花・華　宇土店 サービス 飲食業 5%

220,091 熊本県 宇土市 一休本舗 宇土店 小売業 食料品 5%

220,092 熊本県 宇土市 出光加納商店走潟ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,093 熊本県 宇土市 宇土ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,094 熊本県 宇土市 セブン－イレブン宇土馬之瀬町店 小売業 食料品 2%

220,095 熊本県 宇土市 宇土駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,096 熊本県 宇土市 セブン－イレブン宇土城塚町店 小売業 食料品 2%

220,097 熊本県 宇土市 宇土センターホテル サービス 宿泊業 5%

220,098 熊本県 宇土市 宇土立岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,099 熊本県 宇土市 宇土農機車輌センター サービス その他サービス 5%

220,100 熊本県 宇土市 セブン－イレブン宇土本町４丁目店 小売業 食料品 2%

220,101 熊本県 宇土市 セブン－イレブン宇土松山町店 小売業 食料品 2%

220,102 熊本県 宇土市 セブン－イレブン宇土南段原町店 小売業 食料品 2%

220,103 熊本県 宇土市 ＳＧ サービス その他サービス 5%

220,104 熊本県 宇土市 エステ　ＷＡＭ　宇土店 サービス 理容・美容業 5%

220,105 熊本県 宇土市 菓子工房リトルハウス 小売業 食料品 5%

220,106 熊本県 宇土市 ＪＭ／カメラのナカシマ　スーパーキッド宇 小売業 その他小売 5%

220,107 熊本県 宇土市 キクチめがね宇土シティモール店 小売業 その他小売 5%

220,108 熊本県 宇土市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ宇土シティモール店 小売業 その他小売 5%

220,109 熊本県 宇土市 熊本ヤクルト 宇城センター 小売業 食料品 5%

220,110 熊本県 宇土市 合資会社きぬや呉服店 小売業 衣料品 5%

220,111 熊本県 宇土市 ＳＡＫＯＤＡ　熊本店 小売業 その他小売 5%

220,112 熊本県 宇土市 ＳＡＫＯＤＡホームファニシングス熊本店 小売業 家具・調度品 5%

220,113 熊本県 宇土市 セトログ サービス その他サービス 5%

220,114 熊本県 宇土市 田代電器 小売業 電化製品 5%

220,115 熊本県 宇土市 電気プラザアキタ 小売業 電化製品 5%

220,116 熊本県 宇土市 ドコモショップ宇土店 小売業 その他小売 5%

220,117 熊本県 宇土市 トヨタカローラ熊本宇土店 小売業 その他小売 5%

220,118 熊本県 宇土市 中山建材店 小売業 その他小売 5%

220,119 熊本県 宇土市 のだ電器 小売業 電化製品 5%

220,120 熊本県 宇土市 ハビタ　宇土シティ店 小売業 その他小売 5%

220,121 熊本県 宇土市 ヒライ宇土店 小売業 食料品 5%

220,122 熊本県 宇土市 ヒライ緑川店 小売業 食料品 5%
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220,123 熊本県 宇土市 ヘアーサロン トップヘアー２１ サービス 理容・美容業 5%

220,124 熊本県 宇土市 ヘアープロデュース ＪＡＰＡＮ サービス 理容・美容業 5%

220,125 熊本県 宇土市 牧尾クリーニング サービス その他サービス 5%

220,126 熊本県 宇土市 マクドナルドクロス２１ＵＴＯ店 サービス 飲食業 2%

220,127 熊本県 宇土市 見崎美容室 サービス 理容・美容業 5%

220,128 熊本県 宇土市 みどりデザイン事務所 サービス その他サービス 5%

220,129 熊本県 宇土市 宮本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,130 熊本県 宇土市 無法松　宇土店 小売業 その他小売 5%

220,131 熊本県 宇土市 山本釣具センター　宇土店 小売業 その他小売 5%

220,132 熊本県 宇土市 ［ＨＣ］有限会社ウトデン 小売業 電化製品 5%

220,133 熊本県 宇土市 有限会社北野モータース サービス その他サービス 5%

220,134 熊本県 宇土市 有限会社ホテルベンデナート サービス 宿泊業 5%

220,135 熊本県 宇土市 ＷＩＬＤ?ＣＯＵＮＴＲＹ ２ｎｄ ＷＩＬＤ?ＣＯＵＮＴＲＹ ２ｎｄ サービス 飲食業 5%

220,136 熊本県 産山村 産山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,137 熊本県 大津町 居酒屋えふわん サービス 飲食業 5%

220,138 熊本県 大津町 ＷＩＴＣＨＣＲＡＦＴＭＡＲＫＥＴ 小売業 食料品 5%

220,139 熊本県 大津町 大津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,140 熊本県 大津町 大津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,141 熊本県 大津町 大津整備工場 サービス その他サービス 5%

220,142 熊本県 大津町 大津バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,143 熊本県 大津町 株式会社佛壇の古屋鋪　大津店 小売業 家具・調度品 5%

220,144 熊本県 大津町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋大津バイパス店 サービス 飲食業 2%

220,145 熊本県 大津町 ＪＭ／金之助肥後大津店 サービス 飲食業 5%

220,146 熊本県 大津町 楠の家　大津店 サービス 飲食業 5%

220,147 熊本県 大津町 セブン－イレブン熊本大津下町店 小売業 食料品 2%

220,148 熊本県 大津町 セブン－イレブン熊本大津郵便局前店 小売業 食料品 2%

220,149 熊本県 大津町 熊本トヨタ自動車大津店 小売業 その他小売 5%

220,150 熊本県 大津町 熊本ヤクルト 大津センター 小売業 食料品 5%

220,151 熊本県 大津町 合同会社リゴウサービス　　大津高校売店 小売業 食料品 5%

220,152 熊本県 大津町 新大津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,153 熊本県 大津町 スーパーコンボ大津店 小売業 その他小売 5%

220,154 熊本県 大津町 炭火焼肉　縁花 サービス 飲食業 5%

220,155 熊本県 大津町 すみれ薬局熊本大津駅前 サービス その他サービス 5%

220,156 熊本県 大津町 ダイニングキッチンちゃあ サービス 飲食業 5%

220,157 熊本県 大津町 徳や十兵衛 大津店 サービス 飲食業 5%

220,158 熊本県 大津町 トヨタカローラ熊本大津店 小売業 その他小売 5%

220,159 熊本県 大津町 ドラッグ新生堂　大津店 小売業 その他小売 5%

220,160 熊本県 大津町 錦野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,161 熊本県 大津町 馬肉料理馬勝蔵 サービス 飲食業 5%

220,162 熊本県 大津町 浜　食品 小売業 その他小売 5%

220,163 熊本県 大津町 ＢＭＯ熊本大津店 小売業 衣料品 5%

220,164 熊本県 大津町 ピザテン・フォー　熊本大津店　２ サービス その他サービス 5%
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220,165 熊本県 大津町 本格派痩身サロン美痩身～ｂｉｓｏｓｈｉｎ～ サービス 理容・美容業 5%

220,166 熊本県 大津町 ヒライ大津店 小売業 食料品 5%

220,167 熊本県 大津町 ヒライ室店 小売業 食料品 5%

220,168 熊本県 大津町 ファミリー電器 小売業 電化製品 5%

220,169 熊本県 大津町 有限会社藤本タイヤ 小売業 その他小売 5%

220,170 熊本県 大津町 ｂｌｕｅ，ｉｎｃ． 小売業 電化製品 5%

220,171 熊本県 大津町 ヘアーサロンＩＳＨＩＨＡＲＡ サービス 理容・美容業 5%

220,172 熊本県 大津町 ベッセルホテル熊本空港 サービス 宿泊業 5%

220,173 熊本県 大津町 ホテルビスタ熊本空港 サービス 宿泊業 5%

220,174 熊本県 大津町 ホンダ工場前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,175 熊本県 大津町 本田電気商会 小売業 電化製品 5%

220,176 熊本県 大津町 真木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,177 熊本県 大津町 マクドナルド熊本大津店 サービス 飲食業 2%

220,178 熊本県 大津町 光多制服　大津店 小売業 衣料品 5%

220,179 熊本県 大津町 ＭＥＴＡＬ　ＣＨＩＰＳ サービス その他サービス 5%

220,180 熊本県 大津町 焼肉楠の家　大津店 サービス 飲食業 5%

220,181 熊本県 大津町 焼肉なべしま　大津店 サービス 飲食業 5%

220,182 熊本県 大津町 ギャラリー＆和カフェ　水車物語 サービス 飲食業 5%

220,183 熊本県 小国町 小国ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,184 熊本県 小国町 おぐに天然食　ほこすぎ サービス 飲食業 5%

220,185 熊本県 小国町 カセル　小国本社 サービス その他サービス 5%

220,186 熊本県 小国町 合資会社七福醤油店 小売業 食料品 5%

220,187 熊本県 小国町 高村電器 小売業 電化製品 5%

220,188 熊本県 小国町 杖立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,189 熊本県 小国町 杖立観光ホテルひぜんや サービス 宿泊業 5%

220,190 熊本県 小国町 杖立渓流の宿　大自然 サービス 宿泊業 5%

220,191 熊本県 小国町 手打そば優心 サービス 飲食業 5%

220,192 熊本県 小国町 華柚 サービス 宿泊業 5%

220,193 熊本県 小国町 久野屋旅館 サービス 宿泊業 5%

220,194 熊本県 小国町 旅館山翠 サービス 宿泊業 5%

220,195 熊本県 小国町 旅館日田屋 サービス 宿泊業 5%

220,196 熊本県 嘉島町 一休本舗 嘉島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,197 熊本県 嘉島町 うなぎ日本料理とくなが中の瀬本店 サービス 飲食業 5%

220,198 熊本県 嘉島町 エステサロンＥＭＵＲＵ サービス 理容・美容業 5%

220,199 熊本県 嘉島町 ＨＩヒロセ　嘉島店Ｂ館 小売業 その他小売 5%

220,200 熊本県 嘉島町 ＯＫＰＣＱＲＳ サービス その他サービス 5%

220,201 熊本県 嘉島町 セブン－イレブン嘉島上仲間店 小売業 食料品 2%

220,202 熊本県 嘉島町 カシマ動物クリニック サービス その他サービス 5%

220,203 熊本県 嘉島町 セブン－イレブン嘉島バイパス店 小売業 食料品 2%

220,204 熊本県 嘉島町 嘉島湯元　水春　イオンモール熊本 サービス その他サービス 5%

220,205 熊本県 嘉島町 上益城車輌センター サービス その他サービス 5%

220,206 熊本県 嘉島町 カメラの中野　嘉島店 サービス その他サービス 5%
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220,207 熊本県 嘉島町 ＪＡかみましき　嘉島支所　購買 小売業 その他小売 5%

220,208 熊本県 嘉島町 シルバニアファミリー森のお家熊本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

220,209 熊本県 嘉島町 スーパーコンボ嘉島店 小売業 その他小売 5%

220,210 熊本県 嘉島町 セルフ嘉島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,211 熊本県 嘉島町 ＴＮＺ サービス その他サービス 5%

220,212 熊本県 嘉島町 ＤＡＨ　ＭＳＰ　イオンモ－ル熊本店 サービス 理容・美容業 5%

220,213 熊本県 嘉島町 トヨタ部品熊本共販本社営業所 サービス その他サービス 5%

220,214 熊本県 嘉島町 とれたて市場　嘉島店 小売業 食料品 5%

220,215 熊本県 嘉島町 ナンコウＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,216 熊本県 嘉島町 ヒライ嘉島店 小売業 食料品 5%

220,217 熊本県 嘉島町 プラチノ・ロッサ　熊本クレア店 小売業 衣料品 5%

220,218 熊本県 嘉島町 ｆｌａｖｏｒ　嘉島店 小売業 衣料品 5%

220,219 熊本県 嘉島町 ホビーゾーン熊本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

220,220 熊本県 嘉島町 マクドナルドイオンモール熊本店 サービス 飲食業 2%

220,221 熊本県 嘉島町 セブン－イレブン山鹿古閑店 小売業 食料品 2%

220,222 熊本県 嘉島町 セブン－イレブン山鹿嶋の本店 小売業 食料品 2%

220,223 熊本県 嘉島町 らーめん陽向 サービス 飲食業 5%

220,224 熊本県 上天草市 天草石油松島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,225 熊本県 上天草市 天草松島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,226 熊本県 上天草市 今泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,227 熊本県 上天草市 植田自転車本店 小売業 その他小売 5%

220,228 熊本県 上天草市 大矢野南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,229 熊本県 上天草市 大矢野輪業 小売業 その他小売 5%

220,230 熊本県 上天草市 オーランドマリーナ坂井 小売業 その他小売 5%

220,231 熊本県 上天草市 海彩 サービス 飲食業 5%

220,232 熊本県 上天草市 海鮮家　福伸 サービス 飲食業 5%

220,233 熊本県 上天草市 セブン－イレブン上天草大矢野上店 小売業 食料品 2%

220,234 熊本県 上天草市 セブン－イレブン上天草大矢野中店 小売業 食料品 2%

220,235 熊本県 上天草市 川島屋 川島屋２号橋店 小売業 その他小売 5%

220,236 熊本県 上天草市 コネクト 小売業 その他小売 5%

220,237 熊本県 上天草市 シークルーズ サービス その他サービス 5%

220,238 熊本県 上天草市 シークルーズ　マリーナ サービス その他サービス 5%

220,239 熊本県 上天草市 ガーデンプレイス潮まねき サービス 飲食業 5%

220,240 熊本県 上天草市 白岳北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,241 熊本県 上天草市 テンハーブ天草 小売業 その他小売 5%

220,242 熊本県 上天草市 天風庵　ピープル サービス 宿泊業 5%

220,243 熊本県 上天草市 トータル電器 小売業 電化製品 5%

220,244 熊本県 上天草市 トヨタカローラ熊本大矢野店 小売業 その他小売 5%

220,245 熊本県 上天草市 登立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,246 熊本県 上天草市 登立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,247 熊本県 上天草市 バーバーショップ一海 サービス 理容・美容業 5%

220,248 熊本県 上天草市 パール本多 小売業 貴金属・服飾品 5%
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220,249 熊本県 上天草市 パール本多 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,250 熊本県 上天草市 美容室ＳＫＩＰ サービス 理容・美容業 5%

220,251 熊本県 上天草市 ヒライ天草２号橋店 小売業 食料品 5%

220,252 熊本県 上天草市 ヒライ大矢野店 小売業 食料品 5%

220,253 熊本県 上天草市 Ｆｅｓｔａ　ｄｅｌ　ｍａｒｅ サービス 飲食業 5%

220,254 熊本県 上天草市 福伸　はなれ利久 サービス 飲食業 5%

220,255 熊本県 上天草市 二間戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,256 熊本県 上天草市 ホテル　竜宮 サービス その他サービス 5%

220,257 熊本県 上天草市 ホテル松泉閣ろまん館 サービス 宿泊業 5%

220,258 熊本県 上天草市 松岡真珠 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,259 熊本県 上天草市 松島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,260 熊本県 上天草市 山本釣具センター　大矢野店 小売業 その他小売 5%

220,261 熊本県 上天草市 有限会社ニシカワ 小売業 衣料品 5%

220,262 熊本県 上天草市 有限会社東川自動車　有限会社　東川自動車 サービス その他サービス 5%

220,263 熊本県 上天草市 龍ヶ岳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,264 熊本県 菊池市 居酒屋　花・華　菊池店 サービス 飲食業 5%

220,265 熊本県 菊池市 伊萩ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,266 熊本県 菊池市 岩見屋デンキ 小売業 電化製品 5%

220,267 熊本県 菊池市 Ａコープ旭志 小売業 その他小売 5%

220,268 熊本県 菊池市 ＡＴネットワーク 小売業 その他小売 5%

220,269 熊本県 菊池市 ＦＡＤ建築事務所 サービス その他サービス 5%

220,270 熊本県 菊池市 エフスタイル サービス その他サービス 5%

220,271 熊本県 菊池市 御宿　白金の森 サービス 宿泊業 5%

220,272 熊本県 菊池市 カットショップシルエット サービス 理容・美容業 5%

220,273 熊本県 菊池市 ｋｙｙｔａＭＰ事務所 サービス その他サービス 5%

220,274 熊本県 菊池市 菊池ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,275 熊本県 菊池市 きくち観光物産館 小売業 家具・調度品 5%

220,276 熊本県 菊池市 菊池グランドホテル サービス 宿泊業 5%

220,277 熊本県 菊池市 セブン－イレブン菊池七城甲佐町店 小売業 食料品 2%

220,278 熊本県 菊池市 セブン－イレブン菊池中央店 小売業 食料品 2%

220,279 熊本県 菊池市 セブン－イレブン菊池西寺店 小売業 食料品 2%

220,280 熊本県 菊池市 きくちのまんま　菊池店 小売業 食料品 5%

220,281 熊本県 菊池市 セブン－イレブン菊池花房台店 小売業 食料品 2%

220,282 熊本県 菊池市 九州セブン観光バス サービス その他サービス 5%

220,283 熊本県 菊池市 ＫＩＹＯＲＡきくち サービス その他サービス 5%

220,284 熊本県 菊池市 ＣＯＵＰ 菊池店 サービス 飲食業 5%

220,285 熊本県 菊池市 グッデイ　菊池店 小売業 その他小売 5%

220,286 熊本県 菊池市 熊本トヨペット　菊池店 小売業 その他小売 5%

220,287 熊本県 菊池市 熊本ヤクルト 菊池センター 小売業 食料品 5%

220,288 熊本県 菊池市 株式会社サンデーファーム サービス その他サービス 5%

220,289 熊本県 菊池市 セブン－イレブン泗水田島店 小売業 食料品 2%

220,290 熊本県 菊池市 セブン－イレブン泗水富の原店 小売業 食料品 2%
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220,291 熊本県 菊池市 セブン－イレブン泗水吉富店 小売業 食料品 2%

220,292 熊本県 菊池市 七城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,293 熊本県 菊池市 十徳や　菊池店 サービス 飲食業 5%

220,294 熊本県 菊池市 白金温泉　黄金の湯 サービス その他サービス 5%

220,295 熊本県 菊池市 新中華　菊池中央店 サービス 飲食業 5%

220,296 熊本県 菊池市 ２７３ウェブサービス合同会社 サービス その他サービス 5%

220,297 熊本県 菊池市 デンキのもりやま 小売業 電化製品 5%

220,298 熊本県 菊池市 でんきハウス　イワシタ 小売業 電化製品 5%

220,299 熊本県 菊池市 Ｔｏｕｒｎｅｒ サービス その他サービス 5%

220,300 熊本県 菊池市 ドコモショップ菊池キャニオン店 小売業 その他小売 5%

220,301 熊本県 菊池市 トヨタカローラ熊本菊池店 小売業 その他小売 5%

220,302 熊本県 菊池市 中尾金物店 小売業 電化製品 5%

220,303 熊本県 菊池市 なかやま電器 小売業 電化製品 5%

220,304 熊本県 菊池市 日新電機商会 小売業 電化製品 5%

220,305 熊本県 菊池市 花房ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,306 熊本県 菊池市 ひえだデンキ 小売業 電化製品 5%

220,307 熊本県 菊池市 ピザテン・フォー　熊本菊池店　２ サービス その他サービス 5%

220,308 熊本県 菊池市 ヒライキャニオン菊池店 小売業 食料品 5%

220,309 熊本県 菊池市 ヒライ旭志店 小売業 食料品 5%

220,310 熊本県 菊池市 ヒライ孔子公園前店 小売業 食料品 5%

220,311 熊本県 菊池市 古本デンキ商会 小売業 電化製品 5%

220,312 熊本県 菊池市 ペンション花の木 サービス 宿泊業 5%

220,313 熊本県 菊池市 マクドナルド３２５菊池店 サービス 飲食業 2%

220,314 熊本県 菊池市 光多制服　菊池店 小売業 衣料品 5%

220,315 熊本県 菊池市 みやがわ動物病院 サービス その他サービス 5%

220,316 熊本県 菊池市 宮本電興社 小売業 電化製品 5%

220,317 熊本県 菊池市 有限会社佐とう製茶マルショク泗水店 サービス その他サービス 5%

220,318 熊本県 菊池市 有限会社花房自動車 サービス その他サービス 5%

220,319 熊本県 菊池市 レストラン　四季農 サービス 飲食業 5%

220,320 熊本県 菊池市 ロッキー菊池店 小売業 食料品 5%

220,321 熊本県 菊池市 隈府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,322 熊本県 菊池市 室客室露天風呂付　ペットと泊まれる宿　Ｗａ！王国狗の郷 サービス 宿泊業 5%

220,323 熊本県 菊池市 渡辺商店 小売業 食料品 5%

220,324 熊本県 菊池市 ＷａｎＣａｎ 小売業 その他小売 5%

220,325 熊本県 菊陽町 藍ｎｅｋｏ屋 小売業 衣料品 5%

220,326 熊本県 菊陽町 ＡＳＳＯＲＴ サービス 理容・美容業 5%

220,327 熊本県 菊陽町 アロマハーブカレッジ　ルクール 小売業 その他小売 5%

220,328 熊本県 菊陽町 １．２．３美容室 サービス 理容・美容業 5%

220,329 熊本県 菊陽町 エクスチェンジ 小売業 衣料品 5%

220,330 熊本県 菊陽町 Ｏｃｅａｎ　Ｓｈｅｒｒｙ サービス 理容・美容業 5%

220,331 熊本県 菊陽町 お仏壇・墓石の千寿菊陽店 小売業 その他小売 5%

220,332 熊本県 菊陽町 カセル　光の森支店 サービス その他サービス 5%
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220,333 熊本県 菊陽町 勝木トーヨー住器 小売業 電化製品 5%

220,334 熊本県 菊陽町 株式会社ハッピー電気商会　菊陽営業所 小売業 電化製品 5%

220,335 熊本県 菊陽町 カメラの中野　菊陽店 サービス その他サービス 5%

220,336 熊本県 菊陽町 ＫＩＫＩ 小売業 その他小売 5%

220,337 熊本県 菊陽町 セブン－イレブン菊陽沖野２丁目店 小売業 食料品 2%

220,338 熊本県 菊陽町 セブン－イレブン菊陽境松店 小売業 食料品 2%

220,339 熊本県 菊陽町 セブン－イレブン菊陽新山１丁目店 小売業 食料品 2%

220,340 熊本県 菊陽町 セブンーイレブン菊陽津久礼店 小売業 食料品 2%

220,341 熊本県 菊陽町 菊陽バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,342 熊本県 菊陽町 セブン－イレブン菊陽バイパス店 小売業 食料品 2%

220,343 熊本県 菊陽町 セブン－イレブン菊陽原水店 小売業 食料品 2%

220,344 熊本県 菊陽町 季酔宴　さんりぎ サービス 飲食業 5%

220,345 熊本県 菊陽町 季酔宴　さんりぎ サービス 飲食業 5%

220,346 熊本県 菊陽町 金之助　光の森 サービス 飲食業 5%

220,347 熊本県 菊陽町 空港通りＳＳ　有限会社高木石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,348 熊本県 菊陽町 セブン－イレブン熊本合志店 小売業 食料品 2%

220,349 熊本県 菊陽町 熊本トヨペット　菊陽店 小売業 その他小売 5%

220,350 熊本県 菊陽町 熊本トヨペットＢｅＭａＸ光の森店 小売業 その他小売 5%

220,351 熊本県 菊陽町 熊本ヤクルト 菊陽センター 小売業 食料品 5%

220,352 熊本県 菊陽町 グランド工房　東熊本店 小売業 その他小売 5%

220,353 熊本県 菊陽町 ぐるぐる倉庫　菊陽店 小売業 その他小売 5%

220,354 熊本県 菊陽町 ケイズコーヒー 小売業 その他小売 5%

220,355 熊本県 菊陽町 酒菜　居路里　光の森店 サービス 飲食業 5%

220,356 熊本県 菊陽町 ジュネ生活館　菊陽店 小売業 その他小売 5%

220,357 熊本県 菊陽町 スーパーコンボ菊陽店 小売業 その他小売 5%

220,358 熊本県 菊陽町 ＳｔｕｄｉｏＧＲＥＡＭ サービス その他サービス 5%

220,359 熊本県 菊陽町 ＳＴＥＡＫ ＢＡＲ ＧＡＢＵＲＩ ステーキバー ガブリ サービス 飲食業 5%

220,360 熊本県 菊陽町 生活彩家尚絅大学武蔵ヶ丘店 小売業 その他小売 2%

220,361 熊本県 菊陽町 セルフ菊陽ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,362 熊本県 菊陽町 総合園芸店グリーンセンター 小売業 その他小売 5%

220,363 熊本県 菊陽町 田崎給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,364 熊本県 菊陽町 中国四川料理　秀峰 サービス 飲食業 5%

220,365 熊本県 菊陽町 ツバメガスフロンティア　熊本支店 小売業 その他小売 5%

220,366 熊本県 菊陽町 ＴＪ天気予報　熊本店 サービス 理容・美容業 5%

220,367 熊本県 菊陽町 デサキ熊本菊陽店 小売業 その他小売 5%

220,368 熊本県 菊陽町 鉄板　ＨＡＣＨＩＲＯＫＵ　光の森 サービス 飲食業 5%

220,369 熊本県 菊陽町 Ｄｕｎｅ ｍｏｔｏ 小売業 その他小売 5%

220,370 熊本県 菊陽町 デューン・モト 小売業 その他小売 5%

220,371 熊本県 菊陽町 てんしの森 サービス 飲食業 5%

220,372 熊本県 菊陽町 東京・銀座リエジュ　菊陽店 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,373 熊本県 菊陽町 ドラッグ新生堂光の森店 小売業 その他小売 5%

220,374 熊本県 菊陽町 ２３区　ゆめタウン光の森店 小売業 衣料品 5%
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220,375 熊本県 菊陽町 野田家具　花ゆら 小売業 家具・調度品 5%

220,376 熊本県 菊陽町 ＰＡＢＬＯ ｍｉｎｉ ゆめタウン光の森店 サービス 飲食業 5%

220,377 熊本県 菊陽町 光の森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,378 熊本県 菊陽町 ヒライ菊陽バイパス店 小売業 食料品 5%

220,379 熊本県 菊陽町 ファインヘアー サービス 理容・美容業 5%

220,380 熊本県 菊陽町 フレッシュパーク 小売業 食料品 5%

220,381 熊本県 菊陽町 Ｈａｉｒ　ｉｎ　Ｑｕｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

220,382 熊本県 菊陽町 Ｈａｉｒ＆ＤｅｓｉｇｎＰｒｉｍｏ サービス 理容・美容業 5%

220,383 熊本県 菊陽町 Ｈａｉｒ’ｓ　Ａｓｃｉｕｇａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

220,384 熊本県 菊陽町 ｍｙｃｈａｉｒｂｏｏｋｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

220,385 熊本県 菊陽町 マクドナルドイオン菊陽店 サービス 飲食業 2%

220,386 熊本県 菊陽町 マクドナルド菊陽光の森店 サービス 飲食業 2%

220,387 熊本県 菊陽町 マクドナルド光の森ゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

220,388 熊本県 菊陽町 まるふくモータース サービス その他サービス 5%

220,389 熊本県 菊陽町 まるよし サービス 飲食業 5%

220,390 熊本県 菊陽町 光多制服　光の森店 小売業 衣料品 5%

220,391 熊本県 菊陽町 無法松　熊本インター店 小売業 その他小売 5%

220,392 熊本県 菊陽町 無法松　熊本インター店 小売業 その他小売 5%

220,393 熊本県 菊陽町 メガネの大宝堂　光の森店 小売業 その他小売 5%

220,394 熊本県 菊陽町 麺許皆伝津久礼店 サービス 飲食業 5%

220,395 熊本県 菊陽町 モガ　菊陽店 小売業 衣料品 5%

220,396 熊本県 菊陽町 やきとり串乃喜 小売業 食料品 5%

220,397 熊本県 菊陽町 焼肉七輪 サービス 飲食業 5%

220,398 熊本県 菊陽町 焼肉レストラン 炎 光の森店 サービス 飲食業 5%

220,399 熊本県 菊陽町 山内本店　資料館 小売業 食料品 5%

220,400 熊本県 菊陽町 ゆめタウン光の森コスメティックオオツカアルビオン サービス 理容・美容業 5%

220,401 熊本県 菊陽町 ゆめタウン光の森コスメティックオオツカデコルテ・ジルスチュアート サービス 理容・美容業 5%

220,402 熊本県 菊陽町 ゆめタウン光の森ハビタ光の森店 サービス 理容・美容業 5%

220,403 熊本県 菊陽町 夜カフェ６ サービス 飲食業 5%

220,404 熊本県 菊陽町 ライラック 小売業 その他小売 5%

220,405 熊本県 菊陽町 リエジュ菊陽店 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,406 熊本県 菊陽町 リラクゼーションサロン　Ｌｉｌａｃ　リラクゼーションサロン　Ｌｉｌａｃ サービス 理容・美容業 5%

220,407 熊本県 菊陽町 レンタルバイク　熊本インター店 小売業 その他小売 5%

220,408 熊本県 菊陽町 ロッキー新地店 小売業 食料品 5%

220,409 熊本県 玉東町 セブン－イレブン玉東山口店 小売業 食料品 2%

220,410 熊本県 玉東町 熊本トヨペット　玉名玉東店 小売業 その他小売 5%

220,411 熊本県 玉東町 コノＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

220,412 熊本県 玉東町 西川自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

220,413 熊本県 玉東町 ぷらっとぎょくとう　ぷらっとぎょくとう 小売業 食料品 5%

220,414 熊本県 球磨村 球泉洞給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,415 熊本県 球磨村 神瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,416 熊本県 球磨村 Ｒａｆｔｉｎｇ　ＮａｕｇｈｔｙＢｏｙｓ　ラフティング　ノーティーボーイズ サービス その他サービス 5%
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220,417 熊本県 球磨村 ラフティングノーティーボーイズ サービス その他サービス 5%

220,418 熊本県 熊本市 ＡＲＣＨ　ｏｆ　ｈａｉｒ　ｋｕｍａｍｏｔｏ サービス 理容・美容業 5%

220,419 熊本県 熊本市 アイウエアショップ　Ｖｉｓｉｏ 小売業 その他小売 5%

220,420 熊本県 熊本市 アイ・エヌ・ジー 小売業 その他小売 5%

220,421 熊本県 熊本市 ＡＩセルフうえき 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,422 熊本県 熊本市 ａｉｌｌｕｇｉｂ 小売業 衣料品 5%

220,423 熊本県 熊本市 ＡＶＡＬＯＮ 小売業 衣料品 5%

220,424 熊本県 熊本市 アヴァンセ サービス 理容・美容業 5%

220,425 熊本県 熊本市 飽田 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,426 熊本県 熊本市 味ひときれ サービス 飲食業 5%

220,427 熊本県 熊本市 麻生田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,428 熊本県 熊本市 アーツヘアー上熊本店 サービス 理容・美容業 5%

220,429 熊本県 熊本市 あとりえ・さくま 小売業 衣料品 5%

220,430 熊本県 熊本市 アトリエ・シゲスミス 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,431 熊本県 熊本市 ＡＮＥＬ サービス その他サービス 5%

220,432 熊本県 熊本市 アバンテージュ 小売業 その他小売 5%

220,433 熊本県 熊本市 ＡＢＵＲＩＹＡ　熊本店 サービス 飲食業 5%

220,434 熊本県 熊本市 ＡＭＡＴＥＲＡ 小売業 衣料品 5%

220,435 熊本県 熊本市 アミアーム 小売業 衣料品 5%

220,436 熊本県 熊本市 アミアーム 小売業 衣料品 5%

220,437 熊本県 熊本市 ＡＬＭＡ サービス 理容・美容業 5%

220,438 熊本県 熊本市 アロマセラピー・ｆｏｏｃａ サービス その他サービス 5%

220,439 熊本県 熊本市 アロマテラピー西別府　熊本店 小売業 その他小売 5%

220,440 熊本県 熊本市 ＡＮＳＷＥＲ 小売業 衣料品 5%

220,441 熊本県 熊本市 アンデス物産 小売業 その他小売 5%

220,442 熊本県 熊本市 アントルメ菓樹 小売業 食料品 5%

220,443 熊本県 熊本市 ＡＮＮＡＨＬ 小売業 衣料品 5%

220,444 熊本県 熊本市 ＡＮＮＡＨＬ 小売業 衣料品 5%

220,445 熊本県 熊本市 ＥＲ．ＬＡＢ サービス 理容・美容業 5%

220,446 熊本県 熊本市 ｅーＫＡＧＵ　マスミ功芸社 小売業 家具・調度品 5%

220,447 熊本県 熊本市 イオン天草店給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,448 熊本県 熊本市 井川電気商会 小売業 電化製品 5%

220,449 熊本県 熊本市 居酒屋　花・華　帯山店 サービス 飲食業 5%

220,450 熊本県 熊本市 居酒屋　花・華　御領店 サービス 飲食業 5%

220,451 熊本県 熊本市 居酒屋　花・華　戸島店 サービス 飲食業 5%

220,452 熊本県 熊本市 居酒屋　花・華　北部店 サービス 飲食業 5%

220,453 熊本県 熊本市 いしむら　江津店 小売業 食料品 5%

220,454 熊本県 熊本市 イタリア料理アンティコカステッロ サービス 飲食業 5%

220,455 熊本県 熊本市 イタリアンキッチン　パンプ サービス 飲食業 5%

220,456 熊本県 熊本市 壱之倉庫 サービス 飲食業 5%

220,457 熊本県 熊本市 イデックスセルフ植木 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,458 熊本県 熊本市 イデックス富合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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220,459 熊本県 熊本市 出光託麻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,460 熊本県 熊本市 出光田迎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,461 熊本県 熊本市 出光東バイパス御幸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,462 熊本県 熊本市 伊藤写真事務所 サービス その他サービス 5%

220,463 熊本県 熊本市 イートン桜町店 サービス 飲食業 5%

220,464 熊本県 熊本市 伊乃うえ 小売業 食料品 5%

220,465 熊本県 熊本市 今田自動車工場 サービス その他サービス 5%

220,466 熊本県 熊本市 いやし処ふぅふぅ サービス 理容・美容業 5%

220,467 熊本県 熊本市 岩永補聴器　熊本店 小売業 電化製品 5%

220,468 熊本県 熊本市 岩本商会 サービス 運輸業 5%

220,469 熊本県 熊本市 ｉｎｇサンピアン店 小売業 衣料品 5%

220,470 熊本県 熊本市 ｉｎｇ　ｂｙ　ＨＩＲＯ 小売業 衣料品 5%

220,471 熊本県 熊本市 Ｉｎｓｐｉｒａｔｕ サービス その他サービス 5%

220,472 熊本県 熊本市 インナーファッション　キナッセ 小売業 衣料品 5%

220,473 熊本県 熊本市 有限会社　ウイングナカヤマ 小売業 その他小売 5%

220,474 熊本県 熊本市 ウェディング　マイン サービス その他サービス 5%

220,475 熊本県 熊本市 魚河岸　番屋 サービス 飲食業 5%

220,476 熊本県 熊本市 うなぎ川魚料理　かわ専 サービス 飲食業 5%

220,477 熊本県 熊本市 ＨＩヒロセ　城南店 小売業 その他小売 5%

220,478 熊本県 熊本市 ＨＳＫ サービス その他サービス 5%

220,479 熊本県 熊本市 エクストールイン熊本銀座通 サービス 宿泊業 5%

220,480 熊本県 熊本市 エクストールイン熊本水前寺 サービス 宿泊業 5%

220,481 熊本県 熊本市 エクリュ　エ　プゥス 小売業 衣料品 5%

220,482 熊本県 熊本市 えこる熊本店 小売業 その他小売 5%

220,483 熊本県 熊本市 エステ　ＷＡＭ　熊本店 サービス 理容・美容業 5%

220,484 熊本県 熊本市 エステＷＡＭ　マリエール店 サービス 理容・美容業 5%

220,485 熊本県 熊本市 エフスタジオ サービス その他サービス 5%

220,486 熊本県 熊本市 エポックモア　熊本サロン 小売業 その他小売 5%

220,487 熊本県 熊本市 エムクチュール サービス 理容・美容業 5%

220,488 熊本県 熊本市 Ｍ２　ｂｙ　ｓｅｎｓｏｕｎｉｃｏ　熊本店 小売業 衣料品 5%

220,489 熊本県 熊本市 エメフィール　熊本下通店 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,490 熊本県 熊本市 エメフィールｂｙソックコウベ　熊本上通店 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,491 熊本県 熊本市 エリオットベイ 小売業 衣料品 5%

220,492 熊本県 熊本市 エルフペットクリニック サービス その他サービス 5%

220,493 熊本県 熊本市 エレガンス　ひろ 小売業 衣料品 5%

220,494 熊本県 熊本市 エレガンスひろ　熊本センタープラザ店 小売業 衣料品 5%

220,495 熊本県 熊本市 黄金ラーメン銀座店 サービス 飲食業 5%

220,496 熊本県 熊本市 大阿蘇車体整備工場 サービス その他サービス 5%

220,497 熊本県 熊本市 大潮 小売業 その他小売 5%

220,498 熊本県 熊本市 オートショップ　ドルチェ 小売業 その他小売 5%

220,499 熊本県 熊本市 Ｏｒｇａｎｉｃ　ゆうき サービス その他サービス 5%

220,500 熊本県 熊本市 おかむら写真館 サービス その他サービス 5%
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220,501 熊本県 熊本市 ＯＨＫＵＳＵ　ｎｏ　Ｃｏｍｉｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

220,502 熊本県 熊本市 お酒のライズ　酒場通り店 小売業 食料品 5%

220,503 熊本県 熊本市 おちゃいち山陽堂 小売業 食料品 5%

220,504 熊本県 熊本市 ｏｇｇｉＭＩＬＡＮＯ 小売業 衣料品 5%

220,505 熊本県 熊本市 オーディオショップ　アリミズ 小売業 電化製品 5%

220,506 熊本県 熊本市 おでん　まつむら サービス 飲食業 5%

220,507 熊本県 熊本市 オフィスオクムラ サービス 理容・美容業 5%

220,508 熊本県 熊本市 お仏壇・墓石の千寿江津店 小売業 その他小売 5%

220,509 熊本県 熊本市 お仏壇・墓石の千寿ギャラリー伽羅店 小売業 その他小売 5%

220,510 熊本県 熊本市 お仏壇・墓石の千寿南高江店 小売業 その他小売 5%

220,511 熊本県 熊本市 おもてなしお届け料理回－ＫＡＩ－ 小売業 食料品 5%

220,512 熊本県 熊本市 饗炉端　松に鱗 サービス 飲食業 5%

220,513 熊本県 熊本市 小山商店 小売業 食料品 5%

220,514 熊本県 熊本市 株式会社オーリック 小売業 食料品 5%

220,515 熊本県 熊本市 ＯＲＡＮＧＥＣＯＵＮＴＹ 小売業 その他小売 5%

220,516 熊本県 熊本市 ｋｅｒｎｅｌ 小売業 その他小売 5%

220,517 熊本県 熊本市 懐食　田しろ サービス 飲食業 5%

220,518 熊本県 熊本市 かぎのパトロールカー０１ サービス その他サービス 5%

220,519 熊本県 熊本市 カーステーション　ファースト サービス その他サービス 5%

220,520 熊本県 熊本市 カセル　熊本支店 サービス その他サービス 5%

220,521 熊本県 熊本市 カットハウスモア上通店 サービス 理容・美容業 5%

220,522 熊本県 熊本市 カットハウスモア下通店 サービス 理容・美容業 5%

220,523 熊本県 熊本市 鹿子木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,524 熊本県 熊本市 かなもり有限会社 小売業 家具・調度品 5%

220,525 熊本県 熊本市 ＢＡＲ　Ｊｏｕｅｒ サービス 飲食業 5%

220,526 熊本県 熊本市 ＣＡＦＥ　ＬＩＳＴＡ サービス その他サービス 5%

220,527 熊本県 熊本市 株式会社　池田屋 小売業 衣料品 5%

220,528 熊本県 熊本市 株式会社アイエムストア 小売業 その他小売 5%

220,529 熊本県 熊本市 株式会社　糸久 小売業 衣料品 5%

220,530 熊本県 熊本市 株式会社下村建材 小売業 家具・調度品 5%

220,531 熊本県 熊本市 株式会社ハッピー電気商会　熊本営業所 小売業 電化製品 5%

220,532 熊本県 熊本市 株式会社ハッピー電気商会　健軍営業所 小売業 電化製品 5%

220,533 熊本県 熊本市 株式会社ハッピー電気商会　清水営業所 小売業 電化製品 5%

220,534 熊本県 熊本市 株式会社ハッピー電気商会　富合営業所 小売業 電化製品 5%

220,535 熊本県 熊本市 株式会社リキオート サービス その他サービス 5%

220,536 熊本県 熊本市 株式会社和光スタンプ 小売業 その他小売 5%

220,537 熊本県 熊本市 上代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,538 熊本県 熊本市 加茂川本店ＰＩＣＣＯＬＯＭＥＲＣＡＴＯ 小売業 食料品 5%

220,539 熊本県 熊本市 ｃａｒａ サービス 理容・美容業 5%

220,540 熊本県 熊本市 ＧＡＬＬＥＲＩＡＮＵＯＶＯ 小売業 食料品 5%

220,541 熊本県 熊本市 河内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,542 熊本県 熊本市 川口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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220,543 熊本県 熊本市 河内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,544 熊本県 熊本市 河内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,545 熊本県 熊本市 Ｑｅｅ 小売業 衣料品 5%

220,546 熊本県 熊本市 ＧＥＥＫ 小売業 衣料品 5%

220,547 熊本県 熊本市 キクタシューズ 小売業 衣料品 5%

220,548 熊本県 熊本市 菊南温泉ユウベルホテル サービス 宿泊業 5%

220,549 熊本県 熊本市 吉鳥はなれ サービス 飲食業 5%

220,550 熊本県 熊本市 キナッセ　植木店 小売業 衣料品 5%

220,551 熊本県 熊本市 きまぐれＣａｆｅデビュー夫人 サービス 飲食業 5%

220,552 熊本県 熊本市 きものと洋品　タクマ 小売業 衣料品 5%

220,553 熊本県 熊本市 キャストクラブ　星の指輪 サービス 飲食業 5%

220,554 熊本県 熊本市 キャピッククマモト サービス その他サービス 5%

220,555 熊本県 熊本市 キャンパーク 小売業 その他小売 5%

220,556 熊本県 熊本市 キャンマークステーション 小売業 衣料品 5%

220,557 熊本県 熊本市 清田自動車　ＢＰセンター サービス その他サービス 5%

220,558 熊本県 熊本市 清田自動車　本店 サービス その他サービス 5%

220,559 熊本県 熊本市 清正製菓　熊本駅店 小売業 食料品 5%

220,560 熊本県 熊本市 キララ 小売業 その他小売 5%

220,561 熊本県 熊本市 銀座　熊本館 小売業 家具・調度品 5%

220,562 熊本県 熊本市 金之助　熊本 サービス 飲食業 5%

220,563 熊本県 熊本市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ熊本店 小売業 その他小売 5%

220,564 熊本県 熊本市 串かつ串天　あきんど サービス 飲食業 5%

220,565 熊本県 熊本市 くすりの和漢堂 小売業 その他小売 5%

220,566 熊本県 熊本市 靴のテヅカ　上熊本店 小売業 衣料品 5%

220,567 熊本県 熊本市 ＪＭ／ＫＵＴＳＵＬＯＧＹ 小売業 その他小売 5%

220,568 熊本県 熊本市 ［ＨＣ］クニヒロ電器 小売業 電化製品 5%

220,569 熊本県 熊本市 熊本　和数奇　司館 サービス 宿泊業 5%

220,570 熊本県 熊本市 熊本インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,571 熊本県 熊本市 熊本インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,572 熊本県 熊本市 熊本おひさま校 サービス その他サービス 5%

220,573 熊本県 熊本市 熊本グリーンホテル サービス 宿泊業 5%

220,574 熊本県 熊本市 熊本県物産館 小売業 家具・調度品 5%

220,575 熊本県 熊本市 熊本県物産館　１ 小売業 食料品 5%

220,576 熊本県 熊本市 熊本県物産館　３ 小売業 食料品 5%

220,577 熊本県 熊本市 熊本県物産館　２ 小売業 食料品 5%

220,578 熊本県 熊本市 熊本県物産館　４ 小売業 食料品 5%

220,579 熊本県 熊本市 熊本港物産館 小売業 家具・調度品 5%

220,580 熊本県 熊本市 ＪＭ／くまもと水道設備 サービス その他サービス 5%

220,581 熊本県 熊本市 熊本整備工場 小売業 その他小売 5%

220,582 熊本県 熊本市 熊本タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

220,583 熊本県 熊本市 熊本タクシーグループ サービス その他サービス 5%

220,584 熊本県 熊本市 熊本トヨペット　サービス部　管理課 小売業 その他小売 5%
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220,585 熊本県 熊本市 熊本トヨペット　東店 小売業 その他小売 5%

220,586 熊本県 熊本市 熊本トヨペット　本社 小売業 その他小売 5%

220,587 熊本県 熊本市 熊本トヨペット　本社サービスセンター 小売業 その他小売 5%

220,588 熊本県 熊本市 熊本ハローデイ 小売業 食料品 5%

220,589 熊本県 熊本市 くまもとピアノ 小売業 その他小売 5%

220,590 熊本県 熊本市 くまもとピアノ 小売業 その他小売 5%

220,591 熊本県 熊本市 熊本補聴器センター　健軍本店 小売業 その他小売 5%

220,592 熊本県 熊本市 熊本ホルモン サービス 飲食業 5%

220,593 熊本県 熊本市 熊本ワイン売店1 小売業 その他小売 5%

220,594 熊本県 熊本市 グラスワンダー サービス 飲食業 5%

220,595 熊本県 熊本市 グラスワンダー サービス 飲食業 5%

220,596 熊本県 熊本市 クラブカットＹ’ｓ サービス 理容・美容業 5%

220,597 熊本県 熊本市 クラン雑貨店　新外 小売業 その他小売 5%

220,598 熊本県 熊本市 クラン雑貨店　新外 小売業 その他小売 5%

220,599 熊本県 熊本市 グランシャリオ サービス 飲食業 5%

220,600 熊本県 熊本市 Ｇｒａｎｄｍａ　ＡＴＱ 小売業 家具・調度品 5%

220,601 熊本県 熊本市 グリーンチェッカー迎町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,602 熊本県 熊本市 クリーニングハウスシャンプー　長嶺店 サービス その他サービス 5%

220,603 熊本県 熊本市 ＧＲＥＥＮ　ＡＰＰＬＥ サービス 理容・美容業 5%

220,604 熊本県 熊本市 ぐるぐる倉庫　植木店 小売業 その他小売 5%

220,605 熊本県 熊本市 ぐるぐる倉庫熊本店 小売業 その他小売 5%

220,606 熊本県 熊本市 グレディブリリアン　熊本店 小売業 衣料品 5%

220,607 熊本県 熊本市 ケーキ工房アン・アミ 小売業 食料品 5%

220,608 熊本県 熊本市 健軍ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,609 熊本県 熊本市 県庁通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,610 熊本県 熊本市 上妻八百屋 小売業 食料品 5%

220,611 熊本県 熊本市 個人　今村（良）タクシー サービス 運輸業 5%

220,612 熊本県 熊本市 個人タクシー　古閑 サービス 運輸業 5%

220,613 熊本県 熊本市 個人　藤岡（勝）タクシー サービス 運輸業 5%

220,614 熊本県 熊本市 個人　森田タクシー サービス 運輸業 5%

220,615 熊本県 熊本市 コテラック　熊本店 小売業 衣料品 5%

220,616 熊本県 熊本市 コトリーブ サービス 理容・美容業 5%

220,617 熊本県 熊本市 コープ尾ノ上 小売業 食料品 5%

220,618 熊本県 熊本市 小料理　ひとくち サービス 飲食業 5%

220,619 熊本県 熊本市 五輪 サービス 飲食業 5%

220,620 熊本県 熊本市 ゴルフバー　ファースト サービス 飲食業 5%

220,621 熊本県 熊本市 五郎八 サービス 飲食業 5%

220,622 熊本県 熊本市 ＣＯＮＦＩＡＮＣＥ 小売業 衣料品 5%

220,623 熊本県 熊本市 ザ・メンバー サービス 飲食業 5%

220,624 熊本県 熊本市 ＺＩＯＮ 小売業 その他小売 5%

220,625 熊本県 熊本市 サイクルショップＷＢＬ 小売業 その他小売 5%

220,626 熊本県 熊本市 彩食宴満　隠れ家　潤和 サービス 飲食業 5%
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220,627 熊本県 熊本市 彩食宴満　潤和 サービス 飲食業 5%

220,628 熊本県 熊本市 斉藤時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,629 熊本県 熊本市 彩フレンド　植木店 小売業 衣料品 5%

220,630 熊本県 熊本市 彩フレンド　城山店 小売業 衣料品 5%

220,631 熊本県 熊本市 彩フレンド　新外店 小売業 衣料品 5%

220,632 熊本県 熊本市 彩フレンド　田崎店 小売業 衣料品 5%

220,633 熊本県 熊本市 彩フレンド　くまなん店 小売業 衣料品 5%

220,634 熊本県 熊本市 彩フレンド西熊本店 小売業 衣料品 5%

220,635 熊本県 熊本市 酒蔵　まつとも サービス 飲食業 5%

220,636 熊本県 熊本市 坂田自動車商会 小売業 その他小売 5%

220,637 熊本県 熊本市 さくら塗装 サービス その他サービス 5%

220,638 熊本県 熊本市 酒の津本屋 小売業 食料品 5%

220,639 熊本県 熊本市 サザンクロス　熊本 サービス 飲食業 5%

220,640 熊本県 熊本市 サザンクロス　熊本 サービス 飲食業 5%

220,641 熊本県 熊本市 ＴＨＥ　ＳＵＮＳＨＩＮＥ＆ＬＯＶＥＲＳ サービス 理容・美容業 5%

220,642 熊本県 熊本市 ザ　ランチ 小売業 衣料品 5%

220,643 熊本県 熊本市 サンエス設備機器株式会社 小売業 その他小売 5%

220,644 熊本県 熊本市 サンゴルフ 小売業 その他小売 5%

220,645 熊本県 熊本市 サンサンうきっ子下北店 小売業 食料品 5%

220,646 熊本県 熊本市 ＪＫＰｌａｎｅｔ熊本上通店 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,647 熊本県 熊本市 シェリー サービス 飲食業 5%

220,648 熊本県 熊本市 四季彩居酒屋　然や サービス 飲食業 5%

220,649 熊本県 熊本市 四季彩居酒屋　然や　平成けやき通り店 サービス 飲食業 5%

220,650 熊本県 熊本市 四季彩厨房　つぐと サービス 飲食業 5%

220,651 熊本県 熊本市 ＳｇｅＳｍｉｔｈシゲスミス 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,652 熊本県 熊本市 ＪＩＳ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ サービス 飲食業 5%

220,653 熊本県 熊本市 視聴覚センター天草営業所 小売業 その他小売 5%

220,654 熊本県 熊本市 七輪焼肉　にくや サービス 飲食業 5%

220,655 熊本県 熊本市 ＣＩＴＹ　ＬＩＧＨＴ 小売業 衣料品 5%

220,656 熊本県 熊本市 島崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,657 熊本県 熊本市 清水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,658 熊本県 熊本市 シモカワ　九品寺店 小売業 その他小売 5%

220,659 熊本県 熊本市 シモカワ　熊南店 小売業 その他小売 5%

220,660 熊本県 熊本市 シモカワ　子飼店 小売業 その他小売 5%

220,661 熊本県 熊本市 シモカワ　下通店 小売業 その他小売 5%

220,662 熊本県 熊本市 シモカワ　錦ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

220,663 熊本県 熊本市 シモカワ　東町店 小売業 その他小売 5%

220,664 熊本県 熊本市 シモカワ　武蔵プラザ店 小売業 その他小売 5%

220,665 熊本県 熊本市 下北農機車輌センター サービス その他サービス 5%

220,666 熊本県 熊本市 ジャイアントストア熊本 小売業 その他小売 5%

220,667 熊本県 熊本市 しゃがない サービス 飲食業 5%

220,668 熊本県 熊本市 シャブシャブ薔薇亭 サービス 飲食業 5%
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220,669 熊本県 熊本市 ジャム・パケッツ　熊本パルコ店 小売業 衣料品 5%

220,670 熊本県 熊本市 Ｓｈａｎｔｉ サービス 理容・美容業 5%

220,671 熊本県 熊本市 じゃんぱら　熊本下通店 小売業 電化製品 5%

220,672 熊本県 熊本市 酒肴　寛 サービス 飲食業 5%

220,673 熊本県 熊本市 酒菜亭　うまかっさい サービス 飲食業 5%

220,674 熊本県 熊本市 株式会社　シュテルン熊本 小売業 その他小売 5%

220,675 熊本県 熊本市 ジュネ生活館　武蔵ケ丘店 小売業 その他小売 5%

220,676 熊本県 熊本市 旬家　与志 サービス 飲食業 5%

220,677 熊本県 熊本市 Ｊｏｉｅｍａｉｎｔｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

220,678 熊本県 熊本市 城東町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,679 熊本県 熊本市 城南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,680 熊本県 熊本市 笑福 サービス 飲食業 5%

220,681 熊本県 熊本市 諸国セレクトＳｕｐｉｋａ 小売業 その他小売 5%

220,682 熊本県 熊本市 白い貴婦人　本店 小売業 食料品 5%

220,683 熊本県 熊本市 白金　西熊本店 サービス 理容・美容業 5%

220,684 熊本県 熊本市 新出光エコプラザ　ゆめタウンサンピアン店 小売業 電化製品 5%

220,685 熊本県 熊本市 株式会社新出光　熊本 小売業 電化製品 5%

220,686 熊本県 熊本市 水前寺コンタクト 小売業 その他小売 5%

220,687 熊本県 熊本市 ビューティ＆リラクｓｗｉｔｃｈ サービス 理容・美容業 5%

220,688 熊本県 熊本市 水道町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,689 熊本県 熊本市 すき焼　加茂川 サービス 飲食業 5%

220,690 熊本県 熊本市 すき焼加茂川 サービス 飲食業 5%

220,691 熊本県 熊本市 ＪＭ／すし割烹　吟松 サービス 飲食業 5%

220,692 熊本県 熊本市 鮨し処　正六 サービス 飲食業 5%

220,693 熊本県 熊本市 鮨屋はじめ サービス 飲食業 5%

220,694 熊本県 熊本市 スタジオデイズ サービス その他サービス 5%

220,695 熊本県 熊本市 ＳＴＥＡＫ　ＳＡＬＯＯＮ　薔薇亭 サービス 飲食業 5%

220,696 熊本県 熊本市 ステーキハウス　但馬 サービス 飲食業 5%

220,697 熊本県 熊本市 ステップ　くまなん店 小売業 衣料品 5%

220,698 熊本県 熊本市 スペイン料理トレス サービス 飲食業 5%

220,699 熊本県 熊本市 スマイリー 小売業 食料品 5%

220,700 熊本県 熊本市 すまいる館清水バイパス店 サービス その他サービス 5%

220,701 熊本県 熊本市 すまいる館西回りバイパス店 サービス その他サービス 5%

220,702 熊本県 熊本市 すまいる館光の森店 サービス その他サービス 5%

220,703 熊本県 熊本市 すまいる館ボディーセンター サービス その他サービス 5%

220,704 熊本県 熊本市 栖 サービス 飲食業 5%

220,705 熊本県 熊本市 炭火焼肉にくたらし サービス 飲食業 5%

220,706 熊本県 熊本市 相撲寿司鉄砲部屋　武蔵ヶ丘店 サービス 飲食業 5%

220,707 熊本県 熊本市 生活協同組合くまもとコープ春日 小売業 食料品 5%

220,708 熊本県 熊本市 銭塘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,709 熊本県 熊本市 セルフ植木給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,710 熊本県 熊本市 セルフ画図ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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220,711 熊本県 熊本市 セルフステーション川尻 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,712 熊本県 熊本市 セルフステーション熊本インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,713 熊本県 熊本市 セルフ富合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,714 熊本県 熊本市 セルフ野口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,715 熊本県 熊本市 セレクションセンソユニコ　熊本上通り店 小売業 衣料品 5%

220,716 熊本県 熊本市 千寿江津店 小売業 家具・調度品 5%

220,717 熊本県 熊本市 センターリバー　石原店 サービス 飲食業 5%

220,718 熊本県 熊本市 センターリバー　清水店 サービス 飲食業 5%

220,719 熊本県 熊本市 センターリバー　浜線店 サービス 飲食業 5%

220,720 熊本県 熊本市 センターリバーＪｒ サービス 飲食業 5%

220,721 熊本県 熊本市 センターリバーＮＡＮＤＥＮ下通店 サービス 飲食業 5%

220,722 熊本県 熊本市 泉里 サービス 飲食業 5%

220,723 熊本県 熊本市 熊本総合市場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,724 熊本県 熊本市 染元　大総 小売業 その他小売 5%

220,725 熊本県 熊本市 第２サンライズホテル サービス 宿泊業 5%

220,726 熊本県 熊本市 ダイニングバー　カートルアン サービス 飲食業 5%

220,727 熊本県 熊本市 髙栁時計宝飾店 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,728 熊本県 熊本市 託麻薬房 小売業 その他小売 5%

220,729 熊本県 熊本市 セルフ田底ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,730 熊本県 熊本市 竜田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,731 熊本県 熊本市 たて岡 サービス 飲食業 5%

220,732 熊本県 熊本市 田原坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,733 熊本県 熊本市 田原坂タイヤ 小売業 その他小売 5%

220,734 熊本県 熊本市 タビビトノキ サービス 飲食業 5%

220,735 熊本県 熊本市 タビビトノバル サービス 飲食業 5%

220,736 熊本県 熊本市 ＷＲＴＣｙｃｌｅ 小売業 その他小売 5%

220,737 熊本県 熊本市 タマユラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,738 熊本県 熊本市 田迎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,739 熊本県 熊本市 ｔｅａｑｕｅ　ｈａｉｒ　ａｔｅｌｉｅｒ サービス 理容・美容業 5%

220,740 熊本県 熊本市 Ｃｈｅｒｒｙ　Ｐｉｎｋ 小売業 その他小売 5%

220,741 熊本県 熊本市 チェリーピンク サービス 理容・美容業 5%

220,742 熊本県 熊本市 地中海食堂　そうせき サービス 飲食業 5%

220,743 熊本県 熊本市 中国四川料理　秀峰　本店 サービス 飲食業 5%

220,744 熊本県 熊本市 ｃｈｏｉｃｅ サービス その他サービス 5%

220,745 熊本県 熊本市 築地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,746 熊本県 熊本市 ツールボックス サービス その他サービス 5%

220,747 熊本県 熊本市 月出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,748 熊本県 熊本市 月○新市街店 サービス 飲食業 5%

220,749 熊本県 熊本市 鶴重 サービス 飲食業 5%

220,750 熊本県 熊本市 Ｔｉａ　健軍店 サービス 理容・美容業 5%

220,751 熊本県 熊本市 ＴＭファクトリー サービス その他サービス 5%

220,752 熊本県 熊本市 定楽屋　下通店 サービス 飲食業 5%
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220,753 熊本県 熊本市 ＤＩＳＣＯＶＥＲ　ＢＡＬＬＯＯＮ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

220,754 熊本県 熊本市 Ｔ－ＦＬＯＷＥＲＳＧＩＦＴ＆ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

220,755 熊本県 熊本市 Ｔ－ＦＬＯＷＥＲＳ 小売業 その他小売 5%

220,756 熊本県 熊本市 Ｔ－ＬＡＢ 小売業 食料品 5%

220,757 熊本県 熊本市 Ｄ－ｏｎｅ サービス その他サービス 5%

220,758 熊本県 熊本市 デコラーレ 小売業 食料品 5%

220,759 熊本県 熊本市 手作りケーキＳＡＫＵＲＡ 小売業 食料品 5%

220,760 熊本県 熊本市 ｔｅｒｒａ 小売業 衣料品 5%

220,761 熊本県 熊本市 デルソル 小売業 衣料品 5%

220,762 熊本県 熊本市 でんきのサントップ　城南店 小売業 電化製品 5%

220,763 熊本県 熊本市 でんきのゆうでんウェッキー店 小売業 電化製品 5%

220,764 熊本県 熊本市 電気プラザ　カメヤ 小売業 電化製品 5%

220,765 熊本県 熊本市 天明ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,766 熊本県 熊本市 東京神田屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,767 熊本県 熊本市 東京神田屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,768 熊本県 熊本市 城南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,769 熊本県 熊本市 トータルスタジオフォセット　イオンタウン西熊本店 サービス その他サービス 5%

220,770 熊本県 熊本市 トータルスタジオフォセット　東バイパス店 サービス その他サービス 5%

220,771 熊本県 熊本市 ドコモショップ　熊本田崎店 小売業 電化製品 5%

220,772 熊本県 熊本市 ドコモショップ　健軍店 小売業 電化製品 5%

220,773 熊本県 熊本市 ドコモショップ　はません店 小売業 電化製品 5%

220,774 熊本県 熊本市 トータルビューティーサロンベリーナ サービス 理容・美容業 5%

220,775 熊本県 熊本市 ともだ動物病院 サービス その他サービス 5%

220,776 熊本県 熊本市 トヨタレンタリース熊本　北熊本店 サービス その他サービス 2%

220,777 熊本県 熊本市 ＤＲＡＧＯＮ　ＢＲＯＣＡＮＴＥ 小売業 衣料品 5%

220,778 熊本県 熊本市 ＴＲＵＣＫ サービス 理容・美容業 5%

220,779 熊本県 熊本市 ドラッグ新生堂　国府店 小売業 その他小売 5%

220,780 熊本県 熊本市 ドラッグ新生堂　田崎店 小売業 その他小売 5%

220,781 熊本県 熊本市 ドラッグ新生堂尾ノ上店 小売業 その他小売 5%

220,782 熊本県 熊本市 ドラッグ新生堂水前寺駅店 小売業 その他小売 5%

220,783 熊本県 熊本市 とりにてぃーへあーすたじお サービス 理容・美容業 5%

220,784 熊本県 熊本市 ドリームオートガレージ サービス その他サービス 5%

220,785 熊本県 熊本市 ドレス サービス 理容・美容業 5%

220,786 熊本県 熊本市 とれたて市場　花立店 小売業 食料品 5%

220,787 熊本県 熊本市 ｔｒｅ’ｓｂｏｎｓａｌｏｎ熊本 小売業 衣料品 5%

220,788 熊本県 熊本市 ９　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

220,789 熊本県 熊本市 中川輪業 小売業 その他小売 5%

220,790 熊本県 熊本市 長嶺ＳＳ　有限会社松村興産 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,791 熊本県 熊本市 Ｎａｔｕｒａｌ　９ サービス 飲食業 5%

220,792 熊本県 熊本市 鍋やＴＡＭＡＲＩ サービス 飲食業 5%

220,793 熊本県 熊本市 鍋やＴＡＭＡＲＩ サービス 飲食業 5%

220,794 熊本県 熊本市 西浦 サービス その他サービス 5%
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220,795 熊本県 熊本市 にじの葬祭 サービス その他サービス 5%

220,796 熊本県 熊本市 西村本店 小売業 衣料品 5%

220,797 熊本県 熊本市 ニッセンシェイプ　サロン・ド・イース 小売業 衣料品 5%

220,798 熊本県 熊本市 ニッセンシェイプファンデ　九州支店 小売業 衣料品 5%

220,799 熊本県 熊本市 ニッセンシェイプファンデサロンＭステージ 小売業 衣料品 5%

220,800 熊本県 熊本市 ニッセンシェイプファンデサロンドＪアクア 小売業 衣料品 5%

220,801 熊本県 熊本市 ニッセンシェイプファンデサロンドＴｉｎｋ 小売業 衣料品 5%

220,802 熊本県 熊本市 ニッセンシェイプファンデサロンドフィガロ 小売業 衣料品 5%

220,803 熊本県 熊本市 ニッセンシェイプファンデサロンドムーン 小売業 衣料品 5%

220,804 熊本県 熊本市 ＮＩＦＴＹａｕｚｚ サービス 理容・美容業 5%

220,805 熊本県 熊本市 ＮＩＦＴＹｃｈｉｒｅｎ サービス 理容・美容業 5%

220,806 熊本県 熊本市 日本増毛スクール熊本中央校 サービス 理容・美容業 5%

220,807 熊本県 熊本市 ｎｉｍｓｐａ サービス その他サービス 5%

220,808 熊本県 熊本市 Ｎｅｗ　Ｗａｖｅ　ＴＥＴＥ　上通店 サービス 理容・美容業 5%

220,809 熊本県 熊本市 Ｎｅｗ　Ｗａｖｅ　ＴＥＴＥ　下通店 サービス 理容・美容業 5%

220,810 熊本県 熊本市 ニュークラブ　熊本離宮 サービス 飲食業 5%

220,811 熊本県 熊本市 ネオクリエイト サービス その他サービス 5%

220,812 熊本県 熊本市 猫ちゃタクシー サービス 運輸業 5%

220,813 熊本県 熊本市 ノックフー福来楼 小売業 衣料品 5%

220,814 熊本県 熊本市 のら家 サービス 飲食業 5%

220,815 熊本県 熊本市 はいさい サービス 理容・美容業 5%

220,816 熊本県 熊本市 バウライン サービス その他サービス 5%

220,817 熊本県 熊本市 株式会社バカンスプロジェクト サービス その他サービス 5%

220,818 熊本県 熊本市 萩原町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,819 熊本県 熊本市 博栄堂印房 小売業 その他小売 5%

220,820 熊本県 熊本市 八景水谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,821 熊本県 熊本市 パサール熊本 小売業 その他小売 5%

220,822 熊本県 熊本市 橋口石彫工業　富合店 小売業 その他小売 5%

220,823 熊本県 熊本市 Ｐａｃｉｆｉｃａ 小売業 衣料品 5%

220,824 熊本県 熊本市 畠口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,825 熊本県 熊本市 ＢＡＣＫＷＯＯＤＳ 小売業 衣料品 5%

220,826 熊本県 熊本市 ＪＭ／ＢＡＣＫＷＯＯＤＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,827 熊本県 熊本市 パディーマーケット 小売業 その他小売 5%

220,828 熊本県 熊本市 パティスリー・ミル・リール 小売業 食料品 5%

220,829 熊本県 熊本市 ハナヤスポーツ 小売業 その他小売 5%

220,830 熊本県 熊本市 浜島自動車 サービス その他サービス 5%

220,831 熊本県 熊本市 ハーモニー尾ノ上店 小売業 食料品 5%

220,832 熊本県 熊本市 ハヤカワ　サンリブ店 小売業 その他小売 5%

220,833 熊本県 熊本市 ハヤカワスポーツ上通本店 小売業 その他小売 5%

220,834 熊本県 熊本市 ハヤカワスポーツ　アスリートカン 小売業 その他小売 5%

220,835 熊本県 熊本市 ハヤカワ　ドアジャック 小売業 その他小売 5%

220,836 熊本県 熊本市 Ｂａｙａｄ 小売業 衣料品 5%
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220,837 熊本県 熊本市 バーラウンジ　フェリーチェ サービス 飲食業 5%

220,838 熊本県 熊本市 薔薇亭 サービス 飲食業 5%

220,839 熊本県 熊本市 バルカン サービス 飲食業 5%

220,840 熊本県 熊本市 春木すし サービス 飲食業 5%

220,841 熊本県 熊本市 ＢａｌｃｏｍＤｏｗｎｔｏｎ 小売業 その他小売 5%

220,842 熊本県 熊本市 春竹スポ－ツ 小売業 その他小売 5%

220,843 熊本県 熊本市 明屋書店サンロードシティ熊本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

220,844 熊本県 熊本市 ハローデイさくらの森店 小売業 食料品 5%

220,845 熊本県 熊本市 ハローデイ長嶺店 小売業 食料品 5%

220,846 熊本県 熊本市 ハローデイ南熊本店 小売業 食料品 5%

220,847 熊本県 熊本市 パン・オ・ルヴァン サービス 飲食業 5%

220,848 熊本県 熊本市 ハングリータイガー サービス 飲食業 5%

220,849 熊本県 熊本市 ＢＭＯ熊本富合店 小売業 衣料品 5%

220,850 熊本県 熊本市 ＢＭＯ熊本保田窪店 小売業 衣料品 5%

220,851 熊本県 熊本市 ひぐちタクシー サービス 運輸業 5%

220,852 熊本県 熊本市 肥後ト－ヨ－住器 小売業 その他小売 2%

220,853 熊本県 熊本市 Ｂ．ＴＵＢＥ 小売業 衣料品 5%

220,854 熊本県 熊本市 ＨＵＥ 小売業 衣料品 5%

220,855 熊本県 熊本市 ｈｕｅ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

220,856 熊本県 熊本市 ビュ－ティ＆リラクｓｗｉｔｃｈ サービス 理容・美容業 5%

220,857 熊本県 熊本市 ビューティーサロン　エンゼル サービス 理容・美容業 5%

220,858 熊本県 熊本市 ビューティポケット熊本店 小売業 その他小売 5%

220,859 熊本県 熊本市 美容総合ディーラー　三粧 小売業 その他小売 5%

220,860 熊本県 熊本市 広丁フォト サービス その他サービス 5%

220,861 熊本県 熊本市 ピンクピンク 小売業 衣料品 5%

220,862 熊本県 熊本市 Ｐｉｎ－ｈｅｅｌ　Ｃｏ． 小売業 衣料品 5%

220,863 熊本県 熊本市 ファーストフレームキュウシュウ 小売業 その他小売 5%

220,864 熊本県 熊本市 ファッションスポット　ラヴィエ 小売業 衣料品 5%

220,865 熊本県 熊本市 ファッションマエダ 小売業 衣料品 5%

220,866 熊本県 熊本市 ファニチャーアウトレットＸ東バイパス店 小売業 家具・調度品 5%

220,867 熊本県 熊本市 ＦＡＲＭＹ　ＨＯＲＭＹ光の森店 小売業 その他小売 5%

220,868 熊本県 熊本市 ＦａｍｉｌｙＰｌａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

220,869 熊本県 熊本市 ファンシステム 小売業 電化製品 5%

220,870 熊本県 熊本市 ＦＩＥＬＤ　Ｐｏｔ・Ｂｅｌｌｙ　シャワー 小売業 その他小売 5%

220,871 熊本県 熊本市 フィッシュマン 小売業 その他小売 5%

220,872 熊本県 熊本市 風雅　江津店 小売業 食料品 5%

220,873 熊本県 熊本市 風雅　江津店 小売業 食料品 5%

220,874 熊本県 熊本市 株式会社　風雅　城山店 小売業 食料品 5%

220,875 熊本県 熊本市 風水倶楽部 サービス その他サービス 5%

220,876 熊本県 熊本市 フェアリーパーフェクト サービス 理容・美容業 5%

220,877 熊本県 熊本市 ＦＡＴＥ サービス その他サービス 5%

220,878 熊本県 熊本市 ｆａｖｏｒｉｔｅ　ａｎｄ　ｋｉｄｓ 小売業 衣料品 5%
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220,879 熊本県 熊本市 ＦＯＳＳＥＴＴＥ　イオンタウン西熊本店 サービス その他サービス 5%

220,880 熊本県 熊本市 ＦＯＳＳＥＴＴＥ　東バイパス店 サービス その他サービス 5%

220,881 熊本県 熊本市 ＰＨＯＴＯＣＡＭＥＲＲＹ 小売業 衣料品 5%

220,882 熊本県 熊本市 福寿司 サービス 飲食業 5%

220,883 熊本県 熊本市 ふぐの山田 サービス 飲食業 5%

220,884 熊本県 熊本市 不思議な石の店　ヒラソル 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,885 熊本県 熊本市 富士ビーエス商会 小売業 その他小売 5%

220,886 熊本県 熊本市 ｐｅｔｉｔ　ふみこ 小売業 衣料品 5%

220,887 熊本県 熊本市 ブティック　ジッツォ 小売業 衣料品 5%

220,888 熊本県 熊本市 フードバー　エムズ サービス 飲食業 5%

220,889 熊本県 熊本市 フラットビート 小売業 衣料品 5%

220,890 熊本県 熊本市 フラベド　パー　リゼッタ 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,891 熊本県 熊本市 プラムハウス 小売業 家具・調度品 5%

220,892 熊本県 熊本市 フラワーサロン　ケイジョウ 小売業 その他小売 5%

220,893 熊本県 熊本市 Ｆｒｅａｋｓ　Ｍａｒｋｅｔ 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,894 熊本県 熊本市 Ｐｒｉｎｃｅｓｓ　近見店 小売業 その他小売 5%

220,895 熊本県 熊本市 古荘本店　卸部 小売業 衣料品 5%

220,896 熊本県 熊本市 古荘本店　ドコモショップ　県庁前店 小売業 電化製品 5%

220,897 熊本県 熊本市 ＦＬＡＶＯＲ　尾ノ上店 小売業 衣料品 5%

220,898 熊本県 熊本市 ｆｌａｖｏｒ　本店 小売業 衣料品 5%

220,899 熊本県 熊本市 フレグランス　ナオミ 小売業 衣料品 5%

220,900 熊本県 熊本市 ブローニュの森 小売業 食料品 5%

220,901 熊本県 熊本市 ＰＲＯＳＴ　ＯＮＥ 小売業 その他小売 5%

220,902 熊本県 熊本市 ぶんぐのつる 小売業 その他小売 5%

220,903 熊本県 熊本市 ぶんぐＭＡＲＴさくら館 小売業 その他小売 5%

220,904 熊本県 熊本市 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ｉｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

220,905 熊本県 熊本市 ヘアー　オブ　リンク サービス 理容・美容業 5%

220,906 熊本県 熊本市 ｈａｉｒ　ａｒｔ　ｂｍｃ サービス 理容・美容業 5%

220,907 熊本県 熊本市 Ｈａｉｒ　Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

220,908 熊本県 熊本市 ｈａｉｒ　ｐｌａｃｅ　ｊｕａ サービス 理容・美容業 5%

220,909 熊本県 熊本市 ヘアメイクル－ジュ鹿子木店 サービス 理容・美容業 5%

220,910 熊本県 熊本市 ヘア－メ－カ－ｎｏｖａ サービス 理容・美容業 5%

220,911 熊本県 熊本市 ヘイスト　オートモービル サービス その他サービス 5%

220,912 熊本県 熊本市 ベジマキ サービス 飲食業 5%

220,913 熊本県 熊本市 ペット　リゾート　アールワン　センター 小売業 その他小売 5%

220,914 熊本県 熊本市 ペット　リゾート　アールワン　トリム サービス その他サービス 5%

220,915 熊本県 熊本市 ペットサロン　エムズ 小売業 その他小売 5%

220,916 熊本県 熊本市 ペットサロンＥ サービス その他サービス 5%

220,917 熊本県 熊本市 ペットリゾート　アールワン サービス その他サービス 5%

220,918 熊本県 熊本市 ＰＥＮＮＥＹ’Ｓ 小売業 衣料品 5%

220,919 熊本県 熊本市 ｐｅｎｎａ－ｐｅｎｎａ サービス 理容・美容業 5%

220,920 熊本県 熊本市 ｖｏｙａｇｅｒ サービス 飲食業 5%
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220,921 熊本県 熊本市 ㈱ホームインプルーブメントひろせ　渡鹿店 小売業 その他小売 5%

220,922 熊本県 熊本市 ㈱ホームインプルーブメントひろせ　飛田店 小売業 その他小売 5%

220,923 熊本県 熊本市 ホームシックファニチャー 小売業 家具・調度品 5%

220,924 熊本県 熊本市 北部町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,925 熊本県 熊本市 星の指輪２ サービス 飲食業 5%

220,926 熊本県 熊本市 Ｐｏｔ・Ｂｅｌｌｙ 小売業 その他小売 5%

220,927 熊本県 熊本市 ＨＯＴＥＬＴＨＥＧＡＴＥＫＵＭＡＭＯＴＯ サービス 宿泊業 5%

220,928 熊本県 熊本市 ホテルオークス サービス 宿泊業 5%

220,929 熊本県 熊本市 ホテルピースフル サービス 宿泊業 5%

220,930 熊本県 熊本市 ＰＯＭＭＥ　ＤＥ　ＴＥＲＲＥ サービス 飲食業 5%

220,931 熊本県 熊本市 ホリスティックアニマルケア　ポウ 小売業 その他小売 5%

220,932 熊本県 熊本市 ｗｈｉｔｅ　ｓｔｏｎｅ サービス 理容・美容業 5%

220,933 熊本県 熊本市 前田養蜂園＆ハワイ雑貨ＨＯＬＯＨ 小売業 その他小売 5%

220,934 熊本県 熊本市 マーキュリーデュオ 小売業 衣料品 5%

220,935 熊本県 熊本市 ＭＡＲＫＳ＆ＷＥＢ　熊本ショップ 小売業 その他小売 5%

220,936 熊本県 熊本市 マクドナルド上熊本店 サービス 飲食業 2%

220,937 熊本県 熊本市 マクドナルド北熊本店 サービス 飲食業 2%

220,938 熊本県 熊本市 マクドナルド熊本日赤通り店 サービス 飲食業 2%

220,939 熊本県 熊本市 マクドナルド熊本東バイパス店 サービス 飲食業 2%

220,940 熊本県 熊本市 マクドナルド熊本平成大通り店 サービス 飲食業 2%

220,941 熊本県 熊本市 マクドナルドＳＡＫＵＲＡ？ＭＡＣＨＩ　熊本店 サービス 飲食業 2%

220,942 熊本県 熊本市 マクドナルド３号線植木店 サービス 飲食業 2%

220,943 熊本県 熊本市 マクドナルド３号線南高江店 サービス 飲食業 2%

220,944 熊本県 熊本市 マクドナルドサンピアンゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

220,945 熊本県 熊本市 マクドナルド白山通り店 サービス 飲食業 2%

220,946 熊本県 熊本市 マクドナルド浜線バイパス店 サービス 飲食業 2%

220,947 熊本県 熊本市 マクドナルドはませんゆめタウン店 サービス 飲食業 2%

220,948 熊本県 熊本市 マクドナルド益城熊本空港インター店 サービス 飲食業 2%

220,949 熊本県 熊本市 マクドナルドゆめマート城山店 サービス 飲食業 2%

220,950 熊本県 熊本市 松尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,951 熊本県 熊本市 マックドック 小売業 電化製品 5%

220,952 熊本県 熊本市 マツセ写真館 サービス その他サービス 5%

220,953 熊本県 熊本市 松藤薔薇亭 サービス 飲食業 5%

220,954 熊本県 熊本市 まど雑貨 小売業 その他小売 5%

220,955 熊本県 熊本市 まどパン 小売業 食料品 5%

220,956 熊本県 熊本市 まどパン・まどカフェ サービス 飲食業 5%

220,957 熊本県 熊本市 ＭａｍａＡｎｇｅｌ＊ｓ サービス 飲食業 5%

220,958 熊本県 熊本市 丸小ホテル サービス 宿泊業 5%

220,959 熊本県 熊本市 Ｍｉｓｓ　Ｍａｒｉｎｅ熊本店１Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,960 熊本県 熊本市 Ｍｉｓｓ　Ｍａｒｉｎｅ熊本店２Ｆ 小売業 衣料品 5%

220,961 熊本県 熊本市 味噌天神店給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,962 熊本県 熊本市 光多制服　植木店 小売業 衣料品 5%
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220,963 熊本県 熊本市 光多制服　大江店 小売業 衣料品 5%

220,964 熊本県 熊本市 光多制服　尾ノ上店 小売業 衣料品 5%

220,965 熊本県 熊本市 光多制服　川尻店 小売業 衣料品 5%

220,966 熊本県 熊本市 光多制服　神水店 小売業 衣料品 5%

220,967 熊本県 熊本市 光多制服　下通り店 小売業 衣料品 5%

220,968 熊本県 熊本市 光多制服　託麻店 小売業 衣料品 5%

220,969 熊本県 熊本市 南熊本中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

220,970 熊本県 熊本市 宮村石材店　展示場 小売業 その他小売 5%

220,971 熊本県 熊本市 ミーリーコレクション熊本 小売業 その他小売 5%

220,972 熊本県 熊本市 村上（春）タクシー サービス 運輸業 5%

220,973 熊本県 熊本市 村田正喜畳店 小売業 その他小売 5%

220,974 熊本県 熊本市 ムルーア 小売業 衣料品 5%

220,975 熊本県 熊本市 めいくいん サービス 飲食業 5%

220,976 熊本県 熊本市 明林堂書店麻生田店 小売業 その他小売 5%

220,977 熊本県 熊本市 明林堂書店サンピアン店 小売業 その他小売 5%

220,978 熊本県 熊本市 明林堂書店長嶺店 小売業 その他小売 5%

220,979 熊本県 熊本市 明林堂書店白山店 小売業 その他小売 5%

220,980 熊本県 熊本市 明林堂書店武蔵ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

220,981 熊本県 熊本市 めがねキャット 小売業 貴金属・服飾品 5%

220,982 熊本県 熊本市 メガネの大宝堂　上通本店 小売業 その他小売 5%

220,983 熊本県 熊本市 メガネの大宝堂　健軍店 小売業 その他小売 5%

220,984 熊本県 熊本市 メガネの２１　三郎店 小売業 その他小売 5%

220,985 熊本県 熊本市 モイスティーヌプルミエ 小売業 その他小売 5%

220,986 熊本県 熊本市 モイスティーヌ　平成大通りサロン サービス 理容・美容業 5%

220,987 熊本県 熊本市 モイスティーヌサロンナチュール 小売業 その他小売 5%

220,988 熊本県 熊本市 モイスティーヌシルキー 小売業 その他小売 5%

220,989 熊本県 熊本市 ＭＯＴＥＬ 小売業 衣料品 5%

220,990 熊本県 熊本市 モガ城山店 小売業 衣料品 5%

220,991 熊本県 熊本市 モガドール サービス 理容・美容業 5%

220,992 熊本県 熊本市 モリタゴルフ　熊本店 小売業 その他小売 5%

220,993 熊本県 熊本市 やきとり吉鳥　下通店 サービス 飲食業 5%

220,994 熊本県 熊本市 やきとり吉鳥　本店 サービス 飲食業 5%

220,995 熊本県 熊本市 焼鳥・鳥唐　えびす丸 サービス 飲食業 5%

220,996 熊本県 熊本市 焼きとりの軍ろく サービス 飲食業 5%

220,997 熊本県 熊本市 焼肉　川のほとり サービス 飲食業 5%

220,998 熊本県 熊本市 焼肉　浪花 サービス 飲食業 5%

220,999 熊本県 熊本市 焼肉楠の家　帯山店 サービス 飲食業 5%

221,000 熊本県 熊本市 焼肉なべしま　麻生田店 サービス 飲食業 5%

221,001 熊本県 熊本市 焼肉なべしま　上熊本店 サービス 飲食業 5%

221,002 熊本県 熊本市 焼肉なべしま　熊本インター店 サービス 飲食業 5%

221,003 熊本県 熊本市 焼肉なべしま　健軍店 サービス 飲食業 5%

221,004 熊本県 熊本市 焼肉なべしま　十禅寺店 サービス 飲食業 5%
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221,005 熊本県 熊本市 焼肉なべしま　田井島店 サービス 飲食業 5%

221,006 熊本県 熊本市 焼肉なべしま　田崎店 サービス 飲食業 5%

221,007 熊本県 熊本市 焼肉屋　元気カルビ サービス 飲食業 5%

221,008 熊本県 熊本市 ヤングプラザ丸伊 小売業 その他小売 5%

221,009 熊本県 熊本市 有限会社アール 小売業 その他小売 5%

221,010 熊本県 熊本市 有限会社池田屋 小売業 食料品 5%

221,011 熊本県 熊本市 有限会社緒方米穀 小売業 食料品 5%

221,012 熊本県 熊本市 有限会社片山自動車工業 サービス その他サービス 5%

221,013 熊本県 熊本市 （有）きくや 小売業 食料品 5%

221,014 熊本県 熊本市 有限会社ギフト百貨大黒屋 小売業 その他小売 5%

221,015 熊本県 熊本市 有限会社マルクラスポーツ 小売業 その他小売 5%

221,016 熊本県 熊本市 熊飽車体 サービス その他サービス 5%

221,017 熊本県 熊本市 弓削　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

221,018 熊本県 熊本市 ＵＮＩＯＮ　ＥＸＣＨＡＮＧＥ 小売業 衣料品 5%

221,019 熊本県 熊本市 夢工場 小売業 その他小売 5%

221,020 熊本県 熊本市 ＹＯＫＯＢＡＣＨＩ サービス 飲食業 5%

221,021 熊本県 熊本市 吉住塗装工場 サービス その他サービス 5%

221,022 熊本県 熊本市 吉村商店 小売業 食料品 5%

221,023 熊本県 熊本市 四方寄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

221,024 熊本県 熊本市 夜カフェ②　蓮台寺店 サービス 飲食業 5%

221,025 熊本県 熊本市 Ｌａｕｌｅａ 小売業 衣料品 5%

221,026 熊本県 熊本市 ラウンジ　グランシャリオ　熊本 サービス 飲食業 5%

221,027 熊本県 熊本市 ラグジュア 小売業 その他小売 5%

221,028 熊本県 熊本市 ラゲッジマーケット　イワサキカバン 小売業 衣料品 5%

221,029 熊本県 熊本市 らしんばん　熊本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

221,030 熊本県 熊本市 リアン 小売業 衣料品 5%

221,031 熊本県 熊本市 リオネットセンター長嶺 小売業 その他小売 5%

221,032 熊本県 熊本市 離宮 サービス 飲食業 5%

221,033 熊本県 熊本市 ＬＩＰ　ＳＥＲＶＩＣＥ 小売業 衣料品 5%

221,034 熊本県 熊本市 ＲｉｔｏＨＬｏｃｕｓ サービス その他サービス 5%

221,035 熊本県 熊本市 リバーサイドホテル サービス 宿泊業 5%

221,036 熊本県 熊本市 リボンガス株式会社 小売業 家具・調度品 5%

221,037 熊本県 熊本市 里夢　健軍店 小売業 衣料品 5%

221,038 熊本県 熊本市 リューズ サービス 理容・美容業 5%

221,039 熊本県 熊本市 竜之介動物病院 サービス その他サービス 5%

221,040 熊本県 熊本市 竜之介動物病院 サービス その他サービス 5%

221,041 熊本県 熊本市 竜之介動物病院　魚屋町 サービス その他サービス 5%

221,042 熊本県 熊本市 旅館　鷹の家 サービス 宿泊業 5%

221,043 熊本県 熊本市 リラクゼーションサロン　ａｆｌｏａｔ サービス その他サービス 5%

221,044 熊本県 熊本市 ＲＩＮＮＥ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

221,045 熊本県 熊本市 ル・パン サービス 飲食業 5%

221,046 熊本県 熊本市 Ｌｅｃｒｉｎ サービス 理容・美容業 5%
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221,047 熊本県 熊本市 レストラン　サンシエロ サービス 飲食業 5%

221,048 熊本県 熊本市 レストラン・カウベル サービス 飲食業 5%

221,049 熊本県 熊本市 ＲＥＤ　ＳＴＡＲ サービス その他サービス 5%

221,050 熊本県 熊本市 ＲＯＫＵＲＯＫＵ サービス 飲食業 5%

221,051 熊本県 熊本市 ロッキー　川尻店 小売業 食料品 5%

221,052 熊本県 熊本市 ロッサ　熊本店 小売業 家具・調度品 5%

221,053 熊本県 熊本市 ワイズデイ 小売業 家具・調度品 5%

221,054 熊本県 熊本市 わいん食道　ぼるどう サービス 飲食業 5%

221,055 熊本県 熊本市 ワインバルＬＥＰＡＮ サービス 飲食業 5%

221,056 熊本県 熊本市 和割烹　光琳 サービス 飲食業 5%

221,057 熊本県 熊本市 和食　さかもと サービス 飲食業 5%

221,058 熊本県 熊本市 和食　満潮 サービス 飲食業 5%

221,059 熊本県 熊本市 ＯＮＥ＋ＯＮＥ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

221,060 熊本県 熊本市 ｏｎｅ　ｗｏｒｌｄ　ｐｒｉｃｅ 小売業 衣料品 5%

221,061 熊本県 熊本市北区 株式会社インフォワークス 小売業 その他小売 5%

221,062 熊本県 熊本市北区 ＥＹＥｓ サービス その他サービス 5%

221,063 熊本県 熊本市北区 アガぺむさし塚駅前薬局 小売業 その他小売 5%

221,064 熊本県 熊本市北区 Ａｎｖｉｎ 小売業 その他小売 5%

221,065 熊本県 熊本市北区 イガシステム 小売業 電化製品 5%

221,066 熊本県 熊本市北区 出光植木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

221,067 熊本県 熊本市北区 出光植木インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

221,068 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン植木岩野店 小売業 食料品 2%

221,069 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン植木インター店 小売業 食料品 2%

221,070 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン植木松原店 小売業 食料品 2%

221,071 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン植木宮原店 小売業 食料品 2%

221,072 熊本県 熊本市北区 ｕｒａｄａｎａｓｔｙｌｅｔｈｅｖｉｌｌａｇｅ サービス 理容・美容業 5%

221,073 熊本県 熊本市北区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋熊本植木店 サービス 飲食業 2%

221,074 熊本県 熊本市北区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋熊本高平店 サービス 飲食業 2%

221,075 熊本県 熊本市北区 キナッセ植木店 小売業 衣料品 5%

221,076 熊本県 熊本市北区 グッデイ　植木店 小売業 その他小売 5%

221,077 熊本県 熊本市北区 靴のテヅカ　飛田店 小売業 衣料品 5%

221,078 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本兎谷店 小売業 食料品 2%

221,079 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本北津留団地前店 小売業 食料品 2%

221,080 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本楠団地店 小売業 食料品 2%

221,081 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本楠６丁目店 小売業 食料品 2%

221,082 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本清水亀井店 小売業 食料品 2%

221,083 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本清水新地３丁目店 小売業 食料品 2%

221,084 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本清水バイパス店 小売業 食料品 2%

221,085 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本清水本町店 小売業 食料品 2%

221,086 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本下硯川店 小売業 食料品 2%

221,087 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本新地団地前店 小売業 食料品 2%

221,088 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本高平店 小売業 食料品 2%
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221,089 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本龍田小学校前店 小売業 食料品 2%

221,090 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本龍田７丁目店 小売業 食料品 2%

221,091 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本田原坂店 小売業 食料品 2%

221,092 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本鶴羽田店 小売業 食料品 2%

221,093 熊本県 熊本市北区 熊本トヨペット　北店 小売業 その他小売 5%

221,094 熊本県 熊本市北区 熊本トヨペット清水店 小売業 その他小売 5%

221,095 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本飛田３丁目店 小売業 食料品 2%

221,096 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本武蔵ヶ丘４丁目店 小売業 食料品 2%

221,097 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本武蔵ケ丘６丁目店 小売業 食料品 2%

221,098 熊本県 熊本市北区 熊本ヤクルト 植木センター 小売業 食料品 5%

221,099 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブン熊本四方寄町店 小売業 食料品 2%

221,100 熊本県 熊本市北区 ｃｒａｆｔ ｂａｓｅ ＲＰＧ サービス その他サービス 5%

221,101 熊本県 熊本市北区 玄窯 サービス その他サービス 5%

221,102 熊本県 熊本市北区 元気もりもりダイニング武蔵ヶ丘店 小売業 食料品 5%

221,103 熊本県 熊本市北区 合資会社中嶋商店 お米のなかしま 小売業 食料品 5%

221,104 熊本県 熊本市北区 元祖熊本らーめんこだいこ サービス 飲食業 5%

221,105 熊本県 熊本市北区 さかな屋えうら 小売業 食料品 5%

221,106 熊本県 熊本市北区 四季彩厨房はなうさぎ サービス 飲食業 5%

221,107 熊本県 熊本市北区 手芸マキ ムサシプラザ店 小売業 その他小売 5%

221,108 熊本県 熊本市北区 照電社 小売業 電化製品 5%

221,109 熊本県 熊本市北区 スナップオンシントウ 小売業 その他小売 2%

221,110 熊本県 熊本市北区 スーパーコンボ飛田店 小売業 その他小売 5%

221,111 熊本県 熊本市北区 セルフ植木給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

221,112 熊本県 熊本市北区 大漁居酒屋　えじま サービス 飲食業 5%

221,113 熊本県 熊本市北区 ＴＡＯＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

221,114 熊本県 熊本市北区 タカチホカメラ　武蔵ケ丘店 小売業 その他小売 5%

221,115 熊本県 熊本市北区 鷹の家旅館 サービス 宿泊業 5%

221,116 熊本県 熊本市北区 中古パソコン市場　光の森店 小売業 電化製品 5%

221,117 熊本県 熊本市北区 ディスカウントスーパーフクダ 小売業 その他小売 5%

221,118 熊本県 熊本市北区 Ｔｉｃｋｌｅ 小売業 衣料品 5%

221,119 熊本県 熊本市北区 テラコッタ テラコッタ 小売業 食料品 5%

221,120 熊本県 熊本市北区 デリヘアー サービス 理容・美容業 5%

221,121 熊本県 熊本市北区 セブン－イレブンテレビ熊本前店 小売業 食料品 2%

221,122 熊本県 熊本市北区 でんきハウスソノダ 小売業 電化製品 5%

221,123 熊本県 熊本市北区 でんきハウス村上 小売業 電化製品 5%

221,124 熊本県 熊本市北区 徳や十兵衛　堀川店 サービス 飲食業 5%

221,125 熊本県 熊本市北区 ドッグサロン　リブズ 小売業 その他小売 5%

221,126 熊本県 熊本市北区 トヨタカローラ熊本清水店 小売業 その他小売 5%

221,127 熊本県 熊本市北区 トヨタカローラ熊本武蔵ケ丘店 小売業 その他小売 5%

221,128 熊本県 熊本市北区 トヨタレンタリース熊本北熊本店 サービス その他サービス 2%

221,129 熊本県 熊本市北区 中川輪業 小売業 その他小売 5%

221,130 熊本県 熊本市北区 ネッツトヨタ熊本ネッツＵ－ＣａｒＴＯＷＮ 小売業 その他小売 5%
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221,131 熊本県 熊本市北区 ネッツトヨタ熊本ネッツワールド清水店 小売業 その他小売 5%

221,132 熊本県 熊本市北区 農歩屋 小売業 衣料品 5%

221,133 熊本県 熊本市北区 ハウスサポーターズ サービス その他サービス 5%

221,134 熊本県 熊本市北区 Ｐａｃｉｆｉｃａ　Ｐａｃｉｆｉｃａ 小売業 衣料品 5%

221,135 熊本県 熊本市北区 ＨＡＰＰＹ　ＴＩＭＥ　ＤＩＲＥＣＴＩＯＮ　ＨＡＰＰＹ　ＴＩＭＥ　ＤＩＲＥＣＴＩＯＮ麻生田店 小売業 家具・調度品 5%

221,136 熊本県 熊本市北区 パナランド　子来 小売業 電化製品 5%

221,137 熊本県 熊本市北区 パナランド堀川 小売業 電化製品 5%

221,138 熊本県 熊本市北区 ビーライン　植木店 小売業 その他小売 5%

221,139 熊本県 熊本市北区 ＨＥＲＯ海　光の森店 サービス 飲食業 5%

221,140 熊本県 熊本市北区 ピザポケット　清水店 小売業 食料品 5%

221,141 熊本県 熊本市北区 ピザポケット　武蔵ヶ丘店 小売業 その他小売 5%

221,142 熊本県 熊本市北区 ひのき酵素風呂　和 サービス その他サービス 5%

221,143 熊本県 熊本市北区 ヒライ麻生田店 小売業 食料品 5%

221,144 熊本県 熊本市北区 ヒライ植木店 小売業 食料品 5%

221,145 熊本県 熊本市北区 ヒライ清水バイパス店 小売業 食料品 5%

221,146 熊本県 熊本市北区 ヒライ硯川店 小売業 食料品 5%

221,147 熊本県 熊本市北区 ヒライ田原坂公園前店 小売業 食料品 5%

221,148 熊本県 熊本市北区 ヒライ北部店 小売業 食料品 5%

221,149 熊本県 熊本市北区 ＦＡＲＭＹ　ＨＯＲＭＹ　光の森店 小売業 衣料品 5%

221,150 熊本県 熊本市北区 風雅　武蔵ヶ丘店 小売業 食料品 5%

221,151 熊本県 熊本市北区 こだわり工房村エスジーケイ店 小売業 その他小売 5%

221,152 熊本県 熊本市北区 ｆｅｖｒｉｅｒ 小売業 その他小売 5%

221,153 熊本県 熊本市北区 フードパル熊本とれたて市 小売業 食料品 5%

221,154 熊本県 熊本市北区 ＦｌｏｗｅｒｓｈｏｐＧｒｅｅｎ＆Ｒｅｄ 小売業 その他小売 5%

221,155 熊本県 熊本市北区 Ｇｒｅｅｎ＆Ｒｅｄｒａｃｉｎｅ 小売業 その他小売 5%

221,156 熊本県 熊本市北区 ヘアーサロンみつざき サービス 理容・美容業 5%

221,157 熊本県 熊本市北区 ポプラ武蔵ヶ丘1丁目店 小売業 その他小売 2%

221,158 熊本県 熊本市北区 三河屋　五両店　三河屋五両店 小売業 食料品 5%

221,159 熊本県 熊本市北区 無法松　熊本北店 小売業 その他小売 5%

221,160 熊本県 熊本市北区 メルカード　ムサシ 小売業 食料品 5%

221,161 熊本県 熊本市北区 モイスティーヌシルキー 小売業 その他小売 5%

221,162 熊本県 熊本市北区 焼肉　ぱいんひる サービス 飲食業 5%

221,163 熊本県 熊本市北区 焼肉なべしま　熊本麻生田店 サービス 飲食業 5%

221,164 熊本県 熊本市北区 山中自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

221,165 熊本県 熊本市北区 山本釣具センター菊陽バイパス店 小売業 その他小売 5%

221,166 熊本県 熊本市北区 有限会社キューピーくすりのキュート植木店 小売業 その他小売 5%

221,167 熊本県 熊本市北区 有限会社草野企画　餃子屋弐ノ弐　清水工場 サービス 飲食業 5%

221,168 熊本県 熊本市北区 有限会社シンコー電装 サービス その他サービス 5%

221,169 熊本県 熊本市北区 ヨガスタジオＹＯＧＡ・ＹＯＫＡ サービス その他サービス 5%

221,170 熊本県 熊本市北区 ヨシカワ 小売業 電化製品 5%

221,171 熊本県 熊本市北区 リペア倶楽部 サービス その他サービス 5%

221,172 熊本県 熊本市北区 リペア?楽部 サービス その他サービス 5%
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221,173 熊本県 熊本市北区 ヘヴンズドア サービス その他サービス 5%

221,174 熊本県 熊本市北区 リラクゼーションサロンへヴンズドア　へヴンズドア サービス 理容・美容業 5%

221,175 熊本県 熊本市北区 ロイヤルスタジオ　Ｒ店 サービス その他サービス 5%

221,176 熊本県 熊本市北区 ロッキー植木店 小売業 食料品 5%

221,177 熊本県 熊本市北区 ロッキー清水店 小売業 食料品 5%

221,178 熊本県 熊本市北区 ロッキー徳王店 小売業 食料品 5%

221,179 熊本県 熊本市中央区 アイウエアショップ　Ｖｉｓｉｏ 小売業 その他小売 5%

221,180 熊本県 熊本市中央区 アイラッシュテリア　ココ サービス 理容・美容業 5%

221,181 熊本県 熊本市中央区 ｉＥＬｉｓ サービス その他サービス 5%

221,182 熊本県 熊本市中央区 アクセサリーＪＯＹ 小売業 衣料品 5%

221,183 熊本県 熊本市中央区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｇａｒｄｅｎ熊本 サービス 理容・美容業 5%

221,184 熊本県 熊本市中央区 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｄｉｏ熊本 サービス 理容・美容業 5%

221,185 熊本県 熊本市中央区 味処お川 サービス 飲食業 5%

221,186 熊本県 熊本市中央区 ＡＳＩＭ サービス 飲食業 5%

221,187 熊本県 熊本市中央区 Ｈ（アッシュ） サービス 飲食業 5%

221,188 熊本県 熊本市中央区 ＡｄｍｉｒａｂｌｅＣａｔ サービス その他サービス 5%

221,189 熊本県 熊本市中央区 あとりえさくま 小売業 衣料品 5%

221,190 熊本県 熊本市中央区 ａｂｒａｃａｄａｂｒａ 小売業 衣料品 5%

221,191 熊本県 熊本市中央区 炙り焼き　火蓮　火蓮　離れ　火蓮 サービス 飲食業 5%

221,192 熊本県 熊本市中央区 ＡＭＭＹ サービス 理容・美容業 5%

221,193 熊本県 熊本市中央区 ａｍｉｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

221,194 熊本県 熊本市中央区 ａｍｅｌｉｅ サービス 理容・美容業 5%

221,195 熊本県 熊本市中央区 荒川食料品店 小売業 食料品 5%

221,196 熊本県 熊本市中央区 ａｒｔｉ サービス 理容・美容業 5%

221,197 熊本県 熊本市中央区 ａｎｄ＋Ｒ（アンドアール） サービス 理容・美容業 5%

221,198 熊本県 熊本市中央区 ＡｎｄＹｏｕ 小売業 衣料品 5%

221,199 熊本県 熊本市中央区 ｉｋｕｒａ サービス 飲食業 5%

221,200 熊本県 熊本市中央区 ＩＫＥＤＡＹＡ サービス その他サービス 5%

221,201 熊本県 熊本市中央区 池田屋醸造合名会社 小売業 食料品 5%

221,202 熊本県 熊本市中央区 居酒屋葵 サービス 飲食業 5%

221,203 熊本県 熊本市中央区 居酒屋達 サービス 飲食業 5%

221,204 熊本県 熊本市中央区 居酒屋やおっぱ 国府店 サービス 飲食業 5%

221,205 熊本県 熊本市中央区 伊和膳　黒木 サービス 飲食業 5%

221,206 熊本県 熊本市中央区 一代屋本店 サービス 飲食業 5%

221,207 熊本県 熊本市中央区 一休本舗 水前寺店 小売業 食料品 5%

221,208 熊本県 熊本市中央区 いっぴん三年坂 サービス 飲食業 5%

221,209 熊本県 熊本市中央区 出光日赤病院前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

221,210 熊本県 熊本市中央区 糸石家（屋外） 小売業 食料品 5%

221,211 熊本県 熊本市中央区 ｉｎ　ｔｈｅ　ｓｕｎ 小売業 その他小売 5%

221,212 熊本県 熊本市中央区 ｖｅｒｔｉｇｏ 小売業 衣料品 5%

221,213 熊本県 熊本市中央区 ヴィサージュ サービス 理容・美容業 5%

221,214 熊本県 熊本市中央区 ヴェスティート熊本店 小売業 衣料品 5%
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221,215 熊本県 熊本市中央区 ウエダ不動産事ム所 小売業 衣料品 5%

221,216 熊本県 熊本市中央区 ウエディングマイン　熊本本店 サービス その他サービス 5%

221,217 熊本県 熊本市中央区 魚粋 新市街店 サービス 飲食業 5%

221,218 熊本県 熊本市中央区 ｕｎｉ サービス 飲食業 5%

221,219 熊本県 熊本市中央区 馬桜　銀座通り店 サービス 飲食業 5%

221,220 熊本県 熊本市中央区 馬桜　下通店 サービス 飲食業 5%

221,221 熊本県 熊本市中央区 ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイホテル サービス 宿泊業 5%

221,222 熊本県 熊本市中央区 ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本 サービス 宿泊業 5%

221,223 熊本県 熊本市中央区 ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本（宴会） サービス 宿泊業 5%

221,224 熊本県 熊本市中央区 株式会社エス・エス・齊藤　白山店 小売業 その他小売 5%

221,225 熊本県 熊本市中央区 Ｐｅｒｓｅｐｈｏｎｅ サービス その他サービス 5%

221,226 熊本県 熊本市中央区 エステ　ＷＡＭ　上通り店 サービス 理容・美容業 5%

221,227 熊本県 熊本市中央区 エステ　ＷＡＭ　熊本店 サービス 理容・美容業 5%

221,228 熊本県 熊本市中央区 エステ　ＷＡＭ　水前寺店 サービス 理容・美容業 5%

221,229 熊本県 熊本市中央区 エスポワール サービス 飲食業 5%

221,230 熊本県 熊本市中央区 Ｎ．ＧＲＥＥＮ 小売業 衣料品 5%

221,231 熊本県 熊本市中央区 ｆｆ　ｈａｉｒ　【エフエフヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

221,232 熊本県 熊本市中央区 エムエスケイティドットコム 小売業 その他小売 5%

221,233 熊本県 熊本市中央区 エムファクトリー サービス その他サービス 5%

221,234 熊本県 熊本市中央区 ＥＬＩＴＩＳ サービス 理容・美容業 5%

221,235 熊本県 熊本市中央区 エルフペットクリニック サービス その他サービス 5%

221,236 熊本県 熊本市中央区 大賀薬局　帯山店 小売業 その他小売 5%

221,237 熊本県 熊本市中央区 オーダーメードパン屋 小売業 食料品 5%

221,238 熊本県 熊本市中央区 お菓子の店　モンレーブ 小売業 食料品 5%

221,239 熊本県 熊本市中央区 お好み焼きええじゃろ サービス 飲食業 5%

221,240 熊本県 熊本市中央区 Ｏｆｆ　Ｇｒｉｄ　Ｃａｆｅ　Ｃｅｎｃｈａｌｌｏｒｅｓ　Ｃｅｎｃｈａｌｌｏｒｅｓ サービス 飲食業 5%

221,241 熊本県 熊本市中央区 オプティーク　ショップ　フレム 小売業 その他小売 5%

221,242 熊本県 熊本市中央区 おやまのやおや ＯＹＡＭＡｎｏＹＡＯＹＡ 小売業 食料品 5%

221,243 熊本県 熊本市中央区 オリックスレンタカー熊本慶徳校電停前店 サービス その他サービス 2%

221,244 熊本県 熊本市中央区 Ｏｒｇａｎ　ｐｒｏｄｕｃｅｄ　ｂｙ　ＡＴＥＮＡ サービス 理容・美容業 5%

221,245 熊本県 熊本市中央区 ＯＲＡＮＧＥＣＯＵＮＴＹ 小売業 衣料品 5%

221,246 熊本県 熊本市中央区 ＯＮＴＨＥＢＯＯＫＳ 小売業 衣料品 5%

221,247 熊本県 熊本市中央区 ＧＡＲＤＥＮ　ＰＡＲＴＹ サービス 飲食業 5%

221,248 熊本県 熊本市中央区 カードショップ＠ほ?む。熊本店 小売業 その他小売 5%

221,249 熊本県 熊本市中央区 菓子工房フレヴァン 小売業 食料品 5%

221,250 熊本県 熊本市中央区 株式会社　川上酒店　川上酒店 小売業 食料品 5%

221,251 熊本県 熊本市中央区 株式会社　肥後丸乃屋 サービス 飲食業 5%

221,252 熊本県 熊本市中央区 株式会社ベーコンエッグ サービス 飲食業 5%

221,253 熊本県 熊本市中央区 株式会社ホームロック 株式会社ホームロック 小売業 その他小売 5%

221,254 熊本県 熊本市中央区 株式会社菊田靴店　キクタシューズ 小売業 その他小売 5%

221,255 熊本県 熊本市中央区 株式会社Ｋ・Ｌ・Ａ サービス その他サービス 5%

221,256 熊本県 熊本市中央区 株式会社小政 サービス その他サービス 5%
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221,257 熊本県 熊本市中央区 株式会社メガネの大宝堂 上通本店補聴器フロア 小売業 その他小売 5%

221,258 熊本県 熊本市中央区 株式会社芳田園 サービス その他サービス 5%

221,259 熊本県 熊本市中央区 上通写真館 小売業 その他小売 5%

221,260 熊本県 熊本市中央区 Ｌｕｎａ　ｃｒｅｓｃｅｎｔｅ サービス 飲食業 5%

221,261 熊本県 熊本市中央区 カラオケ ハーモット下通店 サービス その他サービス 5%

221,262 熊本県 熊本市中央区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋熊本上通店 サービス 飲食業 2%

221,263 熊本県 熊本市中央区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋熊本新市街店 サービス 飲食業 2%

221,264 熊本県 熊本市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋熊本東バイパス店 サービス 飲食業 2%

221,265 熊本県 熊本市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋熊本保田窪店 サービス 飲食業 2%

221,266 熊本県 熊本市中央区 革研究所熊本東区店 サービス その他サービス 5%

221,267 熊本県 熊本市中央区 ｃａｍｐａｇｎｅ カンパーニュ サービス 飲食業 5%

221,268 熊本県 熊本市中央区 漢方上通薬品 小売業 その他小売 5%

221,269 熊本県 熊本市中央区 キーメーカー サービス その他サービス 5%

221,270 熊本県 熊本市中央区 季肴酒　松と椛 サービス 飲食業 5%

221,271 熊本県 熊本市中央区 季節料理とお酒　日々季　日々季 サービス 飲食業 5%

221,272 熊本県 熊本市中央区 生そば　川しま サービス 飲食業 5%

221,273 熊本県 熊本市中央区 木村屋酒店 小売業 食料品 5%

221,274 熊本県 熊本市中央区 きもの銀染 小売業 衣料品 5%

221,275 熊本県 熊本市中央区 ギャラリーヤマダ 小売業 貴金属・服飾品 5%

221,276 熊本県 熊本市中央区 牛角熊本琴平店 サービス 飲食業 2%

221,277 熊本県 熊本市中央区 九丁目酒場　幸村商店 サービス 飲食業 5%

221,278 熊本県 熊本市中央区 餃子ゆでタン アントニオ サービス 飲食業 5%

221,279 熊本県 熊本市中央区 ＫｉｎｇＢｉｒｄ サービス その他サービス 5%

221,280 熊本県 熊本市中央区 ＱＵＡＴＴＲＯａｂｉｔｏ 小売業 衣料品 5%

221,281 熊本県 熊本市中央区 くしあげ専門店 龍頭 サービス 飲食業 5%

221,282 熊本県 熊本市中央区 串焼き　一月三日　串焼き一月三日 サービス 飲食業 5%

221,283 熊本県 熊本市中央区 楠の家　帯山店 サービス 飲食業 5%

221,284 熊本県 熊本市中央区 くすりの薬師堂 小売業 その他小売 5%

221,285 熊本県 熊本市中央区 ＧｏｏｄＰｈｏｎｅ サービス その他サービス 5%

221,286 熊本県 熊本市中央区 ｇｏｏｄ－ｍｅｍｏｒｉｅｓ サービス その他サービス 5%

221,287 熊本県 熊本市中央区 靴のテヅカ　上熊本店 小売業 衣料品 5%

221,288 熊本県 熊本市中央区 靴のテヅカ　渡鹿店 小売業 衣料品 5%

221,289 熊本県 熊本市中央区 熊本支店 サービス その他サービス 5%

221,290 熊本県 熊本市中央区 熊本　炉端　安坐 サービス 飲食業 5%

221,291 熊本県 熊本市中央区 熊本アニソンバーとらい★あんぐる サービス 飲食業 5%

221,292 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本安政町店 小売業 食料品 2%

221,293 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本帯山５丁目店 小売業 食料品 2%

221,294 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本帯山４丁目店 小売業 食料品 2%

221,295 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本帯山６丁目店 小売業 食料品 2%

221,296 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本上水前寺店 小売業 食料品 2%

221,297 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本上水前寺２丁目店 小売業 食料品 2%

221,298 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本上通りアーケード店 小売業 食料品 2%
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221,299 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本上乃裏通り店 小売業 食料品 2%

221,300 熊本県 熊本市中央区 熊本カラー現像所 小売業 その他小売 5%

221,301 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本辛島店 小売業 食料品 2%

221,302 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本辛島東店 小売業 食料品 2%

221,303 熊本県 熊本市中央区 熊本眼鏡院　熊本眼鏡院 小売業 その他小売 5%

221,304 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本北水前寺店 小売業 食料品 2%

221,305 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本京町店 小売業 食料品 2%

221,306 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本九品寺４丁目店 小売業 食料品 2%

221,307 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本九品寺６丁目店 小売業 食料品 2%

221,308 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本黒髪５丁目店 小売業 食料品 2%

221,309 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本黒髪２丁目店 小売業 食料品 2%

221,310 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本神水１丁目店 小売業 食料品 2%

221,311 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本競輪場通り店 小売業 食料品 2%

221,312 熊本県 熊本市中央区 熊本県物産館 小売業 食料品 5%

221,313 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本壺川１丁目店 小売業 食料品 2%

221,314 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本米屋町店 小売業 食料品 2%

221,315 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本細工町店 小売業 食料品 2%

221,316 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本下通アーケード店 小売業 食料品 2%

221,317 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本下通１丁目店 小売業 食料品 2%

221,318 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本新大江店 小売業 食料品 2%

221,319 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本新町３丁目店 小売業 食料品 2%

221,320 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本水前寺１丁目店 小売業 食料品 2%

221,321 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本水前寺公園店 小売業 食料品 2%

221,322 熊本県 熊本市中央区 熊本タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

221,323 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本竜田口店 小売業 食料品 2%

221,324 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本坪井３丁目店 小売業 食料品 2%

221,325 熊本県 熊本市中央区 熊本トヨペット中央店 小売業 その他小売 5%

221,326 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本渡鹿５丁目店 小売業 食料品 2%

221,327 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本渡鹿３丁目店 小売業 食料品 2%

221,328 熊本県 熊本市中央区 セブンーイレブン熊本萩原町店 小売業 食料品 2%

221,329 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本白山２丁目店 小売業 食料品 2%

221,330 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本八王寺町店 小売業 食料品 2%

221,331 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本花畑町店 小売業 食料品 2%

221,332 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本本荘５丁目店 小売業 食料品 2%

221,333 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本迎町１丁目店 小売業 食料品 2%

221,334 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本明午橋通り店 小売業 食料品 2%

221,335 熊本県 熊本市中央区 熊本ヤクルト 西部センター 小売業 食料品 5%

221,336 熊本県 熊本市中央区 熊本ヤクルト 銀座通センター 小売業 食料品 5%

221,337 熊本県 熊本市中央区 熊本ゆきざき 小売業 貴金属・服飾品 5%

221,338 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本横手１丁目店 小売業 食料品 2%

221,339 熊本県 熊本市中央区 セブン－イレブン熊本横手２丁目店 小売業 食料品 2%

221,340 熊本県 熊本市中央区 熊本立体駐車場 サービス その他サービス 5%
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221,341 熊本県 熊本市中央区 倉崎商店株式会社 サービス その他サービス 5%

221,342 熊本県 熊本市中央区 くらしのうつわ月まち サービス その他サービス 5%

221,343 熊本県 熊本市中央区 ＧＬＡＳＳ ＷＯＮＤＥＲ サービス 飲食業 5%

221,344 熊本県 熊本市中央区 ｃｒａｑｕｅ 小売業 衣料品 5%

221,345 熊本県 熊本市中央区 ｃｒａｑｕｅ 小売業 衣料品 5%

221,346 熊本県 熊本市中央区 クラブ　バルカン サービス 飲食業 5%

221,347 熊本県 熊本市中央区 グラムツー サービス 理容・美容業 5%

221,348 熊本県 熊本市中央区 グランシャリオ サービス 飲食業 5%

221,349 熊本県 熊本市中央区 ＧＲＥＥＮＲＯＯＭＳ 小売業 衣料品 5%

221,350 熊本県 熊本市中央区 ＣＯＵＬＥＵＲ サービス 理容・美容業 5%

221,351 熊本県 熊本市中央区 肉びすとろ　グルマン　三年坂 サービス 飲食業 5%

221,352 熊本県 熊本市中央区 ＣＬＡＲＯ 小売業 その他小売 5%

221,353 熊本県 熊本市中央区 黒がらかぶ料理　美食　みやじ サービス 飲食業 5%

221,354 熊本県 熊本市中央区 黒木税理士事務所 サービス その他サービス 5%

221,355 熊本県 熊本市中央区 ＫＢｅａｕｔｙＬａｂｏ熊本店 サービス 理容・美容業 5%

221,356 熊本県 熊本市中央区 Ｋ帯堂 サービス その他サービス 5%

221,357 熊本県 熊本市中央区 阿蘇び心熊本店 サービス その他サービス 5%

221,358 熊本県 熊本市中央区 ＧｅｔＢｕｒｇｅｒ サービス 飲食業 5%

221,359 熊本県 熊本市中央区 Ｇｅｒｍａｎ　Ｈａｕｓ サービス 飲食業 5%

221,360 熊本県 熊本市中央区 元気ダイニング帯山店 小売業 食料品 5%

221,361 熊本県 熊本市中央区 県庁前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

221,362 熊本県 熊本市中央区 Ｃｏａｔｏｌｉｅ サービス その他サービス 5%

221,363 熊本県 熊本市中央区 株式会社皇帝塩本舗 小売業 食料品 2%

221,364 熊本県 熊本市中央区 ご縁カフェ　ご縁カフェ サービス 飲食業 5%

221,365 熊本県 熊本市中央区 古今伝授の間　香梅 サービス 飲食業 5%

221,366 熊本県 熊本市中央区 黒龍紅　新市街店 サービス 飲食業 5%

221,367 熊本県 熊本市中央区 個室居酒屋　柏 サービス 飲食業 5%

221,368 熊本県 熊本市中央区 個室居酒屋　毘沙門天 サービス 飲食業 5%

221,369 熊本県 熊本市中央区 焼肉食べ放題　　もつ焼きジョニー サービス 飲食業 5%

221,370 熊本県 熊本市中央区 コテラック　熊本店 小売業 衣料品 5%

221,371 熊本県 熊本市中央区 琴平モータース サービス その他サービス 5%

221,372 熊本県 熊本市中央区 ＣＯＮＡ 熊本店 サービス 飲食業 5%

221,373 熊本県 熊本市中央区 こうのえ税理士事務所 サービス その他サービス 5%

221,374 熊本県 熊本市中央区 ５００円ワインバル　ルパン サービス 飲食業 5%

221,375 熊本県 熊本市中央区 こめとく 小売業 その他小売 5%

221,376 熊本県 熊本市中央区 ハヌル サービス 飲食業 5%

221,377 熊本県 熊本市中央区 ｃｏｎｆｉａｎｃｅ 小売業 衣料品 5%

221,378 熊本県 熊本市中央区 サカモトモーターサイクルショップ 小売業 その他小売 5%

221,379 熊本県 熊本市中央区 ＴｈｅＣｏｍｐａｎｙ　熊本 サービス その他サービス 5%

221,380 熊本県 熊本市中央区 サキナビューティーラウンジ熊本 小売業 その他小売 5%

221,381 熊本県 熊本市中央区 酒とめし　ＲＩＫＩ（リキ） サービス 飲食業 5%

221,382 熊本県 熊本市中央区 Ｓａｚａｅ サービス 飲食業 5%
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221,383 熊本県 熊本市中央区 サザンクロス　熊本 サービス 飲食業 5%

221,384 熊本県 熊本市中央区 座敷　僚華 サービス 飲食業 5%

221,385 熊本県 熊本市中央区 さぷれ 小売業 その他小売 5%

221,386 熊本県 熊本市中央区 ＴＨＥ１０ＴＨＦＬＯＯＲ（ＳＡＲＡＸＪＩＪＩ） 小売業 衣料品 5%

221,387 熊本県 熊本市中央区 サロンドミュウ サービス 理容・美容業 5%

221,388 熊本県 熊本市中央区 ＃３ サービス 理容・美容業 5%

221,389 熊本県 熊本市中央区 ｓａｎｃｔｕａｒｙ サービス 飲食業 5%

221,390 熊本県 熊本市中央区 サンリーブドラッグ　サンリーブドラッグ 小売業 その他小売 5%

221,391 熊本県 熊本市中央区 サンリブシティ　くまなん 小売業 食料品 5%

221,392 熊本県 熊本市中央区 シエスタ サービス 理容・美容業 5%

221,393 熊本県 熊本市中央区 資格の学校ＴＡＣ熊本校 サービス その他サービス 2%

221,394 熊本県 熊本市中央区 支社 サービス 理容・美容業 5%

221,395 熊本県 熊本市中央区 シマダシンペイグラスワークス サービス その他サービス 5%

221,396 熊本県 熊本市中央区 写真の司 小売業 その他小売 5%

221,397 熊本県 熊本市中央区 Ｊａｎｉ　スリランカキッチン サービス 飲食業 5%

221,398 熊本県 熊本市中央区 Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｃｕｉｓｉｎｅ　菜な　菜な熊本店 サービス 飲食業 5%

221,399 熊本県 熊本市中央区 手芸マキ くまなん店 サービス 飲食業 5%

221,400 熊本県 熊本市中央区 手芸マキ 熊本店 小売業 その他小売 5%

221,401 熊本県 熊本市中央区 十徳や 水前寺店 サービス 飲食業 5%

221,402 熊本県 熊本市中央区 焼酎居酒屋カミナリ酒場　カミナリ酒場 サービス 飲食業 5%

221,403 熊本県 熊本市中央区 食彩処　僚華 サービス 飲食業 5%

221,404 熊本県 熊本市中央区 ＣＨＯＣＯＬＡＴ サービス 飲食業 5%

221,405 熊本県 熊本市中央区 助産院メルティングタッチ サービス その他サービス 5%

221,406 熊本県 熊本市中央区 ＪＯＮＡＴＨＡＮ サービス 理容・美容業 5%

221,407 熊本県 熊本市中央区 ＪＯＨＮ　ＲＯＥ　ジョンロウ サービス 飲食業 5%

221,408 熊本県 熊本市中央区 Ｃｙｒａｎｏ　ｄｅ　Ｂｅｒｇｅｒａｃ 小売業 衣料品 5%

221,409 熊本県 熊本市中央区 ＪＩＬＬｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

221,410 熊本県 熊本市中央区 進栄塗料商事 小売業 その他小売 5%

221,411 熊本県 熊本市中央区 新生堂薬局　国府店 小売業 その他小売 5%

221,412 熊本県 熊本市中央区 新町串乃助 サービス 飲食業 5%

221,413 熊本県 熊本市中央区 ｓｕｉｔｅ サービス 理容・美容業 5%

221,414 熊本県 熊本市中央区 高橋刃物店 サービス その他サービス 5%

221,415 熊本県 熊本市中央区 水前寺ハイボール　エキチカ　　水前寺ハイボール　エキチカ サービス 飲食業 5%

221,416 熊本県 熊本市中央区 スーパーストアダイノブ萩原店 小売業 食料品 5%

221,417 熊本県 熊本市中央区 ステーキハウス淀川 サービス 飲食業 5%

221,418 熊本県 熊本市中央区 ステーキマニア上通り店 サービス 飲食業 5%

221,419 熊本県 熊本市中央区 ＳＴＯＮＥ　ＢＬＥＳＳ 小売業 貴金属・服飾品 5%

221,420 熊本県 熊本市中央区 ＳＴＲＩＫＥ 小売業 衣料品 5%

221,421 熊本県 熊本市中央区 スーパーコンボ渡鹿店 小売業 その他小売 5%

221,422 熊本県 熊本市中央区 （有）スポーツサイクル　クシ 小売業 その他小売 5%

221,423 熊本県 熊本市中央区 Ｓ－ＢＲＡＩＮ 小売業 衣料品 5%

221,424 熊本県 熊本市中央区 炭火　焼鳥　鶫　ーｔｓｕｇｕｍｉー　鶫　熊本店 サービス 飲食業 5%
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221,425 熊本県 熊本市中央区 生活彩家熊本託麻台リハビリテーション病院店 小売業 その他小売 2%

221,426 熊本県 熊本市中央区 生活彩家尚絅九品寺店 小売業 その他小売 2%

221,427 熊本県 熊本市中央区 セルフ世安ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

221,428 熊本県 熊本市中央区 ＺＥＲＯ－ＳＴＹＬＥ 小売業 衣料品 5%

221,429 熊本県 熊本市中央区 ふとんの千羽鶴 小売業 衣料品 5%

221,430 熊本県 熊本市中央区 染物と宿の中島屋 サービス その他サービス 5%

221,431 熊本県 熊本市中央区 ＳＯＲＲＩＳＯ サービス 飲食業 5%

221,432 熊本県 熊本市中央区 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　熊本店 小売業 その他小売 5%

221,433 熊本県 熊本市中央区 ダイコクドラッグ熊本上通町店 小売業 その他小売 5%

221,434 熊本県 熊本市中央区 ダイコクドラッグ熊本下通店 小売業 その他小売 5%

221,435 熊本県 熊本市中央区 たいちろう サービス 飲食業 5%

221,436 熊本県 熊本市中央区 米乃蔵 サービス 飲食業 5%

221,437 熊本県 熊本市中央区 Ｄｉｎｉｎｇ８ｔｈ サービス 飲食業 5%

221,438 熊本県 熊本市中央区 タカチホカメラ　上通店 小売業 その他小売 5%

221,439 熊本県 熊本市中央区 高橋薬局 小売業 その他小売 5%

221,440 熊本県 熊本市中央区 タカハシ弓具店　熊本本店 小売業 その他小売 5%

221,441 熊本県 熊本市中央区 田北米穀店 小売業 食料品 5%

221,442 熊本県 熊本市中央区 Ｗ－ｗｏｒｋｏｕｔＫＵＭＡＭＯＴＯ サービス その他サービス 5%

221,443 熊本県 熊本市中央区 タマユラ 小売業 貴金属・服飾品 5%

221,444 熊本県 熊本市中央区 ｂ‐ｍａｘ サービス その他サービス 5%

221,445 熊本県 熊本市中央区 アトリエ・ｎｅｓｔ 小売業 衣料品 5%

221,446 熊本県 熊本市中央区 株　地の塩社　アンテナショップ　水粧館 小売業 その他小売 5%

221,447 熊本県 熊本市中央区 ｃｈｉｖｅ サービス 理容・美容業 5%

221,448 熊本県 熊本市中央区 Ｃｈａｒｃｏａｌ　Ｇｒｉｌｌ　西銀　ぼたん　西銀ぼたん サービス 飲食業 5%

221,449 熊本県 熊本市中央区 ちゃんぽん醤　ひしお　　本店 サービス 飲食業 5%

221,450 熊本県 熊本市中央区 ＴＷＯＦＡＣＥ 小売業 衣料品 5%

221,451 熊本県 熊本市中央区 堤写真館 サービス その他サービス 5%

221,452 熊本県 熊本市中央区 Ｄ?Ｂｏｙ　ＡＬＩＣＥ　下通店 サービス 理容・美容業 5%

221,453 熊本県 熊本市中央区 ＴＩＧＲＥ　ｋａｍｉｔｏｒｉ サービス 理容・美容業 5%

221,454 熊本県 熊本市中央区 ｄｕｄｅ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

221,455 熊本県 熊本市中央区 Ｔｅｒｒａ 小売業 衣料品 5%

221,456 熊本県 熊本市中央区 ＤｅｌｉｓｈＳＡＮＤＷＩＣＨ サービス 飲食業 5%

221,457 熊本県 熊本市中央区 ＴＥＲＵ サービス 飲食業 5%

221,458 熊本県 熊本市中央区 電気プラザ寺本 小売業 電化製品 5%

221,459 熊本県 熊本市中央区 燈えん房　とうえんぼう サービス 飲食業 5%

221,460 熊本県 熊本市中央区 徳光屋茶舗 小売業 食料品 5%

221,461 熊本県 熊本市中央区 とっぺん 国府店 サービス 飲食業 5%

221,462 熊本県 熊本市中央区 土間土間熊本店 サービス 飲食業 2%

221,463 熊本県 熊本市中央区 富田商店 小売業 食料品 5%

221,464 熊本県 熊本市中央区 とめ手羽　熊本店 サービス 飲食業 5%

221,465 熊本県 熊本市中央区 トヨタカローラ熊本本店 小売業 その他小売 5%

221,466 熊本県 熊本市中央区 トヨタカローラ熊本本店サービス 小売業 その他小売 5%
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221,467 熊本県 熊本市中央区 トヨタレンタリース熊本　熊本県庁前店 サービス その他サービス 2%

221,468 熊本県 熊本市中央区 トヨタレンタリース熊本大甲橋店 サービス その他サービス 2%

221,469 熊本県 熊本市中央区 とら【ＴＯＲＡ】 サービス 飲食業 5%

221,470 熊本県 熊本市中央区 ドラッグ新生堂　水前寺駅店 小売業 その他小売 5%

221,471 熊本県 熊本市中央区 鳥基地　平 サービス 飲食業 5%

221,472 熊本県 熊本市中央区 鶏城　?ＴＲＩＣＫＹ? サービス 飲食業 5%

221,473 熊本県 熊本市中央区 とりのてつ安政町店 サービス 飲食業 5%

221,474 熊本県 熊本市中央区 鶏バル　ＨＩＧＯＹＡ　熊本店 サービス 飲食業 5%

221,475 熊本県 熊本市中央区 ドレスショップＫＩＮＡ 小売業 衣料品 5%

221,476 熊本県 熊本市中央区 ナミベリーダンススタジオ サービス その他サービス 5%

221,477 熊本県 熊本市中央区 西浦　有限会社西浦 サービス その他サービス 5%

221,478 熊本県 熊本市中央区 西本清隆事務所 サービス その他サービス 5%

221,479 熊本県 熊本市中央区 二十四節季　菜な　みずき　菜なみずき サービス 飲食業 5%

221,480 熊本県 熊本市中央区 ＮＩＦＴＹ　ａｕｚｚ サービス 理容・美容業 5%

221,481 熊本県 熊本市中央区 ＮＩＦＴＹ　ｃｈｉｒｅｎ　【ニフティ　チレン】 サービス 理容・美容業 5%

221,482 熊本県 熊本市中央区 ＮＩＦＴＹｃｈｉｒｅｎ サービス 理容・美容業 5%

221,483 熊本県 熊本市中央区 Ｄｉｓｄｉｒｅｎａ サービス その他サービス 5%

221,484 熊本県 熊本市中央区 ネストホテル熊本 サービス 宿泊業 5%

221,485 熊本県 熊本市中央区 郷彩　　根っこ サービス 飲食業 5%

221,486 熊本県 熊本市中央区 有限会社ノエビア県庁前販社 サービス その他サービス 5%

221,487 熊本県 熊本市中央区 ＢＡＲ　ｍａｒｋ　Ｊ サービス 飲食業 5%

221,488 熊本県 熊本市中央区 Ｂａｒ　ＬｕＬｕ＿ＭａＬｕ サービス 飲食業 5%

221,489 熊本県 熊本市中央区 Ｂａｒ　ｅａｕ サービス 飲食業 5%

221,490 熊本県 熊本市中央区 ＢＡＲ　ＬＥ　ＣＯＥＵＲ　ＢＡＲ　ＬＥ　ＣＯＥＵＲ サービス 飲食業 5%

221,491 熊本県 熊本市中央区 バイクストア　ファブリカ 小売業 その他小売 5%

221,492 熊本県 熊本市中央区 バイクストアファブリカ 小売業 その他小売 5%

221,493 熊本県 熊本市中央区 はいさい サービス 理容・美容業 5%

221,494 熊本県 熊本市中央区 ＨＡＷＥＬＫＡ　【ハヴェルカ】 サービス 理容・美容業 5%

221,495 熊本県 熊本市中央区 萩原センター 小売業 食料品 5%

221,496 熊本県 熊本市中央区 パソコン市場　熊本店　スマホ館 小売業 電化製品 5%

221,497 熊本県 熊本市中央区 パソコン市場　熊本店　パソコン館 小売業 電化製品 5%

221,498 熊本県 熊本市中央区 八王寺センター 小売業 食料品 5%

221,499 熊本県 熊本市中央区 ＢＩｋｕｒｉｎ サービス その他サービス 5%

221,500 熊本県 熊本市中央区 ｐｕｔｒｉ サービス 理容・美容業 5%

221,501 熊本県 熊本市中央区 パナランド　うらかわ 小売業 電化製品 5%

221,502 熊本県 熊本市中央区 パナランドミヤタ 小売業 電化製品 5%

221,503 熊本県 熊本市中央区 馬肉郷土料理けんぞう サービス 飲食業 5%

221,504 熊本県 熊本市中央区 ハヤカワ運動具店 小売業 その他小売 5%

221,505 熊本県 熊本市中央区 ハヤカワスポーツ館 小売業 その他小売 5%

221,506 熊本県 熊本市中央区 原田翻訳事務所 サービス その他サービス 5%

221,507 熊本県 熊本市中央区 Ｂａｌｌｏｎ　Ｄ＇ｏｒ 小売業 衣料品 5%

221,508 熊本県 熊本市中央区 ＨＥＲＯ海　手取本町店 サービス 飲食業 5%
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221,509 熊本県 熊本市中央区 ＨＥＲＯ海　西銀座通店 サービス 飲食業 5%

221,510 熊本県 熊本市中央区 肥後ダイニングそろ　肥後ダイニング　そろ サービス 飲食業 5%

221,511 熊本県 熊本市中央区 ピザ ワインバー ル パン サービス 飲食業 5%

221,512 熊本県 熊本市中央区 ＨＩＳＡＫＩ ＦＵＪＩＴＡＫＥ ＨＩＳＡＫＩ ＦＵＪＩＴＡＫＥ１ サービス 理容・美容業 5%

221,513 熊本県 熊本市中央区 ピザポケット 黒髪店 小売業 その他小売 5%

221,514 熊本県 熊本市中央区 ピザポケット　世安店 小売業 その他小売 5%

221,515 熊本県 熊本市中央区 ピザポケット　水前寺店 小売業 その他小売 5%

221,516 熊本県 熊本市中央区 ｂｉｊｏｕ サービス 理容・美容業 5%

221,517 熊本県 熊本市中央区 ひづき サービス 飲食業 5%

221,518 熊本県 熊本市中央区 ピッツェリアダロッコ サービス 飲食業 5%

221,519 熊本県 熊本市中央区 ＰＢ－１　熊本店 小売業 衣料品 5%

221,520 熊本県 熊本市中央区 ＰｕｒｅＺｏｏ サービス 理容・美容業 5%

221,521 熊本県 熊本市中央区 美容室ピカイチ　　上通店 サービス 理容・美容業 5%

221,522 熊本県 熊本市中央区 ひょご鳥　本店 サービス 飲食業 5%

221,523 熊本県 熊本市中央区 ヒライ九品寺店 小売業 食料品 5%

221,524 熊本県 熊本市中央区 ヒライ浄行寺店 小売業 食料品 5%

221,525 熊本県 熊本市中央区 ＰＩＬＡＴＥＳ　ＡＮＤ　ＹＯＧＡ　ＳＴＵＤＯ　?Ｗｏｒｋ　Ａｒｔｓ? サービス その他サービス 5%

221,526 熊本県 熊本市中央区 ファーマーズ×タニタカフェ サービス 飲食業 5%

221,527 熊本県 熊本市中央区 ファミリーばんざい健康食堂　ファミリーばんざい健康食堂 サービス 飲食業 5%

221,528 熊本県 熊本市中央区 Ｆａｍｏｒｉｅｎｔａｌｂｉｓｔｒｏｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

221,529 熊本県 熊本市中央区 ブージーアップ サービス 理容・美容業 5%

221,530 熊本県 熊本市中央区 ｆａｋｅｊａｍ 小売業 衣料品 5%

221,531 熊本県 熊本市中央区 Ｐｉｎｏ　（ピノ） サービス 飲食業 5%

221,532 熊本県 熊本市中央区 ＦＯＲＭＯＳＡ サービス 理容・美容業 5%

221,533 熊本県 熊本市中央区 福祉タクシーｃａｉｔｏ かいと  福祉タクシーｃａｉｔｏ サービス 運輸業 5%

221,534 熊本県 熊本市中央区 福祉タクシーｃａｉｔｏ サービス 運輸業 5%

221,535 熊本県 熊本市中央区 福田自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

221,536 熊本県 熊本市中央区 福田商店ＮａｓｔｙＳｔｒｅｅｔ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

221,537 熊本県 熊本市中央区 フクノカミ サービス 理容・美容業 5%

221,538 熊本県 熊本市中央区 ふくろう庵 サービス 飲食業 5%

221,539 熊本県 熊本市中央区 藤乃井 サービス 飲食業 5%

221,540 熊本県 熊本市中央区 ぷちまりー熊本下通り店 小売業 その他小売 5%

221,541 熊本県 熊本市中央区 ｐｒｏｕｄ　【プラウド】 サービス 理容・美容業 5%

221,542 熊本県 熊本市中央区 プラチナサロンａｎ サービス その他サービス 5%

221,543 熊本県 熊本市中央区 ＦＬＡＶＥＤＯ　ｐａｒ　Ｌｉｓｅｔｔｅ サービス 飲食業 5%

221,544 熊本県 熊本市中央区 フリベリー不動産株式会社 サービス その他サービス 5%

221,545 熊本県 熊本市中央区 プリマヴェーラ サービス 飲食業 5%

221,546 熊本県 熊本市中央区 ＦｒｏｍＮａｔｕｒｅ 小売業 その他小売 5%

221,547 熊本県 熊本市中央区 フロラクロマヘアサロン サービス 理容・美容業 5%

221,548 熊本県 熊本市中央区 ＢＬＯＮＤｉＲ サービス 理容・美容業 5%

221,549 熊本県 熊本市中央区 ブンゾー サービス 飲食業 5%

221,550 熊本県 熊本市中央区 ヘアーサロンきむら サービス 理容・美容業 5%
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221,551 熊本県 熊本市中央区 ヘアーサロンキング サービス 理容・美容業 5%

221,552 熊本県 熊本市中央区 Ｈａｉｒ ｓ ｂ?３ ｈａｉｒ ｓ ｂ?３ サービス 理容・美容業 5%

221,553 熊本県 熊本市中央区 ｈａｉｒ　ｈｏｍｅ　いろがみ サービス 理容・美容業 5%

221,554 熊本県 熊本市中央区 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｆａｒｄ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｆａｒｄ　　ヘアメイク　ファルド サービス 理容・美容業 5%

221,555 熊本県 熊本市中央区 ＢＥＨＯＩＭＩ サービス その他サービス 5%

221,556 熊本県 熊本市中央区 ベホイミ新屋敷店 サービス その他サービス 5%

221,557 熊本県 熊本市中央区 弁当の信長 小売業 食料品 5%

221,558 熊本県 熊本市中央区 Ｐｏｔ・Ｂｅｌｌｙ 小売業 その他小売 5%

221,559 熊本県 熊本市中央区 ＢｏｄｙＬａｂ． サービス その他サービス 5%

221,560 熊本県 熊本市中央区 ポプラ熊本大学前店 小売業 その他小売 2%

221,561 熊本県 熊本市中央区 ホリスティックサロン香鈴 小売業 その他小売 5%

221,562 熊本県 熊本市中央区 ホリ文具 小売業 その他小売 5%

221,563 熊本県 熊本市中央区 ホワイエ アグレアーブル ＦＯＹＥＲ ａｇｒｅａｂｌｅ 小売業 その他小売 5%

221,564 熊本県 熊本市中央区 ＷＨＩＴＥ　ＭＯＤＥ　ＣＡＦＥ　（ホワイトモードカフェ） サービス 飲食業 5%

221,565 熊本県 熊本市中央区 ＢＯＮ　ＥＴＯ　ｉｎｔｅｒｉｏｒ 小売業 家具・調度品 5%

221,566 熊本県 熊本市中央区 ホンダウイングビッツ 小売業 その他小売 5%

221,567 熊本県 熊本市中央区 マイジム サービス その他サービス 5%

221,568 熊本県 熊本市中央区 眞心リストランテＲ　Ｋ　Ｔ　ｓ サービス 飲食業 5%

221,569 熊本県 熊本市中央区 益雪かまぼこ店 サービス その他サービス 5%

221,570 熊本県 熊本市中央区 街のかかりつけ整体院 サービス その他サービス 5%

221,571 熊本県 熊本市中央区 まつげエクステ専門店Ｂｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

221,572 熊本県 熊本市中央区 ママイクコ　熊本 小売業 その他小売 5%

221,573 熊本県 熊本市中央区 味籠　（みかご） サービス 飲食業 5%

221,574 熊本県 熊本市中央区 味楽ふくしま サービス 飲食業 5%

221,575 熊本県 熊本市中央区 ＭＯＶＥ　ＨＡＩＲ　Ｐｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

221,576 熊本県 熊本市中央区 ＭＯＶＥ　ＨＡＩＲ　ｗｉｌｌ サービス 理容・美容業 5%

221,577 熊本県 熊本市中央区 むつ五郎 サービス 飲食業 5%

221,578 熊本県 熊本市中央区 むろや　玩具屋　むろや　　玩具屋 小売業 その他小売 5%

221,579 熊本県 熊本市中央区 メガネの大宝堂　ｅｙｅｗｅａｒｓｈｏｐ　Ｖｉｓｉｏ 小売業 その他小売 5%

221,580 熊本県 熊本市中央区 メガネの大宝堂上通本店　上通本店 小売業 その他小売 5%

221,581 熊本県 熊本市中央区 メガネの大宝堂　上通店 小売業 その他小売 5%

221,582 熊本県 熊本市中央区 Ｍａｉｓｏｎ ｄｅ Ａ ｍａｉｓｏｎ ｄｅ Ａ サービス 理容・美容業 5%

221,583 熊本県 熊本市中央区 モイスティーヌ熊本横手サロン サービス 理容・美容業 5%

221,584 熊本県 熊本市中央区 やおっぱ花畑 小売業 食料品 5%

221,585 熊本県 熊本市中央区 焼鳥　縁火（えにしび） サービス 飲食業 5%

221,586 熊本県 熊本市中央区 焼き鳥　集家 サービス 飲食業 5%

221,587 熊本県 熊本市中央区 ＹＡＫＩＴＯＲＩにごお サービス 飲食業 5%

221,588 熊本県 熊本市中央区 焼鳥　とり藏 サービス 飲食業 5%

221,589 熊本県 熊本市中央区 焼きとりの軍ろく サービス 飲食業 5%

221,590 熊本県 熊本市中央区 焼肉すどう サービス 飲食業 5%

221,591 熊本県 熊本市中央区 焼肉屋　元気カルビ サービス 飲食業 5%

221,592 熊本県 熊本市中央区 山本釣具センター　本店 小売業 その他小売 5%
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221,593 熊本県 熊本市中央区 有限会社　池園 サービス その他サービス 5%

221,594 熊本県 熊本市中央区 有限会社　草野企画　餃子屋　弐ノ弐　下通店 サービス 飲食業 5%

221,595 熊本県 熊本市中央区 有限会社草野企画　餃子屋　弐ノ弐　中央店 サービス 飲食業 5%

221,596 熊本県 熊本市中央区 有限会社下川衣料店 小売業 衣料品 5%

221,597 熊本県 熊本市中央区 有限会社車輪館オクムラ しゃりんかん 小売業 その他小売 5%

221,598 熊本県 熊本市中央区 有限会社タチバナ薬局 小売業 その他小売 5%

221,599 熊本県 熊本市中央区 有限会社フアッションマエダ 小売業 衣料品 5%

221,600 熊本県 熊本市中央区 有限会社　福伸　海鮮家　福伸　銀座通り サービス 飲食業 5%

221,601 熊本県 熊本市中央区 有限会社山本薬品 小売業 その他小売 5%

221,602 熊本県 熊本市中央区 有限会社レボルーション　ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ熊本店 小売業 衣料品 5%

221,603 熊本県 熊本市中央区 ユザワヤ　鶴屋熊本店 小売業 その他小売 5%

221,604 熊本県 熊本市中央区 ｕｎｉｔｅｄ・ｐｅｏｐｌｅ サービス 理容・美容業 5%

221,605 熊本県 熊本市中央区 ゆめタウン大江ハビタ大江店 サービス 理容・美容業 5%

221,606 熊本県 熊本市中央区 夢菜や　僚華 サービス 飲食業 5%

221,607 熊本県 熊本市中央区 洋食屋出田 サービス 飲食業 5%

221,608 熊本県 熊本市中央区 世安湯 サービス その他サービス 5%

221,609 熊本県 熊本市中央区 ら らぽーと サービス その他サービス 5%

221,610 熊本県 熊本市中央区 ライフたなか 小売業 電化製品 5%

221,611 熊本県 熊本市中央区 ラコピィン熊本店 サービス 理容・美容業 5%

221,612 熊本県 熊本市中央区 らしんばん　熊本店 小売業 その他小売 5%

221,613 熊本県 熊本市中央区 ランバーファクトリー サービス その他サービス 5%

221,614 熊本県 熊本市中央区 Ｌｅｅ　熊本ＣＯＣＯＳＡ店 小売業 衣料品 5%

221,615 熊本県 熊本市中央区 離宮 サービス 飲食業 5%

221,616 熊本県 熊本市中央区 りずむカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%

221,617 熊本県 熊本市中央区 リバーサイドホテル熊本 サービス 宿泊業 5%

221,618 熊本県 熊本市中央区 Ｌ：ｂｅｌｌｅ サービス 理容・美容業 5%

221,619 熊本県 熊本市中央区 リペール熊本水前寺店７０２ サービス その他サービス 5%

221,620 熊本県 熊本市中央区 ＲｅＢＯＲＮ－ＬＡＢ． サービス 理容・美容業 5%

221,621 熊本県 熊本市中央区 りんといと 小売業 食料品 5%

221,622 熊本県 熊本市中央区 Ｒｏｕｇｅ サービス 理容・美容業 5%

221,623 熊本県 熊本市中央区 ルートの森株式会社 サービス その他サービス 5%

221,624 熊本県 熊本市中央区 ＲＡＹ＆ＡＢＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

221,625 熊本県 熊本市中央区 Ｌｅｃｒｉｎ サービス 理容・美容業 5%

221,626 熊本県 熊本市中央区 ＲＥＳＴＥＲＳ　ＢＥＤ＆ＣＯ． サービス 宿泊業 5%

221,627 熊本県 熊本市中央区 ローマ軒　熊本下通り店 サービス 飲食業 5%

221,628 熊本県 熊本市中央区 路地裏ごはん　きむら サービス 飲食業 5%

221,629 熊本県 熊本市中央区 ロジエ 小売業 衣料品 5%

221,630 熊本県 熊本市中央区 ロッキー水前寺店 小売業 食料品 5%

221,631 熊本県 熊本市中央区 ロッキー本山店 小売業 食料品 5%

221,632 熊本県 熊本市中央区 ロッサ　熊本店 小売業 衣料品 5%

221,633 熊本県 熊本市中央区 ?Ｗｏｒｋ　Ａｒｔｓ?　Ｔｅｔｒａ　Ｂｅａｕｔｅ　Ｗｏｒｋ　Ａｒｔｓ　Ｔｅｔｒａ　Ｂｅａｕｔｅ サービス その他サービス 5%

221,634 熊本県 熊本市中央区 和酒バー 凛音 サービス 飲食業 5%
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221,635 熊本県 熊本市西区 旭タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

221,636 熊本県 熊本市西区 阿蘇の逸品　熊本駅店 小売業 食料品 5%

221,637 熊本県 熊本市西区 石本電器 小売業 電化製品 5%

221,638 熊本県 熊本市西区 ＩＫＫＥＩＢＩＫＥＷＯＲＫＳ 小売業 その他小売 5%

221,639 熊本県 熊本市西区 オリックスレンタカー熊本駅新幹線口店 サービス その他サービス 2%

221,640 熊本県 熊本市西区 河童 小売業 衣料品 5%

221,641 熊本県 熊本市西区 株式会社　ジャンペルヤン　アロマとハーブの店　Ｃｕｔｉｅ 小売業 その他小売 5%

221,642 熊本県 熊本市西区 株式会社ミハナタクシー　１０１ サービス 運輸業 5%

221,643 熊本県 熊本市西区 セブン－イレブン上熊本２丁目店 小売業 食料品 2%

221,644 熊本県 熊本市西区 協同組合河内ショッピングセンター 小売業 食料品 5%

221,645 熊本県 熊本市西区 清正グループ　３１５ サービス 運輸業 5%

221,646 熊本県 熊本市西区 ｃｏｕｐｅ サービス 理容・美容業 5%

221,647 熊本県 熊本市西区 セブン－イレブン熊本春日４丁目店 小売業 食料品 2%

221,648 熊本県 熊本市西区 くまもと菓房　肥後よかモン市場店 小売業 食料品 5%

221,649 熊本県 熊本市西区 セブン－イレブン熊本上代１丁目店 小売業 食料品 2%

221,650 熊本県 熊本市西区 セブン－イレブン熊本上代２丁目店 小売業 食料品 2%

221,651 熊本県 熊本市西区 熊本港物産館 小売業 食料品 5%

221,652 熊本県 熊本市西区 セブン－イレブン熊本城山下代町店 小売業 食料品 2%

221,653 熊本県 熊本市西区 セブン－イレブン熊本城山半田店 小売業 食料品 2%

221,654 熊本県 熊本市西区 セブン－イレブン熊本崇城大学前店 小売業 食料品 2%

221,655 熊本県 熊本市西区 熊本トヨタ自動車上熊本店 小売業 その他小売 5%

221,656 熊本県 熊本市西区 セブン－イレブン熊本野中１丁目店 小売業 食料品 2%

221,657 熊本県 熊本市西区 セブン－イレブン熊本花園１丁目店 小売業 食料品 2%

221,658 熊本県 熊本市西区 セブン－イレブン熊本松尾町店 小売業 食料品 2%

221,659 熊本県 熊本市西区 熊本ヤクルト 三和センター 小売業 食料品 5%

221,660 熊本県 熊本市西区 ＫＵＭＡＭＯＴＯ腰痛・肩こりケアセンター サービス 理容・美容業 5%

221,661 熊本県 熊本市西区 セブン－イレブン熊本蓮台寺１丁目店 小売業 食料品 2%

221,662 熊本県 熊本市西区 クレナイホテル サービス 宿泊業 5%

221,663 熊本県 熊本市西区 上妻八百屋　有限会社上商 小売業 食料品 5%

221,664 熊本県 熊本市西区 ｓｉｇｎｓｐｌｕｓ サービス 理容・美容業 5%

221,665 熊本県 熊本市西区 サカイ電器 小売業 電化製品 5%

221,666 熊本県 熊本市西区 島崎給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

221,667 熊本県 熊本市西区 十徳や　田崎市場通店 サービス 飲食業 5%

221,668 熊本県 熊本市西区 新生堂薬局 田崎店 小売業 その他小売 5%

221,669 熊本県 熊本市西区 スーパーコンボ田崎市場通り店 小売業 その他小売 5%

221,670 熊本県 熊本市西区 整体アムレッグ　上熊本店 サービス その他サービス 5%

221,671 熊本県 熊本市西区 高橋中古タイヤセンター 小売業 その他小売 5%

221,672 熊本県 熊本市西区 トヨタレンタリース熊本　熊本新幹線口店 サービス その他サービス 2%

221,673 熊本県 熊本市西区 トヨタレンタリース熊本熊本駅前店 サービス その他サービス 2%

221,674 熊本県 熊本市西区 ドラマー専門治療 サービス 理容・美容業 5%

221,675 熊本県 熊本市西区 ニューオータニホテルズ　ザ・ニューホテル熊本 サービス 宿泊業 5%

221,676 熊本県 熊本市西区 ネッツトヨタ熊本ネッツワールド田崎店 小売業 その他小売 5%
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221,677 熊本県 熊本市西区 博多麺王 田崎 サービス 飲食業 5%

221,678 熊本県 熊本市西区 パナランド　五木 小売業 電化製品 5%

221,679 熊本県 熊本市西区 パナランドチクシ 小売業 電化製品 5%

221,680 熊本県 熊本市西区 Ｂｅｅｃａｔｃｈ サービス その他サービス 5%

221,681 熊本県 熊本市西区 ビート サービス 理容・美容業 5%

221,682 熊本県 熊本市西区 ＨＥＲＯ海　熊本駅店 サービス 飲食業 5%

221,683 熊本県 熊本市西区 ＨＥＲＯ寿司 ＨＥＲＯ寿司 田崎店 サービス 飲食業 5%

221,684 熊本県 熊本市西区 ｐｉｖｅｒｔ サービス その他サービス 5%

221,685 熊本県 熊本市西区 ピザポケット 力合店 小売業 その他小売 5%

221,686 熊本県 熊本市西区 ピザポケット　上熊本店 小売業 その他小売 5%

221,687 熊本県 熊本市西区 ヒライ上代店 小売業 食料品 5%

221,688 熊本県 熊本市西区 ヒライ京町台店 小売業 食料品 5%

221,689 熊本県 熊本市西区 ヒライ崇城大通り店 小売業 食料品 5%

221,690 熊本県 熊本市西区 ヒライ高橋店 小売業 食料品 5%

221,691 熊本県 熊本市西区 プチブランシュ 小売業 衣料品 5%

221,692 熊本県 熊本市西区 株式会社プリントップ サービス その他サービス 5%

221,693 熊本県 熊本市西区 ＰＲＯＳＴ　ＯＮＥ　バイクショップ　プロストワン 小売業 その他小売 5%

221,694 熊本県 熊本市西区 ヘアースポットｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

221,695 熊本県 熊本市西区 補聴器専門店 しゅう 補聴器専門店しゅう 小売業 その他小売 5%

221,696 熊本県 熊本市西区 まえだ電器商会 小売業 電化製品 5%

221,697 熊本県 熊本市西区 マンマ サービス 理容・美容業 5%

221,698 熊本県 熊本市西区 村上自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

221,699 熊本県 熊本市西区 モガ河内店 小売業 衣料品 5%

221,700 熊本県 熊本市西区 モッコスからあげＨａｃｈｉ． サービス 飲食業 5%

221,701 熊本県 熊本市西区 焼肉なべしま　上熊本店 サービス 飲食業 5%

221,702 熊本県 熊本市西区 焼肉なべしま　熊本田崎店 サービス 飲食業 5%

221,703 熊本県 熊本市西区 有限会社岬鮨 サービス 飲食業 5%

221,704 熊本県 熊本市西区 ｒｅｌｕｍｅ サービス 理容・美容業 5%

221,705 熊本県 熊本市西区 ロープライスレンタカー サービス その他サービス 5%

221,706 熊本県 熊本市西区 ロッキー島崎店 小売業 食料品 5%

221,707 熊本県 熊本市西区 渡辺海苔店 小売業 食料品 5%

221,708 熊本県 熊本市東区 アウトレットＸ　東バイパス店 小売業 その他小売 5%

221,709 熊本県 熊本市東区 ａｋａｉーｉｔｏ サービス 理容・美容業 5%

221,710 熊本県 熊本市東区 ＡＳ　ＧＲＯＷ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

221,711 熊本県 熊本市東区 有明楽器 小売業 その他小売 5%

221,712 熊本県 熊本市東区 ＵＮＳＥＵＬＥ サービス 理容・美容業 5%

221,713 熊本県 熊本市東区 アントルメ菓樹 小売業 食料品 5%

221,714 熊本県 熊本市東区 石原家電サービスセンター 小売業 電化製品 5%

221,715 熊本県 熊本市東区 一休本舗 工場売店 小売業 食料品 5%

221,716 熊本県 熊本市東区 一休本舗 託麻東店 小売業 食料品 5%

221,717 熊本県 熊本市東区 一休本舗 花立店 小売業 食料品 5%

221,718 熊本県 熊本市東区 ウィルドラッグ 小売業 その他小売 5%
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221,719 熊本県 熊本市東区 上田薬品 小売業 その他小売 5%

221,720 熊本県 熊本市東区 小笠原写真館 サービス その他サービス 5%

221,721 熊本県 熊本市東区 お菓子のアトリエかぎしっぽ 小売業 食料品 5%

221,722 熊本県 熊本市東区 小佐田電機商会 小売業 電化製品 5%

221,723 熊本県 熊本市東区 おしゃれ工房 ゆめタウンサンピアン店 小売業 電化製品 5%

221,724 熊本県 熊本市東区 介護用品専門店サプリホーム 小売業 その他小売 5%

221,725 熊本県 熊本市東区 カーケア小山 小売業 ガソリンスタンド 2%

221,726 熊本県 熊本市東区 ＫＡＴＳＵＫＩ　熊本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

221,727 熊本県 熊本市東区 カットインピエール 尾ノ上店 サービス 理容・美容業 5%

221,728 熊本県 熊本市東区 ｃｕｔ　ｃｌｕｂ　ｆｅｅｌ サービス 理容・美容業 5%

221,729 熊本県 熊本市東区 家庭料理ぶるぶる サービス 飲食業 5%

221,730 熊本県 熊本市東区 ｃａｆｅＡＺＵＲ サービス 飲食業 5%

221,731 熊本県 熊本市東区 紙風せん サービス 飲食業 5%

221,732 熊本県 熊本市東区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋熊本戸島店 サービス 飲食業 2%

221,733 熊本県 熊本市東区 ｇａＲｏｎ 小売業 衣料品 5%

221,734 熊本県 熊本市東区 いきなり団子のかんしょや 小売業 食料品 5%

221,735 熊本県 熊本市東区 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ熊本店 小売業 その他小売 5%

221,736 熊本県 熊本市東区 くすりの和漢堂 小売業 その他小売 5%

221,737 熊本県 熊本市東区 ＫＵＴＳＵＬＯＧＹ 小売業 衣料品 5%

221,738 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本秋津新町店 小売業 食料品 2%

221,739 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本石原３丁目店 小売業 食料品 2%

221,740 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本インター北店 小売業 食料品 2%

221,741 熊本県 熊本市東区 セブンーイレブン熊本インター店 小売業 食料品 2%

221,742 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本画図重富店 小売業 食料品 2%

221,743 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本画図所島店 小売業 食料品 2%

221,744 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本江津２丁目店 小売業 食料品 2%

221,745 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本尾ノ上１丁目店 小売業 食料品 2%

221,746 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本小山店 小売業 食料品 2%

221,747 熊本県 熊本市東区 くまもと菓房 佐土原店 小売業 食料品 5%

221,748 熊本県 熊本市東区 くまもと菓房 戸島本店 小売業 食料品 5%

221,749 熊本県 熊本市東区 くまもと菓房 東バイパス店 小売業 食料品 5%

221,750 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本上南部店 小売業 食料品 2%

221,751 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本空港通り店 小売業 食料品 2%

221,752 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本健軍本町店 小売業 食料品 2%

221,753 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本湖東３丁目店 小売業 食料品 2%

221,754 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本下南部３丁目店 小売業 食料品 2%

221,755 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本下南部店 小売業 食料品 2%

221,756 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本セイラタウン店 小売業 食料品 2%

221,757 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本総合運動公園前店 小売業 食料品 2%

221,758 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本戸島東店 小売業 食料品 2%

221,759 熊本県 熊本市東区 熊本トヨタ自動車　くまもと中央店 小売業 その他小売 5%

221,760 熊本県 熊本市東区 熊本トヨタ自動車健軍店 小売業 その他小売 5%
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221,761 熊本県 熊本市東区 熊本トヨタ自動車東バイパス店 小売業 その他小売 5%

221,762 熊本県 熊本市東区 熊本トヨタ自動車レクサス熊本東 小売業 その他小売 5%

221,763 熊本県 熊本市東区 熊本トヨペット新外店 小売業 その他小売 5%

221,764 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本長嶺東１丁目店 小売業 食料品 2%

221,765 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本花立６丁目店 小売業 食料品 2%

221,766 熊本県 熊本市東区 熊本ヤクルト　熊本ヤクルト株式会社 小売業 食料品 5%

221,767 熊本県 熊本市東区 熊本ヤクルト 健軍センター 小売業 食料品 5%

221,768 熊本県 熊本市東区 熊本ヤクルト 新大江センター 小売業 食料品 5%

221,769 熊本県 熊本市東区 セブン－イレブン熊本若葉２丁目店 小売業 食料品 2%

221,770 熊本県 熊本市東区 Ｃｌｕｂ　ｈｏｕｓｅ 小売業 衣料品 5%

221,771 熊本県 熊本市東区 Ｃｌａｒｔ? サービス 理容・美容業 5%

221,772 熊本県 熊本市東区 くりの実カフェ サービス 飲食業 5%

221,773 熊本県 熊本市東区 元気ダイニング東町店 小売業 食料品 5%

221,774 熊本県 熊本市東区 小糸伸輔の店　店外催事用 小売業 衣料品 5%

221,775 熊本県 熊本市東区 こうき屋 サービス 飲食業 5%

221,776 熊本県 熊本市東区 こうりゅう熊本店 小売業 その他小売 5%

221,777 熊本県 熊本市東区 こだわり家　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｌａｂ　無垢 サービス 飲食業 5%

221,778 熊本県 熊本市東区 ＧーＰａｌｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

221,779 熊本県 熊本市東区 Ｓｅａ?Ｌａ　Ｂｅａｕｔｙ サービス 理容・美容業 5%

221,780 熊本県 熊本市東区 ジェームス東バイパス店 小売業 その他小売 2%

221,781 熊本県 熊本市東区 ＪＥＷＥＬＲＹＳＩＭＯＮ 小売業 貴金属・服飾品 5%

221,782 熊本県 熊本市東区 十徳や　健軍本町店 サービス 飲食業 5%

221,783 熊本県 熊本市東区 十徳や　新外店 サービス 飲食業 5%

221,784 熊本県 熊本市東区 ＪＵＭＥＡＵＸ サービス 理容・美容業 5%

221,785 熊本県 熊本市東区 旬彩旬魚　悠旗　（ゆうき） サービス 飲食業 5%

221,786 熊本県 熊本市東区 ＪＯＡＮ　ＢＢＱ　ＧＡＲＤＥＮ　ＳＡＤＯＷＡＲＡ　ＢＡＳＥ サービス 飲食業 5%

221,787 熊本県 熊本市東区 新生堂薬局　尾ノ上店 小売業 その他小売 5%

221,788 熊本県 熊本市東区 スター美容院 サービス 理容・美容業 5%

221,789 熊本県 熊本市東区 すたみな太郎　熊本インター店 サービス 飲食業 5%

221,790 熊本県 熊本市東区 ステーキマニア浜線店 サービス 飲食業 5%

221,791 熊本県 熊本市東区 ストレート　熊本店 小売業 その他小売 5%

221,792 熊本県 熊本市東区 スポーツハヤカワ　サンピアン店 小売業 その他小売 5%

221,793 熊本県 熊本市東区 炭火焼肉炙り番や　東町店 サービス 飲食業 5%

221,794 熊本県 熊本市東区 ｓｕｍｉｌｅ　【スミレ】 サービス 理容・美容業 5%

221,795 熊本県 熊本市東区 セキュリティＡ・Ｚ サービス その他サービス 5%

221,796 熊本県 熊本市東区 セルフ益城空港インター給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

221,797 熊本県 熊本市東区 洗濯工房ラスカル サービス その他サービス 5%

221,798 熊本県 熊本市東区 大漁活魚ほうらい茶屋 サービス 飲食業 5%

221,799 熊本県 熊本市東区 田中仏壇店熊本店 小売業 その他小売 5%

221,800 熊本県 熊本市東区 ＤＥＡＲＥＳＴ　ＭＡＮ サービス 理容・美容業 5%

221,801 熊本県 熊本市東区 Ｄ?Ｂｏｙ　健軍店 サービス 理容・美容業 5%

221,802 熊本県 熊本市東区 Ｄ?Ｂｏｙ　ＰＡＲＴＹ　長嶺店 サービス 理容・美容業 5%
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221,803 熊本県 熊本市東区 てぃてぃ サービス 飲食業 5%

221,804 熊本県 熊本市東区 でんきのゆうでん長嶺東店 小売業 電化製品 5%

221,805 熊本県 熊本市東区 電気プラザなんば 小売業 電化製品 5%

221,806 熊本県 熊本市東区 電気プラザほんだ　長嶺店 小売業 電化製品 5%

221,807 熊本県 熊本市東区 戸島ふじもと動物病院 サービス その他サービス 5%

221,808 熊本県 熊本市東区 トヨタカローラ熊本健軍店 小売業 その他小売 5%

221,809 熊本県 熊本市東区 トヨタカローラ熊本東バイパス店 小売業 その他小売 5%

221,810 熊本県 熊本市東区 株式会社　トヨタレンタリース熊本 サービス その他サービス 2%

221,811 熊本県 熊本市東区 トヨタレンタリース熊本熊本インター店 サービス その他サービス 2%

221,812 熊本県 熊本市東区 トヨタレンタリース熊本健軍店 サービス その他サービス 2%

221,813 熊本県 熊本市東区 ＴｒｉｎｉｔｙＨａｉｒｓｔｕｄｉｏ サービス 理容・美容業 5%

221,814 熊本県 熊本市東区 ニュー魚かし サービス 飲食業 5%

221,815 熊本県 熊本市東区 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　Ｃ　ｅｓｔ　ｊｏｌｉ　ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ｃ　ｅｓｔ　ｊｏｌｉ サービス 理容・美容業 5%

221,816 熊本県 熊本市東区 ネッツトヨタ熊本特販課 小売業 その他小売 5%

221,817 熊本県 熊本市東区 ネッツトヨタ熊本ネッツワールド健軍桜木店 小売業 その他小売 5%

221,818 熊本県 熊本市東区 ネッツトヨタ熊本ネッツワールド東バイパス 小売業 その他小売 5%

221,819 熊本県 熊本市東区 ネッツトヨタ熊本東バイパスマイカ－センタ 小売業 その他小売 5%

221,820 熊本県 熊本市東区 蓮月 サービス 理容・美容業 5%

221,821 熊本県 熊本市東区 パナランド　なべた 小売業 電化製品 5%

221,822 熊本県 熊本市東区 ハム工房赤ずきん 小売業 食料品 5%

221,823 熊本県 熊本市東区 ハヤカワスポーツ 熊本営業部 小売業 その他小売 5%

221,824 熊本県 熊本市東区 ＢＭＯ熊本保田窪店 小売業 衣料品 5%

221,825 熊本県 熊本市東区 ＢＬＳ　ｃｏｆｆｅｅ　ａｔｅｌｉｅｒ 小売業 その他小売 5%

221,826 熊本県 熊本市東区 ＢＬＳｃｏｆｆｅｅαｔｅｌｉｅｒ サービス 飲食業 5%

221,827 熊本県 熊本市東区 ビーライン　小山店 小売業 その他小売 5%

221,828 熊本県 熊本市東区 ｂｉｏ天粧錦ヶ丘　ビオ天粧錦ヶ丘 小売業 食料品 5%

221,829 熊本県 熊本市東区 ピザポケット　健軍店 小売業 その他小売 5%

221,830 熊本県 熊本市東区 ピザポケット　月出店 小売業 その他小売 5%

221,831 熊本県 熊本市東区 美容室おぷしょん サービス 理容・美容業 5%

221,832 熊本県 熊本市東区 美容室ラヴィエ サービス 理容・美容業 5%

221,833 熊本県 熊本市東区 ヒライ江津店 小売業 食料品 5%

221,834 熊本県 熊本市東区 ヒライ佐土原店 小売業 食料品 5%

221,835 熊本県 熊本市東区 ヒライ月出店 小売業 食料品 5%

221,836 熊本県 熊本市東区 ヒライ戸島店 小売業 食料品 5%

221,837 熊本県 熊本市東区 ヒライパークドーム前店 小売業 食料品 5%

221,838 熊本県 熊本市東区 ヒライ八反田店 小売業 食料品 5%

221,839 熊本県 熊本市東区 ヒライ浜線健康パーク前店 小売業 食料品 5%

221,840 熊本県 熊本市東区 ファニチャーアウトレットＸ　東バイパス店 小売業 その他小売 5%

221,841 熊本県 熊本市東区 ファミリースペース東京塚 サービス その他サービス 5%

221,842 熊本県 熊本市東区 ＦｏｒｔｈｅＢｅａｕｔｉｅｓ 小売業 衣料品 5%

221,843 熊本県 熊本市東区 フォセット　東バイパス店 サービス その他サービス 5%

221,844 熊本県 熊本市東区 フジイの唐あげ　移動販売用 サービス 飲食業 5%
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221,845 熊本県 熊本市東区 有限会社フジモト創社 サービス その他サービス 5%

221,846 熊本県 熊本市東区 プライベートサロン　ヴェール サービス 理容・美容業 5%

221,847 熊本県 熊本市東区 ｆｒｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

221,848 熊本県 熊本市東区 ｐｒｉｍｒｏｓｅ 小売業 その他小売 5%

221,849 熊本県 熊本市東区 縮毛矯正専門店　ＡＤＯＲＥＲ【ア サービス 理容・美容業 5%

221,850 熊本県 熊本市東区 ヘアーハウスキュート　ＱｕｕＴｏ サービス 理容・美容業 5%

221,851 熊本県 熊本市東区 ヘアールームクリアー サービス 理容・美容業 5%

221,852 熊本県 熊本市東区 ベニフィット サービス その他サービス 5%

221,853 熊本県 熊本市東区 ほぐし処　一蓮 サービス その他サービス 5%

221,854 熊本県 熊本市東区 ホームシック　ファニチャー 小売業 家具・調度品 5%

221,855 熊本県 熊本市東区 ホーム電化 小売業 電化製品 5%

221,856 熊本県 熊本市東区 ｈｏｌｏ　ｈｏｌｏ サービス 理容・美容業 5%

221,857 熊本県 熊本市東区 本家かまどや尾ノ上３丁目店 サービス 飲食業 5%

221,858 熊本県 熊本市東区 ホンダドリーム　熊本 小売業 その他小売 5%

221,859 熊本県 熊本市東区 ＭａｃＤｏｃ　ｊｐ 小売業 電化製品 5%

221,860 熊本県 熊本市東区 マルショク　長嶺店 小売業 食料品 5%

221,861 熊本県 熊本市東区 丸勢 ショッピング丸勢健軍店 小売業 食料品 5%

221,862 熊本県 熊本市東区 丸乃屋塩からあげ月出店 小売業 食料品 5%

221,863 熊本県 熊本市東区 萬石酒販有限会社　リカーステーション酒市場 小売業 衣料品 5%

221,864 熊本県 熊本市東区 まんま家国体通り店 サービス 飲食業 5%

221,865 熊本県 熊本市東区 ミックフードサービス サービス 飲食業 5%

221,866 熊本県 熊本市東区 ｍｅｇａｎｅ－ｋｕｎｉ サービス その他サービス 5%

221,867 熊本県 熊本市東区 メガネの大宝堂　健軍店 小売業 その他小売 5%

221,868 熊本県 熊本市東区 やおっぱ 花立 花立店 小売業 食料品 5%

221,869 熊本県 熊本市東区 焼肉なべしま　熊本インター店 サービス 飲食業 5%

221,870 熊本県 熊本市東区 焼肉なべしま　熊本健軍店 サービス 飲食業 5%

221,871 熊本県 熊本市東区 有限会社アール バイクショップＲ 小売業 その他小売 5%

221,872 熊本県 熊本市東区 有限会社マツ島 サービス 飲食業 5%

221,873 熊本県 熊本市東区 ゆめタウンサンピアンハビタサンピアン店 サービス 理容・美容業 5%

221,874 熊本県 熊本市東区 ｆｌｏｗｅｒ＆ｇｒｅｅｎＬａｇｕｒｕ 小売業 その他小売 5%

221,875 熊本県 熊本市東区 利庵　お弁当の利庵 サービス 飲食業 2%

221,876 熊本県 熊本市東区 ＬＮＯＢＥＡＵＴＹ サービス 理容・美容業 5%

221,877 熊本県 熊本市東区 ＲＩＮＮＥ サービス 理容・美容業 5%

221,878 熊本県 熊本市東区 レストラン野っぽ サービス 飲食業 2%

221,879 熊本県 熊本市東区 ロイヤルスタジオ　新南部店 サービス その他サービス 5%

221,880 熊本県 熊本市東区 ローリンバーガー サービス 飲食業 5%

221,881 熊本県 熊本市東区 ロッキー御領店 小売業 食料品 5%

221,882 熊本県 熊本市東区 ロッキー佐土原店 小売業 食料品 5%

221,883 熊本県 熊本市東区 わんこの家 小売業 その他小売 5%

221,884 熊本県 熊本市南区 ａｌｌｙｍａｒｒｙ サービス その他サービス 5%

221,885 熊本県 熊本市南区 ＡＤｖａｎ　ｃｅ 小売業 その他小売 5%

221,886 熊本県 熊本市南区 ＡＮＴＥＮＮＡＤＥＣＯ 小売業 衣料品 5%
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221,887 熊本県 熊本市南区 一休本舗 城南店 小売業 食料品 5%

221,888 熊本県 熊本市南区 イデックス富合ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

221,889 熊本県 熊本市南区 出光浜線ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

221,890 熊本県 熊本市南区 ｖｅｎｔｉ サービス 理容・美容業 5%

221,891 熊本県 熊本市南区 うなぎのとくなが近見店 サービス 飲食業 5%

221,892 熊本県 熊本市南区 エステ　ＷＡＭ　熊本南店 サービス 理容・美容業 5%

221,893 熊本県 熊本市南区 ＮＯＪ熊本店 サービス その他サービス 5%

221,894 熊本県 熊本市南区 Ｍ’ｓオートプレイス サービス その他サービス 5%

221,895 熊本県 熊本市南区 オカザキサイクル 小売業 その他小売 5%

221,896 熊本県 熊本市南区 おしゃれ工房 ゆめタウンはません店 小売業 電化製品 5%

221,897 熊本県 熊本市南区 お茶の大和 小売業 食料品 5%

221,898 熊本県 熊本市南区 かぎ工房 ふかがわ 素敵 快適館 ふかがわ 小売業 その他小売 5%

221,899 熊本県 熊本市南区 カメヤ 小売業 電化製品 5%

221,900 熊本県 熊本市南区 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋熊本近見町店 サービス 飲食業 2%

221,901 熊本県 熊本市南区 キッチンまんじぇ 小売業 食料品 5%

221,902 熊本県 熊本市南区 靴のテヅカ　ミスピカソ　熊本店 小売業 衣料品 5%

221,903 熊本県 熊本市南区 熊本トヨタ自動車株式会社 小売業 その他小売 5%

221,904 熊本県 熊本市南区 セブンーイレブン熊本出仲間７丁目店 小売業 食料品 2%

221,905 熊本県 熊本市南区 セブンーイレブン熊本江越１丁目店 小売業 食料品 2%

221,906 熊本県 熊本市南区 セブン－イレブン熊本志々水店 小売業 食料品 2%

221,907 熊本県 熊本市南区 セブン－イレブン熊本城南千町店 小売業 食料品 2%

221,908 熊本県 熊本市南区 セブン－イレブン熊本城南舞原店 小売業 食料品 2%

221,909 熊本県 熊本市南区 セブン－イレブン熊本白藤１丁目店 小売業 食料品 2%

221,910 熊本県 熊本市南区 セブン－イレブン熊本銭塘町店 小売業 食料品 2%

221,911 熊本県 熊本市南区 セブン－イレブン熊本近見２丁目店 小売業 食料品 2%

221,912 熊本県 熊本市南区 セブン－イレブン熊本近見８丁目店 小売業 食料品 2%

221,913 熊本県 熊本市南区 セブン－イレブン熊本近見６丁目店 小売業 食料品 2%

221,914 熊本県 熊本市南区 セブン－イレブン熊本富合釈迦堂店 小売業 食料品 2%

221,915 熊本県 熊本市南区 セブン－イレブン熊本富合町店 小売業 食料品 2%

221,916 熊本県 熊本市南区 セブン－イレブン熊本富合南田尻店 小売業 食料品 2%

221,917 熊本県 熊本市南区 熊本トヨタ自動車本店 小売業 その他小売 5%

221,918 熊本県 熊本市南区 熊本トヨペット株式会社 小売業 その他小売 5%

221,919 熊本県 熊本市南区 熊本トヨペット浜線店 小売業 その他小売 5%

221,920 熊本県 熊本市南区 熊本トヨペットＢｅＭａＸ本店 小売業 その他小売 5%

221,921 熊本県 熊本市南区 熊本トヨペット本店 小売業 その他小売 5%

221,922 熊本県 熊本市南区 セブンーイレブン熊本平成大通り店 小売業 食料品 2%

221,923 熊本県 熊本市南区 セブン－イレブン熊本南高江店 小売業 食料品 2%

221,924 熊本県 熊本市南区 セブン－イレブン熊本御幸西店 小売業 食料品 2%

221,925 熊本県 熊本市南区 セブン－イレブン熊本御幸笛田店 小売業 食料品 2%

221,926 熊本県 熊本市南区 セブン－イレブン熊本御幸笛田６丁目店 小売業 食料品 2%

221,927 熊本県 熊本市南区 熊本ヤクルト 力合センター 小売業 食料品 5%

221,928 熊本県 熊本市南区 熊本ヤクルト 流通団地センター 小売業 食料品 5%
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221,929 熊本県 熊本市南区 熊本ヤクルト 城南配送センター 小売業 食料品 5%

221,930 熊本県 熊本市南区 セブン－イレブン熊本流通団地店 小売業 食料品 2%

221,931 熊本県 熊本市南区 ＣＲＥＢＩＡ サービス 理容・美容業 5%

221,932 熊本県 熊本市南区 ケイツーガレージ 小売業 その他小売 5%

221,933 熊本県 熊本市南区 株式会社コーチングディベロップメント サービス その他サービス 5%

221,934 熊本県 熊本市南区 こざん動物病院 サービス その他サービス 5%

221,935 熊本県 熊本市南区 個人あいこタクシー サービス 運輸業 5%

221,936 熊本県 熊本市南区 ゴルフドゥ熊本南店 小売業 その他小売 2%

221,937 熊本県 熊本市南区 ＺＩＯＮ サービス その他サービス 5%

221,938 熊本県 熊本市南区 さかな市場十徳や　けやき通店 サービス 飲食業 5%

221,939 熊本県 熊本市南区 サトナガウェルビー サトナガウェルビー 小売業 その他小売 5%

221,940 熊本県 熊本市南区 サンエコライフ富合店 小売業 電化製品 5%

221,941 熊本県 熊本市南区 三協熊本　事務所兼自宅販売用 小売業 食料品 5%

221,942 熊本県 熊本市南区 ジェームス川尻店 小売業 その他小売 2%

221,943 熊本県 熊本市南区 ＣＩＳＣＯ ＰＲＩＮＴ ＷＯＲＫＳ ＤＡＲＧＯ 小売業 衣料品 5%

221,944 熊本県 熊本市南区 下川 小売業 その他小売 5%

221,945 熊本県 熊本市南区 下松仏壇店 小売業 家具・調度品 5%

221,946 熊本県 熊本市南区 ｊａｃｋａｒｏｐｅ サービス その他サービス 5%

221,947 熊本県 熊本市南区 十徳や　近見店 サービス 飲食業 5%

221,948 熊本県 熊本市南区 城南給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

221,949 熊本県 熊本市南区 セブン－イレブン城南バイパス店 小売業 食料品 2%

221,950 熊本県 熊本市南区 食の幸　みのり サービス 飲食業 5%

221,951 熊本県 熊本市南区 スーパーストアダイノブ城南店 小売業 食料品 5%

221,952 熊本県 熊本市南区 すたみな太郎　熊本浜線店 サービス 飲食業 5%

221,953 熊本県 熊本市南区 スポーツハヤカワ　クリスタルモール店 小売業 その他小売 5%

221,954 熊本県 熊本市南区 ダイヤモンドマーリィ サービス 理容・美容業 5%

221,955 熊本県 熊本市南区 チカミノアゲピザ サービス 飲食業 5%

221,956 熊本県 熊本市南区 ＴＶＲ株式会社 サービス その他サービス 5%

221,957 熊本県 熊本市南区 Ｔｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

221,958 熊本県 熊本市南区 でんきのサントップ城南店 小売業 電化製品 5%

221,959 熊本県 熊本市南区 電気プラザ 小売業 電化製品 5%

221,960 熊本県 熊本市南区 電気プラザほんだ力合店 小売業 電化製品 5%

221,961 熊本県 熊本市南区 トヨタカローラ熊本レクサス熊本南 小売業 その他小売 5%

221,962 熊本県 熊本市南区 トヨタレンタリース熊本近見店 サービス その他サービス 2%

221,963 熊本県 熊本市南区 ９ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ ９ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

221,964 熊本県 熊本市南区 和　ツカモト サービス 飲食業 5%

221,965 熊本県 熊本市南区 ネッツトヨタ熊本ネッツワールド川尻店 小売業 その他小売 5%

221,966 熊本県 熊本市南区 ネッツトヨタ熊本ネッツワールド浜線店 小売業 その他小売 5%

221,967 熊本県 熊本市南区 ＮＥＶＥＲＬＡＮＤ　平成店 サービス 理容・美容業 5%

221,968 熊本県 熊本市南区 ＮＯＡＨ’Ｓ　ＡＲＫ サービス 理容・美容業 5%

221,969 熊本県 熊本市南区 ハートフルサロンひかり サービス 理容・美容業 5%

221,970 熊本県 熊本市南区 パッチワークキルトスタジオＭＡＲＩＫＯ サービス その他サービス 5%
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221,971 熊本県 熊本市南区 ＴＲＥＮＴＥＥＴＵＮ 小売業 食料品 5%

221,972 熊本県 熊本市南区 パナソニックの店　エースデンキ 小売業 電化製品 5%

221,973 熊本県 熊本市南区 ＢＭＯ熊本富合店 小売業 衣料品 5%

221,974 熊本県 熊本市南区 ＢＥＡＣＨ ＬＩＮＥ ＢＩＣＹＣＬＥ 小売業 その他小売 5%

221,975 熊本県 熊本市南区 ビーライン　近見店 小売業 その他小売 5%

221,976 熊本県 熊本市南区 ビーライン　浜線店 小売業 その他小売 5%

221,977 熊本県 熊本市南区 ピザポケット 田迎店 小売業 その他小売 5%

221,978 熊本県 熊本市南区 美容ピュア 熊本はません店 サービス 理容・美容業 5%

221,979 熊本県 熊本市南区 ヒライ島町店 小売業 食料品 5%

221,980 熊本県 熊本市南区 ヒライ城南店 小売業 食料品 5%

221,981 熊本県 熊本市南区 ヒライ田迎けやき通り店 小売業 食料品 5%

221,982 熊本県 熊本市南区 ヒライ近見店 小売業 食料品 5%

221,983 熊本県 熊本市南区 ヒライ天明奥古閑店 小売業 食料品 5%

221,984 熊本県 熊本市南区 ヒライ富合基地前店 小売業 食料品 5%

221,985 熊本県 熊本市南区 ヒライ富合店 小売業 食料品 5%

221,986 熊本県 熊本市南区 ブイワン西本 小売業 電化製品 5%

221,987 熊本県 熊本市南区 フォセットイオンタウン西熊本店 小売業 その他小売 5%

221,988 熊本県 熊本市南区 美容室ニュアンス サービス 理容・美容業 5%

221,989 熊本県 熊本市南区 （資）正清電器 小売業 電化製品 5%

221,990 熊本県 熊本市南区 無法松　田井島店 小売業 その他小売 5%

221,991 熊本県 熊本市南区 モイスティーヌサロン・ナチュール サービス その他サービス 5%

221,992 熊本県 熊本市南区 モイスティーヌＰｒｉｎｃｅｓｓ近見店 小売業 その他小売 5%

221,993 熊本県 熊本市南区 モイスティーヌＰｒｉｎｃｅｓｓ近見店 サービス その他サービス 5%

221,994 熊本県 熊本市南区 元三茶屋寛蔵 サービス 飲食業 5%

221,995 熊本県 熊本市南区 モリタゴルフ熊本店 小売業 その他小売 5%

221,996 熊本県 熊本市南区 モリタゴルフ　熊本店 小売業 その他小売 5%

221,997 熊本県 熊本市南区 焼肉なべしま　熊本十禅寺店 サービス 飲食業 5%

221,998 熊本県 熊本市南区 焼肉なべしま　田井島店 サービス 飲食業 5%

221,999 熊本県 熊本市南区 有限会社シングル商会 小売業 その他小売 5%

222,000 熊本県 熊本市南区 有限会社九州インターネットサービス 小売業 電化製品 5%

222,001 熊本県 熊本市南区 有限会社三粧　有限会社　三粧 サービス 理容・美容業 5%

222,002 熊本県 熊本市南区 有限会社車輪館オクムラ しゃりんかん 浜線店 小売業 その他小売 5%

222,003 熊本県 熊本市南区 有限会社　真珠のファースト 小売業 貴金属・服飾品 5%

222,004 熊本県 熊本市南区 有限会社メガネのあらき サービス その他サービス 5%

222,005 熊本県 熊本市南区 ゆめタウンはませんハビタはません店 サービス 理容・美容業 5%

222,006 熊本県 熊本市南区 よしかわクリーニング サービス その他サービス 5%

222,007 熊本県 熊本市南区 吉田商会　吉田商店 小売業 その他小売 5%

222,008 熊本県 熊本市南区 Ｌａｐｉｓ サービス その他サービス 5%

222,009 熊本県 熊本市南区 ＲＩＮ　ＢＥＬＬＥ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

222,010 熊本県 熊本市南区 ＲＵＴＯ＋ サービス 理容・美容業 5%

222,011 熊本県 熊本市南区 Ｌ’ｅ　ｃｏｎｔｒｅ サービス 理容・美容業 5%

222,012 熊本県 熊本市南区 ロイヤルスタジオ　浜線店 サービス その他サービス 5%
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222,013 熊本県 熊本市南区 ロッキー平成店 小売業 食料品 5%

222,014 熊本県 熊本市南区 和食さつき　和食さつき サービス 飲食業 5%

222,015 熊本県 熊本市南区 ＯＮＥ＋ＯＮＥＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

222,016 熊本県 甲佐町 池田写真場 池田写真場 フォトランド サービス その他サービス 5%

222,017 熊本県 甲佐町 株式会社坂本白蟻工業 サービス その他サービス 5%

222,018 熊本県 甲佐町 株式会社ハッピー電気商会　甲佐営業所 小売業 電化製品 5%

222,019 熊本県 甲佐町 ｇｒａｎｋｓ 小売業 その他小売 5%

222,020 熊本県 甲佐町 セブン－イレブン甲佐糸田店 小売業 食料品 2%

222,021 熊本県 甲佐町 甲佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,022 熊本県 甲佐町 サイコー 甲佐ショッピングパーク 小売業 食料品 5%

222,023 熊本県 甲佐町 ＪＡかみましき　購買部 小売業 その他小売 5%

222,024 熊本県 甲佐町 ＪＡかみましき　甲佐支所　購買 小売業 その他小売 5%

222,025 熊本県 甲佐町 セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,026 熊本県 甲佐町 田上モータース サービス その他サービス 5%

222,027 熊本県 甲佐町 （資）土田時計電器店 小売業 電化製品 5%

222,028 熊本県 甲佐町 でんきのサントップ甲佐店 小売業 電化製品 5%

222,029 熊本県 甲佐町 ロッキー甲佐店 小売業 食料品 5%

222,030 熊本県 合志市 アジアン和風くらふと 小売業 衣料品 5%

222,031 熊本県 合志市 新居商店 小売業 その他小売 5%

222,032 熊本県 合志市 アレーズ光の森 小売業 衣料品 5%

222,033 熊本県 合志市 ａｎｄＴ サービス 理容・美容業 5%

222,034 熊本県 合志市 出光須屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,035 熊本県 合志市 出光ソレイユ菊鹿線ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,036 熊本県 合志市 出光御代志ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,037 熊本県 合志市 ＥｂｉｋｅＺ 小売業 その他小売 5%

222,038 熊本県 合志市 インマイライフ 小売業 その他小売 5%

222,039 熊本県 合志市 うつわ屋 小売業 その他小売 5%

222,040 熊本県 合志市 ＥＴＥＲＮＩＴＹｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

222,041 熊本県 合志市 エノウ電器 小売業 電化製品 5%

222,042 熊本県 合志市 オートケアーフィックス オートケアーフィックス サービス その他サービス 5%

222,043 熊本県 合志市 カメラの中野　合志店 サービス その他サービス 5%

222,044 熊本県 合志市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋熊本合志南口店 サービス 飲食業 2%

222,045 熊本県 合志市 菊池高木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,046 熊本県 合志市 清正グループ ２０５ サービス 運輸業 5%

222,047 熊本県 合志市 ＳｐａＲｅｎ サービス 理容・美容業 5%

222,048 熊本県 合志市 セブン－イレブン熊本カントリーパーク前店 小売業 食料品 2%

222,049 熊本県 合志市 熊本ヤクルト 合志センター 小売業 食料品 5%

222,050 熊本県 合志市 クリーニングハウスシャンプー　永江団地店 サービス その他サービス 5%

222,051 熊本県 合志市 合志ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,052 熊本県 合志市 セブン－イレブン合志幾久富店 小売業 食料品 2%

222,053 熊本県 合志市 セブン－イレブン合志木原野店 小売業 食料品 2%

222,054 熊本県 合志市 セブン－イレブン合志黒石原店 小売業 食料品 2%
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222,055 熊本県 合志市 セブン－イレブン合志新須屋駅前店 小売業 食料品 2%

222,056 熊本県 合志市 セブン－イレブン合志須屋南店 小売業 食料品 2%

222,057 熊本県 合志市 セブン－イレブン合志西南中入口店 小売業 食料品 2%

222,058 熊本県 合志市 セブン－イレブン合志竹迫店 小売業 食料品 2%

222,059 熊本県 合志市 セブン－イレブン合志三ツ石駅前店 小売業 食料品 2%

222,060 熊本県 合志市 セブン－イレブン合志ユーパレス弁天前店 小売業 食料品 2%

222,061 熊本県 合志市 シティコンタクト　合志店 小売業 その他小売 5%

222,062 熊本県 合志市 シモカワ　みずき台店 小売業 その他小売 5%

222,063 熊本県 合志市 須屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,064 熊本県 合志市 スリーブランド サービス その他サービス 5%

222,065 熊本県 合志市 生活協同組合くまもとコープ合志 小売業 食料品 5%

222,066 熊本県 合志市 タナカ動物病院 サービス その他サービス 5%

222,067 熊本県 合志市 テクノワーク 小売業 その他小売 5%

222,068 熊本県 合志市 鉄板焼　太郎 サービス 飲食業 5%

222,069 熊本県 合志市 鉄板焼　太郎　アンビー熊本店 サービス 飲食業 5%

222,070 熊本県 合志市 てふてふ サービス 飲食業 5%

222,071 熊本県 合志市 でんきのサントップ 小売業 電化製品 5%

222,072 熊本県 合志市 ＮＡＩＬ＆ｎａｉｌｓｃｈｏｏｌｒｅｃｋｌｅｓｓ サービス 理容・美容業 5%

222,073 熊本県 合志市 ネッツトヨタ熊本ネッツワールドアンビー合志店 小売業 その他小売 5%

222,074 熊本県 合志市 パークサイドＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,075 熊本県 合志市 ハローデイ菊南店 小売業 食料品 5%

222,076 熊本県 合志市 Ｐ－ｎｕｔ．ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

222,077 熊本県 合志市 ビーライン　合志店 小売業 その他小売 5%

222,078 熊本県 合志市 ヒライ黒石店 小売業 食料品 5%

222,079 熊本県 合志市 ヒライ合志店 小売業 食料品 5%

222,080 熊本県 合志市 閃屋 小売業 食料品 5%

222,081 熊本県 合志市 トータルサロン福屋。 サービス 理容・美容業 5%

222,082 熊本県 合志市 ＦＬＡＶＯＲ　合志店 小売業 衣料品 5%

222,083 熊本県 合志市 Ｈａｉｒ　Ｃｕｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

222,084 熊本県 合志市 ｈａｉｒａｎｄｍａｋｅＬｕｃｉＡｍｏｂ サービス 理容・美容業 5%

222,085 熊本県 合志市 ポップ・スタイル株式会社 サービス その他サービス 5%

222,086 熊本県 合志市 モイスティーヌ土河原サロン 小売業 その他小売 5%

222,087 熊本県 合志市 焼肉なべしま　光の森店 サービス 飲食業 5%

222,088 熊本県 合志市 山部自動車 サービス その他サービス 5%

222,089 熊本県 合志市 ＲＡＣＩＬ 光の森店 サービス 理容・美容業 5%

222,090 熊本県 合志市 ＲＡＣＩＬ サービス 理容・美容業 5%

222,091 熊本県 合志市 RACIL光の森店 サービス その他サービス 5%

222,092 熊本県 合志市 Ｒｅｓｅｔ．　【リセット】 サービス その他サービス 5%

222,093 熊本県 合志市 ｌｉｔｔｌｅｄｅｖｉｌＣｈｉｈｕａｈｕａ 小売業 その他小売 5%

222,094 熊本県 合志市 リラクゼーションサロン　和　【ナ サービス 理容・美容業 5%

222,095 熊本県 合志市 和食　くろ木 サービス 飲食業 5%

222,096 熊本県 相良村 有田自動車販売 サービス その他サービス 5%
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222,097 熊本県 相良村 川辺川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,098 熊本県 相良村 相良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,099 熊本県 高森町 阿蘇観光タクシー　熊本５００あ５５１６ サービス 運輸業 5%

222,100 熊本県 高森町 阿蘇観光タクシー　熊本５００あ４２２６ サービス 運輸業 5%

222,101 熊本県 高森町 阿蘇丸漬本舗　徳丸漬物 小売業 食料品 5%

222,102 熊本県 高森町 飯塚モータース 小売業 その他小売 5%

222,103 熊本県 高森町 がまぐち屋Ｈａｐｐｙｃｌｏｔｈ♪ 小売業 衣料品 5%

222,104 熊本県 高森町 黒柴コーヒー サービス 飲食業 5%

222,105 熊本県 高森町 スーパーみついアスカ店 小売業 その他小売 5%

222,106 熊本県 高森町 だいこんや サービス 飲食業 5%

222,107 熊本県 高森町 高森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,108 熊本県 玉名市 アイフレンド　カリーノ玉名店 小売業 貴金属・服飾品 5%

222,109 熊本県 玉名市 池田電器 小売業 電化製品 5%

222,110 熊本県 玉名市 石貫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,111 熊本県 玉名市 一般社団法人玉名観光協会　観光ほっとプラザたまララ 小売業 その他小売 5%

222,112 熊本県 玉名市 出光玉名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,113 熊本県 玉名市 ＳＲＳ 小売業 その他小売 5%

222,114 熊本県 玉名市 ｅｍａｐｈｏｔｏ サービス その他サービス 5%

222,115 熊本県 玉名市 小天給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,116 熊本県 玉名市 お多福家具 小売業 家具・調度品 5%

222,117 熊本県 玉名市 ＫＡＳＡＤＡＴＥ ＫＡＳＡＤＡＴＥ サービス 理容・美容業 5%

222,118 熊本県 玉名市 カットハウスジュラン サービス 理容・美容業 5%

222,119 熊本県 玉名市 加登屋無線電機商会 小売業 電化製品 5%

222,120 熊本県 玉名市 カフェ　ハート・フル サービス 飲食業 5%

222,121 熊本県 玉名市 株式会社　木村写真館 サービス その他サービス 5%

222,122 熊本県 玉名市 株式会社ハッピー電気商会　玉名営業所 小売業 電化製品 5%

222,123 熊本県 玉名市 カラオケ５５ サービス その他サービス 5%

222,124 熊本県 玉名市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋熊本玉名店 サービス 飲食業 2%

222,125 熊本県 玉名市 川口自動車整備工場　川口自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

222,126 熊本県 玉名市 韓国焼肉まだん サービス 飲食業 5%

222,127 熊本県 玉名市 菊川商店 小売業 その他小売 5%

222,128 熊本県 玉名市 木村写真館 小売業 電化製品 5%

222,129 熊本県 玉名市 木村海苔売店 小売業 食料品 5%

222,130 熊本県 玉名市 ギャラリーズ玉名店 小売業 衣料品 5%

222,131 熊本県 玉名市 九州看護福祉大学内　売店 小売業 衣料品 5%

222,132 熊本県 玉名市 九州産交整備　玉名整備工場 サービス その他サービス 5%

222,133 熊本県 玉名市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵカリーノ玉名店 小売業 その他小売 5%

222,134 熊本県 玉名市 グッデイ　玉名店 小売業 その他小売 5%

222,135 熊本県 玉名市 熊本トヨタ自動車　玉名店 小売業 その他小売 5%

222,136 熊本県 玉名市 熊本トヨペット玉名店 小売業 その他小売 5%

222,137 熊本県 玉名市 熊本ヤクルト 玉名センター 小売業 食料品 5%

222,138 熊本県 玉名市 熊本ヤクルト 岱明センター 小売業 食料品 5%
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222,139 熊本県 玉名市 車倶楽部 サービス その他サービス 5%

222,140 熊本県 玉名市 公立玉名中央病院売店 小売業 その他小売 5%

222,141 熊本県 玉名市 黄金館 サービス 宿泊業 5%

222,142 熊本県 玉名市 ゴ－シ電器 小売業 電化製品 5%

222,143 熊本県 玉名市 ゴルフショップナンバーワン 小売業 その他小売 5%

222,144 熊本県 玉名市 さつき別荘 サービス 宿泊業 5%

222,145 熊本県 玉名市 ファッションサーフ 小売業 衣料品 5%

222,146 熊本県 玉名市 サンパル玉名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,147 熊本県 玉名市 株式会社　ＣＴＳ 小売業 その他小売 5%

222,148 熊本県 玉名市 ＳＨＹｇｒａｎ－ｇｕｅ サービス 理容・美容業 5%

222,149 熊本県 玉名市 ＳＨＹ　ｇｒａｎ－ｇｕｅ　Ｌａｂ サービス 理容・美容業 5%

222,150 熊本県 玉名市 ＳＨＹｔａｋｔｅｒ サービス 理容・美容業 5%

222,151 熊本県 玉名市 ＧＥＮＥＢＥＲＧＪＡＰＡＮ サービス その他サービス 5%

222,152 熊本県 玉名市 ＳＲＥＤ　【スレッド】 サービス 理容・美容業 5%

222,153 熊本県 玉名市 スローフードの店　品川 サービス 飲食業 5%

222,154 熊本県 玉名市 創作料理じゅんの里 サービス 飲食業 5%

222,155 熊本県 玉名市 岱電トラストグッドホーム サービス その他サービス 5%

222,156 熊本県 玉名市 セブン－イレブン岱明町高道店 小売業 食料品 2%

222,157 熊本県 玉名市 セブン－イレブン玉名伊倉店 小売業 食料品 2%

222,158 熊本県 玉名市 セブン－イレブン玉名岩崎店 小売業 食料品 2%

222,159 熊本県 玉名市 玉名大倉給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,160 熊本県 玉名市 玉名温泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,161 熊本県 玉名市 玉名温泉　尚玄山荘 サービス 宿泊業 5%

222,162 熊本県 玉名市 たまな自然食品店 小売業 食料品 5%

222,163 熊本県 玉名市 セブン－イレブン玉名寺田店 小売業 食料品 2%

222,164 熊本県 玉名市 セブン－イレブン玉名中店 小売業 食料品 2%

222,165 熊本県 玉名市 玉名東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,166 熊本県 玉名市 セブン－イレブン玉名山田店 小売業 食料品 2%

222,167 熊本県 玉名市 でんきハウスマキシマ 小売業 電化製品 5%

222,168 熊本県 玉名市 電気プラザにしやま 小売業 電化製品 5%

222,169 熊本県 玉名市 セブン－イレブン天水小天店 小売業 食料品 2%

222,170 熊本県 玉名市 天水町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,171 熊本県 玉名市 トータルギフト　大西茶舗 小売業 食料品 5%

222,172 熊本県 玉名市 德永自動車 サービス その他サービス 5%

222,173 熊本県 玉名市 徳や十兵衛 玉名店 サービス 飲食業 5%

222,174 熊本県 玉名市 ＴＯＭＩＳＡＬＯＮ岩崎店 サービス 理容・美容業 5%

222,175 熊本県 玉名市 ＴＯＭＩＳＡＬＯＮ小浜店 サービス 理容・美容業 5%

222,176 熊本県 玉名市 トヨタカローラ熊本玉名店 小売業 その他小売 5%

222,177 熊本県 玉名市 トヨタレンタリース熊本玉名店 サービス その他サービス 2%

222,178 熊本県 玉名市 ネッツトヨタ熊本ネッツワールド玉名店 小売業 その他小売 5%

222,179 熊本県 玉名市 Ｂａｒ　ｓｏｆａ サービス 飲食業 5%

222,180 熊本県 玉名市 パナックス　タナカ 小売業 電化製品 5%
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222,181 熊本県 玉名市 花屋　Ｒａｕｎｉ 小売業 その他小売 5%

222,182 熊本県 玉名市 ハヤカワ　玉名店 小売業 その他小売 5%

222,183 熊本県 玉名市 林　電器 小売業 電化製品 5%

222,184 熊本県 玉名市 ビーライン　玉名店 小売業 その他小売 5%

222,185 熊本県 玉名市 ヒライ岱明店 小売業 食料品 5%

222,186 熊本県 玉名市 ヒライ岱明町高道店 小売業 食料品 5%

222,187 熊本県 玉名市 ヒライ天水店 小売業 食料品 5%

222,188 熊本県 玉名市 ＦＡＲＭＹ　ＨＯＲＭＹ玉名店 小売業 衣料品 5%

222,189 熊本県 玉名市 ファッションハウス彩　玉名店 小売業 衣料品 5%

222,190 熊本県 玉名市 株 藤木水産 小売業 食料品 5%

222,191 熊本県 玉名市 ブティック　オルガン 小売業 衣料品 5%

222,192 熊本県 玉名市 Ｂｌｉｔｅ サービス その他サービス 5%

222,193 熊本県 玉名市 古道具つむぐ 小売業 その他小売 5%

222,194 熊本県 玉名市 部田見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,195 熊本県 玉名市 ホテルしらさぎ サービス 宿泊業 5%

222,196 熊本県 玉名市 ほらふき亭　　玉名店 サービス 飲食業 5%

222,197 熊本県 玉名市 牧野ＳＳ　牧野石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,198 熊本県 玉名市 マクドナルド玉名店 サービス 飲食業 2%

222,199 熊本県 玉名市 マルエイ　伊倉店 小売業 食料品 5%

222,200 熊本県 玉名市 マルエイ　岩崎店 小売業 食料品 5%

222,201 熊本県 玉名市 マルエイ築地店 小売業 食料品 5%

222,202 熊本県 玉名市 まるかんのお店ひかり玉名店 小売業 その他小売 5%

222,203 熊本県 玉名市 まんじゅう乃池田堂 小売業 食料品 5%

222,204 熊本県 玉名市 まんま家玉名店 サービス 飲食業 5%

222,205 熊本県 玉名市 光多制服　玉名店 小売業 衣料品 5%

222,206 熊本県 玉名市 三原衣料　玉名店 小売業 衣料品 5%

222,207 熊本県 玉名市 明林堂書店ゆめタウン玉名店 小売業 その他小売 5%

222,208 熊本県 玉名市 メガネの大宝堂　玉名店 小売業 その他小売 5%

222,209 熊本県 玉名市 メガネ宝飾の柏原 小売業 その他小売 5%

222,210 熊本県 玉名市 ＭＯＴＯＤＡ　ＤＥＳＩＧＮ　ＭＯＴＯＤＡ　ＤＥＳＩＧＮ サービス その他サービス 5%

222,211 熊本県 玉名市 森山モータース 小売業 その他小売 5%

222,212 熊本県 玉名市 柳屋茶舗　高瀬本店 小売業 食料品 5%

222,213 熊本県 玉名市 山もみじの宿　八芳園 サービス 宿泊業 5%

222,214 熊本県 玉名市 有限会社オルガン 小売業 衣料品 5%

222,215 熊本県 玉名市 有限会社キューピーくすりのキュート玉名店 小売業 その他小売 5%

222,216 熊本県 玉名市 有限会社古都　古都 サービス 飲食業 5%

222,217 熊本県 玉名市 有限会社ナガタ板金 小売業 衣料品 5%

222,218 熊本県 玉名市 横島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,219 熊本県 玉名市 横島１０番ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,220 熊本県 玉名市 セブン－イレブン横島外平店 小売業 食料品 2%

222,221 熊本県 玉名市 吉岡印房 小売業 その他小売 5%

222,222 熊本県 玉名市 ライフ　ガーデン　カイ 小売業 その他小売 5%
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222,223 熊本県 玉名市 嶺敦 サービス 飲食業 5%

222,224 熊本県 玉名市 ロッキー玉名中央店 小売業 食料品 5%

222,225 熊本県 玉名市 ロッキー玉名店 小売業 食料品 5%

222,226 熊本県 多良木町 ＣａｆｅＲｏｓｙ 小売業 衣料品 5%

222,227 熊本県 多良木町 久米ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,228 熊本県 多良木町 古布創作服まふみ 小売業 衣料品 5%

222,229 熊本県 多良木町 セルフたらぎ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,230 熊本県 多良木町 多良木駅通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,231 熊本県 多良木町 セブン－イレブン多良木警察署前店 小売業 食料品 2%

222,232 熊本県 多良木町 多良木西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,233 熊本県 多良木町 那須宝来堂 サービス 飲食業 5%

222,234 熊本県 多良木町 那須宝来堂 サービス 飲食業 5%

222,235 熊本県 多良木町 明屋書店サンロード駅 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

222,236 熊本県 多良木町 株式会社人吉石油多良木営業所 小売業 その他小売 5%

222,237 熊本県 多良木町 福元時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

222,238 熊本県 多良木町 丸昭建材　多良木店 サービス その他サービス 5%

222,239 熊本県 多良木町 みどりや　みどりや 小売業 食料品 5%

222,240 熊本県 長洲町 出光セルフル長洲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,241 熊本県 長洲町 寺本電気商会 小売業 電化製品 5%

222,242 熊本県 長洲町 電気プラザさかなし 小売業 電化製品 5%

222,243 熊本県 長洲町 長洲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,244 熊本県 長洲町 長洲有明ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,245 熊本県 長洲町 長洲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,246 熊本県 長洲町 セブン－イレブン長洲清源寺店 小売業 食料品 2%

222,247 熊本県 長洲町 長洲本社ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,248 熊本県 長洲町 セブン－イレブン長洲町長洲店 小売業 食料品 2%

222,249 熊本県 長洲町 ユーマートトクナガ長洲店 小売業 食料品 5%

222,250 熊本県 長洲町 ルシェルブルー サービス 飲食業 5%

222,251 熊本県 長洲町 ロッキー長洲店 小売業 食料品 5%

222,252 熊本県 南関町 セブン－イレブン九州道玉名ＰＡ上り店 小売業 食料品 2%

222,253 熊本県 南関町 くしげＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,254 熊本県 南関町 坂下窯 サービス その他サービス 5%

222,255 熊本県 南関町 でんきのサントップ　南関店 小売業 電化製品 5%

222,256 熊本県 南関町 特産品センターなんかんいきいき村 小売業 食料品 5%

222,257 熊本県 南関町 南関ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,258 熊本県 南関町 南関西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,259 熊本県 南関町 ＨＡＩＲｆｅｅｌ美容室 サービス 理容・美容業 5%

222,260 熊本県 南関町 三池焼 サービス その他サービス 5%

222,261 熊本県 南関町 有限会社古賀商店 小売業 家具・調度品 5%

222,262 熊本県 錦町 イスミ　錦店 小売業 食料品 5%

222,263 熊本県 錦町 イスミ錦店 小売業 食料品 5%

222,264 熊本県 錦町 靴のワシントン 小売業 衣料品 5%
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222,265 熊本県 錦町 セブン－イレブン球磨錦町店 小売業 食料品 2%

222,266 熊本県 錦町 Ｓｌａｐｓｔｉｃｋ－Ｐｈｏｔｏ サービス その他サービス 5%

222,267 熊本県 錦町 セルフにしき 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,268 熊本県 錦町 そば茶屋吹上庵　人吉店 小売業 その他小売 5%

222,269 熊本県 錦町 東京・銀座リエジュ　イオン錦店 小売業 貴金属・服飾品 5%

222,270 熊本県 錦町 明屋書店シティ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

222,271 熊本県 錦町 ヒライ球磨錦町店 小売業 食料品 5%

222,272 熊本県 錦町 リエジュ錦店 小売業 貴金属・服飾品 5%

222,273 熊本県 西原村 ＡＳＯ　ＴＯＵＲＩＳＴ　ＢＡＳＥ サービス 宿泊業 5%

222,274 熊本県 西原村 出光西原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,275 熊本県 西原村 ＯＲＴＯ サービス 飲食業 5%

222,276 熊本県 西原村 ｓａｍｕｌｏ合同会社 小売業 貴金属・服飾品 5%

222,277 熊本県 西原村 ３１０食堂 サービス 飲食業 5%

222,278 熊本県 西原村 笑家 サービス 飲食業 5%

222,279 熊本県 西原村 高遊原店 小売業 その他小売 5%

222,280 熊本県 西原村 旅宿ラッシー サービス 宿泊業 5%

222,281 熊本県 西原村 旅宿ラッシー サービス 宿泊業 5%

222,282 熊本県 西原村 ｃｈａｎｇーｐｌａｎｔ サービス 飲食業 5%

222,283 熊本県 西原村 西原カーテック サービス その他サービス 5%

222,284 熊本県 西原村 西原購買店舗 小売業 その他小売 5%

222,285 熊本県 西原村 ヒライ西原店 小売業 食料品 5%

222,286 熊本県 西原村 縷々 サービス 飲食業 5%

222,287 熊本県 西原村 わらび餅工房旬香 サービス 飲食業 5%

222,288 熊本県 氷川町 カワマタシステムズ 小売業 電化製品 5%

222,289 熊本県 氷川町 ＪＡ八代地域竜北町事業所 小売業 その他小売 5%

222,290 熊本県 氷川町 なかじま動物病院 サービス その他サービス 5%

222,291 熊本県 氷川町 セブンーイレブン氷川鹿島店 小売業 食料品 2%

222,292 熊本県 氷川町 氷川町竜北物産館 小売業 食料品 5%

222,293 熊本県 氷川町 氷川燃料有限会社 サービス その他サービス 5%

222,294 熊本県 氷川町 セブン－イレブン氷川宮原店 小売業 食料品 2%

222,295 熊本県 氷川町 ヒライ宮原店 小売業 食料品 5%

222,296 熊本県 氷川町 夢元 サービス 飲食業 5%

222,297 熊本県 氷川町 セブン－イレブン八代氷川町店 小売業 食料品 2%

222,298 熊本県 氷川町 洋風居酒屋　ＮＯＭＩ サービス 飲食業 5%

222,299 熊本県 人吉市 青柳 小売業 家具・調度品 5%

222,300 熊本県 人吉市 アンジェリーク平安 サービス 宿泊業 5%

222,301 熊本県 人吉市 イスミ　イスミインター店 小売業 食料品 5%

222,302 熊本県 人吉市 イスミ 本店 小売業 食料品 5%

222,303 熊本県 人吉市 イスミインター店 小売業 食料品 5%

222,304 熊本県 人吉市 イスミ本店 小売業 食料品 5%

222,305 熊本県 人吉市 一期屋 小売業 その他小売 5%

222,306 熊本県 人吉市 出光人吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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222,307 熊本県 人吉市 出光人吉西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,308 熊本県 人吉市 お仏壇のやまぐち 小売業 その他小売 5%

222,309 熊本県 人吉市 おもちゃと人形のコグマランド 小売業 その他小売 5%

222,310 熊本県 人吉市 オリオン 小売業 衣料品 5%

222,311 熊本県 人吉市 株式会社ハッピー電気商会　人吉営業所 小売業 電化製品 5%

222,312 熊本県 人吉市 ㈱ふじき本店 サービス その他サービス 5%

222,313 熊本県 人吉市 かめ家 ダイニング サービス 飲食業 5%

222,314 熊本県 人吉市 カメラの中野　人吉店 サービス その他サービス 5%

222,315 熊本県 人吉市 がんばるでんき 小売業 電化製品 5%

222,316 熊本県 人吉市 靴の尚美堂人吉店 小売業 衣料品 5%

222,317 熊本県 人吉市 靴のワシントン 小売業 衣料品 5%

222,318 熊本県 人吉市 球磨焼酎ミュージアム白岳伝承蔵 小売業 その他小売 5%

222,319 熊本県 人吉市 くまもと菓房人吉店 小売業 食料品 5%

222,320 熊本県 人吉市 熊本トヨタ自動車人吉店 小売業 その他小売 5%

222,321 熊本県 人吉市 熊本トヨペット人吉店 小売業 その他小売 5%

222,322 熊本県 人吉市 熊本ヤクルト 人吉センター 小売業 食料品 5%

222,323 熊本県 人吉市 合資会社人吉ボデー工業 サービス その他サービス 5%

222,324 熊本県 人吉市 合資会社緑屋本店 小売業 食料品 5%

222,325 熊本県 人吉市 五島デンキ商会 小売業 電化製品 5%

222,326 熊本県 人吉市 シシリアン． サービス 飲食業 5%

222,327 熊本県 人吉市 シャリバリ メンズ 小売業 衣料品 5%

222,328 熊本県 人吉市 シャリバリ　レディース 小売業 衣料品 5%

222,329 熊本県 人吉市 シューズナポリ　靴　バッグナポリ 小売業 その他小売 5%

222,330 熊本県 人吉市 白屋クリーニング　南町本店 サービス その他サービス 5%

222,331 熊本県 人吉市 白屋クリーニングランドリーキッチンにしあ サービス その他サービス 5%

222,332 熊本県 人吉市 白屋クリーニングランドリーキッチン南泉田 サービス その他サービス 5%

222,333 熊本県 人吉市 Ｓｉｍｐｌｅ　Ｓｌｅｅｐ サービス 宿泊業 5%

222,334 熊本県 人吉市 ステーションビジネスホテル天守閣 サービス その他サービス 5%

222,335 熊本県 人吉市 清流山水花　あゆの里 サービス 宿泊業 5%

222,336 熊本県 人吉市 セレモニーやまおく人吉 小売業 その他小売 5%

222,337 熊本県 人吉市 繊月酒造 小売業 食料品 5%

222,338 熊本県 人吉市 高階誠心堂 小売業 その他小売 5%

222,339 熊本県 人吉市 立山商店 小売業 食料品 5%

222,340 熊本県 人吉市 チャイルドブティックミルク 小売業 衣料品 5%

222,341 熊本県 人吉市 トヨタカローラ熊本人吉店 小売業 その他小売 5%

222,342 熊本県 人吉市 トヨタレンタリース熊本人吉店 サービス その他サービス 2%

222,343 熊本県 人吉市 永池デンキ商会 小売業 電化製品 5%

222,344 熊本県 人吉市 ナチュラル　人吉店 小売業 食料品 5%

222,345 熊本県 人吉市 国際観光旅館鍋屋本館 サービス 宿泊業 5%

222,346 熊本県 人吉市 ナンキュウ　人吉営業所 小売業 その他小売 5%

222,347 熊本県 人吉市 ニッセンシェイプファンデサロンＩＵ 小売業 衣料品 5%

222,348 熊本県 人吉市 ネッツトヨタ熊本ネッツワールド人吉店 小売業 その他小売 5%

5296



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

222,349 熊本県 人吉市 パインテールヴィレッジ 小売業 家具・調度品 5%

222,350 熊本県 人吉市 ラフティングハッピーサプライズ サービス その他サービス 5%

222,351 熊本県 人吉市 華の荘リゾート サービス 宿泊業 5%

222,352 熊本県 人吉市 パナランドヤマモト 小売業 電化製品 5%

222,353 熊本県 人吉市 東紙店 小売業 その他小売 5%

222,354 熊本県 人吉市 ビジネスホテル　さ蔵 サービス 宿泊業 5%

222,355 熊本県 人吉市 ビジネスホテル　チヨヅル サービス 宿泊業 5%

222,356 熊本県 人吉市 ビジネスホテル人吉 サービス 宿泊業 5%

222,357 熊本県 人吉市 セブン－イレブン人吉五日町店 小売業 食料品 2%

222,358 熊本県 人吉市 人吉温泉しらさぎ荘 サービス 宿泊業 5%

222,359 熊本県 人吉市 人吉温泉物産館 小売業 その他小売 5%

222,360 熊本県 人吉市 セブン－イレブン人吉瓦屋町店 小売業 食料品 2%

222,361 熊本県 人吉市 セブン－イレブン人吉蟹作町店 小売業 食料品 2%

222,362 熊本県 人吉市 人吉給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,363 熊本県 人吉市 人吉医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

222,364 熊本県 人吉市 セブン－イレブン人吉下青井町店 小売業 食料品 2%

222,365 熊本県 人吉市 セブン－イレブン人吉下林店 小売業 食料品 2%

222,366 熊本県 人吉市 セブン－イレブン人吉下原田町店 小売業 食料品 2%

222,367 熊本県 人吉市 株式会社人吉石油 小売業 その他小売 5%

222,368 熊本県 人吉市 株式会社人吉石油２ 小売業 その他小売 5%

222,369 熊本県 人吉市 セブン－イレブン人吉鶴田町店 小売業 食料品 2%

222,370 熊本県 人吉市 セブン－イレブン人吉西間上町店 小売業 食料品 2%

222,371 熊本県 人吉市 人吉旅館 サービス 宿泊業 5%

222,372 熊本県 人吉市 ヒライ人吉相良町店 小売業 食料品 5%

222,373 熊本県 人吉市 ファー　サイド　ストア 小売業 衣料品 5%

222,374 熊本県 人吉市 ファーサイドストア 小売業 衣料品 5%

222,375 熊本県 人吉市 ファッションハウス彩　人吉店 小売業 衣料品 5%

222,376 熊本県 人吉市 フカミ寝具センター 小売業 その他小売 5%

222,377 熊本県 人吉市 ブックマーケット　エーツー　人吉店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

222,378 熊本県 人吉市 文具のオカモト 小売業 その他小売 5%

222,379 熊本県 人吉市 ペリカンカフェ　ペリカン　カフェ サービス 飲食業 5%

222,380 熊本県 人吉市 ホテル朝陽館 サービス 宿泊業 5%

222,381 熊本県 人吉市 マクドナルド２１９人吉店 サービス 飲食業 2%

222,382 熊本県 人吉市 まちなかホテル丸一 サービス 宿泊業 5%

222,383 熊本県 人吉市 町家ギャラリー立山 小売業 食料品 5%

222,384 熊本県 人吉市 まめこや サービス 飲食業 5%

222,385 熊本県 人吉市 丸恵本館 サービス 宿泊業 5%

222,386 熊本県 人吉市 丸昭建材　人吉店 小売業 その他小売 5%

222,387 熊本県 人吉市 光多制服　人吉店 小売業 衣料品 5%

222,388 熊本県 人吉市 宮山時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

222,389 熊本県 人吉市 焼肉なべしま　人吉店 サービス 飲食業 5%

222,390 熊本県 人吉市 焼肉なべしま　熊本人吉店 サービス 飲食業 5%
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222,391 熊本県 人吉市 矢黒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,392 熊本県 人吉市 矢黒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,393 熊本県 人吉市 ユキ電化 小売業 電化製品 5%

222,394 熊本県 人吉市 芳野旅館 サービス 宿泊業 5%

222,395 熊本県 人吉市 ランドリー・キッチン　ゆめマート店 サービス その他サービス 5%

222,396 熊本県 人吉市 料理とビール　きらく サービス 飲食業 5%

222,397 熊本県 人吉市 旅館　翠嵐楼 サービス 宿泊業 5%

222,398 熊本県 人吉市 ロッキー人吉店 小売業 食料品 5%

222,399 熊本県 益城町 一休本舗 益城店 小売業 食料品 5%

222,400 熊本県 益城町 ＭＴＥＣシモダ　ＭＴＥＣシモダ サービス その他サービス 5%

222,401 熊本県 益城町 オリックスレンタカー熊本空港益城店 サービス その他サービス 2%

222,402 熊本県 益城町 家族風、酒肴の店　赤ちょうちん サービス 飲食業 5%

222,403 熊本県 益城町 キナッセ　益城店 小売業 衣料品 5%

222,404 熊本県 益城町 清正グループ １０８ サービス 運輸業 5%

222,405 熊本県 益城町 熊本旭運輸 サービス 運輸業 5%

222,406 熊本県 益城町 ＪＡかみましき　益城総合支所　購買 小売業 その他小売 5%

222,407 熊本県 益城町 天昇院ましき サービス その他サービス 5%

222,408 熊本県 益城町 徳や十兵衛 益城店 サービス 飲食業 5%

222,409 熊本県 益城町 トヨタレンタリース熊本代車センター サービス その他サービス 2%

222,410 熊本県 益城町 トヨタレンタリース熊本　熊本空港店 サービス その他サービス 2%

222,411 熊本県 益城町 トラベルアシスト熊本 ピース駐車場 サービス その他サービス 5%

222,412 熊本県 益城町 とれたて市場　益城店 小売業 食料品 5%

222,413 熊本県 益城町 ニコニコレンタカー　熊本空港益城店 サービス その他サービス 5%

222,414 熊本県 益城町 ニッセンシェイプファンデサロンＫＭリー 小売業 衣料品 5%

222,415 熊本県 益城町 風雅益城店 小売業 食料品 5%

222,416 熊本県 益城町 Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｙｕｔｃｈｉ　Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｙｕｔｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

222,417 熊本県 益城町 ヘアーメイク　むーぶ サービス 理容・美容業 5%

222,418 熊本県 益城町 益城車輌センター サービス その他サービス 5%

222,419 熊本県 益城町 マツオ自動車工業 サービス その他サービス 5%

222,420 熊本県 益城町 輸送団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,421 熊本県 益城町 吉田自動車　ＢＩＧ　ＢＩＫＥＲＳ　　吉田自動車　ＢＩＧ　ＢＩＫＥＲＳ 小売業 その他小売 5%

222,422 熊本県 美里町 出光亀山石油中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,423 熊本県 美里町 Ｃｌｉｐ　Ｗｏｒｋｓ 小売業 衣料品 5%

222,424 熊本県 美里町 桑野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,425 熊本県 美里町 ザ・キーストンガーデン サービス 飲食業 5%

222,426 熊本県 美里町 株式会社しのつか サービス 飲食業 5%

222,427 熊本県 美里町 下東農機車輌センター サービス その他サービス 5%

222,428 熊本県 美里町 ＳＡＵＳＡＧＥ　ＦＥＳＴ サービス 飲食業 5%

222,429 熊本県 美里町 そのだ動物病院 サービス その他サービス 5%

222,430 熊本県 美里町 そのだ動物病院 サービス その他サービス 5%

222,431 熊本県 美里町 砥用ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,432 熊本県 美里町 三浦屋 サービス 飲食業 5%
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222,433 熊本県 美里町 美里町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,434 熊本県 美里町 吉竹電気店 小売業 電化製品 5%

222,435 熊本県 美里町 レストラン木香里 サービス 飲食業 5%

222,436 熊本県 水上村 水上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,437 熊本県 水俣市 株式会社ハッピー電気商会　水俣営業所 小売業 電化製品 5%

222,438 熊本県 水俣市 喜楽食堂 サービス 飲食業 5%

222,439 熊本県 水俣市 葛渡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,440 熊本県 水俣市 熊本トヨタ自動車水俣店 小売業 その他小売 5%

222,441 熊本県 水俣市 熊本トヨペット水俣店 小売業 その他小売 5%

222,442 熊本県 水俣市 ゲストハウス　湯治屋 サービス 宿泊業 5%

222,443 熊本県 水俣市 産九電化 小売業 電化製品 5%

222,444 熊本県 水俣市 ＪＡ　あしきた　水俣基幹支所 小売業 その他小売 5%

222,445 熊本県 水俣市 地酒や　みやもと 小売業 食料品 5%

222,446 熊本県 水俣市 セブン－イレブン新水俣駅前店 小売業 食料品 2%

222,447 熊本県 水俣市 スーリール 小売業 その他小売 5%

222,448 熊本県 水俣市 生協くまもとツーリスト サービス その他サービス 5%

222,449 熊本県 水俣市 大松電気 小売業 電化製品 5%

222,450 熊本県 水俣市 たかやま 小売業 その他小売 5%

222,451 熊本県 水俣市 ＴＩＡＲＡ?Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ? サービス 理容・美容業 5%

222,452 熊本県 水俣市 ＴＳＳ住器 小売業 その他小売 2%

222,453 熊本県 水俣市 トヨタカローラ熊本水俣店 小売業 その他小売 5%

222,454 熊本県 水俣市 ネッツトヨタ熊本ネッツワールド水俣店 小売業 その他小売 5%

222,455 熊本県 水俣市 ビストロ　バンボッシュ サービス 飲食業 5%

222,456 熊本県 水俣市 ビストロバンボッシュ ビストロバンボッシュ サービス 飲食業 5%

222,457 熊本県 水俣市 ヒライ水俣店 小売業 食料品 5%

222,458 熊本県 水俣市 細山田ミシン商会 小売業 電化製品 5%

222,459 熊本県 水俣市 前川家具店 小売業 家具・調度品 5%

222,460 熊本県 水俣市 道の駅みなまた　たけんこ サービス 飲食業 5%

222,461 熊本県 水俣市 水俣市場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,462 熊本県 水俣市 水俣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,463 熊本県 水俣市 セブン－イレブン水俣ひばりケ丘店 小売業 食料品 2%

222,464 熊本県 水俣市 ムグルマ電器 小売業 電化製品 5%

222,465 熊本県 水俣市 （有）カワタ本店 小売業 その他小売 5%

222,466 熊本県 水俣市 湯宿　鶴水荘 サービス 宿泊業 5%

222,467 熊本県 水俣市 ロッキー水俣古賀店 小売業 食料品 5%

222,468 熊本県 水俣市 ロッキー水俣南福寺店 小売業 食料品 5%

222,469 熊本県 水俣市 和風ダイニング 遊食三昧 サービス 飲食業 5%

222,470 熊本県 南阿蘇村 阿蘇ファームヴィレッジ サービス 宿泊業 5%

222,471 熊本県 南阿蘇村 カークリーン下田 サービス その他サービス 5%

222,472 熊本県 南阿蘇村 カチーナトレーディング 小売業 衣料品 5%

222,473 熊本県 南阿蘇村 カフェ山猫軒 サービス 飲食業 5%

222,474 熊本県 南阿蘇村 カフェ山猫軒 サービス 飲食業 5%
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222,475 熊本県 南阿蘇村 きのこ亭 サービス 飲食業 5%

222,476 熊本県 南阿蘇村 キャラメル プディング 小売業 食料品 5%

222,477 熊本県 南阿蘇村 グリーンなんごう 小売業 その他小売 5%

222,478 熊本県 南阿蘇村 地獄温泉清風荘 サービス 宿泊業 5%

222,479 熊本県 南阿蘇村 スーパーみつい中松店 小売業 その他小売 5%

222,480 熊本県 南阿蘇村 ＳＯＣＫＥＴ 小売業 その他小売 5%

222,481 熊本県 南阿蘇村 立野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,482 熊本県 南阿蘇村 ちきゅうや サービス 飲食業 5%

222,483 熊本県 南阿蘇村 でんきハウスウエダ 小売業 電化製品 5%

222,484 熊本県 南阿蘇村 でんきハウスウエダ　有限会社ウエダ電器 小売業 電化製品 5%

222,485 熊本県 南阿蘇村 白水温泉竹の倉山荘 サービス 宿泊業 5%

222,486 熊本県 南阿蘇村 ハチコロ サービス その他サービス 5%

222,487 熊本県 南阿蘇村 美容室　Ｌｉａｎ サービス 理容・美容業 5%

222,488 熊本県 南阿蘇村 ヒライ阿蘇立野店 小売業 食料品 5%

222,489 熊本県 南阿蘇村 ファーミィランディ 小売業 その他小売 5%

222,490 熊本県 南阿蘇村 別邸蘇庵 サービス 宿泊業 5%

222,491 熊本県 南阿蘇村 ペンション　アンジェリカ サービス 宿泊業 5%

222,492 熊本県 南阿蘇村 ペンション　木の実 サービス 宿泊業 5%

222,493 熊本県 南阿蘇村 ペンションのんびりパパ サービス 宿泊業 5%

222,494 熊本県 南阿蘇村 マイスターハウス サービス 飲食業 5%

222,495 熊本県 南阿蘇村 南阿蘇 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,496 熊本県 南阿蘇村 南阿蘇ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,497 熊本県 南阿蘇村 南阿蘇バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,498 熊本県 南阿蘇村 南阿蘇ルナ天文台・オーベルジュ森のアトリエ サービス 宿泊業 5%

222,499 熊本県 南阿蘇村 了廣寺　宿坊 サービス 宿泊業 5%

222,500 熊本県 南阿蘇村 旅館心乃間間 サービス その他サービス 5%

222,501 熊本県 南阿蘇村 れいわマルシェ１ 小売業 家具・調度品 5%

222,502 熊本県 南阿蘇村 レストラン　バイエルン サービス 飲食業 5%

222,503 熊本県 南阿蘇村 ｒｏａｍ 小売業 家具・調度品 5%

222,504 熊本県 南阿蘇村 ｒｏｂｉｎ　阿蘇 小売業 衣料品 5%

222,505 熊本県 南阿蘇村 Ｗａｋｋａ サービス その他サービス 5%

222,506 熊本県 南小国町 お宿のし湯 サービス 宿泊業 5%

222,507 熊本県 南小国町 お宿華坊 サービス 宿泊業 5%

222,508 熊本県 南小国町 株式会社ダイジン自動車 サービス その他サービス 5%

222,509 熊本県 南小国町 株式会社日和技建　　日和技建 サービス その他サービス 5%

222,510 熊本県 南小国町 黒川温泉給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,511 熊本県 南小国町 （株）黒川温泉御処　月洸樹 サービス 宿泊業 5%

222,512 熊本県 南小国町 黒川温泉湯音 小売業 食料品 5%

222,513 熊本県 南小国町 有限会社黒川荘 サービス 宿泊業 5%

222,514 熊本県 南小国町 黒川森のコテージ サービス 宿泊業 5%

222,515 熊本県 南小国町 こうの湯 サービス 宿泊業 5%

222,516 熊本県 南小国町 里の湯　和らく サービス 宿泊業 5%
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222,517 熊本県 南小国町 三愛高原ホテル（瀬の本高原ホテル）※１０月より屋号変更 サービス 宿泊業 5%

222,518 熊本県 南小国町 三愛高原ホテル　レストラン（瀬の本高原ホテル）※１０月より屋号変更 サービス 飲食業 5%

222,519 熊本県 南小国町 四季の里　はなむら サービス 宿泊業 5%

222,520 熊本県 南小国町 白玉っ子甘味茶屋 白玉っ子 サービス 飲食業 5%

222,521 熊本県 南小国町 静寂な森の宿　山しのぶ サービス 宿泊業 5%

222,522 熊本県 南小国町 瀬の本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,523 熊本県 南小国町 草太郎庵 サービス 宿泊業 5%

222,524 熊本県 南小国町 蕎麦菜 サービス 飲食業 5%

222,525 熊本県 南小国町 そば屋　　沙羅 サービス 飲食業 5%

222,526 熊本県 南小国町 つけものやのおつけもの 小売業 食料品 5%

222,527 熊本県 南小国町 華匠庵 サービス 宿泊業 5%

222,528 熊本県 南小国町 離れ宿　山咲 サービス 宿泊業 5%

222,529 熊本県 南小国町 秘境白川源泉山荘　竹ふえ サービス 宿泊業 5%

222,530 熊本県 南小国町 ふじ屋 サービス 宿泊業 5%

222,531 熊本県 南小国町 ふもと旅館 サービス 宿泊業 5%

222,532 熊本県 南小国町 ポーランの笛 サービス その他サービス 5%

222,533 熊本県 南小国町 帆山亭 サービス 宿泊業 5%

222,534 熊本県 南小国町 南小国給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,535 熊本県 南小国町 やまびこ旅館 サービス 宿泊業 5%

222,536 熊本県 南小国町 湯峡の響き　優彩 サービス 宿泊業 5%

222,537 熊本県 南小国町 夢蔵人　黒川店 小売業 その他小売 5%

222,538 熊本県 南小国町 夢龍胆 サービス 宿泊業 5%

222,539 熊本県 南小国町 夢龍胆花泊まり サービス 宿泊業 5%

222,540 熊本県 南小国町 旅館　奥の湯 サービス 宿泊業 5%

222,541 熊本県 南小国町 旅館　南城苑 サービス 宿泊業 5%

222,542 熊本県 南小国町 旅館壱の井 サービス その他サービス 5%

222,543 熊本県 南小国町 旅館湯之迫 サービス 宿泊業 5%

222,544 熊本県 南小国町 旅館湯本荘 サービス 宿泊業 5%

222,545 熊本県 御船町 一休本舗 御船店 小売業 食料品 5%

222,546 熊本県 御船町 ｏｒｉｒｉ－ｍｆｇ 小売業 家具・調度品 5%

222,547 熊本県 御船町 株式会社　オートメカニカル サービス その他サービス 5%

222,548 熊本県 御船町 熊本ヤクルト 御船センター 小売業 食料品 5%

222,549 熊本県 御船町 ＪＡかみましき　御船支所　購買 小売業 その他小売 5%

222,550 熊本県 御船町 天昇院みふね サービス その他サービス 5%

222,551 熊本県 御船町 フランクール サービス その他サービス 5%

222,552 熊本県 御船町 御船ＳＳ　松永石油ガス 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,553 熊本県 御船町 マルエイ御船店 小売業 食料品 5%

222,554 熊本県 御船町 御船ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,555 熊本県 御船町 有限会社成瀬でんき 小売業 電化製品 5%

222,556 熊本県 御船町 有限会社成瀬でんき 小売業 電化製品 5%

222,557 熊本県 八代市 ａｎｎｙｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

222,558 熊本県 八代市 アルマ　つのだ本店 小売業 食料品 5%
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222,559 熊本県 八代市 いけす料理　宗弘 サービス 飲食業 5%

222,560 熊本県 八代市 居酒屋　座忘 サービス 飲食業 5%

222,561 熊本県 八代市 居酒屋　花・華　八代松江通店 サービス 飲食業 5%

222,562 熊本県 八代市 泉町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,563 熊本県 八代市 一休本舗 海士ヶ江店 小売業 食料品 5%

222,564 熊本県 八代市 一休本舗 八代店 小売業 食料品 5%

222,565 熊本県 八代市 出光郡築ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,566 熊本県 八代市 出光千丁新牟田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,567 熊本県 八代市 出光八代臨港線ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,568 熊本県 八代市 有限会社稲崎石油　鏡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,569 熊本県 八代市 井原モータース サービス その他サービス 5%

222,570 熊本県 八代市 ＩＮよりふじ 小売業 電化製品 5%

222,571 熊本県 八代市 上塚釣具店 小売業 その他小売 5%

222,572 熊本県 八代市 Ｗｅｄｄｉｎｇ　Ａｔｅｌｉｅｒ　Ａｌａｎ サービス その他サービス 5%

222,573 熊本県 八代市 ウエディングマイン　八代店 サービス その他サービス 5%

222,574 熊本県 八代市 ウェディングマイン八代店 サービス その他サービス 5%

222,575 熊本県 八代市 ウエムラ電機 小売業 電化製品 5%

222,576 熊本県 八代市 エコ電ＳＢＱ八代中央店 小売業 電化製品 5%

222,577 熊本県 八代市 エコ電ＳＢＱ八代店 小売業 電化製品 5%

222,578 熊本県 八代市 エステ　ＷＡＭ　八代店 サービス 理容・美容業 5%

222,579 熊本県 八代市 オガタ電器 小売業 電化製品 5%

222,580 熊本県 八代市 沖田商店 沖田商店 小売業 その他小売 5%

222,581 熊本県 八代市 オステリアルミニ サービス 飲食業 5%

222,582 熊本県 八代市 お茶の濱大松園 小売業 食料品 5%

222,583 熊本県 八代市 お仏壇・墓石の千寿八代店 小売業 その他小売 5%

222,584 熊本県 八代市 鏡町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,585 熊本県 八代市 ｃａｆｅ   ｂａｒ ＺＡＰ サービス 飲食業 5%

222,586 熊本県 八代市 株式会社通信館 小売業 衣料品 5%

222,587 熊本県 八代市 株式会社ハッピー電気商会　八代営業所 小売業 電化製品 5%

222,588 熊本県 八代市 株式会社佛壇の古屋鋪　八代店 小売業 家具・調度品 5%

222,589 熊本県 八代市 カメラの中野　八代大村店 サービス その他サービス 5%

222,590 熊本県 八代市 かや亭 サービス 飲食業 5%

222,591 熊本県 八代市 かるかや 小売業 衣料品 5%

222,592 熊本県 八代市 ガレージ　ヴォーグ 小売業 その他小売 5%

222,593 熊本県 八代市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋八代松江町店 サービス 飲食業 2%

222,594 熊本県 八代市 河野プロパン瓦斯 小売業 その他小売 5%

222,595 熊本県 八代市 ギフトのデパート　アムローズ 小売業 その他小売 5%

222,596 熊本県 八代市 ギャンｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

222,597 熊本県 八代市 金之助　八代 サービス 飲食業 5%

222,598 熊本県 八代市 くすりの白十字 小売業 その他小売 5%

222,599 熊本県 八代市 熊本菓房八代店 小売業 食料品 5%

222,600 熊本県 八代市 熊本トヨタ自動車アウトガルテン八代 小売業 その他小売 5%
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222,601 熊本県 八代市 熊本トヨタ自動車八代店 小売業 その他小売 5%

222,602 熊本県 八代市 熊本トヨペット八代店 小売業 その他小売 5%

222,603 熊本県 八代市 熊本ヤクルト 八代海士江センター 小売業 食料品 5%

222,604 熊本県 八代市 熊本ヤクルト 八代高田センター 小売業 食料品 5%

222,605 熊本県 八代市 グリーンヒル動物病院 サービス その他サービス 5%

222,606 熊本県 八代市 くわさき洋装店 小売業 衣料品 5%

222,607 熊本県 八代市 Ｋ・ＬＩＮＥ サービス その他サービス 5%

222,608 熊本県 八代市 合資会社油屋呉服店 小売業 衣料品 5%

222,609 熊本県 八代市 古閑浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,610 熊本県 八代市 ＫｏＫＩＮ　　ＫｏＫＩＮ 小売業 その他小売 5%

222,611 熊本県 八代市 呉服の京都屋 小売業 その他小売 5%

222,612 熊本県 八代市 ＳＡＩｓ サービス 理容・美容業 5%

222,613 熊本県 八代市 サロン・ド・リュバン 小売業 衣料品 5%

222,614 熊本県 八代市 株式会社ＳＵＮーＲＩＳＥ 小売業 その他小売 5%

222,615 熊本県 八代市 シーライン八代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,616 熊本県 八代市 ＪＡ八代地域西部購買センター 小売業 その他小売 5%

222,617 熊本県 八代市 ＪＡ八代地域東部購買センター 小売業 その他小売 5%

222,618 熊本県 八代市 ＪＡ八代地域南部購買センター 小売業 その他小売 5%

222,619 熊本県 八代市 ＪＡ八代地域北部購買センター 小売業 その他小売 5%

222,620 熊本県 八代市 ジェイツ－リスト九州　ゆめタウン八代店 サービス その他サービス 5%

222,621 熊本県 八代市 シエスタルーム 小売業 その他小売 5%

222,622 熊本県 八代市 柴田自動車 サービス その他サービス 5%

222,623 熊本県 八代市 嶋田車体 サービス その他サービス 5%

222,624 熊本県 八代市 シモカワ　緑町店 小売業 その他小売 5%

222,625 熊本県 八代市 ＪＵＳＴ　ＡＵＴＯＭＯＢＩＬＥ 小売業 その他小売 5%

222,626 熊本県 八代市 十徳や　八代北の丸店 サービス 飲食業 5%

222,627 熊本県 八代市 セブン－イレブン新八代駅前店 小売業 食料品 2%

222,628 熊本県 八代市 ＳＫＡ サービス 理容・美容業 5%

222,629 熊本県 八代市 Ｓｃｏｕｎｄｒｅｌ　Ｈｏｕｓｅ 小売業 衣料品 5%

222,630 熊本県 八代市 寿司日本料理葵 サービス 飲食業 5%

222,631 熊本県 八代市 スナック　かすみ草 サービス 飲食業 5%

222,632 熊本県 八代市 すまいる館　八代工業高校前店 サービス その他サービス 5%

222,633 熊本県 八代市 すまいる館八代南インター店 サービス その他サービス 5%

222,634 熊本県 八代市 生鮮センター古城店Ｄａウィン 小売業 その他小売 5%

222,635 熊本県 八代市 セルフ坂本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,636 熊本県 八代市 セレモニーやまおく八代 小売業 その他小売 5%

222,637 熊本県 八代市 橙 サービス 飲食業 5%

222,638 熊本県 八代市 タカチホカメラ　八代店 小売業 その他小売 5%

222,639 熊本県 八代市 たくみ動物病院 サービス その他サービス 5%

222,640 熊本県 八代市 田中町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,641 熊本県 八代市 ディスカウント　たかしま 小売業 その他小売 5%

222,642 熊本県 八代市 デリキッチン　さすが 小売業 食料品 5%
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222,643 熊本県 八代市 でんきハウスいづみ 小売業 電化製品 5%

222,644 熊本県 八代市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅゼロワン・コーダＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,645 熊本県 八代市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅゼロワン・ムギシマＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,646 熊本県 八代市 トヨタカローラ熊本八代店 小売業 その他小売 5%

222,647 熊本県 八代市 トヨタレンタリース熊本八代店 サービス その他サービス 2%

222,648 熊本県 八代市 ナンキュウ　八代営業所 小売業 その他小売 5%

222,649 熊本県 八代市 西本電気店 小売業 電化製品 5%

222,650 熊本県 八代市 ２３区ゆめタウン八代店 小売業 衣料品 5%

222,651 熊本県 八代市 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ＬＡＲＧＥ サービス その他サービス 5%

222,652 熊本県 八代市 ネッツトヨタ熊本ネッツワールド八代店 小売業 その他小売 5%

222,653 熊本県 八代市 Ｂａｒ　ＯＮＥ　ＰＥＡＣＥ サービス 飲食業 5%

222,654 熊本県 八代市 博多麺王 八代 サービス 飲食業 5%

222,655 熊本県 八代市 ＨＡＰＰＹＴＩＭＥＤＩＲＥＣＴＩＯＮ 小売業 家具・調度品 5%

222,656 熊本県 八代市 パナランド犬童 小売業 電化製品 5%

222,657 熊本県 八代市 株式会社ビーウェイ サービス 理容・美容業 5%

222,658 熊本県 八代市 ハヤカワ八代店 小売業 その他小売 5%

222,659 熊本県 八代市 Ｂａｒ＆Ｂａｒ　そうせき サービス 飲食業 5%

222,660 熊本県 八代市 久武電設 小売業 電化製品 5%

222,661 熊本県 八代市 日奈久温泉　柳屋旅館 サービス 宿泊業 5%

222,662 熊本県 八代市 美容室ピカイチ サービス 理容・美容業 5%

222,663 熊本県 八代市 ヒライ八代あまがえ店 小売業 食料品 5%

222,664 熊本県 八代市 ヒライ八代鏡店 小売業 食料品 5%

222,665 熊本県 八代市 ヒライ八代南店 小売業 食料品 5%

222,666 熊本県 八代市 ヒライ八代臨港線店 小売業 食料品 5%

222,667 熊本県 八代市 Ｐｉｎｋ　Ｔｒｅｅ 小売業 食料品 5%

222,668 熊本県 八代市 ふく福 八代店 サービス 飲食業 5%

222,669 熊本県 八代市 Ｆｌｅｕｒｉｒ サービス 理容・美容業 5%

222,670 熊本県 八代市 フレッシュしみず 小売業 その他小売 5%

222,671 熊本県 八代市 フローリスト・つつみ 小売業 その他小売 5%

222,672 熊本県 八代市 ＰＲＯＳＨＯＰ　ＨＯＰＥ　南九州 小売業 その他小売 5%

222,673 熊本県 八代市 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　Ｒｅｔｒｅａｔ サービス 理容・美容業 5%

222,674 熊本県 八代市 ヘアーカベロ サービス 理容・美容業 5%

222,675 熊本県 八代市 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ａｚｕｒ サービス 理容・美容業 5%

222,676 熊本県 八代市 Ｈａｉｒｓａｌｏｎ　Ａｚｕｒ サービス 理容・美容業 5%

222,677 熊本県 八代市 ベルハウス 小売業 電化製品 5%

222,678 熊本県 八代市 便利屋！お助け本舗　熊本八代店 サービス その他サービス 5%

222,679 熊本県 八代市 補聴器センター八代 小売業 その他小売 5%

222,680 熊本県 八代市 本社１ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,681 熊本県 八代市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,682 熊本県 八代市 本社ダミー 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,683 熊本県 八代市 本田写真館 サービス その他サービス 5%

222,684 熊本県 八代市 マクドナルド八代インター店 サービス 飲食業 2%
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222,685 熊本県 八代市 マクドナルド八代松江店 サービス 飲食業 2%

222,686 熊本県 八代市 マンガ倉庫　八代店 小売業 その他小売 5%

222,687 熊本県 八代市 道田自動車サービスセンター サービス その他サービス 5%

222,688 熊本県 八代市 光多制服　八代店 小売業 衣料品 5%

222,689 熊本県 八代市 港町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,690 熊本県 八代市 宮田電気工業 小売業 電化製品 5%

222,691 熊本県 八代市 宮本商店 サービス その他サービス 5%

222,692 熊本県 八代市 明林堂書店八代旭中央店 小売業 その他小売 5%

222,693 熊本県 八代市 明林堂書店ゆめタウン八代店 小売業 その他小売 5%

222,694 熊本県 八代市 めがねの開眼堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

222,695 熊本県 八代市 めがねの開眼堂　鏡店 小売業 その他小売 5%

222,696 熊本県 八代市 めがねの開眼堂　本町店 小売業 その他小売 5%

222,697 熊本県 八代市 めがねの開眼堂　鏡町店 小売業 その他小売 5%

222,698 熊本県 八代市 めがねの開眼堂　田中町店 小売業 その他小売 5%

222,699 熊本県 八代市 盛高鍛冶刃物 小売業 その他小売 5%

222,700 熊本県 八代市 焼肉 炎 八代本町店 サービス 飲食業 5%

222,701 熊本県 八代市 焼肉なべしま　八代店 サービス 飲食業 5%

222,702 熊本県 八代市 焼肉なべしま　熊本八代店 サービス 飲食業 5%

222,703 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代旭中央通り店 小売業 食料品 2%

222,704 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代海士江町店 小売業 食料品 2%

222,705 熊本県 八代市 八代荒瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,706 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代井上町店 小売業 食料品 2%

222,707 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代インター店 小売業 食料品 2%

222,708 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代植柳下町店 小売業 食料品 2%

222,709 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代大手町店 小売業 食料品 2%

222,710 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代鏡店 小売業 食料品 2%

222,711 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代鏡町両出店 小売業 食料品 2%

222,712 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代上片町店 小売業 食料品 2%

222,713 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代北新地店 小売業 食料品 2%

222,714 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代高下西町店 小売業 食料品 2%

222,715 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代古閑浜店 小売業 食料品 2%

222,716 熊本県 八代市 やつしろコンタクト 小売業 その他小売 5%

222,717 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代敷川内町店 小売業 食料品 2%

222,718 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代千丁町店 小売業 食料品 2%

222,719 熊本県 八代市 八代タイヤサービス 小売業 その他小売 5%

222,720 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代田中北町店 小売業 食料品 2%

222,721 熊本県 八代市 八代田中西町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,722 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代田中西町店 小売業 食料品 2%

222,723 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代築添町店 小売業 食料品 2%

222,724 熊本県 八代市 八代ドライビングスクール サービス その他サービス 5%

222,725 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代永碇店 小売業 食料品 2%

222,726 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代八幡町店 小売業 食料品 2%
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222,727 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代古城町店 小売業 食料品 2%

222,728 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代本野町店 小売業 食料品 2%

222,729 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代松高小学校前店 小売業 食料品 2%

222,730 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代横手新町店 小売業 食料品 2%

222,731 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代葭牟田店 小売業 食料品 2%

222,732 熊本県 八代市 セブン－イレブン八代渡町店 小売業 食料品 2%

222,733 熊本県 八代市 山本食堂 サービス 飲食業 5%

222,734 熊本県 八代市 有限会社 中川商会 小売業 食料品 5%

222,735 熊本県 八代市 有限会社あたらし屋旅館 サービス その他サービス 5%

222,736 熊本県 八代市 有限会社魚弘 小売業 食料品 5%

222,737 熊本県 八代市 ゆうでん福正店 小売業 電化製品 5%

222,738 熊本県 八代市 ゆめタウン八代リエジュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

222,739 熊本県 八代市 夢林檎美容室 サービス 理容・美容業 5%

222,740 熊本県 八代市 ラジオ．クロネコ 小売業 電化製品 5%

222,741 熊本県 八代市 リエジュゆめタウン八代店 小売業 貴金属・服飾品 5%

222,742 熊本県 八代市 ロータスハシモト サービス その他サービス 5%

222,743 熊本県 八代市 ロッキー八代古閑中店 小売業 食料品 5%

222,744 熊本県 山江村 セブン－イレブン九州道山江ＳＡ下り店 小売業 食料品 2%

222,745 熊本県 山江村 セブン－イレブン九州道山江ＳＡ上り店 小売業 食料品 2%

222,746 熊本県 山江村 山江温泉ほたる サービス 宿泊業 5%

222,747 熊本県 山鹿市 アウトレットカーセレクト サービス その他サービス 2%

222,748 熊本県 山鹿市 あそしな米穀 小売業 食料品 5%

222,749 熊本県 山鹿市 ａｎｄ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

222,750 熊本県 山鹿市 ａｎｄ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

222,751 熊本県 山鹿市 イーケーカンパニー株式会社 サービス その他サービス 5%

222,752 熊本県 山鹿市 出光セルフ山鹿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,753 熊本県 山鹿市 有働自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

222,754 熊本県 山鹿市 エガミ屋 小売業 貴金属・服飾品 5%

222,755 熊本県 山鹿市 エステサロンシュシュ サービス 理容・美容業 5%

222,756 熊本県 山鹿市 オシャレノキクヤ 小売業 衣料品 5%

222,757 熊本県 山鹿市 海鮮レストランやまがや 小売業 食料品 5%

222,758 熊本県 山鹿市 鹿央町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,759 熊本県 山鹿市 鹿央町広ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,760 熊本県 山鹿市 香り畑 小売業 衣料品 5%

222,761 熊本県 山鹿市 家族湯旅館いまむら サービス 宿泊業 5%

222,762 熊本県 山鹿市 カフェ　タンタァ サービス 飲食業 5%

222,763 熊本県 山鹿市 株式会社ハッピー電気商会　山鹿営業所 小売業 電化製品 5%

222,764 熊本県 山鹿市 鹿北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,765 熊本県 山鹿市 華北飯店 サービス 飲食業 5%

222,766 熊本県 山鹿市 セブン－イレブン鹿本高橋店 小売業 食料品 2%

222,767 熊本県 山鹿市 セブン－イレブン鹿本御宇田店 小売業 食料品 2%

222,768 熊本県 山鹿市 かもとＳＳ　株式会社山鹿ホールディングス 小売業 ガソリンスタンド 2%
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222,769 熊本県 山鹿市 カラオケ５５　山鹿店 サービス その他サービス 5%

222,770 熊本県 山鹿市 ガレージジーン 小売業 その他小売 5%

222,771 熊本県 山鹿市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋熊本山鹿店 サービス 飲食業 2%

222,772 熊本県 山鹿市 ＧＡＲＡＧＥ　わいず 小売業 その他小売 5%

222,773 熊本県 山鹿市 菊鹿ワイナリー売店 小売業 その他小売 5%

222,774 熊本県 山鹿市 来民ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,775 熊本県 山鹿市 グッディ　山鹿店 小売業 家具・調度品 5%

222,776 熊本県 山鹿市 グッデイ　山鹿店 小売業 その他小売 5%

222,777 熊本県 山鹿市 熊本トヨタ自動車山鹿店 小売業 その他小売 5%

222,778 熊本県 山鹿市 熊本トヨペット　山鹿店 小売業 その他小売 5%

222,779 熊本県 山鹿市 熊本トヨペット　山鹿店 小売業 その他小売 5%

222,780 熊本県 山鹿市 蔵ＢＵＺＥＮ サービス 飲食業 5%

222,781 熊本県 山鹿市 有限会社　こだわり亭 サービス 飲食業 5%

222,782 熊本県 山鹿市 ザザホラヤ　山鹿店 小売業 衣料品 5%

222,783 熊本県 山鹿市 里山の隠れ宿　花富亭 サービス 宿泊業 5%

222,784 熊本県 山鹿市 Ｃ＆Ｓのなか 小売業 その他小売 5%

222,785 熊本県 山鹿市 生活彩家山鹿回生病院店 小売業 その他小売 2%

222,786 熊本県 山鹿市 セルフ山鹿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,787 熊本県 山鹿市 染、手作り工房かみや 小売業 その他小売 5%

222,788 熊本県 山鹿市 だるま餅屋 小売業 食料品 5%

222,789 熊本県 山鹿市 トータルカーショップ　エベレスト 小売業 その他小売 5%

222,790 熊本県 山鹿市 トヨタカローラ熊本山鹿店 小売業 その他小売 5%

222,791 熊本県 山鹿市 中村　スポーツ　中村　スポーツ 小売業 その他小売 5%

222,792 熊本県 山鹿市 ネッツトヨタ熊本ネッツワールド山鹿店 小売業 その他小売 5%

222,793 熊本県 山鹿市 パサール山鹿 小売業 その他小売 5%

222,794 熊本県 山鹿市 パナランド　まえかわ 小売業 電化製品 5%

222,795 熊本県 山鹿市 ハヤカワスポーツ山鹿店 小売業 その他小売 5%

222,796 熊本県 山鹿市 久吾寿司 サービス 飲食業 5%

222,797 熊本県 山鹿市 ビジネス湯宿湶 サービス 宿泊業 5%

222,798 熊本県 山鹿市 美容ピュア山鹿店 サービス 理容・美容業 5%

222,799 熊本県 山鹿市 ヒライ鹿本店 小売業 食料品 5%

222,800 熊本県 山鹿市 ヒライ山鹿店 小売業 食料品 5%

222,801 熊本県 山鹿市 平山温泉上田屋 サービス 宿泊業 5%

222,802 熊本県 山鹿市 富士ホテル サービス 宿泊業 5%

222,803 熊本県 山鹿市 ブルームーン サービス 理容・美容業 5%

222,804 熊本県 山鹿市 ホ－ム電器 小売業 電化製品 5%

222,805 熊本県 山鹿市 マクドナルド３号線山鹿店 サービス 飲食業 2%

222,806 熊本県 山鹿市 ママイクコ　山鹿 小売業 その他小売 5%

222,807 熊本県 山鹿市 無法松　山鹿店 小売業 その他小売 5%

222,808 熊本県 山鹿市 やきにく　なか園 サービス 飲食業 5%

222,809 熊本県 山鹿市 セブン－イレブン山鹿大橋通店 小売業 食料品 2%

222,810 熊本県 山鹿市 山鹿温泉　清流荘 サービス 宿泊業 5%
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222,811 熊本県 山鹿市 山鹿温泉　眺山庭 サービス 宿泊業 5%

222,812 熊本県 山鹿市 セブン－イレブン山鹿鹿校通店 小売業 食料品 2%

222,813 熊本県 山鹿市 山鹿下町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,814 熊本県 山鹿市 山鹿中央通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,815 熊本県 山鹿市 セブン－イレブン山鹿中央通り店 小売業 食料品 2%

222,816 熊本県 山鹿市 山鹿都市ガス 小売業 その他小売 5%

222,817 熊本県 山鹿市 やまが野火焼　ろくよう窯 小売業 その他小売 5%

222,818 熊本県 山鹿市 山鹿日置ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,819 熊本県 山鹿市 セブン－イレブン山鹿三岳店 小売業 食料品 2%

222,820 熊本県 山鹿市 ヤマノテ 小売業 その他小売 5%

222,821 熊本県 山鹿市 山懐の宿　一木一草 サービス 宿泊業 5%

222,822 熊本県 山鹿市 有限会社 佐とう製茶 佐とう製茶 温泉プラザ山鹿店 小売業 その他小売 5%

222,823 熊本県 山鹿市 有限会社友枝モータース サービス その他サービス 5%

222,824 熊本県 山鹿市 有限会社原田食品製造所 小売業 食料品 5%

222,825 熊本県 山鹿市 夢大地食菜館 小売業 その他小売 5%

222,826 熊本県 山鹿市 夢大地食菜館　三岳店 小売業 その他小売 5%

222,827 熊本県 山鹿市 夢大地食菜館　米田店 小売業 その他小売 5%

222,828 熊本県 山鹿市 ＲＩＣＨＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

222,829 熊本県 山鹿市 Ｒｉｖｅｒ 小売業 衣料品 5%

222,830 熊本県 山鹿市 ロッキー鹿本店 小売業 食料品 5%

222,831 熊本県 山都町 ＨＩヒロセ　コンボ矢部店 小売業 その他小売 5%

222,832 熊本県 山都町 Ａコープ矢部 小売業 食料品 5%

222,833 熊本県 山都町 牛力 サービス 飲食業 5%

222,834 熊本県 山都町 サンライズホームセンター矢部店 小売業 その他小売 5%

222,835 熊本県 山都町 ＪＡかみましき　清和支所　購買 小売業 その他小売 5%

222,836 熊本県 山都町 ＪＡかみましき　矢部支所　購買 小売業 その他小売 5%

222,837 熊本県 山都町 スーパーみつい蘇陽店 小売業 その他小売 5%

222,838 熊本県 山都町 スーパーみつい馬見原店 小売業 その他小売 5%

222,839 熊本県 山都町 清和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,840 熊本県 山都町 セレモニーやまおく矢部 小売業 その他小売 5%

222,841 熊本県 山都町 通潤酒造 小売業 その他小売 5%

222,842 熊本県 山都町 通潤酒造 寛政蔵 小売業 その他小売 5%

222,843 熊本県 山都町 プラザカイ 小売業 電化製品 5%

222,844 熊本県 山都町 ふれあいショップセイワ 小売業 その他小売 5%

222,845 熊本県 山都町 馬見原バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,846 熊本県 山都町 萬石酒販有限会社　酒のヤマト 小売業 食料品 5%

222,847 熊本県 山都町 道の駅　通潤橋 小売業 その他小売 5%

222,848 熊本県 山都町 矢部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,849 熊本県 山都町 矢部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,850 熊本県 山都町 矢部車輌センター サービス その他サービス 5%

222,851 熊本県 山都町 矢部バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,852 熊本県 山都町 ラフィーヌ　やまびこ 小売業 電化製品 5%
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222,853 熊本県 湯前町 庄籠製菓舗 小売業 食料品 5%

222,854 熊本県 湯前町 湯前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,855 熊本県 苓北町 一力 サービス 飲食業 5%

222,856 熊本県 苓北町 草場ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,857 熊本県 苓北町 サロンドフルベール苓北志岐 サービス 理容・美容業 5%

222,858 熊本県 苓北町 セルフ苓北給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,859 熊本県 苓北町 トータルファッションもり 小売業 衣料品 5%

222,860 熊本県 苓北町 民宿　大漁丸 サービス 宿泊業 5%

222,861 熊本県 苓北町 有限会社苓北真珠 サービス その他サービス 5%

222,862 熊本県 苓北町 ユ－マ－トひらた 小売業 その他小売 5%

222,863 熊本県 和水町 ｋｉｎｏｎ　ｃａｆｅ＆ａｒｔｓ サービス 飲食業 5%

222,864 熊本県 和水町 クリエイト 小売業 電化製品 5%

222,865 熊本県 和水町 旬彩ＳＯＢＡ常次郎庵 サービス 飲食業 5%

222,866 熊本県 和水町 ナゴミマルシェ菊屋　みかん店 小売業 食料品 5%

222,867 熊本県 和水町 ナゴミマルシェ菊屋　りんご店 小売業 食料品 5%

222,868 熊本県 和水町 ぱんのわ　ぱんのわ 小売業 食料品 5%

222,869 熊本県 和水町 ヒライ菊水店 小売業 食料品 5%

222,870 熊本県 和水町 三加和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,871 熊本県 和水町 わさんたらんか サービス 飲食業 5%

222,872 大分県 宇佐市 安心院ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,873 大分県 宇佐市 安心院ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,874 大分県 宇佐市 アミナカ電器 小売業 電化製品 5%

222,875 大分県 宇佐市 出光宇佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,876 大分県 宇佐市 出光八幡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,877 大分県 宇佐市 Ｅｉｎｅ 小売業 その他小売 5%

222,878 大分県 宇佐市 院内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,879 大分県 宇佐市 院内ＳＳ　有限会社奥石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,880 大分県 宇佐市 ［ＨＣ］浮城電気 小売業 電化製品 5%

222,881 大分県 宇佐市 宇佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,882 大分県 宇佐市 宇佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,883 大分県 宇佐市 セブン－イレブン宇佐上田店 小売業 食料品 2%

222,884 大分県 宇佐市 宇佐営業所 サービス 運輸業 5%

222,885 大分県 宇佐市 宇佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,886 大分県 宇佐市 セブン－イレブン宇佐江須賀店 小売業 食料品 2%

222,887 大分県 宇佐市 セブン－イレブン宇佐閤店 小売業 食料品 2%

222,888 大分県 宇佐市 セブン－イレブン宇佐順風新田店 小売業 食料品 2%

222,889 大分県 宇佐市 セブン－イレブン宇佐神宮前店 小売業 食料品 2%

222,890 大分県 宇佐市 セブン－イレブン宇佐別府店 小売業 食料品 2%

222,891 大分県 宇佐市 セブン－イレブン宇佐四日市店 小売業 食料品 2%

222,892 大分県 宇佐市 駅川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,893 大分県 宇佐市 大分宇佐給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,894 大分県 宇佐市 かくまさ サービス 飲食業 5%
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222,895 大分県 宇佐市 カークラフト　テツ サービス その他サービス 5%

222,896 大分県 宇佐市 （株）樹　いつきファーム直売所 小売業 食料品 5%

222,897 大分県 宇佐市 髪憩い　奏 サービス 理容・美容業 5%

222,898 大分県 宇佐市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋宇佐四日市店 サービス 飲食業 2%

222,899 大分県 宇佐市 菊水旅館 サービス 宿泊業 5%

222,900 大分県 宇佐市 樹豆珈琲 サービス 飲食業 5%

222,901 大分県 宇佐市 グッデイ　宇佐北店 小売業 家具・調度品 5%

222,902 大分県 宇佐市 Ｇｏｏｄ－Ｓｔａｙ　みずほ サービス 宿泊業 5%

222,903 大分県 宇佐市 酒スタジアムヨコヤマ　四日市店 小売業 食料品 5%

222,904 大分県 宇佐市 車輪工房 小売業 その他小売 5%

222,905 大分県 宇佐市 神宮茶屋 小売業 食料品 5%

222,906 大分県 宇佐市 すたみな太郎　宇佐店 サービス 飲食業 5%

222,907 大分県 宇佐市 住之江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,908 大分県 宇佐市 炭火焼肉梨洞 サービス 飲食業 5%

222,909 大分県 宇佐市 セルフおの安心院店 小売業 食料品 5%

222,910 大分県 宇佐市 セルフおの院内店 小売業 食料品 5%

222,911 大分県 宇佐市 高家ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,912 大分県 宇佐市 竹工房オンセ 小売業 その他小売 5%

222,913 大分県 宇佐市 でんき館モリナガ 小売業 電化製品 5%

222,914 大分県 宇佐市 徳田電気店 小売業 電化製品 5%

222,915 大分県 宇佐市 トヨタカローラ大分宇佐店 小売業 その他小売 5%

222,916 大分県 宇佐市 トヨタレンタリース大分宇佐駅前店 小売業 その他小売 2%

222,917 大分県 宇佐市 長洲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,918 大分県 宇佐市 有限会社中野設備 サービス その他サービス 5%

222,919 大分県 宇佐市 ＮＡＧＯＭＩ　ＳＡＬＯＮ　ＮＡＧＯＭＩ　ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

222,920 大分県 宇佐市 なんどいや サービス 飲食業 5%

222,921 大分県 宇佐市 ニュー丸栄石油 大分宇佐給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,922 大分県 宇佐市 ネッツトヨタ大分宇佐店 小売業 その他小売 5%

222,923 大分県 宇佐市 ネッツトヨタ東九州宇佐・中津店 小売業 その他小売 5%

222,924 大分県 宇佐市 呑もうっちゃ サービス 飲食業 5%

222,925 大分県 宇佐市 原花店 小売業 その他小売 5%

222,926 大分県 宇佐市 明屋書店　宇佐店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

222,927 大分県 宇佐市 ビーライン　宇佐店 小売業 その他小売 5%

222,928 大分県 宇佐市 ベルリンメガネ　宇佐店 小売業 貴金属・服飾品 5%

222,929 大分県 宇佐市 ホームセンターセブン 小売業 その他小売 5%

222,930 大分県 宇佐市 ホームセンターセブン　安心院店 小売業 その他小売 5%

222,931 大分県 宇佐市 ホームセンターセブン宇佐店 小売業 その他小売 5%

222,932 大分県 宇佐市 ＨｏｔＰｏｔ　Ｃｈａｉ サービス 飲食業 5%

222,933 大分県 宇佐市 ボディーガード 小売業 その他小売 5%

222,934 大分県 宇佐市 ホームセンターセブン　四日市店 小売業 その他小売 5%

222,935 大分県 宇佐市 ＨｏｎｄａＣａｒｓ宇佐 サービス その他サービス 5%

222,936 大分県 宇佐市 マクドナルド宇佐店 サービス 飲食業 2%
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222,937 大分県 宇佐市 マクドナルド１０号宇佐店 サービス 飲食業 2%

222,938 大分県 宇佐市 柳ヶ浦駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,939 大分県 宇佐市 ヤノメガネ　宇佐店 小売業 貴金属・服飾品 5%

222,940 大分県 宇佐市 やまさ旅館 サービス 宿泊業 5%

222,941 大分県 宇佐市 ユニリン 小売業 その他小売 5%

222,942 大分県 宇佐市 養生健美治療院 サービス 理容・美容業 5%

222,943 大分県 宇佐市 四日市第１給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,944 大分県 宇佐市 ラーメン嬉屋 サービス 飲食業 5%

222,945 大分県 臼杵市 あすとぴあＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,946 大分県 臼杵市 アトム電器　臼杵市浜店 小売業 電化製品 5%

222,947 大分県 臼杵市 ａｔｅｌｉｅｒ?Ｂ サービス その他サービス 5%

222,948 大分県 臼杵市 出光臼杵公園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,949 大分県 臼杵市 出光スーパーセルフ臼杵ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,950 大分県 臼杵市 臼杵ＣＣ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,951 大分県 臼杵市 臼杵インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,952 大分県 臼杵市 うすきコンタクト 小売業 その他小売 5%

222,953 大分県 臼杵市 臼杵洲崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,954 大分県 臼杵市 セブン－イレブン臼杵福良店 小売業 食料品 2%

222,955 大分県 臼杵市 セブン－イレブン臼杵藤河内店 小売業 食料品 2%

222,956 大分県 臼杵市 ＨＩＨ　ＦＣ　旭プラザ（ひろせ臼杵店） 小売業 その他小売 5%

222,957 大分県 臼杵市 衛藤電器商会 小売業 電化製品 5%

222,958 大分県 臼杵市 お好み焼き　満月 サービス 飲食業 5%

222,959 大分県 臼杵市 家具サロンタカハシ 小売業 家具・調度品 5%

222,960 大分県 臼杵市 家具の大見 小売業 家具・調度品 5%

222,961 大分県 臼杵市 カーテンＤＯ！　臼杵サテライトショップ 小売業 家具・調度品 5%

222,962 大分県 臼杵市 熊崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,963 大分県 臼杵市 クレドホテル臼杵 サービス 宿泊業 5%

222,964 大分県 臼杵市 さかいや電気 小売業 電化製品 5%

222,965 大分県 臼杵市 ＳＡＬＯＮ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

222,966 大分県 臼杵市 清水車体整備 サービス その他サービス 5%

222,967 大分県 臼杵市 下ノ江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,968 大分県 臼杵市 スーパーコンボ臼杵店 小売業 その他小売 5%

222,969 大分県 臼杵市 スタジオアート サービス その他サービス 5%

222,970 大分県 臼杵市 スペインバル＆カフェＬａＭａｎｃｈａ サービス 飲食業 5%

222,971 大分県 臼杵市 スポーツショップナカガワ臼杵店 小売業 その他小売 5%

222,972 大分県 臼杵市 石仏観光センター 小売業 その他小売 5%

222,973 大分県 臼杵市 セルフ木保佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,974 大分県 臼杵市 高村ふとん店 小売業 その他小売 5%

222,975 大分県 臼杵市 長酒店 小売業 食料品 5%

222,976 大分県 臼杵市 でんでん館　梅屋 小売業 電化製品 5%

222,977 大分県 臼杵市 でんでん館　平成 小売業 電化製品 5%

222,978 大分県 臼杵市 土橋ＳＳ　富士甚商事株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%
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222,979 大分県 臼杵市 トヨタカローラ大分臼杵店 小売業 その他小売 5%

222,980 大分県 臼杵市 トヨタレンタリース大分臼杵店 小売業 その他小売 2%

222,981 大分県 臼杵市 （有）中州自動車 サービス その他サービス 5%

222,982 大分県 臼杵市 鍋田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,983 大分県 臼杵市 ぬのことば サービス その他サービス 5%

222,984 大分県 臼杵市 ネッツトヨタ東九州　臼杵店 小売業 その他小売 5%

222,985 大分県 臼杵市 野津東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,986 大分県 臼杵市 野津東ＳＳセルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,987 大分県 臼杵市 ＢＡＲ ｖａｌｌｓ サービス 飲食業 5%

222,988 大分県 臼杵市 バイク サイクル ヤマシタ 小売業 その他小売 5%

222,989 大分県 臼杵市 白楽天 白楽天 サービス 飲食業 5%

222,990 大分県 臼杵市 パナポートクドウ 小売業 電化製品 5%

222,991 大分県 臼杵市 パナランド　イノウエ 小売業 電化製品 5%

222,992 大分県 臼杵市 明屋書店 臼杵野田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

222,993 大分県 臼杵市 明屋書店　臼杵野田店 小売業 その他小売 5%

222,994 大分県 臼杵市 日当ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

222,995 大分県 臼杵市 ｆｅｅｌ　ｓｐａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

222,996 大分県 臼杵市 フミヤ 小売業 その他小売 5%

222,997 大分県 臼杵市 平成電器 小売業 電化製品 5%

222,998 大分県 臼杵市 ページ臼杵 サービス 理容・美容業 5%

222,999 大分県 臼杵市 南野津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,000 大分県 臼杵市 都原 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,001 大分県 臼杵市 メガネの豊福 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,002 大分県 臼杵市 モバイルショップ臼杵 小売業 その他小売 5%

223,003 大分県 臼杵市 焼肉　やき亭 サービス 飲食業 5%

223,004 大分県 臼杵市 ヤノメガネ　臼杵店 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,005 大分県 臼杵市 有限会社髙村ふとん店 小売業 その他小売 5%

223,006 大分県 臼杵市 有 山本鳳凰堂 サービス その他サービス 5%

223,007 大分県 臼杵市 ＹＵＭＥＹＡ　ＫＡＩ． 小売業 その他小売 5%

223,008 大分県 臼杵市 レストランやま咲 サービス 飲食業 5%

223,009 大分県 臼杵市 和食・臼杵ふぐどころ　ちさと サービス 飲食業 5%

223,010 大分県 大分市 ａ．ｓｕｅｈｉｒｏ　ｈｏｔｅｌ サービス 宿泊業 5%

223,011 大分県 大分市 アークピット サービス その他サービス 5%

223,012 大分県 大分市 Ａｇｅ?ｂｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

223,013 大分県 大分市 Ｒーｍｏｂｉ サービス その他サービス 5%

223,014 大分県 大分市 ＡＩセルフ米良 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,015 大分県 大分市 ＡＩセルフわさだ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,016 大分県 大分市 ＩＴＡＬ＆ＺＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

223,017 大分県 大分市 あい むっから 小売業 その他小売 5%

223,018 大分県 大分市 アイランドウェイズ 小売業 その他小売 5%

223,019 大分県 大分市 赤から　大分高城店 サービス 飲食業 5%

223,020 大分県 大分市 アガぺ鶴崎薬局 小売業 その他小売 5%
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223,021 大分県 大分市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｅａｐ大分駅前 サービス 理容・美容業 5%

223,022 大分県 大分市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｋａｈａｌａ大分駅前 サービス 理容・美容業 5%

223,023 大分県 大分市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｆｒｅｄ大分 サービス 理容・美容業 5%

223,024 大分県 大分市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｆｒｅｄ大分 サービス 理容・美容業 5%

223,025 大分県 大分市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｍａｎｏａ大分鶴崎 サービス 理容・美容業 5%

223,026 大分県 大分市 明野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,027 大分県 大分市 アサリスポーツ 小売業 その他小売 5%

223,028 大分県 大分市 アジアの太陽 サービス 飲食業 5%

223,029 大分県 大分市 味ふく サービス 飲食業 5%

223,030 大分県 大分市 ア．スエヒロホテル サービス 宿泊業 5%

223,031 大分県 大分市 アーツ サービス 理容・美容業 5%

223,032 大分県 大分市 ｕｐｐｅｒ　ｇａｒｄｅｎ サービス 飲食業 5%

223,033 大分県 大分市 アップルレンタカー　大分 サービス その他サービス 5%

223,034 大分県 大分市 アート彩輝 サービス 理容・美容業 5%

223,035 大分県 大分市 ａｔｔｒａｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

223,036 大分県 大分市 Ａ　ＢＡＲ　ＮＡＮＤＯ サービス 飲食業 5%

223,037 大分県 大分市 Ａｂｉ＆Ａｓｓ サービス 理容・美容業 5%

223,038 大分県 大分市 Ａ．Ｐ．Ｃ．大分 小売業 衣料品 5%

223,039 大分県 大分市 安部タクシー サービス 運輸業 5%

223,040 大分県 大分市 アベタクシー サービス 運輸業 5%

223,041 大分県 大分市 安部仏具店 小売業 家具・調度品 5%

223,042 大分県 大分市 安部仏具店　高城店 小売業 家具・調度品 5%

223,043 大分県 大分市 株式会社ありたや サービス その他サービス 5%

223,044 大分県 大分市 亜李蘭別邸 サービス 飲食業 5%

223,045 大分県 大分市 亜李蘭別邸 大分駅南 サービス 飲食業 5%

223,046 大分県 大分市 アルティスト サービス 理容・美容業 5%

223,047 大分県 大分市 あるばむ サービス 飲食業 5%

223,048 大分県 大分市 Ｕｎｓｏｌｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

223,049 大分県 大分市 アンドータクシー サービス 運輸業 5%

223,050 大分県 大分市 ＆ＮＥＷＳ 小売業 衣料品 5%

223,051 大分県 大分市 アントワープ 小売業 衣料品 5%

223,052 大分県 大分市 イエローチューリップ サービス 理容・美容業 5%

223,053 大分県 大分市 いかしょう サービス 飲食業 5%

223,054 大分県 大分市 イザワタクシー サービス 運輸業 5%

223,055 大分県 大分市 ＩＺＡＷＡＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

223,056 大分県 大分市 石井電機 小売業 電化製品 5%

223,057 大分県 大分市 石窯パンＳＡＫＵＲＡ 石窯パンＳＡＫＵＲＡ 小売業 食料品 5%

223,058 大分県 大分市 石田生花店 小売業 その他小売 5%

223,059 大分県 大分市 医大前給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,060 大分県 大分市 いちはな サービス その他サービス 5%

223,061 大分県 大分市 いつカラ　イオン高城店 サービス 理容・美容業 5%

223,062 大分県 大分市 いつカラ　大在店 サービス 理容・美容業 5%
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223,063 大分県 大分市 いつカラ　セントポルタ店 サービス 理容・美容業 5%

223,064 大分県 大分市 イデックス大分ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,065 大分県 大分市 株式会社イデックスリテール大分 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,066 大分県 大分市 出光明野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,067 大分県 大分市 出光大分インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,068 大分県 大分市 出光木ノ上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,069 大分県 大分市 出光坂ノ市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,070 大分県 大分市 出光スーパーセルフ東大分ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,071 大分県 大分市 出光西大分ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,072 大分県 大分市 出光弁天ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,073 大分県 大分市 移動スーパーふくろう便 小売業 その他小売 5%

223,074 大分県 大分市 イトマン商店 小売業 その他小売 5%

223,075 大分県 大分市 ＩＮＮＯＣＥＮＴ　ＭＵＳＥ サービス 理容・美容業 5%

223,076 大分県 大分市 いのちの田んぼたなべ農園 小売業 食料品 5%

223,077 大分県 大分市 いのマッサージ院 サービス 理容・美容業 5%

223,078 大分県 大分市 今村化学工業白蟻研究所 サービス その他サービス 5%

223,079 大分県 大分市 癒しの空間　はぴねす・Ｋ サービス その他サービス 5%

223,080 大分県 大分市 岩尾文具　駅前店 小売業 その他小売 5%

223,081 大分県 大分市 岩尾文具　竹町本店 小売業 その他小売 5%

223,082 大分県 大分市 インターセクション 小売業 その他小売 5%

223,083 大分県 大分市 インドアテニススクールラフ　森町校 サービス その他サービス 5%

223,084 大分県 大分市 インドアテニススクールラフ大道校 サービス その他サービス 5%

223,085 大分県 大分市 ヴァンテアン　カガシヤ 小売業 衣料品 5%

223,086 大分県 大分市 ヴァンレーヴ　大分　フォレストテラス サービス その他サービス 5%

223,087 大分県 大分市 ヴィア・スピーガ・なかしま 小売業 衣料品 5%

223,088 大分県 大分市 ヴィア　デッラ　キエーザ サービス 飲食業 5%

223,089 大分県 大分市 ＶＩＤＡ サービス 理容・美容業 5%

223,090 大分県 大分市 ＷＥＥＤＳ 小売業 衣料品 5%

223,091 大分県 大分市 ウエスタンカウボーイおしの店 サービス 飲食業 5%

223,092 大分県 大分市 ＷＥＳＴ　ＶＩＬＬＡＧＥ サービス 理容・美容業 5%

223,093 大分県 大分市 ｖｅｌｌｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

223,094 大分県 大分市 ｗａｌｋ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

223,095 大分県 大分市 魚 鶏吉 大分魚 鶏吉 サービス 飲食業 5%

223,096 大分県 大分市 うしじま うしじま サービス 飲食業 5%

223,097 大分県 大分市 臼杵ふぐ　山田や サービス 飲食業 5%

223,098 大分県 大分市 うなぎの幸栄大道店 サービス 飲食業 5%

223,099 大分県 大分市 うめ徳 小売業 食料品 5%

223,100 大分県 大分市 うめの補聴器センター 小売業 電化製品 5%

223,101 大分県 大分市 エイチアイヒロセ 小売業 その他小売 5%

223,102 大分県 大分市 ＨＩヒロセ　本社 小売業 その他小売 5%

223,103 大分県 大分市 ＨＩヒロセ　萩原店 小売業 その他小売 5%

223,104 大分県 大分市 エヴァーズ　リノ サービス 理容・美容業 5%
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223,105 大分県 大分市 Ｅｑｕｉｐｅ　ｃｏｕｒａｇｅ　ｇｒａｎ【エキップ　クーラージュ　グラン】 サービス 理容・美容業 5%

223,106 大分県 大分市 エクセレント　アヴェニュー サービス その他サービス 5%

223,107 大分県 大分市 エス　ボート 小売業 衣料品 5%

223,108 大分県 大分市 エスプリ サービス 理容・美容業 5%

223,109 大分県 大分市 エッセンス Ｃａｆｅ珈琲Ｅｓ ｓｅｎｓｅ サービス 飲食業 5%

223,110 大分県 大分市 ＨＩヒロセ　古国府店 小売業 その他小売 5%

223,111 大分県 大分市 江藤産業 サービス その他サービス 5%

223,112 大分県 大分市 江藤産業　大分営業所 小売業 その他小売 5%

223,113 大分県 大分市 江藤産業　大分営業所 小売業 その他小売 5%

223,114 大分県 大分市 ａｐｒｏｎ サービス 理容・美容業 5%

223,115 大分県 大分市 エマヘアーアトリエオオザイテン サービス 理容・美容業 5%

223,116 大分県 大分市 エム・ケイ・モータース サービス その他サービス 5%

223,117 大分県 大分市 株式会社エム・ケイ・モータース サービス その他サービス 5%

223,118 大分県 大分市 エムズサポート 小売業 電化製品 5%

223,119 大分県 大分市 Ｍ２　大分店 小売業 衣料品 5%

223,120 大分県 大分市 ａｉｍｅｒ　ｈ－ａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

223,121 大分県 大分市 Ｅｌａｍ【エラム】 サービス 理容・美容業 5%

223,122 大分県 大分市 Ｙｅｌｌ＆Ａｌｅ／ＡｂｅＢｏｎｄ 小売業 食料品 5%

223,123 大分県 大分市 Ａｉｌｅｆｅｒｉｅ サービス 理容・美容業 5%

223,124 大分県 大分市 エルベ サービス その他サービス 5%

223,125 大分県 大分市 エルベスパ サービス その他サービス 5%

223,126 大分県 大分市 艶美 サービス 理容・美容業 5%

223,127 大分県 大分市 オアシスなかしま 小売業 衣料品 5%

223,128 大分県 大分市 Ｏｉｄｅａｒ 小売業 その他小売 5%

223,129 大分県 大分市 セブン－イレブン大分明野北店 小売業 食料品 2%

223,130 大分県 大分市 大分ＥＢＬ水素ステーション サービス その他サービス 5%

223,131 大分県 大分市 セブン－イレブン大分生石５丁目店 小売業 食料品 2%

223,132 大分県 大分市 セブン－イレブン大分岩田町店 小売業 食料品 2%

223,133 大分県 大分市 大分インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,134 大分県 大分市 大分植木 小売業 家具・調度品 5%

223,135 大分県 大分市 大分うまいめし サービス 飲食業 5%

223,136 大分県 大分市 セブン－イレブン大分大在北２丁目店 小売業 食料品 2%

223,137 大分県 大分市 セブン－イレブン大分大在店 小売業 食料品 2%

223,138 大分県 大分市 セブン－イレブン大分大道町店 小売業 食料品 2%

223,139 大分県 大分市 セブン－イレブン大分鴛野店 小売業 食料品 2%

223,140 大分県 大分市 大分温泉　ＳＯＵＲＩＮ　大分温泉　ＳＯＵＲＩＮ サービス 宿泊業 5%

223,141 大分県 大分市 おおいた春日浦食堂 サービス 飲食業 5%

223,142 大分県 大分市 セブン－イレブン大分春日浦店 小売業 食料品 2%

223,143 大分県 大分市 セブン－イレブン大分金池町店 小売業 食料品 2%

223,144 大分県 大分市 セブン－イレブン大分要町店 小売業 食料品 2%

223,145 大分県 大分市 セブン－イレブン大分川添店 小売業 食料品 2%

223,146 大分県 大分市 セブン－イレブン大分久原店 小売業 食料品 2%
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223,147 大分県 大分市 セブン－イレブン大分小池原店 小売業 食料品 2%

223,148 大分県 大分市 大分航空トラベル　大分営業所 サービス その他サービス 5%

223,149 大分県 大分市 大分航空トラベル　県庁内営業所 サービス その他サービス 5%

223,150 大分県 大分市 大分　個人　中川タクシー サービス その他サービス 5%

223,151 大分県 大分市 セブン－イレブン大分坂ノ市中央店 小売業 食料品 2%

223,152 大分県 大分市 セブン－イレブン大分坂ノ市西店 小売業 食料品 2%

223,153 大分県 大分市 セブン－イレブン大分佐野店 小売業 食料品 2%

223,154 大分県 大分市 大分自動車学校 サービス その他サービス 5%

223,155 大分県 大分市 大分住器 小売業 その他小売 5%

223,156 大分県 大分市 セブン－イレブン大分城東町店 小売業 食料品 2%

223,157 大分県 大分市 セブン－イレブン大分城東町北店 小売業 食料品 2%

223,158 大分県 大分市 セブン－イレブン大分城原店 小売業 食料品 2%

223,159 大分県 大分市 セブン－イレブン大分城崎町店 小売業 食料品 2%

223,160 大分県 大分市 セブン－イレブン大分新春日町店 小売業 食料品 2%

223,161 大分県 大分市 セブン－イレブン大分高江店 小売業 食料品 2%

223,162 大分県 大分市 セブン－イレブン大分高田店 小売業 食料品 2%

223,163 大分県 大分市 大分動物クリニック サービス その他サービス 5%

223,164 大分県 大分市 セブン－イレブン大分中春日町店 小売業 食料品 2%

223,165 大分県 大分市 セブン－イレブン大分中島中央店 小売業 食料品 2%

223,166 大分県 大分市 セブン－イレブン大分中鶴崎２丁目店 小売業 食料品 2%

223,167 大分県 大分市 セブン－イレブン大分錦町店 小売業 食料品 2%

223,168 大分県 大分市 セブン－イレブン大分萩原４丁目店 小売業 食料品 2%

223,169 大分県 大分市 セブン－イレブン大分花津留店 小売業 食料品 2%

223,170 大分県 大分市 セブン－イレブン大分日岡３丁目店 小売業 食料品 2%

223,171 大分県 大分市 セブン－イレブン大分古国府店 小売業 食料品 2%

223,172 大分県 大分市 セブン－イレブン大分松岡店 小売業 食料品 2%

223,173 大分県 大分市 セブン－イレブン大分松原町店 小売業 食料品 2%

223,174 大分県 大分市 セブン－イレブン大分松原町２丁目店 小売業 食料品 2%

223,175 大分県 大分市 セブン－イレブン大分政所店 小売業 食料品 2%

223,176 大分県 大分市 セブン－イレブン大分皆春店 小売業 食料品 2%

223,177 大分県 大分市 大分南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,178 大分県 大分市 セブン－イレブン大分都町店 小売業 食料品 2%

223,179 大分県 大分市 セブン－イレブン大分都町２丁目店 小売業 食料品 2%

223,180 大分県 大分市 ＯｉｔａＭａｄｅShop赤レンガ本店 小売業 その他小売 5%

223,181 大分県 大分市 セブン－イレブン大分森町店 小売業 食料品 2%

223,182 大分県 大分市 セブン－イレブン大分八幡店 小売業 食料品 2%

223,183 大分県 大分市 セブン－イレブン大分山津町１丁目店 小売業 食料品 2%

223,184 大分県 大分市 セブン－イレブン大分山津町２丁目店 小売業 食料品 2%

223,185 大分県 大分市 セブン－イレブン大分横尾店 小売業 食料品 2%

223,186 大分県 大分市 セブン－イレブン大分横瀬店 小売業 食料品 2%

223,187 大分県 大分市 セブン－イレブン大分横田１丁目店 小売業 食料品 2%

223,188 大分県 大分市 大分ラルグ サービス その他サービス 5%
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223,189 大分県 大分市 大分輪業株式会社 小売業 その他小売 5%

223,190 大分県 大分市 おおいた和牛ダイニング ＩＭＡＧＩＮＥ ダイニングＩＭＡＧＩＮオーパ店 サービス 飲食業 5%

223,191 大分県 大分市 オーエスピー商会　オーエスピー商会　店舗 小売業 その他小売 5%

223,192 大分県 大分市 大賀薬局　王子店 小売業 その他小売 5%

223,193 大分県 大分市 大賀薬局　大分医大前店 小売業 その他小売 5%

223,194 大分県 大分市 大賀薬局　光吉店 小売業 その他小売 5%

223,195 大分県 大分市 大在ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,196 大分県 大分市 大在ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,197 大分県 大分市 大在魚見館 小売業 その他小売 5%

223,198 大分県 大分市 大在ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,199 大分県 大分市 大在旬味館 サービス 飲食業 5%

223,200 大分県 大分市 大志生木　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,201 大分県 大分市 オオツタクシー サービス 運輸業 5%

223,202 大分県 大分市 オートカンパニーブリッツ サービス その他サービス 5%

223,203 大分県 大分市 オートサロン　Ｋワーク サービス その他サービス 5%

223,204 大分県 大分市 オートリペアＫ サービス その他サービス 5%

223,205 大分県 大分市 大道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,206 大分県 大分市 近江屋 小売業 衣料品 5%

223,207 大分県 大分市 オガタタクシー サービス 運輸業 5%

223,208 大分県 大分市 お食事処　吉兆　割烹　吉兆 サービス 宿泊業 5%

223,209 大分県 大分市 お食事処　ひらまつ サービス 飲食業 5%

223,210 大分県 大分市 雄城台タクシー サービス 運輸業 5%

223,211 大分県 大分市 オーダースーツ＆シャツＳＵＥＯＫ 小売業 衣料品 5%

223,212 大分県 大分市 乙津給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,213 大分県 大分市 乙津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,214 大分県 大分市 小野商会 小売業 その他小売 5%

223,215 大分県 大分市 小野田オリエンタルホテル サービス 宿泊業 5%

223,216 大分県 大分市 Ｏｈａｎａ－ｈａｉｒ－ サービス 理容・美容業 5%

223,217 大分県 大分市 Ｏｂｊｅｔ　【オブジェ】 サービス 理容・美容業 5%

223,218 大分県 大分市 オリックスレンタカー大分駅前店 サービス その他サービス 2%

223,219 大分県 大分市 ｏｒａｎｇｅ サービス 理容・美容業 5%

223,220 大分県 大分市 カーショップゴロー 小売業 その他小売 5%

223,221 大分県 大分市 カーショップＨＥＬＰ サービス その他サービス 5%

223,222 大分県 大分市 ｃａｒｄｉｎａｌ サービス 理容・美容業 5%

223,223 大分県 大分市 ＧＡＲＤＥＮ　【ガーデン】 サービス 理容・美容業 5%

223,224 大分県 大分市 カガシヤ 小売業 衣料品 5%

223,225 大分県 大分市 カガシヤ　わさだ本店 小売業 衣料品 5%

223,226 大分県 大分市 鍵と錠のロック＆ロック サービス その他サービス 5%

223,227 大分県 大分市 賀来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,228 大分県 大分市 笠木タクシー サービス 運輸業 5%

223,229 大分県 大分市 カーサポート・ナイス 小売業 その他小売 5%

223,230 大分県 大分市 カジャ亜李蘭　別府店 サービス 飲食業 5%
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223,231 大分県 大分市 柏原ＣＣ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,232 大分県 大分市 カスガウラ美容室 サービス 理容・美容業 5%

223,233 大分県 大分市 割烹にしおか サービス 飲食業 5%

223,234 大分県 大分市 カツヨシニューダイニング サービス 飲食業 5%

223,235 大分県 大分市 家庭料理　みちはな　家庭料理　みちはな サービス 飲食業 5%

223,236 大分県 大分市 金池給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,237 大分県 大分市 金ノ手給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,238 大分県 大分市 カフェ　ミッケリ　ュッカ サービス 飲食業 5%

223,239 大分県 大分市 ｃａｆｅ　ｊｕｎｏ サービス 飲食業 5%

223,240 大分県 大分市 カフェ桃花流水 サービス 飲食業 5%

223,241 大分県 大分市 株式会社アコルダ サービス その他サービス 5%

223,242 大分県 大分市 株式会社アスタリスク サービス その他サービス 5%

223,243 大分県 大分市 株式会社エンゼル白衣 小売業 衣料品 5%

223,244 大分県 大分市 株式会社オーエフシィ サービス その他サービス 5%

223,245 大分県 大分市 株式会社カーポートタナカ サービス その他サービス 5%

223,246 大分県 大分市 株式会社カガシヤ　カガシヤイオン高城店 小売業 その他小売 5%

223,247 大分県 大分市 株式会社カガシヤ　カガシヤジュンヌ店 小売業 その他小売 5%

223,248 大分県 大分市 （株）スマートトータルサービス サービス その他サービス 5%

223,249 大分県 大分市 ［ＨＣ］株式会社長野電機 小売業 電化製品 5%

223,250 大分県 大分市 ネクストステージ 小売業 その他小売 5%

223,251 大分県 大分市 株式会社ヒロセ Ｆｅｌｉｃｅ 小売業 その他小売 5%

223,252 大分県 大分市 株式会社豊後プロパン 小売業 その他小売 5%

223,253 大分県 大分市 株式会社舞鶴酒販 小売業 食料品 5%

223,254 大分県 大分市 かみ風船　中央町店 サービス 飲食業 5%

223,255 大分県 大分市 かみ風船　若松通店 サービス 飲食業 5%

223,256 大分県 大分市 ガラ・なかしま 小売業 衣料品 5%

223,257 大分県 大分市 カラースポット サービス 理容・美容業 5%

223,258 大分県 大分市 ｃａｒｂｏｒｏｃｃｏ． サービス 飲食業 5%

223,259 大分県 大分市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋大分明野店 サービス 飲食業 2%

223,260 大分県 大分市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋大分賀来店 サービス 飲食業 2%

223,261 大分県 大分市 カレーハウスココ壱番屋大分田尻店 サービス 飲食業 2%

223,262 大分県 大分市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋大分中央町店 サービス 飲食業 2%

223,263 大分県 大分市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋大分西春日町店 サービス 飲食業 2%

223,264 大分県 大分市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋大分戸次店 サービス 飲食業 2%

223,265 大分県 大分市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋日本文理大前店 サービス 飲食業 2%

223,266 大分県 大分市 川野タクシー サービス 運輸業 5%

223,267 大分県 大分市 河村電気商会 小売業 電化製品 5%

223,268 大分県 大分市 カンカンポア 小売業 衣料品 5%

223,269 大分県 大分市 韓国料理 府内楼 サービス 飲食業 5%

223,270 大分県 大分市 岩盤浴 千鶴の湯 岩盤浴 千鶴の湯 サービス その他サービス 5%

223,271 大分県 大分市 亀美タクシー サービス 運輸業 5%

223,272 大分県 大分市 木村タクシー サービス 運輸業 5%
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223,273 大分県 大分市 キムラヤ　画材部 小売業 その他小売 5%

223,274 大分県 大分市 キャピックオオイタ サービス その他サービス 5%

223,275 大分県 大分市 キャンピング大分 サービス その他サービス 5%

223,276 大分県 大分市 九州食肉学問所　楽Ｑ便 小売業 食料品 5%

223,277 大分県 大分市 煌めき堂 小売業 その他小売 5%

223,278 大分県 大分市 極からあげ鳥匠 サービス 飲食業 5%

223,279 大分県 大分市 筋膜ケアサロン　優彩 サービス その他サービス 5%

223,280 大分県 大分市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ大分店 小売業 その他小売 5%

223,281 大分県 大分市 クールカフェ１Ｆ サービス 飲食業 5%

223,282 大分県 大分市 クールカフェ２Ｆ サービス 飲食業 5%

223,283 大分県 大分市 クールフーズＨＡＮＡ 小売業 食料品 5%

223,284 大分県 大分市 クォーターイン　大分 小売業 衣料品 5%

223,285 大分県 大分市 クォーターイン　Ｑサイド 小売業 その他小売 5%

223,286 大分県 大分市 くすりの西川 小売業 その他小売 5%

223,287 大分県 大分市 グッデイ　明野店 小売業 家具・調度品 5%

223,288 大分県 大分市 グッデイ　大在店 小売業 その他小売 5%

223,289 大分県 大分市 グッデイ　下郡店 小売業 その他小売 5%

223,290 大分県 大分市 國﨑タクシー サービス 運輸業 5%

223,291 大分県 大分市 くまさきアニマルクリニック くまさきアニマルクリニック サービス その他サービス 5%

223,292 大分県 大分市 Ｋｕｒａ 小売業 衣料品 5%

223,293 大分県 大分市 クラウンヴェール　ロータスベイ サービス その他サービス 5%

223,294 大分県 大分市 クラシカ　ベイクオーレ サービス その他サービス 5%

223,295 大分県 大分市 Ｃｕ．Ｒａ．Ｓｏ． 小売業 衣料品 5%

223,296 大分県 大分市 ＣＬＵＢ　ＯＲＩＯＮ サービス 飲食業 5%

223,297 大分県 大分市 クラフトジュエリーＢｅｅｎ 小売業 衣料品 5%

223,298 大分県 大分市 クラブ　トリニータ 小売業 その他小売 5%

223,299 大分県 大分市 クラブバルカン サービス 飲食業 5%

223,300 大分県 大分市 グランド工房大分南店 小売業 その他小売 5%

223,301 大分県 大分市 クリームシェフ 小売業 食料品 5%

223,302 大分県 大分市 グリーンアベニューマツデン 小売業 電化製品 5%

223,303 大分県 大分市 クリエイトＭ ｅｃｒｉｒｅ?エクリール? サービス その他サービス 5%

223,304 大分県 大分市 （株）クリスタルネイル　パークプレイス大分店 サービス その他サービス 5%

223,305 大分県 大分市 Ｇｒｅｅｄｙ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

223,306 大分県 大分市 ｃｒｅａｒｅ　【クレアーレ】 サービス その他サービス 5%

223,307 大分県 大分市 グレイス楽器 小売業 その他小売 5%

223,308 大分県 大分市 クレープカフェミュール サービス 飲食業 5%

223,309 大分県 大分市 クレープショップサニーズ サービス 飲食業 5%

223,310 大分県 大分市 ＣＬＯＶＥＲｒｅｌｉｅｖｅ サービス その他サービス 5%

223,311 大分県 大分市 クロックマダム 小売業 食料品 5%

223,312 大分県 大分市 有限会社クロマニヨン　ｃｒｏｍａｇｎｏｎ 小売業 衣料品 5%

223,313 大分県 大分市 有限会社クロマニヨン　ｍａｉｓｏｎ　ｍａｒｇｉｅｌａ　ｏｉｔａ 小売業 衣料品 5%

223,314 大分県 大分市 慶藤タクシー サービス 運輸業 5%
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223,315 大分県 大分市 ケイハン サービス 理容・美容業 5%

223,316 大分県 大分市 ケイハン サービス 理容・美容業 5%

223,317 大分県 大分市 ケイハン　セントポルタ店 サービス 理容・美容業 5%

223,318 大分県 大分市 Ｋ－ＧＡＲＡＧＥ サービス その他サービス 5%

223,319 大分県 大分市 ＣａＳｅＷｏＲｋ【ケースワーク】 サービス 理容・美容業 5%

223,320 大分県 大分市 ＫＥＳＨＩＫＩ 小売業 衣料品 5%

223,321 大分県 大分市 ゲストハウスＫＵＲＩＨＡＩ サービス 宿泊業 5%

223,322 大分県 大分市 ＧＥＮＲＹＵ－ＢＡＣＫＰＡＩＮＣＬＩＮＩＣ－ サービス 理容・美容業 5%

223,323 大分県 大分市 宏英ゴルフ 小売業 その他小売 5%

223,324 大分県 大分市 神崎セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,325 大分県 大分市 合資会社ヱトウ南海堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

223,326 大分県 大分市 光進 小売業 食料品 5%

223,327 大分県 大分市 光伸ガス株式会社大分営業所 小売業 その他小売 5%

223,328 大分県 大分市 光伸ガス株式会社本社簡易ガス 小売業 その他小売 5%

223,329 大分県 大分市 光伸ガス株式会社直売 小売業 その他小売 5%

223,330 大分県 大分市 珈琲開書堂 サービス 飲食業 5%

223,331 大分県 大分市 ココナッツワールド 小売業 衣料品 5%

223,332 大分県 大分市 五車堂 サービス 飲食業 5%

223,333 大分県 大分市 ＫＯＳＹＯＵタクシー サービス 運輸業 5%

223,334 大分県 大分市 個人ＫａｉＴａｘｉ サービス 運輸業 5%

223,335 大分県 大分市 個人　Ｓａｔｏ　Ｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

223,336 大分県 大分市 ＣＯＳＭＯＳ－ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

223,337 大分県 大分市 コトブキヤ文具店　駅南店 小売業 その他小売 5%

223,338 大分県 大分市 コトブキヤ文具店　本店 小売業 その他小売 5%

223,339 大分県 大分市 コナカタクシー サービス 飲食業 5%

223,340 大分県 大分市 （株）小林時計店　大分店 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,341 大分県 大分市 個別専門学習塾ステップワン サービス その他サービス 5%

223,342 大分県 大分市 コモンヘアデザイン コモンヘアデザイン サービス 理容・美容業 5%

223,343 大分県 大分市 ゴルフドゥ東大分店 小売業 その他小売 2%

223,344 大分県 大分市 Ｃｏｌｌｅｃｔ　Ｈｏｕｓｅ サービス 理容・美容業 5%

223,345 大分県 大分市 コレスポンダンス 小売業 衣料品 5%

223,346 大分県 大分市 コレスポンダンス 小売業 衣料品 5%

223,347 大分県 大分市 ＣＯＮＣＲＥＴＥ　ＲＩＶＥＲ 小売業 衣料品 5%

223,348 大分県 大分市 contessa　ricca 小売業 衣料品 5%

223,349 大分県 大分市 コンテッサリッカ 小売業 衣料品 5%

223,350 大分県 大分市 サイクルショップ　ロッポ　サイクルショップ　ロッポ 小売業 その他小売 5%

223,351 大分県 大分市 さかな市場　都町店 サービス 飲食業 5%

223,352 大分県 大分市 坂の市給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,353 大分県 大分市 佐賀関ＣＣ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,354 大分県 大分市 阪本自動車 小売業 その他小売 5%

223,355 大分県 大分市 サキナビューティーラウンジ大分 小売業 その他小売 5%

223,356 大分県 大分市 さくらカイロプラクティック サービス 理容・美容業 5%
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223,357 大分県 大分市 酒と魚と郷土料理　笑楽 サービス 飲食業 5%

223,358 大分県 大分市 酒のソクハイ　大分都町店 小売業 その他小売 5%

223,359 大分県 大分市 酒ＭＡＸ　森町店 小売業 食料品 5%

223,360 大分県 大分市 ＳＡＫＯＤＡホームファニシングス　大分新 小売業 その他小売 5%

223,361 大分県 大分市 ＳＡＫＯＤＡホームファニシングス大分新川 小売業 家具・調度品 5%

223,362 大分県 大分市 サザンクロス大分 サービス 飲食業 5%

223,363 大分県 大分市 サッテージャワ サービス 飲食業 5%

223,364 大分県 大分市 サノサイクル 小売業 その他小売 5%

223,365 大分県 大分市 Ｓａｖｖｙ 小売業 衣料品 5%

223,366 大分県 大分市 ＳＡＦＡＲＩＣＯＦＦＥＥＲＯＳＴＥＲ 小売業 食料品 5%

223,367 大分県 大分市 ＳＵＲＰＬＵＳ 小売業 衣料品 5%

223,368 大分県 大分市 ＳＵＲＰＬＵＳ 小売業 衣料品 5%

223,369 大分県 大分市 さゆりタクシー サービス 運輸業 5%

223,370 大分県 大分市 ｓａｒａｈ?ｍｏｏｎ サービス その他サービス 5%

223,371 大分県 大分市 ＳＡＬＩＬ サービス 理容・美容業 5%

223,372 大分県 大分市 サロン・ド・ユリ 小売業 衣料品 5%

223,373 大分県 大分市 サンカガシヤ 小売業 衣料品 5%

223,374 大分県 大分市 サンタバイク 小売業 その他小売 5%

223,375 大分県 大分市 サンライフメロン店 小売業 食料品 5%

223,376 大分県 大分市 ｓｉａｎ　【シアン】 サービス 理容・美容業 5%

223,377 大分県 大分市 ＪＭ／Ｊ－Ｆａｎ★Ｄｏｇｓ サービス その他サービス 5%

223,378 大分県 大分市 ジェームス下郡店 小売業 その他小売 2%

223,379 大分県 大分市 ＳＩＥＳＴＡ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

223,380 大分県 大分市 ｃｈｅｒｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

223,381 大分県 大分市 潮騒企画 小売業 その他小売 5%

223,382 大分県 大分市 塩で食べる海鮮てんぷら 汐彩 サービス 飲食業 5%

223,383 大分県 大分市 自然派レストラン　然 サービス 飲食業 5%

223,384 大分県 大分市 シティコンタクト　大分店 小売業 その他小売 5%

223,385 大分県 大分市 シバタデンキ 小売業 電化製品 5%

223,386 大分県 大分市 下郡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,387 大分県 大分市 ＪＡＧＧ　ＨＯＵＳＥ 小売業 家具・調度品 5%

223,388 大分県 大分市 写真スタジオ　ラ・プペ サービス その他サービス 5%

223,389 大分県 大分市 ｃｈａｒｍｅｒ サービス 理容・美容業 5%

223,390 大分県 大分市 Ｇｅｎｔｉｌｊｏｕｒ 小売業 衣料品 5%

223,391 大分県 大分市 Ｇｅｎｔｉｌｊｏｕｒ 小売業 衣料品 5%

223,392 大分県 大分市 ジャンヘアーＮ サービス 理容・美容業 5%

223,393 大分県 大分市 十五万石 サービス 飲食業 5%

223,394 大分県 大分市 旬菜厨房ｉｎａｈｏ サービス 飲食業 5%

223,395 大分県 大分市 商事部 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,396 大分県 大分市 城原ＣＣ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,397 大分県 大分市 職域発券専用 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,398 大分県 大分市 ショッピングプラザカサキ 小売業 その他小売 5%
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223,399 大分県 大分市 白木庵 サービス 飲食業 5%

223,400 大分県 大分市 新川西　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,401 大分県 大分市 ＴＨＩＮＫ　ＺＩＮＫ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

223,402 大分県 大分市 新日鉄前　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,403 大分県 大分市 新日鉄前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,404 大分県 大分市 進美保子事務所 サービス その他サービス 5%

223,405 大分県 大分市 Ｓ　Ｓ　ｔｒｏｉｓｌｏｕ 小売業 食料品 5%

223,406 大分県 大分市 スーパーコンボ明野店 小売業 その他小売 5%

223,407 大分県 大分市 スーパーコンボ大在店 小売業 その他小売 5%

223,408 大分県 大分市 スーパーコンボ元町店 小売業 その他小売 5%

223,409 大分県 大分市 スーパーＨＣ春日浦店 小売業 その他小売 5%

223,410 大分県 大分市 スーパーホームセンター春日浦店 小売業 その他小売 5%

223,411 大分県 大分市 スーパー細川ファーレマーケット 小売業 食料品 5%

223,412 大分県 大分市 ｔｈｅ　ｓｃｒａｍｂｌｅ サービス 飲食業 5%

223,413 大分県 大分市 スクールショップ　ロイヤル 小売業 衣料品 5%

223,414 大分県 大分市 スクールショップ　ロイヤル　田尻店 小売業 衣料品 5%

223,415 大分県 大分市 スクールショップ　ロイヤル　米良店 小売業 衣料品 5%

223,416 大分県 大分市 スクールショップ　ロイヤル　米良店 小売業 衣料品 5%

223,417 大分県 大分市 スクールショップ　ロイヤル南大分店 小売業 衣料品 5%

223,418 大分県 大分市 スクールショップロイヤル　春日店 小売業 衣料品 5%

223,419 大分県 大分市 寿司めいじんあけのアクロスタウン店 サービス 飲食業 5%

223,420 大分県 大分市 寿司めいじん明野店 サービス 飲食業 5%

223,421 大分県 大分市 寿司めいじん春日店 サービス 飲食業 5%

223,422 大分県 大分市 寿司めいじん敷戸店 サービス 飲食業 5%

223,423 大分県 大分市 寿司めいじんトキハわさだ店 サービス 飲食業 5%

223,424 大分県 大分市 寿司めいじん羽屋店 サービス 飲食業 5%

223,425 大分県 大分市 寿司めいじん牧店 サービス 飲食業 5%

223,426 大分県 大分市 スタジオステップ　フレスポ店 サービス その他サービス 5%

223,427 大分県 大分市 スタジオステップ　森町店 サービス その他サービス 5%

223,428 大分県 大分市 スタジオステップ　わさだ店 サービス その他サービス 5%

223,429 大分県 大分市 スタディＰＣネット大分高城校 サービス その他サービス 5%

223,430 大分県 大分市 すたみな太郎　大分明野店 サービス 飲食業 5%

223,431 大分県 大分市 すたみな太郎　大分店 サービス 飲食業 5%

223,432 大分県 大分市 スタンダードフラワー 小売業 その他小売 5%

223,433 大分県 大分市 わか竹 サービス 飲食業 5%

223,434 大分県 大分市 ステンドグラスワークススミレ サービス その他サービス 5%

223,435 大分県 大分市 須藤タクシー サービス 運輸業 5%

223,436 大分県 大分市 ｓｔｏｖｅ サービス 理容・美容業 5%

223,437 大分県 大分市 素肌美容　はたの 小売業 その他小売 5%

223,438 大分県 大分市 素肌美容　はたの 小売業 その他小売 5%

223,439 大分県 大分市 ｓｐｏｏｎ． 小売業 衣料品 5%

223,440 大分県 大分市 ＳＰＯＯＮ大分店 小売業 衣料品 5%
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223,441 大分県 大分市 スポーツ　ジョイ 小売業 その他小売 5%

223,442 大分県 大分市 ｃｉｅｌｂｌｅｕ サービス 理容・美容業 5%

223,443 大分県 大分市 スマップル大分店 サービス その他サービス 5%

223,444 大分県 大分市 炭火焼肉Ｄｉｎｉｎｇ彩香園 サービス 飲食業 5%

223,445 大分県 大分市 ａｌｌｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

223,446 大分県 大分市 セルフ明野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,447 大分県 大分市 セルフ大分ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,448 大分県 大分市 セルフ大分インター給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,449 大分県 大分市 セルフ大分中央ＳＳ　城陽石油株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,450 大分県 大分市 セルフ大在小学校前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,451 大分県 大分市 セルフカーケア下郡 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,452 大分県 大分市 セルフステーション高城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,453 大分県 大分市 セルフ碩田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,454 大分県 大分市 セルフ古国府給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,455 大分県 大分市 セルフ戸次ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,456 大分県 大分市 セルフ南大分給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,457 大分県 大分市 ＳｅｌｅｃｔＰｌａｃｅ 小売業 その他小売 5%

223,458 大分県 大分市 セレモニーやまおく大分南 小売業 その他小売 5%

223,459 大分県 大分市 ｓｏｙｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

223,460 大分県 大分市 相互自動車 サービス その他サービス 5%

223,461 大分県 大分市 創作菓子モンシェールトントン　創作菓子　モンシェール　トントン 小売業 食料品 5%

223,462 大分県 大分市 寒田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,463 大分県 大分市 ＳＯ－ＫＯ 小売業 家具・調度品 5%

223,464 大分県 大分市 ソニコ 小売業 その他小売 5%

223,465 大分県 大分市 園田ふとん店 小売業 その他小売 5%

223,466 大分県 大分市 ソレアド　熊本支店 小売業 その他小売 5%

223,467 大分県 大分市 （有）ソレアド　府内店 小売業 衣料品 5%

223,468 大分県 大分市 ソレアド本店 小売業 衣料品 5%

223,469 大分県 大分市 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　大分店 小売業 その他小売 5%

223,470 大分県 大分市 大興寺餃子 サービス 飲食業 5%

223,471 大分県 大分市 大交車輌整備 サービス その他サービス 5%

223,472 大分県 大分市 大衆酒場弐馬力 サービス 飲食業 5%

223,473 大分県 大分市 大南　ＡＵＴＯ　ＢＡＳＥ サービス その他サービス 5%

223,474 大分県 大分市 味家 サービス 飲食業 5%

223,475 大分県 大分市 ＤｉｎｉｎｇＢａｒ　Ｔ サービス 飲食業 5%

223,476 大分県 大分市 タイムステーションＮＥＯイオンパークプレイス大分店 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,477 大分県 大分市 タイヤレスキュー 小売業 その他小売 5%

223,478 大分県 大分市 高田南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,479 大分県 大分市 タカハシインテリア家具 小売業 家具・調度品 5%

223,480 大分県 大分市 高橋塗装 サービス その他サービス 5%

223,481 大分県 大分市 有限会社たから屋 小売業 その他小売 5%

223,482 大分県 大分市 武タクシー サービス 運輸業 5%
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223,483 大分県 大分市 立喰いすし将軍天神今泉店 サービス 飲食業 5%

223,484 大分県 大分市 お仏壇・お墓のたちばな 小売業 家具・調度品 5%

223,485 大分県 大分市 Ｔａｋｋ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

223,486 大分県 大分市 田辺商店 小売業 その他小売 5%

223,487 大分県 大分市 田邉タクシー サービス 運輸業 5%

223,488 大分県 大分市 Ｔａｂｅｎａ　輪 サービス 飲食業 5%

223,489 大分県 大分市 たべるな サービス 飲食業 5%

223,490 大分県 大分市 ＴｅｍｐｓＣａｌｍｅ サービス 理容・美容業 5%

223,491 大分県 大分市 イタリア食堂ＴＡＭＢＵＲＩＮ サービス 飲食業 5%

223,492 大分県 大分市 崔おばさんのビックリホルモン家　中央町店 サービス 飲食業 5%

223,493 大分県 大分市 崔おばさんのビックリホルモン家 南大分店 サービス 飲食業 5%

223,494 大分県 大分市 崔おばさんのビックリホルモン家　高城店 サービス 飲食業 5%

223,495 大分県 大分市 崔おばさんのビックリホルモン家　中央町店 サービス 飲食業 5%

223,496 大分県 大分市 崔おばさんのビックリホルモン家南大分店 サービス 飲食業 5%

223,497 大分県 大分市 チコマートかわの 小売業 その他小売 5%

223,498 大分県 大分市 ｃｙａｋｕｍｉ サービス 飲食業 5%

223,499 大分県 大分市 茶屋呉服店 小売業 衣料品 5%

223,500 大分県 大分市 茶碗蒸し だし巻きが旨い店 彩壊 サービス 飲食業 5%

223,501 大分県 大分市 チャンブ　キャンティーン 小売業 食料品 5%

223,502 大分県 大分市 中国料理　ながさき家 サービス 飲食業 5%

223,503 大分県 大分市 中国料理慶春 サービス 飲食業 5%

223,504 大分県 大分市 彫刻リンパ??サロンＥｓｓｅｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

223,505 大分県 大分市 ＣＨＩＹＯＭＩ サービス その他サービス 5%

223,506 大分県 大分市 つばきタクシー サービス 運輸業 5%

223,507 大分県 大分市 ツバメガスフロンティア　大分支店 小売業 その他小売 5%

223,508 大分県 大分市 津守　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,509 大分県 大分市 釣具の三平　高城店 小売業 その他小売 5%

223,510 大分県 大分市 釣具の三平 戸次店 小売業 その他小売 5%

223,511 大分県 大分市 釣具の三平　戸次店 小売業 その他小売 5%

223,512 大分県 大分市 鶴崎東給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,513 大分県 大分市 つるや　イオンパークプレイス大分店 小売業 衣料品 5%

223,514 大分県 大分市 Ｄｅｅ　Ｄｅｅ　中央町店 サービス 飲食業 5%

223,515 大分県 大分市 die　quelle 小売業 衣料品 5%

223,516 大分県 大分市 ｄｉｅ　ｑｕｅｌｌｅ． 小売業 衣料品 5%

223,517 大分県 大分市 定楽屋　大分中央町店 サービス 飲食業 5%

223,518 大分県 大分市 ディスカウントショップ　ほらや 小売業 その他小売 5%

223,519 大分県 大分市 ｄａｙ　ｂｙ　ｂｅａｃｈ サービス 飲食業 5%

223,520 大分県 大分市 テニスカレッジラフ　大分インター校 サービス その他サービス 5%

223,521 大分県 大分市 テニスバドミントンショップピュエリ 小売業 その他小売 5%

223,522 大分県 大分市 テルミ美容室 サービス 理容・美容業 5%

223,523 大分県 大分市 天海そば サービス 飲食業 5%

223,524 大分県 大分市 天空物語 サービス 飲食業 5%
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223,525 大分県 大分市 でんでん館 小売業 電化製品 5%

223,526 大分県 大分市 でんでん館　みうら 小売業 電化製品 5%

223,527 大分県 大分市 天風トキハわさだ店 サービス 飲食業 5%

223,528 大分県 大分市 ｔｗｏ サービス 理容・美容業 5%

223,529 大分県 大分市 東京・銀座リエジュ　イオン高城店 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,530 大分県 大分市 Ｔｏｋｙｏ　ＨＩＫＥ サービス 理容・美容業 5%

223,531 大分県 大分市 唐人中華料理 サービス 飲食業 5%

223,532 大分県 大分市 東和石材　展示場 小売業 その他小売 5%

223,533 大分県 大分市 ＴＯＴＡＬ サービス 理容・美容業 5%

223,534 大分県 大分市 トータルサポート サービス その他サービス 5%

223,535 大分県 大分市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ大分インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,536 大分県 大分市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新日鉄前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,537 大分県 大分市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ羽屋店 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,538 大分県 大分市 特販ＣＣ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,539 大分県 大分市 ｔｏｋｅｉｊｉｃａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

223,540 大分県 大分市 時計・宝石の樋口 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,541 大分県 大分市 トータル・カーショップ　ＳＴＲＥＥＴ 小売業 その他小売 5%

223,542 大分県 大分市 とめ手羽　大分 サービス 飲食業 5%

223,543 大分県 大分市 ＴＯＭＯ　Ｃｌｏｖｅｒ サービス 飲食業 5%

223,544 大分県 大分市 トヨタカローラ大分大分東店 小売業 その他小売 5%

223,545 大分県 大分市 トヨタカローラ大分西大分店 小売業 その他小売 5%

223,546 大分県 大分市 トヨタカローラ大分萩原店 小売業 その他小売 5%

223,547 大分県 大分市 トヨタカローラ大分ＰｉＰｉｔ店 小売業 その他小売 5%

223,548 大分県 大分市 トヨタカローラ大分本店 小売業 その他小売 5%

223,549 大分県 大分市 トヨタカローラ大分南大分店 小売業 その他小売 5%

223,550 大分県 大分市 トヨタ部品福岡共販大分支社 サービス その他サービス 5%

223,551 大分県 大分市 トヨタレンタリース大分大分駅前店 小売業 その他小売 2%

223,552 大分県 大分市 トヨタレンタリース大分大分店 小売業 その他小売 2%

223,553 大分県 大分市 トヨタレンタリース大分大分南店 小売業 その他小売 2%

223,554 大分県 大分市 トヨタレンタリース大分大在店 小売業 その他小売 2%

223,555 大分県 大分市 トヨタレンタリース大分高城駅前店 小売業 その他小売 2%

223,556 大分県 大分市 ドラマティックヘア　ドレス サービス 理容・美容業 5%

223,557 大分県 大分市 ＴＲＡＮＣＥ　ＭＯＤＥ！ サービス 理容・美容業 5%

223,558 大分県 大分市 トランスモード　エラシーパレット店 サービス 理容・美容業 5%

223,559 大分県 大分市 鶏籠－ｔｏｒｉｋａｇｏ－ サービス 飲食業 5%

223,560 大分県 大分市 酉玄 サービス 飲食業 5%

223,561 大分県 大分市 酉玄（とりげん） サービス 飲食業 5%

223,562 大分県 大分市 鳥ざんまい猪野店 サービス 飲食業 5%

223,563 大分県 大分市 鳥ざんまい敷戸店 サービス 飲食業 5%

223,564 大分県 大分市 鳥ざんまい萩原店 サービス 飲食業 5%

223,565 大分県 大分市 鳥ざんまい南大分店 サービス 飲食業 5%

223,566 大分県 大分市 とり善　高城店 サービス 飲食業 5%
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223,567 大分県 大分市 ドルチェナッツ大道店 サービス 理容・美容業 5%

223,568 大分県 大分市 ドルチェナッツ府内店 サービス 理容・美容業 5%

223,569 大分県 大分市 ｔｒｅｓｂｏｎ　ｓａｌｏｎ．Ｏｉｔａ 小売業 衣料品 5%

223,570 大分県 大分市 トレマーズ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

223,571 大分県 大分市 トレマーズ　トレマーズ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

223,572 大分県 大分市 トレンズ古国府店 小売業 その他小売 5%

223,573 大分県 大分市 中小路自動車 サービス その他サービス 5%

223,574 大分県 大分市 中津　宝来軒　戸次店 サービス 飲食業 5%

223,575 大分県 大分市 ナカノ車体 サービス その他サービス 5%

223,576 大分県 大分市 中判田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,577 大分県 大分市 仲道トーヨー 小売業 家具・調度品 5%

223,578 大分県 大分市 奈須タクシー サービス 運輸業 5%

223,579 大分県 大分市 ｎａｔｕｒａｓｏｒａ サービス 理容・美容業 5%

223,580 大分県 大分市 ナチュラルリンク サービス 理容・美容業 5%

223,581 大分県 大分市 菜の花 サービス 飲食業 5%

223,582 大分県 大分市 鳴門うどん　大在店 サービス 飲食業 5%

223,583 大分県 大分市 鳴門うどん　西大分店 サービス 飲食業 5%

223,584 大分県 大分市 鳴門うどん　萩原店 サービス 飲食業 5%

223,585 大分県 大分市 鳴門うどん　舞鶴店 サービス 飲食業 5%

223,586 大分県 大分市 鳴門うどん　南大分店 サービス 飲食業 5%

223,587 大分県 大分市 南米空間ダイニング　Ｐｕｅｒｔａ　ｄｅｌ　Ｓｏｌ　プエルタ　デル　ソル サービス 飲食業 5%

223,588 大分県 大分市 肉料理山國屋 サービス 飲食業 5%

223,589 大分県 大分市 西大分ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,590 大分県 大分市 西大分　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,591 大分県 大分市 西の台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,592 大分県 大分市 日豊春日タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

223,593 大分県 大分市 日豊新星タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

223,594 大分県 大分市 日豊タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

223,595 大分県 大分市 日豊光タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

223,596 大分県 大分市 ニノミヤタクシー サービス 運輸業 5%

223,597 大分県 大分市 二宮タクシー サービス 運輸業 5%

223,598 大分県 大分市 ニューグロリア大分ホテル　ニューグロリア大分ホテル サービス 宿泊業 5%

223,599 大分県 大分市 ニューグロリア鶴崎ホテル　ニューグロリア鶴崎ホテル サービス 宿泊業 5%

223,600 大分県 大分市 ニューつるかい 小売業 その他小売 5%

223,601 大分県 大分市 ニューつるかい 小売業 その他小売 5%

223,602 大分県 大分市 ＮＡＩＬＢＡＲＶｉｒａｇｏ サービス 理容・美容業 5%

223,603 大分県 大分市 ネオ　うえむら 小売業 電化製品 5%

223,604 大分県 大分市 ネコンテ サービス 飲食業 5%

223,605 大分県 大分市 ネッツトヨタ大分株式会社 小売業 その他小売 5%

223,606 大分県 大分市 ネッツトヨタ大分大分駅前店 小売業 その他小売 5%

223,607 大分県 大分市 ネッツトヨタ大分Ｚ－ｔｅｎ・ＥＡＳＴ 小売業 その他小売 5%

223,608 大分県 大分市 ネッツトヨタ大分Ｚ－ｔｅＮわさだ 小売業 その他小売 5%
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223,609 大分県 大分市 ネッツトヨタ大分府内大橋店 小売業 その他小売 5%

223,610 大分県 大分市 ネッツトヨタ大分本店 小売業 その他小売 5%

223,611 大分県 大分市 ネッツトヨタ東九州大分中央店 小売業 その他小売 5%

223,612 大分県 大分市 ネッツトヨタ東九州大分東店 小売業 その他小売 5%

223,613 大分県 大分市 ネッツトヨタ東九州本店 小売業 その他小売 5%

223,614 大分県 大分市 ネッツトヨタ東九州Ｕ－Ｃａｒセンター 小売業 その他小売 5%

223,615 大分県 大分市 ＮＯＡＨ　ｈａｉｒ　ｃａｒｅ　【ノア　ヘアケア】 サービス 理容・美容業 5%

223,616 大分県 大分市 ｎｏｉｌｎｏｏｍ 小売業 その他小売 5%

223,617 大分県 大分市 野田麗花園 小売業 その他小売 5%

223,618 大分県 大分市 野田麗花園 小売業 その他小売 5%

223,619 大分県 大分市 のつはる薬局 小売業 その他小売 5%

223,620 大分県 大分市 ＮＯＴＥ 小売業 衣料品 5%

223,621 大分県 大分市 ＮＯＴＥ 小売業 衣料品 5%

223,622 大分県 大分市 ＢＡＲ　ＶＩＳＩＯＮＥ サービス 飲食業 5%

223,623 大分県 大分市 Ｈｅｉｄｉ サービス 理容・美容業 5%

223,624 大分県 大分市 ＨＯＷＬ【ハウル】 サービス 理容・美容業 5%

223,625 大分県 大分市 博多ラーメン七萬 サービス 飲食業 5%

223,626 大分県 大分市 萩原給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,627 大分県 大分市 萩原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,628 大分県 大分市 バサラ サービス 理容・美容業 5%

223,629 大分県 大分市 パサール大分 小売業 その他小売 5%

223,630 大分県 大分市 パサール新川 小売業 その他小売 5%

223,631 大分県 大分市 パソコン市場　イオン高城店 小売業 電化製品 5%

223,632 大分県 大分市 ８８店 小売業 衣料品 5%

223,633 大分県 大分市 パティスリーエメルシャットリー 小売業 食料品 5%

223,634 大分県 大分市 パティスリーカレン 小売業 その他小売 5%

223,635 大分県 大分市 パティスリーサンテテ　パティスリーサンテテ 小売業 食料品 5%

223,636 大分県 大分市 パドドゥ　ナリオヘアー サービス 理容・美容業 5%

223,637 大分県 大分市 ハートトラベル サービス その他サービス 5%

223,638 大分県 大分市 パナポート 小売業 電化製品 5%

223,639 大分県 大分市 パナポートいのうえ 小売業 電化製品 5%

223,640 大分県 大分市 パナポートかとう 小売業 電化製品 5%

223,641 大分県 大分市 パナポートサトウ 小売業 電化製品 5%

223,642 大分県 大分市 パナポート柴北 小売業 電化製品 5%

223,643 大分県 大分市 パナポートとおやま 小売業 電化製品 5%

223,644 大分県 大分市 パナポートニューウェーブ 小売業 電化製品 5%

223,645 大分県 大分市 パナポート松が丘マツデン 小売業 電化製品 5%

223,646 大分県 大分市 パナポ－ト丸野 小売業 電化製品 5%

223,647 大分県 大分市 パナポート・三浦 小売業 電化製品 5%

223,648 大分県 大分市 パナポート南大分 小売業 電化製品 5%

223,649 大分県 大分市 パナランド築城店 小売業 電化製品 5%

223,650 大分県 大分市 パナランド　アイシン 小売業 電化製品 5%
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223,651 大分県 大分市 パナランドアイシン 小売業 電化製品 5%

223,652 大分県 大分市 パナランドおくもと 小売業 その他小売 5%

223,653 大分県 大分市 パナランドトーア 小売業 電化製品 5%

223,654 大分県 大分市 パナランドネオ 小売業 電化製品 5%

223,655 大分県 大分市 パナランド東稙田 小売業 電化製品 5%

223,656 大分県 大分市 パナランド別大 小売業 電化製品 5%

223,657 大分県 大分市 はねのいろ　賀来店 サービス 飲食業 5%

223,658 大分県 大分市 ＢＡＲ＋ＤＩＮＩＮＧ　楼 サービス 飲食業 5%

223,659 大分県 大分市 パラジェル　大分東店 サービス 理容・美容業 5%

223,660 大分県 大分市 ｈａｒｉ＿ｅｕ サービス 理容・美容業 5%

223,661 大分県 大分市 ハルタクシー サービス 運輸業 5%

223,662 大分県 大分市 春日那 サービス 飲食業 5%

223,663 大分県 大分市 明屋書店　賀来店 小売業 その他小売 5%

223,664 大分県 大分市 明屋書店　高城店 小売業 その他小売 5%

223,665 大分県 大分市 明屋書店　フリーモールわさだ店 小売業 その他小売 5%

223,666 大分県 大分市 明屋書店ﾌﾘｰﾓｰﾙわさだ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

223,667 大分県 大分市 ハンコ卸売センター 大分店 小売業 その他小売 5%

223,668 大分県 大分市 Ｐ－グリッター サービス 理容・美容業 5%

223,669 大分県 大分市 ビアンジュ サービス 理容・美容業 5%

223,670 大分県 大分市 ＢＭＯ大分高城店 小売業 衣料品 5%

223,671 大分県 大分市 ＰＣ?ｏｉｔａ　大分高城 サービス その他サービス 5%

223,672 大分県 大分市 美居度呂 サービス 飲食業 5%

223,673 大分県 大分市 ＢＭＷＰｒｅｍｉｕｍＳｅｌｅｃｔｉｏｎ大 サービス その他サービス 5%

223,674 大分県 大分市 東大分ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,675 大分県 大分市 筋整流法東大分腱引き道場 サービス 理容・美容業 5%

223,676 大分県 大分市 東九州石油春日浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,677 大分県 大分市 ピザポケット　明野店 サービス 飲食業 5%

223,678 大分県 大分市 ビジネスホテルＫＧ サービス 宿泊業 5%

223,679 大分県 大分市 ビジネス旅館　新開荘 サービス 宿泊業 5%

223,680 大分県 大分市 ヒジヤ輪業 小売業 その他小売 5%

223,681 大分県 大分市 Ｂｅｅｚｕ サービス 理容・美容業 5%

223,682 大分県 大分市 ビストロ俊 サービス 飲食業 5%

223,683 大分県 大分市 ビストロ俊 サービス 飲食業 5%

223,684 大分県 大分市 ビズモンドジャパン サービス その他サービス 5%

223,685 大分県 大分市 ピーチズ 小売業 衣料品 5%

223,686 大分県 大分市 株式会社ピッカー サービス 理容・美容業 5%

223,687 大分県 大分市 ビッグアメリカンショップ　森町店 小売業 衣料品 5%

223,688 大分県 大分市 ビックアメリカンショップ　わさだ宗方店 小売業 衣料品 5%

223,689 大分県 大分市 ビッグアメリカンショップわさだ宗方店　２ 小売業 衣料品 5%

223,690 大分県 大分市 ビッグアメリカンショップ宗方店 小売業 衣料品 5%

223,691 大分県 大分市 ビッグアメリカンショップわさだ宗方 小売業 衣料品 5%

223,692 大分県 大分市 ビッグウエーブカワサキ 小売業 その他小売 5%
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223,693 大分県 大分市 ビッグチェーン 小売業 その他小売 5%

223,694 大分県 大分市 ひつじや サービス 飲食業 5%

223,695 大分県 大分市 ヒットロード サービス その他サービス 5%

223,696 大分県 大分市 ひまわりタクシー サービス 運輸業 5%

223,697 大分県 大分市 ヒメノタクシー サービス 運輸業 5%

223,698 大分県 大分市 ピュア販売大分宇都 小売業 その他小売 5%

223,699 大分県 大分市 ＰＵＲＥＷＨＩＴＥ　大分店 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,700 大分県 大分市 ピュアレディース整体院 サービス その他サービス 5%

223,701 大分県 大分市 Ｂｅａｕｔｙ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ｓａｌｏｎ　ｓｈｉｎｙ サービス 理容・美容業 5%

223,702 大分県 大分市 ビューティフルパーソン サービス 理容・美容業 5%

223,703 大分県 大分市 美容室　ＭＡＧＩＣ サービス 理容・美容業 5%

223,704 大分県 大分市 美容室ＢｉＢｉ サービス 理容・美容業 5%

223,705 大分県 大分市 美容室リアント サービス 理容・美容業 5%

223,706 大分県 大分市 美容ピュア大分駅南店 サービス 理容・美容業 5%

223,707 大分県 大分市 ビーライン大津店 小売業 その他小売 5%

223,708 大分県 大分市 ビーライン　下郡店 小売業 その他小売 5%

223,709 大分県 大分市 ひらた薬局 小売業 その他小売 5%

223,710 大分県 大分市 ピラティスサロン＆スクールＲｅｅｄＧｒｅｅｎ サービス その他サービス 5%

223,711 大分県 大分市 ヒーリングサロンケリーレンブラン サービス 理容・美容業 5%

223,712 大分県 大分市 Ｂｕｉｌｄ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

223,713 大分県 大分市 Ｖｅｌｕｄｏ　ｈａｉｒ　【ビロードヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

223,714 大分県 大分市 ＰＩＮＫ　ＤＩＡＭＯＮＤ サービス 理容・美容業 5%

223,715 大分県 大分市 fagotto 小売業 衣料品 5%

223,716 大分県 大分市 ＦＡＧＯＴＴＯ 小売業 衣料品 5%

223,717 大分県 大分市 ファッションギャラリーＭｙ 小売業 衣料品 5%

223,718 大分県 大分市 ｆｅｅｌ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

223,719 大分県 大分市 ＴａｔａｒａＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

223,720 大分県 大分市 フィルドール サービス 理容・美容業 5%

223,721 大分県 大分市 ＢＯＯＭ　ＷＡＳＡＤＡ サービス 理容・美容業 5%

223,722 大分県 大分市 プールヴー サービス 理容・美容業 5%

223,723 大分県 大分市 ｆｏｇｌｉａ　【フォーリア】 サービス 理容・美容業 5%

223,724 大分県 大分市 ファトハウスあいうえお サービス その他サービス 5%

223,725 大分県 大分市 ｆｏｒｂｉｃｉｄｉｍｉｋｉミキノハサミ サービス 理容・美容業 5%

223,726 大分県 大分市 有限会社フクヤ 小売業 衣料品 5%

223,727 大分県 大分市 フジタフラワーガーデン戸次店 小売業 その他小売 5%

223,728 大分県 大分市 フジノタクシー サービス その他サービス 5%

223,729 大分県 大分市 富士見ヶ丘給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,730 大分県 大分市 ＪＭ／ふじ屋衣料品店 小売業 衣料品 5%

223,731 大分県 大分市 ブックオフ下郡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

223,732 大分県 大分市 ブックオフ森町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 2%

223,733 大分県 大分市 府内わっぱ食堂 サービス 飲食業 5%

223,734 大分県 大分市 ＢＯＯＭ　ＦＵＮＡＩ サービス 理容・美容業 5%
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223,735 大分県 大分市 プラザＡ大分店 小売業 衣料品 5%

223,736 大分県 大分市 ｆｌｏｗｅｒ　【フラワー】 サービス 理容・美容業 5%

223,737 大分県 大分市 フラワーショップ花花 小売業 その他小売 5%

223,738 大分県 大分市 プリミ　エ　ドルチ サービス 飲食業 5%

223,739 大分県 大分市 フルーツショップしのだ 小売業 食料品 5%

223,740 大分県 大分市 古国府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,741 大分県 大分市 古国府　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,742 大分県 大分市 ホームインプルーブメントひろせ　萩原店 小売業 その他小売 5%

223,743 大分県 大分市 フレンドきづ 小売業 その他小売 5%

223,744 大分県 大分市 フロレスタ大分駅上野の森口店 サービス 飲食業 5%

223,745 大分県 大分市 Ｈａｉｒーｖｏｇａ　Ｒｏｓｓｏ サービス 理容・美容業 5%

223,746 大分県 大分市 ヘアーサロン満月 サービス 理容・美容業 5%

223,747 大分県 大分市 ｈａｉｒ ｓｔｕｄｉｏ Ｒａｙｏｎ サービス 理容・美容業 5%

223,748 大分県 大分市 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ＫＡＬＡ　【ヘアーデザイン　キャラ】 サービス 理容・美容業 5%

223,749 大分県 大分市 Ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ　Ｌｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

223,750 大分県 大分市 ヘアーデザインアンフィニ サービス 理容・美容業 5%

223,751 大分県 大分市 ヘアーデザインクロノ サービス 理容・美容業 5%

223,752 大分県 大分市 ｆｉｋａ．大在店 サービス 理容・美容業 5%

223,753 大分県 大分市 ｈａｉｒｍａｋｅＢｏｎｈｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

223,754 大分県 大分市 ヘアーリゾートディアーズ サービス 理容・美容業 5%

223,755 大分県 大分市 ヘア＆エステ　ブルー・モード サービス 理容・美容業 5%

223,756 大分県 大分市 ＨａｉｒＣｏｋｏｒｏ＋ サービス 理容・美容業 5%

223,757 大分県 大分市 ヘアショップＧ?Ｏ サービス 理容・美容業 5%

223,758 大分県 大分市 Ｖｉｏｌｅｔｔｅ　Ｆｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

223,759 大分県 大分市 ＨａｉｒＳｐｏｔＺＥＡＬ サービス 理容・美容業 5%

223,760 大分県 大分市 ＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ　ｉｎｆｉｎｉ サービス 理容・美容業 5%

223,761 大分県 大分市 ページ　大在店 サービス 理容・美容業 5%

223,762 大分県 大分市 Ｂａｓｉｃ　ｈ－ａｉｒ　プラス サービス 理容・美容業 5%

223,763 大分県 大分市 ベストマリアージュエヴァーズ サービス その他サービス 5%

223,764 大分県 大分市 ペッツランド　春日浦店 小売業 その他小売 5%

223,765 大分県 大分市 ほうねん 小売業 その他小売 5%

223,766 大分県 大分市 ボードゲームカフェＪＯＧＯ サービス 飲食業 5%

223,767 大分県 大分市 株式会社細井　無法松　大分森町店 小売業 その他小売 5%

223,768 大分県 大分市 補聴器センタ－大分 小売業 その他小売 5%

223,769 大分県 大分市 ボディファクトリィーエム サービス その他サービス 5%

223,770 大分県 大分市 ホテルエリアワン大分 サービス 宿泊業 5%

223,771 大分県 大分市 ホテルトパーズ大在駅前 サービス 宿泊業 5%

223,772 大分県 大分市 ホテル日航大分オアシスタワー サービス 宿泊業 5%

223,773 大分県 大分市 ほらや 小売業 その他小売 5%

223,774 大分県 大分市 堀タクシー サービス 運輸業 5%

223,775 大分県 大分市 ボルダリングハウス サニーサイド ボルダリングハウス サニーサイド サービス その他サービス 5%

223,776 大分県 大分市 ボレロ食堂 サービス 飲食業 5%
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223,777 大分県 大分市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,778 大分県 大分市 ボンフルール　カガシヤ 小売業 衣料品 5%

223,779 大分県 大分市 マクドナルド大分賀来店 サービス 飲食業 2%

223,780 大分県 大分市 マクドナルドトキハわさだタウン店 サービス 飲食業 2%

223,781 大分県 大分市 マクドナルドトキハわさだフードコート店 サービス 飲食業 2%

223,782 大分県 大分市 ＭＡＳＫ サービス 飲食業 5%

223,783 大分県 大分市 枡屋　ワインセレクション 小売業 食料品 5%

223,784 大分県 大分市 枡屋酒店 小売業 食料品 5%

223,785 大分県 大分市 マチカラフィットネス大分 サービス その他サービス 5%

223,786 大分県 大分市 まちほけ南大分店 小売業 その他小売 5%

223,787 大分県 大分市 松岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,788 大分県 大分市 まつき釣具　大分光吉店 小売業 その他小売 5%

223,789 大分県 大分市 マッチボックス 小売業 衣料品 5%

223,790 大分県 大分市 松永自動車 サービス その他サービス 5%

223,791 大分県 大分市 マミーズ　キッチン 小売業 食料品 5%

223,792 大分県 大分市 丸尾 小売業 家具・調度品 5%

223,793 大分県 大分市 男子専科　マルサン 小売業 衣料品 5%

223,794 大分県 大分市 マルショク　大道店 小売業 食料品 5%

223,795 大分県 大分市 マルショク　春日店 小売業 食料品 5%

223,796 大分県 大分市 ＭＡＬＴＯＷＮ サービス 理容・美容業 5%

223,797 大分県 大分市 丸和 味揚本店 小売業 食料品 5%

223,798 大分県 大分市 三佐　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,799 大分県 大分市 みさき画廊 サービス その他サービス 5%

223,800 大分県 大分市 溝部タクシー サービス 運輸業 5%

223,801 大分県 大分市 Ｍｉｔｓｕｋｉ 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,802 大分県 大分市 大分トヨタ商事株式会社　南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,803 大分県 大分市 南大分給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,804 大分県 大分市 南大分ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,805 大分県 大分市 ｍｉｙａｋｏ１?２３ サービス 飲食業 5%

223,806 大分県 大分市 ＭＩＹＡＺＡＫＩＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

223,807 大分県 大分市 ミュージックストアナガト　大分本店 小売業 その他小売 5%

223,808 大分県 大分市 Ｍｉｌｉｅｕ サービス 理容・美容業 5%

223,809 大分県 大分市 宗方 サービス 理容・美容業 5%

223,810 大分県 大分市 宗方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,811 大分県 大分市 ｍｏｖａｓ サービス その他サービス 5%

223,812 大分県 大分市 無法松　大分森町店 小売業 その他小売 5%

223,813 大分県 大分市 無法松　新貝店 小売業 その他小売 5%

223,814 大分県 大分市 無法松　西大分店 小売業 その他小売 5%

223,815 大分県 大分市 無法松　わさだ店 小売業 その他小売 5%

223,816 大分県 大分市 メイクアイ　大分東店 サービス 理容・美容業 5%

223,817 大分県 大分市 明豊マイカ－センタ－オニキス店 サービス その他サービス 5%

223,818 大分県 大分市 明林堂書店大分本店 小売業 その他小売 5%
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223,819 大分県 大分市 明林堂書店高城店 小売業 その他小売 5%

223,820 大分県 大分市 明林堂書店羽屋店 小売業 その他小売 5%

223,821 大分県 大分市 明林堂書店米良店 小売業 その他小売 5%

223,822 大分県 大分市 メガネのきじま 小売業 その他小売 5%

223,823 大分県 大分市 メガネの正視堂 小売業 その他小売 5%

223,824 大分県 大分市 メガネの正視堂　賀来店 小売業 その他小売 5%

223,825 大分県 大分市 Ｍｅｇｕ　Ｔａｘｉ サービス 運輸業 5%

223,826 大分県 大分市 メッシリー 大道店 サービス 飲食業 5%

223,827 大分県 大分市 メディアカフェポパイ　わさだ店 サービス 飲食業 5%

223,828 大分県 大分市 ｍｅｒｌｅｔｔｏ サービス 理容・美容業 5%

223,829 大分県 大分市 ＭｏｗＬｉｆｔ 小売業 家具・調度品 5%

223,830 大分県 大分市 モデルハタノ 小売業 その他小売 5%

223,831 大分県 大分市 モデルハタノ 小売業 その他小売 5%

223,832 大分県 大分市 モードスクエア　いちまる 小売業 衣料品 5%

223,833 大分県 大分市 もと湯の宿　黒田や サービス 宿泊業 5%

223,834 大分県 大分市 もみまる明野店 サービス その他サービス 5%

223,835 大分県 大分市 もみまる敷戸店 サービス その他サービス 5%

223,836 大分県 大分市 ＭＯＲＩＨＩＲＯ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

223,837 大分県 大分市 モリムラ寝装 小売業 衣料品 5%

223,838 大分県 大分市 森山タクシー サービス 運輸業 5%

223,839 大分県 大分市 焼鳥ほの香 小売業 食料品 5%

223,840 大分県 大分市 焼とり丸ちゃん　本店 サービス 飲食業 5%

223,841 大分県 大分市 焼肉　いませ サービス 飲食業 5%

223,842 大分県 大分市 焼肉　大昌苑　焼肉大昌苑 サービス 飲食業 5%

223,843 大分県 大分市 焼肉　味楽園 サービス 飲食業 5%

223,844 大分県 大分市 焼肉　暁 サービス 飲食業 5%

223,845 大分県 大分市 焼肉ダイニングジュジュ サービス 飲食業 5%

223,846 大分県 大分市 焼肉なべしま　大在店 サービス 飲食業 5%

223,847 大分県 大分市 焼肉なべしま　下郡店 サービス 飲食業 5%

223,848 大分県 大分市 焼肉なべしま　わさだ店 サービス 飲食業 5%

223,849 大分県 大分市 焼肉なべしま　大分大在店 サービス 飲食業 5%

223,850 大分県 大分市 焼肉なべしま　大分わさだ店 サービス 飲食業 5%

223,851 大分県 大分市 焼肉ハウス　亜李蘭　大分高城店 サービス 飲食業 5%

223,852 大分県 大分市 焼肉ハウス　亜季蘭　光吉店 サービス 飲食業 5%

223,853 大分県 大分市 焼肉ハウス　亜李蘭　光吉店 サービス 飲食業 5%

223,854 大分県 大分市 焼肉横丁 サービス 飲食業 5%

223,855 大分県 大分市 安井プロパン株式会社 小売業 その他小売 5%

223,856 大分県 大分市 ヤノメガネ　明野店 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,857 大分県 大分市 ヤノメガネ　大分パルコ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,858 大分県 大分市 ヤノメガネ　外商部 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,859 大分県 大分市 ヤノメガネ　竹町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,860 大分県 大分市 ヤノメガネ　田中町店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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223,861 大分県 大分市 ヤノメガネ　中央店 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,862 大分県 大分市 ヤノメガネ　鶴崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,863 大分県 大分市 ヤノメガネ　萩原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,864 大分県 大分市 ヤノメガネ　森町バイパス店 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,865 大分県 大分市 ヤノメガネ　フナイオオハシ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,866 大分県 大分市 山形屋ふとん店 小売業 その他小売 5%

223,867 大分県 大分市 山渓 小売業 衣料品 5%

223,868 大分県 大分市 釣具の山下 小売業 その他小売 5%

223,869 大分県 大分市 山村製靴店 小売業 衣料品 5%

223,870 大分県 大分市 やまもとでんか 小売業 電化製品 5%

223,871 大分県 大分市 和楽大分店 サービス 飲食業 5%

223,872 大分県 大分市 有限会社 カーボデー河野 サービス その他サービス 5%

223,873 大分県 大分市 有　八天堂　大分クレインホテル高城店 サービス 宿泊業 5%

223,874 大分県 大分市 有 八天堂 クレインホテル レストラン サービス 飲食業 5%

223,875 大分県 大分市 有限会社　ラ・ムール サービス 理容・美容業 5%

223,876 大分県 大分市 有限会社エコワン サービス その他サービス 5%

223,877 大分県 大分市 有限会社エムライフシティ サービス その他サービス 5%

223,878 大分県 大分市 有限会社宏英ゴルフ 小売業 その他小売 5%

223,879 大分県 大分市 ［ＨＣ］有限会社電化ハウスエレトップ 小売業 電化製品 5%

223,880 大分県 大分市 有限会社ドゥイット サービス その他サービス 5%

223,881 大分県 大分市 有限会社フクヤ 有限会社フクヤ 小売業 衣料品 5%

223,882 大分県 大分市 有限会社マリンギャラリー 小売業 その他小売 5%

223,883 大分県 大分市 有限会社山渓 小売業 その他小売 5%

223,884 大分県 大分市 吉田タクシー サービス 運輸業 5%

223,885 大分県 大分市 吉野鶏めし 小売業 食料品 5%

223,886 大分県 大分市 よしのや 小売業 食料品 5%

223,887 大分県 大分市 ＹＯＮＥＤＡＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

223,888 大分県 大分市 Ｌａ　Ｂｅａｕｔｅ　Ｈａｉｒ　Ｄ サービス 理容・美容業 5%

223,889 大分県 大分市 ＲＡＭＥＮＢＡＲＫＩＲＡＲＡ サービス 飲食業 5%

223,890 大分県 大分市 Ｒｉｋｅ　ｃａｆｅ． サービス 飲食業 5%

223,891 大分県 大分市 ＲＡＩＣＨＡＳ【ライチャス】 サービス その他サービス 5%

223,892 大分県 大分市 Ｌｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

223,893 大分県 大分市 楽ヴィータ サービス その他サービス 5%

223,894 大分県 大分市 ＬＥＧＧＵ サービス 理容・美容業 5%

223,895 大分県 大分市 ラックス　下郡店 サービス その他サービス 5%

223,896 大分県 大分市 ラックス　三川店 サービス その他サービス 5%

223,897 大分県 大分市 ラックス 南春日店 サービス その他サービス 5%

223,898 大分県 大分市 ラ・ムール　春日店 サービス 理容・美容業 5%

223,899 大分県 大分市 Ｌｅｅ アミュプラザおおいた店 小売業 衣料品 5%

223,900 大分県 大分市 ＲｅｅｄＧｒｅｎｂｅａｕｔｙ サービス その他サービス 5%

223,901 大分県 大分市 リエジュ高城店 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,902 大分県 大分市 ＲＥＧＡＬ　ＳＨＯＥＳ　大分店 小売業 衣料品 2%
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223,903 大分県 大分市 裏舌鼓 サービス 飲食業 5%

223,904 大分県 大分市 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｃｌａｎ サービス 理容・美容業 5%

223,905 大分県 大分市 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｃｌａｎ サービス 理容・美容業 5%

223,906 大分県 大分市 リビング　ファッションアリー 小売業 衣料品 5%

223,907 大分県 大分市 リプレックス　フレスポ　春日浦店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

223,908 大分県 大分市 リフレッシュ工房　大分駅前店 サービス その他サービス 5%

223,909 大分県 大分市 リフレッシュ工房　西の台店 サービス その他サービス 5%

223,910 大分県 大分市 リフレッシュ工房わさだタウン店 サービス その他サービス 5%

223,911 大分県 大分市 リフレッシュサロン　猫のお昼寝 サービス その他サービス 5%

223,912 大分県 大分市 理容室ＶｉＶｉ サービス 理容・美容業 5%

223,913 大分県 大分市 料理家くらかけ サービス 飲食業 5%

223,914 大分県 大分市 株式会社ｎｅｕｔｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

223,915 大分県 大分市 もこもこねこ サービス その他サービス 5%

223,916 大分県 大分市 ＬＵＲＥ　ＢＡＮＫ 小売業 その他小売 5%

223,917 大分県 大分市 ＬＵＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

223,918 大分県 大分市 Ｒｏｏｔｒｅｅ【ルーツリー】 サービス 理容・美容業 5%

223,919 大分県 大分市 Ｒａｙｓｉａ サービス その他サービス 5%

223,920 大分県 大分市 ＲｅｇａＬｏ【レガーロ】 サービス 理容・美容業 5%

223,921 大分県 大分市 ＬＥＧＯ　ＨＡＩＲ【レゴヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

223,922 大分県 大分市 レコルトヘアーインク サービス 理容・美容業 5%

223,923 大分県 大分市 レパラシオン サービス その他サービス 5%

223,924 大分県 大分市 ＲＯＤＳ 小売業 衣料品 5%

223,925 大分県 大分市 ろばた阿吽 サービス 飲食業 5%

223,926 大分県 大分市 ｗａ－ｋａｔａｃｈｉ 小売業 衣料品 5%

223,927 大分県 大分市 稙田ＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,928 大分県 大分市 和食・臼杵ふぐどころ　ちさと サービス 飲食業 5%

223,929 大分県 大分市 和食屋が作る煮干しラーメン 彩 サービス 飲食業 5%

223,930 大分県 大分市 和田タクシー サービス 運輸業 5%

223,931 大分県 大分市 渡辺タクシー サービス 運輸業 5%

223,932 大分県 大分市 和バル　奏 サービス 飲食業 5%

223,933 大分県 大分市 ＯＮＥＰＬＡＴＥ サービス 飲食業 5%

223,934 大分県 大分市 リラクゼーションスタジオＬｉｎｏｔｅ サービス その他サービス 5%

223,935 大分県 杵築市 アトリエＳＡＷＡＷＡ サービス その他サービス 5%

223,936 大分県 杵築市 出光杵築北浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,937 大分県 杵築市 海鮮亭　ざこば サービス 飲食業 5%

223,938 大分県 杵築市 カットサロンＭ サービス 理容・美容業 5%

223,939 大分県 杵築市 神田楽市山香店 小売業 食料品 5%

223,940 大分県 杵築市 セブン－イレブン杵築北浜店 小売業 食料品 2%

223,941 大分県 杵築市 杵築給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,942 大分県 杵築市 セブン－イレブン杵築南杵築店 小売業 食料品 2%

223,943 大分県 杵築市 行政書士工藤正寛事務所 サービス その他サービス 5%

223,944 大分県 杵築市 ゲストハウス　利他庵 サービス 宿泊業 5%
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223,945 大分県 杵築市 三光スポーツ 小売業 衣料品 5%

223,946 大分県 杵築市 志手商店　志手商店 小売業 その他小売 5%

223,947 大分県 杵築市 正光堂 小売業 電化製品 5%

223,948 大分県 杵築市 株式会社正光堂時計店 サービス その他サービス 5%

223,949 大分県 杵築市 セルフ杵築給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,950 大分県 杵築市 セルフ山香ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,951 大分県 杵築市 台の茶屋 サービス 飲食業 5%

223,952 大分県 杵築市 でんでん館にのみや 小売業 電化製品 5%

223,953 大分県 杵築市 ドリーム三川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,954 大分県 杵築市 ネッツトヨタ大分杵築店 小売業 その他小売 5%

223,955 大分県 杵築市 パナランドカトウ 小売業 電化製品 5%

223,956 大分県 杵築市 藤原家具 小売業 家具・調度品 5%

223,957 大分県 杵築市 ブリヂストン杵築　タイヤＳＣ 小売業 その他小売 5%

223,958 大分県 杵築市 ホームセンターセブン山香店 小売業 その他小売 5%

223,959 大分県 杵築市 三川給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,960 大分県 杵築市 木工房矢吹 小売業 家具・調度品 5%

223,961 大分県 杵築市 守江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,962 大分県 杵築市 守江港給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,963 大分県 杵築市 八坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,964 大分県 杵築市 ヤノメガネ　杵築店 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,965 大分県 杵築市 山香温泉風の郷 サービス 宿泊業 5%

223,966 大分県 玖珠町 出光岩室ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,967 大分県 玖珠町 出光大隈ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,968 大分県 玖珠町 犬はりこ和食レストラン サービス 飲食業 5%

223,969 大分県 玖珠町 ＨＩヒロセスーパーコンボ玖珠店 小売業 その他小売 5%

223,970 大分県 玖珠町 Ｈｅｄｏｎｉｅ サービス 理容・美容業 5%

223,971 大分県 玖珠町 御菓子つたや 小売業 食料品 5%

223,972 大分県 玖珠町 北山田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,973 大分県 玖珠町 玖珠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,974 大分県 玖珠町 玖珠国道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,975 大分県 玖珠町 玖珠第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,976 大分県 玖珠町 玖珠駐屯地売店オアシス 小売業 食料品 5%

223,977 大分県 玖珠町 久留米ヤクルト販売 玖珠Ｃ 小売業 食料品 5%

223,978 大分県 玖珠町 シャインホテルくす サービス 宿泊業 5%

223,979 大分県 玖珠町 スーパーコンボ玖珠店 小売業 その他小売 5%

223,980 大分県 玖珠町 スガタ　本店 小売業 その他小売 5%

223,981 大分県 玖珠町 生鮮市場そのだバリュー玖珠店 小売業 食料品 5%

223,982 大分県 玖珠町 そのだ本部 小売業 食料品 5%

223,983 大分県 玖珠町 トマトファーム 小売業 食料品 5%

223,984 大分県 玖珠町 パナックス　サトー 小売業 電化製品 5%

223,985 大分県 玖珠町 豊後森ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,986 大分県 玖珠町 ヘアーサロンナカシマ サービス 理容・美容業 5%
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223,987 大分県 玖珠町 べっぴんハウス　はら 小売業 その他小売 5%

223,988 大分県 玖珠町 べっぴんハウス　はら 小売業 その他小売 5%

223,989 大分県 玖珠町 ベルリンメガネ 玖珠店 小売業 その他小売 5%

223,990 大分県 玖珠町 有限会社　ベルリンメガネ　玖珠店 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,991 大分県 玖珠町 ヤノメガネ　玖珠店 小売業 貴金属・服飾品 5%

223,992 大分県 玖珠町 有限会社　伊勢屋 小売業 食料品 5%

223,993 大分県 玖珠町 有限会社花の店タケウチ 小売業 その他小売 5%

223,994 大分県 玖珠町 洋服のクラウン 小売業 衣料品 5%

223,995 大分県 玖珠町 ヨシヒロ 小売業 衣料品 5%

223,996 大分県 玖珠町 若屋 サービス 飲食業 5%

223,997 大分県 国東市 出光国見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

223,998 大分県 国東市 ヴィラ・くにさき サービス 宿泊業 5%

223,999 大分県 国東市 ウェルビー　大分空港店 サービス その他サービス 5%

224,000 大分県 国東市 ウェルビー大分空港店 サービス その他サービス 5%

224,001 大分県 国東市 おかげハウス サービス 飲食業 5%

224,002 大分県 国東市 オリックスレンタカー大分空港店 サービス その他サービス 2%

224,003 大分県 国東市 カー用品専門店　カーショップＴＡＭＡＤＡ 小売業 その他小売 5%

224,004 大分県 国東市 割烹志まる サービス 飲食業 5%

224,005 大分県 国東市 株式会社旅月 サービス 宿泊業 5%

224,006 大分県 国東市 ｇｙｏｉ サービス 飲食業 5%

224,007 大分県 国東市 セブン－イレブン国東鶴川店 小売業 食料品 2%

224,008 大分県 国東市 国東半島国見ユースホステル サービス その他サービス 5%

224,009 大分県 国東市 国広書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

224,010 大分県 国東市 国見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,011 大分県 国東市 国見石油有限会社国見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,012 大分県 国東市 来の浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,013 大分県 国東市 佐藤呉服店 小売業 衣料品 5%

224,014 大分県 国東市 シーサイド大沢 サービス 宿泊業 5%

224,015 大分県 国東市 志まる サービス 飲食業 5%

224,016 大分県 国東市 ショッピングプラザエース 小売業 食料品 5%

224,017 大分県 国東市 寿し勝若竹 サービス 飲食業 5%

224,018 大分県 国東市 すし処宙 サービス 飲食業 5%

224,019 大分県 国東市 すずめ草 小売業 衣料品 5%

224,020 大分県 国東市 炭火焼工房 つるの恩返し サービス 飲食業 5%

224,021 大分県 国東市 田吹ＳＳ　有限会社田吹石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,022 大分県 国東市 でんでん館　ひまわり 小売業 電化製品 5%

224,023 大分県 国東市 テン・ポイント安岐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,024 大分県 国東市 陶房ふくなが サービス その他サービス 5%

224,025 大分県 国東市 富来茶家 サービス 飲食業 5%

224,026 大分県 国東市 トヨタカローラ大分国東店 小売業 その他小売 5%

224,027 大分県 国東市 トヨタレンタリース大分大分空港店 小売業 その他小売 2%

224,028 大分県 国東市 ヘルメット潜水 小売業 家具・調度品 5%
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224,029 大分県 国東市 ホームセンターセブン国東店 小売業 その他小売 5%

224,030 大分県 国東市 まるめキッチン サービス 飲食業 5%

224,031 大分県 国東市 武蔵給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,032 大分県 国東市 武蔵ＳＳ　有限会社丸萬石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,033 大分県 国東市 木工房ｈａｎａ・はなｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

224,034 大分県 国東市 ヤノメガネ　クニサキ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,035 大分県 国東市 有限会社酒井商店 大分空港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,036 大分県 国東市 ラーメン　カフェ　明星 サービス 飲食業 5%

224,037 大分県 九重町 出光豊後中村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,038 大分県 九重町 恵良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,039 大分県 九重町 炭火焼き花鳥使 サービス 飲食業 5%

224,040 大分県 九重町 カナディアンヴィレッジ サービス 宿泊業 5%

224,041 大分県 九重町 かねよし 小売業 その他小売 5%

224,042 大分県 九重町 九重観光ホテル サービス 宿泊業 5%

224,043 大分県 九重町 くじゅう自然動物園 サービス その他サービス 5%

224,044 大分県 九重町 九重星生ホテル サービス 宿泊業 5%

224,045 大分県 九重町 高原ショップ小野 小売業 その他小売 5%

224,046 大分県 九重町 高原の隠れ家　スパ・グリネス サービス その他サービス 5%

224,047 大分県 九重町 九重いやしの里ホテル大高原 サービス 宿泊業 5%

224,048 大分県 九重町 秀月 サービス 宿泊業 5%

224,049 大分県 九重町 筋湯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,050 大分県 九重町 チェーン出張販売匠 小売業 その他小売 5%

224,051 大分県 九重町 炭火焼鳥匠 サービス 飲食業 5%

224,052 大分県 九重町 セルフ九重　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,053 大分県 九重町 出張チェーン販売匠 サービス その他サービス 5%

224,054 大分県 九重町 中村給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,055 大分県 九重町 旅籠彩くら サービス 宿泊業 5%

224,056 大分県 九重町 八丁原ヴューホテル サービス 宿泊業 5%

224,057 大分県 九重町 はんなりおやど龍泉閣 サービス 宿泊業 5%

224,058 大分県 九重町 ＦＡＲＥＡＳＴＨＯＲＩＺＯＮ 小売業 衣料品 5%

224,059 大分県 九重町 宝泉寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,060 大分県 九重町 宝泉寺観光ホテル湯本屋 サービス 宿泊業 5%

224,061 大分県 九重町 ホテル大高原 サービス 宿泊業 5%

224,062 大分県 九重町 ホテル龍泉閣 サービス 宿泊業 5%

224,063 大分県 九重町 名水の宿　宝珠屋 サービス 宿泊業 5%

224,064 大分県 九重町 山あいの宿喜安屋 サービス 宿泊業 5%

224,065 大分県 九重町 山あいの宿　喜安屋　山あいの宿喜安屋 サービス 宿泊業 5%

224,066 大分県 九重町 山の宿　霊泉　寒の地獄旅館 サービス 宿泊業 5%

224,067 大分県 九重町 旅館　ゆのもと荘 サービス 宿泊業 5%

224,068 大分県 九重町 旅館かくおや サービス 宿泊業 5%

224,069 大分県 九重町 旅館白滝 サービス 宿泊業 5%

224,070 大分県 九重町 旅館ななかまど サービス 宿泊業 5%
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224,071 大分県 九重町 旅荘小松別荘 サービス 宿泊業 5%

224,072 大分県 九重町 レストハウスやまなみ 小売業 その他小売 5%

224,073 大分県 九重町 レストラン　青山 サービス 飲食業 5%

224,074 大分県 九重町 若杉自動車整備工場 小売業 その他小売 5%

224,075 大分県 佐伯市 あのん サービス その他サービス 5%

224,076 大分県 佐伯市 荒川屋 小売業 その他小売 5%

224,077 大分県 佐伯市 ＡＬＰＨＡ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

224,078 大分県 佐伯市 居酒屋　おおたけ サービス 飲食業 5%

224,079 大分県 佐伯市 居酒屋とり富　佐伯本店 サービス 飲食業 5%

224,080 大分県 佐伯市 出光弥生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,081 大分県 佐伯市 ウチダ写真館 サービス その他サービス 5%

224,082 大分県 佐伯市 梅田家具店＆Ｌａｖｉｅｄｏｕｃｅ 小売業 家具・調度品 5%

224,083 大分県 佐伯市 オーハタパール 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,084 大分県 佐伯市 カービューティープロ磨屋 サービス その他サービス 5%

224,085 大分県 佐伯市 甲斐宏一 小売業 食料品 5%

224,086 大分県 佐伯市 海鮮の宿まつ浦 サービス 宿泊業 5%

224,087 大分県 佐伯市 カーシス サービス その他サービス 5%

224,088 大分県 佐伯市 堅田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,089 大分県 佐伯市 かつ弘　佐伯本店 サービス 飲食業 5%

224,090 大分県 佐伯市 割烹山城家 サービス 飲食業 5%

224,091 大分県 佐伯市 花音 小売業 その他小売 5%

224,092 大分県 佐伯市 蒲江　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,093 大分県 佐伯市 蒲江竹野浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,094 大分県 佐伯市 上浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,095 大分県 佐伯市 上岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,096 大分県 佐伯市 カメラのキモト サービス その他サービス 5%

224,097 大分県 佐伯市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋コスモタウン佐伯店 サービス 飲食業 2%

224,098 大分県 佐伯市 （有）菊池仏具店 小売業 家具・調度品 5%

224,099 大分県 佐伯市 魚彩　さくら亭 サービス 飲食業 5%

224,100 大分県 佐伯市 魚彩　さくら亭 サービス 飲食業 5%

224,101 大分県 佐伯市 クアンカドーネ 小売業 食料品 5%

224,102 大分県 佐伯市 楠本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,103 大分県 佐伯市 くるみの樹 小売業 食料品 5%

224,104 大分県 佐伯市 麹の杜 小売業 食料品 5%

224,105 大分県 佐伯市 糀屋本店 小売業 食料品 5%

224,106 大分県 佐伯市 木立ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,107 大分県 佐伯市 佐伯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,108 大分県 佐伯市 セブン－イレブン佐伯池田店 小売業 食料品 2%

224,109 大分県 佐伯市 セブン－イレブン佐伯インター店 小売業 食料品 2%

224,110 大分県 佐伯市 さいき海の市場　○ 小売業 食料品 5%

224,111 大分県 佐伯市 佐伯駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,112 大分県 佐伯市 セブン－イレブン佐伯海崎店 小売業 食料品 2%
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224,113 大分県 佐伯市 佐伯回転寿司　マルマン サービス 飲食業 5%

224,114 大分県 佐伯市 セブン－イレブン佐伯上岡店 小売業 食料品 2%

224,115 大分県 佐伯市 佐伯幹線通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,116 大分県 佐伯市 セブン－イレブン佐伯蟹田店 小売業 食料品 2%

224,117 大分県 佐伯市 セブン－イレブン佐伯城南町店 小売業 食料品 2%

224,118 大分県 佐伯市 セブン－イレブン佐伯長島町店 小売業 食料品 2%

224,119 大分県 佐伯市 セブン－イレブン佐伯中の島店 小売業 食料品 2%

224,120 大分県 佐伯市 佐伯蛇崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,121 大分県 佐伯市 セブン－イレブン佐伯弥生店 小売業 食料品 2%

224,122 大分県 佐伯市 サイクルショップやまうち 小売業 その他小売 5%

224,123 大分県 佐伯市 サイクルショップやまうち 小売業 その他小売 5%

224,124 大分県 佐伯市 魚料理　○海 サービス 飲食業 5%

224,125 大分県 佐伯市 さくら運輸株式会社さくらカーズ サービス その他サービス 5%

224,126 大分県 佐伯市 サンテツダミー 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,127 大分県 佐伯市 山美堂 小売業 衣料品 5%

224,128 大分県 佐伯市 柴田葬具店 サービス その他サービス 5%

224,129 大分県 佐伯市 ジュエルアンドウ 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,130 大分県 佐伯市 城東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,131 大分県 佐伯市 城東橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,132 大分県 佐伯市 炭焼ステーキＪＵＥＪＵＥ サービス 飲食業 5%

224,133 大分県 佐伯市 セルフ佐伯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,134 大分県 佐伯市 鮮度壱番 小売業 食料品 5%

224,135 大分県 佐伯市 船頭町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,136 大分県 佐伯市 トヨタカローラ大分佐伯店 小売業 その他小売 5%

224,137 大分県 佐伯市 トヨタレンタリース大分佐伯店 小売業 その他小売 2%

224,138 大分県 佐伯市 直川給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,139 大分県 佐伯市 錦寿司 サービス 飲食業 5%

224,140 大分県 佐伯市 根木青紅堂　根木青紅堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

224,141 大分県 佐伯市 ネッツトヨタ大分佐伯店 小売業 その他小売 5%

224,142 大分県 佐伯市 ネッツトヨタ東九州佐伯店 小売業 その他小売 5%

224,143 大分県 佐伯市 野々下ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,144 大分県 佐伯市 パサール佐伯 小売業 その他小売 5%

224,145 大分県 佐伯市 畑ノ浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,146 大分県 佐伯市 パナポートイワノ 小売業 電化製品 5%

224,147 大分県 佐伯市 パナポート河本 小売業 電化製品 5%

224,148 大分県 佐伯市 パナポート仲摩 小売業 電化製品 5%

224,149 大分県 佐伯市 パナポート吉田 小売業 電化製品 5%

224,150 大分県 佐伯市 Ｂａｌａｎｃｅ Ｏｎｅ １ サービス 理容・美容業 5%

224,151 大分県 佐伯市 明屋書店 ｺｽﾓﾀｳﾝ佐伯店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

224,152 大分県 佐伯市 明屋書店　佐伯店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

224,153 大分県 佐伯市 Ｂ　Ｒ　ＳＡＷＡＫＩ サービス その他サービス 5%

224,154 大分県 佐伯市 ピースカットショップ サービス 理容・美容業 5%
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224,155 大分県 佐伯市 美容室　はるな サービス 理容・美容業 5%

224,156 大分県 佐伯市 美容室ナチュラル　佐伯店 サービス 理容・美容業 5%

224,157 大分県 佐伯市 ブーランジェリーみたらし 小売業 食料品 5%

224,158 大分県 佐伯市 ＨａｉｒＬｉｎｋ サービス その他サービス 5%

224,159 大分県 佐伯市 宝石・時計ニシジマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,160 大分県 佐伯市 豊南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,161 大分県 佐伯市 ㈱ホームインプルーブメントひろせ　佐伯店 小売業 その他小売 5%

224,162 大分県 佐伯市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,163 大分県 佐伯市 本匠ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,164 大分県 佐伯市 ホンダカーズ　佐伯西谷店 小売業 その他小売 5%

224,165 大分県 佐伯市 松の花 サービス 飲食業 5%

224,166 大分県 佐伯市 道の駅かまえ サービス 飲食業 5%

224,167 大分県 佐伯市 道の駅やよい－１ 小売業 家具・調度品 5%

224,168 大分県 佐伯市 有限会社　宮明薬局 小売業 その他小売 5%

224,169 大分県 佐伯市 民宿　花水木 サービス 宿泊業 5%

224,170 大分県 佐伯市 明林堂書店佐伯店 小売業 その他小売 5%

224,171 大分県 佐伯市 明林堂書店　トキハ佐伯店 小売業 その他小売 5%

224,172 大分県 佐伯市 森崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,173 大分県 佐伯市 ヤノメガネ　佐伯ＴＩ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,174 大分県 佐伯市 ヤノメガネ　佐伯店 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,175 大分県 佐伯市 ヤマジン 小売業 食料品 5%

224,176 大分県 佐伯市 山田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,177 大分県 佐伯市 山中オート サービス その他サービス 5%

224,178 大分県 佐伯市 弥生ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,179 大分県 佐伯市 弥生井崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,180 大分県 佐伯市 ［ＨＣ］有限会社コア・スマイル 小売業 電化製品 5%

224,181 大分県 佐伯市 米水津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,182 大分県 佐伯市 ローストチキンランド 小売業 食料品 5%

224,183 大分県 佐伯市 Ｗｉｎｅ＆ＬｉｑｕｏｒＩＫＥＤ 小売業 食料品 5%

224,184 大分県 竹田市 アイランドウェイズ 小売業 その他小売 5%

224,185 大分県 竹田市 居酒屋ダイニング８８スタイル サービス 飲食業 5%

224,186 大分県 竹田市 出光柏原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,187 大分県 竹田市 岡城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,188 大分県 竹田市 荻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,189 大分県 竹田市 おし花工房いちりん草 小売業 その他小売 5%

224,190 大分県 竹田市 ＯｓｔｅｒｉａｅＢａｒＲｅｃａＤ サービス 飲食業 5%

224,191 大分県 竹田市 お宿　有楽 サービス 宿泊業 5%

224,192 大分県 竹田市 卸直売ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,193 大分県 竹田市 御宿　友喜美荘 サービス 宿泊業 5%

224,194 大分県 竹田市 ｋａｉｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

224,195 大分県 竹田市 かじか庵 サービス 宿泊業 5%

224,196 大分県 竹田市 カリン 小売業 食料品 5%
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224,197 大分県 竹田市 城原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,198 大分県 竹田市 久住中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,199 大分県 竹田市 有限会社暮らしの衣料みやざき 小売業 衣料品 5%

224,200 大分県 竹田市 久住ワイナリー 小売業 食料品 5%

224,201 大分県 竹田市 靴のエトー 小売業 衣料品 5%

224,202 大分県 竹田市 紺屋そめかひ サービス その他サービス 5%

224,203 大分県 竹田市 ザガンジーホテルアンドリゾート サービス 宿泊業 5%

224,204 大分県 竹田市 宿房　翡翠之庄 サービス 宿泊業 5%

224,205 大分県 竹田市 ショッピングあだち 小売業 その他小売 5%

224,206 大分県 竹田市 新光 サービス その他サービス 5%

224,207 大分県 竹田市 スーパーコンボ竹田店 小売業 その他小売 5%

224,208 大分県 竹田市 セルフ竹田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,209 大分県 竹田市 竹田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,210 大分県 竹田市 竹田天神ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,211 大分県 竹田市 竹田ドライブインＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,212 大分県 竹田市 田部モータース サービス 理容・美容業 5%

224,213 大分県 竹田市 玉来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,214 大分県 竹田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ豊後岡藩給油所ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,215 大分県 竹田市 直入ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,216 大分県 竹田市 長湯ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,217 大分県 竹田市 日本料理　和心 サービス 宿泊業 5%

224,218 大分県 竹田市 人形工房かじか 小売業 その他小売 5%

224,219 大分県 竹田市 ネッツトヨタ東九州　竹田店 小売業 その他小売 5%

224,220 大分県 竹田市 ｐａｉｓａｎｏ サービス その他サービス 5%

224,221 大分県 竹田市 フリューゲル久住 サービス 宿泊業 5%

224,222 大分県 竹田市 ホテル岩城屋 サービス 宿泊業 5%

224,223 大分県 竹田市 松本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,224 大分県 竹田市 都野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,225 大分県 竹田市 民宿城山 サービス 宿泊業 5%

224,226 大分県 竹田市 無風窯 サービス その他サービス 5%

224,227 大分県 竹田市 野宴 サービス 宿泊業 5%

224,228 大分県 竹田市 やすらぎの宿　かどやＲｅ　やすらぎの宿かどやＲｅ サービス 宿泊業 5%

224,229 大分県 竹田市 ヤノメガネ　竹田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,230 大分県 竹田市 ランチカフェらんぷ屋 サービス 飲食業 5%

224,231 大分県 竹田市 レゾネイトクラブ　くじゅう サービス 宿泊業 5%

224,232 大分県 竹田市 レゾネイトクラブくじゅうレストランメテオ サービス 宿泊業 5%

224,233 大分県 津久見市 アサダ美容室　アサダ美容室 サービス 理容・美容業 5%

224,234 大分県 津久見市 出光千怒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,235 大分県 津久見市 有限会社第一文具店 小売業 その他小売 5%

224,236 大分県 津久見市 千怒ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,237 大分県 津久見市 津久見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,238 大分県 津久見市 津久見インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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224,239 大分県 津久見市 津久見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,240 大分県 津久見市 セブン－イレブン津久見松崎店 小売業 食料品 2%

224,241 大分県 津久見市 セブン－イレブン津久見港町店 小売業 食料品 2%

224,242 大分県 津久見市 でんでん館まるかわ 小売業 電化製品 5%

224,243 大分県 津久見市 トップリカーズ高洲店 小売業 その他小売 5%

224,244 大分県 津久見市 トップリカーズ彦の内店 小売業 その他小売 5%

224,245 大分県 津久見市 ナチュラル　津久見 サービス 理容・美容業 5%

224,246 大分県 津久見市 二代目　与作 サービス 飲食業 5%

224,247 大分県 津久見市 華うさぎ サービス 飲食業 5%

224,248 大分県 津久見市 パナポートフジマル 小売業 電化製品 5%

224,249 大分県 津久見市 光タクシー株式会社 サービス 運輸業 5%

224,250 大分県 津久見市 穂門島大川 サービス 飲食業 5%

224,251 大分県 津久見市 マリンピア津久見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,252 大分県 津久見市 丸福衣料 小売業 衣料品 5%

224,253 大分県 津久見市 港町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,254 大分県 津久見市 モータースポーツショップジョイント 小売業 その他小売 5%

224,255 大分県 津久見市 ヤノメガネ　津久見店 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,256 大分県 津久見市 洋服の丸博 小売業 衣料品 5%

224,257 大分県 津久見市 四浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,258 大分県 津久見市 よもぎ蒸しサロン　Ｓａｌａ サービス 理容・美容業 5%

224,259 大分県 中津市 アイ　モリヤマ 小売業 電化製品 5%

224,260 大分県 中津市 アウル サービス その他サービス 5%

224,261 大分県 中津市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｃｏｃｏ大分中津 サービス 理容・美容業 5%

224,262 大分県 中津市 アラジン中津店 小売業 その他小売 5%

224,263 大分県 中津市 亜李蘭別邸　中津本店 サービス 飲食業 5%

224,264 大分県 中津市 いずみ電器 小売業 電化製品 5%

224,265 大分県 中津市 出光中津中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,266 大分県 中津市 出光東中津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,267 大分県 中津市 出光耶馬溪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,268 大分県 中津市 ＩＷＡＴＡＡＵＴＯ 小売業 その他小売 5%

224,269 大分県 中津市 ヴィラルーチェ サービス その他サービス 5%

224,270 大分県 中津市 ヴィラルーチェ　中津 サービス 飲食業 5%

224,271 大分県 中津市 内尾履物店 小売業 衣料品 5%

224,272 大分県 中津市 永しん サービス 飲食業 5%

224,273 大分県 中津市 エスエスツーリスト サービス その他サービス 5%

224,274 大分県 中津市 大江電機 小売業 電化製品 5%

224,275 大分県 中津市 贈り物の清風堂 小売業 その他小売 5%

224,276 大分県 中津市 オリックスレンタカー中津駅前店 サービス その他サービス 2%

224,277 大分県 中津市 Ａｌｗａｙｓ　ＰＬＵＳ 小売業 衣料品 5%

224,278 大分県 中津市 カートピアキクチＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,279 大分県 中津市 ［ＨＣ］家電ショップトップイン 小売業 電化製品 5%

224,280 大分県 中津市 株式会社横山酒販　営業部 小売業 その他小売 5%
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224,281 大分県 中津市 株式会社いろは建築技巧　本店 小売業 家具・調度品 5%

224,282 大分県 中津市 髪ＣＬＵＢ　Ｈｅａｒｔｙ サービス 理容・美容業 5%

224,283 大分県 中津市 カワムラ電器 小売業 電化製品 5%

224,284 大分県 中津市 甘味処　禅海茶屋 サービス 飲食業 5%

224,285 大分県 中津市 ＫＩＳＡＫＩＳＡＮＤ サービス 飲食業 5%

224,286 大分県 中津市 きもの大島屋 小売業 衣料品 5%

224,287 大分県 中津市 クイーン　クォーターイン 小売業 衣料品 5%

224,288 大分県 中津市 クォーター・イン 小売業 衣料品 5%

224,289 大分県 中津市 クォーターイン　本店 小売業 衣料品 5%

224,290 大分県 中津市 くじめ屋 小売業 家具・調度品 5%

224,291 大分県 中津市 グッデイ　中津大貞店 小売業 その他小売 5%

224,292 大分県 中津市 グッデイ　中津店 小売業 その他小売 5%

224,293 大分県 中津市 グランプラザ中津ホテル サービス 宿泊業 5%

224,294 大分県 中津市 Ｇｌｉｍｐｓｅ　中津店 サービス その他サービス 5%

224,295 大分県 中津市 クロロフイル中津美顔教室 小売業 その他小売 5%

224,296 大分県 中津市 コーアウチオ 小売業 衣料品 5%

224,297 大分県 中津市 ＣｏＣｏ壱番屋大分中津店 サービス 飲食業 2%

224,298 大分県 中津市 御馳走屋一合 サービス 飲食業 5%

224,299 大分県 中津市 株式会社後藤商事 サービス その他サービス 5%

224,300 大分県 中津市 コドモノ 小売業 衣料品 5%

224,301 大分県 中津市 酒スタジアムヨコヤマ　万田店 小売業 食料品 5%

224,302 大分県 中津市 酒スタジアムヨコヤマ　大貞店 小売業 食料品 5%

224,303 大分県 中津市 酒スタジアムヨコヤマ　福沢通り店 小売業 食料品 5%

224,304 大分県 中津市 酒スタジアムヨコヤマ　宮島店 小売業 食料品 5%

224,305 大分県 中津市 ＳａｍｉＳａｍｉラボ サービス その他サービス 5%

224,306 大分県 中津市 三光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,307 大分県 中津市 三楽工房 小売業 食料品 5%

224,308 大分県 中津市 三楽工房 小売業 食料品 5%

224,309 大分県 中津市 三楽工房 サービス その他サービス 5%

224,310 大分県 中津市 サンリブ　中津 小売業 食料品 5%

224,311 大分県 中津市 じゅうじゅう亭 サービス 飲食業 5%

224,312 大分県 中津市 ｊｕｊｕ サービス 理容・美容業 5%

224,313 大分県 中津市 スーパー細川沖代店 小売業 食料品 5%

224,314 大分県 中津市 スーパー細川万田店 小売業 食料品 5%

224,315 大分県 中津市 鮨処 磯屋 サービス 飲食業 5%

224,316 大分県 中津市 寿司めいじん中津店 サービス 飲食業 5%

224,317 大分県 中津市 炭火焼肉家族亭中津店 サービス 飲食業 5%

224,318 大分県 中津市 セルフ本耶馬溪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,319 大分県 中津市 ダイニングバー結 サービス 飲食業 5%

224,320 大分県 中津市 ダイニングレストランふわふわ サービス 飲食業 5%

224,321 大分県 中津市 タイヤレスキュー中津 小売業 その他小売 5%

224,322 大分県 中津市 田北ミシン商会 小売業 電化製品 5%
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224,323 大分県 中津市 釣具センターえびすや 小売業 その他小売 5%

224,324 大分県 中津市 テーラーすが 小売業 衣料品 5%

224,325 大分県 中津市 でんき館サカモト 小売業 電化製品 5%

224,326 大分県 中津市 でんき館いしい 小売業 電化製品 5%

224,327 大分県 中津市 でんき館シラキハラ 小売業 電化製品 5%

224,328 大分県 中津市 でんき館タカハシ 小売業 電化製品 5%

224,329 大分県 中津市 でんき館中津 小売業 電化製品 5%

224,330 大分県 中津市 でんき館ユタカ 小売業 電化製品 5%

224,331 大分県 中津市 デンヒチ中津営業所 小売業 その他小売 5%

224,332 大分県 中津市 十色心夢 サービス その他サービス 5%

224,333 大分県 中津市 洞門パティオ サービス 飲食業 5%

224,334 大分県 中津市 トヨタカローラ大分中津店 小売業 その他小売 5%

224,335 大分県 中津市 トヨタ部品福岡共販中津営業所 サービス その他サービス 5%

224,336 大分県 中津市 トヨタレンタリース大分中津駅南口店 小売業 その他小売 2%

224,337 大分県 中津市 ｎｏｗｗｅａｒｔｈｉｓ 小売業 衣料品 5%

224,338 大分県 中津市 中津家具 小売業 家具・調度品 5%

224,339 大分県 中津市 セブン－イレブン中津今津大橋店 小売業 食料品 2%

224,340 大分県 中津市 セブン－イレブン中津是則店 小売業 食料品 2%

224,341 大分県 中津市 中津サンライズホテルホテル サービス 宿泊業 5%

224,342 大分県 中津市 中津自動車学校 サービス その他サービス 5%

224,343 大分県 中津市 中津市民病院売店 小売業 その他小売 5%

224,344 大分県 中津市 中津バーナーセンター 小売業 その他小売 5%

224,345 大分県 中津市 中津東給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,346 大分県 中津市 中津ボクシング教室 サービス その他サービス 5%

224,347 大分県 中津市 中津本社営業所 サービス 運輸業 5%

224,348 大分県 中津市 セブン－イレブン中津本耶馬溪町店 小売業 食料品 2%

224,349 大分県 中津市 中津南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,350 大分県 中津市 中村刃物 小売業 その他小売 5%

224,351 大分県 中津市 ナチュール美容室 サービス 理容・美容業 5%

224,352 大分県 中津市 有限会社二反田醤油店中津工場 小売業 食料品 5%

224,353 大分県 中津市 丹羽茶舗 小売業 食料品 5%

224,354 大分県 中津市 ネッツトヨタ大分中津店 小売業 その他小売 5%

224,355 大分県 中津市 博多一番どり　居食家あらい　中津駅前店 サービス 飲食業 5%

224,356 大分県 中津市 ハートフル動物病院 サービス その他サービス 5%

224,357 大分県 中津市 ハヤカワ 小売業 衣料品 5%

224,358 大分県 中津市 ハヤカワ 小売業 衣料品 5%

224,359 大分県 中津市 ハルチョコレート店 サービス 飲食業 5%

224,360 大分県 中津市 明屋書店　中央町店 小売業 その他小売 5%

224,361 大分県 中津市 明屋書店　中津本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

224,362 大分県 中津市 東中津　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,363 大分県 中津市 ひのでグリル サービス 飲食業 5%

224,364 大分県 中津市 日の出町ホルモンセンター　中津焼肉ホルモンセンター　日の出町本店 小売業 食料品 5%
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224,365 大分県 中津市 日ノ出電気商会 小売業 電化製品 5%

224,366 大分県 中津市 美容室アクア サービス 理容・美容業 5%

224,367 大分県 中津市 脱毛エステＡＱＵＡ サービス 理容・美容業 5%

224,368 大分県 中津市 平田ラジオ店 小売業 電化製品 5%

224,369 大分県 中津市 ファインミヤガキ 小売業 電化製品 5%

224,370 大分県 中津市 楓乃木 サービス 宿泊業 5%

224,371 大分県 中津市 フェアトレード大地 小売業 衣料品 5%

224,372 大分県 中津市 福沢通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,373 大分県 中津市 福田電器店 小売業 電化製品 5%

224,374 大分県 中津市 プロショップ新居 小売業 その他小売 5%

224,375 大分県 中津市 Ｈａｉｒ Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ Ｌｕｃｅ 美容室 ルーチェ サービス 理容・美容業 5%

224,376 大分県 中津市 ヘアークラフトジーノ サービス 理容・美容業 5%

224,377 大分県 中津市 ヘアーサロン　あらかね　ヘアーサロンアラカネ サービス 理容・美容業 5%

224,378 大分県 中津市 ベルリンメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,379 大分県 中津市 ベルリンメガネ 中央店 小売業 その他小売 5%

224,380 大分県 中津市 有限会社　ベルリンメガネ　中央店 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,381 大分県 中津市 本耶馬渓ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,382 大分県 中津市 マクドナルドイオンモール三光店 サービス 飲食業 2%

224,383 大分県 中津市 マクドナルド中津店 サービス 飲食業 2%

224,384 大分県 中津市 松木太 サービス その他サービス 5%

224,385 大分県 中津市 ミュージックストアナガト　中津店 小売業 その他小売 5%

224,386 大分県 中津市 ｍｉｌｋｙ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇ サービス 理容・美容業 5%

224,387 大分県 中津市 無添加 オーガニック焼き菓子  結と 小売業 食料品 5%

224,388 大分県 中津市 無法松　中津店 小売業 その他小売 5%

224,389 大分県 中津市 明林堂書店ゆめタウン中津店 小売業 その他小売 5%

224,390 大分県 中津市 薬神堂　白十字薬局 小売業 その他小売 5%

224,391 大分県 中津市 やすらぎの郷やまくに サービス 宿泊業 5%

224,392 大分県 中津市 ヤノメガネ　中津店 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,393 大分県 中津市 耶馬溪給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,394 大分県 中津市 山国商会 小売業 その他小売 5%

224,395 大分県 中津市 山本自動車 小売業 その他小売 5%

224,396 大分県 中津市 箭山　香露庵 サービス 飲食業 5%

224,397 大分県 中津市 （有）花かんばる 小売業 その他小売 5%

224,398 大分県 中津市 有限会社まえだ 小売業 その他小売 5%

224,399 大分県 中津市 游楽亭 サービス 飲食業 5%

224,400 大分県 中津市 ゆめタウン中津カガシヤ中津店 小売業 衣料品 5%

224,401 大分県 中津市 ゆめタウン中津美容ピュア中津店 サービス 理容・美容業 5%

224,402 大分県 中津市 よろず屋カフェやまびこ サービス 飲食業 5%

224,403 大分県 中津市 Ｌｉｅｎ【リアン】 サービス 理容・美容業 5%

224,404 大分県 中津市 レオパの尋屋 小売業 その他小売 5%

224,405 大分県 中津市 レストハウス洞門 小売業 その他小売 5%

224,406 大分県 中津市 Ｌｏｚｚｉｃ サービス その他サービス 5%
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224,407 大分県 中津市 わかるとできる　ゆめタウン大分中津校 サービス その他サービス 5%

224,408 大分県 中津市 ＯＮＥだふる サービス 理容・美容業 5%

224,409 大分県 日出町 アルファデンキ 小売業 電化製品 5%

224,410 大分県 日出町 居酒屋とり串　日出店 サービス 飲食業 5%

224,411 大分県 日出町 イシカワシン サービス 飲食業 5%

224,412 大分県 日出町 出光セルフ日出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,413 大分県 日出町 岩尾商事 小売業 電化製品 5%

224,414 大分県 日出町 エステサロンｆａｉｔｈ サービス 理容・美容業 5%

224,415 大分県 日出町 ＭＳガレージ 小売業 その他小売 5%

224,416 大分県 日出町 おおがファーム サービス 飲食業 5%

224,417 大分県 日出町 大神ファーム サービス その他サービス 5%

224,418 大分県 日出町 からあげ幸力　日出店 小売業 食料品 5%

224,419 大分県 日出町 川崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,420 大分県 日出町 川嶋モータース サービス その他サービス 5%

224,421 大分県 日出町 ギャラリーＫＡＮ サービス 飲食業 5%

224,422 大分県 日出町 ギャラリーＫＡＮ サービス 飲食業 5%

224,423 大分県 日出町 グランド工房日出店 小売業 その他小売 5%

224,424 大分県 日出町 ＣＯＮＤＥＮＳＥ 小売業 その他小売 5%

224,425 大分県 日出町 サバゲーフィールドＳＡＡＴ サービス その他サービス 5%

224,426 大分県 日出町 サバゲーフィールド＆ガンショップＳＡＡＴ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

224,427 大分県 日出町 寿司めいじん日出店 サービス 飲食業 5%

224,428 大分県 日出町 セルフ日出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,429 大分県 日出町 セルフ日出給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,430 大分県 日出町 でんでん館　アベ 小売業 電化製品 5%

224,431 大分県 日出町 トネオートサービス サービス その他サービス 5%

224,432 大分県 日出町 トヨタカローラ大分日出店 小売業 その他小売 5%

224,433 大分県 日出町 万来 サービス その他サービス 5%

224,434 大分県 日出町 日出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,435 大分県 日出町 セブン－イレブン日出赤松店 小売業 食料品 2%

224,436 大分県 日出町 セブン－イレブン日出インター店 小売業 食料品 2%

224,437 大分県 日出町 セブン－イレブン日出駅前店 小売業 食料品 2%

224,438 大分県 日出町 セブン－イレブン日出佐尾店 小売業 食料品 2%

224,439 大分県 日出町 セブン－イレブン日出暘谷駅前店 小売業 食料品 2%

224,440 大分県 日出町 ビーンズ　つじま 小売業 電化製品 5%

224,441 大分県 日出町 ヘアー　ファイン　リゾート サービス 理容・美容業 5%

224,442 大分県 日出町 堀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,443 大分県 日出町 まつき釣具　日出店 小売業 その他小売 5%

224,444 大分県 日出町 明林堂書店日出店 小売業 その他小売 5%

224,445 大分県 日出町 ヤノメガネ　日出店 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,446 大分県 日田市 味の柳原 サービス 飲食業 5%

224,447 大分県 日田市 天瀬観光ホテル　成天閣 サービス 宿泊業 5%

224,448 大分県 日田市 石井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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224,449 大分県 日田市 石田産業 サービス その他サービス 2%

224,450 大分県 日田市 出光城内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,451 大分県 日田市 出光津江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,452 大分県 日田市 ウッドアート楽 小売業 家具・調度品 5%

224,453 大分県 日田市 宇野商店 小売業 その他小売 5%

224,454 大分県 日田市 大賀薬局　三本松店 小売業 その他小売 5%

224,455 大分県 日田市 石井石油店　大肥ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,456 大分県 日田市 大山ＳＳ　株式会社梅原石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,457 大分県 日田市 小田商店 小売業 その他小売 5%

224,458 大分県 日田市 オリジナルバッグ二公 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,459 大分県 日田市 オリンピア 小売業 衣料品 5%

224,460 大分県 日田市 有限会社　カードクター・フカミ サービス その他サービス 5%

224,461 大分県 日田市 カーサービスひの サービス その他サービス 5%

224,462 大分県 日田市 7.32E+12 サービス 宿泊業 5%

224,463 大分県 日田市 （株）筑後旅行センタートラベルサロン日田 サービス その他サービス 5%

224,464 大分県 日田市 温泉ホテルりんご サービス その他サービス 5%

224,465 大分県 日田市 株式会社吉冨産業 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,466 大分県 日田市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋大分日田店 サービス 飲食業 2%

224,467 大分県 日田市 ガレージタカクラ サービス その他サービス 5%

224,468 大分県 日田市 亀山亭ホテル サービス 宿泊業 5%

224,469 大分県 日田市 きもの愛工房　よしたけ 小売業 衣料品 5%

224,470 大分県 日田市 キレイ工房　早羅 小売業 衣料品 5%

224,471 大分県 日田市 串亭　むくの サービス 飲食業 5%

224,472 大分県 日田市 串亭　むくの サービス 飲食業 5%

224,473 大分県 日田市 くすりのたんぽぽ 小売業 その他小売 5%

224,474 大分県 日田市 くすりのたんぽぽ 小売業 その他小売 5%

224,475 大分県 日田市 グッディ　日田店 小売業 家具・調度品 5%

224,476 大分県 日田市 車屋さん１８ サービス その他サービス 5%

224,477 大分県 日田市 久留米ヤクルト販売 日田Ｃ 小売業 食料品 5%

224,478 大分県 日田市 ＴＨＥ　市 サービス 飲食業 5%

224,479 大分県 日田市 佐藤電気商会 小売業 電化製品 5%

224,480 大分県 日田市 山荘天水 サービス 宿泊業 5%

224,481 大分県 日田市 セルフ三和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,482 大分県 日田市 シックヘアーデザイン サービス その他サービス 5%

224,483 大分県 日田市 小京都の湯みくまホテル サービス 宿泊業 5%

224,484 大分県 日田市 ＳＨＯ 小売業 食料品 5%

224,485 大分県 日田市 新健勝苑日田店 小売業 衣料品 5%

224,486 大分県 日田市 末武自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

224,487 大分県 日田市 スガタ　日田店 小売業 その他小売 5%

224,488 大分県 日田市 寿し金 サービス 飲食業 5%

224,489 大分県 日田市 ｓｔｕｄｙｉｎｋｓ 小売業 衣料品 5%

224,490 大分県 日田市 瀬音・湯音の宿　浮羽 サービス 宿泊業 5%
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224,491 大分県 日田市 セルフ日田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,492 大分県 日田市 タイヤガーデン日田店 小売業 その他小売 5%

224,493 大分県 日田市 タケオ時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,494 大分県 日田市 竹尾時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,495 大分県 日田市 崔おばさんのビックリホルモン家 別館日田店 サービス 飲食業 5%

224,496 大分県 日田市 崔おばさんのビックリホルモン家別館日田店 サービス 飲食業 5%

224,497 大分県 日田市 ちゃいるどるーむ 小売業 衣料品 5%

224,498 大分県 日田市 釣具のまつお 小売業 その他小売 5%

224,499 大分県 日田市 天神ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,500 大分県 日田市 天神ＳＳ　Ｓ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,501 大分県 日田市 電′Ｓかみかわ 小売業 電化製品 5%

224,502 大分県 日田市 電’ｓとよだ 小売業 電化製品 5%

224,503 大分県 日田市 天領まちの駅 小売業 家具・調度品 5%

224,504 大分県 日田市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新治店 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,505 大分県 日田市 トヨタカローラ大分日田店 小売業 その他小売 5%

224,506 大分県 日田市 トヨタ部品福岡共販日田営業所 サービス その他サービス 5%

224,507 大分県 日田市 トヨタレンタリース大分日田店 小売業 その他小売 2%

224,508 大分県 日田市 トラベルサロン日田 サービス その他サービス 5%

224,509 大分県 日田市 中津江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,510 大分県 日田市 中野モータース 小売業 その他小売 5%

224,511 大分県 日田市 ニッセンシェイプファンデサロンドａｉｍ 小売業 衣料品 5%

224,512 大分県 日田市 ネッツトヨタ大分日田店 小売業 その他小売 5%

224,513 大分県 日田市 飲みＢＡＲ森のくまさん サービス 飲食業 5%

224,514 大分県 日田市 ノムラ電器 小売業 電化製品 5%

224,515 大分県 日田市 博多麺王日田 サービス 飲食業 5%

224,516 大分県 日田市 パサール日田 小売業 その他小売 5%

224,517 大分県 日田市 旅籠かやうさぎ サービス 宿泊業 5%

224,518 大分県 日田市 ハート 小売業 衣料品 5%

224,519 大分県 日田市 原次郎左衛門の味噌醤油 小売業 その他小売 5%

224,520 大分県 日田市 原田プロパン 小売業 その他小売 5%

224,521 大分県 日田市 Ｂａｒｉａｎ サービス 理容・美容業 5%

224,522 大分県 日田市 明屋書店 日田店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

224,523 大分県 日田市 日田石油販売　日田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,524 大分県 日田市 日田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,525 大分県 日田市 日田インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,526 大分県 日田市 日田石油販売　日田北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,527 大分県 日田市 日田玉川バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,528 大分県 日田市 日田玉川バイパス給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,529 大分県 日田市 日田中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,530 大分県 日田市 日田電気ガスセンター 小売業 電化製品 5%

224,531 大分県 日田市 Ｈｉｔａ２９８９ サービス 飲食業 5%

224,532 大分県 日田市 Ｈｉｔａ２９８９　Ｈｉｔａ２９８９ サービス 飲食業 5%
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224,533 大分県 日田市 日田の宿　よろづや サービス 宿泊業 5%

224,534 大分県 日田市 日田バスセンター 元町十八番地 小売業 その他小売 5%

224,535 大分県 日田市 セブン－イレブン日田三和店 小売業 食料品 2%

224,536 大分県 日田市 ひなの里　山陽館 サービス 宿泊業 5%

224,537 大分県 日田市 美容ピュア 日田店 サービス 理容・美容業 5%

224,538 大分県 日田市 ビーンズ　さかもと 小売業 電化製品 5%

224,539 大分県 日田市 ファッションエル・サ・ラ　日田店 小売業 衣料品 5%

224,540 大分県 日田市 ファッションギャラリー　くさの 小売業 衣料品 5%

224,541 大分県 日田市 ふじスタジオ 小売業 その他小売 5%

224,542 大分県 日田市 藤山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,543 大分県 日田市 渕上屋 小売業 その他小売 5%

224,544 大分県 日田市 布遊舎　豆田店 小売業 その他小売 5%

224,545 大分県 日田市 フレッシュマートたちばな 小売業 その他小売 5%

224,546 大分県 日田市 Ｈａｉｒ＆Ｅｓｔｈｅｔｉｃ　Ｌｉｎｋ サービス 理容・美容業 5%

224,547 大分県 日田市 ホテル　ソシア サービス 宿泊業 5%

224,548 大分県 日田市 ポプラ日田友田店 小売業 その他小売 2%

224,549 大分県 日田市 ポプラ日田日の出町店 小売業 その他小売 2%

224,550 大分県 日田市 ポプラ日田若宮店 小売業 その他小売 2%

224,551 大分県 日田市 マクドナルド日田店 サービス 飲食業 2%

224,552 大分県 日田市 松本自動車工場 サービス その他サービス 5%

224,553 大分県 日田市 煮売屋まめろし サービス 飲食業 5%

224,554 大分県 日田市 マルウメ梅江製材所 小売業 その他小売 5%

224,555 大分県 日田市 丸記屋 小売業 その他小売 5%

224,556 大分県 日田市 マルマタしょう油 小売業 食料品 5%

224,557 大分県 日田市 ミュージックハウス　ＵＮＩＺＯＮ 小売業 その他小売 5%

224,558 大分県 日田市 無法松　日田店 小売業 その他小売 5%

224,559 大分県 日田市 明林堂書店城町店 小売業 その他小売 5%

224,560 大分県 日田市 （有）モニカ 小売業 衣料品 5%

224,561 大分県 日田市 ヤノメガネ　日田寿通本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,562 大分県 日田市 ヤノメガネ　日田玉川バイパス店 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,563 大分県 日田市 有限会社宝屋プロパンガス サービス その他サービス 5%

224,564 大分県 日田市 有限会社日田ガス サービス その他サービス 5%

224,565 大分県 日田市 遊膳　豆田店 小売業 その他小売 5%

224,566 大分県 日田市 夢の国・星の国みるきーすぱサンビレッヂ サービス 宿泊業 5%

224,567 大分県 日田市 洋服のいけなが 小売業 衣料品 5%

224,568 大分県 日田市 横尾燃料 小売業 家具・調度品 5%

224,569 大分県 日田市 Ｌｉｆｅ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

224,570 大分県 日田市 Ｌｉｌａｃ 小売業 衣料品 5%

224,571 大分県 日田市 ランドマーク 小売業 衣料品 5%

224,572 大分県 日田市 ランドマークオム 小売業 衣料品 5%

224,573 大分県 日田市 里夢　日田店 小売業 衣料品 5%

224,574 大分県 日田市 旅館　渓仙閣 サービス 宿泊業 5%
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224,575 大分県 日田市 る・りあん　日田店 小売業 衣料品 5%

224,576 大分県 日田市 鹿鳴庵 サービス その他サービス 5%

224,577 大分県 日田市 ワインテイスティングバー・ストアＯｚ サービス 飲食業 5%

224,578 大分県 日田市 ワインレストランＷｉｚ サービス 飲食業 5%

224,579 大分県 日田市 和田自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

224,580 大分県 姫島村 安西旅館 サービス 宿泊業 5%

224,581 大分県 姫島村 出光姫島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,582 大分県 姫島村 おおいた姫島 小売業 食料品 5%

224,583 大分県 姫島村 ショッピングセンターはなだ 小売業 その他小売 5%

224,584 大分県 姫島村 浜田電器 小売業 電化製品 5%

224,585 大分県 姫島村 姫島エコツーリズム　物販 小売業 その他小売 5%

224,586 大分県 姫島村 姫島エコツーリズム　カフェ サービス 飲食業 5%

224,587 大分県 姫島村 姫島エコツーリズム事務所 サービス その他サービス 5%

224,588 大分県 豊後大野市 あさじまちルート５７給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,589 大分県 豊後大野市 あべよしストアー 小売業 その他小売 5%

224,590 大分県 豊後大野市 出光朝地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,591 大分県 豊後大野市 出光スーパーセルフ三重ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,592 大分県 豊後大野市 ＨＩヒロセ　三重店 小売業 その他小売 5%

224,593 大分県 豊後大野市 オイルパークうちやまＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,594 大分県 豊後大野市 大迫　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,595 大分県 豊後大野市 大野町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,596 大分県 豊後大野市 大野町田中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,597 大分県 豊後大野市 大原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,598 大分県 豊後大野市 緒方 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,599 大分県 豊後大野市 清川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,600 大分県 豊後大野市 清川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,601 大分県 豊後大野市 スーパーコンボ三重店 小売業 その他小売 5%

224,602 大分県 豊後大野市 セレモニーやまおく豊肥 小売業 その他小売 5%

224,603 大分県 豊後大野市 そば酒場 ＷＡＳＡＢｉ サービス 飲食業 5%

224,604 大分県 豊後大野市 ＴＡＮＴＯ サービス 飲食業 5%

224,605 大分県 豊後大野市 チコマートことぶきや 小売業 その他小売 5%

224,606 大分県 豊後大野市 トヨタカローラ大分三重店 小売業 その他小売 5%

224,607 大分県 豊後大野市 ナガヨシ緒方店 小売業 衣料品 5%

224,608 大分県 豊後大野市 ネッツトヨタ大分三重店 小売業 その他小売 5%

224,609 大分県 豊後大野市 パナポート小野 小売業 電化製品 5%

224,610 大分県 豊後大野市 パナポート片山 小売業 電化製品 5%

224,611 大分県 豊後大野市 パナポート　クツカケ 小売業 電化製品 5%

224,612 大分県 豊後大野市 カフェパラム サービス 飲食業 5%

224,613 大分県 豊後大野市 深田商会 小売業 電化製品 5%

224,614 大分県 豊後大野市 セブン－イレブン豊後大野三重赤嶺店 小売業 食料品 2%

224,615 大分県 豊後大野市 セブン－イレブン豊後大野三重大原店 小売業 食料品 2%

224,616 大分県 豊後大野市 セブン－イレブン豊後大野三重小坂店 小売業 食料品 2%
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224,617 大分県 豊後大野市 豊後めん処　くんぷう サービス 飲食業 5%

224,618 大分県 豊後大野市 ほうねん朝地店 小売業 その他小売 5%

224,619 大分県 豊後大野市 ホテルますの井 サービス 宿泊業 5%

224,620 大分県 豊後大野市 三重ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,621 大分県 豊後大野市 三重オートサービス サービス その他サービス 5%

224,622 大分県 豊後大野市 三重原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,623 大分県 豊後大野市 森のｃａｆｅゆるり サービス 飲食業 5%

224,624 大分県 豊後大野市 ヤノメガネ　ミエ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,625 大分県 豊後大野市 有限会社佐々木写真舘 サービス その他サービス 5%

224,626 大分県 豊後大野市 夢アグリ 小売業 その他小売 5%

224,627 大分県 豊後大野市 夢アグリ 小売業 その他小売 5%

224,628 大分県 豊後高田市 出光都甲ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,629 大分県 豊後高田市 出光豊後高田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,630 大分県 豊後高田市 移動カフェ空 サービス 飲食業 5%

224,631 大分県 豊後高田市 海猫 サービス 飲食業 5%

224,632 大分県 豊後高田市 エスエスツーリスト サービス その他サービス 5%

224,633 大分県 豊後高田市 割烹のがみ サービス 飲食業 5%

224,634 大分県 豊後高田市 カフェレストラン　ｆｉｏｒｅ サービス 飲食業 5%

224,635 大分県 豊後高田市 榧の木 サービス 飲食業 5%

224,636 大分県 豊後高田市 花琳舎 サービス その他サービス 5%

224,637 大分県 豊後高田市 串焼ちょいとそこまで サービス 飲食業 5%

224,638 大分県 豊後高田市 ｃｒｅｐｅｍａｒｏ サービス 飲食業 5%

224,639 大分県 豊後高田市 けやき通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,640 大分県 豊後高田市 近藤松月堂 小売業 食料品 5%

224,641 大分県 豊後高田市 サンクスヘア サービス 理容・美容業 5%

224,642 大分県 豊後高田市 寿司割烹菊八 サービス 飲食業 5%

224,643 大分県 豊後高田市 洗タッキーカワハラ サービス その他サービス 5%

224,644 大分県 豊後高田市 洗タッキ－カワハラ サービス その他サービス 5%

224,645 大分県 豊後高田市 高田営業所 サービス 運輸業 5%

224,646 大分県 豊後高田市 高田新地給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,647 大分県 豊後高田市 高田平和通 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,648 大分県 豊後高田市 長崎鼻ビーチリゾート サービス 宿泊業 5%

224,649 大分県 豊後高田市 ＢＡＲ　ＪＡＭ サービス 飲食業 5%

224,650 大分県 豊後高田市 明屋書店　豊後高田店 小売業 その他小売 5%

224,651 大分県 豊後高田市 美容室くり原 サービス 理容・美容業 5%

224,652 大分県 豊後高田市 セブン－イレブン豊後高田新栄店 小売業 食料品 2%

224,653 大分県 豊後高田市 セブン－イレブン豊後高田新地店 小売業 食料品 2%

224,654 大分県 豊後高田市 セブン－イレブン豊後高田西新町店 小売業 食料品 2%

224,655 大分県 豊後高田市 ホームセンターセブン　高田店 小売業 その他小売 5%

224,656 大分県 豊後高田市 ホームセンターセブン香々地店 小売業 その他小売 5%

224,657 大分県 豊後高田市 真玉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,658 大分県 豊後高田市 三浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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224,659 大分県 豊後高田市 ヤノメガネ　豊後高田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,660 大分県 豊後高田市 山城屋 小売業 その他小売 5%

224,661 大分県 豊後高田市 有限会社花れん 小売業 その他小売 5%

224,662 大分県 豊後高田市 吉成電気商会 小売業 電化製品 5%

224,663 大分県 豊後高田市 理容きのした サービス 理容・美容業 5%

224,664 大分県 豊後高田市 旅館　梅乃屋 サービス 宿泊業 5%

224,665 大分県 別府市 灯りの宿　燈月 サービス 宿泊業 5%

224,666 大分県 別府市 アキバ電器 小売業 電化製品 5%

224,667 大分県 別府市 Ａｇｕ ｈａｉｒ ｙｅｌｌ別府駅前通り サービス 理容・美容業 5%

224,668 大分県 別府市 朝日ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,669 大分県 別府市 芦屋　貴兆陶家　別府店 小売業 その他小売 5%

224,670 大分県 別府市 阿南時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,671 大分県 別府市 安部かき店 小売業 食料品 5%

224,672 大分県 別府市 亜李蘭別邸　別府 サービス 飲食業 5%

224,673 大分県 別府市 アルファいとう 小売業 電化製品 5%

224,674 大分県 別府市 Ｅｎ　Ｋ サービス 飲食業 5%

224,675 大分県 別府市 あんときの居酒屋秀 サービス 飲食業 5%

224,676 大分県 別府市 居酒屋　宇良神 サービス 飲食業 5%

224,677 大分県 別府市 居酒屋宇良神 サービス 飲食業 5%

224,678 大分県 別府市 居酒屋とり串　別府店 サービス 飲食業 5%

224,679 大分県 別府市 石垣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,680 大分県 別府市 出光亀川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,681 大分県 別府市 出光シーサイド別府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,682 大分県 別府市 出光市役所通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,683 大分県 別府市 出光セルフ鉄輪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,684 大分県 別府市 出光別府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,685 大分県 別府市 出光別府中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,686 大分県 別府市 いで湯の宿　丸神屋 サービス 宿泊業 5%

224,687 大分県 別府市 癒しの宿　彩葉 サービス 宿泊業 5%

224,688 大分県 別府市 インターナショナルホステル　かぼすハウス別府　オリジナル サービス 宿泊業 5%

224,689 大分県 別府市 インターヴィレッジさくら 小売業 その他小売 5%

224,690 大分県 別府市 Ｉｎ　Ｂｌｏｏｍ　Ｂｅｐｐｕ サービス 宿泊業 5%

224,691 大分県 別府市 上田椎茸専門店 小売業 食料品 5%

224,692 大分県 別府市 ウェルネス　ＢＥＰＰＵ サービス その他サービス 5%

224,693 大分県 別府市 うさぎととら　本家 サービス 飲食業 5%

224,694 大分県 別府市 うさぎととら　ゆかいな　なかま サービス 飲食業 5%

224,695 大分県 別府市 有限会社ホテルニュー松実 サービス その他サービス 5%

224,696 大分県 別府市 栄養コンシェルジュＳＡＯＲＩ サービス その他サービス 5%

224,697 大分県 別府市 ａｕショップ　別府石垣 小売業 電化製品 5%

224,698 大分県 別府市 ｅｔｅｒｎａｌｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

224,699 大分県 別府市 ＨＩヒロセ　別府店 小売業 その他小売 5%

224,700 大分県 別府市 エパヌイール 小売業 食料品 5%
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224,701 大分県 別府市 ＥＰＡＮＯＵＩＲ 小売業 食料品 5%

224,702 大分県 別府市 エマヘアーアトリエ サービス 理容・美容業 5%

224,703 大分県 別府市 ａｕショップ　別府石垣 小売業 電化製品 5%

224,704 大分県 別府市 Ａｉｌｅ　ｅｎ　Ｃｉｅｌ　Ａｉｌｅ　ｅｎ　Ｃｉｅｌ サービス 飲食業 5%

224,705 大分県 別府市 エルム美容室 サービス 理容・美容業 5%

224,706 大分県 別府市 エンゼル サービス 飲食業 5%

224,707 大分県 別府市 大分鍵ｄｅｓ６区 サービス その他サービス 5%

224,708 大分県 別府市 大分ヤクルト販売㈱ 小売業 食料品 5%

224,709 大分県 別府市 オオツカ電器 小売業 電化製品 5%

224,710 大分県 別府市 大塚磊々堂 小売業 その他小売 5%

224,711 大分県 別府市 岡本屋旅館 サービス 宿泊業 5%

224,712 大分県 別府市 奥電気商会 小売業 電化製品 5%

224,713 大分県 別府市 お食事・お弁当大黒屋 サービス 飲食業 5%

224,714 大分県 別府市 おにやまホテル サービス 宿泊業 5%

224,715 大分県 別府市 オフィスコマイヌ 小売業 衣料品 5%

224,716 大分県 別府市 ＯＰＴＳＡＴＯ サービス その他サービス 5%

224,717 大分県 別府市 オリジナルボタニカ 小売業 その他小売 5%

224,718 大分県 別府市 カーステーション　星光 小売業 その他小売 5%

224,719 大分県 別府市 カードック小川口 小売業 その他小売 5%

224,720 大分県 別府市 海鮮玉手箱丼丸 新港町 サービス 飲食業 5%

224,721 大分県 別府市 カガシヤ　別府店 小売業 衣料品 5%

224,722 大分県 別府市 家具の丸高 小売業 家具・調度品 5%

224,723 大分県 別府市 ＫＡＧＵＲＡ オリエンタルヒーリングサロンＫＡＧＵＲＡ サービス その他サービス 5%

224,724 大分県 別府市 勝木モータース 小売業 その他小売 5%

224,725 大分県 別府市 割烹平家 サービス 飲食業 5%

224,726 大分県 別府市 割烹旅館　千成 サービス 宿泊業 5%

224,727 大分県 別府市 割烹旅館かんな和別邸 サービス 宿泊業 5%

224,728 大分県 別府市 割烹旅館もみや サービス 宿泊業 5%

224,729 大分県 別府市 ＧＡＨＡＭＡｔｅｒｒａｃｅ サービス 宿泊業 5%

224,730 大分県 別府市 カフェアルテノイエ サービス 飲食業 5%

224,731 大分県 別府市 株式会社勝木モータース サービス その他サービス 5%

224,732 大分県 別府市 ［ＨＣ］株式会社ビーワン 小売業 電化製品 5%

224,733 大分県 別府市 ＣＡＰＳＵＬＥ　【カプセル】 サービス 理容・美容業 5%

224,734 大分県 別府市 カプセルホテルグロリア　カプセルホテルグロリア サービス 宿泊業 5%

224,735 大分県 別府市 かぼすハウス別府　はまゆう サービス 宿泊業 5%

224,736 大分県 別府市 神丘温泉　豊山荘 サービス 宿泊業 5%

224,737 大分県 別府市 亀川温泉　遊湯　亀川温泉　遊湯 サービス 宿泊業 5%

224,738 大分県 別府市 カラオケダイちゃん別府駅前店 サービス その他サービス 5%

224,739 大分県 別府市 カラオケダイちゃんやまなみ店 サービス その他サービス 5%

224,740 大分県 別府市 からだ音 サービス その他サービス 5%

224,741 大分県 別府市 カンファー サービス 理容・美容業 5%

224,742 大分県 別府市 喜可久旅館　別府 サービス 宿泊業 5%
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224,743 大分県 別府市 木村写真場 サービス その他サービス 5%

224,744 大分県 別府市 ゑり章 小売業 衣料品 5%

224,745 大分県 別府市 上  海 上海 配達ロ サービス 飲食業 5%

224,746 大分県 別府市 上  海 上海 サービス 飲食業 5%

224,747 大分県 別府市 上  海 上海 配達イ サービス 飲食業 5%

224,748 大分県 別府市 クチュール　なかしま 小売業 衣料品 5%

224,749 大分県 別府市 グッデイ　別府店 小売業 その他小売 5%

224,750 大分県 別府市 くつろぎの温泉宿山田別荘 サービス その他サービス 5%

224,751 大分県 別府市 Ｇｒａｓｓ　Ｈａｉｒ　石垣店 サービス 理容・美容業 5%

224,752 大分県 別府市 Ｇｒａｓｓ　Ｈａｉｒ　流川店 サービス 理容・美容業 5%

224,753 大分県 別府市 Ｇｒａｓｓ Ｈａｉｒ Ｇｒａｓｓ Ｈａｉｒ 流川店 サービス 理容・美容業 5%

224,754 大分県 別府市 Ｇｒａｓｓ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

224,755 大分県 別府市 Ｇｒａｓｓ Ｈａｉｒ ＧｒａｓｓＨａｉｒ石垣店 サービス 理容・美容業 5%

224,756 大分県 別府市 Ｇｒａｓｓ Ｈａｉｒ Ｇｒａｓｓ Ｈａｉｒ 本店 サービス 理容・美容業 5%

224,757 大分県 別府市 ＣＲＥＯＬＥ　ＣＡＦＥ　?クレオールカフェ? サービス 飲食業 5%

224,758 大分県 別府市 ケイハン　別府店 サービス 理容・美容業 5%

224,759 大分県 別府市 ゲストハウスＡＫＩＢＡ サービス 宿泊業 5%

224,760 大分県 別府市 ゲストハウス　ＡＫＩＢＡ サービス 宿泊業 5%

224,761 大分県 別府市 ゲストハウス路地裏 サービス 宿泊業 5%

224,762 大分県 別府市 源泉の湯宿　ホテル鉄輪 サービス 宿泊業 5%

224,763 大分県 別府市 光伸ガス株式会社別府営業所 小売業 その他小売 5%

224,764 大分県 別府市 ＣｏＣｏ壱番屋別府観光通り店 サービス 飲食業 2%

224,765 大分県 別府市 個人　松本タクシー サービス 飲食業 5%

224,766 大分県 別府市 ササキデンキ 小売業 電化製品 5%

224,767 大分県 別府市 サンエコライフ別府店 小売業 電化製品 5%

224,768 大分県 別府市 三京電気商会 小売業 電化製品 5%

224,769 大分県 別府市 ＣＯＴＴＯＮＷＯＯＤ サービス 飲食業 5%

224,770 大分県 別府市 Ｊ?ＰＩＣモバイルステーション　大分別府店 小売業 電化製品 5%

224,771 大分県 別府市 潮騒の宿　晴海 サービス 宿泊業 5%

224,772 大分県 別府市 シシリア サービス 飲食業 5%

224,773 大分県 別府市 仕立屋甚五郎 小売業 衣料品 5%

224,774 大分県 別府市 仕立屋甚五郎　小甚五郎店 小売業 衣料品 5%

224,775 大分県 別府市 仕立屋甚五郎　ブランドショップ“ＪＩＮ” 小売業 衣料品 5%

224,776 大分県 別府市 シティコンタクト　別府店 小売業 その他小売 5%

224,777 大分県 別府市 地どり炭火焼わが家 サービス 飲食業 5%

224,778 大分県 別府市 しまだ サービス その他サービス 5%

224,779 大分県 別府市 市役所前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,780 大分県 別府市 ＳＨＡＢＢＹ　ＣＨＩＣ 小売業 家具・調度品 5%

224,781 大分県 別府市 上　海 サービス 飲食業 5%

224,782 大分県 別府市 ｃｈｏｕｅｔｔｅ【シュエット】 サービス 理容・美容業 5%

224,783 大分県 別府市 シュトー電器 小売業 電化製品 5%

224,784 大分県 別府市 匠晴の宿心庵 サービス 宿泊業 5%
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224,785 大分県 別府市 食泉　米と葡萄 サービス 飲食業 5%

224,786 大分県 別府市 食道楽とさか サービス 飲食業 5%

224,787 大分県 別府市 じんで　じんで サービス 飲食業 5%

224,788 大分県 別府市 スーパー温泉　やまなみの湯 サービス その他サービス 5%

224,789 大分県 別府市 スクールユニフォーム玉井 小売業 衣料品 5%

224,790 大分県 別府市 寿司めいじん別府鶴見店 サービス 飲食業 5%

224,791 大分県 別府市 ＳｔｕｄｉｏＡＣ サービス その他サービス 5%

224,792 大分県 別府市 スーパーＨＣ別府店 小売業 その他小売 5%

224,793 大分県 別府市 スペインバル５０９ サービス 飲食業 5%

224,794 大分県 別府市 スポーツ　キムラヤ　別府店 小売業 その他小売 5%

224,795 大分県 別府市 セルフ観海寺 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,796 大分県 別府市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ春木川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,797 大分県 別府市 セルフ別府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,798 大分県 別府市 セルフ別府 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,799 大分県 別府市 セルフみずほＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,800 大分県 別府市 全室露天付き離れの宿　別府ＹＵＹＡ サービス 宿泊業 5%

224,801 大分県 別府市 全室露天付離れの宿　別府ｙｕｙｕ サービス 宿泊業 5%

224,802 大分県 別府市 ダイハツショップ別府 サービス その他サービス 5%

224,803 大分県 別府市 Ｔｈａｉ　Ｆｏｏｄ　Ｃａｆｅチャンノーイ　チャンノーイ サービス 飲食業 5%

224,804 大分県 別府市 タカチホカメラ　別府店 小売業 その他小売 5%

224,805 大分県 別府市 龍巻地獄 小売業 その他小売 5%

224,806 大分県 別府市 旅まくら サービス その他サービス 5%

224,807 大分県 別府市 玉川電化センター 小売業 電化製品 5%

224,808 大分県 別府市 有製咲処 小売業 その他小売 5%

224,809 大分県 別府市 竹楓舎 小売業 家具・調度品 5%

224,810 大分県 別府市 眺望の宿　しおり サービス 宿泊業 5%

224,811 大分県 別府市 土の屋 サービス その他サービス 5%

224,812 大分県 別府市 鶴高通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,813 大分県 別府市 鶴見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,814 大分県 別府市 でんきのＣｒｅｓｃ．モリヤマ 小売業 電化製品 5%

224,815 大分県 別府市 デンキのナカスガ 小売業 電化製品 5%

224,816 大分県 別府市 でんでん館　キタガワ 小売業 電化製品 5%

224,817 大分県 別府市 でんでん館ヤマナ 小売業 電化製品 5%

224,818 大分県 別府市 湯治柳屋 サービス その他サービス 5%

224,819 大分県 別府市 東洋自動車 サービス その他サービス 5%

224,820 大分県 別府市 Ｆａｉｒｙ サービス その他サービス 5%

224,821 大分県 別府市 ドームステーション弓ケ浜 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,822 大分県 別府市 徳の宿　ふぶ庵 サービス 宿泊業 5%

224,823 大分県 別府市 トヨタカローラ大分別府店 小売業 その他小売 5%

224,824 大分県 別府市 トヨタレンタリース大分別府駅前店 小売業 その他小売 2%

224,825 大分県 別府市 トヨタレンタリース大分別府店 小売業 その他小売 2%

224,826 大分県 別府市 なかしま 小売業 衣料品 5%
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224,827 大分県 別府市 和の宿 夢月 和の宿 夢月 サービス 宿泊業 5%

224,828 大分県 別府市 鳴門うどん　やまなみ店 サービス 飲食業 5%

224,829 大分県 別府市 弐の倉庫。ＤＥＮ サービス 飲食業 5%

224,830 大分県 別府市 日本旅館器別府鉄輪 サービス 宿泊業 5%

224,831 大分県 別府市 猫カフェねこ サービス その他サービス 5%

224,832 大分県 別府市 ネッツトヨタ大分別府店 小売業 その他小売 5%

224,833 大分県 別府市 ネッツトヨタ東九州別府店 小売業 その他小売 5%

224,834 大分県 別府市 Ｎｏｒａｒｙ－Ｃｒａｒｙ サービス 飲食業 5%

224,835 大分県 別府市 パソコン訪問修理・出張サポートＰＣＱＱ サービス その他サービス 5%

224,836 大分県 別府市 旅籠 扇山 旅籠 扇山 サービス 宿泊業 5%

224,837 大分県 別府市 客家 サービス 宿泊業 5%

224,838 大分県 別府市 パナランド　ラブリ－ナガノ 小売業 電化製品 5%

224,839 大分県 別府市 パナランドおの 小売業 電化製品 5%

224,840 大分県 別府市 パナランド西野 小売業 電化製品 5%

224,841 大分県 別府市 パナランドやない 小売業 電化製品 5%

224,842 大分県 別府市 パナランド　やました 小売業 電化製品 5%

224,843 大分県 別府市 東別府ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,844 大分県 別府市 彦兵衛 サービス 飲食業 5%

224,845 大分県 別府市 百膳の夢 サービス 飲食業 5%

224,846 大分県 別府市 美湯の宿　両築別邸 サービス 宿泊業 5%

224,847 大分県 別府市 美容室　ファイン サービス 理容・美容業 5%

224,848 大分県 別府市 美容室　ｅｎ サービス 理容・美容業 5%

224,849 大分県 別府市 ひろみや サービス 宿泊業 5%

224,850 大分県 別府市 Ｆｅｒｉｅ　ＫＥＩＨＡＮ サービス 理容・美容業 5%

224,851 大分県 別府市 ふく茶 サービス 飲食業 5%

224,852 大分県 別府市 ブックスボス汐見店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

224,853 大分県 別府市 フリースタイル サービス その他サービス 5%

224,854 大分県 別府市 ＢＬＵＥ　ＨＯＬＥ　青山 サービス 理容・美容業 5%

224,855 大分県 別府市 ブレインヘルスケア　オリーブ 小売業 その他小売 5%

224,856 大分県 別府市 フレッシュそのだ鶴見エッセ店 小売業 食料品 5%

224,857 大分県 別府市 豊後屋竹かんむり サービス 飲食業 5%

224,858 大分県 別府市 ｈａｉｒ　ＣＯＣＯＮ サービス 理容・美容業 5%

224,859 大分県 別府市 ヘアーメイクハニー サービス 理容・美容業 5%

224,860 大分県 別府市 ｈａｉｒｃｏｃｏｃａｃｈｅｔｔｅ サービス 理容・美容業 5%

224,861 大分県 別府市 ヘアーサロン　ロイヤル サービス 理容・美容業 5%

224,862 大分県 別府市 ペット温泉アニマー湯 サービス その他サービス 5%

224,863 大分県 別府市 Ｂｅｐｐｕ　Ｈｏｓｔｅｌ　Ｕ＆Ｔ サービス 宿泊業 5%

224,864 大分県 別府市 セブン－イレブン別府石垣西店 小売業 食料品 2%

224,865 大分県 別府市 セブン－イレブン別府石垣東７丁目店 小売業 食料品 2%

224,866 大分県 別府市 別府インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,867 大分県 別府市 セブン－イレブン別府大畑店 小売業 食料品 2%

224,868 大分県 別府市 セブン－イレブン別府亀川中央町店 小売業 食料品 2%
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224,869 大分県 別府市 セブン－イレブン別府鉄輪店 小売業 食料品 2%

224,870 大分県 別府市 セブン－イレブン別府北中店 小売業 食料品 2%

224,871 大分県 別府市 べっぷ好楽 サービス 宿泊業 5%

224,872 大分県 別府市 セブン－イレブン別府新宮通り店 小売業 食料品 2%

224,873 大分県 別府市 別府第一ホテル サービス 宿泊業 5%

224,874 大分県 別府市 セブン－イレブン別府大学前店 小売業 食料品 2%

224,875 大分県 別府市 セブン－イレブン別府竹の内店 小売業 食料品 2%

224,876 大分県 別府市 セブン－イレブン別府立田町店 小売業 食料品 2%

224,877 大分県 別府市 セブン－イレブン別府タワー店 小売業 食料品 2%

224,878 大分県 別府市 別府バル　肉は別腹 サービス 飲食業 5%

224,879 大分県 別府市 セブン－イレブン別府春木店 小売業 食料品 2%

224,880 大分県 別府市 別府丸万 サービス 飲食業 5%

224,881 大分県 別府市 別府丸万鉄輪店 サービス 飲食業 5%

224,882 大分県 別府市 別府湯けむりの丘ユースホステル サービス その他サービス 5%

224,883 大分県 別府市 Ｂｅｌｑｒｅｖｅ サービス 理容・美容業 5%

224,884 大分県 別府市 ベルベディア美容室 サービス 理容・美容業 5%

224,885 大分県 別府市 ベルわたなべ 小売業 電化製品 5%

224,886 大分県 別府市 ボッコチュクチェ サービス 飲食業 5%

224,887 大分県 別府市 ｐｏｃｈｅ 小売業 衣料品 5%

224,888 大分県 別府市 ホテル　アーサー サービス 宿泊業 5%

224,889 大分県 別府市 ホテル　山水館 サービス 宿泊業 5%

224,890 大分県 別府市 ホテル　なぎさ サービス 宿泊業 5%

224,891 大分県 別府市 ホテル　なぎさ サービス 宿泊業 5%

224,892 大分県 別府市 ホテル　芙蓉倶楽部 サービス 宿泊業 5%

224,893 大分県 別府市 ホテル　芙蓉倶楽部 サービス 宿泊業 5%

224,894 大分県 別府市 ホテルエール サービス 宿泊業 5%

224,895 大分県 別府市 ホテル鉄輪 サービス 宿泊業 5%

224,896 大分県 別府市 ホテル三泉閣 サービス 宿泊業 5%

224,897 大分県 別府市 ホテルシーウェーブ別府 サービス 宿泊業 5%

224,898 大分県 別府市 ホテル白菊 サービス 宿泊業 5%

224,899 大分県 別府市 ホテルニューツルタ サービス 宿泊業 5%

224,900 大分県 別府市 ホテル風月ＨＡＭＭＯＮＤ サービス 宿泊業 5%

224,901 大分県 別府市 ホテル臨海 サービス 宿泊業 5%

224,902 大分県 別府市 増田自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

224,903 大分県 別府市 まつき釣具　別府本店 小売業 その他小売 5%

224,904 大分県 別府市 万天の湯 サービス 宿泊業 5%

224,905 大分県 別府市 万天の湯　万天の湯 サービス 宿泊業 5%

224,906 大分県 別府市 ＭＩＧＡＫＩＹＡ サービス 理容・美容業 5%

224,907 大分県 別府市 みのや商店 小売業 その他小売 5%

224,908 大分県 別府市 明林堂書店青山店 小売業 その他小売 5%

224,909 大分県 別府市 明林堂書店ＪＲ別府店 小売業 その他小売 5%

224,910 大分県 別府市 明林堂書店鶴見店 小売業 その他小売 5%
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224,911 大分県 別府市 明林堂書店別府本店 小売業 その他小売 5%

224,912 大分県 別府市 明林堂書店ゆめタウン別府店 小売業 その他小売 5%

224,913 大分県 別府市 メガネショップクォーター別府店 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,914 大分県 別府市 餅ヶ浜車検センター サービス その他サービス 5%

224,915 大分県 別府市 もと湯の宿　黒田や サービス 宿泊業 5%

224,916 大分県 別府市 もと湯の宿　黒田や サービス 宿泊業 5%

224,917 大分県 別府市 もみや サービス 宿泊業 5%

224,918 大分県 別府市 杜の湯リゾート サービス 宿泊業 5%

224,919 大分県 別府市 ヤスカワ電化サービス 小売業 電化製品 5%

224,920 大分県 別府市 矢野商店 サービス その他サービス 5%

224,921 大分県 別府市 ヤノメガネ　別府店 小売業 貴金属・服飾品 5%

224,922 大分県 別府市 山口産業株式会社観海寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,923 大分県 別府市 やまなみＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,924 大分県 別府市 有 甘味茶屋 甘味茶屋 サービス 飲食業 5%

224,925 大分県 別府市 有限会社　佐藤たたみ工房 サービス その他サービス 5%

224,926 大分県 別府市 有限会社春木薬局 小売業 その他小売 5%

224,927 大分県 別府市 悠彩の宿望海 サービス 宿泊業 5%

224,928 大分県 別府市 湯けむりの里　東屋　湯けむりの里　東屋 サービス 宿泊業 5%

224,929 大分県 別府市 湯の里　葉山 サービス 宿泊業 5%

224,930 大分県 別府市 ゆめタウン別府カガシヤゆ??タウン別府店 小売業 衣料品 5%

224,931 大分県 別府市 吉弘鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

224,932 大分県 別府市 与八郎　カフェ＆スイーツ サービス 飲食業 5%

224,933 大分県 別府市 夜カフェ１０ サービス 飲食業 5%

224,934 大分県 別府市 ＬＯＶＥＷＯＲＬＤ サービス その他サービス 5%

224,935 大分県 別府市 Ｒａｎｇａｌｉ【ランガリ】 サービス 理容・美容業 5%

224,936 大分県 別府市 リトルシアター別府店 小売業 衣料品 5%

224,937 大分県 別府市 Ｒｅ：Ｂｉｒｔｈ サービス その他サービス 5%

224,938 大分県 別府市 リプレックス　フレスポ　春日浦店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

224,939 大分県 別府市 旅館　筑新 サービス 宿泊業 5%

224,940 大分県 別府市 旅館若杉 サービス 宿泊業 5%

224,941 大分県 別府市 旅亭　松葉屋 サービス 宿泊業 5%

224,942 大分県 別府市 Ｌｅ・Ｌｉｅｎ?ル・リアン? サービス 理容・美容業 5%

224,943 大分県 別府市 ルーツヘアー サービス 理容・美容業 5%

224,944 大分県 別府市 冷乳果工房ＧＥＮＯＶＡ 小売業 食料品 5%

224,945 大分県 別府市 レストラン　三ツ星 サービス 飲食業 5%

224,946 大分県 別府市 レストラン　リボン サービス 飲食業 5%

224,947 大分県 別府市 六盛 北浜店 小売業 食料品 5%

224,948 大分県 別府市 ワイワイ酒場　Ｗａｎｔｅｄ サービス 飲食業 5%

224,949 大分県 由布市 医大通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,950 大分県 由布市 出光小野屋バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,951 大分県 由布市 イドアートジュエリー サービス その他サービス 5%

224,952 大分県 由布市 癒しの里　観布亭 サービス 宿泊業 5%
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224,953 大分県 由布市 癒しの里 観布亭 癒しの里 観布亭 サービス 宿泊業 5%

224,954 大分県 由布市 ＩｎｔｅｒｎｅｔｏｆＷｉｎｅＰｒｏｊｅｃｔ（ＩｏＷ） サービス その他サービス 5%

224,955 大分県 由布市 エスペランサ 小売業 その他小売 5%

224,956 大分県 由布市 オアシス介護用品センター 小売業 その他小売 5%

224,957 大分県 由布市 オアシスプラス館 小売業 家具・調度品 5%

224,958 大分県 由布市 セブン－イレブン大分大学医学部附属病院店 小売業 食料品 2%

224,959 大分県 由布市 大分特産豊のしゃも料理ハンモック サービス 飲食業 5%

224,960 大分県 由布市 奥宿　無相荘 サービス 宿泊業 5%

224,961 大分県 由布市 お宿　有楽 サービス 宿泊業 5%

224,962 大分県 由布市 御宿　ゆふいん亭　御宿　ゆふいん亭 サービス 宿泊業 5%

224,963 大分県 由布市 御宿　由布乃庄 サービス 宿泊業 5%

224,964 大分県 由布市 田離宮 サービス その他サービス 5%

224,965 大分県 由布市 御宿ゆふいん亭 サービス 宿泊業 5%

224,966 大分県 由布市 御宿　八遇來 サービス 宿泊業 5%

224,967 大分県 由布市 楓の小舎 サービス 宿泊業 5%

224,968 大分県 由布市 Ｃａｆｅ　Ｄｕｏ サービス 飲食業 5%

224,969 大分県 由布市 皮美輝や 小売業 衣料品 5%

224,970 大分県 由布市 菊水旅館 サービス 宿泊業 5%

224,971 大分県 由布市 ギャラリーＳＯＲＡ 小売業 家具・調度品 5%

224,972 大分県 由布市 きれのはな　金鱗湖店 小売業 その他小売 5%

224,973 大分県 由布市 草屋根の宿　龍のひげ サービス 宿泊業 5%

224,974 大分県 由布市 光伸ガス株式会社湯布院営業所 小売業 その他小売 5%

224,975 大分県 由布市 湖畔 サービス 宿泊業 5%

224,976 大分県 由布市 ごま福堂　湯布院店 小売業 その他小売 5%

224,977 大分県 由布市 さくらさくら 小売業 家具・調度品 5%

224,978 大分県 由布市 櫻日和　湯布院店 小売業 その他小売 5%

224,979 大分県 由布市 佐藤酒店 小売業 食料品 5%

224,980 大分県 由布市 山荘　四季庵　山荘　四季庵 サービス 宿泊業 5%

224,981 大分県 由布市 山荘　わらび野 サービス 宿泊業 5%

224,982 大分県 由布市 志美津旅館 サービス 宿泊業 5%

224,983 大分県 由布市 宿彩　暁雲荘 サービス 宿泊業 5%

224,984 大分県 由布市 旬菓工房　カシウ 小売業 食料品 5%

224,985 大分県 由布市 庄内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,986 大分県 由布市 庄内バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,987 大分県 由布市 ＳｗｉｎｇＫｉｔｃｈｅｎ 小売業 衣料品 5%

224,988 大分県 由布市 スガタ　湯布院店 小売業 その他小売 5%

224,989 大分県 由布市 スヌーピー茶屋　湯布院店 小売業 その他小売 5%

224,990 大分県 由布市 スヌーピー茶屋（物販）　湯布院店 小売業 その他小売 5%

224,991 大分県 由布市 清美堂駅前通り店 小売業 家具・調度品 5%

224,992 大分県 由布市 清流とほたるの宿　高尾荘 サービス 宿泊業 5%

224,993 大分県 由布市 セルフ湯布院給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

224,994 大分県 由布市 草庵秋桜 サービス 宿泊業 5%
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224,995 大分県 由布市 ダイコクドラッグ由布院店 小売業 その他小売 5%

224,996 大分県 由布市 ちりめん細工館　金鱗湖店 小売業 その他小売 5%

224,997 大分県 由布市 でんでん館パルスゴトー 小売業 電化製品 5%

224,998 大分県 由布市 でんでん館プラザ・タナカ 小売業 電化製品 5%

224,999 大分県 由布市 田本館 サービス 飲食業 5%

225,000 大分県 由布市 和の宿　狭霧亭　和の宿　狭霧亭 サービス 宿泊業 5%

225,001 大分県 由布市 バー　ステア サービス 飲食業 5%

225,002 大分県 由布市 バー　ステア サービス 飲食業 5%

225,003 大分県 由布市 白雲荘 サービス 宿泊業 5%

225,004 大分県 由布市 パサール湯布院 小売業 その他小売 5%

225,005 大分県 由布市 花の道ゆふいん店 小売業 食料品 5%

225,006 大分県 由布市 ハナビラヒトツ。　金鱗湖店 小売業 その他小売 5%

225,007 大分県 由布市 バリュー庄内店 小売業 その他小売 5%

225,008 大分県 由布市 日乃新 小売業 食料品 5%

225,009 大分県 由布市 日の春旅館 サービス 宿泊業 5%

225,010 大分県 由布市 美容室ミューテ サービス 理容・美容業 5%

225,011 大分県 由布市 ペンション　長閑郷 サービス 宿泊業 5%

225,012 大分県 由布市 ペンションゆふいん サービス 宿泊業 5%

225,013 大分県 由布市 ほたるの宿　仙洞 サービス 宿泊業 5%

225,014 大分県 由布市 ほたるの宿 仙洞 ほたるの宿 仙洞 サービス 宿泊業 5%

225,015 大分県 由布市 ホリデイズ 小売業 その他小売 5%

225,016 大分県 由布市 招喜屋　湯布院店 小売業 その他小売 5%

225,017 大分県 由布市 招喜屋　由布岳店 小売業 その他小売 5%

225,018 大分県 由布市 豆吉本舗　豆吉本舗　湯布院店 小売業 食料品 5%

225,019 大分県 由布市 豆吉本舗湯布院店 小売業 食料品 5%

225,020 大分県 由布市 右丸旅館 サービス 宿泊業 5%

225,021 大分県 由布市 道の駅ゆふいん 小売業 食料品 5%

225,022 大分県 由布市 名苑と名水の宿　梅園 サービス 宿泊業 5%

225,023 大分県 由布市 めし屋　賛辞 サービス 飲食業 5%

225,024 大分県 由布市 焼肉大也 サービス 飲食業 5%

225,025 大分県 由布市 やまとや旅館 サービス 宿泊業 5%

225,026 大分県 由布市 遊季家 小売業 その他小売 5%

225,027 大分県 由布市 有限会社河原精肉店 小売業 食料品 5%

225,028 大分県 由布市 有限会社別荘ふるさと サービス 宿泊業 5%

225,029 大分県 由布市 有限会社山城ホテル サービス その他サービス 5%

225,030 大分県 由布市 遊膳　湯布院店 小売業 その他小売 5%

225,031 大分県 由布市 湯けむりの宿　　花木綿 サービス 宿泊業 5%

225,032 大分県 由布市 柚子茶ゆずっ子 小売業 食料品 5%

225,033 大分県 由布市 湯富里の宿　一壷天 サービス 宿泊業 5%

225,034 大分県 由布市 湯平温泉給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,035 大分県 由布市 ゆのひら上柳屋 サービス 宿泊業 5%

225,036 大分県 由布市 湯布院ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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225,037 大分県 由布市 由布院　いよとみ サービス 宿泊業 5%

225,038 大分県 由布市 湯布院　山荘　吾亦紅 サービス 宿泊業 5%

225,039 大分県 由布市 湯布院　山灯館 サービス 宿泊業 5%

225,040 大分県 由布市 由布院　時遊館 サービス 宿泊業 5%

225,041 大分県 由布市 由布院　六花 サービス 宿泊業 5%

225,042 大分県 由布市 由布院うた乃 サービス 飲食業 5%

225,043 大分県 由布市 ゆふいん菓子工房　五衛門 小売業 その他小売 5%

225,044 大分県 由布市 由布院寛ぎの宿　なな川 サービス 宿泊業 5%

225,045 大分県 由布市 ゆふいん月燈庵 サービス 宿泊業 5%

225,046 大分県 由布市 ゆふいん好香房 小売業 食料品 5%

225,047 大分県 由布市 Ｙｕｆｕｉｎコテージトムソーヤ サービス その他サービス 5%

225,048 大分県 由布市 ゆふいん雑貸家 小売業 その他小売 5%

225,049 大分県 由布市 ゆふいん山水館 サービス 宿泊業 5%

225,050 大分県 由布市 湯布院第１給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,051 大分県 由布市 由布院玉の湯 サービス 宿泊業 5%

225,052 大分県 由布市 湯布院ドライブネットステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,053 大分県 由布市 湯布院とり天里や　天婦羅三ツ藤 サービス 飲食業 5%

225,054 大分県 由布市 湯布院はな村 サービス 宿泊業 5%

225,055 大分県 由布市 ゆふいん花由 サービス 宿泊業 5%

225,056 大分県 由布市 湯布院　ほてい屋 サービス 宿泊業 5%

225,057 大分県 由布市 ゆふいんホテル秀峰館 サービス 宿泊業 5%

225,058 大分県 由布市 ｓｕｎｃｌｏｕｄ．ｐｈｏｔｏｓｅｒｖｉｃｅ サービス その他サービス 5%

225,059 大分県 由布市 湯布院やわらぎの郷やどや サービス 宿泊業 5%

225,060 大分県 由布市 ゆふいん湯めぐりホテル山光園 サービス 宿泊業 5%

225,061 大分県 由布市 由布院ラスク 小売業 食料品 5%

225,062 大分県 由布市 湯布院旅館おかえり サービス その他サービス 5%

225,063 大分県 由布市 湯布院旅館のぎく サービス その他サービス 5%

225,064 大分県 由布市 由布院ワイナリー 小売業 食料品 5%

225,065 大分県 由布市 ゆふ館々 サービス 宿泊業 5%

225,066 大分県 由布市 ゆふそれ 小売業 その他小売 5%

225,067 大分県 由布市 柚富の郷　彩岳館 サービス 宿泊業 5%

225,068 大分県 由布市 由布の宿きふう サービス 宿泊業 5%

225,069 大分県 由布市 セブン－イレブン由布挾間店 小売業 食料品 2%

225,070 大分県 由布市 ゆふふ　由布院駅前本店 小売業 食料品 5%

225,071 大分県 由布市 セブン－イレブン由布向原店 小売業 食料品 2%

225,072 大分県 由布市 湯らり六妙 サービス 宿泊業 5%

225,073 大分県 由布市 好の井　山ぼうし サービス 宿泊業 5%

225,074 大分県 由布市 Ｌｏｖｅｃｌａｉｒｅ－ラブクレール サービス その他サービス 5%

225,075 大分県 由布市 旅館　光の家 サービス 宿泊業 5%

225,076 大分県 由布市 旅館いづもや サービス 宿泊業 5%

225,077 大分県 由布市 旅館つるや隠宅 サービス 宿泊業 5%

225,078 大分県 由布市 旅荘きくや サービス 宿泊業 5%
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225,079 大分県 由布市 旅荘牧場の家 サービス 宿泊業 5%

225,080 大分県 由布市 旅亭　田乃倉 サービス 宿泊業 5%

225,081 大分県 由布市 ＬＩＮＧＯＮ 小売業 食料品 5%

225,082 大分県 由布市 ＲＯＯＴＳ　ＩＳＬＡＮＤ湯布院２号店 小売業 貴金属・服飾品 5%

225,083 大分県 由布市 ＲＯＯＴＳ　ＩＳＬＡＮＤ　湯布院店 小売業 貴金属・服飾品 5%

225,084 大分県 由布市 和風旅館　津江の庄 サービス 宿泊業 5%

225,085 宮崎県 綾町 セブン－イレブン綾入野店 小売業 食料品 2%

225,086 宮崎県 綾町 綾東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,087 宮崎県 綾町 綾ふれあい館 小売業 家具・調度品 5%

225,088 宮崎県 綾町 ｃａｆｅ＆ｚａｋｋａｎｉｃｏｌ サービス 飲食業 5%

225,089 宮崎県 綾町 蔵元綾　酒泉の杜 サービス その他サービス 5%

225,090 宮崎県 綾町 くるりカフェ サービス 飲食業 5%

225,091 宮崎県 綾町 宙藍工房 小売業 衣料品 5%

225,092 宮崎県 綾町 旅する美容室 サービス 理容・美容業 5%

225,093 宮崎県 綾町 株式会社　ツバメガス宮崎 小売業 その他小売 5%

225,094 宮崎県 綾町 手しごと屋一福 サービス その他サービス 5%

225,095 宮崎県 綾町 焼肉　味正 サービス 飲食業 5%

225,096 宮崎県 えびの市 明石酒造株式会社 小売業 食料品 5%

225,097 宮崎県 えびの市 飯野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,098 宮崎県 えびの市 飯野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,099 宮崎県 えびの市 居心家　ＧＥＮ サービス 飲食業 5%

225,100 宮崎県 えびの市 居酒や　輝星 サービス 飲食業 5%

225,101 宮崎県 えびの市 いその家　ハマダイニング サービス 飲食業 5%

225,102 宮崎県 えびの市 上江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,103 宮崎県 えびの市 えびのＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,104 宮崎県 えびの市 セブンーイレブンえびの飯野店 小売業 食料品 2%

225,105 宮崎県 えびの市 えびのインターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,106 宮崎県 えびの市 セブンーイレブンえびの京町温泉店 小売業 食料品 2%

225,107 宮崎県 えびの市 ｃａｆｅＰｅＰｅ サービス 飲食業 5%

225,108 宮崎県 えびの市 株式会社稲村自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

225,109 宮崎県 えびの市 川野鮮魚店　鮮味 サービス 飲食業 5%

225,110 宮崎県 えびの市 京町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,111 宮崎県 えびの市 京町観光ホテル サービス 宿泊業 5%

225,112 宮崎県 えびの市 クリーニングショップかしわぎ サービス その他サービス 5%

225,113 宮崎県 えびの市 光学堂　プラッセだいわえびの店 小売業 貴金属・服飾品 5%

225,114 宮崎県 えびの市 セルフえびのインターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,115 宮崎県 えびの市 ナンキュウ　えびの営業所 小売業 その他小売 5%

225,116 宮崎県 えびの市 東商会　加久藤ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,117 宮崎県 えびの市 美容室ＲｉｚＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

225,118 宮崎県 えびの市 プラッセだいわえびの店 小売業 食料品 5%

225,119 宮崎県 えびの市 明林堂書店えびの店 小売業 その他小売 5%

225,120 宮崎県 えびの市 理容ひらやま サービス 理容・美容業 5%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在
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No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

225,121 宮崎県 えびの市 旅館あけぼの荘 サービス 宿泊業 5%

225,122 宮崎県 えびの市 旅館伊藤 サービス 宿泊業 5%

225,123 宮崎県 門川町 ＡＬＰＨＡ 総合衣料ＡＬＰＨＡ 小売業 衣料品 5%

225,124 宮崎県 門川町 加草ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,125 宮崎県 門川町 門川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,126 宮崎県 門川町 セブン－イレブン門川尾末店 小売業 食料品 2%

225,127 宮崎県 門川町 サンシールさの 小売業 食料品 5%

225,128 宮崎県 門川町 有限会社　車輪館 小売業 その他小売 5%

225,129 宮崎県 門川町 すいか書道教室 サービス その他サービス 5%

225,130 宮崎県 門川町 スズキオートＫＵＲＯＫＩＹＡ サービス その他サービス 5%

225,131 宮崎県 門川町 ダイボ石材店　門川展示場 サービス その他サービス 5%

225,132 宮崎県 門川町 ドッグショップアルテミス 小売業 その他小売 5%

225,133 宮崎県 門川町 ｆｏｏｔ　ＰＡＬ　フットパル 小売業 衣料品 5%

225,134 宮崎県 門川町 ホームセンター　ハローズ 小売業 その他小売 5%

225,135 宮崎県 門川町 安田薬局 Ｃｏ  ＳＴＲＡＷＢＥＲＲＹ ＳＷｉＴＣＨ ＢＬＡＤＥ Ｃａｆｅ 小売業 その他小売 5%

225,136 宮崎県 門川町 山本石油 油外商品 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,137 宮崎県 門川町 Ｌｉｂｅｒｔｙ サービス 理容・美容業 5%

225,138 宮崎県 川南町 アワノ電器 小売業 電化製品 5%

225,139 宮崎県 川南町 ａｕショップ川南 小売業 電化製品 5%

225,140 宮崎県 川南町 大塚園 小売業 食料品 5%

225,141 宮崎県 川南町 カーショップコパン 小売業 その他小売 5%

225,142 宮崎県 川南町 川南塩付ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,143 宮崎県 川南町 セブン－イレブン川南トロントロン店 小売業 食料品 2%

225,144 宮崎県 川南町 セブン－イレブン川南名貫店 小売業 食料品 2%

225,145 宮崎県 川南町 黒木電器商会 小売業 電化製品 5%

225,146 宮崎県 川南町 ｓｍｏ君 サービス 飲食業 5%

225,147 宮崎県 川南町 セルフ川南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,148 宮崎県 川南町 パントリーけいすけ　川南店 小売業 食料品 5%

225,149 宮崎県 川南町 ファッション　ナウ　イマイ 小売業 衣料品 5%

225,150 宮崎県 川南町 有限会社　第一自動車整備工業 サービス その他サービス 5%

225,151 宮崎県 木城町 セブンプラザ木城店 小売業 電化製品 5%

225,152 宮崎県 木城町 れんげや サービス 飲食業 5%

225,153 宮崎県 木城町 Ｙ－ＳＴＹＬＥ 小売業 その他小売 5%

225,154 宮崎県 串間市 大乃屋 サービス 飲食業 5%

225,155 宮崎県 串間市 片平タイヤ工業所 小売業 その他小売 5%

225,156 宮崎県 串間市 カフェバーピンクココナッツ串間店 サービス 飲食業 5%

225,157 宮崎県 串間市 川畑かまぼこ店 小売業 食料品 5%

225,158 宮崎県 串間市 串間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,159 宮崎県 串間市 串間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,160 宮崎県 串間市 串間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,161 宮崎県 串間市 宮交タクシー　串間（営） サービス その他サービス 5%

225,162 宮崎県 串間市 セブン－イレブン串間上町店 小売業 食料品 2%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

225,163 宮崎県 串間市 串間酒場わっしょい サービス 飲食業 5%

225,164 宮崎県 串間市 セブン－イレブン串間本町店 小売業 食料品 2%

225,165 宮崎県 串間市 Ｋｓ．ｇａｒａｇｅ 小売業 その他小売 5%

225,166 宮崎県 串間市 サイカ屋 小売業 衣料品 5%

225,167 宮崎県 串間市 セブンプラザ串間店 小売業 電化製品 5%

225,168 宮崎県 串間市 だいぐち弁当　弁当だいぐち サービス 飲食業 5%

225,169 宮崎県 串間市 太陽ゴム工業所 小売業 その他小売 5%

225,170 宮崎県 串間市 都井ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,171 宮崎県 串間市 峠の茶屋 よちみろかい 小売業 その他小売 5%

225,172 宮崎県 串間市 トヨタカローラ宮崎串間店 小売業 その他小売 5%

225,173 宮崎県 串間市 西小路ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,174 宮崎県 串間市 ネッツトヨタ宮崎串間店 小売業 その他小売 5%

225,175 宮崎県 串間市 ＢＡＲ Ｗ サービス 飲食業 5%

225,176 宮崎県 串間市 ＨａｐｐｙＨｏｕｓｅ　酒のたけだ　ＨａｐｐｙＨｏｕｓｅ酒のたけだ 小売業 食料品 5%

225,177 宮崎県 串間市 ホテル　中村荘 サービス 宿泊業 5%

225,178 宮崎県 国富町 アイトップ国富店 小売業 貴金属・服飾品 5%

225,179 宮崎県 国富町 宇都宮薬局 小売業 その他小売 5%

225,180 宮崎県 国富町 大田原給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,181 宮崎県 国富町 川越酒店　川越酒店 小売業 その他小売 5%

225,182 宮崎県 国富町 国富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,183 宮崎県 国富町 セブン－イレブン国富木脇店 小売業 食料品 2%

225,184 宮崎県 国富町 セブン－イレブン国富三名店 小売業 食料品 2%

225,185 宮崎県 国富町 国富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,186 宮崎県 国富町 グルービーヘアーＫ サービス 理容・美容業 5%

225,187 宮崎県 国富町 紘洋堂 小売業 その他小売 5%

225,188 宮崎県 国富町 サンクールシステム　株式会社 サービス その他サービス 5%

225,189 宮崎県 国富町 セブンプラザとりはら 小売業 電化製品 5%

225,190 宮崎県 国富町 華ぜん サービス 飲食業 5%

225,191 宮崎県 国富町 ファッションランドタカヤマ国富店 小売業 衣料品 5%

225,192 宮崎県 国富町 ヘアーサロン　Ｍｉｍｉ サービス 理容・美容業 5%

225,193 宮崎県 国富町 宮崎ヤクルト販売　国富センター 小売業 食料品 5%

225,194 宮崎県 国富町 ［ＨＣ］ライフヒラヤマ 小売業 電化製品 5%

225,195 宮崎県 五ヶ瀬町 鞍岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,196 宮崎県 小林市 アントレ サービス 飲食業 5%

225,197 宮崎県 小林市 カクイックスウィング　小林サテライト 小売業 その他小売 5%

225,198 宮崎県 小林市 株式会社コマツレンタル宮崎　小林店 サービス その他サービス 5%

225,199 宮崎県 小林市 上町　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,200 宮崎県 小林市 カ－ライフ　ＹｏｕＴｏｗｎ 小売業 その他小売 5%

225,201 宮崎県 小林市 希望の店　　野尻店 小売業 その他小売 5%

225,202 宮崎県 小林市 クッチーナ マンマ デル ペッシェ サービス 飲食業 5%

225,203 宮崎県 小林市 ＧＵＥＳＴ　ＨＯＵＳＥ　ＨＯＴＡＲＵ サービス 宿泊業 5%

225,204 宮崎県 小林市 コインルーム サービス 飲食業 5%
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225,205 宮崎県 小林市 孝ノ子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,206 宮崎県 小林市 ＣＯＣＣＨＩ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

225,207 宮崎県 小林市 小林ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,208 宮崎県 小林市 小林ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,209 宮崎県 小林市 宮交タクシー　小林（営） サービス その他サービス 5%

225,210 宮崎県 小林市 セブン－イレブン小林上堤店 小売業 食料品 2%

225,211 宮崎県 小林市 小林市コワーキングスペース サービス その他サービス 5%

225,212 宮崎県 小林市 セブン－イレブン小林清涼台店 小売業 食料品 2%

225,213 宮崎県 小林市 小林西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,214 宮崎県 小林市 セブンーイレブン小林細野店 小売業 食料品 2%

225,215 宮崎県 小林市 迫間石油　野尻ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,216 宮崎県 小林市 しまだＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,217 宮崎県 小林市 ショッピングさとう店 小売業 その他小売 5%

225,218 宮崎県 小林市 すき酒造販売場 小売業 食料品 5%

225,219 宮崎県 小林市 ステラ・ガス・ステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,220 宮崎県 小林市 ｓｍｉｌｅｃｌｅａｎｃｏｍｐａｎｙ サービス その他サービス 5%

225,221 宮崎県 小林市 セルフステーション小林ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,222 宮崎県 小林市 鮮ど市場小林店 小売業 食料品 5%

225,223 宮崎県 小林市 タチカワエンタープライズ サービス その他サービス 5%

225,224 宮崎県 小林市 東方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,225 宮崎県 小林市 トヨタカローラ宮崎小林店 小売業 その他小売 5%

225,226 宮崎県 小林市 トヨタレンタリース宮崎小林店 サービス その他サービス 2%

225,227 宮崎県 小林市 トヨタレンタリース宮崎小林店 サービス その他サービス 2%

225,228 宮崎県 小林市 ナンキュウ　小林営業所 小売業 その他小売 5%

225,229 宮崎県 小林市 ネッツトヨタヒムカ小林店 小売業 その他小売 5%

225,230 宮崎県 小林市 ネッツトヨタ宮崎小林店 小売業 その他小売 5%

225,231 宮崎県 小林市 のうらや 小売業 衣料品 5%

225,232 宮崎県 小林市 セブン－イレブン野尻栗須店 小売業 食料品 2%

225,233 宮崎県 小林市 セブン－イレブン野尻東麓店 小売業 食料品 2%

225,234 宮崎県 小林市 ビーライン　小林店 小売業 その他小売 5%

225,235 宮崎県 小林市 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｈｉｎａｔａ サービス 飲食業 5%

225,236 宮崎県 小林市 ふきやま写真館 サービス その他サービス 5%

225,237 宮崎県 小林市 プラッセだいわ小林店 小売業 食料品 5%

225,238 宮崎県 小林市 ヘアーサロンラッキー サービス 理容・美容業 5%

225,239 宮崎県 小林市 ヘアーサロンフロムＴＫ サービス 理容・美容業 5%

225,240 宮崎県 小林市 細野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,241 宮崎県 小林市 ホームセンター　やまさき 小売業 その他小売 5%

225,242 宮崎県 小林市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,243 宮崎県 小林市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,244 宮崎県 小林市 マウンテン・ママ 小売業 衣料品 5%

225,245 宮崎県 小林市 宮崎トヨタ自動車小林店 小売業 その他小売 5%

225,246 宮崎県 小林市 明林堂書店小林店 小売業 その他小売 5%
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225,247 宮崎県 小林市 ［ＨＣ］（有）電化ショップこばや 小売業 電化製品 5%

225,248 宮崎県 小林市 有限会社豊味うどん 豊味うどん中央店 サービス 飲食業 5%

225,249 宮崎県 小林市 有限会社豊味うどん 豊味うどん高原店 サービス 飲食業 5%

225,250 宮崎県 小林市 Ｌｅｐａｎｊａｏ 小売業 衣料品 5%

225,251 宮崎県 西都市 アイジョウロックサービス 出張サービス サービス その他サービス 5%

225,252 宮崎県 西都市 あかのや サービス 飲食業 5%

225,253 宮崎県 西都市 ウメコウジ西都店 小売業 食料品 5%

225,254 宮崎県 西都市 エスデザインアンドクラフト 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

225,255 宮崎県 西都市 江戸長 サービス 飲食業 5%

225,256 宮崎県 西都市 ゑ比寿漢薬店 小売業 その他小売 5%

225,257 宮崎県 西都市 梶衣料品店 小売業 衣料品 5%

225,258 宮崎県 西都市 株式会社コマツレンタル宮崎　西都店 サービス その他サービス 5%

225,259 宮崎県 西都市 株式会社西都いきいき市場 小売業 食料品 5%

225,260 宮崎県 西都市 宮交タクシー　西都（営） サービス その他サービス 5%

225,261 宮崎県 西都市 セブン－イレブン西都岡富店 小売業 食料品 2%

225,262 宮崎県 西都市 セブン－イレブン西都清水店 小売業 食料品 2%

225,263 宮崎県 西都市 西都中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,264 宮崎県 西都市 セブン－イレブン西都調殿店 小売業 食料品 2%

225,265 宮崎県 西都市 セブン－イレブン西都右松店 小売業 食料品 2%

225,266 宮崎県 西都市 西都南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,267 宮崎県 西都市 Ｓａｌａ ｄｅ ｓｏ?ａｒ Ｓａｌａ ｄｅ ｓｏ?ａｒ 小売業 衣料品 5%

225,268 宮崎県 西都市 しゃちんぼ サービス 飲食業 5%

225,269 宮崎県 西都市 シュガー 小売業 衣料品 5%

225,270 宮崎県 西都市 スマイルカンパニー 小売業 衣料品 5%

225,271 宮崎県 西都市 天のしずく サービス 飲食業 5%

225,272 宮崎県 西都市 中山スポーツ店 小売業 その他小売 5%

225,273 宮崎県 西都市 パオ食鮮館クック 小売業 その他小売 5%

225,274 宮崎県 西都市 パオ食鮮館クック 小売業 食料品 5%

225,275 宮崎県 西都市 ファッションランドタカヤマ西都店 小売業 衣料品 5%

225,276 宮崎県 西都市 ぶっち＋プラス 小売業 衣料品 5%

225,277 宮崎県 西都市 Ｆｏｏｄ　Ｂａｒ　Ｏａｓｉｓ サービス 飲食業 5%

225,278 宮崎県 西都市 マダムハウス西都店 小売業 衣料品 5%

225,279 宮崎県 西都市 ベルフェミン　パオ サービス 理容・美容業 5%

225,280 宮崎県 西都市 Ｍ２ファクトリー サービス その他サービス 5%

225,281 宮崎県 西都市 水野屋　西都本店 小売業 食料品 5%

225,282 宮崎県 西都市 三納ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,283 宮崎県 西都市 三宅ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,284 宮崎県 西都市 宮崎ヤクルト販売　西都センター 小売業 食料品 5%

225,285 宮崎県 西都市 明林堂書店西都店 小売業 その他小売 5%

225,286 宮崎県 西都市 メガネのトリハラ パオ店 メガネのトリハラ パオ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

225,287 宮崎県 西都市 モンマート　よしむら 小売業 食料品 5%

225,288 宮崎県 西都市 有限会社　黒木農園　黒木農園 小売業 その他小売 5%
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225,289 宮崎県 西都市 有限会社　メガネのトリハラ　聖陵本店 小売業 その他小売 5%

225,290 宮崎県 西都市 スポーツハウス ミシマ 小売業 その他小売 5%

225,291 宮崎県 西都市 有限会社 ふくしげ印刷 小売業 その他小売 5%

225,292 宮崎県 西都市 有限会社ますや 寿司会席 ますや サービス 飲食業 5%

225,293 宮崎県 西都市 レディスショップ フォーリーフ 小売業 衣料品 5%

225,294 宮崎県 椎葉村 椎葉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,295 宮崎県 椎葉村 椎葉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,296 宮崎県 椎葉村 椎葉信雄酒店 小売業 食料品 5%

225,297 宮崎県 椎葉村 中園本店 中園本店 小売業 食料品 5%

225,298 宮崎県 新富町 あしか　あしか サービス 飲食業 5%

225,299 宮崎県 新富町 有　石崎石油商会 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,300 宮崎県 新富町 伊藤酒屋 サービス 飲食業 5%

225,301 宮崎県 新富町 金丸薬品 小売業 その他小売 5%

225,302 宮崎県 新富町 株式会社初音　カフェレストランＨａｔｕｎｅ サービス 飲食業 5%

225,303 宮崎県 新富町 ごはんとカフェ７８ サービス 飲食業 5%

225,304 宮崎県 新富町 白ありの児湯消毒 サービス その他サービス 5%

225,305 宮崎県 新富町 セブン－イレブン新富上富田店 小売業 食料品 2%

225,306 宮崎県 新富町 新富給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,307 宮崎県 新富町 しんとみネット株式会社 サービス その他サービス 5%

225,308 宮崎県 新富町 セルフ新富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,309 宮崎県 新富町 たかがき書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

225,310 宮崎県 新富町 富田新聞販売所 サービス その他サービス 5%

225,311 宮崎県 新富町 ナガノヤ新富店 小売業 食料品 5%

225,312 宮崎県 新富町 花もめん 小売業 その他小売 5%

225,313 宮崎県 新富町 ビーライン　新富店 小売業 その他小売 5%

225,314 宮崎県 新富町 日置給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,315 宮崎県 新富町 一ツ瀬川県民スポーツセンター サービス その他サービス 5%

225,316 宮崎県 新富町 日の丸タクシー新富営業所　５２３号車 サービス 運輸業 5%

225,317 宮崎県 新富町 日の丸タクシー新富営業所　５２２号車 サービス 運輸業 5%

225,318 宮崎県 新富町 ビーライン　新富店 小売業 その他小売 5%

225,319 宮崎県 新富町 ファッションハマゾノ　ファッションハマゾノ 小売業 衣料品 5%

225,320 宮崎県 新富町 有限会社斉田商事 斉田商事ガス 小売業 その他小売 5%

225,321 宮崎県 新富町 有限会社西都弘益社 サービス その他サービス 5%

225,322 宮崎県 新富町 有限会社西都弘益社　西都弘益社斎場 サービス その他サービス 5%

225,323 宮崎県 高千穂町 岩戸給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,324 宮崎県 高千穂町 雲海の宿　千木 サービス 宿泊業 5%

225,325 宮崎県 高千穂町 雲海橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,326 宮崎県 高千穂町 株式会社コマツレンタル宮崎　高千穂店 サービス その他サービス 5%

225,327 宮崎県 高千穂町 ゲストハウスいわと サービス その他サービス 5%

225,328 宮崎県 高千穂町 純和風旅館　神仙 サービス 宿泊業 5%

225,329 宮崎県 高千穂町 高千穂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,330 宮崎県 高千穂町 高千穂給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

5367



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

225,331 宮崎県 高千穂町 高千穂離れの宿神隠れ サービス 宿泊業 5%

225,332 宮崎県 高千穂町 千穂の家 小売業 その他小売 5%

225,333 宮崎県 高千穂町 でんかプラザさとう 小売業 電化製品 5%

225,334 宮崎県 高千穂町 でんかプラザたかちほ 小売業 電化製品 5%

225,335 宮崎県 高千穂町 でんかプラザミタイ 小売業 電化製品 5%

225,336 宮崎県 高千穂町 トヨタカローラ宮崎高千穂店 小売業 その他小売 5%

225,337 宮崎県 高千穂町 奈須スーパー 小売業 その他小売 5%

225,338 宮崎県 高千穂町 花旅館岩戸屋 サービス 宿泊業 5%

225,339 宮崎県 高千穂町 ふじのコーポレーション サービス 宿泊業 5%

225,340 宮崎県 高千穂町 宮交タクシー　高千穂営業所 サービス その他サービス 5%

225,341 宮崎県 高千穂町 宮交タクシー高千穂営業所 サービス その他サービス 5%

225,342 宮崎県 高千穂町 宮崎ヤクルト販売 高千穂センター 小売業 食料品 5%

225,343 宮崎県 高千穂町 民宿天和 サービス 宿泊業 5%

225,344 宮崎県 高千穂町 民宿天和　民宿天和 サービス 宿泊業 5%

225,345 宮崎県 高千穂町 有限会社旅館大和屋 サービス 宿泊業 5%

225,346 宮崎県 高鍋町 ＵＰ英語教室 サービス その他サービス 5%

225,347 宮崎県 高鍋町 居酒屋 一本気 サービス 飲食業 5%

225,348 宮崎県 高鍋町 井上模型 小売業 その他小売 5%

225,349 宮崎県 高鍋町 内田生花店 小売業 その他小売 5%

225,350 宮崎県 高鍋町 株式会社コマツレンタル宮崎　高鍋店 サービス その他サービス 5%

225,351 宮崎県 高鍋町 ［ＨＣ］株式会社高鍋電化センター 小売業 電化製品 5%

225,352 宮崎県 高鍋町 （株）樋渡自動車 サービス その他サービス 5%

225,353 宮崎県 高鍋町 韓国料理テヤン サービス 飲食業 5%

225,354 宮崎県 高鍋町 牛角高鍋店 サービス 飲食業 2%

225,355 宮崎県 高鍋町 靴のテヅカ　高鍋店 小売業 衣料品 5%

225,356 宮崎県 高鍋町 ＳＨＩＨＯ　ＴＡＮＡＫＡ　ＡＲＴ 小売業 家具・調度品 5%

225,357 宮崎県 高鍋町 新山いちご園 サービス 飲食業 5%

225,358 宮崎県 高鍋町 ｓｔｒｏｌｌｄｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

225,359 宮崎県 高鍋町 スナックゆめ サービス 飲食業 5%

225,360 宮崎県 高鍋町 セブンプラザ高鍋店 小売業 電化製品 5%

225,361 宮崎県 高鍋町 セルフ南高鍋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,362 宮崎県 高鍋町 高鍋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,363 宮崎県 高鍋町 宮交タクシー　高鍋（営） サービス その他サービス 5%

225,364 宮崎県 高鍋町 高鍋北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,365 宮崎県 高鍋町 セブン－イレブン高鍋北高鍋店 小売業 食料品 2%

225,366 宮崎県 高鍋町 高鍋ゴム商会 小売業 その他小売 5%

225,367 宮崎県 高鍋町 高鍋第一ホテル サービス 宿泊業 5%

225,368 宮崎県 高鍋町 高鍋東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,369 宮崎県 高鍋町 高鍋本店ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,370 宮崎県 高鍋町 セブン－イレブン高鍋郵便局前店 小売業 食料品 2%

225,371 宮崎県 高鍋町 だっくす 小売業 食料品 5%

225,372 宮崎県 高鍋町 タナカ電器 小売業 電化製品 5%
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225,373 宮崎県 高鍋町 つり具１０号線 小売業 その他小売 5%

225,374 宮崎県 高鍋町 テヅカ　高鍋店 小売業 衣料品 5%

225,375 宮崎県 高鍋町 ドコモショップ高鍋店 小売業 その他小売 5%

225,376 宮崎県 高鍋町 トヨタカローラ宮崎高鍋店 小売業 その他小売 5%

225,377 宮崎県 高鍋町 トヨタレンタリース宮崎　高鍋店 サービス その他サービス 2%

225,378 宮崎県 高鍋町 ナガノヤ高鍋店 小売業 食料品 5%

225,379 宮崎県 高鍋町 西高鍋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,380 宮崎県 高鍋町 ネッツトヨタ宮崎高鍋店 小売業 その他小売 5%

225,381 宮崎県 高鍋町 ［ＨＣ］則信電器 小売業 電化製品 5%

225,382 宮崎県 高鍋町 ヒコ オート 小売業 その他小売 5%

225,383 宮崎県 高鍋町 ビッグスポーツ平原 小売業 その他小売 5%

225,384 宮崎県 高鍋町 ＦＲＯＮＴＲＵＮＮＥＲＭＩＹＡＺＡＫＩ 小売業 その他小売 5%

225,385 宮崎県 高鍋町 Ｈａｉｒ　ｔｒｉｐｌｅ　ヘア　トリプル サービス 理容・美容業 5%

225,386 宮崎県 高鍋町 ｐｅｒｉｄｏｔ 小売業 衣料品 5%

225,387 宮崎県 高鍋町 ホテル四季亭 サービス 宿泊業 5%

225,388 宮崎県 高鍋町 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,389 宮崎県 高鍋町 マシェリ 小売業 衣料品 5%

225,390 宮崎県 高鍋町 ｍａｃｈｅｒｉｅ　高鍋店 小売業 衣料品 5%

225,391 宮崎県 高鍋町 宮崎トヨタ自動車高鍋店 小売業 その他小売 5%

225,392 宮崎県 高鍋町 宮崎ヤクルト販売 高鍋センター 小売業 食料品 5%

225,393 宮崎県 高鍋町 宮崎ヤクルト販売 児湯北センター 小売業 食料品 5%

225,394 宮崎県 高鍋町 村田靴店 小売業 衣料品 5%

225,395 宮崎県 高鍋町 メガネの明視堂 小売業 その他小売 5%

225,396 宮崎県 高鍋町 有限会社花いちもんめ 食楽酒房花いちもんめ サービス 飲食業 5%

225,397 宮崎県 高原町 アロマ＆ヘアサロンプルメリア サービス 理容・美容業 5%

225,398 宮崎県 高原町 希望の店　　高原店 小売業 その他小売 5%

225,399 宮崎県 高原町 古賀高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,400 宮崎県 高原町 なかぞの電器 小売業 電化製品 5%

225,401 宮崎県 高原町 ハタイ自然療法センター 小売業 その他小売 5%

225,402 宮崎県 都農町 カヤシマ　都農店 小売業 衣料品 5%

225,403 宮崎県 都農町 古民家れすとらん 三日月ＢＡＲ サービス 飲食業 5%

225,404 宮崎県 都農町 サイクルショップカナマル 小売業 その他小売 5%

225,405 宮崎県 都農町 四季の味うたげ サービス 飲食業 5%

225,406 宮崎県 都農町 ｃｈｏｕ．ｃｈｏｕ 小売業 衣料品 5%

225,407 宮崎県 都農町 セブンプラザ　つの店 小売業 電化製品 5%

225,408 宮崎県 都農町 都農バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,409 宮崎県 都農町 寺原石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,410 宮崎県 都農町 日幸刺繍 小売業 衣料品 5%

225,411 宮崎県 都農町 花みず木 小売業 衣料品 5%

225,412 宮崎県 都農町 パントリーけいすけ　都農店 小売業 食料品 5%

225,413 宮崎県 都農町 道の駅「つの」 小売業 家具・調度品 5%

225,414 宮崎県 日南市 Ａｚ　Ａｚ サービス 飲食業 5%
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225,415 宮崎県 日南市 カクイックスウィング　日南オフィス 小売業 その他小売 5%

225,416 宮崎県 日南市 株式会社コマツレンタル宮崎　日南店 サービス その他サービス 5%

225,417 宮崎県 日南市 株式会社サンネット　あらかるた　日南店 小売業 その他小売 5%

225,418 宮崎県 日南市 株式会社　原金物店　ギャラリーはら 小売業 その他小売 5%

225,419 宮崎県 日南市 北郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,420 宮崎県 日南市 セブン－イレブン北郷郷之原店 小売業 食料品 2%

225,421 宮崎県 日南市 北郷町大戸野即売所 サービス 飲食業 5%

225,422 宮崎県 日南市 北郷音色の香の季　合歓のはな サービス 宿泊業 5%

225,423 宮崎県 日南市 キャンドル サービス 宿泊業 5%

225,424 宮崎県 日南市 靴のポーザー 小売業 その他小売 5%

225,425 宮崎県 日南市 健康堂ケアステーション サービス その他サービス 5%

225,426 宮崎県 日南市 工芸ぎゃらり－後町 小売業 家具・調度品 5%

225,427 宮崎県 日南市 坂元酒店 小売業 その他小売 5%

225,428 宮崎県 日南市 櫻の郷酒造 焼酎道場 小売業 食料品 5%

225,429 宮崎県 日南市 山椒 サービス 飲食業 5%

225,430 宮崎県 日南市 姿勢改善スタジオＡｌｉｇｎ サービス その他サービス 5%

225,431 宮崎県 日南市 地鶏や肴や鰻やら三代目まんりょう サービス 飲食業 5%

225,432 宮崎県 日南市 シューズハウス日南 小売業 衣料品 5%

225,433 宮崎県 日南市 セブンプラザ北郷店 小売業 電化製品 5%

225,434 宮崎県 日南市 セレスひだか 小売業 電化製品 5%

225,435 宮崎県 日南市 タイヤショップイシイ 小売業 その他小売 5%

225,436 宮崎県 日南市 トヨタカローラ宮崎日南店 小売業 その他小売 5%

225,437 宮崎県 日南市 直ちゃんラーメン　麺ニアロ サービス 飲食業 5%

225,438 宮崎県 日南市 ナンキュウ　日南営業所 小売業 その他小売 5%

225,439 宮崎県 日南市 南郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,440 宮崎県 日南市 セブン－イレブン南郷駅東店 小売業 食料品 2%

225,441 宮崎県 日南市 西弁分ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,442 宮崎県 日南市 セブン－イレブン日南吾田東店 小売業 食料品 2%

225,443 宮崎県 日南市 セブン－イレブン日南風田店 小売業 食料品 2%

225,444 宮崎県 日南市 セブン－イレブン日南上平野町店 小売業 食料品 2%

225,445 宮崎県 日南市 日南中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,446 宮崎県 日南市 セブン－イレブン日南戸高店 小売業 食料品 2%

225,447 宮崎県 日南市 セブン－イレブン日南星倉６丁目店 小売業 食料品 2%

225,448 宮崎県 日南市 セブン－イレブン日南松原団地入口店 小売業 食料品 2%

225,449 宮崎県 日南市 日南山形屋 小売業 その他小売 5%

225,450 宮崎県 日南市 ネッツトヨタヒムカ日南店 小売業 その他小売 5%

225,451 宮崎県 日南市 ネッツトヨタ宮崎日南店 小売業 その他小売 5%

225,452 宮崎県 日南市 ノベデンキ 小売業 電化製品 5%

225,453 宮崎県 日南市 ハートイン星倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,454 宮崎県 日南市 ビーライン　日南店 小売業 その他小売 5%

225,455 宮崎県 日南市 ビジネスホテルサーフィン サービス 宿泊業 5%

225,456 宮崎県 日南市 日高自動車整備工場 サービス その他サービス 5%
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225,457 宮崎県 日南市 フィッシング日南 小売業 その他小売 5%

225,458 宮崎県 日南市 ＰＨＯＴＯ　ＳＴＵＤＩＯ　ＳＯＲＡ　ＰＨＯＴＯ　ＳＴＵＤＩＯ　ＳＯＲＡ 小売業 その他小売 5%

225,459 宮崎県 日南市 深瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,460 宮崎県 日南市 ホテル　シーズン日南 サービス 宿泊業 5%

225,461 宮崎県 日南市 マクドナルド日南店 サービス 飲食業 2%

225,462 宮崎県 日南市 まちのくすりやさん 小売業 その他小売 5%

225,463 宮崎県 日南市 松本花屋 小売業 その他小売 5%

225,464 宮崎県 日南市 有限会社松本花屋サピア店 小売業 その他小売 5%

225,465 宮崎県 日南市 三浦商事株式会社 小売業 その他小売 5%

225,466 宮崎県 日南市 宮交タクシー日南営業所 サービス その他サービス 5%

225,467 宮崎県 日南市 宮崎県立日南病院売店 小売業 その他小売 5%

225,468 宮崎県 日南市 宮崎トヨタ自動車日南店 小売業 その他小売 5%

225,469 宮崎県 日南市 焼肉　夾竹園　夾竹園　日南店 サービス 飲食業 5%

225,470 宮崎県 日南市 有限会社　丸新荘 サービス 宿泊業 5%

225,471 宮崎県 日南市 理容室　ゆがふ サービス 理容・美容業 5%

225,472 宮崎県 延岡市 味処俵 サービス 飲食業 5%

225,473 宮崎県 延岡市 Ａｓ 小売業 衣料品 5%

225,474 宮崎県 延岡市 愛宕町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,475 宮崎県 延岡市 アミ美容室 サービス その他サービス 5%

225,476 宮崎県 延岡市 Ａｌａｈａｓ 小売業 衣料品 5%

225,477 宮崎県 延岡市 Ａｌａｈａｓ 小売業 衣料品 5%

225,478 宮崎県 延岡市 ALFEE 小売業 衣料品 5%

225,479 宮崎県 延岡市 アンドエフ　宮崎 小売業 衣料品 5%

225,480 宮崎県 延岡市 ＲＡＭ　　ＪＵＡ　ＴＲＩＭＭＩＮＧ　ＣＡＲ サービス その他サービス 5%

225,481 宮崎県 延岡市 出北　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,482 宮崎県 延岡市 イワヒロデンキ 小売業 電化製品 5%

225,483 宮崎県 延岡市 内倉写真館 サービス その他サービス 5%

225,484 宮崎県 延岡市 エステサロンブランピュール サービス 理容・美容業 5%

225,485 宮崎県 延岡市 エンシティホテル延岡 サービス 宿泊業 5%

225,486 宮崎県 延岡市 合同会社オフィス・ケイ 小売業 電化製品 5%

225,487 宮崎県 延岡市 お持ち帰り専門店　すし哲 小売業 食料品 5%

225,488 宮崎県 延岡市 オリックスレンタカー延岡駅前店 サービス その他サービス 2%

225,489 宮崎県 延岡市 かいでんか 小売業 電化製品 5%

225,490 宮崎県 延岡市 貝の畑ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,491 宮崎県 延岡市 カクイックスウィング　延岡営業所 小売業 その他小売 5%

225,492 宮崎県 延岡市 風の菓子虎彦 小売業 食料品 5%

225,493 宮崎県 延岡市 株式会社内山家具店　延岡店 小売業 家具・調度品 5%

225,494 宮崎県 延岡市 株式会社オートプラザヤマモト 小売業 その他小売 5%

225,495 宮崎県 延岡市 株式会社キヨナガ 本社 サービス その他サービス 5%

225,496 宮崎県 延岡市 株式会社建窓センターキヨナガ 小売業 その他小売 5%

225,497 宮崎県 延岡市 株式会社コマツレンタル宮崎　延岡店 サービス その他サービス 5%

225,498 宮崎県 延岡市 株式会社佛壇の古屋鋪　延岡店 小売業 家具・調度品 5%
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225,499 宮崎県 延岡市 （株）吉玉自動車工場 サービス その他サービス 5%

225,500 宮崎県 延岡市 かめや釣具 延岡店 小売業 その他小売 5%

225,501 宮崎県 延岡市 カヤシマ　延岡店 小売業 衣料品 5%

225,502 宮崎県 延岡市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋延岡平原町店 サービス 飲食業 2%

225,503 宮崎県 延岡市 川水流給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,504 宮崎県 延岡市 ぎおん写真スタジオ サービス その他サービス 5%

225,505 宮崎県 延岡市 北川給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,506 宮崎県 延岡市 北延岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,507 宮崎県 延岡市 きよばあばのお弁当 Ｏｂｅｎｔｏ?Ｋｉｙｏ 小売業 食料品 5%

225,508 宮崎県 延岡市 靴のテヅカ　多々良店 小売業 衣料品 5%

225,509 宮崎県 延岡市 ＧＲＡＴＥＳＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

225,510 宮崎県 延岡市 （株）クリスタルネイル　イオン延岡店 サービス その他サービス 5%

225,511 宮崎県 延岡市 クール・カレ　アン延岡店 小売業 衣料品 5%

225,512 宮崎県 延岡市 合資会社　友井商店 小売業 食料品 5%

225,513 宮崎県 延岡市 合資会社　廣壽司 サービス 飲食業 5%

225,514 宮崎県 延岡市 国技館 サービス 飲食業 5%

225,515 宮崎県 延岡市 ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ 小売業 その他小売 5%

225,516 宮崎県 延岡市 小峰町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,517 宮崎県 延岡市 近藤デンキ 小売業 電化製品 5%

225,518 宮崎県 延岡市 齊藤建築 サービス その他サービス 5%

225,519 宮崎県 延岡市 サイワイマチ美容室 サービス 理容・美容業 5%

225,520 宮崎県 延岡市 Ｓａｎ・ｆｒｅｓｈむしかえびす店 小売業 食料品 5%

225,521 宮崎県 延岡市 サンフレッシュむしか本店 小売業 食料品 5%

225,522 宮崎県 延岡市 サンレー延岡紫雲閣 サービス その他サービス 5%

225,523 宮崎県 延岡市 ＪＪアートジェム　延岡店 小売業 貴金属・服飾品 5%

225,524 宮崎県 延岡市 ｃｈｅｚｏｎｊｉ サービス 飲食業 5%

225,525 宮崎県 延岡市 視正堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

225,526 宮崎県 延岡市 ＳＨＡＭＲＯＣＫ サービス 飲食業 5%

225,527 宮崎県 延岡市 車輪館　延岡店 小売業 その他小売 5%

225,528 宮崎県 延岡市 ジュエルミキ 小売業 貴金属・服飾品 5%

225,529 宮崎県 延岡市 酒饌とが和 サービス 飲食業 5%

225,530 宮崎県 延岡市 食処　栁 サービス 飲食業 5%

225,531 宮崎県 延岡市 シルフィード　延岡店 小売業 衣料品 5%

225,532 宮崎県 延岡市 スーパーコンボ南延岡店 小売業 その他小売 5%

225,533 宮崎県 延岡市 寿司めいじん延岡店 サービス 飲食業 5%

225,534 宮崎県 延岡市 スタジオステップ　延岡店 サービス その他サービス 5%

225,535 宮崎県 延岡市 ステージ　Ｍ 小売業 衣料品 5%

225,536 宮崎県 延岡市 スピードネイル　ココレッタ延岡店 サービス 理容・美容業 5%

225,537 宮崎県 延岡市 整体院もみのき　延岡店 サービス その他サービス 5%

225,538 宮崎県 延岡市 セブンプラザ　オリタ 小売業 電化製品 5%

225,539 宮崎県 延岡市 セブンプラザあかぎ 小売業 電化製品 5%

225,540 宮崎県 延岡市 セブンプラザエーワン 小売業 電化製品 5%
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225,541 宮崎県 延岡市 セブンプラザゴトウ 小売業 電化製品 5%

225,542 宮崎県 延岡市 セルフ大貫ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,543 宮崎県 延岡市 セルフ一ヶ岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,544 宮崎県 延岡市 セレスひめだ 小売業 電化製品 5%

225,545 宮崎県 延岡市 鮮ど市場延岡店 小売業 食料品 5%

225,546 宮崎県 延岡市 たむら人形　延岡店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

225,547 宮崎県 延岡市 俵ん子 サービス 飲食業 5%

225,548 宮崎県 延岡市 チェリー サービス 理容・美容業 5%

225,549 宮崎県 延岡市 株式会社ツバメガス宮崎　北部カンパニー 小売業 その他小売 5%

225,550 宮崎県 延岡市 Ｄｅａｒ　Ｒｏｓｅ 小売業 その他小売 5%

225,551 宮崎県 延岡市 デサキ　延岡店 小売業 その他小売 5%

225,552 宮崎県 延岡市 でんかプラザナガタ 小売業 電化製品 5%

225,553 宮崎県 延岡市 デンソー宮崎 小売業 その他小売 5%

225,554 宮崎県 延岡市 トータス サービス 理容・美容業 5%

225,555 宮崎県 延岡市 トヨタカローラ宮崎延岡店 小売業 その他小売 5%

225,556 宮崎県 延岡市 トヨタカローラ宮崎平原店 小売業 その他小売 5%

225,557 宮崎県 延岡市 トヨタレンタリース宮崎延岡店 サービス その他サービス 2%

225,558 宮崎県 延岡市 トラベルナイス サービス その他サービス 5%

225,559 宮崎県 延岡市 鳥ざんまい多々良店 サービス 飲食業 5%

225,560 宮崎県 延岡市 中島スポーツ 小売業 その他小売 5%

225,561 宮崎県 延岡市 なかでん 小売業 電化製品 5%

225,562 宮崎県 延岡市 にししなカメラ一ヶ岡店 小売業 電化製品 5%

225,563 宮崎県 延岡市 にししなカメラ本店 小売業 電化製品 5%

225,564 宮崎県 延岡市 日本料理きたうら善漁。 サービス 飲食業 5%

225,565 宮崎県 延岡市 ネッツトヨタヒムカ延岡店 小売業 その他小売 5%

225,566 宮崎県 延岡市 ネッツトヨタ宮崎延岡店 小売業 その他小売 5%

225,567 宮崎県 延岡市 ネッツトヨタ宮崎平原店 小売業 その他小売 5%

225,568 宮崎県 延岡市 延岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,569 宮崎県 延岡市 延岡アーバンホテル サービス 宿泊業 5%

225,570 宮崎県 延岡市 セブン－イレブン延岡伊形町店 小売業 食料品 2%

225,571 宮崎県 延岡市 セブン－イレブン延岡出北２丁目店 小売業 食料品 2%

225,572 宮崎県 延岡市 宮交タクシー　延岡（営） サービス その他サービス 5%

225,573 宮崎県 延岡市 延岡駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,574 宮崎県 延岡市 延岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,575 宮崎県 延岡市 セブン－イレブン延岡大貫町３丁目店 小売業 食料品 2%

225,576 宮崎県 延岡市 セブン－イレブン延岡大貫町２丁目店 小売業 食料品 2%

225,577 宮崎県 延岡市 延岡岡富給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,578 宮崎県 延岡市 セブン－イレブン延岡北小路店 小売業 食料品 2%

225,579 宮崎県 延岡市 セブン－イレブン延岡幸町２丁目店 小売業 食料品 2%

225,580 宮崎県 延岡市 延岡自動車 サービス その他サービス 5%

225,581 宮崎県 延岡市 延岡昭和町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,582 宮崎県 延岡市 セブン－イレブン延岡富美山町店 小売業 食料品 2%
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225,583 宮崎県 延岡市 セブン－イレブン延岡西階町１丁目店 小売業 食料品 2%

225,584 宮崎県 延岡市 セブン－イレブン延岡野田１丁目店 小売業 食料品 2%

225,585 宮崎県 延岡市 延岡配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,586 宮崎県 延岡市 延岡バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,587 宮崎県 延岡市 セブン－イレブン延岡浜砂店 小売業 食料品 2%

225,588 宮崎県 延岡市 セブン－イレブン延岡浜町店 小売業 食料品 2%

225,589 宮崎県 延岡市 セブン－イレブン延岡別府町店 小売業 食料品 2%

225,590 宮崎県 延岡市 セブン－イレブン延岡緑ヶ丘１丁目店 小売業 食料品 2%

225,591 宮崎県 延岡市 延岡ロイヤルホテル サービス 宿泊業 5%

225,592 宮崎県 延岡市 バイクショップ美紀 小売業 その他小売 5%

225,593 宮崎県 延岡市 パソコンくらぶＯＮＥ サービス その他サービス 5%

225,594 宮崎県 延岡市 はまのセンター 小売業 その他小売 5%

225,595 宮崎県 延岡市 原田時計宝飾 小売業 貴金属・服飾品 5%

225,596 宮崎県 延岡市 ＢＭＯ延岡店 小売業 衣料品 5%

225,597 宮崎県 延岡市 ビーライン　出北店 小売業 その他小売 5%

225,598 宮崎県 延岡市 ビジネスホテル延岡 サービス 宿泊業 5%

225,599 宮崎県 延岡市 ビジネスホテルフクハラ サービス 宿泊業 5%

225,600 宮崎県 延岡市 ビストロ　ル　セルドール サービス 飲食業 5%

225,601 宮崎県 延岡市 一ケ岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,602 宮崎県 延岡市 檜窯 サービス その他サービス 5%

225,603 宮崎県 延岡市 日の出ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,604 宮崎県 延岡市 美容室　プリン サービス 飲食業 5%

225,605 宮崎県 延岡市 美容室　璃宮　ココレッタ延岡店 サービス 理容・美容業 5%

225,606 宮崎県 延岡市 富士メガネ 小売業 その他小売 5%

225,607 宮崎県 延岡市 ブライダルハウス順 サービス その他サービス 5%

225,608 宮崎県 延岡市 Ｈａｉｒ　Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｃｏｐｉｎ サービス 理容・美容業 5%

225,609 宮崎県 延岡市 ヘアメイク　ナチュラル サービス 理容・美容業 5%

225,610 宮崎県 延岡市 ペットサロン　Ｃａｆｅ　ＲＡＭ　ＪＵＡ 小売業 家具・調度品 5%

225,611 宮崎県 延岡市 ベルスーズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

225,612 宮崎県 延岡市 ㈱ホームインプルーブメントひろせ南延岡店 小売業 その他小売 5%

225,613 宮崎県 延岡市 ホテルエリアワン延岡 サービス 宿泊業 5%

225,614 宮崎県 延岡市 ボンジュール・アミ サービス その他サービス 5%

225,615 宮崎県 延岡市 松田ゴム工業所 小売業 その他小売 5%

225,616 宮崎県 延岡市 マリエールオークパイン延岡 サービス その他サービス 5%

225,617 宮崎県 延岡市 マルイチ大門店 小売業 食料品 5%

225,618 宮崎県 延岡市 マルイチ大貫店 小売業 食料品 5%

225,619 宮崎県 延岡市 マルイチ恒富店 小売業 食料品 5%

225,620 宮崎県 延岡市 三川内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,621 宮崎県 延岡市 みしん市場　延岡店 小売業 電化製品 5%

225,622 宮崎県 延岡市 ミシンショップ延岡 小売業 電化製品 5%

225,623 宮崎県 延岡市 美鈴館 サービス 理容・美容業 5%

225,624 宮崎県 延岡市 道の駅　北川はゆま 小売業 家具・調度品 5%
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225,625 宮崎県 延岡市 宮崎ガスサービスショップ 小売業 その他小売 5%

225,626 宮崎県 延岡市 宮崎トヨタ自動車延岡店 小売業 その他小売 5%

225,627 宮崎県 延岡市 宮崎ヤクルト販売 旭ヶ丘センター 小売業 食料品 5%

225,628 宮崎県 延岡市 宮崎ヤクルト販売 延岡中央センター 小売業 食料品 5%

225,629 宮崎県 延岡市 宮崎ヤクルト販売 愛宕センター 小売業 食料品 5%

225,630 宮崎県 延岡市 メイクアイ　ココレッタ延岡店 サービス 理容・美容業 5%

225,631 宮崎県 延岡市 明林堂書店延岡店 小売業 その他小売 5%

225,632 宮崎県 延岡市 八峡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,633 宮崎県 延岡市 焼肉 夾竹園 夾竹園 延岡店 サービス 飲食業 5%

225,634 宮崎県 延岡市 ヤノメガネ　恵比須店 小売業 貴金属・服飾品 5%

225,635 宮崎県 延岡市 ヤノメガネ平原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

225,636 宮崎県 延岡市 矢野ラジオ店 小売業 電化製品 5%

225,637 宮崎県 延岡市 やました 小売業 衣料品 5%

225,638 宮崎県 延岡市 やまだ電器 小売業 電化製品 5%

225,639 宮崎県 延岡市 有限会社高見部品商会 小売業 その他小売 5%

225,640 宮崎県 延岡市 有限会社戸川家具店 小売業 家具・調度品 5%

225,641 宮崎県 延岡市 有限会社丸十金物店 小売業 電化製品 5%

225,642 宮崎県 延岡市 四代目　ヤナギタ サービス 理容・美容業 5%

225,643 宮崎県 延岡市 Ｒｅｇｏｌｉｔｈ　Ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

225,644 宮崎県 延岡市 Ｒｅｇｏｌｉｔｈ Ｃｏｆｆｅｅ 延岡店 小売業 食料品 5%

225,645 宮崎県 延岡市 レストラン　リーコタクナ サービス 飲食業 5%

225,646 宮崎県 延岡市 ＬＯＷＥＲＥＤ 小売業 その他小売 5%

225,647 宮崎県 延岡市 和牛焼肉天壇 サービス 飲食業 5%

225,648 宮崎県 日之影町 たけおーと サービス その他サービス 5%

225,649 宮崎県 日之影町 でんかプラザ　小林 小売業 電化製品 5%

225,650 宮崎県 日之影町 日之影給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,651 宮崎県 日向市 赤兵衛 サービス 飲食業 5%

225,652 宮崎県 日向市 ＡＲＣ　Ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

225,653 宮崎県 日向市 アッカピゥ　キッチン＆ベーカリー サービス 飲食業 5%

225,654 宮崎県 日向市 アフランシール〔アパレル〕 小売業 衣料品 5%

225,655 宮崎県 日向市 アフランシール〔インテリア〕 小売業 家具・調度品 5%

225,656 宮崎県 日向市 アフランシール〔ファンシー〕 小売業 貴金属・服飾品 5%

225,657 宮崎県 日向市 イオンタウン日向給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,658 宮崎県 日向市 ヴァレンタイン　カンパニー 小売業 その他小売 5%

225,659 宮崎県 日向市 ウイング　やまぐち 小売業 電化製品 5%

225,660 宮崎県 日向市 内山家具店 小売業 家具・調度品 5%

225,661 宮崎県 日向市 ウメコウジ日向店 小売業 食料品 5%

225,662 宮崎県 日向市 栄興自動車販売 サービス その他サービス 5%

225,663 宮崎県 日向市 ＨＩヒロセ　日向店 小売業 その他小売 5%

225,664 宮崎県 日向市 おくの動物病院 サービス その他サービス 5%

225,665 宮崎県 日向市 オン　ザ　ビーチ 小売業 その他小売 5%

225,666 宮崎県 日向市 カーサービス中田 サービス その他サービス 5%
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225,667 宮崎県 日向市 海鮮問屋 サービス 飲食業 5%

225,668 宮崎県 日向市 カクイックスウィング　日向オフィス 小売業 その他小売 5%

225,669 宮崎県 日向市 カットハウス　すすむ サービス 理容・美容業 5%

225,670 宮崎県 日向市 株式会社　金子メガネ 小売業 その他小売 5%

225,671 宮崎県 日向市 株式会社コマツレンタル宮崎　日向店 サービス その他サービス 5%

225,672 宮崎県 日向市 ＫＡＭＡーＫＡＭＡ サービス 飲食業 5%

225,673 宮崎県 日向市 カヤシマ　日向店 小売業 衣料品 5%

225,674 宮崎県 日向市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ミスターマックス日向店 サービス 飲食業 2%

225,675 宮崎県 日向市 きもの処いちき 小売業 衣料品 5%

225,676 宮崎県 日向市 共立薬品 小売業 その他小売 5%

225,677 宮崎県 日向市 熊本屋ふとん店 小売業 その他小売 5%

225,678 宮崎県 日向市 ｃｏｔｏｎｏＨａ 小売業 衣料品 5%

225,679 宮崎県 日向市 寿飯店 サービス 飲食業 5%

225,680 宮崎県 日向市 ｃｏｍｆｏｒｔｃａｆｅ＆ｂａｒＢＵＣＫＡＹＲＯ サービス 飲食業 5%

225,681 宮崎県 日向市 財光寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,682 宮崎県 日向市 雑貨＆カフェ　民 小売業 その他小売 5%

225,683 宮崎県 日向市 サンレー日向紫雲閣 サービス その他サービス 5%

225,684 宮崎県 日向市 サンロード 小売業 電化製品 5%

225,685 宮崎県 日向市 ＣＣＳマツザワ サービス その他サービス 5%

225,686 宮崎県 日向市 ＪＪ西村一新堂　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

225,687 宮崎県 日向市 塩見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,688 宮崎県 日向市 七福酒店 小売業 食料品 5%

225,689 宮崎県 日向市 七輪 サービス 飲食業 5%

225,690 宮崎県 日向市 上海ガーデン サービス 飲食業 5%

225,691 宮崎県 日向市 ジョイ美容室　永江店 サービス 理容・美容業 5%

225,692 宮崎県 日向市 ジョイ美容室ＧａｒＤｅｎ サービス 理容・美容業 5%

225,693 宮崎県 日向市 ジョイ美容室ｆｒａｇｒａｎｃｅ サービス 理容・美容業 5%

225,694 宮崎県 日向市 新開橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,695 宮崎県 日向市 ＳｗｅｅｔｓＣａｆｅ　ＳＥＩＫＡＤＯ 小売業 食料品 5%

225,696 宮崎県 日向市 Ｓｗｅｅｔ　Ｓｏｕｌ 小売業 食料品 5%

225,697 宮崎県 日向市 スーパーやまさ 小売業 その他小売 5%

225,698 宮崎県 日向市 生活雑貨　ファミーユ 小売業 その他小売 5%

225,699 宮崎県 日向市 ＳＥＩＫＡＤＯ サービス 飲食業 5%

225,700 宮崎県 日向市 セブンプラザマツバ 小売業 電化製品 5%

225,701 宮崎県 日向市 セブンプラザてらはら 小売業 電化製品 5%

225,702 宮崎県 日向市 セルフ花ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,703 宮崎県 日向市 セレスきくち 小売業 電化製品 5%

225,704 宮崎県 日向市 セレス　みたらい 小売業 電化製品 5%

225,705 宮崎県 日向市 ＤＡＮＢＯ ＤＥＬＩ サービス 飲食業 5%

225,706 宮崎県 日向市 中央通給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,707 宮崎県 日向市 千代田病院売店 小売業 その他小売 5%

225,708 宮崎県 日向市 デサキ　日向店 小売業 その他小売 5%
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225,709 宮崎県 日向市 でんかプラザミナト 小売業 電化製品 5%

225,710 宮崎県 日向市 東郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,711 宮崎県 日向市 ドコモショップイオンタウン日向店 小売業 その他小売 5%

225,712 宮崎県 日向市 富島自転車商会 小売業 その他小売 5%

225,713 宮崎県 日向市 トヨタカローラ宮崎日向店 小売業 その他小売 5%

225,714 宮崎県 日向市 トヨタレンタリース宮崎日向店 サービス その他サービス 2%

225,715 宮崎県 日向市 ナガノヤ日向市駅前店 小売業 食料品 5%

225,716 宮崎県 日向市 中原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,717 宮崎県 日向市 西日本観光株式会社 サービス その他サービス 5%

225,718 宮崎県 日向市 ニッセンシェイプ・サロンＧｒａｎｔＡｉｍ 小売業 衣料品 5%

225,719 宮崎県 日向市 ネッツトヨタヒムカ日向店 小売業 その他小売 5%

225,720 宮崎県 日向市 ネッツトヨタ宮崎日向店 小売業 その他小売 5%

225,721 宮崎県 日向市 ねむりの駅まつおか サービス その他サービス 5%

225,722 宮崎県 日向市 八幡 サービス 飲食業 5%

225,723 宮崎県 日向市 バッケーロ サービス 飲食業 5%

225,724 宮崎県 日向市 ビーライン　日向店 小売業 その他小売 5%

225,725 宮崎県 日向市 東自転車店 小売業 その他小売 5%

225,726 宮崎県 日向市 ＢＥＧＩＮ　タニグチ 小売業 電化製品 5%

225,727 宮崎県 日向市 ビストロ南蛮亭 サービス 飲食業 5%

225,728 宮崎県 日向市 ヒムカシステム サービス その他サービス 5%

225,729 宮崎県 日向市 日向給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,730 宮崎県 日向市 セブン－イレブン日向新生町店 小売業 食料品 2%

225,731 宮崎県 日向市 日向仙ヶ崎 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,732 宮崎県 日向市 日向第一ホテル サービス 宿泊業 5%

225,733 宮崎県 日向市 セブン－イレブン日向大王１丁目店 小売業 食料品 2%

225,734 宮崎県 日向市 セブン－イレブン日向南町店 小売業 食料品 2%

225,735 宮崎県 日向市 日向木協ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,736 宮崎県 日向市 平岩給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,737 宮崎県 日向市 ＰＩＮＫＹ　ＣＲＥＡＭＥＲＹ サービス 飲食業 5%

225,738 宮崎県 日向市 ファッションまつやま　財光寺店 小売業 衣料品 5%

225,739 宮崎県 日向市 ファッションランドタカヤマ日向店 小売業 衣料品 5%

225,740 宮崎県 日向市 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎａｌｏｈｉ サービス 理容・美容業 5%

225,741 宮崎県 日向市 プラザＡ　カマホリ 小売業 衣料品 5%

225,742 宮崎県 日向市 ブリッジサイド 小売業 衣料品 5%

225,743 宮崎県 日向市 Ｐｌｅａｓａｎｔ　日向 サービス 宿泊業 5%

225,744 宮崎県 日向市 へあ＆めいくはい・ちゃ?む サービス 理容・美容業 5%

225,745 宮崎県 日向市 ｅｓｐａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

225,746 宮崎県 日向市 ｈａｉｒｓａｌｏｎｙｏｕ サービス 理容・美容業 5%

225,747 宮崎県 日向市 ホテル　ベルフォート日向 サービス 宿泊業 5%

225,748 宮崎県 日向市 ホテルルミエール日向 サービス 宿泊業 5%

225,749 宮崎県 日向市 マキノ写真館 サービス その他サービス 5%

225,750 宮崎県 日向市 ママイクコ　日向 小売業 その他小売 5%
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225,751 宮崎県 日向市 マルイチ江良店 小売業 食料品 5%

225,752 宮崎県 日向市 マルイチ財光寺店 小売業 食料品 5%

225,753 宮崎県 日向市 マルイチ大王店 小売業 食料品 5%

225,754 宮崎県 日向市 まるみ サービス 飲食業 5%

225,755 宮崎県 日向市 マンガ倉庫日向店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

225,756 宮崎県 日向市 ミシンショップ日向 小売業 電化製品 5%

225,757 宮崎県 日向市 南日向ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,758 宮崎県 日向市 宮交タクシー　日向営業所 サービス その他サービス 5%

225,759 宮崎県 日向市 宮交タクシー日向営業所 サービス その他サービス 5%

225,760 宮崎県 日向市 宮崎トヨタ自動車日向店 小売業 その他小売 5%

225,761 宮崎県 日向市 宮崎ヤクルト販売　日向センター 小売業 食料品 5%

225,762 宮崎県 日向市 ミラノ美容室 サービス 理容・美容業 5%

225,763 宮崎県 日向市 Ｍｕｋｕ ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

225,764 宮崎県 日向市 明林堂書店イオンタウン日向店 小売業 その他小売 5%

225,765 宮崎県 日向市 明林堂書店日向店 小売業 その他小売 5%

225,766 宮崎県 日向市 焼肉　夾竹園　夾竹園　日向店 サービス 飲食業 5%

225,767 宮崎県 日向市 ヤノメガネ　日向店 小売業 貴金属・服飾品 5%

225,768 宮崎県 日向市 有限会社寺原畳工業 小売業 家具・調度品 5%

225,769 宮崎県 日向市 ラフィーネ 小売業 衣料品 5%

225,770 宮崎県 日向市 ｒｕｎ　ｉｎｔｏ サービス 飲食業 5%

225,771 宮崎県 日向市 ＲｏｏＭ サービス 理容・美容業 5%

225,772 宮崎県 日向市 レストラン　カゴメ サービス 飲食業 5%

225,773 宮崎県 日向市 蓮 小売業 その他小売 5%

225,774 宮崎県 日向市 Ｒｏｃａ　Ｈａｉｒ．ｓｇｓ サービス 理容・美容業 5%

225,775 宮崎県 美郷町 神門ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,776 宮崎県 美郷町 川口機工 ＷＨＩＺ 小売業 その他小売 5%

225,777 宮崎県 美郷町 北郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,778 宮崎県 美郷町 西郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,779 宮崎県 美郷町 西郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,780 宮崎県 美郷町 南郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,781 宮崎県 三股町 出光三股ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,782 宮崎県 三股町 からからつみき 小売業 その他小売 5%

225,783 宮崎県 三股町 カワノテニスカレッジ 小売業 その他小売 5%

225,784 宮崎県 三股町 生楽陶苑 小売業 その他小売 5%

225,785 宮崎県 三股町 ＣＬＯＶＥＲ 小売業 その他小売 5%

225,786 宮崎県 三股町 ゲストハウス三股 ゲストハウス 三股 サービス 宿泊業 5%

225,787 宮崎県 三股町 Ｓｐｅｒｏ 小売業 衣料品 5%

225,788 宮崎県 三股町 ネオプラスふじい 小売業 電化製品 5%

225,789 宮崎県 三股町 野口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,790 宮崎県 三股町 ＨＥＡＲＴＹながやま三股店 小売業 食料品 5%

225,791 宮崎県 三股町 パティスリー ル ポール 小売業 その他小売 5%

225,792 宮崎県 三股町 Ｐａｌｍｅｄ＇ＯｒＦｌｏｗｅｒ サービス その他サービス 5%
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225,793 宮崎県 三股町 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＮＯＲＩ サービス 理容・美容業 5%

225,794 宮崎県 三股町 ミートショップながやま三股駅前店 小売業 食料品 5%

225,795 宮崎県 三股町 三股ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,796 宮崎県 三股町 セブン－イレブン三股樺山店 小売業 食料品 2%

225,797 宮崎県 三股町 セブン－イレブン三股新馬場店 小売業 食料品 2%

225,798 宮崎県 三股町 森の雫本店 サービス 飲食業 5%

225,799 宮崎県 三股町 山元石油　三股ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,800 宮崎県 三股町 リフォーム建究社 サービス その他サービス 5%

225,801 宮崎県 都城市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｌｉｂｒｅ都城 サービス 理容・美容業 5%

225,802 宮崎県 都城市 アップルフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

225,803 宮崎県 都城市 アフランシール都城店 小売業 衣料品 5%

225,804 宮崎県 都城市 あぶり七輪しせん サービス 飲食業 5%

225,805 宮崎県 都城市 炙りや かつみ サービス 飲食業 5%

225,806 宮崎県 都城市 アモール宮崎 小売業 衣料品 5%

225,807 宮崎県 都城市 有水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,808 宮崎県 都城市 エステサロンアルシワン サービス 理容・美容業 5%

225,809 宮崎県 都城市 アレンジ サービス その他サービス 5%

225,810 宮崎県 都城市 居酒屋　かがわ サービス 飲食業 5%

225,811 宮崎県 都城市 出光乙房ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,812 宮崎県 都城市 出光都原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,813 宮崎県 都城市 今別府酒店 今別府酒店 小売業 食料品 5%

225,814 宮崎県 都城市 ?癒し処?Ｋｕ‘ｕＰｕｎａｈｅｌｅ サービス 理容・美容業 5%

225,815 宮崎県 都城市 ウィリー高崎店 小売業 その他小売 5%

225,816 宮崎県 都城市 上原誠史事務所 サービス その他サービス 5%

225,817 宮崎県 都城市 本部石油　梅北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,818 宮崎県 都城市 エールかわの 小売業 電化製品 5%

225,819 宮崎県 都城市 エールこだま 小売業 電化製品 5%

225,820 宮崎県 都城市 エステＷＡＭ　都城店 サービス 理容・美容業 5%

225,821 宮崎県 都城市 ＮＡギャラリー 小売業 衣料品 5%

225,822 宮崎県 都城市 えのきリフォーム サービス その他サービス 5%

225,823 宮崎県 都城市 Ｍ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

225,824 宮崎県 都城市 オノウエ自動車整備工場 小売業 その他小売 5%

225,825 宮崎県 都城市 お仏壇の佛心堂 小売業 家具・調度品 5%

225,826 宮崎県 都城市 Ｏｌｉｖｅ サービス 飲食業 5%

225,827 宮崎県 都城市 オリックスレンタカー都城店 サービス その他サービス 2%

225,828 宮崎県 都城市 輝く笑顔が生まれる靴屋 サービス その他サービス 5%

225,829 宮崎県 都城市 カクイックスウィング　都城営業所 小売業 その他小売 5%

225,830 宮崎県 都城市 ｃａｓｕａｌｄｉｎｉｎｇＤｉｓｈｕｐ サービス 飲食業 5%

225,831 宮崎県 都城市 金田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,832 宮崎県 都城市 ＣＡＦＵＬＥ サービス 理容・美容業 5%

225,833 宮崎県 都城市 株式会社川畑板金 サービス その他サービス 5%

225,834 宮崎県 都城市 株式会社コマツレンタル宮崎　都城店 サービス その他サービス 5%
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225,835 宮崎県 都城市 株式会社田中たたみ屋 小売業 家具・調度品 5%

225,836 宮崎県 都城市 株式会社佛壇の古屋鋪　都城店 小売業 家具・調度品 5%

225,837 宮崎県 都城市 株式会社マルエイ自動車 本社 サービス その他サービス 5%

225,838 宮崎県 都城市 髪師 サービス 理容・美容業 5%

225,839 宮崎県 都城市 髪師 サービス 理容・美容業 5%

225,840 宮崎県 都城市 かめや釣具　フィッシング都城 小売業 その他小売 5%

225,841 宮崎県 都城市 からあげ専門店ぶんごや　都城鷹尾店 小売業 食料品 5%

225,842 宮崎県 都城市 カリー専門店トプカあいもこいもかふぇ　カリー専門店トプカあいもこいもかふぇ サービス 飲食業 5%

225,843 宮崎県 都城市 カレーハウスココ壱番屋都城吉尾町店 サービス 飲食業 2%

225,844 宮崎県 都城市 かわぐち薬局 小売業 その他小売 5%

225,845 宮崎県 都城市 かんたん漢方　健都漢方 小売業 その他小売 5%

225,846 宮崎県 都城市 キャッツコハタ 小売業 電化製品 5%

225,847 宮崎県 都城市 ギャラリー＆喫茶　えむｍ 小売業 家具・調度品 5%

225,848 宮崎県 都城市 京料理　だるまや サービス 飲食業 5%

225,849 宮崎県 都城市 キレイスペースゆふら サービス 理容・美容業 5%

225,850 宮崎県 都城市 金海堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

225,851 宮崎県 都城市 金海堂イオン都城店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

225,852 宮崎県 都城市 くい処　ひが志 サービス 飲食業 5%

225,853 宮崎県 都城市 靴のテヅカ　都城店 小売業 衣料品 5%

225,854 宮崎県 都城市 靴屋ｇｉｎｚｏｕ 小売業 衣料品 5%

225,855 宮崎県 都城市 クラージュ。 サービス 理容・美容業 5%

225,856 宮崎県 都城市 ｃｈｅｒｃｈｅｒｊｅｗｅｌｒｙ 小売業 衣料品 5%

225,857 宮崎県 都城市 クリスタルネイル　イオンモール都城駅前店 サービス その他サービス 5%

225,858 宮崎県 都城市 クール・カレ　アン　都城店 小売業 衣料品 5%

225,859 宮崎県 都城市 クール・カレ　アン　イオン都城駅前店 小売業 衣料品 5%

225,860 宮崎県 都城市 黒豚とんぷきん 小売業 食料品 5%

225,861 宮崎県 都城市 警友自動車学校 サービス その他サービス 5%

225,862 宮崎県 都城市 有限会社ドラッグ健都 小売業 その他小売 5%

225,863 宮崎県 都城市 ｃｏｉｎｚ 小売業 衣料品 5%

225,864 宮崎県 都城市 光学堂　都城宮丸店 小売業 貴金属・服飾品 5%

225,865 宮崎県 都城市 個室居酒屋　神楽 小売業 衣料品 5%

225,866 宮崎県 都城市 児玉自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

225,867 宮崎県 都城市 さいしょ酒店 小売業 その他小売 5%

225,868 宮崎県 都城市 酒安堂 小売業 食料品 5%

225,869 宮崎県 都城市 ｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

225,870 宮崎県 都城市 Ｃ．Ｒ．Ｙ． 小売業 衣料品 5%

225,871 宮崎県 都城市 Ｊ－ＰＩＣモバイルステーション都城 小売業 電化製品 5%

225,872 宮崎県 都城市 志比田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,873 宮崎県 都城市 下池石油　五十市駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,874 宮崎県 都城市 シルフィード　都城店 小売業 衣料品 5%

225,875 宮崎県 都城市 スーパー大浦庄内店 小売業 食料品 5%

225,876 宮崎県 都城市 スーパー大浦鮮ど市場たかお店 小売業 食料品 5%
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225,877 宮崎県 都城市 スーパー大浦パシオしびた 小売業 食料品 5%

225,878 宮崎県 都城市 スーパー大浦パシオ志和池 小売業 食料品 5%

225,879 宮崎県 都城市 スーパー大浦パシオたかお 小売業 食料品 5%

225,880 宮崎県 都城市 スーパー大浦パシオ早鈴 小売業 食料品 5%

225,881 宮崎県 都城市 スーパー大浦パシオ山之口 小売業 食料品 5%

225,882 宮崎県 都城市 セブン－イレブン末吉深川店 小売業 食料品 2%

225,883 宮崎県 都城市 すたみな太郎　都城店 サービス 飲食業 5%

225,884 宮崎県 都城市 Ｓｔｒｅｅｔ４５ 小売業 その他小売 5%

225,885 宮崎県 都城市 スナックヴェルニ サービス 飲食業 5%

225,886 宮崎県 都城市 スポーツダイニング バモス サービス 飲食業 5%

225,887 宮崎県 都城市 炭焼 いそ川 サービス 飲食業 5%

225,888 宮崎県 都城市 セルフ北原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,889 宮崎県 都城市 セブンプラザ　トクシゲ 小売業 電化製品 5%

225,890 宮崎県 都城市 セブンプラザ都城なかむら店 小売業 電化製品 5%

225,891 宮崎県 都城市 セルフ都北給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,892 宮崎県 都城市 セルフ早水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,893 宮崎県 都城市 セルフ平田橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,894 宮崎県 都城市 セルフ都城インター 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,895 宮崎県 都城市 セルフ吉尾ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,896 宮崎県 都城市 ＳｅｌｅｃｔＳｈｏｐＣｏｍｐａｓｓ 小売業 衣料品 5%

225,897 宮崎県 都城市 セレモニーやまおく都城 小売業 その他小売 5%

225,898 宮崎県 都城市 鮮ど市場花繰店 小売業 食料品 5%

225,899 宮崎県 都城市 創彩酒膳ごち サービス 飲食業 5%

225,900 宮崎県 都城市 ｓｏｎｏｒｅｍｕｓｉｃ サービス その他サービス 5%

225,901 宮崎県 都城市 高崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,902 宮崎県 都城市 高崎町農産加工センター 小売業 食料品 5%

225,903 宮崎県 都城市 高城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,904 宮崎県 都城市 セブン－イレブン高城香禅寺店 小売業 食料品 2%

225,905 宮崎県 都城市 辰美屋クリーニング 辰美屋クリーニング サービス その他サービス 5%

225,906 宮崎県 都城市 タマチャンショップ 都城本店 小売業 食料品 5%

225,907 宮崎県 都城市 茶圃斉光園 小売業 食料品 5%

225,908 宮崎県 都城市 ディナーレストラン　Ｒｙｕ サービス 飲食業 5%

225,909 宮崎県 都城市 デサキ　都城店 小売業 その他小売 5%

225,910 宮崎県 都城市 陶スタジオ サービス その他サービス 5%

225,911 宮崎県 都城市 トーコー　トーコー 小売業 その他小売 5%

225,912 宮崎県 都城市 常盤荘 サービス 宿泊業 5%

225,913 宮崎県 都城市 都北工業団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,914 宮崎県 都城市 トヨタカローラ宮崎Ｔ－ＵＰ大岩田店 小売業 その他小売 5%

225,915 宮崎県 都城市 トヨタカローラ宮崎都城店 小売業 その他小売 5%

225,916 宮崎県 都城市 トヨタ部品宮崎共販都城営業所 サービス その他サービス 5%

225,917 宮崎県 都城市 トヨタレンタリース宮崎都城店 サービス その他サービス 2%

225,918 宮崎県 都城市 中小路カーサービス サービス その他サービス 5%
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225,919 宮崎県 都城市 中町ワイン食堂 サービス 飲食業 5%

225,920 宮崎県 都城市 ナカムラ自動車学校 サービス その他サービス 5%

225,921 宮崎県 都城市 ＮＡＴＵＲＡＬＢＥＡＵＴＹＬＡＴＴＥ サービス 理容・美容業 5%

225,922 宮崎県 都城市 ナンキュウ　南都城営業所 小売業 その他小売 5%

225,923 宮崎県 都城市 ナンキュウ　都城営業所 小売業 その他小売 5%

225,924 宮崎県 都城市 肉のながやま梅北店 小売業 食料品 5%

225,925 宮崎県 都城市 西岳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,926 宮崎県 都城市 西之前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,927 宮崎県 都城市 日本料理　一石 サービス 飲食業 5%

225,928 宮崎県 都城市 Ｎｅｗ　Ｋｉｚｕｎａ 小売業 その他小売 5%

225,929 宮崎県 都城市 ｎｏｏｆｆｅｅｍｉｌｌ サービス 飲食業 5%

225,930 宮崎県 都城市 ネオプラスくぎた 小売業 電化製品 5%

225,931 宮崎県 都城市 ネオプラス　タカヤマタカオ店 小売業 電化製品 5%

225,932 宮崎県 都城市 ネッツトヨタヒムカ都城店 小売業 その他小売 5%

225,933 宮崎県 都城市 ネッツトヨタ宮崎年見店 小売業 その他小売 5%

225,934 宮崎県 都城市 ネッツトヨタ宮崎都城店 小売業 その他小売 5%

225,935 宮崎県 都城市 ＨＥＡＲＴＹながやま鷹尾店 小売業 食料品 5%

225,936 宮崎県 都城市 ＨＥＡＲＴＹながやま都北店 小売業 食料品 5%

225,937 宮崎県 都城市 ＨＥＡＲＴＹながやま若葉店 小売業 食料品 5%

225,938 宮崎県 都城市 パソコン市場　都城店 小売業 電化製品 5%

225,939 宮崎県 都城市 パソコンドック２４　都城店 サービス その他サービス 5%

225,940 宮崎県 都城市 パソコンドック２４　都城店 サービス その他サービス 5%

225,941 宮崎県 都城市 ｈａｐｐｙ ｗｅａｒｓ 小売業 衣料品 5%

225,942 宮崎県 都城市 パティーナストックルーム 小売業 衣料品 5%

225,943 宮崎県 都城市 ハトヤ　都城店 小売業 衣料品 5%

225,944 宮崎県 都城市 ハピネス都城本店 小売業 食料品 5%

225,945 宮崎県 都城市 早水中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,946 宮崎県 都城市 ＢＡＬＬＯＯＮ　ＬＩＬＹ’Ｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

225,947 宮崎県 都城市 ＢＭＯ都城店 小売業 衣料品 5%

225,948 宮崎県 都城市 ビーライン　早鈴店 小売業 その他小売 5%

225,949 宮崎県 都城市 東都城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,950 宮崎県 都城市 ビデオ＆フォトスタジオ　３Ｍ サービス その他サービス 5%

225,951 宮崎県 都城市 姫城町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,952 宮崎県 都城市 日向時間 サービス その他サービス 5%

225,953 宮崎県 都城市 日向時間　ショップ 小売業 食料品 5%

225,954 宮崎県 都城市 ｆｕｓｅ　リセット　ヒューズリセット 小売業 衣料品 5%

225,955 宮崎県 都城市 ヒューズ：リセット 小売業 衣料品 5%

225,956 宮崎県 都城市 美容室ＫＩＫＯ サービス 理容・美容業 5%

225,957 宮崎県 都城市 美容ピュア都城店 サービス 理容・美容業 5%

225,958 宮崎県 都城市 Ｆｏｏｄコンビニながやま乙房店 小売業 食料品 5%

225,959 宮崎県 都城市 フジオートサービス サービス その他サービス 5%

225,960 宮崎県 都城市 セブン－イレブン藤元総合病院店 小売業 食料品 2%
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225,961 宮崎県 都城市 ブティック　ベルモダン 小売業 衣料品 5%

225,962 宮崎県 都城市 ＢＲＩＧＨＴ　ＦＡＣＴＯＲＹ サービス 理容・美容業 5%

225,963 宮崎県 都城市 ｐｌｕｓ＋ｃａｆｅ一花 小売業 衣料品 5%

225,964 宮崎県 都城市 プーラビーダ　都城店 小売業 その他小売 5%

225,965 宮崎県 都城市 Ｌｅｃｏｐａ サービス 飲食業 5%

225,966 宮崎県 都城市 プロショップ　テイクワン 小売業 その他小売 5%

225,967 宮崎県 都城市 北海道ダイニング　ＭＡＲＵＭＩ サービス 飲食業 5%

225,968 宮崎県 都城市 ＰＯＳＨ☆ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

225,969 宮崎県 都城市 ボデーショップ本薗 サービス その他サービス 5%

225,970 宮崎県 都城市 前田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,971 宮崎県 都城市 マクドナルドイオンモール都城駅前店 サービス 飲食業 2%

225,972 宮崎県 都城市 マクドナルド都城インター店 サービス 飲食業 2%

225,973 宮崎県 都城市 マクドナルド都城店 サービス 飲食業 2%

225,974 宮崎県 都城市 マルニ 小売業 その他小売 5%

225,975 宮崎県 都城市 ミートショップながやま志比田店 小売業 食料品 5%

225,976 宮崎県 都城市 ミートショップながやま山田店 小売業 食料品 5%

225,977 宮崎県 都城市 みしん市場　都城店 小売業 電化製品 5%

225,978 宮崎県 都城市 ミスピカソミエル 小売業 衣料品 5%

225,979 宮崎県 都城市 南九州ホンダ　南九州ホンダ 小売業 その他小売 5%

225,980 宮崎県 都城市 三成恵 サービス 理容・美容業 5%

225,981 宮崎県 都城市 都城東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,982 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城一万城町店 小売業 食料品 2%

225,983 宮崎県 都城市 都城インター　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,984 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城インター店 小売業 食料品 2%

225,985 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城梅北町店 小売業 食料品 2%

225,986 宮崎県 都城市 宮交タクシー　都城（営） サービス その他サービス 5%

225,987 宮崎県 都城市 都城オステオパシー治療院 サービス 理容・美容業 5%

225,988 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城金田町店 小売業 食料品 2%

225,989 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城上川東２丁目店 小売業 食料品 2%

225,990 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城上長飯店 小売業 食料品 2%

225,991 宮崎県 都城市 都城グリーンホテル サービス 宿泊業 5%

225,992 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城高専前店 小売業 食料品 2%

225,993 宮崎県 都城市 都城シティホテル サービス 宿泊業 5%

225,994 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城志比田町店 小売業 食料品 2%

225,995 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城下川東４丁目店 小売業 食料品 2%

225,996 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城下長飯店 小売業 食料品 2%

225,997 宮崎県 都城市 都城庄内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

225,998 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城庄内町店 小売業 食料品 2%

225,999 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城志和池店 小売業 食料品 2%

226,000 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城大王町店 小売業 食料品 2%

226,001 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城高崎大牟田店 小売業 食料品 2%

226,002 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城高崎新田店 小売業 食料品 2%
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226,003 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城高崎縄瀬店 小売業 食料品 2%

226,004 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城たからニュータウン入口店 小売業 食料品 2%

226,005 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城年見町店 小売業 食料品 2%

226,006 宮崎県 都城市 都城都北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,007 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城都北町店 小売業 食料品 2%

226,008 宮崎県 都城市 都城ドライビングスクール サービス その他サービス 5%

226,009 宮崎県 都城市 都城西町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,010 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城早鈴町店 小売業 食料品 2%

226,011 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城東甲斐元町店 小売業 食料品 2%

226,012 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城平塚町店 小売業 食料品 2%

226,013 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城南横市店 小売業 食料品 2%

226,014 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城都原店 小売業 食料品 2%

226,015 宮崎県 都城市 セブン－イレブン都城安久町店 小売業 食料品 2%

226,016 宮崎県 都城市 宮崎高城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,017 宮崎県 都城市 宮崎トヨタ自動車都城店 小売業 その他小売 5%

226,018 宮崎県 都城市 明林堂書店都北店 小売業 その他小売 5%

226,019 宮崎県 都城市 メインホテル サービス 宿泊業 5%

226,020 宮崎県 都城市 芽ぐむ和 小売業 食料品 5%

226,021 宮崎県 都城市 めし家 サービス 飲食業 5%

226,022 宮崎県 都城市 メンズセンター　ヤマシタ 小売業 衣料品 5%

226,023 宮崎県 都城市 モイスティーヌ都城販売 小売業 その他小売 5%

226,024 宮崎県 都城市 モイスティーヌサロン　永遠 小売業 その他小売 5%

226,025 宮崎県 都城市 モールひろせ鷹尾店 小売業 食料品 5%

226,026 宮崎県 都城市 モールひろせ中央店 小売業 食料品 5%

226,027 宮崎県 都城市 母智丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,028 宮崎県 都城市 ｍｏｒｒｉｓｏｎ サービス 理容・美容業 5%

226,029 宮崎県 都城市 モールひろせ　鷹尾店 小売業 食料品 5%

226,030 宮崎県 都城市 モンセルクル 小売業 食料品 5%

226,031 宮崎県 都城市 安久 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,032 宮崎県 都城市 山田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,033 宮崎県 都城市 山田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,034 宮崎県 都城市 セブン－イレブン山田前坂店 小売業 食料品 2%

226,035 宮崎県 都城市 山之口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,036 宮崎県 都城市 山之口東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,037 宮崎県 都城市 山萬呉服店 小売業 衣料品 5%

226,038 宮崎県 都城市 有限会社木佐貫電器 小売業 電化製品 5%

226,039 宮崎県 都城市 有　髙橋プロパン店 サービス その他サービス 5%

226,040 宮崎県 都城市 有 総合花商小倉 小売業 その他小売 5%

226,041 宮崎県 都城市 夢みるく　ｃｏｃｏｎａ サービス 飲食業 5%

226,042 宮崎県 都城市 夢みるく　ｃｏｃｏｎａ　１号車 サービス 飲食業 5%

226,043 宮崎県 都城市 夢みるく　ｃｏｃｏｎａ　３号車 サービス 飲食業 5%

226,044 宮崎県 都城市 夢みるく　ｃｏｃｏｎａ　２号車 サービス 飲食業 5%

5384



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

226,045 宮崎県 都城市 吉永電器商会 小売業 電化製品 5%

226,046 宮崎県 都城市 拉?　べっぷんち サービス 飲食業 5%

226,047 宮崎県 都城市 ＬＡＭＰ　ｏｆ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

226,048 宮崎県 都城市 リカーショップＤＡＢＡ 小売業 その他小売 5%

226,049 宮崎県 都城市 レジァンス都城店 小売業 衣料品 5%

226,050 宮崎県 都城市 ロゼマドンナ 小売業 衣料品 5%

226,051 宮崎県 都城市 Ｌｏｍｉｌｏｍｉ　ｈｅａｌｉｎｇ　Ｎａｉａ サービス その他サービス 5%

226,052 宮崎県 都城市 ワールドトラベル サービス その他サービス 5%

226,053 宮崎県 宮崎市 アーユス サービス その他サービス 5%

226,054 宮崎県 宮崎市 ＩＴサポート九州 サービス その他サービス 5%

226,055 宮崎県 宮崎市 アイトップ　住吉店 小売業 貴金属・服飾品 5%

226,056 宮崎県 宮崎市 アイトップ大淀店 小売業 貴金属・服飾品 5%

226,057 宮崎県 宮崎市 アイトップ中央店 小売業 貴金属・服飾品 5%

226,058 宮崎県 宮崎市 アイマスク専門店ｕｐｇｒａｎｄ 小売業 その他小売 5%

226,059 宮崎県 宮崎市 青島グランドホテル サービス 宿泊業 5%

226,060 宮崎県 宮崎市 青島ゲストハウス風樹 サービス その他サービス 5%

226,061 宮崎県 宮崎市 青島水光苑ホテル サービス 宿泊業 5%

226,062 宮崎県 宮崎市 青島ハンモック 小売業 その他小売 5%

226,063 宮崎県 宮崎市 赤江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,064 宮崎県 宮崎市 あかえ電化 小売業 電化製品 5%

226,065 宮崎県 宮崎市 赤帽あおき運送 サービス その他サービス 5%

226,066 宮崎県 宮崎市 アクアポット　アクアポット サービス 飲食業 5%

226,067 宮崎県 宮崎市 ＡｃｔｉｖｅＬｉｆｅＫｅｅｐｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

226,068 宮崎県 宮崎市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｃｒａｎｅ宮崎 サービス 理容・美容業 5%

226,069 宮崎県 宮崎市 ａｇｒｉａｒｔ 小売業 その他小売 5%

226,070 宮崎県 宮崎市 あさひケ丘釣具店 小売業 その他小売 5%

226,071 宮崎県 宮崎市 アジサイアパートメント 小売業 衣料品 5%

226,072 宮崎県 宮崎市 ａｇｉｌｉ サービス 理容・美容業 5%

226,073 宮崎県 宮崎市 ａｓ－ｕｆｏｒｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

226,074 宮崎県 宮崎市 アットマーク宮崎 サービス その他サービス 5%

226,075 宮崎県 宮崎市 あっぱれ食堂 サービス 飲食業 5%

226,076 宮崎県 宮崎市 アドバンス工業 小売業 電化製品 5%

226,077 宮崎県 宮崎市 あとひきラーメン田野本店 サービス 飲食業 5%

226,078 宮崎県 宮崎市 ＡＴＯＭｉｃａ サービス その他サービス 5%

226,079 宮崎県 宮崎市 ｃａｆｅ　ｂａｎｂａｎｈｅｙ サービス 飲食業 5%

226,080 宮崎県 宮崎市 炙ダイニング　やいちゃッ亭　宮崎店 サービス 飲食業 5%

226,081 宮崎県 宮崎市 アライヴ サービス その他サービス 5%

226,082 宮崎県 宮崎市 ａ　ｌｉｔｔｌｅ　ｓａｌｏｎ　ｎｉｉｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

226,083 宮崎県 宮崎市 アレーズ　加納 小売業 その他小売 5%

226,084 宮崎県 宮崎市 アレーズ　宮崎店 小売業 衣料品 5%

226,085 宮崎県 宮崎市 アロマフルール 小売業 その他小売 5%

226,086 宮崎県 宮崎市 ａｒｏｍａ　ｆｌｅｕｒ 小売業 その他小売 5%
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226,087 宮崎県 宮崎市 ａｒｏｍａ　ｆｌｅｕｒ　南宮崎校 小売業 その他小売 5%

226,088 宮崎県 宮崎市 ａｎ　ａｒｔ　ｓｏｈｏ サービス 理容・美容業 5%

226,089 宮崎県 宮崎市 アンアール宮崎店 小売業 衣料品 5%

226,090 宮崎県 宮崎市 アンシンサポート 竹田ランチェスター経営 宮崎 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

226,091 宮崎県 宮崎市 安心堂佛壇店 小売業 その他小売 5%

226,092 宮崎県 宮崎市 ＵＮＤＥＲ　ＴＨＥ　ＳＵＮ　ＳＵＩＴＥ【アンダーザサンスイート】 サービス 理容・美容業 5%

226,093 宮崎県 宮崎市 Ｕｎｄｅｒ　Ｔｈｅ　Ｓｕｎ　ｎａｔｕｒａｌ　＆　ｏｒｇａｎｉｃｓ サービス 理容・美容業 5%

226,094 宮崎県 宮崎市 ａｎｄ　ｂｕｂｂｌｅ サービス 飲食業 5%

226,095 宮崎県 宮崎市 アンビエンス 小売業 衣料品 5%

226,096 宮崎県 宮崎市 居心地屋 やまぢ サービス 飲食業 5%

226,097 宮崎県 宮崎市 イタリア料理カプリチョーザ サービス 飲食業 2%

226,098 宮崎県 宮崎市 いちりゅう南宮崎店　いちりゅう南宮崎店 サービス 飲食業 5%

226,099 宮崎県 宮崎市 いちろく有限会社 小売業 その他小売 5%

226,100 宮崎県 宮崎市 一心鮨　光洋 サービス 飲食業 5%

226,101 宮崎県 宮崎市 胃袋直撃食堂　チャンプ サービス 飲食業 5%

226,102 宮崎県 宮崎市 胃袋直撃食堂　チャンプ！！ サービス 飲食業 5%

226,103 宮崎県 宮崎市 インテリアショップライフ　ミヤザキ 小売業 その他小売 5%

226,104 宮崎県 宮崎市 インテリアショップライフ　ミヤザキテン 小売業 家具・調度品 5%

226,105 宮崎県 宮崎市 インフィニット合同会社 サービス その他サービス 5%

226,106 宮崎県 宮崎市 ウィビー車検パーク 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,107 宮崎県 宮崎市 うを旬 サービス 飲食業 5%

226,108 宮崎県 宮崎市 うどん茶房　ふなや サービス 飲食業 5%

226,109 宮崎県 宮崎市 うどん茶房ふなや サービス 飲食業 5%

226,110 宮崎県 宮崎市 ウメコウジ佐土原本店 小売業 食料品 5%

226,111 宮崎県 宮崎市 ＡＩＲ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｌｏｕｎｇｅ【エアー】 サービス 理容・美容業 5%

226,112 宮崎県 宮崎市 ＨＴＨ　Ｄｏｇ　Ｓｃｈｏｏｌ サービス その他サービス 5%

226,113 宮崎県 宮崎市 榮鶏庵 サービス 飲食業 5%

226,114 宮崎県 宮崎市 えこる宮崎店 サービス その他サービス 5%

226,115 宮崎県 宮崎市 江坂商会 江坂商会 小売業 その他小売 5%

226,116 宮崎県 宮崎市 エステＷＡＭ　宮崎店 サービス 理容・美容業 5%

226,117 宮崎県 宮崎市 エステ　ＷＡＭ　宮崎店 サービス 理容・美容業 5%

226,118 宮崎県 宮崎市 Ｅｄｏハウス サービス その他サービス 5%

226,119 宮崎県 宮崎市 えのきサイクル 小売業 その他小売 5%

226,120 宮崎県 宮崎市 えのきサイクル 小売業 その他小売 5%

226,121 宮崎県 宮崎市 えのきサイクル２ 小売業 その他小売 5%

226,122 宮崎県 宮崎市 Ｆファクトリー 小売業 その他小売 5%

226,123 宮崎県 宮崎市 ＭＲＴ　ＭＩＣＣ 小売業 衣料品 5%

226,124 宮崎県 宮崎市 ＭＬＴ株式会社 ＭＬＴｓｐｏｒｔｓ サービス その他サービス 5%

226,125 宮崎県 宮崎市 艶Ⅲ サービス 飲食業 5%

226,126 宮崎県 宮崎市 エントランス浜ゆう 小売業 その他小売 5%

226,127 宮崎県 宮崎市 大塚どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

226,128 宮崎県 宮崎市 オートクロギ 小売業 その他小売 5%
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226,129 宮崎県 宮崎市 オートショップ　Ｃａｒ　グッチ サービス その他サービス 5%

226,130 宮崎県 宮崎市 鳳焼　凱 サービス 飲食業 5%

226,131 宮崎県 宮崎市 大原自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

226,132 宮崎県 宮崎市 大盛うどん サービス 飲食業 5%

226,133 宮崎県 宮崎市 Ｏ輪 サービス 飲食業 5%

226,134 宮崎県 宮崎市 岡﨑石油 小売業 電化製品 5%

226,135 宮崎県 宮崎市 お菓子の浩屋 小売業 食料品 5%

226,136 宮崎県 宮崎市 お菓子のよしだ家 小売業 食料品 5%

226,137 宮崎県 宮崎市 おくぞの 小売業 電化製品 5%

226,138 宮崎県 宮崎市 お食事　女島 サービス 飲食業 5%

226,139 宮崎県 宮崎市 お食事処　こくぶ サービス 飲食業 5%

226,140 宮崎県 宮崎市 お茶の美老園本店 小売業 食料品 5%

226,141 宮崎県 宮崎市 ｏｔｔａｌａ食堂 サービス 飲食業 5%

226,142 宮崎県 宮崎市 鬼扇 サービス 飲食業 5%

226,143 宮崎県 宮崎市 おらが村 サービス 飲食業 5%

226,144 宮崎県 宮崎市 オリックスレンタカー宮崎駅前店 サービス その他サービス 2%

226,145 宮崎県 宮崎市 オリックスレンタカー宮崎空港フェニックス店 サービス その他サービス 2%

226,146 宮崎県 宮崎市 オリックスレンタカー宮崎空港ベアーズ店 サービス その他サービス 2%

226,147 宮崎県 宮崎市 オリックスレンタカー宮崎橘通店 サービス その他サービス 2%

226,148 宮崎県 宮崎市 カーケア後藤 サービス その他サービス 5%

226,149 宮崎県 宮崎市 Ｇａｒｄｅｎ サービス その他サービス 5%

226,150 宮崎県 宮崎市 カーテン工房　窓 小売業 家具・調度品 5%

226,151 宮崎県 宮崎市 カーテンのヨシイ　カーテンのヨシイ 小売業 その他小売 5%

226,152 宮崎県 宮崎市 海舟寿し 小売業 食料品 5%

226,153 宮崎県 宮崎市 かい理容室 サービス 理容・美容業 5%

226,154 宮崎県 宮崎市 カイロプラクティックハンズボーン サービス 理容・美容業 5%

226,155 宮崎県 宮崎市 カーヴ・ド・ヴァン　エレヴァージュ 小売業 その他小売 5%

226,156 宮崎県 宮崎市 ＫａＫａＰａｎ．ＳｋｉｍＳｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

226,157 宮崎県 宮崎市 カギの１１０番　大塚窪田店 小売業 その他小売 5%

226,158 宮崎県 宮崎市 カギの１１０番　大塚店 小売業 その他小売 5%

226,159 宮崎県 宮崎市 カギの１１０番　昭和店 小売業 その他小売 5%

226,160 宮崎県 宮崎市 カクイックスウィング　宮崎営業所 小売業 その他小売 5%

226,161 宮崎県 宮崎市 学生服のハトヤ　大塚店 小売業 衣料品 5%

226,162 宮崎県 宮崎市 学生服のハトヤ　大淀店 小売業 衣料品 5%

226,163 宮崎県 宮崎市 学生服のハトヤ　花ヶ島店 小売業 衣料品 5%

226,164 宮崎県 宮崎市 学生服のハトヤ　本店 小売業 衣料品 5%

226,165 宮崎県 宮崎市 ｋａｎａｏａｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

226,166 宮崎県 宮崎市 カナオア ヘアデザイン ｋａｎａｏａ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

226,167 宮崎県 宮崎市 加納給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,168 宮崎県 宮崎市 かのうペットメモリアル サービス その他サービス 5%

226,169 宮崎県 宮崎市 カフェ茉莉花 サービス 飲食業 5%

226,170 宮崎県 宮崎市 （株）ａｒｔｅｌａｂｏ 小売業 家具・調度品 5%
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226,171 宮崎県 宮崎市 株式会社安藤商事 セキド宮崎中央 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

226,172 宮崎県 宮崎市 株式会社エボリューション サービス その他サービス 5%

226,173 宮崎県 宮崎市 株式会社キヨナガ 宮崎営業本部 サービス その他サービス 5%

226,174 宮崎県 宮崎市 株）コマツレンタル宮崎南宮崎機材センター サービス その他サービス 5%

226,175 宮崎県 宮崎市 株式会社コマツレンタル宮崎　宮崎中央店 サービス その他サービス 5%

226,176 宮崎県 宮崎市 株式会社サンネット　ヤマサキ文具館　本店 小売業 その他小売 5%

226,177 宮崎県 宮崎市 株式会社サンネット　ヤマサキ文具館　住吉店 小売業 その他小売 5%

226,178 宮崎県 宮崎市 株式会社サンネット　ヤマサキ文具館　赤江店 小売業 その他小売 5%

226,179 宮崎県 宮崎市 株式会社システム一 サービス その他サービス 5%

226,180 宮崎県 宮崎市 株式会社西村楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

226,181 宮崎県 宮崎市 株式会社フォーヴス　ｍａｓａｈｉｒｏ サービス 飲食業 5%

226,182 宮崎県 宮崎市 株式会社宮崎ドライビングスクール サービス その他サービス 5%

226,183 宮崎県 宮崎市 モリミキ サービス その他サービス 5%

226,184 宮崎県 宮崎市 株式会社　モンレーヴヒダカ 小売業 貴金属・服飾品 5%

226,185 宮崎県 宮崎市 釜焼鳥　嬉音　（うれしね） サービス 飲食業 5%

226,186 宮崎県 宮崎市 髪工房えのき サービス 理容・美容業 5%

226,187 宮崎県 宮崎市 髪芝居 サービス 理容・美容業 5%

226,188 宮崎県 宮崎市 ＣＡＭ　ＯＮ サービス 飲食業 5%

226,189 宮崎県 宮崎市 かめや釣具　宮崎店 小売業 その他小売 5%

226,190 宮崎県 宮崎市 かめや釣具　南宮崎店 小売業 その他小売 5%

226,191 宮崎県 宮崎市 ＣＯＬＯＲＢＡＲ サービス 理容・美容業 5%

226,192 宮崎県 宮崎市 ＣｏＬｏｒＦｕＬ サービス 理容・美容業 5%

226,193 宮崎県 宮崎市 ＧＡＲＡＧＥ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

226,194 宮崎県 宮崎市 カレーハウスココ壱番屋宮崎大塚町店 サービス 飲食業 2%

226,195 宮崎県 宮崎市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋宮崎新名爪店 サービス 飲食業 2%

226,196 宮崎県 宮崎市 カレーハウスココ壱番屋宮崎日の出町店 サービス 飲食業 2%

226,197 宮崎県 宮崎市 カレーハウスココ壱番屋宮崎南バイパス店 サービス 飲食業 2%

226,198 宮崎県 宮崎市 ガレージ　カウト 小売業 その他小売 5%

226,199 宮崎県 宮崎市 川崎理容 サービス 理容・美容業 5%

226,200 宮崎県 宮崎市 カワヒロ サービス その他サービス 5%

226,201 宮崎県 宮崎市 ＫＩＯＬＡ　ＳＰＡ【キオラスパ】 サービス その他サービス 5%

226,202 宮崎県 宮崎市 季肴ひらり サービス 飲食業 5%

226,203 宮崎県 宮崎市 季節料理　かわの サービス 飲食業 5%

226,204 宮崎県 宮崎市 季節料理　かわの サービス 飲食業 5%

226,205 宮崎県 宮崎市 木花ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,206 宮崎県 宮崎市 キママブックス サービス その他サービス 5%

226,207 宮崎県 宮崎市 キャピックミヤザキ サービス その他サービス 5%

226,208 宮崎県 宮崎市 ギャラリー陶花 小売業 その他小売 5%

226,209 宮崎県 宮崎市 牛角宮崎大島通線店 サービス 飲食業 2%

226,210 宮崎県 宮崎市 九州消防 小売業 その他小売 5%

226,211 宮崎県 宮崎市 牛肉論 サービス 飲食業 5%

226,212 宮崎県 宮崎市 餃子のよどがわ サービス 飲食業 5%
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226,213 宮崎県 宮崎市 郷土旬菜もも鐵　えん サービス 飲食業 5%

226,214 宮崎県 宮崎市 清武ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,215 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン清武池田台入口店 小売業 食料品 2%

226,216 宮崎県 宮崎市 清武インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,217 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン清武加納店 小売業 食料品 2%

226,218 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン清武看護大学前店 小売業 食料品 2%

226,219 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン清武木原店 小売業 食料品 2%

226,220 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン清武沓掛店 小売業 食料品 2%

226,221 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン清武町役場前店 小売業 食料品 2%

226,222 宮崎県 宮崎市 ｇｉｎｇａ サービス 理容・美容業 5%

226,223 宮崎県 宮崎市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ宮崎店 小売業 その他小売 5%

226,224 宮崎県 宮崎市 串焼　ＫＩＤＥＮ サービス 飲食業 5%

226,225 宮崎県 宮崎市 くすりのドリーム 小売業 その他小売 5%

226,226 宮崎県 宮崎市 くつかけ荘 小売業 その他小売 5%

226,227 宮崎県 宮崎市 ＧＯＯＤ　ＦＥＬＬＯＷＳ 小売業 衣料品 5%

226,228 宮崎県 宮崎市 靴のテヅカ　加納店 小売業 衣料品 5%

226,229 宮崎県 宮崎市 靴のテヅカ　霧島店 小売業 衣料品 5%

226,230 宮崎県 宮崎市 靴のテヅカ　柳丸店 小売業 衣料品 5%

226,231 宮崎県 宮崎市 靴のテヅカ佐土原店 小売業 衣料品 5%

226,232 宮崎県 宮崎市 熊本印房 小売業 その他小売 5%

226,233 宮崎県 宮崎市 ｃｌｏｕｄｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ． サービス 理容・美容業 5%

226,234 宮崎県 宮崎市 Ｃｌｕｔｃｈｎｅｓ サービス 理容・美容業 5%

226,235 宮崎県 宮崎市 クラブ　Ａ－１ サービス 飲食業 5%

226,236 宮崎県 宮崎市 倶楽部艶Ⅲ サービス 飲食業 5%

226,237 宮崎県 宮崎市 クラブ　エンペラー サービス 飲食業 5%

226,238 宮崎県 宮崎市 クラブ　ＶＵＬＣＡＮ サービス 飲食業 5%

226,239 宮崎県 宮崎市 グランシャリオ サービス 飲食業 5%

226,240 宮崎県 宮崎市 ＧＲＡＮＴ サービス 理容・美容業 5%

226,241 宮崎県 宮崎市 ｃｌｅａｒ【クリア】 サービス その他サービス 5%

226,242 宮崎県 宮崎市 クリーニングショップかわさき サービス その他サービス 5%

226,243 宮崎県 宮崎市 グリートダイバーズ 小売業 その他小売 5%

226,244 宮崎県 宮崎市 grimm 小売業 衣料品 5%

226,245 宮崎県 宮崎市 久留米マルキュー整備株式会社　宮崎工場 サービス その他サービス 5%

226,246 宮崎県 宮崎市 ＣｒｅｓｔＭｏｔｏｒ 小売業 その他小売 5%

226,247 宮崎県 宮崎市 グロウアップ サービス その他サービス 5%

226,248 宮崎県 宮崎市 クローナ 小売業 家具・調度品 5%

226,249 宮崎県 宮崎市 くろきストアー 小売業 その他小売 5%

226,250 宮崎県 宮崎市 ぐんけい本店　隠蔵 サービス 飲食業 5%

226,251 宮崎県 宮崎市 ぐんけい宮崎駅前店きてん サービス 飲食業 5%

226,252 宮崎県 宮崎市 ケイ アイ シー企画 ｕｎｉｏｎ３柳丸店 小売業 衣料品 5%

226,253 宮崎県 宮崎市 ケイズストリートホテル宮崎 サービス 宿泊業 5%

226,254 宮崎県 宮崎市 現金問屋ダイコク宮崎店 小売業 家具・調度品 5%
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226,255 宮崎県 宮崎市 建築図書館ｇｒａｍ 小売業 家具・調度品 5%

226,256 宮崎県 宮崎市 光学堂イオンモール宮崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

226,257 宮崎県 宮崎市 合資会社　尾崎商店 小売業 食料品 5%

226,258 宮崎県 宮崎市 高妻商事 小売業 貴金属・服飾品 5%

226,259 宮崎県 宮崎市 合同会社Ｓｅｒｅｎｏ サービス 理容・美容業 5%

226,260 宮崎県 宮崎市 コウロギ動物病院 サービス その他サービス 5%

226,261 宮崎県 宮崎市 ＣＯＲＮＥＲ サービス 飲食業 5%

226,262 宮崎県 宮崎市 コーヒー　ビーンズ サービス 飲食業 5%

226,263 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン古賀総合病院店 小売業 食料品 2%

226,264 宮崎県 宮崎市 悟空 サービス 飲食業 5%

226,265 宮崎県 宮崎市 フット＆ヘルスココアンジュ サービス 理容・美容業 5%

226,266 宮崎県 宮崎市 ＣＯＣＯＴＨＡＩ　ロムエシア サービス その他サービス 5%

226,267 宮崎県 宮崎市 ここちや本店 ここちや本店 サービス 飲食業 5%

226,268 宮崎県 宮崎市 コーザ・ノストラ宮崎 小売業 衣料品 5%

226,269 宮崎県 宮崎市 コーザノストラ宮崎ショップ 小売業 衣料品 5%

226,270 宮崎県 宮崎市 個人安藤タクシー サービス 運輸業 5%

226,271 宮崎県 宮崎市 個人　石川タクシー サービス 運輸業 5%

226,272 宮崎県 宮崎市 個人　岩切（節）タクシー サービス 運輸業 5%

226,273 宮崎県 宮崎市 個人　大脇タクシー サービス 運輸業 5%

226,274 宮崎県 宮崎市 個人奥タクシー サービス 運輸業 5%

226,275 宮崎県 宮崎市 個人斉藤タクシー サービス 運輸業 5%

226,276 宮崎県 宮崎市 谷水タクシー サービス 運輸業 5%

226,277 宮崎県 宮崎市 個人図師タクシー サービス 運輸業 5%

226,278 宮崎県 宮崎市 個人　中山タクシー サービス 運輸業 5%

226,279 宮崎県 宮崎市 個人橋之口タクシー サービス 運輸業 5%

226,280 宮崎県 宮崎市 コスメティック　ミノリ 小売業 その他小売 5%

226,281 宮崎県 宮崎市 『子宝・安産の宿』　地蔵庵 サービス その他サービス 5%

226,282 宮崎県 宮崎市 ＫＯＤＡＭＡＰＡＮ 小売業 食料品 5%

226,283 宮崎県 宮崎市 ゴルフドゥ宮崎北店 小売業 その他小売 2%

226,284 宮崎県 宮崎市 ＣＯＬＬＥＣＴ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

226,285 宮崎県 宮崎市 Ｔｈｅ Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ Ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

226,286 宮崎県 宮崎市 Ｔｈｅ Ｖａｓｅ 行 サービス 理容・美容業 5%

226,287 宮崎県 宮崎市 酒蔵　あおき サービス 飲食業 5%

226,288 宮崎県 宮崎市 サキナビューティーラウンジ宮崎 小売業 その他小売 5%

226,289 宮崎県 宮崎市 酒のソクハイ宮崎西銀座通店 小売業 その他小売 5%

226,290 宮崎県 宮崎市 ササキオート 小売業 その他小売 5%

226,291 宮崎県 宮崎市 指物工房矢澤 小売業 家具・調度品 5%

226,292 宮崎県 宮崎市 さつま地鶏炙り焼き〔しせん〕宮崎２号店 サービス 飲食業 5%

226,293 宮崎県 宮崎市 佐土原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,294 宮崎県 宮崎市 佐土原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,295 宮崎県 宮崎市 佐土原町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,296 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン佐土原上田島店 小売業 食料品 2%
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226,297 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン佐土原下田島店 小売業 食料品 2%

226,298 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン佐土原東上那珂店 小売業 食料品 2%

226,299 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン佐土原久峰店 小売業 食料品 2%

226,300 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン佐土原広瀬中学校前店 小売業 食料品 2%

226,301 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン佐土原宮本原店 小売業 食料品 2%

226,302 宮崎県 宮崎市 sabbath 小売業 衣料品 5%

226,303 宮崎県 宮崎市 ＴＨＥ　ＰＵＢＬＩＣ　ＴＡＢＬＥ サービス 飲食業 5%

226,304 宮崎県 宮崎市 Ｔｈｅ　Ｆｉｌｍ サービス 飲食業 5%

226,305 宮崎県 宮崎市 有限会社サロンドフジエ サービス 理容・美容業 5%

226,306 宮崎県 宮崎市 山椒茶屋　宮崎店 サービス 飲食業 5%

226,307 宮崎県 宮崎市 三丁目カフェ サービス 飲食業 5%

226,308 宮崎県 宮崎市 三和交通 小売業 家具・調度品 5%

226,309 宮崎県 宮崎市 Ｊネットレンタカー宮崎株式会社　宮崎店 サービス その他サービス 2%

226,310 宮崎県 宮崎市 Ｊネットレンタカー宮崎株式会社　宮崎空港店 サービス その他サービス 2%

226,311 宮崎県 宮崎市 しぇこぱん サービス 飲食業 5%

226,312 宮崎県 宮崎市 Ｃｈｅｒｉｒ【シェリール】 サービス その他サービス 5%

226,313 宮崎県 宮崎市 四季旬彩えびす サービス 飲食業 5%

226,314 宮崎県 宮崎市 四季の食膳　おがた サービス 飲食業 5%

226,315 宮崎県 宮崎市 雫 サービス 飲食業 5%

226,316 宮崎県 宮崎市 地鶏や肴や鰻やら　ここちや本店 サービス 飲食業 5%

226,317 宮崎県 宮崎市 しふぉん 小売業 その他小売 5%

226,318 宮崎県 宮崎市 ＪＫＰｌａｎｅｔ宮崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

226,319 宮崎県 宮崎市 シャトーレストラン　ベルエポック サービス 飲食業 5%

226,320 宮崎県 宮崎市 ＪＵＮＫ　宮崎 サービス 飲食業 5%

226,321 宮崎県 宮崎市 Ｃｈｏｕ　Ｃｈｏｕ　Ｒｏｏｍ 小売業 衣料品 5%

226,322 宮崎県 宮崎市 寿里庵　中央通店 サービス 飲食業 5%

226,323 宮崎県 宮崎市 潤粋 サービス 飲食業 5%

226,324 宮崎県 宮崎市 ショッピングたうんウィリー 小売業 その他小売 5%

226,325 宮崎県 宮崎市 ショッピングのだ 小売業 その他小売 5%

226,326 宮崎県 宮崎市 ショッピングのだ出来島店 小売業 その他小売 5%

226,327 宮崎県 宮崎市 ＳｉｌｉＢＡＧＳｔｏｒｅｓ 小売業 衣料品 5%

226,328 宮崎県 宮崎市 シルバニアファミリー森のお家宮崎店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

226,329 宮崎県 宮崎市 神宮写真館 サービス その他サービス 5%

226,330 宮崎県 宮崎市 神宮写真館　小松台店 サービス その他サービス 5%

226,331 宮崎県 宮崎市 新城コンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

226,332 宮崎県 宮崎市 新日本補聴器センター宮崎店 小売業 その他小売 5%

226,333 宮崎県 宮崎市 粋 サービス 飲食業 5%

226,334 宮崎県 宮崎市 スーパーびせ 小売業 その他小売 5%

226,335 宮崎県 宮崎市 末広ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,336 宮崎県 宮崎市 寿司処　一平 サービス 飲食業 5%

226,337 宮崎県 宮崎市 スタジオ　ステップ　宮崎店 サービス その他サービス 5%

226,338 宮崎県 宮崎市 すたみな太郎　宮崎店 サービス 飲食業 5%
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226,339 宮崎県 宮崎市 スタンス　宮崎店 小売業 衣料品 5%

226,340 宮崎県 宮崎市 ステッサ＆オルソ サービス 飲食業 5%

226,341 宮崎県 宮崎市 スフィア有限会社 サービス その他サービス 5%

226,342 宮崎県 宮崎市 株式会社ラヴィータ サービス その他サービス 5%

226,343 宮崎県 宮崎市 ｓｍｉｌｅｃｏｕｒｉｅｒ 小売業 その他小売 5%

226,344 宮崎県 宮崎市 スマイルフット宮崎 サービス その他サービス 5%

226,345 宮崎県 宮崎市 炭火串処　そうげん サービス 飲食業 5%

226,346 宮崎県 宮崎市 炭火ホルモン　縁克起 サービス 飲食業 5%

226,347 宮崎県 宮崎市 炭火もも焼き酒場　もも鐡 サービス 飲食業 5%

226,348 宮崎県 宮崎市 炭火焼　鳥辰　炭火焼鳥辰 サービス 飲食業 5%

226,349 宮崎県 宮崎市 炭火焼肉　牛八 サービス 飲食業 5%

226,350 宮崎県 宮崎市 炭火焼肉みはら サービス 飲食業 5%

226,351 宮崎県 宮崎市 セブンプラザ清武店 小売業 電化製品 5%

226,352 宮崎県 宮崎市 セルフ生目の杜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,353 宮崎県 宮崎市 セルフ大塚SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,354 宮崎県 宮崎市 セルフカーケア大島SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,355 宮崎県 宮崎市 セルフ源藤ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,356 宮崎県 宮崎市 セルフシーサイド佐土原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,357 宮崎県 宮崎市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ新別府 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,358 宮崎県 宮崎市 セルフステーション小松台 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,359 宮崎県 宮崎市 セルフ橘通ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,360 宮崎県 宮崎市 セルフ平和台ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,361 宮崎県 宮崎市 セルフ宝財ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,362 宮崎県 宮崎市 セルフ大和ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,363 宮崎県 宮崎市 セレス　かわぐち 小売業 電化製品 5%

226,364 宮崎県 宮崎市 セレス　こづつみ 小売業 電化製品 5%

226,365 宮崎県 宮崎市 セレスゴトウ 小売業 電化製品 5%

226,366 宮崎県 宮崎市 ＢＰＭセレブ宮崎 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,367 宮崎県 宮崎市 セレモニーやまおく宮崎 小売業 その他小売 5%

226,368 宮崎県 宮崎市 仙台牛タン　あらし サービス 飲食業 5%

226,369 宮崎県 宮崎市 鮮ど市場大塚店 小売業 食料品 5%

226,370 宮崎県 宮崎市 鮮ど市場南宮崎店 小売業 食料品 5%

226,371 宮崎県 宮崎市 鮮ど市場元宮店 小売業 食料品 5%

226,372 宮崎県 宮崎市 鮮ど市場柳丸店 小売業 食料品 5%

226,373 宮崎県 宮崎市 せんのみのり 小売業 食料品 5%

226,374 宮崎県 宮崎市 創作居酒屋　彩 サービス 飲食業 5%

226,375 宮崎県 宮崎市 創作和食　すぎ田 サービス 飲食業 5%

226,376 宮崎県 宮崎市 創作和食けいすけ サービス 飲食業 5%

226,377 宮崎県 宮崎市 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　宮崎店 小売業 その他小売 5%

226,378 宮崎県 宮崎市 ダイコク　宮崎店 サービス その他サービス 5%

226,379 宮崎県 宮崎市 Ｄｉｎｉｎｇｋｉｔｃｈｅｎ　Ｄａｄｏ　ｄｉ　ｐｉｎｏ サービス 飲食業 5%

226,380 宮崎県 宮崎市 ダイニングこう サービス 飲食業 5%
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226,381 宮崎県 宮崎市 台湾シャンプー宮﨑 サービス その他サービス 5%

226,382 宮崎県 宮崎市 高岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,383 宮崎県 宮崎市 高岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,384 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン高岡花見店 小売業 食料品 2%

226,385 宮崎県 宮崎市 炊き餃子ともも焼のお店　おにうま サービス 飲食業 5%

226,386 宮崎県 宮崎市 たぬｐｈｏｎｅ 小売業 電化製品 5%

226,387 宮崎県 宮崎市 田野　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,388 宮崎県 宮崎市 田野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,389 宮崎県 宮崎市 Ｔａｆｆｅｅ 小売業 衣料品 5%

226,390 宮崎県 宮崎市 ダブルピース サービス 飲食業 5%

226,391 宮崎県 宮崎市 ｄａ．Ｌｉｋｅ【ダ．ライク】 サービス 理容・美容業 5%

226,392 宮崎県 宮崎市 有限会社太郎と花子 小売業 その他小売 5%

226,393 宮崎県 宮崎市 ＤａｎｃｅＳｃｈｏｏｌ「Ｂａｓｅｍｅｎｔ」／Ｍ＇ｓＣｒｅａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

226,394 宮崎県 宮崎市 千峻 サービス 飲食業 5%

226,395 宮崎県 宮崎市 中国膳菜　凛果 サービス 飲食業 5%

226,396 宮崎県 宮崎市 ちょっぺん サービス 飲食業 5%

226,397 宮崎県 宮崎市 ツバメガスフロンティア　宮崎支店 小売業 その他小売 5%

226,398 宮崎県 宮崎市 定食屋Ｃａｆｅ’わるん サービス 飲食業 5%

226,399 宮崎県 宮崎市 ティナプリ松江店 小売業 衣料品 5%

226,400 宮崎県 宮崎市 デサキ　宮崎店 小売業 その他小売 5%

226,401 宮崎県 宮崎市 ｔｅｓｈｉｇｏｔｏｙａ３０９号室 小売業 衣料品 5%

226,402 宮崎県 宮崎市 テヅカ　一番街店 小売業 衣料品 5%

226,403 宮崎県 宮崎市 テヅカ　加納店 小売業 衣料品 5%

226,404 宮崎県 宮崎市 テヅカ　佐土原店 小売業 衣料品 5%

226,405 宮崎県 宮崎市 テヅカ　トムマッキャン　宮崎店 小売業 衣料品 5%

226,406 宮崎県 宮崎市 テヅカ　本部 小売業 衣料品 5%

226,407 宮崎県 宮崎市 手づくり珈琲の店　豆蔵 サービス 飲食業 5%

226,408 宮崎県 宮崎市 鉄板居酒屋　ゆるり サービス 飲食業 5%

226,409 宮崎県 宮崎市 鉄板焼　紫鈴 サービス 飲食業 5%

226,410 宮崎県 宮崎市 テニスハウス　サンプラス 小売業 その他小売 5%

226,411 宮崎県 宮崎市 テバちゃん 小売業 食料品 5%

226,412 宮崎県 宮崎市 てらだ 小売業 その他小売 5%

226,413 宮崎県 宮崎市 でんかプラザ 小売業 電化製品 5%

226,414 宮崎県 宮崎市 でんかプラザおがた 小売業 電化製品 5%

226,415 宮崎県 宮崎市 でんかプラザこばやし 小売業 電化製品 5%

226,416 宮崎県 宮崎市 でんかプラザマツグチ 小売業 電化製品 5%

226,417 宮崎県 宮崎市 でんかプラザヤマシタ 小売業 電化製品 5%

226,418 宮崎県 宮崎市 でんきの　ナカタケ 小売業 電化製品 5%

226,419 宮崎県 宮崎市 電器のヤスタケ 小売業 電化製品 5%

226,420 宮崎県 宮崎市 天空嵐 サービス 飲食業 5%

226,421 宮崎県 宮崎市 とうがらし サービス 飲食業 5%

226,422 宮崎県 宮崎市 トータルインテリア写楽 小売業 その他小売 5%
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226,423 宮崎県 宮崎市 とくよう電器 小売業 電化製品 5%

226,424 宮崎県 宮崎市 トータルウェディングハウス美優館 サービス その他サービス 5%

226,425 宮崎県 宮崎市 ドッグラン＆カフェ　ＩＣＯＩ サービス その他サービス 5%

226,426 宮崎県 宮崎市 トネガワ自動車テスター工場 サービス その他サービス 5%

226,427 宮崎県 宮崎市 トミヤマエンタープライズ 小売業 衣料品 5%

226,428 宮崎県 宮崎市 トヨタカローラ宮崎大塚店 小売業 その他小売 5%

226,429 宮崎県 宮崎市 トヨタカローラ宮崎空港店 小売業 その他小売 5%

226,430 宮崎県 宮崎市 トヨタカローラ宮崎花ヶ島店 小売業 その他小売 5%

226,431 宮崎県 宮崎市 トヨタカローラ宮崎Ｕ－Ｃａｒ花ヶ島店 小売業 その他小売 5%

226,432 宮崎県 宮崎市 トヨタ部品宮崎共販本社 サービス その他サービス 5%

226,433 宮崎県 宮崎市 トヨタレンタリース宮崎 サービス その他サービス 5%

226,434 宮崎県 宮崎市 トヨタレンタリース宮崎　宮崎空港店 サービス その他サービス 2%

226,435 宮崎県 宮崎市 トヨタレンタリース宮崎宮崎店 サービス その他サービス 2%

226,436 宮崎県 宮崎市 トヨタレンタリース宮崎 サービス その他サービス 2%

226,437 宮崎県 宮崎市 トヨタレンタリース宮崎　青島店 サービス その他サービス 5%

226,438 宮崎県 宮崎市 トヨタレンタリース宮崎　大淀店 サービス その他サービス 5%

226,439 宮崎県 宮崎市 ドラッグ　ナガノヤ　瀬頭店 小売業 その他小売 5%

226,440 宮崎県 宮崎市 ドラッグ　ナガノヤ　芳士店 小売業 その他小売 5%

226,441 宮崎県 宮崎市 ｔｒｕｎｋ　ｏｐｔｉｑｕｅ 小売業 その他小売 5%

226,442 宮崎県 宮崎市 ドリームブロッサム 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

226,443 宮崎県 宮崎市 ＴＲＩＰＢＡＳＥ サービス その他サービス 5%

226,444 宮崎県 宮崎市 トリロー店舗 サービス 飲食業 5%

226,445 宮崎県 宮崎市 ＤＲＥＳＳ　ＵＰ　ドレス専門店　ドレスアップ　ＤＲＥＳＳ　ＵＰ 小売業 衣料品 5%

226,446 宮崎県 宮崎市 ドレスのフルタ 小売業 衣料品 5%

226,447 宮崎県 宮崎市 tres　bon　salon　miyazaki 小売業 衣料品 5%

226,448 宮崎県 宮崎市 ナガノヤ浮の城店 小売業 食料品 5%

226,449 宮崎県 宮崎市 ナガノヤ瀬頭店 小売業 食料品 5%

226,450 宮崎県 宮崎市 ナガノヤ芳士店 小売業 食料品 5%

226,451 宮崎県 宮崎市 ナガノヤまなび野店 小売業 食料品 5%

226,452 宮崎県 宮崎市 和み処　あか川 サービス 飲食業 5%

226,453 宮崎県 宮崎市 株式会社ナチュラル・イング サービス その他サービス 5%

226,454 宮崎県 宮崎市 ナチュリエール サービス 理容・美容業 5%

226,455 宮崎県 宮崎市 株式会社南九州健寿 サービス その他サービス 5%

226,456 宮崎県 宮崎市 ナンキュウ　宮崎営業所 小売業 その他小売 5%

226,457 宮崎県 宮崎市 肉バルＨＥＬＬＯ！ サービス 飲食業 5%

226,458 宮崎県 宮崎市 ＮＩＣＯ 小売業 衣料品 5%

226,459 宮崎県 宮崎市 ｎｉｃｏｈａｉｒｓａｌｏｎ サービス 理容・美容業 5%

226,460 宮崎県 宮崎市 日本酒とワインｒｉｎ サービス 飲食業 5%

226,461 宮崎県 宮崎市 日本料理　やました サービス 飲食業 5%

226,462 宮崎県 宮崎市 ニューウェルシティ宮崎 サービス 宿泊業 5%

226,463 宮崎県 宮崎市 ネッツトヨタヒムカ大塚店 小売業 その他小売 5%

226,464 宮崎県 宮崎市 ネッツトヨタヒムカ花ケ島店 小売業 その他小売 5%
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226,465 宮崎県 宮崎市 ネッツトヨタヒムカ芳士店マイカーセンター 小売業 その他小売 5%

226,466 宮崎県 宮崎市 ネッツトヨタ宮崎赤江店 小売業 その他小売 5%

226,467 宮崎県 宮崎市 ネッツトヨタ宮崎大塚店 小売業 その他小売 5%

226,468 宮崎県 宮崎市 ネッツトヨタ宮崎郡司分店 小売業 その他小売 5%

226,469 宮崎県 宮崎市 ネッツトヨタ宮崎花ケ島店 小売業 その他小売 5%

226,470 宮崎県 宮崎市 農産物直売所このはな市　農産物直売所　このはな市 小売業 食料品 5%

226,471 宮崎県 宮崎市 のだス－パ－芳士店 小売業 その他小売 5%

226,472 宮崎県 宮崎市 ＫＮＯＴ サービス 飲食業 5%

226,473 宮崎県 宮崎市 ＮＯＴＯ サービス 理容・美容業 5%

226,474 宮崎県 宮崎市 ＢＡＲ　ＡＷＡＴＯ サービス 飲食業 5%

226,475 宮崎県 宮崎市 ＨＥＡＲＴＹ住吉店 小売業 食料品 5%

226,476 宮崎県 宮崎市 Ｐｅｒｄｉｅ１ 小売業 その他小売 5%

226,477 宮崎県 宮崎市 ハートイン池内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,478 宮崎県 宮崎市 ＰＡＵＳＡ?ぱうざ? サービス その他サービス 5%

226,479 宮崎県 宮崎市 博多もつ鍋山笠 サービス 飲食業 5%

226,480 宮崎県 宮崎市 Ｈａｋｏｎｉｗａｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

226,481 宮崎県 宮崎市 宮崎ステーション店 サービス その他サービス 5%

226,482 宮崎県 宮崎市 パソコン救急センター宮崎店 サービス その他サービス 5%

226,483 宮崎県 宮崎市 パティスリー　ブランダジュール 小売業 食料品 5%

226,484 宮崎県 宮崎市 パティスリー　オールージュ サービス 飲食業 5%

226,485 宮崎県 宮崎市 バドミントンショップＩＢＳ 小売業 その他小売 5%

226,486 宮崎県 宮崎市 花アトリエフローラ 小売業 その他小売 5%

226,487 宮崎県 宮崎市 花ヶ島給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,488 宮崎県 宮崎市 花ヶ島自動車教習所　花ヶ島自動車教習所 サービス その他サービス 5%

226,489 宮崎県 宮崎市 糀素弓 サービス 飲食業 5%

226,490 宮崎県 宮崎市 バナルコンフォートストア 小売業 衣料品 5%

226,491 宮崎県 宮崎市 ハビタ　宮交シティ店 小売業 その他小売 5%

226,492 宮崎県 宮崎市 ハピネス　恒久店 小売業 食料品 5%

226,493 宮崎県 宮崎市 ハピネス恒久店 小売業 食料品 5%

226,494 宮崎県 宮崎市 濱江商店　福々亭 小売業 食料品 5%

226,495 宮崎県 宮崎市 ハムショップ宮崎 小売業 その他小売 5%

226,496 宮崎県 宮崎市 パリテキサス 小売業 衣料品 5%

226,497 宮崎県 宮崎市 ＶＵＬＣＡＮ サービス 飲食業 5%

226,498 宮崎県 宮崎市 バルの２月 サービス 飲食業 5%

226,499 宮崎県 宮崎市 はればれ　はればれ サービス 飲食業 5%

226,500 宮崎県 宮崎市 ＢＭＯ宮崎店 小売業 衣料品 5%

226,501 宮崎県 宮崎市 ビーライン　生目の杜前店 小売業 その他小売 5%

226,502 宮崎県 宮崎市 ビーライン　大坪店 小売業 その他小売 5%

226,503 宮崎県 宮崎市 ビーライン　空港南店 小売業 その他小売 5%

226,504 宮崎県 宮崎市 ビーライン　佐土原本店 小売業 その他小売 5%

226,505 宮崎県 宮崎市 ビーライン　島之内店 小売業 その他小売 5%

226,506 宮崎県 宮崎市 ビーライン　新名爪店 小売業 その他小売 5%
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226,507 宮崎県 宮崎市 ビーライン　宮崎東店 小売業 その他小売 5%

226,508 宮崎県 宮崎市 ＰｅｒＡｍａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

226,509 宮崎県 宮崎市 ＰＩＫＡＫＥ サービス 理容・美容業 5%

226,510 宮崎県 宮崎市 ピカソデュオ 小売業 衣料品 5%

226,511 宮崎県 宮崎市 ビジネス宮崎ロイヤルホテル サービス 宿泊業 5%

226,512 宮崎県 宮崎市 美酒＆肴　和季 サービス 飲食業 5%

226,513 宮崎県 宮崎市 ビスカ鍼灸院 サービス その他サービス 5%

226,514 宮崎県 宮崎市 Ｂｉｓｔｒｏオオロラ サービス 飲食業 5%

226,515 宮崎県 宮崎市 ビストロ亭 サービス 飲食業 5%

226,516 宮崎県 宮崎市 ＰＺガレージ 小売業 その他小売 5%

226,517 宮崎県 宮崎市 ピソリーノ　フェニックスガーデン店 サービス 飲食業 5%

226,518 宮崎県 宮崎市 エステサロンアントレ サービス 理容・美容業 5%

226,519 宮崎県 宮崎市 肥田木電器商会 小売業 電化製品 5%

226,520 宮崎県 宮崎市 ひっぱりだこ食堂 サービス 飲食業 5%

226,521 宮崎県 宮崎市 ＨＩＮＯサイクル 小売業 その他小売 5%

226,522 宮崎県 宮崎市 日ノ出ホルモン サービス 飲食業 5%

226,523 宮崎県 宮崎市 ひむか旬菜　いもがらぼくと サービス 飲食業 5%

226,524 宮崎県 宮崎市 日向路工芸店 小売業 家具・調度品 5%

226,525 宮崎県 宮崎市 ＢｅａｕｔｙＣａｍｐＡｕｄｒｅｙ サービス 理容・美容業 5%

226,526 宮崎県 宮崎市 ビューティースタジオ　リ・セル 小売業 その他小売 5%

226,527 宮崎県 宮崎市 美容室Ｃｌｅａｒ サービス 理容・美容業 5%

226,528 宮崎県 宮崎市 美容室　Ｌａ・ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

226,529 宮崎県 宮崎市 ビーライン　本店 小売業 その他小売 5%

226,530 宮崎県 宮崎市 広瀬電工社 サービス その他サービス 5%

226,531 宮崎県 宮崎市 ファイテンショップ　宮崎店 小売業 その他小売 5%

226,532 宮崎県 宮崎市 ＦＩＶＥ サービス 理容・美容業 5%

226,533 宮崎県 宮崎市 ファッションスクエアー　イノウエ 小売業 衣料品 5%

226,534 宮崎県 宮崎市 ファッションまつやま　赤江店 小売業 衣料品 5%

226,535 宮崎県 宮崎市 ファッションまつやま　花ヶ島店 小売業 衣料品 5%

226,536 宮崎県 宮崎市 ファニクル 小売業 家具・調度品 5%

226,537 宮崎県 宮崎市 ファニクル 小売業 その他小売 5%

226,538 宮崎県 宮崎市 ５ＴＨ 小売業 衣料品 5%

226,539 宮崎県 宮崎市 風雅　宮崎店 小売業 食料品 5%

226,540 宮崎県 宮崎市 ｂｏｕｑｕｅｔ【ブーケ】 サービス 理容・美容業 5%

226,541 宮崎県 宮崎市 フーデリー青葉店 小売業 食料品 5%

226,542 宮崎県 宮崎市 フーデリー赤江店 小売業 食料品 5%

226,543 宮崎県 宮崎市 プーラビーダ　プラスプラス店 小売業 その他小売 5%

226,544 宮崎県 宮崎市 ｆａｃｉａｌｄｅｓｉｇｎＭ． サービス 理容・美容業 5%

226,545 宮崎県 宮崎市 ＦｏｒｇｅｔｍｅｎｏｔＭＡＲＭＡ サービス 飲食業 5%

226,546 宮崎県 宮崎市 フォトスタジオプリンセス宮崎店 サービス その他サービス 5%

226,547 宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 東大宮給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,548 宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 下北方給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%
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226,549 宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 セントラル給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,550 宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 イオン市場前給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,551 宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 天神山給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,552 宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 福井カーケアセンター 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,553 宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 シーガイアビューセルフ給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,554 宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 ルート２６９加納給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,555 宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 イーグルステーション宮崎南給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,556 宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 ルート２１９セルフ給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,557 宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 カーケア山崎台給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,558 宮崎県 宮崎市 福井石油株式会社 宮崎北セルフ給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,559 宮崎県 宮崎市 福井プロパン商事株式会社 小売業 その他小売 5%

226,560 宮崎県 宮崎市 福井ロードサービス サービス その他サービス 5%

226,561 宮崎県 宮崎市 福島 サービス 飲食業 5%

226,562 宮崎県 宮崎市 福田商事　株式会社 小売業 家具・調度品 5%

226,563 宮崎県 宮崎市 福楽饅頭 小売業 食料品 5%

226,564 宮崎県 宮崎市 フジオカ電器 小売業 電化製品 5%

226,565 宮崎県 宮崎市 富士通オープンカレッジ宮崎校 サービス その他サービス 5%

226,566 宮崎県 宮崎市 藤元自動車工場 サービス その他サービス 5%

226,567 宮崎県 宮崎市 フジヤマプリン宮崎 サービス 飲食業 5%

226,568 宮崎県 宮崎市 ＢＵＴＡ　ｍａｓａｈｉｒｏ サービス 飲食業 5%

226,569 宮崎県 宮崎市 ｐｅｔｉｔ　ｐａｓ サービス その他サービス 5%

226,570 宮崎県 宮崎市 フーデリー　霧島店 小売業 食料品 5%

226,571 宮崎県 宮崎市 フラウンダー サービス 飲食業 5%

226,572 宮崎県 宮崎市 プーラビーダパティーナ店 小売業 その他小売 5%

226,573 宮崎県 宮崎市 Ｆｒａｎｇｉｐａｎｉ サービス その他サービス 5%

226,574 宮崎県 宮崎市 ふらんす食堂Ｂｉｓｔｒｏマルハチ サービス 飲食業 5%

226,575 宮崎県 宮崎市 ＢＬＵＥ　ＴＲＵＣＫ　ＢＬＵＥ　ＴＲＵＣＫ 小売業 衣料品 5%

226,576 宮崎県 宮崎市 古着屋ｉｍｐａｃｔ 小売業 衣料品 5%

226,577 宮崎県 宮崎市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｎｏ．８　ｋｉｒｉｓｈｉｍａ サービス 理容・美容業 5%

226,578 宮崎県 宮崎市 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｎｏ．８　ｍａｒｕｙａｍａ サービス 理容・美容業 5%

226,579 宮崎県 宮崎市 ヘアー　ラルテ サービス 理容・美容業 5%

226,580 宮崎県 宮崎市 ヘアー　ライフ　トゥルース サービス 理容・美容業 5%

226,581 宮崎県 宮崎市 ｈａｉｒ　ＥＮＴＯ【エント】 サービス 理容・美容業 5%

226,582 宮崎県 宮崎市 ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ｋｉｍｕｒａ サービス 理容・美容業 5%

226,583 宮崎県 宮崎市 ｈａｉｒｓａｌｏｎＨＥＡＲＴＹＳ サービス 理容・美容業 5%

226,584 宮崎県 宮崎市 ヘアーサロン５５６ サービス 理容・美容業 5%

226,585 宮崎県 宮崎市 ｈａｉｒ　ｓ　ｓｏｗ サービス 理容・美容業 5%

226,586 宮崎県 宮崎市 ｈａｉｒ’ｓ　ｓｏｗ【ヘアーズ　ソウ】 サービス 理容・美容業 5%

226,587 宮崎県 宮崎市 ヘアーデザインアトリ サービス 理容・美容業 5%

226,588 宮崎県 宮崎市 ヘアメイクレーヴ サービス 理容・美容業 5%

226,589 宮崎県 宮崎市 平和台給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,590 宮崎県 宮崎市 平和タクシー本社営業所　１１３号車 サービス 運輸業 5%
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226,591 宮崎県 宮崎市 ベーカリー　パンドール　ベーカリー　パンドール 小売業 食料品 5%

226,592 宮崎県 宮崎市 ペニー・レイン サービス 飲食業 5%

226,593 宮崎県 宮崎市 ＢＥＬＬＡ　ＤＯＮＮＡ サービス 理容・美容業 5%

226,594 宮崎県 宮崎市 ベルエポックカフェ サービス 飲食業 5%

226,595 宮崎県 宮崎市 ベルフェミン　アプレ店 サービス 理容・美容業 5%

226,596 宮崎県 宮崎市 ベルフェミン　カリヨン店 サービス 理容・美容業 5%

226,597 宮崎県 宮崎市 ベルフェミン　クレイル店 サービス 理容・美容業 5%

226,598 宮崎県 宮崎市 ベルフェミン　ココニール店 サービス 理容・美容業 5%

226,599 宮崎県 宮崎市 ベルフェミンキルン サービス 理容・美容業 5%

226,600 宮崎県 宮崎市 勉強カフェアライアンス宮崎 サービス その他サービス 5%

226,601 宮崎県 宮崎市 宝飾ギャラリー　ステラハウス 小売業 貴金属・服飾品 5%

226,602 宮崎県 宮崎市 ＰＯＲＴ　ｏｆ　ＣＡＬＬ サービス 理容・美容業 5%

226,603 宮崎県 宮崎市 ＨＯＬＹ サービス 理容・美容業 5%

226,604 宮崎県 宮崎市 ボールパークドットコム 小売業 その他小売 5%

226,605 宮崎県 宮崎市 ＰＯＲＴＡＬ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

226,606 宮崎県 宮崎市 ホットドッグス　ＨｏｔＤｏｇｓ 小売業 その他小売 5%

226,607 宮崎県 宮崎市 ほていや　本店 小売業 その他小売 5%

226,608 宮崎県 宮崎市 ほていや　手芸部 小売業 その他小売 5%

226,609 宮崎県 宮崎市 ほていや　パピーショップ 小売業 その他小売 5%

226,610 宮崎県 宮崎市 ホテルエリアワン宮崎 サービス 宿泊業 5%

226,611 宮崎県 宮崎市 ホテルエリアワン宮崎シティ サービス 宿泊業 5%

226,612 宮崎県 宮崎市 ホテル金住 サービス 宿泊業 5%

226,613 宮崎県 宮崎市 ホテルセンチュリー宮崎 サービス 宿泊業 5%

226,614 宮崎県 宮崎市 ホテルメリージュ サービス 宿泊業 5%

226,615 宮崎県 宮崎市 ホビーゾーン宮崎店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

226,616 宮崎県 宮崎市 ホワイトアンドブラック美容院 サービス 理容・美容業 5%

226,617 宮崎県 宮崎市 ホワイトアンドブラック美容院 サービス 理容・美容業 5%

226,618 宮崎県 宮崎市 ｐｏｎｃｈｉｃｅ サービス 飲食業 5%

226,619 宮崎県 宮崎市 ボンボンボヤージュ 小売業 貴金属・服飾品 5%

226,620 宮崎県 宮崎市 マイまくらイオンモール宮崎店 小売業 家具・調度品 5%

226,621 宮崎県 宮崎市 まえだストアー　潮見店 小売業 食料品 5%

226,622 宮崎県 宮崎市 まえだストアー　潮見店　レジｎｏ　２ 小売業 食料品 5%

226,623 宮崎県 宮崎市 ＭＡＫＡＮＡ　ＯＨＡＮＡｄｅｃｏ 小売業 その他小売 5%

226,624 宮崎県 宮崎市 マクドナルド清武クロスモール店 サービス 飲食業 2%

226,625 宮崎県 宮崎市 マクドナルド山崎街道店 サービス 飲食業 2%

226,626 宮崎県 宮崎市 Ｍｏｔｈｅｒ サービス その他サービス 5%

226,627 宮崎県 宮崎市 まちかど珈琲焙煎所 小売業 食料品 5%

226,628 宮崎県 宮崎市 まつうらコンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

226,629 宮崎県 宮崎市 ＭＡＴＳＵＫＯ サービス 理容・美容業 5%

226,630 宮崎県 宮崎市 ［ＨＣ］マツシタ電器 小売業 電化製品 5%

226,631 宮崎県 宮崎市 マッシュルーム　チェリー　ベーカリー 小売業 食料品 5%

226,632 宮崎県 宮崎市 マツダオートザム宮崎中央 小売業 その他小売 5%
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226,633 宮崎県 宮崎市 まつの　大塚店 小売業 食料品 5%

226,634 宮崎県 宮崎市 まつの　恒久店 小売業 食料品 5%

226,635 宮崎県 宮崎市 まつの　西池店 小売業 食料品 5%

226,636 宮崎県 宮崎市 ＭＡＤＯショップ宮崎飯田店 小売業 その他小売 5%

226,637 宮崎県 宮崎市 ＭＡＨＡＬＯ　ＤＯＵＧＨＮＵＴ　ＬＡＢＯ 小売業 食料品 5%

226,638 宮崎県 宮崎市 マルイチ　本郷店 小売業 食料品 5%

226,639 宮崎県 宮崎市 マルイチ本郷店 小売業 食料品 5%

226,640 宮崎県 宮崎市 マルイチ丸山店 小売業 食料品 5%

226,641 宮崎県 宮崎市 マルイチ丸山店 小売業 食料品 5%

226,642 宮崎県 宮崎市 丸金本店 サービス 飲食業 5%

226,643 宮崎県 宮崎市 丸金本店 サービス 飲食業 5%

226,644 宮崎県 宮崎市 マルショク　加納店 小売業 食料品 5%

226,645 宮崎県 宮崎市 マンガ倉庫　加納店 小売業 その他小売 5%

226,646 宮崎県 宮崎市 マンガ倉庫宮崎店 小売業 その他小売 5%

226,647 宮崎県 宮崎市 中華料理満月 サービス 飲食業 5%

226,648 宮崎県 宮崎市 まんごや サービス 飲食業 5%

226,649 宮崎県 宮崎市 まんぺい サービス 飲食業 5%

226,650 宮崎県 宮崎市 ＭｅａｔｄｅＭｅｅｔ サービス 飲食業 5%

226,651 宮崎県 宮崎市 みしん市場　青葉町店 小売業 電化製品 5%

226,652 宮崎県 宮崎市 みしん市場　宮交シティ店 小売業 電化製品 5%

226,653 宮崎県 宮崎市 みしん市場　宮崎店 小売業 電化製品 5%

226,654 宮崎県 宮崎市 ミシンショップ宮崎 小売業 電化製品 5%

226,655 宮崎県 宮崎市 水野屋　宮崎神宮店 小売業 食料品 5%

226,656 宮崎県 宮崎市 ミス・ファンキー サービス 飲食業 5%

226,657 宮崎県 宮崎市 みなと電器 小売業 電化製品 5%

226,658 宮崎県 宮崎市 みなとベーカリー 小売業 食料品 5%

226,659 宮崎県 宮崎市 宮交タクシー　宮崎営業所 サービス その他サービス 5%

226,660 宮崎県 宮崎市 宮交タクシー　宮崎営業所 サービス その他サービス 5%

226,661 宮崎県 宮崎市 都ドライクリーニング サービス その他サービス 5%

226,662 宮崎県 宮崎市 みやざき　晴夜　Ｈａｒｅｒｕｙａ サービス 飲食業 5%

226,663 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎檍小学校前店 小売業 食料品 2%

226,664 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎青島店 小売業 食料品 2%

226,665 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎旭１丁目店 小売業 食料品 2%

226,666 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎吾妻町店 小売業 食料品 2%

226,667 宮崎県 宮崎市 みやざきアートセンター 小売業 家具・調度品 5%

226,668 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎池内町店 小売業 食料品 2%

226,669 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎一の宮町店 小売業 食料品 2%

226,670 宮崎県 宮崎市 宮崎うどん ふくや サービス 飲食業 5%

226,671 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎駅東２丁目店 小売業 食料品 2%

226,672 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎恵比寿通り店 小売業 食料品 2%

226,673 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎江平中町店 小売業 食料品 2%

226,674 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎大島町店 小売業 食料品 2%
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226,675 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎大瀬町店 小売業 食料品 2%

226,676 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎大塚中央通店 小売業 食料品 2%

226,677 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎大塚宮田店 小売業 食料品 2%

226,678 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎大坪町店 小売業 食料品 2%

226,679 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎大坪東２丁目店 小売業 食料品 2%

226,680 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎大橋３丁目店 小売業 食料品 2%

226,681 宮崎県 宮崎市 宮崎オートガラス サービス その他サービス 5%

226,682 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎薫る坂店 小売業 食料品 2%

226,683 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎学園木花台店 小売業 食料品 2%

226,684 宮崎県 宮崎市 宮崎ガス総合サービスセンター 小売業 その他小売 5%

226,685 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎祇園１丁目店 小売業 食料品 2%

226,686 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎祇園３丁目店 小売業 食料品 2%

226,687 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎空港前店 小売業 食料品 2%

226,688 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎倉岡店 小売業 食料品 2%

226,689 宮崎県 宮崎市 宮崎港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,690 宮崎県 宮崎市 宮崎ごはんとお酒　ＨＩＫＥ サービス 飲食業 5%

226,691 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎権現町店 小売業 食料品 2%

226,692 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎江平東通り店 小売業 食料品 2%

226,693 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎塩路店 小売業 食料品 2%

226,694 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎潮見町店 小売業 食料品 2%

226,695 宮崎県 宮崎市 宮崎地鶏と日向海鮮はればれ サービス 飲食業 5%

226,696 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎清水２丁目店 小売業 食料品 2%

226,697 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎神宮東３丁目店 小売業 食料品 2%

226,698 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎総合体育館前店 小売業 食料品 2%

226,699 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎大工町店 小売業 食料品 2%

226,700 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎橘通東５丁目店 小売業 食料品 2%

226,701 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎橘通東４丁目店 小売業 食料品 2%

226,702 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎田吉店 小売業 食料品 2%

226,703 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎月見ヶ丘入口店 小売業 食料品 2%

226,704 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎月見ケ丘２丁目店 小売業 食料品 2%

226,705 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎恒久南３丁目店 小売業 食料品 2%

226,706 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎恒久４丁目店 小売業 食料品 2%

226,707 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎東宮２丁目店 小売業 食料品 2%

226,708 宮崎県 宮崎市 宮崎トヨタ自動車大塚店 小売業 その他小売 5%

226,709 宮崎県 宮崎市 宮崎トヨタ自動車花ヶ島店 小売業 その他小売 5%

226,710 宮崎県 宮崎市 宮崎トヨタ自動車本社マイカ－センタ－ 小売業 その他小売 5%

226,711 宮崎県 宮崎市 宮崎トヨタ自動車南バイパス店 小売業 その他小売 5%

226,712 宮崎県 宮崎市 宮崎トヨタ自動車レクサス宮崎 小売業 その他小売 5%

226,713 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎中村東２丁目店 小売業 食料品 2%

226,714 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎西インター店 小売業 食料品 2%

226,715 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎日章学園前店 小売業 食料品 2%

226,716 宮崎県 宮崎市 宮崎配送センター 小売業 ガソリンスタンド 2%
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226,717 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎花ケ島町店 小売業 食料品 2%

226,718 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎原町店 小売業 食料品 2%

226,719 宮崎県 宮崎市 みやざき晴海　みやざき晴海 サービス 飲食業 5%

226,720 宮崎県 宮崎市 みやざき晴日 サービス 飲食業 5%

226,721 宮崎県 宮崎市 みやざき晴夜 みやざき晴夜 サービス 飲食業 5%

226,722 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎飛江田店 小売業 食料品 2%

226,723 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎広島１丁目店 小売業 食料品 2%

226,724 宮崎県 宮崎市 宮崎ファイブシーズホテル サービス 宿泊業 5%

226,725 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎船塚２丁目店 小売業 食料品 2%

226,726 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎芳士店 小売業 食料品 2%

226,727 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎堀川町店 小売業 食料品 2%

226,728 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎松橋１丁目店 小売業 食料品 2%

226,729 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎松橋２丁目店 小売業 食料品 2%

226,730 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎南バイパス店 小売業 食料品 2%

226,731 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎南花ヶ島町店 小売業 食料品 2%

226,732 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎村角町店 小売業 食料品 2%

226,733 宮崎県 宮崎市 宮崎ヤクルト販売 大塚センター 小売業 食料品 5%

226,734 宮崎県 宮崎市 宮崎ヤクルト販売　恒久センター 小売業 食料品 5%

226,735 宮崎県 宮崎市 宮崎ヤクルト販売 佐土原センター 小売業 食料品 5%

226,736 宮崎県 宮崎市 宮崎ヤクルト販売 宮崎中央センター 小売業 食料品 5%

226,737 宮崎県 宮崎市 宮崎ヤクルト販売　宮崎北センター 小売業 食料品 5%

226,738 宮崎県 宮崎市 宮崎ヤクルト販売　高千穂通り 小売業 食料品 5%

226,739 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎柳丸町店 小売業 食料品 2%

226,740 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎矢の先町店 小売業 食料品 2%

226,741 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎吉村町店 小売業 食料品 2%

226,742 宮崎県 宮崎市 セブン－イレブン宮崎淀川３丁目店 小売業 食料品 2%

226,743 宮崎県 宮崎市 宮崎ライオンズホテル サービス 宿泊業 5%

226,744 宮崎県 宮崎市 宮田町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,745 宮崎県 宮崎市 民宿ｉｎｎみやざき　湯楽庵 サービス その他サービス 5%

226,746 宮崎県 宮崎市 ｍａｋｅｇａｒｄｅｎ 小売業 その他小売 5%

226,747 宮崎県 宮崎市 ｍｅｉｐａｎ３ 小売業 衣料品 5%

226,748 宮崎県 宮崎市 明林堂書店浮之城店 小売業 その他小売 5%

226,749 宮崎県 宮崎市 明林堂書店佐土原店 小売業 その他小売 5%

226,750 宮崎県 宮崎市 明林堂書店神宮店 小売業 その他小売 5%

226,751 宮崎県 宮崎市 明林堂書店本郷店 小売業 その他小売 5%

226,752 宮崎県 宮崎市 明林堂書店南宮崎店 小売業 その他小売 5%

226,753 宮崎県 宮崎市 ｍａｐｌｅｍａｄｅ 小売業 その他小売 5%

226,754 宮崎県 宮崎市 ｍｅｒｒｙ　ｇａｔｅ サービス 飲食業 5%

226,755 宮崎県 宮崎市 モアール　葉 小売業 その他小売 5%

226,756 宮崎県 宮崎市 モイスティーヌ柳丸サロン 小売業 その他小売 5%

226,757 宮崎県 宮崎市 模型の国トヤマ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

226,758 宮崎県 宮崎市 モータウンオートモーティブ株式会社 サービス その他サービス 5%
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226,759 宮崎県 宮崎市 もも焼き　こうりき サービス 飲食業 5%

226,760 宮崎県 宮崎市 もも焼きこうりき サービス 飲食業 5%

226,761 宮崎県 宮崎市 モリタゴルフ　ＦＣ　長住桜美店 小売業 その他小売 5%

226,762 宮崎県 宮崎市 モリタゴルフ　熊本アウトレット館 小売業 その他小売 5%

226,763 宮崎県 宮崎市 モリタゴルフ　福岡西店　ＯｕｔＬｅｔ館 小売業 その他小売 5%

226,764 宮崎県 宮崎市 モリタゴルフ　福岡西店　ＮｅｗＧｏｌｆ館 小売業 その他小売 5%

226,765 宮崎県 宮崎市 モリタゴルフ　福岡東松崎店 小売業 その他小売 5%

226,766 宮崎県 宮崎市 モリタゴルフ　催事 小売業 その他小売 5%

226,767 宮崎県 宮崎市 モリタゴルフ　南店 小売業 その他小売 5%

226,768 宮崎県 宮崎市 モリタゴルフ　宮崎店 小売業 その他小売 5%

226,769 宮崎県 宮崎市 ｍｏｎ　ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

226,770 宮崎県 宮崎市 ＹＡ 小売業 衣料品 5%

226,771 宮崎県 宮崎市 焼鳥　林家 サービス 飲食業 5%

226,772 宮崎県 宮崎市 焼肉 夾竹園 夾竹園 宮崎北バイパス店 サービス 飲食業 5%

226,773 宮崎県 宮崎市 焼肉　夾竹園　夾竹園　宮崎南店 サービス 飲食業 5%

226,774 宮崎県 宮崎市 焼肉 夾竹園 夾竹園 大塚本店 サービス 飲食業 5%

226,775 宮崎県 宮崎市 焼肉菜菜　感 サービス 飲食業 5%

226,776 宮崎県 宮崎市 焼肉なべしま宮崎大島店 サービス 飲食業 5%

226,777 宮崎県 宮崎市 焼肉なべしま宮崎新別府店 サービス 飲食業 5%

226,778 宮崎県 宮崎市 やまぐち橄欖（オリーブ）店 小売業 食料品 5%

226,779 宮崎県 宮崎市 やまぐち 橄欖店 やまぐち橄欖店 小売業 食料品 5%

226,780 宮崎県 宮崎市 山口農機サービス サービス その他サービス 5%

226,781 宮崎県 宮崎市 やまだ家　宮崎店　やまだ家　宮崎店 サービス 飲食業 5%

226,782 宮崎県 宮崎市 大和自動車工業 サービス その他サービス 5%

226,783 宮崎県 宮崎市 和楽宮崎店 サービス 飲食業 5%

226,784 宮崎県 宮崎市 有限会社押川タイヤセンター 小売業 その他小売 5%

226,785 宮崎県 宮崎市 有限会社中武自動車工業所 サービス その他サービス 5%

226,786 宮崎県 宮崎市 有限会社　藏原印刷 サービス その他サービス 5%

226,787 宮崎県 宮崎市 有限会社　橋本商会 小売業 その他小売 5%

226,788 宮崎県 宮崎市 有限会社 宮崎青写真工業 サービス その他サービス 5%

226,789 宮崎県 宮崎市 有限会社オートクロギ サービス その他サービス 5%

226,790 宮崎県 宮崎市 有　海舟寿し サービス 飲食業 5%

226,791 宮崎県 宮崎市 （有）桐木神樂堂 小売業 食料品 5%

226,792 宮崎県 宮崎市 （有）コンタクトレンズプラザ 小売業 その他小売 5%

226,793 宮崎県 宮崎市 （有）シイ・シイ・エス サービス その他サービス 5%

226,794 宮崎県 宮崎市 有限会社椎葉・オート サービス その他サービス 5%

226,795 宮崎県 宮崎市 有限会社第一防虫センター サービス その他サービス 5%

226,796 宮崎県 宮崎市 有限会社武本自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

226,797 宮崎県 宮崎市 有限会社　日扇堂 小売業 その他小売 5%

226,798 宮崎県 宮崎市 有限会社　橋口自動車鈑金塗装工場 サービス その他サービス 5%

226,799 宮崎県 宮崎市 有限会社藤井自動車整備工場　　藤井自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

226,800 宮崎県 宮崎市 有限会社プロメディア サービス その他サービス 5%
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226,801 宮崎県 宮崎市 有限会社松浦酒店 松浦酒店 小売業 食料品 5%

226,802 宮崎県 宮崎市 ［ＨＣ］有限会社ライフ遊電館 小売業 電化製品 5%

226,803 宮崎県 宮崎市 有限会社ワタナベフォトスタジオ サービス その他サービス 5%

226,804 宮崎県 宮崎市 夕鶴 サービス 飲食業 5%

226,805 宮崎県 宮崎市 吉野蔵 小売業 その他小売 5%

226,806 宮崎県 宮崎市 吉野酒店 小売業 食料品 5%

226,807 宮崎県 宮崎市 吉野酒店　霧島支店 小売業 食料品 5%

226,808 宮崎県 宮崎市 ＲＵＢ　ＢＥＡＵＴＹ サービス その他サービス 5%

226,809 宮崎県 宮崎市 ラウンジ　グランシャリオ サービス 飲食業 5%

226,810 宮崎県 宮崎市 ＲＤＩＵＳ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

226,811 宮崎県 宮崎市 ラディウス　ヘアー　ＲＤＩＵＳＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

226,812 宮崎県 宮崎市 Ｌａ．凛 サービス 理容・美容業 5%

226,813 宮崎県 宮崎市 Ｌａ　凛ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

226,814 宮崎県 宮崎市 ＲａｎＲａｎＢｏｄｉｅｄ サービス 飲食業 5%

226,815 宮崎県 宮崎市 りーぶる金海堂クロスモール店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

226,816 宮崎県 宮崎市 ＬＩＶ’ｅ（リヴ） サービス 飲食業 5%

226,817 宮崎県 宮崎市 リサイクルショップ三喜 小売業 その他小売 5%

226,818 宮崎県 宮崎市 リサイクルショップ三喜　厨房倉庫 小売業 その他小売 5%

226,819 宮崎県 宮崎市 株　りょう　りょう　ｇａｒｄｅｎ サービス 飲食業 5%

226,820 宮崎県 宮崎市 ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｆｕｗａ：ｒｅ　リラクゼーションフワリ サービス その他サービス 5%

226,821 宮崎県 宮崎市 リラクゼーションＡＩＴＡ サービス その他サービス 5%

226,822 宮崎県 宮崎市 Ｒｉｎｔ　Ｂｅａｕｔｙ＆Ｃｏ． サービス 理容・美容業 5%

226,823 宮崎県 宮崎市 リンパケアサロン・リン サービス 理容・美容業 5%

226,824 宮崎県 宮崎市 Ｌｕｃｅ 小売業 衣料品 5%

226,825 宮崎県 宮崎市 Ｌｕｌｕ　ｄｏ　ｃｈａｒｉｓ サービス その他サービス 5%

226,826 宮崎県 宮崎市 レオコーポレーション株式会社 小売業 電化製品 5%

226,827 宮崎県 宮崎市 レストラン　パリの朝市　レストラン　パリの朝市 サービス 飲食業 5%

226,828 宮崎県 宮崎市 レストラン　レミューズ サービス 飲食業 5%

226,829 宮崎県 宮崎市 レマン給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,830 宮崎県 宮崎市 Ｌｏｔｕｓ 小売業 衣料品 5%

226,831 宮崎県 宮崎市 ワインセラー　パリ１６区 小売業 食料品 5%

226,832 宮崎県 宮崎市 Ｗｉｎｅ　Ｂａｒ　３ＲｉＳＥ サービス 飲食業 5%

226,833 宮崎県 宮崎市 ＷＯＷＤＰＬＵＳ サービス その他サービス 5%

226,834 宮崎県 宮崎市 ＷＯＷＤＰＬＵＳ宮館 サービス その他サービス 5%

226,835 宮崎県 宮崎市 ＷＯＷＤ宮崎 サービス その他サービス 5%

226,836 宮崎県 宮崎市 和膳旬彩つちや サービス 飲食業 5%

226,837 宮崎県 宮崎市 和のギャラリー　こう泥　草 小売業 その他小売 5%

226,838 宮崎県 宮崎市 ワールドスポーツ 小売業 衣料品 5%

226,839 宮崎県 諸塚村 諸塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,840 宮崎県 諸塚村 諸塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,841 鹿児島県 姶良市 アーツ　ファクトリーフォト　ビデオ サービス その他サービス 5%

226,842 鹿児島県 姶良市 セブン－イレブン姶良インター店 小売業 食料品 2%
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226,843 鹿児島県 姶良市 姶良営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,844 鹿児島県 姶良市 姶良セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,845 鹿児島県 姶良市 姶良総合運動公園前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,846 鹿児島県 姶良市 セブン－イレブン姶良西餅田店 小売業 食料品 2%

226,847 鹿児島県 姶良市 姶良バイパスセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,848 鹿児島県 姶良市 セブン－イレブン姶良バイパス店 小売業 食料品 2%

226,849 鹿児島県 姶良市 セブン－イレブン姶良東餅田店 小売業 食料品 2%

226,850 鹿児島県 姶良市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｉｍｅ姶良 サービス 理容・美容業 5%

226,851 鹿児島県 姶良市 有村電気商会 小売業 電化製品 5%

226,852 鹿児島県 姶良市 ＡＲＧＯＳｇａｒｄｅｎｔｅｒｒａｃｅ姶良店 小売業 衣料品 5%

226,853 鹿児島県 姶良市 アレーズ姶良 小売業 衣料品 5%

226,854 鹿児島県 姶良市 伊かお サービス 飲食業 5%

226,855 鹿児島県 姶良市 石蔵ミュージアム売店 小売業 食料品 5%

226,856 鹿児島県 姶良市 ｉｓｓｉｎ姶良店 サービス 飲食業 5%

226,857 鹿児島県 姶良市 ウィングモータース サービス その他サービス 5%

226,858 鹿児島県 姶良市 エステＷＡＭ　姶良店 サービス 理容・美容業 5%

226,859 鹿児島県 姶良市 エビスヤ 小売業 衣料品 5%

226,860 鹿児島県 姶良市 ａｕショップ 小売業 電化製品 5%

226,861 鹿児島県 姶良市 ａｕショップ　あいら 小売業 電化製品 5%

226,862 鹿児島県 姶良市 オートガレージ相良 小売業 その他小売 5%

226,863 鹿児島県 姶良市 カーショップ　ＢＥＡＣＳ 小売業 その他小売 5%

226,864 鹿児島県 姶良市 海鮮七海 サービス 飲食業 5%

226,865 鹿児島県 姶良市 カキウチ自動車姶良店 サービス その他サービス 5%

226,866 鹿児島県 姶良市 鹿児島県中古自動車販売商工組合 小売業 その他小売 5%

226,867 鹿児島県 姶良市 鹿児島東部ヤクルト販売　加治木センター 小売業 食料品 5%

226,868 鹿児島県 姶良市 鹿児島東部ヤクルト販売　姶良重富センター 小売業 食料品 5%

226,869 鹿児島県 姶良市 鹿児島東部ヤクルト販売　蒲生姶良センター 小売業 食料品 5%

226,870 鹿児島県 姶良市 加治木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,871 鹿児島県 姶良市 かじき温泉 サービス 宿泊業 5%

226,872 鹿児島県 姶良市 セブン－イレブン加治木木田店 小売業 食料品 2%

226,873 鹿児島県 姶良市 セブン－イレブン加治木小学校前店 小売業 食料品 2%

226,874 鹿児島県 姶良市 セブン－イレブン加治木本町店 小売業 食料品 2%

226,875 鹿児島県 姶良市 ガスマイル 小売業 その他小売 5%

226,876 鹿児島県 姶良市 ＫａＳｕＲｉ サービス 理容・美容業 5%

226,877 鹿児島県 姶良市 カービューティートラスト サービス その他サービス 5%

226,878 鹿児島県 姶良市 株式会社ＳＧＷ サービス その他サービス 5%

226,879 鹿児島県 姶良市 株式会社岡家具店 小売業 家具・調度品 5%

226,880 鹿児島県 姶良市 株式会社佛壇の古屋鋪　姶良店 小売業 家具・調度品 5%

226,881 鹿児島県 姶良市 かめや釣具 鹿児島姶良店 小売業 その他小売 5%

226,882 鹿児島県 姶良市 セブン－イレブン蒲生高校前店 小売業 食料品 2%

226,883 鹿児島県 姶良市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋加治木店 サービス 飲食業 2%

226,884 鹿児島県 姶良市 ＧＡＲＡＧＥｂｙＲＯＳＳＭａｒｔ 小売業 衣料品 5%
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226,885 鹿児島県 姶良市 川村ふとん店 小売業 その他小売 5%

226,886 鹿児島県 姶良市 キャンパス・Ｃ＆Ｃ 小売業 家具・調度品 5%

226,887 鹿児島県 姶良市 九州プラット 小売業 電化製品 5%

226,888 鹿児島県 姶良市 クール・カレ　アン　姶良イオンタウン店 小売業 衣料品 5%

226,889 鹿児島県 姶良市 ケセラボ サービス その他サービス 5%

226,890 鹿児島県 姶良市 光学堂　姶良店 小売業 貴金属・服飾品 5%

226,891 鹿児島県 姶良市 国立南九州病院売店 小売業 その他小売 5%

226,892 鹿児島県 姶良市 ゴンゼレス　イオンタウン姶良店 小売業 衣料品 5%

226,893 鹿児島県 姶良市 ｚａｋｋａ　ｅＱ 小売業 その他小売 5%

226,894 鹿児島県 姶良市 サンニューズ姶良店 小売業 電化製品 5%

226,895 鹿児島県 姶良市 サンニューズたつみ店 小売業 電化製品 5%

226,896 鹿児島県 姶良市 サンニューズナカハラ店 小売業 電化製品 5%

226,897 鹿児島県 姶良市 三和電機 小売業 電化製品 5%

226,898 鹿児島県 姶良市 Ｇ－ＳＴＹＬＥ　姶良店 小売業 貴金属・服飾品 5%

226,899 鹿児島県 姶良市 ＣＤＦエタンデュイオンタウン姶良店 小売業 家具・調度品 5%

226,900 鹿児島県 姶良市 重富ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,901 鹿児島県 姶良市 Ｓｈａｍｐｏｏｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

226,902 鹿児島県 姶良市 ＪＵＮＯ サービス その他サービス 5%

226,903 鹿児島県 姶良市 お菓子の松栄堂 お菓子の松栄堂 おかしのしょうえいどう 小売業 食料品 5%

226,904 鹿児島県 姶良市 ＪｏＪｏ食堂　ＪｏＪｏ食堂 サービス 飲食業 5%

226,905 鹿児島県 姶良市 新富町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,906 鹿児島県 姶良市 生協コープかごしま姶良店 小売業 食料品 5%

226,907 鹿児島県 姶良市 精光堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

226,908 鹿児島県 姶良市 精光堂　鹿児島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

226,909 鹿児島県 姶良市 精光堂イオンタウン姶良店 小売業 貴金属・服飾品 5%

226,910 鹿児島県 姶良市 セブンプラザ姶良店 小売業 電化製品 5%

226,911 鹿児島県 姶良市 セブンプラザエース店 小売業 電化製品 5%

226,912 鹿児島県 姶良市 セブンプラザ加治木店 小売業 電化製品 5%

226,913 鹿児島県 姶良市 セブンプラザ重富店 小売業 電化製品 5%

226,914 鹿児島県 姶良市 セントラル姶良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,915 鹿児島県 姶良市 そば茶屋吹上庵　姶良店 小売業 その他小売 5%

226,916 鹿児島県 姶良市 タイヤガレージ　ＲＯＡＤ 小売業 その他小売 5%

226,917 鹿児島県 姶良市 タートルスポーツクラブ姶良店 サービス その他サービス 5%

226,918 鹿児島県 姶良市 田中蒲鉾店 小売業 食料品 5%

226,919 鹿児島県 姶良市 Ｗ　Ｂａｇｇａｇｅ　イオンタウン姶良店 小売業 その他小売 5%

226,920 鹿児島県 姶良市 帖佐ステラ動物病院 サービス その他サービス 5%

226,921 鹿児島県 姶良市 帖佐ステラ動物病院 サービス その他サービス 5%

226,922 鹿児島県 姶良市 ツバメガス鹿児島　本社 小売業 その他小売 5%

226,923 鹿児島県 姶良市 堂免堂　堂免堂 小売業 食料品 5%

226,924 鹿児島県 姶良市 時計メガネのササヤマ 小売業 貴金属・服飾品 5%

226,925 鹿児島県 姶良市 トミハラ 小売業 その他小売 5%

226,926 鹿児島県 姶良市 トヨタ部品鹿児島共販姶良営業所 サービス その他サービス 5%
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226,927 鹿児島県 姶良市 トロイメロイ 小売業 家具・調度品 5%

226,928 鹿児島県 姶良市 ながいクリーニング サービス その他サービス 5%

226,929 鹿児島県 姶良市 （有）中島電器商会 小売業 電化製品 5%

226,930 鹿児島県 姶良市 ナンキュウ　姶良営業所 小売業 その他小売 5%

226,931 鹿児島県 姶良市 南国ホンダ姶良店 サービス その他サービス 5%

226,932 鹿児島県 姶良市 ＮＡＩＬ　ＴＩＰＳ サービス その他サービス 5%

226,933 鹿児島県 姶良市 Ｈｅｒｓｈｅｒイオンタウン姶良店 小売業 その他小売 5%

226,934 鹿児島県 姶良市 バイクフォーラム 小売業 その他小売 5%

226,935 鹿児島県 姶良市 ビアードパパ サービス その他サービス 5%

226,936 鹿児島県 姶良市 ピカソリリオ姶良 小売業 衣料品 5%

226,937 鹿児島県 姶良市 ｆｕｓｅ　　ヒューズ姶良店 小売業 衣料品 5%

226,938 鹿児島県 姶良市 ヒューズ姶良店 小売業 衣料品 5%

226,939 鹿児島県 姶良市 平松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,940 鹿児島県 姶良市 ｆａｖｏｒｉ　イオンタウン姶良店 小売業 食料品 5%

226,941 鹿児島県 姶良市 ファンコートランドホテル サービス 宿泊業 5%

226,942 鹿児島県 姶良市 ふく福加治木店 サービス 飲食業 5%

226,943 鹿児島県 姶良市 ｐｅｔｉｔ ｂｏｎｂｏｎ 姶良店 小売業 その他小売 5%

226,944 鹿児島県 姶良市 ｐｅｔｉｔｂｏｎｂｏｎ姶良店 小売業 その他小売 5%

226,945 鹿児島県 姶良市 マダムハウス姶良店 小売業 衣料品 5%

226,946 鹿児島県 姶良市 プレデフランセ　イオンタウン姶良店 小売業 衣料品 5%

226,947 鹿児島県 姶良市 ＦｒｉｅｎｄｅｅＡｕｔｏ 小売業 その他小売 5%

226,948 鹿児島県 姶良市 ｈａｉｒ　Ｑｕｉｃｈｅｓ サービス 理容・美容業 5%

226,949 鹿児島県 姶良市 ヘアーラボ　アンバー サービス 理容・美容業 5%

226,950 鹿児島県 姶良市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＺＥＲＯ サービス 理容・美容業 5%

226,951 鹿児島県 姶良市 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｌｕｃｅ サービス 理容・美容業 5%

226,952 鹿児島県 姶良市 べっ甲屋　本店 小売業 食料品 5%

226,953 鹿児島県 姶良市 ｐｅｒｍａｎｅｎｔｅ 小売業 その他小売 5%

226,954 鹿児島県 姶良市 芳香園　Ｇｒｅｅｎ　Ｔｅａ　Ｆｉｅｌｄｓ 小売業 食料品 5%

226,955 鹿児島県 姶良市 マイまくらイオンタウン姶良店 小売業 家具・調度品 5%

226,956 鹿児島県 姶良市 マエカド サービス その他サービス 5%

226,957 鹿児島県 姶良市 マクドナルド加治木バイパス店 サービス 飲食業 2%

226,958 鹿児島県 姶良市 丸俊　姶良店 小売業 食料品 5%

226,959 鹿児島県 姶良市 南九州自販 サービス その他サービス 5%

226,960 鹿児島県 姶良市 麺屋むすび サービス 飲食業 5%

226,961 鹿児島県 姶良市 モバイルスポット　あいらバイパス 小売業 電化製品 5%

226,962 鹿児島県 姶良市 森三姶良店 小売業 食料品 5%

226,963 鹿児島県 姶良市 森三スリーフォレスト店 小売業 食料品 5%

226,964 鹿児島県 姶良市 セルフステーションユアーズＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,965 鹿児島県 姶良市 ゆいまーる サービス 飲食業 5%

226,966 鹿児島県 姶良市 アーツ・ファクトリーフォト＆ビデオ サービス その他サービス 5%

226,967 鹿児島県 姶良市 有限会社スエハル自動車 サービス その他サービス 5%

226,968 鹿児島県 姶良市 ライフサポートのあ サービス 運輸業 5%
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226,969 鹿児島県 姶良市 ルック．イン 小売業 衣料品 5%

226,970 鹿児島県 姶良市 れいんぼう丼丸 小売業 食料品 5%

226,971 鹿児島県 姶良市 わくわく園　桑のお店 小売業 食料品 5%

226,972 鹿児島県 阿久根市 阿久根港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,973 鹿児島県 阿久根市 阿久根福田デンキ 小売業 電化製品 5%

226,974 鹿児島県 阿久根市 出光阿久根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,975 鹿児島県 阿久根市 出光脇本ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,976 鹿児島県 阿久根市 イロドリ サービス その他サービス 5%

226,977 鹿児島県 阿久根市 ＡＢＣパレス サービス その他サービス 5%

226,978 鹿児島県 阿久根市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　Ｍ－ｓｐｏｔ新町　Ｓ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,979 鹿児島県 阿久根市 大石酒造 小売業 食料品 5%

226,980 鹿児島県 阿久根市 大平商店 小売業 その他小売 5%

226,981 鹿児島県 阿久根市 カーメイトはりま 小売業 その他小売 5%

226,982 鹿児島県 阿久根市 かつ膳 サービス 飲食業 5%

226,983 鹿児島県 阿久根市 くすりのドリーム 小売業 その他小売 5%

226,984 鹿児島県 阿久根市 サカウエ 小売業 衣料品 5%

226,985 鹿児島県 阿久根市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅさんぱちＱＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,986 鹿児島県 阿久根市 塩屋ホステル サービス 宿泊業 5%

226,987 鹿児島県 阿久根市 ＪｕｓｔＳｈｏｐてらち 小売業 家具・調度品 5%

226,988 鹿児島県 阿久根市 セブンプラザ脇本店 小売業 電化製品 5%

226,989 鹿児島県 阿久根市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ阿久根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,990 鹿児島県 阿久根市 田中石油店田中ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,991 鹿児島県 阿久根市 鶴川内給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,992 鹿児島県 阿久根市 トゥモロウ脇本店 小売業 食料品 5%

226,993 鹿児島県 阿久根市 ドコデン光 小売業 電化製品 5%

226,994 鹿児島県 阿久根市 農園ガーデン空　ひみつの花園　ここマルシェ 小売業 その他小売 5%

226,995 鹿児島県 阿久根市 農園ガーデン空　ひみつの花園　テラスカフェ空 サービス 飲食業 5%

226,996 鹿児島県 阿久根市 ハモニカン サービス 飲食業 5%

226,997 鹿児島県 阿久根市 ひみつの花園ここマルシェ 小売業 家具・調度品 5%

226,998 鹿児島県 阿久根市 牧之内油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

226,999 鹿児島県 阿久根市 リバーサイド大曲ＳＳ　上脇石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,000 鹿児島県 天城町 浅間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,001 鹿児島県 天城町 オリックスレンタカー徳之島空港店 サービス その他サービス 2%

227,002 鹿児島県 天城町 ガスト－ル瀬滝 小売業 その他小売 5%

227,003 鹿児島県 天城町 ガスト－ル永岡 小売業 その他小売 5%

227,004 鹿児島県 天城町 株式会社 須川木工 小売業 その他小売 5%

227,005 鹿児島県 天城町 株式会社きゅらしま館 小売業 その他小売 5%

227,006 鹿児島県 天城町 ショップ　かんだ　ショップかんだ 小売業 食料品 5%

227,007 鹿児島県 天城町 セブンプラザ天城店 小売業 電化製品 5%

227,008 鹿児島県 天城町 宝石油　岡前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,009 鹿児島県 天城町 徳田百貨店 小売業 その他小売 5%

227,010 鹿児島県 天城町 永岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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227,011 鹿児島県 天城町 ハウステル サービス 宿泊業 5%

227,012 鹿児島県 天城町 平土野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,013 鹿児島県 天城町 平土野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,014 鹿児島県 天城町 ほんごう商店 ほんごう商店 小売業 食料品 5%

227,015 鹿児島県 天城町 松原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,016 鹿児島県 奄美市 赤木名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,017 鹿児島県 奄美市 朝戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,018 鹿児島県 奄美市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅあさひ町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,019 鹿児島県 奄美市 ＡＳＩＶＩ サービス 飲食業 5%

227,020 鹿児島県 奄美市 奄美営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,021 鹿児島県 奄美市 奄美大島開運酒造 小売業 家具・調度品 5%

227,022 鹿児島県 奄美市 奄美漁協ＰＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,023 鹿児島県 奄美市 奄美空港通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,024 鹿児島県 奄美市 奄美空港前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,025 鹿児島県 奄美市 奄美山海幸房島一 小売業 食料品 5%

227,026 鹿児島県 奄美市 奄美サンプラザホテル サービス 宿泊業 5%

227,027 鹿児島県 奄美市 奄美つり倶楽部 サービス 理容・美容業 5%

227,028 鹿児島県 奄美市 奄美パークおみやげショップ 小売業 家具・調度品 5%

227,029 鹿児島県 奄美市 奄美ポートタワーホテル サービス 宿泊業 5%

227,030 鹿児島県 奄美市 ＡＭＡＭＩＭＡＭＡ 小売業 衣料品 5%

227,031 鹿児島県 奄美市 奄美メディアステーション サービス その他サービス 5%

227,032 鹿児島県 奄美市 奄美ゆいレンタカー　奄美空港店 サービス その他サービス 5%

227,033 鹿児島県 奄美市 奄美ゆいレンタカー名瀬塩浜店 サービス その他サービス 5%

227,034 鹿児島県 奄美市 奄美ヨコハマタイヤ（株） 小売業 その他小売 5%

227,035 鹿児島県 奄美市 奄美ラッキ－レンタカ－ サービス その他サービス 5%

227,036 鹿児島県 奄美市 有馬朝仁ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,037 鹿児島県 奄美市 アロアロイエロー 小売業 その他小売 5%

227,038 鹿児島県 奄美市 アロマテラピーハウスＰＵＲＥＤＲＯＰ サービス 理容・美容業 5%

227,039 鹿児島県 奄美市 アンティカ 奄美店 小売業 食料品 5%

227,040 鹿児島県 奄美市 いずむりかふぇ サービス 飲食業 5%

227,041 鹿児島県 奄美市 伊津部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,042 鹿児島県 奄美市 岩城メガネ・コンタクト 小売業 その他小売 5%

227,043 鹿児島県 奄美市 ウィークリーマンション　かりゆし サービス 宿泊業 5%

227,044 鹿児島県 奄美市 上原薬局 小売業 その他小売 5%

227,045 鹿児島県 奄美市 ａｉｒｙ 小売業 衣料品 5%

227,046 鹿児島県 奄美市 Ａコープ笠利店 小売業 食料品 5%

227,047 鹿児島県 奄美市 エステティックシュペール サービス その他サービス 5%

227,048 鹿児島県 奄美市 エステ　ＷＡＭ　奄美店 サービス 理容・美容業 5%

227,049 鹿児島県 奄美市 エル・モワ サービス その他サービス 5%

227,050 鹿児島県 奄美市 オッパッキャマラド サービス 飲食業 5%

227,051 鹿児島県 奄美市 オリックスレンタカー奄美空港前店 サービス その他サービス 2%

227,052 鹿児島県 奄美市 オレンジハウス 小売業 衣料品 5%
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227,053 鹿児島県 奄美市 カクイックスウィング　名瀬営業所 小売業 その他小売 5%

227,054 鹿児島県 奄美市 架空食堂ｋｕｒａｕ サービス 飲食業 5%

227,055 鹿児島県 奄美市 菓子工房春風堂 小売業 食料品 5%

227,056 鹿児島県 奄美市 ＫａｚｂｏＳｕｒｆ，ＳＵＰａｎｄＶｉｌｌａ サービス その他サービス 5%

227,057 鹿児島県 奄美市 株式会社ＳＱ 小売業 衣料品 5%

227,058 鹿児島県 奄美市 株式会社ツタエ自動車 サービス その他サービス 5%

227,059 鹿児島県 奄美市 （有）観光ネットワーク奄美 サービス その他サービス 5%

227,060 鹿児島県 奄美市 きもの処　ふじむすめ 小売業 衣料品 5%

227,061 鹿児島県 奄美市 空港前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,062 鹿児島県 奄美市 ｃｒａｆｔＳｅｄｅｎ（クラフトセデン） サービス その他サービス 5%

227,063 鹿児島県 奄美市 ＣｌａｙＴｈｅｒａｐｙＳｃｈｏｏｌＶｅｌａ 小売業 その他小売 5%

227,064 鹿児島県 奄美市 ＣＲＥＳＳＯＮ クレソン  ＣＲＥＳＳＯＮークレソンー 小売業 その他小売 5%

227,065 鹿児島県 奄美市 ＣＲＥＳＳＯＮ　クレソン　　ＣｈｅａＰ　ＴｈＲｉｌｌＳ　チープスリル 小売業 衣料品 5%

227,066 鹿児島県 奄美市 ＣＲＥＳＳＯＮ クレソン  ｂｉｓ ビス 小売業 衣料品 5%

227,067 鹿児島県 奄美市 ＣＲＥＳＳＯＮ　クレソン　　ｂｉｓ　　　ビスセカンド 小売業 衣料品 5%

227,068 鹿児島県 奄美市 ＡＭＡ　ＴＥＲＲＡＣＥ サービス 宿泊業 5%

227,069 鹿児島県 奄美市 光学堂　名瀬店 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,070 鹿児島県 奄美市 こぐま商店 小売業 その他小売 5%

227,071 鹿児島県 奄美市 コシナカラー サービス その他サービス 5%

227,072 鹿児島県 奄美市 小宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,073 鹿児島県 奄美市 塩浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,074 鹿児島県 奄美市 島人マ－ト石橋店 小売業 その他小売 5%

227,075 鹿児島県 奄美市 島人マ－ト笠利店 小売業 その他小売 5%

227,076 鹿児島県 奄美市 島人マ－ト住用店 小売業 その他小売 5%

227,077 鹿児島県 奄美市 若石足もみぷくぷく堂 サービス 理容・美容業 5%

227,078 鹿児島県 奄美市 ＪｅｗｅｌＭｅ サービス 理容・美容業 5%

227,079 鹿児島県 奄美市 Ｓｎａｐｐｙ 小売業 衣料品 5%

227,080 鹿児島県 奄美市 住用ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,081 鹿児島県 奄美市 ＳＥＰＴ 小売業 衣料品 5%

227,082 鹿児島県 奄美市 セブンプラザ　マツモト 小売業 電化製品 5%

227,083 鹿児島県 奄美市 セブンプラザ　いのり 小売業 電化製品 5%

227,084 鹿児島県 奄美市 株　セントラル楽器 小売業 その他小売 5%

227,085 鹿児島県 奄美市 ｔａ－ｔａｈａｎｄｍａｄｍｉｔｅ． 小売業 衣料品 5%

227,086 鹿児島県 奄美市 Ｄｉｎｉｎｇ　絆 サービス 飲食業 5%

227,087 鹿児島県 奄美市 大和　名瀬店 小売業 食料品 5%

227,088 鹿児島県 奄美市 タハラメガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,089 鹿児島県 奄美市 紬のとくやま　紬のとくやま サービス その他サービス 5%

227,090 鹿児島県 奄美市 紬レザーかすり 小売業 衣料品 5%

227,091 鹿児島県 奄美市 ティダッコ 小売業 衣料品 5%

227,092 鹿児島県 奄美市 ティダッコ 小売業 衣料品 5%

227,093 鹿児島県 奄美市 ティダムーン　リゾート＆スパ サービス 宿泊業 5%

227,094 鹿児島県 奄美市 アジアン雑貨ＴＥＲＡＮＧ 小売業 衣料品 5%
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227,095 鹿児島県 奄美市 富乃屋呉服店 小売業 衣料品 5%

227,096 鹿児島県 奄美市 とみや 小売業 食料品 5%

227,097 鹿児島県 奄美市 永田橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,098 鹿児島県 奄美市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅながはまＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,099 鹿児島県 奄美市 名瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,100 鹿児島県 奄美市 真名津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,101 鹿児島県 奄美市 南西商事 小売業 食料品 5%

227,102 鹿児島県 奄美市 ニューマツモト 小売業 衣料品 5%

227,103 鹿児島県 奄美市 パソコンスクールパリティビット サービス その他サービス 5%

227,104 鹿児島県 奄美市 浜里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,105 鹿児島県 奄美市 原ハブ屋奄美 小売業 衣料品 5%

227,106 鹿児島県 奄美市 晴れるベーカリー 小売業 食料品 5%

227,107 鹿児島県 奄美市 ＢＩＣ 小売業 衣料品 5%

227,108 鹿児島県 奄美市 ヒヤリングセンター奄美 小売業 その他小売 5%

227,109 鹿児島県 奄美市 ＦＵＥＴＡ 小売業 衣料品 5%

227,110 鹿児島県 奄美市 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅｕｐ　ＣＥＬＬ サービス 理容・美容業 5%

227,111 鹿児島県 奄美市 ｐｅｃｏｒａ 小売業 その他小売 5%

227,112 鹿児島県 奄美市 ホステルパンダのねぐら サービス その他サービス 5%

227,113 鹿児島県 奄美市 ホテル　ビッグマリン奄美 サービス 宿泊業 5%

227,114 鹿児島県 奄美市 ホテルウエストコート奄美 サービス 宿泊業 5%

227,115 鹿児島県 奄美市 ホテルウエストコート奄美２ サービス 宿泊業 5%

227,116 鹿児島県 奄美市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,117 鹿児島県 奄美市 まーさん市場末広店 小売業 その他小売 5%

227,118 鹿児島県 奄美市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ真名津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,119 鹿児島県 奄美市 丸工 小売業 その他小売 5%

227,120 鹿児島県 奄美市 ＭＩＯＩＭ 小売業 衣料品 5%

227,121 鹿児島県 奄美市 港町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,122 鹿児島県 奄美市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅみなと町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,123 鹿児島県 奄美市 山田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,124 鹿児島県 奄美市 ヤマトマリン　ヤマトマリン 小売業 その他小売 5%

227,125 鹿児島県 奄美市 ＹＯＵ＆祐 サービス その他サービス 5%

227,126 鹿児島県 奄美市 ㈲アドヴァンスランド サービス 宿泊業 5%

227,127 鹿児島県 奄美市 ユニマーレ サービス その他サービス 5%

227,128 鹿児島県 奄美市 ＬａｋｉＮａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

227,129 鹿児島県 奄美市 ｒｅｌａｘ サービス 理容・美容業 5%

227,130 鹿児島県 伊佐市 池畑印刷 サービス その他サービス 5%

227,131 鹿児島県 伊佐市 セブン－イレブン伊佐大口大田店 小売業 食料品 2%

227,132 鹿児島県 伊佐市 イサムカーショップ 小売業 その他小売 5%

227,133 鹿児島県 伊佐市 イサムカーショップ　重留展示場 小売業 その他小売 5%

227,134 鹿児島県 伊佐市 ＩＳＨＩＫＡＷＡ　ＡＵＴＯ　伊佐出張所 サービス その他サービス 5%

227,135 鹿児島県 伊佐市 ＩＴＳ大口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,136 鹿児島県 伊佐市 大口酒造　第二蒸溜所 小売業 食料品 5%
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227,137 鹿児島県 伊佐市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ大口中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,138 鹿児島県 伊佐市 大口中央スズキ サービス その他サービス 5%

227,139 鹿児島県 伊佐市 Ｋ－ＡＤＭ　川原自動車 サービス その他サービス 5%

227,140 鹿児島県 伊佐市 玄米ペーストぱん工房やまびこの郷 サービス その他サービス 5%

227,141 鹿児島県 伊佐市 光学堂　大口店 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,142 鹿児島県 伊佐市 郡山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,143 鹿児島県 伊佐市 松栄館 サービス 宿泊業 5%

227,144 鹿児島県 伊佐市 セブンプラザ　大口店 小売業 電化製品 5%

227,145 鹿児島県 伊佐市 セルフステーション大口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,146 鹿児島県 伊佐市 セレモニーやまおく大口 小売業 その他小売 5%

227,147 鹿児島県 伊佐市 髙山自動車板金塗装 サービス その他サービス 5%

227,148 鹿児島県 伊佐市 南国ホンダ サービス その他サービス 5%

227,149 鹿児島県 伊佐市 早水荘 サービス 宿泊業 5%

227,150 鹿児島県 伊佐市 菱刈ホンダ　大口店 サービス その他サービス 5%

227,151 鹿児島県 伊佐市 菱刈ホンダ販売 サービス その他サービス 5%

227,152 鹿児島県 伊佐市 ふくどめ 小売業 衣料品 5%

227,153 鹿児島県 伊佐市 プラツセ　大和　大口店 小売業 食料品 5%

227,154 鹿児島県 伊佐市 フレッシュフィールドなりざわ羽月店 小売業 食料品 5%

227,155 鹿児島県 伊佐市 ホームセンタータカミ　大口店 小売業 その他小売 5%

227,156 鹿児島県 伊佐市 北薩営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,157 鹿児島県 伊佐市 メガネのかめざわ 小売業 その他小売 5%

227,158 鹿児島県 伊佐市 米倉デンキ 小売業 電化製品 5%

227,159 鹿児島県 出水市 飛鳥ラーメン サービス 飲食業 5%

227,160 鹿児島県 出水市 池林鈑金塗装工場 サービス その他サービス 5%

227,161 鹿児島県 出水市 出水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,162 鹿児島県 出水市 出水南口ＳＳ　笹野石油ガス 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,163 鹿児島県 出水市 岩﨑美容室 サービス 理容・美容業 5%

227,164 鹿児島県 出水市 ウイークリーリバーサイド サービス 宿泊業 5%

227,165 鹿児島県 出水市 ウェディングマイン出水店 サービス その他サービス 5%

227,166 鹿児島県 出水市 宇佐商会 サービス その他サービス 5%

227,167 鹿児島県 出水市 江内給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,168 鹿児島県 出水市 エニカフェ ｃａｆｅ ｈａｎｄｍａｄｅ ａｎｙｔｈｉｎｇ サービス 飲食業 5%

227,169 鹿児島県 出水市 沖田セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,170 鹿児島県 出水市 奥田モータース商会 サービス その他サービス 5%

227,171 鹿児島県 出水市 温泉センターもみじ サービス その他サービス 5%

227,172 鹿児島県 出水市 カクイックスウィング　出水サテライト 小売業 その他小売 5%

227,173 鹿児島県 出水市 菓匠　泉菓園 小売業 食料品 5%

227,174 鹿児島県 出水市 菓匠田中 小売業 食料品 5%

227,175 鹿児島県 出水市 Ｃａｆｅ　ぐらんぱ サービス 飲食業 5%

227,176 鹿児島県 出水市 株式会社佛壇の古屋鋪　出水店 小売業 家具・調度品 5%

227,177 鹿児島県 出水市 上知識ＳＳ　川俣石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,178 鹿児島県 出水市 カレーライスの店 刻音 カレーライスの店刻音 サービス 飲食業 5%
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227,179 鹿児島県 出水市 靴の尚美堂　出水店 小売業 衣料品 5%

227,180 鹿児島県 出水市 クリーニングショップ ウェーブ 西出水本店 サービス その他サービス 5%

227,181 鹿児島県 出水市 クレインオートタビラ サービス その他サービス 5%

227,182 鹿児島県 出水市 有限会社建四郎 サービス 飲食業 5%

227,183 鹿児島県 出水市 米ノ津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,184 鹿児島県 出水市 米ノ津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,185 鹿児島県 出水市 米ノ津ＳＳ　チヅル石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,186 鹿児島県 出水市 さこ薬店 小売業 その他小売 5%

227,187 鹿児島県 出水市 ＳＡＮＰＯＨ 小売業 家具・調度品 5%

227,188 鹿児島県 出水市 Ｚｉｐ！！ サービス 飲食業 5%

227,189 鹿児島県 出水市 シュガー　出水店 小売業 衣料品 5%

227,190 鹿児島県 出水市 新生ドライ　有限会社　新生ドライ サービス その他サービス 5%

227,191 鹿児島県 出水市 スーパーよしだ鹿島店 小売業 食料品 5%

227,192 鹿児島県 出水市 スーパーよしだ米ノ津店 小売業 食料品 5%

227,193 鹿児島県 出水市 スーパーよしだ西ノ口店 小売業 食料品 5%

227,194 鹿児島県 出水市 スーパーよしだ西ノ口店 小売業 食料品 5%

227,195 鹿児島県 出水市 生協コープかごしま出水店 小売業 食料品 5%

227,196 鹿児島県 出水市 セブンプラザ　ながぞの 小売業 電化製品 5%

227,197 鹿児島県 出水市 セブンプラザエジソン館 小売業 電化製品 5%

227,198 鹿児島県 出水市 セブンプラザフタバヤ 小売業 電化製品 5%

227,199 鹿児島県 出水市 セルフ米ノ津給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,200 鹿児島県 出水市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ２４かごしまＴ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,201 鹿児島県 出水市 ダイナーカフェ　ウルフマンＢ　Ｒ　Ｓ サービス 飲食業 5%

227,202 鹿児島県 出水市 大和　出水店 小売業 食料品 5%

227,203 鹿児島県 出水市 だいわ高尾野店 小売業 食料品 5%

227,204 鹿児島県 出水市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ高尾野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,205 鹿児島県 出水市 高尾野ＳＳ　東原石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,206 鹿児島県 出水市 田口商会 サービス その他サービス 5%

227,207 鹿児島県 出水市 田原自動車 サービス その他サービス 5%

227,208 鹿児島県 出水市 民宿　月のうさぎ サービス 宿泊業 5%

227,209 鹿児島県 出水市 鶴屋 小売業 衣料品 5%

227,210 鹿児島県 出水市 トゥモロウ下水流店 小売業 食料品 5%

227,211 鹿児島県 出水市 トゥモロウ高尾野店 小売業 食料品 5%

227,212 鹿児島県 出水市 ドコデンうえの 小売業 電化製品 5%

227,213 鹿児島県 出水市 ナカグマ 小売業 その他小売 5%

227,214 鹿児島県 出水市 西出水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,215 鹿児島県 出水市 西出水給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,216 鹿児島県 出水市 西ノ口ハローズ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,217 鹿児島県 出水市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ２４米ノ津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,218 鹿児島県 出水市 農家民宿　たけ山荘 サービス 宿泊業 5%

227,219 鹿児島県 出水市 農家民宿江内自然治癒の里 サービス 宿泊業 5%

227,220 鹿児島県 出水市 ＮＯ　ＮＡＭＥ サービス 飲食業 5%

5412



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

227,221 鹿児島県 出水市 ピザテン・フォー　鹿児島出水店　2 サービス その他サービス 5%

227,222 鹿児島県 出水市 ビジネスホテル　鶴 サービス 宿泊業 5%

227,223 鹿児島県 出水市 美容室ＭＯＲＥ サービス 理容・美容業 5%

227,224 鹿児島県 出水市 ふく福 出水店 サービス 飲食業 5%

227,225 鹿児島県 出水市 ｐｌｕｓ１ｐｏｉｎｔ 小売業 その他小売 5%

227,226 鹿児島県 出水市 プラッセだいわ出水店 小売業 食料品 5%

227,227 鹿児島県 出水市 ホテルキング サービス 宿泊業 5%

227,228 鹿児島県 出水市 ホテル泉國邸 サービス 宿泊業 5%

227,229 鹿児島県 出水市 ＨＯＴＥＬ　鶴　２号館 サービス 宿泊業 5%

227,230 鹿児島県 出水市 ホテル桃晃 サービス 宿泊業 5%

227,231 鹿児島県 出水市 ホンダカーズ　出水 サービス その他サービス 5%

227,232 鹿児島県 出水市 マクドナルド出水店 サービス 飲食業 2%

227,233 鹿児島県 出水市 マツダオートザム　出水 サービス 運輸業 5%

227,234 鹿児島県 出水市 マルイ運輸　自動車整備工場 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,235 鹿児島県 出水市 マルイふれあいサービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,236 鹿児島県 出水市 ｍａｒｃｅｌｌｏ サービス 飲食業 5%

227,237 鹿児島県 出水市 緑町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,238 鹿児島県 出水市 株式会社　宮後印刷 サービス その他サービス 5%

227,239 鹿児島県 出水市 むらさき堂 小売業 衣料品 5%

227,240 鹿児島県 出水市 モバイル修理．ｊｐ出水店 サービス その他サービス 5%

227,241 鹿児島県 出水市 有限会社　湯川内温泉 サービス 宿泊業 5%

227,242 鹿児島県 出水市 有限会社大園電機 小売業 その他小売 5%

227,243 鹿児島県 出水市 有限会社南州メディカル出水店 小売業 その他小売 5%

227,244 鹿児島県 出水市 ロイヤルインステーションプラザ サービス 宿泊業 5%

227,245 鹿児島県 出水市 ロータス森谷 小売業 その他小売 5%

227,246 鹿児島県 出水市 わかすぎ米穀 小売業 食料品 5%

227,247 鹿児島県 出水市 わかすぎ米穀 小売業 食料品 5%

227,248 鹿児島県 出水市 わらびの丘ペンション サービス 宿泊業 5%

227,249 鹿児島県 伊仙町 伊仙ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,250 鹿児島県 伊仙町 犬田布ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,251 鹿児島県 伊仙町 面縄ＳＳ　重田石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,252 鹿児島県 伊仙町 ス－パ－ＴＡＩＨＥＩ 小売業 その他小売 5%

227,253 鹿児島県 伊仙町 総合衣料品店　もとだ　もとだ 小売業 衣料品 5%

227,254 鹿児島県 伊仙町 ＭＡＤＯショップ徳之島店 小売業 その他小売 5%

227,255 鹿児島県 いちき串木野市 セブン－イレブンいちき大里店 小売業 食料品 2%

227,256 鹿児島県 いちき串木野市 セブン－イレブンいちき庁舎前店 小売業 食料品 2%

227,257 鹿児島県 いちき串木野市 市来ＳＳ　松崎興油 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,258 鹿児島県 いちき串木野市 御倉町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,259 鹿児島県 いちき串木野市 神薗自動車展示場 サービス その他サービス 5%

227,260 鹿児島県 いちき串木野市 川元写真館 サービス その他サービス 5%

227,261 鹿児島県 いちき串木野市 串木野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,262 鹿児島県 いちき串木野市 セブン－イレブン串木野インター店 小売業 食料品 2%
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227,263 鹿児島県 いちき串木野市 串木野大原町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,264 鹿児島県 いちき串木野市 串木野港ＳＳ　有限会社串木野石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,265 鹿児島県 いちき串木野市 セブン－イレブン串木野浜ケ城店 小売業 食料品 2%

227,266 鹿児島県 いちき串木野市 さつま動物病院 サービス その他サービス 5%

227,267 鹿児島県 いちき串木野市 焼酎とお食事処　伝兵衛 サービス 飲食業 5%

227,268 鹿児島県 いちき串木野市 生活空間前田 小売業 家具・調度品 5%

227,269 鹿児島県 いちき串木野市 セブンプラザ串木野店 小売業 電化製品 5%

227,270 鹿児島県 いちき串木野市 セルフ市来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,271 鹿児島県 いちき串木野市 太陽自動車 小売業 その他小売 5%

227,272 鹿児島県 いちき串木野市 だいわ串木野店 小売業 食料品 5%

227,273 鹿児島県 いちき串木野市 中央オートサービス サービス その他サービス 5%

227,274 鹿児島県 いちき串木野市 寺田屋 小売業 食料品 5%

227,275 鹿児島県 いちき串木野市 ドコデンいちき店 小売業 電化製品 5%

227,276 鹿児島県 いちき串木野市 ドコデンくぼ 小売業 電化製品 5%

227,277 鹿児島県 いちき串木野市 濵田スタンドＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,278 鹿児島県 いちき串木野市 ＢＡＲＩＱＵＡＮＤ サービス 理容・美容業 5%

227,279 鹿児島県 いちき串木野市 ブーランジェリークープ 小売業 食料品 5%

227,280 鹿児島県 いちき串木野市 ホテルアクシアくしきの サービス 宿泊業 5%

227,281 鹿児島県 いちき串木野市 ポノボーノ サービス 飲食業 5%

227,282 鹿児島県 いちき串木野市 ホームセンター前田串木野店 小売業 家具・調度品 5%

227,283 鹿児島県 いちき串木野市 ホームセンター前田串木野店 小売業 家具・調度品 5%

227,284 鹿児島県 いちき串木野市 ｍａｉｋａ’ｉｓａｌｏｎＷａｉｐｉ＇ｏ サービス 理容・美容業 5%

227,285 鹿児島県 いちき串木野市 マエダ サービス その他サービス 5%

227,286 鹿児島県 いちき串木野市 前田金物店　串木野建材部 小売業 家具・調度品 5%

227,287 鹿児島県 いちき串木野市 メガネ技術館キヨミズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,288 鹿児島県 いちき串木野市 有限会社菓子処菊屋 小売業 食料品 5%

227,289 鹿児島県 いちき串木野市 吉国電機 小売業 電化製品 5%

227,290 鹿児島県 いちき串木野市 ロータストメモリ サービス その他サービス 5%

227,291 鹿児島県 指宿市 青葉 サービス 飲食業 5%

227,292 鹿児島県 指宿市 アクセス不動産株式会社 サービス その他サービス 5%

227,293 鹿児島県 指宿市 池田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,294 鹿児島県 指宿市 池田湖パラダイス 小売業 その他小売 5%

227,295 鹿児島県 指宿市 指宿営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,296 鹿児島県 指宿市 指宿温泉こらんの湯　錦江楼 サービス 宿泊業 5%

227,297 鹿児島県 指宿市 指宿海上ホテル サービス 宿泊業 5%

227,298 鹿児島県 指宿市 指宿海上ホテル サービス 宿泊業 5%

227,299 鹿児島県 指宿市 指宿こころの宿 サービス 宿泊業 5%

227,300 鹿児島県 指宿市 指宿こころの湯 サービス その他サービス 5%

227,301 鹿児島県 指宿市 指宿こころの湯　一心 サービス 飲食業 5%

227,302 鹿児島県 指宿市 セブン－イレブン指宿市役所前店 小売業 食料品 2%

227,303 鹿児島県 指宿市 いぶすき秀水園 サービス 宿泊業 5%

227,304 鹿児島県 指宿市 指宿中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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227,305 鹿児島県 指宿市 セブン－イレブン指宿西方店 小売業 食料品 2%

227,306 鹿児島県 指宿市 指宿白水館 サービス 宿泊業 5%

227,307 鹿児島県 指宿市 指宿フェニックスホテル サービス 宿泊業 5%

227,308 鹿児島県 指宿市 指宿民宿千成荘 サービス 宿泊業 5%

227,309 鹿児島県 指宿市 セブン－イレブン指宿山川大山店 小売業 食料品 2%

227,310 鹿児島県 指宿市 セブン－イレブン指宿山川大成店 小売業 食料品 2%

227,311 鹿児島県 指宿市 セブン－イレブン指宿渡瀬通り店 小売業 食料品 2%

227,312 鹿児島県 指宿市 うっかり八兵衛 サービス 飲食業 5%

227,313 鹿児島県 指宿市 うっかり八兵衛 うっかり八兵衛 サービス 飲食業 5%

227,314 鹿児島県 指宿市 絵付工房秋月窯 サービス その他サービス 5%

227,315 鹿児島県 指宿市 大浪カメラ 小売業 その他小売 5%

227,316 鹿児島県 指宿市 御菓子司　鳥越屋 小売業 食料品 5%

227,317 鹿児島県 指宿市 岡村商店 小売業 食料品 5%

227,318 鹿児島県 指宿市 お茶の沢田園　指宿店 小売業 食料品 5%

227,319 鹿児島県 指宿市 開聞ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,320 鹿児島県 指宿市 かいもん市場久太郎 小売業 食料品 5%

227,321 鹿児島県 指宿市 開聞十町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,322 鹿児島県 指宿市 指宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,323 鹿児島県 指宿市 家族温泉野の香 家族温泉野の香 サービス その他サービス 5%

227,324 鹿児島県 指宿市 株式会社佛壇の古屋鋪　指宿店 小売業 家具・調度品 5%

227,325 鹿児島県 指宿市 カレーＤＯほっと サービス 飲食業 5%

227,326 鹿児島県 指宿市 木の香の宿　ゆのとこ サービス 宿泊業 5%

227,327 鹿児島県 指宿市 ギャラリーカフェ華なん サービス 飲食業 5%

227,328 鹿児島県 指宿市 吟松別邸　悠離庵 サービス 宿泊業 5%

227,329 鹿児島県 指宿市 靴の尚美堂指宿店 小売業 衣料品 5%

227,330 鹿児島県 指宿市 くつろぎ処　なんつぁならん サービス 飲食業 5%

227,331 鹿児島県 指宿市 ゲストハウスライダースイン指宿 サービス その他サービス 5%

227,332 鹿児島県 指宿市 こころの食彩館 小売業 食料品 5%

227,333 鹿児島県 指宿市 古民家で昼ごはん梅里 古民家で昼ごはん梅里 サービス 飲食業 5%

227,334 鹿児島県 指宿市 小料理　美庵樹 サービス 飲食業 5%

227,335 鹿児島県 指宿市 坂元薬局 小売業 その他小売 5%

227,336 鹿児島県 指宿市 サンステージ指宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,337 鹿児島県 指宿市 サンニューズつるぞの店 小売業 電化製品 5%

227,338 鹿児島県 指宿市 老舗精肉　上高原 小売業 食料品 5%

227,339 鹿児島県 指宿市 新西方ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,340 鹿児島県 指宿市 生協コープかごしま指宿店 小売業 食料品 5%

227,341 鹿児島県 指宿市 絶景露天風呂の宿　指宿ロイヤルホテル サービス 宿泊業 5%

227,342 鹿児島県 指宿市 セブンプラザ山川店 小売業 電化製品 5%

227,343 鹿児島県 指宿市 大成ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,344 鹿児島県 指宿市 種子屋久高速船指宿営業所 サービス 運輸業 5%

227,345 鹿児島県 指宿市 恒吉石油　山川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,346 鹿児島県 指宿市 ツバメガス鹿児島　指宿営業所 小売業 その他小売 5%
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227,347 鹿児島県 指宿市 美容室シャラン サービス 理容・美容業 5%

227,348 鹿児島県 指宿市 てぞの精肉店 小売業 食料品 5%

227,349 鹿児島県 指宿市 徳光ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,350 鹿児島県 指宿市 長崎鼻記念堂　かめや 小売業 その他小売 5%

227,351 鹿児島県 指宿市 成川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,352 鹿児島県 指宿市 南薩アクティビティ　七宝 サービス その他サービス 5%

227,353 鹿児島県 指宿市 二月田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,354 鹿児島県 指宿市 パティスリーレミュー サービス 飲食業 5%

227,355 鹿児島県 指宿市 花の温泉ホテル吟松 サービス 宿泊業 5%

227,356 鹿児島県 指宿市 肥後屋 小売業 衣料品 5%

227,357 鹿児島県 指宿市 ビジネスホテル　古里 サービス 宿泊業 5%

227,358 鹿児島県 指宿市 プラツセ　大和　指宿店 小売業 食料品 5%

227,359 鹿児島県 指宿市 プラッセだいわ指宿店 小売業 食料品 5%

227,360 鹿児島県 指宿市 マダムハウス指宿店 小売業 衣料品 5%

227,361 鹿児島県 指宿市 ふるさとショップ　指宿駅売店 小売業 食料品 5%

227,362 鹿児島県 指宿市 Ｈａｉｒ　ＰＵ。 サービス 理容・美容業 5%

227,363 鹿児島県 指宿市 前野石油 ニコニコレンタカー 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,364 鹿児島県 指宿市 マクドナルド２２６指宿店 サービス 飲食業 2%

227,365 鹿児島県 指宿市 松山時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,366 鹿児島県 指宿市 マンゴーの森 小売業 その他小売 5%

227,367 鹿児島県 指宿市 宮ヶ浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,368 鹿児島県 指宿市 民宿　たかよし サービス 宿泊業 5%

227,369 鹿児島県 指宿市 昔ながらな小さな宿川久 サービス 宿泊業 5%

227,370 鹿児島県 指宿市 焼肉なべしま指宿店 サービス 飲食業 5%

227,371 鹿児島県 指宿市 山川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,372 鹿児島県 指宿市 有限会社丸山印刷 サービス その他サービス 5%

227,373 鹿児島県 指宿市 湯砂菜企画 小売業 食料品 5%

227,374 鹿児島県 指宿市 吉田石油株式会社山川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,375 鹿児島県 指宿市 吉永酒造　有 小売業 食料品 5%

227,376 鹿児島県 指宿市 リサイクルストアハッピー サービス その他サービス 5%

227,377 鹿児島県 指宿市 旅館　月見荘 サービス 宿泊業 5%

227,378 鹿児島県 宇検村 奄美大島開運酒造 小売業 家具・調度品 5%

227,379 鹿児島県 宇検村 宇検ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,380 鹿児島県 宇検村 とよひかり珈琲店 サービス 飲食業 5%

227,381 鹿児島県 大崎町 アロマテラピーサロン　ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　ｓａｕｌｅ サービス その他サービス 5%

227,382 鹿児島県 大崎町 ＥＣＣ大崎教室 サービス その他サービス 5%

227,383 鹿児島県 大崎町 居酒屋　白鶴　炭火焼鳥ももえちゃん サービス 飲食業 5%

227,384 鹿児島県 大崎町 大崎給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,385 鹿児島県 大崎町 大崎セントラルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,386 鹿児島県 大崎町 大崎中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,387 鹿児島県 大崎町 鹿児島東部ヤクルト販売　大崎センター 小売業 食料品 5%

227,388 鹿児島県 大崎町 カフェ・ド・グリルサザンクロス サービス 飲食業 5%
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227,389 鹿児島県 大崎町 ｋｙｏｎｗｏｒｋｓ サービス その他サービス 5%

227,390 鹿児島県 大崎町 ＳａｋｕＲａｎＫｅｎｎｅｌ 小売業 その他小売 5%

227,391 鹿児島県 大崎町 新平酒造 小売業 食料品 5%

227,392 鹿児島県 大崎町 セブンプラザ大崎店 小売業 電化製品 5%

227,393 鹿児島県 大崎町 だいわ大崎店 小売業 食料品 5%

227,394 鹿児島県 大崎町 永吉給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,395 鹿児島県 大崎町 ネオプラスキヨヤマ本店 小売業 電化製品 5%

227,396 鹿児島県 大崎町 ネオプラス本部 小売業 電化製品 5%

227,397 鹿児島県 大崎町 菱田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,398 鹿児島県 大崎町 マツザカヤ　ファミリーショップ　マツザカヤ 小売業 衣料品 5%

227,399 鹿児島県 大崎町 持留ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,400 鹿児島県 鹿児島市 Ａｇｅ 小売業 その他小売 5%

227,401 鹿児島県 鹿児島市 ａｒｔｒｏｏｍｃｈａｃｈａ サービス その他サービス 5%

227,402 鹿児島県 鹿児島市 アーユルヴェーダスリランカ サービス その他サービス 5%

227,403 鹿児島県 鹿児島市 ｉｉＳｉｌｋ工房 小売業 衣料品 5%

227,404 鹿児島県 鹿児島市 愛甲治療 サービス 理容・美容業 5%

227,405 鹿児島県 鹿児島市 アイデン 小売業 電化製品 5%

227,406 鹿児島県 鹿児島市 有限会社きもの屋 小売業 衣料品 5%

227,407 鹿児島県 鹿児島市 アイペット 小売業 その他小売 5%

227,408 鹿児島県 鹿児島市 あいん猫と犬の病院 サービス その他サービス 5%

227,409 鹿児島県 鹿児島市 Ａｕｇｕｒｉｏ サービス 飲食業 5%

227,410 鹿児島県 鹿児島市 明石屋エルモンド店 小売業 食料品 5%

227,411 鹿児島県 鹿児島市 明石屋ＪＲ鹿児島中央駅店 小売業 食料品 5%

227,412 鹿児島県 鹿児島市 明石屋仙厳園店 小売業 食料品 5%

227,413 鹿児島県 鹿児島市 明石屋中央店 小売業 食料品 5%

227,414 鹿児島県 鹿児島市 明石屋本店 小売業 食料品 5%

227,415 鹿児島県 鹿児島市 アカヤコーヒー サービス 飲食業 2%

227,416 鹿児島県 鹿児島市 アクア 田上本店 小売業 その他小売 5%

227,417 鹿児島県 鹿児島市 アクアガーデンホテル福丸 サービス 宿泊業 5%

227,418 鹿児島県 鹿児島市 アクシス サービス その他サービス 5%

227,419 鹿児島県 鹿児島市 アクシス アクシス サービス その他サービス 5%

227,420 鹿児島県 鹿児島市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｒｅｇａｌ谷山 サービス 理容・美容業 5%

227,421 鹿児島県 鹿児島市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｃｕｒｒｅｎｔ鹿児島 サービス 理容・美容業 5%

227,422 鹿児島県 鹿児島市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｍａｒｋａ鹿児島 サービス 理容・美容業 5%

227,423 鹿児島県 鹿児島市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｌｅｏｎ紫原 サービス 理容・美容業 5%

227,424 鹿児島県 鹿児島市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｒｉａｃｈ鹿児島 サービス 理容・美容業 5%

227,425 鹿児島県 鹿児島市 ａｇｒｕｍｅｓ　【アグリューム】 サービス 理容・美容業 5%

227,426 鹿児島県 鹿児島市 揚立屋・中山バイパス店 小売業 食料品 5%

227,427 鹿児島県 鹿児島市 揚立屋・天文館店 小売業 食料品 5%

227,428 鹿児島県 鹿児島市 揚立屋・七ツ島店 小売業 食料品 5%

227,429 鹿児島県 鹿児島市 揚立屋・鴨池店 小売業 食料品 5%

227,430 鹿児島県 鹿児島市 揚立屋・金生町店 小売業 食料品 5%
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227,431 鹿児島県 鹿児島市 揚立屋ＪＲ鹿児島中央駅店 小売業 食料品 5%

227,432 鹿児島県 鹿児島市 朝日屋 小売業 家具・調度品 5%

227,433 鹿児島県 鹿児島市 ＡＳＩＡ　ＡＳＩＡ サービス 理容・美容業 5%

227,434 鹿児島県 鹿児島市 Ａｇｅｅ　ＷＡＭ サービス 理容・美容業 5%

227,435 鹿児島県 鹿児島市 Ａｇｅｅ　ＷＡＭ　天文館店 サービス 理容・美容業 5%

227,436 鹿児島県 鹿児島市 ＡＪＩＴＯ サービス 飲食業 5%

227,437 鹿児島県 鹿児島市 味処　正ちゃん サービス 飲食業 5%

227,438 鹿児島県 鹿児島市 味処あづま サービス 飲食業 5%

227,439 鹿児島県 鹿児島市 ａｚｕｒ 小売業 その他小売 5%

227,440 鹿児島県 鹿児島市 Ａ’ｚ－ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

227,441 鹿児島県 鹿児島市 Ａ　ｚ?ＨＡＩＲ　Ａ　ｚ?ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

227,442 鹿児島県 鹿児島市 頭の揉みほぐし専門店ｒｅｌａｘｊａｓｍｉｎｅ サービス 理容・美容業 5%

227,443 鹿児島県 鹿児島市 アット　アゴー 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,444 鹿児島県 鹿児島市 アットアゴー 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,445 鹿児島県 鹿児島市 アットアゴー アットアゴー 小売業 その他小売 5%

227,446 鹿児島県 鹿児島市 アドベンチャークラブ伊敷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,447 鹿児島県 鹿児島市 アトリエ　ユニ 小売業 衣料品 5%

227,448 鹿児島県 鹿児島市 奄美の里　加那衣屋 小売業 その他小売 5%

227,449 鹿児島県 鹿児島市 奄美の里 小売業 その他小売 5%

227,450 鹿児島県 鹿児島市 Ａｍｅｌｉｅ　ｂｅａｕｔｅ　（アメリボーテ） サービス 理容・美容業 5%

227,451 鹿児島県 鹿児島市 荒田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,452 鹿児島県 鹿児島市 あらた サービス 飲食業 5%

227,453 鹿児島県 鹿児島市 アリオン サービス 理容・美容業 5%

227,454 鹿児島県 鹿児島市 アルファイン サービス 理容・美容業 5%

227,455 鹿児島県 鹿児島市 ＡＬＰＨＡＧＹＭ サービス その他サービス 5%

227,456 鹿児島県 鹿児島市 ａｌｅｔ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

227,457 鹿児島県 鹿児島市 Ａｒｒｅｒａ サービス 理容・美容業 5%

227,458 鹿児島県 鹿児島市 アローズモーターサイクル　伊敷台 小売業 その他小売 5%

227,459 鹿児島県 鹿児島市 アローズモーターサイクル　玉里店 小売業 その他小売 5%

227,460 鹿児島県 鹿児島市 アローズモーターサイクル　下田店 小売業 その他小売 5%

227,461 鹿児島県 鹿児島市 ａｌｏｈａ運転代行 サービス その他サービス 5%

227,462 鹿児島県 鹿児島市 ＡＮ サービス 理容・美容業 5%

227,463 鹿児島県 鹿児島市 ＡＮＣＨＯＲ． サービス 理容・美容業 5%

227,464 鹿児島県 鹿児島市 ＵｎｃｌｅＣｈａｒｌｉｅＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ 小売業 衣料品 5%

227,465 鹿児島県 鹿児島市 ＡＮＴＩＬＬ 小売業 衣料品 5%

227,466 鹿児島県 鹿児島市 アンハロッズのドライフラワー専門店ＡＮＤＯＲＡ 小売業 その他小売 5%

227,467 鹿児島県 鹿児島市 池田自動車販売 サービス その他サービス 5%

227,468 鹿児島県 鹿児島市 池田動物病院 サービス その他サービス 5%

227,469 鹿児島県 鹿児島市 居酒屋　がほうじん サービス 飲食業 5%

227,470 鹿児島県 鹿児島市 居酒屋 福らく サービス 飲食業 5%

227,471 鹿児島県 鹿児島市 居酒屋きく屋 サービス 飲食業 5%

227,472 鹿児島県 鹿児島市 居酒屋でんすけ サービス 飲食業 5%
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227,473 鹿児島県 鹿児島市 居酒屋八十 サービス 飲食業 5%

227,474 鹿児島県 鹿児島市 居酒屋ミニでんでん サービス 飲食業 5%

227,475 鹿児島県 鹿児島市 伊敷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,476 鹿児島県 鹿児島市 伊敷花野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,477 鹿児島県 鹿児島市 伊敷団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,478 鹿児島県 鹿児島市 株式会社イシタケ開発 小売業 食料品 5%

227,479 鹿児島県 鹿児島市 磯工芸館 小売業 家具・調度品 5%

227,480 鹿児島県 鹿児島市 いちにぃさん　アプラ鹿児島店 サービス 飲食業 5%

227,481 鹿児島県 鹿児島市 いちにぃさん　天文館店 サービス 飲食業 5%

227,482 鹿児島県 鹿児島市 いちにぃさん　本店 サービス 飲食業 5%

227,483 鹿児島県 鹿児島市 市場食堂　天文館店 サービス 飲食業 5%

227,484 鹿児島県 鹿児島市 市場バリュースズヒガシ 小売業 食料品 5%

227,485 鹿児島県 鹿児島市 有限会社　一番堂ハンヤ　南栄店 小売業 その他小売 5%

227,486 鹿児島県 鹿児島市 一番堂ハンヤ　真砂店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

227,487 鹿児島県 鹿児島市 ｉｓｓｉｎ中央店 サービス 飲食業 5%

227,488 鹿児島県 鹿児島市 出光セルフ緑ヶ丘SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,489 鹿児島県 鹿児島市 出光吉田インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,490 鹿児島県 鹿児島市 Ｉｎｅｓ サービス 理容・美容業 5%

227,491 鹿児島県 鹿児島市 ＩＮＯ　ＦＬＯＷＥＲＳ 小売業 その他小売 5%

227,492 鹿児島県 鹿児島市 ＩＮＯ　ＦＬＯＷＥＲＳ サービス その他サービス 5%

227,493 鹿児島県 鹿児島市 井上商工株式会社 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,494 鹿児島県 鹿児島市 ＩＨＡＮＡ　ＢＲＩＤＡＬ サービス その他サービス 5%

227,495 鹿児島県 鹿児島市 ｉｍａｇｅ　ｄｅ　ｅｄｅｓｓａ サービス 理容・美容業 5%

227,496 鹿児島県 鹿児島市 イマージュドゥタンジェ サービス 理容・美容業 5%

227,497 鹿児島県 鹿児島市 イマージュドゥタンジェ サービス 理容・美容業 5%

227,498 鹿児島県 鹿児島市 ＩＬＭＯＲＥ サービス 飲食業 5%

227,499 鹿児島県 鹿児島市 岩崎自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

227,500 鹿児島県 鹿児島市 岩元精肉店 小売業 食料品 5%

227,501 鹿児島県 鹿児島市 岩元精肉店　直営レストラン　吉佐衛門　吉佐衛門 サービス 飲食業 5%

227,502 鹿児島県 鹿児島市 インテリアサロンふたつき 小売業 家具・調度品 5%

227,503 鹿児島県 鹿児島市 インテリアショップライフ　鹿児島 小売業 その他小売 5%

227,504 鹿児島県 鹿児島市 インナー１０ 小売業 その他小売 5%

227,505 鹿児島県 鹿児島市 ＩＮ・ＬＩＦＥＳＨＯＰ 小売業 家具・調度品 5%

227,506 鹿児島県 鹿児島市 Ｖｅｎｔ　Ｖｅｒｔ 小売業 食料品 5%

227,507 鹿児島県 鹿児島市 ＷＩＣＫＹ’Ｓ　ＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

227,508 鹿児島県 鹿児島市 Ｗｅｌｉｎａ　鹿児島 サービス 理容・美容業 5%

227,509 鹿児島県 鹿児島市 Ｖｏｔｒｅｆｌｅｕｒ 小売業 その他小売 5%

227,510 鹿児島県 鹿児島市 ウガリ電器 小売業 電化製品 5%

227,511 鹿児島県 鹿児島市 牛山自動車 サービス その他サービス 5%

227,512 鹿児島県 鹿児島市 うすき動物病院 サービス その他サービス 5%

227,513 鹿児島県 鹿児島市 うすき動物病院 サービス その他サービス 5%

227,514 鹿児島県 鹿児島市 うなぎの松重 サービス 飲食業 5%
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227,515 鹿児島県 鹿児島市 ヴルカーノ サービス 飲食業 5%

227,516 鹿児島県 鹿児島市 株式会社　エーアイディー鹿児島店 小売業 家具・調度品 5%

227,517 鹿児島県 鹿児島市 英国風バルＢＩＧＢＥＮ（ビッグベン） サービス 飲食業 5%

227,518 鹿児島県 鹿児島市 エクスターミネーター サービス その他サービス 5%

227,519 鹿児島県 鹿児島市 エクセルサウナタイセイ サービス 宿泊業 5%

227,520 鹿児島県 鹿児島市 菊水寝具店 サービス その他サービス 5%

227,521 鹿児島県 鹿児島市 ｅｚｅ　ｅｚｅ　エズ 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,522 鹿児島県 鹿児島市 ｅｚｅ 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,523 鹿児島県 鹿児島市 Ｓ　ｇａｒａｇｅ 小売業 その他小売 5%

227,524 鹿児島県 鹿児島市 ＥＳＣＡＰＥ サービス 飲食業 5%

227,525 鹿児島県 鹿児島市 エステ　ＷＡＭ サービス 理容・美容業 5%

227,526 鹿児島県 鹿児島市 エステ　ＷＡＭ　いづろ店 サービス 理容・美容業 5%

227,527 鹿児島県 鹿児島市 エステＷＡＭ　鹿児島店 サービス 理容・美容業 5%

227,528 鹿児島県 鹿児島市 エステＷＡＭ　中山店 サービス 理容・美容業 5%

227,529 鹿児島県 鹿児島市 エスポワール 小売業 衣料品 5%

227,530 鹿児島県 鹿児島市 エヌ・ワンタクシー サービス その他サービス 5%

227,531 鹿児島県 鹿児島市 エヌワン中央タクシー サービス その他サービス 5%

227,532 鹿児島県 鹿児島市 エフアンドエム 小売業 その他小売 5%

227,533 鹿児島県 鹿児島市 Ｆ．Ｓ．Ｍ． 小売業 衣料品 5%

227,534 鹿児島県 鹿児島市 Ｆ Ｂ Ｖ ｔｈｅ Ｃｅｎｔｅｒ Ｆ Ｂ Ｖ ｔｈｅ Ｃｅｎｔｅｒ 小売業 衣料品 5%

227,535 鹿児島県 鹿児島市 エムズグレイシー　鹿児島店 小売業 衣料品 5%

227,536 鹿児島県 鹿児島市 Ｅｌｄｅｒ 小売業 家具・調度品 5%

227,537 鹿児島県 鹿児島市 艶 サービス 飲食業 5%

227,538 鹿児島県 鹿児島市 縁サポートＪｉｎ サービス その他サービス 2%

227,539 鹿児島県 鹿児島市 エンゼルキッズ薬局店 小売業 その他小売 5%

227,540 鹿児島県 鹿児島市 おウチｄｅぎゅう太 サービス 飲食業 5%

227,541 鹿児島県 鹿児島市 大賀薬局　市立病院前店 小売業 その他小売 5%

227,542 鹿児島県 鹿児島市 ＡＵＧＧＩＥ ＡＵＧＧＩＥ 小売業 衣料品 5%

227,543 鹿児島県 鹿児島市 ＡＵＧＧＩＥ ＳＴＵＤＩＯ ＡＵＧＧＩＥ ＳＴＵＤＩＯ 小売業 衣料品 5%

227,544 鹿児島県 鹿児島市 オートガレージウメゾノ サービス その他サービス 5%

227,545 鹿児島県 鹿児島市 オートショップＩＳＯ サービス その他サービス 5%

227,546 鹿児島県 鹿児島市 オートテック サービス その他サービス 5%

227,547 鹿児島県 鹿児島市 オートモービル　マツオカ 小売業 その他小売 5%

227,548 鹿児島県 鹿児島市 ｏ?ｍｕｒｅｙｓ ｍａｄｏ 小売業 衣料品 5%

227,549 鹿児島県 鹿児島市 オールハンド専門エステＹｕａｓａ サービス 理容・美容業 5%

227,550 鹿児島県 鹿児島市 おがた写真館 小売業 その他小売 5%

227,551 鹿児島県 鹿児島市 Ａｕｇｇｉｅ 小売業 衣料品 5%

227,552 鹿児島県 鹿児島市 オクムラ電気店 小売業 電化製品 5%

227,553 鹿児島県 鹿児島市 ＯＳＡＫＡＮＡ　ワッショイ サービス 飲食業 5%

227,554 鹿児島県 鹿児島市 お酒のライズ　天文館店 小売業 食料品 5%

227,555 鹿児島県 鹿児島市 修 サービス 飲食業 5%

227,556 鹿児島県 鹿児島市 お酒肆天文館店 サービス 飲食業 5%
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227,557 鹿児島県 鹿児島市 おそうじ当番鹿児島 サービス その他サービス 5%

227,558 鹿児島県 鹿児島市 お茶の沢田園　中山店 小売業 食料品 5%

227,559 鹿児島県 鹿児島市 お茶の美老園 小売業 食料品 5%

227,560 鹿児島県 鹿児島市 御茶碗屋つきの虫 サービス その他サービス 5%

227,561 鹿児島県 鹿児島市 ａｕｔｏｇａｌｌｅｒｙ　Ｓｕｒｐ 小売業 その他小売 5%

227,562 鹿児島県 鹿児島市 オトコミセ・ギャルソン 小売業 衣料品 5%

227,563 鹿児島県 鹿児島市 ｏｆｆｉＣｅ　夢企画 小売業 その他小売 5%

227,564 鹿児島県 鹿児島市 ｏｆｆｉＣｅ 夢企画 ｋｉＣｈｅｎ 夢 サービス 飲食業 5%

227,565 鹿児島県 鹿児島市 ｏｆｆｊｉ サービス 理容・美容業 5%

227,566 鹿児島県 鹿児島市 ｏｆｆｊｉ サービス 理容・美容業 5%

227,567 鹿児島県 鹿児島市 お仏壇の千寿中町店 小売業 家具・調度品 5%

227,568 鹿児島県 鹿児島市 お仏壇・墓石の千寿ギャラリーメモリア天文館店 小売業 その他小売 5%

227,569 鹿児島県 鹿児島市 おまるちゃん サービス 飲食業 5%

227,570 鹿児島県 鹿児島市 おむすび本舗 サービス 飲食業 5%

227,571 鹿児島県 鹿児島市 ｏ－ｍｕｒｅｙｓ 小売業 衣料品 5%

227,572 鹿児島県 鹿児島市 オリエンタルスタジオ 小売業 その他小売 5%

227,573 鹿児島県 鹿児島市 オリオン鹿児島店 小売業 衣料品 5%

227,574 鹿児島県 鹿児島市 オーリック　南林寺店 小売業 食料品 5%

227,575 鹿児島県 鹿児島市 オリックスレンタカー鹿児島中央駅前店 サービス その他サービス 2%

227,576 鹿児島県 鹿児島市 オリックスレンタカー天文館店 サービス その他サービス 2%

227,577 鹿児島県 鹿児島市 織部 小売業 その他小売 5%

227,578 鹿児島県 鹿児島市 温泉ホテル中原別荘 サービス 宿泊業 5%

227,579 鹿児島県 鹿児島市 オンリーガン サービス 飲食業 5%

227,580 鹿児島県 鹿児島市 オンリーワン与次郎店 小売業 家具・調度品 5%

227,581 鹿児島県 鹿児島市 カーズビー 小売業 その他小売 5%

227,582 鹿児島県 鹿児島市 カードショップ彩々 カードショップ彩々 小売業 その他小売 5%

227,583 鹿児島県 鹿児島市 カーメイト鹿児島 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,584 鹿児島県 鹿児島市 カーライフ鹿児島 サービス その他サービス 5%

227,585 鹿児島県 鹿児島市 ＫａｉｔＳｉｔｈ 小売業 衣料品 5%

227,586 鹿児島県 鹿児島市 ナイスカイト サービス その他サービス 5%

227,587 鹿児島県 鹿児島市 楓 サービス その他サービス 5%

227,588 鹿児島県 鹿児島市 カクイックスウィング　介護用品館かじや町 小売業 その他小売 5%

227,589 鹿児島県 鹿児島市 学習教室ユアステップ サービス その他サービス 5%

227,590 鹿児島県 鹿児島市 学生服・衣料品　ひがし 小売業 衣料品 5%

227,591 鹿児島県 鹿児島市 かくれ家　鹿児島中央駅店 サービス 飲食業 5%

227,592 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島　グランシャリオ サービス 飲食業 5%

227,593 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島　ひらく サービス 飲食業 5%

227,594 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島荒田１丁目店 小売業 食料品 2%

227,595 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島荒田２丁目店 小売業 食料品 2%

227,596 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島池之上町店 小売業 食料品 2%

227,597 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島伊敷１丁目店 小売業 食料品 2%

227,598 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島伊敷台７丁目店 小売業 食料品 2%
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227,599 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島伊敷台２丁目店 小売業 食料品 2%

227,600 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島医療センター病院売店 小売業 その他小売 5%

227,601 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島上荒田町店 小売業 食料品 2%

227,602 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島上之園町店 小売業 食料品 2%

227,603 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島宇宿１丁目店 小売業 食料品 2%

227,604 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島宇宿７丁目店 小売業 食料品 2%

227,605 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島宇宿２丁目店 小売業 食料品 2%

227,606 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島加治屋町店 小売業 食料品 2%

227,607 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島上福元町店 小売業 食料品 2%

227,608 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島鴨池１丁目店 小売業 食料品 2%

227,609 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島鴨池港前店 小売業 食料品 2%

227,610 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島川上町店 小売業 食料品 2%

227,611 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島喜入店 小売業 食料品 2%

227,612 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島騎射場店 小売業 食料品 2%

227,613 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島共研公園東店 小売業 食料品 2%

227,614 鹿児島県 鹿児島市 かごしま黒豚そばつゆ巧房 小売業 その他小売 5%

227,615 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島県中古自動車販売商工組合　封印事務所 小売業 その他小売 5%

227,616 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島工業団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,617 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島皇徳寺東口店 小売業 食料品 2%

227,618 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島高麗町店 小売業 食料品 2%

227,619 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島呉服町店 小売業 食料品 2%

227,620 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島小松原２丁目店 小売業 食料品 2%

227,621 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島小山田町店 小売業 食料品 2%

227,622 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島西郷団地入口店 小売業 食料品 2%

227,623 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島坂之上４丁目店 小売業 食料品 2%

227,624 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島坂之上６丁目店 小売業 食料品 2%

227,625 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島坂元北店 小売業 食料品 2%

227,626 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島桜ヶ丘２丁目店 小売業 食料品 2%

227,627 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島桜ヶ丘南店 小売業 食料品 2%

227,628 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島酸素株式会社 小売業 その他小売 5%

227,629 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島酸素株式会社（三島村） 小売業 その他小売 5%

227,630 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島慈眼寺店 小売業 食料品 2%

227,631 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島下荒田２丁目店 小売業 食料品 2%

227,632 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島下福元影原店 小売業 食料品 2%

227,633 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島下福元町店 小売業 食料品 2%

227,634 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島城南町店 小売業 食料品 2%

227,635 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島新屋敷町店 小売業 食料品 2%

227,636 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島住吉町店 小売業 食料品 2%

227,637 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島仙巌園前店 小売業 食料品 2%

227,638 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島千年橋店 小売業 食料品 2%

227,639 鹿児島県 鹿児島市 かごしま第一ホテルきしゃば サービス 宿泊業 5%

227,640 鹿児島県 鹿児島市 かごしま第一ホテル鴨池 サービス 宿泊業 5%
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227,641 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島大学前店 小売業 食料品 2%

227,642 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島大竜町店 小売業 食料品 2%

227,643 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島田上３丁目店 小売業 食料品 2%

227,644 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島田上７丁目店 小売業 食料品 2%

227,645 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島武１丁目店 小売業 食料品 2%

227,646 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島武岡店 小売業 食料品 2%

227,647 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島谷山港入口店 小売業 食料品 2%

227,648 鹿児島県 鹿児島市 かごしま旅の駅　魔猿城 小売業 その他小売 5%

227,649 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島中央補聴器 小売業 その他小売 5%

227,650 鹿児島県 鹿児島市 ５ケアグループ株式会社 サービス 理容・美容業 5%

227,651 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島中山上西店 小売業 食料品 2%

227,652 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島照国神社前店 小売業 食料品 2%

227,653 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島天保山店 小売業 食料品 2%

227,654 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島天文館公園前店 小売業 食料品 2%

227,655 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島東開町北店 小売業 食料品 2%

227,656 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島東開町南店 小売業 食料品 2%

227,657 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島中洲通り店 小売業 食料品 2%

227,658 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島西伊敷店 小売業 食料品 2%

227,659 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島西田２丁目店 小売業 食料品 2%

227,660 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島原良店 小売業 食料品 2%

227,661 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島春山町店 小売業 食料品 2%

227,662 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島東郡元町店 小売業 食料品 2%

227,663 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島東千石町店 小売業 食料品 2%

227,664 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島東谷山６丁目店 小売業 食料品 2%

227,665 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島東俣店 小売業 食料品 2%

227,666 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島日当平店 小売業 食料品 2%

227,667 鹿児島県 鹿児島市 かごしまプラザホテル天文館 サービス 宿泊業 5%

227,668 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島星ケ峯店 小売業 食料品 2%

227,669 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島補聴器センター 小売業 その他小売 5%

227,670 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島真砂町店 小売業 食料品 2%

227,671 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島松元町店 小売業 食料品 2%

227,672 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島南高校前店 小売業 食料品 2%

227,673 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島宮之浦店 小売業 食料品 2%

227,674 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島紫原３丁目店 小売業 食料品 2%

227,675 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島紫原７丁目店 小売業 食料品 2%

227,676 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島紫原南店 小売業 食料品 2%

227,677 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島薬師堂店 小売業 食料品 2%

227,678 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売　伊敷団地センター 小売業 食料品 5%

227,679 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売 伊敷中前センター 小売業 食料品 5%

227,680 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売 伊集院センター 小売業 食料品 5%

227,681 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売　指宿センター 小売業 食料品 5%

227,682 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売　宇宿センター 小売業 食料品 5%
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227,683 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売　頴娃センター 小売業 食料品 5%

227,684 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売　大峯センター 小売業 食料品 5%

227,685 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売　小川センター 小売業 食料品 5%

227,686 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売　卸本町センター 小売業 食料品 5%

227,687 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売 加世田センター 小売業 食料品 5%

227,688 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売　鴨池中央センター 小売業 食料品 5%

227,689 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売　川辺センター 小売業 食料品 5%

227,690 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売　喜入センター 小売業 食料品 5%

227,691 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売 城南センター 小売業 食料品 5%

227,692 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売 谷山センター 小売業 食料品 5%

227,693 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売　種子島センター 小売業 食料品 5%

227,694 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売　中山団地センター 小売業 食料品 5%

227,695 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売　名瀬センター 小売業 食料品 5%

227,696 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売　西田センター 小売業 食料品 5%

227,697 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売　枕崎センター 小売業 食料品 5%

227,698 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ヤクルト販売　吉野センター 小売業 食料品 5%

227,699 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島山下町店 小売業 食料品 2%

227,700 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島山田町店 小売業 食料品 2%

227,701 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島山之口町店 小売業 食料品 2%

227,702 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ユナイテッドカフェ　鹿児島ユナイテッドカフェ サービス 飲食業 5%

227,703 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島吉野帯迫中央店 小売業 食料品 2%

227,704 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島吉野柿之迫店 小売業 食料品 2%

227,705 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島与次郎２丁目店 小売業 食料品 2%

227,706 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ラーメン我流風イオンモール鹿児島店 サービス 飲食業 5%

227,707 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ラーメン我流風　天文館本店 サービス 飲食業 5%

227,708 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島ラーメン我流風　ドルフィンポート店 サービス 飲食業 5%

227,709 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島レンタカー中央駅西口店 サービス その他サービス 5%

227,710 鹿児島県 鹿児島市 セブン－イレブン鹿児島和田１丁目店 小売業 食料品 2%

227,711 鹿児島県 鹿児島市 かごっま温泉 サービス その他サービス 5%

227,712 鹿児島県 鹿児島市 かごっま屋台村　１３　ＳＡＴＳＵＭＡ サービス 飲食業 5%

227,713 鹿児島県 鹿児島市 かごっま屋台村　２２　南州農場 サービス 飲食業 5%

227,714 鹿児島県 鹿児島市 カジュアルレストラン アフロ カフェ 鹿児島アリーナ店 サービス 飲食業 5%

227,715 鹿児島県 鹿児島市 ガス本部 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,716 鹿児島県 鹿児島市 ＫＡＺＥ伊敷店 サービス 理容・美容業 5%

227,717 鹿児島県 鹿児島市 ＫＡＺＥ上塩屋 サービス 理容・美容業 5%

227,718 鹿児島県 鹿児島市 かつ寿　アミュプラザ鹿児島店 サービス 飲食業 5%

227,719 鹿児島県 鹿児島市 金久 サービス 飲食業 5%

227,720 鹿児島県 鹿児島市 カフェ　パルピト サービス 飲食業 5%

227,721 鹿児島県 鹿児島市 カフェ マモン エ モア サービス 飲食業 5%

227,722 鹿児島県 鹿児島市 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　Ａｎｎｉｖ． サービス 飲食業 5%

227,723 鹿児島県 鹿児島市 ＣａｆｅＥｓｐｒｅｓｓｏ１１４　Ｃａｆｅ　Ｅｓｐｒｅｓｓｏ　１１４ サービス 飲食業 5%

227,724 鹿児島県 鹿児島市 ＣａｆｅＥｓｐｒｅｓｓｏ１１４ サービス 飲食業 5%
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227,725 鹿児島県 鹿児島市 株　Ｍでんき住設 小売業 電化製品 5%

227,726 鹿児島県 鹿児島市 株　オートパンサー 小売業 その他小売 5%

227,727 鹿児島県 鹿児島市 カクイックスウィング　鹿児島営業所 小売業 その他小売 5%

227,728 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ガストフ サービス 宿泊業 5%

227,729 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＣＬＡＩＲＥ サービス その他サービス 5%

227,730 鹿児島県 鹿児島市 株式会社サクシード サービス その他サービス 5%

227,731 鹿児島県 鹿児島市 株式会社しょうび 小売業 その他小売 5%

227,732 鹿児島県 鹿児島市 株式会社デポックス商事 小売業 衣料品 5%

227,733 鹿児島県 鹿児島市 株式会社寺師 サービス その他サービス 5%

227,734 鹿児島県 鹿児島市 株式会社東進建設 サービス その他サービス 5%

227,735 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ファインファーム 小売業 家具・調度品 5%

227,736 鹿児島県 鹿児島市 株式会社福地模型 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

227,737 鹿児島県 鹿児島市 株式会社佛壇の古屋鋪　東開店 小売業 家具・調度品 5%

227,738 鹿児島県 鹿児島市 株式会社佛壇の古屋鋪　南林寺店 小売業 家具・調度品 5%

227,739 鹿児島県 鹿児島市 株式会社佛壇の古屋鋪　吉野店 小売業 家具・調度品 5%

227,740 鹿児島県 鹿児島市 株式会社みつる 小売業 その他小売 5%

227,741 鹿児島県 鹿児島市 株式会社メガネの大学堂 小売業 その他小売 5%

227,742 鹿児島県 鹿児島市 株式会社和志武自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

227,743 鹿児島県 鹿児島市 家烹酒肆　世楽 サービス 飲食業 5%

227,744 鹿児島県 鹿児島市 カミクリオート サービス その他サービス 5%

227,745 鹿児島県 鹿児島市 上村自動車商会　本社 サービス その他サービス 5%

227,746 鹿児島県 鹿児島市 かめや釣具　鹿児島谷山店 小売業 その他小売 5%

227,747 鹿児島県 鹿児島市 かめや釣具 鹿児島城南店 小売業 その他小売 5%

227,748 鹿児島県 鹿児島市 カメラのナニワ鹿児島天文館店 小売業 その他小売 5%

227,749 鹿児島県 鹿児島市 カモイケ工房 サービス その他サービス 5%

227,750 鹿児島県 鹿児島市 からあげの星 小売業 食料品 5%

227,751 鹿児島県 鹿児島市 カーライフサポートＪＡＭＢＯＲＥＥ サービス その他サービス 5%

227,752 鹿児島県 鹿児島市 カラオケスナック葡萄園 サービス 飲食業 5%

227,753 鹿児島県 鹿児島市 カラオケＳＰＯＴＭＹくん 中央駅店 サービス 飲食業 5%

227,754 鹿児島県 鹿児島市 カラオケＳＰＯＴＭＹくん 荒田店 サービス 飲食業 5%

227,755 鹿児島県 鹿児島市 カラオケドリーム サービス その他サービス 5%

227,756 鹿児島県 鹿児島市 からだのみかたＲｏｌｆｉｎｇ サービス その他サービス 5%

227,757 鹿児島県 鹿児島市 ＣＡＬＩＤＡＤーカリダ サービス その他サービス 5%

227,758 鹿児島県 鹿児島市 我流風　Ｎ’ｓＣＩＴＹ店 サービス 飲食業 5%

227,759 鹿児島県 鹿児島市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋鹿児島笹貫店 サービス 飲食業 2%

227,760 鹿児島県 鹿児島市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋鹿児島天保山店 サービス 飲食業 2%

227,761 鹿児島県 鹿児島市 カンコーショップ鹿児島 小売業 衣料品 5%

227,762 鹿児島県 鹿児島市 カンゴシナ サービス その他サービス 5%

227,763 鹿児島県 鹿児島市 キーベース鹿児島 小売業 その他小売 5%

227,764 鹿児島県 鹿児島市 喜鶴寿司　鹿児島中央ターミナル店 サービス 飲食業 5%

227,765 鹿児島県 鹿児島市 喜鶴寿司　本店 サービス 飲食業 5%

227,766 鹿児島県 鹿児島市 喜鶴寿司本店　鹿児島中央ターミナル店 小売業 その他小売 5%
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227,767 鹿児島県 鹿児島市 喜鶴寿司本店　本店 小売業 その他小売 5%

227,768 鹿児島県 鹿児島市 Ｋｉｚｕｎａ　鴨池 サービス 飲食業 5%

227,769 鹿児島県 鹿児島市 季節料理兵六 サービス 飲食業 5%

227,770 鹿児島県 鹿児島市 喫茶店　ぽっけ サービス 飲食業 5%

227,771 鹿児島県 鹿児島市 キッチンカフェ小春日和 サービス 飲食業 5%

227,772 鹿児島県 鹿児島市 キッチンみらいず 小売業 食料品 5%

227,773 鹿児島県 鹿児島市 絹の店クボ鹿児島店 小売業 衣料品 5%

227,774 鹿児島県 鹿児島市 ＫＩＮＥＮＢＩ 小売業 家具・調度品 5%

227,775 鹿児島県 鹿児島市 木之瀬タクシー サービス 運輸業 5%

227,776 鹿児島県 鹿児島市 木原ＴＡＸｉ サービス 運輸業 5%

227,777 鹿児島県 鹿児島市 ＧｉｐｈｒｏｉＲ サービス 理容・美容業 5%

227,778 鹿児島県 鹿児島市 ギャラリーセージ 小売業 その他小売 5%

227,779 鹿児島県 鹿児島市 ギャラリー陶夢 小売業 その他小売 5%

227,780 鹿児島県 鹿児島市 ギャラリービーンズ花月 小売業 その他小売 5%

227,781 鹿児島県 鹿児島市 キャンパー鹿児島 サービス その他サービス 5%

227,782 鹿児島県 鹿児島市 ＣａｎｖａｓｂｙＪｕｎｏ サービス 理容・美容業 5%

227,783 鹿児島県 鹿児島市 牛かつぎゅう太 サービス 飲食業 5%

227,784 鹿児島県 鹿児島市 九州共同株式会社運送事業部 サービス その他サービス 5%

227,785 鹿児島県 鹿児島市 ぎょうざとワインの店　ＳＥＮＲＩ サービス 飲食業 5%

227,786 鹿児島県 鹿児島市 行政書士法人みらいず サービス その他サービス 5%

227,787 鹿児島県 鹿児島市 共立修理工房　たわわタウン谷山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,788 鹿児島県 鹿児島市 漁港直送　漁師めし　とと丸 サービス 飲食業 5%

227,789 鹿児島県 鹿児島市 霧島タクシー 玉里営業所 １３７ サービス 運輸業 5%

227,790 鹿児島県 鹿児島市 綺綸堂 小売業 衣料品 5%

227,791 鹿児島県 鹿児島市 綺麗屋 サービス 理容・美容業 5%

227,792 鹿児島県 鹿児島市 キンコー醤油（窓口） 小売業 食料品 5%

227,793 鹿児島県 鹿児島市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ鹿児島店 小売業 その他小売 5%

227,794 鹿児島県 鹿児島市 ＣＵＲＡ サービス 理容・美容業 5%

227,795 鹿児島県 鹿児島市 串揚げとワイン　千萬屋 サービス 飲食業 5%

227,796 鹿児島県 鹿児島市 くずし割烹　ｃｈｉｋａｓａ サービス 飲食業 5%

227,797 鹿児島県 鹿児島市 くずし割烹あらたや サービス 飲食業 5%

227,798 鹿児島県 鹿児島市 くすり・化粧品のふかみず 小売業 その他小売 5%

227,799 鹿児島県 鹿児島市 くすりの誠和堂 小売業 その他小売 5%

227,800 鹿児島県 鹿児島市 くつ工房 サービス その他サービス 5%

227,801 鹿児島県 鹿児島市 靴工房ＣＩＴＴＡ 小売業 衣料品 5%

227,802 鹿児島県 鹿児島市 グットタイム　時報堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,803 鹿児島県 鹿児島市 グッドベア鹿児島 サービス その他サービス 5%

227,804 鹿児島県 鹿児島市 靴の尚美堂 小売業 その他小売 5%

227,805 鹿児島県 鹿児島市 靴の尚美堂　Ｎ’ｓＣＩＴＹニシムタ店 小売業 衣料品 5%

227,806 鹿児島県 鹿児島市 靴の尚美堂　オプシアミスミ店 小売業 衣料品 5%

227,807 鹿児島県 鹿児島市 靴の尚美堂　中山店 小売業 衣料品 5%

227,808 鹿児島県 鹿児島市 靴の尚美堂　ＰＵＭＡ　ＳＨＯＰ 小売業 衣料品 5%
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227,809 鹿児島県 鹿児島市 靴の尚美堂　本店２Ｆ 小売業 衣料品 5%

227,810 鹿児島県 鹿児島市 靴の尚美堂天文館店 小売業 衣料品 5%

227,811 鹿児島県 鹿児島市 靴の尚美堂ニシムタ鴨池店 小売業 衣料品 5%

227,812 鹿児島県 鹿児島市 靴の尚美堂吉野店 小売業 衣料品 5%

227,813 鹿児島県 鹿児島市 久保自動車 サービス その他サービス 5%

227,814 鹿児島県 鹿児島市 久保田電機 小売業 電化製品 5%

227,815 鹿児島県 鹿児島市 くぼ電器 小売業 電化製品 5%

227,816 鹿児島県 鹿児島市 熊虎分家　〇虎一家 サービス 飲食業 5%

227,817 鹿児島県 鹿児島市 クラブ　アルテミス サービス 飲食業 5%

227,818 鹿児島県 鹿児島市 ＧＬＡＭＯＲ サービス 理容・美容業 5%

227,819 鹿児島県 鹿児島市 ｇｒａｍ サービス 理容・美容業 5%

227,820 鹿児島県 鹿児島市 Ｇｌａｎｚ　ｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

227,821 鹿児島県 鹿児島市 クリーニングの小林ドライ サービス その他サービス 5%

227,822 鹿児島県 鹿児島市 クリーニングハウスキュー サービス その他サービス 5%

227,823 鹿児島県 鹿児島市 グリーンテニス 小売業 その他小売 5%

227,824 鹿児島県 鹿児島市 グリルグランデ サービス 飲食業 5%

227,825 鹿児島県 鹿児島市 グリーンホーン 小売業 その他小売 5%

227,826 鹿児島県 鹿児島市 車館 サービス その他サービス 5%

227,827 鹿児島県 鹿児島市 ｃｒｅｅｒ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ（クレールフォーヘア） サービス 理容・美容業 5%

227,828 鹿児島県 鹿児島市 ｇｒｏｗｔｈ サービス 理容・美容業 5%

227,829 鹿児島県 鹿児島市 クローバーファニチャー ＣＬＯＶＥＲ ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ 小売業 家具・調度品 5%

227,830 鹿児島県 鹿児島市 黒かつ亭／黒べえ サービス 飲食業 5%

227,831 鹿児島県 鹿児島市 黒かつ亭本店 サービス 飲食業 5%

227,832 鹿児島県 鹿児島市 黒木電化 小売業 電化製品 5%

227,833 鹿児島県 鹿児島市 黒さつま鶏　地鶏の鶏膳 サービス 飲食業 5%

227,834 鹿児島県 鹿児島市 くろず屋 小売業 食料品 5%

227,835 鹿児島県 鹿児島市 黒とん亭 サービス 飲食業 5%

227,836 鹿児島県 鹿児島市 桑原コンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

227,837 鹿児島県 鹿児島市 ＫＳカーテック サービス その他サービス 5%

227,838 鹿児島県 鹿児島市 ＫＢＬ鹿児島中央駅前店 サービス 理容・美容業 5%

227,839 鹿児島県 鹿児島市 ＫＢＬ天文館店 サービス 理容・美容業 5%

227,840 鹿児島県 鹿児島市 ＫＥＩＹＯＵ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

227,841 鹿児島県 鹿児島市 化粧品の紅屋 小売業 その他小売 5%

227,842 鹿児島県 鹿児島市 花棚店 小売業 食料品 5%

227,843 鹿児島県 鹿児島市 ゲートイン鹿児島 サービス 宿泊業 5%

227,844 鹿児島県 鹿児島市 小糸伸輔の店　鹿児島本店 小売業 衣料品 5%

227,845 鹿児島県 鹿児島市 光学堂　イオン鹿児島鴨池店 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,846 鹿児島県 鹿児島市 光学堂　伊敷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,847 鹿児島県 鹿児島市 光学堂　中町店 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,848 鹿児島県 鹿児島市 光学堂　和田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,849 鹿児島県 鹿児島市 光学堂イオンモール鹿児島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,850 鹿児島県 鹿児島市 光学堂眼鏡店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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227,851 鹿児島県 鹿児島市 地鶏と炭火焼の店 サービス 飲食業 5%

227,852 鹿児島県 鹿児島市 甲突川端　よしこう サービス 飲食業 5%

227,853 鹿児島県 鹿児島市 合同会社ＺＥＲＯ サービス その他サービス 5%

227,854 鹿児島県 鹿児島市 ＫＯＵＢＥ　鹿児島 小売業 衣料品 5%

227,855 鹿児島県 鹿児島市 剛流 サービス 飲食業 5%

227,856 鹿児島県 鹿児島市 ｇｏｅｎ サービス 理容・美容業 5%

227,857 鹿児島県 鹿児島市 珈琲豆専門店 ｍｉｋｏｙａ１３４ 小売業 その他小売 5%

227,858 鹿児島県 鹿児島市 郡山 サービス その他サービス 5%

227,859 鹿児島県 鹿児島市 郡山里岳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,860 鹿児島県 鹿児島市 河頭ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,861 鹿児島県 鹿児島市 ｃｏｃｕｕ 小売業 衣料品 5%

227,862 鹿児島県 鹿児島市 ココロール谷山店 小売業 食料品 5%

227,863 鹿児島県 鹿児島市 コーザ・ノストラ鹿児島ショップ 小売業 衣料品 5%

227,864 鹿児島県 鹿児島市 個人　有林タクシー サービス 運輸業 5%

227,865 鹿児島県 鹿児島市 個人　アリマＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

227,866 鹿児島県 鹿児島市 個人　樺山タクシー サービス 運輸業 5%

227,867 鹿児島県 鹿児島市 個人　久保（博）タクシー サービス 運輸業 5%

227,868 鹿児島県 鹿児島市 個人　熊元タクシー サービス 運輸業 5%

227,869 鹿児島県 鹿児島市 個人　さかいタクシー サービス 運輸業 5%

227,870 鹿児島県 鹿児島市 個人　坂口（信）タクシー サービス 運輸業 5%

227,871 鹿児島県 鹿児島市 個人　坂之上ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

227,872 鹿児島県 鹿児島市 個人　迫タクシー サービス 運輸業 5%

227,873 鹿児島県 鹿児島市 個人　下川路タクシー サービス 運輸業 5%

227,874 鹿児島県 鹿児島市 個人　下唐湊タクシー サービス 運輸業 5%

227,875 鹿児島県 鹿児島市 個人　竹下タクシー サービス 運輸業 5%

227,876 鹿児島県 鹿児島市 個人　竹元タクシー サービス 運輸業 5%

227,877 鹿児島県 鹿児島市 個人　田中（康）タクシー サービス 運輸業 5%

227,878 鹿児島県 鹿児島市 個人　友野タクシー サービス 飲食業 5%

227,879 鹿児島県 鹿児島市 個人　中﨑タクシー サービス 運輸業 5%

227,880 鹿児島県 鹿児島市 個人　永田タクシー サービス 運輸業 5%

227,881 鹿児島県 鹿児島市 個人　日髙タクシー サービス 運輸業 5%

227,882 鹿児島県 鹿児島市 個人　ふじたタクシー サービス 運輸業 5%

227,883 鹿児島県 鹿児島市 個人　星崎タクシー サービス 運輸業 5%

227,884 鹿児島県 鹿児島市 個人　ＭＡＳＵＭＩＴＵ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

227,885 鹿児島県 鹿児島市 個人松本タクシー サービス 運輸業 5%

227,886 鹿児島県 鹿児島市 個人　松元タクシー サービス 運輸業 5%

227,887 鹿児島県 鹿児島市 個人　松山（博）タクシー サービス 運輸業 5%

227,888 鹿児島県 鹿児島市 個人　丸岡タクシー サービス 運輸業 5%

227,889 鹿児島県 鹿児島市 個人　丸山ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

227,890 鹿児島県 鹿児島市 個人　吉丸タクシー サービス 運輸業 5%

227,891 鹿児島県 鹿児島市 児玉ホームサービス（かごしま森林伐採） サービス その他サービス 5%

227,892 鹿児島県 鹿児島市 コテラック鹿児島店 小売業 衣料品 5%
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227,893 鹿児島県 鹿児島市 ＣＯＮＡ 鹿児島天文館店 サービス 飲食業 5%

227,894 鹿児島県 鹿児島市 コープガイド サービス その他サービス 5%

227,895 鹿児島県 鹿児島市 呉服のおびや 小売業 衣料品 5%

227,896 鹿児島県 鹿児島市 Ｃｏｍｍｅｎｃｅ 小売業 衣料品 5%

227,897 鹿児島県 鹿児島市 ｃｏｍｍｕｎｉ／ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

227,898 鹿児島県 鹿児島市 Ｋｏｍｕｇｉｃｏ．オプシアミスミ店 サービス 飲食業 5%

227,899 鹿児島県 鹿児島市 Ｋｏｍｕｇｉｃｏ鹿大前店 サービス 飲食業 5%

227,900 鹿児島県 鹿児島市 ｃｏｍ　ｓｔｏｒｅ 小売業 家具・調度品 5%

227,901 鹿児島県 鹿児島市 ＫＯＭＵＲＡＴＥＣ サービス その他サービス 5%

227,902 鹿児島県 鹿児島市 小山田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,903 鹿児島県 鹿児島市 小山田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,904 鹿児島県 鹿児島市 小料理　一久 サービス 飲食業 5%

227,905 鹿児島県 鹿児島市 小料理かん介 サービス 飲食業 5%

227,906 鹿児島県 鹿児島市 コルテーヌ コルテーヌショップ 小売業 その他小売 5%

227,907 鹿児島県 鹿児島市 ＧｏｌｄｅｎＥｙｅ サービス 理容・美容業 5%

227,908 鹿児島県 鹿児島市 コワフールうえの サービス 理容・美容業 5%

227,909 鹿児島県 鹿児島市 ＳＩＳＰＣサポート サービス その他サービス 5%

227,910 鹿児島県 鹿児島市 坂ノ上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,911 鹿児島県 鹿児島市 坂之上サイクル東開フィット 小売業 その他小売 5%

227,912 鹿児島県 鹿児島市 酒場ＫＩ?ＧＡ?ＲＵ サービス 飲食業 5%

227,913 鹿児島県 鹿児島市 坂元ＳＳ　有限会社本石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,914 鹿児島県 鹿児島市 相良酒造 小売業 食料品 5%

227,915 鹿児島県 鹿児島市 サキナビューティーラウンジ鹿児島 小売業 その他小売 5%

227,916 鹿児島県 鹿児島市 桜ヶ丘北口ＳＳ　水口商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,917 鹿児島県 鹿児島市 サクラカネヨ 城山シーズニング サービス 飲食業 5%

227,918 鹿児島県 鹿児島市 桜島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,919 鹿児島県 鹿児島市 桜島ビジターセンター 小売業 その他小売 5%

227,920 鹿児島県 鹿児島市 ＳＡＫＯＤＡホームファニシングス 小売業 家具・調度品 5%

227,921 鹿児島県 鹿児島市 ＳＡＫＯＤＡホームファニシングス与次郎店 小売業 家具・調度品 5%

227,922 鹿児島県 鹿児島市 ＳＡＫＯＤＡ　与次郎店 小売業 その他小売 5%

227,923 鹿児島県 鹿児島市 サザンクロス鹿児島 サービス 飲食業 5%

227,924 鹿児島県 鹿児島市 サザンクロス鹿児島２号店 サービス 飲食業 5%

227,925 鹿児島県 鹿児島市 サザンクロス鹿児島２号店 サービス 飲食業 5%

227,926 鹿児島県 鹿児島市 雑貨屋カシュカシュ 小売業 衣料品 5%

227,927 鹿児島県 鹿児島市 薩摩菓子処とらやえきマチ１丁目店 小売業 食料品 5%

227,928 鹿児島県 鹿児島市 薩摩菓子処とらや霧や櫻や鹿児島中央駅店 小売業 食料品 5%

227,929 鹿児島県 鹿児島市 薩摩きんぐ サービス 飲食業 5%

227,930 鹿児島県 鹿児島市 薩摩きんぐ　中央駅店 サービス 飲食業 5%

227,931 鹿児島県 鹿児島市 薩摩きんぐ天文館店 サービス 飲食業 5%

227,932 鹿児島県 鹿児島市 薩摩黒豚道場酔神 サービス 飲食業 5%

227,933 鹿児島県 鹿児島市 薩摩黒豚百寛　鯵坂 サービス 飲食業 5%

227,934 鹿児島県 鹿児島市 さつま酒飯店　和総 サービス 飲食業 5%
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227,935 鹿児島県 鹿児島市 薩摩すたいるこみかん。 サービス 飲食業 5%

227,936 鹿児島県 鹿児島市 薩摩だし餃子　えぶりでい サービス 飲食業 5%

227,937 鹿児島県 鹿児島市 薩摩一口餃子　ＧＡｎｈＯ サービス 飲食業 5%

227,938 鹿児島県 鹿児島市 さつま薬局鹿児島本店 小売業 その他小売 5%

227,939 鹿児島県 鹿児島市 ｓｕｎｎｙｄａｙｓｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

227,940 鹿児島県 鹿児島市 茶寮　愛 サービス 飲食業 5%

227,941 鹿児島県 鹿児島市 ＳＡＬＯＮ　ＡＩＮＡＳ サービス その他サービス 5%

227,942 鹿児島県 鹿児島市 サロンド涼 サービス 理容・美容業 5%

227,943 鹿児島県 鹿児島市 有限会社上薗物産ＴｈｅＯｎｅ鹿児島ブライダルサポート サービス その他サービス 2%

227,944 鹿児島県 鹿児島市 産業道路宇宿ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,945 鹿児島県 鹿児島市 サングリーンスポーツ 小売業 その他小売 5%

227,946 鹿児島県 鹿児島市 サンデイスイン鹿児島 サービス 宿泊業 5%

227,947 鹿児島県 鹿児島市 ＳＡＮＤＥＣＯ ＣＯＦＦＥＥ 数学カフェ サービス 飲食業 5%

227,948 鹿児島県 鹿児島市 サンニューズオニマル店 小売業 電化製品 5%

227,949 鹿児島県 鹿児島市 サンニューズカガヤマ店 小売業 電化製品 5%

227,950 鹿児島県 鹿児島市 サンニューズ喜入店 小売業 電化製品 5%

227,951 鹿児島県 鹿児島市 サンニューズマルサカ店 小売業 電化製品 5%

227,952 鹿児島県 鹿児島市 サンニューズ南店 小売業 電化製品 5%

227,953 鹿児島県 鹿児島市 サンバード サービス 飲食業 5%

227,954 鹿児島県 鹿児島市 サンプラザ宇宿ＳＳ水口商事 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,955 鹿児島県 鹿児島市 サンプラザ天文館 サービス その他サービス 5%

227,956 鹿児島県 鹿児島市 三洋薬品ＨＢＣ株式会社　鹿児島　営　８７００１１ 小売業 その他小売 5%

227,957 鹿児島県 鹿児島市 サンライフプール前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

227,958 鹿児島県 鹿児島市 Ｃ．Ｉ．Ｏ． 小売業 衣料品 5%

227,959 鹿児島県 鹿児島市 Ｇ－ＳＴＹＬＥ　谷山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,960 鹿児島県 鹿児島市 Ｇ－ＳＴＹＬＥ　与次郎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,961 鹿児島県 鹿児島市 Ｇｉｎａ Ｂｅａｕｔｙ Ｄｅｓｉｇｎ ブラジリアンワックス ワックス脱毛 サービス 理容・美容業 5%

227,962 鹿児島県 鹿児島市 ＳＣＥＮＥ サービス 理容・美容業 5%

227,963 鹿児島県 鹿児島市 ＪＫＰｌａｎｅｔ鹿児島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,964 鹿児島県 鹿児島市 ＪＪ　時報堂 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,965 鹿児島県 鹿児島市 ＪＪ　時報堂　納屋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,966 鹿児島県 鹿児島市 ＪＪ　時報堂　本店　２Ｆ 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,967 鹿児島県 鹿児島市 ＪＪプロタイム時報堂　納屋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,968 鹿児島県 鹿児島市 ＪＪ　プロタイム　天文館店 小売業 貴金属・服飾品 5%

227,969 鹿児島県 鹿児島市 ＴＨＥＥＲＡ サービス 理容・美容業 5%

227,970 鹿児島県 鹿児島市 ＴＨＥＥＲＡ サービス 理容・美容業 5%

227,971 鹿児島県 鹿児島市 ジェルスポーツクラブ鹿児島 サービス その他サービス 5%

227,972 鹿児島県 鹿児島市 ｃｉｅｌｏｐｉｚｚｅｒｉａ サービス 飲食業 5%

227,973 鹿児島県 鹿児島市 詩音　原良店 サービス 理容・美容業 5%

227,974 鹿児島県 鹿児島市 シゲノ 小売業 衣料品 5%

227,975 鹿児島県 鹿児島市 ４８茶百鼠 サービス 飲食業 5%

227,976 鹿児島県 鹿児島市 雫流 サービス 飲食業 5%
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227,977 鹿児島県 鹿児島市 七輪焼肉　遊々亭　グルメ通り本店 サービス 飲食業 5%

227,978 鹿児島県 鹿児島市 シティコンタクト　イオン鹿児島店 小売業 その他小売 5%

227,979 鹿児島県 鹿児島市 じてんしゃのトミハラ宇宿店 小売業 その他小売 5%

227,980 鹿児島県 鹿児島市 Ｇｉｎａ　ＢｅａｕｔｙＤｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

227,981 鹿児島県 鹿児島市 シナプス・ステーション 小売業 電化製品 5%

227,982 鹿児島県 鹿児島市 Ｓｅａ　Ｈｏｒｓｅ サービス 飲食業 5%

227,983 鹿児島県 鹿児島市 島田屋　　有　島田屋　宅配サービス 小売業 食料品 5%

227,984 鹿児島県 鹿児島市 島津ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

227,985 鹿児島県 鹿児島市 島津ゴルフ倶楽部 サービス その他サービス 5%

227,986 鹿児島県 鹿児島市 しゃいにい サービス 飲食業 5%

227,987 鹿児島県 鹿児島市 若石鹿児島健康センター サービス その他サービス 5%

227,988 鹿児島県 鹿児島市 写真室ペーパームーン 小売業 その他小売 5%

227,989 鹿児島県 鹿児島市 Ｊａｓｍｉｎｅ　ｃａｆｅ　ｂａｒ サービス 飲食業 5%

227,990 鹿児島県 鹿児島市 シャワー 小売業 衣料品 5%

227,991 鹿児島県 鹿児島市 シャン・ド・フルール 小売業 その他小売 5%

227,992 鹿児島県 鹿児島市 Ｃｈｏｕ Ｃｈｏｕ ｂｙ 毛糸のまきの 小売業 その他小売 5%

227,993 鹿児島県 鹿児島市 寿庵 荒田本店 サービス 飲食業 5%

227,994 鹿児島県 鹿児島市 寿庵 鹿児島中央駅西口店 サービス 飲食業 5%

227,995 鹿児島県 鹿児島市 寿庵鹿児島中央バスチカ店 サービス 飲食業 5%

227,996 鹿児島県 鹿児島市 十八番　ベイサイド店 サービス 飲食業 5%

227,997 鹿児島県 鹿児島市 十八番 郡元店 サービス 飲食業 5%

227,998 鹿児島県 鹿児島市 十八番　七ツ島店 サービス 飲食業 5%

227,999 鹿児島県 鹿児島市 １６ｃｏｍｍｕｎｉｔｙＢａｒ サービス 飲食業 5%

228,000 鹿児島県 鹿児島市 ジュエリーオビヤ 小売業 貴金属・服飾品 5%

228,001 鹿児島県 鹿児島市 手芸のまきの谷山店 小売業 その他小売 5%

228,002 鹿児島県 鹿児島市 手芸のまきの与次郎店 小売業 その他小売 5%

228,003 鹿児島県 鹿児島市 酒肴　ゆぐち サービス 飲食業 5%

228,004 鹿児島県 鹿児島市 酒肴ゆぐち銀座通り店 サービス 飲食業 5%

228,005 鹿児島県 鹿児島市 ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

228,006 鹿児島県 鹿児島市 ｃｈｏｕ－ｃｈｏｕ　ｂｙ毛糸のまきの 小売業 その他小売 5%

228,007 鹿児島県 鹿児島市 Ｃｈｏｕｃｈｏｕ　シュシュ　ｂｙ　Ｃｏｒｔａｎｕ　シュシュ　ｂｙ　コルテーヌ サービス 理容・美容業 5%

228,008 鹿児島県 鹿児島市 十徳や　二官橋通店 サービス 飲食業 5%

228,009 鹿児島県 鹿児島市 十徳や　与次郎店 サービス 飲食業 5%

228,010 鹿児島県 鹿児島市 ジュネワコー　天文館店 小売業 衣料品 5%

228,011 鹿児島県 鹿児島市 Ｊｕｎｏオプシアミスミ店 サービス 理容・美容業 5%

228,012 鹿児島県 鹿児島市 Ｊｕｎｏ天文館本店 サービス 理容・美容業 5%

228,013 鹿児島県 鹿児島市 ＪｕｎｏＭＡＴＥＲＩＥ中山店 サービス 理容・美容業 5%

228,014 鹿児島県 鹿児島市 Ｊｕｎｏ　ＬＩＣＯＴ吉野店 サービス 理容・美容業 5%

228,015 鹿児島県 鹿児島市 ＳＨＲＯＯＭ ｓｈｒｏｏｍ 小売業 衣料品 5%

228,016 鹿児島県 鹿児島市 ＳＨＲＯＯＭ 小売業 衣料品 5%

228,017 鹿児島県 鹿児島市 ＳＨＲＯＯＭ 小売業 衣料品 5%

228,018 鹿児島県 鹿児島市 シュルラテール　コムオシエル サービス 飲食業 5%
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228,019 鹿児島県 鹿児島市 旬菜美酒恵 サービス 飲食業 5%

228,020 鹿児島県 鹿児島市 有限会社だるま寿司 サービス 飲食業 5%

228,021 鹿児島県 鹿児島市 旬鮮味市場 サービス 宿泊業 5%

228,022 鹿児島県 鹿児島市 旬味海鮮本舗 サービス 飲食業 5%

228,023 鹿児島県 鹿児島市 旬味亭　量 サービス 飲食業 5%

228,024 鹿児島県 鹿児島市 Ｊｏｙやすだ。 小売業 衣料品 5%

228,025 鹿児島県 鹿児島市 笑漢堂薬局 小売業 その他小売 5%

228,026 鹿児島県 鹿児島市 正直屋　鹿児島紫原店 小売業 その他小売 5%

228,027 鹿児島県 鹿児島市 笑神 サービス 飲食業 5%

228,028 鹿児島県 鹿児島市 城西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,029 鹿児島県 鹿児島市 城西酒店 小売業 食料品 5%

228,030 鹿児島県 鹿児島市 焼酎庵　武三 サービス 飲食業 5%

228,031 鹿児島県 鹿児島市 焼酎道楽おいどん サービス 飲食業 5%

228,032 鹿児島県 鹿児島市 ＳＨＯＢＩＤＯ　ＳＰＯＲＴＳ 小売業 衣料品 5%

228,033 鹿児島県 鹿児島市 靴の尚美堂本店２Ｆ 小売業 衣料品 5%

228,034 鹿児島県 鹿児島市 昭和電器 小売業 電化製品 5%

228,035 鹿児島県 鹿児島市 食酒楽　哲太 サービス 飲食業 5%

228,036 鹿児島県 鹿児島市 女性専科すずらん 小売業 衣料品 5%

228,037 鹿児島県 鹿児島市 女性専科すずらん 小売業 衣料品 5%

228,038 鹿児島県 鹿児島市 ショップ＆ギャラリー　サムシング 小売業 家具・調度品 5%

228,039 鹿児島県 鹿児島市 Ｇｉｒａｓｓｏｌ（ジラソル） サービス 理容・美容業 5%

228,040 鹿児島県 鹿児島市 シルクイン鹿児島 サービス 宿泊業 5%

228,041 鹿児島県 鹿児島市 シロヤマシーズニング サービス 飲食業 5%

228,042 鹿児島県 鹿児島市 城山ホテル鹿児島 サービス 宿泊業 5%

228,043 鹿児島県 鹿児島市 シロヤマホテルカゴシマ　鹿児島中央駅店 小売業 家具・調度品 5%

228,044 鹿児島県 鹿児島市 城山ホテル鹿児島鹿児島中央駅店 サービス 宿泊業 5%

228,045 鹿児島県 鹿児島市 城山薬品 小売業 その他小売 5%

228,046 鹿児島県 鹿児島市 新栄自動車 サービス その他サービス 5%

228,047 鹿児島県 鹿児島市 新川タクシー サービス その他サービス 5%

228,048 鹿児島県 鹿児島市 シンケンユ－ザ－ズサポ－ト サービス その他サービス 5%

228,049 鹿児島県 鹿児島市 仁太屋銀工房 小売業 貴金属・服飾品 5%

228,050 鹿児島県 鹿児島市 新福衣料店 小売業 衣料品 5%

228,051 鹿児島県 鹿児島市 しんぷく本店 小売業 その他小売 5%

228,052 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島新町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,053 鹿児島県 鹿児島市 ＳｕｉｔｅＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

228,054 鹿児島県 鹿児島市 スイートスイーツ 小売業 食料品 5%

228,055 鹿児島県 鹿児島市 翠園 サービス 飲食業 5%

228,056 鹿児島県 鹿児島市 数学カフェ サービス 飲食業 5%

228,057 鹿児島県 鹿児島市 スーパーハルタいづろ店 小売業 その他小売 5%

228,058 鹿児島県 鹿児島市 ス－パ－ヨネモリ 小売業 その他小売 5%

228,059 鹿児島県 鹿児島市 ＺＯＯＬ 小売業 衣料品 5%

228,060 鹿児島県 鹿児島市 末吉ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%
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228,061 鹿児島県 鹿児島市 寿司孝 サービス 飲食業 5%

228,062 鹿児島県 鹿児島市 すし正　参玄 サービス 飲食業 5%

228,063 鹿児島県 鹿児島市 すし屋の桐野 寿司 甘 サービス 飲食業 5%

228,064 鹿児島県 鹿児島市 錫彦　浅田錫器 小売業 その他小売 5%

228,065 鹿児島県 鹿児島市 雀寿し サービス 飲食業 5%

228,066 鹿児島県 鹿児島市 株式会社　エスポワールすずらん 小売業 衣料品 5%

228,067 鹿児島県 鹿児島市 スタジオ ハマヤ 谷山電停前店 谷山電停前店 サービス その他サービス 5%

228,068 鹿児島県 鹿児島市 スタジオハマヤオプシアミスミ店 サービス その他サービス 5%

228,069 鹿児島県 鹿児島市 スタディオ　ブティック　心音 小売業 衣料品 5%

228,070 鹿児島県 鹿児島市 スタンス　卸本町店 小売業 衣料品 5%

228,071 鹿児島県 鹿児島市 スタンス　鹿児島新港店 小売業 衣料品 5%

228,072 鹿児島県 鹿児島市 ステーキハウス花の木 サービス 飲食業 5%

228,073 鹿児島県 鹿児島市 ｓｔｅａｋｈｏｕｓｅＭｉｙａｂｉ サービス 飲食業 5%

228,074 鹿児島県 鹿児島市 ＳＴＡＰＬＥＴＯＮ英会話 サービス その他サービス 5%

228,075 鹿児島県 鹿児島市 素敵庵　天文館店 サービス 飲食業 5%

228,076 鹿児島県 鹿児島市 スナック　太陽 サービス 飲食業 5%

228,077 鹿児島県 鹿児島市 スナップオン　松本 サービス その他サービス 5%

228,078 鹿児島県 鹿児島市 スポーツハヤカワ　天文館店 小売業 その他小売 5%

228,079 鹿児島県 鹿児島市 ｓｍｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

228,080 鹿児島県 鹿児島市 すまいる館 小売業 その他小売 5%

228,081 鹿児島県 鹿児島市 スマイルテクノス 小売業 その他小売 5%

228,082 鹿児島県 鹿児島市 隅火 サービス 飲食業 5%

228,083 鹿児島県 鹿児島市 炭火焼鳥一期家一会 炭火やきとり一期家一会 サービス 飲食業 5%

228,084 鹿児島県 鹿児島市 炭焼　まさ サービス 飲食業 5%

228,085 鹿児島県 鹿児島市 スリランカかごしま サービス 飲食業 5%

228,086 鹿児島県 鹿児島市 生活協同組合コープかごしま 小売業 食料品 5%

228,087 鹿児島県 鹿児島市 生活協同組合コープかごしま　荒田店 小売業 食料品 5%

228,088 鹿児島県 鹿児島市 生活協同組合コープかごしま　西陵店 小売業 食料品 5%

228,089 鹿児島県 鹿児島市 生活協同組合コープかごしま　田上店 小売業 食料品 5%

228,090 鹿児島県 鹿児島市 生活協同組合コープかごしま　谷山店 小売業 食料品 5%

228,091 鹿児島県 鹿児島市 生活協同組合コープかごしま　南谷山店 小売業 食料品 5%

228,092 鹿児島県 鹿児島市 生活協同組合コープかごしま　紫原店 小売業 食料品 5%

228,093 鹿児島県 鹿児島市 生活協同組合コープかごしま　吉野店 小売業 食料品 5%

228,094 鹿児島県 鹿児島市 生活協同組合コープかごしま宇宿店 小売業 食料品 5%

228,095 鹿児島県 鹿児島市 生活協同組合コープかごしま玉竜店 小売業 食料品 5%

228,096 鹿児島県 鹿児島市 生活協同組合コープかごしま城西店 小売業 食料品 5%

228,097 鹿児島県 鹿児島市 精光堂　鹿児島店 小売業 貴金属・服飾品 5%

228,098 鹿児島県 鹿児島市 清泉寺長太郎焼窯元 サービス その他サービス 5%

228,099 鹿児島県 鹿児島市 西洋居酒屋　Ｔｏｋｉ サービス 飲食業 5%

228,100 鹿児島県 鹿児島市 西洋居酒屋Ｔｏｋｉ サービス 飲食業 5%

228,101 鹿児島県 鹿児島市 西洋居酒屋　Ｔｏｋｉ サービス 飲食業 5%

228,102 鹿児島県 鹿児島市 セーフティオート１００円レンタカー 武岡店 サービス その他サービス 5%
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228,103 鹿児島県 鹿児島市 セオ薬局　荒田八幡店 小売業 その他小売 5%

228,104 鹿児島県 鹿児島市 セオ薬局　いづろ店 小売業 その他小売 5%

228,105 鹿児島県 鹿児島市 セオ薬局　鴨池ハイム店 小売業 その他小売 5%

228,106 鹿児島県 鹿児島市 セオ薬局　本社 小売業 その他小売 5%

228,107 鹿児島県 鹿児島市 セブンプラザ　桜ヶ丘店 小売業 電化製品 5%

228,108 鹿児島県 鹿児島市 セブンプラザ花野光ヶ丘店 小売業 電化製品 5%

228,109 鹿児島県 鹿児島市 セブンプラザ吉野店 小売業 電化製品 5%

228,110 鹿児島県 鹿児島市 ゼラス サービス 理容・美容業 5%

228,111 鹿児島県 鹿児島市 スーパーセルフ伊敷台給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,112 鹿児島県 鹿児島市 セルフカーケア東開 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,113 鹿児島県 鹿児島市 セルフステーション西郷 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,114 鹿児島県 鹿児島市 セルフステーション坂之上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,115 鹿児島県 鹿児島市 セルフステーション南林寺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,116 鹿児島県 鹿児島市 セルフステーションばななＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,117 鹿児島県 鹿児島市 セルフステーション紫原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,118 鹿児島県 鹿児島市 セルフ春山給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,119 鹿児島県 鹿児島市 セルフ平之町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,120 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園 サービス その他サービス 5%

228,121 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　有村屋 小売業 家具・調度品 5%

228,122 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　磯工芸館 小売業 家具・調度品 5%

228,123 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　オリジナルショップ１ 小売業 家具・調度品 5%

228,124 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　オリジナルショップ２ 小売業 家具・調度品 5%

228,125 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　かおり 小売業 家具・調度品 5%

228,126 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　紙ふうせん 小売業 家具・調度品 5%

228,127 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　キッチンカー 小売業 家具・調度品 5%

228,128 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　御膳所　桜華亭 小売業 家具・調度品 5%

228,129 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　薩摩ほがや 小売業 家具・調度品 5%

228,130 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　両棒屋 小売業 家具・調度品 5%

228,131 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　松風軒レストラン１ 小売業 家具・調度品 5%

228,132 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　松風軒レストラン２ 小売業 家具・調度品 5%

228,133 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　松和物産 小売業 家具・調度品 5%

228,134 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　竹の店 小売業 家具・調度品 5%

228,135 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　南国特産 小売業 家具・調度品 5%

228,136 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　馬場製菓 小売業 家具・調度品 5%

228,137 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　ブランドショップ１ 小売業 家具・調度品 5%

228,138 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　ブランドショップ２ 小売業 家具・調度品 5%

228,139 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　名匠かおり 小売業 家具・調度品 5%

228,140 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　免税横売店 小売業 家具・調度品 5%

228,141 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　山王 小売業 家具・調度品 5%

228,142 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　山福製菓 小売業 家具・調度品 5%

228,143 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　わくわく園 小売業 家具・調度品 5%

228,144 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園　明石屋 小売業 家具・調度品 5%
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228,145 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園明石屋菓子店 サービス その他サービス 5%

228,146 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園有村屋 サービス その他サービス 5%

228,147 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園磯工芸館 サービス その他サービス 5%

228,148 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園オリジナルショップ１ サービス その他サービス 5%

228,149 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園オリジナルショップ２ サービス その他サービス 5%

228,150 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園かおり サービス その他サービス 5%

228,151 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園紙ふうせん サービス その他サービス 5%

228,152 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園キッチンカー サービス その他サービス 5%

228,153 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園御膳所桜華亭 サービス その他サービス 5%

228,154 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園薩摩ほがや サービス その他サービス 5%

228,155 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園茶寮 サービス その他サービス 5%

228,156 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園茶寮 小売業 家具・調度品 5%

228,157 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園松風軒レストラン１ サービス その他サービス 5%

228,158 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園松風軒レストラン２ サービス その他サービス 5%

228,159 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園松和物産 サービス その他サービス 5%

228,160 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園竹の店 サービス その他サービス 5%

228,161 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園両棒屋 サービス その他サービス 5%

228,162 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園南国特産 サービス その他サービス 5%

228,163 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園馬場製菓 サービス その他サービス 5%

228,164 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園ブランドショップ１ サービス その他サービス 5%

228,165 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園ブランドショップ２ サービス その他サービス 5%

228,166 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園名匠かおり サービス その他サービス 5%

228,167 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園免税横売店 サービス その他サービス 5%

228,168 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園山王 サービス その他サービス 5%

228,169 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園山福製菓 サービス その他サービス 5%

228,170 鹿児島県 鹿児島市 仙巌園わくわく園 サービス その他サービス 5%

228,171 鹿児島県 鹿児島市 千寿江津店 小売業 家具・調度品 5%

228,172 鹿児島県 鹿児島市 センターリバー　オプシアミスミ店 サービス 飲食業 5%

228,173 鹿児島県 鹿児島市 創作スィーツフロマージュクリュ 小売業 食料品 5%

228,174 鹿児島県 鹿児島市 ＳｏＳｏ サービス 理容・美容業 5%

228,175 鹿児島県 鹿児島市 そば茶屋吹上庵　アプラ鹿児島店 サービス 飲食業 5%

228,176 鹿児島県 鹿児島市 そば茶屋吹上庵　天文館店 サービス 飲食業 5%

228,177 鹿児島県 鹿児島市 そば茶屋吹上庵　平川店 小売業 その他小売 5%

228,178 鹿児島県 鹿児島市 そば茶屋吹上庵　本店 サービス 飲食業 5%

228,179 鹿児島県 鹿児島市 そば茶屋吹上庵　吉野店 小売業 その他小売 5%

228,180 鹿児島県 鹿児島市 染川動物病院 サービス その他サービス 5%

228,181 鹿児島県 鹿児島市 ｓｏｌｏ 小売業 衣料品 5%

228,182 鹿児島県 鹿児島市 Ｄａｒｔｓ　Ｓｈｏｐ　ＴｉＴＯ　鹿児島店 小売業 その他小売 5%

228,183 鹿児島県 鹿児島市 ターブルドシック サービス 飲食業 5%

228,184 鹿児島県 鹿児島市 Ｔｉｅｓｆａｖｏｒｉｔｅｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

228,185 鹿児島県 鹿児島市 タイセイ　アネックス サービス 宿泊業 5%

228,186 鹿児島県 鹿児島市 大成輪業　下荒田店 小売業 その他小売 5%
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228,187 鹿児島県 鹿児島市 だいだい サービス 飲食業 5%

228,188 鹿児島県 鹿児島市 大德治療院　大德治療院 サービス その他サービス 5%

228,189 鹿児島県 鹿児島市 ダイニング居酒屋Ｒｙｕｏ サービス 飲食業 5%

228,190 鹿児島県 鹿児島市 Ｄｉｎｉｎｇ　ｔｅｒｒａｃｅ　ＩＮ　ＴＨＥ　ＭＯＯＮ サービス 飲食業 5%

228,191 鹿児島県 鹿児島市 Ｄｉｎｉｎｇｂａｒ　ΣＳｉｇｍａ サービス 飲食業 5%

228,192 鹿児島県 鹿児島市 タイヤガーデン 有限会社コーハン 小売業 その他小売 5%

228,193 鹿児島県 鹿児島市 タイヤセブン　鹿児島北インター店 小売業 その他小売 5%

228,194 鹿児島県 鹿児島市 ダイワ　鹿児島店 小売業 電化製品 5%

228,195 鹿児島県 鹿児島市 高田自動車 小売業 その他小売 5%

228,196 鹿児島県 鹿児島市 有　高原部品商会 小売業 その他小売 5%

228,197 鹿児島県 鹿児島市 田上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,198 鹿児島県 鹿児島市 Ｔａｋａｒａｚｕｋａ サービス 飲食業 5%

228,199 鹿児島県 鹿児島市 ｔａｋｔ　　ｈａｉｒ　ｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

228,200 鹿児島県 鹿児島市 ｔａｋｔ　ｈａｉｒ　ｌｉｆｅ　ｔａｋｔ　ｈａｉｒ　ｌｉｆｅ サービス 理容・美容業 5%

228,201 鹿児島県 鹿児島市 武三 サービス 飲食業 5%

228,202 鹿児島県 鹿児島市 タシロ電化 タシロ電化 小売業 電化製品 5%

228,203 鹿児島県 鹿児島市 鉄板料理・居酒屋　達　（たつ） サービス 飲食業 5%

228,204 鹿児島県 鹿児島市 タツオ サービス 飲食業 5%

228,205 鹿児島県 鹿児島市 ＴＡＴＳＵ男（たつお） サービス 飲食業 5%

228,206 鹿児島県 鹿児島市 ＴＡＫ Ｂａｇｅｒｉ Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

228,207 鹿児島県 鹿児島市 タートルスポーツクラブ吉野店 サービス その他サービス 5%

228,208 鹿児島県 鹿児島市 谷山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,209 鹿児島県 鹿児島市 谷山滋眼寺通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,210 鹿児島県 鹿児島市 谷山補聴器センター 小売業 その他小売 5%

228,211 鹿児島県 鹿児島市 種子島　安納屋 小売業 食料品 5%

228,212 鹿児島県 鹿児島市 種子屋久高速船鹿児島営業所 サービス 運輸業 5%

228,213 鹿児島県 鹿児島市 種子屋久高速船株式会社 サービス 運輸業 5%

228,214 鹿児島県 鹿児島市 Ｗ－ＭＩＴシステムコンサルティング サービス その他サービス 5%

228,215 鹿児島県 鹿児島市 玉里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,216 鹿児島県 鹿児島市 ＴＡＭＡＺＡＴＯ電装 サービス その他サービス 5%

228,217 鹿児島県 鹿児島市 だるまや化粧品店 小売業 その他小売 5%

228,218 鹿児島県 鹿児島市 たんすの肥やし 小売業 その他小売 5%

228,219 鹿児島県 鹿児島市 たんぱく室 サービス 飲食業 5%

228,220 鹿児島県 鹿児島市 Ｃｈｅｅｒｆｕｌ 小売業 衣料品 5%

228,221 鹿児島県 鹿児島市 チーズケーキの麦と卵 小売業 食料品 5%

228,222 鹿児島県 鹿児島市 ｔｉｃａｆｕ サービス 理容・美容業 5%

228,223 鹿児島県 鹿児島市 チャチャ　お茶の美老園　慈眼寺店 小売業 食料品 5%

228,224 鹿児島県 鹿児島市 茶道具の木場 小売業 その他小売 5%

228,225 鹿児島県 鹿児島市 チャレンジ サービス その他サービス 5%

228,226 鹿児島県 鹿児島市 中央愛犬病院 サービス その他サービス 5%

228,227 鹿児島県 鹿児島市 中央駅一番街司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

228,228 鹿児島県 鹿児島市 中央駅ふく福 サービス 飲食業 5%
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228,229 鹿児島県 鹿児島市 中央スポーツ 小売業 その他小売 5%

228,230 鹿児島県 鹿児島市 中央スポーツ 小売業 その他小売 5%

228,231 鹿児島県 鹿児島市 中古パソコン市場Ｎ’ｓＣＩＴＹ店 小売業 電化製品 5%

228,232 鹿児島県 鹿児島市 中古パソコン市場　鹿児島店 小売業 電化製品 5%

228,233 鹿児島県 鹿児島市 中山どうぶつ病院 サービス その他サービス 5%

228,234 鹿児島県 鹿児島市 知覧茶園 小売業 食料品 5%

228,235 鹿児島県 鹿児島市 株式会社知覧茶園 小売業 食料品 5%

228,236 鹿児島県 鹿児島市 月の川 サービス 飲食業 5%

228,237 鹿児島県 鹿児島市 ツバメガス鹿児島　鹿児島営業所 小売業 その他小売 5%

228,238 鹿児島県 鹿児島市 つばめカフェ つばめｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

228,239 鹿児島県 鹿児島市 津曲工業 サービス その他サービス 5%

228,240 鹿児島県 鹿児島市 Ｄ?ｃｌｕｂ　ｈａｉｒ サービス その他サービス 5%

228,241 鹿児島県 鹿児島市 Ｔ・Ｋ・Ｋホールディングス 小売業 その他小売 5%

228,242 鹿児島県 鹿児島市 ＴＫ　ｐａｌｊｕ　天文館店 サービス 理容・美容業 5%

228,243 鹿児島県 鹿児島市 ティースタイル原口徹 サービス その他サービス 5%

228,244 鹿児島県 鹿児島市 定楽屋　天文館店 サービス 飲食業 5%

228,245 鹿児島県 鹿児島市 ＤＡＩＳＹ 小売業 家具・調度品 5%

228,246 鹿児島県 鹿児島市 DAISY 小売業 家具・調度品 5%

228,247 鹿児島県 鹿児島市 ディ－ズ サービス その他サービス 5%

228,248 鹿児島県 鹿児島市 ティースペース　ラサラ　荒田本店 サービス 飲食業 5%

228,249 鹿児島県 鹿児島市 ＴｉＴＯ　ＪＡＣＫ サービス 飲食業 5%

228,250 鹿児島県 鹿児島市 ティフィン　ＴＩＦＩＮ 小売業 衣料品 5%

228,251 鹿児島県 鹿児島市 ＴＥＰＰＡＮ天国梵天 サービス 飲食業 5%

228,252 鹿児島県 鹿児島市 鐵平 サービス 飲食業 5%

228,253 鹿児島県 鹿児島市 テン鹿児島サービス 小売業 その他小売 5%

228,254 鹿児島県 鹿児島市 でんきのユー・ネット 小売業 電化製品 5%

228,255 鹿児島県 鹿児島市 でんきのユー・ネット 小売業 電化製品 5%

228,256 鹿児島県 鹿児島市 テンズジュエリーバルーン 小売業 その他小売 5%

228,257 鹿児島県 鹿児島市 テンズジュエリーバルーン　テンズルーム 小売業 その他小売 5%

228,258 鹿児島県 鹿児島市 テンズルーム サービス 理容・美容業 5%

228,259 鹿児島県 鹿児島市 デンタルセレクトショップスマイリーズ 小売業 家具・調度品 5%

228,260 鹿児島県 鹿児島市 天ぷら左膳　鹿児島中央ターミナル店 小売業 その他小売 5%

228,261 鹿児島県 鹿児島市 天文館　むじゃき サービス 飲食業 5%

228,262 鹿児島県 鹿児島市 ドゥー　アップ美容室 サービス 理容・美容業 5%

228,263 鹿児島県 鹿児島市 Ｄｅｕｘｉｅｍｅ 小売業 その他小売 5%

228,264 鹿児島県 鹿児島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ柳町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,265 鹿児島県 鹿児島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ吉野町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,266 鹿児島県 鹿児島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ鹿児島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,267 鹿児島県 鹿児島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ草牟田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,268 鹿児島県 鹿児島市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西谷山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,269 鹿児島県 鹿児島市 トミハラ　いづろ店 小売業 その他小売 5%

228,270 鹿児島県 鹿児島市 トミハラ　鹿大前店 小売業 その他小売 5%
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228,271 鹿児島県 鹿児島市 トミハラ　中山店 小売業 その他小売 5%

228,272 鹿児島県 鹿児島市 トミハラ　本店 小売業 その他小売 5%

228,273 鹿児島県 鹿児島市 トミハラ大竜店 小売業 その他小売 5%

228,274 鹿児島県 鹿児島市 とめ手羽　天文館店 サービス 飲食業 5%

228,275 鹿児島県 鹿児島市 トヨタ部品鹿児島共販本社営業所 サービス その他サービス 5%

228,276 鹿児島県 鹿児島市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ｓｕｏｎｏ サービス 飲食業 5%

228,277 鹿児島県 鹿児島市 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　Ｃｉｌｉｅｇｉｏ サービス 飲食業 5%

228,278 鹿児島県 鹿児島市 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ｓｕｏｎｏ サービス 飲食業 5%

228,279 鹿児島県 鹿児島市 トランクルーム サービス その他サービス 5%

228,280 鹿児島県 鹿児島市 トレーニングルーム　ＷＡＭ サービス 理容・美容業 5%

228,281 鹿児島県 鹿児島市 ＤＲＯＮＥＳＧＡＴＥ（株式会社エアリアルワークス） 小売業 電化製品 5%

228,282 鹿児島県 鹿児島市 トロムヴォーンズカフェ武岡本店 サービス 飲食業 5%

228,283 鹿児島県 鹿児島市 Ｄｒａｗｅｒ．． サービス 理容・美容業 5%

228,284 鹿児島県 鹿児島市 ＤｒｏｎｅｓＧａｔｅ 小売業 電化製品 5%

228,285 鹿児島県 鹿児島市 トワベール金生店 小売業 食料品 5%

228,286 鹿児島県 鹿児島市 トワベール原良店 小売業 その他小売 5%

228,287 鹿児島県 鹿児島市 中薗貴裕税理士事務所 サービス その他サービス 5%

228,288 鹿児島県 鹿児島市 ［ＨＣ］なかでん 小売業 電化製品 5%

228,289 鹿児島県 鹿児島市 永野電器商会 小売業 電化製品 5%

228,290 鹿児島県 鹿児島市 ながよし動物病院 サービス その他サービス 5%

228,291 鹿児島県 鹿児島市 なごむね　くろや サービス 飲食業 5%

228,292 鹿児島県 鹿児島市 ナンキュウ　鹿児島営業所 小売業 その他小売 5%

228,293 鹿児島県 鹿児島市 株式会社南州タクシー サービス その他サービス 5%

228,294 鹿児島県 鹿児島市 新園自動車　オートピア２１店 小売業 その他小売 5%

228,295 鹿児島県 鹿児島市 新園自動車　ＪＵカーパーク店 小売業 その他小売 5%

228,296 鹿児島県 鹿児島市 ニコニコ館ダイゴ店 小売業 電化製品 5%

228,297 鹿児島県 鹿児島市 西伊敷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,298 鹿児島県 鹿児島市 株）西川海陸輸送ホテル・レクストン鹿児島 サービス 宿泊業 5%

228,299 鹿児島県 鹿児島市 株）西川海陸輸送ホテル・レクストン鹿児島 サービス 宿泊業 5%

228,300 鹿児島県 鹿児島市 西川旅行センター鹿児島支店 サービス その他サービス 5%

228,301 鹿児島県 鹿児島市 西桜島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,302 鹿児島県 鹿児島市 西田紗友里 サービス その他サービス 5%

228,303 鹿児島県 鹿児島市 にし動物病院 サービス その他サービス 5%

228,304 鹿児島県 鹿児島市 ニッケルのあし サービス 飲食業 5%

228,305 鹿児島県 鹿児島市 日本ガス住設 小売業 その他小売 5%

228,306 鹿児島県 鹿児島市 日本の地酒と酒肴　恵のおかげ サービス 飲食業 5%

228,307 鹿児島県 鹿児島市 日本料理　一心行 サービス 飲食業 5%

228,308 鹿児島県 鹿児島市 ニュークラブ　南十字星 サービス 飲食業 5%

228,309 鹿児島県 鹿児島市 男子専科　ニュー新福 小売業 衣料品 5%

228,310 鹿児島県 鹿児島市 人形会館　高秀 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

228,311 鹿児島県 鹿児島市 Ｎｕｅｖｏ． サービス 理容・美容業 5%

228,312 鹿児島県 鹿児島市 ｎａｉｌａｔｅｌｉｅｒＮＩＣＯ サービス 理容・美容業 5%
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228,313 鹿児島県 鹿児島市 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ＆ｓｃｈｏｏｌ?Ｇｒａｃｅ?（グレース） サービス 理容・美容業 5%

228,314 鹿児島県 鹿児島市 ネイルサロンポピリーノ サービス 理容・美容業 5%

228,315 鹿児島県 鹿児島市 Ｎｅｘｔｂｌｏｗ 小売業 衣料品 5%

228,316 鹿児島県 鹿児島市 根ずみ屋 サービス 飲食業 5%

228,317 鹿児島県 鹿児島市 ＮＯＥＶＩＲ　新谷山中央代理店 小売業 その他小売 5%

228,318 鹿児島県 鹿児島市 ＮＯＥＬ　　ノエル 小売業 その他小売 5%

228,319 鹿児島県 鹿児島市 のぞえ花屋 小売業 その他小売 5%

228,320 鹿児島県 鹿児島市 のぞえ花屋　のぞえ花屋 小売業 その他小売 5%

228,321 鹿児島県 鹿児島市 のぼるタタミ店 サービス その他サービス 5%

228,322 鹿児島県 鹿児島市 Ｂａｒ ＢＩＬＢＡＯ サービス 飲食業 5%

228,323 鹿児島県 鹿児島市 Ｂａｒ　ｃｏｍｆｏｒｔ サービス 飲食業 5%

228,324 鹿児島県 鹿児島市 バーシルフィード サービス 飲食業 5%

228,325 鹿児島県 鹿児島市 バー　フォーチュンテラー サービス 飲食業 5%

228,326 鹿児島県 鹿児島市 Ｈｉ，Ｃａｒｓ　Ｈｉｒａｎｏ 小売業 その他小売 5%

228,327 鹿児島県 鹿児島市 バイクショップ野添 サービス その他サービス 5%

228,328 鹿児島県 鹿児島市 バイクフォーラム　紫原サービスセンター 小売業 その他小売 5%

228,329 鹿児島県 鹿児島市 バイクフォーラム 伊敷店 小売業 その他小売 5%

228,330 鹿児島県 鹿児島市 バイクフォーラム　伊敷店 小売業 その他小売 5%

228,331 鹿児島県 鹿児島市 バイクフォーラム　和田店 小売業 その他小売 5%

228,332 鹿児島県 鹿児島市 バイクフォーラム宇宿店 小売業 その他小売 5%

228,333 鹿児島県 鹿児島市 バイクフォーラム鹿児島 小売業 その他小売 5%

228,334 鹿児島県 鹿児島市 バイクフォーラム和田店 小売業 その他小売 5%

228,335 鹿児島県 鹿児島市 ハイ ブリッジ サービス 飲食業 5%

228,336 鹿児島県 鹿児島市 ハイボールバー天文館１９２３ サービス 飲食業 5%

228,337 鹿児島県 鹿児島市 パウダーシュガー　鹿児島店 小売業 衣料品 5%

228,338 鹿児島県 鹿児島市 博多一番どり　居食家　天文館店 サービス 飲食業 5%

228,339 鹿児島県 鹿児島市 莫逆 サービス 飲食業 5%

228,340 鹿児島県 鹿児島市 莫逆 サービス 飲食業 5%

228,341 鹿児島県 鹿児島市 麦酒本舗 サービス 飲食業 5%

228,342 鹿児島県 鹿児島市 パクトール　鹿児島店 小売業 衣料品 5%

228,343 鹿児島県 鹿児島市 ｂａｊｅｅｎａ サービス 飲食業 5%

228,344 鹿児島県 鹿児島市 パソコン教室Ｋ３Ｓ企画 小売業 電化製品 5%

228,345 鹿児島県 鹿児島市 Ｈａｐｐｙ　Ｄｉｎｉｎｇ　虹家 サービス 飲食業 5%

228,346 鹿児島県 鹿児島市 はっぴーはーと 小売業 その他小売 5%

228,347 鹿児島県 鹿児島市 パティスリー　くろだ 小売業 その他小売 5%

228,348 鹿児島県 鹿児島市 花筏 サービス 飲食業 5%

228,349 鹿児島県 鹿児島市 はなとも生花店 小売業 その他小売 5%

228,350 鹿児島県 鹿児島市 バナナネイル サービス 理容・美容業 5%

228,351 鹿児島県 鹿児島市 ｈａｎａ＊ｈａｎａ 小売業 衣料品 5%

228,352 鹿児島県 鹿児島市 パナランドよしの 小売業 電化製品 5%

228,353 鹿児島県 鹿児島市 花ん華 サービス 飲食業 5%

228,354 鹿児島県 鹿児島市 ＨＡＮＡＮＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%
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228,355 鹿児島県 鹿児島市 浜田食品 サービス 飲食業 5%

228,356 鹿児島県 鹿児島市 林光華園 サービス 飲食業 5%

228,357 鹿児島県 鹿児島市 原良　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,358 鹿児島県 鹿児島市 バランススリー サービス 理容・美容業 5%

228,359 鹿児島県 鹿児島市 パリ・ザ・サード 小売業 衣料品 5%

228,360 鹿児島県 鹿児島市 張り職人 小売業 その他小売 5%

228,361 鹿児島県 鹿児島市 BARIPA 小売業 その他小売 5%

228,362 鹿児島県 鹿児島市 ｈａｒｕ サービス 飲食業 5%

228,363 鹿児島県 鹿児島市 ＶＵＬＣＡＮ サービス 飲食業 5%

228,364 鹿児島県 鹿児島市 ＶＵＬＣＡＮ サービス 飲食業 5%

228,365 鹿児島県 鹿児島市 バルゴンドラ サービス 飲食業 5%

228,366 鹿児島県 鹿児島市 晴レ屋?Ｈａｒｅｙａ? サービス 飲食業 5%

228,367 鹿児島県 鹿児島市 ＨＵＮＧＲＹ　ＢＡＳＥ サービス 飲食業 5%

228,368 鹿児島県 鹿児島市 ＢｅｅｒＲｅｉｓｅ サービス 飲食業 5%

228,369 鹿児島県 鹿児島市 ＢＥＥ　ＢＡＬＬ 小売業 衣料品 5%

228,370 鹿児島県 鹿児島市 ＢＥＥ　ＢＡＬＬ 小売業 衣料品 5%

228,371 鹿児島県 鹿児島市 ＢＭＯ鹿児島アクロスプラザ南栄店 小売業 衣料品 5%

228,372 鹿児島県 鹿児島市 ＢＭＯ鹿児島宇宿店 小売業 衣料品 5%

228,373 鹿児島県 鹿児島市 ピークオブヘア サービス 理容・美容業 5%

228,374 鹿児島県 鹿児島市 ＨｅａｌｉｎｇｓａｌｏｎＭｉｃｈｉ サービス 理容・美容業 5%

228,375 鹿児島県 鹿児島市 東桜島給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,376 鹿児島県 鹿児島市 東俣給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,377 鹿児島県 鹿児島市 ひかり 小売業 電化製品 5%

228,378 鹿児島県 鹿児島市 彦一だんご　天文館店 小売業 食料品 5%

228,379 鹿児島県 鹿児島市 彦一だんご　明和店 小売業 食料品 5%

228,380 鹿児島県 鹿児島市 ピザポケット 中山バイパス店 サービス 飲食業 5%

228,381 鹿児島県 鹿児島市 ピザポケット 武岡店 サービス 飲食業 5%

228,382 鹿児島県 鹿児島市 ピザポケット　鹿大前店 サービス 飲食業 5%

228,383 鹿児島県 鹿児島市 ピザモチナガ サービス 飲食業 5%

228,384 鹿児島県 鹿児島市 ビストロエッサンスドタニヤマ サービス 飲食業 5%

228,385 鹿児島県 鹿児島市 ｂｉｓｔｒｏｍｅｉｋｕｍａ サービス 飲食業 5%

228,386 鹿児島県 鹿児島市 英国風バルＢＩＧＢＥＮ サービス 飲食業 5%

228,387 鹿児島県 鹿児島市 ｖｉｖａｃｅ　ｖｉｖａｃｅ サービス 理容・美容業 5%

228,388 鹿児島県 鹿児島市 ビバーチェ慈眼寺 サービス 理容・美容業 5%

228,389 鹿児島県 鹿児島市 ひまわり動物病院 サービス その他サービス 5%

228,390 鹿児島県 鹿児島市 ヒメオシャポー 小売業 衣料品 5%

228,391 鹿児島県 鹿児島市 姫ファームじゃが太郎 サービス 飲食業 5%

228,392 鹿児島県 鹿児島市 ｆｕｓｅ　　イオンモール鹿児島店 小売業 衣料品 5%

228,393 鹿児島県 鹿児島市 ヒューズカゴシマ店 小売業 衣料品 5%

228,394 鹿児島県 鹿児島市 美容室　もぜか堂 サービス 理容・美容業 5%

228,395 鹿児島県 鹿児島市 美容室Ａｃｔｉａ サービス 理容・美容業 5%

228,396 鹿児島県 鹿児島市 美容室ＫＡＺＥ サービス 理容・美容業 5%
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228,397 鹿児島県 鹿児島市 美容室グレイスいまむら サービス 理容・美容業 5%

228,398 鹿児島県 鹿児島市 美容室グレイスいまむら サービス 理容・美容業 5%

228,399 鹿児島県 鹿児島市 美容室　グレイス　いまむら サービス 理容・美容業 5%

228,400 鹿児島県 鹿児島市 美容室フォンターナ サービス 理容・美容業 5%

228,401 鹿児島県 鹿児島市 美容室ＢＥＮふぁうんてん サービス 理容・美容業 5%

228,402 鹿児島県 鹿児島市 美容室Ｌｉｅｎ サービス 理容・美容業 5%

228,403 鹿児島県 鹿児島市 平之町ＳＳ　有限会社城山石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,404 鹿児島県 鹿児島市 ＨＩＲＡＮＯＹＡ　ＨＩＲＡＮＯＹＡ　新栄店 小売業 食料品 5%

228,405 鹿児島県 鹿児島市 ＨＩＲＡＮＯＹＡ　旬厨房　ひらのや 小売業 食料品 5%

228,406 鹿児島県 鹿児島市 疲労とコリの専門店　癒しの盛 サービス その他サービス 5%

228,407 鹿児島県 鹿児島市 広木自動車工場 小売業 その他小売 5%

228,408 鹿児島県 鹿児島市 ピンク・ドロシー サービス 理容・美容業 5%

228,409 鹿児島県 鹿児島市 ファイテンショップ　鹿児島天文館店 小売業 その他小売 5%

228,410 鹿児島県 鹿児島市 ｆａｖｏｒｉ　天文館店 小売業 食料品 5%

228,411 鹿児島県 鹿児島市 ＦＡＣＴＯＲＹ サービス 理容・美容業 5%

228,412 鹿児島県 鹿児島市 Ｆａｃｔｏｒｙ　（ファクトリー） サービス 理容・美容業 5%

228,413 鹿児島県 鹿児島市 ファナー・シーベレット鹿児島ミスミ店 小売業 衣料品 5%

228,414 鹿児島県 鹿児島市 ファニチャーアウトレットＸ 小売業 その他小売 5%

228,415 鹿児島県 鹿児島市 ファニチャーアウトレットＸ谷山店 小売業 家具・調度品 5%

228,416 鹿児島県 鹿児島市 ＦａｒｍＳｔａｒ サービス 飲食業 5%

228,417 鹿児島県 鹿児島市 ファンタジア サービス 飲食業 5%

228,418 鹿児島県 鹿児島市 ｆｕｎ　ｍｏｒｅ　ｓａｌｏｎ　ＮＥＸＴ　ｆｕｎ　ｍｏｒｅ　ｓａｌｏｎ　ＮＥＸＴ サービス 理容・美容業 5%

228,419 鹿児島県 鹿児島市 ＦＩＬＭＶＡＫ ＦＩＬＭＶＡＫ 小売業 衣料品 5%

228,420 鹿児島県 鹿児島市 フォトスタジオプリンセス鹿児島店 サービス その他サービス 5%

228,421 鹿児島県 鹿児島市 ふくしま宝石 小売業 貴金属・服飾品 5%

228,422 鹿児島県 鹿児島市 ふく福　荒田本店 サービス 飲食業 5%

228,423 鹿児島県 鹿児島市 ふく福中山店 サービス 飲食業 5%

228,424 鹿児島県 鹿児島市 ふく福 七ツ島店 サービス 飲食業 5%

228,425 鹿児島県 鹿児島市 ふく福　ベイサイド店 サービス 飲食業 5%

228,426 鹿児島県 鹿児島市 ふく福 吉野店 サービス 飲食業 5%

228,427 鹿児島県 鹿児島市 福味 サービス 飲食業 5%

228,428 鹿児島県 鹿児島市 ふくもと衣料品店 小売業 衣料品 5%

228,429 鹿児島県 鹿児島市 福元輪業 小売業 その他小売 5%

228,430 鹿児島県 鹿児島市 福元輪業　ＪＵカーパーク店 小売業 その他小売 5%

228,431 鹿児島県 鹿児島市 フクヤマ電器 小売業 電化製品 5%

228,432 鹿児島県 鹿児島市 藤崎工芸 小売業 その他小売 5%

228,433 鹿児島県 鹿児島市 ブティック　Ａｎｒｉｃｏ 小売業 衣料品 5%

228,434 鹿児島県 鹿児島市 ブティックＯ 小売業 衣料品 5%

228,435 鹿児島県 鹿児島市 ブティックジツツオ 小売業 衣料品 5%

228,436 鹿児島県 鹿児島市 Ｆｏｏｄ＆Ｂａｒ　Ｐａｌａｃｅ サービス 飲食業 5%

228,437 鹿児島県 鹿児島市 ふとんの朝日屋 小売業 その他小売 5%

228,438 鹿児島県 鹿児島市 プライム動物病院 サービス その他サービス 5%
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228,439 鹿児島県 鹿児島市 プラス　イータイム サービス その他サービス 5%

228,440 鹿児島県 鹿児島市 プラチノ・ロッサ　鹿児島店 小売業 衣料品 5%

228,441 鹿児島県 鹿児島市 プラッセファッション館　吉野店 小売業 衣料品 5%

228,442 鹿児島県 鹿児島市 Ｆｌａｍｉｎｇｏ サービス 飲食業 5%

228,443 鹿児島県 鹿児島市 ＦＬＯＷＥＲ＆ＰＬＡＮＴＳＮｅｌｋｅ 小売業 その他小売 5%

228,444 鹿児島県 鹿児島市 フランス菓子　一公 小売業 食料品 5%

228,445 鹿児島県 鹿児島市 フランス菓子　一公　山下店 小売業 食料品 5%

228,446 鹿児島県 鹿児島市 ｐｌａｎｔｓｔａｃｋｉｎｇ サービス その他サービス 5%

228,447 鹿児島県 鹿児島市 マダムハウス本店 小売業 衣料品 5%

228,448 鹿児島県 鹿児島市 マダムハウス谷山店 小売業 家具・調度品 5%

228,449 鹿児島県 鹿児島市 マダムハウスいずろ一階 小売業 衣料品 5%

228,450 鹿児島県 鹿児島市 マダムハウス納屋店 小売業 衣料品 5%

228,451 鹿児島県 鹿児島市 プリンス松山美容室 サービス 理容・美容業 5%

228,452 鹿児島県 鹿児島市 古市ハウスクリーニング サービス その他サービス 5%

228,453 鹿児島県 鹿児島市 さくらじま（フルーツ） 小売業 食料品 5%

228,454 鹿児島県 鹿児島市 ブルーニアンドルック 小売業 衣料品 5%

228,455 鹿児島県 鹿児島市 Ｂｌｏｏｍｉｎｇ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

228,456 鹿児島県 鹿児島市 フルカワ　民間車検工場 サービス その他サービス 5%

228,457 鹿児島県 鹿児島市 フルカワ自動車 サービス その他サービス 5%

228,458 鹿児島県 鹿児島市 ふるしょう サービス その他サービス 5%

228,459 鹿児島県 鹿児島市 ｂｌｕｎｏ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

228,460 鹿児島県 鹿児島市 ＢＲＥＡＫ【ブレイク】 サービス 理容・美容業 5%

228,461 鹿児島県 鹿児島市 フレッシュフィールドなりざわ坂之上店 小売業 食料品 5%

228,462 鹿児島県 鹿児島市 フレッシュフィールドなりざわ中山店 小売業 食料品 5%

228,463 鹿児島県 鹿児島市 フレッシュフィールドなりざわ東谷山店 小売業 食料品 5%

228,464 鹿児島県 鹿児島市 フレッシュフィールドなりざわ真砂店 小売業 食料品 5%

228,465 鹿児島県 鹿児島市 ＰＲＥＭＩＵＭＳＰＯＲＴＳＳＨＯＢＩＤＯ 小売業 衣料品 5%

228,466 鹿児島県 鹿児島市 Ｆｒｅｎｃｈ　Ｂｌｕｅ 小売業 食料品 5%

228,467 鹿児島県 鹿児島市 フローリスト飾り屋 小売業 その他小売 5%

228,468 鹿児島県 鹿児島市 ｈａｉｒ＆ｓｐａ　Ｃｈａｒｍｅ サービス 理容・美容業 5%

228,469 鹿児島県 鹿児島市 ＨＡＩＲ＆ＳＰＡ　Ｂｒａｎｃｈｅ’ サービス 理容・美容業 5%

228,470 鹿児島県 鹿児島市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　Ａｌｉｏｎ サービス 理容・美容業 5%

228,471 鹿児島県 鹿児島市 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｇｉｒａｓｓｏｌ　　ジラソル　　ジラソル サービス 理容・美容業 5%

228,472 鹿児島県 鹿児島市 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｎｅｎｄｏ サービス 理容・美容業 5%

228,473 鹿児島県 鹿児島市 ヘアーサロンリュウ サービス 理容・美容業 5%

228,474 鹿児島県 鹿児島市 ＨＡＩＲＳＰＡＣＥＲｅＬｏｏｐ サービス 理容・美容業 5%

228,475 鹿児島県 鹿児島市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｆｉｌｏ サービス 理容・美容業 5%

228,476 鹿児島県 鹿児島市 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　Ｒｉｎ サービス 理容・美容業 5%

228,477 鹿児島県 鹿児島市 ヘアクリエイト　Ｒ サービス 理容・美容業 5%

228,478 鹿児島県 鹿児島市 ＬｏＬｏ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

228,479 鹿児島県 鹿児島市 ＨａｉｒＳａｌｏｎＦｕ サービス 理容・美容業 5%

228,480 鹿児島県 鹿児島市 ｈａｉｒｓａｌｏｎＴｏｙａｍａ サービス 理容・美容業 5%
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228,481 鹿児島県 鹿児島市 ＨａｉｒｓａｌｏｎＴｏｙａｍａ中郡 サービス 理容・美容業 5%

228,482 鹿児島県 鹿児島市 ｈａｉｒｍａｋｅＥＭＭＡ サービス 理容・美容業 5%

228,483 鹿児島県 鹿児島市 ベイサイド鹿児島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,484 鹿児島県 鹿児島市 Ｖａｐｅ　Ｓｈｏｐ　Ｆｕｍｕｓ 小売業 家具・調度品 5%

228,485 鹿児島県 鹿児島市 平和食堂我流風　南埠頭店 サービス 飲食業 5%

228,486 鹿児島県 鹿児島市 別処吹上庵左膳　天文館店 サービス 飲食業 5%

228,487 鹿児島県 鹿児島市 別処吹上庵左膳　本店 サービス 飲食業 5%

228,488 鹿児島県 鹿児島市 ＢＥＮＥＳＵ 小売業 衣料品 5%

228,489 鹿児島県 鹿児島市 ｈｅｐｉｃａｔ サービス その他サービス 5%

228,490 鹿児島県 鹿児島市 ＢＥＬＵＮＡ　ベルナ サービス 理容・美容業 5%

228,491 鹿児島県 鹿児島市 ＢＥＬＵＮＡ サービス 理容・美容業 5%

228,492 鹿児島県 鹿児島市 Ｂｅｌｌｅｚｚａ サービス 理容・美容業 5%

228,493 鹿児島県 鹿児島市 ＢＥＬＬＯ宇宿店 サービス その他サービス 5%

228,494 鹿児島県 鹿児島市 ＢＥＬＬＯＫＡＧＯＳＨＩＭＡ本店 サービス その他サービス 5%

228,495 鹿児島県 鹿児島市 便利屋鹿児島 サービス その他サービス 5%

228,496 鹿児島県 鹿児島市 ＶＯＵＬ サービス 飲食業 5%

228,497 鹿児島県 鹿児島市 ポエムハウス サービス その他サービス 5%

228,498 鹿児島県 鹿児島市 ｐｏｕｃｈ サービス 理容・美容業 5%

228,499 鹿児島県 鹿児島市 ＰａｕｌｓｓｈｏＰ サービス その他サービス 5%

228,500 鹿児島県 鹿児島市 ほぐし処大空 サービス その他サービス 5%

228,501 鹿児島県 鹿児島市 ほぐし処　るりあん サービス その他サービス 5%

228,502 鹿児島県 鹿児島市 ほぐし屋Ｋｏ?ｋｏ?ｒｏ サービス その他サービス 5%

228,503 鹿児島県 鹿児島市 ＨＯＴ　ＧＡＲＡＧＥ　Ｄ’ｓ サービス その他サービス 5%

228,504 鹿児島県 鹿児島市 ホテル　ガストフ サービス 宿泊業 5%

228,505 鹿児島県 鹿児島市 ホテル　タイセイ　アネックス サービス 宿泊業 5%

228,506 鹿児島県 鹿児島市 ホテル・レクストン鹿児島　アネックス サービス 宿泊業 5%

228,507 鹿児島県 鹿児島市 ホテルエリアワン鹿児島 サービス その他サービス 5%

228,508 鹿児島県 鹿児島市 ホテルエリアワン鹿児島 サービス 宿泊業 5%

228,509 鹿児島県 鹿児島市 ホテル鴨池プラザ サービス 宿泊業 5%

228,510 鹿児島県 鹿児島市 ホテルグランセレッソ鹿児島 サービス 宿泊業 5%

228,511 鹿児島県 鹿児島市 ホテルタイセイ サービス 宿泊業 5%

228,512 鹿児島県 鹿児島市 ホテルタイセイ　アネックス サービス 宿泊業 5%

228,513 鹿児島県 鹿児島市 ホテルパレスイン鹿児島 サービス 宿泊業 5%

228,514 鹿児島県 鹿児島市 ホテル吹上荘 サービス 宿泊業 5%

228,515 鹿児島県 鹿児島市 ホームセンター　きたやま　東開店 小売業 その他小売 5%

228,516 鹿児島県 鹿児島市 ホリスティック・ラボアベイルガーデン 小売業 その他小売 5%

228,517 鹿児島県 鹿児島市 ボルボ・カーズ　鹿児島 小売業 その他小売 5%

228,518 鹿児島県 鹿児島市 有限会社ホワイト理容センター サービス 理容・美容業 5%

228,519 鹿児島県 鹿児島市 本格炭火居酒屋心 サービス 飲食業 5%

228,520 鹿児島県 鹿児島市 本田動物病院 サービス その他サービス 5%

228,521 鹿児島県 鹿児島市 梵天 サービス 飲食業 5%

228,522 鹿児島県 鹿児島市 听　鹿児島店 サービス 飲食業 5%
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228,523 鹿児島県 鹿児島市 本場インド料理　Ｌａｌｉｇｕｒａｓ サービス 飲食業 5%

228,524 鹿児島県 鹿児島市 ボンフカヤイオンモール鹿児島店 小売業 衣料品 5%

228,525 鹿児島県 鹿児島市 ｍａｌｏ サービス 理容・美容業 5%

228,526 鹿児島県 鹿児島市 ワイン食堂マイアリーノ１９７１ サービス 飲食業 5%

228,527 鹿児島県 鹿児島市 Ｍｙｔｉｍｅ＠ｔｈｅＧａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

228,528 鹿児島県 鹿児島市 ｍａｉｎｉｃｈｉｎｏｋａｂａｎｔｅｎ サービス その他サービス 5%

228,529 鹿児島県 鹿児島市 マイルス動物病院 サービス その他サービス 5%

228,530 鹿児島県 鹿児島市 前野石油　Ｄｒ　Ｄｒｉｖｅ谷山インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,531 鹿児島県 鹿児島市 前野石油　前野石油車検センター 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,532 鹿児島県 鹿児島市 前野石油　Ｄｒ　Ｄｒｉｖｅセルフ希望ヶ丘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,533 鹿児島県 鹿児島市 まきの商店 小売業 その他小売 5%

228,534 鹿児島県 鹿児島市 ＭＡＲＫ サービス 理容・美容業 5%

228,535 鹿児島県 鹿児島市 マクドナルドイオンモール鹿児島店 サービス 飲食業 2%

228,536 鹿児島県 鹿児島市 マクドナルド鹿児島上荒田店 サービス 飲食業 2%

228,537 鹿児島県 鹿児島市 マクドナルド皇徳寺ショッピングプラザ店 サービス 飲食業 2%

228,538 鹿児島県 鹿児島市 マクドナルド桜ヶ丘Ａコープ店 サービス 飲食業 2%

228,539 鹿児島県 鹿児島市 マクドナルド中山バイパス店 サービス 飲食業 2%

228,540 鹿児島県 鹿児島市 マクドナルド東開店 サービス 飲食業 2%

228,541 鹿児島県 鹿児島市 マクドナルド与次郎ニシムタ店 サービス 飲食業 2%

228,542 鹿児島県 鹿児島市 マクドナルド和田サンキュー店 サービス 飲食業 2%

228,543 鹿児島県 鹿児島市 ＭＡＴＨＥＲＵＢＡ　ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

228,544 鹿児島県 鹿児島市 ＭＡＴＨＥＲｕＢＡ　ｇｉｆｔ 小売業 家具・調度品 5%

228,545 鹿児島県 鹿児島市 ＭＡＴＨＥＲｕＢＡ ｇｉｆｔ 小売業 その他小売 5%

228,546 鹿児島県 鹿児島市 マジョラム　中央駅店 サービス 理容・美容業 5%

228,547 鹿児島県 鹿児島市 ｍａｒｊｏｒａｍ　天文館本店 サービス 理容・美容業 5%

228,548 鹿児島県 鹿児島市 まちの駅　ゆめりあ 小売業 食料品 5%

228,549 鹿児島県 鹿児島市 まちの駅宇宿 小売業 食料品 5%

228,550 鹿児島県 鹿児島市 街の写真屋さん サービス その他サービス 5%

228,551 鹿児島県 鹿児島市 松岡自動車整備工場 小売業 その他小売 5%

228,552 鹿児島県 鹿児島市 松田カイロ療術院 サービス その他サービス 5%

228,553 鹿児島県 鹿児島市 松元ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,554 鹿児島県 鹿児島市 ｍａｒｖｅｌｏｕｓ サービス 理容・美容業 5%

228,555 鹿児島県 鹿児島市 ママイクコ　鹿児島 小売業 その他小売 5%

228,556 鹿児島県 鹿児島市 丸新玩具　本店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

228,557 鹿児島県 鹿児島市 丸新玩具与次郎店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

228,558 鹿児島県 鹿児島市 丸俊　小川町店 小売業 食料品 5%

228,559 鹿児島県 鹿児島市 マルフク工房 サービス その他サービス 5%

228,560 鹿児島県 鹿児島市 マンガ倉庫　鹿児島店 小売業 その他小売 5%

228,561 鹿児島県 鹿児島市 みしん工房鹿児島 小売業 その他小売 5%

228,562 鹿児島県 鹿児島市 水元酒店 小売業 食料品 5%

228,563 鹿児島県 鹿児島市 南十字星 サービス 飲食業 5%

228,564 鹿児島県 鹿児島市 南谷美容室 サービス 理容・美容業 5%
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228,565 鹿児島県 鹿児島市 南日本新聞松元販売所 小売業 その他小売 5%

228,566 鹿児島県 鹿児島市 ミニバン　スポット サービス その他サービス 5%

228,567 鹿児島県 鹿児島市 みやま本舗　鹿児島中央駅店 サービス 飲食業 5%

228,568 鹿児島県 鹿児島市 みやま本舗　天文館店 サービス 飲食業 5%

228,569 鹿児島県 鹿児島市 みやま本舗　二官橋通り店 サービス 飲食業 5%

228,570 鹿児島県 鹿児島市 ミユキ・オート 小売業 貴金属・服飾品 5%

228,571 鹿児島県 鹿児島市 みんなのお酒 サービス 飲食業 5%

228,572 鹿児島県 鹿児島市 ＪＭ／ムーランヘアー サービス 理容・美容業 5%

228,573 鹿児島県 鹿児島市 無双蔵売店 小売業 食料品 5%

228,574 鹿児島県 鹿児島市 ムラサキスポーツ　鹿児島店 小売業 その他小売 5%

228,575 鹿児島県 鹿児島市 名山きみや サービス 飲食業 5%

228,576 鹿児島県 鹿児島市 明和食品株式会社 小売業 食料品 5%

228,577 鹿児島県 鹿児島市 ＭＡＰＬＥ　　ＭＡＰＬＥ 小売業 その他小売 5%

228,578 鹿児島県 鹿児島市 メガネランド 小売業 その他小売 5%

228,579 鹿児島県 鹿児島市 魚からうろこ　魚からうろこ サービス 飲食業 5%

228,580 鹿児島県 鹿児島市 めっけもん　ドルフィンポート店 サービス 飲食業 5%

228,581 鹿児島県 鹿児島市 めっけもん 鹿児島中央駅店 サービス 飲食業 5%

228,582 鹿児島県 鹿児島市 めっけもん　皇徳寺店 サービス 飲食業 5%

228,583 鹿児島県 鹿児島市 めっけもん 城西店 サービス 飲食業 5%

228,584 鹿児島県 鹿児島市 メディカルサンテロッソ サービス 理容・美容業 5%

228,585 鹿児島県 鹿児島市 麺匠　樹凜 サービス 飲食業 5%

228,586 鹿児島県 鹿児島市 麺匠樹凜 麺匠 樹凜 サービス 飲食業 5%

228,587 鹿児島県 鹿児島市 麺席 ｕ鄰ｄｏｎ サービス 飲食業 5%

228,588 鹿児島県 鹿児島市 麺屋我流風　イオン鹿児島鴨池店 サービス 飲食業 5%

228,589 鹿児島県 鹿児島市 Ｍａｕｖｅｓ 小売業 その他小売 5%

228,590 鹿児島県 鹿児島市 モータースポット　キモツキ サービス その他サービス 5%

228,591 鹿児島県 鹿児島市 ＭｏＣａｄｅａｕ　ｈａｉｒ　ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

228,592 鹿児島県 鹿児島市 ＭＯＤＥＲＮ　ＢＡＬＩ サービス 飲食業 5%

228,593 鹿児島県 鹿児島市 モダンバリ サービス 飲食業 5%

228,594 鹿児島県 鹿児島市 モトストアグローウィン 小売業 その他小売 5%

228,595 鹿児島県 鹿児島市 桃色物語 サービス その他サービス 5%

228,596 鹿児島県 鹿児島市 盛喜 サービス 飲食業 5%

228,597 鹿児島県 鹿児島市 森三上荒田店 小売業 食料品 5%

228,598 鹿児島県 鹿児島市 森三中山店 小売業 食料品 5%

228,599 鹿児島県 鹿児島市 森三みやげ横丁店 小売業 食料品 5%

228,600 鹿児島県 鹿児島市 森三吉野店 小売業 食料品 5%

228,601 鹿児島県 鹿児島市 モリタゴルフ　鹿児島店 小売業 その他小売 5%

228,602 鹿児島県 鹿児島市 焼鳥　串蔵 サービス 飲食業 5%

228,603 鹿児島県 鹿児島市 焼きとりの藏 焼きとりの藏 サービス 飲食業 5%

228,604 鹿児島県 鹿児島市 焼肉なべしま鹿児島インター店 サービス 飲食業 5%

228,605 鹿児島県 鹿児島市 焼肉馬力屋 サービス 飲食業 5%

228,606 鹿児島県 鹿児島市 焼肉バル ＫＵＲＯＳＡＮ サービス 飲食業 5%
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228,607 鹿児島県 鹿児島市 やさい村 小売業 食料品 5%

228,608 鹿児島県 鹿児島市 屋台屋　銀座通り　（やたいや） サービス 飲食業 5%

228,609 鹿児島県 鹿児島市 柳田自動車工業 サービス その他サービス 5%

228,610 鹿児島県 鹿児島市 山内自動車 サービス その他サービス 5%

228,611 鹿児島県 鹿児島市 山下コンタクトレンズ 小売業 その他小売 5%

228,612 鹿児島県 鹿児島市 山野愛子どろんこ美容 サービス 理容・美容業 5%

228,613 鹿児島県 鹿児島市 ヤマハＹＯＵショップ協和 小売業 その他小売 5%

228,614 鹿児島県 鹿児島市 ＹＵＩ サービス その他サービス 5%

228,615 鹿児島県 鹿児島市 悠庵 サービス 飲食業 5%

228,616 鹿児島県 鹿児島市 有限会社　木原園芸 小売業 その他小売 5%

228,617 鹿児島県 鹿児島市 有限会社 Ｓｏｎｉｃ 小売業 その他小売 5%

228,618 鹿児島県 鹿児島市 ［ＨＣ］有限会社池田電器 小売業 電化製品 5%

228,619 鹿児島県 鹿児島市 有限会社お茶のかおり園 小売業 その他小売 5%

228,620 鹿児島県 鹿児島市 有限会社鹿児島事務機商会 小売業 その他小売 5%

228,621 鹿児島県 鹿児島市 有限会社鹿児島肉よし 小売業 食料品 5%

228,622 鹿児島県 鹿児島市 有限会社新日本自動車 サービス その他サービス 5%

228,623 鹿児島県 鹿児島市 有限会社チャーム 小売業 衣料品 5%

228,624 鹿児島県 鹿児島市 有限会社ナガサト酒店 サービス その他サービス 5%

228,625 鹿児島県 鹿児島市 有限会社南州メディカル 小売業 その他小売 5%

228,626 鹿児島県 鹿児島市 有限会社南州メディカル谷山店 小売業 その他小売 5%

228,627 鹿児島県 鹿児島市 ［ＨＣ］有限会社ハイテックカマタ 小売業 電化製品 5%

228,628 鹿児島県 鹿児島市 有限会社プリンス松山美容室 Ｎｕｅｖｏ サービス 理容・美容業 5%

228,629 鹿児島県 鹿児島市 有限会社ベストホーム サービス その他サービス 5%

228,630 鹿児島県 鹿児島市 有限会社みうらホームパーティズ　タッパーウェア　鹿児島スタジオ 小売業 その他小売 5%

228,631 鹿児島県 鹿児島市 有限会社山田銘木店 小売業 その他小売 5%

228,632 鹿児島県 鹿児島市 有限会社吉永醸造店 小売業 食料品 5%

228,633 鹿児島県 鹿児島市 有限会社米沢自動車 サービス その他サービス 5%

228,634 鹿児島県 鹿児島市 遊食そう家 サービス 飲食業 5%

228,635 鹿児島県 鹿児島市 遊食豚彩いちにいさん　鹿児島本店 小売業 その他小売 5%

228,636 鹿児島県 鹿児島市 ゆうゆう薬局甲南店 小売業 その他小売 5%

228,637 鹿児島県 鹿児島市 Ｙｕｋａ犬と猫のクリニック サービス その他サービス 5%

228,638 鹿児島県 鹿児島市 ユタカ電器 小売業 電化製品 5%

228,639 鹿児島県 鹿児島市 ゆっくり居酒屋　ごじのね サービス 飲食業 5%

228,640 鹿児島県 鹿児島市 ＵＮＩＴＥＤ　ＳＡＬＯＮ　鹿児島 小売業 貴金属・服飾品 5%

228,641 鹿児島県 鹿児島市 ようふくやＳａｋｕｒａ 小売業 衣料品 5%

228,642 鹿児島県 鹿児島市 よしだフォト サービス その他サービス 5%

228,643 鹿児島県 鹿児島市 よしだフォト サービス その他サービス 5%

228,644 鹿児島県 鹿児島市 吉田町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,645 鹿児島県 鹿児島市 吉野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,646 鹿児島県 鹿児島市 ツールショップリアライズ 小売業 電化製品 5%

228,647 鹿児島県 鹿児島市 ラ・クール　キャレ　鹿児島店 小売業 衣料品 5%

228,648 鹿児島県 鹿児島市 ＬｉｆｅＨａｉｒ サービス 理容・美容業 5%
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228,649 鹿児島県 鹿児島市 ラサラ サービス 飲食業 5%

228,650 鹿児島県 鹿児島市 らさら荒田本店 小売業 食料品 5%

228,651 鹿児島県 鹿児島市 ＲＡＴ　ＳＴＹＬＥ 小売業 衣料品 5%

228,652 鹿児島県 鹿児島市 ＲＡＴＴＬＥＲ　Ｉｎｃ． 小売業 衣料品 5%

228,653 鹿児島県 鹿児島市 ｔｅａ＆ｎａｉｌＬｏｖｅｒ サービス 理容・美容業 5%

228,654 鹿児島県 鹿児島市 ラバーショップ　ダイナアート 小売業 その他小売 5%

228,655 鹿児島県 鹿児島市 ラファエル サービス 飲食業 5%

228,656 鹿児島県 鹿児島市 ラム肉と赤ワインのマリアージュ　ｌａｍｂ サービス 飲食業 5%

228,657 鹿児島県 鹿児島市 リーガルシューズ　天文館店 小売業 衣料品 5%

228,658 鹿児島県 鹿児島市 Ｒｉｃｏｃｏ 小売業 衣料品 5%

228,659 鹿児島県 鹿児島市 リサイクルショップ　セコハン 小売業 その他小売 5%

228,660 鹿児島県 鹿児島市 リーズ 小売業 衣料品 5%

228,661 鹿児島県 鹿児島市 リタライフ正規取扱店Ｄｅｌｉｇｈｔ サービス その他サービス 5%

228,662 鹿児島県 鹿児島市 ＬＩＮＡ 小売業 衣料品 5%

228,663 鹿児島県 鹿児島市 Ｒｙｕｘ サービス 理容・美容業 5%

228,664 鹿児島県 鹿児島市 流通団地給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,665 鹿児島県 鹿児島市 ＲＨＹＴＨＭＯＳ 小売業 衣料品 5%

228,666 鹿児島県 鹿児島市 理容室ピース　理容室ＰＥＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

228,667 鹿児島県 鹿児島市 リライトガレージ　東開店 サービス その他サービス 5%

228,668 鹿児島県 鹿児島市 ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ ｓｐａｃｅ ｅｎ サービス 理容・美容業 5%

228,669 鹿児島県 鹿児島市 ｒｅｌａｘａｔｉｏｎｓｐａｃｅｅｎ サービス 理容・美容業 5%

228,670 鹿児島県 鹿児島市 リラクゼーション楽園 サービス その他サービス 5%

228,671 鹿児島県 鹿児島市 臨海ターミナルＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,672 鹿児島県 鹿児島市 りんく　フェアトレード　エコロジー　りんく　フェアトレード　エコロジー 小売業 その他小売 5%

228,673 鹿児島県 鹿児島市 ル・オーナ　ペットクリニック サービス その他サービス 5%

228,674 鹿児島県 鹿児島市 Ｒｕｈｅ　ｂｙ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

228,675 鹿児島県 鹿児島市 Ｌｕｃｉｉ鹿児島中央 サービス 理容・美容業 5%

228,676 鹿児島県 鹿児島市 ル・ガヴローシュ サービス 飲食業 5%

228,677 鹿児島県 鹿児島市 ａｔｅｌｉｅｒ－ｌｕｃｃａ サービス 理容・美容業 5%

228,678 鹿児島県 鹿児島市 ルピシア鹿児島店 小売業 食料品 2%

228,679 鹿児島県 鹿児島市 瑠璃 サービス 飲食業 5%

228,680 鹿児島県 鹿児島市 ＬＥＯＮＥ サービス 飲食業 5%

228,681 鹿児島県 鹿児島市 Ｒｅｇａｌｏ　ｅｍｂｅｌｌｉｒ 小売業 衣料品 5%

228,682 鹿児島県 鹿児島市 レジエールボーグ サービス 理容・美容業 5%

228,683 鹿児島県 鹿児島市 レストランあるとこ サービス 飲食業 5%

228,684 鹿児島県 鹿児島市 レッドペッパー東開店 サービス 飲食業 5%

228,685 鹿児島県 鹿児島市 レッドペッパー 南埠頭店 サービス 飲食業 5%

228,686 鹿児島県 鹿児島市 Ｌｅｓ　Ｆｉｌｌｅｓ 小売業 その他小売 5%

228,687 鹿児島県 鹿児島市 ｒｏａｍｅｒｓａｎｄｓｅｅｋｅｒｓ 小売業 衣料品 5%

228,688 鹿児島県 鹿児島市 ｒｏａｍｅｒｓ　ａｎｄ　ｓｅｅｋｅｒｓ　ｒｏａｍｅｒｓ　ａｎｄ　ｓｅｅｋｅｒｓ 小売業 衣料品 5%

228,689 鹿児島県 鹿児島市 ローズアンドヴィオレット 小売業 衣料品 5%

228,690 鹿児島県 鹿児島市 ＲＯＣＣＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%
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228,691 鹿児島県 鹿児島市 炉の蔵 サービス 飲食業 5%

228,692 鹿児島県 鹿児島市 ロペ サービス 理容・美容業 5%

228,693 鹿児島県 鹿児島市 ロペ天文館店 小売業 衣料品 5%

228,694 鹿児島県 鹿児島市 ＬＯＬＯ ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

228,695 鹿児島県 鹿児島市 ｗｉｎｅ　ｄｉｓｈ　ｇｕｒｅ サービス 飲食業 5%

228,696 鹿児島県 鹿児島市 ワイン酒場　ひろ海 サービス 飲食業 5%

228,697 鹿児島県 鹿児島市 ワイン食堂ＵＳＵＫＩＹＡ サービス 飲食業 5%

228,698 鹿児島県 鹿児島市 ワインバーしろ サービス 飲食業 5%

228,699 鹿児島県 鹿児島市 ワカマツ自動車 サービス その他サービス 5%

228,700 鹿児島県 鹿児島市 わこうでんか 小売業 電化製品 5%

228,701 鹿児島県 鹿児島市 和ごころ サービス 飲食業 5%

228,702 鹿児島県 鹿児島市 和酒家　二番星　（ニバンボシ） サービス 飲食業 5%

228,703 鹿児島県 鹿児島市 和心創菜　味菜み サービス 飲食業 5%

228,704 鹿児島県 鹿児島市 和心創楽　櫻壽 サービス 飲食業 5%

228,705 鹿児島県 鹿児島市 和Ｄｉｎｉｎｇ　浜食 サービス 飲食業 5%

228,706 鹿児島県 鹿児島市 和田店 小売業 食料品 5%

228,707 鹿児島県 鹿児島市 和処めっけもん サービス 飲食業 5%

228,708 鹿児島県 鹿児島市 和の香りラボ　島の記憶 サービス その他サービス 5%

228,709 鹿児島県 鹿児島市 Ｏｎｅ　Ｍａｋｅ サービス その他サービス 5%

228,710 鹿児島県 鹿屋市 あいら給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,711 鹿児島県 鹿屋市 ＡＦＦＩＹ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

228,712 鹿児島県 鹿屋市 アンジェリク 小売業 食料品 5%

228,713 鹿児島県 鹿屋市 居酒屋　白鶴　鹿屋店 サービス 飲食業 5%

228,714 鹿児島県 鹿屋市 居酒屋天や和家　天や和家 サービス 飲食業 5%

228,715 鹿児島県 鹿屋市 出水田鮮魚　出水田鮮魚 小売業 食料品 5%

228,716 鹿児島県 鹿屋市 出光輝北町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,717 鹿児島県 鹿屋市 出光細山田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,718 鹿児島県 鹿屋市 今坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,719 鹿児島県 鹿屋市 インテリアデザインスタジオ 小売業 家具・調度品 5%

228,720 鹿児島県 鹿屋市 王子産業株式会社 小売業 食料品 5%

228,721 鹿児島県 鹿屋市 オートショップキンコウ 小売業 その他小売 5%

228,722 鹿児島県 鹿屋市 オンリーワン　鹿屋店 小売業 家具・調度品 5%

228,723 鹿児島県 鹿屋市 カーライフステーション鹿屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,724 鹿児島県 鹿屋市 カクイックスウィング　鹿屋営業所 小売業 その他小売 5%

228,725 鹿児島県 鹿屋市 学生服のいけのうえ 小売業 衣料品 5%

228,726 鹿児島県 鹿屋市 鹿児島東部ヤクルト販売　鹿屋寿センター 小売業 食料品 5%

228,727 鹿児島県 鹿屋市 鹿児島東部ヤクルト販売　鹿屋西センター 小売業 食料品 5%

228,728 鹿児島県 鹿屋市 鹿児島東部ヤクルト販売　鹿屋営業所 小売業 食料品 5%

228,729 鹿児島県 鹿屋市 鹿児島東部ヤクルト販売　串良センター 小売業 食料品 5%

228,730 鹿児島県 鹿屋市 鹿児島東部ヤクルト販売　輝北ポイント 小売業 食料品 5%

228,731 鹿児島県 鹿屋市 菓子工房ボンヴィヴォン本店 小売業 食料品 5%

228,732 鹿児島県 鹿屋市 菓子工房ボンヴィヴォンリナブランチ 小売業 食料品 5%
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228,733 鹿児島県 鹿屋市 割烹　すすきの サービス 飲食業 5%

228,734 鹿児島県 鹿屋市 セブン－イレブン鹿屋吾平町店 小売業 食料品 2%

228,735 鹿児島県 鹿屋市 セブン－イレブン鹿屋今坂町店 小売業 食料品 2%

228,736 鹿児島県 鹿屋市 セブン－イレブン鹿屋打馬店 小売業 食料品 2%

228,737 鹿児島県 鹿屋市 セブン－イレブン鹿屋共栄町店 小売業 食料品 2%

228,738 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋航空基地内売店 小売業 食料品 5%

228,739 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市観光物産総合センター 小売業 その他小売 5%

228,740 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋新川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,741 鹿児島県 鹿屋市 セブン－イレブン鹿屋新川町店 小売業 食料品 2%

228,742 鹿児島県 鹿屋市 セブン－イレブン鹿屋新生町店 小売業 食料品 2%

228,743 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋体育大学前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,744 鹿児島県 鹿屋市 セブン－イレブン鹿屋田崎東店 小売業 食料品 2%

228,745 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋電器商会 小売業 電化製品 5%

228,746 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,747 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,748 鹿児島県 鹿屋市 かのやばら園２号店 小売業 家具・調度品 5%

228,749 鹿児島県 鹿屋市 かのやばら園売店 小売業 家具・調度品 5%

228,750 鹿児島県 鹿屋市 セブン－イレブン鹿屋札元１丁目店 小売業 食料品 2%

228,751 鹿児島県 鹿屋市 株式会社佛壇の古屋鋪　鹿屋店 小売業 家具・調度品 5%

228,752 鹿児島県 鹿屋市 株式会社ＥＵＲＯ　ＣＡＲＳ サービス その他サービス 5%

228,753 鹿児島県 鹿屋市 上祓川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,754 鹿児島県 鹿屋市 カリフォルニアの風 サービス 理容・美容業 5%

228,755 鹿児島県 鹿屋市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋鹿屋バイパス店 サービス 飲食業 2%

228,756 鹿児島県 鹿屋市 きもの屋祥美　鹿屋店 小売業 衣料品 5%

228,757 鹿児島県 鹿屋市 霧島ヶ丘公園前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,758 鹿児島県 鹿屋市 串良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,759 鹿児島県 鹿屋市 くすりのミネサキ　田崎店 小売業 その他小売 5%

228,760 鹿児島県 鹿屋市 くすりのミネサキ　西原店 小売業 その他小売 5%

228,761 鹿児島県 鹿屋市 靴の尚美堂　鹿屋だいわ店 小売業 衣料品 5%

228,762 鹿児島県 鹿屋市 靴の尚美堂　鹿屋店 小売業 衣料品 5%

228,763 鹿児島県 鹿屋市 Ｋ．Ｃｏｌｌａｇｅ 小売業 衣料品 5%

228,764 鹿児島県 鹿屋市 光学堂　鹿屋大和店 小売業 貴金属・服飾品 5%

228,765 鹿児島県 鹿屋市 ごんげん サービス 飲食業 5%

228,766 鹿児島県 鹿屋市 財宝ショップ サービス その他サービス 5%

228,767 鹿児島県 鹿屋市 財宝ショップ　鹿屋店 小売業 食料品 5%

228,768 鹿児島県 鹿屋市 桜きものサロン 小売業 貴金属・服飾品 5%

228,769 鹿児島県 鹿屋市 迫自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

228,770 鹿児島県 鹿屋市 サツマガス工業株式会社 小売業 その他小売 5%

228,771 鹿児島県 鹿屋市 薩摩明治村 サービス 宿泊業 5%

228,772 鹿児島県 鹿屋市 Ｇ－ＳＴＹＬＥ　鹿屋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

228,773 鹿児島県 鹿屋市 十三塚ＳＳ　有限会社エフサービス 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,774 鹿児島県 鹿屋市 十八番 鹿屋店 サービス 飲食業 5%
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228,775 鹿児島県 鹿屋市 シュガー　鹿屋店 小売業 衣料品 5%

228,776 鹿児島県 鹿屋市 紳士服のクオリティー 小売業 衣料品 5%

228,777 鹿児島県 鹿屋市 ＳＵＺＵＴＡＮ鹿屋プラッセだいわ店 小売業 衣料品 5%

228,778 鹿児島県 鹿屋市 すたみな太郎　鹿屋店 サービス 飲食業 5%

228,779 鹿児島県 鹿屋市 ｓｔａｎｄａｒｄ 小売業 その他小売 5%

228,780 鹿児島県 鹿屋市 生協コープかごしまかのや店 小売業 食料品 5%

228,781 鹿児島県 鹿屋市 整体ジウ サービス その他サービス 5%

228,782 鹿児島県 鹿屋市 セブンプラザ　大姶良店 小売業 電化製品 5%

228,783 鹿児島県 鹿屋市 セブンプラザ　輝北店 小売業 電化製品 5%

228,784 鹿児島県 鹿屋市 セブンプラザ　西原店 小売業 電化製品 5%

228,785 鹿児島県 鹿屋市 セブンプラザ吾平店 小売業 電化製品 5%

228,786 鹿児島県 鹿屋市 セブンプラザ鹿屋本店 小売業 電化製品 5%

228,787 鹿児島県 鹿屋市 セブンプラザ串良店 小売業 電化製品 5%

228,788 鹿児島県 鹿屋市 セブンプラザ西原店 小売業 電化製品 5%

228,789 鹿児島県 鹿屋市 セルフ鹿屋給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,790 鹿児島県 鹿屋市 セルフ川西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,791 鹿児島県 鹿屋市 セルフ新生町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,792 鹿児島県 鹿屋市 そば茶屋吹上庵　鹿屋店 小売業 その他小売 5%

228,793 鹿児島県 鹿屋市 株式会社鑪建築設計事務所 サービス その他サービス 5%

228,794 鹿児島県 鹿屋市 Ｔショップやまぐち串良店 小売業 その他小売 5%

228,795 鹿児島県 鹿屋市 天や和家 サービス 飲食業 5%

228,796 鹿児島県 鹿屋市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ寿町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,797 鹿児島県 鹿屋市 徳永石油川西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,798 鹿児島県 鹿屋市 ｄｏｔｐｕｌｓ 小売業 衣料品 5%

228,799 鹿児島県 鹿屋市 トリミング工房プラス サービス 理容・美容業 5%

228,800 鹿児島県 鹿屋市 中西写真館 小売業 その他小売 5%

228,801 鹿児島県 鹿屋市 永野田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,802 鹿児島県 鹿屋市 ナンキュウ　鹿屋営業所 小売業 その他小売 5%

228,803 鹿児島県 鹿屋市 サンロ－ド西原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,804 鹿児島県 鹿屋市 西原町給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,805 鹿児島県 鹿屋市 日本料理千成本店 サービス 飲食業 5%

228,806 鹿児島県 鹿屋市 ネオプラス　きよやま串良店 小売業 電化製品 5%

228,807 鹿児島県 鹿屋市 ネオプラスさこ 小売業 電化製品 5%

228,808 鹿児島県 鹿屋市 ネオプラス　しばはら 小売業 電化製品 5%

228,809 鹿児島県 鹿屋市 ネオプラス　たしろ 小売業 電化製品 5%

228,810 鹿児島県 鹿屋市 のうまん商店 小売業 その他小売 5%

228,811 鹿児島県 鹿屋市 ＨＥＡＲＴーＬＩＮＫ サービス 理容・美容業 5%

228,812 鹿児島県 鹿屋市 バイクフォーラム　鹿屋 小売業 その他小売 5%

228,813 鹿児島県 鹿屋市 髪?ＨａｐｐＹ?飛　髮?ＨａｐｐＹ?飛 サービス 理容・美容業 5%

228,814 鹿児島県 鹿屋市 ＰＡＤＤＬＥＲＳ サービス その他サービス 5%

228,815 鹿児島県 鹿屋市 ハピネス鹿屋店 小売業 食料品 5%

228,816 鹿児島県 鹿屋市 祓川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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228,817 鹿児島県 鹿屋市 ＰＣメカニック 小売業 電化製品 5%

228,818 鹿児島県 鹿屋市 ピースオート サービス その他サービス 5%

228,819 鹿児島県 鹿屋市 ピザテン・フォー　鹿児島鹿屋店　１ サービス その他サービス 5%

228,820 鹿児島県 鹿屋市 ヒダカサロン サービス 理容・美容業 5%

228,821 鹿児島県 鹿屋市 ヒューズかのや店 小売業 衣料品 5%

228,822 鹿児島県 鹿屋市 平山不動産株式会社 サービス その他サービス 5%

228,823 鹿児島県 鹿屋市 ファッションショップ　クィ－ン・シルク 小売業 衣料品 5%

228,824 鹿児島県 鹿屋市 ファミリープラザ杉園 小売業 衣料品 5%

228,825 鹿児島県 鹿屋市 フィッシング　海遊館 小売業 その他小売 5%

228,826 鹿児島県 鹿屋市 福留かまぼこ店 小売業 食料品 5%

228,827 鹿児島県 鹿屋市 ふく福 鹿屋店 サービス 飲食業 5%

228,828 鹿児島県 鹿屋市 プラッセだいわ鹿屋店 小売業 食料品 5%

228,829 鹿児島県 鹿屋市 古着　ＳＡＫＡＧＵＣＨＩ 小売業 その他小売 5%

228,830 鹿児島県 鹿屋市 Ｈａｉｒ カリフォルニアの風 サービス 理容・美容業 5%

228,831 鹿児島県 鹿屋市 ｈａｉｒｓａｌｏｎＬｕｎｏｒ サービス 理容・美容業 5%

228,832 鹿児島県 鹿屋市 ＨａｉｒｍａｋｅｕｐｆａｒｏＣａｎｄｙ サービス 理容・美容業 5%

228,833 鹿児島県 鹿屋市 ヘアメイクアップファーロベンチ サービス 理容・美容業 5%

228,834 鹿児島県 鹿屋市 Ｈａｉｒ ｗｏｒｋｓ ＣＲＡＦＴ Ｈａｉｒ ｗｏｒｋｓ ＣＲＡＦＴ サービス 理容・美容業 5%

228,835 鹿児島県 鹿屋市 別府商会Ｋｅｉ 小売業 衣料品 5%

228,836 鹿児島県 鹿屋市 別府商会Ｋｅｉ 小売業 衣料品 5%

228,837 鹿児島県 鹿屋市 ホームセンターきたやま 小売業 その他小売 5%

228,838 鹿児島県 鹿屋市 細山田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,839 鹿児島県 鹿屋市 細山田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,840 鹿児島県 鹿屋市 ホテルしらさぎ サービス 宿泊業 5%

228,841 鹿児島県 鹿屋市 ＢＯＮＩＣＡ サービス 理容・美容業 5%

228,842 鹿児島県 鹿屋市 ホームセンター　きたやま 小売業 その他小売 5%

228,843 鹿児島県 鹿屋市 まあぶるヘアー サービス 理容・美容業 5%

228,844 鹿児島県 鹿屋市 マイティワークス鹿屋本店 小売業 衣料品 5%

228,845 鹿児島県 鹿屋市 ＭＹＢＯＮＤＳ サービス その他サービス 5%

228,846 鹿児島県 鹿屋市 前田時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

228,847 鹿児島県 鹿屋市 牧之内石油　串良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,848 鹿児島県 鹿屋市 マクドナルド鹿屋プラッセだいわ店 サービス 飲食業 2%

228,849 鹿児島県 鹿屋市 マクドナルド寿サンキュー店 サービス 飲食業 2%

228,850 鹿児島県 鹿屋市 マクドナルド西原店 サービス 飲食業 2%

228,851 鹿児島県 鹿屋市 みなと市場 小売業 家具・調度品 5%

228,852 鹿児島県 鹿屋市 みなと食堂 サービス 飲食業 5%

228,853 鹿児島県 鹿屋市 ミネサキ 小売業 その他小売 5%

228,854 鹿児島県 鹿屋市 明林堂書店鹿屋店 小売業 その他小売 5%

228,855 鹿児島県 鹿屋市 山乃家 サービス 飲食業 5%

228,856 鹿児島県 鹿屋市 有限会社井之上電器 小売業 電化製品 5%

228,857 鹿児島県 鹿屋市 有限会社大隅ブラザー サービス その他サービス 5%

228,858 鹿児島県 鹿屋市 （有）旅くらぶ２１ サービス その他サービス 5%
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228,859 鹿児島県 鹿屋市 有限会社ビーワン 小売業 衣料品 5%

228,860 鹿児島県 鹿屋市 有限会社ベルかのや 小売業 衣料品 5%

228,861 鹿児島県 鹿屋市 ラ・パナム 小売業 その他小売 5%

228,862 鹿児島県 鹿屋市 リゾートホテル財宝別荘 サービス 宿泊業 5%

228,863 鹿児島県 鹿屋市 ＲＯＣＣＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

228,864 鹿児島県 鹿屋市 ワイルドビースポーツ鹿屋ボクシング サービス その他サービス 5%

228,865 鹿児島県 喜界町 赤連ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,866 鹿児島県 喜界町 伊実久ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,867 鹿児島県 喜界町 出光上嘉鉄ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,868 鹿児島県 喜界町 出光喜界町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,869 鹿児島県 喜界町 出光早町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,870 鹿児島県 喜界町 喜界ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,871 鹿児島県 喜界町 喜界島おみやげセンタ－ 小売業 その他小売 5%

228,872 鹿児島県 喜界町 喜界レンタカーサービス サービス その他サービス 5%

228,873 鹿児島県 喜界町 きょら島工房 小売業 家具・調度品 5%

228,874 鹿児島県 喜界町 くすりの橋本 小売業 その他小売 5%

228,875 鹿児島県 喜界町 郡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,876 鹿児島県 喜界町 ショッピングセンターふくり 小売業 食料品 5%

228,877 鹿児島県 喜界町 園田モータース サービス その他サービス 5%

228,878 鹿児島県 喜界町 ツル電機空調設備 小売業 電化製品 5%

228,879 鹿児島県 喜界町 深水モータース サービス その他サービス 5%

228,880 鹿児島県 喜界町 米盛ストア－ 小売業 その他小売 5%

228,881 鹿児島県 肝付町 内之浦上建ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,882 鹿児島県 肝付町 鹿児島東部ヤクルト販売　肝付センター 小売業 食料品 5%

228,883 鹿児島県 肝付町 セブン－イレブン鹿屋笠之原店 小売業 食料品 2%

228,884 鹿児島県 肝付町 カノヤゴルフアカデミー サービス その他サービス 5%

228,885 鹿児島県 肝付町 川崎石油　内之浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,886 鹿児島県 肝付町 肝付町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,887 鹿児島県 肝付町 きらく サービス 飲食業 5%

228,888 鹿児島県 肝付町 くすりのミネサキ　高山店 小売業 その他小売 5%

228,889 鹿児島県 肝付町 高山ＳＳ　有限会社兼氏石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,890 鹿児島県 肝付町 高山南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,891 鹿児島県 肝付町 財宝ショップ　肝付店 小売業 食料品 5%

228,892 鹿児島県 肝付町 サンシティ笠之原バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,893 鹿児島県 肝付町 ジホウドー 高山店 小売業 貴金属・服飾品 5%

228,894 鹿児島県 肝付町 セブンプラザ　内之浦店 小売業 電化製品 5%

228,895 鹿児島県 肝付町 セブンプラザ高山店 小売業 電化製品 5%

228,896 鹿児島県 肝付町 宙ハウス サービス 宿泊業 5%

228,897 鹿児島県 肝付町 ネオプラスいわや 小売業 電化製品 5%

228,898 鹿児島県 肝付町 ビーフ　コレクション　ヒラマツ サービス 飲食業 5%

228,899 鹿児島県 肝付町 福原菓子店 小売業 食料品 5%

228,900 鹿児島県 肝付町 山下商店 小売業 食料品 5%
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228,901 鹿児島県 肝付町 ［ＨＣ］有限会社永島田電器 小売業 電化製品 5%

228,902 鹿児島県 肝付町 米沢食堂 サービス 飲食業 5%

228,903 鹿児島県 霧島市 赤塚屋酒店 小売業 その他小売 5%

228,904 鹿児島県 霧島市 ａ：ｒｋ サービス 理容・美容業 5%

228,905 鹿児島県 霧島市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｂａｌｌａｎ鹿児島 サービス 理容・美容業 5%

228,906 鹿児島県 霧島市 揚立屋・国分店 小売業 食料品 5%

228,907 鹿児島県 霧島市 Ａｔｅｌｉｅｒ　空 サービス 理容・美容業 5%

228,908 鹿児島県 霧島市 Ａｔｅｌｉｅｒ空ーｓｏｒａー サービス 理容・美容業 5%

228,909 鹿児島県 霧島市 天テラス サービス 宿泊業 5%

228,910 鹿児島県 霧島市 Ｒ．Ｒ．Ｒ．キルビル店 小売業 衣料品 5%

228,911 鹿児島県 霧島市 アローンズ サービス 理容・美容業 5%

228,912 鹿児島県 霧島市 ａｎｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

228,913 鹿児島県 霧島市 安全地帯 小売業 貴金属・服飾品 5%

228,914 鹿児島県 霧島市 安楽温泉　朱峰 サービス 宿泊業 5%

228,915 鹿児島県 霧島市 居食屋　りょう サービス 飲食業 5%

228,916 鹿児島県 霧島市 居食屋　中吉 サービス 飲食業 5%

228,917 鹿児島県 霧島市 いちにぃさん　国分店 サービス 飲食業 5%

228,918 鹿児島県 霧島市 イデックス国分ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,919 鹿児島県 霧島市 出光日当山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,920 鹿児島県 霧島市 出光牧之原中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,921 鹿児島県 霧島市 いやしの里　　松苑 サービス 宿泊業 5%

228,922 鹿児島県 霧島市 岩切美巧堂 サービス その他サービス 5%

228,923 鹿児島県 霧島市 岩崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,924 鹿児島県 霧島市 岩崎ダミーＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,925 鹿児島県 霧島市 Ｖｉｌｌａ　Ｍｏｎｔｐｅｔｒｅ サービス 宿泊業 5%

228,926 鹿児島県 霧島市 Ｖｉｌｌａ Ｍｏｎｔｐｅｔｒｅ サービス 宿泊業 5%

228,927 鹿児島県 霧島市 魚匠ほどほど サービス 飲食業 5%

228,928 鹿児島県 霧島市 うるうカイロプラクティック院 サービス 理容・美容業 5%

228,929 鹿児島県 霧島市 エステＷＡＭ　国分店 サービス 理容・美容業 5%

228,930 鹿児島県 霧島市 ｍ＇ｓ サービス その他サービス 5%

228,931 鹿児島県 霧島市 大窪ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,932 鹿児島県 霧島市 オーベルジュ異人館 サービス その他サービス 5%

228,933 鹿児島県 霧島市 おじぎ家 サービス 飲食業 5%

228,934 鹿児島県 霧島市 お茶の沢田園　新町店 小売業 食料品 5%

228,935 鹿児島県 霧島市 オリックスレンタカー鹿児島空港店 サービス その他サービス 2%

228,936 鹿児島県 霧島市 オンリーワン　国分店 小売業 家具・調度品 5%

228,937 鹿児島県 霧島市 海船ぶた丸 サービス 飲食業 5%

228,938 鹿児島県 霧島市 カクイックスウィング　国分営業所 小売業 その他小売 5%

228,939 鹿児島県 霧島市 セブン－イレブン鹿児島空港前店 小売業 食料品 2%

228,940 鹿児島県 霧島市 鹿児島東部ヤクルト販売　日当山センター 小売業 食料品 5%

228,941 鹿児島県 霧島市 鹿児島東部ヤクルト販売　隼人真孝センター 小売業 食料品 5%

228,942 鹿児島県 霧島市 鹿児島東部ヤクルト販売 国分センター 小売業 食料品 5%
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228,943 鹿児島県 霧島市 鹿児島東部ヤクルト販売　霧島ポイント 小売業 食料品 5%

228,944 鹿児島県 霧島市 鹿児島レンタカー鹿児島空港店 サービス その他サービス 5%

228,945 鹿児島県 霧島市 Ｃａｆｅ　　　Ｇａｌｌｅｒｙ　風雷坊主　ミロク サービス 飲食業 5%

228,946 鹿児島県 霧島市 株式会社佛壇の古屋鋪　隼人店 小売業 家具・調度品 5%

228,947 鹿児島県 霧島市 からだづくりジムノザワ サービス その他サービス 5%

228,948 鹿児島県 霧島市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ＪＳ国分店 小売業 その他小売 2%

228,949 鹿児島県 霧島市 数寄の宿　野鶴亭 サービス 宿泊業 5%

228,950 鹿児島県 霧島市 ＣＡＭＥＬ　ＣＬＵＴＣＨ サービス 理容・美容業 5%

228,951 鹿児島県 霧島市 ｃｕｂｅ サービス 理容・美容業 5%

228,952 鹿児島県 霧島市 霧工房 小売業 家具・調度品 5%

228,953 鹿児島県 霧島市 霧島温泉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,954 鹿児島県 霧島市 霧島温泉ソサエティ サービス 宿泊業 5%

228,955 鹿児島県 霧島市 霧島観光ホテル サービス 宿泊業 5%

228,956 鹿児島県 霧島市 霧島口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,957 鹿児島県 霧島市 霧島公園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,958 鹿児島県 霧島市 霧島神宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,959 鹿児島県 霧島市 きりしま畜産 サービス 飲食業 5%

228,960 鹿児島県 霧島市 きりしま畜産　ｈａｎａｒｅ サービス 飲食業 5%

228,961 鹿児島県 霧島市 霧島畜産はなれ サービス 飲食業 5%

228,962 鹿児島県 霧島市 株式会社霧島町蒸留所 小売業 家具・調度品 5%

228,963 鹿児島県 霧島市 霧島ホテル サービス 宿泊業 5%

228,964 鹿児島県 霧島市 セブンーイレブン霧島牧園店 小売業 食料品 2%

228,965 鹿児島県 霧島市 セブン－イレブン霧島牧之原店 小売業 食料品 2%

228,966 鹿児島県 霧島市 セブン－イレブン霧島溝辺有川店 小売業 食料品 2%

228,967 鹿児島県 霧島市 霧島ゆめのや温泉市場店 小売業 家具・調度品 5%

228,968 鹿児島県 霧島市 セブン－イレブン霧島横川店 小売業 食料品 2%

228,969 鹿児島県 霧島市 霧や櫻や店 小売業 食料品 5%

228,970 鹿児島県 霧島市 きりん商店 サービス その他サービス 5%

228,971 鹿児島県 霧島市 空港バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,972 鹿児島県 霧島市 串揚げ専門　串庵 サービス 飲食業 5%

228,973 鹿児島県 霧島市 靴のアサヒ屋 小売業 衣料品 5%

228,974 鹿児島県 霧島市 靴の尚美堂　イオン隼人国分店 小売業 衣料品 5%

228,975 鹿児島県 霧島市 靴の尚美堂国分店 小売業 衣料品 5%

228,976 鹿児島県 霧島市 コクピット国分 小売業 その他小売 5%

228,977 鹿児島県 霧島市 ＫｏｋｕｂｕＯＦＦ サービス その他サービス 5%

228,978 鹿児島県 霧島市 国分川内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,979 鹿児島県 霧島市 セブン－イレブン国分重久店 小売業 食料品 2%

228,980 鹿児島県 霧島市 セブン－イレブン国分シビックセンター前店 小売業 食料品 2%

228,981 鹿児島県 霧島市 セブン－イレブン国分新町店 小売業 食料品 2%

228,982 鹿児島県 霧島市 国分中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,983 鹿児島県 霧島市 セブン－イレブン国分中央１丁目店 小売業 食料品 2%

228,984 鹿児島県 霧島市 国分とらや　八坂店 小売業 食料品 5%
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228,985 鹿児島県 霧島市 セブン－イレブン国分福島店 小売業 食料品 2%

228,986 鹿児島県 霧島市 セブン－イレブン国分湊店 小売業 食料品 2%

228,987 鹿児島県 霧島市 国分南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

228,988 鹿児島県 霧島市 セブン－イレブン国分山下店 小売業 食料品 2%

228,989 鹿児島県 霧島市 こしかの温泉　こしかの温泉 サービス 宿泊業 5%

228,990 鹿児島県 霧島市 個室焼肉ひごや サービス 飲食業 5%

228,991 鹿児島県 霧島市 五代 サービス その他サービス 5%

228,992 鹿児島県 霧島市 コープトラベル国分 サービス その他サービス 5%

228,993 鹿児島県 霧島市 西郷公園 小売業 その他小売 5%

228,994 鹿児島県 霧島市 坂田金時堂 小売業 食料品 5%

228,995 鹿児島県 霧島市 さくらさくら温泉 サービス 宿泊業 5%

228,996 鹿児島県 霧島市 ＳＡＫＵＲＡ ＢＡＫＥＲＹ 小売業 食料品 5%

228,997 鹿児島県 霧島市 薩摩菓子処とらや本店 小売業 食料品 5%

228,998 鹿児島県 霧島市 産直レストラン　黒豚の館 サービス 飲食業 5%

228,999 鹿児島県 霧島市 サンホテル国分 サービス 宿泊業 5%

229,000 鹿児島県 霧島市 敷根ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,001 鹿児島県 霧島市 地鶏のみやま　地方発送販売所 小売業 家具・調度品 5%

229,002 鹿児島県 霧島市 芝自動車整備工場 小売業 その他小売 5%

229,003 鹿児島県 霧島市 下登電機 小売業 電化製品 5%

229,004 鹿児島県 霧島市 十三塚原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,005 鹿児島県 霧島市 十八番 霧島隼人店 サービス 飲食業 5%

229,006 鹿児島県 霧島市 手芸のまきの国分店 小売業 その他小売 5%

229,007 鹿児島県 霧島市 シンズ　ガレージ 小売業 その他小売 5%

229,008 鹿児島県 霧島市 スカイハイ サービス 飲食業 5%

229,009 鹿児島県 霧島市 スタンス　国分店 小売業 衣料品 5%

229,010 鹿児島県 霧島市 Ｓｐａｃｅ　Ｂｅ． サービス 理容・美容業 5%

229,011 鹿児島県 霧島市 スマホＢｕｙｅｒＪａｐａｎ霧島隼人店 サービス その他サービス 5%

229,012 鹿児島県 霧島市 炭火焼　チャコール サービス 飲食業 5%

229,013 鹿児島県 霧島市 生活協同組合コープかごしま　国分店 小売業 食料品 5%

229,014 鹿児島県 霧島市 精光堂　隼人国分イオン店 小売業 貴金属・服飾品 5%

229,015 鹿児島県 霧島市 セルフステーション清水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,016 鹿児島県 霧島市 セルフ牧の原給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,017 鹿児島県 霧島市 そば茶屋吹上庵　空港バイパス店 サービス 飲食業 5%

229,018 鹿児島県 霧島市 そば茶屋吹上庵　隼人中央店 小売業 その他小売 5%

229,019 鹿児島県 霧島市 そばづき サービス 飲食業 5%

229,020 鹿児島県 霧島市 Ｄｉｎｉｎｇ　琥珀 サービス 飲食業 5%

229,021 鹿児島県 霧島市 たかちほ電機住設 小売業 電化製品 5%

229,022 鹿児島県 霧島市 チャイニーズキッチン担担パティオ サービス 飲食業 5%

229,023 鹿児島県 霧島市 中国家庭料理担担 サービス 飲食業 5%

229,024 鹿児島県 霧島市 ＴＫ ＴＨＥ ＳＡＬＯＮ サービス 理容・美容業 5%

229,025 鹿児島県 霧島市 ＴＫ ｐａｌｊｕ 国分店 国分店 サービス 理容・美容業 5%

229,026 鹿児島県 霧島市 ｔｉｃｔｉｃ サービス その他サービス 5%
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229,027 鹿児島県 霧島市 テクノセンターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,028 鹿児島県 霧島市 寺原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,029 鹿児島県 霧島市 ＤＯ！プラザ国分セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,030 鹿児島県 霧島市 ＤＯ！プラザ隼人セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,031 鹿児島県 霧島市 東苑 サービス 飲食業 5%

229,032 鹿児島県 霧島市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅＩＴＳ隼人ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,033 鹿児島県 霧島市 徳吉自動車 サービス その他サービス 5%

229,034 鹿児島県 霧島市 トミハラ　隼人店 小売業 その他小売 5%

229,035 鹿児島県 霧島市 ＴＲＩＤＥ　ＭＯＴＯＲ 小売業 その他小売 5%

229,036 鹿児島県 霧島市 トリオ電気サービス 小売業 電化製品 5%

229,037 鹿児島県 霧島市 長崎芳花園 小売業 その他小売 5%

229,038 鹿児島県 霧島市 ｎａｔｕｒｅ サービス 理容・美容業 5%

229,039 鹿児島県 霧島市 ナンキュウ　国分営業所 小売業 その他小売 5%

229,040 鹿児島県 霧島市 南国ホンダ霧島店 サービス その他サービス 5%

229,041 鹿児島県 霧島市 西村ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,042 鹿児島県 霧島市 日本湯小屋物語 サービス その他サービス 5%

229,043 鹿児島県 霧島市 二輪工房むらおか 小売業 その他小売 5%

229,044 鹿児島県 霧島市 人形会館高秀国分店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

229,045 鹿児島県 霧島市 Ｎａｉｌ＆ＢｅａｕｔｙＳＡＬＯＮＩＲ サービス 理容・美容業 5%

229,046 鹿児島県 霧島市 ｎｏａｈｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

229,047 鹿児島県 霧島市 ＶＥＲＶＥ サービス 理容・美容業 5%

229,048 鹿児島県 霧島市 ぱぁる　エステサロン サービス 理容・美容業 5%

229,049 鹿児島県 霧島市 バイクランド 小売業 その他小売 5%

229,050 鹿児島県 霧島市 ＢＩＫＥ　ＬＡＮＤ 小売業 その他小売 5%

229,051 鹿児島県 霧島市 パソコン市場　イオン隼人国分店 小売業 電化製品 5%

229,052 鹿児島県 霧島市 ハッピ－レンタカ－鹿児島空港店 サービス その他サービス 5%

229,053 鹿児島県 霧島市 花工房雫 小売業 その他小売 5%

229,054 鹿児島県 霧島市 ハピネス霧島店 小売業 食料品 5%

229,055 鹿児島県 霧島市 Ｐａｒｍｔｏｗｎ　ｋｉｋｉ サービス 理容・美容業 5%

229,056 鹿児島県 霧島市 浜之市ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,057 鹿児島県 霧島市 セブン－イレブン隼人小浜店 小売業 食料品 2%

229,058 鹿児島県 霧島市 セブン－イレブン隼人しらさぎ橋西店 小売業 食料品 2%

229,059 鹿児島県 霧島市 セブン－イレブン隼人住吉店 小売業 食料品 2%

229,060 鹿児島県 霧島市 隼人塚ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,061 鹿児島県 霧島市 セブン－イレブン隼人姫城店 小売業 食料品 2%

229,062 鹿児島県 霧島市 セブン－イレブン隼人見次店 小売業 食料品 2%

229,063 鹿児島県 霧島市 原口石油　溝辺バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,064 鹿児島県 霧島市 ＢＵＳＩＮＥＳＳＨＯＴＥＬ伊佐 サービス 宿泊業 5%

229,065 鹿児島県 霧島市 ビジネスホテル　ロイヤルイン国分 サービス 宿泊業 5%

229,066 鹿児島県 霧島市 ビジネス旅館森本 サービス 宿泊業 5%

229,067 鹿児島県 霧島市 日当山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,068 鹿児島県 霧島市 美容ピュア国分店 サービス 理容・美容業 5%

5456



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

229,069 鹿児島県 霧島市 広谷自販 サービス その他サービス 5%

229,070 鹿児島県 霧島市 福祉タクシー　つなぐ サービス 運輸業 5%

229,071 鹿児島県 霧島市 福島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,072 鹿児島県 霧島市 ふく福 空港店 サービス 飲食業 5%

229,073 鹿児島県 霧島市 ふく福 国分店 サービス 飲食業 5%

229,074 鹿児島県 霧島市 藤谷自動車 サービス その他サービス 5%

229,075 鹿児島県 霧島市 藤の花ホテル サービス 宿泊業 5%

229,076 鹿児島県 霧島市 ｐｅｔｉｔ　ｂｏｎｂｏｎ　国分店 小売業 その他小売 5%

229,077 鹿児島県 霧島市 ｐｅｔｉｔｂｏｎｂｏｎ国分店 小売業 その他小売 5%

229,078 鹿児島県 霧島市 ブライトンコート旅館 サービス 宿泊業 5%

229,079 鹿児島県 霧島市 フルール サービス 飲食業 5%

229,080 鹿児島県 霧島市 フルーツショップ末重 小売業 食料品 5%

229,081 鹿児島県 霧島市 ブローリー 小売業 衣料品 5%

229,082 鹿児島県 霧島市 ＨＡＩＲ　ＡＲＴ　ＭｉＸ　ＳＰＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

229,083 鹿児島県 霧島市 ＨＡＩＲＡＲＴ　ＭｉＸＳＰＡＣＥ サービス 理容・美容業 5%

229,084 鹿児島県 霧島市 ＨＥＡＲＡＴＥＬＩＥＲＤＩＧＸＤＵＧ サービス 理容・美容業 5%

229,085 鹿児島県 霧島市 Ｒｙｏ’ｓ　ｒｏｏｍ サービス 理容・美容業 5%

229,086 鹿児島県 霧島市 へアーサロンＴＯＰＩＣ サービス 理容・美容業 5%

229,087 鹿児島県 霧島市 ヘアーサロンＴＯＰＩＣ サービス 理容・美容業 5%

229,088 鹿児島県 霧島市 ヘアーサロン迫田 サービス 理容・美容業 5%

229,089 鹿児島県 霧島市 Ｈａｉｒｓ サービス 理容・美容業 5%

229,090 鹿児島県 霧島市 ベーカリーシナモン 小売業 食料品 5%

229,091 鹿児島県 霧島市 ヘンタ製茶有限会社 小売業 食料品 5%

229,092 鹿児島県 霧島市 ほぐし職人の店　りらく サービス 理容・美容業 5%

229,093 鹿児島県 霧島市 ホテル華耀亭 サービス 宿泊業 5%

229,094 鹿児島県 霧島市 ホテル国分荘 サービス 宿泊業 5%

229,095 鹿児島県 霧島市 ホテルネクステージ サービス 宿泊業 5%

229,096 鹿児島県 霧島市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,097 鹿児島県 霧島市 舞鶴旅館 サービス 宿泊業 5%

229,098 鹿児島県 霧島市 牧の原ＳＳ　有限会社上原石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,099 鹿児島県 霧島市 マックレガー 小売業 衣料品 5%

229,100 鹿児島県 霧島市 まつ毛専門店　ＴＩＡＲＡ． サービス 理容・美容業 5%

229,101 鹿児島県 霧島市 マルチモービルステーションＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,102 鹿児島県 霧島市 丸俊　国分店 小売業 食料品 5%

229,103 鹿児島県 霧島市 万膳酒店 小売業 食料品 5%

229,104 鹿児島県 霧島市 薩摩革工房ミカサレザー 小売業 衣料品 5%

229,105 鹿児島県 霧島市 南九州ケーブルテレビネット株式会社 サービス その他サービス 5%

229,106 鹿児島県 霧島市 セブン－イレブン南隼人店 小売業 食料品 2%

229,107 鹿児島県 霧島市 ミヤタタイヤ 小売業 その他小売 5%

229,108 鹿児島県 霧島市 みやま本舗　霧島店 サービス 飲食業 5%

229,109 鹿児島県 霧島市 みやま本舗　国分店 サービス 飲食業 5%

229,110 鹿児島県 霧島市 妙見田中会館 サービス 宿泊業 5%
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229,111 鹿児島県 霧島市 ｍｉｎｔ　３２０ 小売業 その他小売 5%

229,112 鹿児島県 霧島市 めっけもん 国分店 サービス 飲食業 5%

229,113 鹿児島県 霧島市 ｍｏｕｈｉｔｏａｊｉ サービス その他サービス 5%

229,114 鹿児島県 霧島市 森三国分中央店 小売業 食料品 5%

229,115 鹿児島県 霧島市 森三敷根店 小売業 食料品 5%

229,116 鹿児島県 霧島市 森三　敷根　本店 小売業 食料品 5%

229,117 鹿児島県 霧島市 薬膳小町 小売業 食料品 5%

229,118 鹿児島県 霧島市 山内自動車 サービス その他サービス 5%

229,119 鹿児島県 霧島市 山下酒店 小売業 その他小売 5%

229,120 鹿児島県 霧島市 大和葬儀社株式会社 サービス その他サービス 5%

229,121 鹿児島県 霧島市 Ｙａｍａｍｏｔｏ　Ｓｐｅｅｄ 小売業 その他小売 5%

229,122 鹿児島県 霧島市 有限会社　花安 小売業 その他小売 5%

229,123 鹿児島県 霧島市 有限会社　フット・セイル サービス 宿泊業 5%

229,124 鹿児島県 霧島市 有限会社善福時計店 善福時計店 小売業 その他小売 5%

229,125 鹿児島県 霧島市 有限会社徳永商会 有限会社徳永商会 小売業 その他小売 5%

229,126 鹿児島県 霧島市 有限会社南州メディカル隼人店 小売業 その他小売 5%

229,127 鹿児島県 霧島市 有限会社松崎電器商会 小売業 電化製品 5%

229,128 鹿児島県 霧島市 遊電舎 小売業 電化製品 5%

229,129 鹿児島県 霧島市 優湯庵 サービス 宿泊業 5%

229,130 鹿児島県 霧島市 湯けむりダイニングトントン亭 サービス 飲食業 5%

229,131 鹿児島県 霧島市 株式会社ユニバーサルハウス サービス その他サービス 5%

229,132 鹿児島県 霧島市 ユニハウス　ユニハウス 小売業 衣料品 5%

229,133 鹿児島県 霧島市 ｕｎｉｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

229,134 鹿児島県 霧島市 横川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,135 鹿児島県 霧島市 横川インターセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,136 鹿児島県 霧島市 ライダーズステーション サービス その他サービス 5%

229,137 鹿児島県 霧島市 ダイビングベースライトハウス（株式会社シャインクル） サービス その他サービス 5%

229,138 鹿児島県 霧島市 Ｌｉ　ａ　Ｌｅｃｉｌ サービス 理容・美容業 5%

229,139 鹿児島県 霧島市 Ｒｅ．Ｓｔａｒｔ サービス 理容・美容業 5%

229,140 鹿児島県 霧島市 リテノアレンタカー　鹿児島空港店 サービス その他サービス 5%

229,141 鹿児島県 霧島市 料亭旅館　竹千代　霧島別邸 サービス 宿泊業 5%

229,142 鹿児島県 霧島市 旅行人山荘 サービス 宿泊業 5%

229,143 鹿児島県 霧島市 ｌｅ　ｃｉｅｌ　ｂｌｅｕ 小売業 食料品 5%

229,144 鹿児島県 霧島市 ロータス隼人 サービス その他サービス 5%

229,145 鹿児島県 霧島市 ロータス隼人本店 小売業 その他小売 5%

229,146 鹿児島県 霧島市 論地東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,147 鹿児島県 霧島市 Ｙ’ｓ　Ｍｏｔｏｒ サービス その他サービス 5%

229,148 鹿児島県 霧島市 若大将・青大将 サービス 飲食業 5%

229,149 鹿児島県 霧島市 和創こころ サービス 飲食業 5%

229,150 鹿児島県 錦江町 出光田代ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,151 鹿児島県 錦江町 大根占バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,152 鹿児島県 錦江町 鹿児島東部ヤクルト販売　大隅南部センター 小売業 食料品 5%
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229,153 鹿児島県 錦江町 神川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,154 鹿児島県 錦江町 Ｓ・Ｃほりうち 小売業 その他小売 5%

229,155 鹿児島県 錦江町 城元ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,156 鹿児島県 錦江町 セブンプラザ　大根占店 小売業 電化製品 5%

229,157 鹿児島県 錦江町 田代ふもとＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,158 鹿児島県 錦江町 ＢｅａｕｔｙａｔｅｌｉｅｒＬｉｌｙ サービス 理容・美容業 5%

229,159 鹿児島県 薩摩川内市 ｉＰｈｏｎｅ修理工房薩摩川内店 サービス その他サービス 5%

229,160 鹿児島県 薩摩川内市 阿多理容室 サービス 理容・美容業 5%

229,161 鹿児島県 薩摩川内市 あまつや サービス 飲食業 5%

229,162 鹿児島県 薩摩川内市 安藤スポーツ 小売業 その他小売 5%

229,163 鹿児島県 薩摩川内市 池見屋商店 小売業 食料品 5%

229,164 鹿児島県 薩摩川内市 市比野　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,165 鹿児島県 薩摩川内市 出光上甑SS 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,166 鹿児島県 薩摩川内市 出光隈之城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,167 鹿児島県 薩摩川内市 出光川内東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,168 鹿児島県 薩摩川内市 移動販売たこマルくん サービス 飲食業 5%

229,169 鹿児島県 薩摩川内市 入来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,170 鹿児島県 薩摩川内市 入来町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,171 鹿児島県 薩摩川内市 上園自動車鈑金塗装 サービス その他サービス 5%

229,172 鹿児島県 薩摩川内市 浦之名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,173 鹿児島県 薩摩川内市 駅市薩摩川内 小売業 家具・調度品 5%

229,174 鹿児島県 薩摩川内市 ａｕショップ　川内 小売業 電化製品 5%

229,175 鹿児島県 薩摩川内市 ａｕショップ　川内大小路 小売業 電化製品 5%

229,176 鹿児島県 薩摩川内市 大塚電機 小売業 電化製品 5%

229,177 鹿児島県 薩摩川内市 お茶のぶどう園　お茶のぶどう園 小売業 食料品 5%

229,178 鹿児島県 薩摩川内市 オートボディ有馬 サービス その他サービス 5%

229,179 鹿児島県 薩摩川内市 おひさまとくだもの 小売業 食料品 5%

229,180 鹿児島県 薩摩川内市 カーショップ宮田 サービス その他サービス 5%

229,181 鹿児島県 薩摩川内市 海鮮居酒屋まどか サービス 飲食業 5%

229,182 鹿児島県 薩摩川内市 カギの川内 サービス その他サービス 5%

229,183 鹿児島県 薩摩川内市 カクイックスウィング　川内営業所 小売業 その他小売 5%

229,184 鹿児島県 薩摩川内市 河港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,185 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社ジーソーラー サービス 理容・美容業 5%

229,186 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社佛壇の古屋鋪　川内店 小売業 家具・調度品 5%

229,187 鹿児島県 薩摩川内市 カラオケエムズバー サービス 飲食業 5%

229,188 鹿児島県 薩摩川内市 がらっぱ堂 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

229,189 鹿児島県 薩摩川内市 假屋商店 小売業 食料品 5%

229,190 鹿児島県 薩摩川内市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋鹿児島川内店 サービス 飲食業 2%

229,191 鹿児島県 薩摩川内市 空港バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,192 鹿児島県 薩摩川内市 久木元ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,193 鹿児島県 薩摩川内市 靴の尚美堂　川内店 小売業 衣料品 5%

229,194 鹿児島県 薩摩川内市 靴の尚美堂川内だいわ店 小売業 衣料品 5%
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229,195 鹿児島県 薩摩川内市 グリーンランド　市比野　ふれあい館 サービス 宿泊業 5%

229,196 鹿児島県 薩摩川内市 クレア 小売業 衣料品 5%

229,197 鹿児島県 薩摩川内市 光学堂　川内山形屋店 小売業 貴金属・服飾品 5%

229,198 鹿児島県 薩摩川内市 珈琲倶楽部船倉 サービス 飲食業 5%

229,199 鹿児島県 薩摩川内市 甑 みなと市場 甑みなと市場 小売業 その他小売 5%

229,200 鹿児島県 薩摩川内市 Ｃｏｍ　Ｓｈｏｐ 小売業 電化製品 5%

229,201 鹿児島県 薩摩川内市 Ｃｏｍ　Ｓｈｏｐ 小売業 電化製品 5%

229,202 鹿児島県 薩摩川内市 小牟田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,203 鹿児島県 薩摩川内市 セブン－イレブン薩摩川内市比野店 小売業 食料品 2%

229,204 鹿児島県 薩摩川内市 セブン－イレブン薩摩川内大小路町店 小売業 食料品 2%

229,205 鹿児島県 薩摩川内市 セブン－イレブン薩摩川内勝目店 小売業 食料品 2%

229,206 鹿児島県 薩摩川内市 セブン－イレブン薩摩川内隈之城町店 小売業 食料品 2%

229,207 鹿児島県 薩摩川内市 セブン－イレブン薩摩川内小倉町店 小売業 食料品 2%

229,208 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市観光物産協会下甑島支店 小売業 家具・調度品 5%

229,209 鹿児島県 薩摩川内市 セブン－イレブン薩摩川内泰平寺前店 小売業 食料品 2%

229,210 鹿児島県 薩摩川内市 セブン－イレブン薩摩川内高江インター店 小売業 食料品 2%

229,211 鹿児島県 薩摩川内市 セブン－イレブン薩摩川内東郷店 小売業 食料品 2%

229,212 鹿児島県 薩摩川内市 セブン－イレブン薩摩川内永利町店 小売業 食料品 2%

229,213 鹿児島県 薩摩川内市 セブン－イレブン薩摩川内平佐町店 小売業 食料品 2%

229,214 鹿児島県 薩摩川内市 セブン－イレブン薩摩川内宮内町店 小売業 食料品 2%

229,215 鹿児島県 薩摩川内市 セブン－イレブン薩摩川内都インター店 小売業 食料品 2%

229,216 鹿児島県 薩摩川内市 薩摩ビネガー工房 小売業 食料品 5%

229,217 鹿児島県 薩摩川内市 里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,218 鹿児島県 薩摩川内市 サンニューズアーチ 小売業 電化製品 5%

229,219 鹿児島県 薩摩川内市 ジェームス川内店 小売業 その他小売 2%

229,220 鹿児島県 薩摩川内市 シティコンタクト　薩摩川内店 小売業 その他小売 5%

229,221 鹿児島県 薩摩川内市 （資）下麦建材店 小売業 その他小売 5%

229,222 鹿児島県 薩摩川内市 ｃｈａｔｄ＇Ａｌｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

229,223 鹿児島県 薩摩川内市 酒庵朋 サービス 飲食業 5%

229,224 鹿児島県 薩摩川内市 十八番 薩摩川内店 サービス 飲食業 5%

229,225 鹿児島県 薩摩川内市 食鮮館ライフ 小売業 その他小売 5%

229,226 鹿児島県 薩摩川内市 ショッピングセンタ－かくえい 小売業 その他小売 5%

229,227 鹿児島県 薩摩川内市 しらぎく美容室 サービス 理容・美容業 5%

229,228 鹿児島県 薩摩川内市 新光車輌 サービス その他サービス 5%

229,229 鹿児島県 薩摩川内市 スカイトラベル サービス その他サービス 5%

229,230 鹿児島県 薩摩川内市 杉元酒店 小売業 その他小売 5%

229,231 鹿児島県 薩摩川内市 ＳＵＺＵＴＡＮ川内プラッセだいわ店 小売業 衣料品 5%

229,232 鹿児島県 薩摩川内市 生協コープかごしま川内店 小売業 食料品 5%

229,233 鹿児島県 薩摩川内市 石油１課 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,234 鹿児島県 薩摩川内市 セブンプラザ川内店 小売業 電化製品 5%

229,235 鹿児島県 薩摩川内市 セブンプラザ宮内店 小売業 電化製品 5%

229,236 鹿児島県 薩摩川内市 セルフステーション川内バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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229,237 鹿児島県 薩摩川内市 川内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,238 鹿児島県 薩摩川内市 セブン－イレブン川内尾白江町店 小売業 食料品 2%

229,239 鹿児島県 薩摩川内市 川内ハローズＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,240 鹿児島県 薩摩川内市 川内ホテル サービス 宿泊業 5%

229,241 鹿児島県 薩摩川内市 川内ヤクルト販売 川内北センタ 小売業 食料品 5%

229,242 鹿児島県 薩摩川内市 川内ヤクルト販売　出水中央センタ 小売業 衣料品 5%

229,243 鹿児島県 薩摩川内市 相互白衣　鹿児島支店 小売業 衣料品 5%

229,244 鹿児島県 薩摩川内市 相互白衣　川内支店 小売業 衣料品 5%

229,245 鹿児島県 薩摩川内市 大衆酒場　食べ放題　要?ＫＡＮＡＭＥ? サービス 飲食業 5%

229,246 鹿児島県 薩摩川内市 だいにんぐ味彩 サービス 飲食業 5%

229,247 鹿児島県 薩摩川内市 タイヤガーデン　薩摩川内 小売業 その他小売 5%

229,248 鹿児島県 薩摩川内市 大和 小売業 食料品 5%

229,249 鹿児島県 薩摩川内市 高城ＳＳ　株式会社外薗運輸機工 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,250 鹿児島県 薩摩川内市 竹内自動車 サービス その他サービス 5%

229,251 鹿児島県 薩摩川内市 タ－トルスポ－ツクラブ サービス その他サービス 5%

229,252 鹿児島県 薩摩川内市 中華園 サービス 飲食業 5%

229,253 鹿児島県 薩摩川内市 テーラー萬福　テーラー萬福 小売業 衣料品 5%

229,254 鹿児島県 薩摩川内市 でんきのタカダ 小売業 電化製品 5%

229,255 鹿児島県 薩摩川内市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ天大橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,256 鹿児島県 薩摩川内市 天大橋給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,257 鹿児島県 薩摩川内市 東郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,258 鹿児島県 薩摩川内市 セルフ東郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,259 鹿児島県 薩摩川内市 東郷温泉ゆったり館 サービス 宿泊業 5%

229,260 鹿児島県 薩摩川内市 田海ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,261 鹿児島県 薩摩川内市 Ｄｒ．ＤｒｉｖｅセルフＩＴＳ川内ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,262 鹿児島県 薩摩川内市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルバ宮内店 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,263 鹿児島県 薩摩川内市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ２６７川内店 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,264 鹿児島県 薩摩川内市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ向田店 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,265 鹿児島県 薩摩川内市 ドコデン薩摩川内店 小売業 電化製品 5%

229,266 鹿児島県 薩摩川内市 トミハラ　川内店 小売業 その他小売 5%

229,267 鹿児島県 薩摩川内市 トヨタ部品鹿児島共販川内営業所 サービス その他サービス 5%

229,268 鹿児島県 薩摩川内市 とんぼろ サービス その他サービス 5%

229,269 鹿児島県 薩摩川内市 中園モータース 小売業 その他小売 5%

229,270 鹿児島県 薩摩川内市 ナカノ 小売業 衣料品 5%

229,271 鹿児島県 薩摩川内市 長野宝石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

229,272 鹿児島県 薩摩川内市 【ナンバー　エイト】 サービス 理容・美容業 5%

229,273 鹿児島県 薩摩川内市 バイクショップちしき 小売業 その他小売 5%

229,274 鹿児島県 薩摩川内市 パッソアルナ サービス 飲食業 5%

229,275 鹿児島県 薩摩川内市 ＶＡＮＩＬＬＥ サービス 理容・美容業 5%

229,276 鹿児島県 薩摩川内市 明屋書店 川内店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

229,277 鹿児島県 薩摩川内市 明屋書店　川内店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

229,278 鹿児島県 薩摩川内市 ピザテン・フォー　鹿児島川内店　２ サービス その他サービス 5%
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229,279 鹿児島県 薩摩川内市 ビジネスステイ サービス その他サービス 5%

229,280 鹿児島県 薩摩川内市 ビジネスホテル　ロイヤルイン川内 サービス 宿泊業 5%

229,281 鹿児島県 薩摩川内市 ビーム 小売業 電化製品 5%

229,282 鹿児島県 薩摩川内市 ビヨウシツチャーリー サービス 理容・美容業 5%

229,283 鹿児島県 薩摩川内市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ平佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,284 鹿児島県 薩摩川内市 平野商事　市比野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,285 鹿児島県 薩摩川内市 樋脇　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,286 鹿児島県 薩摩川内市 Ｈｏｏｐｎｓｋ 小売業 その他小売 5%

229,287 鹿児島県 薩摩川内市 ふく福川内店 サービス 飲食業 5%

229,288 鹿児島県 薩摩川内市 福元燃料　久木宇都ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,289 鹿児島県 薩摩川内市 フジ薬局 小売業 その他小売 5%

229,290 鹿児島県 薩摩川内市 ふとんの西川 小売業 その他小売 5%

229,291 鹿児島県 薩摩川内市 プラッセだいわ川内店 小売業 食料品 5%

229,292 鹿児島県 薩摩川内市 仏料理おざ輝 サービス 飲食業 5%

229,293 鹿児島県 薩摩川内市 フレッシュポ－トエグチ 小売業 その他小売 5%

229,294 鹿児島県 薩摩川内市 フレンズ美容室 サービス 理容・美容業 5%

229,295 鹿児島県 薩摩川内市 ペットランド　エースリー 小売業 その他小売 5%

229,296 鹿児島県 薩摩川内市 ホームセンタータカミwithVALUE生鮮市場 小売業 その他小売 5%

229,297 鹿児島県 薩摩川内市 ＰＯＰ１ 小売業 その他小売 5%

229,298 鹿児島県 薩摩川内市 ホテル　竜宮の郷 サービス 宿泊業 5%

229,299 鹿児島県 薩摩川内市 ホテル　サテライト サービス 宿泊業 5%

229,300 鹿児島県 薩摩川内市 ＨＯＴＥＬ　鶴　川内 サービス 宿泊業 5%

229,301 鹿児島県 薩摩川内市 ＭＡＫＡ　ＨＡＩＲ サービス 理容・美容業 5%

229,302 鹿児島県 薩摩川内市 マクドナルド３号線川内店 サービス 飲食業 2%

229,303 鹿児島県 薩摩川内市 マルイストア－ 小売業 その他小売 5%

229,304 鹿児島県 薩摩川内市 メガネの清眼堂 小売業 その他小売 5%

229,305 鹿児島県 薩摩川内市 元島薬局 小売業 その他小売 5%

229,306 鹿児島県 薩摩川内市 ヤンキー 小売業 衣料品 5%

229,307 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社ソニーショップサウンド川内 小売業 電化製品 5%

229,308 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社　中村モータース サービス その他サービス 5%

229,309 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社南州メディカル川内店 小売業 その他小売 5%

229,310 鹿児島県 薩摩川内市 旅館　薩摩の里 サービス 宿泊業 5%

229,311 鹿児島県 薩摩川内市 若松石油　隈之城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,312 鹿児島県 薩摩川内市 若松石油　川内駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,313 鹿児島県 さつま町 ＩＳＨＩＫＡＷＡ　ＡＵＴＯ サービス その他サービス 5%

229,314 鹿児島県 さつま町 Ｃａｆｅ Ｄｉｎｉｎｇ Ｐｒｉｍｏ Ｐａｓｓｏ サービス 飲食業 5%

229,315 鹿児島県 さつま町 株式会社共栄宮之城支店 小売業 その他小売 5%

229,316 鹿児島県 さつま町 求名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,317 鹿児島県 さつま町 さつまゴルフリゾート サービス その他サービス 5%

229,318 鹿児島県 さつま町 セブン－イレブンさつま町船木店 小売業 食料品 2%

229,319 鹿児島県 さつま町 セブン－イレブンさつま町宮之城屋地店 小売業 食料品 2%

229,320 鹿児島県 さつま町 紫尾温泉　旅籠　しび荘 サービス 宿泊業 5%
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229,321 鹿児島県 さつま町 ｚｕｃｃａ　　ｚｕｃｃａ 小売業 その他小売 5%

229,322 鹿児島県 さつま町 セブンプラザ薩摩店 小売業 電化製品 5%

229,323 鹿児島県 さつま町 手塚ｒｙｏｋａｎ サービス 宿泊業 5%

229,324 鹿児島県 さつま町 有限会社戸木田商店 小売業 食料品 5%

229,325 鹿児島県 さつま町 時吉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,326 鹿児島県 さつま町 富園自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

229,327 鹿児島県 さつま町 永野　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,328 鹿児島県 さつま町 パルワカマツ 小売業 電化製品 5%

229,329 鹿児島県 さつま町 広瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,330 鹿児島県 さつま町 舟木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,331 鹿児島県 さつま町 プラッセだいわ宮之城店 小売業 食料品 5%

229,332 鹿児島県 さつま町 フレッシュくまだ 小売業 その他小売 5%

229,333 鹿児島県 さつま町 星原タイヤセンター 小売業 その他小売 5%

229,334 鹿児島県 さつま町 本田印房 小売業 その他小売 5%

229,335 鹿児島県 さつま町 宮畳工場 サービス その他サービス 5%

229,336 鹿児島県 さつま町 宮之城木工有限会社 小売業 家具・調度品 5%

229,337 鹿児島県 さつま町 メガネ２１　宮之城店 小売業 その他小売 5%

229,338 鹿児島県 さつま町 山崎中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,339 鹿児島県 さつま町 湯田　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,340 鹿児島県 さつま町 ユタカ電器　宮之城店 小売業 電化製品 5%

229,341 鹿児島県 さつま町 旅館　玉之湯 サービス 宿泊業 5%

229,342 鹿児島県 志布志市 味処すずもり サービス 飲食業 5%

229,343 鹿児島県 志布志市 有明給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,344 鹿児島県 志布志市 セブン－イレブン有明町伊崎田店 小売業 食料品 2%

229,345 鹿児島県 志布志市 安楽給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,346 鹿児島県 志布志市 居酒屋　白鶴　志布志店 サービス 飲食業 5%

229,347 鹿児島県 志布志市 伊崎田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,348 鹿児島県 志布志市 出光志布志ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,349 鹿児島県 志布志市 出光松山第一ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,350 鹿児島県 志布志市 うなぎの駅 小売業 家具・調度品 5%

229,351 鹿児島県 志布志市 ＬＲ　ＤＥＳＩＮＧ　ＬＲｄｅｓｉｇｎ サービス その他サービス 5%

229,352 鹿児島県 志布志市 尾野見ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,353 鹿児島県 志布志市 鹿児島東部ヤクルト販売 志布志センター 小売業 食料品 5%

229,354 鹿児島県 志布志市 五反田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,355 鹿児島県 志布志市 三昧堂商事 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

229,356 鹿児島県 志布志市 サンワード サービス 宿泊業 5%

229,357 鹿児島県 志布志市 志布志給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,358 鹿児島県 志布志市 セブン－イレブン志布志町大原店 小売業 食料品 2%

229,359 鹿児島県 志布志市 しぶし動物病院　中島 サービス その他サービス 5%

229,360 鹿児島県 志布志市 志布志ニュータウンセルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,361 鹿児島県 志布志市 生活協同組合コープかごしま　しぶし店 小売業 食料品 5%

229,362 鹿児島県 志布志市 生協コープかごしましぶし店 小売業 食料品 5%
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229,363 鹿児島県 志布志市 セブンプラザ志布志店 小売業 電化製品 5%

229,364 鹿児島県 志布志市 セルフ志布志ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,365 鹿児島県 志布志市 そば茶屋吹上庵　志布志店 サービス 飲食業 5%

229,366 鹿児島県 志布志市 そば茶屋吹上庵　志布志店 小売業 その他小売 5%

229,367 鹿児島県 志布志市 ＴＣＣサポートＲＩＳＥ サービス その他サービス 5%

229,368 鹿児島県 志布志市 ネオプラス　タカヤマ志布志店 小売業 電化製品 5%

229,369 鹿児島県 志布志市 ネオプラス　ふくなが 小売業 電化製品 5%

229,370 鹿児島県 志布志市 ネオプラス　よねもと 小売業 電化製品 5%

229,371 鹿児島県 志布志市 野井倉ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,372 鹿児島県 志布志市 呑み処食べ処　やまてん　呑み処食べ処やまてん サービス 飲食業 5%

229,373 鹿児島県 志布志市 ビジネスホテル　サンワード サービス 宿泊業 5%

229,374 鹿児島県 志布志市 蓬原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,375 鹿児島県 志布志市 ヘアーブティックＥ３ サービス 理容・美容業 5%

229,376 鹿児島県 志布志市 ホテル志布志 サービス 宿泊業 5%

229,377 鹿児島県 志布志市 松山駅前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,378 鹿児島県 志布志市 メガネの福留 小売業 貴金属・服飾品 5%

229,379 鹿児島県 志布志市 Ｍｅｌｏｄｙ 小売業 衣料品 5%

229,380 鹿児島県 志布志市 焼肉 もんぜ サービス 飲食業 5%

229,381 鹿児島県 志布志市 （有）長岡商店 小売業 その他小売 5%

229,382 鹿児島県 志布志市 有限会社久保田自動車 サービス その他サービス 5%

229,383 鹿児島県 志布志市 有限会社山下メガネ 小売業 貴金属・服飾品 5%

229,384 鹿児島県 瀬戸内町 ａｍａｍｉＰｅａｒｌ－奄美パール－ 小売業 貴金属・服飾品 5%

229,385 鹿児島県 瀬戸内町 出光阿木名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,386 鹿児島県 瀬戸内町 出光瀬相ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,387 鹿児島県 瀬戸内町 Ａコープ瀬戸内店 小売業 食料品 5%

229,388 鹿児島県 瀬戸内町 お茶の不二園 小売業 食料品 5%

229,389 鹿児島県 瀬戸内町 お茶のふじえん 小売業 食料品 5%

229,390 鹿児島県 瀬戸内町 勝浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,391 鹿児島県 瀬戸内町 ゲストハウスｍｉｎａｍｉ サービス 宿泊業 5%

229,392 鹿児島県 瀬戸内町 古仁屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,393 鹿児島県 瀬戸内町 古仁屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,394 鹿児島県 瀬戸内町 堺ゲストハウス奄美 サービス その他サービス 5%

229,395 鹿児島県 瀬戸内町 瀬相ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,396 鹿児島県 瀬戸内町 せとうち海の駅シ－フ－ドレストラン サービス 飲食業 5%

229,397 鹿児島県 瀬戸内町 ダイビング＆ペンション　ＲＩＫＩ サービス 宿泊業 5%

229,398 鹿児島県 瀬戸内町 Ｄｉｖｅｃｉｃｏ サービス その他サービス 5%

229,399 鹿児島県 瀬戸内町 ｔｉｋｉｃｏｆｆｅｅＫａｋｅｒｏｍａ サービス 飲食業 5%

229,400 鹿児島県 瀬戸内町 有限会社喜島電気設備 小売業 電化製品 5%

229,401 鹿児島県 瀬戸内町 リゾネッチャヴィラ　ｉｎ嘉鉄 サービス 宿泊業 5%

229,402 鹿児島県 瀬戸内町 リバティーオーシャン 小売業 その他小売 5%

229,403 鹿児島県 曽於市 炙り家　みずほ サービス 飲食業 5%

229,404 鹿児島県 曽於市 出光笠木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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229,405 鹿児島県 曽於市 出光高岡口ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,406 鹿児島県 曽於市 大隅営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,407 鹿児島県 曽於市 カクイックスウィング　曽於サテライト 小売業 その他小売 5%

229,408 鹿児島県 曽於市 ぐはりさん 小売業 その他小売 5%

229,409 鹿児島県 曽於市 小迫ストアー 小売業 その他小売 5%

229,410 鹿児島県 曽於市 旬の蔵縁 サービス 飲食業 5%

229,411 鹿児島県 曽於市 食亭なかの サービス 飲食業 5%

229,412 鹿児島県 曽於市 末吉 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,413 鹿児島県 曽於市 セブン－イレブン末吉諏訪方店 小売業 食料品 2%

229,414 鹿児島県 曽於市 末吉中央給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,415 鹿児島県 曽於市 末吉電化 小売業 電化製品 5%

229,416 鹿児島県 曽於市 末吉南ＳＳ　有限会社大川内石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,417 鹿児島県 曽於市 末吉ルート１０ＳＳ　有限会社飯山石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,418 鹿児島県 曽於市 セブンプラザ　岩川店 小売業 電化製品 5%

229,419 鹿児島県 曽於市 セルフ岩川給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,420 鹿児島県 曽於市 セルフスカイＳＳ　セルフ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,421 鹿児島県 曽於市 セブン－イレブン曽於大隅町店 小売業 食料品 2%

229,422 鹿児島県 曽於市 そお電化 小売業 電化製品 5%

229,423 鹿児島県 曽於市 財部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,424 鹿児島県 曽於市 西川商店財部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,425 鹿児島県 曽於市 ｎａｉｌｈｏｕｓｅｉｌｌｒｉ サービス 理容・美容業 5%

229,426 鹿児島県 曽於市 橋野東セルフスカイＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,427 鹿児島県 曽於市 パティスリー　アミティエ 小売業 食料品 5%

229,428 鹿児島県 曽於市 彦一だんご　ボックス号 小売業 食料品 5%

229,429 鹿児島県 曽於市 ビジネスホテル岩川 サービス 宿泊業 5%

229,430 鹿児島県 曽於市 株式会社ひまわり電器 小売業 電化製品 5%

229,431 鹿児島県 曽於市 ＢＡＳＥＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

229,432 鹿児島県 曽於市 マインド薬局 小売業 その他小売 5%

229,433 鹿児島県 曽於市 松山製茶 小売業 食料品 5%

229,434 鹿児島県 曽於市 ミートショップながやま財部店 小売業 食料品 5%

229,435 鹿児島県 曽於市 南之郷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,436 鹿児島県 曽於市 Ｒａｎａ サービス 飲食業 5%

229,437 鹿児島県 曽於市 ルート２６９セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,438 鹿児島県 龍郷町 浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,439 鹿児島県 龍郷町 大島紬村 小売業 衣料品 5%

229,440 鹿児島県 龍郷町 ＧＡＭＡ屋 サービス その他サービス 5%

229,441 鹿児島県 龍郷町 有限会社カワバタ電設 小売業 電化製品 5%

229,442 鹿児島県 龍郷町 川元ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,443 鹿児島県 龍郷町 セブンプラザ北大島店 小売業 電化製品 5%

229,444 鹿児島県 龍郷町 ダイビングサービスティーダ サービス その他サービス 5%

229,445 鹿児島県 龍郷町 中江商店 小売業 その他小売 5%

229,446 鹿児島県 龍郷町 中勝ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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229,447 鹿児島県 龍郷町 ネストアット奄美ビーチヴィラ サービス 宿泊業 5%

229,448 鹿児島県 龍郷町 ＨａｌｅｍａｋａｎａＬＯＫＡＨＩＭＡＮＡ サービス その他サービス 5%

229,449 鹿児島県 龍郷町 ビッグツー奄美店 小売業 その他小売 5%

229,450 鹿児島県 龍郷町 Ｆｒａｓｃｏ 小売業 食料品 5%

229,451 鹿児島県 龍郷町 ホテルカレッタ サービス 宿泊業 5%

229,452 鹿児島県 龍郷町 村田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,453 鹿児島県 龍郷町 有限会社金井工芸 サービス その他サービス 5%

229,454 鹿児島県 龍郷町 有限会社重野玉里店 小売業 食料品 5%

229,455 鹿児島県 龍郷町 夢おりの郷 小売業 その他小売 5%

229,456 鹿児島県 垂水市 牛根ＳＳ　株式会社森組 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,457 鹿児島県 垂水市 牛根麓ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,458 鹿児島県 垂水市 海潟ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,459 鹿児島県 垂水市 鹿児島東部ヤクルト販売 垂水センター 小売業 食料品 5%

229,460 鹿児島県 垂水市 垂水ＳＳ　株式会社錦江産業 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,461 鹿児島県 垂水市 財宝健康保養センター　森の家 小売業 食料品 5%

229,462 鹿児島県 垂水市 財宝ショップ　垂水店 小売業 食料品 5%

229,463 鹿児島県 垂水市 絵付け舎薩摩志史 サービス その他サービス 5%

229,464 鹿児島県 垂水市 薩摩明治村　売店 小売業 食料品 5%

229,465 鹿児島県 垂水市 薩摩明治村　レストラン サービス 宿泊業 5%

229,466 鹿児島県 垂水市 薩摩明治村レストラン売店 サービス 宿泊業 5%

229,467 鹿児島県 垂水市 シーサイド新城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,468 鹿児島県 垂水市 スガイ企画 株式会社 小売業 食料品 5%

229,469 鹿児島県 垂水市 だいわ垂水店 小売業 食料品 5%

229,470 鹿児島県 垂水市 セブン－イレブン垂水市木店 小売業 食料品 2%

229,471 鹿児島県 垂水市 垂水中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,472 鹿児島県 垂水市 セブン－イレブン垂水本町店 小売業 食料品 2%

229,473 鹿児島県 垂水市 セブン－イレブン垂水宮脇店 小売業 食料品 2%

229,474 鹿児島県 垂水市 鶴田組垂水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,475 鹿児島県 垂水市 天然ラドン療養泉 小売業 食料品 5%

229,476 鹿児島県 垂水市 新原モータース サービス その他サービス 5%

229,477 鹿児島県 垂水市 東新城ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,478 鹿児島県 垂水市 有限会社アカツカ 小売業 衣料品 5%

229,479 鹿児島県 垂水市 道の駅たるみずはまびらマルシェ 小売業 家具・調度品 5%

229,480 鹿児島県 垂水市 南海潟ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,481 鹿児島県 垂水市 民宿ファミリー垂水 サービス 宿泊業 5%

229,482 鹿児島県 垂水市 八木酒店 小売業 食料品 5%

229,483 鹿児島県 知名町 アミカ 小売業 その他小売 5%

229,484 鹿児島県 知名町 イズミ電器 小売業 電化製品 5%

229,485 鹿児島県 知名町 （社）沖永良部島ケイビング協会認定ガイド田中勇一 サービス その他サービス 5%

229,486 鹿児島県 知名町 出光知名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,487 鹿児島県 知名町 おきえらぶフローラルホテル おきえらぶフローラルホテル サービス 宿泊業 5%

229,488 鹿児島県 知名町 カクイックスウィング　沖永良部オフィス 小売業 その他小売 5%
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229,489 鹿児島県 知名町 カーライフ清水 小売業 その他小売 5%

229,490 鹿児島県 知名町 韓国居酒屋　ｋｉｍ　ｓ サービス 飲食業 5%

229,491 鹿児島県 知名町 喫茶リーフ　喫茶リーフ サービス 飲食業 5%

229,492 鹿児島県 知名町 システムラボ 小売業 電化製品 5%

229,493 鹿児島県 知名町 ｓｈｉｍａｙａｄｏ當 サービス その他サービス 5%

229,494 鹿児島県 知名町 ＣＥＮＴＲＡＬＢＥＡＵＴＹ サービス 理容・美容業 5%

229,495 鹿児島県 知名町 台所Ｈａｉｓａｉ サービス 飲食業 5%

229,496 鹿児島県 知名町 Ｔ?ｍａｒｔ 小売業 その他小売 5%

229,497 鹿児島県 知名町 新納酒造株式会社　工場 小売業 その他小売 5%

229,498 鹿児島県 知名町 新納酒造株式会社　本社 小売業 その他小売 5%

229,499 鹿児島県 知名町 美屋ストアー 小売業 その他小売 5%

229,500 鹿児島県 知名町 八木ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,501 鹿児島県 知名町 有 南国商事 知名ガソリンスタンド 南国石油 ガソリンスタンド 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,502 鹿児島県 徳之島町 あかひげ サービス 飲食業 5%

229,503 鹿児島県 徳之島町 カクイックスウィング　徳之島サテライト 小売業 その他小売 5%

229,504 鹿児島県 徳之島町 ｃａｆｅｂｌｕｅｔｏｋｕｎｏｓｈｉｍａ サービス 飲食業 5%

229,505 鹿児島県 徳之島町 株式会社きゅらしま館亀津店 小売業 その他小売 5%

229,506 鹿児島県 徳之島町 亀津ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,507 鹿児島県 徳之島町 亀津中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,508 鹿児島県 徳之島町 花徳ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,509 鹿児島県 徳之島町 スタジオカガワ サービス その他サービス 5%

229,510 鹿児島県 徳之島町 セブンプラザ徳之島店 小売業 電化製品 5%

229,511 鹿児島県 徳之島町 徳之島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,512 鹿児島県 徳之島町 トミタ電器 小売業 電化製品 5%

229,513 鹿児島県 徳之島町 和み家 サービス 飲食業 5%

229,514 鹿児島県 徳之島町 和み家 サービス 飲食業 5%

229,515 鹿児島県 徳之島町 成岡ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,516 鹿児島県 徳之島町 フレッシュマ－トとくやま 小売業 その他小売 5%

229,517 鹿児島県 徳之島町 焼肉アダン サービス 飲食業 5%

229,518 鹿児島県 徳之島町 焼肉アダン サービス 飲食業 5%

229,519 鹿児島県 徳之島町 ＤｅｓｉｇｎＯｆｆｉｃｅＬａｇｏｏｏｏｏｎ サービス その他サービス 5%

229,520 鹿児島県 徳之島町 リトルリプル徳之島店 小売業 その他小売 5%

229,521 鹿児島県 長島町 東町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,522 鹿児島県 長島町 東町中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,523 鹿児島県 長島町 出光セルフ長島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,524 鹿児島県 長島町 セルフ指江ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,525 鹿児島県 長島町 島のごちそう 小売業 食料品 5%

229,526 鹿児島県 長島町 セブンプラザほりもと 小売業 電化製品 5%

229,527 鹿児島県 長島町 長島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,528 鹿児島県 長島町 中元屋石油　長島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,529 鹿児島県 中種子町 出光中種子中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,530 鹿児島県 中種子町 出光ルート５８ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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229,531 鹿児島県 中種子町 Ａコープ中種子店 小売業 食料品 5%

229,532 鹿児島県 中種子町 株式会社カーズクラフト サービス その他サービス 5%

229,533 鹿児島県 中種子町 Ｑ－ＨＥＡＲＴ 小売業 衣料品 5%

229,534 鹿児島県 中種子町 ＣＯＲｔｅ　　ＣＯＲｔｅ サービス 理容・美容業 5%

229,535 鹿児島県 中種子町 ＳＴＵＤＩＯ写楽 サービス その他サービス 5%

229,536 鹿児島県 中種子町 種子島レンタカー サービス その他サービス 5%

229,537 鹿児島県 中種子町 田畑化粧品店 小売業 その他小売 5%

229,538 鹿児島県 中種子町 中種子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,539 鹿児島県 中種子町 牧瀬電器商会 小売業 電化製品 5%

229,540 鹿児島県 中種子町 八千代 サービス 飲食業 5%

229,541 鹿児島県 中種子町 八千代商店　八千代商店 小売業 食料品 5%

229,542 鹿児島県 中種子町 有限会社　牧瀬自動車 サービス その他サービス 5%

229,543 鹿児島県 中種子町 有限会社池山総合サービス本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,544 鹿児島県 中種子町 和田書店　中種子店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

229,545 鹿児島県 西之表市 出光 安納給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,546 鹿児島県 西之表市 出光鴨女町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,547 鹿児島県 西之表市 出光西之表ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,548 鹿児島県 西之表市 ｉｎｄｉｇｏ サービス 宿泊業 5%

229,549 鹿児島県 西之表市 ＪＭ／インディゴ サービス 宿泊業 5%

229,550 鹿児島県 西之表市 魚匠一条 サービス 飲食業 5%

229,551 鹿児島県 西之表市 エムズ動物病院 サービス その他サービス 5%

229,552 鹿児島県 西之表市 オリックスレンタカー種子島店 サービス その他サービス 2%

229,553 鹿児島県 西之表市 株式会社グローバルネット種子島 サービス その他サービス 5%

229,554 鹿児島県 西之表市 株式会社逆瀬川書店 小売業 その他小売 5%

229,555 鹿児島県 西之表市 我家 サービス 飲食業 5%

229,556 鹿児島県 西之表市 クラブペシェ サービス 飲食業 5%

229,557 鹿児島県 西之表市 光学堂　種子島プラッセ店 小売業 貴金属・服飾品 5%

229,558 鹿児島県 西之表市 ＣＯＮＮＥＣＴ サービス 飲食業 5%

229,559 鹿児島県 西之表市 サンシード食品館 小売業 食料品 5%

229,560 鹿児島県 西之表市 スキマカフェ サービス 飲食業 5%

229,561 鹿児島県 西之表市 だいわ西之表店 小売業 食料品 5%

229,562 鹿児島県 西之表市 種子島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,563 鹿児島県 西之表市 種子島あらきホテル サービス 宿泊業 5%

229,564 鹿児島県 西之表市 種子島ジェラートＨＯＰＥ西之表店 サービス 飲食業 5%

229,565 鹿児島県 西之表市 種子島ブロイラー 小売業 食料品 5%

229,566 鹿児島県 西之表市 種子中上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,567 鹿児島県 西之表市 種子屋久高速船西之表営業所 サービス 運輸業 5%

229,568 鹿児島県 西之表市 西之表ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,569 鹿児島県 西之表市 ｈａｕ’ｏｌｉ 小売業 衣料品 5%

229,570 鹿児島県 西之表市 Ｆｉｅｌｄ?Ｋ 小売業 衣料品 5%

229,571 鹿児島県 西之表市 プラッセだいわ種子島店 小売業 食料品 5%

229,572 鹿児島県 西之表市 ホテル　レクストン　種子島 サービス 宿泊業 5%
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229,573 鹿児島県 西之表市 ホテルニュー種子島 サービス 宿泊業 5%

229,574 鹿児島県 西之表市 ミッキー電器 小売業 電化製品 5%

229,575 鹿児島県 西之表市 民宿清流峡 サービス その他サービス 5%

229,576 鹿児島県 西之表市 （有）西之表自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

229,577 鹿児島県 西之表市 リカーショップ おかどめ 小売業 その他小売 5%

229,578 鹿児島県 西之表市 和田書店　西之表店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

229,579 鹿児島県 日置市 アトム電器東市来店　とくながでんき 小売業 電化製品 5%

229,580 鹿児島県 日置市 アリラン飯店大川 サービス 飲食業 5%

229,581 鹿児島県 日置市 伊集院ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,582 鹿児島県 日置市 セブン－イレブン伊集院猪鹿倉店 小売業 食料品 2%

229,583 鹿児島県 日置市 伊集院北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,584 鹿児島県 日置市 伊集院中央通りＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,585 鹿児島県 日置市 セブン－イレブン伊集院徳重店 小売業 食料品 2%

229,586 鹿児島県 日置市 出光東市来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,587 鹿児島県 日置市 お食事処　むかえ サービス 飲食業 5%

229,588 鹿児島県 日置市 お茶の沢田園　伊集院店 小売業 食料品 5%

229,589 鹿児島県 日置市 オートショップ　はとの 小売業 その他小売 5%

229,590 鹿児島県 日置市 ＫＡＧＯＳＨＩＭＡ　ＯＬＩＶＥ　本社・工場 小売業 食料品 5%

229,591 鹿児島県 日置市 鹿児島日置営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,592 鹿児島県 日置市 ｃａｆｅ　ｆｉｋａ サービス 飲食業 5%

229,593 鹿児島県 日置市 株式会社佛壇の古屋鋪　本店 小売業 家具・調度品 5%

229,594 鹿児島県 日置市 弘文堂 小売業 その他小売 5%

229,595 鹿児島県 日置市 小正醸造　嘉之助蒸溜所 小売業 食料品 5%

229,596 鹿児島県 日置市 小正醸造　こまさや 小売業 食料品 5%

229,597 鹿児島県 日置市 Ｓａｂａａｉ 小売業 衣料品 5%

229,598 鹿児島県 日置市 サンニューズ日吉店 小売業 電化製品 5%

229,599 鹿児島県 日置市 繁仏壇店 小売業 その他小売 5%

229,600 鹿児島県 日置市 すえ吉 サービス 飲食業 5%

229,601 鹿児島県 日置市 生協コープかごしま伊集院店 小売業 食料品 5%

229,602 鹿児島県 日置市 セブンプラザ伊集院店 小売業 電化製品 5%

229,603 鹿児島県 日置市 セブンプラザ東市来店 小売業 電化製品 5%

229,604 鹿児島県 日置市 セブンプラザ　吹上店 小売業 電化製品 5%

229,605 鹿児島県 日置市 セルフステーション伊集院中央 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,606 鹿児島県 日置市 セルフ湯之元 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,607 鹿児島県 日置市 そば茶屋吹上庵　吹上店 小売業 その他小売 5%

229,608 鹿児島県 日置市 タイヘイ吹上店 小売業 その他小売 5%

229,609 鹿児島県 日置市 谷山菓子舗 小売業 食料品 5%

229,610 鹿児島県 日置市 ツバメガス鹿児島　南薩営業所 小売業 その他小売 5%

229,611 鹿児島県 日置市 梅月堂 小売業 食料品 5%

229,612 鹿児島県 日置市 ｈａｎｄｓｓｕｒｆｇａｒａｇｅ 小売業 その他小売 5%

229,613 鹿児島県 日置市 日置ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,614 鹿児島県 日置市 セブン－イレブン日置伊集院郡店 小売業 食料品 2%
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②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

229,615 鹿児島県 日置市 セブン－イレブン日置伊集院麦生田店 小売業 食料品 2%

229,616 鹿児島県 日置市 東市来ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,617 鹿児島県 日置市 吹上ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,618 鹿児島県 日置市 吹上伊作ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,619 鹿児島県 日置市 吹上給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,620 鹿児島県 日置市 ふく福 伊集院店 サービス 飲食業 5%

229,621 鹿児島県 日置市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＬＩＮＯＡ サービス 理容・美容業 5%

229,622 鹿児島県 日置市 ヘアーデポエスコレクション サービス 理容・美容業 5%

229,623 鹿児島県 日置市 ホームセンター前田湯之元店 小売業 家具・調度品 5%

229,624 鹿児島県 日置市 前田金物店　湯之元建材部 小売業 家具・調度品 5%

229,625 鹿児島県 日置市 マクドナルドグラード伊集院店 サービス 飲食業 2%

229,626 鹿児島県 日置市 みどり荘 サービス 宿泊業 5%

229,627 鹿児島県 日置市 美山陶遊館 小売業 その他小売 5%

229,628 鹿児島県 日置市 妙円寺団地ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,629 鹿児島県 日置市 有限会社南州メディカル日置店 小売業 その他小売 5%

229,630 鹿児島県 日置市 湯之元ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,631 鹿児島県 日置市 洋食ハウス　グッド　ヒル　洋食ハウス　グッド?ヒル サービス 飲食業 5%

229,632 鹿児島県 日置市 れでぃーす　うと 小売業 衣料品 5%

229,633 鹿児島県 日置市 れでぃ～す　うと 小売業 衣料品 5%

229,634 鹿児島県 東串良町 出光串良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,635 鹿児島県 東串良町 柏原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,636 鹿児島県 東串良町 柏原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,637 鹿児島県 東串良町 くすりのミネサキ　東串良店 小売業 その他小売 5%

229,638 鹿児島県 東串良町 センス　おしゃれ　おがた 小売業 衣料品 5%

229,639 鹿児島県 東串良町 センス＆おしゃれ　おがた 小売業 衣料品 5%

229,640 鹿児島県 東串良町 東串良ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,641 鹿児島県 東串良町 前田商店 サービス 飲食業 5%

229,642 鹿児島県 枕崎市 旭ガス 小売業 その他小売 5%

229,643 鹿児島県 枕崎市 居酒屋食堂　つちふまず サービス 飲食業 5%

229,644 鹿児島県 枕崎市 出光枕崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,645 鹿児島県 枕崎市 岩戸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,646 鹿児島県 枕崎市 株式会社深水総合工場 小売業 その他小売 5%

229,647 鹿児島県 枕崎市 株式会社深水本店 小売業 その他小売 5%

229,648 鹿児島県 枕崎市 株式会社枕崎お魚センター 小売業 食料品 5%

229,649 鹿児島県 枕崎市 神園商店 サービス 飲食業 5%

229,650 鹿児島県 枕崎市 クロロフィル枕崎美顔教室アイ 小売業 食料品 5%

229,651 鹿児島県 枕崎市 花渡川ビアハウス サービス 飲食業 5%

229,652 鹿児島県 枕崎市 光学堂タイヨー枕崎店 小売業 貴金属・服飾品 5%

229,653 鹿児島県 枕崎市 写真のおがた 小売業 その他小売 5%

229,654 鹿児島県 枕崎市 生鮮食品市場モア 小売業 その他小売 5%

229,655 鹿児島県 枕崎市 セブンプラザ枕崎別府店 小売業 電化製品 5%

229,656 鹿児島県 枕崎市 セルフ枕崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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229,657 鹿児島県 枕崎市 園田釣具店 小売業 その他小売 5%

229,658 鹿児島県 枕崎市 第３イマキイレＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,659 鹿児島県 枕崎市 だいとく サービス 飲食業 5%

229,660 鹿児島県 枕崎市 大和　枕崎店 小売業 食料品 5%

229,661 鹿児島県 枕崎市 タカララーメン サービス 飲食業 5%

229,662 鹿児島県 枕崎市 燵仁 サービス 飲食業 5%

229,663 鹿児島県 枕崎市 俵積田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,664 鹿児島県 枕崎市 （有）電化のカワナベ 小売業 電化製品 5%

229,665 鹿児島県 枕崎市 ドコデン枕崎店 小売業 電化製品 5%

229,666 鹿児島県 枕崎市 なかす サービス 飲食業 5%

229,667 鹿児島県 枕崎市 パスタ　Ｐａｓｔａ　　Ｃａｆｅ　Ｒｉｍａ‐ｙｕ　Ｐａｓｔａ　Ｃａｆｅ　Ｒｉｍａ?ｙｕ サービス 飲食業 5%

229,668 鹿児島県 枕崎市 畑野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,669 鹿児島県 枕崎市 平川酒店　平川酒店 小売業 食料品 5%

229,670 鹿児島県 枕崎市 ブリッヂ２１枕崎 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,671 鹿児島県 枕崎市 文化資料館　明治蔵 小売業 その他小売 5%

229,672 鹿児島県 枕崎市 本社 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,673 鹿児島県 枕崎市 前山鰹節店 サービス その他サービス 5%

229,674 鹿児島県 枕崎市 枕崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,675 鹿児島県 枕崎市 ニュー枕崎ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,676 鹿児島県 枕崎市 枕崎観光ホテル岩戸 サービス 宿泊業 5%

229,677 鹿児島県 枕崎市 枕崎ステーションホテル サービス 宿泊業 5%

229,678 鹿児島県 枕崎市 的場水産　　的場水産直売店 小売業 食料品 5%

229,679 鹿児島県 枕崎市 瑞穂寿し サービス 飲食業 5%

229,680 鹿児島県 枕崎市 宮路生花店　宮路生花店 小売業 その他小売 5%

229,681 鹿児島県 枕崎市 有限会社南州メディカル枕崎店 小売業 その他小売 5%

229,682 鹿児島県 枕崎市 和壊　大田 サービス 飲食業 5%

229,683 鹿児島県 南大隅町 出光根占ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,684 鹿児島県 南大隅町 佐多ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,685 鹿児島県 南大隅町 長崎電機商会 小売業 電化製品 5%

229,686 鹿児島県 南大隅町 根占ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,687 鹿児島県 南大隅町 根占給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,688 鹿児島県 南大隅町 ＮＯＲＩＰＩＺＺＡ サービス 飲食業 5%

229,689 鹿児島県 南大隅町 辺田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,690 鹿児島県 南大隅町 道の駅 根占 サービス 飲食業 5%

229,691 鹿児島県 南九州市 アトリエ サービス 理容・美容業 5%

229,692 鹿児島県 南九州市 石垣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,693 鹿児島県 南九州市 いせえび莊 サービス 宿泊業 5%

229,694 鹿児島県 南九州市 出光石垣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,695 鹿児島県 南九州市 出光大平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,696 鹿児島県 南九州市 イノウエ商店 小売業 その他小売 5%

229,697 鹿児島県 南九州市 有限会社上原石油店 小売業 その他小売 5%

229,698 鹿児島県 南九州市 宇都自動車整備工場 サービス その他サービス 5%
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229,699 鹿児島県 南九州市 お仏壇の千寿 小売業 家具・調度品 5%

229,700 鹿児島県 南九州市 お仏壇の千寿八代店 小売業 家具・調度品 5%

229,701 鹿児島県 南九州市 お仏壇の千寿菊陽店 小売業 家具・調度品 5%

229,702 鹿児島県 南九州市 お仏壇・墓石の千寿川辺本社 小売業 その他小売 5%

229,703 鹿児島県 南九州市 折田時計電器店 小売業 電化製品 5%

229,704 鹿児島県 南九州市 片平石油店川辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,705 鹿児島県 南九州市 Ｃａｆｅ　Ｃｏｃｈｉ　Ｃａｆｅ　Ｃｏｃｈｉ サービス 飲食業 5%

229,706 鹿児島県 南九州市 セブン－イレブン川辺町小野店 小売業 食料品 2%

229,707 鹿児島県 南九州市 川松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,708 鹿児島県 南九州市 菊永ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,709 鹿児島県 南九州市 有限会社菊永自動車 サービス その他サービス 5%

229,710 鹿児島県 南九州市 靴の京屋 小売業 衣料品 5%

229,711 鹿児島県 南九州市 くらもと写真館 小売業 その他小売 5%

229,712 鹿児島県 南九州市 黒田石油店　頴娃大川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,713 鹿児島県 南九州市 さつま芋伝承　維新蔵 小売業 食料品 5%

229,714 鹿児島県 南九州市 新留ストアー 小売業 その他小売 5%

229,715 鹿児島県 南九州市 瑞光堂 小売業 家具・調度品 5%

229,716 鹿児島県 南九州市 炭火焼居酒屋　わがえ サービス 飲食業 5%

229,717 鹿児島県 南九州市 セルフ頴娃ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,718 鹿児島県 南九州市 そば茶屋吹上庵　川辺店 小売業 その他小売 5%

229,719 鹿児島県 南九州市 そば茶屋吹上庵　知覧武家屋敷店 小売業 その他小売 5%

229,720 鹿児島県 南九州市 そば茶屋吹上庵　手打ちそば道場三稜館 小売業 その他小売 5%

229,721 鹿児島県 南九州市 知覧ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,722 鹿児島県 南九州市 知覧高等自動車学校 サービス その他サービス 5%

229,723 鹿児島県 南九州市 知覧さくら商店 サービス その他サービス 5%

229,724 鹿児島県 南九州市 知覧パラダイス 小売業 その他小売 5%

229,725 鹿児島県 南九州市 手打ちそば道場三稜館 サービス 飲食業 5%

229,726 鹿児島県 南九州市 ＴＥｔｏＴＥ サービス その他サービス 5%

229,727 鹿児島県 南九州市 西垂水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,728 鹿児島県 南九州市 橋口石油　川辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,729 鹿児島県 南九州市 ひぃ坊家 小売業 食料品 5%

229,730 鹿児島県 南九州市 博鮓 サービス 飲食業 5%

229,731 鹿児島県 南九州市 博鮓　博鮓 サービス 飲食業 5%

229,732 鹿児島県 南九州市 佛壇の古屋鋪 株式会社佛壇の古屋鋪 川辺本店 小売業 家具・調度品 5%

229,733 鹿児島県 南九州市 ふるさとプラザ知覧　さくら館 サービス 飲食業 5%

229,734 鹿児島県 南九州市 前野石油　ＤＤセルフ川辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,735 鹿児島県 南九州市 牧之内中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,736 鹿児島県 南九州市 みぃくんｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

229,737 鹿児島県 南九州市 水成川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,738 鹿児島県 南九州市 南九州石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,739 鹿児島県 南九州市 有限会社　田代水道 サービス その他サービス 5%

229,740 鹿児島県 南さつま市 出光大浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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229,741 鹿児島県 南さつま市 出光小湊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,742 鹿児島県 南さつま市 加世田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,743 鹿児島県 南さつま市 ウハナヘアー ｕｈａｎａｈａｉｒ  ｕｈａｎａ ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

229,744 鹿児島県 南さつま市 お菓子の清月堂 お菓子の清月堂 小売業 食料品 5%

229,745 鹿児島県 南さつま市 お菓子の染川 小売業 その他小売 5%

229,746 鹿児島県 南さつま市 オ－トショップナカノ 小売業 その他小売 5%

229,747 鹿児島県 南さつま市 カクイックスウィング　南さつまオフィス 小売業 その他小売 5%

229,748 鹿児島県 南さつま市 笠沙ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,749 鹿児島県 南さつま市 カーシティー南九州 サービス その他サービス 5%

229,750 鹿児島県 南さつま市 セブン－イレブン加世田地頭所店 小売業 食料品 2%

229,751 鹿児島県 南さつま市 セブン－イレブン加世田村原４丁目店 小売業 食料品 2%

229,752 鹿児島県 南さつま市 カットスタジオＹＯＵ サービス 理容・美容業 5%

229,753 鹿児島県 南さつま市 株式会社 サザンフーズ 小売業 食料品 5%

229,754 鹿児島県 南さつま市 キッチンｃａｆｅ　はる サービス 飲食業 5%

229,755 鹿児島県 南さつま市 金峰ＳＳ　有限会社小堀石油 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,756 鹿児島県 南さつま市 靴の尚美堂加世田店 小売業 衣料品 5%

229,757 鹿児島県 南さつま市 クロロフィル美顔教室アイ 小売業 その他小売 5%

229,758 鹿児島県 南さつま市 ＫｅｎｃｈｉＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

229,759 鹿児島県 南さつま市 光学堂　加世田店 小売業 貴金属・服飾品 5%

229,760 鹿児島県 南さつま市 サンニューズ 小売業 電化製品 5%

229,761 鹿児島県 南さつま市 サンニューズ加世田店 小売業 電化製品 5%

229,762 鹿児島県 南さつま市 シティーホテル加世田 サービス その他サービス 5%

229,763 鹿児島県 南さつま市 スーパーリサイクル生活倶楽部　加世田店 小売業 その他小売 5%

229,764 鹿児島県 南さつま市 生協コープかごしまかせだ店 小売業 食料品 5%

229,765 鹿児島県 南さつま市 瀬戸口印房 小売業 その他小売 5%

229,766 鹿児島県 南さつま市 そば切佗介 サービス 飲食業 5%

229,767 鹿児島県 南さつま市 そば切佗介 サービス 飲食業 5%

229,768 鹿児島県 南さつま市 大坂ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,769 鹿児島県 南さつま市 ダイビングショップ テール アップ サービス その他サービス 5%

229,770 鹿児島県 南さつま市 だいやめ処　なかむら サービス 飲食業 5%

229,771 鹿児島県 南さつま市 髙城鈑金塗装工場 サービス その他サービス 5%

229,772 鹿児島県 南さつま市 武田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,773 鹿児島県 南さつま市 ｎａｏｈａｉｒ【ナオヘアー】 サービス 理容・美容業 5%

229,774 鹿児島県 南さつま市 株式会社中島自動車部品 小売業 その他小売 5%

229,775 鹿児島県 南さつま市 鳴海旅館 サービス 宿泊業 5%

229,776 鹿児島県 南さつま市 南薩営業所 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,777 鹿児島県 南さつま市 なんさつペットの病院 サービス その他サービス 5%

229,778 鹿児島県 南さつま市 ピコ（タイヘイ） 小売業 その他小売 5%

229,779 鹿児島県 南さつま市 ビジネスホテルサンステイ加世田 サービス 宿泊業 5%

229,780 鹿児島県 南さつま市 ビジネスホテル日新館） サービス 宿泊業 5%

229,781 鹿児島県 南さつま市 ふく福　加世田店 サービス 飲食業 5%

229,782 鹿児島県 南さつま市 文洋堂 小売業 その他小売 5%
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229,783 鹿児島県 南さつま市 坊津ＳＳ　岩下石油店 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,784 鹿児島県 南さつま市 前野石油 Ｄｒ Ｄｒｉｖｅ加世田中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,785 鹿児島県 南さつま市 マクドナルド加世田店 サービス 飲食業 2%

229,786 鹿児島県 南さつま市 モゼ美容室 サービス 理容・美容業 5%

229,787 鹿児島県 南さつま市 吉峰プロパン株式会社 小売業 その他小売 5%

229,788 鹿児島県 南種子町 出光南種子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,789 鹿児島県 南種子町 Ａコープ南種子店 小売業 食料品 5%

229,790 鹿児島県 南種子町 恵美之湯 サービス 宿泊業 5%

229,791 鹿児島県 南種子町 門倉亭　南荘 サービス 宿泊業 5%

229,792 鹿児島県 南種子町 茎永ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,793 鹿児島県 南種子町 サンライズ サービス 宿泊業 5%

229,794 鹿児島県 南種子町 島間港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,795 鹿児島県 南種子町 島宿ＨＯＰＥ サービス 宿泊業 5%

229,796 鹿児島県 南種子町 ＪＡＨ－ＬＡ－ＳＯＲＡ種子島 サービス その他サービス 5%

229,797 鹿児島県 南種子町 種子島ジェラートＨＯＰＥ サービス 飲食業 5%

229,798 鹿児島県 南種子町 ヒダカ電器 小売業 電化製品 5%

229,799 鹿児島県 南種子町 永松産業南種子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,800 鹿児島県 南種子町 南種子ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,801 鹿児島県 屋久島町 ａｑｕａｓｔｙｌｅ サービス その他サービス 5%

229,802 鹿児島県 屋久島町 ＡｎａｎｄａＣｈｉｌｌａｇｅ サービス その他サービス 5%

229,803 鹿児島県 屋久島町 荒田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,804 鹿児島県 屋久島町 アロマサンドリーズ サービス 理容・美容業 5%

229,805 鹿児島県 屋久島町 安房ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,806 鹿児島県 屋久島町 安房ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,807 鹿児島県 屋久島町 安房しんじやまレンタカー サービス 運輸業 5%

229,808 鹿児島県 屋久島町 一湊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,809 鹿児島県 屋久島町 Ａコープ安房店 小売業 食料品 5%

229,810 鹿児島県 屋久島町 Ａコープ尾之間店 小売業 食料品 5%

229,811 鹿児島県 屋久島町 Ａコープ宮之浦店 小売業 食料品 5%

229,812 鹿児島県 屋久島町 ｅｃｏｈｏｔｅｌ　ＳＯＲＡ サービス 宿泊業 5%

229,813 鹿児島県 屋久島町 エバーブルー屋久島 サービス その他サービス 5%

229,814 鹿児島県 屋久島町 エムマート 小売業 その他小売 5%

229,815 鹿児島県 屋久島町 オリックスレンタカー屋久島空港店 サービス その他サービス 2%

229,816 鹿児島県 屋久島町 オレンジハウス屋久島 サービス 宿泊業 5%

229,817 鹿児島県 屋久島町 カクイックスウィング　屋久島オフィス 小売業 その他小売 5%

229,818 鹿児島県 屋久島町 Ｃａｆｅ水照玉＆Ｈｏｓｔｅｌ サービス 宿泊業 5%

229,819 鹿児島県 屋久島町 株式会社自然のポケット サービス その他サービス 5%

229,820 鹿児島県 屋久島町 Ｋｉｃｈｉｋｉｎ　Ｔｒｅｋ　Ｇｕｉｄｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ サービス その他サービス 5%

229,821 鹿児島県 屋久島町 Ｃｉｂｃａｂａｎ 小売業 衣料品 5%

229,822 鹿児島県 屋久島町 グリーンメッセンジャー屋久島 サービス その他サービス 5%

229,823 鹿児島県 屋久島町 ＫｅｉＮａｋａｍｕｒａＪｅｗｅｌｌｅｒｙ（ブランド名）／ＳｈｉｚｕｋｕＧａｌｌｅｒｙ（店舗名） 小売業 貴金属・服飾品 5%

229,824 鹿児島県 屋久島町 梢回廊キャノッピ サービス その他サービス 5%
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229,825 鹿児島県 屋久島町 株式会社クラフトワークス サービス その他サービス 5%

229,826 鹿児島県 屋久島町 サウンター 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

229,827 鹿児島県 屋久島町 ＳＯＭＥＳ屋久島店 小売業 その他小売 2%

229,828 鹿児島県 屋久島町 山岳太郎ショップ サービス その他サービス 5%

229,829 鹿児島県 屋久島町 島のかおりラボやわら香 小売業 その他小売 5%

229,830 鹿児島県 屋久島町 旬彩　四季亭 サービス 飲食業 5%

229,831 鹿児島県 屋久島町 旬菜　四季亭 サービス 飲食業 5%

229,832 鹿児島県 屋久島町 天豆（ｓｏｒａ?ｍａｍｅ） サービス 宿泊業 5%

229,833 鹿児島県 屋久島町 武田産業 小売業 その他小売 5%

229,834 鹿児島県 屋久島町 田代別館 サービス 宿泊業 5%

229,835 鹿児島県 屋久島町 種子屋久高速船安房営業所 サービス 運輸業 5%

229,836 鹿児島県 屋久島町 種子屋久高速船宮之浦営業所 サービス 運輸業 5%

229,837 鹿児島県 屋久島町 旅人の宿まんまる サービス 宿泊業 5%

229,838 鹿児島県 屋久島町 定食・ぱすた　かたぎりさん サービス 飲食業 5%

229,839 鹿児島県 屋久島町 寺田電化サ－ビス 小売業 電化製品 5%

229,840 鹿児島県 屋久島町 ドコデンやくしま店 小売業 電化製品 5%

229,841 鹿児島県 屋久島町 泊酒店 小売業 食料品 5%

229,842 鹿児島県 屋久島町 泊書店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

229,843 鹿児島県 屋久島町 ナカガワスポーツ 小売業 その他小売 5%

229,844 鹿児島県 屋久島町 中島モータース サービス その他サービス 5%

229,845 鹿児島県 屋久島町 ＶＩＥＷＳ サービス 宿泊業 5%

229,846 鹿児島県 屋久島町 フォレック サービス その他サービス 5%

229,847 鹿児島県 屋久島町 ぷかり堂 サービス その他サービス 5%

229,848 鹿児島県 屋久島町 Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅ サービス その他サービス 5%

229,849 鹿児島県 屋久島町 Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅ サービス その他サービス 5%

229,850 鹿児島県 屋久島町 マルチュウ商会 小売業 その他小売 5%

229,851 鹿児島県 屋久島町 内田石油宮之浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,852 鹿児島県 屋久島町 宮之浦ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,853 鹿児島県 屋久島町 民宿みよしや サービス 宿泊業 5%

229,854 鹿児島県 屋久島町 杜の宿　羽神の郷 サービス 宿泊業 5%

229,855 鹿児島県 屋久島町 屋久島ウコンの里 小売業 食料品 5%

229,856 鹿児島県 屋久島町 屋久島ガイドクラブ サービス その他サービス 5%

229,857 鹿児島県 屋久島町 やくしま果鈴　山のおやつ工房 サービス 飲食業 5%

229,858 鹿児島県 屋久島町 アトリエＮａｔｕｒａｌ サービス 理容・美容業 5%

229,859 鹿児島県 屋久島町 屋久島空港前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,860 鹿児島県 屋久島町 屋久島グリーンホテル サービス 宿泊業 5%

229,861 鹿児島県 屋久島町 屋久島コテージ森のフェアリー サービス その他サービス 5%

229,862 鹿児島県 屋久島町 屋久島雫ノ杜 サービス 宿泊業 5%

229,863 鹿児島県 屋久島町 屋久島ダイビングガイド夢心地 サービス その他サービス 5%

229,864 鹿児島県 屋久島町 屋久島ダイビングサービス もりとうみ 屋久島ダイビングサービス もりとうみ サービス その他サービス 5%

229,865 鹿児島県 屋久島町 屋久島ダイビングサービスもりとうみ サービス その他サービス 5%

229,866 鹿児島県 屋久島町 屋久島ダイビングスクールたつのこ サービス その他サービス 5%
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229,867 鹿児島県 屋久島町 屋久島ダイビングセンター サービス その他サービス 5%

229,868 鹿児島県 屋久島町 屋久島デフファーム サービス 宿泊業 5%

229,869 鹿児島県 屋久島町 屋久島ネイチャー企画 サービス その他サービス 5%

229,870 鹿児島県 屋久島町 屋久島フィールドガイド　スピニカ サービス その他サービス 5%

229,871 鹿児島県 屋久島町 屋久島ペンションルアナハウス サービス 宿泊業 5%

229,872 鹿児島県 屋久島町 屋久島マリンサービスＹＭＳ サービス その他サービス 5%

229,873 鹿児島県 屋久島町 屋久島メッセンジャー 小売業 衣料品 5%

229,874 鹿児島県 屋久島町 ＹＮＡＣミュージアム サービス その他サービス 5%

229,875 鹿児島県 屋久島町 屋久島ユースホステル サービス 宿泊業 5%

229,876 鹿児島県 屋久島町 屋久島料理・御宿鶴屋 サービス 宿泊業 5%

229,877 鹿児島県 屋久島町 やくしまロースター 小売業 食料品 5%

229,878 鹿児島県 屋久島町 屋久町原南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,879 鹿児島県 屋久島町 屋久どん サービス 飲食業 5%

229,880 鹿児島県 屋久島町 レンタルの山下　宮之浦店 サービス その他サービス 5%

229,881 鹿児島県 屋久島町 有限会社平内電器商会 小売業 電化製品 5%

229,882 鹿児島県 屋久島町 ＲＡＫＵＳＡホテル サービス 宿泊業 5%

229,883 鹿児島県 屋久島町 ル・ガジュマル 小売業 その他小売 5%

229,884 鹿児島県 大和村 大和浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,885 鹿児島県 湧水町 鹿児島東部ヤクルト販売 湧水センター 小売業 食料品 5%

229,886 鹿児島県 湧水町 キャピックカゴシマ サービス その他サービス 5%

229,887 鹿児島県 湧水町 栗野ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,888 鹿児島県 湧水町 栗野第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,889 鹿児島県 湧水町 セルフ栗野インターＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,890 鹿児島県 湧水町 セルフ湧水ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,891 鹿児島県 湧水町 新園自動車 小売業 その他小売 5%

229,892 鹿児島県 湧水町 新園自動車　栗野インター店 小売業 その他小売 5%

229,893 鹿児島県 湧水町 西日本環境 サービス その他サービス 5%

229,894 鹿児島県 湧水町 橋本自動車 小売業 その他小売 5%

229,895 鹿児島県 湧水町 パナン　やました 小売業 電化製品 5%

229,896 鹿児島県 湧水町 松川自動車 小売業 その他小売 5%

229,897 鹿児島県 湧水町 セブン－イレブン湧水町栗野店 小売業 食料品 2%

229,898 鹿児島県 湧水町 湧水吉松ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,899 鹿児島県 湧水町 吉松自動車 サービス その他サービス 5%

229,900 鹿児島県 与論町 オーシャンマーケット　ＯＣＥＡＮＭＡＲＫＥＴ 小売業 食料品 5%

229,901 鹿児島県 与論町 沖商店 小売業 その他小売 5%

229,902 鹿児島県 与論町 かめや 小売業 その他小売 5%

229,903 鹿児島県 与論町 くすりのてんてん堂　くすりのてんてん堂 小売業 その他小売 5%

229,904 鹿児島県 与論町 島エンジョイ組 Ｓ Ｅ Ｇ サービス その他サービス 5%

229,905 鹿児島県 与論町 ダイブハーモニクス サービス その他サービス 5%

229,906 鹿児島県 与論町 田畑司法書士事務所 サービス その他サービス 5%

229,907 鹿児島県 与論町 ビーチボーイクラブ サービス 宿泊業 5%

229,908 鹿児島県 与論町 マソー 小売業 その他小売 5%
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229,909 鹿児島県 与論町 ＭＡＨＡＬＯ サービス 宿泊業 5%

229,910 鹿児島県 与論町 民宿　楽園荘 サービス 宿泊業 5%

229,911 鹿児島県 与論町 吉田商店与論ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,912 鹿児島県 与論町 与論空港　売店 サービス その他サービス 5%

229,913 鹿児島県 和泊町 伊地知石油店　ＥＮＥＯＳ和泊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,914 鹿児島県 和泊町 出光和泊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,915 鹿児島県 和泊町 エトセトラあきた 小売業 衣料品 5%

229,916 鹿児島県 和泊町 えらぶねっと サービス その他サービス 5%

229,917 鹿児島県 和泊町 えらぶ物産館ワコ－ 小売業 その他小売 5%

229,918 鹿児島県 和泊町 沖永良部酒造株式会社 小売業 食料品 5%

229,919 鹿児島県 和泊町 株式会社速水電機 小売業 電化製品 5%

229,920 鹿児島県 和泊町 株式会社トータル サービス その他サービス 5%

229,921 鹿児島県 和泊町 きくや商事　きくや商事 小売業 その他小売 5%

229,922 鹿児島県 和泊町 空港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,923 鹿児島県 和泊町 ショップはしぐち 小売業 その他小売 5%

229,924 鹿児島県 和泊町 田中自動車 サービス その他サービス 5%

229,925 鹿児島県 和泊町 福山花店 小売業 その他小売 5%

229,926 鹿児島県 和泊町 有限会社古波倉商店 小売業 その他小売 5%

229,927 鹿児島県 和泊町 和泊ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,928 沖縄県 粟国村 ＪＡおきなわ粟国支店　購買課 小売業 その他小売 5%

229,929 沖縄県 伊江村 Ｋａ’ｓｈａｎｙａ サービス 飲食業 5%

229,930 沖縄県 伊江村 ＪＡおきなわ伊江支店　経済課 小売業 その他小売 5%

229,931 沖縄県 伊江村 ｎｉｎｕｆａ 小売業 衣料品 5%

229,932 沖縄県 伊江村 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｈｏｕｓｅ　ＮＩＮＵＦＡ サービス 宿泊業 5%

229,933 沖縄県 伊江村 ＦＬＡＶＡ 小売業 衣料品 5%

229,934 沖縄県 伊江村 マルイストアー 小売業 その他小売 5%

229,935 沖縄県 石垣市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ石垣島 サービス 理容・美容業 5%

229,936 沖縄県 石垣市 新川シードＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,937 沖縄県 石垣市 新小前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,938 沖縄県 石垣市 イエローサブマリンダイブスタジオ サービス その他サービス 5%

229,939 沖縄県 石垣市 石垣ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,940 沖縄県 石垣市 石垣空港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,941 沖縄県 石垣市 石垣シーサイドホテル サービス 宿泊業 5%

229,942 沖縄県 石垣市 居酒屋　海彩 サービス 飲食業 5%

229,943 沖縄県 石垣市 石垣島一棟貸切りのお宿ちゅら赤瓦 サービス その他サービス 5%

229,944 沖縄県 石垣市 石垣島エコツアーりんぱな サービス その他サービス 5%

229,945 沖縄県 石垣市 石垣島セレクトショップ　ＹｏｕＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

229,946 沖縄県 石垣市 石垣島タイ古式マッサージふくら サービス 理容・美容業 5%

229,947 沖縄県 石垣市 石垣島ホテルククル サービス 宿泊業 5%

229,948 沖縄県 石垣市 石垣タクシー　１ サービス 運輸業 5%

229,949 沖縄県 石垣市 石垣やいま村 小売業 家具・調度品 5%

229,950 沖縄県 石垣市 石垣焼窯元 小売業 その他小売 5%
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229,951 沖縄県 石垣市 磯辺ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,952 沖縄県 石垣市 イチグスクモード 小売業 衣料品 5%

229,953 沖縄県 石垣市 伊原間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,954 沖縄県 石垣市 ｗｉ－ｍａｎオアシティ共和 サービス 宿泊業 5%

229,955 沖縄県 石垣市 Ｖｉｌｌａ　Ｋａｂｉｒａ　Ｂａｙ サービス 宿泊業 5%

229,956 沖縄県 石垣市 海人居酒屋　源　平得店 サービス 飲食業 5%

229,957 沖縄県 石垣市 海のメロディー サービス その他サービス 5%

229,958 沖縄県 石垣市 海人居酒屋　源　美崎店 サービス 飲食業 5%

229,959 沖縄県 石垣市 海人居酒屋源新栄店 サービス 飲食業 5%

229,960 沖縄県 石垣市 エアリ－　スパ サービス その他サービス 5%

229,961 沖縄県 石垣市 沖縄居酒家石垣島 サービス 飲食業 5%

229,962 沖縄県 石垣市 沖縄のお酒とみやぶた　ゆい サービス 飲食業 5%

229,963 沖縄県 石垣市 お好み焼〇じゅう サービス 飲食業 5%

229,964 沖縄県 石垣市 オリックスレンタカー石垣島店 サービス その他サービス 2%

229,965 沖縄県 石垣市 オリックスレンタカー新石垣空港ハイビスカス店 サービス その他サービス 2%

229,966 沖縄県 石垣市 オリックスレンタカー新石垣空港ゆうな店 サービス その他サービス 2%

229,967 沖縄県 石垣市 オリックスレンタカー八重山店 サービス その他サービス 2%

229,968 沖縄県 石垣市 カーチバイ サービス その他サービス 5%

229,969 沖縄県 石垣市 春日自動車工業 小売業 その他小売 5%

229,970 沖縄県 石垣市 川平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,971 沖縄県 石垣市 川平カーデン 小売業 貴金属・服飾品 5%

229,972 沖縄県 石垣市 川平マエタケ農園 サービス 飲食業 5%

229,973 沖縄県 石垣市 株式会社内田食品 小売業 その他小売 5%

229,974 沖縄県 石垣市 カラオケバー　バーコージ サービス 飲食業 5%

229,975 沖縄県 石垣市 カラオケバー ビーコージ サービス 飲食業 5%

229,976 沖縄県 石垣市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋沖縄石垣店 サービス 飲食業 2%

229,977 沖縄県 石垣市 キジムナーの台所 サービス 飲食業 5%

229,978 沖縄県 石垣市 Ｃａｔｃａｆｅ美ら猫 サービス 飲食業 5%

229,979 沖縄県 石垣市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ石垣店 小売業 その他小売 5%

229,980 沖縄県 石垣市 クマさんのダイビングショップ サービス その他サービス 5%

229,981 沖縄県 石垣市 くまのみ・れんた サービス その他サービス 5%

229,982 沖縄県 石垣市 ＫＭ自動車サービス サービス その他サービス 5%

229,983 沖縄県 石垣市 国際旅行社　八重山支店 サービス その他サービス 5%

229,984 沖縄県 石垣市 ココマジック石垣島 サービス その他サービス 5%

229,985 沖縄県 石垣市 こころ・まろろ サービス 宿泊業 5%

229,986 沖縄県 石垣市 さうすぽいんと 小売業 その他小売 5%

229,987 沖縄県 石垣市 Ｓｏｕｔｈｅｒｎｂｅｌｌｅ石垣店 サービス 理容・美容業 5%

229,988 沖縄県 石垣市 サロンドキミコ サービス 理容・美容業 5%

229,989 沖縄県 石垣市 シーフォレスト サービス 宿泊業 5%

229,990 沖縄県 石垣市 シーフレンズ サービス その他サービス 5%

229,991 沖縄県 石垣市 ＪＡおきなわ八重山支店　経済部 小売業 その他小売 5%

229,992 沖縄県 石垣市 ＪＡおきなわ八重山地区資材店 小売業 その他小売 5%
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229,993 沖縄県 石垣市 ＳｉｅｓｔａＰｒｉｖａｔｅＰｏｏｌＶｉｌｌａ サービス その他サービス 5%

229,994 沖縄県 石垣市 白保ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,995 沖縄県 石垣市 しらほハウス サービス 宿泊業 5%

229,996 沖縄県 石垣市 新栄町ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

229,997 沖縄県 石垣市 すーべにあショップすながわ 小売業 その他小売 5%

229,998 沖縄県 石垣市 スカイアドベンチャーうーまくぅ サービス その他サービス 5%

229,999 沖縄県 石垣市 スターダストヴィラミルキーウェイ サービス 宿泊業 5%

230,000 沖縄県 石垣市 Ｔｈｒｅｅｌｉｔｔｌｅｂｉｒｄｓ 小売業 その他小売 5%

230,001 沖縄県 石垣市 ダイコクドラッグ石垣７３０記念碑前店 小売業 その他小売 5%

230,002 沖縄県 石垣市 ダイビングセンター　ＭＯＳＳＤＩＶＥＲＳ サービス その他サービス 5%

230,003 沖縄県 石垣市 タウンプラザかねひで　石垣店 小売業 食料品 5%

230,004 沖縄県 石垣市 ダグズバーガー石垣島 サービス 飲食業 5%

230,005 沖縄県 石垣市 ＷＢＦレンタカー　石垣空港営業所 サービス その他サービス 5%

230,006 沖縄県 石垣市 中央ツーリスト　南ぬ島石垣店 サービス その他サービス 5%

230,007 沖縄県 石垣市 美ら海 小売業 その他小売 5%

230,008 沖縄県 石垣市 ちゅらさん 小売業 その他小売 5%

230,009 沖縄県 石垣市 美ら宿石垣島 サービス 宿泊業 5%

230,010 沖縄県 石垣市 美らやどココちゃん サービス 宿泊業 5%

230,011 沖縄県 石垣市 Ｔ・Ｍ・ＭＯＲＥ サービス その他サービス 5%

230,012 沖縄県 石垣市 デルタ・エー・ネット サービス その他サービス 5%

230,013 沖縄県 石垣市 桃原建材 小売業 その他小売 5%

230,014 沖縄県 石垣市 徳村菓子店 小売業 その他小売 5%

230,015 沖縄県 石垣市 トヨタレンタリース沖縄　石垣島空港店 サービス その他サービス 2%

230,016 沖縄県 石垣市 虎壱精肉店 小売業 食料品 5%

230,017 沖縄県 石垣市 トラベラーズカフェ朔 サービス 飲食業 5%

230,018 沖縄県 石垣市 仲間商店 小売業 その他小売 5%

230,019 沖縄県 石垣市 仲道ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,020 沖縄県 石垣市 南碧想庵 小売業 その他小売 5%

230,021 沖縄県 石垣市 ＮＩＣＯ 小売業 衣料品 5%

230,022 沖縄県 石垣市 農事組合法人石垣島海のもの山のもの生産組合 農事組合法人石垣島海のもの山のもの生産組合 小売業 食料品 5%

230,023 沖縄県 石垣市 Ｎｏｓｏｋｏ・マロロ サービス 飲食業 5%

230,024 沖縄県 石垣市 ＮＯＢＵ 小売業 衣料品 5%

230,025 沖縄県 石垣市 箱亀 小売業 その他小売 5%

230,026 沖縄県 石垣市 パティシエール 小売業 食料品 5%

230,027 沖縄県 石垣市 パラダイス倶楽部　石垣島店 小売業 その他小売 5%

230,028 沖縄県 石垣市 ばんやファーム　ばんやファーム サービス 飲食業 5%

230,029 沖縄県 石垣市 ビーチヴィレッジ野底 サービス 宿泊業 5%

230,030 沖縄県 石垣市 ビッグワン　石垣店 小売業 その他小売 5%

230,031 沖縄県 石垣市 ビッグワン　石垣店 小売業 その他小売 5%

230,032 沖縄県 石垣市 ｂｅａｕｔｙ　Ｂｅａｓｔ　石垣２ サービス 理容・美容業 5%

230,033 沖縄県 石垣市 平川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,034 沖縄県 石垣市 ファーマーズマーケットやえやまゆらてぃく 小売業 食料品 5%
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230,035 沖縄県 石垣市 Ｂｒｅｅｚｅ石垣島 サービス その他サービス 5%

230,036 沖縄県 石垣市 ＦＲＥＥＦＯＷＬＳ 小売業 衣料品 5%

230,037 沖縄県 石垣市 ブルーウォーターダイバーズ サービス その他サービス 5%

230,038 沖縄県 石垣市 ペンション海のなかま サービス 宿泊業 5%

230,039 沖縄県 石垣市 ＢＯＤＹＭＡＫＥＳＴＵＤＩＯＢｕｉｌＰａｎｉ サービス その他サービス 5%

230,040 沖縄県 石垣市 ホテルＷＢＦ　ＭＡＲＣＨＥ石垣島 サービス 宿泊業 5%

230,041 沖縄県 石垣市 ホテルＷＢＦポルト石垣島 サービス 宿泊業 5%

230,042 沖縄県 石垣市 ホテルＷＢＦリゾートイン石垣島 サービス 宿泊業 5%

230,043 沖縄県 石垣市 ホテルＷＢＦ石垣島 サービス 宿泊業 5%

230,044 沖縄県 石垣市 ホテルパティーナ石垣島 サービス 宿泊業 5%

230,045 沖縄県 石垣市 ホテル　花と緑のみずほ石垣島 サービス 宿泊業 5%

230,046 沖縄県 石垣市 ホテルロイヤルマリンパレス サービス 宿泊業 5%

230,047 沖縄県 石垣市 ポンツーン サービス その他サービス 5%

230,048 沖縄県 石垣市 真栄里給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,049 沖縄県 石垣市 真栄里ＢＰ　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,050 沖縄県 石垣市 前高屋 サービス その他サービス 5%

230,051 沖縄県 石垣市 マリンサポートブルーナ サービス その他サービス 5%

230,052 沖縄県 石垣市 海人石垣島（マリンちゅ） サービス 理容・美容業 5%

230,053 沖縄県 石垣市 みやま 小売業 その他小売 5%

230,054 沖縄県 石垣市 みんさー工芸館 小売業 その他小売 5%

230,055 沖縄県 石垣市 ｍｅｒａｈ 小売業 衣料品 5%

230,056 沖縄県 石垣市 モアナダイビングカレッジ石垣島 サービス その他サービス 5%

230,057 沖縄県 石垣市 八重泉酒造ショップ 小売業 食料品 5%

230,058 沖縄県 石垣市 やきとり　とり琉　石垣本店 サービス 飲食業 5%

230,059 沖縄県 石垣市 焼肉おおつか サービス 飲食業 5%

230,060 沖縄県 石垣市 焼肉金城石垣大川店 小売業 食料品 5%

230,061 沖縄県 石垣市 ヤールー 小売業 衣料品 5%

230,062 沖縄県 石垣市 ボディーマインドラボ サービス 理容・美容業 5%

230,063 沖縄県 石垣市 ＪＵＳＡＮＤＩ サービス 宿泊業 5%

230,064 沖縄県 石垣市 洋食えがお サービス 飲食業 5%

230,065 沖縄県 石垣市 RISE石垣島 サービス その他サービス 5%

230,066 沖縄県 石垣市 Ｈａｃｈｉ サービス 飲食業 5%

230,067 沖縄県 石垣市 陸運総合株式会社 サービス その他サービス 5%

230,068 沖縄県 石垣市 リトルマーメイドホテル石垣島 サービス 宿泊業 5%

230,069 沖縄県 石垣市 リトルマーメイドホテル石垣島 サービス 宿泊業 5%

230,070 沖縄県 石垣市 琉球真珠　石垣店 小売業 貴金属・服飾品 5%

230,071 沖縄県 石垣市 琉球真珠　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

230,072 沖縄県 石垣市 琉球真珠　本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

230,073 沖縄県 石垣市 竜球創作ダイニングＴＩＤＡＰＡＮＡ サービス 飲食業 5%

230,074 沖縄県 石垣市 琉球まぶやー 小売業 その他小売 5%

230,075 沖縄県 石垣市 琉球民芸センターあやぱに店 小売業 その他小売 5%

230,076 沖縄県 石垣市 琉木民 小売業 貴金属・服飾品 5%
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230,077 沖縄県 石垣市 ＲｅＬｉｇｈｔ石垣島 サービス その他サービス 5%

230,078 沖縄県 石垣市 Ｌｕｌａｌｉｙａ（るらりや） サービス その他サービス 5%

230,079 沖縄県 石垣市 れと宿 サービス その他サービス 5%

230,080 沖縄県 伊是名村 イゼナマリンサービスグイン サービス その他サービス 5%

230,081 沖縄県 伊是名村 ＪＡおきなわ伊是名支店　経済課 小売業 その他小売 5%

230,082 沖縄県 伊是名村 ＪＡおきなわ伊是名支店　ＪＡオート サービス その他サービス 5%

230,083 沖縄県 伊是名村 ＲＯＵＴＥ１７７ サービス 宿泊業 5%

230,084 沖縄県 糸満市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｃｈｕｒａ糸満 サービス 理容・美容業 5%

230,085 沖縄県 糸満市 味どころ田舎家 サービス 飲食業 5%

230,086 沖縄県 糸満市 ａｔｅｌｉｅｒｓｏｕ 小売業 衣料品 5%

230,087 沖縄県 糸満市 泡盛まさひろギャラリー 小売業 その他小売 5%

230,088 沖縄県 糸満市 ＹＥＳＳＵＲＦ 小売業 その他小売 5%

230,089 沖縄県 糸満市 ＷＩＮＧエステティックサロン サービス 理容・美容業 5%

230,090 沖縄県 糸満市 かねひで　サンプラザいとまん店 小売業 家具・調度品 5%

230,091 沖縄県 糸満市 ＢｌｕｅＳｋｙＲｅｓｏｒｔ サービス その他サービス 5%

230,092 沖縄県 糸満市 株式会社ひめゆり会館 小売業 その他小売 5%

230,093 沖縄県 糸満市 （株）ＬＵＣＵＳ　沖縄店 小売業 その他小売 5%

230,094 沖縄県 糸満市 カラオケハウス　とまと　西崎店 サービス その他サービス 5%

230,095 沖縄県 糸満市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋糸満潮平店 サービス 飲食業 2%

230,096 沖縄県 糸満市 かんな農園 サービス その他サービス 5%

230,097 沖縄県 糸満市 業務スーパー糸満店 小売業 食料品 2%

230,098 沖縄県 糸満市 國吉タクシー サービス 運輸業 5%

230,099 沖縄県 糸満市 ゲゲゲの酒場 サービス 飲食業 5%

230,100 沖縄県 糸満市 合同会社Ｄ，ライセンス沖縄 サービス その他サービス 5%

230,101 沖縄県 糸満市 ｐｅｔｉｔｃｈｏｕｃｈｏｕ雑貨屋プティシュシュ 小売業 衣料品 5%

230,102 沖縄県 糸満市 サンセール潮平ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,103 沖縄県 糸満市 サンセール照屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,104 沖縄県 糸満市 ＧＦＣ・ジニーしおざきシティ店 小売業 衣料品 5%

230,105 沖縄県 糸満市 ＪＡおきなわ福地購買店 小売業 その他小売 5%

230,106 沖縄県 糸満市 ジミー　糸満店 小売業 食料品 5%

230,107 沖縄県 糸満市 SAUVAGE サービス 理容・美容業 5%

230,108 沖縄県 糸満市 大衆酒場ワンわん サービス 飲食業 5%

230,109 沖縄県 糸満市 大衆酒場ワンわん　いちまん横丁店 サービス 飲食業 5%

230,110 沖縄県 糸満市 タウンプラザかねひで　いちゅまん市場 小売業 食料品 5%

230,111 沖縄県 糸満市 タウンプラザかねひで　西崎店 小売業 食料品 5%

230,112 沖縄県 糸満市 タウンプラザかねひで　真栄里店 小売業 食料品 5%

230,113 沖縄県 糸満市 タウンプラザかねひでサンプラザいとまん店 サービス 宿泊業 5%

230,114 沖縄県 糸満市 Ｔａｋｕｍａタクシー サービス 運輸業 5%

230,115 沖縄県 糸満市 たばこ屋本舗　外間　糸満店 小売業 家具・調度品 5%

230,116 沖縄県 糸満市 茶処　真壁ちなー サービス 飲食業 5%

230,117 沖縄県 糸満市 美ら味　島ぬ音 サービス 飲食業 5%

230,118 沖縄県 糸満市 Ｄｅｔｏｘ　ｃａｆｅ　ｆｅｌｉｃｉｄａｄ サービス 飲食業 5%
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230,119 沖縄県 糸満市 テニスラウンジ糸満 サービス その他サービス 5%

230,120 沖縄県 糸満市 ときわ交通 サービス 運輸業 5%

230,121 沖縄県 糸満市 ＮａｔｕｒａｌＰａｓｓｉｏｎ沖縄 サービス その他サービス 5%

230,122 沖縄県 糸満市 南部病院売店 小売業 その他小売 5%

230,123 沖縄県 糸満市 にしざきペットクリニック サービス その他サービス 5%

230,124 沖縄県 糸満市 Ｂｕｒｌｅｉｇｈ　Ｈｅａｄｓ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

230,125 沖縄県 糸満市 ＨＩＴＯタクシー サービス 運輸業 5%

230,126 沖縄県 糸満市 美酒道楽マスター サービス 飲食業 5%

230,127 沖縄県 糸満市 ひめゆり観光センターでいご 小売業 その他小売 5%

230,128 沖縄県 糸満市 美容室 Ｔｅ Ｔｅ サービス 理容・美容業 5%

230,129 沖縄県 糸満市 フォーリーフハウス フォーリーフハウス 小売業 食料品 5%

230,130 沖縄県 糸満市 福正タクシー サービス 運輸業 5%

230,131 沖縄県 糸満市 ＰＲＩＤＥｏｆＲｙｕｋｙｕ 小売業 衣料品 5%

230,132 沖縄県 糸満市 ヘアークラブ　ダブル サービス 理容・美容業 5%

230,133 沖縄県 糸満市 ヘアークラブ　ダブル　ヘアークラブ　ダブル サービス 理容・美容業 5%

230,134 沖縄県 糸満市 ｈａｉｒ　ｏａｓｉｓＲｕｕ サービス 理容・美容業 5%

230,135 沖縄県 糸満市 マクドナルド糸満店 サービス 飲食業 2%

230,136 沖縄県 糸満市 又吉タクシー サービス 運輸業 5%

230,137 沖縄県 糸満市 松江タクシー サービス 運輸業 5%

230,138 沖縄県 糸満市 ?ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

230,139 沖縄県 糸満市 マルサンランドリー　サンエー糸満店 サービス その他サービス 5%

230,140 沖縄県 糸満市 マルサンランドリー　サンエー西崎店 サービス その他サービス 5%

230,141 沖縄県 糸満市 マルサンランドリー　潮崎シティ店 サービス その他サービス 5%

230,142 沖縄県 糸満市 丸大糸満店 小売業 食料品 5%

230,143 沖縄県 糸満市 宮脇書店　糸満店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

230,144 沖縄県 糸満市 ｍｅｒ． 小売業 衣料品 5%

230,145 沖縄県 糸満市 やちむん工房結 サービス その他サービス 5%

230,146 沖縄県 糸満市 やど有 サービス その他サービス 5%

230,147 沖縄県 糸満市 有限会社新垣洋らん園 小売業 その他小売 5%

230,148 沖縄県 糸満市 優美堂 小売業 その他小売 5%

230,149 沖縄県 糸満市 Ｌａｃｌｅｆ サービス 理容・美容業 5%

230,150 沖縄県 糸満市 笑おう家 サービス 飲食業 5%

230,151 沖縄県 伊平屋村 ＪＡおきなわ伊平屋支店　経済課 小売業 その他小売 5%

230,152 沖縄県 伊平屋村 世界塩博物館　ＳＡＬＴ　ＣＲＵＩＳＥ　世界塩博物館　ＳＡＬＴ　ＣＲＵＩＳＥ サービス その他サービス 5%

230,153 沖縄県 伊平屋村 藤田食品　カフェフジタ サービス 飲食業 5%

230,154 沖縄県 浦添市 アーチ浦添 サービス 運輸業 5%

230,155 沖縄県 浦添市 アイランド サービス その他サービス 5%

230,156 沖縄県 浦添市 アイレント本店 サービス その他サービス 5%

230,157 沖縄県 浦添市 アンジェリィ 小売業 その他小売 5%

230,158 沖縄県 浦添市 ＡＮＧＥＬＱＵＥ． サービス 理容・美容業 5%

230,159 沖縄県 浦添市 安全ガラス沖縄 サービス その他サービス 5%

230,160 沖縄県 浦添市 一般社団法人ＮＯＡＨ サービス その他サービス 5%
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230,161 沖縄県 浦添市 稲嶺整備センター サービス その他サービス 5%

230,162 沖縄県 浦添市 Ｗｉｄｅｅｐ サービス その他サービス 5%

230,163 沖縄県 浦添市 Ｖｅｎｔｏ　ｄｅｌ　ｓｕｄ サービス 飲食業 5%

230,164 沖縄県 浦添市 ＶＯＳＴＯＫＰＯＰＵＰ 小売業 衣料品 5%

230,165 沖縄県 浦添市 ＶＯＳＴＯＫ 小売業 衣料品 5%

230,166 沖縄県 浦添市 出光浦西ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,167 沖縄県 浦添市 エキスティックエピセンター株式会社 サービス その他サービス 5%

230,168 沖縄県 浦添市 ｅｃｌａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

230,169 沖縄県 浦添市 エクロール サービス 理容・美容業 5%

230,170 沖縄県 浦添市 Ｍ２　サンエー経塚シティ店 小売業 衣料品 5%

230,171 沖縄県 浦添市 ＥＭＯＮｂｙｋｍｄ サービス 理容・美容業 5%

230,172 沖縄県 浦添市 ＬＨｅａｒｔ サービス その他サービス 5%

230,173 沖縄県 浦添市 ＯＡ事業部　アド・オフィス 小売業 電化製品 5%

230,174 沖縄県 浦添市 沖繩ヤクルト　牧港 小売業 食料品 5%

230,175 沖縄県 浦添市 温野菜浦添ピーズスクエア店 サービス 飲食業 2%

230,176 沖縄県 浦添市 回復整体リセット浦添 サービス その他サービス 5%

230,177 沖縄県 浦添市 カットルームＰＡＰＡ　ｓ サービス 理容・美容業 5%

230,178 沖縄県 浦添市 株式会社ＩＨＡメディカルプラス 小売業 その他小売 5%

230,179 沖縄県 浦添市 株式会社東日産自動車 サービス その他サービス 2%

230,180 沖縄県 浦添市 株）稲嶺整備センター サービス その他サービス 5%

230,181 沖縄県 浦添市 株式会社オキシマ・コーポレーション 小売業 その他小売 5%

230,182 沖縄県 浦添市 株式会社スリーエス サービス その他サービス 5%

230,183 沖縄県 浦添市 カラオケハウス　とまと　浦西店 サービス その他サービス 5%

230,184 沖縄県 浦添市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋浦添バークレーズコート店 サービス 飲食業 2%

230,185 沖縄県 浦添市 河合塾マナビス浦添校 サービス その他サービス 2%

230,186 沖縄県 浦添市 牛角バークレーズコート店 サービス 飲食業 2%

230,187 沖縄県 浦添市 京都屋クリーニング　浦西りうぼう店 サービス その他サービス 5%

230,188 沖縄県 浦添市 京都屋クリーニング　大平りうぼう店 サービス その他サービス 5%

230,189 沖縄県 浦添市 Ｃｏｏ＆ＲＩＫＵ沖縄浦添店 小売業 その他小売 5%

230,190 沖縄県 浦添市 くもん式浦添伊祖教室 サービス その他サービス 2%

230,191 沖縄県 浦添市 ＧＲＥＥＮ サービス 理容・美容業 5%

230,192 沖縄県 浦添市 大賀薬局　グリーンドラッグ　伊祖店 小売業 その他小売 5%

230,193 沖縄県 浦添市 グリーンドラッグ　伊祖店 小売業 その他小売 5%

230,194 沖縄県 浦添市 合同会社ミリオンズ サービス その他サービス 5%

230,195 沖縄県 浦添市 コープ牧港 小売業 食料品 5%

230,196 沖縄県 浦添市 個人ｔａｘｉ５７２ サービス 運輸業 5%

230,197 沖縄県 浦添市 ＧｏｌｆＡｉｄ 小売業 その他小売 5%

230,198 沖縄県 浦添市 ザウエストフィールドカフェ サービス 飲食業 5%

230,199 沖縄県 浦添市 酒＆業務スーパー浦添店 小売業 食料品 2%

230,200 沖縄県 浦添市 ザップス北那覇店 サービス その他サービス 5%

230,201 沖縄県 浦添市 サンセ－ル前田ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,202 沖縄県 浦添市 サンセール屋富祖ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%
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230,203 沖縄県 浦添市 ＪＡおきなわ浦添支店　経済課 小売業 その他小売 5%

230,204 沖縄県 浦添市 シマコーポレーション　茨木店 小売業 家具・調度品 5%

230,205 沖縄県 浦添市 シマコーポレーション　門真店 小売業 家具・調度品 5%

230,206 沖縄県 浦添市 シマコーポレーション　中環八尾店 小売業 家具・調度品 5%

230,207 沖縄県 浦添市 シマコーポレーション　豊中店 小売業 家具・調度品 5%

230,208 沖縄県 浦添市 シマコーポレーション　守口店 小売業 家具・調度品 5%

230,209 沖縄県 浦添市 シマコーポレーション本部 小売業 その他小売 5%

230,210 沖縄県 浦添市 ＳＨＩＭＡ　ＤＥＮＩＭ　ＷＯＲＫＳ 小売業 衣料品 5%

230,211 沖縄県 浦添市 ジミー　浦添店 小売業 食料品 5%

230,212 沖縄県 浦添市 ｓｗｉｍｍｙ　【スイミー】 サービス 理容・美容業 5%

230,213 沖縄県 浦添市 ＳｕｐｅｒＣｌｅａｎｉｎｇ サービス その他サービス 5%

230,214 沖縄県 浦添市 青雲タクシー サービス 運輸業 5%

230,215 沖縄県 浦添市 セイモリ電器浦添店 小売業 電化製品 5%

230,216 沖縄県 浦添市 セルフ浦添ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,217 沖縄県 浦添市 セルフ浦添東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,218 沖縄県 浦添市 セルフ城間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,219 沖縄県 浦添市 大衆ビストロ　ブルーノ サービス 飲食業 5%

230,220 沖縄県 浦添市 タウンプラザかねひで　広栄店 小売業 食料品 5%

230,221 沖縄県 浦添市 タウンプラザかねひで　パイプライン伊祖店 小売業 食料品 5%

230,222 沖縄県 浦添市 タウンプラザかねひで　パイプライン内間店 小売業 食料品 5%

230,223 沖縄県 浦添市 タウンプラザかねひで　前田国際市場 小売業 食料品 5%

230,224 沖縄県 浦添市 タウンプラザかねひで　牧港店 小売業 食料品 5%

230,225 沖縄県 浦添市 タウンプラザかねひで　宮城店 小売業 食料品 5%

230,226 沖縄県 浦添市 タウンプラザかねひでパイプライン内 サービス 宿泊業 5%

230,227 沖縄県 浦添市 タウンプラザかねひでパイプライン伊 サービス 宿泊業 5%

230,228 沖縄県 浦添市 ＴＡＰＹ サービス 飲食業 5%

230,229 沖縄県 浦添市 ＷＭＤＢＢＱ サービス 飲食業 5%

230,230 沖縄県 浦添市 中央紫雲閣 サービス その他サービス 5%

230,231 沖縄県 浦添市 株式会社中央ツーリスト　浦添店 サービス その他サービス 5%

230,232 沖縄県 浦添市 てぃーぐすい サービス 理容・美容業 5%

230,233 沖縄県 浦添市 仲西自動車サービスステーションダイハツ販 小売業 その他小売 5%

230,234 沖縄県 浦添市 南海部品商会浦添営業所 小売業 その他小売 5%

230,235 沖縄県 浦添市 ナンキュウ　那覇営業所 小売業 その他小売 5%

230,236 沖縄県 浦添市 西島動物病院 サービス その他サービス 5%

230,237 沖縄県 浦添市 人情くるまや三和自動車株式会社 サービス その他サービス 5%

230,238 沖縄県 浦添市 Ｈｉｇｈ　Ｆｅｓｔａ サービス 理容・美容業 5%

230,239 沖縄県 浦添市 Ｈｕｍｍｉｎｇ　Ｂｉｒｄ サービス 理容・美容業 5%

230,240 沖縄県 浦添市 はり灸サロンゆふ サービス 理容・美容業 5%

230,241 沖縄県 浦添市 ビッグワン　城間店 小売業 その他小売 5%

230,242 沖縄県 浦添市 ＰｉｔｃｈａｎｄＳｌｏｗ サービス その他サービス 5%

230,243 沖縄県 浦添市 ｂｅａｕｔｙ　ｂｅａｓｔ前田店 サービス 理容・美容業 5%

230,244 沖縄県 浦添市 美容室蘭らん サービス 理容・美容業 5%
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230,245 沖縄県 浦添市 ファミリーフォート　ＭＶ伊祖店 サービス その他サービス 5%

230,246 沖縄県 浦添市 ファミリーフォート　大名店 サービス その他サービス 5%

230,247 沖縄県 浦添市 フィジカルサポートトワイル サービス 理容・美容業 5%

230,248 沖縄県 浦添市 ブルックリンハウス　浦添店 サービス 飲食業 5%

230,249 沖縄県 浦添市 ヘアーサポートサロンアンベリール サービス 理容・美容業 5%

230,250 沖縄県 浦添市 ｈａｉｒｍａｋｅ　ｌｐｕｉａｓ サービス 理容・美容業 5%

230,251 沖縄県 浦添市 ｈａｉｒｍａｋｅＬｉｔｔｌｅＧａｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

230,252 沖縄県 浦添市 ＨａｉｒｒｅｓｏｒｔＤｉＤｉｕｎ サービス 理容・美容業 5%

230,253 沖縄県 浦添市 Ｂｅｌｌａ　Ｌｕｎａ浦添店 サービス 理容・美容業 5%

230,254 沖縄県 浦添市 北斗電器 小売業 電化製品 5%

230,255 沖縄県 浦添市 ポムアレー沖縄浦添店 ポムアレー沖縄浦添店 小売業 その他小売 5%

230,256 沖縄県 浦添市 ＭＡＸＩＭ ＯＫＩＮＡＷＡ 小売業 食料品 5%

230,257 沖縄県 浦添市 ＭＡＭＭＹ Ｓ ＣＡＦＥ ＵＮＪＯＵＲ 雑貨 サービス 飲食業 5%

230,258 沖縄県 浦添市 マルサンランドリー　浦城店 サービス その他サービス 5%

230,259 沖縄県 浦添市 マルサンランドリー　浦添店 サービス その他サービス 5%

230,260 沖縄県 浦添市 マルサンランドリー　浦西ジュニア店 サービス その他サービス 5%

230,261 沖縄県 浦添市 マルサンランドリー　サンエー浦西店 サービス その他サービス 5%

230,262 沖縄県 浦添市 マルサンランドリー　サンエー経塚シティ店 サービス その他サービス 5%

230,263 沖縄県 浦添市 マルサンランドリー　サンエー牧港店 サービス その他サービス 5%

230,264 沖縄県 浦添市 マルサンランドリー　サンエー宮城店 サービス その他サービス 5%

230,265 沖縄県 浦添市 マルサンランドリー　マチナト店 サービス その他サービス 5%

230,266 沖縄県 浦添市 丸大勢理客店 小売業 食料品 5%

230,267 沖縄県 浦添市 みぃーかじ　浦添店 サービス 飲食業 5%

230,268 沖縄県 浦添市 ミ・ゼール牧港店 サービス 理容・美容業 5%

230,269 沖縄県 浦添市 ｍｉｍａｒ サービス 理容・美容業 5%

230,270 沖縄県 浦添市 雅自動車サービス サービス その他サービス 5%

230,271 沖縄県 浦添市 宮脇書店　経塚シティ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

230,272 沖縄県 浦添市 有限会社エレクトロニクスブレイン沖縄 小売業 電化製品 5%

230,273 沖縄県 浦添市 ランクレ浦添店 小売業 貴金属・服飾品 5%

230,274 沖縄県 浦添市 ＲＥ：ＡＬＬＹ経塚シティ店 小売業 衣料品 5%

230,275 沖縄県 浦添市 リハーサルサロンエンシア サービス その他サービス 5%

230,276 沖縄県 浦添市 リラクゼーション＆マタニティケアサロンａ＋ サービス 理容・美容業 5%

230,277 沖縄県 浦添市 リンパ療法サロンｍａｎｏ＊ｍａｎｏ サービス 理容・美容業 5%

230,278 沖縄県 浦添市 ＬＯＫＡＨＩ サービス 理容・美容業 5%

230,279 沖縄県 浦添市 木もれび サービス 飲食業 5%

230,280 沖縄県 うるま市 Ｉ－ＣＥＮＴ サービス その他サービス 5%

230,281 沖縄県 うるま市 アイノン サービス その他サービス 5%

230,282 沖縄県 うるま市 ＩＳＬＡＮＤＲＥＳＯＲＴ７６ サービス その他サービス 5%

230,283 沖縄県 うるま市 アイレント中部店 サービス その他サービス 5%

230,284 沖縄県 うるま市 Ｉｔａｌｉａ　ＢＡＲ　Ａｍｅｌｉａ サービス 飲食業 5%

230,285 沖縄県 うるま市 池武当新垣三線店うるま店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

230,286 沖縄県 うるま市 一心 サービス 飲食業 5%
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230,287 沖縄県 うるま市 出光港ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,288 沖縄県 うるま市 江戸飯　つきの サービス 飲食業 5%

230,289 沖縄県 うるま市 Ｍ２　サンエー具志川メインシティ店 小売業 衣料品 5%

230,290 沖縄県 うるま市 沖繩ヤクルト　石川営業所 小売業 食料品 5%

230,291 沖縄県 うるま市 沖繩ヤクルト　うるま 小売業 食料品 5%

230,292 沖縄県 うるま市 ｏｔａｍａ 小売業 食料品 5%

230,293 沖縄県 うるま市 オートガレージウィング サービス その他サービス 5%

230,294 沖縄県 うるま市 Ｃａｓａｇａｒｄｅｎ サービス 宿泊業 5%

230,295 沖縄県 うるま市 カーズ・マックス サービス その他サービス 5%

230,296 沖縄県 うるま市 カーボディ　タカセ サービス その他サービス 5%

230,297 沖縄県 うるま市 開成　泡瀬営業所 サービス その他サービス 5%

230,298 沖縄県 うるま市 カフェ＆居酒屋　琉球くらしっく サービス 飲食業 5%

230,299 沖縄県 うるま市 株式会社丸中商会 小売業 その他小売 5%

230,300 沖縄県 うるま市 カラオケハウスとまと　石川店 サービス その他サービス 5%

230,301 沖縄県 うるま市 カラオケハウスとまと　具志川店 サービス その他サービス 5%

230,302 沖縄県 うるま市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋沖縄石川店 サービス 飲食業 2%

230,303 沖縄県 うるま市 キャプテンズグループ サービス 飲食業 5%

230,304 沖縄県 うるま市 Ｇａｌｌｅｒｙはらいそ サービス その他サービス 5%

230,305 沖縄県 うるま市 牛角うるま石川店 サービス 飲食業 2%

230,306 沖縄県 うるま市 京都屋クリーニング　ＭＶ石川店 サービス その他サービス 5%

230,307 沖縄県 うるま市 京都屋クリーニング　ＭＶ屋慶名店 サービス その他サービス 5%

230,308 沖縄県 うるま市 業務スーパー石川店 小売業 食料品 2%

230,309 沖縄県 うるま市 具志川園芸センター 小売業 その他小売 5%

230,310 沖縄県 うるま市 ＫＥＮＩＣＨＩＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

230,311 沖縄県 うるま市 コートハウスＫ サービス その他サービス 5%

230,312 沖縄県 うるま市 個人タクシー サービス 運輸業 5%

230,313 沖縄県 うるま市 ザ・ホワイトリーフ サービス 宿泊業 5%

230,314 沖縄県 うるま市 さかな居酒屋みらの サービス 飲食業 5%

230,315 沖縄県 うるま市 ＳａｌｏｎｄｅＭｕ－ｓｅ サービス 理容・美容業 5%

230,316 沖縄県 うるま市 Ｓｕｎｓｔａｃｈｅ　Ｃｏｆｆｅｅ サービス 飲食業 5%

230,317 沖縄県 うるま市 ｊｉｉ 小売業 衣料品 5%

230,318 沖縄県 うるま市 ＪＡおきなわ石川支店　経済課 小売業 その他小売 5%

230,319 沖縄県 うるま市 ＪＡおきなわ伊波出張所 小売業 その他小売 5%

230,320 沖縄県 うるま市 ＪＡおきなわ豊原支店 小売業 その他小売 5%

230,321 沖縄県 うるま市 ジミー　あげな店 小売業 食料品 5%

230,322 沖縄県 うるま市 ジミー　うるま店 小売業 食料品 5%

230,323 沖縄県 うるま市 しゃぶ右衛門　うるまみどり町店 サービス 飲食業 5%

230,324 沖縄県 うるま市 シーランド　うるま店 小売業 その他小売 5%

230,325 沖縄県 うるま市 ＳｍｉｌａｘＫｕｒｉｃｈｉ サービス その他サービス 5%

230,326 沖縄県 うるま市 せでゅーすレンタカー サービス その他サービス 5%

230,327 沖縄県 うるま市 セルフ兼原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,328 沖縄県 うるま市 タイムステーションＮＥＯイオン具志川店 小売業 貴金属・服飾品 5%
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230,329 沖縄県 うるま市 平良川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,330 沖縄県 うるま市 タウンプラザかねひで　あげな店 小売業 食料品 5%

230,331 沖縄県 うるま市 タウンプラザかねひで　ＡＢＬＯうるま市場 小売業 食料品 5%

230,332 沖縄県 うるま市 タウンプラザかねひで　石川店 小売業 食料品 5%

230,333 沖縄県 うるま市 タウンプラザかねひで　具志川店 小売業 食料品 5%

230,334 沖縄県 うるま市 タウンプラザかねひで　志林川店 小売業 食料品 5%

230,335 沖縄県 うるま市 タウンプラザかねひで　東恩納市場 小売業 食料品 5%

230,336 沖縄県 うるま市 タウンプラザかねひで　よかつ阿麻和利市場 小売業 食料品 5%

230,337 沖縄県 うるま市 タウンプラザかねひで　与勝店 小売業 食料品 5%

230,338 沖縄県 うるま市 タウンプラザかねひで　ＡＢＬＯうる サービス 宿泊業 5%

230,339 沖縄県 うるま市 タウンプラザかねひで　よかつ阿麻和 サービス 宿泊業 5%

230,340 沖縄県 うるま市 ｃｈａｍｏｃｈａｍｏ 小売業 衣料品 5%

230,341 沖縄県 うるま市 ｓａｌｏｎ∞ｃｈａｌｉｃｅｗｅｌｌ サービス 理容・美容業 5%

230,342 沖縄県 うるま市 ちゅうらん サービス 飲食業 5%

230,343 沖縄県 うるま市 ＴＫＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

230,344 沖縄県 うるま市 Ｔｉｐ　ｔｏｐ サービス 理容・美容業 5%

230,345 沖縄県 うるま市 天願ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,346 沖縄県 うるま市 電遊館くだか 小売業 電化製品 5%

230,347 沖縄県 うるま市 ＴＯＰフクハラ 小売業 電化製品 5%

230,348 沖縄県 うるま市 ドラッグストアＣｏｎ 小売業 その他小売 5%

230,349 沖縄県 うるま市 ぬちうなー　ショップ 小売業 その他小売 5%

230,350 沖縄県 うるま市 パナハート石川店 小売業 電化製品 5%

230,351 沖縄県 うるま市 パナハート平良川店 小売業 電化製品 5%

230,352 沖縄県 うるま市 パナハートちばな店 小売業 電化製品 5%

230,353 沖縄県 うるま市 パワーバンド 小売業 その他小売 5%

230,354 沖縄県 うるま市 ひが家具　与那原店 小売業 家具・調度品 5%

230,355 沖縄県 うるま市 ｂｉｔｔｅｒ　ｓｕｇａｒ 小売業 食料品 5%

230,356 沖縄県 うるま市 ビッグワン　みどり町店 小売業 その他小売 5%

230,357 沖縄県 うるま市 ファミリーフォート　ＭＶ田場店 サービス その他サービス 5%

230,358 沖縄県 うるま市 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎＰｉｋａ サービス 理容・美容業 5%

230,359 沖縄県 うるま市 ブルーカフェゲストハウス サービス 飲食業 5%

230,360 沖縄県 うるま市 ブンリンドー　具志川メインシティ店 小売業 その他小売 5%

230,361 沖縄県 うるま市 ホテル浜比嘉島リゾート サービス 宿泊業 5%

230,362 沖縄県 うるま市 ポポロポイントウインドサーフィン 小売業 その他小売 5%

230,363 沖縄県 うるま市 ＭＡＩＮＡＮＡ－ＲｅｌａｘａｔｉｏｎＲｏｏｍ－ サービス 理容・美容業 5%

230,364 沖縄県 うるま市 マクドナルド安慶名店 サービス 飲食業 2%

230,365 沖縄県 うるま市 マクドナルド具志川イオン店 サービス 飲食業 2%

230,366 沖縄県 うるま市 マクドナルド具志川店 サービス 飲食業 2%

230,367 沖縄県 うるま市 マクドナルド具志川メインシテイ店 サービス 飲食業 2%

230,368 沖縄県 うるま市 マクドナルド与勝サンエー店 サービス 飲食業 2%

230,369 沖縄県 うるま市 マルサンランドリー　サンエー石川店 サービス その他サービス 5%

230,370 沖縄県 うるま市 マルサンランドリー　サンエー具志川メインシティ店 サービス その他サービス 5%
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230,371 沖縄県 うるま市 マルサンランドリー　サンエー田場店 サービス その他サービス 5%

230,372 沖縄県 うるま市 マルサンランドリー　サンエー東恩納店 サービス その他サービス 5%

230,373 沖縄県 うるま市 マルサンランドリー　サンエー与勝シティ店 サービス その他サービス 5%

230,374 沖縄県 うるま市 みぃーかじ サービス 飲食業 5%

230,375 沖縄県 うるま市 ｍｉｍｉｆｌｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

230,376 沖縄県 うるま市 有限会社宮城ミート 小売業 食料品 5%

230,377 沖縄県 うるま市 宮脇書店　うるま店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

230,378 沖縄県 うるま市 宮脇書店　具志川店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

230,379 沖縄県 うるま市 スウィート・エム株式会社 サービス その他サービス 5%

230,380 沖縄県 うるま市 山内タクシー サービス 運輸業 5%

230,381 沖縄県 うるま市 有限会社兼城自動車整備工場 サービス その他サービス 5%

230,382 沖縄県 うるま市 有限会社中部三共電機 サービス その他サービス 5%

230,383 沖縄県 うるま市 有限会社ワコー貿易 小売業 衣料品 5%

230,384 沖縄県 うるま市 ４１３はまひがホテル＆カフェ サービス 飲食業 5%

230,385 沖縄県 うるま市 ライフ電子 小売業 電化製品 5%

230,386 沖縄県 うるま市 ＬＡＢＯ　みどり町店 小売業 衣料品 5%

230,387 沖縄県 うるま市 リシェリエ具志川メインシティ店 小売業 衣料品 5%

230,388 沖縄県 うるま市 ｒｅｌａｘｉｎｇ　３３ サービス その他サービス 5%

230,389 沖縄県 うるま市 ＬｉＬｉａ　サンエー具志川メインシティ 小売業 衣料品 5%

230,390 沖縄県 うるま市 ＬＵＣＩＤＯ　ＳＴＹＬＥ　ＪＡＰＡＮ サービス 理容・美容業 5%

230,391 沖縄県 大宜味村 やきものいちば サービス その他サービス 5%

230,392 沖縄県 沖縄市 ＡｒｃａｄｅＲｅｓｏｒｔＯｋｉｎａｗａＨｏｔｅｌ＆Ｃａｆｅ サービス その他サービス 5%

230,393 沖縄県 沖縄市 あがりんて～ら～ｗｉｔｈｈａｐｐｙ 小売業 衣料品 5%

230,394 沖縄県 沖縄市 アクティブリース サービス その他サービス 5%

230,395 沖縄県 沖縄市 ＡｔｈｌｅｔｅＶｉｌｌａｇｅ沖縄 サービス その他サービス 5%

230,396 沖縄県 沖縄市 Ａｐｐｌｅ製Ｍａｃ修理相談所 小売業 電化製品 5%

230,397 沖縄県 沖縄市 泡瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,398 沖縄県 沖縄市 イエローボックス サービス その他サービス 5%

230,399 沖縄県 沖縄市 生け簀の銀次　泡瀬店 サービス 飲食業 5%

230,400 沖縄県 沖縄市 居酒屋ゴヤイチ サービス 飲食業 5%

230,401 沖縄県 沖縄市 居酒屋平松 サービス 飲食業 5%

230,402 沖縄県 沖縄市 居酒屋もり花 サービス 飲食業 5%

230,403 沖縄県 沖縄市 出光グランドＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,404 沖縄県 沖縄市 有限会社上原自動車 小売業 その他小売 5%

230,405 沖縄県 沖縄市 Ｓ＆Ｓファッションズジャパン サービス 飲食業 5%

230,406 沖縄県 沖縄市 エポック　カネシマ 小売業 電化製品 5%

230,407 沖縄県 沖縄市 オートメイクＲ サービス その他サービス 5%

230,408 沖縄県 沖縄市 沖縄市観光物産センター　店舗外 小売業 その他小売 5%

230,409 沖縄県 沖縄市 Ｔ．Ｔ サービス 飲食業 5%

230,410 沖縄県 沖縄市 沖繩ヤクルト　泡瀬 小売業 食料品 5%

230,411 沖縄県 沖縄市 沖縄ロハス 小売業 その他小売 5%

230,412 沖縄県 沖縄市 お好み焼き工房やっぱ好きやねん サービス 飲食業 5%
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230,413 沖縄県 沖縄市 おつまみｄｉｎｉｎｇ　Ｌａｒｉａ サービス 飲食業 5%

230,414 沖縄県 沖縄市 ＯＭＮＩＶＡＳ 小売業 電化製品 5%

230,415 沖縄県 沖縄市 温野菜泡瀬ベイストリート店 サービス 飲食業 2%

230,416 沖縄県 沖縄市 カーポートよぎ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,417 沖縄県 沖縄市 開成　中部支店 サービス その他サービス 5%

230,418 沖縄県 沖縄市 かぐら サービス 運輸業 5%

230,419 沖縄県 沖縄市 かねしろ商店 サービス 飲食業 5%

230,420 沖縄県 沖縄市 ＣａｆｅＢａｒＡＢＣ サービス 飲食業 5%

230,421 沖縄県 沖縄市 株式会社普久原楽器 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

230,422 沖縄県 沖縄市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋沖縄美里店 サービス 飲食業 2%

230,423 沖縄県 沖縄市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋沖縄南インター店 サービス 飲食業 2%

230,424 沖縄県 沖縄市 ＧＩＧ　ＳＴＵＤＩＯ　騒音舎 サービス その他サービス 5%

230,425 沖縄県 沖縄市 キッチンのぎ サービス 飲食業 5%

230,426 沖縄県 沖縄市 キッチンのぎ サービス 飲食業 5%

230,427 沖縄県 沖縄市 牛角泡瀬店 サービス 飲食業 2%

230,428 沖縄県 沖縄市 牛角美里店 サービス 飲食業 2%

230,429 沖縄県 沖縄市 京都屋クリーニング　コープ美里店 サービス その他サービス 5%

230,430 沖縄県 沖縄市 京都屋クリーニング　ＭＶ高原店 サービス その他サービス 5%

230,431 沖縄県 沖縄市 業務スーパー泡瀬店 小売業 食料品 2%

230,432 沖縄県 沖縄市 業務スーパーコザ店 小売業 食料品 2%

230,433 沖縄県 沖縄市 金城オート 小売業 その他小売 5%

230,434 沖縄県 沖縄市 金城　ミュージック　プロダクション 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

230,435 沖縄県 沖縄市 クラウンホテル サービス 宿泊業 5%

230,436 沖縄県 沖縄市 クラウンホテル　アネックス サービス 宿泊業 5%

230,437 沖縄県 沖縄市 ケーキハウス夢翔 小売業 食料品 5%

230,438 沖縄県 沖縄市 有限会社大和 サービス その他サービス 5%

230,439 沖縄県 沖縄市 幸和ボディー サービス その他サービス 5%

230,440 沖縄県 沖縄市 コープ美里 小売業 食料品 5%

230,441 沖縄県 沖縄市 コープ山内 小売業 食料品 5%

230,442 沖縄県 沖縄市 ごーやー荘 サービス 宿泊業 5%

230,443 沖縄県 沖縄市 コザ会計事務所 サービス その他サービス 5%

230,444 沖縄県 沖縄市 コザ酒楽ＥＢ サービス 飲食業 5%

230,445 沖縄県 沖縄市 コザ中央ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,446 沖縄県 沖縄市 古謝ハウス サービス その他サービス 5%

230,447 沖縄県 沖縄市 コバック沖縄店 サービス その他サービス 5%

230,448 沖縄県 沖縄市 ごはん屋　デイリースプーン サービス 飲食業 5%

230,449 沖縄県 沖縄市 コミックバスター沖縄知花店 サービス その他サービス 2%

230,450 沖縄県 沖縄市 Ｃｏｎａｍｏｒ 小売業 衣料品 5%

230,451 沖縄県 沖縄市 ＴＨＥ　ＧＲＡＣＥ 小売業 家具・調度品 5%

230,452 沖縄県 沖縄市 さきはま化粧品店 サービス その他サービス 5%

230,453 沖縄県 沖縄市 サンシー　知花店 小売業 家具・調度品 5%

230,454 沖縄県 沖縄市 シードリーフ合同会社 サービス その他サービス 5%
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230,455 沖縄県 沖縄市 ジミー　泡瀬店 小売業 食料品 5%

230,456 沖縄県 沖縄市 ジミー　美里店 小売業 食料品 5%

230,457 沖縄県 沖縄市 シャディ沖縄　泡瀬店 小売業 その他小売 5%

230,458 沖縄県 沖縄市 ＪＩＮＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

230,459 沖縄県 沖縄市 助さん・たくさん 小売業 家具・調度品 5%

230,460 沖縄県 沖縄市 Ｓｐａｊｅｍｐｉｒｉｎｇ サービス 理容・美容業 5%

230,461 沖縄県 沖縄市 整体院　琉花 サービス その他サービス 5%

230,462 沖縄県 沖縄市 石鹸工房ラクッチーナ 小売業 その他小売 5%

230,463 沖縄県 沖縄市 せでゅーす★おーと 小売業 その他小売 5%

230,464 沖縄県 沖縄市 ７ｔｈ　Ｈｅａｖｅｎ　Ｋｏｚａ サービス 飲食業 5%

230,465 沖縄県 沖縄市 セルフ運動公園ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,466 沖縄県 沖縄市 セルフ高原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,467 沖縄県 沖縄市 Ｔａａｍｉｉ．ｃｏｍ サービス その他サービス 5%

230,468 沖縄県 沖縄市 だいこんの花　美里店 サービス 飲食業 5%

230,469 沖縄県 沖縄市 ダイニング集 サービス 飲食業 5%

230,470 沖縄県 沖縄市 ＤｉｖｉｎｇＳｈｏｐＲｅ：Ｏｒｃａ サービス その他サービス 5%

230,471 沖縄県 沖縄市 タウンプラザかねひで　泡瀬店 小売業 食料品 5%

230,472 沖縄県 沖縄市 タウンプラザかねひで　越来店 小売業 食料品 5%

230,473 沖縄県 沖縄市 タウンプラザかねひで　コザ十字路店 小売業 食料品 5%

230,474 沖縄県 沖縄市 タウンプラザかねひで　高原店 小売業 食料品 5%

230,475 沖縄県 沖縄市 タウンプラザかねひで　照屋店 小売業 食料品 5%

230,476 沖縄県 沖縄市 タウンプラザかねひで　登川店 小売業 食料品 5%

230,477 沖縄県 沖縄市 タウンプラザかねひで　比屋根市場 小売業 食料品 5%

230,478 沖縄県 沖縄市 タウンプラザかねひで　プラザハウス店 小売業 食料品 5%

230,479 沖縄県 沖縄市 タウンプラザかねひで　美里市場 小売業 食料品 5%

230,480 沖縄県 沖縄市 タウンプラザかねひで　諸見店 小売業 食料品 5%

230,481 沖縄県 沖縄市 タウンプラザかねひで　山内市場 小売業 食料品 5%

230,482 沖縄県 沖縄市 ＤＡＺＺＬＥ　ＯＫＩＮＡＷＡ サービス 飲食業 5%

230,483 沖縄県 沖縄市 脱毛専門店ＣＲＥＡ泡瀬店 サービス 理容・美容業 5%

230,484 沖縄県 沖縄市 株式会社中部鋼材 小売業 家具・調度品 5%

230,485 沖縄県 沖縄市 中部支店ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,486 沖縄県 沖縄市 合同会社ちむわざデイサービスちむわざ サービス その他サービス 5%

230,487 沖縄県 沖縄市 Ｔｅｑｕｉｌａ　Ｂａｒ＆Ｇｒｉｌｌ サービス 飲食業 5%

230,488 沖縄県 沖縄市 照屋楽器店 小売業 その他小売 5%

230,489 沖縄県 沖縄市 電遊館・かようだ 小売業 電化製品 5%

230,490 沖縄県 沖縄市 ＴＯＤＡＹ　Ｏ！Ｋ 小売業 家具・調度品 5%

230,491 沖縄県 沖縄市 合名会社東宝タクシー サービス 運輸業 5%

230,492 沖縄県 沖縄市 トヨタレンタリース沖縄中部店 サービス その他サービス 2%

230,493 沖縄県 沖縄市 仲松商事　店舗 小売業 食料品 5%

230,494 沖縄県 沖縄市 仲松商事店舗 小売業 その他小売 5%

230,495 沖縄県 沖縄市 ナンキュウ　海邦営業所 小売業 その他小売 5%

230,496 沖縄県 沖縄市 ナンキュウ沖縄営業所 小売業 その他小売 5%
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230,497 沖縄県 沖縄市 西島テレビ店 小売業 電化製品 5%

230,498 沖縄県 沖縄市 ＮｅｗｔｒａＬｈａｉｒｗｏｒｋｓ サービス 理容・美容業 5%

230,499 沖縄県 沖縄市 株式会社ＦＵＦＵＹＡ サービス 理容・美容業 5%

230,500 沖縄県 沖縄市 ネイルサロンＪＡＨＦＲＩＣＡＮ サービス 理容・美容業 5%

230,501 沖縄県 沖縄市 ネイルサロン　ＪＡＨＦＲＩＣＡＮ サービス 理容・美容業 5%

230,502 沖縄県 沖縄市 Ｂｕｒｇｅｒ　Ｗｏｌｆ サービス 飲食業 5%

230,503 沖縄県 沖縄市 パイウォーターのお店　ありがとう水 小売業 食料品 5%

230,504 沖縄県 沖縄市 パナハート宮里店 小売業 電化製品 5%

230,505 沖縄県 沖縄市 パナハート諸見店 小売業 電化製品 5%

230,506 沖縄県 沖縄市 パナハウスハッピー 小売業 電化製品 5%

230,507 沖縄県 沖縄市 シロアリ防除サービスパワーズ サービス その他サービス 5%

230,508 沖縄県 沖縄市 バンブーカフェ サービス 飲食業 5%

230,509 沖縄県 沖縄市 Ｂ．Ｃ．ＵＳＥＤＣＡＲＳ　知花工場 サービス 理容・美容業 5%

230,510 沖縄県 沖縄市 ビジュアル サービス 理容・美容業 5%

230,511 沖縄県 沖縄市 ビッグワン 小売業 その他小売 5%

230,512 沖縄県 沖縄市 ビッグワン　泡瀬店 小売業 その他小売 5%

230,513 沖縄県 沖縄市 ビッグワン　美里店 小売業 その他小売 5%

230,514 沖縄県 沖縄市 ビッグワン　山内店 小売業 その他小売 5%

230,515 沖縄県 沖縄市 美肌脱毛専門店パールプラス泡瀬店 サービス 理容・美容業 5%

230,516 沖縄県 沖縄市 Ｂｅａｕｔｙ＆ＴｈｅｒａｐｙＧｒｅｙ サービス 理容・美容業 5%

230,517 沖縄県 沖縄市 ファストストア　ジップマート　美原店 小売業 食料品 5%

230,518 沖縄県 沖縄市 ファミリーフォート　ＭＶ泡瀬店 サービス その他サービス 5%

230,519 沖縄県 沖縄市 ファミリーフォート　ＭＶ知花店 サービス その他サービス 5%

230,520 沖縄県 沖縄市 ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙＬａｂ．Я∞Ｔ サービス 理容・美容業 5%

230,521 沖縄県 沖縄市 プリモキッチン　美里店 サービス 飲食業 5%

230,522 沖縄県 沖縄市 ＢＰ池原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,523 沖縄県 沖縄市 フロントライン泡瀬 サービス その他サービス 5%

230,524 沖縄県 沖縄市 ヘアーサロン　エクラン サービス 理容・美容業 5%

230,525 沖縄県 沖縄市 ヘアーサロンルート サービス 理容・美容業 5%

230,526 沖縄県 沖縄市 ｂｒｉｌｌｉａｎｔ サービス 理容・美容業 5%

230,527 沖縄県 沖縄市 Ｈａｉｒ Ｄｃｏ ＨａｉｒＤｃｏ サービス 理容・美容業 5%

230,528 沖縄県 沖縄市 ヘアーラウンジ　ジェンティーレ サービス 理容・美容業 5%

230,529 沖縄県 沖縄市 ボディートータルサロンシャリーベイビー サービス 理容・美容業 5%

230,530 沖縄県 沖縄市 ＨＯＴＥＬＳＨＡＬＡＬＡ サービス その他サービス 5%

230,531 沖縄県 沖縄市 マクドナルド泡瀬店 サービス 飲食業 2%

230,532 沖縄県 沖縄市 マクドナルド上地店 サービス 飲食業 2%

230,533 沖縄県 沖縄市 マクドナルドコザ十字路店 サービス 飲食業 2%

230,534 沖縄県 沖縄市 マクドナルド中の町サンエー店 サービス 飲食業 2%

230,535 沖縄県 沖縄市 マクドナルド登川店 サービス 飲食業 2%

230,536 沖縄県 沖縄市 ｍａｘｐｌｕｓ　Ａｗａｓｅ 小売業 家具・調度品 5%

230,537 沖縄県 沖縄市 ママイクコ　沖縄 小売業 その他小売 5%

230,538 沖縄県 沖縄市 転勤族ママのためのおうちサロン サービス 理容・美容業 5%
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230,539 沖縄県 沖縄市 マルサン　コープ山内店 サービス その他サービス 5%

230,540 沖縄県 沖縄市 マルサンランドリー　サンエー泡瀬店 サービス その他サービス 5%

230,541 沖縄県 沖縄市 マルサンランドリー　サンエー古謝店 サービス その他サービス 5%

230,542 沖縄県 沖縄市 マルサンランドリー　サンエー高原店 サービス その他サービス 5%

230,543 沖縄県 沖縄市 マルサンランドリー　サンエー知花店 サービス その他サービス 5%

230,544 沖縄県 沖縄市 マルサンランドリー　サンエー照屋店 サービス その他サービス 5%

230,545 沖縄県 沖縄市 マルサンランドリー　サンエー宮里店 サービス その他サービス 5%

230,546 沖縄県 沖縄市 マルサンランドリー　中の町店 サービス その他サービス 5%

230,547 沖縄県 沖縄市 美里資材センター 小売業 その他小売 5%

230,548 沖縄県 沖縄市 南の島のトマト農家ＶｉＶｉＡＮＡ サービス 飲食業 5%

230,549 沖縄県 沖縄市 宮脇書店　中の町店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

230,550 沖縄県 沖縄市 宮脇書店　美里店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

230,551 沖縄県 沖縄市 みやんちＳＴＵＤＩＯＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

230,552 沖縄県 沖縄市 メガネ工房　泡瀬店 小売業 その他小売 5%

230,553 沖縄県 沖縄市 八重島ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,554 沖縄県 沖縄市 焼肉居酒屋カルビ大王 サービス 飲食業 5%

230,555 沖縄県 沖縄市 有限会社大和 サービス その他サービス 5%

230,556 沖縄県 沖縄市 有限会社神田興産 小売業 その他小売 5%

230,557 沖縄県 沖縄市 有限会社タサトカメラ 小売業 電化製品 5%

230,558 沖縄県 沖縄市 ゆらり整体 サービス その他サービス 5%

230,559 沖縄県 沖縄市 ＬＡ・ｓｔｕｄｉｏ サービス その他サービス 5%

230,560 沖縄県 沖縄市 ラ・プティプリ 小売業 衣料品 5%

230,561 沖縄県 沖縄市 ＬＩＧＨＴ　ＨＯＵＳＥ サービス 飲食業 5%

230,562 沖縄県 沖縄市 ＬＩＦＥキャリアサポート サービス その他サービス 5%

230,563 沖縄県 沖縄市 Ｌａｒｉａ サービス 飲食業 5%

230,564 沖縄県 沖縄市 Ｒｅ－ＯＫ 小売業 家具・調度品 5%

230,565 沖縄県 沖縄市 琉球プロトコール協会 サービス その他サービス 5%

230,566 沖縄県 沖縄市 Ｈｉｗａｌａｎｉ サービス その他サービス 5%

230,567 沖縄県 沖縄市 Ｒｅｈｂｅ沖縄 サービス 理容・美容業 5%

230,568 沖縄県 沖縄市 ＲＯＫＡＨＩＭＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

230,569 沖縄県 恩納村 Ｅｍｉ?ｙｅｌｌ株式会社　Ａｎｊｅｌ　ｃｌｕｂ　ｏｋｉｎａｗａ サービス その他サービス 5%

230,570 沖縄県 恩納村 居食屋　おｊｉ? サービス 飲食業 5%

230,571 沖縄県 恩納村 ＯＡＳＩＳ　ＴＨＡＩ サービス 飲食業 5%

230,572 沖縄県 恩納村 御菓子御殿　恩納店 小売業 その他小売 5%

230,573 沖縄県 恩納村 沖縄工芸村 サービス その他サービス 5%

230,574 沖縄県 恩納村 沖縄工芸村 小売業 その他小売 5%

230,575 沖縄県 恩納村 オリエンタルヒルズ沖縄 サービス 宿泊業 5%

230,576 沖縄県 恩納村 恩納ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,577 沖縄県 恩納村 おんなの駅『なかゆくい市場』 小売業 その他小売 5%

230,578 沖縄県 恩納村 貸別荘ほわいとはうす サービス 宿泊業 5%

230,579 沖縄県 恩納村 カフェジ・トゥディ サービス 飲食業 5%

230,580 沖縄県 恩納村 クリスタルイン恩納 サービス 宿泊業 5%
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230,581 沖縄県 恩納村 コンドミニアムホテルしまんちゅクラブ サービス 宿泊業 5%

230,582 沖縄県 恩納村 ザ・ペリドットスマートホテルタンチャワード サービス 宿泊業 5%

230,583 沖縄県 恩納村 さく来奈 サービス 飲食業 5%

230,584 沖縄県 恩納村 サマーリゾート沖縄 サービス その他サービス 5%

230,585 沖縄県 恩納村 皿の上の自然 サービス 飲食業 5%

230,586 沖縄県 恩納村 ｓｅａＨｅａｒｔ サービス 飲食業 5%

230,587 沖縄県 恩納村 ＳｅａＢｒｅｅｚｅ サービス その他サービス 5%

230,588 沖縄県 恩納村 ＪＡおきなわ山田出張所 小売業 その他小売 5%

230,589 沖縄県 恩納村 島バーグと島カレー サービス 飲食業 5%

230,590 沖縄県 恩納村 ジミー　大学院大学 小売業 食料品 5%

230,591 沖縄県 恩納村 純沖縄料理三線の花 サービス 飲食業 5%

230,592 沖縄県 恩納村 ステーキハウス８８恩納店 サービス 飲食業 5%

230,593 沖縄県 恩納村 ステーキハウスＮＡＫＡＭＡ サービス 飲食業 5%

230,594 沖縄県 恩納村 スマイルファクトリー株式会社 サービス その他サービス 5%

230,595 沖縄県 恩納村 寿味屋おんなの駅店 小売業 食料品 5%

230,596 沖縄県 恩納村 スリーピースオキナワ サービス その他サービス 5%

230,597 沖縄県 恩納村 Ｔ＆ＴＶＡＣＡＴＩＯＮＲＥＮＴＡＬＳ サービス その他サービス 5%

230,598 沖縄県 恩納村 タイガービーチリゾートクラブ サービス その他サービス 5%

230,599 沖縄県 恩納村 ＣｈｉｂｉＣｒｏｇａｒｄｅｎ サービス その他サービス 5%

230,600 沖縄県 恩納村 縱橫四海イーオーシャン サービス その他サービス 5%

230,601 沖縄県 恩納村 縱橫四海イーオーシャン サービス その他サービス 5%

230,602 沖縄県 恩納村 縦横四海イ－オシャン サービス その他サービス 5%

230,603 沖縄県 恩納村 ｎａｋａｄｏｍａｒｉ　ｈｉｌｌｓ サービス 宿泊業 5%

230,604 沖縄県 恩納村 南国ロッジ　Ｂｏｏｙａ サービス 宿泊業 5%

230,605 沖縄県 恩納村 南国ロッジＢｏｏｙａ サービス その他サービス 5%

230,606 沖縄県 恩納村 ＨＡＰＩＴＡＰＩ サービス 飲食業 5%

230,607 沖縄県 恩納村 ハブボックス　恩納店 小売業 衣料品 5%

230,608 沖縄県 恩納村 Ｂｅａｃｈ　Ｐｌｕｓ サービス 宿泊業 5%

230,609 沖縄県 恩納村 ＢｅａｃｈＰｌｕｓ サービス その他サービス 5%

230,610 沖縄県 恩納村 ピンクマーリンクラブ サービス 宿泊業 5%

230,611 沖縄県 恩納村 青の洞窟専門店ブルーオーシャン サービス その他サービス 5%

230,612 沖縄県 恩納村 ブルーリーフ サービス その他サービス 5%

230,613 沖縄県 恩納村 ブルーリンク サービス その他サービス 5%

230,614 沖縄県 恩納村 ホテルサンセットヒル サービス 宿泊業 5%

230,615 沖縄県 恩納村 南恩納トロピカル サービス 宿泊業 5%

230,616 沖縄県 恩納村 ムーンビーチパレスホテル サービス 宿泊業 5%

230,617 沖縄県 恩納村 ＭＯＡＮＡＢＬＵＥ サービス その他サービス 5%

230,618 沖縄県 恩納村 焼肉ＤＲＥ×ＤＲＥ恩納村店 サービス 飲食業 5%

230,619 沖縄県 恩納村 ヤマダＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,620 沖縄県 恩納村 Ｌｉｖｅｆｉｓｈ　ＯＫＩＮＡＷＡ サービス その他サービス 5%

230,621 沖縄県 恩納村 琉球村 小売業 その他小売 5%

230,622 沖縄県 恩納村 琉球焼肉ＮＡＫＡＭＡ サービス 飲食業 5%
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230,623 沖縄県 恩納村 ＷＩＲＥＳＨＯＴＥＬクリッパーオキナワベース サービス 宿泊業 5%

230,624 沖縄県 嘉手納町 アルファダイブ沖縄 サービス その他サービス 5%

230,625 沖縄県 嘉手納町 海あしび（海うさぎ丸） サービス その他サービス 5%

230,626 沖縄県 嘉手納町 かねひで　ネーブルカデナ店 小売業 家具・調度品 5%

230,627 沖縄県 嘉手納町 カフェプラス サービス 飲食業 5%

230,628 沖縄県 嘉手納町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋沖縄嘉手納店 サービス 飲食業 2%

230,629 沖縄県 嘉手納町 ｓａｌｏｎ　ＡＲＭＥＲＩＡ サービス その他サービス 5%

230,630 沖縄県 嘉手納町 ＪＡおきなわ嘉手納支店　経済課 小売業 その他小売 5%

230,631 沖縄県 嘉手納町 ジミー　嘉手納店 小売業 食料品 5%

230,632 沖縄県 嘉手納町 ＳＵＺＵＴＡＮ沖縄ネーブルカデナ店 小売業 衣料品 5%

230,633 沖縄県 嘉手納町 タウンプラザかねひで　ネーブルカデナ店 小売業 食料品 5%

230,634 沖縄県 嘉手納町 タウンプラザかねひでネーブルカデナ サービス 宿泊業 5%

230,635 沖縄県 嘉手納町 ＤＥＥＰＥＭＯＴＩＯＮ サービス その他サービス 5%

230,636 沖縄県 嘉手納町 パナハート嘉手納店 小売業 電化製品 5%

230,637 沖縄県 嘉手納町 パナプラザ　ちねん 小売業 電化製品 5%

230,638 沖縄県 嘉手納町 マクドナルド５８号嘉手納店 サービス 飲食業 2%

230,639 沖縄県 嘉手納町 マルサンランドリー　サンエー嘉手納店 サービス その他サービス 5%

230,640 沖縄県 嘉手納町 マルサンランドリー　サンエー水釜店 サービス その他サービス 5%

230,641 沖縄県 嘉手納町 宮脇書店　嘉手納店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

230,642 沖縄県 北大東村 ハマユウ荘　うふあがり島 サービス 宿泊業 5%

230,643 沖縄県 北中城村 ｅｃｒｕ 小売業 衣料品 5%

230,644 沖縄県 北中城村 エステティックサロンフリーパス サービス 理容・美容業 5%

230,645 沖縄県 北中城村 ＥｎｅＪｅｔ屋宜原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,646 沖縄県 北中城村 エポツクヤマデン 小売業 電化製品 5%

230,647 沖縄県 北中城村 Ａｕｇｕｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

230,648 沖縄県 北中城村 ｃａｆｅ＆ｚａｋｋａ　Ｊａｍ サービス 飲食業 5%

230,649 沖縄県 北中城村 究極の痩身ふわり☆゜ サービス 理容・美容業 5%

230,650 沖縄県 北中城村 ガラス工房ブンタロウ サービス その他サービス 5%

230,651 沖縄県 北中城村 ＳＡＮＫＡＫＵ 小売業 衣料品 5%

230,652 沖縄県 北中城村 サンセール和仁屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,653 沖縄県 北中城村 ずけらん東ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,654 沖縄県 北中城村 ｓｐａ　Ｆａｒｈａｎａ サービス その他サービス 5%

230,655 沖縄県 北中城村 中央ツーリスト　イオンモール沖縄ライカム店 サービス その他サービス 5%

230,656 沖縄県 北中城村 ｔｅｎ 小売業 衣料品 5%

230,657 沖縄県 北中城村 中村洋装 小売業 衣料品 5%

230,658 沖縄県 北中城村 パティスリーフェアリー 小売業 食料品 5%

230,659 沖縄県 北中城村 ＢａｍＢｏｏＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

230,660 沖縄県 北中城村 ＦＩＦＴＨ　ＳＯＮ サービス 飲食業 5%

230,661 沖縄県 北中城村 福くる里学 サービス 飲食業 5%

230,662 沖縄県 北中城村 Ｐｒｉｎｃｅｓｓ　Ｐａｒｔｙ 小売業 貴金属・服飾品 5%

230,663 沖縄県 北中城村 マクドナルドイオンモール沖縄ライカム店 サービス 飲食業 2%

230,664 沖縄県 北中城村 マクドナルド３３０瑞慶覧店 サービス 飲食業 2%
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230,665 沖縄県 北中城村 ライカムレンタカー サービス その他サービス 5%

230,666 沖縄県 宜野座村 あしぴぎのざ サービス その他サービス 5%

230,667 沖縄県 宜野座村 エステサロン?ＳＨＡＮＤＥＥＬ? サービス 理容・美容業 5%

230,668 沖縄県 宜野座村 ＯＲＤＮＡＮＣＥＴＡＣＴＩＣＡＬ 小売業 その他小売 5%

230,669 沖縄県 宜野座村 沖繩ヤクルト　ぎのざ 小売業 食料品 5%

230,670 沖縄県 宜野座村 ファストストア　ジップマート　宜野座店 小売業 食料品 5%

230,671 沖縄県 宜野座村 カフェ　タンデム サービス 飲食業 5%

230,672 沖縄県 宜野座村 宜野座村観光拠点施設　観光案内所 小売業 その他小売 5%

230,673 沖縄県 宜野座村 喰遊 サービス 飲食業 5%

230,674 沖縄県 宜野座村 車えびレストラン球屋 サービス 飲食業 5%

230,675 沖縄県 宜野座村 ジップマート宜野座店 小売業 食料品 5%

230,676 沖縄県 宜野座村 ｚｕｃｃｈｅｒｏ サービス 飲食業 5%

230,677 沖縄県 宜野座村 Ｂ＆Ｂ　タンデム サービス 宿泊業 5%

230,678 沖縄県 宜野座村 リブマックスアムス・カンナリゾートヴィラ サービス 宿泊業 5%

230,679 沖縄県 宜野湾市 あいあいケータリング沖縄 サービス 飲食業 5%

230,680 沖縄県 宜野湾市 アクティブリース　宜野湾店 サービス その他サービス 5%

230,681 沖縄県 宜野湾市 ＡｐｉｓＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ サービス その他サービス 5%

230,682 沖縄県 宜野湾市 アピスレンタカー サービス その他サービス 5%

230,683 沖縄県 宜野湾市 ＡｍｅｒｉｃａｎＨｏｕｓｅ　Ｋ１１３ サービス 宿泊業 5%

230,684 沖縄県 宜野湾市 アロカシアヴィンテージ 小売業 衣料品 5%

230,685 沖縄県 宜野湾市 あんじゅ動物病院 サービス その他サービス 5%

230,686 沖縄県 宜野湾市 伊佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,687 沖縄県 宜野湾市 宗像堂 サービス 飲食業 5%

230,688 沖縄県 宜野湾市 Ｖｉｖｒｅ　Ｏｋｉｎａｗａ 小売業 食料品 5%

230,689 沖縄県 宜野湾市 上原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,690 沖縄県 宜野湾市 詩 サービス 理容・美容業 5%

230,691 沖縄県 宜野湾市 ＡＩＲＳＯＦＴ９７ サービス その他サービス 5%

230,692 沖縄県 宜野湾市 ＨＩＤ・ＡＱＲＯＳ沖縄 小売業 その他小売 5%

230,693 沖縄県 宜野湾市 エステＲｏｏｍ　ａ．ｍ サービス 理容・美容業 5%

230,694 沖縄県 宜野湾市 エポツク１０１ 小売業 電化製品 5%

230,695 沖縄県 宜野湾市 エポツク　ナカムラ 小売業 電化製品 5%

230,696 沖縄県 宜野湾市 ＭＭ．ｅｌａ． サービス その他サービス 5%

230,697 沖縄県 宜野湾市 ＥＬＩＴＥｏｆＢｏｄｙ サービス その他サービス 5%

230,698 沖縄県 宜野湾市 ゑんぴつ堂 小売業 その他小売 5%

230,699 沖縄県 宜野湾市 沖縄不動産ＧＯＩＮＧ株式会社　沖縄不動産ＧＯＩＮＧ　株 サービス その他サービス 5%

230,700 沖縄県 宜野湾市 沖繩ヤクルト　はにんす健康館 小売業 食料品 5%

230,701 沖縄県 宜野湾市 沖繩ヤクルト 宜野湾 小売業 食料品 5%

230,702 沖縄県 宜野湾市 沖縄ランドセル社 小売業 衣料品 5%

230,703 沖縄県 宜野湾市 沖縄料理としゃぶしゃぶのお店赤瓦 サービス 飲食業 5%

230,704 沖縄県 宜野湾市 開成　宜野湾支店 サービス その他サービス 5%

230,705 沖縄県 宜野湾市 ガクアルベース サービス その他サービス 5%

230,706 沖縄県 宜野湾市 カットハウスＫ サービス 理容・美容業 5%
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230,707 沖縄県 宜野湾市 株式会社　かりゆし・２１ 小売業 家具・調度品 5%

230,708 沖縄県 宜野湾市 株式会社Ｃａｌｏｒｉａ サービス その他サービス 5%

230,709 沖縄県 宜野湾市 株式会社フレイム サービス その他サービス 5%

230,710 沖縄県 宜野湾市 カラオケハウス　とまと　宜野湾店 サービス その他サービス 5%

230,711 沖縄県 宜野湾市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ラウンドワン宜野湾店 サービス 飲食業 2%

230,712 沖縄県 宜野湾市 宜野湾ファーマーズマーケットはごろも市場 小売業 食料品 5%

230,713 沖縄県 宜野湾市 株式会社フランクスピード サービス その他サービス 5%

230,714 沖縄県 宜野湾市 牛角宜野湾店 サービス 飲食業 2%

230,715 沖縄県 宜野湾市 京都屋クリーニング　ユニオン新城店 サービス その他サービス 5%

230,716 沖縄県 宜野湾市 業務スーパー宜野湾愛知店 小売業 食料品 2%

230,717 沖縄県 宜野湾市 きりんカメラ 小売業 その他小売 5%

230,718 沖縄県 宜野湾市 孔雀樓 サービス 飲食業 5%

230,719 沖縄県 宜野湾市 紅陽庵 サービス 理容・美容業 5%

230,720 沖縄県 宜野湾市 ｋｏｋｕａ サービス 理容・美容業 5%

230,721 沖縄県 宜野湾市 ゴフェルダイブ沖縄 サービス その他サービス 5%

230,722 沖縄県 宜野湾市 ｃｏｍ－ｐｌａｃｅ サービス 飲食業 5%

230,723 沖縄県 宜野湾市 サキナビューティーラウンジ沖縄 小売業 その他小売 5%

230,724 沖縄県 宜野湾市 ＳａｌｏｎｄｅＡＲＩＳＡ サービス 理容・美容業 5%

230,725 沖縄県 宜野湾市 ｚａｗａｎ２４ サービス その他サービス 5%

230,726 沖縄県 宜野湾市 サンシー　宜野湾店 小売業 家具・調度品 5%

230,727 沖縄県 宜野湾市 さんしんの松田 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

230,728 沖縄県 宜野湾市 サンセール大山ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,729 沖縄県 宜野湾市 サンフレンドナガタ サービス その他サービス 5%

230,730 沖縄県 宜野湾市 Ｇｗａｖｅ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

230,731 沖縄県 宜野湾市 Ｇｗａｖｅ　Ｃａｆｅ　Ｒｙｕｋｙｕ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ本社店 サービス 飲食業 5%

230,732 沖縄県 宜野湾市 ＪＡグリーン我如古店 小売業 その他小売 5%

230,733 沖縄県 宜野湾市 シーサータクシー サービス 運輸業 5%

230,734 沖縄県 宜野湾市 ジミー　大山店 小売業 食料品 5%

230,735 沖縄県 宜野湾市 ジミー　ファクトリーショップ 小売業 食料品 5%

230,736 沖縄県 宜野湾市 Ｊａｚｌｉｅ サービス 理容・美容業 5%

230,737 沖縄県 宜野湾市 シャディ沖縄　普天間店 小売業 その他小売 5%

230,738 沖縄県 宜野湾市 しゃぶしゃぶ温野菜宜野湾店 サービス 飲食業 2%

230,739 沖縄県 宜野湾市 旬彩創作工房なかむら サービス 飲食業 5%

230,740 沖縄県 宜野湾市 シーランド　宜野湾店 小売業 その他小売 5%

230,741 沖縄県 宜野湾市 シーランド　名護店 小売業 その他小売 5%

230,742 沖縄県 宜野湾市 シーランド　南風原店 小売業 その他小売 5%

230,743 沖縄県 宜野湾市 ＳＩＮＧＬＦＩＮ サービス 宿泊業 5%

230,744 沖縄県 宜野湾市 ＳＫＩＤ－ＭＡＲＫｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

230,745 沖縄県 宜野湾市 スターレンタリース 小売業 その他小売 5%

230,746 沖縄県 宜野湾市 スタジオＲａｄｉｓｈ サービス 理容・美容業 5%

230,747 沖縄県 宜野湾市 ＳｍｉｌｅＦａｃｔｏｒｙ宜野湾店 サービス その他サービス 5%

230,748 沖縄県 宜野湾市 大衆イタ飯酒場　あるべろぐらんで サービス 飲食業 5%
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230,749 沖縄県 宜野湾市 タウンプラザかねひで　沖国大前店 小売業 食料品 5%

230,750 沖縄県 宜野湾市 タウンプラザかねひで　宜野湾店 小売業 食料品 5%

230,751 沖縄県 宜野湾市 タウンプラザかねひでのだけ市場 小売業 食料品 5%

230,752 沖縄県 宜野湾市 タウンプラザかねひで　真志喜店 小売業 食料品 5%

230,753 沖縄県 宜野湾市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　大久保ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,754 沖縄県 宜野湾市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ　サンルート我如古ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,755 沖縄県 宜野湾市 ｄｒｅａｍｉ 小売業 衣料品 5%

230,756 沖縄県 宜野湾市 とりの丸焼こけこっこハウス サービス 飲食業 5%

230,757 沖縄県 宜野湾市 Ｎｉｇｈｔ　Ａｎｇｅｌ サービス 飲食業 5%

230,758 沖縄県 宜野湾市 ナンキュウ　宜野湾営業所 小売業 その他小売 5%

230,759 沖縄県 宜野湾市 ｎｉｃｏＴｏｔａｌＢｏｄｙＣａｒｅ サービス 理容・美容業 5%

230,760 沖縄県 宜野湾市 ねいる。いまじね サービス その他サービス 5%

230,761 沖縄県 宜野湾市 バイクショップくえすと 小売業 その他小売 5%

230,762 沖縄県 宜野湾市 ブルームーン サービス その他サービス 5%

230,763 沖縄県 宜野湾市 はごろもＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,764 沖縄県 宜野湾市 ハッピーモア市場 小売業 食料品 5%

230,765 沖縄県 宜野湾市 パドルファクトリー サービス その他サービス 5%

230,766 沖縄県 宜野湾市 ＨＡＮＡｇｕｒｕｍａ 小売業 その他小売 5%

230,767 沖縄県 宜野湾市 花さく屋 小売業 その他小売 5%

230,768 沖縄県 宜野湾市 ピアノプラザ沖縄 小売業 その他小売 5%

230,769 沖縄県 宜野湾市 ｐｉｑｕｅｔｏｉｌｅ サービス 理容・美容業 5%

230,770 沖縄県 宜野湾市 ビッグワン　宜野湾愛知店 小売業 その他小売 5%

230,771 沖縄県 宜野湾市 ひふみ税理士事務所 サービス その他サービス 5%

230,772 沖縄県 宜野湾市 Ｈｙｇｇｅアジアンスパ＆ビューティー サービス 理容・美容業 5%

230,773 沖縄県 宜野湾市 ファッションキャンディ　メインプレイス店 小売業 食料品 5%

230,774 沖縄県 宜野湾市 Ｆａｖｏｒｉ 小売業 衣料品 5%

230,775 沖縄県 宜野湾市 ファミリーフォート　真志喜店 サービス その他サービス 5%

230,776 沖縄県 宜野湾市 ファミリーフォート　ユニオン普天間店 サービス その他サービス 5%

230,777 沖縄県 宜野湾市 風来坊 サービス 飲食業 5%

230,778 沖縄県 宜野湾市 Ｆａｉｒ　Ａｔｔｒａｃｔｉｏｎ’ｓ サービス 飲食業 5%

230,779 沖縄県 宜野湾市 ｆａｉｒａｔｔｒａｃｔｉｏｎｓ＿ｃｏｆｆｅｅｓｔａｎｄ＿ サービス 飲食業 5%

230,780 沖縄県 宜野湾市 ブエノチキン普天間店 サービス 飲食業 5%

230,781 沖縄県 宜野湾市 ＦＬＡＰ　ＣＯＦＦＥＥ　宜野湾店 サービス 飲食業 5%

230,782 沖縄県 宜野湾市 ＢＰ伊佐ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,783 沖縄県 宜野湾市 ｈａｉｒ　ｃｈｏｃｏｌａｎ サービス 理容・美容業 5%

230,784 沖縄県 宜野湾市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｂｒｉｌｌｉ サービス 理容・美容業 5%

230,785 沖縄県 宜野湾市 ベレール沖縄サロン サービス その他サービス 5%

230,786 沖縄県 宜野湾市 ＢｏｄｙＭａｋｅＳｔｕｄｉｏＡＲＲＯＷＳ サービス その他サービス 5%

230,787 沖縄県 宜野湾市 ホテル・ベースビュー真栄原 サービス 宿泊業 5%

230,788 沖縄県 宜野湾市 ｍａ＇ｏｎａ 小売業 衣料品 5%

230,789 沖縄県 宜野湾市 マウーシュ 小売業 衣料品 5%

230,790 沖縄県 宜野湾市 丸三　コンベンションシティ店 サービス その他サービス 5%
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230,791 沖縄県 宜野湾市 マルサンランドリー　サンエー大山店 サービス その他サービス 5%

230,792 沖縄県 宜野湾市 マルサンランドリー　サンエー桜店 サービス その他サービス 5%

230,793 沖縄県 宜野湾市 マルサンランドリー　サンエー棚原店 サービス その他サービス 5%

230,794 沖縄県 宜野湾市 マルサンランドリー　サンエー長田店 サービス その他サービス 5%

230,795 沖縄県 宜野湾市 マルサンランドリー　サンエー普天間店 サービス その他サービス 5%

230,796 沖縄県 宜野湾市 マルサンランドリー　ユニオン宇地泊店 サービス その他サービス 5%

230,797 沖縄県 宜野湾市 ＭＡＲＵＭＩＹＡ　ＣＲＡＦＴＥＲ サービス 飲食業 5%

230,798 沖縄県 宜野湾市 ＭＩＴＳＵタクシー サービス 運輸業 5%

230,799 沖縄県 宜野湾市 宮脇書店　大山店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

230,800 沖縄県 宜野湾市 宮脇書店　宜野湾店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

230,801 沖縄県 宜野湾市 宮脇書店　コンベンションシティ店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

230,802 沖縄県 宜野湾市 ｍｏｕ サービス 飲食業 5%

230,803 沖縄県 宜野湾市 ムラサキスポーツ　沖縄宜野湾店 小売業 その他小売 5%

230,804 沖縄県 宜野湾市 名刺センター宜野湾店 サービス その他サービス 5%

230,805 沖縄県 宜野湾市 ＭＥＮ’Ｓ　ＳＨＯＰ　ＩＮＡＧＡＫＩ 小売業 貴金属・服飾品 5%

230,806 沖縄県 宜野湾市 麺処たかね サービス 飲食業 5%

230,807 沖縄県 宜野湾市 Ｍｏｃａｌｏａ サービス 理容・美容業 5%

230,808 沖縄県 宜野湾市 もぐもぐ食堂　ちいさなおやつカフェもぐもぐ サービス 飲食業 5%

230,809 沖縄県 宜野湾市 安木屋　宜野湾店 小売業 その他小売 5%

230,810 沖縄県 宜野湾市 ＹＵＡＷｅｄｄｉｎｇ サービス その他サービス 5%

230,811 沖縄県 宜野湾市 有限会社　ニコニコ商事 小売業 電化製品 5%

230,812 沖縄県 宜野湾市 ＲＩＤＥＲ’Ｓ　ＧＡＲＡＧＥ サービス 飲食業 5%

230,813 沖縄県 宜野湾市 ラウンジＲｏｕｇｅ サービス 飲食業 5%

230,814 沖縄県 宜野湾市 ラグナガーデンホテル　バーラウンジ　パドル サービス 飲食業 5%

230,815 沖縄県 宜野湾市 ラジコンショップＳＩＲＯ 小売業 その他小売 5%

230,816 沖縄県 宜野湾市 リラクゼーションエステＭＯＲＥ サービス 理容・美容業 5%

230,817 沖縄県 宜野湾市 Ｌｅｉ　Ｈａｌｅ　Ｏｋｉｎａｗａ 小売業 その他小売 5%

230,818 沖縄県 宜野湾市 レーゲンス 小売業 食料品 5%

230,819 沖縄県 宜野湾市 Ｒ．ｐｅｓ サービス 飲食業 5%

230,820 沖縄県 宜野湾市 ワシテ サービス その他サービス 5%

230,821 沖縄県 金武町 アトム金武店 小売業 電化製品 5%

230,822 沖縄県 金武町 アトム電器伊芸店　株式会社Ｋくりえいと 小売業 電化製品 5%

230,823 沖縄県 金武町 ＥｎｅＪｅｔ伊芸ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,824 沖縄県 金武町 開成　北部支店 サービス その他サービス 5%

230,825 沖縄県 金武町 きん　ドラッグ 小売業 その他小売 5%

230,826 沖縄県 金武町 クリアローズ サービス 理容・美容業 5%

230,827 沖縄県 金武町 ＪＡおきなわ伊芸出張所 小売業 その他小売 5%

230,828 沖縄県 金武町 スポーツショップきんすぽ 小売業 その他小売 5%

230,829 沖縄県 金武町 タウンプラザかねひで　金武店 小売業 食料品 5%

230,830 沖縄県 金武町 ファミリーフォート　金武店 サービス その他サービス 5%

230,831 沖縄県 金武町 ｒｉｃｈａｍｏｃｈａ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

230,832 沖縄県 金武町 株式会社ＫＳ貿易 小売業 家具・調度品 5%
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230,833 沖縄県 国頭村 ＯＫＩＮＡＷＡ　ＣＡＣＡＯ 小売業 食料品 5%

230,834 沖縄県 国頭村 奥間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,835 沖縄県 国頭村 ＣＡＭＰ　ＨＥＮＴＯＮＡ　ＬＯＵＮＧＥ サービス 飲食業 5%

230,836 沖縄県 国頭村 ＪＡおきなわ国頭支店　経済課 小売業 その他小売 5%

230,837 沖縄県 国頭村 Ｍａｋｉ＇ｓｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅへちま荘 サービス その他サービス 5%

230,838 沖縄県 国頭村 山ねこ料理店 サービス 飲食業 5%

230,839 沖縄県 国頭村 山原工藝店 小売業 その他小売 5%

230,840 沖縄県 国頭村 ｙａｍｂａｒｕｂｌｕｅ サービス その他サービス 5%

230,841 沖縄県 国頭村 ＹＡＮＢＡＲＵ　ＨＯＳＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

230,842 沖縄県 国頭村 やんばる学びの森 サービス 宿泊業 5%

230,843 沖縄県 久米島町 アイランドリラクゼーションＯｌｕＯｌｕ サービス 理容・美容業 5%

230,844 沖縄県 久米島町 イーフスポーツクラブ サービス その他サービス 5%

230,845 沖縄県 久米島町 栄光堂薬局 小売業 その他小売 5%

230,846 沖縄県 久米島町 おやつ村 サービス その他サービス 5%

230,847 沖縄県 久米島町 オリックスレンタカー久米島空港店 サービス その他サービス 2%

230,848 沖縄県 久米島町 ｋｉｉｔｏｓｈａｉｒ＆ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

230,849 沖縄県 久米島町 具志川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,850 沖縄県 久米島町 久米ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,851 沖縄県 久米島町 ＪＡおきなわ久米島支店　経済課 小売業 その他小売 5%

230,852 沖縄県 久米島町 ＢＡＣＫＳＨＯＲＥ　ＲＡＮＣＨ サービス 飲食業 5%

230,853 沖縄県 久米島町 プラスアルファ サービス その他サービス 5%

230,854 沖縄県 座間味村 ａｍｕｌｅｔーｚａｍａｍｉ サービス 飲食業 5%

230,855 沖縄県 座間味村 インザストリーム サービス その他サービス 5%

230,856 沖縄県 座間味村 オルターダイブ サービス その他サービス 5%

230,857 沖縄県 座間味村 ざまみむん市場　ざまみむん市場 小売業 その他小売 5%

230,858 沖縄県 座間味村 シーサー 小売業 その他小売 5%

230,859 沖縄県 座間味村 シーサー 小売業 その他小売 5%

230,860 沖縄県 座間味村 シーサー　阿嘉島店 サービス その他サービス 5%

230,861 沖縄県 座間味村 ＴｒａｔｔｏｒｉａＢａｒ慶留間ｇｎｏｎ サービス 飲食業 5%

230,862 沖縄県 座間味村 ｎｏａｈｚａｍａｍｉ サービス その他サービス 5%

230,863 沖縄県 座間味村 パーラー憩 サービス 飲食業 5%

230,864 沖縄県 座間味村 ハナムロホテルズ サービス その他サービス 5%

230,865 沖縄県 座間味村 ファンファンドルフィン沖縄 サービス 飲食業 5%

230,866 沖縄県 座間味村 マリンクラブ　Ｂｅｒｒｙ 小売業 その他小売 5%

230,867 沖縄県 座間味村 マリンハウスシーサー阿嘉島店 サービス 宿泊業 5%

230,868 沖縄県 座間味村 民宿中村屋 サービス 宿泊業 5%

230,869 沖縄県 座間味村 民宿ロビンソン サービス その他サービス 5%

230,870 沖縄県 座間味村 ＭａｒｉｎｅＯｃｅａｎ サービス その他サービス 5%

230,871 沖縄県 竹富町 イ・テリオスダイビングサービス西表島 サービス その他サービス 5%

230,872 沖縄県 竹富町 株式会社一慶事務所 サービス その他サービス 5%

230,873 沖縄県 竹富町 西表自然学校 サービス その他サービス 5%

230,874 沖縄県 竹富町 西表自然学校 サービス その他サービス 5%
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230,875 沖縄県 竹富町 西表島ＡＤＶＥＮＴＵＲＥＰｉＰｉ サービス その他サービス 5%

230,876 沖縄県 竹富町 西表島ゲストハウス島時間 サービス 運輸業 5%

230,877 沖縄県 竹富町 ｗｉｔｈ－ｔｅｒｒａｃｅ海 サービス その他サービス 5%

230,878 沖縄県 竹富町 ヴィラヒルギ サービス その他サービス 5%

230,879 沖縄県 竹富町 上原給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,880 沖縄県 竹富町 うまんちゅＣａｆｅ西表島 サービス 飲食業 5%

230,881 沖縄県 竹富町 オハナアウトフィッターズ サービス その他サービス 5%

230,882 沖縄県 竹富町 オリックスレンタカー西表島大原店 サービス その他サービス 2%

230,883 沖縄県 竹富町 カイジ浜売店 カイジ浜売店 小売業 その他小売 5%

230,884 沖縄県 竹富町 ｃａｎａａｎｃｏｆｆｅｅ＆ｂａｋｅｓｔｏｒｅ サービス 飲食業 5%

230,885 沖縄県 竹富町 カヤック＆リクエスト西表島海月 サービス その他サービス 5%

230,886 沖縄県 竹富町 Ｓａｎｕｆａ（サヌファ） サービス 飲食業 5%

230,887 沖縄県 竹富町 島廻遊 サービス その他サービス 5%

230,888 沖縄県 竹富町 スーパー川満 小売業 その他小売 5%

230,889 沖縄県 竹富町 スマイルフィッシュダイビングサービス サービス その他サービス 5%

230,890 沖縄県 竹富町 Ｓａｌｔｙｅｅｄ サービス 飲食業 5%

230,891 沖縄県 竹富町 ダイビングサービスひでｓｕｎ サービス その他サービス 5%

230,892 沖縄県 竹富町 玉盛スーパー 小売業 その他小売 5%

230,893 沖縄県 竹富町 ちいさな島宿ｃａｇｏ サービス その他サービス 5%

230,894 沖縄県 竹富町 テラス西表島コンドミニアム サービス その他サービス 5%

230,895 沖縄県 竹富町 ニライナリゾート サービス 宿泊業 5%

230,896 沖縄県 竹富町 Ｎａｔｕｒｅｓｄｅｌｉｇｈｔ西表 サービス その他サービス 5%

230,897 沖縄県 竹富町 南風見給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,898 沖縄県 竹富町 ハナイチデアマール サービス 飲食業 5%

230,899 沖縄県 竹富町 民宿マリウド サービス 宿泊業 5%

230,900 沖縄県 北谷町 ｉサポ サービス 理容・美容業 5%

230,901 沖縄県 北谷町 アイランドテラス サービス 飲食業 5%

230,902 沖縄県 北谷町 アカラギャラリー 小売業 その他小売 5%

230,903 沖縄県 北谷町 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｏｃｅａｎ沖縄 サービス 理容・美容業 5%

230,904 沖縄県 北谷町 あじとや　北谷店 サービス 飲食業 5%

230,905 沖縄県 北谷町 ａｔａｂｉｉ’ｓ サービス 飲食業 5%

230,906 沖縄県 北谷町 ＡＬＬＹ＇Ｓ沖縄 サービス 飲食業 5%

230,907 沖縄県 北谷町 ＡＲＩＧＡＴＯ サービス 飲食業 5%

230,908 沖縄県 北谷町 ｕｎｓｏｕｒｉｒｅ サービス 理容・美容業 5%

230,909 沖縄県 北谷町 ＆Ｅｇｇｓ サービス 飲食業 5%

230,910 沖縄県 北谷町 石垣牛ステーキハウス金城美浜店 小売業 食料品 5%

230,911 沖縄県 北谷町 石垣牛ＳＴＥＡＫＨＯＵＳＥゆいまーる牧場 サービス 飲食業 5%

230,912 沖縄県 北谷町 一番亭 サービス 飲食業 5%

230,913 沖縄県 北谷町 癒し空間・ボヌール サービス 理容・美容業 5%

230,914 沖縄県 北谷町 ウプラヤ サービス 飲食業 5%

230,915 沖縄県 北谷町 Ａ　ｍ　ｙ 小売業 衣料品 5%

230,916 沖縄県 北谷町 Ｘ－Ｆａｃｔｏｒｙ　Ｏｕｔｌｅｔ サービス 飲食業 5%
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230,917 沖縄県 北谷町 エポツクゴエク 小売業 電化製品 5%

230,918 沖縄県 北谷町 ＥＬＥＧＬＡＭ 小売業 衣料品 5%

230,919 沖縄県 北谷町 おうちさろんカラココ サービス 理容・美容業 5%

230,920 沖縄県 北谷町 ＯＲＲＳ サービス その他サービス 5%

230,921 沖縄県 北谷町 丘の一本松 小売業 家具・調度品 5%

230,922 沖縄県 北谷町 おきなわ屋　美浜店 小売業 家具・調度品 5%

230,923 沖縄県 北谷町 おきなわ屋泡盛蔵北谷店 小売業 その他小売 2%

230,924 沖縄県 北谷町 おきなわ屋ＭＩＨＡＭＡ 小売業 その他小売 5%

230,925 沖縄県 北谷町 オキナワンミュージックカラハーイ サービス 飲食業 5%

230,926 沖縄県 北谷町 オレンジブーム サービス 飲食業 5%

230,927 沖縄県 北谷町 温野菜北谷店 サービス 飲食業 2%

230,928 沖縄県 北谷町 ＣＡＲＤＢＯＸ北谷店 小売業 その他小売 5%

230,929 沖縄県 北谷町 回転寿司一番亭 サービス 飲食業 5%

230,930 沖縄県 北谷町 ＡｓｉａｎＤｉｎｉｎｇＢＩｎｔａｎｇＴｅｒｒａｃｅ サービス 飲食業 5%

230,931 沖縄県 北谷町 株式会社ユナイテッドコーポレーション サービス その他サービス 5%

230,932 沖縄県 北谷町 ＣＯＬＯＵＲ　ＳＥＡＳＯＮ サービス その他サービス 5%

230,933 沖縄県 北谷町 Ｃａｒａｃａｌｌａ（株式会社シャングリラ） サービス 飲食業 5%

230,934 沖縄県 北谷町 ＫＡＨＬＵＡ サービス 理容・美容業 5%

230,935 沖縄県 北谷町 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋沖縄北谷ハンビー店 サービス 飲食業 2%

230,936 沖縄県 北谷町 かんざし屋 小売業 家具・調度品 5%

230,937 沖縄県 北谷町 北海鮮 サービス 飲食業 5%

230,938 沖縄県 北谷町 きなりがらす　沖縄北谷店 小売業 その他小売 5%

230,939 沖縄県 北谷町 キャプテンズイン　美浜店 サービス 飲食業 5%

230,940 沖縄県 北谷町 ギャラリープルミエ サービス その他サービス 5%

230,941 沖縄県 北谷町 牛角北谷店 サービス 飲食業 2%

230,942 沖縄県 北谷町 京都屋クリーニング　ユニオン北谷店 サービス その他サービス 5%

230,943 沖縄県 北谷町 ＫＵＰＵＫＵＰＵ サービス 飲食業 5%

230,944 沖縄県 北谷町 クライマックスコーヒーデポアイランド店 サービス 飲食業 5%

230,945 沖縄県 北谷町 グリーンリーフ北谷店 小売業 食料品 5%

230,946 沖縄県 北谷町 Ｇｌｏｓｓ 小売業 衣料品 5%

230,947 沖縄県 北谷町 ゲストハウス「おやど」 サービス その他サービス 5%

230,948 沖縄県 北谷町 ケンレンタカー サービス その他サービス 5%

230,949 沖縄県 北谷町 五右衛門 サービス 飲食業 5%

230,950 沖縄県 北谷町 ｃｏｆｆｅｅ　ｃａｓａ サービス 飲食業 5%

230,951 沖縄県 北谷町 ココシャスモンパ サービス その他サービス 5%

230,952 沖縄県 北谷町 こころウイメンズクリニカル＆ヒーリングマッサージ サービス 理容・美容業 5%

230,953 沖縄県 北谷町 ＭＯＮＰＡ サービス その他サービス 5%

230,954 沖縄県 北谷町 サーフサイドサービスハイサイ サービス その他サービス 5%

230,955 沖縄県 北谷町 ＴＨＥ　ＣＡＬＩＦ　ＫＩＴＣＨＥＮ　ＯＫＩＮＡＷＡ サービス 飲食業 5%

230,956 沖縄県 北谷町 ザワカモレブリトートラック サービス 飲食業 5%

230,957 沖縄県 北谷町 サンセットバイク 小売業 その他小売 5%

230,958 沖縄県 北谷町 Ｃ＆Ｋ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%
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230,959 沖縄県 北谷町 ＳＥＡＷＡＬＬＨＯＳＴＥＬ サービス その他サービス 5%

230,960 沖縄県 北谷町 ｓｅａｓａｉｄｅｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

230,961 沖縄県 北谷町 シーランド 小売業 その他小売 5%

230,962 沖縄県 北谷町 ジミー　北谷店 小売業 食料品 5%

230,963 沖縄県 北谷町 じゃんじゃん サービス 飲食業 5%

230,964 沖縄県 北谷町 蒸気海鮮ＣＨＡＴＡＮ サービス 飲食業 5%

230,965 沖縄県 北谷町 白石サービスステーション　北谷美浜 小売業 ガソリンスタンド 2%

230,966 沖縄県 北谷町 シーランド　北谷店 小売業 その他小売 5%

230,967 沖縄県 北谷町 Ｓｔｙｌｅｂｏｒｎ サービス 理容・美容業 5%

230,968 沖縄県 北谷町 ｓｔｕｄｉｏ７０３ 小売業 衣料品 5%

230,969 沖縄県 北谷町 ステーキハウスキャピタル北谷店 サービス 飲食業 5%

230,970 沖縄県 北谷町 ステーキハウス８８北谷店西館 サービス 飲食業 5%

230,971 沖縄県 北谷町 ステーキハウス８８北谷店西館 サービス 飲食業 5%

230,972 沖縄県 北谷町 ステーキハウス８８北谷店東館 サービス 飲食業 5%

230,973 沖縄県 北谷町 ストライプヌードルズ サービス 飲食業 5%

230,974 沖縄県 北谷町 スマイルネイル　サンエーハンビータウン店 サービス 理容・美容業 5%

230,975 沖縄県 北谷町 Ｓｍｏｏｄｇｅ　ハンビータウン店 小売業 衣料品 5%

230,976 沖縄県 北谷町 ＳｏｕｒｃｅＳｕｒｆａｎｄＩｍｐｏｒｔ 小売業 その他小売 5%

230,977 沖縄県 北谷町 ＳＯＰＨＩＳ サービス その他サービス 5%

230,978 沖縄県 北谷町 ダイコクドラッグ北谷アメリカンビレッジ店 小売業 その他小売 5%

230,979 沖縄県 北谷町 ダイコクドラッグ北谷西２階店 小売業 その他小売 5%

230,980 沖縄県 北谷町 タイムステーションＮＥＯイオン北谷店 小売業 貴金属・服飾品 5%

230,981 沖縄県 北谷町 タウンプラザかねひで　美浜店 小売業 食料品 5%

230,982 沖縄県 北谷町 心体カウンセラー武田美紀 サービス その他サービス 5%

230,983 沖縄県 北谷町 ダビッド村 小売業 家具・調度品 5%

230,984 沖縄県 北谷町 ＣＨＥＲＲＹ　ＣＡＲＯＬ サービス 理容・美容業 5%

230,985 沖縄県 北谷町 ＣＨＯＣＯＬＡＴＥＪＥＳＵＳ 小売業 衣料品 5%

230,986 沖縄県 北谷町 Ｄｅａｒ’ｓ　【ディアーズ】 サービス 理容・美容業 5%

230,987 沖縄県 北谷町 ＤＳＨＲｅｓｏｒｔｓ サービス その他サービス 5%

230,988 沖縄県 北谷町 デポズガーデン サービス 飲食業 5%

230,989 沖縄県 北谷町 Ｔｏｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ サービス 飲食業 5%

230,990 沖縄県 北谷町 トヨタレンタリース沖縄北谷店 サービス その他サービス 2%

230,991 沖縄県 北谷町 とんかつ太郎北谷店 サービス 飲食業 5%

230,992 沖縄県 北谷町 トンキュホテ サービス 飲食業 5%

230,993 沖縄県 北谷町 Ｎａｃｈｕｒａ　ｃａｓａ サービス 宿泊業 5%

230,994 沖縄県 北谷町 Ｎａｉｌｓｂｙｇａｋｋｙ サービス 理容・美容業 5%

230,995 沖縄県 北谷町 Ｎｏｒａｒｉ＆Ｋｕｒａｒｉ 小売業 家具・調度品 5%

230,996 沖縄県 北谷町 バイキング居酒屋じゃんじゃん サービス 飲食業 5%

230,997 沖縄県 北谷町 博多焼肉天神 サービス 飲食業 5%

230,998 沖縄県 北谷町 Ｂａｒ２７０° サービス 飲食業 5%

230,999 沖縄県 北谷町 ハブボックス　美浜店 小売業 衣料品 5%

231,000 沖縄県 北谷町 ハワイアン家具マータク 小売業 家具・調度品 5%
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231,001 沖縄県 北谷町 ＢｅａｃｈＦｒｏｎｔＴｏｗｅｒＭｉｈａｍａ サービス その他サービス 5%

231,002 沖縄県 北谷町 Ｂｅｅｆｙ'ｓ サービス 飲食業 5%

231,003 沖縄県 北谷町 株式会社ひが家具　北谷店 小売業 家具・調度品 5%

231,004 沖縄県 北谷町 ＢｅａｕｔｙｓａｌｏｎＪｏｙ サービス 理容・美容業 5%

231,005 沖縄県 北谷町 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＬｕｎａＦｉｏｒｅ サービス 理容・美容業 5%

231,006 沖縄県 北谷町 Ｖｉｌｌａｇｅ　Ｈｏｕｓｅ　美浜店 小売業 衣料品 5%

231,007 沖縄県 北谷町 ｆａｂｒｉｃ 小売業 衣料品 5%

231,008 沖縄県 北谷町 ファーマーズマーケット北谷ニライ市場 小売業 食料品 5%

231,009 沖縄県 北谷町 ＦＯＧＯ　ＢＲＡＺＩＬ サービス 飲食業 5%

231,010 沖縄県 北谷町 フォトスタジオピープピープ サービス その他サービス 5%

231,011 沖縄県 北谷町 ぷちまりー沖縄北谷店 小売業 その他小売 5%

231,012 沖縄県 北谷町 ぷちまりー沖縄北谷店 小売業 その他小売 5%

231,013 沖縄県 北谷町 ＢＲＩＤＡＬ　ＳＨＯＰ　ムクベル 小売業 貴金属・服飾品 5%

231,014 沖縄県 北谷町 プライベートサロンＲａｙｌｅｉｇｈ サービス 理容・美容業 5%

231,015 沖縄県 北谷町 ブランジュジュ 小売業 衣料品 5%

231,016 沖縄県 北谷町 ベッセルホテルカンパーナ沖縄 サービス 宿泊業 5%

231,017 沖縄県 北谷町 ＰＥＴＢＯＸ北谷店 小売業 その他小売 5%

231,018 沖縄県 北谷町 ｐｏｃｋｅｆａｒｍ サービス 飲食業 5%

231,019 沖縄県 北谷町 ほっこり家 小売業 家具・調度品 5%

231,020 沖縄県 北谷町 ホテルサンセットアメリカン サービス 宿泊業 5%

231,021 沖縄県 北谷町 ホテルサンセットテラス サービス 宿泊業 5%

231,022 沖縄県 北谷町 ホーム電化 小売業 電化製品 5%

231,023 沖縄県 北谷町 本場インド料理の店ＫＡＢＡＢ’Ｓ サービス 飲食業 5%

231,024 沖縄県 北谷町 マクドナルド５８号桑江店 サービス 飲食業 2%

231,025 沖縄県 北谷町 マクドナルド北谷店 サービス 飲食業 2%

231,026 沖縄県 北谷町 ＭＡＸ　ＳＴＵＤＩＯ サービス その他サービス 5%

231,027 沖縄県 北谷町 ＤｉｖｉｎｇｓｅｒｖｉｃｅＭａｒｉｎｅＪｏｉｎｔ サービス その他サービス 5%

231,028 沖縄県 北谷町 マルサン　サンエー浜川店 サービス その他サービス 5%

231,029 沖縄県 北谷町 マルサンランドリー　サンエーハンビータウン店 サービス その他サービス 5%

231,030 沖縄県 北谷町 ｍｉｎｉｎｏ　美浜店 小売業 衣料品 5%

231,031 沖縄県 北谷町 美浜硝子　宇宙 小売業 家具・調度品 5%

231,032 沖縄県 北谷町 有限会社　宮城解体 小売業 その他小売 5%

231,033 沖縄県 北谷町 ミヤサト家具 小売業 家具・調度品 5%

231,034 沖縄県 北谷町 宮脇書店　北谷店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

231,035 沖縄県 北谷町 ＭＵＱＢＥＬ 小売業 貴金属・服飾品 5%

231,036 沖縄県 北谷町 由来助産院 サービス その他サービス 5%

231,037 沖縄県 北谷町 ｙｏｋｏｄａパン工房 小売業 食料品 5%

231,038 沖縄県 北谷町 らーめん我道 サービス 飲食業 5%

231,039 沖縄県 北谷町 ＬａｎｉｋａｉＴｅｒｒａｃｅ サービス 飲食業 5%

231,040 沖縄県 北谷町 ラハイナ北谷店 小売業 その他小売 5%

231,041 沖縄県 北谷町 ｌｉｔｔｌｅｃａｃｔｕｓ サービス 飲食業 5%

231,042 沖縄県 北谷町 琉球ぴらす　美浜デポアイランド店 小売業 衣料品 5%
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231,043 沖縄県 北谷町 ＲＩＮＫＥＮ’ＳＫＩＴＣＨＥＮ サービス 飲食業 5%

231,044 沖縄県 北谷町 ＲＩＮＫＥＮ’Ｓ　ＨＯＴＥＬ サービス 宿泊業 5%

231,045 沖縄県 北谷町 Ｒａｃｈｅｌ　美浜店 サービス 飲食業 5%

231,046 沖縄県 北谷町 ｌｅａｔｈｅｒｂａｓｅ 小売業 衣料品 5%

231,047 沖縄県 北谷町 株式会社フロンティアリゾート サービス その他サービス 5%

231,048 沖縄県 北谷町 ロングソフトクリーム沖縄 サービス 飲食業 5%

231,049 沖縄県 渡嘉敷村 ＡｃｏｕｓｔｉｃＬｉｆｅ サービス その他サービス 5%

231,050 沖縄県 渡嘉敷村 ケラマテラス サービス 宿泊業 5%

231,051 沖縄県 渡嘉敷村 ケラマバックパッカーズ サービス その他サービス 5%

231,052 沖縄県 渡嘉敷村 シーフレンド サービス 宿泊業 5%

231,053 沖縄県 渡嘉敷村 ホテル　サンフラワー サービス 宿泊業 5%

231,054 沖縄県 渡嘉敷村 ホテルサンフラワー サービス 宿泊業 5%

231,055 沖縄県 豊見城市 沖縄事務代行 サービス その他サービス 5%

231,056 沖縄県 豊見城市 アシスト行政書士事務所 サービス その他サービス 5%

231,057 沖縄県 豊見城市 居酒屋ねぎ左馬 サービス 飲食業 5%

231,058 沖縄県 豊見城市 ＩＣＨＩＣＯＮＣＨＩ サービス 理容・美容業 5%

231,059 沖縄県 豊見城市 海あじＯ．ＴＯＳＨＩ丸 サービス 飲食業 5%

231,060 沖縄県 豊見城市 うるくそば　豊見城店 サービス 飲食業 5%

231,061 沖縄県 豊見城市 ＥＩＧＨＴ　ｔｏｙｏｓａｋｉ サービス 理容・美容業 5%

231,062 沖縄県 豊見城市 オーシャンダイニング　風庭　ＯＣＥＡＮ　ＤＩＮＩＮＧ　風庭 サービス 宿泊業 5%

231,063 沖縄県 豊見城市 ＡＵＢＥ サービス 理容・美容業 5%

231,064 沖縄県 豊見城市 親父のまぐろ サービス 飲食業 5%

231,065 沖縄県 豊見城市 温野菜豊崎店 サービス 飲食業 2%

231,066 沖縄県 豊見城市 ＫＡＩ サービス 飲食業 5%

231,067 沖縄県 豊見城市 株式会社Ｋ－ＧＡＲＧＥ 小売業 その他小売 5%

231,068 沖縄県 豊見城市 株式会社興和工機　豊見城店 小売業 その他小売 5%

231,069 沖縄県 豊見城市 ＤｅＫＡＮ　ＫＡＬＩＫＡ サービス 飲食業 5%

231,070 沖縄県 豊見城市 漢方薬局　琉華 小売業 その他小売 5%

231,071 沖縄県 豊見城市 北野エース　リウボウ豊崎食品館店 小売業 食料品 5%

231,072 沖縄県 豊見城市 牛角豊崎店 サービス 飲食業 2%

231,073 沖縄県 豊見城市 京都屋クリーニング サービス その他サービス 5%

231,074 沖縄県 豊見城市 京都屋クリーニング　ＭＶとよみ店 サービス その他サービス 5%

231,075 沖縄県 豊見城市 京都屋クリーニング　豊見城店 サービス その他サービス 5%

231,076 沖縄県 豊見城市 クレイ時間 サービス その他サービス 5%

231,077 沖縄県 豊見城市 Sunset サービス 理容・美容業 5%

231,078 沖縄県 豊見城市 シーベレットファム豊見城店 小売業 衣料品 5%

231,079 沖縄県 豊見城市 ＪＡおきなわ豊見城支店　経済課 小売業 その他小売 5%

231,080 沖縄県 豊見城市 ＪＡグリーン豊見城 小売業 その他小売 5%

231,081 沖縄県 豊見城市 ＧＹＰＳＹ サービス 飲食業 5%

231,082 沖縄県 豊見城市 ジミー　豊見城店 小売業 食料品 5%

231,083 沖縄県 豊見城市 ジミー　とよみ店 小売業 食料品 5%

231,084 沖縄県 豊見城市 ＳＰＩＮＧＬＥ　ＭＯＶＥ　ウミカジテラス 小売業 その他小売 5%
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231,085 沖縄県 豊見城市 Ｓｍｉｌｅｐｈｏｔｏｐｌｕｓ サービス その他サービス 5%

231,086 沖縄県 豊見城市 １０００円ステーキ サービス 飲食業 5%

231,087 沖縄県 豊見城市 若石足療庵 サービス その他サービス 5%

231,088 沖縄県 豊見城市 タウンプラザかねひで　豊見城団地前店 小売業 食料品 5%

231,089 沖縄県 豊見城市 タウンプラザかねひで豊見城団地前 サービス 宿泊業 5%

231,090 沖縄県 豊見城市 高タクシー サービス 運輸業 5%

231,091 沖縄県 豊見城市 ＤＯＵＢＬＥ 小売業 衣料品 5%

231,092 沖縄県 豊見城市 株式会社中央ツーリスト　イオンタウン豊見城店 サービス その他サービス 5%

231,093 沖縄県 豊見城市 ディフィール　イオンタウントヨミテン 小売業 衣料品 5%

231,094 沖縄県 豊見城市 ｔｏｔｏｇｅ サービス その他サービス 5%

231,095 沖縄県 豊見城市 ＴｏｎｙＣａｆｅ＆Ｈｕｂ サービス 飲食業 5%

231,096 沖縄県 豊見城市 豊見城グランド給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,097 沖縄県 豊見城市 豊見城中央病院売店 小売業 その他小売 5%

231,098 沖縄県 豊見城市 豊見城南ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,099 沖縄県 豊見城市 トヨタレンタリース沖縄　とよみ店 サービス その他サービス 2%

231,100 沖縄県 豊見城市 トライエア サービス その他サービス 5%

231,101 沖縄県 豊見城市 南海部品豊見城営業所 小売業 その他小売 5%

231,102 沖縄県 豊見城市 ＰＡＲＬＥＹ　ウミカジテラス店 小売業 その他小売 5%

231,103 沖縄県 豊見城市 ハコレンタカー那覇空港店 サービス その他サービス 5%

231,104 沖縄県 豊見城市 ハッピ－ハウス 小売業 その他小売 5%

231,105 沖縄県 豊見城市 ＨＡＲＵ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

231,106 沖縄県 豊見城市 Ｐｕｒｅｃａｓｔｌｅ珈琲 小売業 食料品 5%

231,107 沖縄県 豊見城市 ＢｅａｕｔｙｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎＮＡＮＡ サービス 理容・美容業 5%

231,108 沖縄県 豊見城市 ＢＥＡＲＳ’ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

231,109 沖縄県 豊見城市 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｄｏｕｂｌｅ　【ヘアデザインダブル】 サービス 理容・美容業 5%

231,110 沖縄県 豊見城市 Ｍａｉｔｏｐａｒｔａ サービス 飲食業 5%

231,111 沖縄県 豊見城市 マクドナルド豊見城サンエー店 サービス 飲食業 2%

231,112 沖縄県 豊見城市 マクドナルドとよみイオンタウン店 サービス 飲食業 2%

231,113 沖縄県 豊見城市 マルサンランドリー　サンエー糸満ロード店 サービス その他サービス 5%

231,114 沖縄県 豊見城市 マルサンランドリー　サンエーウイングシティ店 サービス その他サービス 5%

231,115 沖縄県 豊見城市 マルサンランドリー　サンエー宜保店 サービス その他サービス 5%

231,116 沖縄県 豊見城市 マルサンランドリー　丸大真玉橋店 サービス その他サービス 5%

231,117 沖縄県 豊見城市 丸大真玉橋店 小売業 食料品 5%

231,118 沖縄県 豊見城市 丸安タクシー サービス 運輸業 5%

231,119 沖縄県 豊見城市 宮脇書店　豊見城店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

231,120 沖縄県 豊見城市 メガネ・コンタクト　トナキ 小売業 その他小売 5%

231,121 沖縄県 豊見城市 ｍｅｌｃｏ　ＨａｉｒＤｅｓｉｇｎ サービス 理容・美容業 5%

231,122 沖縄県 豊見城市 桃タクシー サービス 運輸業 5%

231,123 沖縄県 豊見城市 森のリス サービス 飲食業 5%

231,124 沖縄県 豊見城市 琉球温泉 龍神の湯 サービス 宿泊業 5%

231,125 沖縄県 豊見城市 琉球温泉瀬長島ホテル サービス 宿泊業 5%

231,126 沖縄県 豊見城市 ＷＡＩＯＬＩ サービス 宿泊業 5%
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231,127 沖縄県 中城村 カスタム沖縄 小売業 その他小売 5%

231,128 沖縄県 中城村 牛角中城店 サービス 飲食業 2%

231,129 沖縄県 中城村 京都屋クリーニング　ユニオン中城店 サービス その他サービス 5%

231,130 沖縄県 中城村 合同会社　エックスパワー 小売業 その他小売 5%

231,131 沖縄県 中城村 サンセール琉大前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,132 沖縄県 中城村 タウンプラザかねひで　中城モール店 小売業 食料品 5%

231,133 沖縄県 中城村 知花テント サービス その他サービス 5%

231,134 沖縄県 中城村 ｃｈｏｃｏｔｉｎｉ 小売業 衣料品 5%

231,135 沖縄県 中城村 ビストロ食堂ＣｈｅｚＮｏｒｉ サービス 飲食業 5%

231,136 沖縄県 中城村 美容室Ｂｅｅ． サービス 理容・美容業 5%

231,137 沖縄県 中城村 マルサンランドリー　サンエー中城店 サービス その他サービス 5%

231,138 沖縄県 中城村 ＭｅｏｗＳｏｆｔ 小売業 衣料品 5%

231,139 沖縄県 中城村 有機農産物 ぱるず サービス その他サービス 5%

231,140 沖縄県 中城村 ＬＡＢＯ　琉大前店 小売業 衣料品 5%

231,141 沖縄県 中城村 ＬＵＣＵ 小売業 衣料品 5%

231,142 沖縄県 今帰仁村 アカバナーイン サービス 宿泊業 5%

231,143 沖縄県 今帰仁村 ＯｃｅａｎＢｒｅｅｚｅ サービス 宿泊業 5%

231,144 沖縄県 今帰仁村 沖縄のひとつ宿ｔｉｎｔｏ＊ｔｉｎｔｏ サービス 宿泊業 5%

231,145 沖縄県 今帰仁村 Ｏｎ　ｔｈｅ　Ｂｅａｃｈ サービス 飲食業 5%

231,146 沖縄県 今帰仁村 ＫｅｉｋｉＢｅａｃｈＨｏｕｓｅ＆Ｃａｆｅ サービス 宿泊業 5%

231,147 沖縄県 今帰仁村 古宇利オーシャンタワー 小売業 その他小売 5%

231,148 沖縄県 今帰仁村 古宇利島ビーチサイド サービス その他サービス 5%

231,149 沖縄県 今帰仁村 株式会社　崎浜電気商会 小売業 電化製品 5%

231,150 沖縄県 今帰仁村 ＪＡおきなわ今帰仁支店　経済課 小売業 その他小売 5%

231,151 沖縄県 今帰仁村 たびの邸宅　沖縄今帰仁 サービス 宿泊業 5%

231,152 沖縄県 今帰仁村 たびの邸宅沖縄今帰仁 サービス 宿泊業 5%

231,153 沖縄県 今帰仁村 ｔｉｎｔｏｔｉｎｔｏ サービス 宿泊業 5%

231,154 沖縄県 今帰仁村 今帰仁古民家の宿つばめや サービス その他サービス 5%

231,155 沖縄県 今帰仁村 パーラー恋島 サービス 飲食業 5%

231,156 沖縄県 今帰仁村 ハイビスリゾートカフェ・ペンション サービス 理容・美容業 5%

231,157 沖縄県 今帰仁村 Ｈａｎａ　Ｖｉｌｌａ サービス 宿泊業 5%

231,158 沖縄県 今帰仁村 Ｈａｎａｌｅｅ　Ｌａｎｉｋａｉ サービス 宿泊業 5%

231,159 沖縄県 今帰仁村 ハナリヴィラコウリ サービス 宿泊業 5%

231,160 沖縄県 今帰仁村 ＨａｎａｌｅｅＶｉｌｌａＫｏｕｒｉ サービス その他サービス 5%

231,161 沖縄県 今帰仁村 プチリゾート古宇利島 サービス 宿泊業 5%

231,162 沖縄県 今帰仁村 フランス料理６〔シス〕 サービス 飲食業 5%

231,163 沖縄県 今帰仁村 ホテルオーシャンズ今帰仁 サービス 宿泊業 5%

231,164 沖縄県 今帰仁村 やんばるＢＢＱビアガーデン サービス 飲食業 5%

231,165 沖縄県 今帰仁村 有限会社富士産業 サービス 飲食業 5%

231,166 沖縄県 今帰仁村 ゆうな製菓リンクス　ゆうな製菓　移動販売店 小売業 食料品 5%

231,167 沖縄県 今帰仁村 ゆめじん有限会社　ＹＵＭＥＪＩＮ　Ｏｋｉｎａｗａｎ　ｃｏｓｍｅ　Ｆａｃｔｏｒｙ　　　Ｓｈｏｐ 小売業 その他小売 5%

231,168 沖縄県 今帰仁村 レストラン　オーシャンブルー サービス その他サービス 5%
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231,169 沖縄県 今帰仁村 ろくまま 小売業 その他小売 5%

231,170 沖縄県 名護市 Ａｇｕ　ｈａｉｒ　Ａｇｕ　ｈａｉｒ　ｎａｇｏ名護 サービス 理容・美容業 5%

231,171 沖縄県 名護市 アジア食堂　みのり屋 サービス 飲食業 5%

231,172 沖縄県 名護市 Ａｔｅｌｉｅｒ４３ サービス その他サービス 5%

231,173 沖縄県 名護市 ａｌｍａｒ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

231,174 沖縄県 名護市 出光宮里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,175 沖縄県 名護市 出光屋部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,176 沖縄県 名護市 ＩｎａｈｏＦａｒｍ サービス 理容・美容業 5%

231,177 沖縄県 名護市 イマル商店 小売業 その他小売 5%

231,178 沖縄県 名護市 ＶＡＬＯＩＲ　【ヴァロワール】 サービス 理容・美容業 5%

231,179 沖縄県 名護市 大家 サービス その他サービス 5%

231,180 沖縄県 名護市 うるつや脱毛Ｆｌｅｅｙ サービス 理容・美容業 5%

231,181 沖縄県 名護市 雲茶 サービス 飲食業 5%

231,182 沖縄県 名護市 大北ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,183 沖縄県 名護市 大田電機 小売業 電化製品 5%

231,184 沖縄県 名護市 御菓子御殿　名護店 小売業 その他小売 5%

231,185 沖縄県 名護市 沖繩ヤクルト　北部営業所 小売業 食料品 5%

231,186 沖縄県 名護市 おきなわんふるーつ園 小売業 衣料品 5%

231,187 沖縄県 名護市 おばあの家 サービス 飲食業 5%

231,188 沖縄県 名護市 おばんざいとあぶり焼き　ひとみや サービス 飲食業 5%

231,189 沖縄県 名護市 恩ザビ－チ サービス 飲食業 5%

231,190 沖縄県 名護市 温野菜ザ・フォレストモール名護店 サービス 飲食業 2%

231,191 沖縄県 名護市 開成　名護支店 サービス その他サービス 5%

231,192 沖縄県 名護市 かねひで　喜瀬ビーチパレス サービス 宿泊業 5%

231,193 沖縄県 名護市 ｏｃｅａｎｇｒｅｅｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ サービス その他サービス 5%

231,194 沖縄県 名護市 カラオケハウス　とまと　名護店 サービス その他サービス 5%

231,195 沖縄県 名護市 カラオケハウス　とまと　名護店 サービス その他サービス 5%

231,196 沖縄県 名護市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋沖縄名護店 サービス 飲食業 2%

231,197 沖縄県 名護市 キセカントリークラブ サービス その他サービス 5%

231,198 沖縄県 名護市 京都屋クリーニング　イオンタウン名護店 サービス その他サービス 5%

231,199 沖縄県 名護市 ＱｕｅｅｎＳｃｏｒｐｉｏｎ 小売業 衣料品 5%

231,200 沖縄県 名護市 グラスサンドアートジャパン サービス その他サービス 5%

231,201 沖縄県 名護市 コープなご　宮里 小売業 食料品 5%

231,202 沖縄県 名護市 ゴールド東江給油所　ゴールド東江給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,203 沖縄県 名護市 ゴールド柳給油所　ゴールド柳給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,204 沖縄県 名護市 ごや電機 小売業 電化製品 5%

231,205 沖縄県 名護市 酒のアイランド名護 小売業 食料品 5%

231,206 沖縄県 名護市 Ｓａｎｔ?ｅｔＢｅａｕｔ? サービス 理容・美容業 5%

231,207 沖縄県 名護市 Ｓａｎｔｅ　　ｅｔ　Ｂｅａｕｔｅ サービス その他サービス 5%

231,208 沖縄県 名護市 シーサーパーク　琉球窯 サービス その他サービス 5%

231,209 沖縄県 名護市 ＪＡおきなわ久志支店 小売業 その他小売 5%

231,210 沖縄県 名護市 ＪＡおきなわ屋部出張所 小売業 その他小売 5%
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231,211 沖縄県 名護市 島電気商会 小売業 電化製品 5%

231,212 沖縄県 名護市 ジミー　なご店 小売業 食料品 5%

231,213 沖縄県 名護市 シャディ沖縄　名護店 小売業 その他小売 5%

231,214 沖縄県 名護市 白石サービスステーション　東江店 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,215 沖縄県 名護市 シーランド　名護店 小売業 その他小売 5%

231,216 沖縄県 名護市 スタジオエース　名護店 サービス その他サービス 5%

231,217 沖縄県 名護市 セルフ名護ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,218 沖縄県 名護市 やんばる遊び処・蒼空堂 サービス その他サービス 5%

231,219 沖縄県 名護市 タウンプラザかねひで　大北店 小売業 食料品 5%

231,220 沖縄県 名護市 タウンプラザかねひで　大宮市場 小売業 食料品 5%

231,221 沖縄県 名護市 タウンプラザかねひで　名護店 小売業 食料品 5%

231,222 沖縄県 名護市 玉城オート サービス その他サービス 5%

231,223 沖縄県 名護市 株式会社中央ツーリスト　イオン名護店 サービス その他サービス 5%

231,224 沖縄県 名護市 美らテラス サービス 飲食業 5%

231,225 沖縄県 名護市 美ら花　別邸 サービス 飲食業 5%

231,226 沖縄県 名護市 鉄板焼ステーキ　エル，フランセ サービス 飲食業 5%

231,227 沖縄県 名護市 トヨタレンタリース沖縄名護店 サービス その他サービス 2%

231,228 沖縄県 名護市 長嶺農園 小売業 食料品 5%

231,229 沖縄県 名護市 ナゴパイナップルパーク 小売業 その他小売 5%

231,230 沖縄県 名護市 名護バイパス　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,231 沖縄県 名護市 名護リゾートＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,232 沖縄県 名護市 名護リゾートＳＳ　第２ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,233 沖縄県 名護市 ネイル　アイラッシュサロン　ブレス　沖縄名護店 サービス 理容・美容業 5%

231,234 沖縄県 名護市 ｎａｉｌｓａｌｏｎ＿ｒｅｎａｔｕｓ サービス 理容・美容業 5%

231,235 沖縄県 名護市 ネルビーチ サービス 宿泊業 5%

231,236 沖縄県 名護市 羽地生産資材センター 小売業 その他小売 5%

231,237 沖縄県 名護市 ＨＵＢＣＹＣＬＥＯＫＩＮＡＷＡ 小売業 その他小売 5%

231,238 沖縄県 名護市 ビッグワン　名護店 小売業 その他小売 5%

231,239 沖縄県 名護市 紅型キジムナー工房 サービス その他サービス 5%

231,240 沖縄県 名護市 紅型キジムナー工房 サービス その他サービス 5%

231,241 沖縄県 名護市 ファミリーフォート　東江店 サービス その他サービス 5%

231,242 沖縄県 名護市 ファミリーストアーキヨタ 小売業 食料品 5%

231,243 沖縄県 名護市 フィールダイブ　フィールダイブ サービス その他サービス 5%

231,244 沖縄県 名護市 ＦＬＡＰ　ＣＯＦＦＥＥ サービス 飲食業 5%

231,245 沖縄県 名護市 ＢＰ名護ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,246 沖縄県 名護市 ヘアーサロンロイヤル サービス 理容・美容業 5%

231,247 沖縄県 名護市 ｈａｉｒｍａｋｅＯＮＥ００６ サービス 理容・美容業 5%

231,248 沖縄県 名護市 ｈａｉｒ‐ｒｏｏｍｉｎｆｉｎｉｔｙ サービス 理容・美容業 5%

231,249 沖縄県 名護市 辺野古ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,250 沖縄県 名護市 ペンションいぺ－ サービス 宿泊業 5%

231,251 沖縄県 名護市 北部観光タクシー サービス 運輸業 5%

231,252 沖縄県 名護市 北部スズキ 小売業 その他小売 5%
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231,253 沖縄県 名護市 ホテルトーマス名護 サービス 宿泊業 5%

231,254 沖縄県 名護市 ホテル山田荘 サービス 宿泊業 5%

231,255 沖縄県 名護市 ホテルヤンバルニア サービス その他サービス 5%

231,256 沖縄県 名護市 ｍｙＨＡＬＯ６３ サービス 理容・美容業 5%

231,257 沖縄県 名護市 又吉観光農園 サービス 飲食業 5%

231,258 沖縄県 名護市 マリンクラブ　Ｂｅｒｒｙ 小売業 その他小売 5%

231,259 沖縄県 名護市 マリンクラブ　Ｂｅｒｒｙ サービス その他サービス 5%

231,260 沖縄県 名護市 マリンクラブベリー サービス その他サービス 5%

231,261 沖縄県 名護市 マルサンランドリー　サンエー東江店 サービス その他サービス 5%

231,262 沖縄県 名護市 マルサンランドリー　サンエー伊差川店 サービス その他サービス 5%

231,263 沖縄県 名護市 マルサンランドリー　サンエー為又シティ店 サービス その他サービス 5%

231,264 沖縄県 名護市 おきぽたショップ 小売業 食料品 5%

231,265 沖縄県 名護市 宮脇書店　イオン名護店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

231,266 沖縄県 名護市 宮脇書店　名護店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

231,267 沖縄県 名護市 名桜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,268 沖縄県 名護市 ＬＡＢＯ　名護店 小売業 衣料品 5%

231,269 沖縄県 名護市 リサイクルマート　名護店 小売業 その他小売 5%

231,270 沖縄県 那覇市 ホテルアーバンシー サービス その他サービス 5%

231,271 沖縄県 那覇市 Ｉｓｎａｉｌ サービス その他サービス 5%

231,272 沖縄県 那覇市 ａｉｍｉ サービス 理容・美容業 5%

231,273 沖縄県 那覇市 アイレント那覇店 サービス その他サービス 5%

231,274 沖縄県 那覇市 ａｏ．　Ｏｋｉｎａｗａ サービス その他サービス 5%

231,275 沖縄県 那覇市 ＡＱＵＡ　ＣＩＴＴＡ　ホテルアクアチッタナハｂｙＷＢＦ サービス 宿泊業 5%

231,276 沖縄県 那覇市 アクア　グランド沖縄　海鮮料理　優尋 サービス 飲食業 5%

231,277 沖縄県 那覇市 アクアデート サービス その他サービス 5%

231,278 沖縄県 那覇市 Ａｇｕ ｈａｉｒ Ａｇｕ ｈａｉｒ ｔｅｒｒａｃｅ沖縄 サービス 理容・美容業 5%

231,279 沖縄県 那覇市 アクロスおもろまち那覇 サービス 宿泊業 5%

231,280 沖縄県 那覇市 安里バイパス給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,281 沖縄県 那覇市 安里バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,282 沖縄県 那覇市 アジアン居酒屋　サバイディー サービス 飲食業 5%

231,283 沖縄県 那覇市 味と踊りの竜宮城　うらしま サービス 飲食業 5%

231,284 沖縄県 那覇市 あじとやエクスプレス サービス 飲食業 5%

231,285 沖縄県 那覇市 Ａｊｕ－ｒ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　【アジュール　ヘアデザイン】 サービス 理容・美容業 5%

231,286 沖縄県 那覇市 アートデンキツボヤ 小売業 電化製品 5%

231,287 沖縄県 那覇市 ａｔｅｌｉｅｒ［ｅｓ］ＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

231,288 沖縄県 那覇市 ａｔｅｌｉｅｒ［ｊｉｌｌ］ＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%

231,289 沖縄県 那覇市 ａｔｅｌｉｅｒ　ｊｉｌｌ　ＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ　おもろまち支店 サービス 理容・美容業 5%

231,290 沖縄県 那覇市 あぱらぎ　曙店 サービス 飲食業 5%

231,291 沖縄県 那覇市 アピストゥクトゥクレンタカー サービス その他サービス 5%

231,292 沖縄県 那覇市 ＡＲＩＧＡＴＯ 小売業 衣料品 5%

231,293 沖縄県 那覇市 アルコリスタ サービス 飲食業 5%

231,294 沖縄県 那覇市 歩人・灯 サービス 飲食業 5%

5509



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

231,295 沖縄県 那覇市 α－ＢＯＤＹ サービス その他サービス 5%

231,296 沖縄県 那覇市 アロマリラクゼーションｚｚｚ サービス その他サービス 5%

231,297 沖縄県 那覇市 アロマリラクゼーションサロンｚｚｚ… サービス 理容・美容業 5%

231,298 沖縄県 那覇市 アンジ 小売業 その他小売 5%

231,299 沖縄県 那覇市 ＵｎｄｅｒｂａｒＩｎｃ． サービス その他サービス 5%

231,300 沖縄県 那覇市 ＵＮＨＩＬＯＲＯＳＳＯ サービス 理容・美容業 5%

231,301 沖縄県 那覇市 ｕｎｈｉｌｏｒｏｓｓｏｈａｉｒｍ サービス 理容・美容業 5%

231,302 沖縄県 那覇市 ＥａｓｅＪａｐａｎ 小売業 衣料品 5%

231,303 沖縄県 那覇市 井口税理士事務所 サービス その他サービス 5%

231,304 沖縄県 那覇市 井口千秋税理士事務所 サービス その他サービス 5%

231,305 沖縄県 那覇市 生け簀の銀次　新都心店 サービス 飲食業 5%

231,306 沖縄県 那覇市 居酒屋　Ｅｉｌｌｙ　松尾店 サービス 飲食業 5%

231,307 沖縄県 那覇市 居酒屋　カシラ サービス 飲食業 5%

231,308 沖縄県 那覇市 癒酒屋　こんちわ　首里城前店 サービス 飲食業 5%

231,309 沖縄県 那覇市 居酒屋七福神 サービス 飲食業 5%

231,310 沖縄県 那覇市 居酒屋レキオス サービス 飲食業 5%

231,311 沖縄県 那覇市 石垣牛本舗焼肉八十八 サービス 飲食業 5%

231,312 沖縄県 那覇市 石垣牛焼肉　金城　久茂地 サービス 飲食業 5%

231,313 沖縄県 那覇市 石焼　石庵　那覇店 サービス 飲食業 5%

231,314 沖縄県 那覇市 ＩＴＳＵＫＯＰＬＵＳ サービス 理容・美容業 5%

231,315 沖縄県 那覇市 Ｉｔ’ｓ．．．＠ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

231,316 沖縄県 那覇市 いづみ洋菓子店 小売業 食料品 5%

231,317 沖縄県 那覇市 出光真玉橋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,318 沖縄県 那覇市 いぶし銀次郎　小禄店 サービス 飲食業 5%

231,319 沖縄県 那覇市 イマージュ　国際通り店 サービス その他サービス 5%

231,320 沖縄県 那覇市 ｆＩＮＫＯＮＴＯＲＯ サービス 理容・美容業 5%

231,321 沖縄県 那覇市 ＶＩＶＡＮＴ サービス 理容・美容業 5%

231,322 沖縄県 那覇市 Ｗｉｃｋｙ　サンエー具志川メインシティ 小売業 衣料品 5%

231,323 沖縄県 那覇市 ヴィラコーストニシマチ サービス その他サービス 5%

231,324 沖縄県 那覇市 ＵＥＨＡＲＡ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

231,325 沖縄県 那覇市 上原ミート　市場前本店 小売業 食料品 5%

231,326 沖縄県 那覇市 上原ミート　牧志公設市場店 小売業 食料品 5%

231,327 沖縄県 那覇市 ウェリナ サービス その他サービス 5%

231,328 沖縄県 那覇市 ＵＫＩＳＨＩＭＡＩＮＮ サービス その他サービス 5%

231,329 沖縄県 那覇市 浮島ガーデン　沖縄店 サービス 飲食業 5%

231,330 沖縄県 那覇市 うどんそば松山 サービス 飲食業 5%

231,331 沖縄県 那覇市 海のちんぼらぁ サービス 飲食業 5%

231,332 沖縄県 那覇市 うるま牛 サービス 飲食業 5%

231,333 沖縄県 那覇市 エアーショップ琉球 小売業 その他小売 5%

231,334 沖縄県 那覇市 エアポートイン那覇旭橋駅前 サービス 宿泊業 5%

231,335 沖縄県 那覇市 ＥＩＧＨＴ　ｏｋｉｎａｗａ サービス 理容・美容業 5%

231,336 沖縄県 那覇市 ＥＩＧＨＴ　ｍａｋａｂｉ サービス 理容・美容業 5%
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231,337 沖縄県 那覇市 ＡＣＳ沖縄 サービス その他サービス 5%

231,338 沖縄県 那覇市 ＥｎｅＪｅｔ上間ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,339 沖縄県 那覇市 #FR2 月桃 小売業 衣料品 5%

231,340 沖縄県 那覇市 エポックゲート那覇メインプレイス店 小売業 衣料品 5%

231,341 沖縄県 那覇市 ＭＳふぁみーゆ サービス その他サービス 5%

231,342 沖縄県 那覇市 ＪＭ／エルサフィログラシアス サービス 理容・美容業 5%

231,343 沖縄県 那覇市 大阪お好み焼き・鉄板焼き　森口家 サービス 飲食業 5%

231,344 沖縄県 那覇市 大迫商店 小売業 衣料品 5%

231,345 沖縄県 那覇市 大雅ダイニング サービス 飲食業 5%

231,346 沖縄県 那覇市 オキテネムル サービス 飲食業 5%

231,347 沖縄県 那覇市 沖東　大栄交通　本社営業所 サービス 運輸業 5%

231,348 沖縄県 那覇市 沖奈波タクシー サービス 運輸業 5%

231,349 沖縄県 那覇市 沖縄アート体験　美ら風 サービス その他サービス 5%

231,350 沖縄県 那覇市 オキナワアイランドサービス サービス その他サービス 5%

231,351 沖縄県 那覇市 沖縄オリエンタルホテル サービス 宿泊業 5%

231,352 沖縄県 那覇市 沖縄久茂地おりがみ サービス 飲食業 5%

231,353 沖縄県 那覇市 沖縄交通　沖縄交通　５号車 サービス 運輸業 5%

231,354 沖縄県 那覇市 沖縄交通 沖縄交通タクシー サービス 運輸業 5%

231,355 沖縄県 那覇市 沖縄港油給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,356 沖縄県 那覇市 沖縄塩元売株式会社 小売業 食料品 5%

231,357 沖縄県 那覇市 沖縄支店 サービス その他サービス 5%

231,358 沖縄県 那覇市 沖縄自転車通販那覇ショールーム 小売業 その他小売 5%

231,359 沖縄県 那覇市 おきなわトロピコ サービス その他サービス 5%

231,360 沖縄県 那覇市 ＯＫＩＮＡＷＡＢＩＡＮＣＯ 小売業 その他小売 5%

231,361 沖縄県 那覇市 沖縄表装 サービス その他サービス 5%

231,362 沖縄県 那覇市 ＯＫＩＮＡＷＡ文化屋雑貨店 小売業 家具・調度品 5%

231,363 沖縄県 那覇市 ＯＫＩＮＡＷＡ文化屋雑貨店 小売業 家具・調度品 5%

231,364 沖縄県 那覇市 沖縄ポーターサービス サービス その他サービス 5%

231,365 沖縄県 那覇市 沖縄ホテル サービス 宿泊業 5%

231,366 沖縄県 那覇市 おきなわ屋　泡盛蔵　国際店 小売業 家具・調度品 5%

231,367 沖縄県 那覇市 おきなわ屋　国際通り店 小売業 家具・調度品 5%

231,368 沖縄県 那覇市 おきなわ屋　スクランブル店 小売業 家具・調度品 5%

231,369 沖縄県 那覇市 おきなわ屋　本店 小売業 その他小売 5%

231,370 沖縄県 那覇市 おきなわ屋　本店 小売業 家具・調度品 5%

231,371 沖縄県 那覇市 おきなわ屋　美浜店 小売業 家具・調度品 5%

231,372 沖縄県 那覇市 おきなわ屋泡盛蔵　美栄橋店 小売業 家具・調度品 5%

231,373 沖縄県 那覇市 おきなわ屋泡盛蔵美栄橋店 小売業 その他小売 5%

231,374 沖縄県 那覇市 沖繩ヤクルト　健康みらい　週極 小売業 食料品 5%

231,375 沖縄県 那覇市 沖繩ヤクルト　小禄 小売業 食料品 5%

231,376 沖縄県 那覇市 沖繩ヤクルト 波の上 小売業 食料品 5%

231,377 沖縄県 那覇市 沖繩ヤクルト　新都心 小売業 食料品 5%

231,378 沖縄県 那覇市 おきなわ屋国際通り店 小売業 その他小売 5%
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231,379 沖縄県 那覇市 おきなわ屋スクランブル店 小売業 その他小売 5%

231,380 沖縄県 那覇市 沖らく サービス 飲食業 5%

231,381 沖縄県 那覇市 おたべ・辻利那覇空港店 小売業 その他小売 5%

231,382 沖縄県 那覇市 オペレッタ　那覇ＯＰＡ店 小売業 その他小売 5%

231,383 沖縄県 那覇市 お土産店　　台風 小売業 その他小売 5%

231,384 沖縄県 那覇市 オランディア・ガーデン 小売業 その他小売 5%

231,385 沖縄県 那覇市 オン・ザ・ビーチ　ルー サービス 宿泊業 5%

231,386 沖縄県 那覇市 ＯＮＯＦＦＹＥＳＮＯ サービス 飲食業 5%

231,387 沖縄県 那覇市 カービングショップまんてん 小売業 その他小売 5%

231,388 沖縄県 那覇市 回おもろまち店 サービス 飲食業 5%

231,389 沖縄県 那覇市 カイザ－マリンクラブ サービス その他サービス 5%

231,390 沖縄県 那覇市 海鮮とろ箱と島やさい天串　ぬもんちゅが サービス 飲食業 5%

231,391 沖縄県 那覇市 回本店 サービス 飲食業 5%

231,392 沖縄県 那覇市 かき小屋桜坂 サービス 飲食業 5%

231,393 沖縄県 那覇市 カクレミノ家　那覇店 小売業 その他小売 5%

231,394 沖縄県 那覇市 語い処　みるく世果報 サービス 飲食業 5%

231,395 沖縄県 那覇市 かとれあ サービス 理容・美容業 5%

231,396 沖縄県 那覇市 カネタカ電器 小売業 電化製品 5%

231,397 沖縄県 那覇市 Ｃａｆｅ　ＯＮＥＯＲＥＩＧＨＴ サービス 飲食業 5%

231,398 沖縄県 那覇市 カフェ＆ダイニングＭａｔｅｋｉ サービス 飲食業 5%

231,399 沖縄県 那覇市 Ｃａｆｅ３?ＰＬＡＮＴ サービス 飲食業 5%

231,400 沖縄県 那覇市 株式会社アサヒ商事 小売業 電化製品 5%

231,401 沖縄県 那覇市 株式会社国際旅行社　本社営業所 サービス その他サービス 5%

231,402 沖縄県 那覇市 株式会社トージツ貨物 サービス 運輸業 5%

231,403 沖縄県 那覇市 株式会社ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ サービス その他サービス 5%

231,404 沖縄県 那覇市 株式会社レカム沖縄 小売業 家具・調度品 5%

231,405 沖縄県 那覇市 株式会社わかさ サービス その他サービス 5%

231,406 沖縄県 那覇市 がブリチキン。那覇久茂地店 サービス 飲食業 5%

231,407 沖縄県 那覇市 神原三洋 小売業 電化製品 5%

231,408 沖縄県 那覇市 ｃｏｌｏｒ＇ｓｃｒｏｐ サービス その他サービス 5%

231,409 沖縄県 那覇市 カラオケハウス　とまと　一日橋店 サービス その他サービス 5%

231,410 沖縄県 那覇市 カラオケハウス　とまと　古波蔵店 サービス その他サービス 5%

231,411 沖縄県 那覇市 カラオケハウス　とまと　名護店 サービス その他サービス 5%

231,412 沖縄県 那覇市 カラオケ屋和Ｓａｂｉ サービス 飲食業 5%

231,413 沖縄県 那覇市 Ｋａｒａｈａｉ店 小売業 衣料品 5%

231,414 沖縄県 那覇市 かりゆしツーリスト サービス その他サービス 5%

231,415 沖縄県 那覇市 ｃａｒｉｎ　那覇真嘉比店 サービス 理容・美容業 5%

231,416 沖縄県 那覇市 ＣｕｒｒｙＢａｒ　ＮＡＴＳＵＥ サービス 飲食業 5%

231,417 沖縄県 那覇市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋那覇天久店 サービス 飲食業 2%

231,418 沖縄県 那覇市 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋那覇金城店 サービス 飲食業 2%

231,419 沖縄県 那覇市 河合塾マナビスおもろまち校 サービス その他サービス 2%

231,420 沖縄県 那覇市 河合塾マナビス首里儀保校 サービス その他サービス 2%
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231,421 沖縄県 那覇市 玩具ロードワークス サービス その他サービス 5%

231,422 沖縄県 那覇市 がんじゅう鍼灸院　がんじゅう鍼灸院 サービス その他サービス 5%

231,423 沖縄県 那覇市 ｋｉｔｃｈｅｎ３３ サービス 飲食業 5%

231,424 沖縄県 那覇市 キャップキッチン サービス 飲食業 5%

231,425 沖縄県 那覇市 キャプテンズ　イン　国際通り店 サービス 飲食業 5%

231,426 沖縄県 那覇市 キャプテンズ　イン　松尾店 サービス 飲食業 5%

231,427 沖縄県 那覇市 キャプテンズイン東町店 サービス 飲食業 5%

231,428 沖縄県 那覇市 Ｃａｎｄｙ サービス 飲食業 5%

231,429 沖縄県 那覇市 Ｃｕｉｓｓｏｎ　ｄｅ　Ｌａ　ｖｉａｎｄｅ サービス 飲食業 5%

231,430 沖縄県 那覇市 牛角天久店 サービス 飲食業 2%

231,431 沖縄県 那覇市 牛角おもろまち駅前店 サービス 飲食業 2%

231,432 沖縄県 那覇市 牛角那覇鏡原店 サービス 飲食業 2%

231,433 沖縄県 那覇市 ｃｕｒｉｏｓｉｔｉｅｓ 小売業 衣料品 5%

231,434 沖縄県 那覇市 京都屋クリーニング　天久りうぼう店 サービス その他サービス 5%

231,435 沖縄県 那覇市 京都屋クリーニング　一日橋店 サービス その他サービス 5%

231,436 沖縄県 那覇市 京都屋クリーニング　ＭＶ小禄店 サービス その他サービス 5%

231,437 沖縄県 那覇市 京都屋クリーニング　りうぼう国場店 サービス その他サービス 5%

231,438 沖縄県 那覇市 京都屋クリーニング　りうぼう栄町店 サービス その他サービス 5%

231,439 沖縄県 那覇市 鏡原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,440 沖縄県 那覇市 業務スーパー小禄店 小売業 食料品 2%

231,441 沖縄県 那覇市 金武アグーしゃぶしゃぶ金武 サービス 飲食業 5%

231,442 沖縄県 那覇市 金城実佳 サービス その他サービス 5%

231,443 沖縄県 那覇市 きんそば 沖縄そば きんそば サービス 飲食業 5%

231,444 沖縄県 那覇市 金太郎開発 サービス その他サービス 5%

231,445 沖縄県 那覇市 ＫＵＫＵＲＵＯＫＩＮＡＷＡ市場店 小売業 衣料品 5%

231,446 沖縄県 那覇市 ＫＵＫＵＲＵＯＫＩＮＡＷＡ島結店 小売業 衣料品 5%

231,447 沖縄県 那覇市 ＫＵＫＵＲＵＯＫＩＮＡＷＡ那覇店 小売業 衣料品 5%

231,448 沖縄県 那覇市 串かつ　こぱん　那覇店 サービス 飲食業 5%

231,449 沖縄県 那覇市 串カツ居酒屋クニヒロ サービス 飲食業 5%

231,450 沖縄県 那覇市 古酒家　市場店 小売業 家具・調度品 5%

231,451 沖縄県 那覇市 古酒家　２号店 小売業 家具・調度品 5%

231,452 沖縄県 那覇市 古酒家　本店 小売業 家具・調度品 5%

231,453 沖縄県 那覇市 国吉ミシン店 小売業 電化製品 5%

231,454 沖縄県 那覇市 くば笠屋　国際通り店 小売業 その他小売 5%

231,455 沖縄県 那覇市 くば笠屋　平和通り店 小売業 その他小売 5%

231,456 沖縄県 那覇市 Ｇｒａｎｏ サービス 飲食業 5%

231,457 沖縄県 那覇市 ＣＬＡＳＩＣＡ那覇おもろまち店 サービス 理容・美容業 5%

231,458 沖縄県 那覇市 蔵土 サービス 飲食業 5%

231,459 沖縄県 那覇市 グランドキャビンホテル那覇小禄 サービス 宿泊業 5%

231,460 沖縄県 那覇市 クリアスホテル壺川マルシェ サービス 宿泊業 5%

231,461 沖縄県 那覇市 グリーンドラッグ　首里店（調剤） 小売業 その他小売 5%

231,462 沖縄県 那覇市 グリーンドラッグ　与儀店（調剤） 小売業 その他小売 5%
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231,463 沖縄県 那覇市 グリーンドラッグ首里店 小売業 その他小売 5%

231,464 沖縄県 那覇市 グリーンドラッグ与儀店 小売業 その他小売 5%

231,465 沖縄県 那覇市 グレイス那覇 サービス 宿泊業 5%

231,466 沖縄県 那覇市 ＣｌｅｏＢｅａｕｔｙ＆Ｃｏ． サービス 理容・美容業 5%

231,467 沖縄県 那覇市 グレディブリリアン　那覇メインプレイス店 小売業 衣料品 5%

231,468 沖縄県 那覇市 ｑｕｉｅｔｄｅｓｉｇｎ 小売業 衣料品 5%

231,469 沖縄県 那覇市 燻製酒場　煙人 サービス 飲食業 5%

231,470 沖縄県 那覇市 ケイ・ウノ沖縄おもろまち店 小売業 貴金属・服飾品 5%

231,471 沖縄県 那覇市 ｋ‘ｓ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

231,472 沖縄県 那覇市 Ｋ－ＦＵＮＫ サービス 飲食業 5%

231,473 沖縄県 那覇市 ゲストハウスＹＵＴＡＫＡ サービス 宿泊業 5%

231,474 沖縄県 那覇市 ｑｕｅｔｚａｌ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

231,475 沖縄県 那覇市 公設市場横丁　公設市場横丁 小売業 その他小売 5%

231,476 沖縄県 那覇市 合同会社 沖縄科学教材社 沖縄バーゲンブック 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

231,477 沖縄県 那覇市 ＣＯＴＥＤＯＲ 小売業 食料品 5%

231,478 沖縄県 那覇市 ＣＯＦＦＥＥ　ｐｏｔｏｈｏｔｏ サービス 飲食業 5%

231,479 沖縄県 那覇市 コープあっぷるタウン 小売業 食料品 5%

231,480 沖縄県 那覇市 コープおきなわ　コープあぷれ サービス その他サービス 5%

231,481 沖縄県 那覇市 コープおろく 小売業 食料品 5%

231,482 沖縄県 那覇市 コープこくば 小売業 食料品 5%

231,483 沖縄県 那覇市 コープ寒川 小売業 食料品 2%

231,484 沖縄県 那覇市 コープ首里 小売業 食料品 5%

231,485 沖縄県 那覇市 コキヤ サービス 飲食業 5%

231,486 沖縄県 那覇市 国際旅行社　本社 サービス その他サービス 5%

231,487 沖縄県 那覇市 黒糖屋 小売業 食料品 5%

231,488 沖縄県 那覇市 心地治療院 サービス 理容・美容業 5%

231,489 沖縄県 那覇市 ココロｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　快 サービス 理容・美容業 5%

231,490 沖縄県 那覇市 個人タクシ? サービス 運輸業 5%

231,491 沖縄県 那覇市 コスモワイン館 小売業 家具・調度品 5%

231,492 沖縄県 那覇市 コータロー自動車 サービス その他サービス 5%

231,493 沖縄県 那覇市 Ｋｏｃｃｈｉ＆Ｋｏｃｃｈｉ 小売業 家具・調度品 5%

231,494 沖縄県 那覇市 ＫＯ菜ＹＡ　小禄駅前店 サービス 飲食業 5%

231,495 沖縄県 那覇市 ＫＯ菜ＹＡ　新都心店 サービス 飲食業 5%

231,496 沖縄県 那覇市 三代目米八十米 サービス その他サービス 5%

231,497 沖縄県 那覇市 Ｇ ｏ ｎ  カフェ サービス 飲食業 5%

231,498 沖縄県 那覇市 Ｋｏｎｃｈｉｗａ サービス 飲食業 5%

231,499 沖縄県 那覇市 コンドミニアム　ＧＯＬＦ　ＧＯＬＦ　壺屋 サービス 宿泊業 5%

231,500 沖縄県 那覇市 コンドミニオ　マキシ サービス 宿泊業 5%

231,501 沖縄県 那覇市 ＣｏｎｄｏｍｉｎｉｏＭａｋｉｓｈｉＡｎｎ サービス 宿泊業 5%

231,502 沖縄県 那覇市 ザ・プールサイドバー サービス 宿泊業 5%

231,503 沖縄県 那覇市 サイコロ堂 小売業 その他小売 5%

231,504 沖縄県 那覇市 ＳＩＧＮ サービス 理容・美容業 5%
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231,505 沖縄県 那覇市 ＳＯＵＴＨ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

231,506 沖縄県 那覇市 ＦＩＶＥ サービス 飲食業 5%

231,507 沖縄県 那覇市 肴菜 サービス 飲食業 5%

231,508 沖縄県 那覇市 肴屋　あうん サービス 飲食業 5%

231,509 沖縄県 那覇市 肴屋　あうん サービス 飲食業 5%

231,510 沖縄県 那覇市 ＳＵＣＣＥＳＳ－Ｂ サービス その他サービス 5%

231,511 沖縄県 那覇市 酒のスマイル小禄店 小売業 食料品 5%

231,512 沖縄県 那覇市 酒のレッジアル 小売業 その他小売 5%

231,513 沖縄県 那覇市 サザンウィング高良セルフステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,514 沖縄県 那覇市 幸タクシー サービス 運輸業 5%

231,515 沖縄県 那覇市 ☆ｓｕｎｎｙｐｌａｃｅ☆ サービス その他サービス 5%

231,516 沖縄県 那覇市 サロンドゥシャルム サービス その他サービス 5%

231,517 沖縄県 那覇市 サロンドぐー沖縄 小売業 衣料品 5%

231,518 沖縄県 那覇市 サンキュー真嘉比店 小売業 その他小売 5%

231,519 沖縄県 那覇市 サンセール宇栄原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,520 沖縄県 那覇市 サンセットヒルズイン那覇 サービス 宿泊業 5%

231,521 沖縄県 那覇市 産直市場 小売業 家具・調度品 5%

231,522 沖縄県 那覇市 サンテ・ルージュ サービス 理容・美容業 5%

231,523 沖縄県 那覇市 サンプラザかねひで　県庁売店 小売業 食料品 5%

231,524 沖縄県 那覇市 サンプラザ県庁店 サービス 宿泊業 5%

231,525 沖縄県 那覇市 サンプラザホテル サービス 宿泊業 5%

231,526 沖縄県 那覇市 ＧＲＧホテル　那覇東町 サービス 宿泊業 5%

231,527 沖縄県 那覇市 ＧＲＧホテル那覇 サービス 宿泊業 5%

231,528 沖縄県 那覇市 シーサー海人商店 小売業 その他小売 5%

231,529 沖縄県 那覇市 シーサイドレンタカー　沖縄営業所 サービス その他サービス 5%

231,530 沖縄県 那覇市 ｃｃ 小売業 衣料品 5%

231,531 沖縄県 那覇市 ｓｈｅ’ｓｎａｉｌ サービス 理容・美容業 5%

231,532 沖縄県 那覇市 ＪＥＥＮＡＲ　牧志店 小売業 貴金属・服飾品 5%

231,533 沖縄県 那覇市 ＪＥＥＮＡＲ　松尾店 小売業 貴金属・服飾品 5%

231,534 沖縄県 那覇市 ｓｅａＦｏｒｅｓｔ サービス 理容・美容業 5%

231,535 沖縄県 那覇市 シーランド　那覇店 小売業 その他小売 5%

231,536 沖縄県 那覇市 ＪＡおきなわ小禄支店　経済課 小売業 その他小売 5%

231,537 沖縄県 那覇市 ＪＡグリーン首里 小売業 その他小売 5%

231,538 沖縄県 那覇市 シーサー海人商店 小売業 その他小売 5%

231,539 沖縄県 那覇市 疾風ホルモン久茂地本店 サービス 飲食業 5%

231,540 沖縄県 那覇市 疾風ホルモン前島店 サービス 飲食業 5%

231,541 沖縄県 那覇市 芝崎プロポーション＆ボディケア サービス その他サービス 5%

231,542 沖縄県 那覇市 島しゃぶしゃぶＮＡＫＡＭＡ サービス 飲食業 5%

231,543 沖縄県 那覇市 シマのお菓子屋さんｐｅｌｉｐｅｌｉ サービス 飲食業 5%

231,544 沖縄県 那覇市 島の人 サービス 飲食業 5%

231,545 沖縄県 那覇市 島豚石焼燦 サービス 飲食業 5%

231,546 沖縄県 那覇市 びがすり サービス 飲食業 5%
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231,547 沖縄県 那覇市 ジミー　イオン那覇店 小売業 食料品 5%

231,548 沖縄県 那覇市 ジミー　空港店 小売業 食料品 5%

231,549 沖縄県 那覇市 ジミー　首里店 小売業 食料品 5%

231,550 沖縄県 那覇市 ジミー　那覇店 小売業 食料品 5%

231,551 沖縄県 那覇市 Ｓｈｉｍｕはまかわ サービス 飲食業 5%

231,552 沖縄県 那覇市 ＪｏｕｒｎｅｙＯＫＩＮＡＷＡ サービス その他サービス 5%

231,553 沖縄県 那覇市 ＪＡＪＡ　ＱＵＥＥＮ 小売業 衣料品 5%

231,554 沖縄県 那覇市 ＪｕｓｔａｄｄＢｏｏｋｓ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

231,555 沖縄県 那覇市 シャディ沖縄　那覇店 小売業 その他小売 5%

231,556 沖縄県 那覇市 しゃぶちん　ｂｙ　金城商店 サービス 飲食業 5%

231,557 沖縄県 那覇市 ＪＡＭ　ＭＡＲＫＥＴ　国際通り店 小売業 家具・調度品 5%

231,558 沖縄県 那覇市 ＣｈａｎｄｅｌｉｅｒＢｏｕｔｉｑｕｅ 小売業 衣料品 5%

231,559 沖縄県 那覇市 ジャンピングシーサー 小売業 家具・調度品 5%

231,560 沖縄県 那覇市 ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ サービス 理容・美容業 5%

231,561 沖縄県 那覇市 十文字屋呉服店 小売業 衣料品 5%

231,562 沖縄県 那覇市 ＪＵＬＥＳ サービス 理容・美容業 5%

231,563 沖縄県 那覇市 酒家とりふく サービス 飲食業 5%

231,564 沖縄県 那覇市 首里　東道Ｄｉｎｉｎｇ サービス 飲食業 5%

231,565 沖縄県 那覇市 首里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,566 沖縄県 那覇市 首里琉染 小売業 衣料品 5%

231,567 沖縄県 那覇市 守礼堂 小売業 家具・調度品 5%

231,568 沖縄県 那覇市 守礼堂 小売業 家具・調度品 5%

231,569 沖縄県 那覇市 守礼堂　久茂地店 小売業 家具・調度品 5%

231,570 沖縄県 那覇市 ジョイクリエイト沖縄ティーダ サービス その他サービス 5%

231,571 沖縄県 那覇市 省エネニュ－システム株式会社 小売業 電化製品 5%

231,572 沖縄県 那覇市 常次タクシー サービス 運輸業 5%

231,573 沖縄県 那覇市 Ｓｈｏｕｚｕ　ｓｗｅｅｔｓ　ＯＺ 小売業 食料品 5%

231,574 沖縄県 那覇市 焼酎酒場　いざよい　おもろまち店 サービス 飲食業 5%

231,575 沖縄県 那覇市 笑店　首里城公園内売店 小売業 衣料品 5%

231,576 沖縄県 那覇市 昭和物語前島店 サービス 飲食業 5%

231,577 沖縄県 那覇市 ＪＡＷＳ　ＭＥＡＴＰＩＥ サービス 飲食業 5%

231,578 沖縄県 那覇市 叙々苑　沖縄おもろまち店 サービス 飲食業 5%

231,579 沖縄県 那覇市 ショップみやひら 小売業 その他小売 5%

231,580 沖縄県 那覇市 ショールーム＆流通センター 小売業 家具・調度品 5%

231,581 沖縄県 那覇市 白石サービスステーション　那覇大橋 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,582 沖縄県 那覇市 白石サービスステーション　波之上海岸 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,583 沖縄県 那覇市 神宮スタジオ サービス その他サービス 5%

231,584 沖縄県 那覇市 甚兵衛 サービス 飲食業 5%

231,585 沖縄県 那覇市 ＶＡＧＡＢＯＮＤ 小売業 衣料品 5%

231,586 沖縄県 那覇市 すき焼き松山燦別館 サービス 飲食業 5%

231,587 沖縄県 那覇市 ｓｕｇｕｒｉ美ら島すぐりぃ 小売業 その他小売 5%

231,588 沖縄県 那覇市 すし　きわむ サービス 飲食業 5%
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231,589 沖縄県 那覇市 鮨いずみ サービス 飲食業 5%

231,590 沖縄県 那覇市 鮨やぎぬま サービス 飲食業 5%

231,591 沖縄県 那覇市 スタジオハリウッド 小売業 その他小売 5%

231,592 沖縄県 那覇市 ステーキハウス８８Ｊｒ．松山店 サービス 飲食業 5%

231,593 沖縄県 那覇市 ステーキハウス８８那覇空港店 サービス 飲食業 5%

231,594 沖縄県 那覇市 ステーキ海鮮　八十八亭 サービス 飲食業 5%

231,595 沖縄県 那覇市 ステーキダイニング８８　松尾店 サービス 飲食業 5%

231,596 沖縄県 那覇市 ステーキハウス　８８　国際通り店 サービス 飲食業 5%

231,597 沖縄県 那覇市 ステーキハウス８８ サービス 飲食業 5%

231,598 沖縄県 那覇市 ステーキハウス８８　国際通り店 サービス 飲食業 5%

231,599 沖縄県 那覇市 ステーキハウス８８　国際通り店ＡＮＮＥＸ サービス 飲食業 5%

231,600 沖縄県 那覇市 ステーキハウス８８　辻本店 サービス 飲食業 5%

231,601 沖縄県 那覇市 ステーキハウス８８国際アネックス サービス 飲食業 5%

231,602 沖縄県 那覇市 ステーキハウス８８国際通り西口店 サービス 飲食業 5%

231,603 沖縄県 那覇市 ステーキハウス８８Ｊｒ．マツヤマテン サービス 飲食業 5%

231,604 沖縄県 那覇市 ステーキハウス８８那覇空港店 サービス 飲食業 5%

231,605 沖縄県 那覇市 ステップバイステップ 小売業 その他小売 5%

231,606 沖縄県 那覇市 スヒロー サービス その他サービス 5%

231,607 沖縄県 那覇市 スマートコンド泊 サービス 宿泊業 5%

231,608 沖縄県 那覇市 炭火焼肉　ぶち　久茂地店 サービス 飲食業 5%

231,609 沖縄県 那覇市 炭火焼肉　平和苑 サービス 飲食業 5%

231,610 沖縄県 那覇市 ＴＨＲＥＥ　ＢＥＥ サービス 理容・美容業 5%

231,611 沖縄県 那覇市 整体院フルール サービス その他サービス 5%

231,612 沖縄県 那覇市 整体美顔まほろば真地店 サービス その他サービス 5%

231,613 沖縄県 那覇市 セイモリ電器 小売業 電化製品 5%

231,614 沖縄県 那覇市 沖縄総合貿易 小売業 家具・調度品 5%

231,615 沖縄県 那覇市 セルフ小禄バイパスＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,616 沖縄県 那覇市 セレクトブランドショップＩＬＴ 小売業 その他小売 5%

231,617 沖縄県 那覇市 セレクトレンタカー サービス その他サービス 5%

231,618 沖縄県 那覇市 ０３ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

231,619 沖縄県 那覇市 潜水屋 サービス その他サービス 5%

231,620 沖縄県 那覇市 蕎麦ダイニング　浄照窯 サービス 飲食業 5%

231,621 沖縄県 那覇市 ソフィアカロン サービス 理容・美容業 5%

231,622 沖縄県 那覇市 空の土産屋　美ら島 小売業 家具・調度品 5%

231,623 沖縄県 那覇市 ＳＳＯＬＳｕｐｏｒｔｓＳｏｌｕｔｉｏｎＬａｂｏ サービス その他サービス 5%

231,624 沖縄県 那覇市 ダイコクドラッグ小禄駅前店 小売業 その他小売 5%

231,625 沖縄県 那覇市 ダイコクドラッグ久茂地１丁目店 小売業 その他小売 5%

231,626 沖縄県 那覇市 ダイコクドラッグ県庁前駅北店 小売業 その他小売 5%

231,627 沖縄県 那覇市 ダイコクドラッグ国際通り県庁前店 小売業 その他小売 5%

231,628 沖縄県 那覇市 ダイコクドラッグ国際通り西店 小売業 その他小売 5%

231,629 沖縄県 那覇市 ダイコクドラッグ国際通り牧志店 小売業 その他小売 5%

231,630 沖縄県 那覇市 ダイコクドラッグ国際通り松尾１丁目店 小売業 その他小売 5%
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231,631 沖縄県 那覇市 ダイコクドラッグ国際通りむつみ橋店 小売業 その他小売 5%

231,632 沖縄県 那覇市 ダイコクドラッグ那覇平和通り店 小売業 その他小売 5%

231,633 沖縄県 那覇市 だいこんの花　安謝店 サービス 飲食業 5%

231,634 沖縄県 那覇市 だいこんの花　小禄店 サービス 飲食業 5%

231,635 沖縄県 那覇市 大衆酒場　八六 サービス 飲食業 5%

231,636 沖縄県 那覇市 ダイニング花 サービス 飲食業 5%

231,637 沖縄県 那覇市 ダイブコーヴィー サービス その他サービス 5%

231,638 沖縄県 那覇市 タイムステーションＮＥＯイオン那覇店 小売業 貴金属・服飾品 5%

231,639 沖縄県 那覇市 タイヤＢＯＸ 小売業 その他小売 5%

231,640 沖縄県 那覇市 タウンプラザかねひで　あけぼの店 小売業 食料品 5%

231,641 沖縄県 那覇市 タウンプラザかねひで　小禄店 小売業 食料品 5%

231,642 沖縄県 那覇市 タウンプラザかねひで　首里久場川市場 小売業 食料品 5%

231,643 沖縄県 那覇市 タウンプラザかねひで　壺川店 小売業 食料品 5%

231,644 沖縄県 那覇市 タウンプラザかねひで　にしのまち市場 小売業 食料品 5%

231,645 沖縄県 那覇市 タウンプラザかねひで　繁多川市場 小売業 食料品 5%

231,646 沖縄県 那覇市 タウンプラザかねひで　古島店 小売業 食料品 5%

231,647 沖縄県 那覇市 タウンプラザかねひで　与儀公園前店 小売業 食料品 5%

231,648 沖縄県 那覇市 タウンプラザかねひで　与儀店 小売業 食料品 5%

231,649 沖縄県 那覇市 タウンプラザかねひで　与儀東店 小売業 食料品 5%

231,650 沖縄県 那覇市 タウンプラザかねひで首里久場川市 サービス 宿泊業 5%

231,651 沖縄県 那覇市 タウンプラザかねひで壷川店 サービス 宿泊業 5%

231,652 沖縄県 那覇市 タウンプラザかねひで西町店 サービス 宿泊業 5%

231,653 沖縄県 那覇市 たくし薬局 小売業 その他小売 5%

231,654 沖縄県 那覇市 ［ＨＣ］ただし電気 小売業 電化製品 5%

231,655 沖縄県 那覇市 たばこショップけむり屋沖縄 小売業 その他小売 5%

231,656 沖縄県 那覇市 たばこ屋本舗　外間 小売業 家具・調度品 5%

231,657 沖縄県 那覇市 田原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,658 沖縄県 那覇市 たびの邸宅　沖縄那覇 サービス 宿泊業 5%

231,659 沖縄県 那覇市 旅の宿　らくちん サービス 宿泊業 5%

231,660 沖縄県 那覇市 たびのレシピ 沖縄支店 サービス その他サービス 5%

231,661 沖縄県 那覇市 ＷＢＦレンタカー　那覇空港営業所 サービス その他サービス 5%

231,662 沖縄県 那覇市 ダブルツリーｂｙヒルトン那覇首里城店 小売業 貴金属・服飾品 5%

231,663 沖縄県 那覇市 ＤＵＮＫ　ＤＩＶＩＮＧ　／　マリンスター サービス その他サービス 5%

231,664 沖縄県 那覇市 団欒酒場　赤とんぼ サービス 飲食業 5%

231,665 沖縄県 那覇市 千笑タクシー サービス 運輸業 5%

231,666 沖縄県 那覇市 ｃｉｅｌｏ サービス 理容・美容業 5%

231,667 沖縄県 那覇市 チビかつ商店３丁目 サービス 飲食業 5%

231,668 沖縄県 那覇市 北谷メディア有限会社 サービス その他サービス 5%

231,669 沖縄県 那覇市 Ｃｈａｈａｔナハ 小売業 衣料品 5%

231,670 沖縄県 那覇市 チャンプルー家 小売業 食料品 5%

231,671 沖縄県 那覇市 株式会社中央ツーリスト　イオン那覇店 サービス その他サービス 2%

231,672 沖縄県 那覇市 株式会社中央ツーリスト　本店 サービス その他サービス 5%
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231,673 沖縄県 那覇市 ちゅら　ちゅら 小売業 家具・調度品 5%

231,674 沖縄県 那覇市 ＣＨＵＲＡＣＯＳ 小売業 その他小売 5%

231,675 沖縄県 那覇市 美らほぐし本舗もみぐすい サービス 理容・美容業 5%

231,676 沖縄県 那覇市 長寿沖縄村　遊び庭 小売業 家具・調度品 5%

231,677 沖縄県 那覇市 ちんだみ三線店 小売業 その他小売 5%

231,678 沖縄県 那覇市 手作り島ぞうり工房チンダミ屋 小売業 衣料品 5%

231,679 沖縄県 那覇市 Ｔｉ－ｍｕｎ サービス 理容・美容業 5%

231,680 沖縄県 那覇市 築地青空三代目　那覇本店 サービス 飲食業 5%

231,681 沖縄県 那覇市 築地男前鮓国際通り屋台村店 サービス 飲食業 5%

231,682 沖縄県 那覇市 辻タクシー サービス 運輸業 5%

231,683 沖縄県 那覇市 ＤＥＡＲＲＹＵＱ 小売業 家具・調度品 5%

231,684 沖縄県 那覇市 Ｔ ｓ ｓｔｙｌｅ Ｃｏｆｆｅｅ 那覇新都心店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

231,685 沖縄県 那覇市 Ｄｅｔａｉｌｆｕｌｌ 小売業 衣料品 5%

231,686 沖縄県 那覇市 ティサージホテル那覇 サービス 宿泊業 5%

231,687 沖縄県 那覇市 ｔｉｔｕｔｉ サービス その他サービス 5%

231,688 沖縄県 那覇市 チーズＢＡＲ　ＴＩＮＧＡＲＡ サービス 飲食業 5%

231,689 沖縄県 那覇市 ティンガーラ牧志店 小売業 衣料品 5%

231,690 沖縄県 那覇市 ＤＥＮＮＹ´Ｓ サービス 飲食業 5%

231,691 沖縄県 那覇市 寺子屋　琉膳 小売業 その他小売 5%

231,692 沖縄県 那覇市 天丼はせ川 サービス 飲食業 5%

231,693 沖縄県 那覇市 東洋交通 サービス 運輸業 5%

231,694 沖縄県 那覇市 Ｔｗｉｃｅ サービス 理容・美容業 5%

231,695 沖縄県 那覇市 トーエ洋菓子店 小売業 食料品 5%

231,696 沖縄県 那覇市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　寒川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,697 沖縄県 那覇市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　寄宮ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,698 沖縄県 那覇市 トップラインコーポレーション サービス その他サービス 5%

231,699 沖縄県 那覇市 富川金物店 小売業 その他小売 5%

231,700 沖縄県 那覇市 トヨタ上泉 小売業 その他小売 5%

231,701 沖縄県 那覇市 トヨタレンタリース沖縄 サービス その他サービス 2%

231,702 沖縄県 那覇市 トヨタレンタリース沖縄　安謝店 サービス その他サービス 2%

231,703 沖縄県 那覇市 トヨタレンタリース沖縄　Ｔギャラリア沖縄 サービス その他サービス 2%

231,704 沖縄県 那覇市 トヨタレンタリース沖縄　那覇空港店 サービス その他サービス 2%

231,705 沖縄県 那覇市 ドライヘッドマッサージＦｕーｗａ サービス その他サービス 5%

231,706 沖縄県 那覇市 ドラッグストアリューホー 小売業 その他小売 5%

231,707 沖縄県 那覇市 ＴｒａｔｔｏｒｉａＡｌｂｅｒｏＧｒａｎｄ サービス 飲食業 5%

231,708 沖縄県 那覇市 ＴＯＲＡＮＫＳ那覇 サービス 理容・美容業 5%

231,709 沖縄県 那覇市 トリミングサロンＯｌｕｐｏｎｏ サービス その他サービス 5%

231,710 沖縄県 那覇市 １３ＴＲＥＣＥ サービス 飲食業 5%

231,711 沖縄県 那覇市 トレンド大城 小売業 電化製品 5%

231,712 沖縄県 那覇市 トレンドオオタ 小売業 電化製品 5%

231,713 沖縄県 那覇市 トレンドさつき 小売業 電化製品 5%

231,714 沖縄県 那覇市 トレンドとなみ首里店 小売業 電化製品 5%
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231,715 沖縄県 那覇市 トレンドとなみ　おもろまち店 小売業 電化製品 5%

231,716 沖縄県 那覇市 トレンドパナック 小売業 電化製品 5%

231,717 沖縄県 那覇市 トレンドフジ 小売業 電化製品 5%

231,718 沖縄県 那覇市 トレンドライフ 小売業 電化製品 5%

231,719 沖縄県 那覇市 トロピカルショップ　セブ島 小売業 家具・調度品 5%

231,720 沖縄県 那覇市 とんかつ太郎小禄バイパス店 サービス 飲食業 5%

231,721 沖縄県 那覇市 とんかつ太郎新都心店 サービス 飲食業 5%

231,722 沖縄県 那覇市 なぎさ動物病院 サービス その他サービス 5%

231,723 沖縄県 那覇市 なぎさリペア 小売業 電化製品 5%

231,724 沖縄県 那覇市 和タクシー サービス 運輸業 5%

231,725 沖縄県 那覇市 なちゅら新都心店（株式会社アチーブ） サービス 理容・美容業 5%

231,726 沖縄県 那覇市 那覇小顔センター サービス 理容・美容業 5%

231,727 沖縄県 那覇市 那覇獣医科病院 サービス その他サービス 5%

231,728 沖縄県 那覇市 那覇ビーチサイドホテル サービス 宿泊業 5%

231,729 沖縄県 那覇市 那覇メインプレス 小売業 その他小売 5%

231,730 沖縄県 那覇市 南国セラピー　琉球 サービス 理容・美容業 5%

231,731 沖縄県 那覇市 南西観光ホテル サービス 宿泊業 5%

231,732 沖縄県 那覇市 二胡姫 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

231,733 沖縄県 那覇市 西口商店　栄町 サービス 飲食業 5%

231,734 沖縄県 那覇市 日本くるまえび養殖株式会社 小売業 家具・調度品 5%

231,735 沖縄県 那覇市 日本酒バル　ＴＩＰＳＹ サービス 飲食業 5%

231,736 沖縄県 那覇市 ＮｅｗＡｒｏｍａＲｅｖｅｕｒ サービス 理容・美容業 5%

231,737 沖縄県 那覇市 ニュータウン与儀ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,738 沖縄県 那覇市 ＮＥＷＦＵＮＫ　ＳＴＯＲＥ 小売業 衣料品 5%

231,739 沖縄県 那覇市 ＮａｉｌＳａｌｏｎ＆ＳｃｈｏｏｌＤａｉｓｙ サービス 理容・美容業 5%

231,740 沖縄県 那覇市 ｎａｉｌｓｓｕｎｒｉｓｅ サービス 理容・美容業 5%

231,741 沖縄県 那覇市 Ｎｅｘｔ　Ｌｉｆｅ サービス その他サービス 5%

231,742 沖縄県 那覇市 ＮｅｓｔａＲｉｄｄｉｍ＃３ サービス 理容・美容業 5%

231,743 沖縄県 那覇市 ネストホテル那覇 サービス 宿泊業 5%

231,744 沖縄県 那覇市 ＦｉｒｓｔＬｉｎｅ サービス その他サービス 5%

231,745 沖縄県 那覇市 ねむりのえき　新都心店 小売業 その他小売 5%

231,746 沖縄県 那覇市 ノラクロ サービス 飲食業 5%

231,747 沖縄県 那覇市 ＢＡＲ　Ｇｏｌｄ　Ｄｕｓｔ サービス 飲食業 5%

231,748 沖縄県 那覇市 ＰｅｒｓｏｎａｌＢｏｄｙｃａｒｅサロンＨｏ＇ｏｐｏｎｏｐｏｎｏ／ サービス 理容・美容業 5%

231,749 沖縄県 那覇市 ＢＡＲＢＥＲ　ＯＬＤＬＡＭＰ サービス 理容・美容業 5%

231,750 沖縄県 那覇市 ＢＡＲ　ＭＯＯＮ　ＢＡＲ　ＭＯＯＮ サービス 飲食業 5%

231,751 沖縄県 那覇市 パーラーねこじた サービス 飲食業 5%

231,752 沖縄県 那覇市 パイオニア合同会社 サービス その他サービス 5%

231,753 沖縄県 那覇市 ハイサイおばさん 小売業 家具・調度品 5%

231,754 沖縄県 那覇市 ハイサイおじさん 小売業 家具・調度品 5%

231,755 沖縄県 那覇市 パイナップルパーク 小売業 家具・調度品 5%

231,756 沖縄県 那覇市 パインツリーブレスＴギャラリア店 サービス 飲食業 5%
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231,757 沖縄県 那覇市 博多よか味処　わがまま サービス 飲食業 5%

231,758 沖縄県 那覇市 パーソナルスタジオｆａｌｃｏｎ サービス その他サービス 5%

231,759 沖縄県 那覇市 株式会社　鉢嶺本店 小売業 貴金属・服飾品 5%

231,760 沖縄県 那覇市 ＨａｐｐｙＤａｙｓ サービス 理容・美容業 5%

231,761 沖縄県 那覇市 花の店なかじま 小売業 その他小売 5%

231,762 沖縄県 那覇市 花屋アレンジマニア　花屋アレンジマニア 小売業 その他小売 5%

231,763 沖縄県 那覇市 ｈｏｎｅｙｓｐａ サービス 理容・美容業 5%

231,764 沖縄県 那覇市 ハブボックス　那覇空港店 小売業 衣料品 5%

231,765 沖縄県 那覇市 パブリック・テクノ・サービス 小売業 電化製品 5%

231,766 沖縄県 那覇市 パラダイス倶楽部　沖縄店 小売業 その他小売 5%

231,767 沖縄県 那覇市 はりきゅうみまもり サービス 理容・美容業 5%

231,768 沖縄県 那覇市 晴〇タクシー サービス 運輸業 5%

231,769 沖縄県 那覇市 晴れんちゅレンタカー那覇空港店 サービス その他サービス 5%

231,770 沖縄県 那覇市 ＰＯＷＥＲＳＰＯＲＴ サービス その他サービス 5%

231,771 沖縄県 那覇市 繁多川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,772 沖縄県 那覇市 パン ド カイト那覇西町店 小売業 食料品 5%

231,773 沖縄県 那覇市 Ｂｅｅｒｂａｒ　Ｆｅｌｔ サービス 飲食業 5%

231,774 沖縄県 那覇市 Ｂ＆Ｂ４Ｒｏｏｍｓ サービス その他サービス 5%

231,775 沖縄県 那覇市 ＰＣサポートＷＩＮ サービス その他サービス 5%

231,776 沖縄県 那覇市 ＰｅａｃｅＭｕｎｃｈｉｅｓ サービス 飲食業 5%

231,777 沖縄県 那覇市 ｈｅａｌｉｎｇｒｏｏｍＭＩＫＡＢｉＳＥ 小売業 その他小売 5%

231,778 沖縄県 那覇市 ビクトリアホテル サービス 宿泊業 5%

231,779 沖縄県 那覇市 彦　パレット店 サービス 飲食業 5%

231,780 沖縄県 那覇市 彦　本店 サービス 飲食業 5%

231,781 沖縄県 那覇市 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｌｅ　ｃｏｍｐｔｏｉｒ　ｄｅ　ＳＵＧＩ サービス 飲食業 5%

231,782 沖縄県 那覇市 ビストロ　ル　コントワー　ドゥ　スギ サービス 飲食業 5%

231,783 沖縄県 那覇市 ビッグワン　小禄店 小売業 その他小売 5%

231,784 沖縄県 那覇市 ビッグワン　那覇店 小売業 その他小売 5%

231,785 沖縄県 那覇市 火鉢屋　新都心店 サービス 飲食業 5%

231,786 沖縄県 那覇市 ビブレボーテＶｉｖｒｅＢｅａｕｔｅ サービス 理容・美容業 5%

231,787 沖縄県 那覇市 ｂ－ｐｒｏ 小売業 その他小売 5%

231,788 沖縄県 那覇市 ｐｕｐａ？ サービス 理容・美容業 5%

231,789 沖縄県 那覇市 ビューティボディショップ サービス 理容・美容業 5%

231,790 沖縄県 那覇市 ＨＩＲＯタクシー サービス 運輸業 5%

231,791 沖縄県 那覇市 ＨｉＮＮ 小売業 衣料品 5%

231,792 沖縄県 那覇市 ＰＩＮＫ　ＤＯＬＬ　ＨＯＵＳＥ サービス 理容・美容業 5%

231,793 沖縄県 那覇市 ファーストぽじしょん サービス その他サービス 5%

231,794 沖縄県 那覇市 ファーストコーヒー沖縄 小売業 食料品 5%

231,795 沖縄県 那覇市 ファストストア　ジップマートさつき店 小売業 食料品 5%

231,796 沖縄県 那覇市 ファストストアジップマートさつき サービス 宿泊業 5%

231,797 沖縄県 那覇市 ファッションキャンディサンエー那覇メイン 小売業 食料品 5%

231,798 沖縄県 那覇市 ファミリーフォート　ＭＶめかる店 サービス その他サービス 5%
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231,799 沖縄県 那覇市 ファミリーフォート　小禄店 サービス その他サービス 5%

231,800 沖縄県 那覇市 ファミリーフォート　ＪＡ石嶺店 サービス その他サービス 5%

231,801 沖縄県 那覇市 ファミリーフォート　田原店 サービス その他サービス 5%

231,802 沖縄県 那覇市 ファミリーフォート　鳥堀店 サービス その他サービス 5%

231,803 沖縄県 那覇市 ファミリーフォート　那覇長田店 サービス その他サービス 5%

231,804 沖縄県 那覇市 ファミリーフォート　三原店 サービス その他サービス 5%

231,805 沖縄県 那覇市 ファミリーフォート　ユニオン前島店 サービス その他サービス 5%

231,806 沖縄県 那覇市 ファンタジーハッピーストリート 小売業 衣料品 5%

231,807 沖縄県 那覇市 ファンタジーレインボーガーデン 小売業 衣料品 5%

231,808 沖縄県 那覇市 ｆｉｐｐｅｒ　Ｊａｐａｎ 小売業 衣料品 5%

231,809 沖縄県 那覇市 舞天久茂地店 サービス 飲食業 5%

231,810 沖縄県 那覇市 舞天本店 サービス 飲食業 5%

231,811 沖縄県 那覇市 ｐｏｕｒ　ｌｅ　Ｍｉｅｕ サービス 理容・美容業 5%

231,812 沖縄県 那覇市 ｆｅｌｉｚ サービス その他サービス 5%

231,813 沖縄県 那覇市 ブーケガルニ 小売業 その他小売 5%

231,814 沖縄県 那覇市 フットプロ サービス その他サービス 5%

231,815 沖縄県 那覇市 Ｐｕｐｕｌｉｎｏププリノ サービス 理容・美容業 5%

231,816 沖縄県 那覇市 ブラウンシュガー 小売業 衣料品 5%

231,817 沖縄県 那覇市 フラワーショップエバ 小売業 その他小売 5%

231,818 沖縄県 那覇市 フラワーショップ 小売業 その他小売 5%

231,819 沖縄県 那覇市 フラワーショップ 小売業 その他小売 5%

231,820 沖縄県 那覇市 ブランドショップ　フリーゾーン 小売業 貴金属・服飾品 5%

231,821 沖縄県 那覇市 ブランドショップ　フリーゾーン 小売業 貴金属・服飾品 5%

231,822 沖縄県 那覇市 Ｆｒｉａｎｄｉｓｅ 小売業 食料品 5%

231,823 沖縄県 那覇市 ＢＬＵ　ＮＯＴＴＥ　ホテルアクアチッタナハｂｙＷＢＦ サービス 宿泊業 5%

231,824 沖縄県 那覇市 ＢＰ古波蔵ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,825 沖縄県 那覇市 ブルームＫ２　浮島通り店 サービス 理容・美容業 5%

231,826 沖縄県 那覇市 ブルームＫ２　浮島通り店 サービス 理容・美容業 5%

231,827 沖縄県 那覇市 ブルームＫ２　国際通り店 サービス 理容・美容業 5%

231,828 沖縄県 那覇市 ブルームＫ２　国際通り店 サービス 理容・美容業 5%

231,829 沖縄県 那覇市 ブルーム　Ｋ２　泉崎店 サービス 理容・美容業 5%

231,830 沖縄県 那覇市 Ｂｒｅｍｅｎ サービス 飲食業 5%

231,831 沖縄県 那覇市 文教ハーモニー那覇店 小売業 その他小売 5%

231,832 沖縄県 那覇市 ブンリンドー 小売業 その他小売 5%

231,833 沖縄県 那覇市 ブンリンドースポーツ 小売業 その他小売 5%

231,834 沖縄県 那覇市 ブンリンドースポーツ　アディダスショップ 小売業 その他小売 5%

231,835 沖縄県 那覇市 ブンリンドースポーツナイキショップ 小売業 その他小売 5%

231,836 沖縄県 那覇市 ブンリンドースポーツアディダスショ 小売業 その他小売 5%

231,837 沖縄県 那覇市 Ｈａｉｒ＆ＭａｋｅＢｅｌｌｅｚｚａ サービス 理容・美容業 5%

231,838 沖縄県 那覇市 ＲＥＬＡＴＩＯＮ サービス 理容・美容業 5%

231,839 沖縄県 那覇市 ヘアーメイク　ベスティエ サービス 理容・美容業 5%

231,840 沖縄県 那覇市 ヘアーメイクＢＥＳＴＩＥ サービス 理容・美容業 5%
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231,841 沖縄県 那覇市 ヘアーメイクＢＥＳＴＩＥ サービス 理容・美容業 5%

231,842 沖縄県 那覇市 Ｈａｉｒ　Ｌｉｆｅ　ＬＩＢ サービス 理容・美容業 5%

231,843 沖縄県 那覇市 ｈａｉｒ　ｑｕａｉｎｔ サービス 理容・美容業 5%

231,844 沖縄県 那覇市 ヘアルームリベルテ２０９ サービス 理容・美容業 5%

231,845 沖縄県 那覇市 ＢＡＫＥＲ’Ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ 小売業 家具・調度品 5%

231,846 沖縄県 那覇市 平識時計宝石店 小売業 貴金属・服飾品 5%

231,847 沖縄県 那覇市 ｐｅｓｃａ那覇新都心店 サービス 理容・美容業 5%

231,848 沖縄県 那覇市 ＰＥＴＢＯＸＡｎｉｍａｌｓｔａｔｉｏｎＮＡＨＡ 小売業 その他小売 5%

231,849 沖縄県 那覇市 ＢｅｌｌａＬｕｎａ那覇店 サービス 理容・美容業 5%

231,850 沖縄県 那覇市 ペルージェ川平 小売業 貴金属・服飾品 5%

231,851 沖縄県 那覇市 ＲｕｎＲｉｄｅＰＯＩＮＴ／ポイントはり・きゅう治療院 サービス 理容・美容業 5%

231,852 沖縄県 那覇市 ボートサービスコースト サービス その他サービス 5%

231,853 沖縄県 那覇市 外間パーソナルトレーニングジム サービス その他サービス 5%

231,854 沖縄県 那覇市 ホットプリント サービス その他サービス 5%

231,855 沖縄県 那覇市 Ｂｏｄｙｃａｒｅｇｕ サービス その他サービス 5%

231,856 沖縄県 那覇市 ＢｏｄｙＭａｋｅＳｔｕｄｉｏＲｅａｌｌ サービス その他サービス 5%

231,857 沖縄県 那覇市 ホテル　ブライオン　那覇 サービス 宿泊業 5%

231,858 沖縄県 那覇市 ホテルアクアチッタナハｂｙＷＢＦ サービス 宿泊業 5%

231,859 沖縄県 那覇市 ホテルＧＡＬＡ サービス 宿泊業 5%

231,860 沖縄県 那覇市 ホテルサンパレス球陽館 サービス 宿泊業 5%

231,861 沖縄県 那覇市 ホテルＷＢＦアートステイ那覇 サービス 宿泊業 5%

231,862 沖縄県 那覇市 ホテルチュラ琉球 サービス 宿泊業 5%

231,863 沖縄県 那覇市 ホテルパームロイヤルＮＡＨＡ サービス 宿泊業 5%

231,864 沖縄県 那覇市 Ｈｏｔｅｌ　Ｖｉｖｉａｎａ サービス 宿泊業 5%

231,865 沖縄県 那覇市 穂の香 小売業 食料品 5%

231,866 沖縄県 那覇市 穂の香（店舗外） 小売業 食料品 5%

231,867 沖縄県 那覇市 ＨｏｌｉｄａｙＨｏｍｅｓＴＳＵＢＯＹＡ サービス その他サービス 5%

231,868 沖縄県 那覇市 ＰＯＲＴＡ　ＡＮＤ　ＧＡＴＥ 小売業 衣料品 5%

231,869 沖縄県 那覇市 ホルモン焼肉　ぼくけ サービス 飲食業 5%

231,870 沖縄県 那覇市 ホンダ販売　ＮＡＫ サービス その他サービス 5%

231,871 沖縄県 那覇市 ｍａｖｅｒｉｃｋ サービス 飲食業 5%

231,872 沖縄県 那覇市 ＭｉＮＤ　ＨＡｉＲ サービス 理容・美容業 5%

231,873 沖縄県 那覇市 牧志かけ見 サービス 飲食業 5%

231,874 沖縄県 那覇市 Ｍｉ?ｊａ　牧志店　Ｍｉ　ｊａ牧志店 小売業 その他小売 5%

231,875 沖縄県 那覇市 薪焼きの店キッチンいえーろ サービス 飲食業 5%

231,876 沖縄県 那覇市 マクドナルド国場十字路店 サービス 飲食業 2%

231,877 沖縄県 那覇市 マクドナルド真嘉比古島店 サービス 飲食業 2%

231,878 沖縄県 那覇市 松川ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

231,879 沖縄県 那覇市 ｍａｘ　ｐｌｕｓ 小売業 家具・調度品 5%

231,880 沖縄県 那覇市 松本メガネ サービス その他サービス 5%

231,881 沖縄県 那覇市 麻斗ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

231,882 沖縄県 那覇市 ママイクコ　首里 小売業 その他小売 5%
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231,883 沖縄県 那覇市 ママイクコ　那覇 小売業 その他小売 5%

231,884 沖縄県 那覇市 マリエールオークパイン サービス その他サービス 5%

231,885 沖縄県 那覇市 マリンスター サービス その他サービス 5%

231,886 沖縄県 那覇市 マリンハウス　シーサー　美浜店 小売業 その他小売 5%

231,887 沖縄県 那覇市 マリンハウスシーサー　那覇店 小売業 その他小売 5%

231,888 沖縄県 那覇市 マリンハウスシーサー　那覇店 小売業 その他小売 5%

231,889 沖縄県 那覇市 丸市商事（株） 小売業 その他小売 5%

231,890 沖縄県 那覇市 まるかん嬉し店 小売業 その他小売 5%

231,891 沖縄県 那覇市 まる清 サービス 飲食業 5%

231,892 沖縄県 那覇市 マルサン　サンエー宇栄原団地店 サービス その他サービス 5%

231,893 沖縄県 那覇市 丸三　サンエー高良店 サービス その他サービス 5%

231,894 沖縄県 那覇市 マルサン　サンエーまかび店 サービス その他サービス 5%

231,895 沖縄県 那覇市 マルサン　りうぼう西町店 サービス その他サービス 5%

231,896 沖縄県 那覇市 株式会社丸三　若狭店 サービス その他サービス 5%

231,897 沖縄県 那覇市 マルサンランドリー　天久店 サービス その他サービス 5%

231,898 沖縄県 那覇市 株式会社丸三ランドリー　おもろまち店 サービス その他サービス 5%

231,899 沖縄県 那覇市 マルサンランドリー　金城店 サービス その他サービス 5%

231,900 沖縄県 那覇市 マルサンランドリー　サンエー安里店 サービス その他サービス 5%

231,901 沖縄県 那覇市 マルサンランドリー　サンエー石嶺店 サービス その他サービス 5%

231,902 沖縄県 那覇市 マルサンランドリー　サンエー大名店 サービス その他サービス 5%

231,903 沖縄県 那覇市 マルサンランドリー　サンエー小禄店 サービス その他サービス 5%

231,904 沖縄県 那覇市 マルサンランドリー　サンエー城岳店 サービス その他サービス 5%

231,905 沖縄県 那覇市 マルサンランドリー　サンエーつぼがわ店 サービス その他サービス 5%

231,906 沖縄県 那覇市 マルサンランドリー　サンエー繁多川店 サービス その他サービス 5%

231,907 沖縄県 那覇市 マルサンランドリー　サンエー与儀店 サービス その他サービス 5%

231,908 沖縄県 那覇市 マルサンランドリー　洗濯ショップ店 サービス その他サービス 5%

231,909 沖縄県 那覇市 マルサンランドリー　泊店 サービス その他サービス 5%

231,910 沖縄県 那覇市 丸三ランドリー　那覇メインプレイス店 サービス その他サービス 5%

231,911 沖縄県 那覇市 マルサンランドリー　前島店 サービス その他サービス 5%

231,912 沖縄県 那覇市 マルサンランドリー　ユニオン真嘉比店 サービス その他サービス 5%

231,913 沖縄県 那覇市 ｍａｒｃｈ 小売業 家具・調度品 5%

231,914 沖縄県 那覇市 丸大国場店 小売業 食料品 5%

231,915 沖縄県 那覇市 丸大長田店 小売業 食料品 5%

231,916 沖縄県 那覇市 マルミツ　浮島店 小売業 衣料品 5%

231,917 沖縄県 那覇市 Ｍｉ?ｊａ　国際通り店 小売業 その他小売 5%

231,918 沖縄県 那覇市 Ｍｉ?ｊａ　国際通り店　公設市場横丁 小売業 その他小売 5%

231,919 沖縄県 那覇市 Ｍｉ?ｊａ　国際通り店　Ｍｉ?ｊａ　市場前 小売業 その他小売 5%

231,920 沖縄県 那覇市 Ｍｉ?ｊａ　国際通り店　Ｍｉ?ｊａ　市場前２号店 小売業 その他小売 5%

231,921 沖縄県 那覇市 Ｍｉ?ｊａ　国際通り店　Ｍｉ?ｊａ　国際通り２号店 小売業 その他小売 5%

231,922 沖縄県 那覇市 Ｍｉ?ｊａ　国際通り店　Ｍｉ?ｊａ　平和通り店 小売業 その他小売 5%

231,923 沖縄県 那覇市 Ｍｉ?ｊａ　国際通り店　Ｍｉ?ｊａ　牧志店 小売業 その他小売 5%

231,924 沖縄県 那覇市 Ｍｉ?ｊａ　市場前店　Ｍｉ　ｊａ市場前店 小売業 その他小売 5%

5524



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

②固定店舗（EC・通信販売を除く） 令和元年9月2日　現在

※9月中下旬には、地図上に対象店舗を表示するウェブ機能やアプリを公表予定

No. 都道府県 市区町村 事業所名（屋号） 業種 還元率

231,925 沖縄県 那覇市 Ｍｉ?ｊａ　市場前２号店　Ｍｉ　ｊａ市場前２号店 小売業 その他小売 5%

231,926 沖縄県 那覇市 Ｍｉ?ｊａ　国際通り　２号店　Ｍｉ　ｊａ国際通り２号店 小売業 その他小売 5%

231,927 沖縄県 那覇市 味噌めしや　まるたま サービス 飲食業 5%

231,928 沖縄県 那覇市 みねい時計店 小売業 貴金属・服飾品 5%

231,929 沖縄県 那覇市 宮城紙商店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

231,930 沖縄県 那覇市 ｍｉｙａｇｉｙａ 小売業 衣料品 5%

231,931 沖縄県 那覇市 ｍｉｙａｇｉｙａ 小売業 衣料品 5%

231,932 沖縄県 那覇市 宮里ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

231,933 沖縄県 那覇市 宮脇書店　那覇空港店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

231,934 沖縄県 那覇市 民宿　グリーンハウス サービス 宿泊業 5%

231,935 沖縄県 那覇市 眼鏡工房レイ 小売業 その他小売 5%

231,936 沖縄県 那覇市 メガネストアー那覇 小売業 その他小売 5%

231,937 沖縄県 那覇市 目利きの銀次　新都心店 サービス 飲食業 5%

231,938 沖縄県 那覇市 ＭｅｌｉＭｅｌｏ　Ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

231,939 沖縄県 那覇市 麺天　麺天 サービス 飲食業 5%

231,940 沖縄県 那覇市 Ｍｅｍｂｅｒｓ　望月 サービス 飲食業 5%

231,941 沖縄県 那覇市 Ｍｏｉｓｔｅａｎｅシャルマンサロン サービス 理容・美容業 5%

231,942 沖縄県 那覇市 椛弁当 サービス 飲食業 5%

231,943 沖縄県 那覇市 森口家 サービス 飲食業 5%

231,944 沖縄県 那覇市 ＭｏｒｉｔａＨａｎｄｗｏｒｋＳ サービス 理容・美容業 5%

231,945 沖縄県 那覇市 諸見スズキオート 小売業 その他小売 5%

231,946 沖縄県 那覇市 焼鳥　串福陣 サービス 飲食業 5%

231,947 沖縄県 那覇市 やきとん居酒屋ＫＩＮ?ＫＡＮ サービス 飲食業 5%

231,948 沖縄県 那覇市 やきとん居酒屋ＫＩＮ?ＫＡＮ やきとん居酒屋ＫＩＮ?ＫＡＮ サービス 飲食業 5%

231,949 沖縄県 那覇市 焼肉　うるま牛 サービス 飲食業 5%

231,950 沖縄県 那覇市 焼肉８８－ＥｉｇｈｔｙＥｉｇｈｔ－辻店 サービス 飲食業 5%

231,951 沖縄県 那覇市 焼肉８８－ＥｉｇｈｔｙＥｉｇｈｔ－ サービス 飲食業 5%

231,952 沖縄県 那覇市 焼肉８８－ＥｉｇｈｔｙＥｉｇｈｔ－松山店 サービス 飲食業 5%

231,953 沖縄県 那覇市 焼肉　たちばな サービス 飲食業 5%

231,954 沖縄県 那覇市 株式会社安木屋 小売業 その他小売 5%

231,955 沖縄県 那覇市 安木屋　一銀通り店 小売業 その他小売 5%

231,956 沖縄県 那覇市 八十八 サービス 飲食業 5%

231,957 沖縄県 那覇市 やすらぎサロンアペゼ サービス 理容・美容業 5%

231,958 沖縄県 那覇市 やちむん家 小売業 家具・調度品 5%

231,959 沖縄県 那覇市 屋良電化ストア 小売業 電化製品 5%

231,960 沖縄県 那覇市 結トラベル サービス その他サービス 5%

231,961 沖縄県 那覇市 有限会社　山川酒造　那覇支店 小売業 その他小売 5%

231,962 沖縄県 那覇市 有限会社沖縄ブルータスアトム電器　長田店 小売業 電化製品 5%

231,963 沖縄県 那覇市 有限会社スポーツトグチ 小売業 その他小売 5%

231,964 沖縄県 那覇市 高良レコード店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

231,965 沖縄県 那覇市 有限会社土産品店あさと 小売業 その他小売 5%

231,966 沖縄県 那覇市 遊膳　那覇店 小売業 その他小売 5%
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231,967 沖縄県 那覇市 雪タクシー サービス 運輸業 5%

231,968 沖縄県 那覇市 酔処玉川　よいしょたまりば 小売業 食料品 5%

231,969 沖縄県 那覇市 酔処　玉川 サービス 飲食業 5%

231,970 沖縄県 那覇市 ヨーガ　シャンティ サービス その他サービス 5%

231,971 沖縄県 那覇市 与儀モータース サービス その他サービス 5%

231,972 沖縄県 那覇市 与儀モータース本社 小売業 その他小売 5%

231,973 沖縄県 那覇市 ＹＯＺＡ サービス 理容・美容業 5%

231,974 沖縄県 那覇市 よざくら サービス 飲食業 5%

231,975 沖縄県 那覇市 義喜ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

231,976 沖縄県 那覇市 よんなーフード サービス その他サービス 5%

231,977 沖縄県 那覇市 ラーメン屋あさひ サービス 飲食業 5%

231,978 沖縄県 那覇市 ＬＩＶＥ　ＳＰＯＴ　ＡＰＡＣＨＥ サービス 飲食業 5%

231,979 沖縄県 那覇市 ライブハウス島唄 サービス 飲食業 5%

231,980 沖縄県 那覇市 ラクッチーナ　ソープブティック 小売業 その他小売 5%

231,981 沖縄県 那覇市 ラハイナ国際通り店 小売業 その他小売 5%

231,982 沖縄県 那覇市 Ｒｕｎ　Ｒｉｄｅ　ＰＯＩＮＴ 小売業 その他小売 5%

231,983 沖縄県 那覇市 リコヘアー サービス 理容・美容業 5%

231,984 沖縄県 那覇市 リシェリエ那覇メインプレイス店 小売業 衣料品 5%

231,985 沖縄県 那覇市 Ａ Ｌｉｔｔｌｅ Ｇａｒｄｅｎ Ａ Ｌｉｔｔｌｅ ＧＡｒｄｅｎ サービス 理容・美容業 5%

231,986 沖縄県 那覇市 リーファーズ サービス その他サービス 5%

231,987 沖縄県 那覇市 リフィーダイビングクラブ サービス その他サービス 5%

231,988 沖縄県 那覇市 リフィーダイビングクラブ サービス その他サービス 5%

231,989 沖縄県 那覇市 琉球菓子処琉宮 小売業 食料品 5%

231,990 沖縄県 那覇市 琉球甘味琉宮 小売業 食料品 5%

231,991 沖縄県 那覇市 琉球酒場　まーさんの家 サービス 飲食業 5%

231,992 沖縄県 那覇市 琉球ダイニングひがし町屋 サービス 飲食業 5%

231,993 沖縄県 那覇市 琉球宙吹ガラスギャラリー　鍵石 小売業 家具・調度品 5%

231,994 沖縄県 那覇市 琉球ヒノマル食堂 サービス 飲食業 5%

231,995 沖縄県 那覇市 琉球ぴらす　浮島通り店 小売業 衣料品 5%

231,996 沖縄県 那覇市 琉球民芸ギャラリー　鍵石　牧志店 小売業 家具・調度品 5%

231,997 沖縄県 那覇市 琉球民芸センターくもじ店 小売業 その他小売 5%

231,998 沖縄県 那覇市 リラクゼ－ションあおみどり サービス その他サービス 5%

231,999 沖縄県 那覇市 フィジカルチャージ那覇 サービス その他サービス 5%

232,000 沖縄県 那覇市 レキオタクシー サービス 運輸業 5%

232,001 沖縄県 那覇市 レキオビジョン サービス その他サービス 5%

232,002 沖縄県 那覇市 ＬＥＨＵＡ サービス 理容・美容業 5%

232,003 沖縄県 那覇市 Ｌｅｍｍ那覇松山店 サービス その他サービス 5%

232,004 沖縄県 那覇市 ｒｏｋｋａｎ　ｃｏｆｆｅｅ 小売業 食料品 5%

232,005 沖縄県 那覇市 ＬＯＮＤ　Ｈａｉｒｄｒｅｓｓｅｒ サービス 理容・美容業 5%

232,006 沖縄県 那覇市 ＬＯＮＤ　Ｈａｉｒｄｒｅｓｓｅｒ　ＬＯＮＤ　Ｈａｉｒｄｒｅｓｓｅｒ サービス 理容・美容業 5%

232,007 沖縄県 那覇市 ＷＩＲＥＳＨＯＴＥＬＮＡＨＡ サービス 宿泊業 5%

232,008 沖縄県 那覇市 Ｙ．Ｎタクシー サービス 運輸業 5%
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232,009 沖縄県 那覇市 ＷＡＯおきしん 小売業 電化製品 5%

232,010 沖縄県 那覇市 ＷＡＯ　ＰＡＮＡＨＯＵＳＥタカラ 小売業 電化製品 5%

232,011 沖縄県 那覇市 ＯｋｉｎａｗａＰｒｉｓｏｎ サービス その他サービス 5%

232,012 沖縄県 那覇市 若菜ｗａｋａｎａ サービス 飲食業 5%

232,013 沖縄県 那覇市 わくわく名入れ工房　沖縄キング 小売業 その他小売 5%

232,014 沖縄県 那覇市 わくわく名入れ工房　沖縄キング サービス その他サービス 5%

232,015 沖縄県 那覇市 Ｗａｇｏｎ　Ｓｈｏｐ　ＬＩＮＤＡ 小売業 貴金属・服飾品 5%

232,016 沖縄県 那覇市 和Ｓａｂｉ サービス 飲食業 5%

232,017 沖縄県 那覇市 わしょう電化 サービス その他サービス 5%

232,018 沖縄県 那覇市 ●和陶磁器・和雑貨　津覇商店 小売業 その他小売 5%

232,019 沖縄県 那覇市 笑獅子堂 サービス 飲食業 5%

232,020 沖縄県 那覇市 ＯｎｅＷｏｒｌｄ 小売業 衣料品 5%

232,021 沖縄県 南城市 アイランドアロマ沖縄 小売業 家具・調度品 5%

232,022 沖縄県 南城市 器　ｂｏｎｏｈｏ 小売業 家具・調度品 5%

232,023 沖縄県 南城市 おきなわ　なちゅら食楽部 小売業 食料品 5%

232,024 沖縄県 南城市 親ヶ原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,025 沖縄県 南城市 ＣＡＦＥ　ＱＵＡＬＩＴＡ サービス 飲食業 5%

232,026 沖縄県 南城市 ＣＡＦＥＴＥＲＲＡＣＥ１６６３ サービス 飲食業 5%

232,027 沖縄県 南城市 かりん サービス 理容・美容業 5%

232,028 沖縄県 南城市 キャピックオキナワ サービス その他サービス 5%

232,029 沖縄県 南城市 行政書士しろまらく事務所 サービス その他サービス 5%

232,030 沖縄県 南城市 京都屋クリーニング　イオン南城大里店 サービス その他サービス 5%

232,031 沖縄県 南城市 ＪＡおきなわ佐敷経済店 小売業 その他小売 5%

232,032 沖縄県 南城市 ＪＡおきなわ玉城経済店 小売業 その他小売 5%

232,033 沖縄県 南城市 ＪＡおきなわ知念経済店 小売業 その他小売 5%

232,034 沖縄県 南城市 しびらんか 小売業 家具・調度品 5%

232,035 沖縄県 南城市 Ｓｈｉｍａｂｕｋｕｒｏ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

232,036 沖縄県 南城市 ジミー　大里店 小売業 食料品 5%

232,037 沖縄県 南城市 酒楽食楽晃龍 サービス 飲食業 5%

232,038 沖縄県 南城市 勝タクシー サービス 運輸業 5%

232,039 沖縄県 南城市 昭和物語 サービス 飲食業 5%

232,040 沖縄県 南城市 タウンプラザかねひで　佐敷店 小売業 食料品 5%

232,041 沖縄県 南城市 玉勝タクシー サービス 運輸業 5%

232,042 沖縄県 南城市 多和田スーパー 小売業 その他小売 5%

232,043 沖縄県 南城市 チャハット　オキナワ 小売業 その他小売 5%

232,044 沖縄県 南城市 照タクシー サービス 運輸業 5%

232,045 沖縄県 南城市 天ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

232,046 沖縄県 南城市 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　南部大里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,047 沖縄県 南城市 美容室なないろ サービス 理容・美容業 5%

232,048 沖縄県 南城市 Ｂｉｌｌ＆ＬｉｎｄａＣａｒＲｅｎｔａｌ サービス その他サービス 5%

232,049 沖縄県 南城市 ＰＩＮ・ＵＰ サービス 理容・美容業 5%

232,050 沖縄県 南城市 ファミリーフォート　アトール大里店 サービス その他サービス 5%
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232,051 沖縄県 南城市 ファミリーフォート　ＭＶ佐敷店 サービス その他サービス 5%

232,052 沖縄県 南城市 ぷーら 小売業 衣料品 5%

232,053 沖縄県 南城市 ヘアーズ　　　サプリ サービス 理容・美容業 5%

232,054 沖縄県 南城市 ヘアケアサロンＲＥＬＡＸ サービス 理容・美容業 5%

232,055 沖縄県 南城市 ペルージェ川平　大王国村店 小売業 貴金属・服飾品 5%

232,056 沖縄県 南城市 丸大佐敷店 小売業 食料品 5%

232,057 沖縄県 南城市 宮城タクシー サービス 運輸業 5%

232,058 沖縄県 西原町 いぶし銀次郎　西原店 サービス 飲食業 5%

232,059 沖縄県 西原町 えびす家 サービス 飲食業 5%

232,060 沖縄県 西原町 Ｍ２　サンエー西原シティ店 小売業 衣料品 5%

232,061 沖縄県 西原町 オート　Ｊａｐａｎ　２１ サービス その他サービス 5%

232,062 沖縄県 西原町 沖東交通　整備工場 サービス その他サービス 5%

232,063 沖縄県 西原町 おながサービスステーション おなが給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,064 沖縄県 西原町 ＯｒｉｅｎｔａｌＢａｒ桜梅桃李 サービス 飲食業 5%

232,065 沖縄県 西原町 ｃｕｔ　ｉｎ　シャンゼ西原店 サービス 理容・美容業 5%

232,066 沖縄県 西原町 兼久ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,067 沖縄県 西原町 かねひで　ネーブルカデナ店 小売業 家具・調度品 5%

232,068 沖縄県 西原町 金秀商事 小売業 食料品 5%

232,069 沖縄県 西原町 喜屋武タクシー サービス 運輸業 5%

232,070 沖縄県 西原町 京都屋クリーニング　マックスバリュ　兼久店 サービス その他サービス 5%

232,071 沖縄県 西原町 近光インテリア 小売業 家具・調度品 5%

232,072 沖縄県 西原町 Ｃｏｃｏ水夢 小売業 家具・調度品 5%

232,073 沖縄県 西原町 坂田給油所 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,074 沖縄県 西原町 ラクビヤ サービス 理容・美容業 5%

232,075 沖縄県 西原町 ＧＦＣ西原シティ店 小売業 衣料品 5%

232,076 沖縄県 西原町 シーベレット西原シティ店 小売業 衣料品 5%

232,077 沖縄県 西原町 ＪＡおきなわ西原支店　経済課 小売業 その他小売 5%

232,078 沖縄県 西原町 ジミー　ニューマン店 小売業 食料品 5%

232,079 沖縄県 西原町 ＪＯＳＨＵＡ西原店 小売業 衣料品 5%

232,080 沖縄県 西原町 ステーキ屋　瓦 サービス 飲食業 5%

232,081 沖縄県 西原町 タウンプラザ　かねひで サービス 宿泊業 5%

232,082 沖縄県 西原町 ７８７イルーシー３００西原シティ店 小売業 衣料品 5%

232,083 沖縄県 西原町 西原センターサービスステーション 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,084 沖縄県 西原町 西原センター第２ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,085 沖縄県 西原町 ビッグワン　西原店 小売業 その他小売 5%

232,086 沖縄県 西原町 ファミリーフォート　ＭＶ坂田店 サービス その他サービス 5%

232,087 沖縄県 西原町 プラスガーデン 小売業 その他小売 5%

232,088 沖縄県 西原町 マクドナルド坂田店 サービス 飲食業 2%

232,089 沖縄県 西原町 マルサンランドリー　サンエー西原シティ店 サービス その他サービス 5%

232,090 沖縄県 西原町 リラクゼーションサロン　ひでまる サービス その他サービス 5%

232,091 沖縄県 西原町 ｒｏｍａｎｅｅ?ｃｏｎｔｉ サービス 理容・美容業 5%

232,092 沖縄県 南風原町 アトムタクシー サービス 運輸業 5%
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232,093 沖縄県 南風原町 市タクシー サービス 運輸業 5%

232,094 沖縄県 南風原町 大橋自動車販売　南風原店 サービス その他サービス 5%

232,095 沖縄県 南風原町 沖縄子育て良品 小売業 その他小売 5%

232,096 沖縄県 南風原町 沖繩ヤクルト　南風原 小売業 食料品 5%

232,097 沖縄県 南風原町 開成　南部支店 サービス その他サービス 5%

232,098 沖縄県 南風原町 株式会社興和工機　南風原店 小売業 その他小売 5%

232,099 沖縄県 南風原町 株　禅自動車サービス サービス その他サービス 5%

232,100 沖縄県 南風原町 カラオケハウス　とまと　宮平店 サービス その他サービス 5%

232,101 沖縄県 南風原町 業務スーパー南風原店 小売業 食料品 2%

232,102 沖縄県 南風原町 Ｂｏｄｙｍａｋｅｓａｌｏｎくくる サービス 理容・美容業 5%

232,103 沖縄県 南風原町 ＪＡおきなわ津嘉山支店　経済課 小売業 その他小売 5%

232,104 沖縄県 南風原町 ＪＡおきなわ南風原支店　経済課 小売業 その他小売 5%

232,105 沖縄県 南風原町 ジミー　南風原店 小売業 食料品 5%

232,106 沖縄県 南風原町 シーランド　南風原店 小売業 その他小売 5%

232,107 沖縄県 南風原町 スマイルネイル　サンエーつかざんシティ店 サービス 理容・美容業 5%

232,108 沖縄県 南風原町 大栄交通　南風原営業所 サービス 運輸業 5%

232,109 沖縄県 南風原町 タイムステーションＮＥＯイオンモール南風原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

232,110 沖縄県 南風原町 タウンプラザかねひで　津嘉山店 小売業 食料品 5%

232,111 沖縄県 南風原町 タウンプラザかねひで　南風原店 小売業 食料品 5%

232,112 沖縄県 南風原町 株式会社中央ツーリスト　イオン南風原店 サービス その他サービス 5%

232,113 沖縄県 南風原町 天龍自動車 サービス その他サービス 5%

232,114 沖縄県 南風原町 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　照屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,115 沖縄県 南風原町 ＮａｉｌｓｂｅａｕｔｙＣａｓｔｌｅ サービス 理容・美容業 5%

232,116 沖縄県 南風原町 南風原ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,117 沖縄県 南風原町 パワーストーン　ＣＯＣＯＲＯ 小売業 その他小売 5%

232,118 沖縄県 南風原町 ファーマーズマーケット南風原くがに市場 小売業 食料品 5%

232,119 沖縄県 南風原町 （株）照正興産 サービス その他サービス 5%

232,120 沖縄県 南風原町 マクドナルド５０７津嘉山店 サービス 飲食業 2%

232,121 沖縄県 南風原町 Ｍａｍｍｙ’ｓ　Ｃａｓｔｌｅ サービス 理容・美容業 5%

232,122 沖縄県 南風原町 マルキン家具　一日橋店 小売業 家具・調度品 5%

232,123 沖縄県 南風原町 マルキン家具　一日橋店 小売業 家具・調度品 5%

232,124 沖縄県 南風原町 マルサン　津嘉山２号店 サービス その他サービス 5%

232,125 沖縄県 南風原町 マルサンランドリー　サンエー津嘉山シティ店 サービス その他サービス 5%

232,126 沖縄県 南風原町 マルサンランドリー　マックスバリュー一日橋店 サービス その他サービス 5%

232,127 沖縄県 南風原町 マルサンランドリー　丸大南店 サービス その他サービス 5%

232,128 沖縄県 南風原町 丸大南風原店 小売業 食料品 5%

232,129 沖縄県 南風原町 宮脇書店　南風原店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

232,130 沖縄県 南風原町 ＭｏｖｅＡｒｏｕｎｄＣａｆｅ サービス 飲食業 5%

232,131 沖縄県 南風原町 メイクアイ　サンエーつかざんシティ店 サービス 理容・美容業 5%

232,132 沖縄県 南風原町 メガネ　２１　南風原店 小売業 貴金属・服飾品 5%

232,133 沖縄県 南風原町 良浩タクシー サービス 運輸業 5%

232,134 沖縄県 南風原町 Ｒｅ? サービス 理容・美容業 5%
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232,135 沖縄県 東村 有銘ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,136 沖縄県 東村 ＪＡおきなわ東支店　経済課 小売業 その他小売 5%

232,137 沖縄県 東村 帆風 サービス 飲食業 5%

232,138 沖縄県 東村 ＹＡＮＢＡＲＵ　ＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ サービス その他サービス 5%

232,139 沖縄県 南大東村 ＪＡおきなわ南大東支店　経済課 小売業 その他小売 5%

232,140 沖縄県 宮古島市 あーさぐー屋 サービス 飲食業 5%

232,141 沖縄県 宮古島市 アール サービス 理容・美容業 5%

232,142 沖縄県 宮古島市 ａｏ サービス 飲食業 5%

232,143 沖縄県 宮古島市 アクアストーリー 小売業 その他小売 5%

232,144 沖縄県 宮古島市 麻布十番犬猫クリニック宮古島分院 サービス その他サービス 5%

232,145 沖縄県 宮古島市 アトハリ サービス その他サービス 5%

232,146 沖縄県 宮古島市 アロハ堂 サービス 理容・美容業 5%

232,147 沖縄県 宮古島市 池間石油販売所 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,148 沖縄県 宮古島市 伊良部ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,149 沖縄県 宮古島市 いらぶじまどるふぃん サービス 宿泊業 5%

232,150 沖縄県 宮古島市 伊良部ＬａｇｏｏｎＶｉｌｌａ龍星　ＬａｇｏｏｎＶｉｌｌａ龍星 サービス 宿泊業 5%

232,151 沖縄県 宮古島市 Ｉｒａｙｏｉ サービス 飲食業 5%

232,152 沖縄県 宮古島市 ｉｎｎｅｒｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎＯｌｕ’ｏｌｕ サービス 理容・美容業 5%

232,153 沖縄県 宮古島市 ヴィラブリゾート サービス 宿泊業 5%

232,154 沖縄県 宮古島市 ヴィラブリゾート サービス 宿泊業 5%

232,155 沖縄県 宮古島市 ＡＩＲＦＩＴＮＥＳＳ＆ＷＥＬＬＮＥＳ サービス その他サービス 5%

232,156 沖縄県 宮古島市 ＮＣ電気 小売業 電化製品 5%

232,157 沖縄県 宮古島市 オーシャンヴィラゆにの浜 サービス 宿泊業 5%

232,158 沖縄県 宮古島市 おきなわ雑貨市場わとわと 小売業 その他小売 5%

232,159 沖縄県 宮古島市 おばんざいｂａｒ 桜家 さくらや サービス 飲食業 5%

232,160 沖縄県 宮古島市 オリックスレンタカー宮古島空港店 サービス その他サービス 2%

232,161 沖縄県 宮古島市 オリックスレンタカー宮古島マンゴー店 サービス その他サービス 2%

232,162 沖縄県 宮古島市 オリックスレンタカーみやこ下地島空港ターミナル店 サービス その他サービス 2%

232,163 沖縄県 宮古島市 ＯＲＳＡ 小売業 衣料品 5%

232,164 沖縄県 宮古島市 海鮮酒家中山本店 サービス 飲食業 5%

232,165 沖縄県 宮古島市 ｃａｆｅタソス サービス 飲食業 5%

232,166 沖縄県 宮古島市 株式会社 新家 宮古島焼肉 火神 サービス 飲食業 5%

232,167 沖縄県 宮古島市 株式会社　新家　琉球王国　さんご家 サービス 飲食業 5%

232,168 沖縄県 宮古島市 （株）インテリアショップみやび 小売業 家具・調度品 5%

232,169 沖縄県 宮古島市 ガレージＵ 小売業 その他小売 5%

232,170 沖縄県 宮古島市 革工房Ｌａｍｐ サービス その他サービス 5%

232,171 沖縄県 宮古島市 キャプテンメリアン サービス 飲食業 5%

232,172 沖縄県 宮古島市 空港レストラン　ぱいぱいのむら サービス 飲食業 5%

232,173 沖縄県 宮古島市 くつろぎ処癒家 サービス その他サービス 5%

232,174 沖縄県 宮古島市 ｇｒａｎｄｆｅｓｔａ宮古島 小売業 衣料品 5%

232,175 沖縄県 宮古島市 ＧＲＯＷＮ サービス 理容・美容業 5%

232,176 沖縄県 宮古島市 Ｋ８Ｚ 小売業 衣料品 5%
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232,177 沖縄県 宮古島市 ゲストハウスあやぐやー サービス 宿泊業 5%

232,178 沖縄県 宮古島市 ゲストハウス宮古島 サービス 宿泊業 5%

232,179 沖縄県 宮古島市 合同会社エムエアー サービス その他サービス 5%

232,180 沖縄県 宮古島市 合同会社ＢＩＧＨＯＬＩＤＡＹ サービス その他サービス 5%

232,181 沖縄県 宮古島市 コテージほしずな サービス その他サービス 5%

232,182 沖縄県 宮古島市 Ｓｏｕｔｈ　Ｐａｒｋ サービス 飲食業 5%

232,183 沖縄県 宮古島市 サウスウィンド宮古島 サービス その他サービス 5%

232,184 沖縄県 宮古島市 ササキバー＆カレー サービス 飲食業 5%

232,185 沖縄県 宮古島市 ＪＡおきなわ伊良部支店　経済課 小売業 その他小売 5%

232,186 沖縄県 宮古島市 ＪＡおきなわ下地支店　経済課 小売業 その他小売 5%

232,187 沖縄県 宮古島市 ズ－ サービス 飲食業 5%

232,188 沖縄県 宮古島市 ＪＭ／ＳＬＯＷＪＡＭ　Ｂ２Ｃ サービス 飲食業 5%

232,189 沖縄県 宮古島市 ダイビングステーションＫＡＮＣＨＩ サービス その他サービス 5%

232,190 沖縄県 宮古島市 大米ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,191 沖縄県 宮古島市 タウンプラザかねひで　宮古店 小売業 食料品 5%

232,192 沖縄県 宮古島市 ＤＯＵＧ’Ｓ　ＧＲＩＬＬ宮古島本店 サービス 飲食業 5%

232,193 沖縄県 宮古島市 ダグズ・バーガー宮古島本店 サービス 飲食業 5%

232,194 沖縄県 宮古島市 中央ツーリスト　宮古島店 サービス その他サービス 5%

232,195 沖縄県 宮古島市 ＴＢＳ宮古島支店 サービス その他サービス 5%

232,196 沖縄県 宮古島市 ＪＯＪＯ 小売業 衣料品 5%

232,197 沖縄県 宮古島市 トヨタレンタリース沖縄　下地島空港店 サービス その他サービス 2%

232,198 沖縄県 宮古島市 トヨタレンタリース沖縄宮古島店 サービス その他サービス 2%

232,199 沖縄県 宮古島市 中休ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,200 沖縄県 宮古島市 南海部品商会宮古営業所 小売業 その他小売 5%

232,201 沖縄県 宮古島市 肉バル　ギャートルズ サービス 飲食業 5%

232,202 沖縄県 宮古島市 日建 小売業 その他小売 5%

232,203 沖縄県 宮古島市 農業生産法人宮古アイランドファーム株式会社 サービス その他サービス 5%

232,204 沖縄県 宮古島市 パナプラザ　新城店 小売業 電化製品 5%

232,205 沖縄県 宮古島市 パナプラザ　ノヒナ店 小売業 電化製品 5%

232,206 沖縄県 宮古島市 パナプラザ　みなもと店 小売業 電化製品 5%

232,207 沖縄県 宮古島市 ハンドメイドアクセサリーｕｔａｔａｎｅ 小売業 衣料品 5%

232,208 沖縄県 宮古島市 Ｐｉｋｏ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｌａｂ 小売業 その他小売 5%

232,209 沖縄県 宮古島市 ビッグワン　宮古店 小売業 その他小売 5%

232,210 沖縄県 宮古島市 びようしつｙｕｌａ サービス 理容・美容業 5%

232,211 沖縄県 宮古島市 フェリスヴィラスイート伊良部島・佐和田 サービス 宿泊業 5%

232,212 沖縄県 宮古島市 フェリスヴィラスイート宮古島・上野 サービス 宿泊業 5%

232,213 沖縄県 宮古島市 福里ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,214 沖縄県 宮古島市 ブルーフォレスト宮古島 サービス その他サービス 5%

232,215 沖縄県 宮古島市 ＢｌｕｅＢｅｅＭＩＹＡＫＯＪＩＭＡ サービス 理容・美容業 5%

232,216 沖縄県 宮古島市 ベルフレーム 小売業 その他小売 5%

232,217 沖縄県 宮古島市 ポークランチョンミート サービス その他サービス 5%

232,218 沖縄県 宮古島市 ＢＯＴＴＡ サービス 飲食業 5%
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232,219 沖縄県 宮古島市 ホテル　てぃだの郷　フロント サービス 宿泊業 5%

232,220 沖縄県 宮古島市 ホテル共和 サービス 宿泊業 5%

232,221 沖縄県 宮古島市 ホテル・デ・ラクア宮古島 サービス 宿泊業 5%

232,222 沖縄県 宮古島市 Ｈｏｔｅｌハイビスカス サービス その他サービス 5%

232,223 沖縄県 宮古島市 ホテル八城 サービス 宿泊業 5%

232,224 沖縄県 宮古島市 ＰＯＭＡＲｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ サービス その他サービス 5%

232,225 沖縄県 宮古島市 ＭＡＷ 小売業 衣料品 5%

232,226 沖縄県 宮古島市 ＭＡＷ 小売業 衣料品 5%

232,227 沖縄県 宮古島市 Ｍａｒｉｎｅ　Ｓｈｏｐ　ヤビジ サービス その他サービス 5%

232,228 沖縄県 宮古島市 ＭＡＭＭＡＹＡ　かこい サービス 飲食業 5%

232,229 沖縄県 宮古島市 宮古カレン サービス その他サービス 5%

232,230 沖縄県 宮古島市 宮古空港前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,231 沖縄県 宮古島市 宮古島エアエレンタカー サービス その他サービス 5%

232,232 沖縄県 宮古島市 宮古島思い出アート サービス その他サービス 5%

232,233 沖縄県 宮古島市 宮古島のジェラート屋さん サービス 飲食業 5%

232,234 沖縄県 宮古島市 宮古島ボディケア サービス 理容・美容業 5%

232,235 沖縄県 宮古島市 宮古島リラクゼーションサロンＵｍｉ サービス 理容・美容業 5%

232,236 沖縄県 宮古島市 宮古第一ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,237 沖縄県 宮古島市 宮古第三ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,238 沖縄県 宮古島市 宮古第二ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,239 沖縄県 宮古島市 民宿島人 サービス 宿泊業 5%

232,240 沖縄県 宮古島市 焼肉屋 サービス 飲食業 5%

232,241 沖縄県 宮古島市 やまかさふぁい実之和 サービス 飲食業 5%

232,242 沖縄県 宮古島市 有限会社夢好海 ＳＥＡＤＡＮＣＥＲ 小売業 衣料品 5%

232,243 沖縄県 宮古島市 ゆくいる サービス 宿泊業 5%

232,244 沖縄県 宮古島市 Ｌａｍａｈｉｎａ サービス 理容・美容業 5%

232,245 沖縄県 宮古島市 琉球居酒屋　あぱら樹 サービス 飲食業 5%

232,246 沖縄県 宮古島市 Ｒｅｌａｘｉｎ＇Ｈｅａｌａｌａ サービス 理容・美容業 5%

232,247 沖縄県 宮古島市 レストラン　のむら サービス 飲食業 5%

232,248 沖縄県 宮古島市 わとわ　宮古島 サービス 飲食業 5%

232,249 沖縄県 宮古島市 ワンズレンタカー宮古空港店 サービス その他サービス 5%

232,250 沖縄県 本部町 伊豆味ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,251 沖縄県 本部町 出光海洋博前ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,252 沖縄県 本部町 ヴィラモトブヒルズリゾート サービス 宿泊業 5%

232,253 沖縄県 本部町 ＥｎｅＪｅｔ本部セルフＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,254 沖縄県 本部町 オンザビーチルー サービス 宿泊業 5%

232,255 沖縄県 本部町 カフェギュット サービス 飲食業 5%

232,256 沖縄県 本部町 カラハーイもとぶ サービス 宿泊業 5%

232,257 沖縄県 本部町 Ｃｏｍｆｏｒｔｖｉｌｌａ サービス その他サービス 5%

232,258 沖縄県 本部町 ザ・ホワイトホテル サービス 宿泊業 5%

232,259 沖縄県 本部町 サンセットヒル備瀬 サービス 宿泊業 5%

232,260 沖縄県 本部町 さんにんリゾート サービス 宿泊業 5%
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232,261 沖縄県 本部町 ＪＡおきなわ本部支店　経済課 小売業 その他小売 5%

232,262 沖縄県 本部町 自然体験うみゆくい サービス その他サービス 5%

232,263 沖縄県 本部町 ＪａｃｕｚｚｉＴｅｒｒａｃｅＯｋｉｎａｗａＩＭＳ サービス その他サービス 5%

232,264 沖縄県 本部町 しゃぶしゃぶ＆ステーキ　８８ サービス 飲食業 5%

232,265 沖縄県 本部町 ステーキハウス８８美ら海店 サービス 飲食業 5%

232,266 沖縄県 本部町 ステーキハウス８８美ら海店ＡＮＮＥＸ サービス 飲食業 5%

232,267 沖縄県 本部町 タウンプラザかねひで　もとぶ美ら海市場 小売業 食料品 5%

232,268 沖縄県 本部町 タウンプラザかねひでもとぶ美ら海市 サービス 宿泊業 5%

232,269 沖縄県 本部町 たびの邸宅　沖縄備瀬 サービス 宿泊業 5%

232,270 沖縄県 本部町 旅宿もすらのたまご サービス 宿泊業 5%

232,271 沖縄県 本部町 美ら海オンザビーチＭＯＴＯＢＵ サービス 宿泊業 5%

232,272 沖縄県 本部町 美ら海ビレッジ サービス その他サービス 5%

232,273 沖縄県 本部町 ｖｉｌｌａｋｕｋｕｒｕ．瀬底山水 サービス その他サービス 5%

232,274 沖縄県 本部町 渡久地ラジオ 小売業 電化製品 5%

232,275 沖縄県 本部町 トンキホテ サービス 飲食業 5%

232,276 沖縄県 本部町 ぬちぐすいカイロプラクティック院 サービス 理容・美容業 5%

232,277 沖縄県 本部町 Ｂｉｒｔｈ　ｔｈｅ　ｓｕｉｔｅ サービス 宿泊業 5%

232,278 沖縄県 本部町 パーラーキング サービス 飲食業 5%

232,279 沖縄県 本部町 パパラギ王国 サービス 宿泊業 5%

232,280 沖縄県 本部町 ファミリーフォート　本部店 サービス その他サービス 5%

232,281 沖縄県 本部町 ｆｕｕ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

232,282 沖縄県 本部町 ｍｕｇ サービス その他サービス 5%

232,283 沖縄県 本部町 Ｍａｒｉｎｅ＆ＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅ美Ｃｈｕｒａ サービス その他サービス 5%

232,284 沖縄県 本部町 マルサンランドリー　サンエー本部店 サービス その他サービス 5%

232,285 沖縄県 本部町 よんな～もとぶ サービス 宿泊業 5%

232,286 沖縄県 本部町 ＬＥＣＡＮＡＭＯＴＯＢＵ サービス 宿泊業 5%

232,287 沖縄県 八重瀬町 赤瓦動物病院 サービス その他サービス 5%

232,288 沖縄県 八重瀬町 朝タクシー サービス 運輸業 5%

232,289 沖縄県 八重瀬町 ＡＲＡＫＡＫＩ　ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

232,290 沖縄県 八重瀬町 海水温熱サロン海と風 サービス 理容・美容業 5%

232,291 沖縄県 八重瀬町 Ｃｕｒｅ　ｈａｉｒ サービス 理容・美容業 5%

232,292 沖縄県 八重瀬町 クラフトマン 小売業 その他小売 5%

232,293 沖縄県 八重瀬町 Ｋ．Ｋタクシー サービス 運輸業 5%

232,294 沖縄県 八重瀬町 Ｋ ｓ ｔｏｗｎ ＣＡＦＥ サービス 飲食業 5%

232,295 沖縄県 八重瀬町 ＪＡおきなわ具志頭支店　経済課 小売業 その他小売 5%

232,296 沖縄県 八重瀬町 ＪＡグリーン八重瀬店 小売業 家具・調度品 5%

232,297 沖縄県 八重瀬町 セルフステーション八重瀬５０７ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,298 沖縄県 八重瀬町 タウンプラザかねひで　東風平店 小売業 食料品 5%

232,299 沖縄県 八重瀬町 富ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

232,300 沖縄県 八重瀬町 Ｔｒｉｐｕｎｃｌｅアジアの暮らし雑貨 小売業 衣料品 5%

232,301 沖縄県 八重瀬町 機織工房しよん 小売業 衣料品 5%

232,302 沖縄県 八重瀬町 美容室 ＢＲＥＥＺＥ サービス 理容・美容業 5%
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232,303 沖縄県 八重瀬町 ファミリーフォート　ＭＶ八重瀬店 サービス その他サービス 5%

232,304 沖縄県 八重瀬町 ＦＬＯＳ＊ＮＡＩＬ サービス その他サービス 5%

232,305 沖縄県 八重瀬町 マクドナルド東風平店 サービス 飲食業 2%

232,306 沖縄県 八重瀬町 ｍｉｇｎｏｎ　ｈａｉｒ×ｍａｋｅ サービス 理容・美容業 5%

232,307 沖縄県 八重瀬町 八重瀬ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,308 沖縄県 八重瀬町 悠々治療院 サービス 理容・美容業 5%

232,309 沖縄県 八重瀬町 宮里辰秀 サービス 運輸業 5%

232,310 沖縄県 八重瀬町 琉華ＴＡＸＩ サービス 運輸業 5%

232,311 沖縄県 与那国町 民宿よしまる荘 サービス その他サービス 5%

232,312 沖縄県 与那原町 あがりはま市場 小売業 食料品 5%

232,313 沖縄県 与那原町 ｋｉｒａｒｉ 小売業 衣料品 5%

232,314 沖縄県 与那原町 クッチーナ　地中海 サービス 飲食業 5%

232,315 沖縄県 与那原町 ＧＲＥＡＳＥ　ＭＯＮＫＥＹ 小売業 その他小売 5%

232,316 沖縄県 与那原町 桑江スポーツ 小売業 その他小売 5%

232,317 沖縄県 与那原町 シャディ沖縄　与那原店 小売業 その他小売 5%

232,318 沖縄県 与那原町 タウンプラザかねひで　与那原店 小売業 食料品 5%

232,319 沖縄県 与那原町 合資会社津嘉山タクシー サービス 運輸業 5%

232,320 沖縄県 与那原町 剛タクシー サービス 運輸業 5%

232,321 沖縄県 与那原町 南海部品与那原営業所 小売業 その他小売 5%

232,322 沖縄県 与那原町 ひが家具　与那原店 小売業 家具・調度品 5%

232,323 沖縄県 与那原町 フォト＆サウンド堪忍 サービス その他サービス 5%

232,324 沖縄県 与那原町 ホームセンターかねひであがり浜店 小売業 家具・調度品 5%

232,325 沖縄県 与那原町 マクドナルド与那原店 サービス 飲食業 2%

232,326 沖縄県 与那原町 マリンプラザかねひで　東浜店 小売業 食料品 5%

232,327 沖縄県 与那原町 マルサンランドリー　サンエー与那原店 サービス その他サービス 5%

232,328 沖縄県 与那原町 丸大　与那原東店 小売業 食料品 5%

232,329 沖縄県 与那原町 宮脇書店　あがり浜店 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

232,330 沖縄県 与那原町 与那原商店街ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,331 沖縄県 与那原町 与那原店 小売業 家具・調度品 5%

232,332 沖縄県 与那原町 ヨルノアシオト サービス 飲食業 5%

232,333 沖縄県 与那原町 レストラン　クッチーナ地中海 サービス 飲食業 5%

232,334 沖縄県 読谷村 アースシップ沖縄 サービス 理容・美容業 5%

232,335 沖縄県 読谷村 アジアンキッチンサイルーン サービス 飲食業 5%

232,336 沖縄県 読谷村 アルファダイブ サービス その他サービス 5%

232,337 沖縄県 読谷村 ＨＯＯＳＥＩ 小売業 衣料品 5%

232,338 沖縄県 読谷村 美容室ｏｌａｐｌａｎｏ サービス 理容・美容業 5%

232,339 沖縄県 読谷村 海岸食堂ＣＡＰＲＩＣＥ サービス 飲食業 5%

232,340 沖縄県 読谷村 ＹｏｍｉｔａｎＨｏｌｉｓｔｉｃｓ サービス 理容・美容業 5%

232,341 沖縄県 読谷村 ＫＡＮＡＥＣＨＡＬＫＡＲＴ 小売業 衣料品 5%

232,342 沖縄県 読谷村 木の工房あさひ 小売業 その他小売 5%

232,343 沖縄県 読谷村 京都屋クリーニング　ＭＶ都屋店 サービス その他サービス 5%

232,344 沖縄県 読谷村 ＪＭ／金城陶器所 小売業 その他小売 5%
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232,345 沖縄県 読谷村 グリーンリーフ読谷店 小売業 食料品 5%

232,346 沖縄県 読谷村 ゲストハウス護佐丸 サービス その他サービス 5%

232,347 沖縄県 読谷村 源河源吉琉球ガラス工房 サービス その他サービス 5%

232,348 沖縄県 読谷村 ＣＯＣＯ動物病院 サービス その他サービス 5%

232,349 沖縄県 読谷村 ココペリピザ サービス 飲食業 5%

232,350 沖縄県 読谷村 ◯盛個人タクシー サービス 運輸業 5%

232,351 沖縄県 読谷村 コンドミニアム・ＹＵＹＵＫＩ サービス 宿泊業 5%

232,352 沖縄県 読谷村 サロン　鈴華 小売業 衣料品 5%

232,353 沖縄県 読谷村 三線製作／販売／教室　ＡＳＯＶＩＶＡ 小売業 書籍・玩具・音楽ＣＤ 5%

232,354 沖縄県 読谷村 ＳｈａｋｅＨａｎｄｓ サービス その他サービス 5%

232,355 沖縄県 読谷村 ＳｗｅｅｔＰｒｏｄｕｃｅ 小売業 食料品 5%

232,356 沖縄県 読谷村 セルフ読谷喜名ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,357 沖縄県 読谷村 潜水処武蔵 サービス その他サービス 5%

232,358 沖縄県 読谷村 タウンプラザかねひで　読谷店 小売業 食料品 5%

232,359 沖縄県 読谷村 株式会社ＢＥＩＮＧ（風水サンキャッチャー協会） サービス その他サービス 5%

232,360 沖縄県 読谷村 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　都屋ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,361 沖縄県 読谷村 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ　比謝川　ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,362 沖縄県 読谷村 Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ　読谷ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,363 沖縄県 読谷村 Ｄｒｅａｍ　Ｒｏｓｅ サービス 理容・美容業 5%

232,364 沖縄県 読谷村 ナチュラルブルー サービス その他サービス 5%

232,365 沖縄県 読谷村 パソコンの修理屋さん サービス その他サービス 5%

232,366 沖縄県 読谷村 ＰａｔｉｓｓｅｒｉｅＪｏｉｅＪｏｉｅ３２ 小売業 食料品 5%

232,367 沖縄県 読谷村 浜辺のキッチン　もめんばる サービス 飲食業 5%

232,368 沖縄県 読谷村 Ｂ－ｍｉｎｄ サービス その他サービス 5%

232,369 沖縄県 読谷村 ひさゆくい サービス 飲食業 5%

232,370 沖縄県 読谷村 平安タクシー サービス 運輸業 5%

232,371 沖縄県 読谷村 楓千夢 サービス その他サービス 5%

232,372 沖縄県 読谷村 ＢＰ読谷長浜ＳＳ 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,373 沖縄県 読谷村 Ｆｕｌｌ　ｃａｆｅ サービス 飲食業 5%

232,374 沖縄県 読谷村 Ｂ．Ｓ．Ｗ．ＳＥＮＡＨＡ サービス 宿泊業 5%

232,375 沖縄県 読谷村 ホリデーハウス琉球庵 サービス その他サービス 5%

232,376 沖縄県 読谷村 ＭＡＣＨＩＤＡＹＡ 小売業 その他小売 5%

232,377 沖縄県 読谷村 丸憲タクシー サービス 運輸業 5%

232,378 沖縄県 読谷村 マルサンランドリー　サンエー楚辺店 サービス その他サービス 5%

232,379 沖縄県 読谷村 丸大伊良皆店 小売業 食料品 5%

232,380 沖縄県 読谷村 丸大波平店 小売業 食料品 5%

232,381 沖縄県 読谷村 ＭＩＬＬＥＲＳ　ＣＯＮＤＯ サービス 宿泊業 5%

232,382 沖縄県 読谷村 やちむん　ヤムチン 小売業 その他小売 5%

232,383 沖縄県 読谷村 有限会社おきなわ養蜂 小売業 食料品 5%

232,384 沖縄県 読谷村 よみたん自然学校 サービス その他サービス 5%

232,385 沖縄県 読谷村 読谷農業生産資材センター「ハルサポ」 小売業 その他小売 5%

232,386 沖縄県 読谷村 よみたんファーマーズマーケットゆんた市場 小売業 食料品 5%
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232,387 沖縄県 読谷村 読谷油槽所 小売業 ガソリンスタンド 2%

232,388 沖縄県 読谷村 Ｌｉｆｅ　ｉｓ　ａ　Ｊｏｕｒｎｅｙ サービス 宿泊業 5%

232,389 沖縄県 読谷村 リラクゼーションルーム　リフレ サービス その他サービス 5%

232,390 沖縄県 読谷村 ＬｅＰａｓｓａｇｅａｉｍｅｒ．沖縄 小売業 その他小売 5%

232,391 沖縄県 読谷村 ローヤルホテル サービス 宿泊業 5%
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1 ア・ピース・オブ・ラグジュアリー 5%

2 アーアゼロワン　JEWELRY 5%

3 archiver 5%

4 A-ki Flower Je アーキフラージュ 5%

5 あーきんどう宝石 5%

6 アーク 5%

7 ARCTIC PLANT 5%

8 ARC Tokyo-Bay 5%

9 ネイルパーツのお店 ArkNail 5%

10 arc market 5%

11 ARCADE（アーケード） 5%

12 アージュ輸入家具 5%

13 アースグリム 5%

14 アースコンシャス楽天市場店 5%

15 アースコンタクト 5%

16 Earth Drops 5%

17 earth valley 5%

18 アースマーケット 5%

19 earth-reborn 楽天市場店 5%

20 アーチェリー２（Ａｒｃｈｅｒｙ） 5%

21 アーチグローバル 楽天市場店 5%

22 ARCH FITS 5%

23 Arch（アーチ）楽天市場店 5%

24 URCHIN（アーチン） 5%

25 ウィッグ専門 ARTS WIG 楽天市場店 5%

26 ARTS Factory 5%

27 ＡＲＴＩＦ 5%

28 アーティフィシャルフラワーsoup° 5%

29 アート・エム 5%

30 アート＆アロマ 【グレイス】 5%

31 アートインテリア額縁のゆうびどう 5%

32 アートオブポスター 5%

33 アートガラス工房ひだまり 5%

34 アートガラス楽天市場店 5%

35 Art gallery Atelier CHIKI 5%

36 アートギャラリーモトカワ 5%

37 ArCraft 丁寧に作られた日用品 5%

38 アートクレイ通販ＣＬＵＢ 5%

39 artcode 5%

40 アート信州 5%

41 アートスタジオ　ワンズ 5%

42 アートハウスゲルボア 5%

43 ART PUZZLE STORE 5%

44 アートパネル専門店 Pengiiino 5%

45 ARTPIECE 5%

46 アートひろば 5%

47 アートファクトリー 5%

48 ARTPHERE（アートフィアー）E-SHOP 5%

49 アート・フェディックス 5%

50 アートフォーシーズン 5%

51 アートブラウン 革小物 ベルトの店 5%

52 アート・マーク【表札の専門店】 5%

53 アート・ライティング 5%

54 アートライフ 5%

55 artract 5%

56 アートワークスタジオ 5%

57 アートワークブルー 5%

58 Arny Barney　アーニーバーニー 5%

59 アーニスト 5%

60 アーネ　インテリア 5%
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61 arne（インテリア家具と雑貨） 5%

62 アーバーライフ 5%

63 URBANER 5%

64 アーバンコスメ　楽天市場店 5%

65 アーバンタイヤプロデュース 5%

66 URBAN BEAUTY PRODUCTS 楽天市場店 5%

67 URBENE JEANS＆CASUAL アーベン 5%

68 アーベンワインショップ 5%

69 ARMNECT 5%

70 アーモンド直売所カフェNANDES 5%

71 アーユルヴェーダのはすねこ商会 5%

72 ayurchair　アーユルチェアー 5%

73 ARRY 5%

74 アーリーウープ楽天市場店 5%

75 Ｒ＆Ｆ（リアルファッション） 5%

76 R＆Mインテリアストア 5%

77 R＆CROSS ONLINE STORE 5%

78 アールアンドビー 5%

79 R＆Bstore 5%

80 Ｒ＆Ｂミニカー楽天市場店 5%

81 Rvoice 5%

82 R.A.N.S0000 5%

83 アールエス 5%

84 RSK 5%

85 アールエスハンガースタジオ 5%

86 RSプロダクト　楽天市場店 5%

87 ＲＳＢＯＸ 5%

88 ＲＭＣ通販 5%

89 アール・シー ウメハラ 5%

90 Ｒ-Ｓｔｙｌｅ 5%

91 R-station 楽天市場店 5%

92 Rselect 5%

93 Ｒ-ｓｅｌｅｃｔ　ｗｅｂｓｈｏｐ 5%

94 R-TIME 楽天市場店 5%

95 R.T.スタジオ 5%

96 RT商会（ネット事業部） 5%

97 R-days アールデイズ 5%

98 アールテックオリジナル 5%

99 アールdeフルール　ボン・サーンス 5%

100 アールトレードSHOP　楽天市場店 5%

101 Rパンダ 5%

102 ＲＰＧ 5%

103 アールプラス 5%

104 アールフルーレ 5%

105 Rvate 5%

106 rMouveau 5%

107 アールワイレンタル楽天市場店 5%

108 Ｒ-１ 5%

109 AromDee 5%

110 アーロンチェアの庄文堂 5%

111 アーロンチェア by THE CHAIR SHOP 5%

112 IRC株式会社 5%

113 EYE-EYE-ISUZU G-Time web store 5%

114 アイアイ元気 5%

115 あいあいショップさくら 5%

116 アイアイの森 楽天市場店 5%

117 あいあいゆず 5%

118 i.axe 5%

119 eyeup-アイアップ 5%

120 アイアップ公式ラナタウン 5%
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121 あいあむ健康ショップ 5%

122 愛ある愛媛いいよかん 5%

123 アイアン＆ウッド家具のハウストン 5%

124 アイアン雑貨　スーディアー 5%

125 Ｉ＆Ｕ　楽天市場店 5%

126 アイアンバロン 5%

127 IRON FACTORY 5%

128 iUNeed 5%

129 IWISS TOOLs 楽天市場店 5%

130 eye wear eight 5%

131 アイウェア・デルタ 5%

132 EyeWear labo 5%

133 あいうえお通販 5%

134 アイうエル 5%

135 手造りアクセサリー　Sylphy 5%

136 IS-IR 5%

137 アイエスアイサービス 5%

138 isサポート　楽天市場店 5%

139 ISDG 医食同源ドットコム 5%

140 ＩＳマスヤ 5%

141 ING DIRECT　楽天市場店 5%

142 IFC e-shop 楽天市場店 5%

143 ＩＦショップ　楽天市場店 5%

144 IMDショップ 5%

145 IM-Trading楽天市場店 5%

146 ION Audio 5%

147 Ay　ONLINE　STORE 5%

148 ica（アイカ） 5%

149 igarden 5%

150 愛華園芸楽天市場店 5%

151 アイカカ　楽天市場店 5%

152 あいがとや 5%

153 アイ.カフェカーテン.トイレマット 5%

154 あいきかく　（株式会社 藹企画） 5%

155 藍着堂楽天市場店 5%

156 AIKIMANIA（アイキマニア） 5%

157 ｉＣａｔ【猫首輪＆猫グッズ】 5%

158 IQ才能学園 5%

159 iQlabo 5%

160 愛曲楽器 5%

161 愛曲楽器バーゲンセンター 5%

162 aikiri　家具・照明雑貨の愛桐家具 5%

163 アイケイ楽天市場店 5%

164 アイコインズ・楽天支店 5%

165 AIKOSHA JAPAN 楽天市場店 5%

166 アイコット 5%

167 アイコンSHOP　楽天市場店 5%

168 アイコンズ　スーパーストア 5%

169 挨拶状 はがき 印刷 帰蝶堂 5%

170 アイジーエムオンライン 5%

171 IG-GOLF 楽天市場店 5%

172 I．C（アイシー）～さくら～ 5%

173 アイジェーマート 5%

174 アイシスジェニー 5%

175 愛しとーと 5%

176 ICEMART 5%

177 アイシャイン 5%

178 I SHOWER 楽天市場店 5%

179 アイショウ 5%

180 愛情宣言 5%
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181 愛情たらこのみなと 5%

182 【藍職着】作業服 安全靴 事務服 5%

183 i-shopさくら2号店 5%

184 アイ　ショップ　ホクト 5%

185 あいしんショップ 5%

186 アイシン楽天市場店 5%

187 アイズアールブイ・楽天市場店 5%

188 アイズインテリアショップ 5%

189 アイズカーテンショップ 5%

190 I’sキッチン 5%

191 アイズ　クリーンスタイル 5%

192 ICE CRYSTAL ドレス ダウンコート 5%

193 アイズコンタクト 5%

194 アイス・スイーツ専門店　善左エ門 5%

195 アイ・スタジオ 5%

196 i-stock CLUB 5%

197 I-stock2 5%

198 会津長門屋　楽天市場店 5%

199 ice field（アイスフィールド） 5%

200 EMI Direct 5%

201 eyes me アイズミー カラコン専門 5%

202 i-three Web Shop 楽天市場店 5%

203 あいするお肌 5%

204 EYE SEIKO 5%

205 iselect online 楽天市場店 5%

206 ISOI 5%

207 アイダ産業株式会社 5%

208 アイタックス 5%

209 アイタップ楽天市場店 5%

210 ＩＷショップ 5%

211 itam 5%

212 愛知インナーハウス 5%

213 愛知県三河一色産　うなぎの兼光 5%

214 愛知の発明オバサン 5%

215 愛知三河の佃煮専門店　美食倶楽部 5%

216 アイチメーデル 楽天市場店 5%

217 愛着良品 5%

218 アイツー　楽天市場店 5%

219 工具のお店i-TOOLS（アイツール） 5%

220 會津　馳走や　太郎 5%

221 会津二丸屋蕎麦処鰊山椒漬 5%

222 会津の米蔵とくいち 5%

223 会津の米蔵　二瓶商店 5%

224 會津ほまれ【蔵元直営】楽天市場店 5%

225 アイデアインフォ 5%

226 アイデアがいっぱい楽天市場店 5%

227 アイデア.com 5%

228 アイデア百選会 5%

229 アイデアポケット 5%

230 愛dealギフト-内祝い・引き出物 5%

231 アイデアワールド 5%

232 アイディアフォーリビング 5%

233 ＩＤＡ　ＯＮ－ＬＩＮＥ 5%

234 ＩＴ試験ドットコム楽天支店 5%

235 アイディーネット 5%

236 アイティーフォト 5%

237 アイディーリ輸入雑貨専門店 5%

238 アイディール ヘルスフード 5%

239 アイティシー工房 5%

240 IDT SHOP 5%
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No. 事業所名（屋号） 還元率

241 ＩＤＫだれでも健康ショップ 5%

242 アイテール 5%

243 アイデックスダイレクト楽天市場店 5%

244 アイテックスポーツ 5%

245 ITEMS ONLINE SHOP 5%

246 アイドール　楽天市場店 5%

247 I-TOP　楽天市場店 5%

248 I’d. 楽天市場店 5%

249 アイドルユニフォーム 5%

250 アイトン 5%

251 アイナスタイル 5%

252 Aina Ｔシャツ メンズ リュック 5%

253 愛南ーえびす屋 5%

254 愛南マルシェ おさかなみかん 5%

255 I NEED MORE SHOES 楽天市場店 5%

256 アイネットＳＨＯＰ 5%

257 愛の果実 5%

258 あいの風 5%

259 AIHA 5%

260 IPC DIYLab． 5%

261 アイピーシー楽天市場店 5%

262 アイビー ストア 5%

263 ip-plus 5%

264 アイビープラン 5%

265 アイヒーリング 5%

266 iBiz shop 5%

267 IPX楽天市場店 5%

268 iビューティコスメ 5%

269 aifa （インテリア雑貨） 5%

270 iFactory 楽天市場店 5%

271 アイフィットネスショップ 5%

272 iPhoneCare 5%

273 アイフォンケース Anglers Case 5%

274 アイプレゼンツ花プレゼント内祝い 5%

275 アイペット　楽天市場店 5%

276 I PET 楽天市場店 5%

277 アイベビー．ＳＳＮ 5%

278 ＩＢＥＬＬ　アイベル 5%

279 藍星 ドッグフード キャットフード 5%

280 あいほん屋ケースショップ 5%

281 EYE MAX 5%

282 Ｉ-ＭＡＸsecond 5%

283 Eye Me 5%

284 アイミックライフ　楽天市場店 5%

285 アイム 5%

286 アイムアイ楽天市場店 5%

287 アイムポイント 5%

288 i make 5%

289 aimoha 5%

290 eye love 5%

291 あいらぶギフトベビー 5%

292 I Love ジュエリー 5%

293 アイラブ制服＠楽天市場店 5%

294 Ｉ　ＬＯＶＥ　ＢＲＡＮＤ 5%

295 アイラブベビー 5%

296 出産祝専門店アイラブベビーギフト 5%

297 愛ラブみかわ 5%

298 アイラブランジェリー 5%

299 アイラブルージュ 矢尾百貨店 5%

300 iRam Direct Shop 5%
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301 ilandwig 5%

302 愛らんどびゅーてぃ 5%

303 アイリー 5%

304 アイリーショップ　楽天市場店 5%

305 IRIS 5%

306 アイリスショップ 5%

307 アイルインテリアエクセル 5%

308 アイルインテリアプランニング 5%

309 iRoom 5%

310 AILKオンラインショップ 5%

311 アイルズストアオンライン 5%

312 あいる　楽天市場店 5%

313 アイルランドハウス ヒーロー 5%

314 アイルワンショップ 楽天市場店 5%

315 アイロボットストア楽天市場店 5%

316 アイロンスタンプのクレアフォーム 5%

317 アインインターナショナル 5%

318 EINSTEIN CAFE ZAKKA 5%

319 アインソフ・オフィシャルストア 5%

320 AINYUU 楽天市場店 5%

321 AVALANCHE GOLD＆JEWELRY 5%

322 アヴァンセレクト 5%

323 AVANTI EAST 5%

324 アヴィオス 5%

325 アウェイクスタイル 5%

326 アヴェル楽天市場店 5%

327 アイアン雑貨店AUOSBRAND 5%

328 アウディルアームズ 5%

329 アウトクラスカーズ楽天市場店 5%

330 アウトサイダー 5%

331 アウトスタイル楽天市場店 5%

332 アウトドア・スポーツ ソトノヒト 5%

333 アウトドアーズ・コンパス 5%

334 アウトドア＆ストリート Upplus 5%

335 アウトドア＆トラベル　BLUE COVE 5%

336 アウトドア＆輸入雑貨 レプマート 5%

337 アウトドア＆ライフ　マウントスミ 5%

338 アウトドア　ＬＥＤライト　ＰＷ店 5%

339 アウトドア 自転車用品 PeachCraft 5%

340 OutdoorStyle サンデーマウンテン 5%

341 アウトドア専門店　ゴリラ 5%

342 アウトドア専門店 スペリオ 5%

343 アウトドア専門店【ソトアソビ】 5%

344 アウトドア専門店の九蔵 5%

345 アウトドアゾーン 5%

346 アウトドア天国　楽天市場店 5%

347 アウトドアと玩具 ゆめゆめストア 5%

348 アウトドア用品とトーチの専門店 5%

349 アウトドアホビー専門店　ウミネコ 5%

350 アウトドア用品 ガオバブSHOP 5%

351 アウトドア用品店 5%

352 アウトドア・リプラスストア 5%

353 OUTFIT 5%

354 OUTLET AVENUE スポルトPlus 5%

355 アウトレットa 5%

356 アウトレット家具 セピヤ 5%

357 アウトレット家具 リバップ 5%

358 アウトレット　きなりや楽天市場店 5%

359 アウトレット建材ＳＡＮＷＡ 5%

360 アウトレット建材屋　楽天市場店 5%
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361 アウトレットゴルフウエアアパコム 5%

362 アウトレット　自転車壱番館 5%

363 アウトレットシューズ outletshoes 5%

364 アウトレットショップ大蔵屋 5%

365 アウトレットshopリバティハウス 5%

366 アウトレットステージ21 5%

367 アウトレットソファ SOFARE 5%

368 アウトレットツール 5%

369 アウトレットトラベラー 5%

370 アウトレットファニチャー 5%

371 OUTLETforGREEN -GPFアウトレット- 5%

372 アウトレット USA 5%

373 アウトレット床材本舗楽天市場店 5%

374 OUTRED楽天市場店 5%

375 アウルスマイル 5%

376 アウローラ　フォーマル楽天市場店 5%

377 アウロジャパン楽天市場店 5%

378 アエトH＆Bラボ　健康と美の追求 5%

379 アエナ楽天市場店 5%

380 AERA MUSIC　楽天市場店 5%

381 葵オンライン 5%

382 あおいくま 5%

383 あおい　正直問屋 5%

384 青い真珠の養殖場 5%

385 青井堂 5%

386 青い目 5%

387 あおき漢方堂 5%

388 あおさ・海苔のことなら伊勢乾物 5%

389 青島ハンモック 5%

390 青汁 ソイプロテインの美ヘルシー 5%

391 青空商事 5%

392 青空そら豆 5%

393 青空電器 5%

394 青空花屋 manimani 5%

395 青空BLUE 5%

396 あおぞら本舗 5%

397 青空屋スポーツ 5%

398 アオダ・モもこ 5%

399 あおによし楽天市場店 5%

400 あおねこ商店 5%

401 青葉台しんかわ 5%

402 あおば堂 5%

403 AOHIRO KING SHOP 5%

404 あおもりお土産Ｓｈｏｐ 5%

405 青森期待の新人商店 5%

406 青森古川味噌店 5%

407 青森・下北半島のお店　こめいち 5%

408 青森の味・ねぶた漬のヤマモト食品 5%

409 青森の店 5%

410 青森ヒバクラフト 5%

411 青森ヒバ馬油黒にんにくの製造販売 5%

412 青森屋がほんず 5%

413 青森りんご　アップルショップ大中 5%

414 青森りんご専門店　鬼印須藤商店 5%

415 青山甘納豆 5%

416 青山ドッグアンドスタイル 5%

417 青山貿易～マワハンガー正規販売店 5%

418 AOLANI Slow-well online store 5%

419 アオリイカ釣具　あおりねっとSHOP 5%

420 Ahorita 楽天市場店 5%
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421 あかい靴 5%

422 赤い熊さん 楽天市場店 5%

423 AKAISHI 1974 5%

424 ＡＫＡＩＳＨＩ 5%

425 赤い屋根ワークス 5%

426 あがいんおながわ 5%

427 account.s（アカウントエス） 5%

428 赤尾漢方薬局　楽天市場店 5%

429 アカカベオンラインショップ 5%

430 赤城牛・赤城和牛ギフトのとりやま 5%

431 agog　楽天市場店 5%

432 アカサカ・スポーツinネット 5%

433 東京赤坂「お茶の老舗 土橋園」 5%

434 赤坂ワインストア　エラベル 5%

435 Acacian 5%

436 明石扇 5%

437 アカシ本舗 5%

438 明石屋 5%

439 5door 5%

440 赤ちゃん体重テディベア製造直販店 5%

441 赤ちゃんデパート 5%

442 赤ちゃんデパート河田 5%

443 赤ちゃんデパートニワ楽天市場店 5%

444 赤ちゃんデパート水谷 5%

445 あかちゃんといっしょ　楽天市場店 5%

446 赤ちゃん堂 5%

447 赤ちゃんとママの店マリモ 5%

448 赤ちゃんのお店　ベビースワン 5%

449 赤ちゃんの城楽天市場店 5%

450 赤ちゃんのためのお粥　楽天市場店 5%

451 赤ちゃんの肌着　ほほえみ工房 5%

452 あかちゃんの夢 5%

453 赤ちゃんひろばエンゼル 5%

454 赤ちゃん筆センター 5%

455 赤ちゃん筆のケイビーエクセル 5%

456 赤ちゃん布団専門店　ＢＥＢＩＮＯ 5%

457 赤ちゃん宝石箱 5%

458 赤ちゃんランドあぶらや 5%

459 アカツカ　ミューズショップ 5%

460 akatsuki 5%

461 あかつきショップ 5%

462 赤トンボストア 5%

463 アカナ・オリジンフードの新堀商店 5%

464 あかね農園 5%

465 茜丸本舗 5%

466 Agape 5%

467 あかまる牛肉店　楽天市場店 5%

468 赤門 5%

469 赤や（インテリア家具通販） 5%

470 アカリカ 5%

471 灯り工房 MotoM モトム 5%

472 あかりＳＨＯＰ　Ｄ-ＳＴＹＬＥ 5%

473 あかりショップ　楽天市場店 5%

474 あかりタウン 5%

475 あかり通販 5%

476 明りと香り本舗 5%

477 あかり問屋 5%

478 あかりの森 楽天市場店 5%

479 灯りのライソル 5%

480 阿寒湖　きりり 5%
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481 アキアニマルケア 5%

482 AKI interior space 5%

483 あきさ 5%

484 秋鮭一番！極上「いくら」の及川屋 5%

485 あきずむ楽天市場店 5%

486 アキタＯＵＴＬＥＴ 5%

487 秋田うまいもん屋 5%

488 秋田県こだわり農場　楽天市場店 5%

489 秋田県大仙市公式アンテナショップ 5%

490 秋田県物産振興会楽天市場店 5%

491 秋田さとう青果楽天市場店 5%

492 秋田つじや楽天市場店 5%

493 アキタニア 5%

494 秋田のお米農家　柿崎屋 5%

495 秋田・報徳佐野農園 5%

496 あきたや　楽天市場店 5%

497 AKI Digital 5%

498 あきないタオル　楽天市場店 5%

499 アキバeコネクト楽天市場店 5%

500 akibainpulse 5%

501 akiba LED ピカリ館 楽天市場店 5%

502 アキバストア 5%

503 アキハバラMax 楽天市場店 5%

504 AKIBA-HOBBY　楽天市場店 5%

505 Akibare 楽天市場店 5%

506 秋山園茶匠百三十年 5%

507 ａｃｕｔｅ 5%

508 あきんど　うえきた 5%

509 あきんど ナカシマ 5%

510 あきんどぼし.NewシニアグラスShop 5%

511 アクアアベニュー 5%

512 デイリーワインのアクアヴィタエ 5%

513 アクアウイング／カーケアSTORE 5%

514 Aqua Angel 5%

515 アクアofサイエンス 5%

516 AQUA ONLINE SHOP 5%

517 aquagarage（アクアガレージ） 5%

518 アクアギフト楽天市場店 5%

519 アクアキューブジャパン 5%

520 アジュペック化粧品販売 5%

521 アクアクラフト 5%

522 アクアサービス株式会社 5%

523 アクアｓｈｏｐ 5%

524 ＡＱＵＡ-STYLE 5%

525 アクアステラ 5%

526 アクアスペース 5%

527 アクアテイラーズ　楽天市場支店 5%

528 AQUA TOPIA 5%

529 アクア・ドルチェ 5%

530 AQUADROP COATING FACTORY 5%

531 アクア　ニューインナー 5%

532 アクアビーチ楽天市場店 5%

533 アクアビットジャパン 5%

534 アクアブーケ楽天市場店 5%

535 アクアベース 5%

536 アクアペットサービス 5%

537 アクアマーケット 5%

538 Acqua　moda 5%

539 アクアライト 5%

540 AQUA LIFE 5%
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541 アクアライフ化粧品 5%

542 アクアライフサービス 5%

543 アクアリウム ドリームシアター 5%

544 AQUA　LEGEND 5%

545 2サイズ試着okアクイール 5%

546 ＡＬＴＡＩＲ株式会社 5%

547 AquariusShop 5%

548 アクオリー　楽天市場店 5%

549 AXEE 5%

550 アクシージア 公式ショップ 5%

551 アクシスＲ＆Ｄゴルフ 5%

552 アクシストオンライン 5%

553 Axis.bag 5%

554 アクショントゥールズ楽天市場店 5%

555 アクセ化粧品サプリ通販サラサボン 5%

556 アクセサリア　楽天市場店 5%

557 アクセサリー VASEERA 5%

558 アクセサリー ギフト silver tree 5%

559 アクセサリーギフトのTYS 5%

560 アクセサリーkirakira.me 5%

561 アクセサリーkirara 5%

562 アクセサリーGRACE 5%

563 アクセサリーCoralBlue 5%

564 アクセサリーシェフィ 5%

565 JewelVOX　ジュエルボックス 5%

566 アクセサリーショップ　お世話や 5%

567 アクセサリーショップKyo 5%

568 アクセサリーショップSweety 5%

569 アクセサリーショップバルザス 5%

570 アクセサリーショップPIENA 5%

571 アクセサリーショップFIGMART 5%

572 アクセサリーストアAMANOGAWA 5%

573 アクセサリー専科　イーアクセ 5%

574 ファッションジュエリー専門店 5%

575 アクセサリー専門店　きらら 5%

576 アクセサリーＳalt 5%

577 アクセサリー通販 プチセレブ 5%

578 アクセサリー通販 ポルカ＆ポルコ 5%

579 アクセサリーと雑貨のお店angetiti 5%

580 アクセサリーと雑貨 MILESマイルズ 5%

581 アクセサリーのジャパエモ 5%

582 アクセサリーのヒロインスタイル 5%

583 アクセサリーのYUKATANゆかたん 5%

584 アクセサリーパーツ　コモレビスタ 5%

585 アクセサリーパーツと雑貨のhana87 5%

586 アクセサリーパーツのtama工房 5%

587 アクセサリーパーツのNANO＊NANO 5%

588 アクセサリーパーツの店 紗や工房 5%

589 アクセサリーＢｅａｕｌ 5%

590 アクセサリーブランド「Ｆ」 5%

591 アクセサリーPePe 5%

592 アクセサリーマート 5%

593 accesy 5%

594 AccessAccessory 5%

595 アクセス　トミナガ 5%

596 アクセソワール 5%

597 アクセパーツ専門店Parts Land神戸 5%

598 あぐせぷ 5%

599 ACCELUMINA 5%

600 シャンプーのAccent 5%
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601 Accentファッション通販 5%

602 ACCENT-PLUS 5%

603 アクティチャレンジ楽天市場店 5%

604 悪党の店 【卍】 バースジャパン 5%

605 アクトオートショップ 5%

606 アクトコープ 5%

607 Act Beauty Shop 5%

608 アクトファースト 楽天市場店 5%

609 アクトメディカル　楽天市場店 5%

610 ACT WORK’S 5%

611 ACT ONE　楽天市場店 5%

612 アグリーズ 5%

613 アグリショップひむか 5%

614 アグリズ楽天市場店 5%

615 アグリ生活_ 食品・天然パウダー 5%

616 アクリル専門store ヒョーシン 5%

617 アグリハウス　楽天市場店 5%

618 アグリファーム高知 5%

619 アクリル板・ケース　とうめい館 5%

620 アクリル工房　楽天市場店 5%

621 アクリル雑貨デコデコ 5%

622 アクリルショップ・はざい屋 5%

623 アクリルスタジオ ルース 5%

624 アグリン 5%

625 ACROSS～アクロス～ 5%

626 AQROS ダイビング＆スノーケリング 5%

627 acrop 5%

628 アゲツヤオフィシャルサイト 5%

629 曙工芸　桐箱屋さん 5%

630 AKERU PROJECT 5%

631 AKOAKO STUDIOスリング・ベビー 5%

632 アコースティック 5%

633 アコールテック楽天市場店 5%

634 アゴラショッピング 5%

635 アコレイ 5%

636 Aconcagua　アコンカグア 5%

637 阿佐ヶ谷　しんかい 5%

638 浅川畳店 5%

639 あさくさシューズファクトリー 5%

640 浅草たつみや 5%

641 浅草のお茶屋さん片山園 5%

642 浅草の健康shopフットメイト矢澤 5%

643 浅草の招き猫専門店 オルネコイデ 5%

644 浅草マッハ！！ 5%

645 朝ごはん本舗 5%

646 アザスギフト　楽天市場店 5%

647 あさのたかをデザインオフィス 5%

648 朝の目覚めショップ 5%

649 旭川発北海道のかりんとう屋北かり 5%

650 アサヒ軽金属 楽天市場店 5%

651 旭珈琲　楽天市場店 5%

652 アサヒショップ 5%

653 アサヒ・ダイレクト 5%

654 アサヒデンキ 5%

655 アサヒデンキ　楽天市場店 5%

656 アサヒパック 5%

657 アサヒペンストア楽天市場店 5%

658 アサヒ無線 5%

659 旭屋きもの 5%

660 朝日薬業 5%
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661 あさひやまストアー 5%

662 アサヒヤワインセラー 5%

663 アサヒワイルド 5%

664 麻布化粧品 5%

665 アサムラサキ楽天市場店 5%

666 アサンテサーナ（クラフトと食品） 5%

667 アジアウインド 5%

668 アジア工房 5%

669 アジア雑貨店ワルンチャンプール 5%

670 asia-store 5%

671 アジアと沖縄の雑貨店「オキアジ」 5%

672 アジアの靴店 5%

673 アジアの布・雑貨　ウィージャ 5%

674 アジア民芸　亜南 5%

675 アジアン リゾート スタイル 5%

676 アジアンアジアン 楽天市場店 5%

677 アジアン＆エスニック　アーシャー 5%

678 アジアンインテリア　ループ 5%

679 アジアン エスニック ガネーシャ 5%

680 アジアン家具アジアン雑貨ヌサ 5%

681 アジアン家具 Q-STYLE 5%

682 アジアン家具・雑貨のヤヤパプス 5%

683 アジアン ＆ カジュアル　マーライ 5%

684 アジアン雑貨＆家具・ANGKASA 5%

685 アジアン雑貨＆家具 ES-STYLE 5%

686 アジアン雑貨　ゴア 5%

687 アジアン雑貨SararaBali 5%

688 アジアン雑貨専門店AJIA 5%

689 アジアン雑貨 ゾロの家 5%

690 アジアン雑貨ティニー　楽天市場店 5%

691 アジアン雑貨　ニル・バザール 5%

692 アジアン雑貨・布・家具ゴアガジャ 5%

693 アジアン雑貨　MARU 5%

694 ＡｓｉａｎＺａｋｋａ楽天市場店 5%

695 アジアンショップＮａＮａ 5%

696 アジアンショップ楽天市場店 5%

697 ASIAN SILVER 楽天市場店 5%

698 Asian Store 楽天市場店 5%

699 アジアンセレクト　ＰＯＫＨＡＲＡ 5%

700 AsianTyphoOon楽天市場店 5%

701 ASIANTIQUE　アジアンティーク 5%

702 アジアンデザインアギン 5%

703 アジアン　ファーム 5%

704 Asian Funny Shop 5%

705 アジアンボヤージュ 5%

706 アジアンランプ＆家具雑貨チャハヤ 5%

707 アシエ フィットネス 楽天市場店 5%

708 アジェンスター 楽天市場店 5%

709 アジェンダ 5%

710 agio 5%

711 足利屋楽天市場店 5%

712 酒のスーパー足軽　楽天市場店 5%

713 味工房歳香亭 5%

714 アシストＷｅｂ 5%

715 アシストワン 5%

716 味そう倶楽部 5%

717 あしたの健康広場 5%

718 あしたのわたしケアショップ 5%

719 足駄や 5%

720 あしたるんるん 5%
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721 外反母趾と中敷の足と靴の救急箱 5%

722 味とこころ楽天市場店 5%

723 味の十字屋　楽天市場店 5%

724 味のふく富 5%

725 味のべっぴん！さつまあげの揚立屋 5%

726 味の明太子ふくや 5%

727 芦屋スタイル モア 5%

728 芦屋の文房具店 あしや堀萬昭堂 5%

729 芦屋nonche 5%

730 芦屋品質　楽天市場店 5%

731 芦屋ロサブラン 5%

732 アシユービティッシュ 5%

733 Asiluck アシラック ～足楽本舗～ 5%

734 アジルオンラインショップ 5%

735 味わい亭 5%

736 asas market 5%

737 アズーリプロデュース 5%

738 ＡＺＺＵＲＲＯ楽天市場店 5%

739 アスカジャパン楽天市場店 5%

740 あすかや 5%

741 asquisse 5%

742 あずき屋 5%

743 ASKRTECH 5%

744 アスクショップ 5%

745 ASKS Winds・Orchestra楽天市場店 5%

746 アスク・ミュージック 楽天市場店 5%

747 アスクワークス楽天市場店 5%

748 ASKM interior online store 5%

749 アズｓｈｏｐ／オモシロ商品ＡtoＺ 5%

750 AS SUPER SONIC ／mitezza 5%

751 AS-SOON-AS楽天市場店 5%

752 AZZ（アズズ） 楽天市場店 5%

753 アスター 5%

754 asty 5%

755 ASTYSHOP 5%

756 アステッキ 5%

757 アステック楽天市場店 5%

758 AZTEC 楽天市場店 5%

759 ast shop 5%

760 AstreMusicアストルミュージック 5%

761 アストロアーツ楽天市場店 5%

762 アストロストリート 5%

763 アスナロ・ファッションマート 5%

764 AZnet 5%

765 Az-net手芸 5%

766 あずはーと楽天市場店 5%

767 アスパイラル　セレクトショップ 5%

768 ＡＺビューティー 楽天市場店 5%

769 ASPO　アスリート 5%

770 AZmax Direct 5%

771 アズマネット 楽天市場支店 5%

772 あずま薬局 5%

773 Asumiウェディング 5%

774 ASLEAD 5%

775 アスリート　ステージ 5%

776 アスリートタウン 5%

777 アスリートトライブ 5%

778 athlete1 5%

779 アスリド 5%

780 ATHLETIC SPORTS 5%
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781 アセロラ倶楽部 5%

782 AssortZ -lifestyle products- 5%

783 阿蘇恵水 5%

784 アソシエ薬局 5%

785 アソナダイレクト 楽天市場店 5%

786 阿蘇の玄関キムチの里 5%

787 あそびくらぶ 5%

788 遊びＤＳ 5%

789 asoboze アソボーゼ 5%

790 アダチカメラ　家電・PC専門店 5%

791 おいしい醤油・味噌【足立醸造】 5%

792 足立製作所 5%

793 アダチデンキ　家電・PCの量販店 5%

794 あだちねっと　美米屋 5%

795 アタックワン 5%

796 アダマス（ファッション＆小物） 5%

797 アダマス　楽天市場店 5%

798 アチャッテ（ベビー＆キッズ） 5%

799 h「akka」 5%

800 【圧縮袋直販】くらしの雑貨屋さん 5%

801 あったあった 5%

802 あったか 本舗　HEATKING 5%

803 あった！デンキ 5%

804 ＡＴ’Ｚ 5%

805 アットアイテム 5%

806 あっと！アシキタ　楽天市場店 5%

807 あっとあるん 5%

808 アットアロマ　楽天市場店 5%

809 あっとえちご 5%

810 あっとエヌ（＠Ｎ） 5%

811 アット・ＯＴ＆ＥmotionalＭＥＮＳ 5%

812 アットカーテン　楽天市場店 5%

813 あっと解消　楽天市場店 5%

814 アットキレイ 5%

815 at CARE 5%

816 atcost 5%

817 アットコンタクト 5%

818 アットコンビニ楽天市場店 5%

819 AtseiS 5%

820 あっとタウン楽天市場店 5%

821 アットDeco・アットデコ 5%

822 あっとデジplus 5%

823 アットネクスト　楽天市場店 5%

824 アットネットコンタクト 5%

825 アットネットサービス 5%

826 アットネットサービス2nd 5%

827 アットパーツ　楽天市場店 5%

828 あっと＠バディ（サプリ・医薬品） 5%

829 あっと美人 5%

830 あっとヒット 5%

831 アットビューティー株式会社 5%

832 Ａｔ　Ｆｉｒｓｔ 5%

833 アットファーストOUTLET 5%

834 アットプレイヤーズ楽天市場店 5%

835 アットボーテ 5%

836 アットホームインテリア 5%

837 アットホームケア楽天市場店 5%

838 アットホームサロンサンタクラブ 5%

839 アットホビー＠スタイリストゴトウ 5%

840 アットマーク家具 5%
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841 アットマークジュエリーMusic 5%

842 ａｔｍａｃｋ＊家具 雑貨 事務用品 5%

843 あっとらいふ 5%

844 アットランド楽天市場店 5%

845 あっどれショップ 5%

846 アットレンズ 5%

847 UPPERCUT 5%

848 ＵＰＰＥＲ　ＧＡＴＥ 5%

849 アッパーゴルフ 5%

850 あっぱれ 5%

851 アッパレー 5%

852 UpAStorm 5%

853 アップサイドShop 5%

854 アップスイング 5%

855 アップスインナーブティック 5%

856 アップSTORE 5%

857 アップタウン 5%

858 UPTOWN　Deluxe 5%

859 アップデート 5%

860 UPBUTY　楽天市場店 5%

861 アップフェル 5%

862 アップホーム【防音断熱・DIY】 5%

863 UPRISE 5%

864 アップ　ライズ 5%

865 UPLAND STORE 5%

866 アップリカー　南海 5%

867 アップリケ通販・ブロドリー 5%

868 Upple 5%

869 日本製靴下＆アロマ専門店 apple 5%

870 Ａpple＆ＳtrawberryＣompany 5%

871 あっぷＲＯＯＭ 5%

872 アップルスポーツ　楽天市場店 5%

873 Apple専門店 キットカット 5%

874 アップル専門店「PLUSYU楽天堂」 5%

875 Apple terminal 5%

876 あっぷる本舗 5%

877 大人のスマホケースアップルライフ 5%

878 ADDICTION FUKUOKA 5%

879 ＡＴＩＳＴ 5%

880 adidas Online Shop 楽天市場店 5%

881 アテーネ 5%

882 アテックスダイレクト 5%

883 adesso　（アデッソ） 5%

884 a.depeche アデペシュ 家具通販 5%

885 アデルフォス楽天市場店 5%

886 アド・パック楽天市場店 5%

887 advanceclothing 5%

888 アドヴァンス　ジャパン 5%

889 アドウェル 5%

890 亜東書店-楽天市場店 5%

891 アドゥラブル　輸入子供服専門店 5%

892 アドキッチン 5%

893 ＡＤサイクル楽天市場店 5%

894 アドショップ 5%

895 ａｔｈｏｓ　ｓｈｏｐ 5%

896 ADO Select Shop 5%

897 Advance Online Store 5%

898 アドバンスワークス　SELECT 5%

899 アドプラス楽天市場店 5%

900 アドブルーステーション 5%
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901 AD・プロモーション 5%

902 adhocplus interior 5%

903 アトマイズ 5%

904 アトミックゴルフ 5%

905 ADMIX-Japan 楽天市場店 5%

906 アトム屋美容本舗　～美容専売品～ 5%

907 アトラクトゴルフ 楽天市場店 5%

908 Attract luck 5%

909 アトラスダイレクトショップ 5%

910 アトランティス 5%

911 アトリエ・デ・ロートレ 5%

912 アトリエRV 5%

913 アトリエ阿友美　楽天市場店 5%

914 atlier-h 5%

915 アトリエH.M 5%

916 アトリエカラン 5%

917 アトリエコスメ 5%

918 アトリエコヤマ楽天市場店 5%

919 Atelier confiture 5%

920 アトリエ　SAWA 5%

921 アトリエ365 5%

922 あとりえ・しっぽう 5%

923 アトリエDOM楽天市場店 5%

924 アトリエ　ティー　楽天市場店 5%

925 アトリエドフロマージュ楽天市場店 5%

926 Atelier House JaM 楽天市場店 5%

927 atelier葉月 5%

928 アトリエ花みずき　楽天市場店 5%

929 アトリエ パレット 5%

930 アトリエはん子 5%

931 ATELIER　PLATON プラトン 5%

932 atelier brugge ONLINE 楽天市場店 5%

933 アトリエbloom 花月夜 5%

934 アトリエ　Poco a poco 5%

935 アトリエ美樹楽天市場店 5%

936 アトリエミツコ 5%

937 アトリエＹａｎｃｙ 5%

938 アトリエYOUプラス 5%

939 あとりえONES 5%

940 atrium102 楽天市場店 5%

941 アトワ　オメガ蜂蜜と亜麻仁油の店 5%

942 ANAGRAM アナグラム 5%

943 アナグリフ 5%

944 アナザークルーウェディング 5%

945 another me （アナザーミー） 5%

946 貴女だけのフォーマルSunLook 5%

947 あなたの食器とキッチン・グッズ 5%

948 あなたの街のお花屋さんイングの森 5%

949 あなたの町のミシン屋さん 5%

950 あなたブランド 5%

951 穴のあいたホース屋さん 5%

952 アナヒータストーンズ 5%

953 あなろ（インテリア雑貨） 5%

954 Aniaアルガンオイル 5%

955 アニアリaniary楽天市場店 5%

956 アニバーサリーギフトショップ 5%

957 アニバーサリーラボ 5%

958 ANNIVERSARY WORLD 5%

959 アニマスジャパン［ANIMAS japan］ 5%

960 アニマルスタンプカワナ楽天市場店 5%
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961 ANIMAL-ROCK 5%

962 アニメグッズ専門店EARTH 5%

963 アニメDVD専門店　アニメストア 5%

964 ａｎｅｗ 5%

965 anuenue 5%

966 アネックススポーツ 5%

967 アネット汐留 5%

968 Ａｎｅｍｏｎｅ 5%

969 Anela＊アネラ 5%

970 ａｎｅｒｃａ＆Ｌ．Ｉ．Ｖ 5%

971 anovan 楽天市場店 5%

972 ＡＮＯＨ　アクセサリー 5%

973 あのーる・ぽー 5%

974 アノネコロン 5%

975 アバー 5%

976 Abiding 5%

977 APAKABAR （アパカバール） 5%

978 AVACO SELECTION 5%

979 アパレル＆パーツショップ vivit. 5%

980 アパレル什器専門店クロムスタイル 5%

981 アパレル・手芸のプロ用具　「匠」 5%

982 アパレルと面白雑貨のミラノマート 5%

983 Avaron STANDARD JEWELRY 5%

984 アバンダ 5%

985 CLOZEST モッズメンズレディース 5%

986 A.BFLY ア.ビーフライ 5%

987 Ａｐｐｅａｌ 5%

988 亜美活 5%

989 アビスタ公式 楽天市場店 5%

990 abystella coffee 5%

991 ABYSS＆HABIDECOR 5%

992 アビック・ネットストア 5%

993 apish mo.no 5%

994 abidy（アビディ） 5%

995 abito 5%

996 AVIVARE（アビバーレ） 5%

997 あふぇーる うらわ 5%

998 APSAM 5%

999 ＡＰＵショップ 5%

1,000 absorb 5%

1,001 after-end 5%

1,002 アプラ 5%

1,003 油サイクル油こし器 5%

1,004 あぶらじん楽天市場店 5%

1,005 aplus.Lab 5%

1,006 油そば専門店 東京麺珍亭本舗 5%

1,007 Apliet（アプリエット） 5%

1,008 ablaze-K 5%

1,009 Aplenty Kind Galleria 5%

1,010 APPLAUSE-GPS楽天市場店 5%

1,011 AFRO JACK 5%

1,012 アベイル・コマドリ（生地・毛糸） 5%

1,013 Abe Web Shop 楽天市場店 5%

1,014 阿部幸製菓 5%

1,015 abespo 5%

1,016 アペックスラジオ 5%

1,017 アベニールヘルシーショップ 5%

1,018 ファッションシューズ『アベリア』 5%

1,019 avaler 5%

1,020 APOA 5%
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1,021 abot 5%

1,022 アボット・キニー 5%

1,023 e-adhoc 5%

1,024 アポロ 5%

1,025 Apoloce アポロス 5%

1,026 ＡＰＯＷＡ 5%

1,027 AVON 5%

1,028 アマクサかばん 5%

1,029 天草生うに本舗丸健水産 5%

1,030 【天草みかん】食彩工房天竺浄土庵 5%

1,031 雨具専門楽天市場店 5%

1,032 甘栗太郎 5%

1,033 甘酒どぶろく醸造　高千穂ムラたび 5%

1,034 アマゾンカムカム楽天市場店 5%

1,035 アマゾン キャッツ クロー専門店 5%

1,036 UNIT 5%

1,037 甘納豆本舗せっかどう 5%

1,038 アマノ酵素楽天市場店 5%

1,039 天野水産楽天市場店 5%

1,040 アマノフーズ フリーズドライ 店 5%

1,041 あまのや楽天市場店 5%

1,042 奄美特産品いずみストア楽天市場店 5%

1,043 奄美特産品本舗 5%

1,044 奄美の里 5%

1,045 【黒糖焼酎専門店】奄美のめぐみ 5%

1,046 アマラスラグジェ・クリスタルデコ 5%

1,047 AMARYL 5%

1,048 ＡＭＡＬＦＩ 5%

1,049 アミアミ AmiAmi 5%

1,050 あみあみ 楽天市場店 5%

1,051 アミアンハウス 5%

1,052 LATINA 5%

1,053 amico di INEYA 逗子 5%

1,054 Amical 5%

1,055 アミストダイレクトショップ 5%

1,056 amisoft セキュリティ＆サポート 5%

1,057 amisoft DLストア 5%

1,058 アミダトレーディング 5%

1,059 Ａｍｉ　Ｄ’ａｍｏｕｒ 5%

1,060 網戸サッシ部品窓の専門店 5%

1,061 網戸用品専門店アミドマン 5%

1,062 ami-brugge -アミブルージュ- 5%

1,063 jeuamusant 5%

1,064 AMUSE STORE 5%

1,065 アミリアスタイル 5%

1,066 アムールパジャマ公式オンライン 5%

1,067 アム（ジュエリー好きが集まる店） 5%

1,068 【アムス】AMS.ONLINE STORE 5%

1,069 アムリエ 5%

1,070 アムリット動物長生き研究所 5%

1,071 amasia store 5%

1,072 アメイジングサーカス 5%

1,073 Amazingstore 5%

1,074 ベビー＆キッズの店 Amazing Green 5%

1,075 amer bijoux アメール ビジュー 5%

1,076 アメカジ専門店SHU-SHU 5%

1,077 アメカジのバックドロップbackdrop 5%

1,078 アメカジ バイカー 2ND・セカンド 5%

1,079 アメジストWEBショップ 5%

1,080 アメック楽天市場店 5%
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1,081 アメニティ 5%

1,082 アメニティーグッズ　PARAISO 5%

1,083 アメ４パーツ 5%

1,084 アメ横大津屋スパイス・豆の専門店 5%

1,085 Americana at Brand 5%

1,086 アメリカサプリ専門スピードボディ 5%

1,087 アメリカ専売 5%

1,088 アメリカベビー・子供服・雑貨Bee8 5%

1,089 アメリカ屋スポーツ 5%

1,090 アメリカより厳選買付け：リンクル 5%

1,091 アメリカンカルチャーストア 5%

1,092 アメリカングラフィティ 5%

1,093 アメリカン倶楽部　楽天市場店 5%

1,094 American Clothing Cream 5%

1,095 アメリカン雑貨インテリア【1985】 5%

1,096 アメリカン雑貨ＣＯＬＯＵＲ 5%

1,097 アメリカン雑貨 ベリーベリー 5%

1,098 アメリカン　サンドリーズ 5%

1,099 American Street Style 5%

1,100 AMERICAN　DREAM 5%

1,101 アメリカンバース 5%

1,102 あめりかん・ぱい 5%

1,103 アメリカン　ビューティー 5%

1,104 AMERICAN WANNABE 5%

1,105 AMOMA natural care 5%

1,106 amoll 5%

1,107 AmoR FOR MEN 5%

1,108 Amont Marche アモンマルシェ 5%

1,109 あやの小路 5%

1,110 あやべ漢方堂 5%

1,111 アヤベ武道具店 5%

1,112 あゆの店きむら 5%

1,113 アライカメラ 5%

1,114 アライバル楽天市場店 5%

1,115 ARRIVAL SURF　AND　SPORTS 5%

1,116 洗える布団専門店　ウインドバード 5%

1,117 荒木海苔店 5%

1,118 嵐　家電屋 5%

1,119 アラジンコレクション 5%

1,120 ALASKA MOUNTAIN STORE 5%

1,121 ARA Store 5%

1,122 アラソアン楽天市場店 5%

1,123 araVarc　楽天市場店 5%

1,124 alla polacca 5%

1,125 荒牧　おいしいワイン　日本酒の店 5%

1,126 arama Labo 5%

1,127 a la mode 5%

1,128 ALA-Labo 【ALA関連商品専門店】 5%

1,129 aranciato（アランチェート） 5%

1,130 ARANCIA mica male 5%

1,131 A’LAND 5%

1,132 aria frere 5%

1,133 ありあけ浪漫工房 うちの海産 5%

1,134 ALLIANCE 5%

1,135 ALLEY OnlineShop 5%

1,136 アリーカフェ 5%

1,137 アリージェム 5%

1,138 ALICIA FARM 5%

1,139 アリエス 5%

1,140 ありがた屋ＮＡＧＡＮＯ 5%
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1,141 ありがTOH企画 5%

1,142 ありがとう本舗　焼き菓子うさぎ堂 5%

1,143 ありがとうわくわくの阿波の産直便 5%

1,144 alisa 5%

1,145 Ari shop 5%

1,146 ALICE アリス 5%

1,147 アリスコーポレーション 5%

1,148 アリス古書店 5%

1,149 アリストワン　楽天市場店 5%

1,150 アリスの時間（照明　家具　雑貨 5%

1,151 アリス楽天市場店 5%

1,152 アリゼ 5%

1,153 ARITA PORCELAIN LAB 楽天市場店 5%

1,154 有田みかんのメリメロフルーツ 5%

1,155 有田焼 伊万里焼 唐津焼の店 貴陶 5%

1,156 有田焼陶芸家　藤井錦彩 5%

1,157 有田焼やきもの市場　楽天市場店 5%

1,158 有田焼やきものギャラリー　つじ信 5%

1,159 有田焼や心器 5%

1,160 蟻月　楽天市場店 5%

1,161 アリNIPPON 5%

1,162 有松絞り浴衣　ゆかた屋つゆくさ 5%

1,163 アリムラゴルフ　楽天市場店 5%

1,164 allium 5%

1,165 アリュール（韓国コスメ・美容） 5%

1,166 ALINCO 5%

1,167 アルア 5%

1,168 ALU-ALU 5%

1,169 あるあるの森 5%

1,170 アルヴェル専門店G.A.V 5%

1,171 Aruge 5%

1,172 アルカナ 5%

1,173 ALCAMO（アルカモ） 5%

1,174 アルカヤ靴店（９２８ウイング） 5%

1,175 ブランドショップアルカンシェル 5%

1,176 アルコ 5%

1,177 ARCOCO SHOP 【アルココショップ】 5%

1,178 arco store 5%

1,179 Alcoholic Armadillo 5%

1,180 arcole（アルコレ） 5%

1,181 アルザン問屋in楽天市場店 5%

1,182 RC Genki shop 5%

1,183 アルシェ　～Arche Selection～ 5%

1,184 アルシオン 5%

1,185 Arjan楽天市場店 5%

1,186 アルジャン楽天市場店 5%

1,187 アルスデンキ 5%

1,188 Alzey部品 5%

1,189 アルセナ 5%

1,190 アルゾースポーツ 5%

1,191 Alter Ego（アルターエゴ） 5%

1,192 アルタイルshop 5%

1,193 ALTAR／アルタ現代仏壇、仏具 5%

1,194 alta sotto 5%

1,195 Ulti 5%

1,196 アルテコートー 5%

1,197 アルテミスクラシック公式ショップ 5%

1,198 アルト・Ｅショップ 5%

1,199 歩人　web店 5%

1,200 あると便利な　ショップDUO 5%
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1,201 Altporte Auto 5%

1,202 aldo洋品店 5%

1,203 Alto Libro -リゲッタ直営店- 5%

1,204 ＡＬＴＲＯＳＥ 5%

1,205 ＡＲＮＥ 5%

1,206 ARUNE　仮装雑貨のお店あるね 5%

1,207 アルバ・コリス 5%

1,208 Alpage 5%

1,209 アルバクラブ 5%

1,210 alba-japan 5%

1,211 アルバム＆メモリアル　アーデント 5%

1,212 albiot 5%

1,213 アルフ　ALFU 5%

1,214 ALPHA Market 5%

1,215 アルファー食品　楽天市場店 5%

1,216 アルファエスパス楽天市場店 5%

1,217 アルファオメガ 5%

1,218 アルファGPCの第一健やか生活 5%

1,219 ＡＬＰＨＡＳＴＹＬＥ 5%

1,220 アルファスペース 5%

1,221 アルファックス onlineshop 5%

1,222 アルファプラス＠ALPHA PLUS 5%

1,223 ALFAMAGIC 5%

1,224 アルフェ楽天市場店 5%

1,225 アルフォリアショップ 5%

1,226 アルプスキッチン 5%

1,227 アルプロン 楽天市場店 5%

1,228 アルベルワインショップ 5%

1,229 arbol（アルボル） 5%

1,230 アルマーディオ 5%

1,231 アルマート 5%

1,232 アルマジロ 楽天市場店 5%

1,233 あるまま 5%

1,234 アルミ形材の専門直販店 aluminum 5%

1,235 あるモール 5%

1,236 Armonia　あるもにあ 5%

1,237 アルモ　楽天市場店 5%

1,238 あるやん 5%

1,239 あるＹＡＮ 5%

1,240 Allegretto 手袋 ファー マフラー 5%

1,241 Alleglo クローズ30スタイル 5%

1,242 arekore by HOTCHPOTCH 5%

1,243 あれこれマーケットハミングバード 5%

1,244 allecore 楽天市場店 5%

1,245 アレスヘルスケア 5%

1,246 【Alex】KRIFF MAYER公式ショップ 5%

1,247 AREZZO 5%

1,248 Aleppo Souq 5%

1,249 ALADY 5%

1,250 あれ家これ屋　楽天市場店 5%

1,251 あれんじＨａｎａ倶楽部 5%

1,252 aroa（アロア）　楽天市場店 5%

1,253 ＡＲＯＶＥＩＮＡ（アロヴィーナ） 5%

1,254 ARROWS FURNITURE 楽天市場店 5%

1,255 アロエ食品ＳＨＯＰ 5%

1,256 アロー健康ショップ 5%

1,257 アローナ 5%

1,258 ARROWHEAD アローヘッド 5%

1,259 arome 5%

1,260 アロール21 5%
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1,261 AROTHO 5%

1,262 アロット　楽天市場店 5%

1,263 Aloha Girl 5%

1,264 アロハコーポレーション 5%

1,265 アロハシャツのWAKUWAKU楽天市場店 5%

1,266 アロハスタイル～ハワイアンShop 5%

1,267 ALOHA Diaries ハワイセレクトShop 5%

1,268 アロハファーム　楽天市場店 5%

1,269 ハワイ専門店 アロハマーケット 5%

1,270 アロハマケケ　楽天市場店 5%

1,271 アロハマナ 5%

1,272 アロマージュプリュス 5%

1,273 アロマ×アロマ 5%

1,274 アロマオイルと精油のお店　夢香房 5%

1,275 アロマ化粧品専門店 aromachi 5%

1,276 アロマ・精油・ハーブのtk-kota 5%

1,277 アロマテラピーのお店Tea-treeの森 5%

1,278 AROMA DE ROSA 5%

1,279 アロマと自然派化粧品の【KANON】 5%

1,280 アロマ ルイボスnaturalshopなごみ 5%

1,281 アロマルーム 5%

1,282 アロマローズマリー 5%

1,283 アロミックスタイル公式ショップ 5%

1,284 アロマディフューザーショップ 5%

1,285 淡路島　３年とらふぐ若男水産 5%

1,286 淡路島たまねぎ直売所 5%

1,287 【淡路島の旬】魚一鮮魚店 5%

1,288 淡路島の食彩　鳴門千鳥本舗 5%

1,289 淡路島のたまねぎ屋さん あさひ 5%

1,290 Awa-spo 楽天市場店 5%

1,291 ａｗａｔｓｕ 5%

1,292 阿波の逸品～うまいんじょ 5%

1,293 泡盛倶楽部 5%

1,294 泡盛ストリート　楽天市場店 5%

1,295 泡盛通販 泡盛商店 5%

1,296 泡盛ワールド 5%

1,297 阿波安 5%

1,298 アワワ 5%

1,299 un-アン- 5%

1,300 Ann INTERNATIONAL 5%

1,301 anウィッグ・かつら 楽天市場店 5%

1,302 Unveil 5%

1,303 アンカーショップ 5%

1,304 アンカー・ダイレクト楽天市場店 5%

1,305 アンカーネットワークサービス 5%

1,306 アンカーボルトのアンカーボイス 5%

1,307 アンガ食品　安さんがつくるキムチ 5%

1,308 あんカリ 5%

1,309 アングラーズショップ　ライジング 5%

1,310 アンクローズ布屋 5%

1,311 アンコキーヌ 5%

1,312 あんこ職人キノアン 5%

1,313 あんこの内藤 5%

1,314 ANKOMNショップ 楽天市場店 5%

1,315 ankoROCK 5%

1,316 アンサーフィールド 5%

1,317 あんさんぶる 5%

1,318 Anne Gee 5%

1,319 アンジーソウル 5%

1,320 ange select 5%
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1,321 アンジェラ（宝石の卸屋さん） 5%

1,322 ANGELA楽天市場店 5%

1,323 アンジェララッシュ 5%

1,324 アンジェリーク 5%

1,325 アンジェリーク　Angelique 5%

1,326 Angelique Shop 5%

1,327 ANGELINA - アンジェリーナ 5%

1,328 Angelicaアンジェリカ 5%

1,329 angelica 5%

1,330 アンジェリカ　～カーテン工房～ 5%

1,331 アンシェル 5%

1,332 enchante petit 5%

1,333 アンシャンテマーケット 5%

1,334 アンシャンブル　楽天市場店 5%

1,335 Ange 5%

1,336 アンジュヘア 5%

1,337 Ange Beaute 5%

1,338 ANSIN 5%

1,339 安心安全のがんばる館 5%

1,340 安心・安全の食品館 5%

1,341 安心・安全・ペットフード屋さん 5%

1,342 安心おもちゃのアドショップ 5%

1,343 あんしん介護サービス　楽天市場店 5%

1,344 安心食品のみつばち一番亭 5%

1,345 あんしんショップ 5%

1,346 安心生活 5%

1,347 安心生活応援宣言！あんしん広場 5%

1,348 安心生活ホタテパウダーハウス 5%

1,349 安心即売 5%

1,350 あんしん通販　リリーフ 5%

1,351 あんしん堂ストア 5%

1,352 安心ネッツ 5%

1,353 安心農業ワールド　花巻酵素 5%

1,354 あんしんの殿堂防災館 5%

1,355 安心の馬場福（ビル用品） 5%

1,356 安心バラ苗の店 5%

1,357 あんしんBOX 5%

1,358 unstitch 楽天市場店 5%

1,359 UNSTEADY 5%

1,360 あんずの里のあんずショップ 5%

1,361 あんず美容専門　ジーランドビフー 5%

1,362 アン　スリール 5%

1,363 ＡＮＴＨＥＭ 5%

1,364 Ann selection 5%

1,365 安全・サイン8 5%

1,366 安全靴・作業服　徳野商会 5%

1,367 安全靴作業用品わくわくサンライズ 5%

1,368 安全靴の専門店のんほいシューズ 5%

1,369 安全商品のさくら電子 5%

1,370 安全モール 楽天市場店 5%

1,371 アンダーアーマーのスポーツＣＶ 5%

1,372 アンダーアーマーヒート 5%

1,373 アンダーウェア 5%

1,374 and-a-stnd 5%

1,375 アンダーパー ゴルフ 5%

1,376 under basic 5%

1,377 UNDER WONDER 5%

1,378 編んだもんだら 5%

1,379 アンダルーチェ 5%

1,380 アンチェロ LEDマウス＆ヘッドホン 5%
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1,381 アンツィアーナショップ 5%

1,382 アンデ 5%

1,383 Antheia 5%

1,384 アンティアン無添加手作り洗顔石鹸 5%

1,385 アンティークアジアン家具 ELMclub 5%

1,386 Antiques ＆ Repair eel 5%

1,387 アンティーク インテリア FeuFeu 5%

1,388 アンティーク・ガレ 5%

1,389 アンティーク雑貨 CHEERFUL 5%

1,390 アンティーク手芸「レネット」 5%

1,391 Antiques Red Barn 5%

1,392 アンティークマイクS 5%

1,393 アンティークロココ調輸入家具ベベ 5%

1,394 アンディーマーブル 5%

1,395 antiqua 5%

1,396 Antiqcafe アンティカフェ 5%

1,397 家具通販 Antico（アンティコ） 5%

1,398 ＵｎＤｉｇｉｔａｌ科学博物店 5%

1,399 UNDIE楽天市場店 5%

1,400 アンテシュクレ　インナーワールド 5%

1,401 intesucre lingerie selection 5%

1,402 andex shoes product 5%

1,403 アンテナ工事のデジック 5%

1,404 アンテナshopFujinoline楽天市場店 5%

1,405 antenna shop mono. 5%

1,406 アンテナナビショップ R1 5%

1,407 アンテナパーツshop 5%

1,408 アンテノール楽天市場店 5%

1,409 Interieur Deco 5%

1,410 Ａｎｔｅｌ 5%

1,411 ANTELOPE 5%

1,412 レディース シューズ アンテロープ 5%

1,413 アンド・オール 5%

1,414 アンドＲバッグ 5%

1,415 AND EAST 5%

1,416 アンドイット （and it_） 5%

1,417 AND INDUSTRY. 5%

1,418 アンドウスポーツ 5%

1,419 安藤丸 5%

1,420 安藤ミシン商会 5%

1,421 アンド ａｓ 5%

1,422 and CUBE SUGAR 5%

1,423 ANDGRAM 5%

1,424 ＡＮＤＪ 5%

1,425 Andskate 5%

1,426 AND CHILD　-Living ＆ Life- 5%

1,427 ann dog ＆ cat 5%

1,428 andot ＆. 5%

1,429 アントデザインストア 5%

1,430 And today楽天市場店 5%

1,431 アンド ハビット 5%

1,432 アールスタイルストア 5%

1,433 and Me（アンドミー） 5%

1,434 ANTOM SIDE 5%

1,435 アンドリス 5%

1,436 Ante-luxe 5%

1,437 and luce interior 5%

1,438 entre square アントレスクエア 5%

1,439 and LOCAL 5%

1,440 AND ROMEO （アンドロミオ） 5%
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1,441 アンドロメダ楽天市場店 5%

1,442 アントワーヌ・カレーム楽天市場店 5%

1,443 あんどんSHOP 5%

1,444 安納芋ＲＥＩＭＥＩ　楽天市場店 5%

1,445 アンの部屋 5%

1,446 アンバージャック 5%

1,447 アンバーピース 5%

1,448 UNBY GENERAL GOODS STORE 5%

1,449 ampersand 5%

1,450 INVENTER 5%

1,451 anve 5%

1,452 アンファーストア 5%

1,453 アンファーストア　ウィメンズ 5%

1,454 アンプティトゥール UN PETIT TOUR 5%

1,455 アンプティレヴ 5%

1,456 アンプルール　ＶＥＲＹ店 5%

1,457 Umbrelland 5%

1,458 アンブロシア 5%

1,459 AMPERE ONLINE SHOP 5%

1,460 unpetit 5%

1,461 アンマクヤ防災屋　楽天市場店 5%

1,462 安眠ふとんのこだま 5%

1,463 アンモライト研究所 5%

1,464 あんらんど 5%

1,465 UNLIMIT セレクトショップ 5%

1,466 UNLIMI-MUSIC楽天市場店 5%

1,467 アンルミエール楽天市場店 5%

1,468 アンルル 5%

1,469 ａｎｗｏｒｌｄ 5%

1,470 e-ShopSmart 5%

1,471 イーアウトレット 5%

1,472 イーアップ楽天市場店 5%

1,473 イーアンドワイ楽天市場支店 5%

1,474 EEフィリピーノ 5%

1,475 いーいんてりあ シルクシーツ絹 5%

1,476 eWESTCOAST　楽天市場店 5%

1,477 ES-WEB 楽天市場店 5%

1,478 ＥＳＳ楽天市場店 5%

1,479 イーエステshop／もっとキレイに 5%

1,480 EX GOLF 5%

1,481 ＥＭＩネットショップ 5%

1,482 EM UNDER THROW 5%

1,483 EMSショップ 楽天市場店 5%

1,484 ＥＭ生活通販ｓｈｏｐ 5%

1,485 EM通販 ユミ美容工房 5%

1,486 EM　Market 楽天市場店 5%

1,487 ＥＭライフ楽天市場店 5%

1,488 e-カーテン 楽天市場店 5%

1,489 イーカーパーツストア 5%

1,490 ｅかいごナビ 介護用品ショップ 5%

1,491 いい快互服 5%

1,492 e-家具 5%

1,493 イーカグライフ 5%

1,494 e-家電館 5%

1,495 Ｅ・ＣＡＦＥ～ナッツの館～ 5%

1,496 ｅ-缶詰屋こてんぐ（天狗缶詰） 5%

1,497 e-漢方堂 5%

1,498 イーキカイ　楽天市場店 5%

1,499 いいきっと 5%

1,500 e-きものレンタル　楽天市場店 5%
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1,501 e-暮らし　Ｒあーる 5%

1,502 E-暮らし館 5%

1,503 eくらしshop 5%

1,504 イーグルアイ楽天市場店 5%

1,505 Eagleenergy shop 楽天市場店 5%

1,506 イーグル舶来堂 5%

1,507 e-くるまライフ 5%

1,508 イイケア 5%

1,509 iicotoカスタム絵本shop 5%

1,510 e-子供服ノン 5%

1,511 e-コネクト　楽天市場店 5%

1,512 い～こもの 5%

1,513 ekorea 5%

1,514 イーコンビニ 5%

1,515 イーコンビ楽天市場店 5%

1,516 イーサウンド 5%

1,517 e酒どっと呑む。 5%

1,518 イーザッカマニアストアーズ 5%

1,519 ｅ雑貨屋楽天市場店 5%

1,520 e-zakkoku米 5%

1,521 eサプリ東京楽天市場店 5%

1,522 ｅサポーターズ 5%

1,523 e.Zeeee 5%

1,524 EZCASE【イージーケース】 5%

1,525 ECGラボ 5%

1,526 ECJOY！プレミアム楽天市場店 5%

1,527 ECJOY！楽天市場店 5%

1,528 ＥＣテイスト 5%

1,529 ECトライ楽天市場店 5%

1,530 EASY NAVY　楽天市場店 5%

1,531 EC百貨 5%

1,532 EC.FURNITURE 5%

1,533 Easyファニチャー 5%

1,534 EASY FIT STYLE 5%

1,535 イージーブラインド 楽天市場店 5%

1,536 ECヘルスケア 5%

1,537 ＥＣムンディアル 5%

1,538 easy men 5%

1,539 イージーモンキー 5%

1,540 イージーヨガ 楽天市場ショップ 5%

1,541 eclink 5%

1,542 イーシザイ・マーケット 5%

1,543 ＩＳＩＳ　ＯＵＴＬＥＴ 5%

1,544 イーシスユニフォーム 5%

1,545 イージャパンアンドカンパニーズ 5%

1,546 イー住設　（イー住宅設備） 5%

1,547 ｉｉｓｈｏｐ 5%

1,548 e-shop aoakua 5%

1,549 イーショップ小町 5%

1,550 e-shopNAKAZEN中善楽器 5%

1,551 イーショップニッポン 5%

1,552 e-shopfuji 5%

1,553 eショップ　プラスワン 5%

1,554 e-shop PLUS ONE 5%

1,555 ease-aroma-shop 5%

1,556 Easy Life 5%

1,557 e-スーパーマーケット　楽天市場店 5%

1,558 イースクエア 5%

1,559 E-スタート 5%

1,560 イーストショップ 5%
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1,561 イースト・ビューティ 5%

1,562 イーストマウンテン 5%

1,563 イースポルト 5%

1,564 イーズマーケット 楽天市場店 5%

1,565 e-smile 5%

1,566 イースリーショップ 5%

1,567 ESMA 5%

1,568 Ｅ-ＺＥ　楽天市場店 5%

1,569 ecell 5%

1,570 e-セレショップ 5%

1,571 e-socks 5%

1,572 イーダイク 5%

1,573 イータイムス 5%

1,574 イータイムスプラス 5%

1,575 Ｅタイヤショップ 5%

1,576 ｅ-たからもの 5%

1,577 E-Top 5%

1,578 e-ＴＡＴＳＵＹＡ 5%

1,579 ｅ-たねや 5%

1,580 e-dollar 5%

1,581 ITIWA 5%

1,582 Ｅ！Ｃｈｏｉｃｅ 楽天市場店 5%

1,583 ｅ-通販ＴＫＳ 5%

1,584 イーヅカ 5%

1,585 e-day 5%

1,586 ＥｔＪグルメグルモン 5%

1,587 et-style 5%

1,588 e-desho 5%

1,589 イーテック楽天市場店 5%

1,590 いいで特産品ショップ 5%

1,591 eデバイス 5%

1,592 eテレビ台 5%

1,593 イーデンキ 5%

1,594 ｅでんでん楽天市場店 5%

1,595 いーでん楽天市場店 5%

1,596 e-ところ楽天市場店 5%

1,597 いい友　楽天市場店 5%

1,598 イートレードサービス 5%

1,599 イートレンド楽天市場店 5%

1,600 ETON HOUSE 5%

1,601 eナイフ 5%

1,602 お香・数珠・仏壇のe-namu庵心堂 5%

1,603 EENE SELECT SHOP 5%

1,604 イーネ 5%

1,605 イイネイル楽天市場店 5%

1,606 e-NEO Shop 5%

1,607 e-net A furniture 5%

1,608 eネット通販 5%

1,609 介護用品専門店　いーねっとわかば 5%

1,610 いい値本舗　楽天市場店 5%

1,611 いいねLab.ノンシリコンシャンプー 5%

1,612 E-NOALZU 5%

1,613 イーノスタイル 5%

1,614 イーパーツ 5%

1,615 ｅ-バザール 5%

1,616 イーバザール　ベッド＆家具通販 5%

1,617 e-バザール　ライフインテリア 5%

1,618 イーパス 5%

1,619 いい肌発信！美・サイエンス 5%

1,620 いい肌ピオス 5%
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1,621 e-Bagshop 5%

1,622 e-bag stores 5%

1,623 いいＨａｎａ倶楽部 5%

1,624 イーハナス楽天市場店 5%

1,625 ｅ-花屋さん 5%

1,626 いいはねふとん店 5%

1,627 イーパレット 5%

1,628 ｅ-はんこ 5%

1,629 EbiSoundオンラインショップ 5%

1,630 ＥＰＩＣ 5%

1,631 e-picot　いーぴこっと楽天市場店 5%

1,632 e-Fur イイファー 5%

1,633 e-Fur　イイファー　ファッション 5%

1,634 EVI SHOP　環境貢献型ショッピング 5%

1,635 イーフェイス 5%

1,636 e-ふとん屋さん 5%

1,637 e-プライス 5%

1,638 ｅplusアルファ 5%

1,639 eplanet.6 5%

1,640 ｅフリーデン　楽天市場店 5%

1,641 e-Bloom 5%

1,642 ｅプロダクツジャパン楽天市場店 5%

1,643 e-prom ギフト 販促品 5%

1,644 いぃべあー　楽天市場店 5%

1,645 e-ペット屋さん 5%

1,646 いいヘナ・オンラインショップ 5%

1,647 e-babyshop 5%

1,648 eBaby-Select 5%

1,649 ｅヘルスジャパン楽天市場店 5%

1,650 Ｅ-ベルファー 5%

1,651 e-ventoパックン・スギモト 5%

1,652 e-宝石屋 5%

1,653 eボーテ楽天市場支店 5%

1,654 いいホームスタイル 5%

1,655 e-mix 5%

1,656 eMilk 5%

1,657 EAIM 5%

1,658 イームズチェア 5%

1,659 イーメイク 5%

1,660 イーメガネ 5%

1,661 e-mode-A（イーモードエー） 5%

1,662 e-mono 5%

1,663 イーモノ 5%

1,664 いいものあるよ。アクアジュエリー 5%

1,665 いいもの一番館 5%

1,666 いいものいっぱい家具屋姫 5%

1,667 e-monoうってーる 5%

1,668 いいものおんらいん 5%

1,669 イイもの下着ヘヴンズブルー 5%

1,670 eモノショップ 5%

1,671 いいものだけを　大五うなぎ工房 5%

1,672 いいもの特撰館 5%

1,673 Emono発掘expインテリア家具こたつ 5%

1,674 いいもの発信！こだわり情報局店 5%

1,675 いーものや　楽天市場支店 5%

1,676 iimo 楽天市場店 5%

1,677 iimo リユース店 5%

1,678 E-MON堂　E-SHOP 5%

1,679 いいもん　楽天市場店 5%

1,680 EUセレクション 5%
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1,681 イー・ユニット インテリアROOM 5%

1,682 e-lifestore 5%

1,683 elife-plus 5%

1,684 イーライン 5%

1,685 e-Lounge 5%

1,686 イーリス 5%

1,687 yilin 5%

1,688 ｅ-レスキュー 5%

1,689 イーレンズスタイル楽天市場店 5%

1,690 ｅ・ロープ　楽天市場店 5%

1,691 E-LOHAS 5%

1,692 ｅ－Ｗｉｎｅ 5%

1,693 イーワンズ楽天市場店 5%

1,694 ESインク 5%

1,695 家づくりと工具のお店　家ファン！ 5%

1,696 家で食べるSoupStockTokyo 5%

1,697 イエノミ！ 5%

1,698 家呑み酒房　ひまわりや 5%

1,699 イエノLabo. 5%

1,700 Yellow 5%

1,701 YELLOW-CORP楽天市場店 5%

1,702 イエローマーケットサーフィン 5%

1,703 イオヴィタベラ 5%

1,704 いおき質店 楽天市場店 5%

1,705 イオナック 5%

1,706 いか・さば八戸　タケワWEBストア 5%

1,707 いか人参と松前白菜漬の「西野屋」 5%

1,708 伊香保グリーン牧場 5%

1,709 イカ屋 荘三郎 5%

1,710 錨屋マリンギア　楽天市場店 5%

1,711 いきいきサプリShop 楽天市場店 5%

1,712 いきいきショップ【ねんりん】 5%

1,713 イキイキ人参館　すこやか 5%

1,714 いきいきBeauty専門店 5%

1,715 いきいき！やまぐち楽天市場店 5%

1,716 生き生きLife Mart　楽天市場店 5%

1,717 活海老 貝 卸の店うみさち 5%

1,718 IKIKAGU（イキカグ） 5%

1,719 生きてるみそ 5%

1,720 イキトガレージ 楽天市場店 5%

1,721 イキトセレクト　楽天市場店 5%

1,722 粋な着こなし　楽天市場店 5%

1,723 粋な伝統　和好 5%

1,724 壱岐の華酒造　【楽天市場店】 5%

1,725 粋屋楽天市場店 5%

1,726 IKUE楽天市場店 5%

1,727 IKUKO公式 楽天市場店 5%

1,728 イ草屋さん コタツ屋さん 5%

1,729 育児グッズと輸入玩具の店　ほっぺ 5%

1,730 育児雑貨専門店Joy Tree 5%

1,731 イクズス 5%

1,732 イクス楽天市場店 5%

1,733 育毛・発毛・増毛専門店リアンドゥ 5%

1,734 いくるん 5%

1,735 イケイケヒロシ楽天市場店 5%

1,736 ikei楽天市場店 5%

1,737 ＩＫＥＧＡＭＩ化粧雑貨ＳＨＯＰ５ 5%

1,738 イケダグリーンセンター 5%

1,739 イケダスポーツ 5%

1,740 池田屋 楽天市場店 5%
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1,741 池田洋品店 5%

1,742 イケテイヴィラ 楽天市場店 5%

1,743 池ノ上ピエール 5%

1,744 Ikebe大阪プレミアム楽天市場店 5%

1,745 池部楽器店　ロックハウス池袋 5%

1,746 池部楽器トランペットステーション 5%

1,747 イケベ楽器楽天ショップ 5%

1,748 イケモト（雑貨・衣類・食品） 5%

1,749 憩ショップ 5%

1,750 憩処～知多半島のせんべい工場便り 5%

1,751 憩いの店オアシス 5%

1,752 イコー質店　楽天市場店 5%

1,753 レディース下着専門店「EGOKILLZ」 5%

1,754 icotoco 5%

1,755 ICORA（イコラ） 5%

1,756 囲碁ラボＪＡＰＡＮ 5%

1,757 いころ～ソーラーパネルの通信販売 5%

1,758 イシイの甘栗・点心・手作りの店 5%

1,759 イシイハット楽天市場店 5%

1,760 石井フラワーセンター 5%

1,761 石垣島の泡盛と梅酒　請福酒造 5%

1,762 石垣島のマンゴーと大玉パイン 5%

1,763 石窯屋清水 5%

1,764 京都嵐山いしかわ竹の店 5%

1,765 石川トランク製作所 5%

1,766 石専門店.com 【石材工場直売店】 5%

1,767 石田金物 5%

1,768 石田スポーツ BRIO 楽天市場店 5%

1,769 イシダスポーツ楽天市場店 5%

1,770 石田精華園　楽天市場店 5%

1,771 石田製麺 楽天市場店 5%

1,772 石長石材 5%

1,773 石と薔薇　楽天市場店 5%

1,774 石と仏具のゆがわら 5%

1,775 石のくらし館 5%

1,776 石巻こだわり屋本舗楽天市場店 5%

1,777 イシバシ楽器　ＷＥＢ　ＳＨＯＰ 5%

1,778 イシバシ楽器 17Shops 5%

1,779 イシバシヤ楽天市場店 5%

1,780 衣装生地・布専門店のキャラヌノ 5%

1,781 衣装レンタル＆和装小物のフレンド 5%

1,782 衣装レンタル　凛 5%

1,783 衣・職・自由 ～作業服・事務服～ 5%

1,784 衣・職・自由femme 5%

1,785 ISHIN SHOP 5%

1,786 伊豆うまいもん本舗 5%

1,787 ISUZUYOKO 5%

1,788 イスズリールshop 5%

1,789 伊豆沼農産　楽天市場店 5%

1,790 伊豆の味・徳造丸 5%

1,791 伊豆のお土産～氏原製菓～ 5%

1,792 椅子の工場　楽天市場店 5%

1,793 伊豆のワイン蔵　なかじまや 5%

1,794 is mine 5%

1,795 泉園茶舗 5%

1,796 和泉蔵味噌 5%

1,797 イズミックワールド 5%

1,798 イズミックワールド２号店 5%

1,799 123PACK 5%

1,800 出雲國縁起堂 5%
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1,801 出雲　日本海 5%

1,802 出雲抹茶専門店　桃翠園 5%

1,803 伊豆　山田屋海産　楽天市場店 5%

1,804 IZ：ONE（イズワン） 5%

1,805 Fabric House Iseki 5%

1,806 伊勢丘商店 5%

1,807 伊勢志摩あご湾渡辺真珠養殖場 5%

1,808 伊勢志摩おかげ野菜と仲間達 5%

1,809 伊勢志摩の真珠専門店　IsowaPearl 5%

1,810 伊勢志摩　わいわいパール 5%

1,811 伊勢真珠工房 5%

1,812 伊勢鳥羽志摩特産横丁 5%

1,813 伊勢の真珠趣味 5%

1,814 EZVIZ 5%

1,815 伊勢丸中製茶　楽天市場店 5%

1,816 イソズミ設備 5%

1,817 いそべ家具 5%

1,818 いそべ米屋　楽天市場店 5%

1,819 いそや　楽天市場店 5%

1,820 伊田釣具店 5%

1,821 板前魂 おせち 5%

1,822 板前魂の蟹 匠の台所 5%

1,823 THE ITAYA OUTLOW SERVICE 5%

1,824 イタリアギフトVIGO 5%

1,825 イタリア高級バッグのヴェローチェ 5%

1,826 イタリア製高級本革直輸入グッビオ 5%

1,827 イタリアの香りを！ＤＡＮＲＯＭＡ 5%

1,828 イタリア屋タニーチャ　伊仏の食材 5%

1,829 イタリア料理　神戸ヴァッラータ 5%

1,830 イタリア料理 食材 カーサ・カキヤ 5%

1,831 イタリアワインのいのししや 5%

1,832 イタリアンジェラートの店パスコロ 5%

1,833 イタリアンジュエリー ＯＥ 5%

1,834 イチオシBABY＆KIDSハローガーデン 5%

1,835 イチオリショップ 5%

1,836 1956レストラン・サプライ 5%

1,837 一撃ショップ楽天市場店 5%

1,838 １号店 5%

1,839 一国サイクルワークス 5%

1,840 韓流グッズ専門店 153K 5%

1,841 イチコネットショップ 5%

1,842 138OnlineShop 5%

1,843 一の縁 5%

1,844 いちのせき鶏肉本舗 5%

1,845 一ノ瀬畜産 5%

1,846 Ichinomiya Cycle 5%

1,847 壱番館ＳＨＯＰ 5%

1,848 一冨士　楽天市場店 5%

1,849 市兵衛 5%

1,850 一枚板アップツリー 5%

1,851 いちまつ堂 5%

1,852 市村蒲鉾 5%

1,853 ICHIYAの赤黒ハンバーグ 5%

1,854 一柳こんにゃく店 5%

1,855 イチレン楽天市場店 5%

1,856 一郎木創YOYO 5%

1,857 ICHIROYA着物　楽天市場店 5%

1,858 一六一八　楽天市場店 5%

1,859 1ヶ月できれいをつくるPaFuPaFu 5%

1,860 一竿堂釣具店 5%
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1,861 一休そば　楽天市場店 5%

1,862 一休さん　楽天市場店 5%

1,863 1個売りピアスの専門店 Can Lino 5%

1,864 一茶堂　楽天市場店 5%

1,865 ISSIKI Kitchen 5%

1,866 逸酒創伝　楽天市場店 5%

1,867 一勝堂 5%

1,868 一心堂時計店 5%

1,869 ISSEIKI FURNITURE SHOP 5%

1,870 its a beautiful music 5%

1,871 いっつここ 5%

1,872 itssong 5%

1,873 its 12 midnight 5%

1,874 革バッグ 財布 ItsHandmade.shop 5%

1,875 井筒屋楽天市場店 5%

1,876 イッティ公式　楽天市場店 5%

1,877 一等米専門店　江戸の米蔵 5%

1,878 一品一会 5%

1,879 逸品shopコレコレ 5%

1,880 逸品専科monoR　楽天市場店 5%

1,881 IPPINYA　平次郎 5%

1,882 一平堂 5%

1,883 いっぺーまーさん 5%

1,884 一本松商店 楽天市場店 5%

1,885 いづみ屋　楽天市場店 5%

1,886 いつもアンのお花屋さん 5%

1,887 いづも寒天工房　出雲大社参道本店 5%

1,888 いつもココ 5%

1,889 いつもショップ 5%

1,890 健幸ファーム　いづも農縁 5%

1,891 itsumo　ワイシャツ専門店 5%

1,892 イデアジャパン楽天市場店 5%

1,893 IDEA STORE 5%

1,894 ideals　楽天市場店 5%

1,895 輸入洋食器の専門店イデール 5%

1,896 iDECA　楽天市場店 5%

1,897 IDE SHOKAI ONLINE 楽天市場店 5%

1,898 井出製菓株式会社 5%

1,899 イデムショップ 5%

1,900 糸アートショップ 5%

1,901 糸魚川ヒスイの店 5%

1,902 伊藤茶園 5%

1,903 イトウノウキ 5%

1,904 医道の日本社　楽天市場店 5%

1,905 移動ポケット　COCO　MARKET 5%

1,906 イトー商店 5%

1,907 糸川真珠オンラインショップ 5%

1,908 伊と幸オンライン・きもの-彩と幸 5%

1,909 イドサワ楽天市場店 5%

1,910 いとしご 5%

1,911 いとし屋ついん 楽天市場店 5%

1,912 いと重菓舗 5%

1,913 糸通販鈴富 5%

1,914 糸と真綿の秋田屋 5%

1,915 糸のきんしょう 5%

1,916 イトマンダイレクト 楽天市場店 5%

1,917 ITOYA STYLE 5%

1,918 １７１オンラインショップ 5%

1,919 味噌・漬物蔵元　稲垣来三郎匠 5%

1,920 田舎道具と手作り暮らしの山崎商店 5%
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1,921 田舎のダンボール屋さん 5%

1,922 INAZUMA Shop. 5%

1,923 稲田布帛楽天市場店 5%

1,924 Inateck楽天市場店 5%

1,925 稲庭うどん　稲庭そうめん　無限堂 5%

1,926 稲庭うどんの寛文五年堂 5%

1,927 イナバ_物置専門_上越スチール販売 5%

1,928 いなば屋 【楽天市場店】 5%

1,929 稲見酒造 楽天市場店 5%

1,930 インテリア備長炭「いにしえの炎」 5%

1,931 イニシャル・名入れ刺繍のroughly 5%

1,932 Eeny Meeny Miny Moe 5%

1,933 犬おしゃれ工房DOGSOLARE 5%

1,934 犬首輪専門店　クリスタルポイント 5%

1,935 犬雑貨専門店　銀屋 5%

1,936 犬印ネット　マタニティショップ 5%

1,937 犬とEnjoｙ！ドッグパーク 5%

1,938 犬と生活　猫の暮らし 5%

1,939 犬猫グッズの下町ペット用品店 5%

1,940 犬猫雑貨とハンドメイド 5%

1,941 犬猫の首輪店　すず首輪製作工房 5%

1,942 犬のグッズ専門店　犬のテール 5%

1,943 犬の首輪堂ハフマン 5%

1,944 犬の首輪屋　てるべる 5%

1,945 犬の首輪・リード専門店OZZIE 5%

1,946 犬のケア用品　キュレット 5%

1,947 犬の幸せ　サリーとダリオ 5%

1,948 犬之島　楽天市場店 5%

1,949 犬の服のiDog 5%

1,950 犬の服　RADICA（ラディカ） 5%

1,951 犬の洋服屋さん 楽天市場店 5%

1,952 犬 BBQ 看板 ネットの店キートス 5%

1,953 犬　服シャンデリア　ユウランプ 5%

1,954 犬服犬用品PETBLUELペットブルール 5%

1,955 犬服専門店ＴambedyＤogＷear 5%

1,956 【犬服】 TEDDY＆KANON 楽天市場店 5%

1,957 犬服，ドッグウェア DogSkip 5%

1,958 犬服のお店DOGCHOiCE 5%

1,959 犬服の専門店　PET FiND 5%

1,960 INUMESHI　by　卸ネット良品 5%

1,961 犬屋楽天市場店 5%

1,962 犬用自然派おやつ専門店iliosmile 5%

1,963 犬用品と雑貨のAFRESHFEELING 5%

1,964 犬用品ABCDog マジックゼオ販売店 5%

1,965 犬用品のゼット物産 5%

1,966 イネックスショップ 5%

1,967 井上米穀 5%

1,968 亥之吉　～京都の染め屋さん～ 5%

1,969 イノセント楽天市場店 5%

1,970 イノセントレーベル 5%

1,971 命一番堂　楽天市場店 5%

1,972 イノブンオンラインショップ 5%

1,973 イノベーションライフ 5%

1,974 イノベタス　楽天市場店 5%

1,975 inoriクラフト 仏壇 仏具 お線香 5%

1,976 ihana design 5%

1,977 ｅ刃物.ｃｏｍ楽天店 5%

1,978 いびき防止グッズ枕のいびき研究所 5%

1,979 IBIZASTORE イビザストア 5%

1,980 威風堂 5%
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1,981 伊吹-Beautiful Japan 5%

1,982 イブショップ 5%

1,983 オフィス家具の天下一　楽天市場店 5%

1,984 イブセン化粧品　楽天市場店 5%

1,985 イプニア 5%

1,986 IBRA 5%

1,987 IF.LIFE 5%

1,988 ifuru 楽天市場店 5%

1,989 伊兵衛の吟醸蔵 5%

1,990 Yvette 楽天市場店 5%

1,991 イベリコ豚専門店イベリコ屋 5%

1,992 イベリコ豚専門店 スエヒロ家 5%

1,993 イベントアイテムのワン・ステップ 5%

1,994 イベント企画ノベルティセンター 5%

1,995 イベント子供服 ポップ＆コーン 5%

1,996 イベントショップ　パンプキン 5%

1,997 イベントのミカタ 5%

1,998 イボーナ（楽天市場店） 5%

1,999 IMAI COMPANY楽天市場店 5%

2,000 今井醸造　楽天市場店 5%

2,001 ＩＭＡＩ　ＢＡＧ 5%

2,002 今川屋呉服店 5%

2,003 イマジネットで！ 5%

2,004 いまじん 5%

2,005 イマジン酵素玄米　楽天市場店 5%

2,006 IMAGINE　STYLE 5%

2,007 いま何度 5%

2,008 今治タオル直販店nico 5%

2,009 今治タオル取扱店　中央センター 5%

2,010 いまばりタオルブティック 5%

2,011 今治の八百屋しまなみ８０８番地 5%

2,012 IMAMURA 5%

2,013 いまや茶の湯日本茶・今屋静香園 5%

2,014 イミディア　楽天市場店 5%

2,015 imimika 5%

2,016 Ｉｍａｇｅ工房 5%

2,017 イメージライフ 5%

2,018 ＩＭＯＴＯ　ＳＰＯＲＴＳ 5%

2,019 芋屋久兵衛 5%

2,020 イヤーズ 5%

2,021 癒足（いやし） 5%

2,022 癒しグッズ専門店　なごみ 5%

2,023 癒し通りのアクセサリー屋さん 5%

2,024 癒しの音楽 ヒーリングプラザ 5%

2,025 いやしの風 5%

2,026 癒しの空間　家具や姫 5%

2,027 癒しのペット骨壷ReBone 5%

2,028 癒しの村 5%

2,029 癒し屋 5%

2,030 イヤホン G4 （ジーフォー） 5%

2,031 いよじ園 楽天市場店 5%

2,032 伊予のがんこ酒屋　匠塾 5%

2,033 イラストはんこ屋ピュアプラスワン 5%

2,034 i R i イリ　楽天市場店 5%

2,035 いりえフルーツ 5%

2,036 入沢土産店 5%

2,037 イリス スマホケースの店 5%

2,038 医療現場で使用されている健康食品 5%

2,039 衣類＆ブランドリサイクル GREEN 5%

2,040 ILS WEB SHOP 5%
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2,041 イルサ楽天市場店 5%

2,042 il cielo chiaro 5%

2,043 イル　テライオ 5%

2,044 イルビゾンテ正規取扱店 ノワ 5%

2,045 イルビゾンテ正規取扱店 Ray-g 5%

2,046 illumi 5%

2,047 イルミネーションX-ECO 楽天市場店 5%

2,048 IL MOZAICO VENEZIA 5%

2,049 イル楽天市場店 5%

2,050 11SHOP 5%

2,051 イレブンストア　楽天市場店 5%

2,052 イレブンスポーツプランニング 5%

2,053 いれもん屋 5%

2,054 イロイロマルシェ 5%

2,055 彩々や 5%

2,056 irodori 5%

2,057 彩り空間 5%

2,058 彩のある食器のお店　ひろか 5%

2,059 彩り品 5%

2,060 iroDori Plus　楽天市場店 5%

2,061 iroDori MARCHE 5%

2,062 彩り屋 5%

2,063 iro no hi（イロノヒ） 5%

2,064 いろはショップオンライン 5%

2,065 いろは堂本店 5%

2,066 いろはドラッグ 5%

2,067 いろはのいえ 5%

2,068 いろはみせ～バッグと財布のお店～ 5%

2,069 色見本のＧ＆Ｅ 5%

2,070 色無地着物専門　みやこさかえ 5%

2,071 色めき 5%

2,072 いろんな石の百貨店 5%

2,073 祝いの紙道具みこと　楽天市場店 5%

2,074 いわいや 5%

2,075 岩内金物店楽天市場店 5%

2,076 岩佐オフィシャルショップ【公式】 5%

2,077 岩崎本舗　楽天市場店 5%

2,078 岩佐専門店フォーマルバッグIWASA 5%

2,079 岩食通販 東北ふるさと味だより 5%

2,080 岩田養鶏場　楽天市場店 5%

2,081 岩手エーデルワイン 5%

2,082 いわて銀河フーズ 5%

2,083 岩手のせんべいやさん 5%

2,084 いわてひろファーム楽天市場店 5%

2,085 岩永印刷所 楽天市場店 5%

2,086 岩野陶器店　楽天市場店 5%

2,087 いわま薬局 5%

2,088 いわゆるソフトドリンクのお店 5%

2,089 インカムアゲイン 5%

2,090 インカムダイレクト　無線ショップ 5%

2,091 印鑑・シャチハタ＠おんらいん工房 5%

2,092 印鑑とハンコケースの花紋印章 5%

2,093 印鑑の印章立花 5%

2,094 印鑑の一筋　楽天市場店 5%

2,095 印鑑はんこSHOPハンコズ 5%

2,096 印鑑はんこ製造直売店＠小川祥雲堂 5%

2,097 印鑑本舗 5%

2,098 ink 5%

2,099 ing（イング） 5%

2,100 インク・マスターの一本堂 5%
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2,101 インク＆インク 5%

2,102 ink.オンラインストア楽天市場店 5%

2,103 インク革命 楽天市場店 5%

2,104 インク コンシェルジュ楽天市場店 5%

2,105 インクジェットロール紙専門店 5%

2,106 INK TOWN 5%

2,107 インク堂 5%

2,108 インクとトナーの専門店いろどり館 5%

2,109 インクのオアシス　楽天市場店 5%

2,110 インクのチップス　楽天市場店 5%

2,111 インク４８ 5%

2,112 インクリーズヘアー 5%

2,113 inglewood Beauty 5%

2,114 インクルード 5%

2,115 インココモ【ハワイ＆リゾート】 5%

2,116 インコルジェ 5%

2,117 インサイト・カメラワークス 5%

2,118 in the groove，楽天市場店 5%

2,119 印刷せんべいとプチギフトの海翁堂 5%

2,120 in the pink 5%

2,121 インザムード楽天市場店 5%

2,122 飲山香（Insankou） 5%

2,123 ENJOY STORE楽天市場店 5%

2,124 印章製造直販本舗　こだわり屋 5%

2,125 印章の伝統をきざむ　ミナミ 5%

2,126 印章屋 5%

2,127 飲食店消耗品・販促品のカミナガ 5%

2,128 インショップ・ナタリー号 5%

2,129 INN’S 5%

2,130 インスタイルジャパン楽天市場店 5%

2,131 instree 5%

2,132 インスピレーション 5%

2,133 インセットショップ　楽天市場店 5%

2,134 インセントオンラインショップ 5%

2,135 インソール専門店 PhoenixSole 5%

2,136 インソール専門店　ペダック 5%

2,137 インターアクト1991 5%

2,138 inter-actオンラインショップ 5%

2,139 インタークリスティーヌ 5%

2,140 インターショップ 5%

2,141 インターナショナルマート 5%

2,142 インターナショナルモードGOSH 5%

2,143 インターネットコンタクト　ユーカ 5%

2,144 インターネットドレスショップ 5%

2,145 インターネット花キューピット 5%

2,146 インタービジネスブリッジ 5%

2,147 インタープライム　楽天市場店 5%

2,148 Interplay 5%

2,149 インターホンと音響機器のソシヤル 5%

2,150 インターランド楽天市場店 5%

2,151 インターロジテム 5%

2,152 INDIEee 5%

2,153 インディア　アット　ホーム 5%

2,154 インディアン専門店ピュアドール 5%

2,155 Indeeg 楽天市場店 5%

2,156 インディーズ楽天市場店 5%

2,157 indigo楽天市場店 5%

2,158 インテグロ 5%

2,159 インテグロース 5%

2,160 INdex 5%
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2,161 インテリア・雑貨・通販 koti 5%

2,162 インテリア・生活雑貨 ザッカリア 5%

2,163 インテリア・生活雑貨　プランタ 5%

2,164 インテリア・トゥデイ 5%

2,165 インテリアアート NaturalMemories 5%

2,166 インテリアアートHygge 5%

2,167 インテリア＆照明器具のオイビー 5%

2,168 インテリア＆デザイン雑貨 mindo 5%

2,169 インテリア＆ファッションSanLuna 5%

2,170 インテリアいなふね 5%

2,171 インテリア永平寺 5%

2,172 インテリア・エクスプレス 5%

2,173 インテリア卸館＠大阪せんば心斎橋 5%

2,174 インテリア家具・雑貨のUNIROYAL 5%

2,175 インテリアカタオカ 5%

2,176 インテリアカフェ 5%

2,177 インテリアきらめき 5%

2,178 インテリアクラブ 5%

2,179 インテリア 建築 雑貨 ROUND ROBIN 5%

2,180 インテリア　コミュニケーション 5%

2,181 インテリアコンポ２ 5%

2,182 インテリアコンポ 5%

2,183 インテリア雑貨 アブトストア 5%

2,184 インテリア雑貨a-mon（エエモン） 5%

2,185 インテリア雑貨 家具通販 かぐらし 5%

2,186 インテリア雑貨Cute 5%

2,187 インテリア雑貨 サンゴスタイル 5%

2,188 インテリア雑貨 jam store 5%

2,189 インテリア雑貨　セシセラ 5%

2,190 インテリア・雑貨専門店クアラ 5%

2,191 インテリア雑貨 DECOBERRY 5%

2,192 インテリア雑貨店happychoco 5%

2,193 インテリア雑貨　Dona Paula 5%

2,194 インテリア雑貨の『にくらす』 5%

2,195 インテリア雑貨のフラワーオリーブ 5%

2,196 インテリア雑貨　フラネ flaner 5%

2,197 インテリア雑貨mercato メルカート 5%

2,198 インテリア照明のALRIGHT 5%

2,199 インテリアショップ・イーナ 5%

2,200 インテリアショップarne［アーネ］ 5%

2,201 インテリアショップatom 5%

2,202 インテリアショップe-goods 5%

2,203 インテリアショップ　オルディ 5%

2,204 Interiorshop COZY 5%

2,205 インテリアショップ ココテリア 5%

2,206 インテリアショップ コヨリ 5%

2,207 インテリアショップシード 5%

2,208 Interior Shop Stir（スティアー） 5%

2,209 インテリアショップ　セラコア 5%

2,210 インテリアshop Decor　-デコレ- 5%

2,211 インテリアショップドリームランド 5%

2,212 インテリアショップＮＡＮＡ 5%

2,213 インテリアショップNorthern Line 5%

2,214 インテリアショップHUG（ハグ） 5%

2,215 インテリアショップ　ファイン 5%

2,216 インテリアショップ　フィット 5%

2,217 Interior shop　モビリグランデ 5%

2,218 インテリアショップ　リトマート 5%

2,219 インテリアショップ ｒｏｏｍｙ 5%

2,220 インテリアショップroomy garden 5%
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2,221 インテリアストリートカンパニー 5%

2,222 インテリアスペース　ナルミ 5%

2,223 INTERIOR3I（家具・雑貨） 5%

2,224 インテリア生活雑貨のサンサンフー 5%

2,225 インテリアセレクトショップカグト 5%

2,226 ＩｎｔｅｒｉｏｒＣｅｎｔｅｒ 5%

2,227 インテリア専門店サンレジャン 5%

2,228 インテリア　ダイキ 5%

2,229 インテリア　タカミネ 5%

2,230 インテリアチョコレート 5%

2,231 インテリア通販サイト-カグナビ 5%

2,232 インテリア通販Ｒｅｌｉａｂｌｅ 5%

2,233 インテリア　デプレ 5%

2,234 インテリア　ドーモ　楽天市場店 5%

2,235 インテリア時計のクロックラック 5%

2,236 インテリアと雑貨のお店エクリティ 5%

2,237 インテリアと雑貨のお店MerryHouse 5%

2,238 インテリアと雑貨のお店 モリーフ 5%

2,239 インテリアと雑貨のZakuZaku 5%

2,240 インテリアトレジャーランド 5%

2,241 インテリアなら 家具の里 5%

2,242 インテリアネット-Ｃ５ 5%

2,243 インテリアの壱番館 5%

2,244 インテリアの杜 5%

2,245 インテリアバザール 5%

2,246 インテリアパレット 5%

2,247 インテリアHikari-craft楽天市場店 5%

2,248 インテリアファブリック　HACHIYA 5%

2,249 interior festa！ 5%

2,250 インテリアふじ 5%

2,251 インテリアプランツ 5%

2,252 インテリアプランツナトゥーラ 5%

2,253 インテリア・北欧雑貨　moz 5%

2,254 インテリアポピー 5%

2,255 インテリア・マーヤ 5%

2,256 インテリア　マルキン楽天市場店 5%

2,257 INTERIOR　MARUDAI 5%

2,258 Interior-MIFUJI 5%

2,259 インテリア物語 5%

2,260 インテリア夢工房 5%

2,261 インテリアワークス 5%

2,262 高本コーポレーション 5%

2,263 いんてり庵 5%

2,264 interioori 楽天市場店 5%

2,265 interior　（インテリオール） 5%

2,266 インテルフィン除菌消臭剤ショップ 5%

2,267 Intention 5%

2,268 印傳屋 甲州印伝専門店 サンアール 5%

2,269 Indoor Class Online Store 5%

2,270 インドカレーのハリオン 5%

2,271 インド紅茶専門店シルバーポット 5%

2,272 インド雑貨・アジア雑貨-TIRAKITA 5%

2,273 インドサラサの店 5%

2,274 インド～ラクダ隊商パインズクラブ 5%

2,275 インナー＠スタイルスクエア 5%

2,276 インナーウェアショップＩＤＯＬ 5%

2,277 インナー・下着通販のキナズ 5%

2,278 インナーショップ　イーエムアイ 5%

2,279 インナーショップ　Vie CeT 5%

2,280 インナーショップクレール 5%

5574



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

2,281 インナーショップジュネワコー 5%

2,282 インナーショップmari 5%

2,283 インナーショップ Wah 5%

2,284 インナー専門店コレクションストア 5%

2,285 インナータウン 5%

2,286 インナー通販エルドシック 5%

2,287 インナーメーカー直販シャルロン 5%

2,288 インナーリボン 5%

2,289 in NEUTRAL【インニュートラル】 5%

2,290 インパクト・オンライン 5%

2,291 IMPISH from NaoColour 5%

2,292 InField 5%

2,293 イン・フィールド　楽天市場店 5%

2,294 ＩＮＦＩＮＩＴＹ Co.，Ltd. 5%

2,295 Infinity’s lab 5%

2,296 ｉｎ４ 5%

2,297 improves 5%

2,298 IMPERIAL 5%

2,299 IMPERIO　ARISAWA 5%

2,300 imported fishing tackle NEST 5%

2,301 インポート海外ワンピース PAESE 5%

2,302 インポート子供服＆おもちゃLePuju 5%

2,303 インポートコレクションＹＲ 5%

2,304 インポートサムシング 5%

2,305 インポートJ１ 5%

2,306 インポートジャック 5%

2,307 インポートショップｅウエアハウス 5%

2,308 インポートショップエイチシー 5%

2,309 IMPORT SHOP Extra Exceed 5%

2,310 インポートショップオールブランド 5%

2,311 インポートショップTERESA 5%

2,312 インポートショップ ＤＯＵＢＬＥ 5%

2,313 IMPORT SHOP HANAKAWA 5%

2,314 Import Shop P.I.T. 5%

2,315 インポートショップ ビーグル 5%

2,316 Import shop B-plus 5%

2,317 インポートショップ　メイン 5%

2,318 インポートショップLARIA 5%

2,319 インポートセレクトSHOPでらでら 5%

2,320 インポートセレクト musee 5%

2,321 インポートドレス　オズデジュール 5%

2,322 インポートブランド オフプライス 5%

2,323 Import Brand Grace 5%

2,324 インポートブランド ロータス 5%

2,325 インポートフリーク　楽天市場店 5%

2,326 インポートミュゼ心斎橋筋一丁目店 5%

2,327 インポートラボ楽天市場店 5%

2,328 インポートランジェリーエンジェル 5%

2,329 インポートランジェリー　Felice 5%

2,330 インポートランジェリーflavor 5%

2,331 Import Rin Rin 5%

2,332 IMPORT ONE 5%

2,333 in my Desk 5%

2,334 INREASON 5%

2,335 varco楽天市場店 5%

2,336 ヴァーテックスWEB店 5%

2,337 VAOGLO 5%

2,338 VACANZA 品川本店 5%

2,339 VASTLAND 楽天市場店 5%

2,340 Various 5%
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2,341 vanquish international 5%

2,342 ヴァン　コムサ　VAN　comme　ca 5%

2,343 VANVES 5%

2,344 ヴァンマルシェ　山梨のワイン 5%

2,345 Vin Rouge 5%

2,346 ウィ・ｌｏｖｅ・ベッド《夢工場》 5%

2,347 Viage 5%

2,348 ウェディングベールVive la mariee 5%

2,349 Weekend Charm 5%

2,350 Weekend by TRYL 5%

2,351 Vie Shop 5%

2,352 Ｖｉｔａ Ｆｅｌｉｃｅ 楽天市場店 5%

2,353 Vita home　楽天市場店 5%

2,354 ヴィーナース 楽天市場店 5%

2,355 venus garden 5%

2,356 ヴィーナス　ジュエリー 5%

2,357 ヴィーナス・トウキョウ 5%

2,358 ヴィーナスラボ　アウトレット 5%

2,359 ヴィーナスラボ楽天市場店 5%

2,360 viviancase 5%

2,361 Vivi Ange 楽天市場店 5%

2,362 ヴィヴィアン ネオ 5%

2,363 ヴィヴィアン　マルシェ 5%

2,364 ヴィヴィ楽天市場店 5%

2,365 viventie 5%

2,366 ヴィヴォスタイル 5%

2,367 Vieo 5%

2,368 Viaura 5%

2,369 ヴィオレッタ 5%

2,370 VICTORIA （ヴィクトリア） 5%

2,371 ヴィクトリアショップ 5%

2,372 VICTORY from choice 5%

2,373 VISAGE ヴィザージュKamata直営店 5%

2,374 ウィザード54 5%

2,375 ウィSHOP　ピュアループ公式サイト 5%

2,376 Wishop 楽天市場店 5%

2,377 VISION Kicks 5%

2,378 visions 5%

2,379 ウィズアスショップ 5%

2,380 WHISKER 楽天市場店 5%

2,381 ウイスキー専門店 WHISKY LIFE 5%

2,382 ウィステリアマウント 5%

2,383 ＷｉｔｈＨｅａｒｔ 5%

2,384 withBambi楽天市場店 5%

2,385 ウィズペティ　楽天市場店 5%

2,386 ウィズホワイト　楽天市場店 5%

2,387 ウイズユー楽天市場店 5%

2,388 ウィズライフ 5%

2,389 ウィッグ・エクステ＠Linea-Storia 5%

2,390 ウィッグ・コスプレ＠Swallowtail 5%

2,391 ウィッグ　ＷＩＧ　ルネス 5%

2,392 ウィッグ・エクステ アクアドール 5%

2,393 ウィッグ・エクステ＠a-she 5%

2,394 ウィッグ専門店Richair リシェール 5%

2,395 ウィッグと和装つけ毛のアゼリア 5%

2,396 ウィッグの専門店ウィッグランド 5%

2,397 ウィッグREMY 　楽天市場店 5%

2,398 WisHWooD 5%

2,399 ウィッシュルーム 5%

2,400 ウイッチ 5%
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2,401 ウィッチーズキッチン 5%

2,402 ウィッチェリー 5%

2,403 Vittorio Godi 5%

2,404 Ouitote　ウイトート　楽天市場店 5%

2,405 ウイニングゴルフ 5%

2,406 ヴィネクシオ 5%

2,407 We Happiness 楽天市場店 5%

2,408 ＶＩＰガリバーチェーン 5%

2,409 ウィメンズフィットネス 5%

2,410 VILAU楽天市場店 5%

2,411 WillDo（生活雑貨ウィルドゥ） 5%

2,412 ウイルビーマート楽天市場店 5%

2,413 WILLベランダガーデン 5%

2,414 ヴィレイ 楽天市場店 5%

2,415 VILLAGESTORE 5%

2,416 Ｖｉｌｌａｇｅ”Ｂｏｘ” 5%

2,417 ウィローツリー専門店ドナティオ 5%

2,418 WiiNG 5%

2,419 ウィンク・アイ 5%

2,420 ウィングス 5%

2,421 ウインクデジタル　楽天市場店 5%

2,422 ウイングプラス 5%

2,423 wingle 5%

2,424 WING LEATHER 5%

2,425 WYNNKENGEOFU 5%

2,426 ウィンズショップ 5%

2,427 windyside 楽天市場店 5%

2,428 Windy City 5%

2,429 ＶＩＮＴＡＧＥ　ＰＡＲＡＤＩＳＥ 5%

2,430 ヴィンテージボックス 5%

2,431 ヴィンテージ楽天市場店 5%

2,432 win-to-winセレクトショップ 5%

2,433 WinDo 楽天市場店 5%

2,434 WinField Life Research 5%

2,435 WODYZ 5%

2,436 ウーマ（頭皮用馬油シャンプー） 5%

2,437 Woman Collection 5%

2,438 ウーマンジャパン 5%

2,439 ウーマンリミックス 5%

2,440 ウーマンリミックス楽天市場店 5%

2,441 Wombセレクト楽天市場店 5%

2,442 ウールと暮らす快適生活WOOLOOP 5%

2,443 ウェア＆雑貨ショップ　Forest 5%

2,444 Mignon Lapin 5%

2,445 warehouse1o1 5%

2,446 ウェアプリントのGrafit 5%

2,447 ウェアラブル 楽天市場店 5%

2,448 【＊WEiCA＊】 5%

2,449 ウエイクオンライン 5%

2,450 ウエイトベア・体重ベア販売店 5%

2,451 WAVEコンタクト 5%

2,452 WEIMALL楽天市場店 5%

2,453 WAYLLY　楽天市場店 5%

2,454 ウェイワンジャパン楽天市場店 5%

2,455 VenusCosme 5%

2,456 Weber グリル公式 楽天市場店 5%

2,457 ＷＡＶＥパーツ館 5%

2,458 Vert　（ヴェール） 5%

2,459 山野草と盆栽の専門店ヴェールモア 5%

2,460 植木生産販売専門店　芝樹園 5%
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2,461 UYEKI（ウエキ）-洗剤専門ショップ 5%

2,462 植木鉢・テラコッタ専門店 バージ 5%

2,463 植木鉢・鉢カバー専門店グーポット 5%

2,464 植木鉢とテラコッタの専門店 鉢人 5%

2,465 植木鉢の店　どっちゃん 5%

2,466 植木鉢・プランター専門店アールデ 5%

2,467 ウエクエ　楽天市場店 5%

2,468 上島珈琲焙煎所 5%

2,469 WES STORE 5%

2,470 ウエスタン＆アウトドア ヤング 5%

2,471 WEST WAVE 5%

2,472 ウエストゴムパンツの東京モテ美 5%

2,473 WESTSEA 5%

2,474 ウエスト楽天市場店 5%

2,475 WESTREAM（ウエストリーム） 5%

2,476 ウエストン　フレーバーティ 5%

2,477 植田蚊帳～カーテン・蚊帳工場直売 5%

2,478 ウエダショウテン 5%

2,479 上田パーツショップ 5%

2,480 上田満天堂 5%

2,481 ウエットシートのふたBitatto公式 5%

2,482 ウエットスーツ　ＨＩＲＵＫＡＷＡ 5%

2,483 ウェットスーツ本舗 5%

2,484 ウェディング＆ギフト ミュゼ 5%

2,485 ウエディングサロンLS 5%

2,486 ウェディング通販ドレスアンドレス 5%

2,487 ウエディングティアラゴージャス屋 5%

2,488 Vetrinaヨコロン 5%

2,489 Venus Lighting 5%

2,490 上野アメ横 靴店 フットモンキー 5%

2,491 上野悟×THE BAG SHOP 5%

2,492 ウエノ電器　楽天市場店 5%

2,493 上野バイク用品専門店 カムカム 5%

2,494 Webby 5%

2,495 WEBYセレクション　楽天市場店 5%

2,496 webby mono 5%

2,497 ウェビック　楽天市場店 5%

2,498 web-carshop 5%

2,499 WEBGOLFSHOP TAKEUCHI 5%

2,500 ＷＥＢ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ 5%

2,501 WEB　SHOP　QUATRO 5%

2,502 ＷＥＢ　ＳＨＯＰ　ＳＡＮＹO 5%

2,503 webショップTAKIGAWA 5%

2,504 WebShopTSUKUNE 5%

2,505 WebShopびーだま　楽天市場店 5%

2,506 WEBショップFREEDOM 楽天市場店 5%

2,507 Web Shop ゆとり　楽天市場店 5%

2,508 WEB書店 代理販売BOOKS楽天市場店 5%

2,509 web store BINGOYA -楽天市場店- 5%

2,510 WEBスポーツ 5%

2,511 ウェブドラッグサプリの店 5%

2,512 Web-beauty 5%

2,513 ウェブヨーク 5%

2,514 vefla（ヴェフラ） 5%

2,515 上村シート　楽天市場店 5%

2,516 右衛門横町　楽天市場店 5%

2,517 vely 5%

2,518 Vely Deux 5%

2,519 ヴェリタス～輸入直販ワイン専門店 5%

2,520 ウェリントン　楽天市場店 5%
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2,521 ウェルヴィーナス楽天市場店 5%

2,522 Velvet Lily 5%

2,523 ウェルカム　トゥ　ザ　ワールド 5%

2,524 ウェルキューブ 5%

2,525 ウェルコムデザイン 5%

2,526 wel-senseショップ楽天市場店 5%

2,527 ウェルネスサプリ 5%

2,528 WELLNESS Station 5%

2,529 ウェルネス・ワン楽天市場店 5%

2,530 ウェルフェア楽天市場店 5%

2,531 WELLBESTショッピング楽天市場店 5%

2,532 ウェルヘルスドラッグストア 5%

2,533 Windygirl 5%

2,534 windykids 5%

2,535 WENDY SIDE 5%

2,536 windy shop 5%

2,537 ウェン楽天市場店 5%

2,538 VOICE公式 楽天市場店 5%

2,539 魚一水産　楽天市場店 5%

2,540 Walkie-Lookie 5%

2,541 ＷＡＬＫ 5%

2,542 ヴォーグスポーツ楽天市場店 5%

2,543 ウォークタウン 5%

2,544 WALKTOOL 5%

2,545 waterelain 5%

2,546 ウォーターショップエア楽天市場店 5%

2,547 ウォーターピック・ダイレクト 5%

2,548 Vodaview 5%

2,549 ウォータープロショップ 5%

2,550 ウォールステッカーCreative Style 5%

2,551 ウォールステッカー Shop 5%

2,552 ウォールステッカー専門店ルッカ 5%

2,553 ウォールステッカーのスクウェア 5%

2,554 ウォールステッカー HAPPY STICKER 5%

2,555 ウォールステッカーミュークハウト 5%

2,556 ウォールデコレーションストア 5%

2,557 魚河岸樋徳 5%

2,558 魚佐太　伊勢の国の美味いもの 5%

2,559 ウオス 進風水産 5%

2,560 ウォッカ専門店 Vodka Vakka 5%

2,561 VOX 公式ストア 5%

2,562 Voks 5%

2,563 ウォッチオカダ 5%

2,564 WATCH STATION INTERNATIONAL 公式 5%

2,565 ウォッチストアＦＲＥＥＺ 5%

2,566 ウォッチッチ　楽天市場店 5%

2,567 魚処 門永 5%

2,568 VOTRE COUTURE 5%

2,569 沼津魚仲買商　綾市商店 5%

2,570 UOMO 5%

2,571 Volstarオンラインショップ 5%

2,572 VOLTAGE 5%

2,573 烏鶏庵 5%

2,574 うさうさラビトリー 5%

2,575 ウサキッズｐｌｕｓ＋　楽天市場店 5%

2,576 ウサギノネドコ 楽天市場店 5%

2,577 うさぎの牧草ネイチャーブリード 5%

2,578 うさくまフラワーショップ 5%

2,579 うさマート　楽天市場店 5%

2,580 宇治甘露園 楽天市場店 5%
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2,581 創業132年大和榛原牛　うし源本店 5%

2,582 牛島製茶　楽天市場店 5%

2,583 宇治田原製茶場 5%

2,584 宇治茶の木谷製茶場 5%

2,585 牛窓オリーブ園　楽天市場店 5%

2,586 うしゃぎさん楽天市場店 5%

2,587 牛若物産楽天市場店 5%

2,588 臼井農畜産 5%

2,589 臼と農具　山崎製作所 5%

2,590 内祝い・おむつケーキの店gift-one 5%

2,591 内祝いの米ギフト 八代目儀兵衛 5%

2,592 内田画廊 5%

2,593 うちでのこづち 5%

2,594 うちの子が一番 5%

2,595 内野タオル＆バスショップ 5%

2,596 内野米穀 5%

2,597 内山家具　日向店 5%

2,598 内山スポーツ楽天市場店 5%

2,599 宇宙全巻ゴリブックス 5%

2,600 宇宙戦艦ヤマダ 5%

2,601 宇宙船 TOYS＆FIGURES 楽天市場店 5%

2,602 卯月製麺　楽天市場店 5%

2,603 美しく暮らす C.D.F 5%

2,604 うつくしま良品本舗 5%

2,605 WOODS（ウッズ） 5%

2,606 WUTTY ＆ Co． 楽天市場店 5%

2,607 WOODY COMPANY 5%

2,608 ウッディーストア　Ａ＆Ｋ 5%

2,609 WoodyKnows 5%

2,610 WOODYBELLY - メンズ 帆布バッグ 5%

2,611 ウッディハウス 5%

2,612 ウッディライフ 5%

2,613 Wooden JAPAN 匠一松 5%

2,614 ウッドアート楽・楽天市場店 5%

2,615 ウッドウェイ・ファニチャー 5%

2,616 WoodWest 5%

2,617 ウッドギャラリー樹 5%

2,618 woodgreen スマホケースの町 5%

2,619 Wood job 5%

2,620 Wood story 5%

2,621 ウッドセッション 5%

2,622 ウッドデッキと木物屋 5%

2,623 WOODNET　楽天市場店 5%

2,624 wood which flows 5%

2,625 wood forest タカハシ 5%

2,626 WOODPRO（ウッドプロ） 5%

2,627 ウッドミッツ 5%

2,628 WOOD WORKS 楽天市場店 5%

2,629 うっふぷりん 楽天市場店 5%

2,630 Utsubo Stock 5%

2,631 器彩人 5%

2,632 器茶房　彩庵 5%

2,633 器三昧　　　楽天市場店 5%

2,634 うつわにわ 5%

2,635 うつわの翔山 5%

2,636 うつわの店クラフトなかつか 5%

2,637 器の大和屋 楽天市場店 5%

2,638 器屋にしやま　和食器・ギフトの店 5%

2,639 腕時計アパレル雑貨小物のＳＰ 5%

2,640 腕時計ギフトのパピヨン 5%
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2,641 腕時計 Chronostaff DAH DAH 5%

2,642 腕時計 財布 ショップＫ＆Ｙｕ 5%

2,643 腕時計 zakkamarche 5%

2,644 腕時計・ジュエリー周南館 5%

2,645 腕時計ショップ　newest 5%

2,646 腕時計専門店ハイブリッドスタイル 5%

2,647 腕時計専門店 Brandol 5%

2,648 時計専門店 ラグゼ 5%

2,649 腕時計専門店Ribelo 5%

2,650 腕時計通販 エリアオンライン 5%

2,651 腕時計とバンドのアビーロード 5%

2,652 腕時計のセレクトショップ HATTEN 5%

2,653 腕時計ノップル　楽天市場店 5%

2,654 腕時計のななぷれ 5%

2,655 腕時計＆ブランドギフト　SEIKA 5%

2,656 腕時計ベルトの専門店 EMPIRE 5%

2,657 腕時計本舗 5%

2,658 腕時計を探すならウォッチラボ 5%

2,659 うどんの藤麺 5%

2,660 うなぎ専門店　浜名湖山吹 5%

2,661 うなぎのしろむら 5%

2,662 うなぎのぼり 5%

2,663 うなぎ屋かわすい　川口水産 5%

2,664 うなぎ屋　たむろ楽天市場店 5%

2,665 ウナプランタグリーン　楽天市場店 5%

2,666 unaBorsa 5%

2,667 うに カニ まぐろなら築地の王様 5%

2,668 うに屋むらかみ 5%

2,669 鵜ノ池製茶 5%

2,670 ubazakura 5%

2,671 uhuhu 5%

2,672 ＵＦ（ウフ）　楽天市場支店 5%

2,673 ウブロ 《質》 5%

2,674 宇部かま楽天市場店 5%

2,675 うまいショップ 5%

2,676 うまい米ショップ 5%

2,677 馬一商店 5%

2,678 うまいっす 5%

2,679 うまい麺 5%

2,680 うまいもの福井『かがみや』 5%

2,681 旨いもんハンター 5%

2,682 うまか問屋　いち食品 5%

2,683 うまかもん　さつま 5%

2,684 馬グッズのホースシュー 5%

2,685 旨幸 5%

2,686 うまさ直送マルコシ商店 5%

2,687 うまめの木 5%

2,688 うまもん　楽天市場店 5%

2,689 海が好き　楽天市場店 5%

2,690 海と山の旬鮮産直よか魚ドットコム 5%

2,691 海猫屋　楽天市場店 5%

2,692 uminecco（ウミネッコ） 5%

2,693 海の子Ｎｅｔ．　楽天市場店 5%

2,694 海美の幸　紀伊フード 5%

2,695 海の幸なのにＹＡＭＡＴＯ 5%

2,696 海洋深層水のアコール 5%

2,697 Umibotaru WARA 工房 5%

2,698 海夢 楽天市場店 5%

2,699 梅一幸 5%

2,700 うめきち盆栽用品店 5%
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2,701 梅沢木材工芸社 5%

2,702 梅酒専門店　プラム 5%

2,703 梅酒屋 5%

2,704 梅商オンラインショップ 5%

2,705 梅ちゃんshop 5%

2,706 うめ南高苑 5%

2,707 梅の里かみお 5%

2,708 梅春　いちや 5%

2,709 梅干菓子佃煮海産物　紀州・福亀堂 5%

2,710 梅干し専門店うめ八 5%

2,711 梅ぼしの福梅・楽天市場店 5%

2,712 ウメムラ　Ｗｉｎｅ　Ｃｅｌｌａｒ 5%

2,713 梅物語　楽天市場店 5%

2,714 羽毛工房 5%

2,715 羽毛の魔法ふとん店 5%

2,716 羽毛布団羽毛ファクトリーすやすや 5%

2,717 羽毛布団工場直販　すやすや工房 5%

2,718 羽毛布団専門店　ふとんdeハッピー 5%

2,719 UMO ウモプレミアム 5%

2,720 vewhouse楽天市場店 5%

2,721 Uyunii 5%

2,722 uyoga -ウヨガ- 5%

2,723 浦上ふとん店　ネットショップ 5%

2,724 名入ラベル彫刻老舗 うらかわ酒店 5%

2,725 UraHara Style楽天市場店 5%

2,726 浦舟キッズ 5%

2,727 urala -うらら- 楽天市場店 5%

2,728 une heureux　ウルーウール 5%

2,729 潤いスキンケア リズプラベール 5%

2,730 うるおいニットアベニュー 5%

2,731 URUZA（ウルザ） 5%

2,732 漆 会津塗り 会津漆器 中山堂 5%

2,733 漆屋くろえ 楽天市場店 5%

2,734 URUZZ 5%

2,735 ウルトラぎおん楽天市場店 5%

2,736 ウルトラゴルフ 5%

2,737 ウルトラ酒店 5%

2,738 ウルトラショップ 5%

2,739 ウルトラミックス 5%

2,740 WOLF PACK楽天市場店 5%

2,741 ＵＬＵＬＡ 5%

2,742 VREASON - ヴレアゾン 5%

2,743 URECI楽天市場店 5%

2,744 うれしいオフィス楽天市場店 5%

2,745 嬉野温泉spa-ureshino 5%

2,746 宇和海の幸問屋 5%

2,747 浮気調査GPSレンタルの店 ドコログ 5%

2,748 Uwajima Inoue Pearl 楽天市場店 5%

2,749 うわじまさかもとカバン店 5%

2,750 宇和島　土居真珠 5%

2,751 九州島原　新鮮野菜直送便　ナオヤ 5%

2,752 運動会屋 ONLINE SHOP 5%

2,753 エア・アクセス 5%

2,754 エアー緩衝材専門店 フージンエア 5%

2,755 エアージェイ　楽天市場店 5%

2,756 エアーズショップ　Winglet 5%

2,757 エアウエル 5%

2,758 エアガン卸売直営良品武品 5%

2,759 エアガンショップ フォートレス 5%

2,760 エアガンドットジェーピー 5%
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2,761 エアガンマーケット 5%

2,762 エアコン風除け本舗 5%

2,763 エアコンクリーニングセンター 5%

2,764 エアコン洗浄プロ 5%

2,765 エアコン専門店　イーセツビ 5%

2,766 エアコン専門店 エアコンのマツ 5%

2,767 エアコン専門店エアコンのマツPLUS 5%

2,768 エアコンフロンティア 5%

2,769 エアコン本舗　楽天市場店 5%

2,770 エアコンマート神奈川店 5%

2,771 エアコンマート　楽天市場店 5%

2,772 エアコンルーバー本舗 5%

2,773 エアシップ楽天市場店 5%

2,774 AIRSTAGE 5%

2,775 AIRSTAGEINC 5%

2,776 airtiara　hollywood楽天市場店 5%

2,777 エアバギー楽天市場店 公式店 5%

2,778 エアプロ 5%

2,779 エアコン屋 smart-airhope 5%

2,780 エアホープ エアコンと家電の通販 5%

2,781 Airy 5%

2,782 エアリーコンタクト 5%

2,783 エア・リゾーム　インテリア 5%

2,784 エアレ 5%

2,785 エイ・ワン 5%

2,786 エィアンドケィ楽天市場店 5%

2,787 APNショップ 5%

2,788 AMA CLUB 5%

2,789 英会話教材の英会話上達研究会 5%

2,790 AKS shop 5%

2,791 栄光商事 5%

2,792 エイコースポーツ楽天市場支店 5%

2,793 英国靴店ノーザンプトン 5%

2,794 英国雑貨「トゥーシェ」 5%

2,795 エイコShop 5%

2,796 英語伝　EIGODEN 5%

2,797 エイジングケアコスメｃｒｏｉｘ 5%

2,798 エイジングケアならモルティーカラ 5%

2,799 えいせいコム 楽天市場店 5%

2,800 衛生ラボ 5%

2,801 EIZO 5%

2,802 榮太樓總本鋪 5%

2,803 H・C yutapon 5%

2,804 HRC公式ストア 5%

2,805 HIC 楽天市場店 5%

2,806 H and I 5%

2,807 エイチアンドピー 5%

2,808 HandY Fitness 5%

2,809 HA-LIFEJAPAN 楽天市場店 5%

2,810 hf.style 5%

2,811 Ｈ＋ｍＦｕｒｎｉｔｕｒｅ 5%

2,812 HMY select 楽天市場店 5%

2,813 エイチエルティ 5%

2,814 HK Navi 5%

2,815 HGウェルセレクション 5%

2,816 HCM　楽天市場店 5%

2,817 エイチジェー 5%

2,818 H2 SURF 5%

2,819 H2Rich-楽天市場店 5%

2,820 H．T．G．楽天市場店 5%
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2,821 HTCゴルフ 5%

2,822 エイチパールドットコム楽天市場店 5%

2,823 HBLT 5%

2,824 ＨＹカンパニー 5%

2,825 Eighty Eight 楽天市場店 5%

2,826 ＡＤワタナベ・楽天市場店 5%

2,827 エイテックス公式オンラインストア 5%

2,828 8（eight） 5%

2,829 EITO エイト 楽天市場店 5%

2,830 エイトシューズ 5%

2,831 eito show 5%

2,832 8star 5%

2,833 エイトタイガー 5%

2,834 EIGHT CHANNEL 5%

2,835 Eight　Dogs 5%

2,836 ８Ｂ（エイトボアー） 5%

2,837 エイプラス 5%

2,838 エイブリー 5%

2,839 エイブリッツ 5%

2,840 エイブルマート 5%

2,841 永文商店 5%

2,842 永平寺メガネ　楽天市場店 5%

2,843 エイベクト　ストア 5%

2,844 AMY 5%

2,845 aimcubeエイムキューブ-楽天市場店 5%

2,846 エイム・ビジュー 5%

2,847 Alevel（エイレベル） 5%

2,848 A．Y．Ｊudie 5%

2,849 EIWA生活館 5%

2,850 EVRICA（エヴリカ） 5%

2,851 everyday 5%

2,852 エヴリンネイル 5%

2,853 EUROPA 楽天市場店 5%

2,854 ar-style 5%

2,855 AI ネットショップ　楽天市場店 5%

2,856 Ａ＆ＳＨＯＰ 5%

2,857 A＆B 5%

2,858 AEShop　楽天市場店 5%

2,859 AED専門店クオリティー楽天市場店 5%

2,860 AH-MART 楽天市場店 5%

2,861 ASA ～エー・エス・エー～ 5%

2,862 ASC.NO5 5%

2,863 ＡＳ　ｓｈｏｐ 5%

2,864 AHE RACING 5%

2,865 ANS 楽天市場店 5%

2,866 ええエプロン 5%

2,867 エーエムアイクローズ楽天市場店 5%

2,868 A-OK 5%

2,869 名入れ服のお店　Ａカレッジ 5%

2,870 a-cuebshop／エーキューブショップ 5%

2,871 A-class 5%

2,872 A-GRADE 5%

2,873 AK-SELECT　赤城工業株式会社 5%

2,874 ＡＫＤ通販Ｐｒｉｃｅｌｅｓｓ 5%

2,875 Ａ5熟成まぐろのカネヨシ 5%

2,876 AGコーポレーション 5%

2,877 AGゴルフストア　ギア＆アパレル 5%

2,878 ACDC RAG 原宿竹下通り店 5%

2,879 AZ.MARKET エージーマーケット 5%

2,880 EC-life ～ECライフ～ 5%
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2,881 Ac-Lounge 5%

2,882 AJプラザ 5%

2,883 ＡＪマート 5%

2,884 AYSHTR STORE 5%

2,885 Aショップ　楽天市場店 5%

2,886 ace-web 5%

2,887 エース工具 5%

2,888 A-styleオンライン　楽天市場店 5%

2,889 A style　楽天市場店 5%

2,890 エースドラッグ 楽天市場店 5%

2,891 エースライフ　楽天市場店 5%

2,892 Ａ-ＳＥＬＥＣＴ 5%

2,893 A-TYPE 5%

2,894 AWA 5%

2,895 A-Tal Interior 5%

2,896 a2b 楽天市場店 5%

2,897 A.D.G 5%

2,898 ADTタイヤサービス 5%

2,899 AT-SHOP 5%

2,900 エーデル 楽天市場店 5%

2,901 エーデルワイス／花宅配花屋ギフト 5%

2,902 A-TOYS　楽天市場店 5%

2,903 e-do net（エードネット事業部） 5%

2,904 A-Power Shop 楽天市場店 5%

2,905 apm24 5%

2,906 AB-Cosme 5%

2,907 ＡＢＣ　ＩＮＴＥＲＩＯＲ 5%

2,908 ABCスポーツ楽天市場支店 5%

2,909 ABCDE-market 5%

2,910 ABCパレット 5%

2,911 ABCミート 5%

2,912 A.P.J.オンライン楽天市場店 5%

2,913 APdirect 5%

2,914 AB9 shop 5%

2,915 Ab-Factory 5%

2,916 abマート　楽天市場店 5%

2,917 APWORLD 5%

2,918 APWORLD　KIDS 5%

2,919 ええふとんや【布団・マットレス】 5%

2,920 a-plus 5%

2,921 エープラスリビング　ソファ 5%

2,922 APEX Tokyo-Bay 5%

2,923 Aマートeショップ 5%

2,924 ええもんand 5%

2,925 A-life　Shop 5%

2,926 a-Labs 5%

2,927 ALinks 楽天市場店 5%

2,928 YELL　エール 5%

2,929 エールネット　楽天市場店 5%

2,930 Ａ・ＷＯＲＫＳ 5%

2,931 出産祝い 誕生日祝い えがおギフト 5%

2,932 笑顔セレクト 5%

2,933 えがおでおそうじ 5%

2,934 笑顔のつぼみ 5%

2,935 エガワ質店 5%

2,936 エキサイティングショップ 5%

2,937 exicoast Internet store 2号店 5%

2,938 液晶王国 5%

2,939 液晶保護フィルムとカバーケース卸 5%

2,940 エクサイト・セキュリティ 5%
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2,941 エクサスEXASカジュアル服飾雑貨 5%

2,942 エクサブラ 自由が丘 青山 東京D 5%

2,943 エクサブラ　楽天市場店 5%

2,944 エクシア楽天市場店 5%

2,945 ＥＸＣＹフォーマルコレクション 5%

2,946 EXCLUSIVE 5%

2,947 エクスジェルシーティングラボ 5%

2,948 ｘＪａｚｘｉｎ　ｓｈｏｐ 5%

2,949 エクステリアG-STYLE　楽天市場店 5%

2,950 エクステリアショップ中谷産業 5%

2,951 エクステリアストック 5%

2,952 エクステリアＴＡＭＡ　楽天市場店 5%

2,953 エクステリア通販プルーマガーデン 5%

2,954 エクステリアのキロ楽天市場支店 5%

2,955 エクステリアのプロショップ　キロ 5%

2,956 ｅｘ虎。 5%

2,957 ＥＸＴＲＡ　ＩＳＳＵＥ 5%

2,958 ＥＸＴＲＥＭＥ　楽天市場店 5%

2,959 エクストリームリミット楽天市場店 5%

2,960 EXTOLEVEL 5%

2,961 エクスプレスジャパン 5%

2,962 Express Sinzo 5%

2,963 Express楽天市場店 5%

2,964 X-PLOSION 公式オンラインショップ 5%

2,965 Explorer 5%

2,966 エクスリッチ 5%

2,967 X-Rainbow 5%

2,968 Exect Familiar アウトドア・工具 5%

2,969 エクセラー 5%

2,970 エクセラー3号館　楽天市場店 5%

2,971 エクセラー２号館　楽天市場店 5%

2,972 エクセルワールド 5%

2,973 エクセレントメディカル 5%

2,974 えくぼちゃん 5%

2,975 エクリチュール 5%

2,976 エクリプス　楽天市場店 5%

2,977 エクル　楽天市場店 5%

2,978 エクレボ　楽天市場店 5%

2,979 エコアール 5%

2,980 エコアイデア 5%

2,981 えこあす馬路村 5%

2,982 エコインク 5%

2,983 エコLED蛍光灯専門店 5%

2,984 エコガーデン 5%

2,985 エコキュート 専門！住宅設備工事 5%

2,986 ECOキュ-ナップ 5%

2,987 えこじじいの店 5%

2,988 エコスタ！ 5%

2,989 ブランドリサイクル　エコスタイル 5%

2,990 エコスマ 5%

2,991 エコ専門店 ぶる～ぶ 5%

2,992 ECOダイレクト 5%

2,993 えこたうん 5%

2,994 エコノス・ジャパン　楽天市場店 5%

2,995 エコノレッグ 5%

2,996 エコバックスジャパンストア 5%

2,997 エコビジネス 楽天市場店 5%

2,998 eco future 5%

2,999 エコ・フルーツ果物屋 5%

3,000 エコペイント 5%
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3,001 ＥＣＯボール 5%

3,002 エコマートひまわり 5%

3,003 Ecomaオンラインストア 楽天市場店 5%

3,004 ECOLIFE 5%

3,005 エコラボリーショップ 5%

3,006 ecoloco（エコロコ） 5%

3,007 エコロトップ 5%

3,008 ｅｃｏｌｏ楽天市場店 5%

3,009 ＥＺＡＫＩ　ＮＥＴ　ＧＯＬＦ 5%

3,010 エザンスゴルフ（EZANSU GOLF） 5%

3,011 ESHIL　楽天市場店 5%

3,012 エス・アイ・エイ・オーディオ 5%

3,013 S.R.S. 5%

3,014 SR beauty 5%

3,015 S.i.online楽天市場店 5%

3,016 S and S vape 5%

3,017 ＳＥＭ 5%

3,018 Ｓｅ-ｍａｇａｓｉｎ 5%

3,019 S.E.U 5%

3,020 エスエイチカンパニー 5%

3,021 ＳＨトレーディング楽天市場店 5%

3,022 SAS 5%

3,023 エスエール 5%

3,024 Ｓ．Ｓ．Ｎ 5%

3,025 s.s shop 5%

3,026 SSP株式会社 5%

3,027 SSFIVe 5%

3,028 SSPLANET 5%

3,029 SSペイント 5%

3,030 ＳＳマツムラ 5%

3,031 SNG-Store 楽天市場店 5%

3,032 S.N.S.tyle 5%

3,033 SNB-SHOP 5%

3,034 s.f.selection 5%

3,035 ＳＦＷ 5%

3,036 SMC　ハーブティー　楽天市場店 5%

3,037 S.CURVE STDUIO 5%

3,038 エスカユニフォーム 5%

3,039 ESCALE 5%

3,040 エス・クリエイト　楽天市場店 5%

3,041 SKD-MART 5%

3,042 SKS 5%

3,043 SK　COMPANY 5%

3,044 SK-II 公式ショップ楽天市場店 5%

3,045 SKマーケット 5%

3,046 ESCO SHOP 5%

3,047 S1／5 エスゴブンノイチ 5%

3,048 エスコミュール／お受験スーツ 5%

3,049 ＳＧＩ仏壇楽天市場店 5%

3,050 SCSダイレクトeSHOP 5%

3,051 SCキッチンTOWN 5%

3,052 SG SHOP 5%

3,053 SG　MALL 5%

3,054 ＳＣ1 5%

3,055 Ｓ-ＳＴＹＬＥ 5%

3,056 Ｓ３ＳＴＯＲＥ 5%

3,057 s-select 5%

3,058 s07170 楽天市場店 5%

3,059 エスダーツ 楽天市場店 5%

3,060 ＳＷＪ 5%
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3,061 エスディーエス 5%

3,062 SDS-WAVE 5%

3,063 SDMC-PRO 5%

3,064 ST-OCEAN webストア 5%

3,065 ＳＴ　ＳｍａｒｔＭａｓｋ 5%

3,066 STファニチャー 5%

3,067 ST MEISTER 5%

3,068 STB　エスティビィ 5%

3,069 STISpeed 楽天市場店 5%

3,070 ＳＴ-ＳＥＲＶＩＣＥ 5%

3,071 エステ・サプライ 5%

3,072 エステティシャンがささやく秘密？ 5%

3,073 エステティックコスメ DearLily 5%

3,074 エステライン　楽天市場店 5%

3,075 SDEN WEB STORE 5%

3,076 エストアガーデン 5%

3,077 ソルティースマイル 5%

3,078 Sトラベルドン 5%

3,079 エスニード　楽天市場店 5%

3,080 エスニック＆アジアン　ティントン 5%

3,081 エスニック子供服のAsiy 5%

3,082 エスニックショップ Ｍｕｄｄｙ 5%

3,083 エスニックのマーブルマーケット 5%

3,084 エスネットショップ楽天市場店 5%

3,085 Espace liberte 5%

3,086 sbc 5%

3,087 SBG 5%

3,088 エスビーシー ONLINE 5%

3,089 SPshop　エスピーショップ 5%

3,090 SPW楽天市場店 5%

3,091 SPD楽天市場店 5%

3,092 ＳＢＢＴ 5%

3,093 SPmarket楽天市場店 5%

3,094 ＳＢＳＳｈｏｐ　楽天市場店 5%

3,095 ＳＢＮ２１ 5%

3,096 エス・フィールド楽天市場店 5%

3,097 es-poon 5%

3,098 esprit lifestyle store 5%

3,099 エスプワール楽天市場店 5%

3,100 Esperanza-shop 5%

3,101 S-mart 5%

3,102 Sマート　楽天市場店 5%

3,103 えすみshop 5%

3,104 Esmeralda 5%

3,105 ＳＵＩ 5%

3,106 SY32 5%

3,107 sy-store 5%

3,108 SYD SHOP 5%

3,109 SYデンキ 5%

3,110 Ｓ1サイクル 5%

3,111 Essex nagasaki 5%

3,112 エゾ鹿肉専門店北のグルメ 5%

3,113 エゾマルシェ - 犬も猫も人も - 5%

3,114 エソラマーケット 5%

3,115 エソラワークス　楽天市場店 5%

3,116 EsuonAngel 5%

3,117 EsuonHappiness 5%

3,118 EternalWind 5%

3,119 越後酒蔵 高野酒造 楽天市場店 5%

3,120 越後新潟　地酒のあさのや 5%
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3,121 越後の稲穂屋　楽天市場店 5%

3,122 越後のこめ匠 5%

3,123 越後の米職人 5%

3,124 越後の米穀商高田屋 5%

3,125 越後米Life 5%

3,126 越後村上うおや 5%

3,127 越後雪国地酒連峰（新潟店） 5%

3,128 越後ゆきくら館 5%

3,129 越後米蔵商店 5%

3,130 越前かに職人　甲羅組 5%

3,131 越前かに問屋「ますよね」 5%

3,132 越前漆器さじべえ【名入れギフト】 5%

3,133 越前のホルモン屋楽天市場店 5%

3,134 越前名産工房 5%

3,135 エッグアンドリバー 5%

3,136 XF商会 5%

3,137 X-SPORTS 5%

3,138 fcl（エフシーエル）HID屋 5%

3,139 XYZ車高調 XYZ-JAPAN 楽天市場店 5%

3,140 MilClover＊ミルクローバー 5%

3,141 EKKO STORE 5%

3,142 EGDE 5%

3,143 edge home 5%

3,144 EDGE WORLD 5%

3,145 えつすい 5%

3,146 ｅｓｓｅｎｓｅ 5%

3,147 エッセンスアルファ 5%

3,148 HID・LED通販のfcl 5%

3,149 h-conetshop 5%

3,150 越中氷見屋 5%

3,151 越中屋 5%

3,152 Etching Art Shop SCK　楽天市場店 5%

3,153 エッチングギフト 5%

3,154 エッチング工房かさはら 5%

3,155 エッチングファクトリーハマ 5%

3,156 etii shop 5%

3,157 EDIE（エディ） 5%

3,158 ペット服のEddie et Cherie 5%

3,159 Edit by edit　楽天市場店 5%

3,160 Eterille 5%

3,161 エテルナ（靴とバッグの専門店） 5%

3,162 エドウインショップ（EDWIN） 5%

3,163 EDOGAWA 5%

3,164 江戸三代海苔　味通 5%

3,165 江戸商人 楽天市場店 5%

3,166 Etocelect 5%

3,167 ETOFFE 5%

3,168 ETFIL（エトフィル） 5%

3,169 ETRA 楽天市場店 5%

3,170 エトランジェ ディ コスタリカ 5%

3,171 etre！par bleu comme bleu 5%

3,172 エトワール神戸 5%

3,173 エトワールライフ 5%

3,174 Energy 5%

3,175 エナジーキズナ 5%

3,176 エナジードラッグ 5%

3,177 エナジープラス 5%

3,178 エナスクエア楽天市場店 5%

3,179 エナミ質店ジュエリーＧｒｕｅ 5%

3,180 ENERG 楽天市場店 5%
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3,181 ANY　shop　楽天市場店 5%

3,182 縁 ドレス 5%

3,183 エニシングホワイト公式楽天市場店 5%

3,184 エニスモアガーデン 5%

3,185 エニタイム 5%

3,186 Ａｎｙｔｉｍｅ楽天市場店 5%

3,187 enimUot 5%

3,188 NRK beauty select shop 5%

3,189 ＮＩＳ　ＳＨＯＰ 5%

3,190 N＆H SHOP 5%

3,191 n＆o Living 5%

3,192 NS工房 5%

3,193 NSTショッピング 5%

3,194 NSDpaint 楽天市場店 5%

3,195 NFJストア 楽天市場店 5%

3,196 NFパラダイス本舗 5%

3,197 NM.element 楽天市場店 5%

3,198 NLAセレクト 5%

3,199 エヌケービット楽天市場店 5%

3,200 エヌズファーニチャー 5%

3,201 Ｎ-STYLE 5%

3,202 N-SPEC 5%

3,203 n’s wire art 5%

3,204 エヌツーファクトリー 5%

3,205 NTS技研ジムニーパーツSHOP 5%

3,206 ＮＴＳ　Ｓｔｏｒｅ　楽天市場店 5%

3,207 ＮＴカーテン 5%

3,208 ＮＤＬ　mint-seminar 5%

3,209 ＮＢＩベイカーズ楽天市場店 5%

3,210 NBC　楽天市場店 5%

3,211 NPCkoubou 5%

3,212 NBshop 無添加コスメ・天然消臭剤 5%

3,213 N.P.SHOP 5%

3,214 NB楽天市場店 5%

3,215 Nfurniture 5%

3,216 【N-FORCE】正規店 K-POWER 5%

3,217 n-plus 5%

3,218 N-PLANNING 5%

3,219 N-MARCHE 5%

3,220 Ｎ４３° 5%

3,221 エヌ・ライティング 5%

3,222 エネアコーポレーション 5%

3,223 Enerela-shop 5%

3,224 絵のある暮らし【絵画販売専門店】 5%

3,225 えのき商店 5%

3,226 evergreen 5%

3,227 EVER GRAYSエバーグレイス 5%

3,228 ever closet 5%

3,229 EVERSOUL PLUS 公式 メンズ通販 5%

3,230 エバー・プラス 5%

3,231 EVER FLAWLESS 5%

3,232 EVER.MALL. 5%

3,233 エバーラケット　楽天市場店 5%

3,234 EVER RICH 5%

3,235 エバンス　楽天市場店 5%

3,236 エビ・カニ・海鮮なら　ととや 5%

3,237 エピカリス　ベリーダンス衣装小物 5%

3,238 作業服、つなぎ専門店えびす衣料 5%

3,239 エビススリー 5%

3,240 えびす調剤薬局　楽天市場店 5%
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3,241 エビス通販 5%

3,242 EVIS B BOX　楽天市場店 5%

3,243 えびすブックス 5%

3,244 エビス文具店 5%

3,245 ゑびす屋　楽天市場店 5%

3,246 エビスヤスポーツ 5%

3,247 EBiSUYA パトリック （PATRICK）店 5%

3,248 えびす楽天市場店 5%

3,249 エビスレザー楽天市場店 5%

3,250 えびせん館楽天市場店 5%

3,251 えびせんべい通販カワサ 5%

3,252 えびせんべい本舗 川仁 5%

3,253 EPIC　STORE 5%

3,254 エピックマート 5%

3,255 愛媛の酒屋 のま酒店 5%

3,256 愛媛のフルーツ スエヒロ 5%

3,257 愛媛フルーツビレッジくにやす 5%

3,258 EHIMEMACHINE 楽天市場店 5%

3,259 愛媛みかんの「のま果樹園」 5%

3,260 愛媛屋　楽天市場店 5%

3,261 エヒラ家具e-flat楽天市場支店 5%

3,262 F-Factory 5%

3,263 F・Bクリエイト 5%

3,264 FRL-SHOP 5%

3,265 F and S 5%

3,266 Fe. ファ二チャー インテリアSHOP 5%

3,267 エフ　Web-Shop 5%

3,268 Ｆ-ＲＯＯＭ 5%

3,269 ＦａｎｔａｓｙＤｏｌｌ 5%

3,270 F. A. Greetings 5%

3,271 エフェクターマニア 5%

3,272 エフェクティブスポーツ 5%

3,273 EFFECT楽天市場店 5%

3,274 F.S.L 5%

3,275 FS JAPAN　バイカーズ　ショップ 5%

3,276 FF Store 5%

3,277 FF通販 5%

3,278 FLHQ 5%

3,279 Ｆ．Ｌ．Ｃｌｏｖｅｒ 5%

3,280 F.L.Clover 抱っこひも店 5%

3,281 FLB STOREHOUSE 5%

3,282 F-KLASSE 5%

3,283 F-club 楽天市場店 5%

3,284 エフシーインテリア 5%

3,285 fcFA スポーツ＆ホビー館 5%

3,286 エフシーエル HID・LEDの専門店 5%

3,287 FG-Style 5%

3,288 FCU楽天市場店 5%

3,289 FJ CRAFT 5%

3,290 f-shop楽天市場店 5%

3,291 F-styleステーショナリー 5%

3,292 エフ　スリーズィー 5%

3,293 FZONEスポーツ 5%

3,294 FWコレクション 5%

3,295 FTMaket 5%

3,296 FT NET STORE 5%

3,297 Ｆ-ＮＥＴ　ＧＯＬＦ 5%

3,298 FBWM　楽天市場店 5%

3,299 f-fuji 5%

3,300 エフライフ 5%

5591



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

3,301 エフライムコスメティックス 5%

3,302 EVERY STORE 5%

3,303 エブリ寝具ファクトリー 5%

3,304 エプロン、仕事着のお仕事商店 5%

3,305 エプロンショップ　Qハウス 5%

3,306 エプロンショップ　ビーノ 5%

3,307 エプロンスタイル／エプロン専門店 5%

3,308 エプロン専門店JOKER 5%

3,309 エプロン専門店 ベリーベリー 5%

3,310 エプロンストーリー 5%

3,311 エプロン・ハウスウェア ルナ 5%

3,312 F1と戦闘機の店BACKFIRE 5%

3,313 エベレスト ワーク 5%

3,314 Epoca select shop 5%

3,315 エポラージュ2nd楽天市場店 5%

3,316 エポラージュ楽天市場店 5%

3,317 Aimable 5%

3,318 EMICHIL STORE 楽天市場店 5%

3,319 エミトップ楽天市場店 5%

3,320 えみな・いきいきペールのエコット 5%

3,321 emiplus＋　楽天市場店 5%

3,322 エミューショップ 5%

3,323 エミュールショップ　楽天市場店 5%

3,324 emilino 5%

3,325 EMILI JAPAN楽天市場店 5%

3,326 MRxIWAKOの店 5%

3,327 MRlab 5%

3,328 ＭＩ工房 5%

3,329 MIC楽天市場店 5%

3,330 mi-215.～ネットだけの隠れ服屋 5%

3,331 M.I.B.store 5%

3,332 MIU LADY 5%

3,333 Ｍ＆Ｍ（エムアンドエム） 5%

3,334 エムアンドティー楽天市場店 5%

3,335 MATCH麻吉 5%

3,336 m-online 5%

3,337 エムール -EMOOR 布団・家具- 5%

3,338 エムールねどっこ 5%

3,339 エムールベビー＆ファミリー 5%

3,340 エムールライフ 5%

3,341 ＭＡＨストア 5%

3,342 M.A.J.nahoku 5%

3,343 MHAstyle 5%

3,344 ｍｓｈ 5%

3,345 MSA online 5%

3,346 MSS（エムエスエス） 5%

3,347 MSG【時計ベルトショップ】 5%

3,348 MSD SHOP楽天市場店 5%

3,349 mmis エムエムインテリアスペース 5%

3,350 ＭＭＣ三本コーヒーＣ＆Ｃ 5%

3,351 MLC 5%

3,352 MLB.NBAグッズショップ　SELECTION 5%

3,353 M＆Cショップ 5%

3,354 M online shop 5%

3,355 江向隆商店 5%

3,356 MKcollection 5%

3,357 mk-style 5%

3,358 MK-House 5%

3,359 MKワールドストア 5%

3,360 Ｍ．ＣＯＣＯ 5%
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3,361 Mcos 5%

3,362 エムコスメスタイル 5%

3,363 エムジーエム 5%

3,364 mco net shop 5%

3,365 MCK 5%

3,366 ＭＣ昭和 5%

3,367 MG STORE 5%

3,368 mgsable 5%

3,369 MCTオイル専門店 MCT-OIL SPORTS 5%

3,370 MCTオイル専門店-仙台勝山館Cocoil 5%

3,371 MJSOFTat楽天 5%

3,372 MJ-MARKET 5%

3,373 MJガーデン 5%

3,374 エム・ジャパン　楽天市場店 5%

3,375 エムショップ 5%

3,376 M jolie 楽天市場店 5%

3,377 エムズアクト楽天市場店 5%

3,378 Ｍ’ｓ　インテリア 5%

3,379 エムズオートカンサイ楽天市場店 5%

3,380 Mz Garage Warehouse 楽天市場店 5%

3,381 MSQUALL 5%

3,382 エムズサイクル 5%

3,383 M’S SANSHIN（エムズサンシン） 5%

3,384 エムズジーンズ 5%

3,385 エムズストア 楽天市場店 5%

3,386 Ｍ’ｓスポーツ　楽天市場店 5%

3,387 エムスタ 5%

3,388 M-Style Japan 楽天市場店 5%

3,389 Ｍ・ＳＴＡＧＥ 5%

3,390 Ｍ’ｚＮｅｔ 5%

3,391 エムズパーツshop　楽天市場店 5%

3,392 Ｍ’ｓ　PLACE 5%

3,393 MWC時計専門店 UNLIMITED4 5%

3,394 M2K AUTO PARTS 5%

3,395 エムツーセレクト 5%

3,396 Ｍ-ＴＯＯＬ 5%

3,397 MDSバラエティストア 5%

3,398 MDKSTORE楽天市場店 5%

3,399 MTgames 5%

3,400 md store 5%

3,401 MTTストア　楽天市場店 5%

3,402 Mt.HAPPY 5%

3,403 エムディーメディカル 5%

3,404 MDNマドンナ 5%

3,405 ＭＴＫ 5%

3,406 mdストア 楽天市場店 5%

3,407 エムテックフジ楽天市場店 5%

3,408 M-TONY 5%

3,409 エムトラＣＡＲショップ 5%

3,410 M-DRAGON（エムドラゴン） 5%

3,411 えむはーとドットコォム 5%

3,412 MBR楽天市場店 5%

3,413 ＭＰＣストア 5%

3,414 M-factory Store 5%

3,415 Ｍプライス 5%

3,416 エムフロント　楽天市場店 5%

3,417 MU MARKET 5%

3,418 emury 5%

3,419 エムワンチヨトク 5%

3,420 エメット ジュエリー 5%
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3,421 EMOTIONパーツ楽天市場店 5%

3,422 ElecTown 5%

3,423 選んで屋 5%

3,424 Area Pro Shop 酒のはしだ 5%

3,425 ELLY　タオル館 5%

3,426 エリーナチュラル 5%

3,427 エリオクエスト 5%

3,428 エリカランド楽天市場店 5%

3,429 エリクシノール 5%

3,430 エリザベスウエア 5%

3,431 Elisabeth Smile Craft Shop 5%

3,432 ELIX SPORTS 5%

3,433 襟の衿秀 5%

3,434 AELIRA 5%

3,435 エルアイビー 【ＬＩＢ】 5%

3,436 LEDHIDカーパーツ通販オートエッジ 5%

3,437 LED作業灯 集魚灯のKsガレージ 5%

3,438 LED照明の あかりや　楽天市場店 5%

3,439 【LED専門店】イルミカ 5%

3,440 LED専門店 THE ONE 5%

3,441 ledテープ 電子部品 販売 海渡電子 5%

3,442 LED電球　照明のBrite 5%

3,443 LED東宏 5%

3,444 LEDのお店「まめ電」 5%

3,445 LEDのマゴイチヤ楽天市場支店 5%

3,446 LED パーツ アジアンモータース 5%

3,447 LEDピュア　ショップ　楽天市場店 5%

3,448 LEDミラー専門店 ミルオ君の鏡工房 5%

3,449 ＬＥＤライトの店　螢の華 5%

3,450 ELVA（エルヴァ）楽天市場店 5%

3,451 Lwin shop 5%

3,452 インポートワンピースdangan-girls 5%

3,453 LAインポート HotClothing 5%

3,454 LA KONECT 5%

3,455 LA BODY 5%

3,456 LSWEBSHOP 5%

3,457 LFM　楽天市場店 5%

3,458 ＬＦＯ 5%

3,459 LMMC 5%

3,460 Lエル 5%

3,461 LLS～lucky life support～ 5%

3,462 L・F・F PREMIUM INTERIOR SHOP 5%

3,463 エルエルハット 5%

3,464 LL-Factory 5%

3,465 L.O.J（エルオージェイ） 5%

3,466 えるおきなわ 5%

3,467 L-online楽天市場店 5%

3,468 エル　クリエイション 5%

3,469 えるCosmo 5%

3,470 Ergohuman Professional Dealer 5%

3,471 EL COMMUN online shop 5%

3,472 ERGO楽天市場店 5%

3,473 エルコンセプト 5%

3,474 LCIPARTS EXHAUST 5%

3,475 LC SIMEショップ 5%

3,476 エルジーオー 5%

3,477 エルシーコスメ 5%

3,478 ＬＣ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 5%

3,479 LC宮崎　楽天市場店 5%

3,480 LG生活健康海外直営店 5%
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3,481 エルショップ 5%

3,482 Ls place 5%

3,483 LTCM　楽天市場店 5%

3,484 LD STORE 5%

3,485 ＬＴＤ　ｏｎｌｉｎｅ 5%

3,486 LTD SPORTS ONLINE STORE 5%

3,487 シューズショップ エルドラード 5%

3,488 El Nido（エルニド）楽天市場店 5%

3,489 エルパソマート 5%

3,490 El Bambino 5%

3,491 LBSTYLE 5%

3,492 LBストア 5%

3,493 おしゃれ 照明のLB2 PROJECTS 5%

3,494 エルフイ TOKYO 5%

3,495 エルブジュール化粧品 5%

3,496 エルプラス 5%

3,497 エルベシャプリエ 5%

3,498 エルベート通販　楽天店 5%

3,499 ELEHELM帽子通販専門店 5%

3,500 エルムンド 5%

3,501 エルメ・ド・ボーテ 5%

3,502 ELMO 5%

3,503 エルモッサ 5%

3,504 エルラガルデン 5%

3,505 エルル 5%

3,506 EL RODEO 楽天市場店 5%

3,507 贈りもの専科エレガ 5%

3,508 エレガンスミュージアム 5%

3,509 ｅｌｅｐｈａｎｔ　ｗａｌｋ 5%

3,510 エレファント靴店 5%

3,511 Elephant Store 5%

3,512 エレファントＳＰＯＲＴＳ 5%

3,513 エレホームヤッホー 5%

3,514 エレワークス 5%

3,515 ELENKER 5%

3,516 en＆co.PartsShop 5%

3,517 エンオーク 5%

3,518 縁起本舗 5%

3,519 園芸専門店 さいじょう緑花 5%

3,520 園芸ネット プラス 5%

3,521 エンザイムの からだビューティ 5%

3,522 angellababy 5%

3,523 ANGEL CLOSET 5%

3,524 発表会衣装専門店＊Angels Closet 5%

3,525 エンジェルスタイル 5%

3,526 エンジェルドラッグ 5%

3,527 エンジェルハウス 5%

3,528 Angel　moms　楽天市場店 5%

3,529 エンジェルライブ（Angel Live） 5%

3,530 エンジェルルナ【Angel Luna】 5%

3,531 遠州サトクラシ 5%

3,532 遠州屋酒店　楽天市場店 5%

3,533 エンジョイスタジアム 5%

3,534 園joy-marutoyo 5%

3,535 Enjouemen 5%

3,536 エンジンオイル通販 KU楽天市場店 5%

3,537 遠赤青汁オーガニック生活 5%

3,538 ANGEL STORE PLUS 5%

3,539 演奏会衣装製作　ノンプレステージ 5%

3,540 エンタメ家具屋台　kaguyatai 5%
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3,541 enzo_produce 5%

3,542 エンデバーゴルフ 5%

3,543 エンデュランス楽天市場店 5%

3,544 遠藤酒造場 5%

3,545 entotsu 5%

3,546 ＥＮＴＲＡ 5%

3,547 ENTRADA-エントラーダ- 5%

3,548 エントランス　楽天市場店 5%

3,549 ENDLESS TRIP 楽天市場店 5%

3,550 EN-TROCCO 5%

3,551 猿梅　（紀州の梅干） 5%

3,552 えんぴつはうす クラフトショップ 5%

3,553 emblem・M カーストア 5%

3,554 エンブレムファクトリー楽天市場店 5%

3,555 EMBLEM楽天市場店 5%

3,556 縁結び本舗 5%

3,557 ENYA（エンヤ）骨盤安定 着圧 美脚 5%

3,558 エンライティア 5%

3,559 オアシステック楽天市場店 5%

3,560 オアシス電器 5%

3,561 ＯＡＳＩＳ東京 5%

3,562 オアシスプラス 5%

3,563 及源履物店 5%

3,564 Oisii Okome 玄米工房 5%

3,565 おいしいお米の渡辺農産 5%

3,566 おいしいお米　楽天市場店 5%

3,567 美味しい果物屋　ヤマニフルーツ 5%

3,568 おいしい食材　Ｐｏｎｔｅ 5%

3,569 おいしい生活 5%

3,570 おいしい人参のぶどうの木 5%

3,571 おいしいねいばらき楽天市場店 5%

3,572 おいしい海苔を食卓に【磯賀屋】 5%

3,573 おいしいものショップ「海と太陽」 5%

3,574 美味四季 5%

3,575 おいしく飲呑会 5%

3,576 おいしさ直送！熊本おおしま屋 5%

3,577 美味しさは元気の源 【自然の館】 5%

3,578 美味シティ 5%

3,579 Oyster Sisters 5%

3,580 おいでまいや 5%

3,581 おいで屋 5%

3,582 Oibibio 5%

3,583 おいもや 5%

3,584 oilstation 5%

3,585 お祝い内祝引出物専門店 カシタニ 5%

3,586 御祝ギフトランド 楽天市場店 5%

3,587 お祝い膳　楽天市場店 5%

3,588 お祝いプレゼント【名前の詩干支】 5%

3,589 欧菓子　KUTSUMI 5%

3,590 桜花ストア 5%

3,591 王国広場　ショッピングモール 5%

3,592 黄金のかつお節屋 5%

3,593 王様舶来館 5%

3,594 王様のカーテン 5%

3,595 王様の充電器 5%

3,596 奥州珈琲　自家焙煎コーヒー専門店 5%

3,597 欧州車パーツの宝箱 ＳＯＬ 5%

3,598 欧州職人館～バッグ・お財布専門店 5%

3,599 AUSIRO BEAUTecH 5%

3,600 応接セットオフィスチェアーCSplus 5%
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3,601 お家王国 5%

3,602 桜竹オンラインショップ楽天市場店 5%

3,603 おうちでキレイ 5%

3,604 お家DECOの店 efiLuz-エフィルス- 5%

3,605 おうちまわり 楽天市場店 5%

3,606 おうちやさん＋ 5%

3,607 oupace【オウパース】 5%

3,608 欧風雑貨PUFFINS 5%

3,609 近江うまいもん屋 5%

3,610 近江牛さかえや 5%

3,611 近江牛の千成亭 5%

3,612 近江亭 5%

3,613 Eau mignonne 5%

3,614 近江の国から木村商店 5%

3,615 近江パーツ楽天市場店 5%

3,616 鶯鳴堂雑貨店　楽天市場店 5%

3,617 ＯＷＬ（子供服ブランドの通販） 5%

3,618 オウルテックダイレクト 5%

3,619 OurenseShop　楽天市場店 5%

3,620 OWNCODE 5%

3,621 OWN STYLE 5%

3,622 オウン・ピー（アクセサリー） 5%

3,623 尾張屋質店 5%

3,624 OR SELECT 楽天市場店 5%

3,625 オーアイシー　楽天市場店 5%

3,626 OI第2楽天市場店 5%

3,627 OI楽天市場店 5%

3,628 眼鏡サングラス専門店 クリエンテ 5%

3,629 大分九重　春日 5%

3,630 大分トナー工場 5%

3,631 OVoVO（オーヴォ） 5%

3,632 OHstore 5%

3,633 OHplus 5%

3,634 OAサポート 5%

3,635 OSS CLOTHING 5%

3,636 オーエスケー Style 5%

3,637 オーエスゴルフ 5%

3,638 ＯＳショップ楽天市場店 5%

3,639 オーエム・エックス楽天市場店 5%

3,640 OMドラッグ 5%

3,641 O.L.D. オーエルディー 5%

3,642 オーガニックアース公式ショップ 5%

3,643 Organic ＆ Natural 寿草 5%

3,644 オーガニック 健康生活 むぎごころ 5%

3,645 オーガニックコットンのミュッター 5%

3,646 お～がにっくしぜんかん 5%

3,647 オーガニックSHOPメイドインアース 5%

3,648 オーガニックシルバー 5%

3,649 オーガニックストアNaturligtCykla 5%

3,650 オーガニックタオルのヒポポタマス 5%

3,651 オーガニックな暮らし　天衣無縫 5%

3,652 オーガニックファクトリー 5%

3,653 大神ファーム 5%

3,654 OOKABE GLASS 5%

3,655 大川家具＠OHKAWAKAGU 5%

3,656 大川家具工房 5%

3,657 大川家具三昧 楽天市場店 5%

3,658 大川・家具便り 5%

3,659 大川家具通販 5%

3,660 大川家具通販リラックス 5%
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3,661 大川家具本舗 5%

3,662 大川家具 Matsumoto 5%

3,663 おおかわカバン店 5%

3,664 ＯＲＧＡＮ　楽天市場店 5%

3,665 Auggie 5%

3,666 大きいサイズ専門店　KOKUBO 5%

3,667 大きいサイズ専門店JUNGLE JALOPY 5%

3,668 大きいサイズ専門店ビッグゴリラ 5%

3,669 大きいサイズ専門店BLOOMDROP 5%

3,670 大きいサイズ専門店 ラポッシュ 5%

3,671 大きいサイズ通販 XL-エックスエル 5%

3,672 大きいサイズ通販JanJamCollection 5%

3,673 大きいサイズで可愛い服のミリーズ 5%

3,674 大きいサイズデビルーズ楽天市場店 5%

3,675 大きいサイズのイワショー 5%

3,676 大きいサイズのお洋服lalawish 5%

3,677 大きいサイズのKINGMAN 5%

3,678 大きいサイズの下着店ミセスエール 5%

3,679 大きいサイズのスポーツ服 モワビ 5%

3,680 大きいサイズの専門店 クレット 5%

3,681 大きいサイズの専門店ビックリベロ 5%

3,682 大きいサイズの服レディース Queen 5%

3,683 【大きいサイズのボトムス屋さん】 5%

3,684 大きいサイズの店ビッグエムワン 5%

3,685 大きいサイズのメンズ服 ミッド 5%

3,686 大きいサイズの洋服店浅草チドリ屋 5%

3,687 大きいサイズのLYLON　JAPAN 5%

3,688 大きいサイズのリジェイ＆スプル 5%

3,689 着物・浴衣 なでしこぴーす 5%

3,690 大きいサイズメーカー直販Hot-air 5%

3,691 大きいサイズ 靴レディースkando 5%

3,692 大きいサイズ レディースGoldJapan 5%

3,693 大喜賑（おおきに） 5%

3,694 オークヴィレッジ楽天市場店 5%

3,695 オークションハウス・ハンプラ 5%

3,696 大楠屋ストア 5%

3,697 オークス楽天市場店 5%

3,698 大国主の食卓　楽天市場店 5%

3,699 Oak House 5%

3,700 オークハウスいすず質店 5%

3,701 大蔵質店 5%

3,702 大蔵宝掘堂 5%

3,703 オークラッキ 楽天市場店 5%

3,704 ＯＫ家具牧場 5%

3,705 OKショップ 5%

3,706 ＯＫタイヤ 5%

3,707 OK-DEPOT 5%

3,708 OK basket 5%

3,709 OKB fabric 5%

3,710 オーケーフルーツ 5%

3,711 オーケーマート 5%

3,712 大越仏壇 5%

3,713 大阪京菓楽天市場店 5%

3,714 大阪黒板堂 5%

3,715 大阪泉州タオルのK’s Towel Shop 5%

3,716 大阪船場 布生地問屋通販 ひかり屋 5%

3,717 大阪鶴橋とりたけ 5%

3,718 大阪の味ゆうぜん 【製造直売】 5%

3,719 大阪のきものやさん～だるまや～ 5%

3,720 大阪発！酒商　好川酒店 5%
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3,721 大坂　八翠 5%

3,722 大阪べっちん　楽天市場店 5%

3,723 大坂や商店 5%

3,724 Osakaya Ladys Web Connection 5%

3,725 大崎市観光物産センター　ＤＯＺＯ 5%

3,726 オオサキ楽天市場店 5%

3,727 オーサムジャパン AWESOME 5%

3,728 OCO 5%

3,729 OCC　netshop 5%

3,730 OC SPORTS ANNEX 5%

3,731 OGPクリエイト 5%

3,732 オーシーファーム【楽天市場店】 5%

3,733 大島香華園　楽天市場店 5%

3,734 大島紬村楽天市場店 5%

3,735 オーシャンズ 楽天市場店 5%

3,736 オーシャンデプト 5%

3,737 オーシャン・フィッシング 5%

3,738 Ocean北海道 5%

3,739 大須楽器 5%

3,740 OHSDIE Cosmetics Store 5%

3,741 オーストラリアンフラワーPoko 5%

3,742 オーストリアワインのセナー 5%

3,743 大隅商事　楽天市場店 5%

3,744 o-select 5%

3,745 Authentic Gallery ark 5%

3,746 オーダーカーテン aiika 5%

3,747 オーダーカーテンの店・メルサ 5%

3,748 オーダーシャツのYUMA（ユマ） 5%

3,749 オーダー収納スタイル 5%

3,750 オーダースーツ注文紳士服アベ 5%

3,751 オーダースーツのフェローズ 5%

3,752 オーダーメイド掛軸の店川端美術店 5%

3,753 オーダーメイドジュエリーメイ 5%

3,754 オーダーメイド麺‘sＣＬＵＢ 5%

3,755 オーダーメイド　ライダーズカフェ 5%

3,756 オーダーラック本棚通販Room’s 5%

3,757 太田胃散の健康食品館 5%

3,758 Oh！ＴＩＲＥ 5%

3,759 太田書店　楽天市場支店 5%

3,760 太田堂　楽天市場店 5%

3,761 太田ピーナッツ 5%

3,762 Oochi-Works 建築資材shop 5%

3,763 大塚精肉店 5%

3,764 欧都香ぴーなっつ 5%

3,765 OZYオンライン 5%

3,766 オーディオ逸品館 5%

3,767 オーディオショップハイデックス 5%

3,768 オーディオ専門店でんき堂スクェア 5%

3,769 オーディオファンテック 5%

3,770 オーディオ渡辺 5%

3,771 オーティス楽天市場店 5%

3,772 ORDINARY TRUTH 5%

3,773 オーティン楽天市場店 5%

3,774 オーディン楽天市場店 5%

3,775 オートアディクションジャパン 5%

3,776 オートウイング 5%

3,777 オートウェアー楽天市場店 5%

3,778 AUTO GARAGE 楽天市場支店 5%

3,779 AutoSite 楽天市場店 5%

3,780 オードサクレ 5%
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3,781 Auto shop ユアーズ 5%

3,782 オートスナック　楽天市場店 5%

3,783 オートパーツエージェンシー 5%

3,784 オートパーツエージェンシー2号店 5%

3,785 オートパーツ工房　楽天市場店 5%

3,786 Auto Parts Success 5%

3,787 Auto parts　Sunrise 5%

3,788 AUTO PARTS JAPAN 5%

3,789 オートパーツ ダイレクト 5%

3,790 オートパーツのゴールドリーフ 5%

3,791 オートパーツ　フェニックス 5%

3,792 オートファイルオンライン 5%

3,793 AUTOPROST Online Shop 5%

3,794 オートプロズ 楽天市場店 5%

3,795 AUTOMAX izumi 5%

3,796 オートモービルパーツ 5%

3,797 Ｏ-ＴＲＡＰ 楽天市場店 5%

3,798 AUTO LAND SHIRAOKA 5%

3,799 大西茶舗　楽天市場店 5%

3,800 ohnitayaファッション＆バッグ 5%

3,801 大貫酒店　楽天市場ショップ 5%

3,802 大野スポーツ　楽天市場店 5%

3,803 大野元一郎薬局 5%

3,804 Overseas Import 5%

3,805 OVERJAP 5%

3,806 O-PARTS 5%

3,807 オーバーラグ　楽天市場店 5%

3,808 オーバーラップ楽天市場店 5%

3,809 宇和島真珠　おおはし 5%

3,810 大橋洋食器 5%

3,811 opass 5%

3,812 大畠精肉店　楽天市場店 5%

3,813 Oval（オーバル）手芸材料・道具 5%

3,814 オーバルマルチメディア楽天市場店 5%

3,815 OPFオンラインSHOP 5%

3,816 ＯＶＤＧＯＬＦ 5%

3,817 ＡＵＢＥ（オーブ）楽天市場店 5%

3,818 オープンアイ楽天市場店 5%

3,819 OpenOven　楽天市場店 5%

3,820 OPEN キッチン 5%

3,821 大間マグロを東京築地に卸す店魚忠 5%

3,822 大みか饅頭の運平堂本店 5%

3,823 おおみ食品　楽天市場店 5%

3,824 大道薬品 5%

3,825 オオミヤスポーツ　楽天市場店 5%

3,826 大宮竹材工芸楽天市場店 5%

3,827 大宮のジュエリー店ドールオガワ 5%

3,828 大宮パークドラッグストアー 5%

3,829 大村三書堂印房 5%

3,830 大山真珠店 5%

3,831 オーラルケアのDOD 5%

3,832 オーラルケア用品 アットイーハ 5%

3,833 オーリック 5%

3,834 ALL ABOUT 5%

3,835 オールージュ 5%

3,836 オールコムスイーツ王国 5%

3,837 ＡＬＬ ＳＣＨＯＯＬ 5%

3,838 ALLSPORTS 5%

3,839 ALL DAY DAY LIGHT 5%

3,840 大瑠堂 5%
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3,841 オールドギア千葉店 5%

3,842 オールドギア箕面店 5%

3,843 OLD GOAT 5%

3,844 Litakara baby 5%

3,845 オールナチュラルラボ 5%

3,846 オールネショップ 5%

3,847 オールバイ 5%

3,848 オールビューティー 5%

3,849 all blue. 5%

3,850 OLLMART 5%

3,851 All Mtn Sports Doing 楽天市場店 5%

3,852 オールミート 5%

3,853 オールライト 5%

3,854 All Right Leather 5%

3,855 オーロラアース 5%

3,856 お買い得アクセサリーMOAR 5%

3,857 お買い得だね！楽天市場店 5%

3,858 お買い物応援！おうちdeマーケット 5%

3,859 OKAIMONO　HACK 5%

3,860 お返し ギフト専門店 しきたり美人 5%

3,861 OKAクリエイト 5%

3,862 おかげさまマーケット 5%

3,863 岡坂商店-うどん二番-楽天市場店 5%

3,864 小笠原製麺所 5%

3,865 お菓子 ケーキ型専門店 おかしの森 5%

3,866 お菓子工房幸ふく 5%

3,867 お菓子材料と道具の店えぷろん 5%

3,868 御菓子司 大島屋 5%

3,869 御菓子司こぎく楽天市場店 5%

3,870 御菓子処うさぎや 5%

3,871 御菓子処松月堂 5%

3,872 お菓子とパンの材料屋さん 5%

3,873 お菓子のありがたや 5%

3,874 お菓子のおいしい空気 5%

3,875 お菓子のかただ 5%

3,876 お菓子のギャラリー 5%

3,877 お菓子の国ウィンズアーク直売店 5%

3,878 おかしのフェスタ 5%

3,879 お菓子のフジセイカ 5%

3,880 お菓子の包装資材　パックパック 5%

3,881 おかしのマーチ 5%

3,882 お菓子の龍宝堂 5%

3,883 おかしやさん楽天市場店 5%

3,884 おかしレンジャー 5%

3,885 御徒町宝石問屋 5%

3,886 オカドン 5%

3,887 丘の上珈琲 5%

3,888 岡部グリーン有限会社 5%

3,889 岡部屋 5%

3,890 有限会社　岡村鞄製作所 5%

3,891 オカモク楽天市場店 5%

3,892 岡本製麺　楽天市場店 5%

3,893 オカモト原宿店 5%

3,894 岡山果物工房～御中元桃葡萄ギフト 5%

3,895 岡山産直工房 5%

3,896 岡山ふる里美味いもの便楽天市場店 5%

3,897 OKAYU LABO（オカユラボ） 5%

3,898 おからクッキーのＹＫ通販ショップ 5%

3,899 おがる　楽天市場店 5%

3,900 オガワゴルフ　楽天市場店 5%
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3,901 小川商店 楽天市場店 5%

3,902 小川製粉　楽天市場店 5%

3,903 小川屋味噌店　楽天市場店 5%

3,904 沖釣り本舗 5%

3,905 沖縄アロハシャツファクトリー 5%

3,906 沖縄お土産通販かまどおばぁの店。 5%

3,907 沖縄健康食品Webショップ 5%

3,908 沖縄健康通販 楽天市場店 5%

3,909 沖縄県産厳選ショップ 5%

3,910 沖縄県産又吉アグー 5%

3,911 沖縄厳選グルメ専門店 山将 5%

3,912 沖縄サカタ食品 5%

3,913 沖縄サトウキビ畑 5%

3,914 沖縄情報館 5%

3,915 沖縄そばの老舗　サン食品 5%

3,916 沖縄ちゅら企画 5%

3,917 沖縄ドライフラワー　ゆう 5%

3,918 黒糖専門店　情熱黒糖 5%

3,919 沖縄美味通販のたま青果 5%

3,920 沖縄百貨店七屋 5%

3,921 沖縄表装ショップ 5%

3,922 沖縄map 5%

3,923 沖縄土産の通販なら　河野商店 5%

3,924 沖縄モズクフコイダン専門店 5%

3,925 沖縄ロハス 5%

3,926 おきなわんガールズ 5%

3,927 お気に入りに出会う家具屋 LooLiF 5%

3,928 おぎはら植物園 5%

3,929 奥会津　麺処　奈良屋 5%

3,930 奥出雲そば処　一福 5%

3,931 奥出雲仁多米 5%

3,932 おぐし商店楽天市場店 5%

3,933 奥信濃問屋 Hitococue～ひと呼吸～ 5%

3,934 おくすり救急箱 5%

3,935 おくすり奉行28 5%

3,936 おくすり本舗 5%

3,937 おくすりやさん 5%

3,938 8octave 5%

3,939 奥田ねっとストア 5%

3,940 お口の専門店　歯科用品専門店 5%

3,941 ＯＣＴＯＰＵＳＡＲＭＹ 5%

3,942 オクトパスキッチン 5%

3,943 オクノＥＣショップ 5%

3,944 おくの工芸　帯の仕立て・作り帯 5%

3,945 億万両本舗和作　楽天市場店 5%

3,946 オクムラ楽器　楽天市場店 5%

3,947 奥村鮮魚センター 5%

3,948 OG-LAND 5%

3,949 OGURI 5%

3,950 OGURI TEA FARM1916 楽天市場店 5%

3,951 おくりもの 5%

3,952 贈り物・ギフト専門店e-giftcenter 5%

3,953 贈り物専門店さくらギフト 5%

3,954 贈物広場 5%

3,955 贈り物本舗じざけや 5%

3,956 おくりものマルシェ　楽天市場店 5%

3,957 OCULU.ギフト 5%

3,958 桶本家具店 5%

3,959 お香・線香・香木の専門店 香源 5%

3,960 お小遣い節約できる店 ローコス 5%
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3,961 おこデパ 5%

3,962 阿部ベイコク 5%

3,963 お米ギフト専門店 5%

3,964 お米職人　肥後姫 5%

3,965 お米専門店あじつかみ 5%

3,966 お米専門店　米の蔵 5%

3,967 お米と自然食品　富永米穀店 5%

3,968 お米と落花生の小山田商店 5%

3,969 お米の稲田【北海道おこめ倶楽部】 5%

3,970 お米のギフト　福八 5%

3,971 お米のくりや 5%

3,972 おこめの十一屋楽天市場店 5%

3,973 お米の１００９ 5%

3,974 お米の専門店　石うす屋 5%

3,975 お米の専門店　神蔵屋 5%

3,976 お米の専門店中野商店 5%

3,977 お米の専門店　穂っかりもち 5%

3,978 お米の達人　米蔵人 5%

3,979 お米のたわら屋 5%

3,980 お米の通販　五十歩屋（いがほや） 5%

3,981 お米のひぜん屋 5%

3,982 お米のもりかわ楽天市場店 5%

3,983 お米プラザ新潟［楽天市場店］ 5%

3,984 お米・もつ鍋 おどろきっちん 九州 5%

3,985 オコレ 5%

3,986 おさいふやさん 5%

3,987 おさかな問屋　魚奏　楽天市場店 5%

3,988 オザキスポーツ 5%

3,989 オザキプリーツオンラインショップ 5%

3,990 お酒と食のセレクトショップ新風堂 5%

3,991 お酒の贈りもの館 5%

3,992 お酒のくまがわ楽天市場店 5%

3,993 お酒のSPANA 5%

3,994 お酒の専門店　リカマン楽天市場店 5%

3,995 お酒の総合館・シマヤ酒店 5%

3,996 お酒のちゃがたパーク　楽天市場店 5%

3,997 お酒の通販　買王 楽天市場店 5%

3,998 お酒の販売店　クラスタイル 5%

3,999 お酒のぷちショップ楽天市場店 5%

4,000 お酒・宝飾のサンショップささき 5%

4,001 御座布 5%

4,002 おざわ農園 5%

4,003 押し花アートギフト庄村昌子の世界 5%

4,004 おしぼり屋楽天市場店 5%

4,005 おしゃママ 5%

4,006 オシャレウォーカー　osharewalker 5%

4,007 おしゃれ家具・照明の快適ホームズ 5%

4,008 おしゃれ家具・寝具のハッピーリポ 5%

4,009 おしゃれ家電・雑貨 citynet2 5%

4,010 おしゃれcafe楽天市場店 5%

4,011 おしゃれ可愛いショップあいぴー 5%

4,012 おしゃれキッチン用品 ロコッテ 5%

4,013 おしゃれ　kimono　いろは 5%

4,014 おしゃれx健康x時短家電 UENO-mono 5%

4,015 おしゃれCOCORO 5%

4,016 おしゃれ子供服の店　KIDS VILLAGE 5%

4,017 帽子屋　おしゃれ小町 5%

4,018 おしゃれ雑貨・ＴＫコレクション 5%

4,019 おしゃれさん 5%

4,020 おしゃれ照明・インテリアのCUBE 5%
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4,021 おしゃれ照明・家具のATI.Shop 5%

4,022 おしゃれ照明のAmpoule 5%

4,023 おしゃれ照明のm＆sインテリア 5%

4,024 おしゃれ照明・ライトのBeauBelle 5%

4,025 おしゃれ食器と雑貨のK’sキッチン 5%

4,026 おしゃれ食器の通販M’home style 5%

4,027 おしゃれ食器 Primitive陶舎花＊花 5%

4,028 オシャレ総合研究所 5%

4,029 おしゃれ旅グッズ Travel Fantasy 5%

4,030 オシャレでカワイイ雑貨のhoho 5%

4,031 おしゃれなこたつ専門店　e-Living 5%

4,032 おしゃれな収納　クラフト京都 5%

4,033 おしゃれな台紙屋 5%

4,034 おしゃれな布団店ねむりねこ 5%

4,035 おしゃれフィールズ　楽天市場店 5%

4,036 おしゃれブランド揃う Y’s choice 5%

4,037 オシャRevo 5%

4,038 おしゃれMarket 5%

4,039 オシャレ　モードスタイル　エイド 5%

4,040 おしゃれリフォーム通販　せしゅる 5%

4,041 おしゃれ老眼鏡 専門店 i4U 5%

4,042 お受験スリッパ　エレガンテポポ 5%

4,043 お受験入園入学　プティ・ボヌール 5%

4,044 お受験用品　ハッピークローバー 5%

4,045 Ozオズ 5%

4,046 OZ 5%

4,047 おすすめスーツケースのNEOKEEPR 5%

4,048 OSTERIA FASOLA 5%

4,049 お砂場遊び　スリーエス 5%

4,050 お酢の醸造蔵　三井酢店 5%

4,051 オズの魔法 5%

4,052 オスミック楽天市場店 5%

4,053 オセラショップ 5%

4,054 オセリショップ 5%

4,055 お線香とお仏壇　だいご 5%

4,056 お洗濯屋さん 5%

4,057 おせんべい・おかき・お茶　小藤屋 5%

4,058 おせんべい・おかきの老舗　もち吉 5%

4,059 おせんべいの老舗　もち吉2号店 5%

4,060 お惣菜　おかわり 5%

4,061 格安清掃用品専門店 おそうじ小僧 5%

4,062 お掃除してビッグハッピィ 5%

4,063 お掃除専門店ＫＩＳ　楽天市場支店 5%

4,064 お掃除ソムリエ WEB 　楽天市場店 5%

4,065 おそうじチャンネル　楽天市場店 5%

4,066 お掃除とアイデア雑貨の快適百貨 5%

4,067 お掃除屋さんのえこせんざい 5%

4,068 おそうじレスキュー 5%

4,069 オゾンアソシア除菌消臭楽天市場店 5%

4,070 Ozone Soec 5%

4,071 お宝市番館 5%

4,072 お宝発掘マーケット 5%

4,073 お宝プラス 5%

4,074 お宝屋 5%

4,075 お宝・レア物専門！　おもちゃ屋 5%

4,076 お宝ワールド 5%

4,077 お宝ワールド工房 5%

4,078 お宝ワールド2号店 5%

4,079 おだしshopまる乃壱 5%

4,080 お助けプロショップ 5%
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4,081 おたまや楽天市場店 5%

4,082 小樽・海産物専門店小町商店 5%

4,083 小田原ひもの　山市干物専門店 5%

4,084 お茶・茶道具・抹茶スイーツ千紀園 5%

4,085 お！茶しま専科　健康通販倶楽部 5%

4,086 お茶茶道具十菱 5%

4,087 お茶通販の長峰製茶 5%

4,088 お茶道具・着物　【宗 sou】 5%

4,089 お茶道具の駒屋 5%

4,090 お茶と紙コップの寳玉園 5%

4,091 お茶処三和 5%

4,092 【 お茶の荒畑園 楽天市場店 】 5%

4,093 お茶の井ヶ田・喜久水庵 5%

4,094 お茶の香里園 5%

4,095 お茶のカクト楽天市場店 5%

4,096 お茶の菊之園 楽天市場店 5%

4,097 お茶のくわ乃園　楽天市場店 5%

4,098 おちゃのこさいさい 5%

4,099 お茶の小成園 5%

4,100 お茶の小山園 5%

4,101 お茶の山麓園 5%

4,102 お茶の末崎園　楽天市場店 5%

4,103 お茶のたていし園 5%

4,104 お茶の通販 京都・祇園 北川半兵衛 5%

4,105 お茶のつむき　楽天市場店 5%

4,106 お茶の山口屋　楽天市場店 5%

4,107 お茶の和香園 5%

4,108 お茶畑工房 茶和家 木村園 5%

4,109 お茶村 5%

4,110 ＯｃＫ 5%

4,111 おつけもの　慶　kei 5%

4,112 おつけもの　千住金久 5%

4,113 お漬物処　天政 5%

4,114 オッシャれな枕と寝具のお店OSSYA 5%

4,115 OPPO公式楽天市場店 5%

4,116 おつまみギャラリー伊万里 5%

4,117 おつまみショップ珍味工房 5%

4,118 おつまみスタジオことの葉 5%

4,119 おつまみ専門かなや珍味 5%

4,120 おつまみ専門　神戸伍魚福 5%

4,121 おつまみ探検隊 5%

4,122 おつまみ 珍味の海鮮山鮮本舗 5%

4,123 おつまみ問屋 5%

4,124 おつまみの専門店　月ヶ瀬 5%

4,125 おつまみ屋　ぐいっとはっちゃん 5%

4,126 おつまみ屋台村【博多・田舎屋】 5%

4,127 おつよコンタクト 5%

4,128 おでかけセレクト　楽天市場店 5%

4,129 お手軽美人 5%

4,130 お手頃ベッド専門店 Value Bedding 5%

4,131 おてんば 5%

4,132 おとうふ工房いしかわ 5%

4,133 otootoぶっく 5%

4,134 おとぎの国 5%

4,135 おとくネットサービス 5%

4,136 オトクラシ　楽天市場店 5%

4,137 男着物の加藤商店 5%

4,138 おとこの雑貨屋 5%

4,139 男の台所 5%

4,140 男のド定番Ｓhop 5%
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4,141 男のmono style 5%

4,142 男前ケータイ 5%

4,143 男前ツール 5%

4,144 音手箱 5%

4,145 音と映像設備のたのんますわ！ 5%

4,146 おとどけストア 5%

4,147 otona 5%

4,148 大人アクセサリー　Trois Arbres 5%

4,149 大人インテリア専門店zi-ta ジータ 5%

4,150 大人エスニック selectshopGREEN 5%

4,151 大人かわいい雑貨とお洋服hitaya 5%

4,152 大人可愛いレディースやまのえこ 5%

4,153 オトナネイルズ 5%

4,154 オトナのおつかい屋　楽天市場店 5%

4,155 おとなの週末　お取り寄せ倶楽部 5%

4,156 大人の趣味空間 5%

4,157 大人の古着 アール・クリー 5%

4,158 おともだちの広場 5%

4,159 ODORI　Company　楽天市場店 5%

4,160 お取り寄せ グルメ 気仙沼さん 5%

4,161 お取り寄せグルメ本舗 5%

4,162 お取り寄せとギフトのタベリエ 5%

4,163 お取寄せ本舗イース 5%

4,164 おなかカンパニーROTTS 5%

4,165 おなかの健康宅配便　りぶメール 5%

4,166 おなか本舗 5%

4,167 おなかライフ 5%

4,168 おなまえグッズワールド 5%

4,169 お名前シール・名入れディアカーズ 5%

4,170 お名前シール工場 5%

4,171 お名前シール工場 ２号店 5%

4,172 お名前シール製作所 5%

4,173 お名前シールのNAD 5%

4,174 お名前シールのお店　おなまえ王国 5%

4,175 お名前シールのお店　お名前シール 5%

4,176 お名前シール LABO 5%

4,177 お名前シールらんど 5%

4,178 お名前刺繍のハンザムココア 5%

4,179 お名前時計com　オーダーメイド 5%

4,180 お名前ポエムの贈り物 5%

4,181 お悩み解決館　ヒカリネット 5%

4,182 お肉とハムの旭食肉 5%

4,183 お肉屋さんのお惣菜　Meat-Gen 5%

4,184 お肉屋のふじ子ちゃん 5%

4,185 お庭の玉手箱 5%

4,186 お人形服の型紙屋さん　Kcoton 5%

4,187 お値打タオル 販促品満載のat-home 5%

4,188 お姉さんagehaブランドモール 5%

4,189 HONEST 5%

4,190 小野画廊 5%

4,191 オノスポ楽天市場店 5%

4,192 小野ドライ web shop 『スマクリ』 5%

4,193 尾道書房 5%

4,194 尾道の昆布問屋 5%

4,195 おのみち発　北前船の贈り物 5%

4,196 おばあちゃんの梅干し 5%

4,197 お墓用品と石材工具のイシケン 5%

4,198 オバケツ（メーカー公式直営店） 5%

4,199 お箸の専門店【箸蔵まつかん】 5%

4,200 オバタ質店 5%
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4,201 お花作家の店　良秋Ryosyｕ 5%

4,202 お花処　昌山園　楽天市場店 5%

4,203 お花とリボン雑貨のお店　KM 5%

4,204 オパビニア 5%

4,205 おひさまくらぶ 5%

4,206 おひさまとくだもの 5%

4,207 帯専門店おびや 5%

4,208 帯と和装小物の店　和門なかむら 5%

4,209 おびや こもの店 5%

4,210 おひるねコットン 5%

4,211 オフィス＆ホームライフ 5%

4,212 オフィスイオマン楽天市場店 5%

4,213 オフィスエイジロメン　楽天市場店 5%

4,214 オフィス家具市場　楽天市場店 5%

4,215 オフィス家具ガジェット楽天市場店 5%

4,216 オフィス家具専門店モリタスチール 5%

4,217 オフィス家具店スギハラ 5%

4,218 オフィス家具のアクティブキュー 5%

4,219 オフィス家具のOFS 5%

4,220 オフィス家具のオフィスパートナー 5%

4,221 オフィス家具のセレクトマーケット 5%

4,222 オフィス家具屋さん 5%

4,223 オフィスクリエイト楽天市場店 5%

4,224 オフィス31 5%

4,225 オフィスジャパン 5%

4,226 オフィス主任 5%

4,227 オフィス・タカハシ 5%

4,228 オフィスチェアー専門館 5%

4,229 オフィス／店舗用品トップジャパン 5%

4,230 officedoris 5%

4,231 オフィストレンド 5%

4,232 オフィスハードウェアエーワン 5%

4,233 オフィスプラスA 5%

4,234 オフィス文具堂 5%

4,235 オフィス　ユー 5%

4,236 オフィスランド 5%

4,237 Office　WOW！楽天市場店 5%

4,238 オフィスONE 5%

4,239 オフィスワン北浜店 5%

4,240 ophelia 楽天市場店 5%

4,241 ＯＦＣＯ　楽天市場店 5%

4,242 オブジェナチュール楽天市場店 5%

4,243 オプショナル豊和 5%

4,244 ピアス リング OPS. 5%

4,245 オプス楽天市場店 5%

4,246 Optus 楽天市場店 5%

4,247 お仏壇・京仏具の久家堂 5%

4,248 おぶつだんの志喜屋　楽天市場店 5%

4,249 お仏壇の野田　楽天市場店 5%

4,250 【お仏壇・仏具のハナツヅキ】 5%

4,251 オプティックストアグラスガーデン 5%

4,252 オプティマバッテリー専門店メイワ 5%

4,253 オプティマルライフショップ 5%

4,254 OPTタマキ 5%

4,255 お布団工房 5%

4,256 【OVLOV】　オブラブ 5%

4,257 OBLIGE【オブリージュ】 5%

4,258 オブリ　ミドリムシ　楽天市場店 5%

4,259 O.Preje-オプレージュby大西パール 5%

4,260 お風呂でキレイ 5%
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4,261 お風呂と雑貨　ｂｏｗｅｒｂｉｒｄ 5%

4,262 お部屋の大将 5%

4,263 オペラギャラリー 5%

4,264 お弁当グッズのカラフルボックス 5%

4,265 お遍路倶楽部 5%

4,266 オホーツクFOOD Lab 5%

4,267 オマケ des shoes and bag 5%

4,268 お祭りバンク 5%

4,269 お祭り用品アイチ楽天市場店 5%

4,270 お祭り用品の専門店　橋本屋 5%

4,271 おまめ 5%

4,272 お守り袋専門店みつば　楽天市場店 5%

4,273 お店応援資材やさん 5%

4,274 おみたまプリン通販shop 5%

4,275 おみやげ処北村 5%

4,276 お土産どんぐり長野 5%

4,277 おみやげの館 5%

4,278 おみやげパーク 5%

4,279 お宮参りと七五三のKYOUBI 5%

4,280 お宮参りの着物の店【京の初着屋】 5%

4,281 オムコ 5%

4,282 おむコレ 5%

4,283 おむつケーキ＆ギフト sumasuma 5%

4,284 おむつケーキ＆出産祝いのココレカ 5%

4,285 おむつケーキ＆出産祝い La Vie 5%

4,286 おむつケーキ　クヌート 5%

4,287 おむつケーキ研究所 5%

4,288 おむつケーキ、出産祝いのラグーン 5%

4,289 おむつケーキの店ハッティーナーク 5%

4,290 おむつケーキの店cute baby island 5%

4,291 おむつケーキの店　Hello Baby 5%

4,292 おむつケーキの店ベビーアニヴェル 5%

4,293 オムツケーキの店　ベビーアルテ 5%

4,294 おむつの格安卸　介護よろず屋 5%

4,295 おむつポーチとスイマーバの美人家 5%

4,296 おめざめばざーる 5%

4,297 思い出写真工房 5%

4,298 おもいやり家-想いをプレゼントに- 5%

4,299 想いを繋ぐ百貨店 【TSUNAGU】 5%

4,300 想いを繋ぐ百貨店【TSUNAGU】MEN 5%

4,301 おもしろ雑貨通販エランドショップ 5%

4,302 おもしろ通販情報局ＮＥＴ-ＪＴＣ 5%

4,303 おもしろＴシャツ工房ＩＣＨＩＹＡ 5%

4,304 おもしろTシャツの俺流総本家 5%

4,305 おもしろTシャツ ファニーティ 5%

4,306 おもしろTシャツ プレゼント幸服屋 5%

4,307 おもしろTシャツ　みかん箱 5%

4,308 おもしろ博物館ショップ 5%

4,309 おもしろ便利グッズ専門店バルサ堂 5%

4,310 面白理美容雑貨倶楽部 5%

4,311 お餅の専門店【うさもち】 5%

4,312 おもちゃとホビー SHOP SHIMATARO 5%

4,313 おもちゃ・人形の桃秀　楽天市場店 5%

4,314 おもちゃの国　オズ 5%

4,315 おもちゃのグランパパ 楽天市場店 5%

4,316 おもちゃの三洋堂 5%

4,317 おもちゃのつじせ楽天市場店 5%

4,318 おもちゃ屋YA！楽天市場支店 5%

4,319 表参道通販クラブ 5%

4,320 表参道の通販ショップLEON 5%
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4,321 OMOTE SHICHIHO 5%

4,322 おもてなし考房 5%

4,323 おもてなし参道 5%

4,324 おもてなしねむり研究所 5%

4,325 おもてなしの食卓 5%

4,326 親ギフト3連時計-公式-木の暮らし 5%

4,327 お野菜畑 5%

4,328 おやさい村 5%

4,329 おやすみeマート 5%

4,330 おやつのへや　楽天市場店 5%

4,331 おやま質店楽天市場店 5%

4,332 小山製麺　楽天市場店 5%

4,333 おゆばいまい　楽天市場店 5%

4,334 oracha 5%

4,335 orangutanオランウータン 5%

4,336 オランジュルクラ 5%

4,337 オランチョ 5%

4,338 オリーゼ本舗　楽天市場店 5%

4,339 オリーブアベニュー 5%

4,340 olive＆popeye 5%

4,341 オリーブオイル・化粧品のサン工房 5%

4,342 オリーブオイル専門店 CREA TABLE 5%

4,343 オリーブ カンパニー by BRIDGES 5%

4,344 オリーブの木小田原 5%

4,345 オリーブハート　楽天市場店 5%

4,346 オリーブファクトリー 5%

4,347 オリエンタルカレー楽天市場店 5%

4,348 オリエンタル感 5%

4,349 Oriental Select Shop マリマリ 5%

4,350 オリエンタルベリー 5%

4,351 キリム＆絨毯・オリエンタルムーン 5%

4,352 オリエントストア 5%

4,353 オリオテーカ 5%

4,354 折々屋 楽天市場店 5%

4,355 オリオンドラッグ薬局 5%

4,356 オリオンマーケット 5%

4,357 Origin in MAUNA 5%

4,358 オリジナルアクセサリーココ COCO 5%

4,359 オリジナル絵本ショップ楽天市場店 5%

4,360 オリジナル家具の店　BONIR 5%

4,361 オリジナル家電のシバデンライフ 5%

4,362 オリジナル革製品KC.sオンライン 5%

4,363 オリジナルキャットタワー Mau 5%

4,364 オリジナルグッズのシャフト 5%

4,365 オリジナルグッズ　Happy gift 5%

4,366 オリジナル工房ジュリアン 5%

4,367 オリジナル雑貨　Fave 5%

4,368 オリジナル下着ブランドのヤーツ 5%

4,369 オリジナルジュエリーいせ工房 5%

4,370 オリジナルショップＫＷＷ 5%

4,371 オリジナルショップ　ハセ・プロ 5%

4,372 オリジナルシルバーCHUNKY FACTORY 5%

4,373 オリジナルスジャージのno-style 5%

4,374 オリジナルスマホケースのＥＰＳ 5%

4,375 オリジナルスマホケースのスマゾー 5%

4,376 オリジナルだるま制作工房 5%

4,377 オリジナルTシャツ専門店　ベスT 5%

4,378 オリジナルハンドメイド 5%

4,379 オリジナルファッション　Felice 5%

4,380 オリジナルプチギフト専門店TAISO 5%

5609



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

4,381 オリジナルプリント　パイオテック 5%

4,382 オリジナルプリント　ホペイロ 5%

4,383 オリジナルベビーギフト　 BECERA 5%

4,384 オリジナル和雑貨通販　【天遊】 5%

4,385 オリジナルワッペンファクトリー 5%

4,386 OrijenJAPAN OfficialShop 5%

4,387 オリスマ楽天市場店 5%

4,388 おり釣具　楽天市場店 5%

4,389 Olivia 5%

4,390 オリビット楽天市場店 5%

4,391 織部・黄瀬戸のある生活　森本陶苑 5%

4,392 オリマックスキッチンセンター 5%

4,393 オリンピア 5%

4,394 オルガニク村 5%

4,395 オルゴール・蓄音機の榎屋 5%

4,396 ALTERNA 5%

4,397 オルタプラスショッピングサイト 5%

4,398 お礼と内祝いのイーエムアイギフト 5%

4,399 俺の酒家エイト 5%

4,400 おれのTAKARA 5%

4,401 OREBO 5%

4,402 オレンジアイランド 5%

4,403 オレンジインテリア 5%

4,404 オレンジウェディング 5%

4,405 ＯＲＡＮＧＥ-ＷＥＢ 5%

4,406 オレンジジャズ　楽天市場店 5%

4,407 オレンジシャンプーのSCOS 5%

4,408 オレンジスポーツ楽天市場店 5%

4,409 Orange Tool Tokiwa 5%

4,410 orange.０６０５ 5%

4,411 オレンジな気持ち 5%

4,412 オレンジの屋根　楽天市場店 5%

4,413 オレンジパンダ 5%

4,414 オレンジヒール 5%

4,415 オレンジヒール リペアセンター 5%

4,416 ORANGE-BABY 5%

4,417 オレンジ便利 5%

4,418 オレンジマミー 5%

4,419 卸売のＥｉＥｉ　楽天市場店 5%

4,420 卸直営宝寿堂（楽天市場店） 5%

4,421 卸直売スリー1楽天市場店 5%

4,422 卸問屋ジェネシス 5%

4,423 卸問屋　防犯工房 5%

4,424 卸値良品仙台中央水産　楽天市場店 5%

4,425 卸販売のビットレイン 5%

4,426 尾張一宮・河野酒店 5%

4,427 尾張防炎屋　楽天市場店 5%

4,428 音楽大陸 5%

4,429 音楽太郎 5%

4,430 御菓子司大彌（だいや）楽天市場店 5%

4,431 温活 冷えとり五本指靴下 おんらぼ 5%

4,432 音響機器／監視機器のヨコプロ 5%

4,433 OntheEarth　Store 5%

4,434 オンスタイル 5%

4,435 OnStep（旧シューズSHOBIDO） 5%

4,436 温泉化粧水通販の素肌日和 5%

4,437 おんせん県おおいた online shop 5%

4,438 オンダクリーニング 5%

4,439 HONEST SHOP 5%

4,440 Ombrello Ziu 5%
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4,441 on HOME-オンホーム- 5%

4,442 温浴名人 楽天市場店 5%

4,443 おんよくや～お風呂の専門店～ 5%

4,444 オンラインショップ e-金物 5%

4,445 ONLINESHOP COLDSTEEL 5%

4,446 オンラインショップ　Tesourou 5%

4,447 オンラインショップ　びーんず 5%

4,448 オンラインショップフェイス 5%

4,449 オンラインショップ　ＭＯＯＲＥ 5%

4,450 オンラインショップメグ楽天市場店 5%

4,451 オンラインプラザ 5%

4,452 onlineMARK’S Inc.（手帳・雑貨） 5%

4,453 オンライン　ＷＡＳＳＹ’Ｓ 5%

4,454 オンリースタイル楽天市場店 5%

4,455 Only-Life 5%

4,456 オンリーワンショップ 5%

4,457 ＯｎｌｙＯｎｅ　shop 5%

4,458 ONLY ONE STYLE 5%

4,459 オンリーワンラグジュアリー 5%

4,460 Only1（オンリーワン） 楽天市場店 5%

4,461 カーアクセサリーストア【SOVIE】 5%

4,462 カーアクセサリーナビカ 5%

4,463 カーアクセサリー松印 5%

4,464 カーオーディオ通販　ネットワン 5%

4,465 カークレイド 5%

4,466 CAR COATING SHOP VIEW 5%

4,467 CASACASA　カーサカーサ 5%

4,468 CASA HILS　【カーサヒルズ】 5%

4,469 ガージュ　楽天市場店 5%

4,470 カーショップアイピーエス３ 5%

4,471 カーショップカプロ 5%

4,472 カーショップナガノ 5%

4,473 カーショップナガノ２号店 5%

4,474 カーショップＲＥＮ’Ｓ 5%

4,475 ガーディアン 5%

4,476 Ivy 5%

4,477 ガーデニング＆雑貨Patio 5%

4,478 ガーデニングクラブことぶき 5%

4,479 ガーデニング工房 5%

4,480 ガーデニング雑貨TOOLBOX 5%

4,481 ガーデニングショップ四季の里 5%

4,482 ガーデニングショップ　富田木工所 5%

4,483 ガーデニング専門店アップル環境 5%

4,484 ガーデニングと雑貨の菜園ライフ 5%

4,485 ガーデニングどっとコム 5%

4,486 ガーデニング日和 5%

4,487 ガーデニング用品テラコッター 5%

4,488 ガーデニングライフ 5%

4,489 ガーデン・チコリ　彩乃里 5%

4,490 カーテン・アイ楽天市場店 5%

4,491 ガーデン＠ガーデン　楽天市場店 5%

4,492 カーテン・インテリア シロヤマ 5%

4,493 カーテン インテリア LEAVES 5%

4,494 カーテン選びの案内人 5%

4,495 ガーデンエルフ 5%

4,496 カーテンカーテン 5%

4,497 カーテン・カーペット　アイコン 5%

4,498 ｃａｒ電倶楽部　楽天市場店 5%

4,499 カーテンメーカーくれない直販店 5%

4,500 カーテンクロフ 5%
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4,501 カーテン工場 5%

4,502 カーテン城 5%

4,503 カーテンショップさくらんぼ 5%

4,504 GardenShop LaCotto 5%

4,505 ガーデン　ストーリー 5%

4,506 ガーデンタウン 5%

4,507 ガーデン太郎 5%

4,508 カーテンチアフル 5%

4,509 カーテン天国 5%

4,510 カーテンのEzee楽天市場店 5%

4,511 ガーデンプランツ　エナ 5%

4,512 ガーデンマート 5%

4,513 カーテン mina aiika 5%

4,514 ガーデンメイト 5%

4,515 カーテンメーカー　カーテンいーさ 5%

4,516 かーてん屋さんアウトレット 5%

4,517 ガーデン用品屋さん 5%

4,518 ガーデンライフ彩 5%

4,519 カーテン ラグ マット 家具　装英 5%

4,520 curtain Rainbow 5%

4,521 カードファナティック 5%

4,522 カードミュージアム　楽天市場店 5%

4,523 GUARD 楽天市場店 5%

4,524 ガーナ産高級ココア　オマンヒニ 5%

4,525 Gurney 5%

4,526 CAR-PARTS 5%

4,527 カーパーツ　アクセス　楽天市場店 5%

4,528 カーパーツ KATSUNOKI国際 5%

4,529 カーパーツ・ケミカル Good Speed 5%

4,530 Car Parts Shop MM 5%

4,531 カーパーツショップDRESS 5%

4,532 カーパーツストア　トーレスト 5%

4,533 カーパーツ倉庫 5%

4,534 Car Parts　TSC 5%

4,535 CARPARTS TRIADIC 5%

4,536 カーパーツマニアックス楽天市場店 5%

4,537 カーパーツマルケイ楽天市場店 5%

4,538 カーパーツ　ライジング 5%

4,539 カーハウス　キングドム 5%

4,540 カー用品のcarpy 5%

4,541 Ｃｕｒｖｙ’ｓ（カービーズ） 5%

4,542 curvys royal 5%

4,543 カーピカイズム 5%

4,544 カーピカル JAPAN NET 事業部 5%

4,545 カーフィルム スモーク Braintec 5%

4,546 カーブティックイフ 5%

4,547 カープ坊やお薬手帳イヨウヤクヒン 5%

4,548 カーペット　ギャッベ　家具の中西 5%

4,549 カーペット・寝具専門　快適生活館 5%

4,550 カーペット専門店スリップスタック 5%

4,551 カーペット ラグ 絨毯 なかね家具 5%

4,552 カーポートマルゼン 楽天市場店 5%

4,553 カーマイスター 5%

4,554 Karmie 神谷寝具 5%

4,555 calm 5%

4,556 カームインテリア 5%

4,557 calm blossom 5%

4,558 カーメンテナンス用品販売　CARGOS 5%

4,559 カー用品・トラック用品の東都部品 5%

4,560 カー用品ＥＬＳ 5%
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4,561 カー用品卸問屋　ＮＦＲ 5%

4,562 カー用品卸問屋　ニューフロンテア 5%

4,563 カー用品ショップ　JAFIRST 5%

4,564 カー用品専門店BRiGHTX27 5%

4,565 カー用品通販のホットロードパーツ 5%

4,566 カー用品と雑貨のゼンポー 5%

4,567 カー用品・日用品のホームセンター 5%

4,568 カー用品のe-フロンティア 5%

4,569 カー用品の専門店 e-なび屋 5%

4,570 カー用品のピックアップショップ 5%

4,571 カー用品のHot Road Second Shop 5%

4,572 カー用品のホットロード長久手店 5%

4,573 Karly　Shop 5%

4,574 karlyshop　import 5%

4,575 カーリーリボン 5%

4,576 ガールズエッグプチ楽天市場店 5%

4,577 ガールズ雑貨通販マシュマロポップ 5%

4,578 Girlstalk 5%

4,579 開運印房 5%

4,580 開運縁起の専門店 『たまふり屋』 5%

4,581 開運社みないいはんこ市場 5%

4,582 開運風水はなさかじいさん 5%

4,583 開運　谷中堂　楽天市場店 5%

4,584 買援隊 5%

4,585 買援隊2号店 5%

4,586 海外＆国内土産・旅行用品 三洋堂 5%

4,587 海外オシャレ子供服 あかずきん 5%

4,588 海外お土産ありがとうナッツのお店 5%

4,589 海外グルメ食品のIGM 5%

4,590 海外ＧＳＭ携帯販売のジャパエモ 5%

4,591 KAIKAI-shop 5%

4,592 海外生活雑貨のLiveLoveMarket 5%

4,593 海外デザイン雑貨 Lumiereblue 5%

4,594 海外電気CLUB 5%

4,595 海外トレンドスタイル 5%

4,596 海外ブランドセレクト　OC 5%

4,597 海外ブランド専門店 Brandol 5%

4,598 絵画・壁飾り　風景専門店あゆわら 5%

4,599 絵画材料と文房具のお店 画材本舗 5%

4,600 絵画生活 5%

4,601 絵画制作専門アートユーラシア 5%

4,602 絵画通販 笑顔・癒し KAWAII ART 5%

4,603 絵画と額縁のアートギャラリー前田 5%

4,604 絵画販売のアートギャラリー南青山 5%

4,605 絵画販売のアート名画館 5%

4,606 貝殻専門店　貝殻不思議発見 5%

4,607 会議テーブルと蛇口＆節水Ｓｈｏｐ 5%

4,608 開業プロ メイチョー 5%

4,609 海軍カレーの横須賀海軍酒保 5%

4,610 介護・生活雑貨のライフプラザ 5%

4,611 介護・日用雑貨ニチヨー 5%

4,612 介護応援館 5%

4,613 外国人向けお土産 東京浅草Sparkle 5%

4,614 介護・健康用品　爽ケア 5%

4,615 介護・健康用品相談　 吉縁 5%

4,616 介護食の通販 マーヤベル薬局 5%

4,617 介護食品専門店ももとせ 5%

4,618 介護shop　サンアイ 5%

4,619 介護ショップ スマイル 楽天市場店 5%

4,620 介護ショップ　ちとせ 5%
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4,621 介護ストアげんき介　楽天市場店 5%

4,622 介護福祉用品　前後前ショップ 5%

4,623 介護ＢＯＸ　パンドラ 5%

4,624 介護もーる　介護用品専門店 5%

4,625 介護用品専門店ハートケア 5%

4,626 介護用品専門店　ぺんぎんショップ 5%

4,627 介護用品販売店 サニー 楽天市場店 5%

4,628 介護用品ビーショップ　楽天市場店 5%

4,629 海産物いわくに　スカイ＆ブルー 5%

4,630 海産物、乾物、珍味　さつま海産 5%

4,631 海産物問屋焼津日宏 5%

4,632 魁ジェラート 5%

4,633 カイショー楽天市場店 5%

4,634 ＫＡＩＳＨＩＮ 5%

4,635 KAIストア 5%

4,636 懐石料理　澤佳 5%

4,637 海鮮漁灯本舗 5%

4,638 海鮮小樽 5%

4,639 海鮮蟹工房 5%

4,640 海鮮かに処 5%

4,641 海鮮ツールの　あさださん 5%

4,642 海鮮問屋＠おさむ 5%

4,643 海鮮問屋　見田元七商店 5%

4,644 kaisen-yamagishimaru 5%

4,645 海藻専門店 たまも 5%

4,646 海藻問屋 5%

4,647 海賊の宝箱 5%

4,648 開拓ショップえぞえぞ 5%

4,649 買付道-ＪＪブランド専科- 5%

4,650 買付け屋　楽天市場店 5%

4,651 サンパック webshop 5%

4,652 快適インテリア 5%

4,653 快適エレキング 5%

4,654 快適家具27度 5%

4,655 快適空間生活　TAG 5%

4,656 快適空間のお手伝い B＆C 5%

4,657 快適グッズショップ 楽天市場店 5%

4,658 快適くらし館 5%

4,659 快適！暮ラシス 5%

4,660 快適クラブ 楽天市場店 5%

4,661 快適ザッカラボ 5%

4,662 快適サポート　はつらつ倶楽部 5%

4,663 快適スペース 5%

4,664 快適住まいライフ 5%

4,665 快適生活応援SHOP　楽天市場店 5%

4,666 快適生活スマートライフ 5%

4,667 快適生活を応援するトレンドイット 5%

4,668 快適バリューＳＨＯＰ 5%

4,669 快適ペットライフ 5%

4,670 快適ホーム 5%

4,671 快適LIFE 5%

4,672 快適ライフ館 5%

4,673 カイト 5%

4,674 海道太郎商店 5%

4,675 買取小町 5%

4,676 買取ヒーローズ１号店 5%

4,677 買取ヒーローズ２号店 5%

4,678 飼鳥用品専門店BIRDMORE楽天市場店 5%

4,679 買取横丁 5%

4,680 ガイナバザール 5%
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4,681 カイネットショップ　２号店 5%

4,682 カイネットショップ 5%

4,683 介福本舗　楽天市場店 5%

4,684 カイマート 5%

4,685 快眠くらぶ 5%

4,686 快眠サロン楽天市場店 5%

4,687 快眠JAPAN 5%

4,688 快眠博士　楽天市場店 5%

4,689 快眠ふとん・まくらの羽島 5%

4,690 海綿スポンジ専門店～エーゲ海～ 5%

4,691 買い物天国 5%

4,692 買いもんどころ 5%

4,693 がいや酒店 5%

4,694 海遊　楽天市場店 5%

4,695 Kai Lani Aloha～カイラニアロハ～ 5%

4,696 カインドケア楽天市場店 5%

4,697 cavalleria 楽天市場店 5%

4,698 カウオール 5%

4,699 かうかうひろば 5%

4,700 カウくる楽天市場支店 5%

4,701 カウチンファミリー＋アロハシャツ 5%

4,702 カウデイ 5%

4,703 カウリ　ドロップ 5%

4,704 KAEDE GOLF 5%

4,705 楓乃樹 5%

4,706 カエルの庭や 5%

4,707 kaou 5%

4,708 GAOS　楽天市場店 5%

4,709 カオパニ楽天市場店 5%

4,710 kaoriショップ 5%

4,711 香りの専門店 HAPPY HOUR 5%

4,712 薫る花 5%

4,713 カオン 5%

4,714 科学じっけん理科屋さん 5%

4,715 加賀の醤油醸造元 5%

4,716 加賀百万石プラザ 5%

4,717 鏡 インテリアミラー工房 JHA 5%

4,718 鏡　オーダーミラー専門店 5%

4,719 鏡ショップ　ミラリス　by村松鏡店 5%

4,720 鏡専門店　NIKO KIRA 5%

4,721 鏡 ミラー専門店 岡本鏡店 5%

4,722 輝ショップ 5%

4,723 カガヤキ農園　直売所 5%

4,724 輝く素肌 【プリティシモ化粧品】 5%

4,725 輝くママの美と健康KiRaRa Shop 5%

4,726 金沢の地酒ショップ　カガヤ酒店 5%

4,727 加賀屋米菓 5%

4,728 加賀落雁さぼん　水野増吉商店 5%

4,729 ガキカキ 5%

4,730 カギ工房 5%

4,731 花器茶道具いとうや商店楽天市場店 5%

4,732 柿茶本舗 5%

4,733 カギとおそうじのカワタケ 5%

4,734 鍵と防犯専門店ファインセキュア 5%

4,735 かぎの蔵屋 5%

4,736 鍵の鉄人 5%

4,737 かぎ針編み研究所アイ・クラフト 5%

4,738 かきもと米穀のよしだ小町 5%

4,739 kakimoto label 5%

4,740 家具・インテリア・雑貨　ビカーサ 5%
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4,741 家具・インテリア雑貨のアラモード 5%

4,742 家具・雑貨 リリーアンドバーチ 5%

4,743 家具インテリア館 5%

4,744 家具・インテリア雑貨　カグール 5%

4,745 家具 インテリア雑貨 バリファニ 5%

4,746 家具インテリア雑貨POINT 5%

4,747 家具インテリアショップ　イーグル 5%

4,748 家具・インテリア　ちくご家 5%

4,749 家具・インテリア通販 アットカグ 5%

4,750 家具・インテリア通販Room 5%

4,751 家具インテリア DENZO 5%

4,752 家具・インテリアのジェンコ 5%

4,753 家具インテリアの専門店 ガマダス 5%

4,754 家具・インテリア　フリーシュ 5%

4,755 家具衛門 5%

4,756 ｇａｋｕオンラインショップ 5%

4,757 kagu＊kagu ～家具と雑貨のお店～ 5%

4,758 家具館 5%

4,759 家具キリマト 5%

4,760 家具空間 5%

4,761 家具倶楽部 5%

4,762 家具工場直販　家具ファクトリー 5%

4,763 家具こうば　オガモク 5%

4,764 家具工房Bridge-Online 5%

4,765 カグコレクション楽天市場店 5%

4,766 ＫＡＧＵＣＯＭＢＯ 5%

4,767 家具・雑貨ｅｃｒｉｎ 5%

4,768 家具・雑貨 セラビ 【cestlavie】 5%

4,769 家具雑貨の通販 ザッカグマート 5%

4,770 家具・雑貨の店star（スター） 5%

4,771 家具雑貨楽天市場店 5%

4,772 家具350 インテリア家具・雑貨 5%

4,773 学参ドットコム楽天市場支店 5%

4,774 家具shop　G・foReT 5%

4,775 家具真 5%

4,776 学生ショップ一番街　楽天市場店 5%

4,777 学生服・制服のニシキ通販 5%

4,778 学生服の専門店 ワークサポート 5%

4,779 学生服のNIPPI 楽天市場店 5%

4,780 学生服の光 5%

4,781 家具団地 5%

4,782 かぐチャンネル 5%

4,783 家具直販出会いに感謝PlusAlpha 5%

4,784 家具直販Remix （インテリア収納） 5%

4,785 家具通販カグラボKAGULABO最安挑戦 5%

4,786 家具通販kagu-world 5%

4,787 家具通販スタイル楽天市場店 5%

4,788 家具通販のグランデ 5%

4,789 家具通販のステップワン 5%

4,790 家具通販のメーベル 5%

4,791 家具通販 ぴぃーす 5%

4,792 家具通販 まるしょうインテリア 5%

4,793 KAG-Deli　かぐでり 5%

4,794 家具とインテリア雑貨のカファーレ 5%

4,795 家具ドキッ！ 5%

4,796 家具と暮らしの専門店KagLa-カグラ 5%

4,797 家具と雑貨のお店　リフル 5%

4,798 家具とベッド　ＣＯＮＯＫＡ 5%

4,799 KAGU208（カグ208） 5%

4,800 家具のアイテム 5%
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4,801 家具の穴場　カナケン 5%

4,802 家具のいいマイルーム　楽天市場店 5%

4,803 家具のe-Line 5%

4,804 家具のインテリアオフィスワン 5%

4,805 家具のエルカズネ 5%

4,806 家具のおたふくさん 5%

4,807 家具のケンちゃん 5%

4,808 家具のコンシェルジュ 5%

4,809 家具のサカエヤ　楽天市場店 5%

4,810 家具の里 5%

4,811 家具の産直工房 5%

4,812 家具のショウエイ 5%

4,813 家具のソムリエ 5%

4,814 家具の大使館　cocoro通販 5%

4,815 家具の達人 SELECT FURNITURE 5%

4,816 家具の直販　スーパーカグ 5%

4,817 家具のトロフ 5%

4,818 家具の　のぐち　J-select 5%

4,819 家具のビックスリー 5%

4,820 家具のHirayama 5%

4,821 家具のホンダ 5%

4,822 かぐの窓口 5%

4,823 家具のマルケン　楽天市場店 5%

4,824 家具の基 5%

4,825 家具の杜 5%

4,826 家具の夢 5%

4,827 家具のライフスタイリングショップ 5%

4,828 家具のLampo 5%

4,829 家具のルフレ 5%

4,830 家具のわくわくランド 楽天市場店 5%

4,831 楽譜 スコアオンライン 5%

4,832 楽譜ネッツ 5%

4,833 カグマル 5%

4,834 カクマンFUNBOX 5%

4,835 かぐやインテリア 楽天市場店 5%

4,836 かぐ屋　オーダーメイド 5%

4,837 家具屋さんの通販SHOP K-Style. 5%

4,838 格安飲料専門店ドリンクパートナー 5%

4,839 格安コスメ＆ビューティー Beyou 5%

4,840 格安ゴルフ 5%

4,841 格安SIMフリ-スマホ専門ニューモン 5%

4,842 格安販売「マルアイドラッグ」 5%

4,843 格安封筒印刷のバーディー 5%

4,844 家具蔵楽天市場店 5%

4,845 家具達 -kagula- 5%

4,846 こたつ専門店 カグ楽 5%

4,847 神楽坂チョコレート　コキヤージュ 5%

4,848 神楽坂つうはん本舗 5%

4,849 神楽坂・陶柿園　楽天市場支店 5%

4,850 カグラシ 5%

4,851 神楽ディスペンサー 楽天市場店 5%

4,852 KAGLE 5%

4,853 家具ルーム　楽天市場店 5%

4,854 カグロー楽天市場店 5%

4,855 かぐわん 5%

4,856 影井物産　楽天市場店 5%

4,857 掛け軸の【ほなこて】楽天市場店 5%

4,858 掛け時計 専門店 allclocks 5%

4,859 鹿児島黒豚肉専門店　黒かつ亭 5%

4,860 鹿児島 さつま揚げ専門店 べっ甲屋 5%
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4,861 鹿児島さつま揚げの小田口屋 5%

4,862 かごしま産直便 5%

4,863 鹿児島鶏刺し専門店　あきらの店 5%

4,864 鹿児島の八百屋さん 5%

4,865 かごしま美水の郷【温泉水99】 5%

4,866 鹿児島本格焼酎　山川屋 5%

4,867 かごしまや 5%

4,868 かごのお店ラッセル 5%

4,869 かごや 5%

4,870 画材、額縁、コピックの「風の門」 5%

4,871 画材ショップ　カワチ 5%

4,872 傘一番館（ 雨傘 日傘 ストール ） 5%

4,873 花材通販はなどんやアソシエ 5%

4,874 画材と額縁の詩季画材 5%

4,875 火災報知・音響・測定機器の電池屋 5%

4,876 画材・ものづくりのアートロコ 5%

4,877 花材やWorld-Blossom 5%

4,878 画材流通センターアートウェーブ 5%

4,879 傘と生活雑貨のお店 Storybox 5%

4,880 傘とハッピー雑貨シッククローバー 5%

4,881 傘と日傘専門店リーベン 5%

4,882 傘とレイングッズの店・さんまるこ 5%

4,883 傘のオカモト 5%

4,884 傘の心斎橋みや竹kasaya.com 5%

4,885 カサブロウ　アウトレット店 5%

4,886 カサブロウ楽天市場店 5%

4,887 カザマランドセル　楽天市場店 5%

4,888 風見鶏 5%

4,889 傘屋伝七 5%

4,890 かざり屋 5%

4,891 貸衣裳SOUBIEN 5%

4,892 かしいしょう錦 5%

4,893 貸衣装ネット便 5%

4,894 かしいしょう　和楽 5%

4,895 かしいしょうプラザ大きい留袖振袖 5%

4,896 かしいしょう令和 5%

4,897 ガジェット クラブ（Gadget Club） 5%

4,898 Gadget　Store　楽天市場店 5%

4,899 ガジェリー 5%

4,900 菓子工房EverGreen 5%

4,901 菓子工房大江戸 5%

4,902 菓子香房　甘泉堂　楽天市場店 5%

4,903 鍛冶助 5%

4,904 果実庵 5%

4,905 かじなるストア 5%

4,906 膳人-かしはびと- 5%

4,907 カジュアルクロージング　With 5%

4,908 カジュアル雑貨ビューピー 5%

4,909 casualshop 5%

4,910 カジュアルショップＪＯＥ 5%

4,911 カジュアルバッグwestroad 5%

4,912 カジュアルファッション NOD 5%

4,913 casualyanagi 5%

4,914 夏秋ショップ 5%

4,915 木のおもちゃ　がじゅまるの樹 5%

4,916 かしわ工房小林養鶏 5%

4,917 柏屋オンラインショップ楽天市場店 5%

4,918 ＫＡＪＩＷＡＲＡ 5%

4,919 フォーマル子供服専門店KAJIN 5%

4,920 雅心苑 5%
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4,921 cascata 楽天市場店 5%

4,922 カスカワスポーツ楽天市場支店 5%

4,923 カスカワ野球楽天市場店 5%

4,924 KAZ COMPANY 楽天市場店 5%

4,925 ガス器具shop楽天市場店 5%

4,926 ガス器具ネット 5%

4,927 CASCADEROCKS 楽天市場店 5%

4,928 Customer For Life 楽天市場店 5%

4,929 カスタマイズ壁紙 KABEGAMI HARUKO 5%

4,930 カスタマイズ・ストア　楽天市場店 5%

4,931 CUSTOM Online Store 楽天市場店 5%

4,932 KUSTOMSTYLE SO-CAL 5%

4,933 ＣＵＳＴＯＭ　ＷＯＲＫＳ　ＺＯＮ 5%

4,934 カステラギフト専門店 長崎 異人堂 5%

4,935 カステラ専門店【長崎　心泉堂】 5%

4,936 カストマー 5%

4,937 数の子・海産物のやまいち 5%

4,938 秋桜リカーズ 5%

4,939 KaZe楽天市場店 5%

4,940 仮設トイレなら建設・ラッシュ 5%

4,941 ＣＡＳＳＥＴＴＥ　ＰＵＮＣＨ 5%

4,942 風丸農場 5%

4,943 家族の幸せライフ専門店 スマハピ 5%

4,944 家族のやすらぎショップ支店 5%

4,945 katakana 5%

4,946 型紙と仕立ての店Ｋｍファクトリー 5%

4,947 カタギリ武道具 5%

4,948 カタクチ商店 5%

4,949 肩・腰トラブルバスター 5%

4,950 肩こりストレスセルライトの本格屋 5%

4,951 かたちラボ　楽天市場店 5%

4,952 型付けグラブ専門店GTK 楽天市場店 5%

4,953 カタナセレクト楽天市場店 5%

4,954 QATARI -カタリ- 5%

4,955 Katarino... 5%

4,956 カタログギフト ギフトのくたにや 5%

4,957 カタログギフト専門店 5%

4,958 カタログネットＴシャツ工房壱番店 5%

4,959 CATAWARA 5%

4,960 鰹工房 5%

4,961 かつおのタタキとまぐろの大熊 5%

4,962 鰹節と鰹節削り器通販　トマル水産 5%

4,963 楽器de元気 5%

4,964 楽器問屋 5%

4,965 楽器のことならメリーネット 5%

4,966 楽器はじめるならここ！！大谷楽器 5%

4,967 学校教材クラフト品のトーヨー教材 5%

4,968 学校教材ネットショップ 5%

4,969 学校教材の専門店 美工社 5%

4,970 学校教材の専門店 美工社 備品館 5%

4,971 学校教材ハンカチ　福市祐徳堂 5%

4,972 学生服・学校用品の専門店ガッコス 5%

4,973 畫骨CARVEX 5%

4,974 かっこ屋　楽天市場店 5%

4,975 活彩北海道　最北稚内-全国へ 5%

4,976 かづさや 5%

4,977 月山そばの玉谷製麺所・楽天市場店 5%

4,978 合宿免許予約センター　楽天市場店 5%

4,979 krasob 5%

4,980 ガッツ ブランドショップ 5%
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4,981 カッティングシートWEB SHOP 5%

4,982 カッティングシート販売 印刷工房 5%

4,983 ガットバスター＆コンクリート 5%

4,984 カットバック 5%

4,985 かづの精果園　自然派ブルーベリー 5%

4,986 カッパ・キャンティ　楽天市場店 5%

4,987 合羽専門店ワークストリートG 5%

4,988 かっぱ橋 浅井商店 5%

4,989 かっぱ橋道具街 高橋総本店 web 5%

4,990 かっぱ日和 5%

4,991 かつはらドラッグストアー 5%

4,992 活ホタテと海産ギフト 阿部商店 5%

4,993 活ほたて本舗 5%

4,994 加坪屋（かつぼや） 5%

4,995 活物専門商社【魚活】（日本活魚） 5%

4,996 活里AHCCアルファ　楽天市場店 5%

4,997 家庭雑貨　三ツ星百貨店 5%

4,998 Kathina 5%

4,999 家庭日用品のアスベル楽天市場店 5%

5,000 家庭の達人 5%

5,001 カデココ（家電とギフトの専門店） 5%

5,002 カテゴリトップ 5%

5,003 ＫＡＤＥＲＩＡ 5%

5,004 家電ショップぴゅあ 5%

5,005 家電ショップV-sonic 5%

5,006 家電ショップムツワ 5%

5,007 家電寝具専門店HaHaPrice 5%

5,008 家電・生活雑貨のFF Online Store 5%

5,009 家電通販 エスプラス楽天市場店 5%

5,010 家電と雑貨のemon（えもん） 5%

5,011 家電と住設のイークローバー 5%

5,012 家電と住宅設備の【ジュプロ】 5%

5,013 家電のgarden楽天市場店 5%

5,014 カデンの救急社 5%

5,015 家電のＳＡＫＵＲＡ　楽天市場店 5%

5,016 家電のすまいる 5%

5,017 家電のタンタンショップ プラス 5%

5,018 家電のネイビー 5%

5,019 家電の安値屋本舗 5%

5,020 家電ライダー 5%

5,021 加藤時計店　Gショック楽天市場店 5%

5,022 katoji-online shop楽天市場店 5%

5,023 カドクラ車椅子 公式ショップ 5%

5,024 KATONOKO SHOP 5%

5,025 加戸米販 楽天市場店 5%

5,026 KATOMOKU 楽天市場店 5%

5,027 かどや牧場 5%

5,028 CUDDLE THE STORE 楽天市場店 5%

5,029 カトレア薬局 5%

5,030 kanaemina 5%

5,031 神奈川　お肌のためにつくったお店 5%

5,032 神奈川ユニホーム　楽天市場店 5%

5,033 金崎さんちのお米楽天市場店 5%

5,034 金沢浅田屋 公式ショップ 5%

5,035 金沢 加賀 能登の味 coco彩果 5%

5,036 金沢　時計職人の店　さかもと 5%

5,037 金沢の味「佃の佃煮」楽天市場店 5%

5,038 金沢の漬物専門店　四十萬谷本舗 5%

5,039 金沢百番街 5%

5,040 金澤紅屋　楽天市場店 5%
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5,041 金沢マル源酒店 5%

5,042 金沢　ヤマト醤油味噌　楽天市場店 5%

5,043 カナシチ　楽天市場店 5%

5,044 カナジン 楽天市場店 5%

5,045 金杉家具 5%

5,046 カナダワインエンポリアム 5%

5,047 カナディアン　ギャラリー 5%

5,048 金物＆雑貨Shop2030　中川商光 5%

5,049 カナモノオンライン 5%

5,050 金物家具のかなでもの 5%

5,051 金ｍｏｎｏ　ＧＯＯＤ-1 5%

5,052 金物の鬼インターネットショップ 5%

5,053 金物博士 5%

5,054 金物畑 5%

5,055 KanamonoYaSan ＫＹＳ 5%

5,056 かなもん 5%

5,057 金谷ホテルベーカリー 5%

5,058 ＫＡＮＡＹＡＭＡ－ＳＨＯＰ 5%

5,059 金山とまと 5%

5,060 kanalia 楽天市場店 5%

5,061 カナリヤ楽天市場店 5%

5,062 Kanaloa 楽天市場店 5%

5,063 カナロジ 5%

5,064 カニ・鮭・メロン！どさんこ旬情報 5%

5,065 カニエスポーツ 5%

5,066 かに海鮮 グルメ北海道 釧路港市場 5%

5,067 カニ缶詰の OH！GLE（オーグル） 5%

5,068 かにと言えば 北海道 北釧水産 5%

5,069 カニと魚の専門店　宿院商店 5%

5,070 カニとマグロの『がってん寿司』 5%

5,071 カニのキタウロコ 5%

5,072 かにの街えさし「海洋食品」 5%

5,073 かにのマルマサ【北海道】 5%

5,074 カニパラダイス 5%

5,075 カネイ 5%

5,076 カネウチスポーツ 5%

5,077 かねき質店 5%

5,078 カネキン小椋製盆所 5%

5,079 かねこのお米 5%

5,080 兼貞物産のオンラインショップ 5%

5,081 カネショウshop 5%

5,082 カネセン家具OnlineShop 5%

5,083 カネチュウ金物。 5%

5,084 カネニ花田商店 楽天市場店 5%

5,085 カネマサ金物 5%

5,086 カネマサ醤油楽天市場店 5%

5,087 兼松製瓦工業 5%

5,088 かねみ布団店 5%

5,089 カネモ鰹節店 5%

5,090 カノープスルーム 5%

5,091 香のか　楽天市場店 5%

5,092 かのや本店～醸造は芸術 5%

5,093 Kanon-Web 2号店 5%

5,094 KANON STORY 5%

5,095 カバー 5%

5,096 カバーグレイ通販のD-shop style 5%

5,097 カバー専門エール公式ショップ 5%

5,098 カバー屋さん（ふとん村グループ） 5%

5,099 がばい農園楽天市場店 5%

5,100 CaBaDa 5%
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5,101 カバポスト 楽天市場店 5%

5,102 カバン工房askal 5%

5,103 鞄工房ポルコロッソ-楽天市場店 5%

5,104 鞄・財布屋本舗（バッグ・サイフ） 5%

5,105 かばん専門ショップ　Water mode 5%

5,106 かばんと財布の店　アリスタ 5%

5,107 カバンのアイワ 5%

5,108 鞄のいたがき 5%

5,109 鞄の駅　2U　station 5%

5,110 カバンのかもめ堂　楽天市場店 5%

5,111 かばんのサンペイ楽天市場店 5%

5,112 カバンのセレクション 5%

5,113 かばんのマルゼン楽天市場店 5%

5,114 カバンの店　東西南北屋 5%

5,115 かばんのミヤモト 5%

5,116 かばんmart 5%

5,117 鞄メーカー直営T2O ONLINE STORE 5%

5,118 KABAN-YA106 5%

5,119 かばんやさん 5%

5,120 カビ取り カビ屋 5%

5,121 カビなしコーヒー豆 5%

5,122 カファレル 5%

5,123 カフェインテリア家具 ax design 5%

5,124 カフェ工房 5%

5,125 カフェコテツクン 5%

5,126 cafe saudade 5%

5,127 cafe The SUN LIVES HERE 5%

5,128 Cafe Chantilly 5%

5,129 cafe.q tokyo 5%

5,130 カフェティエーラ・エスプレッソ 5%

5,131 Ｃａｆｅ ｄｅ Ｄｏｎｇｕｒｉ 5%

5,132 cafe Four Seasons 5%

5,133 カフェ　プリムラ 5%

5,134 カフェららスイーツ 5%

5,135 株式会社Arts 5%

5,136 珊瑚専門店アートコーラル銀座 5%

5,137 株式会社アイエン 5%

5,138 インポートshopアリス 5%

5,139 株式会社アルバコーポレーション 5%

5,140 株式会社　アルファプラス 5%

5,141 株式会社ｅ-バリュー 5%

5,142 観葉植物の専門店e-RAN 5%

5,143 株式会社いつもnet 5%

5,144 犬猫博士の研究所 5%

5,145 株式会社　INNATE 5%

5,146 株式会社インクコーポレーション 5%

5,147 株式会社ウエキ　楽天市場店 5%

5,148 F.O.Online Store　楽天市場店 5%

5,149 株式会社エンジェルスジャパン 5%

5,150 オーゾネ 5%

5,151 株式会社　小川生薬 5%

5,152 株式会社OfficeDz 5%

5,153 株式会社かねこ 5%

5,154 株式会社カノン 5%

5,155 河村百貨店 5%

5,156 ファッションＧ 5%

5,157 株式会社関西自動車フィルム 5%

5,158 株式会社グリーンオアシス 5%

5,159 隠れ工房ＧｒｅｅｎＯｃｅａｎ 5%

5,160 株式会社クレール 5%
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5,161 株式会社 幸成商事 5%

5,162 神戸珈琲物語 5%

5,163 株式会社榮建設　楽天市場店 5%

5,164 株式会社更科製作所 5%

5,165 株式会社シェリィー宝飾 5%

5,166 芝本商店　楽天市場店 5%

5,167 株式会社ジャパンアィウェア 5%

5,168 株式会社　ジャパンフーズ 5%

5,169 株式会社　スズキモータース 5%

5,170 株式会社炭道楽　楽天市場店 5%

5,171 野球用品専門店スワロースポーツ 5%

5,172 株式会社誠輝堂 5%

5,173 株式会社関口商会 5%

5,174 ＳＥＫＩＹＡ 5%

5,175 株式会社セツビコム エアコン館 5%

5,176 株式会社セブン 5%

5,177 株式会社SORAKARA 5%

5,178 株式会社たかた　楽天市場店 5%

5,179 株式会社タナベ 5%

5,180 株式会社ＴＡＭＡ 5%

5,181 株式会社TKコミュニケーションズ 5%

5,182 株式会社ディスカウントアクア 5%

5,183 株式会社テクセット 5%

5,184 株式会社テクノテック 5%

5,185 株式会社電材一番 5%

5,186 toto・noel 5%

5,187 株式会社　とらわか 5%

5,188 人毛ウィッグ専門店 エクステラボ 5%

5,189 株式会社　能作 5%

5,190 株式会社バイオジャパン 5%

5,191 パストラルフラワー 5%

5,192 株式会社万成酵素 5%

5,193 Four Seasons Design Lab. 5%

5,194 株式会社ふしみや楽天市場店 5%

5,195 株式会社マジカル 5%

5,196 株式会社マナプラス　楽天市場店 5%

5,197 株式会社マルマン 5%

5,198 株式会社ミートフーズ華松 5%

5,199 株式会社みかど屋　鮨英 5%

5,200 株式会社麺舗かのまたや楽天市場店 5%

5,201 株）やぎ楽器楽天市場店 5%

5,202 株式会社　山川製作所 5%

5,203 株式会社やまと蜂蜜　楽天市場店 5%

5,204 株式会社吉田商店枕工場 5%

5,205 株式会社ライシー宮城 5%

5,206 澤の金魚屋　楽天市場店 5%

5,207 Lieben　楽天市場店 5%

5,208 リンクファスト楽天市場店 5%

5,209 株式会社レディシステムジャパン 5%

5,210 株式会社ロアコスモ　楽天市場店 5%

5,211 株式会社TEM　楽天市場店 5%

5,212 カフスキングダム 5%

5,213 カフス専門店-CUFF 5%

5,214 capsule 5%

5,215 カプセルゴリラ 5%

5,216 兜　KABUTO 5%

5,217 かぶら食品 5%

5,218 Capri 5%

5,219 壁掛けショップ 5%

5,220 壁紙革命～賃貸でもおしゃれに～ 5%

5623



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

5,221 壁紙・珪藻土のDIYならWallstyle 5%

5,222 壁紙のトキワ　リウォール 5%

5,223 かべがみファクトリー 5%

5,224 壁紙屋本舗・カベガミヤホンポ 5%

5,225 壁紙わーるど 5%

5,226 壁紙＆ウォールデコ　壁際貴族 5%

5,227 kabeコレ 5%

5,228 カベコレ・壁紙コレクション 5%

5,229 カベラボ　楽天市場店 5%

5,230 カペルミュール楽天市場店 5%

5,231 華房一輪 5%

5,232 カホーオンラインショップ 5%

5,233 カホーPLUS 5%

5,234 菓舗浜幸 5%

5,235 Kapon（カポン）　楽天市場店 5%

5,236 がま口財布工房花水木　楽天市場店 5%

5,237 がま口 財布 バッグ カバンハウス 5%

5,238 がま口の夢モール 5%

5,239 鎌倉カフス工房 5%

5,240 鎌倉清雅堂　鎚起＜銅・錫・銀＞器 5%

5,241 鎌倉てづくり屋 5%

5,242 鎌倉DOG2号店 5%

5,243 鎌倉ハム 5%

5,244 かまくら 晴々堂　楽天市場店 5%

5,245 鎌倉ＢＯＯさんキムチ 5%

5,246 かまくらポケット 5%

5,247 鎌倉彫青山工房楽天市場店 5%

5,248 鎌倉やさいとRiche　楽天市場店 5%

5,249 釜庄 楽天市場店 5%

5,250 鎌田醤油公式ショップ 5%

5,251 かまぼこの鐘崎 5%

5,252 蒲鉾本舗　高政 5%

5,253 カマヤ食品　楽天市場店 5%

5,254 蒲屋忠兵衛商店 5%

5,255 紙・文具の専門店　ミフジ 5%

5,256 紙アラカルトｅ紙季彩　楽天市場店 5%

5,257 KAMIOLSHOP 楽天市場店 5%

5,258 KAMIEN 5%

5,259 紙おむつドットコム　楽天市場支店 5%

5,260 髪飾りヘアピンエスサポ楽天市場店 5%

5,261 カミカゼオンライン 5%

5,262 上北農産楽天市場店 5%

5,263 髪倶楽部 5%

5,264 カミシマリビングストア 5%

5,265 神棚 上敷 簾 専門店 おまかせ工房 5%

5,266 神棚ショップ 5%

5,267 神棚・神具・仏具　やまこう 5%

5,268 神棚・神祭具 宮忠 楽天市場支店 5%

5,269 神棚の里 5%

5,270 神棚の里　常若の宮 5%

5,271 神棚の匠 5%

5,272 神棚モダン無垢家具イオリスペース 5%

5,273 髪に優しいヘナ毛染めの専門店ルネ 5%

5,274 紙の家具研究隊　楽天市場店 5%

5,275 上之蔵（酒蔵みたに屋） 5%

5,276 kaminorth 5%

5,277 髪のスペシャリストevis Web Shop 5%

5,278 紙箱・紙袋・包材　専門店 5%

5,279 紙・文具　ひかり 5%

5,280 紙ぼうず 楽天市場店 5%
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5,281 髪mamaショップ 5%

5,282 かみもと文具楽天市場店 5%

5,283 かみもん 色紙・御朱印帳専門店 5%

5,284 髪屋 5%

5,285 紙屋の丸楽 5%

5,286 髪ランド ～シャンプー お得 5%

5,287 カミングネット株式会社楽天市場店 5%

5,288 Gum.Gum. 5%

5,289 gamushara 5%

5,290 かめあし商店 5%

5,291 kameidoエビスヤ楽天市場店 5%

5,292 京菓子司　亀清広　楽天市場店 5%

5,293 カメケン 5%

5,294 kamejiro 5%

5,295 亀田屋本店 5%

5,296 亀田屋　楽天市場店 5%

5,297 亀のすけ 5%

5,298 カメハウス 5%

5,299 カメ本舗 5%

5,300 亀屋茶店 5%

5,301 かめや釣具WEB楽天市場店 5%

5,302 カメラキング　楽天市場店 5%

5,303 カメラの大林楽天市場店 5%

5,304 カメラのさいと翔店 5%

5,305 カメラのナニワ 5%

5,306 カメラのミツバ 5%

5,307 カメラのみなみやデジカメプリント 5%

5,308 カメラの八百富　楽天市場店 5%

5,309 賀茂鶴酒造株式会社 5%

5,310 かも手の麺 5%

5,311 加山雄三ミュージアム 5%

5,312 カラー軍手専門店　てぶくろやさん 5%

5,313 唐揚げ　肥後丸乃屋 5%

5,314 カラーサンドショップ　彩り工房 5%

5,315 カラーショップ・ワム 5%

5,316 ガラージ楽天市場店 5%

5,317 colourz 5%

5,318 カラーズSHOP楽天市場店 5%

5,319 カラーストアー　楽天市場店 5%

5,320 カラーハーモニー 5%

5,321 カラーハーモニーLife 5%

5,322 Colorbucks　カラーバックス 5%

5,323 color life 楽天市場店 5%

5,324 カラオケマイク　楽天市場店 5%

5,325 からからつみき　楽天市場店 5%

5,326 花楽堂 5%

5,327 カラコン・ウィッグ＠キュティア 5%

5,328 カラコン専門店　ベリンダ 5%

5,329 カラコン通販専門店セレクトアイズ 5%

5,330 カラコン通販専門店プレスト 5%

5,331 カラコン庭楽天市場店 5%

5,332 カラコン・ヘアケア　かみ箱 5%

5,333 辛子明太子専門店 博多 うまみ堂 5%

5,334 辛子明太子のやまや 5%

5,335 ガラスアート工房アクアＡＣＱＵＡ 5%

5,336 ガラスアート工房　伊都の匠 5%

5,337 ガラスアート専門店　サンアール 5%

5,338 ガラス建材の高山 5%

5,339 Carazジョイントマット 5%

5,340 ガラスshopクライミング 5%
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5,341 カラスネットショップ 5%

5,342 ガラスの靴オーダーギフトARCH 5%

5,343 ガラスびんSHOP　楽天市場店 5%

5,344 ガラスフィルム通販センター 5%

5,345 Carazマット・ベビーサークル 5%

5,346 カラダclub 5%

5,347 からだ健康生活　楽天市場店 5%

5,348 からだコンシェル 5%

5,349 KARADAstore 5%

5,350 からだデザイン 5%

5,351 からだに栄養楽天市場店 5%

5,352 からだにやさしい製品館 5%

5,353 ＫＡＲＡＤＡＮＩＬＵＣＫ 5%

5,354 身体の為の洋服屋　ノーザン 5%

5,355 ガラタバザール（キリム＆雑貨） 5%

5,356 からだぷらす 楽天市場店 5%

5,357 カラダマルシェ 楽天市場店 5%

5,358 カラテックｅ-ｓｈｏｐ 5%

5,359 空手ファン 5%

5,360 KARAHA レスィ 5%

5,361 カラフルカバー 5%

5,362 カラフルショップ 5%

5,363 ガラムガラム　楽天市場店 5%

5,364 Callum shop 5%

5,365 calin mia -カランミア- 5%

5,366 cagliari 5%

5,367 carino　横浜カリーノ 5%

5,368 kalie カリエ 5%

5,369 KHARISカリス楽天市場店 5%

5,370 CORIGGE MARKET 5%

5,371 calinuts 5%

5,372 GULLIVER Online Shopping 5%

5,373 Gulliver Online Shopping C15 5%

5,374 カリフォルニアカスタム楽天市場店 5%

5,375 カリフォルニアスタイル 5%

5,376 カリフォルニアワインあとりえ 5%

5,377 カリフォルニアワインのYANAGIYA 5%

5,378 calimart（カリマート） 5%

5,379 カリメーラ楽天市場店 5%

5,380 ChariMeti（カリメティ） 5%

5,381 カリモク＆国産家具のよろこび 5%

5,382 GARYU 5%

5,383 ブランドギフトショップ-KARYON- 5%

5,384 かりゆしウェア専門店マンゴプラス 5%

5,385 花綸肌潤 5%

5,386 【花梨の化粧水】専門店 5%

5,387 軽井沢ファーマーズギフト 5%

5,388 軽井沢ブルワリー　楽天市場店 5%

5,389 カルースオートパーツ 5%

5,390 ガルダローバミラノ 5%

5,391 karutz 5%

5,392 Karu dog 5%

5,393 カルドニード楽天市場店 5%

5,394 カルトラーレ楽天市場店 5%

5,395 GARNIER（ガルニエ） 5%

5,396 Carnet de Paris カルネ・ド・パリ 5%

5,397 カルバークリーク 5%

5,398 GALFY 5%

5,399 カルマ　カンドラ 5%

5,400 カルムシフォン 5%
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5,401 ｋａｌｕｌｕ【カルル】 5%

5,402 Karei 5%

5,403 夏黎＠ 5%

5,404 ガレージアイデア楽天市場店 5%

5,405 GARAGE COLLECTION 5%

5,406 ガレーラ 5%

5,407 カレッツァ～犬用品＆ドッグフード 5%

5,408 galette store 5%

5,409 Galette des Rois 5%

5,410 ガレットデロワ　リビング館 5%

5,411 CARETTE　楽天市場店 5%

5,412 Carre 楽天市場店 5%

5,413 GALLERIA （ガレリア） 5%

5,414 Galleria dello zuccotto 5%

5,415 カレルチャペック紅茶店 5%

5,416 カレンダー販売のいい暦楽天市場店 5%

5,417 calendar-world 5%

5,418 CurrentStyle カレントスタイル 5%

5,419 GARO1959 5%

5,420 gallo オンラインショップ 5%

5,421 華緑園本舗楽天市場店 5%

5,422 CAROZE楽天市場店 5%

5,423 gaRon 5%

5,424 ガロンコーヒーshop 5%

5,425 cawaii 5%

5,426 かわいいアクセサリー雑貨アンジー 5%

5,427 かわいい＆おもしろ雑貨屋フリー 5%

5,428 かわいいウィッグ専門店 FondMi 5%

5,429 可愛いエプロン通販いただきマンマ 5%

5,430 かわいい雑貨のお店ナチュメイプル 5%

5,431 かわいい雑貨の Chou Chou Poche 5%

5,432 可愛い皮革伝統工芸　文庫屋大関 5%

5,433 かわいい表札屋さん＊BEES CRAFT＊ 5%

5,434 かわいい文房具のドイブングテン 5%

5,435 河合薬局 5%

5,436 川上商店 5%

5,437 kawakawaii 楽天市場店 5%

5,438 河口家具製作所 5%

5,439 川口工器株式会社 Online Shop 5%

5,440 革靴ビジネスシューズ雑貨通販 5%

5,441 革工房　アイカ 5%

5,442 革工房PARLEY～財布・バッグのお店 5%

5,443 革工房　ファクトリーファイン 5%

5,444 革小物＆バッグ Erfolg by Benefit 5%

5,445 革小物オリジナル工房　匠屋 5%

5,446 革小物ギフト専門店　nitchmo 5%

5,447 【革小物専門店】ヴェオル 5%

5,448 革小物専門店 GLIDE design 5%

5,449 革小物のお店　kawa - co - mono 5%

5,450 革財布・長財布HIRAMEKI．ヒラメキ 5%

5,451 革財布ギフト工房ナスタチウム浅草 5%

5,452 革財布 CxC LEATHER 公式ショップ 5%

5,453 革財布・シルバー専門店 Days Art 5%

5,454 革財布 バッグ 革小物 ／RockyFoop 5%

5,455 カワシマクロージング　ＳＡＲＡ 5%

5,456 河島製作所　楽天市場店 5%

5,457 革ジャン革製品専門店レザーハウス 5%

5,458 皮ジャン皮パンのラックス LAX 5%

5,459 革ジャン専門店 フリーダムレザー 5%

5,460 革匠　谷中 5%
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5,461 革職人 LEATHER FACTORY 5%

5,462 革製品と毛皮のエアーマミー 5%

5,463 革製品の専門店 Life Light Love 5%

5,464 川善楽天市場店 5%

5,465 KAWADAI FORESTRY 楽天市場店 5%

5,466 河谷シャツ 5%

5,467 河内堂楽天市場店 5%

5,468 革茶屋 5%

5,469 介護ファッション　カワトー 5%

5,470 川中調剤薬局 5%

5,471 カワナミプランテーション 5%

5,472 革の雑貨店　Sunny Tannery 5%

5,473 カワノ農機ショップ楽天市場店 5%

5,474 革のバッグと財布 MorioKoubou 5%

5,475 川淵帽子店 5%

5,476 川村淡水魚販売　楽天市場店 5%

5,477 革物通販：財布・バッグのサイド７ 5%

5,478 革物屋Shines 5%

5,479 カワライ薬局 楽天市場店 5%

5,480 管楽器専門店　ダク 5%

5,481 KANKAN ONLINE SHOP 楽天市場店 5%

5,482 換気扇の激安ショップ プロペラ君 5%

5,483 換気扇のスターフィルター 5%

5,484 柑橘王国　楽天市場店 5%

5,485 環境生活 5%

5,486 環境のＹＯＳＨＩＤＡ　楽天市場店 5%

5,487 管工機材専門店 5%

5,488 韓国コスメ　キレイマジックstore 5%

5,489 韓国コスメショップLADY 5%

5,490 韓国子供服・抗菌のジョリベベ 5%

5,491 韓国子供服JinAng 5%

5,492 韓国 子供服のBee 5%

5,493 韓国子供服 petit baby 5%

5,494 韓国商品館 5%

5,495 韓国食品オンギージョンギー 5%

5,496 韓国食品辛国のキムチ物語 5%

5,497 韓国世界のグルメ＠キムチでやせる 5%

5,498 韓国総合飲料酒店 Yuns store 5%

5,499 韓国ファッション Shoowtime 5%

5,500 韓国輸入盤専門店サウンドスペース 5%

5,501 韓国料理の四賀赤とんぼ 5%

5,502 頑固な馬鹿親父の海苔匠安芸郷 5%

5,503 関西エコ・アープ　楽天市場店 5%

5,504 関西トリカエ隊楽天市場店 5%

5,505 関西ベビー 5%

5,506 門崎熟成肉　格之進 5%

5,507 カンザキバイク　楽天市場店 5%

5,508 かんざし　小間物　おはりばこ 5%

5,509 元祖いちご煮　味の加久の屋 5%

5,510 元祖　奥村商店 5%

5,511 元祖ギフトコンシェルジュ 5%

5,512 元祖　五十番　神楽坂本店 5%

5,513 元祖５本指ソックス専門店ラサンテ 5%

5,514 元祖手羽先唐揚　風来坊　赤池店 5%

5,515 元祖！紅いもタルトの御菓子御殿 5%

5,516 カンタービレ 5%

5,517 かんだデザート（株式会社信富舎） 5%

5,518 神田のちーず屋さん 5%

5,519 神田のリズム靴店 5%

5,520 神田マルシェ楽天市場店 5%
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5,521 ガンダムグッズ専門店・Ｇ作戦 5%

5,522 かんだわいん 5%

5,523 カンタン　ゴルフ 5%

5,524 韓中物産 5%

5,525 かんてい局熊本店 5%

5,526 かんてい局つくば店 5%

5,527 かんてい局栃木 楽天市場店 5%

5,528 かんてい局名古屋錦三丁目・緑店 5%

5,529 かんてい局　前橋店 5%

5,530 かんてい局　横浜港南店 5%

5,531 鑑定質屋 ゲンロク 5%

5,532 寒天ダイエット 5%

5,533 KANDマーケット 5%

5,534 カントリー家具のラ・テール 5%

5,535 カントリー家具 ラズベリーハウス 5%

5,536 カントリー工房Ｓugar 5%

5,537 カントリーショップ　ジュリアン 5%

5,538 Country　Pie 5%

5,539 カントンマーケット 5%

5,540 韓菜　カンナフーズ 5%

5,541 神の郷温泉 5%

5,542 カーパーツ専門店BoooN（ブーン） 5%

5,543 缶 バッジ マシン 専門店 ニプリ 5%

5,544 頑張らないバドミントン研究会 5%

5,545 ガンバルーン楽天市場店 5%

5,546 看板＆ディスプレイ　neu 5%

5,547 看板いいな 5%

5,548 看板材料　楽天市場店 5%

5,549 看板ショッピングセンター 5%

5,550 看板ショップ 5%

5,551 看板ならいいネットサイン 5%

5,552 看板の東進サイン 5%

5,553 看板プロ 5%

5,554 CAMBIO 5%

5,555 カンファネットジャパン 5%

5,556 含芳紅梅屋 5%

5,557 漢方生薬研究所　楽天市場店 5%

5,558 漢方・代替医療の仁川薬局 5%

5,559 漢方の葵堂薬局 5%

5,560 漢方のサツマ薬局　楽天市場店 5%

5,561 漢方の鹿鳴堂薬局 5%

5,562 漢方薬局　ミカワ薬局 5%

5,563 カンボジアアースファーム 5%

5,564 ＫＡＮＭＵＲＹＯＵ 5%

5,565 韓メディアSHOP 5%

5,566 観葉植物のthe・green 5%

5,567 観葉植物の生産直売　アグリ夢直販 5%

5,568 観葉植物の生産直販　幸せの花急便 5%

5,569 観葉植物の専門店 彩植健美 5%

5,570 韓Love 5%

5,571 Kanwagen Health Store 5%

5,572 かんわ店 5%

5,573 ギアムーブ 5%

5,574 GEARLABO 5%

5,575 ギアラボ365 5%

5,576 ギアレインボー 5%

5,577 Kiitos 楽天市場店 5%

5,578 キートン・コンピュータ楽天市場店 5%

5,579 紀伊長島　楽天市場店 5%

5,580 KEEP it REAL byBROTHERHOOD 5%
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5,581 キープオン応援ダンスイベント商品 5%

5,582 キープスマイルカンパニー 5%

5,583 キープビギン　里の贈りもの 5%

5,584 KEEP YOU（キープユー） 5%

5,585 城井ふる里村　楽天市場店 5%

5,586 キイロヤ インポート 5%

5,587 GIV（ギヴ）楽天市場店 5%

5,588 キエルキンショップ静岡 5%

5,589 Kiwi Wellness Shop キオラ 5%

5,590 祇園マルシェ 5%

5,591 ぎおん楽天市場店 5%

5,592 機械工具と部品の店　ルートワン 5%

5,593 機械と工具のテイクトップ 5%

5,594 kikaihanbai 5%

5,595 機械屋-ＳＯＧＡＢＥ 5%

5,596 ＧＩＧＡ.～kakaku-web～ 5%

5,597 喜鶴製陶　楽天市場店 5%

5,598 ギガメディア 5%

5,599 キキの庭 5%

5,600 キキ屋 5%

5,601 ギギｌｉｖｉｎｇ 5%

5,602 【菊の豊幸園】 5%

5,603 木こりの郷　楽天市場店 5%

5,604 木こり屋 5%

5,605 キサカダイレクト　楽天市場店 5%

5,606 黄桜 楽天市場店 5%

5,607 生地・布地の専門店　nunozuki 5%

5,608 生地・手芸のユザワヤ3号館-卸販売 5%

5,609 生地商フエンツ布人 5%

5,610 生地通販のマルイシ 5%

5,611 生地通販フライハイト 5%

5,612 生地と雑貨のお店　ＰＥＲＵＲＵ 5%

5,613 生地とレースのお店　プロート 5%

5,614 生地布地の店タケヒロヤ 5%

5,615 生地のお店　グラニー 5%

5,616 生地のお店　木綿のかおり 5%

5,617 生地のネスホーム 5%

5,618 生地のメイフラワー 5%

5,619 生地の森（ファブリック・クロス） 5%

5,620 生地BANK 5%

5,621 生地・服地のニット工房 5%

5,622 生地屋むさし 5%

5,623 紀州　田舎の小さな八百屋さん 5%

5,624 紀州印工房 5%

5,625 紀州鶯屋 5%

5,626 紀州梅の里なかた　楽天市場店 5%

5,627 紀州・うめぼし元気村 5%

5,628 紀州梅干し専門店　福梅本舗 5%

5,629 紀州　器楽や 5%

5,630 紀州こだわりみかん専門店～紀の～ 5%

5,631 紀州四季の梅本舗 5%

5,632 紀州　スマイル 5%

5,633 紀州南高梅干の梅翁園 5%

5,634 紀州の梅酒・日本酒の通販 長久庵 5%

5,635 紀州のおいしい梅干し屋さん梅美膳 5%

5,636 紀州ひのきや 5%

5,637 紀州　マルシゲ青果　楽天市場店 5%

5,638 紀州みかんのお店　たにぐち 5%

5,639 紀州万屋楽天市場店 5%

5,640 キスオンザグリーン 5%
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5,641 XOXO 5%

5,642 ＫissＪapan 5%

5,643 絆 楽天市場店 5%

5,644 絆を深める応援団　楽天市場店 5%

5,645 KISS MY LIFE 楽天市場店 5%

5,646 キセカエショップ 5%

5,647 季節家電Chresterショップ 5%

5,648 季節雑貨のハイグロ 5%

5,649 季節の野菜・フルーツ＠ぎふーる 5%

5,650 季節の和雑貨　京都 和匠ポラーコ 5%

5,651 KISO 5%

5,652 ギターショップ・バッジ 5%

5,653 ギターパーツの店・ダブルトラブル 5%

5,654 ギタープラネット 5%

5,655 北市酒店 5%

5,656 北うま 5%

5,657 北九キジ楽天市場店 5%

5,658 北九州名物　かしわうどん 5%

5,659 北九州わっしょいマーケット 5%

5,660 北国からの贈り物（北海道グルメ） 5%

5,661 北国産直shop 5%

5,662 北国の靴　楽天市場店 5%

5,663 北国の良品工房フジモク 5%

5,664 KITAGO BASE ミニカーショップ 5%

5,665 キタザワ 5%

5,666 北詰商事・楽天市場店 5%

5,667 北の逸品・北海道 5%

5,668 衣料と繊維通販 北のかがやき 5%

5,669 北の国から風 5%

5,670 北のささ 5%

5,671 北の食彩館　かね安 5%

5,672 北の食彩マーケット 5%

5,673 北のたまごや 5%

5,674 喜太八しぐれ（佃煮・ご飯のお供） 5%

5,675 北前船のカワモト楽天市場店 5%

5,676 佐渡の地酒・北村酒店 5%

5,677 北村雑貨店 5%

5,678 北村被服 5%

5,679 KICHI-KICHE 5%

5,680 喫煙具屋 Zippo Smokingtool Shop 5%

5,681 Kikka for mother 5%

5,682 Kicks-Online 5%

5,683 着付け・和装小物ハセガワ・扇子 5%

5,684 キッズアゲイン 楽天市場店 5%

5,685 キッズ＆ベビー カイズ KIDS＆BABY 5%

5,686 キッズ＆ベビー通販　リッカティル 5%

5,687 キッズ＆ベビー服　JOYPOT 5%

5,688 キッズ・イン・ワン 5%

5,689 Ｋｉｄｓ　ＦＩＴ 5%

5,690 KidsElement キッズ子供服 5%

5,691 キッズお洋服　TanTonTan　Tokyo 5%

5,692 キッズ靴下 hacuko 楽天市場店 5%

5,693 キッズコスメのプチハート 5%

5,694 キッズ＆ママ雑貨　ことりの庭 5%

5,695 キッズジャムマーケット 5%

5,696 ＫＩＤＳ-ＳＴＹＬＥ　ホアシ 5%

5,697 キッズスマイルショップＲＯＢＥ 5%

5,698 キッズターミナル 5%

5,699 キッズタウン 5%

5,700 キッズダンスTシャツ パルフィーユ 5%
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5,701 iRepair 楽天市場店 5%

5,702 キッズハート 5%

5,703 キッズハウス　もりもと 5%

5,704 キッズ ピピ 5%

5,705 キッズフォーマル APRIRE 5%

5,706 きっずぷらす 5%

5,707 キッズベビー、出産祝　FLY SHOP 5%

5,708 キッズマーケット 5%

5,709 KIDS MART Yammy 5%

5,710 キッズ　マタニティの　Emma style 5%

5,711 キッチン 5%

5,712 キッチン応援隊！ラッキークィーン 5%

5,713 キッチンガーデン 5%

5,714 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｇａｒｄｅｎ 5%

5,715 キッチングッズ柳屋 楽天市場店 5%

5,716 キッチンクレインズ 5%

5,717 キッチンコレクションショップ 5%

5,718 キッチン雑貨＆インテリア-cucina- 5%

5,719 キッチン雑貨shopガンバレ奥さん 5%

5,720 キッチン雑貨のお店 エコキッチン 5%

5,721 キッチン雑貨のセレクトオリジナル 5%

5,722 キッチン・雑貨の店　ラクチーナ！ 5%

5,723 キッチン　ショップ 5%

5,724 キッチンショップ安兵衛 5%

5,725 キッチン倉庫 iZUMiYA 5%

5,726 キッチンダイレクト　楽天市場店 5%

5,727 キッチンパーツショップ カレント 5%

5,728 キッチン ヒョードー 5%

5,729 キッチンブランチ 5%

5,730 キッチンマートつれづれ 5%

5,731 KitchenMartD-まちのうつわ屋さん- 5%

5,732 キッチン マットのお店 CoCo Color 5%

5,733 KITCHEN　ものの助 5%

5,734 キッチン用品・食器のOwl Kitchen 5%

5,735 キッチン用品専門店【SiTRA】 5%

5,736 キッチンライフ　ａｎｄｏ 5%

5,737 キッチンラボ　楽天市場店 5%

5,738 キッチンワールドTDI 5%

5,739 キットオンラインショップ 5%

5,740 KID BLUE 公式 楽天市場店 5%

5,741 キットマネキン 5%

5,742 きつれがわの鮎　匠 5%

5,743 着てみてねっと服屋さん 5%

5,744 木頭ゆず楽天市場店 5%

5,745 子供服　KITOHOUSE 5%

5,746 きなはいや楽天市場店 5%

5,747 きなりがらす 5%

5,748 kinarina 5%

5,749 生成りな暮らしのご提案／キナル 5%

5,750 KINUJO【公式】楽天市場店 5%

5,751 木づな 5%

5,752 絹屋（きぬや） 5%

5,753 きねつき餅　餅人 5%

5,754 記念品・ギフト　23D FACTORY 5%

5,755 記念品・粗品・ノベルティの専門店 5%

5,756 記念屋 atelier Ryokuei 5%

5,757 機能性とデザインアイテムのKenny 5%

5,758 木の絵本棚とおもちゃ　人と木 5%

5,759 キノオウチ 5%

5,760 キノオト（インテリア雑貨） 5%
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5,761 木のおもちゃ　ウッディモンキー 5%

5,762 木のおもちゃ　おっぽろっぽ 5%

5,763 木のおもちゃがりとん 5%

5,764 木のおもちゃ＆ギフト ニコリ 5%

5,765 木のおもちゃクラフト・グレイン 5%

5,766 木のおもちゃ コモック 5%

5,767 木のおもちゃ出産祝い山のくじら舎 5%

5,768 木のおもちゃ専門店ゆうぼ 5%

5,769 木のおもちゃ知育玩具　エデュテ 5%

5,770 木のおもちゃと子ども家具スプソリ 5%

5,771 木のおもちゃＢ．Ｂ．ＳＨＯＰ 5%

5,772 木のおもちゃままごとのウッドパル 5%

5,773 木のおもちゃもくぐるみ楽天市場店 5%

5,774 季の香（きのか） 5%

5,775 木の香 5%

5,776 紀の国屋シャッツカンマー 5%

5,777 みかん梅干し紀伊国屋文左衛門本舗 5%

5,778 きのこのじかん楽天市場店 5%

5,779 木下家具 5%

5,780 木の庄帆布　楽天市場店 5%

5,781 kibaco 5%

5,782 キバコヤ 5%

5,783 喜八堂　楽天市場店 5%

5,784 Kiva Health 5%

5,785 吉備王國 5%

5,786 木一筋　楽天市場店 5%

5,787 吉備の国珈琲焙煎所 5%

5,788 KiBERA　楽天市場店 5%

5,789 Ｇｉｖｅ＆Ｇｉｖｅショップ 5%

5,790 Give＆Give　楽天市場店 5%

5,791 ＧＩＦＵＳＨＯっぷ 5%

5,792 岐阜関刃物工房V.ROAD 5%

5,793 GIFTEE ギフト ＋ おもしろTシャツ 5%

5,794 ギフト＠コンシェルジュ 5%

5,795 ギフト＆グルメ北海道 5%

5,796 ギフト＆プレゼント 5%

5,797 ギフトギャラリー石橋 5%

5,798 ギフトギャラリーSATO　楽天市場店 5%

5,799 ギフト工房 愛来-内祝・引出物通販 5%

5,800 ギフトコーディネーター厳選のお店 5%

5,801 ギフトジャパン 5%

5,802 ギフトショップくんくん 5%

5,803 ギフトショップ K-jaw ケイジョウ 5%

5,804 ギフト　ショップ　ナガシマ 5%

5,805 ギフトショップ　ＨＡＰＰＹ 5%

5,806 ギフトショップピクニック 5%

5,807 ギフトショップ　フォーユー 5%

5,808 ギフトショップ フランクネス 5%

5,809 ギフトショップＬＩＥＮ 5%

5,810 ギフトセブン 5%

5,811 ギフト＆セレクト　SHUKU×SHUKU 5%

5,812 ギフト専門店　すず陶 5%

5,813 Gift Time 5%

5,814 ギフト たこせんべい専門店 たね蔵 5%

5,815 ギフト通販 アニーのお気に入り 5%

5,816 ギフト通販ハピトラ 5%

5,817 ギフトとグルメの送・食・系 5%

5,818 ギフトと造花の ショップかたくり 5%

5,819 ギフトのお店シャンドフルール 5%

5,820 ギフトの専門店　スマイルギフト 5%
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5,821 ギフトのデリバリーディライト 5%

5,822 ギフトの花屋 moriya 5%

5,823 ギフトのラムビット 5%

5,824 ギフトパーク／果物・フルーツ通販 5%

5,825 ギフトハウス　AGコンシェル 5%

5,826 ギフトハウスタカノ楽天市場店 5%

5,827 ギフトバルーンショップLUCKYDUCKY 5%

5,828 Gift HARE　［ギフトハレ］ 5%

5,829 GiftField MARRY（ギフト＆雑貨） 5%

5,830 ギフトプラザオスカー 5%

5,831 ギフトプラザ美昌堂 5%

5,832 ギフトプラザ フレンド 5%

5,833 ギフトボールアワー 5%

5,834 ギフトマート 5%

5,835 ギフト　マルハート 5%

5,836 ギフトマン　楽天市場店 5%

5,837 Gift More Plus 5%

5,838 ギフトラボ 5%

5,839 GIFT-LAND SHOWA 5%

5,840 ギフトリアン 5%

5,841 岐阜・中津川 ちこり村 5%

5,842 岐阜の木工屋 5%

5,843 Give Me Coffee 5%

5,844 ギフライス 5%

5,845 KIPROSTARストア 5%

5,846 気分転館 5%

5,847 木彫り 置物 のwood＆life 5%

5,848 着まわしFITNESSのPSPS 5%

5,849 きみ太郎物産 5%

5,850 GIMMICK 5%

5,851 キミノーカ 5%

5,852 きみのボタニカルオアシス 5%

5,853 君乃家 5%

5,854 キムチのほし山 5%

5,855 木村石鹸 5%

5,856 木村時計店 5%

5,857 木村花店 5%

5,858 きむら屋 5%

5,859 きめやか美研 5%

5,860 きものe-shopおうみ屋 5%

5,861 きもの市場あんのん 5%

5,862 きもの・帯　むらた 5%

5,863 きもの　おみたてや 5%

5,864 着物 卸直営店 京都マルヒサ 5%

5,865 キモノカフェ 5%

5,866 kimono唐草 5%

5,867 きもの京香 5%

5,868 きもの工芸　雁金屋 5%

5,869 きもの古都姫　楽天市場店 5%

5,870 きもの好み　和遊館 5%

5,871 kimono5298 5%

5,872 kimono 彩縁 5%

5,873 きもの彩華 5%

5,874 キモノ　しゃなりすと 5%

5,875 きもの翔鶴 5%

5,876 きものShop衿子 5%

5,877 きものショップ 絹の家 5%

5,878 Kimono-Shinei　２号店 5%

5,879 着物スーツ・作務衣　京都一杢 5%

5,880 Ｋimonostyle 着物・訪問着・袋帯 5%
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5,881 きものセレクトショップkirakukai 5%

5,882 キモノ仙臺屋３号店 5%

5,883 キモノ 仙臺屋 ２号店 5%

5,884 キモノ 仙臺屋 本店 5%

5,885 着物タウン 5%

5,886 きもの処えりよし 5%

5,887 きもの処公文 5%

5,888 きもの処　紅葉堂 5%

5,889 着物と寝具専門店【久五郎】 5%

5,890 着物と和装小物の店　市川 5%

5,891 きもの　和＜なごみ＞ 5%

5,892 着物なごみや 5%

5,893 キモノ錦 5%

5,894 きものネットショップ京の舞姿 5%

5,895 着物ネットレンタルkimonoshop 5%

5,896 きもののきらくや 5%

5,897 きもののことなら 5%

5,898 きものの美　ゆたかや 5%

5,899 着物美人 5%

5,900 着物ひととき 5%

5,901 きもの日和 5%

5,902 きものひろば悠 5%

5,903 Kimono Factory nono 楽天市場店 5%

5,904 きものfun 着物 浴衣 和雑貨ギフト 5%

5,905 きもの　ふりく 5%

5,906 きもの北條　楽天市場店 5%

5,907 きもの舞姫 5%

5,908 KIMONO MAMESAKU まめ咲楽天市場店 5%

5,909 きもの・まるとも 5%

5,910 きもの館　創美苑 5%

5,911 着物屋くるり　楽天市場店 5%

5,912 きもの山喜 5%

5,913 きもの屋三鈴 5%

5,914 きもの夢館 5%

5,915 きものＬｉｆｅ 5%

5,916 着物レンタル　京都ちりめんや 5%

5,917 きものレンタル専門店Kisste 5%

5,918 きものレンタル宅配便 5%

5,919 着物レンタル　なら小町 5%

5,920 きものレンタルのお店　アビー 5%

5,921 着物レンタル LIFE 5%

5,922 きものレンタル　Lucia 5%

5,923 きもの・浪漫　結城屋　楽天市場店 5%

5,924 きもの和總 5%

5,925 きもの和ネットショップ給前 5%

5,926 CYAOL（キャオル） 5%

5,927 キャサリンコテージ 5%

5,928 キャスミンプラザ 5%

5,929 Catch　楽天市場店 5%

5,930 キャットテーラー 5%

5,931 キャットネット　パソコンショップ 5%

5,932 キャットフード帝塚山ハウンドカム 5%

5,933 ＣＡＴＭＡＩＬ 5%

5,934 キャットランド 5%

5,935 catelier＜キャットリエ＞ 5%

5,936 ＣＡＰ！ 5%

5,937 キャップ・ラガーズ 5%

5,938 キャトル・セゾン　楽天市場店 5%

5,939 Canarie 5%

5,940 CANAL CLOTHING 5%
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5,941 CANAL JEAN キャナルジーン 5%

5,942 キャバ 5%

5,943 キャバドレス通販DLXGIRL 5%

5,944 CABINWONDERLAND 5%

5,945 ＣＡＰＴＡＩＮ 5%

5,946 キャプテン 5%

5,947 ＣＡＰＴＡＩＮ　ＴＯＭ’s 5%

5,948 Giyaman Jewellery 5%

5,949 キャミコレ 5%

5,950 Camelot 5%

5,951 CAMERON 5%

5,952 キャメロン専門店　Himawari 5%

5,953 キャライフ 5%

5,954 キャラカ 5%

5,955 キャラクター生地の....夢木綿 5%

5,956 キャラクターキューティーショップ 5%

5,957 キャラクターグッズのリトルリーフ 5%

5,958 キャラクター・子供服のズーワッカ 5%

5,959 キャラクター雑貨CHERICO 5%

5,960 キャラクター雑貨のキャラランド 5%

5,961 キャラクターグッズPoccL 5%

5,962 キャラクター食器【マイフレンズ】 5%

5,963 キャラクターショップＡＶＥＮＵＥ 5%

5,964 キャラクターショップ＊ケリア 5%

5,965 キャラクターズイン 5%

5,966 キャラクターズショップ　ラフラフ 5%

5,967 キャラクターズハウス 5%

5,968 キャラクターのシネマコレクション 5%

5,969 キャラクターハウス　キャロル 5%

5,970 キャラクターホビーの雑貨まるゆう 5%

5,971 キャラスマ 5%

5,972 キャラッツ楽天市場店 5%

5,973 ＧＡＬＬＵＰ／ギャラップ 5%

5,974 CHARA TOY HOUSE キャラトイハウス 5%

5,975 キャラバンコーヒー楽天市場支店 5%

5,976 KALAVIKA 5%

5,977 きゃらファッション 5%

5,978 キャラメルカフェ 5%

5,979 きゃらや 5%

5,980 キャラLove 5%

5,981 gallery 365 5%

5,982 GALLERIES 5%

5,983 Gallery SkyR（スカイアール） 5%

5,984 carrier-city 5%

5,985 CarryOn 5%

5,986 キャリーケース専門店MOIERG 5%

5,987 キャリーバッグ通販のMM-COMPANY 5%

5,988 キャリーバッグの店ギンガム 5%

5,989 Calico 5%

5,990 Karyn 5%

5,991 Caring heart（キャリングハート） 5%

5,992 ギャルガールズ 5%

5,993 GALSON gallery 5%

5,994 Garde-Robe 5%

5,995 ギャレットストア 5%

5,996 ギャレリア Bag＆Luggage 5%

5,997 CARROT 5%

5,998 大人かわいい／シャイニングピンク 5%

5,999 CAROL　netstore 5%

6,000 ＣａｎＷｅｂＳｈｏｐ 5%
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6,001 Cancamp 5%

6,002 cansasキャンサス 5%

6,003 ＣＡＮＳＡＳＳ　ｊｅａｎｓ 5%

6,004 candy-house 5%

6,005 CANDYBOUQUET 5%

6,006 ドレス＆カジュアル　マーケット 5%

6,007 キャンディーマジック　楽天市場店 5%

6,008 キャンディコムウェア 5%

6,009 Candy chouchou 5%

6,010 Candy Smile 楽天市場店 5%

6,011 アメリカ雑貨通販キャンディタワー 5%

6,012 CANDY-DRESS【キャンディドレス】 5%

6,013 キャンディブーケのラ ・セリーゼ 5%

6,014 キャンディベア楽天市場店 5%

6,015 Candy Mart 5%

6,016 CANDYMITT 5%

6,017 Candy MERU 5%

6,018 CANDYLAB 5%

6,019 キャンディランド 5%

6,020 キャンドールインテリア 5%

6,021 キャンドルのある暮らし 5%

6,022 キャンハートサプリメント 5%

6,023 Canffy 5%

6,024 キャンペーン365 5%

6,025 Canmart 5%

6,026 キャンライフ 5%

6,027 キャンロット　楽天市場店 5%

6,028 キュアカラット楽天市場支店 5%

6,029 キュアマート 5%

6,030 CURE 楽天市場店 5%

6,031 キューエス 5%

6,032 QSS AND QUINTON SHOP 5%

6,033 QMA 5%

6,034 牛革専門店　Grand Pelle 5%

6,035 救骨さん　楽天市場店 5%

6,036 キューサイ青汁関東センター 5%

6,037 キューサイ健康食品販売（株） 5%

6,038 Ｑザッカ 5%

6,039 九州色 5%

6,040 九州大川の家具　オオカワスタイル 5%

6,041 九州米大将 5%

6,042 九州産・宮崎のお米は「こめいち」 5%

6,043 九州焼酎　福島酒店 5%

6,044 九州焼酎CLUB＆スナップビー 5%

6,045 九州通販・取り寄せのじゃじゃ美味 5%

6,046 九州トータルプランニング 5%

6,047 九州トリカエ隊楽天市場店 5%

6,048 九州のごちそう便 5%

6,049 九州蜂の子本舗 5%

6,050 九州ピュアドライ 5%

6,051 九州プレミアムモール 5%

6,052 九州銘酒蔵 5%

6,053 九州もん 5%

6,054 九州野菜本舗【ベジップル】 5%

6,055 牛匠　乙ちゃん 5%

6,056 キューショップジャパン楽天市場店 5%

6,057 牛すじカレー専門店 戸紀屋 5%

6,058 キューズベリー 5%

6,059 Q’s 楽天市場 Shop 5%

6,060 牛たん利久楽天市場店 5%
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6,061 スタイル美人　Q・T・fanfan 5%

6,062 cute＆sexyドレス VESTI 5%

6,063 給湯器とガスコンロのお店 5%

6,064 弓道具の専門店 山武弓具店 5%

6,065 キュートジュエリー 5%

6,066 cute space 5%

6,067 Cute Family 5%

6,068 Cute baby 5%

6,069 cute洋服屋 5%

6,070 牛とろの北海道十勝スロウフード 5%

6,071 925 楽天市場店 5%

6,072 吸入器コム～ネブライザ各種取扱～ 5%

6,073 ９人制バレーボール 5%

6,074 キュー バザール 5%

6,075 q.b.c　楽天市場店 5%

6,076 キューピー人形のハピコレ 5%

6,077 qoob［キューブ］大きいサイズの店 5%

6,078 ＣＵＢＥ　楽天市場店 5%

6,079 99.9キュキュッキュ楽天市場店 5%

6,080 キュットスリムと下着通販GB-style 5%

6,081 キュリラオンラインショップ 5%

6,082 KIYOI 5%

6,083 京　綾華　Ethnic Globe 国産 5%

6,084 京一屋 5%

6,085 京うちわ塩見団扇　洛風庵 5%

6,086 京うちわ・扇子専門店　ぎんやんま 5%

6,087 共榮水産 5%

6,088 KYOEISPORTS楽天市場店 5%

6,089 恭栄堂玉名店 5%

6,090 競泳水着のd-style　楽天市場店 5%

6,091 京越卸屋 5%

6,092 京・近江・ほっこり茶屋 5%

6,093 京織音 5%

6,094 京菓子匠萬屋琳窕 5%

6,095 京菓子司 与楽 5%

6,096 京菓子處 鼓月　楽天市場店 5%

6,097 京菓子　富久屋 5%

6,098 教材出版学林舎楽天市場店 5%

6,099 教材自立共和国 5%

6,100 餃子と焼売の専門店　餃子工房RON 5%

6,101 餃子のばんごはんや　楽天市場店 5%

6,102 ぎょうざの宝永苫小牧　楽天市場店 5%

6,103 京瑞庵 5%

6,104 京せんす　風香扇 5%

6,105 名古屋帯と半幅帯 西陣 京たまゆら 5%

6,106 京丹後のお米　三浦豊蔵商店 5%

6,107 京丹波 5%

6,108 京佃煮野村　楽天市場店 5%

6,109 京つけもの大安 5%

6,110 京都　あきつや 5%

6,111 京都杏仁本舗 5%

6,112 京都衣裳華小町 5%

6,113 京都一の傳　創業九十余年の西京漬 5%

6,114 京都ー市やま　楽天市場店 5%

6,115 京都祝着洛寿 5%

6,116 京都祝い米本舗 5%

6,117 共同ガーデンクラブ 5%

6,118 京都・宇治田原　お茶の光露園 5%

6,119 京都・宇治　茶願寿 5%

6,120 共同照明LED専門店 5%
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6,121 京都太秦しぜんむら 5%

6,122 協同製油　楽天市場店 5%

6,123 京都おみや本舗 5%

6,124 京都かしいしょう 5%

6,125 京都華心 5%

6,126 京都カナリヤ手芸店 5%

6,127 京都祇園老舗あられおかき祇園萩月 5%

6,128 京都祇園仁々木 5%

6,129 京都木津川　名代　笠庄 5%

6,130 京都きねや 楽天市場店 5%

6,131 京都　きもの京小町 5%

6,132 京都きもの日和 5%

6,133 京都きもの町 5%

6,134 京のきもの屋京都まるなか 5%

6,135 京都着物レンタル夢館 5%

6,136 京都着物レンタル和凛　宅配専門店 5%

6,137 京都匙亀 5%

6,138 京都三徳商会 5%

6,139 京都 漆器の井助 通販 5%

6,140 京都ジュエリーきむら 5%

6,141 京都ジュエリー工房 5%

6,142 京都上等インナー 5%

6,143 京都スタイル 5%

6,144 京都芹川　楽天市場店 5%

6,145 京都せんべいおかき専門店小倉山荘 5%

6,146 京都通販　ミセスのファッション館 5%

6,147 京都手作りデザート文助楽天市場店 5%

6,148 京都伝統中医学研究所 5%

6,149 京都錦　味の顔見世 5%

6,150 京都錦京七味ぢんとら 5%

6,151 京都二条寺町　ジェニアル 5%

6,152 京都の着物屋 かさね 5%

6,153 京都の珈琲屋さん CAFE KFK カフカ 5%

6,154 京都の数珠販売専門店　はな花 5%

6,155 京都　野田屋 5%

6,156 京都のちょっとセレブな企業専門店 5%

6,157 京都のちょっとセレブなお店R店 5%

6,158 京都の仏具屋さん 香華堂 5%

6,159 京都のレース屋松村商店 5%

6,160 京都の和菓子　お多福庵 5%

6,161 京都の和菓子 京みずは 5%

6,162 京都の和食器・陶器専門店　銀葉 5%

6,163 京都肌着本舗 5%

6,164 京都 はんこ女子会 5%

6,165 京都帆布バッグ専門店 creareきき 5%

6,166 京都パン屋GREEN 5%

6,167 京都武道具 5%

6,168 京都ブランド 5%

6,169 京都ブルーラパン　楽天市場店 5%

6,170 京都文具屋 5%

6,171 京都まいど　楽天市場店 5%

6,172 京都麻袋 5%

6,173 京都MaMa 5%

6,174 京都マルタヤ　楽天市場店 5%

6,175 京都もめん屋 5%

6,176 京都森勝：京七味唐辛子／ハバネロ 5%

6,177 京都焼菓子工房しおん 5%

6,178 京都薬品ヘルスケア【楽天市場店】 5%

6,179 京都屋質店 5%

6,180 京都・山城　宇治茶通販の丸又園 5%
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6,181 京都　洛～伝統となごみの和雑貨 5%

6,182 京都 龍安寺 京菓子老舗 笹屋昌園 5%

6,183 京都六角蕪村菴 5%

6,184 京都和彩工房 5%

6,185 京の飴工房 5%

6,186 京の飴ちゃん本舗 5%

6,187 京の魚河岸『かねきゅう』 5%

6,188 京のおしゃれ屋 5%

6,189 京のおばんざい　祇園藤村屋 5%

6,190 京の米職人 5%

6,191 京の米屋やましな 5%

6,192 京の幸 5%

6,193 京の老舗の果物屋　鳥羽伊三 5%

6,194 京の手彫り仕上印鑑実印　西野工房 5%

6,195 京のはんこや幸栄堂 5%

6,196 京のはごろも 5%

6,197 京のみやび 楽天市場店 5%

6,198 貸衣装　京の夢小路【最安挑戦】 5%

6,199 京の洛スク 5%

6,200 京橋千疋屋 5%

6,201 京刃物　金高刃物老舗 5%

6,202 KYOHAYA　楽天市場店 5%

6,203 業販ネットショップ楽天市場店 5%

6,204 きょうび 5%

6,205 今日美人 5%

6,206 京仏壇・京仏具　まとう 5%

6,207 京ふとん店【 SARAFA 】 5%

6,208 京ほうのう 5%

6,209 京みやげ栄山堂 5%

6,210 京みやげ佐野家 5%

6,211 京・美山ゆばゆう豆　楽天市場店 5%

6,212 業務SHOP SaK24 5%

6,213 業務ショップのん太郎 楽天市場店 5%

6,214 業務用エアコン エアコンマート2号 5%

6,215 業務用エアコンのセツビコム 5%

6,216 業務用お肉販売楽天市場店 5%

6,217 業務用卸・販売センター　fu-lab 5%

6,218 業務用介護用品専門店　ケアルーツ 5%

6,219 業務資材のきんだいネットショップ 5%

6,220 業務用 消臭剤　スマイル快適 5%

6,221 業務用食材タスカルネットショップ 5%

6,222 業務用食材の　いわてや 5%

6,223 業務用食品卸 五葉商会 楽天市場店 5%

6,224 業務用食器専門 みんなの倉庫 5%

6,225 業務用食器　Dear Dish BASARA 5%

6,226 業務用食器の食器プロ 5%

6,227 業務用食器の食器プロ Ｈ＆Ｋ館 5%

6,228 業務用ソフトの専門店ソフトジャム 5%

6,229 業務用タオル販売ふつうのタオル屋 5%

6,230 業務用厨房機器・家具・食器INBIS 5%

6,231 業務用厨房機器の飲食店厨房館 5%

6,232 業務用厨房機器のKITCHEN MARKET 5%

6,233 業務用厨房機器のまるごとＫマート 5%

6,234 業務用厨房機器のマル厨 5%

6,235 業務用厨房用品専門店キッチン燕 5%

6,236 業務用メラミン食器の通販KYOEI 5%

6,237 業務用焼きそばとラーメン横浜丸紀 5%

6,238 業務用ラックの【アットスチール】 5%

6,239 京焼清水焼専門店　松韻堂 5%

6,240 京焼清水焼の和食器専門店　青花堂 5%
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6,241 京野菜 錦 川政 5%

6,242 京野菜の卸屋さん 5%

6,243 京料理一峯庵いっぽうあん 5%

6,244 京料理　坂安【西本願寺御用達】 5%

6,245 行列のできるペット館 5%

6,246 KYOWA（共和）Gift＆Shopping 5%

6,247 共和ゴムwebshop 5%

6,248 協和食研 楽天市場店 5%

6,249 清川製麺所in秩父 5%

6,250 清川屋　特産品・フルーツ王国 5%

6,251 玉華堂 5%

6,252 キョクネットショップ 5%

6,253 魚食生活 5%

6,254 清すトア　楽天市場店 5%

6,255 漁船直送！エビとカニの五島水産 5%

6,256 清水焼と宇治茶の宇治茶園 5%

6,257 KIRA 5%

6,258 キラキラハイム 5%

6,259 キラキラピアス 5%

6,260 気楽気楽きらきら 5%

6,261 木楽舎 5%

6,262 綺羅化粧品愛媛 5%

6,263 キラコン 5%

6,264 KIRANAVI楽天市場店 5%

6,265 綺麗麗（きらら） 5%

6,266 ＫＩＲＡＲＡコーポレーション 5%

6,267 きらら自然食品・マクロビ通販 5%

6,268 きらら楽天市場店 5%

6,269 キラリオ（インテリア 家具 通販） 5%

6,270 キラリ手芸部 5%

6,271 きらりセレクション 楽天市場店 5%

6,272 キラリネットショップ 5%

6,273 きらり本舗 5%

6,274 GHILLI 5%

6,275 霧島農園　山田ん家 5%

6,276 桐世界　楽天市場店 5%

6,277 桐たんすの飯沢 5%

6,278 桐パック　楽天市場店 5%

6,279 kiribox 5%

6,280 きりまる和紙店 5%

6,281 キリム専門店マンモスイスタンブル 5%

6,282 きりむら好文堂書店 5%

6,283 きりやさん 5%

6,284 きりやま商店 5%

6,285 桐生うどんの里 5%

6,286 キリン商店 5%

6,287 着る岩盤浴「BSファイン」 5%

6,288 KIRSCHFEU（キルシュフゥ） 5%

6,289 キルトギャラリー瑞ネットショップ 5%

6,290 キルトパーティ　QuiltParty 5%

6,291 Ｋｉｒｅｉ 5%

6,292 キレイ応援オンラインストア 5%

6,293 きれいＣＩＴＹ 5%

6,294 キレイスキー洗剤shop 楽天市場店 5%

6,295 スポーツウェア 5%

6,296 キレイストア 5%

6,297 キレイスポット 5%

6,298 キレイと元気の専門店　ベータ食品 5%

6,299 キレイと健康サポートみどり工房。 5%

6,300 きれいな食器のお店絵器彩陶 5%
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6,301 きれいなはんこ　印鑑のからふる屋 5%

6,302 きれいになあれ 5%

6,303 きれいになーれ 5%

6,304 キレイのすすめ 5%

6,305 キレイの専門店ミナカイ・フローラ 5%

6,306 キレイノミカタ 5%

6,307 Kireinowa 5%

6,308 きれいプラザ 5%

6,309 キレイプラス 5%

6,310 きれいフル・クロツヤ専科 5%

6,311 きれい本舗 5%

6,312 きれいMARKET 5%

6,313 キレイ屋さんのおすすめ　まつよ 5%

6,314 キレイライフ　楽天市場店 5%

6,315 きれいを発明する 5%

6,316 着業 Kiwaza 5%

6,317 綺和美 5%

6,318 金色で金運アップ しあわせ七福神 5%

6,319 金華ｓｈｏｐ 5%

6,320 欣華店 5%

6,321 生地と手芸の店　キンカ堂池袋KN店 5%

6,322 金亀雨衣店・楽天市場店 5%

6,323 金柑ジャムのお店サンサンフード 5%

6,324 金魚屋 5%

6,325 金銀の貯金箱-金銀コイン・宝飾店- 5%

6,326 KING of CONCRETE 5%

6,327 ＫＩＮＧＣＵＳＴＯＭＩＺＥ 5%

6,328 KINGS 5%

6,329 Kingstar 5%

6,330 キングダムタッチ楽天市場店 5%

6,331 キングチューニング 5%

6,332 キング百貨店 5%

6,333 キングベア楽天市場店 5%

6,334 キングモバイル 5%

6,335 キング屋 ２号店 5%

6,336 キングラス楽天市場店 5%

6,337 錦幸園 楽天市場店 5%

6,338 金光堂楽天市場支店 5%

6,339 ＧＩＮＺＡ　ＡＬＣＯＳ 5%

6,340 銀座イマージュShop 5%

6,341 きんさい屋 5%

6,342 銀座雨竹庵　楽天市場店 5%

6,343 銀座エアポート静岡 5%

6,344 銀座越後屋　楽天市場店 5%

6,345 銀座 紗古夢堂（sacomdo） 5%

6,346 GINZA XIAOMA 5%

6,347 GINZA SMARTSTYLE 5%

6,348 銀座千疋屋 5%

6,349 銀座ぜん屋 5%

6,350 銀座タカゲン 5%

6,351 銀座 HIKO 5%

6,352 銀座ほんじん 楽天市場店 5%

6,353 銀座名品館 5%

6,354 GINZA RASIN 楽天市場店 5%

6,355 銀座ランプショップ 5%

6,356 Ginza Rim／銀座リム 5%

6,357 ぎんしゃり屋 5%

6,358 吟醤漬の魚隆商店 5%

6,359 金星商事 5%

6,360 銀蔵・楽天市場店 5%
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6,361 金太郎家具 5%

6,362 キンタローのウッドクラフト 5%

6,363 Kintone公式　楽天市場店 5%

6,364 銀粘土専門館 5%

6,365 銀の玉手箱本舗 5%

6,366 銀の森　楽天市場店 5%

6,367 金箔逸品工芸　箔打屋 5%

6,368 金箔の店 5%

6,369 金箔屋さくだ 5%

6,370 金箔屋本舗 Gold-Shop 5%

6,371 金米堂本店 5%

6,372 吟米本舗 5%

6,373 金芽米・オンラインショップ 5%

6,374 金芽米本舗 5%

6,375 金襴・生地布OrietKyoto楽天市場店 5%

6,376 quattro・angoli-クアトロアンゴリ 5%

6,377 クイーンアイズ楽天市場店 5%

6,378 食器・雑貨・ファッションQueenAnn 5%

6,379 Queen Collection 5%

6,380 Queens Ostrichダチョウ肉＆ジビエ 5%

6,381 クイーンズバスルーム楽天市場支店 5%

6,382 クイーンズ　ハニー　ビューティー 5%

6,383 Queens Land 5%

6,384 Queen REI 5%

6,385 くいしんぼうグルメ便 5%

6,386 食いしん坊天国 5%

6,387 クイックアート 5%

6,388 クイックコンタクト 楽天市場店 5%

6,389 クイックニットサービス 5%

6,390 クイックファクトリー 5%

6,391 くい丸専門店クイックス 5%

6,392 quintetto楽天市場店 5%

6,393 クー・ドゥ・ビジュウ楽天市場店 5%

6,394 Coo金沢shop 5%

6,395 空間コーディネートAnmine 5%

6,396 カーテン・ラグのクーカンNetshop 5%

6,397 空間ハウスＪＩ２ 5%

6,398 Gu-Gu（グーグー） 5%

6,399 グーグー（zZZ） 5%

6,400 ＧＯＯＳＥ 5%

6,401 空調センター　楽天市場店 5%

6,402 空調・店舗・厨房センター 5%

6,403 空調服・つなぎ＆作業着のworkTK 5%

6,404 Qoots 5%

6,405 クーテ 5%

6,406 Gute Gouter 5%

6,407 GOOD GOODS 5%

6,408 くうねる堂 5%

6,409 クーパー 5%

6,410 クーパーズパーク 5%

6,411 Coopo Japan　楽天市場店 5%

6,412 CoolingDoor 5%

6,413 クール・ヴェール 楽天市場店 5%

6,414 COOL CUSTOM 5%

6,415 COOL CAT 5%

6,416 CooLZON～もっと眠りを楽しもう！ 5%

6,417 COOLTRACK JAPAN 5%

6,418 cool beans 5%

6,419 クールフィンジャパン　楽天市場店 5%

6,420 クールモバイル　楽天市場店 5%

5643



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

6,421 クールライド 5%

6,422 COOL　RICH 5%

6,423 QUESTONS -クエストン- 5%

6,424 クエン酸普及会 5%

6,425 ＣＵＯＲＥ 5%

6,426 CuoreCuore 5%

6,427 quoショップ 5%

6,428 クオニス公式ショップ楽天市場店 5%

6,429 QUOLI 5%

6,430 クオリアル -暮らし応援家具SHOP- 5%

6,431 Quality Space 5%

6,432 クオリティファースト　楽天市場店 5%

6,433 クオワークス--青木鞄OfficialShop 5%

6,434 くおん 5%

6,435 CuckooTeabag ククーティーバッグ 5%

6,436 アルカ　ドレス 5%

6,437 草刈応援団 5%

6,438 guji outlet 5%

6,439 櫛田養鶏場　楽天市場店 5%

6,440 櫛野農園 5%

6,441 九十九島からの贈り物 5%

6,442 九十九里クワガタファーム 5%

6,443 COUS COUS（クスクス） 5%

6,444 【クスス雑貨】インド綿と猫の首輪 5%

6,445 くすばしタオル（楠橋紋織） 5%

6,446 クスバシハクイ 5%

6,447 KUSU HANDMADE公式ストア ecobito 5%

6,448 XPデザイン 楽天市場店 5%

6,449 くずまきワイン楽天市場店 5%

6,450 楠本質店　楽天市場店 5%

6,451 クスリエショップ　ユニカ 5%

6,452 クスリ聖和 5%

6,453 くすりと健康　サンダードラッグ 5%

6,454 くすりのiQ 5%

6,455 くすりのインディアン 5%

6,456 くすりのうみがめ君 5%

6,457 くすりの京都祇園さくら 5%

6,458 薬のきよし 5%

6,459 くすりのグッドラック 5%

6,460 くすりのチャンピオン 5%

6,461 くすりのファイン 5%

6,462 薬のファインズファルマ楽天市場店 5%

6,463 くすりのふみちゃん 5%

6,464 くすりのヘルシーボックス 5%

6,465 くすりの勉強堂 アネックス 5%

6,466 くすりの勉強堂＠最新健康情報 5%

6,467 くすりのポニー 5%

6,468 くすりのマナティー 5%

6,469 くすりのみかん 5%

6,470 くすりの三井 5%

6,471 くすりのメイショウ 5%

6,472 くすりのヤナセ 5%

6,473 薬の山下薬舗 5%

6,474 くすりのヤマト 5%

6,475 薬屋さんの健康美　からだあいかん 5%

6,476 くすり屋　だいちゃん 5%

6,477 くすりや　ひらさわ 5%

6,478 くすり屋本店 5%

6,479 薬ルージュ 5%

6,480 九谷焼専門店 和座 5%
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6,481 果物王国　浜中屋 5%

6,482 くだもの観覧車 5%

6,483 果物と野菜のBe my guest！ 5%

6,484 果物の郷　おくむら 5%

6,485 Cookie House 5%

6,486 クッキーメール　楽天市場店 5%

6,487 クッキングクロッカ　楽天市場店 5%

6,488 ＫＵＴＵ-ＫＵＴＵ 5%

6,489 靴靴Power 5%

6,490 クックパルWebShop／ヨシカワ直販 5%

6,491 靴工房あきまい 5%

6,492 靴工房　村田靴店 5%

6,493 くつ　雑貨　ケアママ　Care Mom 5%

6,494 Goodsania 5%

6,495 靴／サボサンダルのリリアンハウス 5%

6,496 ５本指セレクトショップ　靴下小町 5%

6,497 靴下専門店 コポ 5%

6,498 靴下工場直行便　足屋 5%

6,499 靴下のHARUSAKU 5%

6,500 靴下の店　男気主義 5%

6,501 靴下の店きびす 5%

6,502 靴下メーカーの店レモコロ 5%

6,503 靴ショップ　やまう　楽天市場店 5%

6,504 クッション・枕の工場～ビーバイ～ 5%

6,505 クッションカバーランチョンマット 5%

6,506 クッション工場／長座布団／抱き枕 5%

6,507 クッション生活 made in OSAKA 5%

6,508 クッション専門店　ツルショウ 5%

6,509 クッションと座布団のニーズまつだ 5%

6,510 グッズ＆ うちわ 専門店ファンクリ 5%

6,511 グッズ×グッズ 5%

6,512 Goods-KOBE 5%

6,513 グッズパークNEO 5%

6,514 グッズプロ 5%

6,515 GOODSMAN　あんしんプラス 5%

6,516 Goods-Labo 5%

6,517 ぐっすりふとん　夢工房モリシタ 5%

6,518 ぐっすり屋 5%

6,519 靴専門 A-FACTORY 楽天市場店 5%

6,520 靴専門店『アベリア』plus 5%

6,521 靴通販専門店靴カフェ 5%

6,522 goods plus 5%

6,523 good day 5%

6,524 セレクトショップ GoodyOnline 5%

6,525 goody-pet 楽天市場店 5%

6,526 Ｇｏｏｄｙ楽天市場店 5%

6,527 グッド・グッズ　LED照明通販 5%

6,528 Ｇood　ＩＴＥＭ 5%

6,529 グッドアイテム　ダイセイ 5%

6,530 Good-Appeal 5%

6,531 GoodWill　アンティーク 5%

6,532 グッドカンパニー 5%

6,533 グッド・グッズ 5%

6,534 Good goods Shop 5%

6,535 Good Style Shop 5%

6,536 グッドスタイル楽天市場店 5%

6,537 グッドスマイリーショップ 5%

6,538 GoodSleepファクトリー 5%

6,539 グッドセレクトストアー 5%

6,540 GOOD TIME 5%
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6,541 GOODTILESHOPグッドタイルショップ 5%

6,542 GOOD TOOLS 楽天市場店 5%

6,543 グッドツールレボ　楽天市場店 5%

6,544 GOOD DEAL WEB HOUSE 5%

6,545 ＧＯＯＤ　ＤＡＹ　ＳＨＯＰ 5%

6,546 グッドデザインのグデザ 5%

6,547 グッドバウンス　楽天市場店 5%

6,548 good balance インテリア 5%

6,549 good furniture 5%

6,550 Good Feel（グッドフィール） 5%

6,551 GoodBaby（グッドベビー） 5%

6,552 グッドポイントショッピング 5%

6,553 GOOD HOLIDAY グッドホリデイ 5%

6,554 グッドマム 5%

6,555 グッドメイク-楽天市場店 5%

6,556 グッドライブ 5%

6,557 グッドライフ　ウッド 5%

6,558 グットライフショップ 5%

6,559 GOODLUCK　jewelry 5%

6,560 GooDrug　楽天市場店 5%

6,561 靴トラ楽天市場店 5%

6,562 グッドレザー 5%

6,563 グッドワン薬店 5%

6,564 靴ネット通販コア 5%

6,565 靴のAIKA　楽天市場店 5%

6,566 靴のアプリコットタウン 5%

6,567 靴のaruko 5%

6,568 くつのエビスヤ 5%

6,569 靴のオフサイド 5%

6,570 靴のオリジン 5%

6,571 靴のシナガワ 5%

6,572 靴のシューマート 5%

6,573 靴のセレクトショップ　Lab 5%

6,574 靴のセントラル本店 5%

6,575 靴の専門店アイビー 5%

6,576 靴の専門店　ボンブラウンshop 5%

6,577 靴のＳＯＫＵＳＯＫＯ 5%

6,578 靴の通販ショップ　靴のベル 5%

6,579 靴のトアレ 5%

6,580 靴のナカムラ 5%

6,581 靴のニシムラ 5%

6,582 くつの橋本商店 5%

6,583 靴のパリー 5%

6,584 靴のヒカリ　ビッグサイズ専門店 5%

6,585 靴のBelief 5%

6,586 靴のＨＯＳＨＩＫＡＷA楽天市場店 5%

6,587 靴の店 ロンプシュー 5%

6,588 靴のリード 5%

6,589 Re：Lucks（靴のリラックス） 5%

6,590 靴 バッグ 革ケアハッピーバリュー 5%

6,591 ぐっはび生活　楽天市場店 5%

6,592 靴ひも工房 5%

6,593 くつ屋エムオーシー 5%

6,594 靴屋　【　ＫＯＯＫ　】 5%

6,595 くつろぎ堂本舗 5%

6,596 クツログ 5%

6,597 くつろ美-kutsuro-bi 5%

6,598 グディーズヨコハマ 5%

6,599 國盛オンライン・ショップ 5%

6,600 kunistyle 5%
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6,601 クニトミ楽天市場店 5%

6,602 くにペットヘルスクリニック 5%

6,603 ＫＮＯＰ 5%

6,604 虞美人草 5%

6,605 クピトイズ 5%

6,606 首輪とキーホルダーのパーツのお店 5%

6,607 首輪処 5%

6,608 Kufuu 5%

6,609 Gufo Nero 5%

6,610 久保木畳店　Online Shop 5%

6,611 久保田酒店　楽天市場店 5%

6,612 久保田薬局　楽天市場店 5%

6,613 クマガヤスポーツ・クマスポ 5%

6,614 くまたんの店　楽天市場店 5%

6,615 熊野牛専門店　ミートファクトリー 5%

6,616 熊野黒潮本舗　楽天市場店 5%

6,617 くまの焼酎屋 5%

6,618 kumanote-web.shop 5%

6,619 くまの中谷商店 5%

6,620 熊野筆通販　匠の化粧筆コスメ堂 5%

6,621 熊野筆precious 5%

6,622 球磨盆地土産店 5%

6,623 熊本逸品広場　力こぶ 5%

6,624 くまもと菓房 楽天市場店 5%

6,625 熊本グルメマーケット 楽天市場店 5%

6,626 くまもと工房 5%

6,627 熊本四季農園楽天市場店 5%

6,628 熊本得販の森　楽天市場店 5%

6,629 熊本の馬刺し専門店　利他フーズ 5%

6,630 【　くまもと風土　】 5%

6,631 熊本名物本舗　あさぎり物産館 5%

6,632 熊本よか米　岡本商店　楽天市場店 5%

6,633 熊人楽天市場店 5%

6,634 組絵門（くみえもん） 5%

6,635 組み立て家具のファーストルームズ 5%

6,636 くもくもスクエア 5%

6,637 GLAGOM 公式 楽天市場店 5%

6,638 グラース・グラース 5%

6,639 GLIDER SPORTS 楽天市場店 5%

6,640 KRIDE JAPAN（国産無垢テーブル） 5%

6,641 クライミング専門店　むぎろっく 5%

6,642 クライムスワールド 楽天市場店 5%

6,643 クライム　楽天市場店 5%

6,644 クラウド・シューカンパニー 5%

6,645 クラウドモーダ 5%

6,646 クラウド 楽天市場店 5%

6,647 クラウンコード　楽天市場店 5%

6,648 クラウンMARKET 5%

6,649 クラウン無線　楽天市場店 5%

6,650 GRACIAS楽天市場店 5%

6,651 gracia flowers 5%

6,652 くらし安心ショップ 5%

6,653 Craseal 5%

6,654 クラシオ 5%

6,655 くらし快援隊～母の日父の日お中元 5%

6,656 くらし（衣食住）快適ショップ 5%

6,657 暮らし快適屋 5%

6,658 CLASSICA Online Shop 5%

6,659 Classical Elf／クラシカルエルフ 5%

6,660 くらし館ｉｎｆｉｎｉ 5%
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6,661 倉敷うなぎ　本店 5%

6,662 倉敷の地酒　燦然　-さんぜん- 5%

6,663 倉敷文具ＲＵＫＡＲＵＫＡ 5%

6,664 暮らし健康ネット館 5%

6,665 CLASSICO Umbrella collection 5%

6,666 くらし舎 5%

6,667 くらしたのしもう屋 5%

6,668 ＣＬＡＳＳＩＣ 5%

6,669 クラシックス 5%

6,670 クラシックデモダン楽天市場店 5%

6,671 クラシックビール 『ベアレン』 5%

6,672 くらしデコラ　ラグマット専門店 5%

6,673 暮らしと健康くらぶ 5%

6,674 暮らしとコンロの店　-conroya- 5%

6,675 暮らしと眠りを楽しむ店 和っふる 5%

6,676 暮らしにアロマを、オリバーリッチ 5%

6,677 暮らしにたのしさを【GIVE＆GIVE】 5%

6,678 くらし弐番館 5%

6,679 くらしにふぃっと 5%

6,680 暮らしにプラス 5%

6,681 暮らしのお手伝い 5%

6,682 暮らしの家具インテリア 5%

6,683 暮らしの幸便 5%

6,684 暮らしの雑貨 カグザク 5%

6,685 くらしの雑貨店 Juttoku 5%

6,686 暮らしの雑貨店ナチュレ 5%

6,687 くらしの雑貨　むろの屋 5%

6,688 くらしの収納館 5%

6,689 暮らしの総合デパート　ケベック 5%

6,690 暮らしのソムリエSHOP！ 5%

6,691 暮らしのたおる　わたぐも 5%

6,692 くらしの道具COTAN 5%

6,693 暮らしの肌着 5%

6,694 暮らしの百貨店 5%

6,695 くらしのもり 5%

6,696 暮らしの杜　横濱 5%

6,697 くらし百科　ゴン太 5%

6,698 暮らしプラス本館 5%

6,699 くらし屋 5%

6,700 暮らし用品のアイケイスター 5%

6,701 暮らし楽市ペーパーイメージ 5%

6,702 暮らしを彩る　　いろえんぴつ 5%

6,703 くらしを彩る「雅乃」 5%

6,704 グラスアート屋 5%

6,705 GLASS-M 5%

6,706 くらすかたち＆Web 5%

6,707 グラスゴー 5%

6,708 Import shop Glasgow グラスゴー 5%

6,709 GLASS JAPAN （グラスジャパン） 5%

6,710 glass japan 5%

6,711 clustic-R 5%

6,712 暮らすとあ 5%

6,713 グラストンベリー 5%

6,714 グラス・パパ 5%

6,715 グラスパパ４０ 5%

6,716 GLASS FIT（グラス　フィット） 5%

6,717 グラスマーケット 5%

6,718 Glassesマート 5%

6,719 グラスマニア -Tokyo Aoyama- 5%

6,720 クラスマネージ 5%
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6,721 grassland （グラスランド） 5%

6,722 グラスロードカンパニー 5%

6,723 KURAZO よろずやくら蔵 楽天市場店 5%

6,724 蔵出し明太子のさかえや 5%

6,725 GRAZIA 5%

6,726 Classy Code 5%

6,727 クラッシュゴルフ楽天市場店 5%

6,728 クラッセ・ドゥ・クラッセ 5%

6,729 クラッセライフショッピング 5%

6,730 grattis 5%

6,731 GLAD　CRE8 5%

6,732 Clapper 5%

6,733 gradation楽天市場店 5%

6,734 GRANADA 5%

6,735 GRANNY SMITH APPLE PIE ＆ COFFEE 5%

6,736 グラニーレプラス　楽天市場店 5%

6,737 蔵の粉屋　大西製粉 5%

6,738 蔵の街栃木の酒処 早川酒店 5%

6,739 クラバキッチン【即席・健康食品】 5%

6,740 クラハコ 5%

6,741 GRAVITY 2nd 5%

6,742 Gravity Vape 楽天市場店 5%

6,743 クラブアイテム専門店 e-BMS 5%

6,744 グラファス 楽天市場店 5%

6,745 グラフィコショップ 5%

6,746 グラフィックラボ楽天市場店 5%

6,747 club its　オンラインショップ 5%

6,748 CLUB JSEED 5%

6,749 グラブダブドリッブ 5%

6,750 Club Take 5%

6,751 CRAFT.INC 5%

6,752 クラフトウォーカー 5%

6,753 Crafts Garden 5%

6,754 クラフト金具卸 5%

6,755 クラフトカフェ 5%

6,756 クラフトキットのお店　ベイジョイ 5%

6,757 クラフトケイ 5%

6,758 くらふと工房クレアル　楽天市場店 5%

6,759 クラフト工房　SANBI 5%

6,760 クラフトショップNAVI 5%

6,761 クラフトショップ　ポピー 5%

6,762 Craft Navi 5%

6,763 クラフトパークス 5%

6,764 クラフトハウス 5%

6,765 CRAFT HOUSE 5%

6,766 クラフトマーケット 5%

6,767 Craft　Mart 5%

6,768 クラフトマン 5%

6,769 クラフトモール 5%

6,770 クラフトモンキー 5%

6,771 クラブトリニータ 5%

6,772 波佐見焼 窯元直営　くらふと龍 5%

6,773 craftworks 5%

6,774 ぐらぶ屋 5%

6,775 CURAPROX SWISS PREMIUM ORAL CARE 5%

6,776 クラホビ 5%

6,777 GRAMAGA（グラマガ） 5%

6,778 GRAMAS Official Shop 楽天市場店 5%

6,779 GRAMOROUS 5%

6,780 グラミー楽天市場店 5%
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6,781 gram8 5%

6,782 Glam33 5%

6,783 グラム　ジュエリー 5%

6,784 蔵元直販「地酒の森」 5%

6,785 蔵元屋 5%

6,786 くらや工場楽天市場店 5%

6,787 CLARAH 5%

6,788 Clara Nail （クララ ネイル） 5%

6,789 クララ Clara Hawaiian SelectShop 5%

6,790 クラルス楽天市場店 5%

6,791 KURAWANKA 5%

6,792 くらわんか餅の世界 5%

6,793 グランヴァン 5%

6,794 クランジュガラスデザイン 5%

6,795 GRANS 5%

6,796 Grandeir楽天市場店 5%

6,797 グランデキッチン 5%

6,798 Ｇｒａｎｄｅ　shop 5%

6,799 GRANDE TOKYO 5%

6,800 グランデ・ベッド館 5%

6,801 グランデリビング 5%

6,802 グランドコーヒーロースター 5%

6,803 グランドスラム 5%

6,804 グランドプレイス 5%

6,805 Grand Lounge 5%

6,806 グランバレエ　楽天市場店 5%

6,807 KLAMP 5%

6,808 グランプラス楽天市場店 5%

6,809 グランベリー　楽天市場店 5%

6,810 GRANDPERE 5%

6,811 GRANDPOIR グランポワール 5%

6,812 グランマーケット 5%

6,813 ぐらんま　ミセス パンツ専門店 5%

6,814 Cran 楽天市場店 5%

6,815 Grand Lapin 5%

6,816 グランルミエブティック 5%

6,817 クリアネオ楽天市場店 5%

6,818 クリアファイル・ファクトリー 5%

6,819 クリア・プロ　楽天市場店 5%

6,820 creak 5%

6,821 Clease クリーズ 5%

6,822 griis 5%

6,823 クリーティングコート　細野／美装 5%

6,824 クリーナーパーツ 楽天市場店 5%

6,825 セレクトショップgreeny 5%

6,826 クリーニング・クリクロ楽天市場店 5%

6,827 クリーニング・プロ・ミツミネ 5%

6,828 クリーニングの仕上屋　楽天市場店 5%

6,829 クリーニングのスワンドライ 5%

6,830 グリーバー 5%

6,831 ＣＬＥＶＥ楽天市場店 5%

6,832 CREAM（クリーム） 5%

6,833 cream dot 5%

6,834 ぐりーん愛らんど　（花屋） 5%

6,835 グリーンウィーク楽天市場店 5%

6,836 GreenAgent Store　楽天市場店 5%

6,837 ぐりーんおうる　楽天市場店 5%

6,838 グリーンオンダイレクト楽天市場店 5%

6,839 ぐりーんぐりーん 5%

6,840 greengreen　グリーングリーン 5%
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6,841 green green 楽天市場店 5%

6,842 GreenCorporation 5%

6,843 グリーンコムの店 5%

6,844 グリーンコンシューマー 5%

6,845 グリーンサム楽天市場店 5%

6,846 グリーンショップ花うらら 5%

6,847 ぐり～んしょっぷ LabiCats 5%

6,848 グリーンズ ベジタリアン通販 5%

6,849 グリーン造園 5%

6,850 green tools　楽天市場店 5%

6,851 クリーンテックス・ジャパン 5%

6,852 グリーンテック楽天市場店 5%

6,853 グリーンナッツ 5%

6,854 グリーンネットＳＨＯＰ 5%

6,855 グリーンパックス館 5%

6,856 グリーンパック楽天市場店 5%

6,857 グリーンパブリックストア 5%

6,858 Green paradise観葉植物通販専門店 5%

6,859 グリーンパワーなのはな楽天市場店 5%

6,860 グリーンヒナタActivity楽天市場店 5%

6,861 グリーンヒナタ楽天市場店 5%

6,862 グリーンファクトリー 5%

6,863 くりーんフィルター 5%

6,864 クリーンプロジャパン 5%

6,865 グリーンポプリ 5%

6,866 gleen　楽天市場店 5%

6,867 グリーンラボラトリー楽天市場店 5%

6,868 グリーンランド 5%

6,869 グリーンリーフ 5%

6,870 Green Rose ネットショップ Yumi 5%

6,871 グリーンロード 5%

6,872 グリーンロケット 5%

6,873 Creative 楽天市場店 5%

6,874 クリエイティ　楽天市場店 5%

6,875 クリエイト鞄製作所 5%

6,876 クリエイトサービス 5%

6,877 クリエートショップ楽天市場店 5%

6,878 クリエーボ 5%

6,879 クリオロ 5%

6,880 ぐりグら 5%

6,881 クチコミ堂 5%

6,882 クリスタルアート工房ビナクラフト 5%

6,883 クリスタルアイ楽天市場店 5%

6,884 Crystal Aglaia 楽天市場店 5%

6,885 クリスタル神戸 5%

6,886 クリスタルジェミー 5%

6,887 クリスタルジョイ楽天市場店 5%

6,888 クリスティうさぎの美容講座 5%

6,889 CRISPIN（クリスピン） 5%

6,890 クリスマス専門店　KOBE CRAFT 5%

6,891 KOBECRAFT別館 5%

6,892 クリスマス屋 5%

6,893 栗田こだわり仏像専門店 5%

6,894 GLICINE 5%

6,895 ぐり茶の杉山楽天市場支店 5%

6,896 くりっく 5%

6,897 クリックトラスト 5%

6,898 クリックマーケット 5%

6,899 クリックル【水・ソフトドリンク】 5%

6,900 ＧＬＩＴＴＥＲ　ＤＲＥＳＳ 5%
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6,901 クリッパーショップ 5%

6,902 クリッピングポイント 楽天市場店 5%

6,903 グリナリーストア 5%

6,904 グリニッチ　インテリアセレクト 5%

6,905 KURINOKI 5%

6,906 CLIVIA 5%

6,907 クリビオSHOP楽天市場店 5%

6,908 Cliff Edge 5%

6,909 CliffEdgeR 5%

6,910 スーツケース旅行用品のグリプトン 5%

6,911 KUREBORN楽天市場店 5%

6,912 CRIMINAL（クリミナル） 5%

6,913 栗本薬品工業株式会社 5%

6,914 くり屋南陽軒 5%

6,915 栗山ノーサン【楽天市場店】 5%

6,916 clytie 5%

6,917 グリルなかの 楽天市場店 5%

6,918 Glint 5%

6,919 グリント 5%

6,920 グルーヴプラン楽天市場店 5%

6,921 CROOTA SHOP HAMAFU INC. 5%

6,922 Clooney 5%

6,923 Groovy 5%

6,924 groovy T 5%

6,925 グルービーネイル 5%

6,926 クルールラボストア　楽天市場店 5%

6,927 kurucull 5%

6,928 ぐるぐる王国FS 楽天市場店 5%

6,929 ぐるぐる王国DS 楽天市場店 5%

6,930 ぐるぐる王国　楽天市場店 5%

6,931 くるちかも　culticamo 5%

6,932 GlutenFree and LowSugar Kururi 5%

6,933 グルテンフリー専門　朝ごはんラボ 5%

6,934 CREVASSE クルバス 5%

6,935 車椅子・シルバーカー卸センター 5%

6,936 くるまえびや海老吉 5%

6,937 クルマ生活 5%

6,938 くるまドットコム 5%

6,939 車止め専門店りょう石＠駐車場用品 5%

6,940 くるまの部品屋さん　つばめ 5%

6,941 車の部品屋さんBunbun 5%

6,942 クルマノブヒンヤ　楽天市場店 5%

6,943 車屋本店 5%

6,944 くるみゆべしのみよし堂 5%

6,945 グルメ＆ギフトお取り寄せ山形eLab 5%

6,946 グルメギフト本舗 楽天市場店 5%

6,947 グルメコングストリート 5%

6,948 グルメソムリエ楽天市場店 5%

6,949 グルメ通り 5%

6,950 ぐるめとぴあ 5%

6,951 グルメハウス　ヨシダ 5%

6,952 グルメマートJAPAN 5%

6,953 グルメ屋本舗 5%

6,954 グルメルシー 5%

6,955 くるりのお米屋 5%

6,956 Cruru ブランドクルル楽天市場店 5%

6,957 クレアートショップ 5%

6,958 クレアオンライン 5%

6,959 クレアキッチンサポート 5%

6,960 glareshop（グレアショップ） 5%
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6,961 クレアドール 楽天市場店 5%

6,962 clair mode（クレアモード） 5%

6,963 十五屋 5%

6,964 グレイインテリア 5%

6,965 Ｃｒａｖｅ-Ｌｏｖｅ 5%

6,966 Crazy Shooter 楽天市場店 5%

6,967 CRAZYBOO 5%

6,968 クレイジーブラック 5%

6,969 Gracious 5%

6,970 ＧＲＡＣＥＣＡＲＥ 5%

6,971 グレイス楽天市場店 5%

6,972 グレイスランド　楽天市場店 5%

6,973 クレイディアコムズ楽天市場店 5%

6,974 CRAY TOKYO 5%

6,975 グレイトブルー 5%

6,976 CRADLE KOBE 5%

6,977 GRAYBEAR 5%

6,978 Cleyera クレイラ 5%

6,979 Crane 5%

6,980 クレインフーズ 5%

6,981 Crazy Ferret 5%

6,982 GRACEANGE 5%

6,983 grace企画 5%

6,984 グレースシトラス 5%

6,985 グレーチング・みぞ蓋の福八商店 5%

6,986 クレーブオンラインショップ 5%

6,987 クレエ　楽天市場店 5%

6,988 Clair（クレール）楽天市場店 5%

6,989 クレールオンラインショップ 5%

6,990 くれえる化粧品 5%

6,991 GreenLabel 5%

6,992 榑木野　楽天市場店 5%

6,993 グレゴリーオンラインストア 5%

6,994 CRESS　-クレス- 5%

6,995 CRESS　クレス・クリーニング 5%

6,996 クレスコ 5%

6,997 QRESTY 5%

6,998 クレストビーズ楽天市場店 5%

6,999 Crescent Mirror 5%

7,000 CRESCENT LOTUS 5%

7,001 クレッシェンド 5%

7,002 CRESH 5%

7,003 Gretsch 5%

7,004 クレディア楽天市場店 5%

7,005 clever 5%

7,006 CLEVER WEB SHOP 5%

7,007 CLEVER-HEADS クレバーヘッズ 5%

7,008 株式会社くればぁ楽天市場店 5%

7,009 紅林コイン 5%

7,010 クレブスポーツ通販事業課 5%

7,011 cle-bonheur 5%

7,012 ジュエリー工房 クレメンティア 5%

7,013 Crayon Palme 楽天市場店 5%

7,014 くれよん本舗 5%

7,015 クレラボ　楽天市場店 5%

7,016 ＣＲＯＷ 湘南バイカーズショップ 5%

7,017 Clothes shop edo 5%

7,018 GROWINWOOD STORE 5%

7,019 Growing楽天市場店 5%

7,020 GROWING RICH 5%
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7,021 Crouka／クローカ 5%

7,022 Crouka LR／クローカ エルアール 5%

7,023 グローカルネット　楽天市場店 5%

7,024 CLOSER 5%

7,025 close-up 5%

7,026 クローズCROWS-WHITEorBLACK- 5%

7,027 close3 shop 5%

7,028 GROW STOPPER 直営店 5%

7,029 GROSS-PRO 5%

7,030 CROSS YOU 5%

7,031 CLOTHES UNIT 5%

7,032 クローゼット 5%

7,033 krona オンラインショップ 5%

7,034 CRONY minoguchien towing service 5%

7,035 clover（クローバー） 5%

7,036 GLOBER 5%

7,037 glover 5%

7,038 クローバー資材館 5%

7,039 CLOVER DEPOT（クローバーデポ） 5%

7,040 Clover Planning 5%

7,041 クローバープレイン 5%

7,042 クローバーリーフ 5%

7,043 ＧＬＯＢＡＬ＆ＬＯＣＡＬ 5%

7,044 Global hand一号店 5%

7,045 グローバルエクセレントプロダクツ 5%

7,046 Global Cruise 5%

7,047 Global Jewelry natori 5%

7,048 Global Standard 楽天市場店 5%

7,049 グローバルスパイス 5%

7,050 グローバルビューティラボ 5%

7,051 Global Plants グローバルプランツ 5%

7,052 GLOBAL BRANDING 5%

7,053 GLOBAL MARKET 5%

7,054 グローバルマーケット 5%

7,055 GlobalMart　Zen 5%

7,056 Global Media Shop 5%

7,057 GLOBAL MOTO 5%

7,058 グローバルロード　楽天市場店 5%

7,059 グローバルワイド 5%

7,060 ｇｒｏｖｅ 5%

7,061 グローブ 【大人かわいい】 5%

7,062 グローブデポ【手袋と靴下専門店】 5%

7,063 グローリーズウォッチストア 5%

7,064 Chloris-flower 5%

7,065 クロールバリエ-couleur varie- 5%

7,066 KLON 5%

7,067 クロキ商事 5%

7,068 黒毛和牛卸問屋　阿波牛の藤原 5%

7,069 黒毛和牛専門店聖 5%

7,070 黒毛和牛通販／肉のとみや 5%

7,071 黒毛和牛の直売所　バクロミート 5%

7,072 CROCODEER MARKET 5%

7,073 くろさわ刺繍　楽天市場店 5%

7,074 CROCHET クロシェ 5%

7,075 CLOCHE ONLINE SHOP 5%

7,076 黒潮商会 5%

7,077 GROSS 5%

7,078 黒水晶 QueenBerry 5%

7,079 Cross it off　楽天市場店 5%

7,080 クロス館 5%
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7,081 クロスキャンパー 5%

7,082 黒すぐり屋 5%

7,083 クロスクロス 楽天市場店 5%

7,084 クロスステッチ手芸雑貨シーボンヌ 5%

7,085 CLOTH HARBOR（クロスハーバー） 5%

7,086 xxstandard 5%

7,087 CrossForm 5%

7,088 クロスリー・スタイル 5%

7,089 クロスリンク 5%

7,090 CROSS ROAD クロスロード 5%

7,091 CROSSROAD 5%

7,092 Cross　World 5%

7,093 黒田昆布 5%

7,094 ＣＲＯＣＵＳ 5%

7,095 クロテックワゴン 5%

7,096 黒なまこ石鹸楽天市場店 5%

7,097 KRONIC Gold and Jewelry 5%

7,098 黒にんにく製造販売　沢田ファーム 5%

7,099 黒にんにくの美濃山県元気ファーム 5%

7,100 黒にんにく＊大和ねいちゃー倶楽部 5%

7,101 クロネコパティスリー 5%

7,102 Chlono 5%

7,103 クロノコーポレーション楽天市場店 5%

7,104 クロノワールド MILITARY＆DIVERS 5%

7,105 Global shop DenDen 5%

7,106 crohas（クロハス） 5%

7,107 グロバットEast Japan 5%

7,108 黒船グループ 5%

7,109 久路保山荘楽天市場店 5%

7,110 クロマニヨン 5%

7,111 黒豆とご飯のお供 八庵-はちあん 5%

7,112 クロムカスタマイズ楽天市場店 5%

7,113 Chrome Sports 5%

7,114 クロムワールド 5%

7,115 クロモリ自転車専門店グランピー 5%

7,116 CHLOROS　（クロロス） 5%

7,117 クロワール楽天市場支店 5%

7,118 クワガタ・カブト専門店イークワ 5%

7,119 桑の専門店桑郷　楽天市場店 5%

7,120 グンジヒロコの店 5%

7,121 燻製やおつまみなら 煙神・香味煙 5%

7,122 群馬の寝具屋さんくりはち 5%

7,123 群馬の鉢花ギフト　カオプストア 5%

7,124 Ｋ－ｓｔｙｌｅ　楽天市場 5%

7,125 ケアショップ　さくら 5%

7,126 CARESTAR 楽天市場店 5%

7,127 ケアフーク 5%

7,128 ケアぼうしのQ研楽天市場店 5%

7,129 ケアライフ楽天市場店 5%

7,130 k-family楽天市場店 5%

7,131 Ｋ・Ｆ・Ｖ　ＦＲＵＩＴ 5%

7,132 DIYリフォームショップ ケイララ 5%

7,133 ケイ・ララ 楽天市場店 5%

7,134 Ｋ・Ｒ 5%

7,135 KR 13 5%

7,136 敬相オンラインショップ楽天市場店 5%

7,137 Ｋ＆Ｍ　jewelry　楽天市場店 5%

7,138 K＆K collection Online Store 5%

7,139 K-MART 5%

7,140 K・Sショッピング　楽天市場店 5%
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7,141 ケイエスティ楽天市場店 5%

7,142 ケイエステイ楽天市場店 5%

7,143 knp-shop 5%

7,144 ＫＭサービス 5%

7,145 ケイエムモータース 楽天市場店 5%

7,146 KMY楽天市場店 5%

7,147 Ｋ-Ｃｕｂｅ 5%

7,148 select shop K.growth 5%

7,149 ケイケイコスメ（KKCOSME） 5%

7,150 恵月人形本舗 5%

7,151 Ksound 楽天市場 SHOP 5%

7,152 K18ジュエリー cullent（カレン） 5%

7,153 Ks Jam 5%

7,154 ＫＳＴＡＲセレクトＳＨＯＰ 5%

7,155 kei-style 5%

7,156 k.style楽天市場店 5%

7,157 K スティックス 5%

7,158 k-spa 5%

7,159 ケイズプロジェクト・スター 5%

7,160 ケイスリーファニチャー楽天市場店 5%

7,161 珪藻生活 5%

7,162 珪藻土バスマット店タイルクリック 5%

7,163 携帯生活 5%

7,164 携帯問屋 楽天市場店 5%

7,165 携帯販売のモバイルステーション 5%

7,166 ケイツー厨機　楽天市場店 5%

7,167 K2プロジェクト　猫ハウス 5%

7,168 KTfaith 5%

7,169 KTWORLD 5%

7,170 毛糸＆手芸　手づくり広場イチカワ 5%

7,171 ケイ・ドゥ 5%

7,172 毛糸蔵かんざわ 5%

7,173 毛糸ＺＡＫＫＡストアーズ 5%

7,174 毛糸・手芸・コットン 柳屋 5%

7,175 ケイト手芸店 5%

7,176 毛糸・手芸の店　テライ 5%

7,177 kate spade new york watch 5%

7,178 毛糸専門店サトー 5%

7,179 毛糸専門店　手編みオーエン屋 5%

7,180 毛糸と手芸のみいみ 5%

7,181 毛糸と手芸の店　カネコヤ 5%

7,182 けいとのコーダ 5%

7,183 【毛糸 ピエロ】　メーカー直販店 5%

7,184 kate mate 楽天市場店 5%

7,185 Ｋドラッグ 5%

7,186 Ｋ・トレンド 5%

7,187 K-nine 5%

7,188 ケイハウス　楽天市場店 5%

7,189 Kbags オンラインショップ 5%

7,190 ＫＢマート 5%

7,191 KB1TOOLS 5%

7,192 景品キング 5%

7,193 景品キングゴルフ 5%

7,194 景品探し隊　幹事さんお助け倶楽部 5%

7,195 ビンゴ景品のことなら景品スタイル 5%

7,196 景品ストア　楽天市場店 5%

7,197 景品専門ショップハッピー 5%

7,198 景品とギフトの専門店マイルーム 5%

7,199 景品のことなら景品パラダイス 5%

7,200 景品ビンゴ 幹事さんお助け倶楽部 5%
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7,201 景品目録・名入販促のギフトの王国 5%

7,202 ケイプランマート 5%

7,203 K-POP牧場 5%

7,204 k-material 5%

7,205 K-ワークス　楽天市場店 5%

7,206 K.Y.FACTORY 5%

7,207 KYU楽天市場店 5%

7,208 Gain-Mart　楽天市場店 5%

7,209 K-As 5%

7,210 K＆いい肉 5%

7,211 Ｋ＆Ｎインターナショナル 5%

7,212 KAK-kids 5%

7,213 KAC 5%

7,214 KSFG ONLINE SHOP 5%

7,215 Ks-store 5%

7,216 KNS 5%

7,217 K．F．PLANNING CO．，LTD． 5%

7,218 kobe-garden 5%

7,219 ケーオーリカーズ 5%

7,220 CAKE　EXPRESS 5%

7,221 ケーキ・ギフトの創作菓子アトリ 5%

7,222 ケーキ工房モンクール 5%

7,223 ケーキ　世田谷尾山台　クレヨン 5%

7,224 ケーキとパン ミツバチ 楽天市場店 5%

7,225 ケーキのフランソワ　和菓子の一閑 5%

7,226 K.Gallery 5%

7,227 KKFN 5%

7,228 KCMオンラインショップ 5%

7,229 KCショップ 5%

7,230 K.G.B楽天市場店 5%

7,231 KJOY SHOP 楽天市場店 5%

7,232 CaseEden ケースエデン 楽天市場店 5%

7,233 CASE CAMP 5%

7,234 Case コレ！ 5%

7,235 ケースショップオクタゴン 5%

7,236 けーす堂 5%

7,237 ケースファクトリー 5%

7,238 ケース・フィルムのWhiteBang 5%

7,239 ケーズブロス　楽天市場店 5%

7,240 K’z 楽天市場店 5%

7,241 けーすらんど 5%

7,242 CASE LILLY 5%

7,243 Ｋ’ｓ　Ｒａｉｎｂｏｗ 5%

7,244 CASELA 5%

7,245 ケータイ屋24　楽天市場店 5%

7,246 KT Food Lab.楽天市場店 5%

7,247 K-でん 5%

7,248 GATE IN 5%

7,249 ケートラ＠ケータイトランシーバー 5%

7,250 ケーニヒス クローネ 5%

7,251 KPI 5%

7,252 pro sports 5%

7,253 itennis 5%

7,254 racket off 5%

7,255 KPI24 5%

7,256 楽しいスイムウェア KBC SPORTS 5%

7,257 KP楽天市場店 5%

7,258 Ｋマート美味しさ発見隊 5%

7,259 Ｋ-ＭＡＲＴ２１ 5%

7,260 ゲームエクスプレス 5%
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7,261 ゲームス　レトロゲーム館 5%

7,262 ＧＡＭＥダッシュ 5%

7,263 ゲームだらけ 楽天市場店 5%

7,264 ゲームとおもちゃマツイショップ 5%

7,265 GAME HUNTER 5%

7,266 K-wan 5%

7,267 毛皮工房石井 5%

7,268 毛皮製造ファー＊オールール 5%

7,269 毛皮・レザーショップ　AYM 5%

7,270 激辛唐辛子の専門店 SPICE CAMP 5%

7,271 ゲキハナ　感激安心のお花屋さん 5%

7,272 激安雑貨通販 5%

7,273 激安 アウトレット家具 テリア 5%

7,274 激安安心家電品 5%

7,275 激安！インテリア家具のお得屋 5%

7,276 激安家具インテリア雑貨ミロク屋 5%

7,277 激安エアコン専門店エアコンの森 5%

7,278 激安オフィス家具オフィスコム 5%

7,279 激安家具・インテリア直販店MyHome 5%

7,280 激安家具　ＫＡ＠ＧＵ 5%

7,281 激安家具の大宝家具 5%

7,282 激安家具　楽天市場店 5%

7,283 激安！家電のタンタンショップ 5%

7,284 激安家電のデンマート　楽天市場店 5%

7,285 激安家電の店　愛グループ 5%

7,286 激安家電販売　ＰＣあきんど楽市店 5%

7,287 激安コスメビレッジ 5%

7,288 激安コスメ！uniclassアウトレット 5%

7,289 激安下着のお店　Roseclub 5%

7,290 激安ショップＥ・Ｔ・Ｍ 5%

7,291 激安スーツケース専門店ミナショコ 5%

7,292 激安スマホケースの店　ＫＪ５ 5%

7,293 激安タイヤ業販スーパー 5%

7,294 激安通販！住設ショッピング 5%

7,295 激安　てれび館 5%

7,296 激安問屋１番お得 5%

7,297 激安二段ベッド＆学習机専門店 5%

7,298 激安の皇帝エンペラーマート 5%

7,299 激安仏壇店 5%

7,300 激安輸入雑貨NLS 5%

7,301 激安輸入雑貨店 5%

7,302 激安輸入雑貨の店・R-MART plus 5%

7,303 激安ランジェリーショップデコルテ 5%

7,304 GEKIROCK CLOTHING 5%

7,305 今朝松商店 5%

7,306 消しゴムはんことギフトのエピリリ 5%

7,307 化粧品・香水・雑貨コスメパルフェ 5%

7,308 化粧品専門店ひかりや 5%

7,309 化粧品専門店　星の国楽天市場店 5%

7,310 化粧品通販ＷＬＢストア楽天市場店 5%

7,311 化粧品ディスカウント店　ルージュ 5%

7,312 化粧品のクロバー　楽天市場店 5%

7,313 化粧品のまるひち通販部楽天市場店 5%

7,314 化粧筆の専門店 actress-makeshop 5%

7,315 ケスケスモペット 5%

7,316 Guest-One 5%

7,317 削りぶし本舗マルト工藤水産 5%

7,318 K sera sera 5%

7,319 下駄・草履のひらいや 5%

7,320 下駄屋のくらにし　楽天市場店 5%
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7,321 月下香　楽天市場店 5%

7,322 月洸うさぎ gekkouusagi 5%

7,323 結婚祝い名入れ食器 RIVERET公式店 5%

7,324 結婚・還暦・お祝にマイフィギュア 5%

7,325 結婚式＆パーティードレスTryangle 5%

7,326 結婚式パーティードレスのCLARISSA 5%

7,327 結婚式 和装レンタル はなよめ 5%

7,328 結婚式ワンピース専門店_OsyareiSm 5%

7,329 結婚・出産・引越はがき制作ブラン 5%

7,330 結婚指輪の専門店ユベール 5%

7,331 GETEE 5%

7,332 ケパニ　楽天市場店 5%

7,333 ケフラン　楽天市場店 5%

7,334 kemari87楽天市場店 5%

7,335 けみかる堂。 5%

7,336 ケミカルポンプのプロ・ポン 5%

7,337 欅Cafe＆焙煎 楽天市場店 5%

7,338 ケヤキ堂 5%

7,339 KEYUCA 5%

7,340 KELLY‘S 5%

7,341 ケルエ 5%

7,342 ゲルクリームの【レステモ】 5%

7,343 KERSEN Online Shop　楽天市場店 5%

7,344 KERBEROS MILITARY STORE 5%

7,345 ケン＆メリー 5%

7,346 減塩・無塩専門店　楽天市場店 5%

7,347 弦楽器グッズシャブラン 5%

7,348 玄関ドアマイスター 5%

7,349 GENKI-e shop 5%

7,350 げんき館 5%

7,351 元気ショップ北上 5%

7,352 元気ショップ “北の国から” 5%

7,353 げんき生活 楽天市場店 5%

7,354 元気爽快 5%

7,355 元気創造イシダ楽天市場店 5%

7,356 元気堂 5%

7,357 ゲンキとオシャレの「ツーヨン」 5%

7,358 元気な髪　美容ヤマグチ楽天市場店 5%

7,359 元気なＮＯＷＳＯＮ（のうそん） 5%

7,360 【genki21】 楽天市場店 5%

7,361 元氣になれ通販部 5%

7,362 GENKI家 5%

7,363 げんきライフ 5%

7,364 ケンクル 5%

7,365 健康イオン 5%

7,366 健康エクスプレス 5%

7,367 健康応援団楽天市場支店 5%

7,368 健康王国 フアスト 5%

7,369 健康・介護のやすらぎ通販 5%

7,370 健康・快眠ケアSHOP　ヤマニ 5%

7,371 健康学園 5%

7,372 健康家族　楽天市場店 5%

7,373 健康管理食ジョイント 5%

7,374 健康関連書籍ケンコーブックス 5%

7,375 健康機器・医療機器のボディプラス 5%

7,376 健康クレール 5%

7,377 健康・現場のサポートショップ 5%

7,378 健康サポート専門店 5%

7,379 酵素生活プラスワン 5%

7,380 健康食館 5%
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7,381 健康食品 奥伊勢屋 5%

7,382 健康食品と馬油専門店 ユウキ製薬 5%

7,383 健康食品のインシップ　楽天市場店 5%

7,384 健康食品のお店　グリーンファーム 5%

7,385 健康食品のファイン楽天市場店 5%

7,386 健康食品の店グリーンハウス 5%

7,387 健康ショップＭｙ　楽天市場店 5%

7,388 健康ショップ！メガヘルス 5%

7,389 健康ショップ　ラジウム２２６ 5%

7,390 健康睡眠 RISE　楽天市場店 5%

7,391 健康スタイル 5%

7,392 健康ストア　健友館 5%

7,393 健康生活堂 5%

7,394 健康綜合開発　楽天市場店 5%

7,395 健康茶ギャラリー 5%

7,396 健康茶 紅茶の元気スマイルSHOP 5%

7,397 健康茶専門店　ほんぢ園 5%

7,398 健康茶通販×ふくちゃ楽天市場店 5%

7,399 健康通販 5%

7,400 健康通販リーゼ 5%

7,401 健康と介護のお店　ふれｉタウン 5%

7,402 健康と介護のソムリエenta 5%

7,403 健康と快適生活　楽天市場店 5%

7,404 健康と美のサイクル館 5%

7,405 健康と美容　トルマリンプラザ 5%

7,406 健康と美容のお店 C-Garden 5%

7,407 健康と美容の専門店　健康壱番館 5%

7,408 健康とリラックスの通販 梅研本舗 5%

7,409 健康トレーニング楽天市場店 5%

7,410 健康のお手伝い　楽天市場店 5%

7,411 健康の杜 楽天市場店 5%

7,412 健康ハウス日東　楽天市場店 5%

7,413 健康バンク 5%

7,414 健康美shop 5%

7,415 健康 美容雑貨 メイダイ楽天市場店 5%

7,416 健康美容ショップ健美 5%

7,417 健康美容用品専門店Beauty club 5%

7,418 健康日和 5%

7,419 健康広場 5%

7,420 健康ｆａｎ　楽天市場店 5%

7,421 健康マイスター 5%

7,422 健康無垢の材木屋　イー・ウッド 5%

7,423 健康・野草茶センター 5%

7,424 健康屋　楽天市場店 5%

7,425 健康用品メーカーサイト　福祉工房 5%

7,426 健康よもぎ 5%

7,427 健康ラボ 5%

7,428 健康若葉楽天市場店 5%

7,429 ケンコーコスメ 5%

7,430 Kenko Tokina カメラ用品専門店 5%

7,431 ケンコー・トキナー　楽天市場店 5%

7,432 げんこつ屋楽天市場店 5%

7,433 げんこつ屋楽天市場店 5%

7,434 建材・住宅設備マーケット 5%

7,435 建材アウトレットRico 5%

7,436 建材百貨店 5%

7,437 建材プロ（じゅうたす） 5%

7,438 建材Ladyにおまかせ　ワニパーク 5%

7,439 ケンシマダ 5%

7,440 健・若・美ネットショップ 5%
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7,441 げんじゅ 5%

7,442 健食沖縄 5%

7,443 謙信笹だんご本舗くさのや 5%

7,444 ケンズゴルフ 5%

7,445 建設DIY事業部　楽天市場店 5%

7,446 ゲンセンカン 5%

7,447 厳選JAPAN　楽天市場店 5%

7,448 厳選食材　有田マルシェ 5%

7,449 厳選素材で健康応援　寿物産 5%

7,450 厳選ドッグフード専門店A＆YDOGGY 5%

7,451 厳選！北海道グルメ　かに匠 5%

7,452 厳選山梨ドリームショップ 5%

7,453 静岡のお茶屋　源宗園　楽天市場店 5%

7,454 健そく屋 5%

7,455 KENSO-shop 5%

7,456 現代質屋　夢市場　プレミア 5%

7,457 健太餃子館 5%

7,458 建築金物　SHOP 5%

7,459 ケンチクボーイ 5%

7,460 限定ジャージスウェットのタケスポ 5%

7,461 剣道アウトレット 5%

7,462 剣道防具Online 5%

7,463 剣道防具屋 5%

7,464 剣道屋.com 5%

7,465 剣道良品館 5%

7,466 現場市場　楽天市場店 5%

7,467 現場監督 5%

7,468 現場屋さん　楽天市場店 5%

7,469 現場用品専門通販　現場屋本舗 5%

7,470 ケンビースポーツソックス研究所 5%

7,471 健美王国 5%

7,472 健美の恵 あふれる 5%

7,473 健美本舗 5%

7,474 ＫenＢrand 5%

7,475 見聞堂ストア楽天市場店 5%

7,476 健歩館　シューズショップ 5%

7,477 玄米おむすび玄むす屋　楽天市場店 5%

7,478 玄米・精米専門店　新飼宗一郎商店 5%

7,479 玄米のマイセン 楽天市場店 5%

7,480 玄米ペーストぱん工房やまびこの郷 5%

7,481 お米のギフト専門店　げんまいや 5%

7,482 研磨 メッキ材料 専門店 NOBORU 5%

7,483 ケンユー アウトレット 5%

7,484 健楽美生活館 5%

7,485 源流仁多米こしひかり 5%

7,486 coresystem 5%

7,487 【ＣＯＲＥ-ＢＯＸ】　楽天市場店 5%

7,488 コアルーバッグ楽天市場店 5%

7,489 KOIKI～小粋 5%

7,490 小粋工房　ぱれっと 5%

7,491 小池時計店 5%

7,492 小岩井まきば屋　楽天市場店 5%

7,493 coincidence楽天市場店 5%

7,494 高圧洗浄機専門店 ヒダカ 5%

7,495 晃栄産業　楽天市場店 5%

7,496 向栄食品楽天市場店 5%

7,497 光栄堂楽器 5%

7,498 甲賀米粉たい焼き 5%

7,499 光雅晶 5%

7,500 皇漢堂薬局楽天市場店 5%
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7,501 皇漢薬品研究所 5%

7,502 こうき人形オンラインショップ 5%

7,503 線香 お香の香ぎゃらりぃ日本香堂 5%

7,504 高級靴　Discount　Shop　precious 5%

7,505 高級靴有名メーカー店ＲＥＧＡＬＯ 5%

7,506 高級スマホケース専門スタイルミー 5%

7,507 高級納豆専門店 二代目福治郎 5%

7,508 高級ビジュードレス専門 SweetRoom 5%

7,509 高級筆記具の専門店　ペンタイム 5%

7,510 高級筆記具のペンギャラリー報画堂 5%

7,511 高級布団店プレミアムストア 5%

7,512 高級和牛専門店　セゾンブシェ 5%

7,513 ゴムシート切売り 工具ジェイピー 5%

7,514 工具資材百貨 5%

7,515 工具ダイレクト　楽天市場店 5%

7,516 工具通販のフォーラム　楽天市場店 5%

7,517 工具のお店　モンジュＳＨＯＰ 5%

7,518 工具の我天堂 5%

7,519 工具のたくみ屋　楽天市場店 5%

7,520 工具の店　アーチ 5%

7,521 工具箱　楽天市場店 5%

7,522 工具広場 5%

7,523 工具屋ドットコム楽天市場店 5%

7,524 工具屋のプロ 楽天市場店 5%

7,525 工具屋「まいど！」 5%

7,526 工具ランド 5%

7,527 工具ランド　いたわり館 5%

7,528 工具ランドこだわり館 5%

7,529 工具ワールド　ＡＲＩＭＡＳ 5%

7,530 KOUKEN -online- 5%

7,531 KOUKENSHOP　楽天市場店 5%

7,532 広源貿易 5%

7,533 cousa 5%

7,534 GO CYCLE 5%

7,535 工作素材の専門店！FRP素材屋さん 5%

7,536 香詩苑（ハーブ＆サプリメント） 5%

7,537 茶道具・抹茶・八女茶の芳香園 5%

7,538 よよぎやｓｈｏｐ 5%

7,539 公式　あゆみシューズ楽天市場店 5%

7,540 公式キスユー直販SHOP 楽天市場店 5%

7,541 【公式】栗原はるみweb通販 5%

7,542 【公式】Koloha楽天市場店 5%

7,543 公式／札幌バルナバハム楽天市場店 5%

7,544 【 公式 】マイナチュレ楽天市場店 5%

7,545 公式ミスパリ・ダンディハウス 5%

7,546 公式 三井毛織 楽天市場店 5%

7,547 公式ライセンスアクセ専門店J-Plus 5%

7,548 【公式】バッグ通販TORATO 5%

7,549 工事資材通販　ガテンショップ 5%

7,550 香老舗 淡路梅薫堂のお線香＆お香 5%

7,551 こうじ屋　みつぜん 5%

7,552 甲州カステラ槌や　楽天市場店 5%

7,553 甲州セラー凛花ウェブショップ 5%

7,554 口臭予防専門　アルファネット 5%

7,555 甲州ワイン街道　楽天市場店 5%

7,556 工場直売　ふとんタナカ 5%

7,557 香水カンパニー 5%

7,558 香水コスメエッセンシャスショップ 5%

7,559 香水・コスメ・ネイルはヒットさん 5%

7,560 香水専門店ベストワン 5%
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7,561 香水通販スモルマ楽天市場店 5%

7,562 香水通販Ｂ－ＣＡＴ．ＣＯＭ 5%

7,563 香水フレグランスPARFUM de EARTH 5%

7,564 香水物語 5%

7,565 CousuMain 5%

7,566 koseishop 5%

7,567 合成皮革・生地通販 銀河工房 5%

7,568 kousei 楽天市場店 5%

7,569 酵素飲料（エンザイム）の専門店 5%

7,570 構造機能科学研究所-楽天市場店 5%

7,571 酵素・酵母のサプリメント　天然人 5%

7,572 高知の地酒専門店　西寅 5%

7,573 高知の地酒 土佐美味 5%

7,574 紅茶＆スイーツのセレクティー 5%

7,575 紅茶専門店・銀の芽 5%

7,576 珈茶問屋アンジェ楽天市場店 5%

7,577 こう茶のチャチャチャ 楽天市場店 5%

7,578 紅茶屋くもりぞら 5%

7,579 中国料理世界大会チャンピオン皇朝 5%

7,580 Ko-創る 5%

7,581 スマホショップリー 5%

7,582 広電くらし快適館 5%

7,583 京都瑠璃雛菊 5%

7,584 合同会社ジャンクション 5%

7,585 Kohdou楽天市場店 5%

7,586 こうなんスポーツ 5%

7,587 こうひいや　楽天市場店 5%

7,588 合皮シートプロショップ 5%

7,589 合皮・帆布生地 銀河工房 反物販売 5%

7,590 高品質・激安　額縁画材のまつえだ 5%

7,591 幸福SHOP 5%

7,592 幸福の石 5%

7,593 幸福の服＝マルフク 5%

7,594 koufukunomi　楽天市場店 5%

7,595 幸福屋 5%

7,596 神戸えんすぅ党 5%

7,597 kobe ar 5%

7,598 神戸開花亭 5%

7,599 神戸牛専門店　神戸ぐりる工房 5%

7,600 神戸　呉服の夢屋 5%

7,601 神戸こんにゃくグルメ 5%

7,602 神戸ショコラリパブリック 5%

7,603 神戸スイーツ（バースデーケーキ） 5%

7,604 KOBEStar 5%

7,605 神戸ステッキ　楽天市場店 5%

7,606 神戸たんぽぽ薬房 5%

7,607 神戸ティーオリーヴ楽天市場店 5%

7,608 神戸堂 5%

7,609 神戸肉屋まるやす 5%

7,610 神戸のおまめさん みの屋直販店 5%

7,611 神戸の真珠と骨董品のお店 5%

7,612 神戸のフラワーギフト GROUND 5%

7,613 神戸発ランジェリーShop bon-kobe 5%

7,614 神戸パティーナ 5%

7,615 神戸ヴァンテーヌ 5%

7,616 神戸風月堂 5%

7,617 KOBE FOOT CLUB 5%

7,618 神戸フランツ　スイーツ＆ギフト 5%

7,619 神戸　Fragrant 5%

7,620 ＫＯＢＥ　ＶＥＲＹ　ＶＥＲＹ 5%
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7,621 神戸芳香園　お茶といろいろ 5%

7,622 神戸ミニアチュール 5%

7,623 神戸メディケア 5%

7,624 KOBE LIZ　楽天市場店 5%

7,625 神戸レタス （KOBE LETTUCE） 5%

7,626 工房壱 楽天市場店 5%

7,627 工房　花紡-hanatumugi- 5%

7,628 工房ヒロジャパン 5%

7,629 COOMO 5%

7,630 こうやブランケット 5%

7,631 高野槙　小西林業 5%

7,632 高野槇と春夏秋冬の花枝 花木屋 5%

7,633 高野槇の店　喜周 5%

7,634 5445楽天市場店 5%

7,635 行楽専門店ピックとニックPic＆Nic 5%

7,636 紅蘭の彩りの花たち 5%

7,637 コウリンラボ 5%

7,638 香老舗　高野山大師堂 5%

7,639 小江戸市場カネヒロ 5%

7,640 古恵良質店 5%

7,641 ごえんだま 5%

7,642 GO！ISLAND 5%

7,643 コーエイドラッグ楽天市場店 5%

7,644 GO ON 5%

7,645 ＫＯＨＫＩ-ＳＨＯＰ 5%

7,646 コーキングプロ 5%

7,647 Co-Goods 楽天市場店 5%

7,648 ゴーゴーサイクリング 5%

7,649 GOGOshop 5%

7,650 Cozy Cafe 5%

7,651 cozy times 5%

7,652 CozyBrand　楽天市場店 5%

7,653 ＣＯＺＹ　ＲＯＯＭ 5%

7,654 コーティング剤と洗車用品のリピカ 5%

7,655 ＫＯＴＥＮ 楽天市場支店 5%

7,656 Goto-tomorrow 5%

7,657 CODE STYLE 5%

7,658 コートダジュール 5%

7,659 GOATPLUS 5%

7,660 コーヒー＆ギフト 吉良屋珈琲 5%

7,661 珈琲茶房　ようあん 5%

7,662 Coffeeshop喜蔵＆はらだ酒店 5%

7,663 コーヒー白豆屋・黒豆屋 5%

7,664 コーヒー通販 香福屋 5%

7,665 コーヒー問屋ウエスト 5%

7,666 コーヒーのコクテール堂 5%

7,667 【コーヒーばか】の店／楽天市場店 5%

7,668 【旬の珈琲豆】コーヒーマーケット 5%

7,669 珈琲豆専門店やぶ珈琲　楽天市場店 5%

7,670 コーヒー豆通販CoffeeSAKURA 5%

7,671 コーヒー豆　焙煎即日発送田代珈琲 5%

7,672 珈琲丸　楽天市場店 5%

7,673 煎りたて・小袋包装コーヒーメール 5%

7,674 珈琲物語 5%

7,675 コーヒーモルティブ下北沢 5%

7,676 コーヒー屋さんの手造り　藤田珈琲 5%

7,677 珈琲屋ほっと 5%

7,678 コーヒー用品、珈琲器具のFaCoffee 5%

7,679 コオファクトリー楽天市場店 5%

7,680 Co.BROUNI 5%
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7,681 GoPro公式ストア　楽天市場店 5%

7,682 KOBEYA SPORTS WEB SHOP 5%

7,683 KOBEL CLOSET 5%

7,684 こーま　楽天市場支店 5%

7,685 コーミングアース 5%

7,686 QOMOLM 5%

7,687 コーモト化粧品　楽天市場店 5%

7,688 コーヨー商会 5%

7,689 KORA Organics 5%

7,690 コーラル・シー 5%

7,691 Coral Ageha 5%

7,692 氷販売店 5%

7,693 GOLDEN WEST-アメカジファッション 5%

7,694 Golden State 5%

7,695 GOLDEN トナー 5%

7,696 ＧＯＬＤＥＮＤＲＯＰ 5%

7,697 ゴールデンフット楽天市場店 5%

7,698 ゴールデンホビー 5%

7,699 Golden Rock T楽天市場店 5%

7,700 ゴールドエコ　楽天市場店 5%

7,701 ゴールドキャッスル　楽天市場店 5%

7,702 ゴールドスター 5%

7,703 GOLDSPACE 5%

7,704 GoldBar 5%

7,705 Gold Horns（ゴールド ホルンズ） 5%

7,706 GOLDRICE 5%

7,707 goldragstation 5%

7,708 COLD RIVER 　楽天市場店 5%

7,709 コーロ イープロ 楽天市場店 5%

7,710 coca「コカ」 5%

7,711 ５階寝具売場　楽天市場店 5%

7,712 小顔ケアショッパーズ 5%

7,713 コガネイチーズケーキ 5%

7,714 メンズファッション Kogare コガレ 5%

7,715 互換インクの専門店　ベルカラー 5%

7,716 GOKIGEN 5%

7,717 ごきげんめいと 5%

7,718 ゴキブリ駆除・害虫駆除の虫ナイ 5%

7,719 Gogyo55 online 5%

7,720 ごく旨処　ウエマツ 5%

7,721 ごくごくミルク 5%

7,722 国産い草インテリア　りらくさ 5%

7,723 国産果汁のギュットゼリー専門店 5%

7,724 国産ゴルフクラブメーカー　東邦 5%

7,725 国産数珠館 5%

7,726 国産生姜専門　黄金の里 5%

7,727 国産手作り家具のハンドリー 5%

7,728 国産　豊橋うなぎ　夏目商店 5%

7,729 国産ドライフルーツ専門店「F2R」 5%

7,730 国産ドレッサーミラーミュージアム 5%

7,731 国産なた豆のお店 SERVICE 5%

7,732 国産バッグ・財布 INTRODUCTION 5%

7,733 国産ミネラルファンデの【ETVOS】 5%

7,734 国産レザー専門店 SEVEN2 LEATHERS 5%

7,735 極匠楽天市場店 5%

7,736 コグセレクトサプリメント 5%

7,737 極選通販 5%

7,738 国分グリーンファーム 5%

7,739 ごくらくや 5%

7,740 苔庵介る 5%
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7,741 古径コスモ 5%

7,742 コケコッコ村 5%

7,743 gogo 5%

7,744 ココアルデ【ワイシャツ専門店】 5%

7,745 ＣＯＣＯＡ　インテリア雑貨 5%

7,746 ココアニバ 5%

7,747 cocoiro Gift market 5%

7,748 CoCo-Shopping 5%

7,749 ＣＯＣＯＧＡＩＩ 5%

7,750 CoCo-KAG ココカグ 5%

7,751 ココカラケア楽天市場店 5%

7,752 ココカル 5%

7,753 cocograph（ココグラフ） 5%

7,754 ココシェイプ-楽天市場店 5%

7,755 coco shaanti 5%

7,756 Coco ChouChou楽天市場店 5%

7,757 ココショク 日本の手仕事雑貨 5%

7,758 COCOS GARDEN 5%

7,759 cocostyle 5%

7,760 ココセレ 楽天市場店 5%

7,761 COCOTOWN 5%

7,762 ココダケヤ　楽天市場店 5%

7,763 KOKOCHIstyle 5%

7,764 ココチノ 5%

7,765 cocochi factory 5%

7,766 ココチヤ 5%

7,767 ここち屋楽天市場店 5%

7,768 心地良い生活用品　涼風工房 5%

7,769 沖縄通販　ここち琉球 5%

7,770 ココット・アラカルト 5%

7,771 ＣＯＣＯｄｅ　Ｓｈｏｐ 5%

7,772 カー雑貨のお店ココトリコ 5%

7,773 coco natural（ココナチュラル） 5%

7,774 ココナッツオイルの店スカッシュ 5%

7,775 ココナッツオイル屋　楽天市場店 5%

7,776 ココナッツマイル 5%

7,777 kokoni 5%

7,778 ココノコ楽天市場店 5%

7,779 午後のそよ風 5%

7,780 cocopar楽天市場店 5%

7,781 ココヒコ（手作り化粧水、石鹸） 5%

7,782 CoCo Pure 5%

7,783 KOKOBI楽天市場店 5%

7,784 coco fille TOKYO 5%

7,785 COCO-fit 5%

7,786 COCOHEAD 5%

7,787 COCOMA 5%

7,788 COCOMART 5%

7,789 ココマックスOFFICIAL 5%

7,790 COCOMOMO 5%

7,791 ここや 5%

7,792 COCO ユニフォーム 5%

7,793 Cocollage 5%

7,794 COCOLAB 健康＆美容 研究所 5%

7,795 Cocole 5%

7,796 cocorich楽天市場店 5%

7,797 美容室コスメと美容機器　ココルカ 5%

7,798 こころあ堂 5%

7,799 ココロード　楽天市場店 5%

7,800 こころ暮らしの店　cocoro 5%
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7,801 ココロミクラブ楽天市場店 5%

7,802 ＣＯＣＯＬＯ　楽天市場店 5%

7,803 ココロラBridalギフト＆メモリアル 5%

7,804 ココわく（シニアファッション） 5%

7,805 古今東西屋 5%

7,806 古今東北 5%

7,807 コサージュ.髪飾りのお店 鎌倉工芸 5%

7,808 COSANAオンライン 楽天市場店 5%

7,809 小三郎商店 5%

7,810 大人のビッグサイズ専門店 kosame 5%

7,811 cosie 5%

7,812 越川竹材 5%

7,813 コジコジ 5%

7,814 腰サポーター専門 キュアグリーン 5%

7,815 越田弥吉商店楽天市場支店 5%

7,816 GOTHIC TOKYO 5%

7,817 コシノ本舗 5%

7,818 こしひかりの郷　小出農場 5%

7,819 ＫＯＪＩＭＡ・ＹＡ 5%

7,820 御朱印帳専門店HollyHock 5%

7,821 御朱印帳の高野山法徳堂 5%

7,822 虎杖浜たらこ　たけまる渋谷水産 5%

7,823 古書の杜　廣田書店 5%

7,824 kosin 5%

7,825 呼人堂　楽天市場店 5%

7,826 コズウェイショップ　楽天市場店 5%

7,827 こずかた未来堂　楽天市場店 5%

7,828 GOSTAR DE FUGA 公式ウェブストア 5%

7,829 Costa Del 5%

7,830 コスチュームで仮装大賞 5%

7,831 Costcost21＋ 5%

7,832 ＣＯＳＢＥＡＵＴＹ　楽天市場店 5%

7,833 コスプレ・衣装・ウィッグのUNO 5%

7,834 コスプレカラコン　アイギス 5%

7,835 コスプレ　ショップ　ZAKU 5%

7,836 コスプレ通信 5%

7,837 コスプレ　ファクトリー 5%

7,838 コスプレマルシェ 5%

7,839 コスプレ ランジェリー Mystylist 5%

7,840 コスミックサイン 5%

7,841 コズミック マーケット 5%

7,842 コスメ・スキンケアショップ 5%

7,843 コスメ＆ジュエリー　美ナビ 5%

7,844 コスメ＆ドラッグＮＹ 5%

7,845 コスメ＆ビューティー 美way 5%

7,846 コスメ＆ヘアケア専門店 COSMATIVE 5%

7,847 コスメイト　ほの香 5%

7,848 コスメ　ヴィーナス　楽天市場店 5%

7,849 cosme vie make 5%

7,850 コスメエース楽天市場店 5%

7,851 コスメオフ 5%

7,852 コスメ・化粧品 ｌｕｘｉｓ 5%

7,853 コスメコスメ 5%

7,854 コスメさくら　楽天市場店 5%

7,855 サロンコスメ　　リリ 5%

7,856 コスメジャングル 5%

7,857 コスメショップティアラ 5%

7,858 COSME SHOP HADACOCO 5%

7,859 コスメショップ　ファン・ドーラ 5%

7,860 コスメショップ　リテイラー 5%
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7,861 コスメ・スキンケア Viviani-luce 5%

7,862 コスメストア　ニードイット 5%

7,863 コスメストリート 5%

7,864 CosmeSpot　コスメスポット 5%

7,865 コスメっち 5%

7,866 コスメ　ディアレスト 5%

7,867 COSME DIVA 5%

7,868 コスメディカル 5%

7,869 コスメティック 5%

7,870 コスメティック アイ　楽天市場店 5%

7,871 cosmetic amuamoなかや楽天市場店 5%

7,872 コスメティック　ナナ 5%

7,873 コスメティック　やよい 5%

7,874 コスメティックリブラ　楽天市場店 5%

7,875 コスメティックリリー 5%

7,876 コスメティックロイヤル 5%

7,877 COSME DE FUN 5%

7,878 cosme de mic 5%

7,879 コスメ特売専門店ベアビューティー 5%

7,880 コスメドリーム 5%

7,881 Cosme Dream （コスメドリーム） 5%

7,882 コスメナイズ 5%

7,883 自然派化粧品　コスメ2000 5%

7,884 コスメハウス　モモ 5%

7,885 コスメパレット　プラス 5%

7,886 コスメパンプキン 楽天市場店 5%

7,887 コスメ美人 5%

7,888 コスメファン楽天市場店 5%

7,889 コスメプラチナム 5%

7,890 コスメプレミア 5%

7,891 コスメボックス 5%

7,892 COSME MARKET 5%

7,893 コスメミニョン 5%

7,894 コスメモール 5%

7,895 コスメ・ラ・ボーテ 5%

7,896 コスメラボ　楽天市場店 5%

7,897 コスメリーフ 5%

7,898 コスメリンク 5%

7,899 コスメレシピ 5%

7,900 コスメワールド　楽天市場店 5%

7,901 コスモＭＳテクノ 5%

7,902 コスモスペース　楽天市場店 5%

7,903 コスモネイチャー　楽天市場店 5%

7,904 コスモポリタン 5%

7,905 KOZLIFE　コズライフ 5%

7,906 ゴスロリワールド 5%

7,907 個性派水回りショップ　パパサラダ 5%

7,908 御前酒オンラインショップ 5%

7,909 五銭や 5%

7,910 子育て日和　and mom 5%

7,911 子育てママの店　ベビー・キッズ 5%

7,912 五代目 常造 5%

7,913 コダカラ 5%

7,914 小舘ファーム 5%

7,915 こだまいきいき農場 5%

7,916 COTARON SHOP 楽天市場店 5%

7,917 こだわりアイデアギフト ENJOIN 5%

7,918 こだわり安眠館 5%

7,919 こだわり一番館 5%

7,920 こだわり鳥骨鶏の松本ファーム 5%
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7,921 こだわりきもの専門店　Kisste 5%

7,922 こだわりぐらしの森 5%

7,923 こだわり健康食品　成和産業 5%

7,924 こだわり厳選食品館 5%

7,925 こだわり厳選堂　ユーエムエー 5%

7,926 こだわり粉屋 5%

7,927 こだわり雑貨　3匹のどら猫 5%

7,928 こだわり雑貨の店　銀の船 5%

7,929 こだわり雑貨本舗 5%

7,930 こだわり商事 5%

7,931 こだわり食材　572310.com　楽天店 5%

7,932 こだわり食材のモンマルシェ 5%

7,933 こだわり食品ジャックと豆の木 5%

7,934 こだわり寝具工場 5%

7,935 こだわりスタンプショップBamboo 5%

7,936 こだわり素材と栗どらの餅信 5%

7,937 こだわり特選！うまか本舗 5%

7,938 こだわり処良味館 5%

7,939 こだわりのアメカジ通販ラグタイム 5%

7,940 こだわりの逸品ストア 恵み茶屋 5%

7,941 こだわり農家・こだわり食材沖縄 5%

7,942 こだわりの傘・雑貨の店きたがわ 5%

7,943 こだわりの革 MARUYA selection 5%

7,944 こだわりのキッチンツール ATJ 5%

7,945 こだわりのコスメVIVACIA 5%

7,946 こだわりの酒屋遊銘館 5%

7,947 こだわりの手しごと三春 5%

7,948 こだわりの筆匠　熊野筆 北斗園 5%

7,949 こだわりのブランド Sentire-One 5%

7,950 こだわりのペット用品　バディーズ 5%

7,951 こだわりの八百屋いした 5%

7,952 こだわりのレッグウェアglanage 5%

7,953 こだわりパンダ 5%

7,954 こだわり雛の里　甲冑の三京 5%

7,955 こだわり文房具のアーティクル 5%

7,956 こだわり本舗 源蔵-Genzo- 5%

7,957 こだわり名品館ＥＧＳ本舗 5%

7,958 測量・現場用品　こだわり屋 5%

7,959 こだわりや山年園 5%

7,960 こだわり横丁　ふくしまや 5%

7,961 GochI 5%

7,962 ごちそうサンゴ 5%

7,963 ごちそう本舗 5%

7,964 【胡蝶蘭】 エレガントフラワー 5%

7,965 【胡蝶蘭専門店】グランドグルー 5%

7,966 胡蝶蘭専門店　はなやか 5%

7,967 胡蝶蘭専門店 宮崎胡蝶蘭の美翔 5%

7,968 【胡蝶蘭の生産販売】海老名洋蘭園 5%

7,969 胡蝶蘭産地直送販売店『こころ花』 5%

7,970 胡蝶蘭を贈るお店 5%

7,971 コチ ワームス（CO-CHI warmth） 5%

7,972 KOKKA ONLINE SHOP 5%

7,973 国旗グッズのコッキス　楽天市場店 5%

7,974 ＣＯＸＳＷＡＩＮ 5%

7,975 コック屋さん 5%

7,976 ごっつプライス 5%

7,977 骨壷と棺の冠婚葬祭研究所 5%

7,978 KOTTE 5%

7,979 Cott 5%

7,980 Coto・Coto楽天市場店 5%
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7,981 GOD SUNS 5%

7,982 ゴッドハンド公式　楽天市場店 5%

7,983 コットンタウン【Cotton Town】 5%

7,984 コットンハウス 5%

7,985 手芸と生地の店 コットンプラザ 5%

7,986 こっとんプラネット 5%

7,987 コットンボール タイ雑貨KingPower 5%

7,988 骨盤矯正グッズや雑貨イーワイズ 5%

7,989 骨盤ショップ クッション・座椅子 5%

7,990 Coppe Craft Workshop 5%

7,991 コテ・メゾン 5%

7,992 Ｋｏｔｉ 5%

7,993 CODET 5%

7,994 五島糸店　楽天市場店 5%

7,995 五島軒 5%

7,996 五島ショップ　つばき 5%

7,997 ご当地おみやげ横丁 5%

7,998 ご当地shopふじたや 5%

7,999 古都-京都　掛け軸専門店　文永堂 5%

8,000 Cotone 5%

8,001 琴髪オンラインショップ 5%

8,002 COTOCUL（コトカル） 5%

8,003 KOTO COFFRET 5%

8,004 Cotonas（コトナス） 5%

8,005 琴にかたばみ 5%

8,006 cotoha online 5%

8,007 コトブキゴルフＫＧ－ＮＥＴ 5%

8,008 寿産業通販部 5%

8,009 寿shop 5%

8,010 寿の鈴なり館 5%

8,011 コトブキ無線ＣＱショップ 5%

8,012 寿屋珈琲　［kotobukiya］ 5%

8,013 ことぶきや昆布　楽天市場店 5%

8,014 子供＆大人 エプロン通販 あすてく 5%

8,015 子供家具・玩具のファーストキッズ 5%

8,016 子ども靴通販　キッズステップ 5%

8,017 子ども雑貨通園グッズ　ことりの庭 5%

8,018 子供時代 5%

8,019 子供スーツドレス衣装 ギャラリー 5%

8,020 こども生活クラブ 5%

8,021 こどもと暮らし 5%

8,022 コドモとたのしむ　サニーアワーズ 5%

8,023 子どもとママのお店キッズハナハナ 5%

8,024 子供ドレス アリサナ 5%

8,025 子供ドレスのLuster＆Citron 5%

8,026 こどもの雑貨屋さんEGAO 5%

8,027 子供乗せ自転車専門店　ポッケ 5%

8,028 子供乗せレインカバーのgirlymammy 5%

8,029 子供の入園入学バッグ KCプレイス 5%

8,030 子供肌着専門店 Twin Dimple 5%

8,031 子供服・レディースバッグLBmarket 5%

8,032 子供服arbre 5%

8,033 子供服　アイ 5%

8,034 子供服　伊串商店 5%

8,035 子ども服イルbynms 5%

8,036 子供服　MB2 5%

8,037 こども服 golly gee 楽天市場店 5%

8,038 子供服かんさい楽天市場店 5%

8,039 子供服 kidsmio （キッズミオ） 5%

8,040 子供服サーカス 5%
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8,041 子供服ｊａｙ’ｓ 5%

8,042 子供服 shushu petit 5%

8,043 子供服ジョリィ楽天市場店 5%

8,044 こどもふくセレクトショップavion 5%

8,045 子供服セレクトショップRooms 5%

8,046 子供服タンポポキッズ 5%

8,047 子供服 CHARMY CLOTHING STORE 5%

8,048 子供服　CHUM CHUM 5%

8,049 子ども服と雑貨 TanBee 5%

8,050 子ども服と刺繍の店 W・R 5%

8,051 子供服TORIDORY（トリドリー） 5%

8,052 子供服　なかよし 5%

8,053 子供服のイエローフェイス 5%

8,054 子供服のS＆H　楽天市場店 5%

8,055 子供服のOLPEMI 5%

8,056 子供服のクエスリート 5%

8,057 こども服のsir （サー） 5%

8,058 子供服のセレクトショップ　mignon 5%

8,059 子供服 happy dream 5%

8,060 子供服Biscotti＊幸せの食卓 5%

8,061 子供服　ピンクキャット 5%

8,062 子供服・ベビー服通販　タンタン 5%

8,063 子供服・ベビー服通販のコムキッズ 5%

8,064 子供服マナマナ-キッズ＆ベビー服 5%

8,065 子供服 ミラクルケイ 5%

8,066 子供服ミリバール 5%

8,067 子供服yuai 5%

8,068 こども帽子屋ＨａｐｐｙＢｅａｎｓ 5%

8,069 こどもモール　タイガーキャット 5%

8,070 子供用リュック・BUYERSNETCLUB 5%

8,071 こどもレンタルドレスワールド 5%

8,072 ことや 5%

8,073 心優-cotoyusweets- 5%

8,074 コトラボshop 5%

8,075 ことり企画 5%

8,076 COTORIHA 5%

8,077 コナコーヒーのみぽり 5%

8,078 粉なっとう・粉末納豆の「はすや」 5%

8,079 CONEY ISLAND 5%

8,080 コニシパートナーズ楽天市場店 5%

8,081 こにゃんこＢＲＡＮＤ　ＫＩＤ’Ｓ 5%

8,082 CONNECT　WEB 5%

8,083 コネクト オンライン 5%

8,084 コネクト楽天市場店 5%

8,085 このえパン 5%

8,086 木の香　日光那須 5%

8,087 conoko 5%

8,088 コノソア楽天市場店 5%

8,089 木ノ花　Market 5%

8,090 conoMe（コノミイ） 5%

8,091 この道一筋のトロフィー屋さん 5%

8,092 コパカバーナ楽天市場店 5%

8,093 琥珀専門店アクビックス 5%

8,094 琥珀屋 5%

8,095 GOHAN 5%

8,096 五番街～バッグ・財布のお店 5%

8,097 ごはん大好き　会津米 5%

8,098 湖畔の薬屋 5%

8,099 コヒ ニュージーランドギフト 5%

8,100 cofa jewelry 5%
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8,101 呉服のいくみや 5%

8,102 小袋ショップ 5%

8,103 昆布じめ・笹寿司　すし幸 5%

8,104 古武士屋 5%

8,105 Coffret a Bijoux 5%

8,106 ＫＯＢＯＲＩ 5%

8,107 五本指靴下 はきごこち本舗 5%

8,108 ５本指ソックス専門店 5%

8,109 ５本指ソックス専門店KNITIDO 5%

8,110 ５本指屋　楽天市場店 5%

8,111 Koma aoyama　楽天市場店 5%

8,112 狛江 風月堂 楽天市場店 5%

8,113 こまき５金あかばね金物 5%

8,114 コマキハンコ 5%

8,115 小正醸造 公式通販 【楽天市場店】 5%

8,116 独楽　食卓の名脇役 5%

8,117 小町ジュエリー 5%

8,118 COMAX ラテックス高反発寝具 5%

8,119 ごまのオニザキ 5%

8,120 ごまのこころ　大幸食品株式会社 5%

8,121 駒のり：一番摘み焼のり工場直行便 5%

8,122 こまもの本舗 楽天市場店 5%

8,123 komamon オンラインストア 5%

8,124 コミ直（コミック卸直販） 5%

8,125 コミック画材通販 Tools楽天shop 5%

8,126 コミックまとめ買い楽天市場店 5%

8,127 コミットアンド楽天市場店 5%

8,128 ごみ箱ワールド 5%

8,129 小宮商店 5%

8,130 古民家カフェ「柑乃屋」 5%

8,131 コムエンタープライズ 5%

8,132 こむぎ庵 5%

8,133 ゴムクロタウン　楽天市場店 5%

8,134 ゴムクロワン　楽天市場店 5%

8,135 ゴムケンのお手軽スタンプ 5%

8,136 compia 5%

8,137 comme billet＜コムビエ＞ 5%

8,138 ゴムボート、カヤック、ＡＦボート 5%

8,139 comhoma楽天市場店 5%

8,140 こむら＊綾の家庭科室 Zakkaten 40 5%

8,141 ＣｏｍＲｏｓｅ 5%

8,142 comwap（コムワップ） 5%

8,143 こめ庵 5%

8,144 米源釣具店　楽天市場店 5%

8,145 米こうじ味噌・甘酒のかわばたみそ 5%

8,146 米工房　かさまつ 5%

8,147 米粉の手焼きドーナツ　いなほや 5%

8,148 Komeko Family 5%

8,149 コメ粉プラス 5%

8,150 米こめギフト お陽さまHARU 5%

8,151 米・酒・食品 ヒロシマツヤ 5%

8,152 米繁（内祝い、出産内祝いの米屋） 5%

8,153 米惣よしむら　楽天市場店 5%

8,154 米　通販　厳選米本舗 5%

8,155 こめっこ屋 5%

8,156 米処　稲穂屋 5%

8,157 米処うつくしま 5%

8,158 米処新潟　あんなか米店 5%

8,159 米どころ新潟 味噌醤油の店 山田屋 5%

8,160 米問屋　金子商店　楽天市場店 5%
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8,161 米のあおき 5%

8,162 米の青空 5%

8,163 米のオキツ 5%

8,164 米のシルバーライス本舗　中嶋商店 5%

8,165 米の贈答　好味屋 5%

8,166 米の匠ホールディングス 5%

8,167 米のみのり屋 5%

8,168 コメのやまや　楽天市場店 5%

8,169 米百選 5%

8,170 米袋のマルタカ楽天市場店 5%

8,171 米屋　たかぎ 5%

8,172 米屋　太三郎 5%

8,173 米屋薬店 5%

8,174 コメルベビー　楽天市場店 5%

8,175 ＫＯＭＯ楽天市場店 5%

8,176 comocome golf select 5%

8,177 ごもシャンプー　楽天市場店 5%

8,178 comokka 5%

8,179 コモｄｅすこやか 5%

8,180 ＣＯＭＯＤＯ　ＶＩＥＮＴＯ 5%

8,181 コモネットミハシ楽天市場支店 5%

8,182 小物・雑貨・ソファ MONOVA 5%

8,183 小物専科　しもやま　楽天市場店 5%

8,184 コモのパン公式ショップ楽天市場店 5%

8,185 Comomo 1s 5%

8,186 こもれび楽天市場店 5%

8,187 コモンウェルス楽天市場店 5%

8,188 木遊館 5%

8,189 コラーゲン専門店シーエスストアー 5%

8,190 コラーゲンのルウ研究所楽天市場店 5%

8,191 ゴラッソ！ 5%

8,192 コラボーン　楽天市場店 5%

8,193 コラボショップ　楽天市場店 5%

8,194 CORUNDUM 5%

8,195 コラントッテ 5%

8,196 coreacosme 5%

8,197 コリアタウンのお肉屋さん 5%

8,198 Koreal collection 5%

8,199 ＣＯＬＩＳＯＬＡ＋ 5%

8,200 コリのことなら　ほぐしや本舗 5%

8,201 ゴリラソース 5%

8,202 CORCOPI楽天市場店 5%

8,203 コルサ 5%

8,204 CORSIA GOLF 5%

8,205 cortina（コルティーナ） 5%

8,206 コルハ楽天市場店 5%

8,207 GOLPIE COFFEE　楽天市場店 5%

8,208 コルビー楽天市場店 5%

8,209 ゴルファーズ・ガレージ・サムライ 5%

8,210 ゴルフ＆バラエティーふかや 5%

8,211 golfing Dolphin 5%

8,212 ゴルフウェアとジ-ンズの店SUEHIRO 5%

8,213 ゴルフウェアUSA 5%

8,214 ゴルフウェーブオンライン 5%

8,215 ゴルフカーニバル楽天市場店 5%

8,216 ゴルフギアサージ 5%

8,217 ゴルフギアサージ　楽天市場店 5%

8,218 ゴルフギフト専門店ホールインワン 5%

8,219 ゴルフ工房　オズゴルフ 5%

8,220 ゴルフ工房Worldinfo 5%
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8,221 ゴルフコンペ景品のエンタメゴルフ 5%

8,222 ゴルフジャングル楽天市場店 5%

8,223 ゴルフショップ　ウィザード 5%

8,224 GolfShop GREEN JACKET 楽天市場店 5%

8,225 ゴルフショップ シカゴ 楽天市場店 5%

8,226 ゴルフショップ　ゼロステーション 5%

8,227 ゴルフショップB-ONE 5%

8,228 ゴルフショップ フジコ 5%

8,229 ゴルフスタジオK 5%

8,230 ゴルフセブン 5%

8,231 ゴルフ道楽箱 5%

8,232 ゴルフ処　一休 5%

8,233 ゴルフのセレクトショップ SERENO 5%

8,234 ゴルフハウス　はかた家 5%

8,235 ゴルフバカ一代 5%

8,236 ゴルフプラザ　グリーンフィル 5%

8,237 GOLFPLUS 5%

8,238 ゴルフ　プレスト 5%

8,239 ゴルフホリックス 5%

8,240 ゴルフ用品、クラブは有賀園ゴルフ 5%

8,241 ゴルフレオ 5%

8,242 ゴルフレンジャー 5%

8,243 ゴルフワン 5%

8,244 Golkin（ゴルフマートキング） 5%

8,245 コレカラスタイル 5%

8,246 コレクション神戸byブランドリッツ 5%

8,247 コレクションシバ 5%

8,248 コレクション新宿 5%

8,249 コレクションタイヤ 5%

8,250 collectshop 楽天市場店 5%

8,251 コレコレ！楽天市場店 5%

8,252 【コ・レ・ダ】　家電＊インテリア 5%

8,253 Collet Magasin 楽天市場店 5%

8,254 コレぴよの太鼓判 5%

8,255 COLONE コローネ 5%

8,256 CORONA CLAIR（コロナ　クレール） 5%

8,257 コロニル 5%

8,258 転ばぬ先の杖のお店 Shop Zen 5%

8,259 コロリエ 楽天市場店 5%

8,260 CORROn 楽天市場店 5%

8,261 COLOMBIANCOFFEE 5%

8,262 こわけや 5%

8,263 コンキー　楽天市場店 5%

8,264 コンゴウ 5%

8,265 CONCIERGE 楽天市場店 5%

8,266 Con Spirito コン・スピリート 5%

8,267 CONCENT （コンセント） 5%

8,268 コンタクト＆雑貨【アリアット】 5%

8,269 コンタクト＆メガネ藤 5%

8,270 こんたくとこぞう 5%

8,271 コンタクトショップ　Pinchi 5%

8,272 コンタクトショップ　ルーク 5%

8,273 コンタクトタウン 5%

8,274 コンタクト通販のおつよコンタクト 5%

8,275 コンタクト通販　レンズゲット 5%

8,276 コンタクト通販　レンズフリー 5%

8,277 コンタクトのLENS UP 5%

8,278 コンタクトフォレスト 5%

8,279 コンタクトレンズーCONTACTLENZOO 5%

8,280 コンタクトレンズショップ　Oculus 5%
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8,281 コンタクトレンズ専門店 きらら 5%

8,282 コンタクトレンズ専門店 ボナンザ 5%

8,283 コンタクトレンズ通販　24レンズ 5%

8,284 コンタクトレンズ通販のグランプリ 5%

8,285 コンタクトレンズ通販メガキュート 5%

8,286 コンタクトレンズ通販 レンズデリ 5%

8,287 コンタクトレンズのウェイブマート 5%

8,288 コンタクトレンズのメアシス 5%

8,289 こんたろう 5%

8,290 continental 5%

8,291 ゴンチャロフ 5%

8,292 昆虫専門店ホビー倶楽部 5%

8,293 コンツェルトハウス　楽天市場店 5%

8,294 コンテナ広場 5%

8,295 Condotti 楽天市場店 5%

8,296 コントライブオンライン楽天市場店 5%

8,297 contribution楽天市場店 5%

8,298 こんにゃく屋ケーフーズなまため 5%

8,299 コンパルト 楽天市場店 5%

8,300 こんぴらうどん 5%

8,301 コンフィアンス 5%

8,302 confiance shop 楽天市場店 5%

8,303 Comfeet／コンフィート 5%

8,304 Comfy Comf 5%

8,305 Confidence 5%

8,306 コンフォートコスメ 5%

8,307 コンフォートショップ楽天市場店 5%

8,308 コンフォートスタイル（工場直営） 5%

8,309 コンフォートマート 5%

8,310 昆布専門問屋　源蔵屋 5%

8,311 昆布漬辛子めんたいの「かば田」 5%

8,312 コンプモト　楽天市場店 5%

8,313 コンプラスA.Y by トオケミ 5%

8,314 complete楽天市場店 5%

8,315 コンプリート楽天市場店 5%

8,316 CONVEX OFFICIAL WEB STORE 5%

8,317 コンペパートナー　楽天市場店 5%

8,318 梱包資材のK-MART 5%

8,319 梱包資材のぷちぷちや 5%

8,320 梱包屋 5%

8,321 コンポウや楽天市場店 5%

8,322 スノーボード 専門店 インパクト 5%

8,323 ザ・スリッパ 5%

8,324 ザ・バリ 5%

8,325 ザ・パワフル 5%

8,326 ザ・ペットマート 5%

8,327 バラ専門店 ザ・ローズショップ 5%

8,328 The Beauty Club 5%

8,329 ＣＩＲＣＬＥ 5%

8,330 circle AOMORI 5%

8,331 circle cube 5%

8,332 サークルジュエリー 5%

8,333 サーシャ・ランジェリー 5%

8,334 Thursday -サーズデイ- 楽天市場店 5%

8,335 サーチライト 5%

8,336 サードウェイブ ゴルフ＆スポーツ 5%

8,337 サードウェイブ 365スポーツ 5%

8,338 サードニックス 5%

8,339 サーバ屋　楽天市場店 5%

8,340 サービスショップみどり 5%
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8,341 SURFER　楽天市場店 5%

8,342 サーフアップ 5%

8,343 SURF＆SNOW オレンジ 5%

8,344 surf＆snow ５４ＴＩＤＥ 5%

8,345 サーフィンワールド楽天市場店 5%

8,346 サーモマート 5%

8,347 サーモン専門店岩松 5%

8,348 pursue beauty sai 5%

8,349 彩雲堂　楽天市場店 5%

8,350 彩香-お茶 ハーブ 花材 ギフト 5%

8,351 彩華生活 5%

8,352 西京漬け専門店　麻布たらふく 5%

8,353 西京漬け・海産物 いしもと 5%

8,354 最強の全巻ショップ 5%

8,355 最強のバターコーヒー 5%

8,356 西京焼専門店　京都 雅幸胤 5%

8,357 サイクルウェア専門店M＆T 5%

8,358 サイクルグッズマルト研究所 socca 5%

8,359 サイクルジャパン 5%

8,360 サイクルショップエイリン 5%

8,361 サイクルショップ　Ｓ-ＳＴＡＧＥ 5%

8,362 サイクルショップＰＯＮＹ 5%

8,363 サイクルFUNN 楽天市場店 5%

8,364 サイクルヨシダ楽天市場支店 5%

8,365 サイクルＬａｂ． 5%

8,366 サイクルロッカー　楽天市場店 5%

8,367 サイクルワークスオオタキ 5%

8,368 Saikou Store 5%

8,369 彩々＠saisai 5%

8,370 ZAIZAISHOP 5%

8,371 彩色堂 5%

8,372 菜匠の里　すが野 5%

8,373 Size 5%

8,374 サイズオーダーカーテン　リュッカ 5%

8,375 サイズが豊富なスーツ・ドレス TSC 5%

8,376 座椅子生活 5%

8,377 SAISON DE PAPILLON 5%

8,378 さいたま本店 秩父錦 5%

8,379 彩天地 5%

8,380 彩都webstore 5%

8,381 サイドアームズ 5%

8,382 サイドイン 5%

8,383 サイトウ-コーポレーション 5%

8,384 【SIDECAR】SURF＆SNOW 5%

8,385 SIDESTANCE R04 5%

8,386 采之汲　楽天市場店 5%

8,387 サイバーギア 5%

8,388 サイバーベイ 5%

8,389 サイバーボックス 5%

8,390 Cybermall サイバーモール 5%

8,391 サイバーライフ　楽天市場店 5%

8,392 サイバーレップス 5%

8,393 彩美楽天市場店 5%

8,394 財布＆バッグ ZILLMAN Online SHOP 5%

8,395 財布・鞄の専門店 レザースタイル 5%

8,396 サイフ工房　ＡＮＤＯＵ 5%

8,397 財布の通販 luxe 楽天市場店 5%

8,398 彩布の和み 5%

8,399 財布 バッグ ショップ カッズ 5%

8,400 財布＆バッグの店　サイフとカバン 5%
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8,401 財布バッグ屋　楽天市場店 5%

8,402 財布ベルトの専門店 東京リッチ 5%

8,403 財布本舗 楽天市場店 5%

8,404 サイプラス・online shop 5%

8,405 cyproduct shop 5%

8,406 財宝公式通販　楽天市場店 5%

8,407 裁縫道具と布の店Handmade in... 5%

8,408 サイモン・ショッパーズ 5%

8,409 サイモンズアンドコー 5%

8,410 サイラ 5%

8,411 Za-i 楽天市場店 5%

8,412 silence 5%

8,413 silent -サイレント- 5%

8,414 サインスタイル 5%

8,415 サイン素材店舗用品ShopのＳＭＳ 5%

8,416 SAVILEMAN 楽天市場店 5%

8,417 SOUTH 5%

8,418 サウス＆ビューティー 5%

8,419 サウスオレンジ 5%

8,420 サウスコースト 5%

8,421 SOUTH one 楽天市場店 5%

8,422 ざうるす通販部 5%

8,423 ザウルスマーケット楽天市場店 5%

8,424 サウンドアウトレット　Bｉｔｓ 5%

8,425 ＳＯＵＮＤ　ＡＲＲＡＮＧＥ 5%

8,426 サウンドステーション 5%

8,427 SoundPEATS 楽天市場店 5%

8,428 佐伯チズオンラインショップ 5%

8,429 サエグサファクトリー 5%

8,430 サエダオンラインショップ 5%

8,431 サエラショップ　楽天市場店 5%

8,432 sakai_webshop 5%

8,433 酒井靴鞄店 5%

8,434 堺の刃物屋さん　こかじ 5%

8,435 堺刃物 堺一文字光秀の包丁専門店 5%

8,436 堺正元刃物店　楽天市場店 5%

8,437 寒河江市観光物産協会 5%

8,438 さかえや着物 5%

8,439 サカエ屋3番館 5%

8,440 佐賀牛専門店　富乃屋 5%

8,441 SAKAKI　楽天市場店 5%

8,442 坂口商店 楽天市場店 5%

8,443 酒蔵あさびらき十一代目　源三屋 5%

8,444 酒蔵資料館　瓢亭 5%

8,445 酒華蔵まんじゅうや 5%

8,446 さかした米店 5%

8,447 サガス楽天市場店 5%

8,448 坂田農園 5%

8,449 さかつう楽天市場店 5%

8,450 サカツコーポレーション楽天市場店 5%

8,451 さかつめ農場 5%

8,452 zaka-tea 5%

8,453 酒問屋　ノザキ 5%

8,454 さかなのデパート三栄 5%

8,455 さかな屋えびす 5%

8,456 魚屋の台所　寿商店 5%

8,457 坂の上の猫 5%

8,458 坂元果樹園　生産直売所 5%

8,459 坂本ストアー 5%

8,460 さかもと布団店 5%
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8,461 佐川醤油店　楽天市場店 5%

8,462 佐勘金物店 5%

8,463 佐賀ん地酒屋　楽天市場店 5%

8,464 SaganStyle 5%

8,465 THE COUNTRY TOKYO 5%

8,466 さきのや　楽天市場店 5%

8,467 作業着、空調服＆防寒着season-TK 5%

8,468 作業着本舗 楽天市場店 5%

8,469 作業服・安全靴のサンワークEXP 5%

8,470 作業服・空調服・防寒着キンショウ 5%

8,471 作業服・作業用品の金時屋 5%

8,472 作業服・鳶服・安全靴のサンワーク 5%

8,473 作業服 安全靴 安全帯のまもる君 5%

8,474 作業服・作業用品のダイリュウ 5%

8,475 作業服専門店 ワークキング 5%

8,476 作業服とカジュアルの店　オーツカ 5%

8,477 作業服の大塚商店 5%

8,478 作業服の渡辺商会 5%

8,479 作業屋やまほ 5%

8,480 作業用品.安全保安用品　役立ーツ 5%

8,481 作業用品の服部 5%

8,482 ＳＡＫＵ－ＳＡＫＵ 5%

8,483 ザクザクマーケット 5%

8,484 ZAKZAK　楽天市場店 5%

8,485 サクセスビジネス 5%

8,486 SAKURAI CARD 5%

8,487 サクライジュエリー　楽天市場店 5%

8,488 Thug Rise 5%

8,489 サクライ貿易 楽天市場店 5%

8,490 さくらインテリア 5%

8,491 桜駅　楽天市場店 5%

8,492 桜えび_しらす_だし・静岡まるげん 5%

8,493 桜カイロプラクティック浜松 5%

8,494 サクラ楽器 5%

8,495 桜カメラ 5%

8,496 ウィッグ部分かつらのさくら倶楽部 5%

8,497 さくら小町　楽天市場店 5%

8,498 ＳＡＫＵＲＡＧＯＬＦ 5%

8,499 さくらさく 5%

8,500 sakurasac 5%

8,501 SAKURAさらさ 5%

8,502 サクラジュエルス 5%

8,503 SAKURAショップ 5%

8,504 さくら想健　楽天市場店 5%

8,505 サクラソーケンネル楽天市場店 5%

8,506 さくらソレイユ　楽天市場店 5%

8,507 さくら箪笥　楽天市場店 5%

8,508 さくらドーム 5%

8,509 さくらの森 5%

8,510 桜庭りんご農園＜楽天市場店＞ 5%

8,511 桜花媛楽天市場店 5%

8,512 sakuraファッション 5%

8,513 さくらプラス 5%

8,514 ＳＡＫＵＬＡＢＯ　楽天市場店 5%

8,515 桜マークのようかん屋さん 5%

8,516 さくら山楽器 5%

8,517 桜山ファーム 5%

8,518 さくらや土産店 5%

8,519 ザ・クロックハウス 楽天市場店 5%

8,520 ザクロ屋楽天市場店 5%
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8,521 鮭・イクラの専門店　永徳　鮭乃蔵 5%

8,522 Sakeiro net shop 栄家本店 5%

8,523 酒粕 甘酒 棗 酵素 よきこときく 5%

8,524 酒粕の竹屋 5%

8,525 酒自慢まつうら 5%

8,526 酒食材基地プラットダルジャン 5%

8,527 酒ショップ羽前屋 5%

8,528 酒シンドバッド楽天市場店 5%

8,529 鮭専門店佐々木食品 5%

8,530 酒専門店　ミツイ 5%

8,531 酒専門店　宮本　楽天市場店 5%

8,532 酒デポ　楽天市場店 5%

8,533 酒とキムチの浜田屋楽天市場店 5%

8,534 酒処　ほりえ酒店 5%

8,535 酒どころみやび 5%

8,536 酒どんどん　楽天市場店 5%

8,537 酒忍者　楽天市場店 5%

8,538 酒のあおい本店 5%

8,539 酒のアライ　楽天市場店 5%

8,540 酒のいまむら　宮崎えびのの焼酎屋 5%

8,541 酒の岡田屋 5%

8,542 酒の菊屋　楽天市場店 5%

8,543 酒のキンコー洋酒店　楽天市場支店 5%

8,544 酒の倉之助 5%

8,545 酒之郷吉田酒店 5%

8,546 酒のさとう 5%

8,547 酒の志筑屋　楽天市場店 5%

8,548 酒のシミズヤ 5%

8,549 酒のスーパーキング 5%

8,550 酒の泉州屋 5%

8,551 酒のチャップリン楽天市場店 5%

8,552 酒の茶碗屋　楽天市場店 5%

8,553 酒のとみぞう 5%

8,554 酒のながた 5%

8,555 酒の番人　ヤマカワ 5%

8,556 酒のひぐらし 5%

8,557 酒のビッグボス 5%

8,558 酒の甫坂　楽天市場店 5%

8,559 酒のまる久本店 5%

8,560 鮭のヤマナカ 5%

8,561 酒のリラックス本店 5%

8,562 酒番長ネット店 5%

8,563 SAKE People 5%

8,564 酒本舗はな 5%

8,565 酒浪漫うちやま　楽天市場店 5%

8,566 酒を愉しもう屋　酒のたなか 5%

8,567 THE GOLD ショッピング 5%

8,568 SAKODAオンライン楽天市場店 5%

8,569 ざこばの朝市オンラインショップ 5%

8,570 the komeya 楽天市場店 5%

8,571 THE THIRDWAVE TEA 5%

8,572 笹かまぼこの老舗　阿部蒲鉾店 5%

8,573 ササクラスポーツ楽天市場支店 5%

8,574 ささ漬屋・津田孫兵衛・楽天市場店 5%

8,575 ザザビー 5%

8,576 ささやまビーファーム　楽天市場店 5%

8,577 sasaya楽天市場店 5%

8,578 ささゆう楽天市場店 5%

8,579 Southern 5%

8,580 サザンウインド　楽天市場店 5%

5679



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

8,581 THESUNGOLF 5%

8,582 サザンストリート 5%

8,583 サザンブリッジ神戸　楽天市場支店 5%

8,584 【サジー専門店】ネイチャーツリー 5%

8,585 差し色 5%

8,586 サジェスタイル 5%

8,587 ザ ジェネラル ストア 5%

8,588 THE　JOY　LUCK　STORE 5%

8,589 SASUKE project 5%

8,590 サスティナブル食品館ナチュラルE 5%

8,591 ザ・ステレオ屋 5%

8,592 THE STORY - 世界のおいしい手仕事 5%

8,593 THE SPICE Indian Restaurant 5%

8,594 さすぼし蒲鉾　楽天市場店 5%

8,595 サスヨのり 5%

8,596 作善堂 5%

8,597 撮影機材・照明のライトグラフィカ 5%

8,598 撮影機材専門店ワイドトレード 5%

8,599 撮影機材のティロヤ 5%

8,600 SOCCER and FUTSAL プレイヤーズ 5%

8,601 雑貨アイディ屋 5%

8,602 ザッカーグplus　いいもの見つけた 5%

8,603 サッカーショップ fcFA 5%

8,604 サッカーショップＪ 5%

8,605 サッカーショップスポーツランド 5%

8,606 サッカー問屋 5%

8,607 ZAKKER PARK 5%

8,608 サッカーフットサルショップＡＬＡ 5%

8,609 サッカーマーケット 5%

8,610 雑貨＆アートの通販店ベルコモン 5%

8,611 雑貨＆アクセサリーShop リア 5%

8,612 雑貨＆カー用品 アーティクル 5%

8,613 雑貨＆カフェmomo　楽天市場店 5%

8,614 雑貨＆文具楽天市場店 5%

8,615 zacca1.5 楽天市場店 5%

8,616 Zakka off 5%

8,617 zakka OLIVE 楽天市場店 5%

8,618 雑貨CalmHouse 5%

8,619 雑貨・ギフト　萬屋e-shopサトムラ 5%

8,620 zakka green 5%

8,621 ZakkaCocker（癒し系生活雑貨） 5%

8,622 雑貨才蔵 5%

8,623 雑貨ジェイズ楽天市場店 5%

8,624 ZACCA SHOP 5%

8,625 雑貨ショップ　cocoiro-ココイロ- 5%

8,626 zakka shop joujou 5%

8,627 雑貨ショップドットコム 5%

8,628 雑貨ショップ　Mahora -マホラ- 5%

8,629 ZAKKAS 5%

8,630 ザッカズ・生活雑貨がいつでも特価 5%

8,631 zakka store towi 5%

8,632 雑貨倉庫TOKIA 5%

8,633 雑貨ターミナル 5%

8,634 ZAKKA-TOWN 5%

8,635 雑貨通販 Happy Space 5%

8,636 雑貨DEPO 5%

8,637 雑貨天国 5%

8,638 雑貨店Ｄａｙｓ＆Ｓｅｌｅｃｔ 5%

8,639 雑貨店メルペール 5%

8,640 雑貨と家具のお店　Miel 5%
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8,641 雑貨とギフトの専門店　マイルーム 5%

8,642 雑貨と花の通販garden shop coniwa 5%

8,643 Zakka-Don 5%

8,644 雑貨 ナチュリエ 5%

8,645 雑貨ネットオンライン　楽天市場店 5%

8,646 作家の器と雑貨のお店　カシテュエ 5%

8,647 雑貨のお店　CROCOCKO 5%

8,648 雑貨のお店　ザッカル 5%

8,649 雑貨のお店セレクト・ペンギン 5%

8,650 雑貨のお店　RuRRu＊ 5%

8,651 雑貨のおもちゃ箱バーグ 5%

8,652 雑貨の国のアリス 5%

8,653 雑貨のマツヤス　楽天市場店 5%

8,654 雑貨の森　Ki・Ra・Ra 5%

8,655 雑貨のワールドピグ 5%

8,656 ざっか　pagopago 5%

8,657 雑貨BBC 5%

8,658 ZAKKA-BOX（ザッカボックス） 5%

8,659 ザッカマート　楽天市場店 5%

8,660 雑貨メーカー直営店 NEWTON STYLE 5%

8,661 雑貨メーカー直営店舗アーティミス 5%

8,662 雑貨屋アベル　楽天市場店 5%

8,663 雑貨屋おおわき 5%

8,664 雑貨屋　ココウキ 5%

8,665 雑貨屋さんZAKKA 5%

8,666 雑貨屋さん　ふるーつどろっぷ 5%

8,667 雑貨屋　Cheerful（チアフル） 5%

8,668 雑貨屋 PLUS 5%

8,669 雑貨屋　ブルーリーフ 5%

8,670 雑貨屋 hocoro ホコロ 5%

8,671 雑貨屋マイスター 5%

8,672 雑貨屋よしい 5%

8,673 雑貨屋 Re 1em rue de ambience 5%

8,674 雑貨ライトハウス 5%

8,675 雑貨レイジー 5%

8,676 殺菌機器ショップOfficeCo 5%

8,677 Saks WebShop 5%

8,678 サックス専門店ウインドブロス 5%

8,679 SACTOWN 5%

8,680 雑草対策の専門店　井上建設 5%

8,681 ZAP Online Store 5%

8,682 サッポー楽天市場店 5%

8,683 さっぽろ朝市 高水 5%

8,684 札幌革職人館 5%

8,685 SAPPOROショップようこそ 5%

8,686 札幌長命庵　韃靼そば健康生活 5%

8,687 札幌発・ドクターズコスメ　緑の森 5%

8,688 札幌ワインショップ 5%

8,689 SATSUMA 5%

8,690 薩摩海鮮　かつ市 5%

8,691 薩摩蔵 5%

8,692 さつま焼酎　よかにせ屋 5%

8,693 薩摩川内Webショップ『薩摩國』 5%

8,694 薩摩太良院伊佐工房 5%

8,695 薩摩の鍛冶屋　楽天市場店 5%

8,696 薩摩の恵　楽天市場店 5%

8,697 THE DIY DEPOT 楽天市場店 5%

8,698 サティウェル楽天市場店 5%

8,699 サティスファクション 5%

8,700 SATEX サテックス楽天市場店 5%
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8,701 ＴＨＥ　ＴＥＮＴとインテリア 5%

8,702 サテンマーメイドshop 5%

8,703 Satou Atelier 5%

8,704 佐藤海産物店 5%

8,705 佐藤紙店　楽天市場店 5%

8,706 さとうガラス工房　ArtGift店 5%

8,707 茶道具・抹茶・備前焼のほんぢ園 5%

8,708 進之助の日本焼酎紀行 5%

8,709 佐とう製茶 5%

8,710 佐藤米穀　楽天市場店 5%

8,711 佐藤木工楽天市場店 5%

8,712 サトウ楽天市場店 5%

8,713 サトーイク 5%

8,714 里ごよみ本舗 5%

8,715 佐渡発酵楽天市場店 5%

8,716 里見デザイン　楽天市場店 5%

8,717 里山からの贈り物 5%

8,718 佐那河内農園 5%

8,719 sanagem 楽天市場店 5%

8,720 サニー＆カンパニー 5%

8,721 Sunny on wings 5%

8,722 サニーサイドガーデン楽天市場店 5%

8,723 SUNNY-SHOP 5%

8,724 ｓｕｎｎｙ　ｄａｙｓ 5%

8,725 Sunnyday 5%

8,726 サニープライズ　楽天市場店 5%

8,727 サニーブルー 5%

8,728 SUNNY LIFE 5%

8,729 サニタリーショーツのさくらスター 5%

8,730 サニプレ 5%

8,731 讃岐うどんこがね製麺所楽天市場店 5%

8,732 讃岐うどん　金毘羅堂 5%

8,733 さぬきうどんの亀城庵・楽天市場店 5%

8,734 さぬきうどんの老舗「こんぴらや」 5%

8,735 讃岐うまいもん処　大森屋 5%

8,736 讃岐げんき家楽天市場店 5%

8,737 ひとっさんの讃岐うどん　宮武製麺 5%

8,738 さぬきや　家具とインテリアのお店 5%

8,739 さぬき屋庄蔵 5%

8,740 ＴＨＥ　ＮＥＸＴ　ＯＮＥ 5%

8,741 佐野米店 5%

8,742 佐野商店 5%

8,743 緑茶・健康茶・サプリ 茶の心 5%

8,744 佐野みそ亀戸本店 5%

8,745 佐野屋～日本酒・ワイン通販専門店 5%

8,746 サノヤ　古着専門　楽天市場店 5%

8,747 THE PARK 5%

8,748 SABABA SHOP 5%

8,749 Ｔｈｅ　白衣ＭＡＬＬ 5%

8,750 サバゲー用品の４１ミリタリー 5%

8,751 鯖寿司お取り寄せ　橘家 5%

8,752 砂場州屋　居酒屋万歳店 5%

8,753 Sabato楽天市場店 5%

8,754 SAHARA（ワイシャツ　サハラ） 5%

8,755 サビーナ自然化粧品北海道 5%

8,756 THE BEANS 5%

8,757 The Beautools 楽天市場店 5%

8,758 The Fantasy 5%

8,759 SAPHIR online shop PrimeAvenue 5%

8,760 Zafiroco 5%

5682



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

8,761 Surprise-Sugar 5%

8,762 サプライズＷＥＢ 5%

8,763 サプライズ激熱店 5%

8,764 サプライズ2 5%

8,765 サプライズワールド 5%

8,766 ザ・ブラックラブカンパニー 5%

8,767 Sapla　楽天市場店 5%

8,768 サプリ＆コスメ　トレボル 5%

8,769 サプリエ～自然食品・サプリメント 5%

8,770 サプリから雑貨まで 生活雑貨本舗 5%

8,771 サプリコスメ専門美容健康ワールド 5%

8,772 サプリサプリ 5%

8,773 サプリストア　楽天市場店 5%

8,774 サプリ専門インターフェニックス 5%

8,775 サプリ専門SHOP シードコムス 5%

8,776 サプリ専門店 オーガランド 5%

8,777 ザ・ブリッジ 5%

8,778 サプリと幹細胞コスメ専門シナプス 5%

8,779 サプリの国産良品本舗 5%

8,780 サプリ販売店　日本第一製薬 5%

8,781 サプリプラス 5%

8,782 サプリマート　楽天市場店 5%

8,783 サプリマルシェ　楽天市場店 5%

8,784 サプリメントai 5%

8,785 サプリメントカフェ 本店 5%

8,786 サプリメント健康雑貨のお店　若杉 5%

8,787 サプリメント健康茶専門店ふくや 5%

8,788 サプリメントショップ フィレオ 5%

8,789 サプリメント専門店アイエスエー 5%

8,790 サプリメント専門店 元気ゴーゴー 5%

8,791 サプリメントハウス 5%

8,792 サプリメントファン 5%

8,793 the Blue 楽天市場店 5%

8,794 ZABULO 5%

8,795 SUBROSA 5%

8,796 The 文房具　令和万葉堂 5%

8,797 The VAPE shop Hookahs 楽天市場店 5%

8,798 THE　BEDROOM　FITTERS 5%

8,799 ザ・ベビーストア 5%

8,800 サポートショップ 5%

8,801 さぼてん＆たにく　とげ家 5%

8,802 the Bon inc. 楽天市場店 5%

8,803 Savons gemme　楽天市場店 5%

8,804 summer.s 5%

8,805 サマ・シャーラ 5%

8,806 サマンサ・ジョーンズ 5%

8,807 サミーショップ 5%

8,808 サミットエンタープライズ 5%

8,809 サミットコーヒー 5%

8,810 作務衣・甚平通販ショップ 和粋庵 5%

8,811 作務衣と甚平 和専門店 ひめか 5%

8,812 ザムスト公式ショップ楽天市場店 5%

8,813 サムソナイト公式 楽天市場店 5%

8,814 samedi et dimanche 5%

8,815 SAMURAI 5%

8,816 サムライカーペット 5%

8,817 サムライ家具 5%

8,818 SAMURAI CRAFT サムライクラフト 5%

8,819 サムライディング 5%

8,820 サムライプロデュース 5%
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8,821 侍丸　楽天市場店 5%

8,822 サモエド 5%

8,823 The Molding Shop 5%

8,824 ザ・木工機械 5%

8,825 ＳＡＹＡ collection 5%

8,826 狭山茶専門店　備前屋 5%

8,827 狭山茶どころモリタ園 5%

8,828 狭山茶問屋　鈴木園 5%

8,829 THEユニフォーム楽天市場店 5%

8,830 小百合ショップ 5%

8,831 the largest selection 5%

8,832 サラーミキ 5%

8,833 Salalah　楽天市場店 5%

8,834 サライshop 5%

8,835 さらさ　和服・小物店 5%

8,836 sarasa design store 5%

8,837 SARA STYLE ／ サラスタイル 5%

8,838 SARASVA WEB SHOP 5%

8,839 SARA-CERA　楽天市場店 5%

8,840 Salada Bowl-おしゃれブランド通販 5%

8,841 saladment store 5%

8,842 ザラボオンライン 5%

8,843 サラリーマン応援隊スーツ＆コート 5%

8,844 Sa Risa Sports（サリサスポーツ） 5%

8,845 sari-sari（サリサリ） 5%

8,846 サルエルパンツならspeed-orange 5%

8,847 サルエルパンツはスティックアウト 5%

8,848 ＳＡＬＶＩＡ　ＣＯＦＦＥＥ 5%

8,849 SALFUKU フットサルクロージング 5%

8,850 Sal．楽天市場店 5%

8,851 さるるの部屋 5%

8,852 サレルノ 楽天市場店 5%

8,853 SALONIC　楽天市場店 5%

8,854 SALON DE ALFURD -バッグ・毛皮- 5%

8,855 さろん商材や 5%

8,856 サロン専売品 A’s style Store 5%

8,857 サロン専売品ヘアケアのコスメ人 5%

8,858 サロンドジュリー 5%

8,859 ＳＡＬＯＮＤＯＢＥＡＵＴＹ 5%

8,860 salon de brocoli. 5%

8,861 サロン・ド・りき 5%

8,862 サロン【BLANSE】 楽天市場店 5%

8,863 サロンmix楽天市場店 5%

8,864 SALONMOON 楽天市場店 5%

8,865 ｓawa a la mode サワアラモード 5%

8,866 澤井珈琲Beans＆Leaf 5%

8,867 sawa-shop 5%

8,868 沢田太鼓店 5%

8,869 株式会社澤野商店-楽天市場店 5%

8,870 さわやか家族 5%

8,871 さわやかショップ 5%

8,872 沢屋ジャム　楽天市場店 5%

8,873 さわらび～ほりだし堂～ 5%

8,874 さわんアジア衣料雑貨店 5%

8,875 THE ONEコーティング楽天市場店 5%

8,876 サン・ブレス 5%

8,877 三愛水着楽園・Ai楽天市場店 5%

8,878 SanAlpha（サンアルファ） 5%

8,879 山陰出雲　味づくり本舗 5%

8,880 山陰海の幸　いそはま本舗 5%
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8,881 山陰とれたて日本海おかとみ 5%

8,882 ＳＵＮＷＥＡＲ 楽天市場店 5%

8,883 サンエー　世界の一流品 5%

8,884 三益堂　楽天市場店 5%

8,885 SANS ET MONDE 5%

8,886 サンガーデンエクステリア 5%

8,887 サンキインターネット販売店 5%

8,888 サンキャッチャーのヴァルハラ 5%

8,889 39shop-i-collection 楽天市場店 5%

8,890 ３９サンキューメガネ 5%

8,891 三共サプリ 5%

8,892 三京商会 ファー コート 財布 毛皮 5%

8,893 サンキョウファーム 5%

8,894 Cinq essentiel 5%

8,895 sanctum 5%

8,896 サンクチュアリ 5%

8,897 SUNGOOD　サングッド 5%

8,898 サンクトガーレン 5%

8,899 サングラージャパン 5%

8,900 サングラス＆メガネ　シーズン 5%

8,901 ３Ｇｌａｓｓ・ｅ－ｓｈｏｐ 5%

8,902 サングラスオンライン 5%

8,903 サングラスドッグ 5%

8,904 SUNGLASS HOUSE-サングラスハウス- 5%

8,905 サングラス　プロショップ　トライ 5%

8,906 サングラス・眼鏡shop ＥＹＥＳ 5%

8,907 帽子 水着 スポーツ サングローブ 5%

8,908 サン・クロレラ楽天市場店 5%

8,909 ＳＡＮＫＥＩ　ＮＥＴ　ＳＨＯＰ 5%

8,910 三軒茶屋通信インナーウエア三恵 5%

8,911 サンコー ホビー 5%

8,912 珊瑚職人館ー土佐 5%

8,913 山菜木村 5%

8,914 山菜専門店　ミクロ精工 5%

8,915 ３３３仏具 5%

8,916 サンサンマーケット 5%

8,917 サンシックリビング 5%

8,918 サンシティ 5%

8,919 3時のおやつ 5%

8,920 ３時の森 5%

8,921 サンシャインスポーツクラブ物販部 5%

8,922 30off　楽天市場店 5%

8,923 ３５歳からのパール　松本宝飾 5%

8,924 35PLUS-家具の35プラス- 5%

8,925 サンシュン 5%

8,926 さんじょうインテリア 5%

8,927 三条タナカ 5%

8,928 SANSHOKU LLC 5%

8,929 三線職人の専門店『米須三線店』 5%

8,930 サンシンズ　カラーサンド 5%

8,931 サンスタイル 5%

8,932 サンステージ 5%

8,933 S.U.N.STORE 5%

8,934 SUNSTONE 5%

8,935 sunstone-1 5%

8,936 Sun’s Market 5%

8,937 サンセイイーストア楽天市場店 5%

8,938 サンセイショッピング楽天市場店 5%

8,939 サンセイタイヤサービス 5%

8,940 三省堂実業 5%
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8,941 三青物産　楽天市場店 5%

8,942 三善堂　楽天市場店 5%

8,943 三創楽器　楽天市場店 5%

8,944 山賊村 楽天市場ショップ 5%

8,945 SANTA 5%

8,946 サンダーシューズ 楽天市場店 5%

8,947 santasan 5%

8,948 サンタズショップ 5%

8,949 三田屋【廣岡揮八郎の三田屋】 5%

8,950 三田屋本店-やすらぎの郷- 5%

8,951 サンダルのやまいち 5%

8,952 サンタローサ 5%

8,953 産地直送センター 5%

8,954 産地直送菜葉屋楽天市場店 5%

8,955 産地直送の波佐見焼　みくら 5%

8,956 産地直送ふるさと特産館 5%

8,957 産地直送満足便　グルメ王国 5%

8,958 産地問屋の 【サクラ陶器 】 5%

8,959 三丁目商店 5%

8,960 三丁目の菓子工房　楽天市場店 5%

8,961 三丁目のくすりや 5%

8,962 産直　近江牛　岡喜牧場 5%

8,963 産直お取り寄せニッポンセレクト 5%

8,964 産直花だん屋 5%

8,965 産直だより 5%

8,966 産直だより＋Plus 5%

8,967 産直プレミアム 5%

8,968 クックス産直楽天市場店 5%

8,969 Sandia 5%

8,970 3DプリンタショップJINDI 5%

8,971 Sandie 楽天市場店 5%

8,972 サンデーハウス 5%

8,973 サンテカフェまる 5%

8,974 サンテクダイレクト 5%

8,975 サンテック　ストア 5%

8,976 サンテラボ 5%

8,977 サンテングヤ　オンラインショップ 5%

8,978 サンドール　楽天市場店 5%

8,979 ３１０Ｓｈｏｐ 5%

8,980 サントノーレ 5%

8,981 さんどらいふ 5%

8,982 SUNDRIES BASE 5%

8,983 SUNTRADE JAPAN 5%

8,984 かごバッグのお店　サンパギータ 5%

8,985 Sunvalley Brands Japan 5%

8,986 san han yon 楽天市場支店 5%

8,987 さんび公式オンラインショップ 5%

8,988 サンビジコムshop 5%

8,989 サンフェロー 5%

8,990 SunFLOWER 5%

8,991 Sunflower （サンフラワー） 5%

8,992 【スーツレディース】サンプリズム 5%

8,993 イブル・韓国子供服のSaintbebe 5%

8,994 サンホープ 5%

8,995 サン・ホームショッピング 5%

8,996 サンポケットランドセル 5%

8,997 さんぽっ舗 5%

8,998 サンボディ （sunbody） 5%

8,999 【ワンピース・スーツ】サンぽぱい 5%

9,000 sanpo-bienvenue 5%
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9,001 三本松フラワー 5%

9,002 三本松米穀店　楽天市場店 5%

9,003 ｓａｎｍａｒｕ 5%

9,004 SUNYOUNG 5%

9,005 山有商店 5%

9,006 三友ショップ 5%

9,007 サンユウダイレクト楽天市場店 5%

9,008 サンユウ　楽天市場店 5%

9,009 三洋アパレル楽天市場店 5%

9,010 三陽　きもの　名古屋 5%

9,011 三陽トレーディング 5%

9,012 サンライズファーム（産直ギフト） 5%

9,013 三陸の幸を、おあげんせ 5%

9,014 サンリツ　楽天市場店 5%

9,015 Sunruck Direct 5%

9,016 サンロードビーポップ 5%

9,017 サンロード楽天市場店 5%

9,018 サンワード 5%

9,019 Sanwa Kihan Online 5%

9,020 三和サービス楽天市場店 5%

9,021 SANWAショップ 5%

9,022 サンワショッピング 5%

9,023 三和電子 5%

9,024 三和堂　楽天市場店 5%

9,025 サンワフーズ 5%

9,026 三和ポチット 5%

9,027 サンワワールド楽天市場店 5%

9,028 しあえる 5%

9,029 シアコン【ＣｉＡＣＯＮ】 5%

9,030 ジアニスト 5%

9,031 Ciara 5%

9,032 シアラ（CIARA）ポーチ・雑貨屋 5%

9,033 しあわせ家族生活 5%

9,034 しあわせ日本ワイン 5%

9,035 幸せの豆の木 5%

9,036 しあわせはんこ　三光堂 5%

9,037 幸せLAB 健康幸せ研究所 5%

9,038 しあわせリング 5%

9,039 しあわせワイン倶楽部 5%

9,040 Chien 5%

9,041 CHIEN-CHIEN　シアンシアン 5%

9,042 JIANGプラス 5%

9,043 シー・エス 5%

9,044 Craft Factory Rei 5%

9,045 CRSオンライン 5%

9,046 【grn】公式サイトSUI酔SUI 5%

9,047 Ｇ.Ｉ.Ｒ. 5%

9,048 ＣＩＦ　ビューティーラボ 5%

9,049 grn plus 5%

9,050 C＆L TRASCO 5%

9,051 C＆J 5%

9,052 シーウェル　楽天市場店 5%

9,053 c-watch company 5%

9,054 ＧＨＫ通販 5%

9,055 GHSmarket楽天市場店 5%

9,056 ＣＡＣ化粧品　プラスワン 5%

9,057 CSCmode 5%

9,058 CS商会 5%

9,059 GShopping楽天市場店 5%

9,060 CS　STORE 5%
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9,061 有限会社　ジーエスビー 5%

9,062 ＧＭＭＳＴＯＲＥ 5%

9,063 gmshop 楽天市場店 5%

9,064 ＣＭＴ 5%

9,065 GMT SHOPPING 5%

9,066 C.M　楽天市場店 5%

9,067 シーエルリンク 5%

9,068 シーオーシー404 楽天市場店 5%

9,069 CO2添加用品 通販 Crystal Aqua 5%

9,070 シーオーメディカル　楽天市場店 5%

9,071 ZI-ON 5%

9,072 SeekeR 5%

9,073 シーキューブ楽天市場店 5%

9,074 SEEK 5%

9,075 ジークゴルフ 5%

9,076 GEEX COLLECTION 5%

9,077 シークショップ楽天市場店 5%

9,078 SEEK TOYS 5%

9,079 Cee Cloud Shop 5%

9,080 Ｇケース 5%

9,081 g-COAT 5%

9,082 G-Call 食通の定番 お取り寄せ 5%

9,083 シーサー　海人商店 5%

9,084 シーサイド 5%

9,085 CIZA Official online shop 5%

9,086 ＪＥＳＵＳ　ＹＵＭＭＹ 5%

9,087 C-G 5%

9,088 C.C.S 5%

9,089 シー・シー・エム 5%

9,090 C.C.C STORES 5%

9,091 ＧＣＪ_ＳＴＯＲＥ 5%

9,092 ccstore 5%

9,093 GC　楽天市場店 5%

9,094 GJstore リゲッタ カヌー専門店 5%

9,095 GJ-Select 5%

9,096 Gショック＆ペアウォッチBlessYou 5%

9,097 Gショック 腕時計 わっしょい村 5%

9,098 G-SHOCK専門店　わっしょい村JAPAN 5%

9,099 ZeeShop 5%

9,100 シースカイ 5%

9,101 GsCAFE 5%

9,102 シーズザッカ 5%

9,103 Cs Select シーズセレクト 5%

9,104 シースターオンライン 5%

9,105 C-スタイル 楽天市場店 5%

9,106 Ｇ-Ｓｔｏｒｅ 5%

9,107 シーズニーズ 5%

9,108 シーズニング開発　楽天市場店 5%

9,109 Seasons 5%

9,110 G専門店 G-SUPPLY（ジーサプライ） 5%

9,111 GZONEゴルフ 5%

9,112 しいたけ問屋福井商店 5%

9,113 しいたけのこせんどう 5%

9,114 si-ta楽天市場店 5%

9,115 CD＆DVD NEOWING 5%

9,116 CDS-R 5%

9,117 CDMファイブポケッツ 5%

9,118 CDC general store 5%

9,119 CDU　CREATIVE AND DESIGN UNIT 5%

9,120 ＣＤ・メガネのサウンドエース 5%
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9,121 C de C 5%

9,122 Seed （シード） 5%

9,123 シート・レール専門ユニプロ 5%

9,124 CtoC JAPAN 5%

9,125 シートカバーカー用品のＺ-style 5%

9,126 シートカバーStudioフルファンゴ 5%

9,127 シートカバー専門店のコネクト 5%

9,128 シートクッション専門店あき 5%

9,129 シードスタイル楽天市場店 5%

9,130 【G-DREAMS】 インテリア web shop 5%

9,131 G-trade JAPAN 5%

9,132 see　now　by　darial 5%

9,133 ジーナスタイル 5%

9,134 JYPER’S（ジーパーズ） 5%

9,135 G-HOUSE 5%

9,136 シーバスリンク　楽天市場店 5%

9,137 G-passio （ジーパッシオ） 5%

9,138 じぃぱわーず楽天市場支店 5%

9,139 ジーバンク 5%

9,140 ジーパンセンターサカイ 5%

9,141 Ｇパン屋のＦＵＪＩＹＡＭＡ 5%

9,142 CP-AXIA・楽天市場店 5%

9,143 シーピーイーマート 5%

9,144 GPinnovation 5%

9,145 ＧＰＳトラン-ＧＰＳ発信機専門店 5%

9,146 GPS発信機MIRUTAS楽天市場店 5%

9,147 GBFT Interior 5%

9,148 GBFT Online 5%

9,149 シーピーシー研究所楽天市場店 5%

9,150 SEABEES Military Mega Store 5%

9,151 シーピース　楽天市場支店 5%

9,152 SHEBEACH JAPAN 5%

9,153 CBDダイレクト 5%

9,154 ＧＰＴヘルシーライフ 5%

9,155 GP-RECX 楽天市場店 5%

9,156 C-Beauty Proshop 5%

9,157 G-FACTORY楽天市場店 5%

9,158 シープウィング 5%

9,159 シーフードマックス楽天市場店 5%

9,160 ＳＥＡ ＦＡＣＥ 楽天市場店 5%

9,161 シーフォース 楽天市場店 5%

9,162 G ＋ 5%

9,163 G-PRODUCTS 5%

9,164 Ｃ．ＰＯＩＮＴ 5%

9,165 GPORT 5%

9,166 シーボディオフィシャル楽天市場店 5%

9,167 しーま商店 5%

9,168 jimaxちゃん 5%

9,169 シーマテック　ジャパン 5%

9,170 ziimo＆co. 5%

9,171 ジーモール楽天市場店 5%

9,172 C-Light 5%

9,173 Ｓｅａｌａｓｓ 5%

9,174 ジーラブ楽天市場店 5%

9,175 シーランメーカー直営サイト 5%

9,176 SEAL store　楽天市場店 5%

9,177 シールDEネーム 5%

9,178 Zeal Market 5%

9,179 Sea World Store KOBE 5%

9,180 ＣＹＤネットショップ 5%
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9,181 CY貿易 5%

9,182 SEA-ONE 楽天市場店 5%

9,183 CEEN 5%

9,184 The English Store 5%

9,185 ジーンズ＆カジュアル AXS SANSHIN 5%

9,186 ジーンズ＆カジュアル　ロック 5%

9,187 JEANS-SANSHIN 5%

9,188 ジーンズ　ジーパ　ウェブサイト 5%

9,189 ジーンズショップ　ＯＳＡＤＡ 5%

9,190 ジーンズショップマルセル 5%

9,191 ジーンズステーション 5%

9,192 ジーンズ専門店Basis 5%

9,193 jeans deco／ジーンズ デコ 5%

9,194 jeans trad blue 5%

9,195 ＪＥＡＮＳＢＵＧ（ジーンズバグ） 5%

9,196 ジーンズファースト駒込店 5%

9,197 JEANS FACTORY Online Shop 5%

9,198 GeneLife 5%

9,199 SHARE’S GARDEN-シェアズガーデン 5%

9,200 シェアスタイル LED HID の老舗 5%

9,201 SHEYA楽天市場店 5%

9,202 Ｊ－ｍｅｄｉｘ 5%

9,203 ＪＲＳコーポレーション楽天市場店 5%

9,204 jrplan 5%

9,205 ジェイアンドケー 5%

9,206 J-Sakura Cosme 5%

9,207 J-IN　japan 5%

9,208 ジェイウェルドットコム 5%

9,209 JHB楽天市場店 5%

9,210 ジェイ・エス・ジェイ 5%

9,211 JS SISTER 5%

9,212 JSstar 5%

9,213 JSBCスノータウン 5%

9,214 JSPTOKAI 5%

9,215 ＪＳファッション 5%

9,216 JsMart 5%

9,217 ＪＦＳ　楽天市場店 5%

9,218 ジェイエムイーアイ 5%

9,219 JMEI 2nd 5%

9,220 JOKnet楽天市場店 5%

9,221 J・Kazu 5%

9,222 JKNselect 5%

9,223 ＪＣＥ楽天市場店 5%

9,224 JCTショップ 5%

9,225 JJJ SUPPLEMENT 5%

9,226 JJ PROHOME 5%

9,227 JJ LIFE 5%

9,228 Jスリー 5%

9,229 J select 5%

9,230 JWTOOL 楽天市場店 5%

9,231 Ｊトレード 5%

9,232 j-pia 5%

9,233 JBS ショッピング 5%

9,234 jpc-online 5%

9,235 JBストア 5%

9,236 JPRiDE（ジェイピー・ライド） 5%

9,237 ジェイビーワークス　楽天市場店 5%

9,238 jplanet-wireless 5%

9,239 J・Broom（ジェイブルーム） 5%

9,240 ジェイユーショップ 5%
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9,241 Ｊ楽天市場店＋ 5%

9,242 SHEIL 5%

9,243 ＪＡ和歌山県農ＪＯＩＮ楽天市場店 5%

9,244 JNストア 5%

9,245 JMAライトワークス　楽天市場店 5%

9,246 J-grows 5%

9,247 JCCショップ楽天市場店 5%

9,248 JCPチアリーダー 5%

9,249 ＪＰＬＡＭＰ 5%

9,250 シェーンコスメ 5%

9,251 GEO style （ジェオスタイル） 5%

9,252 G.S.M.（ジェオスタイル メンズ） 5%

9,253 ジェオ　楽天市場店 5%

9,254 ジェクスライフ 5%

9,255 j・x・t-style 5%

9,256 シェシェア【xiexiea】 5%

9,257 ＳＩＥＳＴＡ web 5%

9,258 JEKCA 5%

9,259 ジェッカーズ楽天市場店 5%

9,260 ジェック楽天市場店 5%

9,261 ジェットイノウエ専門店AKIBA 5%

9,262 Jetcoo 楽天市場店 5%

9,263 Jet-bee 5%

9,264 ＪＥＴ楽天市場店 5%

9,265 ジェットラグ楽天市場店 5%

9,266 ジェニーコーヒー 5%

9,267 JennyDesse 5%

9,268 Genufine楽天市場店 5%

9,269 GENERAL SHAPE 5%

9,270 Generico 5%

9,271 ジェネレーション楽天市場店 5%

9,272 シェフ桑原　鴨とフォアグラ専門店 5%

9,273 GeMini 楽天市場店 5%

9,274 ジェムスクェアカネモリ 5%

9,275 ジェムスター（宝石の専門店） 5%

9,276 Gem Stone King ジュエリー専門店 5%

9,277 ＧＥＭ　ＳＴＯＮＥＳ 5%

9,278 ジェムストック 天然石＆シルバー 5%

9,279 ジェムパレス 5%

9,280 GEMEX PLEASURE 5%

9,281 ジェラシー　楽天市場店 5%

9,282 ジェラテリアUNO ジェラート専門店 5%

9,283 シェリ（ピアス・バナナクリップ） 5%

9,284 シェリ 5%

9,285 ＪＥＲＲＹ 5%

9,286 ＪＥＲＲＹＳ　ＳＴＯＲＥ 5%

9,287 ジェリービー 5%

9,288 シェリール 5%

9,289 シェリール スクール 5%

9,290 Jerico楽天市場店 5%

9,291 CELL 5%

9,292 chercher ETOILE 5%

9,293 シエルタ 5%

9,294 シェルドン 5%

9,295 ジェルネイル通販のジャパンネイル 5%

9,296 ジェルネイル用品グレースガーデン 5%

9,297 ジェルネイル用品ならイイネイル 5%

9,298 SHELBY 楽天市場店 5%

9,299 インテリア雑貨のシエロ 5%

9,300 シエロブルー 5%
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9,301 シエンジロリン村 楽天市場店 5%

9,302 GENTIL 5%

9,303 SHIOKURU 5%

9,304 siobijin 楽天市場店 5%

9,305 しおみの杜・楽天市場店 5%

9,306 siora 5%

9,307 Ｓｈｉｏｎ　楽天市場店 5%

9,308 歯科医院専売品のデンタルフィット 5%

9,309 自家製キムチ韓国食材販売まるきん 5%

9,310 自家焙煎珈琲　CafeCompany 5%

9,311 自家焙煎珈琲Cafemanna 楽天市場店 5%

9,312 自家焙煎珈琲クレエ 5%

9,313 自家焙煎コーヒー工房　信州珈琲 5%

9,314 自家焙煎 珈琲工房ひぐち 5%

9,315 自家焙煎コーヒー　マウンテン 5%

9,316 自家焙煎・水出し珈琲「水の時計」 5%

9,317 直火くろじょか屋　吟松窯 5%

9,318 直火焙煎コーヒー豆　しげとし珈琲 5%

9,319 しがらき陶庵 5%

9,320 信楽焼き専門店・陶器工房しがらき 5%

9,321 信楽焼・明山窯 5%

9,322 シガリオ公式 玄米美人楽天市場店 5%

9,323 地カレー家 楽天市場店 5%

9,324 JIGGYS SHOP 5%

9,325 四季海鮮　くろしお 5%

9,326 四季彩園 5%

9,327 色彩キューブ 5%

9,328 四季彩-陶器ONLINE- 5%

9,329 四季島美容健康館 5%

9,330 磁気ネックレスの通販ほぐしや本舗 5%

9,331 四季物ひろば 5%

9,332 四季物屋 5%

9,333 持久走・駆け足のニッセンスポーツ 5%

9,334 ジグソーパズル友蔵 楽天市場店 5%

9,335 シグマ　コンタクト 5%

9,336 シグマックス公式Shop　楽天市場店 5%

9,337 シクルテリア　バニラバニラ 5%

9,338 シクロＳＨＯＰ 5%

9,339 SHIGENO 5%

9,340 GIGEN　楽天市場店 5%

9,341 CigogneBaby（シゴーニュベビー） 5%

9,342 四国愛防災 5%

9,343 四国ガーデン楽天市場支店 5%

9,344 仕事着屋さん 5%

9,345 仕事靴下専門店プロソックス 5%

9,346 仕事服　おきに．R 5%

9,347 しごと服ナビ 5%

9,348 仕事服のヤマナシ 5%

9,349 地米屋 5%

9,350 シザーケースと雑貨のKAFUTA 5%

9,351 シザイーストア 5%

9,352 資材・印刷のルネ 楽天市場店 5%

9,353 歯材のお店 5%

9,354 資材屋さん　楽天市場店 5%

9,355 資材屋本舗 5%

9,356 地酒焼酎お取り寄せグルメのサワヤ 5%

9,357 地酒と焼酎の専門店　新潟銘酒王国 5%

9,358 地酒と本格焼酎・西崎商店 5%

9,359 地酒の加登屋 5%

9,360 地酒のリエゾン　楽天市場店 5%
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9,361 地酒屋 金澤留造酒店　楽天市場店 5%

9,362 地酒、ワインの専門店　喜咲酒家 5%

9,363 しじみ屋かわむら 5%

9,364 自社ブランド良品寝具の宮地 5%

9,365 刺繍アトリエ　楽天市場店 5%

9,366 刺繍家族 5%

9,367 刺繍ギフトIROHANI 5%

9,368 刺繍雑貨みつばリーフ　楽天市場店 5%

9,369 地震防災グッズ通販ペアークレーン 5%

9,370 静岡掛川茶オンラインショップ 5%

9,371 静岡グルメ　セレクトフードコパン 5%

9,372 静岡・信州・こだわり家 5%

9,373 静岡製茶問屋かのう茶店 5%

9,374 製茶問屋　静岡茶園 5%

9,375 静岡茶の通販 沼津・市川園 5%

9,376 静岡茶の通販 葉桐 5%

9,377 静岡のお茶処　まきのはら茶屋 5%

9,378 静岡・深蒸し茶【かやまえん】 5%

9,379 しずおか夢工房 5%

9,380 shizuka-will- 5%

9,381 JZYSS公式ジスショップ楽天市場店 5%

9,382 シズショッピングサイト楽天市場店 5%

9,383 sisdesign monotone market 5%

9,384 システム手帳専門店モノボックス 5%

9,385 沈み　楽天市場店 5%

9,386 ZIZZ　楽天市場店 5%

9,387 GISE 5%

9,388 シゼム楽天市場支店 5%

9,389 GISELLE EMOTION 5%

9,390 自然エネルギー・安川商事 5%

9,391 自然からの贈り物　シルク屋 5%

9,392 自然絆ショップ 5%

9,393 自然化粧品研究所 5%

9,394 自然食のペットフード店Oracion 5%

9,395 自然食品店・ナチュララ 5%

9,396 自然食品店HACHI 楽天市場支店 5%

9,397 自然食品店ブラウンビレッジ 5%

9,398 自然食品の店　浄心 5%

9,399 自然食品の店つたや 5%

9,400 自然素材へのこだわりオーガライフ 5%

9,401 自然通販【健康とインナー専門店】 5%

9,402 自然堂本舗 5%

9,403 自然と伝承の力-みつばちロード 5%

9,404 自然の美味しさお届け便 5%

9,405 自然のくらし 5%

9,406 しぜんのめぐみすい　楽天市場店 5%

9,407 自然の森 5%

9,408 自然派イタリアンベイビーズブレス 5%

9,409 自然派化粧品 潤い肌の モーニュ 5%

9,410 自然派コスメ　イヴデュフラン 5%

9,411 自然派食品の店『SEN』楽天市場店 5%

9,412 自然派ショップ 5%

9,413 自然派ストアSakura 5%

9,414 自然派入浴剤とコスメ マユナ 5%

9,415 自然派ワインの『横浜レコントル』 5%

9,416 自然派ワイン　フルッタ 5%

9,417 自然派ワイン　La Muno 5%

9,418 自然風味・静岡茶　「岩倉製茶」 5%

9,419 自然由来こだわり洗剤　キューム 5%

9,420 静岡産　楽天市場店 5%
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9,421 下着専門 DRW楽天市場店 5%

9,422 下着通販アンの家 5%

9,423 下着の専門店アン 5%

9,424 下着屋さん　ラ・ポーニュ 5%

9,425 下着ランジェリー東京青山プルミエ 5%

9,426 下町のお肉屋さん　くり助 5%

9,427 下町バームクーヘン　楽天市場店 5%

9,428 質・買取・販売ＳＡＴＯＨ 5%

9,429 質イイヅカ 5%

9,430 質ウエダ 5%

9,431 質かづさや 5%

9,432 質カトウ 5%

9,433 質カラーズ 5%

9,434 質かわむら楽天市場店 5%

9,435 七五三 着物 浴衣 京都室町st． 5%

9,436 質　サイトウ 5%

9,437 質ＳＨＯＰ　アデ川 5%

9,438 質Shop　かなみつ 5%

9,439 質Shop 天満屋 5%

9,440 質ＳＨＯＰ　冨田 5%

9,441 質 セキネ 5%

9,442 しちだ・教育研究所 5%

9,443 質 武市 ショップＴＡＫＥＩＣＨＩ 5%

9,444 質と販売　音羽屋 5%

9,445 質にしきの【ブランド販売・買取】 5%

9,446 質のヤマカワ 5%

9,447 質 浜田屋　楽天市場店 5%

9,448 七福ツール　楽天市場店 5%

9,449 質　フレンド 5%

9,450 質　緑屋 5%

9,451 質みなみ 5%

9,452 質屋　かんてい局石川　楽天市場店 5%

9,453 質屋かんてい局 楽天市場店 5%

9,454 質屋クラタセブン 5%

9,455 質屋さのや　楽天市場店 5%

9,456 質ゆづき 5%

9,457 七里商店 5%

9,458 質YAMAKI（ヤマキ）楽天市場店 5%

9,459 実印道場 5%

9,460 実演販売のコパ・コーポレーション 5%

9,461 悉皆屋おばさんのお店 5%

9,462 漆器かりん本舗 5%

9,463 漆器とキッチン　祭りのええもん 5%

9,464 漆器の産地職人のお店　紀州ヤマガ 5%

9,465 漆器のしもむら 5%

9,466 漆器　山田平安堂 5%

9,467 失禁パンツ介護衣料の松島 5%

9,468 シックスセンス 5%

9,469 シックスセンスラボ楽天市場支店 5%

9,470 6DEGREES-ONLINE 5%

9,471 SIXPLUS 5%

9,472 漆芸 よした華正工房 5%

9,473 ZiPPY！ 楽天市場店 5%

9,474 SHIP＆PLACE 5%

9,475 ZIPスポーツ 楽天市場支店 5%

9,476 ZIP メンズファッション 5%

9,477 ZIP REAL CLOTHING STORE 5%

9,478 ZIPPO＆パワーストーン エフネッツ 5%

9,479 実用衣料のアカキタ 5%

9,480 City Commu公式販売店 5%
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9,481 シティネットショッピング 5%

9,482 ジテンシャデポ 5%

9,483 自転車　タイム　〔楽天〕 5%

9,484 自転車館びーくる 5%

9,485 自転車グッズのキアーロ 5%

9,486 自転車雑貨 WednesdayBicycleHappy 5%

9,487 自転車・スポーツ直販店ioffice 5%

9,488 自転車スマートジョイ SMART JOY 5%

9,489 自転車専門店 タイム（TIME） 5%

9,490 自転車専門店 Loic 5%

9,491 自転車タイヤとパーツQUAMTRADE 5%

9,492 自転車通販 IBFショップ 5%

9,493 自転車通販 voldy.collection 5%

9,494 自転車通販 F-select楽天市場店 5%

9,495 自転車通販　スマートファクトリー 5%

9,496 自転車通販チャレンジ21 5%

9,497 自転車通販 VIKING BIKE SHOP 5%

9,498 自転車通販　LANRAN 5%

9,499 自転車Ｄプラス 5%

9,500 自転車　ノースタイル 5%

9,501 自転車の九蔵 5%

9,502 自転車のQBEI 楽天市場支店 5%

9,503 自転車の専門店　バイクキング 5%

9,504 自転車のトライ 5%

9,505 自転車のＶＡＮＷＡＲＤ楽天市場店 5%

9,506 自転車のメイト　（電動自転車も） 5%

9,507 自転車秘密基地　楽天市場店 5%

9,508 自転車プローウォカティオ 5%

9,509 自転車Lab 5%

9,510 自動車部品専門店スターパーツ 5%

9,511 CITRINE Chakra-シトリンチャクラ 5%

9,512 シトロン 5%

9,513 citron glaces 5%

9,514 citron-神戸　楽天市場店 5%

9,515 品川ゴム 通販部 5%

9,516 シナグロ通販サイトビオクル 5%

9,517 シナジーストア 5%

9,518 信濃商店 5%

9,519 信濃製菓　喜六さんのおやき 5%

9,520 シナノテント楽天市場店 5%

9,521 信濃屋へ 5%

9,522 品光 楽天市場店 5%

9,523 シニアレディースパンツのタイセイ 5%

9,524 老舗工具屋　AT TOOL 5%

9,525 老舗こんにゃく専門店　上原本店 5%

9,526 老舗の味ダイエットと健康の神林堂 5%

9,527 老舗の匠　製麺処 桔梗庵 5%

9,528 老舗のマルホン胡麻油 5%

9,529 ZNEWMARK（ジニューマーク） 5%

9,530 cinemarig 5%

9,531 Shino Eclat（シノエクラ） 5%

9,532 しのびや楽天市場店 5%

9,533 シノワズリーモダン 5%

9,534 CIVARIZE公式ストア 5%

9,535 柴犬コウタのハッピィショップ 5%

9,536 シバタ通商　楽天市場店 5%

9,537 芝生のことならバロネスダイレクト 5%

9,538 SHiBA流 5%

9,539 ジパング珈琲倶楽部 5%

9,540 地ビール・地酒「上げ馬」蔵元 5%
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9,541 至福の酒 5%

9,542 SHIFT 5%

9,543 シブヤ 5%

9,544 渋谷IKEBE楽器村 5%

9,545 渋谷ウイングス 5%

9,546 渋谷の質屋　楠本商店 5%

9,547 渋谷の食器屋さん　食喜屋 5%

9,548 シブヤランドセル 5%

9,549 じぶんまくら　楽天市場店 5%

9,550 志ほや 5%

9,551 CIBOLA 5%

9,552 シマシマなインテリ屋 5%

9,553 島津屋 5%

9,554 Shimadaya HOME＆LIFE 楽天市場店 5%

9,555 島道具 5%

9,556 島と暮らす 5%

9,557 島根県出雲地方の酒蔵　竹下本店 5%

9,558 しまねの地酒　米村本店 5%

9,559 島根発　海藻と魚の渡邊水産食品 5%

9,560 しまのだいち 5%

9,561 嶋ノ屋 5%

9,562 島原・雲仙のかまぼこ店 七郎屋 5%

9,563 シマムセン楽天市場店 5%

9,564 しまもん屋 5%

9,565 シマヤフィッシングタックルSHOP 5%

9,566 染み込みスイーツのQua 楽天市場店 5%

9,567 シミズ事務機　楽天市場店 5%

9,568 染み抜き剤『スポッとる』専門店 5%

9,569 市民薬局　楽天市場店 5%

9,570 事務蔵 5%

9,571 ジムニー専門店　Kプロダクツ 5%

9,572 シムネット　別館 5%

9,573 gym master on-line shop 5%

9,574 シメファブリック 5%

9,575 下津醤油楽天市場店 5%

9,576 じもと百貨末永商店 5%

9,577 下仁田　ぜいたく庵　楽天市場店 5%

9,578 下関　ふぐ老舗問屋　山西水産 5%

9,579 下八重商店 5%

9,580 SIMONS STORE 5%

9,581 ジャーキーファクトリー 5%

9,582 邪悪なハンコ屋 しにものぐるい 5%

9,583 ジャージとスウェットのDIA STAR 5%

9,584 ジャーニーshop 5%

9,585 Shiny【シャイニー】 5%

9,586 シャイニージェル公式ショップ 5%

9,587 シャイニーストア 5%

9,588 SHINY-MART 5%

9,589 シャイニングパーツ（カー用品） 5%

9,590 Shyness Manufacturing 5%

9,591 ジャイブミュージック 5%

9,592 若石足療　健美院 5%

9,593 弱電館　楽天市場店 5%

9,594 Jagvillunte 楽天市場店 5%

9,595 ジャグリング専門店　レッツ大道芸 5%

9,596 社交ダンス衣装・ドレス販売ルンバ 5%

9,597 社交ダンス　ファイナリスト 5%

9,598 車高調通販 TRANSPORT 楽天市場店 5%

9,599 ＪＡＪＡＮ-Ｒ 5%

9,600 JAJAN 楽天市場店 5%
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9,601 車種別カット済カーフィルム Bocci 5%

9,602 車種別カット済みカーフィルム屋 5%

9,603 写真入りギフト専門店水晶の恋 5%

9,604 写真ケーキのコシジ洋菓子店 5%

9,605 写真ケーキのシェリーブラン 5%

9,606 写真ケーキの洋菓子店エパヌイール 5%

9,607 写真のセントラル　楽天市場店 5%

9,608 写真屋さんドットコム 5%

9,609 写真用紙とアルバム用紙のプロ紙 5%

9,610 ジャスティカ　楽天市場店 5%

9,611 ジャストアイテムジャパンR 5%

9,612 ジャスト インテリア 5%

9,613 ジャストオーダー 5%

9,614 Just Goods-アメカジファッション- 5%

9,615 JUST-JAPAN（ジャストジャパン） 5%

9,616 ジャストハート 香典返し 法事法要 5%

9,617 Just For You online store 5%

9,618 ジャストワン楽天市場店 5%

9,619 ジャッカル 5%

9,620 JackInTheBox楽天市場店 5%

9,621 ジャックオーシャンスポーツ 5%

9,622 ＪＡＣＫＰＡＲＴＳ 5%

9,623 ジャックポート 5%

9,624 JACKPOT 5%

9,625 JACQUEMART 5%

9,626 ジャックロード 【腕時計専門店】 5%

9,627 ジャッコランタンjack-o-lantern 5%

9,628 シャツ専門店　ギャルソンウェーブ 5%

9,629 Schatzkiste 5%

9,630 SHUFFLE STORE 5%

9,631 シャツマート 楽天市場店 5%

9,632 シャトー・トーキョー 5%

9,633 シャドーボックスのミツヤ 5%

9,634 じゃにおべる模型 5%

9,635 JANUARYnine 5%

9,636 中古パソコン　JanetPC 5%

9,637 ジャパネジ楽天市場店 5%

9,638 JAPANESQUE 5%

9,639 JAPAN FACTORY 5%

9,640 JAPANインナーstore 5%

9,641 ジャパンカプセル 5%

9,642 ジャパンギフト 5%

9,643 ジャパンコスメ　楽天市場店 5%

9,644 ジャパンテディベア　楽天市場店 5%

9,645 JAPAN TRADE SHOP 5%

9,646 JAPAN NUTRITION 5%

9,647 Japan Net Golf 楽天市場店 5%

9,648 ジャパンネットライフ 5%

9,649 Japan Bass Tackle 5%

9,650 ジャパンフードサービス楽天市場店 5%

9,651 ジャパンブリッジ 5%

9,652 Japan Bela 楽天市場店 5%

9,653 ジャパンマーケットプレイス 5%

9,654 japanmall 5%

9,655 しゃぶしゃぶ専門店『しゃぶまる』 5%

9,656 ジャポネイラ　楽天市場店 5%

9,657 シャボン玉石けん　楽天市場店 5%

9,658 Jamale 5%

9,659 JAMMY STORE 5%

9,660 三味線ショップShamily 5%
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9,661 jamu 5%

9,662 JAM Collection 5%

9,663 ジャムショップ　hananomi 5%

9,664 JAM-PACK STORE 5%

9,665 JAM HOME MADE 楽天市場店 5%

9,666 Ｊａｍ 楽天市場店 5%

9,667 shamrock 5%

9,668 シャムロック楽天市場店 5%

9,669 社名刺繍無料の作業着屋 5%

9,670 上野アメ横 Jalana（ジャラーナ） 5%

9,671 ジャラハニー専門店　MEDY-JARA 5%

9,672 砂利・エクステリアGreenArts 5%

9,673 砂利 エクステリア石材のTAIKOH 5%

9,674 しゃりnet.米ほーむ 5%

9,675 シャルビーインターネットショップ 5%

9,676 シャルマント 5%

9,677 Cyalel Yahata　楽天市場店 5%

9,678 Sharena 5%

9,679 シャレもん楽天市場店 5%

9,680 sharero 5%

9,681 SHALLOW 5%

9,682 シャロットファーム 5%

9,683 シャワープランニング楽天市場店 5%

9,684 JUNCTION PRODUCE 公式楽天市場店 5%

9,685 JUNKBLUES 5%

9,686 ジャングル ジャングル 5%

9,687 ジャンクワールド２nd楽天市場店 5%

9,688 シャン　コスメディア楽天市場店 5%

9,689 シャンシャン堂 5%

9,690 シャンシャンレディー 5%

9,691 ジャンズ 5%

9,692 シャンゼリゼ 5%

9,693 シャンティーク 5%

9,694 SHANTI SHANTI 5%

9,695 Chanter feu シャンテフゥ 5%

9,696 シャンデレスト 5%

9,697 シャント 5%

9,698 シャンパン専門店 CHAMPAGNE HOUSE 5%

9,699 シャンパンのプライムマルシェ東京 5%

9,700 jamboo楽天市場店 5%

9,701 ジャンプファミリー 5%

9,702 ジャンブルファニチャ（家具通販） 5%

9,703 ジュアナナオーガニック 5%

9,704 JOUIR 5%

9,705 獣医師・宿南章の愛情ごはん療法食 5%

9,706 じゅういちや 5%

9,707 shoeXpress 5%

9,708 シュヴェスター　楽天市場店 5%

9,709 shoeＥＶＥＲ（シューエバー） 5%

9,710 自由が丘・レディーバグキッズ 5%

9,711 秀岳荘ＮＥＴＳＨＯＰ 5%

9,712 紙遊館楽天市場店 5%

9,713 住器プラザ 5%

9,714 住器プラザ＋１ 5%

9,715 tac INTERIOR 5%

9,716 ＪＵＫＯ．ＩＮ　楽天市場店 5%

9,717 住材マーケット 5%

9,718 ジューシーガーデン　プラス 5%

9,719 ジューシースタイル 5%

9,720 十字屋薬粧 5%
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9,721 シューズ＆スニーカーカワカミ靴店 5%

9,722 シューズ＆バッグヨシエ 5%

9,723 シューズウォークアップ 5%

9,724 シューズGARAGE スニーカーブーツ 5%

9,725 ShoeSquare（シュースクエア） 5%

9,726 シュースクエア プラス 5%

9,727 ジュースジャックカフェ 5%

9,728 シューズショップ alto 5%

9,729 シューズショップ　Ｍ-Ｓｔａｒ 5%

9,730 シューズショップ【靴のmany-F】 5%

9,731 シューズショップ　KONI KONI 5%

9,732 シューズショップ　シンプル 5%

9,733 シューズショップタイガー 5%

9,734 シューズ　ショップ　辻徳 5%

9,735 シューズショップ　nonnonxx2001 5%

9,736 シューズショップ　マツモト 5%

9,737 シューズショップメルヘン 5%

9,738 シューズストア　アビック 5%

9,739 Shoes store ケイアイショッピング 5%

9,740 靴通販のシューズダイレクトPlus 5%

9,741 SHOES DEPO 5%

9,742 シューズパーラー／shoesparlor 5%

9,743 シューズピエ楽天市場店 5%

9,744 シューズ ビスタ 5%

9,745 シューズプログレス 5%

9,746 シューズベース 5%

9,747 Ｓｈｏｅｓhall 5%

9,748 SHOESHOLIC 5%

9,749 SHOESMARKET 5%

9,750 SHOES-MATE 5%

9,751 シューズメガアイビー 5%

9,752 ShoesLive 5%

9,753 シューズランド 5%

9,754 ＳＨＯＥＳ　ＷＡＮ楽天市場店 5%

9,755 住設あんしんショップ 5%

9,756 住設倶楽部 楽天市場店 5%

9,757 住設クリックス楽天市場店 5%

9,758 住設ショップHARUTAS 5%

9,759 住設と家電のベアーハンズ 5%

9,760 住設と電材の洛電マート 5%

9,761 じゅうせつひるず楽天市場店 5%

9,762 住設プロ　楽天市場店 5%

9,763 住設本舗 5%

9,764 住設楽天市場店 5%

9,765 SHOE CELLAR 5%

9,766 SHOETIME 5%

9,767 住宅設備格安センター 5%

9,768 住宅設備機器　tkfront 5%

9,769 住宅設備機器のcoordiroom 5%

9,770 住宅設備専門　ジャストリフォーム 5%

9,771 住宅設備のプロショップDOOON！！ 5%

9,772 住テック 5%

9,773 柔軟剤の通販ファーファオンライン 5%

9,774 収納家具・ユニット畳の家具屋本舗 5%

9,775 収納・家具・寝具の収納宅配館 5%

9,776 収納・家具通販 エント 5%

9,777 収納・家具通販　ワイエムワールド 5%

9,778 収納家具のイー・ユニット 5%

9,779 収納雑貨ツエッペ 5%

9,780 収納の巣　楽天市場店 5%
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9,781 収納ベッド専門店 5%

9,782 JUBA JAPAN STORE 5%

9,783 18金ネックレス店ビジュブティック 5%

9,784 18金ネックレスのゴールデンリバー 5%

9,785 シューバッグ 5%

9,786 シューブレイク 5%

9,787 シューマートワールド 5%

9,788 SHOE MANIACS-靴＆ブーツ通販 5%

9,789 十文字屋呉服店 5%

9,790 十文字屋商店　楽天市場店 5%

9,791 ShoeLike 5%

9,792 shoerack 5%

9,793 ジュールフェリエ楽天市場店 5%

9,794 JouleLifeショップ　楽天市場店 5%

9,795 十割蕎麦 そば粉 老梅庵 5%

9,796 ジュエラー チック 5%

9,797 ジュエリーアイ 5%

9,798 ジュエリー　アヴァンティ 5%

9,799 ジュエリー アクセ 時計 MARKGRAF 5%

9,800 ジュエリー　アスカ 5%

9,801 ジュエリー＆ウォッチ　コパル 5%

9,802 ジュエリー＆ウォッチ ミムラ 5%

9,803 Jewelry＆Watch　LuxeK 5%

9,804 ジュエリー＆腕時計 Bene 5%

9,805 ジュエリー＆ネックレス RUBBY 5%

9,806 ジュエリー＆ハンドバッグの居東屋 5%

9,807 ジュエリー＆ルース　ベルデライト 5%

9,808 ジュエリー＆レザーRugged Market 5%

9,809 ジュエリーイレブン 5%

9,810 Jewerly Win 楽天市場店 5%

9,811 ジュエリーウォーク心斎橋 5%

9,812 ジュエリーエクセレンテ 5%

9,813 jewelry Aimer 5%

9,814 ジュエリーオンリーワン 5%

9,815 ジュエリーカルポ楽天市場店 5%

9,816 ジュエリー川スミ 5%

9,817 ジュエリーキャッスル 5%

9,818 ジュエリー京屋 楽天市場店 5%

9,819 ジュエリークィーン楽天市場店 5%

9,820 ジュエリー 神戸ピアンジ 5%

9,821 ジュエリー工房アトラス 5%

9,822 ジュエリー工房　Alma 5%

9,823 Jewelry 工房 ForSea 5%

9,824 ジュエリーコトブキ幸せ運ぶ宝石屋 5%

9,825 ジュエリーSAYAKA 5%

9,826 JEWELRYSANMI楽天市場店 5%

9,827 ジュエリー　C 5%

9,828 ジュエリーシヴァ　楽天市場店 5%

9,829 Jewellery SHIBATA 5%

9,830 ジュエリー　11時のティータイム 5%

9,831 ジュエリーショップ　ウェイ 5%

9,832 ジュエリーショップＭ 5%

9,833 jewelry shop BeJ 5%

9,834 ジュエリーShop 5Jewel 楽天市場店 5%

9,835 ジュエリーショップ　ルビーノ 5%

9,836 ジュエリースタジオ　プラスター 5%

9,837 ジュエリーセキネ 5%

9,838 ジュエリー専門店Carat 5%

9,839 ジュエリー大丸屋　楽天市場店 5%

9,840 jewelry CHESS 5%
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9,841 Jewelry CHANGE 5%

9,842 ジュエリー チョコ＊フィオーレ 5%

9,843 ジュエリー D-PLANET 楽天市場店 5%

9,844 ジュエリーバーゲン 5%

9,845 ジュエリーパーツショップ 5%

9,846 ジュエリービビッド 5%

9,847 ジュエリー／ファッション　EHS 5%

9,848 ジュエリー for　you 5%

9,849 ジュエリー“プチポワン” 5%

9,850 ジュエリーブティック京都 5%

9,851 ジュエリーブランドGemCrown 5%

9,852 ジュエリー・ベビーリングSINDBAD 5%

9,853 jewelry BoA 5%

9,854 ジュエリーボックス専門店 5%

9,855 ジュエリーボックスのピィアース 5%

9,856 ジュエリーボックスバービー 5%

9,857 ジュエリーメイ（旧名：山橋質店） 5%

9,858 ジュエリーMEISEI 楽天市場店 5%

9,859 ジュエリーメビウス 5%

9,860 Ｊｅｗｅｌｒｙメルシィ 5%

9,861 JEWELRY YAGUMODO 5%

9,862 ジュエリー YouMe 5%

9,863 ジュエリーラピネス 5%

9,864 ジュエリーリペア 5%

9,865 ジュエリー　ル・コントン 5%

9,866 ジュエリーワークスオルフェーブル 5%

9,867 ジュエリーワールド　ラマジェムス 5%

9,868 ジュエル　アイマス 5%

9,869 Jewel Vivi original 5%

9,870 Jeweluce 5%

9,871 JEWELCAKE楽天市場店 5%

9,872 ジュエルショット東京 5%

9,873 Jewel Select 5%

9,874 ジュエルミキ JEWELMIKI 5%

9,875 ジュエルワールド 5%

9,876 シュガーオンラインショップ 5%

9,877 SUGAR JEWEL 楽天市場店 5%

9,878 SUGAR TIME 5%

9,879 シュガーパルフェ by サン宝石 5%

9,880 SUGAR BISKET 5%

9,881 シュガーフリースペシャルティーズ 5%

9,882 酒器・グラスの専門店 美酒器や 5%

9,883 酒器とギフト・生活雑貨のサムライ 5%

9,884 熟睡工房 5%

9,885 熟年時代社 5%

9,886 手芸・生地・雑貨　コットンハート 5%

9,887 手芸生地通販の店　COCO　shop 5%

9,888 手芸倶楽部 5%

9,889 手芸材料のお店 アンシャンテ工房 5%

9,890 手芸材料のお店！ Craft Tamago 5%

9,891 手芸材料の専門店　つくる楽しみ 5%

9,892 手芸ショップあるふぁ 5%

9,893 手芸Shopトモ 5%

9,894 手芸通販ネットショップ　ドリーム 5%

9,895 手芸店 mercerie de ambience 5%

9,896 手芸と生地の店　いすず 5%

9,897 手芸と生地のユザワヤ２号館 5%

9,898 手芸ナカムラ 5%

9,899 手芸のハグルマ 5%

9,900 手芸のピロル 5%
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9,901 手芸の店ギンガム 5%

9,902 手芸の店トリアノン 5%

9,903 手芸の山久 5%

9,904 手芸パーツ通販 クラフトパーツ屋 5%

9,905 手芸　ゆめや 5%

9,906 手芸用品　エスニック　aljanna 5%

9,907 手芸用品のABCクラフト 5%

9,908 手芸用リボンのお店 PONZ SHOP 5%

9,909 手芸ラッピングリボンのリボンボン 5%

9,910 Chouquetteシュケットレディース服 5%

9,911 受験専門サクセス 5%

9,912 酒豪伝説特売店ぬーべるあーぐぅ 5%

9,913 出産内祝い専門店　メロディ 5%

9,914 chouchou 5%

9,915 shushu_eternite 5%

9,916 シュシュクレープギフトショップ 5%

9,917 JUJU SHOP 5%

9,918 シュシュズベーカリー 5%

9,919 chouchoufavoriシュシュファヴォリ 5%

9,920 ジュジュ　フラワーズ 5%

9,921 酒食処　　寺津屋 5%

9,922 数珠製造 販売 専門店　翔龍念珠堂 5%

9,923 数珠の製造直販店　念珠堂 5%

9,924 住宅設備のMSIウェブショップ 5%

9,925 出産祝いと子供プレゼント kotori 5%

9,926 出産祝・名入れギフト 飛鳥工房 5%

9,927 出産祝い・名入れ彫刻　サナサナ 5%

9,928 出産祝い＊ブレーメンの散歩道 5%

9,929 出産祝 ベビー ギフト プチフィー 5%

9,930 出産祝いベビー用品キャンディココ 5%

9,931 出産準備赤ちゃんまーけっと 5%

9,932 出産祝い・おむつケーキ PicoPon 5%

9,933 シュットショップ　楽天市場店 5%

9,934 シュテルトジャパン　楽天市場店 5%

9,935 酒天美禄　いとう酒店 5%

9,936 首都圏模試センター 5%

9,937 SCHNEIDER シュナイダー 5%

9,938 ジュニアキッズジャージ ISBストア 5%

9,939 ジュニア・バッグの店【プリーズ】 5%

9,940 授乳服とマタニティのミルフェルム 5%

9,941 授乳服とマタニティ服のMilk tea 5%

9,942 授乳服・マタニティのKIDS-PARA 5%

9,943 授乳服・マタニティ服のモーハウス 5%

9,944 junets 5%

9,945 JUNO　ジュノー（インテリア雑貨） 5%

9,946 酒販革命　スーパーノヴァ 5%

9,947 ジュビア 5%

9,948 シュピューラージャパン楽天市場店 5%

9,949 種苗・園芸ショップ 種もり 5%

9,950 種苗・花苗・球根の専門店　大郷屋 5%

9,951 主婦のMIKATA 5%

9,952 SVEC PRIME SHOP 5%

9,953 SVEC［シュベック］楽天市場店 5%

9,954 酒舗 井上屋 5%

9,955 酒舗　つつい蔵　楽天市場支店 5%

9,956 酒舗三浦屋　楽天市場店 5%

9,957 chou-porte 5%

9,958 趣味職人 5%

9,959 趣味とオシャレの店　ホビーマート 5%

9,960 趣味と画材のノースヴィレッジ 5%
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9,961 Jumou　楽天市場店 5%

9,962 シュライン 5%

9,963 酒楽SHOP 5%

9,964 SCHLAF 5%

9,965 シュラメック化粧品公式ショップ 5%

9,966 シュラメック正規取扱店　BB COSME 5%

9,967 Julia web store 5%

9,968 JURIA kids 5%

9,969 Julius楽天市場店 5%

9,970 JuliaBoutique-ジュリアブティック 5%

9,971 Julietta rooms 楽天市場店 5%

9,972 SYRINX 5%

9,973 酒類の総合専門店　フェリシティー 5%

9,974 ジュレ　楽天市場店 5%

9,975 春永堂 5%

9,976 純系名古屋コーチン工房 2号店 5%

9,977 春光堂　楽天市場店 5%

9,978 SHUN CORPORATION 5%

9,979 純国産糸魚川翡翠店楽天市場店 5%

9,980 JUNKO Bjo Shop 5%

9,981 旬菜味楽 5%

9,982 純正トナーのお店トナー屋サンコー 5%

9,983 純閃堂楽天市場店 5%

9,984 順造選オンラインショップ 5%

9,985 旬の食卓茨城　楽天市場店 5%

9,986 旬の食卓便shop 5%

9,987 旬の食卓　楽天市場店 5%

9,988 JUNFAC楽天市場店 5%

9,989 順風屋 5%

9,990 純米吟醸　玉乃光 5%

9,991 純米処　瑞穂の国 5%

9,992 JYOARA 5%

9,993 ＪＯＹアイランド 5%

9,994 Joy Assists Japan 5%

9,995 ジョイアンドサン楽天市場店 5%

9,996 ジョイクラブウェブショップ 5%

9,997 joyjoymarket 5%

9,998 JOY-SHOP 5%

9,999 ジョイスキップ 5%

10,000 ジョイスサービス楽天市場店 5%

10,001 JOYTRADE 5%

10,002 ジョイトレード楽天市場店 5%

10,003 joy-bu（ジョイブ） 5%

10,004 JOYFOOT ”SNEAKER ONLINE SHOP” 5%

10,005 JOYPLUS （ジョイプラス） 5%

10,006 JOYライト 5%

10,007 ジョイランド 5%

10,008 Joint Space 楽天市場店 5%

10,009 ジョイントネット東京本店 5%

10,010 笑印堂 5%

10,011 松栄エレテック 5%

10,012 正栄作 曽根人形 5%

10,013 昇永堂 5%

10,014 shouei net shop 5%

10,015 上越フルーツ　楽天市場店 5%

10,016 生涯スポーツ応援団 5%

10,017 消火器・非常食・防災　くらし館 5%

10,018 小学生の文具・学用品販売店 5%

10,019 生姜工房 5%

10,020 浄化槽楽天市場店 5%
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10,021 正月飾り・しめ縄　お飾り屋さん 5%

10,022 城下町金沢本舗 5%

10,023 城下町松本の時計店　一光堂 5%

10,024 将棋囲碁専門店の将碁屋 5%

10,025 勝僖梅　楽天市場店 5%

10,026 笑撃ポップコーンと珍なおやつ 5%

10,027 松月製麺所　楽天市場店 5%

10,028 笑健美堂 5%

10,029 紹興酒の雲南茶館楽天市場店 5%

10,030 正直屋さん 安さで注目の玩具屋 5%

10,031 上質なくらしと美しいカラダ 5%

10,032 上質の北欧雑貨／ギフト　すりーる 5%

10,033 上質を金沢から。UMANO 5%

10,034 消臭WEB 楽天市場店 5%

10,035 上州菓匠　青柳　楽天市場店 5%

10,036 上州絹屋 5%

10,037 消臭洗剤専門店 ショップボイス 5%

10,038 正宗堂 syosyudo 5%

10,039 上州もつ煮本舗 くりや 楽天市場店 5%

10,040 浄水器のエアリバーSHOP 5%

10,041 浄水器のダイト薬品 5%

10,042 浄水器のブリタ公式 楽天市場店 5%

10,043 常設！赤ちゃんフェア 5%

10,044 上善スキンケア 5%

10,045 上善如水 オフィシャルショップ 5%

10,046 焼酎・日本酒の「酒の勝鬨」 5%

10,047 焼酎維新館 5%

10,048 焼酎・芋焼酎　酒鮮市場！ 5%

10,049 焼酎蔵しぶし 5%

10,050 焼酎・日本酒専門店　三代目酒太郎 5%

10,051 焼酎のお店　焼酎 5%

10,052 焼酎のひご屋 5%

10,053 焼酎屋ドラゴン 5%

10,054 小動物専門店ヘヴン 5%

10,055 花ギフト　fleur joudoen 5%

10,056 小豆島オリーブ園　楽天市場店 5%

10,057 小豆島オリーブ！オリーブ！ 5%

10,058 小豆島オリーブショップ 5%

10,059 小豆島東洋オリーブ楽天市場店 5%

10,060 小豆島の香通販　楽天市場店 5%

10,061 小豆島発つくだに屋さん 5%

10,062 庄内い～ものや 5%

10,063 庄内う米もの屋 5%

10,064 庄内なんでも屋 5%

10,065 庄内米産直店　土門商店 5%

10,066 庄内まるかん　楽天市場店 5%

10,067 湘南コンタクトレンズ 5%

10,068 湘南スマイル　楽天市場店 5%

10,069 湘南堂POP・BOX 5%

10,070 湘南とまと工房楽天市場店 5%

10,071 湘南の子供服マリンキャッスル 5%

10,072 湘南ワインセラー 5%

10,073 情熱畑　楽天市場店 5%

10,074 情熱ホルモン直売ショップ 5%

10,075 乗馬用品専門店ジョセス 5%

10,076 乗馬用品プラス　楽天市場店 5%

10,077 笑福商店 5%

10,078 菖蒲の隠者 楽天市場店 5%

10,079 匠布屋 5%

10,080 浄法寺漆本舗 5%
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10,081 照明・インテリア雑貨のT-STYLE 5%

10,082 照明 おしゃれ 家具 通販 クラセル 5%

10,083 照明器具専門店　灯の広場 5%

10,084 照明器具と住まいのこしなか 5%

10,085 照明器具のコンコルディア 5%

10,086 照明器具のCOMFORT 5%

10,087 照明器具の専門店　てるくにでんき 5%

10,088 照明ストア・エヌデンサービス 5%

10,089 照明専門店　プリズマ 5%

10,090 照明専門店ルミエール 5%

10,091 照明とインテリアの専門店　Akarie 5%

10,092 照明とエアコン イエプロ 5%

10,093 照明と生活雑貨のOCH Living 5%

10,094 照明の販売 AMBERFOREST 5%

10,095 照明器具のベネフィット 5%

10,096 照明販売　あかりやさん 5%

10,097 照明　Lighting Market 5%

10,098 照明ライト専門タカラshopあかり館 5%

10,099 照明ランド 5%

10,100 松林堂薬局　田崎店　アクセット 5%

10,101 小籠包・点心専門店ジンディンロウ 5%

10,102 ショウワガレージ楽天市場店 5%

10,103 昭和31年創業 飛騨牛 肉のひぐち 5%

10,104 昭和3年創業せんべいの田中屋 5%

10,105 昭和のレトロ金物屋　関口国吉商店 5%

10,106 昭和薬品eDrug 5%

10,107 昭和薬品 楽天市場店 5%

10,108 joker 5%

10,109 GEORGE takatsuki 楽天市場店 5%

10,110 JOWAOUTLET 5%

10,111 暑寒岳 5%

10,112 除菌・浄化研究所アクアヴィーナス 5%

10,113 食　くらし 5%

10,114 食材卸しのムラカミ屋 5%

10,115 食材センター　楽天市場店 5%

10,116 食彩創庫 5%

10,117 SHOKUZAI＋ 5%

10,118 食匠「はしぐち」楽天市場店 5%

10,119 食卓の花 5%

10,120 食と健康を考える　ふぇーむ 5%

10,121 職人堅気 5%

10,122 職人魂 5%

10,123 食のお医者さん・樽の味 5%

10,124 食の贈り物専門店 みんなの食卓 5%

10,125 食の達人森源商店 5%

10,126 食の方舟　楽天市場店 5%

10,127 SHOKUの布 5%

10,128 食品サンプルのデザインポケット 5%

10,129 食品のネットスーパー・さんきん 5%

10,130 植物販売のＩＴＡＮＳＥ楽天市場店 5%

10,131 ショクラボ 5%

10,132 諸国うまいものめぐり　大器食品館 5%

10,133 JOCOSA　楽天市場店 5%

10,134 ショコドーネ 5%

10,135 shocora 5%

10,136 shocora Lady 5%

10,137 choco-rail 5%

10,138 助産師のお店　ぷれままサロン佐伯 5%

10,139 ＪＯＺＥ　ジョゼ 5%

10,140 女性の健康を応援 ながいきや本舗 5%
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10,141 女性の幸せ応援ハーブレンド 5%

10,142 女性へのプレゼント専門店シアーズ 5%

10,143 食器とお弁当箱のお店【SOERU】 5%

10,144 食器と陶器の専門店プチエコ 5%

10,145 食器のみつはた 5%

10,146 食器＆美容雑貨のボンドストリート 5%

10,147 食器プロ M.STYLE館 5%

10,148 食器屋ピーアンドエス 5%

10,149 SHOT（ショット） 5%

10,150 じょっぱりストア楽天市場店 5%

10,151 ショッピング＠ドゥビアン 5%

10,152 ショッピングアベニュー 5%

10,153 ショッピングサイトハーベスト 5%

10,154 ショッピングハート 5%

10,155 ショッピングランド　でんでん 5%

10,156 shopＩＣＧ 5%

10,157 SHOP IDM 5%

10,158 shpo AINAアイナ 5%

10,159 SHOP AERU 5%

10,160 shop attachment 5%

10,161 ショップAnnie 5%

10,162 shop Apalus 5%

10,163 Shopアベイル 5%

10,164 shop and room 楽天市場店 5%

10,165 Shop　E-ASU 5%

10,166 ショップ一番 5%

10,167 SHOP-1616 5%

10,168 建材と住設のShop SZ　楽天市場店 5%

10,169 ショップ　NIC家電 5%

10,170 ＳｈｏｐＮフィールド 5%

10,171 ショップエルネフ 5%

10,172 ショップエンジェル　楽天市場店 5%

10,173 Shop Online DOBLE 5%

10,174 ショップカーニバル 5%

10,175 ショップ球太 5%

10,176 shop creation 5%

10,177 ショップKC 5%

10,178 ショップザビューネット楽天市場店 5%

10,179 shop GTO 楽天市場店 5%

10,180 ＳＨＯＰ質ヨシムラ 5%

10,181 ショップシャクレイ 5%

10,182 ShopJapan-ABC　楽天市場店 5%

10,183 ショップ　スリーラック 5%

10,184 ショップスルー 5%

10,185 SHOPZERO楽天市場店 5%

10,186 ショップダイヘイ楽天市場店 5%

10,187 Shopタクト　楽天市場店 5%

10,188 shop竹印 5%

10,189 スマホケースのショップティアラ 5%

10,190 SHOP DELICIOUS 楽天市場店 5%

10,191 SHOPとこはむ 5%

10,192 ショップトレード 5%

10,193 ショップにこにこ 5%

10,194 shop828 5%

10,195 ショップハナテック 5%

10,196 SHOPBARREL 5%

10,197 SHOP PINK京都 5%

10,198 ショップマリー Shop Marie 5%

10,199 ＳＨＯＰマルハナ 5%

10,200 ショップ村上　楽天市場店 5%
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10,201 ショップ横浜 5%

10,202 ショップラ・ホーヤ楽天市場店 5%

10,203 SHOP LaLa 5%

10,204 Shop L’Allure 5%

10,205 shopload 5%

10,206 ショップワールド 5%

10,207 書道の里 5%

10,208 書道用品「きくや筆本舗」 5%

10,209 書道用品通販　筆墨硯紙の書道洛 5%

10,210 書道用品の谷口文栄堂 5%

10,211 書道用品の筆匠庵 5%

10,212 書道用品の栗成 5%

10,213 JyoyuuBoutique（女優ブティック） 5%

10,214 jolielle【ジョリエル】 5%

10,215 ジョリコムアンクール　楽天市場店 5%

10,216 jolisac（ジョリサック） 5%

10,217 女子力アップ研究所 5%

10,218 Joliedame（ジョリダーム） 5%

10,219 ジョルジオスタメッラ 楽天市場店 5%

10,220 ショルダーバッグ リュック pemott 5%

10,221 ジョン＆マリー 5%

10,222 ジョンフラット町田店 5%

10,223 ＪＯＨＮＢＬＡＺＥ 5%

10,224 白石薬品Online Shop 楽天市場店 5%

10,225 シライミュージック 5%

10,226 白髪染めのレステモ 5%

10,227 白河ラーメン 5%

10,228 Ciracle楽天市場店 5%

10,229 白鳥丸水産 5%

10,230 白波明治蔵 5%

10,231 白浜マリーナ 5%

10,232 giraffe 5%

10,233 Sirius 5%

10,234 シリカのお店 ミルキークォーツ 5%

10,235 silicook 5%

10,236 シルーチェ 5%

10,237 シルエット 5%

10,238 fabricbeens 5%

10,239 SILKYROOM 5%

10,240 Silk Vessel 5%

10,241 シルクオン 5%

10,242 シルク絹物語しらはた 5%

10,243 シルク専門店イーズクリエーション 5%

10,244 シルク専門店SIL-VENDER 5%

10,245 Silk de Smile 5%

10,246 シルクと寝具の快眠工房 5%

10,247 シルクの専門店　ＦＵＪＩＭＯＴＯ 5%

10,248 シルクの部屋 5%

10,249 silkpiece 5%

10,250 シルクフラワーの山久 5%

10,251 しるし堂 5%

10,252 カスタム バイクパーツ JILLS 5%

10,253 ジルスターJillStar 5%

10,254 スマホケース JillsDESIGN 5%

10,255 シルバーアクセウルフマンBRS 5%

10,256 シルバーアクセサリー倖 5%

10,257 シルバーアクセサリーSies Rosso 5%

10,258 シルバーアクセサリー0001PPP 5%

10,259 シルバーアクセサリー　Zero-1 5%

10,260 シルバーアクセサリー2PIECES 5%
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10,261 シルバーアクセサリーバズショット 5%

10,262 シルバーアクセサリーBinich 5%

10,263 シルバーアクセサリーFIGMART 5%

10,264 シルバーアクセサリーBaby・Sies 5%

10,265 シルバーアクセサリーレジスト原宿 5%

10,266 シルバー＆レザーＰＬＵＳ 5%

10,267 Silver wood 楽天市場店 5%

10,268 シルバーカーと車椅子の店ＹＵＡ 5%

10,269 SilverKYASYA 5%

10,270 シルバーショップ　oseney 5%

10,271 シルバースミス・ニバック 5%

10,272 SILVER BULLET シルバーバレット 5%

10,273 シルバーライフ 楽天市場店 5%

10,274 シルバー・レザーのアジアンアーツ 5%

10,275 SYLPH 5%

10,276 シレーナ 5%

10,277 白いごはん器のお店ライスボール 5%

10,278 JIROS 5%

10,279 白金台のベビー服専門店 BabyGoose 5%

10,280 白金BabyGooseのPeace店上質ガーゼ 5%

10,281 城川ファクトリー 5%

10,282 防水防ダニ寝具専門店しろくまケア 5%

10,283 白くま化粧品 5%

10,284 白黒＋One 輸入雑貨 milkpanda 5%

10,285 SHIROSHITA Direct 楽天市場店 5%

10,286 シロポッサ！北欧アンティーク 5%

10,287 城間商店 5%

10,288 城山コスメ 5%

10,289 shiroya 楽天市場店 5%

10,290 zinker 5%

10,291 SYNCA WELLNESS 5%

10,292 sinka online shop 5%

10,293 新垣ミート楽天市場店 5%

10,294 ジンギスカンのあんべ 5%

10,295 新杵堂公式オンラインショップ 5%

10,296 シンキロウ～ジャケット 5%

10,297 寝具・防災用品の安心ライフSHOP 5%

10,298 神宮館縁堂　楽天市場店 5%

10,299 神宮司庁御用達銘茶　芳翠園 5%

10,300 神宮　白石クッキー 5%

10,301 寝具・座布団　専門店わたや森 5%

10,302 寝具産直夢屋 5%

10,303 寝具専門店　ぐっすり～ぷ本舗 5%

10,304 寝具天国 5%

10,305 寝具と安眠グッズ専門店 anmin 5%

10,306 寝具とインテリアのポルちゃん 5%

10,307 寝具のおみせ丸三綿業 5%

10,308 寝具の専門店 リヴェール 5%

10,309 布団専科　やまくわ 5%

10,310 寝具の夢ショップ 5%

10,311 Reowide モデルカー カタログ SHOP 5%

10,312 シンクビー！楽天市場店 5%

10,313 シンクフォーム 5%

10,314 寝具ベスト通販 5%

10,315 寝具マン 5%

10,316 J-KURA じんくら 5%

10,317 single（シングル） 5%

10,318 沁芸彩 5%

10,319 人工大理石インテリアの大日化成 5%

10,320 伸光堂楽天市場店 5%
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10,321 SHINGOSPORTS 5%

10,322 シンコハンガー楽天市場店 5%

10,323 和風雑貨と有田みかん心斎橋花房 5%

10,324 心斎橋ミュゼ 5%

10,325 Cincere 5%

10,326 シンシアモール 楽天市場店 5%

10,327 紳士靴ブランド専門シューズアマン 5%

10,328 紳士服のマルキン井上商店 5%

10,329 紳士服のミツヤ 5%

10,330 GINGER 5%

10,331 ジンジャーエール 5%

10,332 新車選び.COM 5%

10,333 信州伊那谷のたまごやさん 5%

10,334 信州上田のおかしやさん 5%

10,335 信州　酒のみよさわ 5%

10,336 信州そば専門店　生麺工房ともの 5%

10,337 信州戸隠そば株式会社 販売店 5%

10,338 信州トレイルマウンテン 5%

10,339 信州発　そばぶるまい　楽天市場店 5%

10,340 信州美味本舗 5%

10,341 信州ふるさと便 5%

10,342 信州芽吹堂 5%

10,343 新宿オカダヤ　コスプレ店 5%

10,344 新宿オカダヤ楽天市場店 5%

10,345 新宿 銀の蔵 5%

10,346 新宿高野楽天市場店 5%

10,347 新宿BLG餃子 5%

10,348 真珠ジュエリー卸直販ピッコリーノ 5%

10,349 信寿食　楽天市場店 5%

10,350 真珠スタイル　楽天市場店 5%

10,351 真珠セレクトショップ　美貴真珠 5%

10,352 真珠専門店パールミュージック 5%

10,353 真珠大好き　from sea 5%

10,354 真珠のお店 chouchou（シュシュ） 5%

10,355 真珠の卸屋さん 5%

10,356 真珠のジェルム 5%

10,357 新庄のお米佐藤農園楽天市場店 5%

10,358 新進工房 5%

10,359 真心堂オンラインショップ 5%

10,360 しんしん農園 5%

10,361 Ｓｈｉｎ’ｓ　楽天市場店 5%

10,362 Synthesisfit 5%

10,363 新雪荘 5%

10,364 新鮮うまいもんストア楽天市場店 5%

10,365 新鮮海乃蔵はせがわ 5%

10,366 神前挙式　婚礼和装レンタル専門店 5%

10,367 新鮮・国産ドッグフード　プリモ 5%

10,368 神仙堂薬局 5%

10,369 ジン専門店『ALL GIN アラジン』 5%

10,370 シンセン楽天市場店 5%

10,371 迅速発送のデイリー・エクスプレス 5%

10,372 人体百科 5%

10,373 シンデレラ 5%

10,374 シンデレラ ウェディング 5%

10,375 cinderella パーティードレス通販 5%

10,376 新東京物産オンラインショップ 5%

10,377 シンドウ楽天市場店 5%

10,378 新橋玉木屋楽天市場店 5%

10,379 新浜せんべい 5%

10,380 シンビモール 5%
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10,381 新品 女性和装専門 帯 きもの寿庵 5%

10,382 新品とリサイクル着物呉服のきくや 5%

10,383 シンフォニージュエリー 5%

10,384 シンフォネラ　楽天市場店 5%

10,385 シンプソン スポーツ 5%

10,386 振武堂 5%

10,387 SIMPLISSE 楽天市場店 5%

10,388 Simple＆Standard 5%

10,389 シンプルインテリア 5%

10,390 シンプルショップ 5%

10,391 シンプル路線 5%

10,392 甚平・浴衣専門Alizee（アリゼ） 5%

10,393 新宝宝デジタル株式会社 5%

10,394 新未来創造 5%

10,395 新明雑貨店 5%

10,396 真明堂　楽天市場店 5%

10,397 新谷酵素セレクト 5%

10,398 信頼・丁寧・安心のさざえ堂 5%

10,399 森里　楽天市場店 5%

10,400 心林風恵 5%

10,401 ginlet（ジンレット） 5%

10,402 Shinwa Shop 楽天市場店 5%

10,403 信和ワイヤークロス株式会社 5%

10,404 スアヴトライブ 5%

10,405 スイーツ＆ジェラテリア　バロック 5%

10,406 sweets area51 5%

10,407 スイーツガーデンコパン楽天市場店 5%

10,408 スイーツギフト　佐野洋菓子研究部 5%

10,409 スイーツジュエリーマーケット 5%

10,410 スイーツの住吉屋　楽天市場店 5%

10,411 スイーツファクトリー・スリーズ 5%

10,412 Ｓｗｅｅｔ＆Ｓｈｅｅｐ 5%

10,413 Sweetwater american mart 5%

10,414 スイートキッズショップ 5%

10,415 スィートキャサリン 5%

10,416 SweetSweet Shop 5%

10,417 SweetCharm 5%

10,418 SWEET DEVIL CUSTUME 5%

10,419 スイート・ハート 5%

10,420 sweetheartballoon 5%

10,421 Sweet Pink　楽天市場店 5%

10,422 sweet platinum 5%

10,423 スイートベジタブルファクトリー 5%

10,424 スイートペット 5%

10,425 sweet bell，Inc. 5%

10,426 ZUIUN 5%

10,427 水耕栽培の自然緑商事 5%

10,428 水郷のとりやさん 5%

10,429 弓具店suizan雅 5%

10,430 水晶工房 Crystal Factory 5%

10,431 スイスウォッチ　楽天市場店 5%

10,432 吹奏楽CD楽譜 バンドパワー 5%

10,433 水素化粧品、サプリのULJショップ 5%

10,434 水素・浄水器専門社 Water Message 5%

10,435 水素水スパシア＆スパペッツ通販店 5%

10,436 水素水専門店【クリスティーヌ】 5%

10,437 すいそすいそ 5%

10,438 水素ラボストア 5%

10,439 Switch Stance 5%

10,440 スイデン　楽天市場店 5%
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10,441 水道快適でいこ屋 楽天市場店 5%

10,442 水道屋さん 5%

10,443 睡眠ハウスたかはら 5%

10,444 睡眠マニア produced by EMOOR 5%

10,445 スイムクラブグラスホッパー 5%

10,446 スイムショップ・swimshop 5%

10,447 スイムショップアクア 5%

10,448 ＳＷＩＭＳＨＯＰヒカリスポーツ 5%

10,449 スイングシューズ 5%

10,450 Zoo-e Shop 5%

10,451 Sweetie 5%

10,452 スウィートキス楽天市場店 5%

10,453 スウィートラグ 5%

10,454 Ｓｗｉｎｇ　Ｋｉｄｓ　楽天市場店 5%

10,455 スウェルリンク 5%

10,456 ZUCA PRO SHOP さいたま 5%

10,457 Souq 5%

10,458 SUZZY 5%

10,459 スーシーズ 5%

10,460 スージースポーツ楽天オート店 5%

10,461 Suitable 5%

10,462 スーツ＆ファッションTheShopBIOS 5%

10,463 スーツケース＆ランドセル　協和 5%

10,464 スーツケースキャリーケースD-cute 5%

10,465 スーツケース専門店ＦＫＩＫＡＫＵ 5%

10,466 スーツケース専門店Koffer Garage 5%

10,467 スーツケース専門店Journey 5%

10,468 スーツケース専門店 busyman 5%

10,469 スーツケース専門店 WAOWAO 5%

10,470 スーツケース専門ラゲッジジャパン 5%

10,471 スーツケース＆バッグのHOMEDECOR 5%

10,472 スーツケース・トランク専門-旅箱 5%

10,473 スーツケースのクラブツーリスト 5%

10,474 スーツケースのTHE CASE FACTORY 5%

10,475 スーツケースの旅のワールド 5%

10,476 スーツケースのドリームサクセス 5%

10,477 スーツケースのBB-Monsters 5%

10,478 スーツケースのマリエナマキ 5%

10,479 スーツケース販売のラビット通販 5%

10,480 スーツケース旅行用品専門店トコー 5%

10,481 スーツケースレンタルのKARITOK 5%

10,482 スーツケースレンタルのTRUNK 5%

10,483 スーツケースワールド 5%

10,484 スーツ　コートのスキピオ 5%

10,485 スーツスタイルMARUTOMI 5%

10,486 スーツのアウトレット工場 5%

10,487 スーツの専門店　八束 5%

10,488 スーツ本舗 5%

10,489 SUPER ISM 楽天市場店 5%

10,490 スーパークラシック 楽天市場店 5%

10,491 super shield 5%

10,492 スーパースポーツカンパニー 5%

10,493 スーパー釣り大好き 5%

10,494 Super Design Bazar 5%

10,495 スーパー電化２１ 5%

10,496 スーパーはぼきのエヌケーグループ 5%

10,497 SUPER FOODS JAPAN 5%

10,498 スーパーフード＆自然食品のハンズ 5%

10,499 Super Foot 5%

10,500 SuperFoot DEAL 5%
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10,501 スーパープレミアム天然シリカ水 5%

10,502 SUPERFROG（スーパーフロッグ） 5%

10,503 スーパーよしだ　楽天市場店 5%

10,504 SUPREME SURF＆OUTDOORS 5%

10,505 souvenirshop ちどりや 5%

10,506 Superior Watch　楽天市場店 5%

10,507 ＺｏｏＬａｎｄ 5%

10,508 SURYA～スーリヤ～ 5%

10,509 zurin 5%

10,510 すえひろぱーつ 5%

10,511 スオーノ楽天市場店 5%

10,512 SKAGEN スカーゲン公式ストア 5%

10,513 スカイショップ小笠原Express 5%

10,514 SKY007 5%

10,515 スカイドラゴンオートパーツストア 5%

10,516 スカイハイ SHOP 5%

10,517 スカイファーム楽天市場店 5%

10,518 スカイブルーＷＥＢ通販 5%

10,519 Sky Blue Hawk inc. 5%

10,520 スカイラーク楽天市場店 5%

10,521 SkyLink Japan 5%

10,522 寿がきや食品 5%

10,523 スカジャン専門店　大熊商会 5%

10,524 SUGAMOサプリ＆コスメストア 5%

10,525 巣鴨地蔵通り　漢方　笹屋本舗薬局 5%

10,526 巣鴨のお茶屋さん 山年園 5%

10,527 scarpe楽天市場店 5%

10,528 Sugawara Ltd 5%

10,529 スキーショップ　アミューズ 5%

10,530 スキー専門店　大阪タナベスポーツ 5%

10,531 SKI PRO SHOP カミヤマスポーツ 5%

10,532 スキー用品通販　WEBSPORTS 5%

10,533 スキー用品　クリアランス・マート 5%

10,534 スキー用品通販　スノーファミリー 5%

10,535 スキーライフ365 5%

10,536 すぎ質店　楽天市場店 5%

10,537 SKID RACING 楽天市場店 5%

10,538 skipspace 5%

10,539 スキップハウス 5%

10,540 skip　楽天市場店 5%

10,541 SuKiMa 5%

10,542 スギヤマ時計店 5%

10,543 杉養蜂園楽天市場店 5%

10,544 SKINGARDEN 5%

10,545 スキンケアのシアクル／SIAQL SHOP 5%

10,546 スキンケアのBlue Sky Salon 5%

10,547 SKIMP 楽天市場店 5%

10,548 ラブリーラボ 5%

10,549 スキンロジカル 楽天市場店 5%

10,550 すぐあいたい工房　楽天市場店 5%

10,551 スクイーズのカチカチショップ 5%

10,552 ＳＣＯＯＰＳ 5%

10,553 スクールアイテム専門店カワトー 5%

10,554 スクール カーディガン CONOMi 5%

10,555 スクールＴｏｗｎ 5%

10,556 スクーンカップ公式ショップ 5%

10,557 SQUARE PLUS 5%

10,558 スクラッチ 5%

10,559 Ｓｃｒａｐｓ　スクラップス 5%

10,560 スクリーマー 5%
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10,561 ｓｃｒｉｐｔｍａｎｅｕｖｅｒ 5%

10,562 ＳＣＲＩＰＴ楽天市場店 5%

10,563 Scrape 5%

10,564 スクレドゥフィーユ 5%

10,565 優れものＡ 5%

10,566 スケート靴・用品の小杉スケート 5%

10,567 スケートハウスさいたま 5%

10,568 スケートボードＳＨＯＰ砂辺 5%

10,569 スケートボードのCALIFORNIASTREET 5%

10,570 スケールメリットクラブ 5%

10,571 助太刀サブ 5%

10,572 SUGOI 5%

10,573 SCOPY 5%

10,574 scope version.R 5%

10,575 巣ごもり通販！老舗和菓子処いと忠 5%

10,576 すこやかＥＣＯ通信 5%

10,577 すこやかこまち 5%

10,578 すこやか仙人堂 5%

10,579 すこやか亭楽天市場店 5%

10,580 スザキーズ楽天市場店 5%

10,581 遊び（すさび） 5%

10,582 寿司総合卸売スシックス 5%

10,583 鈴木靴下 5%

10,584 スズキゴルフオンライン 5%

10,585 鈴木ハーブ研究所　楽天市場店 5%

10,586 鈴木フルーツ 楽天市場店 5%

10,587 鈴木米穀　楽天市場店 5%

10,588 スズキペイント　楽天市場店 5%

10,589 スズキモータース2 5%

10,590 鈴木茂兵衛商店 5%

10,591 鈴珠　楽天市場店 5%

10,592 SUZUCHU FOOTWEAR 5%

10,593 スズマン本舗　楽天市場店 5%

10,594 SU.SU.MU 5%

10,595 スターアイテム　きらめき 5%

10,596 star＆bars 5%

10,597 StarQ-Online　楽天市場店 5%

10,598 starjenny 5%

10,599 スターズマーケット／STARSMARKET 5%

10,600 STARTTSスターツ楽天市場店 5%

10,601 スターティス　楽天市場店 5%

10,602 スターフィールズ 5%

10,603 STAR FIT　楽天市場店 5%

10,604 StarBrick37楽天市場店 5%

10,605 スターマーケット 5%

10,606 StarMart 5%

10,607 StarLine　楽天市場店 5%

10,608 スターラインジャパン楽天市場店 5%

10,609 物流機器専門店 スターラック 5%

10,610 スターランド楽天市場店 5%

10,611 Starry shop-R 5%

10,612 STARREED ANNEX 5%

10,613 スターリカーズ楽天市場店 5%

10,614 寿多庵（すだあん）　楽天市場店 5%

10,615 STYLISE（スタイライズ） 5%

10,616 スタイリッシュジャパン 5%

10,617 STYLISH　LIFE 5%

10,618 STYLINKER 5%

10,619 スタイリングポート 5%

10,620 スタイル・カスタマイズ楽天市場店 5%

5713



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

10,621 style-aholic 5%

10,622 STYLE1187 5%

10,623 スタイルイコール 5%

10,624 Style＝EXPRESS 5%

10,625 styleism 「スタイルイズム」 5%

10,626 STYLE in STYLE　楽天市場店 5%

10,627 スタイルオンバッグ 5%

10,628 スタイルオン　楽天市場店 5%

10,629 STYLE COUNSEL スタイルカウンセル 5%

10,630 Style Cafe 5%

10,631 すたいるカンパニー便利グッズ専門 5%

10,632 スタイルキューブ 5%

10,633 スタイルスタイル 5%

10,634 STYLE STORE　version.R 5%

10,635 スタイルデコ 5%

10,636 スタイルデザインラボ 5%

10,637 STYLEdeSTYLE［ONLINESTORE］ 5%

10,638 スタイルデポ 5%

10,639 STYLEDmart　楽天市場店 5%

10,640 styleなら 5%

10,641 StyleFitBeauty 5%

10,642 style forme 5%

10,643 STYLEBLOCK（スタイルブロック） 5%

10,644 スタイルマーケット　楽天市場店 5%

10,645 スタイルライフbosky 5%

10,646 style Rebellion 5%

10,647 スタイルロココ 5%

10,648 studio kukka 楽天市場店 5%

10,649 STUDIOJ 楽天市場店 5%

10,650 スタジオトムス 5%

10,651 スタジオ　ネイル 5%

10,652 スタジオＨｉｒｏ楽天市場店 5%

10,653 スタジオフェアリー 5%

10,654 Studio Route134 5%

10,655 STAB BLUE ENTERPRISE 5%

10,656 studio peperin 5%

10,657 スダ水周りショップ 5%

10,658 STARABA 5%

10,659 STANZA DOLCE-毛皮＆バッグ- 5%

10,660 stanショップ 楽天市場店 5%

10,661 スタンスフラッシュマイスター 5%

10,662 standard 5%

10,663 スタンダード 5%

10,664 STANDARD　RG 5%

10,665 スタンダードカラー 5%

10,666 スタンダードセンス 5%

10,667 スタンドパック蜂蜜　ナチュマート 5%

10,668 【スタンド花専門】海老名洋蘭園 5%

10,669 スタンプ工房デジはん 5%

10,670 スタンプ屋　ねこの手も借りたい 5%

10,671 スタンプラボ 5%

10,672 スタンプラボ インフィニティ 5%

10,673 スチールコムショップ 5%

10,674 ＺＵＣＣ屋 5%

10,675 すづくり 5%

10,676 ZUTTOHOLIC 5%

10,677 ZUPPA 楽天市場店 5%

10,678 すっぽん黒酢サプリの-五つ星本舗- 5%

10,679 STAIRS楽天市場店 5%

10,680 STEYK 5%
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10,681 Steens Honey 5%

10,682 STATUS_楽天市場店 5%

10,683 ステイブルー【セレクトショップ】 5%

10,684 ステーキハウス蜂 5%

10,685 Stakeholder 5%

10,686 ステージ・演奏会ドレス　ツイード 5%

10,687 ステーショナリーグッズ 5%

10,688 ステーショナリーハウスソネット 5%

10,689 STAGE ONE 5%

10,690 ステカ＆サプライ ユーロポート 5%

10,691 素敵体験 5%

10,692 ＳＵＴＥＫＩＮＡ -ステキナ- 5%

10,693 素敵な看板屋さん 5%

10,694 素敵な健康茶 ボーテ！ 5%

10,695 素敵な小さい・大きいサイズSpica 5%

10,696 ステキにワイン 5%

10,697 すてき広場 楽天市場店 5%

10,698 すてきらいふ 5%

10,699 素敵を売るブティックCOUP 5%

10,700 ステッカーグッズの-わんDAYペット 5%

10,701 ステッカー工房　はるる 5%

10,702 ステッカーシール専門店Haru 5%

10,703 ステッカー専門店MeesFactory 5%

10,704 ステッカーのニッチなサイン屋さん 5%

10,705 ステッカー屋 わーるどくらふと 5%

10,706 ステッキ工房グッドライフ 5%

10,707 ステップアウト通販　楽天市場店 5%

10,708 ステップバイステップ 5%

10,709 ステップ楽天市場店 5%

10,710 ステップＲＥＩＫＯＤＯ 5%

10,711 すててこねっと 5%

10,712 ステラ 5%

10,713 ステラシード 5%

10,714 STELLA-JAPAN 5%

10,715 ステラショップ　楽天市場店 5%

10,716 Stellas Better Fortune House 5%

10,717 Stella Selectshop 5%

10,718 ステラＮＥＸＴ 5%

10,719 ステラプラス楽天市場店 5%

10,720 STELLA MARIS 5%

10,721 Stella楽天市場店 5%

10,722 Stella Luna 5%

10,723 ステレオカメラ　楽天市場店 5%

10,724 ステンドガーデンライトの店 風山 5%

10,725 ステンレスアートG-1 5%

10,726 ステンレスジュエリーSTENCY-NANA 5%

10,727 STORE ECO 楽天市場店 5%

10,728 ストアポケット楽天市場店 5%

10,729 すとう楽天市場店 5%

10,730 ストーブとエアコンの店 5%

10,731 ＳＴＯＲＭＹ 5%

10,732 ストール・傘専門店 macocca 5%

10,733 ストール専門-FJG 5%

10,734 ストール専門店 インドリーム 5%

10,735 ストール専門店 harukii - はる希 5%

10,736 ストール専門店　Riotta 5%

10,737 ストールとハンカチのLal filo 5%

10,738 ストール・帽子のJPコンセプト 5%

10,739 stonegardenyou 5%

10,740 STONE KITCHEN 5%
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10,741 ストーングッズのLapis（ラピス） 5%

10,742 Stone jewelry Japan 楽天市場店 5%

10,743 ｓｔｏｎｅｆｉｓｈ 5%

10,744 STONE RIVER 5%

10,745 ストッキング専門店　アローラ 5%

10,746 ストッキングの通販サイトLegStyle 5%

10,747 STOCK HOUSE 5%

10,748 STOCKMAN MARKET ONLINE STORE 5%

10,749 ＳＴＲＩＫＥ 5%

10,750 ストライダージャパン 5%

10,751 STORUS公式ストア by windasia 5%

10,752 ストラップファクトリー 5%

10,753 【STRATIC】スーツケース＆革小物 5%

10,754 ストリート系B系通販 ASYLUM 5%

10,755 ストリート系ビッグサイズBUSTA 5%

10,756 ストリートダンスショップYSBEE 5%

10,757 ストリートファッション Third 5%

10,758 シューズ ファッションSTREET BROS 5%

10,759 stream　market 5%

10,760 STRIP CABARET 5%

10,761 ストレイン　楽天市場店 5%

10,762 storage style 5%

10,763 Storageストレージ家具インテリア 5%

10,764 ストレッチパンツ通販東京繊維商会 5%

10,765 Strawberrynet - fresh beauty 5%

10,766 すとろんぐオンライン 5%

10,767 Ｓｎｉｐｅ 5%

10,768 すなお食堂 5%

10,769 SNAPPER ROCKS スナッパーロックス 5%

10,770 スナップビー 5%

10,771 スニーカー・靴激安通販 Reload 5%

10,772 スニーカーケース 楽天市場店 5%

10,773 スニーカーショップ ＳＫＩＴ 5%

10,774 すにーかー倉庫 5%

10,775 すにーかー倉庫　アウトドア店 5%

10,776 スニーカー通販のクニタスポーツ 5%

10,777 スニーカー 坊主 5%

10,778 スニークオンラインショップ 5%

10,779 Sneeze 5%

10,780 Sneep Dip 5%

10,781 SNOW＆SKATE　TBSTORE 5%

10,782 スノードロップ 5%

10,783 スノーボード ＆ 自転車 スポイチ 5%

10,784 スノーボードSHOP　【Aila】アイラ 5%

10,785 スノーボードＳＴＯＭＰ 5%

10,786 スノーボードとスポーツのPeace 5%

10,787 Snow Rabbit 楽天市場店 5%

10,788 スノボー＆アウトドアのエレスポ２ 5%

10,789 ＳＰＡＲＫ 5%

10,790 sparkle by imp 5%

10,791 Sparkle 楽天市場店 5%

10,792 SPY KIDS COMPANY 楽天市場店 5%

10,793 Spicy Mode-スパイシーモード 5%

10,794 スパイシー リネン服デニムの通販 5%

10,795 SPICE-KIDANA 5%

10,796 SPIRAL-style　楽天市場店 5%

10,797 素肌べっぴん館 5%

10,798 素肌力ケア レナジャポン 5%

10,799 SPARCO専門店 アウティスタ 5%

10,800 すばる薬局 楽天市場店 5%
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10,801 SPEEDWAY 5%

10,802 SPEED AUTO PARTS 楽天市場店 5%

10,803 SPEED TRUST 楽天市場店 5%

10,804 speed-promotion 5%

10,805 スピードマスター　　楽天市場店 5%

10,806 Ｓｐｉｌｔ　Ｐｉｎｋ 5%

10,807 スピルホープ 5%

10,808 スピルリナ普及会 楽天市場店 5%

10,809 SPINNS スピンズ 5%

10,810 スピンラインゴルフ 5%

10,811 SPOOKY 5%

10,812 スプーンshop 5%

10,813 すぷぴよ工房（名刺・はがき印刷） 5%

10,814 sprout aroma 5%

10,815 スプラウトワン 5%

10,816 スプラッシュウォール 5%

10,817 スプラッシュ ファースト 5%

10,818 スプリードウェディングショップ 5%

10,819 スプリード　ネット　ショップ 5%

10,820 スプリング　楽天市場店 5%

10,821 すぷれん堂 5%

10,822 SPADE 5%

10,823 スペインワイン　リベルタス 5%

10,824 ＳＰＡＣＥ（スペース） 5%

10,825 スペース ファクトリー 5%

10,826 ＳＰＡＣＥ　ＭＯＯ Web 5%

10,827 スペースラボ 5%

10,828 Specular 5%

10,829 スペシャルカーペット 5%

10,830 スペシャルスペース 5%

10,831 スペシャル・チャイナ 5%

10,832 SpecialtyCoffee蒼 5%

10,833 スペックプラント楽天市場店 5%

10,834 spec union 5%

10,835 スペランザストア　楽天市場店 5%

10,836 スペリア e-Shop 5%

10,837 Spero 5%

10,838 spendard 5%

10,839 スポークネット店 5%

10,840 SPORTSEYES 5%

10,841 SPORTS アイビー 5%

10,842 スポーツアイランド 5%

10,843 スポーツアウトドアのプラスワイズ 5%

10,844 スポーツアオモリ 5%

10,845 スポーツアサヒ 5%

10,846 スポーツアジリティー 5%

10,847 スポーツ＆カジュアル　オレンジ 5%

10,848 スポーツ e-YAN 5%

10,849 スポーツ衣料卸Ｈａｌｆ-Ｔｉｍｅ 5%

10,850 スポーツインナーsportsTK 5%

10,851 SportsImpact 楽天市場店 5%

10,852 ＳＰＯＲＴＳ　ＩＮＦＩＮＩＴＹ 5%

10,853 スポーツウェア・バッグのBBT 5%

10,854 スポーツエイティ 5%

10,855 スポーツＦＸ 5%

10,856 スポーツガイドonline 5%

10,857 スポーツキッド　楽天市場店 5%

10,858 スポーツゴリラ 5%

10,859 スポーツサービスジム楽天市場店 5%

10,860 スポーツ自転車専門店オートリック 5%
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10,861 スポーツ島 5%

10,862 スポーツジュエン楽天市場店 5%

10,863 スポーツショップ　アカバネ 5%

10,864 スポーツショップアラジン 5%

10,865 スポーツショップ　カメイクラブ 5%

10,866 スポーツショップ グラスホッパー 5%

10,867 スポーツショップサンキュー 5%

10,868 スポーツショップ春夏秋冬 5%

10,869 スポーツショップ　ミラ 5%

10,870 スポーツゾーンASPO 5%

10,871 スポーツダイアリー 5%

10,872 スポーツダイレクトジャパン 5%

10,873 スポーツタカハシ 5%

10,874 スポーツダグアウト 5%

10,875 スポーツテーピング専門店 5%

10,876 スポーツネットさっぽろ 5%

10,877 スポーツネットマツヤマ楽天市場店 5%

10,878 スポーツのニシヒロ楽天市場店 5%

10,879 SportsHEART-スポーツハート 5%

10,880 スポーツパラダイス　楽天市場店 5%

10,881 スポーツビーイング 5%

10,882 スポーツ ヒーロー Ｚ 5%

10,883 スポーツファーム　楽天市場店 5%

10,884 スポーツフィールド 5%

10,885 スポーツフェニックス 5%

10,886 スポーツプラザ 5%

10,887 sportsプラス １ 5%

10,888 スポーツ　プレスト 5%

10,889 スポーツマーケットフクシスポーツ 5%

10,890 スポーツマート 5%

10,891 スポーツマリオ 5%

10,892 Sportsman 楽天市場支店 5%

10,893 スポーツメイドショップKYOMO 5%

10,894 スポーツ用品店　ダッシュ 5%

10,895 スポーツ用品のモーショップ 5%

10,896 スポーツLife 5%

10,897 スポーツＬＡＢ楽天市場店 5%

10,898 スポーツワン　楽天市場店 5%

10,899 SPOPIA NET SHOP 5%

10,900 スポコバ楽天市場店 5%

10,901 SPOSPO 5%

10,902 スポチャンSHOP 5%

10,903 SPOTCHECK.SHOP 5%

10,904 Spot Write 5%

10,905 SPONET （スポネット） 5%

10,906 スポプレーヤー 5%

10,907 スポンジ雑貨店 5%

10,908 スポンジ屋さん 5%

10,909 スポンジらんど楽天市場店 5%

10,910 SMARQUE楽天市場店 5%

10,911 スマートキッチン 5%

10,912 スマートギフト 楽天市場店 5%

10,913 スマートグラフィック 5%

10,914 SmartZakka 5%

10,915 スマートサプライ 5%

10,916 スマート　ショップ 5%

10,917 SmartStationスマートステーション 5%

10,918 スマートタイム 5%

10,919 SmartTown 5%

10,920 Smart Tap 楽天市場店 5%
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10,921 SmartTravel スマートトラベル 5%

10,922 SmartBuyGlasses 5%

10,923 スマートＢＬ楽天市場店 5%

10,924 Yシャツ・メンズ通販 スマートビズ 5%

10,925 スマートフォンアクセサリ ララ 5%

10,926 スマートフォングッズの店 SENSE 5%

10,927 Smart Light 5%

10,928 スマートライフ 楽天市場店 5%

10,929 Smalife 5%

10,930 住まい健康と園芸のホームセンター 5%

10,931 住まいと暮らしの１１０番 5%

10,932 住まいの照明 ラ・ヴィータ 5%

10,933 住まいのパティシエ 5%

10,934 住の森楽天市場店 5%

10,935 スマイリングビー 5%

10,936 住マイル 5%

10,937 スマイル＆グッド　楽天市場店 5%

10,938 スマイルエックス 5%

10,939 スマイル価格 5%

10,940 Smile菓彩 5%

10,941 スマイルキューブ 5%

10,942 スマイルクラブ楽天市場店 5%

10,943 スマイルゲッターズ　楽天市場店 5%

10,944 sumairu　光源 5%

10,945 すまいる雑貨 5%

10,946 スマイルザッカーズ 5%

10,947 Smile Tree 5%

10,948 スマイルDVD　本店　楽天市場店 5%

10,949 スマイルデ-ショップ 5%

10,950 住まeるデパート 楽天市場店 5%

10,951 SmileDog726 5%

10,952 スマイルバンク 5%

10,953 Smile　PHI 5%

10,954 smile picotto 5%

10,955 スマイルプラス 5%

10,956 スマイルベッド 5%

10,957 スマイルベルインテリア 5%

10,958 スマイルポップ おむつケーキ 5%

10,959 すまいるまこ 5%

10,960 住まいるライト 5%

10,961 スマキャス 5%

10,962 スマケー 5%

10,963 スマッピショップ 5%

10,964 スマート天国 5%

10,965 スマプロ 5%

10,966 スマホ アイランド 楽天市場店 5%

10,967 スマホアクセサリー エージニアス 5%

10,968 スマホアクセサリーのHaruco 5%

10,969 スマホアクセサリー　楽天市場店 5%

10,970 スマホカバー専門店　ドレスマ 5%

10,971 スマホカバーの専門店　COVER SPOT 5%

10,972 スマホガラスのフューチャモバイル 5%

10,973 スマホキャンプ 5%

10,974 スマポケ 5%

10,975 スマホケース・雑貨のアージー 5%

10,976 スマホケース＆カバー専門デザスマ 5%

10,977 スマホケースカバーの店NK115 5%

10,978 スマホケース グッズのPエンタメ 5%

10,979 スマホケース・グッズのPlus-S 5%

10,980 スマホケース グローバル 5%
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10,981 スマホケース 専門 サンクレスト 5%

10,982 スマホケース専門店ウイングライド 5%

10,983 スマホケース専門店コスモピピ 5%

10,984 スマホケース専門店 スグポチ 5%

10,985 スマホケース専門店SPICA -スピカ- 5%

10,986 スマホケース専門店 smasmasweets 5%

10,987 スマホケースCHANGE 5%

10,988 スマホケース 手帳型 専門店 ぺぺ 5%

10,989 スマホケース 手帳型 81wind 5%

10,990 スマホケースと犬服の店 fou-fou 5%

10,991 スマホケースと雑貨の通販 クリー 5%

10,992 スマホケースとデコの店　シーガル 5%

10,993 スマホケース 名入れギフトのOTAS 5%

10,994 スマホケースのR＆M.s 5%

10,995 スマホケースのｅｘshop 5%

10,996 スマホケースのお店クワショップ 5%

10,997 スマホケースのカインドオブユー 5%

10,998 スマホケースのCINC SHOP 5%

10,999 スマホケースのシンプリー 5%

11,000 スマホケースのdesign mobile 5%

11,001 スマホケースのTec 5%

11,002 スマホケースのトゥジュール 5%

11,003 スマホケースのTomSawyer 5%

11,004 スマホケースのニードネットワーク 5%

11,005 スマホケースのベストモバイル 5%

11,006 スマホケースの本革工房 Esperanza 5%

11,007 スマホケースの店　けーたい自慢2 5%

11,008 スマホケースの店　モノモード 5%

11,009 スマホケースのRise 5%

11,010 スマホケース【Harmonia shop】 5%

11,011 スマホケースはケースbyケース 5%

11,012 スマホサービス 5%

11,013 スマホ雑貨 SawaMate 5%

11,014 スマホ雑貨のアリエイト楽天市場店 5%

11,015 スマホ生活 5%

11,016 スマホ専門店 AS smart shop 5%

11,017 スマホ 手帳型 ケースShop ENYU 5%

11,018 スマホ堂　楽天市場店 5%

11,019 スマホとスポーツグッズiCaseStore 5%

11,020 スマホプラス 5%

11,021 スマホランド楽天市場店 5%

11,022 Smaly（スマリー） 直営店 5%

11,023 Smith Wesson 5%

11,024 炭専門店 オガ炭 備長炭 七輪 薪 5%

11,025 ＳＵＭＩＳＥＮ　楽天市場店 5%

11,026 スミタスポーツ楽天市場店 5%

11,027 隅田屋商店　楽天市場店 5%

11,028 炭天 5%

11,029 炭火焼うなぎの寝床 5%

11,030 炭火焼・山塞料理　地雷也 5%

11,031 炭火焼き鳥＆佃煮のキムラ食品 5%

11,032 炭焼きうなぎの魚伊 5%

11,033 炭焼牛たん東山　楽天市場店 5%

11,034 すみれいろネイル 5%

11,035 Smoothie Bar 5%

11,036 スムーズスキン公式ショップ 5%

11,037 smooth sailing 5%

11,038 SUMOA 5%

11,039 相撲料理　志が　楽天市場店 5%

11,040 スモールアニマルボックス 5%
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11,041 small-bag-store 5%

11,042 SMONET防犯カメラ専門店 5%

11,043 スモカ歯磨 オンラインショップ 5%

11,044 スモトク powered by CIGA 5%

11,045 スモトリ屋　浅野総本店 5%

11,046 スモルビ 5%

11,047 すらい堂 5%

11,048 スライブストア 5%

11,049 スラッカン 5%

11,050 スラッカンプラス 5%

11,051 スラム 5%

11,052 スリアン 自然派ヘアケアshop 5%

11,053 3R boutique 5%

11,054 Three ARROW 5%

11,055 ＴＨＲＥＥ＆Ｃｏ． 5%

11,056 スリーイー・オンラインストア 5%

11,057 THREE WOOD 楽天市場店 5%

11,058 スリーエー 5%

11,059 スリーエーコンタクト 5%

11,060 スリーエーショップ 5%

11,061 スリーエスニック 5%

11,062 3エッセンス 5%

11,063 THREEC-WEB STORE 5%

11,064 スリーグット楽天市場店 5%

11,065 3Dくつした専門店mintbaby 5%

11,066 3DIRECT 5%

11,067 THREEDROPS　スリードロップス 5%

11,068 SLEEPY KEN 快適枕生活 5%

11,069 スリーピー楽天市場店 5%

11,070 スリーファッション 5%

11,071 SleepSpa楽天市場店 5%

11,072 SLEEP SELECT 楽天市場店 5%

11,073 Sleep Tailor 5%

11,074 スリーププラス 5%

11,075 スリーププラス　インテリア館 5%

11,076 スリーププラス　リビング館 5%

11,077 Sleeple～365日感動の西川ふとん～ 5%

11,078 3Horses 5%

11,079 歯ブラシのお店　スリーホルンズ 5%

11,080 すりーむ 5%

11,081 スリッパギャラリー 5%

11,082 スリッパ専門店「Dolphinshop」 5%

11,083 スリッパのChausse＜ショセ＞ 5%

11,084 スリッパ　最上 5%

11,085 Slim Fit Gym 5%

11,086 スルガオンライン 5%

11,087 駿河路の作務衣屋 5%

11,088 スルガスピード楽天市場店 5%

11,089 駿河屋賀兵衛 5%

11,090 駿河湾特急 5%

11,091 スルスルこうそ　楽天市場店 5%

11,092 スレッジハンマー楽天市場店 5%

11,093 スレンダー倶楽部 5%

11,094 surou web shop 5%

11,095 スロウファイン 5%

11,096 SLOWWEARLION楽天市場店 5%

11,097 Slow time life 5%

11,098 スローフードのお店　Ｑ’ｓ 5%

11,099 スローライフ応援団。でんでん堂 5%

11,100 カントリー家具 Slow Life Garden 5%
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11,101 SLOW LIFE 楽天市場店 5%

11,102 slowworks 5%

11,103 swailife 5%

11,104 スワット楽天市場店 5%

11,105 国産ソファー・座椅子通販すわり場 5%

11,106 SWALLOW 5%

11,107 スワロ問屋 5%

11,108 スワロフスキー通販　デコダリア 5%

11,109 SWAN INC. 5%

11,110 SWANS STORE スワンズ公式ショップ 5%

11,111 スワンレイクビール 5%

11,112 SUNS-Shop 5%

11,113 SOON５ｔｈ 韓国 子供服 キッズ 5%

11,114 SEII　SHOP 5%

11,115 青雲白猫 5%

11,116 製菓材料・厨房器具 吉田商店 5%

11,117 生花専門店　フラワーギフト花on 5%

11,118 生活衣料館マアム　楽天市場店 5%

11,119 生活オアシス 5%

11,120 生活家電ディープライス 5%

11,121 生活館Livinza 5%

11,122 生活空間 5%

11,123 生活倶楽部 5%

11,124 生活計量（ライフスケール） 5%

11,125 生活交館 5%

11,126 生活工貿 5%

11,127 生活雑貨エイコー 5%

11,128 生活雑貨N-STYLE 5%

11,129 生活雑貨グラシア 5%

11,130 生活雑貨croeso 5%

11,131 生活雑貨 ココ笑店 5%

11,132 生活雑貨30’S 5%

11,133 生活雑貨　Ｊショッピング 5%

11,134 生活雑貨　どんぐりの木 5%

11,135 生活雑貨なんでもアリス 5%

11,136 生活雑貨のストックスクエア 5%

11,137 生活雑貨のネットショップELEMENTS 5%

11,138 生活雑貨マーケット マスト 5%

11,139 生活実用館コレット 5%

11,140 生活Style　楽天市場店 5%

11,141 生活セレクトショップトレフール 5%

11,142 生活創造舎 5%

11,143 生活創造屋 5%

11,144 生活探求便 5%

11,145 生活通販お助け隊 5%

11,146 生活提案館Ｔｏｄａｙ 5%

11,147 生活日用品、雑貨のお店。等身大 5%

11,148 生活便利雑貨店 5%

11,149 生活まるまる隊楽天市場店 5%

11,150 生活横浜倶楽部 5%

11,151 生活良品厳選かん 5%

11,152 生活和雑貨　だんだんどーも 5%

11,153 セイカ堂小売部　楽天市場店 5%

11,154 正官庄 楽天市場店 5%

11,155 誓願堂 5%

11,156 清潔オンラインショップ楽天市場店 5%

11,157 清潔キレイ館 5%

11,158 清潔工房 5%

11,159 清潔戦隊！カビ取るジャー 5%

11,160 清家ばんかんビレッジ 5%
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11,161 セイコークロック公式専門店 NUTS 5%

11,162 セイコーテクノ　アンテナ機器の店 5%

11,163 セイコー時計専門店 スリーエス 5%

11,164 SEIKO建材 5%

11,165 成城 Blue Jelly ブルージェリー 5%

11,166 成人式七五三かんざし　髪飾り本舗 5%

11,167 Jsmile Shop 5%

11,168 生鮮食品直送便 5%

11,169 製造直販ゴルフ屋 5%

11,170 整体ラボ 5%

11,171 贅沢屋 5%

11,172 静電作業用品・安全靴のアズーロ 5%

11,173 正道商事　楽天市場店 5%

11,174 整備工具のストレート 5%

11,175 成美ストア 5%

11,176 制服専科 5%

11,177 せいふくＴ 5%

11,178 制服のフジ　楽天市場店 5%

11,179 制服マート 5%

11,180 せいぶ青果楽天市場店 5%

11,181 贅プラスＯＮＥ 5%

11,182 精米工房　せきね米店 5%

11,183 精密コマSHOPネクスト 5%

11,184 西洋菓子　鹿鳴館　楽天市場店 5%

11,185 セイリーハウス 楽天市場店 5%

11,186 Ｓａｌｅ　Ｗｉｎｄ 5%

11,187 セイルブランドショップ 5%

11,188 精霊石の箱庭 5%

11,189 セイロン紅茶専門店ミツティー 5%

11,190 正和コンタクト 5%

11,191 清和shop楽天市場店 5%

11,192 Saint Labo shop 5%

11,193 セージ 浄化スプレー ルカス LUCAS 5%

11,194 Safety Farm 5%

11,195 セーフティライフ　楽天市場店 5%

11,196 セーブ楽天市場店 5%

11,197 セールプラザ 5%

11,198 SALE market 5%

11,199 セールルームSaleroom 5%

11,200 世界の美味しいがお手頃価格！豊代 5%

11,201 世界のお酒ニューヨーク1号店 5%

11,202 世界の子供服、雑貨　チャオ 5%

11,203 世界の雑貨屋　ワークハウス 5%

11,204 世界の食品　舶来商店　楽天市場店 5%

11,205 世界の水産物といえば ＳＨＵＥＩ 5%

11,206 世界のスタバ大集合＠Room.H 5%

11,207 世界の珍味 5%

11,208 世界のナイフショールーム　山秀 5%

11,209 世界のはちみつ専門店アメリア 5%

11,210 世界のビール専門店BEER THE WORLD 5%

11,211 世界の民芸「ディッセンバー３」 5%

11,212 世界の銘酒・大島コレクション 5%

11,213 世界良品通販 5%

11,214 世界を歩く真珠屋さん 5%

11,215 背が高く見える靴専門店TUSKER 5%

11,216 生活雑貨のお店！Vie-UP 5%

11,217 セガフレード・オンラインショップ 5%

11,218 瀬川屋 5%

11,219 セカンドハンドショップ 5%

11,220 セカンズ＆キッズセカンズ 5%
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11,221 セカンド 5%

11,222 セカンドギア楽天市場店 5%

11,223 セカンドステージ 楽天市場店 5%

11,224 セカンドセンス 5%

11,225 2nd-Boom 5%

11,226 セカンドブランド 5%

11,227 SEKI GOLF CLUB楽天市場店 5%

11,228 石材販売　みのせき 5%

11,229 石材店サンソー 5%

11,230 SEKIDO RC SELECT 楽天市場店 5%

11,231 関の刃物屋ＭＡＲＵＯＫＵネット 5%

11,232 ＺＥＣＯＯ　ＣＯＬＯＲ 5%

11,233 セクシーランジェリーショップMTC 5%

11,234 セサミ・インテリア SESAME 5%

11,235 SESAME（セサミ）家具・インテリア 5%

11,236 セシボン-C’estsibon- 5%

11,237 施主のミカタ 5%

11,238 C’estjoli　楽天市場店 5%

11,239 ゼストネーションジャパン 5%

11,240 SESTO Begin at Kobe！ セスト 5%

11,241 セゾンファクトリー 5%

11,242 セゾン 楽天市場店 5%

11,243 節句＆ギフト専門店 ぷりふあ人形 5%

11,244 石鹸の店　カンフリエ 5%

11,245 雪江堂大阪　楽天市場店 5%

11,246 拙者の投げ釣り・鮎釣り楽天市場店 5%

11,247 セッションズ 5%

11,248 セッティマーナ日本橋 5%

11,249 節電ショップ 5%

11,250 Ｚ＆Ｋ 5%

11,251 ゼットイオン薬品一成堂 5%

11,252 zzzv 楽天市場店 5%

11,253 設備プラザ 5%

11,254 設備プロ王国　楽天市場店 5%

11,255 設備屋さん 楽天市場店 5%

11,256 SERRATURA 5%

11,257 セテラ 楽天市場店 5%

11,258 sed 5%

11,259 せとうち酒紀行 5%

11,260 瀬戸内旬の味紀行　倉敷・魚伊 5%

11,261 瀬戸内たいたいＣＬＵＢ 5%

11,262 瀬戸内漁師の海鮮問屋 5%

11,263 瀬戸内レモン農園 5%

11,264 セドナ 5%

11,265 セドナストーンジュエリー 5%

11,266 setomarche 5%

11,267 せともの本舗 5%

11,268 せともの屋みさ伝 5%

11,269 Cedre（セドル） 5%

11,270 セナ楽天市場店 5%

11,271 Zenis（ゼニス） 5%

11,272 錢辰堂 5%

11,273 銭屋　楽天市場店 5%

11,274 セニョールカカオのチョコレート 5%

11,275 general store CART 5%

11,276 cenote （セノーテ） 5%

11,277 Zepirion 楽天市場店 5%

11,278 背広屋石K　楽天市場店 5%

11,279 SEV公式オンラインショップ 5%

11,280 SAFETY UNI 5%
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11,281 セプドールアン　楽天市場店 5%

11,282 セフラ化粧品 5%

11,283 セブンエステ楽天市場店 5%

11,284 ファッションライフ　セブンエビス 5%

11,285 7ＧＲＡＩＮ art garage 5%

11,286 SEVENSEAS 楽天市場店 5%

11,287 SEVENTH CODE 楽天市場店 5%

11,288 Ｓｅｖｅｎｓ　Ｆｉｅｌｄ 5%

11,289 7th HEAVEN　by ally 5%

11,290 セブンスランド　楽天市場支店 5%

11,291 7dials楽天市場支店 5%

11,292 セブンバッテリー 5%

11,293 セブンフォックス　楽天市場店 5%

11,294 ７ＢＲＩＤＧＥ 5%

11,295 セブンマルイ質店 5%

11,296 セブンマルシェ楽天市場店 5%

11,297 ７ｙｏｒｋｕ・セブンヨーク 5%

11,298 SEVEN 楽天市場店 5%

11,299 Ｓｅｖｅｎ　Ｒａｙｓ 5%

11,300 Sephone楽天市場店 5%

11,301 ＳＥＭＩ-ＳＴＹＬＥ 5%

11,302 セミフレッド 5%

11,303 SEMSアクセサリー 5%

11,304 セラコスメティックス楽天市場支店 5%

11,305 せらっちはうす 5%

11,306 セラバリューズ 5%

11,307 セラピストの問屋 5%

11,308 セラポッケ～かわいい陶器のお店 5%

11,309 セルシーフィット　楽天市場店 5%

11,310 C.E.L.STORE 5%

11,311 CELL CELLAR セルセラ 楽天市場店 5%

11,312 CELLUTANE【セルタン】 5%

11,313 ZELDISオフィシャルショップ 5%

11,314 SELBY 5%

11,315 SELVICE LifeDesign 5%

11,316 CELLBIC 5%

11,317 ｓｅｌｆｉｓｈ・楽天市場店 5%

11,318 セルフケアスタジオ 5%

11,319 セルフメイド 5%

11,320 セルマトリックス直営shop 5%

11,321 セルミック楽天市場店 5%

11,322 SELECTAL 5%

11,323 selecting 5%

11,324 【セレクト・アイ】 5%

11,325 SELECTISLAND 5%

11,326 セレクト淡路 楽天市場店 5%

11,327 セレクトAG 5%

11,328 セレクトグッズ　ミラージュ 5%

11,329 セレクト雑貨aube 5%

11,330 セレクトジュエリー　コフ 5%

11,331 Select.JUNO 5%

11,332 SELECTSHOP ARCHISS 楽天市場店 5%

11,333 セレクトショップ RST 5%

11,334 セレクトショップ AER （アエル） 5%

11,335 セレクトショップ・AQUA（アクア） 5%

11,336 セレクトショップ・アプト 5%

11,337 SelectShop AmaTerrace 楽天市場店 5%

11,338 セレクトショップ Anna（アンナ） 5%

11,339 select shop HK／エイチケー 5%

11,340 セレクトショップ　エムアンドアイ 5%
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11,341 セレクトショップ　Cavallo 5%

11,342 セレクトショップ Kanon 5%

11,343 腕時計のセレクトショップカプセル 5%

11,344 select shop crea 5%

11,345 セレクトショップ Sakura 5%

11,346 セレクトSHOP SUN SUN楽天市場店 5%

11,347 Select Shop サンファン 5%

11,348 Selectshop season 5%

11,349 セレクトショップGVスタイル 5%

11,350 セレクトショップ JACKPOT STORE 5%

11,351 セレクトショップ showcase 芦屋 5%

11,352 セレクトショップ SIG 5%

11,353 706 sevenhomme 5%

11,354 セレクトショップsoul 5%

11,355 セレクトショップ　Diva　Closet 5%

11,356 セレクトショップ　ＤＥＶＩＮ 5%

11,357 セレクトショップ　デルコ 5%

11,358 セレクトショップ Door 5%

11,359 セレクトショップ NUMBER11 5%

11,360 セレクトショップ BUY MORE 5%

11,361 セレクトショップ hanaoto 5%

11,362 セレクトショップfabCouture 5%

11,363 セレクトショップ　フィールドワン 5%

11,364 セレクトショップ　ブーケ 5%

11,365 セレクトショップFELICE 5%

11,366 セレクトショップＦＲＮＣ 5%

11,367 セレクトSHOPぶるーまん 5%

11,368 セレクトショップFrenz 5%

11,369 selectshop PROLOGUE 5%

11,370 セレクトショップ北杜　楽天市場店 5%

11,371 セレクトショップMORE 5%

11,372 selectshopMOMO byImpossibleDream 5%

11,373 セレクトショップUB楽天市場店 5%

11,374 セレクトショップライズ 5%

11,375 セレクトショップreal 5%

11,376 セレクトショップ リシェイプ 5%

11,377 セレクトショップ　リノフリ 5%

11,378 セレクトショップ　リブレ 5%

11,379 セレクトショップ LUCINA 5%

11,380 セレクトショップルチア 5%

11,381 レッジオ 5%

11,382 セレクトショップ ローグ 5%

11,383 SELECT SHOP LOWTEX 5%

11,384 Select Shop Candy 5%

11,385 セレクトスーツ　LANDS 5%

11,386 SELECT STORE SEPTIS 5%

11,387 セレクトストアレインボー 5%

11,388 SELECTSPORTS　セレクトスポーツ 5%

11,389 SELECT SONOMA 5%

11,390 セレクト通販 ShopU 5%

11,391 セレクトテイスト 5%

11,392 SELECT HOUSE 5%

11,393 セレクトファッション ひなた 5%

11,394 セレクトプラス 5%

11,395 セレクトマルワ楽天市場店 5%

11,396 セレクトメモリアルの未来創想 5%

11,397 セレクトワインショップ 5%

11,398 SELECO 5%

11,399 セレジオーネ（インテリア雑貨） 5%

11,400 セレッサ 5%
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11,401 selidea 5%

11,402 セレブbyエンデバー 5%

11,403 セレブブランド 5%

11,404 Celeble 楽天市場店 5%

11,405 セレモード 5%

11,406 SerendyCo 5%

11,407 ZEROA（ゼロア）楽天市場店 5%

11,408 zero　＆　reset楽天市場店 5%

11,409 ０６ＸＹ　楽天市場店 5%

11,410 Zero collection 5%

11,411 ０３８ｎｅｔ 5%

11,412 ZEROSIX 5%

11,413 ゼロスポーツ 5%

11,414 02BRAND ゼロツーブランド 5%

11,415 ゼロトップマーケット 5%

11,416 ZEROBASE　楽天市場店 5%

11,417 ゼロポートジャパン 5%

11,418 ＺＥＲＯ ＬＩＭＩＴ 5%

11,419 繊維製品の専門店くーる＆ほっと 5%

11,420 SENEN ZAKKA 5%

11,421 洗顔生糸 sericin organdy 5%

11,422 洗顔石鹸ソープオールインワンのRM 5%

11,423 洗顔石鹸ホワイトミルキーソープ 5%

11,424 洗顔ママ 5%

11,425 全巻漫画楽天市場店 5%

11,426 全機種対応 スマホケース専門 CoCo 5%

11,427 千客麺来・久保田 5%

11,428 SENGUYA1009 5%

11,429 せんぐ屋　楽天市場店 5%

11,430 線香・ろうそく・仏具の小澤佛具店 5%

11,431 健康生活をサポートするケントク 5%

11,432 全国の学校で実績ある アイセック 5%

11,433 全国のこだわり厳選 全国マルシェ 5%

11,434 全国美味発掘！神戸中央卸売財木 5%

11,435 全国ふとん丸洗いドットねっと 5%

11,436 センサーとソーラーのハヤシ商店 5%

11,437 全自動麻雀卓 AMOS公式ショップ 5%

11,438 全自動麻雀卓GAZZのまーじゃんSHOP 5%

11,439 洗車 コーティング ONE-ZERO 5%

11,440 洗車の王国 5%

11,441 洗車用品のプレステージ 5%

11,442 千秋庵総本家 5%

11,443 千秋茶寮 5%

11,444 千勝堂 5%

11,445 ゼンショップ 5%

11,446 センスポショップ 5%

11,447 SENSE MARKET 5%

11,448 SENSE MUSE 5%

11,449 仙台牛タウン　楽天市場店 5%

11,450 仙台牛タン専門店　牛たん　青葉亭 5%

11,451 仙台ホークス 5%

11,452 せんたく屋さん 5%

11,453 洗濯用品のe-steps 5%

11,454 CENTURY 5%

11,455 センチュリオン楽天市場店 5%

11,456 scent i land（セントアイランド） 5%

11,457 鮮ど市場 5%

11,458 セントラルシューズ 5%

11,459 セントラルマーケット 5%

11,460 CentralMode～セントラルモード～ 5%
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11,461 全日本通販本店 5%

11,462 千疋屋総本店 5%

11,463 全品送料込み！コミコミ家具 5%

11,464 全品わけ有り家具専門店WAKE-KAGU 5%

11,465 センフィル 5%

11,466 SEMPRE　（インテリア家具・雑貨） 5%

11,467 煎餅工房さがえ屋 5%

11,468 千枚漬本家　大藤　楽天市場店 5%

11,469 専門家が選ぶ米　戸塚正商店 5%

11,470 専門家と創る美容健康　プロイデア 5%

11,471 専門店　中江 5%

11,472 全薬ヘルスビューティ・ショップ 5%

11,473 染料・食用色素のカラーマーケット 5%

11,474 SOAR SOUND 5%

11,475 ZOANO SPORTS 5%

11,476 zoee ダウンコート 毛皮 ムートン 5%

11,477 ソウ・エクスペリエンスストア 5%

11,478 souyi shop 5%

11,479 爽快ラボ 5%

11,480 創価学会専門 田中仏壇店 5%

11,481 造花観葉植物専門店ビワールデコ 5%

11,482 zoukacomショップ　楽天市場店 5%

11,483 造花ドライフラワー専門問屋花びし 5%

11,484 造花のグリーンアート 5%

11,485 造花の胡蝶蘭専門 CoCoCanフラワー 5%

11,486 造花の専門店 きつつき 5%

11,487 造花の店ａｚｕｍａ 5%

11,488 創業九十余年　金時あられ 5%

11,489 創業・九段　増辰海苔店 5%

11,490 創業1718年京都老舗　扇子の白竹堂 5%

11,491 創業1899年　栗きんとんの美濃屋 5%

11,492 創業1830年　梅干しの吉田屋 5%

11,493 創業大正１０年　京枝屋酒店 5%

11,494 創業80年　熊手のはちみつ 5%

11,495 創業百年老舗 株式会社則種海産 5%

11,496 【創業100年】 ひめじやネット通販 5%

11,497 創業文政五年 和菓子の丸三老舗 5%

11,498 創業文政十年うなぎての字 5%

11,499 創業明治10年 老舗うどん屋 歌行燈 5%

11,500 創業明治年間 お茶の老舗 川本屋 5%

11,501 創業明治44年　金持本舗 5%

11,502 創業40年 サプリの素材屋 ニチエー 5%

11,503 創業６０周年オフィス家具　コマイ 5%

11,504 宗家 源吉兆庵　楽天市場店 5%

11,505 爽健生活 5%

11,506 ソウケン　ネット販売部 5%

11,507 壮健の里柊亭 5%

11,508 総合印章 周山堂 楽天市場店 5%

11,509 創工館　楽天市場店 5%

11,510 総合雑貨の専門店 「雑貨屋」 5%

11,511 総合商社チャンピオン楽天市場店 5%

11,512 総合通販Mina_Kuru 5%

11,513 総合問屋　萬屋 5%

11,514 総合ブライダル館 5%

11,515 総合レジャー用品問屋クレスト 5%

11,516 倉庫ダイレクト東京　楽天市場店 5%

11,517 そうざい男しゃく 5%

11,518 惣菜 味噌汁 のええもんポイント店 5%

11,519 創作西洋菓子 大陸 ナンバーケーキ 5%

11,520 創作鉄板焼き 鉄生 5%
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11,521 創作頂昆布 5%

11,522 創作洋菓子工房サンクドノア 5%

11,523 創作和洋菓子　花えちぜん 5%

11,524 草思庵 5%

11,525 宗七音響　楽天市場店 5%

11,526 掃除用品クリーンクリン楽天市場店 5%

11,527 掃除用品・蛍光管のTストア 5%

11,528 惣次郎 5%

11,529 創造生活館 5%

11,530 So DEEP楽天市場店 5%

11,531 贈答用果実のギフトフルーツ大國屋 5%

11,532 装美　呉服おかの 5%

11,533 象彦　楽天市場店 5%

11,534 素兵衛屋　楽天市場店 5%

11,535 相馬のおんちゃま　楽天市場店 5%

11,536 増毛ショップ　ヘアーマスター 5%

11,537 惣山商店 5%

11,538 草履、下駄、セッタの“やまと” 5%

11,539 草履バッグと和雑貨の店京美２号店 5%

11,540 送料がお得なプチスタイル 5%

11,541 送料　商店 5%

11,542 送料０円　家具 5%

11,543 Soul Food Store にぎわい屋 5%

11,544 soulberry 5%

11,545 ソウルLove 5%

11,546 SOVIE DECO 5%

11,547 ソォーイ foryou 5%

11,548 SOKU 5%

11,549 Socool Online 5%

11,550 ソーケンメディカル「磁気や」 5%

11,551 ソーコショップ 5%

11,552 ソーシャルガール（Social GIRL） 5%

11,553 ソーチェン問屋 5%

11,554 SOHO Partner 5%

11,555 SOHO本舗 5%

11,556 soomoo 5%

11,557 ソーラークッカーショップAプラス 5%

11,558 ソーラーショップ　日本イーテック 5%

11,559 ＳＯＬＥ　ＨＵＮＴＥＲ 5%

11,560 Solo 5%

11,561 ソーワーク 5%

11,562 sokit 練馬 5%

11,563 SOXXI 5%

11,564 ZOKZOK楽天市場店 5%

11,565 測定器・工具のイーデンキ 5%

11,566 測定の森 楽天市場店 5%

11,567 即納ドラッグ 金太郎SHOP 5%

11,568 測量・土木・建築用品　ORION 5%

11,569 測量用品の ADA JAPAN 楽天市場店 5%

11,570 底値楽器屋 5%

11,571 SOCOLA 5%

11,572 ソコラタ 5%

11,573 素材のいい服専門店 5%

11,574 素材屋さん　楽天市場店 5%

11,575 SOCIO ONLINE SHOP 5%

11,576 粗品・イベント景品の粗品屋本舗 5%

11,577 粗品デポ楽天市場店 5%

11,578 素数オンラインショップ楽天市場店 5%

11,579 SOZOKI 5%

11,580 ZOZOMU　楽天市場店 5%
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11,581 ソックスbox408 靴下専門店 5%

11,582 ぞっこんイカ本舗 5%

11,583 sot-web 5%

11,584 焼酎屋かごしま　楽天市場店 5%

11,585 Ｚｏｄｉａｃ　ａｓｔｅｒ 5%

11,586 sotosotodays -ソトソトデイズ- 5%

11,587 sonaeparks楽天市場店 5%

11,588 備えまSHOP 5%

11,589 SONAGIMART 5%

11,590 ソニア 5%

11,591 ソニー特約店　サウンドイレブン 5%

11,592 ソニックプラスセンター新潟 5%

11,593 ソニマック楽天市場店 5%

11,594 sonnette 5%

11,595 So-netmoソネトモ 5%

11,596 ソノーライズ（防音・音響専門店） 5%

11,597 ソノダスポーツ　楽天市場店 5%

11,598 Sonorite 5%

11,599 sobuy.shop 5%

11,600 sobani 5%

11,601 ソファーグランド 5%

11,602 ソファー専門店　SOFA LABO 5%

11,603 ソファーベッド家具のコモドクレア 5%

11,604 ソファ家具専門店ルームウェア 5%

11,605 ソファスタイル 楽天市場店 5%

11,606 ソファ専門店　SOFAMART 5%

11,607 ソファ専門店　モデュロール 5%

11,608 ソファ ソファベッドのU-Factory 5%

11,609 ソファ・チェア専門店ウィズソファ 5%

11,610 ソファの専門店 Lelax 5%

11,611 ＳＯＦＩＡ 5%

11,612 ソフィア 5%

11,613 Sofia ＆ Emma 5%

11,614 ソフィア　ネットショップ 5%

11,615 SOPHIAN　ROSE 5%

11,616 sofea 5%

11,617 ソフト９９　ｅ－ｍｏｎｏ 5%

11,618 ソフトテニス館 5%

11,619 ソフトテニスのラケットフィールド 5%

11,620 ソフネットジャパン楽天市場店 5%

11,621 ソプラノ 5%

11,622 SOMAstore　　-ソマストア- 5%

11,623 ソムリエ＠ギフト 5%

11,624 ソメイビューティー 5%

11,625 染太郎 5%

11,626 染めものや松次郎 5%

11,627 SORA 5%

11,628 ＳＯＲＡ楽天市場店 5%

11,629 草楽（sora） 5%

11,630 Sorayu 5%

11,631 メンズファッションのsolaro 5%

11,632 そらいろや：健康 きれい 美味しい 5%

11,633 空いろ　楽天市場店 5%

11,634 soraciel 5%

11,635 SORASION 5%

11,636 空とぶからあげ 5%

11,637 空の星の職人館～鞄とお財布のお店 5%

11,638 空まめセレクション楽天市場店 5%

11,639 SoRaRis　楽天市場店 5%

11,640 素粒水の専門ショップ＆ギフト 5%
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11,641 SOL 5%

11,642 SOLT楽天市場店 5%

11,643 ソルトン　楽天市場店 5%

11,644 sorfege 5%

11,645 SOL ブランド.ファッション 5%

11,646 ソルボ インソール専門店 OIKOS 5%

11,647 ソルレガロ・インターナショナル 5%

11,648 それいゆはとむぎ 5%

11,649 ソレイユ楽天市場店 5%

11,650 SOREGET 5%

11,651 それゆけ！モンスターくん。 5%

11,652 ソロキャンプ＆テントのSmile Mart 5%

11,653 SOLOSHOT JAPAN 楽天市場店 5%

11,654 SOLOTTA 楽天市場店 5%

11,655 SOWAN 5%

11,656 ダーウィンの森 5%

11,657 taa-turtle 5%

11,658 タータスストアー大阪 5%

11,659 DARTS SHOP Hive （ダーツ　ハイブ） 5%

11,660 ダーツハイブ カウントアップ店 5%

11,661 diddy2012 5%

11,662 ダーニッシュエンブロイダリー 5%

11,663 TAANE公式ストア 5%

11,664 ダービースター楽天市場店 5%

11,665 タープ＆テントのスマイルプライス 5%

11,666 TurnBuckle楽天市場支店 5%

11,667 DIANA cosme 5%

11,668 dialog WEB STORE 5%

11,669 第一ゴルフ　カスタムクラブ専門店 5%

11,670 第一ネームOnline Shop 5%

11,671 第一北海丸 5%

11,672 ダイエット屋 5%

11,673 ダイオeショップ　楽天市場店 5%

11,674 タイガー魔法瓶業務用専門館 5%

11,675 タイガー魔法瓶 GRAND X SHOP 5%

11,676 タイガー魔法瓶 SAHARA楽天市場店 5%

11,677 タイガー魔法瓶 楽天市場店 5%

11,678 大貫本店　楽天市場店 5%

11,679 代官山お買い物通り 5%

11,680 代官山ワインサロン Le・Luxe 5%

11,681 大輝厨房機器用品 5%

11,682 Daiki皮革 5%

11,683 Daiking Corporation楽天市場店 5%

11,684 Tycoon 5%

11,685 大工道具・金物の専門通販アルデ 5%

11,686 大熊楽天市場店 5%

11,687 大慶堂 さんあい薬局　楽天市場店 5%

11,688 大源商会楽天市場店 5%

11,689 大源味噌 5%

11,690 ダイケン楽天市場店 5%

11,691 ＤＡＩＧＯ（ダイゴ） 5%

11,692 ダイコーフィットネス 5%

11,693 大黒屋質店 5%

11,694 大黒屋仏壇店 5%

11,695 大国屋本店（ミセスの洋服・布団） 5%

11,696 醍醐倉庫蔵出し 楽天市場店 5%

11,697 ダイコン卸　直販部 5%

11,698 タイ雑貨のチャイディーキッチン 5%

11,699 体臭対策専門　タマ楽天市場店 5%

11,700 体重ベア専門店ベアカフェ 5%
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11,701 大正5年創業 あいらしか 5%

11,702 ＤＡＩＳＨＩＮ工具箱　楽天市場店 5%

11,703 大信質舗楽天市場店 5%

11,704 大伸食品 5%

11,705 大伸物産　楽天市場ショップ 5%

11,706 大進洋行 5%

11,707 DISU 5%

11,708 大好きがいっぱい『ママズベリー』 5%

11,709 大豆専科ソイコム 5%

11,710 だいずデイズ楽天市場店 5%

11,711 体操着・体操服のミュー 5%

11,712 だいた商会 5%

11,713 大地の生菓 5%

11,714 TIDING BAG 5%

11,715 大東食研 5%

11,716 大東寝具工業 楽天市場店 アステ 5%

11,717 大同ネットＳＨＯＰ 5%

11,718 DINER楽天市場店 5%

11,719 ダイナゴルフ 楽天市場店 5%

11,720 アクトゴルフ　楽天市場店 5%

11,721 dyna jewelry 5%

11,722 ダイナステス マスターズ 廣島 5%

11,723 D7 パーツ ビーズ 手芸素材 5%

11,724 TinyCute 5%

11,725 タイニーピクシス　楽天市場店 5%

11,726 ダイニチ楽天市場店 5%

11,727 大日本空輸　楽天市場店 5%

11,728 たいの鯛楽天市場店 5%

11,729 dai8家具楽天市場店 5%

11,730 ダイハンDAIHAN 5%

11,731 タイピン＆カフスの専門店 BLITZ 5%

11,732 ＤＩＶＩＮＧ-ＨＩＤ 5%

11,733 DivingGear 5%

11,734 ダイビング専門店ダイブシー 5%

11,735 ダイビング専門店ファインド 5%

11,736 泰平工房 5%

11,737 大本山永平寺御用達　米五のみそ 5%

11,738 大丸電機工業 5%

11,739 大丸藤井セントラル　楽天市場店 5%

11,740 TIME 5%

11,741 タイムカプセル 5%

11,742 タイムクラブ 5%

11,743 タイムクラブ セレクト 5%

11,744 タイムファースト 5%

11,745 TIME LOVERS 5%

11,746 タイムリー・ファッションストア 5%

11,747 大明化学工業株式会社コスメ事業部 5%

11,748 タイヤアクセス 5%

11,749 タイヤ＆ホイールプラザ 5%

11,750 タイヤ市場ショッピング 5%

11,751 タイヤ１番 5%

11,752 タイヤエイト楽天市場店 5%

11,753 タイヤガレージ　ＷＩＮ 5%

11,754 タイヤガレージマインド 5%

11,755 たい焼きとわらび餅の神戸ふく味庵 5%

11,756 鯛焼屋よしお 5%

11,757 ダイヤコーポレーション楽天市場店 5%

11,758 タイヤザウルス 5%

11,759 タイヤショップMS 5%

11,760 タイヤショップGoodman 5%
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11,761 タイヤショップスターズ 5%

11,762 タイヤショップZERO楽天市場店 5%

11,763 TIRE SHOP 4U 楽天市場店 5%

11,764 タイヤスクエアミツヤ 5%

11,765 大安商店 5%

11,766 タイヤスタイル 5%

11,767 タイヤステージ　湘南　楽天市場店 5%

11,768 ダイヤスポーツ　楽天市場店 5%

11,769 だいやす　楽天市場店 5%

11,770 タイヤセンターＪＥＩ 5%

11,771 ダイヤ専門店 ジュエリーロイヤル 5%

11,772 タイヤ走快　楽天市場店 5%

11,773 TIRE DIRECT　楽天市場店 5%

11,774 タイヤのヘラクレス 5%

11,775 タイヤファクトリーフラット 5%

11,776 タイヤホイール・ジャポン 5%

11,777 タイヤ・ホイール　カンパニー 5%

11,778 タイヤホイール激安王国 5%

11,779 タイヤ・ホイール専門店　ミクスト 5%

11,780 タイヤホイール専門店　小西タイヤ 5%

11,781 tirewheel 楽天市場店 5%

11,782 タイヤマックス 5%

11,783 タイやもん 5%

11,784 ダイヤモンド卸 ファウスト 5%

11,785 ダイヤモンドコーヒー本舗 5%

11,786 ダイヤモンドジュエリーＴＨＪ 5%

11,787 野球専門店ダイヤモンドスポーツ 5%

11,788 ダイヤモンドのジュエリーラボ 5%

11,789 ダイヤモンドのノムラジュエリー 5%

11,790 ダイヤモンド褒賞の野沢農産 5%

11,791 ダイヤモンドホールセール Luxy 5%

11,792 ダイヤモンドワールド 5%

11,793 タイヨウギケン 5%

11,794 太陽雑貨ren 5%

11,795 太陽商事 5%

11,796 太陽スポーツ・Rampjack Trip店 5%

11,797 太陽設備 楽天市場店 5%

11,798 TAIYODO 5%

11,799 太陽堂製薬株式会社 5%

11,800 タイヨートマーのクラフトショップ 5%

11,801 タイヨートマー楽天市場店 5%

11,802 タイヨーリカーフーズ楽天市場店 5%

11,803 タイリーネットＳＨＯＰ 5%

11,804 大漁カーペット 5%

11,805 タイルショップたまがわ 5%

11,806 タイルショップ ヤマシタ 5%

11,807 タイル通販 タイルオンライン 5%

11,808 【タイルの専門店】タイルキッチン 5%

11,809 タイルマート 5%

11,810 タイル屋さん 5%

11,811 ダイレクトウェイブ 5%

11,812 Direct Glass Labo 5%

11,813 ダイレクトコム ～Smart-Tool館～ 5%

11,814 ダイレクトコム ～ProTool館～ 5%

11,815 ダイレクトハンズ 楽天市場店 5%

11,816 ダイレクトプライス 5%

11,817 第6モジュール 5%

11,818 ダイワサイクル オンラインストア 5%

11,819 ダイワショップ 5%

11,820 ダイワホーサン 5%
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11,821 大和屋　旬果庵 5%

11,822 台湾エクセレンス 5%

11,823 台湾お土産 補正下着 台湾小集 5%

11,824 台湾生活 5%

11,825 台湾セレクション 5%

11,826 台湾茶専門店　香福茶舗 5%

11,827 台湾茶専門店　フォルモサの風 5%

11,828 台湾茶の久順銘茶　楽天市場店 5%

11,829 台湾的真貨 5%

11,830 台湾物産館 5%

11,831 タヴェル熊本 5%

11,832 TAUHAUS 5%

11,833 タウンガス 5%

11,834 タウンランドC 5%

11,835 タウンランド　Townland 5%

11,836 タウンランドNEO　Townland　Neo 5%

11,837 tao代官山　楽天市場店 5%

11,838 タオルギフト名入れ専門ライム 5%

11,839 たおるclub　楽天市場店 5%

11,840 タオル工場ぷかぷか 5%

11,841 タオル工房レイル 5%

11,842 タオル産地の製造・直売 夢工房 5%

11,843 タオルショップ「ハグユー」 5%

11,844 タオルショップ　ブルーム 5%

11,845 タオルショップフレンド 5%

11,846 タオルショップ Rピート 5%

11,847 タオル製ベビー服専門店ハイディ 5%

11,848 ダオル　ダイレクトショップ 5%

11,849 タオル直販店 ヒオリエ／日織恵 5%

11,850 タオルと布団のお店　【ふわりら】 5%

11,851 TOWEL NANJO 5%

11,852 たおるのおみせ 5%

11,853 タオルの森 5%

11,854 タオルの　やす吉 5%

11,855 タオルバザール 5%

11,856 タオルはまかせたろ 5%

11,857 タオル福袋　寝具のまえだふとん店 5%

11,858 高岡銅器・漆器の雅覧堂 5%

11,859 たかおマーケット 5%

11,860 高上屋 5%

11,861 タカゴルフ楽天市場店 5%

11,862 はなやはなや 5%

11,863 駄菓子・イベント用品　あおい玩具 5%

11,864 高島近江夢楽ファーム 5%

11,865 たかしまオンラインショップ 5%

11,866 高島質店ネットショップ 5%

11,867 高島屋質店 5%

11,868 だがしや小町楽天市場店 5%

11,869 タカセ・マイリングスタジオ 5%

11,870 高田卸方屋 5%

11,871 高田タオル 楽天市場店 5%

11,872 ますのすし　高田屋 5%

11,873 高田屋人形店 5%

11,874 高千穂工場 5%

11,875 TAKANO MOKKOU-高野木工- 5%

11,876 タカハシグリーンショップ 5%

11,877 高橋プロパン 5%

11,878 高橋ミカ公式　ミッシーリスト 5%

11,879 タカハシ楽天市場店 5%

11,880 takafuku 1915 楽天市場店 5%
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11,881 高松南新町商店街 5%

11,882 高天萬堂 5%

11,883 タカミ 公式ショップ楽天市場店 5%

11,884 たかみ質店楽天市場店 5%

11,885 高光製薬 楽天市場店 5%

11,886 タカミトレード 5%

11,887 タカムラ　コーヒー　ロースターズ 5%

11,888 タカムラ ワイン ハウス 5%

11,889 高柳製茶 5%

11,890 高山商店 5%

11,891 高山問屋 5%

11,892 タカラShop 楽天市場店 5%

11,893 宝塚歌劇グッズの専門店～宝塚アン 5%

11,894 タカラネイル／TAKARANAIL 5%

11,895 【宝箱】株式会社パーパス 5%

11,896 takara-fune 5%

11,897 抱かれ枕の眠り製作所 5%

11,898 田川啓二ビーズ刺繍チリアショップ 5%

11,899 多気園芸　楽天市場店 5%

11,900 瀧商店 5%

11,901 Taki Sweets＆DELI 5%

11,902 瀧の湯 ONLINE SHOP 楽天市場店 5%

11,903 抱き枕長座布団のクッションカフェ 5%

11,904 抱き枕・ベビー用品の暮らし～ど 5%

11,905 DAgDART オリジナルシルバーアクセ 5%

11,906 TACTICSSHOP 5%

11,907 宅配クリーニング・おしゃれ洗濯便 5%

11,908 宅配クリーニングボニータ 5%

11,909 宅配タイヤ太郎 5%

11,910 宅配花屋さん花RiRo 5%

11,911 文字、看板の【宅配ヒヨシサイン】 5%

11,912 宅配マイスター 5%

11,913 宅配レンタル衣裳アイビス 5%

11,914 匠！家具製造直販　ＴＡＩＣＨＩ 5%

11,915 匠のかに シーフード本舗 5%

11,916 匠の工芸館 5%

11,917 匠の技・粋な下駄わとみ 5%

11,918 TAKUMIモーターオイル 5%

11,919 ＴＡＧ-楽天市場店 5%

11,920 竹あみ針と手芸用品のお店　趣芸 5%

11,921 竹内海苔　楽天市場店 5%

11,922 TAKE-shop 5%

11,923 Takeo-shop　楽天市場店 5%

11,924 武雄レモングラス　楽天市場店 5%

11,925 竹城青果 5%

11,926 竹炭の里　楽天市場店 5%

11,927 竹専門店の竹伊 5%

11,928 タケダ猪精肉店 5%

11,929 タケダ 靴店 5%

11,930 タケダドラッグ 5%

11,931 竹田本社　お菓子の城 5%

11,932 竹徳かまぼこ 5%

11,933 竹の力　楽天市場店 5%

11,934 竹乃道具店 5%

11,935 竹原クロージング 5%

11,936 竹原松寿園 5%

11,937 建部ヨーグルト工房 5%

11,938 TAKEMEKI 5%

11,939 TAKEMOTO 5%

11,940 竹本商店 5%
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11,941 竹屋釣具店 5%

11,942 TAKEYA　TEA 5%

11,943 takeyoshi 5%

11,944 たこ焼割烹たこ昌　楽天市場店 5%

11,945 蛸屋 楽天市場店 5%

11,946 だしの家 5%

11,947 但馬牛・三田和牛のミートマイチク 5%

11,948 だし屋ジャパン 5%

11,949 田尻風呂製作所 5%

11,950 ダスカコレクション 5%

11,951 タスカル 楽天市場店 5%

11,952 TASKS 5%

11,953 ダスぴゅあ 5%

11,954 タスマニアサーモン専門店Cocotto 5%

11,955 Dazzle 5%

11,956 タダスポーツ 5%

11,957 多田製菓楽天市場店 5%

11,958 畳・カーペットの店アズマ 5%

11,959 タタミ工場こうひん 5%

11,960 畳ショップ和楽美（わらび） 5%

11,961 たたみ屋こうひん 5%

11,962 株式会社たち吉 5%

11,963 tacka tacka 5%

11,964 卓球専門店　卓天 5%

11,965 タックオンライン　楽天市場店 5%

11,966 TAC-ZombieGear 5%

11,967 タツクラフト　楽天市場店 5%

11,968 タックルアイランド 5%

11,969 だっこ米のますや 5%

11,970 Ｄａｃｃｏ楽天市場店 5%

11,971 達人のギフト屋さん 5%

11,972 datta.やちむんとシーサーの工房 5%

11,973 Touch The Sky 楽天市場店 5%

11,974 TOUCHBeauty 楽天市場店 5%

11,975 だっちょん先生 5%

11,976 ダッドウェイ公式楽天市場店 5%

11,977 タディアンドキング直営店dress-r 5%

11,978 ダディッコ ベビーキッズセレクト 5%

11,979 館ヶ森アーク牧場　楽天市場店 5%

11,980 伊達なアンパイア 5%

11,981 立野機工のWEBショッピング 5%

11,982 伊達の牛たん本舗 5%

11,983 館最中本舗湖月庵＠菓子博名誉大賞 5%

11,984 だてもの 5%

11,985 TATEYAMA　Wa’U 5%

11,986 田中商会ブルーパーツ店 5%

11,987 田中海苔店　楽天市場店 5%

11,988 田中屋さんどっと混む 5%

11,989 たなかや01 5%

11,990 TANACHII.SHOP.楽天市場店 5%

11,991 七夕 祭り 飾り 笹 短冊 の西賀 5%

11,992 棚フック.雑貨 ゆららかマーケット 5%

11,993 TANI INTERNATIONAL STORE 5%

11,994 Daniel Wellington直営ショップ 5%

11,995 タニカ電器オンラインストア 5%

11,996 たにがわ薬局 5%

11,997 谷口楽器　楽天市場店 5%

11,998 タニ工業楽天市場店 5%

11,999 タニダＷＥＢショップ 5%

12,000 タニックスショップ　楽天市場店 5%
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12,001 ダニ捕り楽天市場店 5%

12,002 紳士服付属　谷町テーラーパーツ 5%

12,003 タニムラ ポストカード ストア 5%

12,004 狸家分福 5%

12,005 種子島　観光物産館　楽天市場店 5%

12,006 種子島の恵みいっぱいジェラート 5%

12,007 【種子島楽天市場店】 5%

12,008 TANESHO FACTORY LABEL 5%

12,009 種兵ネットショッピング 5%

12,010 たね坊のぬか床 5%

12,011 TANO 5%

12,012 タノーダイヤモンド楽天市場店 5%

12,013 tanokichi 5%

12,014 楽しいインテリア北欧雑貨店 kakko 5%

12,015 たのしいお酒のすみか『かもす』 5%

12,016 たのしいぬいぐるみの森 5%

12,017 タノシニア　楽天市場店 5%

12,018 楽しみ食倶楽部　楽天市場店 5%

12,019 タノシミドリ 5%

12,020 たばき ギフト館 5%

12,021 ＤＡＢＡＤＡストア　楽天市場店 5%

12,022 たばたファーム新鮮野菜ネット直売 5%

12,023 田原スポーツ 5%

12,024 TAVARAT タバラット 楽天市場店 5%

12,025 タピオカエキスプレス 5%

12,026 タピオカの和和茶 5%

12,027 旅STYLE 5%

12,028 旅するアジアの雑貨店 5%

12,029 旅する雑貨ルポラ 5%

12,030 旅々Ｔシャツ屋アジアンラティーノ 5%

12,031 TAHITI MARCHE ータヒチマルシェー 5%

12,032 タヒボＮＦＤショップ 5%

12,033 旅マルシェ楽天市場店 5%

12,034 【旅用品とアウトドア～TOCOTABI】 5%

12,035 ダヒヨーグルト種菌通販レインビオ 5%

12,036 ＴａｆｕＯｎ楽天市場店 5%

12,037 タブタブ＆景品太郎 5%

12,038 DOUBLEW 5%

12,039 ＷＫＪ　楽天市場店 5%

12,040 W-style interior 5%

12,041 wlabglobal 5%

12,042 ＷＳＭウエットスーツマーケット 5%

12,043 ＷＷＪ 5%

12,044 WY Style楽天市場店 5%

12,045 DOUBLE（ダブル） 5%

12,046 ダブルアート 5%

12,047 ロックファッションWAD-jellybeans 5%

12,048 ダブルエス（安全靴・作業用品） 5%

12,049 ダブルショップ 5%

12,050 Wstudio 5%

12,051 Double Three 33ダブルスリー 5%

12,052 ダブルチェック・ネットショップ 5%

12,053 ダブルハート（DOUBLE HEART） 5%

12,054 Wpc.／KiU OFFICIAL SHOP 5%

12,055 WBP Plus！　楽天市場店 5%

12,056 ダブルベイ　楽天市場店 5%

12,057 W Pocket 5%

12,058 ダブルレインボー（子供服のお店） 5%

12,059 タブレット（Tablet） 5%

12,060 タブレット工房 5%
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12,061 タブレットスマホケース モバスタ 5%

12,062 タブレット スマホホルダーecoride 5%

12,063 Tablet2Cases Ltd 5%

12,064 タブレットPCケース MOBILE STUDIO 5%

12,065 TABEOLOGY（タベオロジー） 5%

12,066 牛タンと油そばの店【食べてっ亭】 5%

12,067 食べまる 5%

12,068 食べもんぢから。 5%

12,069 TABELUCA　タベルカ 5%

12,070 タベルニー お弁当箱専門店 5%

12,071 タボーラ　楽天市場店 5%

12,072 ダマール　楽天市場店 5%

12,073 Tamao 5%

12,074 たまかわ未来ファクトリー 5%

12,075 たまき　楽天市場店 5%

12,076 卵とプリンの専門店花兄園 5%

12,077 【卵の通販】アイ杉原　楽天市場店 5%

12,078 たまごボーロ専門店 lecoco ルココ 5%

12,079 玉子屋やまたか 5%

12,080 田町商店街 5%

12,081 タマチャンショップ 5%

12,082 玉造温泉　姫ラボ　楽天市場店 5%

12,083 たまねぎや 5%

12,084 たまや質店 5%

12,085 TAMAYA-GROUP楽天市場店 5%

12,086 tamaya78 5%

12,087 玉屋DESIGNS 5%

12,088 たまりや 5%

12,089 TAMY’S　FACTORY 5%

12,090 タムタム 楽天市場店 5%

12,091 田村紫星堂 5%

12,092 心理学の古本屋たむら書房 5%

12,093 ためのぶストア楽天市場店 5%

12,094 Tamo-shop 5%

12,095 TAYU-TAFU 5%

12,096 TALAT　楽天市場店 5%

12,097 TaladThai 5%

12,098 たるしる スポーツ＆アウトドア 5%

12,099 タルト専門店　ルトレフル 5%

12,100 タルトビア 5%

12,101 DALUMA 5%

12,102 だるま 5%

12,103 だるま商店 5%

12,104 TARO WORKS 5%

12,105 タローズダイレクト 5%

12,106 タロットカード＆ルーン専門店Mana 5%

12,107 タロット直輸入専門店 ヘリテイジ 5%

12,108 太郎兵衛そば本舗　楽天市場店 5%

12,109 TANGLE TEEZER JAPAN 5%

12,110 ダンケできれい 5%

12,111 丹後長寿商店-スイーツ・米・蟹- 5%

12,112 断食道場shop【酵素ドリンク専門】 5%

12,113 誕生石・宝石のヨコヤマ 5%

12,114 DANJO バッグ 財布 シューズの通販 5%

12,115 誕生日・お祝い・花ギフトの花咲 5%

12,116 誕生日ケーキのお店・エスキィス 5%

12,117 誕生日ケーキのお店ケベック 5%

12,118 誕生日ケーキのしあわせ工房 5%

12,119 誕生日プレゼント・ネット 5%

12,120 誕生石ネックレスのCiao！ 5%
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12,121 ダンス・舞台用シューズ　アタリマ 5%

12,122 ダンス衣装格安専門店　ミカドレス 5%

12,123 ダンス衣装Decorative 5%

12,124 ダンス衣装のAyukaman 5%

12,125 ダンスウェアのベイシス 5%

12,126 ダンスシューズ・エーディーエス 5%

12,127 ダンスシューズ専門店 モニシャン 5%

12,128 ダンスシューズのマレンゴ 5%

12,129 ダンスショップグレース楽天市場店 5%

12,130 DANCE DEPOT 5%

12,131 ダンスシューズのダンスネッツ 5%

12,132 タンスのゲン Design the Future 5%

12,133 ダンスファッションマツヤ 5%

12,134 ダンス用品専門店　ダンスドール 5%

12,135 男性下着専門ショップ　こねくと 5%

12,136 男性スキンケア クワトロボタニコ 5%

12,137 弾性ストッキングファクトリー 5%

12,138 男性向けサプリメント専門店MHS 5%

12,139 タンセラショップ 5%

12,140 だんだら　楽天市場店 5%

12,141 DanChi 楽天市場店 5%

12,142 Dandy Life Space 楽天市場店 5%

12,143 Dandyストア 5%

12,144 DAN terior 楽天市場店 5%

12,145 ダントツonline 5%

12,146 膽肚羅丸本舗 5%

12,147 丹波黒総本舗　株式会社　中村屋 5%

12,148 丹波篠山 くり処 すわ農園 5%

12,149 丹波たぶち農場　楽天市場店 5%

12,150 丹波なた豆茶のお店　こやま園 5%

12,151 丹波貿易　楽天市場店 5%

12,152 DandO 5%

12,153 たんばや　釧路空港店 5%

12,154 タンブルウィード 5%

12,155 ダンボール家具のHOWAY楽天市場店 5%

12,156 ダンボール工房ＫＤＫ 5%

12,157 段ボール・梱包資材店 In The Box 5%

12,158 ダンボールのロジマート 5%

12,159 ダンボールワン　楽天市場店 5%

12,160 田んぼの中の地酒屋さぶん酒店 5%

12,161 田んぼのパン工房　虹の穂 5%

12,162 たんぽぽコーヒー ごま たんぽぽ堂 5%

12,163 TANPOPO　Friends 5%

12,164 田んぼや 5%

12,165 チアーズR店 5%

12,166 チアコンショップ　楽天市場店 5%

12,167 ちあふるマーケット 5%

12,168 Chende 5%

12,169 知育・英語・教材の【ちゃおーね】 5%

12,170 知育家具のカラコロ 5%

12,171 知育玩具・おもちゃ通販　トライブ 5%

12,172 知育玩具 コモックメイト 5%

12,173 知育玩具 ドリームブロッサム 5%

12,174 Cheek by Jowl 5%

12,175 チーク・マホガニー家具 PasarRaya 5%

12,176 小さいお仏壇の専門店ＢＵＳＳＥ 5%

12,177 小さいサイズSHOP　Chou Rose 5%

12,178 小さいサイズ専門店　S357 5%

12,179 小さなお仏壇 5%

12,180 小さな大工さん 5%
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12,181 チーズ・オンザテーブル 5%

12,182 チーズケーキ　ゑくぼ 5%

12,183 チーズケーキNOCOA 5%

12,184 Chiipoochi 5%

12,185 ポロ、Ｔシャツの店チープトック 5%

12,186 チームシックス 5%

12,187 TEAM JAPAN（チームジャパン） 5%

12,188 締め付けない下着　qilin チーリン 5%

12,189 cheero mart 楽天市場店 5%

12,190 チェキカメラ専門店　チェキクラブ 5%

12,191 チェコビーズのローブル 5%

12,192 チェリーブラッサム 5%

12,193 チェリーベル 5%

12,194 チェリーベル キッチン 5%

12,195 チェリーホップ　楽天市場店 5%

12,196 チェルコ 5%

12,197 ChelseaGardensUK 5%

12,198 チェルシーコレクション 5%

12,199 チェルシー 楽天市場店 5%

12,200 CHANGE 5%

12,201 チェンジングマイライフ楽天市場店 5%

12,202 chamber 5%

12,203 chicatt・chicott 5%

12,204 ちかもんくん　さつまいも 5%

12,205 地球家具 5%

12,206 地球館　楽天市場店 5%

12,207 地球元気村GOLA 5%

12,208 地球雑貨 アース・ヴィレッジ 5%

12,209 地球問屋 5%

12,210 地球の歩き方オンラインショップ 5%

12,211 地球畑 5%

12,212 地球家 5%

12,213 地球雑貨店 5%

12,214 チキンマイスター楽天市場店 5%

12,215 千草園芸 5%

12,216 ちぐさ楽天市場店 5%

12,217 ちくま味噌 5%

12,218 竹茗堂茶店 5%

12,219 chicori 5%

12,220 CHISUI 5%

12,221 地図の店とうぶんしゃ　楽天市場店 5%

12,222 チタチタ 5%

12,223 知多半島マルシェD-Box 5%

12,224 チタンアクセサリ専門店 島田工房 5%

12,225 チタンアクセサリー　レジエ 5%

12,226 チタン工房キムラ 5%

12,227 chichico 5%

12,228 cicak ＆ tokek 5%

12,229 ちちんぷいぷい 5%

12,230 チック　デリ　トリチュウ 5%

12,231 チトセスポーツ　テニス＆バドSHOP 5%

12,232 チトセスポーツ バレーボールSHOP 5%

12,233 チトセスポーツ楽天市場店 5%

12,234 ちのしお屋 5%

12,235 ちばの地魚 5%

12,236 千葉の落花生店 やちまた 5%

12,237 ちばふとん店　楽天市場店 5%

12,238 Chiba Mart 　楽天市場店 5%

12,239 ちばや 5%

12,240 CHIBICHIBI 5%
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12,241 チビチビキッチン 5%

12,242 チビッコハウス 楽天市場店 5%

12,243 chibitoショップ 5%

12,244 地方発想Daltsダルツ楽天市場店 5%

12,245 ちぼりスイーツファクトリー 5%

12,246 チモトコーヒー 5%

12,247 チャーミ 5%

12,248 ＣＨＡＲＭＩＮＧ（チャーミング） 5%

12,249 チャーミングラボ 5%

12,250 Charm beauty 5%

12,251 CHARLY ONLINE STORE 楽天市場店 5%

12,252 チャーリーショップOnline 5%

12,253 チャイナカジュアル 楽天市場店 5%

12,254 チャイナタウン 5%

12,255 チャイナノーヴァ（中華専門店） 5%

12,256 チャイルドヴィーイクルズ 5%

12,257 チャイルドキッス 5%

12,258 チャイルドブティックくれよん 5%

12,259 チャイルドマロン 5%

12,260 CHAO チャオ 5%

12,261 チャオ　バンビーニ 5%

12,262 着圧タイツ専門店 魔法のタイツ 5%

12,263 ｃｈｕｃｋｌｅ 5%

12,264 チャップアップ　楽天市場店 5%

12,265 茶つみの里 抹茶スイーツ深蒸し茶 5%

12,266 茶道具おもしろ逸品堂 5%

12,267 茶道具専門店　松風園まつの 5%

12,268 茶の木村園　楽天市場店 5%

12,269 茶の家 5%

12,270 chanoyu korekara　石橋晩翠居 5%

12,271 CHABAKO-HOLIC楽天市場店 5%

12,272 茶舗いり江豊香園 5%

12,273 chama_cha 5%

12,274 CHUMMYS MARKET 5%

12,275 茶米古道 5%

12,276 Charaラボ（チャララボ） 5%

12,277 ちゃんこ天山楽天市場店 5%

12,278 チャンティ楽天市場店 5%

12,279 chanto. 5%

12,280 ちゃんぷ 5%

12,281 ちゃんぽん通販ひふみ 5%

12,282 中央会楽天市場店 5%

12,283 中央酒販 5%

12,284 中央電工楽天市場店 5%

12,285 中華点心　太陽島 5%

12,286 中華の扉 5%

12,287 中古オフィス家具ＪＡＷＳ 5%

12,288 中古オフィス家具のトレタテ 5%

12,289 中古家電ショップ　エコアース 5%

12,290 中国茶専門店リムテー 5%

12,291 中国茶・茶器の萬里工芸 5%

12,292 中国茶！　ちゃ！　チャ！ 5%

12,293 中国貿易CTCオンラインShop 5%

12,294 中古コピー・パソコンのイーコピー 5%

12,295 中古ゴルフクラブ中古楽器NextOne 5%

12,296 中古ジュエリー ドゥペールノエル 5%

12,297 中古タイヤプロショップ 5%

12,298 中古タイヤ・ホイールの太平タイヤ 5%

12,299 中古DVDと雑貨のキング屋 5%

12,300 中古DVDもんきーそふと楽天市場店 5%
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12,301 中古テニスマーケット 5%

12,302 中古パソコンアトリオ 5%

12,303 中古パソコン アルパカPC 5%

12,304 中古パソコン＆ノート専門店　PC-X 5%

12,305 中古パソコン　くじらや 5%

12,306 中古パソコン情報会館　楽天市場店 5%

12,307 中古パソコン誠信商事 5%

12,308 中古パソコン専門店 エコリーム 5%

12,309 中古パソコンのUSED-PC 5%

12,310 中古パソコンのロケットスタイル 5%

12,311 中古パソコン　パソコレ 5%

12,312 中古パソコン販売のパクス 5%

12,313 中古パソコン販売のワットファン 5%

12,314 中古パソコン　ＰＣエコ 5%

12,315 中古パソコン　PC-WRAP 5%

12,316 中古パソコン　遼南商店 5%

12,317 中古パチスロ実機販売のピーボム 5%

12,318 中古ブランドスーツ専門店アイジー 5%

12,319 チューズギフト 5%

12,320 中部特機産業　楽天市場店 5%

12,321 厨房卸問屋 名調 5%

12,322 厨房器具と店舗用品のTENPOS 5%

12,323 厨房キング 5%

12,324 厨房センター 5%

12,325 厨房道具・卓上用品shop cookcook 5%

12,326 厨房のぐんまかいそう 5%

12,327 厨房の激安デパート　厨房屋 5%

12,328 業務用プロ道具 厨房の匠 5%

12,329 厨房用品のプロショップ　ナガヨ 5%

12,330 厨房ベース 楽天市場店 5%

12,331 厨房用品専門店！安吉 5%

12,332 厨房用品専門店 リサイクルヒット 5%

12,333 チューボーマニア 5%

12,334 注文の多い雑貨店 5%

12,335 チューリップ 5%

12,336 中古楽器専門店 イシバシ楽器U-BOX 5%

12,337 美らCafe 5%

12,338 美らさんぴん OKINAWA MART 5%

12,339 ちょあ 5%

12,340 CHOICE 5%

12,341 チョイス　サプリメント 5%

12,342 ちょい屋 JAPAN 5%

12,343 超音波治療器メーカー 日本販売元 5%

12,344 彫金工具屋さん 5%

12,345 長左ヱ門商店 5%

12,346 長寿生活　楽天市場店 5%

12,347 長寿長野県健康館　楽天市場店 5%

12,348 聴診器のパネシアン 5%

12,349 聴診器のブライトスマイル 5%

12,350 超寝具店ヌノヤ楽天市場店 5%

12,351 長信ジャパンショップ 5%

12,352 腸詰屋蓼科店 5%

12,353 朝廷屋 5%

12,354 ちょうどいい手作り家具屋さん 5%

12,355 蝶ネクタイのcoharu 5%

12,356 CHO-MAJIME 5%

12,357 長命草と日本山人参・ゆうだ薬草園 5%

12,358 長楽佳 5%

12,359 調理器具・便利雑貨のバリュー通販 5%

12,360 調理器具専門店　i-cook 5%
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12,361 調理道具専門店 エモーノ 5%

12,362 調理用品のキッチンよろず 5%

12,363 調理用品のサンクラフトキッチン 5%

12,364 チョーヤ梅酒通信販売「蝶矢庵」 5%

12,365 【直営】ボナフォルトゥーナ 5%

12,366 直売所あじわいの朝 5%

12,367 直輸入価格のルース屋さん 5%

12,368 直輸入ＳＨＯＰ　ｅ-コレクション 5%

12,369 CHOCOPRI（チョコプリ） 5%

12,370 chocomoco チョコモコ ペット用品 5%

12,371 チョコ屋 5%

12,372 Chocyumi 5%

12,373 チョコレート工房　チョコル 5%

12,374 チョコレート専門店マキィズ 5%

12,375 ちよだ 5%

12,376 ちょっと印刷.com 5%

12,377 ちょっと良いくらし -ヨクラス- 5%

12,378 ちょっと寄り道したいギフト＆雑貨 5%

12,379 CHOPPERS 5%

12,380 ＪＯＮＪＯＮ 5%

12,381 知覧さくら商店 5%

12,382 知覧茶専門店　お茶の茶和樹 5%

12,383 ちりめん細工館　楽天市場店 5%

12,384 ccilu（チル）公式ショップ 5%

12,385 チルドレン通信　楽天市場店 5%

12,386 チロル 5%

12,387 チロルコーヒー 5%

12,388 チワワ専門店スキップドッグ！ 5%

12,389 CINQUE un ALTRO 5%

12,390 ＣＩＮＱＵＥ　ＣＬＡＳＳＩＣＯ 5%

12,391 Ｗell being専門店　ちんじゅ 5%

12,392 珍味堂　ひろめ店 5%

12,393 珍味・とびっこ　かね徳芦屋工房 5%

12,394 qianlixiu 5%

12,395 Twiggy Style シンプル可愛い犬服 5%

12,396 ついばみ商店 5%

12,397 ツインクルグッズ楽天市場店 5%

12,398 TwinkleFunny（ベビーキッズ雑貨） 5%

12,399 ツーアール　楽天市場店 5%

12,400 通園グッズKISSY 5%

12,401 24UNIVERSE 5%

12,402 通心販売　房の駅 5%

12,403 通信プラザ 5%

12,404 tu-hacci（ツーハッチ） 5%

12,405 通販カーテン屋 5%

12,406 通販家族 5%

12,407 通販ショップオーエックス 5%

12,408 通販ショップCARUNA 5%

12,409 通販天国 5%

12,410 通販の暁 5%

12,411 通販のいしまる 5%

12,412 通販のTK style shop 5%

12,413 通販のネオスチール 5%

12,414 通販パーク 5%

12,415 通販パーク 防災用品店 5%

12,416 通販百貨店エンジョイ 5%

12,417 通販フレンズ 5%

12,418 つうはん本舗 5%

12,419 通販薬局 5%

12,420 通販ライズ 5%
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12,421 通販ライフ 5%

12,422 ツーリーフ 5%

12,423 ＴＯＯＬ＆ＭＥＡＬ 5%

12,424 2LOOP 5%

12,425 ツールエクスプレス　楽天市場店 5%

12,426 ｔｏｏｌ-ｃｕｔ　楽天市場店 5%

12,427 ツールショップキカイヤ 5%

12,428 ツールズアイランド　楽天市場店 5%

12,429 Tools-Infinity 5%

12,430 TOOL FOR Who DO DIY 5%

12,431 TOOL FOR U楽天市場店 5%

12,432 ツールホームズ 5%

12,433 ステッキ・つえ専門店　つえ姫 5%

12,434 使い捨ておしぼりKCC楽天市場店 5%

12,435 使い捨てマスク 5%

12,436 使う・贈る 九谷焼専門店 陶らいふ 5%

12,437 ＴＵＣＡＮＯ　楽天市場店 5%

12,438 塚本無線 5%

12,439 つかよし整骨院 5%

12,440 津軽米屋 5%

12,441 つきうさぎ 5%

12,442 老舗の西京漬け　築地青木 5%

12,443 築地魚群 5%

12,444 築地ホクエイ 5%

12,445 築地やまいち 5%

12,446 築地　【良選本舗】　きくや中村 5%

12,447 つきたて新鮮便 ～三代目 米人 5%

12,448 つきのとけいてん 5%

12,449 月の友HIC　楽天市場店 5%

12,450 つくしや　楽天市場店 5%

12,451 つくだ屋 5%

12,452 筑波ハムオンラインショップ 5%

12,453 津組建材 5%

12,454 ツクルド 5%

12,455 漬物　山川榮治商店 5%

12,456 辻川スポーツ 5%

12,457 辻しば漬本舗 5%

12,458 対馬清香園 5%

12,459 ＴＳＵＪＩＭＯＴＯｃｏｆｆｅｅ 5%

12,460 ツタエ 5%

12,461 土くら 5%

12,462 つつ井呉服店　楽天市場店 5%

12,463 続けられる高品質アラウンドコスメ 5%

12,464 TsunoJewelry 5%

12,465 椿乃／長崎五島の椿オイル 5%

12,466 燕三条産の水切りラック直販店 5%

12,467 TSUBAMEモール　楽天市場店 5%

12,468 粒里　楽天市場店 5%

12,469 Tsubota Pearl Online Store 5%

12,470 壺造り黒酢のふくず 5%

12,471 壺漬手羽唐うんーま 5%

12,472 ツボナキッチュ スイーツのお店 5%

12,473 つまみ蔵 5%

12,474 つまみ細工のミテラ 5%

12,475 ＴＵＭＩＫＩ 5%

12,476 つみ木堂 楽天市場店 5%

12,477 詰め替えインクのエコッテ 5%

12,478 ツモリチサト正規取扱店・お財布屋 5%

12,479 つや髪美肌研究ＳＨＯＰ 5%

12,480 津山銘木 5%
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12,481 ツリーズライフ　楽天市場店 5%

12,482 trees楽天市場店 5%

12,483 TREE GENERAL STORE 5%

12,484 ツリーハウス　ガーデン雑貨＆DIY 5%

12,485 釣り王国 楽天市場店 5%

12,486 釣具総合卸売販売 フーガショップ2 5%

12,487 釣具通販のOZATOYA楽天市場店 5%

12,488 釣具のアメリカ屋漁具 5%

12,489 釣具のアングル　楽天市場店 5%

12,490 釣具のFTO 5%

12,491 つりぐの岡林 楽天市場店 5%

12,492 釣具の三平 5%

12,493 釣具の通販 南紀屋楽天市場店 5%

12,494 釣具のバスメイトインフィニティ 5%

12,495 釣具のレインドロップス 5%

12,496 つり具 BLUE MARLIN 楽天市場店 5%

12,497 釣具マーケット 5%

12,498 釣具屋ゴチュール　ジャパン 5%

12,499 つり具やすや　楽天市場店 5%

12,500 釣人館ますだ 楽天市場支店 5%

12,501 釣りボウズ 5%

12,502 鶴ヶ島タックルアイランド 5%

12,503 メンズファッション　ツルタ 5%

12,504 つるの玉子本舗 5%

12,505 つるまい本舗 5%

12,506 つるや 5%

12,507 つるや質店 5%

12,508 デアウ 5%

12,509 D・MLショップ 楽天市場店 5%

12,510 DIストア 5%

12,511 DIY Japan 5%

12,512 DIY STYLE 5%

12,513 ＤＩＹ住まいの補修材 5%

12,514 DIY専科 5%

12,515 DIY総合eショップ 5%

12,516 DIY・庭用品・家具「アモーレ」 5%

12,517 DIY.PRO.TOOL.SHOP 5%

12,518 DAY OUT 楽天市場店 5%

12,519 ディアコロン 5%

12,520 ディアサーナ雑貨インテリアライフ 5%

12,521 でぃあじゃぱん　楽天市場店 5%

12,522 ディア・ディア 楽天市場支店 5%

12,523 Dear Dogs 犬のセレクトショップ 5%

12,524 DearBouquet 5%

12,525 ディアマイフレンド 5%

12,526 Dear Me（ディアミー） 5%

12,527 Ｔｉ-ａＭ 5%

12,528 TeAmo 5%

12,529 tiara（ティアラ） 5%

12,530 ティアラシック - 姫系家具SHOP - 5%

12,531 TIARA PETS 5%

12,532 ティアラボーテ 5%

12,533 ディアレッタ 5%

12,534 T and K 5%

12,535 ＴＳＰ＋Ｐｌｕｓ 5%

12,536 D・Fruits 5%

12,537 ディー×アール 5%

12,538 DRMラボ オンラインショップ 5%

12,539 DRJオートパーツマーケット 5%

12,540 TR SHOP 5%
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12,541 DIY＆リノベーションズ 5%

12,542 DIY.ガーデン通販エクステリア関東 5%

12,543 DIY収納のリビングプロデュース 5%

12,544 DIYとプロの店 セレクトツール 5%

12,545 DIY内装店 5%

12,546 ＤＩＹパートナー 5%

12,547 DIY FACTORY ONLINE SHOP 5%

12,548 DIY＋ 5%

12,549 DIY木材センター 5%

12,550 DIYリフォームのお店 かべがみ道場 5%

12,551 ＤＩＹをサポートする　住＋ 5%

12,552 ティーアップ 5%

12,553 D＆Sショップ楽天市場店 5%

12,554 ティーイーランウェイアクセサリー 5%

12,555 DAPonline 5%

12,556 Ｔ・Ａ・Ｐ健康ＷＥＢ 5%

12,557 TSSショップ 楽天市場店 5%

12,558 TSSプロネット住宅資材楽天市場店 5%

12,559 DS KATOU 5%

12,560 ＴＳＫ　ｅ－ＳＨＯＰ 5%

12,561 TSJマート 5%

12,562 ＴＳＰのホワイトボードラベル 5%

12,563 TSホリウチ楽天市場店 5%

12,564 dn　e-shop 5%

12,565 TNS 5%

12,566 TNK-MARKET 5%

12,567 ＤＭＳコミュニケーション 5%

12,568 ＴＭＫ　楽天市場店 5%

12,569 ＤＭＪえがお生活楽天市場店 5%

12,570 ＴＭＰ-shop 楽天市場店 5%

12,571 TMフーズ　カニ工場　楽天市場店 5%

12,572 DL-TYRE 楽天市場店 5%

12,573 D・O・G　SHOP 5%

12,574 ティーオフィス 5%

12,575 ティーオリーヴ西宮青木店 5%

12,576 【Ｔ-ｏｎ】ティーオン 5%

12,577 D-cast 5%

12,578 TKサービス楽天市場店 5%

12,579 TK-JIANG 5%

12,580 Dcollection 5%

12,581 T-SUPPLY 5%

12,582 Dサプライストア 5%

12,583 TCEダイレクト楽天市場店 5%

12,584 TGS-SHOP 5%

12,585 ＴＣＣ　ＯＮＬＩＮＥ　ＳＨＯＰ 5%

12,586 DC-15倶楽部 5%

12,587 ＴＣマート シニアファッション 5%

12,588 DJ機材専門店PowerDJ’s 5%

12,589 ディーシック LED専門店 5%

12,590 Tシャツ.JAPAN 5%

12,591 【Tシャツ専門店】GRACIOUS GROUND 5%

12,592 Tシャツ魂　楽天市場店 5%

12,593 Ｔシャツ天国　快傑！ムジ番長 5%

12,594 Ｔシャツ屋　豚可知 5%

12,595 Ｄ-ＳＴＩＭＭＥＲ 5%

12,596 ｔ-ｊｏｙ 5%

12,597 T-ショップ 5%

12,598 ディーショップワン 5%

12,599 ディーズステーショナリー 5%

12,600 ＴＳＴＡＲ 5%
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12,601 ティースタイル 5%

12,602 T-STYLE STORE 5%

12,603 Ds CHAT 5%

12,604 TEES FACTORY （ティーズ） 5%

12,605 D’s ホビーランド 5%

12,606 T-smile 5%

12,607 T3　Tthree　楽天市場店 5%

12,608 DZI Direct 5%

12,609 DIESEL ウォッチ公式ストア 5%

12,610 オトナ可愛いレディース通販-DITA- 5%

12,611 Dtimes Store 5%

12,612 Tシャツ＆スポーツ Ttimeせとうち 5%

12,613 ティーダマーケット 5%

12,614 ＴＴ＆ＣＯ． 5%

12,615 DDL 5%

12,616 TTClub 5%

12,617 ディー・ティー・ダブリュー 5%

12,618 レディースメンズ雑貨通販 TDB 5%

12,619 ＤＤｆｏｒｍ 5%

12,620 ティーナカデンセンター 5%

12,621 TEANY（ティーニー） 5%

12,622 ティーハウス茶韻館 5%

12,623 ＴＰＳどんどん 5%

12,624 DPsign 5%

12,625 TBGM 5%

12,626 ＴＶ-ＨＩＴ 5%

12,627 ティーピーファクトリー 5%

12,628 Tファクトリー楽天市場店 5%

12,629 difang 5%

12,630 DVS-SHOPS 5%

12,631 DVD＆Blu-ray映画やアニメならSORA 5%

12,632 DVDGANGAN 5%

12,633 DVD Direct 5%

12,634 Deepinsideinc.Store 5%

12,635 D-FORME 5%

12,636 ディープケア　楽天市場店 5%

12,637 ディープスイートラブ 5%

12,638 Tea Butik Saiita 5%

12,639 Ｔ・ブライト楽天市場店 5%

12,640 D.Flower 5%

12,641 T-Box 5%

12,642 カー用品直販店 D-BOX 楽天市場店 5%

12,643 ディーマルシェ 5%

12,644 ディーライズ2号店 5%

12,645 ディーライズ楽天市場店 5%

12,646 T-LINK 5%

12,647 Teal 5%

12,648 Deal 5%

12,649 D-RAY 5%

12,650 ディ・エクリュデザイン 5%

12,651 THNLIGHT LED SHOP 5%

12,652 TMC　楽天市場店 5%

12,653 Ｔ-エリア 5%

12,654 ティエルマーケット　楽天市場店 5%

12,655 ディオ 5%

12,656 ディオス楽天市場店 5%

12,657 diosbras （ディオブラス） 5%

12,658 Take it easy 5%

12,659 Dixel 5%

12,660 ディグ～バレーとスポーツのお店～ 5%
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12,661 D.I.G-mania. 楽天市場店 5%

12,662 テイクワン 5%

12,663 DG Industry 5%

12,664 dazzystore（デイジーストア） 5%

12,665 daisy mode 5%

12,666 TJM interior 5%

12,667 デイショップ　楽天市場店 5%

12,668 THIS IS THE STORE 5%

12,669 ディスカウントショップドジャース 5%

12,670 ディスカウント　みやこ 5%

12,671 ディスカバリー 5%

12,672 Days Store 5%

12,673 テイストジャパン 5%

12,674 ティスファクトリー 5%

12,675 DISPLAY 5%

12,676 DISPLAYDESIGN 5%

12,677 ｄｉｘ＊ｓｅ-ｄｉｘ ディセディス 5%

12,678 dish（ディッシュ） 5%

12,679 Tissues Trunk 5%

12,680 ティッシュのお店＊キャラポケ堂＊ 5%

12,681 DTDバッテリー専門店 5%

12,682 DAYDAYBUY 5%

12,683 titivate（ティティベイト） 5%

12,684 低糖工房 5%

12,685 低糖質・スイーツ工房フォチェッタ 5%

12,686 低糖質・糖質制限の快適空間２２２ 5%

12,687 低糖質パスタ ラーメン デリカーボ 5%

12,688 Day Tripper 5%

12,689 DivaStyle　楽天市場店 5%

12,690 Devine 5%

12,691 ディ-ファインズ 5%

12,692 DIFFUSION 5%

12,693 DayFlower 5%

12,694 ディプリーズ楽天市場店 5%

12,695 Ｔ．Ｕ．Ｆ 5%

12,696 TAILOR JAPAN　楽天市場店 5%

12,697 子供服 女の子 Tila Terminal 5%

12,698 tiravento 楽天市場店 5%

12,699 ティラミスヒーロー 5%

12,700 Diral 代官山 5%

12,701 Daily Jewelry 5%

12,702 デイリースタイル 5%

12,703 DailyBijou 5%

12,704 DailyBottomMarket 5%

12,705 デイリーメグ 5%

12,706 デイリーライフ通販店レディハート 5%

12,707 デイ・リンク　楽天市場店 5%

12,708 TAILGATE 5%

12,709 direiaTO公式楽天市場店 5%

12,710 ティンアロイ　楽天市場店 5%

12,711 TIND. Products of Thai Factories 5%

12,712 ＤＥＶＩＮ　Ｐｒｅｍｉｕｍ 5%

12,713 D.A.D楽天市場店 5%

12,714 D＆Bshop スペース 5%

12,715 TaiSeiTS　TaiSeiDC　楽天市場店 5%

12,716 テーピング 鍼灸用品 トワテック 5%

12,717 テーブルクロス 座布団 Emerg shop 5%

12,718 テーブル工房　むくの木 5%

12,719 TABLEMART 5%

12,720 Dloma 5%
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12,721 TEOMARINA 5%

12,722 てがきや　想-sou- 5%

12,723 てかりま専科 5%

12,724 デカルスキンストア 5%

12,725 テキスタイルギャラリー　ナンナ 5%

12,726 TEXTALIAN 5%

12,727 出来たてをお届け「静岡茶いち」 5%

12,728 できる男の道具箱 5%

12,729 できる大人の本革アイテム CLuaR 5%

12,730 出口商事 5%

12,731 てくてくねっと環境雑貨と有機食品 5%

12,732 てくてくランド 5%

12,733 デグナー通販（レザージャケット） 5%

12,734 TechnicalSport PASSO 5%

12,735 テクネットストア　楽天市場店 5%

12,736 テクノ ゴシック サブライム 5%

12,737 テクノジェルストア楽天市場店 5%

12,738 テクノネットＳＨＯＰ 5%

12,739 DECO APARTMENT STORE楽天市場店 5%

12,740 Decor Decor 5%

12,741 DECO DESEN 楽天市場店 5%

12,742 デコパーツのデコちゃん！ 5%

12,743 DECOPANIC 5%

12,744 DECOPIN 5%

12,745 DECOR Plus 5%

12,746 でこぼこ倶楽部 5%

12,747 DECO MAISON 5%

12,748 DECOYaエスニック＆フェアトレード 5%

12,749 デコリンメガネ 5%

12,750 デコレ 5%

12,751 デコレクションズ 5%

12,752 tecoloてころ 5%

12,753 デコ・ワークス　馬油の専門店 5%

12,754 Dessert Apparel 5%

12,755 DESERT SNOW　郡山 5%

12,756 デザイアブルジャパン　楽天市場店 5%

12,757 Designers＆Laboshop 5%

12,758 Design with Tea Salon 5%

12,759 デザイン・家具 D VECTOR PROJECT 5%

12,760 デザインカバー工房 5%

12,761 デザイン・柄障子紙のゆめあり 5%

12,762 デザインキャンドル　ピュア 5%

12,763 デザイン工房 （文字 ステッカー） 5%

12,764 carro（デザイン雑貨カロ） 5%

12,765 デザイン雑貨COCONUT 5%

12,766 デザイン雑貨と文具 de suite 5%

12,767 デザイン事務所 アイデア 5%

12,768 デザイン照明の DI CLASSE 5%

12,769 designshop 5%

12,770 デザインスマホケース・カバーJACK 5%

12,771 デザインスマホケースのE・P・S 5%

12,772 デザインと機能雑貨 monos モノス 5%

12,773 DESIGN＋ 5%

12,774 デザイン文具・Leilo（レイロ） 5%

12,775 デザインライブ 5%

12,776 DESIGN LETTERS 楽天市場店 5%

12,777 手提紙袋、宅配袋のお店　リュクス 5%

12,778 desir de vivre 5%

12,779 デジ衛門　楽天市場店 5%

12,780 デジカジ 5%
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12,781 デジカメ用品店 5%

12,782 デジキン 5%

12,783 手しごと本舗 5%

12,784 でじたみん 楽天市場店 5%

12,785 デジタルセブン 5%

12,786 デジタル総合ショップ　三河商店 5%

12,787 デジタル達人 5%

12,788 デジタル百貨店PodPark楽天市場店 5%

12,789 快適家電 デジタルライフ 5%

12,790 デジタルリユース　楽天市場店 5%

12,791 デジパーク 5%

12,792 でじぷれす 5%

12,793 デジポケット楽天市場店 5%

12,794 DEJIMA ONLINE 5%

12,795 デジモク 5%

12,796 DECILITER 5%

12,797 digiworld 楽天市場店 5%

12,798 帝塚山帽子本舗 5%

12,799 デスクセレクト 5%

12,800 デスクデポ 5%

12,801 手作り菓子の店バースデーケーキ 5%

12,802 テスラ 楽天市場店 5%

12,803 ブランドショップ TESOURO 5%

12,804 テソロ　楽天市場店 5%

12,805 手帳・財布・鞄のＣカンパニー 5%

12,806 手帳Walker 5%

12,807 手帳・雑貨のユメキロック 5%

12,808 手帳のタイムキーパー 5%

12,809 てつおじさんのチーズケーキ店 5%

12,810 帝塚山ジュエリー 5%

12,811 帝塚山ハウンドカム　楽天市場店 5%

12,812 TECHSPACE 5%

12,813 テックシアター 5%

12,814 Dex 5%

12,815 【手作りお餅・和菓子通販】伊富貴 5%

12,816 手作り家具工房 食器棚専門店 5%

12,817 手創革工房ETERNAL BEING 5%

12,818 手作り革雑貨　ブラン・クチュール 5%

12,819 手作りキットのお店 te-tte 5%

12,820 手作り餃子専門店　餃子の馬渡 5%

12,821 手作り化粧品工房BS-C 5%

12,822 手作り結婚式アイテム　スモハピ 5%

12,823 手づくり高級婦人靴　エッセデッセ 5%

12,824 手作り工房　ＭＹ　ｍａｍａ 5%

12,825 手づくり工房かくれんぼ 5%

12,826 手作り工房JMS 5%

12,827 手作り工房遊 5%

12,828 てづくり 手芸　ファミリアミア 5%

12,829 手作りスイーツのお店 totFactory 5%

12,830 手作りスタジアムゆとう 5%

12,831 手づくり石けんの店ツクツク 5%

12,832 手作り時計工房-キコリ-楽天市場店 5%

12,833 手作り生餃子味の匠 5%

12,834 手作り派の犬ごはん食材店いぬなご 5%

12,835 手造りハム工房　鹿児島ますや 5%

12,836 手造りハム工房蔵 5%

12,837 手づくりパン工房そよ風 5%

12,838 手作り木製雑貨のお店 WOOD STOCK 5%

12,839 手作り洋菓子の店　銀座ル・ブラン 5%

12,840 手づくり和菓子翁屋　楽天市場店 5%
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12,841 鐵工藝ツヨニー 5%

12,842 鉄・資材センター 5%

12,843 鉄道カフェはるか 5%

12,844 デッドニング・防音工房 5%

12,845 鉄板家シュウ生やきそば 5%

12,846 手紡ぎ 織り 羊毛 の ラ・メール 5%

12,847 TeddyShop 5%

12,848 TETE pantry　楽天市場店 5%

12,849 tetelab 5%

12,850 TETOMI 5%

12,851 TETRA　EGG　CLUB 5%

12,852 テニス市場 5%

12,853 テニスジャパン 楽天市場店 5%

12,854 テニス上達グッズ専門店 テニサポ 5%

12,855 テニスショップ　アミュゼ 5%

12,856 テニスショップ　テニスベニュー 5%

12,857 テニススタジオViva-T　楽天市場店 5%

12,858 テニスデポ 5%

12,859 テニス特訓道場 5%

12,860 テニス・バドミントン　Luckpiece 5%

12,861 テニスプレイスピア 5%

12,862 テニスプロショップラフィノ 5%

12,863 テニスラケットショップのIS 5%

12,864 でに丸 5%

12,865 デニム通販アイスブルー 5%

12,866 デニムファブリック 5%

12,867 DENIM LIFE 5%

12,868 TENERITA【テネリータ】 5%

12,869 手延素麺「揖保乃糸」販売店 5%

12,870 【手延らーめん専門店】播州麺本舗 5%

12,871 デパート　あーちぃ 5%

12,872 DEVICE 5%

12,873 デバイスタイル　楽天市場店 5%

12,874 DEVILISH TOKYO 5%

12,875 Devil Bambina　デビルバンビーナ 5%

12,876 デビロック devirock 5%

12,877 defi 5%

12,878 DEFF大きいサイズメンズ楽天市場店 5%

12,879 手袋・梱包資材・安全靴のBtoBデポ 5%

12,880 DEFMART 5%

12,881 DEPOS（デポス） 5%

12,882 DEPOS　2号館 5%

12,883 Depot 5%

12,884 手彫り印章の山田松栄堂印舗 5%

12,885 デポル・セレクト　楽天市場店 5%

12,886 desMOA楽天市場店 5%

12,887 手元供養のディアファミリー 5%

12,888 手元供養ペット仏壇＠神戸いけじり 5%

12,889 手元供養 メモリアル工房 5%

12,890 DO-Sシャンプー専門店　haRu. 5%

12,891 テューリサーリ 5%

12,892 デューロデックス楽天市場店 5%

12,893 DUEL8COCO 5%

12,894 DUEN SHOP 5%

12,895 デュカルジャパン 5%

12,896 でらアウトレット-メンズブランド 5%

12,897 DELUXDA RAISON 5%

12,898 寺内弓具店 5%

12,899 寺岡家のお醤油楽天市場店 5%

12,900 テラオカビデオ 5%
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12,901 テラコッタ 5%

12,902 寺子屋本舗　楽天市場店 5%

12,903 teradium楽天市場店 5%

12,904 てらすけ 5%

12,905 寺田商店 5%

12,906 テラネット 5%

12,907 テラヘルツ 北投石 天珠 OVER-9 5%

12,908 でりかおんどる 5%

12,909 デリカジャパン 5%

12,910 デリキューブ楽天市場店 5%

12,911 デリシャス アメリカ輸入 セレクト 5%

12,912 デリシャス USA直輸入 セレクト 5%

12,913 デリスメッド　楽天市場店 5%

12,914 デリパ 5%

12,915 DELUXE DIRECT WEB SHOP 5%

12,916 TEL テル_オンラインテリア 5%

12,917 テルショップ・ジャパン楽天市場店 5%

12,918 DELSEY公式ショップ 5%

12,919 DELSOL（デルソル） 5%

12,920 DELTA FACILITIES 5%

12,921 DELTA FACILITIES　介護福祉専門館 5%

12,922 DELTA FACILITIES　セキュリティ館 5%

12,923 デルメッド　楽天市場店 5%

12,924 テレビ壁掛け金具エースオブパーツ 5%

12,925 テレビ壁掛け専門店 5%

12,926 テレビ壁掛け専門店のカベヤ 5%

12,927 テレビ台　おしゃれ 5%

12,928 テレマティクス 5%

12,929 テレメディア 5%

12,930 DEROQUE 5%

12,931 DEROQUE due 5%

12,932 【Telos-shop】テロスショップ 5%

12,933 DelochunkAlohaworks 5%

12,934 TEWOFURU～テヲフル～ 5%

12,935 電位・交流磁気などの治療器屋さん 5%

12,936 中古電位治療器専門店ヘルス５５ 5%

12,937 田苑酒造　公式通販【楽天市場店】 5%

12,938 TENKA テンカ パワーストーン 5%

12,939 でん吉 5%

12,940 tenkichiギフト 5%

12,941 デンキデポ　プロセレクト 5%

12,942 電器と雑貨のマスコット 5%

12,943 でんきのなりた屋　楽天市場店 5%

12,944 でんきのパラダイス　電天堂 5%

12,945 でんきのＹＤＨ 5%

12,946 電気メンテのプロショップＴＡＳＫ 5%

12,947 デンキヤ２ 5%

12,948 電球ショップ 5%

12,949 でんＫＩＮＧ　楽天市場支店 5%

12,950 天狗ハム　楽天市場店 5%

12,951 DENKUL - デンクル楽天市場店 5%

12,952 電光ホーム 5%

12,953 ＴＥＮＧＯＤ 5%

12,954 てんこ盛り！ 5%

12,955 てんこもり！ほっかいどう広っぱ 5%

12,956 電材買取センター楽天市場店 5%

12,957 電材ドットコム楽天市場店 5%

12,958 電材.ＳＨＯＰ楽天市場店 5%

12,959 電材BlueWood 5%

12,960 電材ほっとライン　楽天市場店 5%
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12,961 電子タバコ＆リキッドsmartsmokers 5%

12,962 電子タバコケース専門店　シーガル 5%

12,963 電子タバコ専門店　オフィスエッジ 5%

12,964 電子タバコ専門店ベイプオンライン 5%

12,965 電子タバコ専門店 VAPE STEEZ 5%

12,966 電子タバコ専門店　VapePower 5%

12,967 電子タバコのはちみつ通り 5%

12,968 電子タバコ「ベプログショップ」 5%

12,969 天使＆猫のお花畑～アンジェロ 5%

12,970 天使の卵 with LOVERS SCENE 5%

12,971 天使のドレス屋さん 5%

12,972 電磁波防止ウェアショップハピネス 5%

12,973 電磁波防止ショップ　エコロガ 5%

12,974 電子部品商会 5%

12,975 天香茶行 5%

12,976 天寿の泉 5%

12,977 テンシル 5%

12,978 天神ツール 5%

12,979 tense woodwatch Webshop 5%

12,980 でんすけ　楽天市場店 5%

12,981 伝説City 5%

12,982 電線の専門店　前川電機 5%

12,983 テンダイ楽天市場店 5%

12,984 TENDERLY 5%

12,985 デンタルスリー　楽天市場店 5%

12,986 ten tin doors - 楽天市場店 5%

12,987 テンテンの森 5%

12,988 伝動機 楽天市場店 5%

12,989 電動工具の英知楽天市場店 5%

12,990 テント屋のテント　カンタンタープ 5%

12,991 天然 きのこ・山菜 の奥会津旬彩館 5%

12,992 天然クエ・ふぐ　王道和食板前職人 5%

12,993 天然酵素スキンケア専門 凜として 5%

12,994 天然酵母　こめっ子ベーカリー 5%

12,995 天然酵母パン　グリム　楽天市場店 5%

12,996 天然シリカ温泉水「薩摩の奇蹟」 5%

12,997 天然水仕立ての水素還元水FUJI3 5%

12,998 天然水とオリーブオイルTAKAKUMA 5%

12,999 【天然スキンケア】の美ナチュラル 5%

13,000 天然石アクセサリーLink 5%

13,001 天然石 アトリエたかはら 5%

13,002 天然石 インペリアルオーラ 5%

13,003 天然石卸問屋lifestone楽天市場店 5%

13,004 天然石工房　石街 5%

13,005 天然石ショップ Larimar 5%

13,006 天然石　セレクトエージャパン 5%

13,007 天然石専門店　ジョリージェム 5%

13,008 天然石　ＳＯＲＡ 5%

13,009 天然石台湾茶専門店ストーンパーク 5%

13,010 天然石チャーム＆ピアス プレゾン 5%

13,011 天然石と蛇革財布「GoldenSnake」 5%

13,012 天然石・パワーストーン SP-STONE 5%

13,013 天然石 パワーストーン cocoro堂 5%

13,014 天然石・パワーストーンの東昇 5%

13,015 天然石　パワーストーン　ラトリエ 5%

13,016 天然石ピアスマーサ 5%

13,017 天然石ビーズ　石の蔵 5%

13,018 天然石ビーズ・パーツのBクラフト 5%

13,019 天然石 Pure Pure ピュアピュア 5%

13,020 天然石ＦＲＯＭＳ楽天市場店 5%
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13,021 天然石 リトルスター InLak’ech 5%

13,022 天然素材・美容と健康のサンロマン 5%

13,023 天然素材と暮らす店LibLab 5%

13,024 天然素材の雑貨ようび堂楽天市場店 5%

13,025 天然ヘナの白髪染め専門店aozora 5%

13,026 天然まぐろの焼津屋 5%

13,027 電脳眼鏡 5%

13,028 10ver 5%

13,029 テンピュール　楽天市場店 5%

13,030 伝票印刷製本のコンビニ 5%

13,031 tempoo（ライフスタイルテンプー） 5%

13,032 denpcy 5%

13,033 天平キムチ 5%

13,034 テンポイント ガススプリング 販売 5%

13,035 天宝堂 5%

13,036 電報屋のエクスメール　楽天市場店 5%

13,037 テンポーズ 5%

13,038 店舗・オフィス用品のPRODECO 5%

13,039 店舗什器とマネキンのメイチョー 5%

13,040 てんぼす 5%

13,041 店舗清掃コンシェルジュ 5%

13,042 店舗装飾　misedeco（ミセデコ） 5%

13,043 店舗・厨房ショップ 楽天市場店 5%

13,044 店舗用品のカワマタ　楽天市場店 5%

13,045 店舗用品のセレクトショップみつや 5%

13,046 店舗をもたないスイーツ店 5%

13,047 てんまん 楽天市場店 5%

13,048 天文館質舗　楽天市場店 5%

13,049 天結Market 楽天市場店 5%

13,050 でんらい 5%

13,051 TENrin 5%

13,052 住まいと暮らしのドアーズ 5%

13,053 Toy＆ZAKKA mimiy ／ ミミー 5%

13,054 トイサンタ楽天市場店 5%

13,055 土井志ば漬本舗　楽天市場店 5%

13,056 トイジャック　楽天市場店 5%

13,057 トイショップ　まのあ 5%

13,058 TOYS雑貨 SUZUYA 5%

13,059 トイスタジアム1号店 5%

13,060 トイスタジアム2号店 5%

13,061 トイズファン 5%

13,062 トイズボックスプラス 5%

13,063 トイズマーケット楽天市場店 5%

13,064 ドイツハムの軽井沢キッツビュール 5%

13,065 ドイツパン専門店 PERKEO 5%

13,066 トイトイ【おもちゃ 景品 雑貨店】 5%

13,067 トイプードルのスマイル 5%

13,068 toyful -トイフル- 5%

13,069 ToyBlock 5%

13,070 問屋ダイヘイ楽天市場支店 5%

13,071 トイらんど 5%

13,072 トイランドクローバー楽天市場店 5%

13,073 トイレットペーパー専科 5%

13,074 トイレの紙専門店 5%

13,075 ドゥ・ザ・スペース 5%

13,076 DO・MORE（ドゥ・モア） 5%

13,077 Twinkle Flower 5%

13,078 TWINS松永 5%

13,079 トゥインズ楽天市場店 5%

13,080 トゥーザコンフォート 5%
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13,081 Ｄｕ　Ｓｃｈｏｅｎ 5%

13,082 TWO-STORE 5%

13,083 DUNA 5%

13,084 ２１４Ｃｏ． 5%

13,085 TOBEST楽天市場店 5%

13,086 トゥール 5%

13,087 東英学院　楽天市場店 5%

13,088 Galactic Deli 5%

13,089 doGARDEN ドゥガーデン楽天市場店 5%

13,090 東海ゴルフネットショップ 5%

13,091 東海砂利　楽天市場店 5%

13,092 東海ストア 5%

13,093 東海トリカエ隊楽天市場店 5%

13,094 TOUKA御朱印帳専門店 5%

13,095 動画つくーるオンラインストア 5%

13,096 唐辛子への道　ハクタカ 5%

13,097 東乾 5%

13,098 陶器舎 5%

13,099 陶器のふる里 5%

13,100 陶器屋プロ 5%

13,101 TOKYO・右左喜 5%

13,102 東京青山百貨店 5%

13,103 Tokyo Alice 楽天市場店 5%

13,104 バスケ＠TOKYO UltimateCollection 5%

13,105 東京アンティーク 5%

13,106 東京ウォッチスタイル 5%

13,107 東京エム・アイ商会　楽天市場店 5%

13,108 東京えんとつ 5%

13,109 東京OSHARE 5%

13,110 東京ガーデニングスタイル 5%

13,111 東京家具 5%

13,112 Ｔｏｋｙｏキッチンウェア 5%

13,113 東京国立発祥　伝説のすた丼屋 5%

13,114 東京グラス激安センター 5%

13,115 東京クロコダイル　財布　バッグ 5%

13,116 東京コスメティック 5%

13,117 東京ゴルフ 5%

13,118 東京　自由が丘　モンブラン 5%

13,119 秀光人形工房 5%

13,120 東京商会楽天市場店 5%

13,121 東京書芸館 5%

13,122 東京 世田谷 升本屋 5%

13,123 TOKYO-DO 5%

13,124 東京道具商会 5%

13,125 東京西川チェーンふとんのわたや館 5%

13,126 東京の紳士洋品店　イチバン 5%

13,127 東京のブランドショップ 5%

13,128 東京パーツコミュニケーション 5%

13,129 東京発インテリア雑貨のクライン 5%

13,130 TokyoBag 5%

13,131 東京ハンガー Life＆Beauty 5%

13,132 ＴＯＫＹＯ　ＢＥＥＴＬＥ 5%

13,133 東京ヒマワリ 5%

13,134 東京ぶらんど 5%

13,135 東京ぶらんど時計館 5%

13,136 東京ベイサイドコスメティックス 5%

13,137 TOKYO BASIC 　（東京ベーシック） 5%

13,138 東京ベストレンド 5%

13,139 東京物語 5%

13,140 東京468食材 5%
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13,141 東京ラウンジ　バッグ・小物のお店 5%

13,142 東京ラスク　楽天市場店 5%

13,143 東京LaLaコンタクト 5%

13,144 東京レンタルいしょう　楽天市場店 5%

13,145 東京ワンニャンバッグ　大島商会 5%

13,146 道具王国 5%

13,147 【道具専科】DOUGU-SENKA 5%

13,148 道具屋 5%

13,149 道具屋さん楽天市場店 5%

13,150 道具屋　善左衛門 5%

13,151 どうぐ屋楽天市場店 5%

13,152 道具屋　利作 5%

13,153 DUcare楽天市場店 5%

13,154 陶芸ショップ 5%

13,155 陶芸.com／e-画材.com　楽天市場店 5%

13,156 東山堂 楽天市場店 5%

13,157 ミツハシグルメ北海道 5%

13,158 陶磁器会館 5%

13,159 陶磁器専門店西田 5%

13,160 糖質制限・低糖質パンのBIKKE 5%

13,161 糖質制限ケーキ専門店 GOOD EATZ 5%

13,162 糖質制限 専門店 LOHAStyle 5%

13,163 【糖質制限】ラボ ハンシン 5%

13,164 糖質ダイエット工房 5%

13,165 東條製材所　楽天市場店 5%

13,166 東伸プライス 5%

13,167 douce Harmonie 5%

13,168 東成なまこや 5%

13,169 灯台美ハーブ園 5%

13,170 冬虫夏草 サプリ ギャバ太郎SHOP 5%

13,171 tutti felice 5%

13,172 ＴＯＤＡＹ’Ｓ 5%

13,173 today’s...　トゥデイズ 5%

13,174 TODAYS KOBE 5%

13,175 陶陶酒shop 5%

13,176 豆豆屋 5%

13,177 道頓堀　治兵衛　楽天市場店 5%

13,178 ドゥナパール 5%

13,179 東南物産株式会社 5%

13,180 籐は福島工業 5%

13,181 2Fantastic 5%

13,182 豆腐＆豆腐スイーツ　十二堂 5%

13,183 動物イラストはんこ　しっぽと生活 5%

13,184 do-bros-shop 5%

13,185 東北のうまいものはこれで決まり 5%

13,186 東北ハッピー農園 5%

13,187 透明屋パク 5%

13,188 tomorrow Orefice 5%

13,189 洞爺湖新鮮野菜特産品店 5%

13,190 東洋アルミエコープロダクツCUQ 5%

13,191 東洋佐々木ガラス　グラスモール 5%

13,192 東洋相互サービス 5%

13,193 東洋ツバメの巣 5%

13,194 TOYO LABO Shop 5%

13,195 Durini99（ダブルナインズ） 5%

13,196 ＤＯＲＹのネットショップ 5%

13,197 とうりんパレット 5%

13,198 Dhruv 5%

13,199 東レシルック専門店　工房おべべや 5%

13,200 道路保安資材　楽天市場店 5%
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13,201 東和株式会社楽天市場店 5%

13,202 東和バイオ 5%

13,203 トーアスポーツマシーン楽天市場店 5%

13,204 トーカ堂TVショッピング楽天市場店 5%

13,205 TOKYO DEPOT 5%

13,206 トータス楽天市場店 5%

13,207 トータルカーショップ AUVE 5%

13,208 トータルビューティーＳＨＯＰ 5%

13,209 トータルビューティー美彩 5%

13,210 トータルビル用品 5%

13,211 トータルフットウェア　HIGH＆LOW 5%

13,212 トータルフットウエア FOOT PLACE 5%

13,213 トータルヘルスデザイン 5%

13,214 トーチク 5%

13,215 トートー 5%

13,216 トートコーヒー【楽天市場店】 5%

13,217 donum 5%

13,218 dope snowboard shop 5%

13,219 ドーモラボ楽天市場店 5%

13,220 トオヤマグリーン 5%

13,221 トーヨーマーケット 楽天市場店 5%

13,222 doll Import Lingerie Shop 5%

13,223 TALLSHOES 5%

13,224 TALLSHOES TOKYO 5%

13,225 TOWA-zakka 5%

13,226 DOOON ショップ 5%

13,227 トカゲのしっぽ。Ｒ 5%

13,228 十勝シフォン　楽天市場店 5%

13,229 十勝たちばな 5%

13,230 十勝亭 5%

13,231 十勝バーベキュー工房 5%

13,232 トカチユニフォーム楽天市場店 5%

13,233 ときいろインテリア 5%

13,234 ＴＯＫＹＯ-ＬＩＮＥ　楽天市場店 5%

13,235 tokiオンラインショッピング 5%

13,236 トキトマ デザイン 楽天市場店 5%

13,237 季乃杜（ときのもり）楽天市場店 5%

13,238 ときめきライフ コスメ館 2号店 5%

13,239 TOKILABO（旧エコショップ節水村） 5%

13,240 トキワカメラ 5%

13,241 Tokiwa３３ 5%

13,242 ときわの命水 5%

13,243 トキワ本舗 5%

13,244 徳旺の大きいみそだれ付き餃子 5%

13,245 トクキレ～お得に綺麗～楽天市場店 5%

13,246 特産品くらぶ 5%

13,247 特産品くらぶ　生活館 5%

13,248 1093（とくさん）楽天市場店 5%

13,249 徳島県物産センター 5%

13,250 徳島四季乃菓子あわや 5%

13,251 特殊作業服・作業用品のプロユニ 5%

13,252 トクジュン 5%

13,253 特正 5%

13,254 得する 住宅資材館 5%

13,255 特選　着物と帯　みやがわ 5%

13,256 特選スペインワイン発見！ 5%

13,257 特選パーツカー狂 5%

13,258 特選屋 5%

13,259 ドクターエア　楽天市場店 5%

13,260 株式会社ドクターサニー 5%
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13,261 Dr.J＆C楽天市場店 5%

13,262 ＤＲ．ＪＡＫ 5%

13,263 Drスキンケアプラザ　楽天市場店 5%

13,264 Dr.Smith　shop 5%

13,265 D’s 楽天市場店 5%

13,266 DR.VAPEショップ 5%

13,267 Dr.ミールヘルスケア食品専門店 5%

13,268 ドクターライン＜公式＞楽天市場店 5%

13,269 ドクターリセラ公認通販サイト 5%

13,270 ドクターレンズ 5%

13,271 TOKUTOKU 5%

13,272 得々パソコン楽天市場店 5%

13,273 徳之島産 名産品　楽天市場店 5%

13,274 トクハン 5%

13,275 徳安マットマート 5%

13,276 時計・雑貨の通販サイトFLOAT 5%

13,277 時計・部品のウォッチパーツストア 5%

13,278 時計・ブランド専門店 アイゲット 5%

13,279 時計＆雑貨セレクトショップクロス 5%

13,280 時計館 5%

13,281 時計貴金属 大野宝飾 楽天市場店 5%

13,282 時計・雑貨 モアール 5%

13,283 時計修理・工具 収納 Youマルシェ 5%

13,284 時計倉庫TOKIA 5%

13,285 時計とアクセサリー専門店　ROOT-D 5%

13,286 時計のジュエリータイム　ムラタ 5%

13,287 時計のソフィアス　楽天市場店 5%

13,288 時計バンド・部品 step by step 5%

13,289 時計ベルトの専門店クロノワールド 5%

13,290 時計・宝石のヨシイ 5%

13,291 時計屋さんロジスティックス 5%

13,292 時計屋復刻堂　楽天市場店 5%

13,293 トコアタ　バリ 5%

13,294 都香庵 5%

13,295 トコちゃんベルト専門店MAMACHOICE 5%

13,296 DocoDeco（ドコデコ） 5%

13,297 トコトコ組 5%

13,298 とことこマーチ 5%

13,299 tocoとふんわり生活 5%

13,300 トコトンショップ 5%

13,301 TOKO PLUMERIA 楽天市場店 5%

13,302 所沢植木鉢センター 5%

13,303 ところてんの池田屋 5%

13,304 ところてんの伊豆河童 5%

13,305 土佐打和式刃物 豊国鍛工場 5%

13,306 土佐からの贈り物 5%

13,307 土佐さくら屋 5%

13,308 土佐のグルメ　すえひろ屋 5%

13,309 土佐木炭 5%

13,310 土佐料理発祥の店・土佐料理 司 5%

13,311 道産子侍リョウヒン 5%

13,312 登山用ザック　セロトーレジャパン 5%

13,313 登山用品とアウトドアのさかいや 5%

13,314 登山用品の専門店吉祥寺山幸 5%

13,315 TooSweet 5%

13,316 トスカニー　イタリアワイン専門店 5%

13,317 トスパ世界の国旗販売ショップ 5%

13,318 トスレ珪藻土楽天市場店 5%

13,319 ドライブレコーダーのクールリバー 5%

13,320 Ｔｏｄａ-Ｋａｎａｍｏｎｏ 5%
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13,321 栃木のタウン誌厳選 もんみや通販 5%

13,322 特急名入れギフト　SYMPL 5%

13,323 特許ふとん取扱店　ふとんの山川 5%

13,324 ドッグカフェハーズ 5%

13,325 ドッググリッター　DOGGLITTER 5%

13,326 いぬびより 5%

13,327 Tooc Tooc（とっくとっく） 5%

13,328 ペットアルファー楽天市場店 5%

13,329 ドッグパラダイスぷらすニャン 5%

13,330 ドッグピース　楽天市場店 5%

13,331 DOG HILLS Online Store 5%

13,332 ドッグフードのモッピープロ 5%

13,333 ドッグフード プリティパル 5%

13,334 ドッグフード＆犬用品の店ペネット 5%

13,335 ドッグブテイック芦屋mint 5%

13,336 DOG LUCK 5%

13,337 totta 5%

13,338 Tottie トッティ 5%

13,339 とっておきエコショップ 5%

13,340 とっておき酒天本舗 5%

13,341 ドットライン 5%

13,342 とっとり・しまね　山陰逸品館 5%

13,343 鳥取人のごっつおう市場 5%

13,344 TOPPIN 5%

13,345 トップ・ビジネスマシン 5%

13,346 トップカメラ　楽天市場店 5%

13,347 トップクリエイト楽天市場店 5%

13,348 トップサロン・コスメ 5%

13,349 Top Secret 5%

13,350 TOP JAPAN直営店 ターゲット 5%

13,351 トップセンス 5%

13,352 トップデックアウトドア 5%

13,353 Top First （トップファースト） 5%

13,354 とっぷプレミアムモール 5%

13,355 トップマート　楽天市場店 5%

13,356 トップライン 5%

13,357 トップラス 5%

13,358 とっぷりさいくるモール楽天市場店 5%

13,359 トップワンこだわりの愛犬猫グッズ 5%

13,360 Ｔｏｔｏ＆Ｐａｌ 5%

13,361 登山・クライミング専門店シャモニ 5%

13,362 トナーお買い得ショップ 5%

13,363 トナージョーズ楽天市場店 5%

13,364 トナー得Q便　楽天市場店 5%

13,365 DONOBAN（ドノバン） 5%

13,366 TONOBODY STORE 楽天市場店 5%

13,367 土木測量試験用品のソッキーズ 5%

13,368 トマックオンラインショップ 5%

13,369 【tomatosarada】トマトサラダ 5%

13,370 トマトのお店ショップトリアンジュ 5%

13,371 トミーズガレッジ　楽天市場店 5%

13,372 トミーファームマシーン楽天市場店 5%

13,373 トミープラス 5%

13,374 Ｔｏｍｍｙ　Ｒｏｓｅ 5%

13,375 トミおじさんのお店　楽天市場店 5%

13,376 富澤商店　楽天市場店 5%

13,377 トミダホームズ 5%

13,378 とみたメロンハウス楽天市場店 5%

13,379 トミダライティング 5%

13,380 とみづや千本酒店 5%
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13,381 富のや 5%

13,382 富森ショップ 5%

13,383 トミヤ化粧品店 5%

13,384 トムキャット楽天市場店 5%

13,385 ＴｏｍＳａｗｙｅｒ 5%

13,386 トム太商店 5%

13,387 戸村商店 5%

13,388 トモエの木彫仏像 5%

13,389 ともえや　楽天市場店 5%

13,390 DOMO ELEKTRO JAPAN 楽天市場店 5%

13,391 TOMOSHOP 5%

13,392 tomoz 5%

13,393 Ｔｏｍｏ’ｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ 5%

13,394 Tomo’s Store 5%

13,395 ともや手芸店　楽天市場店 5%

13,396 Future of the Future 未来の未来 5%

13,397 tomo楽天市場店 5%

13,398 ＴＯＭＯランジェリーＳｈｏｐ 5%

13,399 富山おかき・あられ専門店 御菓蔵 5%

13,400 とやま健康プラザ 5%

13,401 富山の海の幸　北水 5%

13,402 富山の美味しい蒲鉾屋さん！河内屋 5%

13,403 とやまの薬＆和漢薬 5%

13,404 とやまのくすり　越中富山の元気堂 5%

13,405 富山の健康サプリ 宝蔵ギフト 5%

13,406 とやまの地焼酎本舗　ギンセン屋 5%

13,407 富山のちいさなお米屋さん 5%

13,408 富山米専門店　米らんど 5%

13,409 豊洲　大野水産 5%

13,410 豊洲からの直送便 5%

13,411 豊洲まぐろ問屋 5%

13,412 トヨダプロダクツ e-life-products 5%

13,413 ＴＯＹＯＴＯＭＩ 5%

13,414 トヨフク子供服　楽天市場店 5%

13,415 トライ・アムサンカクヤ楽天市場店 5%

13,416 TRYAD （トライアド） 5%

13,417 trywaypc楽天市場店 5%

13,418 トライコレクション 5%

13,419 TRICYCLE MARKET 5%

13,420 ドライ食品屋G・K楽天市場店 5%

13,421 トライスターズ 5%

13,422 トライスタイル　楽天市場店 5%

13,423 TRYX3楽天市場店 5%

13,424 ドライの洗濯ならブランドケア 5%

13,425 Driver’s PARTNER 5%

13,426 ドライブ　クエスチョン 5%

13,427 TOLIFEショップ 5%

13,428 ドライブマーケット 5%

13,429 ドライブマーケット2号店 5%

13,430 ドライフラワー工房シオン 5%

13,431 ドライフラワー工房ねこじゃらし 5%

13,432 ドライフラワー雑貨・花七曜 5%

13,433 ドライフルーツ専門店 fruveseel 5%

13,434 ドライフルーツナッツ専門店小島屋 5%

13,435 ドライフルーツ、ナッツ丸今食品店 5%

13,436 ドライフルーツマルシェ 5%

13,437 ドライブワールド 5%

13,438 トライルーム 5%

13,439 トラウトマウンテン　楽天市場店 5%

13,440 とらえ 5%
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13,441 トラゲット 5%

13,442 dragonsouls 5%

13,443 ドラゴンブルークラッシュ 5%

13,444 ドラゴンマップ 5%

13,445 トラスト楽天市場店 5%

13,446 trust-rady 5%

13,447 トラストワンポイント 5%

13,448 トラセリア総代理店セ・ミュー 5%

13,449 トラタニ　楽天市場店 5%

13,450 トラちゃん　ＳＨＯＰ　楽天市場店 5%

13,451 トラックアート歌麿 5%

13,452 ドラッグ青空 5%

13,453 ドラッグ山光堂 5%

13,454 トラックショップ　東京マッハ７ 5%

13,455 トラックショップトップロード仙台 5%

13,456 トラックショップNAKANO楽天市場店 5%

13,457 トラックショップなかむら 5%

13,458 DRUGSコンドウ楽天市場店 5%

13,459 TRAX SHOP （帽子＆雑貨） 5%

13,460 ドラッグストア　ノンチーノ 5%

13,461 ドラッグストア　ポニー 5%

13,462 ドラッグストアマツダ 5%

13,463 トラックストップターン楽天市場店 5%

13,464 TRUCKSトラックス 5%

13,465 トラックチューナーズ楽天市場店 5%

13,466 ドラッグひかり　楽天市場店 5%

13,467 ドラッグピュア楽天市場店 5%

13,468 ドラッグファイン楽天市場店 5%

13,469 drug forTress 楽天市場店 5%

13,470 ドラッグフォーユーネットショップ 5%

13,471 ドラッグ　フロンティア 5%

13,472 トラック用品百貨ターン 5%

13,473 トラック用品ルート2楽天市場店 5%

13,474 TRACK 楽天市場店 5%

13,475 ドラッグＷＡＫＵＷＡＫＵ 5%

13,476 TRADHOUSEFUKIYA 5%

13,477 トラッド ハウス フクスミ 5%

13,478 TRADMODE 5%

13,479 トラディショナルジュエリー漆 5%

13,480 トラディショナル　楽天市場店 5%

13,481 TRADIS　Japan 5%

13,482 ｔｒａｄｉｓｍ 5%

13,483 Dorado 5%

13,484 虎の門　升本 5%

13,485 トラフグキング 5%

13,486 虎斑竹専門店　竹虎 5%

13,487 travels　（トラベルズ） 5%

13,488 トラベルデパート　楽天市場店 5%

13,489 ドラマ 本と中古ゲームの販売買取 5%

13,490 とらみ 5%

13,491 どらやき専門店の菓匠華美月 5%

13,492 どら屋　楽天市場店 5%

13,493 TRUNK Carry専門・直販店 とりっぷ 5%

13,494 トランクファクトリー 5%

13,495 トランシーバー館インカム専門店 5%

13,496 TRANSIC - メンズ ビジネスバッグ 5%

13,497 Transit store 5%

13,498 トランスポーツ 5%

13,499 トランスポーツ2nd 5%

13,500 トランスレーション 楽天市場店 5%
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13,501 TRANCESS 5%

13,502 トランパラン 5%

13,503 TRAMP CYCLE 5%

13,504 トランプ専門店バーデンバーデン 5%

13,505 トリアノンヘルスショップ 5%

13,506 ドリーマーズ 5%

13,507 DREAMY 5%

13,508 Dreamy Farm 5%

13,509 どりーみんぐくいーん 5%

13,510 ドリーム 5%

13,511 ドリームアイランド 5%

13,512 DREAM IN LOVE ONLINE SHOP 5%

13,513 ドリームウォーク 5%

13,514 Dream Can Co. 5%

13,515 ドリーム企画 5%

13,516 ドリームクラフト＆ビッグボス 5%

13,517 DREAM GATES SPORTS 5%

13,518 ドリーム工房 5%

13,519 DreamGolf 5%

13,520 ドリームコンタクト 5%

13,521 ドリームサプライネットショップ 5%

13,522 Dream-Japan　楽天市場店 5%

13,523 ドリームショップ 5%

13,524 Dream Shop SHERROCK 5%

13,525 Dream Sticker 楽天市場店 5%

13,526 ドリームストア 5%

13,527 ドリームスファクトリー秋田 5%

13,528 ドリームトイズ　楽天市場店 5%

13,529 ドリームハウス 5%

13,530 DreamHouseApex 5%

13,531 ドリームバンク楽天市場店 5%

13,532 ドリームフィギュア　楽天市場店 5%

13,533 ドリーム布団 -日本寝具通信販売- 5%

13,534 dream-brother 5%

13,535 Dream Pocket -ドリームポケット- 5%

13,536 DREAMBOX　楽天市場店 5%

13,537 ドリームMAX　楽天市場店 5%

13,538 ドリームモバイル楽天市場店 5%

13,539 ドリーム洋服屋 5%

13,540 ドリームライフ 5%

13,541 ドリームリアライズ 5%

13,542 Dream ReLife 楽天市場店 5%

13,543 ドリエムコーポレーション 5%

13,544 トリエンジェル 5%

13,545 トリオー 5%

13,546 TRIO OFFICIAL SHOP 楽天市場店 5%

13,547 トリオファーム ネットショップ 5%

13,548 トリガーオンラインショップ 5%

13,549 取替堂　楽天市場店 5%

13,550 torico-plus 5%

13,551 Tricolore ［トリコローレ］ 5%

13,552 トリコローレ　楽天市場店 5%

13,553 とりさるのお店・健康サプリ 5%

13,554 Dorisジュエリー 5%

13,555 Trick or Treat 5%

13,556 TRICK HOLIC 楽天市場店 5%

13,557 とりっぴー小鳥用品専門店 5%

13,558 trip 5%

13,559 DRIP COFFEE FACTORY 5%

13,560 ドリップスポーツ 5%
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13,561 トリップランド 5%

13,562 Toride 砦 5%

13,563 doridori 5%

13,564 TORI-DORI 5%

13,565 鶏肉、からあげ通販のチキンナカタ 5%

13,566 鳥の巣箱 5%

13,567 TRIVANDRUM 5%

13,568 鳥豚惣菜屋とりまる 5%

13,569 Triple Win 5%

13,570 トリプルサン公式通販ショップ 5%

13,571 塗料専門店オンラインshop大橋塗料 5%

13,572 塗料総合商社　ウチゲン 5%

13,573 塗料の専門店　ファインカラーズ 5%

13,574 塗料屋さん.com 5%

13,575 ドリラン 5%

13,576 Drink＆Dream「D-Park」楽天市場店 5%

13,577 どりんく王国 5%

13,578 ドリンクコンビニ楽天市場店 5%

13,579 ドリンクザンマイ 5%

13,580 ドリンク専門店 雫 5%

13,581 ドリンクで健康ざんまい　御座候 5%

13,582 ドリンクマーケット 5%

13,583 ドリンクマルシェ 5%

13,584 ドリンクマン 5%

13,585 Truebeauty shop SnowWhite. Japan 5%

13,586 トルコ食材専門店 ドアル 5%

13,587 ＤＯＲＵＴＨＹ 5%

13,588 トルソーショップ 5%

13,589 ドルチェ（インテリア家具と照明） 5%

13,590 どるちぇ ど さんちょ 札幌 5%

13,591 dolcissimo 5%

13,592 韓国子供服DolphinHouse 5%

13,593 DOLPOハンドメイド素材館 5%

13,594 トレイルランニング専門店SKYTRAIL 5%

13,595 TRAIN style 5%

13,596 Traders Market 5%

13,597 TRADEX 5%

13,598 トレードストア楽天市場店 5%

13,599 トレーニングパラダイス 5%

13,600 torekagu 5%

13,601 トレカショップ二木 5%

13,602 トレカショップ二木２号店 5%

13,603 トレカ通販 トレトク楽天市場店 5%

13,604 Treasure　Spot 5%

13,605 Treasure　Town　楽天市場店 5%

13,606 Treasure　Hunter楽天市場店 5%

13,607 トレジャービューティー 5%

13,608 トレジャーホール　楽天市場店 5%

13,609 トレジャーボックス-Treasure Box 5%

13,610 TREASURE LAND-トレジャーランド- 5%

13,611 ドレスアップ 5%

13,612 ドレスアップジャパン 5%

13,613 Dress＆Suit MIYUKI 5%

13,614 ドレス＆ワンピース ella 5%

13,615 Dress K.O　ドレスケーオー 5%

13,616 ドレスシャツSHOPウィンザーノット 5%

13,617 ドレスシャツ専門店　Le orme 5%

13,618 Dress.chocolat 5%

13,619 ドレスショップＯＦＴＨＥＲＩＰ 5%

13,620 ドレスショップ ゴールドバニー 5%
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13,621 ドレスショップJewel 5%

13,622 ドレス大好き！アバンティ 5%

13,623 TRE STYLE 5%

13,624 ドレス通販 アールズガウン 5%

13,625 ドレス通販　ボヤージュ【VOYAGE】 5%

13,626 ドレス通販　ミファシー 5%

13,627 ドレス通販 EUNICE 5%

13,628 ドレス販売ロイヤルチーパー 5%

13,629 DressLine 楽天市場店 5%

13,630 Dress Lab 5%

13,631 ドレスワールド服創屋 楽天市場店 5%

13,632 トレゾァ 5%

13,633 TResor-clothes 楽天市場店 5%

13,634 トレッキングとアウトドアのMIXX 5%

13,635 ドレッシング工房　金澤きまじめ屋 5%

13,636 Dressing Room 5%

13,637 トレッド４x４サービス楽天市場店 5%

13,638 Tredici 5%

13,639 TRE DUE NOVE 5%

13,640 とれとれ市場 5%

13,641 ３　ーＴＲＥー　楽天市場店 5%

13,642 トレボ 5%

13,643 ドレミコレクション楽天市場店 5%

13,644 ドレミドラッグ 5%

13,645 トレモロ 5%

13,646 Torreya　楽天市場店 5%

13,647 トレンティーノ 5%

13,648 TREND-I　楽天市場店 5%

13,649 トレンドウォッチ 5%

13,650 トレンドギフト　楽天市場店 5%

13,651 トレンドハウス 5%

13,652 トレンドポート　楽天市場店 5%

13,653 Trend Me 5%

13,654 trois（トロア） 5%

13,655 TROIKA Design Store 5%

13,656 トローリング・マリン用品SEA企画 5%

13,657 とろける湯豆腐嬉野温泉和多屋別荘 5%

13,658 ドロップボウル 5%

13,659 とろばと 5%

13,660 TROPICANA 神戸 5%

13,661 トロピカルワールド楽天市場店 5%

13,662 トロフィー専門店南九州トロフィー 5%

13,663 drawers（ドロワーズ） 5%

13,664 DRAWER PLUSドロワープラス 5%

13,665 ｔｒｏｉｓ　ＨＯＭＭＥ 5%

13,666 Trois princes 5%

13,667 trois ruban 5%

13,668 DOLONCO（ドロンコ） 5%

13,669 DWARF 5%

13,670 TWICE UP DESIGN 楽天市場店 5%

13,671 トワトワ　楽天市場店 5%

13,672 ドワ～doigt～楽天市場店 5%

13,673 DON online shop 楽天市場店 5%

13,674 ドングリクン 5%

13,675 豚旨うま屋ラーメン 5%

13,676 どんどん 5%

13,677 どんどんどんの家具 5%

13,678 ＤＯＮＮＡ 5%

13,679 Donna Shop 楽天市場店 5%

13,680 とんぼ堂楽天市場店 5%
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13,681 どんまい 5%

13,682 ナージャ　雑貨とスイーツ 5%

13,683 ナース通販アンファミエ楽天市場店 5%

13,684 ナース通販のナースコム楽天市場店 5%

13,685 ナース通販　ブランアンジェ 5%

13,686 ナースリー楽天市場店 5%

13,687 NARNAD 楽天市場店 5%

13,688 Nale　ダイレクト　楽天市場店 5%

13,689 ナイススタイル 5%

13,690 ナイスセレクティー 5%

13,691 ナイスドラッグ 5%

13,692 ナイスドラッグ　2号店 5%

13,693 Nice　Rainbow 5%

13,694 内装応援団 5%

13,695 内装くらぶ 5%

13,696 内装材大問屋　楽天市場店 5%

13,697 内装本舗 5%

13,698 Naidy 5%

13,699 ナイトブラ 育乳ブラのプレミーナ 5%

13,700 NAIPO CARE JAPAN 5%

13,701 NILE 5%

13,702 名入れオルゴール専門店「癒し館」 5%

13,703 名入れ記念品プレゼントのビブレス 5%

13,704 名入れギフト・犬服 104 TENFOUR 5%

13,705 名入れギフト・プレゼント福来館 5%

13,706 名入れギフト 贈る酒 5%

13,707 名入れギフト カリン 5%

13,708 名入れギフト 子供服バケーション 5%

13,709 名入れGiftコンシェルジュKIZAMO 5%

13,710 名入れギフトショップ トレジャー 5%

13,711 名入れギフト専門 エンジェリック 5%

13,712 名入れギフト専門店 ルニカ 5%

13,713 名入れギフト 武友工房 5%

13,714 名入れギフトと表札　アトリエkana 5%

13,715 名入れギフトの彫姫工房 5%

13,716 名入れギフトのマカナニ楽天市場店 5%

13,717 名入れギフト　ヒカリ屋 5%

13,718 名入れギフト・プレゼント　きざむ 5%

13,719 名入れグッズとギフトのivy-goods 5%

13,720 名入れ工場 5%

13,721 名入れ工房アートテック 5%

13,722 名入れ工房 STARLAND 5%

13,723 名入れ工房ダイナミック 5%

13,724 名入れ子供食器の竹堂園 5%

13,725 名入れ出産祝いアグニー公式ストア 5%

13,726 名入れ酒 楽天市場店 5%

13,727 名入れスマホケースエックスモール 5%

13,728 名入れスマホケース.ネイルンデコ 5%

13,729 名入れ＆スワロ デコシャン専門店 5%

13,730 名入れ専門ギフトギャラリー伊万里 5%

13,731 名入れ専門店　ARA-works 5%

13,732 名入れ専門店【 えにし屋 】 5%

13,733 名入れダイニング【彫和家】 5%

13,734 名入れ.タバコケース ネイルンデコ 5%

13,735 名入れ彫刻アーティックギフト 5%

13,736 名入れ彫刻記念品Ｓｈｏｐ 5%

13,737 名入れ彫刻ギフトのアトリエエイム 5%

13,738 名入れ彫刻のオフィスたなか 5%

13,739 名入れできる雑貨屋　リコルド 5%

13,740 名入れテントの老舗オオハシテント 5%
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13,741 名入れとシルバーリングのどういち 5%

13,742 名入れ ネームプレートのきざみ屋 5%

13,743 名入れ箸なら【茶屋長三郎彌助】 5%

13,744 名入れプレゼント　味の神話 5%

13,745 名入れ プレゼント いわいうたや 5%

13,746 名入れプレゼントショップ 夕立窯 5%

13,747 名入れプレゼント専門名入れ屋別館 5%

13,748 名入れプレゼント専門店 名入れ屋 5%

13,749 名入れプレゼント　ドットボーダー 5%

13,750 名入れプレゼント 名札工房 5%

13,751 名入れ プレゼント Forever Gift 5%

13,752 名入れプレゼント 夢彩工房 5%

13,753 名入れベビーギフトNY発Maktheyak 5%

13,754 名入れベビー服のBabyChips 5%

13,755 名入れボールペンのひよこ堂 5%

13,756 名入れラベルのお酒工房 5%

13,757 9am-jewelry＆accessory 5%

13,758 NINEZ OnlineShop 5%

13,759 ｎｉｎｅ　ｓｔｏｒｅ 5%

13,760 NINE SELECT 5%

13,761 nine-D 5%

13,762 19 SHEEP 5%

13,763 99 HEADWEAR SHOP 5%

13,764 ナヴェデヴィーノ 5%

13,765 ナウマート 5%

13,766 苗木の専門店 グリーンでＧＯ！ 5%

13,767 苗木部 ｂｙ 花ひろばオンライン 5%

13,768 なえ屋 5%

13,769 nao 5%

13,770 naotjewelry【ジュエリー ピアス】 5%

13,771 中一商事 5%

13,772 ナガイの海苔 5%

13,773 中居木工 5%

13,774 NAKAGAWA1948セレクトショップ 5%

13,775 中川海苔店 5%

13,776 長靴専門店　長靴屋のささき 5%

13,777 長崎うまかもん倉庫 5%

13,778 長崎五島 ごと 5%

13,779 長崎五島ごと　2号店 5%

13,780 長崎豊味館　楽天市場店 5%

13,781 長崎 土産 スイーツ さだずみ商店 5%

13,782 中島かなもの店 5%

13,783 ナカジマスポーツ楽天市場店 5%

13,784 ナカジマＢ．Ｃ楽天市場店 5%

13,785 中島みかん農園 5%

13,786 nakajapan 5%

13,787 永瀬供養 5%

13,788 Nagasebag かばん鞄バッグ財布雑貨 5%

13,789 中善画廊 5%

13,790 中山道　水戸屋 5%

13,791 中谷武司協会 5%

13,792 ＮＡＫＡＴＡ　ＨＡＮＧＥＲ 5%

13,793 道の駅なかとさ 5%

13,794 中西武道具 5%

13,795 ナカノチャンネル楽天市場店 5%

13,796 なかのふぁくとりー　楽天市場店 5%

13,797 なかひら農場 5%

13,798 なかほら牧場 楽天市場店 5%

13,799 なかみせ　楽天市場店 5%

13,800 長嶺養蜂場楽天市場店 5%
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13,801 ナカムラ赤ちゃん店楽天市場店 5%

13,802 ナカムラストアー楽天市場店 5%

13,803 ナカムラマッチ 5%

13,804 中村屋初依酒店　福井の地酒販売 5%

13,805 ナカヤマ　カバン 5%

13,806 中山式オンラインショップ 5%

13,807 中山堂 5%

13,808 ナカユウ楽天市場店 5%

13,809 流れる千年 5%

13,810 ナクソス　ミュージックストア 5%

13,811 なごころ楽天市場店 5%

13,812 Nakota 5%

13,813 なごみ工房　楽天市場店 5%

13,814 和みの風 楽天市場店 5%

13,815 和み仏壇 ＩＮＡＢＡ 5%

13,816 名古屋貸衣装 5%

13,817 名古屋コーチン　鶏肉専門鶏三和 5%

13,818 名古屋トナー 5%

13,819 梨づくり本舗　みやび 5%

13,820 なじみハウス 5%

13,821 ナショナルジオグラフィックshop 5%

13,822 ナスカン金属雑貨にのきんショップ 5%

13,823 那須高原　南ヶ丘牧場 5%

13,824 nacheri 5%

13,825 natu＆robe 5%

13,826 なちゅのごはん 5%

13,827 Natuppy 5%

13,828 なちゅbio 楽天市場店 5%

13,829 ナチュラヴィ 5%

13,830 ナチュラス 5%

13,831 ナチュラリ楽天市場店 5%

13,832 ナチュラルアイテム楽天市場店 5%

13,833 ナチュラル アトレ 楽天市場店 5%

13,834 ナチュラルインナー ベルロンド 5%

13,835 ナチュラルウェブ 5%

13,836 ナチュラルウェルネス 5%

13,837 ナチュラルキッチンたらや 5%

13,838 ｎａｔｕｒａｌ九州 5%

13,839 ナチュラル靴のお店OliveDrop 5%

13,840 ナチュラルケーキふくろう 5%

13,841 Natural Cosme Store 楽天市場店 5%

13,842 Natural Cosmetics アンベリール 5%

13,843 ナチュラルコスメティクスバー 5%

13,844 ナチュラルコスメのリラクネクス 5%

13,845 ナチュラルコスメワールド 5%

13,846 楓奏（ナチュラル雑貨かえでそう） 5%

13,847 ナチュラル雑貨プロペラ 5%

13,848 ナチュラル雑貨　リリアンナ 5%

13,849 ナチュラルサプリ　タイ天然ハーブ 5%

13,850 ナチュラル下着 Ｒｉｔａ 5%

13,851 ナチュラル スカイ オフグリッド 5%

13,852 ナチュラルスタイル 5%

13,853 自然派化粧品ナチュラルスタイル 5%

13,854 ナチュラルスタイル for dog＆cat 5%

13,855 natural standard 5%

13,856 ナチュラルストア　楽天市場店 5%

13,857 NATURAL SLEEP LABO 5%

13,858 ナチュラルセンス 5%

13,859 ナチュラルチーズ通販フロマージュ 5%

13,860 NaturalTable　楽天市場店 5%
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13,861 Natural Delica 5%

13,862 ナチュラルドッグフードベレン 5%

13,863 Natural Trend 5%

13,864 ナチュラルノート 5%

13,865 ナチュラル美健 5%

13,866 ナチュラル美的生活adomマーケット 5%

13,867 ナチュラルビューティー＆ライフ 5%

13,868 ナチュラルファーマ楽天市場店 5%

13,869 ナチュラルフーズ ＆ アーハーラ 5%

13,870 Natural food 365 サプリアル 5%

13,871 NaturalFoodMarket 楽天市場店 5%

13,872 ナチュラル服＆雑貨のシュガー 5%

13,873 ナチュラル服、雑貨 a-leaffactory 5%

13,874 ナチュラルプッシュ　楽天市場店 5%

13,875 NATURAL BREEZE 5%

13,876 ナチュラルブレスト楽天市場店 5%

13,877 Natural Haircare　楽天市場店 5%

13,878 ナチュラルペットフード shop 5%

13,879 ナチュラルベリー NATURAL BERRY 5%

13,880 Natural Healthy Standard 5%

13,881 ナチュラル・マーケット 5%

13,882 ナチュラルＵＮＩＺ 5%

13,883 NaturalLife 5%

13,884 ナチュラルライフスタイル 5%

13,885 ナチュラルライフ八ヶ岳 5%

13,886 ナチュラルリビング ママ＊ベビー 5%

13,887 NATURAL.LILY 5%

13,888 ナチュラルワイン湘南楽天市場店 5%

13,889 ナチュラル和洋食器 うつわやさん 5%

13,890 ナチュラルワン（ケージ　ゲージ） 5%

13,891 Nature Olive 5%

13,892 ナチュリネン 5%

13,893 ナチュレア 5%

13,894 nature8（ナチュレエイト） 5%

13,895 ナチュレーヌオンラインショップ 5%

13,896 ナチュレライフ 5%

13,897 ナチュレルSPゲルクリームの店健美 5%

13,898 natu_loha 5%

13,899 ナッツ＆ビーンズ 5%

13,900 NUTSセイコーメトロノームショップ 5%

13,901 NUTS（時計＆デザイン雑貨） 5%

13,902 ナッティモール 5%

13,903 納豆屋　たぬみせ 5%

13,904 納得ショップ 5%

13,905 napnap 5%

13,906 夏物専門 夏のきもの屋さん 5%

13,907 夏休み冬休み手作り工作宅配便 5%

13,908 なでしこ健康生活　楽天市場店 5%

13,909 なでしこスタイル 5%

13,910 ナデシコの森 5%

13,911 ナトレーザ 5%

13,912 なないろお供～グルメ＆ギフト 5%

13,913 Nanairo Garden 楽天市場店 5%

13,914 なないろ広場 5%

13,915 ナナクリエイト　楽天プラザ 5%

13,916 ナナコプラス 5%

13,917 ナナセレクト 5%

13,918 nanatsumugi 楽天市場店 5%

13,919 ナナパージュ 5%

13,920 ナナパージュ　楽天市場 5%
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13,921 NANAHACHI　楽天市場店 5%

13,922 ７８ＷＯＲＫＳ楽天市場店 5%

13,923 なに酒・菓子・食るん　酒のにしだ 5%

13,924 何より健康ショップ 5%

13,925 ナニワ化工 5%

13,926 浪花問屋　楽天市場店 5%

13,927 なにわの佃煮司｢山本」 5%

13,928 なにわ名物いちびり庵 5%

13,929 NANIWAYA 楽天市場店 5%

13,930 ナノエッグ　楽天市場店 5%

13,931 ナノズ　楽天市場店 5%

13,932 nanoTimeBeauty-Shop405 5%

13,933 nanoTimeBeauty-MIXMAX 5%

13,934 ナノトールプロコーティングShop 5%

13,935 NANO-TRAIN 5%

13,936 ナノビッグ楽天市場店 5%

13,937 菜乃屋 5%

13,938 ナノワークス楽天市場店 5%

13,939 NAAGHAII 5%

13,940 naval-楽天市場店 5%

13,941 NAVIE 5%

13,942 ナビ男くん・楽天市場店 5%

13,943 ナビ　キャンセラー販売 5%

13,944 ナビクエストショップ楽天市場店 5%

13,945 ナビッピオンライン　楽天市場店 5%

13,946 ナピュロシー 楽天市場店 5%

13,947 名札屋さん　エパックス楽天市場店 5%

13,948 名札屋本舗 5%

13,949 nabemitsu 楽天市場店 5%

13,950 鍋屋 5%

13,951 鍋屋商店 5%

13,952 なまあずショップ楽天市場店 5%

13,953 名前入りギフト プレゼント UniZak 5%

13,954 名前詩 ゆうひ堂 5%

13,955 名前シールの老舗 ね～むっこ 公式 5%

13,956 名前の詩　いろは屋 5%

13,957 名前メッセージポエム「ＳＯＲＡ」 5%

13,958 生からすみの紀茂登 5%

13,959 なまこや 5%

13,960 生さば寿司　越前　萩 5%

13,961 生スイートポテト専門店 OIMO 5%

13,962 生チョコ専門店 チョコレートバーR 5%

13,963 生パスタとピザのお店 デュラム 5%

13,964 生はちみつ専門店　ふくみつ 5%

13,965 生はちみつビーイング　山梨特産品 5%

13,966 生麺専門 製麺所直送 新栄食品 5%

13,967 生湯葉専門店『ゆばふじ』 5%

13,968 なまらおし北海道 5%

13,969 なまら北海道こだわり屋本舗 5%

13,970 なみえ焼きそばの旭屋 5%

13,971 namosee 5%

13,972 奈良ええもんストア 5%

13,973 奈良ギフト　楽天市場店 5%

13,974 奈良恵友堂 5%

13,975 奈良県三輪素麺工業協同組合 5%

13,976 奈良漬なら春日大名漬 5%

13,977 ナラテック　楽天市場店 5%

13,978 ナラノコト 5%

13,979 奈良の里やまと蜂蜜堂 5%

13,980 NaRaYa by tamy 5%
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13,981 ナランハ 楽天市場店 5%

13,982 Nariz 5%

13,983 naritai 5%

13,984 成田珈琲株式会社 5%

13,985 成田ゆめ牧場 5%

13,986 なるかみさん 5%

13,987 ナルキ屋 5%

13,988 narucos labo. 楽天市場店 5%

13,989 南海ゴルフ楽天市場店 5%

13,990 南高梅の郷ＪＡ紀州 5%

13,991 南国フィジーの天然水、輸入直売店 5%

13,992 南国フルーツ-果実村ＴＯＫＩＯ 5%

13,993 南信堂　楽天市場店 5%

13,994 南総オレンジパーク 5%

13,995 なんでも酒店 5%

13,996 nan nan家具 5%

13,997 Number7 ナンバーセブン ゴルフ 5%

13,998 Number7 楽天市場店 5%

13,999 難波スタイル 5%

14,000 None But Air 5%

14,001 南蛮漬たれのいちじょう 5%

14,002 南風堂楽天市場店 5%

14,003 南風満帆 5%

14,004 南部せんべい乃　巖手屋 5%

14,005 南部鉄器・生活・台所用品ツブヨリ 5%

14,006 南部屋五郎右衛門 5%

14,007 南予はーべすと 5%

14,008 新潟菓子本舗 5%

14,009 新潟金谷農場 5%

14,010 新潟産こしひかり HIBARI 5%

14,011 新潟直送計画　楽天市場店 5%

14,012 新潟のお米専門店　いなほんぽ 5%

14,013 新潟の米蔵 5%

14,014 新潟の地酒・特産　日本酒の長田屋 5%

14,015 新潟の清酒　新保酒店 5%

14,016 新潟の日本酒と甘酒　越後銘門酒会 5%

14,017 新潟発こだわり専門店　北越農林 5%

14,018 新潟米あられおかき　加藤製菓 5%

14,019 新潟米木津みずほ　楽天市場店 5%

14,020 新潟　マツダスポーツ 5%

14,021 新潟名物専門店 小竹食品 5%

14,022 新潟モノづくり製造所～NiiMo～ 5%

14,023 ニイカワ楽器　楽天市場店 5%

14,024 NEEDS-it 5%

14,025 NeedsExpress 5%

14,026 NICE　SHOP 5%

14,027 ニードル手芸用品店 5%

14,028 Ninamew直営OnlineShop 5%

14,029 201LAB 楽天市場店 5%

14,030 ニーラック　楽天市場店 5%

14,031 ニールズヤードレメディーズ 5%

14,032 neelセレクトショップ 5%

14,033 においバイバイ袋SHOP 5%

14,034 niono 5%

14,035 似顔絵カムカム 5%

14,036 似顔絵専門店　プレゼント・アート 5%

14,037 似顔絵と肖像画の千里画房 5%

14,038 煮かつサンドのROMAN 楽天市場店 5%

14,039 ニキビケア専門店のプライマリー 5%

14,040 肉かすの酒井商事 5%
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14,041 にくきゅー 5%

14,042 肉処　三代目本多 5%

14,043 肉のいとう　楽天市場店 5%

14,044 肉の井原　楽天市場店 5%

14,045 肉のいわま楽天市場店 5%

14,046 肉のおおくぼ 5%

14,047 肉の卸問屋アオノ 5%

14,048 肉のカワグチ 5%

14,049 肉のくまざき楽天市場店 5%

14,050 肉のともる　楽天市場店 5%

14,051 肉の宝石・土佐和牛芸術倶楽部 5%

14,052 肉の丸川 5%

14,053 肉のやまだ屋本店 5%

14,054 niguramu 5%

14,055 肉料理かやま　楽天市場店 5%

14,056 二光通販 5%

14,057 ニコーショップ 5%

14,058 ニコ　ギフト・アンド・スイーツ 5%

14,059 Nicoco　プランター菜園を楽しむ会 5%

14,060 ニコショップ　楽天市場店 5%

14,061 ニコスト 金物 5%

14,062 ニコニコげんき村快眠マーケット 5%

14,063 にこにこテントシート安心ｓｈｏｐ 5%

14,064 ニコニコ堂　楽天市場店 5%

14,065 nicoBaby　楽天市場店 5%

14,066 にこまーる　楽天市場店 5%

14,067 nicology 楽天市場店 5%

14,068 西麻布レクラン 5%

14,069 西井バラ園 フラワーギフトのお店 5%

14,070 虹色彩雲 5%

14,071 にじいろのひきだし 5%

14,072 にじいろマート 5%

14,073 西内花月堂　楽天市場店 5%

14,074 西岡醤油味噌醸造元　楽天市場店 5%

14,075 西尾製茶　楽天市場店 5%

14,076 西海岸インテリア 5%

14,077 西海岸風雑貨の【エルアンドシー】 5%

14,078 二次会景品アネットショップ 5%

14,079 二次会景品の景品宮殿早乙女 5%

14,080 二次会景品の二次会コンペ景品問屋 5%

14,081 二次会の虎楽天市場店 5%

14,082 二次会・ビンゴ景品の景品奉行 5%

14,083 西方農園楽天市場店 5%

14,084 西川園 5%

14,085 西川ストアONLINE楽天市場店 5%

14,086 西川チェーン専門店 e-sleep-style 5%

14,087 西川チェーン布団Shop 【四十坊】 5%

14,088 西川チェーンふとんタウン 5%

14,089 西川・ブリヂストン寝具専門店 5%

14,090 Nishiki 5%

14,091 錦鯉のカネヒコ 5%

14,092 にしき堂　ギフトと景品ノベルティ 5%

14,093 NISHIKI楽天市場店 5%

14,094 ニシザワチャンネル 5%

14,095 西新オレンジストア 5%

14,096 西谷商店 5%

14,097 にしとも・かに市場 5%

14,098 西日本総合輸入品流通センター 5%

14,099 西の京地酒処きとら 5%

14,100 虹の森 5%
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14,101 虹橋サイクリング 5%

14,102 西文明堂 5%

14,103 ニシムラパワーズ楽天市場店 5%

14,104 西森くだもの農園 香川みかん農家 5%

14,105 ２４時間風呂 5%

14,106 24h cosme【公式】楽天市場店 5%

14,107 nisky 5%

14,108 二代目　清美食堂　楽天市場店 5%

14,109 仁田原ゆりの花専門店 5%

14,110 ニチアミはだあい楽天市場店 5%

14,111 日安商事 楽天市場店 5%

14,112 日英物産　楽天市場店 5%

14,113 日王株式会社　楽天市場店 5%

14,114 ＮＩＣＨＩＧＡ（楽天市場店） 5%

14,115 nichi commerce 5%

14,116 日常支援研究所 5%

14,117 日南海岸黒潮市場 5%

14,118 日武剣道具本舗楽天市場店 5%

14,119 ニチメンTradings 5%

14,120 日用品卸問屋　火の鳥 5%

14,121 Me×Life 日用品雑貨のミーライフ 5%

14,122 日海センター楽天市場店 5%

14,123 NICCOU STORE 5%

14,124 日科OnlineShop 5%

14,125 日光茶房 5%

14,126 日光商会 5%

14,127 日興電機アロハショップ 5%

14,128 日光のけっこう漬 5%

14,129 にっこり　食の広場 5%

14,130 日昇洋行　楽天市場店 5%

14,131 日清工業の直販 楽天市場支店 5%

14,132 日進堂 5%

14,133 日清良品 5%

14,134 NISSIN LUX 5%

14,135 ニッソー　楽天市場店 5%

14,136 ニッチ・エクスプレス 5%

14,137 ニッチ・リッチ・キャッチ 5%

14,138 日鉄物産荒井オートモーティブ 5%

14,139 日テレ７ショップ 楽天市場店 5%

14,140 nyt （ニット） 5%

14,141 日東商事 5%

14,142 ニットーリレー創業80年昆布茶屋 5%

14,143 ニット生地のやまのこ 5%

14,144 ニット工房 AMU 5%

14,145 ニットマフラーのデンチョウ 5%

14,146 にっぽり　パキラ 5%

14,147 日本スープ株式会社 5%

14,148 ニッポンソーラー　楽天市場店 5%

14,149 にっぽん津々浦々 5%

14,150 日本流【楽天市場店】 5%

14,151 日本橋CHACHA！楽天市場店 5%

14,152 にっぽんマルシェ楽天市場店 5%

14,153 nideau 5%

14,154 ニトポンDIY用素材販売 5%

14,155 ニトロペンダント専門店 5%

14,156 nina’s 【ニナーズ】 5%

14,157 Nina et Lina 5%

14,158 ニニアンドキノ 5%

14,159 ニニキネ　楽天市場店 5%

14,160 Nino Y Nina KIDS 5%
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14,161 二宮仏壇　楽天市場店 5%

14,162 ｎｉｎｏｎ 5%

14,163 煮干そば食堂小十郎　楽天市場店 5%

14,164 日本エリート楽天市場店 5%

14,165 日本海の幸 新潟・魚水島 5%

14,166 日本花卉ガーデンセンター 5%

14,167 日本花卉ガーデンセンター　annex 5%

14,168 日本健康美容開発 5%

14,169 日本小売業販売 5%

14,170 日本サプリ 5%

14,171 日本サプリメントフーズ楽天市場店 5%

14,172 日本産冬虫夏草モノリス楽天市場店 5%

14,173 日本産布団の夢眠 5%

14,174 日本酒ギフトおつまみのミツワ酒販 5%

14,175 日本酒 焼酎 ギフト　いちむら商店 5%

14,176 日本酒・焼酎専門店　酒の遊喜蔵 5%

14,177 日本酒 焼酎 日本ワインの立本酒店 5%

14,178 日本酒・焼酎の小野酒店 5%

14,179 日本製　アクセサリー　Pearl Jam 5%

14,180 日本製圧縮袋直販【アクアトーク】 5%

14,181 日本製インナーのマリイクラブ 5%

14,182 日本製靴下 YK SOCKS 5%

14,183 日本製化粧品専門店-つむぎコスメ 5%

14,184 アーンジョー 5%

14,185 日本製数珠専門店　優花 5%

14,186 日本製ショーツ・下着のMaruki 5%

14,187 日本誠食ECストアー 5%

14,188 日本製の革とジーンズのブルトム 5%

14,189 日本製のベビー用品を作っている店 5%

14,190 日本製馬油化粧品【リバテープ】 5%

14,191 日本製ベビーショップシンク・ビー 5%

14,192 日本製ベビー服のモナンジュローブ 5%

14,193 日本製ベビー服PUPO 5%

14,194 日本製マットレス工場ウエルタイム 5%

14,195 日本製Melody Accessory 5%

14,196 日本製ワンピースのソードスミス 5%

14,197 日本茶専門店茶来未　楽天市場店 5%

14,198 日本茶専門店松田園　楽天市場店 5%

14,199 日本茶と健康茶のお店いっぷく茶屋 5%

14,200 日本通販ショッピング 5%

14,201 日本通販センター楽天市場店 5%

14,202 日本通販本舗 楽天市場店 5%

14,203 日本テレフォンショッピング 5%

14,204 日本ネット通販センター 5%

14,205 日本の酒専門店　地酒屋　萬禄 5%

14,206 日本の四季・行事の店　木瓜屋 5%

14,207 日本の職人セレクトショップ 紡氣 5%

14,208 日本の銘麺　館林うどん 5%

14,209 日本のものづくり　仏壇工房仏縁堂 5%

14,210 日本の和風みやげ専門店楽天市場店 5%

14,211 日本橋きもの処 5%

14,212 日本橋ギャラリー紫苑 5%

14,213 日本橋　匠の絆屋 5%

14,214 日本橋箱崎町レストラン直送グルメ 5%

14,215 日本橋屋長兵衛 楽天市場ショップ 5%

14,216 日本ビーコム「楽天市場支店」 5%

14,217 日本ビデオサービス楽天市場店 5%

14,218 日本舞踊の　浜松　きものなかとみ 5%

14,219 日本銘醸会地酒屋 5%

14,220 日本薬師堂　楽天市場店 5%
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14,221 日本料理株式会社 5%

14,222 日本黎明社　楽天市場店 5%

14,223 日本ロイヤルガストロ倶楽部 5%

14,224 nimargo 5%

14,225 にゃんどりーむ　楽天市場店 5%

14,226 にゃんぱら堂 5%

14,227 NEWING 5%

14,228 ニューエストオンラインストア 5%

14,229 NewEdition GOLF 楽天市場店 5%

14,230 ＮＥＷＭＧＣ福岡店 5%

14,231 NEW.GIRL 5%

14,232 乳酸菌サプリ専門健康塾　みつの塾 5%

14,233 乳酸菌ラボ 5%

14,234 入手困難品！ブランドグランセラー 5%

14,235 news-webshop（ニューズ） 5%

14,236 ニューズ タイヤ＆ホイールズ 5%

14,237 NWS FACTOR 5%

14,238 NEW STAGE TOOLS 5%

14,239 NEWSTORY 5%

14,240 ニュースポーツ楽天市場店 5%

14,241 ニュー畳ライフ 5%

14,242 neut PLOTS 5%

14,243 NEUTRAL STORE 5%

14,244 Newbag Wakamatsu 5%

14,245 ニューマリンズ　楽天市場店 5%

14,246 ニューヨークからの贈り物 5%

14,247 ニューヨークコレクション 5%

14,248 ニューヨークスタイル　アイゾーン 5%

14,249 入浴剤ギフト雑貨のｅぷらすぐっず 5%

14,250 入浴剤とお風呂のソムリエＳＨＯＰ 5%

14,251 入浴剤ヤングビーナス公式ストア 5%

14,252 newRYORK（ニューリョーク） 5%

14,253 ニュールック　楽天市場店 5%

14,254 ニューワールドネット名品倶楽部 5%

14,255 NIUNIUSHOP 5%

14,256 にょらげんき（中魚沼コシヒカリ） 5%

14,257 丹羽ＳＯＤ健康社　楽天市場店 5%

14,258 にわか印手袋本舗 5%

14,259 NIWA SPORTS 5%

14,260 庭道具屋 toolbox（園芸用品） 5%

14,261 庭と雑貨のある家　Eze（エズ） 5%

14,262 2020 5%

14,263 にわのライフコア 5%

14,264 妊活応援！葉酸サプリのメデタ 5%

14,265 人形工房　ひととえ 5%

14,266 人形工房　北寿 5%

14,267 人形町今半 5%

14,268 人形処まるぎん 5%

14,269 人形とベビー用品の桜うさぎ 5%

14,270 人形の一藤 5%

14,271 人形の佳月 5%

14,272 人形のこどもや本店 5%

14,273 人形の伏見屋 5%

14,274 人形の丸富 5%

14,275 人形広場　雛人形・五月人形専門店 5%

14,276 人形屋ホンポ特急／雛人形五月人形 5%

14,277 スケボーウェア NINJAX 5%

14,278 にんじゃがＫＩＤＳ 5%

14,279 にんにくの里 TOWADAファーム 5%

14,280 にんべんnet倶楽部 5%
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14,281 ぬいぐるみ キャラクター雑貨のSDK 5%

14,282 ぬいぐるみ専門店-dreamland 5%

14,283 ぬいぐるみのオレンジネットワン 5%

14,284 ぬいぐるみの店 HONDA STORE 5%

14,285 ぬいぐるみ屋テラモト　楽天市場店 5%

14,286 Nuovo vemto 5%

14,287 Nude SOX 5%

14,288 ヌーブラショップ楽天市場店 5%

14,289 ヌウボーオンラインショッピング 5%

14,290 Noone 5%

14,291 モダンファニチャー　ｎｕｑｍｏ 5%

14,292 ぬくもり工房 5%

14,293 温もり生活 5%

14,294 NuCLEO Rosa 5%

14,295 ぬこぬこ 5%

14,296 塗師幸 5%

14,297 布インテリア　NUNOワールド 5%

14,298 布絵本のロンパーズ 5%

14,299 布おむつ専門店Estlance 5%

14,300 布がたり・ちりめん和柄生地と手芸 5%

14,301 布生地専門イワキ　楽天市場店 5%

14,302 布地のお店　ソールパーノ 5%

14,303 布1000ネットショップ　楽天市場店 5%

14,304 布と手芸つばめや 5%

14,305 nunonaの布ナプキン　楽天市場店 5%

14,306 布ナプキン　すぃーと・こっとん 5%

14,307 布ナプキン専門店サニーデイズ 5%

14,308 布ナプキン専門店ジュランジェ 5%

14,309 布ナプキン 華布～hanafu～ 5%

14,310 布ナプキン　ロハス工房 5%

14,311 布の但馬屋（和柄・布地・生地） 5%

14,312 布の通販　ノムラテーラー 5%

14,313 布引の瀧 5%

14,314 布マーケット 5%

14,315 布や熊野 楽天市場店 5%

14,316 鰻専門店　沼津うなよし 5%

14,317 塗り丸 5%

14,318 ぬりものＪＡＰＡＮ 5%

14,319 ぬりもの屋　井出漆器 5%

14,320 NAKED-STORE 5%

14,321 ネイチャー・ギャラリーＮＡＧＩ 5%

14,322 ネイチャーズ 5%

14,323 ネイチャーズウェイ楽天市場店 5%

14,324 ネイチャーズヘルス　楽天市場店 5%

14,325 Nature Natural 5%

14,326 ネイチャーベース 5%

14,327 ネイチャーリンク通販 5%

14,328 ネイティブドッグ 5%

14,329 native Fish Dreams 楽天市場店 5%

14,330 ネイティブ・プレイス 5%

14,331 ネイリストアモーレ／NailistAMORE 5%

14,332 ネイル＆ファッション　Fit One 5%

14,333 ネイルカンパニープロダクツ 5%

14,334 ネイル工房 5%

14,335 ネイルコレクション 5%

14,336 ネイルシティ 5%

14,337 ネイルタウン／ＮＡＩＬＴＯＷＮ 5%

14,338 ネイルチップ専門店　ネイルマップ 5%

14,339 ネイル・つけまのラ・プリマベーラ 5%

14,340 nail for all ネイルフォーオール 5%
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14,341 ネイルマニア　東京発ジェルネイル 5%

14,342 ねいる屋さんdressy 5%

14,343 ネイル＊レシピ　楽天市場店 5%

14,344 ネーム刺繍入り専門店　　ジュネス 5%

14,345 ネームプレートのしま工房ミカミ 5%

14,346 NAMELESS OUTLET 5%

14,347 neo 5%

14,348 Neo Globe 5%

14,349 ネオコレクション 5%

14,350 ネオス 楽天市場店 5%

14,351 ネオナチュラル［楽天市場店］ 5%

14,352 ネオネットマリン楽天市場店 5%

14,353 ネオメディック　楽天市場店 5%

14,354 Ｎeore 5%

14,355 ネクサス音楽出版　楽天市場店 5%

14,356 NEXUS Japan ネクサスジャパン 5%

14,357 NEXARY 5%

14,358 ネクスショップ 5%

14,359 Nextyle 5%

14,360 ネクステージ 5%

14,361 ネクステップ楽天市場店 5%

14,362 ネクストア 5%

14,363 ＮＥＸＴ－Ｒ 5%

14,364 NEXT WALL 5%

14,365 NEXT WALL KIDS STORE 5%

14,366 Nextオンライン 5%

14,367 ＮＥＸＴ　CYCLE 5%

14,368 ネクストサプライ 5%

14,369 NEXTSTANDARD 5%

14,370 ネクストディケード 5%

14,371 NeXT-Bike 5%

14,372 Next　Field 5%

14,373 NEXT FOCUS 5%

14,374 nextform 5%

14,375 NEXT HOME 5%

14,376 NEXTLABO 5%

14,377 ネクタイ　シャツ専門店　FAIRFAX 5%

14,378 ネクタイ専門店 0-STYLE.cravat 5%

14,379 ネクタイ専門店Ｄ＋art’s 5%

14,380 ネクタイのCercatore 5%

14,381 ネクタイ屋Bream 5%

14,382 ねこ工房　楽天市場店 5%

14,383 寝心地探求紀行 Ｒ店 5%

14,384 猫雑貨の店 NYAGOとアニマル雑貨店 5%

14,385 猫用品の通販nekozuki（ねこずき） 5%

14,386 ねこすま 5%

14,387 Negozietto 5%

14,388 Neco　to　ohirune 5%

14,389 猫ときんとき 5%

14,390 necono 5%

14,391 猫のジュエリー キャットベリー 5%

14,392 猫のダヤンとリュックの店マリメロ 5%

14,393 猫の友社 5%

14,394 ネコハンコはっぴーきゃっと 5%

14,395 猫袋屋ホックスファミリー 5%

14,396 猫間家 5%

14,397 猫用品のゴロにゃん　楽天市場店 5%

14,398 寝ごろ屋　楽天市場店 5%

14,399 寝ころん太くん 5%

14,400 nezaar 5%
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14,401 ねじねじクン　楽天市場店 5%

14,402 ネジのダイキ 5%

14,403 ネスプレ・ドルチェ『ルンバニア』 5%

14,404 ネックスフィルム 5%

14,405 ネックレス指輪 Ladies Present EJ 5%

14,406 ねっこの福や 5%

14,407 熱帯果樹園MOTOI 5%

14,408 熱帯魚のmishima 楽天市場店 5%

14,409 熱中症対策の暑さ対策ドット専門店 5%

14,410 ネットイン 5%

14,411 ネット家具ＢＡＮＢＡＮ 5%

14,412 ネットキング 5%

14,413 お茶道具・着物のネットショップ圭 5%

14,414 ねっとサージミヤワキ楽天市場店 5%

14,415 ネットショップ　いちぶん 5%

14,416 ネットショップ　おとく屋 5%

14,417 ネットショップカシムラ 5%

14,418 ネットショップ　きらく屋 5%

14,419 ネットショップ　31 5%

14,420 ネットショップ駿河屋　楽天市場店 5%

14,421 ネットショップゼロワン楽天市場店 5%

14,422 ネットショップたのはた 5%

14,423 ネットショップマックハリアー 5%

14,424 ネットショップ ロガリズム 5%

14,425 NETSTAR　ネットスター 5%

14,426 NET STAGE楽天市場店 5%

14,427 ネット通販　C.I.O.楽天市場店 5%

14,428 ネットでインナー 5%

14,429 ネットＤＥ縁日　わっしょい村 5%

14,430 ネットdeかさや／日傘・雨傘専門店 5%

14,431 ネットで着物レンタル京都屋 5%

14,432 ネットde建材　楽天市場店 5%

14,433 ネット de ショップ 5%

14,434 ネットdeドリーム 5%

14,435 Netdenet楽天市場店 5%

14,436 NETの穴場Omix 5%

14,437 ネットのオカムラ 5%

14,438 NET部品館 5%

14,439 ネットペイント　楽天市場店 5%

14,440 ネットレンタル佳希歌 楽天市場店 5%

14,441 ねっとんや 5%

14,442 熱風機溶接機　楽天市場店 5%

14,443 NEP ネップ メンズ館 5%

14,444 ネネズデコ 5%

14,445 NeverChange楽天市場店 5%

14,446 NEVERMIND 5%

14,447 眠夢ナビ 5%

14,448 ｎａｍｅｎａｍｅ　楽天市場店 5%

14,449 眠りの神様 5%

14,450 眠りの専門店 市田商店 楽天市場店 5%

14,451 眠りのひろば【ふとんの江崎】 5%

14,452 眠りのプロショップSawada 5%

14,453 ねむりの森 5%

14,454 眠り姫 5%

14,455 眠るシアワセ　健康睡眠研究所 5%

14,456 根室の美味しいを食卓へ　小林商店 5%

14,457 煉りものみやけ楽天市場店 5%

14,458 ネルコ楽天市場店 5%

14,459 Nelture楽天市場店 5%

14,460 ねんちゃくテープ屋 5%

5777



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

14,461 ねんど屋　楽天市場店 5%

14,462 ネンリンラボ精油とコスメの専門店 5%

14,463 Ｎｏａｈ 5%

14,464 noa department store. 5%

14,465 のあのはこぶね 5%

14,466 ＮＯＡＨＬ-ノアル 5%

14,467 ノイジャパン　楽天市場店 5%

14,468 ノイフラワーレガーロ 5%

14,469 noi 楽天市場店 5%

14,470 NOVA ONLINESHOP 5%

14,471 農園芸とギフトの店 アギラ 5%

14,472 農園　自由人のすみか 5%

14,473 農援 楽天市場店 5%

14,474 農家の応援隊　かわニャン 5%

14,475 農家のお店おてんとさん楽天市場店 5%

14,476 農家のお店　めぐり菜 5%

14,477 農家の米 5%

14,478 農家の店　エムエムショップ 5%

14,479 農家ハンターSHOP 5%

14,480 農業法人 紀州梅香 5%

14,481 農業用品販売のプラスワイズ 5%

14,482 濃厚本舗 5%

14,483 農作業服・衣服のお店　いと屋 5%

14,484 植木組合 5%

14,485 脳トレ生活 5%

14,486 農ブランド 5%

14,487 農林業機械専門店 topB 5%

14,488 NOEX Kpn Direct 5%

14,489 NOEL.JANDK. 5%

14,490 ｎｏｅｌ　ｄｏｇ 5%

14,491 ノーザンブルー　スマホケース 5%

14,492 ノーザンブルー 電話機・日用雑貨 5%

14,493 ノーザンポスター 5%

14,494 NOZY COFFEE オンラインショップ 5%

14,495 ノース・トップ 5%

14,496 ノースウェブ 5%

14,497 North Well Chako 5%

14,498 north8 5%

14,499 northpeace farm 5%

14,500 North feel 5%

14,501 ノースフィール アパレル店 5%

14,502 NORTHFEEL lifestyle 5%

14,503 ノースプラザ 楽天市場店 5%

14,504 ノースポートプラザ 5%

14,505 ノースマート 5%

14,506 NORTH　LEAF　楽天市場店 5%

14,507 ＮＯ．ＮＯ．ＮＯ． 5%

14,508 na-na分室（ノーノブンシツ） 5%

14,509 NO BiTER 5%

14,510 ノービアノービオ preto 5%

14,511 ノービス・スポーツ＆ファッション 5%

14,512 NOFALL sango ノーフォール サンゴ 5%

14,513 Norph online store 5%

14,514 NOPLAN楽天市場店 5%

14,515 ノーブルゴルフ 5%

14,516 ノーユー楽天市場店 5%

14,517 No Leaf Cigarette 楽天市場店 5%

14,518 ノーリー楽天市場店 5%

14,519 バンドTシャツ NO-REMORSE 5%

14,520 禾口木丙（のぎぐちきへい） 5%
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14,521 野口コイン株式会社 5%

14,522 Nogra 楽天市場店 5%

14,523 ｎｏｃｏｎｏｃｏ・キッチン 5%

14,524 野佐和倶楽部楽天市場店 5%

14,525 野島製菓楽天市場店 5%

14,526 Nostalgica-onlineshop 5%

14,527 能勢どんの店 5%

14,528 のぞみマーケット楽天市場店 5%

14,529 野田ハニー楽天市場店 5%

14,530 Knock，Knock，Puchic！ 5%

14,531 ノッティング ワールド 輸入雑貨店 5%

14,532 ＮＯＴ（ノット） 5%

14,533 ノップノップ楽天市場店 5%

14,534 能登　カネヨ醤油 5%

14,535 能登　サニー牧場 5%

14,536 能登島ガラス工房 5%

14,537 能登ヒバから通販ショップ 5%

14,538 ノナカ金物店 5%

14,539 ノニ家族 5%

14,540 ノニチャンネル 5%

14,541 ののじ公式　楽天市場店 5%

14,542 nono shop 楽天市場店 5%

14,543 novacorona online shop 5%

14,544 のびやか堂本舗 5%

14,545 信・秀・家・店舗 5%

14,546 Nobeka 5%

14,547 novel 5%

14,548 のぼりキング 5%

14,549 のぼり君 5%

14,550 のぼりストア　楽天市場店 5%

14,551 のぼり旗専門店のぼりショップ 5%

14,552 ノミマダニくん楽天市場店 5%

14,553 のみモン 5%

14,554 nom-net-bag楽天市場店 5%

14,555 NO-MU-BA-RA 5%

14,556 飲む日焼け止め専門店 noUV 5%

14,557 NOLITA fairy stone 5%

14,558 のり子の部屋 5%

14,559 海苔・珍味・牛たんのカネタ 5%

14,560 海苔の富三 5%

14,561 海苔焼きたて工房　黒潮海苔店 5%

14,562 Norauto【ノルオート】楽天市場店 5%

14,563 ＮＯＬＳＩＡ 5%

14,564 NORTE 5%

14,565 Nordic Sleep Japan 5%

14,566 のレン 5%

14,567 のれん・タペストリー遊彩 5%

14,568 のれん屋さんのインテリアショップ 5%

14,569 norokka（ノロッカ）楽天市場店 5%

14,570 ノンアルコールとワイン湘南ワイン 5%

14,571 のんき工房　マルサ 5%

14,572 ノングルテン米粉パン工房golmarl 5%

14,573 ノン　フローラル　スタジオ 5%

14,574 nonbay store【呑兵衛ストア】 5%

14,575 BARWING正規楽天市場店 5%

14,576 PARKER OFFICIAL SHOP 5%

14,577 パークアップバイク1号店 5%

14,578 パークアップバイク2号店 5%

14,579 パークゴルフショップ　すいんぐ 5%

14,580 パークゴルフ専門パークハウス 5%
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14,581 バーゲンブックストア　B-Books 5%

14,582 バーゲンプラザ 5%

14,583 バーコードのハッピープランネット 5%

14,584 バーコードプリンタサトー製品販売 5%

14,585 BIRTHDAY ONLINE 楽天市場店 5%

14,586 バースデーバンク　楽天市場店 5%

14,587 バースデー 5%

14,588 パーソナルＣＡＲパーツ楽天市場店 5%

14,589 パーソナルギフト 風味絶佳.山陰 5%

14,590 バーチャファイトクラブ楽天市場店 5%

14,591 ＰＡＲＴＳ 5%

14,592 PartsIsland 5%

14,593 バーツール・クレシェーレSHOP 5%

14,594 PartsOnline 楽天市場店 5%

14,595 パーツ館 5%

14,596 パーツキング楽天市場店 5%

14,597 パーツコムストア 5%

14,598 パーツコンビニ 5%

14,599 パーツショップ　アドバンス 5%

14,600 パーツショップWAVE楽天市場店 5%

14,601 PARTS SHOP 4U 5%

14,602 パーツショップ ライズプラス 5%

14,603 Parts Style 5%

14,604 パーツセレクトショップターミナル 5%

14,605 パーツダイナミクス 楽天市場店 5%

14,606 パーツダイレクト2 5%

14,607 PartsDepot 5%

14,608 パーツのＰＡＬＣＡ（パルカ） 5%

14,609 パーツハウス 5%

14,610 Parts Hills 5%

14,611 PartsBoxSystemJapan 5%

14,612 ハーツMIZUAI 5%

14,613 PARTS　LINE　24 5%

14,614 Partsworld　パーツワールド 5%

14,615 パーティースタイル　Vierge 5%

14,616 パーティーストアAnnie 5%

14,617 PARTYS　ミディアムドレス・ワンピ 5%

14,618 パーティードレス専門店 sarto 5%

14,619 パーティードレス専門店DressingU 5%

14,620 パーティードレス専門店 FURNA 5%

14,621 パーティードレスチェリッシュ 5%

14,622 パーティードレス 通販 R BERRY 5%

14,623 パーティードレス通販emile 5%

14,624 パーティードレス通販オトナGIRL 5%

14,625 パーティードレス通販　GIRL 5%

14,626 パーティードレス通販Smile Orchid 5%

14,627 パーティードレス通販ティアリー 5%

14,628 パーティードレス通販TwinkleGirls 5%

14,629 パーティードレス通販DressStar 5%

14,630 パーティードレス通販DressyLily 5%

14,631 パーティードレス通販ドロップス 5%

14,632 パーティードレス通販ナイトワン 5%

14,633 パーティードレス通販！PourVous 5%

14,634 パーティードレス通販PreciousLady 5%

14,635 パーティードレス通販　ベル 5%

14,636 パーティードレス通販　Raffine 5%

14,637 パーティードレス通販　Retica 5%

14,638 パーティードレス ルベリ 5%

14,639 パーティーバッグ ドレスKOEISTORE 5%

14,640 パーティーパラダイス 5%
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14,641 パーティーフェーバー 5%

14,642 PartyRoom..bemilano 5%

14,643 パーティーレイン藤田屋 5%

14,644 ハーティ・エクスプレス 5%

14,645 BIRDIE ONLINE SHOP 楽天市場支店 5%

14,646 パーティグッズ・クラッカーカネコ 5%

14,647 Birdist Bee Garden 5%

14,648 HeartySelect 楽天市場店 5%

14,649 Party Palette 5%

14,650 パーティワールド 5%

14,651 バーテックス 5%

14,652 BIRDEX 5%

14,653 Pertemba Japan 5%

14,654 ハートオーガニックショップ 5%

14,655 HEART OF WINE 5%

14,656 ハート Online Shop　楽天市場店 5%

14,657 はーと・健・美 5%

14,658 Heart The Shop 5%

14,659 ハートシステム 5%

14,660 パートゾン 5%

14,661 ハートツウハート香川 5%

14,662 Heart to Heart 5%

14,663 ハートドロップ 5%

14,664 ハートプランニング 5%

14,665 ハートフル 5%

14,666 ハートフルカントリー 5%

14,667 はーとふるギフト 贈り物専門店 5%

14,668 子供服 ハートフルクローバー 5%

14,669 ハートフル健美店 5%

14,670 ハートもみじ 5%

14,671 ハートライフShop 5%

14,672 HEART LAND 5%

14,673 ハートランドファームいちご一笑 5%

14,674 ハードリカー　楽天市場店 5%

14,675 はあどる 5%

14,676 Harney＆Sons（ハーニー＆サンズ） 5%

14,677 ハーバリウム花材店　Natural-moco 5%

14,678 ハーバリウム専門店スプリングCH 5%

14,679 ハーバリウム　Flower Studio 花時 5%

14,680 HerbalCafePRANA オンラインストア 5%

14,681 ハービーズ 5%

14,682 ハーブ＆サプリ工房楽天市場店 5%

14,683 Herb＆Rose楽天市場店 5%

14,684 パーフェクトショップ 5%

14,685 パーフェクトスペース 5%

14,686 パーフェクトスペース　カーテン館 5%

14,687 Perfect Bag 5%

14,688 ＰＥＲＦＥＣＴ ＵＮＩＯＮ 5%

14,689 ハーブカントリー 5%

14,690 ハーブギャラリー　クローバー 5%

14,691 ハーブ研究所 5%

14,692 ハーブ工房ＨＣＣ 5%

14,693 ハーブスピリッツ　Ｗｅｂショップ 5%

14,694 ハーブセンター 5%

14,695 ハーブ専門店ハートランド 5%

14,696 ハーブティー＆アロマ専門店ユーン 5%

14,697 ハーブティー・クレイ・岩塩専門店 5%

14,698 ハーブティー専門店 e-ティザーヌ 5%

14,699 ハーブティーの店ナチュラルリズム 5%

14,700 ハーブ苗のポタジェガーデン 5%
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14,701 purple7 5%

14,702 バーベキュー　溶岩プレート　み尋 5%

14,703 バーベキューワンダーランド 5%

14,704 ハーベストガーデン 5%

14,705 ハーベストシーズン 5%

14,706 ハーベストタイム 5%

14,707 HARVEST MARKET 5%

14,708 Harvestmart　楽天市場店 5%

14,709 HermanHerman 5%

14,710 Palm Garden 5%

14,711 Palms（パームス） 5%

14,712 PALM　SPRINGS 5%

14,713 PALM　NUT 5%

14,714 ハーモネイチャー　楽天市場店 5%

14,715 ばあゆＣＬＵＢ 5%

14,716 パーリーゲイツ by ゴルフウェーブ 5%

14,717 PearlyGateペットの墓石屋さん 5%

14,718 Pearlie White 5%

14,719 バーリントン 5%

14,720 パールアンドパステル 5%

14,721 パール金属オンラインストア 5%

14,722 パールジュエリー専門店 真珠の杜 5%

14,723 パール＆ジュエリー タケイチ 5%

14,724 PEARLDAYs 5%

14,725 パールファクトリー 5%

14,726 パールプラザ楽天市場店 5%

14,727 PearlMoon 楽天市場店 5%

14,728 パール優美 5%

14,729 ハーレーカスタマージャパン 5%

14,730 ハーレーパーツデポ 5%

14,731 バーンズ公式 barns outfitters 5%

14,732 ＢＡＲＮＳＮＥＴＳＨＯＰ 5%

14,733 byAndby 5%

14,734 HIYE ウィッグ専門店 5%

14,735 ハイエース内装専門店　リンクス 5%

14,736 バイオサプリ　楽天市場店 5%

14,737 バイオ消臭剤通販 コヒタセロイ 5%

14,738 バイオテックジャパン 5%

14,739 Piony～パイオニー　楽天市場店 5%

14,740 バイオフローラ研究所 5%

14,741 バイオリンJP 5%

14,742 ハイガー産業 5%

14,743 はいから。 5%

14,744 梅華　楽天市場店 5%

14,745 ハイカラン屋 5%

14,746 配管材料プロ トキワ 5%

14,747 BUY王楽天市場店 5%

14,748 バイク・バイク用品のレオタニモト 5%

14,749 バイク＆サイクル モリワキ 5%

14,750 ぱいく食の達人 5%

14,751 バイクショップ ハンター 5%

14,752 BIKE DIRECT 楽天市場支店 5%

14,753 バイクパーツ専門 NEST 楽天市場店 5%

14,754 バイクパーツのBig-One楽天市場店 5%

14,755 バイクパーツのワールドウォーク 5%

14,756 バイクパーツ MotoJam 楽天市場店 5%

14,757 バイクハウス阿部　楽天市場店 5%

14,758 バイクファーム楽天市場店 5%

14,759 バイクマン　楽天市場店 5%

14,760 バイク メンテ館 5%
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14,761 バイクメンテナンス博士 5%

14,762 バイク用品・パーツのゼロカスタム 5%

14,763 バイク用品専門店サイクルワールド 5%

14,764 バイク用品の車楽 5%

14,765 ハイサイ！タイヤ丸 5%

14,766 DLIGHT by the Sea（バイザシー） 5%

14,767 Hygiene Store 楽天市場店 5%

14,768 バイシクルギフト 5%

14,769 排出系Diet専門　つまらんショップ 5%

14,770 ハイ食材室 5%

14,771 ハイ食材室PARIS 5%

14,772 HiSPICE DESIGN STORE 5%

14,773 Hi-smile 5%

14,774 ばいせん工房珈琲倶楽部楽天市場店 5%

14,775 焙煎珈琲豆の心斎橋コーヒ院研究所 5%

14,776 HIGHTIDE ONLINE ハイタイド 5%

14,777 文鳥グッズとバリ雑貨のHydaway 5%

14,778 HIdaCURT 5%

14,779 ハイタッチストア楽天市場店 5%

14,780 バイタライザー 5%

14,781 BUYTAL 5%

14,782 Hitaste Japan 5%

14,783 ハイテクインターダイレクト 5%

14,784 HIDEOUT 5%

14,785 ハイトリー 5%

14,786 ハイパーリンク楽天店 5%

14,787 Haibiハイビー インターナショナル 5%

14,788 ハイヒール厚底靴のディンプルズ 5%

14,789 ハイヒール専門店 BEMILANO 5%

14,790 ハイビューティ 5%

14,791 ＨＹＰＥ 5%

14,792 hi-fine 5%

14,793 パイプ金物専門店　ｍｏｎｏ 5%

14,794 BYPS （バイプス） 5%

14,795 ハイブリッドナノガラス楽天市場店 5%

14,796 Ｈi.ＰＲＥＧＩＯ 5%

14,797 ハイブロードショップ 5%

14,798 ハイベックShop 5%

14,799 ハイベル　オンラインショップ 5%

14,800 Highball 5%

14,801 はい！細野製本です 5%

14,802 Heimatberg　楽天市場店 5%

14,803 ＢＵＹＥＲ 5%

14,804 バイヤーズネットクラブ2 5%

14,805 バイヤー直送の店　エテルニータ 5%

14,806 BYYOURSIDE 5%

14,807 Hilax 5%

14,808 ＰＩＲＡＴＥＳ 5%

14,809 PIRATES SHOP 楽天市場店 5%

14,810 HYLON 5%

14,811 パインハウス 5%

14,812 パインバリュー楽天市場店 5%

14,813 PineHills 〔パインヒルズ〕 5%

14,814 HAVANA MOONアクセサリーストア 5%

14,815 ハワイのお土産・食品～ハウオリ 5%

14,816 ハウオンライン楽天市場店 5%

14,817 PAUSA PASSATA 5%

14,818 ハウスウエアネットショップ 5%

14,819 パウスカートショップ 5%

14,820 ハウスグラム 5%
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14,821 ハウスダイレクトさくら 5%

14,822 ハウステリア横浜 5%

14,823 Haus Von Frau Kurosawa 5%

14,824 house BOAT 5%

14,825 ハウスリーフ 5%

14,826 パウダー手芸材料店 大吉 5%

14,827 パウチメール 5%

14,828 hauhau 5%

14,829 バウムクーヘン専門店の「よしや」 5%

14,830 バウムハウス樹凛 5%

14,831 Baum Furniture 5%

14,832 バウムラボ樹楽里 5%

14,833 Howmore Living 5%

14,834 パウワウＲＴ代官山 5%

14,835 BOUNCE STORE 5%

14,836 おむつケーキとギフト　バオ・バブ 5%

14,837 パオコーヒー 5%

14,838 PAOPAO 5%

14,839 バカ売れ研究所オンラインショップ 5%

14,840 ハガキストア 5%

14,841 BAGAZIMURI（バガジモリ） 5%

14,842 博多いち楽天市場店 5%

14,843 博多魚匠　業務用直販 5%

14,844 博多辛子明太子　あき津（あきづ） 5%

14,845 博多健康屋 5%

14,846 博多食材工房 5%

14,847 博多大東園　楽天市場店 5%

14,848 博多のグッズ＆ホビー屋さん 5%

14,849 博多ハシケン夢 5%

14,850 博多びーどろ粋工房　楽天市場店 5%

14,851 博多久松 5%

14,852 博多風美庵 楽天市場店 5%

14,853 HAKATAプリン工房　セシルブルー 5%

14,854 博多明治町精肉店 5%

14,855 博多もつ鍋 炭火ホルモン焼 黄金屋 5%

14,856 博多もつ鍋と餃子 マイニチトッカ 5%

14,857 博多芳々亭 5%

14,858 バカラ専門店 リビングウェルデ 5%

14,859 はかりの三和屋　楽天市場店 5%

14,860 はかりん坊将軍 5%

14,861 ハカルモノショップ 楽天市場店 5%

14,862 計量器専門店　はかろう会 5%

14,863 ハキハキ工房　クレオのスリッパ 5%

14,864 はきものおしゃれ工房・さいと 5%

14,865 履物スーツケース直販店レクスター 5%

14,866 はきもの広場 5%

14,867 はきものや 5%

14,868 はぎもの舎　楽天市場店 5%

14,869 萩焼屋 5%

14,870 パキラと観葉植物専門店 Marubun 5%

14,871 BAKU 5%

14,872 白衣専門店　丸山吉井屋 5%

14,873 白衣ネット　楽天市場店 5%

14,874 白衣のおおぎや 5%

14,875 白衣のホワイトロード 5%

14,876 白衣屋　ｍａｍａｐ 5%

14,877 はぐくみプラス 5%

14,878 箔座オンラインショップ楽天市場店 5%

14,879 ハグザライフ 5%

14,880 白山堂芳賀　楽天市場店 5%
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14,881 BAQ STYLE　WEB店 5%

14,882 ハクダイ食品グルメ村 5%

14,883 白蝶花 アクセサリーカノン 5%

14,884 爆釣屋　楽天市場店 5%

14,885 はくでん 5%

14,886 はくばく公式ショップ　楽天市場店 5%

14,887 バクバクワンピ 5%

14,888 ハクバストア　楽天市場店 5%

14,889 白馬スポーツ楽天市場店 5%

14,890 PUGBIIKI（パグびいき） 5%

14,891 hugbaby　楽天市場店 5%

14,892 白朋堂 5%

14,893 はぐまむ　hugmamu 5%

14,894 爆安！家電のでん太郎 5%

14,895 爆安！靴のボストン 5%

14,896 爆安のスポーツ・イング 5%

14,897 ハクライショップ 5%

14,898 HAKURAI BLEND　楽天市場店 5%

14,899 HUG Luxe 5%

14,900 ハケ市 5%

14,901 ＶＡＣＡＴＩＯＮ 5%

14,902 バゲージ　楽天市場店 5%

14,903 パケットポーチェ 5%

14,904 ハコヴェル　楽天市場店 5%

14,905 箱職人のアースダンボール 5%

14,906 hakozume 5%

14,907 函館朝市　函館カネニ 5%

14,908 函館えさん昆布の会 5%

14,909 函館マルユウ漁業部　楽天市場店 5%

14,910 ハコナカ 5%

14,911 箱根Green 5%

14,912 HACONO 5%

14,913 Pagong楽天市場店 5%

14,914 パサージュショップ 5%

14,915 パサージュメンズ 5%

14,916 馬刺し専門店　天馬 5%

14,917 馬刺しと黒毛和牛の通販フジチク 5%

14,918 馬刺し　肉にまつわる全て＆MEAT. 5%

14,919 馬刺し・もつ鍋の通販　折戸商会 5%

14,920 はさみ屋 5%

14,921 波佐見焼shop mignon 5%

14,922 波佐見焼のある暮らし＊h.seed＊ 5%

14,923 バサロ楽器 5%

14,924 ハシエンダ 5%

14,925 箸匠　伊瑳美團十郎 5%

14,926 箸匠　はりま屋 5%

14,927 箸専門店　箸久 5%

14,928 橋之口籐工芸工房　楽天市場店 5%

14,929 パシフィックインポート 5%

14,930 パシフィックコーポレーション 5%

14,931 はじまる暮らし ほやほやキッチン 5%

14,932 はじまる二貨店 楽天市場店 5%

14,933 はじめて防災グッズ by SEISHOP 5%

14,934 橋本クロス 5%

14,935 PAJABOO 5%

14,936 パジャマエプロンの美竹マーケット 5%

14,937 パジャマクローゼット 5%

14,938 パジャマ工房 5%

14,939 パジャマ屋 5%

14,940 パジャマ屋さん 5%

5785



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

14,941 パジャマランドヤマサン 5%

14,942 パシュート 5%

14,943 hushykke 5%

14,944 パシュミナコレクション 5%

14,945 パシュミナDeva 5%

14,946 BASILUR TEA JAPAN 5%

14,947 BUZZiShop 5%

14,948 BATH＆BLOOM取り扱い店　DearSabai 5%

14,949 ＢＵＺＺ-ｅｘ 5%

14,950 バスオンラインショップ 5%

14,951 ハスカップ農園十勝ベリーファーム 5%

14,952 パスカルジャパン 5%

14,953 Basqueバスク 5%

14,954 バスクラフト＆クロールバリエ 5%

14,955 パワーストーン 天然石 パスクル 5%

14,956 バスケTシャツ グリンファクトリー 5%

14,957 BUZZ2　楽天市場店 5%

14,958 パステルハート 5%

14,959 ハズブロ公式ショップ 楽天市場店 5%

14,960 バズモンタージュ 楽天市場店 5%

14,961 BATH ROOM　バスルーム 5%

14,962 パズル生活 楽天市場店 5%

14,963 ハセガワ楽器　楽天市場店 5%

14,964 はせ川京染店　楽天市場店 5%

14,965 ハセガワセレクト 5%

14,966 HASEGAWA楽天市場店 5%

14,967 Parsley Sage Rosemary and Thyme 5%

14,968 PASO A PASO パソアパソ化粧品 5%

14,969 パソコンショップ Be-Stock 5%

14,970 パソコンショップ＠フェローズ 5%

14,971 パソコンショップ プラン 5%

14,972 パソコン・パオーンズ 5%

14,973 パソコン屋楽天市場店 5%

14,974 パソコンランド帯広 5%

14,975 パソコンレンタルマン 5%

14,976 パソ電通信　【楽天市場店】 5%

14,977 パターアイランド 5%

14,978 パターマット工房　楽天市場店 5%

14,979 肌かくしーと楽天市場店 5%

14,980 パタカラ　楽天市場店 5%

14,981 肌着＆くつ下　もちはだ楽天市場店 5%

14,982 肌着屋 5%

14,983 肌着屋ランファン 5%

14,984 はだぎらんど 5%

14,985 はだぎわ楽天市場店 5%

14,986 肌に優しい下着　ティコレクション 5%

14,987 肌に優しい下着の店 ボディヒンツ 5%

14,988 旗の村松・手芸の村松 5%

14,989 はだまるオンラインストア 5%

14,990 働く人を応援-アズマクロージング 5%

14,991 81ショップ 5%

14,992 81496＠bicycle 5%

14,993 自家焙煎珈琲豆挽き売り　八月の犬 5%

14,994 8号店 5%

14,995 ハチ公ネットショップ 5%

14,996 8coffee 楽天市場店 5%

14,997 八道韓国食品 5%

14,998 ハチドリ雑貨 楽天市場店 5%

14,999 878 HANAYA 5%

15,000 蜂の宝本舗 5%
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15,001 88モバイル楽天市場店 5%

15,002 はちまるはち お中元 父の日ギフト 5%

15,003 はちみつガーデン　西澤養蜂場 5%

15,004 はちみつショップ　Terre de Miel 5%

15,005 ハチミツ専門店 Y-BEE FARM 5%

15,006 蜂蜜の専門店、かの蜂 5%

15,007 はちみつの恵 5%

15,008 はちみつマヌカハニー専門店ALLBEE 5%

15,009 はちみつ家 5%

15,010 はちやフルーツ楽天市場店 5%

15,011 846YAJIRO 5%

15,012 発芽・酵素玄米のふくい味覚倶楽部 5%

15,013 八角家 5%

15,014 ハッカ専門店ペパーミント商会 5%

15,015 BACK 5%

15,016 Back Arrow　バックアロー 5%

15,017 Bag＆Accessory mitu 5%

15,018 バッグ＆雑貨のハイスタイル 5%

15,019 バッグ＆ホビー専門店 Bag Life 5%

15,020 バッグ＆ラゲージ、傘の店Domani 5%

15,021 BAG＆LUGGAGE MATSUZAKAYA 5%

15,022 バッグ　エクスプレス 5%

15,023 バックサイドオブトーキョー 5%

15,024 バッグ 財布 クレリア 5%

15,025 バッグ・財布専門店 ブランド本舗 5%

15,026 バッグ財布の目々澤鞄 5%

15,027 バッグ・雑貨／アビアント 5%

15,028 バッグ 雑貨　cole colle コレコレ 5%

15,029 バッグ 雑貨BELLBE 5%

15,030 BAG SHOP ARR 5%

15,031 Ｂａｇｓｈｏｐ　ＩＮＡＢＡ 5%

15,032 バッグショップグルーピー 5%

15,033 Bag shop Fujiya 楽天市場店 5%

15,034 ＢＡＧ　ＳＴＯＲＹ　１９７４ 5%

15,035 Backs 楽天市場店 5%

15,036 バッグ通販 クロスチャーム 5%

15,037 発掘商会 5%

15,038 発靴屋 楽天市場店 5%

15,039 バッグと靴のエルシエ（ElleSie） 5%

15,040 バッグと財布のお店 M-glad 5%

15,041 バッグと財布のサンディブラウン 5%

15,042 バッグと雑貨のお店フルラージュ 5%

15,043 バッグとスマホポーチ・かばん創庫 5%

15,044 バッグのあつた 5%

15,045 バッグのＣＵＯＲＥ工房 5%

15,046 バッグの手作り工房　紬 TSUMUGI 5%

15,047 バッグのロワール 5%

15,048 BAGHOUSE 5%

15,049 BAGHOLIC 5%

15,050 バッグミュージアム HAYNI ヘイニ 5%

15,051 BACKYARD FAMILY アウトドアタウン 5%

15,052 BACKYARD FAMILY インテリアタウン 5%

15,053 BACKYARD FAMILY キッズタウン 5%

15,054 BACKYARD FAMILY キッチンタウン 5%

15,055 BACKYARD FAMILY 小物タウン 5%

15,056 BACKYARD FAMILY 雑貨タウン 5%

15,057 BACKYARD FAMILY バッグタウン 5%

15,058 BACKYARD FAMILY パパタウン 5%

15,059 BACKYARD FAMILY ママタウン 5%

15,060 BACKYARD FAMILY レインタウン 5%
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15,061 BAG LOVERS STREETs 5%

15,062 BagLaboバッグラボ楽天市場店 5%

15,063 バッグ・リュック・財布-かばんや 5%

15,064 ぱっけーじ屋さん 5%

15,065 発酵健美堂 5%

15,066 バッコス 5%

15,067 Hush Puppies APPAREL 5%

15,068 bussel store 5%

15,069 HATCHI 洋傘店 5%

15,070 八ちゃん堂 5%

15,071 パッチワークの素材屋さんTAMAGO 5%

15,072 バッテリー市場 5%

15,073 バッテリーウェブコム楽天市場店 5%

15,074 バッテリー銀行 5%

15,075 バッテリーストア.com 5%

15,076 バッテリーのことならTHE BATTERY 5%

15,077 ばってりー 楽天市場店 5%

15,078 バット工房　エスオースポーツ 5%

15,079 HAT-SHOP 5%

15,080 HATSHOP NISHIKAWA楽天市場店 5%

15,081 HATBLOCK 5%

15,082 ハット 麦わら帽子 メンズtaRutaRu 5%

15,083 Hattori online shop　楽天市場店 5%

15,084 服部楽天市場店 5%

15,085 はつはなづき 5%

15,086 ハッピー・ファッションストア 5%

15,087 はっぴぃアソートメント 5%

15,088 Happy Angel 楽天市場店 5%

15,089 おしゃれ雑貨店　HappyOwl 5%

15,090 ハッピーガーデン 5%

15,091 Happy急便 5%

15,092 ハッピーグッズコレクション 5%

15,093 ハッピーグッツショップ 5%

15,094 HAPPYCRAFT 5%

15,095 HappyClue 楽天市場店 5%

15,096 ハッピークロイツ 5%

15,097 happyclover（ハッピークローバ） 5%

15,098 ハッピーサークル 5%

15,099 ハッピーサイクル 楽天市場店 5%

15,100 ハッピーサニーショップ 5%

15,101 ハッピーサンライズ 5%

15,102 HAPPYJOINT（ハッピージョイント） 5%

15,103 happyshop 5%

15,104 ハッピーショップ　楽天市場店 5%

15,105 ハッピーシルク 5%

15,106 HAPPEAST 5%

15,107 Happyストアー 5%

15,108 happy stone 5%

15,109 Happy Spaceship 楽天市場店 5%

15,110 Happy　Smiles 5%

15,111 HAPPY SAFETY 5%

15,112 ハッピータイム 5%

15,113 ハッピーTシャツ 5%

15,114 happynutscompany 5%

15,115 HAPPY NUTS DAY 5%

15,116 ＨＡＰＰＹ　ＢＩＲＴＨ 5%

15,117 ハッピーパイン 楽天市場店 5%

15,118 HappyHappyBaby 5%

15,119 ハッピー美活マーケット 5%

15,120 ハッピーピジョンＡＺ店 5%
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15,121 ハッピービデオ 5%

15,122 ハッピー　ビューティ　ショップ 5%

15,123 ハッピーフィール 5%

15,124 ハッピーブランド 5%

15,125 ハッピーブレッシング楽天市場支店 5%

15,126 Happy pair 楽天市場店 5%

15,127 ハッピーライフスタイルショップ 5%

15,128 ハッピーライフ通販 5%

15,129 HappyLine 5%

15,130 ハッピーラボ 5%

15,131 ハッピーラボラトリー楽天市場店 5%

15,132 ハッピーランド 5%

15,133 HappyLoom　楽天市場店 5%

15,134 はつひかり　蔵元直販店 5%

15,135 インテリア×生活雑貨　八風堂 5%

15,136 発明アイデア流通機構 バンビ 5%

15,137 発明学会ネットショップ 5%

15,138 発明屋 5%

15,139 ＰＡＴＹ 5%

15,140 パティエ 5%

15,141 patio-import 5%

15,142 パティスリー　シャ・ペルル 5%

15,143 パティスリー天使のおくりもの 5%

15,144 パティスリー　ラトリエ・トーマ 5%

15,145 P.A.S.2-パドゥ 5%

15,146 パドドゥ　楽天市場店 5%

15,147 バドミントン、テニスのイトスポ 5%

15,148 ハトムギ工房 5%

15,149 鳩家／HATOYA 5%

15,150 Hatoya～鳩屋～ 5%

15,151 八十八横丁 5%

15,152 butler 5%

15,153 パドルアウトドアクラブ 5%

15,154 パドルクラブ 5%

15,155 BATTLE LINE 5%

15,156 バトンストア　楽天市場店 5%

15,157 花遊び 5%

15,158 花アトリエ　サムシングブルー 5%

15,159 バナーワン楽天市場店 5%

15,160 花＆雑貨フロレゾン 5%

15,161 ハナイズムジャパン 5%

15,162 Hana Uta 米沢園芸　楽天市場店 5%

15,163 花うるる～花でうるおう毎日 5%

15,164 花右衛門 5%

15,165 花贈りはもっとステキに緑の風から 5%

15,166 hanaohome 5%

15,167 hana online-shop楽天市場店 5%

15,168 花 ガーデニングshop岐阜緑園 5%

15,169 花かたにし 5%

15,170 花ギフト サンクスブーケ 5%

15,171 花ギフト　花STORY 5%

15,172 花ギフト 山形産果物野菜 花樹有 5%

15,173 花ギフト リトルエンジェル 5%

15,174 花ギフト　ローズマリーコピーヌ 5%

15,175 華きらり 5%

15,176 はなくら鞄～バッグ・財布専門店 5%

15,177 花工房 cocofuwari 5%

15,178 花心盆栽　楽天市場店 5%

15,179 花盛り 5%

15,180 HanaSakie［ブーケ・造花商品］ 5%
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15,181 ハナサンテラス 5%

15,182 華　商店 5%

15,183 花印　楽天市場店 5%

15,184 パナスタイル 5%

15,185 パナセア公式ショップ 5%

15,186 花生活応援　はなさよ 5%

15,187 花園万頭　楽天市場店 5%

15,188 花束＊胡蝶蘭　フラワーギフト屋 5%

15,189 花珠真珠店 5%

15,190 花とお酒とギフト銀座東京フラワー 5%

15,191 花と観葉植物の専門店 光の楽園 5%

15,192 花とバルーン感動ギフト！アミティ 5%

15,193 花と緑の専門店 土っ子倶楽部 5%

15,194 HANATORA Japan 5%

15,195 Hanatelier（ハナトリエ） 5%

15,196 hanaどろっぷ 5%

15,197 HANA NIGHT FLOWER 5%

15,198 花苗園芸店なごみ 5%

15,199 BANANAFISH 5%

15,200 hananail 5%

15,201 花のアリマツ楽天市場支店 5%

15,202 花農家から直送 河田ばら園 5%

15,203 はなのき堂 5%

15,204 花のギフト店　リンクフローリスト 5%

15,205 花の専門店 行きつけのお花屋さん 5%

15,206 花の土屋さんカネア 5%

15,207 花のはんこ屋　大谷印舗 5%

15,208 パーティードレス＆小物フリージア 5%

15,209 ハナハコ（インテリア雑貨） 5%

15,210 HANA HANA 5%

15,211 hanahana 15 5%

15,212 はなはな キャラクター財布 バッグ 5%

15,213 花＊花Gluck 5%

15,214 ハナハナプラザ 5%

15,215 Hana-balloon 楽天市場店 5%

15,216 花春楽天市場店 5%

15,217 ハナ・ハワイアン・ファブリック 5%

15,218 PANAVIA 5%

15,219 はなびかん 5%

15,220 花菱商店 5%

15,221 花火と縁起飾り　有勝堂 5%

15,222 花火 ハナビ zakka marche 5%

15,223 ハナビラタケ入りサプリとご飯の店 5%

15,224 ハナビラヒトツ。楽天市場店 5%

15,225 Ｈａｎａファクトリー 5%

15,226 花フラワーギフト専門店パラボッセ 5%

15,227 パナマハット＆フェルトハットARDE 5%

15,228 Hana Marche 5%

15,229 花まるマーケット 5%

15,230 ハナマル 楽天市場店 5%

15,231 花実樹 5%

15,232 ハナミスイ楽天市場店 5%

15,233 花水木　楽天市場店 5%

15,234 華みち 5%

15,235 花みどりマーケット　楽天市場店 5%

15,236 Hanamei 5%

15,237 花メイト 5%

15,238 Hana momo 5%

15,239 花屋 心一つ 楽天市場店 5%

15,240 花屋Florist Shuei 5%
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15,241 花山うどん直営通販 楽天市場店 5%

15,242 花屋マベル 5%

15,243 パナレーサー　楽天市場店 5%

15,244 花ローヤル　1号店 5%

15,245 HANARO オンラインストア 5%

15,246 HANARO-SHOP 5%

15,247 ハナロロ クッション・ソファの店 5%

15,248 ハナロロベビー 5%

15,249 honey（ハニー） 5%

15,250 Honey ＆ Mum 5%

15,251 ハニーオンデイズ 5%

15,252 ハニーキューブ 5%

15,253 HoneyDo 5%

15,254 HunnyBunny 5%

15,255 ＨＯＮＥＹ　ＢＵＮＮＹ 5%

15,256 ハニープラス 5%

15,257 ハニーミント 5%

15,258 Ｈｏｎｅｙ　Ｒｅｅｄ　楽天市場店 5%

15,259 埴岡楽天市場店 5%

15,260 馬肉・鹿肉専門店Awanドッグフード 5%

15,261 バニティスタジオORION 5%

15,262 バニティスタジオＶＳ６６ 5%

15,263 バニティスタジオプレゼンツ 5%

15,264 バニティルーム楽天市場店 5%

15,265 バニラ・アウローラ 5%

15,266 Vanillaオンラインストア 5%

15,267 vanilla 楽天市場店 5%

15,268 葉ニンニクのアースエイド 5%

15,269 ハヌルホス・ジャパン 5%

15,270 harnessel 5%

15,271 パネットマーケット 5%

15,272 パネットワンpane（t）one 5%

15,273 HANEYA Design -ハネヤデザイン- 5%

15,274 ハネル-エコモコ公式ショップ 5%

15,275 パネルデポ　楽天市場店 5%

15,276 HAVEA 5%

15,277 パパコソ公式SHOP by ワンスレッド 5%

15,278 母の日お中元内祝ギフトふみこ農園 5%

15,279 幅広の足に優しい婦人靴のお店 5%

15,280 HAPIAN 5%

15,281 はぴキャラ 5%

15,282 hapidat 楽天市場店 5%

15,283 【パピ通】パピルス楽天市場店 5%

15,284 ハピデジ “Happy Days Joint” 5%

15,285 Happinica（ハピニカ） 5%

15,286 Happiness color 5%

15,287 ハピネスセレクトショップ 5%

15,288 HAPPINESTLINE 5%

15,289 ハピネスビューティストア 5%

15,290 ハピ・ラ・ポール Onlineshop 5%

15,291 Pabin US バッグ専門店 5%

15,292 BABU 5%

15,293 puff 5%

15,294 HAVE A NICE TIME STORE 5%

15,295 BABOO WEAR 5%

15,296 Hub store 5%

15,297 羽二重餅の古里 5%

15,298 HAPTIC（ハプティック） 5%

15,299 HUB LIKE 5%

15,300 歯ブラシ本舗 5%

5791



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

15,301 ｐｕｂlｉｃ 5%

15,302 BabbleCom スマホアクセサリー 5%

15,303 パぺアレグレ 5%

15,304 PAPESSA 5%

15,305 BABEL 5%

15,306 濱金 5%

15,307 濱崎屋 5%

15,308 ハマスポ楽天市場店 5%

15,309 浜名湖うなぎ専門店　遠州さんぼし 5%

15,310 浜名湖　うなぎのあいかね 5%

15,311 浜名湖　うなぎのたなか 5%

15,312 浜名湖グルメマーケット 5%

15,313 浜名湖の恵みショップ　紅葉屋 5%

15,314 浜納豆本舗 5%

15,315 浜平商店楽天市場店 5%

15,316 浜松餃子の藤田真弘商店 5%

15,317 【公式】濱文様　楽天市場店 5%

15,318 歯磨き粉・歯ブラシ　健康クラブ 5%

15,319 ハミガキ専門店　Hamigaki Life 5%

15,320 ハミガキ広場 5%

15,321 ハミルトン・ウェルネス 5%

15,322 PAMインターナショナル 5%

15,323 ハムセンアライ 5%

15,324 ハム・ベーコン エーデルワイス 5%

15,325 ハモニカ横丁 5%

15,326 刃物市場 5%

15,327 刃物・道具の専門店　ほんまもん 5%

15,328 刃物の政豊　楽天市場店 5%

15,329 パヤカ楽天市場店 5%

15,330 早川ネットショップ支店 5%

15,331 ハヤサカサイクル楽天市場店 5%

15,332 ハヤシグチ 毛皮 ファー カシミヤ 5%

15,333 林原LSIサプリメント楽天市場店 5%

15,334 福餅・林餅店 5%

15,335 林屋の鮎・鰻 5%

15,336 林屋　楽天市場店 5%

15,337 葉山 inuit coffee roaster 5%

15,338 葉山セレクト-Innocence 5%

15,339 はやみみ本舗 5%

15,340 はやり生活ストア 5%

15,341 流行人【BooMer】楽天市場店 5%

15,342 まぐろ漬　羽床総本店 5%

15,343 BAYU STORE 5%

15,344 バラエティ雑貨ハッピーパッチ 5%

15,345 バラエティーショップ燦燦屋 5%

15,346 バラエティーストアおきなわ一番 5%

15,347 バラエティストア　Ｆｉｅｌｄ 5%

15,348 バラエティ本舗 5%

15,349 Barracuda Works 楽天市場店 5%

15,350 原工具-楽天市場店 5%

15,351 薔薇雑貨・HIRAKE GOMA 5%

15,352 薔薇雑貨かわいい姫系雑貨のMeggie 5%

15,353 薔薇雑貨のおしゃれ姫 5%

15,354 薔薇雑貨のヒーリングローズ＆RE 5%

15,355 原宿シャイン楽天市場店 5%

15,356 原宿ジュエリーオペラ 5%

15,357 ＰＡＲＡＤＩＳＥ　ＭＡＲＫＥＴ 5%

15,358 Ｐａｒａｄｉｓｅ横浜 5%

15,359 バラと天使ケンジントンガーデンズ 5%

15,360 キッズ・ベビー用品　パラニーニョ 5%
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15,361 パラニーニョ　フォーマルスタイル 5%

15,362 バラの家　【バラ苗専門店】 5%

15,363 バラプレゼント＊アルトルミナーレ 5%

15,364 ハラペコフードファクトリー株 5%

15,365 【腹巻専門】　はらまき屋さん。 5%

15,366 バランスチェアのサカモトハウス 5%

15,367 バランスボディ研究所 5%

15,368 バリ・アジアン雑貨バリパラダイス 5%

15,369 Various One 5%

15,370 Harry’s 楽天市場店 5%

15,371 ハリー・ハート　楽天市場店 5%

15,372 Valiente 5%

15,373 BALIOS 5%

15,374 はりかえ工房 5%

15,375 ハリコ犬の渡嘉毛織 5%

15,376 HARICOC楽天市場店 5%

15,377 バリ雑貨ココバリ（アジアン雑貨） 5%

15,378 バリ雑貨 バリテラス 5%

15,379 バリ雑貨ＭＡＮＪＡ 5%

15,380 BARIS 5%

15,381 ballistik バッグ＆リュックの通販 5%

15,382 PARIS LOUNGE パリスラウンジ 5%

15,383 parisrose 5%

15,384 バリチェロ　楽天市場店 5%

15,385 はりねずみんみん共和国 5%

15,386 バリバリ家電　楽天市場店 5%

15,387 播磨奉菓匠　六萬石　楽天市場店 5%

15,388 バリュー家具【ゆとり生活研究所】 5%

15,389 バリュー・クラブ 5%

15,390 バリューコンタクト 5%

15,391 バリュー・ショッピング楽天市場店 5%

15,392 VALUE BOOKS 5%

15,393 バリューマックス 5%

15,394 Value Lab. 5%

15,395 バリよかユニフォーム 5%

15,396 ハル・インダストリ 楽天市場店 5%

15,397 はるうらら 5%

15,398 バルーン＆おむつケーキ ChicoRico 5%

15,399 バルーン＆雑貨　HANA 5%

15,400 バルーンギフト電報グッドアイ 5%

15,401 バルーンギフトのハンサムギフト 5%

15,402 バルーンキューブ　楽天市場店 5%

15,403 バルーンショップ　バルバルーン 5%

15,404 Balloon Shopふうせん工房 5%

15,405 バルーンショップ ブルーバルーン 5%

15,406 バルーン電報＆花ギフト 花模様 5%

15,407 バルーン電報ギフト　アットマート 5%

15,408 バルーン電報のユーバルーン 5%

15,409 バルーンとPartyのイベントシティ 5%

15,410 バルーン花束　ピギーベイブ 5%

15,411 HARU online store 5%

15,412 ハルカストア 5%

15,413 パルガントン 公式楽天市場店 5%

15,414 PAL Kid’s Wear Imports 5%

15,415 BULKHOMME バルクオム公式ショップ 5%

15,416 パルクレール楽天市場店 5%

15,417 春工房 5%

15,418 バルコス公式ショップ楽天市場店 5%

15,419 ハルコレ 5%

15,420 HARU雑貨 5%
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15,421 バルジ- Bulge 5%

15,422 Varzy（バルジー） 5%

15,423 Ｐａｒｔｅｎａｉｒｅ 5%

15,424 バルニバービフラワー 5%

15,425 はるのき自然派ハーブティー＆お茶 5%

15,426 HaruHaru楽天市場支店 5%

15,427 VALVIA 5%

15,428 Barbizon バルビゾン 5%

15,429 はるべ　by　京都　浪速屋商店 5%

15,430 パル・ヘルスケアサポート 5%

15,431 バルボラフットボール楽天市場店 5%

15,432 ＰＡＬＭＹ 5%

15,433 春美堂 5%

15,434 晴実堂OkayamaStyleShop 5%

15,435 ハル薬店 5%

15,436 valley of flowers 5%

15,437 バレイビレッジ 5%

15,438 バレエ　アラベスク 5%

15,439 バレエ　サヨリ 5%

15,440 バレエショップキャトルナ 5%

15,441 バレエショップ Konju Dress 5%

15,442 バレエショップ　ジュエレスク 5%

15,443 バレエ専門店ミニヨン 5%

15,444 バレエ店バレリーナート楽天市場店 5%

15,445 バレエ　ピィーカブ＊スカーレット 5%

15,446 バレーボールアシスト楽天市場店 5%

15,447 バレーボール館 5%

15,448 バレーボールHiQ 5%

15,449 バレエ用品　芦屋チャンティ 5%

15,450 バレエ用品専門店 ミルリトン63 5%

15,451 バレエ用品　トレジャーショップ 5%

15,452 バレエ用品の専門店 ジーマックス 5%

15,453 バレエ用品のドゥッシュドゥッスゥ 5%

15,454 晴れた空のテラス　楽天市場店 5%

15,455 Valletta 5%

15,456 パレット王 5%

15,457 BULLETJAM【バレットジャム】 5%

15,458 pallet DEPO 5%

15,459 パレットライフ 5%

15,460 晴れのち快晴 5%

15,461 ハレハワイアン　楽天市場店 5%

15,462 晴れ屋 楽天市場店 5%

15,463 ハレルヤ 5%

15,464 晴れる屋　楽天市場店 5%

15,465 パレンケ　楽天市場店 5%

15,466 HALOA BOX ART 5%

15,467 ハロウィンランド 5%

15,468 ハロウィンワールド 5%

15,469 ハロー赤ちゃんSTORE楽天市場店 5%

15,470 ＨＡＬＬＯ-ＷＩＮ 5%

15,471 ハローエンジェル　スリムイン 5%

15,472 ハローキッズ 5%

15,473 ハローシティー 5%

15,474 ハローデイ楽天市場店 5%

15,475 ハローネットワーク 5%

15,476 ハローファニチャー 5%

15,477 ハローベビー 内祝い お返しギフト 5%

15,478 PARROT　ゴスロリ、v系の専門店 5%

15,479 バロン楽天市場店 5%

15,480 PowerWeb 5%
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15,481 パワーウェブ２号店 5%

15,482 poweronstore 楽天市場店 5%

15,483 パワーゴルフ（PowerGolf） 5%

15,484 バワーズコーポレーション 5%

15,485 powerstation楽天市場店 5%

15,486 POWER STATION 5%

15,487 パワーステップウェブショップ 5%

15,488 パワーストーン ブレスレットiwish 5%

15,489 パワーストーン 石流通センター 5%

15,490 パワーストーン CRYSTAL PACKAGE 5%

15,491 パワーストーン・天然石アロマ工房 5%

15,492 パワーストーン天然石 STONE HACCI 5%

15,493 パワーストーン・天然石・TRIANGLE 5%

15,494 パワーストーン天然石ブルーコーン 5%

15,495 パワーストーン 天然石 LuLu House 5%

15,496 パワーストーンのとわの石 5%

15,497 パワーストーンプレミアム 5%

15,498 パワーストーンや 5%

15,499 パワーズ 楽天市場店 5%

15,500 パワードーム　ゴルフ専門店 5%

15,501 パワーハウスオンラインストア 5%

15,502 パワーピット楽天市場店 5%

15,503 PowerBetter 5%

15,504 パワーレック鍵盤堂 5%

15,505 ハワイアン・コア～ハワイ屋～ 5%

15,506 ハワイアン雑貨 aloha hawaii mau 5%

15,507 ハワイアン雑貨　holoholo 5%

15,508 ハワイアンジュエリーAquaBelle 5%

15,509 ハワイアンジュエリー　アロアロ 5%

15,510 ハワイアンジュエリーアロハロカヒ 5%

15,511 ハワイアンジュエリーPUAALLY 5%

15,512 ハワイアンジョー　楽天市場店 5%

15,513 ハワイアンショップshop nui 5%

15,514 ハワイアン フラショップ レオレア 5%

15,515 ハワイ雑貨＆ワッペン MOANAPPLE 5%

15,516 ハワイ発・手彫工房＠サザンブルー 5%

15,517 パン・製菓材料とはとむぎの半鐘屋 5%

15,518 ＨＡＮＹＥ　Ｍａｒｔ 5%

15,519 幡INOUE ONLINE SHOP 楽天市場店 5%

15,520 ハンガー＆インテリアTAMATOSHI 5%

15,521 ハンガーのタヤ 5%

15,522 ハンガーのながしお　ハンガー通販 5%

15,523 ハンガー屋 5%

15,524 hanger楽天市場店 5%

15,525 半額インク 5%

15,526 ゆかり（海老せんべい）坂角総本舖 5%

15,527 名入れ面白革雑貨 バンカクラフト 5%

15,528 ハンカチ・タオル　双葉屋 5%

15,529 ハンカチの店　夢遊布 5%

15,530 パンカップ楽天市場店 5%

15,531 HUNKY DORY 5%

15,532 万協ネットショップ 楽天市場店 5%

15,533 ハンギョ　楽天市場店 5%

15,534 はんこアトリエ 5%

15,535 はんこ市場楽天市場店 5%

15,536 パン工房カワ　楽天市場店 5%

15,537 はんこキング（印鑑・シャチハタ） 5%

15,538 はんこ・シャチハタの一番堂 5%

15,539 はんこショップおとべ 5%

15,540 はんこdeハンコ楽天市場店 5%
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15,541 はんこのすえよし 5%

15,542 はんこ広場世田谷店 5%

15,543 はんこ奉行 5%

15,544 はんこ祭り 5%

15,545 ハンコヤストア 5%

15,546 はんこランド　星栄堂 5%

15,547 BANZAY 5%

15,548 パンジー　フラワーズ 5%

15,549 パンジー楽天市場店 5%

15,550 半紙屋e-shop 5%

15,551 BANJO 5%

15,552 万丈～額縁・アルバム・雑貨の老舗 5%

15,553 繁盛工房 5%

15,554 ハンシン　ＲＫ-１０ショップ 5%

15,555 Hands up market 5%

15,556 ハンズクラフト 楽天市場店 5%

15,557 万世ストアー 5%

15,558 帆船模型の夢住緑 5%

15,559 搬送楽店 5%

15,560 販促イベント屋 5%

15,561 販促品のよしやま 5%

15,562 バンダイスポーツ楽天市場店 5%

15,563 半田カバン店 5%

15,564 Panda Shop 5%

15,565 半田素麺の瀧原製麺　楽天市場店 5%

15,566 パンダ中華物産 5%

15,567 半田帽子　楽天市場店 5%

15,568 パンツ屋 5%

15,569 Bande 5%

15,570 ハンディーウッドカンパニー 5%

15,571 handicraft メルシー 5%

15,572 ハンティントン　楽天市場支店 5%

15,573 BANDEL 5%

15,574 ｈａｎｇｔｅｎｇ 5%

15,575 パンドゥドゥ 5%

15,576 ばんどう農園　楽天市場店 5%

15,577 はんどくらふとCOCO 5%

15,578 ハンドクラフト材料　kinari 5%

15,579 Pain de Singe 楽天市場店 5%

15,580 Bandc バンドシー 楽天市場店 5%

15,581 はんとしおろし 5%

15,582 ハンドバッグアルス 5%

15,583 ハンドバッグのお店ＶＥＲＤＥ 5%

15,584 ハンドメイドアクセpyokotto 5%

15,585 ハンドメイドオルゴール＊夢の音＊ 5%

15,586 ハンドメイド材料マテリアルリンク 5%

15,587 ハンドメイド雑貨のお店　マカロン 5%

15,588 ハンドメイド・雑貨Lacery de Rose 5%

15,589 ハンドメイド手芸材料のココット 5%

15,590 HandmadeshopPrintemps 5%

15,591 ハンドメイドスタジオ AirSkyWeb 5%

15,592 ハンドメイド素材通販 アジ彩 手芸 5%

15,593 ハンドメイド素材のDecoFactory 5%

15,594 ハンドメイドだっこひもtacmamy 5%

15,595 ハンドメイド chigu-tick 5%

15,596 ハンドメイドのお店preser 5%

15,597 ハンドメイドパーツのBeads Market 5%

15,598 ハンドメイドバッグ専門店ミノトフ 5%

15,599 ハンドメイド Beads happyboo 5%

15,600 ハンドルカバーのMUGYUTTO 5%
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15,601 ハンドルキング 5%

15,602 HAND WORK とりい 5%

15,603 PANTONE Living 5%

15,604 Hanna Web Shop 5%

15,605 はんの専門店石松堂 5%

15,606 ハンの辻村 5%

15,607 バンビーショップ楽天市場店 5%

15,608 バンビーノペコラ 5%

15,609 Bambi Water OnlineShop 5%

15,610 バンプ 5%

15,611 Pan Fabric 楽天市場店 5%

15,612 bambooleaf. 5%

15,613 バンブーロード 5%

15,614 ＢＵＭＰ ＳＴＯＲＥ 5%

15,615 パンプスとブーツ専門店 NOTGiulia 5%

15,616 帆布バッグ WoodyBelly 5%

15,617 帆布バッグ・登山用品のオクトス 5%

15,618 バン・ブルー　Vent Bleu 5%

15,619 ハンモック ジャパン 5%

15,620 ハンモック屋 楽天市場店 5%

15,621 ハンモックライフ 5%

15,622 韓流グッズ専門店　K-POP-G 5%

15,623 韓流ショップ KSTAR 5%

15,624 韓流ＢＡＮＫ 5%

15,625 美・空間 5%

15,626 Here. 5%

15,627 VIAJERO 本店 5%

15,628 ピアス イヤリング カラコンPIENA 5%

15,629 ピアス専門ショップGreen Piercing 5%

15,630 ピアスマニア 5%

15,631 biasu-楽天市場店 5%

15,632 ピアス　ル・クール 5%

15,633 美＠pony 5%

15,634 ピアノベール 5%

15,635 VIAMODA　楽天市場店 5%

15,636 PIARY（ピアリー）楽天市場店 5%

15,637 ピアワークス 5%

15,638 ビアンジェ 5%

15,639 Hiigoo 【ヒー・ゴー】 5%

15,640 B-Square楽天市場店 5%

15,641 ビー・マム・ベイビー 5%

15,642 PR用品のぼたんや　楽天市場店 5%

15,643 B-ACROSS 5%

15,644 BE UP webショップ 5%

15,645 Ｐ＆Ｈサプライ 5%

15,646 ビーアンドエス・コーポレーション 5%

15,647 Ｐ＆Ｄ　ＳＴＵＤＩＯ　楽天市場店 5%

15,648 P＆LUXE 5%

15,649 B-ist 5%

15,650 Being 【ビーイング】 5%

15,651 ビーイング 5%

15,652 beinmart 5%

15,653 ビイヴアス楽天市場店 5%

15,654 PEEWEE BABY 5%

15,655 美いうえいく　楽天市場店 5%

15,656 BHCanae楽天市場店 5%

15,657 BAS CLOTHING 5%

15,658 BA select【ビーエーセレクト】 5%

15,659 びーえーらぼ 5%

15,660 ピーエスエル　楽天市場店 5%
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15,661 BSCギャラリー京都 5%

15,662 ビーエックス　オンラインショップ 5%

15,663 BMXDEPO 5%

15,664 BMXピスト自転車のサイクルロード 5%

15,665 BMKショップ 5%

15,666 BMC BLUE MONSTER SHOP 楽天市場店 5%

15,667 ｐｍｊ　歯の健康の店 5%

15,668 ＢＭ　ＪＡＰＡＮ 5%

15,669 ＰＭ　ＳＰＯＲＴＳ 5%

15,670 b.m.p 5%

15,671 BMモーターパーツ BMW純正品専門店 5%

15,672 ＰＭ　Ｗｏｒｋｓ 5%

15,673 Be LA 5%

15,674 B・L・Style 5%

15,675 plmarket楽天市場店 5%

15,676 B-CASA 5%

15,677 BeGarden 5%

15,678 Peek-a-Boo 5%

15,679 ｂｅｑｕｂｅ（ビーキューブ） 5%

15,680 ビーキューブ楽天市場店 5%

15,681 B99 5%

15,682 PEAKSPEAK 5%

15,683 p-Grandi SHOP 楽天市場店 5%

15,684 ビーグレイス楽天市場店 5%

15,685 BCLOVER 楽天市場店 5%

15,686 PK-STYLE 5%

15,687 BK Store 5%

15,688 BK-mart 5%

15,689 ＢＫワールド 5%

15,690 B-koshin 5%

15,691 BeaCos 5%

15,692 Ｐ-ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ 5%

15,693 PC＆家電《CaravanYU 楽天市場店》 5%

15,694 PCH［ストリート系ルード］ 5%

15,695 PCASTORE 5%

15,696 pcatec 5%

15,697 PGS 5%

15,698 BCL PICTORIAL NETWORK 5%

15,699 PCONE 5%

15,700 PCグッドメディア楽天市場店 5%

15,701 PC-SUPPLY 5%

15,702 PCショップEYES 5%

15,703 【PCパーツショップ】スリートップ 5%

15,704 PCパーツの良い優品 楽天市場店 5%

15,705 中古パソコン PCshophands 5%

15,706 BCP楽天市場店 5%

15,707 bcbasics -海外インテリア＆子供服 5%

15,708 PCsPOCKET 5%

15,709 ＰＣ-ＰＯＳのエフケイシステム 5%

15,710 PCBOX78楽天市場店 5%

15,711 PGmarket 楽天市場店 5%

15,712 pclive-shop 5%

15,713 ＢＣＹ楽天市場店 5%

15,714 PCワンズ 5%

15,715 BSEEN JAPAN 5%

15,716 ビージェイ 5%

15,717 BJ ONLINE SHOP 5%

15,718 bjdesign 5%

15,719 美意識倶楽部 5%

15,720 ＰＥＡＳＥ 5%
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15,721 HEATH．INDUSTRIAL 5%

15,722 ビーズが咲いたよ　楽天市場店 5%

15,723 ビーズキットホビックス楽天市場店 5%

15,724 dragonroad 5%

15,725 ＰＥＡＣＥ．ＣＬＯＴＨＩＮＧ 5%

15,726 Peace工房 5%

15,727 ビーズショップ・ストロビーズ 5%

15,728 ビーズショップ OuiOui 5%

15,729 OuiOui2nd楽天市場店 5%

15,730 ビーズ専門　シルバーてんてん 5%

15,731 P-star 5%

15,732 Ｂ－Ｓｔｙｌｅ 5%

15,733 ビースタイル楽天市場店 5%

15,734 B-STATION 5%

15,735 BEAST／ビースト 5%

15,736 Ｐ’ｓ　Ｐａｒｋ 5%

15,737 ビーズ パーツ通販デイジービーズ 5%

15,738 ビーズパーツ販売アクセサリー通り 5%

15,739 BEES HIGH 5%

15,740 ビーズ箱　一凜～ichirin～ 5%

15,741 Ｐ’ｓ　ｆａｎ／R 5%

15,742 PEACEFUL TIMES BY ＴＯＷＡ 5%

15,743 Ｂ-Ｓｐａｃｅ 5%

15,744 BEE SPORTS 5%

15,745 ピースマイル 5%

15,746 ビーズ屋公ちゃん。 5%

15,747 Piece Life楽天市場店 5%

15,748 BeeThree 5%

15,749 BWHStore 5%

15,750 PWT 5%

15,751 Ｂたんママ大好き定番！ 5%

15,752 Ｂｅａｃｈ 5%

15,753 PICHI　アパレルshop楽天市場店 5%

15,754 ビーチーム 5%

15,755 Beach Angel 5%

15,756 ピーチシルバー 5%

15,757 Peach Life（ピーチライフ） 5%

15,758 Beach Life Style 5%

15,759 B-2WILD 5%

15,760 ピーティー 5%

15,761 BD.DVD研磨.修復のプロ ケンマック 5%

15,762 ＰＤＡ工房 5%

15,763 BTOパソコン専門店のPC-MAX 5%

15,764 PDスキークラブ365 5%

15,765 PTドリームボックス 5%

15,766 BEATIFIC-STORE 5%

15,767 Ｐ-デジ 5%

15,768 BeeTech 5%

15,769 PTENNIS 5%

15,770 ビートジャイブ 5%

15,771 ビート魂ショップ 5%

15,772 ビー・ドット・ラボ 5%

15,773 ＢＥＡＴＮＵＴＳ 5%

15,774 ビートポップス 5%

15,775 Beatles official shop Let It Be 5%

15,776 hiina 5%

15,777 美ーナス・タウン 5%

15,778 be ナチュラリー 5%

15,779 ビィ・ネットショップ 5%

15,780 be810 5%

5799



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

15,781 Be Happy 5%

15,782 ＢｅｅＢＡＬＡＮＣＥ　楽天市場店 5%

15,783 ＢｅＢｅｅ 5%

15,784 BBRベビー 2号店 5%

15,785 BBR-baby 1号店 5%

15,786 BBA-Foods 楽天市場店 5%

15,787 ビービーエックス楽天市場店 5%

15,788 B.B.GENERAL STORE 5%

15,789 Ｂ・Ｂセレクト楽天市場店 5%

15,790 ＨｅＢｅＨｅ 5%

15,791 BBfield 5%

15,792 紙ってる 5%

15,793 B.B. Music　楽天市場店 5%

15,794 BB-RUSH 5%

15,795 ドレス・スーツの専門通販「PB-1」 5%

15,796 ＢＥＥＦ 5%

15,797 BeFo のプラスワンショップ 5%

15,798 Ｂ-ＢＬＵＥ　楽天市場店 5%

15,799 People Tree 5%

15,800 vivre（ビーブル）ミセスのお洋服 5%

15,801 Ｂ-ＰＬＡＩＤ 5%

15,802 B-BROS Online Store 5%

15,803 ビーフンの健民飯店 5%

15,804 美-bell ～シュワルツコフ・ナプラ 5%

15,805 Ｐ-ＢＯＸ（ピーボックス） 5%

15,806 BE　MY　BABY 5%

15,807 ビーマジカル楽天市場店 5%

15,808 ビームテック 5%

15,809 BMessage-ビィメッセージ- 5%

15,810 BeeLiGHT 楽天市場店 5%

15,811 ピーライフ楽天市場店 5%

15,812 Biii　楽天市場店 5%

15,813 ビーラッシュストア 5%

15,814 BeRich 楽天市場支店 5%

15,815 ヒーリングライト研究所 5%

15,816 ヒールアンドトゥ 5%

15,817 B-room interior 5%

15,818 ビール漬けの素さとやま楽天市場店 5%

15,819 B-Rose　ビーローズ楽天市場店 5%

15,820 ビーロード 5%

15,821 ヒーローボックス 5%

15,822 ヒーロー楽天市場店 5%

15,823 ビーワースショップ 5%

15,824 BYスポーツ（ビーワイスポーツ） 5%

15,825 BEEONE-web shop 5%

15,826 ビーンズ 5%

15,827 ヒウチエヒメ　楽天市場店 5%

15,828 PIETA 5%

15,829 Viet Store 楽天市場店 5%

15,830 冷えとり靴下のシルクパーティー 5%

15,831 冷えとり靴下の841（ヤヨイ） 5%

15,832 Pie-no 5%

15,833 Pierrot【ピエロ】 5%

15,834 HiO ICE CREAM 楽天市場店 5%

15,835 ＢＩＯ珈琲 5%

15,836 peonyoflove 5%

15,837 美ガーデンショップ 5%

15,838 ピカイチ家具 5%

15,839 ピカイチ公式　楽天市場店 5%

15,840 ピカイチ屋 5%
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15,841 ピカイチ楽天市場店 5%

15,842 ピカキュウhome 5%

15,843 ピカキュウ楽天市場店 5%

15,844 Pikake Jasmin 5%

15,845 美活応援店 【 アットシュシュ 】 5%

15,846 美活コスメ応援部　BIKACO 5%

15,847 ピカッとハウス楽天市場店 5%

15,848 ピカットマート 5%

15,849 美活力 5%

15,850 美化堂 5%

15,851 ＰＩＣＡＤＯＲ 5%

15,852 PICAPICA 5%

15,853 ピカピカレイン　コーティング 5%

15,854 HIKARI 5%

15,855 光工房　楽天市場店 5%

15,856 ヒカリ酒販　楽天市場店 5%

15,857 光トレーディング 5%

15,858 光ネット組合 楽天市場店 5%

15,859 光ネットジャパン 5%

15,860 ひかり仏具店 5%

15,861 ひかり味噌　楽天市場店 5%

15,862 ヒカリ屋の照明ライト 5%

15,863 ピカルスコレクションDIY 5%

15,864 ひかるＳＴＹＬＥ　by侘びすけ 5%

15,865 ヒカル楽天市場店 5%

15,866 美顔器・美容家電のアイボーテSHOP 5%

15,867 美顔器・原液ならモテビューティー 5%

15,868 美甘麗茶楽天市場店 5%

15,869 Vigiee楽天市場店 5%

15,870 引き菓子スイーツ専門店　鳳庵 5%

15,871 ＢＩＫＩ　ＣＯＳＭＥ 5%

15,872 ヒキタギフトセンター 5%

15,873 BIKINI SHOP 5%

15,874 bikiniwax ANGELICA 5%

15,875 美脚スタイル 5%

15,876 ビキヤ楽天市場店 5%

15,877 Pixy 5%

15,878 ピクシージュエリー 5%

15,879 ヒクシポワタ楽天市場店 5%

15,880 ヒグチパーツ 5%

15,881 ヒグチワイン Higuchi Wine 5%

15,882 VICTORYビクトリー 5%

15,883 ビグラッド　楽天市場店 5%

15,884 美-健康ゴルフ 5%

15,885 美健本舗楽天市場店 5%

15,886 美・健・屋 5%

15,887 肥後手打　盛高鍛冶刃物 5%

15,888 彦星フィッシング 5%

15,889 ビコル 5%

15,890 picollet 5%

15,891 ピザ・プティギャルソン 5%

15,892 ピザ・アリオ 5%

15,893 bi-sai 5%

15,894 美彩多肉販売cocoshops 5%

15,895 ＢＥＳＩＤＥインテリアショップ 5%

15,896 ビサイドファニチャー 5%

15,897 美サイレントあるふぁ 5%

15,898 ビザインショップ 5%

15,899 ひさしっくす 5%

15,900 ひさしの総合メーカー 5%
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15,901 ピザハウスロッソ 5%

15,902 ビザビ　楽天市場店 5%

15,903 PIZZAREVO 5%

15,904 美Sante Shop　楽天市場店 5%

15,905 PC-ヒラクネットショップ 5%

15,906 BJC健康SHOP 5%

15,907 BICHERIE. 5%

15,908 肘折温泉　ほていや 5%

15,909 ひじき・寒天・あおさ【海藻本舗】 5%

15,910 BUSINESS＆CASUALSHOES LONGPSHOE 5%

15,911 ビジネスグッズ専門店 NEXTAT 5%

15,912 ビジネス小物専門店GERARD 5%

15,913 ビジネスサプライセンター 5%

15,914 ビジネスサポート福岡　楽天市場店 5%

15,915 ビジネスシューズのシューカフェ 5%

15,916 ビジネスシューズの店 Bi-Zak PLUS 5%

15,917 ビジネス バグズ 5%

15,918 ビジネスバッグ財布アスカショップ 5%

15,919 ビジネスバッグ 財布のユキオラボ 5%

15,920 ビジネス文書本舗 5%

15,921 ビジネスマンサポートshop 5%

15,922 ビジネスレザーファクトリー 5%

15,923 毘沙門店 5%

15,924 ビジュー 5%

15,925 ビジューアクセサリー Loaris 5%

15,926 尾州生地工房　SK-Labo 5%

15,927 ビジュー金銀プラチナ楽天市場店 5%

15,928 ビジューパーツ専門店　ミルクール 5%

15,929 Bejou楽天市場店 5%

15,930 美酒蔵 はなたれ屋 5%

15,931 Bijoux Coffee 5%

15,932 美術工芸の檜屋 5%

15,933 Bijouterie　euro flat 5%

15,934 美酒の泉　ジャパニーズＳＡＫＥ 5%

15,935 美酒美酒 5%

15,936 非常食専門店ホリカフーズ 5%

15,937 微笑ライフ 5%

15,938 美食市 5%

15,939 美食サークル 5%

15,940 美食同源 5%

15,941 b-shop楽天市場店 5%

15,942 ビジョンスタイル 5%

15,943 Vision【ビジョン楽天市場店】 5%

15,944 美人髪KOEIDO　ヘアアクセサリー 5%

15,945 美人職人 5%

15,946 BIJIN-STORE（美人ストア） 5%

15,947 美人生活 5%

15,948 美人ワンピ専門店【Mimi GranT】 5%

15,949 HISUI-KOBO 楽天市場店 5%

15,950 美睡ショップ楽天市場店 5%

15,951 翡翠専門店ジョイテック 5%

15,952 翡翠と玉のマンダリーナ 5%

15,953 BizON（ビズオン）（bizon） 5%

15,954 BIZKAGU 5%

15,955 ビスクショップ 5%

15,956 ビスコンティ＆きもの忠右衛門 5%

15,957 ビズスクエア 5%

15,958 BiZTIME（ビズタイム） 5%

15,959 ＰＩＳＴＡＣＣＨＩＯ 5%

15,960 ヒステリックミニ 5%
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15,961 BISES-FLOWER 5%

15,962 His Master’s Print 楽天市場店 5%

15,963 ビタースウィート楽天市場店 5%

15,964 飛騨牛 末広 5%

15,965 飛騨牛 高木精肉店 5%

15,966 飛騨職人生活 5%

15,967 Hida Shop 飛騨ショップ 5%

15,968 飛騨高山おはなもあな 5%

15,969 飛騨高山おみやげ処　三川屋 5%

15,970 飛騨高山蔵屋敷 5%

15,971 飛騨高山さとう 5%

15,972 日立納豆　楽天市場店 5%

15,973 常陸美装楽天市場店 5%

15,974 飛騨手造工房「喜八郎」 5%

15,975 日田天領水 通販サイト 5%

15,976 日田天領水通販ショップ 5%

15,977 飛騨乃酒 山車 打江屋長五郎 5%

15,978 飛騨の駄菓子　打保屋　楽天市場店 5%

15,979 ひだまり雑貨店　サニースタイル 5%

15,980 仏壇・仏具・位牌のひだまり仏壇 5%

15,981 ひだまり本舗楽天市場店 5%

15,982 飛騨・美濃すぐれもの 5%

15,983 ビタミンガーデン 5%

15,984 ビタミンカラーズ　楽天市場店 5%

15,985 ビタミンＣ誘導体のトゥヴェール 5%

15,986 ビタミンハウス楽天支店ミサワ薬局 5%

15,987 ビタミンバスケット 5%

15,988 ビタリア製薬　楽天市場店 5%

15,989 Bicerin ビチェリン 楽天市場店 5%

15,990 筆庵 5%

15,991 ピッキーズアイ 5%

15,992 筆記具＆喫煙具のベストプライス 5%

15,993 筆記具ギフト専門店　ソロディレイ 5%

15,994 BIG-ART　楽天市場店 5%

15,995 ピックアップショップ 5%

15,996 ピックアップマート 5%

15,997 Big Apple 5%

15,998 ピックアップワールド 5%

15,999 BIG AMERICAN SHOP 5%

16,000 BIGG WILLIE 5%

16,001 BigGame 楽天市場店 5%

16,002 ビッグサイズショップ　タフィー 5%

16,003 ビッグサイズ　ストア 5%

16,004 ビッグジョイ 5%

16,005 ビッグスター　ネットショップ 5%

16,006 ビックスマーケット 5%

16,007 vic2（ビックツー） 5%

16,008 ビッグ10 5%

16,009 BIG問屋 5%

16,010 ビッグハート 5%

16,011 ビッグパワー楽天市場店 5%

16,012 メンズファッション BIGBANGFELLAS 5%

16,013 bigbanhockey 5%

16,014 BIG BOYS 5%

16,015 bigborn 5%

16,016 BIGBOSS 5%

16,017 ビックマート 5%

16,018 BIG MOON 楽天市場店 5%

16,019 ビッグリカーズ 5%

16,020 ＢＩＧ-ＲＩＶＥＲ 5%
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16,021 びっくり！Ｈｏｕｓｅ 5%

16,022 引越資材プロショップ　楽天市場店 5%

16,023 ピッコラペコラ 5%

16,024 PIQQOL 5%

16,025 PICCOLOピッコロ 5%

16,026 piccino 5%

16,027 ビッツ＆ボブ 5%

16,028 Pizzeria DaTAKE and Bambino 5%

16,029 PizzerieHomestyle 5%

16,030 ヒットアイテムショップ　ひっつ 5%

16,031 ヒットイレブン 5%

16,032 Hit-to-Show 5%

16,033 ピットスポーツ　楽天市場店 5%

16,034 ヒットネット 2号店 5%

16,035 ピットライフ F＆C　楽天市場店 5%

16,036 ヒットライン 5%

16,037 Ｂｉｔ　楽天市場店 5%

16,038 Bid Land 5%

16,039 HIPSHOP 5%

16,040 ヒップス　シューストア 5%

16,041 ヒップトラップ 楽天市場店 5%

16,042 HIP HOP DOPE 5%

16,043 bippoclub 5%

16,044 ビデオランドミッキー楽天市場店 5%

16,045 美的生活百貨 5%

16,046 Videkin 5%

16,047 ひでちゃんの救急箱 5%

16,048 ひでちゃんファーム丸松農園 5%

16,049 ひでぴょんWEBショップ 5%

16,050 美天ｂｉｔｅｎ 5%

16,051 ひと味違う贈り物 ディアハッピー 5%

16,052 美と癒しのシャイニングショップ 5%

16,053 ヒトイロ　楽天市場店 5%

16,054 ビドーパル楽天市場店 5%

16,055 美と健康館　アローフォーワールド 5%

16,056 美と健康・くすり 神戸免疫研究所 5%

16,057 美と健康のアウトレットショップ 5%

16,058 美と健康の小話 5%

16,059 美と健康の専門店　トキワドラッグ 5%

16,060 美と健康の日本理工 5%

16,061 美と健康のライフラボ 5%

16,062 美と健康のレギュレーター 5%

16,063 美と健康のレシピ LIKE DRINKER 5%

16,064 びとけんしょっぷ楽天市場店 5%

16,065 hitogonet【楽天市場支店】 5%

16,066 一粒の米屋 5%

16,067 ひとみコンタクト 5%

16,068 ヒトミニティ 5%

16,069 Hitomiの幸せデリバリー 5%

16,070 Hito-Robo 5%

16,071 ビナアウトフィッターズ楽天市場店 5%

16,072 美な～る 5%

16,073 pinacolada リュック・犬 猫グッズ 5%

16,074 HINAストア 5%

16,075 ひなた工房 5%

16,076 ひなたのふとん 5%

16,077 ひなたまこっこ 5%

16,078 雛人形 五月人形 岩槻節句人形堂 5%

16,079 雛人形 五月人形 鯉のぼりの久宝堂 5%

16,080 雛人形 五月人形 の 岩槻本舗 5%
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16,081 雛人形・５月人形の人形屋ホンポ 5%

16,082 雛人形・五月人形のばぶちゃん 5%

16,083 ひな福かぐ福 5%

16,084 ひな祭り着物お食い初めの駿府姫桜 5%

16,085 ビニール工房 5%

16,086 ビネットＳｈｏｐ楽天市場店 5%

16,087 美のお悩み解決本舗　ケセラセラ 5%

16,088 ひのき家具専門店ヒノキ・ワークス 5%

16,089 ひのきの学習机専門店 5%

16,090 美の国 5%

16,091 ピノクラブ 5%

16,092 ひのストア 5%

16,093 ピノスポーツ_楽天市場店 5%

16,094 美の達人 5%

16,095 火の谷ビール工場 5%

16,096 日の出工芸社 5%

16,097 ピノノワール・オンライン 5%

16,098 日の丸スポーツ 5%

16,099 ヒノヤ 5%

16,100 ひのや　近江のかしわ屋 5%

16,101 ヒノヤバッテリーショップ 5%

16,102 ビノワコスメティック 5%

16,103 ビバスポーツ 5%

16,104 美肌工房-ｓｕｎｎｙ- 5%

16,105 美肌づくり研究所 5%

16,106 viva 楽天市場店 5%

16,107 HIBARI 5%

16,108 犬の服 首輪 犬のリードの通販hibi 5%

16,109 pipi 5%

16,110 ビビアンドココ楽天市場店 5%

16,111 ビビット通販 5%

16,112 ビビット通販２号店 5%

16,113 ビビドリーザッカストア 5%

16,114 ビビトレク雑貨 5%

16,115 美美波”viviva-beauty＆accessory 5%

16,116 備品販促二郎 5%

16,117 ＶＦＴＱ 5%

16,118 BIVLABO 5%

16,119 美BLISS 5%

16,120 ビホウ 5%

16,121 ピボット楽天市場店 5%

16,122 Bivo-mart 5%

16,123 ヒマールティーのマルエ薬局 5%

16,124 美魔女本舗 5%

16,125 ヒマラヤ岩塩専門店 5%

16,126 ヒマラヤネット～家具＆インテリア 5%

16,127 美マルシェ 5%

16,128 ひまわり（介護用品専門店） 5%

16,129 ひまわり雑貨屋 5%

16,130 向日葵SHOP楽天市場店 5%

16,131 ひまわりの種 5%

16,132 美味逸品 5%

16,133 卑弥呼醤院 5%

16,134 美味食卓さくだ屋 5%

16,135 秘密基地 5%

16,136 氷見　松本魚問屋　楽天市場店 5%

16,137 ひむか健美堂　楽天市場店 5%

16,138 Hime. 5%

16,139 媛果マルシェ 5%

16,140 姫様ブティック　ビーハニー 5%

5805



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

16,141 姫路珈琲物語「クマネコ舎」 5%

16,142 姫路ハートフル観光農園 5%

16,143 姫路盛商楽天市場店 5%

16,144 ビモア Beauty 5%

16,145 himoco 5%

16,146 干物とおつまみの長崎旬彩出島屋 5%

16,147 干物屋 一夜BOSHI 5%

16,148 ピモレ　楽天市場店 5%

16,149 100円雑貨＆日用品卸-BABABA 5%

16,150 100円ショップ ひゃくえもん楽天店 5%

16,151 100円 ベビーグッズ 楽天市場店 5%

16,152 100時間カレー　楽天市場店 5%

16,153 １００点マーケット 5%

16,154 百年床・宇佐美商店　楽天市場店 5%

16,155 100MANVOLT 5%

16,156 hyakumu 5%

16,157 百貨屋 5%

16,158 ひやまスポーツ 5%

16,159 日山 楽天市場店 5%

16,160 Pure Avenue 5%

16,161 ピュアデント 5%

16,162 Pure Drops 楽天市場店 5%

16,163 ピュアナチュラル 5%

16,164 ＰＵＲＥ・ＨＥＡＲＴ自然館 5%

16,165 PURE MEDICAL Online 5%

16,166 ピュアモード（PureMode） 5%

16,167 ピュアライズ 5%

16,168 ビューガーデン onlineshop 5%

16,169 ＨＵＧＥＳＴ 5%

16,170 ビューストア 5%

16,171 huspace 5%

16,172 ビューチャー 5%

16,173 ビューティ・アップ！ 5%

16,174 ビューティATLA 5%

16,175 Beauty＆Healthy ヘルシアス 5%

16,176 Beauty＆Health shop Apaiser 5%

16,177 Beauty Infinity 5%

16,178 【ビューティー　ウォーカー】 5%

16,179 Beauty EquipMent Place 5%

16,180 ビューティー応援団 5%

16,181 Beauty Aura 5%

16,182 ビューティーオンラインショップ 5%

16,183 ビューティーガーデン 5%

16,184 BEAUTY CART 楽天市場店 5%

16,185 ビューティーコーディネート 5%

16,186 Ｂｅａｕｔｙ　Ｃｏｃｏ 5%

16,187 ビューティーコスメ　すみや 5%

16,188 ビューティージャングル 5%

16,189 ビューティーシュウ 5%

16,190 Beauty Show 5%

16,191 ビューティーショップココ 5%

16,192 ビューティーショップ　ソフィア 5%

16,193 ビューティーショッププリメ 5%

16,194 ビューティースタイルショップ 5%

16,195 ビューティー・ストアー 5%

16,196 beauty story 5%

16,197 ビューティーストリート 5%

16,198 ビューティースペース 5%

16,199 ビューティーツー 5%

16,200 Beautydelight 5%
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16,201 Beauty True 5%

16,202 ビューティードラ 5%

16,203 Beauty Park 346 5%

16,204 ビューティーハウス 5%

16,205 ビューティーhouse本舗 5%

16,206 BeautyB-Life 5%

16,207 ビューティーファイブ 5%

16,208 ビューティーファクトリー：ベルモ 5%

16,209 ビューティーフェニックス 5%

16,210 Beauty Plus　楽天市場店 5%

16,211 BEAUTY PLANET 5%

16,212 Beauty Magic Japan楽天市場店 5%

16,213 Beauty美 5%

16,214 ビューティーメイト 5%

16,215 ビューティーメイド 5%

16,216 ビューティーライフ21 5%

16,217 ビューティー楽天市場店 5%

16,218 ビューティーワン 5%

16,219 ビューティギャラリー　こばやし 5%

16,220 ビューティ クリエイション 5%

16,221 beautyshop_AQUA　楽天市場店 5%

16,222 Beauty shop D3 5%

16,223 ビューティハーモニー 5%

16,224 ビューティーブリッジ 5%

16,225 Beautiful Toy Box 5%

16,226 ビューティフルネット楽天市場店 5%

16,227 ビューティフルボーイ 5%

16,228 BeautyHolic 5%

16,229 Piudepiu 5%

16,230 Beautopia 5%

16,231 Beaut楽天市場店 5%

16,232 PUPA 5%

16,233 ビューマート 5%

16,234 View Master 5%

16,235 HUTTE 楽天市場店 5%

16,236 ビュティー＆ファッションポッポ 5%

16,237 PUFEオフィシャル楽天市場店 5%

16,238 HULLE楽天市場店 5%

16,239 美容衛生品・雑貨品＜美容衛生村＞ 5%

16,240 氷菓子屋KOMARU 楽天市場店 5%

16,241 美容家電のコンシェルジュ綺麗堂 5%

16,242 BIYOUKAN 5%

16,243 美容・健康専科 Inner Beauty Labo 5%

16,244 美容 健康 便利グッズのリピタウン 5%

16,245 美容コスメ雑貨 CONNECT 5%

16,246 美容 コスメ専門店 ジョアドボーテ 5%

16,247 表札AKIグラスショップ 5%

16,248 表札　お庭の達人きむさんの工房 5%

16,249 表札オンリーワン 5%

16,250 表札工房　あかり 5%

16,251 表札ショップ　陶板アート 5%

16,252 表札通販のアクロス 5%

16,253 表札デザイン・製作 カロカロウ 5%

16,254 表札とオーダー彫刻【しど彫刻】 5%

16,255 表札と木彫りインテリア　良木生活 5%

16,256 表札の激安店　ふれあいガラス工房 5%

16,257 表札のサインデポ　楽天市場店 5%

16,258 表札の匠 5%

16,259 表札ポストグレーチングの通販売店 5%

16,260 表札マイスター 5%
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16,261 美容室専売品のお店CLUBMARMALADE 5%

16,262 美容室専売品のナカノザダイレクト 5%

16,263 美容室「League」楽天市場店 5%

16,264 美容チャンネル 5%

16,265 美容できれい 5%

16,266 美陽堂 BIYOUDO 5%

16,267 美容と健康専門のMarche de Beaute 5%

16,268 美容と健康のエプソムソルト入浴 5%

16,269 美容と健康の専門店　美健ショップ 5%

16,270 美容と健康の総合ショップエキフ店 5%

16,271 美容と健康の ミセル - micelle - 5%

16,272 美容と独立開業のプロショップ BSS 5%

16,273 美容のことならAryumiiショップ 5%

16,274 美容の雑貨屋さん　楽天市場店 5%

16,275 美容の森 5%

16,276 美容理容サロン用品の理美通 5%

16,277 Beyond Vape Japan 5%

16,278 hyog楽天市場店 5%

16,279 ひょっとこマーケット 5%

16,280 ピヨママ倶楽部 5%

16,281 BeyondCool～ビヨンクール 5%

16,282 Beyond living 5%

16,283 ヒラオ 5%

16,284 平岡商店 5%

16,285 平賀自動車学校 5%

16,286 HIRAKOBA 5%

16,287 平田照樹堂『歌舞伎ごのみ』 5%

16,288 平田ナーセリー楽天市場店 5%

16,289 平田屋糀店 5%

16,290 平山質店楽天市場店 5%

16,291 ひらやま楽天市場店 5%

16,292 ひらゆの森楽天市場店 5%

16,293 biglietteria 5%

16,294 ビリオン billion 5%

16,295 BIRIGO 5%

16,296 ＨＩＲＹＵ 5%

16,297 肥料のドリーム　楽天市場店 5%

16,298 BILLS（ビルズ） 5%

16,299 Billboard e-shop 5%

16,300 ピルボックス　メーカー直販ストア 5%

16,301 ビレアル 5%

16,302 弘果フレッシュ便 5%

16,303 HIRO CLOTHING 5%

16,304 ヒロコーヒー 5%

16,305 広島アスリートマガジン 5%

16,306 広島お好み焼き みっちゃん総本店 5%

16,307 広島お酒スタイルｐｌｕｓ 5%

16,308 広島グルメギフト 5%

16,309 広島県　癒しの熊野化粧筆　宮尾 5%

16,310 広島珈琲 5%

16,311 広島西部水産　楽天市場店 5%

16,312 広島通商楽天市場店 5%

16,313 広島バラ園 5%

16,314 広島屋 5%

16,315 ヒロショウe-shop 楽天市場店 5%

16,316 広瀬トータルサービス 5%

16,317 ヒロチー商事 ハーレー 楽天市場店 5%

16,318 hirody 5%

16,319 ヒロネットショップ 5%

16,320 Hiro land 5%
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16,321 美・ワールドひびき 5%

16,322 びわケア専門店 5%

16,323 美和田屋　楽天市場店 5%

16,324 びわ葉温灸と遠赤外線治療器 5%

16,325 敏感肌コスメセレクトショップ 5%

16,326 ピンクゴールド通販広場 5%

16,327 ピンクシュガー 5%

16,328 pink trick直営店（リボンのお店） 5%

16,329 PINKBUBBLE 5%

16,330 PING FAFAHEE 5%

16,331 ピンクミニスター 5%

16,332 dressshop PINKMOON 5%

16,333 PING 専門店 GolfShop エルビー 5%

16,334 備長炭グッズのお店～豊栄～ 5%

16,335 HINT楽天市場店 5%

16,336 Pinup Closet 5%

16,337 ピンナップ ポストカード クラブ 5%

16,338 ＢＩＮ-１　ＬＩＭＩＴＥＤ 5%

16,339 ファー・毛皮専門店エルベート 5%

16,340 ファーアウト楽天市場店 5%

16,341 ファーウェイ 楽天市場店 5%

16,342 Fargo Direct Shop 5%

16,343 firstadium 5%

16,344 お酒の専門店ファースト 5%

16,345 ファースト・ワン 5%

16,346 First Act 楽天市場店 5%

16,347 ファーストエイドストア 5%

16,348 1st-KAGU　【ファースト家具】 5%

16,349 FirstCalm 5%

16,350 ファーストコンタクト楽天市場店 5%

16,351 ファーストスタイル 5%

16,352 ＦＩＲＳＴＳＴＡＧＥ 5%

16,353 ファーストセレブレーション 5%

16,354 ファーストドア 5%

16,355 １ｓｔＤｏｇＣａｆｅ 5%

16,356 ファーストハンズ 5%

16,357 FIRST　Beauty House　楽天市場店 5%

16,358 firstport e.shop 5%

16,359 ファーストマーケット 5%

16,360 ＦＩＲＳＴ　ＬＩＮＥ 5%

16,361 ファーネット楽天市場店 5%

16,362 FurFurMouton Tokyo 5%

16,363 ファーベル楽天市場店 5%

16,364 ファームガーデン　ネットショップ 5%

16,365 ファーム　フローラル 5%

16,366 FIVE STAR DS 5%

16,367 ファイテン楽天市場店 5%

16,368 ファイト 5%

16,369 ＦＩＧＨＴ　ＣＬＵＢ楽天市場店 5%

16,370 FIGHT CLUB ATHLETE 楽天市場店 5%

16,371 ファイブ アンド テン 5%

16,372 ファイブ・オプティコム 5%

16,373 ファイブスター 5%

16,374 5sense楽天市場店 5%

16,375 ファイブ・パーツ【LED・HID】 5%

16,376 FIVE　HUNDRED　WORKS. 5%

16,377 建材ショップ 5%

16,378 ファイルドショップ 5%

16,379 ファイングッズ 5%

16,380 ファインコスメセレクション 5%
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16,381 ファインシード　楽天市場店 5%

16,382 ファインツールPRO 5%

16,383 FINEDIGITAL楽天市場店 5%

16,384 ファインテック 5%

16,385 ファインドアウト fdot 楽天市場店 5%

16,386 find楽天市場店 5%

16,387 Fine Dream 楽天市場店 5%

16,388 ファイン パーツ ジャパン 5%

16,389 ファインフォト 5%

16,390 ファインブックプレミア 5%

16,391 ファインペット 5%

16,392 Fine Home 5%

16,393 Finelife shop 5%

16,394 FAVORI 5%

16,395 ＦＡＣＴ 5%

16,396 Factshop 5%

16,397 Fur-ctory 5%

16,398 ファクトリーダイレクトJAPAN 5%

16,399 ファクトリーデポ 5%

16,400 【公式SHOP】Factory to Closet 5%

16,401 ファッション雑貨ブランドクイーン 5%

16,402 ファストゴルフ 5%

16,403 ファッジ　コンシエルジェ 5%

16,404 Fascino 5%

16,405 ファッション＆シューズ TIPO 5%

16,406 ファッションヴィレッヂ 5%

16,407 ファッション腕時計　リルティ 5%

16,408 ファッショングッズストアーズ 5%

16,409 ファッション雑貨・スリム 5%

16,410 ファッション雑貨amazing shop 5%

16,411 ファッション雑貨アリアット 5%

16,412 ファッション雑貨オーバーフラッグ 5%

16,413 ファッション雑貨店アルタクローズ 5%

16,414 ファッションジュエリーem（エム） 5%

16,415 ファッションショップ　Armadio 5%

16,416 ファッションシルク絹衣 5%

16,417 ファッションセンター 5%

16,418 ファッション通販 VERICTO 5%

16,419 ファッションとコスメのUSAstar 5%

16,420 ファッション姫 5%

16,421 ファッション百貨　ＪＡＷＳ 5%

16,422 PHAT and CO ファットアンドコー 5%

16,423 FAT MOES 5%

16,424 Whap＆Whab 5%

16,425 ＦＵＮＮＹ 5%

16,426 FUNNY COMPANY＋ 5%

16,427 Funny Jinx 5%

16,428 ファニチャービレッジ 5%

16,429 ファニチャーワールド 5%

16,430 fanifaniinterior 5%

16,431 FAVUS 5%

16,432 FABIO 5%

16,433 Fabulous Labo／ファビュラス ラボ 5%

16,434 Fab Accessory Shop Chop！！ 5%

16,435 ふぁふぁshop 5%

16,436 FaFe 5%

16,437 ファブキューブ 5%

16,438 Ｆａｂ ｔｈｅ Ｈｏｍｅ ｓｈｏｐ 5%

16,439 ファブストア 5%

16,440 FAVRAS／ファブラス　雑貨＆ギフト 5%
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16,441 FABBRICA OSAWA 楽天市場店 5%

16,442 ファブリック工房 優yuu 5%

16,443 fabric-store heartsewing 5%

16,444 FABRIC’S楽天市場店 5%

16,445 ファブリックフィールド 5%

16,446 Fabric Plus -ファブリックプラス- 5%

16,447 fabric BLUE 5%

16,448 faveur marche 5%

16,449 FABBRO ROSSO 5%

16,450 ファミール 5%

16,451 ファミコンくん2号店 5%

16,452 ファミコンプラザ 5%

16,453 ファミリア7 楽天市場店 5%

16,454 ファミリーシューズ　スワッティー 5%

16,455 ファミリー庭園ネットショップ 5%

16,456 Familie-Plus 5%

16,457 ファミリーツール　楽天市場店 5%

16,458 ファームトップ　楽天市場店 5%

16,459 アクセサリーショップfarice 5%

16,460 FALCON BIKE 5%

16,461 ファルチェ　楽天市場店 5%

16,462 ファルマ　シンシア 5%

16,463 ファルマフード研究所　楽天市場店 5%

16,464 ファレット・ファレット 5%

16,465 FUN＆FUNNY 5%

16,466 FUNKYFRUIT　ファンキーフルーツ 5%

16,467 ふぁんくる 5%

16,468 FunCLOVER 5%

16,469 Fungoal 5%

16,470 黄さんの手作りキムチ　高麗食品 5%

16,471 ファンシーカラコン 5%

16,472 ファンシーモンスター 5%

16,473 Fancy wonderland楽天市場店 5%

16,474 ファンスポーツ 5%

16,475 ファンタジー工芸　楽天市場店 5%

16,476 ファンデーションテープ通販 5%

16,477 ファンファレ　楽天市場店 5%

16,478 舞杏～BUAN～ 5%

16,479 funfanshop　楽天市場店 5%

16,480 ファンベリー北欧雑貨とマリメッコ 5%

16,481 FanMary（ファンメアリー） 5%

16,482 Funmo 5%

16,483 ファンライフKOBE 5%

16,484 ファンライフ楽天市場店 5%

16,485 FUN ROAD楽天市場店 5%

16,486 Fido 5%

16,487 FEEL EASY online 5%

16,488 FEEL キッチン＆ホーム 5%

16,489 Feelgood Shop 5%

16,490 feel so nice 5%

16,491 field cosme 楽天市場店 5%

16,492 FIELD HILL 楽天市場店 5%

16,493 Field Boss 楽天市場店 5%

16,494 FiELDLINE 5%

16,495 フィールドワーク　楽天市場店 5%

16,496 FEEL Ｈｅａｒｔｓ 5%

16,497 FeelFORCE 5%

16,498 feel flavor 5%

16,499 FEELPROJECT 5%

16,500 FIESTA STORE 5%
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16,501 fioo 5%

16,502 フィオーレスポーツ　ゴルフ専門店 5%

16,503 フィオナ 5%

16,504 FIOLUCE 5%

16,505 フィガロ 5%

16,506 フィガロ‐Ｊ 5%

16,507 FIXA DIY JAPAN 5%

16,508 V系 パンク ロック Monster Party 5%

16,509 ふいご・ジャパン 5%

16,510 フィジカルデザイン 5%

16,511 フィジック 楽天市場店 5%

16,512 Fiss 5%

16,513 fiscu フィスク 5%

16,514 Fysm Color 5%

16,515 PUICK 5%

16,516 フィックスポン楽天市場店 5%

16,517 フィッシングアミューズ楽天市場店 5%

16,518 フィッシング・カンパイ 5%

16,519 フィッシングショップＴポート 5%

16,520 フィッシングスクエア　楽天市場店 5%

16,521 フィッシングセレクトオン 5%

16,522 フィッシング まつき 5%

16,523 フィッシングみちばた楽天市場店 5%

16,524 フィッシング遊 5%

16,525 フィッシング用品 バッグ くらスペ 5%

16,526 ＦＩＴ－ＩＮ　楽天市場 5%

16,527 ｆｉｔｕｓ　楽天市場店 5%

16,528 フィットインナーBinKan 5%

16,529 FITSIS 5%

16,530 FITJOY 5%

16,531 フィットちゃんランドセルＳＨＯＰ 5%

16,532 フィットネス＆ヨガウェアBESTWEAR 5%

16,533 Fitness in Life 楽天市場店 5%

16,534 Fitness Online フィットネス市場 5%

16,535 フィットネスクラブ VISTAR 5%

16,536 フィットネス「シェイプショップ」 5%

16,537 フィットネスショップ 5%

16,538 フィットネスショップFIT-IN 5%

16,539 フィットネス　ダンスアーコイリス 5%

16,540 フィットネスメイト 5%

16,541 fit more 5%

16,542 FIT　LIFE 5%

16,543 フィネスアロマテラピー 5%

16,544 FINON 楽天市場店 5%

16,545 ぷいぷいあろは 5%

16,546 フィフス　ジーシーストア 5%

16,547 50s ショップ 5%

16,548 Fei Miao 5%

16,549 FILA FOOTWEAR 楽天市場店 5%

16,550 Vland Lamp 5%

16,551 フィリップスモバイルアクセサリー 5%

16,552 フィルストア 5%

16,553 フィルターショップ　楽天市場店 5%

16,554 ジェイピットショップ 5%

16,555 Philnature　楽天市場店 5%

16,556 Ｆｉｌｌ　ｈｅａｒｔフィルハート 5%

16,557 FIL　buyandsell 5%

16,558 FILPRAIZ 5%

16,559 フイルム＆雑貨　写楽 5%

16,560 filer 5%
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16,561 PHILO Trading 5%

16,562 ファインホーム 5%

16,563 ぷぅくる 5%

16,564 風迎釣具楽天市場店 5%

16,565 ブーケとお花の専門店エルフローラ 5%

16,566 ブーケ保存加工の専門店 花の森 5%

16,567 FUSHA セイロンティ楽天市場店 5%

16,568 Sports Shoes SelectSHOP Booshop 5%

16,569 風水火山 5%

16,570 風水ザ・ワールド開運魔除け専門店 5%

16,571 風水大吉堂 5%

16,572 フーズランド北海道 5%

16,573 風船の店ハッピーバルーン 5%

16,574 fu-chi　インテリアふうち 5%

16,575 ブーツとスニーカー Face to Face 5%

16,576 BOOTSMAN 楽天市場店 5%

16,577 Foody’s 5%

16,578 フードアート 5%

16,579 フードスタイル35 5%

16,580 ブートスポット 5%

16,581 Food　Forest 5%

16,582 フード＆ホール 5%

16,583 POODLE JAPAN 5%

16,584 プードルチャンネル楽天市場店 5%

16,585 フード・ワン　楽天市場店 5%

16,586 Booberg 楽天市場店 5%

16,587 HOOP TOWN 5%

16,588 HOOP HOUSE 5%

16,589 BooBe 5%

16,590 Boom Sports EC店 5%

16,591 風遊 楽天市場店 5%

16,592 ブーランジェリーロア 5%

16,593 ＦＵＲＹＵ-風流ー 5%

16,594 PourVous（プールヴー）ドレス通販 5%

16,595 ブールミッシュ 5%

16,596 Bourree 西日本楽器 5%

16,597 プーロビュー 5%

16,598 BOOMJAPAN 5%

16,599 BOON SQUARE　-陽気な広場- 5%

16,600 フェアトレードショップ　Teebom 5%

16,601 Ｆａｉｒｙ＆Ｋｉｄ’ｓ　Ｒｕｋａ 5%

16,602 Fairy curtain 5%

16,603 Fairy Cotton　楽天市場店 5%

16,604 フェアリーチェＰｌｕｓ 5%

16,605 フェアリーネイル 5%

16,606 fairy-biscuits 5%

16,607 フェアリーぺアリー 5%

16,608 フェアリーベル 5%

16,609 フェイクグリーン工房 GREENCLAFT 5%

16,610 フェイクグリーンの神戸花物語 5%

16,611 フェイクタトゥ専門店ソルタトゥー 5%

16,612 FACE CODE 楽天市場店 5%

16,613 faithmiracle 5%

16,614 Phaze-one 5%

16,615 FADEBOMB 5%

16,616 FAVOR（インテリア雑貨＆ギフト） 5%

16,617 FavoriteStyle～キッチン・雑貨～ 5%

16,618 フェイバリットストーン 5%

16,619 ｆｏｅｈｎ 5%

16,620 FESTA（インテリア雑貨） 5%
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16,621 Festina Lente 5%

16,622 FESTIVAL EXPRESS 5%

16,623 フェスティバルプラザ 5%

16,624 フェスティバルプラザＰＬＵＳ 5%

16,625 FEDE SELECT SHOP 5%

16,626 phenix kappa公式ストア楽天市場店 5%

16,627 Phoenix通販　楽天市場店 5%

16,628 フェブインターナショナル 5%

16,629 FEFE PLUS 5%

16,630 February 5%

16,631 プエラリアン（美容健康雑貨） 5%

16,632 FERIA 5%

16,633 FERRY WEB STORE 楽天市場店 5%

16,634 Feliju 5%

16,635 フェリーチェ　楽天市場店 5%

16,636 felice楽天市場店 5%

16,637 felliniフェリーニ 5%

16,638 Ｆｅｌｉｃｉｄａｄｅ 5%

16,639 felice vita 5%

16,640 Ｆｅl i c e　 f i o r i　Ｍ 5%

16,641 Felicita 5%

16,642 プエル 5%

16,643 フェルザジャパン 5%

16,644 フエルハピネス 5%

16,645 FELMER 【フェルマー】 5%

16,646 フェルマート 5%

16,647 フェレットワールド　楽天市場店 5%

16,648 フエロショップ 楽天市場店 5%

16,649 ブエングスト 5%

16,650 Fuente（フェンテ） 5%

16,651 フォアグラと鴨の専門店　福食商店 5%

16,652 フォア・ザ・アース 5%

16,653 4Uファッションバッグ・財布のお店 5%

16,654 フォーアニュ 5%

16,655 4ages 5%

16,656 Forever123 5%

16,657 FOCUS 5%

16,658 4KidsFactory楽天市場店 5%

16,659 ブランドショップ　フォーサイト 5%

16,660 フォーシーズン・ギャラリー 5%

16,661 フォーシーズンズ 5%

16,662 フォーシーズン楽天市場店 5%

16,663 FoseKift 5%

16,664 4star 5%

16,665 フォーチュンズ楽天市場店 5%

16,666 Forty and Five 5%

16,667 フォーティーズ 楽天市場店 5%

16,668 45degrees＋ 5%

16,669 Ｆor-Ｄenpo楽天市場店 5%

16,670 フォートリー楽天市場店 5%

16,671 FourNine 5%

16,672 Four Piece 5%

16,673 フォーマルクライン 5%

16,674 フォーマル小物ワイアンドテーラー 5%

16,675 フォーマルショッピング 5%

16,676 フォーマルショップ　礼装倶楽部 5%

16,677 フォーマルドレスshopドレスモード 5%

16,678 フォーマルドレス専門店_OsyareiSm 5%

16,679 Formal bag store 5%

16,680 for MUSE 5%
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16,681 フォーモスト 5%

16,682 アクリル雑貨輸入販売店フォーリビ 5%

16,683 Foxsense 5%

16,684 FOSSIL フォッシル公式ストア 5%

16,685 フォトアシスト　楽天市場店 5%

16,686 フォトクリエイション 5%

16,687 PHOTOGENIQUE 5%

16,688 撮影機材専門店 PHOTO TOOLS 5%

16,689 ＰＨＯＴＯ　フォトパッケ-ジ 5%

16,690 photoplus～フォトプラス～ 5%

16,691 フォトフレームの名入れ工房　和 5%

16,692 フォトプロップス の てんとうむし 5%

16,693 photolink 楽天市場店 5%

16,694 HUONEST 5%

16,695 フォリア　フィオーレ 5%

16,696 FOLIC 5%

16,697 FORIVORA 5%

16,698 フォルムオンラインショップ 5%

16,699 フォレストア 5%

16,700 FORESTWOODベビーファニチャー 5%

16,701 FOREST OF THE JEWELRY 5%

16,702 FOREST　STONE 5%

16,703 FOREST DOOR しぐら 5%

16,704 ＦＯＲＥＳＴＢＬＵＥ 5%

16,705 ｆｏｌｌｏｗｓ 5%

16,706 フォローズ　surf＆snow 5%

16,707 フォロー楽天市場店 5%

16,708 フォワードグリーン 5%

16,709 フォンスタイル楽天市場支店 5%

16,710 FONTANA（フォンターナ） 5%

16,711 ふかひれ海産気仙沼やまちょうこむ 5%

16,712 ふかひれ本舗 5%

16,713 バッグと雑貨 ブギウギストア 5%

16,714 ふきや（お惣菜専門店じゃがいも） 5%

16,715 福井の買取販売　サンステップ 5%

16,716 福井のこだわりのお米屋さん 5%

16,717 フクエーカンパニー 5%

16,718 福岡江久母 5%

16,719 福岡お土産館　博多名産コーナー 5%

16,720 福岡県南部よかもん楽天市場店 5%

16,721 福岡宝石市場 5%

16,722 福川資材 5%

16,723 福きたる 5%

16,724 ふくさファクトリー 5%

16,725 ふくしかく楽天市場店 5%

16,726 FUKUSHIGOTO STORE 楽天市場店 5%

16,727 服地・布地のマツケ 5%

16,728 フクシマ質店楽天市場店 5%

16,729 福島の美味しい米やライスShop 5%

16,730 福島の米屋やまよし 5%

16,731 福寿鉱泉販売所 5%

16,732 福祥園楽天市場店 5%

16,733 福祉用具のバリューケア 5%

16,734 服飾雑貨ＫＴＪＰ 5%

16,735 服飾雑貨　リスト 5%

16,736 フクショップ 楽天市場店 5%

16,737 フクシン　楽天市場店 5%

16,738 フクタマ楽天市場店 5%

16,739 福田屋百貨店エフ・ネット・プラザ 5%

16,740 FUKUTARO ONLINE STORE 5%
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16,741 福智ブランドファクトリー 5%

16,742 ふくちょう 5%

16,743 福　TOKYO　キッズウエア 5%

16,744 ＦＵＫＵＮＡＲＹ 5%

16,745 ふぐの子 こんか漬けの油与商店 5%

16,746 ふぐの本場下関　関とら 5%

16,747 ふく福 5%

16,748 Ｆｕｋｕ　Ｐｕｋｕ 5%

16,749 かに専門店 鮮度の鬼 神戸CRAB 5%

16,750 福耳商店 5%

16,751 福屋運動具店 5%

16,752 ｆｕｋｕｙａ-ｃｏｓｍｅ 5%

16,753 富久屋本店 楽天市場店 5%

16,754 ふくや　楽天市場店 5%

16,755 福樂堂 5%

16,756 HUKURO 5%

16,757 ふくろう（福路有）　楽天市場店 5%

16,758 袋の王国 5%

16,759 袋の総合百貨店　イチカラ 5%

16,760 ふくろや楽天市場店 5%

16,761 BUSAN DEPART 5%

16,762 フジイスポーツ楽天市場店 5%

16,763 フジイの集成材　ネットショップ 5%

16,764 富士化学ダイレクト　楽天市場店 5%

16,765 フジカラープラザ宅配プリント 5%

16,766 ら・ぴゅせる 5%

16,767 フジクリーニング楽天市場店 5%

16,768 フジコウ（本革 カシミヤ ダウン） 5%

16,769 PHUSIKOS　楽天市場店 5%

16,770 フジコポショップ 5%

16,771 フジゴルフ楽天市場店 5%

16,772 富士コンテック 5%

16,773 フジサワストア 5%

16,774 富士山武道具 5%

16,775 富士山ワイナリー 5%

16,776 富士スポーツ楽天市場店 5%

16,777 フジスポ楽天市場店 5%

16,778 藤瀬農園楽天市場店 5%

16,779 ふじたクッキング 5%

16,780 藤田種子株式会社 5%

16,781 富士達楽天市場店 5%

16,782 藤田人形楽天市場店 5%

16,783 フジックス 5%

16,784 フジックス　楽天市場店 5%

16,785 ふじのくに　おいしい処　静岡 5%

16,786 富士販 5%

16,787 フジバンビ　楽天市場店 5%

16,788 富士文具オンラインショップ 5%

16,789 富士ホーロー公式通販サイト 5%

16,790 フジマキネクタイ　楽天市場店 5%

16,791 ふじみ野ラン園　楽天市場店 5%

16,792 藤本時計店 楽天市場店 5%

16,793 フジヤマトナー 5%

16,794 武州藍【小島屋】indigo blue life 5%

16,795 武州養蜂園　楽天市場店 5%

16,796 富士和産業　楽天市場店 5%

16,797 婦人服クロスステッチ 5%

16,798 襖（ふすま）・掛け軸屋 和紙苑 5%

16,799 ふすま宅配サービス 5%

16,800 札所０番楽天市場店 5%
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16,801 二つ折り財布コインケース革シエロ 5%

16,802 豚肉専門店 やまと豚のフリーデン 5%

16,803 ＦＵＴＡＢＡ 5%

16,804 フタバ装飾 5%

16,805 フタバヤ楽天市場店 5%

16,806 豚まん肉まん・大阪なんば蓬莱本館 5%

16,807 豚まんの三宮一貫樓 5%

16,808 ふだんきものハイムラヤ 5%

16,809 プチ・アムール楽天市場店 5%

16,810 プチ・ビューティー楽天市場店 5%

16,811 Petit Ange 5%

16,812 ぷちぎふと工房　コンサルジュ 5%

16,813 プチギフトmomo-fuku 5%

16,814 petit closet（プチクローゼット） 5%

16,815 puchikoko（プチココ） 5%

16,816 プチコパン 5%

16,817 Le petit chocolat～プチショコラ 5%

16,818 プチシルマのレダ【公式通販】 5%

16,819 プチテング 5%

16,820 ふちどり楽天市場店 5%

16,821 ＰＥＴＩＴＦＥＥ 5%

16,822 プチプラ 5%

16,823 プチプラのお店HappyCloset 5%

16,824 プチプラワンピース NIICHE 5%

16,825 プチホームセンター・卸問屋 マム 5%

16,826 プチポーム楽天市場店 5%

16,827 Petit Bonheur 5%

16,828 プチリュバン 5%

16,829 仏花倶楽部 5%

16,830 ぶっかけ亭本舗　ふるいち 5%

16,831 仏教CD・DVD　すねいるショップ 5%

16,832 ブックカバージェイピー楽天市場店 5%

16,833 ブックカバー・文具専門店Ｂタウン 5%

16,834 ブックスステーション　楽天市場店 5%

16,835 ブックスマイル楽天市場店 5%

16,836 ブックセンターいとう国分寺店 5%

16,837 ブックセンターいとう立川西砂店 5%

16,838 ブックセンターいとう東中野本店 5%

16,839 ブックセンターいとう日野店 5%

16,840 ブックセンターいとう 楽天市場店 5%

16,841 ブックセンターいとう元八王子店 5%

16,842 ブックマート天六店 5%

16,843 BOOKRIVER 5%

16,844 物産展グルメ 5%

16,845 仏壇・仏具の窓口 5%

16,846 仏壇 神棚の松山神佛具店 5%

16,847 仏壇 数珠 盆提灯 京仏壇はやし 5%

16,848 仏壇職人関工作所 5%

16,849 仏壇センター 5%

16,850 ぶつだんの橋本屋、楽天市場店 5%

16,851 仏壇 仏具 神棚のハセガワ仏壇 5%

16,852 仏壇・仏具専門店　ぶつえいどう 5%

16,853 仏壇・仏具の江原佛具店 総本店 5%

16,854 仏壇・仏具の江原佛具店 2号店 5%

16,855 仏壇仏具の仏縁堂 5%

16,856 仏壇 盆提灯 数珠の仏壇屋滝田商店 5%

16,857 ぶつだんや 鳳仙堂 5%

16,858 ＨＯＯＤ 5%

16,859 Foot＆Rain デポ 5%

16,860 フットカバーのオルゴリオジャパン 5%
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16,861 フットカバーのにじいろマルシェ 5%

16,862 フットケアネーションズ 5%

16,863 フットサルショップ　casa paterna 5%

16,864 フットサルショップＰＡＲＴＩＤＯ 5%

16,865 Foot Time 5%

16,866 フットパークヌシセ 5%

16,867 Foothill Gardens 5%

16,868 FOOT FIT 5%

16,869 Football Vita 5%

16,870 フットボールシティ 5%

16,871 Football shop TOM楽天市場店 5%

16,872 フットボールTシャツ屋 uni-tees 5%

16,873 フットボールトレジャー楽天市場店 5%

16,874 フットマーク公式通販うきうき屋 5%

16,875 ふっとらく 5%

16,876 HOOD楽天市場店 5%

16,877 Foot-Luck 5%

16,878 HOOD LUCK キャップ＆アパレル 5%

16,879 PUPPAPUPO 5%

16,880 petite TeTe 5%

16,881 petitcaprice 鞄とアパレルのお店 5%

16,882 Boutique de Bonheur 5%

16,883 boutique アイ 5%

16,884 ブティックＶＲ 5%

16,885 ブティック　コーラン 5%

16,886 YURIA 5%

16,887 ブティックラポリン 5%

16,888 Petite 58　楽天市場店 5%

16,889 プティビズ芦屋　楽天市場店 5%

16,890 PetitPlus（プティプラス） 5%

16,891 プティルウ　テディベアショップ 5%

16,892 BOUTIQUE YOKO BY ViVi PLANNING 5%

16,893 武道格闘技ショップM-WORLD 5%

16,894 和食器と和雑貨のお店　舞陶館 5%

16,895 武道具　武ろーどＷＡＹ 5%

16,896 武道ムサシ 5%

16,897 ふとん伊月 徳島 三軒屋店 5%

16,898 ふとん王国 5%

16,899 ふとん館ＨＡＰＰＹＨＯＭＥ 5%

16,900 ふとんキング楽天市場店 5%

16,901 ふとん工場サカイ 5%

16,902 ふとん工房 アトリエmoon 5%

16,903 布団・座布団カバーの三河コットン 5%

16,904 布団ショップ　やすらぎ工房 5%

16,905 ふとん直販 5%

16,906 ふとん通販ねむりサプリ 5%

16,907 布団とパジャマ「ふとんハウス」 5%

16,908 ふとんの安眠工場 5%

16,909 ふとんの羽々和 5%

16,910 ふとんの興洋　SWEET　DREAMS 5%

16,911 布団のソムリエ 5%

16,912 ふとんのタニケン 5%

16,913 ふとんの玉手箱 5%

16,914 ふとんのどれみ 5%

16,915 布団の萩原綿業株式会社 5%

16,916 ふとんのふっとんだ 5%

16,917 ふとんのマルソウ 5%

16,918 ふとんのみやこ 5%

16,919 ふとんのわた勇 5%

16,920 ふとんパパ 5%
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16,921 布団販売と丸洗いのアイクリーン 5%

16,922 ふとんプランナー 5%

16,923 ふとん本舗伊月　快眠天国 5%

16,924 布団・枕・マットレス通販ふかふか 5%

16,925 布団マットレス専門店ねごこち本舗 5%

16,926 布団丸洗い＝あらいまる 5%

16,927 ふとん丸洗いのエンドレス 5%

16,928 布団丸洗いのフレスコ 5%

16,929 ふとん村 名古屋市名東区に実店舗 5%

16,930 布団モール 5%

16,931 布団ランキング館 5%

16,932 布団ランド 5%

16,933 ふとん-style 5%

16,934 船橋屋商事 5%

16,935 ブノワ 5%

16,936 部品堂 5%

16,937 部品の窓口 5%

16,938 BUBKAオンラインショップ 5%

16,939 BUBUSHOP 5%

16,940 Buff store 5%

16,941 BUBU STORE 楽天市場店 5%

16,942 ププラ等通販リングマーケット 5%

16,943 ドラッグストアひまわり 5%

16,944 ファーマン 5%

16,945 ふみや文具店 5%

16,946 fusion＆SUN 5%

16,947 フューチャーネイル 5%

16,948 フューティア　ランド 5%

16,949 ＰＬＡＧＥ【プラージュ】online 5%

16,950 plage keep it simple 5%

16,951 フラート 5%

16,952 BRIAN 5%

16,953 plywood キッチン・インテリア雑貨 5%

16,954 plywood camp 5%

16,955 plywood zakka（インテリア雑貨） 5%

16,956 plywood furniture 5%

16,957 prize JAPAN 楽天市場店 5%

16,958 Flystyle 5%

16,959 ブライダル＆ギフトDearCreation 5%

16,960 ブライダル＆ベビー　シセイル 5%

16,961 ブライダルインナー ハグ 5%

16,962 ブライダルインナーパスパス 5%

16,963 ブライダルインナー　リュクシー 5%

16,964 ブライダル from京都 5%

16,965 ブライツ楽天市場店 5%

16,966 ブライト 5%

16,967 ＢＲＩＧＨＴ 5%

16,968 brightcstyle 5%

16,969 Fried　Jam 5%

16,970 フライトスポーツwebshop 5%

16,971 Brightlele（ブライトララ） 5%

16,972 フライハイト 5%

16,973 フライパン鍋の店キッチンサプライ 5%

16,974 プライムケア東京 5%

16,975 プライムコレクション 5%

16,976 PrimeSellerJapan 楽天市場店 5%

16,977 プライムリカーズ 5%

16,978 プライムレット楽天市場店 5%

16,979 ブラインド ハンガー専門店 MIXON 5%

16,980 ブラインド マーケット 5%
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16,981 BLAU HANDELブラウハンデル 5%

16,982 プラウ 楽天市場店 5%

16,983 PRAU（プラウ） 楽天市場店 5%

16,984 ブラウンオーラルＢ公式楽天市場店 5%

16,985 ブラウン公式ストア 5%

16,986 ブラウンサイド 5%

16,987 ブラウンビューティー公式ストア 5%

16,988 Brown Bouche 5%

16,989 フラガリア商店 5%

16,990 FLAG ON CREW 5%

16,991 FLAGSHIP 5%

16,992 エアプランツ観葉植物ふらここ 5%

16,993 フラコショップ 5%

16,994 フラコスメ　楽天市場店 5%

16,995 ブラザーソース　楽天市場店 5%

16,996 プラザ　なかの 5%

16,997 プラザリ 5%

16,998 ブラジリアンビキニ・下着 DEL SOL 5%

16,999 ブラジルプロポリス楽天市場店 5%

17,000 PRATH 5%

17,001 プラスアルボ　＋Arvo 5%

17,002 プラスイン 5%

17,003 プラスキレイ 5%

17,004 plus craft 楽天市場店 5%

17,005 プラスコンフォート楽天市場店 5%

17,006 BLASTAR 楽天市場店 5%

17,007 プラスチカネットショップ 5%

17,008 プラスチック収納用品専門店【MJ】 5%

17,009 プラスチックの店キララ 5%

17,010 プラスデザイン 5%

17,011 BLAST 5%

17,012 PLUS TOKAGEYA 5%

17,013 Plus Nao 5%

17,014 プラスハーブ　楽天市場店 5%

17,015 プラスマークスマーケット　楽天店 5%

17,016 プラスマート　楽天市場店 5%

17,017 PLUS USP 5%

17,018 プラスワイズ業者用専門店 5%

17,019 プラスワイズ建築店 5%

17,020 プラスワン・ヴォヤージュ 5%

17,021 PLUS ONE KAGU 楽天市場店 5%

17,022 PLUSONE store 5%

17,023 プラスワンツールズ 5%

17,024 プラスワン・マーケット 5%

17,025 Plus1　楽天市場店 5%

17,026 プラセンタ・サプリのＤｒｓ.ｐro 5%

17,027 プラセンタのキレイ・デ・ラボ 5%

17,028 プラセンタの美活 5%

17,029 BLAZONRY 5%

17,030 フラダンスインナー mymyshop 5%

17,031 プラチナＳＨＯＰ 5%

17,032 プラチナheart 5%

17,033 PLATINUM JAPAN 楽天市場店 5%

17,034 PLATINUM LADYプラチナム レディ 5%

17,035 BLACKANNY 5%

17,036 BLACK WOLF 5%

17,037 Black Omen 楽天市場店 5%

17,038 BLACK GULL 5%

17,039 ＦＬＡＧＳ 5%

17,040 flags tsubo shop 5%
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17,041 BLACK STORE 5%

17,042 BLACK VARIA／ブラックバリア 5%

17,043 Black Beauty 5%

17,044 ブラックライトのサウスウォーカー 5%

17,045 PLUCK楽天市場店 5%

17,046 ＦＬＯＳＳＹ楽天市場店 5%

17,047 フラッチ　楽天市場店 5%

17,048 プラッツティーズ楽天市場店 5%

17,049 フラッティス 5%

17,050 Flat Spot 5%

17,051 ブラッドフォード 5%

17,052 fluffy 楽天市場店 5%

17,053 フラデコ 5%

17,054 ブラデリスニューヨーク 5%

17,055 プラトン 楽天市場店 5%

17,056 Planino（プラニノ） 5%

17,057 プラネタリウム・サイクル 5%

17,058 Planet-C プラネットシー 5%

17,059 フラネベビー 5%

17,060 BRAVAS 5%

17,061 Brabianca　楽天市場店 5%

17,062 FLABEL 5%

17,063 フラミンゴ・ゴー 5%

17,064 FlamingoHip 5%

17,065 フラミンゴ 楽天市場店 5%

17,066 PLUM（プラム） 5%

17,067 プラムテラス 5%

17,068 プラムナチュール 5%

17,069 PlumRiver 5%

17,070 フラメンコ雑貨屋ガロガロ 5%

17,071 ふらら 5%

17,072 Fralya　-フラリア- 5%

17,073 Flower 5%

17,074 FlourEstate 5%

17,075 フラワーエッセンスのAsatsuyu 5%

17,076 フラワーガーデンリーブス 5%

17,077 フラワーキッズ 5%

17,078 FlowerKitchenJIYUGAOKA 5%

17,079 FlowerKitchen for Business 5%

17,080 フラワーギフト専門店　Vivre 5%

17,081 フラワーギフト　ブーケブランシェ 5%

17,082 フラワーコーポレーション 5%

17,083 フラワー雑貨　小春日和 5%

17,084 Flower Salon Lily 5%

17,085 フラワーショップ・ジュリア 5%

17,086 フラワーショップ　アクライド 5%

17,087 フラワーショップ花夢 5%

17,088 フラワーショップ　ka Lau 5%

17,089 フラワーショップ花楽 華道専門店 5%

17,090 フラワーショップ カレラ 5%

17,091 フラワーショップCRANZ 5%

17,092 フラワーショップパイン楽天市場店 5%

17,093 フラワーショップ　花茶房 5%

17,094 フラワーショップブーケ 5%

17,095 フラワースタイル 5%

17,096 Flower Studio Eclat 5%

17,097 フラワースタジオ　FARBE 5%

17,098 フラワーズ山咲 5%

17,099 フラワーズリーベ 5%

17,100 Flower2nd 楽天市場店 5%
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17,101 フラワーデコレーション　ハセガワ 5%

17,102 フラワーネット 日本花キ流通 5%

17,103 flower-parts shop 5%

17,104 Flower by Leaf Nail 楽天市場店 5%

17,105 フラワーハウスしもで 5%

17,106 フラワーファーム 【花 ギフト】 5%

17,107 フラワーポケット　塚口ガーデン 5%

17,108 フラワーマーケット花由 5%

17,109 フラワーライフ　サンエイクラフト 5%

17,110 フラワーレメディ 5%

17,111 ブランカスタ 楽天市場店 5%

17,112 ブランクガロ 5%

17,113 ブランクチュール 5%

17,114 プランクトンショップ 5%

17,115 プランゴゥ楽天市場店 5%

17,116 ブランジェカイチ 5%

17,117 BRANCHE　楽天市場店 5%

17,118 Francis Bean【フランシスビーン】 5%

17,119 フランス菓子工房　ラ・ファミーユ 5%

17,120 フランス時計ピエールラニエ公式 5%

17,121 ふらんす屋 5%

17,122 仏蘭西焼菓子調進所　足立音衛門 5%

17,123 フランス料理 ビストロやま 5%

17,124 プランタンブランby花月堂 5%

17,125 プランタン楽天市場店 5%

17,126 エアープランツ専門店 B＆L 5%

17,127 Bruncesta 5%

17,128 Plants Factory 5%

17,129 plants mind 花ごころ 5%

17,130 ブランディール楽天市場店 5%

17,131 ブランディング 5%

17,132 ブランディングコーヒー 5%

17,133 ブランディング２号店 5%

17,134 fran de lingerie 5%

17,135 planto-R 楽天市場店 5%

17,136 BRAND OUTLET キイロヤドゥーエ 5%

17,137 ブランド＆着物館アクアン京や 5%

17,138 ブランドイーチョイス 5%

17,139 ブランドウォッチ　ジュビリー 5%

17,140 ブランドウォッチ専門店 Zetton 5%

17,141 ブランド腕時計通販の加藤時計店 5%

17,142 BRAND-ECO.co　楽天市場店 5%

17,143 Brandoff銀座 5%

17,144 BRANDOFF TOKYO 5%

17,145 ブランドール　ミルキー 5%

17,146 ブランド・COME 5%

17,147 ブランド鑑定団 5%

17,148 ブランド京の蔵小牧【最安挑戦！】 5%

17,149 ブランドクラブ リ・ボーン 5%

17,150 Brand グランツ　楽天市場店 5%

17,151 Brand K 5%

17,152 ブランド雑貨　Kuraya Style 5%

17,153 ブランド雑貨サザンクロス 5%

17,154 ブランドジェイズ楽天市場店 5%

17,155 BRAND JET 5%

17,156 ブランドシティ　BrandCity 5%

17,157 ブランドジャックリスト湘南 5%

17,158 ブランドジュエリー京都楽天市場店 5%

17,159 ブランドショット東京 5%

17,160 BRANDSHOP・クラージュ楽天市場店 5%
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17,161 BrandShop Akindo 質屋あきんど 5%

17,162 ブランドショップ　アベル 5%

17,163 ブランドショップAMANUMA 5%

17,164 BRAND SHOP　ａｎｄｙ 5%

17,165 BrandShopViVi　楽天市場店 5%

17,166 ブランドショップ volume8 5%

17,167 brandshop urukau 5%

17,168 ブランドShop オレンジクッキー 5%

17,169 ブランドショップ カンタービレ 5%

17,170 ブランドショップ CLASS-A 5%

17,171 BRANDSHOP　KRONE　楽天市場店 5%

17,172 ブランドショップKOJIYA 5%

17,173 ブランドショップ　ＳＥＮＳＥ 5%

17,174 ブランドショップ BAL 5%

17,175 ブランドショップ BeR 楽天市場店 5%

17,176 ブランドショップ【ビープライス】 5%

17,177 ブランドショップ　ブルーク 5%

17,178 ＢＲＡＮＤＳＨＯＰ　ＨＥＲＩＯＳ 5%

17,179 ブランドショップ よちか 5%

17,180 ブランドショップ　ラッシュモール 5%

17,181 ブランドショップ・リップス 5%

17,182 ブランドショップ　リバース 5%

17,183 brand shop LOOP 5%

17,184 ブランドショップ　Reine 5%

17,185 ブランドショップ WARDROBE KOBE 5%

17,186 ブランドステーション 5%

17,187 ブランドストリートリング 5%

17,188 BRAND7 東京 5%

17,189 Brand Selection STAGE 5%

17,190 ブランドセレクトショップBRANDS 5%

17,191 BLAND SELECT SHOP YALAKU-ヤラク- 5%

17,192 ブランドセレクト シンフーライフ 5%

17,193 ブランド専門店 パイクストリート 5%

17,194 ブランド総合卸　ビッグヒット 5%

17,195 ブランド太陽卵直送　落水正商店 5%

17,196 ブランドデポ 5%

17,197 ブランドデポ TOKYO 5%

17,198 ブランドネクタイショップ　アルゾ 5%

17,199 ブランドネクタイ　タム 5%

17,200 ブランドの郷 5%

17,201 ブランドバッグ財布のピュアリー 5%

17,202 ブランドバッグ専門店COCO STYLE 5%

17,203 ブランドバッグ通販のプリマローズ 5%

17,204 ブランドハット楽天市場店 5%

17,205 ブランド販売 MEVIUS楽天市場店 5%

17,206 ブランドピースLUXURY 5%

17,207 ブランドピース楽天市場店 5%

17,208 ブランドヒルズ楽天市場店 5%

17,209 ブランド品セレクトショップ MIXON 5%

17,210 ブランドファイン 5%

17,211 ブランドフォーマルセレクトストア 5%

17,212 ブランドプラネット 5%

17,213 ブランド古着買取drop 5%

17,214 ブランド古着 買取販売 TRESOR 5%

17,215 ブランド古着ならABJ 5%

17,216 ブランド古着の買取販売 WanBoo 5%

17,217 ブランド古着の買取販売カンフル 5%

17,218 ブランド古着の買取販売 渋谷FILT 5%

17,219 ブランド古着の専門店 ジージー 5%

17,220 ブランドベイ 5%
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17,221 ＢｒａｎｄＭａｘ 5%

17,222 BRAND MAX VALUE　楽天市場店 5%

17,223 ブランド洋食器の店ル・ノーブル 5%

17,224 Brand la ville　by kujira 5%

17,225 ブランドらんど楽天市場店 5%

17,226 ブランドリサイクルストアスマイル 5%

17,227 ブランドリサイクル　マルク 5%

17,228 Brand Liberty 5%

17,229 プランドル楽天市場店 5%

17,230 ブランド和牛の百貨店 肉贈 5%

17,231 flannerica. 5%

17,232 ブランノワール 5%

17,233 ブランバイセル楽天市場店 5%

17,234 プランB 5%

17,235 ブランベント 5%

17,236 franc bonn 5%

17,237 Plan-A 5%

17,238 Brianza 5%

17,239 フリーヴ 5%

17,240 Ｆｒｅａｋ 5%

17,241 BleeeK 5%

17,242 原宿フリージア楽天市場店 5%

17,243 Breeze of New York楽天市場店 5%

17,244 BRECE-ONLINESHOP楽天市場店 5%

17,245 ｆｒｅｅ　ｓｔｙｌｅ 5%

17,246 ＦＲＥＥ ＳＴＹＬＥ ＷＥＡＲ 5%

17,247 フリースタイルショップ 5%

17,248 free stitch 5%

17,249 フリーズドライ乾燥野菜素材屋さん 5%

17,250 フリースピリッツ楽天市場支店 5%

17,251 ＦＲＥＥＳＥ 5%

17,252 フリーダム！！ 5%

17,253 FREEDOMshop 楽天市場店 5%

17,254 free design（フリーデザイン） 5%

17,255 フリート・バイク＆トライアスロン 5%

17,256 free feel 5%

17,257 FREEBOX 5%

17,258 フリーマーケットトミダ 5%

17,259 フリーマム楽天市場店 5%

17,260 freeeM 5%

17,261 Free-Rise 楽天市場店 5%

17,262 Fスタイル 5%

17,263 フリーライフ 5%

17,264 Free Life 楽天市場店 5%

17,265 Free Line（フリーライン） 5%

17,266 ブリスエレファントカフェテリア 5%

17,267 BRIO-LIFE 5%

17,268 FULICA／フリカ 5%

17,269 ふりかけ専門店　ふたば苑 5%

17,270 プリザーブド専門マハナフラワーズ 5%

17,271 プリザーブドフラワーIPFA 5%

17,272 プリザーブドフラワーAzurosa 5%

17,273 プリザーブドフラワー　アンジェラ 5%

17,274 プリザーブドフラワー花材アミファ 5%

17,275 プリザーブドフラワーcafura 5%

17,276 プリザーブドフラワーギフトRuplan 5%

17,277 プリザーブドフラワーサロンアリス 5%

17,278 プリザーブドフラワーショーplanO 5%

17,279 プリザーブドフラワーショップNAMI 5%

17,280 プリザーブドフラワーSoelFlowers 5%
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17,281 プリザーブドフラワーの花音 5%

17,282 プリザーブドフラワーHanaya余暇 5%

17,283 プリザーブドフラワーFine 5%

17,284 プリザーブドフラワーフルールサラ 5%

17,285 プリザーブドフラワーベルフルール 5%

17,286 香水フレグランスのお店ブリサアラ 5%

17,287 プリザ＆ギフトFlower Munyu Munyu 5%

17,288 Bliss 5%

17,289 FLISCO 5%

17,290 ふりすたファクトリー 5%

17,291 BLIST STYLE 5%

17,292 bristle grass 　ブリストルグラス 5%

17,293 プリズムサーカス 5%

17,294 PRIZM7 楽天市場店 5%

17,295 プリセプト通販事業部 5%

17,296 振袖専科「みなほ」 5%

17,297 ふりだし・スープ製造元・丸二 5%

17,298 ふりだし屋 丸三食品 博多 だし 5%

17,299 ブリッカーズ楽天市場店 5%

17,300 BRICBLOC-PLOT 5%

17,301 FLiC -フリック- ワイシャツ専門店 5%

17,302 ブリッジ　カントリー 5%

17,303 ブリッジカントリー　ギフト屋さん 5%

17,304 Bridge Store 楽天市場店 5%

17,305 FRIdSTORE（フリッドストア） 5%

17,306 ブリットハウス 5%

17,307 PRIT Bag Collection 5%

17,308 ぷりてぃ・インターナショナル 5%

17,309 プリティー：スキン 5%

17,310 プリティウーマン 5%

17,311 British pro car tools 5%

17,312 ブリティッシュライフ 5%

17,313 プリティ　マーメイド 5%

17,314 Pretimo（プリティモ） 5%

17,315 Britain 5%

17,316 プリナチュール楽天市場店 5%

17,317 BRILHAR 5%

17,318 プリブニ 5%

17,319 プリフラワー 5%

17,320 primarc 5%

17,321 Plymouth 5%

17,322 プリマステラ 5%

17,323 フリマハイクラス楽天市場店 5%

17,324 プリメーラ 5%

17,325 プリメモ 5%

17,326 ぷりめん楽天市場店 5%

17,327 プリモディーネ　楽天市場店 5%

17,328 ブリューランド 5%

17,329 Bruck　楽天市場店 5%

17,330 BRUCKE 5%

17,331 Brulee クレームブリュレドーナツ 5%

17,332 BRILLIAGE／ブリリアージュ公式店 5%

17,333 ブリリアンス子供服 5%

17,334 BRILLIANT BUILD楽天市場店 5%

17,335 ブリリアント プラス 5%

17,336 BrilliantBabyブリリアントベビー 5%

17,337 ブリルトワーゼ　楽天市場店 5%

17,338 priroda 5%

17,339 プリンカップのお店suipa 5%

17,340 Brings 5%
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17,341 プリンセスカーテン 5%

17,342 プリンタインクのジットストア 5%

17,343 プリンティングキョーワ楽天市場店 5%

17,344 プリントサポート楽天市場店 5%

17,345 プリントジョーズ楽天市場店 5%

17,346 プリントショップ マジック 5%

17,347 プリントハウスフォーティーン 5%

17,348 BRINDLE＊Life with Dogs＊ 5%

17,349 FULL-OUT 5%

17,350 フルアヘッド 5%

17,351 FULLangle 5%

17,352 古市健康薬品店 5%

17,353 BlueEarth　OutdoorSelectShop 5%

17,354 ＢＬＵＥＥＡＳＴ　ブルーイースト 5%

17,355 Blueism 5%

17,356 BLUE WING　ブルーウイング 5%

17,357 ブルーウッド 5%

17,358 ブルーエア　楽天市場店 5%

17,359 ブルー楓 5%

17,360 Ｂｌｕｅｇｅａｒ 5%

17,361 ブルークウォッチカンパニー 5%

17,362 BLUE CRUSH（ブルークラッシュ） 5%

17,363 ブルージュエリー　アクセサリー 5%

17,364 Blue century　楽天市場店 5%

17,365 ブルータイタン 5%

17,366 古内亀治朗商店　からだ燃えるShop 5%

17,367 ふるーつかんぱにー 5%

17,368 フルーツ甘味屋GGY 5%

17,369 フルーツ　SHOMEIDO 5%

17,370 フルーツショップ千馬 5%

17,371 フルーツストック　楽天市場店 5%

17,372 フルーツハウス吉田屋 5%

17,373 フルーツボンバー 5%

17,374 フルーツ　大和の匠 5%

17,375 BLUETTI 5%

17,376 Blue　Topazs　楽天市場店 5%

17,377 Ｂｌｕｅ　Ｄｒａｇｏｎ 5%

17,378 ぶるーな。 5%

17,379 BLUE NOTE 楽天市場店 5%

17,380 Blue Heart 5%

17,381 ブルービーセレクト 5%

17,382 ブルーピーター 5%

17,383 bluebeat web store ブルービート 5%

17,384 Blue Hill 5%

17,385 blue faces store 5%

17,386 ＢＬＵＥＢＬＵＥＢＡＹＳＨＯＲＥ 5%

17,387 ブルーヘブン 5%

17,388 ブルーベリーバンク 5%

17,389 ブルーポート　楽天市場店 5%

17,390 ＢＬＵＥ ＰＯＳＴ 5%

17,391 ブルーボビン　blue bobbin 5%

17,392 Blue Mermaid 5%

17,393 ブルーマックス 5%

17,394 Blooming　［ブルーミン］ 5%

17,395 ブルーミンググレイス 5%

17,396 Blooming Cosme 5%

17,397 ブルーミングスケープ 5%

17,398 ブルーミン／森田質店 5%

17,399 Blumin 楽天市場店 5%

17,400 ＢＬＵＭＥ 5%
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17,401 ブルームグリーン 5%

17,402 bloom 新館 5%

17,403 bloomz 楽器 web shop 5%

17,404 プルームテックのグッズWILDFELLOW 5%

17,405 BloomBroome 5%

17,406 bloom楽天市場店 5%

17,407 ブルーメンケイ 5%

17,408 bluelion 5%

17,409 ブルーリボンジャパン 5%

17,410 FleurUneffe 5%

17,411 Fleur Town　吉本花城園 5%

17,412 Fleur de Ange 5%

17,413 Fleur de macaron 5%

17,414 fleur de Nier　フルールドニアー 5%

17,415 Fleur～フルール～ 楽天市場店 5%

17,416 fleuret フルーレ 5%

17,417 ブルーレース。アクセサリー 5%

17,418 ブルーロータス 5%

17,419 fullenergy 楽天市場店 5%

17,420 full of vigor 5%

17,421 古川養豚場 5%

17,422 古着雑貨ペンギントリッパー 5%

17,423 古着通販ヴィンテージ：creepdive 5%

17,424 古着通販 ビンテージ古着屋RUSHOUT 5%

17,425 FuRuGIX 5%

17,426 古着のオーバーフロークロージング 5%

17,427 古着屋Canopus 楽天市場店 5%

17,428 古着屋Green Bear楽天市場店 5%

17,429 古着屋JAM 5%

17,430 古着屋 hooperdoo 5%

17,431 古着屋mellow楽天市場店 5%

17,432 古着、USED専門百貨店BIG2nd 5%

17,433 ふるさと選酒県日本酒部 5%

17,434 ふるさと２１ 5%

17,435 フルショット楽天市場店 5%

17,436 ブルジョネ楽天市場店 5%

17,437 Bulls Surf 5%

17,438 プルセイラ屋 5%

17,439 古鷹 5%

17,440 フルッタ 5%

17,441 フルテイジャパン 楽天市場店 5%

17,442 blutella 5%

17,443 古道具 ホリデイズ 5%

17,444 フルビックワールド 5%

17,445 fulfilled 5%

17,446 Fulfill Dream 楽天市場店 5%

17,447 FrouFrou 5%

17,448 フルプロ農園 5%

17,449 フルボ酸健康ショップふるぼちゃん 5%

17,450 古本買取本舗　楽天市場店 5%

17,451 古本倶楽部 5%

17,452 プルマメイト 5%

17,453 ぷるみえーる 5%

17,454 Premiere Etoile 5%

17,455 プルメリアガーデン 5%

17,456 Fleuri（フルリ）：楽天市場店 5%

17,457 ぷるるん姫楽天市場店 5%

17,458 Flea　フレア 5%

17,459 FLEAboardshop 5%

17,460 BREA　楽天市場店 5%
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17,461 BREAKOUT 5%

17,462 Brazing 5%

17,463 playthings 5%

17,464 BRAYZ 5%

17,465 Brace of Kentishman 5%

17,466 プレイスユーメンズ＆レディース 5%

17,467 PLAY-ZONE 楽天市場店 5%

17,468 Braiding Co 5%

17,469 PLAY DESIGN PLAY 5%

17,470 PLAY Department Store 5%

17,471 PLAYFUL 5%

17,472 プレイマットのcarino carino 5%

17,473 ＰＬＡＹＥＲＺ 5%

17,474 ブレークＰおくらや 5%

17,475 FLAVORTECH 5%

17,476 frames 5%

17,477 flame 楽天市場店 5%

17,478 フレームワークス 5%

17,479 ブレーメンストア 5%

17,480 プレーリードッグ 5%

17,481 フレール　～Freres～ 5%

17,482 プレーンズシステム　楽天市場店 5%

17,483 フレキシリードとハバのシュトルヒ 5%

17,484 プレクスアウトレット 楽天市場店 5%

17,485 ブレゲカメラ 5%

17,486 プレコハウス 5%

17,487 Fresa Sol 5%

17,488 プレジールウィッグ 5%

17,489 Plaisier 5%

17,490 PLEASURE TREE 5%

17,491 プレジャーマーケット 5%

17,492 プレシャスシーズ／インテリア雑貨 5%

17,493 プレシャスジュエリー楽天市場店 5%

17,494 PRECIOUS PLACE 5%

17,495 PRECIOUS ONE 5%

17,496 Plaisiureux 5%

17,497 PLEJOUR-プレジュール- 5%

17,498 BLESS（ブレス） 5%

17,499 FRESTA7楽天市場店 5%

17,500 ブレスマイル楽天市場店 5%

17,501 PRESEA 5%

17,502 プレゼント＆ギフト　プレジール 5%

17,503 プレゼントウォーカー楽天市場店 5%

17,504 プレゼント＆ギフト　花コラボ 5%

17,505 プレゼント専門店　雑貨屋ノート 5%

17,506 プレゼントなら 名入れ工房 桃山 5%

17,507 プレゼントハウス 5%

17,508 フレックスxアンティークそっくり 5%

17,509 フレッシュかごしま 5%

17,510 FRESH STORE 5%

17,511 フレッシュベルデュール 5%

17,512 freshbox 5%

17,513 FRESH ROASTER珈琲問屋 楽天市場店 5%

17,514 フレッチェ　毛皮とバッグの専門店 5%

17,515 ブレッドフルーツ 5%

17,516 Frechdachs（照明と雑貨） 5%

17,517 Pres-de 5%

17,518 プレブのネット通販 5%

17,519 プレミアカメラ 楽天市場店 5%

17,520 プレミアコンタクト 5%
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17,521 プレミアストアジャパン 5%

17,522 プレミアムギア 5%

17,523 プレミアムゴルフ倶楽部 5%

17,524 プレミアムショッピング楽天市場店 5%

17,525 Premium Style Store 5%

17,526 ＰＲＥＭＩＵＭ　ＳＴＡＧＥ 5%

17,527 プレミアムスポーツ３１２ 5%

17,528 Premium Selection 楽天市場店 5%

17,529 プレミアムセレクション 5%

17,530 Premium bar 5%

17,531 プレミアム美容家電 Areti. 5%

17,532 Premium Presentation 5%

17,533 プレミアムフードのタローとジロー 5%

17,534 プレミアムモール 5%

17,535 PREMIUM ONE 5%

17,536 Ｆｒｉｅｎｄｓ 5%

17,537 friends　楽天市場店 5%

17,538 Blender 5%

17,539 Blendia coffee czerny 5%

17,540 FRIENDLY（フレンドリー） 5%

17,541 PLEINE 5%

17,542 フロアー　エクスプレス 5%

17,543 フロアーズ 5%

17,544 プロアクティブ　オンラインShop 5%

17,545 プロアクティブ楽天市場店 5%

17,546 プロアップSHOP 楽天市場店 5%

17,547 フロアマット専門店 HOTFIELD 5%

17,548 フロアマット通販店ワールドマット 5%

17,549 Freude（フロイデ） 5%

17,550 PROVENCE 5%

17,551 プロウエス楽天市場店 5%

17,552 フローズンカプセル 5%

17,553 BROOCH 5%

17,554 フロームラボショップ 5%

17,555 FLORA 5%

17,556 ＦＬＯＲＡ（フローラ） 5%

17,557 FLORA ヨーロッパ館 5%

17,558 フローラルライフ　花と雑貨ギフト 5%

17,559 Florist　ITO 5%

17,560 フローリストジュエル 5%

17,561 フローリスト 凛 5%

17,562 プロキッチン 5%

17,563 プロキュアエース 5%

17,564 プロクルー 国産ハンガーラック 5%

17,565 Progre 5%

17,566 プログレ～PROGRES～　楽天市場店 5%

17,567 ブロケード工房のちりめん 5%

17,568 プロケーブル　楽天市場店 5%

17,569 プロ工具のJapan-Tool　楽天市場店 5%

17,570 プロコスメ　楽天市場店 5%

17,571 フロコン 5%

17,572 プロジェクター専門店　FunLogy 5%

17,573 プロジェクト鹿児島 5%

17,574 ＰＲＯＪＥＣＴ　ＣＯＲＥ 5%

17,575 風呂敷専門店 京都ふろしき倶楽部 5%

17,576 風呂敷と電鉄グッズ専門店　お包み 5%

17,577 ふろしきの山藤 5%

17,578 Pro Shooter 【プロシューター】 5%

17,579 プロシューマ 5%

17,580 プロ仕様工具専門店 アバント 5%
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17,581 プロショップ RBS 5%

17,582 プロショップアイアイ 楽天市場店 5%

17,583 プロショップ アクセス 楽天市場店 5%

17,584 プロショップE-道具館楽天市場店 5%

17,585 プロショップカブト楽天市場店 5%

17,586 PRO SHOP SUNCABIN -サンキャビン- 5%

17,587 プロショップシミズ 5%

17,588 ProShopスポテック 5%

17,589 プロショップ太陽　楽天市場店 5%

17,590 ProShop伊達　楽天市場店 5%

17,591 Pro Shop BIGROW 5%

17,592 プロショップ　ベルズ 5%

17,593 PRO-SHOP YASUKICHI 5%

17,594 PROSTAR通販　楽天市場店 5%

17,595 PROST楽天市場店 5%

17,596 プロズバックス 5%

17,597 proscenic楽天市場店 5%

17,598 プロダクトプラス　楽天市場店 5%

17,599 プロツールショップヤブモト 5%

17,600 プロツール　楽天市場店 5%

17,601 blossom39 5%

17,602 ブロッサ・モーダ 5%

17,603 プロディガル（ニット×雑貨） 5%

17,604 プロテインが安いだけの店 5%

17,605 プロテインUSA 5%

17,606 プロテクタ楽天市場店 5%

17,607 ＰＲＯＴＯＣＯＬ 5%

17,608 PLOTONE 楽天市場店 5%

17,609 プロのすすめるカーペット 5%

17,610 PROPER楽天市場店 5%

17,611 Proバイダー堺駅前店 5%

17,612 プロヴァンスの美風 5%

17,613 プロフィット楽天市場店 5%

17,614 プロフーズ 5%

17,615 Flopsy　mart 5%

17,616 風呂ふた満足館　楽天市場店 5%

17,617 プロマ歯科商店 5%

17,618 PROMIST VAPOR 楽天市場店 5%

17,619 フロムアースライズ 5%

17,620 フロム鹿児島 5%

17,621 プロ向け工具専門店【愛道具館】 5%

17,622 プロ向け腰袋関連専門店　アゲイン 5%

17,623 フロムココロ 5%

17,624 フロム蔵王楽天市場店 5%

17,625 From da Phactory 5%

17,626 フロムネイチャー公式 5%

17,627 プロモワールド 5%

17,628 プロヤマ 5%

17,629 プロ用ヘアケアShop　KiraKira 5%

17,630 プロ用洗浄剤AQUA STYLE 5%

17,631 プロ用塗料専門店　M-SHOP 5%

17,632 プロ用美容商材　グランコスメ 5%

17,633 プロ用ヘアケア＆コスメ　リヤン 5%

17,634 プロ用ヘアケア＆コスメリヤンNext 5%

17,635 プロ用ヘア＆コスメShopネッツビー 5%

17,636 プロラインGolf 5%

17,637 フロリスト花正 5%

17,638 フロリハナ 5%

17,639 FRONTIER WEB 5%

17,640 フロンティアバルーン 楽天市場店 5%
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17,641 Blondie Blond 5%

17,642 Frond 5%

17,643 プロンドール 5%

17,644 FRONT ROW RUGBY 楽天市場店 5%

17,645 ふわほわ 5%

17,646 fuwalu -フワル- 5%

17,647 fuwawa枕専門店 5%

17,648 ブング・ステーション 5%

17,649 文具王のＯＳＫ 5%

17,650 文具・雑貨のDESK LABO 5%

17,651 文具・事務用品・画材の店 芙蓉堂 5%

17,652 ブングショップ 5%

17,653 ぶんぐたうん 5%

17,654 文具のある暮らし 5%

17,655 文具の専門店・文喜堂 5%

17,656 【文具の月島堂】楽天市場店 5%

17,657 文具のブングット 5%

17,658 文具の文清堂 5%

17,659 文具のワンダーランド　キムラヤ 5%

17,660 ぶんぐはうす　大山 5%

17,661 文具・文房具のKDM 楽天市場支店 5%

17,662 文具マーケット　楽天市場店 5%

17,663 文具屋さん　楽天市場支店 5%

17,664 ぶんぐる 5%

17,665 BUNSEIDOスポーツ 5%

17,666 BUNZO 5%

17,667 文旦屋・白木果樹園 5%

17,668 ふんどし型パンツ専門店 満月堂 5%

17,669 ぷんぷく堂【公式】文具店 5%

17,670 ＢｕｎＢｕｎ！Ｂｅｅ 5%

17,671 ぶんぶん文具屋さん 5%

17,672 文房具と雑貨 Radic 5%

17,673 文房具と事務用品の太陽堂 5%

17,674 文房具の和気文具 5%

17,675 文房具屋さん本舗 5%

17,676 文房具屋フジオカ文具e-stationery 5%

17,677 Ｂｕｎ！Ｂｏ！グ～！ 5%

17,678 ふんわりガーゼ　fu wa ra 5%

17,679 ペアアクセサリー専門店チェリーＪ 5%

17,680 ベアーズ 5%

17,681 Bearsショップ楽天市場店 5%

17,682 BEARS MARKET 5%

17,683 ＢＥＡＲＳ　ＭＡＲＴ 5%

17,684 Beare 5%

17,685 HAIR ＆ MAKE EARTH　楽天市場店 5%

17,686 ヘアガーデン～ルベル・フィヨーレ 5%

17,687 ヘアケア化粧品の専門店　スウェル 5%

17,688 ヘアケアショップ　ＳＡＲＡ 5%

17,689 ヘアケア専門店　グッドスマイル 5%

17,690 ヘアケアFesta楽天市場店 5%

17,691 ヘアケアplus楽天市場店 5%

17,692 ヘアケアLABO　楽天市場店 5%

17,693 ペアジュエリー　テラグラティア 5%

17,694 ヘアダイレクト　楽天市場店 5%

17,695 ペアパンツのtokotoko 5%

17,696 ヘアピン　ニシダ　公式楽天市場店 5%

17,697 BEAR FOOT 5%

17,698 pairmanon 5%

17,699 ペアリングLAEラアモーレエテルノ 5%

17,700 ペアリングと刻印の専門店 j-fourm 5%
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17,701 ペアリングのホワイトクローバー 5%

17,702 平安伸銅工業オンラインショップ 5%

17,703 BAKED MAGIC 5%

17,704 米国サプリ直販のNatural Harmony 5%

17,705 PAYSAGE 楽天市場店 5%

17,706 ベイサイドパーツ 5%

17,707 ベイシア仏壇楽天市場店 5%

17,708 VAPASS 楽天市場店 5%

17,709 知育玩具おままごと枕 Babyaction 5%

17,710 Baby-Kids cherie mimi楽天市場店 5%

17,711 ｂａｂｙ　ｓｈｏｏｐ 5%

17,712 ベイビースキンソープ 5%

17,713 ベイビーハーツ 楽天市場店 5%

17,714 ベイビービーズマニア 5%

17,715 ベイビーフェイス　手作り子供服 5%

17,716 ベイビーベイビーベイビー 5%

17,717 ＢＡＢＹ　ＭＯＯＮ 5%

17,718 PEIV 5%

17,719 VapeShopスチーム楽天市場店 5%

17,720 VAPE555 5%

17,721 VAPE専門店フレーバーキッチン 5%

17,722 Vape Village 5%

17,723 平凡家族 5%

17,724 ベイリーフモバイル 5%

17,725 ベイリーフ楽天市場店 5%

17,726 pale 5%

17,727 ペイントアシストラッキー 5%

17,728 ペイントコレクション 5%

17,729 ペイントジョイ楽天市場店 5%

17,730 ペイント　ショップ 5%

17,731 ペイントショップウエダヤ 5%

17,732 ペイントshop エビナ 5%

17,733 ペイントショップひまわり 5%

17,734 ペイント ストア 5%

17,735 ペイントテクノ楽天市場店 5%

17,736 ペイントＢＯＯＫ 5%

17,737 ペイントライフ楽天市場店 5%

17,738 HEAVEN Japan 楽天市場店 5%

17,739 ベーグル専門店 Ai Bagel 5%

17,740 ＢＡＳＩＣ　ＳＵＲＦ 5%

17,741 PAGE1楽天市場店 5%

17,742 BASE 5%

17,743 BASE 【ベース】 5%

17,744 ベースボールショップｙｂｃ 5%

17,745 Baseball Park STAND IN 5%

17,746 baseballpowerベースボールパワー 5%

17,747 ベースボールプラザ 5%

17,748 ベータミュージック 楽天市場店 5%

17,749 PECHKA 5%

17,750 ベーネ・ベーネ 5%

17,751 PAPER ART WORKS 5%

17,752 ペーパーアイテム　ジョイアス 5%

17,753 ペーパーミツヤマ 楽天市場店 5%

17,754 Vape Store MISTY-RING 5%

17,755 VAPE SPACE 琉 5%

17,756 Herakles 5%

17,757 BERING　エキマルシェ大阪 5%

17,758 ベキジョガールズ 5%

17,759 碧名商店 5%

17,760 壁面収納ラックの　LivingProduce 5%
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17,761 PECULIA 5%

17,762 Hectarz 5%

17,763 ベクトル　新都リユース 5%

17,764 ベクトル　マークスラッシュ 5%

17,765 VECTOR×Refine 5%

17,766 ベクトル　リ・ポイント楽天市場店 5%

17,767 PEGマーケット 5%

17,768 PECO space 5%

17,769 PECOTI（ペコチ） 5%

17,770 ベコ　楽天市場店 5%

17,771 へしこ・ふぐの子製造本舗「荒忠」 5%

17,772 ベジタブルハート 5%

17,773 ベジタリアン食材 菜食健美 5%

17,774 ベジフルプラザ楽天市場店 5%

17,775 肥料と農薬専門店　ベジライス 5%

17,776 Pesca（ペスカ） 5%

17,777 BESC 5%

17,778 ヘスター 5%

17,779 ベステック インターネット店 5%

17,780 BESTEK楽天市場店 5%

17,781 ベストアンサーの宝ショップ 5%

17,782 BEST WISHES成城 楽天市場店 5%

17,783 ベストウォッチ 5%

17,784 ベストエイジング研究所 5%

17,785 ベストＨＢＩ 5%

17,786 ベストエバージャパン 5%

17,787 ベストオーダー 5%

17,788 トロフィー優勝カップのベスト徽章 5%

17,789 ベストギャラリー 5%

17,790 ベストクリック　楽天市場店 5%

17,791 ベスト　シャンス 5%

17,792 Best Shopping by L.L.P. 5%

17,793 ベストストア 5%

17,794 ベストスポーツ 5%

17,795 BestSelect HORIKOSHI 5%

17,796 BESTOPE 5%

17,797 BESTDO楽天市場店 5%

17,798 ベストプライスショップ 5%

17,799 BESTPRICEMART 5%

17,800 Best Friends／ベストフレンズ 5%

17,801 ベストユニフォーム 5%

17,802 BESTLIFE楽天市場店 5%

17,803 ベスバ 楽天市場店 5%

17,804 BETTER DAYS／ベターデイズ 5%

17,805 ＰＥＤＡＬ 5%

17,806 BECKY　楽天市場店 5%

17,807 ヘッジホッグ　おとなカワイイ靴店 5%

17,808 BESSHO楽天市場店 5%

17,809 ぺったんPET 5%

17,810 ベッツ楽天市場店 5%

17,811 ベッツジャパン 5%

17,812 ペッツマム 5%

17,813 ベッド・寝具・雑貨 B＆Bスタイル 5%

17,814 PETｓADVANCE 5%

17,815 ベッド＆マットレス楽天市場店 5%

17,816 ペット犬猫療法食動物病院 5%

17,817 ペットウィズ　楽天市場店 5%

17,818 ペット用品と雑貨のペットウィル 5%

17,819 ペットエコ＆ザガーデン楽天市場店 5%

17,820 ペットガーデン紀三井寺 5%
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17,821 ペットカート専門店　エアバギー 5%

17,822 ベッド・家具通販furniture store 5%

17,823 Pet館～ペット館～ 5%

17,824 ペットCURE DgS 楽天市場店 5%

17,825 PET KING 5%

17,826 ペットグッズ＆ギフトの店Felicite 5%

17,827 ペットグッズ専門店　Zenpets 5%

17,828 ペットグッズのモモゼット 5%

17,829 PetGoods　フォアモスト 5%

17,830 ペットグッズ１２１dog楽天市場店 5%

17,831 ペットグラフィックプロダクト 5%

17,832 ペットケア専門店バウワウクラブ 5%

17,833 ペット健康便 5%

17,834 ペットご飯の店Little Step 5%

17,835 ペット＆ゴルフ人工大理石のICRAFT 5%

17,836 ペット雑貨のpet cueb 5%

17,837 ペットサプリもぐもぐ 5%

17,838 ペットシーツ専門店エイクス 5%

17,839 ペットシーツ専門店スタイルプラス 5%

17,840 ペット 食彩館 5%

17,841 ペットショップQoonQoon 5%

17,842 ペットショップNyanNyan 5%

17,843 ベッド寝具専門店 イーズスペース 5%

17,844 ベッド寝具専門店シェスタスタイル 5%

17,845 ベッド寝具の専門メーカー「泰斗」 5%

17,846 ベッド寝具ふとん座布団工場直販店 5%

17,847 ベッドスタイル 楽天市場店 5%

17,848 ペットスペース ジョインアス 5%

17,849 Pet Select by Nihonikuji 5%

17,850 ベッド専門店 ビーナスベッド 5%

17,851 ベッド専門販売店　こみち 5%

17,852 ベッド ソファ通販のShooting Star 5%

17,853 ベッド通販専門店 ネルコ 5%

17,854 ペット・ディール　楽天市場店 5%

17,855 ペットと暮らす幸せ　ハピわん 5%

17,856 ヘッドドレス専門店 Sorawa shop 5%

17,857 ペットニュートリション楽天市場店 5%

17,858 ペットの健康寿命を考えるぽちなび 5%

17,859 ペットの雑貨屋さん spring 5%

17,860 ペットの矢野橋 5%

17,861 ペットのlife＆styleショップ 5%

17,862 ペットバルーン楽天市場支店 5%

17,863 ペットビジョン 楽天市場店 5%

17,864 Pet Piffly 5%

17,865 ペットファミリー 5%

17,866 ペットフード・ペット用品のcocoro 5%

17,867 ペットフード＆用品の店　マブチ 5%

17,868 ペットフード 犬 猫 Takken Shop 5%

17,869 ペットフード＋＋　ぷらぷら 5%

17,870 ペット仏壇仏具にじのかけ橋KOBE 5%

17,871 ペット仏壇仏具のディアペット 5%

17,872 HEADFOOTmixism 5%

17,873 Petful-Select 5%

17,874 ペットマーケットアニマル 5%

17,875 ペットメモリアル西湘　楽天市場店 5%

17,876 ペットモネ 5%

17,877 ペットモンスター 5%

17,878 ペット用水素水販売店アルケー 5%

17,879 ペット用品AIAI／旧アイキャロット 5%

17,880 ペット用品スリーエス　楽天市場店 5%
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17,881 ペット用品ＤＯＧＴＡＧ 5%

17,882 ペット用品と輸入食品のイーコレ 5%

17,883 ペット用品ＮＡＶＩ　楽天市場店 5%

17,884 ペット用品のPePet（ペペット） 5%

17,885 ペット用品販売ワンサプ楽天市場店 5%

17,886 ペットランド熊取 5%

17,887 ペットランドピースワン楽天店 5%

17,888 ＨＥＡＤＲＯＯＭ 5%

17,889 HEAD LOCK（ヘッドロック） 5%

17,890 ＰＥＰＰＥＲＳ ＰＵＰＰＥＴＳ 5%

17,891 べっぴんいっぴんお酒のＫ・Ｍ・Ｌ 5%

17,892 PeP TOMIYA 楽天市場店 5%

17,893 Bella　Fortuna 5%

17,894 Petty Labo 5%

17,895 ベティーロード　【腕時計専門店】 5%

17,896 PETIO　Online　Shop　楽天市場店 5%

17,897 ベティキッズで出産祝い・結婚祝い 5%

17,898 BettyBotter 5%

17,899 PETECH楽天市場店 5%

17,900 ベドウィンマーケット 5%

17,901 ぺとなびSHOP 5%

17,902 ベトナム珈琲豆屋　楽天市場店 5%

17,903 petro 5%

17,904 ペトロワン 5%

17,905 ヘナ専門店　ピアエンタープライズ 5%

17,906 HENANA 5%

17,907 ヘナ・ハーブショップ BOH 5%

17,908 ヘナ物語 5%

17,909 紅ずわいがにの誠栄丸 5%

17,910 BENIYA online 5%

17,911 ベニヤビューティー　楽天市場店 5%

17,912 VENEXSHOP　ベネクスショップ 5%

17,913 ＶＥＮＥＺＩＡ 5%

17,914 ベビーアネラ 5%

17,915 BABY＋ALICE（ベビーアリス） 5%

17,916 ベビー＆キッズ Cheermomチアマム 5%

17,917 baby＆kids 奈奈 ～Nana～ 5%

17,918 ベビー＆キッズ ruun 5%

17,919 ベビー＆子供服 オレンジマッシュ 5%

17,920 ベビー＆雑貨 vivi 楽天市場店 5%

17,921 baby.e-sleep -ベビスリ- 5%

17,922 ベビーから結婚式のアルバム屋さん 5%

17,923 ベビー キッズ２８ 楽天市場店 5%

17,924 ベビーギフトショップ 5%

17,925 ベビーギフト専門店BMC JAPAN 5%

17,926 ベビーギフト　nunonuno 5%

17,927 ベビーグッズ専門店 ベビーデイズ 5%

17,928 BABYGOODS FACTORY 5%

17,929 Baby Goods Rental 5%

17,930 ベビーコード （ベビー＆子供服） 5%

17,931 ベビージャクソンズストア 5%

17,932 ベビーシャワー 5%

17,933 ベビー寝具専門店ｕｎｄｏｕｄｏｕ 5%

17,934 ベビースイミング 5%

17,935 PEPIES - 雑貨屋ペピーズ 5%

17,936 BABY-STREET 5%

17,937 ベビースマイルショップ 5%

17,938 ベビーツーワン 5%

17,939 ベビートイショップくまくま 5%

17,940 BABYDOLL 5%
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17,941 ベビーとタオルの MARUSHOP 5%

17,942 ベビーとママの「すきやんはうす」 5%

17,943 baby nest 5%

17,944 ベビーネットショップ 5%

17,945 ベビーインポート ベビーハグ 5%

17,946 BABY FUKUOKA PROSHOP 5%

17,947 BabyPlus 5%

17,948 ベビーベッドのお店　ブーリ 5%

17,949 ベビーベッド屋さん 5%

17,950 BABY MARKET ベビーマーケット 5%

17,951 Baby Memorial 5%

17,952 baby屋 5%

17,953 【ベビー用品】　キス・ベビー 5%

17,954 ベビー用品子供服ぽこあぽこ 5%

17,955 ベビー用品のBebe chambre 5%

17,956 ベビー用品の街 5%

17,957 ベビー用品ぴよこ 5%

17,958 ベビーライフ研究所 5%

17,959 ベビーリング屋さん　ファセット 5%

17,960 ベビーワールド 5%

17,961 ベビスマ 5%

17,962 HEAVENS 5%

17,963 BEBE SHOP 楽天市場店 5%

17,964 Bebery（ベベリー）楽天市場店 5%

17,965 Hemingway 5%

17,966 ヘムリーベット 5%

17,967 へらぶな釣り専門店　松岡釣具 5%

17,968 へらへとかさい楽天市場店 5%

17,969 bellamente 5%

17,970 berry 5%

17,971 VELLE 5%

17,972 ＶＥＲＹ 5%

17,973 VERYAPE-MART 5%

17,974 ベリーグッドストア 5%

17,975 ベリーズコスメ 5%

17,976 BerryStyleベリースタイル 5%

17,977 ベリーストア 5%

17,978 ベリーズマリン 楽天市場店 5%

17,979 ベリーダンス衣装～ウズメラクス 5%

17,980 ベリーダンス衣装通販　ギャラリー 5%

17,981 Perrito 　子犬服のペリート 5%

17,982 ベリーファインファーム 鹿児島 5%

17,983 very-pet 5%

17,984 berry bon 5%

17,985 ペリカン石鹸 5%

17,986 ＰＥＬＩＴＩＥＲ 5%

17,987 べりはやっ！スポーツ楽天市場店 5%

17,988 べりはやっ！楽天市場店 5%

17,989 Belle Arome 5%

17,990 BERUF 5%

17,991 べるえぽ 5%

17,992 ベルギーチョコレート　ガレー 5%

17,993 ベルギービールJapan 5%

17,994 ベルグトイズ 5%

17,995 ベルクミート 5%

17,996 BELLE CLAVIS楽天市場店 5%

17,997 ベルクレール楽天市場店 5%

17,998 ベルコスメ（美容・コスメ・香水） 5%

17,999 ヘルシアマーケット　楽天市場店 5%

18,000 ヘルシーガーデン 5%

5836



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

18,001 ヘルシーカンパニー 5%

18,002 ヘルシー救急ＢＯＸ 5%

18,003 ヘルシーグッド 楽天市場店 5%

18,004 ヘルシークリエーション 5%

18,005 ヘルシーショップ　みそじ堂 5%

18,006 ヘルシースタイル 5%

18,007 ヘルシー生活館 5%

18,008 HealthyTOKYO 楽天市場店 5%

18,009 ヘルシー処おきなわ軒 5%

18,010 Healthy Back Bag 公式ストア 5%

18,011 ヘルシーバンク 5%

18,012 ヘルシーブライト楽天市場店 5%

18,013 ヘルシーライフ 5%

18,014 ヘルシーライフ　ONLINEショップ 5%

18,015 Healthy Life Support 5%

18,016 ペルシャダイレクト 5%

18,017 persianroad 5%

18,018 Belljew 5%

18,019 ベル食品 北海道のたれ・食品shop 5%

18,020 Health＆BeautyShop　キュアキュア 5%

18,021 Health Mart 5%

18,022 health lab ひよこ堂 5%

18,023 ベルセーブ 5%

18,024 Belta 5%

18,025 ベルタイムコーヒー 5%

18,026 ベルタ楽天市場店 5%

18,027 ベルタワークス 楽天市場店 5%

18,028 ＨＥＡＬＴＹ 5%

18,029 ベルディン 楽天市場店 5%

18,030 オーダーベルト専門店ベルトセブン 5%

18,031 ベルト専門店 【 ベルトン 】 5%

18,032 ベルト専門店　bell la bell 5%

18,033 ベルト専門店 MACBELT 楽天市場店 5%

18,034 ベルト専門店　MONCREST 5%

18,035 ベルトラボ-beltlab- ベルト専門店 5%

18,036 ベルバカンス 5%

18,037 ベルハンマーSHOP楽天市場支店 5%

18,038 Belle Vie 5%

18,039 BELLPIERI 5%

18,040 Bell Field 5%

18,041 ベルフルール 5%

18,042 ベルフルール美鈴 5%

18,043 ベルベ 5%

18,044 Velvets 5%

18,045 Velvet　Salon 5%

18,046 Hanaワイン館bellebelle 5%

18,047 belle marvelous 5%

18,048 BELMANI -ベルト、革小物の専門店- 5%

18,049 Bell-Milk 5%

18,050 ＨＪＣ公式ショップ楽天市場店 5%

18,051 ヘルメットショップ　E-MET 5%

18,052 ヘルメット 専門店 NEO RIDERS 5%

18,053 ヘルメット屋 5%

18,054 ベルモード　楽天市場店 5%

18,055 BELLELiGHT 5%

18,056 BelleLife 5%

18,057 ベルラボ 楽天市場店 5%

18,058 Perle unpeu （ペルル　アンプー） 5%

18,059 ペットストア　ベルルーン 5%

18,060 ペルレイ 5%
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18,061 ヘレナズガーデン 5%

18,062 ベレニケ 5%

18,063 Bellebuy 5%

18,064 Pellepenna 5%

18,065 ベレンクラフト 5%

18,066 PERENNE【ペレンネ】（バッグ） 5%

18,067 ペロツールズ楽天市場店 5%

18,068 Velotta 5%

18,069 PEN AND PAGE MARUYOSHI 5%

18,070 ペンキのササキ 5%

18,071 ペンキ屋モリエン 5%

18,072 ペンキ屋モリエンPRO（プロ） 5%

18,073 ぺんぎん工房 5%

18,074 弁慶オンラインストア 5%

18,075 偏光サングラスの鯖江イーレンズ 5%

18,076 ペン工房キリタ 5%

18,077 ベンサン.JP 楽天市場店 5%

18,078 ぺんしる楽天市場店 5%

18,079 へんじんもっこ 5%

18,080 ペンスタ磐田 楽天市場店 5%

18,081 Ventura.cpa 5%

18,082 BendiTry 5%

18,083 ベンテン 5%

18,084 弁当箱 雑貨 World Buddies shop 5%

18,085 PENNA　楽天市場店 5%

18,086 ＰＥＮＮＥ ペンネ 5%

18,087 ペンの達人 5%

18,088 HEMP NAVI 5%

18,089 ペンポート 5%

18,090 ヘンミ文具店 5%

18,091 Venly 5%

18,092 便利グッズ・面白家電 ブレイド 5%

18,093 便利グッズのViaes（ビアエス） 5%

18,094 便利工房なかやま 5%

18,095 便利雑貨ショップ umiwo 5%

18,096 便利生活　マイルーム 5%

18,097 ボアスコンプラス 5%

18,098 hoatheu 5%

18,099 保安用品専門店　Safety_First 5%

18,100 保安用品のインパクト 5%

18,101 ホイールステーション楽天市場店 5%

18,102 保育・小学校用品店 マナビダス 5%

18,103 保育士エプロン・キッズ雑貨 moca 5%

18,104 ほいく百貨店 5%

18,105 ＰＯＩＣオーラルケアショップ 5%

18,106 ポイポイマーケット 5%

18,107 HOIMAI楽天市場店 5%

18,108 ボイラーマート 5%

18,109 Voilamart 5%

18,110 宝印社 5%

18,111 豊栄薬品　楽天市場店 5%

18,112 防音専門店　ピアリビング 5%

18,113 防災グッズ アットレスキュー 5%

18,114 防災グッズＳＯＳ 5%

18,115 防災グッズ専門店 SAFETY PLUS 5%

18,116 防災ストア 5%

18,117 防災スペシャルショップ 5%

18,118 防災のサイボウ　楽天市場店 5%

18,119 防災のGIOS SHOP 楽天市場店 5%

18,120 防災備蓄の倉庫番！災害対策本舗 5%
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18,121 防災防犯ダイレクト　楽天市場店 5%

18,122 防災屋ライフ 5%

18,123 防災用品　オシャレ 5%

18,124 防災用品・災害対策　ピースアップ 5%

18,125 防災用品 Z-STYLE 5%

18,126 防災用品・保存水　そなえる本舗 5%

18,127 蜂産品のTCN 5%

18,128 帽子＆ウィッグ・セシボン 5%

18,129 帽子専門店 ＭＩＳＳＡ・ＭＯＲＥ 5%

18,130 帽子専門店リバーアップ 5%

18,131 ほうじ茶の美味しいお茶の小酒井園 5%

18,132 帽子のアトリエ 5%

18,133 帽子のエクレボ　ニット帽キャップ 5%

18,134 帽子のコンヌ　楽天市場店 5%

18,135 帽子の老舗　八百吉 5%

18,136 帽子屋　エリートシャポー 5%

18,137 帽子屋ＯＮＳＰＯＴＺ 5%

18,138 帽子屋かぶりた屋 5%

18,139 帽子屋カブロカムリエ 5%

18,140 帽子屋QUEENHEAD 5%

18,141 帽子屋 Kstyle 5%

18,142 帽子屋Zaction -帽子＆ヘアバンド- 5%

18,143 帽子屋SCRUM 5%

18,144 帽子屋そら 5%

18,145 帽子屋 峠 5%

18,146 帽子屋dreamhats 5%

18,147 帽子屋HatHomes 5%

18,148 帽子屋 Handy Caps 5%

18,149 帽子屋 Blake（ブレイク） 5%

18,150 宝飾品工房　Shinkousha（新光舎） 5%

18,151 防水材料屋一番 5%

18,152 宝石珊瑚のSANSUI 5%

18,153 宝石時計サロン帝國堂 5%

18,154 宝石・時計・メガネ　中村 5%

18,155 宝石広場 5%

18,156 宝石・メガネ ヨシムラ 楽天市場店 5%

18,157 宝石流通ジェムラインジャパン 5%

18,158 宝仙堂通販 5%

18,159 包装資材と菓子材料販売のi-YOTA 5%

18,160 包装用品の谷津商会 5%

18,161 ホウタスshop　楽天市場店 5%

18,162 防虫網専門店 5%

18,163 包丁・爪切りのかまや金物店 5%

18,164 包丁とナイフ、はさみの杉山刃物店 5%

18,165 包丁のトギノン 5%

18,166 ほうねんオンライン楽天市場店 5%

18,167 防犯カメラ NHセキュリティ 5%

18,168 防犯カメラJP　オンラインショップ 5%

18,169 防犯カメラ専門店　アルコム 5%

18,170 防犯カメラ専門店アルタクラッセ 5%

18,171 防犯カメラ専門店アンダビジョン 5%

18,172 防犯カメラ専門店　グッドアイズ 5%

18,173 防犯カメラ専門店　ネクステージ 5%

18,174 防犯カメラダイレクト 5%

18,175 防犯カメラのアチェンド 5%

18,176 防犯カメラのカムテック 5%

18,177 防犯カメラのモノサプライ 5%

18,178 防犯 カメラバッテリーのSTARFOCUS 5%

18,179 防犯グッズのあんしん壱番 5%

18,180 防犯・雑貨物専門店「防犯雑貨村」 5%

5839



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

18,181 防犯ステーション 5%

18,182 防犯生活 5%

18,183 防犯対策館 5%

18,184 防犯百貨　ホームプラス 5%

18,185 防犯・防災・護身専門店　アーカム 5%

18,186 防犯防災専門店 5%

18,187 防犯ーダイレクト楽天市場店 5%

18,188 HOUBIDOU 心斎橋店 5%

18,189 防府のケーキ屋さんメルシー 5%

18,190 ボウラーズショップ　プリメーロ 5%

18,191 蓬莱蔵元渡辺酒造店　楽天市場店 5%

18,192 北陸王 5%

18,193 ボウリングシューズ屋さん 5%

18,194 ホーオンキッチン 5%

18,195 ポーカーズデザイン楽天市場店 5%

18,196 ＰＯＲＫＹ’Ｓ 5%

18,197 ホークアイ楽天市場店 5%

18,198 BEAU CHOIX 5%

18,199 HORSE 5%

18,200 ホース屋ネットショップ楽天市場店 5%

18,201 Ｂｏｓｅ楽天市場店 5%

18,202 BORDER 5%

18,203 ＢＯＲＤＥＲＳ 5%

18,204 BORDER ROOF by SAKAIYA 5%

18,205 Portable Audio REUSE SHOP 5%

18,206 ぼーだまん 5%

18,207 BORDERLESS ボーダレス SHOP 5%

18,208 ポーチェ 5%

18,209 PORTY66-着ぐるみ-雑貨-コスメ- 5%

18,210 portwikk 5%

18,211 Board-cooker 5%

18,212 ボート55　楽天市場店 5%

18,213 Portside　楽天市場店 5%

18,214 ボードショップ　ＢＲＥＡＫＯＵＴ 5%

18,215 ボード専門店シーズ 5%

18,216 ボートマリン用品shop　たくマリン 5%

18,217 Buona Vita　楽天市場店 5%

18,218 ホーネットイトウ質店楽天市場支店 5%

18,219 ホープスター 5%

18,220 ホープトラスト楽天市場店 5%

18,221 Pohmi STYLE 5%

18,222 ホーム＆キッチン　プラス 5%

18,223 ホームエッセンス 5%

18,224 ホームオン 5%

18,225 ホームショッピング 5%

18,226 ホームショップつげ 5%

18,227 ホームスウィートホーム楽天市場店 5%

18,228 ホーム・スキノベーションズ 5%

18,229 ＨＯＭＥＳＴＹＬＥ 5%

18,230 ホームステイのおみやげ専門店 5%

18,231 ホームセンターエース 5%

18,232 ホームセンターきたやま楽天市場店 5%

18,233 ホームセンターセブン 5%

18,234 ホームセンタートックリ楽天市場店 5%

18,235 ホームセンター　DRIVE 5%

18,236 ホームセンターのEC・ジャングル 5%

18,237 ホームセンターブリコ 5%

18,238 ホームセンターヤマキシ楽天市場店 5%

18,239 ホームデコ　プラス 5%

18,240 ＨＯＭＥＤＥＳＩＧＮ楽天市場店 5%

5840



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

18,241 ホームファッション　フニフニ 5%

18,242 ホームファッションラッシュ 5%

18,243 ホームフィット楽天市場店 5%

18,244 ホームメイドショップKIKUYA 5%

18,245 ホームメイドWanごはん 5%

18,246 homeMORE 5%

18,247 ホームラン王！ナボナの亀屋万年堂 5%

18,248 ホームリペア　リスム 5%

18,249 Horai 5%

18,250 holyholy 5%

18,251 ボールクラブbyスポーツサクライ 5%

18,252 BallClub　楽天市場店 5%

18,253 ホールセールショップ　ハーモニー 5%

18,254 ホールド屋 5%

18,255 ボールドリック 5%

18,256 BORN FREE E-SHOP 5%

18,257 北欧カーテン通販わくわくカーテン 5%

18,258 北欧 雑貨 暮らしの日用品 Rality 5%

18,259 北欧雑貨と音楽 HAFEN ハーフェン 5%

18,260 北欧雑貨byPOS　楽天市場店 5%

18,261 北欧雑貨 マット プロヴァンスの風 5%

18,262 北欧セレクトFynda 5%

18,263 HOKUO-DESIGN　 北欧家具雑貨 5%

18,264 北欧の登山用品 OUTDOOR SQUARE 5%

18,265 北欧はちみつ専門店 5%

18,266 北欧ビンテージFukuya楽天市場店 5%

18,267 北欧モダンなインテリア雑貨 nest 5%

18,268 BOXER＆INNER ラグジュリアス 5%

18,269 北彩産直ショップ青森 5%

18,270 九谷陶芸　北山堂　楽天市場店 5%

18,271 ホクソンベビー　楽天市場店 5%

18,272 ぼくの玉手箱屋-フィッシング店 5%

18,273 ほくべいのお米屋さん 5%

18,274 ほくべい 5%

18,275 ボクらの農業EC楽天市場店 5%

18,276 北陸水産カネイシ丸 5%

18,277 北陸の地酒・全酒類問屋　和田屋 5%

18,278 PocketCompany　楽天市場店 5%

18,279 ポケットコイルマットレスCraftia 5%

18,280 ポケットコンビニ 5%

18,281 ポケットティッシュ製造楽天市場店 5%

18,282 ポケてりあ 5%

18,283 boco store　by JK 5%

18,284 保護猫カフェ　ネコリパブリック 5%

18,285 保護フィルムのColorful 5%

18,286 ほしいも株式会社 5%

18,287 ほしいも直売場 楽天市場店 5%

18,288 Ｐｏｃｈｅ屋 5%

18,289 ＨＯＳＨＩＧＵＬＦ 楽天市場店 5%

18,290 干した鮭の専門店　新潟たけうち 5%

18,291 ポジティブ 5%

18,292 POSITIVE 5%

18,293 Positive effect 5%

18,294 ポジティブ生活の近道　アロマポポ 5%

18,295 母子手帳ケースの店 クークーベベ 5%

18,296 星のチュロス　楽天市場店 5%

18,297 ホシノヒロバ 5%

18,298 星野家の塩　楽天市場店 5%

18,299 BOSCO 5%

18,300 POS周辺機器のCMI 5%
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18,301 BOS-SHOP 5%

18,302 ポスターと小粋な雑貨JANDEC 5%

18,303 ポスターパネルと看板のウリサポ 5%

18,304 ポスター販売【blank-wall】 5%

18,305 ポスタービン 5%

18,306 ポスターフレーム・パネルマルシェ 5%

18,307 ポスターフレームアドテック支店 5%

18,308 Bostanten通販ショップ 5%

18,309 POST DETAIL 楽天市場店 5%

18,310 ポストホビーWEBSHOP 5%

18,311 ポストホビーミニカーショップ 5%

18,312 BOSTON CLUB 楽天市場店 5%

18,313 ホスピタリティShop 5%

18,314 ホスピマート 5%

18,315 POSMINT 楽天市場店 5%

18,316 補正屋 5%

18,317 細江酒店 楽天市場店 5%

18,318 細川作業服 5%

18,319 ボタニカルアイマスク 5%

18,320 BOTANIC GARDEN 5%

18,321 ポタフルール 5%

18,322 BOTALIFE 5%

18,323 ポタリーＮ 5%

18,324 PotaricoPublicc 5%

18,325 ポチたま屋 5%

18,326 ポチッちゃお 5%

18,327 補聴器工房 5%

18,328 補聴器専門店　快聴生活 5%

18,329 補聴器ラボ 5%

18,330 ギフト・贈り物専門店 北海雪月花 5%

18,331 北海道小樽くん 5%

18,332 北海道　お取り寄せ　本舗 5%

18,333 北海道お土産お取り寄せ 通販王国 5%

18,334 北海道お土産ギフト岡田商店 5%

18,335 北海道お土産探検隊（ギフト通販） 5%

18,336 北海道くしろキッチン 5%

18,337 北海道　くしろキッチン　和商店 5%

18,338 北海道グルマン 5%

18,339 北海道グルメ　アフター楽天市場店 5%

18,340 北海道グルメ旅 美味シーズン 5%

18,341 北海道グルメプレイス 5%

18,342 北海道グルメマート 5%

18,343 北海道酵素ペットフードショップ 5%

18,344 北海道サービスショップ楽天市場店 5%

18,345 北海道産食材のユウテック 5%

18,346 北海道四季工房 5%

18,347 北海道旬直 楽天市場店 5%

18,348 北海道純馬油本舗　楽天市場店 5%

18,349 北海道新発見ファクトリー 5%

18,350 北海道　スイートますや 5%

18,351 北海道スコット楽天市場店 5%

18,352 北海道大自然の力熊笹本舗 5%

18,353 花畑牧場 5%

18,354 北海道とれたて本舗 5%

18,355 北海道農水産直会 5%

18,356 北海道の牛肉屋さん【Beko倶楽部】 5%

18,357 北海道の美食逸品 イランカラプテ 5%

18,358 北海道のめぐみ 5%

18,359 北海道ハーバル　楽天市場店 5%

18,360 北海道BBQ食材通販かねかん竹内 5%
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18,361 HOKKAIDO-PASSION 5%

18,362 北海道美食生活～お取り寄せギフト 5%

18,363 北海道美味直送～オホーツクの風～ 5%

18,364 北海道物産展の「北の森ガーデン」 5%

18,365 北海道ふるびら清水商店 5%

18,366 北海道 ポイント・きた蔵の畑 5%

18,367 北海道マルシェ 5%

18,368 北海道マルシェ新店 5%

18,369 北海道名物松尾ジンギスカン通販 5%

18,370 北海道ロコファームビレッジ 5%

18,371 北海谷 5%

18,372 Poccarino ポッカリーノ楽天市場店 5%

18,373 Ｐｏｃｋｙｂｅａｒ 5%

18,374 北極しろくま堂　楽天市場店 5%

18,375 ボックスバンク 5%

18,376 ボックスワインのお手軽ワイン館 5%

18,377 pocke 楽天市場店 5%

18,378 HOKKEN　楽天市場店 5%

18,379 北港直販 5%

18,380 possible楽天市場店 5%

18,381 Posh Alma楽天市場店 5%

18,382 ポッシュシゴーニュ 5%

18,383 potch7 5%

18,384 ホッチポッチ自由が丘 WEB shop 5%

18,385 ポッチワン 5%

18,386 ほっとえむ 5%

18,387 Hot Crafts（ホットクラフト） 5%

18,388 ホットケーキ 5%

18,389 ＨＯＴＳＴＹＬＥ小浜店 5%

18,390 HOTTOYS　ホットトイズ 5%

18,391 ホットとクールのお店　さきっちょ 5%

18,392 ホットな商品まるはん 5%

18,393 ほっとプライス 楽天市場店 5%

18,394 hotlovenetshop 5%

18,395 POPCORN PAPA 5%

18,396 ポップソケッツ公式ストア 5%

18,397 ホップルタウン 5%

18,398 HOPPE 5%

18,399 ほっぺる 5%

18,400 PPOPPO STYLE 5%

18,401 ボディーアンドソウル 5%

18,402 ボディーガード楽天市場店 5%

18,403 ボディーカバー専門店カバーランド 5%

18,404 ボディーボード専門店　THE OFFING 5%

18,405 BodyWell 5%

18,406 ポティエコーヒー 5%

18,407 BODYDESIGN 加圧インナー MOONLAND 5%

18,408 ボディピアス＆へそピアスHSP 5%

18,409 ボディピアス専門店　スリーナイン 5%

18,410 ボディピアス専門店 PIERCING-NANA 5%

18,411 ボディピアス専門店 Body-Style 5%

18,412 ボディピアス専門店 MEDI STORE 5%

18,413 ボディピアス専門店　凛 5%

18,414 ボディボード専門店サンタートル 5%

18,415 ボディメイク専門店【ニドミ】 5%

18,416 ＢＯＤＥＧＡワイン商会 5%

18,417 ホテルライクインテリア 5%

18,418 ホテル旅館洗剤専門店スリーエス3S 5%

18,419 Vodool 5%

18,420 BOTTOMS MARKET 5%
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18,421 ボトル彫刻　テンミニッツ 5%

18,422 BONAKO1号店 5%

18,423 ボナバンチュール（Bonaventure） 5%

18,424 ボナペティ楽天市場店 5%

18,425 ＢＯＮＡＮＺＡ楽天市場店 5%

18,426 ボニール 5%

18,427 BONIR 5%

18,428 bonico （ボニコ） 楽天市場店 5%

18,429 ボヌール 5%

18,430 BONHEUR　SHOP 5%

18,431 ホヌ・ホヌ 5%

18,432 hono（照明・インテリア雑貨） 5%

18,433 ほのぼの手-ami 5%

18,434 ボバオウ 5%

18,435 boba ・ becoオンラインストア 5%

18,436 BOBI 5%

18,437 ホビー＆雑貨のお店　スターゲート 5%

18,438 HOBBY and NAIL ジュエリーネイル 5%

18,439 HOBBY-JOY 楽天市場店 5%

18,440 HOBBY SHOP SANDO 5%

18,441 ホビーショップてづか 5%

18,442 HOBBY SHOP　ファミコンくん 5%

18,443 ホビーとおもちゃのほびたま 5%

18,444 ホビープラザ　ビッグマン 5%

18,445 手芸材料の専門店　持ち手屋さん 5%

18,446 ホビー家コテツ 5%

18,447 ホビーライト楽天市場店 5%

18,448 ホビーランドぽち　楽天市場店 5%

18,449 HOBBYONE 楽天市場店 5%

18,450 fourpm 5%

18,451 ほびすと！ 5%

18,452 ホビナビ 5%

18,453 ホビヨン 5%

18,454 ボブアンテナ 5%

18,455 POMPKINS【ポプキンズ】（子供靴） 5%

18,456 BOBUSANG 5%

18,457 ボブズ洋品店 5%

18,458 ほほえみキラリ 5%

18,459 ホホバ頒布会 5%

18,460 popo furniture 5%

18,461 ポポラート　楽天市場店 5%

18,462 ポポラマーマ楽天市場店 5%

18,463 ポポロ　ロトンド 5%

18,464 Bobon21 5%

18,465 ぽぽん Pohon 楽天市場店 5%

18,466 HOMARE 楽天市場店 5%

18,467 HOMIDO JAPAN 5%

18,468 ホユキ楽天市場店 5%

18,469 POLARGオンラインショップ 5%

18,470 volareボラーレ楽天市場店 5%

18,471 HORIZON FARMS 5%

18,472 ポラリスインターナショナル 5%

18,473 ぼらんち【ＶＯＬＡＮＴＥ】 5%

18,474 ボリーナ公式店ウォーターコネクト 5%

18,475 堀江薬局楽天市場店 5%

18,476 彫銀「ほりぎん」 5%

18,477 堀坂牧場直営　肉屋堀坂 5%

18,478 堀　商事 5%

18,479 ポリスタジアム楽天市場店 5%

18,480 堀田商事質店　楽天市場店 5%
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18,481 HOLIDAY LOUNGE 5%

18,482 ポルカ 5%

18,483 Portia＋ 5%

18,484 Porto 楽天市場店 5%

18,485 ホルモン・もつ鍋 神戸 食福亭味革 5%

18,486 ホルモンねっと.楽天市場店 5%

18,487 ボローニャウエブショップ 5%

18,488 ホログラムショップ ダンフォルム 5%

18,489 ほろすみ家 5%

18,490 VORONOI（ボロノイ）楽天市場店 5%

18,491 Shop-Polori 楽天市場店 5%

18,492 ホロン ネットショップ 5%

18,493 ホワイトＥＣ 5%

18,494 WhiteSweet 5%

18,495 ホワイトスター東京ショップ 5%

18,496 ホワイトハウス楽天市場店 5%

18,497 white panther 5%

18,498 ホワイトホワイト 5%

18,499 ホワイトライオン倶楽部 5%

18,500 ボン　ヴィーノ 5%

18,501 本格炭火蒲焼専門店　うなぎ処古賀 5%

18,502 本格派大人のB系XL＆ダンス衣装店 5%

18,503 本格派ハム工房レッカーランド 5%

18,504 本格ピザと世界のお酒　ＲＤ２ 5%

18,505 本格もつ鍋専門店山樹 5%

18,506 本革小物専門店BELLVO 5%

18,507 本革専門店 革ノ花宗 5%

18,508 本革てづくり靴工房 Casa de Paz 5%

18,509 本革バッグ anday 5%

18,510 本革バッグ通販のノートルファボリ 5%

18,511 本革バッグ通販 ファーストサイト 5%

18,512 本革バッグとビジネスリュック3Qee 5%

18,513 本革バッグの店 バッグ工房クレオ 5%

18,514 本革リュック専門店 革バッグ創 5%

18,515 本革レザージャケットのハルフ 5%

18,516 PonCrisp 5%

18,517 本家屋 5%

18,518 ポンコタンオンライン 楽天市場店 5%

18,519 盆栽妙 楽天市場店 5%

18,520 ボンジーア 5%

18,521 bonds online shop 5%

18,522 ボンスポーツ 5%

18,523 BONZ MART 【 ボンズマート 】 5%

18,524 BONZ楽天市場店 5%

18,525 ホンダウイング横山輪業 5%

18,526 本棚専門店 5%

18,527 ほんだ農場楽天市場店 5%

18,528 本多屋 5%

18,529 Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｃｈａｌｏｎｓ 5%

18,530 ほんとの果実 5%

18,531 本場愛知のお煎餅処　香味庵本店 5%

18,532 本場九州ラーメン専門店 5%

18,533 POMPADOUR 5%

18,534 本場とらふく料理　ふく一 5%

18,535 本場の木酢液　紀州バイオ 5%

18,536 ボンフカヤ　楽天市場店 5%

18,537 ポンプネットショップ楽天市場店 5%

18,538 ポンプ・ブロワ 楽天市場店 5%

18,539 ぽんぷやさん 5%

18,540 ボンペリエール 5%
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18,541 本坊酒造　公式通販【楽天市場店】 5%

18,542 本舗 Online Store 5%

18,543 BonBonBalloonShop 5%

18,544 ボンボンママン 5%

18,545 ホンマ製作所【サン・フィールド】 5%

18,546 ほんまにうまい梅干【梅秀】 5%

18,547 HOMMALAB楽天市場店 5%

18,548 ほんものやUSA 5%

18,549 本物を追求する　フォーシーズン 5%

18,550 ほんわか日和 5%

18,551 MARVIN（マーヴィン） 5%

18,552 マーガレット・ゴールド 5%

18,553 marquee 5%

18,554 ＭＡＲＫＥＹ’Ｓ 5%

18,555 MERCURY 5%

18,556 MERCURY STORE 5%

18,557 MARK. 5%

18,558 MARC ARROWS楽天市場店 5%

18,559 マークスミュージック楽天市場店 5%

18,560 MARK DOYLE楽天市場店 5%

18,561 mark.hats 5%

18,562 マーサー・ヒーロー・ベイビーズ 5%

18,563 Marsha 楽天市場店 5%

18,564 麻雀卓のジャンタクファクトリー 5%

18,565 麻雀用具スーパーディーラーささき 5%

18,566 麻雀用具専門店 5%

18,567 マーシュ・フィールド株式会社 5%

18,568 ナチュラル雑貨 家具 March Seven 5%

18,569 マーナ公式楽天市場店 5%

18,570 MANO-A-MANO【時計ベルト専門店】 5%

18,571 まーぶるPC 5%

18,572 marvelous furniture 5%

18,573 Mavericks 5%

18,574 マーベリック　クラブ 5%

18,575 MAVERICK GROUP ONLINE STORE 5%

18,576 MAAMプレミアムランジェリー 5%

18,577 Mermaid’s Room ～風凜堂～ 5%

18,578 マーヤ大人用紙おむつ　楽天市場店 5%

18,579 M.Y.A. 5%

18,580 MIAMI 5th Avenue 5%

18,581 マイーユニフォームショップ 5%

18,582 MY WAY SMART 楽天市場店 5%

18,583 マイカントリー楽天市場店 5%

18,584 Mai Quatre 5%

18,585 マイクのおもちゃ箱 5%

18,586 まいけるや商店 楽天市場店 5%

18,587 my gold and silver accessories 5%

18,588 myQOS shop 5%

18,589 舞昆のこうはら　楽天市場店 5%

18,590 マイジェンヌ 5%

18,591 My journal.shop 5%

18,592 My　shoes 5%

18,593 米匠庵楽天市場店 5%

18,594 マイスキップ 5%

18,595 mysta 5%

18,596 マイスターかかし屋 5%

18,597 MyStyleヘアストア 5%

18,598 MyStyleペットストア 5%

18,599 マイステッカー 5%

18,600 マイセン磁器　日本総代理店 5%
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18,601 【舞扇堂】京都の扇子専門店 5%

18,602 マイタンブラー 5%

18,603 Mighty Leaf Tea 5%

18,604 Mighty Color 楽天市場店 5%

18,605 マイティ・リカーズ 5%

18,606 MY Destiny Shoes 5%

18,607 まいど！おおきに屋クラクラ 5%

18,608 毎度おこし安 5%

18,609 ｍｙＤＯＧ楽天市場店 5%

18,610 まいどＤＩＹ 5%

18,611 毎度です 5%

18,612 まいどドラッグ 5%

18,613 maido21楽天市場店 5%

18,614 まいにちカンパイ！グラニーレ屋 5%

18,615 毎日元気に　わらっておはよう！！ 5%

18,616 まいにちなごみ 5%

18,617 ＭｉｎｏｒｉＴＹ　マイノリティ 5%

18,618 マイハート 5%

18,619 マイバチ専門雑貨一代目フグ太郎屋 5%

18,620 マイプロテイン　楽天市場店 5%

18,621 マイミシン 5%

18,622 舞衣夢 5%

18,623 まいもーる 5%

18,624 まいもん越前　楽天市場店 5%

18,625 マイライフ楽天市場店 5%

18,626 マイラボ 5%

18,627 MiLink楽天市場店 5%

18,628 マインズマート 5%

18,629 マインド・ビー 5%

18,630 MINE楽天市場店 5%

18,631 マウナノニ楽天市場店 5%

18,632 マウンテンウエストピーク 5%

18,633 Mount Plus 5%

18,634 鶏とホルモンの老舗　前田かしわ店 5%

18,635 MAEDAYA 前田家 5%

18,636 前田屋 5%

18,637 MAORICCIマオリッチSalon.du.RAN 5%

18,638 Ma kai 5%

18,639 マカ専門店マカショップ 5%

18,640 マカダミ屋　楽天市場店 5%

18,641 Makana 5%

18,642 makana coffee 神楽坂　楽天市場店 5%

18,643 makana mall 5%

18,644 MAKANA LEI 5%

18,645 【まがぬま】の店 5%

18,646 マカリロサンキッチン 5%

18,647 マカロンとジェラート ふたば茶亭 5%

18,648 ＭＯＧＧＩＥ　ＣＯ-ＯＰ 5%

18,649 薪窯ナポリピザフォンターナ 5%

18,650 薪クラブ 5%

18,651 maximum-japanshop 5%

18,652 まき商会 5%

18,653 マキショップ 5%

18,654 牧瀬ライフアップ研究所 5%

18,655 マキタ掃除機のカネヤマハウジング 5%

18,656 マキタドラッグオンライン 5%

18,657 MAGINAオンラインショップ 5%

18,658 マキノ 5%

18,659 マキノ海産 5%

18,660 薪ファクトリー 5%
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18,661 makimonoya楽天市場店 5%

18,662 Maqua-store 5%

18,663 makiras 5%

18,664 マグーズショップ 5%

18,665 マグエバー　楽天市場店 5%

18,666 Mag Cruise公式ストア 5%

18,667 Maxtop Supply 5%

18,668 MagToys 5%

18,669 マグネット ステッカー はんこSHOP 5%

18,670 まくらステーション　イプノス 5%

18,671 枕と眠りのおやすみショップ！ 5%

18,672 枕と枕カバーのリビングインピース 5%

18,673 枕のキタムラ　楽天市場支店 5%

18,674 枕の専門店　あごまくら 5%

18,675 枕のペアレ 5%

18,676 枕屋ＰＩＬＯＸＳ 5%

18,677 Macle 5%

18,678 まぐろ処　一条 5%

18,679 マグロのショーグン 5%

18,680 まぐろのみやこ 5%

18,681 マグロの吉井 5%

18,682 曲げわっぱと漆器　みよし漆器本舗 5%

18,683 MAGOCORO 5%

18,684 真子質店楽天市場店 5%

18,685 グローバルクリーン 5%

18,686 マザーコスメティクス　楽天市場店 5%

18,687 マザーShop　楽天市場店 5%

18,688 マザーズ・キッズバッグのDearDeer 5%

18,689 マザーズライフ 5%

18,690 マザーミシン商会 5%

18,691 ｍｏｔｈｅｒ　楽天市場店 5%

18,692 正木屋質店 5%

18,693 まさき 楽天市場店 5%

18,694 まさしの豆腐 5%

18,695 masa nagoya 5%

18,696 マサニ電気株式会社　楽天市場店 5%

18,697 マサノスケ　楽天市場店 5%

18,698 まさや楽天市場店 5%

18,699 magenta superbaby 5%

18,700 MAGICAL（マジカル） 5%

18,701 マジカルＰＣ 5%

18,702 マジック・アワー 5%

18,703 MAGICANDY（マジックキャンディ） 5%

18,704 ハロウィン仮装 マジックナイト 5%

18,705 Magic Mind 5%

18,706 馬嶋屋菓子道具店 5%

18,707 まじめ酒屋　【日本酒 焼酎】 5%

18,708 まじめなとけいや　かめ吉 5%

18,709 まじめな トナー ショップ 5%

18,710 マシューアルケー 楽天市場店 5%

18,711 Matthewmark 5%

18,712 マシュマロ　キッチン 5%

18,713 マシュマロ電報　楽天市場店 5%

18,714 MAJUN（マジュン）楽天市場店 5%

18,715 魔女のコッペパン 5%

18,716 魔女のため息　楽天市場店 5%

18,717 増井酒店　楽天市場店 5%

18,718 マスキングテープの店　佐田文具店 5%

18,719 枡工房枡屋 5%

18,720 ますこっと 5%
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18,721 ます寿司屋ヒロ助 5%

18,722 マスタークロコダイル 財布 バッグ 5%

18,723 mustard 5%

18,724 増田物産プランニング 5%

18,725 マステルコーヒー・テラス店 5%

18,726 Mast cart 楽天市場店 5%

18,727 ますほん 5%

18,728 MassMass 5%

18,729 Mathematics 5%

18,730 ますや雲湧堂 5%

18,731 マスヤ靴店マーム楽天市場支店 5%

18,732 マスヤバッグ 楽天市場店 5%

18,733 マスヤマ海苔楽天市場店 5%

18,734 ますやみそ楽天市場店 5%

18,735 又上　楽天市場店 5%

18,736 マタニティセレクトショップママ屋 5%

18,737 マタタビ珈琲豆店 5%

18,738 マタニティ・ランジェリRosemadame 5%

18,739 マタニティ子供喪服レンタルＨ＆Ｈ 5%

18,740 マタニティショップMother 5%

18,741 マタニティショップ　マミールナ 5%

18,742 マタニティと授乳服のお店Pearls 5%

18,743 マタニティ服と授乳服のSweetMommy 5%

18,744 MataPlus 5%

18,745 マダムクレア 5%

18,746 マダム　コットン 5%

18,747 マダムシンコ 5%

18,748 マダムブランド 楽天市場店 5%

18,749 madame bleu 5%

18,750 Matin accessory 5%

18,751 ヨガ＆フィットネス　machikaada 5%

18,752 街着屋 ～きもの遊び～ 5%

18,753 町のお店 楽天市場店 5%

18,754 街の果樹園　楽天市場店 5%

18,755 街の牛乳屋さん 5%

18,756 町の工具屋さんKOUGUMANコウグマン 5%

18,757 町のゴルフ屋さん 5%

18,758 街の雑貨屋さん 5%

18,759 まちの小さな家具屋さん とまり木 5%

18,760 町の小さな雑貨屋さん　アポン 5%

18,761 街の小さな雑貨屋tekute楽天市場店 5%

18,762 街の小さな直売所 5%

18,763 まちの文具屋さん 5%

18,764 まちのみしんやさん 5%

18,765 街はずれの陶器屋さん 5%

18,766 MATILDA（マチルダ） 5%

18,767 Matilda 5%

18,768 松井オートサービス 5%

18,769 まつい質舗（福岡の質屋） 5%

18,770 松浦軒本舗楽天市場店 5%

18,771 松浦商店　楽天市場店 5%

18,772 マツエク まつげエクステ 専門orlo 5%

18,773 【松岡家具】 5%

18,774 布の店ブーケ 5%

18,775 松岡精肉店 5%

18,776 松尾捺染 5%

18,777 MATSUKAZE楽天市場店 5%

18,778 マツカメショッピング 5%

18,779 マツカワ世界堂　福岡店 5%

18,780 マッキー 5%
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18,781 マックアイPROshop 5%

18,782 マックス・アイ 5%

18,783 ＭＡＸゴルフ楽天市場店 5%

18,784 ＭＡＱＳサスペンション 5%

18,785 マックスシェアー　maxshare 5%

18,786 マックス石鹸　楽天市場店 5%

18,787 まつげエクステ商材BIJOUBEAU 5%

18,788 マツゲン 5%

18,789 マッサージグッズとタオルの満天社 5%

18,790 松阪牛 お惣菜 かわよし KAWAYOSHI 5%

18,791 松阪牛（松坂牛）専門松阪まるよし 5%

18,792 松阪牛（松坂牛）通販　友屋本店 5%

18,793 松阪牛　三重松良 5%

18,794 松阪牛　三重松良　極 5%

18,795 松阪牛大西 5%

18,796 松阪牛ギフト専門店　松阪牛やまと 5%

18,797 松阪牛　肉の大和屋　楽天市場店 5%

18,798 松阪牛 真岡やみいち 5%

18,799 松下製茶 5%

18,800 松島海鮮工房 5%

18,801 松島牡蠣屋 5%

18,802 松島　薬局 5%

18,803 マッシモ オフィシャルストア 5%

18,804 MuscleTech 5%

18,805 松代そば善屋楽天市場店 5%

18,806 MATSUDA CRAFT 5%

18,807 松茸と健康グッズのお店三豊ストア 5%

18,808 まつだ屋ジビエ 5%

18,809 抹茶スイーツ宇治茶　伊藤久右衛門 5%

18,810 抹茶スイーツお茶　京都宇治・森半 5%

18,811 抹茶スイーツと静岡茶専門　雅正庵 5%

18,812 抹茶と茶道具 t4u 香月園 5%

18,813 MATCH Leather Works 5%

18,814 matti totti 5%

18,815 マット＆ラグファクトリー 5%

18,816 MAT-ACE 5%

18,817 フロアマット専門 MAT THE CLASS 5%

18,818 マット専門店　織人しきもの屋工房 5%

18,819 マットと生活雑貨　you motto 5%

18,820 マッドファクトリー楽天市場店 5%

18,821 ＭＡＤＭＡＸ 5%

18,822 マットレスのAsianOnlyYou 5%

18,823 マットレスの安眠生活応援団 5%

18,824 松中醤油【九州の老舗醸造元】 5%

18,825 松波動物メディカル通信販売部 5%

18,826 松葉屋 5%

18,827 松菱百貨店　楽天市場店 5%

18,828 MAP-S 5%

18,829 松本義肢製作所　楽天市場店 5%

18,830 マツモト化粧品店 5%

18,831 MATSUMOTO cosme 5%

18,832 マツモトのお漬物 楽天市場店 5%

18,833 松本洋紙店 5%

18,834 MATSUYA COSMETICS 楽天市場店 5%

18,835 マツヨシ 楽天市場店 5%

18,836 祭すみたや 5%

18,837 祭のおかずや 5%

18,838 祭りの岡本洋品店 5%

18,839 マテマテ 5%

18,840 マテリアデザイン楽天市場店 5%
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18,841 まてりある　すぺーす 5%

18,842 まどかファーム　楽天市場店 5%

18,843 カーテン カーテンレール 窓際貴族 5%

18,844 窓空間 5%

18,845 窓工房　ナカサ 5%

18,846 窓shop　マルフ 5%

18,847 マド　モード 5%

18,848 madoricci （マドリッチ） 5%

18,849 マドンナモア オンラインストア 5%

18,850 MADONNA LILI 5%

18,851 manaaina 5%

18,852 マナベインテリアハーツ楽天市場店 5%

18,853 マナラ公式ショップ楽天市場店 5%

18,854 マニアック 5%

18,855 マニアックホームセンター 5%

18,856 マニエールパーティー 5%

18,857 マニステージ名古屋 5%

18,858 マニッシュボーイ 5%

18,859 maniBAR 5%

18,860 マニフレックス西宮店 5%

18,861 マニフレックス楽天市場店 5%

18,862 マニライズ 5%

18,863 マヌカ専門店　ハニーグリーンベイ 5%

18,864 マヌカハニー専門店 BeeMe 5%

18,865 マヌカハニーのコンビタ＜直輸入＞ 5%

18,866 マヌカハニーのハニーマザー 5%

18,867 マヌカハニーの mariri NewZealand 5%

18,868 マヌカライフ 5%

18,869 まねきや　きらら 5%

18,870 マネキントルソーの店　楽天市場店 5%

18,871 Manolla 楽天市場店 5%

18,872 馬目商店　楽天市場店 5%

18,873 マノンズセレクション 5%

18,874 MAVAZI（インポートクロージング） 5%

18,875 セレクトショップ　マハロ 5%

18,876 maharo【マハロ】 5%

18,877 マブチネットショップ 5%

18,878 Mafmof（マフモフ） 5%

18,879 マフラーカッターと消音器のSFC 5%

18,880 ｍａｐｒｏｋ楽天市場店 5%

18,881 魔法のインテリア 5%

18,882 マホーム 楽天市場店 5%

18,883 MAPOCHE 5%

18,884 幻の酒 5%

18,885 MAHOROBA 楽天市場店 5%

18,886 ma.mart 5%

18,887 ママ＆キッズ　Activewear［sea］ 5%

18,888 ママ＆キッズの服　赤ちゃんくじら 5%

18,889 ママ＆キッズ ファッション OLULU 5%

18,890 ママ＆ベビーのお店　ファムベリー 5%

18,891 MAMA　KIN’ 5%

18,892 ママクリーニング小野寺よ 5%

18,893 ママクリンshop 5%

18,894 ママさんを応援するお店 木原商店 5%

18,895 ママズセラピー 5%

18,896 ママセレクト　楽天市場店 5%

18,897 ママチー 5%

18,898 ママとベビーのギフト　リシュマム 5%

18,899 ママとベビーの専門店～マムマム～ 5%

18,900 ママとベビーの専門店ラナチュール 5%
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18,901 ママとベビーのためのココデシカ 5%

18,902 ママの隠れ家　楽天市場店 5%

18,903 ママの洗剤工房 5%

18,904 ママバッグ通販 ママストア 5%

18,905 ママパン／ママの手作りパン屋さん 5%

18,906 ママプレ・キッズ 5%

18,907 mamaruria 5%

18,908 maman style 5%

18,909 MAMIAN／マミアン 5%

18,910 マミーショップ 5%

18,911 マミーズセレクト 5%

18,912 マミーローズ　楽天市場店 5%

18,913 マミフェール 楽天市場店 5%

18,914 マムズマート楽天市場店 5%

18,915 マムズリトルシングス 5%

18,916 mom-マム　楽天市場店 5%

18,917 豆吉本舗 5%

18,918 豆魚雷 ホビー専門店 5%

18,919 豆珈房　楽天市場店 5%

18,920 豆・雑穀の専門店 すずや 5%

18,921 まめぞう　楽天市場店 5%

18,922 まめた本舗　楽天市場支店 5%

18,923 マメてりあ 5%

18,924 豆電球専門店 abo 5%

18,925 豆の専門店 豆の水野 5%

18,926 豆匠　豆福 5%

18,927 まめまめショップ 5%

18,928 MAMORIO公式ストア 楽天市場店 5%

18,929 まもるくんｗｅｂｓｉｔｅ 5%

18,930 守る自然・残す自然 御用蔵 5%

18,931 ジーンズプラザ摩耶葛西店 5%

18,932 まやかみ農園　楽天市場店 5%

18,933 マヤティー 5%

18,934 Marie Anne 5%

18,935 MarryGift 5%

18,936 マリイソル楽天市場店 5%

18,937 マリーテティー（ベビー雑貨） 5%

18,938 マリーナ楽器ショップ 5%

18,939 Malymoon（マリームーン） 5%

18,940 MarisQueen　【マリスクィーン】 5%

18,941 Maris select 5%

18,942 ＭＡＲＩＮＯ 5%

18,943 marimo ring 5%

18,944 MARINE-X 5%

18,945 マリンオンラインショップ 5%

18,946 マリン商店 5%

18,947 マリン 水上バイク部品のjetwave 5%

18,948 Ｍａｒｉｎｅ Ｄａｙｓ 5%

18,949 マリンハウスKOBE 5%

18,950 marineView マリンビュー 5%

18,951 マリンフード楽天市場店 5%

18,952 MarineBlue 5%

18,953 MARUI 5%

18,954 丸一製薬株式会社 5%

18,955 マルイチ高橋 5%

18,956 maruichipart1 5%

18,957 まるいち本店 5%

18,958 丸信質店 5%

18,959 マルウメ　ウメエセイザイショ 5%

18,960 まるかじり九州 5%
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18,961 まるかじり北海道 5%

18,962 まるか水産楽天市場店 5%

18,963 marcadimoda 5%

18,964 マルカ名波商店楽天市場店 5%

18,965 丸吉 茅野商店 北海道 5%

18,966 まるき薬局 5%

18,967 丸久金物 5%

18,968 丸恭水産　楽天市場店 5%

18,969 まるきん寿 5%

18,970 マルゲリータ本棚・CDラック収納 5%

18,971 丸源のこだわり飲料 5%

18,972 まるげん　楽天市場店 5%

18,973 マルゴコーポレーション 5%

18,974 まるごと犬のくらし CAP！楽天支店 5%

18,975 まるごと山形 5%

18,976 マルコメ澤田商店 5%

18,977 マルサ醸造 5%

18,978 マルサワ 5%

18,979 マルサンストア　楽天市場店 5%

18,980 マルサンのりオンラインショップ 5%

18,981 マルサンパントリー 5%

18,982 marche 5%

18,983 marche du monde 世界のマルシェ 5%

18,984 マルシェ　ピュア　楽天市場店 5%

18,985 MARCHE petit　楽天市場店 5%

18,986 マルシェ・マルシェ 5%

18,987 marcheriorroom 5%

18,988 丸島商事　インターネット事業部 5%

18,989 【株】丸十人形工房　人形と結納 5%

18,990 まるしょう　楽天市場店 5%

18,991 晴れ着の丸昌アウトレット店 5%

18,992 MARUJO-PARTS 5%

18,993 マルショー 5%

18,994 丸新本家・湯浅醤油　楽天市場店 5%

18,995 マルスポ 5%

18,996 マルス　山梨ワイナリー　公式通販 5%

18,997 丸誠武道具店 5%

18,998 マルゼンスポーツ 5%

18,999 マルセン　楽天市場店 5%

19,000 ＭＡＲＵＳＯＵ 5%

19,001 マルタカ水産 5%

19,002 株式会社丸高楽天市場店 5%

19,003 マルタケ 5%

19,004 マルタケ商会 楽天市場店 5%

19,005 丸竹竹本 5%

19,006 マルタショップ　楽天市場支店 5%

19,007 マルチカラー 5%

19,008 マルチピュア公式ストア 5%

19,009 MARUCHUU 5%

19,010 マルツエコ 5%

19,011 マルツオンライン 5%

19,012 マル得広場 5%

19,013 まると水産 5%

19,014 MarutomiAuto 5%

19,015 丸豊商店 5%

19,016 マルニ額縁画材店　楽天市場店 5%

19,017 まるねっと 5%

19,018 まるはちマート 5%

19,019 まる八　楽天市場店 5%

19,020 マルヒ 5%
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19,021 マルヒ菅野水産ショップ 5%

19,022 マルヒラ餃子 5%

19,023 マルフク 5%

19,024 丸福珈琲店（丸福コーヒー） 5%

19,025 まるほ商店 5%

19,026 マルマン オンラインショップ 5%

19,027 丸万質舗 5%

19,028 マルマン醸造楽天市場店 5%

19,029 MARUMITSU オリジナルライティング 5%

19,030 マルミヤ醤油本店 5%

19,031 マルミヤフーズ株式会社 5%

19,032 マルミヤワールド 5%

19,033 malmel 楽天市場店 5%

19,034 マルモONLINE SHOP 楽天市場店 5%

19,035 marumoshirt 5%

19,036 丸屋呉服店 5%

19,037 丸屋履物店　楽天市場店 5%

19,038 MARUYAMAYA 5%

19,039 maruya 楽天市場店 5%

19,040 丸吉商店 5%

19,041 丸利玉樹利喜蔵商店 5%

19,042 丸利吉田銘茶園 5%

19,043 丸和商会 5%

19,044 まれなりショップ 5%

19,045 Marori 5%

19,046 マロンと散歩　楽天市場店 5%

19,047 マロンヒル 5%

19,048 マワールドｓｈｏｐ 5%

19,049 マンガ　トロ王 5%

19,050 ＭＡＮＫＩ 5%

19,051 MANCAVE 【マンケイブ】 5%

19,052 萬源shop 5%

19,053 MANGOROBE／マンゴロベ 5%

19,054 マンツウオンラインショップ 5%

19,055 マンデイムーン　コスメ原料専門店 5%

19,056 満点 5%

19,057 満天ウインドウ 5%

19,058 満天カーテン 5%

19,059 まん点工房 楽天市場店 5%

19,060 まんてんショップ 5%

19,061 万天プラザ　100円ショップ＋雑貨 5%

19,062 鳥獣害対策 【満天星】 楽天市場店 5%

19,063 満天屋 - MANTENYA 5%

19,064 まんてん屋 5%

19,065 MANNA 5%

19,066 万年筆・ボールペンのペンハウス 5%

19,067 manhattan store 5%

19,068 まんま母さんのりぼん 5%

19,069 まんま屋 5%

19,070 まんまるアジア　柳ヶ瀬雑貨店 5%

19,071 まんまる堂 5%

19,072 まんまるわんすとあ 5%

19,073 万糧米穀 5%

19,074 Me... 5%

19,075 meek’S 5%

19,076 みいちゃんママの英語教室 5%

19,077 ミーツ 5%

19,078 ミーテショップ 5%

19,079 MiiDUE 5%

19,080 ミート・コンパニオン楽天市場店 5%
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19,081 ミートショップしのしの 5%

19,082 ミート21ショップ　楽天市場店 5%

19,083 ミートノムラ 5%

19,084 ミートピアサヌキ楽天市場店 5%

19,085 ミートみやざき 5%

19,086 ミーナ 5%

19,087 Mieb（ミーブ） シューズ 5%

19,088 ミィーミ（靴のmi-m） 5%

19,089 MIRM STYLE（ミームスタイル） 5%

19,090 meri 5%

19,091 MJUS 5%

19,092 ミウラ宣伝 5%

19,093 三重県真珠 5%

19,094 ミ・エストン 5%

19,095 MIELセレクトショップ 5%

19,096 ＭＩＯ　ｆｏｏｔｗｅａｒ 5%

19,097 ミオリ　楽天市場店 5%

19,098 ミガキイチゴストア 5%

19,099 ミカサカメラＷｅｂ 5%

19,100 みかたデザイン 5%

19,101 三日月 5%

19,102 味加堂の漬け込み肉 5%

19,103 ミカミオンラインショップ 5%

19,104 三上商店　楽天市場店 5%

19,105 美川ショップ 5%

19,106 三河の精麦屋さん 5%

19,107 三河屋 5%

19,108 みかんの楽園　希望の島 5%

19,109 蜜柑屋 5%

19,110 みかん類専門たけひこオレンジ農園 5%

19,111 ミキコーポレーション 5%

19,112 三国金属株式会社 5%

19,113 Mignon Fun 5%

19,114 みくるshop 5%

19,115 MIKONEXT 5%

19,116 MisakaZoo　楽天市場店 5%

19,117 みさき果樹園 5%

19,118 みさき健康食品 5%

19,119 MISAKO　楽天市場店 5%

19,120 ミサズ・ファッション・カフェ 5%

19,121 ミジェロ ジャパン 楽天市場店 5%

19,122 三島株式会社楽天市場店 5%

19,123 三島の通販楽天市場店 5%

19,124 ミシンアシスト 5%

19,125 ミシン一番 5%

19,126 ミシン王国 5%

19,127 ミシン買うならミシンジャパン 5%

19,128 美心工房 5%

19,129 ミシンネットストア 5%

19,130 ミシンのオズ 5%

19,131 ミシンのお店　アックスヤマザキ 5%

19,132 ミシンのサカイ 5%

19,133 miss 5%

19,134 Miz 5%

19,135 ミスウェディー 5%

19,136 ミスオードリー 5%

19,137 水 お茶 炭酸のお店 おおきに屋 5%

19,138 水想い オフィシャルショップ 5%

19,139 水環境電池楽天市場店 5%

19,140 水着 R 5%
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19,141 水着・ゴルフ・ヨガ通販バケスタ 5%

19,142 水着ショップ　アクアフェアリー 5%

19,143 水着ショップ　ベタートゥモロー 5%

19,144 水着 SWIMMER 5%

19,145 水着 釣り スキー　kuiyouo 5%

19,146 水着ファッションマーケット 5%

19,147 水着屋 5%

19,148 水着 ラッシュガードのCDMストア 5%

19,149 miss kinn 5%

19,150 ミスクロース 5%

19,151 MizJ 楽天市場店 5%

19,152 ミズシマスポーツ　楽天市場支店 5%

19,153 水新酒店 5%

19,154 株式会社水田　楽天市場店 5%

19,155 MR.OLIVE 5%

19,156 ミスターサプライ 5%

19,157 ミスターシーバー 5%

19,158 ミスターフロントガラス 5%

19,159 ミスターポストマン楽天市場支店 5%

19,160 ミスターマンゴー 5%

19,161 Mr.Lumberjack 5%

19,162 水谷商会楽天市場店 5%

19,163 水谷水産 5%

19,164 水谷つり具　楽天市場支店 5%

19,165 mizutama 5%

19,166 mischief 5%

19,167 misty 楽天市場店 5%

19,168 misTico（ミスティコ） 5%

19,169 瑞浪鉱物展示館 5%

19,170 ミズハラ 楽天市場店 5%

19,171 水広場楽天市場支店 5%

19,172 水回り専門店　mizumawari shop 5%

19,173 MISUMI楽天市場店 5%

19,174 水元酒店 5%

19,175 みずらいふ 5%

19,176 Ms.LABO【ミズラボ】 5%

19,177 ミセスファッション　織美屋 5%

19,178 Mrs.Blossom～Bags＆Others～ 5%

19,179 ミセスリビング 5%

19,180 MIZOGUCHISPORTS 5%

19,181 美噌元　楽天市場店 5%

19,182 みそ・醤油 醸造元　ホシサン 5%

19,183 味噌煎餅本舗　井之廣 5%

19,184 みぞたオンラインストア楽天市場店 5%

19,185 味噌通販店 京都御苑東しま村 5%

19,186 みそ漬処　香の蔵　楽天市場店 5%

19,187 味園サポート楽天市場店 5%

19,188 味噌の通販 麦みそや 5%

19,189 味噌の中山大吉商店 5%

19,190 MISONOYA楽天市場店 5%

19,191 味噌星六 5%

19,192 ミタカジャパン 5%

19,193 みたけ食品工業株式会社 5%

19,194 mitas 5%

19,195 三谷屋ベルト工房 5%

19,196 ミチオショップ【作業服　事務服】 5%

19,197 身近な優れものショップ楽天市場店 5%

19,198 みちのく岩手のワイン屋 竹澤 5%

19,199 みちのくお米本舗 5%

19,200 みちのくファーム 雑貨部 5%
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19,201 みちのくふるさと便 5%

19,202 MICHIMATA ver.R 5%

19,203 みつあみ 5%

19,204 みついしや 5%

19,205 三井の林業 5%

19,206 光浦醸造 5%

19,207 ミツキ 5%

19,208 ミッキーキッズ楽天市場店 5%

19,209 ミッキーシューズ 5%

19,210 みつぎ工作 5%

19,211 ミックコーポレーション 5%

19,212 MICK’S 5%

19,213 MixCD24 5%

19,214 mixmax 5%

19,215 ミックスミックス楽天市場店 5%

19,216 ミックトレード 5%

19,217 MicMacMart 5%

19,218 micce楽天市場店 5%

19,219 micke！ 5%

19,220 MIKKE 楽天市場店 5%

19,221 Michelle（ミッシェル）楽天市場店 5%

19,222 ミッシュ キッシュ 5%

19,223 MicheBloomin／Fairy【公式】 5%

19,224 ミッドナイン 5%

19,225 MIDLAND SHIP 5%

19,226 みつのぶ 5%

19,227 みつば 5%

19,228 みつばちの詩工房　楽天市場店 5%

19,229 みつばちの郷 5%

19,230 みつばち本舗 5%

19,231 みつばち村・春日養蜂場 5%

19,232 ミッピーナ 5%

19,233 Miffyhouse 5%

19,234 三星カメラ楽天市場店 5%

19,235 みつぼし本舗 5%

19,236 3244 5%

19,237 3244オフィス　楽天市場店 5%

19,238 Millefiori ミッレフィオーリ 公式 5%

19,239 水戸元祖 天狗納豆 5%

19,240 水戸納豆の古都／お取り寄せグルメ 5%

19,241 ミトマン楽天市場店 5%

19,242 mitomi楽天市場店 5%

19,243 ミトモ 5%

19,244 みどり果実　楽天市場店 5%

19,245 ミドリス　楽天市場店 5%

19,246 みどり屋　和草　楽天市場店 5%

19,247 ミナカラ薬局 5%

19,248 ミナガワスポーツ 5%

19,249 みなぎ 5%

19,250 ミナト酒販楽天市場店 5%

19,251 港ダイニングしおそう 5%

19,252 ミナト電機工業 5%

19,253 港町ＭＡＲＫＥＴ　楽天市場店 5%

19,254 港木材　楽天市場店 5%

19,255 プチギフト菓子専門店　みなとや 5%

19,256 みなとライフ 5%

19,257 南青山Flower＆Aroma 5%

19,258 南青山マメーズ　楽天市場店 5%

19,259 南九州家具　楽天市場店 5%

19,260 南九州流通プラス 5%
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19,261 みなみ青果 5%

19,262 見波亭 5%

19,263 南房総 厳選食材『うんめぇ屋』 5%

19,264 南北海道の生産者直送店 道南地元 5%

19,265 minia（ミニア） 5%

19,266 ミニカーショップ ええもん堂 5%

19,267 ミニスキャンダル 5%

19,268 ミニ樽ショップ アイリー 5%

19,269 ミニチュアのすぃーとあっぷるぱい 5%

19,270 ミニビーンズ 5%

19,271 MINIMAL MAP 5%

19,272 minime 5%

19,273 MiniMonkey スニーカー＆ブーツ 5%

19,274 ミニヤ・ファクトリィ　楽天市場店 5%

19,275 ミニランドセル・革小物のスガタキ 5%

19,276 minette 5%

19,277 ミネトンカ公式楽天市場店 5%

19,278 みねや　楽天市場店 5%

19,279 ミネラルショップビビ 5%

19,280 MINERAL HOUSE 5%

19,281 ミネラルファンデーションVINTORTE 5%

19,282 ミネルヴァ楽天市場店 5%

19,283 ミノクニ商店 5%

19,284 みのさらら 5%

19,285 みのしょう楽天市場店 5%

19,286 三野製麺所 5%

19,287 美濃のちゃわん屋さん　古林恩羅院 5%

19,288 みのひだ社中　楽天市場店 5%

19,289 みのむしふとんのワタセ 5%

19,290 美濃屋あられ製造本舗 5%

19,291 みのライス　楽天市場店 5%

19,292 みのり工房 5%

19,293 みのりの里 5%

19,294 みのるオンライン 5%

19,295 みのるセレクション 5%

19,296 みのわ農園 5%

19,297 ミハエル ネグリン 日本公式 eshop 5%

19,298 MiHAMAの家具 5%

19,299 三原堂楽天市場店 5%

19,300 ＭＩＦプラネット 5%

19,301 Mimi 5%

19,302 ミミーショップ 楽天市場店 5%

19,303 みみデコShop 5%

19,304 ミミプラザオンラインストア 5%

19,305 MIMURA official 5%

19,306 ミメ セレクト 5%

19,307 みもざの庭 5%

19,308 ミヤオファクトリー 5%

19,309 MIYAGAWA（宮川時宝堂） 5%

19,310 ＭＩＹＡＫＯ 5%

19,311 宮古島育ちのアロエベラしろう農園 5%

19,312 385じま　楽天市場店 5%

19,313 都城酒造公式ショップ　楽天市場店 5%

19,314 宮崎産直　楽天市場店 5%

19,315 宮崎食品のお惣菜 5%

19,316 宮崎のお肉屋さん　ひむか工房 5%

19,317 宮崎の焼酎屋～さいとう酒店 5%

19,318 宮崎の情報誌オススメ通販SHOP 5%

19,319 みやざき物産館KONNE 5%

19,320 宮地楽器　ミュージックオンライン 5%
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19,321 宮地楽器 ららぽーと立川立飛店 5%

19,322 宮地館 5%

19,323 宮原計量器製作所　楽天市場店 5%

19,324 MIYABI公式オンラインショップ 5%

19,325 MIYABIYA shop and maison 5%

19,326 みやび楽天市場店 5%

19,327 みやひろ　楽天市場店 5%

19,328 MIYA 楽天市場店 5%

19,329 Myu楽天市場店 5%

19,330 museum 8 5%

19,331 Music and Outdoor lab 楽天市場店 5%

19,332 ミュージックオフィス 5%

19,333 Ｍusic shop たておんぷ 5%

19,334 ミュージックストア 5%

19,335 MUSIC BANG 5%

19,336 musicfarm 5%

19,337 ミュージック・フォ・リビング 5%

19,338 MUSIC LAB 5%

19,339 MUSICLAND KEY -楽器- 5%

19,340 MUSICLAND KEY 京都店 5%

19,341 mju：ju 【ミュージュ】 5%

19,342 musecosme 5%

19,343 ミュウセレクション楽天市場店 5%

19,344 ミューフルショップてっく 5%

19,345 Myuma 5%

19,346 ミューラージャパン楽天市場店 5%

19,347 ミュー楽天市場店 5%

19,348 museo 5%

19,349 ミュッケポッケ 5%

19,350 miyudora pet 楽天市場店 5%

19,351 muhly 5%

19,352 妙香園 5%

19,353 PETAL HOME 5%

19,354 三好佛具店 5%

19,355 ストリートファッションMIYOSHIYA 5%

19,356 美好屋酒店 5%

19,357 mignonne-shop 楽天市場店 5%

19,358 MIRAGE-STYLE 5%

19,359 美来家電 5%

19,360 未来くらしショップ 5%

19,361 未来技術研究所 5%

19,362 未来興産 LLC 楽天市場店 5%

19,363 未来店 5%

19,364 未来堂 5%

19,365 ミライトスマイNavi 5%

19,366 未来ネットワーク 5%

19,367 みらいの夢 5%

19,368 未来プラスショップ 5%

19,369 未来屋 楽天市場店 5%

19,370 ミライラボ 5%

19,371 未来ING 5%

19,372 ミラクル　ガーマ 5%

19,373 ミラクルチェ 5%

19,374 MILASIC 5%

19,375 ミラドールトモダ　楽天市場店 5%

19,376 みらなモール 5%

19,377 ミラノアルファー 5%

19,378 Milanostyle Flower 5%

19,379 Mirara（ミララ） 5%

19,380 MILAN（木のおもちゃ） 5%
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19,381 mili an deni ミリアンデニ 5%

19,382 ミリオンベル 5%

19,383 ミリタリー＆雑貨 LIVE-ON 5%

19,384 ミリタリー＆バイカーのNaGaTaYa 5%

19,385 ミリタリー＆輸入雑貨 レプマート 5%

19,386 ミリタリーサープラス レプティル 5%

19,387 ミリタリーショップ 琥花堂 5%

19,388 ミリタリーショップ　ロックランド 5%

19,389 ミリタリーショップWAIPER 5%

19,390 ミリタリーの ACE IN THE HOLE 5%

19,391 ミリタリー百貨シービーズ 5%

19,392 ミリタリーベース 5%

19,393 ミリタリーWAIPER 楽天市場店 5%

19,394 milieu 5%

19,395 milky way reunion 5%

19,396 ミルキーコスモ 5%

19,397 ミルキー薬局 5%

19,398 ミルクグラス楽天市場店 5%

19,399 Milk tea next 楽天市場店 5%

19,400 みるくはーと 5%

19,401 みるくモーモ 5%

19,402 MILK 楽天市場店 5%

19,403 ミルクレープ＆スイーツルメルシエ 5%

19,404 ミルクレープロールはフレーバーズ 5%

19,405 ミル総本社　楽天市場店 5%

19,406 みるタウン楽天市場店 5%

19,407 ミルティラーナ 5%

19,408 ミルポッシェオーガニクス 5%

19,409 MiLuLu 5%

19,410 MIRENA ブランドセレクトミレナ 5%

19,411 369ミロクショップ 5%

19,412 みろくや秀麺工房 5%

19,413 三輪そうめん池利 5%

19,414 三輪そうめんとお土産の高梧堂 5%

19,415 miwahouseki 5%

19,416 三輪山本　手延べそうめん 5%

19,417 ミンキーミー レディース靴 専門店 5%

19,418 ミンクルビスト化粧品　楽天市場店 5%

19,419 みんげい　おくむら 5%

19,420 民族アクセ　ラパヌイ　楽天市場店 5%

19,421 みんデパ 5%

19,422 ミント 5%

19,423 MINTes 5%

19,424 ミントプラス 5%

19,425 ミントマジック／養生庵 5%

19,426 MINT　　楽天市場店 5%

19,427 みんな笑顔 5%

19,428 みんな大好きエプロンひろば 5%

19,429 みんなの洗車 5%

19,430 みんなの花屋さん　ほのか 5%

19,431 みんなを笑顔にする店 KittoMotto 5%

19,432 muichiga　ムイチガ楽天市場店 5%

19,433 ムーヴクロージング 5%

19,434 むーずいんく 5%

19,435 ムース楽天市場支店 5%

19,436 MUDE（ムード） 5%

19,437 ムートン＆インテリア　ノーブル 5%

19,438 ムートンクラブ 楽天市場店 5%

19,439 ＭＯＶＥ 5%

19,440 MOVE select 5%
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19,441 【ムーミン専門店】ロッドユール 5%

19,442 MuuMuuMama 楽天市場店 5%

19,443 MOONEYES 5%

19,444 Moon＆Suns 5%

19,445 ムーンウインド 5%

19,446 ムーン ジュエリー F 5%

19,447 moonshot 5%

19,448 ＭＯＯＮＳＨＯＴ 楽天市場店 5%

19,449 ムーンマッドネス楽天市場店 5%

19,450 MOONLOID 5%

19,451 むかいのすくすく唐辛子 5%

19,452 麦の樹 5%

19,453 ＭＵＫＵ工房（家具＆クラフト） 5%

19,454 無垢材の四国加工 5%

19,455 無垢のテーブルで暮らそう目利き屋 5%

19,456 MUGHETTO【ムゲット】 楽天市場店 5%

19,457 MUGEN ONLINE SHOP 5%

19,458 夢源陶房 5%

19,459 ムサシストア 5%

19,460 武蔵野花凛 5%

19,461 musassabiz 5%

19,462 ムジガスキ、プリントダイスキ 5%

19,463 MusicaNote 5%

19,464 無地STYLE PLUS 5%

19,465 虫退治楽天市場店 5%

19,466 無地Tシャツ Tshirt.st楽天市場店 5%

19,467 Mujina 楽天市場店 5%

19,468 無地ハガキSHOP 5%

19,469 musubi-cafe 5%

19,470 ムスビセレクト 5%

19,471 むすび 楽天市場店 5%

19,472 無線機の田中電気 5%

19,473 無線Ｓｈｏｐ楽天市場店 5%

19,474 むせんZone25 5%

19,475 無洗米のお店「米穀館」 5%

19,476 むせんや 5%

19,477 MUSOU FURNITURE 楽天市場店 5%

19,478 ムチュショップ 5%

19,479 無添加ガーゼケット寝具工房松並木 5%

19,480 無添加石鹸本舗 5%

19,481 無添加培養土の専門店　オーロラ 5%

19,482 無添加パン屋さん　むーにゃん 5%

19,483 無添加！有機あられの「古川山荘」 5%

19,484 むてんぽデパート 5%

19,485 無農薬茶と紅茶の水車むら農園 5%

19,486 無農薬有機栽培茶専門店【茶の間】 5%

19,487 MURA 5%

19,488 ムラウチ 5%

19,489 村内ファニチャーアクセス 5%

19,490 村岡製茶 5%

19,491 ムラカミ運動具店 5%

19,492 村上クラフト 楽天市場店 5%

19,493 ムラカミビジネス　特選工房 5%

19,494 iCaseCreative　村雲 5%

19,495 むらげん 5%

19,496 MURASAKI STYLE 楽天市場店 5%

19,497 ムラサキスポーツ楽天市場店 5%

19,498 村瀬鞄行 楽天市場店 5%

19,499 村田園　楽天市場店 5%

19,500 村中商会　楽天市場店 5%
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19,501 村の鍛冶屋 5%

19,502 ムロタツ 5%

19,503 メアリーココ／ブラックフォーマル 5%

19,504 メイヴルアットホーム 楽天市場店 5%

19,505 メイ オンラインストア 5%

19,506 meika online 5%

19,507 名画館　楽天市場店 5%

19,508 銘菓処笑福堂楽天市場店 5%

19,509 Meik 5%

19,510 ＭＡＫＥＧＩＮＡ　メイクジーナ 5%

19,511 Make 2 Be 5%

19,512 メイクボックスとビーズ収納専門店 5%

19,513 めいくまん 5%

19,514 MakeMerry 5%

19,515 名研化学楽天市場店 5%

19,516 名港ショップ 楽天市場店 5%

19,517 名産松阪牛　牛松本店　楽天市場店 5%

19,518 MaySeas楽天市場店 5%

19,519 名刺工房ユーズ 5%

19,520 明治33年創業 本気の切味 實光包丁 5%

19,521 明治創業　近江牛の松喜屋 5%

19,522 明治屋　北海道の野菜＆食品 5%

19,523 銘酒館なごみ 5%

19,524 銘酒のサクラ井 5%

19,525 銘酒本舗　IMANAKA SAKESHOP 5%

19,526 銘醸ワイン専門 CAVE de L NAOTAKA 5%

19,527 名神タイヤ楽天市場店 5%

19,528 名申堂 5%

19,529 名人ネット　瀬戸内　空と海 5%

19,530 名水の郷　日光おかき工房 5%

19,531 MASON and DIXON 5%

19,532 May Dee Store 楽天市場店 5%

19,533 名店・名品　コレクトマーケット 5%

19,534 MATE 5%

19,535 MADE IN TOKUSHIMA SHOP 5%

19,536 made in local 楽天市場店 5%

19,537 メイフィール　ショッピング 5%

19,538 Mayfair Online 5%

19,539 メイ　フェアリー楽天市場店 5%

19,540 メイプルウェアショップ 5%

19,541 Mapleポッポ　楽天市場店 5%

19,542 銘木無垢ダイニングテーブルDOIMOI 5%

19,543 メイモンケース 5%

19,544 銘洋ショップ 5%

19,545 メイリィ（インテリアスリッパ） 5%

19,546 MAINLINE 5%

19,547 Maker’s Watch Knot 5%

19,548 ＭａｋｅｒｓＫｉｄｓ 5%

19,549 メーカーズショップ・リボン 5%

19,550 メーカーズ 楽天市場店 5%

19,551 メーカーズ 楽天市場二号店 5%

19,552 メーカー直営雑貨　すまいる横丁 5%

19,553 メーカー直送「訳あり屋」 5%

19,554 メーカー直販あったか寝具快適寝具 5%

19,555 メーカー直販 第一ビニール（株） 5%

19,556 メーカーのパルスオキシメーター店 5%

19,557 MAPLE517 5%

19,558 メープル レーン ゴルフ 5%

19,559 メガLED 5%

19,560 MEGAコンビニ 5%
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19,561 MEGA STAR 5%

19,562 メガチャンス楽天市場店 5%

19,563 makane 5%

19,564 メガネ・コンタクトの＠style 5%

19,565 メガネ・サングラスのThat’s 5%

19,566 メガネ赤札堂　楽天市場店 5%

19,567 メガネアモ 5%

19,568 メガネ雑貨 「おぷち」 5%

19,569 メガネサングラスのDOURAKU 5%

19,570 めがねショップ 5%

19,571 MEGANE STYLE 楽天市場店 5%

19,572 メガネ専門店ラブ楽天市場店 5%

19,573 眼鏡達人 5%

19,574 めがね庭 楽天市場店 5%

19,575 眼鏡人間（楽天市場店） 5%

19,576 メガネネットサービス 5%

19,577 メガネのウエムラ 5%

19,578 メガネのグリーン グラッシーズ 5%

19,579 メガネのハヤシ 5%

19,580 メガネのハヤミ　楽天市場店 5%

19,581 メガネのヒラタ 5%

19,582 メガネのマスダ楽天市場店 5%

19,583 メガネのミルック 5%

19,584 メガネピット 5%

19,585 メガネプロサイトＹＯＵ 5%

19,586 メガネ補聴器の専門店　アイニード 5%

19,587 めがね屋ｓａｎドットコム 5%

19,588 メガネ屋さんのメガネ通販 5%

19,589 めがね横丁 5%

19,590 メガネ、レンズ交換のアイベリー 5%

19,591 メガネ・老眼鏡専門店ミディ 5%

19,592 メガネワールド楽天市場店 5%

19,593 めかぶの健康茶　アルファーライフ 5%

19,594 メガヘルスマート 5%

19,595 メガホーム社蒸留水器ショップ 5%

19,596 ＭＥＧＡ 楽天市場店 5%

19,597 メガワーク仕事着屋 5%

19,598 MEXICO 5%

19,599 メキシコ中南米マーケット　シンコ 5%

19,600 MECU 5%

19,601 愛工房 5%

19,602 恵の本舗楽天市場店 5%

19,603 メグリエ楽天市場店 5%

19,604 mesanges by GinzaRim 5%

19,605 メジャースポーツ 5%

19,606 MESS AROUND 5%

19,607 maisonnette（メゾネット） 5%

19,608 MAISON ARKI 5%

19,609 maison de catherine 5%

19,610 MAISON DE FAMILLE 5%

19,611 maison de bois 5%

19,612 maison de LATIR 5%

19,613 Maison de Ravi 5%

19,614 メゾン・ド・レトワール楽天市場店 5%

19,615 メゾンブランシュ（バック 食器） 5%

19,616 MAISON MARLE 5%

19,617 メダイ et ロザリー 5%

19,618 めだかシーズン 楽天市場店 5%

19,619 めだか本家 メダカ販売 5%

19,620 めだか物語楽天市場店 5%
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19,621 めだま家　楽天市場店 5%

19,622 Metamorphose temps de fille 5%

19,623 METALWAVE 5%

19,624 mekku（メック） 5%

19,625 メッセージ入り花の店エフアート 5%

19,626 メディアカバーマーケット 5%

19,627 メディアステージ楽天市場店 5%

19,628 media store 5%

19,629 メディアセンター 5%

19,630 メディアプラス 5%

19,631 メディアワールド 販売＆買取SHOP 5%

19,632 メディエントランス 5%

19,633 MEDIcollect 5%

19,634 メディストック 5%

19,635 メディデポ楽天市場店 5%

19,636 メディネクス楽天市場店 5%

19,637 Medayful メデル 5%

19,638 many in 5%

19,639 メニューブックの達人楽天市場店 5%

19,640 メニュー屋　SHIMBI 5%

19,641 メネット 5%

19,642 めばえや 5%

19,643 メモリアアレカ 楽天市場店 5%

19,644 メモリアルグッズのお店　とっとこ 5%

19,645 メモリアル工房カームドン 5%

19,646 メモリアルショップ　フォーユー 5%

19,647 メモリアル心羽 -SHINWA- 5%

19,648 メモリアル仏壇 5%

19,649 メモリーデポ 5%

19,650 Merry 5%

19,651 メリカ　オンラインショップ 5%

19,652 メリケンマーケット Street wear 5%

19,653 メリット コレクション 5%

19,654 meri hapi 5%

19,655 メルーナジャパン 5%

19,656 メルカード・ポルトガル 輸入食材 5%

19,657 メルシープレゼント 「雑貨屋」 5%

19,658 メルブック楽天市場店 5%

19,659 メルヘン工房楽天市場店 5%

19,660 メルヘンストア 5%

19,661 MerMer 5%

19,662 MERMONT 5%

19,663 meruru 楽天市場店 5%

19,664 ｍｅｌｌｏｗ．ｓｔｏｒｅ 5%

19,665 メロウストア 5%

19,666 メロウハウス 5%

19,667 メロディアン　ハーモニーファイン 5%

19,668 メロディーデザイン楽天市場店 5%

19,669 melody house（メロディハウス） 5%

19,670 MEROWAN 5%

19,671 めんこいちゃぺ楽天市場店 5%

19,672 麺工房こんどう楽天市場店 5%

19,673 メンコスジャパン 5%

19,674 メンズ・レディース GrandJewel 5%

19,675 メンズアクセのシルバーワン 5%

19,676 メンズアパレルavril（アヴリル） 5%

19,677 メンズインナーSHOPバンタン 5%

19,678 メンズインナー通販2UNDR 5%

19,679 メンズimportセレクトshopピエディ 5%

19,680 Men’s Wear K.A.J （KAJ） 5%
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19,681 メンズウエアG-STAGE 5%

19,682 メンズカジュアル通販MC-エムシー 5%

19,683 麺ず工房武新Ｔａｋｅｓｈｉｎ 5%

19,684 メンズコスメ ZIGEN 公式ストア 5%

19,685 メンズコスメ　スタイル 5%

19,686 メンズコスメストアdot 5%

19,687 メンズコスメのザス 5%

19,688 MEN’S　JACK 5%

19,689 メンズシューズマーケット 5%

19,690 メンズ　ショップ　イヌズカ 5%

19,691 ｍｅｎ’s SHOP　IMAGINE STUDIO 5%

19,692 メンズショップedge 5%

19,693 メンズショップバロン楽天市場店 5%

19,694 mens shop REGNE 5%

19,695 メンズスーツＫＯＫＵＢＯ 5%

19,696 メンズスーツ　スーツデポ 5%

19,697 メンズスーツ UNITED GOLD 5%

19,698 メンズストール専門店MORE Style 5%

19,699 メンズ　つちだ 5%

19,700 メンズナーレ 5%

19,701 メンズバッグ専門店 カバンイズム 5%

19,702 メンズバッグ専門店 紳士の持ち物 5%

19,703 メンズバッグ 豊岡 鞄倶楽部 5%

19,704 メンズパンツ倶楽部 5%

19,705 メンズファッション【GENELESS】 5%

19,706 メンズファッション StyleBlockMEN 5%

19,707 メンズファッション通販サイトTILE 5%

19,708 メンズファッション Nail39 5%

19,709 メンズファッションのCASUALINASE 5%

19,710 メンズファッションONE SKY 5%

19,711 メンズプロダクト 5%

19,712 men’sホーマン 5%

19,713 メンズレディースクラフト雑貨alot 5%

19,714 メンズワイシャツ専門店サルトリア 5%

19,715 綿素材の洋服店 ～cotton picnic～ 5%

19,716 明太子のかねふく楽天市場店 5%

19,717 明太子の博多ふくいち 5%

19,718 麺づくり　清水屋 5%

19,719 メンテナンスDVDショップ MKJP 5%

19,720 麺処　田ぶし × 総合食品通販 5%

19,721 麺処　春奈 5%

19,722 麺のたつみ 5%

19,723 麺本舗吉粋　楽天支店 5%

19,724 麺ますや楽天市場店 5%

19,725 ＭＯＡＩ 5%

19,726 MORE Goods Market 5%

19,727 モアコスメ 5%

19,728 モアコンタクト 【MORECONTACT】 5%

19,729 モアスノー 5%

19,730 モアスポーツ 5%

19,731 モアネット casual select 5%

19,732 モアバリュー 5%

19,733 カーテン・インテリア　MOIS 5%

19,734 moise 楽天市場店 5%

19,735 Moitie Moitie 5%

19,736 もうあかん 5%

19,737 萌黄庵 5%

19,738 Moery 5%

19,739 mogans 楽天市場店 5%

19,740 Motions 5%
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19,741 モーストプライス 5%

19,742 モーターファーム 5%

19,743 モーターマガジン Web Shop 5%

19,744 モーターラヴァー 5%

19,745 モーダオンライン楽天市場店 5%

19,746 Moat Garage（モートガレージ） 5%

19,747 modegraph 5%

19,748 mode-shelter 5%

19,749 モードシューズ 5%

19,750 MODESCAPE 楽天市場店 5%

19,751 モーブスフットウェアジャパン 5%

19,752 モーム／ソファ・テーブル・ベッド 5%

19,753 もがな 楽天市場店 5%

19,754 木材倉庫　ムック 5%

19,755 木酢液の専門店「ならの木家」 5%

19,756 木製アウトレット再生工場 5%

19,757 木製ウッドブラインドのオルサン 5%

19,758 木製おもちゃのだいわ 5%

19,759 木製子供用家具直販・ベビファニ 5%

19,760 木製雑貨 Ricod （リコッド） 5%

19,761 木製漆器専門　漆木屋 5%

19,762 木製知育玩具 ままごと WOODYPUDDY 5%

19,763 木製品のモクモク 5%

19,764 木馬家具 5%

19,765 MokuMoku 5%

19,766 飲むを楽しむ食器のお店　木木金 5%

19,767 木曜日は2分ゴハン 5%

19,768 エアガンショップ モケイパドック 5%

19,769 模型屋ビースタービー楽天市場店 5%

19,770 MOCOスタイル 5%

19,771 モコペット 5%

19,772 mocomoco town（モコモコタウン） 5%

19,773 MokoMoko　Land 5%

19,774 mocomoshop 5%

19,775 もじ問屋 5%

19,776 もじパラ　コンサート応援うちわ 5%

19,777 モジモジタック 5%

19,778 もずくの堀内 楽天市場店 5%

19,779 モズシリーズ　楽天市場店 5%

19,780 MOSTSHOP流行のメンズファッション 5%

19,781 モス・ファーム 5%

19,782 mos-mart 5%

19,783 MooSoo 5%

19,784 modanic 5%

19,785 モダンインテリアのアットイーズ 5%

19,786 モダン インテリア　リック 5%

19,787 モダンインテリア ロココ 5%

19,788 モダン漆器　 atakaya 5%

19,789 モダンデコ 5%

19,790 モダン仏壇 贈答品 ヒロワールド 5%

19,791 モダンブルー楽天市場店 5%

19,792 モダンマーケット楽天市場店 5%

19,793 モチアガール 5%

19,794 MOCHIZUKI 5%

19,795 餅つき臼と杵製造販売のけやきの森 5%

19,796 望月製餡所　楽天市場店 5%

19,797 もっきり屋 5%

19,798 モックストア 5%

19,799 木工雑貨　Kauai 5%

19,800 木香屋 5%
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19,801 モッシュクローゼット 5%

19,802 MODs モッズ 5%

19,803 もったいない本舗　お急ぎ便店 5%

19,804 もったいない本舗　おまとめ店 5%

19,805 もったいない本舗　楽天市場店 5%

19,806 もってけ～ 5%

19,807 Mottoo 5%

19,808 もっとｅガス　楽天市場支店 5%

19,809 モットズット 5%

19,810 モッドストア 5%

19,811 mottole 5%

19,812 モットンジャパン 楽天市場店 5%

19,813 もつ鍋・水炊き 博多若杉 5%

19,814 もつ鍋　八起 5%

19,815 モッピーアンドナナ楽天市場店 5%

19,816 Modish 5%

19,817 茂木和哉のコスメショップ 5%

19,818 モテ下着 楽天市場支店 5%

19,819 MODEST LORD 仙台 楽天市場店 5%

19,820 ＭＯＤＥＰ 5%

19,821 モデライト 5%

19,822 モテLAB 5%

19,823 モデル足シート【公式】楽天市場店 5%

19,824 モデルスキン公式ストア 5%

19,825 モデルストリート（MODEL STREET） 5%

19,826 モデルルック　楽天市場店 5%

19,827 Motorimoda 5%

19,828 元木昆布　楽天市場店 5%

19,829 MotoGoods Market 5%

19,830 元BAの化粧品屋さん-ファミソル 5%

19,831 MOTOBLUEZ（モトブルーズ） 5%

19,832 モトワン楽天市場店 5%

19,833 MoniqueArtStyle　楽天市場店 5%

19,834 Monica select online shop 5%

19,835 モニカモニカ 楽天市場店 5%

19,836 ものうりばPlantz 5%

19,837 モノギャラリー 5%

19,838 モノコーポレーション 5%

19,839 モノコト（インテリア雑貨） 5%

19,840 素敵な暮らし・モノコト屋 5%

19,841 モノコレ 5%

19,842 モノサイン 5%

19,843 モノダイレクト 5%

19,844 モノタスプロキッチン業務用 5%

19,845 モノタス・ポイント　楽天市場店 5%

19,846 モノツール　楽天市場店 5%

19,847 モノックショップFRUITS 5%

19,848 ものづくりのがんばり屋 5%

19,849 モノッコ 5%

19,850 mon・o・tone　楽天市場店 5%

19,851 monoHAUS by keyplace／モノハウス 5%

19,852 mono-b　楽天市場店 5%

19,853 モノプロダクション 5%

19,854 物干し専門店きらら 5%

19,855 モノマニア（逸品通販）楽天市場店 5%

19,856 モノマルシェ 楽天市場店 5%

19,857 モノミーノ 5%

19,858 monolog 5%

19,859 モバイルカスタムファクトリー 5%

19,860 モバイルショップ nn-Bay 5%
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19,861 Moblie Fantasy 楽天市場店 5%

19,862 モバイルフィルム　楽天市場店 5%

19,863 モバイルランド 5%

19,864 モバイルワン 5%

19,865 モバックス 5%

19,866 モバックス梅田店 5%

19,867 モバックス福岡博多駅前店 5%

19,868 MOBIMAX楽天市場店 5%

19,869 Mo-Fa 5%

19,870 礼服喪服レンタルのやました 5%

19,871 MOFF 楽天市場店 5%

19,872 もみじ饅頭のやまだ屋 5%

19,873 もみじや家具 5%

19,874 もみやま呉服店　楽天市場支店 5%

19,875 MOMENTIMODA 5%

19,876 momopark 5%

19,877 百川味噌 5%

19,878 百くら水産　楽天市場店 5%

19,879 桃ゴム加工 5%

19,880 Ｍｏｍｏ Ｓｅｌｅｃｔ 5%

19,881 モモダ家具楽天市場店 5%

19,882 ももたろうCRUB 5%

19,883 ももたろう印の岡萬　楽天市場店 5%

19,884 ももたろうのしっぽ 5%

19,885 momotona 5%

19,886 momoyu 5%

19,887 モヤッコ 5%

19,888 mori 5%

19,889 守足雑貨 5%

19,890 モリ印刷　楽天市場店 5%

19,891 森内酒店 5%

19,892 盛岡三大麺 5%

19,893 モリカ 5%

19,894 モリクボ 5%

19,895 森景（もりけい） 5%

19,896 森下薬農園　楽天市場店 5%

19,897 森下和洋家具 5%

19,898 森信三郎商舗　楽天市場店 5%

19,899 MOLIS 5%

19,900 森誠光堂黒板製作所webshop 5%

19,901 モリタカバン Online Shop 5%

19,902 もりたか屋 5%

19,903 モリタゴルフ 5%

19,904 モリチュウネットショップ 5%

19,905 モリツール 5%

19,906 森徳蔵楽天市場店 5%

19,907 もりのいずみ 5%

19,908 森農園産直店 5%

19,909 森のきのこ倶楽部 5%

19,910 森のくまのインク屋さん 5%

19,911 森のこびと 5%

19,912 森の中の裁縫屋さん　Luckygift 5%

19,913 森の中の洋品店 5%

19,914 森の８カテン 5%

19,915 森の光 5%

19,916 森水木のラン屋さん 5%

19,917 森本産業株式会社 楽天市場店 5%

19,918 森本時計店楽天市場店 5%

19,919 モリモリマーケット　楽天市場店 5%

19,920 森山印刷所 5%
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19,921 モリヤマスポーツ楽天市場店 5%

19,922 モリヤマレース 5%

19,923 Morin（もりん） 5%

19,924 もろこしやさん 5%

19,925 もろのき 5%

19,926 moncachette 5%

19,927 モンキーパンツ 5%

19,928 Monkey Fit 5%

19,929 MONKEY WRENCH 5%

19,930 MONQLE 5%

19,931 mon corail 5%

19,932 Mon chouchou 5%

19,933 MONSTER KIDS STORE 5%

19,934 モンスティル 5%

19,935 モンストラ-ダ 5%

19,936 MONTAGNE. 楽天市場店 5%

19,937 モンタナ 出産祝いブランドギフト 5%

19,938 モンドゴルフ 5%

19,939 モンドショップ 5%

19,940 MONDOFIL 5%

19,941 門扉・フェンス　アルミゲート専科 5%

19,942 monbic 5%

19,943 モン　プティ　プッサン。 5%

19,944 ヤーコン商店 5%

19,945 焼津船元　まぐろ家・福坊 5%

19,946 やえやまファーム　楽天市場店 5%

19,947 YAO STORE 5%

19,948 yaotomiコスメ楽天市場店 5%

19,949 808青果店 5%

19,950 やかん・ケトルの専門店 やかん屋 5%

19,951 焼き穴子と味噌漬けの店　鈴木鮮魚 5%

19,952 焼き芋スイーツ専門店ごっつぉさん 5%

19,953 焼き芋専門ショップおいもや 5%

19,954 焼印、刻印の加古彫刻 5%

19,955 焼菓子の店　poco a poco． 5%

19,956 八木株式会社 5%

19,957 焼魚・煮魚のゆう屋 5%

19,958 ヤギ質店・平塚駅前店 5%

19,959 明石・魚の棚・焼鯛の魚秀 5%

19,960 焼きたてチーズタルト専門店PABLO 5%

19,961 焼鳥てっぺん楽天市場店 5%

19,962 焼肉中村屋 5%

19,963 やき豚の益生号南京町 5%

19,964 焼き豚Ｐ 5%

19,965 やきもの　梅屋 5%

19,966 やきもの工房・炎 5%

19,967 野球狂の店センナリスポーツ 5%

19,968 野球工房A27 楽天市場店 5%

19,969 野球専門店　キトウスポーツ 5%

19,970 野球専門店ボールパーク楽天市場店 5%

19,971 野球仲間集合 スポーツ　おおたに 5%

19,972 野球用品　喜多スポーツ 5%

19,973 野球用品　グランドスラム 5%

19,974 野球用品スポーツショップムサシ 5%

19,975 野球用品専門店　野球館 5%

19,976 野球用品ベースボールタウン 5%

19,977 薬剤師常駐のくすりや 5%

19,978 屋久島＠深山園 5%

19,979 やくしま市場 5%

19,980 屋久島ウコンの里　楽天市場店 5%
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19,981 屋久島物産展 5%

19,982 ヤクセル・ダイレクト 5%

19,983 薬草の森はくすい堂 5%

19,984 やくだち 5%

19,985 矢車商店 5%

19,986 yacoscamera 　楽天市場店 5%

19,987 野菜のタネのお買い物　太田のタネ 5%

19,988 やさしいおみせ by パイナチュラル 5%

19,989 やさしい暮らし 5%

19,990 やさしい暮らしラボ 5%

19,991 やさしい生活工房 5%

19,992 やさしさＯＮ-ＬＩＮＥ 5%

19,993 社人形会館楽天市場店 5%

19,994 八代楽天市場店 5%

19,995 安い可愛いビーズ手芸 ばいやす屋 5%

19,996 安井商店 5%

19,997 ヤスイチ激安問屋 5%

19,998 安井電器 5%

19,999 安売り天国とせん 5%

20,000 安江豊商店 5%

20,001 安カワアクセサリーMuse本店 5%

20,002 安新　楽天市場店 5%

20,003 ヤススポーツ 5%

20,004 安田商店　楽天市場店 5%

20,005 安田屋呉服店 5%

20,006 安もんや 5%

20,007 やすらぎ工房 5%

20,008 やすらぎと癒しのショップ 5%

20,009 安らぎを毎日のくらしに。feellife 5%

20,010 ＹＡＳＯＲＡ 5%

20,011 ＹＡＴＡＢＥカンパニー 5%

20,012 矢東アウトレットショップ 5%

20,013 矢東スタッドレスタイヤ店 5%

20,014 矢東タイヤ 5%

20,015 ヤトゴルフ　楽天市場店 5%

20,016 柳川海苔本舗 5%

20,017 YANOオンライン楽天市場店 5%

20,018 ヤノスポーツ 5%

20,019 矢作屋 5%

20,020 やぶ内時計舗　楽天市場ＳＨＯＰ 5%

20,021 ヤマイチ楽天市場店 5%

20,022 山芋本舗＠こだわりの山芋専門店 5%

20,023 山形うまいず 5%

20,024 山形おいしいもの広場 5%

20,025 山形大石田　食彩処いげたや 5%

20,026 山形金庫 楽天市場店 5%

20,027 山形県福祉施設ふれあいショップ 5%

20,028 山形地酒専門店　かもしかや 5%

20,029 山形　鮮魚と特産品の店長谷川 5%

20,030 やまがた特産果実クラブ 5%

20,031 やまがた特産屋 5%

20,032 山形のお米とさくらんぼの矢萩商店 5%

20,033 山形の地酒 焼酎 ワイン 金森酒店 5%

20,034 山形の地酒ワイン特産品　木川屋 5%

20,035 山形の農産特産品アグリパートナー 5%

20,036 山形ふるさと食品館楽天市場店 5%

20,037 山形山ぶどうかご・袋物の店寿々木 5%

20,038 山形屋楽天市場店 5%

20,039 山形の地酒処国井酒店 5%

20,040 山金りんご　楽天市場店 5%
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20,041 yamaguchiきらら特産品 5%

20,042 山口県名産品たわら　楽天市場店 5%

20,043 YAMAGUCHI COLLECTION 5%

20,044 やまぐち旬彩 海峡本舗 5%

20,045 山口ふぐ本舗きらく 5%

20,046 山渓オンラインショップ楽天市場店 5%

20,047 YAMAKEI別館 5%

20,048 ＹＡＭＡＧＯいもの花 5%

20,049 やまさか薬局　楽天市場店 5%

20,050 ヤマザキｅショップ 5%

20,051 Yamazaki Special Shop 5%

20,052 昆布・鰹節職人 山崎屋 5%

20,053 山崎屋の奈良漬 5%

20,054 やまさ製茶 5%

20,055 ヤマサちくわ 5%

20,056 山下屋荘介 5%

20,057 ヤマシチ 5%

20,058 やましち山野草店 5%

20,059 やます楽天市場店 5%

20,060 ヤマセイ楽天市場店 5%

20,061 ヤマセン　楽天市場店 5%

20,062 山田商人 5%

20,063 ヤマダ設備 5%

20,064 やまだのたから 楽天市場店 5%

20,065 YamadaFarm楽天市場店 5%

20,066 YAMATAベジフル 5%

20,067 山田屋まんじゅう 5%

20,068 山田老舗楽天市場店 5%

20,069 やまちーカッティング工房 5%

20,070 ヤマチュー楽天市場店 5%

20,071 やまつ　栗きんとんと元祖菊牛蒡漬 5%

20,072 ヤマテツ楽天市場店 5%

20,073 ヤマテル楽天市場店 5%

20,074 山と遊ぶ 5%

20,075 YAMATO-NB　楽天市場店 5%

20,076 やまと果樹園 5%

20,077 大和住建　楽天市場店 5%

20,078 ヤマトデザイン楽天市場店 5%

20,079 ヤマト広場 5%

20,080 大和文庫・楽天市場支店 5%

20,081 ヤマト本舗 5%

20,082 Yamato Market Creation 5%

20,083 大和まほろば　いざさ茶屋 5%

20,084 大和屋味噌麹店 5%

20,085 やまとや洋品店 5%

20,086 ヤマトライス 5%

20,087 やまと ～楽天市場店～ 5%

20,088 山梨商店 5%

20,089 山梨通販 5%

20,090 山梨の美味しい果物／逸品やまなし 5%

20,091 山の廻船問屋 5%

20,092 ヤマノライス　楽天市場店 5%

20,093 ヤマ日商店 5%

20,094 株式会社ヤマヒラ 5%

20,095 山みずき 5%

20,096 山光農園 5%

20,097 山本開拓農場 5%

20,098 やまもと the web Branch 5%

20,099 山本人形楽天市場店 5%

20,100 山本海苔店 5%
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20,101 山本本家　松の友　楽天市場店 5%

20,102 山本無線ＣＱ 5%

20,103 山本靖雄酒店　楽天市場店 5%

20,104 山本山　楽天市場店 5%

20,105 やまゆの食卓 5%

20,106 やまよ魚房 5%

20,107 ヤマリュウ　楽天市場店 5%

20,108 八女茶の製造直売　お茶の浅野園 5%

20,109 やるCAN 5%

20,110 やわらか浮きあられ専門店日天製菓 5%

20,111 ヤングくんのお菓子箱 5%

20,112 ヤンクルマーケット【北海道利尻】 5%

20,113 YANCHARS　ヤンチャーズ 5%

20,114 ユアーズアーミーワールド 5%

20,115 ユアーズサービス楽天市場店 5%

20,116 湯浅商店オンラインショップ 5%

20,117 Your Style 5%

20,118 ユアダイニング 楽天市場店 5%

20,119 ユアハピネス 5%

20,120 YOUR LIFE　楽天市場店 5%

20,121 キャラクター専門店　結彩商店 5%

20,122 ゆいちゃんの靴下工房 5%

20,123 結ドラッグ 5%

20,124 結納の専門店 久宝堂 5%

20,125 結納屋 長生堂 5%

20,126 ユウ・アイパーツ　楽天市場店 5%

20,127 ユーアイビークル 5%

20,128 U＆JMac’s楽天市場店 5%

20,129 USA OUTLET SHOP 楽天市場店 5%

20,130 ＵＳＡゴルフショップ楽天市場店 5%

20,131 USA輸入販売専門店Connect 5%

20,132 USカジュアル楽天市場店 5%

20,133 Us Custom Parts Shop USDM 5%

20,134 ユーエスサプライ 5%

20,135 U.S. JUNKYARD 5%

20,136 US TIRES 5%

20,137 ＵＳ-ＮＥＸＴ 5%

20,138 ULG楽天市場店 5%

20,139 遊岳人 5%

20,140 癒雅膳食 5%

20,141 遊戯王の通信販売　ホビーブレイブ 5%

20,142 有機家 5%

20,143 悠久の風 5%

20,144 悠久の旅人の店　楽天市場店 5%

20,145 ユーキング楽天市場店 5%

20,146 YOUクラフト楽天市場店 5%

20,147 ユーグレナ・洗剤 LifeDirect 5%

20,148 遊恵盆栽　楽天市場店 5%

20,149 有限会社池上刃物産業 5%

20,150 有限会社　大藤製作所 5%

20,151 【byTRICO【バイトリコ】デザイン 5%

20,152 有限会社　佐藤米穀商店楽天市場店 5%

20,153 花の店　ジョイフロリスト 5%

20,154 有限会社　田口化成 5%

20,155 有限会社　塚田商店 5%

20,156 有限会社津口ファーム 5%

20,157 有限会社ツノダ　楽天市場店 5%

20,158 有限会社パピオ 5%

20,159 フィッシングサンイン 5%

20,160 こだわりの果物屋　紅光 5%
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20,161 増田屋本店 5%

20,162 松浦酒店 5%

20,163 有限会社山本縫製工場　ｃｓｆ 5%

20,164 ユーザーライフ楽天市場店 5%

20,165 悠彩堂 5%

20,166 YOU菜LIFESHOP 5%

20,167 YOUCM 5%

20,168 UGペット 楽天市場店 5%

20,169 UJ-FACTORY 5%

20,170 ユージニア　楽天市場店 5%

20,171 YouShowShop 5%

20,172 Ｕ-ＳＨＯＰ 5%

20,173 YU SWEETS cake and bake 5%

20,174 U-SQUARE 5%

20,175 U-SQUARE next 5%

20,176 You STYLE 5%

20,177 Used ＆ Vintage 驚屋70 5%

20,178 遊ストーン楽天市場店 5%

20,179 used select shop Greed 5%

20,180 USED SELECT SHOP Loop楽天市場店 5%

20,181 Ｕｓｅｆｕｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ 5%

20,182 優生活 5%

20,183 ユウセイ堂1 ポイントアップ店 5%

20,184 ユウセイ堂2 カード利用可能店 5%

20,185 ゆうせい薬局 5%

20,186 YU SELECT 5%

20,187 郵送検査キットセンター 5%

20,188 雄大な北の大地からの贈り物 5%

20,189 youtatsu楽天市場店 5%

20,190 YOU通販 5%

20,191 u2me2 5%

20,192 ユーツール楽天市場店 5%

20,193 UTOカシミヤ 5%

20,194 ＵＤ ｆａｎ’ｓ ｓｔｏｒｅ 5%

20,195 ユウテック 5%

20,196 【YouTen】楽天市場店 5%

20,197 ゆーとぴあ～猫用品専門店 5%

20,198 【有】肉工房たじまや 5%

20,199 YouNewShop　楽天市場店 5%

20,200 夕張商店 5%

20,201 UP ATHLETE 5%

20,202 ユーピースポーツ楽天市場店 5%

20,203 優美苑 5%

20,204 優美JAPAN 5%

20,205 ユウビズ　楽天市場店 5%

20,206 郵便受けポスト表札ファミリー庭園 5%

20,207 遊品館 5%

20,208 郵便ポストのジューシーガーデン 5%

20,209 UVカットマスク通販 MARUFUKU 5%

20,210 【 ＵＶの木陰 】紫外線対策グッズ 5%

20,211 優部品 5%

20,212 you＋plus（旧店舗名Quatredeux） 5%

20,213 YOU＋ ユープラス株式会社 5%

20,214 YOUPLAN 5%

20,215 U-PORT（ユーポート） 5%

20,216 悠遊ショップ 5%

20,217 遊遊スポーツ 楽天市場店 5%

20,218 悠友禅ポケット 5%

20,219 優遊ゆう 5%

20,220 遊you　楽天市場店 5%
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20,221 激安家具 ソファのU-LIFE 5%

20,222 U-RAK　Shop・ユーラクショップ 5%

20,223 有楽製菓　ｉ-ショップ 5%

20,224 ユゥ　楽天市場店 5%

20,225 優良品館 5%

20,226 ユーレカ 5%

20,227 ユーロアジア交易販売 5%

20,228 ユーロキッチンかさい楽天市場店 5%

20,229 ユーロクラシクス銀座楽天市場店 5%

20,230 EURO STYLE　ENJO正規取扱店 5%

20,231 ユーロダイレクト 5%

20,232 ＥＵＲＯパーツ　楽天市場店 5%

20,233 euro plants studio 5%

20,234 ユーロブランド専門店Style import 5%

20,235 有輪商店オンラインショップ 5%

20,236 yuwado 5%

20,237 愉悦良品館 5%

20,238 床材専門店フロアバザール 5%

20,239 ゆかしほ手芸通販 5%

20,240 ゆかた館　グレース 5%

20,241 浴衣・着物の反物（生地）の堀田 5%

20,242 浴衣小物　なな小町 5%

20,243 エアガン専門店ミリタリーキング 5%

20,244 浴衣 七五三 和雑貨なら部坂呉服店 5%

20,245 浴衣と和装 ホンコンマダム 5%

20,246 ユカワファニチュア 5%

20,247 ユキアニマルフード 5%

20,248 由岐、海の便り 5%

20,249 雪国越後　はらくっちぇ 5%

20,250 YUKI Closet 5%

20,251 ユキコ・オオクラ アウトレット 5%

20,252 雪猫屋　楽天市場店 5%

20,253 ユキミ家具 5%

20,254 JUGLANS 5%

20,255 湯沢園芸　楽天市場店 5%

20,256 ユザワヤ 5%

20,257 YUZUYUZUKOMACHI 5%

20,258 ゆず楽天市場店 5%

20,259 柚りっ子 5%

20,260 湯セレクト 5%

20,261 ユタカトイ 5%

20,262 ゆたかまーと 5%

20,263 ゆっくんのお菓子倉庫 5%

20,264 ゆっくんのお菓子倉庫２号店 5%

20,265 ユナイテッドオーク 5%

20,266 ユナイテッド コアーズ ゴルフ 5%

20,267 ＵＮＩＴＥＤ　ＳＴＹＬＥ 5%

20,268 UNITED PARKS 5%

20,269 ユナイテッドモール 5%

20,270 UNITE STORE 5%

20,271 UniAth（ユニアス） 5%

20,272 SHOP-PARTISAN 5%

20,273 ユニークジーンストア 5%

20,274 ユニークダイレクト 5%

20,275 UNEEK BASEMNT 5%

20,276 Unifizz 5%

20,277 ユニエルベ 5%

20,278 ユニオン 5%

20,279 ユニオンスポーツ　楽天市場店 5%

20,280 union3 楽天市場店 5%
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20,281 ＵＮＩＯＮ　ＮＥＴＳＴＯＲＥ 5%

20,282 ユニキュート・楽天市場店 5%

20,283 ユニクラス 楽天市場店 5%

20,284 ユニコーンショップ　楽天市場店 5%

20,285 UNICONA 楽天市場店 5%

20,286 ユニスター ONLINE SHOP 5%

20,287 ユニック 5%

20,288 UNIT-F 5%

20,289 UNIT-G楽天市場店 5%

20,290 u-Nty 5%

20,291 ユニティーショップ 5%

20,292 unity by t.m.p. coop 5%

20,293 Cat＆Green 5%

20,294 ゆにでのこづち 5%

20,295 ユニバーサルステージ 5%

20,296 ユニバーサルストア 5%

20,297 ユニバーサルストリート楽天市場店 5%

20,298 ユニバーサルマート　楽天市場店 5%

20,299 ユニバイ専門店 5%

20,300 ユニフォ 5%

20,301 ユニフォーム工房　フレンド 5%

20,302 ユニフォームさかした 5%

20,303 UNIFORM　JAPAN 5%

20,304 ユニフォーム店舗用品のライム 5%

20,305 ユニフォームネット楽天市場店 5%

20,306 ユニフォームの専門店RiverStone 5%

20,307 ユニフォームＢＡＮＫ 5%

20,308 ユニフォームファクトリー 5%

20,309 ユニフリー ケアandケア 5%

20,310 ユニマーク 5%

20,311 輸入犬用品 雑貨　DOGPLANET 5%

20,312 輸入腕時計専門店 Watch Specialty 5%

20,313 輸入王　楽天市場店 5%

20,314 輸入家具アウトレット USfurniture 5%

20,315 輸入家具イタリア家具アペルソン 5%

20,316 輸入家具・雑貨といえば、鈴木家具 5%

20,317 輸入家具・雑貨の専門店　ｅ木楽館 5%

20,318 輸入家具 雑貨 ハイパードリーム 5%

20,319 輸入家具専門店アートイタリア 5%

20,320 輸入家具の専門店アピタス 5%

20,321 輸入家具　マイセレクト 5%

20,322 輸入家具　メゾン・ド・マルシェ 5%

20,323 輸入菓子のムネワクワクショップ 5%

20,324 輸入工具・雑貨販売 ZANKOH JAPAN 5%

20,325 輸入雑貨のたままつ楽天市場店 5%

20,326 輸入雑貨の店 VMJselect 5%

20,327 輸入雑貨ピナコテカ 5%

20,328 輸入車オーディオ専門店 TRIPOD 5%

20,329 輸入車トレーダー 5%

20,330 輸入車パーツ専門のCARSPACY 5%

20,331 輸入酒のかめや 5%

20,332 輸入食材のお店【ラポルティ】 5%

20,333 輸入食材マルシェ 5%

20,334 輸入セレクト【ベルメサージュ】 5%

20,335 輸入バイクパーツ卸ツイントレード 5%

20,336 輸入ビールと洋酒のやまいち 5%

20,337 輸入品屋さん 5%

20,338 輸入ブランド洋食器専門店２本の剣 5%

20,339 輸入文具ならイー・オフィス 5%

20,340 輸入ベビー＆キッズ服 Cherie 5%
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20,341 輸入マタニティ服のお店ブリーズ 5%

20,342 12g un deux galerie 5%

20,343 湯前畳店 5%

20,344 ゆば・お揚げの若木屋 5%

20,345 ユピス楽天市場店 5%

20,346 Yupiteruダイレクト　楽天市場店 5%

20,347 ゆべしのかんのや楽天市場店 5%

20,348 ゆみ’s　キッチン 5%

20,349 遊友広場 5%

20,350 遊夢木や　楽天市場店 5%

20,351 夢えちご 5%

20,352 ユメカ・インテリア（Yumeka） 5%

20,353 ゆめ画材 5%

20,354 夢空間 5%

20,355 夢海月 5%

20,356 夢工場 5%

20,357 夢工房 おしゃれな印刷物とJewelry 5%

20,358 夢ごこち・和 5%

20,359 夢大陸 5%

20,360 夢店舗　お酒屋 5%

20,361 夢陶房 5%

20,362 夢の小屋 5%

20,363 夢のと　楽天市場店 5%

20,364 夢の森 5%

20,365 夢の屋 5%

20,366 ゆめはん 5%

20,367 YUMEBANK（ユメバンク）コスメ美容 5%

20,368 ゆめまくら 5%

20,369 YUMEMIRU 5%

20,370 ゆめりすと楽天市場店 5%

20,371 湯もみの鉄人 5%

20,372 ユユカーサ 5%

20,373 ゆゆ屋　楽天市場店 5%

20,374 ゆりこのふとんやさん楽天市場店 5%

20,375 ゆるい帽子 CasualBox楽天市場支店 5%

20,376 Yuruneru 5%

20,377 ユンヌペルル　楽天市場支店 5%

20,378 Yoijimu 5%

20,379 YoiTabiストア 5%

20,380 良いもの本舗 5%

20,381 洋傘専門店　じゃのめ堂 5%

20,382 洋菓子店　レーブドゥシェフ 5%

20,383 洋菓子のミロ　楽天市場店 5%

20,384 洋かつらセンタールミアン 5%

20,385 養宜安心グループ 5%

20,386 容器の専門店＠入れ物屋 5%

20,387 洋酒ワインお酒大型専門店　河内屋 5%

20,388 洋食屋ＦＵＲＵＥ 5%

20,389 洋食器のウイッツ　五反田TOCビル 5%

20,390 揚子菜館　楽天市場店 5%

20,391 溶接用品の専門店　楽天市場店 5%

20,392 洋風おせちオードブルビストロBK 5%

20,393 洋風モダン神棚専門店core priere 5%

20,394 洋服・小物　なでしこ 5%

20,395 洋服寸法直し袖丈詰めのgrandmagic 5%

20,396 洋服倉庫 5%

20,397 洋服・ボトムス ユニークポケット 5%

20,398 養鼈園　楽天市場店 5%

20,399 羊毛ショップ ヒツジヤマ 5%

20,400 ヨークシンショップ 5%
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20,401 ヨークスオンライン　楽天市場店 5%

20,402 YO-KO 5%

20,403 YOSUKE U.S.A LIMITED STORE 5%

20,404 YOUTA日本橋店-豊岡製ダレスバッグ 5%

20,405 ヨーヨーストア REWIND 楽天市場店 5%

20,406 ヨーヨーショップ　スピンギア 5%

20,407 ヨーロッパインテリア　カサピース 5%

20,408 ヨーロッパ雑貨バッグ キャロン国 5%

20,409 ヨーロッパと日本の雑貨 a midi 5%

20,410 ヨーロッパ服地のひでき 5%

20,411 ヨーロッパ輸入家具エクセレンテ 5%

20,412 ヨガ＆ランニング　アイリー 5%

20,413 よかいち 5%

20,414 YOKA　TOWN　ヨカタウン 5%

20,415 よかねっとはかた 5%

20,416 ヨガレギンス専門店　kurma 5%

20,417 良飛無線TECH21 5%

20,418 横田石材　楽天市場店 5%

20,419 YOKONORI 5%

20,420 横浜コットンハリウッド 5%

20,421 横浜小町～デザイン工房～ 5%

20,422 横濱ジュエリーCAFE 5%

20,423 横浜食糧　楽天市場店 5%

20,424 横浜中華街通り 5%

20,425 横浜中華街ブタまんの江戸清 5%

20,426 横浜中華街・ようせいごう 5%

20,427 横浜チョコレートのバニラビーンズ 5%

20,428 横浜チョコレートファクトリー 5%

20,429 ヨコハマ電機 楽天市場店 5%

20,430 横濱ドイツワイン舶来館 5%

20,431 横浜と共に１３０年 聘珍樓 5%

20,432 ヨコハマトナー 5%

20,433 横浜 花まりか フラワーギフト店 5%

20,434 横浜フランス菓子　プチ・フルール 5%

20,435 横浜フレーバーコーヒー 5%

20,436 横浜元町 K-PLANNING楽天市場店 5%

20,437 横浜MOTOMACHIヒロキ 5%

20,438 YOCOMストア 5%

20,439 吉岡商事 5%

20,440 四次元　ねっとフリマ 5%

20,441 蔵の里 5%

20,442 吉高屋楽天市場店 5%

20,443 吉谷農芸 楽天市場店 5%

20,444 ヨシダファッションギャラリー 5%

20,445 吉田麺業有限会社 5%

20,446 YOSHIDA YASURI 5%

20,447 よしの産業 5%

20,448 吉野鶏めし 5%

20,449 吉野本葛　天極堂　楽天市場店 5%

20,450 よしまる 5%

20,451 ヨシミ 楽天市場店 5%

20,452 よしみん　楽天市場店 5%

20,453 YOCHIKA 京都下鴨店 5%

20,454 四日町薬局 5%

20,455 ヨックモック　楽天市場店 5%

20,456 ヨツバ商店　楽天市場店 5%

20,457 よつば薬局　楽天市場店 5%

20,458 よつば洋品店 5%

20,459 ヨドヤ包装シールShop 5%

20,460 よなよなの里　エールビール醸造所 5%
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20,461 米倉商事 5%

20,462 米澤紀伊國屋　楽天市場店 5%

20,463 米沢牛専門店さかの楽天市場店 5%

20,464 YOHAKU 5%

20,465 よもぎ温泉　バンビカフェ 5%

20,466 よもぎ蒸し・ハート座浴　日本総販 5%

20,467 よもじお 5%

20,468 代々木フードマート 5%

20,469 より良い品をより安く！マストバイ 5%

20,470 YOLO 5%

20,471 yoroca 5%

20,472 YOROKOBI marche 5%

20,473 よろず糸屋　楽天市場店 5%

20,474 46z8 5%

20,475 万屋京橋　楽天市場店 5%

20,476 よろずや倉庫 5%

20,477 よろずやデザイン 5%

20,478 YOROZUYA広島 5%

20,479 萬屋本舗 5%

20,480 よろずやマルシェ 5%

20,481 よろづや百貨 5%

20,482 YOWARD 5%

20,483 4WD＆SUV PROSHOP ＲＶ ＳＨＵＥＩ 5%

20,484 La Vita　ラ・ヴィータ 5%

20,485 ラ・クレセンテの壁～販売特約店～ 5%

20,486 ラ・シェネガ 5%

20,487 La charm Aurelie 5%

20,488 ラ・フェスタ岸和田店 5%

20,489 ラ・メゾン白金 5%

20,490 ラーゴム・ジャパン楽天市場店 5%

20,491 ラーニングマテリアルストア 5%

20,492 らいおん 5%

20,493 like 5%

20,494 Like it？ ＜ライクイット？＞ 5%

20,495 LIKEZ ダウンコート ファー レザー 5%

20,496 ライコム Online Shop 楽天市場店 5%

20,497 ライシン　楽天市場店 5%

20,498 ライス秋田 5%

20,499 ライスKING 5%

20,500 ライスSHOP　楽天市場店 5%

20,501 RISE STORE 5%

20,502 Rise Family 5%

20,503 ライスマイルねっとショップ 5%

20,504 RISE　楽天市場店 5%

20,505 REISE楽天市場店 5%

20,506 ライターショップ　ＳＫ 5%

20,507 ライダーズプラザアクト楽天市場店 5%

20,508 ライター専門店アキハ　楽天市場店 5%

20,509 ライツフォル楽天市場店 5%

20,510 ライティングニケ 5%

20,511 ライティングワールド 5%

20,512 ライトアップ 5%

20,513 ライドウ 5%

20,514 ライトウイング楽天市場店 5%

20,515 ライトウェル　楽天市場店 5%

20,516 ライトコレクション 楽天市場店 5%

20,517 ライトシリーズ 自由が丘 5%

20,518 Light Staff 5%

20,519 ライト精機 5%

20,520 ライト問屋 5%
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20,521 ライトニング シャワー 5%

20,522 ライナースポーツ 5%

20,523 ライパラ！ 5%

20,524 GracefulsmileHOME 5%

20,525 ｒｉｐｅ 5%

20,526 ライフアップ 5%

20,527 ライフアップオンライン 5%

20,528 Life＆Design VIDA 5%

20,529 ライフ＆ビューティ 5%

20,530 LIFE-e プラス himaraya S-shop 5%

20,531 Life is... 5%

20,532 Life is SHOP 5%

20,533 Life is 楽天市場店 5%

20,534 ライブイット 5%

20,535 ライフインテリア 5%

20,536 ライフウォーターショップ 5%

20,537 ライフエコショップ 楽天市場店 5%

20,538 ライフエフ 5%

20,539 来福商店／靴クリーム・インソール 5%

20,540 ライフクリエイト 5%

20,541 LifeCase　smartphone 5%

20,542 Life Corner 5%

20,543 ライブコットン楽天市場店 5%

20,544 LiFESiZEadd9 5%

20,545 らいふさぽーと 5%

20,546 ライフサポート ハマヤ 5%

20,547 ライフシステム 5%

20,548 ライフジョイ工房 5%

20,549 ライフショップ銀座　楽天市場店 5%

20,550 LiveScreen楽天市場店 5%

20,551 Life Style ISLAND 楽天市場店 5%

20,552 ライフスタイルアブラナ 5%

20,553 ライフスタイル＆生活雑貨のMoFu 5%

20,554 Life Style ＥC 5%

20,555 Lifestyle Cleaner メーカー直販店 5%

20,556 lifestylejapan 財布・バッグ専門 5%

20,557 ライフスタイルショップGoo 5%

20,558 ライフスタイルショップ　ナチュモ 5%

20,559 ライフスタイルショップ　FUNFUN 5%

20,560 ライフスタイルショップフィリア 5%

20,561 ライフスタイルショップ プライム 5%

20,562 ライフスタイルショップワック 5%

20,563 ライフスタイルＺＥＲＯ 5%

20,564 ライフスタイルベビー 5%

20,565 LifeStage Nana！楽天市場店 5%

20,566 LIFE TIME AGGREGATE 5%

20,567 ＬＩＦＥ ＴＩＭＥ楽天市場店 5%

20,568 Life Design Store 5%

20,569 ライフテック フーズ＆コスメ 5%

20,570 ライフナビ 5%

20,571 ライフの達人 5%

20,572 ライフパーク楽天市場店 5%

20,573 LIFE PUZZLE 5%

20,574 ライフバリュー 5%

20,575 ライフパワーショップ楽天市場店 5%

20,576 ライフ広場 5%

20,577 LIFE FURNITURE 5%

20,578 ライフフーズ　楽天市場店 5%

20,579 LIFE PLUS 楽天市場店 5%

20,580 Lifepot-Select（ライフポット） 5%
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20,581 LIFE MARKET 暮らし・収納・お洗濯 5%

20,582 Life Market　タリーヌ 5%

20,583 LifeMart 5%

20,584 ライフラボ 5%

20,585 らいぷら 楽天市場店 5%

20,586 Lively life 5%

20,587 Rifle 楽天市場店 5%

20,588 LEDのお店「ライミー」- LIMEY - 5%

20,589 来夢堂 5%

20,590 LimeLime ライムライム インテリア 5%

20,591 ライラック乳酸菌のアテリオバイオ 5%

20,592 ライラック薬局楽天市場店 5%

20,593 ＬｉｎｅＲ 5%

20,594 ライン精機　Ｄｉｒｅｃｔ 5%

20,595 LINEDROPS 5%

20,596 ラヴィアンローズ アメリカン雑貨 5%

20,597 ＬＡＶＩＥＥＮＲＯＳＥ 5%

20,598 ravina楽天市場店 5%

20,599 La Victoire 5%

20,600 lavie-cosme 5%

20,601 ラヴィナビューティー　楽天市場店 5%

20,602 RAVIPA online store 5%

20,603 La Verre 5%

20,604 Lovca ラヴカ 5%

20,605 LOVE GLITTER 5%

20,606 ラウドマウス専門店 LM style 5%

20,607 ＬＡＵＬＥＡＨＡＷＡＩＩ 5%

20,608 ＲＯＵＮＤ ＯＶＥＲ 5%

20,609 ROUND snowboard gear 楽天市場店 5%

20,610 ラ・エール 5%

20,611 La Casa - ラ・カーサ - 5%

20,612 ラ・カスタ　楽天市場店 5%

20,613 ラカム 5%

20,614 lug 5%

20,615 ラグ・カーペットのだんだん 5%

20,616 ラグ＆カーペット専門店　ラグリー 5%

20,617 ラグ＆カーペットのコレクション 5%

20,618 ラグ＆マット プラス＋ 5%

20,619 楽市きもの館 5%

20,620 らぐー 5%

20,621 LaG OnlineStore　楽天市場店 5%

20,622 ラグ カーテン こたつはアーリエ 5%

20,623 ラグ・カーペット専門店　ゆうあい 5%

20,624 ラグ・カーペット店デザインライフ 5%

20,625 ラグ・カーペットのラ・グランデ 5%

20,626 らくがき村 5%

20,627 楽靴マーレマーレonline store 5%

20,628 Ｒａｋｓａ 5%

20,629 LAKUSA 5%

20,630 楽山荘 5%

20,631 LUXIV 5%

20,632 園芸百貨店何でも揃うこぼんさい 5%

20,633 Luxury Custom Jica Jine 5%

20,634 Luxury Showcase 5%

20,635 LUXURY　SEVEN　楽天市場店 5%

20,636 Luxury Brand ミドリヤ楽天市場店 5%

20,637 Ｌｕｇｅ　Ｊｅｗｅｌｒｙ 5%

20,638 ラグスタイル 5%

20,639 LUGG Store 5%

20,640 LAXNY 5%
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20,641 ラグマット通販ラグズファクトリー 5%

20,642 ラクスフォート 5%

20,643 Ragtime 5%

20,644 ラクダストア楽天市場支店 5%

20,645 らくだのクリーンサービス 5%

20,646 洛中高岡屋 5%

20,647 ラクティブ　楽天市場店 5%

20,648 Aka屋 5%

20,649 スキルアルファー楽天市場店 5%

20,650 楽天市場店ママのガレージセール 5%

20,651 ビーライフショップ 5%

20,652 fapri 5%

20,653 エクシーズ 5%

20,654 大分エコスタイル　楽天市場店 5%

20,655 NSC-Shop 5%

20,656 遠藤ピーナツ楽天市場店 5%

20,657 CAR LIFE 5%

20,658 カフェ食器のプチスーベニア 5%

20,659 kikidoll 5%

20,660 きゃらニャン 5%

20,661 甘酒・米麹・ぬか床のこうじや里村 5%

20,662 コラボファッション 5%

20,663 G-Select 5%

20,664 至誠庵 5%

20,665 smartbiz 5%

20,666 ゼウス通販ショップ 5%

20,667 TENKOU 5%

20,668 楽天ビック（ビックカメラ×楽天） 5%

20,669 純金PRIMAGOLDオフィシャル店 5%

20,670 mahoroba 5%

20,671 ミストグロウ公式ショップ 5%

20,672 Metro style 5%

20,673 roryXtyle 5%

20,674 ラクトペット物語 5%

20,675 ラグビーノ 5%

20,676 RUG FOREST 楽天市場店 5%

20,677 ラグマート公式 RAG MART FACTORY 5%

20,678 ラグマット通販のサヤンサヤン 5%

20,679 Luxum楽天市場店 5%

20,680 らくらく 5%

20,681 らくらくエコショップ 5%

20,682 楽々健 5%

20,683 ラグラグマーケット 5%

20,684 La・暮らし 5%

20,685 RA-KURASI メイダイ直営店 5%

20,686 Lagrima 5%

20,687 LUG Lowrs 5%

20,688 Lagoong（ラグン） 5%

20,689 ラケットショップ　ウイング 5%

20,690 ラケットショップロブ 楽天市場店 5%

20,691 ラケットスポーツ専BWeb楽天市場店 5%

20,692 ラケットプラザ 5%

20,693 ラコッコ 5%

20,694 ラ・コムス 5%

20,695 la conquete 5%

20,696 ラサンテルショップ 5%

20,697 La siesta Holiday Shop 5%

20,698 La-gemme（ラジエム） 5%

20,699 RAZIEL blue 5%

20,700 ラジオコミュニティセンター 5%
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20,701 ラジコン夢空間 5%

20,702 radishop楽天市場店 5%

20,703 Lachic 5%

20,704 rajeunir 5%

20,705 La joie 5%

20,706 らすた 5%

20,707 LUSTER STONE 5%

20,708 【ラスタバナナ】の飾り屋 5%

20,709 Lustique オフィシャルショップ 5%

20,710 ラスティーボルト 5%

20,711 LAST NOTE 5%

20,712 ラストホビー 5%

20,713 Lazo 5%

20,714 LADDER FRAME 5%

20,715 LATTACHE 5%

20,716 バスケットと収納の店ラタンハウス 5%

20,717 らっか君・らっか姫 5%

20,718 落花生とお米の専門卸 ヤマハン 5%

20,719 L＆A（Lucky＆Anna） 5%

20,720 ベッドソファならラッキードンキー 5%

20,721 LUCKYPERSONS WEBSTORE 5%

20,722 ラッキーパンダ楽天市場支店 5%

20,723 Lucky Baby Outlet 5%

20,724 ラッキーベイビーストア 5%

20,725 Lucky　Boy 5%

20,726 LUCKY HOLIDAY STORE 5%

20,727 ラッキーレンタル 5%

20,728 LuckJewel　ラックジュエル 5%

20,729 Luck Sports楽天市場店 5%

20,730 Rack Factory 5%

20,731 Ｒａｃｋ　Ｗｏｒｌｄ 5%

20,732 楽穀道場　楽天市場店 5%

20,733 Ｒａｓｃｈｅｌ　Ｆａｂｒｉｃ 5%

20,734 Rush interior 5%

20,735 ラッピンググッズショップ 5%

20,736 ラッピングと雑貨のお店 ラピスル 5%

20,737 ラッピング ランドセル のフロロ 5%

20,738 ＷｒａｐＦｕｎ 5%

20,739 ラディアンヌ　楽天市場店 5%

20,740 ラディカルベース楽天市場店 5%

20,741 Laddtm楽天市場店 5%

20,742 LATERAL MASTER 5%

20,743 La Douceur 5%

20,744 ラトックプレミア 楽天市場店 5%

20,745 rana（ラナ） 5%

20,746 RANA 5%

20,747 Lanai Makai 5%

20,748 LaNICO 5%

20,749 La NAILista 5%

20,750 RAPA 5%

20,751 Ｌabr’s（ラバーズ） 5%

20,752 ＲＵＢＢＥＲＳＯＵＬ 楽天市場店 5%

20,753 La Pace（ラ・パーチェ） 5%

20,754 バイクパーツ・用品　ラバーマーク 5%

20,755 LAHAINA 5%

20,756 ラビータ楽天市場店 5%

20,757 ラビオスドリームショッピング 5%

20,758 ラピス 5%

20,759 【らぴす】かわいい・使える雑貨 5%

20,760 ラピスラズリ 5%
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20,761 ラビッツキャリー 楽天市場店 5%

20,762 Rabbit 5%

20,763 ラビットクリーニング楽天市場店 5%

20,764 ラビットショップ 5%

20,765 ラピュルテオンラインショップ 5%

20,766 Lafayette （ラファイエット） 5%

20,767 ラファイエット楽天市場店 5%

20,768 LOVE ACTION MARKET 5%

20,769 lafan 楽天市場店 5%

20,770 J＋lafan 5%

20,771 LOVE＆PEACE 5%

20,772 ラフ＆ロードWEBSHOP 5%

20,773 RAFFYS 5%

20,774 Lafitte （ラフィート）スポーツ 5%

20,775 LAFIXIA 5%

20,776 Raffinito　楽天市場店 5%

20,777 ラフィネ（キッチン＆生活雑貨） 5%

20,778 ラブエコ 5%

20,779 ラブエンバシー 5%

20,780 La foresta d’Italia 5%

20,781 Lovegirls 5%

20,782 LAUGH GRAN 5%

20,783 lovestory-shop1 5%

20,784 Rapture 5%

20,785 ラブティアラ楽天市場店 5%

20,786 Love-T-Gift 5%

20,787 Raft Store 5%

20,788 Ｌｏｖｅどりーむ 5%

20,789 ラブピープラネット楽天市場店 5%

20,790 LOVEファスティング 5%

20,791 loveplus楽天市場店 5%

20,792 総合ギフト専門店　ラプラス 5%

20,793 ラブラブ 5%

20,794 ラ・ブランジュリ　キィニョン 5%

20,795 LOVELY KIDS 5%

20,796 ラブリーコレクション 5%

20,797 ラブリーコンタクト楽天市場店 5%

20,798 LOVELY DAY 5%

20,799 ラブリードール 5%

20,800 ラブリーナショップ 5%

20,801 lafrutta 5%

20,802 ラ・ペ　カレー　楽天市場店 5%

20,803 ラベルシール専門店 おおきに 5%

20,804 La Belle Femme 5%

20,805 ラベル本舗　楽天市場店 5%

20,806 ラベル楽天市場店 5%

20,807 ラベンダーストーン 5%

20,808 ラベンダーハウスネクストライフ店 5%

20,809 ラベンダーハウス 楽天市場店 5%

20,810 RABOKIGOSHI webstore 楽天市場店 5%

20,811 LABCLIP online store 5%

20,812 アジアン・エスニックラマーramah 5%

20,813 ラ・マーレ 5%

20,814 LAMA Store 楽天市場店 5%

20,815 La mia Vita 5%

20,816 ラミパス 5%

20,817 ＬＡ ＭＵＳＥ 5%

20,818 ラ・ミューテ　楽天市場店 5%

20,819 Lumintop 5%

20,820 ラムズ・マークス 5%

5883



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

20,821 ラム専門店 RUM-BAR 5%

20,822 【ラメールフラワー】ハーバリウム 5%

20,823 Ｌa Ｍaison Ｃarree 5%

20,824 ラメゾンドプテ　楽天市場店 5%

20,825 Ｌａ　ＭＯＤＥ 5%

20,826 Lamoderato生活雑貨とマットの店 5%

20,827 ＬＡＬＡアクセサリー 5%

20,828 LaLaコスメ 5%

20,829 LaLaCia楽しく綺麗に毎日健康生活 5%

20,830 LaLa shop16 5%

20,831 LALAHONEY楽天市場店 5%

20,832 ララフェスタ 5%

20,833 La La Beaute 5%

20,834 RaraMart 5%

20,835 LALALA Company 5%

20,836 LaraRepublic 5%

20,837 LARA LILY 5%

20,838 ラリーグラス楽天市場店 5%

20,839 ラリーズカンパニー 浜名湖通販部 5%

20,840 LALUICE 楽天市場店 5%

20,841 LaRue 5%

20,842 RALULU.SHU 5%

20,843 LALONA 楽天市場店 5%

20,844 ラロックショップ　楽天市場店 5%

20,845 ワイズオフィス　楽天市場店 5%

20,846 Rankup 5%

20,847 LUNGESURF DESIGN 5%

20,848 RANKUTSUDOU　乱掘堂 5%

20,849 rencontre 5%

20,850 LANZA WALLET 5%

20,851 ランジェリー・メープル 5%

20,852 ランジェリー＆コス専門店パピヨン 5%

20,853 ランジェリーガーデン 5%

20,854 ランジェリーショップナインハーフ 5%

20,855 ランジェリーショップ　FRESA 5%

20,856 ランジェリーshopリバティハウス 5%

20,857 ランジェリーと雑貨PINKPINKPINK 5%

20,858 ランジェリーハウス　カーニバル 5%

20,859 ランジェリーハウス　カルリーナ 5%

20,860 ランジェリーハウス　キャロル 5%

20,861 ランド　オブ　ハーベスト 5%

20,862 ラントカルテ 5%

20,863 ランドセル＆バッグ 天地堂 5%

20,864 ランドセル専門店　イクラボ 5%

20,865 ランドセルと文房具 シブヤ文房具 5%

20,866 ランドセルとベビー家具専門店 5%

20,867 ランドセルのユー・アンド・アイ 5%

20,868 ランドセル ワールド＝14 ブランド 5%

20,869 LAND PLANTS 楽天市場店 5%

20,870 ランドマーク 5%

20,871 ランドリープラス 5%

20,872 ランニングクラブ　グラスホッパー 5%

20,873 ランニング用品専門店-epoch 5%

20,874 LUMBERJACK 5%

20,875 時計とランプの専門店ランパデール 5%

20,876 ランプ一番 5%

20,877 RAMBUTAN 5%

20,878 ランプエコ 5%

20,879 ランプ・シェード　照明の専門店 5%

20,880 ランプショップＮｏｅｌ 5%
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20,881 ランプと光の総合企業　えいこー堂 5%

20,882 LampTrump -ランプトランプ- 5%

20,883 らんぷや 5%

20,884 RunPet 5%

20,885 LAMPO JAPAN 楽天市場店 5%

20,886 ランボルギーニ グッズ ストア 5%

20,887 ランライフ 楽天市場店 5%

20,888 らんらん おもちゃ お祭り 景品 5%

20,889 RUN-WALK Style 　楽天市場店 5%

20,890 ReaPop 5%

20,891 REAL CUBE　（リアルキューブ） 5%

20,892 リアルシステム１号店 5%

20,893 【リアル食品サンプル】ココナッツ 5%

20,894 REAL STYLE（リアルスタイル） 5%

20,895 REALSPEED 5%

20,896 REALDRIVE 5%

20,897 REAL BEAUTY PRODUCT 5%

20,898 ＲＥＡＬ　ＹＯＵ 5%

20,899 リアン（雑貨とギフトのお店） 5%

20,900 lien楽天市場店 5%

20,901 LienLien 5%

20,902 REGAS 5%

20,903 リーコレ 5%

20,904 Region Free 5%

20,905 REEDUS 5%

20,906 Lee.che. 5%

20,907 Reech Online 5%

20,908 リーチオンライン楽天市場店 5%

20,909 リーデル楽天市場店 5%

20,910 リードオンライン楽天市場店 5%

20,911 リードストア 5%

20,912 Lead to beauty life 5%

20,913 メンズファッション通販 LEADMEN 5%

20,914 Rena 5%

20,915 Ree奈良 5%

20,916 Ｌｅａｐ 5%

20,917 リーブス革鞄店 5%

20,918 Leap Town （リープタウン） 5%

20,919 リーブ直販　楽天市場店 5%

20,920 リーベン　ヨーロッパの暮らし 5%

20,921 Reebok Online Shop 楽天市場店 5%

20,922 Rire Joy＜リールジョイ＞ 5%

20,923 リールチューニング専門店HEDGEHOG 5%

20,924 リヴァイアス 楽天市場店 5%

20,925 リヴェラール 5%

20,926 Livelty 5%

20,927 Liv House 5%

20,928 Re-Ap 5%

20,929 Re：EDIT（リエディ） 5%

20,930 Liela 楽天市場店 5%

20,931 Re-LSHOP 〔リエルショップ〕 5%

20,932 rioco 5%

20,933 リオッサ公式ショップ　楽天市場店 5%

20,934 rioty（リオティ） 5%

20,935 Rioty-select（リオティセレクト） 5%

20,936 リオマル 5%

20,937 リオラージュ 5%

20,938 Riori Dance リオリダンス 5%

20,939 RIO 莉緒小舗 5%

20,940 RIORES　楽天市場店 5%
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20,941 Lion Dor 5°　by　YUNA HATTORI 5%

20,942 リカーアイランド 5%

20,943 リカー＆ドリーム　酒散歩 5%

20,944 リカーショップ 蔵屋 5%

20,945 リカーショップたかはしweb 5%

20,946 リカーショップ ヒラオカ 5%

20,947 リカーズ　アルマ 5%

20,948 リカーズ　スリーライン 5%

20,949 リカーstation　酒市場楽天支店 5%

20,950 リカーズパイロット 5%

20,951 リカーズハセガワ 5%

20,952 リカーズベスト 5%

20,953 リカーズ　楽天市場店 5%

20,954 リカータイム　楽天市場店 5%

20,955 リカー問屋マキノ 5%

20,956 LIQUOR BASE FUSSA 5%

20,957 リカーBOSS 楽天市場店 5%

20,958 リカーＭＯＲＩＳＡＷＡ 5%

20,959 リカーモンスターさんぽっぽ 5%

20,960 リカーライフデザイン研究所 5%

20,961 LICAVOU select 5%

20,962 理化学ショップ楽天市場店 5%

20,963 ＲＩＧＡ工場直売 5%

20,964 りかの良品 5%

20,965 LIQUEST MAMA AND BABY STORE 5%

20,966 理系雑貨のある暮らし　楽天市場店 5%

20,967 リゲッタカヌー専門店 Canoe trico 5%

20,968 リゲッタカヌー専門店 R-ark 5%

20,969 リゲッタ（Re：getA）楽天市場店 5%

20,970 likelikeオンラインショップ 5%

20,971 Rikoh Pearl 5%

20,972 リココチ アンド マーケット 5%

20,973 RICO-select 5%

20,974 リコメン堂 5%

20,975 リコルディ 5%

20,976 リコロshop 5%

20,977 リサイクル＆リユース　ユリイカ 5%

20,978 リサイクルーチェ 5%

20,979 リサイクル王国 5%

20,980 リサイクルきもの・ドレス屋 5%

20,981 リサイクル着物 きもの屋小町 5%

20,982 リサイクルきもの天陽 5%

20,983 リサイクルきもの福服 5%

20,984 リサイクルココ 5%

20,985 リサイクルショップなんでも鑑定局 5%

20,986 リサイクルストア　エコライフ 5%

20,987 リサイクル通販　スリフティ 5%

20,988 リサイクルトナー優良一番館 5%

20,989 リサイクルパーツ福岡 5%

20,990 リサイクル ハンター楽天市場店 5%

20,991 リサイクル半田楽天市場店 5%

20,992 リサイクルPC Gテック 5%

20,993 リサイクルブック．漫天 5%

20,994 リサイクルブティックABC 5%

20,995 リサイクルマート楽天市場店 5%

20,996 richesse9 5%

20,997 richic（ジュエリー楽天市場店） 5%

20,998 ＬＩＳＷＡＹ　楽天市場店 5%

20,999 リスカイ 5%

21,000 リスタ 5%
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21,001 リスタートカンパニー 5%

21,002 LIZDAYS楽天市場店 5%

21,003 Listyc 5%

21,004 RISTAGE 5%

21,005 リスプロショップ 5%

21,006 Respective stones 楽天市場店 5%

21,007 Rism Town　リズムタウン 5%

21,008 Lise 5%

21,009 RESET FOR BEAUTY 5%

21,010 ReCENOインテリア 5%

21,011 リセプト　インテリア　楽天市場店 5%

21,012 理想の生活館 5%

21,013 りそう楽天市場店 5%

21,014 RISO-SYA 5%

21,015 リゾリJAPAN楽天市場店 5%

21,016 リ・ダーマラボ　楽天市場店 5%

21,017 Litakara baby plus 5%

21,018 リタリオリブロ 5%

21,019 RiccaDo 5%

21,020 RickyShop 5%

21,021 RickysLeather 5%

21,022 RICKY TOWN 5%

21,023 ＲＩＧＧＳ 5%

21,024 RICK STORE 5%

21,025 りつこはんのお取り寄せ 5%

21,026 RIZ shop 5%

21,027 lisse 5%

21,028 Ricce 楽天市場店 5%

21,029 リッチキャンドル 楽天市場店 5%

21,030 リッチタイム 5%

21,031 リッチトーン電子水楽天市場店 5%

21,032 リッチパウダー 5%

21,033 RichLife 楽天市場店 5%

21,034 RITZMART 5%

21,035 LIPCROWN 5%

21,036 リップスビューティ 5%

21,037 Ripple＋ 5%

21,038 リップルミドル 5%

21,039 RiBBONs 楽天市場店 5%

21,040 ReDix 5%

21,041 Retailer　リテイラー 5%

21,042 【公式】REDEN リデン 楽天市場店 5%

21,043 Litoha 5%

21,044 Retom　リトム 5%

21,045 リトルアイランド楽天市場店 5%

21,046 Little Angel　楽天市場店 5%

21,047 リトルキディーズ楽天市場店 5%

21,048 リトルシアター 5%

21,049 リトルシップ　楽天市場店 5%

21,050 Little Stars 5%

21,051 リトルトランク楽天市場店 5%

21,052 little by little 5%

21,053 リトルパイレーツ 5%

21,054 リトルプリンセス 5%

21,055 リトルプリンセス　楽天市場店 5%

21,056 リトルプリンセスルーム 5%

21,057 Little magic 5%

21,058 りとるまみい［木のおもちゃ雑貨］ 5%

21,059 リトルムーン（ヘアアクセサリー） 5%

21,060 リトルモモ楽天市場店 5%
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21,061 little Monster 5%

21,062 Little　Lanai 5%

21,063 Little Rain 5%

21,064 リトルレモネード楽天市場店 5%

21,065 リネンカフェ （ linen cafe ） 5%

21,066 リネン・コットン Alice and Bob 5%

21,067 リネンショップ【ケイトリン】 5%

21,068 リネン専門店カリエンテ 5%

21,069 リネンのお店 Cadeau屋（かどや） 5%

21,070 リネンハウス 5%

21,071 Lino Ulu 5%

21,072 linomakana 5%

21,073 Rinori 5%

21,074 リバーアップ4号店 5%

21,075 リバーランド 5%

21,076 Revivals Gallery 5%

21,077 Reberty 5%

21,078 Ｌｉｂｅｒｔｙ Ｄｏｌｌ 5%

21,079 リバティハウス 5%

21,080 Liberty House plus 5%

21,081 リバティプリントショップmerci 5%

21,082 リバティマムshop楽天市場店 5%

21,083 リパブリック 5%

21,084 リバランド王国 5%

21,085 リバルタスポーツ 5%

21,086 Libian 5%

21,087 LIPPY and COLOUR 5%

21,088 ReVida 楽天市場店 5%

21,089 リビキキ楽天市場店 5%

21,090 リヒターダイレクト 5%

21,091 Lipine 5%

21,092 リビューモール 5%

21,093 Living ＆ FLowers 自由が丘 5%

21,094 リビングインテリアgorri（ゴリ） 5%

21,095 リビングート　楽天市場店 5%

21,096 リビング館　楽天市場店 5%

21,097 Living雑貨 リスonlineshop 5%

21,098 リビングスタジオ 5%

21,099 リビングデイ 5%

21,100 Living days 5%

21,101 リビングファニチャー 5%

21,102 Living fine　リビングファイン 5%

21,103 リビングプラザたく屋 5%

21,104 リビングプラザ楽天市場店 5%

21,105 リビングプラス＋ 5%

21,106 リビングプランニング 5%

21,107 Living market 5%

21,108 Living Mahoroba 5%

21,109 Living links（リビングリンクス） 5%

21,110 リファスタ 5%

21,111 refalt 5%

21,112 ブランドショップ　リファレンス 5%

21,113 リブウェル 5%

21,114 リフォーム エコ雑貨 ｓａｔａｎｉ 5%

21,115 リフォームおたすけDIY楽天市場店 5%

21,116 リフォーム建材屋 5%

21,117 リフォーム資材 建材マルシェ 5%

21,118 リフォームネクスト 5%

21,119 リフォームのピース　ザネクスト 5%

21,120 カーテン壁紙床材専門店　RefoLife 5%
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21,121 リフココ ～食と暮らしにプラス～ 5%

21,122 leafdeer 5%

21,123 Refuge／リフュージ 5%

21,124 リブラ 5%

21,125 リブランおやつ倶楽部 5%

21,126 リフランス 楽天市場店 5%

21,127 リプリ 楽天市場店 5%

21,128 リブルマルシェ 5%

21,129 livre 5%

21,130 リブレ 5%

21,131 リプレ カギとドア廻り金物専門店 5%

21,132 リフレケア楽天市場店 5%

21,133 REPRESENT ONLINESTORE 5%

21,134 梨撫麗りぶれ　楽天市場店 5%

21,135 リプロスストア 5%

21,136 リプロトナーショップ 5%

21,137 リペアー 5%

21,138 Liberata＜リベラータ＞ 5%

21,139 Libera Style 5%

21,140 Liberalization 5%

21,141 リベルタヴィラ 5%

21,142 Libertaco Shop 5%

21,143 リベルテ 5%

21,144 RIBERO楽天市場店 5%

21,145 リポーズジョイ 5%

21,146 ReHome 5%

21,147 リホームストア楽天市場店 5%

21,148 リボルト 5%

21,149 リボンお取寄せ本舗 5%

21,150 リボン通販 5%

21,151 リボンと紐のナカネ 5%

21,152 りぼん本舗 5%

21,153 Ribbon Marche（リボンマルシェ） 5%

21,154 リマネットショップ楽天市場店 5%

21,155 璃実花　RIMIKA 5%

21,156 リミットショップ　楽天市場店 5%

21,157 リミテスト【LIMITEST】楽天市場店 5%

21,158 LIMITED EDT 5%

21,159 LIMITED 2ND 5%

21,160 LE MIRAIS Collection 5%

21,161 リムステッカーの飾屋 5%

21,162 リメイクヘアー　髪の悩み専門店 5%

21,163 remembrance-doris 5%

21,164 Lien de famille 5%

21,165 luire 5%

21,166 琉球泡盛　久米仙酒造　楽天市場店 5%

21,167 琉球ガラスグラス専門店kubagasaya 5%

21,168 琉球体感サプリ 5%

21,169 琉球フロントOnlineShop 5%

21,170 龍祥本舗 5%

21,171 リユース家電流通センター 5%

21,172 龍頭-SilverAccessories WebShop- 5%

21,173 流通研究所　楽天市場店 5%

21,174 琉堂ストア　楽天市場店 5%

21,175 LVYUAN 5%

21,176 流星堂 TOKYO 5%

21,177 Lune Jewelry 5%

21,178 リュバンブラン 5%

21,179 良酒のシマヤ 楽天市場店 5%

21,180 両総屋 5%
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21,181 良品街 5%

21,182 良品家電 5%

21,183 良品キャラバン 5%

21,184 良品生活館　WoodBell 5%

21,185 良品厨房　シティオ豊橋 5%

21,186 良品特価 【モノイズム】 5%

21,187 良品トナー 5%

21,188 良品の友 5%

21,189 良品販売　MurphyShop 5%

21,190 良品プラス 5%

21,191 良品プラス生活 5%

21,192 良品本舗　ONEUP 5%

21,193 良品マルシェ 楽天市場店 5%

21,194 リョーブ 5%

21,195 緑茶スキンケアのジーアンドエー 5%

21,196 旅行かばんとスーツケースの通販 5%

21,197 旅行用品激安店 5%

21,198 旅行用品の専門店 コンサイス 5%

21,199 緑花木ネットストアー 5%

21,200 Reliable Osaka-Noe Shop 5%

21,201 リライアブルプラス1 5%

21,202 リライフプラザ 生活雑貨館 5%

21,203 リライフプラザ　楽天市場店 5%

21,204 リラクサ 5%

21,205 リラクル　楽天市場店 5%

21,206 RELAX -enjoy life with children- 5%

21,207 Relaaax 5%

21,208 Relax Casual meirire 5%

21,209 RELAX WORLD 5%

21,210 リラの女王様 5%

21,211 リリーアイズ 5%

21,212 Lily and Ally 5%

21,213 LILY ANNA 5%

21,214 Lily Shop 5%

21,215 LILYSILK JAPAN楽天市場店 5%

21,216 LilyMei 5%

21,217 ririkaririka　楽天市場店 5%

21,218 RiRiコレクション 5%

21,219 リリパット　楽天市場店 5%

21,220 リリミア 5%

21,221 リリリモール 5%

21,222 REROOM 5%

21,223 rill trill 5%

21,224 リレイヴ楽天市場店 5%

21,225 REWARD（リワード） 5%

21,226 RINKAN 5%

21,227 RINKY DINK 楽天市場店 5%

21,228 ring 5%

21,229 link bar 5%

21,230 LINK by mille 5%

21,231 ringke 5%

21,232 りんごClub 5%

21,233 りんごすとあ楽天市場店 5%

21,234 りんご堂時計店 5%

21,235 凛匠堂　楽天市場店 5%

21,236 林泉堂　楽天市場店 5%

21,237 リンゾウ　楽天市場店 5%

21,238 LINDEL 5%

21,239 Linden　楽天市場店 5%

21,240 LINDSPORTS 楽天市場店 5%
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21,241 Rin中崎店 5%

21,242 ＬＩＮＢＡＫ 5%

21,243 LingBe小屋 5%

21,244 りんぺい　楽天市場店 5%

21,245 輸入雑貨店 Limpomme 5%

21,246 リンロンフワミー 5%

21,247 ル・リアン 5%

21,248 Lua Shopping 5%

21,249 ル・アド自然派くらぶ 5%

21,250 Luana Terrace 5%

21,251 LUANA BABY 5%

21,252 ＬＵＡＮＡ　ＬＡＮＩ　楽天市場店 5%

21,253 LuanaLeaf 5%

21,254 ルイール　コン美ニエンスショップ 5%

21,255 ルイコレクション楽天市場店 5%

21,256 Luy ・Siora -ルイシオラ- 5%

21,257 LUITASU-R 5%

21,258 RUINOK2　ルイノク2 5%

21,259 ルイボスファクトリー 5%

21,260 RUIRUE BOUTIQUE 5%

21,261 ルゥールメル 5%

21,262 ルージー 5%

21,263 LUCY楽天市場店 5%

21,264 ROUGE 5%

21,265 ルージュブラン青山 5%

21,266 Luz azul 5%

21,267 ROOST 5%

21,268 LUZ　healingstones　ルース 5%

21,269 ルーセントスタイル楽天市場店 5%

21,270 ルータービット取っ手 ディグラム 5%

21,271 Ludere Lusus 5%

21,272 LuAstyle（ルーアスタイル） 5%

21,273 ルーチェ 5%

21,274 ROOTWEB 5%

21,275 Roots 楽天市場店 5%

21,276 LuDE 5%

21,277 Rudegirl 5%

21,278 ルーナデーア 5%

21,279 LOOP SHOES SHOP 5%

21,280 LOOPSTYLE 5%

21,281 LOOF楽天市場店 5%

21,282 ループ楽天市場店 5%

21,283 Loop 楽天市場店 5%

21,284 LoopLand 楽天市場店 5%

21,285 Loobloom 5%

21,286 ルーブルダール 5%

21,287 ルーペスタジオ 5%

21,288 ルーペ専門店 Phoenix LOUPE 5%

21,289 ルーペの惑星 5%

21,290 ルーペハウス 5%

21,291 ルームウェア・バレエ コッペリア 5%

21,292 ルームクリエイト 5%

21,293 ルームズマーケット 5%

21,294 ルームセブンジャパン 5%

21,295 Ｒｏｏｍ　Ｄｅｃｏｒ 5%

21,296 Ｒｏｏｍ　ｎｅｘｔ 5%

21,297 ウォールステッカーのルームプラス 5%

21,298 ルームプラスしらいし 5%

21,299 ルームフレグランスショップ 5%

21,300 Room My Style 5%
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21,301 ルームランプLED専門店 5%

21,302 Lury 5%

21,303 Ｇｉｕｇｈｏ 5%

21,304 ROERMOND（ルールモント） 5%

21,305 LOOKIT オフィス家具 インテリア 5%

21,306 ル・キューブ　高匠 5%

21,307 ル・銀座 5%

21,308 ルクハ　楽天市場店 5%

21,309 Rucopis（ルコピス）楽天市場店 5%

21,310 ルコリエ 5%

21,311 RUSALII 5%

21,312 ルシアン・エ・サヨ 5%

21,313 LUCIDA 5%

21,314 ルシールカラー 5%

21,315 LE-Ciel 5%

21,316 ルシェルクレール　Le ciel clair 5%

21,317 ルシェルシュ 楽天市場店 5%

21,318 Le sucood 5%

21,319 ルシンクロニシティ　楽天市場店 5%

21,320 LUSULA 5%

21,321 LE ZEPHYR 5%

21,322 Le Soleil 5%

21,323 ルダマン 5%

21,324 LUCIANO GARAGE 5%

21,325 Rutile 5%

21,326 LOOK　楽天市場店 5%

21,327 ルックルック楽天市場店 5%

21,328 luccicare 5%

21,329 ルトゥール 5%

21,330 RUNAショップ楽天市場店 5%

21,331 ルナジー　LUNA.G 5%

21,332 LUNA STYLE 5%

21,333 ルナセレクション 5%

21,334 Lunatic Nights 5%

21,335 Luna-Nimes STORE 5%

21,336 天然石とアクセサリー　Luna Mare 5%

21,337 Luna marche 5%

21,338 Luna Mer 5%

21,339 LUNA RIBBON 5%

21,340 ルナレーナ化粧品専門店 5%

21,341 LUNA ROSSA 5%

21,342 ルナワールド　楽天市場店 5%

21,343 Lune（ルネ） 楽天市場店 5%

21,344 R・U・B・Y 5%

21,345 ＲＵＢＹ　ＴＵＥＳＤＡＹ 5%

21,346 ルピス（LUPIS） 5%

21,347 LUFT 5%

21,348 LEPLUS SELECT 5%

21,349 ルフランビジュ 5%

21,350 ルブレ 5%

21,351 ルフレメール 5%

21,352 Lubemill（ルベミール）楽天市場店 5%

21,353 ルベリエ＊ LEBELIER 5%

21,354 ＬＵＭＡＸ 5%

21,355 ルマリエ　楽天市場店 5%

21,356 LEMANGO 5%

21,357 ルミーテック 5%

21,358 Lumiebre（ルミエーブル） 5%

21,359 ルミエールshop 5%

21,360 ル・ミエル 5%
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21,361 ルミナ 5%

21,362 ルミパソ 5%

21,363 Lumoe 5%

21,364 ルモードフィットネスウェアSHOP 5%

21,365 ルリカ 楽天市場店 5%

21,366 LuLu Garden 5%

21,367 LuLu Couture 5%

21,368 るるショップ 5%

21,369 ＬＵＬＵ　ＤＩＡＲＹ 5%

21,370 LEA＋RARE 5%

21,371 レアハワイ 5%

21,372 Lea Mala pua 楽天市場店 5%

21,373 レアリーク 5%

21,374 レアレア 5%

21,375 レイエス　ダブルウォールグラス 5%

21,376 RAY ONLINE STORE 5%

21,377 Leyカーテン 5%

21,378 REI-GLASSES 5%

21,379 Ray Green 5%

21,380 麗幸　楽天市場店 5%

21,381 REIKO KAZKI 楽天市場支店 5%

21,382 レイコップ公式ストア楽天市場店 5%

21,383 Ray seasons（レイシーズン） 5%

21,384 霊芝・冬虫夏草の店 5%

21,385 霊芝胞子粉の鳳霊森 楽天市場店 5%

21,386 Rays Kitchen 5%

21,387 レイソー楽天市場店 5%

21,388 Rayson Collection 5%

21,389 レイダース 5%

21,390 レイテストプランツ 5%

21,391 冷凍食品 エビフライ 東冷フーズ 5%

21,392 レイピカケ＠ハワイアンジュエリー 5%

21,393 礼服喪服スーツレンタル楽天市場店 5%

21,394 REVE STORE 5%

21,395 麗宝ー楽天市場店 5%

21,396 ＲＡＹＭＡＲＴ-レイマート- 5%

21,397 Ｌｅｉｍｅｒｉａ 5%

21,398 レイライン 5%

21,399 Layla bag store 5%

21,400 令和コンタクト 5%

21,401 Reiwa Life 5%

21,402 レインドロップス 5%

21,403 rain noise 5%

21,404 レインボーオフィスＷｅｂＳｈｏｐ 5%

21,405 レインボー家電 5%

21,406 Rainbow Bridge 5%

21,407 ＲＡＩＮＢＯＷ　ＭＡＲＫＥＴ 5%

21,408 RainbowRabbit 5%

21,409 Reve 5%

21,410 REAGAN 5%

21,411 レーシングストアStar5 5%

21,412 レースのお店　～ＳＯＲＡ～ 5%

21,413 レースファクトリー 5%

21,414 Lace Ladies 【レースレディース】 5%

21,415 Reine 5%

21,416 REVE CONNECTION インテリア雑貨 5%

21,417 レーベンドール楽天市場店 5%

21,418 RAINLAX 楽天市場店 5%

21,419 レオーネ神戸 5%

21,420 レオ産業 通販事業部 5%
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21,421 Ｌｅｏｎｅｃｓ楽天市場店 5%

21,422 レオンショップ 5%

21,423 reca （レカ） 5%

21,424 Legare-factory 5%

21,425 Regaloレガーロセレクトギフト 5%

21,426 レガーロ　楽天市場店 5%

21,427 Recatino 5%

21,428 レガリア 5%

21,429 REGALO 5%

21,430 REGALO KOBE 5%

21,431 レガロ　コスメティコ 5%

21,432 レガロ　ロースターズ　コーヒー 5%

21,433 歴史探訪商店オンラインショップ 5%

21,434 レギンス寝具シーツ宇宙雑貨WIGGGY 5%

21,435 REGLUS 5%

21,436 Record 楽天市場店 5%

21,437 Leather Item Shop Lunatic White 5%

21,438 レザーアクセサリーJAJABOON 5%

21,439 レザーギフトの専門店 3rd floor 5%

21,440 Leather Goods Shop Hallelujah 5%

21,441 レザークラフト材料専門店ぱれっと 5%

21,442 レザークラフト・マリボックス 5%

21,443 レザーケース 5%

21,444 ｌｅａｔｈｅｒ-ｇ（レザージー） 5%

21,445 レザージャケット革ジャンの但馬屋 5%

21,446 Leatherショップ E＆W 5%

21,447 レザーショップ　ニチワレリューム 5%

21,448 レザーファクトリー　ジャパンワン 5%

21,449 レザーマート楽天市場店 5%

21,450 LEATHERMAN Online Shop 5%

21,451 レザーラウンドアバウト 5%

21,452 Reggie Shop 5%

21,453 レジーナ【神戸ワンピース専門店】 5%

21,454 レジェンド　楽天市場店 5%

21,455 レジオ（LEGIO） 5%

21,456 Legica Jeana レジカジンナ 5%

21,457 レジスターストア　楽天市場店 5%

21,458 レジナスブーム 楽天市場店 5%

21,459 レシピスト公式 楽天市場店 5%

21,460 レジ屋楽天市場店 5%

21,461 レジンアクセサリーパーツのニーナ 5%

21,462 レジン工房 5%

21,463 Less is More楽天市場店 5%

21,464 LeicesterSquare 5%

21,465 レスタープラス 5%

21,466 レストラン　ベル・リヴィエール 5%

21,467 レストラン　やまもも 5%

21,468 レストル 5%

21,469 レスプランディー 5%

21,470 レスペランス 5%

21,471 LEDA ART 5%

21,472 Recca 楽天市場店 5%

21,473 レッグウェア　JONNA 5%

21,474 レッグウェア専門店 美足花舞 5%

21,475 REX ONE レックスワン 5%

21,476 レッグファッション　ＲＥＢＩＯ 5%

21,477 レッグマーケット 5%

21,478 LEG ONE（レッグワン） 5%

21,479 Let’s enjoy酒生活.酒文化 タナカ 5%

21,480 レッドウィング専門alkaya works 5%
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21,481 Red Cabin 5%

21,482 レッドテント 5%

21,483 レッドムーン 5%

21,484 RM ism FUKUOKA 5%

21,485 REDMOON専門店 レッタンヨロズヤ 5%

21,486 ＲＥＤ　ＲＯＳＥ 5%

21,487 Redone レッドワン 5%

21,488 ladykillergarden 5%

21,489 レディース アパレルの Valuvari 5%

21,490 レディース M-L LL 3L 4L 5L 5%

21,491 レディース靴 Carique カリック 5%

21,492 レディース靴 Cream x Cream 5%

21,493 レディース靴の店 shop kilakila 5%

21,494 レディースジャージのブルーム 5%

21,495 レディースシャツ通販コルレオニス 5%

21,496 レディースシューズショップRoom9 5%

21,497 レディース通販のソラーラ 5%

21,498 レディースデニム通販g-molle 5%

21,499 レディースのお宝屋 5%

21,500 レディースバッグ専門店ファボーレ 5%

21,501 レディースバッグの【ルーシーズ】 5%

21,502 レディースパンツ通販専門いろどり 5%

21,503 Ladys bikoujun 5%

21,504 レディースファッションのエリソン 5%

21,505 レディースブランドＬa cerise 5%

21,506 レディースマロン 5%

21,507 レディース水着girlsbeach 5%

21,508 レディース水着のjellyfish 5%

21,509 Lady Maki 5%

21,510 RADIOS 5%

21,511 レトルト インスタント のええもん 5%

21,512 retro 5%

21,513 レトロガールの鞄【ルナレガーロ】 5%

21,514 Lait　Nature 5%

21,515 ＬＥＮＮＹ　ＳＴＹＬＥ 5%

21,516 レネソワン 5%

21,517 れのあ【楽天市場店】 5%

21,518 RENOGY SOLAR 5%

21,519 レバンテ　楽天市場店 5%

21,520 LAPIA 5%

21,521 REB デザイン 5%

21,522 レブラック ダンス・黒い服専門店 5%

21,523 レベルアール 5%

21,524 REVEL ROYAL 5%

21,525 レボタウン／メンズファッション 5%

21,526 レモンの木 5%

21,527 Lemon Myrtle Products 5%

21,528 レヨンベールアクア楽天市場店 5%

21,529 Relish 5%

21,530 lelei 5%

21,531 れんげ研究所 5%

21,532 れんげの里で選ばれ続ける米屋さん 5%

21,533 レンゴウ事務機 5%

21,534 レンズアップル 5%

21,535 レンズアミーゴ　楽天市場店 5%

21,536 レンズオーサム！ 5%

21,537 レンズサークル 5%

21,538 レンズ20 5%

21,539 レンズバーゲン 5%

21,540 レンズピット！　楽天市場店 5%
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21,541 レンズファクトリー 5%

21,542 レンズプレミアム 5%

21,543 レンズボックス 5%

21,544 Lens Market 5%

21,545 れんず 楽天市場店 5%

21,546 レンタＱ 5%

21,547 レンタクチュールのお店 5%

21,548 札幌WiFiレンタル 5%

21,549 レンタル衣裳京なごみ楽天市場店 5%

21,550 レンタル衣裳COCO 5%

21,551 レンタル衣裳　マイセレクト 5%

21,552 レンタル大内屋 5%

21,553 レンタル貸衣装なな 5%

21,554 レンタルきもの　エール 5%

21,555 レンタル着物　岐阜 5%

21,556 レンタル着物ショップ　和楽衣 5%

21,557 レンタル着物のレンタル小町 5%

21,558 レンタル着物 みやこもん 5%

21,559 レンタルショップ　Ami 5%

21,560 レンタルショップ　かりかりきっず 5%

21,561 レンタルドレスガーデンパーティ 5%

21,562 レンタルドレス留袖しあわせ創庫 5%

21,563 レンタルドレス パティドレ 5%

21,564 rental dress my closet edition 5%

21,565 レンタルのアーベル 5%

21,566 レンタルブティックＬＥｃｒｕ 5%

21,567 Ｒｅｎ Ｈｕａ　（レン ホア） 5%

21,568 【ロアジス】ナチュラル Pet Life 5%

21,569 RoiCiel楽天市場店 5%

21,570 ロイスダール 5%

21,571 royme 5%

21,572 Royal Queen 5%

21,573 ROYAL358　 楽天市場店 5%

21,574 ロイヤルショップ 5%

21,575 ロイヤルスポーツ 5%

21,576 【ロイヤル通販】 5%

21,577 ロイヤルバザール　persian rugs 5%

21,578 ロイヤルハワイアンカフェ 5%

21,579 ロイヤルブランシュ 5%

21,580 老眼鏡専門店　まめな・アイ 5%

21,581 老眼鏡ペーパーグラス専門店 5%

21,582 老犬と介護のショップ　わんケア 5%

21,583 朗読社楽天市場店 5%

21,584 LOE 楽天市場店 5%

21,585 Local Style 5%

21,586 LooCo楽天市場店 5%

21,587 RosyCats 5%

21,588 ロージーチャーム　楽天市場店 5%

21,589 ROSEATE SHOP 5%

21,590 ロースイーツ専門店　Raw＆Raw 5%

21,591 Rose of the Party 楽天市場店 5%

21,592 ローズカップ公式ストア 5%

21,593 ＲＯＳＥ　ＣＡＴ 5%

21,594 Rose Glitter 5%

21,595 ローズ ド マラケシュ公式ショップ 5%

21,596 ローズヒッププロヴァンスガーデン 5%

21,597 ローズヒップ ガーデン 5%

21,598 rose viva 楽天市場店 5%

21,599 Rose Bowl Antiques 5%

21,600 ＲＯＳＥＭＵＭＭＹ 5%
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21,601 ROSE LABO（ローズラボ） 5%

21,602 薔薇雑貨姫系雑貨のお店　RoseRich 5%

21,603 Rose Rosa 5%

21,604 Lotusアーティフィシャル専門店 5%

21,605 LOWTEX ビッグ・スモール店 5%

21,606 LOWTEX PLUS 5%

21,607 ロード 5%

21,608 Road 5%

21,609 ロートアルミのブルーティアラ 5%

21,610 ロードレーサー 5%

21,611 ローフード通販ショップLOHAS 5%

21,612 ロープのUMESHIMA　楽天市場店 5%

21,613 ロープライスゴルフ 5%

21,614 ローマンシェード専門アイボックス 5%

21,615 ローリンキャンディー 5%

21,616 ローリングストーン 5%

21,617 ロールショップ 5%

21,618 ロール紙・ラベルの中川ダイレクト 5%

21,619 ロールスクリーンカーテンオルサン 5%

21,620 ロールスクリーン ストア 5%

21,621 ロールスクリーンと薔薇雑貨PuPuRu 5%

21,622 レジロール専門店 5%

21,623 LOLO STORE 5%

21,624 Rogia 楽天市場店 5%

21,625 ロキボディピアスshop 5%

21,626 619 APARTMENT 5%

21,627 6歳までの寝具図鑑 こどものふとん 5%

21,628 Loxton Market 5%

21,629 ろくせん 5%

21,630 ROKUMEI COFFEE CO. 5%

21,631 ６６-ｃｕｓｔｏｍ　徳豊パーツ 5%

21,632 ロコアラモード 5%

21,633 ロコシーラ楽天市場店 5%

21,634 ロゴスペットサイト 5%

21,635 ロコネコ 5%

21,636 ロコハイク 5%

21,637 ロコモショップ　楽天市場店 5%

21,638 ROSARY QUEEN【ロザリークイーン】 5%

21,639 ロザリーセダクション 5%

21,640 ロストボールアイゴルフ　igolf 5%

21,641 ROZEBE 5%

21,642 ＲＯＴＡ　ＳＰＯＲＴＳ 5%

21,643 Lochannel 5%

21,644 Rocca-clann 5%

21,645 六花酒造の楽天市場店 5%

21,646 ロッキーハウス 5%

21,647 ROCKIN WEB 小島屋 5%

21,648 ロック＆レザー ＲＩＳＥ 5%

21,649 Rock with U 5%

21,650 Rock oN Line 楽天市場店 5%

21,651 6-six shop 5%

21,652 LOC SHOP 5%

21,653 ロックフォール 5%

21,654 ＲＯＣＫＢＲＯＳ 5%

21,655 ＲＯＣＫ　ＭＯＵＮＴＡＩＮ 5%

21,656 Rocco（ロッコ） 5%

21,657 LODGE 5%

21,658 ロッジ　プレミアムショップ 5%

21,659 ロッソエブルージュエリー 5%

21,660 ロッディオコンシェルジュＲ＋Ｎ 5%
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21,661 Lodi 5%

21,662 ロデオドライブ楽天市場店 5%

21,663 RODEO BROS 2nd（ロデオブロス） 5%

21,664 ロド・ヤマカ　楽天市場店 5%

21,665 Robber Gabriela 5%

21,666 ロハス・インテリア 5%

21,667 ＬＯＨＡＳ　ＳＵＰＰＯＲＴ 5%

21,668 ロハスショップ 楽天市場店 5%

21,669 LOHASTEN 5%

21,670 ロバスト 5%

21,671 ロハスな食卓 5%

21,672 LOHATEX［ロハテックス］ 5%

21,673 Ropa de ninos 5%

21,674 ロビンアグリ 楽天市場店 5%

21,675 Robin Foot（ロビンフット） 5%

21,676 ロフトプラネット＠楽天市場店 5%

21,677 ＬＯＢＥＬＩＡ・プリザーブ専門店 5%

21,678 ロボット専門店　ロボットショップ 5%

21,679 ロボット掃除機　ILIFE公式ストア 5%

21,680 ロマネ ROMANEE 5%

21,681 ロマネ 5%

21,682 ロマン着物みやがわ 5%

21,683 浪漫樹 5%

21,684 ロマンスＫＯＢＥ 5%

21,685 ROMANTIC 5%

21,686 浪漫堂ショップ 5%

21,687 ロミコール・ダイレクト楽天市場店 5%

21,688 RomelCheo 5%

21,689 ロリアン洋菓子店 5%

21,690 ロリポップ 5%

21,691 ROLF 5%

21,692 ロレックス専門店サテンドール 5%

21,693 ＲＯＷＡ・ＪＡＰＡＮ 5%

21,694 ロワゾブランシュ 5%

21,695 LongEdge 5%

21,696 LONG AUTUMN　楽天市場店 5%

21,697 【ロングス】ウォーキング 5%

21,698 ロングライフストア　楽天市場店 5%

21,699 ロンナースーツ専門店　ベストマン 5%

21,700 ＬＯＮＧＰＳＨＯＥ 5%

21,701 論より証拠 5%

21,702 Lonrachロンラッハ 楽天市場店 5%

21,703 RonRon webshop 5%

21,704 ＷＯＲＫＥＲＢＥＥ 5%

21,705 WORKAHOLIC store 5%

21,706 ＷＡ-ＫＩＭＯＮＯ 5%

21,707 ワーキングプロShop 楽天市場店 5%

21,708 Working Pro 楽天市場店 5%

21,709 WorkCompany 5%

21,710 ワークショップ　オオツキ 5%

21,711 ワークシヨップ　キャプテン 5%

21,712 ワークショップタマイ楽天市場店 5%

21,713 ワークショップ　タンジェリン 5%

21,714 WORKSTATION 5%

21,715 workstraveler 5%

21,716 ワークストリート 5%

21,717 ワークパーツ 5%

21,718 WORK BANK 5%

21,719 WORKBEE 5%

21,720 ワークライブ　楽天市場店 5%
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21,721 和ぁさん 楽天市場店 5%

21,722 和あそび 京水月 5%

21,723 WARDROBE＋ 5%

21,724 waabbit 5%

21,725 WARP GOLF 楽天市場店 5%

21,726 ワープステージ 楽天市場店 5%

21,727 One.Love. 5%

21,728 ワールド・ハーレー楽天市場店 5%

21,729 ワールドアンティーク 5%

21,730 ワールドいち 5%

21,731 ワールドインターネットショップ 5%

21,732 ワールドインフォメーション 5%

21,733 ワールドインポートマーケット 5%

21,734 ワールドインポート 楽天市場店 5%

21,735 WORLD WING LIGHT 5%

21,736 ワールド　オンライン　マーケット 5%

21,737 ワールドカントリー　楽天市場店 5%

21,738 ワールドギフト　カヴァティーナ 5%

21,739 ワールド靴店 5%

21,740 ワールドクラブ 1989 5%

21,741 ワールドクローゼット 5%

21,742 ワールドコスチューム 5%

21,743 ワールドゴルフ 5%

21,744 ワールドコレツィオーネ 5%

21,745 ワールドコンタクト 5%

21,746 ワールドサイクル 5%

21,747 ワールドサイクル　ウェアハウス 5%

21,748 World Shoes 5%

21,749 Ｗｏｒｌｄ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 5%

21,750 ワールドセレクトショップ 5%

21,751 ワールドセレクト楽天市場店 5%

21,752 WORLD倉庫　楽天市場店 5%

21,753 WORLD DINER 5%

21,754 ワールドタイヤ楽天市場店 5%

21,755 ワールドデポ 5%

21,756 World Dental 5%

21,757 ワールドドライブショップ 5%

21,758 WORLD TRADE JAPAN 5%

21,759 World Trend Shop 5%

21,760 World NEXT 5%

21,761 ワールドパーツ　レ・ベスト 5%

21,762 WORLD BEAUTY STORE 5%

21,763 ワールドファスナー　楽天市場店 5%

21,764 ワールドフルーツカート＆ギフト 5%

21,765 WorldMarine 5%

21,766 ワールドモーターライフ 5%

21,767 WORLD.ＬＩＮＥ楽天市場店 5%

21,768 ワールドワイド 5%

21,769 DEKEE（デケー）楽天市場店 5%

21,770 WORLD　WIDE　MARKET 5%

21,771 ワールドワン 5%

21,772 Ｙ・ＭＴ 5%

21,773 Y＆M 5%

21,774 Y＆T　ナガタ工房 5%

21,775 ＹＳＫ-Ｓｔｙｌｅ 5%

21,776 ys-shopping 楽天市場店 5%

21,777 ＹＨＥ ショッピング 5%

21,778 ワイエムエス大阪 5%

21,779 YMS online 楽天市場店 5%

21,780 ワイエムカンパニー 5%
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キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

21,781 YMGS 楽天市場店 5%

21,782 ＹＭＴ　ＥＮＥＲＧＹ　楽天市場店 5%

21,783 ワイコム 5%

21,784 Yコレクション 楽天市場店 5%

21,785 WISERS　楽天市場店 5%

21,786 YC help me 5%

21,787 ワイシャツ専門店【ozie】オジエ 5%

21,788 ワイシャツ専門店 SECOND STAGE 5%

21,789 ワイシャツとネクタイ専門店ビズモ 5%

21,790 ワイシャツのトレンドスタンダード 5%

21,791 ワイシャツのプラトウ 5%

21,792 ワイシャツのLABORNE - ラボーネ - 5%

21,793 ワイシャツ ブルーム BLOOM select 5%

21,794 ワイシャツメーカー直販　Abiti 5%

21,795 ワイジュエリー楽天市場店 5%

21,796 YZ SHOP 楽天市場店 5%

21,797 Ｙ’ｓ　Ｓｔｙｌｅ 5%

21,798 ワイズスタジオ楽天市場店 5%

21,799 ワイズツール 5%

21,800 Ｙｓ　ｆａｃｔｏｒｙ 5%

21,801 ワイズファクトリー 楽天市場店 5%

21,802 wise monkey 5%

21,803 ワイズライフ 5%

21,804 Ys Life Shop 5%

21,805 ytetti koko　　楽天市場店 5%

21,806 Ｙテニスショップ 5%

21,807 ワイナリーこのはな 5%

21,808 WAIPER楽天市場店 5%

21,809 Wi-Fi防犯カメラWebショップ 5%

21,810 Wired Beans 楽天市場店 5%

21,811 Y-LIVING 5%

21,812 WILD AND VAIN 5%

21,813 ワイルドクラス 5%

21,814 ワイルドフィットネットショップ 5%

21,815 wildberrypark 5%

21,816 ワイワイおもちゃばこ 5%

21,817 ベビー子供服のYYKIDS　楽天市場店 5%

21,818 わいわいｓhop 5%

21,819 わいわい卓杯便 5%

21,820 YYT WORLD PRODUCTS 5%

21,821 ワイワイのショップ楽天市場店 5%

21,822 0101PP-SHOP 楽天市場店 5%

21,823 ワイワイプラザ 5%

21,824 ワイン・日本酒の神田商店 5%

21,825 ワイン＆ウイスキーグランソレイユ 5%

21,826 ワイン＆ギフト　オリジン・グルメ 5%

21,827 ワイン＆地酒　ＴＯＤＡ 5%

21,828 ワイン＆WINE 5%

21,829 ワイン＆ワインセラー　セラー専科 5%

21,830 ワイン館NISHIURA楽天市場店 5%

21,831 ワイン紀行 5%

21,832 ワイングッズ特選通販店WAC 5%

21,833 ワイン蔵　まるほん 5%

21,834 ワイン・焼酎・地酒ごちそう笑店 5%

21,835 ワインショップカタルジーナ 5%

21,836 ワインショップ　ゴリヨン 5%

21,837 ワインショップソムリエ 5%

21,838 ワインショップ ドラジェ 5%

21,839 ワインショップ　ピコレ 5%

21,840 ワインショップ　葡萄館 5%
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③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

21,841 ワインショップ マリアージュ 5%

21,842 ワインショップ　ミュズレ 5%

21,843 ワインスクエアー・アズマヅル 5%

21,844 ワインストア　ヴァンドメール 5%

21,845 YNSトウキョー（ワインズ東京） 5%

21,846 ワインセラー　エスカルゴ 5%

21,847 Wine Cellar KATSUDA 仏銘醸専門店 5%

21,848 ワイン専門店　ヴァンデナジラデ？ 5%

21,849 winetimes 5%

21,850 ワイン直輸入ポルトガル・トレード 5%

21,851 ワイン貯蔵庫 5%

21,852 ワイン通販『ワイナリー和泉屋』 5%

21,853 ユニビス Unibis 楽天市場店 5%

21,854 ワインと地酒の店　かたやま 5%

21,855 ワインと洋酒　こばやし 5%

21,856 ワインの専門店・紀伊国屋リカーズ 5%

21,857 ワインの店　バッカス・マーケット 5%

21,858 ワインハウスナンバ　楽天市場店 5%

21,859 ワインブティックヴァンヴァン 5%

21,860 ワイン ぶどう 桃 ギフトのRQM 5%

21,861 ワイン本舗　ヴァン・ヴィーノ 5%

21,862 ワインマルシェまるやま 5%

21,863 WAOショップ 5%

21,864 和-華 5%

21,865 若井産業 5%

21,866 若井薬品 5%

21,867 若狭飴本舗　大入号 5%

21,868 若狭小浜上杉商店　楽天市場店 5%

21,869 若狭牛の牛若丸 5%

21,870 わかさ生活 5%

21,871 和菓子・いちご大福の菓匠あさだ 5%

21,872 和菓子材料処（京都）ヤマグチ 5%

21,873 和菓子処江戸東京柳橋＠梅花亭 5%

21,874 和菓子処　亀乃子本舗 5%

21,875 和菓子の増田屋 5%

21,876 和菓子　抹茶スイーツギフト隆勝堂 5%

21,877 三味線 太鼓 篠笛の和楽器生活 5%

21,878 わがと照明 5%

21,879 和奏-わかな- 5%

21,880 若葉産業楽天市場店 5%

21,881 わかふじ 5%

21,882 若槇金物店 5%

21,883 相馬田舎味噌　若松味噌醤油店 5%

21,884 わがままもんの店 5%

21,885 若素園 5%

21,886 ワカモノキモノ 5%

21,887 わが家のちゃぶ台 5%

21,888 和歌山特産品販売 5%

21,889 わかやまマルシェ 5%

21,890 和柄神 5%

21,891 和柄専門店のサクラスタイル 5%

21,892 和柄Tシャツ梵字Tシャツの紅雀本舗 5%

21,893 和柄とアメカジバイカーのJ.Field 5%

21,894 和漢の森　楽天市場店 5%

21,895 和漢メディカ 5%

21,896 和牛仙台まるしぇ 5%

21,897 和金楽天市場店 5%

21,898 和銀　楽天市場店 5%

21,899 わくいきライフ 5%

21,900 ワクイショップ　楽天市場店 5%
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③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

21,901 和-closet 浅野屋呉服店 5%

21,902 WakuWaku 5%

21,903 わくわく園 5%

21,904 わくわくガーデン 5%

21,905 わくわく倶楽部 5%

21,906 わくわく健康館 5%

21,907 わくわくショップ神戸 5%

21,908 Waku Waku Shop　楽天市場店 5%

21,909 わくわく探検隊 5%

21,910 わくわく店（てん） 5%

21,911 わくわく堂 5%

21,912 わくわくランド 5%

21,913 訳ありアウトレットGL　楽天市場店 5%

21,914 訳あり商品専門店GGモール 5%

21,915 わけあり処分 5%

21,916 ワコウ商会 5%

21,917 和ごころ　きもの屋 5%

21,918 ワコムジャパン 5%

21,919 わごんせる金橋 5%

21,920 ワザあり買い物大事典 5%

21,921 WASAI Shop 5%

21,922 和さくら庵　最新きもの＆和小物 5%

21,923 和雑貨　唐花庵 5%

21,924 和雑貨-NAGOMI- 5%

21,925 和雑貨 ほっこり。楽天市場店 5%

21,926 わざっか本舗 5%

21,927 和雑貨本舗　舞杏　RACTEN SHOP 5%

21,928 和雑貨　優風花yufuka 5%

21,929 和紙の店　めでたや　楽天市場店 5%

21,930 和酒を楽しむ店　酔【ｓｕｉ】 5%

21,931 和匠　（インテリア雑貨） 5%

21,932 WAJO CLUB　楽天市場店 5%

21,933 和食材料処　天極堂プロ 5%

21,934 和食器うつわごのみ 5%

21,935 伝統本舗 5%

21,936 和食器の愉しみ　工芸店ようび 5%

21,937 和信スポーツ 5%

21,938 ワシントン靴店 5%

21,939 和スタイル 5%

21,940 和セレクトショップ　和美さび堂 5%

21,941 和装小物 京金彩（kyo-kinsai） 5%

21,942 和装専門店　久保商店 5%

21,943 和装のまつや 5%

21,944 和装の優彩 5%

21,945 和装屋　栄　ＳＡＫＡＥ 5%

21,946 レザーグッズファクトリー渡喜商工 5%

21,947 国産小麦粉　問屋　綿鍬商店 5%

21,948 綿桂（わたけい）楽天市場店 5%

21,949 わたしの家は梅農家ぷらむ工房 5%

21,950 わたしの器 5%

21,951 わたしのお菓子箱　果子乃季 5%

21,952 私の布団屋さん～寝具・インテリア 5%

21,953 私の毎日アクセサリー paris k’s 5%

21,954 私のライフスタイル カジタノ 5%

21,955 和田商店公式通販 楽天市場店 5%

21,956 わたせい【プレミアムデリカ】 5%

21,957 WADA TOKI 5%

21,958 ワタナベ楽器　楽天ＳＨＯＰ 5%

21,959 渡辺商会 5%

21,960 渡辺商事株式会社 5%
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③EC・通信販売（楽天市場） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

21,961 渡邉食品企画 5%

21,962 WatanabeWORK渡辺商会SideISLAND 5%

21,963 綿の郷 5%

21,964 わたぼうし 5%

21,965 Wada Megane -ワダメガネ- 5%

21,966 フィッシング わたらせ 5%

21,967 和茶倶楽部　楽天市場店 5%

21,968 WAQ楽天市場店 5%

21,969 wathz 5%

21,970 Whats up Sports 5%

21,971 watt-わっと 5%

21,972 WHATNOT 5%

21,973 ワッフル・ケーキの店Ｒ．Ｌ 5%

21,974 ワッフルワッフル 5%

21,975 ワッペン通販 ワッペンストア 5%

21,976 ワッペン　プリント　APFEL 5%

21,977 和と洋の快適生活【着楽屋】 5%

21,978 和　なでしこ 5%

21,979 wanna do 5%

21,980 和のかがやき 5%

21,981 和のかし　巡　楽天市場店 5%

21,982 和の専門店　小林宝林堂 5%

21,983 和の洋服とエプロンのお店布和里 5%

21,984 わのわ 5%

21,985 わびすけ 5%

21,986 wafu 5%

21,987 和風生地専門店 真多呂人形生地部 5%

21,988 和風生活館 5%

21,989 輪風堂 5%

21,990 和服や樹（いづき）楽天市場店 5%

21,991 和布久や　十久 5%

21,992 和物屋 5%

21,993 和木綿の宮田織物 5%

21,994 和遊感　楽天市場店 5%

21,995 和・洋　中華食器の産地問屋・本荘 5%

21,996 和洋良品館 5%

21,997 わらく堂スイートオーケストラ公式 5%

21,998 割田屋【わりでんや】 5%

21,999 WAWAJAPAN 5%

22,000 ワンインチ CBDオイル 楽天市場店 5%

22,001 WAN18 5%

22,002 ONEOO 5%

22,003 Wan-O-Wan楽天市場店 5%

22,004 ワンオブアカインド 楽天市場店 5%

22,005 wangan 5%

22,006 one creation 5%

22,007 one clothing 5%

22,008 oneK PET 5%

22,009 ワンゲイン 5%

22,010 One-ko 5%

22,011 １ＧＯ！ 5%

22,012 ワンコス 5%

22,013 犬用国産おやつ専門店わんこの時間 5%

22,014 わんこの歯医者さん　通販事業部 5%

22,015 わんご飯宅配屋 5%

22,016 Ones Interior 5%

22,017 ワンズカフェクラブ　楽天市場店 5%

22,018 ONE Style 5%

22,019 One Style Of Self 5%

22,020 one’s daily life 5%

5903



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧
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No. 事業所名（屋号） 還元率

22,021 ＯＮＥ’Ｓ　ＦＯＲＴＥ　ＧＰ 5%

22,022 ONE’S-UNIQUE 5%

22,023 WONDERCUBE 5%

22,024 ＷＯＮＤＥＲＳＨＯＥＳ楽天市場店 5%

22,025 wonder shop楽天市場店 5%

22,026 ワンダースタジオ 5%

22,027 Wonder Stage 5%

22,028 ワンダーハウス 5%

22,029 ワンダープライス　楽天市場店 5%

22,030 WONDER BASE 楽天市場店 5%

22,031 ワンダーモール 5%

22,032 わんダーランド楽天市場店 5%

22,033 WONDAX オフィシャルストア 5%

22,034 Wan-Dax Dog Goods 5%

22,035 ワンダフル沖縄 5%

22,036 ワンダフルスクエア　ディーバ 5%

22,037 ワンダフルライフ 5%

22,038 ワンダフル 楽天市場店 5%

22,039 ワンツーアジア 5%

22,040 123market 楽天市場店 5%

22,041 one2one 5%

22,042 ワンデイ 5%

22,043 1-D　ROYAL 5%

22,044 OneDay online shop 5%

22,045 ONE DAZE 5%

22,046 ONE DAY ONE STYLE 5%

22,047 ワンテック 5%

22,048 1to1ギフト　ハッピースマイル 5%

22,049 ワンナップ 楽天市場店 5%

22,050 ワンにゃん大好き！OrangeCafe 5%

22,051 ペット仏具　わんにゃんメモリー 5%

22,052 わんのはな楽天市場店 5%

22,053 one.heart 5%

22,054 1X1 5%

22,055 ワンバオ　楽天市場店 5%

22,056 わんぱく Cat＆Dog専門店 伊豆高原 5%

22,057 ワンピース・ドレス専門店Brish 5%

22,058 ワンピースならJENNY（ジェニー） 5%

22,059 ワンピースのFayMay 5%

22,060 ワンピースレンダー 5%

22,061 ワンフー楽天市場店 5%

22,062 1111 clothing 5%

22,063 One Plus One 5%

22,064 WAN VOYAGE 5%

22,065 わんまいる　楽天市場店 5%

22,066 onemaxファッション 5%

22,067 1make 楽天市場店 5%

22,068 1MORE（ワンモア） 5%

22,069 One more time 5%

22,070 ＷＡＮ　ＬＩＦＥ　ＭＡＲＫＥＴ　楽天市場 5%

22,071 One Life Store 5%

22,072 wan-1 5%

22,073 わんわん洋品店 5%

22,074 one-more 5%
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④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

1 アーアゼロワンジュエリー 5%

2 あ～e-shop！ 5%

3 akas-objet 5%

4 archiv3r 5%

5 アーカムYahoo!店 5%

6 アーキショップ・ヒロ 5%

7 archiss 5%

8 アーキトレード 5%

9 アーキフラージュ 5%

10 アーク 5%

11 Aarck 5%

12 ARC WEAR 5%

13 アークオンライン mini 5%

14 アークオンライン Yahoo!店 5%

15 アークキューブ ヤフー店 5%

16 ArQCoCo 5%

17 アークス Yahoo!店 5%

18 ArcticPlant 5%

19 アークデザイン 5%

20 ARKnets 5%

21 arc market Yahoo!店 5%

22 アークライズジャパンストア 5%

23 ArCraft 丁寧に作られた日用品 5%

24 arc reve 5%

25 ARCADE 5%

26 アーコムコスメ Yahoo!店 5%

27 アーサークラブYahoo!店 5%

28 アージュ輸入家具 5%

29 agio 5%

30 Earth Wing 5%

31 アースエイド 5%

32 Arsgrim 5%

33 アースコンシャスYahoo!店 5%

34 アースコンタクト 5%

35 Earth Drops 5%

36 EARTH MARKET 5%

37 EARTH Yahoo!ショップ 5%

38 earth reborn 5%

39 ARCHERY 5%

40 ARCH GLOBAL 5%

41 あーち ちっち まーち 5%

42 ア-チホ-ルセ-ル 5%

43 アーツファクトリー 5%

44 ARTIF 5%

45 ARTEOH 5%

46 ART&BUNGU～IN KOBE～ 5%

47 アート今岡 5%

48 アートSP 5%

49 アートオブポスター 5%

50 アートガラス工房ひだまり 5%

51 アートギャラリー フローレ 5%

52 アートギャラリーモトカワヤフー店 5%

53 アート銀座屋ヤフー店 5%

54 artcode 5%

55 アートショップ彩 5%

56 アートパーティ 5%

57 アートパネル専門店 Pengiiino 5%

58 ARTPHERE onlineshop 5%

59 アートフィッシュ 5%

60 アートフォーシーズン 5%
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④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

61 アートフレンド ヤフー店 5%

62 Art Box 5%

63 アート薬局Yahoo!ショップ 5%

64 アートライティング　Yahoo!店 5%

65 ART LAB Yahoo!店 5%

66 画材・ものづくりのARTLOCO 5%

67 アーニスト店 5%

68 arenot Yahoo!店 5%

69 アーバーライフ 5%

70 URBAN-EX 5%

71 アーバンコスメ Yahoo!店 5%

72 Urban Jungle 5%

73 アーバンステイ 5%

74 Urban Picnic 5%

75 URBAN BEAUTY PRODUCTS Yahoo!店 5%

76 urban field 5%

77 arbreヤフー店 5%

78 アーベン MENS&LADIES URBENE 5%

79 アーベンワインショップ 5%

80 アームスター公式通販 5%

81 amaurot 5%

82 Ayurveda Shop はすねこ Yahoo!店 5%

83 アーリアネット 5%

84 アーリーウープ 5%

85 有田焼やきもの市場 5%

86 RRsolution 5%

87 アールアイジャパンダイレクト 5%

88 あーるある 5%

89 R&Mインテリアストア 5%

90 アールアンドエムズ 5%

91 R&CROSS ONLINE STORE 5%

92 R&Tオンラインショップ 5%

93 R&B web shop 5%

94 R&Bstoreヤフーショッピング店 5%

95 Rvoice 5%

96 アールエイチ 5%

97 RSRストア 5%

98 アールエスハンガースタジオ 5%

99 RSBOX 5%

100 アールエス ヤフー店 5%

101 R-F SKATE SHOP 5%

102 RMC通販 5%

103 Rcompany Yahoo!店 5%

104 T-one 5%

105 アールショップ 5%

106 R’s Gear ヤフー店 5%

107 Ｒ style 5%

108 アールスタイルストア 5%

109 R3GARAGE 5%

110 R3GARAGE こども館 5%

111 RTK.com 5%

112 R.T.スタジオ 5%

113 R-days 5%

114 アールデコ 5%

115 R-Dream・アールドリーム 5%

116 アールトレードショップ Yahoo!店 5%

117 rpskショッピング 5%

118 RBM 5%

119 RPG SHOP 5%

120 Rファクトリー 5%
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121 Rvate 5%

122 Rvery アールベリー 5%

123 アールホームマート Yahoo!店 5%

124 Rwork 健康美容雑貨専門店 5%

125 アールワイレンタル Yahoo!店 5%

126 R-one(アールワン)ヤフー店 5%

127 AromDee 5%

128 アーロンチェアの庄文堂 5%

129 アーロンチェア by THE CHAIR SHOP 5%

130 アーロンチェア用品のテンポイント 5%

131 IRC株式会社 5%

132 Eye 愛 Glasses 5%

133 アイアイジーSHOP 5%

134 AIAIショップ 5%

135 あいあいショップさくら 5%

136 IIDS・ヤフーショップ 5%

137 アイアイの森Yahoo!店 5%

138 AIAIBERRY 5%

139 アイアイマーケット 5%

140 あいAiマート 5%

141 あいあいゆず 5%

142 アイアップ ヤフーショップ 5%

143 アイアム 5%

144 アイアン雑貨 プラスボックス 5%

145 アイアン雑貨　スーディアー 5%

146 愛あん 匠 東邦ゴルフ 5%

147 アイアンドラブ 5%

148 アイアンバロンYahoo!店 5%

149 アイアンワークス ヤフーショップ 5%

150 IE-SHOP 5%

151 IE-47 ヤフー店 5%

152 アイウェア・デルタ 5%

153 Eye Wear Labo 5%

154 あいうえお通販 5%

155 ISI 5%

156 アイエスアイサービス 5%

157 ISインテリア 5%

158 isサポート 5%

159 ISDG 医食同源ドットコム 5%

160 アイエス トラスト ヤフー店 5%

161 アイエスプラス 5%

162 アイエスマスヤ 5%

163 IFショップ 5%

164 IMCショップ 5%

165 imdショップ 5%

166 アイエムティクリエイト 5%

167 IM-Trading Yahoo!店 5%

168 IMPショップ 5%

169 AIEN 5%

170 AiO 5%

171 io-print 5%

172 自転車・スポーツ直販店ioffice 5%

173 igarden 5%

174 合鴨肉専門店鴨鍋.com 5%

175 あいきかく ヤフーショップ 5%

176 igift Yahoo!店 5%

177 アイキュートYahoo!店 5%

178 愛グループヤフー店 5%

179 IK21 5%

180 iCaseCreative村雲 5%
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181 iCaseStore 5%

182 愛犬愛猫グッズのペットスクエア 5%

183 愛犬・ペット用品のPetit Muffin 5%

184 iコーポレーション 5%

185 I COTT 5%

186 i collection 5%

187 ICONS SUPER STORE Yahoo!店 5%

188 iContact Store 5%

189 アイコンタクト Yahoo!店 5%

190 挨拶状 喪中はがき 印刷の帰蝶堂 5%

191 Iさんの camera shop 5%

192 愛喜 5%

193 ICM 5%

194 アイジーエムオンライン 5%

195 アイシーズ 5%

196 IG-NET GOLF Yahoo!店 5%

197 IJIO 5%

198 アイシスジェニー 5%

199 愛しとーとヤフー店 5%

200 アイシャイン 5%

201 愛情宣言 5%

202 愛ショップ24365Yahoo!店 5%

203 I-SHOPY 5%

204 アイシル 5%

205 あいしんショップ 5%

206 アイシンヘルスケア Yahoo!店 5%

207 アイシンヤフー店 5%

208 アイズアールブイ・ヤフー店 5%

209 アイズオンラインショップ 5%

210 EyesCreation Yahoo!店 5%

211 icecrystal 5%

212 アイス・スイーツ専門店 善左エ門 5%

213 ice field 5%

214 アイズマート リカショップ 5%

215 あいするお肌店 5%

216 アイセキュホーム 5%

217 来客スリッパSTORE ai 5%

218 iselect online ヤフー店 5%

219 ISORA 5%

220 出産祝いおむつケーキAISORA BABY 5%

221 アイタックス 5%

222 アイチアショップ 5%

223 愛知の発明オバサン 5%

224 AICHIメーデル 5%

225 愛着の和 5%

226 工具のお店i-TOOLS(アイツール) 5%

227 会津カネハチ米店 5%

228 会津高砂屋 Yahoo!店 5%

229 会津の米蔵とくいち 5%

230 あいづの米屋 5%

231 会津の漆器屋ヤフー店 5%

232 会津の恵み りあるゆー 5%

233 会津まるとくマーケット 5%

234 アイデアがいっぱい 5%

235 アイデア雑貨3000点以上MONO生活 5%

236 アイデア雑貨ショップZヤフー店 5%

237 アイデア雑貨の専門店『雑貨屋』 5%

238 愛dealギフト ヤフーショップ 5%

239 アイディア 5%

240 ida-online 5%
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241 IDM 5%

242 itサポート-DIY 5%

243 IDT-SHOP 5%

244 IDKだれでも健康ショップ 5%

245 スポーツアイテック 5%

246 アイデックスダイレクト Yahoo!店 5%

247 アイテックスポーツ 5%

248 あいてむ 5%

249 あいてむ2号店 5%

250 ITEM LAB-アイテムラボ 5%

251 アイテンプ 5%

252 アイテンプ 生活雑貨店 5%

253 アイド 5%

254 アイトーンカーズネットショップ 5%

255 iDog 5%

256 I-TOP 5%

257 i-Trust 5%

258 アイドリーム ヤフー店 5%

259 I-TRADING 5%

260 Aiton 5%

261 i-問屋 5%

262 アイナスタイル 5%

263 Aina(メンズ Tシャツとリュック) 5%

264 iNeut 5%

265 アイネット 5%

266 アイネットコンタクト 5%

267 あいの風 Yahoo!店 5%

268 i-Vast iPhone・スマホアクセサリ 5%

269 IBB SHOP 5%

270 おしゃれペットグッズ通販iP-PLUS 5%

271 アイビープラン 5%

272 アイヒーリング 5%

273 アイビスUSオートパーツ 5%

274 アイヒメ 5%

275 アイビューティーストアー 5%

276 aifa インテリア雑貨 5%

277 iFactory Yahoo!ショッピング店 5%

278 iFabric ヤフー店 5%

279 ifanYahoo!店 5%

280 アイフィットネスショップ 5%

281 iPhoneCare Yahoo!店 5%

282 iPhoneケース買うならイマイ屋 5%

283 iPhoneケース 勝ち勝ちのPエンタメ 5%

284 iPhoneケース専門店ウイングライド 5%

285 iPhoneケースのevery-1 5%

286 iPhoneケースの おでかけセレクト 5%

287 iPhoneスマホケースかっちゃいな 5%

288 ifuton-works 5%

289 アイプレゼンツ花プレゼント内祝い 5%

290 アイプレッソ ヤフー店 5%

291 アイブロ 5%

292 IBELL アイベル 5%

293 i-port Yahoo!店 5%

294 アイホーム株式会社 5%

295 アイホームプロ 5%

296 i Ball Game-FUKUOKA 5%

297 iphoneケースカバーのtomsawyer 5%

298 藍星 5%

299 アイポンネット 5%

300 あいほん屋ケースショップ 5%
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301 imarketweb 5%

302 アイマックス 5%

303 EyeMe 5%

304 アイム 5%

305 アイムアイ化粧品 5%

306 アイム下着屋 5%

307 アイメック ヤフーショップ 5%

308 アイメディア アウトレット店 5%

309 アイモード生活 5%

310 アイモードワン 5%

311 aimoha(アイモハ)Yahoo!店 5%

312 アイモバイル 5%

313 I&U Yahoo!店 5%

314 アイライフコンタクト 5%

315 ilover 5%

316 あいらしか 5%

317 アイラッシュとネイルJELLYBEANS 5%

318 アイ ラブ シューズ サンユウ 5%

319 アイラブジュエリー 5%

320 アイラブ制服.com 5%

321 ilandwig 5%

322 アイランドスタイル 5%

323 愛らんどびゅーてぃ 5%

324 合同会社IRIE LLC 5%

325 アイリーYahoo!店 5%

326 アイリス物産 5%

327 愛隣館 オンラインショップ 5%

328 AILKオンライン 5%

329 アイルズストアオンライン 5%

330 あいるヤフー店 5%

331 アイレスデルスールストア 5%

332 アイレッド・ 5%

333 アイレッド・何点でも送料185円 5%

334 アイロボットストアYahoo!店 5%

335 アイロンスタンプのクレアフォーム 5%

336 アイロンプリント専門店 ねつぴた 5%

337 アイワンファクトリー 5%

338 EINSTEIN CAFE ZAKKA 5%

339 アインソフ-eStore 5%

340 Einfach製作所 5%

341 AVARTHヤフーショップ 5%

342 Avaron STANDARD JEWELRY 5%

343 撮影用品のアヴァンティイースト 5%

344 Avant-YS 5%

345 アヴィオス 5%

346 Avic Yahoo!ショップ 5%

347 アウェイクスタイル 5%

348 アウタサイト 5%

349 Audilarmz(アウディルアームズ) 5%

350 アウトスタイル Pro 5%

351 アウトドア&ホビー専門店ウミネコ 5%

352 outdoor.web 5%

353 OutDoor Garage 5%

354 Outdoor Shop in Japan 5%

355 アウトドアショップヒュッテ 5%

356 アウトドアショップベースキャンプ 5%

357 OutdoorStyle サンデーマウンテン 5%

358 アウトドアスタイル・ベルモ 5%

359 アウトドア専門店 しろくま 5%

360 アウトドア専門店 スペリオ 5%
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361 アウトドア専門店の九蔵 5%

362 アウトドア天国 Yahoo!店 5%

363 アウトドアと玩具 モグモグ 5%

364 アウトドアと雑貨のグラスホッパー 5%

365 アウトドア.com 5%

366 アウトドアの虎 5%

367 アウトドア用品 5%

368 アウトドア用品 ガオバブSHOP 5%

369 アウトドア用品とトーチの専門店 5%

370 アウトドア用品のNaFro 5%

371 Outdoor Living Feliz 5%

372 アウトドアレンタル・販売cotocoto 5%

373 アウトバーン 5%

374 outfit style 5%

375 OUTBREAK ヤフー店 5%

376 アウトレット家具 セピヤ 5%

377 ブランド専門店 アウトレット365 5%

378 アウトレットシューズ 5%

379 Outlet Shop 着がえやさん 5%

380 アウトレットストア 5%

381 アウトレット専門店セカンドゲイン 5%

382 アウトレットの努力屋 5%

383 アウトレットパラダイス 5%

384 アウトレットファニチャー 5%

385 アウトレットマーケット 5%

386 アウトレットYahoo!店 5%

387 アウトレットン 5%

388 AUNI 5%

389 アウローラ フォーマル Yahoo!店 5%

390 アウロ公式Yahoo!ショップ 5%

391 アエトラボ 5%

392 葵オンライン Yahoo!店 5%

393 あおい玩具ヤフー店 5%

394 あおいくま 5%

395 Eaoike 5%

396 あおい 正直問屋 5%

397 青い空ヤフー店 5%

398 AOIネットショップ 5%

399 青い目 5%

400 あおい環オンラインショップ 5%

401 アオキ菓子店 5%

402 あおき漢方堂 5%

403 アオキ珈琲ヤフー店 5%

404 青木商店 5%

405 アオキヤスポーツ 5%

406 青島ハンモック AOSHIMA HAMMOCK 5%

407 青汁・健康粉末の健康生活研究所 5%

408 あおぞらストア 真心込めて丁寧に 5%

409 あおぞら0708模型 5%

410 青空そら豆 5%

411 あおぞら釣具 Yahoo!店 5%

412 青畳工房 5%

413 アオテアロア キオラくらぶ 5%

414 あおによしソフト 5%

415 あおによし-Yahooショップ 5%

416 青葉プラン 5%

417 AOHIRO KING Yahoo!店 5%

418 青海珈琲 Yahoo!shop 5%

419 青森期待の新人商店 5%

420 青森グルメを直送 ためのぶストア 5%
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421 青森黒にんにく問屋 5%

422 青森古川味噌店 5%

423 青森せんべい屋 5%

424 青森の味・ねぶた漬のヤマモト食品 5%

425 青森ヒバ馬油黒にんにくの製造 5%

426 あおもり北彩館 5%

427 青森りんご専門店 鬼印須藤商店 5%

428 青山高原ハム 直販店 5%

429 AOLANI Slow-well online store 5%

430 アオリイカ釣具 あおりねっとSHOP 5%

431 Ahorita 5%

432 あかい靴 5%

433 赤い熊さんYahoo!店 5%

434 AKAISHI.com 5%

435 あかいし農園 5%

436 赤井トロフィー 5%

437 あがいん女川 5%

438 アカウントエスYahoo!店 5%

439 赤坂ワインストア エラベル 5%

440 赤ちゃんデパート河田 5%

441 赤ちゃんデパートニワYahoo!店 5%

442 あかちゃんといっしょYahoo!店 5%

443 赤ちゃんのためのお粥ショップ 5%

444 あかちゃんの夢 5%

445 赤ちゃん肌着ORIGIN LIFE MOM&BABY 5%

446 赤ちゃん筆センターネットショップ 5%

447 赤ちゃん布団専門店BEBINO 5%

448 赤ちゃん宝石箱ヤフー店 5%

449 赤ちゃんランド@あぶらや 5%

450 アカツカミューズショップ 5%

451 あがっしゃい総本舗 5%

452 アカナ・オリジンフードの新堀商店 5%

453 Akane Shop 5%

454 茜丸 どら焼き・あんこ販売店 5%

455 赤やオンラインショップ 5%

456 アカリカ Yahoo!店 5%

457 灯り工房モトム ヤフー店 5%

458 明りと香り本舗 5%

459 あかりのAtoZ 5%

460 灯の広場 5%

461 あかりの森 Yahoo!店 5%

462 あかり屋さん 5%

463 Akariya Style 5%

464 あかりヤフー店 5%

465 アカルイ市場 5%

466 アキカン ヤフー店 5%

467 あきさ 5%

468 アキザクラショップ 5%

469 あきずむヤフー店 5%

470 アキタOUTLETヤフー店 5%

471 秋田県物産振興会 Yahoo!店 5%

472 あきたごころ 5%

473 あきた伝統食紀行 5%

474 秋田特産品ショップMIKKE 5%

475 アキタニア 5%

476 秋田のお米農家 柿崎屋 5%

477 秋田の麺屋 林泉堂 5%

478 秋田・報徳佐野農園 5%

479 あきたやヤフー店 5%

480 秋田料理わったりぼうず 5%
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481 あきないタオル 5%

482 アキバeコネクト 5%

483 アキバストア Yahoo!店 5%

484 アキバ倉庫 5%

485 秋葉原　アウトレットプラザ 5%

486 秋葉原の電気屋さんyoshiba direct 5%

487 秋葉原カメラSHOP 5%

488 アキバ流通 5%

489 AKIVAPE 5%

490 AKI-VAPE-Recycle 5%

491 秋芽のり本舗 5%

492 アキモバ! 5%

493 アキモバ2号店 5%

494 秋山園茶匠百三十年ヤフー店 5%

495 akiriko 5%

496 あきん亭ヤフーショップ 5%

497 A-kind(あきんど) 5%

498 あきんどうえきた 5%

499 商人ねっと市場 5%

500 アクアース ヤフー店 5%

501 除菌浄化研究所アクアヴィーナス 5%

502 アクアウイング-カーケアSTORE 5%

503 Aqua Angel 5%

504 aquagarage(アクアガレージ) 5%

505 アクアガレージYahoo!ショップ 5%

506 アクアギフト 5%

507 アクアキャッスル・余暇楽屋 5%

508 アクアキューブジャパン 5%

509 アクアクラフト 5%

510 AQUA GREEN 5%

511 アクアグロー 5%

512 アクアサービス株式会社 5%

513 アクアジャパン　Yahoo!店 5%

514 アクアジュエリー 5%

515 アクアshop 5%

516 アクアテイラーズヤフー店 5%

517 AQUADOLL アクアドール 5%

518 AQUA TOPIA 5%

519 アクア・ドルチェ 5%

520 AQUADROP COATING FACTORY 5%

521 AQUA NAIL アクアネイル 5%

522 アクアビーチ ヤフー店 5%

523 アクアビット 5%

524 アクアブーケ 5%

525 アクアベース 5%

526 アクアペットサービス ヤフー店 5%

527 ア・ク・ア・マーケット 5%

528 AquaMix 5%

529 アクアメーカー 5%

530 Acqua moda 5%

531 アクアライト 5%

532 アクアライフ 5%

533 アクアライフサービス ヤフー店 5%

534 アクア・ラボ ヤフー店 5%

535 アクアリウム ドリームシアター 5%

536 akuaray 5%

537 AQUA LEGEND 5%

538 aksar 5%

539 AXEE ヤフーショッピング店 5%

540 アクシージア 公式ショップ 5%
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541 アクシススタイリング 5%

542 AXIS SELECT SHOP 5%

543 アクシストonline 5%

544 AXIS-PARTS ヤフー店 5%

545 Axis.bag ヤフー店 5%

546 Action! 5%

547 アクシンク ヤフーショップ 5%

548 AXS SANSHIN Yahoo!ショップ 5%

549 アクセサリア 5%

550 アクセサリー VASEERA 5%

551 アクセサリーギフトのTYS 5%

552 アクセサリーkirakira.meヤフー店 5%

553 アクセサリーkirara～きららぽ～ 5%

554 ACCESSORIES GRACE 5%

555 アクセサリー雑貨アンジーYahoo!店 5%

556 アクセサリーショップAMANOGAWA 5%

557 アクセサリーショップ お世話や 5%

558 アクセサリーショップKyo 5%

559 アクセサリーshop ノダ 5%

560 アクセサリーショップバルザス 5%

561 アクセサリーショップ PIENA 5%

562 アクセサリーショップ ラポール 5%

563 アクセサリーSalt Yahoo店 5%

564 アクセサリー通販 farice 5%

565 アクセサリー通販 ポルカ&ポルコ 5%

566 アクセサリーとギフト雑貨のアン 5%

567 アクセサリーと雑貨 MILESマイルズ 5%

568 アクセサリーのスマイル 5%

569 アクセサリーパーツ&雑貨のhana87 5%

570 アクセサリーパーツ・3ten 5%

571 アクセサリパーツ専門店tama工房 5%

572 アクセサリーパーツ ニーナ nina 5%

573 アクセサリーパーツのハンドクレア 5%

574 アクセサリーマート 5%

575 アクセサリー レディース通販GLAM 5%

576 Accessory Rebecca 5%

577 Access-evヤフー店 5%

578 Accessいいものショップ 5%

579 アクセストミナガ 5%

580 アクセスYahoo!ショップ 5%

581 あぐせぷ 5%

582 アクセルオンライン 5%

583 アクセルジャパン 5%

584 ACCELUMINA 5%

585 Accent 5%

586 ACCENT-PLUS 5%

587 ActyGo 5%

588 アクティビティベース 5%

589 アクティブサポート 5%

590 ACTOUT 5%

591 actgogo 5%

592 アクトコープ Yahoo!店 5%

593 アクトファースト ヤフー店 5%

594 アクト・ヘルスケア&ビューティー 5%

595 actress-makeshop YS店 5%

596 アクトワークス 5%

597 ACT ONE 5%

598 アグニー公式オンラインショップ 5%

599 AgVege 5%

600 ACME Furniture 5%
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601 a gleam 5%

602 農業ショップアグリジャパンホシノ 5%

603 アグリズ Yahoo!店 5%

604 アグリベース四万十 Yahoo!店 5%

605 アグリマートYahoo!店 5%

606 アクリルアイ 5%

607 アクリル工房 ヤフー店 5%

608 アクリル雑貨専門店フォーリビ 5%

609 アクリル雑貨デコデコ 5%

610 アグリン 5%

611 アグレス 5%

612 Aggressive 5%

613 ACROSS～アクロス～ 5%

614 AQROS ネットショップ 5%

615 AGAINサングラス 5%

616 アコアラムノイズ 5%

617 ACOUSTIC 5%

618 亜古人形店Yahoo!店 5%

619 あごまくら Yahoo!Shop 5%

620 アゴラショッピングYahoo!店 5%

621 アコレイ 5%

622 Aconcagua 5%

623 ASYLUM 5%

624 浅草 5%

625 浅草きもの市 5%

626 あさくさシューズファクトリー 5%

627 浅草ティグレス 5%

628 浅草のお茶屋さん片山園 5%

629 浅草の牛乳屋 5%

630 浅草の健康Shopフットメイト矢澤 5%

631 朝倉プランストア 5%

632 朝ごはん本舗 5%

633 アザスネットYahoo!店 5%

634 アザトいのうえ 5%

635 AsanaYuna あさなゆうな 5%

636 旭川食糧お米SHOP Yahoo!店 5%

637 旭川発北海道のかりんとう屋北かり 5%

638 アサヒクリエイターズストア 5%

639 アサヒ軽金属Yahoo!ショッピング店 5%

640 アサヒデンキ ヤフー店 5%

641 朝比奈屋Yahoo!店 5%

642 朝比奈屋ヤフー店 5%

643 アサヒハウジング 5%

644 朝日ファッション館 5%

645 あさひ屋 5%

646 ASAHIYA 5%

647 朝日屋セトモノ店 Yahoo!ショップ 5%

648 あさひ屋 Yahoo!店 5%

649 旭ユニフォーム 5%

650 アサヒライスヤフー店 5%

651 あさびらき十一代目 源三屋 5%

652 麻布化粧品 5%

653 麻布十番タマリヤヤフーショップ 5%

654 アサンテサーナ 5%

655 アジアートYahoo!店 5%

656 アジア雑貨ガネーシャ 5%

657 アジア食材総合通販 Asian Store 5%

658 足あと工房 5%

659 アジアの一滴 5%

660 アジア民芸亜南 5%
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661 アジアン & カジュアル マーライ 5%

662 アジアンアジアン Yahoo!店 5%

663 アジアンインテリア ES-STYLE 5%

664 アジアンインテリアショップ najam 5%

665 アジアンエスニックラマーYahoo!店 5%

666 AsianOnlyYou 5%

667 アジアン家具アジアン雑貨Nusa 5%

668 アジアン家具Q-STYLE 5%

669 アジアン家具パサール 5%

670 ASIANCLOSET 5%

671 アジアン雑貨アンカサ 5%

672 アジアン雑貨 ゴア 5%

673 アジアン雑貨Sarara Bali 5%

674 アジアン雑貨ジュンパ 5%

675 アジアン雑貨専門店AJIA 5%

676 アジアン雑貨 NILL Bazaar 5%

677 ASIAN SILVER 5%

678 アジアンセレクトPOKHARA 5%

679 AsianTyphoOon ヤフショ店 5%

680 アジアンティーク ASIANTIQUE 5%

681 アジアン ファーム 5%

682 アジアンモール ヤフー店 5%

683 アジアンランプ家具店舗商材MANJA 5%

684 アジアンランプチャハヤ Yahoo!店 5%

685 AGER 5%

686 アジェンスター Yahoo!店 5%

687 足利屋ヤフー店 5%

688 あじさい亭Yahoo!店 5%

689 アシスタント 5%

690 アシストサービス 5%

691 AssistLab-アシストラボ 5%

692 アシストワン 5%

693 あしたるんるん 5%

694 阿路都 5%

695 足と靴の救急箱 5%

696 味とこころ 5%

697 味の加久の屋 5%

698 味の庄伯備 5%

699 足の臭い対策専門店 消臭靴下foota 5%

700 味の明太子 ふくや 5%

701 味の明太子 きくや 5%

702 あしば資材館.com 5%

703 安島酒店 5%

704 足屋 5%

705 芦屋品質Yahoo!店 5%

706 芦屋ロサブラン 5%

707 Asirity 5%

708 ASUWELL 5%

709 アズーリ 5%

710 AZZURRI SHOPPING 5%

711 アスール・マリノ・ストア 5%

712 AZZURRO ヤフーショッピング店 5%

713 飛香販売 5%

714 Askalカバン工房 5%

715 ASQUA Online Shop 5%

716 アスクワークスショップ 5%

717 ASCION 5%

718 AS shop 5%

719 AS SUPER SONIC mitezza 5%

720 AS-SOON-ASヤフーショップ 5%
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721 A’s style Store 5%

722 azuselectshop 5%

723 アスタイルネット(SHOP) 5%

724 ASTALIVE 公式ショップ 5%

725 AZTEC Yahooストア 5%

726 アストラム 5%

727 ASTRAL アストラル Yahoo!店 5%

728 アストロストリート 5%

729 アスナロ 5%

730 AZnet 5%

731 AZ-NET手芸ヤフー店 5%

732 あすのこベッド 5%

733 アズビーヤフー店 5%

734 AZビューティーYahoo店 5%

735 ASPOアスリート 5%

736 アズマ工業公式快適百貨Yahoo!店 5%

737 アズマネット 5%

738 AZUMAのイス張替え ヤフー店 5%

739 安曇野エコ 5%

740 azmミュージックオンライン 5%

741 ASLEAD 5%

742 アスリートサポートシステム 5%

743 athlete1 5%

744 ATHLECHEER Yahoo!店 5%

745 AthleticMart 5%

746 AZESTショップ 5%

747 アセットプラン-Yahoo!ショップ 5%

748 アセロラ倶楽部 5%

749 アセントマテリアルヤフー店 5%

750 阿蘇恵水 Yahoo!店 5%

751 アソシエ ベーグル 5%

752 アソシエ薬局Yahoo!ショップ 5%

753 アソナダイレクト Yahoo!店 5%

754 ASOBIGOKORO FCヤフー店 5%

755 遊びDS 5%

756 asoboze(アソボーゼ) 5%

757 阿蘇満願水 5%

758 足立製作所 5%

759 安達製麺のそば通ドットコム 5%

760 あだちねっと美米屋 5%

761 あだちねっとギフト店 5%

762 アタックワーカー 5%

763 アタックワンオンラインストア 5%

764 アタッシュマン ヤフー店 5%

765 ATABAh 5%

766 アダマス ヤフー店 5%

767 頭と顔の専門店 アタマニア 5%

768 熱海魚光丸Yahoo!ショップ 5%

769 あたらしや家具 5%

770 アチーブメントショップ 5%

771 ATHUKI 5%

772 axe-bicycle 5%

773 圧縮袋と防水ケースのアクアトーク 5%

774 ASSO(鞄・小物セレクトショップ) 5%

775 あったあった グルメショップ 5%

776 あったあった ワインSHOP 5%

777 あった印房 5%

778 あったか 本舗 HEATKING Yahoo!店 5%

779 あってよかったGOODS 5%

780 アットアイテム 5%
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781 あっと!アシキタYahoo!店 5%

782 あっとあるん 5%

783 アットイーズ 5%

784 アットイーハ 5%

785 AtWell アットウェルYahoo!店 5%

786 あっとえちご 5%

787 あっと解消 Yahoo!店 5%

788 家具・インテリア通販アットカグ 5%

789 アットカジュアル 5%

790 at CARE 5%

791 アットコンビニ ヤフー店 5%

792 アットスチール Yahoo!店 5%

793 アット・スマイル 5%

794 アット・セレクト 5%

795 あっとタウン Yahoo!店 5%

796 atdigiplus 5%

797 アットネクスト Yahoo!店 5%

798 アットネットサービス 5%

799 アットパーツ 5%

800 アットパーツ ヤフー店 5%

801 あっと美人 5%

802 アットBeauty Yahoo!店 5%

803 atfirst 5%

804 アットプレイヤーズ 5%

805 アットホームケア Yahoo!店 5%

806 @ home shopping 5%

807 アット・マーク 5%

808 アットマークアウトレット 5%

809 アットマーク家具ヤフー店 5%

810 アットマークショップ1 5%

811 アットマークドットネット 5%

812 アットマガザン 5%

813 アットマッキー 5%

814 atmack・家具 雑貨 事務用品 5%

815 アットマックス Yahoo!店 5%

816 あっとらいふ ヤフー店 5%

817 あっどれ・ショップ 5%

818 アットレンズ 5%

819 UPPERCUT 5%

820 UPPER GATE 5%

821 天晴天国 5%

822 UpAStorm Yahoo!ショップ 5%

823 アップスインナーBoutiqueヤフー店 5%

824 アップ・スウェル 5%

825 アップステアーズ 5%

826 天然石さざれ専門店 UPSTONE onbir 5%

827 UPTOWN Deluxe 5%

828 アップフィールド 5%

829 APFEL 5%

830 アップホーム(防音断熱・DIY) 5%

831 UPRISE Yahoo!ショップ 5%

832 UPLAB 5%

833 アップルカフェ 5%

834 アップル環境弘前 5%

835 Upple-shop 5%

836 Upple-store 5%

837 アップルスポーツ 5%

838 Apple専門店 i-shop 5%

839 Apple専門店 Be-Stock App 5%

840 あっぷる本舗 5%
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841 あっぷる本舗SP 5%

842 アツマル水産 5%

843 ADDICTIVE 5%

844 ADDICT-SPORTS 5%

845 adidas Online Shop Yahoo!店 5%

846 アテーネYahoo!店 5%

847 アテックスSCS 5%

848 アテックスダイレクト 5%

849 adesso 5%

850 アデツヤ オフィシャルサイト 5%

851 a.depeche アデペシュ 家具通販 5%

852 アテリオ・バイオ Yahoo!店 5%

853 Adelbelz(アデルベルツ)Yahoo!店 5%

854 adoreme 5%

855 ADVANCE JAPAN 5%

856 アドウイクス ヤフー店 5%

857 亜東書店Yahoo!ショップ 5%

858 アドキッチン 5%

859 ADサイクル通販88 5%

860 adoshop アドショップ雑貨店 5%

861 athos shop 5%

862 ADNEXT 5%

863 アド・パックYahoo!店 5%

864 ADVAN-SHOP 5%

865 アドバンス 5%

866 advance-wear 5%

867 Advance Online Store 5%

868 AdvancedAssaultGearヤフー店 5%

869 アドバンスワークス セレクト 5%

870 アドブルーステーション 5%

871 AdHoc 5%

872 アドホックスタイル 5%

873 アドホックプラスインテリア 5%

874 アトミックゴルフ 5%

875 アトミック サイクル 自転車 通販 5%

876 ADOLUVLE in Living Room 5%

877 アトラクトゴルフ 5%

878 あとらす工房 5%

879 アトラスダイレクトショップ 5%

880 atlantis 5%

881 アトリーチェ 5%

882 アトリエRV 5%

883 アトリエ阿友美 5%

884 Atelier easel 5%

885 Atelier F 5%

886 アトリエkana ヤフー店 5%

887 アトリエCuir 5%

888 atelier gungnir 5%

889 アトリエコスメ 5%

890 atelier CODEL 5%

891 アトリエSAWA 5%

892 アトリエ365 5%

893 アトリエ春 ヤフーショップ 5%

894 アトリエスピカ メダイ&ロザリオ 5%

895 アトリエ ティー Yahoo!店 5%

896 アトリエ・ド・フロマージュ 5%

897 アトリエDOMヤフー店 5%

898 豊岡鞄Atelier nuu(アトリエ ヌウ) 5%

899 アトリエ ハート軽井沢 5%

900 アトリエパレット ヤフー店 5%
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901 アトリエ日月 Yahoo!店 5%

902 アトリエフク 5%

903 ATELIER PLATON 5%

904 アトリエボア 5%

905 花とブーケのアトリエ美鈴ヤフー店 5%

906 アトリエ・ミツコ 5%

907 アトリエ メイクアップ 5%

908 アトリエ Yancy 5%

909 アトリエYOUオリジン 5%

910 アトリエルポヤフー店 5%

911 アトリエ レ・フェ 5%

912 あとりえONE’Sヤフー店 5%

913 アトワ 5%

914 ANAGRAM アナグラム 5%

915 anaconda東京 5%

916 アナザークルーウェディング 5%

917 あなたのお気に入りshop2 5%

918 あなたの町のミシン屋さんYahoo!店 5%

919 あなデジ工房 5%

920 アナハイム 厨房用設備販売 5%

921 あなろ-インテリア雑貨 5%

922 Analog 5%

923 AniaアルガンオイルYahoo!ショップ 5%

924 aniary Yahoo!Shop 5%

925 Anicca 5%

926 アニバーサリーアクセ 5%

927 ANNIVERSARY WORLD 5%

928 Animato shop 5%

929 アニマスジャパン 5%

930 アニマルスタンプ・カワナ 5%

931 ANIMAL-ROCK! 5%

932 Ane Style アネ スタイル 5%

933 アネックススポーツ 5%

934 AnemoneYahoo!店 5%

935 Anela Yahoo!店 5%

936 あのーる・ぽー ヤフー店 5%

937 あのね堂 5%

938 アバー 5%

939 APAKABAR 5%

940 アバコセレクション ヤフー店 5%

941 AboveStyle ヤフー店 5%

942 ApparelBank 5%

943 アパレルユニフォーム 5%

944 ア・ピース・オブ・ラグジュアリー 5%

945 アビースタイル 5%

946 ab Terrace 5%

947 アビーブーツ 5%

948 ABEAMWEBSTORE 5%

949 Appeal 5%

950 アビステラコーヒー 5%

951 apish mo.no 5%

952 AVIVA SHOP 5%

953 照明 雑貨 アビヤント Yahoo!店 5%

954 アビリティ21 5%

955 アファンネットショップ 5%

956 AFU G&E 5%

957 アフターパーツ.co.jpヤフー店 5%

958 アブニール Yahoo!店 5%

959 あぷねも 5%

960 UPLAGE ヤフー店 5%
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961 アプライドクリエイター Yahoo!店 5%

962 油サイクル油こし器ヤフー店 5%

963 aplus.Lab 5%

964 あぶらとり紙店鎌倉四葩 5%

965 aplicie Yahoo!店 5%

966 abloom(服飾・生活雑貨) 5%

967 ABROI 5%

968 APPLAUSE-GPS 5%

969 アベイル・コマドリ 5%

970 Abe Web Shop Yahoo!店 5%

971 abespo 5%

972 アベニールヘルシーサポート 5%

973 阿部ベイコク 5%

974 avaler 5%

975 ApertioFloris 5%

976 あぼ電機 5%

977 アポロ 5%

978 アポロストアヤフーショップ 5%

979 アポロスポーツ Direct Shop 5%

980 あぽろんYahoo!店 5%

981 アポワ 5%

982 天草特産品ネットステーション 5%

983 天草ボートフィッシング 5%

984 amaguritarou 5%

985 甘酒・米麹・ぬか床のこうじや里村 5%

986 あまといネット 5%

987 甘納豆本舗せっかどう 5%

988 アマナマナ 5%

989 天野水産ヤフー店 5%

990 アマノフーズ 通信販売商品 専門店 5%

991 奄美大島のお土産店 5%

992 アマラスラグジェ・クリスタルデコ 5%

993 スイーツショップAmaria 5%

994 AMARYL 5%

995 amalet select 5%

996 アマンスYahoo!店 5%

997 あみあみ Yahoo!店 5%

998 アミアミYahoo!店 5%

999 アミアンコーヒー 5%

1,000 アミークス 5%

1,001 amico di INEYA 逗子 5%

1,002 AMICAL 5%

1,003 アミダトレーディング 5%

1,004 Ami D’amour 5%

1,005 ami-brugge 5%

1,006 あみもねっと毛糸ショップ 5%

1,007 AMUSE 5%

1,008 AMUSE STORE 5%

1,009 アミュレット Yahoo!店 5%

1,010 umu 5%

1,011 アムー手芸便 5%

1,012 アムズ 5%

1,013 ams.online store 5%

1,014 アムリット動物長生き研究所 5%

1,015 アメイジング サーカス 5%

1,016 アメイジング 笑顔と健康応援隊 5%

1,017 Amazing Green 5%

1,018 アメージング・サプライ 5%

1,019 アメカジ・ジョンの店 古鷹 5%

1,020 飴菓子専門店 金扇 5%
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1,021 アメカジ通販ショップUSJ Yahoo!店 5%

1,022 アメカジ バイカー 2ND・セカンド 5%

1,023 アメカジファッション-GW Yahoo!店 5%

1,024 アメ車部品専門ランドマークストア 5%

1,025 アメック 5%

1,026 あめつち 5%

1,027 アメニティ問屋1番お得 5%

1,028 アメニティライフ 5%

1,029 アメ4パーツ 5%

1,030 アメマート 5%

1,031 アメ横大津屋スパイス・豆の専門店 5%

1,032 アメリカ雑貨オートサービスエフ 5%

1,033 アメリカ雑貨ゴマちゃん Yahoo!店 5%

1,034 アメリカ雑貨通販キャンディタワー 5%

1,035 アメリカ雑貨 Texas4619 ヤフー店 5%

1,036 アメリカ雑貨とミニカーのアイカム 5%

1,037 アメリカサプリ専門スピードボディ 5%

1,038 アメリカ専売 5%

1,039 アメリカ直輸入 NT-USA MALL 5%

1,040 america-direct 5%

1,041 アメリカのカジュアルウェアー 5%

1,042 アメリカンoutletsショップ 5%

1,043 アメリカン倶楽部 Yahoo!店 5%

1,044 American Clothing Cream 5%

1,045 アメリカン雑貨・インテリア 1985 5%

1,046 アメリカン雑貨COLOUR Yahoo!店 5%

1,047 アメリカン雑貨Hermit(ハーミット) 5%

1,048 アメリカン雑貨BRAVO 5%

1,049 アメリカン雑貨 ベリーベリー 5%

1,050 アメリカンバース Yahoo!店 5%

1,051 American Funtageヤフー店 5%

1,052 AMOMA natural care 5%

1,053 amor&pionero 5%

1,054 アモシア 5%

1,055 AMOS公式ショップ 5%

1,056 あやストア 5%

1,057 AYANOKOJI 5%

1,058 あやべ漢方堂 5%

1,059 あや本店 5%

1,060 aya-本舗 5%

1,061 AYALAstore 5%

1,062 あゆの店きむら 5%

1,063 公式 あゆみシューズ Yahoo!店 5%

1,064 アライカメラ 5%

1,065 あらいこだい 5%

1,066 アライズ 5%

1,067 荒木時計店 5%

1,068 荒木海苔店ヤフー店 5%

1,069 アラジンコレクション 5%

1,070 アラジンホイールズ 5%

1,071 アラスポ(araspo) 5%

1,072 アラソアンYahoo!店 5%

1,073 アラバスタミュージック 5%

1,074 メンズ 革・バッグ・財布 ALABAMA 5%

1,075 alla polacca 5%

1,076 荒牧 おいしいワイン日本酒の店 5%

1,077 alamode 5%

1,078 ARAYA 5%

1,079 ALA-Labo 5%

1,080 アリア スキンケアショップ 5%
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1,081 ありあけ浪漫工房うちの海産 5%

1,082 ARIAT 5%

1,083 アリア・フレール 5%

1,084 アリー 5%

1,085 アリーシア ファーム 5%

1,086 アリージェム 5%

1,087 Ariete-select Yahoo!店 5%

1,088 ARIEL MILKFED. 5%

1,089 有賀園ゴルフモール A-NET 5%

1,090 ありがた屋九州 5%

1,091 ありがとうナッツのお店 5%

1,092 ありがとう本舗 焼き菓子うさぎ堂 5%

1,093 ありがとうわくわくの阿波の産直便 5%

1,094 ありがとさん 5%

1,095 ありがとトレーディング 5%

1,096 アリクリ Yahoo!店 5%

1,097 Alisa 5%

1,098 ありしろ雑貨店Yahoo!店 5%

1,099 ALICE 5%

1,100 ありす子供服 5%

1,101 Alice-shop 5%

1,102 アリスの時間 照明 家具 5%

1,103 Alize アリゼ 5%

1,104 有田市認定みかん直売所 5%

1,105 アリタポーセリンラボヤフー店 5%

1,106 有田マルシェ 5%

1,107 有田焼赤絵町 5%

1,108 有田焼 藤井錦彩窯 5%

1,109 有田焼や 心器 5%

1,110 蟻月ヤフー店 5%

1,111 アリモトスポーツ ヤフー店 5%

1,112 アリュールAllure 5%

1,113 Aring-Aring cosme 5%

1,114 ARINKURIN.shop 5%

1,115 あるあるの森 5%

1,116 ARUARUMARKET 5%

1,117 アルインコトランシーバー専門店 5%

1,118 アルージェ 5%

1,119 アルカディアルカ 5%

1,120 ALCAMO 5%

1,121 アルカヤ靴店(928WING) 5%

1,122 アルカヤ靴店 函館朝市 5%

1,123 歩きやすいヒール靴専門店ウシジマ 5%

1,124 歩くを快適にするお店 さきっちょ 5%

1,125 arcole plus 5%

1,126 アルザン問屋直販センター 5%

1,127 アルシェセレクション 5%

1,128 アルシオン 5%

1,129 Arusion 5%

1,130 Argent 5%

1,131 Arjan 5%

1,132 ARUSENA 5%

1,133 アルターエゴ 5%

1,134 あるだけショップ 5%

1,135 アルタシステム 5%

1,136 alta sotto 5%

1,137 Ultimate Collection 5%

1,138 Artesano 5%

1,139 アルテビジョン ヤフーショップ 5%

1,140 ALTOPONTEヤフー店 5%
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1,141 aldo洋品店 5%

1,142 AltoLibro リゲッタ直営店 5%

1,143 ALTROSE 5%

1,144 arne 5%

1,145 ARUNE仮装雑貨のお店あるね 5%

1,146 アルネスタ 5%

1,147 アルバ 5%

1,148 アルパカPC 5%

1,149 アルバクラブ 5%

1,150 アルバダイレクト 5%

1,151 アルバム&メモリアル アーデント 5%

1,152 albiot 5%

1,153 アルファー食品ヤフー店 5%

1,154 ALFIRST 5%

1,155 アルファサーフショップ 5%

1,156 アルファスペース 5%

1,157 ALPHAtote.Yahoo!ショップ 5%

1,158 アルファネットオンラインショップ 5%

1,159 ALPHA PLUS 5%

1,160 アルファプラス 5%

1,161 ALFAMAGICヤフー店 5%

1,162 alpha mode shop 5%

1,163 写真のある生活～アルフォト～ 5%

1,164 アルフォリア・ジャパン 5%

1,165 アルプロン ヤフーSHOP 5%

1,166 アルベルワイン 5%

1,167 あるまま 5%

1,168 アルミゲート専科 Yahoo!店 5%

1,169 アルミサッシ建材の建くるショップ 5%

1,170 アルミサッシ専門店 5%

1,171 アルミックわん PROSHOP 5%

1,172 あるモールYahoo!店 5%

1,173 Armonia アルモニア ソファ専門店 5%

1,174 あるYAN 5%

1,175 あるる Yahoo!ショップ 5%

1,176 アレグリアフェスタ 5%

1,177 Allegretto Yahoo!店 5%

1,178 Alleglo クローズ30スタイル 5%

1,179 AREKORE 5%

1,180 ares 5%

1,181 ALEC 5%

1,182 AREZZO 5%

1,183 Allen Crystal 5%

1,184 あれんじHana倶楽部 5%

1,185 aroa 5%

1,186 AROVEINA・アロヴィーナ 5%

1,187 ARROWS FURNITURE 5%

1,188 アロエ食品ストア 5%

1,189 アロエベラ本舗 Yahoo店 5%

1,190 SHIBUYA-ARROWS 5%

1,191 アロード 5%

1,192 アローナ 5%

1,193 ARROWHEAD アローヘッド 5%

1,194 アローマーケット 5%

1,195 アロール21 Yahoo!店 5%

1,196 ARO Japon 5%

1,197 アロット 5%

1,198 alotnet 5%

1,199 Aloha Shopping Center ヤフー店 5%

1,200 ALOHA Diaries ハワイセレクトShop 5%
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1,201 アロハ日和 5%

1,202 アロマージュプリュス 5%

1,203 アロマオイルSHOP アロマ・アロマ 5%

1,204 アロマとハーブのお店 hanairo 5%

1,205 Aroma Gift アロマとハーブ専門店 5%

1,206 アロマクエスト 5%

1,207 アロマ・精油・ハーブのtk-kota 5%

1,208 アロマセルフ 5%

1,209 アロマ専門店NAGOMI AROMA 5%

1,210 アロマ・タイム 5%

1,211 アロマのお店 5%

1,212 アロマルーム 5%

1,213 アロミックスタイル公式ショップ 5%

1,214 OUR WORLD LAW 5%

1,215 淡路グルメ倶楽部 5%

1,216 淡路島からの贈り物 ものあわ 5%

1,217 淡路島ケンちゃんファーム 5%

1,218 淡路島こだわり物産店 5%

1,219 淡路島3年とらふぐ 若男水産 5%

1,220 淡路島たまねぎ今井ファ-ム 5%

1,221 淡路島玉ねぎ特産品 あわべじ 5%

1,222 awatsu.com 5%

1,223 あわびの煮貝 かいや 5%

1,224 泡盛倶楽部 Yahoo店 5%

1,225 泡盛地酒横丁 5%

1,226 泡盛ストリート.netヤフー店 5%

1,227 アワワ 5%

1,228 ANN インターナショナル 5%

1,229 Anchor Shop 5%

1,230 AnkerDirect 5%

1,231 アンカーボルトのアンカーボイス 5%

1,232 アンカネ酒店 5%

1,233 あんカリ 5%

1,234 安行緑化資材 5%

1,235 Angler s Case アングラーズケース 5%

1,236 アングラーズ・サライ ヤフー店 5%

1,237 アンクランコモンド 5%

1,238 アンクローズ・布屋 5%

1,239 安光屋 5%

1,240 アンコキーヌYahoo!店 5%

1,241 あんこの内藤 5%

1,242 ankoROCK 5%

1,243 アンサーネット 5%

1,244 アンサーフィールド 5%

1,245 アンサンブル 5%

1,246 Ancy 5%

1,247 アンジーソウル 5%

1,248 アンジェコンタクト 5%

1,249 ベビー&キッズ専門店 ange select 5%

1,250 Ange Yahoo!店 5%

1,251 Angela アンジェラ・ 5%

1,252 アンジェラ 宝石の卸屋さん 5%

1,253 Angelique@Lab 5%

1,254 ANGELINA 5%

1,255 Angelica アンジェリカ 5%

1,256 AngelicaWax 5%

1,257 Angelicate 5%

1,258 アンジェリックART 5%

1,259 アンジェリックFS 5%

1,260 Enchantiris de stt 5%
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1,261 enchante petit 5%

1,262 アンシャンテマーケット 5%

1,263 アンシャンブル 5%

1,264 アンジュコレクション ヤフー店 5%

1,265 アンジュヘア 5%

1,266 アンジン 5%

1,267 安心・安全の食品館ヤフー店 5%

1,268 あんしん介護サービス ヤフー店 5%

1,269 あんしん健康サポート館 5%

1,270 あんしんコンタクト 5%

1,271 安心食品のみつばち一番亭 5%

1,272 あんしんショップYahoo!店 5%

1,273 安心・親切 オーシャンズ押上店 5%

1,274 安心生活 5%

1,275 安心即売 5%

1,276 あんしん通販リリーフヤフー店 5%

1,277 庵心堂 5%

1,278 あんしん堂ストア 5%

1,279 安心NET Yahoo!店 5%

1,280 あんしん農園 5%

1,281 あんしんの殿堂　防災館 5%

1,282 あんしん広場Yahoo!店 5%

1,283 あんしんBOX Yahoo!店 5%

1,284 あんしんみんなのおやつ屋さん-2 5%

1,285 安心メディア 5%

1,286 安心ライフ 5%

1,287 あんしんライフ 5%

1,288 ANZUDOG あんずどっぐ 5%

1,289 安全靴 作業服 徳野商会Yahoo!店 5%

1,290 安全靴作業用品わくわくサンライズ 5%

1,291 安全・サイン8 5%

1,292 安全モール ヤフー店 5%

1,293 安全用品のレオ 5%

1,294 アンソレイエYahoo!shop 5%

1,295 アンダーアーマーのスポーツCV 5%

1,296 アンダーアーマーヒート 5%

1,297 underground-onlineshop 5%

1,298 andAstnd 5%

1,299 Undertaker 5%

1,300 underbar 5%

1,301 UNDERFIELD ONLINE 5%

1,302 アンダーレYahoo!店 5%

1,303 ANDALUCE 5%

1,304 andaluciaroad 5%

1,305 アンダンテ 5%

1,306 ANDANTE Yahoo!ショップ 5%

1,307 アンツィアーナショップ 5%

1,308 UNDIE 5%

1,309 ANDY&JUDY 5%

1,310 アンティーク家具 ウェリントン 5%

1,311 アンティーク ガレ 5%

1,312 アンティークギア 5%

1,313 アンティーク雑貨CHEERFUL 5%

1,314 アンティーク雑貨ミュー 5%

1,315 アンティークそっくり市場ヤフー店 5%

1,316 アンティークフレックス ヤフー店 5%

1,317 アンディーマーブル 5%

1,318 antiqua 5%

1,319 antiqcafe 5%

1,320 アンティックローズ Yahoo店 5%
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1,321 アンテシュクレ インナーワールド 5%

1,322 ANTENNA うさぎグッズ専門店 5%

1,323 antenna-mens 5%

1,324 アンテノールYahoo!ショップ 5%

1,325 アンデュマリ・メロディ 5%

1,326 Interieur Deco 5%

1,327 Antelヤフー店 5%

1,328 アンドアールバッグ 5%

1,329 AND EAST 5%

1,330 アンドイットYahoo!店 5%

1,331 Undo Rowa ヤフー店 5%

1,332 アンドウスポーツ 5%

1,333 アンドas 5%

1,334 andyells 5%

1,335 andGRACE 5%

1,336 アンド・スタイリッシュ 5%

1,337 and Select 5%

1,338 ann-dog&cat 5%

1,339 アントデザインストア 5%

1,340 アンドハウス Yahoo!店 5%

1,341 アンドハビット 5%

1,342 and Me(アンドミー) 5%

1,343 アンドメディカルモール Yahoo!店 5%

1,344 andmore 5%

1,345 and U 5%

1,346 アンドリッチ 5%

1,347 and Luce・アンドルーチェ 5%

1,348 entre square Yahoo!店 5%

1,349 and-LOCAL Yahoo!店 5%

1,350 AND ROMEOアンドロミオ 5%

1,351 アンドロメダ 5%

1,352 アントワーヌ・カレーム 5%

1,353 安穏Yahoo!店 5%

1,354 AMBERJACK 5%

1,355 アンバランス神戸 5%

1,356 INVENTER 5%

1,357 ambie STORE 5%

1,358 アンビューティショップ 5%

1,359 アンファーストア ウィメンズ店 5%

1,360 アンファミエYahoo!店 5%

1,361 アンプーファム 5%

1,362 おしゃれ照明のAmpoule 5%

1,363 アンプティレヴ 5%

1,364 anplus 5%

1,365 アンブロシア 5%

1,366 AMPERE 5%

1,367 アンベルス 5%

1,368 アンマクヤ 防災屋ヤフー店 5%

1,369 安眠ふとんのこだま 5%

1,370 あんらんどヤフーショップ 5%

1,371 アンリ・シャルパンティエ 5%

1,372 アンリミット 5%

1,373 UNLIMINet Yahoo!shop 5%

1,374 anlulu 5%

1,375 イーアイテムオンライン 5%

1,376 EI-Trade Store 5%

1,377 e-auto fun. 5%

1,378 Eacce 5%

1,379 イーアップヤフー店 5%

1,380 e&e Shop 5%
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1,381 E&Kダイレクト 5%

1,382 イーアンドワイ ヤフー店 5%

1,383 ee ONLINE 5%

1,384 YIYI店 5%

1,385 E-Eネットストア 5%

1,386 eIzumiya OnlineShop 5%

1,387 いーいんてりあ 5%

1,388 EVのコウメイ 5%

1,389 EWIN 5%

1,390 e-warehouse 5%

1,391 e-URiSAPO 5%

1,392 いいコトたくさん!イーエジソン 5%

1,393 ES-SELECTION 5%

1,394 ESbeauty 5%

1,395 ES mart 5%

1,396 EX GOLF 5%

1,397 イーエムアイギフトセンター 5%

1,398 EMI SHOP ヤフー店 5%

1,399 EMI Direct 5%

1,400 EM UNDER THROW 5%

1,401 EMウェア・ジャパン 5%

1,402 EM健康衣料品製造販売の トータス 5%

1,403 EM生活通販shop 5%

1,404 EMPT 5%

1,405 イーエムマーケット 5%

1,406 EMライフYahoo!店 5%

1,407 いいお茶ドットコム 5%

1,408 eーオロシー 5%

1,409 e-カーテンYahoo!店 5%

1,410 eかいごナビ 5%

1,411 いい快互服ドットコム 5%

1,412 e快適空間 5%

1,413 イーカエル・プラザ 5%

1,414 いい価格 5%

1,415 e-家具 5%

1,416 e-kaguya 5%

1,417 e-傘屋 5%

1,418 e-cafe 5%

1,419 e-キカイ屋さん 5%

1,420 イーキカイ ヤフーショッピング店 5%

1,421 e-キッチンまてりある 5%

1,422 いいきっと 5%

1,423 e-giftcenter 5%

1,424 e-きものレンタル Yahoo!店 5%

1,425 e-くだものヤフー店 5%

1,426 e-goods 5%

1,427 イーグッズセレクション 5%

1,428 e-暮らしRあーる 5%

1,429 eくらしshop 5%

1,430 EGLIPS 5%

1,431 イーグルアイ・フィリピーノ 5%

1,432 イーグルアイヤフー店 5%

1,433 EAGLE STAR 5%

1,434 イーグル舶来堂 5%

1,435 e-くるまライフ.com 5%

1,436 イイケア 5%

1,437 いい化粧品倶楽部Yahoo!店 5%

1,438 egoal 5%

1,439 e-コスト 5%

1,440 イーコスメ 5%
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1,441 iicoto baby gift 5%

1,442 e-子供服ノン 5%

1,443 e-コネクト 5%

1,444 EECOヤフーショッピング店 5%

1,445 eKOREA Yahoo!ショッピング店 5%

1,446 E-CONTACT 5%

1,447 イーコンビニ 5%

1,448 イーコンビYahoo!店 5%

1,449 イーサウンド 5%

1,450 e酒どっと呑む 5%

1,451 イーザッカマニアストアーズ 5%

1,452 e雑貨屋 Yahoo!店 5%

1,453 e雑貨yume 5%

1,454 e-zakkoku米 5%

1,455 IISAヤフーショップ 5%

1,456 ec-art Yahoo!店 5%

1,457 EGS DIRECT 5%

1,458 ECL 5%

1,459 EZCASE イージーケース 5%

1,460 ECサイトAlexander 5%

1,461 ECサイトmouse 5%

1,462 ECGラボ 5%

1,463 ECJOY! 5%

1,464 ECJOY!HJN ヤフー店 5%

1,465 ECJOY!お宝マーケットヤフー店 5%

1,466 ECJOY!Fujita Japan 5%

1,467 ECJOY!ブックス ヤフー店 5%

1,468 ECJOY!ホームセンタードットコム 5%

1,469 ECJOY!ライフアンドグッツ 5%

1,470 ECJOY!RING RING 5%

1,471 e-sheet 間仕切 Yahoo!店 5%

1,472 EASY NAVY ヤフーショッピング店 5%

1,473 ECはやぶさ堂 5%

1,474 ez バルブ 5%

1,475 EZVIZ 5%

1,476 EC.FURNITURE 5%

1,477 イージーブラインド 5%

1,478 いーじーぼっくす 5%

1,479 イージーマート ヤフー店 5%

1,480 イージーモンキー 5%

1,481 イージー Yahoo!店 5%

1,482 EasiYoヨーグルト専門ショップ 5%

1,483 EC領収書自動発行 5%

1,484 ECLINK 5%

1,485 EASY WARP 5%

1,486 ECワイド 5%

1,487 イー・シェルシェ Yahoo!店 5%

1,488 イーシザイ・マーケット 5%

1,489 ec.PWRUP 5%

1,490 e事務用品 5%

1,491 eジャパン 5%

1,492 イージャパン 5%

1,493 イー住設 5%

1,494 iishop 5%

1,495 e-shop aoakua pro 5%

1,496 eShop Smart Market 5%

1,497 いいしょっぷセレクション 5%

1,498 eショップツカサキ 5%

1,499 eshop-yamazaki 5%

1,500 eshopヤミヨシ 5%
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1,501 ease アロマ ショップ 5%

1,502 イーズクリエーション 5%

1,503 イーズストア 5%

1,504 EASS SELECT SUNGLASS 5%

1,505 e-スタート 5%

1,506 E-STYLE MARKET 5%

1,507 East&SUN 5%

1,508 East SUN 5%

1,509 イーストマウンテン 5%

1,510 イースポルト 5%

1,511 イースリーショップ 5%

1,512 eセーフティ 岡崎商会 5%

1,513 e-SELECT DEPOT 5%

1,514 E-01ネットストア 5%

1,515 e惣菜屋 5%

1,516 イーゾーン スポーツ 5%

1,517 eソファのestyle 5%

1,518 e-daiku(イーダイク)Yahoo!店 5%

1,519 Eタイヤショップ 5%

1,520 eTile ヤフーショップ 5%

1,521 IIDASTORE 5%

1,522 IIDAMOLD 5%

1,523 e-dollar イーダラー 5%

1,524 e-choix 5%

1,525 E!Choice Yahoo!店 5%

1,526 e-choix Yahoo!店 5%

1,527 e-通販TKS　Yahoo!店 5%

1,528 e-toolショッピング 5%

1,529 イーヅカ 5%

1,530 e-TEE 5%

1,531 E・T・M Yahoo!店 5%

1,532 et-style 5%

1,533 e-desho 5%

1,534 イーテック ヤフーSHOP 5%

1,535 eデバイス 5%

1,536 いーでぽ 5%

1,537 いーでぽ2号館 5%

1,538 飯豊町特産品ショップ 5%

1,539 イーデンキ Yahoo!ショッピング店 5%

1,540 いーでんネット ヤフー店 5%

1,541 e-道具館 5%

1,542 Eat the World 5%

1,543 いい友　ヤフー店 5%

1,544 e-TRADE SERVICE 5%

1,545 イートレンドヤフー店 5%

1,546 イートンプラス 5%

1,547 いい布deいい暮らしichiori 5%

1,548 良値 いいね 5%

1,549 iine 5%

1,550 イーネ 5%

1,551 イイネイル Yahoo!店 5%

1,552 イイネショップ 5%

1,553 いいね!セレクトショップ 5%

1,554 eネット通販 5%

1,555 いいね道具ヤフーショッピング店 5%

1,556 iinos Yahoo!店 5%

1,557 E-Parts 5%

1,558 E-PARTS Yahoo!ショップ 5%

1,559 eパートナーズ 5%

1,560 イーバイスリー 5%
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1,561 eハクセン ヤフー店 5%

1,562 e-バザール 5%

1,563 イーバザール ソファー Yahoo!店 5%

1,564 イーバザール インテリア Yahoo!店 5%

1,565 イーパス 5%

1,566 いい肌ピオスドットコム 5%

1,567 いいHana倶楽部 5%

1,568 e-hanas(イーハナス)Yahoo!店 5%

1,569 いいはねふとん店 5%

1,570 e-バランスYahoo!店 5%

1,571 e-palette 5%

1,572 e-Power 5%

1,573 e-はんこ 5%

1,574 クラブアイテム専門店 e-BMS 5%

1,575 ebわーるど 5%

1,576 いーぴこっとヤフーショップ 5%

1,577 イービレッジ 5%

1,578 e-広井時計眼鏡店 5%

1,579 eFindsYahoo!ショップ 5%

1,580 EVIショップ 5%

1,581 e風水ドラゴンヤフー店 5%

1,582 ebookjapan 5%

1,583 e-ふとん屋さん 5%

1,584 e-プライス 5%

1,585 eplusアルファ 5%

1,586 eぷらすぐっず 5%

1,587 eplanet.6 ヤフー店 5%

1,588 eフリーデン ヤフー店 5%

1,589 e-Bloom Yahoo!店 5%

1,590 イープレジール ヤフー店 5%

1,591 イープロム ヤフー店 5%

1,592 e-フロンティア 5%

1,593 いぃべあー ヤフー店 5%

1,594 e-baby 5%

1,595 eBaby-Select 5%

1,596 e-ベビー布団屋 5%

1,597 e-ベリーダンス衣装社交ダンス衣装 5%

1,598 イーベルファー 5%

1,599 e-ben 5%

1,600 e-ventoパックンスギモトヤフー店 5%

1,601 e-宝石屋 5%

1,602 いいホームスタイル.com 5%

1,603 e-盆栽 ヤフー店 5%

1,604 E-minor 5%

1,605 いいマイルーム ヤフーショップ 5%

1,606 e-machi 5%

1,607 e水屋 5%

1,608 eMilk 5%

1,609 iimin 良い眠りから良い瞬間を! 5%

1,610 EAIM STORE 5%

1,611 イームズチェア ヤフー店 5%

1,612 イーメイク 5%

1,613 いい銘木店 Meiboku Shop 5%

1,614 イーメガネ 5%

1,615 イーモノ 5%

1,616 いいものあるあるDay-Book 5%

1,617 いいもの壱番館 5%

1,618 e-monoうってーる 5%

1,619 いいもの長蔵 5%

1,620 イーモノクリエイトヤフーショップ 5%
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1,621 いいもの健康 5%

1,622 いいものコロコロ 5%

1,623 いいもの雑貨どっとこむ 5%

1,624 イイもの下着ヘヴンズブルー 5%

1,625 eモノショップ 5%

1,626 e-mono-store 5%

1,627 いいものSelect Shop Barong 5%

1,628 快適家具こたつのEmono発掘express 5%

1,629 いいもの発見商店ヤフー店 5%

1,630 いいもの発信こだわり情報局店 5%

1,631 いいもの見つけた! 5%

1,632 いいものみつけ隊ペット 5%

1,633 いーものや ヤフスト店 5%

1,634 いいものリサイクル サカショー 5%

1,635 iimo Yahoo!店 5%

1,636 いいもん味撰(いいもん・あじせん) 5%

1,637 良いもんショップ 5%

1,638 E-MONDO 5%

1,639 emondostore ミニカー カーグッヅ 5%

1,640 イーヤマダ 5%

1,641 EUセレクション 5%

1,642 イーユーライフ ヤフー店 5%

1,643 e-よしや楽器 5%

1,644 e-LIFE 5%

1,645 イーライフ 5%

1,646 イーライフストアYahoo!店 5%

1,647 e-LIFE market福岡本店 5%

1,648 イーライン 5%

1,649 yilin 5%

1,650 e-レスキュー 5%

1,651 イーレンズスタイル 5%

1,652 e・ロープYahoo!店 5%

1,653 eyshop 5%

1,654 E-one 暮らし館 5%

1,655 イーワンズYahoo!ショッピング店 5%

1,656 いえエコ.com 5%

1,657 YES-TAKAGIストア 5%

1,658 イエダンiedan 5%

1,659 家てぃ 5%

1,660 家と庭のDIY通販 イーハウスマニア 5%

1,661 イエノLabo. 5%

1,662 家ファン! Yahoo!店 5%

1,663 EMSショップ 5%

1,664 Yellow 5%

1,665 イオナック 5%

1,666 イオミックショップYahoo!店 5%

1,667 イオントレーディング 5%

1,668 イオンヤフーショップ 5%

1,669 igagyouzaya 5%

1,670 いか・さば八戸 タケワWEBストア 5%

1,671 伊賀ストア ヤフーショッピング店 5%

1,672 イガスヤ 5%

1,673 いか焼きマハロ 5%

1,674 錨屋マリンギア Yahoo! JAPAN店 5%

1,675 いきいきショップねんりん 5%

1,676 いきいき長寿 Yahoo!店 5%

1,677 いきいきやまぐちヤフー店 5%

1,678 生き生きLife Mart ヤフー店 5%

1,679 IKIKAGU イキカグ 5%

1,680 イキトガレージYahoo!店 5%
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1,681 イキトセレクトヤフー店 5%

1,682 粋な着こなしヤフー店 5%

1,683 粋な伝統 和好 5%

1,684 イクコ&ランジェリー エルドシック 5%

1,685 い草王国 こたつ王国 5%

1,686 育児グッズと輸入玩具の店 ほっぺ 5%

1,687 Exit(イグジット) 5%

1,688 イクスヤフーショップ 5%

1,689 井口農園ヤフーショップ 5%

1,690 IGRESS SHOP 5%

1,691 IKESHO 5%

1,692 イケダグリーンセンターヤフー店 5%

1,693 イケダ商店 5%

1,694 池田屋酒店 5%

1,695 池田洋品店 5%

1,696 池田冷凍食品 5%

1,697 池袋タックルアイランド&スキマル 5%

1,698 池袋東口・越後屋質店 5%

1,699 イケベ楽器店 5%

1,700 イケベ楽器リボレ秋葉原店 5%

1,701 イコアペットフード 5%

1,702 IKOI TIME 5%

1,703 憩いの店オアシス 5%

1,704 異国屋 5%

1,705 囲碁将棋専門店の将碁屋 5%

1,706 囲碁将棋麻雀玩具用品販売囲碁ラボ 5%

1,707 いごっそう酒屋佐々木 5%

1,708 IKORAショップ 5%

1,709 ICORA ヤフーショッピング店 5%

1,710 イシイの甘栗 5%

1,711 イシイハット．com 5%

1,712 ejej-shopping 5%

1,713 石街 5%

1,714 石窯屋清水2号店 5%

1,715 石川トランク製作所 5%

1,716 東京西川チェーン石川屋ふとん店 5%

1,717 石専門店.com～大理石を工場直売 5%

1,718 石田金物 5%

1,719 イシダスポーツ 5%

1,720 石田スポーツ BRIO Yahoo!店 5%

1,721 石長石材 5%

1,722 石塚味噌店 5%

1,723 石巻元気商店 5%

1,724 いしのみせ TENDER TIME 5%

1,725 イシバシカーペット 5%

1,726 イシバシ楽器 5%

1,727 イシバシ楽器 17ショップス 5%

1,728 石村萬盛堂Yahoo!店 5%

1,729 石本川口軒 Yahoo店 5%

1,730 衣食住ストアヤフーショップ 5%

1,731 ISHIN SHOP 5%

1,732 いす市場 5%

1,733 椅子王国ヤフー店 5%

1,734 イズクラブYahoo!ショップ 5%

1,735 いすず質店 5%

1,736 ISUZUYOKO 5%

1,737 いずちょっくらいいねっと 5%

1,738 伊豆ネット通販ヤフー店 5%

1,739 椅子の工場-貞苅椅子製作所直営 5%

1,740 IZUMI GOLF イズミゴルフ 5%
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1,741 イズミショウカイ 5%

1,742 イズミックワールド 5%

1,743 123pack 5%

1,744 イズミメンテナンスシリーズ 5%

1,745 izumiya-shop 5%

1,746 出雲・山陰 うまいもの市場 5%

1,747 出雲抹茶専門店 桃翠園 5%

1,748 伊豆 山田屋海産 5%

1,749 伊豆ラスク工房・カンパーニュ 5%

1,750 イセキのランプ屋さんヤフー店 5%

1,751 イセザキフードサービス ヤフー店 5%

1,752 伊勢志摩PEARL工房 菊池 5%

1,753 伊勢真珠工房 5%

1,754 伊勢鳥羽志摩特産横丁 5%

1,755 伊勢の国の美味いもの 魚佐太 5%

1,756 伊勢丸中製茶Yahoo!店 5%

1,757 伊勢屋店 5%

1,758 イセンスオンライン 5%

1,759 isozaki-store 5%

1,760 いそべ米屋 Yahoo!店 5%

1,761 いそや Yahoo!店 5%

1,762 Isowa Pearl 5%

1,763 いただきプラザ Yahoo!店 5%

1,764 板前魂 5%

1,765 イタミアート 5%

1,766 イタリア自動車雑貨店ショッピング 5%

1,767 イタリア製バッグのヴェローチェ 5%

1,768 イタリア料理 神戸ヴァッラータ 5%

1,769 イタリアンジュエリー OE 5%

1,770 Italyoftamai 5%

1,771 I-CHIE 5%

1,772 イチオシshop 5%

1,773 イチオリヤフーショッピング店 5%

1,774 市川農場 5%

1,775 一撃SHOP 5%

1,776 1号店 5%

1,777 一号屋 5%

1,778 いちごジュエリー 5%

1,779 いちごストロベリー 5%

1,780 1321 SELECT 5%

1,781 138etex 5%

1,782 市田柿専門店 山下屋荘介 Yahoo!店 5%

1,783 17&18 本革ショップ 5%

1,784 一の縁 5%

1,785 一の縁 弐番館 5%

1,786 一ノ瀬畜産 5%

1,787 1番EC ヤフー店 5%

1,788 壱番館SHOP 5%

1,789 壱番館SHOPプレミアム 5%

1,790 一番星 5%

1,791 いち藤 5%

1,792 一冨士 Yahoo!店 5%

1,793 ICHIMANGOKU 5%

1,794 ICHIMON ヤフー店 5%

1,795 イチヤショップPro オンライン 5%

1,796 いちやまマートYahoo!ショップ 5%

1,797 e-cho online 日用雑貨・業務用品 5%

1,798 e-cho online 2号店 5%

1,799 ICHIROYA・ヤフーショッピング店 5%

1,800 1ヶ月できれいをつくるPaFuPaFu 5%
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1,801 一休さん ヤフー店 5%

1,802 いっこう堂 ヤフー店 5%

1,803 1個売りピアスの専門店 Can Lino 5%

1,804 壱刻館ヤフー店 5%

1,805 逸酒創伝 5%

1,806 一守堂 5%

1,807 一勝堂 5%

1,808 一心堂時計店 5%

1,809 一心刃物 Yahoo!店 5%

1,810 一誠株式会社 5%

1,811 isso ecco Yahoo!店 5%

1,812 いっちゃね! 5%

1,813 its a beautiful music 5%

1,814 いつつ星7 5%

1,815 一天堂 5%

1,816 一等米専門店 江戸の米蔵 5%

1,817 いっとうもの 5%

1,818 逸品専科monoR Yshop店 5%

1,819 いっぷしょっぷ ヤフー店 5%

1,820 いっぽ ウェディング 5%

1,821 一本堂 ヤフー店 5%

1,822 いづみ屋Yahoo!店 5%

1,823 イツモストア 5%

1,824 いつもの トナーショップ 5%

1,825 IDEA-M 5%

1,826 イデアジャパンYahoo!店 5%

1,827 IDEA STORE Yahoo!店 5%

1,828 イデアルMALL 5%

1,829 イデールヤフーショップ 5%

1,830 iDECA 5%

1,831 井手商会 ヤフー店 5%

1,832 遺伝子博士 Yahoo!店 5%

1,833 糸魚川翡翠の店 5%

1,834 伊藤楽器船橋店 5%

1,835 伊藤楽器船橋本店2F 5%

1,836 伊藤楽器 松戸店 5%

1,837 イトウ質店ホーネット 5%

1,838 いとう釣具店 5%

1,839 いとうネット通販 5%

1,840 伊藤農園 ジュースと果実 Yahoo!店 5%

1,841 伊藤農機ストア 5%

1,842 医道の日本社ヤフー店 5%

1,843 伊藤めがねサングラス商店 5%

1,844 糸川真珠 5%

1,845 イドサワヤフーショップ 5%

1,846 いとし屋ついん ヤフー店 5%

1,847 いと重菓舗 5%

1,848 イト食堂 ヤフー店 5%

1,849 井戸端 5%

1,850 イトマンダイレクト Yahoo!店 5%

1,851 伊都野菜園 5%

1,852 糸柳謹製ジョイアルカレー 5%

1,853 イナータス ブルースカイ ショップ 5%

1,854 171オンラインショップ 5%

1,855 田舎の米屋さん 奥久慈米のオノセ 5%

1,856 田舎米～田村商店～ 5%

1,857 稲川米店Yahoo!店 5%

1,858 稲毛質店 ヤフー店 5%

1,859 稲作のプロ集団自慢のお米 5%

1,860 INAZUMA Shop.Yahoo!店 5%
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1,861 稲田布帛ヤフー店 5%

1,862 稲庭うどん そうめんの無限堂 5%

1,863 稲庭うどん・盆提灯ほか販売-桜竹 5%

1,864 稲葉仏壇店 5%

1,865 イニシャル K 5%

1,866 犬首輪専門店クリスタルポイント 5%

1,867 犬雑貨専門店 銀屋 5%

1,868 犬デンタルケア帝塚山ハウンドカム 5%

1,869 犬と猫のJohn&Coco’ジョン&ココ’ 5%

1,870 犬猫術後服エリザベスウエア専門店 5%

1,871 犬猫博士の研究所 5%

1,872 犬の首輪屋てるべる 5%

1,873 犬のご飯とケーキのドッグダイナー 5%

1,874 犬のためのえぞ鹿肉のお店 5%

1,875 犬の服 首輪 犬のリードの通販hibi 5%

1,876 犬の服とペット用品 marutomame 5%

1,877 犬の服 full of vigor ヤフー店 5%

1,878 犬の洋服屋さん Yahoo!店 5%

1,879 犬服犬用品PETBLUELペットブルール 5%

1,880 INUMESHI by 卸ネット良品 5%

1,881 いぬやしゃんYahoo!店 5%

1,882 犬屋 Yahoo!店 5%

1,883 犬用おやつ 国産 直販 SHOP O.C. 5%

1,884 犬用介護用品レンタル わんケア 5%

1,885 犬用車椅子と犬用介護用品わんケア 5%

1,886 犬用自然派おやつ専門店iliosmile 5%

1,887 犬用品ABCDog 5%

1,888 犬用品と雑貨のAFRESHFEELING 5%

1,889 犬用品とペット薬のドッグワークス 5%

1,890 犬用品のゼット物産 5%

1,891 イネックス二号店 5%

1,892 イネックスヤフーショップ 5%

1,893 亥之吉Yahoo!店 5%

1,894 イノシシ脂保湿化粧品 TAON 5%

1,895 イノセントYahoo!ショップ 5%

1,896 イノセントレーベル 5%

1,897 命一番堂 5%

1,898 いのちの土の農園 5%

1,899 INOBUN　イノブン 5%

1,900 イノブン腕時計専門店 5%

1,901 イノベーションファクトリー247 5%

1,902 イノベーションライフ 5%

1,903 inohoi 5%

1,904 いのまた釣具店 Yahoo!店 5%

1,905 innowa Yahoo!店 5%

1,906 位牌.仏壇.ペット仏具店ビブレス 5%

1,907 ihanadesign 5%

1,908 イハラツール 5%

1,909 今日もぐっすり快眠・いびき研究所 5%

1,910 イビザストア 5%

1,911 固定IPアドレスSIM イプシム 5%

1,912 イブショップ 5%

1,913 イベリコ豚専門店 スエヒロ家 5%

1,914 イベリコ豚専門店 イベリコ屋 5%

1,915 イベントアイテムのワン・ステップ 5%

1,916 イベントテント専門e-sheetpro 5%

1,917 イベント用品パラダイス 5%

1,918 イベント用品販売店 5%

1,919 イマイカグテン・ストア 5%

1,920 今井酒店 5%
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1,921 今井醸造 5%

1,922 今川屋呉服店 5%

1,923 イマジネットで!ヤフー店 5%

1,924 今田商店 5%

1,925 イマデン ヤフー店 5%

1,926 IMANAKA SAKESHOP 5%

1,927 いま何度 5%

1,928 今治タオル直販店nico 5%

1,929 イミディアYahoo!店 5%

1,930 イミテーションゴールド 5%

1,931 イメージライフ 5%

1,932 いもーれヤフーショップ 5%

1,933 イモトスポーツ 5%

1,934 imoninnショップ 5%

1,935 鋳物コンロ専門 ガスバーナー.com 5%

1,936 芋屋久兵衛 5%

1,937 Earrs Body Jewelry 5%

1,938 医薬品法規・薬学関係書籍のドーモ 5%

1,939 癒足 5%

1,940 癒しグッズ専門店 なごみ 5%

1,941 癒しの音楽 ヒーリングプラザ 5%

1,942 いやしの風 5%

1,943 癒しの衣 5%

1,944 癒やしのデパートAsatsuyu 5%

1,945 癒しのペット骨壷ReBone 5%

1,946 癒しの村ヤフー店 5%

1,947 癒本舗ヒルコス千葉営業所 5%

1,948 イヤリングワールド 5%

1,949 伊予紙ドットコム 5%

1,950 イラストはんこ屋ピュアプラスワン 5%

1,951 イラストはんこ屋ぽんぽん 5%

1,952 茶舗いり江豊香園 5%

1,953 イリジョン ヤフー店 5%

1,954 イリスステーショナリーストア 5%

1,955 イリス スマホケースの店 5%

1,956 イリデセントストーン 5%

1,957 iRi イリ ヤフーショップ 5%

1,958 医療・介護・健康用品専門店吉縁 5%

1,959 医療・介護用品の専門店 BestAid 5%

1,960 衣料雑貨専門店 ハッピーメーカー 5%

1,961 衣料ZERO 5%

1,962 衣料問屋ISG 5%

1,963 衣料のレモン Yahoo!店 5%

1,964 医療帽子プレジール 5%

1,965 インテリア雑貨&ギフトショップIRU 5%

1,966 イルコレ.com ヤフー店 5%

1,967 イルビゾンテ正規取扱店ノワ 5%

1,968 イルビゾンテ正規取扱店 Ray-g 5%

1,969 illumi 5%

1,970 LED専門店イルミカ 5%

1,971 イルミネーション販売 ドリチャン 5%

1,972 イルミモールS 5%

1,973 il loto store 5%

1,974 入れ歯でドットコム 5%

1,975 eleven online store 5%

1,976 11shops 5%

1,977 イレブンストア 5%

1,978 イレブンスポーツプランニング 5%

1,979 1616-いろいろ 5%

1,980 いろいろいろは 5%
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1,981 iroiro cafe 5%

1,982 イロイロマルシェ 5%

1,983 彩り空間 5%

1,984 彩り通販ボニータYahoo!店 5%

1,985 iroDori Plus Yahoo!店 5%

1,986 iroDori MARCHE Yahoo!店 5%

1,987 彩り屋 5%

1,988 伊路波いちば Yahoo!店 5%

1,989 いろはショップオンライン 5%

1,990 いろはのいえ 5%

1,991 いろはみせ 5%

1,992 い・ろ・は Yahoo!店 5%

1,993 いろは養蜂場-Yahoo店 5%

1,994 色無地着物専門 みやこさかえ 5%

1,995 いろんな石の百貨店 5%

1,996 いわいうたや 5%

1,997 岩内金物店 5%

1,998 磐城屋 5%

1,999 イワキユニフォーム 5%

2,000 岩崎本舗Yahoo!店 5%

2,001 岩佐専門店 5%

2,002 いわて一本松商店 5%

2,003 岩手エーデルワイン 5%

2,004 岩手の米屋 5%

2,005 いわま薬局 5%

2,006 IWAYAMART 5%

2,007 いわゆるソフトドリンクのお店 5%

2,008 インカムアベニュー 5%

2,009 インカムエクスプレス 5%

2,010 INCOME-ONDEMAND 5%

2,011 インカム・オンライン 5%

2,012 インカム・ガレッジ 5%

2,013 インカムスクエア 5%

2,014 インカムダイレクトインカム専門店 5%

2,015 インカムダイレクト 無線ショップ 5%

2,016 インカムフォレスト 5%

2,017 インカムプロドットコム 5%

2,018 インカムマルシェ 5%

2,019 印鑑・シヤチハタ小川祥雲堂 5%

2,020 印鑑・シャチハタ・おんらいん工房 5%

2,021 印鑑 チタン シャチハタのハンコズ 5%

2,022 印鑑とハンコケースの花紋印章 5%

2,023 印鑑と文具と雑貨のはんこキング 5%

2,024 印鑑のからふる屋 5%

2,025 印鑑の事なら博栄堂印房&わさモン 5%

2,026 印鑑本舗 5%

2,027 インク 5%

2,028 インク王国 5%

2,029 インク革命.com ヤフー店 5%

2,030 インクコンシェルジュ 5%

2,031 INC Japan Yahoo!店 5%

2,032 インクスター 5%

2,033 インク堂 5%

2,034 インクどうでしょう 5%

2,035 インクとトナーいろどり館ヤフー店 5%

2,036 インクのチップスYahoo!店 5%

2,037 インクの三ツ星 5%

2,038 ink-LaLa 5%

2,039 インク48 5%

2,040 インク本舗 5%

5938



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

2,041 ink.オンラインストア 5%

2,042 インクラボ Yahoo!店 5%

2,043 インクリーズヘアー Yahoo!店 5%

2,044 inglewood Beauty 5%

2,045 インクリンク 5%

2,046 includeYSP 5%

2,047 インコ専門店ぺありーYahoo!店 5%

2,048 印刷工房 5%

2,049 印刷せんべいとプチギフトの海翁堂 5%

2,050 In The Box シール館 5%

2,051 インザムード ヤフーショッピング 5%

2,052 飲山香(Insankou) 5%

2,053 印章工房 上野 5%

2,054 印章こだわり屋 5%

2,055 飲食店・工場用コードレスチャイム 5%

2,056 飲食店消耗品・販促品のカミナガ 5%

2,057 飲食店のための肉卸店 5%

2,058 インショップ・ナタリー号 5%

2,059 インスタイルジャパン 5%

2,060 INSTORE インストア 5%

2,061 インセクトシールドジャパン兵庫 5%

2,062 インセット ショップ 5%

2,063 インセントオンラインショップ 5%

2,064 インタークリスティーヌ 5%

2,065 インターショップ 5%

2,066 インターネット・コンタクト 5%

2,067 下着屋さん ラポーニュ 5%

2,068 インターネット花キューピット 5%

2,069 インタープライム ヤフー店 5%

2,070 インターホンと音響機器のソシヤル 5%

2,071 インターマート 5%

2,072 INTIMES JAPAN OFFICIAL STORE 5%

2,073 インディアン 5%

2,074 Indeeg 5%

2,075 インディーズヤフー店 5%

2,076 Individual angel 5%

2,077 indigo 5%

2,078 インテグロース 5%

2,079 インテリア・家具Nolsia(ノルシア) 5%

2,080 インテリア 雑貨 ホビーズ 5%

2,081 インテリア　バグース 5%

2,082 インテリアアート NaturalMemories 5%

2,083 インテリア あき 5%

2,084 インテリア ANGIE アンジー 5%

2,085 インテリアいちたや 5%

2,086 インテリア S-STYLE 5%

2,087 InteriorCASA 5%

2,088 インテリア家具 KOZUM ii 5%

2,089 インテリア家具 クノップ 5%

2,090 インテリア家具エルムクラブ 5%

2,091 インテリア家具通販のファニシック 5%

2,092 インテリア家具のお店 カナエミナ 5%

2,093 インテリアカタオカ 5%

2,094 インテリアカフェ 5%

2,095 インテリア Karina 5%

2,096 インテリアきらめき 5%

2,097 インテリア空間リブ家具 5%

2,098 インテリアクラブ 5%

2,099 インテリア コミュニケーション 5%

2,100 インテリア雑貨 Yahoo!店 5%
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2,101 インテリア雑貨 Clair 5%

2,102 インテリア雑貨セシセラ ヤフー店 5%

2,103 インテリア雑貨店 HappyOwl 5%

2,104 インテリア雑貨DonaPaula 5%

2,105 インテリア雑貨のフラワーオリーブ 5%

2,106 インテリア雑貨のマッシュアップ 5%

2,107 インテリア・雑貨のリコルティ 5%

2,108 インテリア雑貨のルームプラス 5%

2,109 インテリア雑貨moonvalley 5%

2,110 インテリア雑貨LeModeヤフーSHOP 5%

2,111 インテリア三和ジャパン 5%

2,112 インテリア照明のOibbyYahoo!店 5%

2,113 インテリアショップAera 5%

2,114 インテリアショップatom 5%

2,115 インテリアショップ・イーナ 5%

2,116 インテリアショップ ウィズプラン 5%

2,117 インテリアSHOP カーサリア 5%

2,118 Interiorshop COZY 5%

2,119 インテリアショップ coyoli 5%

2,120 インテリアショップSouthOrange 5%

2,121 Interior Shop SabiSabi 5%

2,122 インテリアショップ シード 5%

2,123 インテリアショップ セラコア 5%

2,124 インテリアショップ・チャコ 5%

2,125 インテリアショップ デコレ 5%

2,126 インテリアショップTrim 5%

2,127 インテリアショップNANA 5%

2,128 インテリアショップ ネオライフ 5%

2,129 インテリアショップNorthern Line 5%

2,130 インテリアショップ hana Yahoo!店 5%

2,131 インテリアショップ ビーカーサ 5%

2,132 インテリアショップ ビカーサ 5%

2,133 インテリアショップファイン 5%

2,134 インテリアショップゆうあい 5%

2,135 インテリアショップリトマート 5%

2,136 インテリアショップ roomy 5%

2,137 インテリアShop Rooms 5%

2,138 インテリアストリートカンパニー 5%

2,139 インテリアスペースナルミYahoo!店 5%

2,140 INTERIOR3I 5%

2,141 インテリア生活雑貨のサンサンフー 5%

2,142 インテリアセレクトショップカグト 5%

2,143 インテリアセンター山田 5%

2,144 インテリアタムラ 5%

2,145 インテリアチョコレート 5%

2,146 Interior Despres 5%

2,147 日よけ シェードのインテリアデポ 5%

2,148 インテリア・トゥデイ 5%

2,149 インテリア ドーモ 5%

2,150 インテリア時計のクロックラック 5%

2,151 インテリアトレジャーランド 5%

2,152 インテリア中島 5%

2,153 インテリアネットTAKANO 5%

2,154 インテリアNETタカノ ガーデン店 5%

2,155 インテリアNETタカノ 内装材料店 5%

2,156 インテリアのイーマイルーム 5%

2,157 インテリアの壱番館 5%

2,158 インテリアバザール 5%

2,159 インテリアパレットヤフー店 5%

2,160 インテリア ピタデコ 5%
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2,161 インテリア ピタデコ 厳選別館 5%

2,162 インテリア備長炭-いにしえの炎 5%

2,163 インテリアふうち 5%

2,164 インテリアふじ 5%

2,165 インテリアFeuFeu 5%

2,166 インテリアMEUBLES 5%

2,167 インテリアまつもとヤフーショップ 5%

2,168 Interior MIFUJI.net 5%

2,169 鏡 インテリアミラー工房 JHA 5%

2,170 インテリアMORE 5%

2,171 インテリアMOKA 5%

2,172 インテリア 輸入雑貨 March Seven 5%

2,173 インテリア夢工房 5%

2,174 インテリア夢工房 Yahoo店 5%

2,175 インテリアゆらら 5%

2,176 インテリア リード 5%

2,177 インテリアワークス 5%

2,178 interior(インテリオール) 5%

2,179 INTELLIGENT-PARTS 5%

2,180 インテローグ 5%

2,181 インテンション 5%

2,182 印傳屋 甲州印伝専門店 サンアール 5%

2,183 インド・アジア雑貨ティラキタ 5%

2,184 印道館 5%

2,185 インド～ラクダ隊商パインズクラブ 5%

2,186 インドカレーの店 アールティー 5%

2,187 インドサラサの店 5%

2,188 インドめし ティルパティ 5%

2,189 INTRADAヤフーショッピング店 5%

2,190 インナーウェアショップIDOL 5%

2,191 インナーウェアのライフストア 5%

2,192 インナージュネワコー ヤフー店 5%

2,193 インナーショップ メイクリーン 5%

2,194 インナーショップ アンジュ 5%

2,195 いんなーしょっぷちゅーる 5%

2,196 インナーショップリーズ 5%

2,197 インナーショップ リバティハウス 5%

2,198 インナー専門店コレクションストア 5%

2,199 インナータウン 5%

2,200 インナー通販エルドシック 5%

2,201 in NEUTRAL 5%

2,202 インバータ充電器専門店ワンゲイン 5%

2,203 インパクトシリーズ Yahoo!店 5%

2,204 IMPACT POWER.LCC 5%

2,205 Imbiss熱海 Yahoo!店 5%

2,206 IMPISH from NaoColour 5%

2,207 イン・フィールド ヤフー店 5%

2,208 インフィニティ　ヤフー店 5%

2,209 インフィパワー太陽光ショップ 5%

2,210 in4shop 5%

2,211 インフォマート 5%

2,212 INFOREST Yahoo!店 5%

2,213 IMP Store 5%

2,214 インプットM広島Yahoo!店 5%

2,215 インプレッションオブギャベ 5%

2,216 improves インプローブス 5%

2,217 インペックスのアイサプリYahoo!店 5%

2,218 インポートアパレルWHY NOT 5%

2,219 インポートオイル 5%

2,220 インポートコレクションYR 5%
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2,221 インポートシッパーズ 5%

2,222 インポートショップ 3-PEACE 5%

2,223 インポートショップ ペガサス 5%

2,224 インポートショップ アンジェロ 5%

2,225 インポートショップエイチシー 5%

2,226 IMPORT SHOP Extra Exceed 5%

2,227 Import-Shopえむはーと 5%

2,228 インポートショップオールブランド 5%

2,229 Import Shop SWIFT 5%

2,230 インポートショップ蝶々 5%

2,231 インポートショップドゥーブル 5%

2,232 Import shop P.I.T. 5%

2,233 import shop U&L 5%

2,234 インポートスタイル 5%

2,235 Import Select 5%

2,236 インポートセレクトショップ MIXON 5%

2,237 インポートセレクト musee 5%

2,238 インポート直販Ks問屋 5%

2,239 Import Thomas ヤフーSHOP 5%

2,240 インポートファン 5%

2,241 Import Brand Grace 5%

2,242 インポートブランドサバティーニ 5%

2,243 インポートブランドロータス 5%

2,244 インポートフリーク 5%

2,245 Import Market CONNECT 5%

2,246 IMPORT-MART BIRRY ヤフー店 5%

2,247 インポートラボ 5%

2,248 Import Lingerie Felice ヤフー店 5%

2,249 Import Rin Rin 5%

2,250 Import LEON インポートレオンY!店 5%

2,251 IMPORT ONE 5%

2,252 インマイライフヤフーショップ 5%

2,253 INREASON 5%

2,254 VACANZA品川本店 5%

2,255 ヴァストマート 5%

2,256 VASTLAND Yahoo!店 5%

2,257 Vulcans 5%

2,258 VALERIE 5%

2,259 VANVES deux 5%

2,260 vanquish 5%

2,261 Vendome 5%

2,262 vendome-bywomen 5%

2,263 Vendome-bymen 5%

2,264 WANDM 5%

2,265 vanbell shop 5%

2,266 ヴァンモアオンライン 5%

2,267 Viage 5%

2,268 vivo ヴィーヴォ 5%

2,269 ヴィーヴ・ラ・マリエ! 5%

2,270 Vie Shop 5%

2,271 Vita home shop 5%

2,272 ヴィーナース・ハーブティー専門店 5%

2,273 ヴィーナス ジュエリー 5%

2,274 ヴィーナス・トウキョウ 5%

2,275 xweem 5%

2,276 VIEVI 5%

2,277 vivian-collection 5%

2,278 Vivi Ange ヤフー店 5%

2,279 ヴィヴィアン ネオ 5%

2,280 ヴィヴィアン マルシェ 5%
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2,281 VICTORIA(ヴィクトリア) 5%

2,282 ヴィクトリアショップ 5%

2,283 VICTORIA DESIGN 5%

2,284 wishop02 5%

2,285 ウィSHOP ピュアループ公式サイト 5%

2,286 VISION kicks ヤフー店 5%

2,287 visions 5%

2,288 ウィスキー.co.jp 5%

2,289 WHISKY LIFE Yahoo!店 5%

2,290 with-the-wind 5%

2,291 With SOFA 5%

2,292 ウィステリアマウント 5%

2,293 Wist 5%

2,294 WithHeart 5%

2,295 withbambiヤフー店 5%

2,296 ウィズライフYahoo!店 5%

2,297 with Wine 5%

2,298 VISOS天然素材館 5%

2,299 Vita Natur 5%

2,300 WIGGGY 5%

2,301 ウィッグ・エクステ Arts WIG 5%

2,302 ウィッグ・エクステ Brightlele 5%

2,303 ウィッグ・コスプレ・仮装の富士達 5%

2,304 ウィッグ・コスプレ Swallowtail 5%

2,305 ウィッグ専門店Richair リシェール 5%

2,306 ウイッグWIG ルネス 5%

2,307 ウィッグ通販Raf ラフ 5%

2,308 ウィッグと和装つけ毛のアゼリア 5%

2,309 ウィッグランド 5%

2,310 WisHWooD 5%

2,311 WISH Order ヤフー店 5%

2,312 ウイッシュルーム 5%

2,313 ウイッチ 5%

2,314 ウィッチーズキッチンYahoo!店 5%

2,315 VIPガリバーチェーン 5%

2,316 Ouitote ウイトート公式ヤフー店 5%

2,317 ウイニングゴルフ 5%

2,318 ヴィネクシオ 5%

2,319 ヴィネットウィッグ 5%

2,320 ヴィフネスストア 5%

2,321 WIBERTA SHOP Yahoo!店 5%

2,322 Women’s Fitness 5%

2,323 VILAU 5%

2,324 ウイルスラボ 5%

2,325 ウイルビーマート 5%

2,326 WILLベランダガーデン 5%

2,327 WIL-MART 5%

2,328 VILLAGESTORE 5%

2,329 ウィローツリー専門店 DONATIO 5%

2,330 ウインウイン 5%

2,331 WiiNG 5%

2,332 手芸のウィングス 5%

2,333 Wing Solar 5%

2,334 wink ヤフー店 5%

2,335 WING LEATHER 5%

2,336 Winglet 5%

2,337 WYNNKENGEOFU 5%

2,338 ウィンズ 5%

2,339 ウインズヤフー店 5%

2,340 windygirl 5%
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2,341 windyshop 5%

2,342 WinDo ヤフーショッピング店 5%

2,343 WODYZ 5%

2,344 SHOP UNO 5%

2,345 ウービルストア 5%

2,346 ウーマ 頭皮用馬油シャンプー 5%

2,347 Woman Collection 5%

2,348 ウーマンジャパン Yahoo!店 5%

2,349 womanremix 5%

2,350 wooleys mart 5%

2,351 ウゥルゥ(ooloo) 5%

2,352 ウェア&雑貨Forestヤフー店 5%

2,353 ウェアプリントのGrafit 5%

2,354 ウエイブワン ショップ 5%

2,355 WAVE ONE SHOP etc. 5%

2,356 WEIMALL 5%

2,357 ウェイリー WAYLLY 5%

2,358 WAYONE JAPAN ヤフー店 5%

2,359 電球・照明のウェーブ 5%

2,360 WAVE-original 5%

2,361 植木生産販売専門店 芝樹園 5%

2,362 植木鉢・テラコッタ専門店バージ 5%

2,363 植木鉢のお店 どっちゃん 5%

2,364 植木鉢・鉢カバー専門店グーポット 5%

2,365 ウェザーshop 5%

2,366 上杉うどん 5%

2,367 ウエスギコクサイ 5%

2,368 ウェスタン&アウトドア ヤング 5%

2,369 ウエストアンドイースト ヤフー店 5%

2,370 ウエストウッドヤフーショップ 5%

2,371 ウエストコースト 5%

2,372 ウエストゴムパンツ専門店いろどり 5%

2,373 ウエストゴムパンツの東京モテ美 5%

2,374 westside 5%

2,375 WESTヤフーショッピング店 5%

2,376 植田蚊帳Yahoo!店 5%

2,377 上田楽器ON LINE SHOP 5%

2,378 ウェットシートのふた Bitatto 5%

2,379 ウェットスーツ本舗 5%

2,380 Wetnosedog Company ヤフー店 5%

2,381 WeddingArt 5%

2,382 ウエデイングアイテムB-Square 5%

2,383 ウェディングストア Studio monaca 5%

2,384 ウエディング専門店 ミュゼ 5%

2,385 ウェディング通販ドレスアンドレス 5%

2,386 ウェディングティアラゴージャス屋 5%

2,387 上野アメ横 Jalana 5%

2,388 上野科学社ヤフーショッピング店 5%

2,389 上野科学社Yahoo!SHOP 5%

2,390 上野悟 THE BAG SHOP 5%

2,391 有限会社 上ノ町商店 5%

2,392 ウェビック1号店 5%

2,393 ウェビック2号店 5%

2,394 うえひろ 5%

2,395 WebArts 5%

2,396 WEB ORIAKI 5%

2,397 WEB COMPLETE 5%

2,398 ウェブジャパン 5%

2,399 webショップ　TAKIGAWA 5%

2,400 ウェブショップ関東 5%
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2,401 Webショップ SAKURA ヤフー店 5%

2,402 WebshopTOREDA 5%

2,403 WebShopびーだま 5%

2,404 ウェブショップ リバティ ハウス 5%

2,405 WEB書店 代理販売ドットコム 5%

2,406 Webショップ ノイテック新店 5%

2,407 WebSports 5%

2,408 WEBスポーツYahoo!店 5%

2,409 WEB SPORTS DO・福井スポーツ 5%

2,410 ウェブセレクトYahoo!ショップ 5%

2,411 WEB通販ショップGENO Yahoo!店 5%

2,412 web dept.かんだ 5%

2,413 webtenshindo 5%

2,414 web-beauty 5%

2,415 ウェブマートエイト webmart8 5%

2,416 WEB-YORK 5%

2,417 vefla(ヴェフラ)ショップ ヤフー店 5%

2,418 上村シート 5%

2,419 velle 5%

2,420 VelyVely ヤフー店 5%

2,421 Vely Deux ヤフー店 5%

2,422 vely ヤフー店 5%

2,423 ヴェリタス 5%

2,424 ウェルヴィーナスYahoo!店 5%

2,425 Welcome&Anniversary 5%

2,426 植える花夢 手作り園芸工房 5%

2,427 ウェルカム トゥ ザ ワールド 5%

2,428 ウェルカムボードと額縁 京都・巧 5%

2,429 ウェルキューブ 5%

2,430 wel-senseショップYahoo!店 5%

2,431 vertech 5%

2,432 vertech shop 5%

2,433 ウェルネスダイニング ヤフー店 5%

2,434 well being専門店 ちんじゅ 5%

2,435 WELFEEL 5%

2,436 WELLBESTショッピング Yahoo!店 5%

2,437 ウェルヘルスドラッグストア 5%

2,438 本革小物専門店 BELLVO. 5%

2,439 WELLMOTTO 5%

2,440 bellezzamart 5%

2,441 Velofeve Yahooショッピング支店 5%

2,442 VOICE公式 Yahoo!ショッピング店 5%

2,443 ウォーキングシティ 5%

2,444 ヴォーグドットコム 5%

2,445 ウォーターショップエア ヤフー店 5%

2,446 ウォータープロ 5%

2,447 ウォーターモード 5%

2,448 ウォームフィーリング 5%

2,449 ウォールステッカーのスクウェア 5%

2,450 ウォールデコレーションストア 5%

2,451 魚河岸シャツ専門店焼津サティヴァ 5%

2,452 ウオス進風水産直営店 5%

2,453 魚奏 5%

2,454 VOX 公式ストア 5%

2,455 Watch&Jewelry ISLAND TRIBE 5%

2,456 ウォッチ&ジュエリー GST 5%

2,457 WATCH CHRONOS 5%

2,458 WATCH STATION INTERNATIONAL 公式 5%

2,459 ウォッチストアムーンF 5%

2,460 ウォッチッチ 5%
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2,461 時計・部品のウォッチパーツストア 5%

2,462 ウォッチパーツストア 5%

2,463 WATCH MARKET LnLn 5%

2,464 VOTRE COUTURE(全品6柯ケ月保証) 5%

2,465 Volstarオンラインショップ 5%

2,466 VOLTAGE 5%

2,467 VAULTS 5%

2,468 ウォルフマート 5%

2,469 鵜川堂 5%

2,470 うさうさラビトリー ヤフー店 5%

2,471 ウサキッズプラスYahoo店 5%

2,472 うさぎのインク屋さん 5%

2,473 うさぎの素材屋さんYahoo!店 5%

2,474 うさぎ屋 5%

2,475 うさぎ屋(資材・DIY館) 5%

2,476 宇治茶と清水焼の宇治茶園 5%

2,477 うしゃぎさん 5%

2,478 UZUME Raks 5%

2,479 うずらのタイデス 5%

2,480 羽前屋ヤフー店 5%

2,481 うたかた本舗 5%

2,482 浴衣通販 utatane 5%

2,483 うた屋 mo コスメ 5%

2,484 打ち込み台製造販売のトーケン 5%

2,485 内田画廊 5%

2,486 うちでのこづち 5%

2,487 自動給餌器うちのこエレクトリック 5%

2,488 内野タオル&バスショップ 5%

2,489 うちの猫 5%

2,490 内野米穀 5%

2,491 内山スポーツ ヤフー店 5%

2,492 宇宙戦艦ヤマダ 5%

2,493 うちわのチワワ 5%

2,494 WOODS 5%

2,495 WUTTY&Co.Yahoo!ショッピング店 5%

2,496 ウッディーテール 5%

2,497 ウッディライフ 5%

2,498 ウッドヴィレッジ ヤフー店 5%

2,499 ウッドウェイ・ファニチャー 5%

2,500 WoodWest 5%

2,501 手づくり家具 ウッドギャラリー樹 5%

2,502 ウッドセッション 5%

2,503 ウッドツール 5%

2,504 ウッドデッキと木物屋 5%

2,505 ウッドデッキ倉庫 5%

2,506 ウッドデッキ通信販売 リーベ 5%

2,507 WOODNET 5%

2,508 ウッドノート ヤフー店 5%

2,509 woodwhichflows 5%

2,510 Woodbell selection 5%

2,511 うつわおさらナビshokkiショッキィ 5%

2,512 うつわ館伊藤 5%

2,513 うつわとインテリアのお店めるさ 5%

2,514 うつわのおみせ たたら 5%

2,515 うつわの翔山 ヤフー店 5%

2,516 器のトウエン 5%

2,517 器ハセガワ ヤフー店 5%

2,518 器屋一信ヤフー店 5%

2,519 器屋にしやま 和食器・ギフトの店 5%

2,520 Woodayice 5%
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2,521 腕時計 バッグ 財布のHybridStyle 5%

2,522 腕時計 メンズ アクセの加藤時計店 5%

2,523 腕時計 アクセサリー Gross 5%

2,524 腕時計アクセサリーのシンシア 5%

2,525 腕時計アパレル雑貨小物のSP 5%

2,526 腕時計アパレル雑貨小物のSP2 5%

2,527 腕時計&雑貨 イデアル 5%

2,528 腕時計&ブランド雑貨 サザンクロス 5%

2,529 腕時計 Chronostaff DAHDAH 5%

2,530 腕時計 財布 ショップ K&Yu 5%

2,531 腕時計 財布 バッグのCAMERON 5%

2,532 腕時計・ジュエリー周南館 5%

2,533 腕時計専門店 壱品屋さん 5%

2,534 腕時計専門店zero 5%

2,535 腕時計通販かわしま Yahoo!店 5%

2,536 腕時計通販倶楽部 5%

2,537 腕時計とバンドのアビーロード 5%

2,538 腕時計とブランドギフトSEIKA 5%

2,539 腕時計の038net 5%

2,540 腕時計ノップル 5%

2,541 腕時計のななぷれ 5%

2,542 腕時計 バッグ ブランド雑貨 e-mix 5%

2,543 腕時計本舗 5%

2,544 うどんの藤麺 5%

2,545 うなぎ専門店沼津うなよし 5%

2,546 うなぎ浜名湖山吹 5%

2,547 うなぎ屋かわすい 川口水産 5%

2,548 うなぎ屋たむろ ネットショップ 5%

2,549 ウナタ手芸店 5%

2,550 うに カニ まぐろなら築地の王様 5%

2,551 うばうば 5%

2,552 atelier ubazakura 5%

2,553 うまいショップ 5%

2,554 うまいぜ 北海道 5%

2,555 馬一商店 5%

2,556 うまい米ショップ 5%

2,557 産地の香りをお届け うまいもん堂 5%

2,558 旨いもんハンター 5%

2,559 美味食屋-TOYAMA 5%

2,560 うまいらどっとこむ 5%

2,561 うまかっぺの酒 岡崎酒店 ヤフー店 5%

2,562 旨幸 5%

2,563 うまコレ 5%

2,564 うまさ直送 マルコシ商店 5%

2,565 旨し山口!ぶち旨堂 5%

2,566 旨創屋 5%

2,567 旨味米処 梅屋米店 5%

2,568 うまみ堂 5%

2,569 うまもん 5%

2,570 うみうみpocket 5%

2,571 umiwo 5%

2,572 海猫本舗 5%

2,573 海猫屋　Yahoo!店 5%

2,574 uminecco(ウミネッコ) 5%

2,575 海美の幸 紀伊フード 5%

2,576 海の幸なのにYAMATO 5%

2,577 スモークサーモン 鮭 海の恵み 5%

2,578 海フォトどっとコムヤフー店 5%

2,579 うめきち盆栽用品店 5%

2,580 梅研本舗ヤフーショップ 5%
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2,581 梅沢木材工芸社 5%

2,582 梅酒専門店 プラム ヤフー店 5%

2,583 梅商オンラインショップ 5%

2,584 ウメちゃんストア 5%

2,585 うめ南高苑 5%

2,586 梅のこさき 5%

2,587 うめのやonline 5%

2,588 梅秀 5%

2,589 梅干専門店 勝喜梅Yahoo!店 5%

2,590 梅干屋 甲州小梅 ヤフー店 5%

2,591 うめや 福岡 5%

2,592 羽毛工房 5%

2,593 羽毛ファクトリーすやすや 5%

2,594 羽毛布団専門店ふとんdeハッピー 5%

2,595 UMOウモプレミアム 5%

2,596 Uyunii 5%

2,597 浦西神具店ヤフーショップ 5%

2,598 OURANOS 5%

2,599 urala うらら 5%

2,600 うらら本舗 5%

2,601 ウリサポYahoo!店 5%

2,602 URIMASUヤフー店 5%

2,603 une heureux ウルーウール 5%

2,604 潤い肌のモーニュYahoo!ショップ 5%

2,605 うるしの常三郎 5%

2,606 uruzz 5%

2,607 ウルトラショップ 5%

2,608 ウルトラショップ ヤフー店 5%

2,609 ultra-design-bazar 5%

2,610 ウルトラミックス ヤフー店 5%

2,611 ウルフマンB.R.S 5%

2,612 ウルヘイルYahoo!ショップ 5%

2,613 Uruma本舗 5%

2,614 ウルラ(ulula) 5%

2,615 ululia 5%

2,616 うるる 5%

2,617 UluWatuTiger Yahoo!Shop 5%

2,618 VREASON-ヴレアゾン-Yahoo!店 5%

2,619 うれしいオフィス 5%

2,620 URECI Yahoo!店 5%

2,621 嬉野温泉Spa-ureshino 5%

2,622 uroco 5%

2,623 宇和海の幸問屋 5%

2,624 噂の宝珠堂 Yahoo!店 5%

2,625 運行管理者試験対策.net Yahoo!店 5%

2,626 雲柱堂ヤフー店 5%

2,627 運転免許問題集 ズバリ発行所 5%

2,628 紹興酒の雲南茶館 5%

2,629 エアー緩衝材専門店 フージンエア 5%

2,630 エアージェイ Yahoo!店 5%

2,631 エアー美容室 スペース 5%

2,632 エアーポンプネットショップ 5%

2,633 エアーポンプ馬場福 5%

2,634 エアガン&自衛隊用品TARGET 5%

2,635 エアガン ホビーのスターゲート 5%

2,636 エアクラフトYahoo支店 5%

2,637 エアコン風除け本舗 5%

2,638 エアコン・工事のイチバン 5%

2,639 エアコン洗浄-プロ 5%

2,640 エアコン専門店 イーセツビ 5%
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2,641 エアコン専門店イーセツビ ANNEX 5%

2,642 エアコン専門店エアコンの森 5%

2,643 エアコン専門店 空調センター EX 5%

2,644 エアコンのことぶき 5%

2,645 エアコンのタナチュウ 5%

2,646 エアコンのマツ 5%

2,647 エアコンフロンティア 5%

2,648 エアコン本舗 5%

2,649 エアコンマート新品販売店 5%

2,650 エアシップ Yahoo!店 5%

2,651 AIRSTAGE 5%

2,652 美容・コスメairTiaraエアティアラ 5%

2,653 エアドレス 5%

2,654 エアバルーンストア 5%

2,655 Erfolg 革小物・バッグ 5%

2,656 エアプランツ観葉植物ふらここ 5%

2,657 エアプロ 5%

2,658 エア・ホープ 5%

2,659 Airy 5%

2,660 エア・リゾームインテリア 5%

2,661 エアロパーツなら楽R夫 5%

2,662 AIS color shop 5%

2,663 A.I JEWELRIES GiNZA 5%

2,664 A&A SHOP 5%

2,665 AS P-DELIVERY 5%

2,666 映画&DVD&ブルーレイならSORA 5%

2,667 英会話教材の英会話上達研究会 5%

2,668 英勲ウェブショップ・Yahoo!店 5%

2,669 aksports 5%

2,670 栄光商事ヤフー店 5%

2,671 栄興電器Yahoo!店 5%

2,672 エイコースポーツYahoo!店 5%

2,673 エイコースポーツ ランニング店 5%

2,674 英国紅茶販売ルテシア 5%

2,675 英国雑貨トゥーシェ 5%

2,676 英語伝 EIGODEN 5%

2,677 英語の本屋さんアイプラスワン 5%

2,678 英子 ヤフー店 5%

2,679 エイシア・ガーデンYahoo!店 5%

2,680 エイショープラザ 5%

2,681 エイジングケアならモルティーカラ 5%

2,682 エイジングケアコスメ クロワ 5%

2,683 EishinStore 5%

2,684 えいせいコム Yahoo!店 5%

2,685 衛生資材.com Yahoo!店 5%

2,686 衛生 防災 あんしん本舗 5%

2,687 映像と音の友社 5%

2,688 A’motorcycle 5%

2,689 榮太樓總本鋪 5%

2,690 HIS健康情報.com 5%

2,691 エイチアイシー 5%

2,692 HID LED専門プロショップ ユアーズ 5%

2,693 HIDとLEDルームランプ 車用品のfpj 5%

2,694 H&I 5%

2,695 H&Y 5%

2,696 H1717 5%

2,697 h7-wings 5%

2,698 h-wings 5%

2,699 hsmToys 5%

2,700 H.S.K STONE 5%
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2,701 エイチエスワン HS-One 5%

2,702 HMK TOOLS 5%

2,703 HMT-net 5%

2,704 HMDヤフーSHOP 5%

2,705 HMデザイン工房 5%

2,706 HLT 5%

2,707 HKHshop 5%

2,708 h-conet 5%

2,709 HCS Yahoo!店 5%

2,710 HJCライトオンラインショップ 5%

2,711 エイチスクエア Yahoo!店 5%

2,712 H-STYLE SHOP 5%

2,713 HTCスーパーゴルフ 5%

2,714 H・Tネットワーク 5%

2,715 HD-PARTS.JP 5%

2,716 HT Yahoo!ショッピング店 5%

2,717 HBS 5%

2,718 HBLT 5%

2,719 Hmango 5%

2,720 えいちゃんストア 5%

2,721 hushop 5%

2,722 HYカンパニー 5%

2,723 Eighty Eight 5%

2,724 ADワタナベ・カー用品と良かPOP 5%

2,725 エイテクノ 5%

2,726 エイテックス公式オンラインストア 5%

2,727 8(eight) 5%

2,728 EITO レディースファッション雑貨 5%

2,729 エイトシューズ 5%

2,730 エイトスマイル 5%

2,731 EIGHT CHANNEL 5%

2,732 eight tokyo サングラス専門店 5%

2,733 eightbucks 5%

2,734 エイトループPRO 5%

2,735 eightloop Yahoo!店 5%

2,736 EIGHTRAY 5%

2,737 APE INTERNATIONAL Yahoo!店 5%

2,738 エイプラス 5%

2,739 エイブリー Yahoo!ショップ 5%

2,740 ableストア 5%

2,741 エイブルマートヤフー店 5%

2,742 エイベクト ストア 5%

2,743 エイポックYahoo!店 5%

2,744 エイミー 5%

2,745 Amysnet ヤフー店 5%

2,746 エイミーズネット ヤフー店 5%

2,747 AIM・ECO 5%

2,748 aimcube エイムキューブ 5%

2,749 エイムコンタクト ヤフー店 5%

2,750 A level(エイレベル) 5%

2,751 エイワEストア 本店 5%

2,752 エイワンプランニング 5%

2,753 EVANGELION STORE Yahoo!店 5%

2,754 evis-suprevoriヤフー店 5%

2,755 EVOTECダイレクトショップ 5%

2,756 エヴリンネイル 5%

2,757 スマホケース・カーグッズAI STORE 5%

2,758 A&S Store 5%

2,759 A&B 5%

2,760 AHCCアルファ公式通販ショップ活里 5%
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2,761 aaatoyo.com YS支店 5%

2,762 ASA～エー・エス・エー～ 5%

2,763 ASS観光 5%

2,764 ASC.no5 5%

2,765 ANSワールドトレーディング 5%

2,766 AFボート・カヤック・ボート用品 5%

2,767 A.M.S. 5%

2,768 AMgrocery 5%

2,769 am-NET SHOP 5%

2,770 AQパーツ ヤフーショップ 5%

2,771 a-cuebshop エーキューブショップ 5%

2,772 AQプラネット 5%

2,773 AKショップ Yahoo!店 5%

2,774 AK-SELECT 赤城工業株式会社 5%

2,775 AGコーポレーション 5%

2,776 エーシーシステムサービスy 5%

2,777 AG-TUNE 5%

2,778 ACDC RAG 5%

2,779 AZ-MARKET 5%

2,780 AC MINDS AUTOJUMBLE 5%

2,781 Ac-Lounge 5%

2,782 AJプラザ 5%

2,783 A’shop 5%

2,784 ACE 5%

2,785 ACE IN THE HOLE 5%

2,786 ACE-WEB 5%

2,787 エースサプライ Yahoo!店 5%

2,788 エースドラッグ Yahoo!店 5%

2,789 エースネット 5%

2,790 ACE Factory 建機パーツストア 5%

2,791 エースファド 5%

2,792 エースライフ Yahoo!ショップ 5%

2,793 AZmarket 5%

2,794 AW 5%

2,795 A-Tal Interior 5%

2,796 a2b 5%

2,797 ADM Yahoo!ショッピング店 5%

2,798 ADTタイヤサービス 5%

2,799 ATP 5%

2,800 ADmart 5%

2,801 A-TOYS Yahoo!店 5%

2,802 e-do.net 5%

2,803 A-Power Shop 5%

2,804 APNショップ 5%

2,805 エービーエムストア 5%

2,806 AB-Cosme Yahoo!店 5%

2,807 ABCスポーツ Yahoo!店 5%

2,808 ワイングラス セラーのABC Wine 5%

2,809 AP-SHOP 5%

2,810 APdirect 5%

2,811 APWORLD 5%

2,812 A-beans エービーンズ 5%

2,813 afactory 5%

2,814 AV SHOP AOBA1 5%

2,815 ええふとんやヤフー店 5%

2,816 a-plus 5%

2,817 A-free 5%

2,818 abox 5%

2,819 エーボニー 5%

2,820 エーマート 5%
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2,821 Aマート 5%

2,822 A-MART Yahoo!店 5%

2,823 エエミセ ヤフー店 5%

2,824 A major seventh 5%

2,825 ええもん広場 5%

2,826 A-life Shop 5%

2,827 ALIFE PLUS 5%

2,828 A-Line(エーライン) 5%

2,829 a-Labs 5%

2,830 YELL エール 5%

2,831 A-Room Yahoo!店 5%

2,832 オートパーツ専門店 EALE store 5%

2,833 aile d’ange(エールダンジュ) 5%

2,834 エールネット ヤフー店 5%

2,835 Aワークスヤフー店 5%

2,836 プレミアムドッグフードA-WAN 5%

2,837 エーワンブック 5%

2,838 えがお市場 5%

2,839 笑顔工房スマスマ 5%

2,840 笑顔セレクト 5%

2,841 えがおでおそうじ 5%

2,842 笑顔の食卓 匠 5%

2,843 えがお福島 5%

2,844 江川商店ヤフー店 5%

2,845 エキサイティングショップYahoo!店 5%

2,846 液晶王国 Yahoo!店 5%

2,847 液晶保護フィルムとカバーケース卸 5%

2,848 エキスパートショップ 5%

2,849 エキスパートドットネット 5%

2,850 益生号南京町 5%

2,851 駅南やまご質店 5%

2,852 エクサイトセキュリティ 5%

2,853 EXAS(エクサス)カジュアル服飾雑貨 5%

2,854 エクシーズYahoo!店 5%

2,855 エクシードストア 5%

2,856 EXCYフォーマルコレクション 5%

2,857 エクシンテックダイレクトヤフー店 5%

2,858 エクスカリバー 5%

2,859 excors golf 5%

2,860 エクスジェルシーティングラボ 5%

2,861 exshop 5%

2,862 エクステリアG-STYLE 5%

2,863 エクステリアショップ中谷産業 5%

2,864 DIY 建材市場 STYLE-JAPAN-GROUP 5%

2,865 エクステリアストック 5%

2,866 エクステリア通販プルーマガーデン 5%

2,867 エクステリア・net 5%

2,868 エクステリアのキロYahoo!店 5%

2,869 EXTRA ISSUE 5%

2,870 EXTREME sendai 5%

2,871 EXTREME バイクパーツ ヤフー店 5%

2,872 EXTREME Yahoo! JAPAN店 5%

2,873 エクストリームリミット 5%

2,874 エクスプレスジャパン 5%

2,875 エクスプロ 5%

2,876 X-PLOSION Yahoo!店 5%

2,877 Explorer 5%

2,878 Xperia1GalaxyS10ケースorancio 5%

2,879 エクスペリエンスデザイン 5%

2,880 エクスリッチ 5%
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2,881 Exect Familiar 5%

2,882 エグゼ ヤフーショップ 5%

2,883 エクセラー 5%

2,884 エクセラープラス 5%

2,885 エクセル福岡 5%

2,886 エクセルワールド 5%

2,887 エクセレトップ 5%

2,888 エクセレントサービス 5%

2,889 エクセレントメディカル 5%

2,890 えくぼちゃん 5%

2,891 えくぼ通販 5%

2,892 エクリティ 5%

2,893 エクリプスクリート MJTストア 5%

2,894 ecru 5%

2,895 EKLETIKOS 5%

2,896 エコアイデア 5%

2,897 エコインク Yahoo!店 5%

2,898 恵光 5%

2,899 エコエコプライス ヤフー店 5%

2,900 エコLED蛍光灯ヤフー店 5%

2,901 Ecole de Metier ONLINE SHOP 5%

2,902 ECO-KANON 5%

2,903 エコケータイドットコム 5%

2,904 エコ光電 5%

2,905 ECO-SERVICE ソリューヴ専門店 5%

2,906 えこじじいの店 5%

2,907 エコスクエア サント ヤフー店 5%

2,908 エコスタ 5%

2,909 エコスタイル 5%

2,910 Ecostation Store 5%

2,911 中古スマホのエコスマ 5%

2,912 えこたうん 5%

2,913 T-shirts&Toys えこだの山賊 5%

2,914 エコッテルヤフー店 5%

2,915 エコdeペン 5%

2,916 エコノレッグ 5%

2,917 ECOVITAL通販部 5%

2,918 ECOVACS 直営ストア 5%

2,919 ECOひいきストア 5%

2,920 ecofuture 5%

2,921 ecofuture株式会社 5%

2,922 エコペイント 5%

2,923 ECOボール 5%

2,924 Ecomaオンラインストア 5%

2,925 EcoRideWorld 車載ホルダー専門店 5%

2,926 エコラボリーショップ・ヤフー店 5%

2,927 ecoloco 5%

2,928 EZAKI NET GOLF 5%

2,929 エザンスゴルフ(EZANSU GOLF) 5%

2,930 エシカルショップてくてくヤフー店 5%

2,931 エジプト雑貨のアリババ 5%

2,932 えす・あーとジャネット Yahoo!店 5%

2,933 SRS 5%

2,934 S&S555 5%

2,935 S&D358 5%

2,936 S&T-BOOKS 5%

2,937 Se-マガザン 5%

2,938 エスエイチカンパニー 5%

2,939 エスエーアイ アイストア 5%

2,940 SA-net 5%
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2,941 エスエール 5%

2,942 s.s shop 5%

2,943 S.S net 5%

2,944 SSFIVe 5%

2,945 SSPLANET 5%

2,946 SSペイント 5%

2,947 SShobby-Yahoo!ショップ 5%

2,948 SNG-Store 5%

2,949 SNB-SHOP 5%

2,950 SFJ公式 Yahoo!店 5%

2,951 SFTショッピング 5%

2,952 エスクリエイト 5%

2,953 エス・クリエイト Yahoo!店 5%

2,954 エスクリュ 5%

2,955 エスケイエスショップ 5%

2,956 エスケイスポーツ 5%

2,957 SKT 5%

2,958 SKDサービスヤフー店 5%

2,959 skyヤフーショップ 5%

2,960 SKS.com 5%

2,961 SK.W 5%

2,962 エスケープ 5%

2,963 エスケンショッピング 5%

2,964 Escort shop 5%

2,965 esco shop 5%

2,966 SCOS ONLINESHOP 5%

2,967 S.conny 5%

2,968 エスコンタクト 5%

2,969 SGI仏壇の金宝堂 5%

2,970 SCSダイレクトショップYahoo!店 5%

2,971 Etching Art Shop SCK 5%

2,972 SCショップヤフー店 5%

2,973 SCB 5%

2,974 SG MALL 5%

2,975 エスシーワン株式会社 5%

2,976 SSHOP 5%

2,977 エスショップ大阪三国店 5%

2,978 エスショップ2号店 5%

2,979 s3store 5%

2,980 s-select 5%

2,981 s07170 ヤフーショッピング店 5%

2,982 Szone スポーツ 5%

2,983 Sタンドール 5%

2,984 エスディーエス 5%

2,985 S.T.O.STAR 5%

2,986 ST-KINGラーナーズ 5%

2,987 STKショップ 5%

2,988 ST SmartMask 5%

2,989 SDネット 5%

2,990 ST MEISTER 5%

2,991 STLストア 5%

2,992 ST-OCEAN webストア 5%

2,993 STB 5%

2,994 エスティムヤフーショップ 5%

2,995 ST-SERVICE 5%

2,996 エステ・サプライ 5%

2,997 エステサロン専売化粧品PAGEBOY 5%

2,998 エステ専売品のサンタクラブ 5%

2,999 エステックストア 5%

3,000 エステの時間 5%

5954



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

3,001 エステライン ヤフー店 5%

3,002 エストアガーデン 5%

3,003 ESTLIBE 5%

3,004 S-need 5%

3,005 エスニックショップ Muddy 5%

3,006 エスニックのマーブルマーケット 5%

3,007 エスニック雑貨 ティントン 5%

3,008 s-netshop pro 5%

3,009 エスネットショップ ヤフー店 5%

3,010 spinc 5%

3,011 SPS 5%

3,012 SBゴルフヤフー店 5%

3,013 SBC 5%

3,014 SBG official store 5%

3,015 SPG スポーツパレットゴトウ 5%

3,016 SP-SHOP 5%

3,017 エスピーストーン 5%

3,018 SP SAUCE おもてなしストア 5%

3,019 SPW Yahoo!店 5%

3,020 spdshop 5%

3,021 SPmarketヤフー店 5%

3,022 エスフィールド オイルショップ 5%

3,023 SV-MART 5%

3,024 S4R 5%

3,025 エスプラスYahoo!店 5%

3,026 エスプラネード本店 5%

3,027 espritライフスタイルストア 5%

3,028 Esperanza 5%

3,029 エスペランサー 5%

3,030 エスポワールYahoo!店 5%

3,031 エスマート 5%

3,032 S-mart 5%

3,033 エス・ワイ ゴルフ 5%

3,034 sy-store 5%

3,035 SYデンキ-Y 5%

3,036 エスワンツールヤフー店 5%

3,037 essex 5%

3,038 essencias shop 5%

3,039 エソラマーケット 5%

3,040 EsuonHappiness 5%

3,041 江田島クラブお土産売店 5%

3,042 越後酒蔵 高野酒造 Yahoo!店 5%

3,043 越後長岡 佐田酒店 5%

3,044 越後新潟地酒のあさのや 5%

3,045 越後の稲穂屋 5%

3,046 越後のこめ匠-三糧米穀 5%

3,047 越後の米穀商 高田屋 5%

3,048 越後村上うおや 5%

3,049 えちごやミュージック 5%

3,050 越後雪国地酒連峰 5%

3,051 越前かに職人 甲羅組 5%

3,052 越前かに問屋ますよね 5%

3,053 echizen GALO 5%

3,054 越前漆器さじべえ 5%

3,055 越前そばの里 5%

3,056 越前のホルモン屋 5%

3,057 越前福井の地酒 やま甚 5%

3,058 越前名産工房 5%

3,059 ワンポイント刺繍専門店X-CLOTHES 5%

3,060 X-CLOTHESファッション通販 5%
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3,061 X-SPORTS 5%

3,062 フロアマット専門店エックスマット 5%

3,063 XYZ車高調 XYZ-JAPAN Yahoo!店 5%

3,064 EGDE 5%

3,065 エッジスポーツ 5%

3,066 EDGE ZONE 5%

3,067 EDGE WORLD 5%

3,068 essense 5%

3,069 Essence 5%

3,070 エッセンスアルファ 5%

3,071 HID通販のfcl.プラス 5%

3,072 HID通販のfcl.Yahoo!ショップ 5%

3,073 H3Yオートアクセサリー 5%

3,074 エッチング工房かさはら 5%

3,075 エッチングファクトリーハマ 5%

3,076 ETTE 5%

3,077 EDIE 5%

3,078 etiishop 5%

3,079 edita 5%

3,080 エデュケーションストア 5%

3,081 Eterille 5%

3,082 ETERNA 靴とバッグの専門店 5%

3,083 エドアンヤフー店 5%

3,084 江戸商人 ヤフー店 5%

3,085 江戸monoStyleヤフー店 5%

3,086 エトランジェディコスタリカ 5%

3,087 etre!par bleu comme bleu 5%

3,088 エトワール海渡商品専門店 莚賀堂 5%

3,089 エトワールライフ 5%

3,090 恵那栗工房 良平堂 Yahoo!店 5%

3,091 エナジードラッグ 5%

3,092 energy777 5%

3,093 江夏本店 Yahoo!店 5%

3,094 エナドットコム Yahoo!店 5%

3,095 Anys レザー&カーグッズ 5%

3,096 enicy 5%

3,097 えにし屋 5%

3,098 エニュアンス 5%

3,099 NRK beauty select shop 5%

3,100 NIC家電・水素水事業部 ヤフー店 5%

3,101 N&H SHOP 5%

3,102 N&M! 5%

3,103 n&o Living 5%

3,104 n-VISION エヌヴィジョン 5%

3,105 NSC-SHOP 5%

3,106 NSDpaint資材 ヤフー店 5%

3,107 NSDpaint塗料ヤフー店 5%

3,108 nsdMoani 5%

3,109 NSPニシナガスポーツ 5%

3,110 NSマーケット 5%

3,111 NSmarket-地酒なかむら別館 5%

3,112 NSMarket-地酒なかむら 5%

3,113 NSmarketSELECT 5%

3,114 NFJストア ヤフーショッピング店 5%

3,115 NM.element ヤフー店 5%

3,116 NKJ STORE 5%

3,117 NKワークス・ヤフーshop 5%

3,118 ngm shop 5%

3,119 N.G.K 5%

3,120 NGUショップ 5%
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3,121 エヌ・ショッピング 仲見世商店街 5%

3,122 エヌスター 5%

3,123 N-Style 5%

3,124 エヌスタイルヤフーショッピング店 5%

3,125 エヌズファーニチャー 5%

3,126 n-SPEC 5%

3,127 NZクロスリンク 5%

3,128 NZSHOPヤフー店 5%

3,129 NWS FACTOR 5%

3,130 n通信機材 5%

3,131 エヌツーファクトリー 5%

3,132 NTS　Store 5%

3,133 NTS技研ジムニーパーツショップ 5%

3,134 NDHCI ヤフー店 5%

3,135 NTカーテン 5%

3,136 NDC1号店 5%

3,137 NBIベイカーズ ヤフー店 5%

3,138 NBCヤフーショップ 5%

3,139 N.P.SHOP 5%

3,140 N-FORCE正規店 moko2 5%

3,141 NPLUS-1555 5%

3,142 N-MART 5%

3,143 n-marche 5%

3,144 N43 5%

3,145 N43-TG 5%

3,146 n47ヤフー店 5%

3,147 エヌライティング 住宅設備館 5%

3,148 N・LIGHTING ヤフーShop 5%

3,149 エヌライフ 5%

3,150 エネアコーポレーション 5%

3,151 榎商店Yahoo!店 5%

3,152 江ノ島たこせんべい たね蔵 5%

3,153 EVER GRAYSエバーグレイス 5%

3,154 ever closet 5%

3,155 EVERSOUL PLUS version Y 5%

3,156 EVER FRESH 5%

3,157 EverFlawless ジュエリー 5%

3,158 EVER.MALL. 5%

3,159 エバーラケット Yahoo!店 5%

3,160 エバンス ヤフー店 5%

3,161 えびす-JAPAN 5%

3,162 ゑびす書店 5%

3,163 エビススリー 5%

3,164 エビススリースモール 5%

3,165 えびす調剤薬局 Online Shop 5%

3,166 えびすブックス 5%

3,167 エビスヤスポーツ 5%

3,168 Episode-Shop 5%

3,169 エピックス 5%

3,170 愛媛の酒屋　のま酒店 5%

3,171 えひめの旅商人かんきち 5%

3,172 EHIME MACHINE 5%

3,173 愛媛みかんの こだわり王国 5%

3,174 エフ ヤフーショップ 5%

3,175 frc-net 5%

3,176 FRP STORE 5%

3,177 FRP素材屋さん 5%

3,178 F&I商店 5%

3,179 F&S 5%

3,180 FEA STORE 5%
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3,181 エフェクターマニア 5%

3,182 FSマーケット 5%

3,183 FF-TAKARA 5%

3,184 FF通販 5%

3,185 FMきたかたセレクトショップ 5%

3,186 F.L.Clover 5%

3,187 F-KLASSE 5%

3,188 F-club 5%

3,189 Fcrew 5%

3,190 エフケーストア 5%

3,191 エフシーインテリア 5%

3,192 エフシーエルHID・LEDの専門店 5%

3,193 fcl.エフシーエル HID LED通販 5%

3,194 F.C.TOYS 5%

3,195 エフシービック efcVIC 5%

3,196 FJ CRAFT 5%

3,197 f-shopヤフー店 5%

3,198 FDC 5%

3,199 FTFプランニングヤフーショップ 5%

3,200 FDバッテリーストア Yahoo!店 5%

3,201 エフネッツコム 5%

3,202 F-NET GOLF Yahoo!店 5%

3,203 F-Factory ヤフー店 5%

3,204 エフフジドットコムYahoo!ショップ 5%

3,205 FU-Plan 5%

3,206 F-RAISE 家具金物Yahoo!店 5%

3,207 F-LIFE 5%

3,208 エブリ 5%

3,209 EVERY STORE Yahoo!ショッピング店 5%

3,210 エブリイパーツ専門店 EveryParts 5%

3,211 エブリ寝具ファクトリー 5%

3,212 F-ROOM 5%

3,213 Apronista 5%

3,214 エプロン・割烹着専門店 ルナ 5%

3,215 エプロン雑貨屋 NANINANI 5%

3,216 エプロンショップ ベリーベリー 5%

3,217 エプロンショップビーノ 5%

3,218 エプロンスタイル 5%

3,219 Apron-Story 5%

3,220 エプロン専門店 ええエプロン 5%

3,221 エプロン通販いただきマンマ 5%

3,222 エプロン宝庫 5%

3,223 Everest Work 5%

3,224 エポカ 5%

3,225 Epoca select shop 5%

3,226 epona ヤフー店 5%

3,227 エポラージュ 5%

3,228 エポラージュ 2nd EPAULLAGE 2nd 5%

3,229 エミーナル 5%

3,230 AMYRUTH 5%

3,231 エミールース ギフト館 5%

3,232 EMICHIL STORE Yahoo!店 5%

3,233 EMINAL 5%

3,234 emu-colorヤフー店 5%

3,235 LEDバルブ自動車パーツ販売のMRMs 5%

3,236 エムアールヤフー店 5%

3,237 MICヤフーショップ 5%

3,238 MIショップ Yahoo!店 5%

3,239 M.I.B.store Yahoo!店 5%

3,240 MIU LADY 5%
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3,241 エムアル 5%

3,242 M&EARTH-stickers 5%

3,243 M&Sインテリアストア 5%

3,244 M&Tヤフーショップ 5%

3,245 エムール - EMOOR 布団・家具 5%

3,246 エムールベビーYahoo店 5%

3,247 MH ITEM ヤフー店 5%

3,248 M.H.A.style 5%

3,249 エムエーワンショッピング 5%

3,250 MSS 5%

3,251 エムエスエフネット 5%

3,252 M.S.G 5%

3,253 ms自動車部品 5%

3,254 MSD SHOP 5%

3,255 MSP NET SHOP 5%

3,256 エムエムオプティクス 5%

3,257 M.MCO SHOP 5%

3,258 MM-SHOP 5%

3,259 MMストアー Yahoo!店 5%

3,260 mmworld 5%

3,261 MLB.NBA.NFLショップ SELECTION 5%

3,262 MOスカイネット2 5%

3,263 エムオートギャラリー新横浜店 5%

3,264 MKオリジナル 5%

3,265 MK CLOTHING STORE 5%

3,266 エムケイ商会 5%

3,267 MKワールドストア 5%

3,268 MKCORPORATION 5%

3,269 MK collection 5%

3,270 mk-style 5%

3,271 エムコスメスタイル Yahoo!店 5%

3,272 エム コレクション 5%

3,273 Mg 5%

3,274 MGR Customs 5%

3,275 MCE JAPAN INC. 5%

3,276 エムシーヴィオ 5%

3,277 エムジーエム 5%

3,278 エムシーエムのめぐみ株式会社 5%

3,279 MCLオートパーツ 5%

3,280 mco net shop 5%

3,281 MCK 5%

3,282 MCストア 5%

3,283 エムジーストア Yahoo!店 5%

3,284 MC SELECT 5%

3,285 MJSOFT Yahoo!支店 5%

3,286 MJ-MARKET 5%

3,287 MJガーデン 5%

3,288 Mjapo ヤフー店 5%

3,289 M-SHOP Yahoo!店 5%

3,290 エムズカンパニー 5%

3,291 M's Club　厳選素材Store 5%

3,292 msquall 5%

3,293 エムズゴルフ工房 ヤフー店 5%

3,294 エムズサイクル 5%

3,295 M’sスクウェア 5%

3,296 Ms スピーカーSHOP 5%

3,297 Msスポーツ 5%

3,298 M’sスポーツ YAHOO!店 5%

3,299 m-style tokyo store 5%

3,300 M・STAGE 5%
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3,301 Ms Market Style Yahoo!店 5%

3,302 エムズモノショップ 5%

3,303 EMU’S(エムズ)Yahoo!店 5%

3,304 エムズライト 5%

3,305 M’sWorks(エムズワークス) 5%

3,306 エムタウン 5%

3,307 MWC時計ーUNLIMITED 5%

3,308 えむちゃんねる 5%

3,309 M2international 5%

3,310 M-TOOL 5%

3,311 MTインポート Yahoo!店 5%

3,312 MDS01 5%

3,313 MDSバラエティストア 5%

3,314 MDNマドンナ 5%

3,315 MTM共栄Yahoo!店 5%

3,316 mtkshop 5%

3,317 MT s SHOP 5%

3,318 エム・ディ・エス 5%

3,319 mdストア ヤフー店 5%

3,320 エムテック 5%

3,321 エムテックフジ 5%

3,322 エムトラCARショップ 5%

3,323 MBHオンラインショップ 5%

3,324 MB2 5%

3,325 MPTrad 5%

3,326 エムピーネット・ヤフー店 5%

3,327 MBリカーズヤフーショップ 5%

3,328 M-Factory 5%

3,329 エムフィールド m-field 5%

3,330 MプライスYahoo!店 5%

3,331 エムフロントFSN 5%

3,332 MYDS 5%

3,333 My&Plus 5%

3,334 エムワンショップ 5%

3,335 エメットジュエリーYahoo!店 5%

3,336 エメフィールYahoo!店 5%

3,337 aemotion 5%

3,338 えらぶ堂Yahoo!店 5%

3,339 ERABOサプリ 5%

3,340 選んで屋 5%

3,341 エリアオンライン 5%

3,342 エリア27 5%

3,343 エリカランド ストア 5%

3,344 エリクシノール 5%

3,345 ELIX SPORTS 5%

3,346 エリップス輸入専門店のFLAT-EIGHT 5%

3,347 LRオンラインストアー 5%

3,348 エルアイビー LIBヤフー店 5%

3,349 L&A(Lucky&Anna) 5%

3,350 LED アジアンモータース ヤフー店 5%

3,351 LED HIDの老舗シェアスタイル 5%

3,352 LED照明とエアコンのお店 5%

3,353 LED照明と節電の あかりや 5%

3,354 LED照明.com 5%

3,355 LED照明販売 本店 5%

3,356 LED専門ショップ 5%

3,357 LED専門店 照明のBrite 5%

3,358 LED東宏(トウコウ) 5%

3,359 LEDのマゴイチヤ Yahoo!店 5%

3,360 LED-Light アップルハウス 5%
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3,361 LEDランプの店 螢の華 5%

3,362 ELVA(エルヴァ) 5%

3,363 LWIN 5%

3,364 LWIN-BAG 5%

3,365 LA DIRECTヤフーSHOP 5%

3,366 lse shop 5%

3,367 LSWEBSHOP 5%

3,368 LS-WEBSHOP nuage 5%

3,369 L.M.A.ハワイアンジュエリー 指輪 5%

3,370 L.M.Parts Yahoo!ショップ 5%

3,371 LM LULU 5%

3,372 エルエルハット 5%

3,373 LL-Factory 5%

3,374 Lキッチンドットコム 5%

3,375 エルゴーショップ 5%

3,376 日本唯一のエルゴヒューマン特約店 5%

3,377 EL COMMUN ONLINE SHOP 5%

3,378 LCIPARTS 5%

3,379 LC SIMEショップヤフー店 5%

3,380 LGOヤフー店 5%

3,381 LC宮崎 5%

3,382 Lcy Yahoo!ショッピング店 5%

3,383 エルシーラブ 5%

3,384 LJ スーツケースとレザー小物 5%

3,385 L-STAR 5%

3,386 エルストア 5%

3,387 Elsoluna 5%

3,388 エルックスショップ 5%

3,389 LTD Online 5%

3,390 L-DESIGN 5%

3,391 エルナチュール ヤフーショップ 5%

3,392 エルネフジャパン 5%

3,393 エルパソマート Yahoo!店 5%

3,394 LPレコード専門 美寿濃レコード 5%

3,395 ELEHELM帽子通販専門店 5%

3,396 エルポイント ヤフー店 5%

3,397 エルムンド 5%

3,398 エルメス専門店 西麻布レクラン 5%

3,399 エルモッサ 5%

3,400 エルモッサ2号館 5%

3,401 LUSTYLE. 5%

3,402 エル・ローズ オンラインショップ 5%

3,403 elegantV 5%

3,404 エレガントクラブ Yahoo!ショップ 5%

3,405 エレキギターとウクレレのEbiSound 5%

3,406 エレキギターのSOUND STATION 5%

3,407 エレキマルシェ 5%

3,408 エレックシップ ヤフーショップ 5%

3,409 エレファントSPORTS 5%

3,410 エレホームヤッホー 5%

3,411 ELEMENTS 5%

3,412 エレワークス 5%

3,413 en&co.PartsShop 5%

3,414 エンオーク 5%

3,415 園芸ネット 5%

3,416 園芸ネット 予約専用サイト 5%

3,417 ANGELRY INOKO Online Shop 5%

3,418 エンジェル2018 5%

3,419 エンジェルサウンズショップ 5%

3,420 エンジェルズ ダスト 5%
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3,421 エンジェルズハート ヤフー店 5%

3,422 Angel moms ヤフー店 5%

3,423 Ancient-love 5%

3,424 遠州屋酒店 5%

3,425 のぼり旗販売 enjoy job 5%

3,426 エンジョイ スタジアム 5%

3,427 AND-JOY STORE 5%

3,428 エンジョイペイント 5%

3,429 enjoymycar 5%

3,430 園joy marutoyo 5%

3,431 ENJOIN Yahoo!ショップ 5%

3,432 遠信業務資材苑 5%

3,433 エンスタイル 5%

3,434 遠赤青汁 5%

3,435 演奏会衣装製作 ノンプレステージ 5%

3,436 エンターオンショップ 5%

3,437 エンタメ王国 5%

3,438 NDEAR 5%

3,439 エンデバーII 5%

3,440 エンデバー ゴルフ 5%

3,441 エンデュランスYahoo!店 5%

3,442 ENDOR 5%

3,443 遠藤酒造場 5%

3,444 遠藤商会株式会社 5%

3,445 遠藤ピーナツ 5%

3,446 entotsu 5%

3,447 ENTRADA 5%

3,448 エントランス Yahoo!店 5%

3,449 ENDLESS PEACE 5%

3,450 縁日・お祭り用品専門店 5%

3,451 縁之下 5%

3,452 腕時計ベルトの専門店 EMPIRE 5%

3,453 猿梅 Yahoo!店 5%

3,454 Empanada 5%

3,455 emphasize-silver 5%

3,456 enプラス 5%

3,457 エンブレムファクトリー 5%

3,458 エンペラーマート Yahoo!店 5%

3,459 縁YA 5%

3,460 enyapearl 5%

3,461 エンラージ商事 ヤフー店 5%

3,462 エンライティア 5%

3,463 OASIS TOKYO 5%

3,464 オアシス ハッピーライフ店 5%

3,465 オアシスプラス 5%

3,466 OASISライトストア 5%

3,467 美味しいお酒はE-酒屋から 5%

3,468 014151.comヤフー店 5%

3,469 おいしいコンシェルジュ ヤフー店 5%

3,470 おいしいねいばらき 5%

3,471 おいしい!宝庫 5%

3,472 おいしい明太子 築地丸中 5%

3,473 おいしいものショップ海と太陽 5%

3,474 美味しい焼き海苔屋-Yahoo!店 5%

3,475 美味しくダイエットビードットラボ 5%

3,476 おいしく飲呑会 5%

3,477 美味しさ専門店エーラック 5%

3,478 おいしさ直送 熊本おおしま屋 5%

3,479 美味しさは元気の源 自然の館 5%

3,480 おいで屋 5%
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3,481 Oibibio(オイビビオ) 5%

3,482 おいらは工具屋 5%

3,483 オイルショップグリジー 5%

3,484 oilstation 5%

3,485 OIL STORE 5%

3,486 オイルタック Yahoo!店 5%

3,487 オイル通販 KU ヤフー店 5%

3,488 EULE 5%

3,489 お祝いギフトの専門店ベルビー 5%

3,490 御祝と内祝いのギフトランド 5%

3,491 桜花store 5%

3,492 扇屋 5%

3,493 黄金の鰹節屋 カネニニシ 5%

3,494 王様のおもちゃ Yahoo!店 5%

3,495 王様のカーテン Yahoo!店 5%

3,496 王様の枕 オフィシャルショップ 5%

3,497 奥州珈琲 自家焙煎コーヒー専門店 5%

3,498 欧州車パーツの宝箱 SOL 5%

3,499 欧州車パーツの宝箱 SOL 2号店 5%

3,500 AUSIRO BEAUTecH. 5%

3,501 おうた水産 5%

3,502 お家王国 5%

3,503 お家DECOのお店efiLuz エフィルス 5%

3,504 おうちで肉バル 5%

3,505 おうちdeホムセン 5%

3,506 おうちでらくらく お手軽美人 5%

3,507 おうちのコーヒー屋さん 5%

3,508 おうちまわり.comヤフーショップ 5%

3,509 パーツショップ OVER WHELM 5%

3,510 oupace 5%

3,511 近江うまいもん屋ヤフー店 5%

3,512 近江牛通販かねきちヤフー店 5%

3,513 近江牛の千成亭 5%

3,514 近江通商Yahoo!店 5%

3,515 近江亭 5%

3,516 近江の国から木村商店 5%

3,517 鶯鳴堂雑貨店 5%

3,518 青梅のパティスリーテロワール 5%

3,519 お梅はん本舗 YAHOO!店 5%

3,520 オウルテックダイレクト Yahoo!店 5%

3,521 Ourense World Textiles 5%

3,522 Oh!Wow! 5%

3,523 OWN STYLE 5%

3,524 お絵かき・手作り工作キット専門店 5%

3,525 OR SELECT ヤフー店 5%

3,526 oinetshop 5%

3,527 大分トナー工場 5%

3,528 OVoVO(オーヴォ) 5%

3,529 OHplus 5%

3,530 OAトナー 5%

3,531 OSS 5%

3,532 OSG 5%

3,533 OSショップ Yahoo!店 5%

3,534 オーエム・エックスYahoo!店 5%

3,535 オーエムサポート通販 5%

3,536 OMCネット 5%

3,537 オーエムドラッグ 5%

3,538 O.L.D 5%

3,539 大型犬とママの店 ママブイ 5%

3,540 大型重機ミニチュア戦略研究機関 5%
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3,541 Organic&Natural 寿草 Yahoo!店 5%

3,542 オーガニック&蜂蜜とノニのハンズ 5%

3,543 オーガニック健康生活 むぎごころ 5%

3,544 オーガニックコスメのリラクネクス 5%

3,545 オーガニックコットンのミュッター 5%

3,546 オーガニックシルバー 5%

3,547 ORGANIC STORE Yahoo!ショップ 5%

3,548 Organic store Naturligt Cykla 5%

3,549 オーガニック生活便 5%

3,550 オーガニック・セレクトストア 5%

3,551 オーガニック洗剤バイオクリーン 5%

3,552 オーガニックナチュラルLOHAS 5%

3,553 オーガニックの店シードリーフ沖縄 5%

3,554 オーガニックの森 5%

3,555 オーガニックフーズ ヤフー店 5%

3,556 オーガニックplus 5%

3,557 オーガニック村 5%

3,558 オーガニック輸入衣料店クーフー 5%

3,559 大神ファームYahoo!店 5%

3,560 自然素材へのこだわりオーガライフ 5%

3,561 オーガランド Yahoo!店 5%

3,562 大川家具 5%

3,563 大川家具インテリアのステップワン 5%

3,564 大川家具ギャラリーYOROKOBI 5%

3,565 大川家具三昧ヤフー店 5%

3,566 大川家具通販リラックス 5%

3,567 大川家具ドットコム ヤフー店 5%

3,568 大川家具ドリームランド 5%

3,569 大川家具販売 5%

3,570 大川家具本舗 5%

3,571 大川家具Matsumoto 5%

3,572 おおかわカバン店 ヤフー店 5%

3,573 ORGAN 5%

3,574 大きいサイズ専門店OsyareiSm 5%

3,575 大きいサイズ専門店 clette 5%

3,576 大きいサイズ専門店 KOKUBO 5%

3,577 大きいサイズデビルーズYahoo!店 5%

3,578 大きいサイズのイワショー 5%

3,579 大きいサイズのSHOOWTIME 5%

3,580 大きいサイズの専門店ビックリベロ 5%

3,581 大きいサイズの服レディース Queen 5%

3,582 大きいサイズの帽子専門店CREAK 5%

3,583 大きいサイズ専門店 QZILLA 5%

3,584 大きいサイズメーカー直販HOT-AIR 5%

3,585 大きいサイズレディースJanJam 5%

3,586 大喜賑 5%

3,587 オークスネットショップ Yahoo!店 5%

3,588 大楠屋ストア Yahoo!店 5%

3,589 大蔵質店 5%

3,590 大蔵宝掘堂 5%

3,591 老舗卸玩具OKおもちゃ流通センター 5%

3,592 OK-DEPOT 5%

3,593 OK baket 5%

3,594 OKB fabric 5%

3,595 オーケーマート ヤフー店 5%

3,596 OK MODEL ダイレクト 5%

3,597 大越仏壇 5%

3,598 大阪北新地 ふぐまる 5%

3,599 大阪泉州タオルのKs Towel Shop 5%

3,600 大阪なにわの 鍋工房 5%
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3,601 大阪の味ゆうぜん Yahoo!店 5%

3,602 osakababy 5%

3,603 大坂やストアー 5%

3,604 大坂屋青果専門Yahoo!店 5%

3,605 オオサキ ヤフー店 5%

3,606 大里衛材 5%

3,607 カーパーツ専門のAWESOME-JAPAN 5%

3,608 大澤釣具店 Yahoo!店 5%

3,609 OC STYLE 5%

3,610 大島主食販売ヤフー店 5%

3,611 オオジマ ライス 5%

3,612 ocean-fishing 5%

3,613 オーシャンアイランド 5%

3,614 オーシャンズショップ 5%

3,615 OceanZone Yahoo!店 5%

3,616 オーシャンデプトYahoo!店 5%

3,617 大須楽器 5%

3,618 OHSDIE Cosmetics Store 5%

3,619 オーストラリアのオパールヤフー店 5%

3,620 オーストリア ワインセレクション 5%

3,621 オオスミ 5%

3,622 OZ Racing ヤフーショップ 5%

3,623 オーダー家具のキノカ 5%

3,624 オーダーサプリ 5%

3,625 オーダーシャツのYUMA 5%

3,626 オーダー収納スタイル ヤフー店 5%

3,627 オーダースマホのプチアート工房 5%

3,628 オーダーペアアクセ&腕時計FISS 5%

3,629 オーダーメイドジュエリーメイ 5%

3,630 オーダーメイドペットウェアSACHI 5%

3,631 太田園 ネットショップ 5%

3,632 オーダーカーテンaiika 5%

3,633 太田書店 ヤフー店 5%

3,634 大谷楽器 5%

3,635 オータムゲートYahoo!店 5%

3,636 大塚釣具 5%

3,637 大塚 釣具 08 5%

3,638 大塚模型 5%

3,639 大槻食品館ヤフー店 5%

3,640 大津メディカルスキンセンター 5%

3,641 OT&Emotional 5%

3,642 Audio-Accessory アップルハウス 5%

3,643 オーディオ逸品館 5%

3,644 オーディオショップ ハイデックス 5%

3,645 Audio station 5%

3,646 オーディオ専門店 サウンドハイツ 5%

3,647 オーディオ専門店でんき堂スクェア 5%

3,648 オーディオパーツ サウンズファン 5%

3,649 Audio Mania 5%

3,650 オーディオ渡辺 ショッピング 5%

3,651 ORDINARY TRUTH 5%

3,652 オーデリック照明器具 コネクト 5%

3,653 オートアイテム 5%

3,654 株式会社オートアディクション 5%

3,655 AutoVillage オートヴィレッジ 5%

3,656 オートウイング Yahoo!店 5%

3,657 AutoWear 5%

3,658 オートエージェンシー 5%

3,659 大通り雑貨店 5%

3,660 オートガレージ・リン 5%
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3,661 オートサイト正規代理店auto-KU 5%

3,662 オートドリーム 5%

3,663 オートパーツエージェンシー 5%

3,664 オートパーツエージェンシー2号店 5%

3,665 auto parts osaka 5%

3,666 オートパーツ工房 Yahoo!店 5%

3,667 Auto Parts Success 5%

3,668 オートパーツサンライズ 5%

3,669 オートパーツジャパン 5%

3,670 オートパーツダイレクト 5%

3,671 オートバイ用品専門店 5%

3,672 オートプラザコバヤシ 5%

3,673 オートプロストYahoo!店 5%

3,674 オートプロズ Yahoo!店 5%

3,675 AUTOMAXizumi 5%

3,676 O-TRAP Yahoo!ショップ 5%

3,677 autoland shiraoka 5%

3,678 オートランドTOKYO 5%

3,679 オートランド ロードランナー 5%

3,680 AUTRADE 5%

3,681 ohnitayaファッションあんどバッグ 5%

3,682 大貫酒店Yahoo!ショップ 5%

3,683 大野元一郎薬局 5%

3,684 OVER’s(オーバーズ) 5%

3,685 オーパーツ 5%

3,686 オーバーフラッグ 5%

3,687 かわいいアクセサリー販売OVER RAG 5%

3,688 オーバーリンク 5%

3,689 大場酒店 Yahoo!ショッピング店 5%

3,690 大橋写真機店 5%

3,691 オオハシテント(テント店)Yahoo店 5%

3,692 塗料専門店 大橋塗料 Yahoo!店 5%

3,693 opass 5%

3,694 おおはたやヤフーショップ 5%

3,695 大葉農家さん 5%

3,696 オーバルマルチメディアヤフー店 5%

3,697 OPIマニキュア通販・大人ネイル 5%

3,698 ORBIT 5%

3,699 OVDGOLF 5%

3,700 オープンウォーター Yahoo!店 5%

3,701 大間まぐろのみやこ 5%

3,702 大間マグロを東京築地に卸す店魚忠 5%

3,703 オオミヤ スポーツ 5%

3,704 大麦専門店 山陽精麦 5%

3,705 o-mureys 5%

3,706 大森時計店 5%

3,707 大安売り大魔王ファッション 5%

3,708 オーラルケアのDOD 5%

3,709 オーラルケア 用品 Pearlie White 5%

3,710 オーリック食品館 5%

3,711 オーリックビア専門店 5%

3,712 オーリックヤフー店 5%

3,713 ORIWA 5%

3,714 オールアイテム 5%

3,715 オールアクセサリー 5%

3,716 ALLcALL 5%

3,717 oldArt 5%

3,718 大瑠堂 5%

3,719 alltone Yahoo!店 5%

3,720 oldcountry 5%
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3,721 オールドギア 5%

3,722 オールドギア大東ヤフー店 5%

3,723 オールドギア千葉店 5%

3,724 オールドギア奈良市内店 ヤフー店 5%

3,725 オールドギア箕面ヤフー店 5%

3,726 OLD GOAT 5%

3,727 オールドコールマン ByTen 5%

3,728 OldNew 5%

3,729 オールネット 5%

3,730 オールバイ 5%

3,731 オールビー 5%

3,732 All for you 5%

3,733 OLLplus 5%

3,734 all blue. 5%

3,735 OLLMART 5%

3,736 オールマウンテンスキー テイネ 5%

3,737 オールマウンテンスポーツDoing 5%

3,738 オールメール 5%

3,739 オールライト Yahoo!店 5%

3,740 All Right Leather 5%

3,741 Aurora&Oasis 5%

3,742 オカイチ オンラインショップ 5%

3,743 お買い得工具DIYのお店キヨシ 5%

3,744 okaimonoshop 5%

3,745 お返し ギフト専門店 しきたり美人 5%

3,746 お返しギフトの ありがとう 5%

3,747 おかげさまマーケット 5%

3,748 岡坂商店-うどん二番.com-Yahoo!店 5%

3,749 小笠原諸島の天然海水 5%

3,750 小笠原製麺所 5%

3,751 お菓子工房幸ふく 5%

3,752 御菓子司おおくぼ Yahoo!店 5%

3,753 御菓子司こぎく 5%

3,754 御菓子司 大黒屋 ヤフー店 5%

3,755 御菓子司 茶の子 5%

3,756 お菓子道具の浅井商店ヤフー店 5%

3,757 お菓子とパンの材料屋さん 5%

3,758 お菓子のありがたや 5%

3,759 お菓子のおいしい空気 ヤフー店 5%

3,760 お菓子のお店 博多桃太郎 5%

3,761 お菓子の材料・京docca 5%

3,762 おかしの乃むら 本店 5%

3,763 お菓子の晩梅 Yahoo!店 5%

3,764 おかしのフェスタヤフー店 5%

3,765 お菓子のフランソワ 5%

3,766 おかしのマーチ 5%

3,767 おかしのモリモリ森 ヤフー店 5%

3,768 おかしの森 ヤフー店 5%

3,769 おかしやさんYahoo!店 5%

3,770 おかしレンジャー 5%

3,771 中古介護ベッド専門店-オカセイ 5%

3,772 岡田建具製作所 5%

3,773 オカダPROショップ 5%

3,774 御徒町宝石問屋 5%

3,775 Okadeヤフーショップ 5%

3,776 岡野釣具店Yahooストア店 5%

3,777 オカヒサペンショップ Yahoo!店 5%

3,778 OKABE GREEN 5%

3,779 岡村商店 指宿屋 ヤフー店 5%

3,780 おかめや Yahoo!店 5%
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3,781 オカモク ヤフー店 5%

3,782 株式会社岡本うに 5%

3,783 岡安ゴムヤフー店 5%

3,784 岡山市場工房 5%

3,785 岡山中央卸売市場ネット 5%

3,786 岡山おくりものファーム 5%

3,787 岡山産直工房 Yahoo!店 5%

3,788 岡山スタイルショップ 晴実堂 5%

3,789 岡山マリン 5%

3,790 おからクッキーのプリムラ 5%

3,791 おがる 5%

3,792 OGAWAGOLF 5%

3,793 小川 商店 5%

3,794 小川生薬 Yahoo!ショッピング店 5%

3,795 小川屋味噌店Yahoo!店 5%

3,796 置き畳の和風生活館 5%

3,797 置き畳rirakusa 5%

3,798 沖縄アロハシャツファクトリー 5%

3,799 沖縄石垣島の天然海水 5%

3,800 沖縄うまいもの屋長浜商店 5%

3,801 沖縄お土産通販泡盛商店ヤフー店 5%

3,802 沖縄お土産通販かまどおばぁの店 5%

3,803 沖縄お土産通販なら河野商店 5%

3,804 沖縄音楽キャンパスYahoo!店 5%

3,805 沖縄健康市場 5%

3,806 沖縄健康食品webショップ 5%

3,807 沖縄健康通販 Yahoo!店 5%

3,808 沖縄県産飲料専門店 沖縄アロエ 5%

3,809 沖縄サカタ食品 5%

3,810 沖縄雑貨の店てぃらてぃらヤフー店 5%

3,811 沖縄三線エイサー用品専門店でいご 5%

3,812 沖縄シーサー専門店 琉球窯 5%

3,813 沖縄旬青果 5%

3,814 沖縄情報館 5%

3,815 沖縄そばの通販 サン食品 ヤフー店 5%

3,816 沖縄調味料や～赤マルソウ商店 5%

3,817 沖縄通販 ここち琉球 5%

3,818 沖縄のギフトショップ Mi-ja 5%

3,819 沖縄百貨店七屋 5%

3,820 沖縄フフフルーツ 5%

3,821 沖縄もずくの風月 5%

3,822 沖縄より愛をこめて 5%

3,823 沖縄ロハス 5%

3,824 おきなわんガールズ 5%

3,825 お気に入り食器 おうちのうつわ 5%

3,826 沖之島商店Yahoo!ショップ 5%

3,827 おきもの総本家 5%

3,828 お経・御詠歌CD・DVDの市原栄光堂 5%

3,829 奥出雲そば処一福Yahoo!店 5%

3,830 奥出雲中村ファームYahoo!店 5%

3,831 屋外用LED専門店 LED-Style 5%

3,832 Auxiliary shop 5%

3,833 AuxiliaryParts ヤフー店 5%

3,834 お薬とサプリのエンジェルドラッグ 5%

3,835 おくすり奉行28 5%

3,836 おくすりやさん 5%

3,837 お口の専門店 5%

3,838 okuden 5%

3,839 オクトパスキッチン 5%

3,840 奥村商店 5%
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3,841 オグラコム 5%

3,842 小倉山荘 5%

3,843 OG-LAND 5%

3,844 おくりもの 燻製けむりの 5%

3,845 贈り物 de HAPPY 5%

3,846 贈り物と雑貨のお店PLAIN 5%

3,847 贈物広場 5%

3,848 贈り物本舗じざけや 5%

3,849 OCULU.ギフト 5%

3,850 オクルスヤフー店 5%

3,851 OQURU Yahoo!店 5%

3,852 桶本家具店 5%

3,853 おこ市 5%

3,854 お香 アロマの通販KAORIマーケット 5%

3,855 お香・線香・香木の専門店 香源 5%

3,856 小郡スポーツ 5%

3,857 おこころ旅ギフト 5%

3,858 OKODePA おこデパ 5%

3,859 お好み焼・鮮魚・惣菜のまからずや 5%

3,860 お米ギフト・内祝いの八代目儀兵衛 5%

3,861 お米専門店あじつかみ 5%

3,862 お米の井口農園 5%

3,863 お米の稲田・北海道おこめ倶楽部 5%

3,864 お米農学校Yahoo!店 5%

3,865 お米の岡山ふる里美味いもの便 5%

3,866 お米の金子ヤフー店 5%

3,867 お米の米久 5%

3,868 お米のせんきゅう 5%

3,869 お米の専門店 神蔵屋 YAHOO店 5%

3,870 お米の専門店中野商店 5%

3,871 お米のたわら屋 5%

3,872 お米の通販 五十歩屋(いがほや) 5%

3,873 お米のひぜん屋 5%

3,874 お米のマルサワ ヤフー店 5%

3,875 お米Barのブレンド米 渡辺米穀店 5%

3,876 お米プラザ新潟Yahoo!店 5%

3,877 お米屋さんYahoo!店 5%

3,878 お米屋のコメマルシェYahoo!店 5%

3,879 おさいふやさん 5%

3,880 お魚倉庫 5%

3,881 お魚の漬物なら金沢の油与 5%

3,882 オザキスポーツ 5%

3,883 お酒専門 久慈源酒店 5%

3,884 お酒とお米の酎米庵 chumeian 5%

3,885 お酒とギフト かたやま 5%

3,886 お酒と食品の専門店 まぼろし屋 5%

3,887 お酒のいざわヤフー店 5%

3,888 お酒の大型専門店　河内屋 5%

3,889 お酒の贈りもの館 5%

3,890 お酒のことなら美酒美酒 Yahoo!店 5%

3,891 お酒の専門店バタフライ 5%

3,892 お酒の専門店ファースト 5%

3,893 お酒のちゃがたパーク ヤフー店 5%

3,894 お酒の通販 買王 5%

3,895 お酒のデパート もりもと 5%

3,896 お酒の名入れ専門店一番 5%

3,897 お酒の森川 ワインの宝庫 5%

3,898 osanaha 5%

3,899 おしぼり・紙製品のトヨプロ 5%

3,900 おしぼり・箸のPRO-MART 5%
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3,901 おしめりクラブ 5%

3,902 OJAGA DESIGN 5%

3,903 おしゃママ Yahoo店 5%

3,904 オシャレウォーカー 5%

3,905 おしゃれガーデニング用品館 5%

3,906 おしゃれ家具・雑貨 木製リビング 5%

3,907 おしゃれ家具通販 allamoda 5%

3,908 おしゃれ家具通販パレット 5%

3,909 おしゃれ家具のリファインド 5%

3,910 おしゃれcafe 5%

3,911 おしゃれ輝族 5%

3,912 おしゃれ kimono いろは 5%

3,913 おしゃれ巧房マツモト 5%

3,914 おしゃれ雑貨・タケナカ 5%

3,915 おしゃれ雑貨・TKコレクション 5%

3,916 おしゃれ雑貨のサンルージュ 5%

3,917 おしゃれ照明のアスコムインテリア 5%

3,918 おしゃれ食器の通販M’home style 5%

3,919 オシャレ総合研究所 Yahoo!店 5%

3,920 おしゃれ玉椿 5%

3,921 おしゃれ地図 Minimal Map 5%

3,922 作業服専門店 ワーク・キング 5%

3,923 おしゃれデザイン表札 BEES CRAFT 5%

3,924 おしゃれな椅子ジェネリックチェア 5%

3,925 オシャレな家具屋 リビング通販 5%

3,926 お洒落なゴルフセレクト2 5%

3,927 おしゃれな 雑貨 通販 ROSEY ROSE 5%

3,928 おしゃれな雑貨屋 5%

3,929 オシャRevo 5%

3,930 オシャレ防犯用パスケースのPASKEL 5%

3,931 おしゃれ 北欧 収納棚 albero 5%

3,932 オシャレモードスタイル・エイド 5%

3,933 おしゃれモダン仏壇専門店SKD@仏壇 5%

3,934 おしゃれ老眼鏡 i4U Yahoo!店 5%

3,935 お受験グッズのハッピークローバー 5%

3,936 おしんたマート 5%

3,937 OSCAR E-SHOP 5%

3,938 オスカー・シンドラーヤフーSHOP 5%

3,939 お酢の醸造蔵 三井酢店 5%

3,940 尾関作十郎陶苑 5%

3,941 おせち専門店 北海道小樽きたいち 5%

3,942 URCERI SHOP 5%

3,943 お洗濯屋さん 5%

3,944 お惣菜おかわり 5%

3,945 お惣菜ふきや 5%

3,946 お掃除ソムリエ ディーシー・ラボ 5%

3,947 お掃除ソムリエ ヤフー店 5%

3,948 おそうじマーケット ヤフー店 5%

3,949 おそうじラボ 5%

3,950 お供え花工房 お悔やみ花ギフト 5%

3,951 オゾンアソシア空気清浄機ヤフー店 5%

3,952 オゾン発生器専門店 オゾンマート 5%

3,953 お宝イータウン 5%

3,954 お宝通販ショッピング 5%

3,955 おたからばこ 5%

3,956 お宝屋です 5%

3,957 お宝・レア物専門！　おもちゃ屋 5%

3,958 御宅家本舗OTAKICK 5%

3,959 おださく 5%

3,960 小田島水産食品直販サイト 5%
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3,961 オダネン 5%

3,962 おたまやヤフーショップ 5%

3,963 小田原ひもの 山市干物専門店 5%

3,964 小田原マツシタ靴店 5%

3,965 お誕生日新聞 5%

3,966 お！茶しま専科 健康通販倶楽部 5%

3,967 お茶道具東玉堂 ヤフー店 5%

3,968 お茶と紙コップの寳玉園 Yahoo!店 5%

3,969 お茶とサプリのお店 京の幸 5%

3,970 お茶のあけぼのヤフー店 5%

3,971 お茶の荒畑園ヤフー店 5%

3,972 お茶の荻野園 Yahoo!店 5%

3,973 お茶のカクト 5%

3,974 お茶の冠城園 5%

3,975 お茶の川村園 5%

3,976 お茶の光琳園 5%

3,977 お茶の小成園 5%

3,978 お茶の嵯峨美園 5%

3,979 お茶の山麓園 5%

3,980 お茶の製造・直売片野坂製茶 5%

3,981 お茶の専門店 池川園茶舗 5%

3,982 お茶のたていし園 5%

3,983 もて茶ってwithお茶の田村 5%

3,984 お茶のひしだい 5%

3,985 お茶のみどり園 5%

3,986 お茶の実の雪うさぎ工房 5%

3,987 お茶畑工房 茶和家 木村園 5%

3,988 お茶畑発 富士山直送便 5%

3,989 お茶はやっぱりみやおえん 5%

3,990 お中元 ギフトおつまみ ミツワ酒販 5%

3,991 オックスフォードコレクション 5%

3,992 オッシャれな枕と寝具のお店OSSYA 5%

3,993 おっぽろっぽ ヤフウ版 5%

3,994 おつまみギャラリー伊万里 5%

3,995 おつまみショップ珍味工房ヤフー店 5%

3,996 おつまみ専門かなや珍味店 5%

3,997 おつまみ専門店 世界の珍味 5%

3,998 おつまみ珍味の海鮮山鮮本舗 5%

3,999 おつまみ問屋.com 5%

4,000 おつまみの専門店 月ヶ瀬 5%

4,001 おつまみの平光商店 5%

4,002 Otsumami pepper store 5%

4,003 おつまみ屋台村 博多 田舎屋 5%

4,004 おつよコンタクト 5%

4,005 Otias Yahoo!ショップ 5%

4,006 お手入れ応援ハッピーバリューコム 5%

4,007 CD&DVD買取・販売の音吉プレミアム 5%

4,008 OtogiNail 5%

4,009 おとぎのバーチャルショップ 5%

4,010 おとぎのメディカル 5%

4,011 お得市場 GOGOみなくるネット 5%

4,012 おとく通販 5%

4,013 おとく通販寝具・インテリア館 5%

4,014 お得に購入ONLINE 5%

4,015 オトクラシYahoo!店 5%

4,016 男着物の加藤商店 5%

4,017 男のくつ専科 Walk 5%

4,018 男のこだわりshop 5%

4,019 男の台所 5%

4,020 男のWi-Fi 5%
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4,021 男前ツールYahoo!ショッピング店 5%

4,022 音と映像設備のたのんますわ! 5%

4,023 音と映像の専門店 いのうえでんき 5%

4,024 おとどけ 5%

4,025 OTODOKEオンラインストア 5%

4,026 otona 5%

4,027 大人アクセサリーTrois Arbres 5%

4,028 大人ナチュラル服.雑貨-Grindel 5%

4,029 オトナのおつかい屋 5%

4,030 大人の教室・快打倶楽部 5%

4,031 おとなの週末 お取り寄せ倶楽部 5%

4,032 大人の古着 アール・クリー 5%

4,033 妊活サプリ青汁専門-おとなびと 5%

4,034 大人用紙おむつ宅配のダッシュ便 5%

4,035 音更ぎょうざの宝永ヤフー店 5%

4,036 おともだちの広場 ヤフー店 5%

4,037 OTORAKUYA 5%

4,038 ODORI Company 5%

4,039 おどり用品の扇寿　Yahoo!店 5%

4,040 お取り寄せグルメスイーツの味ログ 5%

4,041 お取り寄せグルメ本舗 5%

4,042 おとりよせ食堂 ヤフー店 5%

4,043 お取り寄せとギフトのタベリエ 5%

4,044 おとりよせ.com 5%

4,045 お取寄せ本舗イース 5%

4,046 おどろき市場.net 5%

4,047 おどろきっちん 5%

4,048 おなかカンパニーROTTS 5%

4,049 おなか本舗ヤフー店 5%

4,050 おなまえグッズワールド 5%

4,051 お名前シール工場 5%

4,052 お名前シール製作所 5%

4,053 お名前シールのAND ME 5%

4,054 お名前シールのNAD 5%

4,055 お名前シールのお店 おなまえ王国 5%

4,056 お名前シールLABO 5%

4,057 お名前シールらんど 5%

4,058 お名前ポエムの贈り物 5%

4,059 お悩み解決館 ヒカリネット 5%

4,060 お肉の専門三河屋 5%

4,061 お値打ちきもの通販 ヤフー店 5%

4,062 お値打ち本舗 5%

4,063 HONEST-ONLINE 5%

4,064 HONEST SHOP 5%

4,065 お年賀タオル.com 5%

4,066 尾道の昆布問屋 ヤフー店 5%

4,067 おばあちゃんのゴムパンツ専門店 5%

4,068 お墓用品と石材工具のイシケン 5%

4,069 お箸の専門店 e-ビジネスNEXT 5%

4,070 お箸の箸屋助八 5%

4,071 お肌に優しいお店 5%

4,072 お肌にやさしい綿下着-フリープ 5%

4,073 お花ギフト Y zフローラ ヤフー店 5%

4,074 お花の贈り物そらーる 5%

4,075 お花屋さんの手帳 5%

4,076 オハナ ヤフー店 5%

4,077 オハラオンラインショップ 5%

4,078 おひさま 5%

4,079 おひさまくらぶ 5%

4,080 おひさまショッピング 5%
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4,081 帯専門店おびや 5%

4,082 おひるねコットン 5%

4,083 オフィシャル倶楽部 5%

4,084 オフィシャル倶楽部MAG 5%

4,085 オフィスイオマン ヤフー店 5%

4,086 オフィスエッジ 5%

4,087 オフィス家具市場 Yahoo!店 5%

4,088 オフィス家具 ガジェットYahoo!店 5%

4,089 オフィス家具ストアYahoo!店 5%

4,090 オフィス家具通販のオフィス家具堂 5%

4,091 オフィス家具通販のオフィスコム 5%

4,092 オフィス家具店スギハラ 5%

4,093 オフィス家具のRFヤマカワYahoo!店 5%

4,094 オフィス家具のOFS 5%

4,095 オフィス家具のセレクトマーケット 5%

4,096 オフィス家具のヤマフジ 5%

4,097 オフィス家具fit 5%

4,098 オフィス家具屋さん 5%

4,099 オフィス クリエイト 5%

4,100 オフィスクリエイト 5%

4,101 オフィスサプライ 5%

4,102 オフィス31 ヤフー店 5%

4,103 オフィスジャパン 5%

4,104 家具と雑貨オフィス生活館Yahoo!店 5%

4,105 オフィスチェアー専門館 5%

4,106 オフィス・デポ Yahoo!店 5%

4,107 オフィス店舗用品トップジャパン 5%

4,108 オフィスの錠前屋さんキャビネット 5%

4,109 オフィスファニチャーマーケット 5%

4,110 OfficePro Yahoo!ショップ 5%

4,111 オフィスヘレナジャパンヤフ-店 5%

4,112 オフィスポ ヤフー店 5%

4,113 オフィスマーケットYahoo!店 5%

4,114 オフィス ユー 5%

4,115 オフィス用品の販売 てんぶん 5%

4,116 オフィスランド 5%

4,117 オフィスルナYahoo!店 5%

4,118 Office WOW！ 5%

4,119 オフェーリア 5%

4,120 OFFSIDE 5%

4,121 オフサモンド ヤフーショップ 5%

4,122 Objectiboo!オフィシャルストア 5%

4,123 お仏壇・お位牌の貴志祢苑 5%

4,124 おぶつだんの志喜屋 5%

4,125 お仏壇の野田 5%

4,126 お仏壇のよねはら 仏具 数珠 神棚 5%

4,127 オプティックストアグラスガーデン 5%

4,128 オプティマジャパン 5%

4,129 オプティミズム 5%

4,130 OPTI-EURO(オプティ・ユーロ) 5%

4,131 オプトタマキ 5%

4,132 Opt BESSHO 5%

4,133 お布団工房 5%

4,134 オフプライス ヤフー店 5%

4,135 OVLOV オブラブ Yahoo!店 5%

4,136 OBLIGE 5%

4,137 offrirオフリール 5%

4,138 お風呂・サニタリーのバスライフ 5%

4,139 お風呂できれい 5%

4,140 お風呂のソムリエSHOP! 5%
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4,141 おべべや ヤフー店 5%

4,142 お部屋まるごと家具コンシェルジュ 5%

4,143 お弁当グッズのカラフルボックス 5%

4,144 お遍路用品のいっぽ一歩堂 5%

4,145 オホーツク味紀行 5%

4,146 HOMMAGE 5%

4,147 おまかせ工房 神棚 上敷 簾 専門店 5%

4,148 お祭り・縁日用品店 5%

4,149 お祭りコム 5%

4,150 お祭り用品専門店橋本屋Yahoo!店 5%

4,151 おまめ 5%

4,152 おまもり堂 5%

4,153 おみくじプロジェクト 5%

4,154 おみやげ一番地 5%

4,155 おみやげたじま・やぶらぶWalker 5%

4,156 おみやげ処いちびり庵 5%

4,157 お土産処渡月橋オンラインショップ 5%

4,158 おみやげパーク Yahoo!店 5%

4,159 お宮参り着物と和装小物の店 京美 5%

4,160 お宮参り着物レンタル 京の舞姿 5%

4,161 オムコヤフーショップ 5%

4,162 Omusubiflowers 5%

4,163 おむつケーキ 出産祝い ベビー 5%

4,164 おむつケーキ 出産祝い GIFT-ONE 5%

4,165 おむつケーキ 出産祝い Baby Arte 5%

4,166 airimbaby 5%

4,167 おむつケーキ&出産祝い La Vie 5%

4,168 おむつケーキ クヌート 5%

4,169 おむつケーキ 出産祝い smilepop 5%

4,170 おむつケーキ 出産祝い dolce539 5%

4,171 おむつケーキ専門店 CZONE 5%

4,172 おむつケーキ通販 ハニークレヨン 5%

4,173 おむつケーキのお店 Hello Baby 5%

4,174 おむつですよ 5%

4,175 おむつポーチとスイマーバの美人家 5%

4,176 思いであそび 5%

4,177 想いを繋ぐ百貨店 TSUNAGU 5%

4,178 おもキャ箱 5%

4,179 おもしろ倶楽部 5%

4,180 おもしろ工房ほそやん本店 5%

4,181 おもしろtシャツ プレゼントGIFTEE 5%

4,182 おもしろはんぶん 5%

4,183 玩具侍 ヤフー店 5%

4,184 おもちゃ通販 トライブ 5%

4,185 おもちゃとホビー SHOP SHIMATARO 5%

4,186 おもちゃのキムラ 5%

4,187 おもちゃのキムラ 富士山グッズ館 5%

4,188 おもちゃのキムラミニ四駆ホビー館 5%

4,189 おもちゃの国オズ 5%

4,190 おもちゃの三洋堂 5%

4,191 おもちゃのトキワ屋 5%

4,192 おもちゃのマンネンヤ 5%

4,193 おもちゃ奉行 5%

4,194 おもちゃ屋YA!Yahoo!店 5%

4,195 表参道通販クラブ 5%

4,196 おもて質舗 5%

4,197 おもてなし考房 5%

4,198 おもてなし参道 5%

4,199 おもてなしの食卓 5%

4,200 オモロイ屋 5%
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4,201 おもろず屋Yahoo!店 5%

4,202 親ギフト三連時計-公式-木の暮らし 5%

4,203 お役立ち雑貨ストア 5%

4,204 おやすみドットコムYahoo!店 5%

4,205 おやつのへや 5%

4,206 おやつやさん 5%

4,207 おやま質店ヤフーショップ 5%

4,208 小山田商店 5%

4,209 oracha 5%

4,210 NEO-RIDERS ボート55ドットコム 5%

4,211 オラクルカードセンター 5%

4,212 orangutan・オランウータン 5%

4,213 オランダ屋 5%

4,214 おりーぶ 5%

4,215 オリーブアベニュー 5%

4,216 オリーブオイル・化粧品のサン工房 5%

4,217 OLIVEOIL専門オリーブメルカート 5%

4,218 オリーブオイル専門店 CREA TABLE 5%

4,219 オリーブの木 5%

4,220 スペイン食材 オリーブの実 5%

4,221 オリーブプラザ ヤフー店 5%

4,222 Olive&Popeye 5%

4,223 オリーブ本舗 5%

4,224 オリエンタルホビー 5%

4,225 オリエンタルムーン 5%

4,226 オリエントストア 5%

4,227 オリオンドラッグ薬局 5%

4,228 オリジ 5%

4,229 オリジナル・アート関連グッズ専門 5%

4,230 オリジナルアクセサリーココ COCO 5%

4,231 オリジナルアクセサリーShellrose 5%

4,232 オリジナル印刷・販促のWTP企画 5%

4,233 オリジナル絵本ショップ Yahoo!店 5%

4,234 オリジナル絵本とグッズJEWEL 5%

4,235 オリジナルカー用品のA2M 5%

4,236 オリジナル缶バッチ製作 オリカン 5%

4,237 オリジナル記念メダルショップ・ 5%

4,238 オリジナルギフトのクラウンハート 5%

4,239 オリジナル工房ヤフー店 5%

4,240 オリジナルスジャージのno-style 5%

4,241 オリジナルスマホケースのスマゾー 5%

4,242 オリジナル日本酒てらしま 5%

4,243 オリジナルハンドメイドヤフー店 5%

4,244 オリジナルプリントTシャツ ウィズ 5%

4,245 オリジナルプリント パイオテック 5%

4,246 オリジナルベビーギフトbecera 5%

4,247 オリジンショップ 5%

4,248 ORIGINLIFE business 5%

4,249 オリスマ ヤフー店 5%

4,250 オリゾナス・ホリィオ Yahoo!店 5%

4,251 おり釣具　ヤフー店 5%

4,252 orite 米原市特選品市場 5%

4,253 オリパ専門ラッキーパックヤフー店 5%

4,254 oribia 5%

4,255 オリンピア ヤフー店 5%

4,256 OlvieStore 5%

4,257 オルガエアソフト ヤフー店 5%

4,258 オルゴール・万華鏡の店 癒し館 5%

4,259 OLDS Yahoo!ショッピング店 5%

4,260 also 5%
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4,261 オルソ バンビーノ Yahoo!店 5%

4,262 オルタナデザイン公式ショップ 5%

4,263 オルトネットショップ 5%

4,264 Alt Mart 5%

4,265 オルフィー 5%

4,266 オレメカ 5%

4,267 オレンジORANGE 5%

4,268 オレンジインテリア Yahoo!店 5%

4,269 オレンジウェディング 5%

4,270 オレンジCoCoヤフー店 5%

4,271 オレンジスポーツ ヤフー店 5%

4,272 オレンジパンダYahoo!店 5%

4,273 オレンジヒール 5%

4,274 オレンジヒールリペアセンター 5%

4,275 オレンジピコショップ 5%

4,276 オレンジベース 5%

4,277 ORANGE-BABY 5%

4,278 オレンジ便利 5%

4,279 オレンジMAX 5%

4,280 Orange Line ヤフー店 5%

4,281 卸売のEiEi 5%

4,282 卸売りのK-PLANNING 5%

4,283 卸食人の實屋 ’みのるや’ 5%

4,284 卸直売スリー1 ヤフーSHOP 5%

4,285 卸問屋の福屋 5%

4,286 卸問屋 防犯工房 5%

4,287 卸問屋 雷音 Yahoo!店 5%

4,288 卸値ストアー 5%

4,289 卸値で買えるすごい店奈良ギフト 5%

4,290 卸しのひふみ 5%

4,291 卸屋 5%

4,292 無農薬・減農薬専門店 尾張の米蔵 5%

4,293 尾張防炎屋 5%

4,294 おかげ様で創業100年オワリヤ楽器 5%

4,295 ONITメンズファッション 5%

4,296 音楽グッズ専門店 クレフギフツ 5%

4,297 音楽太郎 5%

4,298 御菓子司 大彌(だいや)ヤフー店 5%

4,299 温活専門 ウーマンズケアYahoo!店 5%

4,300 音響ネットショップ 5%

4,301 オングローブ 5%

4,302 オンケンヤフー店 5%

4,303 恩光ショップ 5%

4,304 温好治身 おんこちしん 5%

4,305 御社の建材係り 窓工房ナカサ 5%

4,306 音色研究会 5%

4,307 オンスタイル 5%

4,308 オンスタックルWebショップ 5%

4,309 オンツーヤフーSHOP 5%

4,310 オンデマンド倶楽部 5%

4,311 温熱療法ビワ木 5%

4,312 おんぷ ランド 5%

4,313 おんよくや 5%

4,314 online Sshop 5%

4,315 オンラインショップ e-金物 5%

4,316 オンラインショップ幸運堂本店 5%

4,317 ONLINE SHOP THE STANDARD 5%

4,318 オンラインショップたかたや 5%

4,319 onlineshop Charge 5%

4,320 オンラインショップフェイス 5%
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4,321 Online shop FOREVER 5%

4,322 オンラインショップMOORE 5%

4,323 オンラインショップMEGU 5%

4,324 ONLINE PARTS PREMIUM OUTLETS 5%

4,325 オンライン・パック 5%

4,326 online MARK S Inc 5%

4,327 オンラインワインストアWassys 5%

4,328 温活 妊活 腸活 おんらぼ Y!shop 5%

4,329 Only Value 5%

4,330 オンリースタイル ヤフー店 5%

4,331 ONLY1 ONLINE 5%

4,332 オンリーワン ギフト スマイル 5%

4,333 OnlyOne Shop 5%

4,334 オンリーワン ビューティー 5%

4,335 オンリーワンマーケット 5%

4,336 Cave de L NAOTAKA Yahoo!店 5%

4,337 カーヴ・ドーリック 5%

4,338 カーLED専門店 ピカキュウヤフー店 5%

4,339 カーオーディオ通販ネットワン 5%

4,340 カーオーディオ輸入専門店 5%

4,341 kakabit 5%

4,342 KAaGU.com 5%

4,343 CARKRUID 5%

4,344 カーグラスワールド5号店 5%

4,345 カーグラスワールド 5%

4,346 カーゴパンツ専門店C-STYLE 5%

4,347 カーサカーサ 5%

4,348 カーサ・カキヤ 5%

4,349 Casa Lindo 5%

4,350 カーショップRENS 5%

4,351 Car Space Design 5%

4,352 ガーゼのハンドメイドあっちこっち 5%

4,353 カー専門店 TRUSTY 5%

4,354 かあちゃんのごはん 5%

4,355 Cartist Yahoo!ショッピング店 5%

4,356 GARDINER 5%

4,357 Gardener s shop Ivy 5%

4,358 ガーデニング工房 Y!店 5%

4,359 ガーデニング雑貨TOOLBOX 5%

4,360 ガーデニングSHOP岐阜緑園 5%

4,361 ガーデニング天使アンジェロ 5%

4,362 ガーデニング&雑貨 Patio 5%

4,363 ガーデニングどっとコムYahoo!店 5%

4,364 ガーデニング用品 テラコッター 5%

4,365 カーテン ブラインドのコンポ 5%

4,366 カーテン・アイ 5%

4,367 カーテンいーさ Yahoo!店 5%

4,368 カーテン・インテリア TERITERI 5%

4,369 カーテンインテリアのTOMO S STORE 5%

4,370 curtain-f 5%

4,371 ガーデンエルフ Yahoo!店 5%

4,372 カーテンカーテン 5%

4,373 カーテン・カーペット アイコン 5%

4,374 ガーデンクック Yahoo!店 5%

4,375 カーテン工場 5%

4,376 カーテン シェードのお店イゴコチ 5%

4,377 カーテンショップさくらんぼ 5%

4,378 ガーデンショップ ミカワ 5%

4,379 GardenStyle 5%

4,380 ガーデン ストーリー 5%
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4,381 カーテン専門店サンレジャン 5%

4,382 ガーデンタウン ヤフー店 5%

4,383 カーテンチアフル ヤフーショップ 5%

4,384 カーテン通販 アットカーテン 5%

4,385 カーテン通販カーテン選びの案内人 5%

4,386 カーテン通販 カーテン天国 5%

4,387 カーテン通販くれない Yahoo!店 5%

4,388 ガーデンで暮らそヤフー店 5%

4,389 カーテンのEzee Yahoo!店 5%

4,390 ガーデンマート Yahoo!店 5%

4,391 ガーデンメイトYahoo!店 5%

4,392 かーてん屋さんアウトレット 5%

4,393 GARDEN Yahoo!店 5%

4,394 ガーデン用品屋さん 5%

4,395 ガーデンライフ彩ヤフー店 5%

4,396 カーテンRainbow 5%

4,397 Car Top Audio 5%

4,398 カードファナティック 5%

4,399 Card&Hobby ファミコンくん2号店 5%

4,400 カードミュージアム Yahoo!店 5%

4,401 GUARD Yahoo!店 5%

4,402 カーナビショップ・ブラウンサイド 5%

4,403 カーパーツ アクセス 5%

4,404 CAR-PARTS-SLS 5%

4,405 カーパーツ・ケミカル Good Speed 5%

4,406 Car Parts Shop MM 5%

4,407 カーパーツショップDRESS 5%

4,408 カーパーツ専門店カーマックス 5%

4,409 カーパーツ専門店BoooN(ブーン) 5%

4,410 CarParts SORA 5%

4,411 CarParts TSC 5%

4,412 カーパーツドリームマーケット 5%

4,413 カーパーツマニアックスYahoo!店 5%

4,414 カーパーツライジングYahoo!店 5%

4,415 カーピィー 5%

4,416 Curvys(カービーズ) 5%

4,417 カーピカイズム 5%

4,418 カーピカネット 5%

4,419 カーピカルJAPAN NET事業部 5%

4,420 Car Hit. 5%

4,421 カーピットアイドル 5%

4,422 カーブティックイフ 5%

4,423 カープロ Yahoo!店 5%

4,424 カーペイント工房 ジャスティス 5%

4,425 CarBest Yahoo!店 5%

4,426 カーペット ラグ専門店 なかね家具 5%

4,427 カーペットジャパン 5%

4,428 カーポートマルゼン 5%

4,429 カーマイスター 5%

4,430 car mania NO.1 5%

4,431 karmie神谷寝具 5%

4,432 Calm 5%

4,433 カームインテリア 5%

4,434 calm-on-company 5%

4,435 KHAMsオンライン 5%

4,436 Calm ヤフー店 5%

4,437 カーメイクアートプロ 5%

4,438 カー用品イチオシ通販 5%

4,439 カー用品ELS YAHOO店 5%

4,440 NEWFRONTIER 5%
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4,441 カー用品卸問屋ニューフロンテア 5%

4,442 シンプルCar用品 EXCEL MODE 5%

4,443 カー用品通販GoldRush 5%

4,444 カー用品通販 ツルタオンライン 5%

4,445 カー用品通販のホットロードパーツ 5%

4,446 カー用品と雑貨のゼンポー 5%

4,447 カー用品のエムティケイ 5%

4,448 カー用品のOROC8 5%

4,449 カー用品の専門店 e-なび屋 5%

4,450 カー用品の専門店 freedom 5%

4,451 カー用品のバリューケア 5%

4,452 カー用品のホットロード春日井西店 5%

4,453 カー用品パーツ通販 E-Axcess 5%

4,454 カーラビューティーコンシェルジュ 5%

4,455 ガーランド専門店 Pengiiino 5%

4,456 Karly Shop 5%

4,457 Karly Shop import 5%

4,458 Karly Shop import2 5%

4,459 GirlishAngelique 5%

4,460 カール オンラインショップ 5%

4,461 GirlsEgg ヤフー店 5%

4,462 ガールズガール 5%

4,463 KAIATTA カイアッタ 5%

4,464 海漆 5%

4,465 KAIULヤフーショップ 5%

4,466 風水金運グッズ通販・開運えびす堂 5%

4,467 開運社本店 Yahoo!店 5%

4,468 廻運風水 5%

4,469 開運風水ドットコム ヤフー店 5%

4,470 買援隊ヤフー店 5%

4,471 絵画油絵複製画販売 アート名画館 5%

4,472 海外おみやげスーパー 5%

4,473 海外おもちゃ専門店 Toy Geek 5%

4,474 海外ゲーム専門店 ETERNAL GAME 5%

4,475 海外コスメ・香水専門店コスメっち 5%

4,476 海外雑貨SHOP LiveLoveMarket 5%

4,477 海外取寄せ&限定モデルの専門店 5%

4,478 海外の動物雑貨レボンボン 5%

4,479 KAIKAI-shop 5%

4,480 海外輸入犬グッズ専門店ハンデル 5%

4,481 海外輸入雑貨 Jenny Broccoli 5%

4,482 絵画材料と文房具のお店 画材本舗 5%

4,483 絵画生活 5%

4,484 絵画通販 笑顔・癒し HAPPY VISION 5%

4,485 絵画と額縁のアートギャラリー前田 5%

4,486 絵画販売のアートギャラリー南青山 5%

4,487 gaikicraft 5%

4,488 会議テーブルと節水shopヤフー店 5%

4,489 開業プロ メイチョー Yahoo!店 5%

4,490 海軍カレーの横須賀海軍酒保 5%

4,491 介護食品.com 5%

4,492 介護shopサンアイYahoo!店 5%

4,493 介護ショップ スマイル 5%

4,494 介護ショップ タイヘイ 5%

4,495 介護ストア　げんき介 5%

4,496 介護の月島堂 5%

4,497 介護ファッションカワトー 5%

4,498 介護BOX　パンドラ 5%

4,499 介護もーる 介護用品専門店 5%

4,500 介護もんスーパー 5%
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4,501 介護用品ショップ ハートケア 5%

4,502 介護用品スクリオ 5%

4,503 介護用品専門店 ケアフーク 5%

4,504 介護用品直販店なのはな 5%

4,505 介護用品のHFSネット 5%

4,506 介護用品のお店 あったかレンタル 5%

4,507 介護用品のシマヤメディカル 5%

4,508 介護用品販売店 サニー 5%

4,509 介護用品・福祉用具のTakeCare 5%

4,510 介護よろず屋Yahoo!ショッピング店 5%

4,511 海産物 いわくに スカイ&ブルー 5%

4,512 海夢 5%

4,513 K.FieldWorks 甲斐市小林農園 5%

4,514 改質材ナノワークス-Proショップ 5%

4,515 輸入車パーツのCARSPACY 5%

4,516 KAIストア 5%

4,517 かいせいWeb-Shop ヤフー店 5%

4,518 魁盛堂 ヤフー店 5%

4,519 カイセリ屋 5%

4,520 海鮮小樽Webショップ 5%

4,521 海鮮蟹工房 カニ海産物専門店 5%

4,522 海鮮問屋 見田元七商店 5%

4,523 海藻専門店 かいそうのお店 5%

4,524 海藻と魚の渡邊水産食品 5%

4,525 海藻問屋 5%

4,526 海賊の宝箱 5%

4,527 害鳥・害獣110番Yahoo!店 5%

4,528 買付道-JJブランド専科- 5%

4,529 快適家具27度 5%

4,530 快適クラブ.ｎｅｔ 5%

4,531 快適通販ライフ 5%

4,532 快適ベッド生活 5%

4,533 快適ホーム 5%

4,534 快適ライフ館ヤフー店 5%

4,535 快適ライフ ヤフーショップ 5%

4,536 Kaito Shop 5%

4,537 海渡電子 5%

4,538 買取ヒーローズ1号店 5%

4,539 買取ヒーローズ 2号店 5%

4,540 飼鳥用品専門店BIRDMORE 5%

4,541 ガイナバザール 5%

4,542 カイネットショップ 5%

4,543 買物ランド 5%

4,544 解剖模型ヤフー店 5%

4,545 カイマート ヤフー店 5%

4,546 快眠くらぶ Yahoo!店 5%

4,547 快眠JAPAN ヤフー店 5%

4,548 快眠博士Yahoo!店 5%

4,549 快眠ふとん・まくらの羽島 5%

4,550 買物語 5%

4,551 甲斐物セレクション 5%

4,552 買い物天国 5%

4,553 ガイヤージャパンショッピング 5%

4,554 がいや酒店 5%

4,555 海遊 5%

4,556 海遊社 バイク館 5%

4,557 海遊社 Yahoo!店 5%

4,558 海洋深層水のアコール 5%

4,559 貝義本舗 Yahoo!店 5%

4,560 Kai Lani Aloha 5%
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4,561 海連酒蔵 5%

4,562 カヴァティーナ レディース通販館 5%

4,563 CawCaw カウカウ 5%

4,564 カウスメディアヤフーショップ 5%

4,565 カウスYahoo!店 5%

4,566 cowday 5%

4,567 KAUMO カウモ ヤフー店 5%

4,568 カウリドロップ 5%

4,569 嘉永年間創業 北陸の珍味すみげん 5%

4,570 楓庵 5%

4,571 caeru 5%

4,572 かえるかも 5%

4,573 カエルの庭や 5%

4,574 花王堂ねっと店Yahoo!店 5%

4,575 CHAOS accessory 5%

4,576 GAOS Yahoo!ショップ 5%

4,577 KAORI apparel カオリアパレル 5%

4,578 薫る花 5%

4,579 加賀彩 むら井菓子舗 5%

4,580 かがシス オフィス 5%

4,581 かかし屋ヤフー店 5%

4,582 かがつうシステムI s Yahoo店 5%

4,583 鏡 ミラー専門店 岡本鏡店 5%

4,584 鏡ショップ ミラリス by 村松鏡店 5%

4,585 鏡専門店 かがみどっとねっと 5%

4,586 鏡専門店 NIKO KIRA 5%

4,587 鏡のアイワーク 5%

4,588 かがやき工房 ショップ かたくり 5%

4,589 かがやきジュエリー工房アトラス 5%

4,590 加賀屋米菓 5%

4,591 花器茶道具いとうや商店ヤフー店 5%

4,592 柿茶本舗 5%

4,593 鍵徳 Yahoo!店 5%

4,594 鍵と防犯専門店 ファインセキュア 5%

4,595 柿沼家具 Yahoo!店 5%

4,596 鍵の卸売りセンターYahoo!店 5%

4,597 かぎの蔵屋 5%

4,598 鍵のプロショップ 5%

4,599 かぎ針編み研究所アイクラフト 5%

4,600 牡蠣松島こうは 5%

4,601 かきもと京茶園 5%

4,602 家具アイランド 5%

4,603 桷志田黒酢・高宏酒店 5%

4,604 家具市場 Yahoo!店 5%

4,605 家具 インテリア アルテビータ 5%

4,606 家具・インテリア雑貨 カグール 5%

4,607 家具インテリア雑貨GORO 5%

4,608 家具 インテリア雑貨 バリファニ 5%

4,609 家具インテリアショップ イーグル 5%

4,610 家具インテリア専門店 フリーシュ 5%

4,611 家具・インテリア専門店yumeka 5%

4,612 家具インテリア通販グランツ 5%

4,613 家具インテリア DENZO 5%

4,614 家具・インテリアのGooca 5%

4,615 家具インテリアのジェンコヤフー店 5%

4,616 家具・インテリアの直販店myhome 5%

4,617 家具・インテリアのHappyConnect 5%

4,618 家具インテリア販売ティースリー 5%

4,619 家具インテリア ピアット 5%

4,620 家具・インテリアFLORA(フローラ) 5%
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4,621 kagu-kagu 家具と雑貨のお店 5%

4,622 家具館 5%

4,623 家具キノクニヤ 5%

4,624 家具空間 5%

4,625 家具工場直販 家具FACTORY 5%

4,626 家具こうばオガモク 5%

4,627 家具・雑貨ecrin 5%

4,628 家具雑貨.com ヤフーSHOP 5%

4,629 家具・雑貨のリージュ 5%

4,630 家具350 5%

4,631 学参ドットコム 5%

4,632 各種ポンプ販売のアクアネット 5%

4,633 カグ・ステーション 5%

4,634 家具製造直販TAICHI 5%

4,635 学生服・制服のニシキ通販 5%

4,636 学生服 制服のいまにし二号店 5%

4,637 学生服のニッピ 5%

4,638 学生服の光 5%

4,639 学生マート せいふくT 5%

4,640 家具セレクトコムYahoo!店 5%

4,641 家具セレクトショップ ビビット 5%

4,642 かぐチャンネル 5%

4,643 家具調仏壇-仏具ALTAR 5%

4,644 家具直販出会いに感謝PlusAlpha 5%

4,645 家具通販 アーネインテリア 5%

4,646 家具通販 ぴぃーす 5%

4,647 家具通販 杏樹 5%

4,648 家具通販iina 5%

4,649 家具通販E-FLAT 5%

4,650 家具通販Excellent 5%

4,651 家具通販快適家具販売のアラモード 5%

4,652 家具通販のジェンコインテリア 5%

4,653 家具通販のスーパーカグ 5%

4,654 家具通販のメーベル 5%

4,655 家具通販-販売店インテリアジンヤ 5%

4,656 Kag-Deli かぐでり 5%

4,657 家具とインテリア雑貨の-KAGUYA 5%

4,658 家具と雑貨 cicak&tokek 5%

4,659 家具と雑貨のお店リフル Yahoo!店 5%

4,660 家具と雑貨のスマイルベル通販 5%

4,661 家具と雑貨BigmoriesYahoo!店 5%

4,662 家具とベッドconoka 5%

4,663 KAGU208 5%

4,664 家具のいいマイルームYahoo!店 5%

4,665 家具のインテリアオフィスワン 5%

4,666 家具のウスイ 5%

4,667 家具のカナケン Yahoo!店 5%

4,668 家具のCoCoSa! 5%

4,669 家具のコンシェルジュ 5%

4,670 家具の里 5%

4,671 家具の35PLUS 5%

4,672 家具の産直工房 ヤフー店 5%

4,673 家具のショウエイ 5%

4,674 家具のソムリエ 5%

4,675 家具の大使館COCORO通販 5%

4,676 家具の通販ドット混む 5%

4,677 家具のトライ Yahoo!店 5%

4,678 家具の のぐち 5%

4,679 家具のホンダ Yahoo!店 5%

4,680 家具のホンダ 2号店 5%
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4,681 城下町の額縁屋-額のまつえだ 5%

4,682 家具の基 5%

4,683 家具の杜 5%

4,684 家具のリバップ よかBUY福岡 5%

4,685 家具のルーム工房 ヤフー店 5%

4,686 家具通販のわくわくランド 5%

4,687 家具の123 5%

4,688 kaguヒルズ 5%

4,689 額縁・アルバム・雑貨の老舗 万丈 5%

4,690 額縁画材ドットコム 5%

4,691 額縁とアートのアトリエフォロン 5%

4,692 額縁のタカハシ Yahoo!店 5%

4,693 額縁のミサキヤ 5%

4,694 楽譜ネッツ 5%

4,695 家具プラザ 5%

4,696 家具ホーム ヒラオカ Yahoo!店 5%

4,697 家具まかせてドットコム 5%

4,698 家具屋さん 5%

4,699 kaguya3家具屋さんYahoo!店 5%

4,700 お得コスメ&ビューティー Be you 5%

4,701 カクヤスゴルフ ヤフー店 5%

4,702 格安販売 マルアイドラッグ 5%

4,703 かくやす屋 5%

4,704 神楽坂チョコレート コキヤージュ 5%

4,705 かぐらし 5%

4,706 学林舎 5%

4,707 Kagle 5%

4,708 家具ルーム ヤフー店 5%

4,709 隠れ工房 GreenOcean 5%

4,710 家具レンジャーYahoo!店 5%

4,711 カグロー Yahoo!店 5%

4,712 kagu-world 5%

4,713 かぐわん 5%

4,714 掛け軸のほなこてYahoo!店 5%

4,715 掛け軸広場 5%

4,716 掛け軸屋 和紙苑 5%

4,717 掛け時計 Clock world 5%

4,718 鹿児島市場 5%

4,719 鹿児島黒豚肉専門店 黒かつ亭 5%

4,720 かごしま産直便 Yahoo!店 5%

4,721 かごしま たべものがたり 5%

4,722 鹿児島の味ふるさと便 5%

4,723 かごしま美水の郷・温泉水99 5%

4,724 鹿児島銘茶通販 松山製茶 5%

4,725 かごしまや Yahoo!店 5%

4,726 かごのお店 ラッセル 5%

4,727 画材 額縁 コピックの風の門 5%

4,728 画材・額縁のノースヴィレッジ 5%

4,729 花材問屋Blossom 5%

4,730 火災報知・音響・測定機器の電池屋 5%

4,731 画材屋ドットコム 5%

4,732 傘専門店・日本橋の傘 小宮商店 5%

4,733 Casa de Paz 本革てづくり靴工房 5%

4,734 傘と生活雑貨のお店 Storybox 5%

4,735 傘とハッピー雑貨シッククローバー 5%

4,736 傘とレイングッズの店・さんまるこ 5%

4,737 傘のオカモト 5%

4,738 kasablow 5%

4,739 カサブロウ アウトレット店 5%

4,740 風見鶏 5%
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4,741 傘 MIYAJIMA 5%

4,742 Kazarior Yahoo!店 5%

4,743 飾屋 5%

4,744 かざり屋小町 5%

4,745 飾り屋 by ラスタバナナ 5%

4,746 貸衣装froufrou 5%

4,747 貸衣裳ぽえむ 5%

4,748 ガジェッティア 5%

4,749 ガジェット 5%

4,750 ガジェットキング Yahoo!店 5%

4,751 ガジェットクラブ (GADGET CLUB) 5%

4,752 ガジェットマルシェ 5%

4,753 カジキ商店 5%

4,754 鍛冶工房いわい 5%

4,755 菓子工房 大江戸 5%

4,756 菓子工房 どりあん 5%

4,757 カジタノ 収納 洗濯 掃除 家事の店 5%

4,758 果実庵 5%

4,759 Gadget Burstヤフー店 5%

4,760 菓子問屋 安井商店 5%

4,761 かじなるストア 5%

4,762 果子乃季　Yahoo!店 5%

4,763 かしばこ商店 ヤフー店 5%

4,764 我路屋はん工房ヤフーショップ 5%

4,765 カジュアル&スポーツ アイテック 5%

4,766 CASUALINASE(カジュアルイナセ) 5%

4,767 カジュアルクロージング With 5%

4,768 カジュアル雑貨ビューピィ 5%

4,769 casualshop 5%

4,770 カジュアルショップ JOE 5%

4,771 カジュアルショップ 宝築屋 5%

4,772 カジュアルスタイル ヤフー店 5%

4,773 casual.co.jp 5%

4,774 カジュアルバックwestroad 5%

4,775 菓秀苑 森長 5%

4,776 果樹園児玉 5%

4,777 がじゅまるの樹 5%

4,778 雅正庵byおやいづ製茶 Yahoo!店 5%

4,779 菓匠 錦花堂 5%

4,780 かしわ工房 小林養鶏 ヤフー店 5%

4,781 柏屋オンラインショップYahoo!店 5%

4,782 フォーマル子供服専門店KAJIN 5%

4,783 カズ・オートセールス 5%

4,784 cascata Yahoo!ショップ 5%

4,785 春日の雑貨屋さん 5%

4,786 カスカワスポーツYahoo!店 5%

4,787 ガス器具コム 5%

4,788 ガス器具shop 5%

4,789 ガス器具ネット 5%

4,790 ガス器具ヒルズ 5%

4,791 ガス給湯器専門ヤフー店 5%

4,792 CASCADEROCKS Yahoo!店 5%

4,793 カズコボアート 5%

4,794 かずさスモーク Yahoo!店 5%

4,795 ガス炊飯器専門店 炊飯器.com 5%

4,796 カスタムパーツの侍プロデュース 5%

4,797 カスタムパーツ販売 VANDEAT 5%

4,798 カスタムパーツファクトリー 5%

4,799 Custom Box ヤフーショッピング店 5%

4,800 カステラ専門店・長崎心泉堂 5%
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4,801 kazuno online 5%

4,802 数の子・海産物のやまいち 5%

4,803 数の子・高級珍味の井出商店 5%

4,804 KAZMAX 2号店 5%

4,805 絣Shop西田ヤフーショップ 5%

4,806 GasOneShop Yahoo!店 5%

4,807 仮設トイレなら建設・ラッシュ 5%

4,808 Cassette Punch 5%

4,809 家族あそび研究所 5%

4,810 かぞく収納ヤフーショップ 5%

4,811 家族で楽しめる店 神威商店 5%

4,812 家族の幸せライフ専門店 スマハピ 5%

4,813 家族のやすらぎショップ支店 5%

4,814 片上醤油ヤフーショッピング店 5%

4,815 肩こり・腰痛バスタードットCOM 5%

4,816 かたちラボ Yahoo!店 5%

4,817 カタヌキ菓子 5%

4,818 QATARI 5%

4,819 カタログギフト EXETIME(公式) 5%

4,820 カタログギフト専門店 マイルーム 5%

4,821 カタログギフト 防災の本舗 Online 5%

4,822 カタログネットTシャツ工房 5%

4,823 カチーナトレーディング 5%

4,824 鰹工房 5%

4,825 かつおぶしの相模屋 5%

4,826 楽器de元気 5%

4,827 楽器問屋 Yahoo!店 5%

4,828 カツキネットヤフー店 5%

4,829 楽器のことならメリーネット 5%

4,830 楽器の総合デパート オクムラ楽器 5%

4,831 楽器屋さん111 5%

4,832 学校教材クラフト品のトーヨー教材 5%

4,833 学校用シューズのクリオカ 5%

4,834 筆箱 小学生 新入学学用品の専門店 5%

4,835 かっさと櫛の専門店 華蔵かっさ館 5%

4,836 葛飾柴又の食品問屋グレイト 5%

4,837 Gotcha 5%

4,838 買っCiao!トゥット トゥット 5%

4,839 GUTS OUTDOOR SHOP 5%

4,840 ガッツクローム 5%

4,841 GUTS JAPAN 5%

4,842 GUTS SKI SHOP 5%

4,843 がってん寿司 Yahoo!店 5%

4,844 CUTaND カットアンド 5%

4,845 カット済みカーフィルム Be-Impre 5%

4,846 車種別カット済カーフィルム Bocci 5%

4,847 カットハウス アケタ 5%

4,848 カットバック2 5%

4,849 かづの精果園 5%

4,850 かっぱぎ屋ショッピングサイト 5%

4,851 カッパ・キャンティ ヤフー店 5%

4,852 河童クラフトYahoo!店 5%

4,853 かっぱ日和 Yahoo!店 5%

4,854 かっぱやヤフー店 5%

4,855 カップ・トロフィー専門店Winner 5%

4,856 活ホタテと海産ギフト 阿部商店 5%

4,857 加坪屋 5%

4,858 活物専門商社 魚活 Yahoo!店 5%

4,859 家庭菜園 太田シード ヤフー店 5%

4,860 家庭菜園専門店 アグリドットコム 5%
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4,861 KADERIA Yahoo店 5%

4,862 家電ショップ ぴゅあ 5%

4,863 家電・生活雑貨のFF Online Store 5%

4,864 KADENセレクト 5%

4,865 家電戦隊トクレンジャー 5%

4,866 家電専門店sorekudasai 5%

4,867 家電通販特選街 みるタウン 5%

4,868 家電通販 ナカデン 5%

4,869 家電とギフトの専門店 カデココ 5%

4,870 家電と雑貨のemon(えもん) 5%

4,871 家電と住設のイークローバー 5%

4,872 家電と住宅設備のジュプロヤフー店 5%

4,873 家電と住宅設備の取替ドットコム 5%

4,874 家電ドットコム 5%

4,875 カデンの救急社 5%

4,876 家電のSAKURA Yahoo!店 5%

4,877 家電のでん太郎 5%

4,878 家電バンク Yahoo!店 5%

4,879 家電品.com 5%

4,880 家電屋本舗 5%

4,881 加藤時計店 腕時計 ランキング館 5%

4,882 katoji onlineshop Yahoo!店 5%

4,883 カドクラ車椅子 公式ショップ 5%

4,884 KATOMOKU Yahoo!店 5%

4,885 かどやファーム 5%

4,886 カトレアサックス 5%

4,887 KatoreyA 5%

4,888 カナエミナ 5%

4,889 神奈川ユニホームYahoo!ショップ 5%

4,890 金具屋さん.com Yahoo!店 5%

4,891 金崎さんちのお米ヤフー店 5%

4,892 金沢直送 居酒屋応援隊 5%

4,893 金澤留造酒店 5%

4,894 金沢百番街 ヤフーショップ 5%

4,895 金沢ふくら屋 ヤフーショップ 5%

4,896 金沢まいもん ヤフー店 5%

4,897 金澤輪業Yahoo!店 5%

4,898 カナシチYahoo!店 5%

4,899 カナジン ヤフー店 5%

4,900 カナダビーフ館 5%

4,901 カナディアン ギャラリー 5%

4,902 カナディアンセレクト 5%

4,903 カナマン 5%

4,904 金物&雑貨SHOP2030 中川商光 5%

4,905 金物市場 Yahoo!店 5%

4,906 カナモノオンライン 5%

4,907 カナモノショップYahoo!店 5%

4,908 金物の鬼インターネットショップ 5%

4,909 金物博士 5%

4,910 KanamonoYaSan KYS 5%

4,911 かなモン 5%

4,912 金山とまと 5%

4,913 kanaloa 5%

4,914 カニエスポーツ 5%

4,915 カニ缶詰のOH!GLE’オーグル’ 5%

4,916 かに専門店 鮮度の鬼 神戸CRAB 5%

4,917 かに太郎 5%

4,918 カニのキタウロコ 5%

4,919 カニのデパート かなはし水産 5%

4,920 かにのマルマサ北海道 5%
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4,921 カニパラダイス 5%

4,922 かねいち 5%

4,923 ガネーシャ通販 5%

4,924 かねこのお米 5%

4,925 カネセン家具 5%

4,926 金二商事 5%

4,927 カネマサかなものe-shop 5%

4,928 KANERIN 5%

4,929 嘉年華 5%

4,930 嘉年華Shop 5%

4,931 kanoa 5%

4,932 香のか 5%

4,933 かの蜂 5%

4,934 Kanon ONLINE SHOP Yahoo!支店 5%

4,935 カノン ショッピング ストアー 5%

4,936 KANON STORY Yahoo!ショップ 5%

4,937 CoverGirl 5%

4,938 カバー専門エール公式ショップ 5%

4,939 がばい農園 5%

4,940 kabau. 5%

4,941 CaBaDa 5%

4,942 カバンイズム 5%

4,943 かばん創庫 5%

4,944 鞄と小物の専門店Rankup 5%

4,945 鞄と財布のアスカショップ別館 5%

4,946 かばんと財布の店アリスタ 5%

4,947 カバンのアイワ 5%

4,948 かばんのサンペイYahoo!ショップ 5%

4,949 カバンのセレクション 5%

4,950 かばんのマルゼン 5%

4,951 かばんのミヤモト 5%

4,952 鞄メーカー直営T2O ONLINE STORE 5%

4,953 かばんや 5%

4,954 かばんやさん 5%

4,955 Gabi-Webshop 5%

4,956 KABI-SHUGOSHIN SHOP 5%

4,957 カフェインテリア家具 ax design 5%

4,958 cafe-gyutto 5%

4,959 カフェカーテン&トイレマットai 5%

4,960 カフェ工房Yahoo!店 5%

4,961 カフェ サウダージ 5%

4,962 カフェ食器のプチスーベニア 5%

4,963 cafe spile 5%

4,964 カフェティエーラ・エスプレッソ 5%

4,965 Cafe de Donguri Yahoo!店 5%

4,966 カフェ・ド・サボン ヤフー店 5%

4,967 カフェバランタイン 5%

4,968 Cafeminami 5%

4,969 カフェららスイーツヤフー店 5%

4,970 株式会社 UJ-FACTORY 5%

4,971 株式会社 Arts&Aphros 5%

4,972 株式会社青木金物 5%

4,973 株式会社味工房 5%

4,974 株式会社AT-MARK CONSUL. 5%

4,975 株式会社アベレージ 5%

4,976 株式会社インクコーポレーション 5%

4,977 株式会社ウエキヤフー店 5%

4,978 株式会社エフピー通販 5%

4,979 株式会社 太田 5%

4,980 株式会社岡田薬局 5%
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4,981 株式会社オキツ米のヤフウストア 5%

4,982 株式会社オキツヤフウショップ 5%

4,983 株式会社きとみ電器 5%

4,984 株式会社Cure公式ウェブサイト 5%

4,985 株式会社 工藤青果 5%

4,986 グリーンリーフよしき 5%

4,987 株式会社 クレール 5%

4,988 株式会社ケィエムアィ 5%

4,989 株式会社こころ 5%

4,990 株式会社コモ 5%

4,991 株式会社澤野商店Yahoo!店 5%

4,992 株式会社サンタフェ 5%

4,993 株式会社Jパーツプロジェクト 5%

4,994 株式会社シェリィー宝飾 5%

4,995 株式会社ジャパンアイウェア 5%

4,996 株式会社宿院商店 5%

4,997 株式会社スマートタイム 5%

4,998 株式会社誠輝堂 5%

4,999 株式会社セブン 5%

5,000 株式会社 タサキコーポレーション 5%

5,001 厨房市場 Yahoo!ショッピング店 5%

5,002 株式会社トライアングルズ 5%

5,003 株式会社 中井家具 5%

5,004 株式会社中井家具 パレットハウス 5%

5,005 株式会社ナカノ金物 5%

5,006 株式会社 PERFECT VOICE 5%

5,007 株式会社林屋 5%

5,008 株式会社ハンコヤドットコム(R) 5%

5,009 株式会社HIRAKOBA 5%

5,010 株式会社フェニックス 5%

5,011 株式会社フルモスYahoo!店 5%

5,012 株式会社ホビーハウス伊藤 5%

5,013 株式会社ほんとのあなた 5%

5,014 株式会社マジカルYahoo!ショップ 5%

5,015 株式会社マルイ榊原商店Yahoo!店 5%

5,016 株式会社三浦製菓Yahoo!店 5%

5,017 株式会社水田 Yahoo!店 5%

5,018 株式会社MIDORIYA 5%

5,019 株式会社夢の小屋 5%

5,020 株式会社ロイシエルヤフー店 5%

5,021 ディーエム 5%

5,022 カブ商店 5%

5,023 カフス タイピン 専門カフスマニア 5%

5,024 カプセルゴリラ 5%

5,025 カブセンターYahoo!店 5%

5,026 cafura 5%

5,027 カプリス・ウィッグYahoo!店 5%

5,028 CAPRICHOSAヤフー店 5%

5,029 カプリ部品店 5%

5,030 壁掛けショップ 5%

5,031 壁掛けのゴッドハンド 5%

5,032 壁紙革命～賃貸でもおしゃれに～ 5%

5,033 壁紙けんきゅうしょ 5%

5,034 壁紙生活by内装応援団 5%

5,035 壁紙専門店雅 5%

5,036 壁紙のWallstyleヤフー店 5%

5,037 壁紙のトキワ リウォール 5%

5,038 壁紙屋本舗 5%

5,039 カベコレ Yahoo!店 5%

5,040 壁材コレクションストア セラコア 5%
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5,041 カペラストア 5%

5,042 花蜂園ヤフー店 5%

5,043 カホーオンラインショップ 5%

5,044 kapoc公式 エプロンと割烹着のお店 5%

5,045 がま口財布工房花水木 5%

5,046 鎌倉カフス工房 5%

5,047 鎌倉DOG 5%

5,048 醤油・調味料・鎌田醤油公式店 5%

5,049 蒲鉾さつま揚げ長谷井商店Yahoo!店 5%

5,050 かまぼこの鐘崎 5%

5,051 かまぼこ屋かまぼこっちー 5%

5,052 蒲屋忠兵衛商店 5%

5,053 紙アラカルト　e紙季彩 5%

5,054 カミーノ 5%

5,055 KAMIOLSHOP Yahoo!店 5%

5,056 KAMIEN ヤフーショッピング店 5%

5,057 紙おしぼりKCCヤフー店 5%

5,058 紙おむつドットコム 5%

5,059 上方市場! 5%

5,060 上北農産 Yahoo!ショップ 5%

5,061 髪倶楽部ヤフーショッピング店 5%

5,062 髪工房 5%

5,063 神様の島からの贈り物2 5%

5,064 髪様Yahoo!店 5%

5,065 カミシマ・リビングストア 5%

5,066 神棚・神具・仏具 やまこう 5%

5,067 神棚神具の専門店・神棚の里 5%

5,068 紙ってるYahoo!店 5%

5,069 髪と頭皮のプロショップ 5%

5,070 紙の宅配便 5%

5,071 髪の屋 菅野 HANA HENNA SHOP 5%

5,072 かみ箱 5%

5,073 紙袋・エコバッグの店リュクス 5%

5,074 紙・文具の専門店ミフジ Yahoo!店 5%

5,075 紙・文具 ひかりYahoo!店 5%

5,076 紙ぼうず ヤフー店 5%

5,077 かみもと文具Yahoo!店 5%

5,078 髪屋ウェブショップ 5%

5,079 紙屋の丸楽 5%

5,080 髪屋 Yahoo!ショッピング店 5%

5,081 かめあし商店オンラインショップ 5%

5,082 亀井商店 5%

5,083 Kameido　エビスヤ 5%

5,084 Came-Shop Yahoo!店 5%

5,085 亀田屋 KAMEDA WINE&FURNITURE 5%

5,086 亀鶴商店 5%

5,087 カメハウス 5%

5,088 かめや釣具Yahoo!店 5%

5,089 カメラキング Yahoo!店 5%

5,090 カメラショップ Cantik 5%

5,091 カメラ専門店NOGI-CAMERA Yahoo!店 5%

5,092 カメラのさいと翔店 5%

5,093 カメラのミツバ 5%

5,094 カメラのみなみや 5%

5,095 カメラバッグ エンデュランスSHOP 5%

5,096 カメラFanks-PROShop 5%

5,097 Chameleon Japan 5%

5,098 カモシカオンラインショップ 5%

5,099 貨物堂ストア 5%

5,100 かもめYahoo!ショップ 5%

5989



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

5,101 かやまえん 5%

5,102 通い屋 5%

5,103 ガラージ 5%

5,104 カラーショップ・ワム 5%

5,105 color-stitch Yahoo!店 5%

5,106 カラーハーモニーYahoo!ショップ 5%

5,107 Colorbucks カラーバックス 5%

5,108 カラーマーク Yahoo!店 5%

5,109 カラーマーケット 5%

5,110 花楽堂 5%

5,111 カラコン通販 Clover eyes 5%

5,112 カラコン・コスメ雑貨 ISee 5%

5,113 カラコンshopチェルシーYahoo!店 5%

5,114 カラコン通販アイキュート 5%

5,115 カラコン通販ARCOCO 5%

5,116 カラコン通販クイーンアイズ 5%

5,117 カラコン 通販 ザラボオンライン 5%

5,118 カラコン通販専門店セレクトアイズ 5%

5,119 カラコン通販のサンシティ 5%

5,120 カラコン通販MarisQueenヤフー店 5%

5,121 カラコン通販モアコンタクト 5%

5,122 カラコン通販LOVELY CONTACT 5%

5,123 カラコン通販のリリコン 5%

5,124 カラコン通販LOOOKヤフー店 5%

5,125 カラコン・メガネ通販グラスコア 5%

5,126 カラコン通販 1-D ROYAL 5%

5,127 辛子明太子のやまや 5%

5,128 ガラス工房アイリス 5%

5,129 ガラス工房まるみや 5%

5,130 ガラス細工 THE JOY LUCK STORE 5%

5,131 ガラスセレクトきらきら 5%

5,132 カラスネットショップ 5%

5,133 ガラスのギフトbloomヤフー店 5%

5,134 ガラスの靴オーダーギフトARCH 5%

5,135 ガラスビーズのお店ラビッシュ 5%

5,136 ガラスびんSHOP 5%

5,137 ガラスフィルム通販センター 5%

5,138 カラダclub 5%

5,139 からだ爽健 リライフ 5%

5,140 からだにやさしい製品館 5%

5,141 KARADANILUCK 5%

5,142 からだのペプチド 5%

5,143 カラダノミライ 自然通販 5%

5,144 KA・RA・DA MARCHE 5%

5,145 カラテックe-shop 5%

5,146 唐花庵 5%

5,147 カラメル雑菓店 5%

5,148 CALINMIA 5%

5,149 cagliariカリアリYahoo!SHOP 5%

5,150 golly gee 5%

5,151 GulliverOnlineShopping Yahoo!店 5%

5,152 カリフォルニアカスタム Yahoo!店 5%

5,153 カリフォルニアスタイル 5%

5,154 カリフォルニアワインあとりえ 5%

5,155 カリメティYahoo!店 5%

5,156 GARYU 5%

5,157 かりゆしウェア専門店マンゴプラス 5%

5,158 華梨堂オンラインストア 5%

5,159 花梨の化粧水 専門店 5%

5,160 Garimpo 5%
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5,161 花綾Yahoo!店 5%

5,162 軽井沢ARTBOXヤフー店 5%

5,163 軽井沢ナチュラルストア 5%

5,164 軽井沢ファーマーズギフトYahoo!店 5%

5,165 軽井沢ブルワリー公式Yahoo!店 5%

5,166 カルースオートパーツ ヤフー店 5%

5,167 CARROUSEL 5%

5,168 GARUDA ONLINE STORE 5%

5,169 GARUTINA公式ショップ 5%

5,170 カルトラーレ Yahoo!店 5%

5,171 Garnier ガルニエ Yahoo!店 5%

5,172 kalulu 5%

5,173 Carre 5%

5,174 夏黎 5%

5,175 Garage R30 5%

5,176 GARAGEIDEA Yahoo!店 5%

5,177 Garage.com 5%

5,178 ガレージファインヤフー店 5%

5,179 カレーショップ五番館 5%

5,180 カレーの神様 5%

5,181 ガレーラ 5%

5,182 カレッツァ 犬用品・ドッグフード 5%

5,183 galette-store 5%

5,184 galette-des-rois 5%

5,185 Galette-des-Roisリビング館 5%

5,186 CARETTEヤフーShop 5%

5,187 ガレリアグレ 5%

5,188 GALLERIA DELLO ZUCCOTTO 5%

5,189 cullent 5%

5,190 Calendar-World 5%

5,191 名入れカレンダーのカレン堂 5%

5,192 GARO1959 5%

5,193 カロエ 5%

5,194 カロハル Yahoo!店 5%

5,195 ガロマリンYahoo!店 5%

5,196 ガロンコーヒーストア 5%

5,197 かわいいウィッグ専門店 FondMi 5%

5,198 かわいい雑貨屋さん fleur-フルル 5%

5,199 可愛い雑貨屋 TEN6DUCA Yahoo!店 5%

5,200 革ee.com Yahoo!店 5%

5,201 かわいいプリントマカロンショップ 5%

5,202 かわいい文房具のドイブングテン 5%

5,203 川合材木店. 5%

5,204 カワイスポーツ 5%

5,205 カワイ電機 5%

5,206 カワイ電機 2号店 5%

5,207 カワイ電機 ルームエアコン 5%

5,208 河合薬局 5%

5,209 革卸レザーフリーク 5%

5,210 川上ふとん店webストア 5%

5,211 革靴本舗 5%

5,212 革工房 INCONTRO 5%

5,213 革小物オリジナル工房匠屋 5%

5,214 革小物専門店BELMANI 5%

5,215 革小物 DUCT STORE ダクトストア 5%

5,216 革財布・シルバー専門店 Days art 5%

5,217 カワサキバッグ製作所 5%

5,218 川崎文具店 5%

5,219 カワシマクロージングSARA 5%

5,220 河島製作所 Yahoo!店 5%
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5,221 革ジャン専門店 フリーダムレザー 5%

5,222 革匠 谷中 5%

5,223 革職人 5%

5,224 革製品専門店レザーハウス 5%

5,225 かわそうえん 5%

5,226 KAWADAI FORESTRY Yahoo!店 5%

5,227 カワチ画材ヤフー店 5%

5,228 河内国製作所 5%

5,229 革茶屋ヤフーショッピング店 5%

5,230 川出酒店ヤフーSHOP 5%

5,231 川寅こばたけ商店 5%

5,232 カワナミプランテーション 5%

5,233 川根治療器 5%

5,234 革のクマモト屋 5%

5,235 カワノ農機ショップヤフー店 5%

5,236 革の物語 5%

5,237 川端木材 ヤフー店 5%

5,238 革バッグ創 Yahoo!店 5%

5,239 川淵帽子店 Yahooショッピング店 5%

5,240 カワマタ.NET 5%

5,241 かわむら精肉店 5%

5,242 川村淡水魚販売 ヤフー店 5%

5,243 河本食品 5%

5,244 革物屋Shines 5%

5,245 KAWAYOSHI 5%

5,246 カワライ薬局ヤフー店 5%

5,247 管楽器雑貨専門店pitch 5%

5,248 眼科のメガネ・オプトメディカル 5%

5,249 がんがん焼きドットコム 5%

5,250 換気扇のスターフィルター 5%

5,251 換気扇の通販ショップ プロペラ君 5%

5,252 柑橘系 5%

5,253 環境ショップ コヒタセロイ 5%

5,254 環境生活　Yahoo!店 5%

5,255 環境屋ヤフー店 5%

5,256 Gangooストア 5%

5,257 玩具と文具 あさだ Yahoo!店 5%

5,258 管工機材専門店 Yahoo!店 5%

5,259 韓国コスメ キレイマジックSTORE 5%

5,260 韓国食品辛国のキムチ物語 5%

5,261 韓国鍋食器卸センターPRO店 5%

5,262 韓国ネット夢工房 5%

5,263 韓国広場 - 韓国食品のお店 5%

5,264 看護師通販ナースリーYahoo!店 5%

5,265 がんこ通販 Yahoo!店 5%

5,266 関西エコ・アープYahoo!ショップ 5%

5,267 関西オートパーツ販売 5%

5,268 関西化工株式会社 5%

5,269 関西自動車フィルム 5%

5,270 関西パーツセンター 5%

5,271 KANSAI 1・2・3 5%

5,272 元祖くず餅船橋屋 5%

5,273 元祖 天狗納豆 ヤフーショップ 5%

5,274 元祖ぱずる屋さんYahoo!店 5%

5,275 元祖紅いもタルトの御菓子御殿 5%

5,276 元祖焼餃子のみんみん 公式通販 5%

5,277 神田機工店 5%

5,278 神田商店 5%

5,279 神田のちーず屋さん 5%

5,280 神田のリズム靴店Yahoo!店 5%
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5,281 神田マルシェ ヤフー店 5%

5,282 ガンダムグッズ専門SHOP G作戦 5%

5,283 かんだ! Yahoo!店 5%

5,284 かんたろう通販ヤフー店 5%

5,285 GANTS FOOD HOUSE 5%

5,286 寒天本舗 5%

5,287 感動感動ストア 5%

5,288 kando大きいサイズレディース靴 5%

5,289 カントリー家具ShopMデザイン 5%

5,290 カントリー家具 Slow Life Garden 5%

5,291 カントリー工房 5%

5,292 カントリーショップ ジュリアン 5%

5,293 カントリーハートワン 5%

5,294 Country Pie 5%

5,295 Country Field 5%

5,296 カントリーマート 5%

5,297 CBDオイルなら日本最大級Hemp Navi 5%

5,298 カンノ商会 Yahoo!店 5%

5,299 缶バッジアークYahoo!店 5%

5,300 缶バッチ通販専門店 ARカンバッジ 5%

5,301 頑張らないバドミントンYahoo店 5%

5,302 看板いいな ヤフー店 5%

5,303 かんばん工房 5%

5,304 看板ショッピングセンター 5%

5,305 看板ショップ 5%

5,306 看板ならいいネットサインヤフー店 5%

5,307 看板の卸屋さん 5%

5,308 看板屋 東名デザイン 5%

5,309 岩盤浴アイロックYahoo!店 5%

5,310 漢方専門 山田薬局 まつかわ漢方堂 5%

5,311 漢方の葵堂薬局 5%

5,312 かんぽうbookstore 5%

5,313 漢方薬・生薬専門 草漢堂 5%

5,314 漢方薬局 ミカワ薬局 5%

5,315 観葉植物の小村農園 5%

5,316 観葉植物の生産直売 幸せの花急便 5%

5,317 観葉植物の専門店 彩植健美 5%

5,318 観葉植物のパーフェクトグリーン 5%

5,319 韓流グッズ専門店153k 5%

5,320 韓流厳選グルメ　キムチランド 5%

5,321 観龍堂 5%

5,322 環流ドットコム 5%

5,323 還暦祝い本舗ヤフーショッピング店 5%

5,324 かんわYahoo!店 5%

5,325 ギアーズジャム 5%

5,326 ギアムーブストア 5%

5,327 GEARLABO 5%

5,328 ギアラボ365 5%

5,329 紀伊路屋わいわいヤフー店 5%

5,330 キートスヤフーショップ 5%

5,331 Kiefer Store 5%

5,332 キープオンYahoo!ショップ 5%

5,333 キープスマイルカンパニーYahoo!店 5%

5,334 キープビギン 里の贈りもの 5%

5,335 Key Production 5%

5,336 キーポイント Yahoo!店 5%

5,337 キイロヤ インポート 5%

5,338 Kiumi Paradise 5%

5,339 GIV(ギヴ)Yahoo!店 5%

5,340 キエルキンショップ静岡 5%
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5,341 祇園かね松 5%

5,342 お茶の通販 京都 祇園北川半兵衛 5%

5,343 ぎおん ヤフー店 5%

5,344 GIGA 5%

5,345 機械工具商コウブン(株) 5%

5,346 機械工具と作業用品のハンシン 5%

5,347 機械工具屋さんYahoo!店 5%

5,348 機械と工具のテイクトップ 5%

5,349 kikaihanbai-2 5%

5,350 機械屋 5%

5,351 kikaiya 5%

5,352 KIKAIYA work shop 5%

5,353 kikaku e-stores 5%

5,354 GIGASTATION ヤフー店 5%

5,355 ギガメディアショップ 3号店 5%

5,356 ギガメディアYahoo!ショップ 5%

5,357 kiki 5%

5,358 木木 5%

5,359 桔梗商店オンライン 5%

5,360 ギギリビング 5%

5,361 菊芋専門店バーニーバーニー 5%

5,362 菊水旅館 5%

5,363 キクメンドットアジア 5%

5,364 貴公子ショップ 5%

5,365 聴こえのショップ2 5%

5,366 機材屋オムニバス 5%

5,367 キサカダイレクト Yahoo!店 5%

5,368 喜作ヤフー店 5%

5,369 黄桜Yahoo!ショッピング店 5%

5,370 季月・キサラギ 5%

5,371 生地商フエンツ布人 5%

5,372 生地ショップ アプハウス 生地通販 5%

5,373 生地通販 布1000ネット ヤフー店 5%

5,374 生地通販のマルイシ 5%

5,375 生地と雑貨のお店 PERURU 5%

5,376 生地とインテリアのウエダさん 5%

5,377 生地とレースのお店プロート 5%

5,378 生地net 5%

5,379 生地のお店 オリーブ 5%

5,380 生地のメイフラワーヤフーショップ 5%

5,381 生地の森 5%

5,382 キシフォートオンライン 5%

5,383 喜島屋 5%

5,384 岸山履物店 Yahoo!ショップ 5%

5,385 生地屋むさし 5%

5,386 紀州石神邑Yahoo!店 5%

5,387 紀州 田舎の小さな梅干屋 坂忠商店 5%

5,388 紀州田舎の小さな八百屋さん 5%

5,389 紀州梅の里なかた Yahoo!店 5%

5,390 紀州梅干の梅翁園. 5%

5,391 紀州器楽や Yahoo!店 5%

5,392 紀州金山寺味噌 あみ清 数見商店 5%

5,393 紀州 四季の梅本舗 5%

5,394 紀州勝ちゃんの梅宝 5%

5,395 紀州の梅酒・日本酒の通販 長久庵 5%

5,396 紀州のおいしい梅干し屋さん梅美膳 5%

5,397 紀州・福亀堂 5%

5,398 紀州ふみこ農園 5%

5,399 紀州マルシゲ青果 Yahoo!店 5%

5,400 紀州万屋 5%
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5,401 喜信堂 5%

5,402 キスオンザグリーン 5%

5,403 kisskirt 5%

5,404 絆ネットワーク 5%

5,405 KISS MY LIFE 5%

5,406 季節の和雑貨 京都 和匠ポラーコ 5%

5,407 季節用品ショップ ゆうき 5%

5,408 季節を折りかさねる暮らし 折々屋 5%

5,409 季想社 5%

5,410 KISO ヤフーショッピング店 5%

5,411 ギター鍵盤ハーモニカのサクラ楽器 5%

5,412 ギターパンダのお名前シール工房 5%

5,413 ギタープラネット Yahoo!ショップ 5%

5,414 期待を超える店 5%

5,415 北市酒店 5%

5,416 北市ドットコム 5%

5,417 北柏デンキ Yahoo!ショップ 5%

5,418 喜多方ラーメン坂内 Yahoo!店 5%

5,419 きたがわ 5%

5,420 きたきた食堂 5%

5,421 北九キジ 5%

5,422 北九州わっしょいマーケット別館 5%

5,423 北国のガーデンYahoo!店 5%

5,424 北国の靴市場 5%

5,425 北国の雑貨屋さん きりり 5%

5,426 北国の良品工房フジモク 5%

5,427 北酒房 梅谷 5%

5,428 喜多スポーツ 5%

5,429 きたちょうストア 5%

5,430 KIDANA-STORE 5%

5,431 北の魚河岸ヤフー店 5%

5,432 北の国から風 5%

5,433 北の花工房 5%

5,434 北の美食郭 5%

5,435 北の屋根屋さん北海道店 5%

5,436 北の屋根屋さん電動工具店 5%

5,437 北の屋根屋さん 東京店 5%

5,438 喜太八しぐれ ヤフー店 5%

5,439 喜多福総本家Yahoo!店 5%

5,440 北前船の贈り物 5%

5,441 北村雑貨店 5%

5,442 北村被服ヤフー店 5%

5,443 吉運堂オンラインショップ 5%

5,444 吉祥寺タックルアイランド 5%

5,445 きちみ製麺 ヤフーショッピング店 5%

5,446 吉弥亭　ヤフー店 5%

5,447 喫煙具専門店　ラ・ピエール 5%

5,448 喫煙具とお香の専門店 LANDING 5%

5,449 喫煙具屋 Zippo Smokingtool Shop 5%

5,450 Kikka for mother 5%

5,451 キッシーズ イベントタウン 5%

5,452 吉祥 ヤフー店 5%

5,453 キッズ&ベビー カイズ 5%

5,454 キッズ&ベビー通販 リッカティル 5%

5,455 キッズ&ベビー服 ナユタニコリ 5%

5,456 キッズアンドレディース Fiorirari 5%

5,457 吉粋 5%

5,458 キッズのお店 アルオージュ 5%

5,459 キッズハート 5%

5,460 キッズピピ 5%
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5,461 KIDS FAN 5%

5,462 キッズフォーマル アプリーレ 5%

5,463 キッズフォーマルショップROBE 5%

5,464 キッズマーケット 5%

5,465 キッチンIHヒーター取付け隊 5%

5,466 キッチン応援隊!ラッキークィーン 5%

5,467 キッチン鍵孝 5%

5,468 キッチンガスコンロ取付け隊 5%

5,469 キッチン家電のアウトレット店 5%

5,470 キッチングッズBellヤフー店 5%

5,471 キッチングッズ柳屋 ヤフー店 5%

5,472 キッチン倶楽部 5%

5,473 キッチン雑貨&インテリア cucina 5%

5,474 キッチン雑貨shopガンバレ奥さん 5%

5,475 キッチン雑貨のお店 エコキッチン 5%

5,476 キッチン浄水器取付け隊 5%

5,477 キッチン食洗機取付け隊 5%

5,478 キッチン水栓取り付け隊 5%

5,479 キッチン設備のホット 5%

5,480 キッチンダイレクト 5%

5,481 キッチンパートナーズ 5%

5,482 キッチンハウスnakamura 5%

5,483 キッチンヒョードー 5%

5,484 キッチンField7 Yahoo!店 5%

5,485 キッチンプロ和泉屋 5%

5,486 KitchenMartD まちのうつわ屋さん 5%

5,487 キッチンマットのお店 CoCoColor 5%

5,488 キッチンよろず-Yahoo店 5%

5,489 キッチン良品館 5%

5,490 キッチンレンジフード取付け隊 5%

5,491 キッチンワールドTDI 5%

5,492 Kitchen Wakou 5%

5,493 キッチン和鋼Yahoo!店 5%

5,494 きつつき 5%

5,495 キットオンラインショップ 5%

5,496 キットカットヤフー店 5%

5,497 KID BLUE 公式 Yahoo!店 5%

5,498 Kytice2 5%

5,499 着てみてねっと服屋さん 5%

5,500 基点ショップ 5%

5,501 キナズYahoo!店 5%

5,502 きなはいや 5%

5,503 kinarina 5%

5,504 樹 に な る 木 5%

5,505 絹乃峰の酒屋さん 赤名酒造公式 5%

5,506 きねつき餅・餅人 5%

5,507 記念品・名入プレゼントのビブレス 5%

5,508 記念品とギフトの23D FACTORY 5%

5,509 記念品のトミナガ 5%

5,510 記念品の名入れプレゼント・きざむ 5%

5,511 記念屋atelier Ryokuei 5%

5,512 木のおもちゃ ウッディモンキー 5%

5,513 木のおもちゃえがおギフト 5%

5,514 木のおもちゃクラフト・グレイン 5%

5,515 木のおもちゃ コモック 5%

5,516 木のおもちゃ積み木の森 5%

5,517 木のおもちゃと子ども家具スプソリ 5%

5,518 木のおもちゃ ぶるっくYahoo!店 5%

5,519 木のおもちゃ ままごと WOODYPUDDY 5%

5,520 木のおもちゃメーカー・エデュテ 5%
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5,521 季の香 5%

5,522 紀の国工房 5%

5,523 紀伊国屋文左衛門本舗　ヤフー店 5%

5,524 紀伊国屋リカーズ ヤフー店 5%

5,525 きのこ屋 ひさりき 5%

5,526 木下家具 5%

5,527 木の表札-デザイン表札のシマヤ 5%

5,528 きのものYahoo!店 5%

5,529 kinoyuka YAHOO店 5%

5,530 木の指輪屋さん Yahoo!店 5%

5,531 きのわ Yahoo!SHOP 5%

5,532 kibaco 5%

5,533 喜八堂 Yahoo!店 5%

5,534 木原商店 5%

5,535 give&giveヤフー店 5%

5,536 Guijueloヤフーショップ 5%

5,537 岐阜関刃物工房V.ROAD Yahoo店 5%

5,538 ギフテイク 5%

5,539 ギフト&グルメ北海道 5%

5,540 ギフト 贈り物 プレゼント 中山堂 5%

5,541 GIFT ON マルハート ヤフー店 5%

5,542 ギフトオンリーワン 5%

5,543 GIFT KARIN 5%

5,544 giftgiftgift ギフトギフトギフト 5%

5,545 ギフトギャラリー石橋 ヤフー店 5%

5,546 ギフトギャラリー伊万里 5%

5,547 ギフトグッズ 5%

5,548 ギフト工房茶夢ちゃん 5%

5,549 ギフト四万十 5%

5,550 ギフトジャパン 5%

5,551 Gift Shop K-jaw 5%

5,552 ギフトショップ 正直堂 5%

5,553 ギフトショップトゥインズYahoo!店 5%

5,554 ギフトショップみわ 5%

5,555 ギフトショップモココ 5%

5,556 ギフトショップLIEN 5%

5,557 Gift style Yahoo!店 5%

5,558 ギフトストア ミーム ヤフー店 5%

5,559 ギフトセブン 5%

5,560 ギフト専門店 HARMO・ハーモ 5%

5,561 ギフト専門店ファーストマート 5%

5,562 ギフト専門店ファミイFaMii 5%

5,563 ギフト専門店 LoveGift 5%

5,564 ギフト専門別館～全国牧場直送便～ 5%

5,565 gifttime 5%

5,566 ギフト通販ミーム Yahoo!店 5%

5,567 ギフト天国にしき堂 5%

5,568 ギフトとガーデニングのお店 5%

5,569 ギフトとグルメの送食系 Yahoo!店 5%

5,570 日用品の卸問屋ながみね二号店 5%

5,571 ギフト西山 5%

5,572 ギフトのお店シャンドフルール 5%

5,573 ギフトの専門店・スマイルギフト 5%

5,574 ギフトのデリバリーディライト 5%

5,575 ギフトの村 5%

5,576 ギフトハウス AGコンシェル 5%

5,577 ギフトバルーンLUCKYDUCKY 5%

5,578 Gift HARE ギフトハレ 5%

5,579 ギフト百貨のzumi 5%

5,580 ギフト広場 5%
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5,581 ギフトフラワー胡蝶蘭専門店 5%

5,582 ギフト フルーツ Shomeido 5%

5,583 ギフト北海道-GIFT HOKKAIDO 5%

5,584 ギフトボックスと台紙NaturalDrops 5%

5,585 ギフトマート 5%

5,586 Gift More plus 5%

5,587 岐阜の木工屋 5%

5,588 Give Me Coffee 5%

5,589 岐阜・美濃焼 風趣&和藍 5%

5,590 気分転館 5%

5,591 メンズカジュアル通販MC(エムシー) 5%

5,592 K I M I O 5%

5,593 樹緑 Yahoo!店 5%

5,594 木村時計店 Yahoo!ショップ 5%

5,595 ギムワン(gimuwan) 5%

5,596 きもの阿波和 5%

5,597 きもの 近江屋 5%

5,598 着物お手入れ専門店 西陣 5%

5,599 キモノカフェ 5%

5,600 きもの 京香 5%

5,601 きもの古都姫 5%

5,602 kimono5298・きものごふくや 5%

5,603 きもの翔鶴 5%

5,604 きものShop 衿子 5%

5,605 きものショップ 絹の家 5%

5,606 kimonoshop ヤフー店 5%

5,607 着物タウン 5%

5,608 着物通販 きもの山喜 5%

5,609 着物通販店 枠 5%

5,610 キモノトドク 5%

5,611 きものと祭り衣装の店 和空間 5%

5,612 着物と浴衣の店 かもや呉服店 5%

5,613 きものと和雑貨のお店かもがわ 5%

5,614 着物と和装小物の店 いちかわ 5%

5,615 着物なごみや 5%

5,616 キモノ錦 5%

5,617 きものはいかが2013 5%

5,618 着物美人 5%

5,619 きものひろば悠 5%

5,620 きもの 北條 5%

5,621 きもの館 創美苑 5%

5,622 きものやまゆ 5%

5,623 きもの 遊着苑 5%

5,624 きもの遊結 5%

5,625 着物浴衣通販 ぎをん堂 5%

5,626 きもの・ゆかたの花みやび 5%

5,627 きものLife 5%

5,628 着物Relife 5%

5,629 kimonoroman YUKIYA 5%

5,630 きものワールド ヤフー店 5%

5,631 きもの和ネットショップ給前 5%

5,632 きもの和夢 5%

5,633 Gathermaihiro Yahoo!店 5%

5,634 キャサリンコテージ 5%

5,635 キャスター市場 Yahoo!店 5%

5,636 キャッスルパーツ 5%

5,637 Cattry BRANCHE 5%

5,638 Cat&Green 5%

5,639 キャットオフィス 5%

5,640 Cat Hand Yahoo!店 5%
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5,641 CATMAIL Yahoo!店 5%

5,642 CAP! 5%

5,643 コンパニオンバード専門店CAP! 5%

5,644 キャナルサイド 5%

5,645 キャニッツショップ 5%

5,646 キャバドレス・スーツ専門店ソブレ 5%

5,647 capital 5%

5,648 キャピタルショップ 5%

5,649 キャビノチェYahoo!店 5%

5,650 CABINWONDERLAND 5%

5,651 キャプテンスタッグストア 5%

5,652 キャブファイブ 5%

5,653 Giyaman Jewellery Yahoo!店 5%

5,654 camicolle 5%

5,655 ジュエリーショップキャメロット 5%

5,656 キャメロン専門店Himawari 5%

5,657 Galaxyケース専門店 5%

5,658 キャラクターグッズのリトルリーフ 5%

5,659 キャラクター雑貨 PoccL 5%

5,660 キャラクター雑貨屋CHERICO 5%

5,661 キャラクター 雑貨 楽笑OUTLET 5%

5,662 キャラクター雑貨　ラフラフ 5%

5,663 キャラクターショップAVENUE 5%

5,664 キャラクターのシネマコレクション 5%

5,665 キャラクターランド はなはな 5%

5,666 キャラスポ ヤフー店 5%

5,667 キャラッツ Yahoo!店 5%

5,668 GALLERIES 5%

5,669 CARRIE Yahoo!店 5%

5,670 CarryOn 5%

5,671 キャリーバッグ専門店 MOIERG 5%

5,672 キャリーバッグ通販のMM-COMPANY 5%

5,673 キャリーバッグの店ギンガム 5%

5,674 ギャルガールズ 5%

5,675 GALSON gallery 5%

5,676 ギャレリア Bag&Luggage 5%

5,677 carrotヤフー店 5%

5,678 キャロブラン 5%

5,679 CAROL 米ぬか配合うんち袋専門店 5%

5,680 CAROL net store 5%

5,681 キャロン国(ストール 手袋 バッグ) 5%

5,682 cancamp 5%

5,683 cansasキャンサス 5%

5,684 CANDAY 5%

5,685 CANDY&candy 5%

5,686 candymagic 5%

5,687 キャンディコムウェア 5%

5,688 Candy Smileヤフーショップ 5%

5,689 candy-house 5%

5,690 キャンディブーケ La Cerise 5%

5,691 キャンディベア・ヤフー店 5%

5,692 CANDYMITT 5%

5,693 USA雑貨通販・CANDY LAND 5%

5,694 キャンドールインテリア 5%

5,695 キャンドル夢工房 5%

5,696 キャンハートサプリメント 5%

5,697 canvas 5%

5,698 キャンパス 5%

5,699 キャンプオーパーツ 5%

5,700 キャンプと登山のお店 山渓 5%
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5,701 キュアカラット Yahoo!店 5%

5,702 キュアマート 5%

5,703 QMA 5%

5,704 救牛舎DS 5%

5,705 きもの館久五郎 kyugoro 5%

5,706 キューサイ青汁関東センター 5%

5,707 キューサイ健康食品販売株式会社 5%

5,708 QCYヤフーショップ 5%

5,709 九州大川の家具 オオカワスタイル 5%

5,710 九州からの贈り物 ヤフー店 5%

5,711 九州熊本県 富田商店 5%

5,712 九州熊本・よかよか米 5%

5,713 九州グルメアドベンチャー 5%

5,714 九州産直ネット 5%

5,715 九州トータルプランニング 5%

5,716 九州の米屋 KOME JAPAN Yahoo!店 5%

5,717 九州蜂の子本舗ヤフー店 5%

5,718 牛匠乙ちゃん 5%

5,719 名産松阪牛 牛松本店 5%

5,720 牛すじカレー専門店 戸紀屋 5%

5,721 Q’s Yahoo!ショップ 5%

5,722 牛たん ほづみ 5%

5,723 補正下着通販Cu-te 5%

5,724 給湯器SHOPエコの店 5%

5,725 給湯器とガスコンロのお店 5%

5,726 弓道具の専門店 山武弓具店 5%

5,727 cute baby island 5%

5,728 牛とろの北海道十勝スロウフード 5%

5,729 吸入器コム ヤフー店 5%

5,730 QP Collection Shop 5%

5,731 キューピー人形のハピコレ 5%

5,732 qoob 5%

5,733 CUBE 5%

5,734 CUBELAB 5%

5,735 久宝堂PLUS 5%

5,736 CUPOLA 5%

5,737 QBLUE 5%

5,738 Qurious 5%

5,739 キュリラオンラインショップ 5%

5,740 QUN-STYLE 5%

5,741 キョウアイ ヤフーshop 5%

5,742 共栄つり具 ヤフー店 5%

5,743 共栄デンキ 5%

5,744 京越卸屋 5%

5,745 京織音 5%

5,746 京源 5%

5,747 教材自立共和国ヤフーショップ 5%

5,748 餃子専門店イチロー 5%

5,749 餃子と焼売の専門店 餃子工房RON 5%

5,750 餃子と焼鳥のお店 たぬき屋 5%

5,751 ぎょうざの宝永 公式ヤフー店 5%

5,752 餃子のまち高鍋町 餃子の馬渡 5%

5,753 紀洋産業 Yahoo!ショップ 5%

5,754 京酒房 藤かわ ヤフー店 5%

5,755 三京商会 革 財布 バッグ レザー 5%

5,756 京伸製茶 5%

5,757 KYOSHIN MARKET 5%

5,758 鏡台・ドレッサー専門店 田中鏡台 5%

5,759 和牛焼き肉の京都1129屋 5%

5,760 京都一の傳 5%
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5,761 京都・宇治 茶願寿 5%

5,762 共同照明 5%

5,763 共同照明ヤフー店 5%

5,764 協同製油ヤフー店 5%

5,765 京都E-JIRO商店 5%

5,766 京都かしいしょう ヤフー店 5%

5,767 京都からの逸品 アート和風館 5%

5,768 京都きくやネットYahoo!店 5%

5,769 京都木津川 名代 笠庄 5%

5,770 京都きもの町 5%

5,771 京の米老舗 八代目儀兵衛 5%

5,772 京都キムチ専門店 キムチのほし山 5%

5,773 京都 きもの京小町 5%

5,774 京都きもの天陽Yahoo!店 5%

5,775 京都きもの日和 5%

5,776 京都匙亀 5%

5,777 京都茶凡屋 5%

5,778 京都ジュエリーきむら 5%

5,779 京都ジュエリー工房 5%

5,780 京都 松鶴園茶舗Yahoo!店 5%

5,781 京都正絹きもの京華 ヤフー店 5%

5,782 京都新町八代目藤戸萬佛堂 5%

5,783 京都スタイル フォーマル&着物 5%

5,784 京都通販 ミセスのファッション館 5%

5,785 京都伝統中医学研究所ヤフー店 5%

5,786 京都トミヤ帽子店・ヤフー店 5%

5,787 京都のインテリアのお店平安 5%

5,788 京都のおばんざい祇園藤村屋 5%

5,789 京都のさか屋 ふくしま 5%

5,790 京都の数珠専門店・森信三郎商舗 5%

5,791 京都 野田屋 5%

5,792 京都のちょっとセレブなお店 5%

5,793 京都の手彫り仕上げ印鑑 西野工房 5%

5,794 京都のはんこ屋幸栄堂 5%

5,795 京都の仏具屋さん 香華堂 5%

5,796 京都のレース屋松村商店 5%

5,797 京都肌着本舗 5%

5,798 京都パン屋 GREEN 5%

5,799 京都ひがしやまいちば 5%

5,800 京都武道具 Yahoo!店 5%

5,801 京都ブランド 5%

5,802 京都 Blue Lapin ヤフー店 5%

5,803 京都フレーバーズ Yahoo!店 5%

5,804 京都 舞妓の茶本舗 Yahoo支店 5%

5,805 京都麻袋 5%

5,806 kyoto marche 5%

5,807 京都マルタヤ 5%

5,808 京都壬生堂 5%

5,809 七五三着物 浴衣の京都室町st. 5%

5,810 京都薬品ヘルスケア ヤフー店 5%

5,811 京都・山城 宇治茶通販の丸又園 5%

5,812 京都やましろ屋 5%

5,813 京都ラルポップヤフー店 5%

5,814 京都瑠璃雛菊 5%

5,815 京都和彩工房 5%

5,816 京の飴工房 5%

5,817 京の石澤吉 5%

5,818 京の魚河岸かねきゅう 5%

5,819 京の珈琲豆処アンダッシュコーヒー 5%

5,820 京のこびんちゃん本舗 5%
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5,821 京の米職人 5%

5,822 京の米屋 やましな 5%

5,823 京の老舗の果物屋 鳥羽伊三 5%

5,824 京の佃煮 京と桂 5%

5,825 京の舞姿 5%

5,826 京のみやび 5%

5,827 京の洛スク ヤフーショップ 5%

5,828 京橋千疋屋Yahoo!ショップ 5%

5,829 業販ネット 5%

5,830 今日美人 5%

5,831 京伏見鴨川堂 5%

5,832 京ふとん店 SARAFA 5%

5,833 興味shinshin ヤフー店 5%

5,834 京みずは 5%

5,835 業務SHOP SaK24 Yahoo!店 5%

5,836 業務用エアコン エアコンマート2号 5%

5,837 業務用エアコンのセツビコム 5%

5,838 業務用介護用品専門店ケアルーツ 5%

5,839 業務用乾物ショップ 5%

5,840 業務用コーヒーと食品のマーチ 5%

5,841 業務用国産漬物と京漬物-近江屋 5%

5,842 業務用照明専門店ビームテック 5%

5,843 業務用消耗品通販.com Yahoo!店 5%

5,844 業務用食器・店舗用家具INBIS 5%

5,845 業務用食器専門 みんなの倉庫 5%

5,846 業務用食器の食器プロ ヤフー店 5%

5,847 業務用食器の高岡陶器 5%

5,848 業務ストア京のかねきゅう 5%

5,849 業務用ソフトの専門店SoftJAM 5%

5,850 業務用茶.com 5%

5,851 業務用厨房機器の新橋 5%

5,852 業務用厨房機器のテンポス 5%

5,853 業務用厨房機器のまるごとKマート 5%

5,854 業務用厨房と飲食店開業支援の名調 5%

5,855 業務用のお茶 松南園 5%

5,856 業務用レザーシート問屋 5%

5,857 京洋菓子マルシェ 5%

5,858 京料理一峯庵 5%

5,859 京料理 萬長 ヤフーショッピング店 5%

5,860 共和ゴムWebショップ 5%

5,861 協和食研 5%

5,862 共和電子Yahoo!ショッピング店 5%

5,863 曲線美 補正下着ショップ 5%

5,864 極東産機 専門店 5%

5,865 清すトア ヤフーショッピング店 5%

5,866 キヨタケスポーツ 5%

5,867 きょねん屋 5%

5,868 清水焼・九谷焼の京都・市原栄光堂 5%

5,869 キラークイーン・ジュエル 5%

5,870 キラ・ウエア 5%

5,871 キラキラ雑貨のお店 lovely-acce 5%

5,872 キラキラSmileヤフー店 5%

5,873 キラキラ通販マート 5%

5,874 キラキラネイル 5%

5,875 キラキラハウス 5%

5,876 きらきら屋 5%

5,877 kiraku 5%

5,878 木楽会 5%

5,879 きらく屋 5%

5,880 着楽屋 ヤフー店 5%
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5,881 綺羅化粧品愛媛 5%

5,882 kiranavi 5%

5,883 kira-bsmile 5%

5,884 きらら自然食品店 5%

5,885 K’s KIRARA Yahoo!ショップ 5%

5,886 きらら Yahoo!店 5%

5,887 kilalion(キラリオン) 5%

5,888 キラリ手芸部 5%

5,889 KIRARI Design Shop 5%

5,890 キラリネット 5%

5,891 GHILLI 5%

5,892 霧島黒酢製造元 公式ショップ 5%

5,893 桐たんす京都市やまヤフーショップ 5%

5,894 桐パック Yahoo!店 5%

5,895 kiribox 5%

5,896 KIRIYAMA 5%

5,897 桐生うどんの里 5%

5,898 キリン商店 5%

5,899 ギルドデザインコレクターズストア 5%

5,900 Guild by POD 毛糸ショップ 5%

5,901 Guild by PoD 手芸パーツ・素材店 5%

5,902 キルビメーター.com 5%

5,903 着る物処 和呉屋 5%

5,904 ギル Yahoo店 5%

5,905 キレイサプリ 5%

5,906 きれいcity 5%

5,907 キレイストア 5%

5,908 キレイスポット 5%

5,909 美容家電・ネイル用品の綺麗堂 5%

5,910 きれいな食器のお店 絵器彩陶 5%

5,911 きれいな古本屋こまどり 5%

5,912 きれいになーれ 5%

5,913 キレイのすすめ 5%

5,914 キレイノミカタ Yahoo!店 5%

5,915 きれいプラス 5%

5,916 きれいフル・クロツヤ専科 5%

5,917 きれいMARKET 5%

5,918 キレイ屋さんのおすすめまつよ 5%

5,919 キレイライフ 5%

5,920 着業Kiwaza 5%

5,921 白髪染めの専門通販 綺和美 KIWABI 5%

5,922 Kiwami-japan 5%

5,923 黒毛和牛専門店-極肉市 5%

5,924 銀イオン生活 ヤフー店 5%

5,925 金亀合羽店・Yahoo!ショップ 5%

5,926 金柑ジャムのお店・ヤフー店 5%

5,927 金魚屋しみず Yahoo!店 5%

5,928 KINGKONG 5%

5,929 キング百貨店Yahoo店 5%

5,930 キングラス 5%

5,931 きんごきんごヤフーショップ 5%

5,932 金庫工房 宝金庫 5%

5,933 Kinko-Do Yahoo!店 5%

5,934 金庫屋 Yahoo!店 5%

5,935 金こん館 5%

5,936 銀座江戸市ヤフー店 5%

5,937 Ginza Sirius 5%

5,938 銀座鈴屋 5%

5,939 GINZA SMARTSTYLE 5%

5,940 銀座千疋屋Yahoo!店 5%
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5,941 銀座東京フラワー 5%

5,942 銀座東道 天然石専門店 5%

5,943 ギンザドー通販 5%

5,944 銀座のエルメス専門店GINZA XIAOMA 5%

5,945 GiNZA HAYATO JEWELRY 5%

5,946 銀座美研 5%

5,947 銀座 HIKO 5%

5,948 GINZA RASIN ヤフー店 5%

5,949 ぎんしゃり屋 5%

5,950 吟醤漬の魚隆商店 5%

5,951 近清-国産・無添加の京漬物 5%

5,952 ギンセン屋 ヤフー店 5%

5,953 銀蔵・ヤフー店 5%

5,954 金属アレルギー専門店 Negozietto 5%

5,955 きんだいネットYAHOO支店 5%

5,956 金太郎家具 5%

5,957 キンタローのウッドクラフト 5%

5,958 Kintone公式通販 ヤフー店 5%

5,959 筋肉スーツ筋着 5%

5,960 金の文字入れ アトリエあんじゅ 5%

5,961 金箔屋本舗Gold-shop 5%

5,962 吟米本舗 5%

5,963 金芽米・オンラインショップ 5%

5,964 クアトロライン 5%

5,965 クアライトYahoo!店 5%

5,966 quandraw公式オンラインストア 5%

5,967 Queen Collection 5%

5,968 KQeenStore 5%

5,969 Queens Land 5%

5,970 Queen REI 5%

5,971 くいしんぼうドットコム 5%

5,972 クイックアート 5%

5,973 クイックファクトリー 5%

5,974 quitter plus 5%

5,975 くいのせ質舗Yahoo!店 5%

5,976 Queen Classico Yahoo!ショップ 5%

5,977 クインテット ヤフー店 5%

5,978 クインバッグヤフー店 5%

5,979 空圧革命 5%

5,980 空間ハウスJI2 5%

5,981 グーグー(zZZ) 5%

5,982 クークーベベ 5%

5,983 Googoods グーグッズ 輸入時計本舗 5%

5,984 Qiicckyヤフー店 5%

5,985 GUTER PREIS Yahoo店 5%

5,986 空調店舗厨房センター 5%

5,987 Qoots 5%

5,988 クードゥビジュウ 5%

5,989 Queue de Lapin 5%

5,990 くうねる堂 5%

5,991 クーパーズパーク 5%

5,992 Kufa 5%

5,993 グーフィーストア 5%

5,994 クーリングショップ ドット ネット 5%

5,995 Cooling Door Yahoo!店 5%

5,996 くーる&ほっと 5%

5,997 Cool-Import 5%

5,998 Cool Watch 5%

5,999 クールキャット Yahoo!ショップ 5%

6,000 COOL JAPAN SHOP 5%
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6,001 クールスタイル 5%

6,002 CoolZON もっと眠りを楽しもう 5%

6,003 クール ダンジュ 5%

6,004 Coolbikers 5%

6,005 cool pink 5%

6,006 クールファクトゥール 5%

6,007 COOLWHEEL ヤフー店 5%

6,008 クールモバイルカンパニー ノース 5%

6,009 カスタムショップ クールライド 5%

6,010 クールライフ 5%

6,011 QUEST KOBE 5%

6,012 QUESTONS 5%

6,013 グエルデコ 5%

6,014 Cuore Cuore Yahoo!ショップ 5%

6,015 クオーレこころ 5%

6,016 クオショップ123 5%

6,017 QUOLI 5%

6,018 quality 5%

6,019 クオリティ工房 5%

6,020 Quality Shop 5%

6,021 クオルーチェ 5%

6,022 QOLCA 5%

6,023 クガ印 5%

6,024 クガデンYahoo!店 5%

6,025 ググ アイエスオート 5%

6,026 guji 5%

6,027 KUSHITANI高崎 5%

6,028 九十九里クワガタファーム 5%

6,029 郡上八幡屋 5%

6,030 鯨ヶ池FCフィシングセンター 5%

6,031 くじらん 雑貨div. 5%

6,032 くじらん古書店 5%

6,033 クズタニ 学生服 5%

6,034 Kusunoki 5%

6,035 薬入れペンダント専門店-Yahoo!店 5%

6,036 くすりのiQ 5%

6,037 くすりのいわつ 5%

6,038 くすりのうみがめ君 5%

6,039 くすりの起命堂 ヤフー店 5%

6,040 くすりの京都祇園さくら 5%

6,041 薬のきよし Yahoo!店 5%

6,042 くすりの健康家族 5%

6,043 くすりのショップステーション 5%

6,044 くすりのチャンピオン 5%

6,045 自然薬と漢方 くすりのドラチュウ 5%

6,046 くすりの美・サイエンス 5%

6,047 くすりの平塚ヤフー店 5%

6,048 薬のファインズファルマ 5%

6,049 くすりのふみちゃん 5%

6,050 くすりの勉強堂 5%

6,051 薬のホープフル 5%

6,052 くすりのポニー 5%

6,053 くすりのマナティー 5%

6,054 くすりのみかんヤフー店 5%

6,055 くすりの三井ヤフー店 5%

6,056 くすりのメイショウ 5%

6,057 くすりのヤナガワ 5%

6,058 くすりのやまだ! 5%

6,059 くすりのヤマト 5%

6,060 くすり屋だいちゃん 5%
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6,061 くすりや本店～富山の薬屋さん～ 5%

6,062 九谷屋 5%

6,063 九谷焼 酒井百華園 5%

6,064 果物王国 浜中屋 5%

6,065 果物と島野菜の店-石垣島農家隊 5%

6,066 くだもの屋 5%

6,067 靴&ブーツ通販専門店 ヒップス 5%

6,068 靴カフェ 5%

6,069 クッキー工房メイフェア 5%

6,070 cookiehouse 5%

6,071 クッキングクロッカ 5%

6,072 厨房道具・卓上用品shop cookcook! 5%

6,073 クックス産直ヤフー店 5%

6,074 COOKS81Yahoo!店 5%

6,075 クックパルWebShop 5%

6,076 靴工房あきまい 5%

6,077 靴下専門店コポ ヤフー店 5%

6,078 靴下のHARUSAKU 5%

6,079 靴下プレミアム 5%

6,080 靴下メーカーの店レモコロYahoo!店 5%

6,081 靴修理の店 赤い靴 5%

6,082 靴SHOPムラヤマYahoo!店 5%

6,083 くつしょっぷムラヤマヤフー店 5%

6,084 靴ショップやまう 5%

6,085 クッション工場・抱き枕・長座布団 5%

6,086 クッション生活 made in OSAKA 5%

6,087 クッション・枕の工場～ビーバイ～ 5%

6,088 グッズ&うちわ専門店 ファンクリ 5%

6,089 GOOD EXPRESS 5%

6,090 グッズストア 5%

6,091 グッズタウン 5%

6,092 靴・スニーカーのシューメイト花幸 5%

6,093 グッズパークNEO Yahoo!店 5%

6,094 good’s plus 5%

6,095 のぼり旗 グッズプロ 5%

6,096 goods-Labo 5%

6,097 ぐっすりふとん夢工房モリシタ 5%

6,098 靴通販の岡本屋HAKIMONOTEN 5%

6,099 靴作り材料工房 5%

6,100 goody 5%

6,101 Goody-1974 5%

6,102 Good day SGY 5%

6,103 Good Day SGY store 5%

6,104 Goody online 5%

6,105 グッディストアヤフーショップ 5%

6,106 Goodyヤフー店 5%

6,107 グッドアイテムダイセイ 5%

6,108 グッドアピール 5%

6,109 goodwell 5%

6,110 グッドカンパニー 5%

6,111 靴と靴下の専門店ゲット・ウォーム 5%

6,112 GOODGOODS 5%

6,113 Good goods Shop 5%

6,114 Good Clothes 5%

6,115 グッドコーポレーションヤフー店 5%

6,116 グッドジョブツールスYAHOO店 5%

6,117 Good Things 5%

6,118 グッドスタイル 5%

6,119 good stores 5%

6,120 グッドスマイリー 5%
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6,121 goodsmell 5%

6,122 GOOD TILE SHOP 5%

6,123 グッド チョイス 5%

6,124 GOOD TOOLS 5%

6,125 グッドデイズ 5%

6,126 グットデーショップ 5%

6,127 グッドバウンス 5%

6,128 Good FeeL(グッドフィール) 5%

6,129 goodplace 5%

6,130 Good Baby 5%

6,131 グッドマム 5%

6,132 Goodman 5%

6,133 グッドメイク-Yahoo!ショップ 5%

6,134 グッドメディア2号店 5%

6,135 Good Life Wood 5%

6,136 グッドライフ EXPRESS 5%

6,137 グットライフショップ ヤフー店 5%

6,138 Good Life Select Stores 5%

6,139 Good Life Marche 5%

6,140 グッドラックジュエリー 5%

6,141 GooDrug Yahoo!店 5%

6,142 グッドワンモール 5%

6,143 靴ネット通販コア 土日祝日休業 5%

6,144 靴のAIKA 5%

6,145 靴のIBC 5%

6,146 靴のアプリー 5%

6,147 靴のアプリコットタウン 5%

6,148 靴のえびすや 5%

6,149 靴のオリジン 5%

6,150 靴のキング堂 5%

6,151 靴のジールマーケット 5%

6,152 靴のシナガワ 5%

6,153 靴のshoes VEGAS 5%

6,154 靴のシューマート 5%

6,155 靴の首藤 5%

6,156 靴のシュトーヤフー店 5%

6,157 靴の専門店クリーンシアスシューズ 5%

6,158 靴のトアレ 5%

6,159 靴のニシムラ 5%

6,160 靴のFido 5%

6,161 靴のまつや 5%

6,162 靴のミィーミ オンラインショップ 5%

6,163 靴のmany-F 5%

6,164 靴のリード 5%

6,165 ぐっはび生活Yahoo!ショッピング店 5%

6,166 gubbio 5%

6,167 靴ひも工房 Yahoo!店 5%

6,168 くつ屋エムオーシー 5%

6,169 くつやさんK-POINT 5%

6,170 くつ家ともだ 5%

6,171 くつろぎショップさのや 5%

6,172 クツログ 5%

6,173 くつんち 5%

6,174 GOODIES YOKOHAMA ヤフー店 5%

6,175 グデザコム 5%

6,176 クニスポ ヤフー店 5%

6,177 クニトミストア 5%

6,178 くにペットヘルスC 5%

6,179 クニモトハモノヤフー店 5%

6,180 knospen 5%
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6,181 首輪とキーホルダーのパーツのお店 5%

6,182 Kufuu 5%

6,183 久保田薬局Part2 Yahoo!店 5%

6,184 久保田薬局Yahoo!店 5%

6,185 くまがわ ドット コム 5%

6,186 くまたんの店ヤフー店 5%

6,187 熊手のはちみつ 5%

6,188 くまねこ本舗ヤフー店 5%

6,189 熊野牛専門店 ミートファクトリー 5%

6,190 熊野古道食品 5%

6,191 熊野古道仏壇センター 5%

6,192 クマノコモダン 5%

6,193 くまの焼酎屋 5%

6,194 クマノテウエブ 5%

6,195 くまの中谷商店 5%

6,196 熊野の香りmaffably 5%

6,197 熊野筆の北斗園 5%

6,198 熊本グルメ市場 Yahoo!店 5%

6,199 くまもと工房 5%

6,200 熊本四季農園Yahoo!店 5%

6,201 熊本食材-乾物-Yahoo!店 5%

6,202 熊本食材-果実-Yahoo!店 5%

6,203 熊本食材-さつまいも-Yahoo!店 5%

6,204 熊本食材-米-Yahoo!店 5%

6,205 熊本の質屋 質乃蔵 5%

6,206 熊本の馬刺し専門店 利他フーズ 5%

6,207 熊本の馬刺しと黒毛和牛のフジチク 5%

6,208 くまもと風土 ヤフー店 5%

6,209 熊人Yahoo!店 5%

6,210 くみあいショッピング 5%

6,211 組子と和の創作 5%

6,212 組み立て家具のファーストルームズ 5%

6,213 錦紅ジャパン 5%

6,214 久米仙酒造 5%

6,215 くもくもスクエア 5%

6,216 グラーノイストア 5%

6,217 GLIDER SPORTS 5%

6,218 クライミング専門店むぎろっく 5%

6,219 クライムスワールド Yahoo!店 5%

6,220 クラウド ヤフー店 5%

6,221 クラウドシューカンパニー 5%

6,222 クラウンコード ヤフーショップ 5%

6,223 GROUND 5%

6,224 グラウンド・ゴルフ甲子園 5%

6,225 クラウンMARKET 5%

6,226 クラカメラ用品 5%

6,227 苦楽園の元気になるお薬屋さん 5%

6,228 Klax-on ONLINE ヤフー店 5%

6,229 くらし壱番館 5%

6,230 暮らし～ど 5%

6,231 クラシール 5%

6,232 CRASIO 5%

6,233 くらし快援隊 5%

6,234 くらし快適ショップ 5%

6,235 ClassicalElf(大きいサイズ店) 5%

6,236 CLASSICAL COFFEE ROASTER 5%

6,237 くらし館infini 5%

6,238 くらし館 Yahoo!支店 5%

6,239 倉敷うなぎ直営店 5%

6,240 倉敷文具RUKARUKAヤフーショップ 5%
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6,241 CLASSICO umbrella collection 5%

6,242 くらしコンシェル 5%

6,243 Clasis 5%

6,244 グラシズ 5%

6,245 クラシックデモダン ヤフー店 5%

6,246 くらしデコラ ラグマット専門店 5%

6,247 クラシド 5%

6,248 暮らしにプラス 5%

6,249 暮らしの快適箱 5%

6,250 暮らしの共新モール 5%

6,251 暮らしの工房あかり 5%

6,252 くらしの雑貨むろの屋 5%

6,253 くらしの雑貨屋さん 5%

6,254 くらしの収納館 5%

6,255 暮らしの照明 5%

6,256 暮らしの肌着 Yahoo!店 5%

6,257 暮らしの便利館 5%

6,258 暮らしのほとり舎 Yahoo!店 5%

6,259 暮らしのマート 5%

6,260 くらしの実 5%

6,261 暮らしの杜 横濱 5%

6,262 暮らしの良品ストア 5%

6,263 くらし屋 5%

6,264 くらしや本舗 5%

6,265 暮らし楽市 5%

6,266 暮しをサポート・まるしょう 5%

6,267 暮らしを創る あずさ屋 5%

6,268 kurasu. 5%

6,269 グラスアート川原 5%

6,270 グラスアート屋 Yahoo!店 5%

6,271 Glass Onion 5%

6,272 CRASS ONLINE STORE 5%

6,273 くら助 5%

6,274 グラスゴー 5%

6,275 グラスゴー ドイ 5%

6,276 Class Sense クラスセンス 5%

6,277 グラストンベリー 5%

6,278 グラスパパYahoo店 5%

6,279 グラスフュージング 5%

6,280 グラスマニア Tokyo Aoyama 5%

6,281 glass OneR 5%

6,282 CRACKER 5%

6,283 クラックス 5%

6,284 グラッシーズ 観葉植物と暮らす 5%

6,285 ClassicChess 5%

6,286 クラッセ・ドゥ・クラッセ 5%

6,287 クラッセライフヤフー店 5%

6,288 グラッツェビリーニョ 5%

6,289 Clap 5%

6,290 Gratia 5%

6,291 Gratia Torba 5%

6,292 グラデーション 5%

6,293 グラニー 5%

6,294 グラニーレY 5%

6,295 蔵の粉屋大西製粉Yahoo店 5%

6,296 蔵の街栃木の酒処 早川酒店 5%

6,297 Grava Hawaii グラバ ハワイ 5%

6,298 GRAVITY 5%

6,299 グラブアグリ 5%

6,300 グラファスYahoo!店 5%
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6,301 Crafters Market 5%

6,302 Craftia 5%

6,303 CLUB TAKE 5%

6,304 ClubT ヤフー店 5%

6,305 CRAFTEC.SHOP 5%

6,306 CRAFT.INC 5%

6,307 クラフト金具卸 5%

6,308 クラフトカフェ ヤフー店 5%

6,309 クラフト伽羅 5%

6,310 クラフトケイ(Craft Kei) 5%

6,311 くらふと工房クレアル 5%

6,312 クラフト手芸レネット 5%

6,313 クラフトショップnavi 5%

6,314 KQLFT TOOLS 5%

6,315 クラフトトレーディング ショップ 5%

6,316 クラフト・ノラ Yahoo!ショップ 5%

6,317 クラフトパークK5 Yahoo!店 5%

6,318 KH・びとけんしょっぷ 5%

6,319 クラフトハウス 5%

6,320 Craft Mart 5%

6,321 CRAFT ヤフーショップ 5%

6,322 craftworks 5%

6,323 クラフトワークスKyotoヤフー店 5%

6,324 クラプロックス ヤフー店 5%

6,325 GRAMAS Official Shop Yahoo!店 5%

6,326 glamad park グラマドパーク 5%

6,327 SHOP GRAMOROUS 5%

6,328 GLAMMY STORE 5%

6,329 GLAMMY-PLUS 5%

6,330 gulamu jewelry 5%

6,331 クラムプラス 5%

6,332 glamore グラモア 5%

6,333 蔵元直営　みなと屋 5%

6,334 蔵元日の屋 5%

6,335 ClaraCare 5%

6,336 Clara Nail クララ ネイル 5%

6,337 Clara Hawaiian Select Shop 5%

6,338 KURAWANKA 5%

6,339 グランヴァン 松澤屋 5%

6,340 CRANKS OUTDOORS 5%

6,341 GRANDCHEF 5%

6,342 クランジュ ガラスデザイン 5%

6,343 GRANS 5%

6,344 カー用品とスマホグッズ Glanz 5%

6,345 Grande Albero 5%

6,346 グランドキャニオン 5%

6,347 グランドグルー 5%

6,348 グランドプレイスYahoo!店 5%

6,349 Grant Mind 5%

6,350 Grand Lounge 5%

6,351 Granbeat 5%

6,352 グランプラス Yahoo!店 5%

6,353 GRANDPRIX 5%

6,354 グランプリ京都 ヤフー店 5%

6,355 グラン・ブルー 5%

6,356 グランポワール GRANDPOIR 5%

6,357 グランルミエブティック 5%

6,358 clear shop 5%

6,359 クリアコンタクト Yahoo!店 5%

6,360 Clear stage Yahoo!ショッピング店 5%
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6,361 クリアファイルファクトリー 5%

6,362 Clease クリーズ 5%

6,363 greetings 5%

6,364 Greeetin・日新 5%

6,365 クリード 5%

6,366 Greed Monster ヤフー店 5%

6,367 クリーナーパーツ Yahoo!ショップ 5%

6,368 クリーニング専門店のスマクリ 5%

6,369 クリーニングドットコム 5%

6,370 gleam 5%

6,371 Cream dot. 5%

6,372 グリーンインテリア 5%

6,373 グリーンウィーク 5%

6,374 グリーンエイル 5%

6,375 ぐりーんおうる 5%

6,376 グリーンオンダイレクト ヤフー店 5%

6,377 greengreen 5%

6,378 ぐりーんぐりーん 5%

6,379 グリーン工房 5%

6,380 Green Corporation 5%

6,381 グリーンコンシューマー 5%

6,382 グリーンコンシューマーのお店 5%

6,383 グリーンコンタクトヤフー店 5%

6,384 Green shower 5%

6,385 水質浄化剤のクリーンショップ 5%

6,386 グリーンショップ花うらら 5%

6,387 グリーンストック2 5%

6,388 グリーンズ ベジタリアン通販 5%

6,389 グリーン通販ヤフー店 5%

6,390 green tools Yahoo!店 5%

6,391 GreenDale 雑貨店 5%

6,392 グリーンテック 5%

6,393 クリーンテックス・ジャパン 5%

6,394 グリーンネットSHOP 5%

6,395 エコ雑貨の店 グリーンパックス館 5%

6,396 グリーンパンプキン 5%

6,397 グリーンヒナタヤフー店 5%

6,398 グリーンファーム Yahoo!店 5%

6,399 Greenファクトリー 5%

6,400 GREENFIL ゴルフウェア専門店 5%

6,401 グリーン・フェアリー 5%

6,402 GREEN PLANET 5%

6,403 グリーンポプリYahoo店 5%

6,404 GREENヤフーショッピング店 5%

6,405 GreenLabel 5%

6,406 GREEN-LABO 5%

6,407 グリーンラボラトリーYahoo!店 5%

6,408 Green Landscape Inc. 5%

6,409 greenleaf 5%

6,410 GreenRooms Surfboard Garage 5%

6,411 GreenRoseネットショップYumi 5%

6,412 グリーンロケット Yahoo!店 5%

6,413 Crea(クリエ) 5%

6,414 クリエイタープラネタ 5%

6,415 クリエイティ 5%

6,416 Creative Life 5%

6,417 クリエイト 5%

6,418 Creator-Aview 5%

6,419 Creative Style 5%

6,420 クリエーボ 5%
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6,421 CRIOLLO 5%

6,422 CLECAFE 5%

6,423 クリスタル神戸 5%

6,424 クリスタルジェミーYahoo!店 5%

6,425 クリスタルストア 5%

6,426 クリスティうさぎの美容講座 5%

6,427 クリスマスグッズ専門店 5%

6,428 クリスマス商品専門店 サンタの国 5%

6,429 クリスマス専門店 KOBE CRAFT 5%

6,430 クリスマスツリーのクリスマス屋 5%

6,431 GlitterStore 5%

6,432 栗田こだわり仏像専門店 5%

6,433 栗田貿易 5%

6,434 GLICINE 5%

6,435 CLICK 5%

6,436 クリックアップ 5%

6,437 clicktrust クリックトラスト 5%

6,438 クリックマーケットMASUYA 5%

6,439 クリックル 5%

6,440 グリッター&ホログラム ショップ 5%

6,441 グリッドタイヤヤフーショップ 5%

6,442 クリッピングポイント 5%

6,443 クリップス 5%

6,444 CLIVIA 5%

6,445 クリビオショップ 5%

6,446 クリフエッジ 5%

6,447 Gryps 5%

6,448 CLIFF-WHT Yahoo!店 5%

6,449 おしゃれ&モダン Kr・くりぷとん 5%

6,450 KRIFF MAYER 5%

6,451 CLIFF HITACHI Yahoo!Shop 5%

6,452 クリムゾンチェーン 5%

6,453 クリムのじんぎすかんYahoo!店 5%

6,454 栗本薬品工業株式会社 5%

6,455 くり屋南陽軒 5%

6,456 Clytie 5%

6,457 kurin&momo 5%

6,458 グリングリン 5%

6,459 グリント 5%

6,460 Crew・actショップ 5%

6,461 Groovy 5%

6,462 グルーヴプラン Yahoo!店 5%

6,463 CROOTA SHOP HAMAFU INC. 5%

6,464 clooney 5%

6,465 GROOVER GRAND 5%

6,466 gloopy 5%

6,467 グルービーネイルYahoo!店 5%

6,468 ぐるぐる王国 ヤフー店 5%

6,469 ぐるぐる王国 スタークラブ 5%

6,470 ぐるぐる王国DS ヤフー店 5%

6,471 ぐるぐる王国2号館 ヤフー店 5%

6,472 K U R R K U オンラインショップ 5%

6,473 CREVASSE 5%

6,474 車椅子・シルバーカーの店 YUA 5%

6,475 車イラストの専門店 Groovy 5%

6,476 車インテリア内装パーツのZ-style 5%

6,477 車えび本舗 拓水 Yahoo!店 5%

6,478 クルマ生活 Yahoo!ショップ 5%

6,479 KURUMAdeCOCOヤフーショップ 5%

6,480 車道楽 5%
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6,481 車止め専門店 りょう石 5%

6,482 車の事なら何でもお任せSUNAUTO 5%

6,483 くるまの部品屋さんつばめ 5%

6,484 車の部品屋さんブンブン 5%

6,485 クルマノブヒンヤ ヤフー店 5%

6,486 車のマット専門店アルティジャーノ 5%

6,487 車パーツの応援団 5%

6,488 車模型 barchetta 5%

6,489 車屋本店 5%

6,490 グルメ大分 5%

6,491 グルメギフトお取り寄せ山形eLab 5%

6,492 グルメギフト本舗 Yahoo!店 5%

6,493 グルメキング 5%

6,494 グルメショップすみよし 5%

6,495 グルメ通り 5%

6,496 グルメとギフトのお店ライフ 5%

6,497 グルメハウスヨシダ 5%

6,498 グルメプロショップ ヤフー店 5%

6,499 グルメマートJAPAN 5%

6,500 グルメロディ 5%

6,501 くるりのお米屋 5%

6,502 クルン ウェブショップ 5%

6,503 クルン株式会社 酒販事業部 5%

6,504 クレアオンライン 5%

6,505 CREAストア 5%

6,506 clair mode 5%

6,507 クレイギーヒル 5%

6,508 クレイグ先生-犬のしつけ教室DVD 5%

6,509 Crazy Shooter Yahoo!店 5%

6,510 クレイジーピッグ専門店 06XY 5%

6,511 Crazy Ferret 5%

6,512 クレイジープライス 5%

6,513 Gracious Knick-knack 5%

6,514 Grace Life 5%

6,515 グレイスランド 5%

6,516 グレイスワーク ヤフー店 5%

6,517 グレイトブルー 5%

6,518 CRADLE-KOBE 5%

6,519 CLEIB9012 5%

6,520 グレイベア・ヤフーショップ 5%

6,521 CLAILEwellness 5%

6,522 クレイン東京 5%

6,523 グレースジェムYahoo!ショップ 5%

6,524 グレースシトラスYS 5%

6,525 グレースショップ 5%

6,526 グレースマート Yahoo!店 5%

6,527 グレーチング・表札・ポスト販売店 5%

6,528 グレーチング直販MKグレーチング 5%

6,529 クレープ工房 5%

6,530 クレープペーパー イトウ 5%

6,531 クレーブ ヤフーSHOP 5%

6,532 Clair 5%

6,533 クレールオンラインショップ 5%

6,534 榑木野Yahoo!店 5%

6,535 GREGORY ONLINE STORE 5%

6,536 クレシェーレSHOP 5%

6,537 CRESS・クレス 5%

6,538 clesclas 5%

6,539 クレスコ 5%

6,540 cresta 5%
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6,541 クレス・宅配クリーニング 5%

6,542 QRESTY 5%

6,543 クレストディスカウントショップ 5%

6,544 クレストビーズ ヤフー店 5%

6,545 クレセント家具ベッド 5%

6,546 Crescent Mirror 5%

6,547 クレッシェンド 5%

6,548 CRESH 5%

6,549 クレディアトレーディングYahoo!店 5%

6,550 クレディ・エティケット 5%

6,551 CLEVER WEB SHOP 5%

6,552 CLEVER-HEADS クレバーヘッズ 5%

6,553 クレバーYahoo!店 5%

6,554 クレブスポーツ通販事業課 5%

6,555 grepoヤフー店 5%

6,556 クレマンティーヌ 5%

6,557 クレメンティア・デコール 5%

6,558 クレヨンキャットYahoo!店 5%

6,559 くれよん本舗 5%

6,560 CReLi 5%

6,561 くろいそ木村酒店 5%

6,562 黒い服専門店ロンデルブラック 5%

6,563 くろいわスポーツヤフー店 5%

6,564 GROWアツサカ Yahoo店 5%

6,565 CROW 湘南バイカーズショップ 5%

6,566 grow market 5%

6,567 グロウヤフー店 5%

6,568 グロウンチャーム 5%

6,569 おしゃれ老眼鏡 Chloe&Co. 5%

6,570 グローインウッド online ストア 5%

6,571 GROW WILL 5%

6,572 Crouka Yahoo!店 5%

6,573 clothing store westsea 5%

6,574 CLOSEUP DIRECT 5%

6,575 GROW STOPPER 直営店 5%

6,576 GROSSPRO 5%

6,577 クローゼスト 5%

6,578 krona オンラインショップ 5%

6,579 CLOVER WEB SHOP 5%

6,580 CLOVER DEPOT 5%

6,581 クローバープレイン 5%

6,582 クローバー Yahoo!店 5%

6,583 Clover Leaf クローバーリーフ 5%

6,584 Global Eyes H&L 5%

6,585 Global Eyes Light店 5%

6,586 GLOBAL GARDEN 5%

6,587 グローバルクリーン 5%

6,588 Global Cruise 5%

6,589 グローバルshop ヤフー店 5%

6,590 グローバルスパイスYahoo!店 5%

6,591 Global Trading ヤフー店 5%

6,592 グローバルトレード 5%

6,593 GLOBAL BRANDING 5%

6,594 GLOBALBOX 5%

6,595 GlobalMarket 5%

6,596 グローバルマルシェ 5%

6,597 グローバルワン ヤフー店 5%

6,598 グローブ 5%

6,599 グローブデポ(手袋と靴下の専門店) 5%

6,600 グローリーズ ウォッチストア 5%
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6,601 GloryMart 5%

6,602 Chloris-flower 5%

6,603 クロールバリエ-couleurvarie 5%

6,604 クロカンスキー専門店富士スポーツ 5%

6,605 クロキ商事株式会社 5%

6,606 黒毛和牛卸問屋 肉のミートたまや 5%

6,607 CROCOCKO 5%

6,608 海苔焼きたて工房 黒潮海苔店 5%

6,609 CrossWave 5%

6,610 クロスクロスヤフー店 5%

6,611 cloth shop 布や 5%

6,612 CrossShop 遊きゃん 5%

6,613 CrossCharm 5%

6,614 CLOTH TREE 5%

6,615 北欧雑貨 クロスト・ラインズ 5%

6,616 グロスフラワー 5%

6,617 クロスリースタイル 5%

6,618 Kross Link 5%

6,619 CROSSROAD 5%

6,620 CROSS ROAD 5%

6,621 CrossWorldYahoo!店 5%

6,622 黒鯛釣具ネット 5%

6,623 黒田救命堂へびや 5%

6,624 Glock 5%

6,625 KUROCK SHOP 5%

6,626 CROTEC WAGON JAPAN 5%

6,627 黒にんにく産直店沢田ファーム 5%

6,628 黒にんにくの岡崎商店 5%

6,629 Chlono 5%

6,630 クロノワールド ジャパン 5%

6,631 crohas(クロハス) 5%

6,632 グロバットEast Japan 5%

6,633 KUROFUNE SHOPPING 5%

6,634 clomani 5%

6,635 クロマニヨン 5%

6,636 GLORIA LAPIS 5%

6,637 CHLOROS(クロロス) 5%

6,638 GronG Yahoo!店 5%

6,639 クワショップ 2号店 5%

6,640 クワトロボタニコヤフーストア 5%

6,641 軍事衣料用品専門店ソルダート 5%

6,642 グンジヒロコヤフー店 5%

6,643 燻製の専門店 煙神・香味煙 5%

6,644 薫風～くんぷう～ 5%

6,645 群馬の鍛冶屋 山崎製作所 5%

6,646 群馬の鉢花カオプストア 5%

6,647 ケアショップ52 5%

6,648 ケアショップさくら 5%

6,649 ケアショップりんくる 5%

6,650 carestar 5%

6,651 ケアファッションのバリューケア 5%

6,652 ケアぼうしのQ研ECショップ 5%

6,653 CARELIFE 5%

6,654 K・R 5%

6,655 K&Mヤフー店 5%

6,656 K&K collection online shop 5%

6,657 ケイエスエスサービス 5%

6,658 ケイエス青果 5%

6,659 ケイエステックYahoo!店 5%

6,660 ksp-sports 5%
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6,661 KS貿易Yahoo!ショップ 5%

6,662 KMサービス 5%

6,663 恵月人形本舗 5%

6,664 Keigendo 5%

6,665 慶光茶荘Yahoo店 5%

6,666 KEI Collection 5%

6,667 Ksound Yahoo!ショッピング SHOP 5%

6,668 KC-STYLING 5%

6,669 KJK 5%

6,670 KJロジスティクス 5%

6,671 kay shop 5%

6,672 啓仁 5%

6,673 kei-style 5%

6,674 Ksmtry 5%

6,675 K3ファニチャー 5%

6,676 珪藻土のWALLSTYLE 5%

6,677 携帯市場 5%

6,678 携帯市場スマホ生活 5%

6,679 携帯問屋 Yahoo!店 5%

6,680 K2Links Yahoo!ショップ 5%

6,681 Keitei Parts 5%

6,682 ケイテムショップヤフー店 5%

6,683 ケイデン Yahoo!ショップ 5%

6,684 ケイ・ドゥ 5%

6,685 毛糸工房 ニットハウス サカイ 5%

6,686 毛糸・手芸・コットン柳屋 5%

6,687 ケイト手芸店 5%

6,688 毛糸・手芸の専門店ひまわり 5%

6,689 毛糸と手芸の店 カネコヤ Yahoo!店 5%

6,690 けいとのコーダ 5%

6,691 K・トレンド 5%

6,692 K-nine Yahoo!店 5%

6,693 ケイハウスヤフー店 5%

6,694 Kbagsオンラインショップ ヤフー店 5%

6,695 KPI 5%

6,696 KPIプラス 5%

6,697 ケイビーワンツール 5%

6,698 二次会景品の景品宮殿早乙女 5%

6,699 景品キングゴルフ 5%

6,700 景品キングYahoo店 5%

6,701 景品探し隊 幹事さんお助け倶楽部 5%

6,702 景品スタイル 5%

6,703 景品ストア 5%

6,704 景品専門ショップ宴会ハッピー 5%

6,705 景品専門ショップハッピー 5%

6,706 景品太郎 5%

6,707 景品パラダイス 5%

6,708 K-PRODUCTS 5%

6,709 Kフロントショップサムライ 5%

6,710 k-havens 5%

6,711 軽包装資材館・BEELUCK 5%

6,712 K-POP-Gヤフー店 5%

6,713 K-POP牧場ヤフー店 5%

6,714 K-material-shop 5%

6,715 ケイ・メディア 5%

6,716 KUショップ Yahoo!店 5%

6,717 けいゆうショップ ヤフー店 5%

6,718 K-WORKS-2 5%

6,719 KYSパソコンショップ 5%

6,720 K.Y.L.Y SHOP 5%
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6,721 K-wan. 5%

6,722 KI Trading 5%

6,723 K-Aiya 5%

6,724 K-As 5%

6,725 ケーアンドアールYahoo!店 5%

6,726 K&いい肉.com Yahoo!店 5%

6,727 K&N international 5%

6,728 K&Mマーケティング 5%

6,729 ケーエイチカンパニー 5%

6,730 KSFG ONLINE Yahoo!ショップ 5%

6,731 KSF82 5%

6,732 KST(クタイセイケイツール) 5%

6,733 KNS 5%

6,734 KN-CarLife 5%

6,735 K・F・V FRUIT 5%

6,736 KFストア 5%

6,737 K.F.PLANNING 5%

6,738 KMH-sports 5%

6,739 KLD ヤフーショッピング店 5%

6,740 ケーオーリカーズ 5%

6,741 ケーキギャラリー 大陸 5%

6,742 ケーキとパン ミツバチヤフー店 5%

6,743 KKカーパーツ ヤフー店 5%

6,744 KKフィッシング 5%

6,745 kkluck 5%

6,746 KCMオンラインショップ 5%

6,747 K.G.B 5%

6,748 KG market 5%

6,749 K.jewel 5%

6,750 K-JOY ヤフー店 5%

6,751 K’s Up Entertainment 5%

6,752 ks garden 5%

6,753 ケースカバーのtomsawyer 5%

6,754 K’sガレージ 5%

6,755 K’sキッチンヤフー店 5%

6,756 ケーズゴルフ 5%

6,757 K sゴルフ ヤフー店 5%

6,758 ケーズシステム 通信プラザ 5%

6,759 ケースショップオクタゴン 5%

6,760 ケース通販のオンパレード 5%

6,761 ケースのお店 5%

6,762 case-by-case 5%

6,763 CASE BY CASE一号店 5%

6,764 ケース&フィルムのWhiteBang 5%

6,765 ケーズブロス 5%

6,766 KSPEC ONLINE SHOP 5%

6,767 Case-Mate Japan 5%

6,768 CaseYard ヤフー店 5%

6,769 ケーズリキッド販売 5%

6,770 Kz-WORKS ヤフーショップ 5%

6,771 KZoffice 5%

6,772 CASELA 5%

6,773 KTSC Sports Yahoo!店 5%

6,774 KDSネットショップ本店 5%

6,775 KTO-バイクサービス 5%

6,776 KTJP 5%

6,777 KT Food Lab. 5%

6,778 KONIGSWEG 5%

6,779 K-net 5%

6,780 KPIsports 5%
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6,781 KPI24 5%

6,782 KBCマート 5%

6,783 KBショップ 5%

6,784 kf tokyo 5%

6,785 CABLECRAFT 音光堂 5%

6,786 ケーブルショップながた 5%

6,787 梱包資材のK-MART 5%

6,788 ゲーミングプロショップ 5%

6,789 ゲームス ヤフー店 5%

6,790 GAMEダッシュ 5%

6,791 ゲームだらけ 5%

6,792 ゲームだらけ2号店 5%

6,793 ゲームとトレカのお店ピコピコ 5%

6,794 Game Fishing KONKY 5%

6,795 ゲームフリークNET 5%

6,796 K-LIFE 5%

6,797 kyfactory 5%

6,798 KY-U 5%

6,799 激震クリック堂 ヤフー店 5%

6,800 撃退マシーン・ドットコム 5%

6,801 ゲキハナ初心者さんのお花屋さん 5%

6,802 家具インテリア雑貨 ミロク屋 5%

6,803 ゲキヤス仏壇店 5%

6,804 化粧品通販 WLBストア ヤフー店 5%

6,805 化粧品のクロバー 5%

6,806 化粧品のりぼん ヤフー店 5%

6,807 化粧品はせがわヤフー店 5%

6,808 化粧筆NAKATOKU 5%

6,809 KSCO 5%

6,810 K sera sera 5%

6,811 気仙沼さん 5%

6,812 気仙沼素材屋 Yahoo!店 5%

6,813 気仙沼やまちょう・こむ 5%

6,814 気仙沼波止場Yahoo!店 5%

6,815 下駄・草履のひらいや 5%

6,816 月洸うさぎ 5%

6,817 結婚・還暦・贈物にマイフィギュア 5%

6,818 結婚式グッズ&ギフトのお店 Farbe 5%

6,819 結婚式ワンピース専門店OsyareiSm 5%

6,820 Get Shop Yahoo!店 5%

6,821 gethappy 5%

6,822 Get!Plants 5%

6,823 GETTRY 5%

6,824 KTWORLD 5%

6,825 KTEL専門店 5%

6,826 毛ばたき専門ESCI 5%

6,827 ケパニ 5%

6,828 ケフィア専門店 ケフラン 5%

6,829 kemari87ヤフー店 5%

6,830 kemari fast 5%

6,831 ケミカルウッド壱番店 5%

6,832 けみかる堂 5%

6,833 ケミカル用品と工具のCRK販売 5%

6,834 KEMITEC NET 5%

6,835 欅Cafe&焙煎 Yahoo!店 5%

6,836 臼と杵製造販売けやきの森Yahoo!店 5%

6,837 ケラッタ Yahoo!店 5%

6,838 QUELLE HEURE 5%

6,839 QuelquesChoses ケルクショーズ 5%

6,840 KERSEN Online Shop Yahoo!店 5%
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6,841 ゲルマニウムの蘇生館 ヤフー店 5%

6,842 ケレキュアネ公式Yahoo!店 5%

6,843 ケレスショウジ 5%

6,844 弦楽器専門店マリオルッチ 5%

6,845 GENKI-e shop 5%

6,846 元気ゴーゴー Yahoo!店 5%

6,847 元気だし 公式オンラインショップ 5%

6,848 元気堂 5%

6,849 元気な農村 5%

6,850 元氣になれ! 5%

6,851 元気の友社ヤフーショップ 5%

6,852 元気丸商店 5%

6,853 元気屋Tokyoインポート 5%

6,854 元気屋Tokyo ヤフー店 5%

6,855 ケンクル 5%

6,856 健康イオン ヤフー店 5%

6,857 健康一番M&Sジャパン店 5%

6,858 健康応援団 ヤフー店 5%

6,859 健康王国 フアスト Yahoo!店 5%

6,860 健康学園 5%

6,861 健康管理食ジョイント 5%

6,862 健康グッズ専門店 千里堂 5%

6,863 健康クラブ 5%

6,864 健康クレール 5%

6,865 健康工務店 5%

6,866 健康サプリ 5%

6,867 健康サポート専門店 5%

6,868 健康食品とサプリメントのファイン 5%

6,869 健康食品と馬油専門店 ユウキ製薬 5%

6,870 健康食品のインシップ Yahoo!店 5%

6,871 健康食品の原料屋 5%

6,872 健康食品の店グリーンハウス 5%

6,873 健康食品のMIYA ヤフー店 5%

6,874 健康ショップのブリス 5%

6,875 健康ショップMy 5%

6,876 健康睡眠ライズ 5%

6,877 健康ストア健友館 5%

6,878 健康生活堂 キャラクターグッズ館 5%

6,879 健康生活堂ドクターズコスメ館 5%

6,880 健康生活堂マッサージチェア館 5%

6,881 健康生活Yahoo!店 5%

6,882 けんこう専科ヤフー店 5%

6,883 健康綜合開発 Yahoo!店 5%

6,884 健康茶ギャラリー 5%

6,885 健康茶通販ふくちゃYAHOO店 5%

6,886 健康道楽 Yahoo!店 5%

6,887 健康と介護のお店 ふれ i タウン 5%

6,888 健康と美の ガレノス 5%

6,889 健康と美容のお店 C-Garden 5%

6,890 健康と美容の専門店 健康一番館 5%

6,891 健康な髪ドットコム 5%

6,892 健康のお手伝い.com Yahoo!店 5%

6,893 健康の店 ジェシカ Yahoo!店 5%

6,894 健康の森 5%

6,895 健康の杜 Yahoo!店 5%

6,896 健康肌着館ヤフー店 5%

6,897 けんこう畑 5%

6,898 健康美ショップ 5%

6,899 健康美肌をつくるアドム 5%

6,900 健康美容ショップ健美 5%
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6,901 健幸ファームいづも農縁 5%

6,902 健康fan日興メディカル 5%

6,903 健康・野草茶センター 5%

6,904 健康ヤフー店 5%

6,905 健康ライフスタイル 5%

6,906 健康若葉 5%

6,907 健康を考えるドットコム 5%

6,908 ケンコーエクスプレス 5%

6,909 ケンコージャパン 5%

6,910 ケンコー・トキナー ヤフー店 5%

6,911 健康トレーニング 5%

6,912 ケンコーとれたて本舗 5%

6,913 建材・住宅設備マーケット 5%

6,914 建材と住設のShop SZ ヤフー店 5%

6,915 建材屋.com ヤフーショップ 5%

6,916 建材Ladyにおまかせ ワニパーク 5%

6,917 ケンシマダ 5%

6,918 賢者のギフト 5%

6,919 GENJU 5%

6,920 謙信笹だんご本舗くさのや 5%

6,921 健人ストア Yahoo!店 5%

6,922 ゲンセンカン 5%

6,923 厳選サプリメントショップ 5%

6,924 厳選食品専門店 食の巨匠 南青山 5%

6,925 厳選ショップSHOWA-Yahoo店 5%

6,926 厳選素材で健康応援 寿物産 5%

6,927 厳選 履きやすい靴専門店ウシジマ 5%

6,928 厳選フルーツ マルイチ西川商店 5%

6,929 厳選!北海道グルメ かに匠 5%

6,930 厳選米本舗ヤフー店 5%

6,931 ゲンダイ出版オンラインストア. 5%

6,932 健太餃子館 5%

6,933 KENDAMA TOHOKU 5%

6,934 健啖隊PX 5%

6,935 建築金物 SHOP 5%

6,936 建築金物通販ビドーパル 5%

6,937 建築土木ストア 5%

6,938 限定ジャージのタケスポ 5%

6,939 GENTEIYA 5%

6,940 剣道アウトレット市場 5%

6,941 KENDO IPPON 5%

6,942 剣道具 三武 Yahoo!店 5%

6,943 剣道具なでしこ 女性向け剣道具店 5%

6,944 剣道の眼鏡屋さん 5%

6,945 剣道防具Online Yahoo!店 5%

6,946 剣道屋.com 剣道・防具 Yahoo!店 5%

6,947 剣道良品館 5%

6,948 現場市場 5%

6,949 現場屋さんヤフー店 5%

6,950 現場用品専門ECストア 現場監督 5%

6,951 現場用品専門通販 現場屋本舗 5%

6,952 現場用品の丸亀機械工具ヤフー店 5%

6,953 現場リズム 5%

6,954 ケンビースポーツソックス研究所 5%

6,955 健美本舗 5%

6,956 KenBrand 5%

6,957 見聞堂ストアYahoo!店 5%

6,958 健歩館ヤフー店 5%

6,959 原木栽培牛樟芝 5%

6,960 玄米おむすび 玄むす屋 ヤフー店 5%
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6,961 健民飯店 Yahoo!店 5%

6,962 健楽美生活館 5%

6,963 源流仁多米こしひかり 5%

6,964 小池だより 5%

6,965 小池だより 家電店 5%

6,966 恋する雑貨屋 5%

6,967 小犬商会 5%

6,968 鯉のぼり販売店-通販ひな人形web 5%

6,969 小岩井まきば屋Yahoo!店 5%

6,970 KOINS 5%

6,971 高圧洗浄機専門店 ヒダカ 5%

6,972 コウイチロウ ヤフー店 5%

6,973 晃栄産業 Yahoo!店 5%

6,974 KOEI STORE 5%

6,975 光栄堂楽器Yahoo!店 5%

6,976 Kougasyou 5%

6,977 抗癌剤等脱毛時の帽子と手作り雑貨 5%

6,978 こうき人形 5%

6,979 高級筆記具のペンギャラリー報画堂 5%

6,980 高級フライパンのお店ruhru 5%

6,981 高級フルーツ野菜問屋・五十嵐本店 5%

6,982 工具市場 ヤフー店 5%

6,983 工具ショップ Yahoo!店 5%

6,984 工具ダイレクトヤフーショップ 5%

6,985 工具ツール専門ファインツールPRO 5%

6,986 工具の我天堂 5%

6,987 工具の三河屋 Yahoo!店 5%

6,988 工具箱.com Yahoo!店 5%

6,989 工具番長 Yahoo!店 5%

6,990 工具プロドットコム 5%

6,991 工具屋さんYahoo!店 5%

6,992 工具屋とくえもん 5%

6,993 工具屋ドットコムYahoo!店 5%

6,994 工具屋ボイス 5%

6,995 工具屋 まいど! 5%

6,996 工具屋ヤフー店 5%

6,997 工具ランドヤフーショップ 5%

6,998 工芸茶専門店クロイソス 5%

6,999 こうげつ人形 5%

7,000 香源 お数珠専門店 5%

7,001 光研オンライン 5%

7,002 高原のお米屋さん 5%

7,003 広源ヤフー店 5%

7,004 宏光食品ヤフーショップ 5%

7,005 煌煌ネット 5%

7,006 考作釣具工房ヤフー店 5%

7,007 香詩苑 Yahoo!店 5%

7,008 公式キスユー直販SHOP Yahoo!店 5%

7,009 公式はだまるオンラインストア 5%

7,010 公式 三井毛織 ヤフウ市場店 5%

7,011 公式ライセンスアクセ専門店J-Plus 5%

7,012 工事資材コム 5%

7,013 工事資材通販 ガテン市場 5%

7,014 koji de omiso 5%

7,015 香老舗 淡路梅薫堂のお線香・お香 5%

7,016 甲州セラー凛花 5%

7,017 甲州ワイン街道 Yahoo!店 5%

7,018 香塾 ヤフー店 5%

7,019 高潤化学工業株式会社Web事業部 5%

7,020 KOUSHOU プラザー 5%
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7,021 工場・倉庫LED照明専門マキ照明 5%

7,022 工場直送!今治できたてタオル 5%

7,023 工場直販タタミのkouhin 5%

7,024 香粧品製剤技術研究所 5%

7,025 香水&化粧品の専門店 P-SHOP 5%

7,026 香水学園 Yahoo!店 5%

7,027 香水カンパニー 5%

7,028 香水専門店 5%

7,029 香水通販スモルマ 5%

7,030 香水畑 Yahoo!ショップ 5%

7,031 香水フレグランスPARFUM de EARTH 5%

7,032 香水物語 ヤフーショッピング店 5%

7,033 CousuMainヤフーショッピング店 5%

7,034 KOH S LICK CURRO 5%

7,035 高性能パソコン専門店OMLサービス 5%

7,036 合成皮革・生地通販 銀河工房 5%

7,037 光線ヤフー店 5%

7,038 酵素飲料 エンザイム の専門店 5%

7,039 構造機能科学研究所 5%

7,040 コウダイ Yahoo!店 5%

7,041 高知楽器ヤフー店 5%

7,042 高知の食品館 5%

7,043 紅茶専門店シルバーポット 5%

7,044 珈茶問屋アンジェ 5%

7,045 紅茶屋くもりぞら 5%

7,046 皇帝塩本舗ー無添加良品ヤフー店 5%

7,047 香典返し専門店しんせつヤフー店 5%

7,048 合同会社 ing企画 5%

7,049 合同会社好援隊ヤフー店 5%

7,050 甲野製作所 5%

7,051 こうのとり 5%

7,052 紅梅屋 5%

7,053 紅白餃子 5%

7,054 こうひいや 5%

7,055 合皮レザー生地通販-布百選公式店 5%

7,056 合皮 レザー専門店 かわうそ 5%

7,057 コウフクショップ 5%

7,058 幸福の石 5%

7,059 幸服屋さん 5%

7,060 鉱物・化石市場 5%

7,061 鉱物・天然石のお店 Crystal Gate 5%

7,062 鉱物標本 天然石 金星舎 5%

7,063 神戸アンティロープ2 5%

7,064 神戸ヴァンテーヌ 5%

7,065 神戸うすなが牧場 Yahoo!店 5%

7,066 KOBE!SHストア 5%

7,067 KOBE OCEAN 5%

7,068 神戸オートン輸入雑貨店 5%

7,069 神戸岡本Kiitos 5%

7,070 神戸開花亭 5%

7,071 こうべ漢方研究所 5%

7,072 神戸牛専門店 辰屋 5%

7,073 神戸牛ドットネット 5%

7,074 神戸クレバ 5%

7,075 コウベグロサーズ 5%

7,076 神戸珈琲物語 5%

7,077 KOBE伍魚福 YAHOO!店 5%

7,078 神戸こんにゃくグルメ 5%

7,079 神戸シュシュ ヘアアクセサリー 5%

7,080 神戸スイーツ 誕生日ケーキ 5%
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7,081 神戸ステッキ Yahoo!店 5%

7,082 神戸スパイス 5%

7,083 kobe・collection1 5%

7,084 神戸中央卸売市場 マルサ財木 5%

7,085 神戸パティーナ 5%

7,086 神戸バランスキッチン 5%

7,087 KOBE FOOT CLUB 5%

7,088 神戸フランツ スイーツ&ギフト 5%

7,089 神戸Fragrant Yahoo!店 5%

7,090 神戸マザーズランプ 5%

7,091 神戸リベラル 5%

7,092 神戸レタスKOBELETTUCE 5%

7,093 KOBE WOSHARY 5%

7,094 工房壱Yahoo!店 5%

7,095 工房 百の手 5%

7,096 工房ヒロジャパン Yahoo!店 5%

7,097 工房 墨彩舎 5%

7,098 香木ストア 5%

7,099 幸村米穀株式会社 5%

7,100 香遊オンライン 5%

7,101 高麗人参ウェルネス 5%

7,102 馨楽堂 5%

7,103 コエサムストア 5%

7,104 小江戸市場カネヒロ 5%

7,105 古恵良販売 5%

7,106 ごえんだま 5%

7,107 ご縁Yahoo!店 5%

7,108 GO!ISLAND 5%

7,109 510supply ヤフーショッピング店 5%

7,110 ゴーイングマイ人生 5%

7,111 コーキングプロ 5%

7,112 Co-Goods販売店 5%

7,113 GOGOshop 5%

7,114 Go.Go.Fiveヤフーショップ 5%

7,115 コージーネスト三河屋ヤフー店 5%

7,116 可愛いギフト 雑貨 CozyMom 5%

7,117 家具通販のコージールーム 5%

7,118 ゴージャス屋アクセアウトレット店 5%

7,119 ゴージャス屋音楽系アクセサリー店 5%

7,120 ゴージャス屋メンズアクセ専門店 5%

7,121 ゴーシュ&ドロワット ヤフー店 5%

7,122 ゴーシュ&ドロワット三号店 5%

7,123 ゴーシュ&ドロワット 2号店 5%

7,124 コーチズYahoo!ショップ 5%

7,125 コーチバッグのワールドドライブ 5%

7,126 こーちゃん 5%

7,127 コーティング洗車CarCareSystem 5%

7,128 KO-TE-YA ヤフ-店 5%

7,129 coordiroom ヤフー店 5%

7,130 珈琲市場by豆太Yahoo!店 5%

7,131 珈琲工房須田 5%

7,132 珈琲彩香房店 5%

7,133 コーヒーショップホリデイ 5%

7,134 コーヒー白豆屋・黒豆屋 5%

7,135 コーヒー通販 A-COFFEE 5%

7,136 コーヒーの珈琲屋ほっと 5%

7,137 コーヒーのLOOKヤフー店 5%

7,138 コーヒーばかの店 5%

7,139 COFFEE PLAN more 5%

7,140 珈琲豆&癒し処ちろりや 5%
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7,141 コーヒー豆専門店ボレロコーヒー 5%

7,142 珈琲豆専門店 やぶ珈琲 5%

7,143 コーヒー豆通販 Coffee SAKURA 5%

7,144 コーヒー豆の心斎橋コーヒ院研究所 5%

7,145 コーヒーメール 5%

7,146 コーヒー屋さんの手造り藤田珈琲 5%

7,147 コーヒー用品・珈琲器具のFaCoffee 5%

7,148 コオファクトリーYahoo!店 5%

7,149 ゴーフルの神戸風月堂 Yahoo!店 5%

7,150 KOBEYA SPORTS WEB SHOP 5%

7,151 50up 5%

7,152 Combing Earth コーミングアース 5%

7,153 5445 Yahoo!店 5%

7,154 コーラのくまさん 5%

7,155 ミセスカジュアル専門店 KORAN 5%

7,156 こおり逸品マルシェ 5%

7,157 郡山銘菓庵 大黒屋 5%

7,158 corindo(香林堂) 5%

7,159 コールオンラインショップ 5%

7,160 GOLDEN WEST-アメカジファッション 5%

7,161 Golden State 5%

7,162 GOLDENDROP 5%

7,163 ゴールデンフット 5%

7,164 GOLDENRIVER 5%

7,165 ゴールデンレシオ 5%

7,166 Golden Rock T Yahoo!店 5%

7,167 ゴールドエコヤフー店 5%

7,168 ゴールド黒酢本舗 5%

7,169 ゴールド珈琲 5%

7,170 ゴールドゴール別館 5%

7,171 GOLD STONE. 5%

7,172 ゴールドプランツ 5%

7,173 ゴールドリーフYahoo!ショップ 5%

7,174 ゴールド・リバー 5%

7,175 COLDBECK 5%

7,176 coca 5%

7,177 5階寝具売場 Yahooショッピング店 5%

7,178 五月人形のやまと 5%

7,179 コガネイチーズケーキ スイーツ 5%

7,180 古河ピアノガーデンYahoo!ショップ 5%

7,181 互換インク Angelshop Yahoo!店 5%

7,182 互換インクの専門店ベルカラー 5%

7,183 ごきげんめいと ヤフー店 5%

7,184 株式会社古琴堂 水晶石センター 5%

7,185 悟空 5%

7,186 ごくごくミルク 5%

7,187 kokusai.koya 5%

7,188 国際友好交易 5%

7,189 国産漆専門店日本漆本舗 5%

7,190 国産・大川家具のハンドリー 5%

7,191 国産しいたけ専門 福井商店 5%

7,192 国産生姜専門 黄金の里 ヤフー店 5%

7,193 国産タイヤ専門ショップ 5%

7,194 国産 豊橋うなぎ 夏目商店 5%

7,195 国産まつげグルー専門店オルロ 5%

7,196 国産良品本舗 5%

7,197 国産良品本舗大口専門店 5%

7,198 国産ローストビーフ専門店 三国 5%

7,199 国産ワインのお店 5%

7,200 コクスン ヤフーショッピング店 5%

6024



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

7,201 コグセレクトサプリメント 5%

7,202 コクテール堂 5%

7,203 黒糖焼酎酒店上原本店 5%

7,204 奄美のめぐみ黒糖焼酎専門店 5%

7,205 黒糖専門店 情熱黒糖 5%

7,206 国内WiFiレンタルe-caYahoo!店 5%

7,207 国分グリーンファーム 5%

7,208 GOKUMIN公式ストア 5%

7,209 創業大正九年 小倉かまぼこ 5%

7,210 極楽トレーニング倶楽部Yahoo!店 5%

7,211 虎渓 渡辺製菓 5%

7,212 苔テラリウム道草michikusa 5%

7,213 苔の販売専門店モスファーム 5%

7,214 CoCo 5%

7,215 gogo 5%

7,216 coco@webmarket 5%

7,217 cocoatta 5%

7,218 ココアニバ 5%

7,219 cocoaru ココアル 5%

7,220 ここあるね 5%

7,221 Coco&K.ジュースバッグ専門店 5%

7,222 coco iine 5%

7,223 cocoiro Gift market 5%

7,224 ココウィッツ Yahoo!店 5%

7,225 五号ストア 5%

7,226 ココエナ 5%

7,227 COCO家具 5%

7,228 ココカラ 5%

7,229 ココカル 5%

7,230 ココキャンフラワー 5%

7,231 ココクレ 5%

7,232 cococase 5%

7,233 ココ-コネクト 5%

7,234 Coco ChouChou 5%

7,235 ココショク-日本の手仕事ショップ 5%

7,236 小々袖Yahoo!店 5%

7,237 COCOTOWN 5%

7,238 ここち 5%

7,239 KOKOCHIstyle 5%

7,240 ココチノ 5%

7,241 ココチヤ 5%

7,242 ココティショップ 5%

7,243 ここでいんく 5%

7,244 ココデシカ サンデシカ公式通販 5%

7,245 CoCo-Tripヤフー店 5%

7,246 ここなぎ 5%

7,247 ココナStore 5%

7,248 coco natural(ココナチュラル) 5%

7,249 coco24 5%

7,250 coconoa 5%

7,251 ココノコ 5%

7,252 九個 5%

7,253 ココバリュー 5%

7,254 KOKOBI 5%

7,255 COCO-fit 5%

7,256 COCOプラザ 5%

7,257 coco bagel 5%

7,258 cocome(ココミー) 5%

7,259 COCO-YA 5%

7,260 COCOLAB ココラボ 5%
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7,261 Cocole Yahoo!店 5%

7,262 ココルル公式オンラインショップ 5%

7,263 ココロード 5%

7,264 cocorode Online Shop 5%

7,265 cocorode公式オンラインショップ 5%

7,266 ココロネイル KokoroNail 5%

7,267 ココロハ Yahoo!店 5%

7,268 ココロミクラブヤフー店 5%

7,269 COCOLO Yahoo店 5%

7,270 コサージュ 髪飾り の店 鎌倉工芸 5%

7,271 コサージュ専門店 girlish 5%

7,272 コサージュ ミッシュキッシュ 5%

7,273 越谷タックルアイランド 5%

7,274 越川竹材工業 5%

7,275 コジコジ 5%

7,276 越路商会 Yahoo!店 5%

7,277 こしじ販売通販部 5%

7,278 写真ケーキのコシジ洋菓子店 5%

7,279 コシの作蔵 5%

7,280 コシヒカリの郷 小出農場 5%

7,281 小島太陽堂薬局 5%

7,282 御朱印帳専門店HollyHock 5%

7,283 御朱印帳の高野山法徳堂 5%

7,284 御朱印帳の製本所直売店 5%

7,285 古書 会津野 Yahoo!店 5%

7,286 虎杖浜渋谷水産 5%

7,287 こずかた未来堂 5%

7,288 CostaEstate 5%

7,289 コスチューム&かぶりもの専門店 5%

7,290 コスチューム・ド フルヤマ 5%

7,291 COSBEAUTY Yahoo!店 5%

7,292 コスプレ衣装専門店マジックナイト 5%

7,293 コスプレ通販セクシー衣装Only&One 5%

7,294 コスプレ衣装のエクシーEXC-Y 5%

7,295 コスプレ通信 5%

7,296 コスプレ通販店 5%

7,297 コスプレマルシェ 5%

7,298 cosmicヤフー店 5%

7,299 コスメ アべニュー 5%

7,300 コスメ&ジュエリー美ナビ 5%

7,301 コスメ&ドラッグNY 5%

7,302 コスメ&ビューティー 美way 5%

7,303 コスメ&ヘアケア コスメイティブ 5%

7,304 コスメ&メイク雑貨 きれいプラザ 5%

7,305 cosme vie make Yahoo!ショップ 5%

7,306 コスメAZ 5%

7,307 コスメエース美肌店 5%

7,308 cosmecosmecosme 5%

7,309 CosmeShop　プレコハウス 5%

7,310 コスメショップクイーン 5%

7,311 コスメショップティアラヤフー店 5%

7,312 コスメショップフェリス 5%

7,313 コスメショップ メイ 5%

7,314 COSMESTREET 5%

7,315 コスメディカルヤフー店 5%

7,316 CosmeticsCute 5%

7,317 コスメティックナナ 5%

7,318 コスメdeエステ 5%

7,319 コスメデネット Yahoo!店 5%

7,320 cosme de mic 5%

6026



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

7,321 Cosme Toy Box 1号店 5%

7,322 Cosme Toy Box 2号店 5%

7,323 コスメドラッグファン 5%

7,324 コスメドリーム 5%

7,325 cosmenista 5%

7,326 コスメバウハウス 5%

7,327 コスメパラダイス 5%

7,328 コスメパルフェ 5%

7,329 コスメパレット 5%

7,330 コスメ パンプキン Yahoo!店 5%

7,331 コスメ人 5%

7,332 コスメビレッジ 5%

7,333 コスメファインズ 5%

7,334 コスメボックス 5%

7,335 CosmeMarket 5%

7,336 コスメミニョン 5%

7,337 コスメリンク Yahoo!店 5%

7,338 コスメレシピ ヤフー店 5%

7,339 コスモキッチン 5%

7,340 こすもす 5%

7,341 コスモスペース ヤフーショップ 5%

7,342 cosmonature公式ストア 5%

7,343 コスモネットショップ 5%

7,344 kosuya 5%

7,345 コス屋 5%

7,346 ゴスロリワールド 5%

7,347 個性派水回りショップ パパサラダ 5%

7,348 御前酒蔵元辻本店 Yahoo!ショップ 5%

7,349 五銭や 5%

7,350 五代目常造 5%

7,351 コダカ.コム 5%

7,352 コタニジュエル 5%

7,353 こだまいきいき農場ヤフー店 5%

7,354 COTARON SHOP 5%

7,355 こだわり浅煎り焙煎の上町珈琲 5%

7,356 布団と枕 こだわり安眠館 5%

7,357 こだわり一番館 5%

7,358 こだわりキッチンプロの道具屋さん 5%

7,359 こだわり健康食品 成和産業 5%

7,360 こだわり厳選食品館 5%

7,361 こだわり雑貨の店銀の船 ヤフー店 5%

7,362 こだわり雑貨本舗 5%

7,363 こだわり座布団・座布団カバー館 5%

7,364 こだわり商事 5%

7,365 こだわり食品館 5%

7,366 こだわり食品ジャックと豆の木 5%

7,367 こだわりスイーツ&ギフト エニシダ 5%

7,368 こだわりとうふ工房 池田家 5%

7,369 こだわり特大エビ専門店 海老特 5%

7,370 こだわりのアメカジ通販ラグタイム 5%

7,371 こだわり農場ドットコム 5%

7,372 こだわりの傘・雑貨の店きたがわ 5%

7,373 こだわりの革 MARUYA selection 5%

7,374 こだわりのキッチンツール ATJ 5%

7,375 こだわりの果物屋 紅光 5%

7,376 こだわりの蔵 ヤフー店 5%

7,377 こだわりの建材ショップmokku 5%

7,378 こだわりの酒屋遊銘館 5%

7,379 こだわりのペット用品バディーズ 5%

7,380 こだわりのレッグウェアglanage 5%
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7,381 こだわり文具のアーティクル 5%

7,382 こだわり本舗 源蔵 5%

7,383 こだわり名品館EGS本舗 5%

7,384 こだわり麺工房 高砂 Yahoo!店 5%

7,385 天然でやさしい こだわり毛布館 5%

7,386 こだわり横丁 ふくしまや 5%

7,387 ごちそうお取り寄せ まるさん屋 5%

7,388 ごちそうサンゴ 5%

7,389 ごちそう探偵団 5%

7,390 ご注文ドットコム 5%

7,391 胡蝶蘭ギフトクラップス 5%

7,392 胡蝶蘭産地直送販売店こころ花 5%

7,393 胡蝶蘭専門 海老名洋蘭園 Yahoo!店 5%

7,394 胡蝶蘭専門店 ハピネスブロッサム 5%

7,395 胡蝶蘭専門農園 iファーマーらんぼ 5%

7,396 こちら厨房室工務課 5%

7,397 CO-CHI warmth 5%

7,398 kokkaonlineshop 5%

7,399 琥花堂 5%

7,400 コッキス 世界の国旗グッズ専門店 5%

7,401 国輝堂ZAO Yahoo!店 5%

7,402 GOSH 5%

7,403 cossoriいいもの 5%

7,404 こづち本舗 5%

7,405 ごっつプライス 5%

7,406 骨壷と棺の冠婚葬祭研究所Yahoo!店 5%

7,407 ゴッドハンド公式 Yahoo!店 5%

7,408 Cotton Town 5%

7,409 コットンハウスセシール 生地 通販 5%

7,410 コットンハウスぽてとヤフー店 5%

7,411 コットンプラザヤフー店 5%

7,412 骨盤ショップ クッション・座椅子 5%

7,413 御殿桜Yahoo!店 5%

7,414 後藤技術研究所 5%

7,415 GOTOネットショップ 5%

7,416 五島列島海鮮工房 テル鮮魚 5%

7,417 古都-京都 掛け軸専門店文永堂 5%

7,418 ことことひろば 5%

7,419 cotoha online 5%

7,420 Kotohana 5%

7,421 寿クロージング Yahoo!店 5%

7,422 寿shop 5%

7,423 コトブキ無線CQショップ 5%

7,424 ことぶきや昆布 ヤフー店 5%

7,425 こども雑貨 こだま 5%

7,426 子ども雑貨通園グッズ ことりの庭 5%

7,427 子供時代ヤフー店 5%

7,428 子供実用衣料専門店 なかよし 5%

7,429 オシャレな収納 こどもと暮らし 5%

7,430 子供ドレス アリサナ 5%

7,431 子供ドレスのHUMMING・K 5%

7,432 子供の入園入学バッグ KCプレイス 5%

7,433 こども発達ラボ・IQ才能学園 5%

7,434 子供服 イーアリス 5%

7,435 子供服イル by nms Y店 5%

7,436 子ども服ヴェルデ 5%

7,437 子供服 kidsmio 5%

7,438 子供服 Kids World 5%

7,439 子供服kitohouse 5%

7,440 子供服サーカス ヤフーショップ 5%
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7,441 こども服jay s 5%

7,442 子供服スマイリーマミー 5%

7,443 子供服 devirock 5%

7,444 子供服と雑貨のお店TanBee 5%

7,445 子供服と雑貨のスマイルベビー 5%

7,446 子ども服と刺繍の店WR 5%

7,447 子供服と出産GIFTのハローガーデン 5%

7,448 こども服の赤ちゃんや 5%

7,449 子ども服のイプニア 5%

7,450 子ども服のOWLヤフー店 5%

7,451 こども服のsir・サー 5%

7,452 子供服のDiA 5%

7,453 子供服Bee 5%

7,454 子供服 pinkcat 5%

7,455 子供服・ベビー服通販タンタン 5%

7,456 子供服マナマナキッズ&ベビー服 5%

7,457 子供服ミリバール ヤフーショップ 5%

7,458 子供服yuai 5%

7,459 キッズとベビーの子供服Loa 5%

7,460 子ども用品 こっこ 5%

7,461 こどもレンタルドレスワールド 5%

7,462 ことや 5%

7,463 CotraxJapan 5%

7,464 ことり企画 Yahoo!店 5%

7,465 名入れ子供食器コトリネ 5%

7,466 コナッツ・フルーツ 5%

7,467 CONEY ISLAND 5%

7,468 コニシパートナーズ店 5%

7,469 520nail 健康美容雑貨専門店 5%

7,470 こにゃんこBRANDO KIDS 5%

7,471 ConnectShop 5%

7,472 コネクトップ 5%

7,473 コネクト ヤフー店 5%

7,474 コネクト Yahoo!店 5%

7,475 このはなオンラインYahoo!店 5%

7,476 CONOMi 5%

7,477 conoMe 5%

7,478 コパ・コーポレーション 5%

7,479 コパカバーナYahoo!店 5%

7,480 琥珀ジュエリーショップグレイス 5%

7,481 琥珀商店 Yahoo!ショップ 5%

7,482 琥珀屋 5%

7,483 coba-shop 5%

7,484 COPA MART 5%

7,485 こばみかん! 5%

7,486 こばやしギフトネットストア店 5%

7,487 小林重次郎商店Yahoo!店 5%

7,488 こばやし茶店Yahoo!ショップ 5%

7,489 小林陶芸 5%

7,490 コパン 5%

7,491 五番街 バッグ・財布のお店 5%

7,492 5番街.comヤフー店 5%

7,493 白いごはん器のお店 ライスボール 5%

7,494 ごはんのおとも専門店on theごはん 5%

7,495 古美術植松 5%

7,496 古美術久田 5%

7,497 KOBIT 5%

7,498 コヒ ニュージーランドギフト 5%

7,499 500円コスメ!ユニクラス五百均SHOP 5%

7,500 コファネット　ジョイア 5%
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7,501 kobushi no ki 5%

7,502 こぶだし.net 5%

7,503 ゴブリン GOBLINS 5%

7,504 coffret a bijoux 5%

7,505 KOPECK2 5%

7,506 五本指靴下はきごこち本舗 5%

7,507 5本指屋Yahoo!Shop 5%

7,508 こまき5金・あかばね金物 5%

7,509 こますけ堂ヤフー店 5%

7,510 小町ジュエリーYahoo!店 5%

7,511 コマツガーデン Yahoo!店 5%

7,512 COMAX ラテックス高反発寝具 5%

7,513 小松冨之助商店ヤフーショップ 5%

7,514 こまつもんマルシェ 5%

7,515 コマトク平石時計舗 5%

7,516 こまもの本舗 Yahoo!店 5%

7,517 komamonオンラインストア 5%

7,518 コミ直 ヤフー店 5%

7,519 コミックまとめ買いネットヤフー店 5%

7,520 コミットアンド 5%

7,521 ごみ箱ワールド 5%

7,522 こみやまさけてん 5%

7,523 古民家改修ふるよき道具店 5%

7,524 kom-kom 5%

7,525 コムエンタープライズ 5%

7,526 こむぎ庵 5%

7,527 コムキッズヤフー店 5%

7,528 小麦のワルツ 5%

7,529 ゴムクロタウン 5%

7,530 ゴムケンのお手軽スタンプ e-store 5%

7,531 ゴムシート専門店 ゴムシート.com 5%

7,532 COM-SHOT 5%

7,533 コムネットジャパン 5%

7,534 ゴム紐屋 5%

7,535 パワーストーン・天然石のComRose 5%

7,536 comwap 5%

7,537 こめいちヤフー店 5%

7,538 米ギフトショップ中島 5%

7,539 米工房 かさまつ YAHOO店 5%

7,540 米粉パン工房みっこヤフー店 5%

7,541 Komeko Family 5%

7,542 こめこめYahoo!店 5%

7,543 米・酒・食品 ヒロシマツヤ 5%

7,544 米・雑穀のみちのく農業研究所 5%

7,545 米せん 5%

7,546 こめっこ屋ヤフー店 5%

7,547 米問屋Yahoo!店 5%

7,548 米処 稲穂屋 5%

7,549 米処うつくしま 5%

7,550 米処新潟あんなか米店 5%

7,551 米問屋蔵之助 5%

7,552 米ぬか洗剤ポリッシュアップ 5%

7,553 米のあおき 5%

7,554 米袋のマルタカ ヤフー店 5%

7,555 米屋 赤井 5%

7,556 米屋おおくら 5%

7,557 米屋かたぎり 5%

7,558 米屋太三郎 5%

7,559 米屋薬店 5%

7,560 米屋やまよし 5%
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7,561 おしゃれで便利なコメルベビー 5%

7,562 ごもシャンプーヤフー店 5%

7,563 Commode家具インテリア 5%

7,564 コモドカーサYahoo!店 5%

7,565 コモドクレア 5%

7,566 子供服Aster 5%

7,567 Comonoaショップ 5%

7,568 小物専科 5%

7,569 小物の宝箱 ヤフー店 5%

7,570 comononopopo 5%

7,571 COMONOMO 5%

7,572 こものや 5%

7,573 KOMOヤフー店 5%

7,574 KOMOREBI-YA 5%

7,575 木もれ日ューティー 5%

7,576 小谷野製作所 5%

7,577 こやま園 5%

7,578 小山商店ウェブショップ 5%

7,579 木遊館 5%

7,580 コラーゲン専門店シーエスストアー 5%

7,581 コラーゲンのルウ研究所ヤフー店 5%

7,582 ゴラッソ!Yahoo店 5%

7,583 CollaBornPlus 5%

7,584 COLABO TRADING Yahoo!店 5%

7,585 CORUNDUM Yahoo!店 5%

7,586 Gori s Kitchen 5%

7,587 コリーヌファクトリーショップ 5%

7,588 コリーネねっとショップ 5%

7,589 こりき丸 5%

7,590 GORIXジャパン 5%

7,591 コリ吉ロール ヤフー店 5%

7,592 Golkin Yahoo!ショップ 5%

7,593 ゴルクラ 5%

7,594 GOLGODAヤフーショップ 5%

7,595 CORSIA GOLF 5%

7,596 コルドバ 5%

7,597 コルハ 5%

7,598 golfersinn 5%

7,599 ゴルファーズ・ガレージ・サムライ 5%

7,600 ゴルフアトラス 5%

7,601 ゴルフアンドバラエティーヤフー店 5%

7,602 ゴルフィー ヤフー店 5%

7,603 ゴルフ イット!Yahoo!店 5%

7,604 ゴルフウェアUSA 5%

7,605 GOLF WAVE ONLINE 5%

7,606 ゴルフエイド Golfaid 5%

7,607 ゴルフギアサージ 5%

7,608 ゴルフクリエート2 5%

7,609 ゴルフ工房リバイヴ 5%

7,610 ゴルフコンペ景品のエンタメゴルフ 5%

7,611 ゴルフコンペde Happy 5%

7,612 GOLF SEASON 5%

7,613 ゴルフショッピングsomethingfour 5%

7,614 ゴルフショップ ウィザード 5%

7,615 Golf Shop エルビー ヤフー店 5%

7,616 ゴルフショップsingle 5%

7,617 ゴルフショップ ゼロフィールド 5%

7,618 ゴルフショップナンバーセブン 5%

7,619 ゴルフショップ フジコ 5%

7,620 GOLF SHOP REGOLITH 5%
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7,621 ゴルフ新鮮組 5%

7,622 ゴルフスタジオデザイン 5%

7,623 ゴルフショップセブンGOLF7 5%

7,624 ゴルフ通販 GOLF OLYMPIC 5%

7,625 ゴルフトゥエンティ 5%

7,626 ゴルフ道具商ゑびすや ヤフー店 5%

7,627 ゴルフバカ一代 ヤフー店 5%

7,628 GOLF BOOMER 5%

7,629 ゴルフプラザ グリーンフィル 5%

7,630 ゴルフプラザセブンツー 5%

7,631 GOLF-PLUS 5%

7,632 ゴルフ プレスト 5%

7,633 ゴルフマーカースタイル AirSkyWeb 5%

7,634 ゴルフマガジーノ 5%

7,635 ゴルフ屋72.com・ヤフー店 5%

7,636 ゴルフレオ 5%

7,637 ゴルフレンジャー 5%

7,638 golf1 5%

7,639 これいいね靴店 5%

7,640 コレカラスタイル 5%

7,641 コレクションウィズネットショップ 5%

7,642 コレクションシバ 5%

7,643 コレクションタイヤ 5%

7,644 コレクションモール 5%

7,645 コレクル 5%

7,646 コレ!コレ! 5%

7,647 是沢青果 ヤフー店 5%

7,648 コレスキ 5%

7,649 コロボックルの宅配便 5%

7,650 コロムビアファミリークラブ 5%

7,651 コロリエYahoo!店 5%

7,652 CORORiN 5%

7,653 CORROnストア 5%

7,654 コロンナ・ウォッチ公式ショップ 5%

7,655 Cowake 5%

7,656 こわけや 5%

7,657 COMG通販部 5%

7,658 紺KON家 5%

7,659 バレエショップ Konju Dress 5%

7,660 コンスト資材館 5%

7,661 Con Spirito 5%

7,662 CONCENT (コンセント) 5%

7,663 コンタクト カラコン アイリッチ 5%

7,664 コンタクトコゾウ 5%

7,665 コンタクトショップーさいわい 5%

7,666 コンタクト通販 アットコンタクト 5%

7,667 コンタクト通販のおつよコンタクト 5%

7,668 コンタクト通販メガキュート 5%

7,669 コンタクトレンズOculusYahoo!店 5%

7,670 コンタクトレンズギャラリーズ 5%

7,671 コンタクトレンズ通販-レンズデリ 5%

7,672 コンタクトレンズ通販のグランプリ 5%

7,673 コンタクトレンズ通販ミルコン 5%

7,674 コンタクトレンズ通販-ミルミル 5%

7,675 コンタクトレンズのウェイブマート 5%

7,676 今辰Yahoo!ショッピング店 5%

7,677 こんたろうYahoo!店 5%

7,678 Conche 5%

7,679 Continental 5%

7,680 ゴンチャロフ 5%
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7,681 昆虫専門店ホビー倶楽部 5%

7,682 Continue Efforts since 2018 5%

7,683 近藤酒米店 5%

7,684 こんなん堂 5%

7,685 CompactMart 5%

7,686 Compass沖縄 ヤフー店 5%

7,687 COMBAT RAVEN ヤフー店 5%

7,688 コンパネ屋 Yahoo!ショップ 5%

7,689 コンパルト 5%

7,690 convenience ヤフー店 5%

7,691 GON美容室 5%

7,692 金毘羅堂 5%

7,693 confiance shop 本店 5%

7,694 Confidence 5%

7,695 コンフォートショップ 5%

7,696 コンフォートスタイル-工場直営- 5%

7,697 昆布専門問屋 源蔵屋 5%

7,698 昆布漬辛子めんたいの かば田 5%

7,699 昆布問屋の松田物産 5%

7,700 コンプモト ヤフー店 5%

7,701 Complsah Factory 5%

7,702 コンプリートショッピングストア 5%

7,703 コンプリートYahoo!店 5%

7,704 COMPLEX コンプレックス 5%

7,705 コンペパートナー ヤフー店 5%

7,706 梱包サポート.com 5%

7,707 梱包資材の店LALACHYAN 5%

7,708 梱包資材屋 5%

7,709 CIRCULATION・Xヤフー店 5%

7,710 Thursday 5%

7,711 サーチライト 5%

7,712 サーティーンスポーツ 5%

7,713 サード・イアー 5%

7,714 サードウェイブ ゴルフ&スポーツ 5%

7,715 サードウェイブ 365スポーツ 5%

7,716 サードウェーブコーヒー 5%

7,717 サードニックスストア 5%

7,718 サービスユニフォーム専門店小川又 5%

7,719 SAAB 5%

7,720 サーフアップ 5%

7,721 サーフィン&スノーボードVERTEX 5%

7,722 サーフィンワールド 5%

7,723 サーモマート 5%

7,724 サーモン専門店岩松 5%

7,725 The-One 5%

7,726 さいえ 5%

7,727 SaiEL Direct 5%

7,728 菜園クラブ 5%

7,729 彩香 5%

7,730 災害イツモマインドセット 5%

7,731 崔家の健美鍋 5%

7,732 佐伯醤油 5%

7,733 西京焼専門店 京都 雅幸胤 5%

7,734 サイクリスタネット Yahoo!店 5%

7,735 サイクルエクスプレス 5%

7,736 CYCLE-COOL Yahoo!店 5%

7,737 サイクルジャパン 5%

7,738 サイクルショップ NEXT-R 5%

7,739 サイクルショップカンザキ菅原本店 5%

7,740 サイクルショップ KJM ヤフー店 5%
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7,741 サイクルショップ 自転車BOX 5%

7,742 サイクルショップ チャレンジ21 5%

7,743 サイクルショップ NEXT-R 3rd 5%

7,744 CYCLE SHOP NEXT-R 2nd 5%

7,745 サイクルショップやぐち ヤフー店 5%

7,746 サイクルストア パヴェ 5%

7,747 サイクルスポーツストア HobbyRide 5%

7,748 サイクルセンターあまぬまショップ 5%

7,749 CYCLE HEARTS 5%

7,750 サイクルパーツの ベル 5%

7,751 サイクルパーツ Yahoo!ショップ 5%

7,752 CYCLE PARADISE 5%

7,753 CYCLE PRODUCT 5%

7,754 サイクルヨシダ Yahoo!店 5%

7,755 CycleLocker Y!SHOP 5%

7,756 サイクルワールド 5%

7,757 PSYCHEDELIC GARDEN 5%

7,758 最高峰マヌカハニーTCNヤフー店 5%

7,759 サイコロ専門店ドラタコ ヤフー店 5%

7,760 彩色堂 5%

7,761 最新和服・和雑貨 和さくら庵 5%

7,762 才谷屋モバイルバッテリーイヤホン 5%

7,763 さいたま通販 5%

7,764 彩天地 5%

7,765 sidecar365 5%

7,766 サイドバイサイド 5%

7,767 Sign-usヤフー店 5%

7,768 サイネット 5%

7,769 サイバーギア 5%

7,770 サイバーボックス 5%

7,771 サイバーボックスPS 5%

7,772 CyberMasaruya 5%

7,773 cybermall4 5%

7,774 CyberLife Yahoo!店 5%

7,775 財布 長財布 革小物はWRAPS 5%

7,776 財布 バッグ 本革専門 Sentire-One 5%

7,777 財布腕時計新聞通販暮らしの幸便 5%

7,778 財布・雑貨小物のエルティー 5%

7,779 財布 雑貨 ハシエンダ 5%

7,780 財布通販ハーモニー 5%

7,781 財布・手帳・鞄のCカンパニー 5%

7,782 財布の通販 luxe 5%

7,783 財布バッグ腕時計 ネップ メンズ館 5%

7,784 財布 バッグ クレリア 5%

7,785 財布バッグ屋 Yahoo!店 5%

7,786 財布ブランド ギフトのレガーレ 5%

7,787 財布ベルトの専門店東京リッチ 5%

7,788 財宝公式通販 Yahoo!店 5%

7,789 最北の魚屋 うろこ市 ヤフー店 5%

7,790 Simon s&co. 5%

7,791 材友 5%

7,792 サインキングダム 5%

7,793 サイン素材店舗用品ShopのSMS 5%

7,794 サインメディアプラザ丸和書店 5%

7,795 SAVILEMAN Yahoo!ショップ 5%

7,796 サウス&ビューティー 5%

7,797 サウスコースト 5%

7,798 SOUTH STORE OKINAWA 5%

7,799 ざうるす 5%

7,800 サウンドイレブン 5%
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7,801 サウンドウェーブメイワ ヤフー店 5%

7,802 SoundPEATS ヤフー店 5%

7,803 THE A LIST 5%

7,804 サエダオンラインショップ 5%

7,805 蔵王そば本舗Yahoo!店 5%

7,806 坂井釣具店 ヤフー店 5%

7,807 堺の刃物屋さんこかじ 5%

7,808 堺包丁 堺一文字光秀 5%

7,809 さかいやスポーツ 5%

7,810 SAKAKI 5%

7,811 さかき苑 5%

7,812 酒蔵 仙醸 5%

7,813 酒蔵山梨 5%

7,814 さかした米店 お米・飲料 5%

7,815 酒商松本屋 5%

7,816 サガス 5%

7,817 阪通ショッピングサイト Yahoo!店 5%

7,818 さかつうヤフー店 5%

7,819 サカツコーポレーションYahoo!店 5%

7,820 さかつめ農場 5%

7,821 zaka-tea 5%

7,822 さかなのデパート三栄 ヤフー店 5%

7,823 嵯峨野 5%

7,824 嵯峨野クラフト Yahoo!店 5%

7,825 創業77年 佐賀の豆商黒田屋 5%

7,826 サガミオーディオ 5%

7,827 相模屋 5%

7,828 坂本ストアー 5%

7,829 坂本バイオのヤフー店 5%

7,830 ザ・カルチェラタンハット 5%

7,831 佐勘金物店ヤフー店 5%

7,832 SaganStyle Yahoo!店 5%

7,833 SAKIストア 5%

7,834 サキ・プラチナストア 5%

7,835 ザキャンパー 5%

7,836 作業服のB-STYLE 5%

7,837 作業着 空調服&防寒着Season-TK 5%

7,838 作業着 空調服 防寒着 キンショウ 5%

7,839 作業着本舗 ヤフー店 5%

7,840 作業工具販売の辰吉 5%

7,841 作業服 安全靴 安全帯のまもる君 5%

7,842 作業服・安全靴の藍職着 5%

7,843 作業服・空調服・つなぎのWorkTK 5%

7,844 作業服サイト法人さんいらっしゃい 5%

7,845 作業服・作業用品の金時屋 5%

7,846 作業服・作業用品のダイリュウ 5%

7,847 作業服専門店 The Working Wear 5%

7,848 作業服とカジュアルの衣・職・自由 5%

7,849 作業服・鳶服・安全靴のサンワーク 5%

7,850 作業服のI-STYLE 5%

7,851 作業服のE-STYLE 5%

7,852 作業服のS-STYLE 5%

7,853 作業服のお店 しょうふく 5%

7,854 作業服のゴリラ -作業着通販・販売 5%

7,855 作業服の店 オーツカ 5%

7,856 作業服の渡辺商会・返品交換OK安心 5%

7,857 作業服 バートル専門店 キンショウ 5%

7,858 作業屋やまほ 5%

7,859 saku.azul 5%

7,860 SUXEL-IMPORT-STORE 5%
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7,861 SAKU-SAKU 5%

7,862 ZAKZAK雑貨 5%

7,863 zagzag39 5%

7,864 SakuSakuPlus Online shop 5%

7,865 ザクザクマーケットヤフー店 5%

7,866 success24 5%

7,867 貝パールアクセサリーSakuya 5%

7,868 さくらインテリア 5%

7,869 桜梅建福屋 5%

7,870 桜駅 Yahoo!店 5%

7,871 さくらOnlineStore 5%

7,872 サクラコスメティック-SAKURA 5%

7,873 サクラサーフ&スポーツ江ノ島 5%

7,874 さくらさく 5%

7,875 sakurasac 5%

7,876 さくら商会ヤフー店 5%

7,877 サクラ印はちみつ 5%

7,878 サクラスタイル 5%

7,879 SAKURASPORTS 5%

7,880 さくら禅 5%

7,881 サクラソーケンネルヤフー店 5%

7,882 さくらソレイユ 5%

7,883 櫻田酒造株式会社ショップ 5%

7,884 桜堂 5%

7,885 さくら堂武道具Yahoo!店 5%

7,886 さくらドーム ヤフショ店 5%

7,887 桜の恋 5%

7,888 さくらの森 5%

7,889 桜庭りんご農園ヤフー店 5%

7,890 咲くラブ 5%

7,891 sakura ファッション 5%

7,892 桜花媛ヤフー店 5%

7,893 Sakura market 5%

7,894 SAKURAMOON 5%

7,895 サクラメディカルマーケット 5%

7,896 さくら薬品ヤフーショップ 5%

7,897 さくらや農園 5%

7,898 サクラヤフー店 5%

7,899 鹿児島さつま芋農家・桜山ファーム 5%

7,900 さくらんぼ 山形ふるさと食品館 5%

7,901 The Green Tea 5%

7,902 サクリファイス 5%

7,903 サクルYahooショッピング店 5%

7,904 サクルYahoo通販店 5%

7,905 ザ・クロックハウス Yahoo!店 5%

7,906 ざくろ本舗 5%

7,907 ザクロ屋ヤフー店 5%

7,908 酒市場オオノヤ 5%

7,909 酒粕の竹屋 5%

7,910 酒倶楽部三井 5%

7,911 酒ショツプnitto 5%

7,912 酒シンドバッドヤフー店 5%

7,913 酒専門店知多繁 Yahoo!店 5%

7,914 酒とキムチの浜田屋ヤフー店 5%

7,915 酒と特産品 酒の小屋 桑原商店 5%

7,916 酒どんどん Yahoo!店 5%

7,917 酒問屋ノザキ 5%

7,918 酒忍者Yahoo!店 5%

7,919 酒のいのうえ ヤフー店 5%

7,920 酒の岡田屋 5%
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7,921 酒の菊屋 5%

7,922 酒のキンコー洋酒店ヤフー店 5%

7,923 酒のシミズヤ 5%

7,924 酒のスーパーキング 5%

7,925 埼玉県だいますヤフーショップ 5%

7,926 酒のたきはん 5%

7,927 酒の茶碗屋 Yahoo!ショッピング店 5%

7,928 酒のとんだ 5%

7,929 酒のナカ屋Yahoo!店 5%

7,930 酒の番人 ヤマカワ Yahoo!店 5%

7,931 酒のひぐらし 5%

7,932 酒のビッグボス 5%

7,933 酒呑満屋 5%

7,934 酒のリラックスヤフー店 5%

7,935 Sake People 5%

7,936 酒本舗さけせん 5%

7,937 酒本舗はな 5%

7,938 Sakeライブラリー 5%

7,939 THE GOLD ショッピング ヤフー店 5%

7,940 SAKODAオンラインストア 5%

7,941 ZAKOBA中松Yahoo!Shop 5%

7,942 ざこばの朝市オンラインショップ 5%

7,943 the komeya Yahoo!店 5%

7,944 笹倉鉄平ちいさな絵画館MuseumShop 5%

7,945 ZAZAKKA 5%

7,946 ささ漬屋・津田孫兵衛・ヤフー店 5%

7,947 サザナミ 5%

7,948 SasaPark 5%

7,949 THE ZABBY 5%

7,950 ささやまビーファーム ヤフー店 5%

7,951 ささゆうYahoo店 5%

7,952 ササランド Yahoo!ショッピング店 5%

7,953 サザンウインド 5%

7,954 山茶花園～sazankaen～ヤフー店 5%

7,955 THE SUN GOLF 5%

7,956 サザンブリッジ神戸 5%

7,957 サジー専門店のネイチャーツリー 5%

7,958 差し色 5%

7,959 SUGGESTYLE 5%

7,960 刺し子糸の小鳥屋・Yahoo!店 5%

7,961 SASUGA 5%

7,962 The Scandinavie ヤフー店 5%

7,963 SASUKE 5%

7,964 sasukeproject 5%

7,965 ザ・ステレオ屋 5%

7,966 THE STORY 5%

7,967 サスヨのり 5%

7,968 さすらいの雑貨屋マカナッツ 5%

7,969 ザ・スリッパ 5%

7,970 佐世保キューキューネット 5%

7,971 作善堂 ヤフー店 5%

7,972 ザ・タッキーYahoo!店 5%

7,973 撮影機材・照明のライトグラフィカ 5%

7,974 撮影機材のプロ機材ドットコム 5%

7,975 雑貨アイディ屋 5%

7,976 ザッカーグplus いいもの見つけた 5%

7,977 雑貨&カー用品 アーティクル 5%

7,978 雑貨&車用品 アーティクル2号店 5%

7,979 Zakka&Flower HANAKYU 5%

7,980 ZACCA IZM 5%
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7,981 zacca1.5 5%

7,982 ZAKKA OFF 5%

7,983 zakka OLIVE ヤフー店 5%

7,984 雑貨zakka-candy 5%

7,985 zakka green 5%

7,986 雑貨工房 木のねっこ 5%

7,987 zakkacocker 癒し系生活雑貨 5%

7,988 zakkacity 5%

7,989 ZACCA SHOP 5%

7,990 雑貨ショップK・T 5%

7,991 雑貨ショップドットコムYahoo!店 5%

7,992 ザッカスヤフー店 5%

7,993 ZAKKAS 5%

7,994 ZAKKA STAR 5%

7,995 ザッカズ ヤフー店 5%

7,996 雑貨倉庫TOKIA 5%

7,997 Zakka-son 5%

7,998 雑貨通販 5%

7,999 雑貨通販 zakka Petanko 5%

8,000 雑貨天国 5%

8,001 雑貨店Days&Select 5%

8,002 雑貨店メルペール 5%

8,003 雑貨と家具のお店 Miel 5%

8,004 雑貨と暮らし 5%

8,005 Zakka-Don 5%

8,006 雑貨 ナチュリエ 5%

8,007 作家の器と雑貨のお店 カシテュエ 5%

8,008 雑貨のお店 ザッカル 5%

8,009 雑貨のお店セレクト・ペンギン 5%

8,010 雑貨のお店 HAPPY BIRD 5%

8,011 雑貨のお店ルポゼ神戸 5%

8,012 雑貨のおもちゃ箱バーグYahoo!店 5%

8,013 雑貨のセレクトショップSmileMe 5%

8,014 雑貨の専門店 j-fourm 5%

8,015 雑貨のねこや 5%

8,016 雑貨のぱんぷきん 5%

8,017 雑貨のマツヤス 5%

8,018 雑貨の店森の家族 5%

8,019 雑貨の森 Ki・Ra・Ra Yahoo!店 5%

8,020 雑貨のやまとヤフー店 5%

8,021 雑貨販売コモノイドウ 5%

8,022 雑貨販売のリアン 5%

8,023 ザッカフロア 5%

8,024 zaccapokka 5%

8,025 ZAKKA-BOX 5%

8,026 雑貨メーカー直営店舗アーティミス 5%

8,027 雑貨屋 5%

8,028 雑貨屋アートエコ 5%

8,029 雑貨やぁ!com 5%

8,030 雑貨屋アノ 5%

8,031 雑貨屋 Re 1em rue de ambience 5%

8,032 雑貨屋ココウキ 5%

8,033 hibinene 5%

8,034 雑貨屋さん ふるーつどろっぷ 5%

8,035 雑貨屋さんMariaMaria 5%

8,036 雑貨屋 Panna Yahoo!店 5%

8,037 雑貨屋フェリーチェ 5%

8,038 雑貨屋フリー 5%

8,039 雑貨屋ブルーリーフ 5%

8,040 雑貨屋マイスター 5%
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8,041 雑貨屋メルカート 5%

8,042 雑貨屋よしいヤフー店 5%

8,043 雑貨ライトハウス 5%

8,044 ZAKKAライフ 5%

8,045 zakkaland 5%

8,046 ザッカリア 5%

8,047 雑貨レイジー 5%

8,048 さつき商店 5%

8,049 殺菌機器ショップOfficeCo 5%

8,050 ZACC 5%

8,051 雑穀米本舗 5%

8,052 雑草対策の専門店 井上建設 5%

8,053 幸手屋 5%

8,054 サッポー Yahoo!店 5%

8,055 さっぽろ朝市 高水 5%

8,056 札幌革職人館 5%

8,057 SAPPOROショップようこそYahoo!店 5%

8,058 札幌スポーツ館Yahoo!店 5%

8,059 札幌の酒屋いまいヤフー店 5%

8,060 さつまあげの揚立屋 5%

8,061 さつまオンラインショップ 5%

8,062 薩摩蔵 5%

8,063 さつま酒店 Yahoo!店 5%

8,064 薩摩焼酎 善八酒店 ヤフー店 5%

8,065 さつま焼酎 よかにせ屋 5%

8,066 薩摩太良院(旧大麦屋)伊佐工房 5%

8,067 薩摩の恵 5%

8,068 さつまの山 5%

8,069 薩摩銘酒館ヤフー店 5%

8,070 サツマ薬局 5%

8,071 サティウェル ヤフー店 5%

8,072 サティスファクションYahoo!店 5%

8,073 THE TENT とインテリア 5%

8,074 茶道具専門店 (有)菊池商店 5%

8,075 佐藤スポーツ 5%

8,076 さとうの米 5%

8,077 サトー オンラインショッピング 5%

8,078 THE TOPMAN 5%

8,079 里見うどん 5%

8,080 里見デザイン 5%

8,081 里山農家のおいしいお米 5%

8,082 Sanana store サナナストア 5%

8,083 SunnySmileFactory 5%

8,084 sunny days Yahoo!店 5%

8,085 サニーフォーレスト 5%

8,086 SUNNY BRIGHT 5%

8,087 SUNNY BLUE 5%

8,088 サニタリーショーツのさくらスター 5%

8,089 サヌカイト特約販売店扇誉亭 5%

8,090 さぬきうどんの亀城庵・ヤフー店 5%

8,091 讃岐うどんの三野製麺所 5%

8,092 讃岐うまいもん処　大森屋 5%

8,093 さぬきや 5%

8,094 サヌック・タラート 5%

8,095 茶の心 5%

8,096 佐野たばこ店 5%

8,097 佐野みそ松江店 5%

8,098 THE PARK 5%

8,099 サバーバショップ 5%

8,100 SuperB-JAPAN 5%
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8,101 The Power Cap オンラインショップ 5%

8,102 ザ・パワフル 5%

8,103 The Bund Tea Company 5%

8,104 サビーナ自然化粧品 北海道 5%

8,105 ザ・ビューティー 5%

8,106 サファリフィギュア専門店 NAVYS 5%

8,107 The Fantasy 5%

8,108 サフィール プライムアベニュー 5%

8,109 座布団カバー専門店 三河コットン 5%

8,110 SUPPLYR 5%

8,111 サプライズweb 5%

8,112 サプライズParts 5%

8,113 surpriseflower 5%

8,114 サプライ百貨店 5%

8,115 サプランド Yahoo!店 5%

8,116 サプリ&コスメ トレボル 5%

8,117 サプリエ～自然食品・サプリメント 5%

8,118 サプリショップ ハービックス 5%

8,119 サプリストア 5%

8,120 サブリナニキータ 5%

8,121 サプリの時間 5%

8,122 サプリの素材屋 ニチエー 5%

8,123 サプリの惑星 5%

8,124 サプリプラスYahoo!店 5%

8,125 サプリマートYahoo!店 5%

8,126 サプリマルシェ ヤフー店 5%

8,127 サプリメントai 5%

8,128 サプリメントカフェ Yahoo!店 5%

8,129 サプリメント健康雑貨のお店若杉 5%

8,130 サプリメント専門店リプサ 5%

8,131 サプリメントハウス 5%

8,132 サプリメントファン 5%

8,133 サプリMEN Yahoo!ショップ 5%

8,134 サプリランド 5%

8,135 THE 文房具 令和万葉堂 5%

8,136 ザ・ベスト 5%

8,137 THE BEST 5%

8,138 The Petmart ザ・ペットマート 5%

8,139 THE BEDROOM FITTERS 5%

8,140 サポーターズヤフーショッピング店 5%

8,141 サポートセンター あそしえ 5%

8,142 Support-Parts.com 5%

8,143 the Bon inc.輸入菓子食品 5%

8,144 Summerwave 5%

8,145 Samys-B 5%

8,146 TheMeatGuy．jp 5%

8,147 サミーネット 5%

8,148 サミットエンタープライズ 5%

8,149 作務衣・甚平通販 和粋庵Yahoo!店 5%

8,150 作務衣専門館 五彩堂ショップ 5%

8,151 作務衣専門店こうたりや 5%

8,152 作務衣と和専門店 職人の技ひめか 5%

8,153 ザムスト公式ショップ Yahoo!店 5%

8,154 サムライカーペット 5%

8,155 サムライ家具 5%

8,156 サムライコスメ～モテ肌への挑戦～ 5%

8,157 侍ショップ 5%

8,158 サムライディング 5%

8,159 SAMURAIPICK WORKS 5%

8,160 サムライ薬品店 5%
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8,161 ザ・モール 5%

8,162 ザ・木工機械 5%

8,163 紗や工房 Yahoo!店 5%

8,164 THEユニフォームYahoo!店 5%

8,165 the largest selection 5%

8,166 サライshop 5%

8,167 sarasa design store 5%

8,168 sarasva Yahoo!ショップ 5%

8,169 Sarracenia(サラセニア) 5%

8,170 サラセラ 食器のことならSARA-CERA 5%

8,171 Salada Bowl-おしゃれブランド通販 5%

8,172 SALAMORE Yahoo!ショッピング店 5%

8,173 Sara-lia 5%

8,174 サラリーマン応援隊 5%

8,175 Sarico ヤフー店 5%

8,176 Sa Risa Sports 5%

8,177 SALUS 5%

8,178 サルエルパンツ専門店 サンサーラ 5%

8,179 サルエルパンツならSPEED ORANGE 5%

8,180 サルトリア 5%

8,181 Salvia coffee 5%

8,182 SALFUKUフットサルクロージング 5%

8,183 Sal.Yahoo!店 5%

8,184 さるるの部屋 5%

8,185 Salonきれい屋 5%

8,186 salons-choiceヤフー店 5%

8,187 サロン専売品のナカノザダイレクト 5%

8,188 Salon de Miel 5%

8,189 SALONBEAUTY 5%

8,190 サロンヘアケアショップ 5%

8,191 SALONMOON サロンムーン 5%

8,192 澤井珈琲 5%

8,193 沢田太鼓店 5%

8,194 さわだや 5%

8,195 さわやか家族 5%

8,196 サン・クロレラ Yahoo!店 5%

8,197 サンアール ヤフーショップ 5%

8,198 3R-2 5%

8,199 SAN-AIネットショッピングヤフー店 5%

8,200 San-ai Resort三愛水着ヤフー店 5%

8,201 SUN AND R 5%

8,202 山陰海の幸 いそはま本舗 5%

8,203 山陰海の幸 いそはま本舗2号店 5%

8,204 Sanin SHOP 5%

8,205 山陰とれたて日本海おかとみ 5%

8,206 SUNWEAR 5%

8,207 サンエイクラフトONLINE 5%

8,208 サンエイジ・オンラインストア 5%

8,209 サンエイメタルヤフーショップ 5%

8,210 サンエー神戸・創業50年 5%

8,211 サンエスライン Yahoo!店 5%

8,212 サンガーデンエクステリア 5%

8,213 三喜ネットショップ 5%

8,214 サンキャッチャーのラノア 5%

8,215 39元気一番健康ヤフー店 5%

8,216 3Q生活館 5%

8,217 39 Design Yahoo!店 5%

8,218 サンキューマーケット 5%

8,219 sankyo online store ヤフー店 5%

8,220 三共サプリ 5%
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8,221 三共タイヤ 5%

8,222 Cinq essentiel 5%

8,223 サンクス 5%

8,224 サンクスストア 5%

8,225 お花を贈るなら サンクスブーケ 5%

8,226 sanctum 5%

8,227 Sanctuary 5%

8,228 サングッド 5%

8,229 サンクフル 39GIFT事業部 5%

8,230 サングラージャパン 5%

8,231 サングラスイーショップ 5%

8,232 サングラスオンライン Yahoo!店 5%

8,233 サングラス 光学品 タキガワメガネ 5%

8,234 Sunglasses Shop Sunny 5%

8,235 サングラスセブン 5%

8,236 サングラス専門店アイゾーン 5%

8,237 サングラスドッグ Yahoo!店 5%

8,238 サングラスハウス 5%

8,239 サングラス プロショップ トライ 5%

8,240 サングラス メンズ ゴルフ WRT 5%

8,241 サングラッシー 5%

8,242 三軒茶屋通信インナーウエア三恵 5%

8,243 サンコアヤフーショップ 5%

8,244 三光園 新鮮農場 5%

8,245 三興企画 5%

8,246 三幸厨房 Yahoo!店 5%

8,247 サンコウパーツ ヤフー店 5%

8,248 サンコーオンラインショップ 5%

8,249 サンコーホビー 5%

8,250 さんごく猫の手shop 5%

8,251 SANCOTA INTERIOR 5%

8,252 サンゴ堂ヤフーショッピング店 5%

8,253 333仏具 5%

8,254 サンサンツールYahoo!店 5%

8,255 サンサン マーケット 5%

8,256 サンジェットアイYahoo!店 5%

8,257 sunshine akida 5%

8,258 sunshine sibata 5%

8,259 さんじょうインテリア 5%

8,260 三条タナカ 5%

8,261 SANSHOKU LLC 5%

8,262 三四郎市場 5%

8,263 三線工房 まちだ屋 5%

8,264 三線初心者向けショップ 5%

8,265 サンシンズ カラーサンド 5%

8,266 三線 ちゅら咲 Yahoo!店 5%

8,267 SUNS CALIF 5%

8,268 サンステップ Yahoo!店 5%

8,269 SUNSTONE 5%

8,270 suns ファッション 5%

8,271 sanseiestore 5%

8,272 サンセイタイヤサービス 5%

8,273 三省堂実業 5%

8,274 サンセイヤフー店 5%

8,275 Sunset Beach Style 5%

8,276 三創楽器Yahoo!店 5%

8,277 サンダー商事株式会社 Yahoo!店 5%

8,278 サンダードラッグ 5%

8,279 サンタアンジェラヤフーショップ 5%

8,280 三代目 米人 5%
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8,281 santasan 5%

8,282 三太店長厳選イチオシ カモシカnet 5%

8,283 サンタの贈り物 5%

8,284 三田屋本店 やすらぎの郷 5%

8,285 サンタリート 5%

8,286 SANTARUTH 5%

8,287 サンダルのやまいち 5%

8,288 産地から玄関へ 5%

8,289 産地直送ふるさと特産館 5%

8,290 産地直販　ウェブインテリア 5%

8,291 サンチナネットショップ 5%

8,292 産地まるごと応援団 5%

8,293 三茶Deらいふ 5%

8,294 三丁目商店ヤフー店 5%

8,295 三丁目の菓子工房 5%

8,296 産直アグリネットYahoo!店 5%

8,297 産直市場あじわいの朝 5%

8,298 産直越後屋 5%

8,299 産直 お米の金子 5%

8,300 産直お取り寄せニッポンセレクト 5%

8,301 産直グルメ しいあすねっと 5%

8,302 産直 旬味 5%

8,303 産直だより 5%

8,304 産直通販・おいしいお米は京米堂 5%

8,305 産直プレミアム 5%

8,306 産直マルシェ 5%

8,307 産直ヤフー店 5%

8,308 産直龍馬くん 5%

8,309 サンデーブランチ・コム 5%

8,310 サンデーメカニック ヤフー店 5%

8,311 サンテクダイレクト 5%

8,312 SANTEC 5%

8,313 サンテラボ 5%

8,314 サントノーレ Yahoo!店 5%

8,315 サンドブラスト工房 和(のどか) 5%

8,316 sandbox 5%

8,317 Sundries 5%

8,318 サンドロット笑顔のお花屋さん 5%

8,319 三七味噌 5%

8,320 サンバイカル ヤフー店 5%

8,321 385じまYahoo!店 5%

8,322 サンパックwebshopヤフー店 5%

8,323 Sunvalley Brands Japan 5%

8,324 SunPower 5%

8,325 三番館 5%

8,326 sanhanyon ヤフー店 5%

8,327 サン・びーどる 5%

8,328 Sunpie 5%

8,329 サンビジコムshop 5%

8,330 SUNVIC合同会社 5%

8,331 さんび堂 5%

8,332 サンビューティーYahoo!店 5%

8,333 sunfast-sports 5%

8,334 三福製紙ヤフー店 5%

8,335 三佛堂櫻井商店 5%

8,336 サンプラザネットショップ 5%

8,337 サンプラス・コーポレーション 5%

8,338 サンフラワー 5%

8,339 sunflowerkids 5%

8,340 サンブリッジ 5%
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8,341 さんべ商店 5%

8,342 Saintbebe 5%

8,343 sanpo 5%

8,344 三豊ストア 5%

8,345 サン宝石 ヤフー店 5%

8,346 サン・ホームショッピング 5%

8,347 さんぽっ舗 5%

8,348 サンボルト ヤフー店 5%

8,349 三本松米穀店 5%

8,350 サンマリーノ1号店 5%

8,351 sanmaru 5%

8,352 301 5%

8,353 サンモルテ オンラインショップ 5%

8,354 SUNYOUNG 5%

8,355 サンユウ卸直販 5%

8,356 三友ショップ 5%

8,357 サンユウ Yahoo!店 5%

8,358 三陽 きもの 名古屋 5%

8,359 三洋アパレル ヤフー店 5%

8,360 山陽商事株式会社 5%

8,361 三洋堂 海外&国内土産・旅行用品 5%

8,362 三陽トレーディング 5%

8,363 SANYOMALL 5%

8,364 さんらいす 5%

8,365 sun lise 5%

8,366 SUNRISE STORE 5%

8,367 サンライズニッセイ商店 5%

8,368 サンライズファーム　ハム・グルメ 5%

8,369 サンライト森永Yahoo!店 5%

8,370 サンルックダイレクト 5%

8,371 San-Luna(サンルナ)ヤフー店 5%

8,372 サンレイショップ 5%

8,373 sanreiストア 5%

8,374 365オンライン　Yahoo!店 5%

8,375 サンワード 5%

8,376 サンワOAネットショップ 5%

8,377 Sanwa Kihan Online 5%

8,378 サンワショッピング 5%

8,379 サンワ文房具ショップ 5%

8,380 三和ポチット 5%

8,381 Sears 5%

8,382 シアコン CiACON 5%

8,383 ジアニスト 5%

8,384 Ciara Yahoo!店 5%

8,385 幸せウサギRAPPYヤフー店 5%

8,386 しあわせ家族生活 5%

8,387 SHIAWASE-CLOTHES 5%

8,388 しあわせ製麺 5%

8,389 幸せな職人の本舗 5%

8,390 幸せの酒 銘酒市川 Yahoo店 5%

8,391 幸せの豆の木 5%

8,392 幸せLAB 健康幸せ研究所 5%

8,393 しあわせワイン倶楽部 5%

8,394 Chien 5%

8,395 CRK販売ネット 5%

8,396 GRストアージーアールストア 5%

8,397 CRPsports Yahoo!店 5%

8,398 Cアシスト 5%

8,399 Cアシストプラス 5%

8,400 C&E AUTO Yahoo!店 5%

6044



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

8,401 C&L TRASCO 5%

8,402 C&Kヤフーショップ 5%

8,403 C&C 5%

8,404 G&G MUSIC HOTLINE 5%

8,405 G&Vヤフー店 5%

8,406 C-Rising 5%

8,407 シーウェル Yahoo!店 5%

8,408 c-watch company 5%

8,409 SEAWOLF Yahoo!店 5%

8,410 G.H.R golden high roller 5%

8,411 GHK通販Yahoo!メンズ館 5%

8,412 GHK通販レディース館 5%

8,413 CAC化粧品オンラインストア 5%

8,414 正規販売店 CAC化粧品 プラスワン 5%

8,415 シー・エス 5%

8,416 GSHサービス 5%

8,417 GSエル・ヤフーショップ 5%

8,418 gsgs-shopping 5%

8,419 CSCmode 5%

8,420 シーエスシーYahooショッピング店 5%

8,421 c.s.c Yahoo!店 5%

8,422 CS商会 5%

8,423 CS STORE 5%

8,424 CSマイスター Yahoo!店 5%

8,425 シーエスラックYahoo!店 5%

8,426 GNC SHOP 5%

8,427 GL MALL JAPAN 5%

8,428 シーオーワールド Yahoo!Shop 5%

8,429 ZI-ON 5%

8,430 C.COUNTLY 5%

8,431 シーガルダイレクト 5%

8,432 CQオーム Yahoo!店 5%

8,433 SEEK 5%

8,434 シークエントドリーム 5%

8,435 シークオンラインショッピング 5%

8,436 CeeCloud 5%

8,437 G-CROSS NET 5%

8,438 GKストア 5%

8,439 g-COAT 5%

8,440 G-Call 食通の定番 お取り寄せ 5%

8,441 しーさーどっとこむ 5%

8,442 シーサイドソフト Yahoo!店 5%

8,443 gee-gi 5%

8,444 gcs-net 5%

8,445 GCSメディカル Yahoo!店 5%

8,446 シーシーエヌ 5%

8,447 シーシーエヌSHOP 5%

8,448 CCCSTORES 5%

8,449 GCJ-Shop2 5%

8,450 GCJ-Shop 5%

8,451 CCnet 快適バリューSHOP 5%

8,452 ジージーバンク ヤフー店 5%

8,453 CCPOPO・シーシーポポ・Yahoo!店 5%

8,454 GJWEB 5%

8,455 CJstore 5%

8,456 zchion store 5%

8,457 シーズ(see’s) 5%

8,458 ジーズ 5%

8,459 G s CAFE-公式-Yahoo!ショップ 5%

8,460 Cs Select シーズセレクト 5%
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8,461 ZeeStyle 5%

8,462 C-スタイル Yahoo!店 5%

8,463 メンズウエアg-stage Yahoo!店 5%

8,464 G-Store Yahoo!ショッピング店 5%

8,465 シーズニーズ 5%

8,466 G3 AQUA LAB ヤフーショップ 5%

8,467 g-select-ジーセレクト Yahoo!店 5%

8,468 gzero3 5%

8,469 G専門店G-SUPPLY 5%

8,470 ジーゾーン ゴルフ 5%

8,471 C-DIRECT 5%

8,472 椎茸問屋 伊勢丘商店 5%

8,473 しいたけの兼貞ヤフー店 5%

8,474 シータスク ヤフーショップ 5%

8,475 si-taヤフー店 5%

8,476 CtwoQ 5%

8,477 シーツ工房 COCORON 5%

8,478 CDS-R 5%

8,479 美しく暮らす C.D.F 5%

8,480 CDMCLOSET 5%

8,481 ctcオンラインショップ 5%

8,482 GTDゴルフ公認ストア 5%

8,483 CD・メガネのサウンドエース 5%

8,484 CDMファイブウイッシュ 5%

8,485 シートカバー コネクト 5%

8,486 シートカバー z-style 5%

8,487 シートカバー販売CARHOUSE KINGDOM 5%

8,488 シードコムスYahoo!店 5%

8,489 SEED Japan 5%

8,490 シート屋.JP 5%

8,491 ジーナ　ジュエリー 5%

8,492 GNINE 5%

8,493 GNINE Furniture 5%

8,494 ジーニーウェブストア 5%

8,495 SeaNestle 5%

8,496 GNETアキバ 5%

8,497 JYPERS(ジーパーズ) 5%

8,498 しい林フラワーファーム 5%

8,499 CPAXIA・Yahoo!ショッピング店 5%

8,500 CP&LD 5%

8,501 GBFT Interior 5%

8,502 GBFT Online 5%

8,503 GBFT-Online Yahoo!店 5%

8,504 GPJストア 5%

8,505 G.P Jewelry 5%

8,506 GBショップ 5%

8,507 シーピース Yahoo!店 5%

8,508 CBDライフ 5%

8,509 CBDSt. 5%

8,510 CB南イタリア産直オリーブオイル 5%

8,511 C-VISION 5%

8,512 CBD by CannaTech 5%

8,513 CBeautyProshop 5%

8,514 G-five 5%

8,515 G-FACTORY Yahoo!店 5%

8,516 G FIELD 5%

8,517 シープウイング ヤフー店 5%

8,518 seafoodmax 5%

8,519 Sheepon-OnLineStore 5%

8,520 SheepDreams 5%
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8,521 G.Plus 5%

8,522 G-Plus 5%

8,523 G-FLEX 5%

8,524 G-PRODUCTS 5%

8,525 GPORT 5%

8,526 シーボディオフィシャルヤフー店 5%

8,527 しーま商店ヤフー店 5%

8,528 ziimo&co.Yahoo!店 5%

8,529 ジーモール 5%

8,530 GUセレクト 5%

8,531 c-Life 5%

8,532 Sealass 5%

8,533 シーラン直営店 5%

8,534 ジーリーショップ 5%

8,535 シールDEネームヤフーショップ 5%

8,536 ＣＹＤネットショップ 5%

8,537 CY貿易 5%

8,538 SEA-ONE Yahoo!店 5%

8,539 CEEN 5%

8,540 jeans藍や 5%

8,541 ジーンズ&カジュアル URBENE 5%

8,542 ジーンズ&カジュアル ロック 5%

8,543 ジーンズカジュアルSUEHIRO 5%

8,544 JEANS-SANSHIN 5%

8,545 ジーンズショップマルセル 5%

8,546 ジーンズ J KURA ジンクラ 5%

8,547 ジーンズステーション Yahoo!店 5%

8,548 ジーンズ専門店Basis 5%

8,549 JEANSBUG 5%

8,550 ジーンズ・パンツならURBENE 5%

8,551 ジーンズファースト駒込店!! 5%

8,552 JEANS FACTORY Online Shop 5%

8,553 ジーンズプラザ摩耶葛西店 5%

8,554 寺院仏具.com ヤフー店 5%

8,555 GeneLife Yahoo!ショッピング店 5%

8,556 シェアハッピー Yahoo!店 5%

8,557 シェア・ファーム 5%

8,558 shearybijou 5%

8,559 J&L AUTOMOTIVE 5%

8,560 ジェイウェルドットコム 5%

8,561 JAみっかび ミカちゃんショップ 5%

8,562 JSHカメラ Yahoo!ショップ 5%

8,563 JSLジャパン 5%

8,564 JScompany Yahoo!店 5%

8,565 JSPTOKAI 5%

8,566 JFNストア ヤフーショッピング店 5%

8,567 JFSounds 5%

8,568 JMEI 5%

8,569 jautoヤフーショッピング店 5%

8,570 JOKnet Yahoo!店 5%

8,571 J-Kazu 5%

8,572 JGLASS ヤフー店 5%

8,573 JKN-select 5%

8,574 JCCショップ ヤフー店 5%

8,575 JCT メディカルショップ 5%

8,576 JJINC 5%

8,577 JJPRO-HOME 5%

8,578 JJeyヤフー店 5%

8,579 JショッピングYahoo!店 5%

8,580 J.three 5%
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8,581 J-select 5%

8,582 J.Wストア 5%

8,583 JTWO 5%

8,584 JTTOnlineヤフーショップ 5%

8,585 JNET-STORE 5%

8,586 ジエイピア 5%

8,587 ジェイピアプラス 5%

8,588 JBCショップ 5%

8,589 JBストア 5%

8,590 JB Tool 5%

8,591 JP-Brands.com Yahoo!店 5%

8,592 JPRiDE(ジェイピー・ライド)正規店 5%

8,593 Jfactory 5%

8,594 j-fourm 5%

8,595 jpex印刷ショップYahoo!店 5%

8,596 ジェイ・メディックス 5%

8,597 Jmodeヤフー店 5%

8,598 JUKO.IN・ヤフー店 5%

8,599 ジェイユーショップ ヤフー店 5%

8,600 Chez Hirondelle 5%

8,601 jr特急ご当地グルメ号 5%

8,602 J-grows 5%

8,603 JCM 5%

8,604 JCM Store 5%

8,605 jctradeヤフー店 5%

8,606 ジェーシカモバイル 5%

8,607 JXSHOPPU 5%

8,608 JN-MALL 5%

8,609 JPStars Online Shop 5%

8,610 JP.store 東京本店 5%

8,611 JPLAMPヤフー店 5%

8,612 J LaFan 5%

8,613 シェーンコスメ 5%

8,614 GEO style ジェオスタイル 5%

8,615 ジェクス直営YAHOO店 5%

8,616 jxt-style 5%

8,617 ジェッカーズYahoo!ショップ 5%

8,618 JEX宝石ギャラリー Yahoo!店 5%

8,619 ジェック Yahoo!店 5%

8,620 ジェットイノウエ専門店AKIBA 5%

8,621 ジェットラグYahoo!店 5%

8,622 ジェニーコーヒー ヤフー店 5%

8,623 Jennifer Taylor Home 5%

8,624 Genufine 5%

8,625 純正部品.com 5%

8,626 Genesis1989 5%

8,627 ジェネラスファーマ Yahoo!店 5%

8,628 ジェネラルシェイプ 5%

8,629 ジェネレーション 5%

8,630 shepherd ヤフー店 5%

8,631 シェフ桑原 鴨とフォアグラ専門店 5%

8,632 シェフドッグのシアンシアン 5%

8,633 JEFFERY WEST 5%

8,634 CMI STORE 5%

8,635 ジェム・スクエア カネモリ 5%

8,636 ジェムストック 5%

8,637 ジェムバザール 5%

8,638 ジェラートアイスクリーム魁 5%

8,639 シェリ 5%

8,640 JERRY 5%
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8,641 JellyClubOnline 5%

8,642 JERRYS STORE 5%

8,643 シェリーブ・オフィシャル 5%

8,644 Cherie-Lapain 5%

8,645 JEWELRYWORLDラマジェムス 5%

8,646 Jerico Yahoo!店 5%

8,647 SHERIDAN シェリダン 5%

8,648 シェリ ピアス・ヘアアクセサリー 5%

8,649 cherim-boat 5%

8,650 Cherimo 5%

8,651 シエル 5%

8,652 Gl Gate 5%

8,653 Scelta シエルタ 5%

8,654 シェルドン 5%

8,655 プロ愛用ジェルネイル通販 Gelne 5%

8,656 シエロブルー 5%

8,657 ジェンガラ専門店 月下香 5%

8,658 シエンジロリン村　ヤフー店 5%

8,659 GENTLE BREEZE 5%

8,660 潮彩 5%

8,661 潮彩 Yahoo!店 5%

8,662 塩田ふとん店 5%

8,663 ジオマート 5%

8,664 Zion健康一番館 5%

8,665 歯科医院専売品のデンタルフィット 5%

8,666 歯科専売品のイーデント ヤフー店 5%

8,667 自家焙煎珈琲 カフェカンパニー 5%

8,668 自家焙煎珈琲 珈嗜園 5%

8,669 自家焙煎コーヒー工房 信州珈琲 5%

8,670 自家焙煎コーヒー マウンテン 5%

8,671 自家焙煎珈琲豆 大澤珈琲店 5%

8,672 自家焙煎珈琲 六古窯 5%

8,673 自家焙煎ひつじcoffee webshop 5%

8,674 直火焙煎コーヒー豆 しげとし珈琲 5%

8,675 シカ ヤフー店 5%

8,676 しがらき 5%

8,677 信楽焼の手元供養 こころの杖 5%

8,678 地カレー家 Yahoo支店 5%

8,679 時間の専門店-3時の森 5%

8,680 JIGGYS SHOP 5%

8,681 色彩キューブ 5%

8,682 四季彩-陶器ONLINE-ヤフー店 5%

8,683 四季自然や Yahoo!店 5%

8,684 四季旬菜館 5%

8,685 シギタヤフーショップ 5%

8,686 四季堂 5%

8,687 磁気ネックレス通販 ほぐしや本舗 5%

8,688 四季の旬菓と和心スイーツ 玉華堂 5%

8,689 鴫原質店 5%

8,690 四季めだか 5%

8,691 敷物市場 5%

8,692 四季物屋 5%

8,693 時空館 Yahoo!店 5%

8,694 軸受ショップ 5%

8,695 ジグソーパズル友蔵 5%

8,696 シグネット制作部 5%

8,697 シグマコンタクト 5%

8,698 シグマックス公式ショップYahoo!店 5%

8,699 シクロSHOP 5%

8,700 しこく市場 5%
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8,701 四国ガーデン 5%

8,702 四国紙販売株式会社 5%

8,703 仕事靴下専門店プロソックス 5%

8,704 シザーハンズ 5%

8,705 シザーハンズplus 5%

8,706 シザイーストア 5%

8,707 資材・印刷のルネ 5%

8,708 資材屋さん 5%

8,709 資材屋さん2号店 5%

8,710 地酒 酒のこんちきたいヤフー店 5%

8,711 地酒焼酎お取り寄せグルメのサワヤ 5%

8,712 地酒専門銘酒しらい屋 5%

8,713 地酒 たかま酒店 5%

8,714 地酒と日本ワイン 和醸の杜 5%

8,715 地酒とワインの喜咲酒家 ヤフー店 5%

8,716 地酒とワイン　谷塚屋 5%

8,717 地酒まつもと 松本酒店 5%

8,718 地酒屋蔵之助 5%

8,719 しじみ屋かわむら 5%

8,720 自社工房の額縁専門店ないとう 5%

8,721 自社ブランド良品寝具の宮地 5%

8,722 刺繍アトリエ・Yahoo!店 5%

8,723 刺繍エンブレムのプロ 5%

8,724 刺繍家族 5%

8,725 刺繍ギフト いろはに 5%

8,726 刺繍雑貨みつばリーフ ヤフー店 5%

8,727 刺しゅうのお店 5%

8,728 思春期マーブルのTシャツ屋さん 5%

8,729 静岡お茶屋かのう茶店 5%

8,730 静岡グルメ セレクトフード コパン 5%

8,731 静岡茶の通販 沼津・市川園 5%

8,732 静岡茶 葉桐の商品&新茶一覧 通販 5%

8,733 静岡茶深むし茶ポイント消化歓迎店 5%

8,734 静岡のお茶処 まきのはら茶屋 5%

8,735 しずおか夢工房ヤフー店 5%

8,736 shizuka will 5%

8,737 シズ ショッピングサイト ヤフー店 5%

8,738 SISTINA システィーナ 5%

8,739 sisdesign MONOTONE MARKET 5%

8,740 SYSTEM-ES Yahoo!ショップ 5%

8,741 システム手帳リフィル 中身専門店 5%

8,742 システム手帳リフィル 筆箱専門店 5%

8,743 System Park 5%

8,744 GISE 5%

8,745 シセイル ヤフー店 5%

8,746 シゼム ヤフー店 5%

8,747 自然エネルギー・安川商事 5%

8,748 紙専館 5%

8,749 自然化粧品研究所 5%

8,750 自然食のペットフード店Oracion 5%

8,751 自然食品店ブラウンビレッジ 5%

8,752 自然食品の店クオーレ・こころ 5%

8,753 自然食品の店 東光 5%

8,754 自然食品・有機米 かねこや 5%

8,755 自然と伝承の力-みつばちロード 5%

8,756 自然の恵みだしSHOP 5%

8,757 自然派コスメ パイナチュラル 5%

8,758 自然派ストア Sakura 5%

8,759 自然派宣言 いのけんショップ 5%

8,760 自然派入浴剤とコスメ マユナ 5%
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8,761 自然派ブランドザバランス 5%

8,762 自然派ベーグルのお店 ナチュグル 5%

8,763 自然満喫屋 5%

8,764 自然楽園 5%

8,765 下着通販ショップMUDE 5%

8,766 下着の専門店アン ヤフー店 5%

8,767 下着ランジェリー東京青山プルミエ 5%

8,768 下町のさかやさん 5%

8,769 下町バームクーヘン 5%

8,770 質&買取ぜにや 5%

8,771 質 買取 TAKAMI ヤフー店 5%

8,772 質かづさや 5%

8,773 質かわむら 5%

8,774 7・5・3アクセサリーshop 5%

8,775 質サイトウヤフーショップ 5%

8,776 質Shop天満屋 5%

8,777 質タカラYahoo!ショップ 5%

8,778 しちだ・教育研究所 Yahoo!店 5%

8,779 質のヤマザキ 5%

8,780 質舟橋78 5%

8,781 七福ツール Yahoo!店 5%

8,782 七宝印坊 5%

8,783 質みなみ ヤフーショッピング店 5%

8,784 質屋クラタセブン 5%

8,785 質屋さのや Yahoo!ショップ 5%

8,786 七輪の里 5%

8,787 漆器 山田平安堂 5%

8,788 漆器久太郎 5%

8,789 漆器とキッチン 祭りのええもん 5%

8,790 漆器の産地職人のお店 紀州ヤマガ 5%

8,791 漆木屋 5%

8,792 シックスセンス 5%

8,793 6DEGREES-ONLINE 5%

8,794 SIXPLUS 5%

8,795 chic tone 5%

8,796 實光包丁 5%

8,797 ZiPPY!ヤフー店 5%

8,798 zip 5%

8,799 シップスコアーズ株式会社Yahoo!店 5%

8,800 zipmart 5%

8,801 七宝工房くじゃくヤフーショップ 5%

8,802 Zippo専門店フラミンゴ Yahoo!店 5%

8,803 City Commu公式販売店 5%

8,804 シティネット 5%

8,805 自転車館びーくる 5%

8,806 自転車グッズのキアーロ 5%

8,807 自転車倶楽部 5%

8,808 自転車屋 黒ヒゲ 5%

8,809 自転車 スマートジョイ 5%

8,810 自転車生活課ゆう 5%

8,811 自転車通販 男STYLEプラス 5%

8,812 自転車通販 スマートファクトリー 5%

8,813 自転車通販 IBFショップ 5%

8,814 自転車通販 voldy.collection 5%

8,815 自転車通販 F-select 5%

8,816 自転車Dplus 5%

8,817 自転車 ノースタイル 5%

8,818 自転車の九州車輌 5%

8,819 自転車の九蔵 5%

8,820 自転車のQBEI Yahoo!店 5%

6051



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

8,821 自転車のtaketheair 5%

8,822 自転車のトライ Yahoo!店 5%

8,823 自転車のライトをつけようSHOP 5%

8,824 自転車パーツのハヤサカ 5%

8,825 自転車BANK 5%

8,826 自転車 秘密基地 5%

8,827 自転車部品.com Yahoo!ショップ 5%

8,828 自転車プローウォカティオ 5%

8,829 自転車用品 QUAMTRADE 5%

8,830 じてんしゃらんど Yahoo!店 5%

8,831 自動車用オーダーマットRUGREX 5%

8,832 シトラス 5%

8,833 CITRINE Chakra-シトリン チャクラ 5%

8,834 citron glaces 5%

8,835 シトロン ヤフー店 5%

8,836 citron-神戸 5%

8,837 シナールストア 5%

8,838 品川ゴム 通販部 5%

8,839 シナグロ通販サイトビオクル 5%

8,840 Synergy 5%

8,841 シナノテント・名入れ無料・通販 5%

8,842 信濃屋 5%

8,843 シナプスYahoo!店 5%

8,844 シニアファッションココわく 5%

8,845 シニアファッション・手毬 5%

8,846 シニアレディースパンツのタイセイ 5%

8,847 老舗こんにゃく専門店上原本店 5%

8,848 シノスポYahoo!ショップ 5%

8,849 篠田仏檀店 5%

8,850 しのびや Yahoo!ショップ 5%

8,851 Shinobu Riders Store 5%

8,852 シノワズリーモダン 5%

8,853 柴犬の服屋さん ONE歩 5%

8,854 しばえもん農園 5%

8,855 XHKヤフー店 5%

8,856 地場産くるめ 5%

8,857 地場産食材寳TERAS 5%

8,858 柴田工芸 onlineshop 5%

8,859 シバデンネット 5%

8,860 芝生のことならバロネスダイレクト 5%

8,861 地場もん通販Yahoo!店 5%

8,862 SHiBA流 5%

8,863 地ビール・地酒 上げ馬 蔵元 5%

8,864 地ビールのSwanlakeBeer 5%

8,865 Civil Life 5%

8,866 渋谷イケベ楽器村 5%

8,867 Shibuya Import 5%

8,868 シブヤ文具 5%

8,869 志ほや 5%

8,870 CIBOLA 5%

8,871 シマシマ太郎 5%

8,872 島田ミシン.com Yahoo!店 5%

8,873 Shimadaya HOME&LIFE Yahoo!店 5%

8,874 島道具 5%

8,875 shima to life 5%

8,876 SHIMA NET TOOL 5%

8,877 シマムセンYahoo!店 5%

8,878 島村兄弟 5%

8,879 しまもん屋 5%

8,880 シマヤフィッシングSHOP 5%
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8,881 JIMAYAN 5%

8,882 ジミースポーツ 5%

8,883 清水金物.biz 5%

8,884 シミズ事務機Yahoo!店 5%

8,885 ジムキヤドットコム 5%

8,886 シムズジャパン 5%

8,887 ジムナスドットネット 5%

8,888 ジムニーアルマージ 5%

8,889 シムネット・旧店舗 5%

8,890 シムネット ヤフー店 5%

8,891 事務服・制服の衣・職・自由femme 5%

8,892 シメファブリック 5%

8,893 ふぐ・くじら 下関なると 5%

8,894 下関 ふぐ老舗問屋 山西水産 5%

8,895 しもみ屋 5%

8,896 しもむら漆器 5%

8,897 ジャージ メンズレディースDiastar 5%

8,898 journal standard Furniture 5%

8,899 シャープなフジデン 5%

8,900 シャイニージェル公式ショップ 5%

8,901 シャイニングストア 5%

8,902 シャイニングストア生活館 5%

8,903 シャイニング パーツ 5%

8,904 ジャイブミュージック 5%

8,905 Shine Mart 5%

8,906 しゃく 5%

8,907 若石足療 健美院 5%

8,908 弱電館 ヤフー店 5%

8,909 社交ダンスドレスJJplus 5%

8,910 社交ダンスファイナリストYahoo!店 5%

8,911 車高調通販トランスポート Yahoo!店 5%

8,912 九州通販・取寄せのじゃじゃ美味 5%

8,913 JAJABOON Yahoo!店 5%

8,914 JAJAN-ANNEX 5%

8,915 写真台紙 イズミダイシ ヤフー店 5%

8,916 写真のセントラル 5%

8,917 写真屋さんドットコム 5%

8,918 写真用紙とアルバム用紙のプロ紙 5%

8,919 写真ラベル焼酎・日本酒 私のお酒 5%

8,920 ジャスティス 5%

8,921 ジャストアイテムジャパンヤフー店 5%

8,922 ジャストインテリア 5%

8,923 Just Goods-アメカジファッション 5%

8,924 ジャストゴルフ 5%

8,925 Just-Just 5%

8,926 ジャストネット Yahoo!店 5%

8,927 JustFit 5%

8,928 Just For You online store 5%

8,929 JustMode 5%

8,930 ジャスビー 5%

8,931 JASUMIN Yahoo!店 5%

8,932 シャチハタ印鑑 扇子 はんこ女子会 5%

8,933 JACKAL 5%

8,934 Jackinthebox 5%

8,935 ジャックと豆の木 5%

8,936 JACK PARTS 5%

8,937 JACK MARKET 5%

8,938 ジャックロード 5%

8,939 ジャッコランタンjack-o-lantern 5%

8,940 ジャップ工房 5%
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8,941 SHUFFLE STORE 5%

8,942 Chateau Tokyo 5%

8,943 シャトー文雅 Yahoo!店 5%

8,944 シャドール 5%

8,945 janatnesia4 5%

8,946 Janetpc 5%

8,947 ジャネットPC Pro 5%

8,948 Chaneri 5%

8,949 JAVA-goodsstore 5%

8,950 じゃばら本舗でじゃばら生活 5%

8,951 JAPAN AVE Yahoo!ショッピング店 5%

8,952 ジャパンカプセル 5%

8,953 ジャパンギフト 5%

8,954 Japan couture ジャパンクチュール 5%

8,955 ジャパングルメダイレクト 5%

8,956 ジャパンゴールドジュエリー 5%

8,957 ジャパンコスメYahoo!店 5%

8,958 JapanSLIM 5%

8,959 JSS STORE 5%

8,960 ジャパンダイレクト Yahoo!店 5%

8,961 japan-treasure 5%

8,962 Japan Bass Tackle 5%

8,963 株式会社 ジャパンフーズ 5%

8,964 JapanBela 5%

8,965 ジャパンポート-Yahoo!店 5%

8,966 JAPAN HOBBY ネコポス配送専門店 5%

8,967 ジャパンマーケットプレイス 5%

8,968 シャボン玉石けん公式 Yahoo!店 5%

8,969 JAMMY STORE 5%

8,970 JAM Collection 5%

8,971 jam store 5%

8,972 JAM-PACK STORE 5%

8,973 ジャム瓶のちゅうくう 5%

8,974 JAMPOPヤフーショップ 5%

8,975 shamrock-goods shop pro 5%

8,976 ジャラハニーMEDY-JARA 5%

8,977 砂利・エクステリアGreenArts 5%

8,978 しゃりnet.米ほーむ 5%

8,979 砂利んこ 5%

8,980 車輪総合市場 Rinato 5%

8,981 chalulu 5%

8,982 Cyalel YahataYahoo!店 5%

8,983 SHAREKI GOLF 5%

8,984 sharero 5%

8,985 シャローム 5%

8,986 シャワープランニングYahoo!店 5%

8,987 Junkie monkey’s STORE 5%

8,988 ジャングジャック Yahoo!店 5%

8,989 ジャンクションプラスP・ヤフー店 5%

8,990 JUNCTION PRODUCE 公式ヤフー店 5%

8,991 ジャングルゴルフ 5%

8,992 JUNGLE JUNGLE 5%

8,993 ジャングルパーク 5%

8,994 じゃんぐるぺっと 5%

8,995 ジャンクワールド-プレミアム 5%

8,996 ジャンクワールドYahoo!店 5%

8,997 シャンコスメディアヤフー店 5%

8,998 シャンゼリゼヤフー店 5%

8,999 SHANTI 5%

9,000 シャンティカレー Yahoo!店 5%
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9,001 Janthina 5%

9,002 Chantilly ヤフー店 5%

9,003 シャンデレスト 5%

9,004 上海焼き小籠包 吉祥寺本店 5%

9,005 シャンパンワインヤフーショップ 5%

9,006 JUMP BALL 5%

9,007 ジャンブルスタイル 5%

9,008 JumbleFurniture 5%

9,009 シャンブレイ Yahoo!店 5%

9,010 シャンメイク 5%

9,011 ジュイール 5%

9,012 JUILLET17 5%

9,013 獣医師・宿南章の愛情ごはん療法食 5%

9,014 シューエイヤフー店 5%

9,015 シューエクスプレス アウトレット 5%

9,016 シューエクスプレスYahoo!店 5%

9,017 自由が丘 モンブランYahoo!店 5%

9,018 自由花Yahoo!店 5%

9,019 紙遊館 5%

9,020 住器プラザ ヤフーショップ 5%

9,021 19inch ハンカチとタオルの専門店 5%

9,022 住建本舗 5%

9,023 秀光堂 5%

9,024 Juza Field Gear 5%

9,025 十字屋薬粧 5%

9,026 シューズ&ファッションSTREET BROS 5%

9,027 シューズイン神戸 Yahoo店 5%

9,028 シューズウォーカーカワカミ靴店 5%

9,029 シューズウォークアップ 5%

9,030 シューズガレージ 5%

9,031 ShoeSquare シュースクエア 5%

9,032 SHOES GRIND 5%

9,033 シューズクラブCヤフー店 5%

9,034 シューズショップ メルヘン 5%

9,035 シューズショップ エルドラード 5%

9,036 シューズショップ エルフ 5%

9,037 shoes shop Creation 5%

9,038 シューズショップ シンプル 5%

9,039 シューズショップ タカムラ 5%

9,040 シューズショップ辻徳 5%

9,041 シューズショップブーショップ 5%

9,042 シューズショップ冨士屋 5%

9,043 シューズショッププチプラ 5%

9,044 SHOES SHOP MEXICO 5%

9,045 SHOES SHOP LUCIUS 5%

9,046 shoes storeアビック 5%

9,047 シューズ スニーカー ベルト R.A.N 5%

9,048 シューズダイレクト Yahoo!店 5%

9,049 シューズとみもと.com 5%

9,050 シューズパーク ビースタイル 5%

9,051 シューズハウス すきっぷ 5%

9,052 シューズハウス長崎店 5%

9,053 シューズピエYahooストア 5%

9,054 シューズ ビスタ ヤフー店 5%

9,055 シューズベース 5%

9,056 Shoeshall 5%

9,057 SHOES MERCURY 5%

9,058 SHOESMARKET 5%

9,059 シューズマーケット ヒグチ商店 5%

9,060 シューズランドYahoo!店 5%
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9,061 SHOES WANヤフー店 5%

9,062 住設卸売問屋Yahoo!店 5%

9,063 住設オンデマンド 5%

9,064 住設倶楽部 5%

9,065 住設・建材 TMC 5%

9,066 住設ショッピング 5%

9,067 住設堂.com 5%

9,068 住設と電材の洛電マート 5%

9,069 じゅうせつひるず.com 5%

9,070 住設プロ Yahoo!店 5%

9,071 住設本舗 5%

9,072 SHOE CELLAR 5%

9,073 住宅設備専門通販 柳生住設 5%

9,074 住宅設備のプロショップDOOON!! 5%

9,075 住宅設備販売ドットコム ヤフー店 5%

9,076 Giugho 5%

9,077 収納家具 ウッドペッカー 5%

9,078 収納家具通販 アーネ 5%

9,079 収納家具のイー・ユニット 5%

9,080 収納家具のイー・ユニットヤフー店 5%

9,081 収納家具のホームスペース 5%

9,082 収納家具本舗 5%

9,083 収納雑貨ツエッペ 5%

9,084 収納と寝具のストア 5%

9,085 収納の巣 5%

9,086 収納 ベッド ソファーのHappyRepo 5%

9,087 収納 本棚&食器棚 ラック YMWORLD 5%

9,088 18金ネックレス ビジュブティック 5%

9,089 SHOEBREAK 5%

9,090 シューマートワールド ヤフー店 5%

9,091 十文字屋商店 Yahoo!店 5%

9,092 ジュールプラス 5%

9,093 秀和堂 5%

9,094 ジュエリーアイ 5%

9,095 ジュエリー アヴァンティ 5%

9,096 ジュエリー アクセ 時計 MARKGRAF 5%

9,097 ジュエリー イレブン 5%

9,098 Jewelry Win 5%

9,099 ジュエリーウォーク心斎橋 5%

9,100 ジュエリー 兎屋 5%

9,101 ジュエリーエクセレンテ 5%

9,102 ジュエリー王国 5%

9,103 ジュエリーオウル 5%

9,104 ジュエリーおくやまヤフー店 5%

9,105 Jewelry Only one 5%

9,106 ジュエリーカルポ 5%

9,107 ジュエリーキャッスルヤフー店 5%

9,108 ジュエリー京屋 Yahoo店 5%

9,109 ジュエリー工房アトラス 5%

9,110 ジュエリー工房アトラス夢 5%

9,111 ジュエリー工房 ALMA 5%

9,112 ジュエリー工房エターナルジェム 5%

9,113 ジュエリー工房 Orefice 5%

9,114 ジュエリー工房ベーネベーネ 5%

9,115 ジュエリーコトブキ誕生プレゼント 5%

9,116 ジュエリー彩 5%

9,117 ジュエリーSAYAKA 5%

9,118 JEWELRY SANMI 5%

9,119 ジュエリー C 5%

9,120 Jewellery SHIBATA 5%
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9,121 jewelryshop awee 5%

9,122 ジュエリーショップウエイ 5%

9,123 ジュエリーショップ オールージュ 5%

9,124 Jewelry-Shop ルビーノ 5%

9,125 ジュエリースタジオ プラスター 5%

9,126 ジュエリーSEKINE 5%

9,127 ジュエリー D-PLANET 5%

9,128 ジュエリー240 5%

9,129 ジュエリーパーツショップ 5%

9,130 ジュエリーバーYahoo!店 5%

9,131 ジュエリーフィガロ 5%

9,132 ジュエリー for you 5%

9,133 ジュエリーブランド GemCrown 5%

9,134 Jewelry box 5%

9,135 ジュエリーボックス・TK 5%

9,136 ジュエリーボックス プーロタンゴ 5%

9,137 Jewelry Me 5%

9,138 ジュエリーミーライズ 5%

9,139 ジュエリーMEISEIヤフーショップ 5%

9,140 ジュエリーメビウス 5%

9,141 Jewelry Merci 5%

9,142 ジュエリーYouMe 5%

9,143 ジュエリー夢追人 5%

9,144 ジュエリーラピネス 5%

9,145 ジュエリーluire-Yahoo!店 5%

9,146 ジュエリー ル・コントン 5%

9,147 ジュエリーレンタル Partners 5%

9,148 ジュエリーワイゼムYahoo!店 5%

9,149 JENNI.ANAP.ZIDDY-子供服-Jewel 5%

9,150 Jewel & Gold KAWAI Yahoo!店 5%

9,151 Jeweluce 5%

9,152 ジュエルクライム 5%

9,153 ジュエルショット東京 5%

9,154 ジュエルスター 5%

9,155 Jewel Select 5%

9,156 ジュエル フクダ ヤフーショップ 5%

9,157 Jewel Vox 5%

9,158 ジュエルワールド 5%

9,159 シュガー 5%

9,160 シュガーオンラインショップ 5%

9,161 SUGAR JEWEL 5%

9,162 SUGARTIME 5%

9,163 SUGARDAYS 5%

9,164 シュガービスケット 5%

9,165 シュガーラッシュ 5%

9,166 除菌消臭ランド 5%

9,167 熟睡工房 5%

9,168 熟成工房 朔 5%

9,169 縮毛矯正不要ヘアアイロンEST 5%

9,170 手芸・生地たけみやヤフーショップ 5%

9,171 手芸倶楽部 ヤフー店 5%

9,172 手芸材料店メロウハウスヤフー店 5%

9,173 手芸材料のお店 アンシャンテ工房 5%

9,174 手芸材料のお店 Craft Tamago 5%

9,175 手芸材料の専門店 持ち手屋さん 5%

9,176 手芸通販ネットショップドリーム 5%

9,177 手芸店 mercerie de ambience 5%

9,178 手芸と生地の店いすず ヤフー店 5%

9,179 手芸のハグルマ 5%

9,180 手芸のピロル ヤフーSHOP 5%
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9,181 手芸のfairylace 5%

9,182 手芸の店ギンガム 5%

9,183 手芸の店フルールドゥトリアノン 5%

9,184 手芸の山久ヤフー店 5%

9,185 手芸のヨシカワ 京都駅前店 5%

9,186 手芸屋ポピー 5%

9,187 手芸用品のABCクラフト 5%

9,188 手芸用レース ゆうひ 5%

9,189 受験専門サクセス 5%

9,190 chou chou. 5%

9,191 シュシュクレープギフトショップ 5%

9,192 chouchou clair 5%

9,193 Shoushou500 5%

9,194 JUJU SHOP 5%

9,195 chouchou de stt 5%

9,196 シュシュプラース Yahoo!店 5%

9,197 shushu Yahoo!ショップ 5%

9,198 酒食処 寺津屋 5%

9,199 数珠製造 販売 専門店 翔龍念珠堂 5%

9,200 シュタイフ正規店ラブシュタイフ 5%

9,201 出産育児介護のアメジストWEBSHOP 5%

9,202 出産祝い 木のおもちゃ-森のこびと 5%

9,203 出産祝い石川 5%

9,204 出産祝い おむつケーキ研究所 5%

9,205 出産祝い木のおもちゃ山のくじら舎 5%

9,206 出産祝い・ギフトのトミニーメイ 5%

9,207 出産祝いと子供雑貨アイラブベビー 5%

9,208 出産祝い名入れギフトtemegane8 5%

9,209 出産祝い名入れギフトのリシュマム 5%

9,210 出産祝いのお店 レヴィナス・ベベ 5%

9,211 出産祝いのココレカ 5%

9,212 出産祝い名入れギフトのココロコ 5%

9,213 出産祝いハッティーナーク 5%

9,214 出産準備赤ちゃんまーけっと 5%

9,215 酒ポッポ お酒の専門店 5%

9,216 SCHNEIDER シュナイダー 5%

9,217 ジュニア・バッグの店 プリーズ 5%

9,218 JUNY STORE 5%

9,219 授乳服とマタニティのミルフェルム 5%

9,220 授乳服とマタニティ服のSweetMommy 5%

9,221 授乳服とマタニティ服のMilk tea 5%

9,222 酒販革命スーパーノヴァ 5%

9,223 種苗・園芸ショップ 種もり 5%

9,224 主婦のMIKATA 5%

9,225 ビジネスシューズ・靴の通販SVEC 5%

9,226 Choupet 5%

9,227 jubet-store 5%

9,228 酒舗 井上屋 5%

9,229 酒舗藤原 5%

9,230 酒舗三浦屋 ヤフー店 5%

9,231 chou-porte 5%

9,232 シュミコレ 5%

9,233 趣味・雑貨 Favorite 5%

9,234 趣味とおしゃれの店ホビーマート 5%

9,235 酒楽SHOP 5%

9,236 酒楽本舗 5%

9,237 酒楽本舗POS 5%

9,238 シュラメックOnlineshop 5%

9,239 シュラメック化粧品公式ショップ 5%

9,240 Juliusヤフー店 5%
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9,241 Julia Boutique 5%

9,242 SYRINXヤフー店 5%

9,243 酒類.com Yahoo!店 5%

9,244 酒類の総合専門店 フェリシティー 5%

9,245 JURER ヤフーショップ 5%

9,246 しゅろや さんしょや 5%

9,247 春永堂 5%

9,248 純華 5%

9,249 純華EMショップ 5%

9,250 シュンガイト専門店大和屋 5%

9,251 純系名古屋コーチン工房 ヤフー店 5%

9,252 Junko Bjo Shopヤフー店 5%

9,253 Jun-juicy 5%

9,254 純正アクセサリー パーツ館 5%

9,255 純正食品マルシマ ヤフー店 5%

9,256 純正トナーのお店トナー屋サンコー 5%

9,257 純正品の館(ブラウン替刃替ブラシ) 5%

9,258 純閃堂Yahoo!店 5%

9,259 旬の食卓 5%

9,260 旬の食卓茨城 5%

9,261 ジュンビー Yahoo!ショッピング店 5%

9,262 純米酒のDON 5%

9,263 旬をお取り寄せ・北海道四季工房 5%

9,264 ジョイア ストア 5%

9,265 JOYアイランド 5%

9,266 Joy Assists Japan 5%

9,267 ジョイクッキングYahoo店 5%

9,268 joyjoymarket 5%

9,269 JOY-SHOP 5%

9,270 ジョイスサービスYahoo!店 5%

9,271 JOY!STORE Yahoo!店 5%

9,272 ジョイトレード 5%

9,273 Joypirika 5%

9,274 TheJoyFactory公式ストア 5%

9,275 海外ファッション Joyfeel 5%

9,276 JOYFOOT SNEAKER ONLINE SHOP 5%

9,277 JOYPLUS(ジョイプラス) 5%

9,278 joyfulmart 5%

9,279 JOYPOT 5%

9,280 ジョイマックス 5%

9,281 JOYme 5%

9,282 ジョイライフ 5%

9,283 ジョイン文房具店 5%

9,284 ジョヴァンニ・レコード&出版 5%

9,285 笑印堂Yahoo!店 5%

9,286 松韻堂 Yahoo!店 5%

9,287 松栄エレテック 5%

9,288 正栄作 曽根人形 5%

9,289 昇永堂ヤフー店 5%

9,290 ショウエイネットショップヤフー店 5%

9,291 生涯スポーツ応援団 ヤフー店 5%

9,292 小学生の文具・学用品販売店 5%

9,293 生姜工房 5%

9,294 浄化槽Yahoo!ショップ 5%

9,295 正月飾りのつたや 5%

9,296 城下町金沢本舗 5%

9,297 浄化用機剤の専門店 YOU-shop.net 5%

9,298 浄化用さざれ石と数珠の天王寺堂 5%

9,299 笑撃ポップコーンと珍なおやつ 5%

9,300 正絹ちりめん はやみず 5%
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9,301 SHOKODO-Yahoo!ショップ 5%

9,302 SHOKO MIYAMOTO 5%

9,303 障子紙専門店Wallstyle 5%

9,304 正直屋 ヤフー店 5%

9,305 上質の北欧雑貨すりーる 5%

9,306 上質を金沢から UMANO 5%

9,307 消臭WEB 5%

9,308 消臭達人 5%

9,309 正宗堂 syosyudo 5%

9,310 浄水器専門店ウォーターメッセージ 5%

9,311 常設!赤ちゃんフェア 5%

9,312 装束の三陽 本店 5%

9,313 焼酎専門店 酒鮮市場! 5%

9,314 焼酎ネットドットコム 5%

9,315 焼酎のひご屋 ヤフー店 5%

9,316 焼酎屋ドラゴン 5%

9,317 小動物専門店ヘヴン ヤフー店 5%

9,318 小動物用品専門店e-ペット屋さん 5%

9,319 小豆島オリーブ!オリーブ! 5%

9,320 小豆島オリーブショップ 5%

9,321 小豆島東洋オリーブ 5%

9,322 庄内いーものや 5%

9,323 庄内お米農家直送の五十嵐ファーム 5%

9,324 庄内タイヤ 5%

9,325 庄内米産直店 土門商店Yahoo!店 5%

9,326 庄内まるかんヤフー店 5%

9,327 湘南シェキタ 5%

9,328 湘南スマイル 5%

9,329 情熱畑 Yahoo!店 5%

9,330 情熱ホルモン直売ショップ Yahoo店 5%

9,331 乗馬用品専門店ジョセス ヤフー店 5%

9,332 乗馬用品プラス 5%

9,333 株式会社松美堂 ヤフー店 5%

9,334 松福堂 5%

9,335 SHOWプロモーション 5%

9,336 章芳堂 5%

9,337 照明・家具・雑貨の快適ホームズ 5%

9,338 照明 おしゃれ 家具 通販 クラセル 5%

9,339 照明 カバー・セード通販 コネクト 5%

9,340 照明器具・インテリア照明の正電社 5%

9,341 照明器具専門店のオールグランデ 5%

9,342 照明器具と住まいのこしなか 5%

9,343 照明器具のCOMFORT Yahoo!店 5%

9,344 照明ストア・エヌデンサービス 5%

9,345 照明.net 5%

9,346 照明販売　あかりやさん 5%

9,347 照明ポイント 5%

9,348 笑家堂 5%

9,349 松林堂アクセット 5%

9,350 ショウワガレージ 5%

9,351 昭和ショップ・蔵之亮 5%

9,352 昭和のレトロ金物屋関口国吉商店 5%

9,353 昭和ホンポ 漬物店 5%

9,354 SHOWA Yahoo店 5%

9,355 ショ-エイ ヤフ-ショッピング店 5%

9,356 joker by EverGreen 5%

9,357 ショージドウ 5%

9,358 JO-YA.com 5%

9,359 Joyo Japan 京都の楽器館Yahoo!店 5%

9,360 JOWA OUTLET MALL 5%
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9,361 暑寒岳 5%

9,362 食紀行 5%

9,363 食材卸しのムラカミ屋 5%

9,364 天草市場 5%

9,365 食材センターYahoo!店 5%

9,366 食匠はしぐち 5%

9,367 食と暮らしを楽しく リフココ 5%

9,368 食肉本舗 5%

9,369 職人ジャパン 5%

9,370 職人魂 5%

9,371 職人と作家の道具店 5%

9,372 職人技ネット工房 5%

9,373 職人123 5%

9,374 食の職人研究所 ショクラボ 5%

9,375 食の達人森源商店 5%

9,376 食の方舟 5%

9,377 食の街たかはた小田部商店 5%

9,378 食パン専門店 高匠 ヤフー店 5%

9,379 食パンの店 メイズテーブル 5%

9,380 JOGO 5%

9,381 JOCOSA Yahoo!ショップ 5%

9,382 ショコラ 5%

9,383 助産師のお店 ぷれままサロン佐伯 5%

9,384 除湿・消臭専門店 イエカラリ 5%

9,385 女子のおまもり公式 runrun 5%

9,386 女性のしあわせ応援ハーブレンド 5%

9,387 女性のためのヘアケア マイマ 5%

9,388 食器&ギフトMISAKIYA 5%

9,389 食器と雑貨 Heavenlyjew 5%

9,390 食器と陶器の専門店プチエコ 5%

9,391 食器のみつはた 5%

9,392 食器の和陶 5%

9,393 食器の和陶 コーヒーカップ専門店 5%

9,394 食器の和陶ねこ・うさぎ陶器専門店 5%

9,395 食器の和陶 ゆずりは工房専門店 5%

9,396 食器屋ピーアンドエス 5%

9,397 ショックプライスYahoo!店 5%

9,398 じょっぱりストアヤフー店 5%

9,399 ショッピングエニタイム 5%

9,400 ショッピング ハーズ 5%

9,401 ショッピングハート 5%

9,402 ショッピング ラボ 5%

9,403 ECshop 5%

9,404 shopICG 5%

9,405 ショップあいち Yahoo!店 5%

9,406 ショップAnnie 5%

9,407 shop and room Yahoo!店 5%

9,408 SHOPイーアスYahoo!店 5%

9,409 SHOP EAST 5%

9,410 SHOPイソップ Yahoo!店 5%

9,411 ショップいまじん 5%

9,412 SHOP11 5%

9,413 SHOP-EIGHT 5%

9,414 Shop A-One 5%

9,415 ショップSBY 5%

9,416 Shop Mg ヤフー店 5%

9,417 ショップ エンジェル&ココワ 5%

9,418 ショップエンジェル Yahoo!店 5%

9,419 SHOP CARVES 5%

9,420 ショップ球太　Yahoo!店 5%
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9,421 ショップクラウドヤフー店 5%

9,422 shopcreation 5%

9,423 shop-k.p.ヤフー店 5%

9,424 ショップコスメキ 5%

9,425 SHOP SACHI 5%

9,426 ショップザ・パーン 5%

9,427 ショップザビューネット2 5%

9,428 ショップザビューネット ヤフー店 5%

9,429 SHOP SUN-A 5%

9,430 SHOP37 5%

9,431 ショップジージー 5%

9,432 SHOP GTO 5%

9,433 SHOP質ヨシムラ 5%

9,434 ShopJapan-ABC 5%

9,435 ショップスルー 5%

9,436 SHOP ZERO 5%

9,437 ショップダイヘイYahoo!店 5%

9,438 Shopタクト ヤフー店 5%

9,439 shop竹印 5%

9,440 ショップタロー 5%

9,441 shop.ツーギー谷 5%

9,442 Shop TOS 5%

9,443 Shop de ゆる薬膳 5%

9,444 SHOP DELICIOUS 5%

9,445 ショップ天神 5%

9,446 ショップトリアンジュヤフー店 5%

9,447 Shop Trade 5%

9,448 Shop NICO 5%

9,449 Shop!Nico2ヤフー店 5%

9,450 ショップネクスト 5%

9,451 ショップ バイタル 5%

9,452 shop828 5%

9,453 ショップパプリカ 5%

9,454 ショップバルーン ヤフー店 5%

9,455 SHOP-PARTISAN 5%

9,456 Shop B.M.Kヤフー店 5%

9,457 ショップビジョン 5%

9,458 ショップヒラタ 5%

9,459 SHOP FORTUNA 5%

9,460 SHOP Forest Yahoo!店 5%

9,461 SHOP HAWK s EYE 5%

9,462 Shop-Polori 5%

9,463 ショップ・マイナスワン 5%

9,464 ショップマリー Shop Marie 5%

9,465 shop MIKONIN YAHOO店 5%

9,466 ショップ 無煙君 5%

9,467 ショップユー 5%

9,468 ショップUQヤフーショッピング店 5%

9,469 ショップユーメール便店 5%

9,470 shop-real 5%

9,471 ショップループ 5%

9,472 ShopLoad 5%

9,473 ShopWorld-ABC 5%

9,474 ショップ ワイエムティー 5%

9,475 ショップワンポート 5%

9,476 書道の里 5%

9,477 書道用品 株式会社 書優会 5%

9,478 書道用品 きくや筆本舗 5%

9,479 書道用品の谷口文栄堂 Yahoo!店 5%

9,480 書と表装 成竜舎 5%
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9,481 JOBSON Yahoo!ショッピング店 5%

9,482 コンタクトレンズ通販 ミルーノ 5%

9,483 ジョリータイム 5%

9,484 Jolly peeps 5%

9,485 jolifavori ヤフー店 5%

9,486 ジョリファマ 5%

9,487 ジョンブルドミンゴならURBENE 5%

9,488 白石薬品OnlineShop Yahoo!店 5%

9,489 白河ラーメン 5%

9,490 白浜マリーナ　Yahoo!店 5%

9,491 しらゆり書店 5%

9,492 シリアルマミーヤフーショップ 5%

9,493 Sylink おしゃれ インテリア 雑貨 5%

9,494 シルキーウォールステッカー専門店 5%

9,495 シルクインナー絹衣 5%

9,496 シルク絹物語しらはた　Yahoo!店 5%

9,497 シルク専門店 QUALITY PLAN 5%

9,498 cirque de chat 5%

9,499 シルク ド フラワー 5%

9,500 シルクの専門店LILYSILKJAPAN 5%

9,501 シルクの部屋 5%

9,502 シルクふぁみりぃ Yahoo!店 5%

9,503 シルクフラワーの山久ヤフー店 5%

9,504 しるし堂 5%

9,505 sil-sil Yahoo!店 5%

9,506 JILLS 5%

9,507 JillsDESIGN 5%

9,508 シルバーアクセサリーAg47Silver 5%

9,509 シルバーアクセサリー倖 5%

9,510 シルバーアクセサリー2PIECES 5%

9,511 シルバーアクセサリーバズショット 5%

9,512 シルバーアクセサリーBinich 5%

9,513 シルバーアクセサリーFIGMART 5%

9,514 シルバーアクセサリー Baby・Sies 5%

9,515 シルバーアクセサリーレジスト原宿 5%

9,516 シルバーカー専門店ケンクル 5%

9,517 Silver KYASYA 5%

9,518 シルバースミス・ニバック 5%

9,519 シルバーとアクセサリーのゆかたん 5%

9,520 シルバーバレット 5%

9,521 シルバープラス 5%

9,522 Silver Mirco 5%

9,523 パワーストーン卸販売 シルフ 5%

9,524 シルク専門店SIL-VENDER 5%

9,525 ZILLMAN Online SHOP 5%

9,526 知床きんき屋 5%

9,527 白金台のベビー服専門店 BabyGoose 5%

9,528 シロクマスポーツ 5%

9,529 SHiROSHiTA Direct 5%

9,530 しろつめ 5%

9,531 しろプリ 5%

9,532 白蛇様のお守り屋 まみか ヤフー店 5%

9,533 城山家具 5%

9,534 shiroya Yahoo!店 5%

9,535 しわあわせ本舗 5%

9,536 新・快適屋 5%

9,537 SYNCA WELLNESS 5%

9,538 sinka online shop 5%

9,539 新垣ミート 5%

9,540 新杵堂公式オンラインショップ 5%
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9,541 シンキロウ・ジャケット 5%

9,542 蜃気楼の見える街の丸本酒店 5%

9,543 Sinc 5%

9,544 寝具・インテリアのレオワイド 5%

9,545 神宮館縁堂ヤフー店 5%

9,546 神宮司庁御用達銘茶 芳翠園 5%

9,547 寝具産直 夢屋 5%

9,548 CINC SHOP 5%

9,549 things by J 5%

9,550 寝具通販ハンザムココア 5%

9,551 寝具天国 Yahoo!店 5%

9,552 寝具とインテリア ポルちゃん 5%

9,553 寝具の専門店リヴェール Yahoo!店 5%

9,554 寝具の夢ショップヤフー店 5%

9,555 ThinkPad専門店 Be-Stock 5%

9,556 Think Bee! Yahoo!店 5%

9,557 寝具マン通販ショップ 5%

9,558 人工観葉植物と造花の通販ケイシン 5%

9,559 伸光電気株式会社 5%

9,560 シンコー寝具製作所 5%

9,561 心斎橋花房ヤフー店 5%

9,562 Cynthia Online Store 5%

9,563 シンシアモール Yahoo!店 5%

9,564 sincereヤフーショッピング店 5%

9,565 紳士靴ブランド専門シューズアマン 5%

9,566 メンズバッグ専門店 紳士の持ち物 5%

9,567 紳士服のマルキン井上商店ヤフー店 5%

9,568 信州伊那谷のたまごやさんヤフー店 5%

9,569 信州上田のおかしやさんヤフー店 5%

9,570 信州戸隠そば株式会社販売店 5%

9,571 信州発そばぶるまいYahoo!店 5%

9,572 信州美味本舗 5%

9,573 信州 芽吹堂 5%

9,574 真珠卸の滝田真珠 5%

9,575 新宿オカダヤYahoo!店 5%

9,576 新宿銀の蔵 年中無休 一部即日発送 5%

9,577 新宿高野ヤフー店 5%

9,578 真珠倶楽部 5%

9,579 真珠ジュエリー卸直販ピッコリーノ 5%

9,580 信寿食-信州長寿食文化-Yahoo!店 5%

9,581 真珠専門エイチパールドットコム 5%

9,582 真珠専門店パールミュージック 5%

9,583 真珠ネックレスは 真珠の卸屋さん 5%

9,584 真珠のジェルム 5%

9,585 真珠の杜 5%

9,586 真珠・パール卸問屋JCT 5%

9,587 真珠屋珠ちゃん アコヤ真珠通販 5%

9,588 紳士洋品 和田屋 イチバン 5%

9,589 真心堂ヤフーショッピング店 5%

9,590 Shinseinet 5%

9,591 新雪荘 5%

9,592 新鮮うまいもん市場 5%

9,593 神前挙式 婚礼和装レンタル専門店 5%

9,594 新鮮野菜とお肉のしゃぶまる 5%

9,595 SHINSOストア2 5%

9,596 神代 5%

9,597 人体百科 5%

9,598 しんたく米穀店 Yahoo!店 5%

9,599 真鍮製品アリビオ 5%

9,600 cinderellaドレス通販ヤフー店 5%
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9,601 Cinderellaヤフー店 5%

9,602 進藤海苔店 ヤフーショップ 5%

9,603 SINDBAD BRIDAL 5%

9,604 新ドリンク屋 5%

9,605 新なかみせYahoo!店 5%

9,606 新日本漢方 5%

9,607 新橋玉木屋ヤフーショップ 5%

9,608 シンビモール 5%

9,609 新品とリサイクル着物呉服のきくや 5%

9,610 新品 和装女性専門 帯 きもの寿庵 5%

9,611 シンフーライフアザーライフ 5%

9,612 シンフォニージュエリーYahoo!店 5%

9,613 シンフォネラ 5%

9,614 Shinpuku e-shop 5%

9,615 SIMPS Yahoo!店 5%

9,616 シンプソン スポーツ 5%

9,617 シンプル&フェミニン bellavita 5%

9,618 シンプルクローバーYahoo!店 5%

9,619 シンプレムショップ 5%

9,620 甚平家 5%

9,621 新宝宝デジタル株式会社(EONON) 5%

9,622 新未来創造 5%

9,623 人毛ウィッグ専門店 エクステラボ 5%

9,624 シンヤクドー ヤフー店 5%

9,625 新谷酵素セレクト 5%

9,626 シンヨーYahoo!店 5%

9,627 神林堂 5%

9,628 スアヴトライブヤフーショップ 5%

9,629 スイーツ王国 5%

9,630 スイーツ王国ヤフー店 5%

9,631 スイーツ王国ラボ 5%

9,632 スイーツ専門店ボンリブラン 5%

9,633 スイーツパラダイスYahoo!ショップ 5%

9,634 Sweets Factory Cerise 5%

9,635 スイーツ・洋菓子工房フォチェッタ 5%

9,636 sweety 5%

9,637 Sweet Asia shop 5%

9,638 Sweet&Sheep 5%

9,639 sweet8 5%

9,640 業務用製菓材料のスイートキッチン 5%

9,641 すぃーと・こっとんヤフー店 5%

9,642 スイート・シーズン 5%

9,643 sweet platinum 5%

9,644 スイートベジタブルファクトリー 5%

9,645 スイートペットプラス 5%

9,646 sweet bell.Inc. 5%

9,647 sweet bell メンズ店 5%

9,648 SWEET WINE HOUSE 5%

9,649 水泳専門店MIHORO 5%

9,650 ZUIオンラインショップYahoo!店 5%

9,651 粋菓屋 5%

9,652 水琴果楼 5%

9,653 水耕栽培専門のエコゲリラヤフー店 5%

9,654 お中元ギフト 水郷のとりやさん 5%

9,655 水彩ドットコム ヤフー店 5%

9,656 水彩ねっとYahoo!店 5%

9,657 水素水ビガーブライト ヤフー店 5%

9,658 水素水 紅麹サプリのお店 トレゾァ 5%

9,659 水素水メグミオ ヤフー店 5%

9,660 水中月花ヤフー店 5%
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9,661 スイッチ 5%

9,662 スイッチ工房Yahoo!店 5%

9,663 水道快適でいこ屋 ヤフー店 5%

9,664 水道屋さん 5%

9,665 SWIMMERヤフー店 5%

9,666 スイムクラブ グラスホッパー 5%

9,667 スイムショップ 5%

9,668 SWIMSHOPヒカリスポーツ 5%

9,669 スィラエス無線 5%

9,670 SWiNGER ヤフー店 5%

9,671 スウィーツランド ヤフー店 5%

9,672 スウィートジュエリー 5%

9,673 sweetshoppua 5%

9,674 SweetSweet Shop 5%

9,675 sweet tea time 5%

9,676 Sweetberry-over Large size 5%

9,677 Sweet Pocket 5%

9,678 Switch Stance 5%

9,679 スウェッジアンドケイ 5%

9,680 スーツケース&トランク ミナショコ 5%

9,681 スーツケース&バッグ 協和 5%

9,682 スーツケース革命BB-Monsters 5%

9,683 スーツケースかばん レクスター 5%

9,684 スーツケース専門店アマクサかばん 5%

9,685 スーツケース専門店Koffer Garage 5%

9,686 スーツケース専門店錦原ラゲッジ 5%

9,687 スーツケース 専門Yahoo!店 5%

9,688 スーツケースと旅行かばんの夢市場 5%

9,689 スーツケースと旅行用品のgriptone 5%

9,690 スーツケースのクラブツーリスト 5%

9,691 スーツケースの専門店busyman 5%

9,692 スーツケースの旅のワールド 5%

9,693 スーツケースのドリームサクセス 5%

9,694 スーツケースのハッピートラベリン 5%

9,695 スーツケースのHALOABOXART 5%

9,696 スーツケースのマリエナマキ 5%

9,697 スーツケースのラビット通販 5%

9,698 スーツケース旅行用品専門店トコー 5%

9,699 スーツケースレンタルのTRUNK 5%

9,700 スーツ コートのスキピオ 5%

9,701 スーツショップKAN ヤフー店 5%

9,702 スーツスタイルMARUTOMI 5%

9,703 スーツのアウトレット工場 5%

9,704 SUIT BEAT 5%

9,705 スーツフォーマルのエフユニット 5%

9,706 スーツブレザー卸のアンベリール 5%

9,707 ZOONETYahoo!店 5%

9,708 スーパーぎおん ヤフーショップ 5%

9,709 スーパー業務用菓子問屋ヤフー店 5%

9,710 スーパークラシック Yahoo!店 5%

9,711 SUPER CAKE 5%

9,712 スーパースポーツカンパニー 5%

9,713 SuperSonic 5%

9,714 スーパータイヤマーケット 5%

9,715 スーパートリオ 5%

9,716 スーパーはぼきのエヌケーグループ 5%

9,717 SUPER FOODS JAPAN 5%

9,718 SuperFoot 5%

9,719 スーパーブブ 5%

9,720 スーパー丸久 5%
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9,721 スーパーライトプリントYahoo!店 5%

9,722 スーパーラジコン博多店 5%

9,723 スーファクトリー 5%

9,724 soup.online Store 5%

9,725 SoupStockTokyo 5%

9,726 souvenirshop ちどりや 5%

9,727 zurin 5%

9,728 末武サンプルヤフーショップ 5%

9,729 すえひろぱーつ 2号店 5%

9,730 すえひろぱーつ 本店 5%

9,731 スオーノ 5%

9,732 スカーレットインナープチBOX 5%

9,733 SUGAI 5%

9,734 スカイアート 5%

9,735 Sky Adoventure Trampoline 5%

9,736 スカイクラウン 5%

9,737 SkySourふんどしぱんつ Yahoo!店 5%

9,738 スカイスポーツ ヤフー店 5%

9,739 SKYTEC 5%

9,740 スカイドラゴンオートパーツストア 5%

9,741 スカイネットヤフーショップ 5%

9,742 sky voyage 5%

9,743 SKY Yahoo!ショップ 5%

9,744 SKYUNET 5%

9,745 SkyLink Japan 5%

9,746 SkyRockWeb 5%

9,747 寿がきや食品 ヤフーショップ 5%

9,748 スガヌマ薬局 5%

9,749 巣鴨地蔵通り 笹屋本舗薬局 5%

9,750 巣鴨のお茶屋さん山年園 5%

9,751 すがや商店 5%

9,752 スカルプシャンプー 極匠 ヤフー店 5%

9,753 スカルプDのアンファーストア 5%

9,754 スカルペ ヤフーショッピング店 5%

9,755 SKI EXCITING SHOP 5%

9,756 スキー用品専門大阪タナベスポーツ 5%

9,757 SUGIOKAヤフーショップ 5%

9,758 skipspace 5%

9,759 Skiphouse! 5%

9,760 杉本木工工房 5%

9,761 杉養蜂園Yahoo!店 5%

9,762 SKINGARDEN1 5%

9,763 SKIMP ヤフーショッピング店 5%

9,764 スキンロジカル Yahoo!店 5%

9,765 スクイーズのカチカチショップ 5%

9,766 スクールアイテム専門店 カワトー 5%

9,767 スクールサプライ 5%

9,768 スクールTown 5%

9,769 スクールファッション classroom 5%

9,770 スクエアショップ 5%

9,771 スクラッチ 5%

9,772 ScrapStar 5%

9,773 Scraps YAHOO店 5%

9,774 スクリーマー 5%

9,775 SCRIPT 5%

9,776 スクリプトストア 5%

9,777 SCRIPTVIDEO 5%

9,778 Scrape 5%

9,779 スケート靴・用品の小杉スケート 5%

9,780 スケートボードショップ砂辺 5%
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9,781 スケートボードのCALIFORNIASTREET 5%

9,782 助太刀サブ Yahoo!ショップ 5%

9,783 ZUKOU DESIGN STORE 5%

9,784 猫服ショップ SCOPY 5%

9,785 Squall 5%

9,786 すこやか健康ストア 5%

9,787 すこやかこまち 5%

9,788 すこやか仙人堂 5%

9,789 suzakiヤフー店 5%

9,790 朱雀技研工房ストア 5%

9,791 遊び(すさび) 5%

9,792 鈴木義介商店 5%

9,793 すずき酒店ストアー 5%

9,794 鈴木ハーブ研究所 5%

9,795 鈴木部品2号店 5%

9,796 鈴木米穀ヤフー店 5%

9,797 スズキモータース dop-net 5%

9,798 スズキモータース2 5%

9,799 SUZUKI洋服店 Yahoo!店 5%

9,800 鈴珠 5%

9,801 SUZUCHU FOOTWEAR 5%

9,802 スズマン本舗ヤフーショップ 5%

9,803 すずやさん 5%

9,804 すずらんマート 5%

9,805 star.(スター) 5%

9,806 star-island本館 Yahoo!店 5%

9,807 スターエンジニアリング ヤフー店 5%

9,808 StarQオンライン Yahoo!店 5%

9,809 スターサイクル東京-Daily 5%

9,810 スターサイクル東京-Pro 5%

9,811 スターサイクル東京-Moto 5%

9,812 STARSヤフー店 5%

9,813 STARTTS-スターツ-Yahoo!店 5%

9,814 start 5%

9,815 Start House Yahoo!ショップ 5%

9,816 スターパークオンライン 5%

9,817 Star Parts 5%

9,818 Star-Parts 2号店 5%

9,819 スターフィールズ ヤフー店 5%

9,820 Starfish-Yahoo!Shop 5%

9,821 スターマーケットヤフー店 5%

9,822 スターモール 5%

9,823 スターラインジャパン Yahoo!店 5%

9,824 STARRY 5%

9,825 スターリード 5%

9,826 スターリカーズ ヤフー店 5%

9,827 stylishjapan 5%

9,828 おしゃれな家具雑貨はStylishPlus 5%

9,829 STYLE UP STORE 5%

9,830 style-aholic 5%

9,831 STYLE1187 5%

9,832 スタイルイコール 5%

9,833 styleism スタイルイズム 5%

9,834 腕時計 アクセ 革小物 STYLE-ON 5%

9,835 style-on-global 5%

9,836 スタイルオンバッグ 5%

9,837 スタイル・カスタマイズ ヤフー店 5%

9,838 すたいるカンパニー 5%

9,839 スタイルキューブ 5%

9,840 スタイルゼロストア 5%
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9,841 styletown 5%

9,842 STYLEなら Yahoo!店 5%

9,843 スタイルプラス 5%

9,844 StylPro JAPAN 5%

9,845 STYLEBLOCK(スタイルブロック) 5%

9,846 スタイルボーノ 5%

9,847 スタイルマーケットYahoo!ショップ 5%

9,848 StyleMart Yahoo!店 5%

9,849 スタイルミーYahoo!店 5%

9,850 スタイル・ヤフー店 5%

9,851 STUDIO-R 5%

9,852 studio iroha 5%

9,853 スタジオクルールセレクトショップ 5%

9,854 STUDIO-T2 5%

9,855 スタジオトムスオンラインショップ 5%

9,856 スタジオネイル 5%

9,857 Studio MOFUSA 5%

9,858 すたじお らいむ 5%

9,859 スタジオ蘭花 5%

9,860 スタテン 5%

9,861 Sthania Market 5%

9,862 スタビリティ 5%

9,863 スダ水周りショップ 5%

9,864 STARABA 5%

9,865 すだれ・よしず屋 5%

9,866 STANZA DOLCE by Ryze 5%

9,867 STANDARD RG シートカバー販売店 5%

9,868 スタンダードカラー 5%

9,869 スタンダードセンス 5%

9,870 スタンダード専門店 5%

9,871 スタンダードネット 5%

9,872 STAND UP Yahoo!ショップ 5%

9,873 STAND IN 5%

9,874 スタンドパック蜂蜜ナチュマート 5%

9,875 スタンド花専門 海老名洋蘭園 5%

9,876 スタンバイ ヤフー店 5%

9,877 スタンプ工房 デジはん 5%

9,878 スタンプショップ うえだ 5%

9,879 スタンプラボ 5%

9,880 スチールコム 5%

9,881 スチールラックの通販ネオスチール 5%

9,882 すっきりキレイ.com 5%

9,883 ZUCCYA 5%

9,884 Stir 5%

9,885 STEYK 5%

9,886 STEELO Yahoo!店 5%

9,887 Stay Gold 5%

9,888 StayBlue for Japan 5%

9,889 ステイブルーセレクトショップ 5%

9,890 Stakeholder 5%

9,891 ステージ発表会衣装のアビバーレ 5%

9,892 ステーショナリーラピス 5%

9,893 素敵体験 5%

9,894 素敵な看板屋さん 5%

9,895 ステキナクレオ 5%

9,896 素敵な健康茶 ボーテ! 5%

9,897 素敵なメニュー屋 5%

9,898 ステキにワイン 5%

9,899 素敵を売るブティック COUP 5%

9,900 ステッカーショップ クレセント 5%
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9,901 ステッカータウン Yahoo!店 5%

9,902 ステッカー屋わーるどくらふと Y! 5%

9,903 ステップアウト通販 5%

9,904 ステップ&ゴー 5%

9,905 steadysurf 5%

9,906 すててこねっと 5%

9,907 Stephanie Dawn Japan 5%

9,908 ステラウェブショップ 5%

9,909 ステラ漢方株式会社～公式保証～ 5%

9,910 stella-shop 5%

9,911 ステラNEXT 5%

9,912 STELLAMARISPLUS 5%

9,913 Stella Motors Yahoo!ショップ 5%

9,914 ステンド ガーデンライトの店風山 5%

9,915 ステンドグラス・マーケット 5%

9,916 ステンレスアクセサリー館 5%

9,917 ステンレスジュエリーSTENCYNANA 5%

9,918 ステンレス継手.com 5%

9,919 ストア英知 5%

9,920 STORE ECO Yahoo店 5%

9,921 STORE MC 5%

9,922 ストア309 5%

9,923 ストアバックス 5%

9,924 ストアポケット Yahoo!ショップ 5%

9,925 ストアマックス 5%

9,926 すとう ヤフーショップ 5%

9,927 STORMY Yahoo!店 5%

9,928 Stories～やさしい時間～ 5%

9,929 ストール専門-FJG 5%

9,930 ストール専門店インドリーム 5%

9,931 ストール専門店 Giraffe 5%

9,932 ストール専門店LALA Boutique 5%

9,933 ストール専門店 Riotta 5%

9,934 ストールとハンカチのLal filo 5%

9,935 STONE KITCHEN 5%

9,936 StoneGold 5%

9,937 stone1 ヤフー店 5%

9,938 ストッキングの通販サイトLegStyle 5%

9,939 STORUS公式ストア by windasia 5%

9,940 ストリート系ビッグサイズBUSTA 5%

9,941 STREET DANCE SHOP YSBEE 5%

9,942 ストリートファッションMIYOSHIYA 5%

9,943 stream 5%

9,944 STREAM TRAIL OUTFITTERS 5%

9,945 Storinus.Japanヤフー店 5%

9,946 ストリングス ラボ 5%

9,947 Stray Piglet 5%

9,948 ストレイン 5%

9,949 ストレスフリー 5%

9,950 ストレッチレースのお店ななか 5%

9,951 すなお食堂 5%

9,952 スナップビー 5%

9,953 スニーカー 靴 革靴 サンダル AN 5%

9,954 スニーカー専門店ThinkForm 5%

9,955 すにーかー倉庫 5%

9,956 スニーカー通販のクニタスポーツ 5%

9,957 スニーカー坊主 5%

9,958 スニーカー メンズ キッズReload 5%

9,959 スニークオンラインショップ 5%

9,960 すねいるショップ 5%
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9,961 スネルゴルフジャパン 5%

9,962 スノー&アウトドアのエレスポ2 5%

9,963 snowscoot-pro 5%

9,964 スノータウン Yahoo!店 5%

9,965 Snow5 5%

9,966 Snow Rabbit ヤフー店 5%

9,967 SNOW WORK SHOP 5%

9,968 SUNONE 5%

9,969 SUNOGEAR Yahoo!ショップ 5%

9,970 スパーク 5%

9,971 SPARK HEADS 5%

9,972 Spicy Parfait 5%

9,973 スパイスショップ ラセラヌー 5%

9,974 supa vinny 5%

9,975 スパシア通販ショップ 5%

9,976 素肌べっぴん館 5%

9,977 スパッとナイフ ヤフー店 5%

9,978 SPARCO専門店 アウティスタ 5%

9,979 スピーズYahooショッピング店 5%

9,980 SPEED EDGE 5%

9,981 SPEED TRUST 5%

9,982 スピードマスターYahoo!店 5%

9,983 Spica 5%

9,984 スピタルフィールズ 5%

9,985 SPIC Yahoo!店 5%

9,986 SPINNUTS 5%

9,987 ヒランヤドットコムYahoo!店 5%

9,988 spillhope 5%

9,989 スピルリナ普及会 Yahoo!店 5%

9,990 スピンラインゴルフ 5%

9,991 SPRUCE VASIN 5%

9,992 スプーン・スプーン Yahoo!店 5%

9,993 スプラウトワン 5%

9,994 スプラッシュアバウト公式直営店 5%

9,995 スプラッシュウォール 5%

9,996 スプランドゥール ヤフー店 5%

9,997 スプリングウッドカンパニー 5%

9,998 スプリングガーデン 5%

9,999 ハーバリウム専門店スプリングCH 5%

10,000 スプリングネット 5%

10,001 スペーキューショップ 5%

10,002 スペースファクトリー Yahoo!店 5%

10,003 SPACE MOO ヤフーショップ 5%

10,004 スペースラボ ヤフーショップ 5%

10,005 Specular 5%

10,006 Specular zero 5%

10,007 スペシャルパーツ浅草忠男ストア 5%

10,008 スペックダイレクト 5%

10,009 スペックプラントストア 5%

10,010 SPERO 5%

10,011 sports アイビー 5%

10,012 スポーツアサヒ 5%

10,013 スポーツアジリティー 5%

10,014 スポーツe-YAN 5%

10,015 スポーツ衣料卸Half-Time ヤフー店 5%

10,016 スポーツ・イング 5%

10,017 スポーツインナーSportsTK 5%

10,018 Sports Impact ヤフー店 5%

10,019 SPORTS INFINITY 5%

10,020 スポーツウェア・バッグのBBT 5%
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10,021 スポーツエイティ 5%

10,022 SPORT EXHAUST SHOP ALPHA 5%

10,023 スポーツFX ヤフー店 5%

10,024 スポーツカード ジャンバラヤ 5%

10,025 スポーツガイドonline 5%

10,026 スポーツキッド ヤフー店 5%

10,027 スポーツサービスジム Yahoo店 5%

10,028 スポーツジュエン 総合館 5%

10,029 スポーツジュエン Yahoo!店 5%

10,030 sportsshop 5%

10,031 スポーツショップアラジン 5%

10,032 スポーツショップ グラスホッパー 5%

10,033 スポーツショップサンキャビン 5%

10,034 スポーツショップサンキュー 5%

10,035 スポーツショップ春夏秋冬 5%

10,036 スポーツショップ タニスポ 5%

10,037 スポーツショップたまき 5%

10,038 スポーツショップ ブランロッシュ 5%

10,039 スポーツショップ古内online 5%

10,040 スポーツスタジアムソブエヤフー店 5%

10,041 スポーツゾーンASPO 5%

10,042 スポーツダグアウト 5%

10,043 スポーツネット マツヤマ 5%

10,044 スポーツの星 カスタム Yahoo店 5%

10,045 SportsHEART-スポーツハート 5%

10,046 スポーツパラダイス 5%

10,047 スポーツビーンズ Yahoo!店 5%

10,048 スポーツ フォーシーズンズ 5%

10,049 スポーツプラザ 5%

10,050 スポーツ プレスト 5%

10,051 スポーツホールセラーNEVERMIND 5%

10,052 SportsBOX Yahoo!店 5%

10,053 スポーツマーケットM2C 5%

10,054 スポーツマート 5%

10,055 スポーツマウンテン 5%

10,056 スポーツマリオ Yahoo!店 5%

10,057 スポーツ用品店ダッシュ 5%

10,058 スポーツ用品の専門店Ballclub 5%

10,059 スポーツワン 5%

10,060 Sporty Style 5%

10,061 Sporting-Spirit 5%

10,062 SPOPIA NET SHOP Yahoo!店 5%

10,063 SPO-KIM ヤフー店 5%

10,064 SPOGRAM 5%

10,065 スポコバYahoo!店 5%

10,066 スポコンストア 5%

10,067 スポーツ総合ショップのspotaka 5%

10,068 スポチャンSHOP 5%

10,069 スポットチェックヤフー店 5%

10,070 スポンジ雑貨店 ヤフー店 5%

10,071 スマートアイテムYahoo!店 5%

10,072 スマートガレージショップ 5%

10,073 SmartKitchen 5%

10,074 スマートギフト Yahoo!店 5%

10,075 スマートグラフィック 5%

10,076 smartcom 5%

10,077 スマート雑貨ホーム 5%

10,078 SMART SUPPLY 5%

10,079 SmartChic 5%

10,080 smartship store 5%
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10,081 スマート 2016 5%

10,082 smart spice 5%

10,083 SmartSmokers 5%

10,084 スマートセレクト Yahoo!店 5%

10,085 スマート天国 5%

10,086 スマートバリュー 5%

10,087 スマートビジネス 5%

10,088 スマートビズ 5%

10,089 Smart Light 5%

10,090 SMART LIFE Yahoo!店 5%

10,091 Smart Life 5%

10,092 Smart-Life Online 5%

10,093 住まい設備ヤフーショッピング店 5%

10,094 住まいのこしなか 大型商品専門館 5%

10,095 住まいの照明 ラ・ヴィータ 5%

10,096 住まいの総合デパートケベック 5%

10,097 スマイフ 5%

10,098 住まいFACTORY 5%

10,099 住まいやYahoo!店 5%

10,100 smiling angel ヤフーショップ 5%

10,101 smiling bee 5%

10,102 住マイル 5%

10,103 スマイル&グッド ヤフーショップ 5%

10,104 スマイルエックス Yahoo!店 5%

10,105 smileorchid 5%

10,106 Smile Orange 5%

10,107 Smile菓彩 5%

10,108 スマイルキューブ 5%

10,109 sumairu光源 5%

10,110 すまいる雑貨 Yahoo!店 5%

10,111 スマイル静岡 5%

10,112 スマイル商店街一号店 5%

10,113 住まeるデパート 5%

10,114 スマイル電気 ディスプレイ本舗 5%

10,115 スマイル ドローン 5%

10,116 smile701 5%

10,117 スマイルハートレザー Yahoo!店 5%

10,118 LED専門店 スマイルパンダ 5%

10,119 Smile-Panda 5%

10,120 スマイルビーンズYAHOO店 5%

10,121 smile picotto 5%

10,122 SMILE BOX 5%

10,123 スマイルBOX 5%

10,124 すまいるまこ 5%

10,125 住まいるライト 5%

10,126 スマイルリカー 5%

10,127 スマカバヤフーショップ 5%

10,128 スマケー 5%

10,129 Smazak plus 5%

10,130 スマスタshop 5%

10,131 スマッチャEXホビー館 スマホビ 5%

10,132 スマパリス 5%

10,133 住まいのプロショップスマプロ 5%

10,134 スマホiPhone&可愛い雑貨 5%

10,135 スマホアクセサリーのジャパエモ 5%

10,136 スマホ カバーケース case nk’s 5%

10,137 スマホカバー専門店デザインケース 5%

10,138 スマホカバー専門店 ドレスマ 5%

10,139 スマホカバーのアイカカ 5%

10,140 スマホカバーのKEITAIICHIBA 5%
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10,141 スマホカバーのKEITAICASE 5%

10,142 スマホカバーの店 コンラッド 5%

10,143 スマホガラスのフューチャモバイル 5%

10,144 スマホカラバリストアYahoo!店 5%

10,145 スマホグッズ インク通販 ホビナビ 5%

10,146 スマホグッズ専門店ペペ 5%

10,147 スマホグッズの店gl design 5%

10,148 スマホグッズの店Sense 5%

10,149 スマホケース・カバーのまもるくん 5%

10,150 スマホケース&雑貨 フジショップ 5%

10,151 スマホケースカバーの店NK115 5%

10,152 スマホケース・グッズ専門店iiNe 5%

10,153 スマホケース・雑貨のアージー 5%

10,154 スマホケース 雑貨のオンザエッジ 5%

10,155 スマホケース雑貨モノモード2号店 5%

10,156 スマホケース専門店 シーガル 5%

10,157 スマホケース専門店 アイダックス 5%

10,158 スマホケース専門店 けーたい自慢 5%

10,159 スマホケース専門店スマシャレ 5%

10,160 スマホケース専門店 Harmonia-shop 5%

10,161 スマホケースチョモランマチップス 5%

10,162 スマホケース手帳型のケータイ屋24 5%

10,163 スマホケースのお店 クワショップ 5%

10,164 スマホケースの元祖ケース 5%

10,165 スマホケースのキャットケース 5%

10,166 スマホケースのケースガーデン 5%

10,167 スマホケースのシンプリー SIMPLY 5%

10,168 スマホケースのSmaSmaSweets 5%

10,169 スマホケースの専門店 COW 5%

10,170 スマホケースのdesign mobile 5%

10,171 スマホケースの発信基地CASE CAMP 5%

10,172 スマホケースのファイブナイン 5%

10,173 スマホケースの店 モノモード 5%

10,174 スマホケースはケースbyケース 5%

10,175 スマホケース モビモビ 5%

10,176 L&Lスマホサービス 5%

10,177 スマホ雑貨のアリエイトYahoo!店 5%

10,178 スマホセレクト ヤフー店 5%

10,179 スマホセントラル 5%

10,180 スマホのHARUCOヤフー店 5%

10,181 スマホホルダー専門店アデルフォス 5%

10,182 スマホランド 5%

10,183 スマモール Yahoo!店 5%

10,184 Smaly スマリー直営店 5%

10,185 すみか 5%

10,186 SUMISEN WEB STORE 5%

10,187 炭専門店 炭と暮らしのストア 5%

10,188 スミタスポーツYahoo!店 5%

10,189 炭天 5%

10,190 すみなかシューズストア 5%

10,191 墨文字製作所 5%

10,192 炭焼豚丼と塩ホルモン店 西北の杜 5%

10,193 住吉屋 5%

10,194 スモークハウス 5%

10,195 スモールアニマルボックス 5%

10,196 スモールワールド 5%

10,197 スモトク powered by CIGA 5%

10,198 すももゼネラルストア 5%

10,199 SMORbi 5%

10,200 スラム 5%
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10,201 スリアン 自然派ヘアカラーshop 5%

10,202 THREE-R 5%

10,203 3RMショップ 5%

10,204 3R boutipue 5%

10,205 Three Arrows 5%

10,206 THREE&Co.Yahoo!ショップ 5%

10,207 スリーイー・オンラインストア 5%

10,208 スリーウッドゼネラルストア 5%

10,209 THREE WOOD ヤフー店 5%

10,210 スリーエスマート 5%

10,211 SSS-UNIFORM 5%

10,212 3OCEAN 5%

10,213 Three O One 301-STORE 5%

10,214 THREE STONE Yahoo!店 5%

10,215 3DIRECT 5%

10,216 3Dくつした専門店mintbaby 5%

10,217 3Dcreators 5%

10,218 3t作業台専門館 5%

10,219 スリートップ　Yahoo!店 5%

10,220 スリーピース Yahoo!店 5%

10,221 スリーピー Yahoo!店 5%

10,222 SleepSpa 5%

10,223 SLEEP SELECT Yahoo!店 5%

10,224 Sleep Tailor 5%

10,225 スリープネット.co.jp 5%

10,226 スリーププラス 5%

10,227 3blockspopcorn. 5%

10,228 sleep one third 5%

10,229 THREE POINT 5%

10,230 スリーポイントA支店 5%

10,231 すりーむ 5%

10,232 Slipper Gallery Yahoo!店 5%

10,233 スリッパ 雑貨のお店 最上 5%

10,234 スリフト 5%

10,235 スリムチャチャYahoo!ショップ 5%

10,236 Sri Lanka Standard 5%

10,237 スルガオンライン 5%

10,238 スルガヤ 5%

10,239 駿河屋ヤフー店 5%

10,240 スルスルこうそ Yahoo!店 5%

10,241 surou web 5%

10,242 スロウ ファイン 5%

10,243 SLOWWEARLION 5%

10,244 スローフードのお店 Q’s 5%

10,245 slow works 5%

10,246 Swa Suwa 5%

10,247 スワニー公式ショップ Yahoo!店 5%

10,248 SWANS STORE スワンズ公式ショップ 5%

10,249 ズンズンペットサプライ PROストア 5%

10,250 SOON5th 韓国 子供服 キッズ 5%

10,251 誠安天然石専門店 5%

10,252 SEII SHOP 5%

10,253 製菓材料・厨房器具 吉田商店 5%

10,254 生花専門店 フラワーギフト花on 5%

10,255 生活活性計画 5%

10,256 生活家電ディープライス 5%

10,257 生活館.com 5%

10,258 生活空間 5%

10,259 生活空間サイト　家具本舗 5%

10,260 生活くらしショップ 5%
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10,261 生活クラフトにわ 5%

10,262 生活倶楽部ヤフー店 5%

10,263 生活計量(ライフスケール) 5%

10,264 ライフ工房 5%

10,265 生活工貿 5%

10,266 生活雑貨 WillDo 5%

10,267 生活雑貨ALL 5%

10,268 生活雑貨オリエントブレーン 5%

10,269 生活雑貨グラシア 5%

10,270 生活雑貨 ココ笑店 Yahoo!店 5%

10,271 生活雑貨サーティーズ ヤフー店 5%

10,272 生活雑貨 通販 ランデルストア 5%

10,273 生活雑貨 どんぐりの木 5%

10,274 生活雑貨のお店 イロドリ 5%

10,275 生活雑貨のお店 笑顔のつぼみ 5%

10,276 生活雑貨のお店ライフアップ 5%

10,277 生活雑貨のストックスクエア 5%

10,278 生活雑貨のみどりやYahoo店 5%

10,279 生活雑貨本舗 5%

10,280 生活ショップ DIY ひまわり 5%

10,281 生活スタイル 5%

10,282 生活セレクトショップトレフール 5%

10,283 生活創造工房リズモ 5%

10,284 生活通販お助け隊 5%

10,285 生活のお悩み解決!あなたのミカタ 5%

10,286 生活の種 5%

10,287 生活のナツ薬店 5%

10,288 生活便利雑貨店 5%

10,289 生活まるまる隊 5%

10,290 生活良品 ルーブリ 5%

10,291 セイカ堂小売部 ヤフー店 5%

10,292 正官庄 Yahoo!店 5%

10,293 正規腕時計専門店タイムサーキット 5%

10,294 正規腕時計の専門店ウォッチラボ 5%

10,295 正規販売 グランドセイコー専門店 5%

10,296 正規品取扱店 Jewelry&Watch STT 5%

10,297 清家石材工業 Yahoo!店 5%

10,298 清潔オンラインショップ 5%

10,299 清潔キレイ館 5%

10,300 清香園茶舗 5%

10,301 セイコーインテリア 5%

10,302 セイコークロック公式専門店 NUTS 5%

10,303 セイコークロック専門店 EMPIRE 5%

10,304 セイコーテクノ　アンテナ機器 5%

10,305 セイコー時計専門店 スリーエス 5%

10,306 誠実誠心堂 5%

10,307 勢州屋 5%

10,308 成人式七五三かんざし 髪飾り本舗 5%

10,309 誠信ショッピング店 5%

10,310 製図・画材の通販 デザインストア 5%

10,311 セイスクラッチ 5%

10,312 生鮮卸売市場 5%

10,313 製造直販ゴルフ屋 5%

10,314 整体師が勧める健康グッズ ヤフ-店 5%

10,315 贅沢ツナ缶専門店 Oceanprincess 5%

10,316 贅沢屋 5%

10,317 せいてん・晴天 5%

10,318 正道商事ヤフー店 5%

10,319 整備王国 5%

10,320 整備工具のストレート 5%
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10,321 制服おまかせ. 5%

10,322 制服通販リサアンドザスターライト 5%

10,323 制服プラス 5%

10,324 せいぶ青果 5%

10,325 SAVE FUN(セイブファン) 5%

10,326 星羊社Yahoo!ショップ 5%

10,327 セイヨードットコムYahoo!店 5%

10,328 セイリーハウス Yahoo!店 5%

10,329 清流の国ぎふの逸品 5%

10,330 晴林堂2016 5%

10,331 セイルブランドショップ 5%

10,332 正和コンタクト 5%

10,333 SEIWA SHOP 5%

10,334 清和物産Yahoo!店 5%

10,335 ゼウスショッピング 5%

10,336 ゼウス通販ショップ 5%

10,337 sefety shop 5%

10,338 防災グッズ専門店 SAFETY PLUS 5%

10,339 セーブらくらくSTORE 5%

10,340 セールストア Yahoo!店 5%

10,341 世界日本の逸品提供ここ掘れワン 5%

10,342 世界の癒し赤ちゃん人形専門店 5%

10,343 世界のお酒　ニューヨーク 5%

10,344 世界のビール ニューヨーク 5%

10,345 世界のお酒ニューヨークプラス 5%

10,346 世界の家具花ラパン 5%

10,347 世界の靴レガーロ 5%

10,348 世界の建材ドットコム・ヤフー店 5%

10,349 世界の雑貨屋 ワークハウス 5%

10,350 世界の水産物といえば SHUEI 5%

10,351 世界の時計市場　ヤフー店 5%

10,352 世界のナイフ 山秀 ヤフー店 5%

10,353 世界の珍しいプレゼントランキング 5%

10,354 世界良品通販 5%

10,355 背が高くなる靴専門店TALLSHOES 5%

10,356 瀬川屋 Hakusanroku Select Shop 5%

10,357 セカンドオプションYahoo!店 5%

10,358 セカンドギアヤフー店 5%

10,359 セカンドサイクル 5%

10,360 SECOND SK8 5%

10,361 SecondStage 5%

10,362 2nd HANDS 5%

10,363 Second-hand Jewelry Watanabe 5%

10,364 セカンドブランド 5%

10,365 2ndhobby 5%

10,366 セカンドモータース・ボルボパーツ 5%

10,367 セカンドモバイル Yahoo!店 5%

10,368 石材販売 みのせき ヤフー店 5%

10,369 関太郎印のくじら専門店ヤフー店 5%

10,370 SEKIDO 5%

10,371 関戸園芸 5%

10,372 関根珈琲&紅茶店 5%

10,373 secuOn Yahoo!店 5%

10,374 ゼクーカラー 5%

10,375 ゼクシル 5%

10,376 SESAMEセサミ家具・インテリア 5%

10,377 セシボン C’estsibon 5%

10,378 施主のミカタ Yahoo!店 5%

10,379 C’estjoli 5%

10,380 ゼストネーションジャパン 5%
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10,381 SESTO Begin at Kobe! 5%

10,382 セゾンヤフー店 5%

10,383 節句人形・こいのぼり専門店 5%

10,384 拙者の投げ釣り・鮎釣りYahoo!店 5%

10,385 セッションズ 5%

10,386 節水倶楽部Yahoo店 5%

10,387 ゼッツの介護用品のお店 5%

10,388 節電ショップ ヤフーSHOP 5%

10,389 ゼットイオン薬品 5%

10,390 ゼットイオン薬品特約店一成堂 5%

10,391 ZwebオンラインストアYahoo!店 5%

10,392 SET THE TREND 5%

10,393 ZZZV 5%

10,394 セツビコム エアコン館 5%

10,395 設備プラザ 5%

10,396 設備プロ王国 5%

10,397 絶品かとちゃん本舗 5%

10,398 絶品ちば本舗 5%

10,399 節分用品の専門問屋 5%

10,400 セティアワークスYahoo!店 5%

10,401 セテラ ヤフー店 5%

10,402 セテルース 5%

10,403 せとうち酒紀行 ヤフー店 5%

10,404 瀬戸内商店 5%

10,405 瀬戸内たいたいCLUB 5%

10,406 瀬戸内漁師の海鮮問屋 Yahoo!店 5%

10,407 せともの本舗 5%

10,408 せともの屋みさ伝 5%

10,409 SENA-STAR SHOP Yahoo!店 5%

10,410 セナヤフー店 5%

10,411 セナ ヤフー店 5%

10,412 Zenis 5%

10,413 ZENITH GARAGE SURF PLUS 5%

10,414 Zepirion 5%

10,415 SEV公式オンラインショップ 5%

10,416 セプティズ 5%

10,417 ゼブランドショップ 5%

10,418 SEBURO 5%

10,419 7-SEVEN 5%

10,420 7エステNshop店 5%

10,421 セブンエビス 5%

10,422 7Gadget Yahoo!店 5%

10,423 セブン住設 5%

10,424 SEVENTH CODE Yahoo!店 5%

10,425 Sevens Field 5%

10,426 Seventh Wonder 5%

10,427 7dialsヤフー店 5%

10,428 セブンツー Yahoo!店 5%

10,429 セブントゥーセブン 5%

10,430 Seven2Leathers. 5%

10,431 セブンパレット 5%

10,432 Seven Fox 5%

10,433 sevenplus 5%

10,434 セブンブリッジ 5%

10,435 セブンライン 5%

10,436 Seven Rays 5%

10,437 C’est moi 5%

10,438 セラーズYahoo!店 5%

10,439 セラー専科Yahoo!店 5%

10,440 セラーハウス Yahoo!店 5%
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10,441 せらっちはうす 5%

10,442 CestLavie 5%

10,443 セラピストの問屋 5%

10,444 セラフィーネットYahoo!店 5%

10,445 セラポッケ かわいい陶器のお店 5%

10,446 CELL CELLAR セルセラ Yahoo!店 5%

10,447 セルタンヤフー店 5%

10,448 self-medication store Selnic 5%

10,449 SELBY 5%

10,450 セルフィッシュ Yahoo!店 5%

10,451 セルフおの 5%

10,452 セルフメイド 5%

10,453 セルフレアネットショッピング 5%

10,454 セルレットの後藤 5%

10,455 CELLULOID 5%

10,456 SELECTION HK 5%

10,457 selecta birra 5%

10,458 SELECTAL 5%

10,459 セレクティアショップ 5%

10,460 セレクティー 5%

10,461 SELECTISLAND 5%

10,462 SelectAnimeヤフー店 5%

10,463 セレクト&ケアショップ 5%

10,464 セレクトイットPlus 5%

10,465 Select Option Yahoo!店 5%

10,466 セレクトオリジナル 5%

10,467 セレクト・ココ 5%

10,468 セレクト雑貨店 Rabbit Shop 5%

10,469 セレクト34 Yahoo!店 5%

10,470 セレクトジュエリーコフ 5%

10,471 Select Shop ica 5%

10,472 セレクトショップ ソルフェージ 5%

10,473 セレクトショップ REAL STYLE 5%

10,474 セレクトショップAER(アエル) 5%

10,475 セレクトショップAQUA・アクア 5%

10,476 セレクトショップAGIL 5%

10,477 SelectShop Ama-Terrace Yahoo!店 5%

10,478 セレクトショップあわまちYahoo!店 5%

10,479 セレクトショップ Ange 5%

10,480 Select Shop indivise 5%

10,481 セレクトショップ a-clo 5%

10,482 セレクトショップSIG 5%

10,483 セレクトショップ おしゃれ空間 5%

10,484 セレクトショップオズ 5%

10,485 セレクトショップ OZselect 5%

10,486 SelectShopCandy 5%

10,487 セレクトショップ金港堂 5%

10,488 セレクトショップ クオン 5%

10,489 セレクトショップ Cran 5%

10,490 selectshop glistening 5%

10,491 セレクトショップ クルーズ世田谷 5%

10,492 select shop crea 5%

10,493 セレクトショップクロス 5%

10,494 SelectShop The Day 5%

10,495 Select Shop サンファン Yahoo!店 5%

10,496 Selectshop season 5%

10,497 SELECTSHOP-JP 5%

10,498 セレクトショップ JACKPOT STORE 5%

10,499 セレクトショップSHOWCASE 芦屋 5%

10,500 Select Shop SKY-M 5%
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10,501 セレクトショップSpirea 5%

10,502 セレクトショップ soul 5%

10,503 Select Shop S.A.L.T. 5%

10,504 セレクトショップchoice 5%

10,505 セレクトショップ 2CUBE 5%

10,506 セレクトショップDIVA 5%

10,507 セレクトショップDEVIN 5%

10,508 セレクトショップ デルコ 5%

10,509 Select Shop toitoitoi 5%

10,510 セレクトショップ トザキ 5%

10,511 セレクトショップ NUMBER11 5%

10,512 セレクトショップNEO Yahoo!店 5%

10,513 selectshop Palms 5%

10,514 セレクトショップ hana Yahoo!店 5%

10,515 セレクトショップBT 5%

10,516 セレクトショップ himawari 5%

10,517 セレクトショップ ファム 5%

10,518 Select Shop HOOGA 5%

10,519 セレクトショップ FELICE Yahoo!店 5%

10,520 セレクトSHOPぶるーまん 5%

10,521 セレクトショップ ボヌール 5%

10,522 セレクトショップ MAD 5%

10,523 Select Shop Marimari 5%

10,524 セレクトショップ　ミーナ 5%

10,525 セレクトショップ未来ヤフー店 5%

10,526 セレクトショップムー 5%

10,527 大人のきれい服 モードアラカルト 5%

10,528 セレクトショップMOMO 5%

10,529 セレクトショップUB 5%

10,530 セレクトショップRapport 5%

10,531 セレクトショップreal 5%

10,532 セレクトショップ リノフル 5%

10,533 セレクトショップリブレ 5%

10,534 セレクトショップLINK 5%

10,535 セレクトショップルキナ 5%

10,536 セレクトショップLADY 5%

10,537 セレクトショップ REGGIO ヤフー店 5%

10,538 セレクトショップROZY 5%

10,539 セレクトストアレインボーYahoo!店 5%

10,540 セレクトスペースカラーズ 5%

10,541 セレクトテイストYahoo!店 5%

10,542 SELECT FINE 5%

10,543 セレクト文具 綴屋 5%

10,544 SELECT MARUWA 5%

10,545 セレジオーネ(インテリア雑貨) 5%

10,546 Ceres 5%

10,547 セレッサ・オンラインショップ 5%

10,548 seleneige 5%

10,549 Celeble Yahoo!店 5%

10,550 セレブワンピース&ドレスPourVous 5%

10,551 zero&reset ヤフー店 5%

10,552 06XY ヤフー店 5%

10,553 0-STYLE.cravat ヤフー店 5%

10,554 0001PPP.COM 5%

10,555 02BRAND ゼロツーブランド 5%

10,556 セロトーレJAPAN 5%

10,557 ゼロトップマーケット 5%

10,558 ZERO-house 5%

10,559 ZEROBASE 5%

10,560 ゼロポートジャパンYahoo!店 5%

6080



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

10,561 1001Yahoo!店 5%

10,562 繊維のおろしや 鈴慶 5%

10,563 SENEN ZAKKA 5%

10,564 泉果通販 5%

10,565 千客万歳 5%

10,566 千客麺来・久保田 5%

10,567 せんぐ屋 5%

10,568 SENGUYA1009 5%

10,569 線香・お香の日本香堂香ぎゃらりぃ 5%

10,570 線香・仏具・神戸湊川 香舗佐藤 5%

10,571 線香・仏具の法林堂 5%

10,572 全国お取り寄せ ぐるめねっと 5%

10,573 戦国・城めぐりグッズの46 Store 5%

10,574 全国直販 5%

10,575 全国の学校で実績ある アイセック 5%

10,576 全国布団丸洗いドットねっと 5%

10,577 全国有機農法連絡会 安心工房 5%

10,578 前後前ショップ ヤフー店 5%

10,579 洗剤屋.com ヤフー店 5%

10,580 全自動麻雀卓のまーじゃんSHOP 5%

10,581 洗車 コーティング ONE-ZERO 5%

10,582 洗車洗剤屋さん 5%

10,583 洗車の王国 5%

10,584 泉州庵 Yahoo!店 5%

10,585 千秋茶寮 5%

10,586 千秋堂 Yahoo!ショッピング店 5%

10,587 千住宿 きものやすだ屋 5%

10,588 SenSsyo センショウYahoo!店 5%

10,589 センシンレンサプリメント 5%

10,590 センスアビリティ ヤフー店 5%

10,591 扇子専門店 緑守扇 5%

10,592 創業1718年京都老舗 扇子の白竹堂 5%

10,593 センスポストア2 5%

10,594 SENSE MARKET 5%

10,595 センタースポーツYahoo!ショップ 5%

10,596 センターフィールド 5%

10,597 仙台勝山館ココイル 5%

10,598 仙台 トルコ ハンドメイド店 5%

10,599 せんたくや・どっとこむ ヤフー店 5%

10,600 洗濯用品のe-steps 5%

10,601 CENTE 5%

10,602 scent-i land 5%

10,603 鮮ど市場 5%

10,604 セントピア ショッピングストア 5%

10,605 CENTRALITY Yahoo!ショッピング店 5%

10,606 CENTRAL SHOES 5%

10,607 Centro 5%

10,608 千夏庵 5%

10,609 お茶・茶道具・抹茶スイーツ千紀園 5%

10,610 千のWEBショップ 5%

10,611 善野菓子店 Yahoo!ショップ 5%

10,612 千羽の鶴オンラインショップ 5%

10,613 千疋屋總本店 5%

10,614 店内全品送無の通販エブリライフ 5%

10,615 センフィル 5%

10,616 株式会社仙福南陽堂 巡拝用品専門 5%

10,617 ゼンフルネス 5%

10,618 SEMPRE.JP 5%

10,619 センポキ ヤフー店 5%

10,620 京つけもの 千枚漬本家 大藤 5%
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10,621 洗面トイレeショップ Yahoo!店 5%

10,622 全薬ヘルスビューティ・ショップ 5%

10,623 ゼンリン住宅地図の国土書院 5%

10,624 SOAR SOUND 5%

10,625 ZOANO SPORTS 5%

10,626 SOAR KIDS 5%

10,627 相愛ショップ1号店 5%

10,628 Soai Forestヤフー店 5%

10,629 早庵 5%

10,630 創育の森 5%

10,631 ソウイストア 5%

10,632 ソウ・エクスペリエンス 5%

10,633 想花 5%

10,634 sokaiwheel 5%

10,635 造花専門店はなこヤフー店 5%

10,636 造花ディスプレイ ドットコム 5%

10,637 造花ドライフラワー専門問屋花びし 5%

10,638 造花のグリーンアート.ヤフー店 5%

10,639 創業30年 江向隆商店 5%

10,640 創業1830年 梅干しの吉田屋 5%

10,641 創業100年 ひめじやネット通販 5%

10,642 創業百余年 栗きんとんの美濃屋 5%

10,643 創業160年の信頼と実績 ハケ市 5%

10,644 創業文政五年 和菓子の丸三老舗 5%

10,645 創業文政十年うなぎのての字 5%

10,646 創業萬延元年 辻利 5%

10,647 創業明治42年 赤尾漢方薬局 5%

10,648 爽ケア 5%

10,649 ソウケンネット販売部 5%

10,650 総合インテリア・エンジョイホーム 5%

10,651 総合エアガンSHOPモケイパドック 5%

10,652 総合卸問屋FORTUNE 5%

10,653 総合カー用品店 A-Line Japan 5%

10,654 創工館 5%

10,655 総合商社チャンピオン 5%

10,656 総合食肉卸中山家 5%

10,657 総合食品通販 5%

10,658 総合通販Mina-kuru 5%

10,659 総合通販Minakuru 5%

10,660 総合問屋 京のまるいけ 5%

10,661 マーシーのお店 5%

10,662 総合刃物本舗 利助 Yahoo!店 5%

10,663 総合ブライダル館 5%

10,664 総合リサイクルネオプライス 5%

10,665 総合良品ストア 5%

10,666 相互商会 5%

10,667 そうざい 男しゃく 5%

10,668 惣菜屋さん本舗 5%

10,669 創作工房ぱれっと 5%

10,670 創作和アイスの店’桜庵’ 5%

10,671 ゾウサンノハナYahoo! JAPAN店 5%

10,672 掃除用品クリーンクリンヤフー店 5%

10,673 SOHSHOP 5%

10,674 惣次郎 5%

10,675 増設メモリ通販アキバデバイス 5%

10,676 そうたくんのおへや 5%

10,677 贈答品のYAMATO 5%

10,678 そうとふう 5%

10,679 SOUFAストア 5%

10,680 SOHO本舗 5%
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10,681 相馬グリーン 5%

10,682 送料無料インテリア 5%

10,683 送料無料的商店 5%

10,684 souljahz Yahoo!店 5%

10,685 soulbird-Yahoo!店 5%

10,686 soulberry 5%

10,687 韓国音楽専門ソウルライフレコード 5%

10,688 双鈴自転車店 5%

10,689 早和果樹園Yahoo!店 5%

10,690 zoeeヤフー店 5%

10,691 sewing.k 5%

10,692 SO-KUTSUヤフーショッピング店 5%

10,693 ソーコショップ 5%

10,694 ソーシャルアンドリレーションズ 5%

10,695 ソーシャルガール 5%

10,696 ソーシャルテックYショッピング店 5%

10,697 SOURCE 5%

10,698 ソーチェン問屋むとひろ-ヤフー店 5%

10,699 zona 5%

10,700 SOHO Partner 5%

10,701 SOHOプロショップ 5%

10,702 Solas 5%

10,703 SORAL 5%

10,704 SOLEHUNTER ショッピング店 5%

10,705 作業服のセレクトショップSOWORK 5%

10,706 そ・か・な Yahoo!店 5%

10,707 SOXXI 5%

10,708 ZOKZOK 5%

10,709 測定器・工具のイーデンキ 5%

10,710 測定器専門の佐藤商事ヤフー店 5%

10,711 測定・切削・工具の東洋工販 5%

10,712 即納ドラッグ 金太郎ヤフー店 5%

10,713 測量用品のADAJAPANヤフー店 5%

10,714 SOCOLA Bean to Bar Chocolate 5%

10,715 素材のいい服専門店ヤフーショップ 5%

10,716 素材屋さんWeb店 5%

10,717 粗品・イベント景品の粗品屋本舗 5%

10,718 粗品・記念品・ノベルティのお店 5%

10,719 粗品デポ Yahoo!店 5%

10,720 粗品のシーズン 5%

10,721 素数オンラインショップYahoo!店 5%

10,722 zoslab market 5%

10,723 ZOZOMU Yショッピング店 5%

10,724 食器 生活雑貨 育てる道具ILMAPLUS 5%

10,725 SODAMON 5%

10,726 靴下専門店 ソックスbox408 5%

10,727 ソックスマルシェ 5%

10,728 ぞっこんイカ本舗 Yahoo!店 5%

10,729 焼酎屋かごしま ヤフー店 5%

10,730 Soto Asobi Store 5%

10,731 sotosotodays 5%

10,732 そなえパークス 5%

10,733 ソネット 5%

10,734 園田真珠 ヤフーショッピング店 5%

10,735 ソノダスポーツヤフー店 5%

10,736 Sonorite 5%

10,737 SONON 5%

10,738 SONON 2号店 5%

10,739 そば打ちセット専門店 きむらや 5%

10,740 蕎麦研究会・そばけんストア 5%
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10,741 そば処やぶ 5%

10,742 ソファ・ダイニング通販の家具屋台 5%

10,743 ソファ ベッド通販 nuqmo 5%

10,744 ソファーメーカー直販店・和楽 5%

10,745 ソファ家具通販 arne style 5%

10,746 ソファ・家具のU-LIFE 5%

10,747 ソファ・クッション・イスの座ログ 5%

10,748 ソファ専門店 SOFAMART 5%

10,749 ソファ専門店 モデュロール 5%

10,750 ソファ販売店リラックス-lelax88 5%

10,751 ソフィア 5%

10,752 ソフィア ネットショップYahoo店 5%

10,753 soft99 e-mono 5%

10,754 ソフトテニス館 5%

10,755 ソフトトップオンラインショップ 5%

10,756 そふと屋ゴールド館 5%

10,757 そふと屋プラチナ館 5%

10,758 ソフトライフ 5%

10,759 ソプラノYahoo!店 5%

10,760 そまの薬局 5%

10,761 ソムリエ@ギフト 5%

10,762 染めものや松次郎Yahoo!店 5%

10,763 SORA 5%

10,764 Sorayu Yahoo!ショップ 5%

10,765 そらいろや Yahoo!店 5%

10,766 sorakara&company株式会社SORAKARA 5%

10,767 SORACIEL 5%

10,768 SORASION 5%

10,769 空の星の職人館～鞄とお財布専門店 5%

10,770 空まめセレクションYahoo!店 5%

10,771 ソラリス 5%

10,772 SORIKITO 5%

10,773 ソリノベ研究所Yahoo!通販 5%

10,774 素粒水の専門ショップ・ギフト 5%

10,775 Sol-Le-Da～ソルレダ～ 5%

10,776 soreado 5%

10,777 ソレイユ・カフェ 5%

10,778 ソレイユショップ 5%

10,779 それいゆはとむぎ 5%

10,780 ソレイユビューティーショップ 5%

10,781 Solouno ソロウーノ 5%

10,782 ソロキャンプとテントのSmile Mart 5%

10,783 ソロモン 5%

10,784 sowan 5%

10,785 ソンバーユクラブ Yahoo!店 5%

10,786 Songmics JP 5%

10,787 DARKSHINY 5%

10,788 ターゲットストア 5%

10,789 TARZA(ターザ)Yahoo!店 5%

10,790 taa-turtle 5%

10,791 ダーツショップDARTS HiVe 5%

10,792 Darts Shop TiTO Yahoo!店 5%

10,793 Dart7 5%

10,794 Danish Embroidery 5%

10,795 TAANEオンラインストア 5%

10,796 TARA HARMONY 5%

10,797 ターンバックルYahoo!店 5%

10,798 dialog 5%

10,799 第一海雄丸 5%

10,800 第一ゴルフYahoo!店 5%

6084



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

10,801 ダイエット 加圧インナー valencia 5%

10,802 ダイエット健康食品ジョアマルシェ 5%

10,803 ダイエット美人 5%

10,804 ダイエットビューティ通販 5%

10,805 diet42 ヤフー店 5%

10,806 ダイオeショップ 5%

10,807 DaiouStore-Pro 5%

10,808 大王製作所Yahoo店 5%

10,809 タイガー魔法瓶 Yahoo!ショップ 5%

10,810 タイガー魔法瓶 業務用専門館 5%

10,811 タイガー魔法瓶 GRANDX SHOP 5%

10,812 タイガー魔法瓶 SAHARAショップ 5%

10,813 代官山お買い物通り 5%

10,814 代官山FULL UP 5%

10,815 代官山ワインサロンLe・luxe 5%

10,816 大輝厨房機器用品 5%

10,817 ダイキフーズ 5%

10,818 大京プロジェクト 三ツ星食品館 5%

10,819 Tycoon 5%

10,820 大工道具・金物の専門通販アルデ 5%

10,821 大熊 5%

10,822 大慶堂さんあい薬局Yahoo!店 5%

10,823 大源商会 5%

10,824 大源味噌Yahoo!店 5%

10,825 DAIGO 5%

10,826 TAIKOH 5%

10,827 大光産業 5%

10,828 大五うなぎ工房 Yahoo!店 5%

10,829 北海道第五海鷲丸 5%

10,830 ダイコーフィットネス 5%

10,831 大黒屋のお箸専門店 縁 5%

10,832 大黒屋仏壇店 5%

10,833 醍醐倉庫蔵出し市 5%

10,834 ダイコン卸 直販部 5%

10,835 大滋店 5%

10,836 大衆演劇役者ごのみ 5%

10,837 体重テディベア製造メーカー直営店 5%

10,838 大正 5%

10,839 DAISHIN工具箱 5%

10,840 大信質舗ヤフー店 5%

10,841 大信SHOP 5%

10,842 大伸物産Yahoo!ショップ 5%

10,843 大好き北海道・ぴりかショップ 5%

10,844 DAISUKE JAPAN 5%

10,845 タイスピリット 5%

10,846 TaiSeiTS TaiSeiDC Yahoo!店 5%

10,847 タイセイネット店 5%

10,848 大仙市観光物産協会公式ショップ 5%

10,849 大仙屋 5%

10,850 Dysonパーツ専門店BasicSigns 5%

10,851 だいた商会 5%

10,852 ダイタツストア Yahoo!店 5%

10,853 だいだらぼっちヤフー店 5%

10,854 タイタンショップR 5%

10,855 大地の生菓 5%

10,856 TIDING SHOP 5%

10,857 大同印刷Yahoo!店 5%

10,858 大同ネットSHOP 5%

10,859 ダイト薬品 5%

10,860 ダイナゴルフ Yahoo!店 5%
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10,861 dyna jewelry 5%

10,862 Tiny-tantanヤフー店 5%

10,863 tinis-kanagawa 5%

10,864 大日本空輸グループ 総合本社 5%

10,865 ダイニングセット専門店 エリー 5%

10,866 ダイニングルーム 5%

10,867 ダイバーシティ ヤフー店 5%

10,868 DAIHAN ダイハン 5%

10,869 DIVING-HID 5%

10,870 ダイビング器材卸問屋ACCESS 5%

10,871 ダイビング専門店ダイブシー 5%

10,872 ダイビング専門店ファインド 5%

10,873 台北 YAHOO店 5%

10,874 ダイボ 5%

10,875 大宝家具 5%

10,876 大宝家具2号店 5%

10,877 大麻草エキスのアーサーオイル 5%

10,878 タイム アンド プラス 5%

10,879 タイムクラブ Yahoo!店 5%

10,880 大夢店 5%

10,881 Timez A ヤフー店 5%

10,882 TIME LOVERS 5%

10,883 タイムリー・ファッションストア 5%

10,884 タイムレジェンド ヤフー店 5%

10,885 タイムレスブライト 5%

10,886 ダイヤ ナチュラルガーデン 5%

10,887 タイヤアクセス 5%

10,888 タイヤ市場ショッピング 5%

10,889 タイヤ1番 5%

10,890 タイヤエイト刈谷店 5%

10,891 タイヤエイトYahooショッピング店 5%

10,892 タイヤエイトYahooショッピング2店 5%

10,893 タイヤ王国 5%

10,894 タイヤ カー用品のトライスタイル 5%

10,895 タイヤガレージWIN 5%

10,896 たいやきのかぐら 5%

10,897 タイヤケア東京 5%

10,898 ダイヤ事務機 5%

10,899 TIRE SHOP 4U 5%

10,900 タイヤショップRebirth 5%

10,901 タイヤスタイル 5%

10,902 タイヤステージ湘南ヤフー店 5%

10,903 dia store 5%

10,904 タイヤダイレクト ヤフー店 5%

10,905 宅配タイヤ太郎 Yahoo店 5%

10,906 タイヤチェーン専門店ホットロード 5%

10,907 タイヤのヘラクレス 5%

10,908 タイヤ番長 Yahoo!店 5%

10,909 タイヤ・ホイール カンパニー 5%

10,910 タイヤ・ホイールカンパニー 5%

10,911 タイヤホイール・ジャポン 5%

10,912 タイヤホイール専門店M2K 5%

10,913 タイヤホイール専門店 小西タイヤ 5%

10,914 タイヤ・ホイール専門店 ミクスト 5%

10,915 tire-box Yahoo!ショップ 5%

10,916 タイヤマート24ヤフー店 5%

10,917 タイやもん 5%

10,918 ダイヤモンドアンテナ専門店 5%

10,919 ダイヤモンドジュエル 5%

10,920 ダイヤモンド専門店 オシェル 5%
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10,921 ダイヤモンド専門店THJ 5%

10,922 ダイヤモンド ファウスト 5%

10,923 ダイヤモンド褒賞の野沢農産 5%

10,924 DIAMOND WORLD 5%

10,925 タイヤ屋 キトキト 本宿店 5%

10,926 タイヤ屋 ぱぴ 5%

10,927 タイヤ LIKE館 5%

10,928 TAIYANG 5%

10,929 太陽ギフトショップ 5%

10,930 太陽雑貨ren 5%

10,931 太陽設備ヤフー店 5%

10,932 太陽電子 5%

10,933 TAIYODO 5%

10,934 太陽堂製薬ショップ 5%

10,935 タイヨウのトマト Yahoo!店 5%

10,936 太陽のモリンガ本舗 5%

10,937 太陽のレモン 5%

10,938 タイヨートマーヤフー店 5%

10,939 平創機　On-Line　Shop 5%

10,940 鯛ラバ専門店 鯛らばねっと 5%

10,941 タイリーネットSHOP　ヤフー店 5%

10,942 大漁カーペット ヤフーショップ 5%

10,943 大漁釣具 5%

10,944 タイルショップたまがわ 5%

10,945 タイルショップヤマシタ 5%

10,946 タイル販売 タイルオンライン 5%

10,947 ダイレクトコム～プロツール館～ 5%

10,948 ダイレクトハンズ Yahoo!店 5%

10,949 ダイレクトライン出版 5%

10,950 ダイワインテリア家具Yahoo!店 5%

10,951 DAIWA-KIGYO online shop 5%

10,952 ダイワサイクル オンラインストア 5%

10,953 ダイワショップ ポケット510 5%

10,954 ダイワヘルス研究所Yahoo!店 5%

10,955 大和屋 旬果庵 5%

10,956 台湾お土産屋 亜星 5%

10,957 台湾小集 5%

10,958 台湾セレクション 5%

10,959 台湾茶専門店 フォルモサの風 5%

10,960 台灣物産館 5%

10,961 Da Vinci 5%

10,962 タウハウス 5%

10,963 タウンガスの益田屋 5%

10,964 タウンモール TownMall 5%

10,965 TAOTAOストアー 5%

10,966 タオバオの達人 1号店 5%

10,967 タオル園 5%

10,968 タオルギフト名入れ専門ライム 5%

10,969 タオル工場ぷかぷか Yahoo!店 5%

10,970 タオル工房ふれんず 5%

10,971 タオル産地の製造・直売　夢工房 5%

10,972 タオルショップmou 5%

10,973 たおるショップあがつま Yahoo!店 5%

10,974 タオルショップ hug you 5%

10,975 タオルショップ ブルーム 5%

10,976 タオル製ベビー服ハイディヤフー店 5%

10,977 ダオル ダイレクトショップ 5%

10,978 タオル直販店 ヒオリエ 日織恵 5%

10,979 タオルと布団のお店 ふわりら 5%

10,980 タオルの通販 たかだ屋 5%
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10,981 タオルの双葉屋ヤフー店 5%

10,982 タオルの森 Yahoo!店 5%

10,983 タオルのやす吉 5%

10,984 タオル美術館Yahoo!店 5%

10,985 たおるやさん 5%

10,986 タオルはまかせたろ.com 5%

10,987 高岡銅器・漆器の雅覧堂 5%

10,988 たかおマーケット 5%

10,989 高木農園Yahoo!店 5%

10,990 高く買取るゾウ ヤフー店 5%

10,991 駄菓子とおもちゃの太郎と花子 5%

10,992 高島屋ラック 5%

10,993 高島屋質店 5%

10,994 タカセ医療器 5%

10,995 高田卸方屋 5%

10,996 タカダ時計店 5%

10,997 高田屋人形店 5%

10,998 高千穂工場 5%

10,999 たかちゃん農園 5%

11,000 鷹宰心理療法所Web Shop ヤフー店 5%

11,001 タカデンショップ 5%

11,002 高野縞次郎商店 5%

11,003 高野木工 5%

11,004 タカハシ グリーンショップ 5%

11,005 高橋総本店 ヤフーショッピング店 5%

11,006 タカハシ乳業ネットショップ 5%

11,007 高橋プロパン 5%

11,008 高橋本社Yahoo!店 5%

11,009 高橋ミカ公式 ミッシーリスト 5%

11,010 タカハシYahoo!店 5%

11,011 タカハマスポーツ82 5%

11,012 takafuku1915 5%

11,013 多賀米穀 5%

11,014 高松片原町西部商店街 5%

11,015 たかみ質店 Yahoo!店 5%

11,016 高光製薬Yahoo!店 5%

11,017 タカミトレード 5%

11,018 タカムラ ワイン ハウス 5%

11,019 タカモリヤフー店 5%

11,020 高山企画 5%

11,021 高山商店 5%

11,022 高山問屋 5%

11,023 タカラShop Yahoo!店 5%

11,024 タカラ設備広島Yahoo!店 5%

11,025 宝塚アン 5%

11,026 宝箱2japan 5%

11,027 宝船ヤフーショップ 5%

11,028 宝掘り本舗ヤフー店 5%

11,029 宝米本舗ヤフー店 5%

11,030 抱かれ枕.com 5%

11,031 滝井酒店ー酒ワールド タキイ 5%

11,032 滝澤酒店ヤフー店 5%

11,033 田木商品 5%

11,034 滝戸商事 5%

11,035 DAgDART(ダグダート) 5%

11,036 宅配クリーニング おしゃれ洗濯便 5%

11,037 宅配クリーニング ラクリ 5%

11,038 宅配農場 精米人 5%

11,039 匠ーTAKUMIー 5%

11,040 匠style 5%
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11,041 匠トラックショップ ヤフー店 5%

11,042 匠のかに シーフード本舗ヤフー店 5%

11,043 匠の技・粋な下駄わとみ 5%

11,044 TAKUMI motor oil 5%

11,045 タクミライフ 5%

11,046 宅麺.com Yahoo!店 5%

11,047 Dagrat 5%

11,048 竹あみ針と手芸用品のお店 趣芸 5%

11,049 竹内ゴルフ ヤフーショッピング店 5%

11,050 たけうちスポーツ店 5%

11,051 TAKEO-SHOP 5%

11,052 take-shop 5%

11,053 竹炭の里 5%

11,054 タケダ猪精肉店 5%

11,055 タケダ靴店 5%

11,056 竹徳かまぼこYahoo!ショップ 5%

11,057 武友工房 5%

11,058 TAKEMOTO 5%

11,059 TAKEYA OFFICIAL 5%

11,060 竹屋釣具店 5%

11,061 確かなモノ探しと銘酒トレイル 5%

11,062 タシットナレ 5%

11,063 だしの家 5%

11,064 但馬牛・三田和牛のミートマイチク 5%

11,065 タジマストアYahoo!ショッピング店 5%

11,066 田代珈琲 ヤフー店 5%

11,067 ダスカコレクション 5%

11,068 TASUKARU 5%

11,069 TASKS Yahoo!店 5%

11,070 たすくらし 5%

11,071 タステア ヤフー店 5%

11,072 ダスワン 5%

11,073 多多 5%

11,074 タダスポーツ 5%

11,075 畳・カーペットの店アズマ 5%

11,076 畳収納の家具屋本舗Yahoo!店 5%

11,077 たたみの関川 5%

11,078 舘 5%

11,079 たちかわ 5%

11,080 立川補聴器センターYahoo!店 5%

11,081 京都たち吉 5%

11,082 立花ストア 5%

11,083 立花ストア2号店 5%

11,084 立花洋品店 5%

11,085 たちまち堂Yahoo!ショッピング店 5%

11,086 たちまち家 5%

11,087 tacka tacka 5%

11,088 卓球専門店 卓天(タクテン) 5%

11,089 卓球ナビ 5%

11,090 卓球本舗 5%

11,091 タックオンライン ヤフー店 5%

11,092 TAC-ZombieGear 5%

11,093 タツクラフト 5%

11,094 タックルガレージグロー 5%

11,095 タックルショップサニーデイ 5%

11,096 Dacco Yahoo!店 5%

11,097 達人のギフト屋さん 5%

11,098 韃靼そば健康生活Yahoo!店 5%

11,099 Touch The Sky 5%

11,100 タッチストーン 5%
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11,101 タッチパネルPC館 5%

11,102 TOUCHBeauty Yahoo!店 5%

11,103 DADangel 5%

11,104 TUTTLE 5%

11,105 ダッフィーコスチューム通販アリス 5%

11,106 龍屋本舗 ヤフーショッピング店 5%

11,107 TATSUYAヤフーショップ 5%

11,108 辰屋ヤフー店 5%

11,109 TADY&KING直営店 dress-r 5%

11,110 ダディッコYahoo店 5%

11,111 館ヶ森アーク牧場 5%

11,112 建具専門店 5%

11,113 だて商会 5%

11,114 立野機工のWEBショッピング 5%

11,115 伊達の牛たん本舗 5%

11,116 タトゥーシールぷれいやーYahoo!店 5%

11,117 田中商会レッドパーツ店 5%

11,118 田中電気 ヤフーショップ 5%

11,119 田中海苔 5%

11,120 田中屋模型 5%

11,121 タナサイズ 5%

11,122 七夕 祭り 飾り 笹 短冊 通販 西賀 5%

11,123 TANI INTERNATIONAL STORE 5%

11,124 多肉植物 Jewel-like Succulents 5%

11,125 多肉永遠支店 5%

11,126 タニザワ宅配システム 5%

11,127 タニダWEBショップ 5%

11,128 タニタオンラインショップYahoo!店 5%

11,129 タニックスショップ ヤフー店 5%

11,130 ダニ捕り市場Yahoo!店 5%

11,131 谷町テーラーパーツ 5%

11,132 たぬきのもり 5%

11,133 TANESHO-FACTORY-LABEL 5%

11,134 たね坊のぬか床 5%

11,135 タノーダイヤモンド ヤフー店 5%

11,136 Tanokichi Towel Service 5%

11,137 楽しいインテリア北欧雑貨店 kakko 5%

11,138 楽しいスイムウェア KBC SPORTS 5%

11,139 たのしくらしアウトレット4U 5%

11,140 たのしくらし.com Yahoo!店 5%

11,141 たのしくらしベジタブルオイル4U 5%

11,142 タノシニア ヤフー店 5%

11,143 楽しみ食倶楽部 5%

11,144 タノシミドリ Yahoo!店 5%

11,145 たばきギフト館 5%

11,146 タバコ屋本舗 5%

11,147 DABADAストア Yahoo!店 5%

11,148 TAVARAT・タバラット 5%

11,149 旅するアジアの雑貨店 5%

11,150 TAHITI MARCHE-タヒチマルシェ 5%

11,151 DAVID STORE 5%

11,152 旅箱-tavivako-ヤフー店 5%

11,153 旅プレ 5%

11,154 タヒボショップ 5%

11,155 旅マルシェヤフー店 5%

11,156 ダヒヨーグルト種菌通販レインビオ 5%

11,157 TafuOnヤフー店 5%

11,158 タブタブ 5%

11,159 Duft and Doft 5%

11,160 WWJ-NET 5%
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11,161 WPTウッドプラスチック 5%

11,162 WY Style Yahooショッピング店 5%

11,163 ダブルアーク 5%

11,164 ダブル・アート 5%

11,165 WR homme 5%

11,166 ダブルエス-作業用品-Yahoo!店 5%

11,167 WM 5%

11,168 WMH インターネットストア 5%

11,169 W-CLASS 5%

11,170 WCベースボール 5%

11,171 ダブルスリー33 5%

11,172 ダブルチェック・Yahooショップ 5%

11,173 ギターパーツの店・ダブルトラブル 5%

11,174 ダブルハピネス 5%

11,175 WBCストア 5%

11,176 吹奏楽などのCD・楽譜 WBP Plus! 5%

11,177 W Pocket 5%

11,178 ダブルレインボー 5%

11,179 オンパレードヤフー店 5%

11,180 タブレット工房 5%

11,181 TABEOLOGY(タベオロジー) 5%

11,182 食べてもいいおやつの店パクぽりっ 5%

11,183 たべふく 5%

11,184 食べもんぢから.Yahoo!店 5%

11,185 TABELUCA タベルカ 5%

11,186 Taberun 5%

11,187 タマガワオーディオ 5%

11,188 玉川本店 5%

11,189 たまき Yahoo!店 5%

11,190 たまごのおくだ 5%

11,191 たまごボーロ専門店 lecoco 5%

11,192 玉子屋やまたかYahoo!店 5%

11,193 タマシゲストアー 5%

11,194 タマチャンショップ 5%

11,195 TAMATEBAKO 5%

11,196 たまねぎや 5%

11,197 玉乃光酒造ヤフー店 5%

11,198 玉屋 5%

11,199 たまやグループストア 5%

11,200 たまや質店 5%

11,201 玉や質店 5%

11,202 タミヤ 5%

11,203 タムタスYahoo!店 5%

11,204 タムベディ 5%

11,205 田村玩具 5%

11,206 DAMAGEDONE ONLINE 5%

11,207 田森さんのお米 5%

11,208 他安堂 5%

11,209 ダリ・インドネシア 5%

11,210 たるしるスポーツ&アウトドア 5%

11,211 タルトの店 ペシュ 5%

11,212 タルトビア 5%

11,213 樽の味 5%

11,214 だるふぃんショッピング 5%

11,215 作業服の専門店だるま商店 5%

11,216 ダルム健康堂 5%

11,217 太郎坊 Yahoo!店 5%

11,218 TARO HOME 5%

11,219 タロウワークス 5%

11,220 タローズダイレクト Yahoo!店 5%
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11,221 タロットアート・イコノグラフィ 5%

11,222 Tower TAG ヤフー店 5%

11,223 dangan-girls 5%

11,224 ダンクトゥール直営店 5%

11,225 TANGLE TEEZER JAPAN 5%

11,226 Danke! 5%

11,227 ダンケできれいドットコム 5%

11,228 丹後地域地場産業振興センター 5%

11,229 タンジェリンYahoo!ショップ 5%

11,230 優光泉酵素 断食道場shop ヤフー店 5%

11,231 誕生石・宝石のヨコヤマ 5%

11,232 誕生日ケーキのお店・エスキィス 5%

11,233 誕生日ケーキのお店フェリスプラス 5%

11,234 誕生日ケーキのしあわせ工房 5%

11,235 誕生日プレゼント専門店 Ciao! 5%

11,236 誕生日プレゼント・ネット 5%

11,237 ダンス衣装 子供服 COCOS 5%

11,238 ダンス衣装と小物のFive Stars 5%

11,239 ダンス衣装&政吉masakichi 5%

11,240 ダンスシューズ・エーディーエス 5%

11,241 ダンスシューズのマレンゴ 5%

11,242 ダンス!ダンス!ダンス! 5%

11,243 DANCE DEPOT 5%

11,244 ダンスシューズのダンスネッツ 5%

11,245 タンスのゲンYahoo!店 5%

11,246 ダンス・舞台用シューズ アタリマ 5%

11,247 丹後の地酒 久美の浦 5%

11,248 タンセラショップ 5%

11,249 だんだら Yahoo!店 5%

11,250 タンタンショップ 5%

11,251 タンタンショップ プラス 5%

11,252 ダンディクラブ Yahoo!ショップ 5%

11,253 ダンデライオン 5%

11,254 ダンデライオン ヤフー店 5%

11,255 ダントツonline Yahoo!店 5%

11,256 tantobazarshop 5%

11,257 淡輪雑貨店 5%

11,258 丹波篠山いのうえ黒豆農園 5%

11,259 丹波農産ヤフーショッピング店 5%

11,260 丹波国のやまゆ 5%

11,261 ダンボール家具のHOWAY ヤフー店 5%

11,262 段ボールと梱包資材の店 InTheBox 5%

11,263 ダンボールワンYahoo!店 5%

11,264 田んぼのパン工房・虹の穂 5%

11,265 たん焼一隆Yahoo!店 5%

11,266 たん焼忍 5%

11,267 チアーズ 5%

11,268 Cheers 5%

11,269 Cheek by Jowl Yahoo!店 5%

11,270 小さいお仏壇の専門店 BUSSE 5%

11,271 小さいふ クアトロガッツ Yahoo店 5%

11,272 小さな器のお店 ココットポット 5%

11,273 ちいさなきもの屋 和gan 5%

11,274 ちいさなクルマ専門店ウイウイ練馬 5%

11,275 小さな大工さん 5%

11,276 チーズケーキのパパジョンズ 5%

11,277 ち～ときてみ～備中 5%

11,278 ち～ときてみ～備中ヤフー店 5%

11,279 cheaper shop sell 5%

11,280 Team-ascent Yahoo!店 5%
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11,281 TEAM JAPAN チームジャパン 5%

11,282 cheero mart 5%

11,283 チェーンベルトのpooqooboo 5%

11,284 チェブラーシカ・タウン 5%

11,285 CHERRY CHERRY 5%

11,286 チェリーベル Yahoo!店 5%

11,287 チェリッシュ 5%

11,288 cherish select shop 5%

11,289 チェルシーガーデン 5%

11,290 ChelseagardensUK 5%

11,291 チェンジングマイライフヤフー店 5%

11,292 chamber 5%

11,293 CHIKI CHIKI ヤフー店 5%

11,294 地球館 ヤフー店 5%

11,295 地球雑貨アースヴィレッジ 5%

11,296 地球問屋 5%

11,297 地球の歩き方オンラインショップ 5%

11,298 地球畑 5%

11,299 チキンナカタ 5%

11,300 チキン南蛮・お惣菜直販-シーズン 5%

11,301 チキンマイスター Yahoo!店 5%

11,302 筑前飯塚宿　たまご処　卵の庄 5%

11,303 竹堂園 Yahoo!店 5%

11,304 竹茗堂茶店Yahoo!店 5%

11,305 cikolataヤフーショップ 5%

11,306 chicorico Yahoo!ショップ 5%

11,307 ちこり村 5%

11,308 地産地消の店ストランズ 5%

11,309 CHISUI 5%

11,310 CitaCita&Son 5%

11,311 チタンアクセサリ-島田工房ヤフ-店 5%

11,312 チタンアクセサリーレジエ 5%

11,313 チタンピアスのなでしこスタイル 5%

11,314 チチカカ Yahoo!店 5%

11,315 チトセスポーツ 5%

11,316 チトセスポーツ テニス&バドSHOP 5%

11,317 千鳥屋酒店 5%

11,318 千夏小屋 5%

11,319 チノンYahoo!ショップ 5%

11,320 知花テントヤフー店 5%

11,321 千葉のお米専門店 ヨロズヤ 5%

11,322 千葉の隠れた逸品米 みそのう米店 5%

11,323 千葉の落花生店 やちまた 5%

11,324 Chiba Mart 5%

11,325 CHIBICHIBI 5%

11,326 ちびちびきっちん 5%

11,327 ちびっ子ハウスのま 5%

11,328 チモトコーヒー 5%

11,329 CHARGE UP 5%

11,330 Char-Broil Japan ヤフー店 5%

11,331 Charmers-Yahoo!店 5%

11,332 チャーミ 5%

11,333 Charming Crew 5%

11,334 薬膳食品・薬膳茶のCharming Shop 5%

11,335 チャーミングラボ 5%

11,336 チャーム charm ヤフー店 5%

11,337 Charms and Things 5%

11,338 charmbeauty 5%

11,339 CHARLY ONLINE STORE 5%

11,340 チャイナカジュアル 5%
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11,341 Chinavi ヤフー店 5%

11,342 チャイルドヴィーイクルズ 5%

11,343 茶宇あぐりストア 5%

11,344 Chaoone!ヤフー店 5%

11,345 チャオ バンビーニ 5%

11,346 CHAOルーシャオ 5%

11,347 着圧タイツ専門店 魔法のタイツ 5%

11,348 ちゃけ 5%

11,349 chuckle 5%

11,350 チャップリンYahoo!店 5%

11,351 掛川茶通販 茶つみの里 5%

11,352 茶道具いまや静香園 5%

11,353 茶道具 銘茶 左座園 Yahoo!店 5%

11,354 茶の術-ハーブガーデンショップ 5%

11,355 chanoyu koresiki 石橋晩翠居 5%

11,356 chama-shop 5%

11,357 Charaラボ ヤフー店 5%

11,358 Chalinx Yahoo!店 5%

11,359 ちゃりんこ王国 Yahoo!店 5%

11,360 ちゃんがら堂 5%

11,361 CHUNKY FACTORY 5%

11,362 チャンコレ.プロ 5%

11,363 ちゃんてぃっく 5%

11,364 チャンピオンカレー Yahoo!店 5%

11,365 ちゃんぷヤフー店 5%

11,366 CHUAI ONLINE SHOP ヤフー店 5%

11,367 中央商会Yahoo!店 5%

11,368 株式会社 中央製作所 5%

11,369 中央電子設計 1号館 5%

11,370 中華料理ハルピン 5%

11,371 中京ガス機器ヤフー店 5%

11,372 中京ソーラー 5%

11,373 中古家電ショップ 5%

11,374 中国楽器専門店 5%

11,375 中国雑貨 華蔵 5%

11,376 中国茶専門店リムテー 5%

11,377 中国茶! ちゃ! チャ! 5%

11,378 中国超級市場オンライン 5%

11,379 中古コピーとパソコンのイーコピー 5%

11,380 中古ゴルフクラブストアNextOne 5%

11,381 中古タイヤプロショップ Yahoo!店 5%

11,382 中古釣具リサイクルポイントYOU 5%

11,383 中古テニス専門店テニス846シブヤ 5%

11,384 中古電話の美品宣言 5%

11,385 中古の家電専門店 エコアース 5%

11,386 中古パソコンアトリオ 5%

11,387 中古パソコンくじらや 5%

11,388 中古パソコン情報会館 5%

11,389 中古パソコン0799.jp 5%

11,390 中古パソコンショップ PChands 5%

11,391 中古パソコン PC-WRAP Yahoo!店 5%

11,392 中古パソコン・スマホ PCエックス 5%

11,393 中古パソコン専門店 Be-Stock HD 5%

11,394 中古パソコンのUSED-PC 5%

11,395 中古パソコンのワットファン 5%

11,396 中古パソコン販売パクス Yahoo!店 5%

11,397 中古パソコン専門店 Be-Stock TSB 5%

11,398 中古パチスロ実機販売のピーボム 5%

11,399 中古幼児教材スウィングキッズ 5%

11,400 choose! 5%
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11,401 抽選用品の専門問屋 5%

11,402 チューニングファンドットコム 5%

11,403 中部特機産業ヤフー店 5%

11,404 厨房市場あれ家これ屋 Yahoo!店 5%

11,405 厨房一番 5%

11,406 厨房器具の専門店 東洋商会 5%

11,407 厨房センターヤフー店 5%

11,408 厨房のイトー 5%

11,409 厨房屋 5%

11,410 厨房用品 安吉 5%

11,411 厨BOX 和歌山 5%

11,412 chuya-online.com Yahoo!店 5%

11,413 tutu fleur by hanaoto 5%

11,414 美ら海熱帯魚YAHOO支店 5%

11,415 ちゅらネット にふぇーでーびる 5%

11,416 チョイスギフト 5%

11,417 Choice チョイスプロテイン 5%

11,418 チョイする 5%

11,419 ちょいまいず 5%

11,420 Cyoimaru.com 5%

11,421 CHAOYILIU 5%

11,422 長左ヱ門商店 Yahoo!店 5%

11,423 山口ぶちええもん!長州苑 5%

11,424 超寝具店ヌノヤYahoo!店 5%

11,425 長生堂 5%

11,426 提灯・ハッピ用品専門店 5%

11,427 腸詰屋 蓼科店 ヤフーSHOP 5%

11,428 蝶ネクタイのこはる 5%

11,429 調理器具・便利雑貨のバリュー通販 5%

11,430 聴力改善・耳トレ用イヤホン専門店 5%

11,431 チョーヤ梅酒通信販売 蝶矢庵 5%

11,432 直店.com 5%

11,433 直売パーツショップ 5%

11,434 チョコフィオーレ Yahoo!店 5%

11,435 chocobubu 5%

11,436 チョコモコヤフー店 5%

11,437 チョコレート工房 チョコル 5%

11,438 チョコレート専門店マキィズ 5%

11,439 チョコレートバーR 5%

11,440 CHIYODA24 WebShop 5%

11,441 ちょっとヨットマリン 5%

11,442 CHOPPERS 5%

11,443 チョロモ(Cholmo) 5%

11,444 ちりめんじゃこ・ひじきのお店 5%

11,445 chillin 5%

11,446 ccilu公式Yahoo!ショップ 5%

11,447 childeco 5%

11,448 チルドレン通信 5%

11,449 チロルコーヒー 5%

11,450 チワワ専門店スキップドッグ! 5%

11,451 CINQUE un ALTRO 5%

11,452 CINQUE CLASSICO 5%

11,453 珍味・とびっこ かね徳 5%

11,454 珍味・とびっこ かね徳芦屋工房 5%

11,455 ついばみ商店 5%

11,456 ツインエース 5%

11,457 Twinkle Funny 5%

11,458 TWINS松永 5%

11,459 Twin-Tails 5%

11,460 ツインハーツYahoo!店 5%
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11,461 ツインビート専門店ネットイン 5%

11,462 ツーアール 5%

11,463 twiy 5%

11,464 ツーイチ・rw湘南ライン ヤフー店 5%

11,465 通商産業研究社 ONLINE SHOP 5%

11,466 通’s-STORE 5%

11,467 2XU Official Store Yahoo!店 5%

11,468 TWO2store 5%

11,469 tu-hacci・ツーハッチ 5%

11,470 通販 米のくりや Yahoo!店 5%

11,471 通販市場 Yahoo!ショッピング店 5%

11,472 通販クリーニング・スワンドライ 5%

11,473 通販ゴーサイン 5%

11,474 通販小町 5%

11,475 通販ショップHSKオンライン 5%

11,476 通販ショップCARUNA 5%

11,477 通販ショップ ライズ 5%

11,478 通販 シングル 5%

11,479 通販ステーション 5%

11,480 通販タウン ヤフー店 5%

11,481 通販 多摩SHOP 5%

11,482 通販天国eショップ 5%

11,483 通販.com 5%

11,484 通販 ドリンコ 5%

11,485 通販パーク 5%

11,486 通販パーク@ギフト 5%

11,487 通販長谷川 5%

11,488 つうはん本舗 5%

11,489 通販もっと快適 5%

11,490 通販薬局 5%

11,491 ツーリーフ2 5%

11,492 TOOL&MEAL 5%

11,493 ツールエクスプレスヤフー店 5%

11,494 tool-cut ヤフー店 5%

11,495 ツールショップ熊 5%

11,496 ツールショップ ドリーム 5%

11,497 Toolshop Y s Factory ヤフー店 5%

11,498 TOOLSISLAND 5%

11,499 TOOLS.GR 5%

11,500 ツールズショップヤマムラ京都 5%

11,501 ToolStyle 5%

11,502 ツールズ匠 5%

11,503 ツールドジテンシャ 5%

11,504 TOOL FOR U Yahoo!店 5%

11,505 ツールホームズ 5%

11,506 TOOL BOX Yahoo!店 5%

11,507 ツールランド 5%

11,508 ツールワンヤフー店 5%

11,509 使う・贈る 九谷焼専門店 陶らいふ 5%

11,510 塚田屋 5%

11,511 ツカモトピアノ 5%

11,512 塚本無線 5%

11,513 築地魚群 5%

11,514 つきとはな 5%

11,515 月の輪ストアYahoo!店 5%

11,516 ツキノワYahoo!店 5%

11,517 つくる楽しみYahoo!店 5%

11,518 TUKUROOものづくり支援BASE 5%

11,519 つげ櫛工房辻忠商店ヤフー店 5%

11,520 漬蔵Yahoo!ショップ 5%

6096



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

11,521 漬匠よこ尾ヤフー店 5%

11,522 tuge9999happy 5%

11,523 漬物語りヤフー店 5%

11,524 漬物処 たむらや Yahoo!店 5%

11,525 漬物ドットコム 5%

11,526 辻川スポーツ 5%

11,527 はきものの店 辻徳履物店 5%

11,528 対馬しいたけヤフー店 5%

11,529 辻本珈琲 お中元 デカフェコーヒー 5%

11,530 つじよしヤフーショップ 5%

11,531 ツタエ 5%

11,532 花と緑の専門店 土っ子倶楽部 5%

11,533 名入れ彫刻ギフトつちや工房 5%

11,534 TSUCHIYA YAC オンラインショップ 5%

11,535 TUCANOヤフーショッピング店 5%

11,536 つつみ鍼灸整骨院 5%

11,537 包もうねっと ヤフー店 5%

11,538 つづる Yahoo!店 5%

11,539 つなぎ・白衣・事務服のスズキ繊維 5%

11,540 つなぐっどセレクト 5%

11,541 津パーツ店 5%

11,542 つばめ・水筒部品専門店 5%

11,543 TSUBAMEモール ヤフー店 5%

11,544 ツボナキッチュ 5%

11,545 つまみ蔵 5%

11,546 つまみ細工と和装小物 赤猫家 5%

11,547 つみ木堂 Yahoo!店 5%

11,548 詰めっこハウス 5%

11,549 津本屋酒店 5%

11,550 つや髪美肌研究SHOP 5%

11,551 艶将軍ストア 5%

11,552 ツリーコンタクト 5%

11,553 TREEDOM MARKET 2号店 5%

11,554 ツリーハウス ガーデン雑貨・DIY 5%

11,555 釣king 5%

11,556 釣具市場 Yahoo!ショッピング店 5%

11,557 釣具館 釣華(ちょうか)Yahoo!店 5%

11,558 つり具 三平 5%

11,559 釣具ショップ赤穂屋 5%

11,560 釣具総合卸売販売 フーガショップ2 5%

11,561 つり具・TEN Yahoo!店 5%

11,562 釣具のアメリカ屋漁具 5%

11,563 釣具のアングル ヤフー店 5%

11,564 釣具のFTO 5%

11,565 釣具の三平ヤフー店 5%

11,566 釣具のダイシンヤフー店 5%

11,567 釣具の通販 南紀屋 5%

11,568 つり具のまるきん ヤフー店 5%

11,569 つり具のマルニシWEB店2nd 5%

11,570 つり具のマルニシ Yahoo!店 5%

11,571 釣具のレインドロップス 5%

11,572 釣具屋フィッシングマリン 5%

11,573 釣具・フーガショップ1 5%

11,574 つり具BLUEMARLINヤフーショップ 5%

11,575 釣具マーケットYahoo!shopping店 5%

11,576 釣り大好き.COM 5%

11,577 釣人館ますだ Yahoo!店 5%

11,578 tsurusho 5%

11,579 鶴の来る町SHOP本店 5%

11,580 つるま甘納豆本舗 5%
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11,581 つるまい本舗 5%

11,582 つるや質店 5%

11,583 つるやヤフー店 5%

11,584 デアウ 5%

11,585 DEAR-I Yahoo!店 5%

11,586 アクセサリー 雑貨ショップ T.I.S. 5%

11,587 DIstore 5%

11,588 diy工具のホームセンターきらく 5%

11,589 DIYSHOP CRECIA 5%

11,590 DIY FACTORY ONLINE SHOP 5%

11,591 DIY用ウレタンショップ KohYoh 5%

11,592 DIY-life 5%

11,593 DIYをサポートする じゅうたす 5%

11,594 ディアコロン 5%

11,595 ディアサーナ雑貨インテリアライフ 5%

11,596 でぃあじゃぱん 5%

11,597 マザーズ・キッズバッグ DearDear 5%

11,598 ディア・ディア Yahoo!店 5%

11,599 Dear Dish BASARA 5%

11,600 Dear Dogs 犬のセレクトショップ 5%

11,601 ティアドロップヤフー店 5%

11,602 Dear Fathers 5%

11,603 DearBouquet 5%

11,604 DEAR FRISE 5%

11,605 tiara(ティアラ) 5%

11,606 TIARA PETS JAPAN 5%

11,607 TRC 5%

11,608 DRJショッピングストア 5%

11,609 TR SHOP 5%

11,610 dr444 5%

11,611 D.I.G STORE 5%

11,612 DIJ&MIC 5%

11,613 D.Iプランニング 5%

11,614 DIY.サポート ヤフー店 5%

11,615 DIY 自分で出来る害虫駆除 5%

11,616 DIY収納のリビングプロデュース 5%

11,617 ルームファクトリーヤフー店 5%

11,618 DIYセレクトショップnaito 5%

11,619 DIYツールズ 5%

11,620 THE DIY DEPOT 5%

11,621 DIY.com 5%

11,622 DIY NET JAPAN 5%

11,623 DIYのバリューケア 5%

11,624 DIYパートナー 5%

11,625 DIYホーム ミューズ 5%

11,626 DIY木材センター 5%

11,627 ティーアップ建築建材館 5%

11,628 ティーアップ ヤフー店 5%

11,629 Dan.D(ディーアン・ディー) 5%

11,630 T&E glasses 5%

11,631 D&Sショップ Yahoo!店 5%

11,632 T&M MART 5%

11,633 T&G shop 5%

11,634 T-LIGHTING 5%

11,635 Thc Select 5%

11,636 D.A.D Yahoo!店 5%

11,637 T・A・P健康WEB 5%

11,638 Ts.ADEN 5%

11,639 tssショップ Yahoo!店 5%

11,640 TSオンラインSHOP 5%
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11,641 T.S.K.ヤフー店 5%

11,642 ティーエスケー 5%

11,643 TSJマート 5%

11,644 TSPのホワイトボードラベル 5%

11,645 ティーエス ヤフーショップ 5%

11,646 DN-eshop 5%

11,647 DNTJ SHOP 5%

11,648 dnpbyf 5%

11,649 DMSコミュニケーション 5%

11,650 TMNSHOP 5%

11,651 TMKオンラインショップ 5%

11,652 TMC-Yahoo!店 5%

11,653 DMJえがお生活Yahoo!店 5%

11,654 ティーエムティー 5%

11,655 TMフーズ カニ工場 Yahoo!店 5%

11,656 TLS出版社ヤフーショップ 5%

11,657 DLXGIRL 5%

11,658 tlcshop 5%

11,659 DL-TYRE ヤフー店 5%

11,660 D・O・G 5%

11,661 DODストア 5%

11,662 ティーオリーヴ神戸店 5%

11,663 ティーオリーヴ西宮店 5%

11,664 t-on ゴルフウェア 5%

11,665 TKI Shop Yahoo!店 5%

11,666 TKサービス 5%

11,667 TK SPORTS Yahoo!店 5%

11,668 DK HOUSE 5%

11,669 ティーコジー店 5%

11,670 T CONNECT 5%

11,671 T-SUPPLY 5%

11,672 ティーサポート Yahoo!店 5%

11,673 tea salon鎌倉山倶楽部 5%

11,674 TCEダイレクトYahoo!店 5%

11,675 TCL Yahoo!店 5%

11,676 TCセレクト 5%

11,677 TCマート(シニアファッション) 5%

11,678 Tシャツ.JAPAN 5%

11,679 Tシャツリンクス 5%

11,680 2輪・4輪用品のショップt-joy 5%

11,681 T ショップ 5%

11,682 D-shop style Yahoo!店 5%

11,683 D-SHOP ONE 5%

11,684 Ts-GLASS NET 5%

11,685 D-style shop ヤフー店 5%

11,686 ティーズパーツプロ 5%

11,687 TEES FACTORY ティーズ 5%

11,688 D.space 5%

11,689 T3 Tthree ヤフーショッピング店 5%

11,690 DZI Direct 5%

11,691 T-time せとうち広告 5%

11,692 TT&CO.Yahoo!店 5%

11,693 TTC 5%

11,694 TTshop 5%

11,695 TD-shop 5%

11,696 DDダイキャスト 5%

11,697 TTPL ヤフーショッピング店 5%

11,698 DDeeヤフー店 5%

11,699 ティーナカデン販売 5%

11,700 TEANY 5%
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11,701 D-Park Express ヤフー店 5%

11,702 T-PARTSヤフー店 5%

11,703 ディーバヤフーショッピング店 5%

11,704 tpsどんどん 5%

11,705 DPオンラインストア 5%

11,706 TB-store 5%

11,707 d1plan 5%

11,708 DEEP 5%

11,709 himawari difang 5%

11,710 DVS-SHOPS 5%

11,711 DVD-CD FAN ONLINE 5%

11,712 DVD Direct ヤフー店 5%

11,713 DVDブルーレイ鏡面修復ケンマック 5%

11,714 Deepinsideinc.com Store 5%

11,715 ティーフォーユー香月園ヤフー店 5%

11,716 ディープケア 5%

11,717 DEEP BLUE OCEAN 5%

11,718 T・ブライトショッピング 5%

11,719 ディー・プラス・アーツ 5%

11,720 ティーブランド 5%

11,721 DPRO 5%

11,722 ティーモータース 5%

11,723 DUC-By-Ulysses inc 5%

11,724 ディーライズ 5%

11,725 ディーライズ2号 5%

11,726 T-LINK 5%

11,727 D-RAY 5%

11,728 TYB18 5%

11,729 Deen 5%

11,730 thnlight 5%

11,731 Dailes 5%

11,732 TSSプロネット住宅資材 Yahoo!店 5%

11,733 DSTヤフー店 5%

11,734 張本 ストア 5%

11,735 TSモバイル 5%

11,736 TMCヤフー店 5%

11,737 DMD-Yahoo!ショップ 5%

11,738 diosbras(ディオブラス) 5%

11,739 Deorart Yahoo!店 5%

11,740 ティキティキルーム 5%

11,741 TAKE OFF ONLINE 5%

11,742 TAKE OFF ヤフー店 5%

11,743 TiGRA Sport 公式ストアYahoo!店 5%

11,744 TakeOne Warehouse 5%

11,745 Take-One公式ストア 5%

11,746 D・ゴールド7 5%

11,747 デイジービーズRYUKYU 5%

11,748 DJドリームス ストリート系 メンズ 5%

11,749 TJKヤフーショップ 5%

11,750 dicision Yahoo!店 5%

11,751 Tissue s Trunk 5%

11,752 デイショップYahoo!店 5%

11,753 デイシン Dasyn 本店 5%

11,754 ディスカウントアクア 5%

11,755 ディスカウントショップドジャース 5%

11,756 ディスカウントストア RIKI 5%

11,757 ディスカウントストアRIKIヤフー店 5%

11,758 DISCOVERY 5%

11,759 ディスカバリー 5%

11,760 disk.kazu.saito 5%
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11,761 ディスクグループ 5%

11,762 Days Store 5%

11,763 テイストジャパン 5%

11,764 ディズニーストアブリッジ 5%

11,765 ディズニー専門店 Angel Smile 5%

11,766 Disney 時計 革製品 SALON De KOBE 5%

11,767 ティスファクトリーYahoo!ショップ 5%

11,768 TISSE Yahoo!店 5%

11,769 dish 5%

11,770 Tippi Kannai 5%

11,771 TDparts 5%

11,772 TTA STUDIO 5%

11,773 TTK Yahoo!店 5%

11,774 TTじゃぽんヤフー店 5%

11,775 TTT-STORE 5%

11,776 DAYDAYBUY 5%

11,777 TDファクトリーヤフー店 5%

11,778 titivate 5%

11,779 低糖工房 ヤフー店 5%

11,780 低糖質・糖質制限の快適空間222 5%

11,781 低糖質パスタ ラーメン デリカーボ 5%

11,782 DAY TRIPPER 5%

11,783 ディナキュート 5%

11,784 Day-net 5%

11,785 DiNOMEN公式オンラインストア 5%

11,786 車・音・遊びのDIY PARKS 5%

11,787 dpark-store 5%

11,788 T・Bタイヤサービス Yahoo!店 5%

11,789 ディフェンドウォーター 5%

11,790 DIFFUSION 5%

11,791 ディプリーズ Yahoo!店 5%

11,792 ティムアンドセイラー Yahoo!店 5%

11,793 Timeo 5%

11,794 TAILOR JAPAN ヤフーショップ 5%

11,795 delight 5%

11,796 ディライト 5%

11,797 delight life 5%

11,798 DAILY EXPRESS 5%

11,799 DAILY LIFE 5%

11,800 デイリーワインのアクアヴィタエ 5%

11,801 Tincle 5%

11,802 ティンラ成城 ウェブストア 5%

11,803 TK金物ショップタケダ 5%

11,804 デーツ専門店PALMYRA 5%

11,805 テーピング 鍼 灸 トワテック 5%

11,806 テーブルウェア イースト 5%

11,807 tablemart 5%

11,808 Daily Nuts&Fruits 5%

11,809 デカフェタイム 5%

11,810 てかりま専科 5%

11,811 デカルスキンストア 5%

11,812 テキーラとメスカルの輸入元FIDEA 5%

11,813 できる大人の本革アイテム CLuaR 5%

11,814 デクーンYahoo!店 5%

11,815 てくてくハウスヤフー店 5%

11,816 デグナーヤフーショッピング 5%

11,817 Technical Sport PASSO 5%

11,818 テクノゴシックサブライム 5%

11,819 テクノパーツ 5%

11,820 DEKEE(デケー)Yahoo!店 5%
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11,821 DECORbySEKINE 5%

11,822 デコシャン専門店 5%

11,823 デコショップ プラスN 5%

11,824 デコショップRicco 5%

11,825 デコパーツのデコちゃん! 5%

11,826 DECOR Plus Yahoo!店 5%

11,827 凸凹っ子応援ショップ ななつ星 5%

11,828 DECO MAISON Yahoo!店 5%

11,829 DECOYaエスニック&フェアトレード 5%

11,830 原宿系ダンスウェアDecorative 5%

11,831 デコリンメガネ 5%

11,832 decollete shop 5%

11,833 デコルフショップ 5%

11,834 デコレーションファクトリー 5%

11,835 デコレーションラボ 5%

11,836 デコレクションズ Yahoo!店 5%

11,837 デザートアパレル 5%

11,838 デザートハウス　ルールモント 5%

11,839 デザイナーズ帽子MANABoo Premium 5%

11,840 DESIGN S 5%

11,841 デザインカバー 5%

11,842 デザイン工房 文字・ステッカー 5%

11,843 デザイン雑貨COCONUT 5%

11,844 デザインジャンクション 5%

11,845 designshop 5%

11,846 デザインスタイル 5%

11,847 デザインポケット 5%

11,848 DesignBox 5%

11,849 desir de vivre 5%

11,850 desir de vivre-zacca 5%

11,851 デジ衛門 Yahoo店 5%

11,852 デジカジ 5%

11,853 デジカメボックス 5%

11,854 デジカメ用品店 5%

11,855 デジキン 5%

11,856 手しごと本舗 5%

11,857 デジスクープ 5%

11,858 Digi-Style 5%

11,859 デジスマート 5%

11,860 でじたみん Yahoo!店 5%

11,861 DigitalWave 5%

11,862 デジタルジョイプラスヤフー店 5%

11,863 デジタルスタンプ工房 5%

11,864 デジタルセブン ヤフー店 5%

11,865 デジタルパラダイス 5%

11,866 Digital-Peak 5%

11,867 デジ通ネット 5%

11,868 デジパーク 5%

11,869 デジフォースYAHOO店 5%

11,870 デジプリショップアトラス 5%

11,871 デジホソ 5%

11,872 てしまの苗屋 5%

11,873 デジモク 5%

11,874 TEJAKULA Yahoo!ショッピング店 5%

11,875 DECILITER(デシリットル) 5%

11,876 digiworldshop 5%

11,877 デスクセレクト 5%

11,878 デスクとチェアのデスクデポ 5%

11,879 文具・雑貨のDESK LABO 5%

11,880 DESPERADO 5%
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11,881 テスラ 5%

11,882 テソロ ヤフーショップ 5%

11,883 手帳型 スマホケース ShopTiara 5%

11,884 手帳型スマホケースのアンペア 5%

11,885 帝塚山帽子本舗 5%

11,886 TECH-MASTER 5%

11,887 TECHSPACE 5%

11,888 デック ナチュラルウェブ 5%

11,889 手造りアクセサリーSylphy 5%

11,890 手作り家具おしゃれ雑貨シルヴァン 5%

11,891 手作り家具工房家具のココボ 5%

11,892 手作り家具工房Marr’s wood craft 5%

11,893 手作り菓子店バースデーケーキ 5%

11,894 手作りキムチ韓国食材販売まるきん 5%

11,895 手作りキムチ専門店 5%

11,896 手作り化粧品工房ビーエス-コスメ 5%

11,897 手作り元気ごはんのパリフィ舎 5%

11,898 手作り工房 MY mama Yahoo!店 5%

11,899 手づくり工房 遊 5%

11,900 手作りコロッケの美鈴 5%

11,901 手作りジャム工房 iPPO 5%

11,902 てづくり 手芸 ファミリアミア 5%

11,903 手作り生餃子 味の匠 5%

11,904 手作り猫雑貨 ねこりん 5%

11,905 手造りハム工房 蔵 5%

11,906 手作り無添加石鹸アンティアン 5%

11,907 手づくり和菓子翁屋 5%

11,908 鉄魂模型 5%

11,909 鉄資材センター 5%

11,910 鉄道模型のヤマモト 5%

11,911 てつどうもけい屋のオヤジ 5%

11,912 デッドニング・防音工房 5%

11,913 手紡ぎ 織り 羊毛 の ラ・メール 5%

11,914 テディベアギフト専門店プティルウ 5%

11,915 テディベア専門店アイビールーム 5%

11,916 TETE PANTRY 5%

11,917 Tenis gear S-aid 5%

11,918 テニスサポートセンター 5%

11,919 テニスジャパンYahoo!店 5%

11,920 テニスショップ アミュゼ 5%

11,921 テニスショップ ラフィノ 5%

11,922 テニス専門店テニストピア 5%

11,923 tennis ダブル ノット 5%

11,924 テニスデポ 5%

11,925 テニス・バドミントン Luckpiece 5%

11,926 テニスベニュー 5%

11,927 テニスラケット専門店 TFK 5%

11,928 テニスラケットショップのIS 5%

11,929 denimstorm 5%

11,930 手拭壱本 5%

11,931 De-Netアウトレットストア 5%

11,932 手延素麺揖保乃糸販売店 5%

11,933 デパートあーちぃ 5%

11,934 デパート九州 5%

11,935 DEPARTMENTSTORES 5%

11,936 デビッドソンプラム専門店コアラ屋 5%

11,937 DevilBambina デビルバンビーナ 5%

11,938 defi 5%

11,939 deff 大きいサイズメンズ専門店 5%

11,940 デフォルメ屋 5%
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11,941 手袋・梱包資材・安全靴のBtoBデポ 5%

11,942 手袋の専門店 イイナクローゼット 5%

11,943 てぶくろやさん ヤフー店 5%

11,944 デフハバニ 5%

11,945 DEFMART 5%

11,946 DVESO 5%

11,947 TEPEC 5%

11,948 DEPOT 044 5%

11,949 DEPOS 5%

11,950 デ・モード 5%

11,951 temochi Yahoo!ショッピング店 5%

11,952 手元供養のディアファミリー 5%

11,953 手元供養本舗ヤフー店 5%

11,954 手焼珈琲RODAN 5%

11,955 デュアルストア 5%

11,956 テューリサーリ Yahoo!店 5%

11,957 due fiorirari 5%

11,958 DuO 5%

11,959 テラお買い物ナノ 5%

11,960 てらおかオンラインYahoo!店 5%

11,961 寺尾産業ヤフー店 5%

11,962 寺尾養蜂日本支社Yahoo!店 5%

11,963 寺子屋本舗 5%

11,964 テラジウム 5%

11,965 テラス Car fan 5%

11,966 てらすけ 5%

11,967 TERRA NET Yahoo!店 5%

11,968 telaffy.jp 5%

11,969 Terapro Direct ヤフー店 5%

11,970 デリカジャパンショップ 5%

11,971 デリシャス アメリカ輸入 セレクト 5%

11,972 デリシャス・デリ Yahooストア店 5%

11,973 デリシャス USA直輸入 セレクト 5%

11,974 デリスメッドヤフーショップ 5%

11,975 デリパYahoo!店 5%

11,976 DELIROSA Online Shop 5%

11,977 DELUXE DIRECT WEB SHOP 5%

11,978 デルエフYahoo!店 5%

11,979 TEL onlinterior 5%

11,980 terukaショップ 5%

11,981 てるくにでんき 5%

11,982 テルショップ・ジャパン Yahoo!店 5%

11,983 DELSEY公式 Yahoo!店 5%

11,984 DELSOL kumamoto 5%

11,985 DELSOL GOLF Yahoo!店 5%

11,986 DELTA 5%

11,987 Delta.Gear.Pro 5%

11,988 デルタダイレクト 5%

11,989 DELTA FACILITIES 介護福祉専門館 5%

11,990 DELTA FACILITIES Yahoo!店 5%

11,991 DELTA PLUS 5%

11,992 TERMINI MARKET ヤフー店 5%

11,993 テルループ 伊勢崎 5%

11,994 テレカバリュー 5%

11,995 テレビ壁掛け金具通販Aceofparts 5%

11,996 テレビ壁掛け専門店 5%

11,997 てれび館 5%

11,998 テレビショップ フュージョン 5%

11,999 テレビ台・キャビネットのRtecPlus 5%

12,000 TVテクノ 5%
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12,001 テレメディア 5%

12,002 デロチャンクアロハワークスY店 5%

12,003 天華中華物産店 5%

12,004 天下の台所ストア ヤフー店 5%

12,005 テンカYahoo!ショップ 5%

12,006 電気錠卸 5%

12,007 デンキチWEB Yahoo!店 5%

12,008 でん吉Yahoo!店 5%

12,009 電器と雑貨のマスコット 5%

12,010 でんきの王様 5%

12,011 でんきのなりた屋 5%

12,012 でんきのパラダイス電天堂 5%

12,013 でんKING　Yahoo!店 5%

12,014 天狗おこし梅仙堂ストア 5%

12,015 天狗の庵 祈祷の秘石専門店 5%

12,016 DENKUL-デンクル ヤフーショップ 5%

12,017 天高電機 5%

12,018 電光ホーム 5%

12,019 天国屋Yahoo!店 5%

12,020 TENGOD 5%

12,021 てんこ盛り! 5%

12,022 電材一番ヤフーショッピング店 5%

12,023 電材買取センター 5%

12,024 電材39 Yahoo!店 5%

12,025 電材通販センター 柳生電材 5%

12,026 電材ドットコム Yahoo!店 5%

12,027 電材ドットショップヤフー店 5%

12,028 電材110番 5%

12,029 電材BLUEWOOD ヤフー店 5%

12,030 電材ほっとライン 5%

12,031 電子錠・LOG HOME 5%

12,032 電子食品流通研究所 5%

12,033 電子タバコ専門JCTヤフー店 5%

12,034 電子タバコ専門店ベイプオンライン 5%

12,035 電子タバコ専門店ベプログショップ 5%

12,036 電子問屋 5%

12,037 天使のエンジェル宝石屋さん 5%

12,038 天使の卵withLOVERS SCENE 5%

12,039 天使のミニ樽アイリー 5%

12,040 電子パーツ通販のKURA Yahoo!店 5%

12,041 電子パーツ電材ストア 5%

12,042 電磁波防止エプロンならCHARM BABY 5%

12,043 電磁波防止ショップ エコロガ 5%

12,044 電子部品商会 5%

12,045 電車グッズ専門店 電鉄plus 5%

12,046 天香茶行・Yahoo店 5%

12,047 天祥堂ストア 5%

12,048 天照石リラクゼーション ヤフー店 5%

12,049 天祥堂ヤフー店 5%

12,050 てん書屋 5%

12,051 テンシルYahoo!店 5%

12,052 天津甘栗専門店 衣浦食品 5%

12,053 點心茶室ネットショップ 5%

12,054 天神ツール 5%

12,055 TEN’s inner life 5%

12,056 でんすけYahoo!店 5%

12,057 電せつNねっと 5%

12,058 伝説のすた丼屋 ヤフー店 5%

12,059 電線屋さん ヤフー店 5%

12,060 tensora 5%
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12,061 天体望遠鏡専門店スターゲイズ 5%

12,062 テンダイ Yahoo!店 5%

12,063 十二堂 5%

12,064 ten tin doors 5%

12,065 てんてんてんと ヤフー店 5%

12,066 でんでん堂ヤフー店 5%

12,067 伝動機ドットコム DIY・日曜大工店 5%

12,068 伝動機ドットコム プロ 5%

12,069 伝動機ドットコム ヤフー店 5%

12,070 電動工具・道具のえー道具 5%

12,071 電動工具の道具堂 5%

12,072 伝統工芸とインテリアplus 5%

12,073 電動のごっつ 5%

12,074 伝統本舗 5%

12,075 デントパークジャパン 5%

12,076 テント屋のテント カンタンタープ 5%

12,077 天然温泉シリカ水Silica117 5%

12,078 天然きのこ・山菜の奥会津旬彩館 5%

12,079 天然酵母酵素の専門店ソォーイ 5%

12,080 天然酵母の薪窯パン工房マリラ 5%

12,081 天然酵母 パンの森 クララ 5%

12,082 天然地魚・王道和食板前職人 5%

12,083 天然実感 5%

12,084 天然水とオリーブオイルTAKAKUMA 5%

12,085 天然石アクセサリーペトラ 5%

12,086 天然石アトリエたかはら ヤフー店 5%

12,087 天然石 インペリアルアーツ 5%

12,088 天然石卸問屋lifestone 5%

12,089 天然石 水晶 原石 専門店(鬮石) 5%

12,090 天然石 セレクトエージャパン 5%

12,091 天然石専門店名取貴石 5%

12,092 天然石専門店BELLPIERI 5%

12,093 天然石チャーム&ピアス プレゾン 5%

12,094 天然石通販キラリ石 Yahoo!店 5%

12,095 天然石のベル・クレール 5%

12,096 天然石 パワーストーン cocoro堂 5%

12,097 天然石・パワーストーンの東昇 5%

12,098 天然石ビーズ 石の蔵 5%

12,099 天然素材のお店 hana Yahoo!店 5%

12,100 天然素材の雑貨ようび堂Yahoo!店 5%

12,101 天然銘木一枚板専門店 WOODSTOCK 5%

12,102 天然木家具のアートライフ 5%

12,103 電脳雑貨ゆめふうせん 5%

12,104 テンピュール Yahoo!店 5%

12,105 伝票印刷製本のコンビニ 5%

12,106 伝票印刷のプリジョイ 5%

12,107 伝票キング 5%

12,108 10FIT 5%

12,109 104 TENFOUR 5%

12,110 Denpcy 5%

12,111 天平キムチYahoo!ショップ 5%

12,112 テンポアップ 5%

12,113 テンポイント ガススプリング通販 5%

12,114 電報屋のエクスメール Yahoo!店 5%

12,115 テンポーズ 5%

12,116 店舗家具 チェルシーコレクション 5%

12,117 店舗什器PRO.com 5%

12,118 店舗清掃.com 5%

12,119 店舗・厨房ショップ ヤフー店 5%

12,120 店舗用品ショップ 5%
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12,121 店舗用品のセレクトショップレジコ 5%

12,122 Den-Mart 5%

12,123 天結Market Yahoo!店 5%

12,124 各種照明・アロワナ照明のでんらい 5%

12,125 Door 5%

12,126 DOORS 5%

12,127 ドア 障子 襖 ウッディーストアA&K 5%

12,128 ドアのそと 5%

12,129 トアレアウトレット店 5%

12,130 トイ COM 5%

12,131 トイサンタ Yahoo!店 5%

12,132 土井志ば漬本舗 5%

12,133 トイジャンキー Yahoo!店 5%

12,134 トイショップ サイドスリー 5%

12,135 トイショップまのあ ヤフー店 5%

12,136 トイショップメルヘン 5%

12,137 TOYS雑貨SUZUYA 5%

12,138 トイズセレクション 5%

12,139 トイスタジアム 5%

12,140 トイスタジアム ジグソーパズル館 5%

12,141 トイスタジアム ホビー館 5%

12,142 トイズプライム 5%

12,143 トイズボックスプラス 5%

12,144 トイスポット 5%

12,145 TOY TIME 5%

12,146 トイピース 5%

12,147 トイプーチワワ応援サプリちわぷぅ 5%

12,148 トイプードルのスマイル 5%

12,149 問屋ダイヘイYahoo!店 5%

12,150 トイランドクローバー 5%

12,151 東亜システムクリエイト ヤフー店 5%

12,152 TOAN溶接 5%

12,153 devient 5%

12,154 ドゥーシェーン 5%

12,155 Douce Store 5%

12,156 トゥースタイル 5%

12,157 TOBEST Yahoo!店 5%

12,158 トゥール 5%

12,159 TOOLATE SPORTS ヤフー店 5%

12,160 TOUEI-PARTS 5%

12,161 東海ゴルフネットショップヤフー店 5%

12,162 東海砂利 株式会社 5%

12,163 東海つり具Y支店 5%

12,164 ドゥカティ大阪ウエストeストア 5%

12,165 唐辛子専門店 ハクタカ ヤフー店 5%

12,166 陶器舎 5%

12,167 東京池ノ上ピエール 5%

12,168 東京N・L建材 5%

12,169 東京-OSHARE 5%

12,170 東京ガーデニングスタイル 5%

12,171 東京カー用品流通センター 5%

12,172 Tokyoキッチンウェア 5%

12,173 TOKYOギフト 5%

12,174 東京空調センター 5%

12,175 東京クロコダイルヤフー店 5%

12,176 東京com ヤフー店 5%

12,177 東京ゴルフ 5%

12,178 東京山海堂 ヤフー店 5%

12,179 東京自然堂shop 5%

12,180 TOKYO SLIPPER 5%
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12,181 東京タカラネイル 5%

12,182 東京中央宅配センター 5%

12,183 東京築地ナッツ本店 5%

12,184 TOKYO DEPOT 5%

12,185 東京電気 5%

12,186 TOKYO-DO 5%

12,187 東京道具商会 5%

12,188 TOKYO9 5%

12,189 東京の雑貨やさん 5%

12,190 東京のブランドショップ 5%

12,191 東京パーツコミュニケーション本店 5%

12,192 東京バルーンパラダイスYahoo!店 5%

12,193 東京ハンガー 洗濯収納 ステンレス 5%

12,194 TOKYOBEETLE 5%

12,195 東京美食 5%

12,196 東京ヒマワリ 5%

12,197 TOKYOBEAUTY 5%

12,198 東京ぶらんど 5%

12,199 Tokyo Place Market 5%

12,200 TOKYOBASIC 5%

12,201 東京防音株式会社 5%

12,202 東京ムエタイボクシングショップ 5%

12,203 東京メンズコレクション 5%

12,204 東京LaLaコンタクト 5%

12,205 業務用国産和牛なら東京和牛卸本舗 5%

12,206 道具のヤスキン Yahoo!店 5%

12,207 道具ひろば Yahoo!店 5%

12,208 道具屋 SUN(サン) 5%

12,209 道具屋さんYahoo!店 5%

12,210 どうぐ屋・だぐ工房 5%

12,211 道具屋.com 5%

12,212 どうぐ屋 Yahoo!店 5%

12,213 道具屋 利作 5%

12,214 陶芸ショップ.コム Yahoo!店 5%

12,215 陶芸.com e-画材.com Yahoo!店 5%

12,216 東西南北屋 5%

12,217 東山堂 Yahoo!店 5%

12,218 陶磁器専門西田 5%

12,219 陶磁器と雑貨himetomaro 5%

12,220 糖質制限・低糖質パンのBIKKE 5%

12,221 堂島部品 5%

12,222 東條製材所 5%

12,223 douceHarmonie 5%

12,224 東成商事 5%

12,225 東大エコ 5%

12,226 凍頂烏龍茶専門店茶芸.com 5%

12,227 東通販 ヤフーショッピング店 5%

12,228 ドゥッシュドゥッスゥYahoo!店 5%

12,229 トゥットゥラン 5%

12,230 トゥットブランドショップ 5%

12,231 TODAYS 5%

12,232 豆豆雑貨屋 5%

12,233 豆豆屋 5%

12,234 TUTUYO 5%

12,235 カー用品・トラック用品の東都部品 5%

12,236 ドゥビアンYahoo!ショップ 5%

12,237 どうぶつグッズラボ 5%

12,238 豆腐屋はんじろう 5%

12,239 DO-Bros-Store 5%

12,240 ドゥペールノエル Yahoo!店 5%
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12,241 トウ・ベトナム 5%

12,242 TOHOストア 5%

12,243 トウホウネット 5%

12,244 Tohomart ヤフー店 5%

12,245 東北珍味Yahoo!ショップ 5%

12,246 東北ハッピー農園 5%

12,247 東北丸 5%

12,248 当麻グリーンライフ Yahoo!店 5%

12,249 とうめい館 5%

12,250 透明屋パク 5%

12,251 ゲーム卸売り堂本商店ラークヨルク 5%

12,252 TOYOKING商事株式会社 5%

12,253 東洋ケースストア 5%

12,254 東洋産業株式会社 5%

12,255 東洋相互サービスYahoo!店 5%

12,256 東洋ツバメの巣 5%

12,257 ToyoRin-Yahoo!店 5%

12,258 桃李オンラインショップ 5%

12,259 DORYのネットショップYahoo店 5%

12,260 True Stone 5%

12,261 dulkiss 5%

12,262 TRE DUE NOVE 5%

12,263 道路保安資材市場 Yahoo!店 5%

12,264 TOWA-zakka Yahoo!店 5%

12,265 東和バイオ 5%

12,266 toasoa-Yahoo!店 5%

12,267 To-a(トーア)Yahoo!店 5%

12,268 トーカ堂TVショッピングYahoo!店 5%

12,269 Tokyo ELEGANCE 東京えれがんす 5%

12,270 Tokyo Garage 911 5%

12,271 トーケンクレーン 5%

12,272 トータスヤフー店 5%

12,273 トータルビューティー美彩 5%

12,274 トータルビル用品 5%

12,275 トータルフラワーズショップ 5%

12,276 トータルヘルスデザイン 5%

12,277 トーチジンジャー 5%

12,278 10f 5%

12,279 Dopest 5%

12,280 TOMASマーケット 5%

12,281 ドーモラボYahoo!店 5%

12,282 トオヤマグリーン 5%

12,283 TOYO LABO 5%

12,284 どーらく Yahoo!店 5%

12,285 Doll-Collectible Yahoo!ショップ 5%

12,286 ドールハウス専門店FREAK Yahoo!店 5%

12,287 トーワピュア Yahoo!店 5%

12,288 トカゲのしっぽ 5%

12,289 とかちっぷShop 5%

12,290 十勝　バーベキュー工房 5%

12,291 DUCATISM 5%

12,292 トキオラインヤフー店 5%

12,293 tokiオンラインショッピング 5%

12,294 研ぎ師光三郎ヤフー店 5%

12,295 とぎ職人の部屋 5%

12,296 時善 5%

12,297 時と刻 5%

12,298 トキメキ屋 5%

12,299 TOKILABOトキラボヤフー店 5%

12,300 果物のときわオンライン 5%
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12,301 トキワカメラYahoo!店 5%

12,302 トキワさん家のべんりで酢 5%

12,303 トキワドラッグ ヤフー店 5%

12,304 ときわや醤油 5%

12,305 とくえもん 5%

12,306 トクキレ～お得に綺麗～ 5%

12,307 徳杭 5%

12,308 1093(とくさん).cc 5%

12,309 徳島オンラインショップ 5%

12,310 徳島県物産センター 5%

12,311 徳島四季乃菓子あわや 5%

12,312 特正 5%

12,313 得する住宅資材館 5%

12,314 特選グッズ専門店 5%

12,315 特選松阪牛専門店やまと 5%

12,316 tokusenya 5%

12,317 特選和牛問屋直営 ホルモンねっと 5%

12,318 徳造丸 5%

12,319 doctorair 5%

12,320 ドクターサンゴ 5%

12,321 Dr.Secret 5%

12,322 ドクタースキンケアプラザYahoo!店 5%

12,323 ドクターズコスメ SKIN&LAB 5%

12,324 Dr.Smith Yahoo!店 5%

12,325 ドクターバード 5%

12,326 ドクタープライム 5%

12,327 DR.VAPEショップ Yahoo!店 5%

12,328 ドクターマートアネックス 5%

12,329 ドクターマート衛生用品 5%

12,330 ドクターマート介護用品 5%

12,331 ドクターミール 5%

12,332 特得展示会 ヤフー店 5%

12,333 得々パソコン Yahoo!店 5%

12,334 とくとく薬店ヤフー店 5%

12,335 徳之島の黒糖焼酎専門店M’s 5%

12,336 トクホウジャパンストア 5%

12,337 徳増茶道具専門店 5%

12,338 徳山寝装店 5%

12,339 時計館 5%

12,340 時計館アカシヤ Yahoo!店 5%

12,341 時計・雑貨 FLOAT 5%

12,342 時計修理・工具 収納 Youマルシェ 5%

12,343 時計ショップ ウォッチ.NET 5%

12,344 時計倉庫TOKIA 5%

12,345 時計とアクセサリー ロシエ 5%

12,346 腕時計のジュエリータイム ムラタ 5%

12,347 時計のソフィアス ヤフー店 5%

12,348 時計・ブランド専門店 アイゲット 5%

12,349 時計・宝石のヨシイ 5%

12,350 時計・宝石・眼鏡の生巧堂 5%

12,351 時計屋さんロジスティックス 5%

12,352 時計屋ネット 5%

12,353 時計屋復刻堂 5%

12,354 トコアタ バリ 5%

12,355 都香庵 5%

12,356 トコちゃんベルト専門店ヤフー店 5%

12,357 とことこマーチ 5%

12,358 tocoとふんわり生活 5%

12,359 トコトンショップ 5%

12,360 (有)所沢植木鉢センター 5%
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12,361 ところてんの伊豆河童 5%

12,362 土佐打刃物屋 5%

12,363 土佐うまいもん市場カウウル 5%

12,364 土佐カツオとうなぎ通販 池澤鮮魚 5%

12,365 とささとプロジェクト ヤフー店 5%

12,366 土佐のしらす屋 中田遊亀商店 5%

12,367 土佐のしょうが屋 5%

12,368 土佐刃物と園芸用品の店 5%

12,369 土佐良品市 ヤフー店 5%

12,370 土佐料理発祥の店 土佐料理司 5%

12,371 登山クライミング専門店シャモニ 5%

12,372 どさんこグルメマーケット 5%

12,373 道産子侍リョウヒン 5%

12,374 どさんこファクトリー北海道 5%

12,375 俊蔵ごふく Yahoo!ショッピング店 5%

12,376 図書用品専門店ブックカバーjp 5%

12,377 トスカニー イタリアワイン専門店 5%

12,378 TOSショップ 5%

12,379 トスパ世界の国旗販売 Yahoo!店 5%

12,380 とせん 5%

12,381 とせんプライム店 5%

12,382 トダカナプラス 5%

12,383 Toda-Kanamono 5%

12,384 とだ模型 Yahoo!店 5%

12,385 とちぎ商店 5%

12,386 栃木レザー スマホケースの専門店 5%

12,387 Tokka-トッカ-Yahoo!ショップ 5%

12,388 DOGGLITTER 5%

12,389 Dog Closet ヤフー店 5%

12,390 ドッグサロン・ベルーガ 通販 5%

12,391 DogSkip Yahoo!店 5%

12,392 ドッグスタンス 5%

12,393 ドッグズライフ 5%

12,394 ドッグパラダイスぷらすニャン 5%

12,395 Dog Peace ヤフー店 5%

12,396 ドッグヒルズYahoo!店 5%

12,397 ドッグフード犬用品 ペネット 5%

12,398 ドッグフードのモッピープロ 5%

12,399 DOG LUCK 5%

12,400 totta 5%

12,401 ドット・インテリア 5%

12,402 Dot Wave 5%

12,403 とっとの部屋 5%

12,404 tot Factory 5%

12,405 鳥取人のごっつおう市場 5%

12,406 鳥取人のごっつおう市場・食 5%

12,407 TOPPIN OUTDOOR AND TRAVEL 5%

12,408 TopIsm-トップイズム-メンズ通販 5%

12,409 トップ学生服 5%

12,410 トップカメラヤフー店 5%

12,411 トップギア 5%

12,412 トップジミー ヤフー店 5%

12,413 オールコム トップスター 5%

12,414 トップスター本店 5%

12,415 トップセンス 5%

12,416 トップBM 5%

12,417 とっぷプレミアムモール 5%

12,418 Top Productストア 5%

12,419 TOPMART 5%

12,420 TOPONE 5%
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12,421 トップワン こだわりの愛犬グッズ 5%

12,422 TOP1!プライス 5%

12,423 トップワン ヤフーショッピング店 5%

12,424 totokaヤフー店 5%

12,425 ドドコレクション 5%

12,426 ドドベビー 5%

12,427 トナージョーズヤフー店 5%

12,428 トナーショップAstm 5%

12,429 トナー得Q便 Yahoo!店 5%

12,430 トナー246 Yahoo!ショップ 5%

12,431 トナー・バッテリーのエコソル 5%

12,432 となりの福祉くんYahoo!店 5%

12,433 となりの八百屋Yahoo!店 5%

12,434 DONIKA SELECT Yahoo!店 5%

12,435 トニック楽器Music Education 5%

12,436 トニック楽器Yahoo!ストア 5%

12,437 DONOBAN(ドノバン) 5%

12,438 TONOBODY-Y-SHOP 5%

12,439 創業1968年 鳶蕨上田 公式ショップ 5%

12,440 TOFIIヤフー店 5%

12,441 Tomatosarada(トマトサラダ) 5%

12,442 トミーズガレッジ 5%

12,443 tomys shopヤフー店 5%

12,444 トミーファームマシーンYahoo!店 5%

12,445 Tommy Rose 5%

12,446 トミおじさんのお店 長野りんご 桃 5%

12,447 富澤商店 Yahoo!店 5%

12,448 とみたメロンハウスYahoo!ショップ 5%

12,449 富田木工所 5%

12,450 とみづや千本酒店 5%

12,451 ドミンゴ rna-nshop アクイール 5%

12,452 とみん通販 5%

12,453 トムキャットYahoo!店 5%

12,454 トムスタイル 5%

12,455 トムソーヤ2号店 5%

12,456 Tom-nuy 5%

12,457 トモエの木彫仏像 5%

12,458 トモエモン 5%

12,459 ともえやYahoo!店 5%

12,460 燈(tomoshibi) 5%

12,461 TOMOS ヤフーショッピング店 5%

12,462 tomomart ヤフー店 5%

12,463 ともや手芸店 5%

12,464 とやさんちのりんご(農園直営店) 5%

12,465 戸谷染料商店 5%

12,466 富山・石川の地酒問屋 和田屋 5%

12,467 富山のかまぼこ 鮨蒲本舗河内屋 5%

12,468 とやまの薬&和漢薬Yahoo!店 5%

12,469 外山康雄 野の花館 5%

12,470 とよすオンラインショップYahoo!店 5%

12,471 豊洲市場.jp マグロ ウニ カニ通販 5%

12,472 豊田 アサヒスポーツ 5%

12,473 トヨダプロダクツ e-life-products 5%

12,474 豊広ショップ 5%

12,475 トヨフク子供服店 5%

12,476 トライアムサンカクヤ Yahoo!店 5%

12,477 TRYANGLE 5%

12,478 TRY-ANGLE SHOP 5%

12,479 TryAir Y!ショッピング店 5%

12,480 トライコレクション 5%
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12,481 トライスターズ 5%

12,482 トライスリー 5%

12,483 トライディア ヤフー店 5%

12,484 トライテック通販部 Yahoo!店 5%

12,485 DRIVERS CLIP 5%

12,486 DRIVE DECORATE 5%

12,487 ドライブマーケット ヤフー店 5%

12,488 ドライフルーツ専門店 fruveseel 5%

12,489 ドライフルーツナッツ専門店小島屋 5%

12,490 ドライフルーツ丸今食品店ヤフー店 5%

12,491 ドライフルーツマルシェ 5%

12,492 トラウトアイランド 5%

12,493 ドラッグストアぶんぶん 5%

12,494 TRAGHETTO 5%

12,495 ドラゴン奥野酒店 5%

12,496 Dragon Bee 5%

12,497 DRAGON BLUECRUSH 5%

12,498 ドラゴンマーケッツ 5%

12,499 ドラゴンマップNEXT 5%

12,500 トラスティ 5%

12,501 トラストオンラインストア 5%

12,502 TrustMap 5%

12,503 トラックアート歌麿Yahoo!店 5%

12,504 ドラッグアベニュー 5%

12,505 ドラッグコマチ 5%

12,506 トラックショップ 東京マッハ7 5%

12,507 トラックショップトップロード仙台 5%

12,508 トラックshopNAKANO 5%

12,509 TRUCKS 5%

12,510 DRUGSコンドウ本店 5%

12,511 TRAX SHOP(帽子&雑貨) 5%

12,512 ドラッグストア・イマジネーション 5%

12,513 ドラッグストアひまわり ヤフー店 5%

12,514 ドラッグストアマツダ 5%

12,515 トラックチューナーズ Yahoo!店 5%

12,516 ドラッグドットコム 5%

12,517 ドラッグひかりYahoo!店 5%

12,518 ドラッグピュア ヤフー店 5%

12,519 ドラッグ フォートレス 5%

12,520 ドラッグフォーユーネットショップ 5%

12,521 トラック用品ルート2 ヤフー店 5%

12,522 TRAD HOUSE FUKIYA 5%

12,523 TRADMODE 5%

12,524 TRADヤフーショッピング店 5%

12,525 トラディショナル 5%

12,526 tradism. 5%

12,527 どらどらドラッグ 5%

12,528 どらどら屋Yahoo!店 5%

12,529 どら猫屋 5%

12,530 虎ノ門 升本 5%

12,531 虎のユニック 5%

12,532 トラブーン 5%

12,533 トラフグキング 5%

12,534 虎斑竹専門店 竹虎 5%

12,535 Travel Country 5%

12,536 TRAVELS 5%

12,537 トラベルデパート 5%

12,538 ドラマ書房Yahoo!店 5%

12,539 ドラム缶専門店 5%

12,540 ドラム缶屋ヤフー店 5%
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12,541 どら屋 5%

12,542 とらや商店 5%

12,543 どら屋 2号店 5%

12,544 とらやYショッピング 5%

12,545 TRUNKTRAVEL 5%

12,546 DRANCKRAZY Web Shop 5%

12,547 トランシーバー専門店 デコム 5%

12,548 TRANSIC-メンズ ビジネスバッグ 5%

12,549 Transit store 5%

12,550 トランスタイルYahoo!店 5%

12,551 トランスネット ヤフー店 5%

12,552 TRANCE BODY 5%

12,553 トランスレーション 5%

12,554 trancess 5%

12,555 トランパラン 5%

12,556 どりーみんぐくいーん 5%

12,557 ドリーム企画ヤフー店 5%

12,558 ドリームクラフト 5%

12,559 ドリームコンタクトヤフー店 5%

12,560 Dream-Japan 5%

12,561 DREAM SQUARE 5%

12,562 Dream Sticker 5%

12,563 ドリームストアヤフー店 5%

12,564 DreamHouseApex 5%

12,565 ドリームフィギア 5%

12,566 ドリーム布団 日本寝具通信販売 5%

12,567 dream-brother 5%

12,568 DREAMBOX Yahoo!ショップ 5%

12,569 ドリームメーカーダイレクト 5%

12,570 ドリームメディア 5%

12,571 ドリームモバイル2号店 5%

12,572 ドリームモバイルYahoo!店 5%

12,573 DREAM LANDS 5%

12,574 ドリームリアライズ 5%

12,575 ドリームリライフショップ 5%

12,576 Dreamrelife Store 5%

12,577 TRIO OFFICIAL SHOP ヤフー店 5%

12,578 talliow farm net store@ヤフー店 5%

12,579 トリガーインポート 5%

12,580 鳥グッズの店 Bird-style Yahoo!店 5%

12,581 トリコ 5%

12,582 トリコローレエクスチェンジ 5%

12,583 とりさるのお店 5%

12,584 DORIS 5%

12,585 Doris Jewelry 5%

12,586 TRICKY WORLD OSAKA 5%

12,587 Trick-or-Treat 5%

12,588 TRICK HOLIC Yahoo!店 5%

12,589 とりっぴー小鳥用品専門店 5%

12,590 DripCoffeeFactory 5%

12,591 doridoriヤフー店 5%

12,592 TrinityandUnity 半田カバン店 5%

12,593 鳥の巣箱 5%

12,594 トリノックスストア 5%

12,595 DRiF 5%

12,596 DRIFT 5%

12,597 トリプルエーマシンストアYahoo!店 5%

12,598 トリプルS 5%

12,599 SSS ヤフー店 5%

12,600 トリプルサン公式通販ショップ 5%
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12,601 トリプルハート 5%

12,602 TRIMOFF 5%

12,603 塗料カンパニー 5%

12,604 塗料屋さん.com 5%

12,605 TRILL 5%

12,606 Drink&Dream D-Park ヤフー店 5%

12,607 どりんく王国 5%

12,608 ドリンクコンビニ ヤフー店 5%

12,609 ドリンク専門店雫 5%

12,610 ドリンクダイレクト 5%

12,611 ドリンクハウス中々 5%

12,612 ドリンク本舗 5%

12,613 ドリンクマルシェ 5%

12,614 ドリンクマン 5%

12,615 ドルクスオーナーズショップ 5%

12,616 トルソーショップ 5%

12,617 トルソー販売ジェイスパイラル 5%

12,618 ドルフィン 5%

12,619 dolphin shop 5%

12,620 トルマリンプラザヤフーショップ 5%

12,621 tracy’s 5%

12,622 トレーゼス Yahoo!店 5%

12,623 TRADEX 5%

12,624 トレードインJP 5%

12,625 トレード センター 5%

12,626 TradePlace LLC. 5%

12,627 トレーニングエグゼ 5%

12,628 トレーニングパラダイスYahoo!店 5%

12,629 生活雑貨販売torekagu 5%

12,630 トレカ・ゲームのCLUBWIND 5%

12,631 トレカショップ CLEAR FILE 5%

12,632 トレカショップ二木 5%

12,633 トレカンネットYahoo!店 5%

12,634 TREZORトレザー日本正規代理店 5%

12,635 トレジャーアイランド 5%

12,636 Treasure Town ヤフー店 5%

12,637 トレジャービューティー 5%

12,638 トレジャービレッジ 5%

12,639 トレジャーボックス-Treasure Box 5%

12,640 TREASURE LAND トレジャーランド 5%

12,641 dress up store 5%

12,642 ドレスアップパーツショップMKJP 5%

12,643 ドレスアンドカジュアルマーケット 5%

12,644 Dresswalk 5%

12,645 パーティードレス通販 Dress K.O 5%

12,646 DRESS公式ショップ 5%

12,647 ドレスサロン ブーレ 5%

12,648 ドレスシャツSHOPウィンザーノット 5%

12,649 ドレスシャツ専門店 Le orme 5%

12,650 ドレスショップoftherip 5%

12,651 ドレスショップゴールドバニー 5%

12,652 ドレスショップJewel 5%

12,653 ドレスショップ Tika 5%

12,654 ドレスショップマカロン 5%

12,655 ドレスショップ ルベリ 5%

12,656 パーティードレス通販 DressStar 5%

12,657 ドレス専門店 DRESS UP 5%

12,658 DRESSTAR 5%

12,659 TRE STYLE 5%

12,660 dress PINKMOON 5%
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12,661 ドレスワールド服創屋 Yahoo!店 5%

12,662 とれたて!美味いもの市 5%

12,663 とれたて食材直送便 5%

12,664 ToretateSonomama 5%

12,665 とれたて北海道 5%

12,666 ドレッサー 学習机 桐タンスのLH 5%

12,667 ドレッサー女優ミラー関本家具装芸 5%

12,668 ドレッシング工房金澤きまじめ屋 5%

12,669 ドレッシング工房CookHome 5%

12,670 とれとれ市場Yahoo!店 5%

12,671 TREMOLO トレモロ 5%

12,672 流行はいつもここから TREND-I 5%

12,673 トレンドイット ヤフー店 5%

12,674 トレンドウォッチ 5%

12,675 トレンドギフト 5%

12,676 トレンドショップ・くろす 5%

12,677 トレンドスタンダード 5%

12,678 TREND STREET 5%

12,679 トレンドストリート3号店 5%

12,680 トレンドストリート2号店 5%

12,681 trendhouse 5%

12,682 TREND HOUSE 5%

12,683 Trendport 5%

12,684 トレンドマイスター 5%

12,685 trois webshop 5%

12,686 トローリング・マリン用品SEA企画 5%

12,687 ドローンサポート・奈良兵庫 5%

12,688 DroneWorkSystem・ヤフー店 5%

12,689 とろばと 5%

12,690 TROPICALIZE トロピカライズ 5%

12,691 トロピカルガーデン 埼玉 5%

12,692 トロピカルストリーム 5%

12,693 トロピカルワールド ヤフー店 5%

12,694 drawers ドロワーズ 5%

12,695 バッシュ アパレル troisHOMME 5%

12,696 Twice-Up-Golfヤフーショップ 5%

12,697 十和田まぎー農園 5%

12,698 DONonline ヤフー店 5%

12,699 DONQSON 5%

12,700 どんどん 5%

12,701 どんどんどんの家具 5%

12,702 TONxTON MARKET 5%

12,703 DonnaYahoo!Shop 5%

12,704 どん百姓屋 5%

12,705 とんぼ玉専門店 きなりがらす 5%

12,706 どんまい食品館 5%

12,707 問屋STAR 5%

12,708 DON Yahoo!店 5%

12,709 ナース通販 na-su.com Yahoo!店 5%

12,710 ナーベルフォースストア ヤフー店 5%

12,711 仏壇・位牌 なーむくまちゃん工房 5%

12,712 Nale ナーレダイレクト 5%

12,713 ナイスゲットやまちゃん 5%

12,714 ナイスセレクティー 5%

12,715 NICE-DELIVERY ナイスデリバリー 5%

12,716 Nice Tradingヤフー店 5%

12,717 ナイス24 5%

12,718 内装応援団 Yahoo!店 5%

12,719 内装くらぶYahoo!ショップ 5%

12,720 内藤金物店 5%
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12,721 ないとーでんきYahoo!店 5%

12,722 ナイプラ 5%

12,723 ナイルマートヤフー店 5%

12,724 名入れ iPhone ケース BigBrave 5%

12,725 名入れエッチング工房 Nagomi 5%

12,726 名入れオリジナルアイテム SYMPL 5%

12,727 名入れギフト 贈る酒 5%

12,728 名入れギフト工房ハッピースマイル 5%

12,729 名入れギフトショップ トレジャー 5%

12,730 名入れギフトのお店・キタウメ工房 5%

12,731 名入れギフトのおもしろ名札工房 5%

12,732 名入れギフトファクトリー 5%

12,733 名入れ工房 STARLAND 5%

12,734 名入れゴルフボールのゴルゴル 5%

12,735 名入れ雑貨専門のCreIma Studio 5%

12,736 名入れ専門の逸工房 5%

12,737 名入れ.タバコケース ネイルンデコ 5%

12,738 名入れ彫刻 アーティックギフト 5%

12,739 名入れ彫刻記念品ショップ 5%

12,740 名入れできる雑貨屋 リコルド 5%

12,741 名入れ入園グッズ通販・ブロドリー 5%

12,742 名入れのお花エフアート ヤフー店 5%

12,743 名入れのギフトハートANGELIC 5%

12,744 名入れ箸なら-茶屋長三郎彌助 5%

12,745 名入れ・販促屋ホワイト 5%

12,746 名入れプレゼント ドットボーダー 5%

12,747 名入れ プレゼント 味の神話 5%

12,748 名入れプレゼント工房アートテック 5%

12,749 名入れプレゼントショップ夕立窯 5%

12,750 名入れプレゼント専門店KARIN 5%

12,751 名入れプレゼント専門店 名入れ屋 5%

12,752 名入れプレゼント専門名入れ屋別館 5%

12,753 名入れプレゼントのオフィスたなか 5%

12,754 名入れプレゼントForever Gift 5%

12,755 名入れプレゼント 夢彩工房 5%

12,756 名入れボールペンのひよこ堂 5%

12,757 名入れラベルのお酒工房 5%

12,758 nine store 5%

12,759 Nine Select Yahoo!店 5%

12,760 99 HEADWEAR SHOP 5%

12,761 NINE LIVES ナインライブズ 5%

12,762 ナウジャパン 5%

12,763 苗木の専門店 グリーンでGO! 5%

12,764 苗木部 花ひろばオンライン 5%

12,765 なおたんのペットグッズ 5%

12,766 naotjewelry Yahoo!店 5%

12,767 ナオミファクトリー Yahoo!店 5%

12,768 nagai WEBSHOP ヤフー店 5%

12,769 ながいきや本舗ヤフーショップ 5%

12,770 中井商店やふー園芸用品部 5%

12,771 中井商店 やふー店 5%

12,772 中一商事 5%

12,773 中一メディカルYahoo!店 5%

12,774 長岡小嶋屋ヤフー店 5%

12,775 長尾レーシング 5%

12,776 NAKAGAWA1948 5%

12,777 長靴屋のささき 5%

12,778 長崎海産物取扱なかひら商店 5%

12,779 長崎五島 ごと 5%

12,780 長崎五島ごと Yahoo!店 5%
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12,781 ナカサダイレクト 5%

12,782 長座布団抱き枕のクッションカフェ 5%

12,783 ナガサワ文具センター 5%

12,784 ナカジマスポーツ 5%

12,785 中島精米所 ヤフー店 5%

12,786 中島肥料 5%

12,787 NakaJapanZ 5%

12,788 NakaJapanPro 5%

12,789 株式会社 永末書店 5%

12,790 ナカスポヤフー店 5%

12,791 Nagasebagヤフー店 5%

12,792 中田パン. 5%

12,793 永露匠工房-九州から逸品をお届け 5%

12,794 中野外食サプライ・ヤフーショップ 5%

12,795 ナガノ産業ドットコム 5%

12,796 中野製菓 5%

12,797 ナカノチャンネル Yahoo!店 5%

12,798 長野テクトロンオンラインストア 5%

12,799 中野ペット健康サポートセンター 5%

12,800 ナカノライニング商會 部品館 5%

12,801 ナカノライニング商會 用品店 5%

12,802 ナカノライニング商會 用品館 5%

12,803 ナガハラショッピング 5%

12,804 ながはら宝飾メガネ時計技術者の店 5%

12,805 なかほら牧場 Yahoo!店 5%

12,806 中村産業株式会社 ヤフー店 5%

12,807 ナカムラマッチ 5%

12,808 ナカヤオンラインショップ 5%

12,809 永安株式会社 5%

12,810 ナカヤマカバン 5%

12,811 仲山漢方薬店 5%

12,812 中山式オンラインショップ 5%

12,813 なかよし 5%

12,814 なかよしヤフー店 5%

12,815 ナガヨ Yahoo!店 5%

12,816 なぎさブリーズ 5%

12,817 和nagi Yahoo!ショップ 5%

12,818 NAQSHTRAQSE ONLINE 5%

12,819 Nakota 5%

12,820 nacona 5%

12,821 なごみ 5%

12,822 和 NAGOMI 5%

12,823 なごみ空館シルフ 5%

12,824 なごみ工房 5%

12,825 名古屋帯と半幅帯 西陣 京洛らく 5%

12,826 名古屋貸衣装 5%

12,827 なごやきしめん亭Yahoo!店 5%

12,828 名古屋コーチン 鶏肉専門鶏三和 5%

12,829 名古屋トナー Yahoo!店 5%

12,830 ナジャ工房 5%

12,831 名代　釜庄 5%

12,832 natu&robe 5%

12,833 ナチュシー 5%

12,834 なちゅのごはんヤフー店 5%

12,835 ナチュビブレYahoo!店 5%

12,836 NaChula Yahoo!ショップ 5%

12,837 ナチュらいふ 5%

12,838 ナチュラヴィ 5%

12,839 NATURAFINE 5%

12,840 ナチュラリ 5%
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12,841 ナチュラル アトレ ヤフー店 5%

12,842 ナチュラル エディフイック 5%

12,843 Natural OIL Store 5%

12,844 ナチュラルガーデンハウス 5%

12,845 ナチュラル靴のお店OliveDrop 5%

12,846 ナチュラルケアショップイーリス 5%

12,847 ナチュラルケーキ ふくろう 5%

12,848 ナチュラルコスメワールド 5%

12,849 ナチュラル雑貨リリアンナ 5%

12,850 ナチュラルサプリ・タイ天然ハーブ 5%

12,851 ナチュラルサポート 5%

12,852 ナチュラルジュエリー mon corail 5%

12,853 ナチュラルスタイル for dog&cat 5%

12,854 ナチュラルスタイル 5%

12,855 ナチュラルスタイル キッズ&ママ 5%

12,856 ナチュラルスタイルナナ 5%

12,857 ナチュラル生活お届け便 5%

12,858 ナチュラルセンス ヤフー店 5%

12,859 ナチュラルチーズ通販フロマージュ 5%

12,860 ナチュラルドッグフードベレン 5%

12,861 Natural Noodles Life 5%

12,862 ナチュラルノート 5%

12,863 ナチュラルハーツ 5%

12,864 ナチュラル美健3号店 5%

12,865 ナチュラルビューティー&ライフ 5%

12,866 NATURAL fun 5%

12,867 NaturalFoodMarket 5%

12,868 ナチュラル服・靴・雑貨のhitaya 5%

12,869 ナチュラル服 cocoBerry 5%

12,870 ナチュラルプッシュ Yahoo!店 5%

12,871 ナチュラルフュージョンYahoo!店 5%

12,872 ナチュラルペットフードshop 5%

12,873 NATURAL BERRY 5%

12,874 NATURAL BERRY ACC 5%

12,875 NATURAL PORK LINK 5%

12,876 ナチュラルポット 5%

12,877 ナチュラルミント 5%

12,878 ナチュラルライフスタイル 5%

12,879 ナチュラルリビング ママ・ベビー 5%

12,880 ナチュラルワイン湘南 5%

12,881 ナチュラルワン　ヤフー店 5%

12,882 ナチュレア 5%

12,883 nature8 5%

12,884 ナチュレーヌオンラインショップ 5%

12,885 ナチュレヘルシーラボ 5%

12,886 ナチュレルハウス 5%

12,887 natu-loha 5%

12,888 NAC オリジナルプリントショップ 5%

12,889 NACマーキングプロダクツ 5%

12,890 ナッツ&ビーンズ 5%

12,891 ツリーマーク メール便専門支店 5%

12,892 ナッツ専門店 クノップ 5%

12,893 ナッツとフルーツのツリーマーク 5%

12,894 ナッツドライフルーツ卸4th Avenue 5%

12,895 ナッティーババリアン広島 5%

12,896 nut屋 ヤフーショッピング店 5%

12,897 napnap 5%

12,898 夏物専門 夏のきもの屋さん 5%

12,899 なでしこ健康生活Yahoo店 5%

12,900 なでしこスタイル 5%
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12,901 ナデシコの森ヤフー店 5%

12,902 名手農園ヤフーショッピング店 5%

12,903 Nana&nana 5%

12,904 なないろウサギ 5%

12,905 Nanairo Garden ヤフー店 5%

12,906 716 BABY 5%

12,907 ナナカンパニーYahoo支店 5%

12,908 ナナクリエイト ヤフーShop 5%

12,909 ななこ屋 ヤフー店 5%

12,910 七志らーめん Yahoo!店 5%

12,911 七海交易 5%

12,912 何コレクション 5%

12,913 何より健康ショップ 5%

12,914 ナニワ釣具 Yahoo!店 5%

12,915 なにわの佃煮司 山本 5%

12,916 NANIWAYA Yahoo!ショップ 5%

12,917 ナノエッグオンラインショップ 5%

12,918 nanosui 5%

12,919 高濃度ナノ水素水スパシアストア 5%

12,920 ナノズ ヤフー店 5%

12,921 nanoTimeBeauty-Shop405 5%

12,922 nanoTimeBeauty-MIXMAX 5%

12,923 NAVIE 5%

12,924 ナビクエストショップYahoo!店 5%

12,925 ナビッピドットコム オンライン 5%

12,926 ナビバンク 5%

12,927 名前シールのね～むっこYahoo!店 5%

12,928 名前の詩いろは屋Yahoo!店 5%

12,929 生さば寿司・四季食彩萩 ヤフー店 5%

12,930 生パスタとピザのお店 デュラム 5%

12,931 73Garage 5%

12,932 波と雪の製作所 5%

12,933 波縫ジャポン 5%

12,934 ナミバストア 5%

12,935 なゆたや 5%

12,936 奈良ええもんストア 5%

12,937 奈良恵友堂有限会社 5%

12,938 ナラテック ヤフーショッピング店 5%

12,939 ならのき 5%

12,940 ナラノコト 5%

12,941 奈良の地酒 大和の彩り ヤフー店 5%

12,942 成川薬局イーストアー 5%

12,943 NALC公式OnlineShop 5%

12,944 鳴門千鳥ヤフー店 5%

12,945 ナレメガネ 5%

12,946 NANKAIGOLF 5%

12,947 南海ゴルフ Yahoo!店 5%

12,948 南海部品WebSHOP・Yahoo!店 5%

12,949 南海部品平塚店 5%

12,950 南海フローリスト 5%

12,951 南国キッチン 次郎ヤフーショップ 5%

12,952 南国フルーツ果実村TOKIO 5%

12,953 南信堂 家具館 5%

12,954 南信堂.com Yahoo!店 5%

12,955 なんず(南豆無線電機) 5%

12,956 なんでも鑑定局ヤフーショップ 5%

12,957 なんでも屋 ヤフー店 5%

12,958 なんど屋Yahoo!店 5%

12,959 ナンバーエイト 5%

12,960 NO.9 STORE Yahoo!店 5%
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12,961 NO.1 枕と快眠研究所 5%

12,962 南風堂Yahoo!店 5%

12,963 南風満帆shop Yahoo!店 5%

12,964 南部吟右衛門 5%

12,965 南部珈琲 5%

12,966 Nanmaraストア 5%

12,967 有限会社南目製粉 5%

12,968 南陽柑橘しぼり機 5%

12,969 新潟キッチン 5%

12,970 新潟グルメ街道 5%

12,971 新潟県産コシヒカリ 早川米穀店 5%

12,972 新潟コシヒカリ農家 内山農産 5%

12,973 新潟米こうじ味噌本店 5%

12,974 新潟産地直送 小竹食品 5%

12,975 新潟地酒 専門店 5%

12,976 新潟宝箱 5%

12,977 新潟辰巳屋(たつみや) 5%

12,978 新潟直送計画 5%

12,979 新潟 永徳 鮭乃蔵 5%

12,980 新潟の米 5%

12,981 新潟の四季Yahoo!店 5%

12,982 新潟の地酒 たいせいや 5%

12,983 新潟の地酒 タカハシヤ 5%

12,984 新潟の地酒 ふくきん本店 Yahoo!店 5%

12,985 新潟の日本酒と甘酒 越後銘門酒会 5%

12,986 新潟米あられおかき 加藤製菓 5%

12,987 新潟米の高石屋 5%

12,988 新潟 丸松 5%

12,989 新潟銘酒王国 5%

12,990 NeeSa 5%

12,991 Needs Express 5%

12,992 仁井田米 樽井商店 5%

12,993 ニードネットワーク 5%

12,994 Nina(ニーナ) 5%

12,995 NINASTORE 5%

12,996 203 Camera Straps. 5%

12,997 NiiMo 5%

12,998 neelセレクトショップ 5%

12,999 Niveau 2 5%

13,000 Niveau 3 5%

13,001 niono.pro 5%

13,002 似顔絵ショップカムカム 5%

13,003 似顔キャラ工房 スタジオ風の杜 5%

13,004 肉かすの酒井商事 5%

13,005 溝田精肉店 肉工房みぞた 5%

13,006 肉処 三代目本多 5%

13,007 肉問屋ミートゲン 5%

13,008 肉のいわまYahoo!店 5%

13,009 肉の卸問屋アオノ 5%

13,010 昭和8年創業 肉の カワグチ 5%

13,011 肉の食遊館 クリヤマ 5%

13,012 肉のひぐち 5%

13,013 肉の宝石・土佐和牛芸術倶楽部 5%

13,014 にくらす Yahoo!店 5%

13,015 niguramu 5%

13,016 ニコアンティーク 5%

13,017 nicole ニコール 5%

13,018 Nicoco プランター菜園を楽しむ会 5%

13,019 ニコ雑貨 5%

13,020 ニコショップ Yahoo!店 5%
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13,021 ニコちゃん堂 5%

13,022 にこっとAppreciate 5%

13,023 ニコニコげんき村快眠マーケット 5%

13,024 にこにこタオル 5%

13,025 ニコニコ通販 5%

13,026 にこにこテントシート安心shop 5%

13,027 ニコニコ堂ヤフー店 5%

13,028 ニコニコマーケット 5%

13,029 niconicoマート 5%

13,030 niconomanimani ニコノマニマニ 5%

13,031 にこまーる 5%

13,032 にこまーる ライフスタイル 5%

13,033 Nico Marche(ニコマルシェ) 5%

13,034 NicoRide Yahoo!ショッピング店 5%

13,035 にこりーnicori 5%

13,036 nicology ニコロジィ ヤフー店 5%

13,037 tweeling onlineshop NishiiBaraen 5%

13,038 虹色貿易 5%

13,039 にじいろマーケット 5%

13,040 にじいろマート・ヤフー店 5%

13,041 西尾製茶 5%

13,042 二次会景品アネットショップ 5%

13,043 二次会の虎 5%

13,044 西川寝具イースリープスタイル 5%

13,045 西川ストア ヤフー店 5%

13,046 西川チェーンふとんタウン 5%

13,047 錦鯉用品の店 5%

13,048 にしきたトレーディング 5%

13,049 Nishiki-Yahoo!店 5%

13,050 ニシザワ チャンネル 5%

13,051 西新オレンジストア ヤフー店 5%

13,052 西田製菓 5%

13,053 西田創作研究所 ヤフーショップ 5%

13,054 西田創作ヤフー店 5%

13,055 西谷商店 Yahoo!ショップ 5%

13,056 西塚農場 5%

13,057 西日本楽器 Yahoo!店 5%

13,058 西野屋オンラインショップYahoo!店 5%

13,059 西森くだもの農園 香川みかん農家 5%

13,060 21テクノロジー 5%

13,061 20代30代ファッション 5%

13,062 24時間風呂総合研究所ヤフー店 5%

13,063 24時間風呂入浴剤・光の湯ヤフー店 5%

13,064 24h cosme公式Yahoo!店 5%

13,065 二條和漢薬 5%

13,066 日安商事 5%

13,067 日王株式会社 5%

13,068 NICHIGA ヤフー店 5%

13,069 日雑屋 ヤフーショッピング店 5%

13,070 日南海岸黒潮市場 5%

13,071 日南テレビショップ 5%

13,072 日曜左官エムケー工芸 5%

13,073 日曜大工・DIY.com Yahoo!店 5%

13,074 日曜大工リフォームショップ 5%

13,075 日用品・生活雑貨の店 カットコ 5%

13,076 日用品・消耗品ショップなごみ 5%

13,077 日用品販売部 5%

13,078 ニチヨシストア 5%

13,079 日海-web.com 5%

13,080 ニッケイゴルフ 5%
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13,081 ニッケンサッシパーツショップ 5%

13,082 日光茶房Yahoo!店 5%

13,083 日光商会 5%

13,084 日光 匠家 ヤフー店 5%

13,085 にっこり 食の広場 5%

13,086 老舗高級肉卸 日産食品 5%

13,087 日章スタンプコインストア 5%

13,088 日昭電気株式会社Yahoo!店 5%

13,089 日昇洋行 Yahoo!店 5%

13,090 ニッショーヤフー店 5%

13,091 有限会社日進商会 5%

13,092 日清工業の直販支店 24kogyo 5%

13,093 NISSIN精品工房 5%

13,094 ニッシンデジタル・ダイレクト 5%

13,095 日清良品 5%

13,096 NISSIN LUX 5%

13,097 日専連　沼津ドットコム 5%

13,098 ニッチ・リッチ・キャッチ 5%

13,099 ニッチ・エクスプレス 5%

13,100 日テレ7ショップ Yahoo!店 5%

13,101 日東商事 5%

13,102 ニットーリレー 5%

13,103 ニット生地のやまのこ 5%

13,104 ニット工房 AMU 5%

13,105 KnitPro専門店 nanatsumugi 5%

13,106 NIPPIN Yahoo!ショップ 5%

13,107 にっぽりパキラ 5%

13,108 日本ギフト百貨店 5%

13,109 nippon craft and art 5%

13,110 日本スープ株式会社 5%

13,111 ニッポンソーラー ヤフー店 5%

13,112 にっぽん津々浦々 Yahoo!店 5%

13,113 日本橋CHACHA!ヤフー店 5%

13,114 革布製品とレザーケア用品 Nitro 5%

13,115 nina’s (ニナーズ) 5%

13,116 ニニアンドキノ Yahoo!店 5%

13,117 二宮仏壇 5%

13,118 ninon 5%

13,119 2馬力ボートフィッシング 5%

13,120 ニプリドットコム ヤフー店 5%

13,121 にほひ袋専門店 石黒香舗 5%

13,122 日本イーテック ヤフー店 5%

13,123 日本海の幸 新潟・魚水島 5%

13,124 MADE IN JAPAN専門店 日本館 5%

13,125 日本グローバル照明OUTLET 5%

13,126 日本サプリメントフーズYahoo店 5%

13,127 日本酒 焼酎 ギフト いちむら商店 5%

13,128 日本酒・焼酎の小野酒店 5%

13,129 厳選日本酒専門館幸田 5%

13,130 NIHONSINGDM 5%

13,131 日本製お祝いヤフー店 5%

13,132 日本製家具通販 遊ファニチャー 5%

13,133 日本製靴下apple 5%

13,134 日本製財布 LUEGO(ルエゴ) 5%

13,135 日本製シェニール織のアーンジョー 5%

13,136 日本製 スキットル ヤフー店 5%

13,137 日本製馬油化粧品リバテープ 5%

13,138 日本製 フルハウス ヤフー店 5%

13,139 日本製ベビー服のモナンジュローブ 5%

13,140 日本製マットレス工場ウエルタイム 5%
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13,141 日本製 Melody Accessory 5%

13,142 日本茶専門店 茶井 5%

13,143 日本茶専門店松田園 5%

13,144 日本通販ショッピング 5%

13,145 日本通販センターYahoo!店 5%

13,146 日本デザインストア 5%

13,147 日本電化パーツ 5%

13,148 日本テント ヤフー店 5%

13,149 日本刀販売の明倫産業 5%

13,150 日本のおみやげ専門店 5%

13,151 日本の四季・行事の店 木瓜屋 5%

13,152 日本のまんなか看板屋 5%

13,153 日本の銘米 5%

13,154 日本の和風みやげ専門店 Yahoo店 5%

13,155 日本橋箱崎町レストラン直送グルメ 5%

13,156 日本橋布団店 5%

13,157 日本橋yokota商店 5%

13,158 日本ビデオサービス ヤフーストア 5%

13,159 日本ヘルツ Yahoo!店 5%

13,160 日本無添加主義化粧品Yahoo!店 5%

13,161 日本ものこと百貨 5%

13,162 日本薬師堂 Yahoo!店 5%

13,163 日本薬草種苗 5%

13,164 日本唯一の風景専門店 あゆわら 5%

13,165 日本料理株式会社ヤフー店 5%

13,166 日本黎明社Yahoo!店 5%

13,167 日本ロイヤルガストロ倶楽部 5%

13,168 日本ワイン・地酒・焼酎 尾池酒店 5%

13,169 2m50cm 5%

13,170 にゃざっかや 5%

13,171 にゃんズヤフーショップ 5%

13,172 にゃんたろうず NiYANTA-ROSE! 5%

13,173 にゃんでも屋Yahoo!店 5%

13,174 にゃんどりーむ 5%

13,175 にゃんぱく宣言 5%

13,176 にゃんまる工房 5%

13,177 ニューアイテム 5%

13,178 ニューウィンターギア専門店4ALL 5%

13,179 NewEdition-GOLF 5%

13,180 NEWORDERCOSMETICS 5%

13,181 乳酸菌ラボ 5%

13,182 NEWSTAGETOOLS 5%

13,183 NEWSTORY 5%

13,184 ニューズYahoo!店 5%

13,185 New Century 5%

13,186 neut kitchen(ニュートキッチン) 5%

13,187 neut tools(ニュートツールズ) 5%

13,188 ニュートロドッグフード ガレノス 5%

13,189 Newbag Wakamatsu 5%

13,190 ニューマリンズ Yahoo!ショップ 5%

13,191 ニューヨークコレクション 5%

13,192 入浴剤専門店rocce 5%

13,193 入浴剤・バスソルトのミーモンティ 5%

13,194 入浴剤ヤングビーナス公式ストア 5%

13,195 anewlifeおしゃれ部屋家具 5%

13,196 newRYORK! 5%

13,197 ニュールック ヤフー店 5%

13,198 ニューワールドネット名品倶楽部 5%

13,199 にょらげんき ヤフー店 5%

13,200 二輪用品店 MOTOSTYLE 5%
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13,201 二輪四輪店 5%

13,202 丹羽SOD健康社ヤフー店 5%

13,203 niwaco Yahoo!ショップ 5%

13,204 にわのライフコア 5%

13,205 人気ブランド市場 5%

13,206 人気メンズ服通販のMOSTSHOP 5%

13,207 人形・ギフト専門店カタヤマ 5%

13,208 人形工房 アートこうげつ 5%

13,209 人形工房 北寿 5%

13,210 人形専門店 ひなの里 5%

13,211 人形町今半 5%

13,212 人形とベビー用品の桜うさぎ 5%

13,213 人形とベビー用品の山田屋 5%

13,214 人形と結納　久宝堂Yahoo!店 5%

13,215 人形の佳月 5%

13,216 人形のさのや 5%

13,217 人形の東籬 5%

13,218 人形の松川 5%

13,219 人形のゆめさき 5%

13,220 人形広場 雛人形・五月人形専門店 5%

13,221 ninnananna 5%

13,222 妊婦&ママの下着 ローズマダム 5%

13,223 NUARL公式ストア 5%

13,224 ぬいぐるみ衣装館 5%

13,225 ぬいぐるみと雑貨のお店 チコの森 5%

13,226 ぬいぐるみのくまくま 5%

13,227 ぬいぐるみ屋テラモト 5%

13,228 nouvelle vie 5%

13,229 ヌーブラショップ ヤフー店 5%

13,230 ぬかちゃんグループ 5%

13,231 nukumoriアクセサリー 5%

13,232 ぬくもり家具Marie マリー 5%

13,233 NuCLEO Rosa 5%

13,234 ぬこぬこ ヤフー店 5%

13,235 塗っとく.com ヤフー店 5%

13,236 nuna ヤフー店 5%

13,237 布おむつ専門店Estlance 5%

13,238 布おむつのミルキーウェイ 5%

13,239 布がたり　ヤフー店 5%

13,240 布生地専門イワキYahoo!店 5%

13,241 サテン生地手芸用品のクラフトワン 5%

13,242 布地のお店 ソールパーノ 5%

13,243 布と手芸 つばめや 5%

13,244 布ナプキンショップSoaLa 5%

13,245 布ナプキン専門店 ジュランジェ 5%

13,246 布ナプキン華布～hanafu 5%

13,247 布の但馬屋ヤフー店 5%

13,248 布引の瀧 ヤフー店 5%

13,249 布や熊野Tファクトリー 5%

13,250 塗箸 びん 5%

13,251 塗り丸 5%

13,252 ぬりもの屋 井出漆器 5%

13,253 ネイチャーギャラリーNAGI 5%

13,254 ネイチャーシード Yahoo!ショップ 5%

13,255 ネイチャーズ 5%

13,256 ネイチャーズウェイYahoo!ショップ 5%

13,257 ネイチャーズヘルスヤフー店 5%

13,258 Nature Natural 5%

13,259 Native creation 5%

13,260 ネイティブドッグYahoo店 5%
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13,261 Native Fish Dreams 5%

13,262 nativeplace 5%

13,263 ネイル&雑貨専門店TOHO 5%

13,264 ネイル工房 5%

13,265 NailCollection 5%

13,266 ネイルシールのダッシングディバ 5%

13,267 ネイルタウン NAILTOWN 5%

13,268 ネイル・つけまのラ・プリマベーラ 5%

13,269 ネイル用品通販グレースガーデン 5%

13,270 ネイルレシピ Yahoo!店 5%

13,271 ネイルワールド 5%

13,272 Name Shop THE LONG ISLAND 5%

13,273 ネームプレート・名入れのきざみ屋 5%

13,274 ネームプレートのしま工房ミカミ 5%

13,275 ネオウィングYahoo!店 5%

13,276 Neo Globe Yahoo!店 5%

13,277 ネオコレクション ネイル用品通販 5%

13,278 ネオシス 5%

13,279 ネオスヤフー店 5%

13,280 Neoセレクト 5%

13,281 NeoSelect-Store 5%

13,282 ネオネットマリンYahoo!店 5%

13,283 ネオファクトリー 5%

13,284 Neophilia Labo 5%

13,285 Neore 5%

13,286 ねぎや Sugary 5%

13,287 NEXUS Japan ネクサスジャパン 5%

13,288 NEXUS Japan 3号店 5%

13,289 Nexusヤフーショップ 5%

13,290 NEXARY 5%

13,291 NEXT! 5%

13,292 Nextore 5%

13,293 NEXT WALL 5%

13,294 next era 5%

13,295 ねくすとげーと・こだわりSHOP 5%

13,296 NEXT CYCLE 5%

13,297 NEXT STAGE 5%

13,298 NEXT DOOR 5%

13,299 Next Beauty 5%

13,300 NEXT FOCUS 5%

13,301 ネクストプラス 5%

13,302 ネクストベータ Yahoo店 5%

13,303 ネクストホーム ユーショップ 5%

13,304 ネクストユー・フードマーケット店 5%

13,305 Next-Life-Style-NAGANO 5%

13,306 NEXTLABO SHOP 5%

13,307 ネクスト・ワン 5%

13,308 ネクストワン楽器店 5%

13,309 ネクストワン2号店 5%

13,310 NEXT-ONE Yahoo!店 5%

13,311 ネクタイ&蝶ネクタイ専門店MISAKO 5%

13,312 ネクタイ通販Alletyヤフー店 5%

13,313 ネクタイの専門店Flying Blue 5%

13,314 ネクタイのCercatore Yahoo!店 5%

13,315 Necktie-Pin アップルハウス 5%

13,316 Necktie-Pin2 アップルハウス 5%

13,317 ネクタイ屋Bream 5%

13,318 猫グッズと雑貨シャトンレーヌ 5%

13,319 猫グッズ.jp 5%

13,320 ねこ工房 5%
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13,321 猫 雑貨ショップ にゃん屋 5%

13,322 猫雑貨専門店 Cache-cache 5%

13,323 nekozuki ねこずき 5%

13,324 ネコソダテ Yahoo!店 5%

13,325 ねこちゃんの雑貨屋1号館 5%

13,326 Neco to ohirune 5%

13,327 猫ときんときヤフー店 5%

13,328 ねこの酒屋さん・本店 5%

13,329 猫の雑貨専門店 ごきげんcatトラ 5%

13,330 ねこのざっか屋さん ネコランド 5%

13,331 猫のジュエリー キャットベリー 5%

13,332 ねこばたけ ヤフー店 5%

13,333 猫袋屋 5%

13,334 猫袋屋ホックスファミリー 5%

13,335 NEKOMAJINヤフー店 5%

13,336 猫魔堂 5%

13,337 56nyan 猫用品ゴロにゃんヤフー店 5%

13,338 ネコリパブリックYahoo!店 5%

13,339 寝ごろ屋 5%

13,340 寝ころん太くん 5%

13,341 ねじスグ 5%

13,342 ねじねじクンYahoo!店 5%

13,343 ネクストリー 5%

13,344 nest 5%

13,345 舶来釣具専門店ネスト 5%

13,346 ネストオンライン ヤフー店 5%

13,347 ネスホーム 5%

13,348 ネスリーフ 5%

13,349 ねたこをおこせ 5%

13,350 ネックレスチェーン・天然石 RUBBY 5%

13,351 熱帯果樹園MOTOI 5%

13,352 ネットdeネット 5%

13,353 ねっとコンビニ 5%

13,354 NET SHOP IZUKA 5%

13,355 Net Shop IMPACT 5%

13,356 ネットショップ・エスト 5%

13,357 ネットショップおとく屋 Yahoo!店 5%

13,358 ネットショップカシムラ 5%

13,359 Net-Shop Kanesyou 5%

13,360 ネットショップ クレール 5%

13,361 Net-Shop 31 5%

13,362 ネットショップ・志のわ 5%

13,363 ネットショップZero-One Yahoo!店 5%

13,364 Net Cosme TMT 5%

13,365 Net Shop Distant 5%

13,366 ネットショップ出島Yahoo!店 5%

13,367 ネットショップマックハリアー 5%

13,368 NetShop MARINE 5%

13,369 ネットショップランド24 5%

13,370 ネットショップ ワールド 5%

13,371 ネットショップワン 5%

13,372 NETSTAR 5%

13,373 NET STAGE 5%

13,374 NET STAGE バイザーマット専門店 5%

13,375 ネット通販 C.I.O. 5%

13,376 ネットでインナー 5%

13,377 ネットDE腕時計わっしょい村 5%

13,378 ネットで建材!ヤフーショップ 5%

13,379 ネットdeシマモト 5%

13,380 ネット de Skyhigh 5%
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13,381 ネットdeドリーム 5%

13,382 NETの穴場OMIX 5%

13,383 NETの穴場Omix2 5%

13,384 ネットパワーズ Yahoo!店 5%

13,385 ネット販売事業部 5%

13,386 net-FORCE 5%

13,387 NET 部品館 5%

13,388 ネットプライス1 5%

13,389 ネットプラザ 5%

13,390 ネットペイント Yahoo!店 5%

13,391 ネットベストワン ヤフーショップ 5%

13,392 ねっとみらくるヤフー店 5%

13,393 ネット よさべい 5%

13,394 ねっとんや 5%

13,395 熱風機 溶接機 ヤフー店 5%

13,396 ネパールから健康と癒しを 5%

13,397 ネペット工房 Yahoo!店 5%

13,398 眠夢ナビ ヤフー店 5%

13,399 namename Yahoo!店 5%

13,400 ねむりっち 5%

13,401 ねむりねこYahoo!店 5%

13,402 眠りの神様 ヤフーショップ 5%

13,403 眠りの専門店 市田商店 Yahoo!店 5%

13,404 眠りのひろば ふとんの江崎 5%

13,405 眠りのプロショップSawada 5%

13,406 ねむりの部屋 5%

13,407 ねむりの森Yahoo!店 5%

13,408 眠り姫 5%

13,409 根室かに鮮 5%

13,410 ネヤガワ文芸堂 5%

13,411 Nelson Coffee Roaster 5%

13,412 寝るもの屋Yahoo!店 5%

13,413 ねんちゃくテープ屋ヤフー店 5%

13,414 Noa Department Store 5%

13,415 Noa noa 5%

13,416 のあのはこぶね 5%

13,417 noi 5%

13,418 Neugier 公式 オンライン Yahoo!店 5%

13,419 ノイジャパン 5%

13,420 ノイシュタットYahoo!店 5%

13,421 ノヴァーラ 5%

13,422 Nowest.Shop 5%

13,423 農園 花囲夢 5%

13,424 農園芸と雑貨の店エムエムショップ 5%

13,425 農園芸ドットコム 5%

13,426 農援.com Yahoo!店 5%

13,427 農園農家直送の店・ノーマーク 5%

13,428 農家からの贈り物 5%

13,429 農家直送・あぐ里能生 5%

13,430 農家の応援隊 かわニャン Yahoo!店 5%

13,431 農家のお店おてんとさんYahoo!店 5%

13,432 農家の米ヤフー店 5%

13,433 農家の台所Yahoo!店 5%

13,434 農家の店ヤマシチ 5%

13,435 農機具ショップ 5%

13,436 農機具ProShopアグリキャット 5%

13,437 農機パーツストア 5%

13,438 農業資材.com Yahoo!店 5%

13,439 農業用品販売のプラスワイズ 5%

13,440 濃厚本舗 Yahoo!店 5%
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13,441 能作Yahoo!ショッピング店 5%

13,442 脳トレ生活 5%

13,443 農林・園芸・汎用機の店 アギラ 5%

13,444 NOEL.J&K. 5%

13,445 nor cal market 5%

13,446 NORTHERN LIGHTS 5%

13,447 ノース&ウエスト 5%

13,448 North Oriental 北海道食品館 5%

13,449 North Oriental ヤフー店 5%

13,450 northfeel 5%

13,451 ノースフィールNORTHFACE専門店 5%

13,452 NORTHFEELアパレルヤフー店 5%

13,453 ノースフーズ 5%

13,454 ノースポートゲート 5%

13,455 ノースポートプラザ 5%

13,456 ノースマート 5%

13,457 のーすもーる北海道の森Yahoo!店 5%

13,458 ノースランド通信ヤフー店 5%

13,459 ノースリーフ 5%

13,460 noTrack 5%

13,461 本革バッグ通販のノートルファボリ 5%

13,462 NO NAME等通販リングマーケット 5%

13,463 NO BiTER ヤフーショップ 5%

13,464 novice-sf 5%

13,465 NOFALLsango 5%

13,466 Norph Online 5%

13,467 noplan-shop 5%

13,468 農ブランドYahoo!ショップ 5%

13,469 ノーブルゴルフ 5%

13,470 ノーブルツールMGストア 5%

13,471 ノーブルツールMGストア 2号店 5%

13,472 NO-REMORSE 5%

13,473 野口コインヤフーショップ 5%

13,474 noconoco・キッチン Yahoo!店 5%

13,475 Nozaki Web Store Yahoo!店 5%

13,476 Nostalgica-onlineshop Yahoo!店 5%

13,477 Nostalgic Dream 5%

13,478 のぞみマーケット 5%

13,479 nodasincely 5%

13,480 野田ハニーYahoo!店 5%

13,481 ノダ帽子専門店 5%

13,482 Knockin Boots ノッキンブーツ 5%

13,483 KnockKnockPuchic 5%

13,484 NOD 5%

13,485 ノットゴーゴーショップ 5%

13,486 ノップノップ 5%

13,487 能登 カネヨ醤油 5%

13,488 能登商店 5%

13,489 ノナカ金物店 5%

13,490 ノニと健康美の店・からだあいかん 5%

13,491 のばら化粧品 5%

13,492 Nobsound 5%

13,493 nobuya 5%

13,494 野部農園 5%

13,495 ノベルティー専門クロスショップ 5%

13,496 のぼう スポーツandカジュアル 5%

13,497 のぼりストア Yahooショッピング店 5%

13,498 NOMAOffice セレクション 5%

13,499 のま果樹園 5%

13,500 のみモン 5%

6129



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

13,501 nom-net-bagヤフー店 5%

13,502 飲むバラ水NOMUBARAの店 5%

13,503 のり子の部屋Yahoo!ショッピング店 5%

13,504 ノリゾーラボ 5%

13,505 海苔・珍味・牛たんのカネタ 5%

13,506 海苔の磯賀屋Yahoo!店 5%

13,507 海苔の七福屋 5%

13,508 海苔のなが井 5%

13,509 Norauto JAPAN ONLINE SHOP 5%

13,510 のれん屋さんのインテリアSHOP 5%

13,511 Non Title Tokyo 5%

13,512 Nonbr shop 5%

13,513 nonbay store呑兵衛ストア 5%

13,514 のんほいイチゴ園とよはしヤフー店 5%

13,515 ハーイわんこにゃんこ 5%

13,516 パークアップバイク別館 5%

13,517 パークアップバイク本館 5%

13,518 パークゴルフショップ すいんぐ 5%

13,519 パークゴルフ専門パークハウス 5%

13,520 バーゲンブックストア 5%

13,521 バーゲンブックストアB-Books 5%

13,522 bargainprice 5%

13,523 バーコードのウェルコムデザイン 5%

13,524 バースジャパン 5%

13,525 BIRHDAY ONLINE Yahoo店 5%

13,526 バースデーフルーツ ギフトパーク 5%

13,527 バースデーバルーン SWEET PARTY 5%

13,528 パーソナルCARパーツ・ヤフー店 5%

13,529 BARDAHL-S 5%

13,530 パーツEX Yahoo!店 5%

13,531 パーツオフ武蔵村山 Yahoo!店 5%

13,532 Parts Online 5%

13,533 ハーツ カーパーツ専門店 5%

13,534 パーツ館 5%

13,535 パーツキングヤフーショッピング店 5%

13,536 HID・LEDプロショップ Parts-com 5%

13,537 PARTS.CO.JP Yahoo!店 5%

13,538 パーツジャパンサービス Yahoo!店 5%

13,539 パーツショップ アドバンス 5%

13,540 パーツショップ ブライツ 5%

13,541 パーツショップムサシ 5%

13,542 parts center APU 5%

13,543 パーツダイナミクス 5%

13,544 パーツダイレクト2 5%

13,545 パーツダイレクトYahooストア 5%

13,546 PARTSTEC Yahoo!店 5%

13,547 パーツデパートメント 5%

13,548 パーツNET 5%

13,549 パーツのPALCA（パルカ）Yahoo!店 5%

13,550 パーツパーク Yahoo!ショップ 5%

13,551 パーツハウス SCOT 5%

13,552 パーツハウス横浜 5%

13,553 パーツ販売ナンバーワン 5%

13,554 パーツヒルズ 5%

13,555 パーツボックス5号店 5%

13,556 パーツボックス3号店 5%

13,557 パーツボックスシステムジャパン 5%

13,558 パーツボックス2号店 5%

13,559 パーツボックスプレミアム 5%

13,560 PARTSLINE24 5%
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13,561 パーツラボ小さい金具パーツ専門店 5%

13,562 パーツランドヤフーショッピング店 5%

13,563 パーツランド(Yショッピング店) 5%

13,564 partsworld 5%

13,565 パーティークラッカーのカネコ 5%

13,566 パーティースタイル Vierge 5%

13,567 PARTYS ドレス&ワンピース 5%

13,568 パーティードレス Style Block 5%

13,569 パーティードレス専門店ファーナ 5%

13,570 パーティードレス通販GIRL 5%

13,571 パーティードレス通販TwinkleGirls 5%

13,572 パーティードレス通販ナイトワン 5%

13,573 PARTY GOODS SHOP 5%

13,574 パーティグッズ専門 haccchischest 5%

13,575 バーディスト・ビー Yahoo!店 5%

13,576 Hearty Select Yahoo店 5%

13,577 パーティードレス通販ティアリー 5%

13,578 パーティドレスはアールズガウン 5%

13,579 パーティワールド 5%

13,580 パーテーションラボ 5%

13,581 ハードウェアウォレットジャパン 5%

13,582 ハートシステムグループ 5%

13,583 ハートドロップ 5%

13,584 Partners 5%

13,585 ハートネットショップヤフー店 5%

13,586 Hartfield Yahoo!店 5%

13,587 ハートフェルト 5%

13,588 ハートフェルトー別館 5%

13,589 ハートプランニング 5%

13,590 ハートフル ヤフー店 5%

13,591 Heartful Country 5%

13,592 ハートブレイク 5%

13,593 heart-box 5%

13,594 ハートマート 5%

13,595 ハートランドファーム いちご一笑 5%

13,596 ハードリカー ヤフー店 5%

13,597 Hard Liquor K 5%

13,598 HARTLEY ONLINE STORE 5%

13,599 HA-NET 5%

13,600 PURPOSEパーパス・ヤフー店 5%

13,601 ハーバリウム花材のお店AcornStyle 5%

13,602 ハーバリウム専門店フェリナス 5%

13,603 ハーブ・アロマショップ桜煌月 5%

13,604 ハーブandサプリ工房Yahoo店 5%

13,605 perfect shopping 5%

13,606 Perfect Shop LAB. 5%

13,607 パーフェクトスペース 5%

13,608 パーフェクトスペース カーテン館 5%

13,609 パーフェクトワールド 5%

13,610 ハーブカントリー 5%

13,611 ハーブ研究所 5%

13,612 ハーブサプリ専門店eサプリ東京 5%

13,613 ハーブセンター 5%

13,614 ハーブティー・クレイ・岩塩専門店 5%

13,615 ハーブとアロマのハートランド 5%

13,616 ハーブ苗のポタジェガーデン 5%

13,617 ハーブのめぐみ 5%

13,618 Half Beans 5%

13,619 Purple People 5%

13,620 パープルヘイズ 5%
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13,621 パープルリバー 5%

13,622 ハーベストガーデン 5%

13,623 ハーベストシーズン 5%

13,624 Harvest mart 5%

13,625 ハーベストYahoo!店 5%

13,626 パーマン Yahoo!ショッピング店 5%

13,627 Palm Springs 5%

13,628 ハーモニー 5%

13,629 Harmony Field 5%

13,630 ハーモネイチャーオンライン 5%

13,631 馬油 専門ストア 5%

13,632 馬油専門店オンラインストア 5%

13,633 パーリーゲイツbyゴルフウエーブ 5%

13,634 BURLINGTON 5%

13,635 パールパティ ひんやりタオルの店 5%

13,636 パール優美 5%

13,637 ハーレーカスタマージャパン 5%

13,638 ハーレーパーツデポ PARTS DEPOT 5%

13,639 ハーレーパーツ通販SELECTED 5%

13,640 ハーレーパーツ店アンバーピース 5%

13,641 バーンズ公式 BARNS OUTFITTERS 5%

13,642 BarnStormer2号店 5%

13,643 HI&LESS 5%

13,644 Hi&Low COMPLETE&CUSTOMIZE 5%

13,645 Highwave 5%

13,646 ハイエース 内装専門 リンクス 5%

13,647 BioARGANIA 5%

13,648 バイオオンラインショップ 5%

13,649 バイオサプリ Yahoo店 5%

13,650 Piony～パイオニー ヤフー店 5%

13,651 ハイガー産業 5%

13,652 ハイカラさん 5%

13,653 ハイカラン屋 5%

13,654 配管工具YOU-販 5%

13,655 配管材料プロトキワ 5%

13,656 配管資材ヨコツー 5%

13,657 配管部品 ヤフー店 5%

13,658 Biking 5%

13,659 バイク&サイクル モリワキ 5%

13,660 BIKEONNET 5%

13,661 バイクキング 5%

13,662 Bike Cycle Fujioka 5%

13,663 バイクショップベンケイ 5%

13,664 ブランド専門店 パイクストリート 5%

13,665 バイク通販 ハヤサカサイクル 5%

13,666 バイクネクスト 5%

13,667 バイクパーツ ビッグワンYahoo!店 5%

13,668 バイクパーツショップ CK-Custom 5%

13,669 バイクパーツ通販ショップ ライズ 5%

13,670 バイクパーツMotoJam Yahoo!店 5%

13,671 バイクバッテリーバイクパーツ博士 5%

13,672 バイクファーム 5%

13,673 バイクマート ヤフー店 5%

13,674 バイクマン 5%

13,675 バイクマン 2号店 5%

13,676 バイクマン 4ミニストアー 5%

13,677 バイク用品の車楽 5%

13,678 バイク用品・パーツのゼロカスタム 5%

13,679 バイクルネット 5%

13,680 Bike n Beer 5%
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13,681 梅古庵 5%

13,682 Hygiene Store Yahoo!店 5%

13,683 Bicycle Gift 5%

13,684 バイシクルドットコムヤフー店 5%

13,685 ハイ食材室 5%

13,686 ハイ食材室Paris 5%

13,687 HiSPICE DESIGN STORE 5%

13,688 HISMILE.SHOP 5%

13,689 ハイセレクト 5%

13,690 ばいせん工房 珈琲倶楽部ヤフー店 5%

13,691 BUYSENSE 5%

13,692 ハイセンスハイライフ石川Yahoo!店 5%

13,693 焙煎元和樂 Yahoo!店 5%

13,694 HIGHTIDE ONLINE ハイタイド 5%

13,695 HIdaCURT Yahoo!ショッピング店 5%

13,696 ハイダカート 5%

13,697 ハイタッチストアYahoo!店 5%

13,698 バイタミンワールド 5%

13,699 バイタライザー 5%

13,700 バイチャリ&バザール Yahoo!店 5%

13,701 PAIDiA 5%

13,702 High Dimension 5%

13,703 ハイテクワルド 5%

13,704 Hi TRAD ヤフーショッピング店 5%

13,705 ハイトリー 5%

13,706 ハイバリューダイレクト 5%

13,707 ハイヒール厚底靴のディンプルズ 5%

13,708 ハイヒール専門店 BE MILANO 5%

13,709 ハイビューティ 5%

13,710 hype 5%

13,711 Pipe Museum ヤフーショッピング店 5%

13,712 ハイプラス 5%

13,713 ハイプレジオ 5%

13,714 ハイブロードショップ 5%

13,715 ハイベックShop 5%

13,716 ハイベルオンラインショップ 5%

13,717 Highball 5%

13,718 ハイボルテージ 5%

13,719 Heimat berg 5%

13,720 はいマット屋です Yahoo!店 5%

13,721 BUYER 5%

13,722 バイヤーズアイ 5%

13,723 バイヤーズアイ2号店 5%

13,724 バイヤーズ.COM 5%

13,725 バイヤーズネットクラブ 5%

13,726 バイヤーズネットクラブ2 5%

13,727 ハイよろこんでショップ 5%

13,728 PIRATES 5%

13,729 パイレーツフラッグゴルフ 5%

13,730 HYLON 5%

13,731 pine tree market 5%

13,732 pinetailvillage 5%

13,733 PINE HOUSE 5%

13,734 パインヒルズ 5%

13,735 HAVE A NICE TIME STORE! 5%

13,736 HAVE A NICE TRIP 5%

13,737 HAVANA MOON 5%

13,738 ハウジングサポートプラザ 5%

13,739 House Goo ハウスグー 5%

13,740 ハウスコーティングショップ 5%
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13,741 ハウスドクター 5%

13,742 houseBOAT 5%

13,743 パウダーバス&ヒーリング 5%

13,744 パウチメールストア 5%

13,745 hauhau 5%

13,746 BAUHAUS 5%

13,747 Bauhutte 公式ショップ 5%

13,748 ハウマッチYahoo!店 5%

13,749 バウムクーヘン 5%

13,750 バウムラボ樹楽里Yahoo!ショップ 5%

13,751 POW-WOW代官山@studio 5%

13,752 Bow-wow Mart 5%

13,753 パオコーヒー 5%

13,754 PAOPAO 5%

13,755 ぱおヤフー店 5%

13,756 HAO-ONE 5%

13,757 バカ売れ研究所オンラインショップ 5%

13,758 ハガキストア 5%

13,759 博多いち ヤフー店 5%

13,760 博多 一幸舎 ヤフー店 5%

13,761 博多くいもんや 益正 Yahoo!店 5%

13,762 博多さぬきうどん 渡辺通店 5%

13,763 博多食材工房プロ 5%

13,764 博多大東園ヤフーショップ 5%

13,765 博多人形本舗 5%

13,766 博多ねっと倶楽部 5%

13,767 博多久松 5%

13,768 博多風美庵 Yahoo!ショッピング店 5%

13,769 博多ふくいち 5%

13,770 博多もつ鍋と餃子 マイニチトッカ 5%

13,771 博多もつ鍋と馬刺し柚子もつ鍋松葉 5%

13,772 博多桃太郎 5%

13,773 HAKATAMON 5%

13,774 博多芳々亭 5%

13,775 はがね堂 5%

13,776 はがはがでドットコム 5%

13,777 バカラ専門店リビングウェルデ 5%

13,778 量り売りモール 5%

13,779 はかりの三和屋 Yahoo!店 5%

13,780 はかりや Yahoo店 5%

13,781 はかりん坊将軍 5%

13,782 ハカル.com・Yahoo!店 5%

13,783 ハカルモノ.com 5%

13,784 パカルルショップ 5%

13,785 はかろうネット 5%

13,786 バギー トライク ICEBEAR 北海道 5%

13,787 ハキハキ工房 クレオのスリッパ 5%

13,788 萩原綿業株式会社 5%

13,789 はきもの広場　ヤフー店 5%

13,790 はきものや 5%

13,791 萩焼窯元 泉流山 5%

13,792 白衣・介護服専門店 小川又 5%

13,793 白衣商会 5%

13,794 白衣ネット ヤフー店 5%

13,795 白衣のおおぎや 5%

13,796 白衣のホワイトロード 5%

13,797 BAGUS 5%

13,798 はぐくみプラス 5%

13,799 ハグザライフ 5%

13,800 ハクザン卓球ヤフーショップ 5%
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13,801 白山堂芳賀 5%

13,802 ハクザンヤフウストア 5%

13,803 HUGSIA 5%

13,804 ハクジュネットプラザYahoo!店 5%

13,805 博進堂 Yahoo!店 5%

13,806 HUG STYLE 5%

13,807 ハクダイ食品くじら村 5%

13,808 バクちゃん本舗 Yahoo!店 5%

13,809 はくでん 5%

13,810 ハクトウパーツ 5%

13,811 Bagnall 5%

13,812 バクバクワンピ 5%

13,813 ハクバストア　ヤフー店 5%

13,814 HAKUBUN SHOP 5%

13,815 白米屋Yahoo!店 5%

13,816 はぐまむ Yahoo!店 5%

13,817 Hug.U 5%

13,818 ハクライ雑貨 5%

13,819 ハクライショップ 5%

13,820 パケットポーチェ 5%

13,821 箱売り娘 5%

13,822 箱買い専門店 Boxmart 5%

13,823 ハコスコショップ 5%

13,824 パゴスネットショップ 5%

13,825 はこだて朝市マルヨ 5%

13,826 函館えさん昆布の会 5%

13,827 函館七施 5%

13,828 函館 マルユウ漁業部 5%

13,829 ハコナカ 5%

13,830 箱根-Green 5%

13,831 HACONO 5%

13,832 箱の店 5%

13,833 PassageShop 5%

13,834 HAZARD-HOLIDAY 5%

13,835 端材plus集成材マーケット 5%

13,836 馬刺し専門 若丸 5%

13,837 馬刺し馬肉専門店 サクラミート 5%

13,838 馬刺し馬肉もつ鍋の通販 折戸商会 5%

13,839 馬刺し屋 5%

13,840 パサパ 5%

13,841 はさみ焼shop mignon 5%

13,842 波佐見焼・北欧雑貨のハナマル 5%

13,843 PATIENCE Harvey(株)北詰商事 5%

13,844 はしごと脚立のノボッテ 5%

13,845 箸専門店 箸久 5%

13,846 はじまる二貨店 5%

13,847 PAJABOO 5%

13,848 パジャマ工房 5%

13,849 パジャマ屋 5%

13,850 パジャマ屋さん 5%

13,851 パジャマランドヤマサン 5%

13,852 パシュート 5%

13,853 馬上かまぼこYahooショッピング店 5%

13,854 baziru 5%

13,855 BATH ONLINESHOP 5%

13,856 バスク 5%

13,857 パスクル 5%

13,858 バスケスコーポレーションヤフー店 5%

13,859 バスケット専門店 ダブルクラッチ 5%

13,860 バスケットボールプロショップ 5%
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13,861 BUS・STOP 5%

13,862 Pastel Comfit Food-plus 5%

13,863 Buzz-Dream 5%

13,864 BuzzFurniture 5%

13,865 ばすぷすん工房 5%

13,866 パスポートヤフー店 5%

13,867 BuzzHobby 5%

13,868 BuzzMillion 5%

13,869 バスメイトインフィニティソルト店 5%

13,870 バスメイトインフィニティYahoo!店 5%

13,871 バズモンタージュ ヤフー店 5%

13,872 ハスラーパーツ専門店HustlerParts 5%

13,873 パズル生活Yahoo!店 5%

13,874 ハセガワスポーツ・Yahoo!店 5%

13,875 ハセガワセレクト 5%

13,876 長谷川鮮魚 5%

13,877 ハセガワ仏壇 5%

13,878 パソコン&スマホパーツ館 5%

13,879 パソコンショップ・アーク 5%

13,880 パソコンショップPCネット 5%

13,881 パソコンショッププラン 5%

13,882 パソコンPOSセンターYahoo店 5%

13,883 パソコン屋ショッピングヤフー店 5%

13,884 パソコン屋ヤフー店 5%

13,885 パソ電通信 Yahoo!店 5%

13,886 パソコンショップ PasonetTE 5%

13,887 パターマット工房Yahoo!店 5%

13,888 肌かくしーとYahoo!店 5%

13,889 パタカラ ヤフー店 5%

13,890 創業1915年 はたき米店 5%

13,891 肌着と靴下 もちはだYahoo!店 5%

13,892 肌着屋ランファン 5%

13,893 はだぎらんど 5%

13,894 はだぎわYahoo!店 5%

13,895 BADASS 5%

13,896 旗とカップの マーチ 5%

13,897 肌に優しい下着 ティコレクション 5%

13,898 旗の村松手芸の村松ヤフー店 5%

13,899 パタパタ民族 5%

13,900 ButterflyGarage 5%

13,901 はたらくヒト支え隊 5%

13,902 働く人の作業服専門店小川又 5%

13,903 8-MILE 5%

13,904 8号店 5%

13,905 83shopヤフー店 5%

13,906 はちっこ・ブーブー 5%

13,907 87 market 5%

13,908 蜂の宝本舗 5%

13,909 88designs store 5%

13,910 88モバイル 5%

13,911 鉢花ギフト 明幸園 5%

13,912 八番屋 5%

13,913 植木鉢とテラコッタの専門店 鉢人 5%

13,914 はちまるはち 5%

13,915 はちみつガーデン 西澤養蜂場 5%

13,916 蜂蜜専門店 Y-BEE FARM Yahoo!店 5%

13,917 はちみつとアクセサリーイークール 5%

13,918 はちみつの恵 5%

13,919 はちみつまにあ 5%

13,920 八森スポーツ 5%
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13,921 HACHIYA Yahoo!店 5%

13,922 はちやフルーツ 5%

13,923 発芽・酵素玄米のふくい味覚倶楽部 5%

13,924 バッカスNaviーWeb店 5%

13,925 BACK 5%

13,926 バッグ ワンピースのダブルハート 5%

13,927 BAG&SAC 5%

13,928 Bag Express 5%

13,929 バッグ工房クレオ 5%

13,930 バッグ 財布 EL-DIABLO 5%

13,931 バッグ 財布のプルミエール 5%

13,932 バッグ財布の目々澤鞄 5%

13,933 バッグ 雑貨 cole colle コレコレ 5%

13,934 バッグ 雑貨・BELLBE 5%

13,935 BAG SHOP ARR 5%

13,936 BAGSHOP ヱビスヤ 5%

13,937 バックショップさかもと 5%

13,938 BAGs ART 5%

13,939 発掘市場 5%

13,940 発掘商会 5%

13,941 発靴屋 5%

13,942 バッグと傘の店ドマーニ 5%

13,943 バッグと財布のアスカショップ 5%

13,944 バッグと財布のサンディブラウン 5%

13,945 バッグと財布の通販サイトjolisac 5%

13,946 バッグと雑貨のお店 フルラージュ 5%

13,947 バッグとスーツケースのビアッジョ 5%

13,948 パック・ナンバーワンYahoo!店 5%

13,949 Pack’net Nakata ヤフーショップ 5%

13,950 バッグのアキナ@Akina 5%

13,951 バッグのAnneGee Yahoo!店 5%

13,952 バッグのエガミ屋 Yahoo!店 5%

13,953 バッグのセレクトショップDANJO 5%

13,954 バッグのペレンネ Yahoo!店 5%

13,955 バッグのロワール 5%

13,956 バッグハウス 5%

13,957 バッグハウス マスヤ 5%

13,958 バッグパックス 5%

13,959 バックファイヤ 5%

13,960 bagフジヤYahoo!店 5%

13,961 back pocket 5%

13,962 BAGBOX 5%

13,963 バッグミュージアム HAYNI 5%

13,964 BACKYARD FAMILY アウトドアタウン 5%

13,965 BACKYARD FAMILY インテリアタウン 5%

13,966 BACKYARD FAMILY キッズタウン 5%

13,967 BACKYARD FAMILY キッチンタウン 5%

13,968 BACKYARD FAMILY 小物タウン 5%

13,969 BACKYARD FAMILY 雑貨タウン 5%

13,970 BACKYARD FAMILY バッグタウン 5%

13,971 BACKYARD FAMILY パパタウン 5%

13,972 BACKYARD FAMILY ママタウン 5%

13,973 BACKYARD FAMILY レインタウン 5%

13,974 バッグ ライフグッズ OPENSIDE 5%

13,975 バックラッシュYahoo!店 5%

13,976 バッグラバーズストリート 5%

13,977 パックランド 5%

13,978 バッグ&リュックの通販Bellezza 5%

13,979 パッケージストック ヤフー店 5%

13,980 Package Center 5%
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13,981 パッケージ・マルシェ 5%

13,982 ぱっけ～じ屋さん Yahoo!店 5%

13,983 醗酵資材の店 5%

13,984 初桜酒造株式会社 5%

13,985 バッシュ バスケグッズ SELECTION 5%

13,986 撥水道場 5%

13,987 Busselwebshop 5%

13,988 バッテリーウェブコムYahoo!店 5%

13,989 バッテリー王 5%

13,990 バッテリー銀行Yahoo!店 5%

13,991 バッテリー再生工場 5%

13,992 バッテリーショップ 5%

13,993 バッテリーのことならザバッテリー 5%

13,994 バッテリーのニューエナジー 5%

13,995 ハットウォール 5%

13,996 バット工房エスオースポーツ工業 5%

13,997 hat-shop 5%

13,998 HATSHOP NISHIKAWA 5%

13,999 ハットトリックプラス 5%

14,000 ハット帽子通販taRutaRu タルタル 5%

14,001 Hattori online shop 5%

14,002 服部株式会社 5%

14,003 HAPPYHOUR 5%

14,004 HAPPY!WIG 5%

14,005 HappyGarden 5%

14,006 ハッピーかんきつ市場 5%

14,007 Happy急便 メンズ店 5%

14,008 Happy急便 レディース店 5%

14,009 ハッピーグッツショップ 5%

14,010 ハッピークラブショッピング店 5%

14,011 HappyClue 5%

14,012 ハッピークローゼット 5%

14,013 ハッピーサイクル世田谷ヤフー店 5%

14,014 HAPPYJOINT ハッピージョイント 5%

14,015 ハッピーシルク 5%

14,016 HAPPEAST 5%

14,017 ハッピーストア 5%

14,018 HappyStrap ハッピーストラップ 5%

14,019 ハッピースマイル雑貨店 5%

14,020 HappySmiles 5%

14,021 HAPPY SAFETY 5%

14,022 ハッピーソファー 5%

14,023 ハッピータイム 5%

14,024 HappyDays 5%

14,025 Happy Twinkle 5%

14,026 H@ppyTogether Yahoo!店 5%

14,027 はっぴーDOG本店! 5%

14,028 ハッピードライブヤブモト 5%

14,029 ハッピーナッツカンパニーYahoo!店 5%

14,030 Happy partner 5%

14,031 ハッピーハーモニー 5%

14,032 ハッピーハット 5%

14,033 ハッピー美活マーケット 5%

14,034 ハッピーピジョン 5%

14,035 HppyPureLife 5%

14,036 Happy Pure Life 5%

14,037 ハッピーピュアライフYahoo!店 5%

14,038 ハッピー・ファッションストア 5%

14,039 ハッピーブランド 5%

14,040 ハッピーブレッシング 5%
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14,041 ハッピーヘルスストア 5%

14,042 ハッピーモア市場Yahoo!店 5%

14,043 ハッピーライフ 5%

14,044 ハッピーライフ通販 ヤフー店 5%

14,045 発表会衣装専門店Angels Closet 5%

14,046 発表会記念品専門店 カンタービレ 5%

14,047 PUP-LUCK 5%

14,048 発明アイデア流通機構バンビ 5%

14,049 発明学会ネットショップ 5%

14,050 発明屋YH 5%

14,051 BUDDY U.S.CLOTHING 5%

14,052 PATY 5%

14,053 buddy-stl 5%

14,054 パディース・オンライン・ストア 5%

14,055 BUDDYBELT.JP 5%

14,056 パティスリー銀座千疋屋ヤフー店 5%

14,057 パティスリーグレゴリー・コレ 5%

14,058 パティスリー天使のおくりもの 5%

14,059 パドドゥ 5%

14,060 鳩ぽっぽ屋ヤフーショップ 5%

14,061 バドミントン テニスのイトスポ 5%

14,062 butler 5%

14,063 パトラプロ化粧品 5%

14,064 パドルクラブ Yahoo!店 5%

14,065 BATTLELINE 5%

14,066 バナーワンドットコム 5%

14,067 花育通販Yahoo!店 5%

14,068 ハナイズムジャパン 5%

14,069 HANAUTA.JP 5%

14,070 はなうたノンナ 5%

14,071 Hana Uta 米沢園芸 Yahoo!店 5%

14,072 花うるる(ハンギング&寄せ植え通販 5%

14,073 花贈り 5%

14,074 hana online-shop Yahoo店 5%

14,075 花飾る雑貨店 GREEN SHOP 5%

14,076 花柄専門店 花柄屋 5%

14,077 花ギフト・贈り物 アンプール 5%

14,078 花ギフト専門店 パラボッセ 5%

14,079 はなくら鞄 5%

14,080 花工房Wedding Yahoo!店 5%

14,081 花工房MIDORI-YA 5%

14,082 花盛り 5%

14,083 ハナサンテラス 5%

14,084 花職人の店 いるでぱいん 5%

14,085 パナステッキ 5%

14,086 話せる食材店 御影新生堂 5%

14,087 花と雑貨 花千手ーhanasenjuー 5%

14,088 花創人オゼジュン先生ショップ 5%

14,089 パナソニック照明器具のコネクト 5%

14,090 Panasonic専門店 Be-Stock Pana 5%

14,091 パナソニック電動 自転車のメイト 5%

14,092 花園万頭Yahoo!ショッピング店 5%

14,093 花束 胡蝶蘭フラワーギフト屋 5%

14,094 花束ギフト花工房-誕生日翌日配達 5%

14,095 花珠真珠店 5%

14,096 花塚農場オンラインショップ 5%

14,097 ハナテックインテリアショップ 5%

14,098 はなてん 5%

14,099 花とグリーンギフト三本松フラワー 5%

14,100 花とスイーツ おいもや 5%
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14,101 花とバルーン感動ギフト!アミティ 5%

14,102 花と緑 谷川緑販 5%

14,103 花と緑のグリーンライフ.com 5%

14,104 Hanatelier～ハナトリエ～ 5%

14,105 はなどんやアソシエ 5%

14,106 花苗園芸店なごみ 5%

14,107 バナナ’ズ 5%

14,108 hananail 5%

14,109 花農家から直送河田ばら園 5%

14,110 花の助 5%

14,111 花の店 こでまり ヤフーショップ 5%

14,112 Madka 5%

14,113 花の館 ヤフー店 5%

14,114 HANAHANA 5%

14,115 はなはなぐりゅっけ 5%

14,116 花x花ドラッグYahoo!店 5%

14,117 ハナ・ハワイアン・ファブリック 5%

14,118 花番地 Yahoo!ショップ 5%

14,119 はなびかん 5%

14,120 花火・玩具のめずらしやYahoo!店 5%

14,121 花菱商店 ヤフー店 5%

14,122 花広場 5%

14,123 花福ヤフー店 5%

14,124 花 フラワーギフト ボンサーンス 5%

14,125 花 フラワー ギフト 専門店 Vivre 5%

14,126 HanaMarche 5%

14,127 花実樹ヤフー店 5%

14,128 ハナミスイモール-ヤフー店 5%

14,129 はなミュージック 5%

14,130 花名刺処 道草工房 Yahoo!店 5%

14,131 花や祇 5%

14,132 はなやはなや 5%

14,133 はなやま養蜂 5%

14,134 花らんどうえきヤフー店 5%

14,135 花ル・パルテール資材館 5%

14,136 花 ル・パルテール Yahoo!ショップ 5%

14,137 HANARO オンラインストア 5%

14,138 HANARO-SHOP 5%

14,139 ハナロロ 5%

14,140 VANIA Store 5%

14,141 HONEY 5%

14,142 HoneyWare公式通販サイト 5%

14,143 ハニーオンデイズ 5%

14,144 マヌカ専門店ハニーグリーンベイ 5%

14,145 honeys静岡ヤフー店 5%

14,146 HoneyDo-ハニードゥ 5%

14,147 ハニードレス 5%

14,148 HONEY BUNNY 5%

14,149 HONEYBEE88 5%

14,150 HONEYFLAVOR 5%

14,151 Honeypot 5%

14,152 Honey Reed Yahoo!ショップ 5%

14,153 埴岡Yahoo!ショップ 5%

14,154 馬肉専門店の安井商店 5%

14,155 バニティスタジオオンライン 5%

14,156 バニティスタジオ デイリー 5%

14,157 Vanillaオンラインストア 5%

14,158 バニラshop Yahoo!店 5%

14,159 はにわ堂 ヤフー店 5%

14,160 パネットマーケット 5%

6140



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

14,161 パネットワン 5%

14,162 HANEYAヤフーショップ 5%

14,163 パネル工房 5%

14,164 パネルデポ Yahoo!店 5%

14,165 パノラマ書房 5%

14,166 papakosoオフィシャルSHOP 5%

14,167 パパスグローブ ヤフー店 5%

14,168 羽馬竹食品 5%

14,169 Havana collection 5%

14,170 母の日ギフトはお茶 新茶の川本屋 5%

14,171 家電寝具専門店Hahaprice 5%

14,172 PAPAマート 5%

14,173 パパママドラッグ 5%

14,174 HAHALABO 5%

14,175 Habban Yahoo!店 5%

14,176 HAPIAN 5%

14,177 ハピエルストア 5%

14,178 ハピクル 5%

14,179 hapidat 雑貨 5%

14,180 はぴねす湖国 5%

14,181 ハピネス堂 5%

14,182 ハピネスドラッグ 5%

14,183 はぴねす.net 5%

14,184 ハピネスライフ 5%

14,185 ハピネッツプラス 5%

14,186 Happiballoon 5%

14,187 BABI FURNITURE 5%

14,188 ハピ・ラ・ポール Onlineshop 5%

14,189 BABU 5%

14,190 puff 5%

14,191 PUFFY PEZ 5%

14,192 BABOO WEAR Yahoo支店 5%

14,193 Hub store Yahoo!店 5%

14,194 HAPSENTハプセントヤフー店 5%

14,195 haptic 5%

14,196 はぶ文泉堂net-shop 5%

14,197 歯ブラシ本舗 5%

14,198 はぶらしや 5%

14,199 hapuros 5%

14,200 papeterie la mer 5%

14,201 ハホニコハッピーライフ・Yahoo!店 5%

14,202 ハマガレネットストア 5%

14,203 HAMASORA 5%

14,204 浜田商店 仏壇 仏具 5%

14,205 浜名湖 うなぎのたなか 5%

14,206 浜名湖産直マーケット 5%

14,207 浜平商店5号店 5%

14,208 浜松餃子専門店マルマツ 5%

14,209 浜松餃子の藤田真弘商店 5%

14,210 浜松のお茶屋 茶ッ葉屋 5%

14,211 はまもとコーヒー 5%

14,212 Humming・H 5%

14,213 HAM会津野Yahoo!店 5%

14,214 PAMインターナショナル 5%

14,215 ハムショップ マッコイ 5%

14,216 ハム専門店 スエヒロ家 5%

14,217 ハム・ベーコン エーデルワイス 5%

14,218 羽目板屋どっとこむヤフー店 5%

14,219 ハヤサカサイクル Yahoo!店 5%

14,220 林 餅店 5%
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14,221 林屋 5%

14,222 葉山セレクト イノセンス 5%

14,223 馬油STORE Yahoo!店 5%

14,224 バラエティーショップ燦燦屋 5%

14,225 バラエティ雑貨サプライズワールド 5%

14,226 バラエティ雑貨 ハッピーパッチ 5%

14,227 バラエティショップe-na-e-na-Y 5%

14,228 バラエティストアField Yahoo!店 5%

14,229 バラエティ本舗 5%

14,230 Barracuda Works 5%

14,231 原工具 ヤフーショップ 5%

14,232 薔薇雑貨かわいい姫系雑貨のMeggie 5%

14,233 薔薇雑貨のおしゃれ姫 5%

14,234 薔薇雑貨のヒーリングローズ 5%

14,235 薔薇雑貨 Pease 5%

14,236 薔薇雑貨姫系雑貨のお店RoseRich 5%

14,237 原宿紙店 5%

14,238 HARAJUKU-RAINBOW 5%

14,239 バラ専門店 ザ・ローズショップ 5%

14,240 PARADISE MARKET 5%

14,241 Paradise横浜 5%

14,242 原田の家具 5%

14,243 原田米穀オンラインショップ 5%

14,244 ぱらでぃーYAHOO店 5%

14,245 薔薇とレースと天使のお店 5%

14,246 paranino 5%

14,247 paranino-formalstyle 5%

14,248 バラ プレゼント アルトルミナーレ 5%

14,249 はらまきちゃん 5%

14,250 はらまき屋さんヤフー店 5%

14,251 balanco 5%

14,252 バランスからだ 5%

14,253 バランスチェアのサカモトハウス 5%

14,254 バランスボディ研究所 5%

14,255 Various One 5%

14,256 VARIANTE 5%

14,257 Valiente Yahoo!店 5%

14,258 HARIO Lampwork Factory 5%

14,259 HARICOC Yahoo!店 5%

14,260 ハリコットプティ 1号店 5%

14,261 ハリコットプティ本店 5%

14,262 バリ雑貨ココバリ(アジアン雑貨) 5%

14,263 BARIS 5%

14,264 ballistik バッグ&リュックの通販 5%

14,265 Paris Lounge 5%

14,266 ParisRose 5%

14,267 ハリソンホージャリー 5%

14,268 バリチェロ 5%

14,269 はりねずみんみん共和国 5%

14,270 播磨灘 5%

14,271 播磨屋飯田 5%

14,272 はりま屋 ヤフー店 5%

14,273 バリュー家具! ゆとり生活研究所 5%

14,274 バリュークラブヤフーショップ 5%

14,275 バリューケアファッション 5%

14,276 バリュー・ショッピング 5%

14,277 バリューshop 5%

14,278 バリューセレクトショップ 5%

14,279 バリュートイズ-VALUETOYS 5%

14,280 VALUE BOOKS 5%
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14,281 Value Life Shop 5%

14,282 HAL IMPORT Shop 5%

14,283 Barouge 5%

14,284 はるうらら Yahoo!店 5%

14,285 バルーンキューブ Yahoo!店 5%

14,286 バルーンショップ バルバルーン 5%

14,287 バルーン電報 花ギフト 花模様 5%

14,288 バルーンHANA 5%

14,289 HARU online store 5%

14,290 春かぜ千里 日用良品-わけあり品 5%

14,291 ハルキス 5%

14,292 PAL Kid’s Wear Imports 5%

14,293 BULK HOMMEバルクオム公式ショップ 5%

14,294 バルコス公式ショップYahoo!店 5%

14,295 ハルコレ 5%

14,296 HARU雑貨 5%

14,297 バルサ堂ヤフーショップ店 5%

14,298 バルジ - Bulge 5%

14,299 パルストア 5%

14,300 HULL通販 Yahoo!店 5%

14,301 Baltic Buckwheat Club 5%

14,302 パルトネール インテリア 5%

14,303 パルナートポックストア Yahoo!店 5%

14,304 HaruHaru Yahoo!ショップ 5%

14,305 B.A.L.F 5%

14,306 Haruf Leather 5%

14,307 バルボラフットボール支店 5%

14,308 HARUMA屋 ヤフーショッピング店 5%

14,309 春美堂 5%

14,310 はるもけあヤフー店 5%

14,311 HAL屋 5%

14,312 ハル薬店 5%

14,313 バレエ サヨリ 5%

14,314 バレエショップ 美・情 5%

14,315 バレエ専門店ミニヨン ヤフー店 5%

14,316 Parade ヤフーショッピング店 5%

14,317 バレーボールアシスト ヤフー店 5%

14,318 バレーボール館 5%

14,319 バレーボールHiQヤフー店 5%

14,320 バレエ用品 芦屋チャンティ 5%

14,321 バレエ用品のダンスケイトヤフー店 5%

14,322 バレエ用品バレリーナートYahoo!店 5%

14,323 VALLETTA 5%

14,324 Barrette500 5%

14,325 Palette-store 5%

14,326 Palette for MEN 5%

14,327 パレットライフ 5%

14,328 晴れの国から岡山のりヤフー店 5%

14,329 Pareja 5%

14,330 晴々ガーデン 5%

14,331 ハレハレバッグ 5%

14,332 晴れ屋Yahoo!店 5%

14,333 ハレル屋 正規取扱店 5%

14,334 晴れる屋ヤフーショッピング店 5%

14,335 バレンタイングッズの専門問屋 5%

14,336 ハロウィングッズ専門店 5%

14,337 Hello赤ちゃんSTORE Yahoo!店 5%

14,338 ハローキティ x メイフェア 5%

14,339 ハローデイ・ヤフーショップ 5%

14,340 はろーnetwork 5%
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14,341 ハローマート 5%

14,342 PARROT 5%

14,343 パロットコーヒー 5%

14,344 poweronstore Yahoo!店 5%

14,345 パワーショップFUJI 5%

14,346 バワーズ・コーポレーション 5%

14,347 パワースティションヤフー店 5%

14,348 Powerstone Imperialaura 5%

14,349 パワーストーン・天然石Aroma工房 5%

14,350 パワーストーン 天然石 LuLu House 5%

14,351 パワーストーン トライアングル 5%

14,352 パワーストーンのフォレストブルー 5%

14,353 パワーストーン ブレス iwish 5%

14,354 パワーストーンや 5%

14,355 パワーツールズ 5%

14,356 パワーハウス夢工房 5%

14,357 パワーモバイル 5%

14,358 ハワイアン・コア～ハワイ屋～ 5%

14,359 ハワイアンコーヒーマーケット 5%

14,360 ハワイアン雑貨 Aloha Hawaii Mau 5%

14,361 ハワイアン雑貨 holoholo 5%

14,362 ハワイアンジュエリー アロアロ 5%

14,363 ハワイアンジュエリーミリオンベル 5%

14,364 ハワイアンジュエリーRose Glitter 5%

14,365 ハワイアンショップハウオリ 5%

14,366 ハワイアンフラショップレオレア 5%

14,367 Hawaiian moon MAHEALANI 5%

14,368 ハワイ雑貨&ワッペン Moanapple 5%

14,369 ハワイショップ ハウオリ 5%

14,370 ハワイ専門店アロハマーケット 5%

14,371 BANG 5%

14,372 ハンガー&インテリアTAMATOSHI 5%

14,373 ハンガー専門店くうえんたい 5%

14,374 ハンガーのタヤ 5%

14,375 ハンガーのながしお 5%

14,376 坂角総本舗 5%

14,377 はんこアトリエ 5%

14,378 はんこ市場 5%

14,379 はんこ市場ヤフー店 5%

14,380 パン工房カワ Yahoo!店 5%

14,381 ハンコ売り場 5%

14,382 ハンゴーコンロ研究所 5%

14,383 はんこ工房 5%

14,384 はんこショップおとべ 5%

14,385 ハンコスタイル 5%

14,386 ハンコチョイス 5%

14,387 はんこでハンコ 5%

14,388 はんこ堂 5%

14,389 はんこと表札 京印章の店 畑正 5%

14,390 はんこの匠 5%

14,391 ハンコのミナミ 5%

14,392 はんこ奉行 5%

14,393 はんこ祭り 5%

14,394 はんこモールYahoo!店 5%

14,395 はんこ屋吉報堂Yahoo!店 5%

14,396 ハンコヤストア 5%

14,397 パンジーYahoo!店 5%

14,398 反射材通販 プリズム ヤフー店 5%

14,399 BANJO 5%

14,400 繁盛工房 5%
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14,401 韓SHOP 5%

14,402 Hands Up Market 5%

14,403 ハンズオブザワールド 5%

14,404 ハンズオンサキシゲ 5%

14,405 ハンズコテラ Yahoo!ショップ 5%

14,406 バンスポYahoo!店 5%

14,407 ハンズモア ヤフー店 5%

14,408 パン・製菓材料とはとむぎの半鐘屋 5%

14,409 搬送楽店 5%

14,410 販促市場 5%

14,411 販促イベント屋 5%

14,412 販促品・記念品エスピーギフト沖縄 5%

14,413 販促品・記念品の法人ギフト本舗 5%

14,414 販促品メルシー 5%

14,415 販促まかせてドットコム 5%

14,416 磐梯運動具店 5%

14,417 半田そうめんの森脇製麺所 5%

14,418 パンダハウス 5%

14,419 ぱんだらけヤフー店 5%

14,420 vantann 5%

14,421 パンツ屋 5%

14,422 ハンディマンハセガワ ヤフー店 5%

14,423 ハンティントン 5%

14,424 Bande1 5%

14,425 半導体計測屋(仮) 5%

14,426 バンドー 5%

14,427 ハンドクラップ Yahoo!店 5%

14,428 ハンドクリームのてんまん香粧薬房 5%

14,429 hantosi 5%

14,430 Bandc バンドシー Yahoo!店 5%

14,431 ハンドメイドアクセサリーpyokotto 5%

14,432 handmade.amane 5%

14,433 HandMade ADS 5%

14,434 ハンドメイド資材のお店Liatris 5%

14,435 ハンドメイド手芸材料のココット 5%

14,436 Handmade.Shop 5%

14,437 ハンドメイドスタジオ AirSkyWeb 5%

14,438 ハンドメイドだっこひもtacmamy 5%

14,439 ハンドメイドのお店 Parts Gallery 5%

14,440 ハンドメイドの清龍 5%

14,441 ハンドメイドVarious 5%

14,442 ハンドメイドペットグッズぴーちく 5%

14,443 handmade MINOTOFU 5%

14,444 pandora-a3 5%

14,445 パンドラモーメンツ ヤフー店 5%

14,446 パンドラモール 5%

14,447 パンドラ ヤフー店 5%

14,448 ハンドルキング 5%

14,449 はんどわーく 5%

14,450 HAND WORK とりい 5%

14,451 PANTONE Color Resources P.J 5%

14,452 ハンナ 5%

14,453 伴内酒店 5%

14,454 HANNA WEB SHOP 5%

14,455 Panni 5%

14,456 panni3-shop 5%

14,457 panni2-shop 5%

14,458 Bambup Yahoo!店 5%

14,459 バンビーニ・okayama 5%

14,460 Bambi Water OnlinShop 5%
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14,461 bamboo 5%

14,462 バンブーショップ 5%

14,463 Bamboo Leaf. 5%

14,464 バンブーロード 5%

14,465 帆布工房 5%

14,466 パンプス サンダル 靴のsokusoko 5%

14,467 BUMP STORE 5%

14,468 バンブスドラッグ 5%

14,469 帆布バッグのWoodyBelly 5%

14,470 帆布バッグ・登山用品のオクトス 5%

14,471 ハンプラショップ 5%

14,472 bumbleB 5%

14,473 BumbleBee 5%

14,474 パンプルムース 5%

14,475 はんべや Yahoo!店 5%

14,476 半歩計画 5%

14,477 ハンモック屋 ヤフー店 5%

14,478 ハンモックライフYahoo!店 5%

14,479 韓流BANK 5%

14,480 Here. 5%

14,481 ピアス アクセサリーカラコンPIENA 5%

14,482 ピアスカフェ 5%

14,483 Pierce500YS 5%

14,484 VIASPIGA 5%

14,485 ピアスマニア・ヤフー店 5%

14,486 PEONY-PEONY-web 5%

14,487 ピアニシモ 5%

14,488 ピアニッシモ 5%

14,489 ピアノ楽譜専門店 クレシェンド 5%

14,490 ピアノベール ヤフーショップ 5%

14,491 Pianta 5%

14,492 ピィアース Yahoo!店 5%

14,493 絶版バイク部品専門店(株)BRC 5%

14,494 BRハウス Yahoo!店 5%

14,495 PR用品のぼたんや 5%

14,496 B-ACROSS 5%

14,497 B and H store for MEN Yahoo!店 5%

14,498 B and H store Yahoo!店 5%

14,499 B&S Yahoo!ショップ 5%

14,500 BM厳選屋 5%

14,501 B&G SHOP 5%

14,502 PandD 5%

14,503 B&D minoyaki 5%

14,504 Bef クラブ ヤフー店 5%

14,505 be in mart 5%

14,506 PeeWeeBaby 5%

14,507 beware 5%

14,508 美いうえいく Yahoo!店 5%

14,509 BHL Online Shop 5%

14,510 Bee8 5%

14,511 BAS-CLOTHING 5%

14,512 BA SELECT 5%

14,513 BSHパーツ横丁ヤフー店 5%

14,514 BSL anglersfactory 5%

14,515 PS craft 5%

14,516 PSテクノサービス Yahoo!店 5%

14,517 PSPS 5%

14,518 P.N.P 5%

14,519 BFS本舗 5%

14,520 BMXピスト自転車のサイクルロード 5%
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14,521 BMX FIVE 5%

14,522 BMC BLUE MONSTER SHOP 5%

14,523 pmj 歯の健康の店 5%

14,524 BMJAPAN 5%

14,525 BMstore 5%

14,526 b.m.p 5%

14,527 ビーエムヤフーショップ 5%

14,528 B・L・Style マットと生活雑貨の店 5%

14,529 porストア 5%

14,530 POV STORE 5%

14,531 BeGarden 5%

14,532 B-cafe 5%

14,533 ビーキューブYahoo!ショッピング店 5%

14,534 美・郁・堂 5%

14,535 peak-bloom Yahoo!店 5%

14,536 Bクラフト 5%

14,537 Bee grace 高品質ブラジル産直輸入 5%

14,538 BeGRACE Yahoo!店 5%

14,539 ブランド古着通販 B-clothing 5%

14,540 BCLOVER 5%

14,541 B-CLOCK 5%

14,542 B系 HIPHOP Third 5%

14,543 ビーケーコレクション 5%

14,544 BKワールド 5%

14,545 BKワールドエイト 5%

14,546 BKワールドプラス 5%

14,547 B-koshin 5%

14,548 VIGOPET ONLINE STORE 5%

14,549 b-side 5%

14,550 PCあきんど 5%

14,551 PC about shop 5%

14,552 PC&家電CaravanYU Yahoo!店 5%

14,553 PC webヤフーショッピング店 5%

14,554 PCOfficeYahoo!店 5%

14,555 PC家電ヨコツー 5%

14,556 PC雑貨販売 5%

14,557 PC-SUPPLY 5%

14,558 bcj store 2号店 5%

14,559 PC-Storm 5%

14,560 ピーシー特急便 5%

14,561 PCB 5%

14,562 BCPヤフー店 5%

14,563 PC4U Yahoo!店 5%

14,564 PC FREAK 5%

14,565 PC-POSのエフケイシステム 5%

14,566 BTOパソコン専門店のPC-MAX 5%

14,567 PGメカニズム Yahoo!Shop 5%

14,568 pclife 5%

14,569 PCレンタルサービス Yahoo!店 5%

14,570 PCワンズ 5%

14,571 P-GeneratiON 5%

14,572 ビーシャイン 5%

14,573 b-shop2000 ヤフー店 5%

14,574 Peace 5%

14,575 BE-S-OUTLET-STORE 5%

14,576 ビーズアンドオーディオムカイ 5%

14,577 ビーズ&パーツ通販デイジー ビーズ 5%

14,578 ビーズが咲いたよ.comヤフー店 5%

14,579 ビーズクラブ 5%

14,580 PEACECLOTHING 5%
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14,581 Peace工房 5%

14,582 Peace Shop 5%

14,583 ビーズショップ OuiOui 5%

14,584 ビーズShop OuiOui2nd ウィウィ2nd 5%

14,585 P-STAR 5%

14,586 Be START 5%

14,587 ピースタイル 5%

14,588 ビースタイルYahoo!店 5%

14,589 B-STATION 5%

14,590 ビーストの療法食ショップ 5%

14,591 BEES HIGH 5%

14,592 peace beauty 5%

14,593 Ps fan Yahoo!店 5%

14,594 有)ビースペックス 5%

14,595 BeadsMania 5%

14,596 ビーズ屋公ちゃん 5%

14,597 美巣 ヤフーショッピング店 5%

14,598 Piece Life 5%

14,599 BeeThree 5%

14,600 ピーターパン 5%

14,601 B ダイナマイツ 5%

14,602 Bタウン 5%

14,603 PWT ツールストア 5%

14,604 PWJストア 5%

14,605 VITAヤフー店 5%

14,606 Peach 5%

14,607 Peach Wood 5%

14,608 Beach Angel 5%

14,609 PeachCraft アウトレット 5%

14,610 アウトドア 自転車用品 PeachCraft 5%

14,611 ピーチシルバー 5%

14,612 peach store ヤフー店 5%

14,613 ピーチドラッグヘルスケア 5%

14,614 ぴーちびれっじ ヤフー店 5%

14,615 B2 5%

14,616 P-TOOLS.COM ヤフー店 5%

14,617 ビーティー 5%

14,618 ＰＤＡ工房 5%

14,619 PDA工房R 5%

14,620 P-デジ 5%

14,621 BeeTech ヤフーショッピング店 5%

14,622 PTENNIS 5%

14,623 ヒートアップ 5%

14,624 BtoBダイヘイ本店 5%

14,625 HEATKING アウトレットショップ 5%

14,626 BEATJIVE 5%

14,627 ビート魂ショップ 5%

14,628 ビートポップス 5%

14,629 溶接用品専門店 Be Dream 5%

14,630 hiinaYahoo!店 5%

14,631 美ーナス・タウン 5%

14,632 美ナチュラル 5%

14,633 ビィ・ネットショップヤフー店 5%

14,634 ビーバーオンラインショップ 5%

14,635 P-Park ヤフー店 5%

14,636 ビーハーフ オンラインストア 5%

14,637 Beehive 5%

14,638 Beehive nico 5%

14,639 BeeBALANCE 5%

14,640 bebee 5%
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14,641 BBRベビー 5%

14,642 ppngr544 5%

14,643 PPMヤフーショッピング店 5%

14,644 BPM 2号店 5%

14,645 BBQXBEEF専門肉屋・楽Q便ショップ 5%

14,646 PPGAIN 5%

14,647 bb-shop 5%

14,648 Bb shop 5%

14,649 PPショップ 5%

14,650 0101PP-SHOP Yahoo!店 5%

14,651 BB-STORE 5%

14,652 B・Bセレクト 5%

14,653 BBトレンド 5%

14,654 B.B.Bicycleリユース Yahoo!店 5%

14,655 ビービーフィールドBBfield 5%

14,656 BB-RUSH 5%

14,657 B・美・B スリービーYahoo!店 5%

14,658 BeeBraxs 5%

14,659 ビーブル 5%

14,660 B-BROS Online Store 5%

14,661 ビーベストショップ 5%

14,662 B-button 5%

14,663 bmarket 5%

14,664 ビーマジカルYahoo!店 5%

14,665 ビー・マム・ベイビー 5%

14,666 ビームテックYahoo!ショップ 5%

14,667 BMessage 5%

14,668 Be-U-Style 5%

14,669 B-LIGHTING 5%

14,670 BeeLiGHT Yahoo!店 5%

14,671 ビーライフショップ 5%

14,672 BEELUCK Yahoo!店 5%

14,673 VeeRubber木下電機 5%

14,674 ビーリッチヤフー店 5%

14,675 Healing Village 5%

14,676 B-room interior 5%

14,677 ビール・ギフトのプチ・プレゼント 5%

14,678 BELEX COLLECTION 5%

14,679 ヒーロー 5%

14,680 B-Rose 5%

14,681 ヒーローボックス 5%

14,682 ビーワースショップ 5%

14,683 BEEONE-web shop 5%

14,684 beans 5%

14,685 美 in 豆・ビーンズ 5%

14,686 Beans Pot ヤフー店 5%

14,687 びーんず ヤフー店 5%

14,688 BEENONE 5%

14,689 ヒウチエヒメヤフーショッピング店 5%

14,690 ピエールラニエ公式ヤフー店 5%

14,691 冷えとり靴下と絹の肌着くらしきぬ 5%

14,692 冷えとり荘Yahoo!店 5%

14,693 PIENITORI Yahoo!ショップ 5%

14,694 Pie-no 5%

14,695 冷える帽子クールビット coolbit 5%

14,696 Pierrot(ピエロ) 5%

14,697 ぴえろ ヤフー店 5%

14,698 ビオサプリショップ Yahoo!店 5%

14,699 ビオマリス.jp 5%

14,700 美ガーデン ヤフーショップ 5%
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14,701 ピカイチ家具 5%

14,702 ピカイチ野菜くん 5%

14,703 PikakeJasmin 5%

14,704 ひがしまいづるしましせいどう 5%

14,705 ヒガシ ヤフーショップ 5%

14,706 美活コスメ応援部 BIKACO 5%

14,707 ピカッとハウス 5%

14,708 ピカピカレインガラスコーティング 5%

14,709 ひからせ屋 5%

14,710 HIKARI 5%

14,711 ひかりコンタクト 5%

14,712 ひかりサプライヤフー店 5%

14,713 光触媒人工植物 光の楽園Yahoo!店 5%

14,714 Hikari Net 5%

14,715 光ネットジャパンYahoo!ショップ 5%

14,716 光の楽園ショップ モントブレッテ 5%

14,717 ひかり味噌Yahoo!店 5%

14,718 美顔器・原液の店モテビューティー 5%

14,719 美顔堂 5%

14,720 BIKI COSME 5%

14,721 Bikini Shop 5%

14,722 Beginning Century 5%

14,723 匹見の木工品直売 啄木鳥 5%

14,724 美脚スタイル.BIKYAKU STYLE 5%

14,725 天然素材・健康商品のヒクシポワタ 5%

14,726 ヒグチワイン Higuchi Wine 5%

14,727 VICTORY from choice 5%

14,728 picnic online shop 5%

14,729 BK ヤフーショップ 5%

14,730 美源織物 5%

14,731 美-健康ゴルフ Yahoo!店 5%

14,732 ヒコセブン Yahoo!店 5%

14,733 肥後そう川手延べ麺 5%

14,734 ピコットオンラインショップ 5%

14,735 ピコピコ3号店 5%

14,736 ピコピコ2号店 5%

14,737 彦星フィッシング 5%

14,738 Viqolビコル 5%

14,739 picollet 5%

14,740 visage souriant fine! 5%

14,741 美彩 5%

14,742 美サイクルショップ S-Cart 5%

14,743 ビサイドYahoo!ショップ 5%

14,744 美サイレントあるふぁ 5%

14,745 ビザインショップ 5%

14,746 HISAwing ヤフー店 5%

14,747 ひさしっくす 5%

14,748 ピザハウスロッソ 5%

14,749 ビザビ Yahoo!店 5%

14,750 PIZZAREVO 5%

14,751 ビジカジ専門店ネクストエーティー 5%

14,752 ビジネス小物専門店FLAVOR 5%

14,753 ビジネスコンフォート 5%

14,754 Business Support Shop 5%

14,755 ビジネスサポート福岡 5%

14,756 ビジネスシューズ専門店 5%

14,757 ビジネスシューズのシューカフェ 5%

14,758 ビジネスシューズの店 Bi-Zak PLUS 5%

14,759 ビジネスネット通販ショップ 5%

14,760 ビジネスバグズ 5%
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14,761 ビジネスバッグ 財布のユキオラボ 5%

14,762 ビジネスバッグのサムソナイト専科 5%

14,763 ビジネスバッグ メンズ財布アスカ 5%

14,764 ビジネスファッション-アルフ 5%

14,765 ビジューアクセサリーLoaris 5%

14,766 ビジュー デ フルール 5%

14,767 酒器・グラスの専門店 美酒器や 5%

14,768 美酒蔵 はなたれ屋 5%

14,769 ビジュトリエ ユーロフラット 5%

14,770 美酒の泉ジャパニーズSAKE 5%

14,771 非常食・防災用品専門SHOP 5%

14,772 非常灯・誘導灯の専門店 パナデン 5%

14,773 美食工芸 職人の店 5%

14,774 美食サークル にしき堂館 5%

14,775 美食点心ぎようざ館 5%

14,776 美食同源 5%

14,777 美食の匠 Yahoo!店 5%

14,778 美女の間食 オンラインストア 5%

14,779 ピジョン 5%

14,780 Visionヤフーショッピング店 5%

14,781 美人髪KOEIDO ヘアアクセサリー 5%

14,782 美人職人 ヘアアイロン 美容専売品 5%

14,783 美人生活 5%

14,784 美人ワンピ専門店 Mimi GranT 5%

14,785 HISUI-KOBO 5%

14,786 翡翠専門店 かわせみ 5%

14,787 BizONビズオン 5%

14,788 ビスクショップ 5%

14,789 ビスケット2番館 5%

14,790 ビズスクエア 5%

14,791 V-ista 5%

14,792 pistacchio 5%

14,793 ビスタ鉄道模型 5%

14,794 ビズテイク Yokohama 5%

14,795 美 store 5%

14,796 ピストバイクショップFAVUS 5%

14,797 ピストルスター奈良店 5%

14,798 PISTONヤフー店 5%

14,799 HIS HERO IS BLACK 5%

14,800 BISES.Flower 5%

14,801 His Master’s Print 5%

14,802 美Saine Yahoo!店 5%

14,803 備前焼 伊部陶苑 5%

14,804 美想心花 Yahoo!店 5%

14,805 飛騨企画販売 5%

14,806 飛騨牛 高木精肉店 5%

14,807 Hida Shop 飛騨ショップ 5%

14,808 飛騨高山おはなもあな 5%

14,809 飛騨高山ご当地スーパーさとう 5%

14,810 飛騨高山のふとん屋 5%

14,811 日田天領水 通販サイト 5%

14,812 日田天領水 通販ショップ 5%

14,813 日田天領水ポイント倶楽部ヤフー店 5%

14,814 飛騨の酒 山車 Yahoo!店 5%

14,815 飛騨の駄菓子 打保屋Yahoo!店 5%

14,816 vitafeliceヤフー店 5%

14,817 ひだまり&sunnyspot 5%

14,818 ひだまり雑貨店サニースタイル 5%

14,819 ひだまり本舗ヤフー店 5%

14,820 ビタミンカラーズヤフー店 5%
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14,821 ビタミン堂 5%

14,822 飛騨やまさち工房 5%

14,823 ビタリア製薬Yahoo!店 5%

14,824 pidan Yahoo!店 5%

14,825 ビチクレッタ 5%

14,826 ピッキーズアイ 5%

14,827 ビックアート 5%

14,828 PICK UP 5%

14,829 BIGG WILLIE 5%

14,830 Big Webヤフーショッピング店 5%

14,831 big-web 5%

14,832 bigoak-net 5%

14,833 ビッグジョイ 5%

14,834 BIC SHOP 5%

14,835 BICKS 5%

14,836 BICKS CBD Dispenser 5%

14,837 ビッグスターネットショップ 5%

14,838 BIGSTORE 大きいサイズ専門店 5%

14,839 big-spring 5%

14,840 ビッグスマイル 5%

14,841 ビッグチェーンYahoo!店 5%

14,842 vic2 5%

14,843 BIG DIPPER 5%

14,844 ビッグ10 ヤフーショップ 5%

14,845 BIG問屋3 5%

14,846 ビッグハート 5%

14,847 ビッグパワーYahoo!店 5%

14,848 ビッグヒット Yahoo!店 5%

14,849 BigFutureN2ヤフー店 5%

14,850 BigFutureNヤフー店 5%

14,851 BIGBOYS 5%

14,852 ビッグマーケット 5%

14,853 ビックマート 5%

14,854 BigMALLJapan 5%

14,855 ビックヤマト 5%

14,856 ビッグラン市毛ストア 5%

14,857 びっくり！house 5%

14,858 ビッグロウYahoo!ショップ 5%

14,859 引越資材プロショップ Yahoo!店 5%

14,860 ピッコラペコラ 5%

14,861 PIQQOL 5%

14,862 PICCOLOピッコロ 5%

14,863 ひつじクラブ2号店 5%

14,864 ひつじクラブ小物店 5%

14,865 ひつじクラブYahoo!店 5%

14,866 ひつじクラブYS店 5%

14,867 筆匠 朱陽堂 5%

14,868 ぴったり枕のお布団屋さんYahoo!店 5%

14,869 ビッツ&ボブ Yahoo!店 5%

14,870 HITTE 5%

14,871 Bit 5%

14,872 ヒットアイテムショップ ひっつ 5%

14,873 Hit-to-Show Pro 5%

14,874 ピットスポーツ ANNEX ヤフー店 5%

14,875 ピットスポーツ ヤフー店 5%

14,876 ビット・トレード・ワンYahoo!店 5%

14,877 ヒットネット 5%

14,878 HITPARK 5%

14,879 ピットライフF&Cヤフー店 5%

14,880 ヒットライン 5%

6152



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

14,881 hiphopdope 5%

14,882 ビデオランドミッキー 5%

14,883 美的小町 5%

14,884 hidekistore 5%

14,885 ひでひろ商店 5%

14,886 ひでまりメディカル店 5%

14,887 美と健康生活 5%

14,888 美と健康のアウトレットショップ 5%

14,889 美と健康の日本理工Yahoo!店 5%

14,890 美と健康のライフラボ 5%

14,891 美と健康のレギュレーター 5%

14,892 美と健康ヤフー店 5%

14,893 hitogonetヤフー店 5%

14,894 ひとにやさしいモノショップ 5%

14,895 ひとみコンタクト 5%

14,896 1人暮らし通販家具 ハッピーライフ 5%

14,897 ビナアウトフィッターズ ヤフー店 5%

14,898 ヒナアクア Yahoo!ショップ 5%

14,899 ピナコテカ 5%

14,900 pinacolada 5%

14,901 pinacolada asian 5%

14,902 HINATA.inc 5%

14,903 HINATA JAPAN 5%

14,904 雛人形-五月人形-販売-通販の陣屋 5%

14,905 雛人形 五月人形 こいのぼりの丸富 5%

14,906 雛人形専門店 ぷりふあ人形 5%

14,907 雛人形と五月人形の人形屋ホンポ 5%

14,908 ひな人形のあすか 5%

14,909 ビニールカーテンのCレンジャー 5%

14,910 ビニール工房 5%

14,911 ビニールシート専門店 ルリカ 5%

14,912 ビニール袋販売のヤナギ 5%

14,913 ビニール・ポリの店 5%

14,914 ビネット 5%

14,915 ビネットshop 5%

14,916 ヒノキヤ 5%

14,917 ひのきや Yahoo!店 5%

14,918 美の国ヤフー店 5%

14,919 ピノクラブストア 5%

14,920 ピノスポーツPinoSports 5%

14,921 美の達人 5%

14,922 日之出工業株式会社 5%

14,923 日の出工芸社 5%

14,924 ヒノヤバッテリーショップ 5%

14,925 ビノワコスメティック Yahoo!店 5%

14,926 ビバ建材通販 5%

14,927 Vivaストアー 5%

14,928 ビバスポーツ ヤフー店 5%

14,929 ビバぜんまい 5%

14,930 美肌化粧品ViLabo 5%

14,931 美肌商店 5%

14,932 美肌造り40年プロの店 Be Happy! 5%

14,933 美肌の森 5%

14,934 ヒパヒパ 5%

14,935 viva ヤフーショッピング店 5%

14,936 ビビアンシューズ 5%

14,937 vivid closet 5%

14,938 ビビドリー雑貨ストアー 5%

14,939 びびとれく雑貨 ヤフー店 5%

14,940 ViViVa Beauty and Accessory 5%

6153



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

14,941 ビビマルシェ 5%

14,942 備品販促二郎 5%

14,943 Bi Form Lab shop 5%

14,944 美服パック ヤフーショッピング店 5%

14,945 VFTQ 5%

14,946 Bebro Online Yahoo!ショップ 5%

14,947 美ProSHOP 5%

14,948 Bivo-mart 5%

14,949 HimaDare 5%

14,950 HIMAYU net 5%

14,951 ヒマラヤ岩塩専門店 5%

14,952 ヒマラヤネット 5%

14,953 ヒマラヤンオーガニック 5%

14,954 美マルシェ 5%

14,955 向日葵ストア 5%

14,956 ひまわりカンパニー 5%

14,957 ひまわりの薬屋 5%

14,958 美味逸品 5%

14,959 美味求真.Tenchu 5%

14,960 美味食卓さくだや 5%

14,961 秘密工具屋ヤフー店 5%

14,962 PiMピム公式通販サイトBeauty-Cafe 5%

14,963 姫系家具 スクレドゥフィーユ 5%

14,964 姫様ブティックBee.honey 5%

14,965 姫路カメラ 5%

14,966 姫路流通センター Yahoo!店 5%

14,967 干物市場ドットコム 5%

14,968 干物専門店・海産物の高岡屋 5%

14,969 干物とおつまみの長崎旬彩出島屋 5%

14,970 干物丸干しの角助屋 5%

14,971 ひものや 5%

14,972 ピモレ Yahoo!店 5%

14,973 ひゃくえもんplus 5%

14,974 100円 ベビーグッズ Yahoo!店 5%

14,975 100時間カレー Yahoo!店 5%

14,976 hyakushop ヤフー店 5%

14,977 百草園ヤフー店 5%

14,978 100点市場 5%

14,979 印鑑名人百年堂 5%

14,980 100MANVOLT 5%

14,981 檜山水産ヤフー店 5%

14,982 ひやまスポーツ 5%

14,983 pureヤフーショップ 5%

14,984 Pure Avenue 5%

14,985 ピュアクリーン 5%

14,986 purecosmeヤフー店 5%

14,987 ピュアシークヤフー店 5%

14,988 ピュアデント 5%

14,989 PURE・HEART　自然館 5%

14,990 Pure Pure ピュアピュア 5%

14,991 purepoche 5%

14,992 ピュアモード 5%

14,993 ピュアライズ 5%

14,994 purelandヤフー店 5%

14,995 PURELY SHOP 5%

14,996 ビュー　Yahoo!店 5%

14,997 viewgarden 5%

14,998 ビューストア 5%

14,999 HOUSTON OFFICIAL ONLINE STORE 5%

15,000 セルマトリックス直営Yahoo店 5%
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15,001 ビューティーアベニュー 5%

15,002 ビューティーイイ 5%

15,003 Beauty Walker 5%

15,004 ビューティーエクスペリエンスSHOP 5%

15,005 ビューティーオンラインショップ 5%

15,006 BEAUTY CART Yahoo!店 5%

15,007 BEAUTYCREW 5%

15,008 Beauty Coordinate Yahoo!店 5%

15,009 ビューティーゴールド 5%

15,010 ビューティーサロン リー 5%

15,011 ビューティー・シェムリ 5%

15,012 ビューティーシスターズ 5%

15,013 ビューティーショップ 5%

15,014 ビューティーショップ フルール 5%

15,015 ビューティーショップYahoo!店 5%

15,016 ビューティースキン 5%

15,017 ビューティーStore 5%

15,018 Beautydelight 5%

15,019 ビューティーノート 5%

15,020 BEAUTYPARK Yahoo!店 5%

15,021 ビューティーハウス 5%

15,022 BEAUTY HONEY 5%

15,023 ビューティーファイブ 5%

15,024 ビューティーファクトリー・ベルモ 5%

15,025 ビューティーフェニックス 5%

15,026 ビューティーフォーカス 5%

15,027 ビューティーボックス 5%

15,028 ビューティーマインド 5%

15,029 ビューティーヤフーショッピング店 5%

15,030 Beauty Lounge Argo 5%

15,031 ビューティーランド 5%

15,032 Beauty Aura 5%

15,033 ビューティグリーン 5%

15,034 ビューティーコスメのアスタリフト 5%

15,035 ビューティショップ アクア 5%

15,036 BEAUTY BRIDGE 5%

15,037 ビューティフルネット 5%

15,038 Beautiful Life ヤフー店 5%

15,039 ビューティホリック 5%

15,040 Beauty-Mania 5%

15,041 ビューティライフKRY 5%

15,042 Beaut-Yahoo店 5%

15,043 Beautrich 5%

15,044 ビューネ 5%

15,045 ビューファインダー.com 5%

15,046 ヒューマンサポートオカムラ 5%

15,047 HUROM公式ストアヤフー店 5%

15,048 Hutte 5%

15,049 病院備品のバリューケア 5%

15,050 表具店 高梧堂 5%

15,051 美容健康生活 5%

15,052 美容・健康専科 Inner Beauty Labo 5%

15,053 美容健康ダイエット通販 マイラボ 5%

15,054 美容健康ワールド ヤフー店 5%

15,055 美容 コスメ専門店 ジョアドボーテ 5%

15,056 表札看板-通販 ふれあいガラス工房 5%

15,057 表札 オーダー彫刻 しど彫刻工作室 5%

15,058 表札オンリーワン 5%

15,059 表札職人アートテック 表札専門店 5%

15,060 表札ショップ陶板アート 5%
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15,061 表札 通販専門店のサインデポ 5%

15,062 表札の匠-Yahoo店 5%

15,063 表札マイスターと制作一課名入れ組 5%

15,064 美容室専売品のお店CLUB MARMALADE 5%

15,065 兵丹島Yahoo!ショップ 5%

15,066 美容できれい 5%

15,067 美陽堂 BIYOUDO 5%

15,068 美容と健康のアクティブライフ 5%

15,069 美容と健康の泉 2 5%

15,070 美容と健康のゆめや 5%

15,071 美容の雑貨屋さん ヤフー店 5%

15,072 美容の森 5%

15,073 美容理容サロン用品の理美通 5%

15,074 ヒョーグ 5%

15,075 日よけシェードイチオリシェード 5%

15,076 表札工房 アート・マーク 5%

15,077 ぴよっちゅヤフーSHOP 5%

15,078 ピヨママ倶楽部 5%

15,079 BEYOND COOL 5%

15,080 ヒラキショウジ 5%

15,081 有限会社平戸口吉善商店 5%

15,082 平野屋 5%

15,083 平山質店ヤフーショップ 5%

15,084 HIRAYAMA Yahoo店 5%

15,085 美リーブ 5%

15,086 biglietta 5%

15,087 ビリオン billion Yahoo!店 5%

15,088 ピリカアマム ヤフーショップ 5%

15,089 BIRIGO 5%

15,090 HIRYU 5%

15,091 昼行燈 珈琲 5%

15,092 インポートショップ BILLS 5%

15,093 ピルボックスメーカー直販ストア 5%

15,094 Bridege for Future 5%

15,095 ヒローズ Yahoo!店 5%

15,096 HIRO CLOTHING 5%

15,097 ヒロコーヒー ヤフーショップ 5%

15,098 弘前物産パルシー 5%

15,099 広島お酒スタイルplus 5%

15,100 広島県 癒しの熊野化粧筆 宮尾 5%

15,101 広島珈琲 5%

15,102 広瀬トータルサービス 5%

15,103 ヒロセ ネットショップ Yahoo!店 5%

15,104 ひろたけ堂 5%

15,105 株式会社ヒロチー商事 日本車店 5%

15,106 株式会社ヒロチー商事 ハーレー店 5%

15,107 PILOXS 5%

15,108 hirody 5%

15,109 ヒロネットコーヒー専門店 5%

15,110 ヒロネットショップ 5%

15,111 ひろべこうき ヤフー店 5%

15,112 廣美陶房 5%

15,113 ひろむ屋ASAHI 5%

15,114 Hiro land 5%

15,115 琵琶近江商店 5%

15,116 敏感肌コスメセレクトショップ 5%

15,117 ピンキーベビーズ 5%

15,118 PINK ELEPHANT 5%

15,119 ピンクシュガー 5%

15,120 PING専門店メープル レーン ゴルフ 5%
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15,121 備長炭グッズのお店 豊栄ヤフー店 5%

15,122 VINTAGE PARADISE 5%

15,123 PINTQURU Yahoo!店 5%

15,124 BIN-1 LIMITEDヤフーショップ 5%

15,125 ファー・レザー専門店エルベート 5%

15,126 FAR-OUT 5%

15,127 ファーウェイYahoo!店 5%

15,128 ファーオールール 5%

15,129 Fargo Direct Shop 5%

15,130 ファーストエイドストア 5%

15,131 ファースト家具(1st-kagu) 5%

15,132 ファースト ギフト 5%

15,133 Firstcone Yahoo!店 5%

15,134 ファーストコンタクト 5%

15,135 ファーストサイト 5%

15,136 ファーストスタイル 5%

15,137 FirstStageヤフーショップ 5%

15,138 1stDogCafe 5%

15,139 FIRST DRESS onlinestore 5%

15,140 ファーストバリューショップ 5%

15,141 First Penguin ヤフー店 5%

15,142 firstport e.shop 5%

15,143 First Yahoo!店 5%

15,144 First Euro Parts ストア 5%

15,145 ファーストリバーネットショップ 5%

15,146 FurFurMouton Tokyo 5%

15,147 ファーファオンラインYahoo!店 5%

15,148 ファームガーデンYネットショップ 5%

15,149 ファーム・茂森 5%

15,150 ファームトップ Yahoo!店 5%

15,151 ファール 5%

15,152 ファイアリーショップ 5%

15,153 ファイテン Yahoo!ショップ 5%

15,154 ファイニエ 5%

15,155 Five&Ten online shop 5%

15,156 5carat ファイブカラット 5%

15,157 FIVE STAR 5%

15,158 ファイブスタースポーツ 5%

15,159 ファイブスターツールズ 5%

15,160 ファイブスターインク 5%

15,161 5minutes-online 5%

15,162 ファイルラボYahoo!店 5%

15,163 ファインインク 5%

15,164 ファインカラーズ ヤフー店 5%

15,165 ファイングッズ 5%

15,166 ファインジュエリー 5%

15,167 FineJewelrs 5%

15,168 ファインズネット 5%

15,169 ファインセラ ヤフー店 5%

15,170 Fine Select 5%

15,171 FINEDIGITAL Yahoo!店 5%

15,172 findout 5%

15,173 ファインドイット 5%

15,174 find it 5%

15,175 Fine Dream 5%

15,176 ファインハーツ 5%

15,177 ファインハーツ2号店 5%

15,178 ファインブックプレミア 5%

15,179 ファインフラ歯磨き粉ストア 5%

15,180 ファインホーム 5%
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15,181 ファウンド・プライス 5%

15,182 FACTSHOP 5%

15,183 Factory 5%

15,184 Factory Gear Yahoo!ショップ 5%

15,185 ファクトリーダイレクト・ラボ 5%

15,186 ファクトリーデポ 5%

15,187 FACTORY TO CLOSET 5%

15,188 ファスティング味噌専門店 5%

15,189 ファストオンライン 5%

15,190 ファストゴルフ 5%

15,191 ファッションヴィレッヂ 5%

15,192 ファッションギャラリーカワムラ 5%

15,193 ファッション小物 chouchoute 5%

15,194 ファッション雑貨オーバーフラッグ 5%

15,195 ファッション雑貨・小物のエクレボ 5%

15,196 ファッション雑貨店アルタクローズ 5%

15,197 ファッション雑貨ブランドクイーン 5%

15,198 ファッションシューズ アベリア 5%

15,199 ファッションジュエリー　em 5%

15,200 ファッションスペースYOKOYA 5%

15,201 ファッション通販アミアン・ハウス 5%

15,202 ファッション通販アライブ 5%

15,203 ファッション通販VERICTO 5%

15,204 ファッションと寝具のふくや 5%

15,205 ファッションパーク夢地哉 5%

15,206 ファッションハウスKとK 5%

15,207 ファッションラボ 5%

15,208 Phat and Co ファットアンドコー 5%

15,209 ファットママ 5%

15,210 fatmoes 5%

15,211 Whap&Whab 5%

15,212 fatina 5%

15,213 FUNNY COMPANY Yahoo!店 5%

15,214 Funny Jinx 5%

15,215 Funny Store Yahoo!店 5%

15,216 ファニチャーズタカハシ 5%

15,217 furniture store 5%

15,218 ファニチャーダイレクトジャパン 5%

15,219 家具通販のファニチャープラス 5%

15,220 ファニチャーマックス 5%

15,221 ファニチャーワールドYahoo!店 5%

15,222 fanifaniinterior 5%

15,223 FABIO 5%

15,224 Fav 5%

15,225 FaFe 5%

15,226 ファブキューブ 5%

15,227 fab-fabric sewing studio 5%

15,228 Fabric　Plus 5%

15,229 ファブリック工房 優光 5%

15,230 fabric-store heartsewing 5%

15,231 Fabric House Iseki 5%

15,232 ファブリックプラスベビー 5%

15,233 ファブリックロード 5%

15,234 FABBRO ROSSO 5%

15,235 ファボーレ 5%

15,236 Favo World 5%

15,237 ファミーユ Yahoo!店 5%

15,238 ファミール 5%

15,239 ふぁみーるヤフー店 5%

15,240 ファミコンプラザ 5%
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15,241 ファミリア7 5%

15,242 Family Shop Harmony 5%

15,243 Familyストア 5%

15,244 ファミリー通販 5%

15,245 ファミリーツール ヤフーショップ 5%

15,246 FAMILY TREE TAKAMORI 5%

15,247 ファミリー庭園ネットショップ 5%

15,248 ファミリードラッグ ツジ 5%

15,249 ファミリーライフヤフー店 5%

15,250 crocs正規販売代理店 fam 5%

15,251 ファムズベビー 公式 Yahoo!店 5%

15,252 ファルマ シンシア 5%

15,253 ファンクエスト 5%

15,254 FANKLE 5%

15,255 黄さんの手作りキムチ高麗食品 5%

15,256 ファンシーアクセのHumming・F 5%

15,257 fancyowl 5%

15,258 ファンシーカラコン 5%

15,259 FUN SHOP 5%

15,260 Funs 5%

15,261 ファンスポーツ 5%

15,262 ファンタジー工芸2号店 5%

15,263 ファンタジー工芸 ヤフー店 5%

15,264 FANTASTIC NEW WEB SHOP 5%

15,265 fantastic room 5%

15,266 ファンデーションテープ・通販 5%

15,267 FunTech 5%

15,268 fan fare 5%

15,269 FAUNFACTORY 5%

15,270 FUN fun 5%

15,271 FUNFUNほうむず 5%

15,272 fun places Yahoo!店 5%

15,273 FanMary(ファンメアリー) 5%

15,274 FanMary ウエディング部 5%

15,275 FanMary パーティーグッズ部 5%

15,276 FanMary ハンドメイド部 5%

15,277 ファンライフショップ 5%

15,278 FUN ROAD 5%

15,279 Feelgood Shop 5%

15,280 フィールストーン 5%

15,281 feel so nice 5%

15,282 field cosme 5%

15,283 field ship 5%

15,284 フィールドストア 5%

15,285 FIELD HILL Yahoo!ショップ 5%

15,286 フィールドボス 5%

15,287 FIELD ヤフー店 5%

15,288 fieldlaboratory 5%

15,289 フィールドワークヤフー店 5%

15,290 フィールドワン 5%

15,291 シートカバー等カーパーツのVS-ONE 5%

15,292 fioo 5%

15,293 HUION ヤフー店 5%

15,294 フィガロJ 5%

15,295 FIGURE 5%

15,296 ふぃぐねっと Yahoo!店 5%

15,297 PHYSIC SHOP 5%

15,298 fiscu フィスク 5%

15,299 ブイセブンY 5%

15,300 家電ショップV-sonic 5%
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15,301 FIX IT Direct 5%

15,302 FWS-アルファ 5%

15,303 フィッシングアミューズヤフー店 5%

15,304 フィッシング いちだ 5%

15,305 フィッシング エルドラド 5%

15,306 フィッシング オレンジ 5%

15,307 Fishing KAMIYAMA 5%

15,308 フィッシング カンパイ ヤフー店 5%

15,309 フィッシングK’Z(ケーズ) 5%

15,310 フィッシング相模屋Yahoo!店 5%

15,311 フィッシングさかもと 5%

15,312 FISHING JACK 5%

15,313 フィッシングジャパンヤフー店 5%

15,314 フィッシングショップ おさかな侍 5%

15,315 フィッシングショップTポート 5%

15,316 フィッシングストア 釣人館 5%

15,317 FISHINGPARADISE 5%

15,318 フィッシングマックス 5%

15,319 釣具屋フィッシングマリン2号店 5%

15,320 釣具屋フィッシングマリン3号店 5%

15,321 フィッシングみちばたヤフー店 5%

15,322 フィッシング遊ヤフー店 5%

15,323 フィッシング ランカーヤフー店 5%

15,324 フィッシングわたらせ-ヤフー店 5%

15,325 FITコーポレーション 5%

15,326 フィットちゃんランドセルYahoo!店 5%

15,327 フィットネス市場 ヤフー店 5%

15,328 FITNESS シェイプショップ 5%

15,329 fitnessshop 5%

15,330 フィットネスのごっつ 5%

15,331 FIT LIFE 5%

15,332 フィットランド 5%

15,333 フィティンカラーショップ 5%

15,334 フィドルプラネットYahoo!ショップ 5%

15,335 V FIVE 5%

15,336 5TH 5%

15,337 FIFTH-G.C.Store 5%

15,338 50 s ショップ 5%

15,339 50sショップ2 5%

15,340 FIFTEEN COFFEE ROASTERS Yahoo!店 5%

15,341 V-luck 5%

15,342 Vland Lamp 5%

15,343 FIYL 5%

15,344 フィルターコムYahoo!店 5%

15,345 フィルタ&ワイパー ジェイピット 5%

15,346 フイルム&雑貨 写楽 5%

15,347 フィルムツールストアー 5%

15,348 フィレル 5%

15,349 PHILO Trading 5%

15,350 風迎釣具 5%

15,351 FU-K YA 5%

15,352 Bouquet de coton 5%

15,353 風水ザ・ワールド 開運浄化専門店 5%

15,354 フーズランド北海道 5%

15,355 風船・バルーン専門店 5%

15,356 封筒印刷のバーディーヤフー店 5%

15,357 voodoocats 5%

15,358 ふうとう.com 5%

15,359 フードスタイル 35 5%

15,360 ブートスポット 5%
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15,361 フードセレクト FBクリエイト 5%

15,362 フードプラザにしだYahoo!店 5%

15,363 Booberg Yahoo!店 5%

15,364 fou-fouヤフー店 5%

15,365 HOOP TOWN 5%

15,366 風味茶房マン・ネンYahoo!店 5%

15,367 風味絶佳.山陰 5%

15,368 BOOM ENTERPRISES Yahoo!店 5%

15,369 Boom Sports EC店 5%

15,370 風遊 5%

15,371 風来坊東岡崎駅前店 5%

15,372 プーリ 5%

15,373 風流 5%

15,374 ブールミッシュ吉田菊次郎の店 5%

15,375 FairyCottonY!Store 5%

15,376 フェアリーテイル 5%

15,377 フェアリーネイル 5%

15,378 フェアリーランド 5%

15,379 フェイクグリーンの神戸花物語 5%

15,380 FAITHSTORE 5%

15,381 Face to Face 5%

15,382 FADEBOMB 5%

15,383 FavoriteStyle キッチン・雑貨 5%

15,384 フェイバリットストーン 5%

15,385 フェイバリットルームYahoo!店 5%

15,386 フェイラー専門店しなのや 5%

15,387 Phaze One 家電・腕時計・通販 5%

15,388 フェーズワン 5%

15,389 フェーマス サイン&ポスターズ 5%

15,390 foehn 5%

15,391 フェザーフィールド株式会社 5%

15,392 FES 5%

15,393 Festival Express 5%

15,394 フェスティバルプラザ 5%

15,395 fesley 5%

15,396 FEDE SELECT SHOP 5%

15,397 フェニックスオンライン 5%

15,398 Phenix Online Store 5%

15,399 フェニックス通販 5%

15,400 フェブインターナショナル 5%

15,401 フェフェ Yahoo!ショップ 5%

15,402 FERRY WEB STORE Yahoo!店 5%

15,403 Felice 5%

15,404 felice-store 5%

15,405 FeliceVita ヤフー店 5%

15,406 FELIDAYヤフーショッピング店 5%

15,407 フェルザジャパン 5%

15,408 フェルマート fermart 1号店 5%

15,409 フェルマート fermart 2号店 5%

15,410 フェルマート fermart 3号店 5%

15,411 フェルマート エフ fermart ef 5%

15,412 フェルマート fermart シューズ 5%

15,413 フェルマート fermart ホビー 5%

15,414 フェレットワールドヤフーショップ 5%

15,415 フェンスのガーデンatガーデン 5%

15,416 フェンテ 5%

15,417 フォアグラと鴨肉専門店の福食商店 5%

15,418 フォア・ザ・アース 5%

15,419 フォアモストオンラインショップ 5%

15,420 FOYL Yahoo!ショッピング店 5%
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15,421 フォーアニュ 5%

15,422 フォーウェル Yahoo!ショップ 5%

15,423 珍しい食品を世界へお届け4XL 5%

15,424 Forever123 5%

15,425 4seasons Gallery 5%

15,426 Four Seasons Design Lab. 5%

15,427 フォーシーズンヤフー店 5%

15,428 フォーチュリンク 5%

15,429 フォーチュンクローバーYahoo!店 5%

15,430 Forties Yahoo!店 5%

15,431 41パワーストーン・天然石 5%

15,432 41ウォールステッカー 5%

15,433 Four Piece 5%

15,434 FOR BEST 5%

15,435 FoR MaCHO 365 5%

15,436 フォーマルアイテムMISAKO 5%

15,437 フォーマルクライン 5%

15,438 フォーマル小物 レンタル Y&TAILOR 5%

15,439 フォーマルショッピング 5%

15,440 フォーマルスーツ 礼装倶楽部 5%

15,441 フォーモスト 5%

15,442 for your life 5%

15,443 フォーラム Yahoo!ショッピング店 5%

15,444 four-leaf-clover 5%

15,445 Four-Legs 5%

15,446 フォチェッタ 退職 産休 ギフト店 5%

15,447 フォトアシスト ヤフーショップ 5%

15,448 フォトクリエイション 5%

15,449 Photo-Station 5%

15,450 PHOTO TOOLS 5%

15,451 photoplus～フォトプラス～ 5%

15,452 フォトフレームTK 5%

15,453 PHOTOLIFE 5%

15,454 フォネットモール 5%

15,455 fofoca 5%

15,456 F.O.B COOP LIFE 5%

15,457 Forall-e(フォラーレ) 5%

15,458 フォリアフィオーレ 5%

15,459 フォリオガレージ 5%

15,460 forthonヤフー店 5%

15,461 フォレステクナ ランプ販売 5%

15,462 フォレスト 5%

15,463 ForestWoodベビーファニチャー 5%

15,464 FOREST OF THE JEWELRY 5%

15,465 FOREST-STONE 5%

15,466 Forest Trade 5%

15,467 フォレストヤフーショップ 5%

15,468 フォロー ヤフー店 5%

15,469 follows 5%

15,470 フォワードグリーン 5%

15,471 FONTANA(フォンターナ) 5%

15,472 吹上亭食彩紀行ヤフー店 5%

15,473 ブギースタイル 5%

15,474 バッグ・エプロン ブギウギストア 5%

15,475 富貴 送料こみごみワールド 5%

15,476 富貴 ファッション専門店 5%

15,477 富貴マスク健康資材専門店 5%

15,478 武器屋.netヤフーショップ 5%

15,479 福井くいしんぼ市場ヤフー店 5%

15,480 福井酒造株式会社 5%
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15,481 学校教材ハンカチ 福市祐徳堂 5%

15,482 福井の米屋 5%

15,483 福梅ぼし Yahoo!店 5%

15,484 福岡江久母 5%

15,485 福岡の八女茶 牛島製茶 5%

15,486 福岡宝石市場 5%

15,487 福川資材 Yahoo!店 5%

15,488 フクシスポーツ 5%

15,489 服地・布地のマツケヤフー店 5%

15,490 服地のひでき 5%

15,491 福祉美容アネモネ 5%

15,492 ふくしま市場 5%

15,493 福島うまいもの便りYahoo!店 5%

15,494 福島物産 Yahoo!店 5%

15,495 福珠窯ファクトリーショップ 5%

15,496 福寿鉱泉販売所 5%

15,497 御菓子司 福壽堂本店 5%

15,498 フクショウgarden 5%

15,499 福祉用具のバリューケア 5%

15,500 福祉用具のバリューケア法人店 5%

15,501 Fukudakk.Net 5%

15,502 福田農場オンラインYahoo!ショップ 5%

15,503 フクタマ 5%

15,504 福田屋百貨店 5%

15,505 ふく富 5%

15,506 福の蔵 5%

15,507 服の福助商店 5%

15,508 ふぐの本場下関 関とら 5%

15,509 福八商店 5%

15,510 フクハラファーム 5%

15,511 福丸 5%

15,512 福耳商店 5%

15,513 ふくやヤフー店 5%

15,514 福楽堂ヤフー店 5%

15,515 HUKURO 5%

15,516 ふくろう-4Lifeヤフー店 5%

15,517 袋の王国 5%

15,518 ふくろや Yahoo!ショッピング店 5%

15,519 福和工芸 5%

15,520 フジカラーMJC・松井十字堂 5%

15,521 フジカラープラザ ヤフー店 5%

15,522 フジクリーニングYahoo!店 5%

15,523 ふじこ山・ふじこさん-SHOP 5%

15,524 富士越カメラ 5%

15,525 フジゴルフヤフー店 5%

15,526 富士コンテック公式ストア 5%

15,527 富士山ワイナリーYahoo!店 5%

15,528 富士スポーツ Yahoo!店 5%

15,529 フジスポーツ ビッグファイブ 5%

15,530 フジスポYahoo店 5%

15,531 藤瀬農園ヤフー店 5%

15,532 Fuji-cellar 5%

15,533 藤田種子株式会社 5%

15,534 藤田道具ヤフー店 5%

15,535 藤田人形ヤフー店 5%

15,536 フジドラッグ 5%

15,537 富士の国やまなし特産品オンライン 5%

15,538 藤野質店 Y-SHOP 5%

15,539 フジバンビ ヤフーショッピング店 5%

15,540 富士文具オンラインショップ 5%
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15,541 藤巻さん家のお米 5%

15,542 フジマキネクタイYahoo!店 5%

15,543 ふじみ野ラン園 5%

15,544 フジメディカルドットコム 5%

15,545 藤本時計店 ヤフー店 5%

15,546 島根の米専門店 藤本米穀店 5%

15,547 ふじや靴下 5%

15,548 フジヤ質店 5%

15,549 フジヤマトナー 5%

15,550 武州養蜂園Yahoo!店 5%

15,551 フジラタYahoo!店 5%

15,552 不二ラテックスグループ不二ライフ 5%

15,553 婦人靴.net 5%

15,554 ふすま宅配サービス 5%

15,555 風zei京都 5%

15,556 布施薬局 5%

15,557 舞台メイク専門店 マアナ 5%

15,558 舞台メイクねっとヤフー店 5%

15,559 フタキ ストア 5%

15,560 双子ちゃんこそだてBOX 5%

15,561 札所0番 Yahoo!店 5%

15,562 豚肉専門店 やまと豚のフリーデン 5%

15,563 二葉楽器Yahoo!ショップ 5%

15,564 二葉かばん 5%

15,565 フタバスポーツアスリート店 5%

15,566 フタバスポーツサッカー館ヤフー店 5%

15,567 フタバスポーツフットボール店 5%

15,568 双葉丹心堂 5%

15,569 フタバヤYahoo店 5%

15,570 ブタまんの江戸清 5%

15,571 futamiya 5%

15,572 ふたり記念日ジュエリー Sherbet 5%

15,573 Hutarino 5%

15,574 petit-garage 5%

15,575 プチギフト景品まかせてドットコム 5%

15,576 プチコレクション Yahoo!店 5%

15,577 プチ・シャレット 5%

15,578 プチジュエリー　アヴァンティ 5%

15,579 Le petit chocolat～プチショコラ 5%

15,580 Petit Stella 5%

15,581 ぷちとまと 5%

15,582 ぷちぷち ひろし 5%

15,583 ぷちぷちやYahoo!店 5%

15,584 プチプラ 5%

15,585 プチベール petitvert 5%

15,586 プチベジ 5%

15,587 putimomo 5%

15,588 プチリュバンヤフーショップ 5%

15,589 プチルル 5%

15,590 ふつうのタオル屋 5%

15,591 仏花・フューネラル専門クラップス 5%

15,592 ブックカバー・文具専門店 Bタウン 5%

15,593 フック工房モリシタ 5%

15,594 ブックスマイル 5%

15,595 仏具とお墓の専門店・ゆがわら 5%

15,596 仏具の事ならハナツヅキ 5%

15,597 仏具の晴光堂 5%

15,598 仏具の木蓮堂 5%

15,599 BOOKばざーる丸高園 5%

15,600 bookfanプレミアム 5%
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15,601 bookfan Yahoo!店 5%

15,602 ブックマート天六店 5%

15,603 fukkoselectshop 5%

15,604 物産展グルメ 5%

15,605 仏像と縁起物の専門店 龍祥本舗 5%

15,606 仏像・仏具専商の彫一 Yahoo!店 5%

15,607 仏壇・仏具の専門店 江原佛具店 5%

15,608 仏壇・仏具販売-仏壇屋 滝田商店 5%

15,609 仏壇・位牌・仏像専門店 5%

15,610 仏壇・神棚の松山神仏具店 5%

15,611 仏だん館ヨネダ 5%

15,612 仏壇職人 関工作所 5%

15,613 ぶつだんの橋本屋ヤフー店 5%

15,614 仏壇・仏具・数珠 極楽堂 5%

15,615 仏壇 仏具 数珠shop 京仏壇はやし 5%

15,616 仏壇・仏具の専門店ぶつえいどう 5%

15,617 仏壇・仏具ふたきやヤフーショップ 5%

15,618 ぶっちゃー通販部 5%

15,619 HOOD 5%

15,620 Foot&レイン 5%

15,621 フットカバーのオルゴリオジャパン 5%

15,622 フットサルエリア 5%

15,623 フットサルショップ PARTIDO 5%

15,624 footstep 5%

15,625 Foot Time 5%

15,626 フットパークヌシセ 5%

15,627 フットプレイス 5%

15,628 Football Vita 5%

15,629 フットボールショップTOMヤフー店 5%

15,630 フットボールトレジャーYahoo!店 5%

15,631 Football-MAX 5%

15,632 フットモンキーYahoo!店 5%

15,633 HOOD LUCK 5%

15,634 PUPPAPUPO 5%

15,635 創業文政五年 仏壇お位牌の仏礼堂 5%

15,636 プティ・フラン 5%

15,637 Petite-TeTe 5%

15,638 ブティック K&K 5%

15,639 ブティックコーラン 5%

15,640 ブティックCHURCH 5%

15,641 Boutique de Bonheur yhshop 5%

15,642 ブティック葉月 5%

15,643 プティビズ芦屋 5%

15,644 筆のぼり 5%

15,645 武道園 5%

15,646 武道格闘技ショップM-WORLD 5%

15,647 舞陶館 5%

15,648 不動スポーツ 5%

15,649 ぶどうの樹 Yahoo!店 5%

15,650 武道 ユニオン 5%

15,651 ふとん伊月 徳島 三軒屋店 5%

15,652 ふとん王国 ヤフーショップ 5%

15,653 ふとん館HAPPYHOME 5%

15,654 ふとんキング 5%

15,655 布団クリーニングあらいまる 5%

15,656 布団クリーニング店 ふっくら本舗 5%

15,657 犬バカ店長のイチカワクリーニング 5%

15,658 ふとん工場サカイ 5%

15,659 ふとんタナカじぶんまくらグループ 5%

15,660 ふとん通販 ねむりサプリ 5%
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15,661 ふとんでピース 5%

15,662 布団とパジャマ ふとんハウス 5%

15,663 布団の安眠 5%

15,664 布団の安眠工場 5%

15,665 ふとんの羽々和 5%

15,666 ふとんのNKJ 5%

15,667 ふとんの快適睡眠 5%

15,668 ふとんの快眠工房 5%

15,669 ふとんの川野辺 5%

15,670 ふとんの玉手箱 ヤフー店 5%

15,671 ふとんのトクヤマ 5%

15,672 ふとんのどれみ 5%

15,673 ふとんのふっとんだ 5%

15,674 布団のリフォーム 5%

15,675 ふとんのわた勇 ヤフー店 5%

15,676 ふとんパパ 5%

15,677 布団販売と丸洗いのアイクリーン 5%

15,678 ふとんプランナー 5%

15,679 ふとん本舗伊月 快眠天国 ヤフー店 5%

15,680 ふとん丸洗いのエンドレス 5%

15,681 布団モール 5%

15,682 布団ランキング館 5%

15,683 布団ランド 5%

15,684 船奥水産 5%

15,685 ブナコセレクトYahoo!店 5%

15,686 船橋屋商事 5%

15,687 部品堂 5%

15,688 部品屋さんYahoo!店 5%

15,689 fufu International 5%

15,690 BUBKAオンラインショップ 5%

15,691 pupustore 5%

15,692 ふふふの逸品館Yahoo!店 5%

15,693 フュージョン アンド サン 5%

15,694 Future-Innovation 5%

15,695 futureshop 5%

15,696 Future Paint 5%

15,697 フューチャーライフスタイル 5%

15,698 フューチャーロード 5%

15,699 フューティアランド 5%

15,700 ふゆみず田んぼ米 5%

15,701 HUYOU 5%

15,702 芙蓉堂Yahoo店 5%

15,703 Plage Online 5%

15,704 plage keep it simple 5%

15,705 plywood 5%

15,706 prizeJAPAN.pro 5%

15,707 プライスバリュー 5%

15,708 ブライダルインナーのリュクシー 5%

15,709 ブライダルインナー ハグ 5%

15,710 ブライダル from京都 5%

15,711 ブライトヤフー店 5%

15,712 ブライト 5%

15,713 BRIGHTヤフー店 5%

15,714 スノーウェア専門店フライトアート 5%

15,715 bright online store 5%

15,716 ブライトスマイル 5%

15,717 Bright Future Town Yahoo!店 5%

15,718 ブライト本店 5%

15,719 ブライト Yahoo!店 5%

15,720 Brightly 5%
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15,721 Brignton plus 5%

15,722 Brignton-Y 5%

15,723 フライハイト・オンラインストア 5%

15,724 PRIVATEBASE 5%

15,725 プライムECマーケット Yahoo!店 5%

15,726 プライムケア 5%

15,727 Prime Cosmeプライムコスメ 5%

15,728 Prime Shop 5%

15,729 プライムタウン 5%

15,730 Prym Yahoo!店 5%

15,731 プライムリカーズ 5%

15,732 フライングガーデン Yahoo!店 5%

15,733 フライングスクワッド 5%

15,734 フライングバタフライ 5%

15,735 ブラインドスクリーン壁紙道場LUCK 5%

15,736 ブラインド専門店 INTERIOR MIXON 5%

15,737 ブラインドのコンポ 5%

15,738 PROUD Select Style 5%

15,739 プラウ ヤフー店 5%

15,740 PLUG AND PLAY 5%

15,741 FLAG ON CREW 5%

15,742 ブラクション 5%

15,743 フラコスメ ヤフーショッピング店 5%

15,744 フラコネ 5%

15,745 プラザANS 5%

15,746 プラザリ 5%

15,747 Hula shop 5%

15,748 ブラジル酒店 5%

15,749 ぷらす あーる 5%

15,750 ぷらす あーる あるふぁ 5%

15,751 プラスアルファ 5%

15,752 プラスイン 5%

15,753 plus-h 5%

15,754 plusa 本店 5%

15,755 PlusEntryStore 5%

15,756 プラスキレイ 5%

15,757 plus craft 5%

15,758 プラスケアショップ 5%

15,759 プラスコンフォートYahoo!店 5%

15,760 女性向けギフト通販Plus Shine 5%

15,761 plus smile 5%

15,762 BLASTARヤフーショップ 5%

15,763 プラスチカネットショップ 5%

15,764 プラスチックの店キララ 5%

15,765 プラスデザイン 5%

15,766 blast 5%

15,767 PLUS TOKAGEYA 5%

15,768 プラスナオ 5%

15,769 ぷらすにこ 5%

15,770 pluspulse・Yahoo!ショップ 5%

15,771 プラスフィード 5%

15,772 PLUSプラスマート 5%

15,773 プラスマート ヤフー店 5%

15,774 プラスマイナスバッテリー 5%

15,775 PLUS YU Yahoo!店 5%

15,776 プラスワイズ建築 5%

15,777 プラスワイズスポーツアウトドア店 5%

15,778 プラスワイズ法人専門店 5%

15,779 PLUS ONE 5%

15,780 plusone voyage 5%
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15,781 プラスワンストア 5%

15,782 プラスワンスポットYahoo!店 5%

15,783 プラスワンツールズ 5%

15,784 プラスワン・マーケット 5%

15,785 ぷらせぼ屋 5%

15,786 プラセンタの美活 5%

15,787 プラセンタマーケット専門店 5%

15,788 フラ衣装 社交ダンス衣装 サヨリ 5%

15,789 PLATINUM OUTLETS TOKYO 5%

15,790 BLACKWOLF ライト&バッテリー 5%

15,791 Black Omen Yahoo!店 5%

15,792 BLACK SHIP 5%

15,793 FLAGS 5%

15,794 BLACK STORE 5%

15,795 BLACK VARIA 5%

15,796 ブラックフォーマル JASMINE 5%

15,797 ブラックペイント 乳酸菌専門店 5%

15,798 ブラックラダー・ジャパン 5%

15,799 ブラックラブカンパニー 5%

15,800 FlagOne 5%

15,801 ブラッサムファーム 5%

15,802 FLOSSY Yahoo!店 5%

15,803 フラッターケーブル京都ヤフー店 5%

15,804 Fracci 5%

15,805 プラッツティーズYahoo!店 5%

15,806 FLATOUT Yahoo!店 5%

15,807 ふらっとショッピングストリート 5%

15,808 プラットダルジャン ヤフー店 5%

15,809 fluffy Yahoo!店 5%

15,810 フラップシップファニチャー 5%

15,811 プラテック45 Yahoo!店 5%

15,812 ブラデリスニューヨーク Yahoo!店 5%

15,813 planino 5%

15,814 flaner 5%

15,815 プラネットアース 5%

15,816 Planet-C プラネットシー 5%

15,817 PLANET GEMINI 5%

15,818 PLANETWORK ONLINE SHOP 5%

15,819 BRAVAS 5%

15,820 Brabianca Yahoo!SHOP 5%

15,821 plum 5%

15,822 プラムテラスネット 5%

15,823 PlumRiver 5%

15,824 フラメンコ雑貨屋ガロガロ 5%

15,825 フラワー 5%

15,826 Flower&Green PEANUTS 5%

15,827 フラワーエキスプレス ヤフー店 5%

15,828 FlowerKitchen JIYUGAOKA 5%

15,829 Flower Gift Shop 花ふうふう 5%

15,830 フラワーギフト通販ミーム 5%

15,831 フラワーギフト通販ミーム 2号店 5%

15,832 フラワーギフト ブーケブランシェ 5%

15,833 Flower&Green KUGEL 5%

15,834 フラワー工房 すずの木 Yahoo!店 5%

15,835 フラワーコーポレーション 5%

15,836 フラワーコーポレーションヤフー店 5%

15,837 Flower Salon Lily 5%

15,838 Flower-shop 5%

15,839 フラワーショップカレラ 5%

15,840 フラワーショップ乃木坂 5%
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15,841 flower shop 花梶 5%

15,842 flowershopマルハナ 5%

15,843 フラワースタジオ Living Colours 5%

15,844 Flower2nd 5%

15,845 フラワーデコレーションハセガワ 5%

15,846 フラワーネット日本花キ流通 5%

15,847 フラワーハウス・シモン 5%

15,848 フラワーファーム ヤフー店 5%

15,849 フラワーポケット 塚口ガーデン 5%

15,850 フラワーマーケット花由 5%

15,851 ふらわ-らんどHANABI-花美- 5%

15,852 ナース通販 ブランアンジェ 5%

15,853 FRANK暮らしの道具 5%

15,854 ブランクチュール 5%

15,855 ブランクメディア 5%

15,856 ふらんす屋 5%

15,857 仏蘭西焼菓子調進所 足立音衛門 5%

15,858 フランスワイン Home and Kitchen 5%

15,859 プランタ 5%

15,860 プランタンブランby花月堂 5%

15,861 Printemps Yahoo!店 5%

15,862 ブランチベリー 5%

15,863 プランチュ Yahoo!店 5%

15,864 インテリアグリーン専門店 Frants 5%

15,865 プランツ・グラフィカ 5%

15,866 プランツヤフーショップ 5%

15,867 ブランディールYahoo!ショップ 5%

15,868 ブランディングコーヒー 5%

15,869 fran de lingerie 5%

15,870 ブランド バッグ 財布 MODEL 5%

15,871 ブランド アウトレット a 5%

15,872 ブランド&着物館アクアン京や 5%

15,873 ブランドイーチョイス 5%

15,874 ブランドエコヤフー店 5%

15,875 ブランド・COME 千客万来や 5%

15,876 ブランドギャラリーカレイド 5%

15,877 ブランド牛専門店プレミアムギフト 5%

15,878 ブランド京の蔵小牧 5%

15,879 ブランド 靴 バッグ パラディー 5%

15,880 ブランドグランセラー 5%

15,881 ブランド 雑貨 Smartness 5%

15,882 ブランドシティ 5%

15,883 ブランドジュエリー京都 5%

15,884 ブランド・ジュエリーTAMAI 5%

15,885 BrandShopAkindo 5%

15,886 Brand Shop vivi 5%

15,887 ブランドショップ volume8 5%

15,888 ブランドショップエコスタイル 5%

15,889 ブランドショップオレンジケーキ 5%

15,890 BRAND SHOP Cantabile 5%

15,891 ブランドショップGRANDE TOKYO 5%

15,892 BRANDSHOP KRONE 5%

15,893 ブランドショップ ゴーガイズ 5%

15,894 ブランドショップSANYA 5%

15,895 ブランドショップ ビープライス 5%

15,896 ブランドショップ・リップス 5%

15,897 ブランドショップリバース 5%

15,898 brand shop LOOP 5%

15,899 Brandshop Reine 5%

15,900 ブランドステーション 5%
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15,901 brand7 5%

15,902 Brand Selection STAGE 5%

15,903 ブランドセレクトショップBRANDS 5%

15,904 ブランド専門店ミューズ 5%

15,905 BRAND DEPOT 5%

15,906 ブランドデポTOKYO 5%

15,907 ブランドネクタイショップ アルゾ 5%

15,908 ブランドバッグ&財布 CELEB LIFE 5%

15,909 ブランドバッグ ブルーク 5%

15,910 ブランドピース 5%

15,911 ブランドヒルズ 5%

15,912 ブランド品通販 アールデコ 5%

15,913 ブランド品 ビッグワンYahoo!店 5%

15,914 ブランドフォーマルセレクトストア 5%

15,915 プラント ブラザーズ 5%

15,916 ブランド古着 買取販売 TRESOR 5%

15,917 ブランド古着の買取販売 WanBoo 5%

15,918 ブランド古着の買取販売カンフル 5%

15,919 ブランド古着の専門店 ジージー 5%

15,920 ブランド古着販売のBAZZSTORE 5%

15,921 ブランドベイヤフーショップ 5%

15,922 ブランド・宝石のプリマローズ 5%

15,923 BrandMax 5%

15,924 ブランド万年筆インヘリットペン 5%

15,925 ブランド楽市 5%

15,926 brandream 5%

15,927 ブランドリサイクル マルク 5%

15,928 Brand Liberty 5%

15,929 ブランドリング 5%

15,930 Brandol 5%

15,931 prendre 5%

15,932 プランドル飯田ウェブショップ 5%

15,933 Brandol Style 5%

15,934 ブランド和牛の百貨店 肉贈 5%

15,935 ブランノワールヤフー店 5%

15,936 ブランバイセル・ヤフー店 5%

15,937 ブランパンミックスドットコム 5%

15,938 framboise 5%

15,939 ブランマーレ Yahoo!店 5%

15,940 Free 5%

15,941 Free&Easy.inc 5%

15,942 フリーヴ 5%

15,943 フリーク 5%

15,944 Freaks Market Yahooストア店 5%

15,945 フリークスレコードCD販売 5%

15,946 フリークスレコード レコード販売 5%

15,947 BleeeK ヤフー店 5%

15,948 pleasant.japan 5%

15,949 フリーシッピングFieldstore 5%

15,950 ブリーズオブニューヨーク 5%

15,951 FREE STYLE 5%

15,952 freestylewear 5%

15,953 Freestyle Cosme 5%

15,954 フリースタイル-ホビーヤフー店 5%

15,955 フリースタイルヤフー店 5%

15,956 Freestyle1 5%

15,957 FREE STORE 5%

15,958 FreeseBe 5%

15,959 フリースピリッツ Yahoo!店 5%

15,960 Free Duck 2 5%
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15,961 フリーダム～いいものショップ～ 5%

15,962 freedom-web 5%

15,963 FREEDOMSHOP 5%

15,964 フリートネット Yahoo!店 5%

15,965 フリートBIKE AND TRIATHLON 5%

15,966 Free Trend Style FTS 5%

15,967 FREE BIRD Yahoo!店 5%

15,968 フリー板.comヤフー店 5%

15,969 freefeel 5%

15,970 Flea Market 5%

15,971 フリーライフ 5%

15,972 フリーライン ヤフー店 5%

15,973 ブリエ 5%

15,974 BRIO-LIFE 5%

15,975 ふりかけ ふたば苑 5%

15,976 PLIQUA ヤフーショッピング店 5%

15,977 ぷりきゅー 5%

15,978 プリザーブドフラワー IPFA 5%

15,979 プリザーブドフラワーAzurosa 5%

15,980 プリザーブドフラワー花材アミファ 5%

15,981 プリザーブドフラワーかれんじゅら 5%

15,982 プリザーブドフラワーギフトclaps 5%

15,983 プリザーブドフラワーの花音 5%

15,984 プリザーブドフラワー花大学 5%

15,985 プリザーブドフラワー花屋ハナリロ 5%

15,986 プリザーブドフラワーベルフルール 5%

15,987 プリザーブドフラワー maprok 5%

15,988 プリザーブドフラワー Ruplan 5%

15,989 BELSUS 5%

15,990 プリザの店 Soel Flowers 5%

15,991 プリザフラワーのサウンドアレンジ 5%

15,992 ブリス 5%

15,993 FLISCO byタイガース・ブラザース 5%

15,994 ブリスタ Yahoo!店 5%

15,995 BLIST 5%

15,996 blissful Yahoo!店 5%

15,997 プリズマヤフー店 5%

15,998 外車のLED専門店PRISM 5%

15,999 プリセプト通販事業部 5%

16,000 振袖専科みなほ 5%

16,001 ふりだし屋 ヤフーショップ 5%

16,002 frickart stick shop1 5%

16,003 BRICKS-MONO 5%

16,004 ブリックハウス ヤフー店 5%

16,005 BRICBLOC 5%

16,006 ブリッジトレード 5%

16,007 タイピン&カフスの専門店 BLITZ 5%

16,008 Blitz Store 5%

16,009 FRIdSTORE(フリッドストア) 5%

16,010 プリティウーマン 5%

16,011 プリティウーマン ヤフー店 5%

16,012 プリティシモ化粧品 Yahoo!店 5%

16,013 British car tools 5%

16,014 BRITISH LIFE 5%

16,015 Pretty Palプリティパル 5%

16,016 プリティファッション 5%

16,017 プリティ マーメイド 5%

16,018 ブリテン 5%

16,019 プリナチュール ヤフーショップ 5%

16,020 バイク・カー用品のプリネット都 5%
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16,021 プリマート 5%

16,022 primavera Yahoo!ショップ 5%

16,023 primaveramotorcycle-store 5%

16,024 Primitive陶舎花花 Yahoo!店 5%

16,025 プリメーラ ヤフー店 5%

16,026 PRIMO PIANO プリモ ピアノ 5%

16,027 ブリューランド 5%

16,028 ブリリアージュ公式 5%

16,029 BRILLIA LABO 5%

16,030 ブリリアントショップ ヤフー店 5%

16,031 brilliantdays 5%

16,032 ブリリアントプラス 5%

16,033 BrilliantPlus 5%

16,034 priroda 5%

16,035 Brings 5%

16,036 プリンセスカーテン ヤフー店 5%

16,037 プリンセスショップYahoo!店 5%

16,038 プリンセススタイル 卸売店 5%

16,039 Princess-style ヤフー店 5%

16,040 プリンターインクのエコッテ 5%

16,041 プリンタインクのジットストア 5%

16,042 プリンタ&バーコード専門ジャンボ 5%

16,043 プリンティングキョーワYahoo!店 5%

16,044 ぷりんと王国 5%

16,045 プリントジョーズヤフー店 5%

16,046 プリントショップマジック 5%

16,047 プリントタイヤ 5%

16,048 プリント・クラ 5%

16,049 プリントのAdvan Yahoo店 5%

16,050 Printplus 5%

16,051 プリントライYahoo!店 5%

16,052 フルアヘッド 5%

16,053 ふるいち健康 5%

16,054 B.L.W 5%

16,055 BlueEarthFishing Yahoo!店 5%

16,056 Blue island 5%

16,057 ブルーアンドホワイト 5%

16,058 Blueism 5%

16,059 ブルーエンジェル 5%

16,060 Blue-Ocean 5%

16,061 BlueOcian 5%

16,062 ブルークウォッチカンパニー 5%

16,063 blue kumaヤフー店 5%

16,064 ブルーコーン 5%

16,065 BLUE SINCERE Yahoo!店 5%

16,066 ブルースカイショップ 5%

16,067 ブルー・スター 5%

16,068 Blue style 5%

16,069 Blue Sports Yahoo!店 5%

16,070 BLUE CENTURY 5%

16,071 ブルータイタン 5%

16,072 フルーツショップ千馬 5%

16,073 フルーツショップmagome 5%

16,074 フルーツストック Yahoo!店 5%

16,075 フルーツファーム果楽土 5%

16,076 フルーツ萬果荘 5%

16,077 フルーティヤフーズ 5%

16,078 ブルードッグ 5%

16,079 Blue Dragon 5%

16,080 アメリカ古着と雑貨の店BLUE TRUCK 5%
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16,081 ぶるーなo 5%

16,082 BLUE NOTE ヤフー店 5%

16,083 Blue Heart 5%

16,084 bluepeter 5%

16,085 bluebeat web store ブルービート 5%

16,086 BLUEPRINT 心 5%

16,087 Blue Bull-Dog 5%

16,088 ブルーヘブン 5%

16,089 T.BLUE BERRY 5%

16,090 ブルーベリーサッポロ 5%

16,091 blue berry Bank e-shop 5%

16,092 Blue Mermaid 5%

16,093 Blumin 5%

16,094 ブルーミンググレイス 5%

16,095 ブルーミングスケープ 5%

16,096 bloom webshop 5%

16,097 Blue Moon ヤフー店 5%

16,098 bloom 新館 5%

16,099 プルームテックのグッズWILDFELLOW 5%

16,100 ブルームプラス(bloom-plus) 5%

16,101 BloomBroome 5%

16,102 bloom Yahoo!ショップ 5%

16,103 ブルーメンケイ 5%

16,104 BLUELINE 5%

16,105 Blue Lagoon Yahoo!店 5%

16,106 ブルーリボン 5%

16,107 ビジネス 紳士 ベルト FleurUneffe 5%

16,108 フルール コウベ Yahoo!ショップ 5%

16,109 FleurTown吉本花城園 5%

16,110 フルール・ド・カメリア Yahoo!店 5%

16,111 花とインテリア雑貨 fleur-bazar 5%

16,112 Fleurs montagne 5%

16,113 Fleur Yahoo!店 5%

16,114 古着雑貨ペンギントリッパー 5%

16,115 古着雑貨ペンギントリッパー2号店 5%

16,116 古着屋Canopus 5%

16,117 古着屋GreenBearヤフー店 5%

16,118 古着屋JAM 5%

16,119 古着屋 hooperdoo 5%

16,120 フルグレース 5%

16,121 ふるさと伊万里探検隊 5%

16,122 ふるさと駅 ヤフー店 5%

16,123 ふるさとかわち 5%

16,124 ふるさと産直村Yahoo!ショップ 5%

16,125 ふるさと21Yahoo店 5%

16,126 ふるさと銘酒館 ひのきの里 5%

16,127 フルショット ショッピング 5%

16,128 BULLS-SURF 5%

16,129 プルセイラ屋 5%

16,130 フルッタ 5%

16,131 フルテイジャパン Yahoo!店 5%

16,132 ふるでじ ヤフー店 5%

16,133 BLTOM JEANS 5%

16,134 FULLHOUSE 5%

16,135 ブルハウス 5%

16,136 fullhousesurfsports 5%

16,137 full house-601 5%

16,138 Fullfreeストア 5%

16,139 FULL FULL 1694 5%

16,140 ブルミンゴ Yahoo! JAPAN店 5%
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16,141 プルメリアガーデンFS 5%

16,142 fleuRir. 5%

16,143 FLEA フレア 5%

16,144 BREA web 5%

16,145 flairs 5%

16,146 ふれあいギフト 5%

16,147 ふれあい生活館ヤマノ 5%

16,148 FLEAboardshop 5%

16,149 ブレイクスタイル 5%

16,150 ブレイクタイム 5%

16,151 Brace of Kentishman 5%

16,152 Braiding Co 5%

16,153 PLAY DESIGN PLAY 5%

16,154 BRAVE SHOP 5%

16,155 BRAVE SPORTS 5%

16,156 プレイフル Yahoo!ショッピング店 5%

16,157 play music 5%

16,158 Flames Yahoo! JAPAN店 5%

16,159 PLAYERZ 5%

16,160 フレイヤドットコム 5%

16,161 braintec 5%

16,162 BREAKOUT 5%

16,163 PLEASANTセレクトショップ 5%

16,164 電子タバコ専門店 Flavor-Kitchen 5%

16,165 flavor9 5%

16,166 フレームス 5%

16,167 ブレーメンの散歩道 5%

16,168 ブレーメンペットストア 5%

16,169 プレーリードッグ 5%

16,170 FRERES 5%

16,171 プレーンズシステム Yahoo店 5%

16,172 プレコネコ 5%

16,173 プレコルト 5%

16,174 プレザ太作 5%

16,175 Plaisir プレジール 5%

16,176 Plaisier 5%

16,177 プレジャーマーケット 5%

16,178 プレシャスジュエリーYahoo!店 5%

16,179 プレシャス セレクション 5%

16,180 PRECIOUS PLACE 5%

16,181 PLEJOUR (プレジュール) 5%

16,182 プレスストア 5%

16,183 ブレスレット専門店プリエール 5%

16,184 プレゼント&ギフト 花コラボ 5%

16,185 プレゼントウォーカー Yahoo!店 5%

16,186 プレゼント絵本ヤフー店 5%

16,187 プレゼントジュエリーUN 5%

16,188 プレゼントなら 名入れ工房 桃山 5%

16,189 Present Bear ヤフーショップ 5%

16,190 フレッシュかごしまヤフー店 5%

16,191 freshbox 5%

16,192 フレッシュマート 5%

16,193 FRESH ROASTER珈琲問屋 Yahoo!店 5%

16,194 Precthings 5%

16,195 フレッチェエスポワール 5%

16,196 BREAD FRUITS 5%

16,197 フレバー 5%

16,198 プレブの店舗グッズ・家庭用品 5%

16,199 プレブの名前シール&ネームラベル 5%

16,200 プレプレ 5%

6174



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

16,201 プレマ インポートマーケット 5%

16,202 プレマシャンティ 5%

16,203 プレミアカメラ Yahoo!ショップ 5%

16,204 プレミアコンタクト 5%

16,205 プレミアストアジャパン 5%

16,206 PREMIUM INTERIOR SHOP 5%

16,207 プレミアムエゾシカ 5%

16,208 プレミアム オフィス コレクション 5%

16,209 プレミアムガーデン 5%

16,210 PREMIUM GEAR 5%

16,211 プレミアムゴルフ倶楽部ヤフー店 5%

16,212 スマホアクセのPremiumStyleStore 5%

16,213 PREMIUM STAGE 5%

16,214 プレミアムスポーツ312 5%

16,215 プレミアムセレクト 5%

16,216 プレミアムセレクト2号店 5%

16,217 プレミアムタイヤ 5%

16,218 プレミアムデリカわたせいヤフー店 5%

16,219 プレミアムフードのタローとジロー 5%

16,220 プレミアム 物産 5%

16,221 PREMIUM PAIR 5%

16,222 プレミアムモール 5%

16,223 PREMIUM MALL 5%

16,224 セレクトショップ Friends 5%

16,225 Friends Yahoo店 5%

16,226 french pave 5%

16,227 フレンドマリンストア 5%

16,228 プレンヌ 5%

16,229 ルミナス エレクター 専門店Floors 5%

16,230 プロアクティブSHOP 5%

16,231 プロアクティブYahoo!店 5%

16,232 PROUPインパクトシリーズSHOP! 5%

16,233 フロアマット専門店 ESTATE 5%

16,234 プロイデア 5%

16,235 プロウエス ヤフー店 5%

16,236 BLOWZ Yショッピングストア 5%

16,237 PROX 5%

16,238 ブローFRPファクトリー 5%

16,239 ブロードステージ 5%

16,240 Flohmarkt フローマルクト 5%

16,241 FLORA 5%

16,242 Flora de stt 5%

16,243 kobe-Julia 5%

16,244 フローリッシュハート 5%

16,245 フローレンス　ショッピング 5%

16,246 プロ家電 5%

16,247 PROKITCHEN 5%

16,248 プロキュアエース 5%

16,249 Progre 5%

16,250 プログレスショップ 5%

16,251 PROK 5%

16,252 プロ工具館&日用雑貨Yahoo!店 5%

16,253 プロコスメYahoo!店 5%

16,254 フロコンウェア ヤフー店 5%

16,255 プロジェクター専門店 FunLogy 5%

16,256 PROJECT CORE 5%

16,257 風呂敷ギフト専門店 結び屋 5%

16,258 風呂敷専門店 京都ふろしき倶楽部 5%

16,259 Pro Shooter (プロシューター) 5%

16,260 Pro Shooter PLUS 5%
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16,261 プロショップ 5%

16,262 プロショップアイアイ ヤフー店 5%

16,263 プロショップカブトYAHOO店 5%

16,264 プロショップケイズ 5%

16,265 プロショップ・コバヤシ 5%

16,266 Proshop Sportec 5%

16,267 ProShop伊達 5%

16,268 Pro Shop Dreamy 5%

16,269 プロショップ パワーズ 5%

16,270 proshopb1 5%

16,271 proshopfreak 5%

16,272 プロショップマリンYahoo店 5%

16,273 プロショップレーザー 5%

16,274 BROS 5%

16,275 ブロスクロージング 5%

16,276 PROSTAR通販 Yahoo!店 5%

16,277 PROステンレス工房 5%

16,278 PROST株式会社 5%

16,279 PROST ヤフーショッピング店 5%

16,280 プロズバックス 5%

16,281 Proscenic Yahoo!ショップ 5%

16,282 ProductOUTLET 5%

16,283 プロツールショップとぎやヤフー店 5%

16,284 プロツールショップヤブモト 5%

16,285 Pro-Tools 5%

16,286 プロツールYahoo店 5%

16,287 フロッグポート 5%

16,288 PROPS オンラインショップ 5%

16,289 プロディガルYahoo店 5%

16,290 PROTEIN PRO POST 5%

16,291 プロテインUSA 5%

16,292 PROTAGE 5%

16,293 プロテクション 5%

16,294 プロテクタヤフーショップ 5%

16,295 プロテサン専門店 5%

16,296 プロテックオートストア 5%

16,297 protocol 5%

16,298 プロのお掃除専門店KIS Yahoo!店 5%

16,299 プロのおそうじ用品専門店です 5%

16,300 プロのすすめるカーペット屋 5%

16,301 プロの道具館ヤフー店 5%

16,302 Proバイダー ヤフー店 5%

16,303 PROBASTO 5%

16,304 プロフィット 5%

16,305 風呂ふた満足館 Yahoo!店 5%

16,306 フロマージュの杜 5%

16,307 プロマ歯科商店 5%

16,308 フロムアースライズ 5%

16,309 From Italy ヤフー店 5%

16,310 フロム鹿児島 5%

16,311 プロ向け腰袋関連専門店アゲイン 5%

16,312 フロム蔵王ミルクショップ 5%

16,313 from TOHOKU with Love 5%

16,314 プロムナード 5%

16,315 プロモワールド 5%

16,316 プロ野球メジャーグッズショップ 5%

16,317 プロヤマ 5%

16,318 プロ用ヘアコスメnetsbee 5%

16,319 プロラインGolf 5%

16,320 フロリスト花正 5%
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16,321 フロリハナ 5%

16,322 Flolin Yahoo!店 5%

16,323 フロロ 5%

16,324 FRONTIER-NET Yahoo!店 5%

16,325 フロンティアバルーン 5%

16,326 フロンティアワークス通販Yahoo!店 5%

16,327 BlondieBlond 5%

16,328 ふわねこ堂 5%

16,329 ふわふわガーゼ屋さん 5%

16,330 フラワーショップ花楽 Yahoo!店 5%

16,331 fuwawa枕専門店 5%

16,332 文具・印鑑・事務用品の四谷和楽 5%

16,333 文具王のOSK Yahoo!ショッピング店 5%

16,334 文具クワウチ 5%

16,335 文具・事務用品のエス・ビ・ディ 5%

16,336 ブングショップヤフー店 5%

16,337 文具スタイル Yahoo!店 5%

16,338 ブングステーション 5%

16,339 文具セレクトショップ SANKODO 5%

16,340 文具通販ドットコム 5%

16,341 文具通販ぶんぐっと 5%

16,342 文具通販 ブンドキ.com Yahoo!店 5%

16,343 文具と雑貨のダブルガレージ 5%

16,344 ぶんぐ.com 5%

16,345 文具のしまSP 5%

16,346 文具のしん太商店 5%

16,347 文具の月島堂 5%

16,348 文具の月島堂3号店 5%

16,349 文具の月島堂4号店 5%

16,350 文具の森ヤフー店 5%

16,351 文具・文房具のKDM ヤフー店 5%

16,352 文具マルシェ 5%

16,353 文具屋さん 5%

16,354 ぶんぐる 5%

16,355 文旦屋・白木果樹園 Yahoo!店 5%

16,356 文鳥グッズのHydaway 5%

16,357 文鳥屋 5%

16,358 ぷんぷく堂ショップ 5%

16,359 BunBun!Bee 5%

16,360 文房具と雑貨 Radic 5%

16,361 文房具の和気文具 5%

16,362 文房具屋さん本舗 5%

16,363 ブンボーグエス 5%

16,364 ふんわりピンク宇宙店 5%

16,365 ペア ベビーリング ブルーレース 5%

16,366 ヘアーサロンあさだヤフー店 5%

16,367 ベアーズ 5%

16,368 BEARS STORE 5%

16,369 ベアーズ通販 5%

16,370 bears house ヤフー店 5%

16,371 Beare 5%

16,372 ヘアケアーショップ アメージング 5%

16,373 ヘアケア専門店レフィーネ 5%

16,374 ヘアケアfestaヤフーショップ 5%

16,375 ヘアケアplus 5%

16,376 ヘアケアLABO 5%

16,377 Hair Salon League 5%

16,378 ペアネックレス館 5%

16,379 Bear House 5%

16,380 ヘアベイト 5%
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16,381 ペアリング館 5%

16,382 ベイクドマジック Yahoo!店 5%

16,383 米国サプリのNatural Harmony 5%

16,384 米穀店 食の健康社 5%

16,385 PAYSAGE 5%

16,386 Bay side parts 5%

16,387 ベイジョイ Yahoo!ショップ 5%

16,388 HaziLy Yahooショッピング店 5%

16,389 ヘイストいいものストア 5%

16,390 ヘイセイドラッグ ヤフー店 5%

16,391 聘珍樓へいちんろう横浜中華街 5%

16,392 PAPER CAKES. 5%

16,393 BABY ACTION 5%

16,394 BABY in ME Yahoo!店 5%

16,395 baby Shoop 5%

16,396 ベイビースキンソープ 5%

16,397 ベイビーベイビーベイビー 5%

16,398 BABY MOON 5%

16,399 BABYISH 5%

16,400 米ひばストア 5%

16,401 PEIV 5%

16,402 VAPE SHOP HOTJUICE 5%

16,403 VAPEスターター 5%

16,404 VAPE STEEZ 5%

16,405 VAPE POWER Yahoo!店 5%

16,406 VapeVillage 5%

16,407 VapeMania 5%

16,408 PAVEMENT 5%

16,409 VapeLoversヤフー店 5%

16,410 BAYLEAF Yahoo!ショップ 5%

16,411 ベイロードヨコハマ 5%

16,412 ペイントアシスト ラッキー 5%

16,413 PAINT AND TOOL 5%

16,414 PAINT WEB SHOPPERS 5%

16,415 ペイントジョイYahoo!店 5%

16,416 ペイントショップウエダヤ 5%

16,417 paintshopエビナ 5%

16,418 ペイント専門ショップ IMPACT 5%

16,419 ペイントテクノYahoo!店 5%

16,420 ペイントBOOK 5%

16,421 ペイントブック・カラーセンター 5%

16,422 Paintry 5%

16,423 HEAVEN Japan ヤフー店 5%

16,424 ヘヴンストア 5%

16,425 BASIC SURF Yahoo!店 5%

16,426 BasicSigns 5%

16,427 BASIC BAKERY 5%

16,428 BASEヤフーショッピング店 5%

16,429 BASS CONTROLL 5%

16,430 ベースボールショップGTK 5%

16,431 ベースボールTS ヤフー店 5%

16,432 baseballpower 5%

16,433 ベースボールプラザ 5%

16,434 ベーゼドランジュ ヤフー店 5%

16,435 ベーターカーブ 5%

16,436 ベータ食品 ヤフー店 5%

16,437 ベータミュージックYahoo!ショップ 5%

16,438 PECHKA 5%

16,439 Bene Bene 5%

16,440 ペーパーアイテム ジョイアス 5%
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16,441 ペーパーナプキンセレクト Fynda 5%

16,442 ペーパーミツヤマ 5%

16,443 ペーパームーン輸入雑貨店 5%

16,444 ペーパーワールド ヤフー店 5%

16,445 Vape Store MISTY-RING 5%

16,446 PEGASUS WINGS ヤフー店 5%

16,447 PEGASUSショップYahoo!店 5%

16,448 PECLIA 5%

16,449 PEGマーケット 5%

16,450 ベコ 5%

16,451 PECOTI 5%

16,452 部坂呉服店 5%

16,453 ベジカリテ 5%

16,454 へしこ・ふぐの子製造本舗 荒忠 5%

16,455 ベジタブルガーデン ハラダ 5%

16,456 ベジタブルハート 5%

16,457 ベジファーム 5%

16,458 ベスコ 5%

16,459 ヘスター 5%

16,460 BESITER DIRECT 5%

16,461 BESTEK 5%

16,462 ベステック Yahoo!店 5%

16,463 ベストアンサーの宝 5%

16,464 ベストエバージャパン Yahoo!店 5%

16,465 ベストグッズプラザ 5%

16,466 ベストクリック Yahoo!店 5%

16,467 ベスト サプリ 5%

16,468 ベストシャレ 5%

16,469 ベストショッパーズ 5%

16,470 Best Shopping by L.L.P. 5%

16,471 ベストセレクトショップヤフー店 5%

16,472 ベストチョイス 5%

16,473 BESTDO!Yahooショッピング店 5%

16,474 Best Tre@sure Shop 5%

16,475 ベストバイ 5%

16,476 ベストバイストア 5%

16,477 ベストフーズ ハセガワ 5%

16,478 ベストプライスストア 5%

16,479 BEST PRICE MART 5%

16,480 Best Friends 5%

16,481 ベストマーケット 5%

16,482 ベストライフジャパン 5%

16,483 BestLife-Design Yahoo!ショップ 5%

16,484 ベストライフ ヤフー店 5%

16,485 ベストライン 5%

16,486 ベストワン ECO倶楽部 5%

16,487 ベストワンヤフーショップ 5%

16,488 ベスバ BEST BUY 5%

16,489 ベスポ 5%

16,490 Be-spo 5%

16,491 PetapicoShop 5%

16,492 ペチカ雑貨店 5%

16,493 ペチカ雑貨店 別館 5%

16,494 ペチコート屋 5%

16,495 HEDGE(ヘッジ) 5%

16,496 ヘッジホッグ おとなカワイイ靴店 5%

16,497 BESSHOオンラインストア 5%

16,498 ペッツプレミア 5%

16,499 ペッツマム 5%

16,500 ベッド マットレス 専門 イオス 5%
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16,501 ペットアイテム 5%

16,502 ベッドアンドマットレス ヤフー店 5%

16,503 ペット犬猫療法食アニマルドクター 5%

16,504 ペットガーデン紀三井寺 5%

16,505 ペットCURE DgS Yahoo店 5%

16,506 PET KING Yahoo!ショッピング店 5%

16,507 ペットグッズショップ HemuHemu 5%

16,508 ペットグッズショップMurol 5%

16,509 犬のペットグッズ専門店 Zenpets 5%

16,510 ペットグッズのモモゼットヤフー店 5%

16,511 ペットグラフィックプロダクト 5%

16,512 ペット健康便 5%

16,513 ペットゴー ヤフー店 5%

16,514 ペットサプリフードストア 5%

16,515 ペットサプリもぐもぐ 5%

16,516 ペットシーツ専門店スタイルプラス 5%

16,517 ペット食彩館 5%

16,518 ペットショップ カナトン ヤフー店 5%

16,519 ペットショップQoonQoon 5%

16,520 ペットショップNyanNyan 5%

16,521 ペットスペース ジョインアス 5%

16,522 Pet Select by Nihonikujiヤフー店 5%

16,523 ベッド専門店 VENUS BED 5%

16,524 ベッド専門販売店 こみち 5%

16,525 ベッドソファ収納の家具スワン 5%

16,526 ベッド通販専門店 ネルコ neruco 5%

16,527 ベッド通販ドットコム 5%

16,528 ペットと暮らしのharu 5%

16,529 ペットと暮らしヤフー店 5%

16,530 ペットの冠婚葬祭研究所Yahoo!店 5%

16,531 ぺットの水素水スパペッツ 5%

16,532 ペットの水素水通販のアルケー 5%

16,533 ペットのlife&styleショップ 5%

16,534 ペット馬肉コム 5%

16,535 ペットファミリー アニマルボンズ 5%

16,536 ペットフード ぷらぷら Yahoo!店 5%

16,537 ペットフードセンター えびす問屋 5%

16,538 ペットフード専門店ユキ ヤフー店 5%

16,539 ペット仏壇・仏具のディアペット 5%

16,540 HEADFOOTmixism 5%

16,541 ベッド 布団 収納家具のダブル 5%

16,542 ペット・プラザ Yahoo!店 5%

16,543 ペットマニア 5%

16,544 ペットメモリアルグッズPeacefully 5%

16,545 ペット用品AIAI(旧アイキャロット) 5%

16,546 ペット用品と雑貨のPETWILL 5%

16,547 ペット用品のスリーエス ヤフー店 5%

16,548 ペット用品のバリューケア 5%

16,549 ペット用品のPePet 5%

16,550 ペットライフKONDO 5%

16,551 HEADROOM 5%

16,552 HEAD LOCK ヘッドロック 5%

16,553 PEPPERS PUPPETS 5%

16,554 PeP TOMIYA ヤフー店 5%

16,555 Bella Fortuna 5%

16,556 bella.ragazza 5%

16,557 ベティーズビューティー 5%

16,558 ベティーロード 5%

16,559 PETIO Online Shop ヤフー店 5%

16,560 ベティキッズ 5%
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16,561 ペテック 5%

16,562 ベドウィンマート 5%

16,563 ぺとなびSHOP 5%

16,564 ベトナム珈琲豆屋 Yahoo!店 5%

16,565 ペトリィ 5%

16,566 ヘナ 白髪染め 専門店 ピア 5%

16,567 ヘナ物語 5%

16,568 Red confectionery Benia 5%

16,569 紅うちわ 5%

16,570 VENICE STORE 5%

16,571 紅はるか生芋焼き芋通販店 芋王 5%

16,572 ベニヤビューティードットコム 5%

16,573 VENEXSHOP ベネクス Yahoo!店 5%

16,574 VENEZIA JEWELS 5%

16,575 ベノサン公式ショップ ヤフー店 5%

16,576 ヘバー 5%

16,577 PepperMint 5%

16,578 BABY ALICE 5%

16,579 ベビー&キッズ玩具 ニコリ 5%

16,580 ベビー&キッズ おもちゃのCONY 5%

16,581 Baby&Kids 知育家具のカラコロ 5%

16,582 ベビー&キッズファッション OHANA 5%

16,583 ベビー&子供服 オレンジマッシュ 5%

16,584 ベビー&子供服バケーション 5%

16,585 ベビー&雑貨 vivi ヤフー店 5%

16,586 ベビー&ママ FLORA 5%

16,587 ベビーカーのBE MY BABY 5%

16,588 ベビーギフト専門店BMC JAPAN 5%

16,589 ベビーギフト 森のリスさん 5%

16,590 ベビー グッズ レンタル 5%

16,591 ベビー子供服タンポポキッズ 5%

16,592 ベビー雑貨のお店セ・ミュー 5%

16,593 ベビー・七五三・結婚式のアルバム 5%

16,594 ベビージャクソンズストア 5%

16,595 ベビーシャワー Yahoo!店 5%

16,596 ベビー寝具専門店undoudou 5%

16,597 BABY-STREET 5%

16,598 ベビースマイルショップ 5%

16,599 ベビータウン 5%

16,600 ベビーチップス 5%

16,601 ベビー・キッズ リスヤヤフー店 5%

16,602 BABYDOLLヤフー店 5%

16,603 ベビーネットショップ 5%

16,604 ベビーバス公式オンラインストア 5%

16,605 ベビーベッド屋さん 5%

16,606 ベビーマーケット Yahoo!ショップ 5%

16,607 ベビー用品のBebechambre 5%

16,608 ベビー用品の街 5%

16,609 ベビー用品ぽこあぽこ 5%

16,610 ベビー用品レンタル BABYFAN 5%

16,611 ベビーライフ研究所 公式Yahoo!店 5%

16,612 ベビーランド 5%

16,613 ベビーリング屋さんファセット 5%

16,614 ベビスマ 5%

16,615 ヘブンズオンラインCS 5%

16,616 BEBE SHOPヤフー店 5%

16,617 pepexオンライン ヤフー店 5%

16,618 PePe ペット用品専門店 5%

16,619 Hemingway Clothing 5%

16,620 Berry&Momo店 5%
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16,621 VERY-GOODTIME 5%

16,622 ベリーズコスメ Yahoo!店 5%

16,623 ベリーストア 5%

16,624 ベリーズマリン Yahoo!店 5%

16,625 ベリーファインファームみなみ 5%

16,626 VERY-PET ヤフーショップ 5%

16,627 very very 5%

16,628 ペリウィンクル 5%

16,629 HERITAGE オンライン 5%

16,630 べりはやスポーツヤフー店 5%

16,631 べりはやっヤフー店 5%

16,632 BELINDA 5%

16,633 ベルエアーパソコンショップ 5%

16,634 べるえぽ 5%

16,635 Belle eau 5%

16,636 ベルカム 5%

16,637 ベルクオール Yahoo!店 5%

16,638 ベルコスメ 5%

16,639 雑貨&アートの通販店 ベルコモン 5%

16,640 BELSIA 5%

16,641 ヘルシー池田店 ヤフー店 5%

16,642 ヘルシーガーデン 5%

16,643 ヘルシーカンパニー 5%

16,644 へるしー99BOX 5%

16,645 ヘルシーグッド Yahoo!店 5%

16,646 ヘルシースマイル 5%

16,647 ヘルシー生活館.com 5%

16,648 ヘルシーバンク-store 5%

16,649 ヘルシーブティック 5%

16,650 ヘルシーボックス 5%

16,651 ヘルシーライフオンラインイチ 5%

16,652 HELTHY LIFE SUPPORT 5%

16,653 ヘルシーライフ ヤフーショップ 5%

16,654 ヘルシーラボ 5%

16,655 ヘルシーリビング 5%

16,656 ヘルスケアモモ 5%

16,657 ヘルスサイエンスウェブストア 5%

16,658 ヘルスディッシュ Yahoo!店 5%

16,659 ベルストアヤフー店 5%

16,660 ヘルストロンなど各種治療器専門社 5%

16,661 ベルセーブ 5%

16,662 Velsepone 5%

16,663 ベルタ公式ショップ 5%

16,664 ベルディン 5%

16,665 ベルト専門店のベルトン 5%

16,666 ベルト専門店ベル 5%

16,667 ベルト専門店ベルトラボ Yahoo!店 5%

16,668 ベルト専門店bell la bell 5%

16,669 ベルト専門店MONCREST 5%

16,670 ベルト メンズ ブランド MACBELT 5%

16,671 ベルト メンズ 本革 FleurUneffe 5%

16,672 ベルファーム公式ショップ 5%

16,673 Belle Bright 5%

16,674 Velvets ヤフーショッピング店 5%

16,675 ベルベル 5%

16,676 bellebelle 5%

16,677 Velhosara 5%

16,678 Bell Mart 5%

16,679 belle m@rvelous 5%

16,680 ベルミント ヤフーショッピング店 5%
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16,681 Bellemessage 5%

16,682 HJC公式ショップYahoo!店 5%

16,683 へるめっと屋さん 5%

16,684 ヘルメット屋ヤフー店 5%

16,685 ベルモードYahoo!店 5%

16,686 BELLELiGHT 5%

16,687 Perle un peu ペルルアンプー 5%

16,688 PeRROの家 5%

16,689 ベルロンド 5%

16,690 ヘレナズガーデンドクターズコスメ 5%

16,691 ベレネット 5%

16,692 Helen’s ペットベッド 5%

16,693 peros 5%

16,694 自動車整備工具専門店 PeroTools 5%

16,695 VEROMAN-JP 5%

16,696 ペンギンと 5%

16,697 ペンギン堂 Yahoo!ショップ 5%

16,698 ペン工房キリタ 5%

16,699 ペン工房クロスショップ 5%

16,700 ベンサン.JP Yahoo!ショッピング店 5%

16,701 ペンスタ磐田 Yahoo!店 5%

16,702 PenStoreVintage 5%

16,703 PenStore Yahoo!店 5%

16,704 ペン専門クロスショップ 5%

16,705 ペン専門店 ライトクロス 5%

16,706 万年筆・高級筆記具の店ペンタイム 5%

16,707 ペンダント特価店 5%

16,708 PENZART 5%

16,709 ペンネッコYahoo!店 5%

16,710 扁平足・足底筋膜炎インソール 5%

16,711 PEN POINT 5%

16,712 PENPORT 5%

16,713 HenryShop 5%

16,714 便利・キレイの雑貨アイデア.com 5%

16,715 便利グッズ専門店ふわぼんYahoo!店 5%

16,716 便利グッズのUppric 5%

16,717 便利グッズのViaes ビアエス 5%

16,718 便利工房なかやま 5%

16,719 便利雑貨 ワールド 5%

16,720 ボアスコンプラス YAHOO店 5%

16,721 Hoa Sen Yahoo!店 5%

16,722 Boasorte 5%

16,723 ボアプランツ 5%

16,724 保安用品専門店 Safety First 5%

16,725 Wheel-And-Tyre-SHOP WAT 5%

16,726 WHEEL STATION Y-SHOP店 5%

16,727 ボイジャーブルーイングYahoo!店 5%

16,728 boistore Yahoo!ショップ 5%

16,729 ボイスフラワーストア 5%

16,730 POICオーラルケアショップ 5%

16,731 ホイホイレコードヤフーショップ 5%

16,732 HOIMAI 5%

16,733 ポイントアップの時計屋さん 5%

16,734 ポイント消化!N43 5%

16,735 ポイント消化のお店 5%

16,736 ポイント10 5%

16,737 ふるさとの味 ほうえい堂 5%

16,738 豊栄薬品 Yahoo!店 5%

16,739 防音専門 ピアリビング 5%

16,740 HOCUS POCUS. 5%

6183



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

16,741 ホウゲツYahoo!店 5%

16,742 冒険者ギルド2d6 5%

16,743 防護服.COMヤフー店 5%

16,744 防災・OUTDOOR オリエントブレーン 5%

16,745 防災119 5%

16,746 防災グッズ アットレスキュー 5%

16,747 防災グッズのSEISHOP Yahoo!店 5%

16,748 防災グッズの通販店ペアークレーン 5%

16,749 防災計画 5%

16,750 防災ショップ 5%

16,751 防災スペシャルショップYahoo!店 5%

16,752 防災専門店MT-NETYahoo!店 5%

16,753 防災防犯ダイレクト Yahoo!店 5%

16,754 防災用品 災害対策 ピースアップ 5%

16,755 豊作ストア 5%

16,756 帽子 専門店 missa.more 5%

16,757 帽子専門店 LION-DO 5%

16,758 帽子専門店 ARDE 5%

16,759 帽子ファッション雑貨tete labo 5%

16,760 帽子のアトリエ 5%

16,761 帽子のアンシャポー 5%

16,762 帽子のエクレボ ニット帽キャップ 5%

16,763 法事・法要お返し専門店せいじつ 5%

16,764 帽子屋アドジュアル 5%

16,765 帽子屋アンバージャック 5%

16,766 帽子屋オンスポッツ 5%

16,767 帽子屋QUEENHEAD 5%

16,768 帽子屋Zaction(帽子&ヘアバンド) 5%

16,769 帽子屋SCRUM 5%

16,770 帽子屋 峠 5%

16,771 帽子屋ドリームウォーク 5%

16,772 帽子屋 Dream hats 5%

16,773 帽子屋 Handy Caps 5%

16,774 帽子屋Blake 5%

16,775 帽子屋 BLESSED CROW 5%

16,776 宝寿堂 Yahoo!店 5%

16,777 方丈ストア 5%

16,778 宝飾ジェムパレス 5%

16,779 帽子ラボ 5%

16,780 防水材料屋一番 5%

16,781 芳水酒造有限会社 5%

16,782 防水防ダニ寝具専門店しろくまケア 5%

16,783 宝石珊瑚のSANSUI 5%

16,784 宝石時計サロン帝國堂 5%

16,785 宝石時計 田島 5%

16,786 宝石・時計・メガネの中村 WEB店 5%

16,787 宝石と時計の専門店 内山 5%

16,788 宝石広場ヤフー店 5%

16,789 宝石メガネヨシムラヤフー店 5%

16,790 包装資材販売のi-YOTA 5%

16,791 ホウタスshopヤフー店 5%

16,792 防虫網専門店 5%

16,793 訪日客向け記念品 5%

16,794 防犯安心ドットネット 5%

16,795 防犯カメラ グッドアイズ 5%

16,796 防犯カメラJP オンラインショップ 5%

16,797 防犯カメラ専門店 防犯王国 5%

16,798 防犯カメラ専門店ANDAVISION 5%

16,799 防犯カメラダイレクト 5%

16,800 防犯カメラとアンテナの店Shins 5%
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16,801 防犯カメラのあんしん壱番 5%

16,802 防犯 カメラバッテリーのSTARFOCUS 5%

16,803 防犯機器の防犯通販 ヤフー店 5%

16,804 防犯グッズ・防災グッズ リング 5%

16,805 防犯ステーション 5%

16,806 防犯宣言 5%

16,807 防犯ーダイレクト 5%

16,808 HOUBIDOU 心斎橋店 5%

16,809 豊富な品揃えに自信あり 一歩 5%

16,810 宝文社オンラインショップ 5%

16,811 宝力本舗 ヤフー店 5%

16,812 ボウリングシューズ屋さん 5%

16,813 HOWA-RS 5%

16,814 the poem clothing store 5%

16,815 キッチン用品店 ホーオンストア 5%

16,816 ポーカーズデザイン ヤフショピ店 5%

16,817 ホークアイYahoo!店 5%

16,818 BEAU CHOIX 5%

16,819 ホース屋ネットショップ ヤフー店 5%

16,820 ボーダーズストア 5%

16,821 vodaview 5%

16,822 BORDER-ROOF by SAKAIYA 5%

16,823 Portable Audio REUSE SHOP 5%

16,824 BORDERLESS(ボーダレス)SHOP 5%

16,825 Porch Drop ヤフー店 5%

16,826 ボーテドゥ 5%

16,827 BOAT&TACKLE クルーズ 5%

16,828 Board Garage 5%

16,829 Boardcooker 5%

16,830 ボートハウスミネルバ 5%

16,831 ボードプロショップ RBS 5%

16,832 PortobelloMarket Yahoo店 5%

16,833 ボート用品shopたくマリンYahoo!店 5%

16,834 baudelair ヤフー店 5%

16,835 BUONA VITA ヤフー店 5%

16,836 Bonus Life Yahoo!店 5%

16,837 Hope-Shop.NET 5%

16,838 Hope-Shop.NET2 5%

16,839 ホープスター 5%

16,840 ボーマウェブショップ 5%

16,841 ホーマン 5%

16,842 HOME&LIVING Honami 5%

16,843 HomeExpoYahoo!店 5%

16,844 HOMEOWN 5%

16,845 Homecoming陶器のふる里 5%

16,846 ホームショッピング 5%

16,847 ホームショップつげ 5%

16,848 ホームスタイル 5%

16,849 ホームセレクト YOKOHAMA 5%

16,850 ホームセンターアント 5%

16,851 ホームセンターINAI Yahoo!店 5%

16,852 ホームセンターエース 5%

16,853 ホームセンターきたやま ヤフー店 5%

16,854 ホームセンターブリコ ヤフー店 5%

16,855 ホームセンターヤマキシYahoo!店 5%

16,856 ホームデコ 5%

16,857 HomeDesign 5%

16,858 ホームテック 5%

16,859 ホームファッションラッシュ 5%

16,860 ホームメイドわんごはん 自然療法 5%
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16,861 home life M-Proshop 5%

16,862 Horai ヤフーショップ 5%

16,863 ホオリイ 手づくりケーキの店 5%

16,864 ポールウォーキング通販タノシニア 5%

16,865 ボールジャパン 5%

16,866 ボールペン シャープペン名入 令和 5%

16,867 ポーンショップイコー 5%

16,868 Pawnshop-MATSUI 5%

16,869 BORNFREE E-SHOP 5%

16,870 pokapokaboo 5%

16,871 ぽかぽか薬局 ネットショップ 5%

16,872 北欧生地と雑貨のお店 cortina 5%

16,873 北欧雑貨・家電のプレシャスシーズ 5%

16,874 北欧雑貨ショップ SOLUM 5%

16,875 北欧雑貨と音楽 HAFEN ハーフェン 5%

16,876 北欧雑貨のアットテリア 5%

16,877 北欧雑貨&ハンドメイド OKAYU LABO 5%

16,878 北欧雑貨 マイノリティプラス 5%

16,879 北欧セレクトFynda 5%

16,880 北欧の登山用品 OUTDOOR SQUARE 5%

16,881 北欧の森 DIY建材店 5%

16,882 北欧パイン工房 2号店 5%

16,883 北欧はちみつ専門店 5%

16,884 BOXER&INNER ラグジュリアス 5%

16,885 北山堂 5%

16,886 ホクショー商事 ヤフー機械要素店 5%

16,887 BoxingDVDshop AZ ヤフー店 5%

16,888 ほくとく 5%

16,889 ぼくの玉手箱屋ー 5%

16,890 ぼくの玉手箱屋ーフィッシング店 5%

16,891 ほくべいヤフー店 5%

16,892 ボクらの農業EC ヤフー店 5%

16,893 Bokura Beach 5%

16,894 北陸の旨い酒 銘酒のモリヘイ 5%

16,895 ポケッツ 5%

16,896 Pocket Company 5%

16,897 ポケットコンビニ ヤフー店 5%

16,898 ポケットチーフ専門店 MISAKO 5%

16,899 (株)Pocket Rice Yahoo!店 5%

16,900 ポケてりあ 5%

16,901 boco store by JK 5%

16,902 ボゴランマーケット 5%

16,903 雑貨屋 hocoro ホコロ 5%

16,904 ほしいも株式会社 5%

16,905 ほしいも直売場 5%

16,906 欲しいものだらけ 5%

16,907 Poche屋 5%

16,908 HOSHIGULF Yahoo!店 5%

16,909 星商店 5%

16,910 ポジティブエフェクト ヤフー店 5%

16,911 星との対話 5%

16,912 ホシノイチバ 5%

16,913 bosky 5%

16,914 BoscoImport Yahoo!店 5%

16,915 POSショッピングストア 5%

16,916 ポスター販売ブランクウォール 5%

16,917 ポスタービンヤフー店 5%

16,918 ポスターフレーム専門店ヤフー店 5%

16,919 ポストカードと和雑貨の和道楽 5%

16,920 POST DETAIL Yahoo店 5%
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16,921 ポストホビーWEBSHOP Yahoo!店 5%

16,922 ポストホビーミニカーショップ 5%

16,923 ボストンクラブ　ヤフー店 5%

16,924 ホスピタリティSHOP 5%

16,925 補正屋 5%

16,926 e-細井時計店 5%

16,927 細江酒店Yahoo店 5%

16,928 ボタニックガーデンYahoo!店 5%

16,929 ポタリコPOTARICO 5%

16,930 蛍 5%

16,931 hotaru-store 5%

16,932 ボタン・裏地のヤマモト YAHOO店 5%

16,933 牡丹商店 Yahoo!店 5%

16,934 ボタンとファスナーの服飾店999 5%

16,935 ポチたま屋Yahoo店 5%

16,936 ぽちってショップ 5%

16,937 補聴器工房 5%

16,938 補聴器専門店 快聴生活 5%

16,939 補聴器屋さん.com 5%

16,940 ギフト・贈り物専門店 北海雪月花 5%

16,941 北海道網走水産 5%

16,942 北海道市場「北国からの贈り物」 5%

16,943 北海道 美味もん本舗 5%

16,944 北海道お取り寄せ本舗 5%

16,945 北海道お土産お取り寄せ通販王国 5%

16,946 北海道お土産ギフト岡田商店 5%

16,947 北海道お土産探検隊 5%

16,948 北海道お土産通販くしろキッチン 5%

16,949 北海道お土産物産店北の森ガーデン 5%

16,950 北海道お土産屋十勝亭 5%

16,951 北海道 ギフト 市場 5%

16,952 北海道くしろキッチン 和商市場店 5%

16,953 北海道グルマン 5%

16,954 北海道グルメプレイス 5%

16,955 北海道グルメマート 5%

16,956 北海道サービスショップヤフー店 5%

16,957 北海道産菊芋販売店 5%

16,958 北海道産食材のユウテック 5%

16,959 北海道産直グルメ ぼーの 5%

16,960 北海道旬鮮工房 5%

16,961 北海道旬直公式Yahoo!店 5%

16,962 北海道純馬油本舗 Yahoo!店 5%

16,963 北海道新発見ファクトリー 5%

16,964 北海道スイーツ・スイートますや 5%

16,965 北海道スコットヤフー店 5%

16,966 北海道セレクト ヤフー店 5%

16,967 北海道とれたて本舗 5%

16,968 北海道のお米屋さん 5%

16,969 北海道の牛肉屋さんBeko倶楽部 5%

16,970 北海道のグルメ処 極本舗 5%

16,971 北海道のちいさなギフト屋さん 5%

16,972 北海道のめぐみ 5%

16,973 北海道古平清水商店 5%

16,974 北海道ベル食品ストア 5%

16,975 北海道 ポイント本舗 5%

16,976 北海道ホルモン市場 5%

16,977 お中元ギフトは北海道マルシェ 5%

16,978 北海道ロコファームビレッジ 5%

16,979 ぼっか煮さわ 5%

16,980 PockyBear 5%
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16,981 ボックスストアYahoo!店 5%

16,982 ボックスバンクYahoo!店 5%

16,983 ホッケープロショップYahoo!店 5%

16,984 北港直販 5%

16,985 possible 5%

16,986 Posse-アルバクラブ 5%

16,987 potch7 5%

16,988 ホッチポッチ自由が丘WEB SHOP 5%

16,989 ぽっちゃり&シニア下着 Rosemadame 5%

16,990 ぽっちゃり服専門店 Queen more 5%

16,991 ポッチワン 5%

16,992 ポッチワン 壁紙屋さん 5%

16,993 ポッチワン 工具屋さん 5%

16,994 ポッチワン 収納屋さん 5%

16,995 ほっとえむ 5%

16,996 Hot Crafts ホットクラフト 5%

16,997 ホットケーキ 5%

16,998 ホットスタイル 5%

16,999 ホットスタイル小浜店 5%

17,000 ほっとストア 5%

17,001 HOT通販 5%

17,002 PodPark Yahoo!店 5%

17,003 ほっとびばい 5%

17,004 ホットフィールド 5%

17,005 ホットマート 5%

17,006 hotlove netshop 5%

17,007 ポップソケッツ公式ストア 5%

17,008 ポップパネル.com 5%

17,009 ポップビーンズ 5%

17,010 ほっぺる 5%

17,011 PPOPPO STYLE 5%

17,012 ポッポネット 5%

17,013 Body&Soul 5%

17,014 ボディウイング プロテインストア 5%

17,015 POTIER COFFEE 5%

17,016 ボディカバー専門店カバーランド 5%

17,017 ボディコン通販専門店 DLX GIRL 5%

17,018 ボディスタイル ピアス ピアッサー 5%

17,019 ボディピアス 専門店スリーナイン 5%

17,020 ボディピアス専門店PIERCING-NANA 5%

17,021 ボディピアス・軟骨ピアス 凛りん 5%

17,022 ボディピアスHOMESLICEPRODUCTIONS 5%

17,023 肌に優しい下着のお店bodyhints 5%

17,024 ボディプラス 5%

17,025 Body Lite Change 5%

17,026 BODY LIFE 5%

17,027 ボディラボ直営ストレッチ&筋トレ 5%

17,028 HOTELS by L.E.S 5%

17,029 ホテルほていやヤフー店 5%

17,030 ホテル枕と寝具の専門店 5%

17,031 ホテルライクインテリア 5%

17,032 ホテル旅館洗剤専門店スリーエス3S 5%

17,033 ボトルオフ 5%

17,034 ボトル彫刻 テンミニッツ 5%

17,035 ボナバンチュール Yahoo!店 5%

17,036 穂海の家 5%

17,037 BONANZA 5%

17,038 ボナンザ 5%

17,039 Bonnie&Curro 5%

17,040 BONITA KIDS ヤフー店 5%
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17,041 BONIR 5%

17,042 creabonheur 5%

17,043 ほの 5%

17,044 歩ノ靴honoka 5%

17,045 Pono days store 5%

17,046 HonoBonoショッピング 5%

17,047 BOBAOH 5%

17,048 H・C yutapon 5%

17,049 HOBIE SURFSHOP 5%

17,050 HOBBY-JOY 5%

17,051 HOBBY-JOYアニメ館 5%

17,052 ホビーショップNS 5%

17,053 ホビーショップ エルナン 5%

17,054 HobbyShop かなうに堂 5%

17,055 ホビーショップ コスモ ヤフー店 5%

17,056 ホビーショップサンドウ Yahoo!店 5%

17,057 ホビーショップB-SIDE Yahoo!店 5%

17,058 HOBBY SHOP ロコ 5%

17,059 ホビーステーションYahoo!店 5%

17,060 HOBBY.CO.JP ONLINE STORE 5%

17,061 ホビーダイレクト Hobby Direct 5%

17,062 ホビー特捜隊ヤフー店 5%

17,063 ホビープラザビッグマン 5%

17,064 ホビー家コテツ 5%

17,065 ホビステシングル販売Yahoo!店 5%

17,066 ほびすと 5%

17,067 ホビナビ 5%

17,068 ホビホビ 5%

17,069 ボブズストア 5%

17,070 ほほえみ工房 5%

17,071 popo furniture 5%

17,072 Bobon21 5%

17,073 HOMARINA ヤフー店 5%

17,074 HOMARE Yahoo!店 5%

17,075 ポラグッドヤフーショップ 5%

17,076 ボリーナ公式店ウォーターコネクト 5%

17,077 堀内八郎兵衛・Yahoo!店 5%

17,078 ほりえ酒店 5%

17,079 堀江薬局 Yahoo!店 5%

17,080 堀周商店 5%

17,081 ホリ商店 Yahoo! JAPAN店 5%

17,082 ポリスタジアムヤフー店 5%

17,083 ポリタウン 5%

17,084 掘出し市 5%

17,085 掘り出し市場 5%

17,086 掘り出し物ゲット 5%

17,087 掘り出し物 シートカバー専門店 5%

17,088 掘出物屋 5%

17,089 堀田商事質店 Yahoo!店 5%

17,090 ホリックワークショップ 5%

17,091 ホリデイライフ 5%

17,092 ポリ・テープ Yahoo!ショップ 5%

17,093 ポルカポルカ 5%

17,094 ポルコロッソ 5%

17,095 ボルサ・ウオモ 5%

17,096 ポルシェガレージ 5%

17,097 PORTIACROSS 5%

17,098 ポルテショップ 5%

17,099 ポルテリンク 5%

17,100 PORTOヤフーショッピング店 5%
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17,101 ホルモンズ 5%

17,102 ホレボレ 5%

17,103 ボローニャウェブショップ 5%

17,104 幌加内そば専門店 そば処霧立亭 5%

17,105 ホログラムシート販売店 グランツ 5%

17,106 ホログラムショップ ダンフォルム 5%

17,107 ホログラム メール便ショップ 5%

17,108 ほろすみ家 5%

17,109 ポロ.Tシャツの店チープトック 5%

17,110 ホロホロ Yahoo!店 5%

17,111 White&Green 5%

17,112 White Wings 5%

17,113 ホワイトクローバー Yahoo!店 5%

17,114 White-Tiger 5%

17,115 ホワイトハウスコックス等のGLOBER 5%

17,116 ホワイトビューティー ヤフー店 5%

17,117 ホワイトベアー 5%

17,118 ホワイトライオン倶楽部 5%

17,119 White Wonder Srore Yahoo!店 5%

17,120 本格炭火焼豚中出精肉店 5%

17,121 本格中華専門店チャイナノーヴァ 5%

17,122 本格派大人のB系XLダンス通販 5%

17,123 本革工房 FIZI 5%

17,124 本革製品の専門店 5%

17,125 本革バッグ・財布専門店FOGLIE 5%

17,126 本革 レザー 革ジャン 皮の但馬屋 5%

17,127 本革レザージャケットのリューグー 5%

17,128 ポンカン・日向夏の外山柑橘園 5%

17,129 本家屋 5%

17,130 ポンコタンオンライン 5%

17,131 ホンコンマダム 5%

17,132 盆栽-いよじ園-Yahoo!店 5%

17,133 Bonsai Store Ito 5%

17,134 Bonsai Store Ito daily店 5%

17,135 盆栽妙 ヤフー店 5%

17,136 BONSAN 5%

17,137 全品 送料むりょう ボンジュール 5%

17,138 本庄はきもの店 5%

17,139 本陣平野屋 売店 5%

17,140 bonds online shop 5%

17,141 BONZMART ボンズマート 5%

17,142 ポン田 5%

17,143 本田酒店 5%

17,144 HONDA STORE 5%

17,145 本棚&テレビ台&電話台の家具ドキ 5%

17,146 本棚&テレビ台&電話台のサンゴ 5%

17,147 本棚・食器棚・収納家具の家具衛門 5%

17,148 本棚食器棚 デスク 座椅子グランデ 5%

17,149 本棚専門店 5%

17,150 本棚 壁面収納家具マルゲリータ 5%

17,151 本造り鮭の新潟たけうち 5%

17,152 ポンテストア 5%

17,153 HONDEHOK 5%

17,154 本とゲームのドラマYahoo!店 5%

17,155 ポンドショッピングストア 5%

17,156 ボンドストリート 5%

17,157 BONNAIL Yahoo!店 5%

17,158 本場愛知のお煎餅処 香味庵本店 5%

17,159 本場から直送! 九州焼酎CLUB 5%

17,160 本場九州ラーメン専門店 5%
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17,161 本場京の祝着 かつおか呉服店 5%

17,162 POMPADOUR(ポンパドール) 5%

17,163 本場とらふく料理ふく一 5%

17,164 ポンプ・ブロワ ヤフー店 5%

17,165 本坊酒造 公式通販 5%

17,166 Bon・Voyage JAPAN店 5%

17,167 ホンマ製作所ヤフー店 5%

17,168 ほんまもん屋&Hanaファクトリー 5%

17,169 ほんまもん ヤフーショップ 5%

17,170 HOMMALab 5%

17,171 本物を追求する フォーシーズン 5%

17,172 満足(ほんもの)を飲む!酒倶楽部 5%

17,173 BonRacing 5%

17,174 ほんわか日和 5%

17,175 MERCURY STORE 5%

17,176 MARKINGBASEBALL 5%

17,177 MARK. 5%

17,178 マーク工房スポーツ猫 5%

17,179 マークスミュージック 5%

17,180 麻雀卓の雀卓ファクトリー 5%

17,181 麻雀用具スーパーディーラーささき 5%

17,182 麻雀用具専門店 5%

17,183 麻雀用具のマツオカ(株) 5%

17,184 マースお買得ショップ 5%

17,185 マーズワン 5%

17,186 MARCH SHOP 5%

17,187 マーナ公式 ヤフー店 5%

17,188 mano-a-mano 時計ベルト専門店 5%

17,189 マービー商会 5%

17,190 marvelous furniture 5%

17,191 マイアミヤフー店 5%

17,192 MY WAY SMART Yahoo!店 5%

17,193 マイカル石本 5%

17,194 マイカントリーヤフー店 5%

17,195 MyGift 5%

17,196 マイクラフト 5%

17,197 Micro E-zone 5%

17,198 Micro E-pana レッツノート専門店 5%

17,199 マイスキップ 5%

17,200 マイスタアズ. ヤフーショップ 5%

17,201 マイスタイル ヘアストア 5%

17,202 マイスタイル ペットストア 5%

17,203 マイステッカー 5%

17,204 MyStoreNEO3 5%

17,205 MyStore NEO2 5%

17,206 舞扇堂・京都祇園-扇子専門店 5%

17,207 My Time 5%

17,208 舞鶴酒販 5%

17,209 まいづる本舗 ヤフー店 5%

17,210 大阪の自転車屋 まいどおおきに 5%

17,211 まいどおおきに屋クラクラ 5%

17,212 まいど! 仕事着本舗 5%

17,213 mydog 5%

17,214 まいどDIY 5%

17,215 maido21ヤフー店 5%

17,216 mydream 5%

17,217 マイニチ 5%

17,218 まいにちカンパイ!グラニーレ屋 5%

17,219 毎日健康屋 総本店 5%

17,220 MinoriTY Yahoo!店 5%
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17,221 マイハートヤフー店 5%

17,222 マイバチとか雑貨初代フグ太郎屋 5%

17,223 mybagjapan 5%

17,224 マイムショッピング 5%

17,225 舞衣夢 5%

17,226 まいもん越前 5%

17,227 マイ-ユニフォーム ショップ 5%

17,228 MyLight 5%

17,229 マイルストーン 5%

17,230 MINE ヤフー店 5%

17,231 マインズマート 5%

17,232 マインド・ビー 5%

17,233 MOUTH STORE 5%

17,234 マウナノニ 5%

17,235 Mt.Soul Health 5%

17,236 Mount Plus 5%

17,237 maekawaengineering 5%

17,238 前川電機 5%

17,239 マエキネットストア 5%

17,240 まえだふとん店YAHOO店 5%

17,241 前田屋 5%

17,242 MAEDAYA 前田家 5%

17,243 マエハラスポーツ　Yahoo!店 5%

17,244 マカ専門店 マカショップ 5%

17,245 マカダミ屋Y 5%

17,246 makana mall 5%

17,247 makanaヤフー店 5%

17,248 まがぬまの店 5%

17,249 Makalika Yahoo!ショッピング店 5%

17,250 マカリロサンキッチン Yahoo!店 5%

17,251 macaroni 5%

17,252 macaroni Yahoo!店 5%

17,253 マカロン 5%

17,254 マカロンとジェラート ふたば茶亭 5%

17,255 マギアーショップ 5%

17,256 マキオズ Yahoo!店 5%

17,257 マキシマセレクト 5%

17,258 マキショップ ヤフー店 5%

17,259 薪ストーブのことならありがた屋 5%

17,260 マキタショップヤマムラ京都 5%

17,261 マキタ掃除機のカネヤマハウジング 5%

17,262 マキタ ドラッグ オンライン 5%

17,263 巻き爪・陥入爪治療の相談室 5%

17,264 マキノヤフー店 5%

17,265 まぎまぎYahoo!ショップ 5%

17,266 Maqua-store 5%

17,267 makiras 5%

17,268 マグーズショップ 5%

17,269 magooch(マグーチ)Yahoo!店 5%

17,270 Mag Cruise 5%

17,271 マグネット&シール・ステッカー店 5%

17,272 magpet 5%

17,273 まくらステーション イプノス 5%

17,274 枕と眠りのおやすみショップ! 5%

17,275 枕のペアレ 5%

17,276 枕 枕カバー リビングインピース 5%

17,277 Machree ヤフー店 5%

17,278 まぐろ処一条 5%

17,279 マグロ問屋 まぐろの王様 Yahoo!店 5%

17,280 マグロの吉井 5%
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17,281 曲げわっぱと漆器 みよし漆器本舗 5%

17,282 曲げわっぱ弁当箱の漆器かりん本舗 5%

17,283 makendou 5%

17,284 マコーズベーグル 5%

17,285 真子質店 ヤフーショッピング店 5%

17,286 macocca 5%

17,287 マゴ・デン 5%

17,288 誠眼鏡店 5%

17,289 まことごころのお土産ストア本店 5%

17,290 マザーコスメティクス Yahoo!店 5%

17,291 マザープラスストア 5%

17,292 マザーポート 5%

17,293 マザーミシン商会ヤフー店 5%

17,294 マザーランディア 5%

17,295 MOTHERLODE 5%

17,296 masa nagoya 5%

17,297 マサノスケ 5%

17,298 MASAMUNEヤフーショップ 5%

17,299 MAJESTEXUNIFORMGARDEN 5%

17,300 HASEPROヤフーショップ 5%

17,301 マジカルPC 5%

17,302 MAGIC APPLE 5%

17,303 マジック・アワー 5%

17,304 マジックエクスプレスオンライン 5%

17,305 MAGIC-U&Co. 5%

17,306 まじめ酒屋 5%

17,307 まじめなリサイクルトナーショップ 5%

17,308 マシューのチョコレート 5%

17,309 マシューマーク 5%

17,310 マシュマロランド 5%

17,311 ま印水産 5%

17,312 マスターBOOK 5%

17,313 マスダショップ 5%

17,314 増辰(ますたつ)海苔店 5%

17,315 ますの寿し 高田屋 5%

17,316 マスヤ靴店アビーロード支店 5%

17,317 又上 ヤフーショップ 5%

17,318 マタニティショップ マミールナ 5%

17,319 マタニティセレクトショップママ屋 5%

17,320 マダムシンコ 5%

17,321 マダムビモータ 5%

17,322 madam MERA 5%

17,323 街角のカフェテラス 5%

17,324 街着屋・きもの遊び・ 5%

17,325 町のお店 5%

17,326 街の果樹園 5%

17,327 街の牛乳屋さん 5%

17,328 町の工具屋さんKOUGUMANコウグマン 5%

17,329 町のゴルフ屋さん 5%

17,330 街の雑貨屋さん Yahoo!店 5%

17,331 まちの小さな家具屋さん とまり木 5%

17,332 町の小さな雑貨屋さんアポン apoml 5%

17,333 街の小さな雑貨屋さんtekute 5%

17,334 街の小さな直売所 5%

17,335 まちのみしんやさん Yahoo!店 5%

17,336 マチノリスタイル by ADサイクル 5%

17,337 まち美化専門店e-ogino 5%

17,338 マチュア&ジョリー 5%

17,339 Matureplus(マチュアプラス) 5%

17,340 Matilda. 5%

6193



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

17,341 Matilda 5%

17,342 マツイシ楽器店 5%

17,343 松井山手中西鍼灸院Yahoo!店 5%

17,344 松浦商店 Yahoo店 5%

17,345 マツエフヤフーショップ 5%

17,346 松尾ジンギスカン ヤフー店 5%

17,347 松かきnet Yahoo!店 5%

17,348 マツカメネット 5%

17,349 松川碁盤店 5%

17,350 マックアイPROShop 5%

17,351 マックスシェアーヤフー店 5%

17,352 マックス石鹸WEBSHOP Yahoo!店 5%

17,353 マックストマト 5%

17,354 マックスヘルスマート 5%

17,355 マックスレックス 5%

17,356 マックミックモッコ 5%

17,357 マックルーハーバルストア 5%

17,358 まつげエクステ・美容商材 korie 5%

17,359 まつげエクステプロ用商材美楽 5%

17,360 まつげコスメ専門くるくる本舗 5%

17,361 まつげ美容液専門店 ジオマート 5%

17,362 松阪牛専門店いとう 5%

17,363 松阪牛(松坂牛)専門松阪まるよし 5%

17,364 松阪牛通販 友屋本店 5%

17,365 松阪牛 三重松良 5%

17,366 松阪牛肉店 5%

17,367 松阪牛・肉の大和屋 5%

17,368 松阪豚専門店まつぶた Yahoo!店 5%

17,369 松坂屋カバン店 ヤフー店 5%

17,370 マッシモインテリア 5%

17,371 MATSH～online store～ 5%

17,372 マツダスポーツ 5%

17,373 松田宝飾 5%

17,374 MATCH麻吉 5%

17,375 MATCHA 1955 ヤフー店 5%

17,376 抹茶スイーツ宇治茶 伊藤久右衛門 5%

17,377 抹茶スイーツお茶 京都宇治・森半 5%

17,378 抹茶やお茶と茶道具の茶匠みのる園 5%

17,379 松つぁんの健康セレクト 5%

17,380 matti totti 5%

17,381 マット&ラグファクトリー 5%

17,382 マットエース 5%

17,383 MAT THE CLASS 5%

17,384 マット専門店　織人しきもの屋工房 5%

17,385 マットでどっとコム 5%

17,386 マットと生活雑貨 you motto 5%

17,387 MATTE B 5%

17,388 マッドファクトリーYahoo!ショップ 5%

17,389 MADMAX 5%

17,390 MUD MONKEY 5%

17,391 マットラグ絨毯の専門店サンゲン 5%

17,392 マットレス&ベッド ハッピーベッド 5%

17,393 マットレスの安眠生活応援団 5%

17,394 マットレス・ベッドのほたけ 5%

17,395 松並木 5%

17,396 松波動物メディカル通信販売部 5%

17,397 MATSUNO GLASS BEADS Yahoo!店 5%

17,398 松葉屋 5%

17,399 マツバラアサヒスポーツ 5%

17,400 マツバラスポーツ ネットQ 5%
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17,401 松原薬局 5%

17,402 松姫 5%

17,403 マップスマーケット 5%

17,404 MATSUMURA文具事務用品メーカー 5%

17,405 マツモト 5%

17,406 MATSUMOTOcosme 5%

17,407 マツモトランドセルストア 5%

17,408 matsuya-cosme 5%

17,409 マツヨシ 5%

17,410 祭りめだか ヤフーショッピング店 5%

17,411 祭屋 そなみ呉服店 5%

17,412 祭用品専門店祭すみたや 5%

17,413 マテリアミクスショップ 5%

17,414 マテリアルリンク bellybelly 5%

17,415 マテリコム 5%

17,416 窓ガラスフィルム施工道具販売HMO 5%

17,417 窓工房 ナカサ 5%

17,418 窓shop マルフ 5%

17,419 madobijin 5%

17,420 マドモアゼル 5%

17,421 matrix 5%

17,422 madoricci 5%

17,423 マドンナモア オンラインストア 5%

17,424 ManasMana 5%

17,425 まなっぺYahoo!ショップ 5%

17,426 まなび野動物病院ネット通販部 5%

17,427 マナベネットショップ ヤフー店 5%

17,428 Mana Yahoo!ショップ 5%

17,429 マナラ公式ショップヤフー店 5%

17,430 マニステージ名古屋快眠堂 5%

17,431 maniBAR 5%

17,432 マニフレックス西宮店 5%

17,433 マニフレックスYahoo!店 5%

17,434 マヌカハニー専門店 ARORA 軽井沢 5%

17,435 マヌカハニーのコンビタ 5%

17,436 マリリニュージーランド 5%

17,437 まねきねこ 5%

17,438 招き猫と縁起物のオルネコイデ 5%

17,439 マネキントルソーの店 5%

17,440 MANETヤフー店 5%

17,441 マノマノ55 5%

17,442 MA by So Shi Te 5%

17,443 MAVAZI(IMPORT CLOTHING) 5%

17,444 MAHALOオーサムヤフー店 5%

17,445 MAHALOstore 5%

17,446 マブチペット ヤフー店 5%

17,447 Mafmof(マフモフ) 5%

17,448 マフラーカッターと消音のSFC 5%

17,449 魔法のインテリア 5%

17,450 魔法のキュットスリム Yahoo!店 5%

17,451 魔法の工房 5%

17,452 魔法洋菓子店ソルシエ 5%

17,453 マホームヤフー店 5%

17,454 幻の酒 5%

17,455 雛人形メーカーMAHOROBA(マホロバ) 5%

17,456 Mama-コンシェルジュ 5%

17,457 MAMA KIN’ 5%

17,458 ママクリーニング小野寺よ 5%

17,459 ママセレクト 5%

17,460 ママとベビー&Heart 5%
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17,461 ママとベビーの専門店マムマム 5%

17,462 ママとベビーのぴっぴちゃんランド 5%

17,463 ママの洗剤工房 5%

17,464 ママパン(ママの手作りパン屋さん) 5%

17,465 マママモール 5%

17,466 mamaruria 5%

17,467 マミーショップ 5%

17,468 マミーローズ Yahoo!店 5%

17,469 マムアイランド 5%

17,470 マムズマートヤフー店 5%

17,471 マムYahoo!店 5%

17,472 マメーズ焙煎工房 5%

17,473 豆・雑穀の専門店 すずや 5%

17,474 まめぞう 5%

17,475 マメてりあ 5%

17,476 まめ電 5%

17,477 マモデンパ Yahoo!店 5%

17,478 MAMORIO公式ストア Yahoo!店 5%

17,479 マラサダワゴン 5%

17,480 Maria&Joe 5%

17,481 日本製インナーのマリイクラブ 5%

17,482 MARIGOLD 5%

17,483 マリーテティー 5%

17,484 マリーナ楽器ショップ 5%

17,485 マリーナベイサンズ 5%

17,486 マリーメゾンドミュー Yahoo!店 5%

17,487 マリタイム・レブ 5%

17,488 マリナコンタクト 5%

17,489 MALIBU 5%

17,490 マリヤ手芸店ヤフーショップ 5%

17,491 磨料屋ヤフー店 5%

17,492 マリンショップ turibune 5%

17,493 マリン 水上バイク部品のjetwave 5%

17,494 マリンスノー 5%

17,495 MarineDay’s 5%

17,496 マリンハウスKOBE 5%

17,497 MarineBlue 5%

17,498 マリン用品の阪栄商会 5%

17,499 丸い遠藤商店 5%

17,500 まるい家具 5%

17,501 まるいち大場農園 5%

17,502 マルイチ質店坂戸店YS店 5%

17,503 マルエーデンキ Yahoo!店 5%

17,504 まるかじり九州 5%

17,505 マルカツ市場 御宿活魚 ヤフー店 5%

17,506 マルカワ 5%

17,507 まるかんのお店大阪駅前ビル店 5%

17,508 丸吉 茅野商店 北海道 5%

17,509 まるき薬局 5%

17,510 丸恭水産 Yahoo!店 5%

17,511 マルキヨ小林水産・北海道札幌 5%

17,512 マルキン家具 5%

17,513 まるきん寿 5%

17,514 鯨専門店 まるげい 5%

17,515 まるげん 5%

17,516 MARUGO 5%

17,517 丸五商店ヤフーショップ 5%

17,518 MARUGO Select 5%

17,519 山形の果物・お酒～まるごと山形 5%

17,520 マルサ海藻Yahoo!店 5%
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17,521 マルサンギフト 5%

17,522 マルサンのり オンラインショップ 5%

17,523 マルサンパントリー 5%

17,524 マルシェ愛媛 5%

17,525 Marche du monde 世界のマルシェ 5%

17,526 マルシェバンビーノ 5%

17,527 マルシェ ピュア Yahoo!店 5%

17,528 マルシェ・マルシェ 5%

17,529 丸茂芹澤酒店ヤフー店 5%

17,530 丸島商事インターネット事業部 5%

17,531 広島牡蠣の丸十水産 5%

17,532 まるしょうインテリア 5%

17,533 丸正質舗 Yahoo!店 5%

17,534 マルショー ヤフー店 5%

17,535 マルシン商会ヤフー店 5%

17,536 Maru’s Coffee Beans 5%

17,537 丸須製菓 Yahoo!店 5%

17,538 丸誠武道具店 5%

17,539 マルセン 5%

17,540 マルゼンうねの駅前薬局 5%

17,541 丸善質舗・ここほれワンワン 5%

17,542 マルゼンスポーツ 5%

17,543 まるそうねっと 5%

17,544 丸竹たたき工房 5%

17,545 マルタケヤフー店 5%

17,546 マルチメディアショップアップ 5%

17,547 MARUCHUU 5%

17,548 マルツエコ Yahoo!店 5%

17,549 マルツエコ リサイクルトナー店 5%

17,550 マルツオンライン 5%

17,551 まるっと瀬戸内マーケット 5%

17,552 まるっとマーケット 5%

17,553 マル得広場 5%

17,554 丸富オート 5%

17,555 丸富オート販売 5%

17,556 マルニ額縁画材店 Yahoo!店 5%

17,557 マルニ ゴルフ 5%

17,558 マルニスポーツ 5%

17,559 Maruni Select 5%

17,560 マルニ海苔ヤフー店 5%

17,561 丸二ヤフー店 5%

17,562 丸の内コンタクト 5%

17,563 まるは食堂Yahoo!店 5%

17,564 マルハチ 5%

17,565 まるはち酒店 5%

17,566 丸花金物店 5%

17,567 MULHANDZ 5%

17,568 丸美 5%

17,569 マルヒチ 5%

17,570 丸福珈琲店 5%

17,571 MARUFUKU Yahoo店 5%

17,572 まるべぇ 5%

17,573 マルホ酒店 5%

17,574 丸本 本荘陶器 5%

17,575 丸松農園 Yahoo!店 5%

17,576 MARUMARUヤフーショッピング店 5%

17,577 マルマン オンラインショップ 5%

17,578 丸万質舗 ヤフー店 5%

17,579 マルマン醸造ヤフー店 5%

17,580 まるまんま本舗 5%
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17,581 MARUMITSUオリジナルライティング 5%

17,582 マルミツホビー直販部ヤフー店 5%

17,583 丸宮海産ヤフー店 5%

17,584 マルミヤしおがま 5%

17,585 MARUMIYA WORLD 5%

17,586 malmel Yahoo!店 5%

17,587 マルモONLINE SHOP 5%

17,588 丸安赤ちゃん用品店 5%

17,589 丸屋履物店 ヤフーショップ 5%

17,590 丸山餃子製作所 5%

17,591 まるよし農産 5%

17,592 マレットゴルフショップたけうち 5%

17,593 MAROYA ジャパン 5%

17,594 マロンと散歩 5%

17,595 万縁ショップ 5%

17,596 マンケイブ ヤフー店 5%

17,597 満華樓・まんげろう 5%

17,598 マンデイムーン 5%

17,599 満天カーテン 5%

17,600 満天ショップ 5%

17,601 まんてんツール 5%

17,602 万天プラザ100均と雑貨ヤフー店 5%

17,603 満店プロ市場 ヤフー店 5%

17,604 満天屋-MANTENYA 5%

17,605 まんてんライフ 5%

17,606 万年筆の専門店オフィス・ジャパン 5%

17,607 万年筆・ボールペンのペンハウス 5%

17,608 Manhattan store 5%

17,609 まんぼう屋ドットコム-Yahoo!店 5%

17,610 マンボーつり具店 5%

17,611 まんま母さんのりぼん 5%

17,612 まんま屋Yahoo!店 5%

17,613 まんまる堂 5%

17,614 マンモスビレッジ Yahoo!店 5%

17,615 マンモスモール 5%

17,616 万糧米穀 5%

17,617 MEES 5%

17,618 meetsストア 5%

17,619 ミート・コンパニオン ヤフー店 5%

17,620 ミートショップ伊藤 精肉店 5%

17,621 ミート21ショップ 5%

17,622 ミートピアサヌキ Yahoo!店 5%

17,623 meetmania 5%

17,624 ミートみやざき 5%

17,625 Mieb-ミーブ シューズ 5%

17,626 MIRM STYLE 5%

17,627 ミウ・ミント・アロハ 5%

17,628 ミウラ宣伝 5%

17,629 三浦半島まるかじりクック&ダイン 5%

17,630 三重彩本舗Kanpai-iseshima 5%

17,631 ミ・エストン 5%

17,632 三重の地酒専門酒屋べんのや 5%

17,633 ミオリ ヤフー店 5%

17,634 MIKA-ベリーダンス衣装ダンス衣装 5%

17,635 ミガキイチゴストア 5%

17,636 磨き屋 5%

17,637 美笠園産地直送センター 5%

17,638 ミカサカメラWeb ヤフー店 5%

17,639 ミカドキッチンの部品屋さん 5%

17,640 三上酒店ヤフー店 5%
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17,641 三河商店 5%

17,642 美川ショップヤフー店 5%

17,643 三河のつくだ煮専門店 美食倶楽部 5%

17,644 mikans-flower 5%

17,645 みかんの花 5%

17,646 みかんの楽園 希望の島 5%

17,647 みかん箱 5%

17,648 蜜柑屋 5%

17,649 みかん山マルシェ 5%

17,650 みかん類専門たけひこオレンジ農園 5%

17,651 ミキコーポレーションYahoo!店 5%

17,652 ウレタンペイント専門店ミキ塗料 5%

17,653 ミキハウスホットビスケッツ公式店 5%

17,654 みきや海苔店ヤフー店 5%

17,655 miku collection 5%

17,656 mixmax 5%

17,657 MIKELO 5%

17,658 MikonFinlandShop 5%

17,659 ミサオネット・ストア店 5%

17,660 岬だより 5%

17,661 ミサキドラッグストア 5%

17,662 ミサズ・ファッション・カフェ 5%

17,663 ミシシッピ 5%

17,664 ミシマつり具店 5%

17,665 ミシンアシスト ヤフーショップ 5%

17,666 ミシン一番Yahoo!店 5%

17,667 ミシン王国 5%

17,668 ミシン買うならミシンジャパン 5%

17,669 ミシン館ヤフー店 5%

17,670 ミシンショップおかだ.ヤフー店 5%

17,671 ミシンネットストアYahoo!店 5%

17,672 ミシンネットストアヤフー店 5%

17,673 ミシンのオズプロショップ 5%

17,674 ミシン屋美心工房 5%

17,675 ミスオードリー 5%

17,676 水想い 公式ショップ 5%

17,677 水環境電池 5%

17,678 水着&サーフカジュアルAloHeart 5%

17,679 水着・ゴルフ・ヨガ通販バケスタ 5%

17,680 水着ショップアクアフェアリー 5%

17,681 水着ストア 5%

17,682 水着 スポーツ&アウトドア kuiyouo 5%

17,683 水着専門店エンジェル ルナ 5%

17,684 水着のキララ 5%

17,685 ミズキ薬品 5%

17,686 ミズシマスポーツ株式会社ヤフー店 5%

17,687 MIZUSHIMA SELECT 5%

17,688 水新酒店 MIZUSIN sake shop 5%

17,689 水澄まし商店 5%

17,690 水生活製作所 5%

17,691 ミズタ 5%

17,692 ミスターサプライ 5%

17,693 Mr.自家焙煎 5%

17,694 Mr.Smart生活館 5%

17,695 ミスターゼネコン 公式ショップ 5%

17,696 ミスターフロントガラス 5%

17,697 ミスターマンゴー 5%

17,698 Mr.Lumberjack 5%

17,699 水谷商会 5%

17,700 mistaワインセレクトショップ 5%
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17,701 ミスチーフスニーカースタイル 5%

17,702 MISTY 5%

17,703 MISTY SNOWBOARD SHOP 5%

17,704 水と空気にこだわるお店 5%

17,705 水なす漬け販売 伊勢屋漬物店 5%

17,706 瑞浪鉱物展示館ヤフー店 5%

17,707 みずのおと 5%

17,708 水野サイディング 5%

17,709 ミズノスポーツ用品専門店Miz 5%

17,710 水の森 うるおってキレイ 5%

17,711 水引素材ドットコムヤフー店 5%

17,712 水広場Yahoo!店 5%

17,713 水回りマットの専門店 ヨコズナ 5%

17,714 みずらいふ 5%

17,715 ミセスエール 5%

17,716 ミセスファッション織美屋 5%

17,717 Mrs.Blossom 5%

17,718 店づくり本舗 5%

17,719 miseraku 5%

17,720 micelle 5%

17,721 MISOKA ONLINE BOUTIQUE Yahoo!店 5%

17,722 MIZOGUCHI SPORTS 5%

17,723 みぞた オンラインストアー 5%

17,724 味噌通販店 京都御苑東しま村 5%

17,725 みそ漬処 香の蔵 5%

17,726 味園サポートヤフー店 5%

17,727 味噌の中山大吉商店 5%

17,728 味噌の平田屋糀店 5%

17,729 MISONOYA ヤフー店 5%

17,730 味噌星六 5%

17,731 ミタカジャパン・ヤフー店 5%

17,732 美竹マーケット 5%

17,733 mitas 5%

17,734 ミタストア 5%

17,735 ミチオショップ 5%

17,736 ミチオショップ空調服ヤフー店 5%

17,737 道草屋ヤフーショップ 5%

17,738 みち商店ヤフーショップ 5%

17,739 みちのく岩手・竹澤 5%

17,740 道の奥ファーム 5%

17,741 みつあみ 5%

17,742 三ケ日みかん 5%

17,743 ミツキ 5%

17,744 ミッキーキッズ 5%

17,745 ミッキー靴店 5%

17,746 ミッキーシューズ 5%

17,747 みつぎ工作 5%

17,748 MICK corporation 5%

17,749 MIXX 5%

17,750 MixCD24 5%

17,751 ミックスジャム 5%

17,752 ミックスミックス 5%

17,753 micks-Yahoo!店 5%

17,754 micke! 5%

17,755 みっけ東京・生活みっけ倶楽部 5%

17,756 みっちゃん総本店 5%

17,757 ミッドナイン 5%

17,758 光延農園 5%

17,759 ドレス通販 みつば 5%

17,760 みつばち村・春日養蜂場 5%
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17,761 三星カメラヤフー店 5%

17,762 ミツボシ雑貨店 5%

17,763 三ツ星百貨店 5%

17,764 みつぼし本舗 5%

17,765 みづほ商店ヤフーショップ 5%

17,766 3244 Yahoo!店 5%

17,767 MITOMANgoodworks 5%

17,768 mitomi 5%

17,769 宮鶏 5%

17,770 みどり工房 Yahoo!店 5%

17,771 ミドリスークラピアと雑草対策ー 5%

17,772 緑タイヤ ヤフー店 5%

17,773 緑の宅配便Yahoo!店 5%

17,774 みどりのちから 5%

17,775 みどりむし市場 5%

17,776 みどりや 5%

17,777 ミドリ薬品 5%

17,778 緑屋質屋 5%

17,779 みどり屋 和草(にこぐさ) 5%

17,780 ミナカラ薬局 5%

17,781 ミナカラ薬局Yahoo!ショッピング店 5%

17,782 皆様SHOP 5%

17,783 minatogawaradio Yahoo!ショップ 5%

17,784 ミナト Japan ヤフー店 5%

17,785 ミナト酒販 ヤフーショップ 5%

17,786 港ダイニングしおそう 5%

17,787 ミナト電機工業ヤフー店 5%

17,788 港町MARKET 5%

17,789 みなと模型 Yahoo!店 5%

17,790 みなとライフYahoo!店 5%

17,791 minami 5%

17,792 南魚沼大久保農園 THEコシヒカリ 5%

17,793 南ヶ丘牧場 Yahoo!店 5%

17,794 南喜一朗のワインショップ 5%

17,795 南九州トロフィー 5%

17,796 南九州流通プラス 5%

17,797 南三陸うみのさち丸栄 5%

17,798 南房総 うんめぇ屋 5%

17,799 南松本珈琲商会 5%

17,800 源ベッド Yahoo!ショッピング店 5%

17,801 キッドボックス Yahoo!店 5%

17,802 ミニカーショップshadow 5%

17,803 ミニカーショップ ストコン 5%

17,804 ミニショップひなた 5%

17,805 ミニスキャンダル 5%

17,806 ミニチュアのすぃーとあっぷるぱい 5%

17,807 ミニパドック イツキ Yahoo!店 5%

17,808 minime shop 5%

17,809 minime japan 5%

17,810 miniministore 5%

17,811 ミニ四駆ステーション グるグる 5%

17,812 MINETTE DAYS 5%

17,813 みねや 5%

17,814 ミネラルウォーター・オルデン 5%

17,815 ミネラル本舗 5%

17,816 ミネルヴァ Yahoo!店 5%

17,817 美濃白川マルシェ 5%

17,818 美濃のちゃわん屋さん 古林恩羅院 5%

17,819 みの屋ヤフー店 5%

17,820 みのライス ヤフー店 5%
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17,821 みのりの里 5%

17,822 みのり薬品 5%

17,823 ミノルYahoo!ショッピング店 5%

17,824 ミハト&タロウ 5%

17,825 MiHAMAの家具 5%

17,826 Mihara!Store! 5%

17,827 み尋ヤフーショップ 5%

17,828 MIFプラネット 5%

17,829 ミマツ靴店 5%

17,830 mimiy 5%

17,831 Mimi Coquette ミミコケット 5%

17,832 ミミプラザオンラインストア 5%

17,833 Mimiry Mary 5%

17,834 MIMURA official 5%

17,835 mimosa 5%

17,836 みもざの庭 5%

17,837 MIYAGAWA(宮川時宝堂) 5%

17,838 みやぎ水産の日アンテナショップ 5%

17,839 みやぎまるごとグルメ 5%

17,840 385 5%

17,841 みやこオンラインショッピング 5%

17,842 宮崎内山家具店 5%

17,843 宮崎産直 ヤフーショッピング店 5%

17,844 宮崎の焼酎屋 福島酒店 5%

17,845 みやざき物産館KONNE 5%

17,846 宮澤書房 5%

17,847 宮地楽器Yahoo!店 5%

17,848 宮地楽器 ららぽーと立川立飛店 5%

17,849 宮下酒造 5%

17,850 宮田織物 5%

17,851 宮忠 5%

17,852 ミヤデラタイヤ 5%

17,853 宮野そば製麺所 5%

17,854 みやびオンラインストア Yahoo!店 5%

17,855 雅な和 ヤフー店 5%

17,856 宮平シートカバー店蔵出し 5%

17,857 宮本糸商ヤフー店 5%

17,858 Mieux ミュー 5%

17,859 museum8 5%

17,860 Music&Outdoor lab 5%

17,861 ミュージックオフィス 5%

17,862 ミュージック昭和 5%

17,863 MusicShop たておんぷ Yahoo店 5%

17,864 ミュージックストア・ジェイ・ピー 5%

17,865 MusicStore YOU 5%

17,866 ミュージックファーム 5%

17,867 MUSIC LAB 5%

17,868 ミュージックランドKEY 5%

17,869 musecosme Yahoo!店 5%

17,870 ミュースタイル 5%

17,871 ミューNETシステム 5%

17,872 myufullshopてっく 5%

17,873 Meubles 5%

17,874 Mozique 5%

17,875 三好商店ヤフー店 5%

17,876 美好屋酒店 5%

17,877 MIRAGE-STYLE 5%

17,878 ミラーミュージアムヤフー店 5%

17,879 ミライ 5%

17,880 未来開運堂 5%
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17,881 Mirai Collection 5%

17,882 未来志向ヒロシバ 5%

17,883 みらいスイッチYahoo!店 5%

17,884 ミライズ株式会社 5%

17,885 未来店 産交 5%

17,886 みらいの夢 5%

17,887 みらい屋 5%

17,888 未来LIFE 5%

17,889 ミラインク 5%

17,890 ミラクルボックス ヤフー店 5%

17,891 みらなモール 5%

17,892 ミラノアルファー 5%

17,893 MILAN木のおもちゃ 5%

17,894 mili an deni 5%

17,895 エアガン通販のミリタリーガレージ 5%

17,896 ミリタリーキングYAHOO店 5%

17,897 ミリタリーショップH.T.G. 5%

17,898 ミリタリーショップ SWAT 5%

17,899 ミリタリーショップWAIPER 5%

17,900 ミリタリー百貨シービーズ 5%

17,901 ミリタリーブラッドタクティカル 5%

17,902 MILITARY BASE 5%

17,903 ミリタリーボックス ヤフー店 5%

17,904 みるくはーとYahoo!店 5%

17,905 みるくモーモ 5%

17,906 ミルクレープ&スイーツ ルメルシエ 5%

17,907 ミル総本社ヤフー店 5%

17,908 ミルティラーナ 5%

17,909 Mille Mercis ミルメルシー 5%

17,910 MiLuLuヤフー店 5%

17,911 ミレニアム ストア 5%

17,912 Millennial Generation 5%

17,913 MIRO STORE 5%

17,914 MIRO-DRINK 5%

17,915 miroir miroir 5%

17,916 三輪そうめん池利Yahoo!店 5%

17,917 三輪山本手延べ素麺Yahoo!ショップ 5%

17,918 minseasons 5%

17,919 MINTY 5%

17,920 みんデパ 5%

17,921 iPhone・スマホケースのみんデパ 5%

17,922 フェイクグリーン みんとかふぇ 5%

17,923 ミントマジック養生庵 5%

17,924 MiNTミントカメラオンラインストア 5%

17,925 みんな笑顔 5%

17,926 みんな大好きエプロンひろば 5%

17,927 みんな大好きお祭りひろば 5%

17,928 みんなのヴェープ 5%

17,929 みんなのキッチン 5%

17,930 みんなの粗品 5%

17,931 みんなを笑顔にする店KittoMotto 5%

17,932 みんみんヤフーショップ 5%

17,933 ムーク-ショップ 5%

17,934 ムース　Yahoo!店 5%

17,935 MU-TECH 5%

17,936 ムートン&インテリア ノーブル 5%

17,937 ムートンクラブ Yahoo!店 5%

17,938 MOVIN’ 5%

17,939 MOVE 5%

17,940 MOVEセレクト 5%
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17,941 ムームーママ 5%

17,942 MU-RA OnlineStore 5%

17,943 MOONEYES 5%

17,944 ムーンジュエリーF 5%

17,945 moon drop 5%

17,946 ムーンマッドネス 5%

17,947 ムーンムーンYahoo店 5%

17,948 moon-river North Yahoo!店 5%

17,949 moon-river Yahoo!店 5%

17,950 無塩ドットコム 5%

17,951 昔あそび専門店 MISAKO 5%

17,952 昔ながら本舗 5%

17,953 ムカデネット 5%

17,954 無垢板屋ぶん汰 5%

17,955 無垢材の家具通販 箱屋の八代目 5%

17,956 無垢テーブルテレビ台のテオマリナ 5%

17,957 夢形堂 5%

17,958 夢源陶房 5%

17,959 無限ポケット Yahoo!店 5%

17,960 無限屋 ボードゲーム 5%

17,961 向島花栄 Yahoo!店 5%

17,962 musassabiz 5%

17,963 無地市場 5%

17,964 ムジガスキ プリントダイスキ 5%

17,965 MusicaNote 5%

17,966 虫退治.COM Yahoo!ショップ 5%

17,967 無地Tシャツ Tshirt.st 5%

17,968 無地T即戦力 5%

17,969 Mujina 5%

17,970 虫ナイYahooストア 5%

17,971 虫ネット 5%

17,972 無地のTシャツ屋さん 5%

17,973 無地ハガキショップ 5%

17,974 息子に着せたい男の子服 5%

17,975 むすび 5%

17,976 無線市場 5%

17,977 無線倶楽部 Yahoo!店 5%

17,978 むせんや 5%

17,979 無添加化粧品アンベリール 5%

17,980 無添加ペットフードbau-bau 5%

17,981 無添加マカのマカディア製薬 5%

17,982 無添加ライフ(株式会社健康ライフ) 5%

17,983 夢天歩デパート 5%

17,984 muni-san 5%

17,985 muniji 5%

17,986 muni-store 5%

17,987 無農薬玄米ライスショップハセガワ 5%

17,988 無農薬茶と紅茶の水車むら農園 5%

17,989 無農薬米 玄米 玄米食 は 地米屋 5%

17,990 無農薬野菜 風来 5%

17,991 無農薬ワインの横浜レコントル 5%

17,992 バッグ 財布 革小物はMURA 5%

17,993 murauchi.co.jp 5%

17,994 村内ファニチャーアクセス 5%

17,995 村岡製茶 5%

17,996 村上クラフト ヤフーショップ 5%

17,997 ムラカミビジネス　特選工房 5%

17,998 MURASAKI STYLE Yahoo!店 5%

17,999 ムラサキスポーツ Yahoo! 店 5%

18,000 村田園 Yahoo!店 5%
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18,001 村田家具 Yahoo!店 5%

18,002 村の鍛冶屋 5%

18,003 村の粉屋 5%

18,004 室伏ストア 5%

18,005 室伏ストアヤフーショッピング店 5%

18,006 MUROYA(株)白神紙商店 5%

18,007 メアシス 5%

18,008 メアリーココ・ブラックフォーマル 5%

18,009 メイアルーア 5%

18,010 メイヴルアットホーム Yahoo!店 5%

18,011 macars-onlineshop 5%

18,012 銘菓処笑福堂Yahoo!店 5%

18,013 Making Smile 5%

18,014 MakeBeautyスマートコンタクト 5%

18,015 MakeFuture 5%

18,016 メイクボックスとビーズ収納専門店 5%

18,017 MakeMerry 5%

18,018 MAKELUCKY 5%

18,019 メイクンeコマース 5%

18,020 名研化学ヤフーショップ 5%

18,021 名言Tシャツドットコム 5%

18,022 MEIKENネットショップ YAHOO店 5%

18,023 名港ショップヤフー店 5%

18,024 meikoヤフー店 5%

18,025 MEIKOYA 5%

18,026 メイジエ卸売センター 5%

18,027 名刺工房ポット 5%

18,028 明治創業 近江牛の松喜屋 5%

18,029 MEIJIYA 5%

18,030 銘酒館なごみ 5%

18,031 銘酒の大久保 5%

18,032 銘酒本舗 5%

18,033 名神タイヤ商会 Yahoo!店 5%

18,034 May’s Craft 5%

18,035 明誠ショップ 5%

18,036 メイダイYahoo!店 5%

18,037 銘茶問屋川根のお茶や 5%

18,038 matemate2009 5%

18,039 メイドインアースYahoo!店 5%

18,040 MADE IN TOKUSHIMA SHOP 5%

18,041 銘品九州 5%

18,042 MayfairOnline 5%

18,043 MAPLEポッポ 5%

18,044 銘木無垢ダイニングテーブルDOIMOI 5%

18,045 メイモン 5%

18,046 メイモン レザーケース専門店 5%

18,047 メイリィ インテリアスリッパ 5%

18,048 meiliヤフーショップ 5%

18,049 メーカー公式EM Store 5%

18,050 メーカーズ Yahoo!店 5%

18,051 メーカー直販あったか寝具快適寝具 5%

18,052 メーカー直販 株式会社ロアコスモ 5%

18,053 メーカー直販 DAIM Yahoo!店 5%

18,054 MAPLE517 5%

18,055 MAPLEポッポ ICOTERA 5%

18,056 メープルヤYahoo!店 5%

18,057 メープル レーン ゴルフ 2号店 5%

18,058 メール便で始める健康茶ギャラリー 5%

18,059 メガLED 5%

18,060 メガゴルフスポーツ 5%
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18,061 MEGA STAR 5%

18,062 メカニコ 5%

18,063 メガネ雑貨おぷち 5%

18,064 めがね侍 Yahoo!店 5%

18,065 メガネサロン小牧ヤフー店 5%

18,066 メガネ・サングラスのThats 5%

18,067 メガネ・サングラスのリュネメガネ 5%

18,068 眼鏡職人 5%

18,069 めがねショップ 5%

18,070 メガネSHOPアイ Yahoo!店 5%

18,071 MEGANE STYLE 5%

18,072 MEGANE SPACE ヤフー店 5%

18,073 眼鏡達人 5%

18,074 めがね庭Yahoo!店 5%

18,075 メガネ 時計 宝飾 セレクト-S 5%

18,076 眼鏡人間ヤフー店 5%

18,077 メガネのウエムラ ヤフー店 5%

18,078 メガネのハヤミ ヤフー店 5%

18,079 メガネのヒラタ 5%

18,080 メガネのミルック 5%

18,081 メガネハウス 5%

18,082 meganepit 5%

18,083 メガネ・補聴器の板垣 5%

18,084 めがね補聴器のハトヤ 5%

18,085 メガネもホチョウキもコエド 5%

18,086 めがね屋sanドットコム 5%

18,087 メガネ屋さんのメガネ通販 5%

18,088 メガネ・レンズ交換のアイベリー 5%

18,089 メガネ・老眼鏡専門店ミディ 5%

18,090 メガネワールドYahoo!店 5%

18,091 メガネわくわくショップ 5%

18,092 めかぶの健康茶 アルファーライフ 5%

18,093 メガホーム蒸留水器ショップ 5%

18,094 メガホン・拡声器のセイコーテクノ 5%

18,095 女神ウィッグ 5%

18,096 女髪美シャンプー 5%

18,097 MEGA Yahoo!店 5%

18,098 メガワーク仕事着屋 5%

18,099 メキシコ中南米市場シンコ 5%

18,100 mecu 5%

18,101 めぐみ薬楽 5%

18,102 めぐみ薬楽とくとくショップ 5%

18,103 目黒麹店 5%

18,104 メジャーリングツールのトーケン 5%

18,105 目白けんこう堂 5%

18,106 めじろ健康堂 5%

18,107 maison chouchou wedding 5%

18,108 メゾンドゥ陶器 5%

18,109 MaisonDeProduct 5%

18,110 Maison de Ravi 5%

18,111 lustre.com 5%

18,112 maison noa 5%

18,113 めだかシーズン 5%

18,114 メダカ ドリーム ワールド 5%

18,115 めだか物語ヤフーショップ 5%

18,116 MEDAKARIUM 5%

18,117 METAL EDIT 2号店 5%

18,118 メタルボックス 5%

18,119 めちゃくちゃ市 5%

18,120 MEDIAカーアクセサリー店 5%
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18,121 メディアカバーマーケット 5%

18,122 media store Yahoo!ショッピング店 5%

18,123 メディアSTORE 2号店 5%

18,124 Media Trader Yahoo!店 5%

18,125 メディアナビ・ダイレクト 5%

18,126 MEDIAバイクアクセサリー店 5%

18,127 メディアワールド 5%

18,128 メディアワールドプラス 5%

18,129 MEDIcollect 5%

18,130 メディシェルパYahoo!店 5%

18,131 メディスター健康ストア 5%

18,132 メディストックYahoo!店 5%

18,133 MediSelect-Yahoo!店 5%

18,134 MEDIC INFO ショップ 5%

18,135 メディネクス株式会社 5%

18,136 METEOR AVENUE online store 5%

18,137 メデルノ ヤフー店 5%

18,138 メドマー専門店クアイデンキ 5%

18,139 めばえや旧店名土のう屋.COM 5%

18,140 メビウス ストア MEBIUS DESIGN 5%

18,141 MEMOSIA 5%

18,142 メモリアートYahoo!店 5%

18,143 メモリアアレカ 5%

18,144 メモリアルグッズのお店とっとこ 5%

18,145 メモリアル工房 5%

18,146 メモリアルショップ・フォーユー 5%

18,147 メモリアル仏壇 5%

18,148 メモリーゴールド 5%

18,149 MemorysGallery敬 5%

18,150 MemorysGallery匠 5%

18,151 メモリーデポ 5%

18,152 meyuriShop 5%

18,153 Melanin 5%

18,154 メラミン食器の通販KYOEI 5%

18,155 MERRY 5%

18,156 MERRY WOOD 5%

18,157 メリケンマーケット Street wear 5%

18,158 メリたす 5%

18,159 Meripop 5%

18,160 メリメロフルーツ 5%

18,161 メルガーデン ヤフー店 5%

18,162 メルカート イタリアーノ 5%

18,163 Mercato Nuovo 5%

18,164 メルカード・ポルトガル 輸入食材 5%

18,165 mercato Yahoo!ショップ 5%

18,166 Merka.G Yahoo!店 5%

18,167 メルキャスト 5%

18,168 メルクリウスセレクト 5%

18,169 Merucy 5%

18,170 merci plus online store 5%

18,171 メルシープレゼント 雑貨屋 5%

18,172 メルティンポット 5%

18,173 メルヒェン Yahoo!店 5%

18,174 メルブックヤフー店 5%

18,175 メロウストア 5%

18,176 メロウハウス 5%

18,177 mello Yahoo!店 5%

18,178 メロディアンハーモニーファイン 5%

18,179 メロディーデザイン 5%

18,180 メロディハウス ヤフー店 5%

6207



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

④EC・通信販売（Yahoo!ショッピング） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

18,181 麺工房 つたや Yahoo!店 5%

18,182 メンズ アンクレット専門店 5%

18,183 メンズコスメ専門店 コスメン 5%

18,184 メンズコスメのザス Yahoo!店 5%

18,185 メンズゴルフウェアサンタリート 5%

18,186 メンズジャケット・バッグ(鞄)のHK 5%

18,187 MEN S SHOES MARKET 5%

18,188 メンズショップサトウ 5%

18,189 MENS SHOP トミー 5%

18,190 メンズショップ二葉屋 5%

18,191 Men’s shop MORIGUCHI 5%

18,192 メンズショップレジャン 5%

18,193 メンズスーツKOKUBO 5%

18,194 メンズスーツ スーツデポ 5%

18,195 メンズスーツ UNITED GOLD 5%

18,196 メンズスキンケアBUSO Yahoo!店 5%

18,197 メンズスタイル 5%

18,198 メンズストール専門店MOREStyle 5%

18,199 MensNare Yahoo!店 5%

18,200 メンズバッグ 豊岡 鞄倶楽部 5%

18,201 メンズファッション 5%

18,202 メンズファッション STYLISE 5%

18,203 メンズファッション StyleBlockMEN 5%

18,204 メンズファッション通販 LEADMEN 5%

18,205 メンズファッションNail39 5%

18,206 メンズファッション BIGBANGFELLAS 5%

18,207 メンズファッション堀田勉強堂 5%

18,208 メンズブランドSELECTSHOPでらでら 5%

18,209 MENSMAN(メンズアクセサリー専門) 5%

18,210 メンズランウェイ 5%

18,211 メンズレスキューYahoo!店 5%

18,212 メンズレディースクラフト雑貨alot 5%

18,213 綿素材の洋服店 cotton picnic 5%

18,214 麺のたつみ 5%

18,215 麺屋五七屋 5%

18,216 麺屋どんまい 5%

18,217 モアスノー Yahoo!店 5%

18,218 Moana Pua 5%

18,219 MOANI2019 5%

18,220 MORE BUY MORE 5%

18,221 モアバリューYahoo!店 5%

18,222 MORE BLUE株式会社 5%

18,223 モアモア 5%

18,224 moikka! 5%

18,225 MOW SPORTS 5%

18,226 毛髪診断士のお店キタオヘアストア 5%

18,227 萌黄庵 5%

18,228 MOERY 5%

18,229 もーこわーるど ヤフー店 5%

18,230 モーションズ Yahoo!店 5%

18,231 モーストプライス 5%

18,232 モーターサービスライズ ヤフー店 5%

18,233 MOTOR POWER 5%

18,234 モーターファーム 5%

18,235 モーターマガジン Web Shop 5%

18,236 Motor-Music 5%

18,237 モーターラヴァー 5%

18,238 モーターレーシングストア Star5 5%

18,239 モーダオンラインYahoo!店 5%

18,240 modaMania 5%
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18,241 Moat Garage(モートガレージ) 5%

18,242 モードシューズ ヤフー店 5%

18,243 MODESCAPE-YS 5%

18,244 Mo-Fa 5%

18,245 モーブスフットウェアジャパン 5%

18,246 morris minor Japan 5%

18,247 もがな Yahoo!ショッピング店 5%

18,248 MOKAPRESSO 5%

18,249 MoritaCafe MOCA 5%

18,250 moc oku 5%

18,251 木のおもちゃ もくぐるみ Yahoo!店 5%

18,252 木芸社Nagomi 5%

18,253 もくざい市場 5%

18,254 木酢液の専門店・ならの木家 5%

18,255 木製アウトレット再生工場 5%

18,256 木製おもちゃのだいわ Yahoo店 5%

18,257 木製 靴べら のウッド&ライフ 5%

18,258 木製品のモクモク 5%

18,259 木炭屋.com 5%

18,260 木馬家具 5%

18,261 MokuMoku 5%

18,262 木曜日は2分ゴハン 5%

18,263 目録 景品パネルならギフトの王國 5%

18,264 模型店 けいくらふと 5%

18,265 MOCOSH 5%

18,266 MOCOスタイル 5%

18,267 モコペット 5%

18,268 mocomoco town(モコモコタウン) 5%

18,269 もじパラ ヤフーショップ 5%

18,270 もしもしストア 5%

18,271 モジモジタック Yahoo!店 5%

18,272 モズシリーズ Yahoo!店 5%

18,273 モストップヤフー店 5%

18,274 MOSPLI 5%

18,275 MOS-MART 5%

18,276 Modanic 5%

18,277 モダンインテリア リック 5%

18,278 モダンおしゃれ家具 北欧リビング 5%

18,279 モダン家具通販コンパス 5%

18,280 モダン神棚・無垢家具専門店 5%

18,281 モダン漆器atakaya 5%

18,282 モダンデコ 5%

18,283 モダンな家具屋の通販イーリビング 5%

18,284 モダン仏壇 贈答品 ヒロワールド 5%

18,285 モダンブルーYahoo!店 5%

18,286 もち吉 5%

18,287 望月製紙 5%

18,288 餅つき道具専門店 きむらや 5%

18,289 望月メディカルネット 5%

18,290 餅処エンドー 5%

18,291 もちょこい北海道 5%

18,292 もっきり屋 5%

18,293 モックストア 5%

18,294 木工材料屋 5%

18,295 モッチ 5%

18,296 もっとeガス 5%

18,297 モットズット ヤフー店 5%

18,298 モッドストア 5%

18,299 mottob もっとびーヤフー店 5%

18,300 mottole 5%
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18,301 もつ鍋 博多 四番館 5%

18,302 もつ鍋 ホルモン 幸福亭 5%

18,303 もつ鍋・水炊き 博多若杉 5%

18,304 MODISTE CLUB 5%

18,305 モテ家具 Yahoo!店 5%

18,306 茂木和哉のコスメショップ 5%

18,307 茂木和哉のプロショップ Yahoo!店 5%

18,308 モテ下着Yahoo!支店 5%

18,309 MODEST 5%

18,310 moderate-モデラートYahoo!店 5%

18,311 MODELISTA 5%

18,312 Modele miroir 5%

18,313 MOTOI 5%

18,314 motoISM 5%

18,315 Motorimoda 5%

18,316 元木昆布ヤフー店 5%

18,317 モトナワールドYahoo!ショップ 5%

18,318 MOTO84 モトハチヨン 5%

18,319 元町福芳商店 5%

18,320 Moto Life 5%

18,321 モトラビット 5%

18,322 モトリンクストアーYahoo!店 5%

18,323 motoRec 5%

18,324 モトローラ トランシーバー専門店 5%

18,325 モトロゴ 5%

18,326 モトワン!Yahoo!店 5%

18,327 mon ange 5%

18,328 m.o.n.e ヤフーショップ店 5%

18,329 モノイズム Yahoo!店 5%

18,330 ものうりばPlantz 5%

18,331 モノえーる 5%

18,332 物カタログ ヤフー店 5%

18,333 モノギャラリー 5%

18,334 モノグラムキッチン 5%

18,335 モノグラムリビング 5%

18,336 monochrom 5%

18,337 monocase 5%

18,338 モノコーポレーション 5%

18,339 モノコト屋Yahoo店 5%

18,340 モノサイン 5%

18,341 monostore 5%

18,342 モノダイレクト 5%

18,343 モノタス・キッチン雑貨専門店 5%

18,344 モノタス業務用厨房用品専門店 5%

18,345 モノツール 5%

18,346 THE MONOQ SHOP 5%

18,347 ものづくりのがんばり屋ヤフー店 5%

18,348 MONOTOKOKORO 5%

18,349 mono-b ヤフー店 5%

18,350 mono-Boogie-Yahoo!店 5%

18,351 モノプロダクション 5%

18,352 モノポール 5%

18,353 mono-pocket 5%

18,354 物干し専門店きらら 5%

18,355 モノミーノ 5%

18,356 物見山RIDE 5%

18,357 monomotto 5%

18,358 MONOYA 5%

18,359 日本産冬虫夏草 モノリスヤフー店 5%

18,360 Monolog 5%
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18,361 モバイルウォーク大野城ヤフー店 5%

18,362 モバイルカスタムファクトリー 5%

18,363 MOBILE-GARAGE ヤフー店 5%

18,364 モバイルショップ nn-Bay 5%

18,365 モバイルステーション 5%

18,366 モバイル専門店 Be-Stock Mobile 5%

18,367 モバイルTec 5%

18,368 モバイルデパート 5%

18,369 MOBILEDEPART 2nd 5%

18,370 モバイルフィルム ヤフー店 5%

18,371 モバイルランド 5%

18,372 モバイルワン 5%

18,373 モバックス 5%

18,374 モバックス福岡博多駅前店 5%

18,375 mobitz 5%

18,376 モビマックス 5%

18,377 モビリグランデ 5%

18,378 MOF-SHOP ヤフー店 5%

18,379 もふもふ雑貨店 5%

18,380 もみじや家具 5%

18,381 百川味噌 5%

18,382 ももストア 5%

18,383 Momo Select 5%

18,384 モモダイヤ 5%

18,385 ももたろう印の岡萬米市場 5%

18,386 ももたろうスポーツストアヤフー店 5%

18,387 ももたろうのしっぽ 5%

18,388 ももの和 5%

18,389 守足雑貨ヤフー店 5%

18,390 インテリアと雑貨のお店 モリーフ 5%

18,391 森内酒店 5%

18,392 もりかど市場 5%

18,393 モリカヤフー店 5%

18,394 もりかわ農場Yahoo!店 5%

18,395 お米のもりかわy店 5%

18,396 もりぐい 5%

18,397 守口赤ちゃんの店 5%

18,398 森景 ヤフーショップ 5%

18,399 有田みかん 森崎農園 5%

18,400 森下和洋家具 5%

18,401 森誠光堂 Yahoo!ショップ 5%

18,402 森誠光堂Yahoo!店 5%

18,403 モリタ園Yahoo!店 5%

18,404 モリタカバンOnline Shop 5%

18,405 モリタケ八百秀 5%

18,406 モリタゴルフ 5%

18,407 モリタスチール 5%

18,408 モリチュウネットショップ 5%

18,409 モリツール 5%

18,410 森徳蔵.comヤフー店 5%

18,411 森の音モダチ 5%

18,412 木のおもちゃ 森のおもちゃ箱 5%

18,413 森の香.netヤフー店 5%

18,414 森のきのこ倶楽部 5%

18,415 森の雑貨店 5%

18,416 森の道具屋さん 5%

18,417 森の中のオーディオ屋さんプラス 5%

18,418 森の広場ヤフーショップ 5%

18,419 杜の都仙台 肉のいとうヤフー店 5%

18,420 森水木のラン屋さん ヤフー店 5%
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18,421 森本時計店ヤフー店 5%

18,422 モリモリ元気 5%

18,423 守屋酒造 5%

18,424 森山印刷所 5%

18,425 モリヤマスポーツ ヤフー店 5%

18,426 morin 5%

18,427 モリンガファーム沖縄 5%

18,428 Morgana Yahoo!ショップ 5%

18,429 モルシタ商店街 5%

18,430 モロトフカクテル 5%

18,431 モンキーパンツYahoo!店 5%

18,432 Monkey Fit 5%

18,433 モンキーモンキー 5%

18,434 MONKEY YARN 5%

18,435 MONKEY WRENCH 5%

18,436 MONQLE ワイヤレスイヤホン専門店 5%

18,437 モンシェール Yahoo!店 5%

18,438 Mon Juillet 5%

18,439 MONSTER KIDS STORE 5%

18,440 モンスターYahoo!店 5%

18,441 モンセラット 5%

18,442 モン・ド・ピエテ ヒラノヤ 5%

18,443 モントラパーツ 箱罠専科 5%

18,444 モントラパーツヤフー店 5%

18,445 monbic.jpYahoo!ショッピング店 5%

18,446 mon petit poussin. 5%

18,447 Mon Reve Yahoo!shop 5%

18,448 YaTOWN ART 5%

18,449 ヤーデージブックストア 5%

18,450 焼津の鰹節工房 トマル水産 5%

18,451 焼津船元・まぐろ家福坊 5%

18,452 やえやまファームYahoo!店 5%

18,453 YAOSTORE 5%

18,454 矢尾百貨店Yahoo!店 5%

18,455 八百万堂 5%

18,456 八百萬屋 5%

18,457 やかん屋 5%

18,458 焼き芋専門ショップおいもや 5%

18,459 焼き芋専門店 芋やす Yahoo!店 5%

18,460 焼印 ネームプレートの加古彫刻 5%

18,461 焼菓子とケーキの店 太田マロニエ 5%

18,462 焼き菓子のうさぎ堂 5%

18,463 八木株式会社ヤフーショッピング店 5%

18,464 ヤギ質店・平塚駅前店 5%

18,465 焼きたて工房～和～ 5%

18,466 焼きたてチーズタルト専門店PABLO 5%

18,467 焼立て海苔工房のりすけ 5%

18,468 焼肉党 Yahoo!店 5%

18,469 焼肉中村屋 ヤフー店 5%

18,470 焼肉・ホルモン 勝っちゃん 5%

18,471 焼肉やまとのお惣菜館 Yahoo!店 5%

18,472 焼き豚P 5%

18,473 やきもの 梅屋 5%

18,474 やきもの工房・炎 5%

18,475 やきものらんど 5%

18,476 野球工房A27 Yahoo!店 5%

18,477 野球・サッカーの専門店BallClub 5%

18,478 キトウスポーツ 5%

18,479 野球専門店ダイヤモンドスポーツ 5%

18,480 野球専門店ツジイスポーツ 5%
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18,481 野球専門店ヤマモトスポーツ 5%

18,482 野球仲間集合スポーツおおたに 5%

18,483 野球用品グランドスラム 5%

18,484 野球用品 スポーツショップムサシ 5%

18,485 野球用品専門店スワロースポーツ 5%

18,486 野球用品専門店 野球館 5%

18,487 野球用品ベースボールタウン 5%

18,488 やくしま市場 5%

18,489 屋久島デフファーム 5%

18,490 屋久島物産展 Yahooショップ 5%

18,491 屋久杉美術工芸館 5%

18,492 ヤクセル・ダイレクト 5%

18,493 薬煎院薬局 5%

18,494 やくだち 5%

18,495 ヤクヒンネット 5%

18,496 薬用ニキビケア専門店プライマリー 5%

18,497 矢車商店ヤフーショップ 5%

18,498 矢崎商事 5%

18,499 やさしいおみせ 5%

18,500 やさしいおみせ Yahoo!店 5%

18,501 やさしい暮らし 5%

18,502 やさしいくらしYahoo!店 5%

18,503 やさしさONLINE 5%

18,504 八洲港運商事部 5%

18,505 社人形会館 5%

18,506 八代 ヤフー店 5%

18,507 安いぜマート 5%

18,508 ヤスイチ 5%

18,509 安田商店 Yahoo店 5%

18,510 安田屋呉服店 5%

18,511 安もんや 5%

18,512 やすらぎ工房 5%

18,513 安らぎ販売店小茶や ヤフー店 5%

18,514 安らぎをくらしにfeellifeYahoo!店 5%

18,515 矢田屋ヤフー店 5%

18,516 やっさん家ヤフー店 5%

18,517 やっぱり東北 5%

18,518 矢東タイヤ 5%

18,519 矢東タイヤ2号店 5%

18,520 ヤトゴルフ ヤフウストア店 5%

18,521 宿と猫 5%

18,522 やとみ金魚ファーム 5%

18,523 柳川つるし飾りさげもん美草 5%

18,524 柳沢商会 5%

18,525 柳屋小町 5%

18,526 谷根犬 犬服・ドッグフード 5%

18,527 YANOオンライン SINCE 1948 5%

18,528 ヤノスポーツ 5%

18,529 アウトドア&バッグ専門 くらスペ 5%

18,530 やぶ内時計舗 ヤフーShop 5%

18,531 やぶ内時計舗 ヤフー店 5%

18,532 Yahooプチプチ梅花堂 5%

18,533 北海道キャラクター倶楽部shopY 5%

18,534 ヤマイチ ヤフー店 5%

18,535 やまおか碧山苑ヤフー店 5%

18,536 山和フィッシング ヤフーショップ 5%

18,537 山形うまいず 5%

18,538 やまがたおいしいもの広場 5%

18,539 山県化学ヤフ-ショップ店 5%

18,540 やまがた特産屋 5%
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18,541 山形の地酒専門店 かもしかや 5%

18,542 山形の地酒専門店 木川屋 Yahoo!店 5%

18,543 山形の農産特産品アグリパートナー 5%

18,544 山形美食本舗 5%

18,545 山形わくわくマルシェ 5%

18,546 やまかなヤフー店 5%

18,547 やまかわ 5%

18,548 株式会社 山川製作所 5%

18,549 鹿児島本格焼酎 山川屋 5%

18,550 山岸石材 通販 5%

18,551 山久 5%

18,552 やまぐち開盛堂 5%

18,553 yamaguchiきらら特産品 5%

18,554 山口県名産品の店たわらYahoo店 5%

18,555 ヤマグチゴム印ヤフー店 5%

18,556 YAMAGUCHI COLLECTION 5%

18,557 やまぐち旬彩 海峡本舗 5%

18,558 山口の救骨さん 5%

18,559 山口ふぐ本舗きらく 5%

18,560 山蔵屋Yahoo!ショップ 5%

18,561 地酒&ワインyamakei 5%

18,562 山渓オンラインショップYahoo!店 5%

18,563 やまさか薬局ヤフー店 5%

18,564 ヤマザキeショップ 5%

18,565 ヤマサキオンラインストア 5%

18,566 山崎果樹園 5%

18,567 ヤマザキスポーツ Yahoo!店 5%

18,568 ヤマサショップ 5%

18,569 ヤマサちくわ 5%

18,570 山里の恵みを届ける吉助.net 5%

18,571 やまさ味噌こうじ店 ヤフーSHOP 5%

18,572 山下金物オンラインショップ 5%

18,573 ヤマシチ 5%

18,574 やましち山野草店 5%

18,575 山田商人本店 5%

18,576 山田鶴亀 Yahoo!店 5%

18,577 YamadaFarm 5%

18,578 YAMATAベジフル.net 5%

18,579 ヤマダボディーワークス 5%

18,580 ヤマタミ 5%

18,581 やまだ屋Yahoo!店 5%

18,582 山田老舗Yahoo!店 5%

18,583 ヤマテツ新型対策専門店 5%

18,584 山と遊ぶ 5%

18,585 日本茶専門店山都園 5%

18,586 やまと果樹園Yahoo!店 5%

18,587 大和住建 Yahoo!店 5%

18,588 ヤマトショップ 5%

18,589 ヤマトズウェブギャラリーヤフー店 5%

18,590 大和榛原牛うし源本店 5%

18,591 ヤマト広場 5%

18,592 大和文庫ヤフーショップ 5%

18,593 大和屋 5%

18,594 ヤマトヤクリーニング 5%

18,595 大和屋Yahoo!店 5%

18,596 ヤマトライス Yahoo!店 5%

18,597 山中塗 嘉匠菴 大尾嘉漆器 5%

18,598 やまなか屋 5%

18,599 山中養蜂ヤフーショップ 5%

18,600 山梨お取り寄せフルーツ 5%
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18,601 山梨の美味しい果物・逸品やまなし 5%

18,602 山梨を直売!k.farm椚農園Yahoo!店 5%

18,603 やまねこ亭ヤフー店 5%

18,604 山の廻船問屋 5%

18,605 ヤマノコスメショップ 5%

18,606 やまのこ農園 5%

18,607 山の麓の田舎そば 輔丸 5%

18,608 山葉商店 5%

18,609 やまぶんの麺 5%

18,610 山桝酒店逸品館 5%

18,611 山光農園 5%

18,612 ヤマムラ本店 5%

18,613 やまもとストア 5%

18,614 Yamamoto-Trading.com 5%

18,615 山本人形 5%

18,616 山本海苔店 ヤフーショップ 5%

18,617 山本無線 CQ 5%

18,618 山本靖雄酒店 5%

18,619 ヤマリュウヤフーショッピング店 5%

18,620 八女茶の里 5%

18,621 八女茶の製造直売お茶の浅野園 5%

18,622 八女星野茶 星乃華 5%

18,623 やるきゃんヤフー店 5%

18,624 Yang gen 5%

18,625 ヤンコム 5%

18,626 YANCHAR’S 5%

18,627 ユアーズアーミーワールド 5%

18,628 ユアーズドラッグ 5%

18,629 湯浅商店ヤフーショッピング店 5%

18,630 湯浅醤油・金山寺味噌の丸新本家 5%

18,631 ユアスタイルウエディングYahoo!店 5%

18,632 車種専用カスタムパーツYour Parts 5%

18,633 結華ショップ 5%

18,634 結ドラッグ 5%

18,635 結納屋さん 5%

18,636 ユーアイエス 5%

18,637 YOU-iストア 5%

18,638 ユーアイビークル Yahoo!店 5%

18,639 U&R 5%

18,640 You&I 想いを繋ぐ贈り物 5%

18,641 You&Me 5%

18,642 UV帽子・水着専門店サングローブ 5%

18,643 US import GAME 5%

18,644 US import shop 5%

18,645 ゆ～えすえい 5%

18,646 USA OUTLET SHOP 5%

18,647 USA Audio 5%

18,648 USA輸入販売専門店Connect 5%

18,649 ユーエスサプライ 5%

18,650 U.S.JUNKYARD 5%

18,651 タイヤ 車高調 専門店 USタイヤ 5%

18,652 Yu es Beヤフーショップ 5%

18,653 US-Markets 5%

18,654 ULG 5%

18,655 ULストア 5%

18,656 遊岳人 5%

18,657 癒香のしずくYahoo!ショップ 5%

18,658 YUKI TRADING ドラレコ&雑貨 5%

18,659 有機農産物直売所 ヤフー店 5%

18,660 悠久の旅人の店 5%
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18,661 遊恵盆栽　Yahoo!店 5%

18,662 UK-mobile 5%

18,663 UK-mobile 2号店 5%

18,664 UKJUNK 5%

18,665 u-Nty.com 5%

18,666 有限会社高知熱帯魚サービス 5%

18,667 有限会社 三青物産 5%

18,668 有限会社 ジーエスビー 5%

18,669 有限会社鈴やYahoo!ショップ 5%

18,670 有限会社大商 5%

18,671 有限会社大商 Yahoo店 5%

18,672 有限会社 田口化成 5%

18,673 有限会社谷川屋ヤフー店 5%

18,674 有限会社玉屋質店 5%

18,675 有限会社西谷商会 ヤフー店 5%

18,676 有限会社パピオ 5%

18,677 有限会社 松中醤油本店 5%

18,678 ユウコウ電設 三菱TM会正規会員店 5%

18,679 有限会社ギフト館四万十 5%

18,680 ユウコーポレーション 5%

18,681 YouCM 5%

18,682 UGペット.com 5%

18,683 UJ-INTERIOR 5%

18,684 ユージニアyh 5%

18,685 USUAL GARMENTS 5%

18,686 YouShowShop 5%

18,687 u-shop 5%

18,688 遊心堂 5%

18,689 U&V CLOTHING STORE OVERLOCK 5%

18,690 Used and Vintage 驚屋70 5%

18,691 遊ストーン 5%

18,692 USED GOLF LPC ONLINE 5%

18,693 USED THE WORLD 5%

18,694 USEDスーツSHOPアイジー 5%

18,695 USED STATION 5%

18,696 Useful Company ヤフー店 5%

18,697 優生活 5%

18,698 ユウセイ堂 5%

18,699 ゆうせい薬局 5%

18,700 ユーセードーヤフー店 5%

18,701 USEN SHOP 5%

18,702 遊・千夏 5%

18,703 youtatsu 5%

18,704 勇田薬草園 5%

18,705 ユーちゃん 5%

18,706 U2 ONLINE SHOP ヤフー店 5%

18,707 You通販 5%

18,708 u2me2(ユーツーミーツー) 5%

18,709 ユーツール 5%

18,710 youdear 5%

18,711 UTOカシミヤ 5%

18,712 youty japan 5%

18,713 UTネット販売 5%

18,714 ユウテック 5%

18,715 YouTen 5%

18,716 湯～とぴあ 5%

18,717 ユートピア 猫用品・フード専門店 5%

18,718 夕張商店 5%

18,719 ユーバルーン 5%

18,720 ユーピーアスリート ヤフー店 5%
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18,721 ユービーズアンドパーツ 5%

18,722 ユーピースポーツ Yahoo!店 5%

18,723 ゆうひ堂 5%

18,724 ゆうびどう 5%

18,725 yuuhiflower 5%

18,726 yuhin 5%

18,727 優品ストア 5%

18,728 郵便ポスト・表札・電話機の人気店 5%

18,729 郵便ポスト・表札のJUICYGARDEN 5%

18,730 優部品 5%

18,731 ユープラス 5%

18,732 ユープラン 5%

18,733 U-PORT(ユーポート) 5%

18,734 遊木館ヤフー店 5%

18,735 遊you 5%

18,736 遊々市場 5%

18,737 悠遊ショップ 5%

18,738 You.youストア 5%

18,739 遊遊スポーツ ヤフー店 5%

18,740 悠遊童 Yahoo!店 5%

18,741 遊友広場ヤフーショッピング店 5%

18,742 悠々本舗 5%

18,743 ユーライン 5%

18,744 ユー楽 5%

18,745 U-RAK SHOP 5%

18,746 有楽製菓 Yahoo!店 5%

18,747 有楽庁ヤフーショップ 5%

18,748 ユーラシアアート 5%

18,749 Eureka 地球からの贈り物 5%

18,750 ユーロアジア交易販売 5%

18,751 gaishacarShop 5%

18,752 ユーロキッチンかさい ヤフー店 5%

18,753 ユーロクラシクス 5%

18,754 ユーロスター 5%

18,755 EURO STYLE 5%

18,756 ユーロダイレクト 5%

18,757 ユーロハウス 輸入家具インテリア 5%

18,758 euro plants studio 5%

18,759 ユーロブランド サンエー 5%

18,760 ユーロポートヤフーショップ 5%

18,761 有輪商店公式オンラインショップ 5%

18,762 YOU ONE GOLF 5%

18,763 ゆかいなさかなYahoo!店 5%

18,764 床材専門 西部木材工業 5%

18,765 床材本舗ヤフーショップ 5%

18,766 ゆかしほ手芸通販Yahoo!店 5%

18,767 ゆかた館グレース 5%

18,768 浴衣 甚平 本革バッグ専門avril 5%

18,769 浴衣 甚平 本革バッグ専門 服処旬 5%

18,770 ゆかた専門店 天の川 5%

18,771 浴衣・水着・コスチューム通販Dita 5%

18,772 YUKI Closet 5%

18,773 ゆきのうらビーチストアヤフー店 5%

18,774 ユキミ家具 5%

18,775 JUGLANS 5%

18,776 ゆくりやNET 5%

18,777 YUKE-ONLINE 5%

18,778 yuke store 5%

18,779 油彩画SHOP ART 5%

18,780 ユザワヤ 5%
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18,781 柚ノ葉 5%

18,782 柚ノ葉 toyshop 5%

18,783 柚ノ葉 baby&Kids 5%

18,784 ゆずぽん美容サポート 5%

18,785 YUZUYUZUKOMACHI 5%

18,786 ユタカトイ 5%

18,787 ゆたぷろヤフーショッピング店 5%

18,788 ゆっくんのお菓子倉庫ヤフー店 5%

18,789 ゆっくんの冷凍倉庫 5%

18,790 ゆとり生活 5%

18,791 YUTORIBA 5%

18,792 Web Shop ゆとり Yahoo!店 5%

18,793 ユナイテッドオーク 5%

18,794 ユナイテッドコアーズ 5%

18,795 ユナイテッドゴルフ 5%

18,796 ユナイテッドスタイル 5%

18,797 United Parks 5%

18,798 ユナイテッドモール 5%

18,799 ユナイテッドモール タオル館 5%

18,800 ユナイテッドジャパン 5%

18,801 UNICUORS 5%

18,802 UNIQUE JEAN STORE 5%

18,803 UNEEK BASEMNT Yahoo!店 5%

18,804 ユニエルベ 5%

18,805 ユニオンスポーツ　ヤフー店 5%

18,806 ユニオンプロデュース 5%

18,807 Union Works Shop 5%

18,808 ユニカで元気 ヤフー店 5%

18,809 ユニキュート・Yahoo!店 5%

18,810 ユニクラス アウトレット店 5%

18,811 ユニクラス Yahoo!店 5%

18,812 Unicorn Game 2号店 5%

18,813 ユニスターオンラインストア 5%

18,814 UNIT-F 5%

18,815 おもしろ猫Tシャツのunit of land 5%

18,816 ユニティー 5%

18,817 ユニデコワッペンのお店tora-deco 5%

18,818 ユニバーサルステージ 5%

18,819 ユニバーサルストリートYahoo!店 5%

18,820 Universal Mart 5%

18,821 universe store 5%

18,822 universeヤフーショップ 5%

18,823 ユニフォ 5%

18,824 Uniform Japan 5%

18,825 ユニフォーム専門アウトレット市場 5%

18,826 ユニフォーム 店舗用品のライム 5%

18,827 ユニフォームネット Yahoo!店 5%

18,828 ユニフォームの専門店 River Stone 5%

18,829 UNIFORM BANK 5%

18,830 ユニフォーム百科 5%

18,831 ユニフォームファクトリー 5%

18,832 ユニフォームラボ 5%

18,833 ユニフォーム1 Yahoo!店 5%

18,834 輸入インテリア雑貨Queen Ann 5%

18,835 輸入腕時計専門店Watch Specialty 5%

18,836 輸入王 ヤフー店 5%

18,837 輸入家具アウトレット USfurniture 5%

18,838 輸入家具の販売・通販-アピタス 5%

18,839 輸入家具 パティオ 5%

18,840 輸入家具べべ 5%
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18,841 輸入家具屋さん.com 5%

18,842 輸入楽器専門通販ショップ 5%

18,843 輸入工具・雑貨販売 ZANKOH JAPAN 5%

18,844 輸入雑貨NLS 5%

18,845 輸入雑貨シリウス 5%

18,846 輸入雑貨スカラベYahoo!店 5%

18,847 輸入雑貨店 BDストア 5%

18,848 輸入雑貨～トプカプ 5%

18,849 輸入雑貨のヤマエイ Yahoo!店 5%

18,850 輸入雑貨 木蓮 5%

18,851 輸入雑貨屋 BON ETO Vikings 5%

18,852 輸入車オーディオ専門店 TRIPOD 5%

18,853 輸入酒のかめや 5%

18,854 輸入食材マルシェ 5%

18,855 掘り出し輸入専門店MORIZON 5%

18,856 輸入DIY・工具通販専門店 5%

18,857 輸入日用品雑貨 オレンジハート 5%

18,858 輸入バイクパーツ卸ツイントレード 5%

18,859 輸入販売のSILKROAD 5%

18,860 輸入ブランド洋食器専門店2本の剣 5%

18,861 輸入ベビー&キッズ服 Cherie 5%

18,862 ゆにゅーや 5%

18,863 輸入洋食器店アイン 5%

18,864 Unilinx 5%

18,865 Unilinx Annex 5%

18,866 UNIROYAL 5%

18,867 湯野川商店Yahoo!店 5%

18,868 ゆのき農林業 Yahoo!店 5%

18,869 癒の蔵 5%

18,870 ゆの里販売店 ANGEL 5%

18,871 ユピスYahoo店 5%

18,872 Yupiteruダイレクト Yahoo!店 5%

18,873 ゆべしのかんのやYahoo!店 5%

18,874 ゆみ’s キッチン 5%

18,875 Yumi-cellar 5%

18,876 弓戸人形 5%

18,877 ゆみnail 5%

18,878 ユミ美容工房 ヤフー店 5%

18,879 YUMIFAN 5%

18,880 遊夢木やヤフー店 5%

18,881 夢価格 5%

18,882 ゆめ画材 5%

18,883 夢工場ヤフー店 5%

18,884 夢香房 5%

18,885 YUME-STORE 5%

18,886 ゆめたまご 5%

18,887 夢陶房 5%

18,888 ゆめのお店 5%

18,889 夢のと ヤフーSHOP 5%

18,890 夢乃家 5%

18,891 ゆめのれんドットコム 5%

18,892 YUMEBANK-ユメバンク 5%

18,893 ゆめまくら 5%

18,894 夢モール 5%

18,895 夢LINE 5%

18,896 ゆめりすとヤフー店 5%

18,897 ユメリン沼津 5%

18,898 愉Life Shop 5%

18,899 YURIA 5%

18,900 JULIUS NAGOYA 5%
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18,901 ユリヤ化粧品店 5%

18,902 Yuruneru 5%

18,903 結わえるオンラインストアYahoo!店 5%

18,904 ユンヌ・ぺルル 5%

18,905 ヨアケ 5%

18,906 Yoijimu 5%

18,907 YoiTabiストア 5%

18,908 良いものセレクト得々市場 5%

18,909 よいものバンク 5%

18,910 良いもの本舗 5%

18,911 良いもの本舗 2号館 5%

18,912 良いもの本舗 レディース館 5%

18,913 洋かつらセンタールミアン 5%

18,914 溶岩焼肉ダイニングbonbori 5%

18,915 容器のたかむら 5%

18,916 Yokendo e-Store 養賢堂の本 5%

18,917 洋裁材料ヨシミ 5%

18,918 熔材SHOP 若葉 5%

18,919 幼児教材のリサイクル ママガレ 5%

18,920 養生食品本舗 5%

18,921 養生生活 5%

18,922 洋食だんらんや Yahoo!店 5%

18,923 揚子菜館 5%

18,924 溶接用品の専門店 溶接市場 5%

18,925 洋服倉庫Yahoo!店 5%

18,926 YourBestOneストア 5%

18,927 養鼈園(ヨウベツエン)Yahoo!店 5%

18,928 羊毛ふとん専門グッスリー 5%

18,929 陽和堂 5%

18,930 YorksOnline Yahoo!店 5%

18,931 YOUTA日本橋店-豊岡製ダレスバッグ 5%

18,932 ヨーヨーストアリワインドヤフー店 5%

18,933 ヨーロッパインテリア イスポ 5%

18,934 ヨーロッパ食品卸309 5%

18,935 ヨガアンドランニング アイリー 5%

18,936 よかいち 5%

18,937 よか魚.com 5%

18,938 よか酒 Yahoo!店 5%

18,939 よかねっとはかた ヤフー店 5%

18,940 Yoga-Pi! 5%

18,941 ヨガ&瞑想 浄化アイテムのルカス 5%

18,942 Yogibo公式オンラインストア 5%

18,943 ヨキミセ 5%

18,944 翌日配達　お花屋さん 5%

18,945 トランシーバーの良飛無線TECH21 5%

18,946 横井パッケージYahoo!店 5%

18,947 ヨコオネットYahoo店 5%

18,948 ヨコタカメラYahoo!店 5%

18,949 横田石材 Yahoo!店 5%

18,950 横の植木屋さん 5%

18,951 YOKONORI 5%

18,952 ヨコノリネット 5%

18,953 Yokohama Outlet 5%

18,954 横浜お菓子研究所 5%

18,955 横浜計器 5%

18,956 横浜 コットンハリウッド ヤフー店 5%

18,957 横浜小町デザイン工房 5%

18,958 横浜シューズショップカメヤ 5%

18,959 横浜寝具工場 5%

18,960 横濱スコーンクラブ Yahoo!店 5%
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18,961 横浜中華街通り 5%

18,962 横浜中華街梅蘭点心 5%

18,963 横浜中華街・ようせいごう 5%

18,964 横浜チョコレートのバニラビーンズ 5%

18,965 ヨコハマ電機Yahoo!店 5%

18,966 横浜花まりかフラワーギフト専門店 5%

18,967 横浜フレーバーコーヒー 5%

18,968 BLUFF 24(横浜 山手・ブラフ 24) 5%

18,969 横浜和菓子匠 磯子風月堂 5%

18,970 ヨコプロ 5%

18,971 横山スポーツ用品店 5%

18,972 汚れバスターズ 5%

18,973 ヨコロン 5%

18,974 よさこむ本舗Y 5%

18,975 よしかファームWEBショップ 5%

18,976 好川酒店ヤフー店 5%

18,977 YOSIZEN-贈り物専門店 5%

18,978 ヨシダファッションギャラリー 5%

18,979 吉田みかん園・ジビエ唐津 5%

18,980 吉田みかんの産直ショップみずき 5%

18,981 吉野酒店 5%

18,982 よしの産業 5%

18,983 yoshiharagarden 5%

18,984 ヨシハラ靴店 5%

18,985 吉物屋 5%

18,986 YOSIYOSISHOP 5%

18,987 ヨダファーム 5%

18,988 ヨナシンホーム ヤフー店 5%

18,989 よなよなの里 ビール beer ギフト 5%

18,990 米澤紀伊國屋 Yahoo!店 5%

18,991 米沢牛専門店さかの 5%

18,992 予防医学センター・ヤフー店 5%

18,993 よもぎ温泉 バンビカフェ 5%

18,994 ヨリアイDOGS 5%

18,995 夜の八百屋さん 5%

18,996 YOROCAヤフーSHOP 5%

18,997 YOROKOBI marche 5%

18,998 喜び屋 5%

18,999 よろず糸屋Yahoo!店 5%

19,000 万梅干屋 ゆずりの里 5%

19,001 よろず混む 5%

19,002 よろずストア くすのき堂 5%

19,003 ヨロスト Yahoo!ショッピング店 5%

19,004 よろずやきらくで笑顔 5%

19,005 KURAZO-よろずや くら蔵 5%

19,006 よろず屋 神脳堂 5%

19,007 万屋ストア 5%

19,008 よろずや清兵衛 5%

19,009 よろずや清兵衛 ポンプ部品専門店 5%

19,010 よろずや倉庫 5%

19,011 萬屋はるみ 5%

19,012 よろずやマルシェ 5%

19,013 よろず流通館 5%

19,014 よろづや百貨 Yahoo店 5%

19,015 4cloches ヨンクロシェ 5%

19,016 四代目魚屋.com by 竹本商店 5%

19,017 LARGE MART 本店 5%

19,018 ラーナーズ 5%

19,019 ライク 5%

19,020 Lither Base 5%
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19,021 ライシン Yahoo!店 5%

19,022 RISE 5%

19,023 ライスKING Yahoo!ショッピング店 5%

19,024 ライスショップ米蔵ヤフー店 5%

19,025 ライスショップ 御陵 5%

19,026 ライスショップ 御陵 5%

19,027 ライスショップ 新潟屋 5%

19,028 RISE STORE Yahoo!ショップ 5%

19,029 ライス宮城ヤフー店 5%

19,030 RAiseNsEショップ 5%

19,031 ライターショップエスケイ 5%

19,032 ライダース コート Bambino Pecora 5%

19,033 ライター専門店アキハ 5%

19,034 ライツショップ 5%

19,035 REIZ TRADING 5%

19,036 ライツフォルヤフーショップ 5%

19,037 LightingArtGallery. 5%

19,038 Lighting World 5%

19,039 ライドウ 5%

19,040 Right On Time Online 5%

19,041 ライトコレクション 5%

19,042 ライトコレクション2号店 5%

19,043 Ride Service ヤフー店 5%

19,044 Ride Service Yahoo!店 5%

19,045 ライト・照明のBeauBelle ボーベル 5%

19,046 ライトシリーズ 自由が丘 5%

19,047 Light-Staff 5%

19,048 ライト精機 5%

19,049 LightningParts 5%

19,050 ライトニングブースS 5%

19,051 ライトバンク 5%

19,052 株式会社 ライトビコー 5%

19,053 ライトファッション 5%

19,054 ライトワークスYahooストア 5%

19,055 ライナースポーツ 5%

19,056 ライパッチ ヤフーショッピング店 5%

19,057 ライパラ ! 5%

19,058 ripe 5%

19,059 Life Idears 5%

19,060 LIFE UP by京一屋 5%

19,061 life amenity 5%

19,062 ライフアメリオ みぽり 5%

19,063 Life&Cool 5%

19,064 Life and Cool ANNEX 5%

19,065 ライフィス 5%

19,066 Life-is 5%

19,067 Life is 5%

19,068 ライフエコショップ Yahoo!店 5%

19,069 ライフエフ 5%

19,070 ライブオークヤフー店 5%

19,071 ライフガレージセレクト 5%

19,072 ライフカンパニー 5%

19,073 来福商店 5%

19,074 Life Coorde 5%

19,075 ライフサポーター 5%

19,076 らいふさぽーとヤフー店 5%

19,077 ライフサポート 和太郎 5%

19,078 ライフシステム 5%

19,079 LIFEJOY(ライフジョイ) 5%

19,080 ライフショップ銀座 ヤフー店 5%
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19,081 ライフスタイリングショップ 5%

19,082 Life Style ISLAND 5%

19,083 ライフスタイルアブラナ 5%

19,084 LifeStyle&Home 5%

19,085 lifestylejapan 5%

19,086 ライフスタイルショップfunfun 5%

19,087 ライフスタイルショップWak 5%

19,088 ライフスタイルZERO 5%

19,089 ライフスタイル Yahoo!店 5%

19,090 LifeStage Nana! Yahoo!店 5%

19,091 ライフストックジャパン 5%

19,092 LIFESヤフー店 5%

19,093 ライフタイム 5%

19,094 ライフダイレクト ヤフー店 5%

19,095 LIFE TAILOR Yahoo!店 5%

19,096 Life Design Store 5%

19,097 ライフテック ヤフーショップ 5%

19,098 ライフネクスト ヤフー店 5%

19,099 ライフハーモニー 5%

19,100 ライフバリュー 5%

19,101 ライフパワーショップ 5%

19,102 ライフ広場 5%

19,103 ライフフュージョンYahoo!ショップ 5%

19,104 LIFE PLUS Yahoo!店 5%

19,105 ライフベースヤフー店 5%

19,106 Life Mart 5%

19,107 ライフモールYahoo!ショップ 5%

19,108 Lifemall Planet 5%

19,109 lifelightlove 5%

19,110 ライフラボ LIFE LABO 5%

19,111 Livelylife 5%

19,112 Rifle 5%

19,113 Raihoo online shop 5%

19,114 LEDのお店 LIMEY ヤフー店 5%

19,115 ライムウェブ 5%

19,116 ライムライム 5%

19,117 LayLaxオフィシャルショップ 5%

19,118 ライラック薬局ヤフーストア 5%

19,119 LineR 5%

19,120 ニューポート 5%

19,121 LAVIEENROSEヤフーショップ 5%

19,122 Ravie-a Yahoo!店 5%

19,123 La vita Rosea 大きいサイズ 5%

19,124 ラヴィクトワール 5%

19,125 LAVIE公式ショップ 5%

19,126 ラヴィナ ビューティー 5%

19,127 raviヤフーショップ 5%

19,128 Lovcaラヴカ 5%

19,129 LOVE GLITTER 5%

19,130 ラウダ公式ストアYahoo!店 5%

19,131 ROWDY DOG 5%

19,132 ラウドマウス専門店 LM style 5%

19,133 ラヴニール ランドセル 5%

19,134 Raumlindo 5%

19,135 ROUND OVER 5%

19,136 ROUNDOVER GOLF 5%

19,137 ROUNDOVER MEN’S 5%

19,138 La esperanza・withBambi 5%

19,139 ラ・エッフェル 5%

19,140 ラキアショップ 5%
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19,141 ラキアショップYahoo!店 5%

19,142 Rugged MARKET 5%

19,143 La Curieヤフー店 5%

19,144 ラグ&カーペットのコレクション 5%

19,145 ラグ&ダイニング ハッピーホーム 5%

19,146 ラグ&マット.com 5%

19,147 楽市きもの館 5%

19,148 楽市・楽座 5%

19,149 rugoo(らぐー) 5%

19,150 ラクーン設備 5%

19,151 LaG Onlinestore 5%

19,152 ラグ・カーテン・こたつはアーリエ 5%

19,153 らくがき村 5%

19,154 楽山荘 5%

19,155 LUXURY-ラグジュアリ 5%

19,156 Luxury Showcase 5%

19,157 lugejewelry 5%

19,158 LUXWELL 5%

19,159 LUXSTYLE 5%

19,160 LAXNY 5%

19,161 ラグ専門店 HIRO SUN 5%

19,162 Ragtime 5%

19,163 ラクダ時計館 5%

19,164 洛中高岡屋 5%

19,165 ラクティブ Yahoo!店 5%

19,166 ラクトペット物語 5%

19,167 ラグビーフリークスYahoo!ショップ 5%

19,168 RUG FOREST ヤフー店 5%

19,169 ラグマット通販のサヤンサヤン 5%

19,170 RAKUYA 5%

19,171 lug ヤフー店 5%

19,172 楽々工房 5%

19,173 らくらく歩行セレクション イセヤ 5%

19,174 ラグラグマーケット 5%

19,175 ラクリエ 5%

19,176 ラケットショップfunkyヤフー店 5%

19,177 ラケットショップ ロブ Yahoo!店 5%

19,178 ラケットフィールドヤフー店 5%

19,179 ラケットプラザ 5%

19,180 La Cocco サテライト 5%

19,181 La Cocco Yahoo!店 5%

19,182 Laconquete ぷらす 5%

19,183 ラジアンス 5%

19,184 ラジエーターショップヤフー店 5%

19,185 La siesta Holiday Shop 5%

19,186 Lagemme 5%

19,187 la-cherie 5%

19,188 ラジコンショップ リトルベランカ 5%

19,189 ラジコン夢空間 5%

19,190 radishopヤフー店 5%

19,191 らしんばん通販 Yahoo!店 5%

19,192 らすかる 5%

19,193 RASS JP HOPPE-NI-CHU犬舎 5%

19,194 LUSTER STONE 5%

19,195 RUSTY TO SHINE 5%

19,196 LAST NOTE 5%

19,197 ラストホビー 5%

19,198 ラストホビーGadget 5%

19,199 ラストホビーCostume 5%

19,200 Raspberry 5%
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19,201 ラズベリーマート 5%

19,202 LADDER BYPASS SHOP 5%

19,203 LADDER FRAME 5%

19,204 ラ・タグア ベー 5%

19,205 LATTACHE(ラタッシュ) 5%

19,206 ラタンハウスヤフー店 5%

19,207 落花生とお米の専門卸ヤマハン 5%

19,208 ラッキードンキー 5%

19,209 lucky9 5%

19,210 ラッキーパンダヤフーショップ 5%

19,211 ラッキーベッド Yahoo!店 5%

19,212 ラッキーレンタル 5%

19,213 らっきょう市場 5%

19,214 ラックス 5%

19,215 LAX OUTFITTERS 5%

19,216 LAXNY ONLINE 5%

19,217 Lucksper 5%

19,218 Rack Factory 5%

19,219 rushup 5%

19,220 ラッシュモール 5%

19,221 Lush Life 5%

19,222 lushroom 5%

19,223 RAPPA 5%

19,224 ラッピング用品のクリザンテーム 5%

19,225 WrapFun-Yahoo!店 5%

19,226 Lati 5%

19,227 Ladia 5%

19,228 ラディアンヌ Yahoo!店 5%

19,229 RADICA 5%

19,230 ラディカルベース Yahoo!店 5%

19,231 Laddtm 5%

19,232 ラ・テール ヤフーショップ 5%

19,233 La Douceur ヤフーショップ 5%

19,234 ラトックプレミアYahoo!店 5%

19,235 ラトリエ 5%

19,236 Rattle Wood Yahoo!店 5%

19,237 rana(ラナ) 5%

19,238 ラナアロマショップヤフー店 5%

19,239 ラナイマカイ 5%

19,240 LaNICO 5%

19,241 LANUI 5%

19,242 RAPA 5%

19,243 LOVERS 恋人たちへ～ 5%

19,244 rubbermark(ラバーマーク) 5%

19,245 ラバラバ 5%

19,246 La palette 5%

19,247 Lovey ヤフーショッピング店 5%

19,248 Lapis ラピス 5%

19,249 ラピス 5%

19,250 らぴす 5%

19,251 Lapis Lazuli 5%

19,252 ラビッツキャリー Yahoo!店 5%

19,253 ラビットクリーニング Yahoo!店 5%

19,254 ラビットスポーツショップ 5%

19,255 LAVINAS SHOP Yahoo!店 5%

19,256 ら・ぴゅせる 5%

19,257 Loving ヤフー店 5%

19,258 LOVE ACTION MARKET 5%

19,259 lafan 5%

19,260 LOVE&PEACE ヤフー店 5%
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19,261 ラフアンドロード ヤフー店 5%

19,262 Lafitte ラフィート 5%

19,263 raffina-t 5%

19,264 LAFIXIA 5%

19,265 ラフィットハンガー専門店 5%

19,266 ラフィネ キッチン&生活雑貨 5%

19,267 ラ・フェスタ岸和田店 5%

19,268 ラフカワMIX 5%

19,269 Love Charms 5%

19,270 LOVE&PEACE&DOGS 5%

19,271 LoveBerry sMarket 5%

19,272 ラ・フラール 5%

19,273 Rough Riders 5%

19,274 ラ プランタンヴァン 5%

19,275 ラブリ 5%

19,276 ラブリーコレクション 5%

19,277 Lovely Day 5%

19,278 ラブリーライフ ヤフー店 5%

19,279 ラフロ ヤフー店 5%

19,280 La・Paix ラ・ペ 5%

19,281 Labelle 5%

19,282 ラベル.e-STORE 5%

19,283 ラベルシール市場 Yahoo!店 5%

19,284 ら・べるびぃ予防医学研究所 5%

19,285 ラペルピン・ピンズ専門店 MISAKO 5%

19,286 ラベル本舗 5%

19,287 ラベルヤフーショップ 5%

19,288 ラベンダーストーン 5%

19,289 ラボサーフヤフー店 5%

19,290 LAMA Store 5%

19,291 La mia Vita ヤフー店 5%

19,292 RAMIE 5%

19,293 ラムールエテルネル 5%

19,294 RAMSMARKS 5%

19,295 LA MAISON CARREE 5%

19,296 ラ・メゾン白金 5%

19,297 ラメゾンドプテYahoo!店 5%

19,298 Lamoderato生活雑貨とマットのお店 5%

19,299 la montagne 5%

19,300 らら・いわてYahoo!店 5%

19,301 ららくま薬局 5%

19,302 LALA SHOP 5%

19,303 La La Shop 5%

19,304 LaLa shop16 5%

19,305 LALA STORE 5%

19,306 ララフェスタ 5%

19,307 RaraMart 5%

19,308 LARA LILY Yahoo!店 5%

19,309 laluice Yahoo!店 5%

19,310 LALONA 5%

19,311 ラロックショップ Yahoo!店 5%

19,312 卵衛門 5%

19,313 生活便利雑貨ランクアップ 5%

19,314 ランクアップ 5%

19,315 Lungesurf-Design 5%

19,316 乱掘堂 5%

19,317 Run.com-ランニング用品専門店 5%

19,318 LANZA Yahoo!店 5%

19,319 ランジェリーショップ グー 5%

19,320 ランジェリーショップナインハーフ 5%
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19,321 Lansh(ランシュ) 5%

19,322 ランタイ 5%

19,323 LANTELNO公式Store 5%

19,324 走人 5%

19,325 Landwein(下町の酒屋さん) 5%

19,326 ランドセル&バッグ 天地堂 5%

19,327 ランドセルカバーのCH 日本製 5%

19,328 ランドセルのユー・アンド・アイ 5%

19,329 ランドセルの横山鞄Yahoo!店 5%

19,330 ランドセル ラッピング のフロロ 5%

19,331 ランドセル ワールド 14 ブランド 5%

19,332 ランドプランツ 5%

19,333 らんどまーく 5%

19,334 ランドン 5%

19,335 ランニングクラブ グラスホッパー 5%

19,336 ランパデール 5%

19,337 ランブータン 5%

19,338 ランプオイル専門店キャン・ライト 5%

19,339 ランプ・シェードYahoo!店 5%

19,340 ランプベルジェ専門 LampShopNoel 5%

19,341 ランプベルジェ専門店 クレール 5%

19,342 ランプベルジェ専門店LampShopNoel 5%

19,343 ランプメンテナンス ヤフー店 5%

19,344 らんぷや 5%

19,345 ランプレタヤフー店 5%

19,346 RunPet ランペット 5%

19,347 ランボルギーニ公式ショップ 5%

19,348 ランライフ ヤフー店 5%

19,349 LANRAN 5%

19,350 Re-Advance Yahoo!店 5%

19,351 リアプロ DIY・工具店 5%

19,352 REALLY Yahoo!ショップ 5%

19,353 RealColor 5%

19,354 リアル キューブ 5%

19,355 リアル食品サンプル・ココナッツ 5%

19,356 リアルステ 5%

19,357 REALSPEED 5%

19,358 LienGarage 5%

19,359 リアンドゥ 5%

19,360 リアンドゥ いいものショップ 5%

19,361 lien リアン Yahoo!店 5%

19,362 REGAS 5%

19,363 リーコレ 5%

19,364 リージュ化粧品 5%

19,365 リージョンフリープレーヤー専門店 5%

19,366 リーズナブルショップ安価屋 5%

19,367 Lee.che. 5%

19,368 Reech Online 5%

19,369 RICHCOCO 5%

19,370 リーディングハイ 5%

19,371 リードオンライン 5%

19,372 リードストアYahoo!店 5%

19,373 LeadToBeautyLife 5%

19,374 Leap・リープ 5%

19,375 Leaps 5%

19,376 リーブス革鞄店-Yahoo!ショップ 5%

19,377 リーフストア 5%

19,378 Leap Town リープタウン 5%

19,379 リーフマート 5%

19,380 LEAFLIVES CBD CBDオイル 5%
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19,381 リーベ　ガーデン＆インテリア 5%

19,382 LiebeSeele 5%

19,383 リーベン 5%

19,384 リーベン Yahoo!店 5%

19,385 リーベンマルクト Yahoo!店 5%

19,386 Reebok Online Shop Yahoo!店 5%

19,387 リーボンズジャパン 5%

19,388 Lean Life 5%

19,389 REBIAS Yahoo!店 5%

19,390 リヴェラールMen’s館 5%

19,391 Liv House 5%

19,392 Re-AP 5%

19,393 Lieto Yahoo!店 5%

19,394 ReEDIT(リエディ) 5%

19,395 リエルショップ 5%

19,396 リオデ 5%

19,397 rioty (リオティ) 5%

19,398 rionestore 5%

19,399 RIO footwear 5%

19,400 riopozo 5%

19,401 RIOMARU(リオマル) 5%

19,402 liolio shop 5%

19,403 RIORES(リオレス)メーカー公式店 5%

19,404 リオン 5%

19,405 リカーアイランド 5%

19,406 リカー&ドリーム 酒散歩Yahoo!店 5%

19,407 リカーショップ京町セソール 5%

19,408 リカーショップGTOヤフー店 5%

19,409 リカーショップ そら 5%

19,410 リカーショップながせ 5%

19,411 リカーショップ・ラブリコラブリカ 5%

19,412 リカーズ アルマ 5%

19,413 リカーズショップまつもと 5%

19,414 リカーズ スリーライン ヤフー店 5%

19,415 リカースターこくぶや 5%

19,416 洋酒専門館 Liquor Stand 5%

19,417 リカーステーション酒市場 5%

19,418 リカーストリート 5%

19,419 リカーズベスト 5%

19,420 リカーズマスター 5%

19,421 リカータイム ヤフー店 5%

19,422 リカー問屋マキノ 5%

19,423 リカー野村屋 5%

19,424 リカーパークシーザー 5%

19,425 リカーパークまるち蔵 Yahoo店 5%

19,426 リカーハウス 木村屋 5%

19,427 リカーBOSS Yahoo!店 5%

19,428 リカーライフデザイン研究所 5%

19,429 リカーランド現金屋 ヤフー店 5%

19,430 ricarica 5%

19,431 リカちゃん人形専門店プーペ 5%

19,432 りかの良品 Yahoo!店 5%

19,433 リカマンYahoo!店 5%

19,434 RIKAYAヤフー店 5%

19,435 リゲッタ カヌーサンダル取扱店GJ 5%

19,436 リゲッタカヌー専門店Canoe trico 5%

19,437 リゲルストア 5%

19,438 AND MARKET by recocochi 5%

19,439 リコボショップ 5%

19,440 リコメン堂 5%
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19,441 リコメン堂インテリア館 5%

19,442 リコメン堂スポーツ館 5%

19,443 リコメン堂生活館 5%

19,444 リコメン堂ファッション館 5%

19,445 リコメン堂ホームライフ館 5%

19,446 リコロshop 5%

19,447 リサイクマのリサイクルショップ 5%

19,448 リサイクル市場ヤフー店 5%

19,449 リサイクル王国Yahoo!店 5%

19,450 リサイクル着物 忠右衛門 5%

19,451 リサイクルきもの福服 5%

19,452 リサイクルショップR-1 5%

19,453 リサイクルショップてんとうむし 5%

19,454 リサイクルPC Gテック 5%

19,455 リサイクルブティックABC 5%

19,456 リサイクルマーケットママポケット 5%

19,457 リサイクルミシンヤフー店 5%

19,458 リシェスハーベスト 5%

19,459 richic 5%

19,460 利尻屋みのや 5%

19,461 リシンクライフ 5%

19,462 LISWAYストアー 5%

19,463 LISE CHARMEL公式ストア 5%

19,464 Lizzセレクト 5%

19,465 RESTA 5%

19,466 リスタートカンパニー 5%

19,467 Re-Style 5%

19,468 Re store 5%

19,469 Respective stones Yahoo!店 5%

19,470 RISPETTO 5%

19,471 Rism Town 5%

19,472 りずむぼっくす神戸元町店 5%

19,473 リスムヤフーショッピング店 5%

19,474 リスロンオタル 5%

19,475 リスロンタオル 5%

19,476 reseo 5%

19,477 RESET FOR BEAUTY 5%

19,478 ReCENO 5%

19,479 リセプトインテリア ヤフー店 5%

19,480 ReZuell. 5%

19,481 Risou 公式Yahoo!店 5%

19,482 理想の生活館 5%

19,483 リゾートデザイン ヤフー店 5%

19,484 Re-So ヤフーshop 5%

19,485 リタリオリブロ ヤフーショップ 5%

19,486 RITANSHOP 5%

19,487 李朝家具の學工房ヤフーショップ 5%

19,488 Ricky s 5%

19,489 Ricce 5%

19,490 リッチキャンドルYahoo!店 5%

19,491 RichGo-Japan 5%

19,492 Rich Smile リッチスマイル 5%

19,493 リッチスマイルオンラインショップ 5%

19,494 リッチタイム 5%

19,495 リッチマインド ヤフー店 5%

19,496 リッチライフ 5%

19,497 リップクラウン 5%

19,498 L・I・P Yahoo!店 5%

19,499 rippleplus ヤフー店 5%

19,500 リップルミドル 5%
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19,501 retailer plus 5%

19,502 リテラボ 5%

19,503 Ridere 5%

19,504 Litonaヤフー店 5%

19,505 LitohaLivrer 5%

19,506 retom 5%

19,507 little by little 5%

19,508 リトルアイランドYahoo店 5%

19,509 リトルエンジェル 5%

19,510 LittleAngel 5%

19,511 りとるキッチンYahoo!店 5%

19,512 Little Globe ヤフー店 5%

19,513 A LITTLE SOMETHING STORE 5%

19,514 リトルシップヤフー店 5%

19,515 リトルステップ ヤフー店 5%

19,516 リトル台湾 5%

19,517 りとる ちいさな靴下のお店 5%

19,518 リトルトゥリーズ 5%

19,519 リトルトランク 5%

19,520 リトルパイレーツ 5%

19,521 Littlehoneybear 5%

19,522 リトルフォールズ珈琲 5%

19,523 リトルプリンセス Yahoo!店 5%

19,524 リトルプリンセスルーム 5%

19,525 リトルベランカドローンパーツSHOP 5%

19,526 Little Velvet DESIGNS 5%

19,527 Little-magic 5%

19,528 りとるまみい 5%

19,529 リトルムーン・ヘアアクセサリー 5%

19,530 リトルモモYahoo!店 5%

19,531 little Monster 5%

19,532 リニーズマーケット 5%

19,533 リネンカフェ 5%

19,534 リネンショップリネンハウス 5%

19,535 リネン専門店カリエンテ 5%

19,536 リネンのお店 Cadeau屋 Yahoo店 5%

19,537 linomakana 5%

19,538 rinolauleaリノラウエア 5%

19,539 リバーアップ 5%

19,540 RIVER-UP 5%

19,541 リバーサイド 5%

19,542 REVERSAL SUPRA 正規販売店 我流 5%

19,543 リバース・オンラインショップ 5%

19,544 リバース Yahoo!店 5%

19,545 RIVERLAND 5%

19,546 リバティードール 5%

19,547 リバティートップ 5%

19,548 Reberty Yahoo!店 5%

19,549 リバティプリントショップmerci 5%

19,550 リパブリック 5%

19,551 RibaltaSports 5%

19,552 LIPPY and COLOUR 5%

19,553 リビーダ Yahoo!ショップ 5%

19,554 リピカ ヤフー店 5%

19,555 リビキキネットYahoo!店 5%

19,556 Liview Mall 5%

19,557 LIVING&HARD ヤフー店 5%

19,558 リビングート ヤフー店 5%

19,559 Living雑貨 リスonlineshop 5%

19,560 リビングスタジオ 5%
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19,561 Livin Good 5%

19,562 リビングデイ 5%

19,563 リビングT&S 5%

19,564 Living Days 5%

19,565 リビングハート ヤフー店 5%

19,566 リビングファニチャー ヤフー店 5%

19,567 リビングプラザYahoo!店 5%

19,568 リビングプロ 5%

19,569 Livingmarket 5%

19,570 快適寝具専門リビングライフこだま 5%

19,571 rifu 5%

19,572 Lib ヤフーショップ 5%

19,573 rifare 5%

19,574 LIFACTY official 5%

19,575 リブアマングYahoo!店 5%

19,576 リファラス 5%

19,577 リファレンス コレクション 5%

19,578 リブウェル 5%

19,579 リフォーム&エコ雑貨satani 5%

19,580 リフォームおたすけDIY 5%

19,581 リフォーム直販.COM 5%

19,582 リフォームのピース 5%

19,583 リフォームのマルワ 5%

19,584 リブラ 5%

19,585 リプラス Yahoo!店 5%

19,586 リプリYahoo店 5%

19,587 リブルマルシェ 5%

19,588 リブレ 5%

19,589 リプレ ヤフー店 5%

19,590 リプレンネットショッピング店 5%

19,591 リプロス エプロン 5%

19,592 リプロスストアYahoo店 5%

19,593 リプロスストア エプロン専門店 5%

19,594 リプロスストア ペット 5%

19,595 リペア&ペイント 5%

19,596 Repair Garage Web Store 5%

19,597 リペアグラウンドYahoo!店 5%

19,598 リペアメーカー 5%

19,599 リペアメーカーAC Yahoo!店 5%

19,600 リペスタ 5%

19,601 Libera Style 5%

19,602 Liberalization 帽子・雑貨専門店 5%

19,603 リベラルタ 5%

19,604 リベルタヴィラ 5%

19,605 Libertaco Shop ヤフー店 5%

19,606 LIBERATOR 5%

19,607 Lebendy 5%

19,608 LIHOULAI 5%

19,609 LIHOULAI 第二店舗 5%

19,610 リポーズジョイ 5%

19,611 リホームストア 5%

19,612 Reborn store 5%

19,613 リポスフェリック ショップ 5%

19,614 リボックスたまて箱本店 5%

19,615 リボルト 5%

19,616 りぼるばー67 Yahoo!店 5%

19,617 リボンお取寄せ本舗 5%

19,618 リボンキャットヤフー店 5%

19,619 RiBBONs Yahoo!店 5%

19,620 りぼん本舗 5%
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19,621 リボンマルシェ 5%

19,622 璃実花 5%

19,623 リミテスト公式 Yahoo!ショップ 5%

19,624 メンズファッションリミテッド 5%

19,625 リム コーポレーション 5%

19,626 remakeオンラインYahoo!店 5%

19,627 リモコン専門タウンエコ 5%

19,628 りゅうか商事 5%

19,629 隆輝商会 ヤフー店 5%

19,630 琉球楽器またよし Yahoo!ショップ 5%

19,631 琉球体感サプリストア 5%

19,632 琉球フロントOnlineshop 5%

19,633 龍玉堂Yahoo!店 5%

19,634 リユース&アウトレットゲットマン 5%

19,635 家具と家電ゲットマンアネックス 5%

19,636 リユースO.G.i.Now!ヤフー店 5%

19,637 龍頭 SilverAccessoriesWebShop 5%

19,638 リユースブランドショップBeR 5%

19,639 流星堂 TOKYO 5%

19,640 流通王 Yahoo!ショッピング店 5%

19,641 リュウドLED専門Yahoo!店 5%

19,642 リュウド直販ヤフー店 5%

19,643 竜のしっぽYahoo!店 5%

19,644 流木の駅きいろ 5%

19,645 RyuYahoo!店 5%

19,646 Luex Store 5%

19,647 RyuC 5%

19,648 リュック 5%

19,649 リュネメガネコンタクト ヤフー店 5%

19,650 良質計画Yahoo!店 5%

19,651 良酒処さぶん酒店ヤフー店 5%

19,652 両総屋Yahoo!店 5%

19,653 料亭 濱乃家 5%

19,654 良品安価 富貴 5%

19,655 良品家電 5%

19,656 良品キャラバン 5%

19,657 良品急行 5%

19,658 良品雑貨-ヤフー店 5%

19,659 良品通販ショップ Yahoo!店 5%

19,660 良品トナー 5%

19,661 良品プラス 5%

19,662 良品丸 5%

19,663 良品Yahoo!ショップ 5%

19,664 料理道具のデパート 三起堂 5%

19,665 料理道具のフクジネット 5%

19,666 旅行グッズ専門店 TABIRU 5%

19,667 旅行雑貨のグリーン・バッグス 5%

19,668 旅行用品の専門店 コンサイス 5%

19,669 緑花木ネットストアー 5%

19,670 リライフプラザ 生活雑貨館 5%

19,671 リラクルYahoo!店 5%

19,672 Relaaax 5%

19,673 リラックス 5%

19,674 RIRAVI SHOP 5%

19,675 LILYANHOUSE リリアンハウス 5%

19,676 Lily&Birchヤフー店 5%

19,677 LILY ANNA 5%

19,678 Relieve 5%

19,679 LilyBell 5%

19,680 Lily.et 5%
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19,681 LIRICA 5%

19,682 RIRICOヤフー店 5%

19,683 リリパット 5%

19,684 リリミア 5%

19,685 REROOM 5%

19,686 RIRTy 5%

19,687 リロアノシラセ Yahoo!ショップ 5%

19,688 Re-Works 5%

19,689 ring 5%

19,690 リンクウッド Yahoo!店 5%

19,691 リンク珈琲 5%

19,692 リンクスオンラインYahoo!店 5%

19,693 リンクファスト ヤフー店 5%

19,694 リンクフローリスト 5%

19,695 ringkegmade 5%

19,696 ringke gmade japan 5%

19,697 綺麗&かわいい 凛神戸・りんこうべ 5%

19,698 りんごClub 5%

19,699 りんごすとあYahoo!店 5%

19,700 Rinco Yahoo!店 5%

19,701 リンゾウ 5%

19,702 LINDSPORTS Yahoo!ショッピング店 5%

19,703 リンネ スノー・アンド・サーフ 5%

19,704 りんぺいヤフー店 5%

19,705 輸入雑貨店 Limpomme 5%

19,706 Rin-Rinヤフーショッピング店 5%

19,707 LURE&GOODS かめや 5%

19,708 ルアーショップカーミットYahoo!店 5%

19,709 ルアーショップ 神 5%

19,710 ルアーショップ マスオカ 5%

19,711 Luana TERRACE 5%

19,712 ルイール コン美ニエンスショップ 5%

19,713 RUICO ACCESSORIES ヤフー店 5%

19,714 ルイコレクション Yahoo店 5%

19,715 ルイノク2 5%

19,716 ルイボス専門店naturalshopなごみ 5%

19,717 RUIRUE BOUTIQUE 5%

19,718 rooo 5%

19,719 ルゥールメル 5%

19,720 LucyShop Yahoo!店 5%

19,721 ルース ジュエリー SINDBAD 5%

19,722 ルーセントマートインテリア 5%

19,723 ルーセントマートのオーダーラグ 5%

19,724 国産車のLED専門店-luce 5%

19,725 Luce Dolce ルーチェドルチェ 5%

19,726 ROOTWEB 5%

19,727 Roots Guitar&Studio 5%

19,728 ルーツゴルフ専門綾ゴルフヤフー店 5%

19,729 LUTY Yahoo!店 5%

19,730 R55 FACTORY ヤフー店 5%

19,731 R55 WORKS ヤフー店 5%

19,732 ルーナデーア 5%

19,733 ルーノルーモ ヤフー店 5%

19,734 LOOP 5%

19,735 アジアンインテリア ループ 5%

19,736 ROOP3R 5%

19,737 LOOP SHOES SHOP 5%

19,738 Loop Yahoo!ショッピング店 5%

19,739 LOOPLAND 5%

19,740 Loop Leaf ループリーフ 5%
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19,741 LOUPLE 5%

19,742 LOUPLE Store 5%

19,743 ルーペスタジオ 5%

19,744 ルーペのお店アイラック 5%

19,745 ルーペの惑星 5%

19,746 ルームウェア・バレエ コッペリア 5%

19,747 ルームクリエイト 5%

19,748 ルームズマーケット 5%

19,749 RoomDesign 5%

19,750 ROOMDESIGNPAZ 5%

19,751 Room9 5%

19,752 Room next 5%

19,753 ROOM PLUS l インテリア雑貨 5%

19,754 ルームフレグランスショップ 5%

19,755 ルームランナー専門店 HealthBox 5%

19,756 ルームランプLED専門店 5%

19,757 ルームワークスオンラインストア 5%

19,758 LOOKIT オフィス家具 インテリア 5%

19,759 ル 銀座 5%

19,760 ル・クール 5%

19,761 ルクシス by アンジェリーク 5%

19,762 Le-Coffret 5%

19,763 ルコリエYahoo!店 5%

19,764 ルシアーオブジャパン 5%

19,765 Lucida 5%

19,766 LE-Ciel 5%

19,767 Le ciel clair ルシェルクレール 5%

19,768 ルシェルシュ Yahoo!店 5%

19,769 leciel-style 5%

19,770 ルスモストア 5%

19,771 luccicare 5%

19,772 LUNACOCO 5%

19,773 LUNA.G 5%

19,774 ルナセレクション 5%

19,775 ルナテーブル 島本屋～和飲蔵～ 5%

19,776 LUNA BEAUTY ヤフー店 5%

19,777 ルナビューティショップヤフー店 5%

19,778 Luna Yahoo!店 5%

19,779 LUNA e LUX 5%

19,780 Runaルナヤフー店 5%

19,781 ルナレーナ化粧品専門店 5%

19,782 ルナワールド ヤフー店 5%

19,783 Lune(ルネ) 5%

19,784 RENAISSA 5%

19,785 Renaissance Gift 5%

19,786 ルネット美と健康ストア 5%

19,787 rubino-direct 5%

19,788 le pied 5%

19,789 ルビコン901 5%

19,790 LUPIS 5%

19,791 ルピノー Yahoo!店 5%

19,792 LUFT 5%

19,793 LEPLUS SELECT Yahoo!店 5%

19,794 Rufurunヤフー店 5%

19,795 lebelier-ルベリエ ヤフー店 5%

19,796 LUPO 5%

19,797 ルミーテック 5%

19,798 ルミーテック LED専門店 5%

19,799 Lumiebre - ルミエーブル 5%

19,800 RUMINA ルミナ 5%
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19,801 ルミニーオジャパン 5%

19,802 ルメイユ 5%

19,803 ルモードフィットネスウェアSHOP 5%

19,804 ルランルラン 5%

19,805 ル・リアン 5%

19,806 ルリカ ヤフー店 5%

19,807 Ruru-jam 5%

19,808 LuLucouture ルルクチュール 5%

19,809 LULU select 5%

19,810 ルロワショップ Yahoo!店 5%

19,811 レアウォッチの専門店スターマート 5%

19,812 レアストーンズ ヤフー店 5%

19,813 レ・アッカ 5%

19,814 レアトレア 5%

19,815 レアハワイ2 5%

19,816 LEA PULAMA 5%

19,817 LeaMalapua 5%

19,818 RARELEAK 5%

19,819 レアリティショップ 5%

19,820 レアルインターショップ 5%

19,821 レアレア 5%

19,822 Ray Green 5%

19,823 レイアウトYahoo!店 5%

19,824 Raywood レイウッド 5%

19,825 RayES glass 5%

19,826 RAY ONLINE STORE 5%

19,827 鈴月 Yahoo!店 5%

19,828 麗幸 5%

19,829 レイコップ公式ストアYahoo!店 5%

19,830 LAZY CAT 5%

19,831 レイジーマグノリア 5%

19,832 霊芝・冬虫夏草の店 5%

19,833 raysbeauty 5%

19,834 rayshobby 5%

19,835 礼装accessoryノービアノービオ 5%

19,836 冷蔵庫キング Yahoo!店 5%

19,837 レイダース 5%

19,838 冷凍空調エアコン工具のメガストア 5%

19,839 レイピカケ@ハワイアンジュエリー 5%

19,840 RAVE 5%

19,841 REVE Yahoo!店 5%

19,842 礼服喪服スーツレンタル ヤフー店 5%

19,843 礼服喪服レンタルのやました 5%

19,844 麗宝プロショップ 5%

19,845 RAYMAR SHOES SHOP 5%

19,846 レイライン 5%

19,847 レイルモータースポーツ 5%

19,848 Rail Link Store ヤフー店 5%

19,849 令和コンタクトYahoo!店 5%

19,850 レインフォレストハーブYahoo!店 5%

19,851 レインボーオフィス Web-Shop 5%

19,852 RainbowGirl 5%

19,853 レインボーショップ 5%

19,854 RAINBOW STAR 5%

19,855 RainbowTech 5%

19,856 レインボーテン 5%

19,857 レインボードッグ ヤフー店 5%

19,858 RAINBOW MART Yahoo!ショップ 5%

19,859 RainbowRabbit 5%

19,860 Reve ヤフーShop 5%
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19,861 LACY ONLY 5%

19,862 LACY BOUTIQUE 5%

19,863 レースのお店SORA 5%

19,864 レースレディース 5%

19,865 レーちゃん 5%

19,866 Leo&Momoテイスト 5%

19,867 レオーネ ウォッチストア 5%

19,868 Leonecs 5%

19,869 Leorionna.Japanヤフー店 5%

19,870 レオン 5%

19,871 reca 5%

19,872 レガーロCosmetics Store ヤフー店 5%

19,873 Regaloセレクトギフト 5%

19,874 レガリアシートカバー 5%

19,875 REGALO KOBE 5%

19,876 レガロ ロースターズ コーヒー 5%

19,877 レギンス工房 5%

19,878 レゲエ雑貨専門店KINGSTON 5%

19,879 レゲエショップ SATIVA 5%

19,880 RECO 5%

19,881 Record ヤフー店 5%

19,882 LEGOゴロショップ 5%

19,883 レコサポートショップ 5%

19,884 レゴパーツ販売StarBrick37 5%

19,885 レゴブロック専門店ブリッカーズ 5%

19,886 レゴリス 5%

19,887 LeatherItem Shop Lunatic White 5%

19,888 レザー&アクセKC sオンライン 5%

19,889 レザー&アクセサリーのサイド7 5%

19,890 Leather&Knife shop COSMOS 5%

19,891 レザーアンドバッグクラフトDubro 5%

19,892 Leather Goods Shop Hallelujah 5%

19,893 レザークラフト材料専門店ぱれっと 5%

19,894 レザークラフト TAKAHIRO ヤフー店 5%

19,895 レザークラフトマリボックス 5%

19,896 レザー&シルバー専門店 DEEP ZONE 5%

19,897 Leathers 5%

19,898 LEATHER-Z 財布・革小物 5%

19,899 レザー姫路本陣 Yahoo!店 5%

19,900 レザーファクトリー ジャパンワン 5%

19,901 レザーラウンドアバウト 5%

19,902 Reggieshop Yahoo!店 5%

19,903 レジェンド 5%

19,904 Legica jeana 5%

19,905 レジ星shop 5%

19,906 レジスター専門のレジ屋ドットコム 5%

19,907 Regina’s-Boom レジナス・ブーム 5%

19,908 レジロール&ラベル館 Yahoo!店 5%

19,909 レスキューピーシーYahoo!店 5%

19,910 LeicesterSquare 5%

19,911 レステモ 5%

19,912 Resplendir 5%

19,913 レスペランス 5%

19,914 メンズバッグ RAIZON(レゾン) 5%

19,915 Recca Trade 5%

19,916 レッグウェア専門店パリシェ 5%

19,917 レッグウェア専門店 美足花舞 5%

19,918 REX ONE 5%

19,919 レッグファッション ReBio 5%

19,920 REGGINA 5%
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19,921 Let s enjoy酒生活.酒文化タナカ 5%

19,922 レッドウィング専門alkaya works 5%

19,923 REDWOOD Yahoo!ショップ 5%

19,924 Red Cabin 5%

19,925 レッドテント 5%

19,926 レッドテント-コネクト 5%

19,927 レッドテント-セカンド 5%

19,928 letdreamバッグ専門店 5%

19,929 RED BIRD ヤフー店 5%

19,930 LEDMATICS 5%

19,931 Red Moon 5%

19,932 RM ism FUKUOKA 5%

19,933 redrose 5%

19,934 Lady Cross ヤフー店 5%

19,935 レディース腕時計専門店フルール 5%

19,936 レディース靴Carique(カリック) 5%

19,937 レディース靴の店 shop kilakila 5%

19,938 ladyscoco 5%

19,939 レディース 財布 通販のソラーラ 5%

19,940 レディースジャージのブルーム 5%

19,941 レディース シューズ アンテロープ 5%

19,942 レディースシューズ Decorate 5%

19,943 レディース通販の美的空間 5%

19,944 レディースのお宝屋 5%

19,945 レディースバッグ通販ナルシャ 5%

19,946 Ladys bikoujun 5%

19,947 レディース水着 Girls beach 5%

19,948 RADIOS 5%

19,949 Ready!LADY 5%

19,950 www.retro.jp 5%

19,951 レトロスタイル雑貨店SweetFish 5%

19,952 Renix Online Yahoo!店 5%

19,953 renogysolar 5%

19,954 レバンテ ヤフーショップ 5%

19,955 Lapia 5%

19,956 LEPICE 5%

19,957 レビューテ 5%

19,958 ReF 5%

19,959 レベルアール 5%

19,960 LEVEL7 5%

19,961 REVOL CLUB公式Yahoo!店 5%

19,962 LemonDEPT.jp 5%

19,963 レモンの木 5%

19,964 レヨンベールアクア 5%

19,965 Relish 5%

19,966 lelu style 5%

19,967 れんず ヤフーショッピング店 5%

19,968 コンタクト通販 レンズアップル 5%

19,969 レンズアミーゴ Yahoo!店 5%

19,970 レンズバーゲン 5%

19,971 レンズピット Yahoo!店 5%

19,972 コンタクト通販 レンズフリー 5%

19,973 レンズボックス 5%

19,974 レンタル大内屋 5%

19,975 レンタル着物みやこもん ヤフー店 5%

19,976 レンタルCOCO-UU 5%

19,977 レンタルコスチュームUEYAMA 5%

19,978 レンタルのアーベル ヤフー店 5%

19,979 レンタルミシンショップ OZU-R 5%

19,980 レンヌコスメ 5%
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19,981 レンヌジャパン 5%

19,982 ロアジスナチュラルPetLife 5%

19,983 LoreLife 5%

19,984 Royme 5%

19,985 ロイヤルギフトセンター 5%

19,986 ROYAL CROWN 5%

19,987 ROYAL JEWELRY 5%

19,988 ロイヤルステイツ 5%

19,989 ロイヤル通販 5%

19,990 Royal Techno Yahoo!店 5%

19,991 ロイヤルパイン ヤフー店 5%

19,992 ロイヤルブランシュYahoo!店 5%

19,993 ROYALMOON 5%

19,994 老眼鏡 アクセサリーシェフィ 5%

19,995 老眼鏡と拡大鏡のルーペランド 5%

19,996 老眼鏡ペーパーグラスYahoo!店 5%

19,997 LOWS 5%

19,998 朗読社Yahoo!店 5%

19,999 RAWDRIP 5%

20,000 LOE Yahoo!店 5%

20,001 Locust OnLine 5%

20,002 ローカルショップPro 5%

20,003 ローカルトキトキ 5%

20,004 ろーぐす 5%

20,005 LooCo 5%

20,006 お小遣い節約できる店 ローコス 5%

20,007 RosyCats 5%

20,008 Rose’s Market 5%

20,009 ロージーチャーム ヤフー店 5%

20,010 ローションワールド 5%

20,011 ローズアンドピンク ヤフー店 5%

20,012 ROSE CUP 5%

20,013 ROSE CAT 5%

20,014 Rosehip・プロヴァンスガーデン 5%

20,015 Rose viva キッチン雑貨・生活雑貨 5%

20,016 ローズマリーコピーヌYahoo!店 5%

20,017 ROSE MOSS 5%

20,018 Roseleaf 5%

20,019 ROSENECK online shop 5%

20,020 LOWTEX 5%

20,021 ROTEROSE ONLINE SHOP 5%

20,022 ロード 5%

20,023 ロープハンター 5%

20,024 ロープライスゴルフ ヤフー店 5%

20,025 ローヤルエンタープライズ関西(株) 5%

20,026 Rollys・ヤフー店 5%

20,027 ローリンキャンディー 5%

20,028 ロール紙・ラベルの中川ダイレクト 5%

20,029 ロールスクリーンbisi 5%

20,030 ロールペーパーネット 5%

20,031 ロキシー工房 5%

20,032 ROXY BLUE 5%

20,033 ROQUEボディピアスヤフー店 5%

20,034 6歳までの寝具図鑑 こどものふとん 5%

20,035 ROKUMEI COFFEE CO. 5%

20,036 66shopping 5%

20,037 ログワールド 5%

20,038 ロケット吉祥寺店 5%

20,039 ロコシーラ 5%

20,040 ロコッテ 5%
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20,041 ロコネコ 5%

20,042 Rocobi 5%

20,043 LOCO PRIME 5%

20,044 Rozaliss 5%

20,045 ロジック(Logic)Yahoo!店 5%

20,046 ロシナンテ!オンライン Yahoo!店 5%

20,047 ろしなんて工房 5%

20,048 Lost&Found Bicycles Yahoo!店 5%

20,049 ROZEBE 5%

20,050 Rocky Monroe 5%

20,051 ロッキン 5%

20,052 ROCKIN WEB小島屋 5%

20,053 ロッキン岐阜店 5%

20,054 ロッキンダディ 5%

20,055 ロッキン豊田店 5%

20,056 ロッキン名古屋栄店 5%

20,057 ロッキン浜松店 5%

20,058 ロック&レザーRISE 5%

20,059 ROCK 54 5%

20,060 ROCKBROS 5%

20,061 ロックリンク ヤフー店 5%

20,062 LODGE 5%

20,063 ロッジ プレミアムショップ 5%

20,064 ロッソエブルー 5%

20,065 ROSSO-kobe 5%

20,066 ロッソモデロ 5%

20,067 Lotta. 5%

20,068 LOTTA(ロッタ) 5%

20,069 ロディ 5%

20,070 ROTEEO レディースファッション 5%

20,071 ロティーオレディースファッション 5%

20,072 ロデオドライブ-Yahoo!ショップ 5%

20,073 ロバーガブリエラ 5%

20,074 ロハスインテリア 5%

20,075 LOHAS SUPPORT 5%

20,076 ロハスショップ ヤフー店 5%

20,077 LOHAStyleお手軽食品館 5%

20,078 ロハス村 5%

20,079 ロハス屋 5%

20,080 ロビンアグリ ヤフー店 5%

20,081 ロフテー枕工房 5%

20,082 ROVECTIN 5%

20,083 LOBELIA 5%

20,084 ロベリアヤフーショップ 5%

20,085 ROVEL 5%

20,086 ロボットウォーカー 5%

20,087 RobotShopテクノロジア 5%

20,088 ロボットショップ Yahoo!店 5%

20,089 ロボット掃除機ILIFE公式ストア 5%

20,090 ロボテナショップ 5%

20,091 ロマックe-shop 5%

20,092 ロマネ 5%

20,093 ロマネコンティ専門店 勝田商店 5%

20,094 Romance Rococo 5%

20,095 ロマンチックノイローゼYahoo!店 5%

20,096 浪漫堂ショップ 5%

20,097 Romyne(ロミーネ) 5%

20,098 romo SHOP 5%

20,099 ロリアン洋菓子店ヤフーショップ 5%

20,100 ROLFロルフ 5%
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20,101 ロレックス専門店サテンドール 5%

20,102 Loro Schon 5%

20,103 LOLOヤフーショップ 5%

20,104 ロワジャパン 5%

20,105 LongEdge 5%

20,106 LONG AUTUMN 5%

20,107 Long’s(ロングス)Yahoo!店 5%

20,108 ロンナムチャチェンマイ Yahoo!店 5%

20,109 LONGPSHOE 5%

20,110 ロンロンウェブショップ ヤフー店 5%

20,111 WORKER BEE 5%

20,112 WORKAHOLIC 5%

20,113 Working Pro 5%

20,114 Work unEVEN 5%

20,115 Work-Italia 5%

20,116 ワークウェイ 5%

20,117 WorkCompany 5%

20,118 ワークショップコンドー 5%

20,119 ワークショップタマイ 5%

20,120 ワークショップ タンジェリン 5%

20,121 Works Of Mart 5%

20,122 ワークスゴルフ Yahoo!店 5%

20,123 WorkStation 5%

20,124 works traveler 5%

20,125 ワークストリート(金物一番) 5%

20,126 WORKSPACES 5%

20,127 ワークパーツ 5%

20,128 ワークライブ Yahoo店 5%

20,129 ブランド雑貨 ワールドインポート 5%

20,130 ワールドインポートJJ 5%

20,131 ワールドインポートショップ 5%

20,132 WORLD IMPORT TOOLS ヤフー店 5%

20,133 ワールドインポートマーケット 5%

20,134 World Wind 5%

20,135 ワールドカントリー 5%

20,136 ワールドギア 5%

20,137 ワールドギフト ヤフーSHOP 5%

20,138 ワールドクラス 5%

20,139 WORLD CLUB 1989 5%

20,140 ワールドグルメショップ 5%

20,141 ワールド クローゼット 5%

20,142 ワールドゴルフ 5%

20,143 ワールドコンタクト 5%

20,144 ワールドサイクル 5%

20,145 ワールドサイクル-ウェアハウス 5%

20,146 World Zakka 5%

20,147 ワールド商会 5%

20,148 World Style 5%

20,149 ワールドストア Pick 5%

20,150 ワールドスポーツショップ 5%

20,151 World Selection. 5%

20,152 ワールドセレクト1号店 5%

20,153 ワールドセレクトショップ 5%

20,154 ワールドセレクト2号店 5%

20,155 ワールドディスクプレイスYahoo!店 5%

20,156 ワールドデポ 5%

20,157 WTS 5%

20,158 World Trend Shop ネットショップ 5%

20,159 World NEXT 5%

20,160 WORLDNETヤフーショッピング店 5%
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20,161 ワールドパフォーマンスサービス 5%

20,162 world beauty store R 5%

20,163 ワールドファスナー 5%

20,164 ワールドファッションミラノマート 5%

20,165 ワールドフィギュアショップ 5%

20,166 ワールドプラス1号店 5%

20,167 ワールドプラス 2号店 5%

20,168 World Free Store 5%

20,169 World Vape Shop Japan 神戸三宮店 5%

20,170 わーるどぽけっと 5%

20,171 ワールドマリン 5%

20,172 ワールド輸入アイテム専門店 5%

20,173 ソックス 靴下 worldrhythm 5%

20,174 world wide a.p 5%

20,175 WORLD WIDE MARKET 5%

20,176 World Wine FLORA 5%

20,177 ワールド・ワン 5%

20,178 WAI 5%

20,179 YR-Advanceヤフーショップ 5%

20,180 YRMS WORKS 5%

20,181 YR-Cycle 5%

20,182 Y-show 5%

20,183 Y-evolution ヤフー店 5%

20,184 YA trade 5%

20,185 YSカスタム 5%

20,186 YSK-Style 5%

20,187 ys-shopping レディース ヤマザキ 5%

20,188 Ys.netshop 5%

20,189 YS PARTS 5%

20,190 YND Yahoo!店 5%

20,191 ワイエムエスYahoo!ショップ 5%

20,192 Y.M.S Online 5%

20,193 YMC WEBSTORE 5%

20,194 YMGS Yahoo!店 5%

20,195 Y・MT 5%

20,196 YMDミュージックYahoo!店 5%

20,197 Y-MTY 5%

20,198 YMT ENERGY Yahoo!ショップ 5%

20,199 YK通販 5%

20,200 Wisers ヤフー店 5%

20,201 YGC-Japan 5%

20,202 YCストア 5%

20,203 SAHARA(ワイシャツサハラ) 5%

20,204 ワイシャツ専門店(ozie)オジエ 5%

20,205 ワイシャツ専門店 FLiC 5%

20,206 ワイシャツとネクタイ専門店ビズモ 5%

20,207 ワイシャツのビジネスマンサポート 5%

20,208 ワイシャツのプラトウ Yahoo!店 5%

20,209 WAI JEWELRY 5%

20,210 Y’s(ワイズ) 5%

20,211 ワイズオフィスYahoo!店 5%

20,212 Y-SQUARE 5%

20,213 WISEーSHOP 5%

20,214 YZ SHOP Yahoo!ショッピング店 5%

20,215 Y’s Style 5%

20,216 ワイズスタジオヤフー店 5%

20,217 TEVA UGG サンダル 揃う Ys choice 5%

20,218 ワイズライフYahoo!店 5%

20,219 Y Select Shop 5%

20,220 Y-Direct 5%
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20,221 Y卓球店 5%

20,222 和一モール 5%

20,223 Yテニスショップ 5%

20,224 YナチュラルUNIZ 5%

20,225 ワイナリー和泉屋 5%

20,226 Y-NETS Yahoo!店 5%

20,227 ワイハウス 5%

20,228 Y-fresh Premium 5%

20,229 y.max Yahoo!店 5%

20,230 Wired Beans Yahoo!店 5%

20,231 ワイヤレスアンプ音響機器専門店 5%

20,232 ワイヤレスなんかい 5%

20,233 Y・U CANDLE Yahoo!ショップ 5%

20,234 有限会社 ワイルドグース 5%

20,235 ワイルドクラス 5%

20,236 WILD SHEEP Yahoo!店 5%

20,237 ワイルド ハーツ 5%

20,238 ワイルドフィット 5%

20,239 薔薇雑貨Wildflower 5%

20,240 WAILE 5%

20,241 ベビー子供服のYYKIDS 5%

20,242 わいわい健康館 5%

20,243 ＹＹ卓杯便Ｚ 5%

20,244 YY卓杯便 5%

20,245 ワイワイプラザ 5%

20,246 WAIWAIメガショップYahoo!店 5%

20,247 ワインアクセサリークリエイション 5%

20,248 ワイン&シードル リベルタス 5%

20,249 ワイン&ウイスキー グランソレイユ 5%

20,250 ワイン紀行 5%

20,251 ワイングッズ キッチン雑貨 ピコレ 5%

20,252 ワインクラブサトウ 5%

20,253 ワイン蔵 まるほん 5%

20,254 日本ワイン専門店 Wine Conductor 5%

20,255 ワイン・焼酎・地酒 ごちそう笑店 5%

20,256 wine shop AUBE act.4 5%

20,257 ワインショップCAVE 5%

20,258 ワインショップ きんぎょ 5%

20,259 ワインショップ コード 5%

20,260 ワインショップ沢屋YAHOO店 5%

20,261 ワインショップソムリエ 5%

20,262 ワインショップちきゅうや 5%

20,263 ワインショップ マリアージュ 5%

20,264 ワインショップ Y&M ヤフー店 5%

20,265 YNSトウキョー 5%

20,266 ワインセラーウメムラYahoo!店 5%

20,267 ワインセラーエスカルゴ 5%

20,268 ワインセラーパリ16区 5%

20,269 ワイン専門店 LoveWine 5%

20,270 ワイン専門平野弥 5%

20,271 ワイン通販 リカープラザえちごや 5%

20,272 ワインとグルメギフトの専門ストア 5%

20,273 ワインと地酒の店かたやま 5%

20,274 ワイン.com 5%

20,275 ワインと洋酒のヴァミリオン 5%

20,276 wine navi ワイン ナビ ヤフー店 5%

20,277 wine-net おおはし 5%

20,278 ワインの店バッカス・マーケット 5%

20,279 ワインハウスナンバヤフーショップ 5%

20,280 Wine bouquet 5%
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20,281 ワインプラザマツムラ Yahoo!店 5%

20,282 ワインプラザユノキ 5%

20,283 ワイン本舗ヴァン・ヴィーノ 5%

20,284 WOW MEDICAL ONLINE SHOP 5%

20,285 和en 5%

20,286 WAO 5%

20,287 我が子菓子 善蔵 ヤフー店 5%

20,288 若狭飴本舗 大入号Yahoo!ショップ 5%

20,289 和菓子の早稲田屋ストア 5%

20,290 和菓子モール-九州 5%

20,291 和菓子モール-中四国 5%

20,292 和菓子　六本木・麻布　青野総本舗 5%

20,293 三味線 太鼓 篠笛の和楽器生活 5%

20,294 Wakaha 5%

20,295 若林製作所 web shop 5%

20,296 わが家のちゃぶ台 5%

20,297 和歌山産フルーツのケーキARANCIA 5%

20,298 わかやまマルシェ 5%

20,299 和柄アイテムSHOP創作雑貨小都 5%

20,300 和柄グッズの和の輪ヤフー店 5%

20,301 和柄シルバーアクセサリー然 5%

20,302 和柄神 5%

20,303 和柄とアメカジバイカーのJ.Field 5%

20,304 和柄と梵字のタイド 5%

20,305 和柄屋いつかの少年Yahoo!店 5%

20,306 和漢生薬 太田薬局 5%

20,307 和漢の森 5%

20,308 和漢メディカ 5%

20,309 和気の研究社 5%

20,310 和牛仙台まるしぇ 5%

20,311 和金 5%

20,312 wag 5%

20,313 わくいきライフ 5%

20,314 ワクイショップ 5%

20,315 ワクイショップガーデニング専門店 5%

20,316 ワクイショップ防犯防災専門店 5%

20,317 和栗のスイーツがんね栗の里 5%

20,318 わくわくRV 5%

20,319 わくわくガーデン 5%

20,320 わくわく店 5%

20,321 わくわくネットショップ 5%

20,322 わくわくワンダーヤフー店 5%

20,323 訳ありアウトレットGL 5%

20,324 訳あり～高級食材 グルメの王様 5%

20,325 訳あり屋 5%

20,326 わけあり楽市楽座 5%

20,327 和紅茶 国産紅茶のkoccha-waccha 5%

20,328 和ごころ きもの屋 5%

20,329 ワコムジャパン 5%

20,330 ワゴンズ ヤフーショップ 5%

20,331 わごんせる 5%

20,332 わごんせる金橋 5%

20,333 WOCON Yahoo!店 5%

20,334 wasaiショップ 5%

20,335 和座倶楽部 5%

20,336 和雑貨風屋 5%

20,337 和雑貨にび堂 5%

20,338 和雑貨の店京美2号店 5%

20,339 わざっか本舗 5%

20,340 和紙苑 5%
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20,341 鷲コーヒー 5%

20,342 和紙生活 5%

20,343 和紙と色紙の専門店 えとせとら 5%

20,344 輪島塗セレクトショップ美器穂留都 5%

20,345 WAJO CLUB 瑞城店 5%

20,346 和食器と雑貨のお店 and藍 5%

20,347 和食器と雑貨のお店 ルアン 5%

20,348 和信スポーツ 5%

20,349 ワシントン靴店 5%

20,350 Wa Style 5%

20,351 早稲田自然食品センター ヤフー店 5%

20,352 和装ギャラリー みふじ 5%

20,353 和装小物ハセガワ着付け・スリップ 5%

20,354 和装小物販売 ひふみ 5%

20,355 和装履物やまと 5%

20,356 私のお茶.com 5%

20,357 私の毎日アクセサリー paris k’s 5%

20,358 和田商店 ヤフー店 5%

20,359 ワタショク便 5%

20,360 ワタナベ楽器ヤフーSHOP 5%

20,361 合資会社渡辺商会 5%

20,362 渡辺時計店ヤフー店 5%

20,363 WatanabeWORK渡辺商会SideISLAND 5%

20,364 綿の郷 5%

20,365 わたぼうし 5%

20,366 ワダメガネ 5%

20,367 わたや森 5%

20,368 わたらせ安心堂 5%

20,369 稚内かにグルメ 活彩北海道 5%

20,370 稚内副港市場りしり富士やYahoo!店 5%

20,371 和’g 5%

20,372 わっじぇクラブ ヤフーShop 5%

20,373 わっしょい村JAPAN 5%

20,374 ワッツアップストア 5%

20,375 ワッツオンラインストアーYahoo!店 5%

20,376 わつづり 結衣 5%

20,377 watt 5%

20,378 WHATNOT 5%

20,379 WATT無垢フローリングYahoo!店 5%

20,380 ワッフル・ケーキの店R.L 5%

20,381 ワッフルワッフル 5%

20,382 ワッペン通販 WappenCook 5%

20,383 ワッペン屋さん’ぴりか’ 5%

20,384 ワッペン屋さんラボ Yahoo!店 5%

20,385 wannado 5%

20,386 和のお店 富澤商店 Yahoo!店 5%

20,387 和のかがやき 5%

20,388 和のユニフォーム浅草 5%

20,389 和の洋服とエプロンのお店 布和里 5%

20,390 和風ギフト・贈り物のふくろう亭 5%

20,391 WAプラス 5%

20,392 和物屋-印傳屋印伝 和装小物の店 5%

20,393 和門なかむら 5%

20,394 和遊苑 Yahoo!店 5%

20,395 和遊感 5%

20,396 和洋良品館 5%

20,397 笑う犬の帝塚山ハウンドカム 5%

20,398 和楽アクトbyアミーズ 5%

20,399 わら納豆水戸納豆の古都 5%

20,400 WARaRa 5%
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20,401 WAWAJAPAN 5%

20,402 one 5%

20,403 サロン専売品専門店ワンオアエイト 5%

20,404 1or8 3号店 5%

20,405 サロン専売品ワンオアエイト2号店 5%

20,406 ワンオーワン 5%

20,407 ワンオブアカインド 5%

20,408 one creation 5%

20,409 one clothing 5%

20,410 ワンコとアクセサリーのお店ニコリ 5%

20,411 わんこの歯医者さん 通販事業部 5%

20,412 OneScene 5%

20,413 OneSimCard 5%

20,414 One Style Of Self 5%

20,415 wonder shoes 5%

20,416 Wanderstudio 5%

20,417 Wonder Stage 5%

20,418 ワンダートランク 二号店 5%

20,419 ワンダーハウス 5%

20,420 ワンダープライス Yahoo!店 5%

20,421 WONDER LABO 5%

20,422 わんダーランド 5%

20,423 ワンダックス ドッググッズ 5%

20,424 WonderfuRoom ヤフー店 5%

20,425 ワンダフルショップ 5%

20,426 ワンダフルファニチャー 5%

20,427 ワンダフル Yahoo!ショッピング店 5%

20,428 123market Yahoo!店 5%

20,429 one2one 5%

20,430 ONETOOTHファッション 5%

20,431 ONEDREAM 5%

20,432 ワンナップ Yahoo!店 5%

20,433 わんにゃん健康生活Yahoo!店 5%

20,434 わんにゃんメモリーYahoo!店 5%

20,435 one.heart 5%

20,436 網宝 ヤフー店 5%

20,437 わんぱくCatDogの専門店 5%

20,438 1pia 5%

20,439 ワンピース専門店-WapiNaru 5%

20,440 ワンピースならJENNY 5%

20,441 ワンピースのFayMay 5%

20,442 1make 5%

20,443 1MORE 5%

20,444 湾One倶楽部 5%

20,445 わんわん SQUARE GARDEN 5%

20,446 わんわん洋品店 5%

20,447 Npoca 5%

6245



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

⑤EC・通信販売（その他ECサイト） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

1 ア　ウエストーアッシュ 5%

2 アーカム株式会社 5%

3 アークス　オンラインショップ 5%

4 Ａｒｋｎｅｔｓ 5%

5 ＥａｒｔｈＡｉｄ 5%

6 アースコンタクト 5%

7 アースビューティーショップ 5%

8 EARTH MARKET 5%

9 Ｅａｒｔｈ　Ｍｉｒａｃｌｅ　Ｔｏｗｅｌ 5%

10 アーチホールセール 5%

11 アートエッチング長野 5%

12 アートカフェ 5%

13 アートガラス工房ひだまり 5%

14 アート館 5%

15 アート銀座屋ヤフー店 5%

16 アートこうげつ 5%

17 アートフロッグ 5%

18 ＵＲＢＡＮ－ＥＸ 5%

19 アーバン・イーエックス 5%

20 ａｒｐｓオンラインストア 5%

21 ａｒｂｒｅ 5%

22 アールイーサロン 5%

23 ＲＳプロダクト 5%

24 ＲＮＡ　ＦＵＮ 5%

25 アールエルオンラインショップ 5%

26 あーる工房ネットショップ 5%

27 ＲＹＰ　Ｃｏ．Ｌｔｄ 5%

28 アイアイ　イスズ 5%

29 アイアイイスズ　ブライダル本店 5%

30 アイアイイスズ　ホンテン 5%

31 愛あん 匠 東邦ゴルフ 5%

32 アイアンバロンYahoo!店 5%

33 藍色工房 5%

34 ｉ－Ｗａｖｅ 5%

35 ｉ‐Ｗａｖｅ　Ｍｕｓｉｃ 5%

36 有限会社アイ・エス・エム 5%

37 アイエスマーケティング株式会社 5%

38 藍器 5%

39 ＥＹＥＣＡＮコンタクト 5%

40 藍熊染料株式会社 5%

41 アイグローアップ 5%

42 愛犬健康ショップ 5%

43 愛犬用ご褒美　やみつき覚悟。 5%

44 あいさつ状　ONLINESTORE 5%

45 ＩＪＣＭドットコム 5%

46 アイズ 5%

47 ＡＹＳ：Ｗ 5%

48 アイス天国 5%

49 あいち海部農業協同組合　ＬＰガス代金 5%

50 あいづの米屋 5%

51 アイデアプラントオンラインショップ 5%

52 アイディーネット 5%

53 有限会社アイディールタイム 5%

54 アイドル　ポンパレモール店 5%

55 Ａｉｎａ 5%

56 ＡｉｎｅＲｙ 5%

57 アイネットコンタクト 5%

58 i-Vast iPhone・スマホアクセサリ 5%

59 相原バラ園 5%

60 iFactory Yahoo!ショッピング店 5%
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61 ＩＰＲＥＺＥＮＴＳｏｎｌｉｎｅｓｈｏｐ 5%

62 ａｉｆｕｎ 5%

63 アイボス名刺 5%

64 ＩＶＯＲＹ 5%

65 ｅｙｅ　ｍｉｒｒｏｒ 5%

66 アイラス　本社 5%

67 Ｉ　Ｌｏｖｅ　Ｃａｓｅ 5%

68 Ｉ　Ｌｏｖｅ　Ｓｔｒｉｎｇｓ 5%

69 アイリスオンライン 5%

70 愛林館 5%

71 ＡＩＲＥＸ 5%

72 EINSTEIN CAFE ZAKKA 5%

73 Ｅｉｎｓ＆Ｚｗｅｉ 5%

74 あいんどっく 5%

75 アインファクス研究所 5%

76 ＡＶＡＬＡＮＣＨＥ 5%

77 ＯＵＴＡＳＩＧＨＴ／アウタサイト 5%

78 アウトクラスカーズ　株式会社 5%

79 アウトスタンディングモーターサイクル 5%

80 アウトドアショップストーク 5%

81 アウトドアショップベースキャンプ 5%

82 ＡＵＴＲＥＣ 5%

83 アウトレットファニチャー 5%

84 アウトレットファブリックス 5%

85 アウトレット床材本舗ドットコム 5%

86 愛葵 5%

87 ＡＯＩエネルギーソリューション 5%

88 葵工房 5%

89 あおい商店ｊｅｗｅｌ 5%

90 あおい環オンラインショップ 5%

91 青木新聞店 5%

92 青葉亭 5%

93 青森玄米粉食普及会 5%

94 青森ヒバ馬油黒にんにくの製造 5%

95 青森りんごの会 5%

96 青森りんご専門店　鬼印須藤商店 5%

97 アオヤギコーヒーファクトリー 5%

98 青山但馬屋 5%

99 Ａｏｙａｍａ　Ｍａｒｋｅｔ 5%

100 あおりねっとショップ 5%

101 あかい靴 5%

102 赤井トロフィー 5%

103 赤坂有職本店 5%

104 赤崎酒店 5%

105 明石屋 5%

106 赤ちゃんデパートコマヤ 5%

107 赤ちゃんのためのお粥ショップ 5%

108 アカデミア・ミュージック 5%

109 赤松商会　株式会社 5%

110 アカリセンター 5%

111 ａｋａｒｕ　ｒｅｃｏｒｄｓ 5%

112 あきた県産品プラザ 5%

113 あきないタオル 5%

114 あき乃家 5%

115 アキバ流通Ｋａａｇｏ店 5%

116 秋本食品株式会社 5%

117 ＡＲＣＨ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ 5%

118 アクアキャッスル 5%

119 アクアプラネット 5%

120 アクアラバーズ 5%
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121 アクシスオンラインショップ 5%

122 アクシスコーポレーション 5%

123 アクシス出版株式会社 5%

124 アクセサリ＆ジュエリー　銀時 5%

125 アクセサリーPePe 5%

126 アクセサリーマート 5%

127 アクセントクラブ 5%

128 アクティバート 5%

129 あくと 2%

130 アグネス宝石 5%

131 アグリオリーブ小豆島 5%

132 アグリなかい 5%

133 株式会社アグリネット琴浦 5%

134 あぐりぴあ沖縄 5%

135 アクリルアイ 5%

136 アグレッサーグループ 5%

137 Ａｃｌｏｔｈ【アクロス】 5%

138 Ａcloth【アクロス】 5%

139 ＡＱＲＯＳ　ネットショップ 5%

140 あげショ！　－　（株）福田武道具 5%

141 Aconcagua 5%

142 アザーズトゥカラーズ 5%

143 浅草マッハ！ 5%

144 朝ごはん本舗 5%

145 浅島龍文堂 5%

146 朝田ケミカル株式会社 5%

147 朝日医理科　ＮＥＴＳＨＯＰ 5%

148 旭川食糧株式会社 5%

149 旭川道新文化センター 5%

150 旭川道新文化センター旭川駅前教室 5%

151 アサヒ軽金属工業株式会社（通信販売） 5%

152 朝日酢食品オンライン通販 5%

153 アサヒスポーツ 5%

154 旭岳万世閣ホテルディアバレー 5%

155 旭岳万世閣ホテルベアモンテ 5%

156 ＡＳＡＨＩネット 5%

157 アサヒヤ紙文具店 5%

158 朝日屋精肉店 5%

159 あさひ薬局 5%

160 アサヒリサーチ 5%

161 麻布　青野総本舗 5%

162 アサムラサキ　オンラインショッピング 5%

163 アジアン雑貨　Ｎｏｎａ　Ｃｈｅｍｐａｋａ 5%

164 アシーズブリッジ 5%

165 味市　春香　なごみ 5%

166 AGER 5%

167 味縁 5%

168 葦オンラインショップ 5%

169 味彩海道 5%

170 アシスト　オン 5%

171 味の加久の屋 5%

172 足の臭い対策専門店 消臭靴下foota 5%

173 味の明太子　きくや 5%

174 あしや竹園 5%

175 アジャンタ 5%

176 Ｈ・ＡＺＵＲ 5%

177 ＡＳ　ｍｕｆｆｉｎ 5%

178 アスク 5%

179 アスミ　ビジュー 5%

180 Ａｓｕｍｏ　（あすも） 5%
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181 アスモスマイル 5%

182 阿蘇恵水 5%

183 Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ．ＪＡＰＡＮ 5%

184 アソスプロショップトーキョー 5%

185 アダチコーヒー 5%

186 足立美術館ミュージアムショップ 5%

187 アタッチメントナゴヤ 5%

188 アタリマ 5%

189 ＡＴ　ＭＩＧＬＩ 5%

190 ａｔｔｏ－ａ 5%

191 アットカーテン 5%

192 アットｓｔｙｌｅ 5%

193 アットタイム　フィットネス長浜バイパス店 5%

194 アットタイムフィットネスアネックス彦根店 5%

195 アットタイム　フィットネス長浜風の街店 5%

196 アットタイムフィットネスフレスポ彦根店 5%

197 あっと！テラフィ 5%

198 アットテリア 5%

199 ＠はんこ 5%

200 あっと美人 5%

201 アットビューティー株式会社 5%

202 アットランド三宮店 5%

203 アップドラフト東北 5%

204 アップルアンドスナック（株） 5%

205 Ａｐｐｌｅ－Ｃ　ｓｈｏｐ 5%

206 アップル車検フレンドリー古河店 5%

207 アップル車検フレンドリー総和店 5%

208 ＡＤＤＩＣＴ　ＬＡ　Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ 5%

209 アデム・ユー 5%

210 アデライデ 5%

211 ＡＤＥＬＡＩＤＥ　ＡＤＤＩＴＩＯＮ 5%

212 ａｔｅｌｉｅｒしっぽな 5%

213 アドキッチン 5%

214 株式会社　アドツーリスト 5%

215 株式会社アドツーリスト　天神営業所 5%

216 ADVAN-SHOP 5%

217 アートフォーラムオンラインチケット 5%

218 アドプラス 5%

219 アトラム 5%

220 ａｄｏｒｉａ　オンラインショップ 5%

221 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ａｉネットショップ 5%

222 あとりえ　あいあい 5%

223 アトリエ　ナユタ 5%

224 アトリエＡｎｓａｎ 5%

225 アトリエイト 5%

226 アトリエ・エマ 5%

227 アトリエキク有限責任事業組合 5%

228 アトリエ　き・な・こ 5%

229 アトリエＫ 5%

230 アトリエ三太郎 5%

231 ａｔｅｌｉｅｒ　ｎａｒｕｓｅ 5%

232 アトリエ・ハイジ 5%

233 アトリエハヴィーナ 5%

234 ＡｔｅｌｉｅｒＨｕｍｍｉｎｇ 5%

235 アトリエフォロン 5%

236 アトリエ１ 5%

237 Analog 5%

238 アニマルアーユルヴェーダ 5%

239 アニメショップ　マグマグ 5%

240 アネティス＆ダッドウェイベビーショップ 5%
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241 ア・ノーティー・ボウイ 5%

242 ａｆｔｅｒｃｌａｐ 5%

243 ａｂｒａｊ 5%

244 阿部蒲鉾店オンラインショップ 5%

245 安部製麺 5%

246 阿部善商店 5%

247 アペックスオンラインストア 5%

248 Ａｖｅｎｉｒ 5%

249 アーベンワインショップ 5%

250 あぽろん 5%

251 アマーロオンラインショップ 5%

252 あまぎモデリングイデア 5%

253 ａｍａｋｕｓａｉｃｈｉｂａ 5%

254 天草農工房ふぁお 5%

255 アマタケ 5%

256 あまね商店 5%

257 アマノフーズ　フリーズドライ　店 5%

258 アマムエクル 5%

259 アマン　オンラインストア 5%

260 アミアンコーヒー 5%

261 ａｍｅｅｎ’ｓ　ｏｖｅｎ 5%

262 アミオリ 5%

263 Ａｍｉ　Ｄ’ａｍｏｕｒ 5%

264 アミファ　フルール 5%

265 アミュレット　オンライン・ショッピング 5%

266 アムー手芸便 5%

267 Ａｍｕｓ　Ｈａｉｒ 5%

268 （有）アムリット 5%

269 アムリット 5%

270 アムリット動物長生き研究所 5%

271 アメイジングセレクト 5%

272 アメニティハウスＴＡＭＡＮＯ　ＥＣ店 5%

273 ＡＹＡｓ－ｌａｂｏ 5%

274 アヤノマート山竹ペンギン堂 5%

275 綾ふれあい館 5%

276 鮎澤 5%

277 あゆの店　きむら 5%

278 ＡＬＬＩＡＮＣＥ　ＧＡＲＤＥＮ 5%

279 アライン・テクノロジー・ジャパン 5%

280 アラブルソイル 5%

281 荒牧　おいしいワイン　日本酒の店 5%

282 あられの松福 5%

283 アランヴェールホテル京都 5%

284 有明の風 5%

285 ａｌｌｉ． 5%

286 アリーカフェ 5%

287 ARIEL MILKFED. 5%

288 アリオン 5%

289 ＡＬＥＸＩＡ　ＳＴＡＭ 5%

290 アリシアン 5%

291 ａｌｉｃｅ　ａｕａａ 5%

292 ＡｌｉｃｅＴａｉｌ 5%

293 アリストコーポレーション 5%

294 アリタポーセリンラボ 5%

295 有田焼 藤井錦彩窯 5%

296 アルヴェール 5%

297 アルカンジュ 5%

298 ＡＲＵＣＵＴＯ 5%

299 アルケナ 5%

300 ａｌｔａ　ｓｏｔｔｏ 5%
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301 alta sotto 5%

302 アルテギャラリー 5%

303 アルト日本公式代理店 5%

304 アルトポンテ 乾燥肌スキンケアコスメ通販 5%

305 ＡｌｔｏＬｉｂｒｏ 5%

306 アルパ 5%

307 ＡＬｕｖｏｕｓ 5%

308 アルファ 5%

309 アルファー・ピーシー 5%

310 アルファー食品通信販売室 5%

311 alfaオンラインショップ 5%

312 アルファセレクション 5%

313 alpha mode shop 5%

314 アルフォト 5%

315 アルプスオンラインショップ 5%

316 あるへいどう 5%

317 アルペジオ楽器 5%

318 アルマジロ　ポンパレモール店 5%

319 アレッティ 5%

320 アロハスフーズラボ・オンラインストア 5%

321 アロマ・タイム 5%

322 アロマ香房　焚屋 5%

323 アロマハウス 5%

324 ＮＰＯ法人阿波グローカルネット 5%

325 粟田水産 5%

326 阿波半田手のべ 5%

327 泡盛地酒横丁 5%

328 泡盛ストリート 5%

329 阿波遊木 5%

330 アングラーズギア 5%

331 アングラーズショップ豪海 5%

332 アングロ＆カンパニー 5%

333 アンジェリック 5%

334 アンシェル 5%

335 アンジュール 5%

336 あんしんコンタクト 5%

337 アンズフード 5%

338 アンダーアーマーのスポーツCV 5%

339 UNDERFIELD ONLINE 5%

340 アンティーク　フェアリーテイル 5%

341 アンティーク家具　ラフジュ工房 5%

342 アンティークハウス　ペルラ 5%

343 Ａｎｔｉｑｕｅ　Ｂｅａｃｈ 5%

344 ＵＮＤＩＳ 5%

345 アンデスオンラインショップ 5%

346 ａｎｔｅｌｏｐｅ 5%

347 アント 5%

348 Ａｎｔ 5%

349 ａｎｄ　ＬＩＰｓ 5%

350 アンドゥミショップ 5%

351 アンドオーガニックｗｅｂｓｈｏｐ 5%

352 ａｎｄｓｏｍｅ　ｏｎｌｉｎｅ　ｓｔｏｒｅ 5%

353 アンドスター 5%

354 ＆　ＳＴＲＩＰＥ 5%

355 ＆　ＢＥＣＯＤＡ 5%

356 ａｎｄＢｅｌｌ 5%

357 ａｎｄｒａｆｆ 5%

358 あんどんや 5%

359 安納芋のふじた農産 5%

360 ＵＮＫＮＯＷＮ 5%
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361 アンビエンテ 5%

362 ＡＮＰ 5%

363 アンファンウェブショップ 5%

364 ｉｎｆｉｎｉ 5%

365 ＡＭＰＥＲＥ 5%

366 安眠工場 5%

367 イ．コンフォート 5%

368 株式会社Ｅ＆Ｆ 5%

369 いい器屋．ｎｅｔ 5%

370 ＥＳ－ＷＥＢ 5%

371 ＥＳＳ　ポンパレモール店 5%

372 Esu  e-shop 5%

373 ＥＳＵ　ＬＬＰ 5%

374 ＥＭショップ　百姓家族 5%

375 ＥＭ生活通販株式会社 5%

376 いいお酒ドットコム 5%

377 いい家具ネット 5%

378 株式会社イーグルアイ 5%

379 イーグルアイ・フィリピーノ 5%

380 イーコンビニ株式会社 5%

381 ｅサプリ東京 5%

382 e.Zeeee 5%

383 ＥＣ－ＪＯＹ！　ポンパレモール店 5%

384 イージーブラインド 5%

385 ｅ生活の種　ｓｈｏｐ　ｏｆ　ｓｅｅｄ　ｏｆ　ｌｉｆｅ 5%

386 ｅーｃｈａｎｃｅ 5%

387 飯塚海苔店 5%

388 イート・ア・ピーチ　志田農園 5%

389 e-道具館 5%

390 ＥＤＯＧ　ＪＡＰＡＮ 5%

391 イードッグラーニング 5%

392 ｉｉｎａ－ｓｈｏｐ 5%

393 イイナスタイル 5%

394 ｉｉｎａ－ｓｔｙｌｅ　ＤＩＲＥＣＴ 5%

395 イーネオヤ　ロゼット 5%

396 いい値本舗 5%

397 ｅパスタイム 5%

398 イーハトーヴ書店 5%

399 ｉｉｆａｓ（イイファス（株）） 5%

400 Ｅ－ＢＯＧＵ　ＪＡＰＡＮ株式会社 5%

401 イーメガネ 5%

402 いいもの壱番館 5%

403 いいものリサイクル サカショー 5%

404 ｅｘ－ｓｅｌｅｃｔ　ｗｅｂ．ｓｈｏｐ 5%

405 家呑み酒房　ひまわりや 5%

406 ＹｅｌｌｏｗＣａｋｅ 5%

407 IONOストア 5%

408 伊賀牛　奥田 5%

409 伊賀越　本城 5%

410 ＩＧＡ―ＳＨＯＰ 5%

411 ｉＣａｓ　ｏｎｌｉｎｅ　ｓｈｏｐ 5%

412 伊方サービスオンラインショップ 5%

413 医果同源りんご機能研究所 5%

414 いがや 5%

415 いがらしゆみこ美術館 5%

416 イカワ薬品 5%

417 壱岐もの屋 5%

418 育児の友社 5%

419 池口精肉店 5%

420 イケショップ・モバイルプラザ 5%
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421 イケダグリーンセンターヤフー店 5%

422 池田屋酒店 5%

423 IKETEI ONLINE STORE 5%

424 イケベ楽器店　通販 5%

425 池部楽器店　ロックハウス 5%

426 イケベ楽器リボレ秋葉原店 5%

427 イケマチ　カタログ通販 5%

428 ゐざさ 5%

429 いさみ家具 5%

430 石井食品株式会社 5%

431 石井進商店 5%

432 石井燃商株式会社 5%

433 石神彫刻工房 5%

434 石蔵ミュージアム 5%

435 イシグロオンラインショップ 5%

436 石田めん羊牧場 5%

437 石の蔵 5%

438 石橋楽器店 5%

439 石橋楽器店　ｗｅｂ　ｓｈｏｐ 5%

440 イージーブラインド　ｂｙ　ｄｗｉｐ．ｊｐ 5%

441 石孫本店　Ｗｅｂショップ 5%

442 石丸商行有限会社 5%

443 石村商店 5%

444 イシヤオンラインショップ 5%

445 石山新聞販売所 5%

446 伊集院食品工業所 5%

447 ｉｓ．ｃｌｕｂ 5%

448 伊豆自然生活株式会社 5%

449 いずみショップ 5%

450 和泉屋通信販売部 5%

451 ｉｓｎ’ｔｓｈｅ？ 5%

452 伊勢一 5%

453 伊勢志ぐれ直販店 5%

454 伊勢の真珠屋さん 5%

455 イタグレとの暮らしｇｏｍａｆｉｓｈ 5%

456 板前魂 5%

457 イタリア料理　ＲＯＫＡ 5%

458 イタリアワインのいのししや 5%

459 一庵エッチングスタジオ 5%

460 いちかわ 5%

461 イチカワカナモノ 5%

462 市川商店 5%

463 市川農場 5%

464 １９８９　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｔｏｒｅ 5%

465 市島酒造（株） 5%

466 市田商店 5%

467 １ＴＯ２ＢＬＤＧ． 5%

468 壱番館ＳＨＯＰ 5%

469 一番堂ドットコム 5%

470 一番堂ハンヤ 5%

471 一福百果・清光堂株式会社 5%

472 一杢 5%

473 一鶴　地方発送部 5%

474 一貫堂 5%

475 有限会社　五木屋本舗 5%

476 いっちょかー 5%

477 ｉｔ’ｓ　１２　ｍｉｄｎｉｇｈｔ 5%

478 ＩＺＺＡＯ’ｓ　ＷＯＲＫＳ 5%

479 一般社団法人　クラッシーノこうし 5%

480 一般社団法人日本ローフード協会 5%
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481 一品逸品亭 5%

482 逸味潮屋　オンラインストア 5%

483 イデムオンラインショップ 5%

484 伊藤謙商店 5%

485 伊藤農機商会 5%

486 糸川真珠 5%

487 稲造の本棚 5%

488 稲庭宝泉堂 5%

489 稲葉仏壇店 5%

490 イヌキレイ・ネット 5%

491 ＩＮＵ－ＣＬＯＳＥＴ 5%

492 犬印オンラインショップ 5%

493 犬猫の服　ｆｕｌｌ　ｏｆ　ｖｉｇｏｒ 5%

494 井上醸造 5%

495 井上醤油店 5%

496 ＩＮＯＳＥ　ＧＥＭオンラインストア 5%

497 イブキウェブショッピング 5%

498 イベリコ豚専門店 スエヒロ家 5%

499 イベントグッズ 5%

500 イベントバザール 5%

501 今井商店 5%

502 今岡ガクブチ店 5%

503 今治タオルＯｎｌｉｎｅＳｈｏｐ 5%

504 イマモト電機 5%

505 ＩＭＯＹＡオンラインショップ 5%

506 癒しの熊野化粧筆宮尾 5%

507 いや志や 5%

508 入江豊三郎本店 5%

509 茶舗いり江豊香園 5%

510 入沢ファーム 5%

511 医療白衣ユニフォーム.com 5%

512 イルビゾンテ京都店 5%

513 イルマーレ 5%

514 イルミカライツ株式会社 5%

515 ＩＬＬＥＩオンラインＳＨＯＰ 5%

516 入れ歯でドットコム 5%

517 伊路波いちば 5%

518 いわいうたや 5%

519 祝いの紙道具　みこと 5%

520 岩吉　冷蔵便 5%

521 イワキメガネ 5%

522 岩佐新聞販売所 5%

523 岩スパ　バリ　下中野店 2%

524 岩槻人形優良店会 5%

525 岩手エーデルワイン 5%

526 岩手県産．通販 5%

527 岩永醤油 5%

528 岩花機械株式会社 5%

529 印鑑卸売市場 5%

530 印鑑工房ドットコム 5%

531 印鑑・シャチハタ・おんらいん工房 5%

532 印鑑の華押堂 5%

533 印鑑の匠ドットコム 5%

534 印鑑本舗ドットコム 5%

535 ＩＮＣＴＡＳ 5%

536 インクのチップス 5%

537 ｉｎ　ｃｌａｓｓ 5%

538 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｆａｒｍ　Ｓｈｏｐ 5%

539 インコントロ 5%

540 ＩＮＳＩＤＥＭＹＧＬＡＳＳＤＯＯＲＳ 5%
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541 ＩＮＳＩＤＥ　ＭＹ　ＧＬＡＳＳ　ＤＯＯＲ 5%

542 印刷君 5%

543 印刷ショップ　モリセイ 5%

544 印商 5%

545 印章館・有限会社いちかわ 5%

546 印章技術センター 5%

547 印章屋．ｃｏｍ 5%

548 Ｉｎ　ＳＴＡＴＥ 5%

549 インターナショナルトレーディングカブシキガイシャ 5%

550 インターネットのお店　リスモール 5%

551 インターネット花キューピット 5%

552 インターホンと音響機器のソシヤル 5%

553 ｉｎｔｉｏ－ＮＥＴ 5%

554 ｉｎｔｅｒｉｏｒ　ＥＡＲＴＨ 5%

555 インテリア あき 5%

556 インテリア雑貨 Yahoo!店 5%

557 インテリア雑貨Ｃｕｔｅ 5%

558 インテリアセンター山田 5%

559 インテリア中島 5%

560 インテリアネット　ＴＡＫＡＮＯ 5%

561 インテリア仏壇ルミエール 5%

562 インテリアＦｅｕＦｅｕ 5%

563 インテリアプランツ 5%

564 インドめし ティルパティ 5%

565 in NEUTRAL 5%

566 ＩＭＰＡＣＴ 5%

567 インペリアルオーラ 5%

568 ＩＭＰＥＲＩＡＬ’Ｓ 5%

569 Ｉｍｐｏｒｔ　Ｓｈｏｐ　ＰＩＴ 5%

570 インポートセレクトショップフラスコ 5%

571 インポートペシエ 5%

572 インポート＆リサイクル　サン・アルファ 5%

573 ヴァストヴァリエーション 5%

574 ヴァーナル東北 5%

575 ヴァン　デュ　マレ 5%

576 ヴィアバルトリーニノーヴェ 5%

577 ヴィーガンレザーカンパニー 5%

578 ＷＨＥＥＬ’Ｓ　ＧＡＲＡＧＥ 5%

579 ｗｉｅｎ 5%

580 ヴィヴァーチェジャパン 5%

581 Ｖｉｖｉａｎｉ　ｌｕｃｅ 5%

582 ヴィヴィッド　ホープ店 5%

583 ＶＩＣＴＯＩＲＥ　ＳＨＯＰ 5%

584 ウィズショップジャパン 5%

585 Ｗｉｓｈ　Ｂｏｎｅ　Ｖ．Ｉ．Ｐ 5%

586 株式会社ウイッシュボン 5%

587 Ｗｉｔｃｈ’ｓ　Ｐｏｕｃｈ 5%

588 VIPガリバーチェーン 5%

589 ヴィラデストワイナリー 5%

590 株式会社ウィルビー 5%

591 ウィングス 5%

592 ウインクプレミアム 5%

593 ＷｉＮＫＰＲＥＭＩＵＭ〔レンタル〕 5%

594 Ｗｉｎｄｓｏｒ　Ｋｎｏｔ 5%

595 ＷＩＮＪＵＮＧＬＥ 5%

596 Ｖｉｎｔａｇｅ　Ｍａｎｉａｃｓ 5%

597 ヴィンテージリバイバルプロダクションズ 5%

598 ウェイウェルショップ 5%

599 上杉商店 5%

600 ウェスタン・アームス 5%
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601 ウエスト　国立配送センター 5%

602 【ウェスト】有限会社西谷商会 5%

603 上田サッシパーツショップ 5%

604 ＷＥＣ　５ 5%

605 ウェディングブーケ．ｊｐ 5%

606 Ｗｅｄｄｉｎｇ　Ｆｌｏｗｅｒ 5%

607 上野アメ横リトルトレジャー 5%

608 上野東金屋ホテル 5%

609 上野屋シャツ店 5%

610 ウェビック 5%

611 ウェビック問屋 5%

612 うぇぶ・びん屋 5%

613 Webショップ SAKURA 5%

614 ｗｅｂショップＴＡＫＩＧＡＷＡ 5%

615 Ｗｅｂｓｈｏｐバッチフラワーのお店 5%

616 ＷＥＢＳＨＯＰびーだまポンパレモール店 5%

617 Ｗｅｂショップ　ｍａｉ 5%

618 WebSports 5%

619 ＷＥＢＳＰＯＲＴＳ本店 5%

620 ＷＡＶＥＢＩＫＥＳ岡山店 5%

621 ＷＡＶＥＢＩＫＥＳ総社店 5%

622 ウエムラサイクルパーツ　インターネット店 5%

623 ウエヤブ家具 5%

624 ヴェリタス～輸入直販ワイン専門店 5%

625 Ｖｅｒｉｔｅｃｏｅｕｒ 5%

626 ＷＥＬＶＡオンラインストア 5%

627 ＷｅｄｎｅｓｄａｙＢｉｃｙｃｌｅＨａｐｐ 5%

628 ヴォアラ珈琲　本店 5%

629 ヴォアラ珈琲国分本店 5%

630 ＶＯＩＤ 5%

631 魚音のまぐろ 5%

632 ｗａｒｂｌｅ 5%

633 ＷａｒｍＨｅａｒｔＣｏｆｆｅｅ 5%

634 ＶＯＸ　ＧＯＬＦ　ＯＦ　ＡＭＥＲＩＣＡ 5%

635 魚作商店 5%

636 ウォーターネット豊後 5%

637 魚津交通　カード 5%

638 ウォッチストアムーンF 5%

639 ＷＡＴＣＨ　ＢＡＮＤ　＆　ＴＯＯＬＳ 5%

640 ＷＡＬＴＥＲ’Ｓ　ＪＵＫＥ 5%

641 ウォンツ・ジャパン 5%

642 ウクエコスメティック 5%

643 うさぎ堂 5%

644 ｕｓａｇｉｎｏｎｅｄｏｋｏ 5%

645 牛窓かまぼこ屋　中光商店 5%

646 うしゃぎさん 5%

647 うしや精肉店 5%

648 ＵＺＵＭＥ　Ｒａｋｓ 5%

649 内子フレッシュパークからり 5%

650 うちの子　公式通販 5%

651 うちの酒蔵 5%

652 内野米穀 5%

653 内山スポーツ 5%

654 内山テック　オンラインショップ 5%

655 内山ライスフィールド 5%

656 宇宙堂 5%

657 ウツクシア 5%

658 ウッディ　ジョ－（越境用） 5%

659 ウッドセッション 5%

660 ウッドボックステラ 5%
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661 ウッドランド店 5%

662 宇都宮餃子館 5%

663 うつみんのセレクトショップ 5%

664 器ギャラリー陶和 5%

665 うつわと暮らしの道具　ｓｉｚｕｋｕ 5%

666 うつわと道具や　ころは 5%

667 うつわのおみせ たたら 5%

668 腕時計・ジュエリー周南館 5%

669 腕時計のななぷれ 5%

670 腕時計＆ブランドギフトＳＥＩＫＡ 5%

671 腕時計ベルトの専門店　ＥＭＰＩＲＥ 5%

672 ＵＴＯＷＡ公式オンラインストア 5%

673 ウトワプロショップ 5%

674 うなぎの富貴 5%

675 うなぎの富貴　よかもん市場店 5%

676 うなぎ屋かわすい　川口水産 5%

677 うな正 5%

678 うにカニまぐろなら築地の王様 5%

679 ｕｐａｎｉｓｈａｄ． 5%

680 ＵＦ 5%

681 ウフ 5%

682 宇部かまぼこオンラインショップ 5%

683 うまいでぇ本舗 5%

684 旨幸 5%

685 馬路村農業協同組合 5%

686 海辺の料理宿　政右ヱ門 5%

687 うみまるショップ 5%

688 梅かま 5%

689 梅辰株式会社 5%

690 うめすきや 5%

691 梅内果樹園 5%

692 梅野米や天祐 5%

693 ウラキタ 5%

694 占部水産株式会社 5%

695 Uwajima Inoue Pearl 5%

696 雲仙きのこ本舗 5%

697 エア＆ホテルＤＰ 5%

698 エアーズ 5%

699 エアテックス 5%

700 Ａｅｒｏｐｈｙｔｅ 5%

701 永華 5%

702 栄光 5%

703 エイコースポーツ 5%

704 ＡＧＥＮＴ　セキグチ 5%

705 エイタロウ 5%

706 HIC　ONLINE　STORE 5%

707 HID LED専門プロショップ ユアーズ 5%

708 ＨＡＣ和歌山 5%

709 エイチエスワン HS-One 5%

710 ＨＮＦ　ＨＩＡＮＤ 5%

711 h-conet 5%

712 エイチ・ツー・ジャパン 5%

713 Ｈ・Ｔネットワーク 5%

714 ＨＢＩ 5%

715 ＨＹＡ－ＳＨＯＰ 5%

716 ＡＤＳＳ　ＳＣＨＯＯＬ　ｎｅｔ 5%

717 株式会社エイトスター 5%

718 エイトデイズ 5%

719 株式会社栄美 5%

720 エイビット 5%
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721 エイムキューブ‐ポンパレモール店 5%

722 エイモ 5%

723 エーアンドエフ有限会社 5%

724 ＡＳＡ新聞購読料 5%

725 ＡＳ　ｓｈｏｐ 5%

726 ＡＣＭ　ＯＮＬＩＮＥ　ＳＨＯＰ 5%

727 エージレス保冷剤乾燥剤富士インパルスシー 5%

728 ＡＣＥオンラインショップ 5%

729 ＡＴＭ　旅ポート 2%

730 ATP 5%

731 ＡＴＬ元気工房 5%

732 Ａ．Ｂ．Ｃ． 5%

733 A-beans エービーンズ 5%

734 Ａーｌｉｆｅ　Ｓｈｏｐ 5%

735 エキサイトプレス名古屋 5%

736 extail 5%

737 エクセラー 5%

738 エクセルユニット株式会社 5%

739 エクセレントメディカル公式ショッピングサイト 5%

740 江口屋酒店 5%

741 エクラ　プシャンス 5%

742 エコデザイン 5%

743 エコペイント株式会社 5%

744 エコム・ソリューションズ 5%

745 エコモ新下関 5%

746 ｅｃｉｌａ　ｄｅｓｉｇｎ 5%

747 エスエスシーワイジャパン 5%

748 ＳＳＵショップ 5%

749 ＳＭＴショップ 5%

750 エスオーユー 5%

751 Ｅｓｑｕｉｒｅ 5%

752 エス・クリエイト 5%

753 ＳＣＳ　ＩＮＴＥＲ－ＮＥＴＷＯＲＫ 5%

754 ＳＧＭ 5%

755 S．J．GIFU 5%

756 エステ・ステーションオンラインショップ 5%

757 エステユニフォーム.com 5%

758 エストアガーデン 5%

759 ｓｐｄーｓｈｏｐ 5%

760 ＳＢＳゆにたす 5%

761 エスプリジャパン株式会社 5%

762 Ｓーｍａｒｔ 5%

763 エターナルジェム 5%

764 越後くらぶネットショップ 5%

765 越後長岡 佐田酒店 5%

766 越後のこめ匠-三糧米穀 5%

767 越後村上うおや 5%

768 越後雪国地酒連峰 5%

769 越前がに倶楽部 5%

770 越前かに問屋ますよね 5%

771 越前かに成前 5%

772 越前そばの里 5%

773 ＥｄｉｔＮｅｔ 5%

774 ＥｄｉｔＮｅｔプリンテック 5%

775 ＥｄｉｔＮｅｔプリンテック［通信販売］ 5%

776 ETERNA 靴とバッグの専門店 5%

777 エトアール洋菓子店 5%

778 江戸切子ショップ 5%

779 江戸清 5%

780 エトフ 5%
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781 江戸屋オンラインショップ 5%

782 ｅｔｒｅ！　ｐａｒ　ｂｌｅｕ　ｃｏｍｍｅ　ｂｌｅｕ 5%

783 縁ｉｎｇ　Ｊａｐａｎ 5%

784 ＮＷＩＴＨ． 5%

785 株式会社エヌ・エス・ティー 5%

786 ＮＦ　ＯＵＴＤＯＯＲ 5%

787 エヌシー商会 5%

788 エヌズミネラル 5%

789 エヌツーファクトリー 5%

790 ＮＹ　ＫＩＤＳ 5%

791 エネアコーポレーション 5%

792 ＥＮＯＫＩＹＡ　ＷＥＢ　ＳＨＯＰ 5%

793 ＥＶＥＲ 5%

794 エバーグリーン 5%

795 エバーグリーンワークス 5%

796 ＥＶＥＲ　ＧＲＥＹ 5%

797 エバンス通信販売 5%

798 エバンス　通販 5%

799 エピキュリアン 5%

800 ＥＰＩＣＵＲＥＡＮ　ＧＡＲＤＥＮ 5%

801 ＡＢＣクラフト　ネット通販部 5%

802 エビス通販 5%

803 えびすブックス 5%

804 恵比須屋 5%

805 えびせんべいの里オンラインショップ 5%

806 えびのみや川 5%

807 海老萬　蒲郡本店 5%

808 愛媛県立とべ動物園オンラインショップ 5%

809 株式会社エヒメマシン 5%

810 愛媛みかんクラブ 5%

811 Ｆ－ＮＥＴ　ＧＯＬＦ 5%

812 ＦＡＢ店内工房ひろブース 5%

813 エフエー　カード 5%

814 ＦＭきたかたセレクトショップ 5%

815 ＦＣＰ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｈｏｐ 5%

816 （合）Ｆ．Ｐ．イタリア 5%

817 エブリデイ餃子 5%

818 エブリネットショップ 5%

819 F-ROOM 5%

820 Apron-Story 5%

821 エプロン屋 5%

822 efworks-scalemodel JAPAN 5%

823 株式会社エポックモア 5%

824 ＥＭＡＪＩＮＹ 5%

825 ｅｍｉｋａ 5%

826 ＭＩ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｔｏｒｅ 5%

827 ｍｉ－２１５． 5%

828 ＭａａＣｒａｆｔ．． 5%

829 エムエムアイ株式会社 5%

830 ＭＭＡアウトレット＆リサイクル 5%

831 エムエムショップ 5%

832 ｍｍｓｕ－ｈａ 5%

833 エム看板工房 5%

834 ＭＫ　Ｃｏｍｐａｎｙ 5%

835 ＭＪｂｏｏｋｓ 5%

836 Ｍ－Ｃｉｔｙ　Ｓｙｓｔｅｍ 5%

837 Ｍ’ｓ 5%

838 エムスコールホンテン 5%

839 Ｍ‘Ｓ　ＳＴＹＬＥ 5%

840 Mstyle 5%
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841 ＭＴＧ専門店ＣＨＡＰＡＣＩＴＹ 5%

842 エムディ化粧品関西事業部 5%

843 Ｍデザイン 5%

844 エムテック有限会社 5%

845 エムファクトリー 5%

846 エムプラン 5%

847 江本商店 5%

848 えらぶ堂 5%

849 エリアワンエンタープライズ　大阪 5%

850 えり酒店 5%

851 ゑり正 5%

852 えりも食品株式会社 5%

853 エル・シャン　ウェブストア 5%

854 ＬＥＤとＨＩＤキットの販売はｆｃｌ． 5%

855 エルエーボディ 5%

856 エルクロース 5%

857 LJ スーツケースとレザー小物 5%

858 エルストア 5%

859 エルトラゴン 5%

860 エルピーガス販売 5%

861 エルピス 5%

862 エルピダ 5%

863 エルベート　ＯＮＬＩＮＥ　ＳＨＯＰ 5%

864 エルベラン 5%

865 ＥＬＥＨＥＬＭ帽子通販専門店 5%

866 エルム 5%

867 エルメス専門ブティック　西麻布レクラン 5%

868 エルレザー 5%

869 エレキの修理屋さん 5%

870 エレファント・アトラクション 5%

871 エロイベルナール 5%

872 エロセギ 5%

873 ＥＮＮ 5%

874 ＥＮＮ　ｓｄ 5%

875 えんが堂 5%

876 ANGELRY INOKO Online Shop 5%

877 Ａｎｇｅｌ　Ｓｔｏｎｅ 5%

878 エンジョイペイント 5%

879 エンジョイペイント０２ 5%

880 エンジョイホーム 2%

881 ENGINE 5%

882 円陣家至高油類商 5%

883 遠赤青汁株式会社 5%

884 遠田米穀店 5%

885 遠藤金川堂 5%

886 株式会社遠藤酒造場 5%

887 おいしいお肉まるはち 5%

888 おいしいコシヒカリの店　安中米店 5%

889 おいしいものショップ「海と太陽」 5%

890 おいしさ長持ち　コモのパン 5%

891 美味しさは元気の源　自然の館 5%

892 オイスタークィーン 5%

893 おいもや 5%

894 おいらの田んぼ 5%

895 ＯＩＬ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ　ＳＥＲＶＩＣＥ 5%

896 桜華 5%

897 黄金の梅　カリョー福ノ和 5%

898 おうさまのおやつ 5%

899 王将果樹園 5%

900 王将観光果樹園 5%

6260



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

⑤EC・通信販売（その他ECサイト） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

901 近江製茶　食市場 5%

902 近江茶丸吉 5%

903 ＯＷＬ　ＭＯＯＮ 5%

904 ＯＨ！ｍｙＣＡＴ 5%

905 大泉ココ動物病院 5%

906 株式会社大泉物産オンラインストア 5%

907 大分椎茸．ｊｐ 5%

908 大江ノ郷自然牧場 5%

909 オーガニックハーモニー自由が丘本店 5%

910 オーガニック輸入衣料店クーフー 5%

911 オーガニック・ランド（株） 5%

912 大川家具ドットコム 5%

913 オークコーヒー 5%

914 オークスネットショップ 5%

915 大口水産　株式会社 5%

916 大国主の食卓 5%

917 ＯＫ－ｓｔｏｎｅ 5%

918 オーケーフルーツ 5%

919 O-SupportWebShop 5%

920 大阪教材社 5%

921 大阪高裁内ブックセンター 5%

922 株式会社　大阪サンセイ 5%

923 大阪泉州タオルのKs Towel Shop 5%

924 大阪の味ゆうぜん 2%

925 大阪屋　サウンドパーク 5%

926 王様のパン 5%

927 Ａｗｅｓｏｍｅ　Ｂｏｙ 5%

928 Ｏｚｚｉｅ 5%

929 オージードッグ 5%

930 オージービーフのかわまたや 5%

931 大塩水産オンラインショップ 5%

932 大島主食販売企業組合 5%

933 おおしま屋 5%

934 Ｏｃｅａｎ　Ｉｓｌａｎｄ 5%

935 オーシャンフロント　お宿　浜田館 5%

936 オースタンプ 5%

937 オーゾネ 5%

938 おおぞら三昧　株式会社 5%

939 オーダーメイドサプリ．ｊｐ 5%

940 太田商店 5%

941 オータニ漢方薬局 5%

942 大谷商店 5%

943 大田農水加工協同組合 5%

944 大地蔵 5%

945 大塚酒店 5%

946 大塚商店 5%

947 大津屋 5%

948 オーディオ専門店 サウンドハイツ 5%

949 ＯＤＩＮ・ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ株式会社 5%

950 大手饅頭オンラインショップ 5%

951 オートアクセサリープロデュース 5%

952 オートエージェンシー 5%

953 オートパーツエージェンシー　ＰＭ店 5%

954 オートパーツガレージ 5%

955 ＡＵＴＯ　ＦＩＮＥＳＳＥ　ＪＡＰＡＮ 5%

956 オートリ薬品 5%

957 大野越果樹園 5%

958 大のや醸造 5%

959 大峡製鞄株式会社　本店〔通販〕 5%

960 大林金物店 5%
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961 ＯＰＰ袋ドットコム 5%

962 ＯＰＰ袋のワークアップ 5%

963 OPP本舗 5%

964 大米米穀店 5%

965 大麦ドットコム 5%

966 大村三書堂印房 5%

967 大村精肉店 5%

968 o-mureys 5%

969 大森商店 5%

970 オオヤミート 5%

971 オーラルケア 5%

972 オーラルケアショップ　Ｍｉｓｅｌｌｅ 5%

973 Ｏ’ＲＩＣ　ＯＮＬＩＮＥ　ＳＴＯＲＥ 5%

974 オーリック通販事業部 5%

975 オールドアメリカンショップ　ＭＩＺＵＮＯ 5%

976 ＯＬＤ　ＢＥＴＴＹ’Ｓ　ｏｎｌｉｎｅ 5%

977 ａｕｒｏｒａ－ｍａｎ 5%

978 岡坂商店　うどん二番．ｃｏｍ 5%

979 御菓子処　橘香堂 5%

980 御菓子処　雅心苑 5%

981 お菓子処　さとや 5%

982 お菓子のアルバム 5%

983 お菓子のオンラインショップ　チョコタン 5%

984 お菓子の菊屋 5%

985 お菓子のたいよう 5%

986 お菓子の日高 5%

987 岡島百貨店ネットショップ 5%

988 おかし屋ＳｈａｎＳｈａｎ 5%

989 おかずのうつわ屋本橋 5%

990 オカセイ株式会社 5%

991 おがた米穀 5%

992 おかつらや 5%

993 オーガニック・ボタニクス 5%

994 丘の上ファーム原農園 5%

995 オカベファーム 5%

996 岡山市場ネット 5%

997 岡山西農業協同組合 5%

998 岡山の牡蠣．ｃｏｍ 5%

999 オガワ種苗 5%

1,000 小川の落花生 5%

1,001 Ｏｇａｗａ　ｆａｒｍ 5%

1,002 小川輪業商会 5%

1,003 沖三昧 5%

1,004 沖縄チャンプルゥ雑貨　喜器 5%

1,005 沖縄琉球ワールド 5%

1,006 おぎはら鮮魚店 5%

1,007 荻原養蜂園 5%

1,008 奥井海生堂 5%

1,009 奥出雲仁多米株式会社 5%

1,010 奥出雲薔薇園 5%

1,011 奥田管理　新聞部 5%

1,012 奥田家下呂膏株式会社 5%

1,013 お口の専門店 5%

1,014 奥松島の牡蠣オンラインショップ 5%

1,015 OGURA　COFFEE 5%

1,016 贈り物オンライン 5%

1,017 お好みお食事　いまちゃん 5%

1,018 お好みお食事いまちゃん 5%

1,019 お米と落花生の小山田商店 5%

1,020 お米の川長 5%
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1,021 おこめのつぼい 5%

1,022 お米の配達人 5%

1,023 お米のパディー 5%

1,024 ＯＺＡＫＩ（越境用） 5%

1,025 お酒のつなしま 5%

1,026 長田商店 5%

1,027 オサムバトンアンドバンドカンパニー 5%

1,028 尾島商店 5%

1,029 おしゃれの店　まるてん 5%

1,030 オスミック市場 5%

1,031 おせち料理専門店　板前魂 5%

1,032 お掃除ソムリエ 5%

1,033 お宝・レア物専門！　おもちゃ屋 5%

1,034 おだ珈琲 5%

1,035 おだしの美味香 5%

1,036 おたに新聞販売所 5%

1,037 おたまや 5%

1,038 小樽家族 5%

1,039 小樽高島加藤商店 5%

1,040 小樽道新文化センター 5%

1,041 小田原鈴廣　お届け便センター 5%

1,042 越智農園 5%

1,043 お茶きん 5%

1,044 お茶道具東玉堂 5%

1,045 お茶の時田園 5%

1,046 お茶の美老園 5%

1,047 OKKO真珠 5%

1,048 ＯＤＥＣＯ　ＭＡＲＴ 5%

1,049 音吉プレミアム　浜松宮竹店 5%

1,050 おとく通販 5%

1,051 おとぐら＜音蔵＞ 5%

1,052 音工房　すずらん 5%

1,053 音の工房 5%

1,054 おとりよせ部悠里 5%

1,055 お取寄せ本舗イース 5%

1,056 小野食品業務用直売店 5%

1,057 小野原本店 5%

1,058 オパールダイレクト（ジェムストーリー） 5%

1,059 お肌の悩みドットコム 5%

1,060 尾花沢すいかの（有）あべ農園 5%

1,061 オーバーホールセンター 5%

1,062 おはらみそ本舗 5%

1,063 オビアス 5%

1,064 帯広道新文化センター 5%

1,065 オーファスポーツクラブ日進 5%

1,066 オフィシャルグッズウェブショップ 5%

1,067 オフィス　ジェランチャ 5%

1,068 オフィス　シン 5%

1,069 オフィスモリシタ 5%

1,070 オフィスヨコタ 5%

1,071 オフサイドインターネットショップ 5%

1,072 おふたりだけのオリジナルウェディングギフ 5%

1,073 お仏壇のもりきよ 5%

1,074 オプティークＨＡＲＵＴＡ 5%

1,075 オ・プティ・マタン 5%

1,076 オプトタマキ 5%

1,077 お風呂のソムリエｐｌｕｓ 5%

1,078 おべべ 5%

1,079 お弁当箱ドットコム 5%

1,080 お遍路用品のいっぽ一歩堂 5%
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1,081 オホーツク・網走産直みのり屋 5%

1,082 オホーツクサボン　ヌフ 5%

1,083 ｈｏｍｍａｇｅ－ｂｍｘｓｈｏｐ 5%

1,084 お祭りフェア 5%

1,085 小美玉ふるさと食品公社 5%

1,086 おむつケーキ専門店 CZONE 5%

1,087 御メダイの専門店 5%

1,088 重さはかりや 5%

1,089 おもちゃのキムラ 5%

1,090 オヤイデ電気 5%

1,091 オヤジナカセ通販ショップ 5%

1,092 お宿　華坊 5%

1,093 おゆばｄｅ繁盛 5%

1,094 ｏｒａｔａ．ｎｅｔ 5%

1,095 折秋 5%

1,096 ＯＬＩＶＡ　ｄｅ　ＢＥＴＩＣＡ 5%

1,097 オリーブ 5%

1,098 オリーブメルカート 5%

1,099 オリジン 5%

1,100 織部 5%

1,101 オルガニコ 5%

1,102 オルタナデザインコウシキショップ 5%

1,103 オルパ 5%

1,104 ＯＲＡＮＧＥＣＯＵＮＴＹ 5%

1,105 Ｏｒａｎｇｅ＊ｎａｎａ 5%

1,106 尾鷲金盛丸 5%

1,107 Ｏｎ－Ａｎｉｓｅ 5%

1,108 音楽の絵本ウェブショップ 5%

1,109 御菓子司　扇屋 5%

1,110 温度はかりや 5%

1,111 オンラインショップ　かいこく屋 5%

1,112 オンラインショップCUEPRO 5%

1,113 オンラインショップグランフェニックス 5%

1,114 ｏｎｌｉｎｅｓｈｏｐ　ｄａｉｋａｇｅ 5%

1,115 ｏｎｌｉｎｅＭＡＲＫ’ＳＩｎｃ． 5%

1,116 カー＆バイク　アイテムショップ　ＫＵ 5%

1,117 ＣＡＲＧＯ 5%

1,118 カーコーティングショップビュー 5%

1,119 カーショップ緑 5%

1,120 Gardener s shop Ivy 5%

1,121 ガーデン・シェッド 5%

1,122 ガーデンアシスト 5%

1,123 カーテンチアフル 5%

1,124 カードボックス 5%

1,125 Ｃｕｒｖｙ’ｓ（カービーズ） 5%

1,126 カーピカルＪＡＰＡＮ 5%

1,127 ＫＡＲＢＥ 5%

1,128 カーリーコレクション 5%

1,129 Ｃｕｒｌｙ’ｓ　Ｃｌｏｓｅｔ 5%

1,130 開運社　本店 5%

1,131 開運堂オンラインショップ 5%

1,132 絵画と額縁のアートギャラリー前田 5%

1,133 介護応援館　ポンパレモール店 5%

1,134 介護おむつネット 5%

1,135 海匠　國近 5%

1,136 かいせいＷｅｂ－ｓｈｏｐ 5%

1,137 かいせい　Ｗｅｂ－ＳＨＯＰ 5%

1,138 快眠サロン　ポンパレモール店 5%

1,139 快眠ふとん・まくらの羽島 5%

1,140 甲斐物セレクション 5%
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1,141 株式会社　カイン 5%

1,142 ガウス 5%

1,143 CowsNet 5%

1,144 カーヴル・ブション 5%

1,145 嘉永年間創業 北陸の珍味すみげん 5%

1,146 カオリーヌ菓子店 5%

1,147 薫る花 5%

1,148 ＣＡＣＡＯＭＯＮＯ 5%

1,149 加賀コーヒー店 5%

1,150 加賀の薫香　香屋 5%

1,151 加賀麩不室屋 5%

1,152 火気厳禁．ｃｏｍ 5%

1,153 鍵の卸売りセンターまるごとショップ 5%

1,154 かき松島こうは 5%

1,155 臥牛窯 5%

1,156 カクイチ馬場商店 5%

1,157 家具インテリアショップイーグル 5%

1,158 家具・インテリアFLORA(フローラ) 5%

1,159 学園手造りハムの会 5%

1,160 角上魚類 5%

1,161 家具直販出会いに感謝PlusAlpha 5%

1,162 家具のオカノ 5%

1,163 家具の国ふじおか 5%

1,164 家具のショウエイ 5%

1,165 格之進　オンラインショップ 5%

1,166 ＫＡＧＵＨＡ 5%

1,167 カクバリズム・デリバリーサービス 5%

1,168 額縁のタカハシ 5%

1,169 家具屋さん 5%

1,170 神楽坂乳業合同会社 5%

1,171 神楽坂ピービーズ 5%

1,172 かぐらの里 5%

1,173 かぐらや 5%

1,174 鹿児島黒豚専門店　黒かつ亭 5%

1,175 籠庭 5%

1,176 かごや 5%

1,177 風緑 5%

1,178 カシェート・ブリュンヌ 5%

1,179 ＧａｄｇｅｔＪａｐａｎ 5%

1,180 ガジェットストア 5%

1,181 加治木ガス 5%

1,182 カジキ商店 5%

1,183 貸切ログハウス・ロッキー 5%

1,184 菓子工房　桜 5%

1,185 菓子工房いちかわ 5%

1,186 鍛冶工房いわい 5%

1,187 菓子工房　大江戸 5%

1,188 菓子工房もみの木 5%

1,189 菓子匠　若野　オンラインショップ 5%

1,190 菓実の福　ｎｉｎｉｇｉ 5%

1,191 菓子処　喜久春 5%

1,192 鹿島商事 5%

1,193 カシマヤ製作所 5%

1,194 かじや 5%

1,195 ＣＡＣＨＥ－ＣＡＣＨＥ 5%

1,196 花樹風羅－彩雲 5%

1,197 果樹屋　棚木 5%

1,198 菓匠右門 5%

1,199 ＣＡ４ＬＡ．ＣＯＭ 5%

1,200 かしわの鳥新 5%
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1,201 ＫＡＺ　ＣＯＭＰＡＮＹ 5%

1,202 カズコーポレーション 5%

1,203 カスターニャ 5%

1,204 ＣＵＳＴＯＭ　ＴＯＫＹＯ 5%

1,205 ガス料金　チアーズショップ 5%

1,206 ガス料金　冨士クラスタ 5%

1,207 ガス料金　冨士クラスタ千葉 5%

1,208 ガス料金　冨士鉱油 5%

1,209 ガス料金　マルワイ 5%

1,210 ｋａｔａｋａｎａ　オンラインストア 5%

1,211 かたこりさん 5%

1,212 かたやま酒店 5%

1,213 片山商店 5%

1,214 ｋａｔａｒｉ 5%

1,215 カタログ　石橋楽器店 5%

1,216 カタログ　１４８４ギターズ 5%

1,217 カタログ　ウィンドパル 5%

1,218 カタログ　サウンドメディア 5%

1,219 カタログ　ブックサイド 5%

1,220 カタログ　ロックサイド 5%

1,221 カタログ　麻布大学生協　購買書籍部 5%

1,222 カタログ　足利工業大学生協購買・書籍部 5%

1,223 カタログ　跡見学園女子大学生協購買書籍部 5%

1,224 カタログ　石橋楽器店　池袋店 5%

1,225 カタログ　石橋楽器店　渋谷店 5%

1,226 カタログ　石橋楽器店　心斎橋店 5%

1,227 カタログ　石橋楽器店　新宿店 5%

1,228 カタログ　石橋楽器店　横浜店 5%

1,229 カタログ　茨城大生協　阿見購買書籍店 5%

1,230 カタログ　茨城大生協　日立購買書籍店 5%

1,231 カタログ　茨城大生協　水戸購買部 5%

1,232 カタログ　茨城大生協　水戸書籍部 5%

1,233 カタログ　宇宙研生協　購買書籍部 5%

1,234 カタログ　宇都宮大学生協　工学部ＳＢ店 5%

1,235 カタログ　宇都宮大学生協　峰ＳＢ店 5%

1,236 カタログ　ＦＣ大東楽器 5%

1,237 カタログ　桜美林学園生協 5%

1,238 カタログ　太田情報商科専門学校生協購買・書 5%

1,239 カタログ　お茶の水女子大学生協　購買書籍部 5%

1,240 カタログ　科技大生協　ＳＢ 5%

1,241 カタログギフト専門店 マイルーム 5%

1,242 カタログ　群馬大学生協　荒牧購買書籍 5%

1,243 カタログ　群馬大学生協　昭和購買書籍 5%

1,244 カタログ　群馬大学生協　桐生購買書籍 5%

1,245 カタログ　慶応生協　信濃町書籍購買部 5%

1,246 カタログ　慶応生協　日吉購買部 5%

1,247 カタログ　慶応生協　日吉書籍部 5%

1,248 カタログ　慶応生協　日吉プレイガイド 5%

1,249 カタログ　慶応生協　藤沢書籍購買部 5%

1,250 カタログ　慶応生協　三田購買部 5%

1,251 カタログ　慶応生協　三田書籍部 5%

1,252 カタログ　慶応生協　三田プレイガイド 5%

1,253 カタログ　慶応生協　矢上書籍購買部 5%

1,254 カタログ　工学院大学生協新宿購買・書籍部 5%

1,255 カタログ　工学院大学生協八王子購買部 5%

1,256 カタログ　工学院大学生協八王子書籍部 5%

1,257 カタログ　埼玉大学生活協同組合書籍購買部 5%

1,258 カタログ　埼玉大学生活協同組合プレイガイド 5%

1,259 カタログ　十文字学園生協　書籍購買部 5%

1,260 カタログ　淑徳大学　みずほ台　生協 5%
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1,261 カタログ　白梅学園生協　ＳＢ店 5%

1,262 カタログ　信州大学長野生活協同組合工学部店 5%

1,263 カタログ　信州大学長野生活協同組合教育学部 5%

1,264 カタログ　信州大学松本生協　農学部店 5%

1,265 カタログ　信州大学松本生協　旭書籍部 5%

1,266 カタログ　信州大学松本生協　旭購買部 5%

1,267 カタログ　信大繊維生協 5%

1,268 カタログ　生協東京インターカレッジコープ 5%

1,269 カタログ　早大生協コープセブン店（ＰＧ） 5%

1,270 カタログ　早大生協　所沢店 5%

1,271 カタログ　早大生協　トラベルセンター 5%

1,272 カタログ　早大生協ブックセンター（ＳＧ） 5%

1,273 カタログ　早大生協ブックセンター 5%

1,274 カタログ　早大生協　文学部店 5%

1,275 カタログ　早大生協メガネ・コンタクトセンタ 5%

1,276 カタログ　早大生協ライフセンター 5%

1,277 カタログ　早大生協ライフセンター（ＤＣ） 5%

1,278 カタログ　早大生協　理工店 5%

1,279 カタログ　早大生協　理工店　（ブック） 5%

1,280 カタログ　早大生協　理工プレイガイド 5%

1,281 カタログ　大学生協サービス事業部トラベルサ 5%

1,282 カタログ　大学生協東京事業連合渋谷ＰＣセン 5%

1,283 カタログ　大東文化学園生協東松山購買部 5%

1,284 カタログ　大東文化学園生協板橋購買部 5%

1,285 カタログ　高崎経済大学生協購買・書籍部 5%

1,286 カタログ　千葉商科大学生協購買書籍部 5%

1,287 カタログ　千葉大生協　亥鼻購買部 5%

1,288 カタログ　千葉大生協園芸購買部 5%

1,289 カタログ　千葉大生協　トラベルセンター 5%

1,290 カタログ　千葉大生協　メディア館 5%

1,291 カタログ　千葉大生協　ライフ館 5%

1,292 カタログ　津田塾大学生協　購買書籍部 5%

1,293 カタログ　電通大生協　購買部 5%

1,294 カタログ　電通大生協　書籍部 5%

1,295 カタログＴｕｏ　麻布大学生協購買書籍部 5%

1,296 カタログＴｕｏ　足利工業大学生協購買書籍部 5%

1,297 カタログＴｕｏ　跡見学園女子大学生協購買書 5%

1,298 カタログＴｕｏ　茨城大生協水戸購買部 5%

1,299 カタログＴｕｏ　茨城大生協水戸書籍部 5%

1,300 カタログＴｕｏ　茨城大生協日立購買書籍店 5%

1,301 カタログＴｕｏ　茨城大生協阿見購買書籍店 5%

1,302 カタログＴｕｏ　宇宙研生協購買書籍部 5%

1,303 カタログＴｕｏ　宇都宮大学生協工学部ＳＢ店 5%

1,304 カタログＴｕｏ　宇都宮大学生協峰ＳＢ店 5%

1,305 カタログＴｕｏ　桜美林学園生協 5%

1,306 カタログＴｕｏ　太田情報商科専門学校生協購 5%

1,307 カタログＴｕｏ　お茶の水女子大学生協購買書 5%

1,308 カタログＴｕｏ　科技大生協　ＳＢ 5%

1,309 カタログＴｕｏ　群馬大学生協荒牧購買書籍 5%

1,310 カタログＴｕｏ　群馬大学生協昭和購買書籍 5%

1,311 カタログＴｕｏ　群馬大学生協桐生購買書籍 5%

1,312 カタログＴｕｏ　慶応生協信濃町書籍購買部 5%

1,313 カタログＴｕｏ　慶応生協日吉書籍部 5%

1,314 カタログＴｕｏ　慶応生協日吉プレイガイド 5%

1,315 カタログＴｕｏ　慶応生協日吉購買部 5%

1,316 カタログＴｕｏ　慶応生協藤沢書籍購買部 5%

1,317 カタログＴｕｏ　慶応生協三田購買部 5%

1,318 カタログＴｕｏ　慶応生協三田書籍部 5%

1,319 カタログＴｕｏ　慶応生協三田プレイガイド 5%

1,320 カタログＴｕｏ　慶応生協矢上書籍購買部 5%
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1,321 カタログＴｕｏ　工学院大学生協新宿購買書籍 5%

1,322 カタログＴｕｏ　工学院大学生協八王子購買部 5%

1,323 カタログＴｕｏ　工学院大学生協八王子書籍部 5%

1,324 カタログＴｕｏ　埼玉大学生活協同組合書籍購 5%

1,325 カタログＴｕｏ　埼玉大学生活協同組合プレイ 5%

1,326 カタログＴｕｏ　十文字学園生協書籍購買部 5%

1,327 カタログＴｕｏ　淑徳大学みずほ台生協 5%

1,328 カタログＴｕｏ　白梅学園生協ＳＢ店 5%

1,329 カタログＴｕｏ　信州大学長野生協工学部店 5%

1,330 カタログＴｕｏ　信州大学長野生協教育学部店 5%

1,331 カタログＴｕｏ　信州大学松本生協農学部店 5%

1,332 カタログＴｕｏ　信州大学松本生協旭書籍部 5%

1,333 カタログＴｕｏ　信州大学松本生協旭購買部 5%

1,334 カタログＴｕｏ　信大繊維生協 5%

1,335 カタログＴｕｏ　生協東京インターカレッジコ 5%

1,336 カタログＴｕｏ　早大生協コープセブン店 5%

1,337 カタログＴｕｏ　早大生協所沢店 5%

1,338 カタログＴｕｏ　早大生協理工店 5%

1,339 カタログＴｕｏ　早大生協トラベルセンター 5%

1,340 カタログＴｕｏ　早大生協文学部店 5%

1,341 カタログＴｕｏ　早大生協ブックセンター（Ｓ 5%

1,342 カタログＴｕｏ　早大生協ブックセンター 5%

1,343 カタログＴｕｏ　早大生協メガネ・コンタクト 5%

1,344 カタログＴｕｏ　早大生協ライフセンター 5%

1,345 カタログＴｕｏ　早大生協ライフセンター（Ｄ 5%

1,346 カタログＴｕｏ　早大生協理工店（ブック） 5%

1,347 カタログＴｕｏ　早大生協理工プレイガイド 5%

1,348 カタログＴｕｏ　大学生協サービス事業部トラ 5%

1,349 カタログＴｕｏ　大学生協東京事業連合渋谷Ｐ 5%

1,350 カタログＴｕｏ　大東文化学園生協東松山購買 5%

1,351 カタログＴｕｏ　大東文化学園生協板橋購買部 5%

1,352 カタログＴｕｏ　高崎経済大学生協購買書籍部 5%

1,353 カタログＴｕｏ　千葉商科大学生協購買書籍部 5%

1,354 カタログＴｕｏ　千葉大生協　亥鼻購買部 5%

1,355 カタログＴｕｏ　千葉大生協園芸購買部 5%

1,356 カタログＴｕｏ　千葉大生協トラベルセンター 5%

1,357 カタログＴｕｏ　千葉大生協メディア館 5%

1,358 カタログＴｕｏ　千葉大生協ライフ館 5%

1,359 カタログＴｕｏ　津田塾大学生協購買書籍 5%

1,360 カタログＴｕｏ　電通大生協購買部 5%

1,361 カタログＴｕｏ　電通大生協書籍部 5%

1,362 カタログＴｕｏ　東京医科歯科大生協書籍購買 5%

1,363 カタログＴｕｏ　東京医科歯科大生協教養部 5%

1,364 カタログＴｕｏ　東京インターカレッジコープ 5%

1,365 カタログＴｕｏ　東京外国語大学生協ＳＢ店 5%

1,366 カタログＴｕｏ　東京海洋大学消費生協 5%

1,367 カタログＴｕｏ　東京学芸大学生協書籍部 5%

1,368 カタログＴｕｏ　東京学芸大学生協サービスセンター 5%

1,369 カタログＴｕｏ　東京学芸大学生協購買部 5%

1,370 カタログＴｕｏ　東京芸大生協　上野店 5%

1,371 カタログＴｕｏ　東京工芸大学生協購買書籍部 5%

1,372 カタログＴｕｏ　東京工芸大学生協中野店 5%

1,373 カタログＴｕｏ　東京事業連合テレホンセンタ 5%

1,374 カタログＴｕｏ　東京電機大学生協神田購買部 5%

1,375 カタログＴｕｏ　東京電機大学生協千葉購買部 5%

1,376 カタログＴｕｏ　東京都立短期大学生協購買・ 5%

1,377 カタログＴｕｏ　東京薬科大学生協購買書籍部 5%

1,378 カタログＴｕｏ　東工大生協すずかけ台購買書 5%

1,379 カタログＴｕｏ　東工大生協大岡山購買書籍部 5%

1,380 カタログＴｕｏ　東大生協麻布支所 5%
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1,381 カタログＴｕｏ　東大生協浅野店 5%

1,382 カタログＴｕｏ　東大生協医科研支所 5%

1,383 カタログＴｕｏ　東大生協駒場購買Ａ 5%

1,384 カタログＴｕｏ　東大生協駒場購買Ｂ 5%

1,385 カタログＴｕｏ　東大生協駒場購買Ｃ 5%

1,386 カタログＴｕｏ　東大生協駒場購買Ｄ 5%

1,387 カタログＴｕｏ　東大生協駒場書籍 5%

1,388 カタログＴｕｏ　東大生協先端研支所 5%

1,389 カタログＴｕｏ　東大生協シルフイド 5%

1,390 カタログＴｕｏ　東大生協スポーツ・薬局 5%

1,391 カタログＴｕｏ　東大生協第一購買Ａ 5%

1,392 カタログＴｕｏ　東大生協第一購買Ｂ 5%

1,393 カタログＴｕｏ　東大生協第一購買Ｃ 5%

1,394 カタログＴｕｏ　東大生協天文台支所 5%

1,395 カタログＴｕｏ　東大生協農学部店 5%

1,396 カタログＴｕｏ　東大生協本郷総務 5%

1,397 カタログＴｕｏ　東大生協本郷書籍部 5%

1,398 カタログＴｕｏ　東大生協本郷プレイガイドト 5%

1,399 カタログＴｕｏ　東大生協本郷第二購買 5%

1,400 カタログＴｕｏ　東農工大生協農学部ＳＢ 5%

1,401 カタログＴｕｏ　東農工大生協工学部ＳＢ 5%

1,402 カタログＴｕｏ　東農大生協プレイガイド 5%

1,403 カタログＴｕｏ　東農大生協購買部 5%

1,404 カタログＴｕｏ　東農大生協書籍部 5%

1,405 カタログＴｕｏ　東洋大学生協白山店 5%

1,406 カタログＴｕｏ　東洋大学生協　朝霞店 5%

1,407 カタログＴｕｏ　東洋大学生協　川越店 5%

1,408 カタログＴｕｏ　都立大学生協購買書籍部 5%

1,409 カタログＴｕｏ　長野大学生協 5%

1,410 カタログＴｕｏ　新潟県立大学生協購買書籍部 5%

1,411 カタログＴｕｏ　新潟大学生協　短大店 5%

1,412 カタログＴｕｏ　新潟大学生協　書籍部 5%

1,413 カタログＴｕｏ　新潟大学生協サービスセンタ 5%

1,414 カタログＴｕｏ　新潟大学生協　購買部 5%

1,415 カタログＴｕｏ　日獣大生協　ＳＢ店 5%

1,416 カタログＴｕｏ　日本社会事業大学生協ＳＢ店 5%

1,417 カタログＴｕｏ　日本女子大生協西生田店 5%

1,418 カタログＴｕｏ　日本女子大生協　目白店 5%

1,419 カタログＴｕｏ　一橋大学生協西ショップ 5%

1,420 カタログＴｕｏ　一橋大学生協東ショップ 5%

1,421 カタログＴｕｏ　法大生協市ヶ谷購買部 5%

1,422 カタログＴｕｏ　法大生協市ヶ谷書籍部 5%

1,423 カタログＴｕｏ　法大生協市ヶ谷プレイガイド 5%

1,424 カタログＴｕｏ　法大生協小金井購買部 5%

1,425 カタログＴｕｏ　法大生協多摩購買部 5%

1,426 カタログＴｕｏ　法大生協多摩書籍部 5%

1,427 カタログＴｕｏ　武蔵学園生協購買書籍部 5%

1,428 カタログＴｕｏ　明治学院生協横浜購買書籍部 5%

1,429 カタログＴｕｏ　明治学院生協白金購買書籍部 5%

1,430 カタログＴｕｏ　明治薬科大生協購買書籍部 5%

1,431 カタログＴｕｏ　横浜国立大工学部書籍購買部 5%

1,432 カタログＴｕｏ　横浜国立大大学会館購買書籍 5%

1,433 カタログＴｕｏ　横浜市立大学生協医学部店 5%

1,434 カタログＴｕｏ　横浜市立大学生協本校店 5%

1,435 カタログＴｕｏ　理科大生協購買部 5%

1,436 カタログＴｕｏ　理科大生協書籍部 5%

1,437 カタログＴｕｏ　理科大生協トラベルセンター 5%

1,438 カタログＴｕｏ　理科大生協野田店 5%

1,439 カタログＴｕｏ　和光学園生協中学・高校店 5%

1,440 カタログＴｕｏ　和光学園生協購買・書籍部 5%
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1,441 カタログ　東京医科歯科大生協　書籍購買部 5%

1,442 カタログ　東京医科歯科大生協　教養部 5%

1,443 カタログ　東京インターカレッジコープ八王子 5%

1,444 カタログ　東京外国語大学生協　ＳＢ店 5%

1,445 カタログ　東京海洋大学消費生協 5%

1,446 カタログ　東京学芸大学生協書籍部 5%

1,447 カタログ　東京学芸大学生協サービスセンター 5%

1,448 カタログ　東京学芸大学生協購買部 5%

1,449 カタログ　東京芸大生協　上野店 5%

1,450 カタログ　東京工芸大学生協　購買書籍部 5%

1,451 カタログ　東京工芸大学生協　中野店 5%

1,452 カタログ　東京事業連合　テレホンセンター 5%

1,453 カタログ　東京電機大学生協　神田購買部 5%

1,454 カタログ　東京電機大学生協　千葉購買部 5%

1,455 カタログ　東京都立短期大学生協購買書籍部 5%

1,456 カタログ　東京薬科大学生協購買書籍部 5%

1,457 カタログ　東工大生協大岡山購買書籍部 5%

1,458 カタログ　東工大生協すずかけ台購買書籍店 5%

1,459 カタログ　東大生協　浅野店 5%

1,460 カタログ　東大生協　麻布支所 5%

1,461 カタログ　東大生協　医科研支所 5%

1,462 カタログ　東大生協　駒場購買Ａ 5%

1,463 カタログ　東大生協　駒場購買Ｂ 5%

1,464 カタログ　東大生協　駒場購買Ｃ 5%

1,465 カタログ　東大生協　駒場購買Ｄ 5%

1,466 カタログ　東大生協　駒場書籍 5%

1,467 カタログ　東大生協　シルフイド 5%

1,468 カタログ　東大生協　スポーツ・薬局 5%

1,469 カタログ　東大生協先端研支所 5%

1,470 カタログ　東大生協　第一購買Ａ 5%

1,471 カタログ　東大生協　第一購買Ｂ 5%

1,472 カタログ　東大生協　第一購買Ｃ 5%

1,473 カタログ　東大生協　天文台支所 5%

1,474 カタログ　東大生協　農学部店 5%

1,475 カタログ　東大生協　本郷総務 5%

1,476 カタログ　東大生協　本郷書籍部 5%

1,477 カタログ　東大生協本郷プレイガイドトラベル 5%

1,478 カタログ　東大生協本郷　第二購買 5%

1,479 カタログ　東農工大生協工学部ＳＢ 5%

1,480 カタログ　東農工大生協農学部ＳＢ 5%

1,481 カタログ　東農大生協購買部 5%

1,482 カタログ　東農大生協書籍部 5%

1,483 カタログ　東農大生協プレイガイド 5%

1,484 カタログ　東洋大学生協白山店 5%

1,485 カタログ　東洋大学生協朝霞店 5%

1,486 カタログ　東洋大学生協川越店 5%

1,487 カタログ　都立大学生協　購買書籍部 5%

1,488 カタログ　長野大学生協 5%

1,489 カタログ　新潟県立大学生協購買書籍部 5%

1,490 カタログ　新潟大学生協　短大店 5%

1,491 カタログ　新潟大学生協　書籍部 5%

1,492 カタログ　新潟大学生協　サービスセンター 5%

1,493 カタログ　新潟大学生協　購買部 5%

1,494 カタログ　日獣大生協　ＳＢ店 5%

1,495 カタログ　日本社会事業大学生協ＳＢ店 5%

1,496 カタログ　日本女子大生協　西生田店 5%

1,497 カタログ　日本女子大生協　目白店 5%

1,498 カタログ　法政大生協　市ケ谷購買部 5%

1,499 カタログ　法大生協　市ケ谷プレイガイド 5%

1,500 カタログ　法大生協　市ケ谷書籍部 5%
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1,501 カタログ　法大生協　小金井購買部 5%

1,502 カタログ　法大生協　多摩購買部 5%

1,503 カタログ　法大生協　多摩書籍部 5%

1,504 カタログ　武蔵学園生協購買・書籍部 5%

1,505 カタログ　明治学院生協　白金購買書籍部 5%

1,506 カタログ　明治学院生協　横浜購買書籍部 5%

1,507 カタログ　明治薬科大生協　購買書籍部 5%

1,508 カタログ　横浜国立大　工学部　書籍購買部 5%

1,509 カタログ　横浜国立大　大学会館購買書籍部 5%

1,510 カタログ　横浜市立大学生協　医学部店 5%

1,511 カタログ　横浜市立大学生協　本校店 5%

1,512 カタログ　理科大生協　購買部 5%

1,513 カタログ　理科大生協　書籍部 5%

1,514 カタログ　理科大生協　トラベルセンター 5%

1,515 カタログ　理科大生協　野田店 5%

1,516 カタログ　和光学園生協　購買・書籍部 5%

1,517 カタログ　和光学園生協　中学・高校店 5%

1,518 カチーナトレーディング 5%

1,519 カチナトレーディング 5%

1,520 かつお船 5%

1,521 楽器de元気 5%

1,522 楽器のことならメリーネット 5%

1,523 学校教材．ｃｏｍ 5%

1,524 ガッツクローム 5%

1,525 ガッツリＢＢＱ公式ショップサイト 5%

1,526 かつはら薬局 5%

1,527 カップ・トロフィー専門店Winner 5%

1,528 ＣＡＤＥＴＴＯ 5%

1,529 カデット 5%

1,530 家電専門店sorekudasai 5%

1,531 カデンの救急社 5%

1,532 ガトー・ド・ボワイヤージュ 5%

1,533 ガトーよしだ 5%

1,534 角屋 5%

1,535 角屋 5%

1,536 神奈川中央ヤクルト販売 5%

1,537 金木観光物産館マディニー 5%

1,538 カナコウボウ 5%

1,539 金沢食品総合研究所 5%

1,540 金澤留造酒店 5%

1,541 かなめ 5%

1,542 【金物専科】山下金物オンラインショップ 5%

1,543 金物の鬼インターネットショップ 5%

1,544 金谷農場 5%

1,545 金谷ホテルベーカリー 5%

1,546 かに太郎 5%

1,547 かに物語 5%

1,548 カニヤ 5%

1,549 カネ吉山本　本店 5%

1,550 かねこのお米 5%

1,551 カネソン本舗　柳瀬ワイチ（株） 5%

1,552 カネダイ大野商店 5%

1,553 カネダイ味噌 5%

1,554 兼長水産オンラインショップ 5%

1,555 カネテツ谷川水産 5%

1,556 かねは商店　株式会社 5%

1,557 兼八 5%

1,558 金秀 5%

1,559 かねもと 5%

1,560 カネヨシの発酵グラナリー 5%
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1,561 嘉年華 5%

1,562 カノカオンラインショップ 5%

1,563 Ｋａｎｏｎ　ＯＮＬＩＮＥ　ＳＨＯＰ 5%

1,564 鞄いたがきネットショップ 5%

1,565 鞄と財布の総合商社アスカショップ 5%

1,566 カバンのセレクション 5%

1,567 かばんのホームデコ　ＰＭ店 5%

1,568 かばんのマルゼン 5%

1,569 可否茶館オンラインショップ 5%

1,570 （株）花げしき 5%

1,571 （株）　ライジング 5%

1,572 （株）伊勢萬　伊勢の地酒・地焼酎　通販部 5%

1,573 カフェ　キアッケラ 5%

1,574 カフェ・クレマ 5%

1,575 ＣＡＦＥ工房 5%

1,576 カフェ・ドゥ・ガウディ 5%

1,577 株式会社ブルーテラ 5%

1,578 株式会社アーバン・イーエックス 5%

1,579 株式会社　あいなんマザーズ 5%

1,580 株式会社　アオイ 5%

1,581 株式会社　有高扇山堂 5%

1,582 株式会社　ウェアハウス・ジャパン 5%

1,583 株式会社　ウエイブワン 5%

1,584 株式会社　ヴェルディ 5%

1,585 株式会社　ウッディジョー 5%

1,586 株式会社　エタニティー 5%

1,587 株式会社　エヌ・アイ・シー 5%

1,588 株式会社　ＥＬＥＺＯ社 5%

1,589 株式会社　おがた蒲鉾 5%

1,590 株式会社　岡虎 5%

1,591 株式会社　オザキ 5%

1,592 株式会社　お茶のさすき園 5%

1,593 株式会社　かぐらの里 5%

1,594 株式会社　かじ惣 5%

1,595 株式会社　カデンの救急社 5%

1,596 株式会社　唐津魚市場 5%

1,597 株式会社　川西金網 5%

1,598 株式会社　木の国 5%

1,599 株式会社　クオーレ・アモーレ 5%

1,600 株式会社ＧＬＯＢＡＬ　ＵＮＩＯＮ 5%

1,601 株式会社ケーツー・インターナショナル 5%

1,602 株式会社　Ｋハウス 5%

1,603 株式会社　晃月人形 5%

1,604 株式会社　高知システム開発 5%

1,605 株式会社　Ｃｏｒａｌｍｏｎｓｔｅｒ 5%

1,606 株式会社　ＴＨＥ　ＨＥＲＢＳ 5%

1,607 株式会社　佐々木 5%

1,608 株式会社　ザップ 5%

1,609 株式会社　三粧（プロメ） 5%

1,610 株式会社　三和屋 5%

1,611 株式会社ＳＨＩＮＥ　ＴＲＥＡＳＵＲＥ 5%

1,612 株式会社　宿院商店 5%

1,613 株式会社　Ｇｅｏｒｇ　Ｃｏｍｐａｙ 5%

1,614 株式会社　セブンスヘブン 5%

1,615 株式会社　創味通販 5%

1,616 株式会社タマテックス 5%

1,617 株式会社　玉林 5%

1,618 株式会社　チャイディー 5%

1,619 株式会社　ティリィア 5%

1,620 株式会社　テムテック（越境用） 5%
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1,621 株式会社　デリキューブ 5%

1,622 株式会社　東京工芸 5%

1,623 株式会社　東京トータルサプライ 5%

1,624 株式会社東洋印刷 5%

1,625 株式会社　ドクター・ヴィザージュ 5%

1,626 株式会社　とり祥 5%

1,627 株式会社　ナリタ 5%

1,628 株式会社　ニシノ酒店 5%

1,629 株式会社　ハイ・フォート 5%

1,630 株式会社　浜松文明堂 5%

1,631 株式会社　Ｐ．Ｅ．Ｏ 5%

1,632 株式会社　日々響 5%

1,633 株式会社　平戸松山 5%

1,634 （株）麩金 5%

1,635 株式会社　フェミン 5%

1,636 株式会社　フォルテ 5%

1,637 株式会社　プリプレス・センター 5%

1,638 株式会社ＭＡＩＬＯ 5%

1,639 株式会社　マックス 5%

1,640 株式会社　マルイ 5%

1,641 株式会社　マルゲン 5%

1,642 株式会社　まる天 5%

1,643 株式会社　まるひな 5%

1,644 株式会社ミゾブチ家具 5%

1,645 株式会社　ミラン 5%

1,646 株式会社　森尾絲店 5%

1,647 株式会社　薬師堂 5%

1,648 株式会社　山下商工 5%

1,649 株式会社　ユイワーク・サポート 5%

1,650 株式会社　ユーピー（越境用） 5%

1,651 株式会社　良い肌 5%

1,652 株式会社　４３２デザインファーム 5%

1,653 株式会社　ライフィックス 5%

1,654 株式会社　渡辺米穀 5%

1,655 株式会社アーク 5%

1,656 株式会社アートビーングオンラインショップ 5%

1,657 株式会社　Ｉ・Ｎ　ＦＡＣＴＯＲＹ 5%

1,658 株式会社アイシス 5%

1,659 株式会社アヴァンサ通販事業部 5%

1,660 株式会社アオイ生物科学 5%

1,661 株式会社青い森工房 5%

1,662 株式会社青野商店 5%

1,663 株式会社　秋貞 5%

1,664 株式会社ＡＱＵＡ 5%

1,665 株式会社アグリーデザイン 5%

1,666 株式会社アグリ浜名湖 5%

1,667 株式会社あぐりぴあ沖縄 5%

1,668 株式会社　アコール 5%

1,669 株式会社旭珈琲 5%

1,670 株式会社アトリエ３６５ 5%

1,671 株式会社ａｒｔｅ 5%

1,672 株式会社アルファセレクション 5%

1,673 株式会社アンクレア 5%

1,674 （株）ＡＮＤ 5%

1,675 株式会社飯島商店 5%

1,676 株式会社イーブックイニシアティブジャパン 5%

1,677 （株）池商 5%

1,678 株式会社池利 5%

1,679 株式会社イシザワ 5%

1,680 （株）石本活性化学研究所 5%
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1,681 株式会社　一休館 5%

1,682 株式会社　井筒屋 5%

1,683 株式会社井上商店 5%

1,684 株式会社井上商店 5%

1,685 株式会社　イノマタ 5%

1,686 株式会社今枝金物店 5%

1,687 株式会社今田商店 5%

1,688 株式会社ｉｌ　Ｂｉａｎｃｏ 5%

1,689 株式会社いわきスポーツクラブ 5%

1,690 株式会社　インテリアどっと通販 5%

1,691 株式会社ウィンベル 5%

1,692 株式会社ウーサ 5%

1,693 株式会社魚丸商店 5%

1,694 株式会社ウキウキ 5%

1,695 株式会社　牛島製茶　オンラインショップ 2%

1,696 株式会社内田屋旅舘 5%

1,697 株式会社　内山 5%

1,698 株式会社内山書店 5%

1,699 株式会社　卯月製麺 5%

1,700 株式会社　うに甚本舗 5%

1,701 株式会社　卯野薬房 5%

1,702 株式会社うまだれカンパニー 5%

1,703 株式会社　雲州堂 5%

1,704 株式会社雲仙きのこ本舗（越境用） 5%

1,705 株式会社　エコアス馬路村 5%

1,706 株式会社エヌビーアール 5%

1,707 （株）エヌビーアール 5%

1,708 株式会社ＦＦｓｅｅ 5%

1,709 株式会社ＦＪＴ 5%

1,710 （株）ＦＤＲ・フレンディア 5%

1,711 株式会社ＭＩＦソフト 5%

1,712 株式会社エム・アイ・シー 5%

1,713 株式会社　Ｍ．Ｓ　Ｍｏｄｅｌｓ 5%

1,714 （株）エムエフワン 5%

1,715 株式会社ＭＫトレンド 5%

1,716 株式会社エムズファクトリー 5%

1,717 株式会社エンファクトリー 5%

1,718 株式会社ＯＮＩ 5%

1,719 株式会社大岩湯神子温泉 5%

1,720 株式会社オークス 5%

1,721 株式会社大倉商店 5%

1,722 株式会社大阪矢野園 5%

1,723 株式会社オーシャンズ 5%

1,724 株式会社 太田 5%

1,725 株式会社太田種苗 5%

1,726 株式会社大野商会 5%

1,727 （株）　奥井海生堂 5%

1,728 株式会社オサムトコシンエー商会 5%

1,729 株式会社お茶のミズイ園 5%

1,730 株式会社お百笑さん 5%

1,731 株式会社　オルゴール 5%

1,732 （株）海藻サイエンスの会 5%

1,733 株式会社加賀麸不室屋 5%

1,734 株式会社角星 5%

1,735 株式会社梶田商店 5%

1,736 株式会社葛野農園 5%

1,737 株式会社片山 5%

1,738 株式会社　金児商店 5%

1,739 株式会社カネミツ産業 5%

1,740 株式会社鴨安商店 5%
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1,741 株式会社ガレリア 5%

1,742 株式会社　川上屋 5%

1,743 株式会社河久 5%

1,744 株式会社　カワトー 5%

1,745 株式会社　北島商会 5%

1,746 株式会社ＫＩＤＳ 5%

1,747 株式会社　木の屋石巻水産 5%

1,748 株式会社キミリー 5%

1,749 株式会社キャピタルスポーツ 5%

1,750 株式会社協和 5%

1,751 株式会社　巨峰ワイン 5%

1,752 株式会社金銀箔工芸さくだ 5%

1,753 株式会社錦松梅 5%

1,754 株式会社　久住 5%

1,755 株式会社グッドメディア 5%

1,756 株式会社工藤農園 5%

1,757 株式会社クニヨシ 5%

1,758 株式会社久保田麺業 5%

1,759 株式会社グラッシー 5%

1,760 （株）グランデール 5%

1,761 株式会社グランプラス 5%

1,762 株式会社グリーンスタイル 5%

1,763 株式会社クロッパーズ 5%

1,764 株式会社ケイズゲーム 5%

1,765 株式会社ケイララ 5%

1,766 株式会社ケイワンプリント 5%

1,767 株式会社ケンコーエクスプレス 5%

1,768 （株）宏八屋 5%

1,769 株式会社コーソ 5%

1,770 株式会社越の磯 5%

1,771 株式会社コジマ／ガラス工房アイリス 5%

1,772 株式会社　こしん 5%

1,773 株式会社コスモプラン 5%

1,774 株式会社　小竹食品 5%

1,775 （株）小松製菓（越境用） 5%

1,776 株式会社コミュニケーションツアーズ 5%

1,777 株式会社　小山園茶舗 5%

1,778 株式会社　コルスマイル 5%

1,779 株式会社サウスコースト 5%

1,780 株式会社サカエ 5%

1,781 株式会社　坂本園 5%

1,782 株式会社坂利製麺所 5%

1,783 株式会社佐勘金物店 5%

1,784 株式会社さくら観光 5%

1,785 株式会社ささき商事 5%

1,786 （株）佐々重 5%

1,787 （株）五月ヶ瀬 5%

1,788 （株）サポート 5%

1,789 株式会社更五 5%

1,790 株式会社サンファーマーズ 5%

1,791 株式会社サンフレックス 5%

1,792 株式会社三洋航空サービス岡本営業所 5%

1,793 株式会社シイ・アイ・オージャパン 5%

1,794 株式会社Ｃ＆ＣＣｏｍｐａｎｙ 5%

1,795 株式会社CMI 5%

1,796 株式会社ＧＭＥ 5%

1,797 株式会社シーエルアール 5%

1,798 株式会社ジーストリーム 5%

1,799 株式会社ジェイシーイーオーバーシーズ 5%

1,800 株式会社ジェイシークリエイティヴ 5%
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1,801 株式会社　四十萬谷本舗 5%

1,802 株式会社自然芋そば味彩庵 5%

1,803 株式会社　しま村 5%

1,804 株式会社シャイリー 2%

1,805 （株）十字屋 5%

1,806 株式会社　守破理 5%

1,807 株式会社ジュラテック 5%

1,808 株式会社湘南クロスタニン 5%

1,809 株式会社食品企画Ｋｏｎｏ． 5%

1,810 株式会社神林堂 5%

1,811 株式会社新六本店 5%

1,812 株式会社スターラインジャパン 5%

1,813 株式会社ストライク 5%

1,814 株式会社スパシア 5%

1,815 （株）ＳＰＲＥＡＤ 5%

1,816 株式会社スワニー 5%

1,817 株式会社世阿弥Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 5%

1,818 （株）青研 5%

1,819 株式会社セブンスヘブン（越境用） 5%

1,820 株式会社　全医療器 5%

1,821 株式会社　総本店柿寿賀 5%

1,822 株式会社ソキュアス　オメロオルテガ 5%

1,823 株式会社ダイゲンコーポレーション 5%

1,824 株式会社ダイレクト 5%

1,825 株式会社ダイワエクシード 5%

1,826 株式会社ｗｊｋ 5%

1,827 株式会社田頭茶店 5%

1,828 株式会社タカミ 5%

1,829 株式会社　タサキコーポーレーション 5%

1,830 株式会社TATAMISER　和心本舗 5%

1,831 株式会社タチバナ 5%

1,832 株式会社ダブリュ・エフ・エヌ 5%

1,833 株式会社たまや 5%

1,834 株式会社玉利軒 5%

1,835 株式会社田村　本店 5%

1,836 株式会社たも屋 5%

1,837 株式会社タラッタ 5%

1,838 株式会社丹後 5%

1,839 株式会社　筑前福岡 5%

1,840 株式会社チャーム 5%

1,841 株式会社　中慶時計店 5%

1,842 株式会社　長榮堂 5%

1,843 株式会社　ツィード 5%

1,844 株式会社ツインスター　バリューショッピングＫａａｇｏ店 5%

1,845 （株）つなぐ健康・日本本社（越境用） 5%

1,846 株式会社ディー・ジョイン 5%

1,847 株式会社ＴＴＣ 5%

1,848 株式会社テイクトップ 5%

1,849 株式会社ディティールズ 5%

1,850 株式会社テムテック 5%

1,851 有限会社　デュプレックス 5%

1,852 （株）　デリー 5%

1,853 株式会社テレシスインターナショナル 5%

1,854 株式会社てんげん 5%

1,855 株式会社デンタルフィット 5%

1,856 株式会社　独逸屋 5%

1,857 株式会社Ｄｏ　ハマダ海産 5%

1,858 株式会社東京正武堂 5%

1,859 （株）東京農大バイオインダストリー 5%

1,860 株式会社Ｄｒ．ウィラード・ウォーター 5%
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1,861 株式会社トップセレクション（ブライダルインナーリュクシー） 5%

1,862 株式会社とば屋酢店 5%

1,863 株式会社トラベルウエスト 5%

1,864 株式会社　虎屋本舗 5%

1,865 株式会社ナインブロック 5%

1,866 株式会社　中島めんや 5%

1,867 株式会社永野商店 5%

1,868 株式会社成増園服研究所 5%

1,869 （株）鳴海醸造店 5%

1,870 株式会社肉の博明 5%

1,871 株式会社日本サイプレス 5%

1,872 株式会社日本橋模型ＲＣセンター 5%

1,873 株式会社ニューオークボ 5%

1,874 株式会社ニュースカイホテル 5%

1,875 株式会社ヌル 5%

1,876 株式会社ネオファクトリー 5%

1,877 株式会社一水産 5%

1,878 株式会社橋本屋ネット事業部 5%

1,879 株式会社　パソコントラブル救助隊 5%

1,880 株式会社ＢＡＣＫ 5%

1,881 株式会社ハッピージャパン 5%

1,882 （株）　花げしき 5%

1,883 株式会社パナコム 5%

1,884 株式会社パナムジカ 5%

1,885 株式会社パピルスカンパニー 5%

1,886 株式会社パフォームベタージャパン 5%

1,887 株式会社浜千鳥 5%

1,888 株式会社　林喜商店 5%

1,889 株式会社ハラハラ 5%

1,890 株式会社　晴富 5%

1,891 株式会社パワフルジャパン宮城 5%

1,892 株式会社　坂角総本舖 5%

1,893 株式会社ビアン 5%

1,894 株式会社　ＢＲＣ 5%

1,895 株式会社　ビー・クリエイト 5%

1,896 株式会社美杜 5%

1,897 株式会社ピースアップ 5%

1,898 （株）ビートニックエイティ 5%

1,899 株式会社ＢＢＭ 5%

1,900 株式会社美人ＣＯＭＰＡＮＹ 5%

1,901 株式会社ピボット 5%

1,902 株式会社フービス 5%

1,903 株式会社フェイス 5%

1,904 株式会社フォー・シーズン 5%

1,905 株式会社　深川珈琲 5%

1,906 （株）福多デジタルフォト 5%

1,907 株式会社　福西惣兵衛商店 5%

1,908 株式会社フジヘルスプランニング 5%

1,909 株式会社ブライトリバー 5%

1,910 株式会社プラス・シー 5%

1,911 株式会社プラスワン 5%

1,912 株式会社フリーフィール 5%

1,913 株式会社古川貿易 5%

1,914 株式会社フルコレ 5%

1,915 株式会社　Ｐｒａｉｒｉｅ　Ｃａｔｔｌｅ 5%

1,916 株式会社フロスデコルデ 5%

1,917 株式会社フロンティアワークス 5%

1,918 株式会社平安堂 5%

1,919 株式会社ペガシス 5%

1,920 株式会社ヘキサゴン 5%
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1,921 株式会社ＰＥＢＯＲＡ 5%

1,922 株式会社　芳味 5%

1,923 株式会社母子保健事業団 5%

1,924 株式会社ＨＯＬＯＳ－ＢＲＡＩＮＳ 5%

1,925 株式会社本長 5%

1,926 株式会社ＭＡＪＩ 5%

1,927 株式会社松井ニット技研 5%

1,928 株式会社マツザキ中福店 5%

1,929 株式会社マツモト 5%

1,930 株式会社松よし人形 5%

1,931 株式会社マルイ 5%

1,932 株）マルサン醤油醸造元 5%

1,933 株式会社丸大大森 5%

1,934 株式会社マルモ 5%

1,935 株式会社　マルヨシ近江茶 5%

1,936 株式会社ｍａｒｏ 5%

1,937 株式会社美貴本 5%

1,938 株式会社水野染工場 5%

1,939 株式会社満田屋 5%

1,940 株式会社MIDORIYA 5%

1,941 株式会社宮本酒造店 5%

1,942 株式会社ミリオンカラッツ 5%

1,943 株式会社向山蘭園 5%

1,944 株式会社村田水産 5%

1,945 株式会社メアリーココ 5%

1,946 （株）名刀味噌本舗 5%

1,947 株式会社　ＭＥＣＣＡ 5%

1,948 株式会社メディックワークス 5%

1,949 株式会社　もち吉 5%

1,950 株式会社モなカ 5%

1,951 株式会社　茂里商店 5%

1,952 株式会社八重山薬草園 5%

1,953 株式会社薬師堂　海外用 5%

1,954 株式会社　山鹿釣具 5%

1,955 （株）山川屋 5%

1,956 株式会社山下商工 5%

1,957 株式会社山繊　キャメル屋 5%

1,958 株式会社山繊　寝具・布団アウトレット通販 5%

1,959 株式会社山繊　天然屋 5%

1,960 株式会社山田松香木店 5%

1,961 株式会社やまと蜂蜜 5%

1,962 株式会社山梨製餡 5%

1,963 株式会社やまへい 5%

1,964 株式会社　ユーピー 5%

1,965 （株）湯澤屋　稲庭うどんインターネット店 5%

1,966 株式会社　ユニックス 5%

1,967 株式会社横溝 5%

1,968 株式会社吉桂 5%

1,969 株式会社ヨシムラジャパン 5%

1,970 株式会社淀川 5%

1,971 株式会社ライフテック 5%

1,972 株式会社　利左ヱ門 5%

1,973 株式会社　リデル 5%

1,974 株式会社リバークレス 5%

1,975 株式会社リリアン 5%

1,976 株式会社ルーチェ 5%

1,977 株式会社ルネ 5%

1,978 株式会社　ルネ 5%

1,979 株式会社ルバンシュ 5%

1,980 株式会社ルミテック日本 5%
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1,981 （株）レミヤン 5%

1,982 株式会社ロコファームビレッジ 5%

1,983 株式会社ワールドコピー 5%

1,984 株式会社ワイシステムサポート 5%

1,985 （株）ワイスタイル（箕面の小さな宝石屋） 5%

1,986 株式会社ワイドループ 5%

1,987 株式会社ワイルドフィット 5%

1,988 株式会社渡久 5%

1,989 株式会社渡辺米穀 5%

1,990 株式会社ワンナップ 5%

1,991 株式会社老松 5%

1,992 株式会社乳酸菌培養サービス 5%

1,993 株式会社アグリーデザイン（越境用） 5%

1,994 Ｃｕｆｆｓｍａｎｉａ 5%

1,995 （株）乳酸菌培養サービス 5%

1,996 （株）マイニングベース 5%

1,997 株式会社冠城園 5%

1,998 かぶらや 5%

1,999 ＣＡＰＲｉ 5%

2,000 ｃａｐｒｉｃｅ―ｗｉｇ 5%

2,001 かぶりチキン 5%

2,002 鎌倉　紅谷 5%

2,003 鎌倉ツリープ・オンラインストア 5%

2,004 鎌倉ハム富岡商会 5%

2,005 鎌倉紅谷オンラインショップ（期間限定） 5%

2,006 鎌倉レ・ザンジュ 5%

2,007 Ｋａｍａｄａ　Ｆｏｏｄｓ／鎌田商事（株） 5%

2,008 鎌田商事株式会社 5%

2,009 蒲池眼鏡舗 5%

2,010 神酒造株式会社 5%

2,011 紙ストローのワークアップ 5%

2,012 紙通販ダイゲン 5%

2,013 カミテリア 5%

2,014 紙の専門館ＳＯＨＯタワー 5%

2,015 髪の屋菅野ハナヘナショップ 5%

2,016 かめあし商店オンラインショップ 5%

2,017 亀のすけ 5%

2,018 亀山製絲株式会社 5%

2,019 亀山時計店／新潟華眼鏡 5%

2,020 カメラの大林 5%

2,021 カメラ会館 5%

2,022 カメラのアマノ　ネットショップ 5%

2,023 カメラのナニワ（オンラインショップ） 5%

2,024 カメラのミツバ 5%

2,025 カメラのヤマゲン 5%

2,026 かめりあ 5%

2,027 鴨専門店カナール 5%

2,028 嘉本商店 5%

2,029 カモミール 5%

2,030 ｋａｙａｋ５５．ｃｏｍ 5%

2,031 カー用品専門店　カデコ 5%

2,032 ｃｏｌｏｒ－ｓｔｉｔｃｈ 5%

2,033 香楽 5%

2,034 唐十ギフトセンター 5%

2,035 ガラスデザインロザリオ 5%

2,036 カラダエース 5%

2,037 唐津月星販売株式会社 5%

2,038 唐津の料理宿　松の井 5%

2,039 カラパラ　ＮＥＷ長井店 5%

2,040 Ｇｕｌｌｉｖｅｒ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｈｏｐｐｉｎｇ　ＰＭ店 5%
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2,041 ガリバーフーズオンラインショップ 5%

2,042 狩場一酒造株式会社 5%

2,043 カリフォルニアカスタム 5%

2,044 軽井沢　沢屋 5%

2,045 軽井沢デリカテッセン 5%

2,046 軽井沢BIRDIEオンラインショップ 5%

2,047 軽井沢彫シバザキ 5%

2,048 カルタ・デイ・ヴイーニ 5%

2,049 Ｃａｒｔａ　ａ　Ｆｉｏｃｃｏ 5%

2,050 カレー・シチュー専門店食彩宴 5%

2,051 Ｇａｒａｇｅ　ＥＤＥＮ 5%

2,052 galette-store 5%

2,053 ガレリアグレ 5%

2,054 カレンダーボックス 5%

2,055 カロブ 5%

2,056 ＫＡＲＯホームページダイレクト販売 5%

2,057 ガロン 5%

2,058 カロンストア 5%

2,059 河合薬局 5%

2,060 河合養蜂園 5%

2,061 川越そばの会　特選蕎麦道具販売所 5%

2,062 革製品専門店レザーハウス 5%

2,063 カワダジーウェブショップ 5%

2,064 河内菌本舗 5%

2,065 河内源一郎 5%

2,066 革茶屋 5%

2,067 かわなべ農園 5%

2,068 カワノバッグ 5%

2,069 川ばた乃エキス 5%

2,070 革販売のミヤツグ 5%

2,071 川淵帽子店 Yahooショッピング店 5%

2,072 カワベ商店 5%

2,073 河本食品 5%

2,074 川原子酒店 5%

2,075 カンエツショッピング 5%

2,076 管楽器専門店　ウインドブロス 5%

2,077 管楽器専門店ダク 5%

2,078 甘強オンラインショップ 5%

2,079 ガンキング 5%

2,080 カンコーＥＣサイト 5%

2,081 カンコーオンラインストア 5%

2,082 韓国プロ野球グッズ　ストライク・ゾーン 5%

2,083 頑固堂 5%

2,084 元祖　徳永飴総本舗 5%

2,085 元祖おび天本舗 5%

2,086 元祖　仙台駄菓子本舗　熊谷屋 5%

2,087 元祖手打そば　いづるや 5%

2,088 元祖むらさき 5%

2,089 関東カメラ 5%

2,090 ＫＡＮＤマーケット 5%

2,091 カントリー家具　ラズベリーハウス 5%

2,092 カントリーショップ　ジュリアン 5%

2,093 ガンネットショップ 5%

2,094 （有）管野精肉店 5%

2,095 かんのや通信販売室 5%

2,096 観音池ポーク 5%

2,097 神林カントリ―農園 5%

2,098 看板ショップ 5%

2,099 看板電材ドットコム 5%

2,100 勘兵衛園オンライン 5%
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2,101 漢方の和久堂 5%

2,102 漢方まん寿薬局 5%

2,103 漢方薬・生薬専門 草漢堂 5%

2,104 甘味処　川越　あかりや 5%

2,105 カンヤマキムチの太喜 5%

2,106 韓流厳選グルメ　キムチランド 5%

2,107 株式会社巌流本舗 5%

2,108 祇園にしむら 5%

2,109 ぎおんポンパレモール店 5%

2,110 キカクオンライン 5%

2,111 ギガゴルフジャパン 5%

2,112 ギガステーション 5%

2,113 ギガメディア　ｗｅｂショップ 5%

2,114 ギグ 5%

2,115 菊池まるごと市場 5%

2,116 きく屋宝石店 5%

2,117 きくらげハウス 5%

2,118 聴こえのショップ2 5%

2,119 機材屋ＯＭＮＩＶＡＳ 5%

2,120 喜作ネットショップ 5%

2,121 キシフォートオンライン 5%

2,122 紀州グルメのふみこ農園 5%

2,123 紀州万屋 5%

2,124 キシル 5%

2,125 貴人館　通販 5%

2,126 喜信堂 5%

2,127 ギズモショップ 5%

2,128 貴石工房パック 5%

2,129 季節の和雑貨　京都　和匠　ポラーコ 5%

2,130 ギター　プラネット 5%

2,131 ギタートレーダーズ 5%

2,132 北一食品 5%

2,133 北市ドットコム 5%

2,134 北九州エルピーガス亊業協同組合〔ＬＰガス 5%

2,135 きた産業株式会社 5%

2,136 キタニ 5%

2,137 北の風 5%

2,138 北野模型店 5%

2,139 喜太八しぐれ 5%

2,140 北原農園 5%

2,141 ギタープラネット 5%

2,142 北前船のカワモト 5%

2,143 きたみｃｏｆｆｅｅ 5%

2,144 北見道新文化センター 5%

2,145 北村被服 5%

2,146 北山ナーセリー高岡店 5%

2,147 北山ナーセリー東店 5%

2,148 キッカ　フォー　マザー 5%

2,149 キッズのお店 アルオージュ 5%

2,150 キッチン雑貨&インテリア cucina 5%

2,151 キッチンハウスnakamura 5%

2,152 キッチンパラダイス 5%

2,153 Ｋｉｔｃｈｅｎ姫ファーム 5%

2,154 キッチンヒョードー 5%

2,155 キディトレイン 5%

2,156 きとうむら 5%

2,157 キートン 5%

2,158 ＫＩＮＥ　ＴＯ　ＵＳＵ 5%

2,159 木のおもちゃＭＩＬＡＮ 5%

2,160 杵の川ギャラリー 5%
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2,161 木の暮らし 5%

2,162 きのこのじかん 5%

2,163 宜野座養殖場 5%

2,164 木下眼鏡店 5%

2,165 木下製餡 5%

2,166 木下陶器店 5%

2,167 木の庄帆布 5%

2,168 樹の森 5%

2,169 木の床．ｎｅｔ 5%

2,170 ＧＩＦＴ 5%

2,171 ギフトサービス 5%

2,172 ギフトショップＯｔｏｙａ 5%

2,173 ギフトショップフレンド 5%

2,174 ギフト専門店ラブギフト 5%

2,175 ギフト　ニシバ 5%

2,176 ギフト西山 5%

2,177 ギフトプラザフレンド 5%

2,178 ギフト フルーツ Shomeido 5%

2,179 岐阜中津川ちこり村 5%

2,180 気分転館 5%

2,181 君の井通販蔵 5%

2,182 黄身の余韻オンラインショップ 5%

2,183 ｋｉｍｉｈｉｋｏ－ｙａｎｏ．ｎｅｔ 5%

2,184 キムチのミズノ 5%

2,185 キムチの由季家 5%

2,186 キムチ美人本舗 5%

2,187 木村寝具店 5%

2,188 木村農園 5%

2,189 木村ワールド 5%

2,190 きもの館 5%

2,191 きもの館 5%

2,192 きもの館浦安 5%

2,193 着物通販 きもの山喜 5%

2,194 きものとおび　織物屋 5%

2,195 きもの英 5%

2,196 キモノモード　染織の美展 5%

2,197 きものＬｉｆｅ 5%

2,198 きもの渡久 5%

2,199 木屋 5%

2,200 逆浸透膜浄水器のスタート 5%

2,201 Ｃａｔｃｈ株式会社 5%

2,202 Ｃａｔｃｈスクールネット 5%

2,203 ＣＡＤ百貨 5%

2,204 キャニッツショップ 5%

2,205 ｃａｎｏｎ－ｓｈｏｐ 5%

2,206 株式会社　キャピタルスポーツ 5%

2,207 ＣＡＶＩＮ　大阪屋 5%

2,208 キャラクターショップAVENUE 5%

2,209 キャラバンコーヒーオンラインショップ 5%

2,210 キャラバンコーヒー生豆ショップ 5%

2,211 ギャラリー謙信庵 5%

2,212 ギャラリー坐韻 5%

2,213 ギャラリーショップ十勝石 5%

2,214 ギャラリー昼のふくろう 5%

2,215 ギャラリー北欧器 5%

2,216 ＧＡＬＬＥＲＹ・２　通信販売事業部 5%

2,217 キャルズ　ジェネラル　ストアー 5%

2,218 ギャルドローブ 5%

2,219 ギャルリ　アルブル　オンラインショップ 5%

2,220 ギャレリア　Ｂａｇ＆Ｌｕｇｇａｇｅ 5%
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2,221 キャロリーヌオンラインショップ 5%

2,222 キャンディーシュガーオンラインショップ 5%

2,223 キャンディコムウェア　ポンパレモール店 5%

2,224 キャンディツアー 2%

2,225 ＣＡＮＤＬＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ 5%

2,226 ＣＡＮＢＥ 5%

2,227 キューサイ青汁関東センター 5%

2,228 九州うさぎＣＬＵＢ 5%

2,229 九州乳業 5%

2,230 九州の旬　博多廊 5%

2,231 Ｑ´ｓ 5%

2,232 キューティーショップ 5%

2,233 QP Collection Shop 5%

2,234 キュービック 5%

2,235 キュービックスクエア 5%

2,236 灸まんオンラインショッピング 5%

2,237 キューブマジック 5%

2,238 Ｑｕｒｉｏｕｓ 5%

2,239 京かえら 5%

2,240 京蔵 5%

2,241 崎陽軒　通信販売 5%

2,242 教材専門店ウィング教育センター 5%

2,243 教材専門店のウィング 5%

2,244 ぎょうざの宝永 5%

2,245 ぎょうざの宝永 5%

2,246 ぎょうざの宝永岩見沢直営店 5%

2,247 ぎょうざの宝永岩見沢店 5%

2,248 ぎょうざの丸岡 5%

2,249 KYOSHO ONLINE SHOP 5%

2,250 KYOSHO ONLINE SHOP（BtoB） 5%

2,251 業食 5%

2,252 Ｋｙｏｔａｎｉ 5%

2,253 きょうちゃんのお店 5%

2,254 京つけもの　もり 5%

2,255 京つけもの大安 5%

2,256 京都・宇治　お茶の北岡園 5%

2,257 京都アンテナショップ丸竹夷 5%

2,258 共働学舎新得農場 5%

2,259 共同ガス 5%

2,260 協同製油 5%

2,261 京都　雅幸胤 5%

2,262 京都キムチ専門店 キムチのほし山 5%

2,263 京都ちりめん友禅　和一 5%

2,264 京都通販 5%

2,265 京都西陣　つむぎや中忠 5%

2,266 京都の飴工房 5%

2,267 京都のちょっとセレブなお店ポンパレ店 5%

2,268 京都の手彫り仕上げ印鑑西野工房 5%

2,269 京都プラザ薬局 5%

2,270 京都フレーバーズ 5%

2,271 京都薬品ヘルスケア 5%

2,272 京橋千疋屋 5%

2,273 京姫酒造 5%

2,274 京みずは 5%

2,275 共立エレショップ 5%

2,276 ＫＩＹＯＫＡＺＵ　ギフト 5%

2,277 魚じゃらし工房　Ｉｎｄｉｇｏ　Ｂｌｕｅ 5%

2,278 器楽庵 5%

2,279 綺羅化粧品株式会社 5%

2,280 ＫＩＲＡＲＩ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｈｏｐ 5%
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2,281 切り売りロープと特注安全靴の専門店アカジカ 5%

2,282 霧島黒酢製造元 公式ショップ 5%

2,283 霧島荘園 5%

2,284 ギル　ウェブ　ショップ 5%

2,285 ”着る岩盤浴”　ＢＳファイン通販サイト 5%

2,286 着る　岩盤浴ＢＳファイン 5%

2,287 キルツ　イン　ザ　ホーム　ベアーズ　ポー 5%

2,288 キレイ好き 5%

2,289 きれい屋本舗 5%

2,290 キレド 5%

2,291 ＫＩＬＯＡＴＢＯＡ 5%

2,292 キロロリゾート 5%

2,293 着業 5%

2,294 キンク 5%

2,295 キング百貨店 5%

2,296 キング枕．ｃｏｍ 5%

2,297 銀座　ダックス　ダックス 5%

2,298 錦彩窯 5%

2,299 銀座東京フラワー 5%

2,300 銀座鳥繁 5%

2,301 銀座ハプスブルク・ファイルヒェン 5%

2,302 金精軒　ほそ坊 5%

2,303 金星自動車　北野営業所 5%

2,304 金星自動車　手稲営業所 5%

2,305 金太にんにく 5%

2,306 きんとと家 5%

2,307 黄金の林檎ネットショップ店 5%

2,308 金波樓 5%

2,309 Ｇｉｎ’ｍａｉ工房 5%

2,310 吟味堂ぐるなび食市場店 5%

2,311 ＱＵＡＤＲＡＴＯ　Ｂｏｕｔｉｑｕｅ 5%

2,312 クイックサイン　スマイル工房 5%

2,313 クイックスピードＰ 5%

2,314 クウェールコスモス 5%

2,315 ＣＯＵＤＲＥ　ＣＯＵＤＲＥ 5%

2,316 Ｇｏｏｎｙ 5%

2,317 グーニース 5%

2,318 Ｃａｐｅ　Ｃｏｄ 5%

2,319 Ｃｏｏｌ　Ｐｌａｎｅｔ 5%

2,320 クオーレ 5%

2,321 クオーレ・アモーレ 5%

2,322 ｃｕｏｃａ 5%

2,323 Ｑｕａｒｔｅｒ　Ｃｅｎｔｕｒｙ　Ｗａｔｃ 5%

2,324 クオニス公式ショップＰＰＭ店 5%

2,325 クオルーチェ 5%

2,326 久家本店 5%

2,327 KUSHITANI高崎 5%

2,328 九十九里クワガタファーム 5%

2,329 釧路道新文化センター 5%

2,330 クシロ薬局 5%

2,331 釧路和商協同組合 5%

2,332 くずし鳥津 5%

2,333 久寿徳松田酒店 5%

2,334 久津の葉 5%

2,335 くすりのファイン 5%

2,336 くすりのフタバ 5%

2,337 くすりのヤナガワ 5%

2,338 九谷陶芸　北山堂 5%

2,339 九谷満月 5%

2,340 九谷焼　酒井百華園 5%

6284



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

⑤EC・通信販売（その他ECサイト） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

2,341 クッキーメール 5%

2,342 靴下のｈａｃｕ 5%

2,343 グッズエクスプレス 5%

2,344 Ｇｏｏｄｙ　Ｇｏｏｄｙ 5%

2,345 Ｇｏｏｄ　Ｄｏｇ 5%

2,346 ｇｏｏｄｓｌｅｅｐ　ぐっすり工房 5%

2,347 グッドタイムショップ 5%

2,348 グッドパル 5%

2,349 ｇｏｏｄーｂｅａｔ．ｃｏｍ 5%

2,350 グットライフショップ 5%

2,351 靴のＡＩＫＡ 5%

2,352 靴のキング堂 5%

2,353 靴のシューマート 5%

2,354 くつ家ともだ 5%

2,355 グートン　羽毛寝具工房 5%

2,356 国井酒店 5%

2,357 国定農産 5%

2,358 久保田薬局　ポンパレモール店 5%

2,359 窪津真果園 5%

2,360 熊倉酒店 5%

2,361 くまだ株式会社 5%

2,362 熊野筆セレクトショップ 5%

2,363 熊野筆瑞穂ＯｎｌｉｎｅＳｈｏｐ 5%

2,364 熊本県物産振興協会　通販 5%

2,365 熊本の地酒通販 5%

2,366 熊本馬刺し屋 5%

2,367 くまもと風土 5%

2,368 熊本ヤクルト株式会社 5%

2,369 九面屋 5%

2,370 ＧＬＩＤＥ 5%

2,371 苦楽園BacchusFUKUI 5%

2,372 Ｋｕｒａｋｏｎ　Ｆｒｅｓｈ　Ｍａｒｔ 5%

2,373 くらこんの美味しいもの 5%

2,374 倉崎海産（株） 5%

2,375 クラシール 5%

2,376 くらし快援隊 5%

2,377 クラシカ、株式会社暮らし快適 5%

2,378 くらし館 5%

2,379 倉敷発祥オリジナル寝具店Ｒｉｎｇｏ 5%

2,380 グラシズ 5%

2,381 くらしの器と自然食品　匣 5%

2,382 グラストレック 5%

2,383 クラックラン 5%

2,384 グラッシーズ　観葉植物と暮らす 5%

2,385 クラッセ 5%

2,386 ｇｒａｄｏｇ 5%

2,387 食楽日和 5%

2,388 Ｇｒａｂ 5%

2,389 ＣＲＡＦＺ 5%

2,390 クラフトＡｎｓａｎ 5%

2,391 ＣＲＡＦＴ　ＩＮＤＥＸ株式会社 5%

2,392 クラフトスペース 5%

2,393 ＫＱＬＦＴ　ＴＯＯＬＳ 5%

2,394 クラフトなかつか 5%

2,395 ＣＲＡＦＴＨＯＬＩＣ 5%

2,396 クラフトラボ　３Ｄ 5%

2,397 クラフトワークスＫｙｏｔｏ 5%

2,398 クラムプラス 5%

2,399 グラムボーイ 5%

2,400 Ｋｌａｌａ 5%
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2,401 グランジェオンラインストア 5%

2,402 グランディア芳泉 5%

2,403 グランドパーク小樽 5%

2,404 グランドプレーヤーズクラブ 5%

2,405 グランビアボーテ 5%

2,406 グランピー 5%

2,407 ＣＬＡＭＰ 5%

2,408 ＫＬＡＭＰ 5%

2,409 GRANDPRIX 5%

2,410 ＧＲＡＮＤＢＥＲＲＹＪＡＭ 5%

2,411 グランマーブル本社 5%

2,412 Ｃｒｅａｒ 5%

2,413 ＣＲＥＥＰＳ 5%

2,414 有限会社グリーン 5%

2,415 花飾る雑貨店ＧＲＥＥＮＳＨＯＰ 5%

2,416 クリーンスタッフユニフォーム.com 5%

2,417 ＧＲＥＥＮ’Ｓ　ＴＡＬＥ 5%

2,418 クリーンプロテクト 5%

2,419 グリーンライフ・タカ 5%

2,420 GreenLabel 5%

2,421 グリーン・ルーム 5%

2,422 ＧＲＥＥＮＲＯＯＭＳ 5%

2,423 株式会社クリエーティブ・マシナリ・インターナショナル 5%

2,424 クリスタルアクア 5%

2,425 クリスタルパーツジャパン 5%

2,426 ｃｈｉｒｉｓｔｍａｓｄｅｓｉｇｎ 5%

2,427 クリックル 5%

2,428 グリップコーポレーション 5%

2,429 クリーニングのシルキー　本社 5%

2,430 栗の実 5%

2,431 Ｇｒｉｆｆｉｔｈ　Ｇｕｉｔａｒｓ 5%

2,432 クリフウェブショップ 5%

2,433 ｃｒｉｍｓｏｎｃｈａｉｎ 5%

2,434 くり屋南陽軒 5%

2,435 栗山園 5%

2,436 グリーンキャブ 5%

2,437 ｃｌｉｎｋ 5%

2,438 ｃｏｕｌｅｕｒ 5%

2,439 クルチアーニ 5%

2,440 ぐるなび店キムチでやせる 5%

2,441 車えび本舗　拓水 5%

2,442 車の事なら何でもお任せSUNAUTO 5%

2,443 車パーツの応援団 5%

2,444 車屋釣具店 5%

2,445 Ｋｕｒｕｍｉ 5%

2,446 グルメギフトお取り寄せ山形eLab 5%

2,447 グルメキング 5%

2,448 グルメ小僧　万吉 5%

2,449 グルメショップすみよし 5%

2,450 グルメミートワールド 5%

2,451 ｇｌａｒｅｓｈｏｐ　ｏｎｌｉｎｅ 5%

2,452 クレイ・アルモ 5%

2,453 Ｃｒａｚｙ　Ｓｔｏｎｅ 5%

2,454 袴・裃・白衣　くれいん 5%

2,455 くれいん 5%

2,456 クレエ（越境用） 5%

2,457 クレエ 5%

2,458 有限会社グレースキャメリア 5%

2,459 クレストビーズ 5%

2,460 Ｃｒｅｓｃｅｎｔ　Ｍｉｒｒｏｒ 5%
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2,461 クレッシェンド 5%

2,462 クレディエティケット 5%

2,463 ＣＬＥＶＥＲ　Ｗｅｂ　ｓｈｏｐ 5%

2,464 クレブスポーツ通販事業課 5%

2,465 クロアタ 5%

2,466 黒岩果樹園 5%

2,467 CLOZZET 5%

2,468 ＧＬＯＢＡＬ　ＧＡＲＤＥＮ 5%

2,469 グローバルクリーン 5%

2,470 ＫＵＲＯＣＡＦＥ 5%

2,471 黒川加工食品 5%

2,472 CROCOCKO 5%

2,473 クロスウイング 5%

2,474 クロスウイング　ホンテン 5%

2,475 黒田蒲鉾商店 5%

2,476 （有）黒田米穀燃料 5%

2,477 クロックショップ　コヨミ 5%

2,478 黒にんにく産直店沢田ファーム 5%

2,479 9689 5%

2,480 グローバルビジネス 5%

2,481 黒豚倶楽部 5%

2,482 黒門丸一 5%

2,483 くろやなぎ農園 5%

2,484 CROIX 5%

2,485 クワイエットハウス 5%

2,486 クワトロ弦楽器 5%

2,487 ぐんきん 5%

2,488 薫製工房ふぁいみーる 5%

2,489 ケアキューブ 5%

2,490 K・R 5%

2,491 ケイアンドエイチ 5%

2,492 Ｋ＆Ｋ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 5%

2,493 ケイアンドヨシックス株式会社 5%

2,494 ケイエス青果 5%

2,495 慶應大学ラグビークラブ 5%

2,496 Ｋ　ＫＵＲＵＭＥ　ＫＡＳＵＲＩ 5%

2,497 桂月堂 5%

2,498 ｋーｃｉｔｙ 5%

2,499 ＫＥＩ’Ｓ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ 5%

2,500 軽スタジオ　別府 5%

2,501 携帯ストラップパーツ屋 5%

2,502 ＫＴＭ神戸／ＨＵＳＱＶＡＲＮＡインパラ 5%

2,503 ケイトファクトリー 5%

2,504 けいと屋ニコル 5%

2,505 桂馬蒲鉾商店 5%

2,506 ケインドレイク 5%

2,507 ケーアンドケーシトラスファーム 5%

2,508 ケーズシステム 通信プラザ 5%

2,509 Ｋ．Ｄ工業 5%

2,510 ケーニヒスクローネ 5%

2,511 ＣＡＢＬＥＣＲＡＦＴ　音光堂 5%

2,512 ＧＡＭＥ　ＳＴＡＴＩＯＮ 5%

2,513 ゲームだらけ 5%

2,514 激震クリック堂 5%

2,515 夏至 5%

2,516 ゲシュマック 5%

2,517 化粧屋 5%

2,518 化粧品ディスカウントＷＥＬＩＮＡ 5%

2,519 化粧品ディスカウントＷＥＬＬ　ＪＥＮＮＥ 5%

2,520 Ｋ－ｓｔｙｌｅ 5%
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2,521 ゲストハウス品川宿 5%

2,522 ＫＥＳＥＭＯＭＡＲＩＮＵＳＯＮＬＩＮＥＳ 5%

2,523 気仙沼さん株式会社 5%

2,524 気仙沼素材屋 5%

2,525 下駄のＭＯＴＯＮＯ　本野はきもの工業 5%

2,526 月光園 5%

2,527 結婚マガジン社 5%

2,528 けやきの森 5%

2,529 ケルプWEBショップ 5%

2,530 ＱＵＥＲＥＬＧＡ 5%

2,531 弦楽器通販のエフストリングス 5%

2,532 健康ウーマンドットコム 5%

2,533 健康生活堂 5%

2,534 けんこう専科 5%

2,535 健康ドットコム 5%

2,536 健菜倶楽部 5%

2,537 剣山堂 5%

2,538 ケンシマダ 5%

2,539 献上そば　羽根屋 5%

2,540 元帥酒造（株） 5%

2,541 厳選！北海道グルメ　かに匠 5%

2,542 厳選米．ｃｏｍ　田中ファーム 5%

2,543 厳選米．ｃｏｍ　　百笑米　大嶋農場 5%

2,544 現代ギター社 5%

2,545 剣道ＪＡＰＡＮ 5%

2,546 ゲンナイ製薬オンラインショップ 5%

2,547 建帛社 5%

2,548 けんぴ亭 5%

2,549 健美堂薬局 5%

2,550 玄米おむすび玄むす屋 5%

2,551 けんもく商店 5%

2,552 Ｋ．Ｅ．N　ＲＥＴＡＩＬＩＮＧ 5%

2,553 小池養蜂園 5%

2,554 COINOS有限会社 5%

2,555 恋花 5%

2,556 孝英ハウス 5%

2,557 高級果実　ワダ 5%

2,558 高級筆記具のペンギャラリー報画堂 5%

2,559 紅玉の森 5%

2,560 工具屋　英知 5%

2,561 工芸ギャラリー楽風 5%

2,562 甲下酒店 5%

2,563 香月庵 5%

2,564 合資会社　吉田屋 5%

2,565 合資会社静岡高田木工 5%

2,566 合資会社スギヤマコーポレーション 5%

2,567 香水物語 ヤフーショッピング店 5%

2,568 珈専舎たんぽぽ 5%

2,569 酵素玄米Ｌａｂｏ 5%

2,570 高知いいもの市場 5%

2,571 紅茶専門店ＴＥＡＰＯＮＤ 5%

2,572 紅茶専門店ハーヴェスト　ネット部 5%

2,573 合同会社　ＣＥＮＴＲＡＬＭＵＳＩＣ 5%

2,574 合同会社　火の国屋 5%

2,575 合同会社　美容ヤマグチ 5%

2,576 合同会社ウォームフィール 2%

2,577 合同会社　エビのいちかわ 5%

2,578 合同会社ＬＣ 5%

2,579 合同会社　オカダクリエイト 5%

2,580 合同会社　ソア 5%
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2,581 合同会社ＴＯＢＩ 5%

2,582 合同会社なでしこスタイル（越境用） 5%

2,583 合同会社　ＮＥＸ 5%

2,584 合同会社ＮＥＸ　Ｔシャツ　ドットショップ 5%

2,585 合同会社ＮＥＸ　テニス　デ　デニス 5%

2,586 合同会社ＮＥＸ　パーカー．ｊｐ 5%

2,587 合同会社　ひふみ 5%

2,588 合同会社　ゆめりあＳＣ 5%

2,589 甲南漬ショップ 5%

2,590 河野乾魚店 5%

2,591 こうのふく 5%

2,592 ５８９本舗販売部 5%

2,593 広布堂 5%

2,594 Ｋｏｂｅ　Ａｒｏｍａ　Ｃｏｍｐａｎｙ 5%

2,595 ＫＯＢＥお菓子の店　モリナカ　三田店 5%

2,596 神戸牛専門店　辰屋 5%

2,597 神戸牛ドットネット 5%

2,598 神戸新聞　江原専売所 5%

2,599 神戸新聞　上高丸専売所 5%

2,600 神戸新聞　北鈴蘭台販売所 5%

2,601 神戸新聞　三田販売所 5%

2,602 神戸新聞　鈴蘭台販売所 5%

2,603 神戸新聞　高砂販売所 5%

2,604 神戸新聞　北神北摂販売所 5%

2,605 神戸新聞学園都市専売所（株）アフルエント 5%

2,606 神戸新聞志筑販売所 5%

2,607 神戸新聞西神販売（株）ティークラン 5%

2,608 有限会社神戸新聞西神南専売所 5%

2,609 神戸新聞姫路中央販売 5%

2,610 神戸新聞箕谷神戸北町専売所 5%

2,611 神戸フランツ 5%

2,612 神戸フランツ　ポンパレモール店 5%

2,613 神戸　みなとくらぶ 5%

2,614 神戸レタス 5%

2,615 工房アイザワ 5%

2,616 工房　ＵＮＣＬＥ／Ｚ　ＳＨＯＰ 5%

2,617 工房おのみち帆布 5%

2,618 工房ひな雛 5%

2,619 幸村米穀株式会社 5%

2,620 晃祐堂オンラインショップ 5%

2,621 香蘭社オンラインショップ 5%

2,622 晃和株式会社 5%

2,623 Ｇｏｉｎｇ　Ｎｕｔｓ！ 5%

2,624 ゴーシュ 5%

2,625 コーチェラ　ヘッド 5%

2,626 ＣＯＡＣＨＥＬＬＡＨＥＡＤＳＴＯＲＡＧＥ 5%

2,627 コーチャンフォー 5%

2,628 コーチングジャパン瞳のすべて 5%

2,629 ＫＯＴＥＮ　ＳＨＯＰ 5%

2,630 ＫＯＴＥＮ　Ｓｈｏｐ　ポンパレモール店 5%

2,631 珈琲倶楽部 5%

2,632 珈琲工房かさはら 5%

2,633 珈琲工房ほろにが 5%

2,634 コーヒーショップ　ココ 5%

2,635 珈琲焙煎～豆太 5%

2,636 珈琲焙煎　豆太 5%

2,637 コーヒーハウス　ワイー 5%

2,638 COFFEE　【豆】　伊勢屋 5%

2,639 コーヒー豆専門店ボレロコーヒー 5%

2,640 珈琲豆屋　大和 5%
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2,641 珈琲豆屋ベートーベン 5%

2,642 コーヒー流通センター 5%

2,643 Ｃｏｆｆｅｅ　Ｒｏａｓｔ　時悠 5%

2,644 コオファクトリー 5%

2,645 Ｇｏ－Ｐｈｉｓｈ 5%

2,646 ｃｏｂｏ＿ｓｈｏｐ 5%

2,647 Ｋｏｂｏｌｄ　Ｊａｐａｎ株式会社 5%

2,648 ゴールデンビーク 5%

2,649 コクーンオンライン 5%

2,650 国際旅行社 5%

2,651 国産ベビーベッド製造メーカーヤマサキ 5%

2,652 国内最大級のドレッサー専門店 PLUS ONE 5%

2,653 極楽塩コム 5%

2,654 御慶事ネットショップ 5%

2,655 御献上カスティ－ラ 5%

2,656 ココイルシャンプー 5%

2,657 ｃｏｃｏ　ｓｅａｓｏｎｓ 5%

2,658 ＣＯＣＯＨＯＮＥＹ 5%

2,659 Ｋｏｓａｉ　Ｆａｒｍ 5%

2,660 五彩堂 5%

2,661 古座川ゆず平井の里 5%

2,662 小ざくらや一清 5%

2,663 小澤田観光果樹園 5%

2,664 小鹿酒造オンラインショップ 5%

2,665 越谷タックルアイランド 5%

2,666 古式しぼり　堀内油屋 5%

2,667 越田商店 5%

2,668 コシヒカリの郷 小出農場 5%

2,669 小島屋 5%

2,670 古書くろわぞね 5%

2,671 コスキー 5%

2,672 ＣｏｓＣｕｔｅ　～コスキュート 5%

2,673 ｃｏｕｒｓｅｋ．ｃｏｍ 5%

2,674 Ｃｏｓｔｃｏｓｔ２１（越境用） 5%

2,675 コスプレホリック 5%

2,676 Ｇｏｓｐｅｌ　Ｌｉｇｈｔ　Ｓｔｏｒｅ 5%

2,677 CosmeShop　プレコハウス 5%

2,678 ｃｏｓｍｅ通販 5%

2,679 コスメドリーム 5%

2,680 コスメリンク 5%

2,681 コスモＭ・Ｓテクノ 5%

2,682 御前酒蔵元辻本店 5%

2,683 五台山洋蘭園 5%

2,684 コタニ金物 5%

2,685 こだわり安眠館 5%

2,686 こだわりキムチの横山商店オンラインストア 5%

2,687 こだわり卵のＯｎｌｉｎｅ　Ｓｈｏｐ 5%

2,688 こだわりトレーニング用品のおもいで屋 5%

2,689 こだわりの蔵　酒商なかたに 5%

2,690 こだわりの酒屋遊銘館 5%

2,691 こだわりの酒「虎ノ門升本」 5%

2,692 こだわりの地酒・本格焼酎・酒のかどや 5%

2,693 古潭らーめん 5%

2,694 コチガル 5%

2,695 胡蝶蘭専門店プレミアムフラワー 5%

2,696 国旗屋 5%

2,697 こっさ。 5%

2,698 ｋｏｃｃｈａ－ｗａｃｃｈａ 5%

2,699 ＣＯＴＳＷＯＬＤＳ 5%

2,700 ゴッドハンド公式模型ツール専門店 5%
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2,701 GOTLAND DESIGN 5%

2,702 コットンプラザ 5%

2,703 コッヘル磐梯 5%

2,704 ｋｏｔｅ２ｐｌａｎｔｓ　Ｏｒｉｇｉｎａｌ 5%

2,705 五島うどんの太田製麺所 5%

2,706 後藤商店 5%

2,707 珈道庵 5%

2,708 五篤丸水産 5%

2,709 ｃｏｔｏｇｏｔｏ 5%

2,710 寿貿易　株式会社 5%

2,711 壽屋寿香蔵 5%

2,712 コドモディーポ 5%

2,713 子供服バケーション 5%

2,714 ＣＯＮＵＲ 5%

2,715 五戸水産株式会社 5%

2,716 このみ商店 5%

2,717 （有）小林果樹園 5%

2,718 小林大伸堂 5%

2,719 こば屋本店 5%

2,720 五番街 5%

2,721 コープガイド 5%

2,722 コープクリック 5%

2,723 コポ　ネット販売 5%

2,724 独楽 5%

2,725 独楽工房　隈本木工所 5%

2,726 Ｋｏｍａｃｈｉ－ｎｅｔ 5%

2,727 こまめな小豆 5%

2,728 こまもの本舗 5%

2,729 コマヤ 5%

2,730 コミックモール 5%

2,731 コミヤマオンラインショップ 5%

2,732 こめ、つくります。 5%

2,733 米五のみそ 5%

2,734 コメショップはなふさ 5%

2,735 米せん 5%

2,736 米豊　森野商店 5%

2,737 米問屋蔵之助 5%

2,738 米の国　庄内 5%

2,739 米の贈答好味屋 5%

2,740 米ハウス 5%

2,741 米家 5%

2,742 米家きゅうさん　本店 5%

2,743 米屋　豊三郎 5%

2,744 ｋｏｍｏｓ 5%

2,745 コモリファーム 5%

2,746 木もれ燈 5%

2,747 こやまこおふぃ 5%

2,748 小山模型 5%

2,749 ＫＯＲＡＬ　ＪＡＰＡＮ 5%

2,750 ゴルフ　カーニバル 5%

2,751 ゴルファーズ・ガレージ・サムライ 5%

2,752 ゴルフクラブ・ウェアは有賀園 5%

2,753 ゴルフコンシェルジュ株式会社 5%

2,754 ゴルフショップ　フジコ 5%

2,755 ゴルフプラザ　グリーンフィル 5%

2,756 ゴルフ プレスト 5%

2,757 これいいね靴店 5%

2,758 コレクション　ルーム　ピープル 5%

2,759 是沢青果 5%

2,760 小六堂 5%
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2,761 コンタクト 5%

2,762 コンタクトライフ 5%

2,763 コンティーゴ 5%

2,764 コンテフレスタ 5%

2,765 近藤酒米店 5%

2,766 近藤印高知酒店株式会社 5%

2,767 今野新聞店 5%

2,768 ＣＯＭＦＹ 5%

2,769 ｃｏｎｆｉａｎｃｅｓｈｏｐ 5%

2,770 コンフォトカメラ 5%

2,771 Ｔｈｅ　Ｇａｌａｘｙ　Ｈａｒｍｏｎｙ 5%

2,772 Ｔｈｅ　Ｔｉｍｅｌｅｓｓ　Ｌｏｖｅ 5%

2,773 ザ　ホワイツウルフ 5%

2,774 Ｔｈｅ　Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｇａｒｄｅｎ＊ 5%

2,775 ＴＨＥ　ＤＵＧＯＵＴ 5%

2,776 サーカス 5%

2,777 ＳＵＲＦ＆ＴＡＩＬＯＲ　ＭＯＡＴ（越境用 5%

2,778 ＳＵＲＦ＆ＴＡＩＬＯＲ　ＭＯＡＴ 5%

2,779 さいえ 5%

2,780 さいえ 5%

2,781 崔家の健美鍋 5%

2,782 彩空間ＷｅｂＳｈｏｐ 5%

2,783 サイクルジョイ 5%

2,784 サイクルショップナカハラ 5%

2,785 ＣＹＣＬＥＹＯＳＨＩＤＡ　ＮＥＴＳＨＯＰ 5%

2,786 埼玉北部ヤクルト販売 5%

2,787 サイバークリケット 5%

2,788 サイバーシーカーズ 5%

2,789 ＣＹｂＥＲ　ｄＹＮＥ 5%

2,790 最北の海鮮市場 5%

2,791 サインデポ 5%

2,792 Ｔｈｅ　ｗｅｅｋｅｎｄ　ｈｏｔｅｌ 5%

2,793 サウンドイレブン 5%

2,794 蔵王町観光物産協会 5%

2,795 ｓａｃａｉ 5%

2,796 サカエヤ本店 5%

2,797 （有）栄家本店　今店 5%

2,798 榊原印判店 5%

2,799 株式会社坂城町振興公社 5%

2,800 佐賀牛ネットショップ　佐が家 5%

2,801 酒蔵飛鷹 5%

2,802 サカサマーク 5%

2,803 酒商　のより 5%

2,804 さかなだマート 5%

2,805 さかなだマートFREE 5%

2,806 肴町主食 5%

2,807 さかなや新鮮組 5%

2,808 坂の上 5%

2,809 嵯峨野クラフト 5%

2,810 雑貨の森　Ｋｉ・Ｒａ・Ｒａ 5%

2,811 嵯峨乃や 5%

2,812 ｓａｇａｍｉ－ｗｅｂｓｈｏｐ 5%

2,813 サガミオーディオ 5%

2,814 坂元醸造株式会社 5%

2,815 酒屋　やまさ 5%

2,816 佐川印刷ネット発注サービス 5%

2,817 ｔｈｅ　Ｇｉｆｔ　ｂｙ　ｆｐ 5%

2,818 作業服・作業着のｗｏｒｋＴＫ 5%

2,819 作業服専門店ＳＳＳ－ＵＮＩＦＯＲＭ 5%

2,820 ＴＨＥ　ＣＵＳＨＩＯＮ！ 5%
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2,821 ＳＡＫＵＹＡ　Ｂｅａｄｓ　Ｓｈｏｐ 5%

2,822 サクラカネヨ 5%

2,823 さくら珈琲豆店 5%

2,824 サクラサーフ&スポーツ江ノ島 5%

2,825 桜島総合販売促進協議会 5%

2,826 櫻田酒造株式会社ショップ 5%

2,827 サクラダデザインワークス　岡田浩美 5%

2,828 さくらトラベル 5%

2,829 さくら野貿易 5%

2,830 さくらや 5%

2,831 ＺＡＫＵＲＯ　緒方智子 5%

2,832 ざくろ本舗 5%

2,833 酒商山田 5%

2,834 酒ショップｎｉｔｔｏ 5%

2,835 酒シンドバッド 5%

2,836 酒専門店　鍵や 5%

2,837 サケネット　ドットコム 5%

2,838 酒のいのうえ 5%

2,839 酒のクラモチ　川間店 5%

2,840 酒の新茶屋 5%

2,841 酒のだいます 5%

2,842 埼玉県だいますヤフーショップ 5%

2,843 酒の茶碗屋ポンパレモール店 5%

2,844 酒のみむら 5%

2,845 酒の宮崎 5%

2,846 ザ・コンランショップ通販 5%

2,847 笹岡鋏製作所 5%

2,848 ささき酒店 5%

2,849 佐々木食品 5%

2,850 ｓｕｓ４ｃｕｓ． 5%

2,851 さだえもん教材社 5%

2,852 サタケオンラインショップ精米機館 5%

2,853 サタケオンラインショップ保存食・非常食館 5%

2,854 サタケの健食工房 5%

2,855 佐田酒店 5%

2,856 サッカーギアショップ　オンズ 5%

2,857 雑貨Ａｎｇｅｌ＆Ｗｉｔｃｈ 5%

2,858 Ｚａｋｋａ　Ｓｏｍａｌｉ 5%

2,859 ＺＡＫＫＡ－ＢＯＸ 5%

2,860 皐月堂 5%

2,861 殺菌機器ショップOfficeCo 5%

2,862 サッビアサーフ 5%

2,863 ザップラグナッツ 5%

2,864 サッポロ西山ラーメンオンラインショップ 5%

2,865 札幌バルナバフーズ 5%

2,866 札幌バルナバフーズ株式会社 5%

2,867 札幌山本養蜂園 5%

2,868 さつま揚げとかまぼこの田中蒲鉾店 5%

2,869 さつまあげの揚立屋 5%

2,870 薩摩英国館　ティーワールド 5%

2,871 薩摩酒造 5%

2,872 薩摩酒造　美体健倶楽部 5%

2,873 薩摩の地焼酎専門店　紀乃島屋 5%

2,874 サツマ薬局 5%

2,875 ザデイスタック 5%

2,876 ザ・デッキ 5%

2,877 佐藤園 5%

2,878 サトウ株式会社 5%

2,879 茶道具・抹茶・備前焼のほんぢ園 5%

2,880 佐藤サンプル 5%
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2,881 佐藤真珠株式会社 5%

2,882 佐藤スポーツ 5%

2,883 さとう道新販売サービスセンター 5%

2,884 さとう道新販売サービスセンター　本店 5%

2,885 左藤吹きガラス工房 5%

2,886 佐渡特選 5%

2,887 里の・木のおもちゃ・みのる 5%

2,888 里見デザイン 5%

2,889 里山のクラフト便り 5%

2,890 ｓｕｎｎｙ　ｎａｐ　ｓｔｏｒｅ 5%

2,891 サニークラウディーレイニー 5%

2,892 さぬきうどんの亀城庵　Ｐモール店 5%

2,893 讃岐うまいもん処　大森屋 5%

2,894 さぬきや 5%

2,895 ザネイチャーズオンラインショップ 5%

2,896 佐野印房 5%

2,897 茶の心 5%

2,898 佐野名水ミツハソース 5%

2,899 佐野ラーメン本舗　上岡商店 5%

2,900 サバイカル 5%

2,901 ＳＡＢＡＳＡＢＡ　ｏｎｌｉｎｅ　ｓｈｏｐ 5%

2,902 ＳＵＢＪＥＣＴ 5%

2,903 サブドゥル 5%

2,904 株式会社サプライズ 5%

2,905 サプライズ 5%

2,906 サプライズケーキ専門店　菓の香 5%

2,907 ザ・ブラックラブカンパニー 5%

2,908 サプリ＆コスメトレボル 5%

2,909 サプリショップ　ハービックス 5%

2,910 サプリ専門店　オーガランド 5%

2,911 サプリ専門店ＤＡＩＨＡＭＡ 5%

2,912 サプリの素材屋 ニチエー 5%

2,913 サプリメントａｉ 5%

2,914 サプリメント専門店リプサ 5%

2,915 ザ・プロアクティブカンパニー　株式会社 5%

2,916 サベージ 5%

2,917 坐忘林 5%

2,918 ＳＡＢＯＮＥＲＳ　ＣＡＦＥ 5%

2,919 ＳＡＢＯＮ公式オンラインストア 5%

2,920 ｓｕｍｍｅｒｓｎｏｗ 5%

2,921 ＴＨＥモンゴリアンチョップス 5%

2,922 狭山茶工房小澤園 5%

2,923 Ｓａｙａ　Ｍａｌｌ　Ｏｎｌｉｎｅ 5%

2,924 さらさらきれいねっと 5%

2,925 然璃華菜ネットショップ 5%

2,926 サロンドビーバンジョア 5%

2,927 澤　株式会社 5%

2,928 澤井珈琲Ｂｅａｎｓ＆Ｌｅａｆ 5%

2,929 澤井珈琲　Ｂｅａｎｓ＆Ｌｅａｆ 5%

2,930 澤田食品通販事業部 5%

2,931 サワラスポーツ 5%

2,932 サヱグサウェブストア 5%

2,933 サン・フルーツ東京ミッドタウン店 5%

2,934 山陰海の幸　いそはま本舗 5%

2,935 SUNWEAR 5%

2,936 ＳＵＮＶＥＬＯＣＩＴＹ 5%

2,937 サンエイ航空サービス（有）船橋営業所 5%

2,938 サンエイト 5%

2,939 サンエー神戸・創業50年 5%

2,940 山雅ファブリカン 5%
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2,941 山河亭観光有限会社 5%

2,942 三川屋　本店 5%

2,943 ３９家具 5%

2,944 サンキューフォト 5%

2,945 三京商会 5%

2,946 サンクス株式会社 5%

2,947 サンク・センス 5%

2,948 サンクラウドタイヤ 5%

2,949 三恵武道具 5%

2,950 有限会社山五 5%

2,951 三幸貿易 5%

2,952 山菜屋．ｃｏｍ 5%

2,953 株式会社ＳＵＮ・サン 5%

2,954 333仏具 5%

2,955 サンサンツール 5%

2,956 有限会社　サンジェットアイ 5%

2,957 さん志ょうや本家 5%

2,958 サンシンズ カラーサンド 5%

2,959 株式会社サンセリテ札幌 5%

2,960 三創楽器製作所 5%

2,961 サンダードラッグポンパレモール店 5%

2,962 （株）三代目みかん職人 5%

2,963 ｓａｎｔａｓａｎ 5%

2,964 サンタピア　ネット　ショップ 5%

2,965 三田屋 5%

2,966 三田屋本店箕面小野原 5%

2,967 サンタワールド日本事務局 5%

2,968 産直工房きたる 5%

2,969 産直だより 5%

2,970 ＳＡＮＴＥ 5%

2,971 ＳＵＮＤＡＹ　ＳＣＨＯＯＬ 5%

2,972 サンテック 5%

2,973 ＳＵＮＤＡＹ　ＭＯＵＮＴＡＩＮ 5%

2,974 山都スポーツ 5%

2,975 サントノーレ　新潟店　楽天市場 5%

2,976 サン・トラベル 2%

2,977 山東 5%

2,978 三七味噌 5%

2,979 サンバイカル　プラス 5%

2,980 サンパワーポンパレモール店 5%

2,981 サン・びーどる 5%

2,982 三佛堂櫻井商店 5%

2,983 サンプラスツーリスト 2%

2,984 さんまや 5%

2,985 サンメクス 5%

2,986 三洋旅行　藤井寺営業所 5%

2,987 サンヨネ蒲郡店　宅配 5%

2,988 さんらいす 5%

2,989 サンライズ研磨材 5%

2,990 サンライズトレーディング 5%

2,991 サンライズプロ 5%

2,992 サンライズマーケット 5%

2,993 三陸おのや 5%

2,994 三陸とれたて市場 5%

2,995 サンリブ〔ネット〕 5%

2,996 さんわ純鶏物語 5%

2,997 サンワショッピング 5%

2,998 Ｇ－Ｃａｌｌ　ショッピング〔ジーエーピー 5%

2,999 ジアガードショップ 5%

3,000 Ｔｈｅ　Ａｒｔ　ｏｆ　Ｔｒａｖｅｌ 5%
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3,001 ＧＲＧホテル那覇東町ＦＡＸオーダーサービ 5%

3,002 しあわせケーキのお店　まる 5%

3,003 しあわせ工房 5%

3,004 幸せを呼ぶ石ＰＡＸ 5%

3,005 chien-chien 5%

3,006 Ｃｈｉｅｎ　ｄｅ　ｃｈｏｕｃｈｏｕ 5%

3,007 C＆C　Fukui 5%

3,008 ジーアンドビー 5%

3,009 CS-MAVERICK 5%

3,010 シーオーツープラス 5%

3,011 Ｓｅｑｕｅｎｔ 5%

3,012 G-Call 食通の定番 お取り寄せ 5%

3,013 ＣＣＣ　ＳＴＯＲＥＳ 5%

3,014 ＣＣＴ 5%

3,015 シーズン 5%

3,016 シーズン 5%

3,017 椎茸専門　八宝堂 5%

3,018 Ｇ２　株式会社 5%

3,019 ジーテックス株式会社 5%

3,020 株式会社シーナコーポレーション 5%

3,021 ＧＥＮＩＵＳ　ＲＥＳＯＲＴ 5%

3,022 CxC leather 5%

3,023 GX3 UNDERWEAR 5%

3,024 ジーパンのトップ 5%

3,025 ＣＰＥーＭａｒｔ 5%

3,026 ＧＢＦＴ　Ｏｎｌｉｎｅ 5%

3,027 ＧＢＦＴ－Ｏｎｌｉｎｅ 5%

3,028 ＧＰＴヘルシーライフ 5%

3,029 ＳＥＡ　ＦＡＣＴＯＲＹ 5%

3,030 シーフォース株式会社 5%

3,031 シーユーピー株式会社 5%

3,032 ジールマーケット 5%

3,033 ZIIIRO WATCH 5%

3,034 ジーンズカジュアルホリデイ 5%

3,035 ジーンズ企画工房 5%

3,036 JEANSBUG 5%

3,037 ｃｈｅｚ　ｈａｇａｔａ 5%

3,038 ＪＡひまわり　燃料課 5%

3,039 ＪＡこばやし百笑村 5%

3,040 ＪＡ相馬村　ひうま倶楽部 5%

3,041 ＪＡ　タウン 5%

3,042 ＪＡとなみ野　経済部販売課 5%

3,043 ＪＡ新潟みらい 5%

3,044 ＪＡ夕張ギフトセンター 5%

3,045 ＪＡ鹿児島いずみ　いづる屋 5%

3,046 Ｊ－ｃｏｎｎｅｃｔ 5%

3,047 ＪＪ旅行センター 2%

3,048 Ｊ’ｓ　ｃｅｌｅｃｔｉａ 5%

3,049 有限会社ジェイダブリュー 5%

3,050 ＪＴＴ　Ｄｉｒｅｃｔ 5%

3,051 ＪＢコスメティクス 5%

3,052 j.blood 5%

3,053 ジェットガレージ 5%

3,054 ジェットガレージモア 5%

3,055 ＪＴＢマイタウントラベルアリオ柏店 5%

3,056 純正部品.com 5%

3,057 シェパード株式会社 5%

3,058 ＪＥＬＡＤＯ 5%

3,059 シェリーズ旭町ファクトリー 5%

3,060 ジェリクール 5%
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3,061 ジェルシス 5%

3,062 しえん計画 5%

3,063 ジェントリー・コンプレックス 5%

3,064 ＧＥＮＴＬＥ 5%

3,065 ｇｅｎｔｌｅｍａｎ 5%

3,066 ジオマート　ポンパレモール店 5%

3,067 塩屋印房 5%

3,068 紫織庵 5%

3,069 Ｓｈｉｏｎ 5%

3,070 滋賀県立近代美術館ミュージアム・ショップ 5%

3,071 しかないせんべいオンラインショップ 5%

3,072 しかの農園 5%

3,073 自家焙煎コーヒー　アジア商会 5%

3,074 自家焙煎コーヒー マウンテン 5%

3,075 自家焙煎珈琲ミールクラフト 5%

3,076 自家焙煎珈琲　ＭｏｃｈａＭｏｃｈａ 5%

3,077 自家焙煎の珈琲専門店日本珈琲社 5%

3,078 信楽焼窯元の大谷陶器 5%

3,079 色材ショップ植田屋 5%

3,080 四季の宿さひめ野 5%

3,081 ＺＩＧＺＡＧ　ＣＯＲＤ 5%

3,082 ジグマハーバルレメディーズ 5%

3,083 シクロエランドットコム 5%

3,084 四国ガス産業株式会社高松営業所 5%

3,085 四国ガス産業株式会社松山営業所 5%

3,086 四国ガス産業株式会社　水販売 5%

3,087 仕事道具ドットネット 5%

3,088 ジーコール 5%

3,089 Ｇ－Ｃａｌｌ　でんき 5%

3,090 Ｇ－Ｃａｌｌショッピング（ジーエーピー） 5%

3,091 ジーコールデンワサービス 5%

3,092 シザイーストア 5%

3,093 地酒サンマート 5%

3,094 地酒と日本ワイン専門店　さいとう酒店 5%

3,095 地酒とワインの濱田屋 5%

3,096 地酒とワイン　谷塚屋 5%

3,097 地酒のにしじま 5%

3,098 地酒や酒井商店 5%

3,099 ＪｉＪｉ 5%

3,100 ＧＧ通販サービス 5%

3,101 四十萬谷本舗 5%

3,102 自社工房の額縁専門店ないとう 5%

3,103 静岡うなぎ漁業協同組合　中遠加工場 5%

3,104 静岡県のＪＡ特産品（ＪＡなんすん） 5%

3,105 SISTINA システィーナ 5%

3,106 ＳｙｓｔｅｍＰａｒｋ　オンラインショップ 5%

3,107 しずモ 5%

3,108 姿勢美ＬＡＢＯ 5%

3,109 自然栗本舗 5%

3,110 自然酵母パン　ｒａｉｓｉｎ 5%

3,111 自然食品・健康食品の通信販売専門店 5%

3,112 自然食品・自然化粧品のお店ハッピーフレン 5%

3,113 自然大好き！ニッチ・リッチ・キャッチ 5%

3,114 自然農園　幸四園 5%

3,115 質ウエダ 5%

3,116 七味六兵衛オンラインストア 5%

3,117 ６８＆BROTHERS 5%

3,118 ６８＆ＢＲＯＴＨＥＲＳ 5%

3,119 漆芸よした華正工房 5%

3,120 ＳｉｐＳａｐ 5%
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3,121 しっぽ舗 5%

3,122 しっぽもひと役本舗　天満屋 5%

3,123 じてんしゃ家族 5%

3,124 自転車の九蔵 5%

3,125 地鳥屋とりこ 5%

3,126 シトロエン天白 5%

3,127 品川パーツ 5%

3,128 シナノオンラインストア 5%

3,129 シナプスインターネットサービス 5%

3,130 シナプスでんき 5%

3,131 ジニス 5%

3,132 篠宮バラ園 5%

3,133 柴商 5%

3,134 柴橋茶道具店 5%

3,135 芝良久 5%

3,136 ジブウェブショップ 5%

3,137 治部坂高原ジャム工房 5%

3,138 渋谷アーチェリー 5%

3,139 島村兄弟 5%

3,140 しまや 5%

3,141 しまや出版 5%

3,142 有限会社　志まや味噌 5%

3,143 ジミースポーツ 5%

3,144 ジミーファクトリーショップ 5%

3,145 清水ぶどう園　干し芋工房 5%

3,146 〆竹商店 5%

3,147 下野新聞社 5%

3,148 下関酒造 5%

3,149 霜降り処和翔 5%

3,150 しもむら漆器 5%

3,151 シャイニージェル公式ショップ 5%

3,152 ＳＨＩＮＩＮＧ　ＳＰＥＥＤ 5%

3,153 写経屋（越境用） 5%

3,154 ＳＨＡＱＵＤＡ 5%

3,155 じゃじゃ美味 5%

3,156 写真機商　コウジヤ 5%

3,157 写真ケーキのコシジ洋菓子店 5%

3,158 ジャスト・フォー・キッズ 5%

3,159 ジャスミンジャスミン 5%

3,160 ＪＡＺＺ　ＬＵＲＥ 5%

3,161 ジャッキーのお店（越境用） 5%

3,162 ジャッキーのおみせ 5%

3,163 Ｓｈｉｒｔｓ　Ｇａｌｌｅｒｙ 5%

3,164 ジャックノザワヤ 5%

3,165 ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＰＲＩＤＥ 5%

3,166 ジャパン・メディア・システムズ 5%

3,167 ジャパンハイドロポニックス 5%

3,168 ジャパンフラワー　通販 5%

3,169 ジャパンライティング．ＪＰ 5%

3,170 Ｊａｍ 5%

3,171 ジャムクラフトとりはた 5%

3,172 ジャムこばやし 5%

3,173 Ｓｈａｍｒｏｃｋ　Ｗｅｂ　Ｓｈｏｐ 5%

3,174 Ｊａｌａｎａ 5%

3,175 ジャラハニー専門店　ＭＥＤＹーＪＡＲＡ 5%

3,176 Ｊａｒｄｉｎ　ｄｕ　Ｉ’ｌｌｏｎｙ 5%

3,177 ジャルダン　ドゥ　ヴィオレ 5%

3,178 JUNGLEEXOTICA 5%

3,179 Ｊｕｍｂｌｅ　Ｍｏｎｋｅｙｓ 5%

3,180 ＪＥＡＮ－ＰＡＵＬＨＥＶＩＮＪＡＰＯＮ 5%
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3,181 ジャン＝ミッシェル・モルトロー 5%

3,182 柊花堂 5%

3,183 週刊粧業オンライン 5%

3,184 重慶飯店　通信販売事業部 5%

3,185 シューズ・サロンなとりや 5%

3,186 シューズショップカメヤ 5%

3,187 シューズのアスティコ 5%

3,188 シューズハウス　クゼ 5%

3,189 シューズベース 5%

3,190 住設プロ 5%

3,191 しゅうニャン市ネコ部 5%

3,192 収納家具のイー・ユニット 5%

3,193 十文字ガルテン 5%

3,194 シューエイショッピング 5%

3,195 ジュエラーズルーム・シンク 5%

3,196 ジュエリー＆ウォッチコパル 5%

3,197 ジュエリーウォーク心斎橋 5%

3,198 ジュエリー王国 5%

3,199 ジュエリー奥山 5%

3,200 ジュエリー小林 5%

3,201 ジュエリーサカイ 5%

3,202 ジュエリー専門館トライディアＰＭ店 5%

3,203 ジュエリーバー 5%

3,204 ジュエリー　エム・ローズ　坂出店 5%

3,205 ジュエリーカネコ山形店 5%

3,206 ジュエリーサロン鶴 5%

3,207 Ｊｅｗｅｌ　綺羅 5%

3,208 Jewel Fleur Kobe 5%

3,209 酒吟　酒乃本 5%

3,210 手芸・生地のたけみや 5%

3,211 手芸通販ネットショップドリーム 5%

3,212 手芸の山久 5%

3,213 手芸屋ドットネット 5%

3,214 ｃｈｏｕｃｈｏｕ 5%

3,215 ＣｈｏｕＣｈｏｕ（シュシュ） 5%

3,216 酒食処 寺津屋 5%

3,217 シューズ　ビッグビー 5%

3,218 SCHNEIDER シュナイダー 5%

3,219 シュビドゥビ 5%

3,220 ジュビリー　心斎橋本店　通販 5%

3,221 jubet-store 5%

3,222 ジュベリアコスメディカルズ 5%

3,223 酒舗アズマヅル　ポンパレモール店 5%

3,224 ジュボワール呉中央店 5%

3,225 ジュボワール広島店 5%

3,226 シュルツスイーツ　株式会社 5%

3,227 シュローダー 5%

3,228 シュン　オンラインストア 5%

3,229 旬香物産株式会社 5%

3,230 旬味鹿六 5%

3,231 ジョアドデザインウェディング 5%

3,232 ＪＯＹアイランド 5%

3,233 ジョイスルランド 5%

3,234 ジョイトレード 5%

3,235 ジョイブ　ファクトリー 5%

3,236 ＪＯＹ－ＰＯＰＳ．ｃｏｍ 5%

3,237 ジョイライフ　ポンパレモール店 5%

3,238 松陰堂印刷所 5%

3,239 匠雲堂 5%

3,240 正栄作 曽根人形 5%
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3,241 省エネショッピング　ＰＭ店 2%

3,242 勝僖梅 5%

3,243 勝僖梅　オンラインショップ 5%

3,244 商工センター店 5%

3,245 東海林新聞店 5%

3,246 賞状職人ドットコム（中央印刷所山内商店） 5%

3,247 状状ネット 5%

3,248 猩々農園産直便 5%

3,249 賞状用紙専門店ドットコム（中央印刷） 5%

3,250 浄水器ドットコム 5%

3,251 焼酎の蔵から 5%

3,252 焼酎屋ドラゴン 5%

3,253 小豆島オリーブウェブショップ 5%

3,254 小豆島オリーブ（通信販売） 5%

3,255 庄内お米農家直送の五十嵐ファーム 5%

3,256 荘内屋工房くじゃく 5%

3,257 湘南百貨店 5%

3,258 湘南ワインセラー 5%

3,259 笑人問屋 5%

3,260 株式会社　賞美堂本店 5%

3,261 松風庵かねすえ 5%

3,262 照明・家具・雑貨の快適ホームズ 5%

3,263 昭和食品 5%

3,264 昭和ファンシーショップ　青空人間 5%

3,265 食匠倶楽部ＭＩＹＡＺＡＫＩ株式会社 5%

3,266 食卓パンの店　ロコパン 5%

3,267 職人の技 5%

3,268 食パンのｔｏｎｔｏｎ 5%

3,269 食品加工店　プカプカプーカ 5%

3,270 叙勲ギフト．ｃｏｍ 5%

3,271 ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ　ＤＥ　ＦＡＭＩＬＩＡ 5%

3,272 ショコラティエ・エリカ 5%

3,273 ショコラナビ 5%

3,274 叙々苑　フードファクトリー 5%

3,275 ショッピングセンターのぐち　湯沢ハーツ店 5%

3,276 ＳＨＯＰ－ＪＢＥＣＫ 5%

3,277 SHOP SUN-A 5%

3,278 ショップスルー 2%

3,279 ショップ傳吉 5%

3,280 ショップ童仙房 5%

3,281 ＳＨＯＰ　ＮＥＥＤＳ 5%

3,282 ショップブリックアート 5%

3,283 書道専門店 西文明堂 5%

3,284 書道の里 5%

3,285 ジョリコムアンクール 5%

3,286 ＪＯＨＮ 5%

3,287 ＪＯＨＮ 5%

3,288 白川茶　常磐園 5%

3,289 白川ネーム店 5%

3,290 白川南店 5%

3,291 白謙かまぼこ店 5%

3,292 白瀧製茶 5%

3,293 シリウスオンラインショップ 5%

3,294 シリカクリンショップ 5%

3,295 シルク専門店　シルクマルベリー 5%

3,296 シルクバザール 5%

3,297 シルクバザール　通販 5%

3,298 シルクフラワー専門店 5%

3,299 シルバーアクセサリー　銀時 5%

3,300 シルバーハート 5%
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No. 事業所名（屋号） 還元率

3,301 シルバーフォレストレストロッジ 5%

3,302 シルバーブッシュ 5%

3,303 シルバームーン彫金工房 5%

3,304 シルビア　オンラインストア 5%

3,305 白殻五粉 5%

3,306 白木屋漆器店 5%

3,307 白木屋漆器店（越境用） 5%

3,308 シロクマ 5%

3,309 白ずきんちゃん 5%

3,310 白椿 5%

3,311 じろや 5%

3,312 シロヤマホテルカゴシマ　宿泊ウェブ 5%

3,313 Ｓｈｉｎｅｉ 5%

3,314 ジンオート　難波営業所 5%

3,315 ジンギスカンのあんべ 5%

3,316 神宮司庁御用達銘茶芳翠園 5%

3,317 ＳＹＮＣＳ　ＭＡＬＬ 5%

3,318 寝具のこだま 5%

3,319 シンクビー！ホームページ 5%

3,320 Ｓｉｎｃｅｒｅ 5%

3,321 シンジカトウコレクション 5%

3,322 信州・風の便り 5%

3,323 信州・鬼無里・いろは堂 5%

3,324 信州・黒姫のとっこやさん 5%

3,325 新宿ミルバ 5%

3,326 真珠専門店おおば真珠 5%

3,327 真珠漬本舗 5%

3,328 新正堂 5%

3,329 ＳＨＩＮ－ＳＨＩＮ 5%

3,330 新生社 5%

3,331 新鮮館おおまち 5%

3,332 人体百科 5%

3,333 真鍮取っ手フック専門店 5%

3,334 シンデュウ 5%

3,335 新寺町珈琲 5%

3,336 シントウタオルオンラインストア 5%

3,337 新日本ＢＧＭオンラインショップ 5%

3,338 陣馬せんべい本舗 5%

3,339 ＪＩＮ　ＦＩＧＨＴ　ＳＨＯＰ 5%

3,340 シンプルプリント 5%

3,341 JIN　Wholesale　Shop 5%

3,342 新湊鮮魚センター 5%

3,343 信和 5%

3,344 スイーツ工房ｆｏｃｅｔｔａ 5%

3,345 スイーツジュエリーマーケット 5%

3,346 スイーツ雑貨のお店　Ｓｗｅｅｔｓ３Ｄ 5%

3,347 スイーツファクトリー・スリーズ 2%

3,348 スイートプチギフト 5%

3,349 お中元ギフト 水郷のとりやさん 5%

3,350 水車の里　瑞穂蔵 5%

3,351 スイス菓子アルム 5%

3,352 水道快適でいこ屋 5%

3,353 スイートロード 5%

3,354 ＳＷＩＭ　ＳＨＯＰ　ヒカリスポーツ 5%

3,355 翠窯 5%

3,356 水曜屋 5%

3,357 SWITCH 5%

3,358 スーツケース旅行用品専門店トコー 5%

3,359 スーツデポ　ＰＭＰ店 5%

3,360 ＳＵＰＥＲＴＲＡＭＰ 5%
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3,361 ＳＵＰＥＲ　ＶＯＩＣＥ 5%

3,362 ズーム株式会社 5%

3,363 ズーラシアンブラス友の会ショップ 5%

3,364 寿恵広 5%

3,365 スオーノ 5%

3,366 ＺＵＯ南青山店 5%

3,367 ＳＫＹＬＩＦＥｗｉｔｈＦＬＹＩＮＧＤＯＧ 5%

3,368 ＳＫＡＧＥＮＥ－ＣＯＭＭＥＲＣＥ 5%

3,369 スガノ工房 5%

3,370 すがや 5%

3,371 スキーショップボーゲン 5%

3,372 スギコーヒーロースティング 5%

3,373 杉本薬局 5%

3,374 杉本利兵衛本店 5%

3,375 杉養蜂園 5%

3,376 スキンキュア・ラボ 5%

3,377 （株）スキンキュア・ラボ 5%

3,378 ＳＫＩＭＰ公式オンラインショップ 5%

3,379 スキンプロテクション有限会社 5%

3,380 ＳＣＯＯ 5%

3,381 スクールアイテム専門店 カワトー 5%

3,382 スクール服装 5%

3,383 スクエアダイレクトネットショップ 5%

3,384 Ｓｃｒａｔｃｈ 5%

3,385 スクラップ 5%

3,386 SCREENPLAY 5%

3,387 スケアクロウ 5%

3,388 Sk8tube 5%

3,389 スケートハウスさいたま 5%

3,390 スケートボードショップ砂辺 5%

3,391 猫服ショップ SCOPY 5%

3,392 スコープ 5%

3,393 スコッティキャメロン　Ｍ＆Ｇ 5%

3,394 スコラゲン北陸 5%

3,395 スコラゲン武蔵野 5%

3,396 朱雀技研工房ストア 5%

3,397 すし　辰新 5%

3,398 鮨蒲本舗河内屋 5%

3,399 スズカケイビーワンツール有限会社 5%

3,400 スズキアリーナオオヤ　酒田店 5%

3,401 鈴木欅合同会社 5%

3,402 鈴木工業株式会社 5%

3,403 スズキゴルフ株式会社 5%

3,404 鈴木酒造　株式会社 5%

3,405 スズキファーム 5%

3,406 鈴伝商店 5%

3,407 スズノブ千葉店 5%

3,408 すずらん堂 5%

3,409 すずらん堂　ｃｈｉｑｕｅ 5%

3,410 すずらん薬局 5%

3,411 硯屋 5%

3,412 ＳＴＡＲＣＯＳＭＥ 5%

3,413 スターディー 5%

3,414 スターリースタイル 5%

3,415 スタジオＲ３１ 5%

3,416 スタジオエフストア 5%

3,417 スタジオキューブ 5%

3,418 ＳＴＵＤＩＯ　Ｔ＆Ｙ 5%

3,419 StudioDaydream WebShop 5%

3,420 ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ｐｏｉｎｔ 5%
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3,421 スタンダードカラー 5%

3,422 スタンドイン本店 5%

3,423 すっきりキレイ.com 5%

3,424 ＳＴＩＬＬ　ＷＡＴＥＲ　ＩＮＣ． 5%

3,425 ＳＴＩＬＬ　ＤＩＧＧＩＮ 5%

3,426 ＳＴＡＧＥ 5%

3,427 Ｓｔａｇｅ　Ｄｏｏｒ 5%

3,428 ステーショナリースクエア 5%

3,429 素敵を売るブティック COUP 5%

3,430 ステッカー工房クリップオン 5%

3,431 ステッカー・ファクトリー 5%

3,432 素敵屋Ａｌｏｏｋ 5%

3,433 すててこねっと 5%

3,434 ステラ通販 5%

3,435 ステルコフスキー 5%

3,436 ステレオ　レコーズ 5%

3,437 ステンドグラス・ビトロ 5%

3,438 ストア・ジューゴノヴ 5%

3,439 ストアルーム 5%

3,440 須藤新聞販売所 5%

3,441 ストールハウス 5%

3,442 ストーンヘンジ　三幸物産株式会社 5%

3,443 ストーンヘンジ・三幸物産（株）越境用 5%

3,444 ストーンヘンジ・三幸物産（株） 5%

3,445 ストーンマスター　セレクトショップ 5%

3,446 ストーンマスターセレクトショップ 5%

3,447 ストラスブルゴ 5%

3,448 ＳＮＩＰＥＥＲ 5%

3,449 Snowcafe焙煎工房 5%

3,450 ＳＰＹＣＹＴＵＮＥ． 5%

3,451 スパイスキッチン　ハーヴィーズ 5%

3,452 株式会社素肌美容研究所　梅田 5%

3,453 ＳＵＰＥＲＢＯＹ’Ｓ 5%

3,454 （株）　昴珈琲店 5%

3,455 ＳＰＥＥＤ－ＰＲＥＳＳ．ＢＩＺ 5%

3,456 Spica 5%

3,457 すぴなっつおら 5%

3,458 スピニングトップ　株式会社 5%

3,459 スピンジャパン 5%

3,460 スプートニクオンラインストア 5%

3,461 スプーン・スプーン公式通販ショップ 5%

3,462 スプーンフル　オンラインショップ 5%

3,463 スプリングウッドカンパニー 5%

3,464 ＳＰＲＩＮＧＤＰ 5%

3,465 スペース・クアトロフリーウォーター 5%

3,466 スペックコンピュータ（株） 5%

3,467 スペックコンピュ－タ株式会社 5%

3,468 スポーツジュエン 5%

3,469 スポーツショップサンキャビン 5%

3,470 スポーツショップ タニスポ 5%

3,471 スポーツデリバリー 5%

3,472 SportsHEART-スポーツハート 5%

3,473 スポーツフレーム 5%

3,474 Ｓｐｏｒｔｓｍａｎ．ｊｐポンパレモール店 5%

3,475 住まいの照明 ラ・ヴィータ 5%

3,476 スマイル　アット　テーブル 5%

3,477 Smile Orange 5%

3,478 Smile菓彩 5%

3,479 住まｅるデパート　　ポンパレモール店 5%

3,480 ＳｍｉｌｅＬｉｆｅＳｔｙｌｅ 5%
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3,481 スマートクロージングストア 5%

3,482 須磨海苔の河昌 5%

3,483 スマホケースＪＡＣＫポンパレモール店 5%

3,484 Smaly公式ネットショップ 5%

3,485 スミカレンタル 5%

3,486 墨工房　紀州松煙 5%

3,487 炭谷三郎商店 5%

3,488 炭道楽 5%

3,489 すみやのくらし 5%

3,490 ＴＨＲＥＥＷＯＯＤポンパレモール店 5%

3,491 スリープセレクトオンラインショップ 5%

3,492 スリーププラス 5%

3,493 3blockspopcorn. 5%

3,494 スリック 5%

3,495 ＳＬＩＮＫ 5%

3,496 スルガスピード 5%

3,497 ｔｈｒｅａｄ 5%

3,498 諏訪田オンラインショップ 5%

3,499 晴雲酒造（株） 5%

3,500 ゼイカイネット 5%

3,501 セイカオンラインショッププラスｋａａｇｏ店 5%

3,502 生活家電ディープライス 5%

3,503 生活クラブ・スピリッツ 5%

3,504 生活集館.COM 5%

3,505 生活陶器　ｏｎ　ｔｈｅ　ｔａｂｌｅ 5%

3,506 生活横浜倶楽部 5%

3,507 （株）清起商店 5%

3,508 生活協同組合コープかごしま 5%

3,509 生協コープかごしま〔加入時出資金〕 5%

3,510 生協コープかごしま〔個別商品ご利用代金〕 5%

3,511 生協コープかごしま〔ご利用代金〕 5%

3,512 清光堂 5%

3,513 製造直販ゴルフ屋 5%

3,514 贅沢屋 5%

3,515 制服おまかせ. 5%

3,516 制服工房ヤマメン 5%

3,517 制服マートドットコム 5%

3,518 晟洋株式会社　ＳＹデンキ店 5%

3,519 セヴィンチエイト 5%

3,520 セオマジック 5%

3,521 世界の水産物といえば SHUEI 5%

3,522 セカンドモータース・ボルボパーツ 5%

3,523 関口園 5%

3,524 関戸園芸 5%

3,525 関とら本店 5%

3,526 関原農園 5%

3,527 セゾンファクトリー・ＷＥＢショップ 5%

3,528 ＳＡＩＳＯＮＵＣＤＰ 5%

3,529 セゾン・ラズール 5%

3,530 世田谷　文の菓（ふみのか） 5%

3,531 石鹸工房　種々と木々 5%

3,532 石けん百貨 5%

3,533 セッションズ 5%

3,534 ゼットイオン薬品 5%

3,535 瀬戸のたもぎ 5%

3,536 瀬戸牧場（日本畜産） 5%

3,537 ゼネラル真珠株式会社 5%

3,538 セプテムフィナンシャルサービス 5%

3,539 セブンエビス 5%

3,540 セブンヨーク 5%
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3,541 セラーノ 5%

3,542 世羅の大地 5%

3,543 ＳＥＲＡＰＨＩＭ 5%

3,544 Ｓｅｌｔｉｅ 5%

3,545 CELLULOID 5%

3,546 セレクトショップ　ＤＥＳＴＩＮＡＴＩＯＮ 5%

3,547 セレクトショップＡＩＬＡ 5%

3,548 セレクトショップアリス 5%

3,549 セレクトショップＫＡＤＥＲＩＡ 5%

3,550 セレクトショップ金港堂 5%

3,551 セレクトショップＤＥＶＩＮ 5%

3,552 セレクトショップ　モードアラカルト 5%

3,553 セレクトストアレインボー　Ｋａａａｇｏ店 2%

3,554 セレスティアルスペース 5%

3,555 泉果園 5%

3,556 千雅茶房 5%

3,557 せんがらくじゅツアー 2%

3,558 千銀蒲鉾（株） 5%

3,559 線香・お香の日本香堂香ぎゃらりぃ 5%

3,560 全国直販 5%

3,561 洗車の王国 5%

3,562 泉州庵 5%

3,563 千秋堂ネットショップ 5%

3,564 善祥庵 5%

3,565 染織素材　絹の小径 5%

3,566 餞心亭おゝ乃 5%

3,567 仙台お土産エスクプレス 5%

3,568 仙台かき徳オンラインショップ 5%

3,569 仙台牛肉のみやび 5%

3,570 仙台名店ドットコム（越境用） 5%

3,571 千茶荘 5%

3,572 CENTARC公式ショップ 5%

3,573 セントラルホテル岡山 5%

3,574 全日本刀工株式会社 5%

3,575 千年鮭　きっかわ 5%

3,576 全農　アピネス／アグリインフォ 5%

3,577 千疋屋総本店　ネット通販 5%

3,578 ＺＥＮＢ 5%

3,579 センプクオンラインショップ 5%

3,580 千枚漬本家　大藤 5%

3,581 ＳｏｙｍｉｌｋＯｎｌｉｎｅ 5%

3,582 ソイル 5%

3,583 宗ｓｏｕ 5%

3,584 ソウキ　ソックス　オンライン 5%

3,585 ぞう木りん 5%

3,586 宗家くつわ堂 5%

3,587 壮健総本社 5%

3,588 総合通販サイト　やるＣａｎ 5%

3,589 創作工房　どい 5%

3,590 創作頂昆布 5%

3,591 SOHSHOP 5%

3,592 ソウシンフィッシングギア 5%

3,593 装美　呉服おかの 5%

3,594 株式会社総北海 5%

3,595 送料無料的商店 5%

3,596 ＳＯＵＬＯＮ 5%

3,597 双鈴自転車店 5%

3,598 そーいんぐ・すていしょんコミニカ 5%

3,599 ソース工房 5%

3,600 ソースマジック 5%
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3,601 測定器・工具のイーデンキ 5%

3,602 即納ドラッグ　金太郎ＳＨＯＰ 5%

3,603 ソコノワ 5%

3,604 ZOZOMU Yショッピング店 5%

3,605 ゾッコ　ストア 5%

3,606 Soto Asobi Store 5%

3,607 ソニックプラスセンター新潟 5%

3,608 ソノマノ 5%

3,609 そのもの（株）ｓｏｎｏｍｏｎｏ．ｊｐ 5%

3,610 そば蔵　丁子庵 5%

3,611 ソフィール佐世保 5%

3,612 ソフィール下関 5%

3,613 ソフィール美紀 5%

3,614 ソムリエ@ギフト 5%

3,615 染と織　たかはし 5%

3,616 ソメナチュール 5%

3,617 空浮ストロベリーガーデン 5%

3,618 宙びとSｔｙｌｅ 5%

3,619 ＳＯＲＡＭＩＭＩハーブショップ 5%

3,620 ソラリスオンラインチケット 5%

3,621 ＳＯＲＴＥ　Ｂｒａｚｉｌ 5%

3,622 ＳＯＬｂｙＫ 5%

3,623 ソルフェージ　ポンパレモール店 5%

3,624 それいゆ　はとむぎ 5%

3,625 Ｓｏｉｎ 5%

3,626 ソングエクスショップ　ＳＯＮＧＸＳＨＯＰ 5%

3,627 Dark Angel （ダークエンジェル） 5%

3,628 タージ・マハール 5%

3,629 ＴＵＲＢＯ　ＯＳＡＫＡ　ＮＥＴ　ＳＨＯＰ 5%

3,630 ターボ大阪ネットショップ 5%

3,631 ターボ大阪バラエティショップ 5%

3,632 Ｄｉａｒｉｅｓ 5%

3,633 第一サービス株式会社 5%

3,634 第一美術 5%

3,635 第一北海丸 5%

3,636 タイガース・ブラザース本店 5%

3,637 大学生協学食パス申込みＷｅｂサイト 5%

3,638 大学生協　所沢サポートセンター 5%

3,639 代官山オーガニックコットン専門店オーガニ 5%

3,640 代官山ゴルフ倶楽部オンラインストア 5%

3,641 代官山ワインサロンLe・luxe 5%

3,642 大起理化工業株式会社 5%

3,643 大恵 5%

3,644 ダイコク　茨木店 5%

3,645 ダイコク　インターネット販売 5%

3,646 ダイコク　江坂店 5%

3,647 ダイコク　大泉緑地店 5%

3,648 ダイコク　川口店 5%

3,649 ダイコク　河内長野店 5%

3,650 ダイコク　堺店 5%

3,651 ダイコク　堺浜寺店 5%

3,652 ダイコク　東大阪店 5%

3,653 ダイコク　松原店 5%

3,654 ダイコク　宮崎店 5%

3,655 ダイコクスーパープライス　門真店 5%

3,656 台紙のワークアップ 5%

3,657 大翔（株） 5%

3,658 大正館食品オンラインショップ 5%

3,659 たいせつプロダクト 5%

3,660 大山のなたまめっ茶 5%
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3,661 大天狗酒造　（株） 5%

3,662 大東楽器　住道店 5%

3,663 大東楽器　寝屋川店 5%

3,664 大徳醤油　おしょうゆ　Ｓｈｏｐ 5%

3,665 大徳屋 5%

3,666 大留蒲鉾株式会社 5%

3,667 大寅蒲鉾株式会社 5%

3,668 ダイナミックパッケージ 5%

3,669 タイニーカーリー 5%

3,670 大日技研株式会社 5%

3,671 ダイビング用品ジャックナイフ 5%

3,672 株式会社　大福屋 5%

3,673 大法紡績有限会社 5%

3,674 株式会社ダイマツ　松乃江 5%

3,675 大松水産 5%

3,676 大丸藤井セントラル 5%

3,677 タイムアフタータイム 5%

3,678 タイムボックス2 5%

3,679 ＴＩＭＥ　ＬＥＳＳ 5%

3,680 大文字飴本舗 5%

3,681 タイヤナウ 5%

3,682 タイヤ・ホイールカンパニー 5%

3,683 大洋酒造（株） 5%

3,684 大陽出版 5%

3,685 TAIYODO 5%

3,686 太陽のおやつ 5%

3,687 大洋珈琲株式会社 5%

3,688 大漁市場なかうら 5%

3,689 ダイレクトライン出版 5%

3,690 ダイワ金物株式会社 5%

3,691 ｔａｉｗａｎｔｅａ　Ｙｕｕｋａ 5%

3,692 タウジャン 5%

3,693 タウハウス 5%

3,694 タウン形成外科クリニック 5%

3,695 タオル産地の製造・直売　夢工房 5%

3,696 タオル直販店　ヒオリエ／日織恵 5%

3,697 タオル美術館 5%

3,698 たおる本舗 5%

3,699 たかおマーケット 5%

3,700 （有）タカギ 5%

3,701 高木酒造（株） 5%

3,702 多賀建材net 5%

3,703 タカサキハンズ 5%

3,704 高澤醸造株式会社 5%

3,705 駄菓子とおもちゃの太郎と花子 5%

3,706 高翔オンラインストア 5%

3,707 ＴＡＧＡＴＡ 2%

3,708 高千穂工場 5%

3,709 高津堂 5%

3,710 高野竹工株式会社 5%

3,711 高野竹工株式会社（越境用） 5%

3,712 高橋果樹園 5%

3,713 高橋酒店 5%

3,714 高橋商店 5%

3,715 高橋書店ＰＲＥＭＩＵＭＤＡＹＳ 5%

3,716 タカハシヨショウテン 5%

3,717 高原本店 5%

3,718 高松製作所Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｈｏｐ 5%

3,719 たかみや恵深堂薬局 5%

3,720 有限会社高山ガーデン 5%
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3,721 高山産業　プロパンガス 5%

3,722 宝塚アン本部流通センター 5%

3,723 滝井酒店ー酒ワールド タキイ 5%

3,724 多気ブックセンター 5%

3,725 卓オフ 5%

3,726 タクティクス 5%

3,727 宅配のめがねやさん 5%

3,728 宅配ビニール袋ドットコム 5%

3,729 竹口三正堂 5%

3,730 武田画廊 5%

3,731 竹永海商 5%

3,732 竹ノ原農園 5%

3,733 竹布専門店　トキの里 5%

3,734 タケモリ 5%

3,735 たこ焼割烹たこ昌オンラインショッピング 5%

3,736 田染荘 5%

3,737 但馬もん　公式ショッピングサイト 5%

3,738 タジマヤ 5%

3,739 田島屋酒店 5%

3,740 Ｄａｊａ 5%

3,741 ダジュールオンラインストア 5%

3,742 ダズリング 5%

3,743 たたみ靴店 5%

3,744 畳の和心本舗 5%

3,745 たちかわ 5%

3,746 立川グランドホテル 5%

3,747 立花時計店 5%

3,748 卓球ナビ 5%

3,749 卓球ＳＨＯＰ　ＳＫ 5%

3,750 ＤＵＣＫ　ＴＡＩＬ 5%

3,751 田子かわむらアグリサービス有限会社 5%

3,752 株式会社ＴＡＫＫＯ商事 5%

3,753 ｄａｃｃｏｌｉｎｏ　ｏｎｌｉｎｅ 5%

3,754 ダッドリー・オンラインショップ 5%

3,755 ＴＡＰ＆ＳＡＰ 5%

3,756 株式会社タツミ 5%

3,757 伊達米店 5%

3,758 伊達の牛たん本舗 5%

3,759 立山商店 5%

3,760 たな梅本店 5%

3,761 ＴＡＮＡＫＡＷＡＴＣＨＧＡＬＬＥＲＹ丸の 5%

3,762 タナカガーゼ 5%

3,763 田中醤油店 5%

3,764 田中漬物舗 5%

3,765 田中ファーム 5%

3,766 たなかフルーツ 5%

3,767 タナカ米穀店 5%

3,768 株式会社たなかや 5%

3,769 田中屋商店 5%

3,770 有限会社田那部青果 5%

3,771 タニダ　ＷＥＢショップ 5%

3,772 タニムラデンキ 5%

3,773 谷本蒲鉾店 5%

3,774 たのしくらし．ｃｏｍ　てぬぐい店 5%

3,775 ＴａｎｏＭａｋｅ 5%

3,776 たはたタカハシ 5%

3,777 タヒボ武蔵野 5%

3,778 ＴａｆｕＯｎ 5%

3,779 ＷＤＨ－ＳＴＯＲＥ 5%

3,780 ＷＡＪ　ＳＴＯＲＥ 5%
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3,781 玉垣製麺所 5%

3,782 玉川本店 5%

3,783 卵・乳アレルギー対応パンのtonton 5%

3,784 田町武家屋敷ホテル 5%

3,785 タマチャンショップ 5%

3,786 タマヤ 5%

3,787 玉屋えゐち 5%

3,788 玉や質店 5%

3,789 珠屋洋菓子店 5%

3,790 たまゆら　通販 5%

3,791 タマリヤ 5%

3,792 田村　清一 5%

3,793 田村萬盛堂 5%

3,794 田村りんご店 5%

3,795 たむろ木材カンパニー　株式会社 5%

3,796 ためのぶストア 5%

3,797 ためのぶストア風土ｊｐ店 5%

3,798 TAYA 5%

3,799 ダヤンと猫雑貨の専門店　猫や 5%

3,800 タルダン 5%

3,801 だるま味噌　株式会社 5%

3,802 太郎と花子 5%

3,803 太郎と花子 5%

3,804 タローズダイレクト 5%

3,805 太郎兵衛そば本舗 5%

3,806 daわん 5%

3,807 丹後岩木ファーム 5%

3,808 丹後地域地場産業振興センター 5%

3,809 誕生石・宝石のヨコヤマ 5%

3,810 ダンスケイト合同会社 5%

3,811 タンタンショップ 5%

3,812 ＴＡＮＴＲＡ 5%

3,813 丹波篠山　阪本屋 5%

3,814 丹波篠山　やまゆ 5%

3,815 丹波ささやま地鶏 5%

3,816 たんや善治郎 5%

3,817 小さな竹美人（厳選米ドットコム） 5%

3,818 小さな宿　白南風 5%

3,819 チーズ工房オンラインショップ 5%

3,820 チーズの専門店レクリューズ 5%

3,821 cheero mart 5%

3,822 Ｃｈｅｃｋ　Ｏｕｔ　大松水産 5%

3,823 チェックマン 5%

3,824 チエルアルコ 5%

3,825 チェルシーガーデンティー 5%

3,826 chamber 5%

3,827 地球儀専門店 5%

3,828 チキュウノウミチョクバイ 5%

3,829 ちきりや手塚万右衛門漆器店 5%

3,830 筑後旅行センター　本社営業所 5%

3,831 ちくさ戸倉共通券事務局 5%

3,832 筑前福岡 5%

3,833 竹茗堂　ポンパレモール店 5%

3,834 Ｔｉｃｋｅｔ　Ｅｖｅｒｙ 5%

3,835 ぢげもん 5%

3,836 チタンアクセサリーレジエ 5%

3,837 チタン工房キムラ 5%

3,838 Ｃｈｉｔｔｏ 5%

3,839 ヂップス事業部 5%

3,840 千歳道新文化センター 5%
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3,841 チネ・ラヴィータオンラインチケット 5%

3,842 千葉県漁連海産物直売所海市場 5%

3,843 ちば醤油 5%

3,844 千葉とみいオンラインショップ 5%

3,845 千葉のお米専門店 ヨロズヤ 5%

3,846 千葉ピーナツオンラインショップ 5%

3,847 千葉ピーナツ鎌ヶ谷店 5%

3,848 千葉ぶどう園 5%

3,849 ちまじや 5%

3,850 ちゃーげんき本舗 5%

3,851 チャイナカジュアル 5%

3,852 ＣＨＩＮＡＴＯＷＮ　ＲＩＸ 5%

3,853 ちゃいなび　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｈｏｐ 5%

3,854 チャオカリー 5%

3,855 茶山饅頭本舗　谷口屋 5%

3,856 ｃｈａｓｉｔｓｕ 5%

3,857 茶匠むろぞの 5%

3,858 茶炭倶楽部 5%

3,859 ＣＨＡＣＨＡＣＯＭ 5%

3,860 チャネルツアー　阪南交通社 5%

3,861 茶の一茶 5%

3,862 茶の木村園 5%

3,863 茶の術-ハーブガーデンショップ 5%

3,864 茶舗牧ノ原 5%

3,865 ｃｈａｒａラボ　ポンパレモール店 5%

3,866 ちゃんこ和王 5%

3,867 cantik 5%

3,868 ｃｈａｎｔｏ 5%

3,869 中央ダイレクトショップ 5%

3,870 中華そば　一久 5%

3,871 中華パンの専門店　福慶 5%

3,872 ちゅうくうweb　SHOP 5%

3,873 中慶時計店 5%

3,874 中国醸造　本社 5%

3,875 中国新聞販売所 5%

3,876 中国茶販売ロンチーワンＳＨＯＰ 5%

3,877 中国料理　新橋亭 5%

3,878 中古パソコンくじらや 5%

3,879 中古パソコンのUSED-PC 5%

3,880 中古無線機本舗 5%

3,881 チューズ有限会社 5%

3,882 中部電磁器工業（株） 5%

3,883 中馬かまぼこ本舗 5%

3,884 注文焙煎御堂珈琲店 5%

3,885 chuya-online 5%

3,886 チューリップ 5%

3,887 中国茶　LO－VU 5%

3,888 ちゅらゆーな　Ｏｎｌｉｎｅ　ＳＨＯＰ 5%

3,889 彫金工房　アトリエ祐 5%

3,890 調布メガネセンター 5%

3,891 チョーヤ梅酒株式会社蝶矢庵 5%

3,892 チョコレート専門店マキィズ 5%

3,893 チョコレートハウス　エクチュア 5%

3,894 知覧農園 5%

3,895 チリアネットショップ 5%

3,896 チルコドーロ 5%

3,897 Ｔｉｒｏ　Ｈｏｕｓｅ 5%

3,898 ＣＨＩＲＯＬ　ＶＩＮＴＡＧＥ 5%

3,899 ツアーコミュニケーションズ 2%

3,900 ツアービルダーＤＰ 5%
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3,901 ツアービルダー旅行 5%

3,902 ツァップ 5%

3,903 通販　千疋屋 5%

3,904 通販パーク 5%

3,905 通販　房の駅 5%

3,906 杖通販 5%

3,907 司牡丹酒造（株） 5%

3,908 津軽米屋 5%

3,909 築地魚群 5%

3,910 つきまさ 5%

3,911 継　ＫＹＯＴＯ　ＦＵＳＨＩＭＩ 5%

3,912 津久司蒲鉾有限会社 5%

3,913 佃茂の佃煮 5%

3,914 漬物の梨屋 5%

3,915 辻川スポーツ 5%

3,916 辻屋本店 5%

3,917 土のめぐみ 5%

3,918 つちばし西店 5%

3,919 津波ルアーズ 5%

3,920 恒枝茶舗 5%

3,921 椿ミシンサービス 5%

3,922 ツバメガス 5%

3,923 津曲商店 5%

3,924 嬬恋の宿　あいさい 5%

3,925 津ミルクネット 5%

3,926 津村娯楽堂 5%

3,927 津村屋 5%

3,928 釣り助 5%

3,929 ツーリストジャパン西武高槻店 5%

3,930 鶴岡協同ファーム 5%

3,931 鶴亀園 5%

3,932 ツルヤ薬品店 5%

3,933 ｄｅａｉ．ｃｏ．ｊｐ 5%

3,934 ティ・エイチ・ティ　株式会社 5%

3,935 Ｔｉａｒａ 5%

3,936 ｔｉａｒａ 5%

3,937 ディアワールド 5%

3,938 ディアワールド（通販） 5%

3,939 ティー・ワイ・ピー 5%

3,940 DRS倶楽部 5%

3,941 ディーアイ 5%

3,942 ディーアイナカハラメガネ 5%

3,943 ティーアップ 5%

3,944 ＴＡＴ 5%

3,945 ＴＳＪ 5%

3,946 ＴＳＤＥＳＩＧＮ 5%

3,947 ｔ．ｍ．ｐ．ｃｏｏｐ 5%

3,948 ＴＭフーズ　カニ工場 5%

3,949 Ｄ－ｃａｒｔ 5%

3,950 ディーク 5%

3,951 ＤＫスキーサービス 5%

3,952 TCN ONLINE SHOP 5%

3,953 Ｄ．Ｃ．キャッスル天竜店 5%

3,954 Ｔシャツ屋さん　ぐっぴー 5%

3,955 ティージュ 5%

3,956 ティーセレクト 5%

3,957 Ｔ．Ｔ．ＧＡＲＲＥＴ 5%

3,958 ティーバード 5%

3,959 ＤｖｓＴ　Ｓｔｏｒｅ 5%

3,960 ＤＶＤ＆ブルーレイ＆映画　ＳＯＲＡ 5%
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3,961 ティーフォートゥー 5%

3,962 ディーブ研究所東京本社 5%

3,963 ディザイアブル　アンティークス 5%

3,964 Ｄａｉｓｙ’ｓ　ｃｏｏｋｉｅｃｕｔｔｅｒ 5%

3,965 デイジー・プラネット 5%

3,966 Ｄ．Ｃ．キャッスル 5%

3,967 Ｄ’Ｓ　ＩＮＤＩＡＮ　ＡＲＴ 5%

3,968 ディスカウントストア　ｅジャパン 5%

3,969 ディスカバリー 5%

3,970 ディスクグループ 5%

3,971 DAZE COLLECTIBLES 5%

3,972 ＴＡＳＴＥ 5%

3,973 テイストアンドタッチ 5%

3,974 ＤＡＹ’Ｓ　ＦＲＥＥ 5%

3,975 ＤＡＹ’Ｓ　ＦＲＥＥ２ 5%

3,976 ＤＩＰＰＩＥ 5%

3,977 ｔｉｔｙ 5%

3,978 ＴＴＣ株式会社 5%

3,979 ていねい暮らしのリーカス 5%

3,980 ＤＩＹ　ＰＡＲＫＳ 5%

3,981 ＴＢ　テンプレートＢＡＮＫ　他 5%

3,982 Ｄｅｆｅｎｄ 5%

3,983 Ｄ－ＭＡＩＬフラワー電報〔生花代金分等〕 5%

3,984 Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ 5%

3,985 Ｔ．ＭＯＴＯＩ 5%

3,986 テイリィア 5%

3,987 デイリーアンティークス 5%

3,988 ティーワイ・ピー 5%

3,989 データシステムオンラインショッピング 5%

3,990 デーツオアシス合同会社 5%

3,991 テーブル工房むくの木 5%

3,992 テーラー虎 5%

3,993 手織り用品専門店　滝長商店 5%

3,994 デギスタシオン 5%

3,995 テクニカル・ゲイツ 5%

3,996 ＤＥＣＯ　ｂｉｊｏｕ 5%

3,997 テコンドーオンライン 5%

3,998 Ｄｅｓｉｇｎ　ｌａｃｅ　ＹＵＫＩ 5%

3,999 desir de vivre 5%

4,000 デジカメプリントン　株式会社 5%

4,001 豊島屋 5%

4,002 手製本工房　ＭＡＲＵＭＩＺＵ－ＧＵＭＩ 5%

4,003 でっかいどう市場 5%

4,004 手づくりハム工房田舎夢来 5%

4,005 手作りぶたまん　ウァン 5%

4,006 手づくり洋菓子店ノエル 5%

4,007 手作り洋菓子の店　銀座ル・ブラン 5%

4,008 ｔｅ－ｔｔｅ　手作りキットのお店 5%

4,009 鉄平ブルーアガベシロップストア 5%

4,010 テニスワン 5%

4,011 手ぬぐい工房ポスター堂 5%

4,012 デネットショップ 5%

4,013 ｄｅｓ－ＭＯＡ 5%

4,014 手焼きせんべい直送便　風林堂 5%

4,015 ＤＵＥ 5%

4,016 寺岡有機醸造株式会社寺岡家の醤油 2%

4,017 寺子屋本舗 5%

4,018 テラジウム 5%

4,019 てらすけ 5%

4,020 テラス御堂原 5%
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4,021 デラックス 5%

4,022 テラプロダイレクト 5%

4,023 寺村葬儀社 5%

4,024 デリシャス・デリ　ポンパレモール店 5%

4,025 デリパ 5%

4,026 テレオン　通販 5%

4,027 テレコムスクエアＳＩＭ 5%

4,028 テレビ壁掛け金具エースオブパーツ 5%

4,029 テレビ壁掛け金具のエースオブパーツ 5%

4,030 ｔｅｎ　ＯＮＬＩＮＥ　ＳＨＯＰ 5%

4,031 天海のしずく 5%

4,032 天下の台所 5%

4,033 でん吉 5%

4,034 でんきち　ＴＥＬ 5%

4,035 デンキチＷＥＢ 5%

4,036 でんきち光 5%

4,037 天空の蔵 5%

4,038 電光ホーム 5%

4,039 てんこす 5%

4,040 電材ネット 5%

4,041 天使のお洗濯 5%

4,042 田舎ごっこ 5%

4,043 ＤＥＮＳＹＯ　ＳＨＯＰ　大阪電材 5%

4,044 ＴＥＮＳＥ木製腕時計公式ｓｈｏｐ 5%

4,045 天星酒造株式会社オンラインショップ 5%

4,046 天体望遠鏡専門店スターゲイズ 5%

4,047 伝統芸術を着る会 5%

4,048 天童ワイン 5%

4,049 株式会社デントケア 5%

4,050 テンドルマン 5%

4,051 天然きのこ山菜．ｃｏｍ 5%

4,052 天然酵母の薪窯パン工房マリラ 5%

4,053 電脳売王 5%

4,054 天満橋イタリアン　マードレマーレ 5%

4,055 １０ｍｉｎｕｔｅｓ 5%

4,056 ドアー 5%

4,057 トイズファン 5%

4,058 戸井牧場牛肉直売センター 5%

4,059 ｄｅｕｘ　Ｃ　Ｎｅｔ　Ｓｈｏｐ 5%

4,060 Ｔｗｉｎｋｌｅ　Ｅｙｅｓ 5%

4,061 ｄｏｏ‐ｂｏｐ 5%

4,062 ＴＨＯＵＦＵＮ 5%

4,063 ＴｏｕｔＬｅＭｏｎｄｅ　ＯＮＬＩＮＥ 5%

4,064 東栄堂ＷＥＢ申込袋 5%

4,065 ＴＵＯ大学生協学食パス申込みＷｅｂサイト 5%

4,066 ＴＵＯ大学生協　所沢サポートセンター 5%

4,067 ＴＵＯ東京事業連合予約注文センター　通販 5%

4,068 桃花源 5%

4,069 灯火総研 5%

4,070 ドゥカティ松戸 5%

4,071 東京上野アメ横マルミヤ玩具店 5%

4,072 東京ＳＩＭ外語研究所 5%

4,073 東京クロコダイル 5%

4,074 東京ジーエム商会 5%

4,075 東京事業連合　予約注文センター（通販） 5%

4,076 東京世田谷升本屋 5%

4,077 東京ツバサオンラインショップ 5%

4,078 ＴＵＯ　東京農業大学生協　購買書籍部 5%

4,079 東京農業大学生協　購買書籍部 5%

4,080 東京帽子 5%
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4,081 道具や 5%

4,082 東薫酒造 5%

4,083 陶芸ショップ．コム 5%

4,084 陶芸．ｃｏｍ／ｅ－画材．ｃｏｍ 5%

4,085 刀剣　柴田 5%

4,086 陶磁工房　桃山 5%

4,087 道新　今井販売所 5%

4,088 道新　遠軽販売所 5%

4,089 道新　音更販売所 5%

4,090 道新　加藤 5%

4,091 道新　児玉新聞店 5%

4,092 道新　関谷 5%

4,093 道新　竹内販売所 5%

4,094 道新　玉田 5%

4,095 どうしん　中川販売店 5%

4,096 道新　林販売所 5%

4,097 道新　伏古販売所 5%

4,098 道新赤平販売所 5%

4,099 どうしん厚別 5%

4,100 道新いかわ 5%

4,101 道新板垣販売所 5%

4,102 道新いで販売所 5%

4,103 道新加藤販売所 5%

4,104 道新加納販売所 5%

4,105 どうしん後藤販売所 5%

4,106 道新しもや新聞店 5%

4,107 どうしん大樹販売所 5%

4,108 道新千田販売所 5%

4,109 道新千歳東部販売センター 5%

4,110 道新登坂販売所 5%

4,111 道新ながさわ　厚別中央支店 5%

4,112 道新ながさわ　帯広支店 5%

4,113 道新ながさわ　登別東店 5%

4,114 道新永田販売所 5%

4,115 道新中山 5%

4,116 道新販売センター　札苗販売所 5%

4,117 道新販売センター　西野北販売所 5%

4,118 道新販売センター　日吉販売所 5%

4,119 道新販売センター　宮の森販売所 5%

4,120 道新販売センター　新聞代 5%

4,121 道新販売センター　江別中央販売所 5%

4,122 道新販売センター屯田販売所 5%

4,123 道新ひろがみ 5%

4,124 道新藤田販売所 5%

4,125 道新文化センター 5%

4,126 道新文化センター　さっぽろ東急教室 5%

4,127 道新松澤新聞店 5%

4,128 道新芽室販売所 5%

4,129 道新もとむら 5%

4,130 道新山下販売所 5%

4,131 道新四ツ屋販売所 5%

4,132 道新若林 5%

4,133 陶泉　御所坊　ＦＡＸオーダー　予約 5%

4,134 陶泉　御所坊　ＦＡＸオーダー　取消・変更 5%

4,135 凍頂烏龍茶専門店茶芸.com 5%

4,136 トゥッタ・イタリアカンパニー東京青山通店 5%

4,137 豆豆雑貨屋 5%

4,138 東都交通 5%

4,139 東都自動車交通　大泉営業所　カード 5%

4,140 東都自動車交通　清瀬営業所　カード 5%
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4,141 東都自動車交通　滝野川営業所　カード 5%

4,142 東都自動車交通　中丸営業所　カード 5%

4,143 東都自動車交通　練馬営業所　カード 5%

4,144 東都自動車交通　東浦和営業所 5%

4,145 東都自動車交通　三鷹営業所　カード 5%

4,146 東都城東タクシー　奥沢営業所 5%

4,147 東都城東タクシー　葛飾営業所　カード 5%

4,148 東都城東タクシー　江北営業所　カード 5%

4,149 東都城南交通　青井北営業所　カード 5%

4,150 東都城南交通　入谷町営業所 5%

4,151 東都城南交通　深川営業所　カード 5%

4,152 東都城南自動車　荒川営業所　カード 5%

4,153 東都城北タクシー　板橋営業所　カード 5%

4,154 東都城北タクシー　王子営業所　カード 5%

4,155 東都城北タクシー　港北営業所　カード 5%

4,156 東都城北タクシー　羽田営業所　カード 5%

4,157 東都城北タクシー　日吉営業所　カード 5%

4,158 東都城北タクシー　三園営業所　カード 5%

4,159 東都タクシー　下赤塚営業所　カード 5%

4,160 東都タクシー　千住営業所 5%

4,161 東都タクシー　草加営業所 5%

4,162 東都タクシー無線協同組合　カード 5%

4,163 東都タクシー　六町営業所　カード 5%

4,164 カー用品・トラック用品の東都部品 5%

4,165 東都無線タクシー　久我山営業所　カード 5%

4,166 東都無線タクシー　世田谷営業所　カード 5%

4,167 東都無線タクシー　中井営業所　カード 5%

4,168 東都無線タクシー　中延営業所　カード 5%

4,169 陶備堂 5%

4,170 東北ｉツアーズ〔通販〕 5%

4,171 透明封筒のパックジャパン 5%

4,172 ドウモト商店 5%

4,173 トゥモローフレーバー 5%

4,174 東洋産業株式会社 5%

4,175 ＴｒｕｅｔｅｍｐｅｒＡｃｃｅｓｓｏｒｙ 5%

4,176 トゥループ 5%

4,177 東レシルック洗える着物専門店　おべべや 5%

4,178 登録ミス審査不要 5%

4,179 トーカイセキュリティ 5%

4,180 ＴＯＫＹＯ　ＢＯＰＰＥＲ　　（越境） 5%

4,181 トーチジンジャー 5%

4,182 トートバッグ工房 5%

4,183 ドーナツネックレス 5%

4,184 ドーモラボ 5%

4,185 ドールハウスKIMURAオンラインショップ 5%

4,186 十勝帯広一心 5%

4,187 ＴＯＫＩＡ　梅田茶屋町店 5%

4,188 Ｄｏｇｇｉｅ　Ｄｅｌｉ 5%

4,189 Ｄｏｇｇｙ　Ｌａｂｏ　ＯｎｌｉｎｅＳｈｏ 5%

4,190 時谷堂百貨 5%

4,191 ときわ総合サービス 5%

4,192 特産品くらぶ生活館 5%

4,193 四国高知県の特産品販売・丸一横山商店 5%

4,194 徳重製菓とらや 5%

4,195 徳島県物産センター 5%

4,196 ｄｏｃｔｏｒｓ　ｔａｂｌｅ 5%

4,197 特定非営利活動法人ピースジャム 5%

4,198 特定非営利活動法人　ＮＰＯ砂浜美術館 5%

4,199 徳家ＮＥＴ 5%

4,200 時計　IKEBE 5%
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4,201 時計館 5%

4,202 時計の専門店ＬＯＶＡＬ 5%

4,203 時計・宝石　千野 5%

4,204 時計・宝石・メガネ　タカギ 5%

4,205 都香庵 5%

4,206 所沢　ＴＡＣＫＬＥ　ＩＳＬＡＮＤ 5%

4,207 土佐打刃物屋 5%

4,208 土佐鶴オンラインショップ 5%

4,209 土佐へきてみい屋 5%

4,210 利守酒造株式会社 5%

4,211 戸田家 5%

4,212 栃木の地酒　鳳凰美田取扱店　竹中酒店 5%

4,213 土柱ランド新温泉 5%

4,214 ＤＯＧ　ＩＮＮ　ＮＡＯ 5%

4,215 ドッグケアサロンスムーチ 5%

4,216 ＤＯＧ　ＳＵＰＰＡ 5%

4,217 ドッグパラダイスぷらすニャン 5%

4,218 ＤｏｇＢｕｍｐｅｒ 5%

4,219 ドッグファースト 5%

4,220 ドッグワッチアウトドアーズ 5%

4,221 とっとりうまいもん会 5%

4,222 トッドローリィ　アンティークス 5%

4,223 ＴＯＰＰＩＮ　ＯＵＴＤＯＯＲ　＆　ＴＲＡＶＥＬ 5%

4,224 TopIsm メンズ ファッション 通販 5%

4,225 Ｔｏｐ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｊａｐａｎ 5%

4,226 株式会社トップ通商 5%

4,227 Ｔｏｐ　Ｐｒｏｄｕｃｔストア 5%

4,228 とっぺん市場 5%

4,229 トナック 5%

4,230 鳶黒田オンラインショップ 5%

4,231 砥部焼ロアール 5%

4,232 とほん 5%

4,233 ドマカフェ 5%

4,234 ｔｏｍａ　ｓｈｏｐ 5%

4,235 富田プランニング　通販 5%

4,236 とみた商店 5%

4,237 富田製茶 5%

4,238 とみたメロンハウス 5%

4,239 富田屋 5%

4,240 とみた屋ショップ 5%

4,241 トミヒサアイス 5%

4,242 トム出版 5%

4,243 ＴＯＭ’ｓ　ＯＮＬＩＮＥ　ＳＨＯＰ 5%

4,244 トムスマート 5%

4,245 トムドゥショップ 5%

4,246 鞆　肥後屋 5%

4,247 巴屋 5%

4,248 富山・石川の地酒問屋 和田屋 5%

4,249 富山市場 5%

4,250 富山不破福寿堂 5%

4,251 豊浦S.W.FABRIK 5%

4,252 豊田商店 5%

4,253 トヨタレンタリース青森　Ｗｅｂ決済 2%

4,254 トヨタレンタリース旭川　Ｗｅｂ決済 2%

4,255 トヨタレンタリース石川　Ｗｅｂ決済 2%

4,256 トヨタレンタリース茨城　Ｗｅｂ決済 2%

4,257 トヨタレンタリース岩手　Ｗｅｂ決済 2%

4,258 トヨタレンタリース大分　Ｗｅｂ決済 2%

4,259 トヨタレンタリース岡山　Ｗｅｂ決済 2%

4,260 トヨタレンタリース沖縄　Ｗｅｂ決済 2%
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4,261 トヨタレンタリース帯広　Ｗｅｂ決済 2%

4,262 トヨタレンタリース北見　Ｗｅｂ決済 2%

4,263 トヨタレンタリース岐阜　Ｗｅｂ決済 2%

4,264 トヨタレンタリース京都　Ｗｅｂ決済 2%

4,265 トヨタレンタリース釧路　Ｗｅｂ決済 2%

4,266 トヨタレンタリース熊本　Ｗｅｂ決済 2%

4,267 トヨタレンタリース群馬　Ｗｅｂ決済 2%

4,268 トヨタレンタリース埼玉　Ｗｅｂ決済 2%

4,269 トヨタレンタリース佐賀　Ｗｅｂ決済 2%

4,270 トヨタレンタリース札幌　Ｗｅｂ決済 2%

4,271 トヨタレンタリース滋賀　Ｗｅｂ決済 2%

4,272 トヨタレンタリース島根　Ｗｅｂ決済 2%

4,273 トヨタレンタリース新埼玉　Ｗｅｂ決済 2%

4,274 トヨタレンタリース新札幌　Ｗｅｂ決済 2%

4,275 トヨタレンタリース新千葉　Ｗｅｂ決済 2%

4,276 トヨタレンタリース新福島　Ｗｅｂ決済 2%

4,277 トヨタレンタリース仙台　Ｗｅｂ決済 2%

4,278 トヨタレンタリース千葉　Ｗｅｂ決済 2%

4,279 トヨタレンタリース栃木　Ｗｅｂ決済 2%

4,280 トヨタレンタリース鳥取　Ｗｅｂ決済 2%

4,281 トヨタレンタリース富山　Ｗｅｂ決済 2%

4,282 トヨタレンタリース長崎　Ｗｅｂ決済 2%

4,283 トヨタレンタリース長野　Ｗｅｂ決済 2%

4,284 トヨタレンタリース名古屋　Ｗｅｂ決済 2%

4,285 トヨタレンタリース奈良　Ｗｅｂ決済 2%

4,286 トヨタレンタリース新潟　Ｗｅｂ決済 2%

4,287 トヨタレンタリース西四国　Ｗｅｂ決済 2%

4,288 トヨタレンタリース博多　Ｗｅｂ決済 2%

4,289 トヨタレンタリース函館　Ｗｅｂ決済 2%

4,290 トヨタレンタリース東四国　Ｗｅｂ決済 2%

4,291 トヨタレンタリース広島　Ｗｅｂ決済 2%

4,292 トヨタレンタリース福井　Ｗｅｂ決済 2%

4,293 トヨタレンタリース福島　Ｗｅｂ決済 2%

4,294 トヨタレンタリース三重　Ｗｅｂ決済 2%

4,295 トヨタレンタリース宮城　Ｗｅｂ決済 2%

4,296 トヨタレンタリース宮崎　Ｗｅｂ決済 2%

4,297 トヨタレンタリース山形　Ｗｅｂ決済 2%

4,298 トヨタレンタリース山口　Ｗｅｂ決済 2%

4,299 トヨタレンタリース山梨　Ｗｅｂ決済 2%

4,300 トヨタレンタリース和歌山　Ｗｅｂ決済 2%

4,301 豊永長六商店 5%

4,302 ドラッグいわき 5%

4,303 トラックショップジェット 5%

4,304 トラックショップトップロード 5%

4,305 トラックショップ　トップロード仙台 5%

4,306 ドラッグスーパー　alude 5%

4,307 ドラッグフォーユーネットショップ 5%

4,308 虎の穴 5%

4,309 虎の穴　通販部 5%

4,310 虎の穴　電子同人 5%

4,311 トラベルアシスト熊本 2%

4,312 トラベルセンター 5%

4,313 株式会社トラベルパートナー 5%

4,314 トラベルラボ 5%

4,315 虎屋ういろオンラインショップ 5%

4,316 とり市食品 5%

4,317 ドリームコンタクト 5%

4,318 ドリームチャンネル 5%

4,319 鳥周 5%

4,320 Ｔｒｉｐ　ｖｉｎｔａｇｅ 5%
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4,321 トリト 5%

4,322 塗料のオカジマ 5%

4,323 Ｄｒｉｎｋ＆Ｄｒｅａｍ　ＤーＰａｒｋ 5%

4,324 どりんく王国 5%

4,325 ドリンクマン 5%

4,326 Trinple 5%

4,327 DorcusBreeders 5%

4,328 トルマリンゴショップ 5%

4,329 トレインウェーブ 5%

4,330 Ｔｒａｄｅｒｓ　Ｍａｒｋｅｔ 5%

4,331 ドレスシャツSHOPウィンザーノット 5%

4,332 ＴＲＥＳＴＡＲ 5%

4,333 とれたて!美味いもの市 5%

4,334 ドレッサーズ・オンラインショップ 5%

4,335 トレトク 5%

4,336 とれとれ市場　南紀白浜　通信販売 5%

4,337 ＴＲＥＰＩＴＯショップ 5%

4,338 ドレミコレクション 5%

4,339 TREMOLO トレモロ 5%

4,340 ドローステージ 5%

4,341 ドローム 5%

4,342 ドローンサポート奈良・兵庫 5%

4,343 十和田シティホテル 5%

4,344 ＤＯＮ’Ｔ 5%

4,345 Ｄｏｎｎａ 5%

4,346 問屋東京 5%

4,347 Nigel Cabourn THE ARMY GYM ルクアイーレ大阪店 5%

4,348 ナイスブレンド珈琲 5%

4,349 内藤金物店 5%

4,350 ＮＩＮＥＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 5%

4,351 ｎａｅ－ｙａ 5%

4,352 ナガエ薬局 5%

4,353 永岡商事株式会社 5%

4,354 株式会社中川 5%

4,355 ＮＡＫＡＧＡＷＡ　１９４８ 5%

4,356 中金硝子総合株式会社 5%

4,357 長崎　異人堂 5%

4,358 長崎旬彩　出島屋 5%

4,359 長崎ぶたまん桃太呂 5%

4,360 長崎銘菓クルスオンラインショップ 5%

4,361 長崎焼小籠包チャイデリカ 5%

4,362 仲沢酒店 5%

4,363 ナガサワ文具センター 5%

4,364 中三弘前店 5%

4,365 中田新聞店 5%

4,366 中田水産　ＯＮＬＩＮＥ　ＳＨＯＰ 5%

4,367 中谷かばん店 5%

4,368 中田屋 5%

4,369 中田遊亀商店 5%

4,370 ＮＡＫＡＣＨＵＵ　ＹＡＲＮ　ＳＨＯＰ 5%

4,371 中友酒店 5%

4,372 Nagatoyaオンラインストア 5%

4,373 なかにしや京扇 5%

4,374 中野商店 5%

4,375 長野繊維興業有限会社 5%

4,376 ナカノチャンネルＷＥＢ 5%

4,377 ナガハマコーヒー 5%

4,378 中村軒 5%

4,379 中村香緑園 5%

4,380 なかむら商店 5%
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4,381 中屋 5%

4,382 なごみ 5%

4,383 和スイーツ雪谷大塚 5%

4,384 名古屋コーチン 鶏肉専門鶏三和 5%

4,385 Ｎａｓｕ　ｆｉｒｅ－ｗｏｏｄ 5%

4,386 Ｎａｔｕｒａｌ　ＰｕｒｅＸ 5%

4,387 ナチュラルアイ会員クラブ 5%

4,388 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｗａｒｍｔｈ． 5%

4,389 ナチュラルキッチンたらや 5%

4,390 ｎａｔｕｒａｌｓｈｏｐなごみ 5%

4,391 ナチュラル　スカイネットワーク 5%

4,392 ナチュラル・ツリー 5%

4,393 ナチュラルドッグフードベレン 5%

4,394 ナチュラルハーブ　ブルームーン 5%

4,395 ナチュラル・ハーモニーの宅配 5%

4,396 ＮａｔｕｒａｌＦｏｏｄＭａｒｋｅｔ 5%

4,397 ナチュラルリーフ 5%

4,398 ナチュラル和洋食器うつわやさん 5%

4,399 ナチュレーヌオンラインショップ 5%

4,400 ナッシュ 5%

4,401 ナッツ・ドライフルーツ市場ｃｌｏｖｅｒ 5%

4,402 なでしこスタイル 5%

4,403 ナデシコの森 5%

4,404 ナナイロウェディング 5%

4,405 ナナカラットＳＨＯＰ 5%

4,406 ナナカンパニー 5%

4,407 ナノワークス　ショップ 5%

4,408 名札屋 5%

4,409 生スイートポテト専門店　ＯＩＭＯ 5%

4,410 なみかた羊肉店 5%

4,411 成田山表参道さぼんさま 5%

4,412 ＮＡＬＣ　公式ストア 5%

4,413 ナルセ養蜂場 5%

4,414 ナルダン楽器 5%

4,415 南州タクシー 5%

4,416 南西興産株式会社 5%

4,417 難波産業株式会社 5%

4,418 南風堂ポンパレモール店 5%

4,419 南部せんべいの巌手屋 5%

4,420 新潟米こうじ味噌本店 5%

4,421 新潟産地直送 小竹食品 5%

4,422 新潟自然農場 5%

4,423 新潟中央部品株式会社 5%

4,424 新潟ときめき生協（宅配利用代金） 5%

4,425 新潟ときめき生協（電気料金） 5%

4,426 新潟日報ＳＣ 5%

4,427 新潟の地酒 たいせいや 5%

4,428 新潟米あられおかき 加藤製菓 5%

4,429 Ｎｉｎｏｎｙｎｏ2 5%

4,430 ニーモライフ 5%

4,431 にがり衛門 5%

4,432 肉のイイジマ 5%

4,433 肉の岡山 5%

4,434 肉の桑原 5%

4,435 肉の匠家 5%

4,436 肉の大和屋ＷＥＢ 5%

4,437 インテリア・キッチン雑貨のニケ 5%

4,438 二玄社書店 5%

4,439 Ｎｉｇｅｎｓｈａ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ 5%

4,440 ｎｉｃｏｎｅｒｕ 5%
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4,441 にじいろこどもふく 5%

4,442 西岡総合印刷株式会社 5%

4,443 西川商店 5%

4,444 錦えび　ウェブ　ショップ 5%

4,445 錦鯉用品の店 5%

4,446 錦せんべい本舗 5%

4,447 にしき堂 5%

4,448 カブシキガイシャニシダショウカイ 5%

4,449 にしとも　かに市場 5%

4,450 西寅―ＮＩＳＨＩＴＯＲＡ― 5%

4,451 西日本ケミカル 5%

4,452 西間農園　　産地直送　北海道米通販サイト 5%

4,453 西間農園産地直送北海道米通販サイト 5%

4,454 有限会社　西村松寿堂 5%

4,455 西村はちみつ 5%

4,456 西村屋 5%

4,457 西村家ミートショップ 5%

4,458 ２４時間風呂のユニオンテクノス 5%

4,459 にしら米穀店 5%

4,460 ニセコグランドホテル 5%

4,461 二代目龍太郎 5%

4,462 仁田尾の知覧茶園　フレスタ鹿児島店 5%

4,463 ＮＩＣＨＩＧＡ 5%

4,464 日南海岸黒潮市場 5%

4,465 日南テレビショップ 5%

4,466 日武剣道具本舗 5%

4,467 日武剣道具本舗　梅田店 5%

4,468 日海-web.com 5%

4,469 ニックサーフマーケット 5%

4,470 日光企画 5%

4,471 有限会社　日光陶器店 5%

4,472 日光ろばたづけ製造本舗 5%

4,473 日産商事株式会社 5%

4,474 日昭電気株式会社　ｋａａｇｏ店 5%

4,475 日新酒類株式会社 5%

4,476 ニッシンデジタル・ダイレクト本店 5%

4,477 新田商店 5%

4,478 ニッチ・リッチ・キャッチＫａａｇｏ店 5%

4,479 日東交通ツアー申し込みサイト 5%

4,480 日東ショッピングサイト 5%

4,481 ニットショップ 5%

4,482 ニットナゴヤ 5%

4,483 ニットハウスサカイ 5%

4,484 日本エステル社オンラインショップ 5%

4,485 日本オリーブ株式会社（通信販売） 5%

4,486 日本燦々 5%

4,487 株式会社日本スイス・パーフェクション 5%

4,488 にっぽん津々浦々 5%

4,489 日本ライズ株式会社 5%

4,490 ニナスオンラインショップ 5%

4,491 日本ACLS協会 5%

4,492 日本おいしいもの新聞 5%

4,493 日本海ケーブルネットワーク 5%

4,494 日本ジーティー株式会社 5%

4,495 日本酒　白牡丹　公式ショップ 5%

4,496 日本住材　株式会社 5%

4,497 日本酒焼酎専門のミツワ酒販ＰＭ店 5%

4,498 厳選日本酒専門館幸田 5%

4,499 日本スリ―ビー・サイエンテイフイック 5%

4,500 日本製乳株式会社 5%
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4,501 日本ゼオライト 5%

4,502 日本タクシー株式会社カード 5%

4,503 日本茶専門店　茶倉　ＳＡＫＵＲＡ 5%

4,504 日本茶専門店　伊久美園 5%

4,505 日本茶専門店松田園 5%

4,506 日本テレフォンショッピング 5%

4,507 日本蘭科植物園 5%

4,508 日本料理　とり市 5%

4,509 日本ルイボスティー本社オンラインショップ 5%

4,510 日本ロイヤルガストロ倶楽部 5%

4,511 にゃごみ処 5%

4,512 にゃざっかや 5%

4,513 ＮＹ＆　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｈｏｐ 5%

4,514 ニューアート 5%

4,515 ｎｅｗｅｓｔ 5%

4,516 ｎｅｗｅｓｔｏｎｌｉｎｅ 5%

4,517 ニューエントリー 5%

4,518 ＮｅｗＴｉｍｅ 5%

4,519 ニューオーサカホテル 5%

4,520 にろく工房 5%

4,521 人形町今半　通販 5%

4,522 人形の松川 5%

4,523 ニンナ・ナンナ 5%

4,524 にんにくのよしだ屋（越境用） 5%

4,525 にんにくのよしだ家 5%

4,526 Ｎｙｍｐｈｓ 5%

4,527 ぬかちゃんグループ 5%

4,528 ｎｕｎｏｏｆ 5%

4,529 布生地専門イワキ 5%

4,530 布と型紙のお店クルール 5%

4,531 ヌ－ノハリ－ト 5%

4,532 布もよう 5%

4,533 布もよう卸 5%

4,534 ぬまくま夢工房 5%

4,535 沼田木工舎 5%

4,536 ＮＡＫＥＤーＳＴＯＲＥ 5%

4,537 ネイチャー北杜 5%

4,538 ネイティブ先生ドットコム 5%

4,539 ネイルカンパニー 5%

4,540 Ｎａｉｌｋｏｋｏ　Ｃｕｔｅ 5%

4,541 ネイルコレクション 5%

4,542 ネイルチップ彩月 5%

4,543 ネイルマート 5%

4,544 株式会社ネオフロンティア 5%

4,545 ねぎや Sugary 5%

4,546 ネクスト・ワン 5%

4,547 ネクストリーム株式会社 5%

4,548 ネクストレコード 5%

4,549 猫の家 5%

4,550 ねこの酒屋さん・本店 5%

4,551 ねこのしっぽ 5%

4,552 ねこのしっぽオンラインストアＭｙ＠Ｏｎ． 5%

4,553 猫又屋 5%

4,554 ネクストリー 5%

4,555 ＮＥＳＴ 5%

4,556 ネックレス屋さんスタイルエフ 5%

4,557 ｎｅｔ－ｋｅｉ 5%

4,558 ネットショップ　趣道 5%

4,559 ネットショップオサダメディカル 5%

4,560 ネットショップ　ＨＯＮＧＯ 5%
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4,561 ねっとんや 5%

4,562 眠り研究室　ほんとく 5%

4,563 眠り姫 5%

4,564 年賀セレクション 5%

4,565 年賀ｄｅビジネス 5%

4,566 ｎｏｉｔａｍｉｎａ　ａｐｐａｒｅｌ 5%

4,567 農園花囲夢（かいむ） 5%

4,568 農家からの贈り物 5%

4,569 農業生産法人（株）ミヤモトオレンジガーデ 5%

4,570 有限会社農業生産法人市川農場 5%

4,571 農研百姓塾 5%

4,572 ＴＵＯ　農工大　職員組合費 5%

4,573 農工大　職員組合費 5%

4,574 農産物直売所　長方屋 5%

4,575 農事組合法人　上小田代 5%

4,576 農事組合法人上小田代 5%

4,577 のうみん株式会社 5%

4,578 ＮＯＩＤ 5%

4,579 ノーイン株式会社 5%

4,580 ノーザン　アイランド 5%

4,581 Northern Line 5%

4,582 ノースライブコーヒー 5%

4,583 ｎａ－ｎａ分室 5%

4,584 ＮＯＨＯＯ　ＯＮＬＩＮＥ 5%

4,585 野上生産農場 5%

4,586 （有）野口商店 5%

4,587 野口寝具店 5%

4,588 株式会社野田屋 5%

4,589 能登屋オンラインショップ 5%

4,590 ＮＯＴＥＬＥＳＳ　ＳＴＯＲＥ 5%

4,591 ノベルティ市場 5%

4,592 のぼり源 5%

4,593 のま果樹園 5%

4,594 のみモン 5%

4,595 ＮＯーＭＵーＢＡーＲＡ 5%

4,596 野村甘露煮店 5%

4,597 株式会社　野本自動車部品 5%

4,598 ＮＯＲＡＮＥＫＯ 5%

4,599 Ｎｏｒａｌｉｌｙ，Ｅｓｔｅｌｌａ，Ｂａｅ 5%

4,600 ノリタケショップ陶仙 5%

4,601 海苔の七福屋 5%

4,602 ノンバディー 5%

4,603 のんほいイチゴ園とよはし 5%

4,604 ＰａｒｋＳＩＤＥＲ 5%

4,605 バーズアイ 5%

4,606 ＰＡＲＴＳ．ＣＯ．ＪＰ 5%

4,607 パーツショップ　修理屋さんの部品倉庫 5%

4,608 Ｈｅａｒｔｓ　Ｓｔｏｎｅ 5%

4,609 パーツテック 5%

4,610 パーツハウス横浜 5%

4,611 株式会社ヴァップス 5%

4,612 パーティードレス通販ナイトワン 5%

4,613 バードデザインレタープレス 5%

4,614 ハートフル　カントリー 5%

4,615 ハートランド通販 5%

4,616 ＶＡ－ＶＡ 5%

4,617 ハーバー小金井 5%

4,618 Ｂａｂ　ｅｌ　ｋｈａｉｒ 5%

4,619 パーフェクション 5%

4,620 ハーブガーデンショップ 5%
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4,621 ハーブ　リープ 5%

4,622 パーマネントエイジ 5%

4,623 ハーマンテディ 5%

4,624 Ｐａｌｍｓ＆ｃｏ．ｏｎｌｉｎｅ　ｓｈｏｐ 5%

4,625 ハーレーダビットソン　メガ松戸 5%

4,626 Ｈａｒｌｅｍ　Ｓｈｕｆｆｌｅ 5%

4,627 バーンストア 5%

4,628 バーンロムサイ鎌倉店 5%

4,629 バイオインターナショナル株式会社 5%

4,630 梅角堂 5%

4,631 ハイキューパーツ 5%

4,632 バイクパーツシティ 5%

4,633 バイクパーツＭｏｔｏＪａｍ 5%

4,634 梅古庵 5%

4,635 バイシクルショップピノ 5%

4,636 Ｈｉ－ｓｍｉｌｅ 5%

4,637 焙煎工房　桜 5%

4,638 焙煎工房　豆太 5%

4,639 ＶＩＴＡＬ　ＯＲＧＡＮ 5%

4,640 Ｈｉｄｅ　Ｈｏｕｓｅ 5%

4,641 パイナチュラル 5%

4,642 パイの店　芦屋カロル 5%

4,643 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　アクア２１近江八幡 5%

4,644 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　イオンモール草津店 5%

4,645 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　草津木川店 5%

4,646 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　鳥取湖山店 5%

4,647 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　出雲塩冶店 5%

4,648 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　大垣店 5%

4,649 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　敦賀店 5%

4,650 ＨＹＰＥＲＦＩＴ２４　松江学園店 5%

4,651 ハイバリューダイレクト 5%

4,652 ハイボルテージ 5%

4,653 パイロットショップ　バスタークライム 5%

4,654 ｆｌｏｗｅｒ＆ｇｕｉｔａｒ／ＰＢＤ 5%

4,655 Ｈａｕｓｋａ 5%

4,656 バウムレコード 5%

4,657 パオコーヒー 5%

4,658 博多織献上館にしむら 5%

4,659 博多大東園通販ショップ 5%

4,660 博多八助 5%

4,661 博多水炊き　とり田 5%

4,662 博多もつ鍋専門店　ぼんた 5%

4,663 博多もつ鍋芳々亭 5%

4,664 博多屋 5%

4,665 博多屋武道具店 5%

4,666 博多料亭稚加榮 5%

4,667 はがね堂 5%

4,668 ＨＵＧＧＡＢＥＥ公式オンラインショップ 5%

4,669 はかりや 5%

4,670 バカンスプロジェクト 2%

4,671 箔押しのズガ 5%

4,672 白銀本舗杉本利兵衛本店 5%

4,673 ハクダイ食品　グルメ村 5%

4,674 柏鳥堂本店 5%

4,675 博文栄光堂 5%

4,676 函館道新文化センター 5%

4,677 函館道新文化センター　神山教室 5%

4,678 函館山ロープウェイ　山頂ショップ 5%

4,679 はざま牧場 5%

4,680 はさみ屋 5%
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4,681 ぱさらや 5%

4,682 PATIENCE Harvey(株)北詰商事 5%

4,683 箸専門店 箸久 5%

4,684 はしもとフトンズ 5%

4,685 橋本屋神佛具店 5%

4,686 パシャ 5%

4,687 馬車道十番館 5%

4,688 走る山ねこや 5%

4,689 ＢＡＳＱＵＥ 5%

4,690 ＢＡＳＫ 5%

4,691 basketgoal.com 5%

4,692 パスタイム 5%

4,693 バースデー 5%

4,694 パステルロードショップ 5%

4,695 バスリエ株式会社 5%

4,696 長谷川栄製茶場 5%

4,697 はせがわ機械 5%

4,698 長谷川水産工場直売所　ミノリ商事 5%

4,699 長谷川時計店ネットショッピング 5%

4,700 パソコン卸売りセンター 5%

4,701 パターマット工房ＰＲＯゴルフショップ 5%

4,702 創業1915年 はたき米店 5%

4,703 畠山商店 5%

4,704 畑山温泉憩の家 5%

4,705 ８１０　ＤＥＳＩＧＮ　ＦＡＣＴＯＲＹ 5%

4,706 八戸酒類　株式会社 5%

4,707 八幡商事株式会社 5%

4,708 八宮松雪堂 5%

4,709 ８ＹＡＲＤＳ 5%

4,710 はちやフルーツ 5%

4,711 BAGSHOP ヱビスヤ 5%

4,712 バックス画材オンラインショップ 5%

4,713 ＢＡＧＳ　ＳＨＯＰ　三条タナカ 5%

4,714 パックスマート 5%

4,715 バッグのセレクトショップ　「ＤＡＮＪＯ」 5%

4,716 バックヤード 5%

4,717 Ｂａｃｋｙａｒｄ　Ｓｔｏｒｅ 5%

4,718 八水蒲鉾　株式会社 5%

4,719 ハッスル商店 5%

4,720 ｈａｔｚ 5%

4,721 ｈａｔｔｙ　Ｓｅｌｅｃｔ 5%

4,722 ｈａｔーｓｈｏｐ 5%

4,723 パーツハウス 5%

4,724 はつはな果蜂園 5%

4,725 ハッピースマイル雑貨店 5%

4,726 Ｈａｐｐｙ　Ｔｅｎ 5%

4,727 ハッピーブレッシング 5%

4,728 Ｈａｐｐｙ　Ｒｕｍｍｙ 5%

4,729 初穂製菓株式会社 5%

4,730 バディー　〔オフライン通販〕 5%

4,731 ＢＵＤＤＹ　ＢＥＬＴＳ　ＪＡＰＡＮ 5%

4,732 パティスリー　シュウェットカカオ 5%

4,733 パティスリー　ピュール　ドゥー 5%

4,734 ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥ　ＲＩＣＨＦＩＥＬＤ 5%

4,735 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ－ｒｕｂａｎ 5%

4,736 PATINASVINTAGECLOSET 5%

4,737 ハートトラベル 5%

4,738 バドナビ 5%

4,739 ハトヤ酒店 5%

4,740 花薫る宿よし乃亭 5%
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4,741 花ギフト　ボン・サーンス 5%

4,742 花慶 5%

4,743 パナソニック電動 自転車のメイト 5%

4,744 Ｈａｎａｚｏｎｏ 5%

4,745 花束ギフト花工房-誕生日翌日配達 5%

4,746 花塚農場 5%

4,747 バーナード・スクエア 5%

4,748 花智　ＯＮＬＩＮＥ　ＳＨＯＰ 5%

4,749 はなどんやアソシエ 5%

4,750 花の通販サイト　フロレット 5%

4,751 Ｈａｎａｎｏｎｏ（はなのの） 5%

4,752 花の館 5%

4,753 花野屋商店 5%

4,754 華鳩　榎酒造　株式会社 5%

4,755 ＨＡＮＡＨＡＮＡ 5%

4,756 ハナヘナショップ 5%

4,757 ＨａｎａＭａｒｙ 5%

4,758 はな物語 5%

4,759 花ゆえ 5%

4,760 ハナワ時計店 5%

4,761 ハニースティンガー 5%

4,762 ハニープラント 5%

4,763 パニカウ 5%

4,764 パニカウ　ＰＬＵＳ 5%

4,765 パニッツァ 5%

4,766 パネルＤＯ！ 5%

4,767 パノラマジック 5%

4,768 葉花 5%

4,769 ハピスショップ 5%

4,770 パピヨン 5%

4,771 ｂｕｆｆ 5%

4,772 Ｐｅｒｆｕｍｅｒｉｅ　Ｓｕｋｉｙａ 5%

4,773 濱崎屋 5%

4,774 はま太郎 5%

4,775 浜名湖　うなぎのたなか 5%

4,776 浜名湖産直マーケット 5%

4,777 濱乃家カタログ通販 5%

4,778 株式会社　ハマフ 5%

4,779 浜福鶴　吟醸工房 5%

4,780 ハミングジョー 5%

4,781 ハム・ベーコン エーデルワイス 5%

4,782 刃物、工具の良いもの市 5%

4,783 刃物の政豊ポンパレモール店 5%

4,784 早川食品株式会社 5%

4,785 ハヤシカメラ 5%

4,786 はやしだ 5%

4,787 バラ色の帽子ＯｎｌｉｎｅＳｔｏｒｅ 5%

4,788 ＰＡＲＡＢＯＸ 5%

4,789 バランスボディ研究所 5%

4,790 貼りアップ株式会社 5%

4,791 ｖａｒｉａｎｔ 5%

4,792 ＶＡＲＩＡＮＴ 5%

4,793 ＨＡＲＲＹ　ＳＴＯＲＥ 5%

4,794 バリーバニオンゴルフ 5%

4,795 ハリウッドレコード 5%

4,796 HARIO Lampwork Factory 5%

4,797 ＰＡＲＩＧＯＴ 5%

4,798 ハリジェンヌ　岡山店 2%

4,799 ハリソンオンラインストア 5%

4,800 ＨＡＲＵ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ 5%
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4,801 パルウェイ 5%

4,802 バルーンショップ　コンパス 5%

4,803 パルオーブ 5%

4,804 はるかぜキッチン 5%

4,805 はるこま屋 5%

4,806 はるじかん 5%

4,807 パルシステム茨城栃木（宅配利用代金） 5%

4,808 パルシステム茨城栃木（電気料金） 5%

4,809 パルシステム神奈川（宅配利用代金） 5%

4,810 パルシステム神奈川（電気料金） 5%

4,811 パルシステム群馬（宅配利用代金） 5%

4,812 パルシステム群馬（電気料金） 5%

4,813 パルシステム埼玉（宅配利用代金） 5%

4,814 パルシステム埼玉（電気料金） 5%

4,815 パルシステム静岡（宅配利用代金） 5%

4,816 パルシステム静岡（電気料金） 5%

4,817 パルシステム千葉（宅配利用代金） 5%

4,818 パルシステム千葉（電気料金） 5%

4,819 パルシステム福島（宅配利用代金） 5%

4,820 パルシステム福島（電気料金） 5%

4,821 パルシステム山梨（宅配利用代金） 5%

4,822 パルシステム山梨（電気料金） 5%

4,823 パレアンヌ 5%

4,824 バレエショップマアナ 5%

4,825 Ｈａｌｅ　Ｋａｉ 5%

4,826 パレット 5%

4,827 晴れの国おかやま館 5%

4,828 バレルバレー・プラハ　ＧＥＮ 5%

4,829 はろーしょっぷ 5%

4,830 ＢＵＲＲＯ’Ｓ　ＰＡＲＴＳ＆ＣＲＡＦＴＳ 5%

4,831 株式会社ハローＧ 5%

4,832 ハローデイ　ネットショップ 5%

4,833 パワーハウス 5%

4,834 ハワイアン雑貨 holoholo 5%

4,835 ハワイの風 5%

4,836 パワーＤＪ’ｓ 5%

4,837 パワーＤＪ’Ｓ　池袋 5%

4,838 Ｂａｒｎ　Ｓｔｏｒｍｅｒ 5%

4,839 パン・ミュージック 5%

4,840 ハンガー&インテリアTAMATOSHI 5%

4,841 ハンガリー市場 5%

4,842 晩菊本舗　三奥屋 5%

4,843 はんこ大王 5%

4,844 はんこ祭り 5%

4,845 はんこ家一番 5%

4,846 ハンコヤストア 5%

4,847 ハンコヤドットコム 5%

4,848 半澤鶏卵 5%

4,849 販促モア 5%

4,850 半田帽子店 5%

4,851 Ｐａｎｃｉａ 5%

4,852 Ｂａｎｄｉａ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｈｏｐ 5%

4,853 ＢＡＮＴＥＥＯＮＴＵＢＥ 5%

4,854 ｐａｎｄ 5%

4,855 坂東太郎本部 5%

4,856 有限会社Ｈａｎｄ－ｃｌａｐ 5%

4,857 パンドサンジュ 5%

4,858 Ｂａｎｄｃ　バンドシー 5%

4,859 HAND WORK とりい 5%

4,860 バンナイズ 5%
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4,861 HANNA WEB SHOP 5%

4,862 はんなり仏壇 5%

4,863 ばんば 5%

4,864 Ｈａｍｂｕｒｇ　Ｃａｆｅ 5%

4,865 晩梅 5%

4,866 パンプルムース 5%

4,867 ｈａｍｍｏｃｋ 5%

4,868 ＰＥＥＲ 5%

4,869 ヒアサ株式会社 5%

4,870 ピアッジオグループジャパンオフィシャルストア 5%

4,871 ピアノキッズ 5%

4,872 ピアブランカ 5%

4,873 ＢＭＸ　ＳＨＯＰ　ＣＡＶＥ 5%

4,874 株式会社ピーエムシー 5%

4,875 Ｂｅ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｔｏｒｅ 5%

4,876 ＢｅｅＱｕｅｓｔ 5%

4,877 ＶＥＨＩＣＬＥ 5%

4,878 びいぐるはうす 5%

4,879 B-koshin 5%

4,880 ＰＣ－ＩＤＥＡ　Ｐｌｕｓ 5%

4,881 ＰＣあきんど　ポンパレモール店 5%

4,882 ＰＣ　ＳＨＯＰ　レビューテ 5%

4,883 PCワンズ 5%

4,884 ＰＪゴルフ 5%

4,885 ｐｉｉｓｕ 5%

4,886 ビーズ　ＮＡＰＩ 5%

4,887 ＨＥＡＴＨ　ＯＮ－ＬＩＮＥ 5%

4,888 ｂーｓｑｕａｒｅ 5%

4,889 ビーズショップ・ストロビーズ 5%

4,890 Ｂ．ｓｔｕｆｆ 5%

4,891 ビーストック 5%

4,892 ｐｉｉｓｕ　ｐlus 5%

4,893 ビーズ屋公ちゃん 5%

4,894 Peach Wood 5%

4,895 ｂ２ーｏｎｌｉｎｅ 5%

4,896 ＰＤＡ工房 5%

4,897 ビーティーシー 5%

4,898 ビーデザイン 5%

4,899 BTOS 5%

4,900 BeeBALANCE 5%

4,901 ＰｅｏｐｌｅＴｒｅｅ 5%

4,902 ビームス メディカルオンラインショップ 5%

4,903 ＢｅＹＯＵ 5%

4,904 ヒーリングガーデン 5%

4,905 ｂｅａｎ’ｓ（越境用） 5%

4,906 ＢＥＡＮＳ珈琲 5%

4,907 BEENONE 5%

4,908 ピエールマントゥーオンラインショップ 5%

4,909 冷えとりとくらしの店 5%

4,910 ｐｉｅｎｉ・ｈｕｏｎｅ 5%

4,911 ビオの木ショップ 5%

4,912 東青山 5%

4,913 東山八百伊 5%

4,914 ピカまる金王冠のお米ネット販売店 5%

4,915 ビガリ 5%

4,916 光ギフトセンター 5%

4,917 ピカワン 5%

4,918 引き出物紙袋ネット 5%

4,919 引出物宅配おくるる 5%

4,920 ビクセン　オンラインストア 5%
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4,921 樋口農園 5%

4,922 ビクトリーオンラインショッピング 5%

4,923 ＨＩＧＥ　ＬＥＡＴＨＥＲ 5%

4,924 PICO庵 5%

4,925 肥後そう川手延べ麺 5%

4,926 Ｐｉｃｏｎｅ 5%

4,927 ＢＺＡＲ 5%

4,928 ピザ・アリオ 5%

4,929 ひさいスポーツ 5%

4,930 ｈｉｓａｇｕ 5%

4,931 ピザハウスロッソ 5%

4,932 ＰＩＺＺＡＲＥＶＯ 5%

4,933 ヒシサンオンラインショップ 5%

4,934 ビジネスシャツ弘温 5%

4,935 ビジネスシューズの店 Bi-Zak PLUS 5%

4,936 ビジネスホテル　ロイヤルイン菊 5%

4,937 ビジネスホテルアトリエ 5%

4,938 ビジネスホテルイーストパーク栗林 5%

4,939 ビジネスホテルコスモス徳島 5%

4,940 ビジネスホテルサンシャイン高松 5%

4,941 ビジネスホテル東宝イン高松 5%

4,942 ビジネスホテルパレス高松 5%

4,943 ビジネス旅館　河甚 5%

4,944 美術工芸なかの 5%

4,945 ビジュトリエ ユーロフラット 5%

4,946 美酒の泉ジャパニーズSAKE 5%

4,947 ビジョンワード 5%

4,948 ビストロ居酒屋懐ネットショップ 5%

4,949 Biz NetJapan 5%

4,950 備前焼 伊部陶苑 5%

4,951 備前焼工房クワイエットハウス 5%

4,952 備前焼　鳴瀧窯 5%

4,953 備前焼わかくさ 5%

4,954 飛騨・美濃すぐれもの 5%

4,955 日高本店 5%

4,956 飛騨高山　片野酒店 5%

4,957 常陸牛 御歳暮ギフト 肉のイイジマ 5%

4,958 ピッカリサンプル 5%

4,959 ピッキオワークス 5%

4,960 ビッグアグネスファン 5%

4,961 ビッグアメリカンショップ（通信販売） 5%

4,962 ＢＩＧ　ＡＭＥＲＩＣＡＮ　ＳＨＯＰ　ＯＮ 5%

4,963 ビッグヴィジョン 5%

4,964 ビッグウィルオンラインショップ 5%

4,965 ビッグサンダー 5%

4,966 ビックシューズ　テン 5%

4,967 ビッグハート 5%

4,968 ＢＩＧＢＡＮＧ 5%

4,969 ＢＩＧＢＡＮＧＫａａｇｏ店 5%

4,970 ＢＩＧ　ＢＡＮＧ　ＦＥＬＬＡＳ 5%

4,971 ＢＩＧＢＬＡＣＫＭＡＲＩＡ 5%

4,972 ＢＩＧ　ＢＯＳＳ　ＷＥＢ　ＳＨＯＰ 5%

4,973 ビッグミート山久　矢板店 5%

4,974 ビッグラン市毛ストア 5%

4,975 びっくりカーテン 5%

4,976 ビッグリグカスタム 5%

4,977 筆匠 朱陽堂 5%

4,978 Ｂｉｔｔｅ 5%

4,979 ヒットライン 5%

4,980 ＨｉＰＢＯＮＥ　ＳＬｉＭ 5%
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4,981 ひでじ工房 5%

4,982 ｈｉｎａ 5%

4,983 ビーナスベッド 5%

4,984 日生お取り寄せ市場 5%

4,985 ひなた 5%

4,986 ｈｉｎａｔａｎｏ 5%

4,987 雛人形のｍｉｎｉｃｏｌａ 5%

4,988 ヒノキオショップ 5%

4,989 ひのき泥炭石．ＣＯＭ 5%

4,990 火の茶房 5%

4,991 ＢｉｎｏＪａｐａｎ 5%

4,992 日の出製麺所 5%

4,993 ビノワコスメティック 5%

4,994 美肌商店 5%

4,995 ｖｉｖｉ　ａｎｄ　ｃｏｃｏ 5%

4,996 ビビットスタイル 5%

4,997 vivipri 5%

4,998 ひまわり花壇 5%

4,999 美味逸品 5%

5,000 氷見うどん　美濃屋 5%

5,001 ヒムカ 5%

5,002 ひもの専門店　平田屋 5%

5,003 ひもの屋沼津ふなと 5%

5,004 百笑米オンラインショップ 5%

5,005 ひゃっけん堂 5%

5,006 日山オンラインショップ 5%

5,007 PURE・HEART　自然館 5%

5,008 ヒュウガトウキショップ 5%

5,009 ビューストア 5%

5,010 ビューティーサポート 5%

5,011 ビューティーパーク 5%

5,012 ｂｅａｕｔｙｆｉｖｅ 5%

5,013 ｂｅａｕｔｙｆａｃｔｏｒｙ 5%

5,014 有限会社ビューティマネージメント右近 5%

5,015 ヒューマン・プレス　オンラインストア 5%

5,016 ビューティーミュージアム　カサブランカ 2%

5,017 ビューティーミュージアム　倉敷駅前 2%

5,018 ビューティーミュージアムコスタデルソル 2%

5,019 ビューティーミュージアム　サンタモニカ 2%

5,020 ビューティーミュージアムニューカレドニア 2%

5,021 ビューティーミュージアム　フィジー 2%

5,022 ビューティーミュージアム　モナコ店 2%

5,023 表具店 高梧堂 5%

5,024 兵丹島 5%

5,025 表札工房 アート・マーク 5%

5,026 ヒラウチ寝具店 5%

5,027 平岡回生堂薬局大矢知店 5%

5,028 ヒラオカ宝石ウェブショップ 5%

5,029 PIRACONIA 5%

5,030 有限会社平戸口吉善商店 5%

5,031 美ラボ 5%

5,032 株式会社平山旅館壱岐もの屋 5%

5,033 弘前物産パルシー 5%

5,034 ひろしま玉手小箱 5%

5,035 廣島屋 5%

5,036 広島焼　松尾 5%

5,037 ひろしま夢ぷらざ 5%

5,038 廣田屋薬局 5%

5,039 ヒロツクオンラインショップ 5%

5,040 ひろ農園 5%
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5,041 ＨｉｌｏＨｏｍｅｍａｄｅＩｃｅＣｒｅａｍ 5%

5,042 廣美陶房 5%

5,043 Piroleikki 5%

5,044 びわ本舗（株）ティー・エス・アイ 5%

5,045 ＰＩＮＣＴＡＤＡ 5%

5,046 ピンクドラゴン 5%

5,047 ピンポンデザインストア 5%

5,048 ＦＡＲ　ＥＡＳＴ　ＧＵＩＴＡＲＳ 5%

5,049 ファースト家具(1st-kagu) 5%

5,050 ファーストキャビン関西空港 5%

5,051 ファースト倶楽部 5%

5,052 ファーストステップシューズ 5%

5,053 １ｓｔフコイダン 5%

5,054 ファーストライフ 5%

5,055 ファーファオンライン本店 5%

5,056 ファームくりはら 5%

5,057 ファーム渡辺 5%

5,058 ファイヴスター 5%

5,059 ファイテン（株） 5%

5,060 ファイテン　ＩＰサロン 5%

5,061 ファイテン　ＩＰ美ｙｏｕ人 5%

5,062 ファイテンＩＰサロン　東銀座店 5%

5,063 ファイテンショップ　相模原駅ビル店 5%

5,064 ５ｍｉｎｕｔｅｓ 5%

5,065 ＦＩＬＥ 5%

5,066 ファインボックス 5%

5,067 ファクトリーエザワ 5%

5,068 ｆａｓｔ　ｌａｎｅ 5%

5,069 ＦＡＳＣＩＮＡＴＥ 5%

5,070 ファッションシューズアベリア 5%

5,071 ｆａｐｐｙ 5%

5,072 ファティマ　モロッコ 5%

5,073 ＦＵＮＮＹ　ＳＵＰＰＬＹ 5%

5,074 ファブフォー 5%

5,075 Fabric House Iseki 5%

5,076 ファブリックブルー 5%

5,077 ファミリー薬局 5%

5,078 ファミリー薬局Overseas 5%

5,079 ファルベ 5%

5,080 ファレット 5%

5,081 ファンジェリック 5%

5,082 ファンタジスタ 5%

5,083 ファンテック株式会社 5%

5,084 ＦＵＮトラクション 5%

5,085 ｆａｎｂｉ　寺内 5%

5,086 ｆａｎｂｉ　寺内　通販 5%

5,087 ｆａｎｂｉ寺内　ｗｅｂ通販 5%

5,088 ｆａｎｂｉ寺内　ｗｅｂ通販　年会費 5%

5,089 ＦＵＭＦＵＭオンラインショップ 5%

5,090 フィード 5%

5,091 フィーノ 5%

5,092 Ｆｅｅｌｉｎ’ 5%

5,093 feel the ZEN 5%

5,094 フィールドゲインズショップ 5%

5,095 フィールドロック株式会社 5%

5,096 Ｆｅｅｌ　Ｆｅｌｌｏｗ 5%

5,097 フィオーレスポーツ　ゴルフ専門店 5%

5,098 フィオリーノECショップ 5%

5,099 Ｆｉｇｕｅ 5%

5,100 フィズビヨンド 5%
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5,101 ＦＩＸＩＴ 5%

5,102 フィッシングキャット 5%

5,103 フィッシングジャンプ 5%

5,104 Ｆｉｓｈｉｎｇ　Ｓｈｏｐ　ＳＵＮＪＯＹ 5%

5,105 フィッシングプロショップオジーズ 5%

5,106 フィッシング遊ｗｅｂ店 5%

5,107 Ｆｉｔｎｅｓｓ　ｉｎ　Ｌｉｆｅ 5%

5,108 フィルター本舗 5%

5,109 フィンチ 5%

5,110 フィンペン　と　ノル 5%

5,111 Ｆｅｕ 5%

5,112 フーズランド北海道 5%

5,113 プーゼ寺町二条本店 5%

5,114 ふうちょう保護区 5%

5,115 Ｆｏｏｄｙ’ｓ 5%

5,116 フードームジャパン 5%

5,117 ｈｏｏｐｅｒｄｏｏ 5%

5,118 風来 5%

5,119 風流堂 5%

5,120 株式会社ＰｏｕｒＶｏｕｓ 5%

5,121 フェイスウェブ 5%

5,122 フェイスポップアートギャラリー 5%

5,123 フェイバリット　ストア 5%

5,124 フェイルスワース 5%

5,125 フェーブなつじかん 5%

5,126 笛木醤油 5%

5,127 ＦＥＴＩＳＨｂｙＯ．Ｓ．Ｐ 5%

5,128 フェニックス黒豚しゃぶ事業部 5%

5,129 フェニックス通商有限会社 5%

5,130 ｆｅｖｒｉｅｒ 5%

5,131 Ｆｅｌｉｌｌｏ 5%

5,132 Ｆｅｌｉｃｉｔａ　三宅縫製所 5%

5,133 フェルザジャパン 5%

5,134 フエルハピネス 5%

5,135 フェレットリンク＆ラビットリンク 5%

5,136 フェローニア化粧品 5%

5,137 フォーキー 5%

5,138 4seasons Gallery 5%

5,139 ４ＷＰＷ　ＪＡＰＡＮ　オンラインストア 5%

5,140 Ｆｏｒｔｕｎｅ　８－おしゃれなブランド通販 5%

5,141 ＦＯＲＴ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＳＴＯＲＥ 5%

5,142 (株)ブオーノプラス　食品事業部 5%

5,143 株式会社ブオーノプラス　ヂップス事業部 5%

5,144 ＦＯＵＲＦＯＲＴＹ 5%

5,145 フォーマルショッピング 5%

5,146 フォーマルドレスｓｈｏｐドレスモードポンパレモールテン 5%

5,147 フォームペコラクリーニング 5%

5,148 フォーモスト 5%

5,149 ４Ｕ　ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ 5%

5,150 ４ｌｅｇｓ　ｏｎｌｉｎｅ　ｓｔｏｒｅ 5%

5,151 ふぉっしる 5%

5,152 フォッシルＥ－ＣＯＭＭＥＲＣＥ 5%

5,153 フォトうのだん 5%

5,154 フォトギャラリーネットサービス 5%

5,155 フォトショップ　ひまわり 5%

5,156 ふぉとすてっぷ 5%

5,157 フォトムジカ　アンティクアリィ 5%

5,158 フォーラム仙台オンラインチケット 5%

5,159 フォーラム那須塩原オンラインチケット 5%

5,160 フォーラム東根オンラインチケット 5%
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5,161 フォーラム盛岡オンラインチケット 5%

5,162 フォーラム山形オンラインチケット 5%

5,163 Ｆｏｒ－ｒｅｓｔ　サロン 5%

5,164 フォレストファーム 5%

5,165 深海三龍堂 5%

5,166 ＦＵＫＡＮＥ 5%

5,167 福井ウクレレクラスタ楽音 5%

5,168 福井水産 5%

5,169 福井の米屋 2%

5,170 福井冬水ようかん紀行 5%

5,171 ふくい味覚倶楽部 5%

5,172 福うらら 5%

5,173 福島酒店 5%

5,174 福島履物店 5%

5,175 福珠窯ファクトリーショップ 5%

5,176 福寿鉱泉水販売所 5%

5,177 福寿鉱泉販売所 5%

5,178 御菓子司 福壽堂本店 5%

5,179 ぷくすけオンラインショップ 5%

5,180 福田武道具 5%

5,181 ふくふく 5%

5,182 ふくやポンパレモール店 5%

5,183 福山駅前シネマモード 5%

5,184 福山ステーションイン 5%

5,185 福山物産くろず屋 5%

5,186 福山両備タクシー　カード 5%

5,187 福利厚生倶楽部はがき印刷 5%

5,188 フコイダン本舗有限会社 5%

5,189 Ｐｕｓａｋｏ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 5%

5,190 フジ・ナーセリー 5%

5,191 ふじかわ果樹園 5%

5,192 藤川酒店 5%

5,193 藤木伝四郎商店 5%

5,194 フジクラゴルフクラブ相談室 5%

5,195 フジコン　オオクワ通販事業部 5%

5,196 富士産業株式会社　ウェルベスト事業部 5%

5,197 冨士自動車 5%

5,198 不二商事 5%

5,199 富士スポーツ 5%

5,200 フジスポーツ株式会社 5%

5,201 藤田店（聖和堂） 5%

5,202 フジックス 5%

5,203 富士正酒造合資会社 5%

5,204 藤丸 5%

5,205 藤美園茶舗 5%

5,206 ふじみ野ラン園 5%

5,207 ふじむら農園 5%

5,208 島根の米専門店 藤本米穀店 5%

5,209 冨士屋Ｇａｌｌｅｒｙー也百 5%

5,210 藤勇オンラインショップ 5%

5,211 不織布マスクのワークアップ 5%

5,212 フジヨシ醤油　株式会社 5%

5,213 （有）蒲仙堂 5%

5,214 札所０番 5%

5,215 ＦＵＴＡＢＡ 5%

5,216 ふたば漢方薬局 5%

5,217 ぶちうまカタログショップ 5%

5,218 プチバンビーナ 5%

5,219 ＰＥＴＩＴ　ＢＥＢＥ 5%

5,220 府中家具工業協同組合 5%
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5,221 府中家具の館 5%

5,222 ぷちリカーズＤＯＮ 5%

5,223 ＢＯＯＫＯＦＦ　新座栗原店 2%

5,224 ＢＯＯＫＯＦＦ　北烏山店 2%

5,225 ＢＯＯＫＯＦＦ　東久留米前沢店 2%

5,226 ＢＯＯＫＣＯＵＲＩＥＲ 5%

5,227 ｂｏｏｋｎｅｘｔ 5%

5,228 fukkoselectshop 5%

5,229 仏壇職人 関工作所 5%

5,230 佛壇の古屋鋪 5%

5,231 フットサルショップ・ＰＡＮＮＡ 5%

5,232 フットユニ 5%

5,233 ブッラータ専門工房　Ｃｈｅｅ　Ｂｏ 5%

5,234 創業文政五年 仏壇お位牌の仏礼堂 5%

5,235 ブティック　松坂屋 5%

5,236 ブティックモイラ 5%

5,237 ふとん工場サカイ 5%

5,238 ふとん工房わたこ 5%

5,239 布団とパジャマ ふとんハウス 5%

5,240 ふとんの川野辺 5%

5,241 ふとんのヨネタ 5%

5,242 ふとんのわた勇 ヤフー店 5%

5,243 ふとん村 名古屋市名東区に実店舗 5%

5,244 ふとんやどっとこむ 5%

5,245 プ二プ二クラブ 5%

5,246 ｈｕ＊ｈｕ 5%

5,247 ｆｕ　ｆｕ　ｎｅｔ 5%

5,248 プポン 5%

5,249 ＦＵＴＵＲＥ　ＷＯＲＬＤ 5%

5,250 冬スポ　オンラインショップ 5%

5,251 ｐｌｙｗｏｏｄ 5%

5,252 ＢＲＹＷＢ 5%

5,253 プライスパケット 5%

5,254 プライズマーケット 5%

5,255 ブライト 5%

5,256 Ｂｒｉｇｈｔｌｅｌｅ　公式サイト 5%

5,257 フライパン倶楽部 5%

5,258 プライムケア東京 5%

5,259 Ｐｒｉｍｅ　Ｃｈｏｃｏｌａｔｓ 5%

5,260 ＰＲＩＭＥＨＥＡＲＴ 5%

5,261 ＢＲＩＮＥ 5%

5,262 ＢＬＩＮＤ 5%

5,263 ブラシカ 5%

5,264 プラスイン 5%

5,265 プラスエイト 5%

5,266 プラスデザイン 5%

5,267 ｐｌｕｓ　ｏｎｅ 5%

5,268 プラスワン　和歌山ミオ北館店 5%

5,269 Ｆｌａｔｈｏｒｉｔｙ 5%

5,270 プラチナム　ショップ 5%

5,271 プラチノ桜新町店 5%

5,272 ＢＬＡＣＫ　ＳＭＩＴＨ 5%

5,273 ＢｌａｃｋＷｅｅｋｅｎｄ 5%

5,274 ＦＬＡＧ　ＳＨＩＰ 5%

5,275 ＢＬＡＣＫ　ＳＵＧＡＲ 5%

5,276 ブラックシリカ健康館エコサイエンス 5%

5,277 ブラックストリームケンネル 5%

5,278 ＢＬＡＣＫ　ＭＡＲＫＥＴ 5%

5,279 ＦＬＡＴＯＵＴ 5%

5,280 フラットリバイス 5%

6333



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

⑤EC・通信販売（その他ECサイト） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

5,281 プラビット 5%

5,282 ＰＬＵＳ　ＰＬＵＳ 5%

5,283 ＢＲＡＶＯ　ＲＥＣＯＲＤＳ 5%

5,284 ＰＬＵＭ　ＷＥＢ　ＳＨＯＰ 5%

5,285 ｆｌｏｗｅｒ＆ｇｕｉｔａｒ 5%

5,286 フラワー＆ベーカリー　ＨａＲｕ 5%

5,287 Ｆｌｏｗｅｒ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　ＪＩＹＵＧＡＯＫＡ 5%

5,288 フラワー　ｇｒａｃｅ． 5%

5,289 フラワーショップ 5%

5,290 ｆｌｏｗｅｒ　ｓｈｏｐ　花梶 5%

5,291 フラワーショツプ　つくし 5%

5,292 フラワーズキュータネ 5%

5,293 フラワーボックス 5%

5,294 フラワーレコーズオンラインショップ 5%

5,295 フラワ－ショツプ　つくし 5%

5,296 フラワーファーム 5%

5,297 ブランカネットショップ 5%

5,298 ＦＲＡＮＫ　暮らしの道具 5%

5,299 フランシス・インター 5%

5,300 ＦＲＡＮＧＩＰＡＮＩ 5%

5,301 ＦＲＡＮ　ＤＥ　ＬＩＮＧＥＲＩＥ 5%

5,302 ブランドステーション 5%

5,303 ブランドデポ 5%

5,304 ブランドネクタイショップ アルゾ 5%

5,305 ブランドピース　心斎橋店 5%

5,306 ブランド洋食器　ル・ノーブル 5%

5,307 フリーヴ 5%

5,308 ＦＳネットショップ 5%

5,309 ＦＲＥＥＤＯＭ 5%

5,310 ｆｒｅｅ　ｄｅｓｉｇｎ 5%

5,311 フリーマン　ジョイアス 5%

5,312 プリズム 5%

5,313 振袖レンタル　はいの 5%

5,314 ブリッツ・インターナショナル 5%

5,315 プリティグッド工房 5%

5,316 プリフラドットコム 5%

5,317 ｆｒｉｐｏｎ－ｆｒｉｐｏｎｎｅ 5%

5,318 ＰＲＩＭＯ 5%

5,319 ｐｌｕｍｅ 5%

5,320 ブリューランド 5%

5,321 プリンスアイスワールドオンラインショップ 5%

5,322 プリンタペーパープロの店 5%

5,323 プリントウォーク 5%

5,324 プリントオン 5%

5,325 プリントオンライン 5%

5,326 プリント基板センターＰＢ 5%

5,327 プリントＧＯ 5%

5,328 プリントコンシェル 5%

5,329 ＢＬＵＥ　ＳＭＯＫＥ 5%

5,330 ブルーアガベ専門ショップ 5%

5,331 ブルーウェイ　ショップ 5%

5,332 ブルーゲイト株式会社 5%

5,333 フルーツシャワー 5%

5,334 フルーツファームカトウ 5%

5,335 フルーツ餅松竹堂ウェブストア 5%

5,336 フルーツ餅松竹堂 5%

5,337 ブルーナ・ブルーナ 5%

5,338 ｂｌｕｅｂａｎａｎａ９９ 5%

5,339 ブルーベリー葉茶のなな葉ショップ 5%

5,340 bloom webshop 5%
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5,341 ｂｌｏｏｍ 5%

5,342 Ｂｌｕｍｅ 5%

5,343 フルール　ド　ニアー 5%

5,344 ブルガリア・ビー・ガーデン 5%

5,345 古着通販　ブランドリサイクルてんとうむし 5%

5,346 ふるさと産直村 5%

5,347 古澤漆器店 5%

5,348 古澤堂酒店 5%

5,349 フルショット ショッピング 5%

5,350 ＦＵＬＬ　ＳＰＥＥＤ 5%

5,351 古館製麺所 5%

5,352 フルッティア 5%

5,353 ブルトンヌ・オンラインショップ 5%

5,354 ｈｕｒｕｎｉａ 5%

5,355 フルマークスウェブストア 5%

5,356 株式会社プルミエクリュ 5%

5,357 降矢酒店 5%

5,358 古谷商店 5%

5,359 ＰＬＥＩＡ　Ｈｏｔｅｌ 5%

5,360 プレイフェア 5%

5,361 プレイヤーズゲートドットコム 5%

5,362 ブレインシステムズ 5%

5,363 ＰＬＡＴＥＰＩＡ　ＪＰ　ＳＴＯＲＥ 5%

5,364 ＰＬＡＴＥＰＩＡ　ＳＴＯＲＥ 5%

5,365 Ｐｌａｉｎ　Ｔａｂｌｅ 5%

5,366 プレーンテーブル 5%

5,367 Ｐｌａｉｓｉｒ（プレジール） 5%

5,368 Ｂｌｅｓｓ 5%

5,369 プレスト 5%

5,370 プレゼンス 5%

5,371 フレックスギャラリー 5%

5,372 フレッシュ産地直送便 5%

5,373 フレッシュフルーツ　はちや 5%

5,374 フレッシュライス　マチダ 5%

5,375 合同会社プレビジョン 5%

5,376 プレママプラス 5%

5,377 プレミアホテル－ＴＳＵＢＡＫＩ－札幌 5%

5,378 PREMIUM INTERIOR SHOP 5%

5,379 プレミアムギターズ 5%

5,380 プレミアムパレット 5%

5,381 プレミアムレンタカー　東京営業所 5%

5,382 フレンデールｅ－ショップ 5%

5,383 フレンドマリンストア 5%

5,384 FLOW 5%

5,385 ブロードサービス株式会社 5%

5,386 broadstage　ブロードステージ 5%

5,387 ＢＲＯＴ　ＬＡＮＤ 5%

5,388 フローリストKAJIWARA　ECショップ 5%

5,389 フローリストＪＯＹ 5%

5,390 フローリストパリ 5%

5,391 ＦＲＯＬＩＣ 5%

5,392 プログレススポーツ 5%

5,393 プロジェクトケー 5%

5,394 プロショップ　エム 5%

5,395 プロショップ　アイアイ 5%

5,396 プロショップエトウ 5%

5,397 ＰＲＯＳＨＯＰ　ＳＡＩＴＯＨ 5%

5,398 Pro Shop Dreamy 5%

5,399 プロショップリバーロード 5%

5,400 プロショップレーザー 5%
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5,401 ブロス 5%

5,402 プロツール　．ＣＯＭ 5%

5,403 ＦＲＯＧＳ　Ｃｏｒｐ． 5%

5,404 フロッグポート 5%

5,405 ブロッサム 5%

5,406 ＰＲＯＰＳ　ＳＴＯＲＥ 5%

5,407 ＰＲＯＰＳＳＴＯＲＥＡＮＮＥＸ 5%

5,408 プロテインショップ 5%

5,409 プロフィット・インク 5%

5,410 プロフーズ 5%

5,411 フロム蔵王ポンパレモール店 5%

5,412 フロムファースト 5%

5,413 ＦＲＯＭ　ＦＩＲＳＴ　Ｍｕｓｅｅ 5%

5,414 フロンティア 5%

5,415 分解工房公式ＷＥＢＳＨＯＰ 5%

5,416 ブング・ステーション 5%

5,417 文具専門ストアＵＳＡＧＩＹＡ 5%

5,418 文庫屋「大関」 5%

5,419 ＢＵＮＴＥＮ 5%

5,420 ＢＵＮネットショッピング 5%

5,421 文明堂 5%

5,422 文明堂 5%

5,423 ペアアクセサリー専門店ＦＩＳＳ 5%

5,424 ヘアーサロン　梅津 5%

5,425 ヘアーサロンマキ 5%

5,426 Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｈ　Ａｒｇｏ 5%

5,427 ベアダイレクト 5%

5,428 BEAR TRACK 5%

5,429 ペアブロッサム 5%

5,430 ベイサイド　ジャズ　レコード 5%

5,431 ｈａｚｙ 5%

5,432 ヘイジェントルマンカフェ 5%

5,433 ベイジョイ 5%

5,434 へいとうはじめオフィス　ミニトラベル埼玉東営業所 2%

5,435 BABY&ME 5%

5,436 ベイビーシナモン 5%

5,437 ベーグル通販専門店ｃｏｃｏｂａｇｅｌ 5%

5,438 株式会社ペー・ジェー・セー・デー・ジャパン 5%

5,439 ベースボールショップ　Ｇ・Ｔ・Ｋ 5%

5,440 ベータ食品　ポンパレモール店 5%

5,441 ベータチタニウムオンラインショップ 5%

5,442 ペシェ・ミニヨン／スナッフルス 5%

5,443 ベジターレショップ 5%

5,444 Ｖｅｇｅｔｕｓ 5%

5,445 ベスコオンラインストア 5%

5,446 ベストＨＢＩ 5%

5,447 ベスト・クラフト 5%

5,448 ベストクロップ通販 5%

5,449 ベストパーツオンライン 5%

5,450 ベストワン ECO倶楽部 5%

5,451 ＶＥＳＰＯＦＦＩＣＩＡＬＯＮＬＩＮＥＳＴ 5%

5,452 ベセルカクリスタル 5%

5,453 ベターフォー 5%

5,454 ペチカ雑貨店 5%

5,455 BESSHOオンラインストア 5%

5,456 ペット　バル 5%

5,457 ペットグッズショップＭｕｒｏｌ 5%

5,458 Ｐｅｔ　Ｇｏｏｄｓ　ＵＳＡ 5%

5,459 ペットショップシリアスワン 5%

5,460 Ｐｅｔ　Ｓｈｏｐ　Ｂｒｏｓ． 5%
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5,461 ペットニュートリション 5%

5,462 ペットニュートリションオンライン 5%

5,463 株式会社ペットバルーン 5%

5,464 ＰＥＴ　ＢＡＬＬＯＯＮ　ＮＥＴＳＨＯＰ 5%

5,465 ペットメモリアルグッズPeacefully 5%

5,466 ペット用品NAVI 5%

5,467 ペットワークス 5%

5,468 株式会社ベティスミス 5%

5,469 へてから 5%

5,470 ベトナム珈琲豆屋 5%

5,471 ヘナ日和 5%

5,472 ベニヤビューティードットコム 5%

5,473 ベネチアナ 5%

5,474 ベビー＆キッズ　チアマム 5%

5,475 ベビー・キッズヘアアクセサリーのネネズデ 5%

5,476 ベビー布団専門店　よくねる 5%

5,477 ベビー用品の街 5%

5,478 ベビーリング屋さんファセット 5%

5,479 ヘブンリーレッド 5%

5,480 ＢｅＢｅ’Ｉｍｐｏｒｔ 5%

5,481 ｂｅｍｏｃｏｒｎｅｒ 5%

5,482 ＢＥＬＡ　ＶＩＳＴＡ　Ｓｉｎｃｅ１９８９ 5%

5,483 ペリカンネット 5%

5,484 ベリコントランポリン 5%

5,485 ベリタス販売　株式会社 5%

5,486 ヘリテージ（ｈｅｒｉｔａｇｅ） 5%

5,487 ヘリモンスター 5%

5,488 ペルアドラオンラインショップ 5%

5,489 ヘルシーカンパニー２１Ｃ 5%

5,490 ヘルシーハット 5%

5,491 ヘルシーライフＯＮＬＩＮＥショップ 5%

5,492 ベルズスクエア 5%

5,493 ベルナール 5%

5,494 ベルピア 5%

5,495 ベルビュー 5%

5,496 ベル宝飾 5%

5,497 ヘルマン 5%

5,498 ベルマン化粧品のデネットＩＣＬ 5%

5,499 ベルミント 5%

5,500 Perle un peu ペルルアンプー 5%

5,501 ベルローズ 5%

5,502 ベレンクラフト 5%

5,503 弁慶 5%

5,504 ペンタメロネ 5%

5,505 ＢＥＮＬＬＹ’Ｓ＆ＪＯＢ 5%

5,506 Ｐｏｉｎｔ　Ａｆｔｅｒ 5%

5,507 防災ワン 5%

5,508 帽子専門店 ARDE 5%

5,509 帽子屋　ミッサ・モーレ 5%

5,510 宝寿園 5%

5,511 (株）方丈堂出版 5%

5,512 宝石大陸　（株）ミネラルエージェント 5%

5,513 宝石メガネ時計補聴器ＭＵＲＡＴＡ 5%

5,514 包丁屋 5%

5,515 防犯カメラ通販．ｃｏｍ 5%

5,516 防犯窓鍵のプロショップ 5%

5,517 欧風雑貨　ＣｕｉＣｕｉ 5%

5,518 ぼうまたオンラインストア 5%

5,519 豊明園 5%

5,520 ボウラーズクラフト能代 5%
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5,521 ボウリングショップ　アップ 5%

5,522 Ｐｏｅｍ 5%

5,523 ｔｈｅ　ｐｏｅｍ 5%

5,524 ボーイズインザバンド 5%

5,525 ＰＡＷ　ｏｆ　Ｓｗｅｄｅｎ　ＪＡＰＡＮ 5%

5,526 ＰＯＫＥＲＳ　ＤＥＳＩＧＮ　ONLINESHOP 5%

5,527 ＨＯＪＯ 5%

5,528 ボーダレス 5%

5,529 Ｈｏｍｅ　Ｂｏｕｎｄ 5%

5,530 ホームセンターブリコ 5%

5,531 ホームドライ 5%

5,532 ホーリックダイレクト 5%

5,533 （有）ホールドオール（インガ） 5%

5,534 BORNFREE E-SHOP 5%

5,535 北限の御茶処　村上　九重園 5%

5,536 北彩屋 5%

5,537 ボークス　ホビー天国ウェブ 5%

5,538 ボークスＷＥＢサイト 5%

5,539 ボークス通販隊 5%

5,540 ボークスホビー天国ウェブ 5%

5,541 北星交通株式会社 5%

5,542 ぼくの玉手箱屋ー 5%

5,543 ボクのパーツ 5%

5,544 北雄ホームサービス 5%

5,545 北陸ｅもん 5%

5,546 ホクレン流通開発課グリーンショップ 5%

5,547 ポケブリック 5%

5,548 干し芋販売の丸平 5%

5,549 ほしかや陶器 5%

5,550 星野源オンラインストア 5%

5,551 ポスターラボ 5%

5,552 ポスト　ディテール 5%

5,553 ボストン 5%

5,554 ポータークラシック　ギンザ 5%

5,555 ＰＯＲＴＥＲ’ＳＰＡＩＮＴＳ　ＪＡＰＡＮ 5%

5,556 ほたて屋　大丸高田漁業 5%

5,557 ほたるの里のお洗濯屋さん 5%

5,558 北海道アグリマート 5%

5,559 北海道お土産お取り寄せ通販王国 5%

5,560 北海道教育大学生活協同組合札幌 5%

5,561 北海道新聞　あしょろ販売所 5%

5,562 北海道新聞　佐藤販売所 5%

5,563 北海道新聞　繁田販売所 5%

5,564 北海道新聞　大竹販売所 5%

5,565 北海道新聞　大畑販売所 5%

5,566 北海道スイーツ・スイートますや 5%

5,567 北海道とれたて本舗 5%

5,568 北海道古平清水商店 5%

5,569 北海道ホテル 5%

5,570 北海道有機農業協同組合 5%

5,571 ポッシュ・シゴーニュ 5%

5,572 ボッテガ・エッセ 5%

5,573 ほっとえむ 5%

5,574 ｐｏｄｐａｒｋ 5%

5,575 ＨＯＴＭＡＲＴ 5%

5,576 hotlove netshop 5%

5,577 ほっとらんど 5%

5,578 ほっぺる 5%

5,579 布袋ワインズ株式会社 5%

5,580 ホテル　サンマルコ 5%
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5,581 ホテル　大観荘 5%

5,582 ホテル　トレンド岩国 5%

5,583 ホテル　トレンド西条 5%

5,584 ホテル祖谷温泉　通信販売部 5%

5,585 ホテルヴェルセル 5%

5,586 ホテルオークニ（ロイヤルイン 5%

5,587 ホテル光陽閣 5%

5,588 ＨＯＴＥＬ　ＴＨＥ　Ｇｒａｎｄｅｅ 5%

5,589 ホテルスポーツパルコ 5%

5,590 ホテル寺尾 5%

5,591 ホテルトレンド浅草１ 5%

5,592 ホテルトレンド浅草田原町 5%

5,593 ホテルトレンド浅草２ 5%

5,594 ホテルトレンド旭川 5%

5,595 ホテルトレンド大分駅前 5%

5,596 ホテルトレンド岡崎駅前 5%

5,597 ホテルトレンド金沢駅前 5%

5,598 ホテルトレンド金沢片町 5%

5,599 ホテルトレンド東武浅草駅北 5%

5,600 ホテルトレンド長野 5%

5,601 ホテルトレンド西心斎橋 5%

5,602 ホテルトレンド船橋 5%

5,603 ホテルトレンド松本 5%

5,604 ホテルトレンド三河安城 5%

5,605 ホテルトレンド水戸 5%

5,606 ホテル日航大分オアシスタワー宿泊 5%

5,607 ホテルニューことぶき 5%

5,608 ホテルパークサイド高松 5%

5,609 ホテルパーク仙台Ⅱ 5%

5,610 ホテルビスタ名古屋〔錦〕 5%

5,611 ホテルビスタプレミオ京都［河原町通］ 5%

5,612 ホテルビスタプレミオ横浜〔みなとみらい〕 5%

5,613 ＨＯＴＥＬ　Ｂｉｗａｋｏスリーゼ 5%

5,614 ホテルベストランド〔ＦＡＸオーダー〕 5%

5,615 ホテル奉仕会館 5%

5,616 ＨＯＴＥＬ　ＬＯＶＥＲＳ 5%

5,617 ＢｏｎｎｙＢｅｅ 5%

5,618 ボヌールショップ 5%

5,619 ホビー倶楽部 5%

5,620 ホビーショップ　エムズプラス 5%

5,621 ホビーショップチャンプ 5%

5,622 ホビーショップ森の里くらぶ 5%

5,623 Ｈｏｂｂｙ’ｓ　Ｗｏｒｌｄ 5%

5,624 Ｂｏｂ’ｓ　Ｓｅａｔ 5%

5,625 ポポラマーマオンラインショッピング 5%

5,626 ホームファッションしまばやし 5%

5,627 ほめたま 5%

5,628 堀内商事 5%

5,629 ほりえ酒店 5%

5,630 堀口海産 5%

5,631 堀周商店 5%

5,632 ＢＯＲＩＳ　ＺＡＫＫＡＴＥＮ 5%

5,633 ボリス雑貨店 5%

5,634 ホリスメディカル 5%

5,635 ポリッシュドスカンク 5%

5,636 彫り札屋 5%

5,637 ボルサソベラナ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｔｏｒｅ 5%

5,638 ＢＯＲＤＥＡＵＸ 5%

5,639 ぽると総本舗 5%

5,640 ＨＯＬＵＤＯＮＡｍａｒｋｅｔ 5%

6339



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

⑤EC・通信販売（その他ECサイト） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

5,641 ホルベインオンラインショップ 5%

5,642 ボレイ　ストア 5%

5,643 ポロ.Tシャツの店チープトック 5%

5,644 ボロライディングショップ 5%

5,645 ホワイエＷＥＢショップ 5%

5,646 ホワイトブーケ 5%

5,647 ホワイトフォックス 5%

5,648 ＷＨＩＴＥ　ＢＥＡＲ（株） 5%

5,649 ホワイトユニフォーム 5%

5,650 ＢＯＮ　ＣＯＦＦＥＥ 5%

5,651 ボン・グーテ 5%

5,652 本格炭火焼豚中出精肉店 5%

5,653 本格中華専門店チャイナノーヴァ 5%

5,654 本家伴久玉福庵 5%

5,655 本家豆大福だるま堂 5%

5,656 本多屋　懐古庵 5%

5,657 ほんちゃる。 5%

5,658 Ｂｏｒｎ　Ｔｏ　Ｇｒｏｏｖｅ 5%

5,659 ｂｏｎｔｏｎ 5%

5,660 本場九州ラーメン専門店（ポンパレモール店） 5%

5,661 ポンパドウルｅショップ 5%

5,662 株式会社ぽんぽこらんど 5%

5,663 ボンボン　フェルト　ティナ 5%

5,664 ｂｏｎｂｏｎ・ｆｅｌｔ・ｔｉｎａ 5%

5,665 本物ショップ　えがおのたね 5%

5,666 本物を追求するフォーシーズン 5%

5,667 マーシャルショップ 5%

5,668 麻雀用具スーパーディーラーささき 5%

5,669 麻雀用具のマツオカ(株) 5%

5,670 マーシュ・フィールド株式会社 5%

5,671 真網代青果　株式会社 5%

5,672 ｍａｒｇｉｎ 5%

5,673 ＭＡＲＴＨ株式会社 5%

5,674 マーズスピードジャパン 5%

5,675 マーズワン 5%

5,676 マーゼルプラス 5%

5,677 Ｍａｄｒｅ：Ｘ 5%

5,678 マービン貿易株式会社 5%

5,679 ＭＡＨＦＳＵＰＰＬＹ 5%

5,680 マーベラスアイズ 5%

5,681 マーベリッククラブ 5%

5,682 マイカラー 5%

5,683 マイクロウェイ　有限会社 5%

5,684 舞子ロッヂどん 5%

5,685 舞扇堂 5%

5,686 マイタウントラベル　モラージュ柏店 5%

5,687 マイタウントラベルイオン野田店 5%

5,688 マイトデザインワークス 5%

5,689 まいどや 5%

5,690 毎日通販 5%

5,691 マイニチフーズ 5%

5,692 Mｙ NetJapan 5%

5,693 マイファーム 5%

5,694 マイヘッドセットジェイピーストア 5%

5,695 ｍｙ　ｌｉｆｅ 5%

5,696 マヴーノ 5%

5,697 マウントペック 5%

5,698 前川商店 5%

5,699 前沢牛オガタ 5%

5,700 株式会社　マエダ 5%
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5,701 macaco JAPAN 5%

5,702 マカ専門店マカショップ 5%

5,703 株式会社マキィズ 5%

5,704 Maxiオンラインショップ 5%

5,705 ＭｃＦｌｙ 5%

5,706 マグレガーオンラインショップ 5%

5,707 マグロ専門卸「築地ホクエイ」 5%

5,708 マゴ・デン 5%

5,709 真（まこと） 5%

5,710 まごの手キッチン 5%

5,711 マサ 5%

5,712 ＭＯＴＨＥＲ　ＥＡＲＴＨ 5%

5,713 MOTHERLODE 5%

5,714 マサニ電気　神戸店 5%

5,715 マサニ電気　ドットコム 5%

5,716 まさひろ林檎園 5%

5,717 まじめ酒屋 5%

5,718 マシューのチョコレート 5%

5,719 マシュマロ電報　本店 5%

5,720 マスク専門ホームページ 5%

5,721 マスク本舗 5%

5,722 増田そば製粉所 5%

5,723 増田屋本店 5%

5,724 Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ 5%

5,725 ＭＡＳＵＹＡ 5%

5,726 ｍａｄｄｅｒ　ｍａｄｄｅｒ 5%

5,727 町村農場 5%

5,728 町家ホテル角館 5%

5,729 松井農場 5%

5,730 マツオ印刷　株式会社 5%

5,731 松岡蒲鉾店 5%

5,732 松尾コーヒー株式会社 5%

5,733 松風地どり 5%

5,734 マックス・ケイディ 5%

5,735 マックスジャパン 5%

5,736 マックスフリッツ仙台 5%

5,737 松熊工業（株）健康研究会 5%

5,738 マックメム 5%

5,739 マッサージ治療院てぃーだ 5%

5,740 松阪牛通販 友屋本店 5%

5,741 松阪屋 5%

5,742 松下酒店 5%

5,743 松島蒲鉾本舗 5%

5,744 松島珈琲 5%

5,745 マッセメンシュ 5%

5,746 松田新聞販売所 5%

5,747 MATCHA 1955 ヤフー店 5%

5,748 マット&ラグファクトリー 5%

5,749 ｍｕｄｍｏｎｋｅｙ 5%

5,750 松波酒造ネットショップ 5%

5,751 松之山温泉合同会社まんま 5%

5,752 ＭＡＰＧＲＯＵＰ 5%

5,753 松村木材 5%

5,754 マツモト 5%

5,755 松本エンジニアリング 5%

5,756 松本新聞店　６月度購読料 5%

5,757 松本ふとん本舗 5%

5,758 松山毛織株式会社 5%

5,759 松山神佛具店 5%

5,760 祭り衣装「かしす」 5%
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5,761 祭すみたや 5%

5,762 祭の壱龍 5%

5,763 祭り姫 5%

5,764 祭用品専門店祭すみたや 5%

5,765 祭用品　凧人 5%

5,766 ＭＡＴＥＲＩＡ・ＲＵ 5%

5,767 マトリックス・アイダ 5%

5,768 ＭＡＮＡ’ｌｉｍａ　（マナリマ） 5%

5,769 マニステージ名古屋快眠堂 5%

5,770 Ｍａｇｎｕ　Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｓｈｏｐ 5%

5,771 まほうのじかん 5%

5,772 魔法のじゅうたん 5%

5,773 ＭＡＨＯ工房 5%

5,774 ママクリーニング小野寺よ　ＰＭ店 2%

5,775 ママの洗剤工房 5%

5,776 まめ咲 5%

5,777 豆専門店ビーンズマーケット 5%

5,778 豆徳本店 5%

5,779 豆処はせべ 5%

5,780 豆豊商店 5%

5,781 まめぽっと 5%

5,782 まめや 5%

5,783 マリージョジョ 5%

5,784 マリールゥ 5%

5,785 マリーンバイオ株式会社 5%

5,786 マリオルッチ 5%

5,787 マリナコンタクト 5%

5,788 マリポコミュ 5%

5,789 マリメッコ京都店 5%

5,790 マリンショップ　一点鐘 5%

5,791 マリンハート 5%

5,792 ＭａｒｉｎＦｉｓｈエレファント 5%

5,793 ＭＡＲ 5%

5,794 まるい家具 5%

5,795 マルイチ商店 5%

5,796 マルカイ 5%

5,797 マルカワ 5%

5,798 マルカワ園芸 5%

5,799 丸川海苔 5%

5,800 マルカワみそ株式会社 5%

5,801 マルカワみそ株式会社（越境用） 5%

5,802 丸河屋酒店 5%

5,803 株式会社　丸京農園 5%

5,804 まるきん 5%

5,805 丸金衣料 5%

5,806 マルキン有限会社 5%

5,807 まるごと健康舎 5%

5,808 まるごと山形 5%

5,809 マルシェ　ピュア 5%

5,810 ＭＡＲＣＨＥ’ＤＥ　ＳＯＥＵＲ 5%

5,811 丸島商事インターネット事業部 5%

5,812 丸十大屋 5%

5,813 丸真食品　株式会社 5%

5,814 マルシン高田屋 5%

5,815 マルスアーバンプロデュース 5%

5,816 Maru's Coffee 5%

5,817 有限会社丸高高橋商店 5%

5,818 まるたかネットスーパー 5%

5,819 丸高海苔 5%

5,820 マルタ水産加工場 5%
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5,821 マルタホビー 5%

5,822 丸玉株式会社 5%

5,823 丸太町かわみち屋 5%

5,824 丸丹スポーツ 5%

5,825 丸市珈琲 5%

5,826 ｍａｒｕｔｓｕ　ｏｎｌｉｎｅ 5%

5,827 マルツ水産 5%

5,828 ＭＡＲＴＥ　ＯＮＬＩＮＥ 5%

5,829 丸徳海苔直売所 5%

5,830 丸俊オンラインショップ 5%

5,831 丸富水産 5%

5,832 丸富水産 5%

5,833 丸富農水 5%

5,834 丸中旅館 5%

5,835 丸二株式会社 5%

5,836 マルニクロネコショップ 5%

5,837 まるはショップ 5%

5,838 まるはち酒店 5%

5,839 まるは油脂化学（株） 5%

5,840 マル秀石崎水産 5%

5,841 マルヒロ水産　株式会社 5%

5,842 丸宝穀粉ネットショップ 5%

5,843 マルホ発條工業　医療機器直販 5%

5,844 丸本酒造株式会社 5%

5,845 まるや八丁味噌 5%

5,846 まるや八丁味噌オンラインショップ 5%

5,847 円山旅倶楽部 5%

5,848 丸山農場 5%

5,849 丸与 5%

5,850 まれなりショップポンパレモール店 5%

5,851 マローネ 5%

5,852 ｍａｒｏｎ　ｄｅ　ｂｉｊｏｕ 5%

5,853 万縁ショップ 5%

5,854 株式会社萬春堂 5%

5,855 万汐農園 5%

5,856 マンツーマンｃａｆｅ 5%

5,857 萬転 2%

5,858 満北亭 5%

5,859 マンモスおみやげセンター 5%

5,860 万葉堂 5%

5,861 万糧米穀 5%

5,862 ミーディファインド 5%

5,863 ミート＆デリカ旭屋 5%

5,864 ＭＥＡＴＳＨＯＰ　みやざき 5%

5,865 ミートショップ鶏春 5%

5,866 ミートピアサヌキ 5%

5,867 ミートプラザ肉の石川 5%

5,868 Ｍｉｅｂ（ミーブ）シューズ 5%

5,869 （有）みぃふ家 5%

5,870 ＭＩＶＡＴＥＫオンラインショップ 5%

5,871 三浦市農協オンラインショップ 5%

5,872 三浦半島まるかじりクック＆ダイン 5%

5,873 三重の逸品百貨店 5%

5,874 ミカヅキショウテン 5%

5,875 三上商店 5%

5,876 三上りんご園 5%

5,877 美川酒造場 5%

5,878 三河ツーリスト 2%

5,879 三河のつくだ煮専門店 美食倶楽部 5%

5,880 ｍｉｋａｎｓ 5%
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5,881 右田果樹園 5%

5,882 三喜木材 5%

5,883 ＭＩＫＩＭＯＴＯＣＯＳＭＥＴＩＣＳ公式通 5%

5,884 三朝温泉　依山楼岩崎　） 5%

5,885 三島食品オンラインストア 5%

5,886 ミシマつり具　６号北柏店 5%

5,887 ミシマつり具店 5%

5,888 三島の通販 5%

5,889 ミシン一番 5%

5,890 ミシンのナカガワ有松店 5%

5,891 ミス・パリダンディハウス　オンラインショッピング 5%

5,892 ミスオードリー 5%

5,893 水口屋メンズ＆レディースショップ 5%

5,894 ミズサキノート 5%

5,895 みすず本店 5%

5,896 ＭＩＺＳＥＩ　ＳＨＯＰ 5%

5,897 ミスターエアコンプラス 5%

5,898 Ｍｒ．Ｏｒａｎｇｅ 5%

5,899 Ｍｒ．Ｃｌｅａｎ　Ｙｏｋｏｈａｍａ 5%

5,900 Ｍｒ．Ｓｈｏｐ時計屋 5%

5,901 ミスターダンボール 5%

5,902 ｍｉｓｃｈｉｅｆ 5%

5,903 MISTY SNOWBOARD SHOP 5%

5,904 みずなす工房　曽呂利 5%

5,905 水なすの里 5%

5,906 水の彩オフィシャルサイト 5%

5,907 （株）みす平總卸店 5%

5,908 瑞穂ハイランドオンラインショップ 5%

5,909 みそ半 5%

5,910 道の駅源平の里むれ 5%

5,911 みちのく芭蕉庵 5%

5,912 みちのくファーム 5%

5,913 ミツキ 5%

5,914 みつせ鶏本舗 5%

5,915 ミッドランド・プロ 5%

5,916 ミツハソース 5%

5,917 みつばちトート 5%

5,918 みつばちの郷 5%

5,919 みづほ商店 5%

5,920 三矢水産　本社工場 5%

5,921 三矢タクシー　カード 5%

5,922 ミツワ　ウォーター 5%

5,923 株式会社ミツワ物産 5%

5,924 ミドリムシ・ヒルズ 5%

5,925 みどりや 5%

5,926 みどりや　ポンパレモール店 5%

5,927 ミナカラ薬局 5%

5,928 みなとしょうゆ醸造元 5%

5,929 南蔵 5%

5,930 南三陸ｄｅお買い物 5%

5,931 ミニカーショップ　スタイル 5%

5,932 株式会社　箕面ビール 5%

5,933 美の紙工房 5%

5,934 ｍｉｎｏｒｉｎｏｍｉ　オンラインショップ 5%

5,935 みのりや 5%

5,936 みのる園 5%

5,937 株式会社　箕輪漆行 5%

5,938 みはし 5%

5,939 ミハト&タロウ 5%

5,940 ミハマオンラインショッピング 5%
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5,941 Mihara!Store! 5%

5,942 参福 5%

5,943 ＭＩＦＵＫＵＡＮ 5%

5,944 ミホ・シェフ・ショコラティエ 5%

5,945 御堀堂お取り寄せ 5%

5,946 Meow on the Bridge 5%

5,947 宮城・山形産直マルシェ 5%

5,948 宮きしめん 5%

5,949 みやけ 5%

5,950 三宅新聞店 5%

5,951 三宅縫製所 5%

5,952 三宅牧場まきば 5%

5,953 都茶寮 5%

5,954 宮崎内山家具店 5%

5,955 宮崎綜合警備　株式会社　経理部 5%

5,956 宮子花園 5%

5,957 宮永商店 5%

5,958 雅 5%

5,959 ミュージクス 5%

5,960 ミュージックショップマーチ 5%

5,961 ミュージックハウスフレンズ 5%

5,962 ミュージックファーム 5%

5,963 深雪の里 5%

5,964 明道香風園　通販 5%

5,965 みょうばん湯の里 5%

5,966 みよし漆器本舗 5%

5,967 三次はちみつ園　蜂家 5%

5,968 美好屋酒店 5%

5,969 ミライスモール 5%

5,970 みらい装備工房 5%

5,971 未来都　井高野営業所 5%

5,972 未来都　茨木営業所 5%

5,973 未来都　今福営業所 5%

5,974 未来都　門真営業所 5%

5,975 未来都　堺営業所 5%

5,976 未来都　高槻営業所 5%

5,977 未来都　鶴見営業所 5%

5,978 未来都　中津営業所 5%

5,979 未来都　放出営業所 5%

5,980 未来都　箕面営業所 5%

5,981 未来都　八尾営業所 5%

5,982 ミラク・ル・コスメ 5%

5,983 ミラブルｓｈｏｐ 5%

5,984 ミラベルカ 5%

5,985 ミルトンコーヒーロースタリー 5%

5,986 ミルバ大阪店 5%

5,987 ミルバ札幌時計台店 5%

5,988 ミルバ横浜店 5%

5,989 Ｍｉｌｆｙ 5%

5,990 ミルポッシェ 5%

5,991 ｍｉｒｏｋｕ 5%

5,992 みろくやｗｅｂショップ 5%

5,993 三輪の翁・稲垣商店 5%

5,994 ミワン 5%

5,995 民宿　崎野屋 5%

5,996 ミント 5%

5,997 みんなの倉庫 5%

5,998 むいちき 5%

5,999 ｍｏｏｓｈｕｌｅｅｋ 5%

6,000 ｍｏｕｓｓｅｓ 5%
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6,001 ムートン＆インテリア　ノーブル 2%

6,002 moops 5%

6,003 むかわのジビエ 5%

6,004 ムクノモリ果樹園 5%

6,005 ＭＵＳＩＣＡ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 5%

6,006 虫退治．ｃｏｍ 5%

6,007 ＭＵＳＵＩ　ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｈｏｐ 5%

6,008 ｍｕｓｕｂｉくらしのどうぐの店 5%

6,009 むしやしない処　仁々木 5%

6,010 無茶々園 5%

6,011 無添加ライフ(株式会社健康ライフ) 5%

6,012 ＭＵＴＯ　ｃｏｆｆｅｅ　ｒｏａｓｔｅｒｙ 5%

6,013 ｍｕｎｉ 5%

6,014 無農薬玄米ライスショップハセガワ 5%

6,015 ｍｕｒａｕｃｈｉ．ｃｏｍ 5%

6,016 ムラウチドットコム 5%

6,017 村岡屋　多久店 5%

6,018 村重酒造株式会社 5%

6,019 村田蒲鉾店 5%

6,020 室町酒造株式会社 5%

6,021 室町商事　カタログ通販 5%

6,022 メイジテクノ顕微鏡・光学製品直販ショッ 5%

6,023 名城オンラインショップ 5%

6,024 メイソンジャー　Ｍａｓｏｎ　Ｊａｒ　Ｓｈｏｐ 5%

6,025 銘茶問屋(有)辻梅香園 5%

6,026 メイドインヨコハマ　オンラインショップ 5%

6,027 名品館ＳＨＯＰ 5%

6,028 MAYFAIR 5%

6,029 明和タクシー　カード 5%

6,030 明和タクシー　チケット 5%

6,031 メープルストア 5%

6,032 メガアールプラスフレスコ 5%

6,033 Ｍｅｇａｄｅｎｔ　銀座店 5%

6,034 眼鏡職人 5%

6,035 めがねショップ 5%

6,036 メガネ 時計 宝飾 セレクト-S 5%

6,037 メガネの金栄堂 5%

6,038 メガネのヒラタ 5%

6,039 メガネわくわくショップ 5%

6,040 メガミノリンゴ 5%

6,041 めぐり絵ショップ 5%

6,042 めだか物語ポンパレモール店 5%

6,043 メディアジョイカメラ 5%

6,044 メディアワールド 5%

6,045 メディカルサプリメント株式会社 5%

6,046 メディストックカーゴ店 5%

6,047 メディストックポンパレモール店 5%

6,048 メディプル 5%

6,049 ＭＥＴＥＯＲ 5%

6,050 ＭＥＮＥＨＵＮＥ　ＢＥＡＣＨ　ＳＴＯＲＥ 5%

6,051 メモリデポ 5%

6,052 メラビー公式通販ショップ 5%

6,053 メリーゴーランド 5%

6,054 メリケン商会 5%

6,055 ｍｅｒｉｃｃａ 5%

6,056 メルカード・ポルトガル 輸入食材 5%

6,057 ＭＥＲＣＩ　ＣＥＮＴ　ＦＯＩＳ 5%

6,058 メルティコ 5%

6,059 メルティンポット 5%

6,060 メルヒェン 5%
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6,061 ＭＥＬＵＭＯ 5%

6,062 ｍｅｎｓ－ＮＵＬＬ 5%

6,063 Ｍｅｎｓ　ｇｏｏｄｓ 5%

6,064 麺之介どっとこむ 5%

6,065 麺屋いしい 5%

6,066 Ｍｏｒｎｉｎｇ　Ｇｌｏｗ 5%

6,067 mallzzz 5%

6,068 木庵田中 5%

6,069 MokuMoku 5%

6,070 杢杢工房 5%

6,071 模型店　けい・くらふと 5%

6,072 望月メディカルコンタクト 5%

6,073 もち肌本舗 5%

6,074 もっと！！函館どっとこむ 5%

6,075 ｍｏｄｅｅｅ 5%

6,076 モテ下着ポンパレモール店 5%

6,077 ＭＯＤＥＳＴＯ 5%

6,078 モデルトレイン・ケンズタウン 5%

6,079 ＭＯＤＥＲＡＴＥ　ＧＥＮＥＲＡＬＬＹ 5%

6,080 ＭｏｔｏｒｉｍｏｄａＥＣ事業部 5%

6,081 元木　株式会社 5%

6,082 ＭｏｔｏＧｏｏｄｓ　Ｍａｒｋｅｔ 5%

6,083 モトラッド八千代 5%

6,084 もなかや．ｃｏｍ 5%

6,085 Ｍｏｎｅｔ　ＯＮＬＩＮＥ　ＳＨＯＰ 5%

6,086 モノグラムオンラインストア 5%

6,087 モノタス株式会社 5%

6,088 モバイルゲート 5%

6,089 モビメントコスモ 5%

6,090 モミジヤスポーツソフトテニス専門店 5%

6,091 百川味噌 5%

6,092 モモダ家具 5%

6,093 モモハラ電機部品 5%

6,094 モモハラ電機部品株式会社 5%

6,095 ＭＯＭＯライフ 5%

6,096 モリタスチール 5%

6,097 森田真樹オンラインショップ 5%

6,098 モリツール 5%

6,099 森奈良漬店 5%

6,100 森のかけら　ＯＮＥＬＩＮＥ　ＳＨＯＰ 5%

6,101 森のこびと 5%

6,102 森の湯 5%

6,103 モリ・フロッキー 5%

6,104 もりもと　（通販） 5%

6,105 ＭＯＲＥＮＡＲＯＳＡ 5%

6,106 モロトフカクテル 5%

6,107 モンスター 5%

6,108 ｍｏｎｓｔｅｒｉｎｍｙｄａｙｄｒｅａｍ 5%

6,109 ＭＯＮＳＴＥＲ　ＫＩＤＳ　ＳＴＯＲＥ 5%

6,110 Ｍｏｎｓｔｅｒａ　Ｈｏｕｓｅ 5%

6,111 ｍｏｎｔａｇｅ 5%

6,112 ｍｏｎｔｉｑｕｅ 5%

6,113 Ｍｏｎｄｏ　ＯＮＬＩＮＥ　ＳＨＯＰ 5%

6,114 焼津船元　まぐろ家・福坊 5%

6,115 彌右衛門　本店 5%

6,116 八百正 5%

6,117 八百富写眞機店　ネット店 5%

6,118 ８０８青果店 5%

6,119 八百秀商事インターネットショッピング 5%

6,120 焼き菓子カフェ　こなのか 5%
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6,121 焼きんとん 5%

6,122 やきとりの一平本店 5%

6,123 焼肉中村屋 5%

6,124 焼肉ホルモン勝っちゃん 5%

6,125 やきもの工房・炎 5%

6,126 野球用品 スポーツショップムサシ 5%

6,127 野球用品セカンドベース 5%

6,128 屋久島物産展 5%

6,129 屋久杉堂 5%

6,130 薬膳小町 5%

6,131 八雲庵 5%

6,132 ヤクルト届けてネット（堺） 5%

6,133 ヤクルト届けてネット（愛媛東部） 5%

6,134 ヤクルト届けてネット（関東） 5%

6,135 ヤクルト届けてネット（会津） 5%

6,136 ヤクルト届けてネット（青森） 5%

6,137 ヤクルト届けてネット（秋田） 5%

6,138 ヤクルト届けてネット（岩手） 5%

6,139 ヤクルト届けてネット（大館） 5%

6,140 ヤクルト届けてネット（葛飾） 5%

6,141 ヤクルト届けてネット（関東） 5%

6,142 ヤクルト届けてネット（関東） 5%

6,143 ヤクルト届けてネット（群馬） 5%

6,144 ヤクルト届けてネット（郡山） 5%

6,145 ヤクルト届けてネット（古河） 5%

6,146 ヤクルト届けてネット（埼玉） 5%

6,147 ヤクルト届けてネット（札幌） 5%

6,148 ヤクルト届けてネット（新発田） 5%

6,149 ヤクルト届けてネット（上越） 5%

6,150 ヤクルト届けてネット（庄内） 5%

6,151 ヤクルト届けてネット（中央静岡） 5%

6,152 ヤクルト届けてネット（七尾） 5%

6,153 ヤクルト届けてネット（奈良） 5%

6,154 ヤクルト届けてネット（南信） 5%

6,155 ヤクルト届けてネット（西静岡） 5%

6,156 ヤクルト届けてネット（東静岡） 5%

6,157 ヤクルト届けてネット（姫路） 5%

6,158 ヤクルト届けてネット（福島） 5%

6,159 ヤクルト届けてネット（北信） 5%

6,160 ヤクルト届けてネット（南大阪） 5%

6,161 ヤクルト届けてネット（宮古） 5%

6,162 ヤクルト届けてネット（室蘭） 5%

6,163 ヤクルト届けてネット（山形） 5%

6,164 ヤクルト届けてネット（横手） 5%

6,165 ヤクルト届けてネット（米沢） 5%

6,166 ヤクルト届けてネット（両毛） 5%

6,167 ヤクルト届けてネット（淡路） 5%

6,168 ヤクルト届けてネット（石巻） 5%

6,169 ヤクルト届けてネット（岩見沢） 5%

6,170 ヤクルト届けてネット（愛媛南部） 5%

6,171 ヤクルト届けてネット（大阪東部） 5%

6,172 ヤクルト届けてネット（大阪北部） 5%

6,173 ヤクルト届けてネット（岡山） 5%

6,174 ヤクルト届けてネット（岡山西部） 5%

6,175 ヤクルト届けてネット（沖縄） 5%

6,176 ヤクルト届けてネット（帯広） 5%

6,177 ヤクルト届けてネット（鹿児島） 5%

6,178 ヤクルト届けてネット（鹿児島東部） 5%

6,179 ヤクルト届けてネット（かぞ） 5%

6,180 ヤクルト届けてネット（神奈川東） 5%
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6,181 ヤクルト届けてネット（関東） 5%

6,182 ヤクルト届けてネット（関東） 5%

6,183 ヤクルト届けてネット（関東） 5%

6,184 ヤクルト届けてネット（北九州） 5%

6,185 ヤクルト届けてネット（北北海道） 5%

6,186 ヤクルト届けてネット（北見） 5%

6,187 ヤクルト届けてネット（釧路） 5%

6,188 ヤクルト届けてネット（久留米） 5%

6,189 ヤクルト届けてネット（京滋） 5%

6,190 ヤクルト届けてネット（高知） 5%

6,191 ヤクルト届けてネット（神戸） 5%

6,192 ヤクルト届けてネット（埼玉東部） 5%

6,193 ヤクルト届けてネット（埼玉西） 5%

6,194 ヤクルト届けてネット（佐世保） 5%

6,195 ヤクルト届けてネット（山陰） 5%

6,196 ヤクルト届けてネット（城北） 5%

6,197 ヤクルト届けてネット（川内） 5%

6,198 ヤクルト届けてネット（中央福岡） 5%

6,199 ヤクルト届けてネット（津山） 5%

6,200 ヤクルト届けてネット（徳島） 5%

6,201 ヤクルト届けてネット（鳥取） 5%

6,202 ヤクルト届けてネット（苫小牧） 5%

6,203 ヤクルト届けてネット（富山） 5%

6,204 ヤクルト届けてネット（長崎） 5%

6,205 ヤクルト届けてネット（東三河） 5%

6,206 ヤクルト届けてネット（兵庫） 5%

6,207 ヤクルト届けてネット（広島中央） 5%

6,208 ヤクルト届けてネット（福岡） 5%

6,209 ヤクルト届けてネット（水戸） 5%

6,210 ヤクルト届けてネット（都城） 5%

6,211 ヤクルト届けてネット（宮崎） 5%

6,212 ヤクルト届けてネット（山口東部） 5%

6,213 ヤクルト届けてネット（山梨） 5%

6,214 ヤクルト届けネット（松山） 5%

6,215 野菜食堂　めぐみカフェ 5%

6,216 やさしいおみせ 5%

6,217 やさしいおみせ　ポンパレモール店 5%

6,218 矢澤株式会社 5%

6,219 矢澤海苔店 5%

6,220 屋島工房 5%

6,221 安岡蒲鉾 5%

6,222 ヤスオカ新聞舗 5%

6,223 安新 5%

6,224 安田商店 5%

6,225 ヤスブン　おいしい水事業部 5%

6,226 やすらぎ市 5%

6,227 矢田農園 5%

6,228 薬局グローバ 5%

6,229 Ｙａｓｓｕｕｕ！！！ 5%

6,230 八ツ目漢方薬局 5%

6,231 矢東タイヤ 5%

6,232 矢東　ポンパレモール店 5%

6,233 YANOオンライン SINCE 1948 5%

6,234 ヤノメガネ　通販 5%

6,235 耶馬溪すっぽん 5%

6,236 八橋装院（株） 5%

6,237 山内弥酒店 5%

6,238 山形ガス燃料 5%

6,239 山形くだもの倉庫 5%

6,240 山喜本舗 5%
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6,241 山久 5%

6,242 山口ごま本舗 5%

6,243 山口製茶園株式会社 5%

6,244 山口製茶園株式会社（越境用） 5%

6,245 山口陶器店 5%

6,246 山口ふぐ本舗きらく 5%

6,247 山口銘菓　御堀堂 5%

6,248 株式会社　山口屋穀粉 5%

6,249 山桂産業株式会社 5%

6,250 山源写真株式会社 5%

6,251 ヤマゲンペット 5%

6,252 山幸ひもの店 5%

6,253 山越うどん 5%

6,254 やまざき 5%

6,255 （有）　山崎精肉店 5%

6,256 山崎文旦園 5%

6,257 山崎屋の奈良漬 5%

6,258 やまざと 5%

6,259 山澤工房 5%

6,260 ヤマサン醤油株式会社 5%

6,261 山下園 5%

6,262 やましち鈴木商店 5%

6,263 山科わかさ屋 5%

6,264 ヤマショウ株式会社 5%

6,265 山城愛仙園 5%

6,266 有限会社山伸ＤＩＹパートナー 5%

6,267 やます 5%

6,268 やま助商店 5%

6,269 山善糟谷海苔店 5%

6,270 ヤマタカ醤油 5%

6,271 やまだ商店 5%

6,272 山田屋 5%

6,273 やまだ屋 5%

6,274 山田屋海産 5%

6,275 山田屋台紙店 5%

6,276 山戸海産 5%

6,277 大和実業　株式会社 5%

6,278 大和榛原牛うし源本店 5%

6,279 ヤマトフーズオンラインショップ 5%

6,280 ヤマトヤクリーニング 5%

6,281 山中油店 5%

6,282 山梨のワインと地酒　吉田屋 5%

6,283 山万ユーカリファーム 5%

6,284 山村水産加工 5%

6,285 山本園 5%

6,286 山本海産物 5%

6,287 山元酒店 5%

6,288 株式会社山本善士商店 5%

6,289 山本義教 5%

6,290 ヤマヤ醤油有限会社 5%

6,291 闇市 5%

6,292 八女茶の製造直売お茶の浅野園 5%

6,293 やんばる酒造株式会社 5%

6,294 有限会社吉成サービス 5%

6,295 ユアサ洋服店 5%

6,296 （有）いわい洋菓子店 5%

6,297 有限会社　たんばや製菓 5%

6,298 有限会社　リップル 5%

6,299 （有）角舘養蜂場 5%

6,300 （有）片原商店 5%

6350



キャッシュレス・消費者還元事業　事務局審査を通過した加盟店一覧

⑤EC・通信販売（その他ECサイト） 令和元年9月2日　現在

No. 事業所名（屋号） 還元率

6,301 ＵＣＡＮＢＡＤＧＥ 5%

6,302 結城うどん 5%

6,303 有限会社　味藤 5%

6,304 有限会社　アムリット 5%

6,305 有限会社　アングル 5%

6,306 有限会社　市川園 5%

6,307 有限会社　一真陶苑 5%

6,308 有限会社　ウィルカンパニー 5%

6,309 有限会社　オオト食品 5%

6,310 有限会社　岡鈑金工業 5%

6,311 有限会社　オノ・エンタープライズ 5%

6,312 有限会社　カネナカ 5%

6,313 有限会社　栄家本店　今店 5%

6,314 有限会社　佐藤養助商店 5%

6,315 有限会社　サトー酒店 5%

6,316 有限会社　上手工作所 5%

6,317 有限会社　ズール 5%

6,318 有限会社　清美堂 5%

6,319 （有）多田水産 5%

6,320 有限会社　谷材木店 5%

6,321 有限会社　デフカンパニー 5%

6,322 有限会社　トライファイト 5%

6,323 有限会社　ヘルシーネット 5%

6,324 有限会社　マサゴ商店 5%

6,325 有限会社　丸信産業 5%

6,326 有限会社　三皿園 5%

6,327 有限会社　メイン 5%

6,328 有限会社　山崎鮮魚問屋 5%

6,329 有限会社　山下水産 5%

6,330 有限会社ＲＹＰ 5%

6,331 有限会社　あかつき印刷 5%

6,332 有限会社　麻兆 5%

6,333 有限会社アベイル 5%

6,334 有限会社アベニュー 5%

6,335 有限会社あべ農園 5%

6,336 有限会社イズ・イズ 5%

6,337 有限会社伊勢の園本店 5%

6,338 （ユウ）イチリュウ 5%

6,339 有限会社一平本店 5%

6,340 （有）岩木屋 5%

6,341 有限会社いわきラジエーター 5%

6,342 有限会社アレックス 5%

6,343 （有）植田屋染工場 5%

6,344 有限会社　内山農産 5%

6,345 有限会社エールロビン 5%

6,346 有限会社エナジー 5%

6,347 有限会社エムエムワールド 5%

6,348 有限会社オーグ・うさぎのしっぽ　通販部 5%

6,349 有限会社　オートスポーツイワセ 5%

6,350 有限会社大橋米穀酒販 5%

6,351 有限会社小川耕太郎∞百合子社 5%

6,352 有限会社　奥村商店 5%

6,353 有限会社オンザライフ 5%

6,354 有限会社かい帽子店 5%

6,355 （有）金沢印刷 5%

6,356 有限会社カネイシ 5%

6,357 有限会社カネシン新保商店 5%

6,358 有限会社　北村商会 5%

6,359 有限会社北村商店 5%

6,360 有限会社清本園 5%
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No. 事業所名（屋号） 還元率

6,361 （有）九合電気 5%

6,362 有限会社久邇コーポレーション・ルリ 5%

6,363 有限会社　グリーン 5%

6,364 有限会社クレア・ラボ・ジャパン 5%

6,365 有限会社グローバルロジスティックス 5%

6,366 有限会社桂馬商店 5%

6,367 有限会社　小金屋食品 5%

6,368 有限会社コムエンタープライズ 5%

6,369 有限会社小向製菓 5%

6,370 有限会社桜の里 5%

6,371 有限会社酒の宮崎 5%

6,372 有限会社　ササヤ書店 5%

6,373 （有）佐田商店 5%

6,374 有限会社佐とう製茶 5%

6,375 有限会社澤田屋 5%

6,376 有限会社さんらいす 5%

6,377 有限会社サンワオーエーシステム 5%

6,378 有限会社　汐見板金 5%

6,379 有限会社　シマ商事 5%

6,380 （有）白石商店 5%

6,381 有限会社　身土不二 5%

6,382 有限会社　深緑茶房 5%

6,383 有限会社スガワラショップ 5%

6,384 有限会社図子商店 5%

6,385 （有）スズトウシャドウ印刷 5%

6,386 有限会社　スプリッグ 5%

6,387 （有）せいの農園 5%

6,388 （有）ゼリーの家 5%

6,389 有限会社　セルボ 5%

6,390 有限会社せれくと 5%

6,391 有限会社相馬グリーン 5%

6,392 有限会社タイコウ 5%

6,393 有限会社高橋工芸名入れ総合ＳｈｏｐＨｏｌｏｔｔｏ 5%

6,394 （有）玉屋硝子店 5%

6,395 有限会社田向商店 5%

6,396 （有）たるみスーパー 5%

6,397 （有）千舞 5%

6,398 有限会社北谷金城 5%

6,399 有限会社　通販スポーツ 5%

6,400 有限会社つくしや 5%

6,401 有限会社テクノネット 5%

6,402 有限会社テクノマーチ 5%

6,403 有限会社道新くまがい販売所 5%

6,404 有限会社道新ながさわ 5%

6,405 有限会社道新原子販売所 5%

6,406 有限会社　中沢塗装 5%

6,407 有限会社中谷かばん店 5%

6,408 有限会社　中村家 5%

6,409 有限会社中村屋蒲鉾店 5%

6,410 有限会社肉の大栄 5%

6,411 有限会社西巻酒店 5%

6,412 (有)日本クラシア・フードサプライ 5%

6,413 （有）ネットイン 5%

6,414 有限会社ネットイン 5%

6,415 有限会社パーマーク 5%

6,416 有限会社　莫 5%

6,417 （有）はたやま夢楽 5%

6,418 （有）八戸屋 5%

6,419 （有）ＢａｃｋＹａｒｄ 5%

6,420 有限会社半田屋 5%
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6,421 （有）ばんば 5%

6,422 （有）ビー・ウェル 5%

6,423 有限会社ピーファクトリー 5%

6,424 （有）ピュア・ドール 5%

6,425 有限会社平井石産 5%

6,426 （有）平瀬酒造店 5%

6,427 有限会社ファブラック　布の通販リデ 5%

6,428 有限会社フィフスアベニュー 5%

6,429 （有）福辰 5%

6,430 有限会社　藤田水産 5%

6,431 有限会社富士屋 5%

6,432 （有）富士屋醸造 5%

6,433 有限会社　ふじや千舟 5%

6,434 有限会社プリントオン 5%

6,435 有限会社　ブルーカラー 5%

6,436 有限会社　ブルドッカータゴス 5%

6,437 有限会社　ペテック 5%

6,438 有限会社ホテル光雲閣 5%

6,439 有限会社マイティー千葉重 5%

6,440 有限会社まきば 5%

6,441 （有）増井酒店 5%

6,442 有限会社待人心 5%

6,443 有限会社　豆撰 5%

6,444 （有）マルカワ渋川せんべい 5%

6,445 (有)丸共味噌醤油醸造場 5%

6,446 有限会社マルコシ商店 5%

6,447 有限会社マルニ茶業 5%

6,448 有限会社マルモト水産 5%

6,449 有）宮内商店 5%

6,450 有限会社　宮村製麩所 5%

6,451 有限会社銘菓処笑福堂 5%

6,452 有限会社メガネのウエムラ 5%

6,453 （有）もみ太郎 5%

6,454 有限会社もりかわ 5%

6,455 有限会社紋珠 5%

6,456 有限会社屋部商店 5%

6,457 有限会社ヤマサ水産 5%

6,458 有限会社やまへい 5%

6,459 有限会社ユノキ商会 5%

6,460 有限会社吉澤藤兵衛 5%

6,461 有限会社米村本店 5%

6,462 有限会社　ライオン堂 5%

6,463 有限会社ＬＡＩＭＯＮ 5%

6,464 （有）龍神自然食品センター 5%

6,465 有限会社リンケージ 5%

6,466 （有）レモン 5%

6,467 ゆう珈琲 5%

6,468 ユウコーポレーション 5%

6,469 ＵＧ．ＳＨＡＦＴ 5%

6,470 ユーシートレード 5%

6,471 ｕｓｅｄスーツｓｈｏｐアイジー 5%

6,472 （有）ＳＥＦＡ－ＪＡＰＡＮ 5%

6,473 湧泉の宿　藻乃花 5%

6,474 遊茶オンラインショップ 5%

6,475 ユーピー 5%

6,476 ゆうびどう 5%

6,477 (有）美容室こざくら 5%

6,478 （有）向町紙工 5%

6,479 ＹＵＷＡＤＯ 5%

6,480 ユカワカメラ 5%
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6,481 雪だるま物産館 5%

6,482 雪和オンラインショップ 5%

6,483 ゆきわセレクトショップ 5%

6,484 ゆくりや 5%

6,485 遊佐新聞販売 5%

6,486 ユザワヤ公式ネットショップ 5%

6,487 ゆしま花月 5%

6,488 柚子森森 5%

6,489 ゆずっこ 5%

6,490 ゆとりの豆や 5%

6,491 ユトリパンコヤ＊ブランブラン 5%

6,492 ＵＮＩＸ　月会費 5%

6,493 ｕｎｉｔ　ｏｆ　ｌａｎｄ 5%

6,494 ユニティー 5%

6,495 ユニバーサルボーテ　アマルフィ 2%

6,496 ユニバーサル　ボーテ　パラオ 2%

6,497 ユニバーサルボーテ　モルディブ 2%

6,498 輸入雑貨アスーレ 5%

6,499 ユーパワー　本町営業所 5%

6,500 ゆびのば．ｃｏｍ 5%

6,501 夢工房 5%

6,502 夢こだわり館 5%

6,503 夢暖簾 5%

6,504 YUMEBANK 5%

6,505 ゆめ本舗 5%

6,506 夢萌商店 5%

6,507 良いコスメ・ドットコム／宮川薬局 5%

6,508 ようえもんショップ 5%

6,509 洋菓子店カサミンゴー株式会社 5%

6,510 洋菓子のミロ 5%

6,511 容器スタイル 5%

6,512 ようこそ燻製の世界へ 5%

6,513 洋裁道具と材料　渋谷「ホリウチ」 5%

6,514 揚子菜館 5%

6,515 養老軒 5%

6,516 よかよか市場　熊モットー 5%

6,517 横内酒店 5%

6,518 横田水産 5%

6,519 横田屋本店 5%

6,520 横濱一品香 5%

6,521 横濱金澤麺商店　株式会社 5%

6,522 Ｙｏｋｏｈａｍａ－Ｎｅｇａｓｃａｎ 5%

6,523 ＹＯＫＯＨＡＭＡ藤田屋 5%

6,524 吉運商店 5%

6,525 吉澤ワイン商店 5%

6,526 ヨシダ　オンラインショップ 5%

6,527 吉田苑 5%

6,528 吉田蚊帳 5%

6,529 吉田水産株式会社 5%

6,530 吉田農園 5%

6,531 ヨシトメ産業　株式会社 5%

6,532 吉永新聞販売所　〔新聞代金〕 5%

6,533 吉野蔵・パリ１６区 5%

6,534 Ｙｏｊｉｂｅｅ　Ｎｅｔ　Ｓｈｏｐ 5%

6,535 吉松酒店 5%

6,536 ヨシミ 5%

6,537 吉村新聞店 5%

6,538 芳屋商店 5%

6,539 四ツ山漬　本店　（通販） 5%

6,540 米澤紀伊國屋 5%
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6,541 米山そば 5%

6,542 読売新聞（ユース） 5%

6,543 よもぎ庵 5%

6,544 よろずや清兵衛 5%

6,545 四代目魚屋.com by 竹本商店 5%

6,546 Ｌａ　Ｔｒｏｕｖａｉｌｌｅ 5%

6,547 Ｌａ　ｐｅｉｎｔｕｒｅ 5%

6,548 Ｌａ　Ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　ＭＡＳＡＫＯ 5%

6,549 ライオンケミカル 5%

6,550 ライスショップハセガワ 5%

6,551 ライスパワーショップ 5%

6,552 ライスパワーショップ（定期購入） 5%

6,553 ライダースベース 5%

6,554 ライトオン 5%

6,555 ライフアファ 5%

6,556 ライフ・エコ 5%

6,557 ライフサポート 和太郎 5%

6,558 ｌｉｆｅｓ＃２０３ｏｎｌｉｎｅｓｔｏｒｅ 5%

6,559 LIFETIME 5%

6,560 ＬＩＦＥ　ＰＡＲＫ 5%

6,561 ライフバランスオンラインショップ 5%

6,562 ライフビューティーネイルプロショップ 5%

6,563 ライブフォト 5%

6,564 ＬＡＹＬＡ　ＳＨＯＰ 5%

6,565 ラヴサーフ 5%

6,566 Raumlindo 5%

6,567 ＲＯＵＮＤ　ＲＯＢＩＮ 5%

6,568 ROUND OVER 5%

6,569 らかんスタジオ　ＷＥＢ販売 5%

6,570 ラグ＆モア 5%

6,571 楽市きもの館 5%

6,572 楽山 5%

6,573 株式会社ＬＵＸＳＥＥＤ 5%

6,574 洛西モデル 5%

6,575 ラグ専門店 HIRO SUN 5%

6,576 Ｒａｇｔｉｍｅ 5%

6,577 ｌａ　ｃｕｎａ　ｄｅ　ｌａ　ｆｌｏｒ 5%

6,578 Ｒａｋｕ　Ｈａｋｕ　ｉｎｎ　東京 5%

6,579 ラクマックス公式ショップ 5%

6,580 らくらくエコショップ 5%

6,581 ＬａＫｒａｓｓｅエンジェルロード 5%

6,582 Ｒａｓａ　ａｒｔ 5%

6,583 ラジコンＳｈｏｐラジまに 5%

6,584 ＲＵＳＴＹ　ＴＯ　ＳＨＩＮＥ 5%

6,585 ラストコーティング 5%

6,586 ラスリッシュオンラインショップ 5%

6,587 落花生問屋フクヤ商店 5%

6,588 らっきょう市場 5%

6,589 ＬＵＣＫ 5%

6,590 ラック　チャック 5%

6,591 ラックス 5%

6,592 Ｒａｚｚｏｌｉ　Ｗｅｂ　ＳＨＯＰ 5%

6,593 ＲＡＰＰＡ 5%

6,594 ＲＡＤＩＣＡＬ 5%

6,595 ラトブオンラインショップ 5%

6,596 ラ・パハ・トキージャ 5%

6,597 ラパンドアール 5%

6,598 ＬＡＦＡＹＥＴＴＥ 5%

6,599 ラフィラ 5%

6,600 Ｌａｕｇｈｉｎｇｓｔｏｃｋ 5%
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6,601 ＬＯＶＥ’Ｓ　Ｂ．Ｂ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 5%

6,602 ラポルティ 5%

6,603 Ｌａｒｍｅｓ　ｄｅ　Ｐｏｉｓｓｏｎ 5%

6,604 ラリー＆マーゴ　オンラインストア 5%

6,605 ラ・レトリなかしべつ 5%

6,606 La　Rose　Angel 5%

6,607 lancah 5%

6,608 ランド　ホー 5%

6,609 ＬａｎｄＭａｌｌ　ランドモール 5%

6,610 ランパデール 5%

6,611 ランププロドットコム 5%

6,612 ランブレッタビリティ 5%

6,613 ｒｅａｌ 5%

6,614 リアルコスメビューティクリエイション 5%

6,615 リアルジャパン・プロモーション 5%

6,616 リアル食品サンプル・ココナッツ 5%

6,617 ＲＥＡＬＳＰＥＥＤショップ 5%

6,618 リアルマッコイズ熊本 5%

6,619 Ｒｅａｃｈｉｎｇ　Ｍｏｏｎ 5%

6,620 ＲｅｖｏｌｕｔｉｏｎＷｅｂＳｔｏｒｅ 5%

6,621 Ｒｅ：ＥＤＩＴ（ＧＡＬＳＴＡＲ） 5%

6,622 Ｒｅ：ＥＤＩＴ（リエディ）ｂｙ　ＧＡＬＳＴＡＲ 5%

6,623 リエルショップ 5%

6,624 リカーショップ　すぎうら 5%

6,625 リカーステーション酒市場 5%

6,626 リカープラザ越後屋 5%

6,627 リカーライフデザイン研究所 5%

6,628 リグロー 5%

6,629 リゲッタカヌー専門店（ＧＪストアー） 5%

6,630 リコメン堂インテリア館 5%

6,631 リコルドショップ 5%

6,632 Ｒｉｇｏｌｅｔｔｏ 5%

6,633 Ｌｉｓａ 5%

6,634 ＲＥさいくる 5%

6,635 リサイクルきもの　たんす屋 5%

6,636 ＲＩＺＩＤ 5%

6,637 Ｒｅ－ｓｔｙｌｅ 5%

6,638 リスト 5%

6,639 リズム 5%

6,640 リスン 5%

6,641 株式会社利他フーズ 5%

6,642 リック・オート・サービス 5%

6,643 リデアカンパニー 5%

6,644 ＬＩＴＴＬＥ　ＡＲＴＩＳＴ 5%

6,645 リトルウッド 5%

6,646 リトルバスタード 5%

6,647 リネアストリア 5%

6,648 リバーブ 5%

6,649 リバティヒルクラブ 5%

6,650 リバランドオフィシャルサイト 5%

6,651 リバーリトリート雅樂倶 5%

6,652 リバレイコレクション 5%

6,653 リビングアンドヘルス株式会社 5%

6,654 リビングショップ　おおたに 5%

6,655 リビングショップ安藤 5%

6,656 Ｌｉｖｉｎｇｄａｙｓ 5%

6,657 Repair Garage Web Store 5%

6,658 Ｌｉｂｅｒａｔｉｏｎ 5%

6,659 ReHOME 5%

6,660 リメイクボディスタイル 5%
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6,661 リュウジン 5%

6,662 リュウジン空手 5%

6,663 龍頭 5%

6,664 RyuC 5%

6,665 良酒のシマヤ　ポンパレモール店 5%

6,666 ＲＹＯ’Ｓ　ＦＡＲＭ 5%

6,667 良品プラス　ポンパレモール店 5%

6,668 良平糖本舗 5%

6,669 旅館一乃松 5%

6,670 旅館清川 5%

6,671 緑陽社 2%

6,672 旅行用品の専門店　コンサイス 5%

6,673 リライフプラザ 5%

6,674 リラ工房松浦楽器 5%

6,675 ＲＥＬＡＸ 5%

6,676 ＬＩＬＩ　ＭＥＥＫ 5%

6,677 リリアンダイレクトショップ 5%

6,678 Lily Bell（リリーベル） 5%

6,679 Ｌｉｌｏｕ　ｏｎｌｉｎｅ 5%

6,680 ＬＹＬ　ＳＴＯＲＥ 5%

6,681 ＲＥＬＥＮＴＬＥＳＳ 5%

6,682 Ｌｙｎｘ 5%

6,683 ＬＩＮＤＥＮＢＡＵＭｏｎｌｉｎｅｓｈｏｐ 5%

6,684 Ｌｉｎｔｕｋｏｔｏ 5%

6,685 ル・ノーブル　ドットコム 5%

6,686 ル・ブラン 5%

6,687 ルアーアングル　ハマ 5%

6,688 ルアーショップカーミット 5%

6,689 ｌｕｉ　ｊｅｗｅｌｒｙ 5%

6,690 ルイボス製茶 5%

6,691 LOU&DECO 5%

6,692 ＲＯＯＴ 5%

6,693 ROOTWEB 5%

6,694 LOOP SHOES SHOP 5%

6,695 ＲＯＯＭ 5%

6,696 Ｒｏｏｍｓ 5%

6,697 ル 銀座 5%

6,698 ルクリック 5%

6,699 ルシアーレザー 5%

6,700 Ｌｅ　Ｃｉｅｌ 5%

6,701 ルックドラッグ 5%

6,702 Lunacce 5%

6,703 ルナセレクション 5%

6,704 ルナレーナ 5%

6,705 ルナレーナショップ　ニーナ 5%

6,706 ルナレーナスパー 5%

6,707 ルビーズ 5%

6,708 ｒｕｂｉｓＪａｐａｎオンラインショップ 5%

6,709 ｌｅ　ｐｈａｒｅ 5%

6,710 ルフォア株式会社 5%

6,711 ルブレ 5%

6,712 ルリビオ 5%

6,713 ルリビオオンラインショッピング 5%

6,714 ｒａｒｅｇｅｍ 5%

6,715 レイクサイドガーデン 5%

6,716 Ｌａｚｙｓｔｏｒｅ 5%

6,717 ＬＡＺＹＴＩＭＥ 5%

6,718 霊芝健康園 5%

6,719 Ｌｅｉｓ　Ｈａｗａｉｉ 5%

6,720 ０．１ｇの誤算 5%
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6,721 レイドバック 5%

6,722 麗宝保健品製造株式会社 5%

6,723 冷めん家 5%

6,724 レイワのショップ 5%

6,725 Ｒｅｖｅ 5%

6,726 レース工房　太陽 5%

6,727 レースのお店　ななか 5%

6,728 レースの着物もたはん 5%

6,729 Leo＆Momo テイスト 5%

6,730 Ｌｅｏｔａｒｄ．Ｔｏｋｙｏ 5%

6,731 レオタニモト　西院店 5%

6,732 レオタニモト　レオナ店 5%

6,733 レオノーレ 5%

6,734 Ｌｅｏ　ｂｉｊｏｕ 5%

6,735 Ｌ’ＥＣＲＩＮ 5%

6,736 レザークラフト・タカタ 5%

6,737 レザークラフトフェニックス 5%

6,738 レザー小物ショップ　ｍｍｋｏ 5%

6,739 レサンクセンス 5%

6,740 Ｒｅｇｉｎａショップ・Ｓａ 5%

6,741 ＲＥＧＩＯ（レジオ） 5%

6,742 レストラン　かもしか 5%

6,743 レッセフェール 5%

6,744 レットイットビー 5%

6,745 ＬＥＤピュア　ＯＮＬＩＮＥ　ＳＨＯＰ 5%

6,746 ＬＥＤＭＡＴＩＣＳ 5%

6,747 Ｌａｄｙ’ｓｃｏｃｏ 5%

6,748 レディスかわにし 5%

6,749 Ｒｅａｄｙ　Ｓｔｅａｄｙ　Ｇｏ 5%

6,750 ｒｅｔｒｏ．ｊｐ 5%

6,751 レナヴィアショップ 5%

6,752 ＲＥＶＯ＋ 5%

6,753 レミオ・ジャパン株式会社 5%

6,754 レミニセンス 5%

6,755 ＬｅＭｏＮ株式会社 5%

6,756 ｒｅｎｋａｉｐｐｉｎ．Ｃｏｍ 5%

6,757 蓮・慈光美術 5%

6,758 レンズアミーゴ　ＰＯＮＰＡＲＥＭＡＬＬ店 5%

6,759 レンズデリ　ポンパレモール店 5%

6,760 レンズバーゲン 5%

6,761 レンズピット　ＰＯＮＰＡＲＥＭＡＬＬ店 5%

6,762 レンズフリー 5%

6,763 レンタルCOCO-UU 5%

6,764 ＲＥＮＴ　Ａ　ＣＵＴＩＥ 5%

6,765 ＲＯＡＲＳ　ＯＲＩＧＩＮＡＬ 5%

6,766 Ｒｏｉｃｏｓｍｏ 5%

6,767 ＬＬＯＹＤ　ＦＷ 5%

6,768 ロイドコーヒー 5%

6,769 ＲＯＹＡＬ　ＢＲＯＷＮ 5%

6,770 ロイヤルイン新山口駅前 5%

6,771 ロイヤルスプーン 5%

6,772 ＬＯＥＷＳ　ＷＥＢ　ＳＨＯＰ 5%

6,773 ＲＯＵＲＯＵ 5%

6,774 ローズストーン 5%

6,775 Ｒｏａｓｔ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｏｆｆｅｅ 5%

6,776 ローズベイ 5%

6,777 ＲＯＳＥ　ＬＡＢＯ 5%

6,778 ロードランナーバッグスジャパン 5%

6,779 ＲＯＬＬＥＲＳ 5%

6,780 ＬＯＣＡ　セラミックフィルター 5%
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6,781 ログイン株式会社 5%

6,782 ロクロミ 5%

6,783 ログワールド 5%

6,784 ロケット 5%

6,785 ROCKETBOOK 5%

6,786 ロケットミュージック 5%

6,787 ロコシーラ通販 5%

6,788 ロシア料理トロイカ 5%

6,789 絽紗 5%

6,790 六花亭製菓　本社 5%

6,791 ＲｏｃｋｏＮＬｉｎｅｅＳｔｏｒｅ 5%

6,792 六石高原ホテル 5%

6,793 ＲＯＤＥＯ　ＴＡＩＬＯＲＳ 5%

6,794 ロフテー　枕ネットショップ 5%

6,795 ＲＯＢＯ－ＵＮＩ 5%

6,796 ロミ・ユニ　ウェブショップ 5%

6,797 Ｒｏｍｅｏ＆Ｇｉｕｌｉｅｔｔａ 5%

6,798 ロリポップ 2%

6,799 Ｒｏｌｌｏｔ 5%

6,800 ＬＯＬＯＳＩＴＯＡ 5%

6,801 ロングライフ 5%

6,802 ロンシャン　オンラインショッピング 5%

6,803 ＬＯＮＧＰＳＨＯＥ 5%

6,804 和　あらいや 5%

6,805 ワーカーオンラインショップ 5%

6,806 株式会社ワーキングショップ三徳 5%

6,807 ワークショップ　伊丹手袋 5%

6,808 ワークスター 5%

6,809 Ｗａｍｅｒｓ．ｓｈｏｐ 5%

6,810 和あらいや 5%

6,811 ワールドギフトクラブ 5%

6,812 ワールドコンタクト 5%

6,813 ワールドチャンプ 5%

6,814 ワイオリ 5%

6,815 WAI’S　TOOL 5%

6,816 Ｗｉｒｅｄ　Ｓｔｏｒｅ 5%

6,817 ワイルドスカイ 5%

6,818 ワイルドモンスター 5%

6,819 ＹＹＹ－Ｄｒｅｓｓ．Ｉｗａｔａｓ 5%

6,820 ワインショップ　マルマス 5%

6,821 ワインショップちきゅうや 5%

6,822 Ｗｉｎｅ　Ｓｈｏｐ　Ｍａｒｉｅｎｂｅｒｇ 5%

6,823 ワイン専門店ラブワイン 5%

6,824 わいんと地酒の店かたやま 5%

6,825 Wine bouquet 5%

6,826 ワインフードわたらい 5%

6,827 ワインフードワタライ 5%

6,828 若男水産 5%

6,829 若狭小浜　丸海 5%

6,830 和菓子司いづみや 5%

6,831 和菓子処　南陽軒 5%

6,832 和菓子処　福屋 5%

6,833 和菓子の英華堂 5%

6,834 若林道新販売所 5%

6,835 わか本米店 5%

6,836 和柄屋　いつかの少年 5%

6,837 ワキヤコーヒー 5%

6,838 わくいきライフ 5%

6,839 和栗のスイーツがんね栗の里 5%

6,840 わくわく農場 5%
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6,841 わくわくミシン工房 5%

6,842 和ごころ念珠堂 5%

6,843 和心本舗（越境用） 5%

6,844 和彩 5%

6,845 和さくら庵 5%

6,846 和雑貨なごみ 5%

6,847 ＷＡＺＡＭＯＮ 5%

6,848 和式刃物専門店　とよくに 5%

6,849 鷲コーヒー 5%

6,850 ワシストックツ 5%

6,851 和紙ちぎり絵しゅんこうネットショップ 5%

6,852 輪島　塗太郎 5%

6,853 輪島塗太郎 5%

6,854 ワシントン靴店 5%

6,855 早稲田法科専門学院 5%

6,856 わそう 5%

6,857 渡辺珈琲 5%

6,858 渡邊珈琲販売所 5%

6,859 わたなべ米店 5%

6,860 渡辺新聞販売所 5%

6,861 ワダメガネ 5%

6,862 わちふぃーるどオンライン　ＢＵＮ－ＮＥＴ 5%

6,863 ＷＡＣＫＹ　ＲＡＣＥ 5%

6,864 ワッフル・ワッフル 5%

6,865 ＷＡＰＰＥＮＳＴＯＲＥ 5%

6,866 和銅寛 5%

6,867 １８０ｂｏｄｙｄｅｓｉｇｎ 5%

6,868 和布　紺屋 5%

6,869 和方美ヤマトナデシコオンラインショップ 5%

6,870 和夢兎 5%

6,871 和物屋本舗 5%

6,872 和遊苑 5%

6,873 ワールドクラブ 5%

6,874 ＷＡＷＡＪＡＰＡＮ 5%

6,875 ワン・オー・ワン 5%

6,876 ワンコインサカイ株式会社 5%

6,877 WANKOショップ 5%

6,878 ワンさまニャンさま 5%

6,879 ＷａｎＧ　Ｄｅｎｉｍ　ワンジーデニム 5%

6,880 Ｏｎｅ　Ｓｃｅｎｅ 5%

6,881 Ｏｎｅ’ｓ　Ｗｏｒｋｅｒ 5%

6,882 ｗｏｎｄｅｒ　ｍｏｕｎｔａｉｎ　ｉｒｉｅ 5%

6,883 ワンダーモール 5%

6,884 ワンダフルフィッシング　いちだ 5%

6,885 ｏｎｅｄａｙ 5%

6,886 ワンピの魔法 5%

6,887 ’ＯｎｅＷｏｒｌｄ 5%

6,888 ｗａｎ―１ 5%

6,889 をかし楽市 5%
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